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拡声放送装置のハウリング対策について 
―北海道横断自動車道トンネル群での設置事例― 
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 北海道横断自動車道には、トンネル内で発生した火災、事故等の緊急情報を、道路管理者か

ら音声により運転者に伝達するため拡声放送装置を設置している。 
拡声放送装置については、設計要領に基づき計画されたものであるが、本施工区間ではトン

ネルが隣接しており、機能及び安全を考慮したハウリング対策が必要であることが判明した。 
本発表は、ハウリング対策についての検討内容と調査結果について報告するものである。 
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1. はじめに 

 
北海道横断自動車道浦幌IC～阿寒IC間のうち、釧路開

発建設部施工区間の延長は30.9kmある。この間には14本

(図-1、表-1)のトンネルがあり、その総延長は15.4kmで

実に施工区間の50％をトンネルが占めている。 

 トンネルには、自動車火災、事故等非常時における事

故の拡大及び二次災害を防ぐため、トンネル等級に応じ

た非常用設備が設置されている。拡声放送装置も非常用

設備の一部であり、非常時において道路管理者から直接、

避難指示、誘導等緊急放送を音声により運転者に伝える

装置である。 

本装置は、設計要領１～３）に基づき計画されたもので

あるが、本施工区間にはトンネルが多数存在し、かつ隣

接しているため、設計にあたり機能及び安全を考慮した

ハウリング対策が必要であることが判明した。 
このため、ハウリング対策を行うにあたり実施した、

調査、検討及び対策について報告する。 

 
図-1  トンネル概要 

 

 

表-1 トンネル一覧（釧路開発建設部施工区間） 
トンネル名 延 長(m) 等 級 

小音別トンネル 190    D 

衆音別トンネル 347    C 

軽満トンネル 1,964    B 

白涼トンネル 516.4  C 

カラ里トンネル 3,016    A 

カラマントンネル 145    D 

カラマン別トンネル 520    C 

白音トンネル 713.9  B 

大曲トンネル 898    B 

縫別トンネル 499    C 

鍛高トンネル 2,383    A 

上庶路トンネル 758    B 

庶路トンネル 2,265    A 

阿寒トンネル 1,173    B 

合計 15,388.3  
 

 

 

2. 拡声放送装置設置箇所 

 

本施工区間は、前述のとおりトンネル区間が実に50％

を占め、かつトンネル間が隣接する山間区間であること

から、緊急事象の情報提供のため全トンネルに拡声放送

装置を設置している。 

 
(1)   拡声放送装置の構成 
 拡声放送装置は、ラジオ再放送設備(割込み機能有り)

と共用する形で設置され、放送操作卓(トンネル電気室、

管理ステーションに設置)及び現地トンネル機器により
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拡声放送を行う装置である。現地トンネル機器は、マイ

クボックス(音声入力)とスピーカ(音声出力)により構成

される。(写真-1) 

 

 
写真-1  現地トンネル機器（マイクボックス(左)とスピーカ

(右)） 

 
(2)   拡声放送装置の配置(設計要領) 
 拡声放送装置を構成するマイクボックスは、トンネル

の坑口付近に設置し、スピーカは、トンネル坑口付近及

び非常駐車帯に配置することとしている。(図-2) 
 

 

図-2  拡声放送装置の配置(設計要領) 

 
 

3. 拡声放送装置の配置と問題点 

 
拡声放送装置の配置(図-2)の施工にあたり、過去の事

例から運用時の問題があることが判明した。 

 

(1)   拡声放送装置の配置(設置事例) 
 過去の設置事例では、図-3に示すとおりマイクボック

スを非常駐車帯に設置し、トンネル坑口付近には設置し

ていない事例があることが判明した。 
 

 

図-3  拡声放送装置の配置(過去の設置事例) 

 

