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福祉用具共通試験方法－通話機能 
Common testing methods for assistive products－Telephone 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合せによって，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，インターホンなど，互いに離れた場所から会話をすることができる機能(通話機能)を

持ったものに適用する。会話音声が互いに聞こえることを，主な要素とするが，補聴器のような聴力を補

うための要素は含ない。 

 

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（廃止） 

JIS C 1505 精密騒音計（廃止） 

JIS C 1509 サウンドレベルメータ 

JIS C 5512 補聴器 

JIS C 6020 インターホン通則 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

 

3 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。 

 

4 試験方法 

4.1 各試験項目に共通して使用する試験装置 

a) 白色雑音発生器 

規定の音圧レベルの標準雑音を発生させるもので，以下の仕様を満たすもの。 

 周波数範囲：300～6000Hz 

 スペクトラムレベル偏差：±2 dB 

 出力レベル：0 dB (mW)以上 

注記 音響出力を発声するものは，正面軸上 500mm の展で出力音圧レベル 90dB 以上のもの。 
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b) 一次音源発生用スピーカ 

白色雑音発生器で発生させた音を入力し，正面軸上 0.5～1.5mの範囲で，音圧レベル 74 dB及び 94 dB

で音を出力することができるスピーカで，以下の仕様を満たすもの。 

 周波数範囲 ：300～6000Hz 

 レスポンス ：±5 dB 

c) 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。 

 周波数範囲：300～6000Hz 

 測定範囲：5～120 dB 

 

 

図 1 騒音計の構成例 

 
表 1 周波数重み付け特性とその許容値 

公称周波数は，ISO266：1997［5］に規定する R10 系列による。 
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 許容限度値 (dB) 許容限度値 (dB) 
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 
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表 1 周波数重み付け特性とその許容値 
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,∞ 

 

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採られる。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，500Hz 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（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，

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 通話音圧レベル試験 
 通話時の声が，スピーカや受話器など，空気を介して伝えられるものについて，その出力音の音圧レベ

ルを測定する。ただし，骨電動式のものは，後述の骨電動試験で試験を行う。 

4.2.1 試験装置類 

a) 6cm3カプラ 

受話器タイプ用に使用するもので，空気室の容積(有効音響容積)が約 6cm3(=5.78±0.08cm3)のもの。

（図 2 参照） 

注記 表 3 の C～D の系統図を基準に測定する場合に使用する。 
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用具

やわらかいゴム板

容積6cm3の空気室

マイクロホン受台（気密を保つこと）

M2に該当する
マイクロホン振動板

カプラ（黄銅製）

気圧等化用孔φ0.6mm

（φ0.4mmの線を
  孔の全長に差し込む）

 
図2 カプラの一例(用具の受話器を付けたときの側面イメージ図)

 

b) 密閉形疑似耳（外・内装イヤホン用カプラ） 

内挿・外挿イヤホン用に使用するもので，空洞部分，音響負荷回路及び音圧測定用マイクロホンで

構成される疑似耳。（図 3 参照） 

注記 表 3 の E，F の系統図を基準に測定する場合に使用する。（JIS C 5512 補聴器で規程する密閉

形疑似耳） 

 
供試イヤホン

耳栓の代替部

規準面

気密及びイヤホン
ノブの支持部

密閉形疑似耳

18
.0

0±
0
.1
8

φ3.00±0.03

単位　mm

 
 

a)外装イヤホン用 

気密及び供試品の支持部

供試品

基準面

密閉型擬似耳
耳栓の先端は
基準面と一致する。  

b)内装イヤホン用

 

図 3 密閉形疑似耳(用具のイヤホンを装着したときの側面イメージ図) 
 

注記 密閉形疑似耳の主な構造及び寸法 

1) 主要空洞，音響負荷回路及び音圧測定用マイクロホンで構成する。 

2) 材質は，安定な，有孔質でない硬い非時勢体で，十分な質量をもつものとする。 

3) 外形寸法は，可能な限り小型でなければならない。 
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4) 疑似耳内の静圧を等化するための通気口は，7±5ＧＰa・s/m3の音響抵抗をもつものとする。 

