
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音レベル測定マニュアル 第 3 版 

法律改正に伴う差替え資料 

追記資料 





騒音レベル測定マニュアル P84「B」と入れ替え 

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）による航空機騒音の測定・評価方法 

1.航空機騒音・評価の目的 

飛行場周辺の地域において 

 １）航空機の運搬に伴って発生する騒音の暴露状況を把握すること 

 ２）航空機騒音に係る環境基準の達成状況を把握すること 

 

2.航空機騒音の測定・評価改訂の背景 

 成田空港で、暫定平行滑走路が 2002 年春共用開始された時、機数が増えたにもかかわらず、WECPNL

（Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level 荷重等価継続感覚騒音レベル）がわずかに

低くなることが問題となった。この不合理解消のため、環境基準の騒音評価量見直し検討が 2004～2005

年にかけて行われた。その結果、WECPNL からエネルギーベースの評価である Lden （時間帯補正等価

騒音レベル）に移行することとなり、「航空機騒音に係る環境基準」が一部改正され、2007 年環境基準

が改定された。平成 24 年 3 月航空機騒音・評価に関する検討委員会（環境省）で「航空機騒音測定評価

マニュアル」が改定案として出され、その後詳細な検討の後、同年 11 月マニュアルを公表決定し、平成

25 年 4 月 1 日施行された（2013 年）。       （※平成 19 年 12 月 17 日環境省告示第 114 号） 

マニュアルは、環境基準の改正後における航空機騒音の測定・評価を行う場合の具体的な手順等を記

述している。ここではその概要を説明するとともに具体的な事例等を示し、より精度の高い測定結果を

得るために留意すべきことを述べる。 

 

簡易測定 WECPNLと Ldenの関係 

 環境省が公表した航空機騒音測定評価「航空機騒音・測定評価マニュアル」には WECPNL と Ldenの

関係は、夕方に 5dB、夜間に 10dBの重み付けをしたLdenの算定の際に継続時間を 20秒と仮定した場合、 

Lden ≒ WECPNL-13 に対応するとしている。しかしながら、WECPNL を Ldenに変換した場合、騒音

レベルが大きくなるに伴い両者の差は広がっていく。これは Ldenは実際の騒音の継続時間を反映し評価

するのに対し、日本が採用していた簡易に求める WECPNL は実際の継続時間は考慮せず、すべての騒

音の継続時間を一律 20 秒と仮定し、それを底辺とした二等辺三角形の頂点を最大値として読み（三角近

似）評価することに起因する。航空機の継続時間は WECPNL が概ね 70～80 の地域においては、20 秒

に近いものとなる。しかしながら、高騒音域になるより音源に近い地点や軍用機（戦闘機）等の飛行時

には継続時間がこれより短くなる傾向にある。そのため騒音レベルが大きい場合は、継続時間による差

が大きく影響することになり、次表のような関係になる。 

 

 

 

 

表 1 WECPNL 値と Ldenの値の対応 



 なお、WECPNL の値については、今後も基準値である Ldenに準じた取り扱いとする。 

1 日当たりの離着陸回数が 10 回以下の飛行場については、小規模飛行場環境保全指針、航空機騒音に

係る環境基準に統一する。 

 

 

 

3.測定器 

3-1.騒音計 

3-1-1.騒音計の基本性能 

 航空機騒音の測定には、計量法第 71 条の条件を満たし、JIS C 1509-1 の仕様に適合する騒音計（サウ

ンドレベルメータ）で、以下のいずれかの機能を備えているものを使用する。 

 

Ⅰ型騒音計：時間重み付け特性 S（slow）の騒音レベルを時間間隔 0.1s 以下でサンプリングして連続

記録する機能を有するもの 

Ⅱ型騒音計：1 秒間平均騒音レベルを連続記録する機能を有するもの（積分平均型騒音計） 

 

・測定現場で音圧信号を録音した後、分析する方法による場合、使用する録音装置は JIS C 1509-1 に適

合する周波数範囲とダイナミックレンジの性能を備えている必要がある。信号圧縮処理をするものは使

用できない。 

・JIS C 1509-1 に適合する騒音計が使用できない場合、JIS C 1502 又は JIS C 1505 に適合する騒音計

を使用してもよい。騒音計の更新や新規購入時には、JIS C 1509-1 に適合する機種を選定することが望

ましい。 

・航空機の耐空証明の APPENDIX5（空港周辺における航空機騒音の監視）に相当する測定を行う場合、

JIS C 1509-1（IEC 61672-1 相当）のクラス 1 に適合する騒音計を使用する。 

 

3-1-2.ウインドスクリーン 

必ず全天候型のウインドスクリーンを装着する。 

これは有人測定、自動監視装置による無人測定いずれの場合も長時間の測定で、有人の場合では最低 7

日間程度以上、無人の場合通年測定がほとんどである。そのため、降雨、雪等に備えておく必要がある。 

 

図 1 簡易 WECPNL の考え方値と Lden 



3-2.騒音の自動監視装置 

1）暗騒音のレベルとの比較により騒音対象を識別する機能。準定常騒音においては、準定常騒音を測定・

評価の対象とする場合に限る。 

2）単発騒音の場合、航空機と航空機以外の騒音を識別する機能。 

3）時刻を記録する機能。通年測定の場合、上記の他に以下の機能を備えている装置を使用する。 

4）時刻を自動的に調整する機能。 

5）短時間の停電に対する電源のバックアップ機能。 

 

自動監視装置は、上記の他に以下の機能を備えていることが望ましい。 

（a）準定常騒音の場合、航空機と航空機以外の騒音を識別する機能。 

（b）騒音計で過負荷指示又はアンダーレンジ指示が発生したことを測定結果とともに記録する機能、航

空機と航空機以外の騒音を識別する機能。 

（c）1 秒間～1 分間の短時間平均騒音レベルを連続して記録する機能。 

（d）音源を識別する目的で予め設定する騒音レベルを超える時間にわたって音圧信号を記録する機能

（この場合、信号圧縮処理をしてもよい）。 

（e）騒音計の動作確認を自動的に行う機能。 

 

3-3.音響校正器 

マイクロホンも含めて騒音計が正常に動作することを音響的に確認するために必要なものであり、JIS 

C 1515 のクラス 1 に適合する音響校正器を使用する。 

 

3-4.レベルレコーダ 

騒音レベルの変動の監視、暗騒音レベルの確認等の目的で使用する場合には、JIS C 1512 に適合する

ものを使用する。なお、記録用紙から最大騒音レベル等を読み取ってはならない。 

レベルレコーダを表示装置とした騒音測定システムは JIS C 1509-1 に適合しない。 

 

3-5.騒音計と音響校正 

騒音測定に用いる騒音計の基本性能については 3-1-1 に述べている。しかしながら、使用する騒音計を

音響校正器により校正する場合、具体的にはピストンホンを用いて校正するとき、校正器の校正値に対

して±0.7dB 以上異なる指示値を示す騒音計は使用することが出来ない。日本では型式承認され有効検定

期間内にある騒音計は計量法上、精密騒音計（IEC TYPE1）で±0.7dB の偏差、普通騒音計（IEC TYPE2）

で±1.5dB の偏差内の指示値でなければならないとしている。 

更に計量法上、それぞれの騒音計にはすべて器差が明示されており、騒音計は音響校正器に示す校正

値に騒音計の指示値を変更することは禁止されている。 

JIS C 1515：2004（IEC 60942：2003）の規定で音響校正器はクラス LS、1、2 の 3 種類が定められ

ており、ピストンホンはクラス LS あるいはクラス 1 に該当する。現在世界中で使用されているピストン

ホンの音圧発生周波数はほとんど 250Hz の純音であることから、音圧レベルの許容限度値はクラス LS

で±0.20dB、クラス 1 で±0.4dB 以内である。 

航空機騒音の測定を有人測定、無人測定（自動監視装置）を問わずピストンホンで騒音計を校正する

場合、ピストンホンに示している発生音圧レベルに対し、器差を含めて±0.7dB 以内の指示値の騒音計を

使用するということは非常に精度の高い測定値を求めているということに他ならない。 



 なお、自動監視装置で通年測定をする場合、毎日 1 回以上音響校正を行わなければならないとしてい

る。そのためピストンホンではなくアクチエータあるいは超小型の音発生機構をマイクロホン近傍に備

えた音圧校正を行っている。この装置についても原則前述の制度を確保することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクチエータ方式によるマイクロホンの構成は日本以外の国ではずいぶん以前から使われてきている。

しかしながらその精度は、ピストンホンのクラス LS あるいはクラス 1 に該当するか否か不明な部分があ

る。そのため図 3 に示すように超小型の音源をマイクロホン近傍に内蔵したケースを接続し、プローブ

チューブと同じ原理でマイクロホン直近まで安定した音圧を伝搬させ放射する方法が一般化しつつある。

さらに図 3（a）は日本国内で製造されているもので、超小型音源とマイクロホン部分の断面図であり、

加えて全天候型の防風スクリーンを使用する。（b）は図 2 のメーカ（デンマーク）が考案し、使用して

いるものである。 

 

 

図 2 自動監視装置のマイクロホン部分に用いられるアクチエータ方式校正例 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.測定地点の選定 

年間を通じて平均的な航空時騒音の暴露状況を把握できる地点を選定する。飛行場周辺の地域に環境

基準の達成状況を把握する場合、環境基準の類型指定区域内において、騒音評価に必要な測定地点を選

定する。 

 

4-1.測定地点の選定方法 

事前調査により、測定候補地点を定める。事前調査は、土地利用状況の把握、当該飛行場の運用及び

航空機の運航状況の把握、主要な航空機による飛行経路を把握する。個々の候補地点で現地踏査を実施、

実際の飛行経路、航空機騒音の暴露状況及び周辺の条件を把握、測定に適していることを確認したうえ、

測定地点を選定する。 

そのため環境基準の地域類型指定図、地形図、都市計画図、住宅地図等を参考に、住居の分布状況や

密集度を確認すると同時に航空機騒音対策のために指定される区域の境界付近や飛行経路のばらつきを

監視するのに適した地点、航空機騒音が特に問題とされる地点を選定する。 

図 3 自動監視装置のマイクロホン部分に用いられる超小型音源による音響校正の例 

振動膜 

イヤホン

チューブ 

イヤホン 

（a） 

（b） 



4-2.測定地点の周辺条件 

航空機の飛行経路の主要な部分が見渡せる地点を選定する。工場・事業場、幹線道路、鉄道等が近接

し、航空機騒音と暗騒音との差が 10dB 以上確保できないような地点は避ける。暗騒音は時間帯、曜日、

季節又はマイクロホンの設置場所等により変化することを十分に考慮する。 

 

 

5.測定の時期と期間 

5-1.測定時期 

短期測定は、年間を通じて平均的な航空機騒音の暴露状況を呈する時期を選定する。事前に当該飛行

場の運用状況、航空機の運航状況及び風向等の気象条件について十分な調査を行う。 

騒音の暴露状況が時期によりほとんど変化しない場合は 1 回／年、変化する場合は複数の時期（夏季

と冬季の 2 回／年、春夏秋冬の 4 回／年等）を選定する。 

 

5-2.空港の種類と測定期間 

短期測定の期間は原則として連続 7 日間である。 

飛行場のタイプにより運用状況が大きく異なるため、それぞれの特徴に応じて短期測定の時期と期間

を適切に選定する。 

 

タイプ 1 の飛行場 

連続 7 日間の測定を実施。離着陸回数や飛行経路が変化せず、平均的な騒音の暴露状況を把握するう

えで支障が無いと考えられる場合には、連続 7 日間より短くしてもよい。 

 

タイプ 2 の飛行場 

運用状況に変化が少ない場合は連続 7 日間、変化が大きい場合は連続 14 日間実施する。平日と週末、

曜日により運用状況が変わることに注意する。 

 

タイプ 3 の飛行場 

航空機の運航が日々定期的に行われる飛行場は、タイプ 1 の飛行場の方法を準用する。運行が不定期

な飛行場は、運行頻度が高い時期を選定する。離着陸回数が 10 回以下のため、測定データの欠測による

影響が大きいことに注意する。 

 

タイプ 4 の飛行場 

運行状況等が一律ではない。タイプ 3 の飛行場の方法を準用する。 

 

タイプ 5 の飛行場 

民間航空の運航頻度が高い飛行場はタイプ 1 の飛行場の方法を適用する。自衛隊等の運航頻度が高い

飛行場はタイプ 2 の方法を準用する。 

 



 

表 2 タイプ別の飛行場一覧 

 

