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試験・研究

1．はじめに
近年、海外および国内においてCLT（直交集成板）
を建築物に使用する動きが活発である。CLTとは、木
板を繊維方向が直角に交わるように重ねて接着した密実
な木質パネルである。CLTは鉄筋コンクリートに比べ
ると軽量で質量当たりの剛性が高く、これは建築構造的
に大きな利点となる。一方で、遮音性能上は軽量である
ことが不利となる可能性が高く、遮音性能の把握・確保
が課題であると言われている。
そうした中で筆者らはこれまでにCLTの遮音性能に

関する様々な検討に関して、主に残響室における実験室
測定（以下、残響室実験と記す）を行ってきた1）～3）など。
しかし、残響室実験では部材単体としてのCLTパネル
のみを対象としており、実建物での遮音性能との対応を
確認する必要があった。

こうした背景の中、（一社）日本CLT協会／遮音WG（委
員名簿を表-1に示す）が企画したCLTパネル工法によ
るCLT遮音実験棟（以下、実験棟と記す）が、「令和元
年度国土交通省サステナブル建築物等支援事業（木造先
導型）木造実験棟」に採択された。同実験棟は（一財）
日本建築総合試験所の敷地内において2019年11月に着
工され、2020年2月に竣工した。実験棟の外観を写真-1
に示す。
本稿では実験棟の竣工後に実施してきた測定4）~6）などか
ら、躯体性能としての音響・振動特性について紹介する。
なお、本稿の内容は（一社）日本CLT協会／遮音WG［主
査：田中学（日本建築総合試験所）、幹事：河野友弘（大
和ハウス工業）］において検討・議論された実験計画に
基づき実施したものである。
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写真-1　CLT遮音実験棟の外観

表-1　（一社）日本CLT協会　遮音WG　委員名簿
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ＣＬＴ遮音実験棟の遮音性能
その１：躯体性能としての音響・振動特性
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3．躯体性能としての音響・振動特性
実験棟の竣工後に、以下に示す測定項目について躯体
性能としての各種音響・振動特性の測定を行った。
①受音室（1階）の残響時間および室内平均吸音率
②床衝撃音遮断性能
③空気音遮断性能
④衝撃インピーダンス

2．CLT遮音実験棟の概要
竣工した実験棟の立面図等を図-1に、内観を写真-2
にそれぞれ示す。実験棟は集合住宅などのCLT建築物
での居室間遮音性能を確保するための技術開発を目的と
している。主に、床衝撃音実験に焦点を当てた遮音実験
を行うため、実験棟はCLTパネル工法による2階建てと
し、集合住宅の居室を模した実大サイズとした。
実験棟には同じ大きさのA室・B室が配置されている

が、これらは構造的に分離している。両室の室平面寸法
は4m×5mであり、床・屋根に使用したCLTパネルは
厚さ210mm（5層7プライ）、壁に使用したCLTパネル
は厚さ90mm（3層3プライ）である。
今後の実験計画では、A室では主に標準の躯体を使用

して床や天井の仕上げの違いや付加壁など内装仕上げに
よる放射音への影響を、B室では床版の質量・剛性や床
から壁への振動伝達性状など構造躯体による遮音性能へ
の影響を検証する予定である。実験棟を建設するに至っ
た背景や詳細な設計概要および実験計画については文献7）

を参照されたい。本稿では、各室それぞれにおいて、上
記の内装仕上げや構造躯体への対策を施す前の、基本的
にA室・B室とも同じ状態での音響・振動性能について、
測定結果を報告する。

図-1　CLT遮音実験棟の立面図・断面図・平面図（寸法単位：mm）

写真-2　CLT遮音実験棟の内観
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は約1.2～2.8秒であった。残響時間から算出した受音室
内の平均吸音率は0.04～0.09であった。
実験棟には吸音調整を加えておらず、室内表面は

CLTパネルが現しとなっている。また、受音室の表面
積の90%程度をCLTパネルが占めており、その他はサッ
シや窓、ガラスなど音響反射率の高いものである。従っ
て、前述の値はCLTパネルの吸音率に相当すると推測
され、CLTパネルが音響的には高反射性であることが
判る。
3. 2　床衝撃音遮断性能
3. 2. 1　床衝撃音レベル

