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This study aims for early childhood environmental education focused on sound environment. Toward this, we researched

understanding environment from user’s view in young-children educational field. We suggested some methodologies many-sided

observing sound field from children’s view. 1) Observing Kindergarten Children’s Activities: We observed their activities and

classified them by sound communication. 2) Analyzing Activity Sound: We recorded their activity sound and grasped their

characteristics by frequency analysis. 3) Measuring Kindergarten Facility’s Acoustic Efficiency by Children’s View: To measure this

from “children’s view”, we focused on “hearing height”. These methodologies suggested that various sound spatial became effective

opportunity for children’s development.
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1. まえがき

都市計画や施設設計，インテリアデザインに至るまで，環境づくり

における現在の取り組みは，視覚的側面に重きがおかれる傾向にある

と言えよう。多様な環境因が存在する中，人間の五感の中でも視覚に

よる影響が大きいことは明らかであるが，“雰囲気”や“モノの気配”

など，視覚的側面だけでは説明しきれない重要な環境因も数多く存在

する。そうした要因も含めた“環境全体”に対する取り組みは，非常

に重要であると考えられる 1)。

社会における“環境”は，その場に集う人々といった人的環境と人々

を取り巻くモノ的環境との相互作用によってつくられるものである。

それらは独立した存在ではなく，互いに影響を及ぼし合い，その場に

おける暮らしの中で変化を続けながら形成されていると捉えられる。

このように，環境づくりを人々の社会的実践によるものと捉えると，

住みよい街づくりは参加型で成り立つものであるといえる。

視覚化されづらい環境因の中でも「音環境」は，会話等の言語的コ

ミュニケーションのみならず，“話のはずむ空間”“落ち着ける居場

所”といった場の雰囲気や，サイン音・環境音等の外的刺激によるあ

らゆる行動の“動機づけ”など，環境全体のコミュニケーション活動

に深く影響していると考えられる。

音環境に関する社会的関心として，従来から騒音問題が挙げられる。

騒音の中でも，工場騒音についての対処や家電製品の静音化など，“モ

ノによる騒音”の解決について積極的に取り組まれてきた。近年では

アクティブノイズコントロールといった能動的に音場を制御する技

術の研究も盛んに行われ，一部で実用化されている。このような努力

により，人とモノとの間の騒音問題は，着実に解決の方向へと進んで

いるといえよう。一方で，近年問題視されているのは“人と人との間

に生じる騒音問題”である。「子どもの声」や「マンションの上階の

人の足音」など，この問題での“被害者”の訴えの大半は人が発した

音に向けられている。それには人間関係や建築施設の物理的環境など

複雑な背景が絡んでおり，解決は非常に難しい。

こうした音に関する諸問題に対し，R, Murray Schafer は，その原

因として「人間の意識」に着目し，「音楽」は人々の楽しみとして受

け入れられる一方で，楽音以外の日常生活における音（環境音）を「聞

く」姿勢が失われてきたことによる影響の大きさを指摘している 2)。

1980 年代以降，イヤホンやヘッドホンを着けて街中を歩く人が急増し

たことは，こうした傾向の表れとも言えよう。“自ら周囲を聞く姿勢”，

そして，それに伴う“自分自身が音源である自覚”の低下は，人によ

る騒音問題に大きく影響していると考える。

現代社会のこうした風潮は，人と人との間の騒音問題の本質的な原
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因であるともいえる。聴覚は視覚とは異なり「聞く」対象を個人の意

