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平成 29年度 事 業 の 概 要 

 

本報告書は、一般財団法人小林理学研究所が平成 29 年度に実施した【公益目的事業】

及び【その他事業】について、その内容と成果の概要を取りまとめたものである。 

各事業は、年度当初に立てた計画に基づき遂行した。室長主任会議を毎月開催して研究

室間の連絡や業務調整を行い、事業が円滑に遂行できるよう努めた。 

【公益目的事業】 

＜基礎研究事業＞ 

各々の研究課題を着実かつ活発に推進した。研究成果は学術誌等に論文や解説記事

等として投稿した。また、国内外の研究発表会等で発表した。 

各種の研究委員会、調査検討会および音響に関する国際規格（ISO）、日本工業規

格（JIS）の改訂作業等に職員を派遣し積極的に協力した。また、所内勉強会を開催

し、研究員相互の情報交換により研究の推進を図った。 

「小林理研ニュース」および「小林理学研究所レポート」を例年通り発行し、関係

者に配布した。 

＜研修事業＞ 

外部からの研究生や研修生、実習生を受け入れた。研修講座は春に騒音入門講座を、

秋に圧電材料入門講座を開催した。また、教育活動の一環として「音響科学博物館」

に多くの見学者を受け入れた。 

＜性能評価事業＞ 

建築基準法に基づく性能評価業務（遮音構造）は、年度見込みを上回る実施件数と

なった。 

 

【その他事業】 

＜受託事業＞ 

年度見込みを上回る依頼があり、各研究室間で連携して実施した。 

＜不動産賃貸事業＞ 

所有する土地等の一部を賃貸し、賃料収益を得た。 
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【 一般事項 】 

 
１．理事会に関する事項 

 
平成２９年 ５月１１日 

議題 平成28年度事業報告及び決算について 
 理事及び監事の改選について 
 

平成３０年 ３月２７日 
議題 2018（平成30）年度事業計画について 

 2018（平成30）年度予算について 
 平成29年度決算に係る理事会及び定時評議員会の招集について 

  
 
 

２．評議員会に関する事項 
 
平成２９年 ５月２４日 

議題 平成28年度事業報告及び決算について 
 役員報酬について 
 次期評議員の選任について 

 
 

３．職員に関する事項 
 

区   分 前年度末 

(29.3.31) 

異   動 現  在 

(30.3.31) 増 減 
主 任 研 究 員 ４ ０ ０ ４ 

〃（非常勤） １ ０ １ ０ 

名 誉 研 究 員 ３ ０ ０ ３ 

研 究 員 ７ １ ０ ８ 

副 研 究 員 ２ ３ １ ４ 

その他研究員 ９ ０ ０ ９ 

研 究 助 手 １ ０ ０ １ 

事 務 職 員 ４ ０ ０ ４ 

そ の 他 ３ ０ ０ ３ 

計 ３４名 ４名 ２名 ３６名 
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【 公益目的事業 】 

 

１．基礎研究事業 
 

＜騒音振動研究室＞ 
 

（１）騒音の予測ならびに対策・制御に関する研究 

Noise control and prediction methods 
１）道路交通騒音の予測モデルの精度向上に関する検討（その４） 

－ASJ RTN-Model 2013による予測値と実測値の比較－ 

Improvement of accuracy of prediction model for road traffic noise (part 4) - 
Comparison between values predicted using ASJ RTN-Model 2013 and actual 
measurement values - 
引き続き道路管理者から提供を受けた高架・平面道路併設部と一般道の

平面道路における実測値と ASJ RTN-Model 2013による計算値を比較し、予

測精度の検証を進めた。また、建物群背後における点音源モデルの簡易予

測式の予測精度検証のために多点同期計測システムを用いて建物群背後の

２か所において道路交通騒音の測定を実施し、実測データを収集した。さ

らに、新たにラウンドアバウト（信号の無い環状交差点）に注目し、その

周辺で道路交通騒音の測定を実施し、実測データを収集し、その騒音性状

を把握した。（松本、横田）  

     

２）鉄道騒音に対する各種防音壁の減音効果に関する研究（その 11） 

－2.5次元数値解析の在来鉄道騒音予測への適用性－ 
A study on the shielding effects of noise barriers against railway noise (part 
11) - Applicability of 2.5D-numerical simulation to prediction method of 
conventional railway noise- 
音響管法で計測した 300 mm厚のバラスト軌道の音響インピーダンスをも

とに、2.5 次元数値解析手法を用いて、在来鉄道の平地で近接軌道を移動す

る台車音源のユニットパターンを計算した。300 mm厚のバラスト軌道は車両

下部騒音の主要帯域 630 Hz～1.6 kHzで高い吸音率をもつ為、車両下部音源

の移動に伴う減衰が大きい。しかし、接近時の走行騒音と数値計算の減衰

特性を比較した結果、騒音レベル及び周波数特性のいずれも一致しなかっ

た。受音点正面から 20 m以上離れた音源位置に対して、減衰特性に 8～ 

10 dB程度の差が生じた。 (廣江)  

     

３）高周波音を含む環境騒音の評価に関する研究（その３） 

－公共空間における高周波音の影響に関する実験的研究－ 
A study on the evaluations of environmental noise with frequency components 
above 10 kHz (part 3) - Experimental studies on the influence of high-
frequency sounds in a public space - 
これまでに新幹線鉄道と並走する在来鉄道の駅ホームで、40歳代以下の

被験者を対象に新幹線の走行音を評価した結果、走行音の中の高周波音の

強さと不快感等に相関はあったが、騒音感受性による評価に差はなかった。

そこで、異なる被験者で新幹線走行音を対象に同様な評価実験を同じ駅と
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別の駅の２か所で行った。その結果、同じ駅では、これまで同様、感受性

による差は確認できなかった。しかし、別の駅では高感受性の人ほど不快

感等の評価が高くなることが判明した。２つの駅間の曝露状態の違いと被

験者の聴覚能力および感受性の関連については、今後詳細に検討する予定

である。(廣江)  

 

４）周辺環境や個人内変動を考慮した環境騒音の評価に関する研究 

A study on the evaluations of environmental noise upon due consideration in 
circumference environment and intraindividual variability  
予備調査として、20歳代から 40歳代の男女８名を対象に実施した職場及

び自宅の生活環境における環境騒音の評価実験、10日間分のデータを分析

した。自宅及び職場で最も長く過ごす部屋の環境騒音に対する印象と自身

の体調をストレスの有無（全て自己申告）と比較すると、ストレスの有無

と音の感じ方、気分、前夜の睡眠状況、および疲れの間に関連を示す傾向

が確認された。一方、環境騒音に対するうるささや不快感を 11段階の数値

尺度と５段階の形容詞尺度の２つで評価させたが、ストレスの有無との間

に明確な関連は見られなかった。(廣江) 

