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投稿   論 文

防振材の防振効果に関する検討

平松 友孝   ・濱田 幸雄   ・大川 平一郎   ・子安 勝

（1996年 10月7日受付，1997年 4月 2日受理）

  【ABSTRACT】
It can be said that vibration isolation system is the most useful method reducing vibration and
structure-borne noise generated by various kinds of machinery and equipments etc.if proper design
and execution were carried out.However,the isolation performances of isolation systems are insuf-
ficient and so it is difficult to predict and control these effects according to the theory.
  Then in this study,the way of presence of isolation effects was examined.From this examination,
we have extracted the insertion loss as apractical vibr-ation isolation effect,and expermental
investigations were carried out.
  From these investigations the followings were concluded.Insertion loss was influenced of mainly
excitation by air-borne sound and vibration characteristics of source and the measured insertion
loss was lower than the theoretical value at high frequency range.Also,Isolation effect at the
frequency range lower than the resonance frequency of isolated base can be calculated by the
formula of vibration transmission loss at two-mass model considering vibration characteristics
of isolated base.
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回路モデルに置き換え，実測，あるいは計算により

求めた設備機器等と設置床の応答特性を考慮した防

振効果の予測方法を検討，報告しており    ，実務

への貢献がうかがえる。

  筆者等は，実務に適用する場合に望ましい防振効

果を把握できる測定方法と予測方法に関して研究を

進めており，それらの結果を報告している    。本

論では，防振効果の表し方を整理し，その結果から

実務に適用するには防振効果を挿入損失として表す

ことが望ましいとの判断から，主に挿入損失に関す

る実験的な検討を行った。その内容は，防振効果の

理論値と測定値との比較・検討，防振効果が高周波

数領域で低下する原因を明らかにするための検討で

ある。その結果，防振効果の高周波数領域における

低下は主に空気音加振と振動源の振動特性の影響で

あることを明らかにした。また，防振基礎の振動特

性を考慮した２質点系振動モデルにおける振動伝達

損失の式を算出し，これにより防振基礎の基本固有

周波数以下における防振効果を比較的精度良く計算で

きることを示した。以下にこれらの結果を報告する。

１．緒  言

  防振工法は，適正な設計・施行を行えば，設備機

器等に起因する振動・固体伝搬音を最も簡易に低減

できる方法であると言える。しかしながら，これに

用いる防振材の防振効果については，不明な点も多

く，理論どおりに予測，あるいは低減対策を行うこ

とができないのが現状であると考えている。防振材

の防振効果に関する研究報告を見た場合，実際の低

減対策への適用を考慮した研究内容は比較的少ない。

その中で，田野等は設備機器等の防振系を集中定数
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２．防振効果に関する基本理論

  防振材で支持された設備機器等が完全剛体の１質

点で振動方向が１方向であり，設置床を不動の剛体

と見なした場合，設備機器等の加振力   と設置床に

伝達する力   との比の絶対値，すなわち力の伝達率

   は，一般的に防振ゴムのように履歴減衰型の防振

材の場合(1)式で，またコイルばねと粘性減衰機構

の抵抗材を組み合わせた粘性減衰型の防振材の場合

(2)式で示される   。なお，   をレベル表示して力

の伝達損失     で表せば，(3)式で示される。

                                           （１）

                                           （２）

                                           （３）

  ここに，   ：履歴減衰型防振材の履歴減衰比，   ：

粘性減衰型防振材の減衰比，  ：加振周波数

防振系の基本固有周波数      。

  また，防振系の基本固有周波数   は，一般的に(4)