JIS A 1418-19）および -210）に基づき、規準化軽量床衝
撃音レベルおよび重量床衝撃音レベル（タイヤ衝撃源お
よびゴムボール衝撃源）の測定を行った。測定はA室お
よびB室それぞれについて、2階を音源室、1階を受音
室とした条件を対象とし、測定周波数範囲は軽量につい

3. 1　残響時間および室内平均吸音率
実験棟の受音室（1階）における室内平均吸音率を把
握するために、JIS A 14178）の「6.5.1 残響時間の測定」
に準じて、ノイズ断続法により対象室内の残響時間を測
定した。測定対象の周波数範囲は50～5000Hzの1/3オ
クターブバンド21帯域とした。測定対象位置を図-2に、
測定装置ブロック図を図-3にそれぞれ示す。
残響時間および室内平均吸音率の測定結果を図-4お

よび図-5にそれぞれ示す。図-4より受音室の残響時間

図-2　残響時間の測定対象位置

図-3　残響時間の測定装置ブロック図

図-6　床衝撃音遮断性能の測定対象位置

図-7　床衝撃音遮断性能の測定装置ブロック図

図-4　受音室（1階）における残響時間の測定結果

図-5　受音室（1階）における平均吸音率の測定結果
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Lr-91～93であり、図-8（a）および図-9（a）を見ると、特
定の周波数でのピークは見られず、なだらかな特性であっ
た。また、実験棟と残響室実験の測定結果はいずれも同
様の周波数特性・音圧レベルであり、大きな差異がない
ことがわかる。
一方で、重量床衝撃音レベルの測定結果は、図-8（b）

ては、50～5000Hzの21帯域1/3オクターブバンド、重
量については25～630Hzの15帯域1/3オクターブバンド
とした。なお、測定結果に対して、JIS A 1419-211）の
Lr等級を準用した評価値を1dB単位で求めた。測定対
象位置を図-6に、測定装置ブロック図を図-7にそれぞ
れ示す。
床衝撃音レベルの測定結果を図-8に示す。また、1/3

オクターブバンドの測定結果から1/1オクターブバンド
に換算した値を図-9に、床衝撃音遮断性能の評価値一
覧を表-2にそれぞれ示す。なお、比較として以前の残
響室実験による厚さ210mmのCLT床版の測定結果3）も
掲載した。
軽量衝撃に対する規準化床衝撃音レベルの測定結果は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8　床衝撃音レベル（1/3オクターブ）の測定結果

図-9　床衝撃音レベル（1/1オクターブ）の測定結果

表-2　床衝撃音遮断性能の評価値一覧
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ピークとなっている周波数帯域の床衝撃音レベルの大き
さは中央部のL3が最も大きく、これは端部からの距離
が遠いほど、端部拘束の影響を受けにくく、床版の振動
が大きくなっていると思われる。ゴムボール衝撃源につ
いても、ほぼ同様の傾向が見られたが、性能決定周波数
帯域である500Hz帯域付近では、中央部のL3の床衝撃
音レベルが最も小さくなっていた。
3. 3　空気音遮断性能

JIS A 14178）に基づき、上下階の室間音圧レベル差の
測定を行った。測定はA室およびB室それぞれについて、
1階を音源室、2階を受音室とした。測定周波数範囲は
100～5000Hzの18帯域1/3オクターブバンドとし、測定
結果に対してJIS A 1419-112）のDr等級を準用した評価
値を1dB単位で求めた。

～（c）および図-9（b）～（c）を見ると、残響室実験より実
験棟での測定結果の方が全般に大きくなっている。また、
1/3オクターブバンドの測定結果では、実験棟では40Hz

帯域に、残響室実験では25Hz帯域にそれぞれピークが
見られ、若干ではあるが周波数特性が異なっていた。タ
イヤ衝撃源でのオクターブバンドの測定結果は、特に性
能を決定する上で重要となる63Hz帯域で見ると12dB

