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「夕方5時のチャイム」の公共性：山梨県富士吉田市の取り組みから
The legitimacy of clock chimes sounded through public announcement system: A case in
Fujiyoshida, Japan
●箕浦 一哉
Kazuya MINOURA
山梨県立大学／フローニンゲン大学
Yamanashi Prefectural University / University of Groningen
キーワード：防災無線，公共性，標識音，音の共同体，政策
keywords：Public announcement system for Disaster Information, legitimacy, soundmarks, acoustic community，policy
76.3%の市町村に整備されている 2）。2000 年に永幡らが実
施した福島県内市町村に対する調査によれば，防災無線が
設置されていると回答のあった 61 の自治体のうち 57 の自
治体で時報音を放送していた 3）。仮に同報系防災行政無線
が整備されている市町村の 7 割が時報の放送を行っている
とすると，全国の半数程度の市町村で時報の放送が行われ
ているという計算になる。
時報音は単に時間を知らせるだけでなく，自治体全体の
住民に共通の音響体験を与えることによって，結果として
共同体を音響的に規定していると言える。また，住民の側
も日常生活の中で時報音を積極的に利用する場合がある。
こうして日常的に地域の中で聞かれた音は，その地域を離
れたときなどに懐かしいものとして語られることもある。
このように時報音は地域のサウンドスケープの中である特
別な位置を占めていると言える。
時報音にはしばしば何らかのメロディーが使われる。時
報音としてふさわしいと判断される楽曲は，「ウェストミ
ンスターの鐘」のような時報チャイムとしてよく使われる
曲や，一般によく知られている童謡・唱歌などであろう。
また，市町村歌など地域で知られている楽曲が使われる場
合もある。いずれにしても地域住民に知られていることが
前提となっていると考えられる。
ところが，山梨県富士吉田市では，2012 年 12 月および
2013 年 7 月に，夕方の時報チャイムのメロディーを地域住
民にそれほど知られていない楽曲に一時的に変更した。使
用された楽曲はあるロックバンドの曲で，このロックバン
ドが同市にゆかりがあることはある程度知られていたが，
楽曲は市民の多数が知っているとは言えなかった。この場
合，公共の時報としてはふさわしくない，という判断もあ
りえたであろう。ではなぜこの時報音が成立したのであろ
うか。また，この時報音は人々にどのように経験されたの
であろうか。本論ではこの事例をサウンドスケープ・デザ
インの文脈から検討していきたい。

要旨
多くの地域で防災無線設備を利用した時報の放送が行わ
れており，地域のサウンドスケープの一定の位置を占めて
いる。山梨県富士吉田市では 2012 年 12 月および 2013 年 7
月に，夕方の時報のメロディーをあるロックバンドの楽曲
に変更する取り組みが行われた。この取り組みは同市役所
の「若手職員プロジェクト」のひとつとして企画されたも
ので，2009 年に 29 歳で亡くなった同市出身のミュージシ
ャン志村正彦氏の楽曲を期間限定でチャイム音として放送
するというものであった。この取り組みは市民に好意的に
受け入れられたほか，遠方からチャイムを聴きに同市を訪
れるファンもあった。
通常時報音のメロディーには住民によく知られた楽曲が
用いられるが，ここで採用された曲は決して多くの富士吉
田市民が認知しているとは言えないものであった。にもか
かわらずこの取り組みが成立した理由としては，楽曲をそ
のまま放送するのではなくメロディーのみをチャイム音で
放送する形を採ったことによって，音の機能的意味が変化
しなかったことが挙げられる。また，このミュージシャン
が若くして亡くなったことや，生前には地元富士吉田市へ
の愛着やその作品への反映を表明していたことなどが，地
元メディアの報道等を通じ市民に共有されていた。さらに，
同氏のファンが故人を偲びこの地域を訪問しているという
事実も見聞されていた。こうした背景から，時報音の変更
は地域の魅力再発見を目的としたまちおこし事業という位
置づけがなされた。このようにしてこの取り組みは公共性
を有するものとして認められたと考えられる。
結果として，このチャイム音は時間を示す信号音である
だけでなく，共有された「物語」を想起させる標識音であ
り，かつ「地域資源」であるという多義的な存在となった。
また，富士吉田市という共同体を象徴する音であると同時
に，このミュージシャンのファンという共同体を象徴する
音という意味を持つことになった。この事例から，鳴らさ
れる音の適切性，音の意味の共有，実施プロセスにおける
公共性への配慮が，公共空間のサウンドスケープ・デザイ
ンに必要な要素であると示唆された。

2 富士吉田市における取り組み
2.1 事例の概要
富士吉田市は人口 51,409 人（住民基本台帳人口，2013 年
10 月 1 日現在）で，山梨県・富士北麓地域の中心都市であ
る。本稿で扱う事例は，ロックバンド「フジファブリック」

1 はじめに
防災無線設備を利用した時報の放送は多くの自治体で行
われている。同報系防災行政無線 1）は 2012 年度末時点で
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の楽曲を時報音として富士吉田市が防災行政無線で放送し
たというものである。この放送は，2012 年と 2013 年の計 2
回にわたり，それぞれ数日間の期間限定で行われた。
富士吉田市での時報の放送は朝，昼，夕の 3 回の放送で，
本事例で時報音が変更されたのはこのうち夕方の放送であ
る。2013 年 10 月現在使用されている楽曲と放送時刻は以
下の通りである。
・朝：「愛の鐘」，7 時
・昼：「ふじの山」，12 時
・夕：「家路」，17 時（10～3 月）・18 時（4～9 月）
ロックバンドの楽曲に時報音を変更した取り組みの背景
には，富士吉田市出身でこのバンドの中心者だった志村正
彦氏が 2009 年 12 月 24 日に 29 歳で亡くなったことがある。
志村氏の同級生だった市職員が，同市役所の「若手職員プ
ロジェクト」のひとつの企画として時報のメロディーを変
更することを提案し，承認を得て実現された。この取り組
みは市民に好意的に受け入れられただけでなく，遠方から
チャイムを聴きに同市を訪れるロックバンドのファンもあ
り，マスコミにも報道された。

以前に市長および市会議員からの提案で昼の時報のメロデ
ィーを「愛の鐘」から「ふじの山」に変更したという経験
もあったため，可能性があるのではないかと考えた。また，
ちょうどその頃に市民からのメールでも同様の提案があっ
たことから，他にも望んでいる人がいるということで，着
想に自信を持った。
そこで渡辺氏は，チャイム音をフジファブリックの「若
者のすべて」に変更することを課内で提案した。しかしな
がら，検討の結果，広く知られている曲ではないため時報
のメロディーにふさわしくないという判断がなされ，実現
には至らなかった。
2.3.2 展示会の開催（2011 年）
2011 年 12 月の志村氏の三回忌に合わせて，志村正彦展
「路地裏の僕たち」が富士吉田市富士五湖文化センターに
て開催された。その前年の 2010 年 11 月に志村氏の実家の
地元自治会が主催して企画展が実施され，2011 年も自治会
が企画していたところ，場所等の関係で実現しなかったこ
とから，同級生を中心とした有志が実行委員会を組織して
開催することになった。この実行委員会に渡辺雅人氏も同
級生の一人として参加した。展示には楽器や衣装などの音
楽活動に関連するものほか，子供時代の写真等のゆかりの
品が並べられた。
この催しの情報はインターネットを通じて全国のファン
に広まり，12 月 23 日・24 日の 2 日間で約 2000 人の来場者
があった。展示コーナーの出口に置かれたノートは，多く
の来場者の記入によって 2 日間で 10 冊に達した 7）。
渡辺氏はこの企画に参画し，ファンの人たちの反応に接
する中で，これだけの人に愛される志村正彦という音楽家
のことを市民にもっと広く知ってもらいたい，という気持
ちを強くした。と同時に，ファンの反応を通して富士吉田
市の街への誇りを強く感じた，という。そのことを渡辺氏
は次のように話した。
「ファンの人たちの声を聞いたら，富士吉田という街が素
晴らしい街だ，というふうに言われて，逆に自分がこの地
に生まれてよかったな，と誇りに思えたんですね。」
「志村正彦が作った歌の中に，この街の情景というか街自
体が歌われているような感じが多くて，ファンの方々も音
楽とこの街がつながっているような感じを持っているんで
すね。この地で生まれたからあの音楽ができたんだなって
いうようなことを言っているファンの方が多くて。」
このように渡辺氏は，この展示会への参画を通じて，志
村氏の楽曲を時報音にすることの動機を強めた。

