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はじめに

床衝撃音遮断性能の評価は、日本建築学会編「建築物の遮音性能基準と設計

指針」に示された“適用等級”によって主に行われている。本書は、1979 年(昭和

54 年)に初版が、1997 年（平成 9 年）には第二版が刊行され、これまで本学会

の音環境規準として建物供給会社や設計事務所、施工会社、管理会社等で広く

使用されている。

一方、日本建築学会では、 2003 年に『日本建築学会環境基準(AIJES)』を設

定し、共通の規則に従って規準・仕様書類の作成・発行を進めていく方針が固

められ、これらの制定を推進している。建物の遮音性能規準・設計指針に関し

ては、当初、「建築物の遮音性能基準と設計指針」と同様に、集合住宅やホテル、

事務所など、主要な用途の建物を 1 冊に取り纏めて作成することが検討された

が、作成に多大な時間を要すことから、建物別に分冊化して作成が図られるこ

とになった。現在は、「集合住宅の遮音性能規準」と「集合住宅の遮音設計指針」

の作成が進められている。

「集合住宅の遮音性能規準」で規定する性能は、空気音遮断性能、床衝撃音

遮断性能及び室内静ひつ性能の 3 つで、このうち、床衝撃音遮断性能に関して

は、「建築物の遮音性能基準と設計指針」に規定される方法とは大きく異なり、

衝撃源を JIS A 1418-1 に規定される標準軽量衝撃源と、JIS A 1418-2 に規定さ

れる衝撃力特性(2)を有する標準重量衝撃源（ゴムボール衝撃源）として、受音

室で生じる A 特性床衝撃音レベルを直接計測する方法（直接法）と、A 特性重

み付けオクターブバンド音圧レベルを計測してバンド合成により A 特性床衝撃

音レベルを求める方法（合成法）の２つの方法によって床衝撃音遮断性能を測

定・表示・評価する方法が規定されようとしている。

固体音小委員会では、2005 年度より、床衝撃音に関する諸課題を採り上げ、

主にゴムボール衝撃源の普及等を目的とした検討を進めている。2012～2013 年

度には、活動の一環として、「集合住宅の遮音性能規準」で新たに規定されよう

としている上述した床衝撃音遮断性能の測定・表示・評価方法に関連する文献

を国内外の発表論文から抽出してここに整理した。

2013 年 12 月 固体音小委員会
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１．標準重量衝撃源に関するアンケート結果

・ 日本建築学会音環境運営委員会固体音小委員会にて、2 つの標準重量衝撃源（タイヤ衝

撃源、ゴムボール衝撃源）に対する認知度、長所・短所などの意識や標準重量衝撃源の

所有・使用状況などを把握するためのアンケート調査を実施（2006 年 3 月頃）。

・ 質問項目：標準衝撃源としてのボールを認知しているか、ボールによる測定の普及度、

衝撃源に対する意識（2 つの標準重量衝撃源の長所・短所、どちらの衝撃源が良いか）、

測定の現状、その他自由意見など。

・ 回答総数：66 機関 79 名。

１）ボールの認知度と普及について

・ 遮音関連の業務に関わる者を対象としたため、約 95％（75 名）の回答者はボールが衝

撃源として追加されたことを知っていた。

・ ボールによる測定が普及していないと回答した割合が 90％以上に対し、普及している

と回答した割合は 0％であった。

・ ボールによる測定が普及していない理由について、自由記述の回答内容では、「評価法

がない」という回答が最も多く、「測定の要求がない」、「知名度が低い」、「バングマシ

ンとの対応性が不明」との回答が続いた。

２）衝撃源の長所・短所について

・ バングマシンの長所は、過去のデータとの比較が可能であること、評価基準があること

などであり、短所は重いためハンドリングが悪く、衝撃力が大きすぎることであった。

・ ボールの長所は、軽くて測定が容易であり、短所は衝撃力が小さいため S/N が確保し

にくいこと、さらには評価基準がないことであった。

・ 両衝撃源と実衝撃源との対応性については、バングマシンの場合は、飛び跳ねとの間に

対応性があり、歩行などとの間にはないとの回答が多かった。

・ ボールの場合は、歩行等とは対応性があり、飛び跳ねとはないとの回答が多かった。

・ 各衝撃源の再現性については、自動落下のバングマシンに比べ、手動落下のボールの方

が再現性に不安があるという意見がみられた。

・ ボールの短所に関する自由意見では、ボールは手落としであるため、衝撃力の安定性や

測定結果に信頼性に欠ける恐れがあるという意見が多かった。自動落下装置の開発が必

要との意見がみられた。次に多い意見としては、衝撃力が小さく、S/N の確保が困難で

ある点であるが、床材メーカーの回答者からは、その意見がみられなかった。

・ 評価基準がないという意見は、ゼネコンや公的試験機関の回答者が多く、ボールの認知

度が低いため顧客への説明ができないという意見は、床材メーカーに多くみられた。

３）今後使用が望ましい衝撃源について

・ 2 つの標準重量衝撃源のうち、今後使用が望ましい衝撃源について問い合せた結果では、

ボールの方がよい（「ボールのみ」＋「併用(ボールが主)」）と回答した割合が約 50％に
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対し、バングマシンの方がよい（「バングマシンのみ」＋「併用(バングマシンが主)」）

