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I はじめに

騒音K関する今までの調査は，音源別・場所別の調IJ

定が主であったが，これらの調査では個人が実際にさ

らされている騒音の量を把握する乙とはできない。

最近，小型軽量の携帯用等価騒音レベノレ計が開発さ

れて，人が各種の行動を行う際，それに伴ってさらさ

れる騒音の量を測定できるようになった。

日常生活K伴う騒音暴露量の有職者・主婦K関して

の調査1)-6) は既に行われているが，学生に関しては

殆んど行われていない。

そこで，学生を対象K日常生活で実際にさらされる

騒音の量を生活行動と共K調査した。

若干の知見を得たので報告する。

11 方 法

1. 調査対象と調査時期

対象者は H 女子短期大学の学生8名で，それらの

居住地は住居地域が7名，商業地域が 1名であった。

通学方法は徒歩が3名で片道の通学時間は 3-15分，

パス利用が2名で徒歩20分を含む40-65分，列車利用

が3名で徒歩15分を含む60分であった。

調査時期は昭和56年と57年の 5月から 11月までの延

10カ月間であった。

得られたデータは延83日分で，その内訳は 5月が2

日 6月が 9日 7月が17日 8月が22日 9月が16

日， 10月が 7日， 11月が10日で，登校日と休校日に分

けると登校日は29日，休校日は54日であった。

2. 等価騒音レベノレ測定方法

リオン社製等価騒音レベノレ計 (EQ-05)を用いた。

被験者は常に計器を携帯して行動し，各行動毎K行動

の種類，所要時間とその聞に暴露された等価騒音レベ

ノレ(以下 Leqとする)を記録した。入浴時は計器を

脱衣所K置き，睡眠中は枕元K置くよう指示した。

1日は就寝から次の就寝までとしたが， 83日の測定

の殆んどがほぼ24時間(1440分)であった。

1日K暴露された騒音暴露量(以下 Leqz4とする)

の算出は， その日測定したすべての Leqをエネル

ギ一平均した値である。

行動別の L巴q の算出は，行動を15種類K分類した

上，各行動K伴って暴露されたいくつかの Leqをエ

ネルギ一平均した値である。さらに，行動別の暴露エ

ネルギーが 1日の総暴露エネルギーに占める割合を行

動別騒音暴露率とした。

行動は次に示す15種類K分類した。 1)30分以上の

すいみん 2)食事 3)身のまわりの用事(洗面・は

みがき・トイレ・化粧・ドライヤーを含む整髪) 4) 

学校滞在(登校時から下校時の間) 5)家庭学習(宿

題を含む) 6)家事(食事の準備・片づけ・洗濯・掃

除等) 7)交際(談話を含む) 8)休養 9) レク

リエーション 10)移動(登校時・下校時その他の移

動) 11)新聞・雑誌・読書 12) ラジオ(カセット

を含む) 13) テレビ 14)買物(ウインドウショッ

ピングを含む) 15)外出

III 調査結果及び考察

1. 各種行動の時間

調査日を登校日と休校日，休校日を外出ありと外出

なしに分け，各種行動の時間とその 1日K占める割合

を表わしたのが表 1である。

就寝から次の就寝までの時聞はできるだけ 24時間

(1440分)になるように試みたが， 総平均値は 1434分

で平均して 6分少なかった。

登校日は休校日 K比べて，すいみん，食事，家庭学

習，家事，休養，新聞・雑誌・読書の時間が短かかっ

Tこ。

登校日の各種行動の時間の割合は，すいみんが32.2

5ぢ， 学校滞在と移動で32.6%で夫々 1/3を占め， 残り



34 藤森弘子

!すいみん |食 事 lfZ自主 |学校滞在 |家庭学習[家 事 |交 際 |休 養

登校日
460 44 87 357 58 65 12 10 
(32.2) (3.1) (6.1) (25.0) (4.1) (4.5) (1.0) (0.6) 

休(外出校なし日) 
497 86 61 268 135 20 45 
(34.6) (6.0) (4.3) (18.7) (9.4) (1.4) (3.1) 

休(外出校あり日) 
495 95 77 117 139 32 35 
(34.4) (6.6) (5.4) (8.1) (9.7) (2.2) (2.4) 

|すいみん |食 事 1fZ蒔 |学校滞在 |家庭学習 |家 事 |交 際 |休 養

登校日
42.8 61.4 69.3 
(0.1) (0.5) (6.1) 