2.2 フジファブリックと志村正彦
この取り組みで取り上げられたロックバンド「フジファ
ブリック」は，もともとは志村正彦氏が同級生とともに
2000 年に結成したもので，当初は全員が富士吉田市出身で
あった。富士吉田市は織物生産を地場産業としているが，
当初のメンバーの一人の実家が織物生産を営んでおり，そ
の会社名「富士ファブリック」が名称の由来である。その
後メンバーの入れ替わりを経て，2004 年にデビューした。
2009 年の志村氏死去後は 3 名で活動しているが，富士吉田
市出身者はいない。
志村氏は演奏ではギターと歌を担当するとともに，大半
の楽曲を作詞・作曲していた。志村氏が亡くなる 2009 年ま
でにフジファブリックは 4 枚のアルバムと 11 枚のシングル
を発表した。「実力派」「個性派」との評価が定着し，人
気と知名度が上昇する中で志村氏は急逝した。
志村氏死去後には，出身地の富士吉田市を訪れるファン
が少なくなかった。このファンの行動には，志村氏を偲ぶ
追悼の気持ちに加え，生前の志村氏が地元への愛着や地元
の情景を想定して曲を制作していることを日頃から公言し
ていたことから，志村氏の感じていたことを追体験したい
という思いがあったものと思われる。菩提寺にはノートが
置かれ，訪れた多くのファンが自身の思いを書き記してき
た 4）。

2.3 時報メロディー変更の経緯

2.3.3 若手職員プロジェクトでの提案（2012 年）
渡辺氏は 2012 年 6 月から富士吉田市役所が設置した「若
手職員プロジェクトチーム」に参加する機会を得た。この
プロジェクトチームの設置趣旨は「若手職員の持つ柔軟な
発想力と行動力を活用し，人口減少など現代的な課題に対
する方策を調査研究する」こととされている 8）。37 名の若
手職員が参加し， 6 班に分かれて活動した。
この活動のなかで渡辺氏は防災行政無線のチャイムをフ
ジファブリックの楽曲に変更する企画を再度提案した。こ
の企画は，富士吉田の魅力の再発見を目的としたまちおこ
し事業と位置づけて提案された。本来このプロジェクトで

2.3.1 安全対策課内での提案（2010 年）
フジファブリックの代表曲のひとつである「若者のすべ
て」5）の一節には「夕方 5 時のチャイムが 今日はなんだ
か胸に響いて」という歌詞がある。夏の終わりの風景を扱
ったこの曲において，町に響く時報のチャイム音が情景描
写にひとつの役割を果たしている。
このことから，志村氏の小中学校時代の同級生で富士吉
田市職員の渡辺雅人氏は，市が放送する夕方のチャイム音
をこの曲に変更することを着想した 6）。渡辺氏は 2010 年
当時，防災行政無線を所管する安全対策課に所属していた。
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表 1 志村正彦氏と富士吉田市時報に関連した動向
2009 年 12 月
志村正彦氏逝去
2010 年
市・安全対策課で時報メロディー変更
を検討，実施には至らず
2010 年 11 月
地元自治会主催による企画展
2011 年 12 月
同級生ら有志主催による企画展
2012 年 6 月
市・若手職員プロジェクトチーム発足
2012 年 12 月
若手職員プロジェクトチームによる時
報メロディーの変更，イベントの実施
2013 年 7 月
2 度目の時報メロディーの変更，イベン
トの実施

求められていたのは調査報告・政策提案であったが，渡辺
氏は提案のみでなく積極的に実現に向けて働きかけた。こ
のとき以前とは別の市民から同様の要望が市に寄せられて
いたことも後押しとなり，実施が承認されるに至った。
2.3.4 第 1 回の時報音変更（2012 年）
時報音の変更を実現するための各種作業や手続きについ
ても，若手職員プロジェクトの渡辺氏の班がそのまま担当
した。楽曲は「夕方 5 時のチャイム」の歌詞のある「若者
のすべて」に決定した。
使用する音源を検討する中で，志村氏が残した音楽を知
ってもらうことが趣旨であれば，バンドが演奏したオリジ
ナルの音源をそのまま放送してもいいのではないか，とい
う意見が出た。しかし，それでは防災行政無線の時報とし
てふさわしくないという関係者からの意見に従い，チャイ
ム系の音色による音源を制作することとなった。放送する
音源の制作もチーム内で行った。
時報の変更は期間限定で行うことに決まり，前年度の企
画展と同様，志村氏の命日に合わせて 12 月 22～24 日に放
送することとなった。この 3 日間は三連休にあたっており，
市外からの来訪者も期待された。放送に合わせて 23 日と
24 日には展示会と地元アマチュア音楽グループ等によるラ
イブ演奏も開催されることとなった。また，地元の名物で
あり志村氏が好んでいた「吉田のうどん」を来場者に提供
することとなった。これらのイベントの実施にあたっては，
同級生有志の「路地裏の僕たち実行委員会」や市役所若手
職員が加わって運営した。
メロディー変更とイベント実施の事前告知としては，市
からの報道発表によって地元メディアが記事を掲載した 9）
ほか，市役所ホームページに情報を掲載した。市内ではメ
ロディー変更があらかじめ防災無線放送でアナウンスされ
た。またフジファブリックのファンに向けて，ウェブサイ
ト「Fujifabric International Fan Site」10）の運営者の協力を得
て情報発信した。
富士吉田市広報紙の記事によれば，当日は 1000 人を越え
るファンが県内外から来訪し，「防災無線のチャイムや企
画展に感激し，一生の思い出となった」「チャイムを今後
も続けてほしい」「富士吉田市にまた訪れたい」などの感
想や要望が市役所に寄せられたという 11）。

3 時報チャイム音の「意味」
3.1 政策としての正当性
渡辺氏が当初に安全対策課内で時報メロディーの変更を
提案した際には，検討の結果，その変更は適切でないと判
断された。一方，若手職員プロジェクトチームでの提案は
承認され，実現に至った。同じ提案内容でありながら，な
ぜこのような違いが生じたのであろうか。
理由の一つとしては，志村氏についての地域社会の認知
状況の違いが挙げられる。志村氏については死去当時はそ
れほど多くの市民に知られているとは言えなかった。だが，
その後ファンが継続的に地域を訪れており，特に 2012 年の
企画展では 2000 人もの来場者があった。これらのことは地
元メディアで報道され，直接の見聞のない人々にも知られ
るようになった。こうして市役所内部および市民の間での
志村氏の認知度が上昇したことは，時報メロディー変更の
承認のひとつの後押しとなっていただろう。
ここで注意すべきことは，必ずしも音楽の認知度が高ま
っていたわけではない，ということである。志村氏に関す
る情報の認知度が高まったことで，その楽曲を採用するこ
とについて市役所として説明しやすい状況となったことが，
採用のひとつの理由となったと考えることができる。
また，もう一つの理由としては提案の文脈の違いが挙げ
られる。そのことを検討するために，この事業がどのよう
な趣旨で提案されたものかを確認しよう。2012 年 12 月の
時報音変更の事業について，渡辺氏は報道発表資料に次の
ように企画趣旨を記している。
「富士吉田市の著名人として活躍し，平成 21 年 12 月 24 日
に 29 歳の若さで逝去したミュージシャン「フジファブリッ
ク」志村正彦の音楽を，故郷富士吉田で周知することによ
り，今まで知らなかった多くの市民に知っていただくこと
で，地元に対する郷土愛や誇りを再認識していただき，子
供たちや若者の夢や希望への後押しになればと考えます。
また，志村正彦と故郷富士吉田を愛し続けてくれている，
全国のファンの人達への恩返しとして，命日である 12 月
24 日を中心に，路地裏の僕たちからのささやかなプレゼン
トとして，故郷富士吉田から夕方 5 時のチャイムを響かせ
ます。」13）
ここに認められる企画の目的は，(1) 志村正彦氏の音楽
の周知，(2) 地域の魅力の再認識，(3) ファンへの恩返し，
の 3 点である。このうち(1)が渡辺氏の個人的動機としては
最も大きかったもので，亡くなった同級生である志村氏に
対して何かできないか，という思いであったという。その