志によって操作しにくい。例えば，夜中に騒がしい音が聞こえてきて

も，目を瞑るように耳を閉じることはできない。音の感じ方は“いか

に聞くか”に左右され，人間は概して聞こうとしない状態で侵入され

てきた音に対してあまり好ましい印象を持たない 3)。音環境のあり方

を考えてゆく上で大切な観点は，“いかに聞くか”という点であると

思われる。

そこで，住環境周辺などで生じている“人と人との間に生じる騒音

問題”を本質的に緩和することを志向するならば，建築環境教育にも，

この様な観点から取り組みを進めるべきではないだろうか。つまり，

ある特別な教育プログラムを履修させるとともに，人が自ら日常の生

活環境から学ぶ過程を重視し，その生活環境面に配慮することによっ

て教育を行う方法も目指せると考える。特に“聞く行為”のような人

間の基本的行動は，感受性の豊かな幼児期における学習による影響が

大きいとされている。発達過程における幼児の学ぶ過程は，人的要因

やモノ的要因を包括した周囲の環境如何で大きく変容するものであ

るので，その環境づくりは社会において優先して取り組まれるべき課

題であるといえる。

しかし，幼児教育・保育施設等の公共施設におけるモノ的環境に着

目すると，十分な配慮が行き渡っているとは言い難い。感受性豊かな

幼児期の子どもたちにとっての環境に対する取り組みは今後強化さ

れるべきであると考える。教育施設における音環境に対する取り組み

には，施設の設計における推奨値の提案として，学校施設の音環境保

全基準 4)が代表的である。学校音響分野では，授業，音楽活動，講演

等の活動目的に沿った室内音響設計，近隣騒音問題の解決，近年増加

傾向にあるオープンプラン教室における音に関する問題の解決等に

ついて取り組まれてきた。

表

分類

Lesson 読み聞か

Playing
音楽活動

（踊り，

Free 運動（走

（自然物

就学前の幼児教育・保育施設における音に関する取り組みに関し，

音楽活動を通した学習活動（音玩具の自作，身体のうごきを伴う音あ

そびや，環境音，例えば街の音等の探索等を含む広い意味での音楽学

習）についての研究等は数多い 5)6)。一方で，より日常的な生活にお

ける音環境に着目した取り組みや研究は少なく，日本での研究は，関

沢らによる音響設計に関する研究 7)，志村・藤井らによる騒音実態や

国際比較に関する研究 8)が挙げられる。

本論文では，こうした背景を踏まえ，施設における幼児の学習活動

に着目し，日常生活において幼児を取り巻く音環境を幼児の観点から

客観的かつ多面的に観測する手法を検討した結果を報告する。

2． 幼児の学習活動と音環境

2.1 幼稚園施設における活動調査

本章では，幼児の学習活動の調査として，幼稚園で行われている学

習活動を音環境とのかかわりに着目して行動観察を行い，活動の分類

及び音場の分析を行った結果を述べる。千葉県私立 K幼稚園を対象と

して天井吸音仕上げの異なる保育室２室で調査を実施した。施設概要

を図１に示す。

2.2 音環境と幼児のコミュニケーション活動

幼稚園の活動時間において，DV カメラを用いて収録し，観察された

活動を音環境，ここでは「自分」「他者(先生・友だち)」「モノ的環境」

のかかわり方に着目し，幼児の聞く行為の注意の向けられ方に沿って

分類した。具体的な活動内容を表１に，活動形態図を図２に示す。

Lesson は「先生」，Playing は「自分と他者」，Free は「環境全体」

を主に聞く対象としている。“聞く行為の学習”を通して「他者の考

えを聞くこと(Lesson)」「周りと共同的活動をすること(Playing)」

「自ら気づき，働きかけること(Free)」といった社会的実践活動に展

開してゆくと捉えられる。Lesson 時は“話の聞き取りやすい空間，落

ち着ける空間”，Playing 時は“音場の共有感”，Free 時は“あそびの

動機づけとして創造性あふれる空間”といった形で音環境設計の目的

を立てられると考えられる。

K-2: 岩綿吸音板
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１ 音による幼稚園での活動分類

活動内容

せ，連絡事項伝達，全体集会，発表会，等

（歌遊び，楽器遊び等），身体の動きを伴った活動

振り付きあそび，等），遊戯会，等

る，飛び回る，縄跳び，等），ことば遊び，玩具

，プラスチック玩具）あそび，等

図１ K 幼稚園 2F 平面図 (a) Lesson: 読み聞かせ，等 (b) Playing: 歌う，踊る，等

1 月 －48－
(c) Free: 自由あそび
図２ 幼稚園施設における音環境
K-1: 天井吸音なし
と活動形態モデル図



2.3 活動時の音環境調査

活動時間帯における録音・音場分析及び教諭へのインタビューを行

