
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数階建て建物における、上階の床の衝撃音が下階へ伝播するのを低減する床衝撃音低
減構造であって、
　内部空間を有する壁体を上記上階及 記下階 設け、該壁
体の内部空間と、上記床と該下階の天井との間の空間とを連通させてな
　

ことを特徴とする床衝撃音低減構造。
【請求項２】
　上記壁体内及び／又は上記床と上記下階の天井との間の空間内に、吸音材及び／又は遮
音材を配設してあることを特徴とする請求項 に記載の床衝撃音低減構造。
【請求項３】
　内部空間を有する壁体を 設け、 壁体の内部空間への入
り口の幅を該壁体内部の幅よりも狭く形成してあることを特徴とする請求項１ 記
載の床衝撃音低減構造。
【発明の詳細な説明】
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び上 のうちの少なくとも該上階に
り、

横架材上に複数の床パネルを敷設して上記上階の床を構成し、該床パネルの、上記上階
の上記壁体下に位置し且つ上記横架材上に位置する端部に、該床パネルの上下面間に亘る
切欠部を設け、該切欠部により、該壁体の内部空間と、上記床と上記下階の天井との間の
空間とを連通する連通路を形成してあり、
　上記床パネルの上記切欠部は、該床パネルの上面の開口面積より下面の開口面積が大き
い

１

上記下階にも 少なくとも該下階の
又は２に



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数階建て建物における床衝撃音低減構造に関し、詳しくは、上階で発生した
床衝撃音の階下への伝播を低減させることができる床衝撃音低減構造に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
近年における複数階戸建て住宅の増加、生活環境の高密度化等に伴い、複数階建物におけ
る床衝撃音対策の必要性が増大している。
従来、床衝撃音を低減する方法として、上階の床の材料にシート状の遮音材を敷き込む方
法、上階の床構造体に衝撃緩衝材を介した吊具（吊木）を用いる方法等が知られている。
【０００３】
しかし、近年、合理化構造として、ユニット構造や枠組み２×４工法はもとより在来軸組
工法においても先行床施工工法が普及し、更に住宅の高気密・高断熱化の奨励もあって、
上階の床と下階の天井との間の空間とその他の室内等の空間との空間的な連続性が断たれ
る場合が多くなっている。これに伴い、上階の床と下階の天井との間の空間（以下、天井
懐空間という）に封じ込められた空気が空気ばねのように作用して上階床面の振動をダイ
レクトに階下の天井面に伝えるという、いわゆる太鼓現象による床衝撃音伝播の問題が顕
在化してきている。そして、上述したような従来技術によっては床衝撃音の効果的な低減
が困難となっている。
【０００４】
従って、本発明の目的は、上階で発生した床衝撃音の階下への伝播、特にいわゆる太鼓現
象による床衝撃音の伝播を、効果的に低減させることのできる床衝撃音低減構造を提供す
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、複数階建て建物における、上階の床の衝撃音が下階へ伝播する
のを低減する床衝撃音低減構造であって、内部空間を有する壁体を上記上階及 記下階

設け、該壁体の内部空間と、上記床と該下階の天井との間の
空間とを連通させてな

ことを特徴とする請求
項１に記載の床衝撃音低減構造を提供することにより、上記の目的を達成したものである
。
【０００７】
　請求項 記載の発明は、上記壁体内及び／又は上記床と上記下階の天井との間の空間内
に、吸音材及び／又は遮音材を配設してあることを特徴とする請求項 に記載の床衝撃音
低減構造を提供することにより、上記の目的を達成したものである。
【０００８】
　請求項 記載の発明は、内部空間を有する壁体を 設け、

壁体の内部空間への入り口の幅を該壁体内部の幅よりも狭く形成してあることを特徴と
する請求項１ 記載の床衝撃音低減構造を提供することにより、上記の目的を達成
したものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の床衝撃音低減構造の一実施形態について図面を参照して説明する。ここで
、図１は、本発明の床衝撃音低減構造の一実施形態を示す概略断面図であり、図２は、図
１における床パネルの端部を示す平面図であり、図３は、床パネルに形成された切欠部を
示す斜視図である。
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び上
のうちの少なくとも該上階に

り、横架材上に複数の床パネルを敷設して上記上階の床を構成し、
該床パネルの、上記上階の上記壁体下に位置し且つ上記横架材上に位置する端部に、該床
パネルの上下面間に亘る切欠部を設け、該切欠部により、該壁体の内部空間と、上記床と
上記下階の天井との間の空間とを連通する連通路を形成してあり、上記床パネルの上記切
欠部は、該床パネルの上面の開口面積より下面の開口面積が大きい