 

５）航空機騒音予測における側方減衰補正方法の研究 

Method for predicting lateral attenuation of aircraft noise 
航空機騒音予測では側方減衰を推定する必要があるが、新型機材の導入

で音源性状等が以前とは変化してきたため、従来の補正方法の検証を進め

てきた。地面に沿った離陸滑走音の伝搬について最大騒音レベル観測時を

対象に指向性等の影響を考慮して最接近時点の分析を行った結果、指向性

や測定点通過後の離陸上昇音の混入の影響が無い伝搬性状を得ることがで

きた。最接近時の分析から求めた側方減衰量を機種間で比較したところ、

伝搬距離 500 m以遠では大きな差異はなかったが、近距離では地面反射の干

渉によるディップ周波数の違いによる影響が見られた。（牧野、横田） 

 

６）気象影響を受けた屋外防災音声放送の了解性に関する研究 

Intelligibility of emergency public addressing in outdoors 
屋外防災音声放送はアナウンスが複数の子局（スピーカ）から一斉に放

射されると、受聴者までの距離差に起因する遅延音群が了解性を低下させ、

また気象による伝搬特性の変動により了解性が変化する。引き続き定時の

防災放送を対象に当所屋上で放送音声と FM送信の原音声の収録、気象観測

を通年連続で行った。これまでに４年間分のデータを蓄積したが、複数の

スピーカからの放送が重畳する事例が多く観測された。また、了解性と気

象条件の関係を検討するため、種々の伝搬条件で収録した音声を用いて予

備的な聴取実験を行った。（牧野） 

 

７）音響特性の異なる地表面が伝搬経路上に混在する場合の伝搬予測手法に関

する研究 

Outdoor sound propagation model over mixed ground surfaces 
屋外において音の長距離伝搬を考える場合、音源から受音点までの伝搬

経路上で音響特性の異なる地表面が混在する状況がしばしば生じる。そこ
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で、地表面インピーダンスを伝搬経路上で変化できるように GF-PE 法のプ

ログラムを改良してケーススタディを行い、海外における先行研究と比較

した。また、複数の異なる地表面が混在する場合の伝搬計算手法について

先行研究のモデルの文献を調査した。並行して、気象影響を考慮可能な

FDTD法について GPUを用いた解析を可能とし、海域で発せられた音が陸域

の受音点に到達する状況を想定して、海面の波の形状を有する凹凸面上の

伝搬について気象影響を考慮した解析を行った。（横田） 

 

８）実機騒音源分布に基づく航空機騒音予測に関する研究（その２） 

－音源モデル・伝搬モデルの構築および提案モデルの精度検証－ 

Development of noise prediction model for aircraft noise based on sound 
source distributions measured by using the phased array microphone system 
(Part 2) – Modeling of the sound source and propagation mechanisms, and 
validation of the prediction accuracy– 
各航空機に含まれる複数の騒音源を要素毎にモデル化する詳細な航空機

騒音予測技術の開発を目標としている。引き続き大型のアレイマイクロホ

ンで測定した航空機の音源分布の結果を用いて、各騒音源要素を無指向性

点音源と仮定した音源モデルの構築を行い、飛行試験と同じ条件の予測計

算を実施し提案モデルの検証を行った。その結果、各騒音源を無指向性の

点音源としてモデル化した場合、マイクロホン直上通過時の予測値は実測

値と良く一致する傾向が見られた。一方で、マイクロホン直上通過時以外

では予測値と実測値が乖離する傾向が見られ、音源の指向性の影響が無視

できない事も判明した。（小林、横田、牧野） 

 

９）風車騒音に含まれる純音性成分の評価法に関する研究 

Study on evaluation method for tonal components contained in wind turbine 
noise 
新たな環境騒音として問題になっている風車騒音に関して、アノイアン

スを増加させる要因として考えられる純音性成分の評価方法について、４

つの国際規格（ISO 1996-2:2007, ISO/PAS 20065:2016, IEC 61400-

11:2012, DIN 45681:2005）に対応するプログラムを作成し、風車騒音に含

まれる純音成分を模擬した音源を用いて各手法の比較を行った。また、こ

れらの規格における純音性成分の基本的考え方を整理し、簡易的に純音性

可聴度(Tonal Audibility)を推定する方法を提案した。（小林） 

 

10）風車騒音が及ぼす心理的影響に関する研究（その３） 

－ 不快感に関する検討－ 

Study on psychological effect of wind turbine noise (Part 3) –Auditory 
experiment on “unpleasantness” - 
風車騒音に対するアノイアンスを増加させる要因として考えられる振幅

変調音や純音性成分による心理的影響に着目し、主に実験室実験による聴

感実験によって検討を行っている。低周波数域の純音性成分を含む風車騒

音が及ぼす不快感について、周波数特性をモデル化したノイズを用いて聴

感評価を試みた。その結果、風車騒音に含まれる純音性成分の振幅が増大

するとうるささの印象が増大し、その影響は 3 dB程度であることが判明し
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た。ただし、その反応は個人差が大きく、特に純音性成分の振幅が増大す

るほど反応のばらつきが大きくなる傾向が見られた。これらの成果を日本

音響学会誌小特集号解説記事、および Wind Turbine Noise 2017で報告し

た。（横山、小林） 

 

11）純音性騒音が及ぼす心理的影響に関する実験的研究 

Experimental study on psychological effect of tonal noise 
純音性成分を含む環境騒音が及ぼす心理的影響を明らかにすることを目

的とし、実験室実験による聴感実験によって検討を行うために、純音成分

の評価手法に関する国内外の規格、研究動向に関する文献調査を行い、ま

た実験手法に関する検討も行った。まず、純音成分を含む環境騒音の評価

手法を調べ、特に、算出方法が煩雑な純音可聴度（Tonal Audibility）に

ついて、FFT 結果から簡易的に推定する方法を提案し、また一般的に環境騒

音の評価に用いられるオクターブバンド分析による純音可聴度の評価の可

能性を示した。これらの成果を日本音響学会、騒音制御工学会で報告した。

（横山） 

 

 

（２）音響計測技術に関する研究 

 Sound measurement technique 
１）音響インピーダンス法を用いたリークテスタに関する研究（その８） 

Development of leak detector utilizing acoustic impedance (part 8) 
音響式リークテスタの低周波数駆動化（1 Hz 駆動）、高音圧化（100 Parms）

のために小型フルレンジスピーカによる計測システムを制作し、スピーカ

の振動面変位をレーザー振動計により非接触計測することで、計測安定性

と分解能の向上を試みた。その結果、スピーカの振動面変位計測では、音

圧計測よりも分解能が低下する結果となった。音圧計測には、低周波音計

の 1/1インチマイクロホンを用いているが、DCから計測可能な圧力計など

の使用を考慮する必要性が確認された。（平尾） 

 

