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(57)【要約】
【課題】　本考案は、軽量床衝撃音に対する遮音性能に
優れる床板材及び軽量床衝撃音に対する遮音性能に優れ
る建築物の床構造を提供する。
【解決手段】　建築物の床構造１は、コンクリートスラ
ブ１０に接着される緩衝板２０と、緩衝板の上面に接着
された遮音構造体３０と、遮音構造体３０の上面に貼り
付けられた床仕上材４４と、を含む。緩衝板２０は、複
数の中空部２５を有する中空板２４を含む。遮音構造体
３０は、緩衝板２０の上面に接着される第１合板３２と
第１合板３２の上面に接着される第２合板３４とを含む
。第２合板３４の下面３７には格子状のスリット３５が
形成される。第１合板３２はスリット３５を覆うように
第２合板３４の下面に接着される。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリートスラブに接着された緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
　前記遮音構造体の上面に貼り付けられた床仕上材と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着されたことを特徴
とする、建築物の床構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記緩衝板は、前記中空板の下面に防水プラスチックシートが接着され、前記中空板の
上面にプラスチック繊維製の不織布が接着されることを特徴とする、建築物の床構造。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記防水プラスチックシートは無機質充填ポリオレフィン発泡シートであり、
　前記不織布はポリエステル繊維製であることを特徴とする、建築物の床構造。
【請求項４】
　コンクリートスラブの上に設置される床板材であって、
　前記コンクリートスラブに接着される緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着され、
　前記第２合板の上面が床仕上材の貼付面であることを特徴とする、床板材。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、建築物の床構造及び床板材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マンションのような集合住宅などの玄関等のコンクリートスラブに直接貼り付ける床板
材が提案されている（特許文献１）。この床板材は断熱性及び遮音性に効果がある。さら
に遮音性能を向上させた床板材及び床構造も提案されている（特許文献２）。
【０００３】
　しかしながら、市販の床仕上材であるタイルや石材などの硬質床材を用いる場合には、
集合住宅における階下へ音の伝わりにくさが要求される。特許文献１，２に開示された床
板材を介してコンクリートスラブにタイルや石材などの硬質床材を貼り付けた場合であっ
ても軽量床衝撃音に対する遮音性能のさらなる向上が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６０－２６８３１号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１１９６３４号公報



(3) JP 3216378 U 2018.5.31

10

20

30

40

50

【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　本考案は、軽量床衝撃音に対する遮音性能に優れる建築物の床構造及び軽量床衝撃音に
対する遮音性能に優れる床板材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案は上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態
様または適用例として実現することができる。
【０００７】
　［１］本考案に係る建築物の床構造の一態様は、
　コンクリートスラブに接着された緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
　前記遮音構造体の上面に貼り付けられた床仕上材と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着されたことを特徴
とする。
【０００８】
　［２］前記建築物の床構造の一態様において、
　前記緩衝板は、前記中空板の下面に防水プラスチックシートが接着され、前記中空板の
上面にプラスチック繊維製の不織布が接着されることができる。
【０００９】
　［３］前記建築物の床構造の一態様において、
　前記防水プラスチックシートは無機質充填ポリオレフィン発泡シートであり、
　前記不織布はポリエステル繊維製であることができる。
【００１０】
　［４］本考案の床板材の一態様は、
　コンクリートスラブ上に設置される床板材であって、
　前記コンクリートスラブに接着される緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着され、
　前記第２合板の上面が床仕上材の貼付面であることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案によれば、遮音構造体を含むことにより軽量床衝撃音に対する遮音性能が向上し
た床板材を提供することができる。また、本考案によれば、遮音構造体を含むことにより
軽量床衝撃音に対する遮音性能が向上した建築物の床構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態に係る建築物の床構造を示す縦断面図である。
【図２】一実施形態に係る床板材の第２合板の背面図である。