２
１

３ 上記下階にも 少なくとも該下階
の

又は２に



【００１０】
本形態の床衝撃音低減構造は、複数階建て建物における、上階の床４の衝撃音が下階５へ
伝播するのを低減する床衝撃音低減構造であって、内部空間を有する壁体を上記上階（壁
体１）及び上記下階（壁体２）に設け、該壁体１，２の内部空間１０，２０それぞれと、
上記床４と該下階５の天井７との間の空間（天井懐空間）３とを連通させてなる。
【００１１】
以下、本形態の床衝撃音低減構造についてより詳細に説明する。
本形態の床衝撃音低減構造は、二階建て木造住宅における床衝撃音低減構造であって、二
階床面４ａに対する衝撃で発生する衝撃音が一階５に伝播するのを低減する建物の構造で
あり、上記二階及び上記一階には、内部空間１０，２０を有する間仕切り壁として、壁体
１及び壁体２が設けられている。
【００１２】
上記床４には、上記壁体１下に、該壁体１の内部空間１０と、該床４の床下空間である天
井懐空間３とを連通する連通路４２が形成されている。より具体的に説明すると、上記床
４は、横架材６上に複数の床パネル４１を敷設し、更にその上に下地材４３及びフロア材
４４を敷設して構成されており、該床パネル４１における上記壁体１下に位置する端部に
、該床パネル４１の上下面間に亘る切欠部４５を設けることによって上記連通路４２が形
成がされている。尚、上記床パネル４１は、従来公知の床形成用パネルを切削加工してな
るもので、該パネルの材質等に特に制限はない。
【００１３】
上記切欠部４５は、図３に示すように、テーパー面４５ａを設けて形成されており、床パ
ネル４１の上面４１ａよりも該パネル下面４１ｂの開口面積が大きくなっており、図１に
示されるように、上方において上記壁体１の内部空間１０に開口し、下方において床梁、
桁等の横架材６を避けて上記天井懐空間３に開口する連通路４２を形成するようになして
ある。尚、該切欠部４５の上記床パネル４１の上面４１ａ近傍は垂直面４５ｂとされてお
り、上記テーパー面４５ａと該上面４１ａとの間が薄くなり過ぎないようにしてある。こ
れにより、パネル敷き込み時における床パネル４１の欠損等を防止することができると共
に、切欠部を設けた部分においても必要な強度を確保することができる。
【００１４】
本構造における上記床４は、図２に示すように、サイズ９１０ｍｍ×１８２０ｍｍの床パ
ネル４１を複数敷設して構成されており、内部空間１０を有する壁体１下に端部を有する
床パネル４１の該端部には、該床パネル４１の縦横いずれの端部についても、９１０ｍｍ
に二つの割合で上記切欠部４５が形成されている。尚、図２は、部屋の隅部に配される床
パネル４１ｂを示すものであり、図２の横方向及び縦方向には、それぞれ内部空間を有す
る壁体が配設されている。
【００１５】
そして、上記床パネル４１ｂの長手方向の一端部に形成された切欠部４５により、図２の
横方向に配された壁体１内と上記天井懐空間３とを連通する連通路４２が二つ形成され、
該床パネル４１の幅方向の一端部に形成された切欠部４５により図２の縦方向に配された
壁体１’内と上記天井懐空間３とを連通する連通路４２が四つ（一つのみ図示）形成され
ている。尚、図２において、上記壁体１と上記壁体１’とは、各々を構成する壁材１１、
１１’を点線で示すことにより示してある。
【００１６】
本構造における上階の床４と下階の天井７との間の空間（天井懐空間）３は、図１に示す
ように、更に下階の壁体２の内部空間２０とも連通させてある。上記壁体２は、該壁体２
を構成する壁材２１同士間に空間を有してなり、該壁体２の上端部は一階の天井７に接続