２）航空機騒音モニタリングにおける音源識別・照合手法の研究 

Source identification method for aircraft noise monitoring 
多点の測定局で構成された航空機騒音モニタリングシステムで扱う騒音、

運航、航跡等のデータ処理手法を検討している。飛行場周辺の多点での航

空機騒音とその ADS-B等による航跡データの収集を行い、音源識別・照合

手法の検討を行った。ADS-Bの利用が進んでいる国では、飛行時のみならず

駐機場に至る地上走行の航跡を得ることができるため、地上航跡データを

利用した使用滑走路や走行誘導路を判別する処理手法を開発した。（牧野） 

 

３）音色類似度による音源同定に関する研究（その４） 

－適用事例による評価－ 

Timbre similarity evaluation on identifying sound source (part 4) 
 - applications of the method - 
環境騒音の評価における現場記録と騒音レベル波形の照合作業を簡略化

するため、対象音源と環境騒音の周波数特性の平均的な差から求める「音
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色類似度指標」を定義し、実環境に適用して音源同定を行った。その結果、

音色類似度指標と騒音レベルに、閾値と継続時間による判定を加えて特定

騒音の音源を同定することで評価区間を自動的に決定し、音源別の等価騒

音レベルを算出した。本手法は、等価騒音レベルの精度検証方法に課題は

残るものの，無人測定による収録データの解析に有効であることを確認し、

その成果を騒音制御工学会並びに音響学会の研究発表会で報告した。 

（鈴木） 

 

４）高速度カメラを用いた音・振動計測法に関する研究 

Study on measurement method for sound and vibration using high speed 
camera 
当所所有の高速度カメラを用いて音・振動の空間・表面分布を簡易に把

握する計測法について検討した。家屋の窓を対象とした振動変位の計測を

試み、その結果、窓に取り付けた複数のマーカを高速度撮影することで低

周波音により励起される窓振動の変位分布を簡易に把握できることが判明

した。（土肥、岩永） 

 

５）簡易無人騒音モニタリングシステムに関する研究 

Development of a simplified unattended sound monitoring system 
IoT技術の浸透により、ネットワークを介して測定結果等を転送すること

が簡易に可能となってきている。そこで、音響計測機器、気象計、監視カ

メラと小型 PCを組み合わせた基本システムを構築し、小型の太陽光発電シ

ステムを用いて試運用を行い、商用電源の無い状況でもモニタリングを行

えることを確認した。また、構築したシステムを実際の騒音と気象の長期

モニタリングに適用した。（横田） 

 

６）FPGAを用いた計測補助システムの開発 

Development of measurement assist systems using a FPGA 
近年、信号処理技術の進化によって、多数のセンサによって観測された

信号から目的の情報を取り出すアレイ信号処理などの技術が急速に増えて

きている。汎用 CPUではパイプライン数に限りがあり、多数チャンネルの

実時間処理にはあまり適さないため、エンジニアが回路構成を任意に設定

できる集積回路である FPGA（Field-Programmable Gate Array）を用いた信

号処理回路の作成を試みている。信号処理回路の基本となる A/D、D/A 回路

の作成を通して、FPGAの利用技術について習熟を図った。今後は、得られ

た知見を他の研究テーマに適用していく予定である。（小林、岩永） 

 

 

（３）低周波音に関する研究 

Low frequency sound 
１）低周波空気振動の低減対策に関する研究（その 10） 

－家屋の窓の剛性についての検討－ 

Abatement of low frequency air borne vibration (part 10) -Study on rigidity 
of building windows- 
低周波音に対する家屋の振る舞いを調査するために、低周波音発生装置
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と模擬家屋を用いたフィールド実験を実施した。壁と掃出窓の振動により

屋外から室内に伝わる低周波音の寄与度を考察した結果、６畳程度の模擬

家屋においては掃出窓の振動の寄与度が支配的であることを見出し、これ

までの成果と合わせて考察することで窓の剛性が低周波領域の遮音性能に

重要であることが判明した。（土肥） 

 

２）低周波音のモニタリング－低周波音の到来方向識別と可聴化－ 

Infrasound monitoring - Detecting direction of infrasound incoming and 
auralization - 
音の到来方向を推定するにはラインアレイを用いた方法などが知られて

いるが、新たに音源が存在する領域を囲むようにマイクロホンを配置して

超低周波音源の位置を推定する方法を提案し、数値シミュレーションと

フィールド試験で推定精度を検証した。従来法ではマイクロホン間隔を対

象音の半波長以下にする必要があるが、提案法ではマイク間隔と波長が同

程度でも推定が可能なことが判明した。また、フィールド試験により推定

精度が数 mであることを確認した。これらの成果を音響学会と騒音制御工

学会の研究発表会で報告した。（土肥） 

 

３）アクティブ制御に適用可能な超低周波音源の開発 
Development of infrasound generator applicable to active control 
超低周波音のアクティブ制御に適用可能な音源の開発に向けて、既存の

超低周波音源の制御プログラムを改良した。エアシリンダなどにかかる摩

擦力に対応したフィードバック係数をパラメータとして導入することで、

静止摩擦力の影響が緩和し、音源の駆動部である空圧サーボアクチュエー

タの制御が高速化された。その結果、改良前後で音源の応答遅延時間が約

0.04秒に半減し、これまでよりもロバストなアクティブ制御システムが構

築可能となった。今後は実音源に対する制御の適用性を検証する。（岩永） 

 
 
 
＜建築音響研究室＞ 

 

（１）乾式二重壁における遮音性能向上手法の検討（その３） 

－接着剤の塗布方法による遮音性能向上－ 

Study on technical skill for improvement of sound insulation of double-leaf-
partition (Part 3) -Application method of adhesive to improve sound insulation- 
遮音性能試験を行う試験室が他の計測に使用されており、本検討を行わな

かった。そのため、次年度に継続して検討を進める。（杉江） 

 

（２）残響室法吸音率に与える空気吸収の影響に関する検討 

Effects of atmospheric sound absorption on measured results of sound absorption 
coefficients in reverberation room 
残響室法吸音率試験を行う試験室が他の計測に使用されており、本検討を行

わなかった。（豊田） 
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＜圧電物性デバイス研究室＞ 

 

（１）高出力環境発電のための革新的エレクトレット材料の創成 

Creation of innovative electret materials for high performance energy harvesting 
「高出力環境発電のための革新的なエレクトレット材料の創成」をテーマに

