
インテリアいとう有限会社

長尺塩ビシート用 無振動式 静音床材剥離機

セ レ ナ ・ メ ン テ
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騒音レベル 従来の1/10
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平成２８年度 公害苦情調査 公害等調整委員会資料より抜粋
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平成２８年度 公害苦情調査
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平成２８年度 公害苦情調査



従来型 騒音計測（簡易計測）
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従来型 施工状況



従来型 施工状況



 機械先端部にある刃物が、1秒間に30回～50回程度前後に往復運動をし、その打撃力により床材を剥がします。

 内装床の改修工事の際、削岩機タイプの機械を使用し撤去作業をするのが一般的なため、著しい騒音・振動は避
けられず、苦情が発生しております。特に、「居ながら工事」となる施設・マンション大規模修繕工事等の場合、
至近距離で85㏈を上回る騒音や振動に暴露されることになる居住者・近隣住人にとって大きなストレスとなっ
ており、健康影響も懸念されます。

※リスクの評価： 高 （90㏈を超える騒音レベルは、有害性のレベルで最も高いＡレベルに該当）

特定建設作業に係る規
制基準値

 騒音 85 dB

 振動 75 dB

（敷地境界における基準値）

従来型 床材剥離機（削岩機）

騒音レベル

約91.1dB

騒音レベル

約98.2 dB

規制基準値の
約4倍の騒音（音の大きさ）

規制基準値の約
2倍の騒音
（音の大きさ）

 従来型は、騒音規制法の特定建設作業（騒音・振動が特に著しい建設作業）に該当
（29ページ参照）
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主なストレスの要因

■ 騒音

■ 振動

■ 粉塵

■ 悪臭

床材の撤去作業時は、著しい騒音・
振動の発生が避けられません

でした・・・

工事現場の中での生活
が始まります・・・

生活環境が一変します工事が始まると、

大きな騒音を伴う作業の際にも、すぐ近くでは居住者が日常生活を行っています

10

マンション大規模修繕工事 居住者のストレス



Serena-mente 300

Serena-mente 140

特許取得 世界最高レベルの静音設計

＜製品仕様＞

重 量 97  kg

サイズ 幅 422 mm
高さ 814 mm
長さ 824 mm

電 源 AC100V
50/60HZ
2.5KVA

剥離幅 300 mm

速 度 12 m/1分 (最高速度）
無段変速装置により
調節可能

動作選択 前進、後退、停止

＜製品仕様＞

重 量 35 kg

サイズ 幅 234 mm
高さ 350 mm
長さ 464 mm

電 源 AC100V
50/60HZ
1.5KVA

剥離幅 140 mm

速 度 12 m/1分 (最高速度）
無段変速装置により
調節可能

動作選択 前進、後退、停止

医療施設・マンションなど、「居ながら工事」に最適！ 騒音苦情のない静かな工事を実現
セ レ ナ ・ メ ン テ

セ レ ナ ・ メ ン テ

・作業音は「通常会話程度」60～70㏈

※ タイル系の床材には、ご使用できません

Serena-mente 製品仕様
長尺塩ビシート用・静音床材剥離機

【ご注意下さい】

開発・製造：インテリアいとう有限会社

無振動式



開発品 Serena-mente300（セレナメンテ）
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開発品 Serena-mente300（病院 開業中）



開発品と従来機の騒音比較ビデオ（マンション共用通路）



Serena-mente シリーズ PRビデオ
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騒音レベルの比較 場所：船橋市某マンション

騒音計：リオン社製 NL-22
LAmax
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ＬＡ－ＭＡＸ	