2.3.5 第 2 回の時報音変更（2013 年）
2012 年 12 月のチャイムの放送が市民，ファンの双方か
ら好評であり，続けてほしいとの要望もあったことから，
志村氏の誕生日が 7 月 10 日であることにちなんで 2013 年
7 月に第 2 回を実施することになった。
7 月の企画では，7 月 10 日（水）から 14 日（日）の 5 日
間，志村氏が上京して初めて作った曲である「茜色の夕日」
12）
をチャイム音に編曲したものを夕方（18 時）の時報とし
て放送した。また，7 月 25 日から 27 日までの 3 日間，前
年放送した「若者のすべて」のチャイム音を時報として放
送した。また，関連イベントとして 13 日・14 日に地元ア
マチュア音楽グループ等によるライブ演奏がおこなわれた。
ここまで述べた動向について表 1 に要約した。
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後，2011 年の企画展実行委員会への参画を通じ，志村氏の
音楽のファンの反応に接するなかで(2)と(3)の考えが形成さ
れていった。
これらの目的は，2010 年度に安全対策課内で提案された
際には正当なものとしては認められにくかったと考えられ
る。当時は同級生という個人的立場から(1)に重点を置いた
提案をしていた上，仮に上記 3 点の目的が提示されていた
としても安全対策課の職務の内容を越えているためである。
しかし，若手職員プロジェクトチームにおいては，地域
活性化のための政策の提案が求められている状況であり，
市としても新しい発想の取り組みを積極的に採用する動機
があった。なかでも，(2)の理由はプロジェクトで求められ
る地域活性化という文脈に合致し，この事業が承認される
上で大きな要素となったと考えられる。この音を聴くため
に当地を訪れるファンが少なからずいるだろうということ
を考えれば，市の側には一種の観光資源としての捉え方も
あったであろう 14）。
渡辺氏自身，「本当にこのタイミングでなければたぶん
できなかったことだと思うんですよね」と言い，「何でこ
んなことするんだっていうクレームも来ることは覚悟でや
っていた」と話すように，提案者としてもこの事業は市役
所の事業としての公共性については判断が分かれかねない
ものと認識しながら提案したものであった。今回は，地域
社会での認知度の上昇と提案された文脈の変化という条件
が整ったことによって，市役所として事業の公共性につい
ての説明が可能となり，さらに期間限定という担保もあっ
たことで実施が承認されたと言えよう。そして結果として
2012 年の時報音の変更が肯定的に評価されたことで，公共
性がさらに補強され，翌年の第2 回の時報音変更へとつな
がった。このように，公共の場での放送の可否については，
公共性についての説明が可能かどうかという基準で判断が
なされていたと言える。

められたかもしれないが，チャイム音にすることで日常の
風景として捉えることができたということであろう。
一般市民の立場から考えれば，チャイム音が用いられた
ことで，メロディーは変化しても音の意味が変わらなかっ
たということである。苦情がとくに生じなかったのも，メ
ロディーが変わったことは市民にとって大きな変化と捉え
られなかったのだろう。
このチャイム音の採用においても，行政は公共性の点か
らの判断をしていると言える。ここでは，時報としての機
能を維持することが判断の基準となっていたと考えられる。
ロックバンドの演奏であっても同じ特定の時間に同じ拡声
器から音が鳴れば時報と考えることは可能ではあるが，異
なった意味で受け止められるおそれもある。しかし，従来
の時報と同系統のチャイムの音色を用いれば，時報として
の意味を明示することができる。すなわち，音色の持つ指
示機能を利用して日常との連続性を保つという実践が行わ
れたのだと解釈することができる。

3.3 音の多義性
この時報音は，結果として多義的な存在となった。まず，
一般市民にとって時間を示す機能を持つ音であるという従
来の意味がそのまま保持された。同時にそれは，人々が共
有する意味づけを持った象徴性のある音でもあった。さら
にこの音を聴くために他所から人が来る，ということで一
種の観光資源として捉えることも可能であった。
永幡は，シェーファーをはじめとした各論者の議論を検
討した上で，「音の共同体」を「ある音が何らかの形で共
有されている集団」と規定した 15）。この点から考えると，
今回の事例においては大きく分けて 2 つの「音の共同体」
が成立していたと言える。ひとつは富士吉田市民の共同体
であり，もうひとつは志村氏のファンや近親者などの共同
体である。
富士吉田市民の「音の共同体」の基盤は，日常生活の中
で時報音やその他の防災行政無線放送を聞いてきた共通の
経験である。この共通の経験をもとに，時報音は「あたり
まえ」のものとして 16），あるいは個々人の生活に結びつい
たものとして，受け入れられてきた。この共同体において
は，今回の時報音の変更は，日常との連続性のもとに経験
されたと考えられる。
一方で，志村氏のファンや近親者などは，時報に使われ
た楽曲の背後にある「物語」を共有することによって，住
民とは異なる経験をしている。たとえば初回の時報音に用
いられた「若者のすべて」では，その曲中で「夕方 5 時の
チャイム」の情景が描かれている。この歌詞を知っている
者は，作品で描かれた叙情的な世界を想起しながら時報音
を聴くと同時に，この曲自身が「夕方 5 時のチャイム」と
して鳴り響いているという事実に心を動かされたであろう。
また，2 回目に用いられた「茜色の夕日」については，
この曲が志村氏が 18 歳で上京した頃に作った曲であること，
2008 年に初めて故郷の富士吉田市でライブを行った際，こ
の曲を演奏する前に「今日夢が叶った」「この曲を歌うた
めに頑張ってきた」という発言をしたことなどが，ファン
の間ではよく知られていた。以下はあるウェブサイト上で
のファンによる記事であるが，上記の背景をふまえた時報

3.2 チャイム音採用の意味
若手職員プロジェクトチームで時報音の音源について検
討した際に，ロックバンドのオリジナル音源の使用が提案
されたが，異論が出され，通常放送されている時報音に近
いチャイム音による音源が制作された。渡辺氏は当初はロ
ックバンド音源の放送に賛成したものの，結果としてはチ
ャイム音にしたことを肯定的に捉えている。実際にその放
送を聞いた感想を，渡辺氏は以下のように述べている。
「やってみて感じたことですけど，チャイムで流れる方が
音楽が流れるよりも，自然に入ってくるって思ったんです
ね，音楽で，言葉で入ってくるよりも，チャイムだからこ
そ街の風景と一緒になって感じることができる，というこ
とを感じました。」
このように渡辺氏は，チャイム音にしたことによって音
楽が自然に街の風景と溶け込んだ，と評価した。それは，
歌詞の中に「チャイム」という語があることもあるが，そ
れ以上に，日常との連続性によるものであると考えられる。
メロディーは変化したとしてもチャイム音が鳴るのであれ
ば通常の時報からそれほど大きな変化ではなく，「自然」
に感じられる。もしロックバンドの演奏が流れたとすれば，
通常放送されることのない音楽の放送がなされたと受け止
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音の経験がどのようなものであったかがよく表れている。
「駅前に設置してある防災無線のスピーカーから，チャイ
ム音に編曲されたフジファブリックの代表曲「茜色の夕日」
が，流れました。2 分 7 秒に集約されたあのメロディーが，
暮れゆく富士吉田の街に響きわたり，そこに集まる一人一
人がチャイムに思いを馳せていました。
2008 年，市民会館で行われた凱旋ライブの時，「茜色の
夕日」を歌う前に志村君が思い詰めた顔をして語った MC
のことを思い出し，こういう形ではありましたが，富士吉
田市民の皆さんに彼の大切な曲が届いたことにより，志村
君の夢が少しだけ叶ったような気がしました。」17）
このような聴取のされ方をみると，本事例は結果的に，
単なる時報音のデザインではなく，サウンドスケープのデ
ザインになっていたと言える。すなわち，この音は周囲の
景観と一体となって経験されるべきもので，その時にその
場所で鳴らされたときに意味のあるものであった。だから
こそ多くのファンが遠方から訪れてチャイムを聴こうとし
たと言える。