5) 主要空洞の直径は，7.50±0.02mm とし，その中心軸に垂直で，耳栓の先端が普通にしめる位置を

通る平面を疑似耳の基準面とする。 

6) 基準面からの主要空洞の長さは，音圧測定用マイクロホンを含めて，14±1kHz で 1/2 波長の共振

を生じることとする。 

7) 音圧測定用マイクロホンを含めた疑似耳の，基準面からみた音響伝達インピーダンスの大きさと

許容値は，表 2 を満足すること。 

注 基準面からみた音響伝達インピーダンスは，音圧測定用マイクロホンの振動板上の音圧を基

準面の体積速度で除した量である。 

8) 疑似耳の使用周波数範囲は，100～10,000Hz とする。 
 

表 2 音響伝達インピーダンスの大きさとその許容値 

音響インピーダンス(Mpa・s/m3) 公称周波数(Hz) 
大きさ 許容値 

100 173.4 +10.3 /-9.7 
125 140.3 +8.3 / -7.9 
160 109.6 +6.5 / -6.1 
200 88.7 +4.2 / -4.0 
250 71.0 +3.3 / -3.2 
315 56.3 +2.7 / -2.5 
400 44.9 +2.1 / -2.0 
500 35.9 +0.9 / -0.9 
630 28.8 +1.4 / -1.3 
800 23.0 +1.1 / -1.0 
1000 21.6 +1.3 / -1.2 
1250 21.0 +1.2 / -1.2 
1600 18.8 +1.1 / -1.1 
2000 16.3 +1.2 / -1.1 
2500 14.3 +1.0 / -1.0 
3125 12.6 +1.1 / -1.0 
4000 11.3 +1.1 / -1.0 
5000 10.5 +1.3 / -1.1 
6300 10.6 +1.3 / -1.2 
8000 10.9 +2.0 / -1.7 
10000 14.3 +3.7 / -2.9 

 

b) 試験環境 

1) 無響室 

縦及び横 1m 以上，天井高さ 2m 以上(試験対象の用具を設置することができる十分な高さ)の無響

室を，2 室(又は，音響を遮蔽でき，白色雑音発生器と用具の受話器が収納できるボックス)。 

2) 温度 

無響室の温度は，23℃±1℃とする。 

4.2.2 試験方法 
 以下の手順に従って，通話音の音圧レベルを測定する。呼び出し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について，この試験を行う。 
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a) 騒音計のマイクロホンを，カプラの内部に暴露する。 

b) 用具の電気音響変換器の種別によって，表 3 の A，B，C，D，E，F の各系統図を基準として測定する。

いずれの系統図を基準とした場合も，まず，用具の一方受話器と騒音計を，無響室に設置し，白色発

生器と用具の他方の受話器を二室目の無響室(又は，音響を遮蔽できるボックス内)に設置する。 

 

表 3 出力音圧レベルの測定のための系統図 

A 

白色雑音
発生器

300mm

0.5～
 1.5ｍ

騒音計

１次音源 用具のマイク

用具の発生器
（２次音源）

スピーカ
Ｍ274db

Ｍ1

遮蔽

 
M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
B 

0.5～
1.5ｍ

白色雑音
発生器

300mm

騒音計
Ｍ1

94db

１次音源

用具の受話器 用具の発生器
（２次音源）

スピーカ
Ｍ2

遮蔽

 
M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
C 

Ｍ2

白色雑音
発生器

0.5～
 1.5ｍ

騒音計

１次音源 用具のマイク
用具の受話器
（２次音源）

74db

Ｍ1

遮蔽
 

用具の受話器にカプラを装着し，カプラにマイクを設置する。 

M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
D 

Ｍ1

白色雑音
発生器 94db

１次音源

用具の受話器

0.5～
 1.5ｍ

Ｍ2

騒音計

用具の受話器
（２次音源）

遮蔽
 

用具の受話器にカプラを装着し，カプラにマイクを設置する。 

M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
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表 3 出力音圧レベルの測定のための系統図 