従来装置	セレナメンテ	通常会話時	通常静寂時	91.1	69.8	61.6	47.5	





騒音レベル比較



従来装置	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	27.5	45.3	50.4	78.099999999999994	87.9	84.5	84.5	83.3	80.599999999999994	71.599999999999994	セレナメンテ	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	15.1	26.9	34	40.6	46.5	54.8	63.2	66.2	59.1	52.2	通常静寂時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	13.9	22.8	32.299999999999997	36.6	38.200000000000003	42.2	41.9	41	35.200000000000003	29.1	通常会話時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	16.899999999999999	28.2	32.9	41.4	53.9	57.1	54.2	56.5	55.4	46.9	従来装置	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	27.5	45.3	50.4	78.099999999999994	87.9	84.5	84.5	83.3	80.599999999999994	71.599999999999994	セレナメンテ	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	15.1	26.9	34	40.6	46.5	54.8	63.2	66.2	59.1	52.2	通常静寂時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	13.9	22.8	32.299999999999997	36.6	38.200000000000003	42.2	41.9	41	35.200000000000003	29.1	通常会話時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	16.899999999999999	28.2	32.9	41.4	53.9	57.1	54.2	56.5	55.4	46.9	従来装置	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	27.5	45.3	50.4	78.099999999999994	87.9	84.5	84.5	83.3	80.599999999999994	71.599999999999994	セレナメンテ	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	15.1	26.9	34	40.6	46.5	54.8	63.2	66.2	59.1	52.2	通常静寂時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	13.9	22.8	32.299999999999997	36.6	38.200000000000003	42.2	41.9	41	35.200000000000003	29.1	通常会話時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	16.899999999999999	28.2	32.9	41.4	53.9	57.1	54.2	56.5	55.4	46.9	従来装置	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	27.5	45.3	50.4	78.099999999999994	87.9	84.5	84.5	83.3	80.599999999999994	71.599999999999994	セレナメンテ	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	15.1	26.9	34	40.6	46.5	54.8	63.2	66.2	59.1	52.2	通常静寂時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	13.9	22.8	32.299999999999997	36.6	38.200000000000003	42.2	41.9	41	35.200000000000003	29.1	通常会話時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	16.899999999999999	28.2	32.9	41.4	53.9	57.1	54.2	56.5	55.4	46.9	









データ-3

		騒音レベルの計測結果 ソウオン ケイソク ケッカ

		Ｈｚ		ＬＡ－ＭＡＸ		16Ｈｚ		31.5Ｈｚ		63Ｈｚ		125Ｈｚ		250Ｈｚ		500Ｈｚ		1ＫＨｚ		2ＫＨｚ		4ｋＨｚ		8ＫＨｚ

		従来装置		91.1		27.5		45.3		50.4		78.1		87.9		84.5		84.5		83.3		80.6		71.6

		セレナメンテ		69.8		15.1		26.9		34.0		40.6		46.5		54.8		63.2		66.2		59.1		52.2

		通常静寂時 ツウジョウ セイジャク ジ		47.5		13.9		22.8		32.3		36.6		38.2		42.2		41.9		41.0		35.2		29.1

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ		61.6		16.9		28.2		32.9		41.4		53.9		57.1		54.2		56.5		55.4		46.9

		Ｈｚ		16Ｈｚ		31.5Ｈｚ		63Ｈｚ		125Ｈｚ		250Ｈｚ		500Ｈｚ		1ＫＨｚ		2ＫＨｚ		4ｋＨｚ		8ＫＨｚ

		従来装置		27.5		45.3		50.4		78.1		87.9		84.5		84.5		83.3		80.6		71.6

		セレナメンテ		15.1		26.9		34.0		40.6		46.5		54.8		63.2		66.2		59.1		52.2

		通常静寂時 ツウジョウ セイジャク ジ		13.9		22.8		32.3		36.6		38.2		42.2		41.9		41.0		35.2		29.1

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ		16.9		28.2		32.9		41.4		53.9		57.1		54.2		56.5		55.4		46.9

		Ｈｚ		ＬＡ－ＭＡＸ

		従来装置		91.1

		セレナメンテ		69.8

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ		61.6

		通常静寂時 ツウジョウ セイジャク ジ		47.5		47.5





ＬＡ－ＭＡＸ	従来装置	セレナメンテ	通常会話時	通常静寂時	91.1	69.8	61.6	47.5	





騒音レベル比較



従来装置	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	27.5	45.3	50.4	78.099999999999994	87.9	84.5	84.5	83.3	80.599999999999994	71.599999999999994	セレナメン	テ	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	15.1	26.9	34	40.6	46.5	54.8	63.2	66.2	59.1	52.2	通常静寂時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	13.9	22.8	32.299999999999997	36.6	38.200000000000003	42.2	41.9	41	35.200000000000003	29.1	通常会話時	16Ｈｚ	31.5Ｈｚ	63Ｈｚ	125Ｈｚ	250Ｈｚ	500Ｈｚ	1ＫＨｚ	2ＫＨｚ	4ｋＨｚ	8ＫＨｚ	16.899999999999999	28.2	32.9	41.4	53.9	57.1	54.2	56.5	55.4	46.9	