休(外出校なし日) 
32.9 58.1 64.9 
(0.1) (4.5) (15.1) 

休(外出校あり日) 
42.5 63.1 60.7 
(0.1) (3.7) (1. 7) 

1/3の中ではテレピの視聴の占める割合が多く， テレ

ビ視聴時聞は家庭学習と家事をプラスした時間よりも

長かった。また，洗面 ・トイレ ・化粧などの身のまわ

りの用事時間も家庭学習時間より 30分長かった。

休校日は登校日 K比べて，すいみん時間が35-37分

長く，食事と家事が2倍程度長かった。また，外出な

しの日は家庭学習時聞が長く， 18. 7~ぢを占めるが，テ

レピの視聴はそれを上まわり 20.0労となった。これに

比し，外出ありの日の外出時間は 193分， 13.4%でこ

の時間だけ家庭学習時間とテレビの視聴時閣が減少し

た。

2. 行動別 Leq及び騒音暴露率

15種類K分類した行動K伴う Leqとその Leqが

Leq24 IL占める割合および L巴q24を表21L示した。

登校日，休校日を含めた Leq24は 66.8dB(A)で

あった。

乙の結果は仙台市1) の事務的職務者，サービス業，

技能工，運転手，農 ・漁業，専門的 ・技術的職務者等

の有職者の平均 73.0dB(A)，主婦の平均 68.6dB(A) 

に比べて 1.8-6.2dB (A)低かった。また，名古屋市2)

の有職者の平均 74.3dB (A)，学生の平均 74.0dB(A) 

IC比べても 7.2-7.5dB (A)低かった。

Leq24 を登校日と休校日の外出あり， なしで比べ

ると，登校日が 69.3dB(A)で一番高く ，休校日は外

72.7 70.0 62.8 71. 5 63.0 
(54.9) (4.7) (1.0) (1.4) (0.1) 

61. 9 63.3 64.4 58.9 
(32.2) (23.0) (4.3) (2.9) 

60.4 65.1 63.7 61.2 
(2.4) (8.6) (1. 4) (0.8) 

出ありが 65.6dB(A)，外出なしは 59.4dB(A)であっ

Tこ。

行動別にみるとすいみん時の Leqが最も低く，登

校日，休校日を含めて 41.7dB(A)であった。

登校日と休校日で LeqK相違のある行動は，身の

まわりの用事，家庭学習，新聞 ・雑誌・読書，質物で

あり，登校日が休校日 IL比べ 4.4-13.9dB (A)高かっ

7ニ。

暴露率でみると，登校日は学校滞在が54.9%で，移

動と合わせると66.2必を占め 2つの行動で 1日IC受

ける騒音暴露率の2/3の暴露を受けている o その他で

は買物による暴露率が高かった。

休校日の外出なしの暴露率は家庭学習が32.2%で一

番高く，次いで家事，テレピ，身のまわりの用事で，

それら 4種類の行動で86.6%を占めた。

休校日の外出ありの暴露率は外出が72.5%を占めた。

つまり，暴露率は登校日では学校滞在と移動で2/3，

休校日の外出ありは外出が3/4を占め， 特定の行動に

集中しているが，休校日の外出なしは4種類の行動IC

分散していた。

3 騒音暴露率が最大を示した行動

各行動IL伴う騒音暴露率が 1日のうちで最大となっ

た行動の割合を登校日，休校日の外出なし，ありに分

けて示したのが図 1である。
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時聞

に;エー|移 動 |干望書雑誌|ラジ オ |テレビ |買 物 |外 出|合 計

109 10 24 173 20 1429 
(7.6) (0.6) (1.7) (12.1) (1.4) (100.0) 

36 287 1435 
(2.5) (20.0) (100.0) 

17 26 30 9 158 14 193 1437 
(1. 2) (1. 8) (2.1) (0.7) (11.0) (1.0) (13.4) (100.0) 

注:単位は分， ( )内は時間率

騒音暴露率

に;エー|移 動|干望書雑誌|ラジオ lテレビ|買 物(外 出 Leg24

71目。 68.0 65.0 56.0 80.6 69.3 
(11.3) (0.5) (0.6) (0.6) (18.2) (100.0) 

