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内容概要内容概要内容概要内容概要内容概要：：：：：オープン型教室を主対象に、音環境の実態調査、並びに、模型実験に
よる教室間遮音の検討を行い、教室の音環境に関して以下のような知見を得た。
1）今回対象とした教室の残響時間は、在来の片廊下型およびオープン型教室共、
   概ね0.5～ 1.0秒の間が多かった。なお、オープン型ではオープンスペースを
   含む空間全体の影響を受けるが、提案値等を大きく上回る例はなかった。
2）騒音を制御した状態における教室空席時のSTl測定値は0.6前後を示した。
3）オープン型教室の教室間遮音性能はD－15前後を示し、片廊下型の通常の性
   能 D－ 35程度に比べてかなり低い結果を示した。
4）オープン型教室の音圧レベル減衰性状からみると、遮音に関わる要因として、
   教室空間の吸音、教室の配置、袖壁、開口部可動収納棚等が挙げられる。
5）教室間遮音の模型実験からは、オープン型でD－30程度を確保するには、吸
   音力の大幅な増大、教室の適切な配置が重要であり、平面計画の自由度などは
   かなり狭まる。

11111．．．．．はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに　　学校建物の音響計画に関して
は既に設計指針などもあり　、これまでも教室
の残響時間の適正化や教室間の適音などに関し
て配慮がなされてきた。
　一方、近年の教室計画では、授業形態の変化
や開放的な空間創りなどへの対応もあり、従来
の片廊下型教室などの画一的なものから、個性
的で多様な形態の教室が多くみられる。従って、
教室の音環境に関しても、その実態を継続的に
把握していくと共に、新しい学校に相応しい音
響条件を明確にしていく必要が考えられる。
　このような観点から筆者等は、オープンプラ
ン型の教室を主対象として、室内音響特性や教
室間の適音などに関する調査を行っている。

　周知の如く、オープン型教室は、廊下側に壁
を設けず、教室とオープンスペースとを空間的
に連結させた形態の教室であり、公立の小中学
校を中心に近年多く採用されているが、必然的
に教室間の遮音が問題となりやすい。そこで、
この調査では、オープン型教室の遮音を主とし
た音響特性の実態を把握することにした。
　次に、この調査結果を踏まえて、教室の1/10
縮尺模型実験により、オープン型を前提とした
教室間遮音性能について、改善の可能性などに
関する検討を行った。
　本報では、この調査で把握された教室の音環
境の実態、並びに、遮音模型実験からの知見な
どに関して、学校音響の一資料として示す。
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22222 ．．．．．教室の音環境調査教室の音環境調査教室の音環境調査教室の音環境調査教室の音環境調査
2 . 12 . 12 . 12 . 12 . 1　調査概要　調査概要　調査概要　調査概要　調査概要
　音環境の調査は、オープン型小学校3校5パ
ターンを対象に、残響時間、STl、音圧レベ
ル減衰性状などの測定を行った。
図1に測定対象校の教室配置を、表1に各教室
の内仕様をそれぞれ示した。
　なお、以下に比較して示す在来型教室のデー
タは筆者らが過去に実施した測定による。
2 . 22 . 22 . 22 . 22 . 2 　教室の残響時間　教室の残響時間　教室の残響時間　教室の残響時間　教室の残響時間
図2に教室の残響時間測定結果を、片廊下形式
の在来型教室（以下、在来型と記す）と比較して
示す。これをみると、在来型－1で天井が全面
反射性の教室の特異なケースを除き、残響時間
は、オープン型と在来型とで大差なく、概ね、0.5
～ 1.0秒の間を示している。