と回答した割合が約 30％となっており、ボールの方がよいと考える人が多かった。た

だし、「併用」、「どちらでもよい」、「その他」の合計は約 70％あり、それぞれの衝撃源

に一長一短のあることが窺えた。

ｄ）衝撃源の所有状況と測定状況について

・ ボールの所有率は約 50％の 32 機関であった。

・ 26 機関（約 50％）がボールを衝撃源として使用していると回答している。ただし、ボ

ールを所有しているにもかかわらず、測定を行っていない機関も 5 機関あった。

・ バングマシンを使用した測定の割合を 100％として集計した結果、ボールを用いて測定

を実施する割合が 80％以上の機関が 6 機関あるものの、その他の機関はほとんどが測

定割合は 20％未満であった。

ｅ）ボールを使用した測定結果の利用方法について

・ ボールを使用した測定結果の利用方法について、多くの機関は利用していないあるいは

参考データを得ること等を目的に測定を実施しているのに対し、測定割合の高い機関は

研究用や測定評価方法の検討を目的に測定を実施している状況であった。

・ 階段歩行音の模擬、小さな衝撃音の模擬、環境振動の評価といった床衝撃音以外の利用

方法に関する興味深い回答あった。

ｆ）その他の自由意見について

・ ボールの評価方法や日本建築学会基準などの評価基準に関する記述が一番多くみられ

た。次に多くみられた記述内容は、現在測定している L 等級に加え、A 特性音圧レベ

ルによる測定という、重量床衝撃音の測定方法に関する記述であった。

ｇ）アンケート調査まとめ

・ 遮音関連の業務に関わる担当者は、ボールが標準重量衝撃源として加えられたことは認

識しているものの、ボールを用いた重量床衝撃音の測定はほとんど普及していなかった。

参考文献

1-1） 平光厚雄、 田中学、 中澤真司、 平松友孝：標準重量衝撃源に関するアンケート調

査－衝撃力特性(2)をもつ標準重量衝撃源の現状について－、 日本建築学会大会講

演梗概集、 D-1、 pp.123-124、 2006.9

1-2） 平光厚雄、 漆戸幸雄、 田中学、 中森俊介、 藤橋克己：標準重量衝撃源に関する

アンケート調査結果、 第 59 回音シンポジウム 重量床衝撃音の標準衝撃源、

2007.3
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２．衝撃源の特性

２．１ 衝撃力暴露レベル

１）タイヤとの比較

・ 乾式二重床上で衝撃力暴露レベルを実測すると、剛床上よりも 0～6dB 小さい値となっ

た。（文献 2-1）

・ タイヤ及びボールの衝撃力暴露レベル（JIS A 1418-2）

２）実音源との比較

・ 1/3 オクターブバンドごとのボール（落下高さ 10cm、20cm）の衝撃力特性は小走り（成

人）の衝撃力特性と対応しているとは言えない。（文献 2-2）

・ 歩行による衝撃力特性は仕上げ材（P タイル～ジュウタン）によって有意な差はみられ

ない。（文献 2-3）

２．２ その他の特性

１）温度依存性

・ ボール衝撃力の温度依存性について、養生温度-30～30℃では、衝撃時間は 1ms 以内、

各オクターブバンドの衝撃力暴露レベルは±0.3dB 以内である。（文献 2-4）

・ ボール衝撃力の温度依存性について、養生温度-30～40℃では、衝撃時間は 1ms 以内、

各オクターブバンドの衝撃力暴露レベルは 1dB 前後である。（文献 2-5）

・ タイヤ衝撃力の温度依存性について、表面温度 6～34℃では、63Hz 帯域で 2dB、125Hz

帯域で 3dB、250Hz 帯域では 1dB 変動する。ただし、JIS の許容範囲内である。（文献

2-6）

・ タイヤ衝撃源は空気圧を微調整することで安定した衝撃力特性が得られる。（文献 2-7）

・ ボール（旧）は温度によって衝撃音レベルが変化するが、タイヤは適正な空気圧にすれ

ば、衝撃音レベルの変化は小さい。（文献 2-8）

２）落下高さに対する線形性

・ 剛床上では 31.5、63Hz 帯域に対しては落下高さの平方根にボール衝撃力は比例する。

（文献 2-4）

・ ボール衝撃源は、周波数が高くなるほど落下高さに対する衝撃力の変化量が大きくなる。

（文献 2-9）

・ ボールの荷重—変形曲線は加圧、減圧とも比較的直線である。近似直線より求めた圧縮

ばね定数は約 2.3×104N/m であった。（文献 2-10）

・ ボール衝撃源の場合は、スラブ素面および乾式二重床ともに、いずれの周波数帯域（31.5

～250Hz）においても、落下高さ（0.2～2.0m）の常用対数と衝撃力暴露レベルは直線

的な対応関係になっている。また衝撃力暴露レベルと床衝撃音レベルも直線的な対応関
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係がみられ、RC スラブ素面の場合には直線の傾きがほぼ 1.0、乾式二重床仕上げの場

