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福祉用具共通試験方法－通報機能 
Common testing methods for assistive products－Reporting Function 

 

序文 

この規格は，福祉用具に付随する“機能”に着目した福祉用具の品目にとらわれない共通試験方法であ

る。これらの機能別の試験方法の組み合わせによって，様々な福祉用具について最低限のリスクを評価す

ることが可能となる。 

 

1 適用範囲 

この試験方法は，ベッドサイドに設置するナースコールなど，緊急状態等を通報することができる機能

（通話機能を除く）を持ったものに適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 1502 普通騒音計（廃） 

JIS C 1505 精密騒音計（廃） 

JIS C 1509 サウンドレベルメータ 

JIS C 7612 照度測定方法 

JIS C 7614 照明の場における輝度測定方法 

JIS C 1609-1 照度計 

JIS C 6020 インターホン通則 

JIS T 1031 医療機器の警報通則 （廃） 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態

ISO266 ［5］R10 系列 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

通報 

急を要する情報を他者に伝えること。また，通報には，警報（危険が切迫した状態など，良くない状態

が発生したときに，それを第三者に伝えること）を含む。 
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3.2 

輝度 

視野に入ってきた輝きの度合い。輝度は，下記の式で定義される。なお，ここでは，輝度の単位を，cd/

㎡とする。 
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ここに， L： 輝度計から対象物を見たときの輝度
 K： 輝度の単位によって定まる定数 
 Φ： 光東 
 Ω： 輝度計から見た視野の立体角 
 S： 輝度計の受光面の面積 

3.3 

被測定面 

輝度計による測定の対象となる面。 

3.4 

被測定面積 

被測定面のうち輝度計によって測定される部分の測定方向に対する見かけの面積 

3.5 

輝度計の基準点 

輝度計からい被測定面までの距離を定義する場合の輝度計の基準になる点。 

3.6 

輝度計の測定角 

輝度計の基準点から被測定面積に張る角度。 

 

4 通報音試験 

 音によって通報するものについて試験する。 

4.1 試験装置 

a) 合板 

厚さ 20mm 以上，縦，横の大きさ 1000mm の合板 

b) マイクロホン 

音を拾うことができるマイクロホン 

c) オシロスコープ又は記録計 

掃引速度又は，記録紙の送り速度が，は 50mm/s 以上で，かつ精度は±5％であるもの。 

d) 騒音計 

用具の通話音の音圧レベルを測定するもので，周波数重み付け特性 A（表 1 参照）で測定でき，ク

ラス 1 またはクラス 2 の許容限度値を持つもの。JIS C 1509 サウンドレベルメータ（騒音計）又は

JIS C 1502 普通騒音計（廃止）並びに JIS C 1505 精密騒音計（廃止）で規定する騒音計と同等のも

の。 

周波数範囲 ：300～6000Hz 

測定範囲 ：5～120dB 
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表 1－周波数重み付け特性とその許容値 

