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　音響学は，本来物理学の一分野であり，17 世紀にはその最先端の学問分野

であった。その後，物理学の主流は量子論や宇宙論などに移り，音響学は，広

い裾野を持つ分野に変貌していった。音は人間にとって身近な現象であるた

め，心理的な側面からも音の研究が行われて，現代の音響学に至っている。さ

らに，近年の計算機関連技術の進展は，音響学にも多くの影響を及ぼした。日

本音響学会は，1977 年以来，音響工学講座全 8巻を刊行し，わが国の音響学

の発展に貢献してきたが，近年の急速な技術革新や分野の拡大に対しては，必

ずしも追従できていない。このような状況を鑑み，音響学講座全 10 巻を新た

に刊行するものである。

　さて，音響学に関する国際的な学会活動を概観すれば，音響学の物理／心理

的な側面で活発な活動を行っているのは，米国音響学会（Acoustical Society of 

America）であろう。しかしながら，同学会では，信号処理関係の技術ではど

ちらかというと手薄であり，この分野は IEEEが担っている。また，録音再生

の分野では，Audio Engineering Societyが活発に活動している。このように，

国際的には，複数の学会が分担して音響学を支えている状況である。これに対

し，日本音響学会は，単独で音響学全般を扱う特別な学会である。言い換えれ

ば，音響学全体を俯瞰し，これらを体系的に記述する書籍の発行は，日本音響

学会ならではの活動ということができよう。

　本講座を編集するにあたり，いくつか留意した点がある。前述のとおり本講

座は 10 巻で構成したが，このうち最初の 9巻は，教科書として利用できるよ

う，ある程度学説的に固まった内容を記述することとした。また，時代の流れ

に追従できるよう，分野ごとの巻の割り当てを見直した。旧音響工学講座で

は，共通する基礎の部分を除くと，6つの分野，すなわち電気音響，建築音

「音響学講座」発刊にあたって
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ii　　　「音響学講座」発刊にあたって　

響，騒音・振動，聴覚と音響心理，音声，超音波から成り立っていたが，その

うち，当時社会問題にもなっていた騒音・振動に 2つの巻を割いていた。本講

座では，昨今の日本音響学会における研究発表件数などを考慮し，騒音・振動

に関する記述を 1つの巻にまとめる代わりに，音声に 2つの巻を割り当てた。

さらに，音響工学講座では扱っていなかった音楽音響を新たに追加すると共

に，これからの展開が期待される分野をまとめた第 10 巻「音響学の展開」を

刊行することとし，新しい技術の紹介にも心がけた。

　本講座のような音響学を網羅・俯瞰する書籍は，国際的に見ても希有のもの

と思われる。本講座が，音響学を学ぶ諸氏の一助となり，また音響学の発展に

いささかなりとも貢献できることを，心から願う次第である。

　2019 年 1 月

 安藤彰男　

　「音響学講座」の全体構成は以下のようになっている。

　　 第 1巻　基礎音響学

　　 第 2巻　電気音響

　　 第 3巻　建築音響

　　 第 4巻　騒音・振動

　　 第 5巻　聴覚

　　 第 6巻　音声（上）

　　 第 7巻　音声（下）

　　 第 8巻　超音波

　　 第 9巻　音楽音響

　　 第 10 巻　音響学の展開
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　騒音・振動は，音響学の中でも広汎な学問分野を包含しており，さらなる広
がりをみせている。全体像をとらえるためには，まず数学・物理学というサイ
エンスの基礎知識が必要である。その基礎のうえに，テクノロジーとしての機
械工学，建築工学，土木工学，電気・電子工学，情報・通信工学などの分野の
知識が必要となる。人と音との触れ合いに至ると，聴覚・生理学，心理学，疫
学などソーシャルサイエンス分野までの知識が必要となる。さらに騒音・振動
の計測・制御と人の生活環境保全・評価にかかわる面からいえば，国内外の規
格や法律の知識が非常に重要となる。
　本書は大学院生および社会人向けの教科書として作成した。大きく分けて 3
つに分類している。第 1は騒音，第 2は振動，第 3は低周波音である。低周波
音は騒音分野でも扱える項目であるが，音と人との関わりが騒音問題よりは，
むしろ振動問題として顕在化することが多いので別項目とした。本書の構成
は，国際騒音制御工学会議（Inter-Noise）や国際音響学会議（ICA）における
騒音・振動セッション構成との関連を参考にして設定した。
　まず，第 1章から第 8章までは騒音分野である。第 1章は騒音の基礎とし
て，騒音分野で用いる用語の定義と記号，音の伝搬理論，吸音・遮音，数値解
析を扱う。第 2章では騒音の心理的影響，生理的影響，健康影響を扱う。第 3
章から第 8章までは，それぞれ交通騒音，工場騒音，建設作業騒音，生活環境
の騒音，作業環境騒音，環境基準と法規制について扱い，社会問題となること
の多い騒音についてその特徴，対策，モデリング，予測計算と法的評価を行う。
　第 9章から第 12 章までは振動分野である。第 9章は振動の基礎として用語
の定義と記号，振動伝搬理論，振動対策，各種建物の振動を扱う。第 10 章で
は振動の評価として全身振動暴露と影響評価，振動暴露の予防方法などを扱っ
ている。第 11 章は公害振動として，道路，鉄道，工場・事業場，建設作業の
振動について，その特徴や予測・対策・評価などをまとめている。第 12 章で
は振動の法規制を扱う。