平成 27年度から平成 30年度まで戦略的創造研究推進事業研究として計画が承

認された。平成 29年度はハイドロキシアパタイト（OHA）のエレクトレット化

条件を確立することを目標とした。先期までにエレクトレット評価設備を整備

したので、前半は OHAの表面に Si3N4膜を生成し、コロナ放電によるエレクト

レット化を検討、Si3N4膜が電荷の安定に寄与していることが判明した。後半は

OHA エレクトレット表面電位のさらなる安定性を実現するため、コロナ照射時の

温度に注視して電荷安定性及び脱分極電流（TSC）評価を実施した。コロナ照射

条件の最適化には温度制御が重要であることが判明した。（安野） 

 

（２）ポリフッ化ビニリデンの誘電・圧電特性のバイアス歪み依存性 

Dielectric and piezoelectric properties of Polyvinylidene fluoride with bias strain 
圧電率が電歪（誘電率歪み依存性）に依存することに着目し、ポリフッ化ビ

リデン（PVDF）一軸延伸分極フィルムの圧電異方性を調べた。短冊状試料を用

い、長手方向に静的歪みを与えながら誘電率周波数依存性を測定した。スペク

トル上に現れる幅および厚み伸縮による圧電共鳴を解析し、幅伸縮および厚み

伸縮における電気機械結合係数および共鳴周波数の歪み依存性を調べた。電気

機械結合係数は、延伸方向に歪みを与えた場合、幅伸縮モード k32で僅かに増加

し、延伸に対して垂直方向に歪みを与えた場合、幅モード k31、厚み伸縮モード

k33はともに減少した。共鳴周波数は音速と寸法の比で与えられるが、延伸、垂

直方向いずれの歪みに対しても複雑な挙動を示し、これらが同時に変化したと

考えられる。本研究結果は、一軸延伸 PVDFの圧電性および音速が分子鎖配向に

支配されていることを示した。（児玉） 
 

 

 

＜補聴器研究室＞ 
 

（１）音空間が補聴器の機能に与える影響の評価方法に関する研究 

Development of evaluation method of algorithm for hearing aids using different 
sound environment 
国際電気通信連合の勧告 ITU-R BS. 1116-1（音質劣化評価法）を参考に、無

響室内において補聴器の機能（信号処理）の効果などを評価するためのシステ

ムを構築した。これにより、様々な音に対して残響の付加、音声の聴き取りに

対する環境音の影響などを主観的に評価できる。補聴器の指向性機能について

聴取実験を行い、語音聴取の改善効果を明らかにした。また、背景音の中高音

域が語音聴取に影響することも確認された。（平尾） 
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○ 小林理研ニュース、小林理学研究所レポート 
 

（１）小林理研ニュース（季刊）をつぎのとおり刊行した。 

Ｎｏ．１３６ 平成２９年 ４月  Ｎｏ．１３７ 平成２９年 ７月 

Ｎｏ．１３８ 平成２９年１０月  Ｎｏ．１３９ 平成３０年 １月 

 

（２）小林理学研究所レポート（年報）をつぎのとおり刊行した。 

Ｖｏｌ．２９（平成２９年版） 平成３０年 １月 

 
○ 対外活動 

 

（１）業績発表事項 
１）論文 

1．粒子速度計測を用いた鋼鉄道橋の制振対策効果の評価に関する研究 
  廣江正明，谷口 望*(前橋工科大)

   鋼構造年次論文報告集 25 p.571-577 
2．Piezoelectric tensor of collagen fibrils determined at the nanoscale 
  D. Denning*, J. I. Kilpatrick*(UCD), 
  E. Fukada, N. Zhang*(UCD), S. Habelitz*(UC), 
  A. Fertala*(TJU), M. D. Gilchrist*(UCD), 
  Y. Zhang*, S.A. M. Tofail*(UL) and B. J. Rodriguez*(UCD) 

ACS Biomater. Sci. Eng. 2017 3 (6) p.929–935 
3．超高速鉄道の騒音対策設備に係る構造物音の低減及び騒音予測手法の開発 

 永長隆昭*，荻田倫之*，大森洋志*(JR東海)，野澤剛二郎*(大崎総研)，

 土肥哲也，長倉 清*(鉄道総研)，藤野陽三*(横国大)

   土木学会論文集 A1 74(1) p.89-108 

4．鉄道車体と遮音壁間の多重反射が騒音伝搬に及ぼす影響について 

  石川聡史*(JR 東日本コンサル/東大)，

 廣江正明，佐久間哲哉*(東大)  騒音制御 41(2) p.98-108 

 

２）Acoustical Letter 
 Auralization of numerical simulation results on outdoor sound propagation:Application 

of six-channel recording/binaural reproduction system for three-dimensional auralization 
  T. Yokota, S. Yokoyama and S. Sakamoto*(IIS)  Acoust. Sci. & Tech. 38(6) 

 

３）研究発表等 

1．inter-noise 2017 (2017.8.27～30 Hong Kong) 
① Sound insulation performance of double leaf walls with gluing gypsumboards 

  S. Sugie and E. Toyoda 
② Numerical study on lateral attenuation of aircraft noise by using themeteorological 

effect database developed in JAXA's DREAMS project -Part 2. Ground-to-ground 
propagation T. Yokota, K. Makino, T. Matsumoto,
 H.Ishii*(JAXA) and N. Shinohara*(AERC) 
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③ Numerical study on lateral attenuation of aircraft noise by using the 
meteorological effect database developed in JAXA's DREAMS project -Part 1. 
Air-to-ground propagation 
 H. Ishii*(JAXA), T. Yokota, K. Makino, 
 T. Matsumoto and N. Shinohara*(AERC)  

④ Measurement of high-frequency sounds radiated from industrial equipments and 
auditory evaluation. -How many adults can hear the sound of around 19 kHz ?-  
 M. Ueda*(Kyushu Univ.), M. Hiroe,
 M. Hirayama*(B&K) and N. Komatsu*(CIC)  

⑤ Experimental study of air-to-ground lateral attenuation using results of long-term 
noise monitoring at Narita airport 
 N. Shinohara*(AERC), K. Hanaka*(NPF), 
 K. Makino and I. Yamamoto*(DFEIA)  

⑥ Changes in over-ground lateral attenuation determined from short-term 
measurements dependent on topographical conditions 
 K. Hanaka*(NPF), N. Shinohara*(AERC), 
 K. Makino and I. Yamamoto*(DFEIA) 

2．7th International Conference on Wind Turbine Noise 
 (2017.5.2～5 Rotterdam, Netherlands) 
 Subjective experiments on the perception of tonal component(s) contained in wind 

turbine noise 
  S. Yokoyama, T. Kobayashi and H. Tachibana*(Univ. of Tokyo) 

3．ICBEN2017 (2017.6.18～22 Zurich, Switzerland) 
① A questionnaire survey on health effects of aircraft noise for residents living in the 

vicinity of Narita International Airport: The results of physical and mental health 
effects 
 M. Hiroe, K. Makino, S. Ogata*(NAA) and S. Suzuki*(Gunma Univ.) 