式で示される。

                                       （４）

  ここに，  ：防振材のばね定数           ：防振

材で支持する機器等の質量     。

３．防振効果の表し方

  本論での防振効果とは，防振材単体の防振性能で

はなく，設備機器等を防振材により防振支持した系

における防振性能を定義している。

  防振材の防振効果は，一般的に図－１に示す力，あ

るいは振動の伝達損失，または挿入損失のいずれか

で表わされている。以下にそれぞれに対する説明を

加える。

（１）力，振動の伝達損失

  力の伝達率は振動源の加振力と防振材を介した設

置床に伝達する力の比で，また振動の伝達率は振動

源の振動振幅と防振材を介した設置床の振動振幅の

比で定義される。     表示した場合はレベル差とな

り，ここでは伝達損失と定義する。

  力の伝達損失は，振動源の加振力と設置床への伝

達力が正確に把握できれば，有効な防振効果を表し

ていると言える。しかし，振動源である実際の設備

機器を防振した系において，測定によって正確な加

振力を把握することは難しく，適用は実用的でない。

  振動源，設置床の振動振幅はともにそれぞれの振動

特性の影響を受けるので，振動の伝達損失は振動源，

あるいは床の剛性の違いによって異なってくる。し

たがって，振動の伝達損失は特定条件の値でしかあ

りえないので，汎用性のある防振効果とは言えない。

（２）力，振動の挿入損失

  力 ,あるいは振動に対する防振材の挿入損失率は，

防振材を挿入しない場合と挿入した場合の設置床へ

の伝達加振力,あるいは設置床の振動振幅の比で定

義される。     表示した場合はレベル差となり，ここ

では挿入損失と定義する。

  振動の挿入損失では，通常の床スラブの場合，防

振の有無によって床の振動特性は大きく変化しない

ので，設置床の剛性による影響は相殺され，その振

動特性の影響はほとんど表れない。したがって，主

に振動源の振動特性だけが挿入損失の低下に影響を

及ぼす。

  また，通常の床スラブの場合，防振の有無によっ

て床の駆動点インピーダンスは大きく変化しないの

で，設置床への伝達加振力の挿入損失と設置床の振

動の挿入損失はほぼ同じ値として示される。

  したがって，力，振動の挿入損失ともに，設置床

の剛性の影響は大きくは受けないことが想定される
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図－１ 防振材の防振効果測定概念図