Graph1



従来品	Serena-mente300	通常会話時	静寂時	47.5



従来品	Serena-mente300	通常会話時	静寂時	91.1	69.8	61.6	47.5	





データ-2

		騒音レベルの計測結果 ソウオン ケイソク ケッカ

				Ｈｚ		ＬＡ－ＭＡＸ		16Ｈｚ		31.5Ｈｚ		63Ｈｚ		125Ｈｚ		250Ｈｚ		500Ｈｚ		1ＫＨｚ		2ＫＨｚ		4ｋＨｚ		8ＫＨｚ

		従来装置 ジュウライ ソウチ		メモリ-1		85.1		17.9		42.3		49.5		66.9		81.5		80.2		77.4		76.4		73.5		61.9

				メモリ-2		91.8		33.7		48.3		56.8		77.6		87.7		85.8		88.0		84.6		81.7		72.7

				メモリ-3		89.6		26.7		47.1		55.2		77.5		86.3		82.9		85.1		82.7		80.1		72.0

				メモリ-4		91.9		36.2		48.7		48.5		80.2		88.6		85.7		85.7		84.6		82.3		73.2

				メモリ-5		93.3		31.5		44.5		52.4		81.9		90.5		87.0		87.6		85.4		83.6		72.6

				メモリ-6		89.1		16.1		50.3		47.9		77.1		86.6		86.2		82.2		79.6		78.4		69.1

				メモリ-7		90.9		20.4		36.9		44.6		76.3		86.3		84.1		82.8		84.7		81.2		75.6

				メモリ-8		97.0		37.6		44.6		48.3		87.5		95.6		84.2		87.3		88.1		84.1		75.3

				Ａｖｅ.		91.1		27.5		45.3		50.4		78.1		87.9		84.5		84.5		83.3		80.6		71.6

		セレナメンテ		メモリ-10		70.8		14.6		26.7		34.1		38.6		47.1		62.9		63.7		68.7		62.9		56.1

				メモリ-11		71.1		14.8		29.8		32.7		41.8		50.6		60.4		63.0		69.6		62.2		52.7

				メモリ-12		68.6		14.8		26.6		33.5		36.5		40.0		54.6		61.0		65.6		61.7		54.5

				メモリ-13		69.5		14.8		26.6		34.2		36.9		43.9		50.7		63.4		68.0		56.1		49.1

				メモリ-14		69.2		17.9		30.0		34.1		38.0		40.8		50.3		63.9		67.8		59.6		54.2

				メモリ-15		70.9		14.9		29.2		34.7		43.0		46.9		56.9		63.6		69.9		63.0		57.3

				メモリ-16		68.4		13.8		22.2		31.7		38.0		44.2		50.7		63.1		66.8		55.9		50.9

				メモリ-17		66.9		14.8		25.4		36.2		44.1		51.4		51.1		61.3		65.9		52.4		45.2

				メモリ-18		72.8		15.8		25.3		35.2		48.6		53.9		55.5		66.2		71.5		58.3		50.2

				Ａｖｅ.		69.8		15.1		26.9		34.0		40.6		46.5		54.8		63.2		68.2		59.1		52.2

		従来品 ヒン				91.1		27.5		45.3		50.4		78.1		87.9		84.5		84.5		83.3		80.6		71.6

		Serena-mente300				69.8		15.1		26.9		34.0		40.6		46.5		54.8		63.2		66.2		59.1		52.2

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ				61.6		16.9		28.2		32.9		41.4		53.9		57.1		54.2		56.5		55.4		46.9

