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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音源領域の端部に沿って配設された防音壁の上部に取り付けられ前記防音壁の延在方向
に互いに間隔をあけて複数配置され前記防音壁から上方へ向かって延びる支柱の、隣り合
う支柱間に構成される支柱間空間に配置される防音装置であって、
　前記音源領域側に傾斜する音源領域側板と音源領域外側に傾斜する反音源領域側板とに
分岐されて上方に延びる一対の分岐壁板と、前記分岐壁板より各々短く形成され且つ、前
記一対の分岐壁板の上端部から相互に近づく方向に傾斜しつつ上方に延びる一対の先端壁
板と、前記音源領域側板の前記音源領域側に配置され前記分岐壁板よりも下側から傾斜し
つつ上方に延びる第１傾斜壁板と、前記第１傾斜壁板の音源領域側に配置され前記第１傾
斜壁板よりも下側から傾斜しつつ上方に延びる第２傾斜壁板と、前記延在方向両端に設け
られ前記支柱と係合し、上部に前記支柱へ取付けられる取付部が形成された一対の係合部
材と、を有し、
　前記支柱の前記防音壁よりも上側は鉛直方向からみて断面Ｈ形状とされ、隣り合う前記
複数の支柱は、前記Ｈ形状が互いに向き合うように開口され鉛直方向に延びる一対の溝部
を構成し、
　前記係合部材は前記取付部から下端にかけて前記溝部に係合されること、を特徴とする
防音装置。
【請求項２】
　前記係合部材は、直方体枠形状とされていること、を特徴とする請求項１に記載の防音
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装置。
【請求項３】
　前記支柱に前記防音壁の延在方向に長尺に形成された長穴を介して前記係合部材と前記
支柱とを連結するボルト、を備えた、請求項１または請求項２に記載の防音装置。
【請求項４】
　前記係合部材は、この係合部材が前記支柱と係合された際に、前記防音装置の最も音源
領域外側に位置する部分が前記防音壁から音源領域側に配置される位置に固定されている
こと、を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の防音装置。
【請求項５】
　上端に前記分岐壁板の下端が取り付けられるベース壁板を備え、前記第１傾斜壁板と前
記第２傾斜壁板は、前記ベース壁板から延出されていること、を特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の防音装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防音装置に関し、特に、鉄道、道路、工場等から発生する騒音の防止対策と
して設けられる防音壁の上方に配置される防音装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、鉄道、道路、工場等から発生する騒音の対策として、直接的に騒音が伝播す
るのを防止する為に防音壁を設置することが、広く行われている。そして、防音壁だけで
は防音効果が十分でない場合には、防音壁の上部に防音効果を高める防音装置を設置する
ことが提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　このように、防音装置を防音壁の上側に設置する場合には、防音装置を防音壁に取り付
ける必要がある。特許文献１では、本体壁（Ｈ鋼）に防音装置を載置可能な金具を取り付
け、防音装置と金具とをボルトで固定している。
【０００４】
　しかしながら、上記のような取付構造では、ボルト穴などをあわせるために防音壁の延
在方向における位置決めを正確に行う必要があり、取り付けが難しかった。
【特許文献１】特開２０００－８３３２号公報
【０００５】
　本発明は、上記事実を考慮してなされたものであり、防音壁の上に簡単に取り付けるこ
との可能な防音装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の請求項１に係る防音装置は、音源領域の端部に沿っ
て配設された防音壁の上部に取り付けられ前記防音壁の延在方向に互いに間隔をあけて複
数配置され前記防音壁から上方へ向かって延びる支柱の、隣り合う支柱間に構成される支
柱間空間に配置される防音装置であって、前記音源領域側に傾斜する音源領域側板と音源