② How to establish a better information disclosure system on noise and environment 
- Concept proposals of information disclosure and a noise experience tool -  
 M. Ueda*(Kyushu Univ.), T. Nishikubo*(B&K), 
 T. Miura*(Univ. of Tokyo), T. Morihara*(NIT,IC), 
 Y. Tsuchida*(KIT), M. Hiroe and Y. Hiraguri*(NIT,TC) 

4．FRIMACHAT 2017 (2017.7.11～13 Limerick, Ireland) 
 Polymer piezoelectricity: Bases and Applications  E. Fukada 

5．The 16th International Symposium on Electrets (2017.9.4～8 Leuven, Belgium) 
① Toward comprehensive understanding of piezoelectricity and its relaxation in 

VDF-based ferroelectric polymers T. Furukawa and H. Kodama 
② Piezoelectric resonance and electro-mechanical relaxation in uniaxiallydrawn and 

poled of polyvinylidene fluorideH. Kodama, H. Ishii, W.C.Gan*, T.S.Velayutham*,
 W.H.Abd Majid*(Univ. of Malaya) and T. Furukawa 

③ Molecular dynamic and polarization switching of solvent-cast poly(vinylidene 
fluoride)  
 W.C.Gan*(Xiamen Univ. Malaysia), H. Kodama and T. Furukawa 
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6．EUROSTEEL 2017 (2017.9.13～15 Copenhagen, Denmark) 
 Renewal method for aged steel bridges with polymer cement mortar 

 N. Taniguchi*(Maebashi Inst. of Tech.), S. Satake*(Taiheiyo Mtl.), 
 W. Lin*(Waseda Univ.), M. Hiroe and T. Kubo*(Tonichi Consul.)  

7．台灣聲學學會 第三十屆學術研討會（2017.11.16 國立臺灣科技大學, 台湾） 

 Road traffic noise in Japan - Recent 40 to 50 years steps  K. Yamamoto 
8．日本音響学会 2017 年秋季研究発表会（2017.9.25～27 愛媛大学） 

① 駅構内等における高周波音の観測事例（その３）－高周波音の心理的・生

理的影響－ 廣江正明，尾崎徹哉*(リオン)，上田麻理*(ゲント大) 

② 航空機騒音予測時の側方減衰補正－離陸滑走音伝搬性状の機種間の比較－ 

 牧野康一，横田考俊，花香和之*(成田振興協会)，

 山元一平*(防衛施設協会)，中澤宗康*，篠原直明*(空環協)  

③ 超低周波音源の位置推定に関する検討－マイクロホン配置と推定精度につ

いての屋外実験－ 

 土肥哲也，岩永景一郎，小林知尋，中島康貴*(リオン) 

④ シリコンエレクトレットマイクロホンの歪評価 

 安野功修，森川昌登*，伊藤 平*，大久保則男*(リオン)  

⑤ 室内に透過した風車騒音に含まれる純音成分の Tonal Audibilityに関す

る一考察 横山 栄，小林知尋，橘 秀樹*(東大) 

⑥ 長大道路トンネル内における避難誘導放送の設計－緊迫感に着目したメッ

セージ音の設計－ 

 横山 栄，小林知尋，西岡友樹*，吉尾泰輝*(首都高) 

⑦ 超低周波領域を対象としたアクティブ制御の試み－模擬家屋における窓振

動と室内音の制御－ 岩永景一郎，土肥哲也 

⑧ サブマイクロホンを用いた補聴器の Entrainment 検出 その２－残響時間

が検出性能へ及ぼす影響－ 

 新田龍馬，平尾善裕，田矢晃一，

 昼間信彦*，大澤正俊*，藤坂洋一*，中市健志*，舘野 誠*(リオン) 

⑨ 気象条件による音響伝搬特性の変化に対応した聴覚ディスプレイの開発 

  石井要次，中北直規*，飯田一博*(千葉工大) 

⑩ 航空機騒音予測時の側方減衰補正－地上伝搬時の空港間の違いについて－ 

 花香和之*(成田振興協会)，篠原直明*(空環協)，

 牧野康一，山元一平*(防衛施設協会) 

⑪ 航空機騒音予測時の側方減衰補正－航空機が上空に位置する場合の検討－ 

 篠原直明*(空環協)，花香和之*(成田振興協会)，

 牧野康一，山元一平*(防衛施設協会)  

⑫ 航空機騒音予測時の側方減衰補正－自衛隊飛行場周辺における離陸滑走音

の伝搬性状－ 

 山元一平*(防衛施設協会)，花香和之*(成田振興協会)，

 牧野康一，篠原直明*(空環協)  

⑬ 小中学生のための音響教材と音響教材コンテスト開催案 

 西村 明*(東京情報大)，荒井隆行*(上智大)，

 佐藤史明*(千葉工大)，横山 栄 
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9．日本音響学会 2018年春季研究発表会（2018.3.13～15 日本工業大学） 

① 道路交通騒音 概説 山本貢平 

② 環境騒音の音色類似度による音源同定 鈴木 肇，中島康貴*(リオン) 

③ 超低周波音源の位置推定に関する検討 －インパルス音源を用いたマイク

ロホン配置精度の向上－ 

 土肥哲也，岩永景一郎，小林知尋，中島康貴*(リオン) 

④ マイクロホンアレイ計測による航空機騒音予測のための音源モデルの検討

 小林知尋，横田考俊，牧野康一，高石武久*(JAXA) 

⑤ 1/N オクターブバンド分析による Tonal Audibility の推計 

 小林知尋，横山 栄，橘 秀樹*(東大) 

⑥ ASJ RTN-Model 2018 作成に向けた検討経緯 

 坂本慎一*(東大生研)，岡田恭明*(名城大)，福島昭則*(ニューズ)，

 松本敏雄，穴井 謙*(九州工大)，田近輝俊*(環境技研) 

