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長期耐用型集合住宅の環境性能
遮音性能評価を例にした考察

小西　雅＊１、野口紗生＊2、山﨑芳男＊3

Tadashi KONISHI, Saki NOGUCHI, Yoshio YAMASAKI

1 まえがき

　建築物の長寿命化は地球環境へ与える負荷の低減が主眼であ
るが，集合住宅に関しては建て替え時や大規模修繕時に発生す
るさまざまな問題－例えば入居者の負担増や周辺生活環境への
影響など－の緩和という目的もあり，特に重要な課題である。
しかしながら日本では，「長期優良住宅の普及の促進に関する
法律」の施行（2009 年）など法制度整備が進んだ以後も，長期
耐用型集合住宅の普及が進んでいるとは言い難い。これは現在
の住宅生活者にとって，集合住宅が一戸建て住宅に比べ費用対
効果（性能）を予測・実感し難いこと，つまり集合住宅の供給
側－需要側間において性能に関する情報伝達が円滑でないこと
にその要因の一端があると考える。これまで長期耐用型住宅の
普及の問題は供給システムに着目して論じられることが多かっ
たが，住宅の長寿命化が元来目標の一つとしていた住生活環境
の改善へつながるためには，光・熱・音などをはじめとする具
体的な環境性能の確保や向上という面から検討する必要がある。
　住宅の環境性能はその性質上，住戸生活者の主観評価と不可
分の関係にあるが，長期耐用型住宅はその性能を長期間維持さ
せること－場合によっては向上させること－に存在意義がある
ので，性能に関する客観的・定量的な情報の必要度は従来の住
宅に増して大きいと言える。なかでも音環境性能，特に遮音性
能は，①性能が基本設計・仕様に大きく依存すること，②住戸
生活者の関心が高いこと，③集合住宅生活に不可欠な入居者間
のコミュニティ形成への影響が大きいこと，等の理由から特に

重要な項目と考える。
　本稿は，集合住宅において物理的・機能的耐用性の長期化を
図るにあたり，その建物の環境性能を確保する際に必要な評価・
表示方法について，前述の通り重要と認識している遮音性能を
取り上げ，実際に施工された建物の設計過程における性能設定・
予測と，竣工後の測定例を基に，課題と将来の方向性について
論じたものである。
　この検討・考察を通じて，長期にわたり優良な社会資産とな
り得る集合住宅の，住戸生活者の視点に立った環境設計指針の
構築に寄与することを目的としている。

2 遮音計画・設計例

2.1　構工法
　本稿では長期耐用型集合住宅の実例として，逆スラブ工法と
プレキャスト・鉄筋コンクリート（PCa）工法を採用したスケ
ルトン・インフィル（SI）住宅を取り上げた。SI住宅は 100年
以上の耐久性を持つ構造躯体 （スケルトン；Skeleton）と，住
戸の個別性や更新性の高い内装・設備（インフィル；Infill）とが，
計画・設計・施工・供給・維持管理の各段階で分離可能な住宅
である 1）。
　構造躯体（スケルトン）に用いたPCaは，一般に建設現場
で打設される鉄筋コンクリート（RC）よりも高品質・高耐久
であり，型枠等廃材も少なく，SI住宅の構造躯体（スケルトン）
として適している部材である。建物の基本構造図を図1に示す。
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2.2　予測方法
　遮音計画にあたっては，日本建築学会でまとめられた「実務
的騒音対策指針・応用編」2）や「建物の遮音設計資料」3），「音
響材料の特性と選定」4）等を参考に性能を予測し仕様を定めた。
遮音性能の目標水準は，日本建築学会の「建築物の遮音性能基
準」5）で定められている適用等級の「2級（遮音性能上標準的
である。一般的な性能水準）」以上とした。
　遮音性能の予測と仕様決定に際し，① SI 住宅の特徴である
住戸内の更新・自由性との両立，②スケルトン・インフィル単
体時と，両者を組み合わせた建物完成時との性能の差異，③
PCa工法はRC工法に比べて遮音性能が低いとされてきた従来
の知見，などが議論の対象となった。戸境床・壁についての具
体的な検討内容を以下の節に述べる。
2.3　戸境床
　戸境床は逆スラブ（従来のラーメン工法とは逆に梁下端に床
スラブがある工法）と，水廻りを含めた自由な住戸内間取りを
実現する大きな床下空間を設けた二重床下地材とで構成した。
　床下地材は遮音性能上，梁際や梁上のみに支持脚をもつ構造
が有利であることから，計画当初は①重量H型鋼を梁際の大型
防振ゴムで支持する案や，②間口方向に逆小梁を設け床下地材
の大引や脚を支える案も検討した。百瀬らは①構造の試作実験6）