領域外側に傾斜する反音源領域側板とに分岐されて上方に延びる一対の分岐壁板と、前記
分岐壁板より各々短く形成され且つ、前記一対の分岐壁板の上端部から相互に近づく方向
に傾斜しつつ上方に延びる一対の先端壁板と、前記音源領域側板の前記音源領域側に配置
され前記分岐壁板よりも下側から傾斜しつつ上方に延びる第１傾斜壁板と、前記第１傾斜
壁板の音源領域側に配置され前記第１傾斜壁板よりも下側から傾斜しつつ上方に延びる第
２傾斜壁板と、前記延在方向両端に設けられ前記支柱と係合し、上部に前記支柱へ取付け
られる取付部が形成された一対の係合部材と、を有し、前記支柱の前記防音壁よりも上側
は鉛直方向からみて断面Ｈ形状とされ、隣り合う前記複数の支柱は、前記Ｈ形状が互いに
向き合うように開口され鉛直方向に延びる一対の溝部を構成し、前記係合部材は前記取付
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部から下端にかけて前記溝部に係合されること、を特徴とする。
【０００７】
　上記構成では、防音壁から上方へ向かって延びる複数の支柱が防音壁の延在方向に互い
に間隔をあけて複数取り付けられており、隣り合う支柱間に支柱間空間が構成されている
。防音装置は、この支柱間空間に配置され、延在方向両端に設けられた係合部材が、当該
支柱間空間を構成する隣り合う２本の支柱と係合されて、防音装置が防音壁に取り付けら
れる。
　なお、支柱の取付穴を延在方向の長穴にすることにより、ある程度の支柱の位置ずれを
吸収することができる。
【０００８】
　上記構成によれば、防音装置の両端（延在方向）に設けられた係合部材が、防音壁上側
に延びる支柱と係合されることにより、防音装置が防音壁に取り付けられる。したがって
、金具で防音装置を受けてボルトにより固定する場合と比較して、延在方向において防音
装置の位置が支柱に対して正確である必要がなく、簡単に取り付けを行うことができる。
【００１０】
　また、上記構成によれば、支柱に構成された一対の溝部に防音装置の係合部材を係合さ
せることにより、簡単に取り付けを行うことができる。
　さらに、このように、断面Ｈ形状の部材、例えばＨ鋼を用いて、支柱を構成することが
できる。
【００１２】
　本発明の請求項２に係る防音装置は、前記係合部材は、直方体枠形状とされていること
、を特徴とする。
本発明の請求項４に係る防音装置は、前記支柱に前記防音壁の延在方向に長尺に形成され
た長穴を介して前記係合部材と前記支柱とを連結するボルト、を備えたこと、を特徴とす
る。
【００１３】
　本発明の請求項４に係る防音装置は、前記係合部材が、この係合部材が前記支柱と係合
された際に、前記防音装置の最も音源領域外側に位置する部分が前記防音壁から音源領域
側に配置される位置に固定されていること、を特徴とする。
【００１４】
　このように、係合部材の位置を設定することにより、防音装置が防音壁から外側にはみ
出ることがなく、音源領域外側が他人の土地で使用できない場合等に、容易に対応するこ
とができる。
【００１５】
　なお、本発明では、前記支柱間空間の前記防音壁と防音装置の間に配置されて、前記延
在方向の両側が前記支柱と係合された防音板、をさらに備えるようにしてもよい。
【００１６】
　このように、防音板を配置することにより、音源領域からの騒音をより効果的に低減さ
せることができる。また、音源領域側と音源領域の外側との間で視界を確保するために、
例えば、鉄道の場合には、車窓から軌道外側の景色が見えるようにするために、防音板と
して透光パネルを用いることができ、この場合でも、支柱の高さを高くするだけで、容易
に透光パネルの上部に、防音装置を設置することができる。
　本発明の請求項５に係る防音装置は、上端に前記分岐壁板の下端が取り付けられるベー
ス壁板を備え、前記第１傾斜壁板と前記第２傾斜壁板は、前記ベース壁板から延出されて
いること、を特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明に係る防音装置によれば、防音壁の上に簡単に取り付ける
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　[第１実施形態]
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明に係る防音装置の第１実施形態を、この防音装置を防音壁