い，活動時の音環境調査を行った。録音は騒音計を使用した。

録音時の活動を，前章で示した音環境とコミュニケーション形態モ

デル（図２）に沿って分類し，活動時における音の特性を把握する手

段として５分間の音圧レベル（オクターブ帯域別および F・A 特性の

全帯域注 1））等価平均値（Leq）を求めた。分析結果を図３，４に示す。

幼稚園の音環境は，Lesson時やPlaying時のように幼児の活動音（声

や身体の動き）が主な音源である時，1～2 kHz 帯域及び 63～125 Hz

帯域のレベルが大きいことが特徴的である。これは幼児の声の高さや，

走り回ったりする振動音の影響が大きいと考えられる。特に声の占め

る割合の大きい場では F特性全帯域レベルと A特性全帯域レベルとの

差がほとんどないことが特徴的である。

また，天井仕上げの異なる２室の違いについて，現場教諭から「K-1

室では子どもが落ち着きづらく，興奮してしまう」との声が聞かれた。

形状はほぼ同様だが，天井吸音の有無が響きの違いに大きく影響し，

結果として活動時の音圧レベルの増大につながっていることが推測

される。一方，自由あそび時には，例えば洞窟のような穴ぐら的空間

において自分の声を発して楽しむ，というように“音の響き”自体と

かかわり合う中であそびを展開させる様子が観察された。Lesson 時は

落ち着ける空間として，Free 時には創造性あふれる空間として，望ま

れる室の響きが異なるということが指摘できる。

2.4 考察

本章では，学習活動と音とのかかわりを観察し，活動の分類及び活

動モデルに沿った音場の把握を試みた結果，活動形態に沿った音環境

デザインの可能性が示唆された。

行動観察において音とのかかわりを捉えるにあたり，幼児期は「感

情」といった自己内に起こる刺激よりも環境などの外的刺激に直接反

応して行動する傾向にあるという点に着目すると，“自ら聞く行為の

学習”は，声等の音としての反応だけでなく，対象の方向を向く等と

いった目に見える行動としても反映されやすいと考えられる。そこで，

活動時の行動観察において観察対象の音場を客観的に把握すること

は，活動と音とのかかわりに着目した行動観察において重要な要素で

あるといえる。よって，音環境と聞く行為の学習活動の関連を多面的

に把握する手段をさらに検討してゆくことが必要であると考える。

また，幼稚園施設での音環境は，全体的な音圧レベルが大きい傾向

にあることが示唆された。もし，いわゆる「強度の騒音環境」が活動

時間の大半を占め，園において“普通の環境”となってしまっている

とすれば，指導にあたる教諭の健康面はもちろん，幼児にとって危険

な状態であると指摘できる。しかし，自由あそびの時間は幼児にとっ

て自由に活動できる時間であるべきで，「静かにする」など活動が制

限されすぎる状況は望ましくない。幼児にとって自由な活動と「よい

音環境」が同時に保障されるには，建築計画段階での配慮と現場の教

諭による適切な場の用い方が必要であり，各園の運営方針・教育方針

や場の使い方に沿ったデザインが行われることが重要である。

例えば，対象園では“「落ち着きづらい」保育室（K-1 室）を年長（５

～６歳児）時に使いこなせるようする”という「年齢に応じた学習の

場」として，響きの異なる２室を使い分けている。これは，「どのよ

うな場所でも話を聞くときには静かにする」ことを通して，「どんな

環境でも周囲の状況に応じた行動をとる」ことの学習を目的としてい

る。このように，音環境づくりには教育者と設計者が共同で行ってゆ

くデザインの可能性が秘められており，幼児にとって「よい環境」と

いう目的を持った総合的な取り組みが期待できる。

3． 幼児の観点に立った音響性能測定

3.1 幼児教育・保育施設の音響設計

幼児を取り巻く施設等のモノ的環境は，後の世代よりも重点的に取

り扱われるべきであるが，現状は年齢が上がるにつれて配慮が厚くな

っている傾向は否めない。保育施設は，そのニーズの多さにもかかわ

らず，行政面からも最低限界域の環境にならざるを得ない状況に置か

れている。一般に建築実務において軽視されがちな音響的側面に関し

ては，規則（Norm）として明確な基準が設けられておらず，推奨値と

して一部提案されているのみである。幼稚園・保育所においても学校

音響と同様の取り組みが期待されるが，現段階では実態すら明らかで

なく，明確な方針を持った取り組みが困難な状況にある。

そこで，本章では，施設の主たるユーザである幼児の観点を考慮し

た幼稚園施設の音響性能の評価手法の検討を行った結果を述べる。

図３ 活動形態別音圧レベル（K-1 室）
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3.2 現場測定