57.3 58.5 59.4 
(1. 6) (16.3) (100.0) 

64.7 66.5 58.5 66.7 60.4 66.7 72.9 65.6 
(0.9) (2.1) (0.4) (0.8) (3.3) (1.3) (72.5) (100.0) 
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図 1 騒音暴露率が最大を示 した行動

登校日では学校滞在中の割合が最も多く 29日中22日，

75.996を占めた，次いで買物，移動のj順でその他の行

動も 2日あった。学校滞在中の騒音暴露率の平均は

74.85ぢであり，その内訳は90%台が4日13.85ぢ，80% 

台が 7日24.1%，70%台が 5日17.2%であった。

休校日の外出なしは家庭学習が19日中 7日，テレビ

の視聴が19日中 5日で，次いで家事，その他の行動も

4日あった。各行動の騒音暴露率の平均は，家庭学習

が52.1弘 テレビの視聴が 79.05弘家事が69.3%で

あった。

休校日の外出ありは外出が35日中22日で62.9%，家

事が35日中 5日で14.35ぢ，家庭学習，買物，その他の

行動も 4回あった。外出した日は騒音暴露率が最大を

注:単位は dB(A)， ( )内は暴露率

示す行動は外出か家事が殆んどで，その騒音暴露率の

平均は外出が72.9%，家事が59.55ぢであった。

有職者の仕事中の騒音暴露率が90%を越える者は20

9ぢ， 80%を越える者は335ぢという報告3) もある。 それ

らに比べると本調査結果の登校日の学校滞在中の騒音

暴露率が905ぢを越える日は13.15ぢで少ないが， 80%を

こえる日数は37.9%で多かった。

以上の結果より，学生が学校滞在中Kうける騒音暴

露量は他の行動K比べて多いといえる。

4. 行動別 Leq

測定したすべての行動を，同種類の行動にまとめ，

その行動K対応する Leqすべてについてエネルギ一

平均した値を表 3K示した。

授業中の Leqは72.2dB(A)で高い。

移動の Leqを全平均でみると 69.4dB(A)であり，

それらを利用交通手段で分けると，列車が 72.4dB(A) 

で一番高く，次いでパスが 70.5dB(A)，徒歩が 66.7

dB (A)，自家用車が 65.8dB(A)の順となり自家用車

が一番低かった。

他の調査2) での交通機関の Leqは地下鉄が一番高

く85.3dB (A)，以下電車，パス， 自家用車，自転車と

徒歩の順で，いずれも本調査結果より高く， 74.0-74.9

dB (A)であった。

家事の Leqを金平均でみると 64.3dB(A)で，それ
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行動別 Leq表 3

Leq dB (A) 

授 業 66 72.2 交 際 91 71.3 

移 動 100 69.4 ドライヤー 26 69.5 

9lJ 車 16 72.4 洗面・トイレ 138 64.8 

ノて ス 27 70.5 家庭学習 107 63.8 

徒 歩 30 66.7 食 事 219 61.9 

自家用車 27 65.8 車A 75 58.3 

家 事 205 64.3 展 61 63.8 

掃 除 24 71.3 タ 83 63.7 

洗 濯 18 64.1 ア Lノ ビ‘ 199 58目 1

食事の準備 163 62.2 すいみん 92 41.4 
片づけ

N 動行Leq dB (A) N 動行

音の低下，家庭機器類の発生騒音量の低下などに努め

る必要があろう。

6. すいみん中の Leqの分布

すいみん中の Leqの分布を示したのが図 3である。

安眠を確保するためには 40dB(A)以下である乙と

が必要である叫 とされ， 50dB (A)以上に達すればか

なりの (過半数のもの)人K睡眠妨害がおよぶとされ

ている。

本調査結果では， 40dB (A)未満が86.9%であるが，

40-49dB (A)が7.3%， 50 dB (A)以上も5.896存在す

るのでとの面での環境騒音の軽減IC努めるべきであろ

っ。

55 

59 

dB (A) 