⑦ 職業空間における空中超音波に関する聴こえの実態調査その 2 

 上田麻理*(ゲント大)，小松謙之*(CIC)，平山正光*(B&KJ)，廣江正明 

10．日本騒音制御工学会平成 29(2017)年春季研究発表会 

（2017.4.21 千葉工業大学） 

① 盛土・切土道路へ拡張した RTV-MODEL 2003 予測法の更新と適用方法 

 内田季延*(飛島建設)，北村泰寿*(建設工研)，

 国松 直*(産総研)，平尾善裕 

② 交通流を考慮した Lvaeq，Lveq から L10 への換算法のシミュレーションによ

る検証  国松 直*(産総研)，北村泰寿*(建設工研)，

 内田季延*(飛島建設)，平尾善裕 

③ 低周波数性騒音に対するハウスフィルターのモデル化 

 橘 秀樹*(東大)，福島昭則*(ニューズ)，落合博明 

11．日本騒音制御工学会 平成 29(2017)年秋季研究発表会  

（2017.11.16～17 東京電機大学） 

① 沖縄本島における環境音の特徴 

 牧野康一，横田考俊，山元一平*(防衛施設協会) 

② 航空機騒音測定・評価の課題－単発騒音算定に関する課題－ 

 牧野康一，川瀬康彰*(成田振興協会)，

 篠原直明*，山田一郎*(空環協)，下田代洋一*(環境省) 

③ 環境騒音の音色類似度による自動識別 鈴木 肇，中島康貴*(リオン) 

④ 超低周波音源の位置推定に関する検討 

 土肥哲也，岩永景一郎，小林知尋，中島康貴*(リオン) 

⑤ Tonal Audibility と FFT スペクトラムの関係性について 

 小林知尋，横山 栄，橘 秀樹*(東大) 

⑥ 在来鉄道騒音予測への２次元波動数値解析の適用に関する検討 

 石川聡史*(JR 東日本コンサル/東大)，廣江正明，佐久間哲哉*(東大)  

12．2017 年度日本建築学会大会（2017.8.31～9.3 広島工業大学） 

① 枠組壁工法による６階建て実大実験棟の振動特性（その２）－外部・内部

加振結果－ 平尾善裕，濱本卓司*(都市大)，国松 直*(産総研)，

 林健太郎*(ベネック)，福波珠恵*(ツーバイフォー協会)  

② 低い周波数領域における音響管を用いた pu センサの校正 

 杉江 聡，平光厚雄*(国総研)，竹林健一*(鹿島技研) 
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③ pu センサを用いた室内の音響エネルギ密度測定 

 竹林健一*(鹿島技研)，平光厚雄*(国総研)，

 富来礼次*(大分大)，杉江 聡 

④ pu センサによる音響エネルギ密度計測の応用例 

 平光厚雄*(国総研)，竹林健一*(鹿島技研)，

 富来礼次*(大分大)，杉江 聡 

⑤ 枠組壁工法による６階建て実大実験棟の振動特性（その１）－実験概要－ 

 国松 直*(産総研)，濱本卓司*(都市大)，

 平尾善裕，福波珠恵*(ツーバイフォー協会)，槌本敬大*(建築研) 

⑥ 居住者の体感振動を基にした戸建て住宅の振動に関わる申し入れ事例の分

析 東田豊彦*(積水ハウス)，平尾善裕，国松 直*(産総研) 

13．日本機械学会 第 27 回環境工学総合シンポジウム 2017  

（2017.7.10～12 アクトシティ浜松） 

 超低周波音の到来方向識別の試み－加速度センサを用いた方法－ 

 土肥哲也, 岩永景一郎 

14．土木学会 平成 29 年度全国大会第 72 回年次学術講演会 

（2017.9.11～13 九州大学） 

 回転式打音検査システムによる床版変状位置の分析に関する研究 

 岩井 浩*(蔦井)，谷口 望*(前橋工科大)，

 廣江正明，阿久津達也*(前橋市)  

15．2018年電子情報通信学会総合大会(2018.3.20～23 東京電機大学) 

 超低周波領域における窓振動を対象としたアクティブ制御の試み 

 長田巧我*，吉本定伸*(東京高専)，岩永景一郎，土肥哲也 

16．日本音響学会 騒音・振動研究会（2017.6.9 東大生研） 

① 2.5 次元数値解析を用いた在来鉄道騒音の伝搬解析－高架鉄道への適用事

例と模型実験による検証－ 

 廣江正明, 石川聡史*(JR 東日本コンサル/東大） 

② 風車騒音に含まれる純音成分が及ぼす心理的影響に関する聴感実験 

 横山 栄, 小林知尋, 橘 秀樹*(東大) 

17．日本音響学会 騒音・振動研究会（2017.7.5 鉄道総研） 

 粒子速度計測による鋼鉄道橋の制振対策効果の評価に関する検討 

 廣江正明, 谷口 望*(前橋工科大) 

18．日本音響学会 騒音・振動研究会（2017.12.12 小林理研） 

① 超低周波音源の位置推定に関する検討－マイクロホン配置と推定精度につ

いての屋外実験－ 

 土肥哲也，岩永景一郎，小林知尋，中島康貴*(リオン) 

② 超低周波音を対象にしたアクティブ制御システムの試作－模擬家屋におけ

る窓振動と室内音の制御－ 

 長田巧我*，吉本定伸*(東京高専)，岩永景一郎，土肥哲也 

19．日本音響学会 建築音響研究会（2017.6.23 小林理研） 

 トンネル内避難誘導のための拡声放送用メッセージの設計 

 横山 栄, 小林知尋, 西岡友樹*, 吉尾泰輝*(首都高)  
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20．可聴下波動伝播特性による極域の多圏融合物理現象解明に関する研究集会-

III（2018.3.27～28 国立極地研究所） 

  超低周波音源の位置推定に関する検討－マイクロホン配置と推定精度につ

いての屋外実験－ 土肥哲也 

 

４）解説記事等 

1．TC 43/SC 2（建築音響）の規格審議の動向について 

  吉村純一，佐藤 洋*(産総研)，古賀貴士*(鹿島技研)， 

 平光厚雄*(国総研)，増田 潔*(大成技術セ)  日本音響学会誌 74(1) 

2．ISO/TC 43・ISO/TC 43/SC 1・ISO/TC 43/SC 2 総会 

 －音響に関する国際規格の審議状況：2017 コペンハーゲン会議－ 

 鈴木陽一*(東北大)，山田一郎*(リオン)，

 吉村純一，高橋幸雄*(労働安全研)，

 井上仁郎*(産業医科大)，佐藤 洋*，今泉博之*(産総研)，

 鵜木祐史*(北陸先端大)，白橋良宏*(日産)，

 藤坂洋一*，山崎隆志*(リオン)，下田康平*(富士ゼロックス)，

 平光厚雄*(国総研)  日本音響学会誌 74(2) 

3．航空機騒音の予測手法と国内外の予測モデルの現状 

 牧野康一  騒音制御 41(4) 

4．航空機騒音の伝搬における地表面効果に及ぼす気象影響－航空機騒音予測モデ

ル“JAXA DREAMS モデル”によるケーススタディ－ 

 横田考俊, 石井寛一*(JAXA)  騒音制御 41(4) 