保育室２室において，施設の音響性能測定として，残響時間，近接

４点法を用いた空間情報の把握，音圧分布の測定を行った。従来の音

響性能の測定では，JIS によって測定時のマイクロホン高さを 120cm

もしくは 150cm と定められているが，幼児の身体的特徴や行動パター

ンを考慮してマイクロホン高さを 60cm（幼児が座って聞く高さ）・

120cm（大人が座って聞く高さ）・150cm（大人が立って聞く高さ）と

し，受音高さによる音響性能の影響の受け方の違いの抽出も試みた。

測定図を図５，６に示す。

また，簡易に音響特性を変更する手段として吸音材（ポリエステル

ウール：厚さ 5cm，32K）を持ち込み，「床面・壁面（低い位置）・壁面

（高い位置）」の３パターンの配置方法で測定し，比較・検討を行っ

た。吸音材の配置図を図７に示す。

3.2.1 残響時間

保育室の残響時間の測定結果を図８に示す。小・中・高等学校の教

室では，授業時の聞き取りやすさを考慮して中音域（オクターブバン

ド中心周波数 500 Hz と 1 kHz）の平均値で 0.6 秒程度が推奨されてい

るが，K-1 はやや長めの値となっている。保育室は学校の教室よりや

や小さい設計となっていることを考慮すると，言葉の面ではやや聞き

取りづらい環境であることが指摘できる。また，残響時間の測定結果

には，受音高さによる違いは見られない。

次に，吸音材を持ち込んだ時の残響時間を図９に示す。中音域に吸

音効果があることが分かるが，平均して約 0.1 秒短くなっている。ま

図５ 残響時間・近接 4点法測定位置

図７ 吸音材配

図８ 残響時間（K-1 室

図９ 吸音材持ち込み時残
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た，配置位置によって若干異なり，「壁面低」では効果が得られにく