E 

Ｍ2白色雑音
発生器

0.5～
 1.5ｍ

騒音計１次音源 用具のマイク

用具のイヤホン
（２次音源）

74db

Ｍ1

遮蔽  
用具のイヤホンに，密閉形疑似耳を装着する。 

M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
F 

Ｍ1

用具の受話器

Ｍ2白色雑音
発生器

0.5～
 1.5ｍ

騒音計１次音源

用具のイヤホン
（２次音源）

94db

遮蔽  
用具のイヤホンに，密閉形疑似耳を装着する。 

M1：用具の受話器 

M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 

 

c) 白色雑音を，マイクロホン M1 に加える。 

注記 白色雑音発生器の規定音圧レベルは， A：74dB，B：94dB，C：74dB，D：94db，E：74dB，F：

94db とする。 

   音圧レベルが 2×10-5Paを 0dBとするデシベルで表す。 

d) 用具のスピーカ又は受話器から再生される 2 次音源の最大出力音圧を，表 1 を参照し，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。 

4.3 骨伝導試験 
 通話時の声が，骨伝導式のものについて試験する。 

4.3.1 試験装置類 

a) メカニカルカプラ 

骨導受話器を静的な力で圧定したときに，機械インピーダンスを呈する設計をされた装置で，骨導

受話器との接触面における交流の力のレベルを測定する機械電気変換器を備えたもの。 

JIS T 1201-1 オージオメータ－第 1 部：純音オージオメータの付属書 6 骨動受話器測定用のメカ

ニカルカプラで規定するもの。 
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タングステン挿入負荷 ネオプレンゴム

機械インピーダンスエレメント

圧電形力センサーのエレメント

（機械電気)変換器出力端子

本体(黄銅)

軟らかいサスペンション

プチルゴム

 
 

図 4 メカニカルカプラ 

A

R1.5

R89±
0.5

8

12

φ
3
0

φ
4
4
.
5

A

A - A

単位mm

 

図 5 機械インピーダンスエレメントの寸法 
 

2.5±0.5

φ
8
.
2±

0
.1

34
°
12
'

単位mm

 

図 6 タングステン挿入負荷の寸法 
 

注記 メカニカルカプラの主な構造及び寸法 

1) メカニカルカプラの主な構成は，以下のとおり。 
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粘弾性部品(ブチルゴムパッドとネオプレンゴムパッド) 

機械インピーダンスエレメント 

タングステン挿入負荷 

圧力形力センサーのエレメント 

変換器出力端子，本体(黄銅) 

柔らかいサスペンション(バネ) 