程度の差が見られ、実験棟ではLr-78であった。ゴムボー
ル衝撃源でも同様に、1/1オクターブバンドの測定結果
において、63Hz帯域の床衝撃音レベルは大きくなって
おり、性能決定周波数となっている500Hz帯域におい
ても9dB程度の差が見られ、A室・B室はLr-73～74で
あった。
実験棟での重量床衝撃音レベルが残響室実験よりも大

きい原因として、CLT床版の面積や端部の拘束条件・
受音室の容積や吸音力の違い、壁からの放射の影響など
が考えられる。
3. 2. 2　床衝撃音レベルの加振位置によるバラつき
各加振位置（L1～L5）における床衝撃音レベルの大
きさを比較した。加振位置を図-10に、各加振位置にお
ける床衝撃音レベルの測定結果を図-11に示す。
軽量床衝撃音レベルは、加振位置によるバラつきがほ

とんど見られないことから、軽量床衝撃音遮断性能は、
床版の端部拘束の影響を受けにくいことがわかる。
タイヤ衝撃源について見ると、端部からの距離が等し

いL1, L2, L4, L5においては、床衝撃音レベルの大きさ
はほぼ変わらず、いずれも40Hz帯域がピークとなって
いる一方で、中央部のL3では、床衝撃音レベルのピー
クが20Hz帯域付近になっていることがわかる。また、

図-11　加振位置による床衝撃音レベルの比較

図-10　床衝撃音遮断性能の加振位置（L1～L5）
（寸法単位：mm）
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している。100Hz帯域付近では、実験棟および残響室
実験における透過損失は質量則による予測値とほぼ同程
度の遮音性能を有していることが判るが、コインシデン
ス限界周波数となる160Hzより高い周波数帯域では、
質量則による予測値より低い遮音性能となっていること
が明らかである。
3. 4　衝撃インピーダンス

2階CLT床版において、室寸法の中央位置で衝撃イン
ピーダンスの測定を行った。測定装置ブロック図を図
-16に、測定した全時間応答インピーダンスの狭帯域分
析結果を図-17に、全時間応答インピーダンスの1/3オク

また、測定結果から透過面積と受音室の吸音力の影響
を加味した音響透過損失相当値を算出し、厚さ210mm

のCLT床版の残響室実験での準音響透過損失の測定結
果3）との比較を行った。測定対象位置を図-12に、測定
装置ブロック図を図-13にそれぞれ示す。
室間音圧レベル差の測定結果を図-14に、音響透過損
失相当値における比較を図-15に、空気音遮断性能の評
価値一覧を表-3にそれぞれ示す。実験棟に使用してい
るCLTパネルの樹種はスギ材であり、比重は0.4程度で
ある。比重を0.4と仮定した厚さ210mmのCLTパネル
の質量則による空気音遮断性能の予測値13）も併せて図
-15内に点線で示した。
図-14から、室間音圧レベル差は160～200Hz帯域に
おいて室間音圧レベル差に落ち込みが見られるが、
200Hz帯域以上で周波数とともに高くなる傾向にあり、
上下階間の1dB単位で求めた空気音遮断性能はDr-27～
28であった。160～200Hz帯域付近の落ち込みは、CLT

パネルのコインシデンス限界周波数付近における遮音能
力の低下が表れているものと思われる。
図-15より、実験棟および残響室実験での音響透過損
失相当値による比較を見ると、160～200Hzおよび
2000Hz以上の周波数帯域で差があるものの、概ね一致

図-12　空気音遮断性能の測定対象位置

図-14　室間音圧レベル差の測定結果

図-13　空気音遮断性能の測定装置ブロック図 図-15　音響透過損失相当値による比較

表-3　上下室間の空気音遮断性能の評価値一覧
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合や、2階CLT床版に床仕上げ材や天井材などの内装材
を付加した場合、1階受音室側に薄いCLTパネルを使用
したインナールームを施工した場合などにおける遮音性
能への影響について検証を進めている。これらの実験結
果についても引き続き、報告していく予定である。本稿
および同実験棟での取り組みが今後のCLT建築物の普
及の一助となれば幸いである。
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図-18　全時間応答インピーダンスと重量床衝撃音レベルの比較
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