合にはほぼ 0.7 であった。（文献 2-11）

・ RC 造＋乾式二重床仕上げでの測定例より、ゴムボールの落下高さが 0.1～1.6m の範囲

では、落下高さの対数と床衝撃音レベルの間に直線性がみられた。特に、加振点・受音

点ごとの音圧レベルの場合よりも JIS 準拠の室平均床衝撃音レベルの場合に、相関係数

が高い。（文献 2-12）

・ 乾式二重床上での検討。文献 2-11、 2-12 と同様。（文献 2-1）

・ 素面及び乾式二重床で落下高さと衝撃音の関係を検討した結果、落下高さ 0.2〜2m で

は直線的な関係にあった。（文献 2-13）

・ 標準の落下高さ 100cm に対して落下高さが 5cm 程度上下しても衝撃力暴露レベルの変

化は 0.5dB 未満であり、手落しによる変動は小さい。（文献 2-14）

３）衝撃力の規格値など

・ ボール衝撃源は、250Hz 帯域で衝撃力特性（2）の JIS 規格値より 1.5dB 程度、衝撃力

暴露レベルが大きい傾向がある。（文献 2-4）

・ ボール衝撃源の製品誤差（n=10）について検討を行った結果、誤差は小さい。（文献 2-4）

・ ボールは、-40～50℃において安定した損失係数、ヤング率であるシリコンを使用した。

-30～40℃における反撥係数は 0.88±0.1 であった。（文献 2-10）

２．３ 床衝撃音の特性

１）タイヤとの比較（素面、仕上げ後、ΔL）

・ 標準コンクリート床版におけるタイヤとボールの床衝撃音は、衝撃力に対応している。

（文献 2-8）

・ 2×4 住宅の場合、タイヤとボールの衝撃力暴露レベルの差が両者の床衝撃音レベルの差

に対応することがわかった。（文献 2-9）

・ RC スラブ素面と乾式二重床下地の場合で、タイヤとボールの床衝撃音レベルの対応性

（音圧レベルの差）は異なる傾向がある。RC スラブ素面の場合には全帯域（31.5～

500Hz 帯域）で衝撃力暴露レベルの差との対応性が高い。乾式二重床の場合には 63Hz

帯域のみ対応性が高く、その他の帯域では差が大きくなる。（文献 2-15）

・ RC 系の建物では両衝撃源による床衝撃音レベルは両者の衝撃力暴露レベルの差に対し、

31.5、63Hz 帯域で±2〜3dB の範囲で対応を示す。（文献 2-15）

・ タイヤとボールの衝撃力暴露レベルの差によりボールの床衝撃音（L 数）を換算し、実

測値と比較した。仕上げ後（二重床）の精度は素面よりも低い。（文献 2-16）

・ 木造系の戸建住宅の場合、63Hz 帯域ではタイヤとボールの床衝撃音レベルの相関が高

く、125～500Hz 帯域では両者の相関は低くなる。（文献 2-17）

・ RC スラブ素面の場合には、タイヤとボールの床衝撃音レベルの差は衝撃力暴露レベル
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の差にほぼ対応する。直貼り木質フローリングの場合にも対応性は高い。乾式二重床の

場合には 31.5Hz 帯域、63Hz 帯域でのみ対応が良い。木造・鉄骨 ALC 床組も乾式二重

床と同様の傾向である。（文献 2-18）

・ 乾式二重床において、タイヤとボールに対する ΔＬは 31.5Hz 帯域、63Hz 帯域で比較

的良く対応する。125Hz 帯域以上では両者の差は大きくなる。スラブ素面時には衝撃力

の差と床衝撃音レベルの差がほぼ対応しており、この ΔＬの対応の違いは乾式二重床の

場合の衝撃力と床衝撃音レベルの対応の線形性が低いことが原因と考えられる。また線

形性の高さの違いは二重床の端部処理方法（空気の密閉）にも依存する。（文献 2-19）

・ Ａ特性床衝撃音レベル、合成Ａ特性床衝撃音レベル、逆Ａ特性重み付き、Ｌ数バンド算

術平均値、の相互間について、タイヤおよびボールの場合でそれぞれ、相関関係を検討

した。（文献 2-20）

・ RC、SRC の現場でタイヤとボールの床衝撃音の対応を比較し、両者の差は素面では衝

撃力レベルの差に対応しており、二重床の場合は 31.5、63Hz のみ対応がみられた。（文

献 2-21）

・ 鉄骨 ALC 構造の床で素面及びカーペット、直張りフローリング仕上げでタイヤとボー

ルの衝撃音の比較を行い、衝撃力の補正による互換性について検討した。（文献 2-22）

２）実音源との比較

・ 床衝撃音はタイヤ衝撃源と飛び降り、飛び跳ね、またボール衝撃源と単発走行がレベル、

周波数特性で類似している例もある。（文献 2-23）

・ 単発歩行の床衝撃音はボールよりも小さい。（文献 2-23）
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て、日本騒音制御工学会秋季研究発表会講演論文集、pp.145-148、2006.9
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2-11） 小谷朋央貴・漆戸幸雄・綿谷重規：ゴムボールの落下高さを変えた場合の衝撃力と

