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第 1章 序論

1 -1 研究の背景

1) r音環境」研究領域の現状

環境音と人/I¥Jとのかかわりを対象とした研究倣域は、従米からの騒音的制点に加えて

いわゆるサウノドスケープのように環境音を積極的にとらえる観点が民間されるなと

により多機化の傾向にある。対象範聞の拡大したこの領域についてまだ広まった名IIIIは

なく、 「ff環境o'f.価Jii1環境調fUなとのように、「騒音Jを「音環境」と言い符え

ることで対象内容のニュアンスの表現を試みているように思える。

80年代後半以降、たとえば償浜駅近くにある行の山る橋「凶鶴屋総」なとの音羽lの

f.J 加を f'Pう:'li r，出演出の例、あるいはすでに首都|羽では珍しくなくなった楽音をJIJ~ 、た以

の発I]Iベルの例なと、し、わゆる音環境デザイナーの手による-.i.Tの計画がhわれてきた。

しかしこれらに対する -rT~辺境研究者の反応は是非の分かれたものであり、必とするにせ

よ)1:とするにせよ、それらの1色3

I下lドI尖である。2)3)

尖w，¥、現状において人I1¥J-n.環境系にl刻して社会的なコンセンサスを持った概念およ

びその記述は騒rS，jHilliの仮域にととまっており、それを必えた各研究やJII!!!iの相互間、

あるいは全体的な系の'1'てJの位iuづけはり]u'(liでないのが現状といえる。j)ij，iAの例はこの

ぷIHであろう。

2)音環境研究領域の拡大の様相

ここでf;j'j域の拡大について考えると、その隊111として研究対象となる人間の評価、研

究の立場、総合的な環境への展開の 3つを挙げることができる。

・研究対象となる人間の評価

lli0告環境て学が従)j(r:UIWとしてきた人n:Jのた附li市111をー"で言えばitAー不快」で

あり、これをそれそ'れの分野において近似的な持制h荊11に/M，J.i.Tづけてきた。たとえば

品，¥熱磁境では「寒いー悲し、J、J'U辺境ではIljJ倒の観点から ilリlるい IIrf~ 、」に、そ

して古\::r~~~では騒汗評価的観点において「うるさい一気にならなし、」といった具合



である。このi日から近年のff環境研究および計州に関係する人間の評価を考えると、

その中にはたとえば「賑わいJ1古l'けさJIJ也城制」なとが比られるが、これらは

一概に11R-不快」に対活させてとらえられているわけではなし、。こうしたIfliに多

機化の一つの相を見ることができる。

・研究および計画の立場

従釆の~lli ì"f研究官i域において川いられてきた)I法論は、物則的指伐による定11:的

な記述など、対象{人n1]・音環境)についての一般的 ・答倒的に述をぶ1;'1するものが

主流であったといえる。こうした立場からのアプローチは騒計規制の1mからの2Qボ

を満たすものであり、 60 年代の高度経済成長とともに:~}，1~11 した駁7f公古問題に現

在まで貢献し続けてきた。

一方、返年行われているFf環境計画は規制だけでなく設，;1の而を含むものである。

ここでは一般世lあるいは定以的な記述は特に必2fではなく、例々のケースを記述し

うるものであればよい。また、その計阿は)ll-iilii対象:r，の，C識操作 ・意味t栄作を-;'Tむ

ものである。下f環境のケースではないが、例えば新設された伐に「レインボーブリ

ッジJ:，:rと名付けることによって集団的に意味がJl行され、象徴化されるといった

例のように、名付け ・意味付け、そしてそれらを通して計画物を認知させることも

計iilii手法に合まれるべこれは対象(人間・環境)を客観的にとらえるだけでなく、

対象に働きかけて対象相互聞を関連づけるものといえる。

このような手法は主として建築計画学的な立場において兄られるものであり、 Jaie

環m研究の領域の多様化という見方と建築言l-jiIijが行環境に対象を広げたというよL

プiの両方が可能である。ともかく一般的 ・客観的な立場に加えて限定的・日的的な

立場が計Flii先行的に広がりつつあるのが現状であると右えられる。

-総合環境への展開

建築環境工学においては、 E立与lは音 ・光 ・熱 ・主L流といった環境:l2京の分型fiJIjに

とらえられているのが一般的である。しかしおそらく総合環境が人I/lJにうえる印象

あるいは彰響において、 fl司々の環境要素の寄勺は独立したものではなく、要ぷ問の

相互作JIl的な効果があると考えられる。現実にわれわれも庁段から環境を~索Il\J に

分内lして認知しているわけではないことは実感できることである。

複合的政抗を対象とした研究は現状ではそれほど多くないが、 gI~焼でいえば騒

背評価における街路樹:~~の紋の効果、 I見.!j't情報と品Ut↑!?却のflll工作!IJ、快適感にお

けるn..制 .1lJ~'l 然!~~~の寄与といった研究が兄られ、::u験を泊して検誌が行われて

し、る 45).41)。

このような「総合環境とその'1'の汗環境」というとらえ)jは次に触れる「人111J一

環境系」の概念とJ岸本的に同じιI;'Jを持つものであり、耐f先，行IBJにl:lJlm立誠は!よが

りつつある別状からみて、今後の研究の流れとして定おしてし、く i114れの上にあると

考えられる。

3) 人間一環境系 5)

こうした流れの '1'で近作、 ill3徒~r!阿学および建築環境工;1:において、 j， lij者が対象とす

る領域全体を「人l1iJ一環境系」としてとらえ、その観点から例々の研究あるいは訂阿を

位置づける)j1;'1 t'1が凡られ始めた。設計と結びつけるべく fl的ぶ向で定制 (10な記.iAが'1'

心となる建築計 1，IIj学に対し、定量的 ・客観的研究を志向するill!花環境工学は、その発展

とともに専門化や細分化が進み、次第に計画や設計から離れてし、く fg'iliリがあることがm
怖されている。「人間一段抗系」はこの両者の俊点あるいは共通言:lnのf't'Mlみとすべく

lltll~\ された紙念て'あるといえる。

「人間]一環境系」は枠組みとしてIIfJ慨に記述される段併にはまだとEっていないが、そ

れは人間と環境の関係について、独立したものではなく、人目1Jが環境を意味付け、また

環境が人間を規定するという、フィード、バックを含めて相互に作川しあう系としてとら

えるものといえる。この観点から人1mをキーワードとして記述することにより、建築計

回学と建築環境工学の領域を包指してとらえることができるというわけである。

さらにこの観点は、従米から背 ・ 光 ・ 熱 ・ 気流なとの分野川lに分かれていた建築環~~

工学における環境を、似域別ではない総合的な環境として系に位世づけることを可能と

すーる点においても千T!IJなものといえる。



1-2論文の概要

1-2-1論文の目的

!日I釘Iの考;~長からjl}びT)-l);it~研究領域に立ち返って考えると、従米の騒，'''' ，i'Hllliにおける

人間]の評価は「うるささJを主体にしたものであり、また「快適性」評価についても、

結局は「うるささJ同様に人11¥]の認知のあるー断面を切り 11~したものといえる 。

しかし多機な制'i仙在日に 2，lづいた現代の音環民言ljilìjに対応するためには、人 Il\J、 i{~辺境、

およびこれらの相互関係の犯握、さらに総合的な環境における位iilづけの把握を屈して、

各研究領域がその '"1' の何を対象としているのかを記述し位世づけていく必~がある。ま

た従米からの符Wl的54識論にJ，~づいた方法論による以境工学的研究が陥りがちな、専門

化・細分化による研究の "1己円的イヒに対して、研究の持つ立:味や立ぷについてもr::1われ

なければならない。ここで必要とされるのは多段な領域を包日的にとらえる観点、およ

びその制点からの記述の枠組みであると考えられる。本論文の11的は、こうした在!l./l.と

枠組みを綻示することにある。

この目的のもとに木論文では昔環境研究領域を「人間-Pf環境系」としてとらえ、こ

れを包照的に記述し得る飢...~~として「人間の音環境認知1JをJJl楽する 。 ill築環境工午が

人間を対象とした研究領域である以上、観点を人間の認知lにおく記述は、将米にわたる

研究f茨城の多機化に対応できるはずである。さらに人II¥Jの認知lへの帰おは、研究が対象

とする事象の背環境認知lにおける寄与、いし、かえれば1'TI~~t認知lの制点から側先J'J体の

な義や自IIifluについての記述を可能とするものと考えている。

本論文で提示する枠組みそのものは既行の設!1'1'心J!Jl学勾における.!JJ!!:合、の集成 ・ ~jJ~で

あり独'1の新しいまIlSo!.を加えたものではない。また本論文;で悦示する枠組み以外の概念

に拠る記述も当然可能である。しかし音環境研究傾城において必知的な観点が一般的で

はなく、記jÆの枠組みが共有されていない現状においては、この従示は'0'~:主あるものと

考えている。

4 

1-2-2音環境認知の観点からの記述

1)従来の音環境研究における観点

従来の騒，'l-ft!f究似域においてJlJe、られてきた方法論は主に治:似的Z思議論に基づいた

ものであり、対象(人fm.-tf磁波)の客観的記述とそれら相互の関係性に閲する考察を主

たる方自首として研究が行われてきた。こうした方法論は近代科学の流れにおいて一般的

なものであり、災験心主11学~iの旬'i域においても採用されてきた。 典型的な伊!としてラウ

ドネス評価のようえよ、行の物思的指棋と人間の!必:it:Hi側主との関係性についての研究領

域を挙げるこ とができる 九

しかし、 戸川町の指摘するように人間の心の働きの非'市に大きな昔日分がこうした心理

実験の方法では研究できず、災験可能な領域で知見をt'lみ上げることにより伐りの部分

を泌終的に導き山すことにも成功していなし、。認知科学の分野においてはこのような心

の部分を対象としたJ;it:論として、「情報処理的アプローチ」とH予ばれるように、人!日!

の心のシステムについて何を日的として何をするシステムなのかという内部プロセス

の俄怖に関する「仮説」を設定し、それを枠組みとして互11論を術祭する形式が採られて

きた 8)。心理学でいえば、この内 :ì~プロセスの設定が「認知」心理学の特徴であり、そ

れ以前の行動 lJ主的心政?との決定的な相進点である。*論文の「認知|の制点」とはこ

のような方法論的ぶli'Jをもつものである。

音環境の場合、.iu路交通騒7fなどの111mI沫騒音の影響について従米から物理的指標と

のよい対応が兄L 、だされてきたように、実験可能な領域が1T'I~Jj~の影絡の一定の部分を

記述"J能である点において、あるいはその口的が規ililJという、 一般符への適m可能性が

~ぶされるものである点において、従来の方法論は有五UJであったといえる。 しかしそれ

が同じ駁71でもいわゆる近隣騒?干の影響やサウンドスケープの領域に対して適川でき

ないものであることはり]らかであろう。従来の制点でどの飽1mの倣域まで記述が可能で

あるのか、そして人間一行環境系においてその領域がとれほとの得与をもつかについて

I:]Jわれるべきであるが、とくに後者についての記述の例はこれまでには凡あたらないと

思われる。

2)音環境認知の観点

首環境認知の観点からの研究領域を記1&は、「人聞は(iり1京協についてどのような認



知を行っているかJと「この研究は認知のどの繰相を対象としているか」の 2点につい

て考えればよい。

自ij-Xは人III1の認知についての記述であり、記述のためには何らかの仮似的なモデルに

よって認知lの機桃を表現することが必裂と考えられる。またそれは円以!j~だけでない総

合的な環境認知を記述し得るものが、この研究傾城の別状において守lましいと忠われる。

こうした環境認知1モデルを本論文では第 2 1;~において提示する。

後おにおける必女11の級相とは「苛による立識の喚起JI!:剣山の喚起Jなとの認知lの判l

(phas巴)である。様相は- Q的に表現される必要はなく、環境認知lモデルを枠組みとし

てそれぞれの行環境研究官i城の対象に適した形でぷ現されればよし、。こうした記述の，'，

に、研究対象において問題となる要因がどのようなものかについての手がかりが含まれ

ることになるであろう。モデルの適用例としてのこのような記述は、宮~ 3 XIと第ιl・第

5~の;k!験の考察において行う。

以上の52抗認知lモデルと営破局認知様相を合わせると lì}J~ .ljl認知lモデル」が州成さ

れることになる。ここでたとえば音環境でなく視政境認ま11絞mとすれば「似球波認知lモ

デル」となるように、総合的なr.i~l認知]に対してモデルを十時j点することができる。こう

した形で環境認知1を表現することにより、多械な研究領域に対して適応的な記述が可能

と考えている。

背環境認知モデルと研究領域を全体として概念図に表現すると Fig.H のようにな

るが、図中の表現を言いぶせば「環境認知モデル上iこ研究官'jJ或を位世づける」というい

;環償制モデル 巳ユ 一一一 →一(如意)

:時間の諸機 /イ子¥
や窓…相口司司口 ..官官

:zrzzrtt処盟六/魚 t 1¥ 
音環涜忽知モデル fJベ i lfi ト(第 3章)

音環境研究の L/ i V ¥l i 

諸領域 口 にユ司司口 智

l'ig.1 1 T'i環境認知モデルの構成概念図

い)jができる。

研究領域の1lLijl(づけて5についての具体的な記述は1fi3 ;戸で行うが、ここではその一例

として騒73研究倣域における代ぷ的な心理£:である、ラウドネス ・ノイ ジネス ・アノイ

アンスについての|豆|式をぷしておく (Fig.3-9，詳細lは3-5参照)。ここでは 3概念に

ついて以 Fのような広，i.'iWj)_による〕を想定している。 35)

・ラウドネス エ不ルギーの」ミ制的汗(dlj，“大きさ"

-ノイ ジ不ス i他党的不快感。“やかましさ'

・アノイア ンス 騒7fにl則わる不快感の総粉、“うるささ"

(例)Fig.39
ラウドネス ・ノイジネス・
アノイアンスが対象とす
る認知様相l

/7ノ(勺ミミ¥

これらについて認知的制点からみると、ラウドネスは「評価」であり、不快感とは山

J:t関係しないものとしても7此づけられる。またノイジネスは、;;t誠仁はJv/):i'!.:的にl喚起さ

れる「不快」感↑!?を指すが、“やかましさ"という言葉がJIj，、られるように、 「立識の喚

起」の副次的段打!としての「不快」も合むのではないかと考えられる。アノイアンスは

不快感の総称であり、 !JJj誌による邪魔感や、騒音への対処行動に起凶する不快感などの

副次的な僚相を合むものとして記述される。

ところでlii凡1の並主旦日(/(jで述べたように、音攻抗認知lの似点からの記述を従案する

1'11111は、研究領域の位此づけのlリj俗化、および研究の方向的を.]，，1.，、だす手がかりとなる

ことにおいて、育成liEtt!ま11の liJl.'，'~がイTJIJ と考えるからである。 íìíj者(位世づけの l列硫化〕

についてはたいていの観点から何かしらの位iuづけは口I能であろうから、実際にイ1月l性

において問題となるのは後者である。この有月l性は期待できるものと市イ守は考えている

が実際には訂[/リlできるものではなし、。しかしもし本当に行川であるならば、例証的に記

述を積み重ねる小で、ff./i~としての川であると認識されていくであろう。したがって現

段階でできることは泊川例としての記述を積み重ねてゆくことであると与える。こうし



た点から本論文の芯義は、記述のための観点と枠組みを提示すること、およびそれを川

いた例示的な記述を行うことにあるものと考えている。

1-2-3論文の構成

本論文の構成は、はじめに汗環境認知の観点による記述の枠組lみとなる環境認知lモデ

ルを提示し (第 2~;î)、そののち促示した枠組みを川いてl山 i の ff 環境!iJF先制域につい

て記述を行う (第 37;1)。第4市と第 51;7は印象:刊Iii実験を泊して、環境認知モデルに

おける「概念的記トCi1，'N'UJに閲して基礎的な知見を得るものであるが、同11与に認知の観

点、のji&JIl事伊!としてのi."Lii1づけも考えている(Pigト2)。

-環境認知モデル

-導入

-記述のための

枠組みの提示

認知に閲する用坊と槻企

時

第 3章建築音環涜研究領

笠主盟主金主笠

ーl児往のTT環境研究館峻の
既観と苛環境認知の観 ，~r.
からの記述

-音環境研究領繊の記述

Fig， 1-2論文の椛成

ーイメージ音事象の印象評価 11 ，]';環境および悦環境による浪合

実験 11 !J;1崎評価尖験

・概念的情報の囚チ惜泣I~I: I: I I '概念的情報と人)J感覚との関係

・モデルの充実のための実験的険討

-モデルの適用事例

第 2章は本論文の基本となる7;主であり、前項で触れたように;主知の観点からの記述を

行うための枠組みとなる環境認知1モデルを提示する。モデルは認知!心Jill学の既往の概念、

の選択 ・集成によるもので、多様化を合めた研究官l域を純白づけることが可能であり、

また研究者間で共有することを考慮して実感として理解しやすいものを目指している

(詳細lは 22モデルについての考え方を参照)。市の内作はモデルの椛成とそれに付随

する諸概念、の解説から成る。

!:fi 3主主は1)12 I';'~でjJ/;示した枠組みをJl).、て、既往の音環境研究領域のいくつかの !J~fýIJ

について認知的観点からの記述を行う。この立はザIJ示的な記述として位置づけられるも

のであり、 71のl付谷は、はじめに工学的な観点から人Il¥J一行政民系と既往の音環境研究

について概観した後、騒 ffの心主1l (lj;J~慢なと苛現境研究官i域におけるいくつかの事例の

記述を行うものである。

第」平と第 5J;'tはjO!験をj面した)5'・9莞を行う。第 2立のモデルは人Ii¥Jの環境認知の機m
と過程に関する枠組みをA:[)l.したものであって、その内容、たとえば「実際に人間が音

!jT象から感じる印象がどのようなものか」などについては記述されていない。二つの市

の実験は、こうした「モデルの'1'身Jについての他握を日的とするものとして位位づけ

と、実験結果の考祭において環境認知モデルをJr]'、た記述を行うことによる、認知的観

点の~m例としての仇iilつ'けのこ耐性を考えている。

立14i? ( T~' lH象の認幻Ihl1 iliに関する実験) は、古一司王象に十J"If'JÍjする似念的 j'，'，'報 ( たとえ

ば“iリ]るい"“うるさい"なと、“~のようなもの"といった↑，'jtjOがとのようなものである

かの氾握をU的としている。内容は主として音事象名から氾!像されるイメージ音事象に

対する印象評価i実験によるものである。ここでは通常の評価i実験とは異なり、音事象の

印象庁'fifllfi における ttiJ.!評定)\_皮に被験者本人から得られた印象ぷ~I訟をmいることに

よって、被験I'iが尖際にその ì'f JJ~象から感じている印象の椛造をlliJ :JIすることを試みて

L、る。

!:fi 5 i;'( (J;! JJZ評価における苫沼環境の寄与に関する実験) では、 tJlr_，;) ~zと汗環境の複合

環境印象許仰lにおける行政協の得与のJ巴:tAを日的として、羽.lj;j実験を通した考察を行う。

これは認知的観点から見れば、概念的情報と人プ'J@i:i'，i;の関係(とのような砲'!Jjの概念的

情報が視j'，i;入力あるいは聡先入)Jのどちらに関係しているか)についての考察と位世づ

けられる。

9 



1-3音環境用語の定義

ここでは、 i[";':r-'1J:JU i環境背Ji背事象」など、 77環境研究似城において記iiliに

必要なm百および概念を定義しておく。m誌は l'lf~吉・11iがiJi川的にJIj，、られている

ものが多く、それらが指し示す範凶は必ずしもlリ1M1:ではないが、人1::1のir!.匁1を倣う

上では、 k校統制がそれほと15、l外を持たないということもできるであろう。一方でこ

の領域において細部にわたった定義は汎J1lt'!:に欠けるために、11附 IJの研究の記iiliに

は有利であるが研究領域全体としてみた場合にはイ1佼でないことも考えられる。本

論文においてはこの点を考慮して、あまり厳密な定義を行わない代わりに自然 Ei¥;ii 

としてのJJ:I_広からi匙Jslしないm法とすることを円指している。なおj刊誌の定義にお

いては対立断念を併せて示すことにより、月l法のIlj]f，'(I[化を閃った。以仁の考え)jは

第 27;iの認知心J1Jj学的なm誌についても問機である。

1)音環境と音響空間

音環境とは広義にJTH、れば環境工学の研究領域における7干の分野の全体を指すもの

であろう。しかし現災的にこの意味で月i，、られる ことはほとんとなく、先に述べたよう

に、E量子fの概念の拡張として、限定した範囲で用いられている総チが見られる。すなわ

ち近年のいわゆるサウンドスケープの概念のようにrJ;iJJtrfを駁行としてではなく脳極

的に評官lIiしていく動きの小で、従来用いられた「騒汗評価Jí~lm制公」等の川認を í ，"i 

環境評価J í背r~~~調査」といい換えている傾向がある。

一般の空r::]においてはさまざまな環境音が存在し、人I/lJはそれらの以抗汗を通常は受

動的にIlfIいているが、背攻境はそうした環境音により椛成される球協を治すものとして

汀]，、られていると考えられ、本論文においてこの意味で「背J:.;'1J:JUをJIlし、る。

この対立概念として、 r?i-響空間』を「ある特定の71似をliiiJJ.¥とし、その??を能動的

に聴取することを 1-1的とする人|目jを収容するために制保されたツ巨I1¥JJと定義しておく 。

2)環境音と主体音

JJiI lj~音という需*は近年論文中などにおいて しばしば兄られるようになってきてい

るが、それが指す範聞については明確に定義されていなし、。本論文においては環境?奇の

基本的な定義として、「受聡右が知党する音のうち、受恥.:-dが音の発生に関与しないも

10 

の」と考える。

さらに定義をより lりj艇にするために、環境背に対立する概念として「一日本音」を定義

しておく。これにはi'I分が辺、区l的に発している音のほか、会話の相手の首ーやコンサート

の音楽を聴取する場令のように、1:1，ドとして音を発するのに|民lりしている音が合まれる。

こうした主体音でなし、 ffが1~ !J~ -~n:であるといういいプJができる。

この二概念の境界はl凌l味であり、細部においてはり]6正な区別がつきにくいものがある。

これについて耐似念の典型的な記述は可能であり、細部においては人間の音環境認知に

おける位iltづけをもとに各側先領域の方向性に従って記述されればよいであろう。

定義上、従来からのE並行評価の分野も含め、音環境研究において研究対象となるのは

球続音である。

具体的な子'(1J1'象の似lを以下に挙げる。

(主体音)

i'J分の戸や使っているiUJt匂のfi-
会話している相手の戸

自宅のテレビ ・オーディオ写の音
コンサートのむ4!k

(区別があいまいな例)

(環i責音)

'11のA行苛
制ll'1iの1.f、他人のお戸

近所の家のテレビ ・オーテ.ィオの7I
お祭り、花火大会の1干

(主体と IT似との関係や苛の発生の:む、図が唆l沫なもの)
.日II{I大 Lにおける Ji分の金仰の苛
・白分の足7T
.車内でIJfJくn分が運転する '11のエンジン音

これらの汗でも「なにかにあたって反響してきた音」は環境ローであろう。

(受J[，t:態度が変化する場介)

.iJiを歩いていたら以外泌づき会の苛(環境ffである〉がIJfJこえてきたので近づいてじっ
と耳を傾けたという場介、環境Tfは主体音に変化したと与えられる。しかしどの時点
で変化したかは特定できないと考えられる。

3) 音事象と音源

7寺J:.;'1 t売における例々の-frw~からの苛には、いくつかの文献'!fで指摘されているように

物EU((JslIJu而と心理的 (芯l外的)側[自の双);からの見方が可能である。この点、 M シェ

ーファー引による "SounclObjccl" 0'11訳「音響体J)および "SoundEvcnl"(向「音事

II 



象J)の定義・は妥当なものと考えられる。

この両省の I~J係は互いに独立しているように見えるが、 iì'\・ !H~J ，まれこの物l'H的側I(，I

を切り脱してとらえているわけではないので、実際には r i'r!J~象」は i ì"，'j!'J，! f本」の概念、

を含んでいるものと考えられる。そこで本論文においてはこれをJi:設にjfjIf釈し、二IfrJ，:g(

を次のように主出立する。

音事象 環i覧音の檎成要素である、個々の音源から受聴者に到達した音。

ここでは意味的側而に言及していないが、基本的な定義の段附ではとの側聞からとら

えるかについて限定する必袈はない。本論文の研究対象は1~)辺境訟矢11であり、この記JÆ

に必要な民間の[而から Tr- ~Ji象をとらえる。意味論的な而はその代表的なものである。ま

た特に意味を限定する場合には「音事象の意味的制UliliJなどというf'.1!いJJをしてし、く。

tf; 2 ];iで提示する環境認知モデルによれば、古事象は「対象スキーマ， I~'の聴覚的な入

力手絞きによって仰られるf'，';幸IUとして表現される。

なお、??事象は7Tを|品lく側における概念であり、これに対して討をUlす自[11における対

応する概念は ii'i.m;uである。

M シェーファーによる定義

・背二響体(Soundobject) 

個々のTTを、単に人n日のま[lJi;の音響的対象として、記号論的な特性とは切り離してとら

えるとき、それらをff僧体と呼ぶ。

-音事象(SoundEvenL) 

個々の 7Tを、信ワ、象徴、基調昔、あるいは1~~~t'~i'f-としてとらえ、それぞれの付随II!J，TI

味に焦t，1，~を介わせるとき、それらを音事象と呼ぶ。
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第2章 環境認知に関する心理学的モデル

