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１．まえがき

現代の日本における，核家族化や女性の社会進

出等の社会の変容に伴い，社会の仕組みとして就

学前の乳幼児を取り巻く環境が大きく変わってき

ている。行政面ではこれまで，厚生労働省の管轄

において，日中親元で過ごせない子どもたちのた

めの生活の場としての保育所，文部科学省の管轄

において，義務教育前における学習の場としての

幼稚園，と主たる目的によって区分されてきた。

「幼少期は親のそばで過ごすことがよい」と考え

られてきたことから，保育所に関しては特別事情

者の保護的な役割という認識が強い一方で，幼稚

園は幼児教育実践の場という位置づけであったの

で，それらのあり方には人的・モノ的環境の双方

において大きな違いがあった。

今日の働く女性の増加等に伴った保育の場のニ

ーズの多様化をふまえ，近年は，保育所と幼稚園

とを統合した認定こども園の提案，小学校の初学

年教育と連携したカリキュラムの試行，大学や企

業内等の母親の職場近くに保育空間を設ける動き，

親の利便性の高い駅前保育所の増加など，幼児教

育・保育の場の施設環境は以前に増して多様に向

かう傾向にある[1]。

現在の枠組みにおいて，それらの施設は各所の

指針や基準の下で運営されており，建築的側面に

関する水準は幼稚園施設整備指針[2]や児童福祉

施設最低基準[3]等により示されている。しかし小

学校以降と比べると基準によって規定される範囲

は狭く，独自のコンセプトを生かした変化に富ん

だデザインが増えている。一方で認定こども園へ

の改編や保育所設置における規制緩和といった背

景も関連しており，通う場所・地域や施設，運営

形態によってその環境は大きく異なっている。多

様な地域社会に応じてその場に根付いた形態で幼

児の生活環境が保障されてゆくには，感受性豊か

な幼児期における子どもたちの様々な学習活動に

目を向け，幼児の観点を重視した環境づくりに取

り組んでゆくことが重要であると考える。

幼児にとっての音環境は，話をすることや音楽

活動等の音を出す「音源としての活動」や他者や

周囲の環境に耳を傾ける「聞く行為」などの音と

のかかわりを通して，日常環境から学ぶ多彩な学
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習活動に大きく影響していると考えられる。

就学前の幼児施設における音に関する取り組み

は，音楽活動に関する研究が盛んである一方で日

常生活における音環境に着目した研究は少ない。

1990年代以降の日本では，関沢らによる乳幼児保

育施設の音響設計に関する研究[4]，志村・藤井ら

による日本における騒音実態や国際比較に関する

研究[5]等が挙げられる。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，「静かに子供たち

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，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[6]を指摘している。著

