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KOMATSU  Masafumi

Designing a Sound Installation at the
Tango Province Museum in Kyoto Prefecture：

Active Field Research Using Ambient Music

This paper reports on the author's participatory research project on environmental sound design 

at the Tango Province Museum in Miyazu City, Kyoto Prefecture.  More concretely, the report focuses 

on three things: 1) the recording and production of original ambient music for the installation, 2) a 

survey of museum visitors, and 3) interviews of the museum staff.  Based on the results of this 

research, I consider both the challenges and possibilities of environmental sound design in public spaces. 

The Tango Province Museum in Miyazu City was founded in 1970.  Materials and objects related 

to the art, history, archeology and folk culture of the area are both studied and utilized there. The 

particular characteristics and problems with the sound environment at the museum were described 

follows: 1) visitors found the space to be too quiet and were rushing through the exhibit quickly, 2) 

extraneous sounds would echo throughout the space making visitors hesitant to make any noise at all, 

and 3) conversations among staff  could be heard whenever the offi  ce door was opened.

In order to solve these particular problems, the author aimed to create original ambient music 

and sound specifi cally for use in this museum that could be played on low-cost audio equipment. The 

expected outcomes of the design project were as follows: 1) to enliven the space (and alleviate the sense 

that the museum was too quiet),  2) to create an atmosphere of relaxation (and help visitors feel more 

relaxed and stay longer),  3) to mask miscellaneous sounds ( making conversations or other sounds less 

audible) and  4) to enhance the exhibit with audio elements (adding sound to the visual elements helps 

make viewing the exhibit a "whole-body" experience.) 

In the process of producing the ambient music, I attempted to create musical compositions that 

would blend well with the space and enhance the content of the exhibition. I also made an eff ort to 

create music that would appeal to a wide range of age groups. In order to harmonize the content of the 

exhibition with the ambient sounds and music, I recorded environmental sounds particular to the daily 

life in the Tango region of northern Kyoto Prefecture.  

The ambient music and sounds were played at the site for a period of two months, and visitors 

were asked to respond to questionnaires. Approximately 80% of those who responded felt that the 



― 107 ―京都精華大学紀要　第四十九号

筆者は、公共空間における音環境デザインを継続して行ってきた。具体的には、公共空間の

音環境を改良するために、対象空間の場に調和した環境音楽を制作し、実際の現場で利用者や

運営者に対する意識調査を実施してきた。京都タワー展望室（2006 年～現在）、京都国際マン

ガミュージアム（2006 年～現在）をはじめ、公共空間の多様な特性に対応した音環境デザイ

ンのあり方を、アクションリサーチという方法で模索している。

アクションリサーチ（action research）とは、「社会システムについての知識を創り出すと

同時に、社会システムを変えようとするもの」1であり、「人が系統立てられた研究に参加する

ことや、期待する目標を達成するための適切な設計図を探求することに意味を与え、またその

効果を評価すること」2を目指した活動である。アクションリサーチとは人が実際に活動して

いる特定の場所を対象とし、実践的な知識を生み出し、社会に実際的な変化をもたらすことを

目的とする研究―実践活動であると、筆者は考える。ところが、音環境デザインを対象とする

アクションリサーチの事例はほとんどなく、当分野の研究成果の蓄積が不十分であるのが実情

である。

本稿は、京都府立丹後郷土資料館（京都府宮津市字国分）を対象にした音環境デザインのア

クションリサーチを報告するものである。具体的な流れとしては、2015 年 5月の本プロジェ

クト開始後、1) 環境音楽の音源制作、2) 来館者に対するアンケート調査、3) 館運営者に対する

ヒアリング調査、を約 10ヶ月間にわたって行った。その結果をもとに、公共空間における音

環境デザインの問題点と可能性を検証する。

２．公共空間における音環境デザインの問題点と解決策

不特定多数が利用する公共空間は、音環境をはじめとする感覚環境の質的整備がうまく行わ

小　松　正　史

１．はじめに

KOMATSU  Masafumi

京都府立丹後郷土資料館の音環境デザイン・プロジェクト
――環境音楽を用いたアクションリサーチを通して――
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れていない。その理由としては、①人の感覚の嗜好には大きな幅があり空間デザインの策定が