において，重量・軽量床衝撃音の遮断性能が良好な結果を報告
している。しかし床下地面のたわみを必要程度まで抑えつつ梁
間に大引材を渡そうとすると，大引材の断面高さが大きくなり
床スラブ上配管（本工法では外廊下への排水管も含む）の取り
回しに不自由する。小梁を設ける②案は配管取り回しとともに，
住戸内間取りも制限される問題がある。
　最終的には SI 住宅の志向に立ち返って，住戸内の自由性や

更新性・柔軟性を最大限生かせるよう，小梁や段差の無い大面
積の床スラブ（増し打ち型トラス筋付プレキャスト・コンクリー
ト合成床版 ;ハーフPCa）を採用した。重量床衝撃音には，床
スラブをできる限り厚く（構造間口寸法によって異なるが 220
～ 270 mmに）することで備えた。床スラブ端部の固定度が重
量床衝撃音遮断性能へ影響すると一般に言われているので，床
スラブに対する梁の拘束力を強く（固定度を大きく）するため
に，PCa梁を床スラブの増し打ちコンクリートと一体化する構
造とした（図 2参照）。
　性能値としては，躯体素面状態における実測で重量床衝撃音
に関する遮音等級が 50（LH-50）以下，を目標とした注1）。
　二重床を構成する床下地材については，①軽量角形鋼製の
大引材を 900～ 1500 mm間隔の防振ゴム付き鋼製脚で支持し，
その大引材間に軽量U形鋼製の根太材を架ける組床工法，②
パーティクルボードブロックを介して下地板に防振ゴム付き鋼
製支持脚を付ける乾式二重床（置床）工法，を建物によって使
い分けた。
　床下地・仕上面状態の重量床衝撃音性能については，筆者ら
の現場実測例 7）等を参考にして，躯体素面状態より遮音等級が
1ランク程度悪くなる性能を見込み，実測で前記適用等級の 2
級以上に当たるLH-55 以下，を目標とした。

図 1　構工法概要図

図 2　PCa 部材接合部の間口方向断面例

図 3　床・天井断面例①（鋼製組床工法）

図 4　床・天井断面例②（乾式二重床工法）
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　床仕上面には緩衝材を裏打ちした床衝撃音低減型木質フロー
リング材を主に用い，仕上面（建物竣工）状態の実測で軽量床
衝撃音に関する遮音等級が 45（LL-45；適用等級 1級相当）以下，
を目標性能とした。
　天井は木製下地組みに石膏ボードを貼った二重構造で，中空
部に電気配線が通っている。
　住戸部間口方向の床・天井断面例を図 3～ 4に示す。
2.4　戸境壁
　住戸間の界壁をスケルトンとしなければ，隣方向へ可変性を
持つ柔軟な住戸範囲（専有部）とすることができる。しかし現
在から近未来の段階では，住戸範囲の可変性よりも独立性が重
要視されるであろうとの判断から，耐震壁となる戸境壁・妻側
外壁（PCa）をもつスケルトンを基本構造とした。また当然な
がら電気配線・コンセント等の設備は，躯体戸境壁に埋め込ま
ない構造とした。
　戸境壁にPCaを用いた場合，PCa部材接合部が遮音性能上
の弱点になるとして，文献 3）にはその点を見込んだ予測手順
が記載されている。しかしこれまでの実測例 8）や筆者らの検討
結果 9）から，部材接合部のディテールに工夫を加え施工管理を
綿密に行うことでRC工法と同等の性能にすることは可能と判
断し，RC工法と同様の手順で予測・仕様決定を行った。例え
ば戸境壁と梁との接合部では，逆梁上面に溝をつくり戸境壁下
端を埋め込む形状とした（図 2参照）。
　壁厚は 150 mmまたは 180 mmとし，隣戸間の室間平均音圧
レベル差に関する遮音等級は，実測で 45（D-45；適用等級 2級
相当）以上を目標性能とした。

