
  

 

最適聴取レベルと音の大きさ知覚における男女差 
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あらまし  調整法を用いた音楽再生音の最適聴取レベルの測定実験の結果，男性の方が女性よりも高い音圧レベ

ルに設定していた。しかし，自然環境音を用いた場合には最適聴取レベルに男女差は認められなかった。音圧レベ

ルを系統的に変化させた音楽，ノイズ，自然環境音を用いた音の大きさ評価実験では，女性の方が男性よりも同じ

音圧レベルの音をより大きいと評価する傾向にあった。音楽再生音のように自分の好みに合わせて聴取レベルを調

整する場合は，男性は女性よりも高い音圧レベルに設定するようである。一方で，自然環境音のように聴取レベル

が過去に聞いた実際の音のレベルに合わせて決定される場合には最適聴取レベルに男女差は生じないと言える。 
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Abstract  Measurement of the optimum listening level of music using method of adjustment revealed that the optimum 

listening level adjusted by men was higher than that done by women. However, the gender difference of the optimum listening 

level of natural environmental sounds was not observed. The loudness rating experiment for music, noise and natural 

environmental sounds revealed that women perceived louder than men for sounds of the same sound pressure level. When the 

optimum listening level seemed to be determined by preference of listeners, men tended to adjust to higher level than women. 

However, when the optimum listening level was supposed to be determined according to the memory of the sounds, such as 

natural environmental sounds, the gender difference of adjusted listening level was not observed.  
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1. はじめに  

世の中には様々な音があふれているが，これらの音

を誰もが同じように聞いているとは限らない。例えば，

音楽はピッチやリズム，ハーモニーといった要素から

構成される [1]が，音楽を聴取する音量もまた音楽の印

象に影響を与える。しかし，コンサートなどではなく

音楽プレイヤーを用いて音楽を聴取する場合，聴取音

量の決定は聴取者に委ねられる。もし，男女によって

好まれる音量が異なるのであれば，聞いている音楽の

印象もまた男女によって異なるということになる。さ

らに，携帯型音楽プレイヤーが普及した現在において，

男性の方が大きな音量で音楽を聴取する傾向にあるの

ならば，過剰な音量による音楽聴取が引き起こす聴力

損失の可能性は男性の方が高いということになる。  

音楽再生音の最適聴取レベルにおける男女差につ

いては，これまで Fligor and Ives[2]と Hodgetts et al. [3]

が携帯型音楽プレイヤーを使用した測定実験を行なっ

ている。その結果，どちらも音楽再生音の最適聴取レ

ベルに男女差が認められ，男性の方が女性よりも高い

音圧レベルで音楽を聴取していたと報告している。し

かし，これらの研究において刺激として使用された楽

曲は一種類，もしくは被験者によって統一されておら

ず，最適聴取レベルの決定に対する楽曲の種類の影響

は検討されていない。さらに，音楽再生音の最適聴取

レベルに男女差が生じた要因については述べられてお

らず，音楽以外の音に対しても同様に最適聴取レベル

に男女差が生じるのかも明らかにされていない。もし

最適聴取レベルに男女差が生じる要因を明らかにする

ことができれば，その要因を考慮した上で携帯型音楽

プレイヤーの音量に規制を設けるなど，聴力損失への

対策に活かすことができると考えられる。  

本研究ではまず，様々な楽曲を用いた音楽再生音の

最適聴取レベルの測定実験を行い，男女差の有無を検

討した。さらに，音楽以外の音の最適聴取レベルにお  



  

 

表 1. 音楽の最適聴取レベルの測定実験に  

使用した楽曲  

No. 曲名，アーティスト ジャンル 

1 Numb，Linkin Park 洋楽ロック 

2 
シング・シング・シング， 

ベニー・グッドマン 

ジャズ 

3 
リンダリンダ， 

THE BLUE HEARTS 

邦楽パンク 

4 
絶望ビリー， 

マキシマムザホルモン 

邦楽パンク 

5 Rock and Roll, Led Zeppelin 洋楽ロック 

6 Space Sonic, ELLE GARDEN 邦楽ロック 

 

ける男女差の有無を検討するため，自然環境音の最適

聴取レベルの測定実験を行った。次に，最適聴取レベ

ルに男女差が生じる要因の検討を音の大きさの知覚に

おける男女差に着目して行った。  

 