者らは，幼児期という発達段階を考慮し，学習の

場である幼稚園において日常環境に着目した学習

環境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[7]。

本稿では，幼稚園における幼児の学習活動と音

環境，特に活動空間の響きとのかかわりに着目し

て施設の音環境を調査した結果を報告する。

２．幼稚園施設における活動と音環境

2.1幼稚園施設の活動形態

幼稚園での活動には，主として教諭を中心とし

て行われる授業形式の一斉保育と，園児の自発的

活動を重んじて各自が自由に活動する自由保育と

に分類され，それらの割合やカリキュラムの組み

方などは，各々の園の教育方針に委ねられている。

また，施設設計等のモノ的環境も人的環境と同様

に多様であり，施設基準に沿いながらも各園の教

育方針に沿った形で備えられている。

以上の前提をもとに，本章では幼稚園施設の使

われ方を調査し，活動と音環境とのかかわりを把

握することを目的として活動の流れに沿って詳細

に音環境を分析した結果を報告する。

2.2活動調査

活動が行われる場に関する調査として活動時の

ビデオ観察及び教諭へのヒアリング調査を行った。

調査は東京都内にある私立M幼稚園，千葉県内に

ある私立K幼稚園の２園を対象とした。対象園の

概要を表１に，施設及び調査対象箇所平面図を図

１に示す。

園児数が多い点，運営形態が一斉保育活動を同

一の保育室で行う形態である点は同様であるが，

自由あそび時に主として使われる場は異なる。M

幼稚園は園庭が崖状になっているので，登園時及

び下園時の自由あそび時間は室内ホール及び保育

室が主として使われている。一方K幼稚園では園

庭での活動が盛んであるので，保育室はほとんど

使われていない。

2.3対象園における活動の流れ

M 幼稚園 M-2，3 室を対象として，一日の活動

音の収録，分析を行った。収録はデジタルビデオ

カメラを用い，録音には騒音計（RION NL-32）を

外部マイクロホンとして用いた。図２は10分間毎

の等価音圧レベルを全帯域，高帯域，低帯域別に

記したものである。

表１ 対象園概要

M幼稚園 K幼稚園

所在地 東京都品川区 千葉県柏市

周辺環境 駅前商業地 駅近隣住宅地

構造 RC造 RC造

階建て ３階建:１，２階部 ２階建

室内高 3m 2.6m

園児数 340名 360名

３歳児 ４クラス （110名） ４クラス （85名）

４歳児 ４クラス （120名） ４クラス （120名）

５歳児 ４クラス （110名） ４クラス （120名）
クラス数

他 ３クラス （35名）

一日 9:30～13:30 9:00～13:30
運営形態

活動空間

半日

一斉

自由

9:30～11:30

保育室・ホール他

ホール・保育室

9:00～11:00

保育室・ホール他

園庭
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(a) M幼稚園2F (b) K幼稚園2F
図１ 対象園平面図

(a) M-2室

(b) M-3室
図２ 活動時音圧レベル（10分毎の等価平均値）

天井高:3m 天井高:2.6m

園庭
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一日を通してみると，幼児の在室時には 1~2kHz