い結果となっている。これは，室内の備品が影響していると思われる。

室内には多くの家具や備品が配置されており，特に幼稚園では高さの

低いものが多い。机や椅子は 30～60cm 程度の高さで，幼児の身体に

合った大きさのものが用いられているので，壁面の低い位置に吸音材

を配置してもそれほど効果が得られなかったものと推測される。

3.2.2 近接４点法を用いた空間情報の把握

図６ 音圧分布測定位置
(a) 床敷 (b) 壁面低・高
反射音構造を詳細に求めることを目的として，近接４点法注 2)を用い

て音空間情報の把握を試みた。特徴的であった H=60cm，150cm の x-z

面の仮想音源分布を図１０に示す。

H=60cm では特に吸音材床敷時に床面反射音が減少していることか

ら，床面反射音の影響が大きいことが示されている。一方，受音点が

低いにもかかわらず「壁面低」時の効果が小さいことは，保育室に配

されている机や椅子等の身近にある備品による反射音の影響の方が

大きいことによると考えられる。H=150cm では天井から受ける反射音

の影響が大きい。これは保育室の高さが学校教室などの施設よりも低

い 260cm であり，受音点が天井に近いことによると考えられる。吸音

効果は，「壁面高」時が最も効果的である。

置図
また，K-1 室における吸音材配置別で比較すると，「壁面高」時が高

さによる音場の違いが少なく，最も響きのバランスの取れた状態とな

っているといえる。従来から既存の部屋において吸音効果を見込んだ

処置として絨毯を敷くなど床面への対処が推奨されることが多い。し

かし，備品の影響が大きいという観点や音場の共有感といった観点も

同時に考慮することが必要である。施設設計時や内装改修時，備品配

置時等のモノ的環境づくりの計画段階において，幼児と大人との受音

高さの違いによる反射音構造の違いも踏まえる等といった多面的な

見方により，場に即した音響設計を行ってゆくことが期待できる。

・K-2 室）
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3.2.3 音圧分布

K-1 室においてスピーカを音源とした音圧分

布の測定を行った。対向スピーカを 140cm の高

さに設置し，測定信号には白色雑音を用いた。

特徴的であった H=60cm，150cm 点における 1 kHz

帯域の測定結果を図１１に示す。

前項で記したように，吸音方法として保育室

に絨毯を敷くことがよく提案されるが，床面に

特化して吸音すると特に受音高さの低い点で

の減衰が大きく，平面的な幼児の座る場所の違

いによって聞く音の強さが大きく異なること

が指摘できる。授業時は幼児と教諭や幼児同士

が同じ場を共有するので，幼児の平面的な位置

の違いによる音圧レベルの違いは好ましくな

いといえる。

また，残響時間及び仮想音源分布の結果と同

様に「壁面低」時の吸音効果は「壁面高」時に

比べて小さいが，その傾向は受音高さの低い点

において特に顕著である。保育室にある椅子や

机は幼児の身体に合わせた大きさであるが，

H=60cm 点は机の高さよりも低いので，吸音材よ

りも机の反射音の影響の方が大きいことによ

ると推測できる。

以上を踏まえ，幼児にとって望ましい音環境

を検討すると，この場合は壁面高部を吸音する

ことが適していると提案できる。

3.3 考察

本章では幼稚園施設の主たるユーザである幼

児の観点に立った音響性能の評価を試みた結

果，施設の状況や備品の配置状態を考慮し，簡

易に用いることのできる備品を用いて，より実

践的に場の目的（話を聞く，歌う等）に沿った

音環境を構成できる可能性が得られた。幼児の

観点として，身体的特徴，特に受音高さに着目

した測定を行った結果，目の高さでものの見え

方が大きく異なるように，耳の高さの違いによ

って取り巻く音場は大きく異なることが示唆

された。

幼稚園施設の主たるユーザである幼児は，身

体的特徴のみならず精神的にも発達途上にあ

るので，行動パターンも大人とは大きく異なる。

自由あそび時の観察では，低い姿勢で活動する

様子が多く見られたことから，幼児は床面に近

い高さで音を聞いており，身体的特徴以上に大

図１０ 仮想音源分布（K-1 室: 0〜120ms）

H = 60cm H = 150cm

(a) 吸音材なし

(b) 吸音材 床敷

(c) 吸音材 壁面低

(d) 吸音材 壁面高

(d) 吸音材 壁面高(c) 吸音材 壁面低(b) 吸音材 床敷(a) 吸音材なし

H
=

6
0c

m
H

=
1

50
cm
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とは異なる音場であることが推測される。

環境づくりに携わる人々がこうした“違い”を踏まえることは重要

あると考える。建築計画において目的に沿った設計を試みるにはユ

ザ観点から評価・検討することが重要であり，第三者的立場にある

築者はこうした指標を用いて現場の人々やモノを含めた環境全体

円滑なコミュニケーションを援助する重要な役割を担っている。音

設計のための性能測定にあたり，施設の使われ方やユーザの特徴を

え，定量的にモノづくりに生かせる評価方法の検討が必要であると

える。

． むすび

本論文では，環境教育における音の側面から，音と人間の関わり，

に音環境と幼児の“自ら聞く行為”の学習活動に着目し，幼稚園施

における音環境の把握手法について論じた。幼児教育の場における

環境づくりを目的として，活動時の行動観察及び音場分析，ユーザ

点に立った施設の音響性能評価を行った結果，客観的かつ多面的な

握を行うことは実際の環境づくりに生かせる多くの知見が得られ

可能性があることが示唆された。

また，環境要因の中でも目に見えない要因は視覚的側面に比べて気

かれにくく，対処も難しい。そこで，そうした要因をユーザ観点に

って客観的に把握することは重要であると考える。特に，自ら声を

さない“幼児の観点”を，物理的指標を用いて把握することは，大

である以上体感し得ない音環境を知る重要な手がかりとなり得る。

本稿では，幼児と大人との音環境の違いとして受音高さによる音場

違いに着目した結果，幼児の観点では床面や身近にある備品による

射音の影響が大きいことが示唆された。視覚的な取り組みと同様に

て，これらの知見が幼児の受音高さを意識した建築計画や内装デザ

ン，教諭による指導に活かされることが望まれる。

以上のような知見を，幼児の学習の場としての音環境づくりにおい

生かす方向性の一つとして，まず学校音響にもある「快適な音環境

適度な静けさ・聞き取りやすい空間）」「近隣騒音問題の解決」等の

標が揚げられる。加えて筆者らは，“施設の持つ音空間の多彩性”