表1　オーブン型教室の内装仕様

図2　教室の残響時間の比較

図1　オープン型教室の配置パターン



　図3には各校の教室とオープンスペースとの
残響時間を比較して示したが、教室の残響時間
はオープンスペースの寄与をかなり受けている。
なお、空間的に独立性の高いC校教室（1）で
は教室とオープンスペースの残響時間に差異が
生じている。
2.32.32.32.32.3　　　　　STlSTlSTlSTlSTl・・・・・RASTlRASTlRASTlRASTlRASTl の測定結果の測定結果の測定結果の測定結果の測定結果
　室内が静かな条件で、オープン型教室におけ
るSTlおよびRASTlの測定結果の散布図を、在
来型教室の測定事例と比較して図4に示した。
これをみると、オープン型教室のSTIは全体と
して0.65～ 0.75を示し、RASTl値も概ね同様
の結果となっている。また、室内での偏差も小
幅に収まっている。
　参考として、同図b）に在来型普通教室L、M
のデータも掲載した。壁からの反射がやや多い
ためか、前者よりやや小さめの値である。なお、
在来型の視聴覚室Nは高度吸音仕様を採ってい
ることから、0.75とやや大きめな値を示してい
る。

図3　教室とオープンスペースの残
響時間比較

図4　教室におけるSTI・RASTIの測定結果



図5　教室間の遮音性能比較

2 . 42 . 42 . 42 . 42 . 4 　教室間の遮音性能　教室間の遮音性能　教室間の遮音性能　教室間の遮音性能　教室間の遮音性能
　図5に、オープン型教室と在来型教室につい
ての室間平均音圧レベル差の測定結果を比較し
て示した。在来型教室は、－1、－2、－3の順
に建設時期が新しく、筆者等の数少ない事例か
らではあるが、在来型－3ではD－35程度の
性能であり（扉経路が支配的）、教室間遮音性能
の向上が図られてきた経緯が窺える。
　一方、オープン型の教室間遮音性能は、すべ
ての学校でD－20未満の性能となっている。
また、ここでは掲載しなかったが、隣接教室同
士で最も近い座席間の特定場所間音圧レベル差
は、当然これより小さくなってくる。更に、最
近の授業形態として、クラスルーム単位でオー
プンスペースを併用した授業もみられたが、こ
の場合、隣接教室への遮音は殆ど期待できない
状況となる（次項の音圧レベル減衰性状参照）。
　オープン型教室のなかで遮音性能を比較する
と、教室間に袖壁を有し、かつ、吸音もある程
度考慮されたB小の性能がD－20弱と比較的
大きく、一方、教室がオープンスペースを挟ん
で対面し、かつ、吸音の少ないA小学校中学年
教室の結果はD－15未満の性能となっている。
　図6には参考として、従来型教室における廊
下・教室間（扉前後間）の遮音性能を掲げたが、
全体にD－15前後の性能を示しており、前記
のオープン型教室間の遮音性能と同等な性能と
なっている。

図6　在来型の教室・廊下間の遮音性能



図7　オープン教室における音圧レベルの減衰性状－1
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図7および図8に、オープン型小学校A、B、C
の5パターンの教室配置について、スピー
カーを音源として測定した、500Hzと 2kHzの
1／ 1オクターブバンド音圧レベルの減衰性
状を示した。なお、各教室の音源付近の最大値
で基準化した相対音圧レベル差の2dBピッチ
のコンタマップで表示してある。

　音源教室中央を基準に隣接教室でその減衰
をみると、500Hzでは、A小学校の教室（l）
は22～ 24dBとなっているが、直列配置の教
室（ll）の場合、直接音の伝搬がかなり寄与し、
減衰量は14～ 16dBと比較的小さくなってい
る。また、並列配置のB小学校の教室では22
～ 24dBの減衰レベルで、C小学校は教室（l）
および教室（ll）とも18～ 20dBの減衰量がみ



られる。また、2kHzの減衰性状をみると、特に
A小学校教室（l）では500Hzと比べて6dB程
度減衰量が小さくなっている。
　一方、音源教室のオープンスペース側端部
付近を基準にして減衰量をみると、500Hz、
2kHz共に、直列配置のA小学校教室（ll）で6
～8dB、並列配置の他の教室形態では8～14dB
程度とかなり小さい値となっている。
　ここで、特に類似した教室配置のB小学校教
室とC小学校教室（ll）に着目して比較すると、
500Hzでみた場合、教室内・オープンスペー
ス共に天井に岩綿吸音板が使用されているB小
学校では、距離に対して比較的均一に減衰し
ており、音源教室内で6dB程度、音源教室の
オープンスペース側から隣接教室の境界まで
は14dB程度の減衰性状を示している。一方、
C小学校教室（l）の場合、オープンスペース
には有孔吸音板が使用されているが、教室内の
天井は反射性の木仕上げとなっており、音源教