帯域が極めて大きいことが特徴的である。保育形

態別に見ると，自由あそび時においては特にその

傾向が顕著であり，一斉保育時には活動内容や教

諭の指導方法によって特徴が異なる。一斉保育時

に行われる活動には，読み聞かせのような静的な

活動と歌や踊りなど身体のうごきを伴った動的な

活動とが挙げられる。読み聞かせの時間は 60～

65dB(LAeq)程度であるものの，他の時間帯はほぼ

70dB以上であり，円滑なコミュニケーション活動

を行える空間であるとは言い難い。そのような中

で，昼食前後に音楽をかけ，消灯し，眠る，とい

う時間があり，幼児を静かに落ち着かせようとす

る時間が設けられている。

また，幼児の身体のうごきに伴う音として低音

域のレベルが特徴的であることを先に報告した

[7]が，K幼稚園においてその特徴が顕著であった

63Hz 帯域においてM 幼稚園ではそれほど目立た

ない。M 幼稚園において 63Hz 帯域は空調音の影

響が大きくそのレベルは定常的で，動的な活動や

静的な活動など個々の活動に応じてレベルの増減

が顕著であるのは125Hz帯域である。これには両

園の床下地や床仕上げの違いの影響も大きいと考

えられ，同様の行動であっても発生する音の特徴

傾向が異なることが示唆された。

2.4考察

幼稚園における活動は，学校での授業・休み時

間といった形態とは異なり，教諭の指導のもとで

短時間ごとに変遷してゆくことが全般的特徴とい

える。また，ヒアリング調査では，一斉保育時に

関して「活動内容としてその日の大まかな流れは

決めているが，常に子どもの反応を見ながら随時

調整して進めてゆく」という意見が聞かれた。学

校教育とは異なり明確な到達課題が示されていな

い幼稚園では，教諭と幼児とのかかわり合いの中

で，その場に即した形で学習活動が進められてい

ることが伺われる。

また，多彩な活動が行われる一斉保育活動の中

でも，昼食前後の静かにする時間など，教育実践

として意識的に取り組まれている点も重要な観点

である。

一日の活動の中で，幼児が活動を展開する環境

の大半は 70dB 以上となっていること，また，幼

児の自発的な活動時等においてそうした静かな環

境を選択し難い現状であることから，活動形態，

活動空間等を考慮した計画段階からの配慮が重要

であると考える。

３．空間別の音環境調査

3.1調査概要

調査対象園における音環境調査として，室内残

響時間測定及び活動時の収録・分析を行った結果

を述べる。調査は２章で示した保育室M-2（年長

組），K-1（年長組），K-2（年中組），M 幼稚園ホ

ール及びK幼稚園園庭を対象とした。

K 幼稚園では天井仕上げの違いから部屋の響き

の大きく異なる２種の部屋（K-1,2）があり，それ

らの比較も行った。

3.2残響時間

調査対象園の残響時間測定結果を図３に示す。

小・中・高等学校の教室では，授業時を想定し，

中音域の平均値で0.6秒程度が推奨されているが，

その値と比較するとM-2室，K-1室はやや長めと

いえる。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，授業形態を想定

した場合に通常の話速ではやや聞き取りづらい環

境であることが指摘できる。

天井が岩綿吸音板である K-1 室と吸音版の上か

ら塗装を施され吸音効果の小さいK-2室とを比較

すると，室形状や他の仕様はほぼ同様であるが，

天井吸音効果の違いが響きの違いに大きく影響し

ている。保育室の容積にして 0.2 秒程度の差があ

ることから，響きの印象は大きく異なるといえる。

M 幼稚園ホールの残響時間が長いのは，階段部

の吹き抜けと空間的につながっていることが主要

因である。
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図３ 残響時間

3.3活動空間と音環境

活動と音環境とのかかわりを把握することを目

的として，室内外での活動観察及び活動音の分析

を行った。保育室は昼食時から下園時の１時間を，

M 幼稚園ホール及び K 幼稚園園庭は登園時の自

由あそび時の30分を，それぞれ分析対象とした。

活動内容が短時間で変化してゆくことから，1 分

毎の等価平均値を分析した結果を図４に示す。

各園，各保育室とも昼食時の前または後には静

かにさせる時間が設けられている。M-2 室では前

章で述べたような習慣があるが，他の保育室にも

昼食の最後には読み聞かせの時間が設定されてい

るように，共通して幼児の落ち着きを重視してい

ることが伺われる。

周波数帯域別に見ると，K-1 室では活動に伴う

低音域の大きさがやや卓越している。特に 63Hz

帯域は，M-2室，K-2室では常時50dB前後，活動

時も60dB程度である一方で，K-1室では活動の変

化に伴い，動的な活動が盛んである場合は 70dB

にも及んでいる。自由あそび時にも在室園児数が

多く，動的な活動が多く観察されたM-2室ではこ

のような傾向が見られない。これらは床下地と仕

上げの違いによるものと推測される。

また，個々の幼稚園の教諭へ行った音環境に対

するヒアリング調査の中で，K 幼稚園の K-1 室，

K-2室の響きの違いについて，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」

との指摘があった。2室の分析結果を比較すると，

同様の活動内容であっても5～10dB程度の差があ

り，特に幼児の行動に伴う音が特徴的な場面にお

いてはK-1 室において 80dB を超える時間帯も観

測されている。これには暗騒音の大きさの違いに

加えて幼児が部屋の響きに反応して生じる音の影

響が強く，結果として音圧レベルの増大につなが

っていると推測できる。そのような中，現場では

運営面から“「落ち着きづらい」保育室（K-1室）

を年長時に使いこなせるようする”として目的を

持って空間を用いる形で対処している。

自由あそび時には，園庭では70dB，室内ホール

では 80dB 程度を示しており，非常に喧噪感のあ

る空間となっている。自発的に活動を展開してゆ

く場において“静かにしなければならない”など

活動が制限されすぎる状況が望ましくないとする

と，施設の計画段階において十分配慮することが

必要である。また，M幼稚園の結果にあるように

室内が主な自由あそび活動の場であるとすると，

常に 80dB を越える環境に居らざるを得ない状況

ともなり兼ねない。屋外に自由かつ安全な空間を

確保することは重要であるといえる。

K 幼稚園園庭において幼児の活動と音とのかか

わりに着目して観察したところ，無意味な声を発

する“ことばあそび”，モノを楽器として音の出し

方に工夫を凝らして発生音を変化させる活動等，

自らが音源となり活動を展開させるあそびが観察

された。また，“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

響きとかかわり合う中であそびを展開させる様子

が見られた。このことは，幼児の学習活動には音

源のみならず空間の持つ性質として“響き”要因

も非常に重要であることを示唆していると考える。

一方，M 幼稚園では幼児を取り巻く環境の音圧

レベルの大きさが幼児自身の声の増大につながり，

周囲の音や響きといった“他のもの”に対する気

づきを得にくい空間になっていることが推察され

た。教育環境としての音環境づくりには適度な静

けさの確保は必須であると考える。
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図４ 活動時音圧レベル（1分毎の等価平均値）