謝辞
本研究は JSPS 科研費 24510054 の助成を受けた。

註
1） 市町村防災行政無線システムには，屋外拡声器もしく
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ム"～ 3 日目 展示会会場から」http://www.youtube.com/
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4 まとめ
本報告では富士吉田市でロックバンドの楽曲を時報音と
して用いた事例について考察した。本研究の意義は以下の
2 点であると考える。
1 点目は，防災行政無線が鳴らす時報が新たな別の意味
を持って聴取されたという事例の特異性である。ここで時
報のチャイム音は，時間を知らせる信号であるほかに，亡
くなったミュージシャンやその作品を想起させる象徴であ
り，さらに地域活性化のための資源であった。「富士吉田
市民」と「ロックバンドのファン」の二重の音の共同体が
形成され，それぞれ異なる意味を持って音が聴取された。
ここで鳴らされた音は，地域の風景と結びついてこそ意義
のあるものであり，結果的にサウンドスケープ・デザイン
として興味深い事例となっていた。
2 点目は，企画が実現する過程において検討された公共
性についてである。当初に時報音のメロディーの変更が提
案された際と，放送する音源としてロックバンドが発表し
た元の音源を用いる案が出た際に，時報音としてのふさわ
しさに照らして反対意見が出た。それに対し，地域活性化
など市の施策として合理的な説明が可能となったことと，
チャイム音による編曲で時報の機能が維持されたことによ
って企画が実現した。このことから，公共の場で流される
音については，すでに承認されている音からの逸脱がある
場合には行政内部で慎重な判断がなされ，承認されるだろ
うと想定される程度の小さな変化に止めることと，変化に
ついての合理的な説明があることによって，デザインが受
け入れられたことがわかった。
本事例は音環境のデザインを志向したものではなかった
が，すぐれたサウンドスケープ・デザインであったと評価
できるのではないだろうか。この事例から，鳴らされる音
が適切に制作されていること，その音の意味が人々に共有
されていること，実施プロセスにおいて公共性に十分な配
慮をすることが，すぐれたサウンドスケープ・デザインに
必要な要素であることが示唆されたと言える。
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Summary
This research makes the final purpose real-time control of
the sound in an acoustical environment design using the
real-time operation software "Pure Data" which operates on
single board computer "Raspberry Pi". In this paper, a setup
and systems configuration of Raspberry Pi are performed as
the first stage of the research, and it is verified whether
public address is possible by the system which selected the
Nagoya City University art engineering building atrium as
object space. Moreover, it is considered how what is
necessary is to perform the subjectivity impression
evaluation questionnaire of object space, and just to
characterize space, and the impression at the time of public
adress of a sound source and no-sound source has a
difference.
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8µŒ}`56Õ±"#µ•¥R4²×B)÷ø2òz
¦§yz,•"<x,ø—†M(g#2Œ¦§)¶ 1w
²c+& &x6Û89Æ6•"úû(™‹!%7 SŒ
Û·H!%Ÿ)•¥R4¢ý)E,zÖa ÿ•¥R4"
”Ì×hxÙ#)óø<<(u256•TU)E,z6(
Ö& ÿ

&#=SÙ#K#fÍx(aŒUwxyz!›œgFS
fûMx( )%?=(,:FS7 xex=# ÿôò
zŒ!›œ•žR2‹½)Ÿ— 89%Œ&ø,òµOP
²eTyEEŠÈ=#z,•ab!7 ÿ

2 128›
Û89%Œ!›œ•žR2":F)Ÿ— {4)0þ²
€zŒL¶a¦§S˜1!7aŒ´M;‚6K&&x"!
b !›œ•žR2"µÈ"89Tx,øD;²x ÿ¦
§"˜1"%Œ!›œ•žR2Sò)fûM)(a_çÛ
²å µÈ)€ûÃxex=# <=!7 ÿÆ·Œ¦§
"˜1"²×:& µÈ)%XA(u7l6PSex=#
SŒÛ89)Ÿ,z%!›œ•žR2²’(øB"Ú½
µ4ÆS"¦§²˜1)& &x²cd& ÿ
´M;‚x,ø*)Ÿ,z%Œ!›œ•žR2¬"Àµ
(u7l6Pxyz¡uƒ¢RS!£¤²’(ø&xS!
b ¶øµ4ÆS"¢
ý²’(øÿÛõŒ!
›œ%OA2A*”&
"!7 <=ŒÙ"
A„A„)±: !›
œ)³Î& &x²e
x(—#s(=(,ÿ
Û89)Ÿ,z3j
& !›œ•žR2"
kl6ø²ø 1 )‡&ÿ
E\"$äyµ&"k
l6ø 2) !%Œ8ˆš
„"Z[²ghyµ(
¾¦&ab!›œ²c
d& ÿò,zŒÙ"
¾¦&!›œ)ô,›
œW“ˆ…W“"üW
"—E"kI6¶)‹
—z!›œ²ùúM)
øq !›œ•žR2kl6

3 ‘’‡•A'
Ûñ!%Û89)Ÿ—
’(øÿ

¦§•¥R4)E,z"m•²

3.1 Raspberry Pi
3.1.1 œ•
Û89!%ð631Iu¥8xyzLRaspberry Pih‚¶
H¡6}RoT²^€& hø 2oÿRaspberry Pih$%
Raspiox%Œäæ!¢ý"#µ–§a0R¶h85.60 mm ×
53.98 mmo"µ2Bƒo63Ã2ÊÅ6¢6!7aŒôõ
Ð/(7lB‚Ä2B!y<×:!b(<òµ&xS–=
)’(x ¢ý›œxyz@Û!6>6ž6²×2yz,
ÿWxs§™v~‚¥8xG”y”b²ckyz®…~
6ƒ²s ¶ø(µ4ÆS2Œ™-"?/²ckyjâM
) SNS )@Ç& µ4ÆS²¢ýyzU¢yz, >6ž
6S, ÿÛ89!€,µ Raspi % Model B " 512MB ¢R
7ŒAB\$%$35h{ 3500 Co!7 ÿ
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3.2.2 ‘’žŸ
Pd %!²¡uƒ¢RS!£¤& Œx,ø&x)Z±y
µ7lB‚Ä2B²‡!7aŒÛ89"¾MxG…)KW
SÞ,ÿ"=)Œ9…"G64Ã63²õÖyz,•7l
B‚Ä2B²‡x4(aŒGUI )¶ ClM(7lB‚Ä
2BS!b &xSZ[!Œ¢ý6’(,2&,ÿ´:•
¡uƒ¢RS£¤²’(øŠÕÅuƒ7lB‚Ä2B²‡
xyzb¬(6") Max SY7=# SŒPd %7…k¡
6Gk•!7 x,øþ!(ü²Lx ‚!61wM!7
ÿ

3.2.3

¡>¢£
°Ö"ð631Iu¥8 Raspi ‚! Pd ²”Ì"Ž &x
%0123}kF6•24²’(ø>6ž6"„!M)4
¢2;63(”bx(aEE7aŒ/€" web ë6Õ!m
• 8 ! ( " # z , ÿ CCRMA h Center for Computer
Research in Music and Acousticso!%ŒM)×<= Pd SR
24•6ƒ"#z, !ÑPh€ OS !7
Satellite
CCRMA "¢ýï¤SÏS’($#z, ÿ
æ?)Ÿ— ”;xyzŒ&" Raspi+Pd "µ4ÆS!›
œ!"VT!²m¡yŒÏ±& 0R2!²VT!)³Î
yz*±"Ž 89S…†"#z, 3)ÿÛ89)Ÿ,z
6VÛM(µ4ÆSxyz Raspi+Pd ²“xE"}`56Õ
xyz€,Œ¢ý²ŠÈz,•ÿ