床衝撃音レベルの関係について －床衝撃音遮断性能の測定方法・評価方法に関す
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ける暗騒音の影響について －床衝撃音遮断性能の測定方法・評価方法に関する検
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撃源による床衝撃音レベルについて、日本建築学会大会学術講演梗概集 D-1、

pp.51-52、2003.9
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３．暗騒音の影響

文献 3-1

・ゴムボールとバングマシンの両衝撃源で同一居室を実測した事例を収集し、暗騒音の現

状把握が行われている

[RC 造集合住宅]

・ 居間：29 床、洋室：31 床及び和室：9 床の合計 69 床。

・ 床仕上げは、乾式二重床（54 床）とスラブ素面・直張り床（15 床）。スラブ厚 300mm

以上のデータが 17 件含まれている。

・ 夜間に計測したものが大半を占めるが、昼間の計測で外構工事騒音が聞こえる場合、幹

線道路沿いの建物で道路交通騒音の影響を受ける場合の事例も含まれている。

・ 夜間測定では、500Hz 帯域の暗騒音が 25dB を下回る事例が多いのに対して、昼間測

定や幹線道路沿いの事例では、30dB を上回るものが多くなり、中には 35dB を超え

るものもある。その結果、ゴムボール実測値の一部で 500Hz 帯域の値が暗騒音の結果

と重なり合ってしまう

・ 500Hz 帯域ではゴムボール実測値の 43％、バングマシン実測値の 39％で暗騒音補正が

必要となり、ゴムボール実測値の 7%で参考値となった。また、63Hz 帯域 及び 125Hz

帯域では、両衝撃源とも暗騒音補正の必要がなかった
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[木造住宅]

・ 戸建住宅：46 床、集合住宅：4 床の合計 50 床の結果。在来木軸組工法が 44 件、枠

組壁工法（ツーバイフォー工法）が 6 件。

・ RC 造集合住宅に比べて暗騒音が小さく、ゴムボール及びバングマシン実測値が大きい

ので、実測値と暗騒音の重なりがない。

・ 木造住宅の場合はすべてのケースで暗騒音補正の必要がなかった。

[全体の傾向]

・ 今回の事例からは、著しく大きい暗騒音が想定される状況での測定でない限り、ゴムボ

ール及びバングマシンともほとんどの場合、測定が可能であるといえる。特に、夜間測

定の場合は、暗騒音の影響を受けずに測定できる可能性が高い。



10

文献 3-2

・ 24 の RC 造集合住宅建物、居間 44 床、洋室 46 床、和室 9 床の合計 99 床の結果。

・ スラブ素面・直張り床（18 床）と乾式二重床（81 床）に分けて示している。なお、

この中には、スラブ厚 300mm 以上のデータが 17 件含まれている。

・ 夜間に計測したデータが大半を占めるが、昼間の計測で外構工事騒音が聞こえる場合、

幹線道路沿いの建物で道路交通騒音の影響を受ける場合の事例も含まれている。

・ 夜間測定では、500Hz 帯域の暗騒音が 25dB を下回る事例が多い。昼間測定や幹線道

路沿いの事例では、30dB を上回るものが多くなり、35dB を超えるものもある。その

結果、衝撃源によらず乾式二重床の床衝撃音の一部が 500Hz 帯域で暗騒音の結果と重

なり合っており、その傾向はタイヤよりもゴムボールに多くみられる。

・ 暗騒音補正が必要または参考値となる割合は、周波数が高くなるほど増えていく。

500Hz 帯域で暗騒音補正が必要な割合は、ゴムボールが 45％、タイヤが 42％、参考値

となる割合はゴムボールが 13％、タイヤが 3％。63Hz 帯域および 125Hz 帯域では、

ボールで暗騒音補正が必要な割合がそれぞれ 1%、2%であり、タイヤはどちらの帯域も

暗騒音補正の必要がなかった。

・ スラブ厚300mm以上の場合もほ

ぼ同様の傾向を示し、250Hz お

よび 500Hz 帯域で暗騒音補正の

必要が生じる割合がわずかに増

加する程度であった。

・ 今回の事例は、衝撃源によらず、

ほとんどの例で 500Hz 帯域まで

含めた測定が可能であった。
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・ 木造･軽量鉄骨造住宅についても 67 床のデータを収集したが、RC 造集合住宅に比べ相