2. 音楽再生音の最適聴取レベル測定実験  

2.1. 実験環境  

最適聴取レベルの測定実験は九州大学大橋キャン

パスの音響心理実験室で行った。実験室の暗騒音は A

特性音圧レベルで  32.9 dB であった。被験者は 21 歳

から 30 歳の九州大学の学生 14 名  (男性 7 名，女性 7

名 ) である。いずれの被験者に対しても事前に聴力検

査を実施し，全員が正常な聴力を有することと，聴力

自体には男女差が存在しないことを確認している。  

2.2. 実験刺激  

我々の先行研究において， J-POP やクラシックを刺

激として使用した場合には音楽再生音の最適聴取レベ

ルに男女差は認められなかった [4]。そこで，本実験で

は大きな音量での聴取が予想されるロックやパンクな

どのジャンル 5 種類，ジャズ  (ビッグバンド ) 1 種類の

合計 6 種類の楽曲を刺激として使用した。各楽曲の詳

細を表 1 に示す。いずれも市販されている CD から冒

頭の 90 秒程度を実験刺激として使用した。  

2.3. 実験方法  

刺激の呈示には Apple 社の iPod touch を使用し，ヘ

ッドホン  (SENNHEISER HD580) を通して再生した。

刺激の呈示順序は被験者毎にランダムとした。各刺激

の再生前に iPod touch の音量は音楽再生音が聴こえな

い状態に設定した。刺激の再生開始後，被験者に「ち

ょうどいいと感じられる大きさ」になるまで iPod 

touch の音量調整バーを操作するように教示した。音

量の調整は，各被験者の納得がいくまで上げたり下げ

たりすることを許可した。最適聴取レベルの調整操作

終了後，人工耳  (Brüel & Kær Type4153) と騒音計

(Brüel & Kær 2260 Investigator) を用いて各刺激の等価  

 

図 1. 音楽の男女別の最適聴取レベルと標準偏差  

 

騒音レベルを測定し，その値を最適聴取レベルとした。 

「好き」と評価される音楽は最適聴取レベルが高く  

設定される可能性がある。そこで，各刺激の聴取終了

後に楽曲の好みを「好き―嫌い」の評価語対を用いて

「1：好き」「2：やや好き」「3：どちらでもない」「4：

やや嫌い」「5：嫌い」の 5 段階で評価させ，最適聴取

レベルとの関係を検討した。  

2.4. 実験結果  

各刺激に対する男女別の最適聴取レベルの平均値

と標準偏差を図 1 に示す。表中の刺激番号と楽曲の対

応は表 1 に示している。すべての刺激において男性の

方が女性よりも音圧レベルを高く設定している。 

本実験では男女の最適聴取レベルにおいて最大で

8.5 dB の差が生じている (刺激 2)。男女の最適聴取レ

ベルの差を統計的に検討するために，呈示刺激と性別

を変量とした 2 元配置の分散分析を行った。その結果，

呈示刺激の主効果および呈示刺激と性別の交互作用は

認められなかったが，性別の主効果が有意確率 5 % で

認められた  (F(11,72) = 13.2, p < 0.05)。  

どの刺激において最適聴取レベルに男女差が生じ

たかを検討するために，各刺激の男女の最適聴取レベ

ルに対して t 検定を行った。その結果，刺激 2 に有意

確率 5 % で有意差が認められ (t = 2.26, df = 12, p < 

0.05)，刺激 1 と刺激 5 にそれぞれ有意確率 10 % で有

意差が認められた  (刺激 1 : t = 1.83, df = 12, p < 0.1; 

刺激 5 : t = 2.00, df = 12, p < 0.1)。有意差が認められな

かった刺激 3，4，6 においても，男性の方が女性より

も高い音圧レベルで聴取する傾向にあった。 

2.5. 最適聴取レベルと楽曲の好みの関係  

各刺激の「好き―嫌い」の評価値と最適聴取レベル

のスピアマンの順位相関係数 r
s
を求めた。その結果， 

6 種類の刺激における全被験者の最適聴取レベルと

「好き―嫌い」の評価値の間に相関は認められなかっ

た (r
s
 = -0.001，p = 0.996)。このことから，楽曲の好み

が最適聴取レベルの決定要因にはならないと言える。  



  

 

表 2. 自然環境音の最適聴取レベル測定実験に  

用いた刺激音  

No. タイトル  刺激内容  

1 宮城野のスズムシ  虫の鳴き声  

2 山寺の蝉  蝉の鳴き声  

3 蛙  蛙の鳴き声  

4 
Calm Noon 

<昼下がりの森> 
鳥の鳴き声  

5 小川のせせらぎ  小川のせせらぎ  

6 Seashore <浜辺> 波の音  

 

