
 

 

幼児の学習活動と室内環境変化との相互作用に着目した音環境の把握 
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１．まえがき 

現代の幼児施設の形態や様相は多様であり，幼児にと

っては生活・教育の場として重要な役割を担う施設であ

る。幼児を取り巻く環境が幼児の育ちに与える影響は大

きく，人的・モノ的環境を含めて包括的な取り組みが必

要である。 

環境要因の中でも音の側面では，従来主として幼児施

設の喧噪感に関する問題が指摘されてきた 1)。例として

志村・藤井らは，日本の施設が「幼稚園施設整備指針」

第３章第２等で音響等の良好な環境条件の確保に十分留

意することが求められているにもかかわらず，「静かに

子どもたちと向き合い，きちんとコミュニケーションを

図る」環境にないこと 2)，また，こうした環境が保育者

の聴覚に影響しかねないこと 3)を指摘している。 

一方，著者らは幼児期という発達段階を考慮し，幼稚

園において，日常環境に着目した学習の場としての音環

境の実現を目的として，幼児の観点からみた音場の把握

を試みてきた。その結果，幼稚園では園や学齢，クラス

によってカリキュラムが多彩であること，同じ場所を多

目的に利用すること，その結果従来の小学校等に比べ変

化に富む音環境であること等を報告してきた 4)。 

本稿では，音響性能に着目した環境デザインの実験的

検討として，環境に変化を与えた時の活動中の音環境の

変化を把握することを試みたので報告する。 

２．実験と測定・観察 

2.1 方法 

音環境に着目して環境に変化を与えた時の行動の変容

に伴う音環境の変化を把握することを目的として，幼稚

園における活動時の音環境調査を行った。 

幼稚園に限らず小学校を含む子どもの教育施設内の音

環境については，建物内の喧噪感が吸音処理不足に起因

するとしばしば指摘される。そこで，幼児施設では現場

対応が可能な改善策として絨毯を敷く案が多く提示され

る。そこで音環境を変化させる方法として園舎室内床に

絨毯を敷き込み，変化前後の音響性能測定及び活動時の

音環境の観測を行った。以下に，残響時間の測定，DV

カメラを用いた学習活動の観察及び騒音計（RION 

NL-32）を用いた活動音の録音・分析を行った結果につ

いて述べる。 

調査は，都内私立M幼稚園の年長クラスでの保育室に

おける学習活動を対象として3日間行った。対象園の概

要を表１に，平面図を図１に，実験に使用した2種類の

絨毯（2610mm×3510 mm）の仕様を図２に，絨毯敷込

時の配置風景を図３に示す。対象園の床仕様は，モルタ

ル下地に木質フローリングブロック直貼り仕上げである。 

 
所在地 東京都品川区 

周辺環境 駅前商業地 

構造 RC造 

階建て ３階建:１，２階部 

室内高 3 m 

園児数 340名 

クラス数 ３歳児 4クラス（110名） 

 ４歳児 4クラス（120名） 

 ５歳児 4クラス（110名） 

運営時間 一日 9:30～13:30 

 半日 9:30～11:30 

 

表１ 調査対象園概要 

図１ 調査対象園平面図 

(a) Carpet A:ウール  (b) Carpet B:アクリル 
図２ 絨毯仕様 

図３ 絨毯配置風景 
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2.2 残響時間 

残響時間の測定結果を図４に示す。 

絨毯を敷き込んだ場合，中高音域の吸音効果が大きい。

通常状態と比較すると，絨毯A，B 敷込時共に 1～2kHz

帯域で約 0.2 秒短くなっている。また，パイル長の長い

絨毯B では 4kHz 帯域でも吸音効果が大きいことが特徴

的である。低音域では大きな変化は見られない。 

 