難しいこと、②感覚環境の質的向上には莫大な費用がかかること、が考えられる。それを打開

するための有力な手法が「音環境デザイン」にあると、筆者は考えている。

音環境は人の感覚に無意識の領域から強い影響を及ぼす重要な分野である。公共空間の環境

を質的に改善する意義は、空間が生み出す印象を心理的側面から劇的に向上させられる点にあ

る。現状の公共空間では視覚デザインの優先順位が高く、音環境分野は視覚に付帯した取り扱

いが続いている。音環境に焦点を当てた事例であっても、騒音などの不快な音環境を量的に改

善する内容に留まっている。

音環境デザインが難しい理由は、およそ 6つが存在すると筆者は考える。①音の分野は視認

性が薄いために予算対象になりづらいこと、②予算対象になり得る項目はハード面（音響機器

等）に限られ、ソフト面（音源制作とその運用等）が軽視されやすいこと、③音環境の印象評

価の幅が広く、とりわけ音楽利用に対しては否定的意見が存在すること、④音環境デザインは

他の空間要素と密に連関しているにもかかわらず、単独・後付けで設計施工されがちなこと、

⑤計画・施工が短期間のうちに迫られ、外部委託（分業体制）になりがちなこと、⑥音環境デ

ザインの認知度が低いこと、である。

この問題点を解消するため、筆者は「研究者（調査／分析アプローチ）」と「デザイナー（設

計／施工アプローチ）」の両方から、現場に臨んでいる。つまり現状では、両者が分離体制で

行われる音環境デザインの執務を、一連のプロセスとしてひとりで両者の領域を遂行するので

ある。それに伴うメリットとしては、①クライアント（依頼主）や現場の要請を音環境に直接

反映しやすいこと、②デザインに伴う現場の反応・評価・検証を短期間でフィードバックしや

すいこと、③費用が廉価で各遂行プロセスが円滑になること、が考えられる。現場に即した音

環境デザインのアクションリサーチを行うことで、対象空間に留まらず、他の研究者や実践者

にも有益な示唆を与えることができるのではないかと、筆者は考えている。

３．丹後郷土資料館の概要と音環境の特徴

京都府立丹後郷土資料館（以下「館」と略称）は京都府宮津市国分に位置し、1970（昭和

45）年に開館した（図＿1：丹後郷土資料館の位置図）（写真＿1：丹後郷土資料館外観）。京都

府北部の歴史・美術・考古・民族などの資料の収集・整理・保存・調査・研究・展示・活用を

図り、府民の文化的向上に資することを目的としている 3。開館後幾度かの増築工事が行われ、

現在の建物面積は 156,597㎡（用地面積は 2,836,786㎡）となっている（図＿ 2：丹後郷土資料館

の平面図）。建物の前庭には史跡丹後国分寺跡地があり、天橋立と阿蘇海を一望する台地に位
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置している。国分寺は 16 世紀

はじめの雪舟筆天橋立図にも描

かれ、当地が歴史的にも重要な

地域であることを物語ってい

る。

館内における音環境の最大の

問題点は、静かすぎてくつろげ

ないことである。来館者が訪れ

るたびに足音や話し声などの生

活音が発生するが、それ以外は

館内の空調音・照明音・事務室

内からの業務音（電話の呼び出

し音や打ち合わせの会話など）・

展示映像（ビデオ機器）からの

祭礼再生音などがきかれる。館

内の内装（天井・壁・床）は反

響しやすいパネル材が多用され

ており、展示室内が一つの連続

した大きな部屋の構造をしてい

る（写真＿2：第一展示室の様子）。

室内で音がいったん発生すると

館内全体に大きく響きわたる。

来訪する開館者数も限られてお

り、館に人がいないと静けさが

一層際立つ状態である。

こうした音環境のために、①

来館者は静かすぎる館内に不快

感をもち、展示を足早に見て回

る、②たった一つの音でも館全体に大きく影響を与えるため、来館者は音を出しづらい、③事

務室内の会話がドアを開けていると展示室内に漏れ出る、といった問題点が発生している。

図＿1：丹後郷土資料館の位置図
（apple maps をもとに筆者作成）

写真＿1：丹後郷土資料館外観（筆者撮影）
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４．館内音環境の
    改善案と環境
   音楽について