2) 約 3.5kg の堅ろう(牢)な質量のもので，力を検出する部分を備え，粘弾性の物質(例：プチルゴ

ム)が上に載っているもの。 

3) 接触面は，平滑で，その寸法は，変形のない状態のとき，公称半径 96mm±15mm の球面で，

かつ，上から見たとき，直径 35mm 以上の円形であること。 

4) 接触面を除く外形は，測定対象の用具の骨導受話器に影響を与えないこと。 

5) 機械インピーダンスレベルは，表 4 を満足すること。 

6) 機械インピーダンスの位相角は，温度 23℃の環境で，周波数 250Hz，静的な圧定力 5.4N で，

骨動を駆動させたとき，-63±4°であること。 

7) メカニカルカプラの全体は，それの保持部分に対して，12.5Hz 以下の周波数の自然振動を与え

たときにも，6N 以上の静圧(垂直軸上に装着した場合の，用具のイヤホンの重さを含む)定耐え

られるように保持されなければならない。 

8) 機械インピーダンスエレメントの基盤は，硫化対策を行ったステンレス鋼で作ること。その表

面は，89±0.5mm の球面半径で，旋盤加工の刃跡及びきずがないこと。（図 5 参照） 

9) タングステン挿入負荷は，厚さ 2.5±0.05mm の円錐台形であること。この挿入負荷は，密度

17,000kg/m＾3 のタングステン合金を旋盤加工して作成すること。（図 6 参照） 

10) ブチルパッドは，直径約 40～50mm，厚さ 3.8mm の平板。 

ネオプレンゴムパッドは，直径約 40～50mm，厚さ 3.1mm の平板。 

ブチルの組成は表 5，ネオプレンゴムの組成は表 6 のとおり。 

 

表 4 機械インピーダンスレベルとその許容値 

機械インピーダンスレベル(基準値：1Nsm-1) 公 称 周 波 数

(Hz) 大きさ （dB） 許容値（dB） 許容値（dB） 
125 48.9 ±2.0 
160 47.4 ±2.0 
200 45.8 ±2.0 
250 44.3 ±2.0 
315 42.9 ±2.0 
400 41.3 ±2.0 
500 39.9 ±2.0 
630 38.5 ±2.0 
800 37.0 ±2.0 
1000 35.5 ±2.5 
1250 34.0 ±2.5 
1600 31.9 ±2.5 
2000 29.8 ±2.5 
2500 27.8 ±2.5 
3150 27.3 ±2.5 
5000 32.6 ±2.5 
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表 4 機械インピーダンスレベルとその許容値 

6000 34.4 ±2.5 
6300 34.6 ±2.5 
8000 35.1 ±2.5 

注記 この表は，23±1℃の環境で，円形で平坦な 175mm2の圧定面をもつ骨導受話器及び，力の伝達

に関与する付属部品を垂直に装着し，その質量を含む静的な圧定力が 5.4Nの場合に，骨導受話

器を駆動させたときの性能。 機械インピーダンスの位相角は，公称周波数が 250Hzのとき，

-63±4°。 

参考 機械インピーダンスレベル及び許容誤差は，メカニカルカプラの制作例における実験データか

ら導かれた。同様の条件において，静的な圧定力を 2.5N に減らした場合には，250Hz における

機械インピーダンスレベルは，静的な圧定力が 5.4N のときよりも 2.0±0.7dB 小さくなる。な

お，上記は，メカニカルカプラの性能を規定するものであって，用具の試験において，この低

い静的圧定力を必ずしも推奨するものではない。 

 

表 5 ブチルの組成 

ブチル 35SH 質量比 
ブチル Butyl 100.0 
サーマルブラック MT 
（Medium thermal carbon black） 

50.0 

亜鉛華（鉛なし） 
(Zinc Oxide(lead free)) 

5.0 

硫黄（Sulphur） 2.0 
酸化マグネシウム（Magenesia） 1.0 
オクタミン（Octamin） 1.0 
テトラ メチレン チウラム ジスルフィド 
（Tetra methyl thiorem disulphide） 

1.0 

メルカプトベンザチアゾール ジスルフィド 
（Mercaptbenzathiole disulphide） 

1.5 

メルカプトベンザチアゾール ジスルフィド 
（Mercaptbenzathiole disulphide） 

1.0 

注記 混合は，60 日以内に行うこと。 

 
表 6 ネオプレンゴムの組成 

ネオプレン 35SH 質量比 
ネオプレン S-40（Neoprene S-40） 125.0 
セバルブラック（Sevalblack） 50.0 
マグノジンク（Magnozinc） 5.0 
ステアリン酸（Stearic acid） 2.5 
オクタミン（Octamin） 2.5 
エチレン チオ尿素（Ethylene thiourea） 1.6 
サブ（Faktis） 12.5 
デュートレックス（Dutrex） 25.0 
オレイン酸ブチル（Butyl oleate） 25.0 
ポリエチレン（Polyethilene） 3.8 
注記 混合は，60 日以内に行うこと。 
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b) 試験環境 