(4) JP 3216378 U 2018.5.31

10

20

30

40

50

【図３】実際の施工現場における実施例１の床構造の軽量床衝撃音性能を示すグラフであ
る。
【図４】実験室における実施例１の床構造の軽量床衝撃音性能を示すグラフである。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本考案の好適な実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に
説明する実施形態は、実用新案登録請求の範囲に記載された本考案の内容を不当に限定す
るものではない。また、以下で説明される構成の全てが本考案の必須構成要件であるとは
限らない。
【００１４】
　１．建築物の床構造
　図１及び図２を用いて、本実施形態に係る建築物の床構造１について説明する。図１は
本実施形態に係る建築物の床構造１を示す縦断面図であり、図２は本実施形態に係る床板
材２の第２合板３４の背面図である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態に係る建築物の床構造１は、コンクリートスラブ１０に
接着される緩衝板２０と、緩衝板２０の上面に接着された遮音構造体３０と、遮音構造体
３０の上面の貼付面３６に貼り付けられた床仕上材４４と、を含む。緩衝板２０及び遮音
構造体３０は機能面からの便宜的な組み合わせを１つの単位としたのであって、緩衝板２
０と遮音構造体３０とが個別に存在しなくてもよいし、個別に存在してもよい。なお、後
述するように緩衝板２０は遮音構造体３０の一部である第１合板３２と一体化した状態で
コンクリートスラブ１０に施工される。
【００１６】
　コンクリートスラブ１０は、マンションなどの集合住宅や病院のような公共施設などの
鉄筋コンクリート造の建築物の床である。例えば一般に集合住宅の玄関ではコンクリート
スラブ１０上に直接タイルや石材などの床仕上材４４を貼り付けて施工する場合が多い。
最近では生活様式の多様化から集合住宅の玄関の土間を延長するといった家主の要望もあ
る。その場合、土間の部分の階下には居室があることになり、従来のような直貼りの床仕
上材４４では階下への遮音性に問題が生じる。床構造１は、コンクリートスラブ１０と床
仕上材４４との間に床板材２を配置することで遮音性、特に軽量床衝撃音に対する遮音性
能に優れる。
【００１７】
　緩衝板２０は、複数の中空部２５を有する中空板２４を含む。緩衝板２０は中空部２５
により床構造１のクッション性を高めると共に、遮音性能を向上させる。また、中空部２
５を有することにより断熱効果も有する。
【００１８】
　緩衝板２０は、中空板２４の下面に防水プラスチックシート２２が接着され、中空板２
４の上面にプラスチック繊維製の不織布２６が接着される。
【００１９】
　防水プラスチックシート２２は、床板材２の最下層にあって、床板材２の防水性を確保
することができる。防水プラスチックシート２２は、無機質充填ポリオレフィン発泡シー
トであることができる。無機質充填ポリオレフィン発泡シートは防水性に優れると共に、
ゴム弾性に優れるため緩衝材としての効果も有する。無機質充填ポリオレフィン発泡シー
トとしては、例えば炭酸カルシウムを配合した出光ライオンコンポジット社製の商品名：
カルプ（登録商標）等を用いることができる。ポリオレフィンの種類としては、例えばエ
チレンやエチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）等を採用することができる。
【００２０】
　中空板２４は、ポリプロピレン製の中空板２４であることができる。ポリプロピレン製
の中空板２４は、可撓性に優れるため中空部２５と協働して緩衝材としての性能を有する
。中空板２４は軽量であることから施工性にも優れる。中空部２５は中空板２４の一方の
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端面から他方の端面に貫通する貫通孔であり、中空板２４としては例えば市販されている
「プラスチック段ボール」を採用することができる。
【００２１】
　不織布２６は、ポリエステル繊維製であることができる。不織布２６を中空板２４と第
１合板３２との間に在って、中空板２４と第１合板３２との接着性を向上させる。
【００２２】
　遮音構造体３０は、緩衝板２０の上面に接着される第１合板３２と第１合板３２の上面
に接着される第２合板３４とを含む。すなわち第１合板３２は不織布２６の上面に接着さ
れる。第２合板３４の下面には図２に示すように格子状のスリット３５が形成される。第
１合板３２はスリット３５を覆うように第２合板３４の下面に接着される。第１合板３２
と第２合板３４とは例えば木質床材用の接着剤により貼り付けられる。第２合板３４のス
リット３５が第１合板３２によって覆われることにより、遮音性を向上させることができ
ると推測される。
【００２３】
　スリット３５は、第２合板３４の下面に形成される。スリット３５の幅は１．３ｍｍ～