(2)   マイクボックスの配置と問題点 
 非常駐車帯ではマイクボックス付近にスピーカがある

ため、放送内容がマイクに再入力され、結果として「ハ

ウリング」が発生してしまう。この問題を解消するため、

非常駐車帯にある非常電話ボックス内(写真-2)にマイク

ボックスを設置することにより、スピーカからの音声を

遮断し、マイクに再入力されないように考えられた。 
 

 
写真-2  非常駐車帯に設置されている非常電話ボックス（外観

(左)とマイクボックスの設置状況(右)） 
 
(3)   設置事例での問題点 
 設置事例ではハウリングの機能面における問題はクリ

アされるが、坑口付近には非常電話ボックスと同様な音

声を遮断する施設がなく、ハウリングが発生するためマ

イクボックスを設置していない事例がある。 

 しかし設計要領では、トンネルの坑口付近にマイクボ

ックスを設置することを基本としており、トンネル内で

火災が発生した際は、トンネル内に立ち入ることなく運

用できるよう配慮されている。これらはトンネル坑外の

電気室(標準設計で放送架を配備)から放送可能であるが、

電気室内からの運用では周囲の状況確認が不十分なまま

運用することとなり、避難誘導等の適切な情報伝達を目

的とする面から課題となる。 

 

 

4. 拡声放送装置の適正配置に向けた検討 

 
拡声放送装置の配置については、前述のとおり設計要

領による配置では、ハウリング対策の機能面が課題とな

り、過去の設置事例による配置では、運用面で放送者の

安全と周囲状況の把握が両立せず、課題となることが確

認された。これら両方の問題をクリアするため、設計要

領をベースとした設計の見直し及び現地調査による検討

を実施した。 
 

 (1)   ハウリング 
 設計要領による配置とした場合、ハウリング対策が重

要な問題となることから、ハウリング発生の仕組み等に

ついて確認した。 
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a) ハウリング発生の仕組み 

 ハウリングとは、マイクにより得られた音声信号をア

ンプで増幅し、スピーカから出力する際に起こるもので、

スピーカからの出力が過度に大きい場合、マイクをスピ

ーカに近づけると振幅の大きな規則的な電気信号が得ら

れる。多くの場合その音は不快感を伴う中～高周波の

「ピー」「キーン」といった音である。これはスピーカ

からの出力の一部がマイクに帰還されたことにより生じ

る発振現象である。 

 上記を図解すると図-4４）のとおりとなり、スピーカ

からの出力が大きい場合では、音声がマイクへ帰還しア

ンプにより増幅を行う現象を繰り返すというもので、あ

る一定のレベルを超えると発振現象(ループ状態)により

ハウリング(雑音)が発生するものである。 

また、ハウリングを起こす周波数成分は、音響設備が

使用される空間特有の音響特性により多様なものとなっ

ており、その音響特性は、空間の広さ、形状、壁や天井

の材質、マイクやスピーカの設置場所など、空間のあら

ゆる要素が反映されるものとなる。 

 

 

図-4  ハウリング発生の仕組み 

 

 

 (2)   現地調査によるハウリングの確認 
 設計要領に基づく配置（トンネル坑口付近にマイクボ

ックス及びスピーカ配置）とした際に、実際の現地での

使用環境にてハウリングが発生するかを確認した。 

 なお、調査箇所についてはハウリングが生じやすいと

考えられる箇所を選定した。 

・トンネル間が短い箇所(対向側のトンネルに設置する

スピーカからの音声が届きやすい) 

・トンネル間（明かり部）が切土の箇所(音声が反射し

てマイクに入力されやすい) 

a) 現地調査概要 

トンネル間が短く切土区間の2箇所、軽満トンネル～

白涼トンネル(76m)、カラマン別トンネル～白音トンネ

ル間(83m)にて調査を行った。 

トンネル坑口付近(坑口より2m)に、スピーカ(高所作

業車)及びマイク(スタンドマイク)を図-5､写真-3に示す

形にて設置し、実際の現地でのハウリング発生の有無を

確認した。 

 

 

図-5  現地調査概要図 

 

 

 
写真-3  現地調査状況 

 

 

b) 現地調査結果 

 調査の結果、トンネル坑口付近(坑口2m)にて拡声放送

装置を配置した場合は、激しいハウリングが発生し、運

用に適さないことが確認された。 

 

(3)   ハウリング対策 
 ハウリング発生の仕組みから、対策における重要なポ

イントは、①ハウリングが発生しやすい周波数成分のレ

ベルを抑制すること、②スピーカからの出力を音量レベ
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ルが高い状態でマイクに再入力させないことであると考