2-1 章の概要

この32では人間ー背環境系記述の枠組みとな I ~4 モデルについての考え方
る1);1境認知のモデルおよび諸断念について論ず

る。環境認知lモデルとはすなわち「人I/JHまおお

むねこのように環岐を認知している」というこ

とについてのメカニズムの記述である。本主主の

11的はこの環境認知1モデルの提示であり、この

ために既往の認知J'し、製学館i域における文献に基

づいた考察を通して、環境情報の情報処理、意

識、感情の 3つの面を'IJ心としてモデルの記述

に必要な概念の整理 ・集成を行う。このうち後

てI!f!立音環境の場合、駁7Tの問題化に凡られる

ように悦環境なとと比較してc[¥裂な似世にある

d匁lの線中1Iと与えられるものである。

一 γ 一一

2-3環境認知モテ'ル | 

環境認知モデルの提示 | 

モデルを川成する訪概念の解説 I

よ卒

~知に限lするl!本的な概念や環
境認知lモデルに関係するjl'i概念
の解説

Fig.2-1第 21;'tの構成

市の情j或としては Pig.2-1に示すように、はじめにモデルの位世づけや行JlJ1'lなどに

ついて論じたのち、環境:J{-(ま11モデルとそれを椛j点する諸概念についての解説を行う。ま

た 感覚.9JJ:ii:・認矢fI・のように認知lに|却する基本的な概念、およびモデルの周辺的な

概念は三ニ止に一節としてまとめたが、これらについては環境認知lモデルの解説のrJ'で

凶Hケ参照することとした。
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2-2モデルについての考え方

1)モデルの有用性

系のぷ引においてモデルをJII~、ることのむ義はりくの 2 !.'ilこある。

・各研究の全体的な仮域の'1'での位出tづけ、あるいはj-!ll1:1/¥1の1iLii1づけがlリ]倣'にな

ること0

・ 各研究が取るべき方向性や方法論、あるいはその主11 ;主 1 1f;~なとを』μ 、だす下がか

りとなること。

さらに系の記:iAの枠組みとしてのモデルについては、研究托IIJIで認織がJWされるこ

とのむ北も大きいと与えられる。なぜなら認知的観点やモデルは研究右それぞれが何ら

かのJ~ですでに持っていることも多いと忠われるが、研究-It I IJJで共有される記述の枠組

みが存布しないことが、現布の ?'í:f~~~領域における方向性のイ、lリ 1 m止さに結びついている

と考えられるからである。既往の tf!~境研究の 01' には芯引にや態lJrといった人間の認知lを

対象としているものはいくつかみられ、それらの研究においては必史にJ.ιじてモデルか

み入されている。しかし研究.fJ'側人として包抗的な系のモデルを持っているとしても、

それはケースパイケースで表出するために研究右本人以外にとって令体像がつかみに

くいことから、モデルの汎汀11'..tあるいは-_cr性(例々 のケースに適JfJするモデルはjllh:

間で矛j行してはいなしゅ、有定的にみれば結果に都合のいいモデルを川いているに過ぎ

ない可能性は検訓不可能である )を見通すことは511!しい。

本論文で:続案するモデルの有川tJは以上のように、モデルの「利Jl)Jおよび「JbイfJ

の}，I!，にあると考えている。

2)モデルを提案することの意義

ここで、研究者がすでにモデルを持っていれば本論文のモデルは「利JIlJのために必

~~ではなく「Jb有」の点においてイfJTI性がある。 一方モデルをねっていなければ「不IIJIJJ 

とr:JluJの2つの革Ijm形態がある。後者の場介、音環境研究は l̂t;{'iも合めて1学系の

研究者が多く、認知的な観点は悦れ親しんだものではないであろう。

本論文:のJ);iJJl認知lモデルは既往の文献による知見の集成 ・選択であり、そこに独IIの

新しい知見を加えたものではなし、。しかし認知的な観点がi'fr~~1研究領域において一般

的ではなく、また記:iAの枠組みが共有されていない現状において、以上に.iAべたような

利用形態に対応可能なモデルをjjt策することはな義のあることと考えられる。

]4 

3)モデルの性格

lJi;案のな義をJ5[<~すると環境認知lモデルは、包照的な人間一行環境系を対象とし、容

易に底!角17f. nTíj~であり、 vt川性の高い、拘束性の低いモデルが望ましい。こうしたモデル

のあり万についてアンダーソンによる~j![念・を用いると、 「フレームワークJと「理論」

のレベルでモデルを記述すればよいと考えられるCFig.2-2)。

「フレームワーク」としてのモデルによって、個々の研究領域の位置づけや対象とす

る必1;sJの記述なとが可能となる。従って

研究在!日]での観点の:!lイiを11的とする

ときには「フレームワークJレベルのモ

デルが必裂と与えられる。

「理論」としてのモデルによって、

例々の研究についての予測や仮説の設

定、あるいは既往の研究結果の解釈がIIJ

能となる。たとえば近隣騒昔については、

アージ理論をJIJ~ 、て「怒り」アージとの

/、¥
、¥

関係性により jli隣騒i'fl:umの生起に|刻 Fig. 2 2フレームワーク，型論，モデル

する仮説を立てることが可能である(→近隣騒背 34-]参照)。

-アンダーソン(Andcrson
22)1O))によれば系の機術(本論文では苛成皮認知1)を考えるとき、フレー

ムワーク(framc，'ork.枠組み).理論(thcory)モデル(modcl)の3つの階胞に区別して;命ずるこ

とが大切とであるという。 rI 'r:;~' 的なJll iliとしてはこれらはm義詑的な関係にあり、 lリl fiI危な区別
はなされていないと思われ、また実際に定義に従ったiリ)li"(1iな区別はJ¥lfしそうではある。本論文

での「モテ・ル」の川il，はアンダーソンには従わず3つの11'11日全体を折すものとする。
フレームワーク

J，l;..t;的かつ一町内な -E~J~から梢成される。この附悶て'の記述は一般的であるために、
yiJIIJや{I.i(:i!i.を与えることができない。

例 長JVJ記憶 ・iiIJUJ記ta、ぷs!
型n"品.

フレームワークにL、くつかの仮定を加えることにより、一つのフレームワークは波
数のJ11[論に分化する。 L'I[論は系についてのある位皮以一体的な予測や仮説が与えること
ができる。

例 感情に関する戸川のアージ迎!論

モデル

J1H論にさらにn休的な仮定を加えることにより、モデルが榊1ぶされる。モデルは貝
体的な状。~について只体的な予測を与えることができる。尖験的検討のレベルではそ
れそ'れがモデルをもつこととなる。

jJoJ : 仮説検JIE~の実験における 「仮説」
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本論文;の綴J:iz認知モデルは「フレームワーク」を J::体とするが、 JLf本的な研究とtJ1び

つけてモデルを与えるためには「理論」も必12である。そこでとくに駁斤研究領域と深

く関係する感情システムに関して‘なせ'感↑， 'dJ'!.t~するか"についての i.flli論」を川む

した。それ以外で「理論」はlリjぷ的に取り」げていないが、研究対象および研究1-1(/なに

応じて多機な「里H論」の導入がnJimであり、本論文'1'ではなく研究将それぞれがみ人す

べきものと~えている。

WI療に本論文の域境認知モデルのレベルについて比てみると、似，ill.を導くことができ

るかどうかの点から考えて、モデルを椛成する1MIl処JIH過程I r'J詩情J点。!tl!¥1'，';システム

の3つのモデルはそれぞれが「フレームワーク」であり、また戸日1のアージ]1)論は!tl!¥1，';

γ ステムに関する「理論Jといえる。

4)モデルの「正しさJについて

本ZEで悦示する環境認知モデルを椛成するモデルは、いずれも引象的に「正しさ」か

証明されたものではない。しかしモデル有用性については先に述べたように、それによ

って研究領域の位位づけの明確化や研究のブ';~'J t'I:をJよし、だす手がかりとなること、およ

び研究-tfIJrJで認識が共有されることにあるが、ここでモデルそのものの現象的な正しさ、

すなわち機柿を正確に表現しているかどうかについては決定的に市民な問題とはなら

ない。たとえば古典力学や、心型Jl学においては記憶ンステムに関する「長期記佑JiJ.1L 

j明記憶」のlえ別は、それらを包含する体系の出現によってもはや iJEしし、」ものではな

い。しかしそれらがモデルとしての有効性を失っていないのはI切らかであろう。対象と

する範間内において妥当な鮮が符られるモデルは、そのi]ls聞においては災|僚の俊出とや'1

らかの形で対応づけることが可能であろうし、また全く cJ1Wと反するモデルからは宏、'i

な解が得られないと思われる。

本論文がn:J題とする人f/¥Jの心理にl均するモデルについては、それが各側人が一人の人

1mとして「災感できる」モデルであれば、日常の状況の範聞では妥当性のあるものとみ

てよいと与えている。また提11，'¥されているモデルは一泊りではなく、 I"Jじ現象について

異なった記述も多々見られるが、それらの「正しさ」の検証は現在において進歩し絞け

ている脳神経科学:からのアプローチを待たなければならないであろう。しかし将釆的に

神経科学的にも妥当性のあるモデルが提唱された場合でも、その上に現必のモデルを{立

世づけることが可能と考えられる。

16 

5) 今後のモデルの修正について

今ひとつ問題となるのはモデルの修正についてである。修正の条例にはモデルの現象

的「正しさ」と「モデルの有川性」の二つがある。

/II)1tについてはこれまでに述べた辺山からモデルの現象的正しさの観点からの修正

は必要ではないと考えられる。それでも、より説明カのあるJ;¥n論があればそのプJがよい

であろうし、あまりに1iくなって細部の参照のために古却古を傑す必要があるのも好ま

しくなく、そのlI!f}.'，~での文献を参照できることは必要である。これについては継時的に

認知科学の動向を凡ていればよいであろう。

後者の「モデルのイTJTJ t'.lJについては、本論文;におけるモデルが認知l織HIにl刻して.iiti

応的拡張を作認する形を取っていることから、イrJIJ 1:1にI::J姐があるとすれば「人間の714

l，;;i~'l:認知J の観点そのものに問題があるか、あるいは包知的にとらえる観点が必要とさ

れていないかのいずれかとなる。これは1fi1主主において論じたこの論文でJ立案する観点

の n:J :i[jであり、将~(/(jにも有mであると11:者は与えている。

6) 環境認知モデルを構成するモデルおよび概念の選択

環境認知モデルを情成するモデルおよび概念の選択においては、以上に論じた.'，'，i:を断

まえて次のような~('"を考思して行った。

・多機化をイTめたFf環境研究似域が対象とする包長f;的な人I山 7fl~.tJ~系を記述

"J古色であること

-できるだけ新しく、一般的な文献に侮ること (これは参照が容必であり、理

論的な災つ'けとともにjよく認められていることをなl床している 〕

・実感として翌日解しやすいこと

Jl(，j，:(のには以 Fのような概念にl刻するモデルおよび関係する概念を小心に環境認知

モデルを情成している。

.1庁事11処理に関するモデル

. "(.fit'1化された記憶f，'1.ift=作動記憶"といった図式による芯1立システム

.スキーマの縦念による表象システム

・スキーマによる仙z報の:tllllJj

・循環的な認知過程

. f，'ljJoc主義的な~・識モデル

-感情システムに関する戸川のアージ理論

次宣iJの 2-3環境;息女11モデルではこれらについてIllllをillって解説する。
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2-3環境認知モデル

木市でt'IO示する環境認知lモデルは、人

1mと環肢とのフィードバックを合む循

環的な1'N報処問機椛のモデルを什.f1Iと

して、↑11z報処理に影響を及ぼす i'Q:識」、

「感悩システム」に附するそれぞれのモ

デルを結びつけたものである (Fig.2

3)。この節では環境認知lモデルの全体像

について概説的な記述を行う。次卸i2-4 

認知に関する慨念とj日誌は、本車の内容

を合めた環境認知1に関係する初概念の

環 1 l'開日処理糊膏のモデル l 

惜 ・ ~t~システム 1 

g~ 1 刈ーマの慨による政 i 
l 

知ヤ寸 以テム | 
爪 ・スキーマによる仙恨のIJlI:t:

モ 1¥¥ ・循環的な認知ljj伯f'L
T 

詳細についての解説であり、 j日訪など凶lI.fそちらを参照されたL、。ここで従示するi辺境

認知モデルと関係する諸断念を記述の枠組みとして、背環境研究領域を合む人間のJ;;iJ:J~

認知lについての全体的な記述が可能と考えている。

2-3-1情報処理機構のモデル

活性化更新

(記憶構造)

情報抽出

(感覚情報貯蔵)

注意・探索
(行動ー感覚器

入力)

(環境)

Fi g. 2 - 4 ↑Wl'~処迎綴械の御念図

-情報の受け入れ

記憶構造全体の活性化

の状態によって「次にど

の対象のどの的制を受

け入れるか」が決定さ

れ、それに従って探索と

情報抽出が行われる。

-記憶システム

ノドモデルの記tû システムは IIt釦'i; j ，'it~貯蔵」と「記憶悦i1iJ から十時成される (fig. 2 

4 )。感覚↑11三千f1貯蔵は 1:釦't(，~からのt.'i械を一時的に(数百ミリ~数秒)保持し、その問に

必要な情報がflll/Jjされることになる。氾惚椛造はいわゆる短期記憶と長期記憶を合わせ

た概念として、;1>:モデルにおいて川いている語である。記tUf，Yiif!:は長JUlにわたって記jl';

1"1'1桜を保持し、それが活性化された部分がおおむね短J9J記憶と同じ概念である l的。

・表室長システム

本モデルのぷ象システム(記憶情報の表現法)は「スキーマ理論J'0)17)に基づいている。

「スキーマ」とは記憶↑iltflの集合体を返す紙念である(fig.2-4. 2-5)。ここで知:it対象

の!日からとらえたスキーマを「対象スキーマ」と呼び '6)、これはま1]党対象にl刻する各

椅の情報や環境からそのj'，'1械を得るための手続きの情報などの下位スキーマから構成

される。スキーマはこのようにさまざまな的報の凶iから階居的なl¥Yjji主をもつものとして

ぷJ凡される。

・情報

本モデルにおいては認知の対象となる「情報」について、 1m幸11は環境の小に災.{jーす

る」という Gibsonのアフオーダンス理論 23)24)の立場に基づいている。これによれば1'1';

仰の獲得について、たとえば会話中は72fF17の情報から通常は(I.9Jの声であるJI低い

111であるJなどのjMf1ではなく) I言諸問報」のみを得ているよう に、われわれは認知

において知党対象の多殺な↑Ji報の'-1'から状況に};芯じて適当なj/I械を「抽出」する、とい

うかたちで表現されることになる(fig.2-4.2-5)。

-情報入力の過程

保境の知j't対象からの↑岬11の入力は、主主主二主主主→1:車党総から入力→感j'i;j，'J搬出Z蔵で

の-1I.f((J な保持→並並担!!!lli.→f.!~ られた til搬による記憶術造のffi 1' 1 イヒ状態の更新、と L 、

うフローでぷ引される(Fig.24)。

・記憶構造による情報受け入れの方向つけι 循環的な過程 '6)

「次にどの対象のどの純のtMRを受け入れるかJは、その時点の記憶構造全体の活性

化状態によって);向づけられる(fjg.2-4)。この方向づけはuidance)は意識的あるいは

無芯識的に行われる。この結果、全体的な情報処J;ill過混は、前項の入力の過程以降、"

爪j'l:化状態の!JiJJr→次に受け入れるj'iifUの方向つnj→ブ';1古jづけに従った11JJ:.!楽家・ ・、

と絞く循環的な過程となる。



本(()スキーマ」と呼ぶこととする。

-情報の到達する段階

1'，'，'報が入)J過程のどの段階まで到達するか、あるいは情報を受け入れるのにf東京(机

総を向ける ' 1' 1ことるなとの行為〉が必袋かどうかについては、 1-，'''報が入)Jする l必:rt?~

によるところが大きいCFigふ6)0 fýやJJ4いなどはj血'，:;~は探索しなくても!:i\ì党↑11十日出戯

まで達するが、例:rtや触J'tなどによるt，'j報入力には通常は探索が必要でユある。

出拙<t?ii宗と抽出)

(~è憶構造)

Iもの J
-妃~}s1M朝l
-概念的情報

・エピ Yード

-感情的態度

下税古的情報

(入力 ・処理など)

Xノ「スキーマ洞両日可

ー聴覚とi県tlによるf占報は通
常ここまで到達する。

・悦党開眼時の視野の範囲
・触覚 月十lI'Lている状惣

Fig.2 5スキー?による怖憾の採宗とJ!lIlJ¥

-スキーマによる情報の探索と抽出 16)

Wtliの探索とlli1:Uは、受け入れる↑占有iについてのん，'Iiリづけのもとに、対象や紙念写の

スキーマに合まれる「情報受け入れの手絞き・」スキーマに従って行われるCFig.2日。

このことから、循環的な過程の中での次に受け入れる情報の);1")づけについて「受け人

れる情報についてのスキーマを用意する」という表現もできる。同ーのまlI:it対象lこ付随

する1'，'o't1日であっても、受け入れるように方向づけられた形式と迎合しなL、1'，'，'紺は基本的

Fig.2 6情報の到達と{草案 ・打1111:についての御念図
に1!![視される。逆に迎合する形式の情報は、具なる知:rt対象からの不nllイ干なh'，'事uの場合

でも受け入れられることがあると考えられる。後者の例として、思考~[J，~ (，/~;}f}的 j'，'itli ス

キーマが応性化 している状態)には、環境からの言源的j'，'，'械がJIIIi1iされてしまうことに
2-3-2意識のモデル '))'91

-意識の定義

な識とは['i' 1 :il さ ~'1るもの」である。

より妨1817が生じるケースが挙げられる。

「基本的スキーマ」による自動的な情報の抽出 !日

たとえば大きな7Tやリズミカルなff、突然nに比えるIVJきなどのように、循環的過程

の文脈によらず注芯、に|刻わりなく受け入れられる入)]1，'，'報があるCFig.25)。これらに
-意識の構成と容量

イメモデルにおいて意識は、活性化状態にある復数のスキーマが時々刻々選択されて U，'IJ

J&;Cconsl rucl)J さ れたものとして表現されるC"mJ&; -t義的な~~識"， Fig.2-7)0 ~0~識内
ついて本モデルではナイサーに従って、生得的な「情報受け入れの手続きスキーマ」に

キFの選択は↑11判iJlllIl:と同級にその時点の記憶術jft全体の活性化状態によって決定され、
よる1W報:1111出であり、循環的過程の開始点であったものと仮定し、このスキーマを「必

その容量はlJlll数として数fI!jと限定されている。

， r手続き」という誌は、知識表現における用語の「手続き (procedure)的知識(あるいはぷ~(，

スキーマ)Jと対応するものとして川いている。
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意識の構成.
ロ;識は波数の活性化したスキー
マから構成される。.TI:識術成は記
憶構造全体のr.号性化の状態によ
って時々刻々決定される。

Fig.2 - 7 意識H~)点の倣念図

-意識の効用

意識内容を構成するスキーマは限!:@するスキーマを二次的に病性化させる。これにより

:@想や問題解決など焦点的な情報処理が可能となる。

・選択における要因，自動的に意識化されるスキーマ

意識内谷を梢成するスキーマの選択を決定する主な35囚は、その11時i昨.f，'点'

1芯怠3主:図 、 't!:>j(である。このうち「妥求」は不仰な的で n動的な，1.:1.識化を~求するスキーマ

を意味するが、これは一般に感情システムの活動である 「アージ」に関係するスキーマ

と考えられる。また思考H寺の言詩的情報のように、間半11スキーマのffi1'l化の状態によっ

て不随意的な意識化が生起するケースについても、「文脈」に{占(J.した1'1動的な}.:!識化

と考えることができる。

こうした自動的なf!ユ織化のために意図的な15識構成が!lIf;);:-されることがあるが、これ

は騒音の心理的影響において重姿な要因と考えられる(思考!lIj!JIや就寝妨害なと)。

2-3-3感情システムのモデル

-感情システムについて

!樹立システムとは感情C1'!'I[i)J，巴motion)の生起を'1'心とした心型および生理的ンステ

ムを指す。本モデルでは!必↑i?と記憶椛ii主の関係について、 fig.28のように分隊した存

在として考えている。ま た1:長↑!?の!l起については、記憶術jtt上の1:針!?のとt起に関するス

キーマが心理的 .'.tJ!1!的↑!?十世に対する認知的比較判断を行い、その結果として感情スキ

ーマが活性化されるものとしてぷ現される。これは以下に述べる 「アージ」全般につい

ても同級である。

ムー ド(活性化の状態)

感情

スキーマ

「感情生起スキーマ」

Fig.2 8感的システムの概念図

-感情システムに関する理論 20)

本モデルでは「なぜ感1'，'1が1ミ起するのか」についての記述を戸凹による「アージ理論」

に拠っている。 rアージ」 とは1:品川Eの拡張概念として定義される。

「野生合理性」の基本的仮定

アージ翌日論は「盟f'.t合J!I!仙」を必本的仮定としている。これは、アージ ・ンステムを

「野生環境を77i」とした適応的な行動選択 ・実行mの心的ソフトウェア」ととらえ、現

代においても l，~本的な枠組みは変化しないまま機能していると仮定するものである。ア

ージ思論は1接的の生起に閲してこの仮定を手がかりとしている。 C{0J 恐れ←敵からの

逃遊，怒り←制~N り伝人~;に対する加昔íj)

・感情に関する概念，記憶術造との関係

アージ ・ アージ ・システムの働きのそれぞれであり 、初動スキーマなどのア

ージ ・スキーマの活性化とそれによって生じる所助などを指す。情

動(怒り，古び句恐れなど)や生迎的アージ(食欲，性欲なと)、誌!匁l
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ムード ;

アージ(問題解決欲求など)などの級生損がある。本モデルの記述にお

いては 「アージ」は耳慣れない川口liであるため紛らわしいケースを

除いて i!:必1'，'iJi↑，';illIJJをJTI，、た。

アージや行動の生起などに影響する心の状態。感1，';に|刻する記憶f'Y)

jfIーのおlit'1化の状態。

感情的態度側]]1]対象スキーマに含まれる情報。“好き"“燥し、"などの「許制)l~態度」

と mしみ'などの「待機型態度」の 2舶がある。

2-3-4環境認知モデル

以|ての 1'，'if~処型機十月 ・ 13識 ・ 感情のモデルを集成して1:;;i ~~ J泌究11モデルが十IW成される 。

これまでの概念|苅を集成した環境認知モデルの全体的な概念|χ!を rig.2-9に示してお

く。

活 性化更新

{記憶構造)

Fi g. 2-9環境認知モデルの御念図
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2-4認知に関する概念と用語

ここでは環境認知モデルの記述に必要な紙念および川苅の定義および解説を行

ぅ。リファレンスは主として認知心理学の分野における教科む的な文献に拠るもの

である。個々 のJlJ誌の主主裁にとどまらず、認知心主II学の概論的な解説を含めた記述

を行う。

2-4-1 一般的な概念

1)感覚 (sense)・知覚 (percepti on)・認知 (cogni t i on) '1) 

これらの概念、は従米からゆ1M!;に区])1)され定義されてきたわけではなし、。一般的には感

党は物理的刺激が!必:i't受:tJ:i1*を経て、求心性神経から大脳の!感:i't'I'偲に伝注される感覚

系のみの活動によって);J.!Jiよされる活動のことをいう。また感j'tの過程を合む、より全体

的で総合的な過程を知j't、そして過去経験によって規定され、記憶や言話、思~の影特

をより多く受ける過程を誌!ま11といい、より復刻tで向次な刺激'Mi¥iに対応した概念、になっ

ている。60 ~!ô代の認知心理学の成立以前における行動主義的心血学が):u :li:までを対象

としていたのに対し、認知心迎!?はこれらを述絞した-.cl!の過程、すなわち認知I.cl!続休

と してとらえ、!必見やま1I :ì'tをその-~[I)而と位置づける体系を持っている。μ体的には「聞

こえる」は感党(，(J、 rIrが大きし、」は知:i1:的、 「音がうるさし、」は認知的な過程といえ

る。

2) 行動主義 (behavi or i sm)的心理学と認知心理学 (cognitivepsycho!ogy) 

行動主義的心lll1'fとは観察可能な人/1¥]の反応や行動と外的環境とを，u接対応づけよ

うとするものである。この典型的なモデルが刺1数一反応系 (S-R系)であり、これを

必本とした 「条例づけ」とそれに対する「反応」の観察を通した客観的手法により研究

が行われる。

認知心理学はー11にいって「表象」と「過程」に関心を払う心理学であり 11)、 「コ

ンテクスト(文脈〕系」と呼ばれることがある。つまり認知心血!学は行動主義的心理学と

は見なり、観察可能な人11¥)の反応や行動と外的環境の関係から行動を導いている人WJの

訪機能に対して且!論(，(J・仮説的な機能を当てはめる方向性を持つ。従って環境からの入
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)Jや記憶に対Jぶする人fl\Jの内的ぷ現である「ぷ象」とその1MIl処叫の「過f'JJ を[i~J題と

することになるわけである。本論文の環境認知1モデルは、認知l心J'1l'7'的、工場から機怖の

モデルを梢成したものである。

2-4-2記憶システムのモデル

1)多貯蔵記憶モデル 101111

記憶システムのモデルとしては、 t̂k i nson-Sh i ffr i n ~~;による !&Uì1-，'a~Jti 必 (，，'nsory

in[ormation storage)・短期記憶(short-tcrmmemory)・長!VJ，iG1:uClong-termIIIcmory) 

の3)f炉f"jωカか、ら綿成される多l附fむi

多i附tj

のとされてきfたこ。

・短期記1xlと長!VJ記憶の11¥Jが明確に分離できないなどの災験結果

・長!VJ記憶の機能やそこにある知識の運JH方法についてのモデル化がなされて

いないこと

とはいえ明確でないといっても、短期記f:uと長期記憶のfUEの仮定はn1;~' 的な経験とよ

く合い理解しやすいことから、現在までモデルとしての行効相は失っておらず、用いら

れることも多いのは周知のとおりである。

感覚システム le憶ンステム

| 短長 |

国一 ー→ 1!~川一→ 什引l

Fig.2-10多貯蔵記憶モデル

t 'i;J I I ~. J 一一川 引 川引

Tablc.2-1多附蔵モデルにおける各記憶貯蔵の自主I
記憶貯蔵庫 情報の持続時間 f青報;原 容量 情報の形式

感:i1:情報l貯蔵 数百ミリ~ 感j:t~~ 大 !~jL情報イメージ
数秒以下 パターン認知以前

短期記憶 意識していないと 感党情報貯蔵と コード化、カァゴリ
1 5秒から 30秒 長!VJI貯蔵 一化されたもの

長期記t1 長時間 短期JJrf)伎と J!ll ~j，[ コードイヒ、カァゴリ
時には半ノk久的 (おそらく)感:l'l1l'i幸Uirj'ji，!G 一化されたもの
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多貯蔵モデルによる記pシステムは、感:rtシステムから入力した的報は感覚w報貯必