２．２ｍｍが施工時の強度を確保し、遮音性を確保するために好ましい。スリット３５の
深さは５ｍｍ～８ｍｍが施工時の強度を確保し、遮音性を確保するために好ましい。スリ
ット３５の間隔Ｔ１，Ｔ２は縦５０ｍｍ×横５０ｍｍである。
【００２４】
　第２合板３４及び第１合板３２は、例えば合板のＪＡＳ規格により定められる「普通合
板」を用いることができる。
【００２５】
　緩衝板２０がコンクリートスラブ１０に接着され、第２合板３４の上面である貼付面３
６に床仕上材４４が貼り付けられている。
【００２６】
　床仕上材４４としては、例えば、陶器タイル、磁器タイル、天然大理石などの玄関の重
歩行用に使う石材の床建材を用いることができる。床仕上材４４と第２合板３４の貼付面
３６とは接着剤４２により接着され、隣接する床仕上材４４との間には目地４６が形成さ
れる。接着剤４２及び目地４６の材質等は床仕上材４４の種類に応じて適宜選択する。
【００２７】
　２．施工方法
　図１を用いて建築物の床構造１の施工方法について説明する。
【００２８】
　コンクリートスラブ１０上に、接着剤を塗布し、その上に緩衝板２０と第１合板３２と
を予め一体化して製造した構造体を敷く。そして、第１合板３２の上面に接着剤を塗布し
、第２合板３４のスリット３５のある下面３７を下にして第１合板３２の上面に重ねる。
これでコンクリートスラブ１０上に緩衝板２０及び遮音構造体３０が形成される。
【００２９】
　次に、第２合板３４の貼付面３６に接着剤４２を塗布し、床仕上材４４を施工して床構
造１が完成する。
【００３０】
　本実施形態の施工方法のように緩衝板２０と第１合板３２とを予め工場などで組み立て
ておけば、比較的変形しやすい緩衝板２０を第１合板３２で補強することができ、緩衝板
２０が取り扱いやすくなると共に施工性が向上する。また、緩衝板２０と第１合板３２と
第２合板３４とを別個（互いに接着しない状態で）に施工現場へ搬入し、コンクリートス
ラブ１０上に緩衝板２０から順次施工するようにしてもよい。
【００３１】
　３．床板材
　図１及び図２を用いて説明した建築物の床構造１の床板材２を１つの床建材としてもよ
いし、上述のように現場施工して床板材２を形成してもよい。床板材２は、上述した緩衝
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【００３２】
　本実施形態に係る床板材２は、コンクリートスラブ１０上に設置される床板材２である
。床板材２は、コンクリートスラブ１０に接着される緩衝板２０と、緩衝板２０の上面に
接着された遮音構造体３０と、を含む。緩衝板２０は、複数の中空部２５を有する中空板
２４を含む。遮音構造体３０は、緩衝板２０の上面に接着される第１合板３２と第１合板
３２の上面に接着される第２合板３４とを含む。第２合板３４の下面３７には格子状のス
リット３５が形成される。第１合板３２はスリット３５を覆うように第２合板３４の下面
３７に接着される。第２合板３４の上面が床仕上材４４の貼付面３６である。基本的な構
成は床構造１と同様であるため重複する説明は省略する。
【００３３】
　床板材２は、施工性を考慮して９００ｍｍ×９００ｍｍの大きさに形成されてもよい。
床板材２の厚さは例えば３０ｍｍ～４０ｍｍである。
【実施例】
【００３４】
　以下、実施例及び比較例を示して説明する。
【００３５】
　実施例１として図１に示す床構造１（厚さ４６．５ｍｍ）を実験室に施工した。具体的
には実験室のコンクリートスラブ（厚さ２００ｍｍ）上に、厚さ２ｍｍの無機質充填エチ
レン・酢酸ビニル発泡シート、厚さ３ｍｍポリプロピレン中空板（質量９００ｇ／ｍ２）
、厚さ３ｍｍのポリエステルステープルファイバー不織布、及び厚さ１２ｍｍの普通合板
をこの順に接着した構造体（９００ｍｍ×９００ｍｍ）を敷き詰めた。さらにその上に厚
さ１２ｍｍの普通合板の裏面に幅１．６ｍｍで深さ６ｍｍのスリットを縦横５０ｍｍ間隔
で格子状に形成した合板を接着して床板材２を形成した。さらに床板材２の上に接着剤を
塗布し、床仕上材４４として厚さ１０ｍｍの磁器タイルを敷設した。
【００３６】
　比較例１として従来の湿式法タイル施工により実施例１と同じタイルをスラブ上に施工
した。
【００３７】
　また、実施例２として実施例１と同じ床構造１（厚さ４６．５ｍｍ）を建築中のマンシ
ョンの一室の床（スラブ厚２４０ｍｍ）に施工した。比較例２として実施例２の施工現場
にて従来の湿式法でタイルを施工した。
【００３８】
　（１）実験室における軽量床衝撃音測定試験
　実施例１、比較例１の床構造１について、ＪＩＳ　Ａ１４４０－１（実験室におけるコ
ンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法　第1部：標準軽量衝
撃源による方法）に準拠して軽量床衝撃音測定試験を行った。試験結果に基づいて下記式
（１）を用いて軽量床衝撃音レベル推定値（Ｌ）を算出した。
【００３９】
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【数１】