3 遮音性能測定結果と評価

3.1　測定方法および測定対象建物概要
　測定方法は日本建築学会でまとめられた「建築物の現場にお
ける床衝撃音レベルの測定方法」および「建築物の現場におけ
る音圧レベル差の測定方法」5）に従った。この測定規格は JIS 
A 1418: 1995 および JIS A 1417：1994 にほぼ準拠している。ま
た評価方法として前述の同「建築物の遮音性能基準」を用いた。
従来からある測定結果との比較や評価・表示法への適用を行う
ため，現行の JIS（A 1417 ～ 1419：2000）は用いていない。
　測定を行った建物は 4棟で，分譲・社員住宅が各 1棟，他の
2棟は賃貸住宅である。建物の概要を表 1に示す。以下の節で
は仕様差が大きい建物Aと建物Dにおける測定結果を中心に
記す。建物Aの測定住戸平面図を図 5に，建物Dの測定住戸
平面図を図 6～ 7に示す。
3.2　上下階間の床衝撃音
　床衝撃音レベルは，界床が躯体素面・下地面・仕上面の各状
態で測定した。躯体素面状態における床衝撃音に関する遮音等
級はLH-50 ～ 45，LL-70 であった。床下地面状態ではLH-55 ～
50，LL-50～45，仕上面状態ではLH-55～50，LL-45～40であった。
建物AとDにおける重量床衝撃音レベル測定結果例を図 8に，
軽量床衝撃音レベル測定結果例を図 9に示す。

図 5　建物A測定住戸平面図

図 7　建物D測定住戸平面図（その 2）

表 1　調査対象建物の主な諸元

図 6　建物D測定住戸平面図（その 1）
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　今回の測定結果から，逆スラブあるいはPCa工法を採用し
たことによる床衝撃音への影響を躯体素面状態において考えた
場合，これら工法の遮断性能は従来工法と比べて遜色ないと判
断できる。
　床下地面状態の重量床衝撃音遮断性能については，床下空間
が大きいので 63 Hz以下の周波数帯域で床衝撃音レベルが極端
に大きくなることを懸念する意見も計画時にはあったが，今回
の測定では躯体素面状態に比べ 5dB程度のレベルの増大で収
まった。床仕上面状態の重量床衝撃音レベルは床下地面状態と
ほぼ変わりなかった。