室内の減衰量は4dB程度と小さく、また、教室
の境界間では12～ 16dB程度の減衰量となっ
ている。また、2kHzについての隣接教室の境界
間減衰量は、B小学校では16～ 18dBで、500Hz
に比べて減衰が大きく、一方、C小学校では10
～ 14dBと、500Hzの方が減衰量が大きくなっ
ている。これはB小の教室間には袖壁があるこ
と、教室天井材のに吸音の有・無などが寄与し
ているものと推察される。
　なお、C小学校（ll）では、オープンスペー
スのなかに小部屋が教室側へ張り出しているが、
この壁からの反射の影響のためか、2kHzのコ
ンターをみると、－16dBの等音線が隣接教室の
奥深くまで入り込んでいる。
　以上のように、通常の教室配置や天井主体の
吸音という条件では、オープン型教室間の遮音
性能はかなり低いレベル止まらざるを得ない。

図8　オープン教室における音圧レベル減衰性状－2



2 . 62 . 62 . 62 . 62 . 6　教室における授業発生音　教室における授業発生音　教室における授業発生音　教室における授業発生音　教室における授業発生音　　実際に授業が行われている状態の、先生の発生音と生徒
の発生音の音圧レベル分布を図9に示した。なお、各発生音とも比較的大きく、かつ他の騒音
の影響が少ない部分を抽出した。先生の発生音に着目すると、B小の先生（男性）では、第1点
から第6点までの教室境界間減衰量が500Hzで 14.5dB、C小の先生（女性）では、11dBとなっ
ており、前載のスピーカ音源の性状と近似している。

図9　実際の授業での音圧レベル分布

図10　授業中の発生音の時間変動例



　各小学校での単位授業発生音の隣接教室への伝擬音の時間変動を図10に、同じくその授業発
生音の累積度数曲線を図11に示した。測定位置は、生徒の席で他の教室からの発生音の影響を
最も受けやすいと考えられた第5点とした。図10から、45dB（A）を越える時間率がB小学校で
60％、C小学校で74％であることが分かる。また、図11をみると、第5点における　 値は、B・
C小学校共に56dB（A）を示しており、教室内が静かになる時間が少ないことが分かる。

33333 ．．．．．模型実験による教室間遮音の検討模型実験による教室間遮音の検討模型実験による教室間遮音の検討模型実験による教室間遮音の検討模型実験による教室間遮音の検討
3 . 13 . 13 . 13 . 13 . 1　実験概要　実験概要　実験概要　実験概要　実験概要
　オープン型教室の教室間遮音改善の可能性を
探る目的で、教室配置の違いや室内吸音処理等
の要因に着目し、一般的な教室サイズの1／10縮
尺模型により遮音実験を行った。実験その1で
は、5種類の教室配置に着目した遮音比較を
行った。その2では、並列配置について、吸音
の程度を変化させて遮音性能の比較を行った。
その－3では、完全スライド配置タイプの教室に
ついて、その－2と同様な実験を実施した。模型
の基本材料としては、外壁・内壁・上階床に「硬
質塩化ビニル板t10mm」、床に「合板t12mmウレ
タン塗装」を用いた。
3 . 23 . 23 . 23 . 23 . 2　実験方法　実験方法　実験方法　実験方法　実験方法
　音源には2種のツイータで構成した2ウェイ
スピーカを用い、これを各音源教室の中央に、床
面から約100mm離して下向けに設置し、ホワイ
トノイズを放射し、各受音点で1／3オクター
ブバンドの実時間分析を行った。測定位置は
200mmピッチの格子点上で、床上約120mmとし
た。なお、測定系のリニアリティは約40dBであ
り、模型内は通常空気の条件で実験した。

