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は じ め に 

 

 

社団法人 日本環境測定分析協会 騒音・振動技術委員会では、常に会員の

皆様へのサービス第一を念頭に活動しております。 

サービスとしましてこれまでに騒音・振動・低周波音の基礎理論の解説、

測定器の管理方法及び測定の実習、低周波音問題対応の解説などを行ってき

ました。 

この度は法令、規格、マニュアル等に記載されている方法では測定や解析

の判断に悩むケースが少なからずあるのではないかと考え、そのような疑問

点をお寄せ頂き委員会としての見解をまとめてサービスすることにしまし

た。 

質問は７７件の多数に及びました。お寄せ頂いた会員の方々には厚くお礼

を申し上げます。 

質問には、委員一同真剣に検討し回答をまとめました。 

ここに、会員の皆様へご報告致します。 

 

平成 2１年 3月 

社団法人 日本環境測定分析協会 騒音・振動技術委員会 

委 員 長  丹野 幸久 

分科会長  高津 熟 
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大変ご好評をいただいております「続騒音振動測定Q&A集及び騒音振動測定Q&A集（第2版）
」は、会員サービスの向上のため、<会員の広場>に掲載する予定です。
2016年1月21日以降は、<会員の広場>から閲覧ください。
 
また、地方自治体等の方でQ&A集をご覧になりたい方は、日環協までお問い合せ下さい。
 
なお、非会員の方で、「続騒音振動測定Q&A集及び騒音振動測定Q&A集（第2版）」の入手
をご希望の方は、CD-ROMで頒布（価格3,000円）いたしますので、お問合せ下さい。 
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