→短期記憶→K!VJ :l;己憶と.illiみ、 1ù宇11がJti 蔵されてゆく)~をとる。

・感覚情報貯蔵

!惑:\'1: 1 ，')十flJti'必は感:ìì レジスタとも 11子ばれ、感:ì'1::{，~からの人)J をー lI .f的に保持する

大容fEのメモリーとされる。その似持1I.'f聞は数百ミリ秒から数秒といわれ、このIIJJ

に以降の1，'バfl処J!JIのための入力の解釈が行われる。

-短期記憶

短期記1ftは小さな容lL((数個)と短い保持lI.ffm(数秒から数十秒)を持つ貯成AI

である。な識がJに !j~)Jすれば、入力を何I凶も復"品したりして (1 リハーサルJ )長

い11寺!日Jti'J報を保ち続けることができる。短期記憶には感党情報貯厳からの入力とと

もに、長!VJJ己憶から]収り IUされてきた記憶表象が短期間保持される。短期記憶はlJl，

在進行 '1'の 1-，'j報処.[mの '1 '心であり、必~な情報を数分間保持し続けたり、約半11を体

制l下して水久に貯必しようとする段階である。近年では、短期記憶は爪tl化された

長!VJ記憶そのものであるとして、別個のJtl'蔵庫を仮定するモデルは6定されてきて

いる。

-長期記憶

長期記憶はその終日に事実上限界がなく経験の記憶が永久に保持される。l百z哉さ

れた記絡は必Jl~にL心 じて検家 ， 1111出され、現;(E進行中の1i'I報処理!の材料あるいは手

段となる。

多貯蔵モデル以後さまざまな記憶に関するモデルが続"日されており、そこには短期記

1:G と長)gJ記憶の ~t~分には一元的な記1針I~j告を仮定するほか知識のÆJTJ についての言及

が凡られる。

2)記憶システムのモデル

本論文において氾!lとする，ì~1立システムもこの極のものを前総としている。システムを

f，\)J氏とする大作は í!~:ìU， '1 粁iJtj'成J i -}(; (I~な記憶術造」と「活性化」の概念といえる

(Fig.211)。

記憶に関する心的構造は一元的なものであり、そこには長期記憶的な知識 ・経験なと

の心的表象のほか、 .'J.'，)5"ーや行為なとに関する手続き的な表象が作{Eする。それらの表象

は、 H寺として内的な過程あるいは外的な的搬入力によって「活性化」される。この活性

化された表象を「短期記憶」的断念でとらえることができる。すなわちが;性化はそれ松
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長い時間持絞せず、また同II.'fに所性化でき

る設には何らかの限界があると考えられ

ているが、これは短期記憶とおおむね同じ

性質である。このような初判化された記佑

については「作動記憶(workingmemory)J 

という川認がJTl~、られている 10)。

外的なJJ;il:ìì:からの↑JJ桜は、!感i必長~:i:党t (，~tJ均、ら入

j力3したあと一H

られ、そこで必要な的械がj/I/:Jlされたのち

記憶術迭のf.1i性化の過程へと進む。

3) 記憶情報の類型

__lieJ章構造]

-1-1に記tuといってもそこに合まれる情報は多股多様であり、これを，;己.iAするにあた

って機構的あるいはfJl2:rd/~な而から記憶情報が類型化される場介がある。以下に重jfな

ものを挙げておく (Fig.2-]2)。

・宣言的(dcclarali vc)記憶と手続き的(proccdural)記憶

宣言的記1:0:は言語によって記述できる記憶情報であり、次に述べるエピソード J己F~ と

13!味記憶がこれに当たる。

手続き的記憶は、たとえば rIII 

の発進のさせ方」のように、言-3it

化できない記憶的制をさす。個々

の知見対象からの1'，';報の受け入れ

は対象スキーマ(次J]J参照〕に合ま

/ 工ピソード記憶

/宣言的記憶に

記憶情報<... "意味~c憶

¥、手続き的記憶 「ものJ

-記り的仙報
・概念、的情報
.その他

Fig.2-12記悩情報の'l:IU¥:i

れる手絞き的記依によるものであり、また思考は立言的記憶1fj械を手続き的記憶1'1';事Ilで

処却する心的作業といえる。

・エピソード(episodic)記憶と意味(scmantic)記憶

エピソード記憶は実際に経験した特定の事象についての時刻や場所などのような付

徴に関する附殺のことである(“~したことがある"等〉。芯味記憶は人の一般的な概念仏E

報、知識、および言語的能力に関する情報を指すものとしてJFJ~、られる。この両者の区

別はそれほど明確でなく、意味記憶はエピソード記憶の帯積により発注してゆくものと

される。
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本論文においては芯味記憶についてさらに、「もの」、 JG-~J 、概念などのt.'iffiに分頒

している。たとえば虫wi't対象が“約子"ならば、中iE子としての特徴を検IHし約 j亡としてjt

矢lいさせる“「もの」についての j ，';~W'、市:J [-"という記号(/':)(言活 )j'I'，' t~、“家具"“}ji るもの"

としての概念的↑I 'J tIi などの↑，'jf~が挙げられる。またイ1:，論文;の印象抑制実験において、印

象を表J)lする誌は縦念(/%';慨に拠るものであり、後述する感情的態度と関係が深いもの

と位世づけている。

2-4-3表象システム

1) 表象 (representation)，表象システム

記憶t.'i t+l や}J，t)5"なとは小;米は事11絡調111J包ネットワーク上の''-G:~1(.自信りのバターンと与

えられるが、これを何らかのかたちあるものとして表現する時に「表象

(rcpresen la li on) Jという機念がJTJ~、られる。ここで表象とは人)J した刺激やその川十H、

あるいは記憶術i!~!:11'の1占有1. .¥ぷ考 ・!必j-，';などが認知の過程の'1'でとると仮定される形象

といえる。たとえば受l徳した 7Tは音波の彼}r~そのままの}f~ではなく、何らかのね合化(言

活コーにあるいは匁J:i'tの内的ぷ現コードなと)を受けて記憶術jiE上にぷ象として存在

するものと与える。

記憶↑15報などをぷ現するためのぷ象の体系を表象システムという。ぷ象システムの'.1'

で「スキーマ(記憶川和の集合体)Jの紙念を月]いた体系は「スキーマ理論J10)と呼ばれ、

本諭文の環境認知モデルにおける記憶fl~ j左上の情報の表現法はこれに必づいている。

2)スキーマ (schema:図式， シェマ)

スキーマとは知識の fl~jj]:とその巡JIJの表現に月]し、られてきた概念であり、それは過去

の経験を貯蔵、体制化し、その後の虫lI:ì'tと経験を導くような心(/~f出j生である 17)。記憶

術j1!:はスキーマlt'Fにより村11J点され、記tu{，Yii生をどのようなl国から体11;IJ化してとらえるか

により様々な表現ができる。たとえばう，!:i'!;対象の而からとらえたものは「対象スキー

マJといういいブJがされ、その対象に関する段々な記憶前線の集合併;を指す。このほか

にも記憶構造について「似念スキーマ」、「言詩情報スキーマJなど徐々なとらえ方が

IIJ能である。
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スキーマを構成
するスキーマ

対象スキーマを構成する
情報スキーマの種類

「ものJ

-記号的十Ji軒1
.慨念的f占報
.エピソード

・下紘き的情報
(入)J.処理!など)

I.，M，'，'n<J!f!¥ij[ 
その他

スキーマの体成に|刻して「対象ス

キーマ」についていえば、 Pig.2-13

のような氾俗的報スキーマから構

成されるが、~するに「属性」と「処

I!I~手続き」の集合体と考えることが

できる。またスキーマは附j門的ある

いは埋め込み的な梢iitをもってお

り、たとえば「顔Jスキーマは I11J 

「鼻Jなどのスキーマによって総成

され、 「日Jは「まぶたJ11庄Jな

どで椛成される。また「木」スキー

マの活性化は li'I然」などの概念ス

キーマも沼制化させると考えられ
Fig.2-13スキー?の概念l火|

る。(→ ・スキーマの機能的アナロジー参照)

スキーマは術域的認知過程のなかで、そのスキーマに対応する1utl，の受け入れを導く

とともに1:1られた情報によって更新されてゆく。従って|口jじ対象であっても全く同じ知

:it行為はあり得なし、(→2-4-5循環的過程参照)。

・スキーマの機能的アナロジー

スキーマは機能的アナロジーとして、フォーマット(♂式)と人)]受け入れプランの1'1

絡を併せ持つ 16)。フォーマットに合う入力のみが受け入れられるとともに、 受け入れ

のための感党総の選択など探系過程に関する知識もスキーマには合まれている。

またこれはコンビュータ ・プログラミングにおけるオブジェク卜指向の概念、と共通す

る面が多いCPig.2-14)。オブジェク トは民間ーを規定するデータと、そのデータの妹作方

法(メソッド〕とがひとまとめになった概念である。オブジェクトは外界からのメッセー

ジが送られると、メソッドに従って内部状態(データの持つ伯〉が変化したり、応答とし

て答えを返したりする。それぞれのオブジェクトは受け取れるメッセージが決まってお

り、受け取れないメッセージがくるとエラーを返す。データとメソッドは、それぞれス

キーマが内包する、白身の属性(スキーマ変数)と1"1';報受務方自唱 ・処理方自治とに対応する

と考えられる。またスキーマもオブジェクトも適応的拡肢の対応可能なものである。認

知心理学がコンピュータ ・アナロジーを芯向する方向的を持つことからスキーマ理論に

みられるこの類似性は似然のものではないのかもしれない(ナイサーの文献著作時には
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まだオブジェク卜白川の概念は{f1J:しなかったが)。

C二コ

C二コ
亡二=>

Fig.2-14オブj エクトJn'1"Jプログラミングにおけるオブジエクトの御念叩

2-4-4イメージ (image心像)

ここで表象の一つであるイメージCimage心像〉について言及しておく。ここでの記述

は第 4]主の印象評価災験におけるイメージ音事象の位凶一づけの基本的な背景となって

いる。

イメージの元米のなl外としては、英語の“表象Creprescn la l i on)"も“image"もドイツ

刊では“表象CVors lc11 ung)"として同じm語だったという 17)。つまり概念や思考ーなどす

べての，古ー識内符はすなわちイメージであったということになるが、現住ではこのような

川法は見られない。

現在のJlJ法としては、知:iU'JiIまからの直按的な活性化によって的成される「知j/;的表

象」に対して直俊的な活性化のない「イメージ」というものが一般的だと忠われる。た

だし、イメージは1'1然J;!iであり口市の川法の中には以下の 2つの側f(1Iが含まれること

がJ行摘されている 17)。

a. C~1げよ対象による 111接的所1'1イヒを受けなし、)心的表象

bーそのJ:I:.象の芯、放終験。つまり、表象を意識することにより生起するさまざまな

認知!表象の総体(そのぷ象に対する評価、思考、概念の怨起て!ii)

ところで、この bの)jは知見的表象によっても生起するものであり、イメーゾのイ

メージたる所以は aにある。しかし口市おとしては両方を合んでいると思われるため、

aとb の両方合めた概念を辺常のm法として、 aを狭義のJlJitCあるいは「イメージ表

象J)として定義すればよいであろう。

イメージの判1'1や知:ii:fl02J:象とのi主いについて、リチャードソンによるイメージの定

義(広義のイメーンの定義)によく表現されている師、これによるとイメージとは

31 

国.圃圃圃圃圃圃圃圃 圃 圃 圃 圃 園 面 圃 圃 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃，e



-次のようなすべての準感党的または準知先的経験をJRす。

-それは私たちが1:1己意識的に気づくことがWr米る経験であり、

・それに対応する本物の感:llまたは知Jl:を生み出すことが刻lられているような

刺激条例が実在しないのに、あたかも存ねしているもののように経験し、

・しかも対応する感覚または知:l'iの場合とは災なる*h*を!日J1守することがI.I_-¥米

るような経験である。

ただし、イメージと?:1l:l'L的表象は客観的に明確な区別はできない。これについて物則

的刺激の有無では不十分という。外的刺激が存在するからと行って被験1Tがイメージ体

験ではなくて知党体験をしていると断定することは必ずしもできない。しかし、逆に外

的刺激が存在しないとき、被験者が心的イメージを持つことができても、知:l'i:的手~~去を

持つことは H~釆ないと断定することは可能である。

イメージの主観的な強度および安定皮については知覚的表象と比較して以下のよう

な廷が見られる。

強度 イメージは一般に対応する感:l'i:あるいは知:rtに比べてINく、相街さを

欠き、正確でない。

安定度。イメージは(知覚的表象とは反対に)不安定で一時的なもの。また、

イメージは体験に関する新たな情報を与えることは出来ない。

2-4-5情報処理過程

ここでは環境から入力する情報とそのfill~1\の機構について主にナイサー CNcisscr) に

よる循環的過程!引を持つモデルによって論じる。

まずはじめにこれと対照的なモデルとして選択的注意に|刻する理論について少し触

れておく。

1) 選択的注意に関する理論

認知心l.lli学において「正UJ:Jについては2つの理論に大きくわけられる。それは初期

選択理論と後期選択理論であるが、これはそのまま環境からの1，'1報の抽出に関するrt.¥]JI凶

でもある。前者は注意によって知党的辿続休の一部分だけが選択され、他の部分は抑制l

あるいは除外するというモデルである。後者は利用可能なあらゆる情報をいったん無!2:

織的に受け入れてから必要なものが選択されるというモデルである。この両者について

は、実際に行われている過程の別の面に若目しているものであり両立するものとみる立
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場もある 17)。

前期選択理論 後期選択理論

fig.2-15注石、に11，¥1する前期選択l.lli論と後JVI選択型論 11)

2)循環的認知過程モデル

ナイサーのモデルはこれらとは異なる。大きな相違点は、先の二つの型論ががいずれ

も受動的な情報処理に|刻するものであるのに対し、能動的な情報処理の立場を取る点に

ある。この点に関してナイサーの立場は、女rUiをわれわれに受け入れさせたものとして

考えず、われわれが行っていることとしてとらえた場合、選択のための内部機椛を仮定

する必要が全くない、それらはわれわれの自然な状態における情報仙出とは無関係であ

る、と主張している。これは認知に関する生態学的妥当性を|問題としたものといえる。

この立場においてナイサーは、情報が内的lこ用意されたスキーマによって探索.:lIU出

され、探必-11'1報の拘11/1¥ スキーマの更新一次の探索、という循環的な過程をとる情報

:1111:1¥モデルを提141している。

人IJfJと磁抗とのフィードパックを合む認知過程を持つこのモデルは、人間一環境系の

慨念と;f1:J1itの良いものであり、口 'li1"の環境認知の記述に適している。本論文において、

環境認知lモデルの1'iJ報処型機桃の枠組みとしてこれを)IJいている。

3)情報

このモデルにおいては、知:l'i:対象となる情報にl刻して「環境の中に実在する」という、

G i bsonのアフォーダンス理論加24)に拠る立場がとられている。これによれば利JlJ可能

な的報が~17:Iな世界にわれわれは生活していて、認知においてわれわれはその "1'1から状

似に応じて情報を r:1111出する」、ということになる。

※この意味での情報は Gibsonにより 「アフオーダンス(a[[ordance)Jと名付けられている。

これに正反対の立場は、情報は知JJ記者の主Wlが桃成すること、すなわち感J1対象に対し

て認知l/liiliが怠味付けを行うことによって生成される、という立場である。
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けているものといえる。定位スキーマは、 1来与1.d知1モデルにおいて心f・2十時治全体の

活性されたスキーマから仇jぷされるものであり、知'J't対象のI(!iからよよれば、爪1'1化

された対象スキーマの'1'の恒|口j的自己ittに関する川仰を!tめたものということがで

4) 情報抽出とスキーマ

wJ:;~の rl~' にイF抗争する 1/;報は、女Il:i:!;-t'fの記

mm:iiiにおいてスキーマがJI);l，lされるこ

きる o

Jt位スキーマにより)，'仰11の状自己についての川械が1!J.られているが、これによりi辺

境情報についての )~!VJがなされ、 )~!Vj しなし、t'，';械に対しては大小のìDU立の 「篤き 」

h長t'，'ifJ'11ニ起する。小さな終きは「なにかに5klづく J.f'，Hぶのものであり、こうしたほ

とんと気づかなL、rt皮の!:iH，'jの辿絞をわれわれは終験しているものと与えられる。

+ノづ
l
l
+

'
h
H
 

λν よマキス

とにより、そのスキーマに介まれる情報受

け入れの手続きに従ったit立とど臣家(触っ

てみる。触党、視線を向ける。祝党、耳を
Fig.2 16 t，HUJI1i11¥の1既念1:;(1

傾ける?。聴覚、なとの行切~)を通して1111

IH されることになる。スキーマの用芯されな L 、tr'i械は)，~本的に Jll1l1\されない。

ーーー->
一ーーーー・
ーー一一一+
一一一ーー令
一ーー+
ーー一ーー・

情

報

6) 自動的な情報抽出→「基本的スキーマJ=循環的過程の開始点

t，';字誌のhlJi1iは芯ぶ的な11i1J{;!fJトにあるのではなく、例えば大きな ffやリスミカルな庁、

突然'-1に見える動きなとは常時われわれが受け入れる権仰のできている1ilJi放の例であ

る。これらについては、中得的な 11'r'i報受け入れの手続き」スキーマによる1.，.;縦訓11:1¥で

あり、循環的過ねの開始点となると仮定されている '6)。ここに始まる必知の術以がス

キーマをよE新し、より後維なスキーマを発達させてゆくことになる。本論文ではこのよ

うな生l~t的 ・ 基本的なスキーマについて「基本的スキーマ」をJI J.... iとして川いている。

発注の'i'
で、可初のJ，Ii本的スキーマもある程度の臼ilt1'lを保持し、山幸fHlIJlI¥をあtけると

考えられており、それによる情報知l出は、文脈や波立にかかわりなく n動的に実行され

5) 循環的過程

ナイサーによれば、認知過程はf<ig.2 - 17 のような術礎的過 Fi~が繰り返されるモデル

として表現される。これは本論文の情報処理機桃モデルにおいては、花立 ・採決→感:i'i:

深から入ブJ→!恭:i't情報It;'践でーの-ßNI~な保持→前仰の JII1:1\ --> 1早られた間報による記1'''~

椛iliの百ri 1~ 化状態の:ïr!;!;R→次に受け入れる情報の方 I."Jづけ→j'j1íJ) づけに従った1':1::0':-妹

索 ・・・ 、と続く稲I).;1 (J~な過程という記述となる。

ここで、次に受け入れる情報の方向づ

け(guidance)(次にどのスキーマが月Lむ

されるか)はそのl時点における記憶桃造

対 象
(%1111持f
紛糊j

る。

・アフ ォーダ ンスとの関係

J，~本的スキーマから絞維なスキーマへと発達するという}，I，~は、スキーマが間報 illl 出

のフォーマッ ト を内包することを考えると、「生l~HJせな 1).;1J:;~の分析ンステムが人|百j に

十l勺されており、それが術球的過程の中で複雑なシステムに発注する」、といい変え

ることができる。ここで Gibsonのアフォーダンス理論(1的械は111境に外在する」

を説明する基礎的'JJ尖である、対象の属性である視党的なテクスチュアの勾配と認知

されたMi1'l:である奥行き!必の情報との等価性などについて、スキーマのl伺から考える

と1J，!;本的スキーマ」の手続き的知識による情報処理の所産であるように.'J!.える。す

なわちアフオーダンスを「ある対象の属性をある形式でしか受作できない'1:1~}的な的

報担II: I \~ ステムのì9rj)U としての情報と見ることができる。またアフォーダンス則論

における、たとえば桁 jこが持つ「座れる」という情報なとのより特定されたアフオー

ダンスは、「生得的な処ml手続き」に対する「循環的過粍を通して発迷した処理手続

き」に対応すると考えられる。この点においてアフオーダンスとスキーマは表~一体

全体の活制化の状態によって決定され

る。すなわち、記Hlt，WiiIにはその時，占ーま

でに経験した認知I過程によって、多くの

スキーマが爪性化された状態あるいは

が;位の減点しつつ状態にあり、それらの

全体としての要求に基づいて(それらを

文脈として)次の知党のためのスキーマ
Fig.2-17循環的認知l過程

が用意されることになる。このような記

憶構造全体の活性化状態について、空間的配位に関するものは「認知地図Jまたは「定

スキーマの/ ¥ ， 
/ ¥情報のJl11山

修正 / ¥一

一一一一一一→
市町Jの

方向づけ

ULスキーマ」、感情にI処するものは「ムード」と呼ばれる。

「認知地図」の拡般的概念としてナイサーが定義している周目|の状況に関するス

キーマのことを指し、これは対象の配i泣25;の情報を敗視し状況とともに更新されが:

-定位スキーマ・
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の概念といえる。

・アージ・システムとの関{系

ある純の)，e本的スキーマの性質である「大きな汗Jrリズミカルな汗」などの交作

は、危険川迎に関係するアージ(→ 247!:刻JJシステム)の十>t.fllと宅一えることもで

きる。アージ・システムは「泣伝的に)j(;..jI:枠が設定された」システムと似主とされてお

り、その'1'には人Iiりが'1'，き延びるための基本的な↑Ji宇11処Eliスキーマも合まれていると

}J:われる 。 )，~本的スキーマをこのようなものと」言えれば、野ノ|ミイ子Ei! 1'1 などアージ ・ ン

ステムとい1織のilii.i:を~J11できることになる 。 このことは、ある柿の↑Ji 十日が'1' 起させ

る 1'1動的な.~~識化(次m参照)についても阿縫である。

2-4-6注意 (attenti on)と意識 (consci ousness) 

1)注意 と意識の概念

flu-および，色、議はmt、選択的、党醒なとに|見lする概念である。この!，!;j{;，は 11'1;;~'llHで

あるうえに、そのみË~J.!については研究領域によって帆iが凡られる 。 例えば心EI'乍におい

て意識は「臼:i'.i:Jに近いのに対し生理学においては「党躍J(r立識がある」等)とし

てJfJいられることが多い。また注意については、近年の認知心理学研究の中には!I:i'，i;の

イョ無にかかわらず「情報処理uを指す認として汀I~、られていることがある (沌意待以

処EI'能力に j1Î~、〕 。 全体として典型的な月]法としては以下のようなものと)j'・えられる

11)18) 。

注意 ある対象を情報処却の対象として選択すること

立識 m:ょしていること、またはその心、的内符

本論文においては次lJJに述べるように「立識」の記述を構成主義的なな識モデルに拠

っているため、環境認知モデルに関する記述においては注なとな識に関してマンドラー

(Mandler)のJTI法を ー応の基本とする 17)。それによると

注立 ある特定の!I寺n日空!日1的標的に対し、t.'i報処J!1lの対象とするために焦点を吋

てること。これは一般的な注意の概念から約十'~処型の~IIJ !íñを取り去ったもの

といえるもので、注意が対象とするものは環境における場所と時刻だけであ

って物体ではないとする。

意識 Il:i'tしている もの。詳細は 2)参照。
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2)構成物としての意識のモデル 17)

本論文においては「立ぷ」の記述において、 r，とT:，l能はスキーマにより仇J&(じonsl ruc l) 

されたもの」という構成1:必的な立場によるモデルを保った。この)，4本的な仮定は以ド

のようなものである。

・意識についての基本的仮定

・立識は rli:i'.i:されるもの」であり、その符ltfはlj'j11童文として数例と限定され

ている。

-意識内平子は爪i1'1化された つまたは複数のスキーマから仙j点される(I'ig2 7 

芯.識にi刻する桃j点1:義の立場，)。

. ，~JI&内科の候補であるf.lit'1 化されたスキーマとは、フロイトによる前立識状

態、あるいはM.!~j，記憶と同僚のものと考えられ、それは c;t2 t，引品 jlt 1二の活性化

された表象砕から成る。

.:0識内容の選択は、その川その11寺の記HH'yjjf!全体の(.1;'，11状態による )jliリづけ

に従ってれわれる(循環的過科)。それは11手に応じて)1，'，:;¥に"r変(!':]であり、あ

る|瞬間はこれ、りくの l傍II\J はまた別、と変化し就ける 。 選択を決定する ì :な~

凶は、以Lイ正におけるぷ題、文脈、必tI辺、~ボである 。

・芯識内科と限J.cl!するスキーマは一次的な活性化を受ける。lIIf立識的な立識の

候補が 三次的な活1'1:化を引き起こすことはほとんどないとされる。このこと

によって、辿似や問題解決なと焦点的な情報処EJIがnJ能となる。

' 制時j点主義に対する立場は 「 同一性仮説J すなわち主主議状態をjÎÎj，w~識情.irtの別の状態であると

仮定する立場である。 そこではある I ÎÎjむ議状態が意識へ到達する、つまりな殺を処J!~j品位のひ

とつの段階としてとらえている。またナイサーは同一性仮説を存定し、さらに容1;1の限られた

装i貨という仮定にも係定的である 16)。本論文においては、認知lにおいて，な識過rtを;n似する立

場を取り現住の神経科学的知見とも迎合するマン ドラーの構成主議モデルに拠った。
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-意識の構成.
ZJ龍11:品U&のII;t'I:化したスキー
γ から憎成される。 5;班f，Y，hJU1:.i，己
iW.f'Y;造全体の爪判化の状態によ
って11年々 刻々 決i.I二'される。