※秋田、山形、新潟、熊本については、民間航空と自衛隊が共用で使用する飛行場であるが、タイプ 1 にして

いる。 

※新千歳については、隣接する千歳にしている。 

※（ ）は供用予定のもの。 

 

 

6.測定・評価 

6-1.対象とする騒音 

測定・評価の対象とする騒音は、離陸又は着陸する航空機による騒音とし、飛行騒音と地上騒音がこ

れに該当する。地上騒音のうち準定常騒音については、評価量への影響が無視できる場合には、測定・

評価の対象から除いてもよい。 



 

 

飛行場内での航空機のけん引作業、荷さばき、車両走行、種々の施設の空調稼働等の騒音は対象とし

ない。上空通過や近隣飛行場での航空機の運航に伴う騒音が観測される場合、対象には含めず、記録に

留めておく。 

  

 写真 1 機内で使う食事その他の運搬車両  写真 2 牽引車及び他の航空機 

 

 

写真 3 外部電源車  

 

表 3 



6-1-1.滑走路近傍で単発騒音として観測される騒音 

（1）離陸滑走に伴う騒音 

  

（2）着陸時のリバースに伴う騒音 

   

航空機の着陸形態やエンジン形式によりリバース音のレベルは異なる。場合によってはほとんどリバ

ース音が認知出来ない場合もある。 

 

 

（3）タクシーイング  に伴う騒音（地上走行時） 

 

（4）戦闘機の離陸直前のエンジン試運転に伴う騒音 

 

 

図 4 

図 5 

※1 

※1 着陸機の接地後の逆噴射 

※2 

※2 航空機が自力で地上のある 

地点から別の地点まで走行 

すること 



（5）タッチアンドゴーに伴う騒音 

航空母艦等への離着陸のための訓練を陸上部基地で行うことがある。この場合、航空機は着陸時の態

勢とやや異なる。写真右のごとく機首をあまり上げず、ほぼ水平に近い形で滑走路に車輪を接地させ、

その後エンジンを全開状態にし、急激な上昇をする。 

 

  

写真 4 夜間タッチアンドゴー訓練機の光跡 
写真 5 タッチアンドゴー訓練、着陸態勢接地寸前

の戦闘機 

 

写真 4 は夜間に離着陸訓練を行っている戦闘機の光跡である。着陸態勢に比べ、離陸が急上昇で行わ

れていることが解る。 

 

滑走路 

（着地） 
着陸時光跡 

離陸時 

光跡 



6-1-2.滑走路近傍で準定常騒音として観測される騒音 

 

（1）タクシーイングに伴う騒音（離陸待機時など） 

 

 

 

  

写真 6 タクシーイング中（写真左手前）と離陸直

前の航空機（写真右奥） 

写真 7 滑走路寸前で停止待機中。 

管制塔の指示を待つ。 

図 6 



（2）APU（Auxiliary Power Units）※の稼働に伴う騒音 

複数の航空機が同時に APU を稼働し、エプロンの広い範囲から騒音が観測される際には、その音源を

特定することが難しいことがある。APU の稼働に伴う騒音は、騒音レベルは低いが、継続時間が長い。 

APU 稼働に伴う騒音が気象条件により変化する事例もある。 

 ※航空機に空気圧、油圧、電力などを供給するため、推進用エンジンとは別に航空機に整備された動

力装置。 

 

  

（a）APU の稼働に伴う騒音と離陸滑走等に伴う

騒音が重畳する場合の事例 

（b）APU の稼働に伴う騒音が観測されず、暗騒音

のみが観測される事例（別の日の同時刻） 

 

  

  

写真 8 ①APU 稼動時全景、②③外部電源、④吸排気。これらを接続し稼働させる。 

（GPU からの音は測定対象外） 

図 7 空港の運用時間帯における APU の稼働に伴う騒音の事例 



 

 

（3）機体の整備時のエンジン試運転に伴う騒音 

エンジン出力を絞ったアイドルから最大出力まで運転状況を変えながら長時間継続して行われること

が多い。 

 

図 9 機体の整備時のエンジン試運転に伴う騒音の事例 

 

（4）戦闘機等のエプロンでのエンジン調整に伴う騒音 

騒音レベルは低いが、継続時間は数分～数十分と長い。 

 

図 8 

図 10 



（5）ヘリコプターのアイドリングやホバリングに伴う騒音 

 

  

写真 9 自衛隊機（左）、救急用ヘリコプター（右）ホバリング例 

 

図 11 ヘリコプター（取材用）ホバリング上空 250～300m 程度 

 

 

6-2.調査測定項目 

6-2-1.測定地点に関する項目 

①地点番号 

②測定場所（住所） 

③地域類型・用途地域 

④飛行場名 

⑤測定期間 

⑥測定地点付近平面図、測定現場写真 

 

6-2-2.測定に関する項目 

（1）測定条件 

①気象条件 

②騒音計・自動監視装置・音響校正器のメーカー名・型番 



（2）単発騒音に関するデータ 

測定対象とする単発騒音は、最大騒音レベルが暗騒音レベルから 10dB 以上大きいものとし、以下の項

目を測定・記録する。 

①観測時刻 

最大騒音レベルの時刻。単位は時分秒［h:m:s］、有人測定の場合は時分［h:m］。 

②単発騒音暴露レベル LAE 

③最大騒音レベル LA,Smax 

④暗騒音レベル LA,BGN 

単発騒音が発生する前の暗騒音のレベル。測定の妨げとなる単発的に発生する暗騒音の主要なもの

について記録。 

⑤継続時間 T10 

騒音レベルが（LA,Smax－10 ）dB 以上の区間の時間。単位は秒［s］。 

⑥音源の種類 

航空機と航空機以外の騒音の識別結果を記録する。 

・有人測定の場合、測定員が目と耳を使って運行形態や機種を記録する。 

・測定データの処理で測定結果と運行情報を照合する場合、その結果も一緒に記録する。 

 

（3）準定常騒音に関するデータ 

測定対象とする準定常騒音は、暗騒音レベルから 10dB 以上大きいものとし、以下の項目を測定・記録

する。 

①観測時刻  Tstart 

騒音の始まりの時刻。単位は時分秒［h:m:s］、有人測定の場合は時分［h:m］。 

②騒音暴露レベル LAE,static 

③最大騒音レベル LA,Smax,static 

④暗騒音レベル LA,BGN,static 

準定常騒音が発生する前の暗騒音レベル。 

⑤継続時間 Tstatic 

⑥音源の種類 

航空機と航空機以外の騒音の識別結果を記録。 

・有人測定の場合、測定員が目と耳を使って運行形態（タクシーイング、APU、エンジン試運転等）

や機種を記録する。 

 

（4）総合騒音に関するデータ 

総合騒音に対する航空機騒音の寄与を調べるため、測定日ごと、測定時間全体にわたり 1 秒間や 1 分

間の総合騒音の短時間平均騒音レベルを連続的に測定・記録する。結果から総合騒音の昼間、夕方、夜

間における時間帯別等価騒音レベルを求める。 

 



6-3.測定 

6-3-1.測定準備 

（1）マイクロホンの設置 

測定対象となる航空機の飛行経路の主要な部分が見渡せる地域で測定を行う。マイクロホンの設置高

さは地上 1.2～1.5m とする。設置面以外の反射物から原則として 3.5m 以上離れた位置に設置する。 

建物の屋上に設置する場合は、屋上の面から 4m 以上に設置する。通年測定では、地上に設置する場

合でも、地面から 4m 以上とすること。いずれの場合も、暗騒音の影響を受けるおそれがある場合には、

設置面から 1.2～1.5m としてもよい。 

測定地点から仰角が 10～15°以下の場合、気象や地表面の影響を受けやすいため注意を要する。 

騒音計のマイクロホンは、任意の向きに設置してもよい。通常は上向きにする。 

自動監視装置による場合、過度の日照や湿気の影響を受けないように注意する。 

マイクロホンと音源さらに建物等の位置関係により、マイクロホン設置面からの反射の状況が変化す

る。建物の高さが地面から航空機までの最短距離の 5％以下であれば、距離減衰による騒音レベルの違い

は 0.5dB 未満である。 

 

 

1）飛行経路による設置面反射状況の変化 

主要な飛行経路がマイクロホンの上方で図 12（a）のような状態であれば、設置面からの反射音が常に

同じようにマイクロホンに到達するので問題ない。（b）の場合、建物周縁と中央では地面からの反射音

が異なるため反射音の影響が変わってくる。（a）（b）いずれの場合も建物周縁にマイクロホンを置くこ

とは好ましくない。（c）は測定地点が滑走路側方にある場合のように音が横から到来することを想定し

ている。この場合建物周縁、中央いずれの位置でも設置面反射は到来せず、両地点いずれも測定値の差

は小さい。 

平行滑走路から離着陸する航空機の 2 つの飛行経路のうち、片方の経路の直下付近に測定地点がある

と（a）から（c）の全ての経路の騒音が観測される状況になる。この場合は（a）または（b）のどちら

かが主要な飛行経路となる。 

 

 

 

 

図 12 



2）上空通過前後における設置面反射状況の変化 

騒音レベルが（LA,Smax－10）dB となるときの飛行位置はマイクロホンから飛行経路への距離が最短と

なる位置を基準におおむね±70°の方向になる。航空機がこの範囲を飛行している時に設置面反射の状

況が極端に変化しない場所を選ぶ。 

 

 

 写真 10 は、数階建てビルの屋上に無人測定のためのマイクロホンシステムを設置した例である。マイ

クロホンより上方を移動する航空機が屋上床面からの反射音を軽減し、直接音と反射音との音波干渉に

よる音圧レベルの変動やスペクトルの変化が生じにくいようにマイクロホンを屋上床面より約 3m の高

さに位置し、給水塔やその他屋上にある構造物からの反射音の影響を極力避けるため、建物の端に設置

している。 

ビル屋上が広く障害物がない場合、屋上中央部にマイクロホンを 3～5m 程度の高さにセットし、周辺

の暗騒音が建物屋上角部分で遮蔽され、航空機騒音のみを測定しやすい状況にすることが理想である。 

地上に設置する場合も、周辺に障害物がなく、暗騒音の小さい平坦地で広範囲に見通しがきく場所に

マイクロホンをセットすることが望ましい（写真 11）。 

 

  

写真 10 ビル屋上端にセットした測定用マイクロ

ホンと移動音源識別装置 

写真 11  地上に設置されているマイクロホンと

移動音源識別装置 

 

図 13 



 

図 14 のように地上にマイクロホンを設置する場合、（a）は音が建物で遮蔽される。（b）は測定地点背

後の建物等からの反射音が影響する。このような場所はマイクロホンの設置場所としては望ましくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 のように建物屋上にマイクロホンを設置する時、（a）のように平屋建物の場合屋根の傾斜と航空

機飛行位置により反射状況が変化する。（b）の例はマイクロホン近傍に貯水タンクや空調設備、回覧室

等がある場合、反射の状況が変化する。マイクロホンの位置と反射物の大きさや角度によって反射音の

寄与が大きくなるようであれば、マイクロホン設置場所としては好ましくない。 

 

 

 

 

写真 12 は周辺建物の高さに比べ、測定用マイクロホンの高さが不足している例である。このようなマ

イクロホン設置状況では建物の影や建物反対側に航空機が位置した場合、騒音レベルが小さく音源とマ

イクロホンが直接見通せる状態で急激に音が大きくなるという現象が生じる。 

 

 

3）建物等による反射・遮蔽の影響の変化および接地面反射の状況の変化が顕著な場合 

図 14 

図 15 



 

写真 12 建物による影響があるマイクロホン位置 

 

 

図 16 建物による影響でレベルパターンが通常と異なっている例 

 

 

写真 13 マイクロホン位置を高くし建物による影響を軽減 

 

図 16 は写真 12 の左側から航空機がマイクロホン斜め上方を右方向へ飛行した場合のレベル記録例で

ある。航空機が測定点情報通過時の最大値は把握することは出来ているものの、航空機が到来するまで

の騒音レベル上昇パターンはマイクロホンから音源が見え始める寸前から急激に大きくなっていること

が解る。 

従前のように簡易的に WECPNL を求める手法の場合、最大値が得られているため評価に影響は無い

ものの、LAEを求める場合には無視できない。写真 13 はこの問題を解消するために同一場所でマイクロ

ホンをより高く設置したものである。 



4）暗騒音による影響が顕著な場合 

図 17 の（a）は建物の陰にマイクロホンを置き道路交通騒音を避ける工夫をした例であり、（b）は道

路からの見通しがきく位置を避け、見通しがきかない位置に設置した例である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暗騒音は自動車のみでなく鉄道やその他いろいろな音源が考えられる。航空機騒音を自動測定（無人）