されている。尚、上記天井７は、図１に示されるように、天井下地材７１及びプラスター
ボード７２により構成されており、該天井下地材７１上には、吸音材７３が敷設されてい
る。この吸音材７３は、シート状の吸音材であり、好ましくは、グラスウール、ロックウ
ール、各種プラスティック系発泡材製である。また、上記壁体１及び壁体２の内面にも、
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図示しない同様の吸音材を接着させてある。
【００１７】
上記壁体１内空間の厚みＴ（図１参照）は、柱の径によって決まる場合が多く、９０～１
５０ｍｍの範囲であるが、多くは１０５～１２０ｍｍである。又、上記壁体２内空間の厚
みについても同様である。
【００１８】
本形態の床衝撃音低減構造によれば、上階床衝撃音の下階への伝播、特にいわゆる太鼓現
象による伝播を低減させることができる。これは、上階床４と下階天井７との間に介在す
る閉鎖空間の容積を拡大させると、ｐＶ＝一定（ｐは圧力，Ｖは容積）で、ｐ・ΔＶ＋Ｖ
・Δｐ＝０（Δｐは圧力変化，ΔＶは容積変化）というボイルの法則に従って、床衝撃音
による圧力変化が小さくなることによる。ここで、この圧力変化（Δｐ）が小さくなると
いう現象は、低い周波数帯で顕著に現れ、防音上特に有効となる。尚、上下階間の防音性
能は、中音域以上の周波数帯で多少減少するが、これは吸音材の設置等により低減するこ
とができる。
【００１９】
また、本形態の床衝撃音低減構造によれば、上記天井懐空間３が連通する壁体１，２の内
面に吸音材を設けてあるので、該壁体１，２内において上階の床衝撃音が該吸音材に吸収
され、より床衝撃音の伝播を低減させることができる。また、壁体１，２内に加えて、下
階の天井７上にも吸音材が敷設してあるため、床衝撃音をより効果的に低減することがで
きる。
【００２０】
尚、上記壁体１，２内及び／又は上記天井懐空間３内に、このような吸音材と共に遮音材
を設けると、床衝撃音の伝播をより効果的に低減することができるので好ましい。また、
上下階間及び／又は隣室間の中音域以上の遮音性を向上させることもできる。上記遮音材
としては、プラスターボードの二重貼りや、金属粉体入りの遮音シート等を好適に用いる
ことができ、特に、シート状のものが施工性等に優れるので好ましい。
このように、上記壁体内及び／又は上記天井懐空間内に、吸音材及び／又は遮音材を配設
することによって、中音域以上の周波数帯での上下階間及び／又は隣室間の防音性能の低
下を抑えることができる。これにより、効果的な床衝撃音の低減が可能である。
【００２１】
　本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
適宜変更が可能である。
　例えば、上記実施形態における床衝撃音低減構造は、内部空間を有する壁体を上階（二
階）及び下階（一階）に設け、これらの両壁体の内部空間を上記天井懐空間３と連通させ
てなるが、本発明の床衝撃音低減構造は、 上記天井
懐空間３を連通させてなるものであっても良い。また、上階及び下階は、三階及び二階の
ように更に上方階であっても良いし、一階及び地下階等であっても良い。
【００２２】
また、上記天井懐空間３を連通させる壁体は、間仕切り壁であっても外周壁であっても良
い。また、上記実施形態におけるように間仕切り壁及び外周壁の両方に上記天井懐空間３
を連通させても良い。
【００２３】
　また、本発明の床衝撃音低減構造を適用する建物は、パネル工法による建物