3 . 33 . 33 . 33 . 33 . 3 　実験その　実験その　実験その　実験その　実験その 11111 ；；；；；教室配置による比較教室配置による比較教室配置による比較教室配置による比較教室配置による比較
図12に教室配置の種類を、図13に各残響時間
を示した。図14は教室間平均音圧レベル差である
が、スライド配置が最も有利で直列配置が最も
不利な結果が得られた。また、L字配置は受音

図11　授業発生音の累積度数曲線

図13　模型教室の残響時間（実物換算）

 表4　模型天井材料の吸音率
 中心周波数(Hz)  125　  250  500    1k    2k    4k
 残響室法吸音率  0.23  0.24  0.37  0.47  0.63  0.72
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図12　模型教室の配置パターン



室開口に反射壁が近接しているため、並列配置より性能が下回っている。なお、スライド配置でも、
教室発生音　などからみると、当然不充分な性能である。図15に音源・受音対象教室とオープン
スペースとの各境界線上の中央点を特定場所とした教室間音圧レベル差を示したが、各パターン共、
図14の平均室間音圧レベル差と比べて性能はさらに低下している。
　図16と図17には、実物換算500Hzと 2kHzにおける教室空間全体についての音圧レベル減衰性
状をコンターマップで示した。500Hzの結果を見ると、スライド配置が最も減衰量が大きく、直列
配置が最も小さくなっている。また、
2kHzも、配置による減衰の傾向は
500Hzと同様の結果を示しているが、
減衰量は500Hzと比べて大きくなっ
ている。これは天井の吸音力が比較
的大きいことや回折減衰効果の増加
によるためと考えられる。

　図14　教室間平均音圧レベル差
　　図16　音圧レベル減衰性状コンター（500Hz）

 図15　特定場所間音圧レベル差

図17　音圧レベル減衰性状コンター（2kHz）
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　本実験では図18に示すような並列配置教室を
対象に遮音の比較検討を行った。模型教室の仕
様はこの吸音天井付き仕様を基本に（以後Aタ
イプ）、Aタイプで床全面を吸音した仕様（以後
Bタイプ）、Bタイプの教室間に袖壁を付けた仕
様（以後Cタイプ）、Cタイプでオープンスペー
スの長辺壁全面を吸音した仕様（以後Dタイ
プ）、並びに、Dタイプの各教室の開口周囲（3辺）
に吸音エッジを付けた仕様（以後Eタイプ）の5
種類である。なお、実験で、収納ロッカー等は配
置せず、机・椅子類もない空室状態で実験した。
模型材料の吸音率を図19に、AとEタイプの教
室およびそのオープンスペースの残響時間を図
20、図21にそれぞれ示した。

　図22に 5タイプ教室の室間平均音圧レベル差
を示したが、いずれも「建物の遮音性能基準と
設計指針」　で推奨される教室間の遮音性能D
－30を下回っている。このうち、DとEタイ
プではD－25等級程度が得られているが、そ
の他の条件ではD－20以下であり、オープン
スペース空間の吸音の寄与が比較的大きいこと
が分かる。詳細にみると、基本状態から床を吸
音した場合（A－B）では、500Hzで 5dB程度
向上している。オープンスペースの壁を吸音し
た場合（C－D）では、特に1kHzで 12dBの減衰
効果が表れている。吸音エッジをつけた場合（D
－E）では、高音域で5dB程度の減衰効果となっ
ている。図23には、教室とオープンスペースと
の境界線上における中央点を特定場所とした、
隣接教室間の音圧レベル差を示した。