3. 自然環境音の最適聴取レベル測定実験  

音楽再生音の最適聴取レベルに男女差が生じるこ

とが明らかになったが，音楽以外の音に対しても同様

に最適聴取レベルに男女差が生じるのかは明らかにな

っていない。そこで，自然環境音に対する最適聴取レ

ベルの測定実験を行った。  

3.1. 実験環境  

最適聴取レベルの測定実験は九州大学大橋キャン

パスの多次元デザイン実験棟の簡易無響室で行った。

被験者は 21 歳から 31 歳の九州大学の学生 14 名  (男性

7 名，女性 7 名 ) である。このうち女性 3 名が音楽再

生音の最適聴取レベルの測定実験に参加した被験者と

同一人物である。いずれの被験者に対しても事前に聴

力検査を実施し，正常な聴力を有することと，聴力自

体には男女差がないことを確認している。  

3.2. 実験刺激  

自然環境音が収録された市販の CD から鳥や虫の鳴

き声などの生物が発する音と，波の音や小川のせせら

ぎなどの自然が発する音をそれぞれ 4 種類と 2 種類選

んだ。実際に使用した刺激音の詳細を表 2 に示す。い

ずれも CD の冒頭から 60 秒程度を刺激とし，刺激音

の長さが 60 秒に満たないものは刺激音を繰り返して

60 秒程度になるように編集した。  

3.3. 実験方法  

刺激はパーソナルコンピュータ  (lenovo ThinkPad)

にオーディオインターフェース (RME Hammerfall DSP 

Multiface II) を接続し，アンプ  (YAMAHA XM4180) を

通して被験者の前方  2 m の位置に設置したスピーカ  

(JBL Studio monitor 4412A) からモノフォニックで呈

示した。刺激の呈示順序は被験者毎にランダムとした。

被験者には各刺激の呈示前にこれから再生される自然

環境音が聴こえる場所を想像するように教示した。実

験者が刺激を再生後，被験者は刺激の再生音が聴こえ

ない状態から，再生される自然環境音が聴こえる場所

において各刺激の自然環境音が「ちょうどいいと感じ

られる大きさ」になるようマウスを左右にドラッグし

て音量の調整を行った。このとき，被験者にはパーソ

ナルコンピュータの画面やオーディオプレイヤーの音  

 

図 2. 自然環境音の男女別の最適聴取レベルと  

標準偏差  

 

量操作画面を見せていない。音量の調整は各被験者の

納得がいくまで上げたり下げたりすることを許可した。 

聴取レベルの調整操作終了後，騒音計  (RION NL-32) 

を用いて被験者の頭部中央位置で各刺激の等価騒音レ

ベルを測定し，その値を最適聴取レベルとした。  

3.4. 実験結果  

 各刺激に対する男女別の最適聴取レベルの平均値と

標準偏差を図 2 に示す。図中の刺激番号と刺激音の対

応は表 2 に示している。図 2 から音楽再生音の場合と

は異なり，刺激によっては女性の方が男性よりも最適

聴取レベルを高く設定している場合も見られる。  

そこで，統計的な検討を行うために刺激と性別を変

量とした二元配置の分散分析を行った。その結果，刺

激と性別の主効果は認められず，刺激と性別の交互作

用も認められなかった。このことから，自然環境音の

最適聴取レベルに男女差は生じないと言える。これは，

自然環境音の場合は最適聴取レベルが「実際に聞いた

音量」に合わせて設定されたためであると考えられる。 

 

4. 音楽再生音の大きさ評価実験  

音楽再生音の最適聴取レベルに男女差が生じた要

因として，音楽再生音の大きさの知覚における男女差

の存在が考えられる。そこで，様々な呈示音圧レベル

に設定した音楽再生音の大きさを評価する実験を行っ

た。 

本章と次章の検討は前報 [6]で報告済みであるため，

本論文中では概要のみ記述し，詳細は前報にゆずる。 

4.1. 実験環境  

2.1 節に示す音楽の最適聴取レベルの測定実験と同

様である。被験者は九州大学の学生 14 名 (男性 7 名，

女性 7 名 ) で，いずれも音楽再生音の最適聴取レベル

の測定実験に参加した被験者と同一人物である。 



  

 

表 3. 呈示音圧レベル条件毎の呈示音圧レベル  [dB] 