øs Raspberry Pi

3.1.2 ‘’žŸ
žF"}`56Õ±x,ø*)Ÿ,zŒRaspi Sø\!‡
",&x%G…)1wM!7 ÿ8µŒRaspi % microUSB
€Š<=HD"# 5V "EÙ!”Ì& "!Œ:•_A
"#z, 4•6•kF2€"G¥Rƒ¥`Æ¡6J!"
”ÌS{|!7 ÿ&#)¶aŒEÙ"Æ,;r)Ÿ,z
6”ÌS{|x( •þS7 ÿ
"=)ŒRaspi % OS ² SD v63)R24•6ƒyz4
l`•)H§& &x!”Ì& ÿE8aŒæÔ" SD v
63)ÑA" OS ²R24•6ƒyzŸ—s<<) OS ²*
ò& &xS!b ÿOS )E,z%Gk•1Iu"I!(
Ö& ÿ
$‚"•þ)¦xŒ-#q"L~²`a§# x,ø&
xÀ†"\]6eTyzŒÛ89% Raspi "!›œgF¬
"¦§²cdyz,•ÿ

3.3 ¤>¥¦§
Ï±×hO)^€yµÙ"|¥8)E,zm•& ÿ(
ŸŒ&#="¥8%Û·H"Ï±×hO)Ÿ,z"^€¥
8!7aŒONÏ±›œ)Î:z*ò& €ûS7 x‰
$# ÿ×h)E,z%Oñ<=Öa ÿ

3.2 Pure Data
3.2.1 œ•
Raspi ‚!”Ìy!"Ph²3øŸûGk•1IuxyzŒ
Û89!% Pure Datah$%ŒPdo²^€& ÿPd %012
3Ph²¾M)¢ý"#µŠÕÅuƒ7lB‚Ä2B²‡
!7 hø 3oÿ‚2;S!!²±¿yµaŒ!)lJ^
kIÖ•²<— Œµ2Ê0Rž6xyz!ô²úÎ_$
Ž (÷Ÿ)}kF6•24“R2¢‚ÖÆÇwu6•"
N*!`¾"# Gk•1Iu!7 ÿÛ89)Ÿ,z%
&" Pd S¡uƒ¢RS"!½Ph²3øÿ

3.3.1 M-AUDIO Fast Track Ultra
M-AUDIO Fast Track Ultrah$%ŒM-AUDIOo% 6in/6out
"ê6•ÇêR2¢6kI64!7 ÿUSB ¥4}ê6!
”Ì& SŒÛ×h!%§™EÙ²€,µÿRaspi+Pd ²”
Ì"Ž )7µaŒ!"§´xü´²3ø¥8%€ˆ€û
)( ÿ!´Œin/out PQ2_ƒÔŒP”NQ(÷²eTy
ON.q& €ûS7 xex=# ÿ

3.3.2 maxel MPC-M5200
MPC-M5200 % USB €ŠŒmicroUSB €Š² 1 EˆEF
x ¡P1SRê2¥`Æ¡6!7 ÿ{ 5200mAh "
rE˜å²YE"!Œ&"¥`Æ¡6! Raspi %h·‚ 7.4
O„•÷RS!b &x)( ÿš„¬"!"Ú½SáO
„)ª=(,;_Œø\)7 ‹/"O„EÙ²HD!b
&x%ib(•þ!7 ÿÛ×h!%&"G¥Rƒ¥`
Æ¡6²^€y Raspi ¬"EÙHD²’(òµÿ

3.3.3 SONY SMS-1P
SMS-1P %}ê63Gm¢64Ê6v6!7 ÿÛ×h
!% M-AUDIO <=ü´yµ 2ch ² SMS-1P×2 º!ü´y
µÿ

ø³ Pure Data 027ƒ}`P°*
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4 ‘’‡•A'u¨Š{©ª«¬•¥R4"¢ý)7µaŒ8ˆ%7 fš„².jyÙ
"š„)Ÿ— !Ù"Ú½²¾?xyµÿÛ·H!%Œ¦
§•¥R4"‘¯<=!"Ú½)? g#xŒ!"Ú½O
)’(òµu256•TU²!ÙÚ½×hxyz…†& ÿ

4.1 ®'¯•°±
Raspi S!Ù²7 O„"„Ï±& ;_)÷"¶ø(µ
4ÆS²bÈsÞ,"<²cdyµÿ

øå Raspibian •4Ö•`7°*
&" 2 E" OS ² Raspi ‚!”Ì"Ž!ÙÏ±)Ÿ— {
4þ²eTyµÿ
!Ù%Ph²’(ø€ûW²eTyz Pd ‚!”<&&x
)( ÿôòzŒPd S{4(•”Ì& <÷ø<%øjW
²ib•Z•& ÿ×B) Pd ²”Ìyzcµx&8Œ
Satellite CCRMA )%¶”O¶a Pd "‚Rw‚¡·¦W!
7 Pd-extended SR24•6ƒ"#zŸaŒ”ÌSG…)
ú•Ph[Z²\a]yµÿ´O)|"Gk•1Iu6¶
”"Ž &x²eT& x^€)^x 6"!%(,x_
`yµÿfN Raspbian 6|"PhSú,Gk•²´O) Pd
²¶”yz, x”ÌSú•(a%& SŒPd <†Ã—!
”Ì"Žzcµx&8Œ!ÙÏ±){4%("Ùø!7ò
µµÈŒÛ×h)Ÿ— Raspi " OS ² Raspbian xyµÿ

4.1.1 OS >²³
Raspi € OS xyz^€!b 6"%æÔ¡•yz, SŒ
Û×h!%Ù"E!UQ)TU"#z, LRaspbianTxŒ
Raspi ²!ÑPh€)Z±"Ž LSatellite CCRMAT²R
24•6ƒyÙ#K#"”Ì²®·yµÿ
Satellite CCRMA )%×<= Pd 2 Audacityh!½PhG
k•1Iuo(÷SR24•6ƒ"#z, ÿ•4Ö•`
7›œSF$òz,(,"!ŒRaspi x Macbook Pro ²Wò
yŒMac "•4Ö•`7! Raspi ‚"Gk•1Iu²1Ç
231xyzCl±& &x!VÌS{|)( høŽoÿ

4.1.2 Pd ´µ¶>°±
Pd ‚!Ì¿"#µŒPh²’(ø7lB‚Ä2BkaR
ƒ²}`Pxb¼ÿRaspbian ‚!ŒPd ²^òz!ÙÏ±²
’(ø}`P²£Ìyµÿøc)£Ìyµ}`P²‡&ÿ

øŽ Mac •4Ö•`7‚" Raspi Gk•1Iu
8µŒ•6¢¨s)% Mac €Gk•1Iu Cyberduck ²
€,µÿ&#)¶a Satellite CCRMA ²w‚1¶& &x
S!bŒ•6¢¨sS])’(x ÿ
fNŒRaspbian % Raspi ²”Ì"Ž ").6TU"#
z, OS !ŒLinux H64" OSŒDebian wheezy " Raspi
W!7 ÿ•4Ö•`7›œ²FxzŸaŒ@Û‡±6’
(ø&xS!b "! Raspi ²”<&")ft‹<a2&
•%á‘!6D,2&,høåoÿy<yŒ•4Ö•`7
)Ÿ— GUI "”Ì%XY²<—zy8øµÈŒ•4Ö•
`7›œ%^$ˆŒSatellite CCRMA x´:NÝ! Macbook
pro <="VÌ²’(òµÿ

øc !ÙÚ½€ Pd }`P
kaRƒ²¢•xŒ8ˆ(È¦jyz7 !ÙkaRƒ
S•c•8# ÿ!ÙSÏ±"#Œ¦jyµê6•ÇêR
2¢6kI64"ü´PQ2_ƒ<=!SÏ±"# ÿÙ
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"BŒ}`P‚!6!åTgS!b ¶ø)(òz, ÿ
8µŒÏ±S&d& x8µ%È<=ƒ67Ï±²’(øÿ
Ï±×h)Ÿ,z%^€y(<òµSŒ&"}`P!%
ê6•ÇêR2¢6kI64"•RÖ§´²Ù—Œ×xy
zü´& &xS{|)(òz, ÿ&#<=¢ý²ŠÈ
)7µa›œ!²•RÖ§´& €ûS7 µÈŒ»h
M)&&!Ì¿yµÿ