		静寂時 セイジャク ジ				47.5		13.9		22.8		32.3		36.6		38.2		42.2		41.9		41.0		35.2		29.1





データ-1

		騒音レベルの計測結果 ソウオン ケイソク ケッカ

				Ｈｚ		ＬＡ－ＭＡＸ		16Ｈｚ		31.5Ｈｚ		63Ｈｚ		125Ｈｚ		250Ｈｚ		500Ｈｚ		1ＫＨｚ		2ＫＨｚ		4ｋＨｚ		8ＫＨｚ

		従来装置 ジュウライ ソウチ		メモリ-1		85.1		17.9		42.3		49.5		66.9		81.5		80.2		77.4		76.4		73.5		61.9

				メモリ-2		91.8		33.7		48.3		56.8		77.6		87.7		85.8		88.0		84.6		81.7		72.7

				メモリ-3		89.6		26.7		47.1		55.2		77.5		86.3		82.9		85.1		82.7		80.1		72.0

				メモリ-4		91.9		36.2		48.7		48.5		80.2		88.6		85.7		85.7		84.6		82.3		73.2

				メモリ-5		93.3		31.5		44.5		52.4		81.9		90.5		87.0		87.6		85.4		83.6		72.6

				メモリ-6		89.1		16.1		50.3		47.9		77.1		86.6		86.2		82.2		79.6		78.4		69.1

				メモリ-7		90.9		20.4		36.9		44.6		76.3		86.3		84.1		82.8		84.7		81.2		75.6

				メモリ-8		97.0		37.6		44.6		48.3		87.5		95.6		84.2		87.3		88.1		84.1		75.3

				Ａｖｅ.		91.1		27.5		45.3		50.4		78.1		87.9		84.5		84.5		83.3		80.6		71.6

		セレナメンテ		メモリ-10		70.8		14.6		26.7		34.1		38.6		47.1		62.9		63.7		68.7		62.9		56.1

				メモリ-11		71.1		14.8		29.8		32.7		41.8		50.6		60.4		63.0		69.6		62.2		52.7

				メモリ-12		68.6		14.8		26.6		33.5		36.5		40.0		54.6		61.0		65.6		61.7		54.5

				メモリ-13		69.5		14.8		26.6		34.2		36.9		43.9		50.7		63.4		68.0		56.1		49.1

				メモリ-14		69.2		17.9		30.0		34.1		38.0		40.8		50.3		63.9		67.8		59.6		54.2

				メモリ-15		70.9		14.9		29.2		34.7		43.0		46.9		56.9		63.6		69.9		63.0		57.3

				メモリ-16		68.4		13.8		22.2		31.7		38.0		44.2		50.7		63.1		66.8		55.9		50.9

				メモリ-17		66.9		14.8		25.4		36.2		44.1		51.4		51.1		61.3		65.9		52.4		45.2

				メモリ-18		72.8		15.8		25.3		35.2		48.6		53.9		55.5		66.2		71.5		58.3		50.2

				Ａｖｅ.		69.8		15.1		26.9		34.0		40.6		46.5		54.8		63.2		68.2		59.1		52.2

		静寂時 セイジャク ジ				47.5		13.9		22.8		32.3		36.6		38.2		42.2		41.9		41.0		35.2		29.1

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ				61.6		16.9		28.2		32.9		41.4		53.9		57.1		54.2		56.5		55.4		46.9





元データ

		騒音レベルの計測結果 ソウオン ケイソク ケッカ

				Ｈｚ		ＬＡ－ＭＡＸ		16Ｈｚ		31.5Ｈｚ		63Ｈｚ		125Ｈｚ		250Ｈｚ		500Ｈｚ		1ＫＨｚ		2ＫＨｚ		4ｋＨｚ		8ＫＨｚ

		従来装置 ジュウライ ソウチ		メモリ-1		85.1		17.9		42.3		49.5		66.9		81.5		80.2		77.4		76.4		73.5		61.9