ま　え　が　き
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iv　　　ま え が き　

　最後の第 13 章は低周波音分野である。騒音・振動と同様に，用語の定義と
記号から開始し，低周波音の発生源，伝搬特性，影響評価の知見をまとめた。
　本書は以上のような構成であるが，国際会議ではこの第 4巻で扱わなかった
ような内容も，騒音分野のセッションとして取り入れられている。例えば，マイ
クロホンアレイによる計測（音響学講座 第 2巻），サウンドスケープ（同第 10
巻），音響教育（同第 10 巻），水中騒音と海棲生物（水中生物音響学の分野）などで
ある。いずれも，騒音・振動の計測・予測・評価という面で重要視されている。
　この第 4巻の構成にあたっては，本書の著者でもある矢野　隆氏と坂本慎一氏
に有用なアドバイスをいただいた。各章・節の著者は，総勢約 20 名にのぼるが，
それぞれの分野の専門家に執筆をお願いした。執筆分担は以下のとおりである。
本書によって，騒音・振動についての理解を深めていただければ幸いである。

　　第 1 章　　 橘　秀樹＊（1.1 節），坂本慎一（1.2，1 .5 節），福島昭則（1.3
節），尾本　章（1.4 節）

　　第 2 章　　 矢野　隆＊，桑野園子（2.1 節），笹澤吉明（2.2，2 .3 節）
　　第 3 章　　 坂本慎一＊，篠原直明（3.1 節），松本敏雄（3.2 節），長倉　

清（3.3 節）
　　第 4 章　　西村正治＊

　　第 5 章　　福島昭則＊

　　第 6 章　　 横島潤紀（6.1 節），平松友孝＊（6.2 節）
　　第 7 章　　笹澤吉明＊

　　第 8 章　　横島潤紀＊

　　第 9 章　　塩田正純＊（9.1 ～ 9 .3 節），内田季延（9.4 節）
　　第 10 章　　前田節雄＊

　　第 11 章　　 内田季延（11 .1 節），横山秀史（11 .2 節），塩田正純＊（11 .3，
11 .4 節）

　　第 12 章　　横島潤紀＊

　　第 13 章　　町田信夫＊（13 .1 節），落合博明（13 .2，13 .3 節）
 ＊印：各章の代表者

　2020 年 2 月
 山本貢平　
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◆本章のテーマ

　本章では，騒音を扱ううえで基本となる事項をまとめている。1 .1節では，音に関
する諸量とそれらのレベル表示，環境騒音の表示方法などについて述べる。1 .2節で
は，音源の形状別に音の伝搬を計算する方法について述べる。1 .3節では，屋外にお
ける音の伝搬で重要な回折，地表面の影響，空気の音響吸収，および気象の影響につ
いて述べる。1 .4節では，騒音対策において重要な吸音と遮音に関する基礎事項と空
調ダクト系などで用いられる消音器の減音機構について述べる。1 .5節では，音の波
動性を考慮して音場を数値解析によって扱う方法について概説する。

◆本章の構成（キーワード）

1 .1　音の単位と表示
音響パワー，音響エネルギー，音圧，音の強さ，音響エネルギー密度，レ
ベル表示，ラウドネス　騒音レベル，騒音暴露レベル，等価騒音レベル

1 .2　騒音の発生と幾何拡散
点音源，線音源，面音源，自由音場，半自由音場，逆 2乗則

1 .3　屋外伝搬
回折，地表面効果，空気の音響吸収，気象の影響

1 .4　騒音対策
吸音，吸音率，遮音，音響透過損失，コインシデンス効果，質量則，消音
器

1 .5　数値解析
時間領域有限差分法，有限要素法，境界要素法，PE 法

章 騒 音 の 基 礎1
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2　　　1 .　騒   音   の   基   礎　