こと，また防振材を挿入することにより得られる設置

床における伝達力，あるいは振動の低減効果を表して

いることから，実務的な値ととらえることができる。

４．防振効果に関する実験的検討

  実務に適用するのに望ましい防振効果の表し方と

しては，①設置床等の条件によって大きく異ならな

い，②測定のよって把握する場合比較的簡易に測定

することができる，③振動，固体音の予測体系に適

用しやすいことが挙げられる。振動源，防振材，設

置床の全体をモデル化した設置床振動の予測体系を

考えた場合には，伝達率を採用する必要がある。し

かし，低減対策を行うことを対象にした場合には，防

振材を挿入することによる実質上の振動低減効果を

把握できることが望ましい。また，前記したように，

通常の床スラブの場合，設置床への伝達力の挿入損

失と設置床の振動の挿入損失はほぼ同じ値として示

されることが想定されることから，ここでは主に振

動の挿入損失を対象に実験的な検討を行った。

４.１  実験方法

  防振材の防振効果に関する実験は，振動源を図－

２に示すコンクリート製試験室躯体に４周でボルト締

めした設置床板－１と図－３に示すコンクリートブ

ロックで４点支持したコンクリート製の設置床板－２

にそれぞれ設置して行った。振動源を防振材を介し

た場合，及び介さないベタ置き条件で設置した場合

それぞれの条件で，振動源駆動時に設置床板におい

て発生振動を，また試験室内で発生音を測定した。さ

らに，振動測定点において置換法によって加振力を

測定した  。検出量は，振動・加振力が原則として

           を中心周波数とする1/3オクターブハ

ンドの振動加速度レベル                  ，及

び加振力レベル            ，音が            を

中心周波数とする1/3オクターブハンドの音圧レベ

ルとした。

４．２ 実験条件

（１）振動源

  振動源として，呼び番号２ 1/2，送風機回転数

          ，電動機出力       ，重量      の多翼型

送風機と加振力       ，重量      の電動型加振器の

２つを用いた。

（２）振動源の設置方法

  送風機は寸法                   ，重量       の

コンクリート製防振基礎を用いた場合と用いない場合

において床板に設置した。また，電動型加振器は上記

防振基礎を用いて設置した。

（３）加振方法

  送風機は定格出力で駆動した。電動型加振器によ

る加振は，正弦波による掃引加振，全帯域ランダム

波による定常加振，1/3 オクターブ帯域ランダム波

による定常加振の３方法を用いた。

（４）防振材

  防振基礎を用いない場合はばね定数         のコ

イルばね併用の防振ゴム４個を送風機固定位置に

（防振系の基本固有周波数：           ），また防振

基礎を用いた場合は，ばね定数             のコイ

ルばね併用の防振ゴム４個を防振基礎の４隅に設置

した（送風機：           ，加振器：           ）。

（５）測定点

  発生振動，及び加振力の測定点は，防振基礎を用

いない場合が送風機架台フレーム支持位置４点，及び

その近傍に位置する設置床の４点，防振基礎を用いた

場合が防振基礎の４隅４点，及びその近傍に位置する

設置床の４点とした。また，試験室内の発生音の測

定点は，室内の床上の     に配置した５点とした。

（６）測定結果の整理

  送風機架台フレーム支持位置４点，防振基礎上４
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図－２ 振動源設置床板－１の概形図

図－３ 振動源設置床板－２の外形図



点，試験床上４点における測定結果から，それぞ

れエネルギー平均値を算出し，それらの結果から図

－１に示す各種防振効果を算出した。

４．３ 実験結果

  実験結果を以下に示すが，コイルばね併用の防振

ゴムは粘性減衰型の防振材と仮定し，これを用いた

結果の一部には，(2)式による計算結果を併せて表記

してある。ここでは，防振材の減衰比   として

を用いた。

（１）検出量の違いによる防振効果の比較

  その１  送風機を振動源とし防振基礎を用いて防

振した場合の振動の伝達損失，力の伝達損失と振動

の挿入損失とを比較して図－４に示した。これによ

れば，３つの検出量は明らかに異なっている。振動の

伝達損失は計算値とは大きく異なっており，送風機，

設置床の振動特性の影響を大きく受けていることが

想定される。力の伝達損失が計算値と異なる原因と

しては，送風機架台の剛性が小さく，置換法による

送風機の加振力が局部的な値を，すなわち正しい値

を測定できていないことが挙げられる。振動の挿入

損失は，防振系の基本固有周波数   附近の低周波数

領域で計算値との対応が良い。

  その２ 送風機を振動源とした場合の力，振動，試

験室内放射音の挿入損失を比較して図－５に示した。

これによれば， 周波数により若干の差はあるが，３つ

の検出量によって整理した挿入損失は比較的同様の

傾向を示していると言える。

（２）防振効果の測定値と理論値との比較

  振動源の違いが防振効果に与える影響をみるため

に，送風機加振，加振器による全帯域ランダム波加

振の場合を比較して図－６に示した。これによれば，

次のことが言える。送風機，加振器共に，防振系の

基本固有周波数   附近の低周波数領域で計算値との

対応が良いが高周波数領域では挿入損失は計算値よ

り明らかに低下する傾向が見られる。その低下度合

いは，送風機の方が大きい。このことから，設備機

器の種類・仕様が異なれば防振効果は大きく異なる

可能性が示されたと言える。また，測定結果と(2)

式による計算結果を比較してみると，加振器の場合

h 0 05.

f0

図－４ 検出量の違いによる防振効果の比較（その１）

図－５ 検出量の違いによる防振効果の比較（その２）

図－６ 加振源の違いによる防振効果の比較
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は   の16倍の周波数帯域以下では非常に良く一致し

