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特集記事

農 村と 都市に おけ る サ ウ ン ドスケー プ の 定量 的評価

山 本 徳、司*

[キーワードJ，:景観，サウンドスケープ，音空間

特性，騒音レベル，音質評価

1 . はじめに

平成 18年，良好な景観を国民共通の資産として

位置付けた日本初の景観に関する基本法である「景

観法」が制定された.これに伴い，全国でさまざま

、な景観施策が展開されているが，これらの施策は，

建造物の形態や色彩デザインについての視覚的な

景観配慮が中心であり，聴覚のデザインに関する配

慮は少ない.

しかし，実際に私たちが景観を評価する際には，

視覚だけでなく，聴覚，触覚，嘆覚を併せた総合的

な刺激を評価しているため，これらを含めた評価の

方法を確立するとともに;その機能を明確にする必

要がある.

とくに聴覚は，人間の五感の中でも視覚と並び重

要な感覚であり，農村においては，せせらぎ音，虫

の音，鳥の音などの生物音の良好な音空間を有して

いることから，癒しの効果も高く，聴覚要素を含ん

だ景観計画が求められる.また，音空間の評価にあ

たっては，水流音や生物音などの単一音源の評価だ

けでなく，多様な音源の複合的な空間(サウンドス

ケープ)を評価すべきである.しかし，これまでの

音に関する研究の多くは，確立された定量的な評価

法や解析手法に基づいて，個々の音源に対してのみ

の評価が行われ，音環境全体を定量的に評価する研

究は少ない.

そこで，本論文では，中山間地域，平地農村地域，

都市近郊地域などのさまざまな地形的，土地利用的

特性をもっ農村地域と都市高層ビル街，都市住宅地

の都市地域でのサウンドスケープの比較を定量的

に行うことにより，都市と農村の音空間特性の違い

を明らかにするとともに，農村のサウンドスケープ

が都市型に移行している問題点について提起する.

勺虫立行政法人農業 ・食品産業伎術総合研究機構農村工学研究所

(Tokuji Yamamo回)

2 サウンドスケープの考え方

サウンドスケープ (soundscape) という言葉は，

「サウンドJ と I~の眺め/景」を意味する接尾語

「スケープ」との複合語であり音の風景」を意

味する造語である. 1980年代にカナダの作曲家マ

リー ・シェーファーが音の世界を現代的な観点から

改めて捉え直すという考えのもとに提唱したもの

である.

「音=サウンドJと「音の風景=サウンドスケー

プ」の基本的な違いは， 一般に「音=サウンド」と

いうのは個々の音のことであり，認識 ・把握の単位

となるのは個別の音である.これに対して「音の風

景=サウンドスケープJは，それら個々の音が組み

合わされた音空間全体である.つまりサウンドス

ケープが問題とするのは，個別音がどのように組み

合わさって一つの音空間を形成しているのか，とい

うことである.

このような音の捉え方は，実際の生活世界におけ

る私たちの音の捉え方にかなり近い.サウンドス

ケープによる音の世界の把握の根底は，地域におけ

る音空間全体を包括的に捉えようとするものであ

るせせらぎ音の評価が高くても，それを打ち消す

音が別にあれば，それは問題である.音空間全体，

さらには空間全体と個々との関係において，音を問

題にしていくことが重要な点となる.

3. 音の物理指標

音空間の評価においては，さまざまな音の捉え方

を知る必要がある.そこで，まずはじめに，音の基

本的な物理指標について説明をしておく .

(1)周波数補正回路と騒音レベル

騒音の測定には可聴周波数範囲の音圧レベルの

絶対測定が必要だが，耳の感度は周波数によって異

なり，単に音圧実効値をとっただけでは聴感的な音

の大きさを表すことはできない.そこで，人の聴覚

0369-5247/08/平500/1論文/JCLS
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感度に対する補正を周波数に対して行い，より現実

的な音の大きさを評価することが必要となる.これ

には，A特性と C特性があり ，一般的に環境音の測

定においては， A特性曲線を使って補正が行われる.

「騒音レベルJと日本語で表現しているものは， A

特性周波数重み付け音圧レベルのことである.記号

は通常 LAを用い，単位は dB(デシベル)である.