4.1　館内音環境の改善案

こうした音環境の問題点を解

決するために、いくつかの改善

案を考案した。館では現状の空

間を大幅に改変することや、高

額な音響システムを導入するこ

とは困難である。そのため、館

専用の環境音楽をオーダーメイ

ド（特別制作）し、廉価な音響

機器で再生する方針を取った。

重要な点は、日常の運営の負担

にならない音環境デザインに配

慮することである。今回の環境

音楽導入において期待される効

果としては、①にぎわい効果（館

内の静かすぎる違和感を緩和す

る役目）、②リラックス効果（楽

曲のおだやかな響きによって来

館者の滞留時間を長くさせる役目）、③マスキング効果（館内で発生する会話や人の動作音を

目立たなくさせる役目）、④視聴覚相互作用効果（視覚的な展示に聴覚的な要素を加え、体感

的な展示形態にする役目）を想定した。

4.2　環境音楽の特徴

環境音楽は、館内の背景に溶け込み、展示内容の雰囲気を引き立てることが重要である。目

立たない音量でありつつも、耳をすますと音楽の存在が微かに気づけるようにした。つまり、

利用者の注意力に応じて各自の聴覚意識を自由に切り替えやすい音づくりに心がけた。この響

きを実現するために、館外できこえる風や葉の音の響きに類似した環境音楽を制作した。また、

多くの人にとってなじみ深いピアノの音色を使用した。曲調の特徴としては、高齢者の利用頻

図＿2：丹後郷土資料館の平面図
（出典『京都府立丹後郷土資料館要覧』3頁）

写真＿2：第一展示室の様子（筆者撮影）
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度が多いことから、幅広い年齢層に受け入れられやすい楽曲づくりに努めた。さらに、館内の

展示内容と環境音楽を調和させるために、丹後の地域色が表れる生活環境音を録音し、素材に

使った。一部の曲については環境音のリズム的要素を活用し、にぎわいを演出することを試み

た（表＿1：環境音楽の概要）4。

表＿1：環境音楽の概要
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4.3　環境音の収録

環境音の録音状況について説明する。丹後郷土資料館に併設する旧永島家住宅 5内で、室内

の音環境や付属道具（民具）を使う際に発生する生活音をフィールドレコーディング（野外録

音）した（写真＿3：釜戸の録音現場）。録音時期は 2015 年 8月 14日である。館技師の吉野健

一氏には、音が出やすい民具の選定を仰ぎ、録音当日は民具を使って音を出す作業にも協力い

ただいた。また、近隣地区（宮津市溝尻）に在住する坂根博子氏にも協力を仰ぎ、藤織りを制

作するときの機織りの音や糸撚の音を録音した（写真＿4：藤織りの様子）。その他の音源につ

いては、筆者が所有する録音データを使用した。

4.4　環境音楽の再生環境

環境音楽の再生環境について

は、一系統の環境音楽を２階エ

リアのみで再生した。導入のタ

イミングは、館の特別展「海の

京都・特別展「大海原に夢を求

めて－丹後の廻船と北前船－」

（第二展示室）」に合わせた（写

真＿5：第二展示室の様子）。期

間は、2015 年 10 月 10 日（土）

～ 11月 29日（日）の約 6週間

である。第二展示室の壁際に、

小 型 CD 再 生 機（SONY ZS-

E30W）を床から 70cm程度の

高さに置き、環境音楽を連続再

生させた。音量の設定は技師と

検討を重ね、静かに流れる程度

にした。

次に、館内における現場観察

の結果を示す。環境音楽が導入

された 1ヶ月後の 2015 年 11 月

11 日開館直後（午前 9 時台）

に来館者がいない状態で、館 2

写真＿3：釜戸の録音現場（筆者撮影）

写真＿4：藤織りの様子（筆者撮影）
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階の展示会場で音環境の簡易観

