
環境騒音観測装置NA-37

環境騒音観測装置（航空機騒音測定用）

NA-37



NA-37は、新しい「航空機騒音に係る環境基準について※」に対応した、Ｌｄｅｎを算出できる、航空機騒音の自動観測装置
です。航空機騒音をより確実に識別する機能をそなえ、さらにコンパクト化を追及し移動測定にも適します。
騒音測定は完全に自動化され、365日の連続測定に耐えうる全天候型の観測装置です。
※昭和48.12　環境庁告示第154号、一部改正平成19年12月付（環告114号）

環境騒音観測装置

NA-37

航空機騒音測定の最前線で活躍、自動観測装置に
堅牢性、メンテナンスの容易さを実現

屋外用マイクロホン
MS-11へ

マイクロホン
システムへ

レーダ受信
ユニットへ

USBメモリ

NA-37

コンピュータ
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航空機騒音観測システム構成例

ＧＰＳ
ユニット

航空機騒音
識別装置
AN-37

レーダ受信
ユニット

精密騒音計
NA-83

オンライン通信用回線
（LAN or NTT公衆回線 or 専用回線）



必要な機能、

全高（一番高い状態）： 4 ｍ
※写真はWS-13、AN-37との組合わせ例
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OptionNA-37の特長
全天候防風スクリーン
用三脚 ST-88S

NA-37用ケース
EF-37

ＡＮ-３７は、従来から行ってきた航空機騒音や地上音の到来
方向の検出が可能です。識別用マイクロホンは、その間隔を
25ｃｍとしコンパクトになり、設置が容易になりました。ＡＮ-
３７Ｒは、音の到来方向による識別に加え、電波による識別に
より、さらに識別性能が向上しました。また、航空機の機数が
観測可能です。

航空機騒音識別装置 ＡＮ-３７/３７Ｒ

NA-37関連製品

NA-83は、JIS C 1509-1：2005 クラス1対応に適合し
ます。（マイクロホンを専用のコードで35 ｍ延長し、全天候
防風スクリーンを装着時にも適合。）
■CEマーキング、EMC指令適合（外来電磁ノイズの影響を低減）

精密騒音計 NA-83

屋外用マイクロホンシステム

屋外用マイクロホン
ＭＳ-１１　

全天候防風スクリーン
ＷＳ-１３

MS-11 WS-13

MS-11は、テスト音源が内
蔵されているため、自動的
に騒音計の校正を行いま
す。また、ヒーターが内蔵
されており、高湿度下での
測定が可能です。

ＷＳ-１３は、バードスパイクを
採用し、鳥害に対応します。

■ 内部メモリへ長時間のデータ記録が可能
■ ＬＡＮ通信によるデータ転送が可能
　 （通信スピードは、従来品（NA-36）に比べ20倍を実現）
■ USBフラッシュメモリ（オプション）による、
 　データ回収が可能
■ ＧＰＳ（オプション）を搭載し、自動で時刻を校正
　 測定場所の位置情報が得られ、移動測定に便利
■ 実音モニタプログラムＮＸ-３７ＷＲ（ファクトリオプション）は、
 　データ形式を２種類から選択し実音の記録が可能
　　 圧縮形式（長時間録音対応）
　　 ＰＣＭ形式（分析対応）
■ 屋外で視認性の良い、カラー液晶表示器の採用
■ バッテリによる、停電時の動作保証機能付き

可倒式で、設置、メンテナンス
が容易です。

移動測定用に便利です。

WS-13の風雑音減少効果
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飛行騒音の測定に。

判定結果の表示画面（航空機）

飛行場の周りに設置されている観測システム

判定結果の表示画面（航空機以外）

飛行騒音イベント検出方法 （単発騒音）
NX-37B/37C共通

騒音イベント検出中　
　
　 

航空機判定 地上音判定

マーク（騒音イベントの航空機識別結果）

航空機騒音処理プログラム NX-37B
航空機騒音データ処理ソフトウェア AS-50PA1

飛行コース下での飛行騒音の測定

航空機騒音データ処理ソフトウェア（AS-50PA1）表示画面

日毎集計値画面例 イベント集計画面例（北から南へ航空機が移動していることを表わします）

最大騒音レベル

閾値レベル

BGN＋10 dB

発生時刻

騒音イベント区間
（継続時間）

10 dB

レベル

（騒音イベント検出中）

暗騒音レベル（BGN）

騒音レベル

時間
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航空機騒音処理プログラム NX-37C
航空機騒音データ処理ソフトウェア AS-50PA2