対的に床衝撃音が大きく、すべてのケースで暗騒音補正の必要はなかった。

・ 竣工間際の RC 造集合住宅で夕方から

夜間の暗騒音変動の実態調査結果報告。

・ 建物は片側 2 車線の大通りから 20m

ほど奥まった住宅街。

・ 主な騒音源は大通りの交通騒音（特に

バイク、トラック）。

・ 測定は窓越しに大通りが見えて、かつ

大通りから最も近い居間（サッシの遮

音等級：T-1、換気口：非防音タイプ・

閉）の室中央１点（床上 1.2m）。

・ 10 秒間の等価音圧レベルを 60 回連続

測定した結果を累積比率で示す。

・ 各周波数帯域の累積比率は 19 時台と

20 時台で似ており、室内騒音は 23～

43dBA（10 分間のエネルギー平均で

33dBA および 34dBA）の範囲で変動。

・ これらの暗騒音下で床衝撃音を測定し

た場合に、暗騒音補正が必要および参

考値となる割合を示す。 ここで、「オ

クターブバンドごとの L 数」は、床

衝撃音測定値のオクターブバンド分析

結果を周波数帯域ごとに床衝撃音遮断

性能の等級曲線（L 曲線）にあてはめ

て読みとった数値と定義。

・ 19 時台、20 時台ともに、63Hz 帯域で

は L 数が 40 を上回る（床衝撃音遮断

性能としては下回る）場合に常に暗騒

音補正が不要となる。

・ 一方、500Hz 帯域では L 数が 40 のと

きに約半分の測定時間で暗騒音補正が

必要となるが、参考値となる場合はな

い
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[まとめ]

・ RC 造集合住宅では衝撃源によらず、ほとんどの例で 500Hz 帯域まで含めた測定が可能

であった。

ただし、周波数帯域が高くなるほど S/N を確保しにくい傾向があるため、測定に必要

な時間は長くなりやすい。一方、測定目的をＬ数の判定に限定すれば、500Hz 帯域で L

数が決定しないことを確認できれば、長時間かけて同帯域の S/N を確保する必要もない。

文献 3-3

・ 集合住宅 6 建物、48 室の実測データ（加振点毎の床衝撃音レベルが分析対象、乾式二

重床 218 データ、スラブ素面 20 データを使用）を対象とし、騒音等級 N-30、N-35 及

び騒音レベル 30、35dBA を暗騒音データとみなして、床衝撃音レベル実測値とレベル

差が 6dB 未満の場合の割合（SN 比 6dB 未満データ数／全データ数）を 63～500Hz

帯域及び dBA 毎に集計して暗騒音の影響を検討（実測値は深夜などに実施しており暗

騒音の影響はない）。

・ 暗騒音が N-35、35dBA の場合（図

1）、スラブ素面のゴムボールによ

る床衝撃音レベルは、63Hz 帯域で

35％が参考値となる（バングマシ

ンによる測定では、500Hz 帯域で

50％が暗騒音の影響を受け参考値

となる）。乾式二重床の場合、ゴム

ボールによる測定では 125Hz 帯域

の約 40％、500Hz 帯域の 84％が暗

騒音の影響を受ける。

・ 暗騒音が N-30、30dBA の場合（図

2）、全体的に暗騒音の影響は小さ

くなるものの、乾式二重床の

500Hz 帯域で、ゴムボールの測定

値の約 55％程度が影響を受ける可

能性がある。

・ L 曲線での評価は、決定周波数帯域が 63Hz 帯域であれば、ゴムボールの測定において

も暗騒音の影響は少ないと考えられるが、決定周波数帯域が 125Hz 帯域よりも高い場

合、暗騒音の影響を大きく受けることが考えられる。

[まとめ]

・ コンクリート系建物の重量床衝撃音レベル測定にゴムボールを用いる場合、スラブ素面

では 63Hz 帯域で、乾式二重床では 125Hz 帯域以上で暗騒音の影響を受けやすい。
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４．床衝撃音の聴感評価