の上に取り付けるための防音装置取付構造と共に説明する。
【００２０】
　図１に示すように、防音装置取付構造１０は、複数の支柱２０と、防音装置３０を備え
ている。複数の支柱２０は、防音壁１２の上部に取り付けられている。防音壁１２は、コ
ンクリート等により構成されており、鉄道用の軌道や、道路、工場等の音源領域の端部に
沿って配置されている。図１において、防音壁１２の手前側が音源領域Ａであり、奥側が
反音源領域Ｂである。防音壁１２の配置方向をＸ方向とし、防音壁１２の厚み方向をＹ方
向とする。
【００２１】
支柱２０は、脚部２２及びＨ鋼部２６を含んで構成されている。脚部２２は、図２にも示
すように、防音壁１２を厚み方向に挟む取付板２２Ａ、２２Ｂ、及び、防音壁１２の上面
に配置される台板２２Ｃを含んで構成されている。取付板２２Ａ、２２Ｂ、台板２２Ｃは
、略コ字状とされ、防音壁１２を厚み方向に貫くボルト２４により防音壁１２に固定され
ている。
【００２２】
　Ｈ鋼部２６は、台板２２Ｃ上に固定されており、防音壁１２から上方へ向かって延出す
るように長手方向を鉛直方向として配置されている。図４にも示すように、Ｈ鋼部２６は
、互いに向き合うように所定距離離間して平行に配置された側板２６Ａ、２６Ｂ、及び、
側板２６Ａ、２６Ｂの間に配置されて両者を連結する中間板２６Ｃで構成されている。側
板２６Ａ、２６Ｂは、板面がＸ方向に沿うように配置され、中間板２６Ｃは板面がＹ方向
に沿うように配置されている。側板２６Ａ、２６Ｂは、通常、防音壁１２の厚みからはみ
だすことなく、取付板２２Ａ、２２Ｂの間に配置されている。側板２６Ｂには、取付孔２
６Ｈ、２６Ｉが構成されている。取付孔２６Ｈは、側板２６Ｂの上端付近に構成され、取
付孔２６Ｉは、側板２６Ｂの鉛直方向の中央よりも下側に構成されている。また、取付孔
２６Ｈ、２６Ｉは、防音壁１２の配置方向Ｘに長穴とされている。Ｈ鋼部２６は、鉛直方
向からみた断面がＨ状とされ、隣り合う支柱２０と向き合うように、溝部２７が構成され
る。溝部２７は、中間板２６Ｃを挟んでＸ方向の両側に構成される。防音壁１２の上側で
隣り合う支柱２０の間には、図３に示すように、支柱間空間Ｒが構成されている。
【００２３】
　防音装置３０は、図１に示すように、防音壁１２の上側の支柱間空間Ｒ（図３参照）に
配置されている。防音装置３０は、図２に示すように、ベース壁板３１、分岐壁板３２、
先端壁板３３、第１傾斜壁板３４、第２傾斜壁板３５、側板３８、及び、係合部材３６を
備えている。ベース壁板３１は、Ｘ方向からみて、断面が略Ｌ字状とされ、Ｌ字の内側を
音源領域Ａ側に向けて配置されている。分岐壁板３２は、ベース壁板３１の上端に取り付
けられており、音源領域Ａ側に傾斜する音源領域側板３２Ａと、反音源領域Ｂ側に傾斜す
る反音源領域側板３２Ｂとに分岐されて上方に延びている。先端壁板３３は、分岐壁板３
２より各々短く形成され、音源領域側板３２Ａの上端部と連続されている音源側先端壁板
３３Ａ、反音源領域側板３２Ｂの上端部と連続されている反音源側先端壁板３３Ｂとで構
成されている。音源側先端壁板３３Ａと反音源側先端壁板３３Ｂとは、相互に近づく方向
に傾斜しつつ上方に延びている。
【００２４】
　第１傾斜壁板３４は、音源領域側板３２Ａの音源領域Ａ側に配置され、一端辺がベース
壁板３１に取り付けられている。第１傾斜壁板３４は、分岐壁板３２よりも下側から傾斜
しつつ上方に延びている。第２傾斜壁板３５は、第１傾斜壁板３４の音源領域Ａ側に配置
され、一端辺がベース壁板３１のＬ字のＹ方向先端に取り付けられている。第２傾斜壁板
３５は、第１傾斜壁板よりも下側から傾斜しつつ上方に延びている。
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【００２５】
　防音装置３０のＸ方向の両端には、側板３８が配置され、側板３８の外側に係合部材３
６が固定されている。側板３８は、音源領域Ａ側の第２傾斜壁板３５の端部から反音源領
域Ｂ側のベース壁板３１及び反音源側先端壁板３３Ｂの端部までを覆うように、防音装置
３０の端部に配置されている。
【００２６】
　防音装置３０上部には、補強板３７が配置されている。補強板３７は、Ｙ方向に配置さ
れ、先端壁板３３から第２傾斜壁板３５まで架け渡されて、これらを連結している。
【００２７】
　なお、ベース壁板３１、分岐壁板３２、先端壁板３３、第１傾斜壁板３４、補強板３７