【００４０】
　また、推定遮音等級は、床衝撃音レベル推定値からＪＩＳ　Ａ　１４１９－２（建築物
及び建築部材の遮音性能の評価方法－第２部：床衝撃音遮断性能）に準じて求めた。すな
わち、中心周波数１２５Ｈｚ，２５０Ｈｚ，５００Ｈｚ，１０００Ｈｚ，及び２０００Ｈ
ｚのオクターブバンドにおける測定値を下記表１に示し、附属書１図１にプロットした結
果を図３に示す。遮音等級は、プロットした値がすべての周波数帯域においてある基準曲
線を下回るとき、その最小の基準曲線につけられた数値とした。ただし，各周波数帯域に
おいて、測定結果が等級曲線の値より最大２ｄＢまで上回ることを許容した。実験室で測
定した結果、Ｌ数、Ｌ値は下記表１及び図３示すように実施例１は２５０ＨｚにおいてＬ
数５８、Ｌ値６０であった。同じく比較例１は１０００ＨｚにおいてＬ数７１、Ｌ値７０
となった。
【００４１】

【表１】

【００４２】
　表１及び図３の結果から実施例１の床構造１は、５００Ｈｚ以上の高い周波数における
下室の軽量床衝撃音レベルが比較例１に比べて改善されていることがわかった。
【００４３】
　（２）施工現場における軽量床衝撃音測定試験
　実施例２及び比較例２の床構造１について、ＪＩＳ　Ａ１４１８－１（建築物の床衝撃
音遮断性能の測定方法－第１部：標準軽量衝撃源による方法）に準拠して軽量床衝撃音測
定試験を行った。実験結果は、実施例１と同様に測定値を下記表２に示し、附属書１図１
にプロットした結果を図４に示した。また、現場で測定した結果、Ｌ数、Ｌ値は下記表２
及び図４示すように実施例２は１２５ＨｚにおいてＬ数４７、Ｌ値４５であった。同じく
比較例２は１０００ＨｚにおいてＬ数６８、Ｌ値７０であった。また、表２及び図４に測
定対象以外からの騒音である「暗騒音」の測定結果も示した。
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【００４４】
【表２】

【００４５】
　表２及び図４の結果から実施例２の床構造１は、施工現場においても２５０Ｈｚ以上の
周波数における下室の床衝撃音レベルが比較例２に比べて改善されていることがわかった
。特に高周波数になるほど大きく改善されることがわかった。
【００４６】
　（３）落下衝撃試験
　落下衝撃試験としてベターリビング（ＢＬ）優良住宅部品性能方法書、都市再生機構基
準を参考にして、砂袋（３０ｋｇ）を高さ３０ｃｍ、１ｍ、１．２ｍから実施例２の床構
造１に対し落下させた。その結果、タイルの割れ及び目地の割れの不具合は確認されなか
った。
【００４７】
　本考案は、上述した実施形態に限定されるものではなく、さらに種々の変形が可能であ
る。例えば、本考案は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、
方法、及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本考
案は、実施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本考
案は、実施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成する
ことができる構成を含む。また、本考案は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加し
た構成を含む。
【符号の説明】
【００４８】
　１…床構造、２…床板材、１０…コンクリートスラブ、２０…緩衝板、２２…防水プラ
スチックシート、２４…中空板、２５…中空部、２６…不織布、３０…遮音構造体、３２
…第１合板、３４…第２合板、３５…スリット、３６…貼付面、３７…下面、４２…接着
剤、４４…床仕上材、４６…目地、Ｔ１…間隔、Ｔ２…間隔
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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月2日(2018.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリートスラブに接着された緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
　前記遮音構造体の上面に貼り付けられた床仕上材と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着されたことを特徴
とする、建築物の床構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記緩衝板は、前記中空板の下面に防水プラスチックシートが接着され、前記中空板の
上面にプラスチック繊維製の不織布が接着されることを特徴とする、建築物の床構造。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記防水プラスチックシートは無機質充填ポリオレフィン発泡シートであり、
　前記不織布はポリエステル繊維製であることを特徴とする、建築物の床構造。
【請求項４】
　コンクリートスラブの上に設置される床板材であって、
　前記コンクリートスラブに接着される緩衝板と、
　前記緩衝板の上面に接着された遮音構造体と、
を含み、
　前記緩衝板は、複数の中空部を有する中空板を含み、
　前記遮音構造体は、前記緩衝板の上面に接着される第１合板と前記第１合板の上面に接
着される第２合板とを含み、
　前記第２合板の下面には格子状のスリットが形成され、
　前記第１合板は前記スリットを覆うように前記第２合板の下面に接着され、
　前記第２合板の上面が床仕上材の貼付面であることを特徴とする、床板材。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