 - 5 dB 条件 平均条件 + 5 dB 条件

刺激 1 56.0 61.0 66.0 

刺激 2 60.8 65.8 70.8 

刺激 3 58.3 63.3 68.3 

刺激 4 58.3 63.4 68.4 

刺激 5 57.7 62.7 67.7 

刺激 6 60.6 65.6 70.6 

 

4.2. 実験刺激  

実験刺激には音楽再生音の最適聴取レベルの測定

実験と同じ表 1 に示す 6 種類の楽曲を用いた。刺激の

呈示音圧レベル条件として，最適聴取レベルの測定実

験で得られた各刺激に対する全被験者の最適聴取レベ

ルの平均値を基準とし，「平均値条件」「平均値から 5 

dB 大きくした条件」「平均値から 5 dB 小さくした条

件」を設けた。これ以降，この 3 つの呈示音圧レベル

条件を「平均条件」，「+5 dB 条件」，「 -5 dB 条件」とし

て記述する。各条件における各刺激の呈示音圧レベル

を表 3 に示す。 

4.3. 実験方法  

各刺激の聴取終了後，呈示された刺激の大きさを

「1 : 非常に小さい」「2 : かなり小さい」「3 : やや小

さい」「4 : ちょうどよい」「5 : やや大きい」「6 : かな

り大きい」「7 : 非常に大きい」の 7 段階で評価するよ

う教示した。刺激は被験者毎にランダムに呈示した。 

4.4. 実験結果  

音楽再生音の大きさの男女別の平均評価値と標準

偏差を図 3 に示す。全ての呈示音圧レベル条件におい

て女性の方が男性よりも音楽再生音をより「大きい」

と評価している。 

音楽再生音の大きさの評価値における男女差を統

計的に検討するために，呈示音圧レベル条件と性別を

変量とした 2 元配置の分散分析を行った。その結果，

呈示音圧レベル条件と性別の交互作用は認められず，

呈 示 音 圧 レ ベ ル 条 件 の 主 効 果 が 有 意 確 率  1 % 

(F(2,246) = 49.9，p < 0.01) で，性別の主効果が有意確

率  5 % (F(1,246) = 5.97，p < 0.05) で認められた。  

性別の主効果は，男女によって音楽再生音の大きさ

の評価値に差があることを意味する。どの呈示音圧レ

ベル条件において音楽再生音の大きさの評価値に男女

差が生じたかを検討するために，全被験者の評価値を

確認したところ，正規性が認められなかった。そこで，

正規性が認められなかった場合に用いられるノンパラ

メトリック検定であるマンホイットニーの U 検定 [5]

を各呈示音圧レベル条件における男女の音楽再生音の

大きさ評価値に対して行った。その結果，+5 dB 条件

と  -5 dB 条件において有意確率  5 % で有意差が認め

られた  (+5 dB 条件  : U = 638，p < 0.05; -5 dB 条件  :  

 

 

U = 670，p < 0.05)。どちらの呈示音圧レベル条件にお

いても，女性の方が男性よりも音楽再生音をより「大

きい」と評価していた。ただし，平均条件においては  

音楽再生音の大きさの評価値に有意な男女差は認めら

れなかった。  

 この結果から，最適聴取レベルの平均値から  +5 dB 

の変化を女性は男性よりもさらに「大きい」と評価し，

-5 dB の変化を男性は女性よりもさらに「小さい」と

評価していることが分かる。このことから，最適聴取

レベルの平均値からの音圧レベルの上昇に対して女性

は大きさの増加をより敏感に捉え，下降に対して男性

はものたりなくなる変化をより敏感に捉えるものと考

えられる。  

次に，各被験者の最適聴取レベルと音楽再生音の大

きさの評価値について，スピアマンの順位相関係数 r
s
 

を男女別に求めたところ，男女のどちらにも負の相関

が認められた  (男性  : r
s
 = -0.32，p < 0.01; 女性  : r

s
 = 

-0.48，p < 0.01 )。この結果から，同じ呈示音圧レベル

の音楽再生音をより「小さい」と評価する被験者ほど，

最適聴取レベルを高く設定する傾向にあると言える。  

 