(意識化による二次的な活性化)

意識

《鐙鐙雲翠;f鍾猶f髄懸塁畿診

二次的な

3)意識の性質

-処理の陪路

人 _g.必今治
/~ に 岬也h

f'/" ;:-~ラ 舗面詰九w

三メ4

<i.{~;~n>. _...， 

とそ識は処l!Mの陥路であり、情報はふだんそこを同避して.iJ.!iるという説がある 11)

(Posner， Lackman)。それによれば思考活動においても芯i般的になされるのは例外であ

って常にそうではない。思考は意識的思考ただ ーつに忠われるが、実は後数存在し多く

は慣習化したJuuJ.識的な忠」ぎであるという。実際、日常的にわれわれはほとんとの活動

をとi識することなく実行している。

-意識の効用

意識という慨念は、1j1fこ↑Jj桜の処理という観点からはイ'~"1欠なものではなL、。人間は

立識することなく入)Jした刺激に対して匁l}t的な分析を行うことができる。しかし、芯、

識は1f~1*でない知党を1' 1 '1I)}的に抑制し、その働きによって人の行動は特定の日棋に 1;'] け

られ焦点的な情報処J!IIが"1能となるのであり、それがなければ情報過多で行為不能とな

ると予怨される]7)。
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-意識妨害について

効JfIの反的I、芯識は 11.) にイ4随必的に柿1浅され、ある 11 棋へのむ織のために他の Ilf;~へ

の立識が妨押されることも起こり得る。立|神的な1:t識が妨押されるのは、平子fiJの限定さ

れた，¥:，!識をイミ随rSi内にや'1らかのスキーマに占有されることであり、このようなスキーマ

には、次:rnに:i&べる文脈によらない1' 1 動的な窓識化によるものと、}J.r.)j' II.~' の『 -7 11fi 的↑!日報

入力のように文脈によって'1:，起するものの 2H;が考えられる 。騒日の心則的jm嬰の'I:~

1刈においてこの1'1動的な芯，織化はiT('}2ーな援1);:1と与えられる(忠之妨'，.{-、 i沈1)!iJj ，だなと)。

4) 自動的な意識化

-アージによる自動的な意識化

「大きな/TJなどの外的t，'，'械に関するスキーマや「怒り」などの!:長引のように、 1'1動

的な意識化を生起させるスキーマは 一般に「アージ」に関係するものと必えられる (1ア

ージ ・システム」に関しては 247感的システム参照)。

{1IJ 喜怒~~などの1'， '，'動、痛みや食欲などの'.t JlHアージなと 。

アージ ・システムのJ/:;本枠は'1=得(f(]なものであり、アージの'1'には「悠り」のように

経験によって発述していくものと「j哲きJや生理的アーゾのように伎俳的な状態からそ

れほど変化しないと与えられるものがある。 自動的な↑15報担IJIH とも îf~復するが、大きな

716や突然日に見える光などに対応する 11止本的スキーマ」は'1:f~f的なアージと IJI，J係づけ

られると考え られる。

アージ ・システムの概念の 一つである待機型態度もまたスキーマであり、これは対象

スキーマの -fiYi成要点として、特定のアージの対象を発見するためにf.li1'l:化されたまま

記憶椛j主上に常駐しているものと与えられる。対象が発見されるとこのスキーマにより

1'，'，'報が11JIIHされてただちにアージが起動し、さらにアージにより 1'1動的なむ:識化が生起

する。このようなな識化は11'/片的に.i[隣駁ff源などに対してや起していることが実感さ

れる(→341参照〕。

・基本的スキーマとー般的な感情スキーマ

1/:;本的スキーマによる立識化と一般的な感情スキーマによる立議化は、し、ずれもアー

ジと考えられる点、では 1" Jt，'liであるが、市J I'fが対象の「意味的h'J' f.~ J によらず、後イ号が占I

象の持つ「意味的情報」によって特定の対象に向けられる点で'fiーなる。この相退点は騒

音問題の音源類型でいえば、交通7Tなどの産業騒背と生活汗なと近隣騒?干の区別とl日lじ

;な味合いをもっている。liiJ.('fは基本的スキーマによるものであり、 lJ:f!J的であることか
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ら例人だが小さいこ ととがJ":¥1.lされる。騒i'Y，lHdliにおけるエネルギ-(1な桁椋はこの1(liを

対象としているものと与えることができる。後.{1は 1，に 「悠り」11長↑Jjによる 1"動的な.'c..'

識化のI:¥J題と与えられる。このように騒汗研究領域から比て、 1'1動的な芯、法化の'l:k!!l);1

であるん~4: (1むスキーマと ー般的な感情スキーマは分けて与えた )jIJ' ， iL'.iJ!の 1 : で11:、"1 で

あるととえ、本命メ:'1'ではこれに従った(→341参照)。

2-4-7感情

感情 (affect)の一般的概念

!必↑!?は 一般に六一怒ぷ楽といった↑占動に対してmし、られるが、 f~~Î11 r~ と してはそのほかに

やや範IAIを広げて態度やムードといった側I&iも合む概念としてJ1j1，、られている。

感情は:巴ぶにかかわらず先生し、また芯三識の項で述べたように、作':1¥:の|取られた iむe識

に対し自動的にな識化を~ぷするスキーマの一つである。政俊民ぷの '1'でも刊に îl~辺境

においては、聴党的情報の受け入れに探主主を必~~としないこ とか ら、 1世& 1'， '; が人 II\J に 11 え

るj影響は大きいと与えられる。

なぜ!惑↑fiが生起するのかを記述可能な理論は多くな く、そうした中で)'1TIによるアー

ジ(urge)理論が実感しやすくまた体系的と考えられるので、本論文における環境認知モ

デルの感的にl刻する部分はこの政論に多くを拠っている。従ってここでは標準的な!副山

の概念を断まえた 1:で、アージ翌日論の概略について解説する。

感情の定義 社会認知研究における感情の標準的な定義は以ドのようである 2')。

-感情(affecl) 以下「好みJ1評価J1ムードJ11'，')'動」の令てを含む

4 血". ~五
臥口口 。

-好み(preference) 快 ・不快を表す比較的マイルドな主観的反応。

. ;;I~仰i ( evalualion ) 他おに対する単純な IF，Ü反応の こ と。 社会!L' l1JI "fにおい

-ムー ド(moods)

-↑?iill}J(cmol ion) 

ては対人魅力 ・HQ1R.1llli凡なとがこれにあたる。

特定の対象がなく、現行の忠之過れ!のコンテクストを}f;

作る!到fi。

tjiによい/:11.'.し、感じ(fccli ng)を結えた後維な!必仙のえII

み令わせで 、 しばしば/回目的喚起 (覚障n を十I~ った表 IU

反応を含む。恐怖や怒り、悲しみ、作びなどがある。j'，'j
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動はしばしば 1I必WJとIr，J義にJlJI， 、られる。

これらのえじ必は ー般的なものであり、研究の系統によ って主主義の純1mにはぷ災がイfイL

する。また、この!必仙の 4慨念はたがいに独立ではなく -11111に影料しイ干う。

ここで、 l，llfllliJについて本論文においてはヒ瓜のぷ味では)/jl，、ないoill築環境」:'T

の分野における既往の研究でよくぶれる「評価jであるが、例えばしばしばJIIし、られる

SD法による 「評価」のように、能動的 ・随意的であり、主体となる人11¥1がり:織的に 「行

う」初判11活動として 1，汗fllliJをJrjl，、る。その内容は記憶f，Y;ilil人lにatイf'の枠組みにおいて

対象のkfi刊を{立iitづけるこ とといえる。

!必↑tiの分'JJjとしてのl，tHtlliJをぷす訴として本，Hft文においては)'111のアージ聞論にJL

づき 「五刊

2)感情システムに関する戸田のアージ理論 20)

戸 l刀による感↑15ν ステムのl'r!~市l ( アージl'll論)について概時を解説する 。 イ<:，論文;におけ

る感↑!?システムの記述は).1;本的にこれに拠っている。本論文での三ぷはl'H論の枠組みね

度であるが、アージ理論はその範囲において実感を作ってJllt併し易いこととともに、!必

↑f;の発生の機構について包病的 ・体系的に記述されていることが特長といえる。

この理論は、感↑N~ステムを 「野生環境を背景としての、泣{式的に).1;.-1，;枠が設定され

た行動選択 ・実行JTjの心的ソフトウェア」ととらえている。

実'1'活においてもたしかに 「背が不快」な時には必ず 「怒り 」が生じている。しかし

それが「なぜ不快か」といえば理111はあるとしても、冷，'i'folこ考えてどうでもよさそうな

ことにも門然と(忠J5・の結果による令理的な結論としてではなくて)lljIは立つし、それを

止める こともできなし、。従って感↑11についてはなんらかの原始的なンステムを仮定する

のが良いように思える。

以下、システムのliiitJtとなる仮定、ンステムを情成する概念である、アージ ・ムード ・

!必t，'i的態度について順を迫ってiJ!べる。

「アージ・システム」

心的ソフ ト ウェアの~m範|瑚が従来の感情の枠に収まらないことから感↑itjの概念を

拡張した「アージ」のシステム。

. 1アージ」

『認知された外部状況に応じて適応的な行動を選択して実行する』という、アージ ・

システムの状況別の働きのそれぞれ。
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アージの例

O，'111J)怒り、恐れ、 11:

(II'.:EI]的アージ)食欲 ・何欲

C;i(知lア-:))InJ:1泊解決欲求、好奇心

「アーゾ」はlr111れない I~'Xでもあり、本論文 '1" においては特に必~:がない限り、 11必

1，'1 J あるいは「↑Ji動」をJIj(，、る。しかしそのような場合でも背ぷ的にアージ則論に)，~

づいたJHrlぐとしている。

・アー ジ ・システムの基本的な仮定

アーゾ ・システムは「野生合理性」をもっ適泌行動選択ゾステムと似i.iごされる 0

. 1里子生合理性」

感↑Jjは従来から)1ニMU的存在と見られがちであったが、野性磁波の特徴に適合した

適応行動選択システムとして向皮の合理性を持ったものである。

台背通に 1.11:われるな味での行動の合理性と~なるのは、それが合耳目的な思決のがi~~ と

して得られた 1 1~ :ït された」活動の合理性ではなく、!:品1 ' ， '1 に従って(，f，1VJ していれば、

そこが盟r 1'tJ;';W~である限り結果として合鋭的な活動ができる、という、准化によって

獲得されたit'I:itされていなし、」合理性である。

ここで 「野性環筑」は「文明環境」の対話としてJTJ(，、られている。 j2するに 「野生

環境」の中では、各人が感情に従って (感↑古のままに)行動していることが人)a'iの柿

としての生き延びにおいてもっとも有効であったという仮定である。

たとえば「怒り」の代ぷ例として「制張り防衛行動」を与える(ドig2 18)。

制張りのも」入.{'fに対してはなんらかの 「箸告」や「コijJを勺えるために「怒り」が

起動する。 1怒り」感↑!?の起動に

よって戦いの立気込みが強めら

れ、t.'入右が I'J分よりも ~~t (，、とき

にさえ死に物狂いの戦いが挑ま

れ、結果として剣張りがl均衡され

る可能性がdhくなる。また「剖」

を勺えることなくも」人与が出て

行っても、 「怒り」は「待俄型態

度」として残存し、抄〈の佼入1I.'fに

その発見を容易にする

r怒り J感情
1 野性環境における、

f縄張り防衛行動
1，レール維円行動 に対応

違反者の発見

「怒り」が起動。加罰・警告行動態勢に。

エF

謝罪、違反停止 E令 違反の くり返し

~ Jo~ -~ "b-

「怒り」停止 『怒り Jの待機状態
(待機聖態度)が形成

Fig.218 I怒り」感情の|司式
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このように 1:悠りJl:i!i仙は防衛行動に必要なンステムだったといえる。

もう つ~Iを)j';げると、人Jill には:lIWJをつくらせ相 11 に紛糾・ Ihh)J させる機能が感

1'，'1ンステムに非常に多 くイバ正する。具体的には誇り、 Jfu、ルールi並守欲求、ルール)1一

道守イ号への怒りなどがやげられるが、これらはイ肉体としては ~;~J ~、 11 物であった人!i'，jの

生き延びを"J能としたンステムといえるであろう 。

後11でも触れるが、 Jf環境においては近隣騒ffの問題について、この 「制緩り防衛

行動」や「ルールi1'f.J・」といっ たアージの活動プランからペーじる問題としてとらえる

とそのメカニズムがJ!I!解しやすいと与えられる。

・アージ・システムの遺伝と学留、現代における感情の部分的非合理性の理由

アージ・ンステムはその)，1;本的な枠組みについては治伝的にリえられたものと仮定

される。さらに各例人は 1'1分が生活する局所的な環境の特殊1'1を「学問」して、その

基本的枠組みの」に肉付けすることにより、さらに効果的なソフトウェアにイ1:I ~げて

いく能力を持つ。こうして人間という種が400万年かけて進化させてきた!ぷ1'0';'./ス

テムは『感1-，';システムの生き延び有効性を保証していた環境条件に大変化が起こっ

た』この l万年fiH支の文明環境の短いIllJにはほとんと変化しないままi剖えされている

と考えられる。このことから!必wが現イEの社会において必ずしも合問的でない (11，き
延びに有利に働いていなし、)というパラドックスが解消"f能である。

・アージ・システムと一般行動

実際に見られる(内的 ・外的〕行動における感↑j'IO)関与について与えると、.i!1)常は感

情抜きと考え られているー般行動と感情行動のIHJには、 l別総な境界はないという。こ

れはもともと一般行動をノ1::起させる 11illi11立」が基本的にアージ ・システムの管幣 Fに

あると推定されるからである。

・ムー ド

ムードとは、心の働きの全般にわたってさまざまに影響する「心の状態Jを指し、

影響の」ミなものとしてアージや行動の生起が挙げられる。またムードはその性質とし

て一般に正uの対的な「価値」を持つとされている。

アーツに対する影響力として、各砲のアージを起動し易くしたり抑制したりする効

栄がある。たとえば「機嫌がし浦、」ムードの時は「怒り」アージは起動しにくく、 i主

に 1(，、らいら」しているとちょっとしたことに 「悠り」が発生し易くなる。「不安な」

ムー ドの時には人の彩にもおびえる CI恐れ」アージの起動)なとの例が挙げられる。

また行動に関しては、たとえば「終ちつきJムードと 「活動的」ムー ドのときに生
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起する行動はかなり見なったものとなることが尖感できるであろう。世11として「説

止;.jは，jij_r，.の状態卜においてでないと生起しにくい行動である 0

・感情的態度(cmotiona 1 a tl i tude) 

以 I'..idiべたアージやムードの他にHき .li1iい・恐い・似し、といった、個別対象にx'l

するある ~9i さを持った態j正はl必 1'i'!的態j正と定義される。さらにそれには少なくとも 2

純刻、すなわちたI'IllliJ¥'j態度、待機JfI態!正がある。

-評価型態度

，W(dli刷fi3.反とは、"Hき"“針転L、"のよ うに比較的長!VJにわたって'ム定した、対象の1，，'1'

和liJにかかわる態肢を指す。その役;I;IJは、態度の対象をff日分として合む 「状況JのJ

価作業に).1;4'データをm供することで、特定のアージを起動されやすくしたり、付記

のムードを~鋭しやすくしたりするものである。

たとえば、切れ、"な人が現れたことにより、その状況は“悠り"アージを起動したり、

“法込み"ムードを作り上げたりする可能性が尚くなる。また、 ，jii}jから急接近する動

物がライオンであるかウサギであるかによって「怨れ」アージの起動は大きく変わる

であろうが、これもライオンまたはウサギに付随する「恐れ」に I!I，J する日判"liJ\~態度の

情報によるものといえる。

評価型態度の対象は人や物に|授らす、対象に付随するM1'tや概念的1'，';桜(能)J. 1'1 

質 ・ 経験など)も合まれる。“誇り "や“恥"なとの評価J担態度はそうした;}~分を対象と

する物が多く見られ、また騒音問題に関係した例では「うるさいのはよくなし、J1ル

ール逃反はよくなし、」といったケースが挙げられる。

-待機型態度

“情しみ"や“事IÆ思"などといったものが待機型態度の~I!~目的な例である。官IJ として、

“怒り"アージが起動されてもその加 :Jü的行動プラノが尖・行イ.~ 1IJ1危なとき、場合によっ

てその“怒り"アージは一極の 「待機状態」になって、それが実行可能になる機会をう

かがう、という“jí': しみ"態度が生成する可能性がある 。 これは '.:i~'に生成されるとは限

らないが、問機のJ1Hlllによる“怒り"起動が繰り返されると待機l担態度生成の可能判ーは

高くなる。待機型態度が形成されると、先に挙げた「制強り防衛」行動の例CFig.2 

18)のように、対象に対するアージの活動機会待ちが継続し、次に対象が1.8現したと

きの検出)JがI科大するものと忠われる。

情報処理俄仰のモデルにおいて、待機型態度は一種のスキーマとして記憶椛造に(;1i

性化された状態で 'r:~'駐しているものと考えることができる。
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3) 感情システムと記憶構造の関係

ここでは感↑fJシステ

ムの諸紙念と記憶椛JL:

モデルとの関係につい

てJAべる。

感情と記憶術j主の I!I，I

係についてはドig. 2 8の

ように、感↑11をJ己tu!品j2i
ドIg.28C，ljJlJ)感情システムの概念l刈

とは分航して{jイtする

ffi.l¥'t青

ものと似た'している。感↑!?も記憶術造と同様に神経団路の l託公的パターンから仇成され

ていると考えられるが、より版始的・ I111皮質」的なスキーマといえるであろう。!必仙

のぞlミ起については、『記憶仇jj]]-_の感情の生起に関するスキーマCI!必1'，';ノ|起スキーマ」

と11ヂぶことにする)が心理的 ・生.l!U的j'，';報に対する認知的比較判断を行い、その結決と

して感情スキーマが活1'J化されるものとして表現される。こうして生起した感1-，';は1'11)))

的なな:識イヒを2J:求する(ー 24 6 4ln動的な意識化参照)。

ムードは「心の状態」であり、感1'，';システムに関する記憶情ili-1:，本の活性化の状態と

してぷ現される。

感1'，';的態度はスキーマで

あり、対象スキーマや縦念ス

キーマなどに合まれるもの

として去抗される Cpig.2

スキーマに1'，';報を提供する
Flg.2 19感情的態度と感情生起

役'，1;りをもっ。!必↑!?生起スキー

マはこうした情報により「状況」の評価作業を行い感↑15の生起を決定する役;I;IJをもつも

のといえる。待機J\~態度については、!必1'，';生起の繰り返しによって形成され、対象の発

.rt!.とともに直接的に感情が生起することから、繰り返しによって対象スキーマと感情生

起スキーマが結合して形成されたものと考えられる。
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2-5 第2章の結語

以|、この市において人 I/\Jの !~~l認知のモデルおよび関係する似念について品述をわ

った。 これによって、大枠ではあるが ì'!ll~炭研究において人|川の1It!.匁 lを J己.ì&するための

枠組みが符られたと必えている。

22モデルについての与えjiてd も述べたように、例々の研究行がそれぞれの研究似域

の位置づけについて、ここで提案した環境認知lモデル tに災際に吋てはめて与えること

ものiflJと考えているが、もうーつ市袈な点は、環筑認知lモデルを枠組みとしてfIh1々 の研

究領域を記述することにより、研究-8'1剖で認識を共有できることにあると与える。

認識のJtイjと関係するが、汗r;;i境を含むさまざまな研究領域で川いられている認知的

モデルと本論文のJ);iJ:ì~認知 lモデルとを関係づけていくことは、今後進めていくべき課題

と考えている。

本論文においてはこれより先、ここで錠示した段民認知lモデルをl認知的制点からの記

述の枠組みとして、実際に例示的な記:iAを行う。
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第 3章 音環境認知の観点からの建築音環境研究領域に関する考察

3-1 章の概要

ヨ}2 i;1:では環境認知の制点ヵ、らの記述の枠組みについてn命じてきたが、+:;;1では、そ

の枠組みをJIj，、て、実際にn:足立境研究領域についての心.lillを試みる。Jj-:"命でも述べたよ

うに全体的な汗環境研究似域を環境必!知]の観点からf川町づけることは"f能とと一えられ

るが、その有川1'1については証明吋能ではなく、例言iE的な記述を払み市ねる'1'で結果的

に認識されるものと考えられる。この点について本論文でなすべきことは、制 I'iのi直i!IJ

例として第 2~tの環境認知lモデルをmいた記述を提示することにあると考え、本市はこ

のことを目的としている。

主主の構成は Pig.3 I に示すように、工学的な観点から既往の ì~:I:;;l民研究領域を概観し

たのち、実際に.l:に騒711-研究領域について認知

の観点からの記述を行うものである。認知の観

点からの記述にあたっては、はじめに背環境研

究領域が対象とする認知l級制|について論じ、そ

の後それぞれの研究官i域について認知待相との

関係を主体とした記述を行う 。J己iAは試論的で

あり、またいくぶんぷffli的であるが、先に述べ

たようにイCTm性は記述の積み主ねの上に比いだ

されるものであり、ここでの記述はその例示と

して位置づけている。より実質的な記述につい

てはそれぞれの研究倣域においてそれぞれの研

究荷により与察されるべきものであろう。
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3-2工学的観点からの人間一音環境系の記述

近代以降の 11然科学の流れの'-1'で建築環境 1.学においても 般にI:¥g担aJJi:に川

いられる )j法論は、存倒的認識論になづいた観点による、対象の客倒的記述とそれ

ら相IItの|見l係性に|渇する)5察を ioたる万四告としたものといえる。こうした/1;11".'.'.につ

いて本論文では工学的観点と 11子ぶこととするが、認知lの観点からのE記述に先ひって

行環境研究領域を概観するにあたり、この観点から人間一汗r.;;;抗系を心.iAすること

により似究領域の筏flliが符易になると考えた。本館lでは 1学的観点から人1/¥)ーパ成

皮系をJ己主!iし、しかるのち;以来J:;):研究f茨城を概観する。

3-2-1系の構成

本論文では仁学的観点による人間 音環境系について、背環~~を廿源とキ IB)のwぷに

分け、これに人1/1)を加えた 3つの要素により構成されるものと考える。 ドig.32に各

J}~~.について記jÆのための変数となる属性の例を挙げておく 。 各研究は、そうした t.~A:;

と変数のどのような組み合わせを対象としているかによって系に佐世づけられること

になる。

ここでの系の表現では音源および空間の属性を物理的属性と窓l外的属1生の二Jili'Jか

らとらえている。音源に関していえば、従来の騒音評価研究においてはその物則的以判

のみを対象とするもの大多数であるが、われわれは各種の音源から到達した背に対して

何らかの意味付けを行っていることは H常的に実感される。例えば「人の声」の認知の

場合、 「人のrt'Jなのかあるいは 「テレビの音」なのかによって異なった(記号的)名

祢が認知lされ、さらに記Fjと結びついて個人的あるいは社会的な立味付けがなされて象

徴的な認知]が行われる 。 これに関して研究における問題の把慢の卜ーでは、 ;-:TØ)~! の持つ芯

味的l必性を日己;才的・名義的なものに限定し、認知の関係する象徴的立味性は人1/¥)側の袋戸

国に合めることが妥当と考えられる。理由はこれによって人間の環境認知の例人ぷある

いは共通性の記述が容易となると考えられるからであり、このことは空間における 11的

性付与に|刻しでも同機である。

これに対して実際の音環境計画においては人間の袈因を音源あるいは空間の~jî.;1 に

帰治することが望まれる。言liiliiや予測とはこうした帰訴の作業そのもの、すなわち計阿
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対象となる範聞の人11¥]の要閃を抽象化して、仮処!的行動として空間情成安本に災現する

作業と考えることができる。 建築計 jilii学の領域でよく )11c、られる、以境問切に関する

「アフオーダノスJの概念は情報を対象に帰着させるものであり、この/;I，tこおいてイiJlJ

性の尚いものと思われる。

悦環境などの育環境以外の環境安楽についてはこの構成|苅中にはぷ刻されていない

が、それらは人問 視環境系などのように、それぞれが育環境と問機にぷ現されること

になる。喪主結句の系を串刺し的に考えることで、砥{合あるいは総合的な環境を扱うこと

が可能である。

(他の環境要素の系)

(静的属性)
パワ | 身体的属性
胤波数特性 ! 性絡性向

・時間特rt ・経験 記憶
(動的属性)

(物理的属性)

スケノレ

''lel品jのスケ←jレ
.音放の空間分布

7T源距離

:}干環境

行動と状況の
コノテクス卜

.感情

・伝傑特性 | 系の構成

ー意識

(意味的属性) I (認知の様相)
(記号的)名朝、| ・音環境認知の

諸様相

社会的 ー個人的
立味付け
/ 

(象徴的)名祢

ー響き

・周波数特性

方向性

(意味的属性)

(記号的)名称

目的性付与

¥ 
(象徴的〕名称

ri g. 3-2 工学的観占からの人間一音環境系の構成
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こうしてよ刻された人間一任以境系には 11環境だけでなく宅内行料的似域も合めた

ill0たr;;;民 l学におけるけーの分野全体を位i在づけることができる。例々の条例や変数なと

のu体的な記述については本論文では省略するが、一つの例として、騒ffl『判1111 のも~j域に

おける t汗 lll1i災験の分野について対象とする ~I人lを終息したものを準げておく (Tablc 3 

1)。

Table 3 1脳荷台I'fafi実験の要凶椛成

目的変数とする 設定条件

人間の評価 音源 空間 人間

フウドネス 物理的凶十|
意味的成室路fへi¥d若¥忌¥ 

l，'~定作J kJi YI

ノイジ不ス -ffiil . );5 -被験.iJli'i
アノイアンス -周波数特性 .Hi 際動附y~
耳元t)<1必 .11手Imt宇佐 -作業空間 .1i虫1).1丈J見そ
妨~~，感 定常， 1間欠 l 衝 れらのコンテ