ているが，送風機の場合は精々８倍の周波数までと

なっている。

（３） 防振効果の低下に関する検討

  前記したように，挿入損失は，高周波数領域にお

いて低下する。そこでこの原因を把握するために，い

くつかの実験を行った。なお，コイルばねを防振材

とした場合，サージングの影響で中・高周波数の特

定周波数で防振効果が低下することが明らかである。

しかし，コイルばねを用いた汎用の防振材ではゴム

板や粘性液体を併用したり，ゴム材を被服しており，

サージングによる低下を低減している。また，以降

に示す他の原因による低下があるため，実質上は

サージングによる低下はほとんど問題にならないと

いう判断から，ここではサージングの防振効果に与

える影響に関しては記述していない。

ａ．空気音加振の影響

  振動源からの発生音による空気音（音響）加振の

影響が高周波数領域における挿入損失の低下に関連

するかを検討するために，次に示す実験を行った。図

－２に示す設置床板上に防振支持した場合の振動源

稼動時設置床の振動と，振動源を試験床板と振動上

絶縁したクレーンで支持した場合（振動源と設置床

板は振動上絶縁した状態，以降振動絶縁支持と記す）

の振動源稼動時設置床の振動を測定し，比較を行っ

た。図－７に振動源が送風機の場合の結果を，図－

８に加振器の場合の結果を示した。

  送風機の場合は，      以下と       以上で防振支

持と振動絶縁支持で設置床の振動はほぼ同様である。

        以下は暗振動との差が小さいことから空気音

加振の影響があるかは判断できないが，       以上

では    比が十分とれていることから設置床の振動

は空気音加振の影響で決定されていることが想定さ

れる。

  一方，加振器の場合は       以上で防振支持と振

動絶縁支持で設置床の振動はほぼ同様であり，この

帯域では空気音加振の影響が想定される。また，低

周波数，及び高周波数の一部で差が     以下となる

帯域もあるが，これらの帯域では空気音加振の影響

も若干あるが，ほぼ全帯域に渡り設置床の振動は防

振材を伝搬してくるエネルギーにより決定されてい

ることが想定される。

  すなわち，加振器に対して送風機の場合に挿入損

失が       以上で大きく低下する原因は，主に空気

音加振の影響であることが想定される。ここでの送

風機は吸込み側，吐出し側共にダクト接続はしてお

らず，特に高周波数領域における発生音が大きいが，

ダクト接続する実際の使用条件では，空気音加振の

影響はより小さく，ここで示した挿入損失よりも大

きくなる可能性はある。一方，加振器では空気音加

振の影響が小さいことから，以降では空気音加振以

外に着目した挿入損失の低下に関する検討を行った。

ｂ．振動源の加振特性の違いが防振効果に与える影響

  高周波数領域における挿入損失の低下に対して空

気音加振の影響が小さい加振器とした場合について，

振動源の加振特性の違いが防振効果に与える影響を

見るために，振動源を全帯域ランダム波加振，1/3オ

クターブ帯域ランダム波加振，正弦波掃引加振の３

種類の加振における挿入損失測定結果を比較して図

－９に示した。これによれば，いずれの加振方法の
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図－７ 送風機稼動時設置床板の発生振動