　軽量床衝撃音遮断性能は床仕上面状態で比較的良い値を示し
たが，住居生活者のライフスタイルに従って床仕上材を自由に
選べることを目指すならば，床下地面状態でさらに 1ランク以
上（LL-45 以下）の性能向上が望ましいと考える。
3.3　隣戸間の空気伝搬音
　隣戸間の室間平均音圧レベル差に関する遮音等級は，壁厚
150 mmの建物A，B，Cの居間→居間間がD-45，和室→和室
間がD-50 であった。また壁厚 180 mmの建物Dの居間→居間
間がD-45，和室→和室間がD-60 であった。建物A，Dにおけ
る音圧レベル差測定結果例を図 10に示す。
　和室→和室間の測定結果は戸境壁の仕様である厚さ 150，180 
mmの普通RC単板の質量則から予測できる値に近い注2）。居間
は開口部（バルコニー側掃き出し窓，換気口（100φ），吸気口
（150 φ））に面しており，2k～ 4kHz帯域の音圧レベル差が小
さいのは，開口部を経由した回折音（側路伝搬音）の影響と考
えられる。
　一方，図 10（b）に示す例では低下している周波数帯域がよ
り広く，特に 1kHz帯域の音圧レベル差の低下が目立つ。これ
は開口部を経由する回折音の他，当該箇所の戸境壁両面に貼ら
れている積層板状材料（断熱ボード；押出し法発泡ポリスチ
レン断熱材を裏打ちした石膏ボード）の影響と考えられる。こ
の工法は，躯体とボードとの接着面に生じる隙間（極薄い空気
層）や発泡ポリスチレンの共振が原因で遮音欠損傾向にある
ことを，筆者らは実験室の測定結果 10）で，羽染らは現場建物
の測定結果 11）から報告している（意図して空気層を設けた工
法での例はよく知られている 3））。この断熱ボードは主に結露
防止策として施工されたもので，通常は外壁面から奥行き 450
～ 900mmの範囲で行われる（図 11（b））。建物Dの測定箇所
中で開口部に面していて戸境壁に断熱ボードが貼られていない
部屋が無かったので，今回の測定結果から断熱ボードの有無の
みを条件とした比較はできない。しかし前記既報から考えて，
500 ～ 1kHz帯域の音圧レベル差の低下は断熱ボードの影響が
大きいと推察している。特に建物Dでは意匠上の理由から（部
屋壁面に段差ができるのを嫌って），部屋の間仕切りに接する
部分（奥行き2750～4500mm）まで広い面積にわたって断熱ボー
ドが施工されているので（図 11（c）），影響が顕著になったと
考えられる。
　躯体界壁厚が 150mm以上ある本例では，空気伝搬音に対す
る遮音性能が壁厚に伴って一様に向上せず，側路伝搬経路に大
きく影響されていた。これは文献 8）での報告例と一致する。
また積層板状材料を貼った戸境壁では，意図的に空気層を設け
ない工法でも遮音欠損の傾向があることが推察された。
3.4　測定結果の総括
　本稿で取り上げた逆スラブとPCaを併用した建物は，類例
が少なく各部に新しい試みを行っているが，測定した建物では
設計時の目標値，かつ集合住宅として平均水準（2.2 で述べた
適用等級 2級）以上の性能を実測で確認することができた。従
来から指摘されているPCa工法の遮音性能上の弱点－部材接
合部からの漏音，床スラブの周辺固定度の低下に起因する床衝

 (a) 建物 A (b) 建物 D
図 8　重量床衝撃音レベル測定結果例

 (a) 建物 A (b) 建物 D
図 9　軽量床衝撃音レベル測定結果例

 (a) 建物 A (b) 建物 D
図 10　隣戸室間平均音圧レベル差測定結果例
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撃音レベルの上昇など－についても，それと推測される様な結
果はあらわれなかった。他にも利点が多く，SI住宅の有望なモ
デルとなりうる工法と思われる。

4 考察と課題

4.1　インフィル施工後の性能
　スケルトン・インフィル分離やインフィルの更新を前提とし
ている SI 住宅では，個別の性能と最終的な建物の性能との関
係が重要である。SI住宅の遮音性能は，①スケルトン・インフィ
ルどちらか単体の性能が建物の性能にほぼ近くなる場合（例え
ば JIS A 1440-1 で規定される絨毯等のカテゴリー Iの軽量床衝
撃音遮断性能），②スケルトン・インフィル個別の性能から建
物の性能がほぼ予測できる場合（例えば外周壁の内外音圧レベ
ル差），③スケルトン・インフィル個別の性能を単純に加算・
減算して建物の性能を予測することが困難な場合，が想定され
る。③の場合，個別性能より建物性能が向上する傾向ならば，
安全側に予測する方法もある。しかし逆の傾向ならば評価や表
示が非常に難しい。本測定においても，床下地材施工後に重量
床衝撃音遮断性能が低下した結果や，内装の断熱ボードが室間
平均音圧レベル差へ影響した結果に見られる様に，インフィル
がスケルトン単体の持つ性能を減ずる例が確認できた。これら
は遮音欠損を見込んだ設計仕様により目標性能を満足した。し
かし施工性や経済性を含めて，現状で適切なインフィル部材が
数少ないことは事実である。
　本稿で取り上げた二種の床下地材では，鋼製組床の床衝撃音
遮断性能がやや上であったが，経済性や住戸内プランの自由性
への対応・現場施工性は乾式二重床（置床）の方が良好であっ
た。SI住宅においては，重量床衝撃音に対する低減量が現製品
よりさらに向上して，実測で安定してゼロ以上になる床下地材
ならば，他に多少難があっても長所となりうると考える。
4.2　性能表示方法と制度
　「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が認定する住宅
の「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基
準」は，その内容の多くを「住宅の品質確保の促進等に関する
法律」（住品確法）下の「日本住宅性能表示基準」に依っている。
現在の「日本住宅性能表示基準」では，設計図書等より得られ
る情報に基づいた設計段階での性能評価と，建物の中間・完成
段階で現場で確認できる情報に基づいた性能評価が整合するこ
とが求められている。したがって従来と異なる建設・供給形態