撃， クスト
意味WJ属性 -態度

- 有:\，!~， JuU;'~ 

-音楽

「二コ』
視環境など他の環境要素の要因

3-2-2系における音環境研究領域の概観

ここでは音環境研究領域について、 こ れまでの研究の流れや対象とする ~I"I に IUIする

概観的な記述を行う。

E E堕→困己!主思ス従来から騒脅に関する

研究の主流は、人!日]の要閃

については「うるささ」の

認知lを対象とし、実際には
Fig.3-3騒音研究領域の一般的図式 うるささ

その近似心理誌として「背の大きさ感Jを問題とするものである。音訓!についてはたと

えば A特性音圧レベルなどエネルギーを表現する指標が用いられることが多い(Fig3 

3)。

騒背問題において主要因であり続けてきたのが交通や工場等による産業騒音である。

産業騒音を対象とした場合、規制 ・制御が計画手法の前提となっていること、そして次
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imに述べるように産業騒背の影響に関係する認知総中11が、人!日jの術r;;;(1な認知の文脈への

依存性が小さく1I!l人足も少ないなどのJillLlJから、 liijjiliのようなI::J足Eの捉え)jはイj幼1'1の

I ~-:J いものであった。

しかし騒音問題においてもう一つの豆妥な袈閃である近隣騒討については、 11似のぷ

i外的属性により循環的認知の文脈への依作似がよ"く、F主業駁汗と同機の|立|式で[::J泌をと

らえることができないのは周知のとおりである。

このため近隣騒音に対しては、うるささの川題を物JJIl的指標に帰着させるだけでなく、

人II¥J関係なと人I/lJの妥医lからのアプローチがなされることが多し、。そうした似究におい

ては背放に対する主観的許伽lや態度などを合めた調子fや実験の例が見られ、また対策と

しては、益的な抑制とともに、特定の音品目に対する 11年間規制のような社会的ルールの倣

立と伴家の方向性を帯びたものとなっている。

ここで環境音を積極的にとらえる領域について触れておく。サウンドスケープという

言葉で表現されるように、環境音を騒音としてではなくよりも1極的にとらえ、 I1の導入

を含めた吉IT@を志向する領域がある。これは日本では 80年代頃から始まり、すでに定

おしたといってよいであろう。

こうした領域では、人I1lJの安囚において「うるささJ以外の評価概念の関係する認知

獄中l ゆく問題とされることとなり、また~m;[は言|闘において、何らかの象徴的/.:..'，味として

~rBJに配置されることになる。計画手法としては言|困対象者に対する意味的操作を行う

ことを含んでいる。すなわち、首事象は聞き流されることが多いが、計111可において「こ

れは ・・・を再現した音の斗
P

間 ・・ ・Jr往古の ・・・の汗」といった芯味付けを行う

ことで背事象に象徴的意味を持たせ、結果的として音に意識を向けさせることができる。

立味的操作は、近隣駁背においても住民に対する啓発活動などがこれに内たるが、了才を

EZ識するように仕向ける方が背を意識しないように仕向けるよりも符易であることは

惣像できる。

以上、背環境研究領域について概観した。このさき騒百の領域に焦占を.11'1てて、その

);~轡と認知!との関係について述べる。
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3-3音環境認知の諸篠相

rìíi1:mにおいて概観したような段々な万向1'1 を持つrí:l~民研究制域を円以t)~，;;Wm

の観点から記述するにあたり、それらが対象とする必知線利をま虫JI'Jとしてぷ到する

ことによって、各領域の大まかな位inづけの記述が右手易になると与えられる。イメi!ii

はこのことを 1'-1的として認知l儀相のがl型を提示する。

3-3-1音環境認知の様相について

ここでは苦環境研究領域が対象とする認知様相1(過程、機fNi、}k象などの総称)の概

観的犯握を11的として、認知If華相を以下の 6つに殺型化した。この 6iJ:M'!の隊中11は、概

観ではあるが首環境認知]において直接的に生起する全体を制H"するものとJ3えている。

なおここでは行為などの副次的にのみ生起する隊村1は省略した。

1 )感党総人)]11寺の音事象の競合

2) 71:識の喚起

3)意識内容との競合

4)感情のl喚起

5)空間的情報の認知

6)意味的情報処型

「もの」の認知

・記号的情報処置E

概念の想起 ・3干filli

. エピソードの;[~.起

1 )~5)はマスキ/グや基本的スキーマなど、立味的記憶情報の参iKiによらなくても生

起しうる認知様相であり、また立l床的記1.，"，.情報の参!照による情報処1'1'は 6)にまとめた。

これらは一つの入力に対し並列的 ・時系列的に生起し、さらにある様相が他を副次的に

生起させることもある。

認知1様相は研究領域に適応した表現で記述されればよいものであり、この点から苦環

境認知様相は茸l2そ，Lの環境認知lモデルと各背環境研究領域のインターフェイスともい

える。 一つの例として、 騒音評佃l研究において音の意味的属性を考慮しない場合は、!J;fj

型の 1)~4)を対象としているものと表現される。ここで挙げる認知様相の類型は 3 -4

音環境研究領域の記述において使用する。
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3-3-2各様相の詳細

1)感覚器入力時の音事象の競合

ffJJ~象の聴取態度が1fg動的か受動的かにかかわらず、!:長党総に人 )Jする段附でいくつ

かの ì~Jr;:象は同 11.'[に入)]するいくつかのìT 1Jj:象によって受聴が閑J:11なものになってい

る。このような聴取妨宵は認、知l以Ijiiの段|滑における汗事象の競合により'i起する別象で

あるとここでは考える (すなわち芯識|人l符への )~:J，床的|二渉による情報処坦!の似Jiijは介ま

なし、)。

環境認知|モデル上では、後数のまIUi:対

象からの背の情報が同時に!惑党認へ入力

し、感覚情報財蔵へ到達している状態と

表現される(F'ig.34)。

競令による情報担11出の妨存は入力11寺の

SN比などによって決定される。競合す

る他の汚のためにまったく聞こえなくな

っている状態からIIDこえる状態の途rlJに

聴取"y能となる|益ilfll!が存在すると考えら

，，-
'- Lーー一一一一

(感覚附 蔵)/ 袋 一

(行動ー感覚器 叫
入力) 〆 ? 

て
Fれ?刊ig.34 I感必党;お*慌:詰;入力H時寺の?苛まj事L場完象己の車競免合

れ、この間値を越えた入力が情報担1111:の対象となる。

カクテルパーティ効果といわれるように、能動的聴取11寺には人聞の選択的JDMR能)Jに

より情報検出力が強いため聴取妨害を受けにくいものと考えられる。また内分の名前の

ような特定の音事象も同様である。こうした小さな音でも聞き取れるような例は、能動

的聡1収時、待機型態度の付随した対象(近隣騒音においてよくある例)などが考えられ

るが、これらは主主並旦盟主の aとe.と同様に、記憶術造上の活性状態とIJI，j係するも

のといえる。

音事象の競合の笑|燦例では会話妨与l子のように聞きたい音がl均き取れないというネガ

ティブな面と、マスキング音のようにIIIlきたくない音あるいは聞かせたくない??を積極

的に妨害するというポゾティブな而の両方がある。

2)意識の喚起

意識の喚起は、いわゆる「注意を日|かれる」と同義であり、首によってな識が喚起さ
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3) 意識内容との競合れるという 1.，.;報処躍の一巡れである 。 ì'rJJ~象によるぷ識の喚起により、作 :lt:の限られた

忠之1I~j"などは人の J" は気になるものであり、端的な例では個数を数えている備ででた，~~識を ， Ii イj されるこ とから、 t':I;;.:1 的な芯識イヒとの 1mで|ニ拡が/1'.じ、また :;似迂!/}j'， i!などの

ように、芯識化そのものが!lJj71となることもある。このように日'F象による芯，識のl喚起 らめな数字をいわれると非常に迷惑である。 fßÏJ~認知!モデルのおいてこう した r以 {~的↑fi

械の広識イヒはとて識内容との競合の点均、ら次のような記述ができ る。

~I::! 識は Fイ誌との関係が深く、と

くに思考作業などにおいてはそ

れが強いと考えられる。こうした

状創では、環境認知lモデルにおい

ては記i肘荷造|二の「言語的情報ス

キーマ」が活tl化した状態にある

lま騒?子の心理l'的影響においてIfi要な民閃と与えられる。

われわれが古事象をな識するのは以ドの 5つのケースが弔え られるが、以卜これらに

ついて認知的な観占から記述する。

a. iJ:凶的な聴取Ikf(i守楽や会話など)

b ぷ，議内科治、入ブJ 7当f ~JI象と競合する場合〔思考 11.'jの 3 ;H-H~I'J t.!~人 )jtJ_ と 〉

c. J古川mの状況に関する情報受け入れに伴う場合

d }.::きな背なと

(，苦i;目的作i判D
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といえる(あるいは対象の而から

JJ，れば、記憶桃造仁に活性化して

し、る対象スキーマに合まれる 「言

訪的1"'1報スキーマ」が活性化した

状態。→Fig.35)。この状況にお

いては環焼からの戸両的情報は

このうち、 aは“聴きたいからi徳く "ことで通常は主体斉が対象となるのでここでは除

いて考える。また bは3〕立識内容との競令として次項で述べる。

立識のl喚起において c.~e，はアージ・システムによるな識化である と考えられ、循

環(i~過程の文脈によらず書IJ り込みをかけるような形で自動的な立a液化を/ 1 :. じ させる。

cはナイサーのいう 「定位スキーマ」のように環境の状況を監悦しつづけている スキ

c， !必1uが喚起される場合

Jlll:ljされやすい状態にあると考ーマによる情報制l出と関係したものと)5えられる。このスキーマにより環境の↑，'INlから

えられ、 実際に tlllll\されると実行中の思考と競合することにより、忠之が妨~f されると

ともに環境からの音事象の芯ユ識化が生じると考えられる。

またこれと関係して、 rI ?;~.的に経験している 「人の戸が意識されやすし、」 ことについ

間11遁の事物の存在を知り、配iEなとの状況に関する情報を得ている。これにより磁波↑山一

械についての予期がなされ、予期しない情報に対しては大小の強度の 「驚きJ!ぷ↑l初 {/I:

起する。小さな篤きは 「なにかに気づく 」程度のものであり、通常はほとんとな識され

ては、人1mが断続的に行っている“考えるというほどではない小さな忠考"のために、 戸干ないことも多いと思われる。

fif}的1'，';報スキーマが活空l化されていることが つの張図ではなし、かと忠われる。

4)感情の喚起

dのような大きな音などの立識化は、環境認知lモデルでは生得的な情報受け入れ手絞

きである「基本的スキーマ」による↑}?報の抽出および立識化と表現される。

C，は“すりガラスを爪でひっかく音"のように直接的に 「不快J!副古と意識化を生起さ

せる育事象と、育事象の意味的脳性により l喚起された 「不快JI怒り」なとの!創古によ
音事象によって喚起される感↑15は、騒音としての認知lにおける 「不快JI驚きJI怒

り」などが代点的なものと忠われる。感情の喚起は、たとえば 2)でも挙げた 「すりガ

ラスを爪でひっかく音」の例のように古事象によってl宣核的に快ー不快の↑，';T))が1喚起さ

る，rl!.'.識化の 2つがあると考えられる。ここでTiij者は dとともに 「基本的スキーマ」に

よるものと考えられ、また後者は経験によって発注する 般的な!到/ffこよるものと与え
れる場合 ( 1総J'í;的伏 ・ 不快感) と、他の機中日によって副次的に喚起される場令 ( 1 )~3)

による妨害の結梨、あるいは 6)の情報処理の結果としての 「怒り 」なと)がある。感情

は自動的に意識化を引き起こすため、感情の喚起の結果として 2)意識の喚起の様相が

られる。これら感情の喚起の原凶となる音事象については、 4)感情の喚起として別項で

も取り上げた。

生起する。
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5) 空間的情報の認知

コウモリが1' 1 ら発した汗の反射を利}I) して似や附<I~~ 物とのツii. IHJ的似iEを同定するほ

どではないが、われわれも M)聞のJ~~~汗から空間的な情報を獲得していると与えられる 。

とはいえ人間の宅r:¥J的1'，狩!I認知においてはねtitの得りが大きいと考えられ、l他党はそれ

に次<1ぷ党であろう。

宅!ij)(iドJ↑11E似の認知には狭義の注なそのものである宅!11)(内定位と、h日報処辺のNi-*であ

る 'J)i !H)(llJ W1;1I表象 ( ~Ii'o)的自己 tÛや IJfJ)jJ(感なとの!惑:ïtJの 2 つの線相 iがある。その日時年，'(，点l

おける宅!i間;日向:りl的円配己出i紅位の状汎は「誌認!知地i似凶文刈lυ」あるいは「定{位立スキ一マ」と 11呼l呼干ばれる概念(にlここ合

まれる1'，'将11である。空1m的↑占幸Iiに関しては玉川Iの怒味的側耐のi抱勺はなく、また磁境庁

だけでなく主体育によっても同様に情報の処理がなされると考えられる。

3-3-3副次的な様相

6)記憶を用いた情報処理

長期!日己1怠の参 [~j による情報処1'1 'のことで、 èji純な1"11:[起」から「司'.f[lIiJ のようにや'1 ら

かの手続きによる処理なと多械なものが4えられる。ここでは背'J;象から IU銭的にノ|ミ起

する機，fflとして以下のような頒型を挙げておく。

百一r;;!J:i1'認知lにおいてl立後的に生起する綴相を以上に格Jillしたが、現尖「ドJには一つの線

中II/J'他の織相1を生起させる。この，!，には行為などのl立桜汗環境によ って4起しない隊小11

が合まれ、また音!:;;;境以外のj}閃の影響も加わったものとなる。たとえばこ〈識内容への

l二渉が不快感(11';動)を生起し、w動が意識されることによってさら F渉が大きくなる、

という前項の包主益企盟主と世些並旦盟亙が Ijいの様相1を'1三起しあう過程は、rJ'i;¥の

駁舟n\]~において典型的なものである。 -(ff;l境研究はこうした副次的な線中11までをその

対象に合めるものであるが、こうした記.i&は複雑になるので、各研究が対象とする傾城

について考えるのがよい。ここでは一つの例として、 111本によるアノイア J スの椛注!';.(I

式を挙げておく (fig，3 8)。図中の各lJ:[口は音環境認知機相に容易に対応、づけることが

できる。

「もの」の認知

存在、それが何であるか。 対象スキーマ
(音事象) 育そのものによる 違憲行動の 官以外の浅患の

憲採集中の拘束 絞められ 妨奮{騒々しさ)

f伊誌に品 はI寸

1: r l 
i印私〈叩斗 1

ア乙J_J，ンス
(annoyance) 
(邪魔思}

-記号的情報処理

60  0 f 〆

，--= cつく〉で':/

音

{滋動エネルギ ) 言語、音記号、音楽(特に古

典にみられる規範や形式)。

-概念の怨起

意味、性質0

・エピソードの想起

過去の経験。

. il'Hilli 
美的(背楽など)、選好的。

政境a知1モデルにおいては、たとえば

記品す
r一 心理的不快感 一一一一←←一一一一 心理的経否反応 不快反応

奮の感覚的 l 
卸値の喰鼠

」一 心理的快感 ーー一一一也、理的陶尉反応 一…-r…
Fig 3-6CFig， 2-13の抜粋)

対象スキーマを構成する情報スキーマ

生理的興禽 一一一一一 貧国反応一一一一一一寸一一一一-'"礎的反応の 高進

」一一一ー 生理的，(ラノスの〈ずれ

Fig，3 8アノイアンスの榊造図式C[JJ本加)

「怨起」は対象スキーマの構成主要素であ

る情報スキーマが音事象によって活性

化されることとして(fig，3-6)、「評価」

は音事象の概念的情報と活性化した評

価概念スキーマの比較手続きとして記

述される(Fig，3 7)。

「比較」手続きスキーマ

"-./ ""'_/ 

----~ー、 ~ーや -、、 F 、晶 、¥
4ζ二〉一一一ーーー、 に ノ

'-.__cコ〈コ〈コヲ" '--一一一戸/
概念スキーマ
("うるさい"など)

対象スキーマ
(音事象)

Fig，3-7 i評価」の概念凶
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3-4騒音と音環境認知

こ の :tmでは騒7T研究領域に焦点を吋てて、認知的観点からS並行似の矧)~~!と駁 JTの

心1'1'fI0;J，;I，'~についての記述を行う 。 |人j作は例ボ fl(J:記述 としてのい-irfづけを踏まえて

ぷ論的なに1&も合む。

3-4-1騒音源の類型

騒72fは7T源から凡て産業騒音と近隣駁背'に大別される。首Iiイ守はlillilJ'1;騒;fや 1-場騒

Hiが典}判的な例である。後者はわれわれの H常生活の諸活動に十ドって発生する IIが近隣

の_，IIj'に綴背として受け止められるものを指し、騒背源としてTV.ステレオのfi、歩行

背、 I!::.f.li'設備Ffやペットの鳴き声なとであり、さらに拡声認や営業育を含むこともあ

る。1]可.{3の性質はおおざっぱにいえば産業騒昔は河レベル .111(i?'沫7司令であり、近隣騒"

は低レベル・作意味背といえる。こうした音源の性質は、認知lの様相lにおいてはIjij{fが

1': に j~本的スキーマによる情報1111 Hi、後者が記慌をJlJo、た間報処丑l'に関係する。この/人

から両者は認知的観点からみた騒音影響の生起因の分類ともおおむね 致することに

なる。

本市ではこの産業騒音 ・近隣騒音について、典型的にこれらの性質を属性として持つ

騒?f類型という意l!1iでJIlo、ることとする。この点、現実的には両騒下fiL9-とも多かれ少な

かれ ー方が他)jの性質を持ち得るものと考えられる。

育環境認知lの観点において騒音とは、聴取妨害など感覚;1;;入力時の競合によるものを

除いて、大部分が音事象の意図しない自動的な意識化によるものといえる。球協認知一!モ

デルにおいて、育事象による自動的な意識化は基本的スキーマあるいは感情によるもの

である。この臼動的な意識化により他の段々の意識的活動が妨害されることにより騒背

のさまざまな影響が発生する。

ここでは認知的観点から騒音の心理的影響について考察する。以下、はじめに産業騒

青と近隣騒音という音源による分類について典型的な認知]様相の記述を行い、しかるの

ち各騒背影響について考察する。

ー近隣騒音と ~j似の槻念として生活騒音があるが本論文では近隣騒音に用語を統ー した。
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1)産業騒音 一 入力時の競合、基本的スキーマによる意識化

戸f，:;長駁肖は 一般に111t立l!1i背と考える ことができる。認知lの株相において，jel・3を)1]0、た

情報処理が行われないことは、基本的スキーマによる情報拘IIIUと人))0'1のt21"Jf象の鋭令

のみが問題となることを立味する。jjij者のJ)1!型的な生起例として大きな斤や衝常的な i}t

が挙げられる 。 また後-15は会話や聴取の !!Ij '~1である 。

基本的スキーマによる情報抽出の性質として、 f爪1);1的i曲作の文脈によらず、 :'11)り込み

的 ・ 1'1動的に↑!?字削1JLl:lと意識イヒが発生する 。 また!È l~}的なシステムによるこ とから側人

だが少ないことが与えられる 。 この/~から泌干?の詐 lilliにおいては、白川(I(IÎの折伎のよう

に音源に|刻する存観的記:ì&変数と、人間]のJ::観評1111i とのIiJJ の総)\~的 Wl係をよよいだす)j 目指

がイrf，.JJと与えられ、 一般的にもそれが認められているといえる。

産業騒音においても騒音源の 72~味的属性が問われる場合は、 (典型的な意味での)近隣

騒?子と|吋織の影響が問題となる。

2)近隣騒音ー 「怒り J感情

近隣騒音の特徴として沖山は次の項目を挙げている 29)0 (1)騒背の先生場所やIl.ill¥J川

が不特定である、 (2)}週間が古l'かな場所では騒背レベルが低くても .!j!f1~1初、允1 1 '_するケー

スが少なくない、 (3)騒ffレベルとその影緋(被害感・加守!ぷ〉との関係が必ずしも定 'I(

的にlijJらかになっていない、 (4)近隣の人r，¥]関係や利害IJIJ係が介イ1:する場合が多い、 (お

五いに被害有にも加害者にもなりうるものである、 (6)法律や条例でH互依ーに規制するこ

とが:mしし、。

またこうした特徴とともに、円常の経験として近隣騒音が音品が関係した何らかの行

動!!IH1干ではないことが実感される。

近隣騒背は、騒背筋iとなる音がな志と関係なく 1'1動的に意識化されることによって作

じるが、この芯識化が騒音訴の主体に対する「怒り」感情であることが近隣騒斤の特徴

であると考えられる。この点から見れば近隣騒音問題における背は、その主体である「も

の」を認知するための契機であり媒体であるにすぎないため、これを主体に対する!盛li'，'

の問題としてとらえ、感情の観点からの記述を行うのが本質的であると考えられる。こ

れを踏まえて以下、アージ理論の観点から近隣騒背を考察する。

-アージ理論による近隣騒音の構造図式の記述

アージ理論の「野性合理性」の仮定によれば、近隣騒音における「怒り」は野性破抗

における「純張り防衛行動」あるいは「集問維持行動」と同様のメカニズムによると考
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い範凶のものと1，，)列に考えることができる。

近隣騒 tfは人!日)IJI，)係の I:~Jh¥ilといわれるが、人11¥)1刻係のp:)J)flとは}，:i住環境において 「制

必り J(1ワイi{Eに関係して'1'.起するひとつの形態といえるであろう。人間関係の例として、

協同(1悦|会において近隣騒fiーの問題が生じにくいのは、 「縦桜り」が111，1人でなく|あ1，;)体

を聞むものであるためと宅戸えられる。また日常生爪における諸活動に十ドって先生するも

ののなかで近隣の範1mへ到達し得るのは背と5J:気であり、いずれもl-l¥]!W化するが、 JiL34

えるこ とができる。第 27;'!.で例に挙げたように、利政りのu人-Kに対してはなん らかの

I'''f公」や 1:日jJをりえるために 「怒り」が起動する。また 1:r，jJをりえることなくもJ

人名ーがI.Uて行っても、 「怒り」は 「竹一機砲態度」として残行し、次の似人IL'fにその発比

をれ易にする。このように 「悠りJ!惑仙ユは紡術行動に必J:な〉ノステムだったと1biiとされ

る(Fig.218)。またここで 「射日夜りJはもともと lリ)611:に線引きがあ ったわけではなく、

干小としてγるべき 「ルールJとして存干上していたといえる。

は発生する機会が少ないためか、問題となるのは 般に丘の場合が多いように忠、われる。

3-4-2騒音の影響と音環境認知

iiri釘iでは騒音について音源の鎖型であるjff.;t騒音と近隣騒7干の 2f{iに対して必

知的観点からの記述を行ったが、ここではこれらが生起因となる心理的彫縛の詳細

そしてこのむ、的システムの枠組みが現代にもイ子絞しているとして、近隣E並行ーのケース

「怒り」感情
野性環境における 、

r ~lU5長り防衛行動
Iノレール維持行動Jに対応

違反者の発見

「
を~-えてみる 。

現代において制張りは 「常識Jと

日子ばれるものに近い社会的ルール

について.11'察する。

1)音環境認知の観点からの騒音影響の分類

騒音による人間への彫響の分数については、 ~Iミ l'])(J(J影響併( iJH，\j 、斗 11むり、脚光附 '，î_{

なと 〕、社会所勤;}~~& :f昨 ( T V等聴取妨害、会話 - U話妨干ftJ_ と )、例人(人間 )日T;動 ]j~~'呼

l洋(1Ii1¥1I民妨害、うるささ、 1腎き〕等、生理学的および社会学的観丹、に拠るものが兄られる

叩)31)。 このうち後一者のJυ型的影響については妨評という表lj!がされるものが多いが、

妨害には聴取妨告のように何らかの行動の妨害のほかに、平穏妨害のように背を意識す

亡ゴ>違反の〈り返し

「怒り Jの待機状態 | 
(待機型惣度)が形成 | 

Fig.2-18C再鈎) I怒りJ感情の凶式

相
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「怒り」停止

の)[;をとり、またその適用範聞は

事象に対し、野性E2境問機に 「幸子

f!r Jや l:iIJJを与えるべく 「怒り 」

が起動される。

11'-1分の権限の&ぶ範P!IJと考える

ことができる。権限の及ぶ範聞にお

いてこのルールに抵触するような

ることそのものが妨害感となることも考えられる。

これら心理的影響について音環境認知]の観点から分類すると、入力競合型、基本反応

ルールに低触する事象に付随する音の「侵入」と 「怒り 」の起動が繰り返されると、

231が停止しでも「待機型態度」は残って侵入に対する検出力を強め、抄くに聞こえたとき

型、意識型の三極に大きく類型化できる(Table3 2)。これは社会学的観点からの分類

と大枠では類似している。「入力競合型」は感j!器入力Jleyの背'r;象の競合の機相において

生起する影響桝である。これは社会活動影響群と重なり、騒斉によるコミュニケーショ

ンの妨害といえる。 r芯:識型」は背事象を意識させられることにより生起する影響併であ

り、;な識そのものが妨:ヰとなる「な識l喚起型」と、意識化そのものに加え、思考11;¥の会話

音入jJのように意識内容への干渉が妨害となる「芯、識競合型」の二和に分かれる。最後に

「恭本反応辺」については前二者のようにl珂権な定義は燥しいが、:iUi!f(睡眠から 1=1がj'iめ

る)や驚樗といった人間に|恨らず生物一般に見られる基本的な反応を指すものであり、生Jlli

的な観点からもとらえられるものと考えられる。

に瞬時に「怒り」を起動するような準備態勢が作られる 。 従って待機J\~態度が形成され

スキーマとして記憶構造に-m.'註したあとは、わずかな入力であっても芯凶によらず白動

的 ・訓り込み的な情報抽出が行われ、直ちに「怒り 」が起動され、意識化されることに

なる。

また、背筋1の相手に対する抗議 cr警警告J)によって謝非が得られれば (これ以上伝

入する意志がないことの表明) r怒りJは動作を停止する。

近隣騒音が「不快」な時には必ず「怒り」が生じており、 「なぜ不快か」といえば忠

由はあるとしても、冷静に考えてどうでもよさそうなことにも!肢は立つし、それをl上め

ることもできない。この点からアージ理論における野生合理性のように、何らかの原始

的なシステムを仮定するのは妥当性があると考えられる。またこのように近隣騒音を感

↑12jの而からとらえることにより、音だけでなく「なにか腹立たしLリなどの関係する広
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ここで就寝1[I]'，r;.などの騒71影響の

'1'にはI1起l刈がJ正木スキー?による

場合は 11i~本反)心相」と見なせるもの

があり、j)'t_;t_脳汗のみを対象とする場

ftなとはこうした」正方によることが

有効となることがある。ついてながら

|時眠妨常については、認知的観凸、から

は'1tt'il，!と);沈1}I[Ij'jの 2純に分かれ

るものと与えられる。前者は「起こ

されることJ、後必は 「限れないこ

と」を備すが、関係する認知様相に

おいて Ijl~_，IJは)'4なっており、これは

Tablc32îf環境認知1の制 ，I.I，~からの版 ;fの王IjJ\リ

生起閃

. )正本スキー 7 1~~

産業脳TT

.感情J~~!