				メモリ-2		91.8		33.7		48.3		56.8		77.6		87.7		85.8		88.0		84.6		81.7		72.7

				メモリ-3		89.6		26.7		47.1		55.2		77.5		86.3		82.9		85.1		82.7		80.1		72.0

				メモリ-4		91.9		36.2		48.7		48.5		80.2		88.6		85.7		85.7		84.6		82.3		73.2

				メモリ-5		93.3		31.5		44.5		52.4		81.9		90.5		87.0		87.6		85.4		83.6		72.6

				メモリ-6		89.1		16.1		50.3		47.9		77.1		86.6		86.2		82.2		79.6		78.4		69.1

				メモリ-7		90.9		20.4		36.9		44.6		76.3		86.3		84.1		82.8		84.7		81.2		75.6

				メモリ-8		97		37.6		44.6		48.3		87.5		95.6		84.2		87.3		88.1		84.1		75.3

				メモリ-9		71.7		16.0		27.3		35.0		41		50.6		55.5		65.1		69.8		63.5		55.1

				Ａｖｅ.		88.9		26.2		43.3		48.7		74.0		83.7		81.3		82.4		81.8		78.7		69.7

		セレナメンテ		メモリ-10		70.8		14.6		26.7		34.1		38.6		47.1		62.9		63.7		68.7		62.9		56.1

				メモリ-11		71.1		14.8		29.8		32.7		41.8		50.6		60.4		63.0		69.6		62.2		52.7

				メモリ-12		68.6		14.8		26.6		33.5		36.5		40.0		54.6		61.0		65.6		61.7		54.5

				メモリ-13		69.5		14.8		26.6		34.2		36.9		43.9		50.7		63.4		68.0		56.1		49.1

				メモリ-14		69.2		17.9		30.0		34.1		38.0		40.8		50.3		63.9		67.8		59.6		54.2

				メモリ-15		70.9		14.9		29.2		34.7		43.0		46.9		56.9		63.6		69.9		63.0		57.3

				メモリ-16		68.4		13.8		22.2		31.7		38.0		44.2		50.7		63.1		66.8		55.9		50.9

				メモリ-17		66.9		14.8		25.4		36.2		44.1		51.4		51.1		61.3		65.9		52.4		45.2

				メモリ-18		72.8		15.8		25.3		35.2		48.6		53.9		55.5		66.2		71.5		58.3		50.2

				Ａｖｅ.		69.8		15.1		26.9		35.6		35.6		35.6		35.6		35.6		35.6		35.6		35.6

		静寂時 セイジャク ジ				47.5		13.9		22.8		32.3		36.6		38.2		42.2		41.9		41.0		35.2		29.1

		通常会話時 ツウジョウ カイワ ジ				61.6		16.9		28.2		32.9		41.4		53.9		57.1		54.2		56.5		55.4		46.9

		通常他所騒音時 ツウジョウ タショ ソウオン ジ				67.9		16.7		32.6		34.4		50.6		58.1		65.9		62.8		60.3		55.1		43.5







騒音レベル20dBの差は、音圧の差では10倍

＝
１台稼動時の騒音レベル ＝ １００台同時稼動時の騒音レベル

機械の台数で例えると

無振動式のため、振動は殆どありません騒音＋振動
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日本国特許証、千葉ものづくり認定製品認定証 米国 特許証

平成30年度千葉市トライアル発注事業認定証



マンション管理新聞に掲載 2017.2.25
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騒音による健康影響について
• WHO（世界保健機関）は、騒音が過小評価されているリスク要

因であるとアピールしています。「騒音は、睡眠障害、心臓血管
系への影響、労働・学習のパフォーマンス低下、聴覚障害その他
の多数の短期的長期的な健康問題を引き起こす過小評価されてい
る脅威である」 （33～36ページ参照）

• アメリカCDC（疾病対策予防管理センター）は、何デシベルの音
をどれくらいの時間聞くと騒音性難聴のリスクが発生するかとい
うガイドラインを作成しています。３ ㏈ごとに安全な曝露（接
触）時間が半減し、例えば、１１０㏈のチェーンソーの音を耳の
保護なしに聞くと、わずか2分で危険水準に達するのだというこ
とが強調されています。

20
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82dB79dB76dB73dB70dB67dB64dB