^2•‚24"•qE²r— xŒ2 ú¬ò•úùx¬
‡4ë64²•€yz, }¾My;S¥*):# ÿš
„À†% 3 ú8!sbr—)(òzŸaŒQ*%•tç‚
4xÃ2Ö¡6•Œu*%…zÃ2Ö¡6•x(òzŸa
vw!S}•¸Ñ"ib,š„!7 ÿx;b"Q*%•
x'÷ç‚4ya!7aŒzxj!*ÞÜSib•4( ÿ
{ù%j±2‡±S9‹xyz^€yzŸaO|¬‡<2
RH2•S¢}"# SŒ~•& ,Ô%}•(,ÿ
Û×h!% 2013 >/" 2 „"ê672éQ2}4!j§
",Sü§a& @‹²•,(FTUï¤!ÙÏ±×h²
’(òµÿ

4.1.3 {©>²³
!ÙÚ½)Ÿ,zš„)A²Ú½& <x,ø,·%…
)¡•yŒ~l•Ç2!ô²óòµ!]%UÉ"x&8Ù
#K#"ecSÙ"Ü´²ib•Z•& ÿÛ89!Ùø
,òµ,·²’(ø"%0þS¼#zy8øµÈŒÛ×h
)Ÿ,z%ÀÙ!²Ú½& &xxyµÿ
Ú½yµÀÙ!%‡•""xˆa!Œ!Ù% Della ¶a
üW"#µL_RPQ6“0123“fQ‚¡6 ‡•""
xˆaT<= Track3LTêgˆhH•¯GÄ"i•ÉjkT
!7 ÿ!Ù"á"% 13 ‹ 17 l!Œƒ67Ï±²’òµÿ
‡•""xˆa% NHK )¶ @Û,Se&!"TU!6
j 3 -²¾åyzŸa 4)Œ}•",Sßª•(•*)mn
&!78øx"_`!!Ùxyzp€yµÿ

4.2.2 ¹º·¸
š„³yzV#µ,S÷"¶ø(Ü´²Yòz, <
Œ
<<(u256•TU)¶ac+yµÿ×h‰û%cq
"
9a!7 ÿ
c 1 (FTU‰û
>?@
O„
;r
}†
NQ
›h‘Ô

4.2 „W>²³m·¸
4.2.1 „W>œ•
¦§•¥R4)¶a!Ù²Ú½& š„".j“TU²
’(òµÿ.jyµš„%¬Ž-_DijˆAJéQ2}
4¼~ÂjÛ"oF™)7 u•¡1S!7 høpoÿ

2013 > 8 ? 17 @h»o
j 1 „¾ê672éQ2}4
14:30 – 15:30
¼~Âj°Ûu•¡1S
‡#
u256•TU
49 ,

u256•TU%&"š„)³yz÷'(Ü´²Yòµ
<² 7 E"Ç˜€³)E,zõ§yz6=òµÿÌö²<
•±& µÈŒ(FTU!%Ç˜€³)ùú%ž—ˆŒ÷
Z=<fN².'!6=ø&
xxyŒ÷Z=x6²x(,x,ø„*6{|xyµÿc
s)Ç˜€³"K¾²‡&ÿ
cs u256•K¾Ç˜€³
>> 1
-1 <<
…,
5 ,
_ˆM
¢rM
,ÂM
ÀÙ
[Z•<(,
[Z••
‰µ,
Š<,
Ž,
Ày,
‹,
:=<,
ø‚)Œu256•TUUw²šƒyt6;6PQ6•
)
7l`•yµ6"²‡&ÿ&&!Œcs"Ç˜€³)-1 <
= 1 "„²žjyŒ•NM) 1 "v"Ç˜€²Ù"Ç˜€
³²c&²Bxyz, hWxs5 ,“…,²c&Ç˜
€%L5 "T!Œ1 S5 ,Œ-1 S…,oÿ

øp ¬Ž-_Dij¼~ÂjÛu•¡1S
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4Ê6v6"S.-.% 2 ú¥ƒÃm6™høp"ZN
EFo!Œ4Ê6v6„a)Ù"|¥p²S.yµÿ¥p
ž.rs²øq’)‡&ÿ

ø‚ (FTUu256•Uw
&"¶ø(Ü´²,Sš„)³yzYòz, &x%
Œ
'("!›œ•žR2²÷"¶ø)’(òz,—sÞ,<
x,ø&x"“xE"¦ëx( x‰$# ÿ&"¶ø(
Ü´%Œ!›œ²•žR2& v"fNM(ŸÓ)¶òz
%(=(,<=!7 ÿWxsÀy"x,ø*!%Œ&"
š„SŒÂ"#µ"% 1998 >!7aM) 15 >S/óyz
, )6F$=ˆŒ/óyµ>?xÀy,“Ž,"•l%
ö÷)%f•yz,(,&xS‹< ÿ8µLy•¢rM
!7 <=[Z•<(,Ã8øTx,øfûMx‰$#
iN%&"š„!%¥y•(,&x6hm!b ÿ
(FTU)E,z%Œ´:K¾SXA(yz%hO„“
}†“ŽIo!÷"¶ø)*±& <x,ø&x8!QR
!b#sK8y,xex=# SŒ:×xyzµ•"'"
yz!›h‘)ŸÓÜ´²*xz6=ø&x%úy,ÿ
&
"þ)÷ø³Î& <Œ'("34!7 ÿ

øq’ !ÙÚ½¥p
•!á%¡ê2“Q<N"{9•!á NL-42 ²€,ŒS
.-.%•qE<=u•¡1S¬§a&”"-.xyµÿ
!"Ú½Oï¤Ú½yz,(,9…O) A ZWúc¿—•
!tHƒ LAhdBo² 10 ‹ˆEªjyµÿ
8µŒÚ½O“9…OÙ#K#)Ÿ,z(FTU!€,
µ"x´:Ç˜€³K¾hcso!u256•TU²×£
yµÿµÃy&"Ú½×hO"u256•TU!%Ç˜€
³÷Z=<fN".q!(•ŒÇ˜€³²7 á""V‰
!cyŒ•lM)V‰"÷"™‹S.6/,<²À5)õ
§yz6=øNQxyµÿ

4.3 {©ª«¬4.2 )‡&Z[²YEš„)Ÿ,zŒ¦§•¥R4)¶
Ú½×h²’(òµÿ&"×h%ŒRaspi+Pd "µ4ÆSS
×B)!Ù²Ú½!b <÷ø<²c+& &xSŸ(¾
M!7 SŒ•-M(×hxyz!ÙÚ½Ox!Ù²Ú½
yz,(,9…O"Ù#K#"F#!•!tHƒªjŒu
256•TU²’,Ë‘yµÿ

4.3.1 ¬-œ•
×h)Ÿ— Ú½µ4ÆSø²øŽ)‡&ÿ

øqq !ÙÚ½Ou256•õ§Ý
$%)×h‰û²‡&ÿ
c³ !ÙÚ½×h‰û
2013 > 10 ? 19 @h»o
>?@
j 2 „¾ê672éQ2}4
18:00 – 21:00
O„
;r
}†
›h‘Ô

øŽ Ú½µ4ÆSø
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¼~Âj°Ûu•¡1S
•
!ÙÚ½O 10 ,Œ9…O6 ,