(2)等価騒音レベル と周波数分析

等価騒音レベルとは，変動する騒音をエネルギ平

均として表現し，人聞がどの程度の騒音にどれくら

いの時間暴露されたかを評価する量である .1999 

年 4月に改定施行となった環境基準では，環境騒音

評価量として等価騒音レベル (LA明)が採用されて

いる.等価騒音レベルは，変動騒音に対する人間の

生理的，心理的反応ともある程度対応している.

次に，音の特徴を把握するためには周波数分析が

必要である.騒音分析として古くから行われている

方法はオクターブ分析である.オクターブとは，音

楽で「ドJから次の「ドJまでの周波数を言い，バ

ンドと呼ぶ.周波数が高いと高い音，周波数が低い

と低い音となる.人間の可聴域は，20Hz~20kHz で

ある.

4.音計測手法の提案

(1)計測 と 環 境 基 準

現在の騒音計測は環境省による環境基本法や騒

音規制法，環境アセスメント法によって定められて

いる基準値に対する対象音の測定値が問題となり，

空間全体の広がりに対する見方はない.本研究では

nsによる騒音計測の手法を参考に環境音の把握手

法の検討を行った.ここではnsによって定められ

ている環境騒音計測における基本的事項に沿いつ

つ，サウン ドスケープ評価のための新たな計測法に

ついて提案する.

(2)計測方法の設定と問題点

基準時間帯については，農村の生活といえども都

市の生活と大きく変わるわけではなく，昼間は午前

6時から午後 10時までとしてよい.そこで，16時

間をさらに，午前で2回，午後 6時までで 2回，夜

1回の 5回に分解し， 6~8 時を起床活動， 通勤・通

学などの音，1O~12 時を午前就業活動の音， 13~ 15 

時を午後就業活動の音，16~18 時を帰宅 ・ 終業活動

の音， 19~2 1 時を団らん ・ 就寝活動の音として採取

する.

1地点の騒音計測での観測時間は， 一般的に基準

時間帯のどこでも 10分間X5回行い，各国の等価騒

音の平均を評価として用いる場合が多い.しかし，

採取地点数を多く取ることから， 3分計測を連続 10

回実施 し，そのうち，安定している 3回の等価騒音

レベルの平均をその地点、，その時間の代表的な平均

等価騒音レベルとした.

5. 都市と農村の

音空間特性の比較分析

(1)実験方法

1)計測地区(図 1) 

都市と農村の音空間特性の比較分析を行うにあ

たり，まずさまざまな集落形態の中から音空間に違

いがあると思われる集落形態を選び，さらにその集

落形態の音空間を代表していると考えられる地区

を選定する.とくに農村部は地形的にも土地利用的

にも多種多様な形態をもっており，近年では都市化

してきている農村集落も見られる.今回は，農村部

と都市部のサウンドスケープの比較にあたり，次の

6つの地区を選定することにした.

また，季節変動はサウンドスケープ研究において

重要な問題となるが，本研究では季節を限定し， 7~ 

8月の生物 ・人間の活動が活発な時期に集中して

データ収集した.

農村部においては，山間集落として新潟県十日町

市兎口集落，平地水田集落として千葉県多古町島集

落，都市近郊集落として茨城県笠間市太田集落，列

状集落として宿場町の群馬県子持村白井集落の4地

区，また都市部のオフィス街として東京都新宿区西

新宿，住宅街として東京都町田市木曽町を選定した.

簡単に地区の特徴を述べると，兎口集落は山間地

域であり ，標高差があり，人や車の往来は少なく，

周辺部に棚田が広がる.島集落は平坦な水田に周り

を固まれ，集落の外側に幹線道路が通った島状の集

落である.太田集落は電車，国道，住宅団地，工場

もある混住化の進んだ都市的地区である.白井集落

は集落中央に水路が通り ，その水路を中心に列状に

伝統的家屋が立ち並ぶ宿場町の集落である.ただし，

集落内道路に平行に 100m程度離れ，交通量の多い

バイパス道路が通っている.西新宿の東京都庁周辺

は交通量が多く，高層ビルが立ち並ぶ地区である.
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山間集落 平地水田集落 混住化集落 列状集落宿場町

(新潟県 十日町市兎口集落千葉県多古町島集落茨城県笠間市太田集落群馬県子持村白井集落)

図 l サウンドスケープの計測地区

図 lc 茨城県笠間市太田集溶

木曽町は整備された住宅団地である.団地を 2つに

分けるように交通量の多い道路が通っている.団地

の建物は4階程度であり，団地内の交通量は少ない.