図－８ 電動型加振器稼動時設置床板の発生振動



結果とも大きな差異はなく，ほぼ同様な傾向を示し

ている。このことから，振動源によって防振効果が

異なる，及び高周波数領域で防振効果が低下する原

因は，振動源の周波数成分の影響によるものではな

いことが想定される。

ｃ．振動源の設置偏芯が防振効果に与える影響

  ここでは，振動源の設置偏芯による振動性状が防

振効果に与える影響に関しての検討結果を示す。

  振動源を加振器とした場合について，防振基礎上

の加振器の設置位置を替えて防振基礎の振動性状

（例えばロッキングの度合）を変化させた場合の挿入

損失を測定した結果を図－10に示した。これは全帯

域定常ランダム波加振の場合の結果である。これに

よれば，加振器の設置位置を替えて振動系の振動性

状を替えても挿入損失は大きく異ならないことが示

された。

  また，上記の結果を検討するために，各振動源・加

振方法について，防振系の振動性状を測定した結果

を図－11，図－12に示した。図－11は防振基礎上

の防振支持位置長手方向２点間の位相差，図－12は

防振基礎上の防振支持位置の 1/3オクターブ帯域ご

とのリサージュ波形である。位相差をみると，①加

振器中央設置の場合は同位相，②加振器端部設置の

場合は約           が逆位相，それ以外の周波数が

同位相，③送風機は周波数によって位相が大きく異

なっている。このように，加振器と送風機では防振

基礎上の長手方向２点間における位相差は大きく異

なっている。また，リサージュ波形をみると，315. Hz

10 250~ Hz

図－12 防振基礎防振支持点の長手方向断面
リサージュ波形

図－11 防振基礎上の長手方向防振支持位置
２点間の位相差

図－９ 加振器の加振特性の違いによる防振効果の比較
図－10 振動源の設置位置の違いによる防振効果の比較



の周波数帯域（図－６において挿入損失が振動源に

よってほぼ同様な周波数帯域に相当する）では加振

器，送風機ともほぼ上下１方向の振動をしているが，

       帯域（図－６において挿入損失が大きく異な

る帯域）では微視的には送風機の場合が非常に複雑

な動きをしているのが読みとれる。

  以上のように，防振支時点における位相，及び振

動性状が加振器と送風機では明らかに異なることか

ら，防振材への振動入力状態も両者では異なってい

ることが想定される。したがって，送風機と加振器

で高周波数領域における挿入損失の低下度合いが異

なる原因は，空気音加振による影響のほか，防振材

への振動入力状態が異なることによると想定される。

防振材への振動入力状態が異なる原因としては，①

送風機は水平成分の加振力を有しているのに対して加

振器は鉛直成分だけである，②送風機は複雑な質量

分布を持つのに対して加振器は比較的１点に質量が集

中した質点とみなせる，③送風機はロッキングを含

む多自由度の振動をしているの対して加振器は上下の

１自由度の振動が卓越していることが想定される。

ｄ．防振基礎の振動特性が防振効果に与える影響

  挿入損失が高周波数領域において低下する現象に

関連して，低下の度合いが小さい加振器を振動源と

した場合について，落込み周波数と防振基礎の振動

特性との対応を試みた。

  挿入損失を求める場合の基準になる防振材無しの

条件，すなわち防振基礎直置き条件として，防振基

礎ベタ置きと４点固定支持を抽出し，それぞれを基

準とした挿入損失測定結果を設置床板－２について

比較して図－ 13に示した。これによれば，ベタ置き

125Hz

を基準とした場合は       の周波数帯域で落ち込む

傾向が見られるが，４点固定支持を基準とした場合

には見られない。また，ベタ置き，４点固定支持共に

      の周波数帯域で若干の落込みが示されている。

  ここで，防振系を構成している防振基礎，設置床

の振動特性を明らかにするために，各設置条件ごと

に防振基礎上の駆動点インピーダンスを測定した結

果を図－14に，また防振基礎設置床の結果を図－ 15

に示した。

１）      における落込み

    ４点防振支持の場合，挿入損失と同様に     の

  周波数帯域で顕著な落込みが見られるが，これは

  防振材と質点（加振器＋防振基礎）で構成される

  防振系の基本固有周波数に対応する。

315Hz

50 Hz

16Hz

16Hz

図－13 防振基礎直置き条件の設置方法による
防振効果の比較 図－15 防振基礎設置床の駆動点インピーダンス

図－ 防振基礎設置方法による防振基礎の
駆動点インピーダンスの比較
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２）      における落込み