、及び側板３８は、鋼板、アルミなどの軽量金属、樹脂等で構成することができる。また
、第２傾斜壁板３５は、防音効果を高めるため、所定の厚みの吸音材を含んで構成するこ
とが好ましい。
【００２８】
係合部材３６は、図４にも示すように、溝部２７に対応するとともにＸ方向の側板３８と
逆側が開口された直方体枠形状とされ、防音装置３０の鉛直方向の上端から下端に亘って
配置されている。係合部材３６の、直方体枠の反音源領域Ｂ側面は、ベース壁板３１と略
面一となる位置に配置されている。係合部材３６の上側には、側板３８の上端から突出す
るように、取付部３６Ａが形成され、反音源領域Ｂ側に取付孔３６Ｈが構成されている。
取付孔３６Ｈは、Ｈ鋼部２６の取付孔２６Ｈと対応する位置に構成されている。また、係
合部材３６の反音源領域Ｂ側で、Ｈ鋼部２６の取付孔２６Ｉに対応する位置には、取付孔
３６Ｉが構成されている。取付孔３６Ｉの内側には、予めナット３６Ｎが取り付けられて
いる。係合部材３６は、Ｈ鋼部２６の溝部２７に嵌め込まれ、ベース壁板３１が防音壁１
２上に配置された状態で、係合部材３６と支柱２０とが互いに係合される。
【００２９】
なお、係合部材３６についても、鋼板、アルミなどの軽量金属、樹脂等で構成することが
できる。
【００３０】
　本実施形態の防音装置３０を防音壁１２に取り付ける際には、まず、防音壁１２の上部
に複数の支柱２０を所定間隔で取り付ける。取り付けは、脚部２２で防音壁１２の上端部
を挟み込むようにして、ボルト２４で固定することにより行う。
【００３１】
　次に、防音装置３０を支柱２０の上側に配置して、係合部材３６を溝部２７の上側から
嵌め込みつつ下側へスライドさせて、防音装置３０を防音壁１２の上部に載置する。これ
により、防音装置３０が支柱間空間Ｒに配置されて、係合部材３６が支柱２０と係合され
る。この状態で、係合部材３６とＨ鋼部２６とをボルト２６Ｄで固定する。
【００３２】
　このようにして、防音装置３０を防音壁１２上に取り付けることができる。なお、支柱
２０のＨ鋼部２６には、両側に溝部２７が構成されており、１本の支柱２０が、隣接する
他の防音装置を支持する支柱を兼ねる。
【００３３】
　本実施形態の防音装置３０によれば、防音装置３０の両端に配置される支柱２０と防音
装置３０の係合部材３６とを係合させることにより防音壁１２に取り付けるので、防音装
置３０の下側のみを防音壁１２に取り付ける場合と比較して、安定して防音装置３０を支
持することができる。
【００３４】
　また、Ｘ方向における防音装置３０の長さが支柱間空間Ｒの長さと正確に一致していな
くても、係合部材３６を溝部２７へ係合させることができ、容易に取り付けを行うことが
できる。
【００３５】
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　また、防音装置３０のベース壁板３１が防音壁１２上に配置されるので、防音装置３０
を安定して、防音壁１２に取り付けることができる。
【００３６】
　[第２実施形態]
【００３７】
　次に、本発明に係る防音装置と、この防音装置を防音壁の上に取り付けるための防音装
置取付構造の第２実施形態について説明する。本実施形態では、第１実施形態と同一の部
分については、同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００３８】
　本実施形態の防音装置取付構造４０は、図５に示すように、複数の支柱２０と、防音装
置４２を備えている。複数の支柱２０の構成及び配置については、第１実施形態と同様で
ある。
【００３９】
　防音装置４２は、図６に示すように、ベース壁板３１、分岐壁板３２、先端壁板３３、
第１傾斜壁板３４、第２傾斜壁板３５、側板４６、及び、係合部材４４を備えている。ベ
ース壁板３１、分岐壁板３２、先端壁板３３、第１傾斜壁板３４、及び第２傾斜壁板３５
の構成については、第１実施形態と同様である。以下、これらを「防音装置本体４３」と
いう。
【００４０】
　防音装置４２のＸ方向の両端には、側板４６が配置され、側板４６の外側に係合部材４
４が固定されている。側板４６は、音源領域Ａ側の第２傾斜壁板３５の端部から反音源側
板３２Ｂの先端部近傍で最も反音源領域Ｂ側の端部までを覆うように、防音装置４２の端
部に配置されている。したがって、第１実施形態の側板３８よりも、Ｙ方向の幅が長く構
成されている。
【００４１】
　係合部材４４は、図８にも示すように、溝部２７に対応するとともに側板４６と逆側が