1 . 1 音の単位と表示

1 .1 .1　物 理 量

　音の物理的現象を扱う場合，まず音源がどのくらいの音のパワーあるいはエ

ネルギーを放射しているかということと，音源によってその周囲の空間（音

場）がどのような音響的状態になっているかを考える必要がある。これらを定

量的に表すために，つぎの量が用いられる。

　〔 1〕　音源の音響パワーと音響エネルギー　　定常的に音を放射する音源に

ついては，音響パワー（sound power：単位時間当りの音響エネルギー，単位

は〔W〕＝〔J/s〕）が用いられる。一方，衝撃性音源など現象時間が限られている

音源についてはパワーの概念は成り立たず，音響エネルギー（sound energy，

単位は〔J〕）で評価する必要がある。いずれの音源についても，これらの量だけ

でなく，方向別の放射パワーあるいはエネルギーの強さ（指向性）も重要である。

　〔 2〕　音　　　圧　　音源から音が放射されると，それによってその周囲の

各点の圧力は大気圧（標準状態で 1 013 hPa）を中心として変動する。この圧

力の変動分が音圧（sound pressure，単位は〔Pa〕＝〔N/m2〕）である。ヒト

（一般に動物）の耳では，この音圧を感じているので，音響の分野では最も基

礎的な量として重要である。騒音計（サウンドレベルメータ）などのマイクロ

ホンでは，この音圧を検出している。

　〔 3〕　音の強さ（音響インテンシティ）　　音波の進行方向に垂直な単位断

面積を通過する音のパワーを音の強さあるいは音響インテンシティ（sound 

intensity，単位は〔W/m2〕）と呼ぶ。物理的には，音場のある点における音圧

と粒子速度の積（ベクトル量）の時間平均値で，音をエネルギーの流れとして

取り扱う場合に重要な量である。この量の測定では，近接させた二つの音圧マ

イクロホンで検出される音圧から粒子速度を差分近似し，平均音圧との積を求

める方法（2マイクロホン法）などが用いられている。

　〔 4〕　音響エネルギー密度　　音場のある点における単位体積当りの音響エ

ネルギーを音響エネルギー密度（sound energy density，単位は〔J/m3〕）と
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　1 . 1　音の単位と表示　　　3

呼ぶ。この量を直接測定することはできないが，室内音響，室間の遮音，拡散

音場（残響室など）における音響パワーの測定などを考える場合に概念的に重

要な量である。

　音場の状態を表す上記の諸量に関して，最も単純な平面波音場（波面が平行

とみなせるほど音源から十分離れ，反射音がまったく存在しない理想的な音

場）では，音圧の実効値 pe，音の強さの時間平均値 I，音響エネルギー密度の

時間平均値 Eの間につぎの関係が成り立つ。

I
c

p e
₂

t
=  （1 .1）

E
c

pe
₂

₂

t
=  （1 .2）

E
c
I=  （1 .3）

ただし，tは空気の密度〔kg/m3〕，cは音速〔m/s〕である。

　なお，式（1 .2）の関係は，完全拡散音場（音のエネルギーの流れがすべて

の方向について一様であるような理想的な音場）でも成り立ち，残響室におけ

る音響パワーの測定などの基礎となる。

1 .1 .2　レベル表示

　ある量を表す場合，その絶対値 Qで表す方法以外に，一定の基準値 Q0 を約

束しておき，それに対する比 Q/Q0 で表すこともできる。さらにその常用対

数の 10 倍，すなわち

₁₀ logL
Q
Q

₁₀
₀

=  （1 .4）

の形で表示した値を一般にレベル（level）という。レベルは無次元量である

が，特にデシベル〔dB〕という単位を用いる†。なお，式（1 .4）で，対象と

†　式（1 .4）の右辺の 10 を付けない場合には，ベル〔B〕という単位を用いて表す。音
響パワーレベルの表示で，このような表現が用いられることがある。なお，最近の
ISO規格などでは，常用対数は lgで表されている。
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4　　　1 .　騒   音   の   基   礎　

