Q & A
騒音の社会調査に関して，1）母集団の数はどの程
度必要か，2）回答率はどの程度あれば代表性がある
か，という 2 つの質問が寄せられています。母集団
と回答率（回収率）が分かれば，回答数が分かりま
すので，質問 1）の母集団の数は以後回答数と読み
替えることにします。両質問に関して明確な回答は
ないと思いますが，両者とも大きいほどよいことは
確かです。では，どの程度必要かは調査の目的と予
算によると思います。
騒音に関する社会調査の主要な目的は，騒音の暴
露量と反応（一般には %Highly Annoyed（%HA と
略記，非常にうるさいと反応した人の割合））との関
係を求め，その成果を騒音政策に反映させることで
す。また，回答者の選定方法としてランダムサンプ
リングが望ましいことは論を待ちません。実際にラ
ンダムサンプリングを行って広域に実施した調査も
ありますが1），わが国では膨大な労力と費用を要し
ます。通常は，騒音の暴露量が広範囲に及ぶように
地区を選定し，地区ごとに回答者を選定します。地
区ごとに %HA を求める場合，ある研究者は 1 地区
あたり 100∼150 名必要であると主張しますが，筆
者は 50 名は必要だろうと思います。ただ，地区ご
とに 50 名から回答が得られない場合もあります。
最近，わが国で行われた風車騒音の影響に関する調
査2）では 1 地区あたり 10 数名から 40 名程度でし
た。このような場合でも全体で数百程度（風車騒音
調査では 747）回答を集めることができれば，安定
した暴露反応関係を求めることができます。
筆者はこれまで欧米諸国や日本で行われた代表的
な社会調査を参考として調査を行ってきました。社
会調査を始めた 1990 年代には約 80% の回収率が得
られましたが，徐々に減少し，2000 年代の調査でも
60% 以上の回収率がありました。2010 年から 2012
年に行った前述の風車騒音調査では約 50%，同時期
に行った九州新幹線調査3）では約 30% でした。回
収率は時代とともに減少する傾向にありますが，調
査方法や調査場所でも異なります。ここ 10 年にわ
たってベトナムで行った調査4）では回収率は全体で
80% 以上，調査によっては 90% 以上です。やはり，
回収率は 50% 以上を目指して，インタビューの方
法を工夫すべきでしょう。
2011 年には騒音制御工学会に社会調査データ
アーカイブが設立され，日本の社会調査データを収
集し，広く利用に供する体制を整えられましたの
で，参照してください5）。これまで 23 のデータセッ
トが収集されましたが，そのうち回答数と回収率の
両方が示されている調査は 16 あり，回答数は 181∼
1,828，回収率は 45% から 80% に及びます。Miedema
と Vos6）は当時世界で行われた 20 の航空機騒音調
査，26 の道路交通騒音調査，9 の鉄道騒音調査の
データセットから 3 つの騒音源に関する代表的な暴
露反応関係を提案し，これらは EU の騒音政策に反
映されています。これらの調査の回収率は示されて
いませんが，回答者数は 71∼4,515 に及びます。さ
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らに，Bassarab ら7）は世界で行われた騒音に関する
628 の社会調査のカタログを発表しています。その
中にも回答者数が示されていますので，参照してく
ださい。
ところで，質問者は今後騒音に関する社会調査を
計画されておられるのでしょうか。もしそうなら，
ISO TS 156668）を参考にされるとよいと思います。
そこには調査方法の概要と標準的なアノイアンス質
問が示されています。その日本語の質問文は難波
他9）や拙稿10）,11）を参照されるとよいでしょう。ま
た，前述のアーカイブの調査概要チェックシートに
も主要な質問文が示されています。この質問文を採
用すると，そのデータは国内だけでなく諸外国の同
じ調査方法を使った社会調査の結果と直接比較が可
能であり，将来的に騒音政策の議論に供することが
できます。また，調査・分析が終了後に，データ
セットを前述のアーカイブに寄託していただけれ
ば，その成果は将来にわたって学術的および社会的
に貢献することになるでしょう。
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