察を定量的・定性的に行った（受

付や事務所には職員がいる状

態）。観察地点は、①環境音楽

が再生されているスピーカから

近い場所、②スピーカから 5m

程度離れた場所、である。騒音

計（RION NL-20）を用いて、1

分間の音量測定（LAeq：等価騒

音 レ ベ ル・LAmax： 最 大 値・

LAmin：最小値）を行った、残響

時間は 2箇所ともに約 2.5 秒で、室内の発生音が消えづらく耳に残る状況であった。

測定の結果、①【環境音楽あり／スピーカから近い場所】では、LAeq:47.7dB, LAmax=58.1dB, 

LAmin=30.9dBで、人の声・ドア開閉音・足音・機械音・環境音楽などの環境音がきかれた。②

【環境音楽あり／スピーカから遠い場所】では、LAeq=37.9dB, LAmax=44.3dB, LAmin=28.9dB で、

人の声・ドア開閉音・足音・機械音・環境音楽などの環境音がきかれた。②【環境音楽なし／

スピーカから遠い場所】では、LAeq=39.4dB, LAmax=57.9dB,LAmin=29.7dBで、人の声・紙をめく

る音・鼻をすする音・機械音・何かが落ちる音などの環境音がきかれた。

現場の音環境観察からわかることは、LAmin が 30dB前後の値を示し、館内が静寂感の強い

状態となっている。館内に人がいないときや音楽が流れていないときは 30dBを下回るほどの

静けさとなり、音がないことを不快に感じる来館者もいる可能性が高い。次に、展示室外にい

る職員の動作音がたとえ小さな音でも展示室にまで届き、少なからぬ影響を与えることがわ

かった。職員の作業音や会話などが発生すると、些細な音量であっても館内全体に響きわたる。

この原因には、1階と 2階のフロアが分離せずに一つの部屋の構造になっていることと、残響

を発生させやすい内装（室内パネルや床材など）が使われていることが考えられる。

このような状況の中で、館技師は環境音楽を再生する際に細心の注意を払った。展示を集中

して鑑賞しているときにはきこえにくく、集中力が切れたときにようやく耳に入るような音量

（再生機の最大音量レベルを 30とすると 10～ 11程度）に試行錯誤を重ねながら設定した。ス

ピーカから離れていても音楽の存在がわかり、来館者が会話しているときは音楽の存在がかろ

うじてわかる程度の音量となっている。

写真＿5：第二展示室の様子（筆者撮影）
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５．来館者へのアンケート調査結果と考察