5．ISO/TC 43・ISO/TC 43/SC 1・ISO/TC 43/SC 2 総会 

 －音響に関する国際規格の審議状況：2017 コペンハーゲン会議－ 

 鈴木陽一*(東北大)，山田一郎*(リオン)，

 吉村純一，高橋幸雄*(労働安全研)，

 井上仁郎*(産業医科大)，佐藤 洋*，今泉博之*(産総研)，

 鵜木祐史*(北陸先端大)，白橋良宏*(日産)，

 藤坂洋一*，山崎隆志*(リオン)下田康平*(富士ゼロックス)，

 平光厚雄*(国総研)  騒音制御 42(1) 

6．複層ガラスの選定上の留意点  吉村純一  音響技術 46(2) 

7．低周波音に関わる苦情への対応 落合博明，井上保雄*(騒音制御工学会) 

  公害等調整委員会編 (online) 

 

５）単行本 

1．音響サイエンスシリーズ 16 低周波音 －低い音の知られざる世界－ 
  土肥哲也，赤松友成*(中央水産研)，新井伸夫*(名大減災連携研究セ)，

 井上保雄*(INC)，入江尚子*(立教大)，時田保夫，中 右介*(JAXA)，

 町田信夫*(元日本大)，山極伊知郎*(神戸製鋼)

 日本音響学会編 コロナ社 

2．集合住宅の騒音防止設計入門 

 2 章 材料の音響特性、コラム 3,4 

  吉村純一  建築音響共同研究機構編 学芸出版社 

 

＊ 外部機関所属 



- 15 - 

（２）外部から委嘱された委員および講師等 
１）委員および役員等 

氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 

山本貢平 環境省 中央環境審議会臨時委員 

 防衛省 北関東防衛局 北関東防衛施設地方審議会会長 

 経済産業省 商務情報政策局 発電所の環境審査に係る環境審査顧問 

 東京都 2020年東京オリンピック・パラリンピック

環境アセスメント評価委員会会長代理 

 東京都 東京都公害審査会第 16期会長代理 

 埼玉県 埼玉県環境影響評価技術審議会会長 

 さいたま市 さいたま市環境影響評価技術審議会委員 

 I-INCE 理事 

 I-INCE CSC 委員会委員 

 ICA 理事 

 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 音響学講座編集委員会委員 

 (一社)日本音響学会 JIS改正原案作成委員会委員 

 (一財)空港環境整備協会 評議員 

 (一財)防衛施設協会 評議員 

 (一財)防衛施設協会 倫理審査委員会委員長 

 (一財)日本自動車研究所 道路交通騒音に関する技術懇談会委員長 

 (一財)日本みち研究所  役員候補者評価委員会委員 

 (一社)日本環境アセスメント

協会（環境省） 

平成 29年度環境影響評価法に基づく基本

的事項等に関する調査研究会委員 

 (一社)日本環境アセスメント

協会（環境省） 

風力等に係る地域主導型戦略的適地抽出事業 

アドバイザリボード委員 

 (一社)日本環境アセスメント

協会（経産省） 

風力発電所事例集及びチェックリスト委員

会委員 

 成田国際空港(株) 地域環境委員会委員 
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氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 

山本貢平 東日本高速道路(株)、 

中日本高速道路(株)、 

西日本高速道路(株) 

透光性遮音板の耐衝撃性能に関する検討会委員 

 (株)高速道路総合技術研究所 NEXCO総研・研究アドバイザー 

 中外テクノス(株) 

(環境省)  

面的評価支援システム改良検討委員会委員長 

 中央復建コンサルタンツ

(株)（環境省） 

新幹線鉄道の分析・評価に係る検討会委員長 

 (株)ニューズ環境設計 

（環境省） 

新幹線鉄道騒音予測・評価手法検討委員会

委員長 

 (株)建設環境研究所（高速

道路総合技術研究所） 

透光性遮音板の基本性能に関する検討会委員 

 アジア航測(株)（環境省） 平成 29年度洋上風力発電所等に係る環境影

響評価の基本的な考え方に関する検討会・

分科会委員 

 パシフィックコンサルタン

ツ(株)（環境省） 

風力発電等に係るゾーニングの制度化に関

する検討会委員 

吉村純一 埼玉県  埼玉県環境影響評価技術審議会委員 

 川崎市 川崎市環境影響評価審議会委員 

 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 ISO/TC43/SC2（建築物の音響）国内委員会

委員 

 (一社)日本音響学会 JIS 改正原案作成委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 国際部会委員 

 (一社)日本建築学会 音環境運営委員会 

・音環境規準検討小委員会委員 

松本敏雄 さいたま市 さいたま市廃棄物処理施設専門委員会委員 

 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 平成 29年(2017)秋季研究発表会実行委員

会委員 
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氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 

平尾善裕 (一社)日本音響学会 騒音・振動研究委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 環境振動評価分科会主査 

 (公社)日本騒音制御工学会 道路交通振動予測式作成分科会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会委員 

 (一社)日本建築学会 環境工学委員会・環境振動運営委員会 

戸建て住宅の振動特性ＷＧ幹事 

 (一社)日本建築学会 環境工学委員会・環境振動運営委員会 

広域評価モニタリングＷＧ委員 

 (株)エイト日本技術開発 

(環境省) 

平成 29年度 道路交通振動検討会委員 

廣江正明 神奈川県 神奈川県環境影響評価審査会委員 

 (一社)日本音響学会 財務委員会担当理事 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 環境音響研究賞選定委員会選定委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 評議員 

 (公社)日本騒音制御工学会 会誌編集部会幹事 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 選奨審査部会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 平成 29年度 JIS原案作成委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会高周波音検討分科会委員 

 (公社)土木学会 調査研究部門/鋼構造委員会/鋼橋の騒音・

振動低減に向けた設計検討小委員会委員 

牧野康一 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 編集委員会会誌部会幹事 

 (一社)日本音響学会 騒音・振動研究委員会委員 

 (一社)日本音響学会 スポーツ音響調査研究委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会騒音伝搬分科会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会  研究部会ノイズマップ分科会委員 
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氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 

杉江 聡 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (公社)日本騒音制御工学会 評議員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会遮音分科会委員 

 (一社)日本建築学会 建築音響測定法小委員会委員 

土肥哲也 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 騒音・振動研究委員会委員 

 (一社)日本音響学会 学術委員会幹事 

 (一社)日本音響学会 音響サイエンスシリーズ編集委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会低周波音分科会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会空力騒音分科会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 広報部会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 規則改正部会委員 