飛行場近傍での飛行騒音および地上騒音の測定

飛行騒音と地上騒音の測定に。
「航空機騒音測定・評価マニュアル（平成21年7月制定版）」に沿った
測定が可能

※準定常騒音区間の検出にはイベント検出条件を満たした直後の暗騒音をイベント終了まで保持し続ける「暗騒音固定方式」と
　暗騒音を連続的に更新しながら検出する「暗騒音更新方式」を選択できます。

機能の比較表

NX-37B+AS-50PA1

NX-37C+AS-50PA2

項目

器種

飛行騒音のみ

環境基準の
対応

航空機騒音
測定・評価
マニュアルの
対応

航空機騒音の
識別

WECPNL Lden 飛行騒音 地上騒音

開始 準定常騒音区間
（300 秒以上）

終了

騒音レベル（1秒等価騒音レベル）

単発騒音
区間

（飛行騒音） （エンジン試運転）

暗騒音レベル※

10 dB
（任意設定可能）

10 dB
レベル

時間

地上騒音イベント検出方法 （準定常騒音）
NX-37C

航空機騒音データ処理ソフトウェア（AS-50PA2）表示画面

日毎集計値画面例 イベント集計画面例（南西の方向に音源があることを表わします）

10 dB

5016724　騒音観測装置及び騒音観測方法
5016726　騒音観測装置及び騒音観測方法

特許登録番号
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単発騒音
単発的に発生する一過性の騒音。航空機の運行に伴って飛行場周辺で
観測される騒音などがこれに該当する。
航空機の地上騒音も単発騒音に含まれる。

準定常騒音
長時間にわたって継続し、定常的であるがかなりのレベル変動を伴う騒
音。代表として、エンジン試運転・APUなどがある。

用語の説明航空機から発生する騒音の種類

離陸音
航空機の出発時に、飛行場の
滑走路端で滑走を開始し、滑走
路半ばで浮上、上昇し、飛び去
るまでの間の航空機の運航に
伴う音。

タクシング
飛空機が駐機場と滑走路の間
を行き来する際の地上滑走。

着陸音
航空機の到着時に、飛行場の
滑走路に向けて進入降下し、着
地し、さらに多くの場合減速の
ために滑走路上でエンジンの
逆噴射（リバース）を行い、滑走
路から離脱するまでの間の航
空機の運航に伴う音。

エンジン試運転
航空機用エンジンの動作確認
のために行われる試運転。

地上騒音の説明
地上騒音発生のイメージ図

窓領域を使って飛行騒音、地上騒音とその他（除外音）の音を識別します。

音源識別のイメージ図

APU
タクシング

着陸音

市街地

空港ターミナル

駐機エリア

着陸音

APU

タクシング



リアルタイム情報公開システム

応用システム
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「現在の騒音」画面

システム構成図

ＡPU
航空機の主エンジンとは
別に搭載されている小型
エンジン(A u x i l i a r y 
Power Unit : 補助動力
装置）。駐機中の機内に圧
縮空気や油圧、電力を供
給する動力源として用い
られる。

タッチアンドゴー
航空機が離着陸訓練などのた
めに、滑走路に進入、着地、減
速した後、再びエンジン出力
を上げて離陸する飛行形態。

ホバリング
ヘリコプタが浮上してほぼ静
止している飛行形態。

飛行場の周りに多数配置されたNA-37から送られてくるデー
タをリアルタイムに収集し、騒音の発生状況を瞬時に表示、保存
するシステムです。監視装置からサーバ、情報公開端末間をデジ
タル専用回線のVPN（Virtual Private Network）で接続し、
高速にデータ処理を行います。

情報公開トップ画面 情報公開場所の設置例

情報公開端末

ルータ

観測点16

観測点2

観測点1

DSU
（回線終端装置）

騒音監視装置

騒音観測点

A市役所

ISDN ADSL

Virtual Private
Network

収集サーバ 集計サーバ 公開サーバ

ONU
（回線終端装置）

ルータ

中央局

ルータ

ADSL
モデム

B市役所

タッチパネル
ディスプレイ

光ファイバ

離陸音

エンジン試運転

離陸音

エンジン試運転



4つのマイクロホンを用いて、仰角および方位角を測定。

航空機騒音識別装置でとらえた、音源の方向ベクトルデータ表示例

騒音計測用マイクロホンシステムと
航空識別用マイクロホン

●音響信号のみを用いる3軸相関法により、音の到来方向をとらえる
装置です。
●主に空港周辺の航空機騒音監視の識別装置として使用されます。音
の到来方向の違いで騒音源を特定する場合にも使用できます。

航空機騒音識別装置
AN-37
AN-37R（レーダ受信機能付）
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航空機の方向ベクトルデータ