開口された直方体枠形状とされ、防音装置４２の鉛直方向の上端から下端に亘って配置さ
れている。係合部材４４の、直方体枠の反音源領域Ｂ側面は、反音源側板３２Ｂの最も反
音源領域Ｂ側よりもやや音源領域Ａ側に配置されている。したがって防音装置本体４３と
の関係で、係合部材４４は第１実施形態の係合部材３６よりも反音源領域Ｂ側に配置され
ている。
　なお、この場合にも、Ｈ鋼部２６は、防音壁１２の厚みからはみだすことなく、取付板
２２Ａ、２２Ｂの間に配置されている。
【００４２】
　係合部材４４の上側には、側板４６の上端から突出するように、取付部３６Ａが形成さ
れ、反音源領域Ｂ側に取付孔３６Ｈが構成されている。取付孔３６Ｈは、Ｈ鋼部２６の取
付孔２６Ｈと対応する位置に構成されている。また、係合部材４４の反音源領域Ｂ側で、
Ｈ鋼部２６の取付孔２６Ｉに対応する位置には、取付孔３６Ｉが構成されている。取付孔
３６Ｉの内側には、予めナット３６Ｎが取り付けられている。係合部材４４は、Ｈ鋼部２
６の溝部２７に嵌め込まれ、ベース壁板３１が防音壁１２上に配置された状態で、係合部
材４４と支柱２０とが互いに係合される。
【００４３】
　本実施形態の防音装置４２を防音壁１２に取り付ける際には、第１実施形態と同様にし
て、防音壁１２の上部に複数の支柱２０を所定間隔で取り付ける。次に、防音装置４２を
支柱２０の上側に配置して、係合部材４４を溝部２７の上側から嵌め込みつつ下側へスラ
イドさせて、防音装置４２を防音壁１２の上部に載置する。これにより、防音装置４２が
支柱間空間Ｒに配置されて、係合部材４４が支柱２０と係合される。この状態で、係合部
材４４とＨ鋼部２６とをボルト２６Ｄで固定する。
【００４４】
　このとき、防音装置４２のＹ方向の位置は、図６に示すように、防音壁１２から反音源
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領域Ｂ側へ突出することなく、すべての部分が防音壁１２から音源領域Ａ側に配置される
。これは、係合部材４４を防音装置本体４３に対して反音源領域Ｂ側へ配置したためであ
る。このように係合部材のＹ方向の位置を移動させることにより、防音装置本体４３の防
音壁１２に対するＹ方向の位置を容易に移動させることができる。したがって、反音源領
域Ｂ側が他人の領地で、進入することができない場合でも、第２実施形態のような構成に
して、簡単に防音装置４２の取り付けを行うことができる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、防音装置の全体が防音壁１２から内側へ配置されるような位置
に、係合部材４４を配置したが、係合部材のＹ方向の位置は、適宜変更することができる
。
【００４６】
　[第３実施形態]
【００４７】
　次に、本発明に係る防音装置と、この防音装置を防音壁の上に取り付けるための防音装
置取付構造の第３実施形態について説明する。本実施形態では、第１、第２実施形態と同
一の部分については、同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００４８】
　本実施形態の防音装置取付構造５０は、図９に示すように、複数の支柱５２、透光パネ
ル５４、及び、防音装置４２を備えている。防音装置４２の構成については、第２実施形
態と同様である。
【００４９】
　支柱５２は、脚部２２及びＨ鋼部５６を含んで構成されている。脚部２２は、第１実施
形態と同一である。Ｈ鋼部５６は、図１０に示すように、第１実施形態よりも透光パネル
５４分の高さだけ鉛直方向に長い構成とされている。その他の構成は、第１実施形態と同
様である。Ｈ鋼部５６は、図１１に示すように、側板５６Ａ、５６Ｂ、中間板５６Ｃを含
んで構成されている。側板５６Ａ、５６Ｂ、中間板５６Ｃは、各々、Ｈ鋼部２６の側板２
６Ａ、２６Ｂ、中間板２６Ｃに対応している。側板５６Ｂには、取付孔５６Ｈ、５６Ｉが
構成されている。支柱５２の防音壁１２上への配置については、第１実施形態と同様であ
る。隣り合う支柱５２間には、支柱間空間Ｒ３が構成される。
【００５０】
　透光パネル５４は、枠体５４Ａ及び透光板５４Ｂを備えている。透光板５４Ｂは、光を
透過可能な板部材で、反対側を透視可能とされている。枠体５４Ａは、透光板５４Ｂの外
周に配置され、Ｘ方向の両端部は、溝部２７に係合可能とされている。透光パネル５４の