騒音レベルと安全な暴露時間の関係
騒音性難聴のリスク

65.6 dB 69.8 dB 91.1 dB 110.0 dB98.2 dB

アメリカCDC（疾病対策予防管理センター資料より引用）

静音 ・床材剥離機 従来型・ 床材剥離機
参考

（チェーンソー）

85dB 88dB 91dB 94dB 97dB 100dB 103dB 106dB 109dB

通常会話 電車が通るときの
ガード下

騒々しい
工場の中

騒々しい
事務所の中

地下鉄の車内

なし 小 騒音性難聴のリスク 大

60ｄB 80ｄB70ｄB 100ｄB90ｄB

8時間 4時間 2時間 1時間 30分 < 4分 < 2分15分 7.5分 < 1分

(３㏈ごとに安全な曝露（接触）時間が半減)

耳栓等、保護具無しでの安全な暴露時間

112dB

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　



騒音・振動・粉塵の発生に特に配慮が必要な施設例

施工方法・時間帯・立地等を検討し、影響を最小限にするよう取り組む事が重要です

病院 マンション 介護施設

居住者への健康影響に配慮するなど、細心の注意を払い作業を行う必要があります

大きな騒音を伴う作業の際にも、すぐ近くでは居住者が日常生活を行っています

心身ともに様々な容体の
入院患者が生活

シフト勤務・子育て・自宅勤務
・自宅介護等、多様な日常生活
が混在

お年寄り・要介護の方が生活

いわゆる「居ながら工事」

「騒音・振動暴露による健康影響」



静音・床材撤去 施工実績 1／3

日 時 現 場 名 数 量 単
位

1 2013.10.4～ ディナスカーラ五反野 1080 ㎡

2 2013.10.9 東京女子医科大学八千代医療セン
ター 70 ㎡

3 2013.10.7～ ライオンズ竹ノ塚 710 ㎡

4 2013.10.17～
19 エクセレント都賀 300 ㎡

5 2013.11.1 前田硝子株式会社 80 ㎡

6 2014.2.12 ＬＭ南青山グランフォート 42 ㎡

7 2014.3.31～4.2 ＬＸＧ小作 616 ㎡

8 2014.4.26～ ＬＭ立川柴崎町 252 ㎡

9 2014.5.28～30 ライオンズガーデン行徳 330 ㎡

10 2014.7 レクセルマンション一の割 50 ㎡

11 2014.8 千葉県立美術館 53 ㎡

12 2014.10 千葉県立美術館 160 ㎡

13 2014.9 キッコーマン野田病院 （手術室） 30 ㎡

14 2014.9 板倉病院 64 ㎡

15 2014.9 ＬＧ府中是政 200 ㎡

16 2014.9 西新宿レジデンス 100 ㎡

17 2014.10 キッコーマン野田病院 （手術室） 42 ㎡

18 2014.11.22 板倉病院 46 ㎡

セレナメンテ140・300使用

インテリアいとう有限会社

日 時 現 場 名 数
量

単
位

19 2014.12.11 グリーンライフ船橋 40 ㎡

20 2015.5 キッコーマン野田病院 （手術室） 42 ㎡

21 2015.5 アインズコート八千代緑が丘大規模修繕 500 ㎡

22 2015.615 ライオンズガーデン妙蓮寺ヒルズ大規
模修繕工事 408 ㎡

23 2015.6.22 ＫＤＸレジデンス半蔵門 669 ㎡

24 2015.8.12 キッコーマン野田病院 （手術室） 70 ㎡

25 2015.8.26 ヴェルビュ東十条フロントステージ 155 ㎡

26 2015.9.11 亀有グリーンハイツ 412 ㎡

27 2015.10.26 ライオンズガーデン川崎 475 ㎡

28 2015.12.7 新柏クリニック 10 ㎡

29 2015.12.23 おおたかの森病院 40 ㎡

30 2015.12.23 新柏クリニック 4 ㎡

31 2016.1.17 おおたかの森病院 4 ㎡

32 2016.2.7 板倉病院 4 ㎡

33 2016.2.8 クレアシティー大島 824 ㎡

34 2016.3.4 日商岩井宇喜田町マンション 1266 ㎡

35 2016.3.8 ライオンズガーデン小竹向原 195 ㎡



日 時 現 場 名 数 量 単
位