車の方向ベクトルデータ

風の方向ベクトルデータ



原理
2つのマイクロホンを図1に示すように垂直に設置し、その間隔をｄとします。飛行している航空機の音が
仰角θで進入する場合、その音が2個のマイクロホン（M1、M2）に到達する時間差τは、音速をcとして次
式の関係となり、この式を基にして仰角θを得ることができます。

音の到来方向が十分上空側（θ＞0）にあると考えられる場合、
この仰角の情報を航空機音識別に利用することができます。騒
音イベントを検出した際に、この時々刻々の仰角変化を同時に記
録しておき、指定した仰角閾値、仰角割合を満たすものを航空機
騒音と判断することができます。

τ sin（θ）= ×c
ｄ

　航空機の交通管制に用いる管制レーダは航空機に対して質問電波を発しており、航空機は識別記号、気
圧高度などの情報を応答電波で応えます。NA-37ではこの応答電波を受信できます。航空機から受信装置
までの距離が近いほど信号レベルは大きくなります。そのため、騒音イベントと同期している電波であれば、
閾値以上の信号レベルであることから、航空機騒音であると判定することができます。
音響式識別に加えて、電波式識別を併用することにより航空機が見え隠れするような音響的に複雑な場所
での識別機能が向上します。

音の3軸到来方向の検出
図2に示すように4つのマイクロホンを用い直交した3軸に配置することで音の到来方向ベクトル（仰
角、方位角）を計算により求めることができます。その値により、音源の移動方向をより確実に知ること
ができます。

（θ＝90°真上）

図 1

（θ＝0°地上）

θ

τ

上空音

地上音

時間差

Ｍ2

Ｍ1

d

δθ

Ｍ1

Z軸

Y軸
X軸

3軸方向識別装置

航空機の音の仰角θ、方位角δを3軸の
相関データより算出

Ｍ2
Ｍ0

Ｍ3

図 2

管制レーダ地上局 NA-37

相関法による上空音識別手法

電波式上空音識別（AN-37Rのみの機能）

応答電波
質問電波

RESET

ENTER

TOP MENU
POWER

FUSE 2A
(AC IN)

FUSE 5A
(DC IN)

CHARGE
AC IN

(100V-240V~)DC IN(12V  )

BATTERY

USB A
(PRINTER)

USB B
(MEMORY)

USB BLAN

SERIAL2SERIAL1

GPS

SSR

MIC_IN

MIC_IN

AC/DC OUT
AC OUT

AN-37 NA-83

NA-37
ENVIRONMENTAL SOUND MONITOR
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航空機騒音処理プログラム NX-37B/NX-37C■ 仕様 NA-37
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適合規格 
　CEマーキング EMC指令 2004/108/EC　EN 61326（Class 1）、
 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
 低電圧指令 73/23/EEC EN 61010-1
 WEEE指令 2002/96/EC 2003/108/EC EN 50419
 電気用品安全法
騒音計部 
　型式 精密騒音計　NA-83
表示部 
　方式 バックライト付きカラーTFT半透過液晶
　ドット数 320×240ドット
入出力端子 
　USB A端子 プログラムのインストール、外部メモリへのデータ書き込み、プリントアウト
　　方式 ストレージデバイスクラス
　　ポート数 2ポート（USB1.1 Full Speed） 
　　プリンタ接続 プリントアウトを参照
　USB B端子 メンテナンスのための設定変更／データ転送
　　方式 コミュニケーションデバイスクラス、ストレージデバイスクラス
　　ポート数 1ポート（USB1.1 Full Speed）
　LAN端子 ネットワーク回線へのイーサネット接続によるメンテナンスのための
 設定変更／データ転送
　　方式 TCP/IP
　　ポート数 1ポート　10BASE-T/100BASE-TX
　RS-232C端子 公衆回線への接続によるメンテナンスのための設定変更／データ転送、
　　 気象計のデータ取得／制御
　　ポート数 2ポート
　　　通信方式 全二重
　　　通信速度 1 200／2 400／4 800／9 600／19 200／38 400／
 57 600／115 200 bps
　　　データ長 8ビット
データ保存機能 内部メモリ：演算されたデータやメッセージを所定のフォーマットで保存、
 　　　　　 256 MＢ搭載（2 GＢまで拡張可能）
 　　　　　    ※保存データの仕様についてはNX-37B/37Cを参照