をもつSI住宅には，「日本住宅性能表示基準」が（「劣化の軽減」
や「維持管理・更新への配慮」など長期耐用に関する性能項目
があるにもかかわらず）制度的になじまないという意見が多い。
　また従来の建物についても音環境に関する項目の制度使用が
少ないことも指摘されていて，計画・設計段階での性能予測の
難しさや精度の低さが理由のひとつにあげられている。
　長期的には（シミュレーションなどを利用した）理論的検討
を経て，部位性能から最終的な建物の空間性能を精度良く予測
できる研究成果に期待されるところである。しかし単に予測・
測定の精度向上に努めるだけではなく，制度における性能値の
用い方も検討すべき問題と思われる。
　現在の制度では，予測・実測を問わず異なる方法で得た評価
対象値（設計寸法や予測・実験室測定の値）を，「見なし」規
定を使って同じ尺度で評価・表示している。音環境項目の現場
実測値は同種複数例の統計値として新材料・新工法などの型式
認定に用いられ，測定した建物（住戸）自体の評価には直接使
用されない。住戸生活者からみれば，評価に使われた値が設計
仕様からの予測なのか，入居する住戸そのもの，あるいは同じ
建物の別住戸での実測なのかは，意味が大きく異なって感じる
であろう。したがって評価値を得るまでの過程が明確にわかる
形で表示しなければ，住戸生活者が性能情報を見て自身が住も
うとする住宅の価値を実感することは難しいと思われる。
　住宅性能評価機関等連絡協議会による「日本住宅性能表示制
度」に関する調査結果の分析例 12）では，音環境に関する項目
の選択が少ない理由に，事業者（デベロッパー）が前述の性能
予測の難しさのほか「ユーザへの説明が困難である」と感じて
いることがあげられ，さらに根本的な問題として「ユーザに評
価結果を納得して受け入れてもらわなければならないというこ
と」が指摘されている。一方，住宅性能表示制度が求められた
社会的な背景や意図を考えれば 13），ここで言う「評価結果を納
得してもらう」とは，建物を供給する側の事情を住居生活者に
許容してもらう，との意味ではなく，表示性能の適用範囲や意
味する点に関し正確な情報を住居生活者へ提供し理解してもら
う，と捉えなければならないであろう。
　性能の表示（意味づけ）の理解を進めるには，評価・表示対
象が予測によるものであることを明確にし，予測であれば別途
対応する評価・表示法を用意する形が望ましい。その上で SI
住宅の個別性や長期耐用性を生かせるよう，実測結果を性能評
価に用いる手順も用意して良いと考える。
　SI住宅では表示を基に，インフィルの更新設計・施工が行わ
れる可能性が大きい。その際，（特にスケルトン状態の）実測
値を残していることが建物性能の維持や向上にどれほど有用か
は，異論がないと思われる。技術資料として，以後の他の建物
の設計・施工や，予測法の精度向上に役立つことは言うまでも
ない。実測値も測定誤差があることなどを考慮すると，そのま
ま性能保証値として用いるのが適当ではない場合もあろう。そ
の場合は参考値として併記することを推奨する仕組みにするの
が良いのではないだろうか。
　先に述べたように，実測値が示す性能如何に関わらず実測値