で運用する場合、航空機騒音に比べ暗騒音が十分に小さい場所の選定や、目的とする騒音が精度良く測

定出来、周辺の音を遮断しつつ、見通しの良い場所を選定する。 

 写真 14、15 は公共施設 2 階屋上に設置している測定点の例である。この測定点は自衛隊機と民間機が

使用する空港の騒音監視地点のひとつである。施設屋上のマイクロホン位置と反対側に太陽光発電用ソ

ーラーパネルが設置されており、且つ建物に隣接する道路を割合頻繁に自動車が走行している。そのた

め道路と反対側建物屋上の割合端にマイクロホンを設置しているものの、マイクロホンを高くすると道

路交通騒音が混入するため、あまり高く出来ない（約 2.5m）。しかしながら飛来する航空機の音は全方

向支障なく把握することが出来るため、問題ない。なお写真の床面に設置されているユニットは低周波

音測定のためのマイクロホンシステムを反射板上に設置している全天候型防風スクリーンである。2 つの

写真は短期的に有人測定と自動監視装置により得られた測定結果の比較を行っているため、三脚に付け

られた騒音計も見える。 

  

写真 14 航空機離着陸音と暗騒音を分離しやすく 

する、道路と反対側屋上へのマイクロホン設置例 

 

写真 15 屋上に設置されているソーラーパネルか

らの反射音を軽減し、道路が目視出来ない高さに設

置したマイクロホン 

 

図 17 



 

写真 16 建物等に囲まれ設置されているマイクロホンの例 

 

 写真 16 は測定点が住居や倉庫など種々の建物で囲まれており、且つ建物の陰に航空機が隠れてしまう

例の一つである。マイクロホン高さは航空機騒音が通過時の最大値より 20dB 以上小さな値から測定出来、

図 16 に示したような音の遮蔽が生じなければ問題ない。たとえば写真中央正面方向への飛行、あるいは

到来であれば、ある程度問題なく測定は出来ると思われる。しかしながら飛行経路が変わった場合、た

とえば写真左方向から右方向へ飛行する場合、前図のような現象が起こる可能性がある。加えてマイク

ロホンが建物に囲まれているため、飼い犬や鳥等の鳴き声が建物壁に反響し、大きな声が割合長く続く

現象が生じる場合がある。このような測定環境で対象とする航空機が遠近種々の飛行形態で騒音レベル

も異なる場合、精度の高い測定を確保することは困難となる。よって測定点を変更するなどの検討が必

要である。 

 

（2）測定器の動作確認 

短期測定 

測定開始前、音響校正器を用いて騒音計が表示した値を点検する。騒音計に記載されている値との差

が±0.7dB 以上の差である場合、その騒音計は測定に使用しない。 

・測定では音響校正器を用いて騒音計の感度調整をしてはならない。 

 

通年測定 

自動監視装置の全天候型ウインドスクリーンを含めた騒音計部分は、1 年に 1 回は保守点検を行う。騒

音計は音響校正器を用いて騒音計の表示する値を点検し、その結果を記録する。 

・通年測定に用いる自動監視装置は、少なくとも 1 日に 1 回は自動的に確認する。 

 

（3）騒音計の設定 

騒音計の周波数重み付け特性を A に、時間重み付け特性を S（slow）に設定する。 

 

6-3-2.測定の実施 

 1 日の間に発生する騒音、昼間、夕方、夜間の各時間帯における単発騒音の単発騒音暴露レベル及び準

定常騒音の騒音暴露レベルを測定し、小数点以下第 1 位までの値で記録する。 



・事前に測定レベルレンジを適切に設定する。 

・夏季の測定は、直射日光により騒音計が過度に熱せられないよう注意する。 

 冬季は低温により電池の消耗が早まるため、騒音計の保温に配慮する。 

・1 機の航空機の運航において複数の単発騒音が観測される。また、複数の航空機の運航において単発騒

音が重畳して 1 つの単発騒音として観測されることがある。このような場合、測定データの処理で測定

結果と運行情報を照合する。 

 混乱することのないよう、騒音発生回数と機数の関係を記録する。 

・強風や大雨等の急激な気象条件の変化、測定機器の故障、予期せぬ暗騒音の発生等は必ず記録する。

これらの原因により測定データが欠測し、その発生率が高く、測定日ごとの時間帯補正等価騒音レベル

への影響が無視できない場合は、改めて測定を行い、不足を補う。 

 

6-3-3.欠測の処理 

（1）個々の測定データの欠測の場合 

 1 日のある測定データ LAE が欠測した場合に、測定日ごとの Ldenへの影響を試算した結果を次表に示

す。 

 表は航空機騒音の発生状況（単発騒音暴露レベル、発生頻度）が 1 日を通じて変わらないと仮定した

場合の欠測率による測定日ごとへの影響である。 

 

表 4 測定データ LAE の欠測率と測定日ごとの Ldenへの影響 

測定データLAEの欠測率［％］ 10 20 30 50

測定日ごとのLdenへの影響度［dB］ -0.5 -1.0 -1.5 -3.0
 

 

・測定データ LAEの欠測率が 10％未満の場合、測定日ごとの Ldenへの影響は 0.5dB 未満で、評価量への

影響は小さいもので無視する。ただし、欠測とした単発騒音暴露レベル LAEを算出する必要がある場合

は、当該地点で観測される別の機種・同一運航の測定データの平均（LAEのエネルギー平均）で代用する。 

・測定データ LAEの欠測率が 20％程度の場合、何らかの推定や代用で補完するか、不確かさの増大を付

記する。 

・測定データ LAEの欠測率が 20％を大きく超える場合、欠測日とし、別の日に追加測定を行い補完する。 

Ldenとは、24 時間（1 日）の時間帯補正付きの騒音暴露エネルギー累積値を 24 時間という時間間隔で除

し、平均した等価騒音レベルのことであり、欠測時間を除外した時間で除して算出してはならない。 

 

（2）日単位の欠測の場合 

1）短期測定の場合 

 航空機騒音が測定されなかった日は、その日の騒音暴露量が 0 であったとし、そのまま測定期間に算

入する。ただし、気象条件、測定機器の保守点検や取替え、故障で日単位で欠測する場合、欠測日を除

外した残りの期間から評価量を算出する。 

日単位で欠損し、その発生率が高い場合、改めて測定を行い、不足を補う。 



表 5 測定データ LAE の欠測率と測定日ごとの Ldenへの影響 

測定データLAEの欠測率［％］ 10 20 30 50

測定日ごとのLdenへの影響度［dB］ -0.5 -1.0 -1.5 -3.0
 

 

表の測定データ LAEの欠測率を日単位での欠測率、測定日ごとの、Ldenへの影響度を測定期間の Lden

への影響度に置き換え、次に述べる方法を参考に欠測に対する処理を行う。 

 

・日単位の欠測率が 10％未満の場合は、欠測日を除外した残りの期間から評価量を算出する。 

・日単位の欠測率が 10％以上の場合、別の日に追加測定を行い補完する。測定期間が 7 日間では 1 日の

欠測も許容されず、14 日間では 2 日の欠測は許容されない。 

 

2）通年測定の場合 

 通年測定で測定機器の保守点検、取替え、故障等により日単位で欠測する場合、欠測期間を除外した

残りの期間を長期基準期間とし、評価量（長期平均の Lden）を算出する。通年測定は追加測定が出来な

いため、以下の方法で欠測による影響を見積もり、その処理を行う。 

・日単位の欠測率が 10％未満の場合（欠測期間が概ね 1 ヶ月まで）は、評価量の信頼性は変わらない。 

・日単位の欠測率が 20％程度までの場合（欠測期間が概ね 2 ヶ月まで）は、評価量に不確かさが増大し

ていることを付記する。 

・日単位の欠測率が 20％を大きく超える場合（欠測期間が概ね 1 ヶ月以上）は、算出評価量に欠測期間

及び欠測率を付記する。参考値の扱いとすることが望ましい。 

 

 欠測による影響は、年間平均の Ldenの周りのばらつきとして現れる。次図（a）は 7 空港、（b）は 4

飛行場における通年測定の測定データから、欠測期間による年間平均の Lden への影響を検討した結果で

ある。図の縦軸は測定日ごとの Lden を除外した残りの期間から算出した Lden と、一切除外しない年間平

均値の Lden との差の標準偏差を示す。空港では概ね 2 ヶ月、自衛隊等が使用する飛行場では概ね 1 ヶ月

の欠測期間を超えると標準偏差が急激に大きくなる。 

 

 

 

図 18 欠測期間を除外して算出した Ldenと年間平均の Ldenのばらつきの標準偏差

（●：標準偏差データの平均） 

 

（a）民間機が使用する飛行場 （b）自衛隊等の使用する飛行場 



6-4.測定データの処理 

6-4-1.単発騒音と準定常騒音の検出 

（1）単発騒音の検出 

 単発騒音は、最大騒音レベルが暗騒音レベルから 10dB 以上大きいものを測定対象とする。 

有人測定の場合測定員が目と耳を使って、航空機と航空機以外の騒音を識別し、測定対象を適切に判

断し記録する。測定後に、現地での記録を参照し、騒音レベルのデジタル記録から測定対象か否かを確

認する。 

無人測定の場合騒音レベルのデジタル記録を用いて、暗騒音レベルと最大騒音レベルを比較し、測定

対象を識別する。自動監視装置による場合、装置等の機能を用いて、航空機と航空機以外の騒音を識別

する。 

・暗騒音レベルは、5～10 分間程度における騒音レベルの 90％又は 95％時間率騒音レベル LA90,T、LA95,T。

有人測定の場合、暗騒音レベル変動が大きい場合、単発騒音が発生する直前又は直後の騒音レベルとし

てもよい。 

 

（2）単発騒音と単発騒音が重畳する場合 

1）離陸と着陸に伴う騒音が重畳する場合 

異なる滑走路を使用する航空機からの音がある測定点で得られた例である。左図は①②異なる航空

機それぞれの単発騒音暴露レベルを得ることが出来る。右図は①は問題なく単発騒音暴露レベルを

得られる。②は図中縦線の部分以降で最大値があるため、縦線部分→最大値→最大値より-10dB の

継続時間までの単発騒音暴露レベルを求め分離する。 

 

 

 

図 19 離着陸音が重畳した場合の例 

 

（a）図は①と②それぞれの音が（LA,Smax－10）dB 以上の区間を抽出出来、各々の単発騒音として分離、

処理出来る。（b）図のような場合、①のみが自動監視装置（無人測定）では（LA,Smax－10）dB 以上の区

間を抽出出来、単発騒音として識別され、②の部分の分離は困難である。図 18 の欠測の影響を参考にし

てみると、欠測率が 10％以内であれば Lden値の誤差は 0.5dB 以内に収まり、②の部分は検出できなくと

（a） （b） 



も評価結果には大差ない。有人測定の場合、手元のレベル記録を参考にしつつそれぞれの音の測定が可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17 離陸期と着陸機の音が重畳する場合の例 

 

写真 17 では平行滑走路で手前側滑走路に着陸機が侵入（写真右下）逆噴射をし、騒音レベルが大きく

なる。ほとんど同時に遠方にある滑走路から離陸し、市街地上空を避けるため大きく右側に旋回し、更

に遠ざかる状況である。このような場合、着陸機の音は割合短い時間であるが大きくなる。それに対し、

離陸期の音は次第に大きくなり遠ざかるにつれてだんだん小さくなるが、割合長い時間続くパターンと

なる。 

 

6-4-2.準定常騒音の検出方法 

 暗騒音レベルから 10dB 以上大きいものを測定対象とする。 

 

有人測定の場合測定員が目と耳を使って、航空機と航空機以外の騒音を識別、騒音レベルの変動から

測定対象を判断し、記録する。測定後、現地での記録を参照し、レベルのデジタル記録から測定対象か

否かを確認する。 

無人測定の場合騒音レベルのデジタル記録を用い、長時間の暗騒音レベルとの比較から測定対象を識

別。自動監視装置による場合、装置の機能を用い、航空機と航空機以外の騒音を識別する。 

長時間の暗騒音レベルは、連続する 60 分間程度、騒音レベルの 90％又は 95％時間率騒音レベル LA90,T、

LA95,T。を求める。準定常騒音が暗騒音の測定時間を越えて持続する場合、さらに長時間の時間率騒音レ

ベルを求める。 

 

6-4-3.単発騒音暴露レベルの算出 

 単発騒音暴露レベル LAEは、デシベル値の小数第 2 位以下を四捨五入して小数点以下第 1 位までの値

で表す。 

 