時計部 精度：±10 ppm以下、機能：年月日時分秒（うるう年対応）
電源部 AC電源：100 V～240 V、外部DC電源：12 V（11.5 V～15 V）
　停電時動作保証用電池 シール鉛蓄電池（交換3年、電池電圧低下警告機能あり）
　　バックアップ時間 AN-37R非接続時：NX-37WR非動作、LAN、USB非接続時 約2時間
 　　　　　　　　 NX-37WR動作、LAN、USB接続時 約1.5時間
 AN-37R接続時：約45分（外部直流電源の接続により時間延長可能）
使用温湿度範囲 -10 ℃～50 ℃、10 %～90 ％RH（結露のないこと）
保存温湿度範囲 -10 ℃～50 ℃、10 %～90 ％RH（結露のないこと）
大きさ・重さ 270（H）×270（W）×188（D）mm・7 kg
付属品 電源コード×1
 3P-2P変換アダプタ×1

測定機能 騒音検出、航空機騒音識別、地上騒音識別＊、
 評価量算出（WECPNL、Lden）、各種等価騒音レベル算出
設定条件 測定条件、保存条件、印刷条件、通過条件、窓領域による判定条件＊

各種装置の利用  
　騒音計 自動レベルチェック機能、レベル校正（＋、－）、
 レベルチェック条件設定（チェックレベル、許容差）
　AN-37 仰角、方位角を分析して航空機騒音識別に利用
　AN-37R 受信電波を分析して航空機騒音識別に利用
　気象計 ヴァイサラ製WXT520対応。騒音イベント発生時および定期的な気象情報を出力
　GPS ポジション製GSU-36AF(D)対応。自動時刻補正に利用。測位情報を出力
　実音モニタ オプションNX-37WRを使用することで各種トリガ条件での実音録音が可能
システム機能 時計機能、オートシャットダウン機能、自動測定復帰機能、
 バッテリ警告機能、バックライト自動消灯機能
画面表示と操作  
　操作方法 本体の6つのキーで画面上のボタンを操作
　表示言語 日本語／英語
　表示内容 基本情報表示（現在日時、瞬時騒音レベル、各種警告）、
 最新騒音イベント情報、データ一覧、メニュー
データ保存 NA-37内部メモリに、測定データを常時40日分以上（NX-37B）、35日分以上（NX-37C）＊保存
 （内部メモリ256 MB、工場出荷時のデータ保存設定、騒音イベント1日1000件発生の場合）　
 実音データはNX-37WR参照。
印刷機能 ラインON/OFF、データ印刷、紙送り、ハードコピー
通信機能  
　LAN ソケット接続でコマンド通信が可能、FTPサーバ機能
　RS-232C 公衆回線接続／直接接続でコマンド通信が可能
データ転送 測定データ、実音データをUSBメモリに転送（日付範囲指定／継続指定）

屋外用マイクロホン MS-11
マイクロホン部 1/2 インチエレクトレットマイクロホン
　公称外径 13.2 mm
　感度レベル -29 dB（re 1 V/Pa at 1 kHz、基準環境状態）
　（プリアンプ部含む） 
内蔵音源部 1 kHz（マイクロホン校正用、計量法に対応）
 250 Hz、500 Hz、4 kHz（動作確認用）、114 dB（音圧レベル）  
ヒータ部 
　ヒータ電流 DC94 mA
　ヒータ消費電力 0.9 W
使用温湿度範囲 -20 ℃ ～ +50 ℃、100 %RH 以下（結露のないこと）
保存温度範囲 -10 ℃ ～ +50 ℃
大きさ・重さ 外径：φ16 mm×122 mm・約120 g

型式承認番号 第SLF071号
適合規格 計量法精密騒音計、JIS C 1509-1：2005 クラス1、
 IEC 61672-1：2002 Class 1、WEEE指令、
 CEマーキング（EMC指令：2004/108/EC  EN61326：1997+A1：
 1998+A2：2001+A3：2003）
測定機能 
　測定項目 時間重み付きサウンドレベル　 Lp
 時間重み付きサウンドレベルの最大値   Lmax
　シリアル通信によるデータ 100 ms毎のLp、Lmax、Lmin、Leq
　測定レベル範囲 A特性：28 dB ～ 138 dB、        ※計量法上の表記　28 dB～130 dB
 C特性：36 dB ～ 138 dB、
 Z特性：42 dB ～ 138 dB
　直線動作全範囲 28 dB ～ 138 dB
　（A特性、1 kHz）　
　自己雑音レベル A特性：20 dB以下、C特性：28 dB以下、Z特性：34 dB以下
　測定周波数範囲 20 Hz ～ 20 kHz　　※計量法上の表記　20 Hz ～ 12.5 kHz
　周波数重み付け特性 A、C、Z特性
　時間重み付け特性 F（Fast）、S（Slow）特性
　直線動作範囲 110 dB
　レベルレンジ切換えなし バーグラフ表示範囲　30 dB～130 dB
　実効値検出回路 デジタル演算方式（サンプリング周期 20.8μs）
　基準周波数 1 kHz
校正信号出力   マイクロホン内蔵音源による音響校正（計量法に対応）
 114 dB、1 kHz
防風スクリーン補正機能 防風スクリーンWS-13装着時にも規格適合するように、
 周波数特性を補正