1) 無響室 

縦及び横 1m 以上，天井高さ 2m 以上(試験対象の用具を設置することができる十分な高さ)の無響

室を，2 室(又は，音響を遮蔽でき，白色雑音発生器と用具の受話器が収納できるボックス)。 

2) 温度 

無響室の温度は，23℃±1℃とする。 

4.3.2 試験方法 
 次の手順に従って測定する。なお，呼び出し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

たときについて，この試験を行う。 

a) 骨伝導式受話器又はイヤホンにメカニカルカプラを装着する。装着方法は，以下の方法を推奨する。

受話器から，静的な力を与える機構(ヘッドバンドなど)を分離し，代わりに弾力性のバンド(振動方向

へのスチフネスが無視できるもの。)を背面に対照的に当てる。ヘッドバンドを分離できない場合は，

付けたままの状態で，ヘッドバンドを伸ばし，ヘッドバンドを弾力性のある物質に圧定する。また，

ヘッドバンドによって，カプラのバネが，可能な限り変化しないように，受話器とカプラを装着する

こと。可能な限り，受話器を，カプラに対照的に装着すること。 

b) 用具の電気音響変換器の種別によって，表 7 の a，b の各系統図を基準として測定する。いずれの系統

図を基準とした場合も，まず，用具の一方受話器と騒音計を，無響室に設置し，白色発生器と用具の

他方の受話器又はイヤホンを二室目の無響室(又は，音響を遮蔽できるボックス内)に設置する。 

 
表 7 出力音圧レベルの測定のための系統図 

a 

Ｍ2白色雑音
発生器

0.5～
 1.5ｍ

騒音計１次音源 用具のマイク

用具のイヤホン
（２次音源）

74db

Ｍ1

遮蔽  
・M1：用具の受話器 

・M2：騒音計に接続して適合する特性が得られるマイクロホン。 
b 

Ｍ1

用具の受話器

Ｍ2白色雑音
発生器

0.5～
 1.5ｍ

騒音計１次音源

用具のイヤホン
（２次音源）

94db

遮蔽  
 

c) 白色雑音を，マイクロホン M1 に加える。 

注記 白色雑音発生器の規定音圧レベルは， A：74dB，B：94dB，C：74dB，D：94db，E：74dB，

F：94db とする。 

   音圧レベルが 2×10-5Paを 0dBとするデシベルで表す。 
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d) 受話器から再生される 2 次音源の最大出力音圧を，特性 A の音圧レベルを測定し，記録する。記録す

る単位は，dB とする。 

4.4 呼び出し音圧レベル試験 
 通話したい相手を呼び出すための信号が，音である場合について音圧レベルを測定する。 

4.4.1 試験装置類 

a) 騒音計 

JIS C 1509 サウンドレベルメータ(騒音計) で規定する騒音計。または，JIS C 1502 普通騒音計（廃

止）及び JIS C 1505 精密騒音計（廃止）に規定する騒音計でもよい。 

b) 合板 

厚さ 20mm 以上，縦，横の大きさ 1000mm 

c) 試験環境 

1) 無響室 

縦及び横 1m 以上，天井高さ 2m 以上（試験対象の用具を設置することができる十分な高さ）の

無響室。 

2) 温度 

無響室の温度は，23℃±1℃とする。 

4.4.2 試験方法 
 次の手順に従って，呼び出し音の音圧レベルを測定する。呼び出し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 の合板の中央に用具を置く。 

b) 用具の操作面から，垂直軸上 500mm 離れた位置に，騒音計を保持する。 

 

500mm

騒音計

試験対象
の用具

合板

マイクロホン

20mm以上

1000mm

700mm～
　　800mm

床面

 

図 7 試験イメージ 

 

c) 用具のスピーカ又は受話器から再生される 2 次音源の最大出力音圧を，表 1 を参照し，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。 

  