36 2016.5.15 山之内病院 （脱衣所） 20 ㎡

37 2016.8.5 鎌田学園 55 ㎡

38 2016.8.27～ 北柏リハビリ総合病院 450 ㎡

39 2016.9.29～ 富山県立中央病院 500 ㎡

40 2016.11.20 桐生市 メガドンキホーテ 80 ㎡

41 2016.12.9 カスタリア中目黒 50 ㎡

42 2016.12.29 キッコーマン野田病院 （手術室） 13 ㎡

43 2017.2.4 日立市新庁舎 30 ㎡

44 2017.2.15 サニークレスト稲毛 1292 ㎡

45 2017.3.21 北柏リハビリ総合病院 （脱衣室） 10 ㎡

46 2017.4.23 北柏リハビリ総合病院 （脱衣室） 10 ㎡

47 2017.5.2 キッコーマン野田病院 （手術室) 10 ㎡

48 2017.5.11 銚子消防署 36 ㎡

49 2017.7.4 オーベルグランディオ砂町 150 ㎡

50 2017.9.1 パレステュディオ渋谷WEST 735 ㎡

51 201710.2 KDXレジデンス門前仲町 231 ㎡

52 2017.11.10 ライオンズマンション練馬 841 ㎡

53 2018.5.10 ケアタウン成増 825 ㎡

セレナメンテ140・300使用

インテリアいとう有限会社

日 時 現 場 名 数 量 単
位

54 2018.6.4 安孫子 グラン・レジデンス 1000 ㎡

55 2018.7.19 藤和シティーコープ一橋学園 335 ㎡

56 2018.8.20 フレール西新井第一2号棟他 2560 ㎡

57 2018.9.10 ダイヤパレス高尾Ⅱ 180 ㎡

58 2018.9.14 シャリエ東浦和 355 ㎡

59 2018.9.20 オーベル大宮櫛引 435 ㎡

60 2018.10.2 西国分寺ゆかり二番街 1238 ㎡

61 2018..10.29 ダイヤパレス高尾Ⅱ 328 ㎡

62 2018.11.1 パシフィック鎌ヶ谷グリーンタウン 10 ㎡

63 2018.11.5 ステージグランデ新高円寺 298 ㎡

64 2018.11.16 オーベル大宮櫛引 45 ㎡

65 2018.12.14 KDXレジデンス東新宿 1058 ㎡

66 2019.2.8 レックスガーデン石神井公園 1919 ㎡

67 2019.3.14 石神井公園ピアレス 1812 ㎡

68 2019.4.11 ハイラーク南浦和 353 ㎡

69 2019.4.26 グリーンパーク東綾瀬公園 33 ㎡

70 2019.5.9 ルフォン中野上鷺宮 352 ㎡

静音・床材撤去 施工実績 2／3



日 時 現 場 名 数 量 単
位

71 2019.5.13 セントラルパークウエスト 518 ㎡

72 2019.5.22 吉祥寺永谷シティープラザ 304 ㎡

73 2019.5.27 KDX吾妻橋レジデンス 217 ㎡

74 2019.6.10 H30青戸第二1号棟他３棟 2176 ㎡

75 2019.8.26 H30コンフォール川口飯塚外壁修繕そ
の他工事 770 ㎡

76 2019.9.12 H30ハートアイランド新田１番街他１
団地外壁修繕その他工事 358 ㎡

77 2019.9.17 小松川５番館団地大規模修繕工事 671 ㎡

78 2019.9.27 アクシス台東 1604 ㎡

79 2019.10.7 KDXレジデンス南麻布 438 ㎡

80 2019.10.14 カスタリア上町台
パークスクエアリビオ上町 1021 ㎡

81 2019.10.17 ジオ六甲山手 1781 ㎡

82 2020.1.27 国分寺ゼルクハウス 2561 ㎡

83 2020.3.4 グレーシアシティ立川 1331 ㎡

84 ㎡

85 ㎡

㎡

㎡

㎡

セレナメンテ140・300使用

インテリアいとう有限会社

日 時 現 場 名 数 量 単
位

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡
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■安全・安心 従来工法で問題となっている騒音・振動・発塵を大幅に改善。作業員や居ながら工事における居住者・