周波数重み付け特性（dB） 許容限度値（dB） 
公称周波数（Hz） 

特性 A クラス 1 クラス 2 

10 -70.4 +3.5,∞ +5.5,∞ 

12.5 -63.4 +2.5,∞ +5.5,∞ 

16 -56.7 ±2.5 +5.5,∞ 

20 -50.5 +2.5,-2.0 ±3.5 

25 -44.7 ±2.0 ±3.5 

31.5 -39.4 ±1.5 ±3.5 

40 -34.6 ±1.5 ±2.5 

50 -30.2 ±1.5 ±2.5 

63 -26.2 ±1.5 ±2.5 

80 -22.5 ±1.5 ±2.5 

100 -19.1 ±1.5 ±2.0 

125 -16.1 ±1.5 ±2.0 

160 -13.4 ±1.5 ±2.0 

200 -10.9 ±1.5 ±2.0 

250 -8.6 ±1.4 ±1.9 

315 -6.6 ±1.4 ±1.9 

400 -4.8 ±1.4 ±1.9 

500 -3.2 ±1.4 ±1.9 

630 -1.9 ±1.4 ±1.9 

800 -0.8 ±1.4 ±1.9 

1000 -0.0 ±1.1 ±1.4 

1250 +0.6 ±1.4 ±1.9 

1600 +1.0 ±1.6 ±2.6 

2000 +1.2 ±1.6 ±2.6 

2500 +1.3 ±1.6 ±3.1 

3150 +1.2 ±1.6 ±3.1 

4000 +1.0 ±1.6 ±3.6 

5000 +0.5 ±2.1 ±4.1 

6300 -0.1 +2.1,-2.6 ±5.1 

8000 -1.1 +2.1,-3.1 ±5.6 

10000 -2.5 +2.6,-3.6 +5.6,∞ 

12500 -4.3 +3.0,-6.0 +6.0,∞ 

16000 -6.6 +3.5,-17.0 +6.0,∞ 

20000 -9.3 +4.0,∞ +6.0,∞ 

注記 公称周波数は，ISO266：1997［5］に規定する R10 系列による。 

参考 人に聞こえる音の大きさは，音圧レベル（デシベルという単位）で表し，人が聞くことのでき

る周波数範囲の中で測定する。しかし，人の耳の感度は，音の周波数によって異なり，同じ音

圧レベルでも周波数によって，小さく感じたり，大きく感じたりする。そこで，周波数毎に，

同じ音の大きさに聞こえる音圧レベルを表す曲線（等ラウドネス曲線）から補正用の曲線を近

似し，測定された音圧レベルを補正する方法がとられている。周波数重み付け音圧レベル A 特

性は，その補正方法の一つである。例えば，騒音計のマイクロホンに入ってきた音が，500 ヘ

ルツで 74 デシベルであった場合，周波数重み付け音圧レベル A 特性を参照すると，人の耳に

は，70.8 デシベルの大きさに聞こえることになるため，測定値は，70.8 デシベルとなる。周波

数重み付け音圧レベルは，JIS C 1509 電気音響－サウンドレベルメータ（騒音計）及び ISO 

R226 によって，A 特性の他に，C 特性，Z 特性が設けられており，音のうるささを表すときは，
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一般的に，A 特性が使われている。通話音や呼び出し音の大きさも，よりはっきりと聞こえる

音の大きさについて表したいため，A 特性を用いることとした。 

 

4.2 音圧レベル試験 

 次の手順に従って，通報音の音圧レベルを測定する。 

 なお，通報音の音量を変えることができる場合は，最大音量に設定したときと，最小音量に設定したと

きのそれぞれについて，この試験を行う。 

a) 無響室内に，厚さ 20mm 以上，縦・横の大きさ 1000mm の合板を置き，その合板中央に用具を置く。 

b) 用具の操作面から 1m の距離で，騒音計を保持し，通報機能を機動させる。 

c) 用具からの最大音圧を騒音計で測定し，表 1 を参照しながら，各周波数に応じて，周波数重み付け特

性 A で音圧レベル（dB）の補正を施し，測定値とする。記録するときは，単位を dB（A）と記載す

る。 

参考 この試験方法は，JIS T 1031 医療機器の警報通則（廃止）の一部を引用している。この規格で

は，緊急警報（緊急性・非常性が高いときの通報）を目的とした通報機能の場合は，測定値が

70dB 以上であることを確認する。警戒警報，注意報及び警報より緊急性・非常性が低いとき

の通報を目的とした通報機能の場合は，測定値が，40db 以上であることを確認する。としてい

る。 

 

4.3 音周期試験 

 この試験では，通報音の周期，断続時間，周波数を確認する。 

a) マイクロホン，騒音計，記録器（紙の送り速度は 50mm/s 以上，確度は±5％）又はオシロスコープ（掃

引速度は 50mm/s 以上，確度は±5％）を接続する（図 1 参照）。 

 

マイクロホン 騒音計
記録器又は
オシロコープ

 