床衝撃音を A 特性音圧レベルで評価する方法は、ISO タッピングマシンの開発当時から

用いられている。Olynyk ら 4-1) は実験室と現場で、タッピングマシン及びヒール歩行によ

る床衝撃音を用いて大きさに関する主観評価実験を行った。タッピングマシンと歩行音の

間の周波数特性の差を評価曲線に反映させる必要性を示している。

日本においては、2000 年の JIS 規格の改訂前より、橘ら 4-2) が新しい標準重量衝撃源を

開発するために、構造の異なる４つの集合住宅で床衝撃音を測定し、タッピングマシン、

バングマシン、新ゴムボール、子供の椅子からの飛び降りによる床衝撃音を物理的側面か

ら検討している。最大Ａ特性音圧レベルでみると、ゴムボールと子供の飛び降りの対応が

最も良いことが示されている。また、Preis ら 4-3) は標準衝撃源（バングマシン、A ボール、

NF ボール、SH ボール）がどの程度実衝撃音（人間の飛び跳ね、飛び回り）を再現できる

のかについて、心理音響の観点から検討している。その結果、SH ボール（新ゴムボール）

を衝撃源としたとき、最大Ａ特性音圧レベル LA,Fmax と Nmax 及び SEN の相関が高いこ

とを報告している。

同時期、大脇らは一対比較法を用い、床構造の異なる木造床、木造 ALC 床、RC 床の３

種類について、軽量床衝撃音、重量床衝撃音を試験音とし、うるささと LAeq の対応を検討

している。両者の相関係数は高く、音源の異なる床衝撃音の聴感的評価を LAeq という一つ

の尺度で評価できる可能性を示している 4-4), 4-5)。

韓国においても、ゴムボールを標準重量衝撃源とし LA,Fmax で床衝撃音遮断性能を評

価する方法が検討されている。Jeon ら 4-6), 4-7) は、比較刺激との差をカテゴリー尺度を用い

て判断する方法により、各種物理量と主観評価量との対応を検討している。大きさ、うる

ささとの対応に優れるのは N10 (Percentile Loudness)、LLz (Zwicker Loudness)であるが、

算出手順などを考慮すると、LA,Fmax 及び Li,Fmax,AW のような測定量を用いるのがより

妥当という考えを報告している。Lee ら 4-13) も、LLz、Nmax と LAeq、LA,Fmax、

Lm,1/1(63-500) は、うるささに関して同程度の高い相関を示すことを明らかにし（表 1）、

LA,Fmax は騒音計だけで測定することができること、また追加の計算手続きが必要ないこ

とから、LA,Fmax はゴムボールによる床衝撃音の実用的な聴感指標であると述べている。

表 1 尺度値とレベル指標の相関係数 4-13)

Group A：等ラウドネス曲線に対して，床衝撃音の卓越周波数が 50-80Hz にある場合，以下同様に Group B：100-160Hz，

Group C：200-315Hz，Group D：400-630Hz （筆者注）
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濱田らも、標準重量衝撃源（バングマシン、ゴムボール）、実衝撃源による床衝撃音を試

験音とし、両者の対応関係、物理量と主観評価量の対応について検討してきた。文献 4-8)

では、ME 法によるラウドネス判断においてベキ指数に着目すると、図１に示すようにゴム

ボールに近い実衝撃源は裸足かかと歩行と飛び跳ね（つま先）であることが分かった。さ

らに、SD 法を用いた床衝撃音の音色評価実験では、バングマシンとボールは金属因子で差

が見られることが分かった（図 2）。また、実衝撃音は標準衝撃源による床衝撃音と比較し

た場合、より大きく、よりうるさく評価されることを報告した 4-9)。

各種衝撃源による床衝撃音の最大 A 特性音圧レベルと、心理量（大きさ、うるささ、気

になる、聞こえる）の対応関係について、評定尺度法を用いた主観評価実験を継続して行

っている 4-10), 4-11), 4-15), 4-18), 4-20)。バングマシン、ゴムボール、成人男性による歩行及び走行

のいずれの衝撃源による床衝撃音についても、最大 A 特性音圧レベルと４つの心理量の間

には高い相関があることが示されている。また、表 2 に示すように、各心理量のカテゴリ

ー尺度とLA,Fmaxの相関係数(r)は、L数との相関係数に比べて全体的に大きい傾向がある。

ボールの場合はLA,Fmaxの相関係数は0.98であるがL数の相関係数は0.90程度に留まる。

表 2 尺度値とレベル指標の相関係数 4-15)

Jeon ら 4-12) は、ゴムボールによる床衝撃音を詳細に検討し、卓越周波数帯域により分類

されることを示している。うるささを一対比較法により検討した結果、最もうるさいと判

断されたのは、卓越周波数が 200-315Hz のグループであったことが報告されている。Jeon

0.4
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べ
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図 1 衝撃源別べき指数

裸足走行H家

裸足走行I家次女二重床

バング10ｃｍ直張り

椅子飛降りH家長男二重床

ゴムボール10ｃｍ直張り

裸足かかとK氏二重床

裸足早歩きI家次女二重床

裸足早歩きI家次女直張り

バング10ｃｍ二重床

飛跳ねつま先U家長女直張り

飛跳ね踵Y氏二重床

裸足通常歩行I家次女直張り

ボール10ｃｍ二重床

裸足通常歩行I家長女二重床

椅子飛降りU家次女直張り
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図２ 空間布置図（金属因子と迫力因子）

バングマシン ボール 走行 歩行
カテゴリー平均値と カテゴリー平均値と カテゴリー平均値と カテゴリー平均値と

LiA,Fmax Lr LiA,Fmax Lr LiA,Fmax Lr LiA,Fmax Lr

大きさ 0.99 0.99 0.98 0.90 0.94 0.90 0.83 0.59
うるささ 0.97 0.97 0.99 0.90 0.94 0.90 0.90 0.70
気になる 0.96 0.95 0.98 0.89 0.94 0.88 0.92 0.73
聞こえる 0.97 0.96 0.98 0.89 0.94 0.88 0.93 0.75
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らはさらに研究を進め、バングマシン、タッピングマシンの測定結果をボールの測定結果