2.3 活動時の音環境 

多様な活動が行われる幼児教育の場において，教諭は

幼児に合わせながら適した形で学習活動を形づくってい

る。活動内容や活動時間はその場に応じて決められてゆ

くので，同一園においてもクラスごとに異なる進め方が

観察された。本節では，同一クラスにおいて環境に変化

を与えた時の活動と音環境について考察する。 

2.3.1 一斉保育活動時の音環境 

通常時及び絨毯敷込時に行われた活動の中で同形態の

活動を対象として音環境調査を行った。収録音の特性を

把握する手段として，活動ごとに１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）等価平均値

（Leq）を求め，そこから活動時間中を通したエネルギ平

均値を算出した。調査結果を図５～８に示す。 

分析対象とした活動のA特性全帯域音圧レベルLAeqは，

通常時，絨毯敷込時ともに同程度である。前節で音響性

能としての変化は確認されたが，実際の活動音の分析結

図８ 一斉保育時活動観察 

図７ 文字学習・紙工作時音圧レベル 
(a) Normal: n=30（文字学習）   (b) Carpet A: n=20（文字学習）     (c) Carpet B: n=43（紙工作） 

(a) よみきかせ：Normal / Carpet B 
御座（通常時）や絨毯上に座って話を聞いている 

(b) 合唱：Normal / Carpet B 
ピアノ伴奏に合わせて歌っている 

(c) 文字学習／紙工作 
教諭が見回りながら机の上で各自作業をおこなっている 

(a) Normal: n=8  (b) Carpet B: n=8 (a) Normal: n=5  (b) Carpet B: n=6 
図５ よみきかせ時音圧レベル 図６ 合唱時音圧レベル 

図４ 残響時間 
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果には大きな違いは見られない。幼児の行動パターンも，

一斉保育活動時には教諭の指導のもとで進められること

から，大きな変化は見られなかった。 

一方，図５のよみきかせ時には，絨毯の吸音効果が大

きい 4kHz 帯域において音圧レベルが小さい傾向が見ら

れる。よみきかせ時は，「話を聞く活動」として成立して

いて，教諭の声と応答する幼児の声，といったように発

生音源が特定化されている。このような場合には，音圧

レベルに比較的明確な差があらわれると考えられる。ま

た，よみきかせ時の活動形態の特徴として“床座”が挙

げられる。通常時は御座を敷いた上に，絨毯を敷いた場

合は絨毯上に座って教諭の話を聞く形態が多いことが観

察された。特に一斉保育時には，安全面等の理由から幼

児を落ち着かせることが重要視されており，“よみきか

せ”はそのきっかけの活動として取り入れられているこ

とも多い。落ち着ける空間づくりとしては適度な静けさ

が求められるが，対象園では前面道路からの侵入音など

の影響で LAeqが 65dB であり，特に低音域が目立つ音環

境となっている。 

合唱時及び机上での活動時において絨毯の有無による

音環境の違いはほとんど見られない。共通点として，起

立姿勢の時は1kHz帯域（幼児の声の主帯域）のレベルが，

机上での活動時には500Hz～1kHz 帯域（周辺の物的環境

によって発生することが多いと推察される）のレベルが

各々やや特出していることを指摘できる。 

一斉保育時は，教諭の働きかけが幼児の行動を促す側

面が強いので，行動パターン，それに起因して発生する

音事象の違いは見られなかった。一方で，床に絨毯を敷

くと，教諭がその環境を用いる形で新たな場を形成し得

る可能性が観察された。学校教育の場での学習場面と異

なり，幼児は様々な姿勢で環境とかかわっている。特に

低い高さで生活していることは大人と大きく異なる点で

ある。床面に近い位置で生活しているので，音響的側面

からは床面の反射音の影響が大きい点を指摘できる。高

音域に効果的な吸音効果のある素材を用いると，場合に

よっては話が聞こえにくい音環境ともなり得るので，幼

児の行動パターン等を考慮した観点を持つことが必要で

あるといえよう。 

2.3.2 自由あそび活動時の音環境 

幼児教育において自由あそび活動は一斉保育活動と同

じく重視されている。対象園は園庭が崖状になっており，

安全面の観点から自由あそびは主に室内のオープンスペ

ース及び保育室で行われている。時間帯としては，登・

下園時，昼食後の他に，一斉保育活動中にも外に出て自

由に遊ぶ活動時間が設けられている。本節では登園時の

30 分間を対象として一斉保育時と同様の分析手法で音

環境調査を行った。結果を図９～１０に示す。 

自由あそび時は幼児自身が主体となって活動を行って

いるので，各自の興味に沿って多様な活動が展開されて

いる。そのような中で環境に変化を与えた時，床の材質

の違いによってあそびの

展開が大きく異なる傾向

が見られた。 

全般的には，前節でも

指摘したように床に近い

位置で活動を行う様子が

多く見られた。詳細に見

ると，通常時は机を用い

ての活動や立った姿勢で

の活動が比較的多く見ら

れた一方で，絨毯敷込時

は絨毯自体とふれあって

活動する様子が顕著に観

察された。絨毯Aでは敷

いた空間を居間と見立て，

図９ 自由あそび時音圧レベル：n=30 

(a) Normal    (b) Carpet A       (c) Carpet B 

図１０ 自由あそび時活動観察 

(a) Normal    (b) Carpet A     (c) Carpet B 
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その中で新たに御座を用いて敷居をつくり，ごっこあそ

