
 

概 要 

騒音・振動は

活に影響を及ぼします。工場

機関などから発生する騒音・振動が環境問題として

取り上げられています。

騒音は、「好ましくない音」の総称で

眠を妨げ、

身近な環境問題の

振動は、「人為的な揺れ」で心理的・生理的な影響

を与えるほか

あります。

我が国における騒音・振動計測は

制に関連した以下に示す法令や基準に従って実施し

ます。なお

いません。

○ 騒音規制法

○ 騒音に係る環境基準

○ 航空機騒音に

○ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

○ 振動規制法

○ 環境の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒 音 ・振 動 計 測

     

騒音・振動は、直接人間の

活に影響を及ぼします。工場

機関などから発生する騒音・振動が環境問題として

取り上げられています。

「好ましくない音」の総称で

、会話を妨害するなど

身近な環境問題の一つとなっています。

「人為的な揺れ」で心理的・生理的な影響

を与えるほか、建物などに物的被害を及ぼすことが

あります。 

我が国における騒音・振動計測は

制に関連した以下に示す法令や基準に従って実施し

ます。なお、振動については環境基準が定められて

いません。 

規制法 

騒音に係る環境基準

航空機騒音に係る環境基準

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

振動規制法 

環境の保全等に関する条例

環境問題に係る騒音

(a) 普通騒音計とレベルレコーダ

騒 音 ・振 動 計 測
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直接人間の感覚を刺激し

活に影響を及ぼします。工場、建設作業

機関などから発生する騒音・振動が環境問題として

取り上げられています。 

「好ましくない音」の総称で

会話を妨害するなど、生活環境を損なう

一つとなっています。

「人為的な揺れ」で心理的・生理的な影響

建物などに物的被害を及ぼすことが

我が国における騒音・振動計測は、

制に関連した以下に示す法令や基準に従って実施し

振動については環境基準が定められて

騒音に係る環境基準 

係る環境基準 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

保全等に関する条例 

環境問題に係る騒音

普通騒音計とレベルレコーダ

騒 音 ・振 動 計 測

0021 東京都目黒区東が丘

       お問合せ先 

                       

          

を刺激し、日常生

建設作業、各種交通

機関などから発生する騒音・振動が環境問題として

「好ましくない音」の総称で、私たちの睡

生活環境を損なう

一つとなっています。 

「人為的な揺れ」で心理的・生理的な影響

建物などに物的被害を及ぼすことが

、騒音・振動規

制に関連した以下に示す法令や基準に従って実施し

振動については環境基準が定められて

新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

環境問題に係る騒音

写真－１

普通騒音計とレベルレコーダ 

騒 音 ・振 動 計 測  

東京都目黒区東が丘2-11-16 

 技 術 的 事 項   

     その他の事項   

日常生

各種交通

機関などから発生する騒音・振動が環境問題として

私たちの睡

生活環境を損なう

「人為的な揺れ」で心理的・生理的な影響

建物などに物的被害を及ぼすことが

騒音・振動規

制に関連した以下に示す法令や基準に従って実施し

振動については環境基準が定められて

環境問題に係る騒音 

写真－１ 計 測

Measurements of Noise and Vibration

 TEL 03-3410-7221

   解析技術部解析技術室

   当社各支店および各営業所

 

 

 

 

 

 ・ 振動

測 機 器 

(b) 

図－１

Measurements of Noise and Vibration

7221／FAX 03-3418

解析技術部解析技術室 TEL 03

支店および各営業所 

振動レベル測定

(b) 振動レベル計とレベルレコーダ

図－１ 騒音・振動計測概念図

Measurements of Noise and Vibration

Tokyo Soil Research

3418-0127 URL http://www.tokyosoil.co.jp/

03-3410-1711／FAX 0

レベル測定 

振動レベル計とレベルレコーダ

騒音・振動計測概念図

Measurements of Noise and Vibration

Tokyo Soil Research
技術カタログ

http://www.tokyosoil.co.jp/

FAX 03-3418-1494 

 