近|務騒当

';;0~i智

.入力競令~~

TV~\ 聴取liffN、 会話 . 'dl~lfjWj'， I;: 

-基本}又比;相

:E!V~、続的、 l他}'，U(Jィ、tÆ 1'1 

. tn品川山:...1:::

-意識喚起型
就寝妨';lJ、平沼妨i1i

.意識競合型

忠、~妨'，r;.、 ib~.. ;t~ YJj ~I;: 

後-trが近隣騒音によっても生起する，I~~に表れている 。

)1、以上にとりあげた影響1洋は環境苫によって111接的に生起する騒r'fJl~~呼である O

Ffの影響には表rl'の項目のほか、さらに副次的な;必15!として、騒背に対してなんらかの

対処行動をとった場合にその行動に起因する不快感などが)5.えられる。たとえば会話妨

守の対処として大声で話すことによるストレスや、遮音のため!dを閉めるこ とによる風

通し等の惑さなどに起因する不快感なとは、こうした副次的な影響のザIJである。

以降、騒音の諸:影影1響嬰に関してl直直援的に生起するものに焦点を当てて?汗干I磁来与境t認知知1のf制叫此.'

から記i述t.!必sを行う。記述にあたり、それぞれの駁?背背=奇「影主響幸、 3-3において抗提一/ぷ兵した {庁奇s段2境

認知知lのJ綴株相のま怨類t説i型、前項 3-4-1に示した騒音t源苦頒型との|閲羽t係系について「均abl汁Ic3 3に生坐笹E型型li ! 

しfこ。
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Tablc 3 3騒FTによる IIH量的影粋と認知Iの様相|

騒百による影響

認知的類型 入)J校合引 J企本反応可J 意識喚起押! 主d滋x{i-型
紅会的類型 I1会活動影響 イ間人活動影響

rv等 会話 ー :ii:1'ii' 責苦官; 就民妨害 平隠妨'I: 思-%妨3
聴取妨害 t也話妨:主'

感覚6ii入)J ① ① 

認、
意識喚起 ①・1 ① A 

(! !?j 知l 話納容-oT沙
の

様 ↑71動 (怒りて:ip) ¥_'[ 

相j (怒り九 (怒り )企 (怒り k
3己1.1¥の差是W{ 、戸u、， ② ， ，2 • 

(子JYI外)〔ノLーノレ)(ノレーノレ)〈ノレール)

産業騒FT 。 。 。 ム 。 (， 

起 (子即i外)

図 近隣騒音 ν ム ム 。 。
(大ffi~ ) (チ則外)

凡伊J: .，基本的スキーマによるもののみ

(認知の綴相)① [1'[接的に生起， ② 副次的に生起，↓ 生起させる， : 記悩!ュで結合

(生起因)0 →般に生起する， 6一部の7刊現で生起する，x ー般に生起しない

2)入力競合型 (聴取・会話妨害など)

このタイプの騒日の影響は感覚探入プJ時の刺激|品lの競合によって生起する。また社会

活動影響併と電なる類型であり、騒音によるコミュニケーションの妨害である。J-.L体(()

にはTVやステレオなどの聴取妨害と会話妨害が含まれるが、前者が一方的な聴取であ

るのに対し、後者は相手との双方向的な発声 ・聴取である点が具なっている。この点に

より、会話は背屯や情報の繰り返しなどを騒音に対して適応的に調節できるため、 TV

等l隊収11寺よりも駁ffに対する耐性が高いといえる。

TVやステレオなと聴取対象の音id:は -}Eではなく、;影響が生じやすいのは苛益の小

さくなった時である。この点クラユノック背楽など夕、イナミックレンジの大きい聴取対象

は妨害に弱L、といえる。騒音下で妨害を受けるのは弱音の演奏部分であり、弱音吉Ilに荷

量をあわせると強背音Ilでは晋祉を調節する必裂が生じる。(ラヴェルのボレロなどがL、

い例である。) 一方、 言詩的情報はダイナミックレンジが小さく音量の調整はしやす

い。しかし情報が妨害によって一時的にとぎれた場合に情報が伝わらないことになる点

で、突発的な騒音に対して音楽よりも妨害に弱し、とも考えられる。

対処行動による副次的な不快感については、先に触れたように聴取や会話の音量がな
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んらかの快適な純附を必えた場合に化じる。会話がfflitを適/，i;、的に調節lできるといって

も、会ぷ似Î~守に閲する駁 fTの影響!として「大):イて一芯さなければならなし、」という指摘か

調企によって符られる例がある。おそらく人間jには会活において 1'1然な売戸 ì~~ :1¥:の他聞

があることが与一えられ、たとえば芥野らの調ぞH!i*32)0もなる成人被験 11)i"iにおいて 11

'，:i~'の会話レベルが燃J乙で 775dBm正で共通〕もこのことをノ1， 1凌している。これは T V ，̂~ 

の聴取11与にもいl織である。

以上より、聴取妨刀と会J;li þjj~i;' は騒?干のある1"0正以 l二のì'ý :11:に対して11'/1:.することか

ら、政;R騒 ITに対して生じ、近隣駁 ffでは発生しないものといえる。 またえ~'r:;~ 的な駁 IT

においても発11することから他の駁Ffの影響と比較して発JI，しやすいことが，管えられ、

版取妨害と会311妨';I;.では!III.(1fの)jが発生しやすいであろう。またこのI::]!Wを扱うにあた

っては、聴取や会話のi'l然な7f況の把握が副次的な影響までの犯併をみくことになると

与えられる。

3) 基本反応型(覚醒， 驚侍，聴覚的不快音など)

基本反応)\~の代ぷ例である党程と篤侍は、生起凶となる人)Jll'i fli については1'1一絡を)'~

にするものである。すなわち後でも述べるがfiij省は基本的スキーマが関係するf出版人)J

に対して生起し、後者は循環的認知過程の中で定位スキーマにより決定されるjOJ1.Jt~ (I~ 

系と異なるw幸I.!入力に対して生起する。いずれも野性合m.tを持ったアージ ・ソステム

が支配するアージの活動の級相と考えることが可能と思われる。

もう一つ基本反応砲である t可能性が品いのは聴覚的不tlE77である。代ぷ的な伊!として

「爪ですりカ戸ラスをひっかく音」がある。 これに属する i}JjC象は記t引Jj械によらずl白銭

的に不快感を生起し、また:rt程や驚博とは特に関係がないものである。同様に聡:i'UI'J快

背等が存イEする "J能性もあるが、既往の研究は少なく、これ以上の行」えは避ける。

-覚醒

J:t~とは汗によってl既阪から起こされることである。長lrJらによれば 33 ) 1碓 11民 '1' の荷

段境については騒汗レベルが40dsA程度でも生理的に深い11民りが!iljC8されるという。:i't

躍に|対する心理的な問題としては、;51i'fとなって表れるのは「起こされたjことによる

ものと考えられる。

11垂i即時には外的入力に対して意識的な認知は行われず、おそらく必本的スキーマ、す

なわち大きな背なとを受け入れて窓識化する働きだけが働いている状況にあると考え

られる。 :ENが生じるのはレムl睡眠のように 11眠りが浅し、」ときほど容易であろうし、
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i，?+i{1而てーは大きくなるほど'1=.じやすく、平均背正レベルよりもピーク仙の彩符が大きい

と思われる。こうしたHll111 からずí~~は近隣騒Ffによってはノ|起しないものといえる 。

-滋樗

;;に対してj吃きが先生するのは，J)~)目的な{7IJ としては交jJ]) 'M&のような災発的かっ )1 :

II'，';¥'的な背に対してである。アージJ!H論によれば「驚き」は必つのアージであるが、機

能的には「篤き」アージの起動は瞬時で終Q、し他の「恐れJ1怒りJIH奇心」匂zへと

移行するという、各村アージ起1:)]の先導となる「プレアージ」として4川nづけられてい

る。

I~j者き j が生起する状況は、 1的E主的過程の '1'で主目立スキーマによって決定される 11下

怨状況」とそれに対応する 1f'匁!知1:i'tJ標的系において、)911与された入)Jがなかった状

況と、期待標的にl:Jiしないt史的からの入力があった状況とされる叩〉。

篤仰を生起する1T:.H象は I'，:id!のような特性をもつものであり、 ilf-'11脳汗・近隣騒音の

区別によらなし、。

4)意識型

辺、識1担の騒1TJ影響について、，;f!.知の縫相の中で|問題となるのは芯ドlにかかわらないrJ

動的な意識化である。 1f~ 2 ;;'i:.で述べたように、i'I動的な立織化は)，1と本的スキーマによる

ものと一般的な!必↑，'，'1こよるものの 2純鎖がある。前者はF企業騒ffの、後おは近|境騒九一の

影響として典型的であり、従って|可.(1fとも意識型騒音;影響の生起|正!となり得る。

循環的認知過程において、意識化と感情の喚起はフィード‘パックを繰り返して明制す

ることが考えられる。従って近隣騒汗の場合はもとより、産業騒ffによって生起する場

合においても!創!?が起動した場令は!iJj官がいっそう大きくなるであろう。この代ぷ的な

感情が「怒り」である。ここで「うるささ」は必ずしも「怒り」を生起させない。近隣

騒下fの項で.iAべたが、「悠り」は社会的なルールを巡マjしない対象に対して起動するア

ージであり、たとえは'fl:会的に必要な騒音源に対しては「怒りJはぺ二じにくいであろう。

μ体的にはトラックの騒斤には版は立たないが、|司じ騒汗レベルでも暴走族の背には/jll

が立つ、とはいってもトラックの騒背も「うるさく」感じている、というケースがJ号え

られる。

意識型騒音影響は、 ztt哉そのものが妨害となる「意識喚起型」と、立識化そのものに加

え、思考時の会話音人力のように意識内容への干渉が妨害となる「な識競合型」の二種に

分かれる。
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4)ー1意識喚起型(就寝妨害，平穏妨害など)

就bf!J)iii;.は行'F象をな識することによって11民れないと!必じることである。

:;沈r::!JJj'，i;の11:_k;の機仇について、 「人11民時にはJIIlむ識状態にあることか必必である」

というんL本的{反応はlil)日iiないと思われる。このとき11則的なlIislI民1J.iぷに対して、なんら

かのスキーマのむ織化t::ぷがそれを|二jlllるときに就'j)fVj"l;が発11:するとどえられる。た

とえばなにかにJ41い附んでいるときに円、ろいろなことがliJlに浮かんできて 11民れない」

というケースなとである。したがってこの白から、 11民ろうとすることは「立織しないよ

うにする」作栄一であり、 j比五IfVn'iはその作業をfVj'，iiするもの、ということも IJJiiEである。

とても11民いときは川|瑚の環境が常識的な範|刑でどのようであっても似ることができる

であろうから、 j比五~fVj'，I;が発生するのは、実際にはそれほと 11民くないときに 11民らなけれ

ばいけない状似においてと与えられる。

やすらぎをfVj'Ji-されるのが手際妨符である。平穏とは「特定の対象に対して意識をし

ない状態」と々えられる。これに対する妨害とは 1i'1動的な芯:議化」であり、この点、

11，:起のb訂正|や認知lの隊+11は就寝妨告とほぼ同級である。

j沈民~fVj~ii と、下総妨 ';11の J;!&符の大きさについてt_'[klを比校すると以ドのようになる0

. 、 F~穏H寺は就桜lI~f と iさって「，E、識しないようにする J 作業を行っていないことから、

騒音の.'d.識化はl直接的に立図に反するものではなし、。

・対処行動については、その中に 11'1分の/iでも汗楽等の7fをIBす」など就1;，<時には

採りにくいものがある。

・ 就寝妨害は35!1Jのm却Jに文附をきたす等の副次的;}~~~がある(必ずしも磁 Ji の J~~'咋

でなくても点任の帰属は行われるであろう〉。このことは「怒りJ!必↑Jjを生起させ

るとともに、その繰り返しにより待機，\~態度の形成を促進すると与えられ、こうし

て生起した「怒り」によってさらに立識化が生起しやすくなる。

・就寝妨咋は11車|抵要求が強い場合就寝nJ能になることによって解消するのに対して、

半穏妨舎はそうした解消が起こらない。

4)-2意識競合型 (思考妨害，読書妨害など)

意識競合型の特徴は、それが言語的な情報処JlIlを芯識的に行っている状態に対する妨

害であることにある。こうした心的作業に対するUi'Hには、 3-3の認知機相の中の言

語的情報等の入)Jによる意識内容との競合が関係し、この綴キ11が生起因として加わる }，'y.

においてi(ijJj':jの意識喚起型と異なる。

66 

立識競合J¥りのもう 4つの特徴として、心的作業の江波需要:1::が大きいことが本げられ

る。 Wi?子による flô~の '1'断とともに、こうした芯織の ;1，i~:I:: と l'I !fU.バ'10な必識化との札僚

がストレスとなって影響する、これが忠Jf妨与である。 したがって忠之妨'/;~にはな識の

;心安.llfが袈Iklとして関係する。

立誠競合J日の騒「fj必仰には，も!，Jf fVj'，I;. や出/~，Jr-妨'Jfといったものが本げられるが、これら

について認知的制点からは、な識の;lri~:立の点からぶ.l&することが油、円であろう 。

立織の ;11j~; I (の飢/，(では、小"見を読むなとの一般の説，1;は ;I，i~:止が小さく、勉強や論

文の執A在、あるいは参与文献を必むといった作業はそれが大きいことがとえられる。こ

れを認知の観点からみると、後.ffは常にいくつかのスキーマをか;性化し絞けて、 +11/]の

1J(ji1!性を見いだす作業といえる。こうした作業の1'J:'['Iが，Ef識へのUf;;jをdめている1!5仏l

は、記憶構造の状態 (それまでの祈性化の文脈)や意識によって111l，む識的に活性化され

る 二次的なスキーマが、思8fl'~ には.ill::2!I支が低いことにある。すなわちその時点にお

ける意識内符と1J[).i!J!する必1lIな知識スキーマは、意識的な山、的m到Jの結決として活1'1化

されなければならない場合が~~、。この布、で対照的なのが』直前の説， 1;'である。 ~J~ ，1;:にお

いてはストーリーの文脈に関する記憶が、その時点における'Lイ101'1業に大きく氏献して

いる。 ーえでいえば「先が読める」ということになる。

l止lよ2や-'fねと比べて.'~Jf I ;j: /1二活の '1' で時間的;IilJ合が低く、 tti 1'/i のブl;! 1 :数はそれほと大

きくならないことが子位!される。しかし、妨害が発生すると、立|渇的な立滋化との'1止際

が生じる点で騒討の影響は大きいものが考えられる。

5)既往の研究例

騒ffの影響の調子i'{7I)は多数のものがあるが、調dE紡-*について、車内泉の平市:倒的な解釈

とともに、これまで駁7f影響について考探したように球威認知lモデルに拠ることにより

解釈や似u1づけが作易になることが期待される。

騒F3-:影響旬のULi十が比られる調査として、藤本らによるア Jケー卜 t湖伐の例 35)では、

主に道路交通騒音の彪告書が与えられる地減において実胞した住民アンケー卜調査の結

果、騒音影響が“頻繁"“やや頻繁“の指摘本は「不快JIT V聴取妨咋J1雌限妨'，1;，J I:i'i: 

醒Jr驚がく J1'，江崎妨持J 1会話妨害」の)I~tであった。また山本による米市基地付近

の航空機騒;干の彫響にI刻する住民調査結果 28)においては、影響のJ!Ji)支の)1聞は ITV聴

取妨害J1会話妨害J1氾話妨害J1し、らいらJ1忠考妨守J1ギね!VJ作」であった。

これらの調査結果の影響の頻度について、 例えば入力競合型の影告書である ITV聴取
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kljf古」が「会ぷIj)j'，iiJ 1'， ι ，[i!J)j ~I Î_;' Jよりも頻度が，:.;jo、l.i.は先に.命 じたEll山が与えられる

が、立ぷ)\"の Jj!&~!呼も合めてd知的観点からの考察により 何らかの解釈が 11Jlj~ではなしゅ、

と与一えられる。

3-5 いくつかの事例についての音環境認知の観点からの記述

ここでは騒 JT研究における概念や研究官IJ について、 n:f~境，::!i.j;11の似/~からの試論

的なおjÆを行う 。 n:~辺境 &t~女11からの記述はlリlぷ的なモデルを似定しな~ '，iL述と比蚊

して、 1.'i.ii'，'づけゃな味についてのlリj倣な記述がIIJ能となることがJ9J1.¥'される。

1)ラ ウ ドネス ・ノイジネス ・ア ノイ ア ンス

まずはじめに騒斤の/;.(;件として問題にされる心段以として代ぷ的なラウドネス ・ノイ

ジ不ス ・アノイアンスの 3縦念について認知]の観点から右主主する。

はじめにこれら 3概念のJTJ例の代点的なものとして、定義および1:'1必を錐EHしたJ誌の
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Tablc 3 4 騒音の心主!l的不快感の 3~Vi' とその2!! IAl Uí< )
属性名 断念の定義 1Q図名 t:l!!閃

第 l属性 エネルギーの 物VIl的 行線エネルギー
“大きさ 主観的評価 定1i¥.tl 周波数特tl

(ラウドネス)

第 2属性 純育成分

や均、ましさ" 聴覚的 物EI[的 継続時1m
(ノイジネス) 不快感 JI辺市tl 在iJ'l'rt

断続性

伯祐特性
第 3kJ:itt 騒音に関わる Jlo物理!的 B長且T
うるささ? 不快感の総祢 tl'tl 馴れ

(7ノイアンスI flI侃
1T政との関係

アノイアンスは不快感の総称であり、とりあえずそれが折し示す領域についての共泊認

識は{!?られているであろう。おそらく区別の上での問題点は、不快感の部分集合として

定義されるノイジネスの指し示す領域が明確でないことに起閃すると考えられる。

以降、前述の定義を1，1;本として認知的観点からの解釈を試みる。ラウ ド不ス、アノイ

アンスは定義に従った解釈となるが、ノイジネスに関して新たな定義を」まえるのがよさ

そうに思える。

ラウ ドネスは高ーの大きさ感であるが、エネルギーについての一色倒的評価と定義される

よう に、認知様相においては 「需附liJである。したがって通常の認知において大きさ!議

が表象化されることはなく、評価実験な どにおいて初めて生起する。ラウドネスは不快
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スをひっかく背によっても、ある粍度以仁の音~j(がないと Jìri!~はノ 1 :. じない。

このように聴覚的な不快感であるとともに“やかましさ"として与とみされたノイジネ

スは、 J)i'句t'1の';'1，なった 2つの認知機相を対象とすることになり、この山がノイジネス

がJ行し示す領域のlリJMIな記述をJ'iflしくしているといえる。

ここで音域境d匁|の花見 }.I.'~カ、らノインネスを考えると、そのt' 1人|として、先に述べたよ

うに;，~_，j\: ((1 スキーマに凶する 1-，';宇tHIIIII: である 「聴覚的不快感」 と 「 色、設喚起」 を与えれ

憾の~仏l とされるか、それi'l体は「評価」 であり不快感とは関係がなし、。

アノイア/スは脳ffのj彪縛の結果として'1'.じるfJの感1，';である。駁 {iの銀特にはliijJj'l

に挙げた 11'(接的 J/~仰とともに、 Fig.3 8の1114'によるアノイアンスの仇j1;:I:;，:1ム¥;(こぶされ

るような、対処行動匂による副次的な;;~仰を合んだものである 。

ノイジネスヵ、|υl じく恥，u:ï的な4主的とさ~1，るラウド、ネスと j巳なるのは、それ泊、W1111iでは

ばよいとJ号えられる。ノイジネスをこの 2方向からとらえれば似山づけのlリj{j'(I;化がIIJ能

とど一えるが、ここで 「む識喚起」 は 11'itま的に快ー不快感とは IIJ:J係がなく、 '~ì t'11~およひ必:

識喚起型の彩斜!の品N)J.!として不快感が生じる加;t'1である。このようなノイジネスの主主義

なく不快感というnの1:刻!?である点による。ここで綴汗の小快感とは，.:!!.?;IIのJ制11におい

て何によるものかを考えなければならなし、。liij節 34 2において、必知的制}，'.i.からみて

山下象巾独としての綴斤の 1"(接的彬響は基本反応lt~ と立浪1\'1 にま3'l刻化されることをノJ、

した 。 このうち"己1:\H"J:f~ によらない影響は;.!i本反応11'10)'" で 1 :ìï:IIl. J と 11M:党的不快感」 、

/ノノハ、~'K，，，-、

/////¥ ¥¥¥  

r ~qriiffi 1圃国国国国

/ 
1/ 

l7? ~"'-こIμここj 工4ここj

がアノイアンスとの区別の j~でも必裂ではないかと-%える (Fig.3 9)。およびC識喚起I\~である 。

ここでノイジネスを主主義どおりに、聴党的な不快感であり騒71二の1'1-11'として去される

ものとすれば、これは上ìÆの II悦~:ït的不快感」に限定されたものであり、ノインネスの

例として挙げられている“ラウドネスが大きくても音楽はジャックハンマやモーターハ

イクと比べてノイゾーとは知:rtされない"という点にもノ刊行しなL、。この川法は山本に

よる偉いtにおいてもJIlI，、られている(Fig3 8)。

Fig.3 9 
ラウド午、ス ・ノイジネス ・
アノイアンスが対象とす
る，認知HJi制l

" Eま

x 
的 ?