図 1 周期及び断続時間の測定方法 

 

b) 通報音を発生させ，得られた波形が一周期以上になった時点で，計測を終了する。 

c) 得られた波形から，周期（s），断続時間（s），周波数（Hz）を読みとり，記録する。 

  なお，停止ボタン等を押さない限り，音が止まないものは，その旨を記載する。 

 

T1：音の発生時間

T2：音の断続時間

T ：音の周期

鳴

消

T1 T2

T

 

図 2 周期及び断続時間の測定 
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5 通報光試験 

5.1 試験装置 

a) 輝度計 

レンズ光学系を用いた物理測光式のもの。少なくとも年 1 回以上の頻度で，校正を行っているもの。

JIS C 7614「照明の場における輝度定方法計」を参照。 

b) 照度計 

JIS C 1609-1「照度計」で規定される一般形 A 級照度計（実用的な照度値が要求される照度測定に用

いる）で要求される事項を満たすもの，または，それ以上の性能を持つ照度計。 

c) ストップウォッチ 

5.2 試験環境 

 試験は，JIS Z 8703 に規定する温度 23±5℃，相対湿度（65±20）％で行う。 

5.3 試験方法 

5.3.1 通報光の輝度の測定 

 次の手順に従って，通報光の輝度を測定する。 

 

φr

A

Q

θ
N

S

P

Ω'

Ω

 

図 3 輝度の定義に基づくイメージ図 

 

a) 照度 1500lx の環境の下で，床面から 1.5m の高さになるように輝度計を設置する。環境照度の確認は，

JIS C7612「照度測定方法」に従って測定し，確認する。 

b) 輝度計から 1m 以上離れた位置で，輝度計の測定角が 1 度となるような高さに用具を保持し，通報光

を点灯させる。なお，1500lx の環境照度を実現するための照明及び，試験対象の用具以外に，光を点

灯させているもの，光を反射するものは，同室内から排除する。 

参考 ”床から 1.5m”は，成人の立位時の目の高さを想定したもので，椅子に腰掛けたときの目の高

さ：1.2m，座したときの目の高さ：0.85mも高さ設定の検討対象となったが，屋外と屋内の両

環境で同じ試験条件にするなら，立位時が適当であると決定したもの。1mを，”1m以上”に変

更したのは，使用する輝度計の焦点調節の範囲を超えないように，距離を調整できるように
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するためのものである。 

 
1m以上

1°

輝度計

1.5m

測定対象

 

図 4 輝度計と用具の設置イメージ（側面図） 

 

c) 用具の向きを，輝度計の正面に向ける。 

d) 輝度計から輝度の値を読み取り，記録する。 

e) 次に，用具の向きを，輝度計に対して 75°となる方向に向け，輝度を読み取り，記録する。 

参考 75°の方向は，ほぼ真横からでも視認できるかを確認するために設定した。 

 

輝度計

75°

 

図 5 輝度計と用具の設置イメージ（上面図） 
 

f) 測定結果は，以下の要領でまとめる。 

 
正面 75° 

輝度（測定値） 
［cd/㎡］ ［cd/㎡］ 

照明条件 ※光源及び照明器具の種類，配置図などを記述する。 
用具と輝度計間距離 ［m］ 
測定日時 年  月  日  時 
備考 ※特記事項などを付記する。 
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5.3.2 周期試験 
 用具の通報光が点滅する場合，次の手順に従って試験を行う。 

a) 通報光を始動させ，点灯した時点から消灯するまでの時間を測定し，記録する。 

b) 引き続き，消灯した時点から，再び点灯するまでの時間（断続時間）を測定し，記録する。 

c) 点灯時間（T1）と消灯時間（T2）から周期（T）を算出し，記録する。 

 

T1：点灯時間

T2：消灯時間（断続時間）

T ：周期

点灯

消灯

T1 T2

T

 

図 6 周期及び断続時間の測定 

 

d) 通報音と通報光が，共に始動するものの場合は，通報光の周期が通報音の周期以下であることを確認

する。 

 

 