4.3.4 {©ª«u‚gE>¿À
4.3.2 »{¼³½¾

!ÙÚ½)E,zŒ×h²’(òz,µ 18:00 <= 21:00
"„ Raspi %G¥Rƒ¥`Æ¡6"c!”Ìyò—Œš„
…†)!Ù²Ú½yò— &xS!bµÿš„¬"!ÙÚ
½)Ÿ,zEÙ•²}•^,&ü &x2(üSÐ•E•
&xŒ¥p(÷"Ü–Sib•4ë64M({4S7 f
ûM(:F)ËaŒøq’)‡&Ã2}Ö•(žF!¥p
Ô6•(•—8Ž &xS!bµÿ
xa$—Û×h"ÀÜWxyzZ•yµ,"%ŒRaspi ²
€,ŒRaspi ‚!”•¡uƒ¢RS£¤Gk•1Iu Pd ²
”Ì"Žz!ÙÚ½²{|)yµx,øx&8!7 ÿPd
%7lB‚S"bcN-j!}•"PhS!b "!ŒÚ
½& !Ù²Ù#K#³´š„)Oyµ6")yz,•&
x!ŒLš„)¶òz¾¦&ab!›œSßøT&x)³
Î!b "!%(,<xexz, ÿÛ×h%Ù"µÈ"
H64"”Ì"®·!7 ÿ
”ÌS®·!b!Ù"Ú½)6{4%(<òµ6""Œ
!Ù)•yñjâ)«R¶SzŸ &xS7aŒ!´*!
•y34"¸ Ü´!7òµÿ^€& ê6•ÇêR2¢
6kI6424Ê6v6J)6¶Í& SŒib•% Raspi
‚"Ph"ú")¶ 6"Ã8øxTª& ÿ×€tHƒ
! Raspi "!ÙÚ½²exz,•‚!ŒRaspi x Pd "Ph
"øjW²6òxÐÈ &x%€ûtK!7 xex=#
ÿ
8µŒ”Ì)E,z"=)}•"yz²cd& &xS
€û!7 ÿWxsŒ¶ažF²Ã2}Ö•)& µÈê
6•ÇêR2¢6kI6424Ê6v6)E,z6 USB ¥
4}ê6"6"²^€yŒAC EÙSf ,=(,F£!
÷#Ã—"Ú½²’(ø&xS!b "<x,øþ%5=
<)& ab!7 ÿ"=)ŒG¥Rƒ¥`Æ¡6!Ú½
²’(òµF#!" Raspi ”ÌO„²áªy•6¢±yz
Ÿ•&x%€û!7 x•:µÿ|"¥8x"³Î)E,
z6c+yz,•€ûS7 ÿ0î6• Web ë6Õ)%{
4(•”Ì& ê6•ÇêR2¢6kI64(÷"ˆ…S
˜Ž=#z, 5)SŒL{4(•”Ì& T<=f™ŠcŒ
¾¦&ab!›œ)¶òzžj"# !78ø’(øab
!"Ph)šòz¥8².j!b#sh3!7 ÿ

•!ªjUw²cŽŒøqs)‡&ÿ
cŽ •!ªjUw
!ÙÚ½O
19:21:1519:31:15
64.6
43.3
52.4

ªjO„(10s)
.i] LAmax(dB)
.‡] LAmin(dB)
šƒ] LAave(dB)

9…O
20:01:1420:11:14
57.3
38.5
42.0

øqs •!ªjUw

4.3.3 ?%()R·¸½¾
øq³)Œu256•TUUw²t6;6PQ6•)7
l`•yµ6"²‡&ÿ8µŒcå)lK¾"åþšƒ²
‡&ÿ

4.3.5 »{¼³uÁÂŠÃÄ
cŽ"•!ªjUw²i xŒšƒ•!tHƒ LAave %!
ÙÚ½O! 52.4(dB)Œ9…Oh…•!o! 42.0(dB)x(aŒ
Ù">% 10.4(dB)!7 ÿ7 2 E"!S7òzÙ">S
10dB $‚7 ;_Œ_¿!xyz%Ð,N"!)•S"#
&x)( 6)ÿÛ×h)Ÿ,z%Œ!½Ú½O"•!t
Hƒ%…•!)Ëa 10dB $‚ib,"!Œ!½Ú½O"
!›œ%2‹Ù"š„²c&6"xyz·¸yzÞ,!7
8øxex=# ÿ&#%E8aŒ¦§µ4ÆS"!ÙÚ
½)Ÿ,zŒ•!tHƒ"þ<=iz6!›œ•žR2)
^xå tHƒ"!ÙÚ½S{|!7òµx,ø&x!7
ÿµÃyŒÛ×h)Ÿ— ³´š„%¸ÑSG…)á,
š„!7 ÿvw!)¶ tHƒSå=#2&<òµµÈ
)!Ù"×x²ib•y(•z62‹(tHƒSå=#µ
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Trials of recognition of urban forms by college students of architectural engineering with
only digital sound information recorded in urban area

;
<=>; ?@
Akinaru IINO
ABC$D#C#E!"#$
Dept. of Architecture, Niigata Institute of Tehnology
9*:*;<=>?@ABCDECFGHICABJK
keywords<Outdoor space, Design, Urban environment, Spatial form
areas, and tried to draw urban forms that might have
surrounded the recorded points without any information
about urban forms. Direct sounds of car traffic etc. from the
right or from the left direction lead right answers, but in some
cases reflection of sounds on brick walls etc. were disturbed
to lead right answers. And also it’s clarified that the long
term repeats of these trials raised the percentage of right
recognition of urban forms.
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Summary
Environmental simulation tools are now widely used at
exercises of architectural drawings in college curriculums.
From the point of training for building designer, ability of
spatial recognition based on only environmental information,
i.e., thermal comfort, wind speed, and outdoor sounds, are
more important than mastering the usage of those softwares.
In this paper outdoor sounds were focused on, and some
trials were performed as follows;
Students listened some digital sounds recorded in urban
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コミュニティデザインのための「地域の音」コンテンツ制作の試み
Proposals of , "the sound of the region" contents for the community design
● 笠川 芳久
Kasagawa Yoshihisa
拓殖大学
Takushoku University

● 工藤 芳彰
Kudo Yoshiaki
拓殖大学
Takushoku University

キーワード : 地域文化、コミュニティデザイン、サウンドバム、ミュジック・コンクレート
Key Word : regional culture, community design, sound bum, musique concrete

1 研究背景
1.1 地域のためのデザイン支援の必要性
元来、人間の生活は、地域に根差し、独自の文化
を育み、継承いくものである。しかし、現代生活に
おいては、伝統的な地域コミュニティの弱体化が急
速に進み、文化継承の基盤が失われつつある。今
後、私たちが真に「豊かな生活」を獲得するために
は、地域づくりの観点から、学際的で多角的なデザ
イン支援を継続していく必要があると考える。以上
の視点から、サウンドバムの概念とミュジック・コ
ンクレートの手法を参考に、特定地域への関心を誘
発する「地域の音」コンテンツの制作を試みた。
1.2

やその発源となる地域資源についての理解を深める
ことが期待される。
２. コンテンツの手法：ミュジック・コンクレート
ミュジック・コンクレートの創始者は、フランス
の電気技師ピエール・シェフェールである。1948年
頃から実験を始め、1949年頃から作曲家ピエー
ル・アンリとともに種々の実験的作品を作るように
なる。
これは楽音（音程のはっきりとした楽器による
音）による音ではなく、もの音（人の声、動物の
声、鉄道の音、自然界の音、都市の環境音など）の
ような日常聞こえる音を録音編集、エフェクト処理
して制作するものである。
通常、音楽は抽象的な表現によって構成されてい
るが、もの音という現実音を使用することで、具体
的な事象を表現できる。さらに音楽という観点か
ら、もの音から、音の長さ、高さ、強さなどの要素
に着目して音楽の時間的構造を作り上げることもよ
くある。［注４］。
ミュジック・コンクレートは今日のコンピュー
タ・ミュージックの先駆となった。デジタル技術や
ソフトウェアの発展により、個人で簡単にミュジー
ク・コンクレートを作成できるようになっている。

地域理解のためのサウンドスケープの可能性

とサウンドバムの取り組み

一般的に、私たちの空間認識は、主として視覚と
聴覚の相互補完的な組み合せによる。この二つの知
覚を比較すると、視覚は位置（方向と距離）の知覚
などの空間認識分解能に優れ、聴覚は時の知覚など
の時間認識分解能と刺激に対する反応性に優れると
される［注1］。
この聴覚の特徴に着目し、その知覚を重視した環
境認識の重要性を説いたR・M・シェーファーは、
1960年代末に「サウンドスケープ」という概念を

３.