5.1　調査内容と手順

2015 年 10 月 10 日～ 11月 29 日の期間中、丹後郷土資料館を訪問した来館者を対象に、音

環境に関するアンケート調査を実施した。おもな内容は「施設の音環境について」と「属性と

ミュージアム施設について」である。質問項目は、筆者が過去に実施した音環境調査の質問項

目や博物館のレクリエーションに関する研究内容 6を参考に設定した（表＿2：アンケートの

質問項目）。調査手順は、1階の受付と2階の入り口左側の2カ所にアンケート調査票を設置し、

来館者が任意で用紙を取り回答を行う方法である。A4版用紙の両面に質問項目と回答欄を設

けた。合計で 36人の来館者が自主的にアンケートを回答した。

表＿2：アンケートの質問項目
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5.2　来館者の属性

回答者の属性を表＿3に示す。性別は男性の方が 55.6%とやや多く、年齢層は 60歳以上が全

体の 4割を越えている。居住地は京都府が 69.4%で、そのうち近隣地域の北部地区（宮津市・

京丹後市・岩滝町など）が 47.2%の半数近くを占めていた。なかには東京都や富山県など遠方

からの来館者もいた。来館人数は 1人が 47.2％と半数近くおり、続いて 2人が 30.6%であった。

館にはじめて訪れる来館者は約 3割おり、2～ 4回目がそれぞれ 1割ずつであった。注目すべ

きは 10回以上が 13.9%もおり、何度もリピートする来館者の存在が伺える。滞在時間は 30～

60分が 44.4%と最も多く、続いて 0～ 30分が 38.9%と、8割以上の来館者が 1時間以内となっ

ている（音源の再生時間は約 60分であり、来館者の滞在時間が 1時間以内であれば同じ曲を

きくことはない）。

5.3　来館者の意識調査結果　

来館者の意識調査結果を表 -4に示す。

1）館内での印象深い音や記憶に残った音

来館者が館内で感じた「印象深い音」「記憶に残った音」を表 -5に示す。肯定的に感じられ

る環境音の多くは、環境音楽やその音源素材に使われている環境音であった。特に鳥の声（ウ

ミネコ）を好ましく感じる人が多くいた。否定的に感じられる環境音は、車の音（ドア開閉音）

や人の声（受付の対話や話声）、足音であった。

2）環境音楽への気づきと展示との調和

来館者の大多数（94.4%）は、館内で流している環境音楽の存在に気づいていた。環境音楽

の素材に使っている環境音についても半数近く（47.2%）が気づき、なかでも「鳥の声」「蛙の

表＿3：回答者の属性
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表＿4：来館者の意識調査結果
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声」「何かを回す音（石臼）」などの音を明確に認識している人が多かった。また 9割程度の来

館者は、環境音楽と館内の展示が調和していると回答した。

3）環境音楽の必要性

博物館や美術館などの公共空間で、空間の雰囲気を演出する環境音楽の必要性について来館

者に尋ねた。その結果、必要が 86.1％、不要が 8.3%（未記入は 5.6%）となり、多くの来館者

は環境音楽が必要と回答した。

表＿5：館内の印象深い音と記憶に残った音



― 118 ―京都府立丹後郷土資料館の音環境デザイン・プロジェクト―環境音楽を用いたアクションリサーチを通して

その理由としては、「落ち着いた気持ちになり、ゆっくり見学できる」「静寂の中にかすかな

音楽が入ることでリラックスする。静かすぎると居づらい」「知らない人同士がいるときの気

まずさを和ませる」「耳障りな話し声や靴の音などを目立たなくさせる」など、環境音楽には

館内に安らぎを与え、静寂による閉塞感や他者の動作音がもたらす不快感を和らげるマスキン

グ効果のあることが確かめられた。

逆に環境音楽が不要な理由としては、「同じメロディがリピートされると展示に集中できな

くなる」のように、音源の繰り返しによって集中力が低下し、不快感の増すことを来館者は懸

念している。また、「来館者のイメージと違った場合、展示に集中しづらくなる」という意見

もあり、対象空間の雰囲気と高く調和する音源制作が必要であることが明確になった。

4）館内環境音楽についての意見

館内で流れている環境音楽の意見を尋ねた。まず、「場になじみ、ゆっくり落ち着いてリラッ

クスしながら展示を見学できた」「音楽の雰囲気が資料館にマッチしている」「水の流れや船出

といった展示内容と音楽が合っている」などの肯定的な回答が多くみられた。改善点を述べた

回答としては、「もう少し小さい音の方がよい」「低めのキーの方が落ち着く」「音源がリピー

トされるとメロディがいつまでも頭に残る」など、公共空間の環境音楽のあり方に有益な意見

が得られた。

5）館のレクリエーション機能について

来館者の多くが（75.0%）が館に対し、親しみややすらぎを提供するレクリエーションの役

目が必要と回答した。その理由としては、「専門知識のない一般人や子どもが展示に興味を持

つことが重要」「館に入りやすくするための関心づくりのきっかけづくりが重要」などがあった。

このように、多くの来館者が魅力ある館づくりの重要性を感じていた。

6）環境音楽のレクリエーション機能について

環境音楽が館のレクリエーション機能について有効であると捉えた回答者は 72.2%、不要は

8.3%（うち未記入が 19.4%）であった。回答理由をみると、単に環境音楽を導入しただけでは

レクリエーションの役目を果たさず、「展示の内容とリンクするものであれば有効」「空間演出

になってもレクリエーションにまでは至らない」との意見があった。館がレクリエーションを

積極的に目指すのであれば、「カフェを設置すべき」「庭で音楽を生演奏すべき」など提案型の

意見がみられた。

つまり、環境音楽には積極的な演出効果をもたせず、あくまでも館内の音環境の不快感を低

減させるといった、消極的で控えめ（受動的）な役目に徹することが重要と考えられる。それ

に並行して、積極的なレクリエーション機能を音の分野から実現するためには、別の能動的な

アプローチ（現場での生演奏など）が必要と思われる。
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7）施設全体についての意見