 (一社)日本機械学会 環境工学部門 第１技術委員会委員 

 (一社)日本機械学会 環境工学部門 総務委員会委員 

豊田恵美 (一社)日本音響学会 編集委員会 会誌部会委員 

 (一社)日本建築学会 室内音響小委員会委員 

横田考俊 (一社)日本音響学会 評議員 

 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 ISO/TC43/SC1（騒音）国内委員会委員 

 (一社)日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会幹事 

 (一社)日本音響学会 JIS 改正原案作成委員会オブザーバ 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会騒音伝搬分科会幹事 

岩永景一郎 (公社)日本騒音制御工学会 社会貢献委員会委員 

小林知尋 (公社)日本騒音制御工学会  事業部会委員 

横山 栄 千葉市 大規模小売店舗立地審議会委員 

 (一社)日本音響学会 評議員 
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氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 

横山 栄 (一社)日本音響学会 代議員 

 (一社)日本音響学会 音響教育委員会副委員長 

 (公社)日本騒音制御工学会 評議員 

落合博明 総務省 公害等調整委員会専門委員 

 (国研)新エネルギー 

・産業技術総合開発機構 

NEDO 技術委員 

 栃木県 栃木県公害審査会委員 

 栃木県 栃木県廃棄物処理施設専門委員会委員 

 (公社)日本騒音制御工学会 副会長 

 (公社)日本騒音制御工学会 総務部会部会長 

 (公社)日本騒音制御工学会 受託事業部会部会長 

 (公社)日本騒音制御工学会 図書出版部会副部会長 

 (公社)日本騒音制御工学会 研究部会低周波音分科会委員 

 (公財)テクノエイド協会 補聴器技能者試験部会委員 

 (一財)日本気象協会 風力発電等技術支援事業/環境アセスメン

ト調査早期実施実証事業/環境アセスメン

ト迅速化研究開発事業（既設風力発電施設

等における環境影響実態把握）技術委員会

メンバー 

 (株)オリエンタルコンサ

ルタンツ(環境省) 

「低周波音問題対応の手引書」等の改定に

係る検討会委員 

 (株)オリエンタルコンサ

ルタンツ(環境省) 

省エネ型温水器等による騒音等問題の実態

等調査計画に係る検討会委員 

 (株)建設環境研究所 

（NEDO） 

環境アセスメント調査早期実施実証事業 

ステアリング委員会委員 

 

 

２）大学関係の講師等 

氏 名 機 関 等 名 委 嘱 名 講 義 内 容 

古川 猛夫 東京理科大学 名誉教授 物理学・化学数学・物質化学 

 マラヤ大学理学部 
(マレーシア) 

客員教授 高分子物性論 

落合 博明 学習院大学理学部 講 師（非常勤） 音響学・物理実験 
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３）講習会関係の講師等 

氏 名 機 関 等 名 講 習 会 等 名 講 演 内 容 

山本貢平 環境省 環境調査研修所 騒音・振動防止研修 騒音-性質と測定・防止

対策- 

 北九州市環境局 洋上風力発電市民セ

ミナー 

風力発電の環境 

・人体への影響 

古川猛夫 (一財)繊維工業技術

振興会 

高分子基礎講座 高分子電気物性 

松本敏雄 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 音響の基礎 

牧野康一 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 航空機騒音 

 リオン株式会社 リオン技術セミナー 航空機騒音の測定 

・モニタリングの基礎 

杉江 聡 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 外部建具の遮音性能 

住宅防音・学校防音 

土肥哲也 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 低周波音 

豊田恵美 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 遮音・吸音 

横田考俊 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 砲撃音 

横山 栄 防衛省 地方協力局 航空機騒音等研修 騒音の影響と評価 

落合博明 環境省 環境調査研修所 騒音・振動防止研修 低周波音-性質と測定・

防止対策- 

 (株)オリエンタルコン

サルタンツ(環境省) 

低周波音測定評価手法

講習会（初級者向け） 

測定器の操作方法 

・操作実習 

 (株)オリエンタルコン

サルタンツ(環境省) 

低周波音測定評価手法

講習会（中級者向け） 

低周波音の対策事例（関連

性の見られない苦情事例） 

 (株)オリエンタルコン

サルタンツ(環境省) 

風力発電施設から発

生する騒音に関する

指針及び風力発電施

設から発生する騒音

測定マニュアルに関

する説明会 

風力発電施設から発生す

る騒音等測定マニュアル

について 

 (国研)産業技術総合

研究所 

環境計量講習(騒

音・振動関係) 

道路交通振動測定実習 

 (公社)日本騒音制御

工学会 

技術講習会「低周波音

の基礎と実習・体験」 

低周波音の測定実習 

 (一社)日本耳鼻咽喉

科学会 

日耳鼻産業・環境保

健講習会 

騒音の測定と評価 

防音保護具 
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２．研修事業 

 
（１）つぎのとおり、研修生、研究生等を受け入れた。 

 
１）騒音入門研修講座 ９名 
 
２）圧電物性・デバイス講座 １２名 
 
３）研究生 

学習院大学理学部学生 ２名 
 
４）夏期実習 

東京工業高等専門学校学生 ２名 
日本大学工学部学生 １名 

 
 

（２）音響科学博物館来館者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．性能評価事業 

 
 建築基準法に基づく性能評価業務（遮音構造） １４件 
  （うち試験を要しない評価 ５件） 
  

4月 7件 35名  11月  9件 46名 

5月 7件 63名  12月 9件 65名 

6月 9件 39名  1月 2件 20名 

7月 7件 51名  2月 2件 6名 

8月 8件 62名  3月  4件 19名 

9月 7件 100名     

10月 2件 32名  合 計  73件 538 名 



- 22 - 

【 その他事業 】 

 

１．受託事業 
 
＜騒音振動研究室＞ 
（１）騒音、振動、低周波音等に関する受託事業 

主な受託事業内容 

・現場測定調査（実態把握調査および騒音・振動対策） 

・模型実験（騒音の予測および解析調査） 

・計算機を用いた予測分析調査 

・音響・振動計測システムの開発 

・文献調査（国外・国内の資料収集、分類） 

委託者別件数 

・公的機関等  ５件 

・公益・一般法人  ６件 

・民間 １８件 

 

（２）斜入射吸音率測定試験 ２件 

 

（３）遮音板の耐飛び石性試験 ６件 

 

＜建築音響研究室＞ 
（１）材料の音響性能試験（遮音、吸音率等） ２１６件 

 

（２）その他、建築音響に関する受託事業 ３６件 

 

＜圧電物性デバイス研究室＞ 
圧電材料の開発およびその応用に係わる受託事業 ２５件 

 

＜補聴器研究室＞ 
新型補聴器の開発に係わる受託事業等 １件 

 

 

２．不動産賃貸事業 
  

（１）土 地 法人 １件 

 個人 １件 

 

（２）駐車場 個人 １８件 

 