2)分析方法

得られたデータを次にあげる 2つの指標によって

分析した.

① 等価騒音の変動特性

地区ごとに時間帯別・地点別の等価騒音レベルの

変動を分析する.また，この 2指標と一日の等価騒

音レベルの平均の相対的な変動の違いをもとに6地

図 ld 群馬県子持村 白井集落

区を分類し，地区別の変動特性を検討した.

② 周波数パターン特性

全地点，全時間帯の周波数値をグラフ化し，その

形を低い周波数帯卓越形態，平均的形態，高い周波

数帯卓越形態の 3パターンに分類し，地区ごとの特

性を検討した.

(2)音 事 象の分析

まず，それぞれの地区の音事象(どのような音要

素が認知されるか)を捉える.

兎口集落では全体的に虫や鳥の声，自然音を多く
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の地点で聞き取ることができた. トピックス音は

No.lの排水路の落水音や地滑り防止用排水ポンプ

の音，農地に接する地点No.7での，木の葉や稲穂

が風で揺れる音などがあげられる.このような音は，

自然豊かな山間農村ならではの音である.島集落は

集落を囲むように通っている道路沿いの地点 No.2

において，農協からの機械音や放送音， トラクター

などの農作業に関わる音が認知された.また，成田

空港が近いため，一 日を通してすべての地点で

ジェット機音が認知された.太田集落は多様な音を

有していた.その中でもとくにトピックスとなる音

は，高等学校と最寄り駅を結ぶ道路の中間地点

No.2の登下校時の高校生の話し声である.どの地

点でも，近くにある工場からの機械音が断続的に認

知された.また，駅から直線的に伸びる道路の突き

当たりの測点No.4では，遮断物が存在しないため，

電車や踏切の音が認知された.この地区では 3つの

寺が並んで集落内にあり，早朝には，木魚の音やお

経を読む声なども認知された.白井集落では，どの

地点においても車の通過音やバイパスからの交通

音が認知された.これは集落の中心を通る水路に

沿って車道があり，地形と建物の立地条件によって，

近くを通るバイパスの交通音が集落全体に広がっ

ているからと考えられる.また， 一歩路地に入ると，

交通音は低減し，それまで聞こえなかった生活音が

聞こえ出すといった特徴もあった.水路沿いの地点

では水路を流れる水の音を聞き取ることができ，近

隣の住民はこの音とともに生活している.

農村部全体では，車の通過音や交通音を多く聞き

取れる地区と，虫や鳥の声，動植物などの自然音が

多く存在している地区の2つに分解されるようであ

る.その背景には，近年，平地農村の多くが都市化

してきていることがあげられる.

西新宿ではどの地点においても交通音が主流で

あり ，生物などの トピックス音は少ない.交通音の

中のトピックス音をあげるならば，駐車場から車が

出る際のブザー音や交差点でのメロディーの流れ

る信号音である.木曽町では，ふとんをたたく音，

住宅団地内のテレビ，風鈴の音が聴き取れた.また，

地区に接して流れる境川の音は，周囲の交通音や生

活音にかき消されてしまい，日中のみならず夜に

なっても認知されなかった.

都市部全体では主に交通音や人の足音，話し声と
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いった人工音が多く存在していた.せみやカラスな

どの少量の自然音が存在している地点もあったが，

交通音などその地区の音空間を代表するような音

群にかき消されてしまう場合が多かった.

(3)時間帯別の等価騒音レベル変動特性

地区ごとに時間帯別の等価騒音レベルをプロッ

トしたところ，兎口集落では図 2，西新宿では図 3，

木曽町では図 4のようになった.グラフは x軸に 5

つの時間帯， y軸に音圧値をとり，時間帯ごとの最

大値 ・最ノj、値 ・平均値をプロットした.

兎口集落の変動特性は他の地区と比べ特徴的で

ある.夜から早朝にかけて最大値と最小値の幅が狭

くなるが， 日中は 30dB以上の大きな差が生じてい

-る.このことから，兎口集落は朝とタともに，どの

地点でも静かで，日中は音圧幅が広く，静かな地点

と騒々しい地点が異なっている.

西新宿は，全時間帯において最大値が 70dBを超

えているが，最小値は時間帯によって 10dB程度の

聞きしかない.また，早朝の 6~8 時の時間帯は地

点によって音圧に大きな差があり，昼間になるにし

たがって最大値と最小値の幅が狭くなり， 13~15 

時の時間帯が最も狭くなる.これは，最大値は殆ど

変化せず，どの地点でも騒々しいが，朝と夜は最小

値が低く，静かな地点もあることを示している.