提唱した。生活や環境の中の音をランドスケープ的

音の採集方法

音の採集はリニアPCMレコーダー（オリンパス製
LS-20L）と騒音計（小野測器製LA-5110）をもちい
た。音源との距離については、遠近に偏らないよう
に設定した。ただし、高さ方向については、すべて
地上120cmの位置とした。

に捉え直し、それらの音と人間との関わりを考察し
ようとする概念である［注２］。
サウンドバムとは、1990年代末にサウンドデザ
イナーの川崎義博らが提唱したもので、旅をとおし
たサウンドスケープを意味する［注３］。この概念
に、旅の追体験を可能にするコンテンツ制作も含ま
れる。「耳を澄ます」という表現があるように、聴
覚を主たる認知の拠り所とすることで、はじめて気
付くことがある。
以上を踏まえると、サウンドスケープによって地
域の音を能動的に捉えることによって、音そのもの

４ 「八王子いちょう祭り」のためのコンテンツ制作
４.1 「八王子いちょう祭り」の調査

東京八王子市で開催される「八王子いちょう祭

り」（以下いちょう祭り）は、1979（昭和54）年
から続く市民祭である。会期は秋季の土日二日間
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J 会場
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小名路関所

図1

※「A.B.C.D.E.F.G.H.I.J」いちょう祭り会場名

第33回「八王子いちょう祭り」における音の採集マップ

で、両日は国道20号（甲州街道）の追分交差点(か

特徴的な音については、オリエンテーリング内

つての追分関所）から旧甲州街道の子仏関所跡まで

の、千人一関所では話声、歩く音、車の音、バイク
の音、お囃子の音がある、この時間帯に行われてい
たイベントはクラシックカーパレードになる。千人
三・四関所では、話声、歩く音、車の音、バイクの
音になり、この時間帯に行われていたイベントはク
ラシックカーパレード、幼稚園児パレードになる。
千人一関所の箇所ではお囃子が行われており、賑や
かな音を確認することができる。対して、千人三・
四関所の箇所では、寂しい印象を受けた。

の約４kmの道路とその周辺施設を会場に、オリエ
ンテーリングや各種のパレード、大小さまざまのス
テージやバザーなど、多彩な催しが同時進行する。
近年の来場者は30万人を超え［注５］、市内では山
車巡行で知られる「八王子まつり」に次ぐイベント
である。運 営は市民主体の実行委員会が中心とな
り、地域の産学公民がボランティアの立場からサポ
ートする。費用は基本的にオリエンテーリングの通

C会場前では、話声、歩く音、屋台の音、C、E

行証（500円）の売り上げと地域の協賛金、市の補

会場の音になり、この時間帯に行われていたイベン
トは和太鼓、高校生ダンス、じょいそーらんにな
る。C会場内では、話声、歩く音、子供の泣き声、
屋台の音、風船の割れる音、C、E会場の音にな
り、この時間帯に行われていたイベントはC会場前
と同様になる。
関所については、千人一関所を除き、全般的に日
常の音と変わりない。メイン会場では、屋台の音、
演奏の音が含まれていることがわかる。
オリエンテーリング全ての関所では、賑やかさが
あり、屋外いろんなコンテンツが行われている空間
をイメージさせる楽曲を制作した。

助金によってまかなわれている［注６］。催しはオ
リエンテーリングやクラシックカーパレードなど継
続的なものに限らず、新規の企画についても柔軟に
対応されている。
私たちは、過去２回のサウンドスケープ調査に取
り組み、イベントの賑やかさを演出する音圧レベル
の目安を同イベント実行委員会に提案してきた（図
１）。その知見を踏まえ、同イベントで採集した音
を編集し、公式ホームページ上で再生するための楽
曲を制作した。
４.２ 構造と使用方法
音の採集は、オリエンテーリングの出発地点であ
る追分関所から、メイン会場と位置づけられるC会
場（陵南公園内）までを対象に行った。
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つるや旅館

ふちや旅館
湯坂

長沢川

展望台

鹿教湯病院
鹿教湯トンネル
文殊堂

温泉薬師堂付近

内村川

500m

湯端通り

五台橋付近
中村旅館

五台橋

図２

鹿教湯温泉における音採集マップ

５ 長野県上田市「鹿教湯温泉」 のためのコンテンツ制作
５.１ 長野県上田市「鹿教湯温泉」の調査

５.２

構造と使用方法

音の採集は、温泉町を流れる川、山、風呂で採集

長野県上田市丸子地区に所在する鹿教湯温泉は、

した。温泉町は、日常が変化し、訪れる人にとって
は大きな変化を体験する。車の走行音はほとんどな
く、風による木々のざわめきが常に感じられる。
特徴的な音については、宿のお風呂によって音の
違いがわかることである。各風呂によって、温泉の
湯口の音の違いがある。
川の音については、落差の大小と、流れる水量の
多少によりが異なる。
同地域で採集した風呂の湯の音、川のせせらぎな
どを編集し、公式ホームページ用のwebコンテンツ
を制作した。

高度経済成長期の慰安旅行先として多数の滞在客を
集めた小さな温泉町である。古くから湯治場として
知られ、環境省の環境指定国民保養温泉地にも指定
されている。クアハウスや温泉リハビリ病院など、
近代的な温泉施設も目立つが、素朴な湯治場の雰囲
気を残している。現在も病気や怪我を治す湯治場と
して広く知られている。近年、旅館組合の若手を中
心に、民公学による活性化の取り組みが始まってい
る。提案するコンテンツ音は、同地域で採集した
（図２）風呂の湯の音、川のせせらぎなどを編集し
音を作成している。図2は、2013年３月15・16日
（土・日）、10月10〜13日（木〜日）に行った音
採集マップである。採集場所は、鹿教湯温泉地区の
中心付近にある宿の風呂、鹿教湯温泉地区を流れる
川の音の採集を行った。

現実音（特定の町の雑踏や鳥の声など）と非現実
音（エフェクトなど）を対比させ、ユーザーに無意
識に暗示や予測を与えることを狙った。
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メイン画面
図３

「りょうりのおとクイズ」のアプリケーション

６

京都文京区「ぶんきょうハッピーベジタブル大
作戦」のためのコンテンツ制作
６.1 東京都文京区「ぶんきょうハッピーベジタブ
ル大作戦」の実施と調査

７

今後の展開
３件のコンテンツは、地域イベントと観光地、食
行為のそれぞれが発する音とそのつながりを追体験
するものであり、ミュジック・コンクレートの手法
によって、その親しみやすさを高めることを意図し
た。地域づくりをサポートする試みは、イベントに
限らず、さまざまの地域資源に適用できるはずであ

若年層に対する食育は、地域の食文化継承の基盤
である。東京都文京区の重点施策の一つとして、
2012（平成24）年から始まった「ぶんきょうハッ
ピーベジタブル大作戦」は、野菜の摂取率の向上を
目的とする啓蒙活動である。

る。今後もさらなる検証と改良を続けたい。

その中核イベント「ハッピーベジタブルフェスタ」
において、2012年8月31日（金）10時〜17時に、シ
ビックセンター１階展示室にて「野菜の音クイズ」
を行った。普段、野菜のかじる音・切る音を意識す
ることが少ないためか、来場者には新鮮に感じても
らえた。子どもよりもご年配の方のほうが正解率が
高く、子どもの食育の大切さを改めて感じた。

注
１）樋渡涓二：視聴覚情報概論,昭晃堂, pp.244, 1987
２）鳥越けい子：サウンドスケープ−その思想と実践
−，鹿島出版会，pp.145-146，1997
３）サウンドバムのホームページ
http://www.soundbum.org/ SOUND BUM

2013年８月29・30日（木・金）10時〜17時では
「りょうりのおとクイズ」のイベントを行い、料理
する音をクイズ形式に編集したiPad用アプリケーシ
ョンを制作した（図３）。
６.2

答え画面

問題画面

４）川崎弘二：日本の電子音楽
５）http://ja.wikipedia.org/wiki/八王子いちょう祭り

６）八王子いちょう祭り祭典委員会：八王子いちょう祭り
大作戦、日本地域社会研究所、2000

構造と使用方法

音の採集は、春野菜、夏野菜の６種の野菜（オク
ラ、ゴーヤ、タマネギ、ニンジン、キャベツ、トマ
ト）から各３レシピ、計12レシピの音を採集した。
提案するアプリケーションは、メインウィンドウに
ある野菜を選択すると、２択のレシピが表示され
る。レシピの料理音から特徴的な音を取り出し編集
した音が５秒間ながれる、ながれた音を聴き、どち
らの料理音なのかを答えてもらうクイズとなってい
る。同アプリケーションは料理される際に発する音
（聴覚）に視点をあて、きる音、煮る音、焼く音、
まぜる音を用いている。
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Method and Possibility of Acoustic Film: Centering on "Scapes Series"
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