    ベタ置き，４点固定支持共，      の周波数帯域

  で顕著な落込みが見られるが，これは図－15に示

  した防振基礎設置床の駆動点インピーダンス測定

  結果でも表れていることから，明らかに設置床の

  基本固有周波数であることが想定される。一方，

  図－13の挿入損失測定結果にも，この周波数帯域

  で若干の落込みが見られる。挿入損失で防振効果

  を測定する場合には，設置床が完全な剛体であれ

  ば設置床の振動特性の影響は防振効果測定結果に

  表れないことになるが，有限の剛性を持った実際

  の設置床板では，この事例のように振動特性の影

  響が挿入損失に影響を与えることもあり得るが，

  多くの事例から顕著ではないことが明らかである。

３）       における落込み

           の周波数帯域においては，ベタ置きの場

  合が落込みが無いのに対して，４点固定支持，４点

  防振支持の場合は共に顕著な落込みが見られる。

    ここで，ベタ置きの       における周波数の落

  込みに関する検討を行う。防振基礎を両端自由梁

  とみた場合の曲げ振動の基本固有周波数は(5)式

  により求められる。

                                         （５）

    ここに，    ：固有値（ここでは両端自由として

        ），  ：梁の長さ       ：梁のヤング係数

             ：梁の断面２次モーメント

  密度             ：梁の断面積

  これにより防振基礎長手方向の基本固有周波数を

計算した結果は       であり，挿入損失の落込みの

周波数帯域にほぼ一致している。

  このことから，ベタ置きを基準とした場合の挿入

損失には，防振基礎の振動特性が関与していること

が想定される。これは，防振材を介さないベタ置き

の場合は防振基礎が設置床板に拘束され，駆動点イ

ンピーダンスで示されるように防振基礎自体の振動

特性が表れにくいのに対して，４点防振支持の場合

には顕著に表れることから想定がつく。すなわち，防

振材の有無による設置床板の発生振動の差で測定す

る挿入損失においては，一方の顕著な特性が表れる

と言える。

  これに対して，４点固定支持を基準とした場合に

は，        の周波数帯域で落込みは見られない。４点

固定支持の場合と４点防振支持の場合とでは，防振

基礎の基本固有振動モードに対する支持状態，結果

として振動特性が比較的似かよっているため，防振

基礎の振動特性が相殺され，落込みが表れないもの

と想定される。

  これらの結果から，ベタ置きを基準とした場合の

挿入損失測定結果の       周波数帯域における落込

みは，防振基礎の振動特性が影響していることが確

認できたと言える。

５．防振基礎の振動特性を考慮した
    防振効果測定方法

  防振効果に関する実験結果では，挿入損失は高周

波数領域で落ち込む傾向が認められ，空気音加振の

影響が無い場合には，その主な原因が振動源の振動

特性に起因していることを示した。そこで，振動特

性を考慮した実用的な防振効果予測方法につして実

測結果との比較検討を行った。

５．１  検討防振系モデル

  検討を行った防振系は，図－ 16に示す２種類のコ

ンクリート製防振基礎上に振動源をそれぞれ取り付

け，それらを設置床板（コンクリート床板，もしく

は土間床）に設置するモデルとした。

５．２  防振効果の予測方法

  防振基礎の振動特性を防振効果の予測に取り入れ

るために，振動系を防振基礎の曲げ振動系と，防振

材と支持した質点により構成される振動系に分割し，

図－17に示す２質点系の振動モデルに置換した。こ

のモデルにおける振動伝達率は(6)式で表される  。

                                            （６）

  ただし，

  ここに，   ：力の伝達率，  ：設置床に伝達する力，
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図－16 防振基礎の仕様・設置状況



   ：設備機器等の加振力，  ：防振基礎の損失係数

（実測より防振基礎－１は0.02，防振基礎－２は0.03

とした），   ：防振材の損失係数（0.01とした），   ：

防振基礎の曲げ振動の基本固有周波数        ：防

振系の基本固有周波数          ：防振基礎の曲げ振

動の基本固有周波数に寄与する有効質量

防振材で支持する質量から    を差し引いた質量

        ：防振基礎の長手方向長さ       ：防振基

礎の短手方向長さ        ：防振基礎の厚さ       ：

防振基礎のヤング係数

  さらに，レベル表示した伝達損失     は(7)式で

示される。

                                        （７）

  なお，防振基礎の曲げ振動の基本固有周波数に寄

与する有効質量   は，次に示すように算出する。構

造系分野では，部材の曲げ変形に対する等価のばね

   を単位の加重を加えた時の変形量   から(8)式に

より算出する方法が概算法として用いられている。

                                        （８）

  ここで，防振基礎の長手方向両端をピン支持した

場合に中央に単位加重を与えたときの変形量   は

(9)式で求められるので，曲げ変形に対するばね定

数   は(10)式で示される。

                                         （９）

                                         （10）

  次に，(4)に示す１質点系の固有周波数の算出式

にばね定数   を代入して変形すれば，質量   は(11)