近隣住人へ精神的・身体的な悪影響を与えること無く、より安全に撤去作業が遂行できる。（騒音から解放）

※ 騒音による身体への様々な悪影響は、WHOをはじめ国内外の研究機関から報告されております。

騒音公害に対処できる能力には、人により大きな相違があり、特に、子供・高齢者・特定疾患（とりわけ鬱病)を有する

人は高感受性群であり、より影響を受け易くなる事など報告されています。

■工期短縮 音出し作業の工程管理が容易となる。（騒音苦情による音出し作業の一時中断など、作業日時の制約が少なくなる）

■法令順守 従来工法は、騒音規制法の特定建設作業に指定される削岩機を使用する為、著しい騒音・振動の発生は

避けられず、住宅密集地などでは敷地境界線上の規制値85㏈を超える場合があり、改善の必要がある。

また、作業開始日の7日前までに市町村長へ届け出をするなど、細かく法律の規制対応が必要。

■CSR アスベスト問題と同様に、今後、騒音・振動・発塵による健康影響についても問題視される可能性もあり、

静音工法の積極的な採用は、苦情・健康被害等の発生リスクを回避する共に、社会貢献に寄与できる。
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 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 （国土交通省）

 従来型は、騒音規制法の特定建設作業に該当 （大阪市環境局・千葉市環境局にて確認）

騒音・振動に関する法規制
騒音規制法および振動規制法では、騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」
とし、その騒音・振動を規制しています。また、作業開始日の７日前までに市町村長への
届け出が必要です。

さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該
作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

3.建設工事の設計にあたっては，工事現場周辺の立地条件を調査し，全体的に騒音、
振動を低減するよう次の事項について検討しなければならない。

（1） 低騒音，低振動の施工法の選択
（2） 低騒音型建設機械の選択
（3） 作業時間帯，作業工程の設定

第４章 対策の基本事項より抜粋 （30ページ参照）

特定建設作業に係る規制基準値：騒音85㏈ 振動75㏈ ［敷地境界における基準値］

特定建設作業一覧より抜粋 （31ページ参照）
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第４章 対策の基本事項
1.騒音，振動対策の計画，設計，施工にあたっては，施工法，建設機械の騒音，振動の大きさ，発生実態，発生

機構等について，十分理解しておかなければならない。
2.騒音，振動対策については，騒音，振動の大きさを下げるほか，発生期間を短縮するなど全体的に影響の小さ

くなるように検討しなければならない。
3.建設工事の設計にあたっては，工事現場周辺の立地条件を調査し，全体的に騒音，振動を低減するよう次の事

項について検討しなければならない。
（1） 低騒音，低振動の施工法の選択
（2） 低騒音型建設機械の選択
（3） 作業時間帯，作業工程の設定
（4） 騒音，振動源となる建設機械の配置
（5） 遮音施設等の設置
4.建設工事の施工にあたっては，設計時に考慮された騒音，振動対策をさらに検討し，確実に実施しなければな

らない。なお，建設機械の運転についても以下に示す配慮が必要である。
（1） 工事の円滑を図るとともに現場管理等に留意し，不必要な騒音，振動を発生させない。
（2） 建設機械等は，整備不良による騒音，振動が発生しないように点検，整備を十分に行う。
（3） 作業待ち時には，建設機械等のエンジンをできる限り止めるなど騒音，振動を発生させない。
5.建設工事の実施にあたっては，必要に応じ工事の目的，内容等について，事前に地域住民に対して説明を行い

工事の実施に協力を得られるように努めるものとする。
6.騒音，振動対策として施工法，建設機械，作業時間帯を指定する場合には，仕様書に明記しなければならない
7.騒音，振動対策に要する費用については，適正に積算，計上しなければならない。
8.起業者，施工者は，騒音，振動対策を効果的に実施できるように協力しなければならない。

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 （国土交通省）
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