売店・カフェなどのレクリエーション要素を館に求める内容や、音響機器・照明・壁などの

施設の構造箇所を改良すべきといった内容が多くみられた。館は限られた予算の中で創意工夫

を凝らして運営しているものの、構造的な限界点が垣間みられる。それとは逆に、館スタッフ

が明るく穏やかに対応する様子を好ましく感じる来館者が多くいた。施設のハード面で突き当

たる問題点を、ソフト面で効果的に補完している状況がみて取れる。

６．施設運営者へのヒアリング調査結果と考察

丹後郷土資料館の音環境デザイン・プロジェクトを遂行する際、当初から現場で連携してき

た技師の吉野健一氏にヒアリング調査を行った。ヒアリングの目的は、今回導入した環境音楽

の現状と現場の反応を質的に検証することと、博物館全般における今後の課題を知ることであ

る。調査時期は、現場に環境音楽を導入しはじめた時期（2015 年 11 月 11 日）と、アンケー

ト調査終了後の時期（2016 年 2月 28日）の 2回である。会話内容は録音し、文字起こしを後

日行った。その内容をもとに 3つの項目を立てた。

6.1　「環境音楽」について

来館者の多い博物館や美術館は、人の雑踏（声や足音など）も多いため、静寂がもたらす音

環境の違和感は少ないだろう。ところが本館のような「静かすぎる」空間だと、音がないこと

によって緊張感が増えるので、自分の出す音が気になる心理状態になりやすい。そういう意味

で、館内に音楽を導入することには大きな効果が期待できる。

これまで館では、お祭りの音をビデオ再生によって流すことはあっても、新たに音楽を取り

入れたことはなかった。音楽を使う場合、展示内容と関係ないものを流すことや、一般に市販

されている音源を使うことでは意味がない。会場で流す音楽と館との必然性がなければ、疑問

を感じる来館者も出てくるだろう。

今回のような地元丹後の環境音を素材に特別制作された音源には必然性がある。類似する

市販の環境音楽はあるが、それらとは異なりオリジナリティがある。特に生活の中の環境音

を「音楽」として活用する方法論は、斬新な発想の転換と感じる。ピアノの音色が環境音の

素材とマッチしており、お互いの良さを生かし合っている。例えば、蛙の音とピアノの音が

融合する瞬間に、求めるべき音の理想像がある。現状の西洋楽器では表現できない要素があ

るのではないか。環境音楽は館の空間に溶け込んでおり、風・雨・音・虫の声のような自然

音に近いものを感じる。
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これまで館は音楽なしで運営していたが、今回環境音楽を導入したことにより、館内空間に