木曽町は， 1O~18 時の 3 つの時間帯で最大値，最

小値，平均値がそれぞれ安定していると言えるが，

夜から早朝にかけて最小値が大きく下がるため，最

大値と最小値の幅が広がっている.住宅団地なので，

夜はかなり静かだと言える.

この 3地区以外のところでは， 一日の変動に大き

な差はない.白井集落は，人の最も活動の大きな生

活時間帯である 13~15 時においては最小値が少々

下がっている.この傾向は，太田集落，島集落でも

みることができた.

(4)地点別の等価騒音レベル変動特性

地区ごとに地点別の等価騒音レベルをプロ ット

したところ，兎口集落は図 5，太田集落は図 6，西

新宿は図?となった.

兎口集落では地点によって最小値にパラつきが

あるが，平均値に大きな差はない.No.1， 7地点、な

ど比較的車がよく通る地点では，最小値が他の地点

より大きく表れている.また，棚田の中に位置する

No.2地点は，最大値と最小値の幅が 20dB近くあり，

-最大値 。平均値 &最小値

図 5 免口集落等価騒音レベル(地点別)
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図 7 西新宿等価騒音レベル(地点目IJ)

時間帯によって大きな差がある.

太田集落は平均値に大きな差がみられた.No.4， 

5地点は，細い路地上に位置するため平均値が小さ

いと考えられる.また， No.6， 9地点は交通量の多

い道路沿いなので，他の地点より大きい値を示して
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いると思われる.さらに， No.8地点は水田の横の

水路の水流音であるため， 一定の音圧が終日計測さ

れ，最大値と最小値の幅が極端に狭い， No.10地点

はEの上に位置し，際だ、った音源が近くにないため，

平均値が全地点中 1番小さくなった.

西新宿において特徴的な結果となったのは， No.4

地点である.この地点は同地区内において音圧が 1

番大きく，最大値と最小値の幅も非常に狭い.これ

は交通量の多い交差点に位置し，ガードの下で計測

を行ったことが関係している.また，都庁前の No.3

地点の音圧が最も小さく，最大値と最小値の幅も広

い.このことは早朝の最小値が全地点 ・全時間帯の

値の中で最も小さいため，平均値の数値を下げたと

考えられる.同様に No.2番地点に関しでも， 6~8 

時の値と1O~12時の値に 10dB 以上の差があるため，

最大値と最小値の幅が広くなっている.

(5)地区別の等価騒 音レベル変 動特性

6地区それぞれにおいて，時間帯別，地点別すべ

てのデータをもとに，一日最大 ・最小等価騒音レベ

ルと平均をプロットしたところ，図 8となった.等

価騒音レベルの一日の平均値，時間帯別の等価騒音

レベル変動特性，地点別の等価騒音レベノレ変動特性

を相対的に比較し，等価騒音レベルの平均値が，

60dBを超えた西新宿を「大J，約 57dBの木曽町と

太田集落は「中の大J，約 51dBの白井集落と島集

落は「中の小J， 50dBに満たなかった兎口集落は

「小」の 4パターンに分類した.時間帯別の等価騒

音レベル変動特性は最大値と最小値の差そのもの

や最大値と最小値に 20dB以上の差が生じている時

間帯の数をもとに分類し，同様に地点別の等価騒音

レベル変動特性においても最大値と最小値に 10dB

以上の差が生じている地点の数などを参考に「大J， 

「中J， r小Jの3パターンに分類できた.

表 1は，これらの傾向を概念的に整理したもので

表 l 地区別変動特性表
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図8 地区別変動幅

ある この表より，西新宿と兎口集落が音空間とし

て反対の特性を持つということや，兎口集落以外の

白井集落，大田集落，島集落は閉じような特性を

持っていて，木曽町とよく似ていることから，音空

間としては都市化してきていると推測ができる.こ

の表から地区別の等価騒音レベル変動が3つの指標

によって分類されていることがわかり，これによっ

て音空間の地域性が分類できたと言える.

(6)周波数パターン特性

一地点・一時間帯において最も多かった周波数ノ号

ターンの占有率を求め，その値を参考に地区の周波

数パターンを分布図(図 9) に表した.