（1）Ⅰ型騒音計を用いた騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

 0.1s以下のサンプリング間隔 Δtで測定された騒音レベルのデジタル記録から単発騒音の区間を抽出し、

次式により算出する。単発騒音の区間は、騒音レベルが（LA,Smax－10）dB 以上の時間範囲とする。 

 

 

着陸機（逆噴射時） 

離陸機（離陸上昇時） 



 

 

 LA,S,k は騒音レベルの k 番目のサンプル値、T0は基準の時間（1s） 

 

（2）Ⅱ型騒音計を用いた 1秒間平均騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

 単発騒音の区間を抽出、次式により算出。単発騒音の区間は、1 秒間平均騒音レベルが（LAeq,1s,max－

10）dB 以上の時間範囲とする。 

 

 

 LAeq,1S,max は 1 秒間平均騒音レベル騒音 LAeq,1S,k のうちの最大値、 LAeq,1S,k は 1 秒間平均騒音レベル

の k 番目の値 

 

最大騒音レベルと暗騒音レベルの差が 15dB 未満の場合、単発騒音暴露レベルの値に定常的な又は変動

的な暗騒音による影響が残る。そのため、暗騒音レベルの低い場所への測定地点の変更を検討すること

が望ましい。やむを得ず当該測定地点で測定を行う場合、以下の手順で処理を行う。 

SN 比が 15dB 未満の場合、騒音レベルが（LA,Smax－（3/5）Δ－1）dB 以上の時間範囲から LAEを算出

する。 

SN 比が 15dB 以上の場合、通常の算出方法で LAEを算出する。SN 比が 10dB 未満の場合は LAEを算

出することは出来ない。 

準定常騒音について、上述の処理は適当ではない。 

 

表 6 SN 比と LAEの積分範囲 

SN比（dB） 積分範囲（dB）

15 L A,Smax-10

14 L A,Smax-9

13 L A,Smax-9

12 L A,Smax-8

11 L A,Smax-8

10 L A,Smax-7
 

 

（3）単発騒音のレベル変動により単発騒音の区間が分離する場合 

1）旋回飛行経路の内側に測定地点がある場合 

下図は、1 機の航空機が旋回飛行した際に観測された騒音レベル変動の事例である。通常の算出方法で

は、単発騒音の区間を騒音レベルが（LA,Smax－10）dB 以上の時間範囲とし、エネルギーを積分する。し



かしながら、このレベル範囲で単発騒音暴露レベルを求めると、図中 A、B+C、E の部分が該当し、D

は該当しない。また、1 機の航空機であるが 3 機と見なすことになる。 

そこで、単発騒音の区間を定める積分範囲、例えば（LA,Smax－20）dB 以上の範囲を拡大することで、

当該航空機騒音の全体を包含した単発騒音暴露レベルを算出することができる。 

 

 

 

図 20 旋回飛行経路の内側に測定地点がある場合の事例 

 

2）飛行中にエンジン出力が急激に変化する場合 

 一般的な自動監視装置（無人測定）では図中Ｂの区間で単発騒音曝露レベルを算出する。区間 A は単

発騒音とは成し得ないが、（LA,Smax－15）dB 以上の範囲を単発騒音区間とすれば単発騒音曝露レベルは

85.8dB となる。よって、単発騒音の区間を定める積分範囲を拡大、全体を包含した単発騒音暴露レベル

を算出することができる。 

 

 

 

 

3）戦闘機が連続離陸する場合 

単発騒音の区間を定める積分範囲を拡大すれば、当該航空機騒音の全体を包含した単発騒音暴露レベ

ルを算出することができる。 

図 21 飛行中にエンジン出力が急激に変化する場合の事例 

区間 B   ： ＝77.4dB、 ＝84.7dB 

区間 A+B  ： ＝85.8dB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 18 戦闘機（3 機）連続離陸時風景 

 

写真 18 は 3 機の戦闘機が連続して離陸する風景である。1 機目はすでに離陸上昇しつつある。2 機目

は離陸のためエンジンを全開近くにし、今まさに滑走路上で動き始めようとしている寸前である。エン

ジン後方部からは真っ赤な噴射炎が見られる。3 機目は滑走路側方で待機中であるが、2 機目が前方へ進

んだ後すぐに滑走路上で離陸態勢に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 3 機の戦闘機が連続離陸する場合の事例 

区間 B  ： ＝81.9dB、 ＝92.3dB 

区間 B+C ：  ＝93.4dB 

区間 A+B+C ：  ＝95.3dB 

①離陸直後機 
②離陸直前機 

③離陸前待機 



4）民用空港で着陸に伴う騒音が重畳する場合 

民間機が平行滑走路を使用する場合、生じることが多い。 

 

 

 

②を単発騒音として評価し記録するが、①は単発騒音としての評価なしでイベントの記録を残す。 

①と②は 1 つの単発騒音として評価する。有人測定の場合は、測定員が目と耳を使ってどちらの寄与

が大きかったかを判断する。 

 

5）軍用空港・軍民共用空港で着陸に伴う騒音が重畳する場合 

民間機は自衛隊機や米軍等の離着陸に支障を与えず、ゆっくりとしたスピードで 1 機ずつ着陸する。

それに対し、戦闘機等は複数機の編隊で空港に近づき、空港周辺を旋回しながら 1 機ずつ編隊から分か

れ、着陸する。そのため、測定点によっては写真 18 のように縦列編隊でも全体が 1 機の音のように音の

レベルパターンが形成される(①)。続いて旋回中に 1 機が隊より離れ、着陸態勢に入り、編隊とは別の航

跡で着陸する(②)。それらの行動が次々に繰り返され、4 機編隊の場合、1 回目：4 機編隊総合音、2 回目：

1 機目着陸音、3 回目：2 機目着陸音、4 回目：3 機目着陸音、5 回目：4 機目着陸音と 5 つの音が発生す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

図 23 平行滑走路へ同時に着陸進入し、重畳

する事例 

 

 

写真 19 編隊飛行時に着陸機音が重畳する例 

 



図 24 は軍用機着陸時騒音パターンの例であるが、空港により編隊の形状が異なる。この空港の場合、

縦列編隊は滑走路に近づき、上空旋回の場合も 1 機ごとのレベルが明確であり、着陸時も同様である。

有人測定ではこのような場合、それぞれの機体を明確に把握し、測定も可能となる。しかしながら並列

の場合、上空旋回時は 3 機が 1 つの音として把握され、着陸時のみかろうじて分離することが出来る。 

以上のように、軍用空港においては 1 機ごとの単発騒音曝露レベルは測定が可能な場合と不明確にな

る場合がある。よって測定・評価の精度について依頼者側と事前に十分な打ち合わせ検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）離陸に伴う騒音が重畳する場合 

平行滑走路から同時に離陸滑走し、騒音が重畳する例である。左図の場合、自動監視装置による測定

では①のみが単発騒音として識別される場合が多い。その理由は①のパターンで最大値が航空機到来時

のレベル上昇と離れる場合のレベル低下が 10dB 以上の差が得られているためである。 

有人測定の場合は、①と②を単発騒音として処理することも可能であり、②の寄与は 0.8dB とあまり

大きくない。 

右図の場合、自動監視装置による測定では①と②を一つの単発騒音として処理するのに対し、有人測

定の場合、①と②を異なる単発騒音として処理することが可能である。 

図 24 軍用機着陸時騒音パターン（百里飛行場 2012.5.29） 



 

 

  

 

図 25 離陸に伴う騒音が重畳する例 

 

 

（4）単発騒音と妨害音が重畳する場合 

自動監視装置（無人測定）の場合、音源識別機能を備えていても妨害音の重畳を検出できないことが

多い。そのため装置が航空機騒音と判別したデータはそのまま評価に用いらざるを得ない。有人測定の

場合測定員が妨害音の区間を特定でき、単発騒音の LA,Smaxを算出出来ることがあるが、以下の方法を参

考に妨害音の影響を軽減することが可能である。 

 

1）妨害音の処理 

 妨害音の LA,Smaxが単発騒音のものより小さく、妨害音の継続時間が短い場合は、妨害音の区間を除外

せず LAEをそのまま算定する。 

妨害音の継続時間が短い場合、妨害音の区間を除外して LAEを算定する。 

妨害音の継続時間が長い場合で、単発騒音の区間の相当広い範囲を締める場合は欠測する。 

欠測とした単発騒音の継続時間が算出できない場合で、単発騒音暴露レベル LAEを算定する必要があ

る場合、当該地点で観測される別の同一機種・同一運航形態の測定データの平均の継続時間から代用し、

以下の式により LAEを推定する。 

 

 

 

T10は同一機種・同一運航形態の継続時間の測定値の平均値［s］。 

妨害音が定期的に発生する可能性がある場合、マイクロホン設置場所や測定地点を見直す。 

 



2）妨害音の事例 

図 26 は離陸に伴う騒音が観測された際に自動車が通過した事例であるが、妨害音発生時刻は単発騒音

の区間外のため処理に問題ない。 

 

図 26 離陸音に自動車騒音が重畳した例 

 

図27は離陸に伴う騒音が観測された際に自動車が通過し、最大騒音レベルの音源が不明な事例である。

妨害音の区間を特定できない場合や、単発騒音 LA,Smaxの読み取りが不可能な場合、欠測とする。 

 

図 27 離陸音に対し自動車騒音が混入、最大騒音レベルの音源が不明な例 

 

図 28 は着陸に伴う騒音が観測された際に自動車が通過した事例である。妨害音の LA,Smaxが単発騒音

の LA,Smaxより小さく、継続時間が短いため妨害音を含んだまま LAEを算定する。 

 



 

図 28 着陸音に自動車騒音が混入した例 

  

図 29 は離陸に伴う騒音が観測された直前に、鉄道が通過した事例である。妨害音の区間を除外して

LAE を算定する。 

 

 

図 29 離陸音に列車騒音が混入した例 

 

図 30 は着陸に伴う騒音が観測された際に、鳥の鳴き声が入った事例である。妨害音の区間が明確であ

り、継続時間が短い。妨害音の区間を除外して LAEを算定する。 

 

図 30 離陸音に鳥の鳴き声が混入した例 



3）離着陸に伴う騒音がチャイム等報知音に妨害された例 

写真20に示すような測定場所は周辺に航空機騒音を遮るような障害物がないため対象音の測定が容易

である。しかしながら、測定点が学校や役所近くの場合、始業終業時刻や毎正時の時刻を知らせるチャ

イムや報知音が定期的に発生する。図 31 は拡声装置で時刻を知らせる音楽が航空機騒音と重畳した場合

のレベル記録結果であり、図 32 は学校の授業開始合図のためのチャイム音と航空機騒音が重畳した場合

のレベル記録結果である。 

 

 

写真 20 学校グランド端に設置された騒音測定用マイクロホン装置 

 

 

図 31 時刻を知らせるスピーカーからの音楽 

 



 

図 32 授業のチャイム音 

 

 図 31（上）は音楽放送音の最大値を二度航空機として捉えている。実際の航空機は同図中に示してい

るようにその最大値は 63.7dB で、レベルの変化及び最大値を把握出来ず、誤認した原因は移動音源識別

装置あるいはトランスポンダ信号が把握され、暗騒音より十分に大きなレベルが発生したため、最初の

最大値を確認し、それより 10dB 以上レベルが下がった地点までを一機として認識、二度目にその地点よ

り最大値が 10dB 以上大きくなった値を二機目として認識している。 

 

 航空機騒音自動監視装置（無人測定）は移動音源識別装置や航空機のトランスポンダ信号を受信し、

航空機か否かの判別を行っている。例示したパターンの場合、偶然にも定期的に発生するチャイム奏鳴

中に航空機が到来し、測定装置がチャイム音を航空機と認識、その時刻と最大騒音レベルを記録した。

しかしながら、騒音発生時間とそのレベルパターンを見ると、暗騒音レベルに対し急激にレベルが上昇

後、ある変動幅で繰り返し、一定時間経過の後レベルが低下しているのが解る。装置はその間の最大騒

音レベルを航空機騒音と認識している。ところがその前後のパターンと○印部分もほとんど同じレベル

であり航空機騒音独特のレベルパターン変化を見ることが出来ない。このことは航空機騒音はチャイム

音のレベルより低く、完全にマスキングされている状態であり、測定値を得ることは出来ていない。こ

のような場所は可能であれば別の場所に移動することが望ましいが、もし不可能な場合、近くの他の測

定点に置いて得られている情報と時間的に同期して居るか否かで測定システムの誤動作か否かを確認す

る。更に、チャイム等の報知音と航空機騒音が重畳している場合、航空機通過時の最大値を確認し他の

音との差が 10dB 以上ある場合、LAEの算出を行うべきである。 

 