不

t夫

社会的個人的fJ i ~ 
心理行闘の混!t
(固有配当主:蓄のハランスの〈ずれ)

対処行旬結果による
心理的行倒的問凪

アノイアンス
(anll()yance) 

〈相''''】

む会的個人的む
心里行闘の混乱
に闘する予期反応

官以外の支~の
鉱曹(竃々しさ}

注憲行闘の
..められ

省そのものによる
~:O:.ゅの術家

官ノ

(;度"エネルギー) う
う

主主王宝"̂-
(loucllless) 2) 音事象の印象，緑の心理的滅音効果→評価型態度

Jイ，キス
(nOISllless) 

川忠貧原因の
円ミ快感

(やかましさ)「- 行f.hWl調益においては物:EU的指標とともに音事象の積~lが記録されることも多く、ま心理的陶齢反応

た舟環境計 phjにおいても何かをI~ じさせる(なしつために号事象をJj目的選択 . lIèii1するこ

とになる。ここではこうした伽々の音事象に対してわれわれが感じる印象について、認

下←一隻 理 的 反 応 の 蔵 造

笠型的，、ランスの〈ずれ

ドig.38(r'j!1il)アノイアンスの榊ii主図式(l.u4ζ''')

x鼠反応笠型的関自民

知の矧占からその小'Linづけを宅察する。

環境認知モデルにおいては「印象Jとは評価型態度を反映したものと似位づけられる。

すなわち、印象dX現訟は 7ヤJ~象スキーマを構成する概念的情報の ItJft.&mであり、 ~Iqilli

型態度は対象あるいはその概念的↑1i報に付随する情報である。1fi2市に述べたように、

ある評価型態度が付随する背事象の出現は、それと対応するムードやアージ、行動なと

しかし定義においてノイジネスはラウ ドネスを包合し、 11_，j¥:，誌として“やかましさ"

があてられている点を与えると、これを意識喚起型彰響の結果としての不快感を含んだ

概念と位置づけるのが交吋と身えられる。ここでIl¥J;mになるのは「ラウドネスの大きな

背楽」によっても -:0~識喚起型の影響が生起する点である。つまり聡党的な不快感とな織

の生起に効果を持つ(rig.3-10)。喚起とは直接関係はない。端的な例が「覚醒」であろう。 EZ栄によっても爪ですりカ。ラ
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r ，n{tlhJ~!態度j か付随 促進 ー ムード・ 111¥由

した対象のIU現 l アージの'I'.h:

ドig. 3 10 評価キJ態度の対'J.~~の 1;;(1 式

たとえば 「よくなし、Jì'/1: JJ~象の IIWtはムードをれの )jlí'Jへ重工作させる効民を j.'j ち、不快

あるいは怒りといった!創J;を/1:起させやすくすると与えられる。また lii;動的なJ('，' 'J; 

象のある 11寺はIi;よ 1';'などの行動は生起しにくいであろう。こうした fi"'jf象の印象にiJ.¥Jする

51体的な心.i&については、これを主題とする第 l市の災験結果の与疑におし、て，:1しく命

じる。

街路騒汗などに対する街路樹の緑の心理的減音効-*については川村による実験的検

討 37)などにより必I}-*が検，;11 されているが、これについても n"J~象といl桜に、街路樹に

十JI植する評価J\~態伐との関係が考えられる。第 4 -'i';iの実験において m然」には l'、L、」

という、 ~jHllj l'j( H:!L\!必〕に|見lする評仰l型態度が付随するという高山県が1!J. られている 。 こ

の点から~えると、紋の効果とはこうした 11当然」という概念的l ，'i~l{ に付随する、 l' 、

し、」ものとしての，;HllljJ\~態度によると解釈できる 。 このことから泌総河内に~.えて、紋以

外にも水など、あるいは制対象に|浪らず7k.c'fや虫の行なとの (í;-'J~~去によっても、 I"J -I1の

効果がJ9Ji寺される。1::JMrlが騒背であるだけに斉による対策は効本が思いかもしれないが、

また逆に百の)jがイiil)}であるという見)jもできる。

3)調査における自由記述方式と選択方式

住民に対するf.:;1!1Zぷi識調ftなどのアンケー卜の形式として flill，lc'.i&法式と選択)j.f-~ 

がある。ここでは ー例として 「どのよ うな青が気になるか」といった質問項11で、汚名

を記入将が;己人するもの(Ii l~l 記述)と、列挙された菅名を選択するもの(選択〕を与えて

みる。

!盛 1 ，'j的態度の点から>~て結果として得られるのは、 1:1111 お:iÆ法式では Eとして待機J担

態度が反映されたもの、選択方式は評価型態度と待機型態度の両)jが反映されたものと

考えられる。待機J\~態度は先に述べたように感的行~J)遂行の機会を1-'iつ態度であるが、

たとえば「怒り」に関する行動としては「他人に訴えるjことも合まれるであろう。こ

のことから待機担態度が形成されていれば、白 Ijl記述においてその対象がまずはじめに

ぷ出することがH1.lされる。これは選択方式の場合でも|司織であるが、選択)j式では列

挙された音名に対し，Ff佃l型態度に基づいた判断も行われると)5.えられる。

待機型態度は実際に感情の生起が繰り返された結果によるものであり、それが付随す

72 

る汗事象のl1WI.は l立銭的に感情を/上起するのに対し、，;'"自IIjJ\H.樹立がH 随する ;'~'JJi'象の IH

現はある状況のもとで!必1，'，を'1二起しやすくする効果を作っか、災|僚に!:長1，'!tJII 1起すると

は l取らない。従ってl-.iÆの品~1l'伊lの場合、それが騒汗による Ji31呼の引状山似を 11 (1甘とし

た剥fiffならば nlll記述式が妥、円と与えられ、また将米的な ;J&仰の "Jlj~ l' l の j~j).;\を 11 的と

する調査ならば選択)j式が~吋と与えられる 。

以九日~lJの概念および研究例について認知的観点からの解釈をわーっ た。 本釘jにおい

て、それぞれの概念や併究対決のルっち、l沫の記述はIlJiiE:であったと与えられるが、イJ)IJ

性にI).¥Jしては各研究行の例々の研究領域における州断を泊して与える必t'iがあるため、

ここでは記述が 1可能であったと I-~lえするにととめる。
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3-6 第3章の結語

本市はここまで既刊の背環境研究について汗環境必矢11の観点、からの概観的与総をわ

っfこ。

ここで背環境に|刻して 「記述」と は1[l hîJの ーつの立場を与えると、-1'，;命メ;の)，~，刈で

ある Jf環境認知|の観点は1m者に、本立のはじめに提示した 1.学的観l:iは後11に、'iてはま

る 。 また計 lilll対象となる人々にJ~j位しである ♂定の必1)*が仰られる"JíiË: 1' 1 の ことを，.l I ， llj

"1能1'1とすれば、 l学的観点による人間 肖環境系のとらえ)jはこのような内脚点によ

るものと与えることができる。これに対!忘する背環境認知lの観点は』記述"1能1'1といえる

もので、現象とJ)L象を生起させている機椛を記述できる "1能1'1を指す。

さまさまな活動iこ十ドって意図的でなく発生する音が大部分を占める背以82を対象と

する領域において、記述可能な範囲と比べて計画可能な範聞は非常に|恨られたものとな

る。こうした背環境計 111可がとり得る万向性を包括的に特J!Hした日;[往の知比としてき支|判に

よる例 38)を示しておく (Tablc3-5)。

ff環境計ドhiにあたって、本来その方法論が計T!lli1可能性と記:i&"1能1'1 の後}.'，ï，に )，~づいた

ものかどうかが11日われるべきである。本市はこの点に|刻して記述 t可能性を対象と したも

のとして位従づけられる。

Table 3-5首環境計画の悦野

団竺
音の容れものっくり 目的音づくり 背景音づくり

キャンJ、ス 図 ・モチーフ 士也・パック

空間境界条件の制御 音源の選択と設計 暗騒音の制御

空間の響きと遮音 主題音の創出演奏 慈玉低減 ・善玉付加

基本計画 音の容れもの計画 自然音を活かす計画 騒音源制御

計画条件 地形 山，谷，起伏 水流。披，風!百; 交通騒音 辺路2f
領域設定 地物ノ九石，樹木 樹木，草，落葉 工場設備騒音
性絡設定 道路眠 j~，舗装 動物， .~)，昆虫 生活音，人間百

目的設定 広場 1弘境a面積 生活音を活かす計画 {云搬制御

建物形l申E，F4さ 戸，拍手，足首 距離減主主

工作物，!lJl 動作音1物音 遮蔽，反射，吸収

音響計画 音の雰囲気づくり計画 目的音づくり計画 騒音の総合制御

TT場づくり 時間特性 環境苦からつくる 空1m制御

音づくり 響合残響 自然音 区分，分)1
'
1

騒音制御l 空間特性 人，物音 時間制御l

方向性，拡散性 ゾンポノレ苦をつくる 時!日j規制

境界特性 笛1チャイム，i唱 マスキング制御

反射，吸収，遮音 楽音 sGN 

演出計画 空間の動的制御 催事イ ベント 1祭り 騒音の動的制御

音の演出 形状 ・寸 法可変 日常通報案内，呼出 笠間(1'1メリハリ付

しらせ 焼界特性の動的制御 非常通報防災1救急 時間的メリハリイJ
ilFfi 吸音可変 官の創出 主役づくり I~Jづくり

生活 空間検出音制御 楽音 静話I)Il出

走音装世，ビーム音 人工自然音 喧騒演出
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第4章 音事象の認知格造に関する実験

本市はイメージ昔事象 (背を:t際に|刈くのではなく、市ーの名 liijのみが11ぶされ、

それがIllJこえてきた状i:)cを;¥!.!像したイメージのこと)をJlJe、た印象"Hdli災験をi!U

して、肖「事象から感じる印象の凶子十時j告を把1!i!することを目的としている。 I，!.の

椛成として、 43分析と必然の記述においては分析内科と得られた対処の心i&を

'1'心とし、必知l的観点を合めた全体的な考察は 441fj，1 ，;1の総JEに介めた。

4-1 はじめに

4-ト1目的と位置づけ

1) 目的

本実験は人が1T.JJJ象から感じる印象が全体としてどのようなものかという点につ

いての把握を 11 的としている。既往の研究は人!日jの日現焼必~IIにおいて、うるささや

的けさといった つの側luiからの他似を対象としたものが」一体であり、本市の 11的と

する「人がr:r'JH象を令体としてどのように感じているか」の山症についてはこれとい

った先日比がないのが別状である。

千円玉象の認知1は人111J一首環境の情成史家(人IMJ.首都1・空間)それぞれのがJ来および

それらの交互効果のj汐Sを受けると考えられるため、実験において種々の背!;;;岐を設

定し、待られた認知l納造の比較を合めた)j察を行う。

実験手法は、音事象名から惣像されるイメージ(=イメージ音事象〉を印象;刊Hiの対

象とする主観N定災験を主として川いた。その上でイメージ汗事象と実際のff!JJ象の

Il/，J係、およびイメージ実験では把出が困難と考えられる空間]的情報処理などの認知級

制1の影響を確認するために現場実験を行った。

2) r認知構造Jについて

「認知情造」という I活については特定のm法があるわけではなく、考察の対象とな

る認知の機構を指す誌として適応的にJm、られているようである。4:~;ïにおいては、

「背事象から何を感じるか」の因子構造を表す誌として月Je、る。

);-(11'&あるいは~ rlJ]の印象評価において一般にJlH、られている類似の川誌として「評

価桃造」があるが、 「認知構造」はこれと対比的な位iliづけを意識もしている。環境
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必矢JJモデル 1:で 1，;'1苛lIit，¥¥ill:Jの 1，;干l!lIiJとは、

"判IIliX、I~の概念的的判i と訓111li概念、の比絞手続

きという能動的な心的ff'.:tー としてみ~!:JLされる

Cf j日37)。また被験.{5'が対象から辿常はI:Oじ

ていない，1Hrlli概念、についても評価を行うこと

はIIJ能と与えられる。

くコ
ぐコ

対象スキーマ 概念スキーマ
(fr-'J謝 (うるさ)，，¥.，ft.戸)

Fig.3 7C 1'iJlJ)汗仙の似念1><1

自立に行われる印象付111li実験における，;'I'IIIliとは卜"，i&のような能動的な心的fl楽で

あり、こうしたl川IIliのI}.:I{.桃造について 「計制li構造」の"古カサ110、られている。HH1:は

多分に能動的な感覚であることから、視環境をlド心とした傾城においては評価を研究

対象とすることは妥fi性があると与えられが、これに対して斤環境の場令は、 r;VJli干

を立識すること、あるいは駁奇問題における「不快」や「怒り 」などの!創出のll'.起と

いった、受動的な知:i1:に始まるi認知様相をnn:逝とする必要があると考えられる。

本市:の実験においては11'，':片的に被験省が行っている汗七象必知l に)，~づいた印象H十

111liを仰るために、 1f'jC象の印象評価を行う1::1iJ!評定尺度として、 1/司々 の被験(iから1!]

られた「斤'F主主に対して持つ印象をぷ現するJ丹」を例別に川いている。また:Jミ|探に;?

を 'Ê/J~ しないイメージff)H~まに対する印象;ÞI附lIiは、実際に肯の E21示をü う尖!鈴と比較

して、その時点での知党対象の路糾!を受けず、 i過泊去に尖際に経験したE印IJ象に舟刈Iするふ"

側のみを行つているものとJ与与号智;えられる(→ 244イメ一ジ参!照照)λ。これらのことから、

f符与られる司評Z価の灰閃11'-乙構造は、実際に汗'IJ象から!必じている印象を反映したものと与え

ることができるであろう。また音'F象から感じる印象とは 3-5で論じたように、日

常的な経験により形成された、下f事象に付随する感情的態度 (評価i塑 ，t.'j俄型)と関

係のあるものと考えられる。認知の対象に十11姐する詞ι仙iJ担態度がそれに対応する感↑lt

やムードの生組を促進することを考えると、印象の構造は、 II織や感情がfドう実際の

汗'IJ象の認知と何らかの対応を見いだすことができるものと々えられる。こうした市

から、本'，!.の実験で得られる評価の仇j置について「認知l椛造Jという誌を川いること

とする。

3) 環境認知モデルとの関係

本市でとりあげる認知的jEの考察の対象は、リアルタイムな認知1ではなく、 I~n' 的

な経験により形成された記憶に基づいた印象の因子構造である。これをB;im認知モデ

ル上にぶすと、対象スキーマの構成12素である記憶情報のうちの概念的情報がどのよ

うなものかについての把握を考察の対象としているものといえるCfig.4-1)。
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印象評1illi は印象.R!:J~，mを媒介と

するものであり、印象.K!:J~認の拠

りJ9r となるのは概念的記憶 1'，'it~

cたしい、 11'，'片的、といった対象

の1'1:11に|刻する情報)である。ま

た感1'，';の 1(1 1から ~i ると、 1:長↑J1 的 f&.

lえは対象にiHiiiする とともに対象

に十l附する概念的記憶情報に1.1凶

するものでもある。たとえば騒7T

対象スキ マ苦情成する
対象スキー

l情報スキ マの種類
(音事象) I ' rむの」

1 記 り (，りも~"噌

r一一一千一一~ ， 二盗金色並1t!
6 C>  =ム コ二ヒソード

'-------C> c>  c三三;:::/ . H;己 き J~'h同i
(入)J 処Jlj!など)

ldf，'，的態度
その他

F，g.4 I Cド'g2 13の抜粋1

対象スキーマを桃成する↑fi十11スキーマ

1::I:Hiに関係するケースとして 「うるさいのはよくなしづ 「ルール述以はよくなしづ な

どは、 7f事象の槻念的↑Jj報に十j附する許官lIi担態度の例である。概念的心憶は過去の終

験の諸積によって形成されるものであり、本ZEでとりあげる認知桃j込はこのような範

1mを対象としている。

4)イメージ音事象印象評価実験について

本市におけるイメージ育事象印象許仰li:;!f!験では、被験:{1fーは:kl療に広i境i与をIluくので

はなく昔事象の名前のみが呈ぶされ、設定された状況においてその114がIlllこえてきた

ときのイメージに法づいて実験が進められる。

イメージrT }J~象の印象:w価も災際に汗を|渇いたときの印象許制li も J刊lIi という IÎ~ l')j

的心的作業である占では変わりない。すなわちいずれも日常のtfr~tl ， i{!，知にあるよう

な、 「気になるJ1不快」等のな識や!必1'，';の喚起を実際に体験することはできなし、。

したがって実験においてこうした面の評官lIiを行う場合は、実際に音'J(象を!剥くかlluか

ないかによらず過去の経験によるイメージをもとに評価しているとA哲えられる。 ヴi

で ili然を感じるJ1人工的Jなどの概念的な情報による印象については実際に汗を

Ilfl くか|品lかな L 、かは間組にならないであろう。またのでも触れたが、災I~~に 7干を t liぶ

した場合はその女IUl体験およびイメージ体験をもとにした ~'I~而liがなされるのに対し、

イメ-:/音心象の場令はイメージ体験のみのi?H，lIi*!i5l!:が待られることとなる。

以上のように、青色の美しさや管の大きさ感ではなく日常の昔環境認知における印

象を対象とするときには、音司王象イメージによる実験は有川なものとJZえる。なによ

り実験設定が容易であるという利点がある。

.Jj、本主主でよ日いたよう な音事象名にJ毒づいたイメージによる実験では、 ;Tの種類

によらない認知様相を明確にとらえることは難しいと考えられる。これにはffl止など
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のJ，~本的スキーマの|見i係する u?:!. 匁|やツ;<iI1\J 的↑山村iが合まれる 。 lìíj r，については~，lÆの fi

'J;象による不快感などの経験からd知の申Ih(Iうる さL、」など )を仰ることはlIJ1jgで

あろう。後おはたとえば急接近する斤は 「危険」を感じさせること、 ihlくからきこえ

る汗は 「ツ巨I1¥Jの広がり 」を感じさせることなどが例として本げられる。これについて

イメージによる尖験ではこうした制lを合んだ印象評価を仰ることは脱しいと忍ーえら

れたため、設定条例か限定的ではあるが、lJUJ，l :J.三験を i凶して ?)!I日]配[行の;ぷ~~に IUJする

検討を行った。

4-1-2既往の研究

先にjAべたように、 [-"l:JJJ象の認知lについて全体的にとらえた既往の研究はとくに凡

られないが、結果あるいは方法論において近い)j向性を持っとものに、 j銭本らによる

汗flの;;Hdli訴を評定尺Jj[とした汗'H象についての印象評価の例 如、佐々木による w
き一般れ、」あるいは「騒がしさ」のl白からの印象評価実験の例 40)4けなどが本げられる。

1，lj-Xではいすれもi'yJJJ象のイメーンに対して印象評価iがなされているん.で、本市の尖

験とloiHJiである。

前-Xは小学生及ひ。その保護右を対象としたアンケート，iJMの形式をとり、 'tii';の'1'

で聞かれる 48穐の背'JJ象について、主に従来から音色の評価請としてJIJ~、られてき

た 16対の形容詞を t1ol評定尺j支として用い、その印象について調べたものである。

結果として音事象の分jJjでは、 (1)騒音、 (2)騒汗的信号背、 (3)イベントの青、 (4)II 

然育、 (5)生活背の 5グループに大別され、図子分析の結果では、印象の図チE鮒!とし

て評価1)<1{-・力説性凶子・活動性閃子という 3因子がtlllH~ されている 。 この研究にお

いては汗定尺度として白色表現誌をmいていることから、結果として得られるものは

それらの評価語によって張られる心的評価~IlIJにおける背事象の位世づけであり、出i

lJiに述べた「評自lIim造」にあたる。

後.fiにおいては、ある一つの符仙lの軸について?ヤ1T象の評価実験が行われている。

このうち「好き 嫌L、」に関するものは、評定尺度として被!俊右のy1lJi主により科られ

た訪を使川し、 tE I:f;の '1"で聞かれる 12 粍~jの行事象についての印象評価について、

|刈チ分析により IHき-A:Iれ、」のJ判illi袋囚の.tNtiliを見いだしている。ここで「好き-

Mれ、」は~'::";fにおける実験結果で、必知椛iiEの主主主な図 F判!として得られた「評価性」

と関係の深い評価概念てーある。この}~から、包情的 ・ 統制的な 11巴握を n 的とする本 1 ，1

の実験の部分的な詳細検討例と凡ることができる。
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4-2実験の概要

4-2-1イメージ音事象印象評価実験

1)状況の設定

i'r 1;;1境の認知l術iiEは人 1 1\] 一 白~J:s1系の情成立:; ，{~ (人!日J . 計狐 ・ ツ)i 1l\J)それぞれの幼児一

およびそれらの交互勿~-*のJESSにより変化することが与えられる。 そこで:_k・験におい

てはjT狐および空11¥]の:t:'1);1による認知偽造のぷ異を凡るために、特徴的と)5-えられる

(fib;iおよび明II¥Jの状況として [居室 ・街路 ・テーマパーク ]の 3村を設定した。

イメージ実験において設定状況とは、印象許制liの対象となる;けi&_の選択と:Jf験11.'f

の教ぷによるものである。

実際の音環境において、聞こえてくる;刊五象の穐矧は空間により災なったものとな

る。たとえば住).5居室内とテーマノぞークとではIllJこえてくる汗の利:Jjjは大きく災なる。

本市はわれわれがふだん感じている印象を抽出することが日的であることから、.没定

状況にあわせてiT'Ji象の利'頒を変えることとした。ここで [J，i月ご]と [街路]におけ

る斤'J~象の粁lJJ'jを J&本的に日lーとすることにより、 wなる状i.lLにおける!日l じ ì'í' J;象に

対する印象JHlliの比較についても考察した。使用した音事象は[)，“主]と[街路]が

行惣学会編「ノ1:.i;f;J;;'1Jj)'に関する z調査J'2)を参考としたそれぞれ 37科と 36将、 [テーマ

ノぞーク ]は長崎以にある|臨海テーマノfーク 「ノ、ウステンポス」における音環境調公43)

により探取された行源名から網縦的に選択した 45積である(Tablc4 1)。

教ノ1、は各状1)Lについて、 ff~淀境を特に芯識することなく、また例えば思考や T V 聴

取状態などのように、 l直妓{自に音環境の;彩ls!'を受けやすい状況ではない 「特になにも

していなし、」状況を表現するものとした(Table4 2)。
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Tablc 4 1実験にill:Jllした行・H5it

番号 居室および街路

!お.::!j:の鈍

2航宅機のTf
3仁場の7T
4新幹線の1T
51J.t，Jミ必;の7f
61i'1lU)'Iiの定行17
7せせらぎの71
81ill，没作業の7T
9トイレ・ j孔れの給JJlo;)<n' 
10 お祭り・ 4正~fii り
IIせみ・秋の虫・虫iなど

12ピアノなど楽誌のff
13カフスのjl{

14初:・窓のI)，JI羽??
1511'1動'Iiの瞥↑日
16冷|援I)J機の7T
17学校 ・幼稚|必のTf
18交差点のイ"tUTf(誘導背)
19尚)gの拡戸25などの d出業72
201 ，p:の 'l~ぶかし 7T

21宣伝カ などの拡):1';&

22ペットの日

231aJ、illの??
24波の音

25赦忽'Ii・ノfトカーなどのサイレン

26ヘリコプターの71
27ァレヒ ・スァレオの音

28飲食応のカフオケ

29 公園 ・競技場t~の集会・行事の音
301-[-供の戸

31 移動販売・チリ紙交侠なとの拡声器

32小.l.:JのJii
33チャイムの7T
34花火大会

35赤ちゃんの泣き戸

36高速道路の青(実験 2のみ)

37上階からの床の苛([肘室]のみ)

38 
391 (以下実験2の

40 第 3段階のみでJlJ，、た)

41幹線道路の'11の背

42近くのjQの恨の背

431(白宅)居間のァレビ・スァレオの音

441 (35階の部屋で聞こえる)'11の走行音

451(35階の昔11Mで聞こえる)鉄道の1f
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ァマパーク

建物の併の1J/J 1~'Jì" ，:

近くの JRの駅の州内アナウンス

PJV)<の7f
l羽内のili刈制)¥':;船のエノジン IT
屋外レストフンのIlCM
ベビカが泊る7T
X8'Iiノfレ ドの;i-
人のIIIjひ()L

人の足IT
瓜でアフスのノぞフソルが倒れる日

とんびの戸

Jifliでコミが転がる JT
観客の11'110
í{!:'itのÆlJ ì~
せみのJ17
図内タクシのTf
人の話J苛
シャツタ を I~'Jめる 7T
子供の/f
工ーJ~の機械7T
イベント勧誘の呼び込み

放のはためく 11
数:';;I，lliのサイレン

イベノト H1 泌.{tの~~f.ii紙ぜl7干
ガフスびんを巡ぶ台'IiのTf
飛行機からの立伝(競輪)

食器を洗う苛(レス卜フン〉

木々のさわめき

十市除をする汗

臼転'1':のベル
車のドアの開 1~I.j?'干

車のパックブザー

航空機の1f
凶外の及。寸ーからタ)j"61時の音楽

小X::iのJH
イベントの案内政送
広場のノマフォ マンス(ノ〈グノfイプ演奏)

海の水音(チャプン)

カフスのfii
船のエンジン背

3時のカリヨン (述鏡)の7T
秋の虫の音

1E耳Iの筈筒

湾内の船の汽廿i
'4!;.が写点を織るカメフの背

Tablc 4 2各設定状況の数不文

i【居室】

都市の小の'l'低!凶住宅地、大きなj[[や鉄道からは少し人っていてまあまあ静

かな場所といえる。憐践してはいないが、近くの1街府1IIや学校などのffは少し

Ilflこえてくる。そのなかにある集合住宅の'1'附 (2から 5附NI立)の 'ギにあ

なたはけんでいます。

その'1'の11分の:¥I!);{で、午後からタ)jにかけてゆったりと過ごしています

特にすることもないので'了二川の維誌をめくったりしながらぼんやりとしている

と、外や近所の家からいろいろffが人ってくる という状況です

【街路】

あなたは夕刻に仕'jf(学校)から帰る途中で、 国1を日1て家に["Jかうi立をtlFい

ています。あなたが住んて"，、るのは/iil，1iの中の中低Wi住宅地が主体のlh(たと

えば|止In谷区や杉並区あたりのような)です。駅前からrllil占1Jiを抜けて 'jlの多

い大通りをわたって小学校の績を抜けてしばらく歩いた先のまあまあ的かなと

ころにあなたの家があります。

あなたは特に急ぐこともなく、ゆっくり歩いて家に["JtJ、っています

【テーマパーク】

あなたは凶内にあるテーマパークの中で休I[を過ごしています そこはおだ

やかな湾に而し、'1'1止のl珂バ占11rliを再現した人工if!1t1iともいえる空間です 街

路やマーケット、運河を行く観光船 クランックカーのようなタクシーが行き

交い、海にI伺した泌には船が:n入りします。

街の広場では大道芸人が人を!.sめ、午後には城へ|句かう応'IIのパレー ドが、

夕方には継に rfij した広場で泌劇がI!IIかれます。街区を出れば城耳目へ~;Jt)、う木、z

のill、Ili¥'1lのある日11羽J凪);(も広がっています。また、敷地の外には川をはさん

で国道と鉄迫がAっていて、静かなときには外の音がIlHこえるときもあったり

します。

そんな中をあなたはi.fiを楽しみながら、買い物をしながら、ゆっくりとした

一日を歩いています。
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2)実験の手法

メド械でJlIc、ている実験手法は、まず

各 il主験(íのìT~法~~，i2女uの単位 (パーソ

ナルコンストラク卜<4))を抗11出し、

それに基づいてイメーンi仔'F象の印

象を評価することにより認知単位の

相1'r関係を導!Hするものである。実験

はりくの 3つの段Ill'T、すなわちTT1J1象の

グループ分け、クループ分けの判断JL

却となった印象をぷ現する言集の列

挙(これを認知l単位の言語表現と見な

す)、各人1iJの印象xm誇を主観?，iJi定

(実験のフロ ) (結果の分析 )

号172kドの !O 
4二三」

第 2段階
グノレ プ毎に

印象ぷ現誌の列挙

z二1--

151JFり
r-ig.4-2 

イメージ青)~象印象評価実験のフロー |刈

J¥J立とした音事象の印象評価、から椛成されている。

被験.{1は~I際にí~~~f~'を IllJくのではなくその名，f)f，のみがïJ之される 。 れ1l1i'験.{1は教示

された状況においてその昔が|刈こえてきた状態を似像し、そのイメージ 1.の ('1以抗に

)l~づいて次の 3 段階の手順で実験が進められる CFig.42 ) 。

段階 1 音事象名カー ドのグループ化

?寺オエ象名は一つにつき l枚のカードに;古かれて被験名ーに波され、 11主験.(1は設定

状況毎に教示された状況を怨!像しながらカードのクループ化を行った。グループ

分けの手法は 1<J法相)などで用いられる「多段階グループ編成リを幣JIIし、ド1)