5. ノイズの大きさ評価実験  

前章の結果から音楽再生音の大きさの評価に男女

差があることが明らかになった。しかし，音の大きさ

の知覚における男女差が音楽以外の音に対しても同様

に生じるのかは明らかになっていない。そこで，様々

な呈示音圧レベルに設定したピンクノイズを用いて音

楽再生音と同様にノイズの大きさの評価実験を行った。 

5.1. 実験環境  

2.1 節に示す音楽の最適聴取レベルの測定実験と同

様である。被験者は九州大学の学生 14 名 (男性 7 名，

女性 7 名 ) で，音楽再生音の最適聴取レベルの測定実

験と音楽再生音の大きさ評価実験に参加した被験者と

同一人物である。  

図 3. 各呈示音圧レベル条件における音楽再生音に

対する男女別の大きさの平均評価値と標準偏差  



  

 

5.2. 実験刺激  

建築と環境のサウンドライブラリ  DVD[7]に収録さ

れたピンクノイズの 15 秒間を実験刺激とした。  

ノイズの呈示音圧レベル  (等価騒音レベル ) は 55 

dB，60 dB，65 dB，70 dB，75 dB の 5 種類とした。こ

の呈示音圧レベルは最適聴取レベルの測定実験から得

られた被験者の最適聴取レベルの分布範囲から決定し

た。ただし，呈示音圧レベルが異なるピンクノイズを

ランダムに呈示しただけでは，刺激音が同じであるた

めに大きさの評価が前に呈示された刺激と比較した相

対評価になる可能性が高くなる。そこで，本実験では

5 種類のピンクノイズに加えて最適聴取レベルの測定

実験で用いた表 1 に示す 6 種類の楽曲を最適聴取レベ

ルの測定実験で得られた全被験者 14 名の平均値  (表  

2 に示す各刺激の平均条件と同じ値 ) に呈示音圧レベ

ルを設定したものを合わせて 11 種類の刺激を用いた。 

5.3. 実験方法  

3.3 節に示す音楽再生音の大きさ評価の場合と同様

に「1 : 非常に小さい」～「7 : 非常に大きい」の 7 段

階で評価を行った。なお，評価値「4」は「どちらでも

ない」とした。ノイズの大きさの判断が難しい場合に

は刺激を繰り返し聴取することを許可した。  

5.4. 実験結果  

各呈示音圧レベルにおけるノイズの大きさの男女

別の平均評価値と標準偏差を図 3 に示す。すべての呈

示音圧レベルにおいて男性よりも女性の方がノイズを

より「大きい」と評価している。  

ノイズの大きさの評価値における男女差を統計的

に検討するために，呈示音圧レベルと性別を変量とし

た 2 元配置の分散分析を行った。その結果，呈示音圧

レベルと性別の交互作用は認められず，呈示音圧レベ

ルの主効果と性別の主効果がそれぞれ有意確率  1 %

で認められた  (呈示音圧レベル  : F(4,60) = 17.6，p <  

0.01; 性別  : F(1,60) = 7.56，p < 0.01)。  

性別の主効果は，男女によってノイズの大きさの評

価値に差があることを意味する。どの呈示音圧レベル

においてノイズの大きさの評価値に男女差が生じたの

かを検討するため，全被験者の評価値の正規性を確認

したところ，正規性が認められなかった。そこで，4.4

節と同様に各呈示音圧レベルにおける男女の評価値に

対してマンホイットニーの U 検定を行った。その結果，

呈示音圧レベルが 55 dB の場合に有意確率  10 % (U = 

10，p < 0.1) で，65 dB の場合に有意確率  5 % (U = 8，

p < 0.05) でそれぞれ有意差が認められた。どちらの呈

示音圧レベルにおいても男性よりも女性の方がノイズ

をより「大きい」と評価していた。  

 

 

図 3. 各呈示音圧レベルにおける男女別のノイズの

大きさの平均評価値と標準偏差  

 