びを展開している。絨毯Bも同様に“くつろぐ空間”と

しての静的なあそびの展開も見られたが，柔らかい触感

であることを利用して絨毯に飛び込んだり絨毯上で転が

ったりするなど，動的な活動も多く観察された。 

こうした活動の変化は音環境にも大きく影響している。

声を出す活動が盛んであったことから，通常時と比較し

て絨毯敷込時は1～4kHz 帯域の音圧レベルが大きい。ま

た，動的な活動が盛んであった絨毯Bは，走り回ったり

床に飛び込んだりする時に生じる衝撃音の影響で，63～

250Hz 帯域の音圧レベルが大きい傾向にある。全帯域の

音圧レベルは，絨毯敷込時の方が大きく，特に動的な活

動が展開された絨毯B敷込時が最も大きい結果となった。 

こうした事象を教育的側面から考えると，幼児にとっ

ては新たな環境とかかわることであそびの活動が変化し，

創造的な活動の展開が促されたと捉えられる。一方で，

従来から指摘されてきた音の大きさの低下を意図したデ

ザインとしては，実際の音圧レベルの低下は見られず，

現場での効果は得られなかったといえる。 

３．むすび 

本稿では環境の変容と幼児の学習活動との相互作用に

着目した音事象の観測を行った。その結果，音響性能と

しての変化は残響時間の差として現れる一方，実際の活

動時の音環境は一義的に変化せず，環境の変化による影

響が活動形態によって異なる結果となった。 

一斉保育時は，教諭が主として活動の流れの大枠をつ

くることから発生音が同様の傾向にあり，音事象自体の

変化は少ないので，吸音処理を行うと吸音材の特性が音

環境に影響することが示唆された。一方で，よみきかせ

時に観察されたように，活動目的によっては落ち着かせ

る空間づくりとして御座などの簡易な備品が用いられる

ことが多い。同一音源を想定した音圧レベルの低減効果

はほとんどないことが推察されるが，活動空間内を適し

た環境に整える，という観点から，音響的側面からも適

した材料の選定やデンのような形で囲う等の備品の配置

など，目的に沿って身近な備品を用いたデザインを提案

できる可能性があると考えられる。 

自由あそび時は幼児が活動の主体であるので，一斉保

育時と異なり活動の展開が想定し難い。教育的観点から

捉えると，絨毯敷込時の方があそびの展開が活発であっ

たことから，幼児にとっての魅力的な空間として幼児の

身近にある備品の素材に着目することは有効であると考

えられる。 

一方で，従来から指摘されてきた喧噪感の緩和という

観点では効果は見込めず，今回の測定結果においてはむ

しろ音圧レベルが大きくなる結果も見られた。特に足音

等の発生音の増大という点では，音源側以上に隣接した

部屋への影響が懸念される。集合住宅等でしばしば問題

になるように，幼児の走り回りや飛び跳ねで発生する音

は，個体伝播音として伝わる音が増大している点に音源

側では気づきにくいので，うるさくしている自覚なく隣

接した室に影響を与えてしまいがちである。絨毯などの

簡易な吸音材は音源側にのみ効果があるので，一見“音

が小さくなった”とも捉えかねないが，周囲に与える影

響としては大きくなっている可能性も高い。この点は教

育的観点からも好ましくないので，場に応じて適した指

導を行う必要がある。 

幼児施設の音環境は，事前に行動が想定し難い幼児自

身がその場の音環境形成における大きな担い手である。

今回の調査結果を受け，今後は一日を通した活動の流れ

に着目し，環境デザインの実践及びそのフィードバック

として幼児の行動パターンと音環境とのかかわりを詳細

に捉える手法の検討を行ってゆく所存である。 
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