精密騒音計 NA-83

●オプション
品 名

全天候防風スクリーン WS-13
GPSユニット NA-37-S08 
GPSアンテナセットC SZ-53C 
USBフラッシュメモリ 5ZSLUF00
NA-37用ケース EF-37
気象計 WXT520
ラック取り付け耳 NA-37-S09
全天候防風スクリーン用三脚 各種 
AN-37用スペーサ（22 mm用）（ST-81用） AN-37-S09
7Pマイクロホン延長コード 各種
識別用延長ケーブル 各種
SSRアンテナ用延長ケーブル 各種
GPSアンテナ用延長ケーブル 各種

型 式

＊ NX-37Cのみの機能



●外形図（単位：mm）

正面

側面

航空機騒音識別装置 ＡＮ-３７

音響式識別部 AN-37と同様
電波式識別部  
　アンテナ λ/4無指向性アンテナ（SMA-P）
 35 mまで延長可能
　入力部 アンテナコネクタ（SMA-J）
　受信周波数帯 1090 MHz
　制御機能 感度
付属品 アンテナ ×1
 アンテナ取付金具 ×1（対応パイプ径 22 mm～32 mm）
 アンテナケーブル 3 m ×1

実音モニタプログラム NX-37WR（ファクトリオプション）

入力部
　入力コネクタ ６ピン丸型コネクタ×1
   測定レベル範囲 45 dB～130 dB
   測定周波数範囲 100 Hz ～ 1500 Hz（-3 dB減衰周波数）
   Ａ/Ｄ変換機 分解能  24ビット
マイクロホンシステム
　マイクロホン間隔 25 cm
　支持部材質 ステンレス
　ポール径 22 mmか32 mm
　大きさ・重さ 407（H）×444（W）×331（D）mm・2.2 kg
付属品 マイクロホン（UC-52）×4個
 プリアンプ ×4個
 防風スクリーン×4個
 マイクロホンステイ×１組
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自動録音  
　騒音イベントトリガ 騒音イベント発生に連動して、最大騒音レベル付近の実音を録音
　レベルトリガ トリガレベルを超えている区間を録音（60秒毎にファイル分割）
 トリガレベルは時間帯別に設定可能
　インターバルトリガ 周期1～60分毎に録音
手動録音 画面操作や通信コマンドにて録音開始、停止
録音時間  
　録音時間 5～60秒（プリトリガ時間を含む）。騒音イベントトリガ、
 インターバルトリガ、手動録音での録音時間
　プリトリガ時間 0～5秒。騒音イベントトリガ、インターバルトリガ、
 手動録音で録音開始にさかのぼって録音される時間
ファイル 
　形式 圧縮またはPCM
　サンプリング周波数 48 kHz
　チャンネル数 1（モノラル）
　データ長 16 bit
ファイル保存量 
　制限 1日2000ファイル以内、最大100日
　使用メモリ量 NA-37内部メモリに、実音データを常時40日分以上保存
 （内部メモリ2 GB、圧縮形式　録音時間5秒、1日1000件とした場合）

航空機騒音識別装置（レーダ受信機能付） AN-37R（ファクトリオプション）

188 1030

●WS-13構造図（単位：mm）

屋外用マイクロホンMS-11

フェライトコア

音源およびヒータ内蔵のプリアンプ

7Pマイクロホン延長コード
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〒185-8533   東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458

〒336-0017   さいたま市南区南浦和 2丁目 40番 2号  南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361 FAX.048-813-5364

〒530-0001   大阪市北区梅田 2丁目 5番 5号  横山ビル
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673

〒460-0002   名古屋市中区丸の内 2丁目 3番 23号  和波ビル
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458

〒812-0025   福岡市博多区店屋町 5丁目 22番  朝日生命福岡第 2ビル
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847

〒192-0918   東京都八王子市兵衛 2丁目 22番 2号
TEL.042-632-1122 FAX.042-632-1140

本社・営業部

東日本営業所

西日本営業所

東海営業所

九州リオン（株）

リオンサービス
センター（株）

1004-5　1208.P.Dこの印刷物は環境に配慮したベジタブルインキ・再生紙を使用しています。

＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 0120-26-1566 当社の休日および土・日・祝日
を除く 9：00～17：00