に変換する計算方法を提案している 4-14)。

佐藤らは、木造住宅（実験住宅）の重量床衝撃音遮断性能評価について報告している 4-16) ,

4-17), 4- 19)。ラウドネスと心理尺度構成値との相関関係は、L 数及び最大 A 特性床衝撃音レベ

ルより高く、うるささとの対応がよいこと、またラウドネスと A 特性最大音圧レベルの相

関が高いことを報告している。
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５．評価値の対応性

文献 5-1

① 床衝撃音レベル等級（L 数）と直接測定した A 特性床衝撃音レベル（ダイレクト LA）

の関係

② L 数とオクターブバンド音圧レベルから求めた A 特性床衝撃音レベル計算値（バンド

合成 LA）の関係

③ L 曲線を 31.5Hz 帯域まで拡張した場合の L 数とダイレクト LA の関係

④ バンド合成 LA とダイレクト LA の関係

⑤ 31.5Hz 帯域を含むバンド合成 LA とダイレクト LA の関係

・ 検討対象周波数帯域：重量が 63～500Hz 帯域、軽量が 125～2kHz 帯域

・ ＲＣ造、タイヤ衝撃源 745 件、ボール衝撃源 620 件、タッピングマシン 2070 件

ただし、１打撃点１受音点の結果が大多数。また、A 特性床衝撃音レベルとオクタ

ーブバンド音圧レベルは 1 台の騒音計で同時に測定。

傾きとＲ２値 差の範囲と平均、標準偏差

１）重量衝撃源は、バンド合成 LA の方がダイレクト LA よりもＬ数との対応がよい。

ただし、軽量衝撃源の場合はどちらも同じ。

２）重量床衝撃音の場合、バンド合成 LA とダイレクト LA の対応関係は、31.5Hz 帯域を

含めてバンド合成を行うことにより向上する。

※バンド合成 LA は、オクターブバンド音圧レベルを A 補正して算出

(1)Ｌ数とダイレクトＬＡの関係

・ L 数は対象周波数帯域におけるバンドマックスの測定値であり、ダイレクト LA は帯

域制限の無いオーバーオールマックスの測定値となる。そのため、L 数の対象周波数

タイヤ ボール ﾀｯﾋ ﾝ゚ｸ ﾏ゙ ｼﾝ

0.73 0.79 0.98

0.84 0.80 0.98

0.92 1.02 0.97

0.96 0.95 0.99

0.78 0.92 --

0.87 0.92 --

0.81 0.80 1.02

0.90 0.89 1.00

0.88 0.94 --

0.95 0.96 --

上段：近似直線の傾き

下段：Ｒ
２
値

Ｌ数とダイレクトＬＡ

31.5Hz帯域含むバンド合成ＬＡと
ダイレクトＬＡ

バンド合成ＬＡとダイレクトＬＡ

Ｌ’数とダイレクトＬＡ

Ｌ数とバンド合成ＬＡ

タイヤ ボール ﾀｯﾋ ﾝ゚ｸ ﾏ゙ｼﾝ

-7～+8 -6～+8 -4～+3

-1.90 -0.60 0.00

2.41 2.51 0.98

-3～+1 -3～+1 -2～+3

-1.50 -0.70 0.40

1.12 1.29 0.81

-7～+4 -6～+4 --

-2.20 -1.20 --

2.04 1.91 --

-4～+7 -4～+8 -2～+3

-0.40 0.00 -0.40

1.77 2.05 0.44

-4～+2 -4～+2 --

-1.10 -0.80 --

1.16 0.44 --

上段：差の範囲、中段：差の平均、下段：差の標準偏差

バンド合成ＬＡに対するダイレクトＬＡの差

31.5Hz帯域含むバンド合成ＬＡに対する
ダイレクトＬＡの差

Ｌ数に対するダイレクトＬＡの差

Ｌ数に対するバンド合成ＬＡの差

Ｌ’数に対するダイレクトＬＡの差
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帯域内にほとんど全ての成分が含まれるタッピングマシンでの L 数とダイレクト LA