4）航空機騒音が樹木の葉擦れ音により妨害された例 

 樹林や竹林では風が吹くと葉の擦れる音や細い枝の風切音が割合大きなレベルで発生する。広葉樹林

の場合、冬場になると落葉し、葉擦れ音は無くなるものの、細かな枝同士がぶつかる音や風切音が夏場

同様に発生する。針葉樹林は年間を通して同じような音が風によって発生する。 

 風による木々のざわめき音は広葉樹の場合 5～6m 離れていても 60dB 程度あり、竹林の場合でも 50

～55dB 程度ある。強風時にはそれらの音が更に大きくなり、針葉樹林の場合あたかも遠方を飛行する音

と聞き間違うような場合もある。写真 21 に示す場所は無人測定ステーションとして公共の土地で電源な

どの設備も完備することは可能であるため、他の目的のために用いられていた建物や柱を利用し、航空

機騒音の測定地点とした。しかしながら、前述のような風によって生じる樹木のざわめき音が影響し、

精度の高い測定値を得るために移設を余儀なくされた。 



無人測定の自動監視装置の場合、極力暗騒音を軽減できる場所を選ぶ必要がある。 

  

写真 21 樹木に囲まれた無人測定ステーション 写真 22 マイクロホン近傍に樹木枝や葉がある 

 

 

6-4-4.単発騒音の最大騒音レベルの算出 

（1）Ⅰ型騒音計を用いた騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

単発騒音の区間を抽出し、その最大値を求める。 

（2）Ⅱ型騒音計を用いた 1 秒間平均騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

単発騒音の区間を抽出し、その最大値を求める。 

 

6-4-5.準定常騒音の騒音暴露レベルの算出 

準定常騒音の区間は、騒音レベルが（LA,BGN,static+10）dB 以上の時間範囲とする。 

（1）準定常騒音が時間帯区分をまたがる場合 

それぞれの時間帯区分ごとに分割して扱う。それが出来ない場合、影響が大きい側の時間帯区分で発

生したものとして扱っても良い。 

影響が大きい側とは、準定常騒音が該当する時間帯区分における継続時間の長い側のことである。そ

うでない場合、騒音レベルが高いものが長時間観測されている側や最大騒音レベルを観測した側である。 

 

（2）準定常騒音のレベル変動により準定常騒音が一時的に（LA,BGN,static+10）dB 以下になり、準定常騒

音の区間が一時的に途切れる場合 

APU の稼働に伴う騒音の区間は明確に識別できるが、（LA,BGN,static+10）dB を下回る区間が何回か出

現する。このような場合は、1 つの準定常騒音として扱っても良い。 

 

 



 

 

（3）準定常騒音と単発騒音が重畳する場合 

 レベル変動等の測定結果から運航形態別に区分して整理しておく。単発騒音の区間を準定常騒音の区

間から切り出し、単発騒音暴露レベル、騒音暴露レベルを算出しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 23（a）は着陸機がタキシングウェイに入り走行中に同一滑走路から離陸した場合であり、（b）

は写真手前の航空機が出発するためタキシング開始直後、遠方の航空機が離陸のためエンジンを吹かし、

滑空を始めた状況である。このような場合、タキシング音である準定常音は音源が測定点に近いにもか

かわらず離陸時の単発騒音より小さい。しかしながら両方の音が図34のように重畳したパターンになる。 

 

 

図 34 

図 33 準定常騒音の区間が一時的に途切れる場合の事例 

（a） （b） 

写真 23 航空機離陸時の単発騒音とタキシング中の準定常音が重畳する例 

タキシング機 

離陸機 

タキシング機 

離陸開始機 



単発騒音が準定常騒音の騒音暴露レベルから上昇し始めた時点から、準定常騒音の騒音レベルに戻っ

た時点までを、単発騒音の区間として切り出し、準定常騒音の騒音暴露レベル（LAE,T）の算定範囲から

は除外する。単発騒音の騒音レベルが低く、準定常騒音と単発騒音を分離し難い場合は、そのまま騒音

暴露レベルを算出すること。データは両者を記録しておく。 

 

（4）準定常騒音と妨害音が重畳する場合 

 妨害音のレベルが準定常騒音より大きく、発生区間が明確に特定できる場合、妨害音が準定常騒音の

騒音レベルが上昇し始めた時点から準定常騒音の騒音レベルに戻った時点までを妨害音の区間として切

り出し、その区間は準定常騒音の騒音暴露レベル LAE,T の算定範囲からは除外する。妨害音の騒音レベル

が低く、両者を分離し難い場合、そのまま騒音暴露レベルを算出する。 

 

6-4-6.単発騒音と準定常騒音の照合 

（1）単発騒音の照合方法 

1）近隣の測定地点の測定結果がある場合、その観測時間や騒音レベルを当該測定地点の測定結果と比

較・照合する。航空機騒音か否かを確認する。 

2）自動監視装置による音圧信号の記録がある場合、再生・聴取で騒音レベルのデジタル記録と比較・照

合し、航空機騒音か否かを確認する。 

3）航空機の運航情報がある場合、測定結果と運行情報を比較・照合し、航空機騒音か否かを確認する。 

 

（2）準定常騒音の照合方法 

1）近隣の測定地点の測定結果がある場合、騒音レベルのデジタル記録を当該測定地点の測定結果と比

較・照合し、航空機騒音か否かを確認する。 

2）自動監視装置の音圧信号の記録がある場合、再生・聴取で騒音レベルのデジタル記録と比較・照合、

航空機騒音か否かを確認する。 

 

6-4-7.総合騒音の時間平均騒音レベルの算出 

 以下の式により算出し、デシベル値の小数第 2 位以下を四捨五入して小数点以下第 1 位までの値で表

す。 

 

（1）総合騒音の短時間平均騒音レベルの算出方法 

1）Ⅰ型騒音計を用いた騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

 

2）Ⅱ型騒音計を用いた 1 秒間平均騒音レベルのデジタル記録から求める方法 

 



3）総合騒音の時間帯別等価騒音レベルの算出方法 

 

Nd は昼間における平均時間 T の短時間平均騒音レベルの総数。 

夕方（19：00～22：00）、夜間（00：00～07：00、22：00～24：00）の総合騒音の時間帯別等価騒音レ

ベル LAeq,e,total、LAeq,n,total は Nd を Ne、Nn に置き換えて算出する。 

実測時間が上述の時間より短い場合、実測時間に置き換えて計算する。 

 

6-5.評価 

6-5-1.時間帯補正等価騒音レベルの算出 

（1）測定日ごとの時間帯補正等価騒音レベルの算出方法 

昼間、夕方、夜間の各時間帯に測定された単発騒音の単発騒音暴露レベル、準定常騒音の騒音暴露

レベルの値から、測定日毎の時間帯補正等価騒音レベルを算出する。 

 

 i、j、k は、それぞれ昼間、夕方、夜間の時間帯に発生した単発騒音を表す添え字。LAE,di、LAE,ej、LAE,nk

は、それぞれの時間帯での i 番目、j 番目、 k 番目の単発騒音暴露レベル。T0は基準の時間（1s）、T は

観測 1 日の時間（86400s）。 

 

測定日における昼間等価騒音レベル LAeq,d、夕方等価騒音レベル LAeq,e、夜間等価騒音レベル LAeq,nを

次式により算出。小数点以下第一位までの値で記録する。 

 

 i は i 番目に発生した単発騒音を表す添え字。T0は基準の時間（1s）。 

 これらの値から、測定日ごとの時間帯補正等価騒音レベルを次式により算出することも出来る。 

 

 

航空機騒音が測定されず、データ数が 0 の場合、その日の時間帯補正等価騒音レベルの欄は空欄又は

横線引きとし、値を算出できなかったことを明示する。 

 

（2）測定期間の時間帯補正等価騒音レベルの算出方法 

 測定日ごとの時間帯補正等価騒音レベルから、測定期間の時間帯等価騒音レベルを次式で算出し、時

間帯補正等価騒音レベル とし、値の小数第 1 位以下を四捨五入して整数値で表す。長期平均時間帯



補正等価騒音レベル（Lden,LT）を算出する場合、値の小数第 2 位以下を四捨五入して小数点以下第 1 位

までの値で表す。 

 

 i は各測定日を表わす添え字、Lden,i は各測定日ごとの時間帯補正等価騒音レベル、N は測定日数（連

続 7 日間を基本）。 

通年測定の場合、測定期間は 1 日、1 週間、1 ヶ月、1 年となる。 

航空機騒音が測定されずデータが 0 の日は、その日の騒音暴露量が 0 であったとみなし、そのまま測

定期間に参入。短期測定で台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障、予期せぬ暗騒音の発生等により

日単位で欠測する場合、欠測日を除外した残りの期間から評価量を算出する。 

 

 

6-5-2.長期平均時間帯補正等価騒音レベルの算出 

時間帯補正等価騒音レベルから、長期平均の時間帯補正等価騒音レベル（Lden,LT）を次式により算出し、

測定地点における評価量とし、デシベル値の小数第 1 位以下を四捨五入して整数値で表す。 

 

i は特定の期間における各測定日を表わす添え字、Lden,i は特定の期間における各測定日ごとの時間帯

補正等価騒音レベル、N は特定の期間における測定日数。 

 

長期基準期間に短期測定を複数回実施した場合、それぞれの測定期間の時間帯補正等価騒音レベルか

ら、長期平均の時間帯補正等価騒音レベルを算出し、測定地点における評価量とし、デシベル値の小数

第 1 位以下を四捨五入して整数値で表す。 

 

j は特定の期間における各測定日を表わす添え字、 は特定の期間における各測定期間の時間帯補正

等価騒音レベル、M は特定の期間における測定回数。 

 

長期基準期間を 1 年として算出した評価量のうち、通年測定の場合のものを年間平均時間帯補正等価

騒音レベル（Lden,year ）という。 

通年測定で台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障や取替え・保守点検、予期せぬ暗騒音の発生等

により日単位で欠測する場合、欠測期間を除外した残りの期間から評価量を算出する。 

短期測定で得られた結果から、年間平均時間帯補正等価騒音レベル推計値（Lden,year ）を算出すること

が出来る。 

 



6-5-3.年間平均時間帯補正等価騒音レベル推計値の算出 

（1）近傍の通年測定の結果を用いる方法 

 測定地点の近傍に通年測定の測定地点「基準地点」があり、観測される航空機の飛行状況が類似して

いれば、騒音暴露状況も類似していると仮定、測定地点の短期測定で得られた結果から年間平均時間帯

補正等価騒音レベル推計値を算出する。 

 

 

 

 

 

 

基準地点 r における年間平均時間帯補正等価騒音レベル Lden,year,rと基準地点 r における測定地点 m の

短期測定と同一期間の時間帯補正等価騒音レベル（Lden,short,r）との騒音レベルの差から、測定地点 m に

おける年間平均時間帯補正等価騒音レベル（Lden,year,m）を次式で推計する。 

 

 

 

図 35 近傍の通年測定の結果を用いる場合の測定点と精度 

（○：類似性が高い、△注意を要する、×：利用不可） 



Lden,year,m は測定地点 m における年間平均の Lden、Lden,short,m は測定地点 m における短期測定の Lden、

Lden,year,rは基準地点 r における年間平均の Lden、Lden,short,rは基準地点 r における短期測定と同一期間の

Lden。 

 

飛行状況と騒音暴露状況の類似性は、短期測定の測定期間内で日ごとの Ldenの変化のパターンの類似

を眺めたり相関係数を調べたりして判断する。 

推計の信頼性は適切な基準地点を選ぶこと（当該測定地点と基準地点の騒音暴露の観測状況の類似性）

に依存する。測定地点から航空機を見たときの仰角が 10～15°を下回る場合、観測される騒音の大きさ

が気象の影響を強く受け、騒音状況の類似性が低下する恐れがあるので注意を要する。 

 

 

（2）対象飛行場の運行情報を用いる方法 

飛行場の運用実績等に基づく年間平均の運行情報が利用できる場合、短期測定で得られた機種別・離

着陸別・飛行経路別のエネルギー平均単発騒音暴露レベルから、年間平均時間帯補正等価騒音レベル

（Lden,year）を次式により推計する。なお、地上騒音の寄与は小さいとして無視している（次図参照）。 

 

 

 