する Q, Q0 は原則としてエネルギーまたはパワーに相当する量とすることに

なっている。

　レベル表示は電気の分野でも用いられているが，音響学の分野でもいろいろ

な音に関する量を表す場合に用いられている。その理由の 1つは，広い範囲に

わたる量を圧縮（対数圧縮）して扱えることである。ヒトの耳でやっと聞くこ

とができる小さな音（最小可聴値）と，それ以上の大きさになると耳に損傷が

生じる恐れがある音の範囲は，音圧で 1：106（音の強さで 1：1012）あるいは

それ以上に及ぶが，これをレベル表示すれば 0 ～ 120 程度の数値の範囲に収ま

る。もう 1つの理由は，音の大きさなどの感覚は，刺激の強さの絶対量よりも

むしろその対数に比例する傾向があることで，これはフェヒナー（G.T. 

Fechner）の法則と呼ばれている。

　音響の分野で用いられているレベル表示量の定義は，つぎのとおりである。

いずれについても，基準値は国際的に統一する必要があり，ISO規格で決めら

れている。

（ 1）　音源の音響パワーレベル LWと音響エネルギーレベル LJ
　　音響パワーレベル LWは式（1 .5）で表される。

₁₀ logL
P
P

W ₁₀
₀

=  （1 .5）

　ただし，P0＝1 pW（基準のパワー）である。

　　音響エネルギーレベル LJは式（1 .6）で表される。

₁₀ logL
J
J

J ₁₀
₀

=  （1 .6）

　ただし，J0＝1 pJ（基準のエネルギー）である。

（ 2）　音圧レベル Lp
　　音圧レベル Lpは式（1 .7）で表される†。

†　数学的には Lp＝20 log10（pe/p0）と表現できるが，レベル表示の原則から，式（1 .7）
が音圧レベルの正式な定義式である。
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　1 . 1　音の単位と表示　　　5

₁₀ logL
p

p e
p ₁₀

₀
₂

₂

=  （1 .7）

　ただし，peは音圧の実効値，p0＝20 nPa（基準の音圧）である。

（ 3）　音の強さのレベル（音響インテンシティレベル）LI
　　 音の強さのレベル（音響インテンシティレベル）LIは式（1 .8）で表される。

₁₀ logL
I
I

I ₁₀
₀

=  （1 .8）

　 ただし，Iは音の強さの時間平均値，I0＝1 pW/m2（基準の音の強さ）である。

（ 4）　音響エネルギー密度レベル LE
　　音響エネルギー密度レベル LEは式（1 .9）で表される。

₁₀ logL
E
E

E ₁₀
₀

=  （1 .9）

　 ただし，Eは音響エネルギー密度の時間平均値，E0＝2 .94×10－15 J/m3（基

準の音響エネルギー密度）である。

　なお，上記の基準値 p0，I0，E0 は，平面波音場で Lp＝LI＝LEとなるように

値が決められている。

1 .1 .3　感 覚 量

　騒音の心理的影響はきわめて複雑で，物理的な大きさだけでなく，スペクト

ル，時間変動特性，聞く状況などによっても大きく異なる。しかし，一般的な

環境騒音などでは音の大きさ（ラウドネス（loudness））が大きいほど，うる

ささや邪魔な感じ（アノイアンス（annoyance））も増加することから，ラウ

ドネスの評価が最も基本となる。それ以外にも，音質を評価する尺度が種々提

案されている（2 .1 節参照）。

　〔 1〕　ラウドネス，ラウドネスレベル　　ヒトの耳で聞くことのできる音の

周波数範囲（可聴周波数帯域）は，個人によってまた年齢によって異なるが，

おおよそ 20 ～ 20 000 Hzである。また，感知することができる最小の音圧（最

小可聴値）は周波数によって異なるが，2 000 Hzでおおよそ 20 nPa（音圧レ
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防音壁　 130

防音ラギング　 145

防振支持　 145

防振壁　 226

防振溝　 226

膨張型の消音器　 45

防風スクリーン　 316

ホメオスタシス　 84

掘割・半地下構造道路　 120

ボルニッツの式　 276
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面音源　 15, 142
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面振源　 280

免振効果　 241
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【も】
目標値　 140
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【ゆ】
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ラウドネスレベル　 6, 70

【り】
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立体音源　 142

粒子速度　 2
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パワーレベル　 158

【B】
B測定　 183

【C】
CNOSSOS-EU　 106

CN-PE法　 62

C特性　 8

【D】
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