の関係は、バンド合成 LA の場合とほぼ等しいものになるが、タイヤ衝撃源やボール

衝撃源の場合は、L 数の対象周波数帯域から外れた 31.5Hz 帯域に大きな成分が含ま

れるデータが存在することから、傾きは緩やかになりＲ２値は低下する。

・ ダイレクト LA と L 数の差の標準偏差は、バンド合成 LA の場合の 2 倍程度。

・ 性能の評価をダイレクト LA で行おうとする場合は、規準値を L 値と同一の値とする

と、タイヤ衝撃源の場合はおよそ 94%、ボール衝撃源の場合はおよそ 87%、タッピン

グマシンの場合はおよそ 93%が L 値による評価と同じか安全側に評価される。

(2)Ｌ数とバンド合成ＬＡの関係

・ 傾きは 1.0 に近く L 数とバンド合成 LA は高い相関を示す。タッピングマシンの近似

直線の傾きおよびＲ２値は L 数とダイレクト LA の関係とほぼ同様の傾向を示すが、

重量衝撃源の場合は傾きは鋭くなり、Ｒ２値は 1.0 に近くなる。

・ 性能の評価をバンド合成 LA で行おうとする場合は、規準値を L 値と同一の値とする

と、タイヤ衝撃源の場合はおよそ 98%、ボール衝撃源の場合はおよそ 94%、タッピン

グマシンの場合はおよそ 90%が L 値による評価と同じか安全側に評価される。

(3)Ｌ’数とダイレクトＬＡの関係

・ 近似直線の傾き、Ｒ２値は L 数とバンド合成 LA の関係に近づく。L’数とダイレクト

LA の対応関係が、L 数とバンド合成 LA の対応関係に比べて劣るのは、L 数がバンド

マックス値であるのに対し、ダイレクト LA がオーバーオールマックス値であること

も要因の一つと考えられる。

・ 性能の評価をダイレクト LA で行おうとする場合は、規準値を L’値と同一の値とする

と、タイヤ衝撃源の場合はおよそ 97%、ボール衝撃源の場合はおよそ 94%が L’値に

よる評価と同じか安全側に評価される。

(4) バンド合成ＬＡとダイレクトＬＡの関係

・ ダイレクト LA とバンド合成 LA の差が+2dB 以上のタイヤ衝撃源とボール衝撃源の

データ（ダイレクト LA の方がバンド合成 LA より大きくなる）は 31.5Hz 帯域に大

きな成分を持つデータがほとんど。

・ バンド合成 LA とダイレクト LA が 1:1 の対応を示す割合は、タイヤ衝撃源とボール

衝撃源の場合がおよそ 70%、タッピングマシンの場合が 90%。

(5) 31.5Hz 帯域含むバンド合成ＬＡとダイレクトＬＡの関係

・ 31.5Hz 帯域をバンド合成に含めた方が 63Hz 帯域からのバンド合成値よりも近似直

線の傾きとＲ２値はともに 1.0 に近くなる。
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文献 5-2

① 周波数重み特性 Z（平坦）で測定したオクターブバンドレベルに周波数重み特性 A を

補正して合成する方法

② 周波数重み特性 Z（平坦）で測定した 1/3 オクターブバンドレベルに周波数重み特性

A を補正して合成する方法

③ 周波数重み特性 A で測定したオクターブバンドレベルを合成する方法

④ 周波数重み特性 A で測定した 1/3 オクターブバンドレベルを合成する方法

・ バンド合成する周波数範囲：ｱ)JIS の測定範囲、ｲ)JIS の測定範囲を低音域側に１帯域

広げた範囲。

・ 対象：集合住宅 6 物件＋矩形残響室、加振点ごとの床衝撃音レベル収録音。

・ データ数： 750（30 室）。

・ L 数の決定周波数帯域の比率：31.5Hz 帯域 4%、63Hz 帯域 64%、125Hz 帯域 32%。

・ RION NA-28 で分析。

１）バングマシン、ボール：バンド合成 LA は、1/1 オクターブよりも 1/3 オクターブとし

た方がダイレクト LA との対応性が良い

２）1/1 オクターブバンドレベルからバンド合成 LA を求める場合、A 特性バンドレベル

を測定して合成すると、ダイレクト LA との対応は 1/3 オクターブバンドレベルを用い

た場合と同程度になる

３）JIS の測定範囲で算出したバンド合成 LA は 31.5Hz 帯域以下の低音域にピークを有

するデータの場合、A 特性の補正方法によらずダイレクト LA よりも小さくなる
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文献 5-3

(a) オクターブバンドごとの最大音圧レベルを求め、A 特性補正値を加算した後、バンド

値を合成

(b) 1/3 オクターブバンドごとの最大音圧レベルを求め、A 特性補正値を加算した後、バ

ンド値を合成

(c) A 特性フィルタ通過後、オクターブバンドごとの最大音圧レベルを求め、バンド値を

合成

(d) A 特性フィルタ通過後、1/3 オクターブバンドごとの最大音圧レベルを求め、バンド

値を合成

・ 測定対象建物は、コンクリート造建物。

・ コンクリート素面床の状況で 6 建物 28 室、仕上げ床で 7 建物 36 室（1 建物 3 室

は直張床、その他は乾式二重床）。

・ 加振点は室の 1 本の対角線を 4 等分する 3 点、受音点は室の 2 本の対角線を 4 等分

する 5 点。受音高さは日本騒音制御工学会推奨点。

・ 合成する周波数範囲は 16Hz～500Hz（1/3 オクターブは 12.5Hz～630Hz）。

・ SN 比が小さいバンドデータは合成の対象外。

１）バンド幅（図－４）

・ (c)と(d)は LiA,Fmax との差は小さく 0.5dB 以内。

・ (a)(b)は(c)(d)よりも LiA,Fmax との差が大きくなり、オクターブ幅を用いた(a)は最大

で 3dB の差が生じた。1/3 オクターブ幅(b)とすれば差は 1dB 程度に納まる。

・ LiA,Fmax よりも小さい値があるのは SN 比が小さいバンドデータを除いたため。

２）対象周波数範囲

・ 低域側の周波数を 12.5Hz として高域側を 630Hz から徐々に低く設定すると、

315Hz までは LiA,Fmax との差が 1dB 以内である（図－5）。また、高域側の周波

数を 630Hz として低域側を 12.5Hz から徐々に高く設定すると、25Hz までは

LiA,Fmax との差は 1dB 以内に納まる（図－6）。

・ 誤差を 1dB 以内とするためには少なくとも 25Hz～315Hz（1/3 オクターブ中心周波

数）の範囲が必要であるといえる。
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