(a) M-2室

(b) K-1室

(c) K-2室



- 7 -

3.4考察

園内の様々な空間での調査を行った結果，発生

音は①幼児の声，②走り回る足音，③モノがぶつ

かり合う音，等の幼児の活動に伴う音が大半を占

めている。特に自由あそび時には移動を伴った動

的な活動が顕著であり，結果として低音域が特徴

的であること，活動に伴って発生している幼児の

声の高さの影響で1～2kHz帯域が大きいことが全

体的な特徴として挙げられる。

また，ヒアリング調査では，集団での動的な活

動時などの幼児が主たる音源となる場面において

空間の“響き”要因が幼児の興奮状態に影響する

ことが指摘されている。これは，幼児が自身の発

生音や周囲の音の反響に対して反応した結果と推

測できる。同様の活動時のK-1室とK-2室の音圧

レベル測定結果を比較すると，響きの長いK-1室

が K-2 室に比べて 70dB 以上である時間帯が極め

て多い傾向にある。教育的観点の一つに“落ち着

き”が重要視されていることから，適切な残響は

保育活動のしやすさ，適度な静けさの確保におい

て重要な指標であるといえる。

音圧レベルの観点では，幼児がいる場所では

70dB以上の値であることが大半である。読み聞か

せや昼食前後等落ち着かせる時間においては 50

～60dB程度であるものの，静けさを確保できてい

る状況であるとは言い難い。短時間の中で園児に

合わせて活動が変遷してゆくので，静かにさせる

時間帯が他クラスと重ならず，その結果活動音な

ど外部からの音によって静けさを保てない状況と

なっていることが推察される。こうした問題の解

決には，施設の遮音設計といったモノ的環境面，

「静かにする時間を全クラスで統一する」などの

園全体での取り組みといった人的環境面，双方か

らの配慮が重要であるといえる。

４．むすび

幼稚園施設では，活動時，特に自由あそび時に

おける音環境は絶対的な音圧レベルが大きく，本

報告例でも最大で 80dB を越える大きさになって

いる。こうした環境下では，「誰かを呼ぶ」時の声

の大きさの増大や，静寂時には気づきやすい「モ

ノを落とす，引きずる」音への配慮の欠如が循環

して，幼児自身が発生させる音も大きくなる傾向

を招くと思われる。教育的観点を考慮すると，こ

うした環境は解決すべき課題であるといえよう。

そうした要因の一つに空間の大きさと幼児の人

数との関係性が考えられる。建築計画系において

(a) M幼稚園 ホール (b) K幼稚園 園庭
図５ 自由あそび時音圧レベル（1分毎の等価平均値）
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一人あたり平面積が重視されていることと関連し

て，特に自由あそび活動時にはある程度の空間を

確保することが適度な静けさには必須であり，

様々な活動場面における円滑なコミュニケーショ

ン活動において重要な指標であると考えられる。

また，活動空間とのかかわりに着目すると，空

間の“響き”は幼児の落ち着きに影響すると推察

されたことから，保育活動のしやすさ，適度な静

けさの確保において重要な指標であるといえる。

一方，活動を制限されない自由あそび時は，幼児

は多彩な環境とのかかわりの中であそびを展開さ

せる中で学習活動をおこなっている。園庭におい

て観察されたように，ある程度の静けさの中での

“豊かな響き”は，教育的観点に立つと，音に対

する気づきを養うことや，創造的な活動の展開に

発展すること等の可能性があり，一つの環境因と

して重要であると捉えられる。

教育的観点に立ち，「音に対する気づき」を養う

ことを一つの教育目標とするならば，施設計画に

おいて適度な静けさを確保することは重要な課題

であるといえよう。その上で，教育的観点及び建

築的観点を考慮しての音環境設計には，発生音に

つながる“活動のきっかけづくり”として響きの

多彩な空間設計を試みることが一つの案として有

効であると考える。

幼稚園施設の音環境は，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。そこで，幼児の観点に立って音環

境を捉える試みは重要であると考える。今回の調

査結果を受け，今後は，幼児の観点に立った音環

境の観測を行い，実践的な教育手法や施設設計な

どに生かせる指標を構築してゆく所存である。
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