え、その対策について検討した。 

a) 周波数成分の抑制 

ハウリング対策を目的に市販されている装置で、フィ

ルタ制御によりピークレベルを抑制する働きを行う『ハ

ウリング抑制器』を用いて対策確認することとした。 

・ハウリング抑制器は、信号をアナログ→デジタル→ア

ナログの働きでハウリング周波数を探し、フィルタ設

定を行う装置である。  

b) マイクへの音量レベル抑制 

スピーカ及びマイクボックスの配置については、構造

物であるトンネルでの使用であることから、スピーカと

マイクボックスの離隔による影響だけとは限らず空間特

有の音響特性による影響もあると推測し、スピーカの配

置をトンネル坑口付近のうち、トンネル内坑口2m(図-6)、

トンネル内最前面(図-7)、トンネル外最前面(図-8)の3

パターンで調査し、ハウリング抑制器(メーカが異なる

比較的安価(10万円～20万円程度)な3機種を選定)と合わ

せた形により確認することとした。 

また、マイクボックスについては、放送者の安全面及

び運用面(トンネル内及び明かり部の状況が確認可能で

あること)を考慮し、トンネル内坑口2mの配置とした。 

 

 
図-6  スピーカ設置場所(トンネル内坑口2m) 

 

 

 

図-7  スピーカ設置場所(トンネル内最前面) 

 

図-8  スピーカ設置場所(トンネル外最前面) 

 

 

c) 安全拡声利得 

拡声設備のハウリング発生に対する確認方法として、

安全拡声利得という測定値による指標があり、これは、

ハウリングを発生させないでどれだけの音圧レベルを拡

声対象エリアにて出力できるかを示す値で、-6dB以上が

安全な拡声状態、-10dB以上が目標値とされていること

から、この安全拡声利得(マージン)を確保することで対

策内容を数値化により確認することとした。 

また、安全拡声利得の測定方法は図-9５）に示す概要

図及び以下のとおりとなっており、今回の現地試験にお

いても測定器の構成は異なるが、この測定方法に準じて

測定を行った。 

・音響設備を通常マイクを使用する状態にする。 

・ハウリングの臨界点まで音響調整卓のゲインを上げた

後、可変抵抗器で6dB下げる。 

・音源装置からピンクノイズを再生し、被測定マイクの

位置で80dBの音圧レベル(LM)になるように擬似音源ス

ピーカのアンプのゲインを調整し、拡声対象エリアの

音圧(LA)を測定する。 

安全拡声利得は次式のとおり 

（安全拡声利得）＝（LA）-（LM） 

 

 

図-9  安全拡声利得測定概要図 
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(4)   ハウリング対策検討に基づく現地試験 
 検討した対策について、前回現地調査時と同様に高所

作業車等を用いて現地での試験を行った。 

現地試験の結果は、表-2のとおりとなった。 

 

表-2 ハウリング対策試験とりまとめ結果 

 

 

 

a) 現地試験結果 

 表-2のハウリング対策試験とりまとめ結果より、トン

ネル内坑口2mにスピーカを配置した場合は、ハウリング

抑制器の有無を問わず全てのパターンにてハウリングが

発生した。トンネル内最前面にスピーカを配置した場合

は、ハウリング抑制器なしではハウリングを抑制できな

かったが、ハウリング抑制器2機種を用いた場合は、フ

ィルタ制御により音圧レベルは若干の低下ではあったが、

ハウリングの発生を抑制できることが確認できた。トン

ネル外最前面にスピーカを配置した場合は、ハウリング

抑制器の有無を問わずハウリングの発生を抑制できた。 

なお、ハウリング抑制器のうちC機については、フィ

ルタ制御による音圧レベル低下が著しく、検証除外とし

た。 

 

 

5. まとめ 

 
拡声放送装置の設置において、設計要領と安全面を考

慮したハウリング対策が必要であることを確認した。 
設計要領に基づき、安全面に配慮しマイクボックスを

トンネル坑口付近に設置するものとし、ハウリングを解

消するため、現地調査、ハウリング対策の検討、現地試

験を実施した。 
検討の結果、スピーカ配置の見直し(トンネル外最前

面配置)及びハウリング抑制器を併用するこことで、ハ

ウリング発生を抑制する目標値もクリアし、目的である

拡声放送装置の機能及び安全を考慮した適切な配置を確

認することができた。 
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