式で表せる。これを防振基礎の曲げ振動の基本固有

周波数における有効質量    と定義する。

                                         （11）

５．３  防振効果の測定方法

  振動源は電動型加振器とし，表－１に示す防振基

図－17 防振系のモデル化
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礎の２種類の設置条件において設置床支持点の振動

加速度レベルを測定し，両者からの振動の挿入損失

を求めた。

５．４  予測，及び測定結果の比較

  防振基礎－１を４点防振支持した系において，防振

基礎を衝撃加振した場合の応答パワースペクトルか

ら読み取った固有周波数   （      ：防振基礎長手方

向の基本固有周波数），及び  （      ：防振系の基

本固有周波数）をもとに，(6)，(7)式から振動伝達

損失を計算により求めた。その結果と振動源を加振

器として測定した挿入損失とを比較して図－18に示

したが，両者は比較的良く対応している。

  また，防振基礎－２を６点防振支持した系について

も，同様の方法により求めた計算結果と測定結果の

比較を図－19に示した。この事例では，防振基礎長

手方向の基本固有周波数は      であるが，この周波

数帯域以下では両者の対応は比較的良い。

  これらの結果から，(6)式は防振基礎の基本固有

周波数以下における防振効果の予測に適用できる可

能性が得られたと言える。

６．結     言

  本論における防振材の防振効果に関する実験的な

図－18 防振効果測定結果と計算結果との比較１

表－１ 防振基礎の設置条件

設置条件

条件－１

条件－２

防振基礎－１

ベタ置き

バネ定数 のコイル
ばね併用の防振ゴムによる
４点防振支持

5782N/ cm

防振基礎－２

ベタ置き

バネ定数 のコイ
ルばね併用の防振ゴムに
よる６点防振支持

46060N/ cm

f1 305Hz

f2 155. Hz

63Hz



検討結果から次に示す結論が得られた。①挿入損失

の測定によりえられた防振効果は，主に空気音加振

の影響と振動源の振動特性，振動源から防振材への

振動入力状態の影響を受け，高周波数領域で理論値

よりも大幅に低下する。②その度合いは振動源，設

置条件等によって異なる。③したがって，防振材の

防振効果は，対象とする振動源，及び設置条件ごと

に測定を行う必要性が示唆された。

  また，防振基礎上に設置した加振器を振動源とし

た実験では，挿入損失は防振基礎の基本固有周波数

で顕著に落ち込むことが確認されたことから，防振

基礎の振動特性を考慮した２質点系振動モデルにお

ける振動伝達損失の式を導出し，これにより防振基

礎の基本固有周波数以下における挿入損失を比較的

精度良く計算できることを示した。一般的に設備機

器等の固体音では           の周波数帯域が問題と

なるが，コンクリート製防振基礎を通常用いている

ポンプの場合には防振基礎の基本固有周波数がこの

帯域かそれ以上であることを考慮すれば，固体音で

問題となる周波数領域まで防振効果をおおよそ計算

できる２質点系振動伝達損失の式は空気音加振の影

響が小さい場合には有用な防振効果予測式であると

言える。しかし，基本固有周波数が     より低い場

合や，高次の固有周波数における低下を把握する必

要のある場合には，設備機器，架台，防振基礎，設

置床等の振動特性のスペクトル情報を考慮した防振

効果の予測方法が必要であり，この点に関しては今

後の検討課題としたい。
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図－19 防振効果測定結果と計算結果との比較２
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