和やかな雰囲気が生まれた。音がまったくないと無機質になるし、ありすぎると邪魔になる。

今回の環境音楽はバランスがあり、理想的ではないかと考えている。音楽の再生環境について

は、音量や音質を改良し、メリハリのある音を提供することが重要である。展示室の構造の問

題もあるため、今後は部屋によってきこえ方を変えるような工夫ができればよいだろう。

6.2　「来館者の反応」について

人それぞれ音量の好みがあるが、今回導入した環境音楽は展示の鑑賞に差し障りのない音量

で再生することを心がけた。多くの来館者は環境音楽の存在を好意的に捉えており、今回の試

みは成功したものと判断している。ただ、静かに見学したい人もいるのは事実である。

博物館内でオーダーメイドの環境音楽が常時再生されている試みはこれまでにほとんどな

く、来館者の中には不慣れに感じる反応もあった。壁面には環境音楽導入の説明文を設置した

ので、来館者にその主旨が伝わったのではないか。来館者は60分間音源を集中してきき続けて

いるわけではない。展示を見ることに集中していると、音楽がきこえなくなる瞬間が結構多かっ

たように思われる。突然不意に音楽が耳に入るタイミングがある程度の音量に設定したので、

流し続けても音楽を飽きずに心地よく感じることができたのではないか。

とりわけ展示に疲れて集中力が途切れる頃に音楽が意識に入ると、休憩することと同じよう

な心理的な効果がある。音源の再生時間は約60分間なので、連続再生しても毎回新鮮に感じら

れる。音の分野から、メリハリのある展示空間づくりができる可能性を感じた。

6.3　「今後の課題」について

博物館には 3つの方向性（調査・研究、収集・保存、展示・広報）がある。昭和 40 ～ 50

年代は調査・研究、収集・保存に力を入れていたが、最近では展示・広報を軸とした発信活

動が求められている。過去には知名度の高いコンテンツを展示して来館者を呼び寄せる方法

が多くみられたが、現在では来館者の多様なニーズに適応した幅広いサービスの提供が期待

されている。

これからの博物館は、所属する学芸員や技師の解釈を反映した特色ある発信活動が重要であ

る。例えば今回の音環境プロジェクトのように、他の博物館にはない独自のやり方が大切であ

る。そういう意味では、当館が管轄する旧永島家住宅が大きな宝物となっている。現在では、

ごはん炊き体験・紙すき体験・そば作り体験などの活動に使っており、今後はさらに実験的な

活動展開を考えている。例えば、参加者が石臼を回して音を出し、その響きとコラボレーショ

ンした楽器の演奏も面白いだろう。
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当館は小さい組織の博物館だからこそ、小回りが効きやすい。だが、今まで通りの博物館運

営では限界が来ている。新たにチャレンジすべき時期に来ていると感じる。

6.4　ヒアリング調査の考察

ヒアリング内容を顧みると、丹後郷土資料館側は筆者が提案した音環境プロジェクトに理

解を示し、全面的な協力体制が得られたことが伺える。今回のプロジェクトを遂行するにあ

たり両者がスムーズに連携できた原因は、館内のレクリエーション機能の充実を考慮する時

期に本プロジェクトがタイミングよく受け入れられたことが考えられる。表＿6に、丹後郷土

資料館の音環境デザイン・プロセス年表を示す。これをみると、本プロジェクトが短期間の

うちに滞りなく実行できたことが伺える。具体的にはプロジェクトの打診から実行決定まで

が約 1ヶ月、環境音楽の制作が約 1ヶ月、来館者の意識調査期間が約 2ヶ月である。

博物館のようなデリケートな運営が求められる公共空間を対象に環境音楽を導入すること

は、現実的に多くの困難を伴う。そのような状況で今回の音環境デザインは、これまでの博

物館運営の中はなかった試みとして意義ある取り組みとなった。その要因としては、1) 館職

員の深い理解があったこと、2) 館の組織体制が小さく提案から意思決定までのプロセスが複

表＿6：丹後郷土資料館の音環境デザイン・プロセス年表
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雑でなかったこと、3) 筆者の環境音楽制作が短期間で仕上がったこと、が考えられる。幸い