提案したい。これは，静かな空間や響きの豊かな場所など多彩な音

間に身を置くことで，“音に対する気づき”“音源としての自覚”を

習することを目的としている。

子どもたちを取り巻く環境は多様で，家庭の状況等といったミクロ

違いから，地域差などの大きな枠組みで考えられる違いもあり，一

に捉えることはできない。一般に幼児期は「自然とふれあうことが

切」とされ，都心では特に重要視されているが，どの地域において

「自然とふれあう機会を増やそう」と指導するのは教条的といえよ

。“あそびの展開”“物事に対する気づき・発見”という体験が学習

動であることを考えると，地域によって必要な取り組みは異なる。

れらを考慮し，横断的な提案として“多彩な音環境”を提案する。

短時間周期で場を多目的に用いる幼稚園施設では，活動の目的に沿

た環境づくりがのぞまれる。その中で，特に自由あそび時における

活動時のモノ的環境設計に着目すると，音響的側面の中でも特に“響

き”とのかかわりあいが重要であることが示唆されたので，施設にお

いて“多彩な響きの空間を設計する”というデザインが提案できる。

そうした音空間での活動は，幼児の“気づきの学習”のきっかけとも

なり得ると考えられる。

このように，“気づきの学習”を幼稚園施設の目標とした時，幼児の

観点を客観的かつ多面的に把握することは，幼児にとって気づきのき

っかけとなる豊かな環境づくりを目指す上で，教育手法等の人的環境，

施設設計や内装デザインといったモノ的環境，双方への取り組みにフ

ィードバックできる指標となり得ると考える。

把握された知見は，視覚的側面にとらわれない新たな発想を設計者

にもたらすことが期待できる。また，幼児期からの日常環境としての

環境教育は，生活者に“環境づくり”に対する積極的姿勢へと導くこ

とが期待できる。設計者と生活者とが互いに他者（第三者を含む）の

観点をもって，活発に交流できるようになることが，環境教育の目指

すべき方向のひとつであると考える。

以上を踏まえ，今後は実環境における音環境の客観的かつ多面的な

観測手法を検討し，建築計画・内装のデザインといったモノに対する

アプローチや音環境を意識した教育手法の提案に実践的にフィード

バックできる指標の構築に取り組んでゆく所存である。
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注

注 1)心理量である「音の大きさ」に強く関係する物理量の音圧レベルは，F 特

性（周波数重み付けが平坦なフィルタ），A 特性（聴覚の特性を近似して補正

したフィルタ）等の周波数重み付けをおこなった値で表記される。騒音測定

時には後者の A 特性の全体域音圧レベル（騒音レベル：旧計量法が定めてい

た「ホン」と同意）が一般に用いられている。A 特性では耳の感度が最もよい

2〜4 kHz 帯域の重み付けが最も大きいので，本研究での結果として幼児の声

の周波数特性が F 特性と A 特性のレベルに差のないことへつながっている。

注 2)山﨑らにより 1977 年に提案された近接４点法は，同一平面上にない近接す

る４点のマイクロホンで収録した音信号の到達時間差から，反射音構造の詳

細を把握する手法である。現在までに，特に音楽ホールにおいて音の響きを

可視化して解析する手段として用いられ，音響設計に多方面で活かされてい

る。測定結果は，仮想音源の位置と強さを表示する仮想音源分布，反射音の

到来方向と強さを表示する指向性パターンとして記述される。詳細は以下の

文献に述べられている。

Yoshio Yamasaki, Takeshi Itow : Measurement of spatial information in sound fields

by closely located four point microphone method，J.Acoust.Soc.Jpn(E) 10，pp.73-85，

1989.
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