地点別バ リエーションにおいて3地点以上で異な

る周波数パターンを有する場合は「多J， 1地点以

下の場合は「少」とし，同様に時間帯別バリエーショ

ンにおいても 3時間帯以上で異なる周波数ノ号ターン

を有する場合を「多J， 1時間帯以下の場合を「少J

とし， 6地区それぞれの位置付けを行った.

西新宿と太田集落の地点別 ・時間帯別バリエー

ションはともに少なく，兎口集落は時

間帯別バリエーションが多く地点別

バ リエーションは極端に少ない傾向

となっている.白井集落と島集落はと

もに地点別バリエーションが多く，木

曽町は地点別・時間帯別バリエーショ

ンともに中間的だ、った.兎口集落以外

の 3地区が西新宿や木曽町の近くに

位置付けされていることから，周波数



対する人の感じ方に合わせて定量的に解析する心

理音響技術を駆使しなければならない.

たとえば，同じ音圧レベルで、あっても，自然の音

はやさしく聞こえ，機械の音は苦痛である場合など

もあり，物理量として出される指標値と感覚的な値

は異なるだろう.

また，景域音における要素は，空間形態，音の物

理量，時間変動となり，音の 3要素に加え，音源の

組合せも問題となるだろう.どんな音とどんな音が

同時に存在し，どんな方向から聞こえてくるのかが

重要な評価要素となる.

現在では，音の大きさを表すラウドネス，音の甲

高さを表す、ンャープネス，音の粗雑さを表すラフネ

スなどが一般的に音質指標として利用されており，

中でも音の大きさの評価量であるラウドネスは，ド

イツのE.Zwickerによってラウドネス指標として形

成され， ISO (国際標準規格)で規格化されている.

1998年には家電機器業界で騒音の表示に関する基

準が定められ，騒音の表示には騒音レベルの他にラ

ウドネスを用いるように記されている.

自然の音だけを評価対象したり，人工音だけを問

題視するのではなく，自然の音も人工の音も含め，

暮らしにおいて，どんな音がどんな時期に聞こえて

いることが快適性を醸し出すのかを研究する必要

があると考える.

169 

図 9

山本・農村と都市におけるサウンドスケープの定量的評価

3地点の周波数パターン分布図

パターンの観点からも平地農村の都市化が うかが

える.また，この指標により周波数ノξターンの観点

においても 6地区を分類することができたと言える

(図 10) . 

i |人~---^

6.サウンドスケープの

新たな評価に向けて

これまで，音の評価は一般的に物理音量の指標を

用いて評価されてきた.いわゆる「高さ(周波数)j，

「強さ(音圧)J ， i音色(波形)Jの音の 3要素

を計測機器で捉え，評価してきた.本論で用いてい

る等価騒音レベルも補正がされ，人の聴覚特性を考

慮したものとなってはいるものの，まだ物理量とし

ての指標であることには変わりない.また，周波数

についても，波形のエネルギー量を分析しているも

のであり，そこに人の感覚機能の介在はない.

しかし，サウンドスケープの評価においては，単

に音のエネルギが大きいか小さいか，周波数が高い

か低いかだけの物理量の指標では評価できず， 音に
おわりに

本論では，山間，平地，都市近郊としての地形と

土地利用において特徴を持つ農村集落と都市部の

狭域において，地区別に等価騒音レベルの日変動特

性と地点変動特性を分析することによって，物理指

標によって捉えられる「うるささJや「静けさJの

中味を詳細に分類することができた.このことから，

農村部は大きく 2つに分類できることがわかった.

とくに兎口集落は，農村の山間部独特の音空聞を

持っているのではないかと読み取れた.周波数ノ号

ターンの観点からは音の多様性を分類できた.都市

近郊集溶としての太田集落は，騒音レベルこそ低い

ものの，日変動特性としては，都市オフィス街に近

い.また，この指標からは，音空間という観点にお

いて，多くの農村地域が都市化してきているのでは

ないかとしづ推測ができた.以上， 3つの音の物理

指標を用いて環境音を分析することで，音空間の地

7 

。
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域性や変動特性を把握し，分類することができた.

本論で紹介した手法は，音空間の定量的な分析の

基礎を提案するものであり，今後この方法により，

多くの地域で音空間特性を捉え，その特性と心理的

評価との関係を分析することにより，よりよい音空

間の創造に繋がると考える.
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