Ｘ方向の長さは、隣り合うＨ鋼部５６の中間板５６Ｃ間の距離よりもわずかに短い長さと
されており、透光パネル５４の両端は、溝部２７に係合されて、２本の支柱５２間に嵌め
込むことができる。透光パネル５４は、音源領域Ａ側からの視界を遮ることなく、列車や
車などから外の景色を楽しめるようにするためなどに用いられる。
【００５１】
　本実施形態の防音装置４２を防音壁１２に取り付ける際には、図１１に示すように、第
１実施形態と同様にして、防音壁１２の上部に複数の支柱５２を所定間隔で取り付ける。
次に、図１２に示すように、透光パネル５４を支柱５２の上側から枠体５４Ａを溝部２７
に係合させつつ嵌め込んで下側へスライドさせ、透光パネル５４を防音壁１２の上部に載
置する。これにより、透光パネル５４が支柱間空間Ｒ３の下側に配置される。この状態で
、バネ５４Ｃ等により溝部２７内に透光パネル５４を固定する。
【００５２】
　そして、第２実施形態と同様にして、防音装置４２を支柱５２の上側に配置して、係合
部材４４を溝部２７の上側から嵌め込みつつ下側へスライドさせて、防音装置４２を透光
パネル５４の上部に載置する。これにより、防音装置４２が支柱間空間Ｒ３の上側に配置
される。この状態で、係合部材４４とＨ鋼部５６とをボルト２６Ｄで固定する。
【００５３】
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　本実施形態によれば、第１、第２実施形態と同様に、簡易に防音装置４２の取付を行う
ことができると共に、透光パネル５４も容易に取り付けることができる。
【００５４】
　なお、本実施形態では、透光パネル５４の上に第２実施形態で説明した防音装置４２を
配置した例について説明したが、第１実施形態の防音装置３０を配置することもできるこ
とはいうまでもない。
　また、透光パネル５４に代えて一般的な防音板を配置することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造と
共に示す斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造と
共に示す側断面図である。
【図３】第１実施形態に係る防音装置が支柱に取り付けられる前の状態を示す斜視図であ
る。
【図４】第１実施形態に係る防音装置の取付部分の拡大斜視図である。
【図５】第２実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造と
共に示す斜視図である。
【図６】第２実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造と
共に示す側断面図である。
【図７】第２実施形態に係る防音装置が支柱に取り付けられる前の状態を示す斜視図であ
る。
【図８】第２実施形態に係る防音装置の取付部分の拡大斜視図である。
【図９】第３実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造と
共に示す斜視図である。
【図１０】第３実施形態に係る防音装置を、防音壁に取り付けるための防音装置取付構造
と共に示す側断面図である。
【図１１】第３実施形態に係る透光パネルが支柱に取り付けられる前の状態を示す斜視図
である。
【図１２】第３実施形態に係る防音装置が支柱に取り付けられる前の状態を示す斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００５６】
１０   防音装置取付構造
１２   防音壁
２０   支柱
２２   脚部
２６   Ｈ鋼部
２７   溝部
３０   防音装置
３２   分岐壁板
３２Ａ 音源領域側板
３２Ｂ 反音源領域側板
３４   第１傾斜壁板
３５   第２傾斜壁板
３６   係合部材
４０   防音装置取付構造
４２   防音装置
４４   係合部材
５０   防音装置取付構造
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５２   支柱
５４   透光パネル（防音板）
５６   Ｈ鋼部
Ｒ     支柱間空間
Ｒ３   支柱間空間

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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