図2 L叫 24 の分布

lio 

64 49 
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。

らを行動別で分けると， 食事の準備 ・片づけが 62.2

dB (A)，洗濯が 64.1dB (A)，掃除が 71.3dB (A)で掃除

の Leqは高い。掃除器から発生する騒音の影響と考

えられる。洗濯も洗濯器を利用するが並行して他の行

動を行うととが多いため Leqが低いと思われる。

交際は殆んどがおしゃべりと思われ， 71.3 dB (A)と

高い Leqを示した。

ドライヤーの Leqは高く， 69.5dB (A)を示した。

家庭学習の Leqも 63.8dB(A)で高いが，被験者が

被服学科の学生であるため洋裁の宿題があり， ミシン

の音が入るためと恩われる。 また， Back Ground 

Musicを聞きながらの学習が多いためと思われる。

食事の Leqは朝が低く昼とタが高い。朝の Leqが

低いのは，朝食は殆んどの者(8人中 6人)が一人で

摂っているためと思われ，昼 ・タは学校で友人とある

いは家庭で家族と共IC摂るためと思われる。

他の調査1) では主婦の食事の Leqは昼<朝<タの

順IC低かった。乙の結果も食事を共IC摂る人数IC関係

するものと思われる。

5. Leq24 の分布

延 83日の Leq24 の分布は図 21C示すとおりで，

L巴q24 の最低は 45.5dB(A)，最高は 76.7dB (A)で全

平均は 66.8dB(A)であった。

EPAの報告7) では，聴力保護のための騒音暴露量

の基準として40年聞にわたり Leq24 が 70dB(A)以

下であるととが要請されている。

本調査結果は他の調査結果1)-4) IC比べて Leq24 

は比較的低い値であったが， 70dB (A)を越える日数

も10日12.1%存在した。すべての行動を通して騒音暴

露量を低減させる努力が必要であり，とりわけ環境騒
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図3 すいみん中の Leqの分布

IV ま と め

女子短期大学生の生活中に受ける騒音暴露量を把握

し，どの行動が騒音暴露の主原因かを明らかにし，騒

音暴露量を減少させるためにはどのよう lとすればよい

かを目的とした調査から次の知見が得られた。

1. 登校日は登校・下校時の移動時間と学校滞在時

聞が 1日24時間の1/3を占めた。

2. 日の等価騒音レベノレ L巴q24 は 66.8dB(A) 

で他の調査に比べて低かった。

3. 日の等価騒音レベル Leq24 を登校日と休校

日で比べると登校日が 3.7-9.9dB (A)高かった。

学校への登校・下校時の移動あるいは学校滞在中の

騒音暴露量が大きいと恩われる。

4. 日の騒音暴露量のうち，最大騒音暴露量を示

した行動は，登校日は学校滞在，休校日の外出ありは

外出IC集中した。

5. 日の Leq24 が 70dB(A)を越える日数が

12.1%，すいみん中の Leqが 40dB(A)を越える日

数が13.15ぢ存在した。

6. すべての行動を通して騒音暴露量を低減させる

努力が必要で=あり，とりわけ環境騒音の低下，家庭機

器類の発生騒音量の低下1L努める必要がある。
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Summary 

A study was made to grasp the noise exposure level the women's junior col1ege students re氾eive泊 their

dialy life， to find out what behaviors are the main causes of noise exposure and how to reduce noise exposure 

level， and the following were conc1uded. 

1. On th巴dayswhen th巴yattend巴dcol1eges， they spend one-third of a day moving for going to and 

coming home from school， and staying at school. 

2. Equivalent continuous sound level of a day (Leq24) was 66.8 dB(A)， which was lower than the 

results of other reports. 

3. Equivalent continuous sound level of a day (Leq24) on th巴 dayswhen they attended colleges was 

higher than that on the days wh巴ncol1巴geswere c10sed by 3.7-9.9 dB(A) 

It seems that noise巴xposure1巴velduring the moving time to go to and come from col1eges and the tirne 

they stay巴dthere is high. 

4. Of noise exposur巴lev巴1of a day， the behaviors which showed the highest noise exposure level converged 

on staying at school on the days when they attended colleges and going out when colleges were c10sed and 

they stirred out of the house. 

5. The ratio of the days when Leq'4 exceeded 70 dB(A) reached to 12.1 %， while the ratio of th巴 days

when Leq24 during sleeping was over 40 dB(A) reached to 13.1 %. 

6. It is required to make e仔'ortsto reduce noise ".iposure level through al1 behaviors， particular1y to 

reduce environmental noise and the noises produced by household machinery and tools. 