Nijk は機種別・離着陸別・時間帯別の（年間平均の日あたり）運行回数、rl は飛行経路別運航比率、

Σrl ＝ 1（年間の運航割合、各径路割合の計を 1 とする）、i は機種、j は離着陸、k は時間帯、l は飛行

経路、LAE,ijlは機種別・離着陸別・飛行経路別のエネルギー平均単発騒音暴露レベル［dB］、Δkは騒音

レベルの時間帯補正値［dB］（昼間：0dB 、夕方：5dB、夜間：10dB ）、r は機種・離着陸別・飛行経

路別の騒音発生割合（観測できる割合、r=0～1）。 

図 36 



機種別・離着陸別・飛行経路別のエネルギー平均単発騒音暴露レベルは、短期測定で得られたデータ

から算出する。機種別・離着陸別に最低でも 10 データ、できれば、20 データ以上を収集する。なお、

時間帯では騒音レベルが変わらないことを前提としている。これが成り立たない場合、時間帯別のエネ

ルギー平均単発騒音暴露レベルを用意する必要がある。機種の情報が得られない場合、全機種のエネル

ギー平均単発騒音暴露レベルを用いる。飛行経路に大きな隔たりがない場合は 1 つにまとめても良い。

ただし、いずれの場合も離着陸別の区分をまとめることはできない。 

機種・離着陸別・飛行経路別に騒音発生状況が異なる場合、騒音発生割合を加味し、騒音発生割合は

短期測定の結果から算定する。短期測定結果だけで判別できない場合、0～1 の範囲で経験的に定める。

年間を通じて航空機の運航のたびに必ず騒音が発生する場合、発生率を 1 とする。 

なお機種別・時間帯別の運航回数の情報が得られない場合、全機種、全時間の運行回数を使用して推

計するが、推計の信頼性は低下する。 

 

7.測定・評価結果とりまとめのための図表 

①地点別調査結果一覧表 

 

 



②測定位置図 

 

 

③週間測定記録表 

 



④日毎測定記録表 

 

 

 



8.航空機騒音測定において特別に用いられる評価量用語とその意味 

騒音暴露量：  

・時刻 に始まり時刻 に終わる時間間隔 T にわたって瞬時 A 特性音圧の 2 乗を時間積分した量 

・単位は平方パスカル秒 

 

  （注記） 

  ・単発性騒音で時刻 ～ の間に含まれる場合、単発騒音暴露量と呼ぶ。 

  ・量記号として を用いる。 

 

騒音暴露レベル：  

 

 

 （注記） 

 ・単発騒音暴露量から求める場合、単発騒音暴露レベルと呼ぶ。 

 ・量記号は  

 

等価騒音レベル：  

・時刻 に始まり時刻 に終わる時間間隔 T について、変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均

値として表した量 

 

   （注記）  

   ・複数の単発騒音の単発騒音暴露レベル から等価騒音レベル を求める場合 

 

   ・ は基準の時間（1ｓ） 

   ・準定常騒音については測定時間 の暴露量を騒音暴露レベル で評価する 

   ・上式の単発騒音暴露レベル に読み替えて算入 



時間帯別等価騒音レベル 

・一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル 

・昼間等価騒音レベル （07：00-19：00）、夕方等価騒音レベル （19：00-22：00）、夜間等価

騒音レベル （22：00-24：00）に区分 

 

時間帯補正等価騒音レベル： 

・昼間、夕方、夜間の時間帯別に重みをつけて求めた一日の等価騒音レベル 

 

ここに i,j および k はそれぞれ昼間、夕方、夜間の時間帯に発生した単発騒音を表す添え字、 、

および は、それぞれの時間帯での i 番目、j 番目および k 番目の単発騒音暴露レベル。また は基準

の時間（1ｓ）,T は観測一日の時間(86400s) 

 

 （注記） 

  ・地上騒音に含まれる準定常騒音については、それぞれの時間帯での騒音暴露レベル 、

および で評価するが、これらを上式の単発騒音暴露レベル 、 および に読み替

えて算入 

 

長期平均時間帯補正等価騒音レベル：  

・長期間（例えば 1 年間）にわたる騒音暴露状況を評価するための時間帯平均等価騒音レベル 

・その期間に含まれる日ごとの時間帯補正等価騒音レベルをエネルギーで平均した値 

 

JIS では騒音の測定結果を代表値として用いる特定の期間を長期基準期間（long-term time interval）

と呼ぶ。 





騒音レベル測定マニュアル P130 表 3-3-3-2 以降に挿入 

（1）自動車単体騒音の試験方法と許容限度目標値 

（平成 26 年 1 月 1 日施行予定） 

2013 年 7 月作成 

福原博篤 

（a）今後の自動車単体騒音低減対策のあり方 

中央環境審議会は平成 17 年 6 月 29 日に諮問のあった「今後の自動車単体騒音低減対策の有り方につ

いて」審議し、平成 20 年 12 月 18 日にマフラー事前承認制度の導入についての中間答申を行った。中間

答申は国際基準が改正され発行する二輪自動車の加速走行騒音低減対策および四輪車のタイヤ騒音低減

対策について専門委員会において検討を行った。検討は我が国の環境騒音の実態に即した自動車交通騒

音の低減を図りつつ、国際基準への調和およびわが国の自動車関連産業の競争力強化を考慮した。 

今後の自動車単体騒音の低減対策を的確に推進するためには答申を採用し、自動車から発生する騒音

の低減を図ることが適当であると結論付けた。これにともない従前の規定、測定法等が廃止され、以下

に述べる内容が平成 26 年 1 月 1 日を目途に施行される。 

 

（b）二輪車の加速走行騒音試験 

加速走行試験法は、ECE Regulation No.41 Revision 4「R41-04」における加速走行騒音試験法

「ISO362-2」を導入し、現行加速走行騒音試験法を廃止する。 

 

①加速走行騒音許容限度目標値 

加速走行騒音許容限度目標値は、非型式指定車等を含む二輪車の加速走行騒音低減対策を強化するた

め、国際基準である「R41-04」規制値と調和し、下表のとおりとする。 

 

表 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速走行騒音許容限度目標値の適用時期は、平成 26 年中とする。 

 

②「R41-04」における加速走行騒音試験法（ISO362-2） 

実際の市街地走行における加速走行騒音レベルを再現することを目的とし、日本を含む各国のデータ

を基に導出されている。ISO362-2 は、市街地を代表する目標加速度における騒音値を評価するものであ

車　両　区　分 許容限度目標値

PMR※1が25以下のもの（以下「クラス1」という。） 73dB

PMRが25を超え、50以下のもの（以下「クラス2」という。） 74dB

PMRが50を超えるもの（以下「クラス3」という。） 77dB※2

※1 PMR（Power to Mass Ratio）の算出方法

PMR＝最高出力（kW）/（車両重量（kg）＋75kg）×1000

※2 クラス3のマニュアルトランスミッション車のうち2段ギヤを用いるものは、他のものに比べ

騒音低減対策に期間を要すことから、R41-04での緩和措置との調和を図り、

平成28年（2016年）末まで78dBとする。



り、騒音値と加速度は比例関係にあることを前提に、全開加速走行時の騒音値「Lwot」及び定常走行時の

騒音値「Lcrs」から線形補間により算出する。 

 

加速走行騒音試験法① 

（PMR※が 25 以下のもの） 

図 1 

 

 



加速走行騒音試験法②（PMR が 25 を超えるもの） 

全開加速時の騒音値（Lwot）と定常走行時の騒音値（Lcrs）の測定を行い、線形補間により市街地走行

騒音値（Lurban）を算出する。 

 

図 2 

 

 

③追加騒音規定 

エンジンの電子制御化により、加速走行騒音試験法に対し、試験条件を下回る又は上回るエンジン回

転数において不適当に騒音レベルを大きくする制御が行われることが可能である。このため、これらを

排除することを目的とし、クラス 3 に対し、「R41-04」における追加騒音規定（Additional Sound Emission 

Provision 「ASEP」）を導入する。ただし、クラス 3 のうち、無段変速トランスミッション車のうち、

出口エンジン回転数が ISO362-2 による全開加速走行騒音試験での出口エンジン回転数から±5％を超え

ないものは適用除外とする。 

 

④ASEP の試験法及び騒音上限値 



試験区間入口（AA’ライン）速度 20km/h から試験区間出口（BB’ライン）速度 80km/h における全

開加速条件で、マイク前通過時（PP’ライン）のエンジン回転数（npp’）に対する騒音レベルの騒音上

限値を以下の式により算出 

 

ただし 1.は、2016 年末まで 

 

図 3 

 

 

 

 



⑤全開加速の試験方法（概要） 

・一定速度で進入し、AA’ラインに達したら全開加速 

・AA’ラインにおける速度は 20km/h 以上、エンジン回転数は「0.1*（S－nidle）＋nidle」以上 

・BB’ラインにおける速度は 80km/h 以下、エンジン回転数は「nBB’≤0.85*（S－nidle）＋nidle(PMR66

以下のもの)」又は「3.4*PMR-0.33*（S－nidle）＋nidle(PMR66 を超えるもの)」以下 

・車両後端が BB’ラインに達したらスロットル全閉 

・PP’ラインにおけるエンジン回転数（nnp’）及び AA’と BB’間の最大騒音を測定 

S：最高出力時エンジン回転数、nidle：アイドル時エンジン回転数 

 

 

⑥突出する騒音への対策 

交通流において恒常的に発生する騒音への対策としては、Lurbanによる規制により対応する。 

クラス 2 及びクラス 3 では、市街地走行における全開加速の使用頻度は低いと考えられるものの使用

されうる走行状態であり、その際の騒音値は他の自動車交通騒音に比べ突出しうる。 

クラス 2 及びクラス 3 の二輪車における ISO362-2 では、全開加速時の騒音値 Lwot と定常走行時の騒

音値 Lcrsから線形補間により Lurbanを算出するため、Lcrsが低い車両では、Lwotが大きい車両でも Lurban

の許容限度を満足しうることから、 Lurbanのみでは突出する騒音への対策として不十分である。このた

め、加速走行騒音規制において、クラス 2 及びクラス 3 の二輪車に対し、R41-04 において、加速走行騒

音試験時に計測する Lwotに対し Lurban規制値に 5dB を加えた Lwot 規制値を設ける。したがって、クラス

2 及びクラス 3 の二輪車に対し、加速走行騒音規制において、Lwotの騒音上限値をクラス 2 で 79dB、ク

ラス 3 で 82dB とする。 

 

 

（c）四輪車タイヤ騒音試験と騒音許容限度目標値 

タイヤと路面の接触によって発生する騒音は走行時騒音の主要発生源の一つであり、走行速度が高く

なるほど、タイヤ騒音の寄与度は高くなる。 

近年パワーユニット系騒音の大幅な低減がなされた結果、相対的にタイヤ騒音の寄与が高くなってきて

いる。そのため、定常走行時の寄与度が高いタイヤ騒音の低減対策として四輪用タイヤを対象とするタ

イヤ騒音規制を導入する。 

 



①タイヤ騒音試験法 

タイヤ騒音試験法は、ECE Regulation No.117 Revision 2「R117-02」の試験法を導入する。自動車走

行時に発生するタイヤ騒音を適切に測定する方法として、国際基準である「R117-02」の試験法が策定さ

れている。「R117-02」の試験法は、試験時にパワーユニット系等の騒音を抑止するため、エンジンを停

止し、惰性走行時の騒音を測定するものであり、タイヤ騒音を精密に測定することが出来る。 

 

タイヤ騒音試験法 

自動車を騒音測定区間の十分前から走行させ、一定地点からエンジンを停止し、惰性走行させた時の

騒音測定区間における最大騒音値を基準速度（Vref）±10km/h の範囲でほぼ等間隔に 8 速度以上で測定

する。 

 

図 4 

 

 

②タイヤ騒音許容限度目標値 

タイヤ騒音許容限度目標値は、表のとおりとする。乗用車のスポーツタイプ、SUV 用オールテレーン、

SUV 用スタッドレスなどのタイヤは「R117-02」の規制値から 1dB から 3dB 程度超過しており、SUV

用マッドテレーンには 5dB 程度超過しているタイヤがある。全体的には、半数程度のタイヤが「R117-02」

の規制値を超えていることが確認された。50km/h での定常走行騒音におけるタイヤ騒音の寄与度は、乗

用車で 82％以上、重量貨物車で 45～81％である。 



表 2 タイヤ騒音規制の許容限度目標値 

 

 

 

（d）今後の検討課題 

①四輪車走行騒音規制の見直し 

四輪車の走行時の騒音について、現行加速走行騒音試験法の試験条件は、現在の我が国の四輪車走行

実体及び騒音の実態と異なると考えられる。このため、我が国の四輪車の走行実態や騒音実態について

調査していく必要がある。 

加速走行騒音規制の国際基準である ECE Regulation No.51 Revision3「R51-03」の検討を進めている。

今後、現行加速走行騒音規制を見直し、「R51-03」を導入することについて検討する。 

また、定常走行時の寄与度が高いタイヤ騒音規制を導入するため、「R51-03」の導入の検討に併せて、

定常走行騒音規制の廃止について検討する。 

 