 (a) 外壁面のみ (b) 通常の補強断熱 (c) 建物 D
図 11　断熱材施工範囲の比較平面図
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を有していること自体が，その住宅の長寿命化（性能維持，性
能向上への可能性）へ寄与すると考えることができる。そこで
少なくとも SI 方式等の長期耐用型住宅を対象とした場合，実
測値を併記した建物をより高く評価する尺度も検討に値すると
思われる。
4.3　性能に関する情報の長期対応化
　住宅性能表示制度の施行と前後して，「住宅で本来必要な性
能情報が円滑にやり取りされるためには消費者（エンドユーザ）
教育が大切である」とたびたび指摘されている。それと同時に
筆者らは，事業者や設計者・施工者など建物を供給する側の意
識を変えていく必要性があると考える。本例をはじめとする筆
者らの経験の限りでは，環境性能そのものに対する事業者や設
計・施工実務者からの言及は多いが，性能の定量的な把握やそ
の意味への関心は，残念ながら概して高くない。
　特に集合住宅の遮音性能に対しては，苦情対策的，あるいは
入居者の住まい方や人間関係の問題との考え方が根強い。しか
し筆者らは，遮音をはじめとする音環境こそ性能規定による設
計や実測による性能表示に適し進めるべき分野と考えている。
それは，①設計図面等での視覚的な性能確認が難しいこと，②
音に対する嗜好・価値が時代や人間，環境によって変わりその
優劣がつけにくいこと，③住居生活者には建物使用開始直後か
ら性能が実感できること，④実際の建物における性能確認が工
夫次第で可能で，測定方法に関する規格が比較的整っているこ
と，等の理由からである。
　その一方で，新しい試みが多く具体的な評価・設計指針等が
未整備な場合には，「物理的データがあっても実務上役に立た
ない」と考えられがちである。しかし，計画～維持管理の各段
階で性能決定に立場の異なる人間（住戸生活者も含む）が数多
く関わり ,かつ当事者の世代を超えるような長期の耐久・耐用
性を重視している住宅において，管理や改修・更新を適切に行
う際には，実測性能値は無論のこと性能目標や仕様を決めた経
緯が，住居生活者や建物を維持し引き継ぐ側にとって有益な情
報となる。住宅の長期性を実現するには，こうした情報の正確
な管理も重要であり，個人の経験や直感を優先した性能把握か
ら組織立った性能把握へ変わることがいっそう求められるであ
ろう。

5 むすび

　本稿で指摘した制度的な課題等を議論することは，住宅の音
環境以外の性能の確保や向上にもつながるはずである。住戸生
活者のライフスタイル・サイクルに柔軟に応えながら住宅環境
性能を継続して維持・改良するには，新築や大規模修繕などの
際に現場測定してそのデータを活用する取り組みや体制が有用
であり，またこうした仕組みは本来の意味の「住まいづくり」
に寄与し，長期耐用型住宅の普及や住宅生活環境の向上を促す
と考えている。
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注

注 1） 躯体素面時における床衝撃音レベルの予測計算には，文献 3）
に記載されている「インピーダンス法に基づく床衝撃音レベ
ルの実用的予測法」（pp.121-140，pp.156-161）を用いた。重
量床衝撃音予測時において，建物Aは 3辺大梁並み，建物
Dは 2辺大梁並みの拘束条件とし，共振によるインピーダン
スレベル補正量など一部の値には，筆者らがもつ既存実測値
からの回帰式を用いた。

注 2）  一般に材質が単一で均一ならば，部位の音響透過損失は（コ
インシデンス限界周波数以上の領域では）部位面密度と入射
音波の周波数との積の常用対数にほぼ比例し，音がランダム
に入射する場合，面密度あるいは周波数が 2倍になると約 5 
dB上昇する。部位に空隙などがなく，他の伝搬経路の影響
等が無視できる場合，その部位で隔てられた室の音圧レベル
差も同様の特性になり概略値が推定できる。詳しくは文献 4）
の pp.11-15，pp.57-60，および文献 5）の p.81 参照。
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