【００２４】
また、上記吸音材及び遮音材は、その両方を併せて同じ箇所に配設しても良いし、配設箇
所毎に、又は全ての箇所に、いずれか一方のみ配設しても良い。また、吸音材及び遮音材
は、上記壁体内及び上階床と下階の天井との間の両方に配設することが好ましいが、壁体
内にのみ配設しても良い。
【００２５】
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上階の壁体における内部空間のみに、

であること
が好ましい。



また、図９に示すように、上記天井懐空間３に連通する壁体２の入り口を狭く絞ると、ヘ
ルムホルツ型の吸音装置が形成され、より効果的に床衝撃音を低減することができる。図
９に示す構造においては、下階の壁体２を構成する一対の壁材２１の上端部に専用の部材
８を取り付けることにより、壁体２の内部空間２０への入り口の幅Ｗ１を該壁体内部の幅
Ｗ２よりも狭く形成してある。尚、このように専用の部材８を用いるのに代えて、天井７
の構成部材を壁体２の内部空間２０の上部にまで突出させることにより、該内部空間２０
の入り口の幅を該壁体内部の幅より狭く形成しても良い。
【００２６】
【実施例】
以下、実施例を用いて本発明の有効性を具体的に例証すると共に、本発明について更に説
明する。
【００２７】
＜実施例＞
二面を間仕切り壁、他の二面を外周壁の内側の面（内面壁）に囲まれた二階の部屋の床４
を、図４及び図５に示すように、縦横９１０ｍｍ×１８２０ｍｍ、厚み３５ｍｍの床パネ
ル４１ａ，４１ｂ，４１ｃ及び４１ｃ’を縦二列に合計８枚敷設し、且つこれらの床パネ
ル上に下地材として厚さ１２ｍｍの木質繊維板緩衝ボード、及び厚さ１２ｍｍの木製フロ
ーリング材４４を敷き込んで形成した。ここで、図５は、図４のＡ－Ａ線断面図である。
【００２８】
上記床パネルは、端縁に沿う長さ１５０ｍｍ、奥行き６０ｍｍの切欠部４５を９１０ｍｍ
に二つの割合で形成したものであり、上記床パネル４１ａは長手方向の一端部にのみ切欠
部４５を形成したもので、上記床パネル４１ｂ及び４１ｃは長手方向の一端部及び幅方向
の一端部に切欠部４５を形成したものである。上記床パネル４１ｃ’は、部屋の入り口部
分に配されるパネルであり、切欠部が設けられていない部分に部屋の入り口を設けてある
。
【００２９】
これらの床パネルにおける各切欠部４５は、その一部を上記緩衝ボード４３及びフロア材
４４により覆われており、該切欠部４５の奥行き２０ｍｍの部分のみが上方に開口するよ
うに構成されている。尚、各床パネルにおける上記切欠部４５の上記開口部は、該床４の
図４における上縁及び左縁においては間仕切り壁内に開口し、図４における右縁及び下縁
においては上記外周壁内に開口しており、本実施例の床衝撃音低減構造においては、上記
天井懐空間３は、上階間仕切り壁内及び外周壁内の両方に連通されている。
【００３０】
また、本実施例の構造においては、上記天井懐空間３は、図５に示すように下階の間仕切
り壁及び外周壁内にも連通させてある。尚、一階の天井７は、ＳＳ天井に１２ｍｍのプラ
スターボード７２で構成し、該プラスターボード７２上には吸音材としてグラスウール７
３を敷設した。
【００３１】
＜比較例＞
図６は、比較例の建物構造を示すもので、上記実施例における切欠部が形成された上記各
床パネル４１ａ，４１ｂ，４１ｃ及び４１ｃ’に代えて、従来施工による切欠部を有しな
い床パネルを用い、且つ上記床４と一階天井７との間の空間（天井懐空間）３と下階の間
仕切り壁及び外周壁との間を閉鎖して、上記天井懐空間３を上階及び下階のいずれの壁体
内の空間とも連通しないようにした他は、実施例の構造におけるのと同様に構成してある
。
【００３２】
＜評価＞
実施例及び比較例における二階の床面を、ＪＩＳに規定された所定の床衝撃音発生装置、
即ち重量床衝撃源としてのバングマシーン、及び軽量床衝撃源としてのタッピングマシー
ンにより打撃すると共に階下で衝撃音を測定して、重量床衝撃音及び軽量床衝撃音の一階

10

20

30

40

50

(5) JP 3909938 B2 2007.4.25



への伝播の程度を調べた。その結果を図７及び図８に示した。図７は、重量床衝撃音につ
いて測定した結果を示すグラフであり、図８は、軽量床衝撃音について測定した結果を示
すグラフである。
【００３３】
これらの結果に示されるように、実施例の床衝撃音低減構造によれば、比較例の構造に対
して、重量床衝撃音及び軽量床衝撃音のいずれについても、床衝撃音を２～３ｄＢ低減す
ることができた。尚、隣室間の遮音性の低下も認められなかった。尚、詳述しないが、本
実施例における上記切欠部４５の幅を、１５０ｍｍから２５０ｍｍに代えて同様に試験し
たところ、床面と梁等の構造材との接触面の減少で、更に軽量床衝撃音の低減効果を向上
させることができた。
【００３４】
このように本発明の床衝撃音低減構造は、簡易な構造であるにも拘わらず床衝撃音を効率
的に低減させることができる。そのため、木造住宅において重装備にならざるを得なかっ
た床衝撃音レベルＬ－６５程度の仕様を、軽装備にて可能とする目処が立った。
【００３５】
【発明の効果】
以上の説明からも明らかなように、本発明の床衝撃音低減構造によれば、上階床衝撃音の
下階への伝播、特にいわゆる太鼓現象による床衝撃音の伝播を効果的に低減させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の床衝撃音低減構造の一実施形態を示す概略断面図である。
【図２】図２は、図１における床パネルの端部を示す平面図である。
【図３】図３は、床パネルに形成された切欠部を示す斜視図である。
【図４】図４は、本発明の実施例における二階の床面を俯瞰して示す平面図である。
【図５】図５は、図４のＡ－Ａ線断面図である。
【図６】図６は、比較例における従来施工による断面図である。
【図７】図７は、重量床衝撃音についての評価結果を示すグラフである。
【図８】図８は、軽量床衝撃音についての評価結果を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明の他の実施形態における要部を示す概略図である。
【符号の説明】
１　上階の壁体
２　下階の壁体
３　床と該下階の天井との間の空間（天井懐空間）
４　上階の床
４１　床パネル
４２　連通路
４３　下地材
４４　フロア材
４５　切欠部
５　下階
６　横架材
７　下階の天井
７３　吸音材
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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