②マフラー性能等確認制度の見直し 

マフラー事前認証制度は平成 20 年（2008 年）より運用が開始され、平成 22 年（2010 年）4 月以降

に初度登録される自動車は、オリジナルマフラー以外のマフラー又は性能等確認マフラー以外のマフラ

ーを装着することが禁止される。 

マフラー性能等確認制度は、二輪車用マフラーについては現行の加速走行騒音試験法から、ISO362-2 に

変更する必要がある。四輪車用マフラーについても、加速走行騒音試験法が見直された場合には、新た

な試験法に変更する必要がある。 

 

③近接排気騒音規制の見直し 

近接排気騒音規制の規制値については、車種区分ごとに一定の許容限度目標値（絶対値）を規定して

いる。欧州においては、騒音を新車時より増加させないという観点から、車両型式ごとに新車時の騒音

試験による測定値に基づき上限値を設定する相対値による規制を行っている。今後、マフラー性能等確

認制度の騒音上限値等の見直しと併せて、近接排気騒音規制のあり方についても検討する。 

 

④国際基準への調和 

UN-ECE/WP29 において進められている国際基準調和活動に積極的に参画するとともに、可能な限り

国際基準への調和を図ることが望ましい。自動車交通騒音低減対策を検討するに当たって、可能な限り

国際基準への調和を図ることとする。 

 

 





騒音レベル測定マニュアル P147『参考文献』の前に挿入 

1.（一財）日本海事協会・船舶内騒音振動ガイドライン 

 

 2011年 7 月日本海事協会（ClassNK）は船員に対する労働環境の改善についてガイドラインを定めた。

ガイドラインの中で船舶の居住区域等における騒音・振動基準について規定し、騒音の計測評価基準は

IMO 決議 A.468（Ⅶ）および ISO 2923-1996 を振動は ISO 6954-2000 をそれぞれ参考にしている。 

 

1-1.騒音レベルの測定、評価基準 

1-1-1.測定・評価方法 

計測は 10 秒間以上の等価騒音レベルとし、計測高さは原則床から 1.2m～1.6m の間で行い、その区画

壁面から 0.5m 以上離す。マイクロホンは騒音源に向ける。 

 

・居住区域では各区画中央付近で 1 点以上計測。一辺が 14m を超える広い区画では 2 点以上の計測を行

う。ただし各計測点距離は 7m を越えないこと。 

・作業区域機関室では補機類が設置されている各甲板で 4 点以上計測し、補機類が設置されている閉鎖

区画では区画中央付近で 1 点以上の計測を行う。工作室、機関制御室、貨物制御室では各区画中央付

近で 1 点以上の計測を行う。一辺が 14m を超える広い区画は 2 点以上の計測を行い、各計測点距離は

7m を越えないこと。運転中の補機類、空気取り入れ口、甲板、隔壁、その他大きな面を有する場所か

ら 1m 以内での計測は行わないこと。 

・制御区域では各区画の会話、音響信号の聞き取りが重要な箇所では 1 点以上計測し、一辺が 14m を超

える広い区画では 2 点以上の計測を行う。各計測点距離は 7m を越えないこと。 

・業務区域では各区画の中央で 1 点以上計測、一辺が 14m を超える広い区画では 2 点以上の計測を行う。

各計測点距離は 7m を越えないこと。調理室は食品加工機械が稼働していない状態で計測をする。 

 

1-1-2.騒音レベル基準値 

 

図中の数字を満足した場合、それぞれ ABC のランク付けがされる。 



2-1.振動の測定、評価基準 

2-1-1.測定・評価方法 

計測時間は 1 分間以上とする。ただし 2Hz 以下に主な周波数成分がある場合、2 分間以上計測する。 

計測方向は各甲板で Z 方向のみで良い。ただし各甲板で 2 箇所以上は X、Y、Z 方向について行う。使

用計測器は ISO 8041 の規定に準拠のものを用いる。 

居住区域では各甲板で 2 点以上計測のこと。ただし居住区域が 1 区画しかない場合 1 点で良い。 

作業区域では各区画で 1 点以上計測のこと。ただし機関室を除く。 

制御区域では各区画で 1 点以上計測のこと。ただし船橋ウイングを除く。 

業務区域では各区間で 1 点以上計測する。 

測定評価する範囲は 1Hz～80Hz。計測結果は加速度または速度の周波数重み付けを行った r.m.s 値。

計測結果は 3 方向の最大値とする。 

 

2-1-2.振動基準値 

振動の基準は 2 通りに分けられている。 

一つは下図に示すように振動許容値が振動速度（mm/s）と振動変位（mm）で測定周波数範囲が 2Hz

～200Hz あるいは 2Hz～1000Hz までの範囲で許容値を上回らないようにとの規定がある。 

 

 

 



他の一つは下図に示すように振動レベルとしての基準である。しかしながら、この場合の振動レベル

は振動加速度（mm/s2）と振動速度（mm/s）の 2 つの基準が示されている。 

振動レベルとされているが、環境振動で採用されている振動加速度 10-5 m/s2を基準としたデシベル

（dB）表示ではない。 

 

なお、本規定は 2014 年 7 月以降 IMO の新しい規定に統合され、使用されなくなる。 

 

 

2.国際海事機関（IMO）による船舶内騒音の規制 

2-1.船舶内騒音規制の経緯 

1981 年、International Maritime Organization（国際海事機関 IMO）Res:468（XⅡ）として船員

の健康の保持、作業環境向上のため船舶内騒音（船内騒音コード）を基準値以下に抑えることが推奨さ

れている。2007 年 10 月に開催された IMO 第 83 回海上安全委員会で欧州 27 か国からコード内容の見

直し、強制化の提案が行われ、2010 年 2 月の IMO 第 53 回船舶設計設備小委員会で審議が開始された。

ここでは現行コードに対し対象区域を拡大し、ほぼすべての区域で 5dB・A 強化された基準値が提案さ

れた。 

それに対し、日本は日本船舶技術研究協会で船内騒音の調査を実施、就航中の船舶騒音を実測、分析

し、それをもとに居住区域の騒音レベルも船舶の大きさに応じた基準値を導入する提案を行った。 

2012 年 5 月の IMO 第 90 回海上安全委員会で船内騒音コードの改正を一部修正し、承認された。 

これらの改正案は 2012 年 11 月の IMO 第 91 回海上安全委員会で審議、採択し、2014 年 7 月 1 日以

降に起工する船舶に適用される。 

 

2-2.船舶内騒音コードの主内容 

船舶の航行中、主機関の各機器から発せられる騒音に対し、居住区域、制御区域等における騒音測定

を行い、基準を満足しなければならない。各機器から発せられる騒音の対策に加え、隣室及び通路から

の音を遮断するため、居室の仕切に対する防音特性が求められている。加えて騒音レベル測定結果を基

に船員の騒音暴露見込値を計算しなければならない。 

 

2-2-1.適用対象船舶 

総トン数 1600t 以上の新造船を対象とし、総トン数 1600t 以上の現存船、1600t 未満の新造船につい

ては勧告する。 

 

2-2-2.測定・評価方法 

（1）計測器 

・騒音計は IEC 61672-1（2002-05）Class1 の精密騒音計。 



・音響校正器は IEC 60942（2003-01）の規定を満足する物。 

・騒音計、音響校正器いずれも 2 年ごとに校正機関において校正すること。 

（2）測定条件 

・騒音測定時の主機出力は常用出力。連続最大出力（MCR）の 80％を下回らないこと。 

・荷役装置からの騒音が居住区域等で騒音の基準値を超える可能性がある場合、騒音測定を行う。 

・非常用発電機バウスラスタ等長時間連続して使用しない機器も参考値として測定。 

・測定値は周波数重み特性を A 特性とし、等価騒音レベル LAeq（T）。ただし、 LAeq（T）が 85dB・A を超

える場所では C 特性で等価騒音レベル LCeq（T）およびピーク音圧レベル LCpeakで測定。 

 

（3）測定地点 

・マイクロホン位置は座位時に床上 1.2m～立位時 1.6m の高さとする。 

・2 点測定の場合、少なくとも 2m 以上離す。 

・機械のない大空間では最大騒音レベルの位置を含み、10m 以内に測定点を置く。 

・反射面から 0.5m 以上離れた地点で測定。 

・測定点は談話室（会議室）も含めて人が働く位置。 

 

 

2-3.船舶内騒音基準値 

騒音基準値（2014 年 6 月末まで） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



（2014 年 7 月 1 日以降） 

 

 

 

2-4.騒音暴露限界とゾーン 





騒音暴露限界の区分を ZoneA から ZoneE に区分け。 ZoneE は耳保護具使用の必要は無いが、 ZoneB

から ZoneD は許容される暴露時間が定められており、25dB・A 以上の防音効果のある耳保護具を推奨。 

ZoneA の場所においては耳保護具を使用しても騒音レベル区域に立ち入ってはいけない（規定は勧告

となっており、強制用件ではない）。機関区域等騒音レベルが 85dB・A より高い区域には、警告表示を

その区域の入り口に掲示すること。 

耳保護具は騒音レベルを 85dB・A 以下まで低減できるものでなければならない。 

 

 

船舶室内騒音レベルとその特性  

大型フェリー 11,178 トン 大分⇔神戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献： 

1）「Examples are open deck workspaces that are not machinery spaces,and open deck  

   workspaces where communication is relevant.」 

2）「Look-out posts,incl.navigation bridge wings and windows」 
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※P77 以降追加分 

［5］自動車騒音常時監視のための面的評価支援システムについて 

 

１．自動車騒音常時監視について 

 都道府県知事及び市長は、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）第 18 条の規定に基づく自動車騒音の

状況の常時監視をしなければならない。また、常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

このため、常時監視は、地方自治法第 245 条の９の規定に基づき、都道府県及び市が行う当該法定受託

事務とされ、現在自動車騒音の状況の把握として、面的評価が実施されているところである。 

 

２．面的評価について 

 国（以下「環境省」とする）では「自動車騒音常時監視に係る事務処理基準、自動車騒音常時監視マ

ニュアル」を策定するとともに、「面的評価支援システム」を構築し、環境省のホームページ内に「自動

車騒音常時監視事務支援サイト」を開設して、地方公共団体のほか一般にも「面的評価支援システム」（以

下、システムとする）を公開している。また、情報の公開として常時監視結果を国立環境研究所のホー

ムページ内の「環境展望台内の環境 GIS」にて公表している。 

ここでは、環境省が公開している「面的評価支援システム」を紹介する。 

 

３．面的評価支援システムについて 

「面的評価支援システム」は、「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係

る事務の処理基準について」に示される事務処理を円滑に行うために必要な機能を備え、市販のパソコ

ンで面的評価が行えるアプリケーションソフトである。 

面的評価支援システムは下記のアドレスで入手可能であるが、GIS エンジン及び電子地図は別途購入

する必要がある。http://menteki.env.go.jp/noise/car/monitoring/top.html 

 

１）動作環境 

 面的評価支援システムに必要な環境は、以下のとおりである。 

 なお、電子地図は高価であり、現在無料で使用できる国土地理院の基盤地図情報（1/25,000）も利用で

きるようにしてあるが、建物情報等の入力コストを検討する必要がある。 

・ パソコン   ：一般に市販されているパソコン（仕様参照） 

・ ＧＩＳエンジン：地図データの読み取り･計算を行う GIS エンジン 

・ 電子地図   ：建物の形状や属性などの取得に用いる電子地図 

http://menteki.env.go.jp/noise/car/monitoring/top.html


表１  面的評価を行うパソコンの仕様 

項   目 仕                    様 

CPU Intel Pentium または完全互換のプロセッサ 3GHz 以上 

メモリ 2Ｇ以上 

ハードディスク 
1 市区町村あたり 600MB～2GB の空きスペース（電子地図のデー

タ容量による） 

OS 

Windows XP Home Edition/Professional Edition、 

Windows Vista 、Windows７    （すべての Windows で 64

ﾋﾞｯﾄ版は不可） 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ 「面的評価支援システム（環境省）」版 

GIS エンジン 
ActiveMap for.NET  Ver 2.22 版(Win7) (㈱カーネル 別途購入）

が必要。 

電子地図 
数値地図 25,000(空間データ基盤)、基盤地図情報(国土地理院)、 

電子住宅地図（別途購入）など 

その他 

.NET Framework 1.1、 .NET Framework 2.2 

(Microsoft より無償で提供されている)をインストールすることが

必要。 

 