6. 自然環境音の大きさ評価実験  

自然環境音の最適聴取レベルには男女差が認めら

れなかったが，音楽再生音やノイズの大きさの評価実

験から，音の大きさの知覚において男女差が存在する

ことが示唆された。そこで，自然環境音を用いた場合

にも音の大きさの知覚に男女差が生じるか，様々な呈

示音圧レベルに設定した自然環境音を用いて検討した。 

6.1. 実験環境  

3.1 節に示す自然環境音の最適聴取レベルの測定実

験と同様である。被験者は九州大学の学生 14 名 (男性

7 名，女性 7 名 ) で，自然環境音の最適聴取レベルの

測定実験に参加した被験者と同一人物である。 

6.2. 実験刺激  

実験刺激には自然環境音の最適聴取レベルの測定

実験と同じ表 2 に示す 6 種類の自然環境音を用いた。

刺激の呈示音圧レベル条件として，音楽再生音の大き

さ評価実験で用いた「平均条件」「+5 dB 条件」「 -5 dB

条件」の 3 つに加え，「+10 dB 条件」「+15 dB 条件」を

設けた。これは，音楽再生音の場合に比べて自然環境

音の最適聴取レベルが低く，+5 dB では「大きい」と

評価されづらいと考えられるためである。各呈示音圧

レベル条件での各刺激の呈示音圧レベルを表 4 に示す。 

6.3. 実験方法  

4.3 節に示す音楽再生音の大きさの評価実験の場合

と同様に 7 段階評価とした。  

6.4. 実験結果  

各呈示音圧レベル条件における自然環境音の大き

さの男女別の平均評価値と標準偏差を図 4 に示す。す

べての呈示音圧レベル条件において男性よりも女性の

方が自然環境音をより「大きい」と評価している。  

自然環境音の大きさの評価値における男女差を統

計的に検討するために，呈示音圧レベル条件と性別を

変量とした 2 元配置の分散分析を行った。その結果，  



  

 

表 4. 呈示音圧レベル条件毎の自然環境音の呈示音圧レベル  [dB]  

 

 

 

 

 

呈示音圧レベル条件と性別の交互作用は認められず，

呈示音圧レベル条件の主効果と性別の主効果がそれぞ

れ有意確率  1 % で認められた  (呈示音圧レベル条件 : 

F(4, 240) = 97.9，p < 0.01; 性別  : F(1, 240) = 34.1，p < 

0.01)。  

性別の主効果は，男女によって自然環境音の大きさ

の評価値に差があることを意味する。そこで，どの呈

示音圧レベル条件において自然環境音の大きさの評価

値に男女差が生じたのかを検討するため，4.4 節，5.4

節と同様に各呈示音圧レベル条件における男女の自然

環境音の評価値に対してマンホイットニーの U 検定を

行った。その結果，すべての呈示音圧レベル条件にお

いて有意差が 1 % から 10 % で認められ，男性よりも

女性の方が自然環境音をより「大きい」と評価してい

た  (-5 dB 条件  : U = 204.5, p < 0.01; 平均条件  : U = 

252.5, p < 0.01; +5 dB 条件  : U = 243.5, p < 0.01; +10 

dB 条件  : U = 288.0, p < 0.1; +15 dB 条件  : U = 294.0, 

p < 0.1)。  

 

7. 結論  

最適聴取レベルの測定実験から，音楽再生音の最適

聴取レベルに男女差が認められたが，自然環境音の最

適聴取レベルには男女差は認められなかった。 

音楽再生音の最適聴取レベルに男女差が生じた要

因を検討するために，様々な音圧レベルに設定した音

楽再生音，ノイズ，自然環境音の大きさの評価実験を

行った。その結果，女性の方が男性よりも同一音圧レ

ベルの音を「大きい」と評価する傾向にあった。この 

 

 

図 4. 各呈示音圧レベル条件における男女別の  

自然環境音の大きさの平均評価値と標準偏差  

 

 

 

 

 

 

結果から，音の大きさの知覚における男女差の存在が

示唆された。このような音の大きさの知覚において生

じる男女差が，音楽再生音の最適聴取レベルに男女差

が生じる要因の一つとなるのではないだろうか。女性

が感じる音の大きさと同じ大きさに感じられるように

音楽再生音を聴取したいとしたとき，女性よりも音の

大きさを小さめに知覚する傾向にある男性は，聴取音

圧レベルを高めに設定すると考えられる。 

一方で，自然環境音については，最適聴取レベルに

は男女差が認められなかったが，音の大きさの評価に

は音楽やノイズの場合と同様に男女差が生じ，女性の

方が男性よりも同一音圧レベルの自然環境音をより

「大きい」と評価する傾向にあった。 

このことから，音楽再生音のように聴取レベルが聴

取者の好みに合わせて設定される場合には最適聴取レ

ベルに男女差が生じたのであろう。自然環境音のよう

に実際に聞いた音として記憶された音の音量に合わせ

て聴取レベルが設定される場合には最適聴取レベルに

男女差は生じないと言えよう。 
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 -5 dB 条件  平均条件 +5 dB 条件 +10 dB 条件  +15 dB 条件

蛙の鳴き声  42.3 47.3 52.3 57.3 62.3 

小川のせせらぎ  39.4 44.4 49.4 54.4 59.4 

蝉の鳴き声  45.6 50.6 55.6 60.6 65.6 

鳥の鳴き声  43.9 48.9 53.8 58.9 63.9 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