振動レベル計とレベルレコーダ 

騒音・振動計測概念図 

Measurements of Noise and Vibration 

Tokyo Soil Research
技術カタログ I-01 

http://www.tokyosoil.co.jp/ 

 

Tokyo Soil Research 
 



 

騒 音 計 測

騒音に対する人間の感じ方は

いによって異なります。そのため

理的に測定した音の強さに

耳の感覚の違いを加味して

で測定した値としてｄＢ

す。 

表－１は、

めたものです。

表－２は、

れている騒音の測定量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－２

測 

騒音に対する人間の感じ方は

いによって異なります。そのため

理的に測定した音の強さに

耳の感覚の違いを加味して

で測定した値としてｄＢ(

、騒音のめやすを身近な例を参考にしてまと

めたものです。 

、騒音規制に係る法令・基準において規定さ

れている騒音の測定量、評価量をまとめたものです。

表－１ 

表－２ 騒音の種類に応じた評価量

騒音に対する人間の感じ方は、音の強さ

いによって異なります。そのため、騒音の大きさは

理的に測定した音の強さに、周波数の違いによる人間の

耳の感覚の違いを加味して、騒音計のＡ特性（聴感補正）

(Ａ)（デシベルエー）で表しま

騒音のめやすを身近な例を参考にしてまと

騒音規制に係る法令・基準において規定さ

評価量をまとめたものです。

 騒音のめやす

騒音の種類に応じた評価量

音の強さ、周波数の違

騒音の大きさは、

周波数の違いによる人間の

騒音計のＡ特性（聴感補正）

（デシベルエー）で表しま

騒音のめやすを身近な例を参考にしてまと

騒音規制に係る法令・基準において規定さ

評価量をまとめたものです。

騒音のめやす 

騒音の種類に応じた評価量 

周波数の違

、物

周波数の違いによる人間の

騒音計のＡ特性（聴感補正）

（デシベルエー）で表しま

騒音のめやすを身近な例を参考にしてまと

騒音規制に係る法令・基準において規定さ

評価量をまとめたものです。 

 

振

り異なり

１０

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

で表します。

めたものです。

る

 

振 動 計 測

振動に対する人間の感じ方は

り異なり、その影響範囲も大部分が発生源

１０～２０ｍくらいまでと狭くなっています。

振動の大きさは

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

で表します。 

表－３は、振動のめやすを身近な例を参考にしてまと

めたものです。

表－４は、振動規制に係る法令において規定されてい

る振動の測定量

 

表－３

表－４ 

測 

振動に対する人間の感じ方は

その影響範囲も大部分が発生源

ｍくらいまでと狭くなっています。

振動の大きさは、物理的に測定した振幅の大きさに

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

 

振動のめやすを身近な例を参考にしてまと

めたものです。 

振動規制に係る法令において規定されてい

振動の測定量、評価量をまとめたものです

表－３ 振動のめやす

 振動の種類に応じた評価量

振動に対する人間の感じ方は、振幅、

その影響範囲も大部分が発生源

ｍくらいまでと狭くなっています。

物理的に測定した振幅の大きさに

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

振動のめやすを身近な例を参考にしてまと

振動規制に係る法令において規定されてい

評価量をまとめたものです

振動のめやす 

振動の種類に応じた評価量

、周波数などによ

その影響範囲も大部分が発生源の周辺から

ｍくらいまでと狭くなっています。 

物理的に測定した振幅の大きさに

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

振動のめやすを身近な例を参考にしてまと

振動規制に係る法令において規定されてい

評価量をまとめたものです。 

振動の種類に応じた評価量 

周波数などによ

の周辺から 

物理的に測定した振幅の大きさに、

周波数の違いによる感覚補正を加味してｄＢ（デシベル）

振動のめやすを身近な例を参考にしてまと

振動規制に係る法令において規定されてい