図18　模型教室の吸音仕様など 図22　模型教室の室間平均
　  音圧レベル差

図19　模型吸音材料の吸音率

    図 20　A･Bタイプ模型
          教室の残響時間

  図21　A･Eタイプ模型オープン
        スペースの残響時間

図23　模型教室の特定場所
 間音圧レベル差



図24に 5タイプ教室の500Hzの音圧レベル
減衰性状をコンタマップで示した。A→B
では、オープンスペースの減衰が大きく
なっており、中音域では床吸音の効果が表
れている。B→Cでは、音源教室からオープ
ンスペースに出た間近での減衰量が大きく
なっていて、袖壁の効果が認められた。
C→Dでは、オープンスペースの減衰が大
きく表われており、オープンスペース壁を
吸音したことにより、壁からの反射音の低
減効果が得られている。なお、D→Eでの吸
音エッジの効果は、500Hzのコンタマップで
は明瞭には表れていない。
3 . 53 . 53 . 53 . 53 . 5 　実験その　実験その　実験その　実験その　実験その 33333 ；；；；；完全スライド型教室の適完全スライド型教室の適完全スライド型教室の適完全スライド型教室の適完全スライド型教室の適
　　　　　　　　音検討　　　　　　　　音検討　　　　　　　　音検討　　　　　　　　音検討　　　　　　　　音検討
ここでは模型教室の配置として、完全なス
ライド型を基本に、教室空間の吸音の程度
による遮音性能の比較検討を行った。この
完全スライド型の模型教室の概要を図25に
示したが、吸音条件などは“実験その2”と
同様、同図中に示す5条件である。実験は前
項までの模型実験と同様である。

図24　各タイプ教室の音圧レベル減衰性状 図25　完全スライド型模型
オープン教室の概要



　図26に教室開口部を完全に閉じた条件、およ
びオープンの状態で天井のみを吸音した条件の隣
接室間平均音圧レベル差を、本スライド型配置
と“実験その2”の並列型配置とで比較して示し
たが、回折効果が大きく見込まれる分、本ｽﾗｲﾄﾞ
配置型の方が大きい値となっている。また、図27
は、本スライド型について、室内吸音条件等を

変えた場合の室間平均音圧レベル差の比較であ
るが、吸音等の条件によってはD－30～ 35
の性能が得られている。
　図28には、今回のスライド型教室で、天井の
みの吸音と最も吸音を施した条件とを、500Hz
帯域の音圧レベル減衰性状で比較したものであ
る。これをみると、特にスライド型では、空間
全体の吸音力が隣接教室間の遮音性能に寄与し
ていることが窺える。

図26　スライド教室間の
 音圧レベル差－1

図27　スライド教室間の
音圧レベル差－2

図28　スライド教室の
音圧レベル減衰性状の一例
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　オープン型教室を主対象とした音環境の実態
調査、およびに、模型実験による教室間遮音の
検討などから、以下のような知見が得られた。
1）今回対象とした教室の残響時間は、在来の
片廊下型と大幅に変わることなく、概ね0.5～
1.0秒の間を示した。なお、オープン型では、
オープンスペースを含む空間全体で残響時間が
支配される傾向がある。
2）騒音を制御した状態における教室空席時の
STl測定値は0.65前後を示した。
3）オープン型教室の教室間遮音性能は、全体
的に見て、D－15前後の値であり、通常の片
廊下型の性能D－35程度に比べてかなり低い
結果を示した。
4）オープン型教室の音圧レベル減衰性状から
みると、遮音に関わる要因として、教室やオー
プンスペースの吸音が比較的大きく、教室の配
置、袖壁などもある程度は寄与している。
5）授業中における隣接教室などからの発生音
はLeqAで 50dB以上となることもあり、授業へ
の妨げなどが危惧される。

6）オープン型の教室では、特定の時間・場所教
室での静けさを求めることが比較的難しい状況
にあり、児童の生活空間という面からも評価し
ていく必要が考えられる。
7）教室間遮音の模型実験から、オープン型でD
－30程度を確保するには、吸音力の大幅な増
大、教室の思い切った配置などが求められ、建
築計画面の自由度がかなり狭まる。
　今後、学校に関わるニーズがますます変化し
ていくことを予想すれば、音環境面からも継続
的、かつ、組織的な調査・研究が望まれる。
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