にもこのような要因が重なり合って、本プロジェクトが一定の成果を生み出すことができた

のである。

多くの博物館に共通する今後の課題は、来館者に質の高いサービスを提供することである。

今回、館に調和したオーダーメイドの環境音楽を導入することで、来館者が感じる鑑賞時の

疲れを緩和させ、リラックスした展示空間が演出できたことが確認された。他の施設でも今

回のノウハウを応用できる可能性があるため、引き続き音環境デザイン・プロジェクトを推

進していきたい。

7．まとめ

本稿では、京都府立丹後郷土資料館で実践した音環境デザイン・プロジェクトの活動を報告

してきた。筆者は音環境デザインの難しさを「人の嗜好の幅広さ」と「莫大な費用」の 2点が

あると指摘した。

前者については、できるだけ耳障りにならない環境音楽の制作と再生環境を心がけることで

実現できたと考えている。現状多くの音環境デザインは企業がビジネスの立場を取り、外部委

託（分業体制）の形で進められている。職業的音楽家が仕事の立場で環境音楽を制作する場合、

自由度の低い依頼条件が提示されやすい。そうなると、対象空間の質を引き上げる試行錯誤を

するといった実験的姿勢を取ることは難しくなる。つまり、限られた期間や予算の中で制作さ

れた環境音楽のクオリティでは、「どこにでもある平均的なBGM」の壁を越えることは困難と

なる。

後者については、筆者が「研究者」の立場を執り、アクションリサーチの形態で現場と関わ

ることによって実現できたと考えている。音環境デザインの多くは分業体制の形で進められる

と先述したが、音環境デザインを「仕事」として進めるには、企業の採算を見越した相応の費

用を捻出せざるを得ない。2章でも示したとおり、予算対象になり得る項目は可視化しやすい

ハード面（音響機器等）が主体となっている。限られた予算枠においては、とりわけソフト面

（音源制作等）が軽視されやすく、既存（レディーメイド）の音源を再利用する選択を取るこ

とが多い。こうしたことが原因で、企業が提案する音環境デザインは、ハード面に予算配分が

偏った形で行われれやすいのである。とりわけ予算の捻出が難しい施設では、質の高い音環境

デザインが現実的に不可能となる。

その状態を解消できる有効な方法が「アクションリサーチ」にあると、筆者は考えている。

「研究者（調査／分析アプローチ）」と「デザイナー（設計／施工アプローチ）」の両方の立場
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に則ったアクションリサーチが、今後の音環境デザインの鍵になるのではないだろうか。最

後に、今回のアクションリサーチ（音環境デザインの研究―実践活動）を通して考察した論

点を 3つ示す。

1点目は、理解者の存在が鍵を握ることである。本プロジェクトが実行できた最大のポイン

トは、館技師との出会いと館全体の協力体制にある。組織の大小に関係なく、プロジェクトに

共感し推進する環境をつくることは、音の分野に関わらず必須条件である。何度もやりとりを

交わしながら信頼関係を形成し、持続的な活動を共有し合えることが、音環境ザインの根本的

な土台づくりとして重要である。

2点目は、限られた予算でありながら、クオリティの高い音環境デザインが実現したことで

ある。両者の要素は一見矛盾するように思えるが、とりわけ音の分野であれば、廉価な音響機

器を用いる場合であっても、音の感性が豊かで経験値の豊富なデザイナーの手腕・好奇心・推

進力が持続すれば、空間の質的レベルを上げることは十分可能である。それぞれの地域に存在

する（音）環境デザイナーの積極的な育成と活用を望む。

3点目は、個別事例を集積させつつ音環境デザイン技法の構築・開発を行うことが重要であ

る。今回は丹後郷土資料館を取り上げ、その場所を最大限に考慮した音環境デザインを実施し

たが、使用用途の異なる他の公共施設でもその技法が応用できるとは限らない。丹後郷土資料

館だけでなく他の事例も多く集め、多様な現場に対応した音環境デザインの技法を確立させる

ことが重要であると、筆者は考えている。
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2010 年、26頁。

２　前掲書 1、27頁。

３　京都府立丹後郷土資料館編『京都府立丹後郷土資料館要覧』1992 年、2頁。

４　これらの楽曲は、小松正史のCDアルバム『キョウトアンビエンス 3 ～ピアノと丹後の音風景～』

に収められている。

５　江戸時代に宮津藩の大庄屋を務めた農家の主屋で、1993（平成 5）年から間用地内で復元整備に



― 124 ―京都府立丹後郷土資料館の音環境デザイン・プロジェクト―環境音楽を用いたアクションリサーチを通して

着手し、1995（平成 7）年に竣工した。（旧永島家住宅のパンフレットより）

６　村田麻里子『思想としてのミュージアム　―ものと空間のメディア論』人文書院、196頁、2014 年。
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