２）システム構成 

面的評価を行うためのシステム構成を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素 場 所※ 詳 細 

GIS エンジ

ン 
C:¥Program Files 地図の描画を管理する GIS エンジン。 

キャッシュ

用 

フォルダ 

C:¥cash 

地図表示を高速に行うために、地図データ及び

ユーザレイヤデータのキャッシュ情報を格納す

るフォルダ。 

システム用

データ 
C:¥MENTEKI_DATA 

システムで行った評価結果や自動車騒音常時監

視結果等を管理しているデータ。 

作業用フォ

ルダ 
C:¥work システムが作業用に使用するフォルダ。 

地図データ C:¥MAP_DATA 
システムの背景図となる地図情報を管理してい

るデータ。 

ユーザレイ

ヤ 
C:¥MENTEKI_DATA¥ulayer 

地図上に新たに描き加えられたオブジェクトを

管理しているデータ。 

図 1  面的評価システム構成 

※場所についてはセットアップ時に任意のフォルダを指定可能。 

キャッシュ用 

フォルダ 

作業用 

フォルダ 
システム用 

データ 

地図 

データ 

ユーザ 

レイヤ 

GISエンジン  

(ActiveMap for .NET) 

面的評価支援システム 



３）推計・評価方法 

   システムの推計・評価は、「自動車騒音常時監視に係る事務処理基準」及び「自動車騒音常時監視

マニュアル」に準拠して行っている。 

また、推計式には「ASJ RTN－Model 2008」を採用し、各戸別の住居の騒音レベルを推計し、各戸

の騒音レベルと基準値を比較し、評価区間の総住居戸数と基準値を満足する戸数で区間の達成率を求め

ている。 

図 2（a）（b）に推計の考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2（a）  対象道路走行自動車騒音の評価範囲（平面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写1 騒音基準測定点における騒音測定風景（官民境界 測定点①） 写2 背後地における騒音測定風景（道路に面する地域内に集合住宅一部が該当 測定点② ）
写 1 騒音基準測定点における騒音測定風景(官民境界 図 6 測定点①) 写 2 背後地における騒音測定風景(道路に面する地域内に集合住宅一部が該当 図 6 測定点②) 



 

図 2（b）  対象道路走行自動車騒音の評価範囲（断面） 

 



４．評価 

  評価の手順は、下図に示すとおり大きく分類すると４つの工程で成り立っている。 

 概要は、以下のとおりである。 

  ① 初期設定 

    評価に必要な、自治体・評価実施年度などの設定 

② 要素設定 

システムで推計に必要な条件を整理し、オブジェクト作成・データ入力などの設定。 

③ 騒音推計 

推計に必要な基準点位置での騒音レベル確定（地域固有の偏差を考慮する）及び評価点での騒

音レベルの推計を行う。 

④ 結果活用 

環境省指定報告様式の出力及び情報公開用データなどの出力・表示を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  評価の手順 

①初期設定 

④結果活用 

（騒音設定） 

②要素設定 

（沿道設定） 

（道路設定） 

（騒音推計前） 

（騒音推計） 

③騒音推計 



①初期設定 

 初期設定で行う作業は、面的評価を行う自治体○○県○○市を設定し、評価年度の設定（評価実施年

度、使用する交通センサス実施年度、騒音測定年度 なお、評価実施年度と騒音測定年度は同じである）

を行う。 

 また、ここでは環境基準の定められていない地域について、設定を行う必要があるがシステム上では

デフォルトで B 類型相当が当てはめられており、処理基準上においても「環境基準の地域の類型が当て

はめられていない場合、当該地域の類型は、B が当てはめられているとみなすものとする」とされてい

ることから B 類型相当とした。ただし、当該地域の類型に B 相当が当てはめられているとみなすことが

不適当な場合は、Ａ又はＣの類型の当てはめを検討後、設定する必要がある。 

 

②要素設定 

要素設定で行う作業は、システムで推計に必要な条件を整理し、入力・設定を行う。 

推計・評価に必要な条件は、電子地図だけでは抽出できないので表に示す資料を入手しておく必要があ

る。また、入手できない資料については現地踏査で確認する必要もある。これら資料からシステムのオ

ブジェクトへ情報入力を行い、要素設定を行う。 

 

表 2  面的評価を行う上での必要資料 

設定項目 必要資料 

評価対象路線 道路交通センサス情報、起終点情報 

用途地域及び類型 都市計画用途地域図、環境基準の類型指定図 

評価区間 
道路交通センサス情報、起終点情報、道路構造、騒音対策情報、現

地踏査結果など 

街区・建物 住宅地図又は電子住宅地図 

騒音 道路端騒音レベル・背後地騒音レベル・一般環境騒音レベル 

 

表 3  作業内容 

オブジェクト種類 作業の概要 

道路平面線形要素 評価対象路線を道路交通センサス情報からトレースする 

道路交通センサス区間 評価対象路線を道路交通センサス情報から分割する 

用途地域及び類型 都市計画用途地域図、環境基準の類型指定図かトレースする 

評価区間 自動車の運行に伴う騒音発生強度が概ね一定な区間にセンサスを分割する 

道路端 地図より道路境界端を確認しトレース 

面する地域・距離帯・

近接空間 
自動作成 

街区 地図上から建物密度が概ね一定と思われる区間で街区を作成 

建物・立地密度 建物オブジェクトは電子住宅地図より自動作成、建物情報は戸別に入力 

騒音測定 実測地点及び測定データを入力する。 



ア．評価区間の設定 

評価区間の単位は、道路からの騒音発生強度が一定な区間とする。代表的な例として、道路交通セン

サスの区間は交通量が一定な区間であるため道路条件が同一であればセンサスの区間が一つの評価区間

と見なせる。したがって、センサス区間を評価区間とする。しかし、道路条件が異なる場合は区間を分

割する必要がある。例を下図に示す。 

なお、評価区間の断面構成は、代表的な断面を実査及び道路台帳等から情報を得る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4  他の区間を準用する例 

 

また、併設道路がある場合などは、騒音の影響が大きい道路が主道路になり、影響が小さい道路を併

設道路に設定する。 

 

 

 

イ．街区の設定 

街区の設定は、概ね街区内の建物立地密度が一定となるように街路に沿って設定する。また、評価区

間が交差する場合は、下記の図に示す様に建物立地密度に関係なく交差部分のみで街区を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  街区作成事例 

 

街区の作成 

交差する範囲での街

区を作成する。 



ロ．建物の設定 

建物の設定は、市販の電子住宅地図・国土地理院提供の基盤地図情報から建物オブジェクトは自動作

成できるが、建物情報入力については、情報を確認しながら入力が必要である。但し、市販の電子住宅

地図ではシステムに建物名称などの登録により自動的に建物用途が読み込まれる機能がある。 

 

表 3  使用地図の特性 

面的評価支援システムで必要とな

る沿道状況に関するパラメータ 

背景地図 

備考 
市販の電子地図 

国土地理院提供の 

基盤地図情報 

建物の存在する位置 可能 可能  

住居等の戸数（階数を含む） 可能 不可能  

環境基準の地域の類型 不可能 不可能  

建物用途 可能 不可能  

建物形状 可能 可能  

建物周辺の障害物の存在状況 可能 可能  

 

道路端基準測定点と背後地測定点を図 6 のように 50m の幅とした場合、特に集合住宅が集中する場所

においては、1 棟の一部分が面する地域に該当することがたびたびある。 

この場合、図 6、写真 3・4 に示すエリアの総住戸を対象とし、戸数として入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 道路に面する地域内対象建物の例 
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写 3  道路に面する地域内にある集合住宅の戸数確認現地調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 4  写真道路に面する地域一部が該当する集合住宅の例 

 

 

 

ハ．騒音の設定 

 実測結果で必要な項目は、下表に示す項目であるが、必須項目は「道路端騒音レベル及び測定地点の

断面」である。これらは、推計時に使用され地域固有の偏差を求めるためにも必要な項目である。 

 背後地騒音レベルは、地域にあるバックグランドノイズとして用いられるが、一般地域の騒音レベル

でもよいため、必ずしも測定が必要ではない。 

 交通量は、道路交通センサス区間では必ずしも測定が必要ではないが、道路交通センサス区間以外の

道路では必要である。 

 

道路に面する地域該当部分（50m）

網掛け部分は戸数確認除外部分

官民境界



表 4  マニュアル上での測定項目 

項目 内容 備考 

道路端騒音レベル 
LAeq 

（昼間・夜間） 

基準点騒音レベルに使用 

地域固有の偏差を求めるのに必要 

交通量 

4 車種 

（大Ⅰ･Ⅱ、小、二） 

（昼夜各 2 時間帯） 

道路交通センサス区間外時には必要 

背後地騒音レベル 
LA95 

（昼夜各 2 時間帯） 

残留騒音レベルに使用 

一般環境騒音レベルの使用も可能 

 

 

③騒音推計 

 評価点ごとの推計については、図 7 に示す様な考えで行う。 

ある騒音実測区間で測定された騒音レベルと実測地点におけるシステムで計算された騒音レベルの差

を求め、これを地域固有の偏差として補正値に用いる。また、背後地騒音レベルなどの地域にあるバッ

クグランドノイズを計算結果に加味する。 

式としては、以下の式を採用している。 

   

 

 

ここで、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7  推計騒音レベルの考え方 

 

地域固有の偏差については、システムオペレーターが基準点騒音レベルと偏差を確認しながら決定す

るシステムとなっている。また、残留騒音については自動で加味している。 

 

LAeq,total :評価点ごとの等価騒音レベル（ｄB） 

LAeq,road :対象道路からの等価騒音レベル（ｄB）（ASJ RTN-Model 2008 を用いた計算結果） 

ΔLAN :地域固有の偏差（ｄB） 

LAeq,resid :地域の残留騒音（ｄB） 



④結果活用 

  システムによる推計結果の活用は、下の図表類に示すとおりであり、基準の超過状況等が見える化

されるため、管理面での活用が可能である。また、毎年の環境省報告要領に対応しているため、自治体

の事務処理が容易である。 

なお、システム上で確認できる情報は概ね出力が出来るようになっている。 

 

表 5  システムより出力される代表例 

項目 出力内容 

環境省報告帳票等 

地域における環境基準超過住居等の割合 

評価区間の位置情報（GIS データ） 

騒音測定地点の位置情報 

評価区間別環境基準の達成状況図 評価区間ごとの環境基準達成状況を色分け表示 

建物別騒音の暴露状況図 評価対象建物ごとの騒音暴露状況を色分け表示 

 

 

様式3-2 環境基準達成状況の評価結果　総括表（市町村別）
1 2 3 4 5

住居等戸数
①＋②＋③

＋④

昼夜とも
基準値以下

①

昼のみ
基準値以下

②

夜のみ
基準値以下

③

昼夜とも
基準値超過

④

(km) （戸） （戸） （戸） （戸） （戸）

合計 106.6 87 11,066 10,689 86 92 199

1 A市 40.7 28 4792 4643 8 59 82

2 B市 19.3 21 1542 1499 0 28 15

3 C市 17.5 16 1611 1576 29 0 6

4 D市 29.1 22 3121 2971 49 5 96

一
連
番
号

市町村名称

評価結果（全体）
評
価
区
間
延
長

評
価
区
間
数

環境省報告（帳票） 
情報公開（環境展望

台） 

建物別騒音の暴露状

況 

評価区間別環境基準の達成状

況 



５．評価実施における留意点 

①システムでの適用範囲は下表に示すとおりであり、適用範囲外（非対応）であれば使用できないので

注意が必要である。 

②騒音測定結果を準用する評価区間 

騒音測定結果を準用する区間は、騒音実測区間の道路構造・交通量など条件が同様な区間に適用する。

なお、各評価区間を道路構造・交通量などで類型化しグループ分けを行うことも大事な要素となる。 

 

表 6  環境省面的評価支援システムの適用範囲 

 環境省面的評価支援システムの適用 

適用範囲 

 

（１）対象道路 

道路一般部：平面，盛土，切土，高架 

道路特殊箇所：インターチェンジ部，連結部，信号交差点部，掘割，

高架・平面道路併設部，高架・平面道路併設部 

非対応：トンネル坑口周辺部，半地下部，複層高架部 

※インターチェンジ部，信号交差点部については、走行条件により評

価区間を区切り対応する 

（２）交通量  

制限なし 

（３）自動車の走行速度 

定常走行：（自動車専用道路，一般道路）   40～140km/h 

非定常走行：（一般道路）                10～ 60km/h 

加・減速走行：（インターチェンジ部）    0～ 80km/h 

加・減速走行：（一般道路の信号交差点付近など）  0～ 60km/h 

※減速は定常として対応する 

（４）予測範囲 

道路から水平距離 50m まで，高さは制限なし   

無風で特に強い気温の勾配が生じていない状態を標準 
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