断基準を「音から受ける全体的な印象が近いもの」とした(例 I'i g. 4 3)。

'多段階グループ編成法

以 Fの 1-4 の手I1闘を繰り返して附照的にクループ化してゆく下法である 。 本市の~!~!世

ではl註終的にグループ数が5以下になるまでグループ化を繰り返させた。

l 苛:F象カードを表向きに並べて全体にわたって一通り日を泊す。

2. Iその背から受ける印象が近L、」という基準で苦手象のクループをつくる。

3 できあがったカードグループにクループの榊成要素の全体を過不足なく表引できる

ようなグループ名をつける。

4 グループ名をラベル用カードに記入し、そのグループの構成カードをまとめ、ラベル

カードをいちばん上にして輪ゴムで止める。以後このクループを、グループ名を名jjij

とするひとつの音事象として扱う。
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(凡桐) 仁二二コゲル プラベル 仁二二コ音事象名カ ド

印象悟 頴組織章一対立緩余

ドig. 4 3クループ化と印象表現認の!7'1(ある被験.r，の 古Il，状oc:}A宝)

段階 2 印象表現語の列挙

段階 lの結果の各クループについて、クループ化の判断法権となった、グルー

プ内の背事象に共通する印象表現話 (類似概念)、およびそれと対立する概念を

持っと被験者が考える語 (対立概念)を l対以上列挙させたCFig.43)。

段階 3 イメ ージ音事象の主観評定

日で得られた語の対を各被験者1iJの主在日t'r定尺l支として、それにもLって汗'Jト象

名すべてを 7段階(実験 lは5段階〕でiW定させた。

3)実験の実施について

実験は 2回に分かれるCTable4 3)。実験 Iにおいては設定状況は [J万住 ・テーマ

ノfーク]の 2純であり、これによって全体的な傾向を見るとともに、列挙された印象

ぷ現誌を網続的に選択することにより、実験 2で月!し、る被験者共通の背事象印象許仰l

J'(_J支を作iJX:した。

実験 2では設定状況を[居室 ・街路 ・テーマパーク]の 3積とし、第 3段階の主観

;f l~定において例人毎の印象表現語によるÕ'Hllî とともに、被験.f1)J<辿の評価尺j廷による

印象評価もあわせて行った。分析においては双)jのデータをあわせて用いた。
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4-2-2現場における音事象印象評価実験

別lJ，j:Jミ験はイメージ実験の 1I号室」状況の教刀、のも とに、ゴミ'験のlJ_，jとして，:':j!i"iNiを

投与Eし、交通背tGのi2l:J J ~象について附 r::] を変えて印象lト|ι イIlIi を行うもの と した。

実験は以ドにノJミす条例により、場所を笈えて 2[rrl::kil泡した(Tablc4 4，4 5)。

a. li十lll1i"f法

次lJ'lの評定).c)立を)TJいた 7段111;1評定による S[)法。

b. 1;、ドトU'{)立

l 災験 1 ;および 2 でfぜられた倒人1lÎの印象表現詩文、J(I O~18 対)

2 実験 lの紡栄から得た被験者共通の印象評価話対(19x.J)

C. 沖{!IIi;H象

それぞれの現場において、いつも1111くことのできる背事象を評仰l対象として設

定した。これらの背事象についてはすべての評価地点で前'制liを行ったが|刈現場と

も交油汚が1:体であるため、さらにそれに加えて実験rl'にときどき聞くことので

きた 「人の芯し声Ji烏の戸」等の音に対しでも随時許仙lを指示した。ただし、

本論文中の分析においては定期的に評価を行った三粍の交通苛のみを月lいてい

る(Table4 4)。

d 教示した状況

教示として、 「白分が住んでいるマンションのベラノタにいる」状況を似定して

評価を行うよう指示した。

Tablc 4 4現場音'f，象印象j判IlIj実験の概妥(そのl)

a 実験の概~
実験 実験場所 評価対象 評価階.， 被験者数.， 実施時期

実験 3束爪都八王子市 [定期] 27 19 ;g 1995年

住宅都市発備公 高述道路音 l5 (実験!と 5名、 10 J J 
団超高!日実験棟 [不定期] 7 実験2と10名

r:tの声?工事音1列車走行苛 が共通)

実験4崎玉県与野rIi品 [定期] 35 l3名 1995年|

!門居住棟 「アル 列車走行背，市街交通音 17 (実験!と l名、 10 J.J 
ーサ北与野」 [不定期] 9 実験2と12名

新幹線走行音，子供の声 5 が共通)

.， ~持高はおよそ 10 m~IOO m。司被験者は主に 20歳代の建築系学生である。
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Tablc 4 5 J}，I)"ll'f が象印象詳細Uス験の倒1!'(その 2) 

b 現場の概1!:

実験 評価階 主な音源 L Aeq'l 

実験3 27高速道路 ・工事 ・列'11;.E行 66 
15高速道路 ・じ‘n・列'IJ:A1J 65 
7工事・，:百速道路・列車;.E行 62 
3工事 ・高速道路・日・列'1!;.E1J 61 

実験4 351，IHjj父i!!j'列;ji.J三千J 62 
171 rliiti父i!!j'列'11示Hj 66 
91，IT術尖i!!j・列'11;.E行・子供 63 
51，打j}j父辿 ・I-f!t 62 

事1L Aeqは評定'1'に2分rmで測定した。
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4-3分析と考察

a. i'!，:'H象の'J1j!l'lイヒ

h イメ一ジt行，'I，:Jサ引iドi;象記のf向印IJ完象己"汗、

c イメ一ジ j斤'1'引lドç~象虫と尖|際捺の f斤f十けPすjド4象の比較

aにおいては 31'f;の設定状例におけるイメ-/尖!段の段附 I(グループ分け)の寺山

県を川い、クラスタ一分析により古'J;:象の頒JI~を得る。これにより被験荷の印象に)，~

づいたクループ分けの似li'Jを紙飢し、さらに得られた仔引象'i:11型は bのo:!:!?;1l仇造の之

君主の了ーがかりとしてJlll、る。

bにおいては 3柿の設定状況におけるイメージ尖l設の段ドI'T3 ( H01.l'JiiE )の結決を

ハlい、 1]，;1[-分析によりt'fJJi象の必知椛造を得る。

c においては[}，.yぷ]状況のイメージ音事象印象評 fdli と山場実験における (ll:~JÇ*印

象評価の結果をJIIい、相互の比較を中心とした与終を行う。

在掛金 カラスf!Ji省 生物

去揖り世掛り |イベント >1堀切F

隻建時鉱野音 町 一 回
E盟自作蜘音 腕 ] 無生物

主靖町音 せせら前清

ペッ阿漕
声 ，11 回 ヒヲノの音

赤ちゃんJJ5ifi }音声
テレヒd清

回平供託宵
胸、担問 ト

竿牧措置Eη音
最宮111拙屠

チャイM 完雪
トイレ風呂ι組会情 物音

ま副主意

l合図

調耳融η音
空軒刷属音

微意議など制作川音 畢甜暫渚

自訟聾油脂 !'M}!IXJJ'し 車 回宣Eか司溜担瑞 克量サイン

り需二立}ザ

組重η音

踊鎗暫渚 以外

故直却ヲカラオケ

へリコ航ブ醐9一切措音

4-3-1概要

分析は以ドの 3JJillについて引った。

Fig.4 4クラスタ 分析の結果(状況居室)

時

働

時

折

町車 生物
イベント せせらぎ切音

2開祖前

4-3-2音事象の分類

1)分析

類型化の恭司(，となる7寺ljC象の類似ocを得るために、まずった験 1:および実験 2の三科

の状似における段|併 I のグループ分けの結果から各人について，'~:~F象の類似反行列

を求めた。半年人勾の13'1似度行タI1 は[音事象の数]λ[~f'H象の数]の2.!I A~を持ち、 iT

']J象 lと行事象 Jが!日lじグループに属していれば民ぷSij しそうでなければSij 

= 0 としたものである。次にこれの被験者間の平日行~IIを求めることにより全員のグル

ープ分けの結果を反映した13'1似度行列を得た。この売買似j支行列についてクラスター分

析(ウォード法〕を行った結果、それぞれの状況毎に背中象の頒担を得た(Fig. 4 4-

4 6)。各クラスターには特徴を表現する名事l~を使1i:的に十l した。

帯主掛置量η音 カラス筑膚 _I無生物 回せみ手知連蛙

チャイ1<η音

ま持切r.

鞄暫眠よど明イv:.<mf
醐置白書箱

宜華奈副書号音

工場町音 寸

盟剣惜町音ー」 綴織

回 5午
仙普寄っト物よ回

もり輯到象現世暗号一一「

費'idJ-I)苅慣瑞 .....， 1

商習濯築審ーJ 鉱声

鯵直話-ラオケ J 喜子1

吉三]車J回
1‘ig.4-5クラスタ 分析の結果(状況街路〉
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f勘村鑑証

ト{屯クラスターの lガ'j J\~の大勢は変化しないが、下位クラスターのが'P\'Jでは tJ:JH}立が

入れ符わるなど不安Aな傾向がしばしば凡られた。

7'fTJT象類}\~の印象の JTJiにおける似 it{づけについては、:1fi 3段|併の印象J川lIiの結果と

して待られる多次J[;的なd知構造のゼ川 l二における ìy.'J~象の配iif とあわせてJ5'~~す

ることによってより lりJMJに促えることができると与えられる。したがってここでは知

砲について簡 ìj1に槻制するにとどめ、沙(]'ií'jの認知l椛JEの身者4において ì'í~ _， jf匁クループ

の認知仇造|の位;;"1:づけを凡ていくこととする。

カ立後に、実際のfT環境の心jA手法として、騒ftレベル等の :，::(1なな1(11ではなく「そこ

にどのような日均〈あるかJといった「ものJとしてのl而からとらえる場合、多tXiな t干

'F象の淘1型化による J巴位:はイT川であろう。ここで符られたような八υjC~，とからの印象に

)，~づいた音事象jJj砲は、そうした記述下法に関するUi/限的なまIlr~ となるものであるこ

とを指摘しておく。

a田沼車拝 入J1Jll比舟笛
人声

イベントd添田宮鑓晋音 イベント 子j-
I 

出依たνぐフrーマノス NJ:置酔

罵思パレート匂漕

巨日
)，!J泥音

3嶋田カリヨン〈η音 音楽 事前量るカメラσ清
置汐世今回6悼の音葉 ペビー骨ー叫"る音 }i団f曽川知力8GM ガラス出后温池$])lf

イペン吐血捻理革占み 館時相官。レス附

イペン同双ヨ暗量失 直同アつ州 同静する音

荷務劃唱田宮古E ウンス シャyターを閉める音

J珊糊ア判ンス l掛アナウンス lll'相市初I剖調音

車田ド7司自!羽音

エlfOJIl!I認書

領海白岩者量

W也it7清

'世〉エンノン菅

直訂晶惜由コエンコL壱

園均タクシベη音

，曾相来由明富

電窓白書街

剥串」佐ηサイレJ

車町、ンクブザ」

聞E位肘Jレ

菅

音

抑

制

出

向

同

訓

叫

仲

間

判

-

窓

肘

句

町

1

:

加問屋
無生物

|:|喧 。動k町音

通知惜(チャブ止

山:>.!IO耳

せM 芳宮

崎恒声

とA式文明賓

カラスffKO

回ー円
r
J
r

生物

4-3-3音事象の認知構造に関する分析と結果
ドIg.46クラスタ 分析の結果(状況 テーマパーク)

2)結果

クラスター分析の結果として各設定条件における在七象併は、 [日室J[街路]が

け上会、円然、生活、交通)、 [テーマパーク]が{にき'わい、人工・維昔、人nn、

自然)の 4剣山に大きく分類された。設定状況11J]の共通点は以下のようである。

. CJ然15が一つの大きな頒型を形成する。その F牧は/1::物か無生物かに分けられる0

・人の存在、機械的な背、社会的な背、といった想jJ盟がなんらかの形で見られる。

またI"Jーの音'jJ象をHIいた[肘室J [街路]の鎖型仁のA%は特に凡られなかった。

被験者IilJのぷ災については詳細!な考察は行っていないが、たとえば「カラスの戸」

が、 l当然 ・生物として分瀕される場合(実験 iのリ'Jr 14牢;久子 O名)と、耳につく ・

不気味として分額される場合(同.9:1チ O名女手 3名)とにて分されるといった伊lが凡

られた。

グループ分けの作業においては一つの汗事象が複数のグループに主複して存在で

きないため、 l!fられる分!l3H，'i;;r!:はずrIJT象の印象をいわば一次元的に投影したものと考

えられる。このためであろうが、背事象類型は被験省の人数等rが変わることにより、

1)分析

3柿の設定状況における段11:.;3の主在日評定結果について、文献<4，に従い尺j主旬。に半

比j0 分散 l に ~f;;IW化したのち、尺j支ではなく背事象を変数とする閃子分析を行った。

fTJj1:象を変数とすることにより、%なった印象評価訴から成るイ|同人旬のデータの払

合がnJfmとなり、これにより 111j人差についての考察が可能となる。ただし文献の手法

では、尺度ではなく背'j(象を変数として扱うことに起因して、たとえば汗定J<l互のjT

主lを逆転させた時に因子分析結果が変化してしまうという問題点を持つ。この点につ

いては各評定J'(皮の評定結果データにその符号を逆転させたデータを付加lし、見かけ

ト'.2併の尺j支数のデータをJllし、ることでこの問題に対処した。

分析は各被験必の111j人1iiii'j1定尺!支による評定結果の因子分析、および各被験.{'Jの評

定結決を被験者全f.lについて結合した全員の評定結果の凶 Jこ分析をそれぞれ行った。

しかるのち個人毎のl刈子と~flの因子について、評定尺皮の閃 f得点の羽11刻をとるこ

とにより相互の関係を見た。なお凶子分析は主成分法により、申111のJiD転は行っていな

い。また、因子数は例人1jJの分析では 3因子まで(累積寄 177宇49%-8600)、全..u.の

分析では 5因子まで(累積寄与本 53%-58%)とした。
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全nの結果の[入Ir-分析による閃 r-fl {，;y :，t :孜両II>(Iをド1日_4 7-4 9に、これらとIklr-

i!f.'山、の1".品、，i'l'ii.::)(J止とを与えあわせてわった1).;1[.の解釈を Table4 6-4 8 (こノ]くす 。

2)全体的な傾向

.因子の解釈

1111/Iiされた|人1[は3利の状況において第 I怯1[- -~j 川 Ikl [に共泊した判怖が比ら

れた。すなわち第 11人1[-がれに対するW!!.¥!滋やら主IJtl公(斗ざわり ・うるさい Il>J也よ

い・いしっと関係が深く、いわゆる ir-t~制li 1'I:1刻 F・と解釈された。 釦 II I人I[ はJ荷主Lや!1;1!}J

1'1:に閲する1"1r-m 公 ・にぎわい ものしずか . 11!(機的〕 と僻釈された。 ~j 1111)，:1 r-は11

.(:;~.性や身近な感じの印象と関係がみられ、それは [}f."七]と[街路]では生活感とが:

びついている。

第 IV は|子以降は(Ï:立喚起、 1-， '1搬や}~.味、背景的な"二か Ini};k的なれかといった Lkl [と

解釈されたが、これらは得勺 ;f~や汗事象の閃 {-iH;I:;::は L 、ずれも小さし、。

~^j 1 1)，:1 [-UI'flllij'Uと第 u1"1 [.(活動性)は被験主Ii11Jの1)，:1[分析においてもほぼ全11

に共通してみられた|人1[.である。この被験者lilJの共通併についての倹Jは次.g'iにおい

て行う o

["J じ斤J~象を対象とした [J.ri空] [街路]の間には、囚f-'iIDの解釈やι事象併の配

置の点、では特に目立ったよ三は兄られず、印象評価の因子偽造はおおむねlnJじものであ

ると見なせる。この~Iü.{'fについては共通尺j支を用いた分析によってもう少し涼しく凡

ていくことにする。

・音事象の因子軸よの配置について

音'H象を変数として凶 j土分析を行ったことから、因子とは「汗'l~象の典史」をぷす

ものともいえる。

第 I閃子(評価1'1:)において「し、い背jと評価iされた音事象砕としてはまず自然、背が

挙げられる。次いで [J，'i宅] [街路]の「花火大会Jiお祭りJあるいは[テーマパ

ー「抑制性 はSD法において一般的な用語であるが、ここでの 「評価jは感情に関する一般

的な槻念('li工参!I(()としての評価を指し、対象に対する好みをぷす。したがって印象許制

の「評価J(能動的な心的比較手続き)とは意味が呉なる。この，1，11，は既往の研究も含めて非'品に

紛らわしく 一部では 「選好性」がJlJL、られることがある。本論文ではとりあえず一般的なmit

に従った。

90 

ーク]の1t~'I[パレード」や「ノ、クパイプ泌炎」といったイベン卜 JT があL く 。 IÏ 然 11予

の例外として、 IJll¥でパラソルが倒れる行J 1 Jl~\でコミが仕がる ('j-Jは 「よくない」

側に寄っており、j!f.!にJ'I然JTでなし、('，:Jj1:象では「お守の銚」が、 1/1主」や 「せせらき」

とI"J械の「いい背」としての1o:iifi:にある。

!又対に「よくなし、()"J は火泊 ・ 機械斤など、いわゆる Pri .:t~並('，: W;i となっているけが

i一体である。次いで[テーマノfーク ]においては 1J R以」や Ir(fiJ隠れ機」なと|車l

外のアナウンス庁も|刻内のアナウンス ffとは対照的に 「よくなし、 (i'Jとして1¥'Lii'l:づけ

られている。また [J，';本] Wi路]では「口伝力一jなど鉱J1211ーもいJtJ，:である。これ

らについては拡yH 行であることが空間に ，J~和しないことが 「よくなし、 J ~IIJの印象J古lIi

に影響していると)jえられる。

~i lI IÀI J土(爪iÐJ1'llにおいては、イベントや人の声が活動的と"判dli された。 i.i!! に )1一目~.

rVJ的と，iffdliされたのは/.KやJf¥なとJllt生物による内然?号、給JJI水"や冷l援)/}機といった

生活設備背であった。また1，，1じ火j泊汗でも[居を] [街路]においては 「サイレン」

「終↑JiJの交通サイン7fや「訴走族」などの音事象は活動的、 i必4止に「局航J九t'J}i.ト

」非|ド=活勤 i的内と青評Ff佃価由而l された。この点[テーマパーク]では交通 ・ 機械 ffはいずれも(，f;fリ~1'1

とは低い相IUIであった。

第 111因子(生抗感 ・fl-iim.身近な感じ)においては人のJl，ゃ汗 ・生活設備庁などの

物74が正の相関が，... ~~、。 これと 11の関係にあるのは[民空] [街路]では 11t火大会J

や「航空機」、 [テーマノぞーク]では「船の汽笛J1カリヨン」や「航'七機」など、

広さや速さと関係のある ?'~" JJ象である。

第IVI王|子以降はIリ}椛なものではないが、 [居室] [街路]における情報性の因子は

IrL伝カー」や「ちり紙交侠」などの拡声高ーや「伝日の誘導背」と「芯味のある背J

をぶしている。
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Table 4-6凶子の解釈 (状IJC 居室)

Tab 1 e 4 7 凶チの解王子~ (状況 街路)

片岡 印象鵡苦 l音関
寄与認%)1 (相関+)ー(相関ー) 1 (吉事象)
第 Isl-f-Iし、らいらする ほっとする 1I機械

1知体面均なーうるおいのある |十交通

評価性|耳4軍りな聞きIL;地のよい |交iili判ン
好忠!必|にくいほほえましい |生物

24 3同通拠地による 交通倒見によりすμ 、|世話生物

第 H因子|にぎやかー静か i十物音

|ひと気のある ひと気の郎、 |十無生物

活動性|昔が大きい小さい |イベン卜

|明るいーもの哀しい |子供

12 61にぎやかな落ち"j~ 、た |拡.F'

第凹因子|広さを.i_¥;じないー広さを感じる I'(TV) 

!生活を感じさせるー感じさせなL、11物音

円常性|日常的な非日常的な 卜I!I以外

生活感|生活感のある一生活感のなL、 1<<ωく大会)

921円常的非日常的

第 IV因子|社会的一個人的 |べ信号音)

|社会生t&を感じさせるー家庖 |十拡声

情報性。|意味のある 昔樹二のない 1 (怠』功、し)

|慣れない慣れている 1 (赤ちゃんJ

571篤く ーなんとも思わない

if;v因子|剖餅tとしたーはっきりとした ltC集会j

|意味がとれなし、 君、味がとれる 1 (廓開閉j

背一揖的|背賓の -j町長の I (カラス)

決然|定常非:~';î~'

5 I1調搬出切なー断品約な
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四寄与欄寂%)
E陽連経罵吾 音事象群

(程関+)ー(柱関ー) (音事象)

第 I因子 きたない美しい i機械

知機質あたたか t交通

評価性 うるさい しずかな i交通判ン

H張感 騒々しい静かな 主E物
25.8 じゃまな一心地よし、 純生物

第日因子 ひと気のある ひと気のない 十イベント

天気な糊蜘な 十戸

活動性 活観的なー静まり返った ゅん主
にぎやかな一目前世とした 物音

14 9 生気のある生気のない 無生物

第凹因子 生活感のない生活感のある I(ィω伏会)

よそゆきの生活感のある i長5ill判ン

生活感 さびしい生活感のある 物r臼r 

非日常的な 日常的な

6.7社会的なー家庭的な

第IV図了 組事的なー断紛内な I(学校)

気にならない泊主:をヲ|かれる I(集会)

口主吻~ 知t苦味な 日的のある (カラスj

i!M'tiとした太きさのある 倒、ら来る (赤ちゃん)

5.4剖111，¥としfニーはっきりとした (サイレン)

第V因子 目的のある 知信仰よな I(信号百)

有意の知[If.の ベチャイム)

t-l，敵性 主主j，のある一意刻、のない 十初日

メヲセ-"1生のある-h←r性のない (ペット)

4 7 拡J"器によるー拡声器によらない (赤ちゃん)
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Fig.4-8音lt'f象の因子負荷量散布図

(状況街路)

92 



3)個人差について

被験1'rII¥Jの認知桃Jむを比較する
|個1叩入

国

平 O叩 |
と

の
相 0.60， 
1; 」阻

! 

0.40 繍準

m 偏差

!3 020 
象 ム 平均恒

和

0回 一 A

第 I因子高E因子革皿因子草N困子高V因子 (全員因子}

状況

居室ために、以下の子町lで全μの|人If

と 1[M人1iJ~の l必 f を関係づけた。

全_ilの結'*を紡イ干した {r'Jç~ 

数〉工(被験1'rの/¥:.1.え数)のデ

日

ータについて、日'H象を変数と

して閃 f

-05 

10 ， 0 

一

7
1。一一

二

毎に 51羽子を何l出する((f.，'i民は

すでに前項での~.終で川]いてい

る。これを 「令lJ.凶チJとする)

ここで被験名寸耳の尺度の閃何年

因子¢頗釈 印象表現完 音事象群

寄与率%) (相関+)ー(相関 ) 〔音事象)

第 I因子 魅力のない 魅)Jのある ?園桝機械

よく ないイメーン L功、イメ ゾ 十国外アナ

詞l価性 司元必要 必要 生物

好悪感 耳』こ心地よい 耳につく 即 ノk

19.0 いらいらする ほっとする イベント

第1I因子 現災的な非11常明な 』風・ ノk

たわし 、のない 壱引のある 凶内アナ

活IvJ!'l さびしいにぎやかな イベノ 卜

地味な はなやぎのある 人)"

14 6 かすかなにぎやかな

第四因子 人!日1の山さない人lUJの/Hす ，(血¥O)/{箔)

知機惣fな人の主LnL:がする 人)U

日常性 特別な普通の 人市日

人のrt-(f_珍しし、 どこにでもある

8.3 人を感じない人を感じる

第IV因F車励的な w仁物的な 十生物

生命を感じさせる 感しさせない Cilli河船)

生命感 旅先の旅先でない 一〈船)

生き物の犠跡D

6.6 生物による無生物による

第V因イーー過nの首ご;;¥.(f:jな 十(却可船)

~発的な t.wげJな w転'11)
管滋賀j 却Jきのある とまっている (カメラ)

設タ」ミ 瞬間的な 迅抱宮内な (カリヨン}

4.5 1歯車内な定常的な

状況

街路

B
o
i

l--e
19
9
A
O
O
 

，I~I，が得られる 。

b 被験者mの結果について I，;J機

に 3囚チを:111111¥する(1百Ji例人i刈

状況

守-"与ウ

持ち、これをもって令μと個人

の関係を表す指標とした。

以ヒの結果を Fig.410に示す。|亘|より、全員の仏1[-分析による第 11息子cw自lIil'D

に因子分析を行い、オキ被験r..1Jj，

テーマパーク)(jki凡Tablc 4 8閃子の解釈

11!l，由
人
因

子 0.80

と
の
帽 a団

関

5040 

町

2020 

租
a叩 l 十

草 I因子第E因子第E因子篠W因子革V因子 (全員因子}

L一一一一一
Fig.4 10 全1]，肉子の例人肉 Fへのう~/j

子J)。 ここでも被験 r，.1正の代j支

の1，l;IHザ占が得られる。

c. aとbで1!j:られた閃 F得点につ

いて、例人勾 ・I，qf-1正に相関係

cの相関係数を科全f.l.l);1f-につ

いて他人図チの相関係数の[]采

平日を求める。これは-1:f-l閃子の

f[M人への寄与率としての芯l沫を

数を求める。

d 

i414← 

lJh 」 人~-'I

05 '0 
3匹!因子

外;
♂: 包同; ナ ' ç~

。。05 

第， 0 
m 
因

子

05 i 

第1.0
E 
因

子

0.5 

と第 日因子(活動性)はほぼ全f-lの被験者に対して寄与が，:.&，、ことがわかる。この点か

ら両国子は音事象の認知]構造において主主Eな2軌を示しているといえる。第 111悶子以
Fig.4 - 9 音。JJ象の凶r-1~{i可五i散布医|

(状況 テーマパーク)
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|探はl河子のイi1!ltが被験 X'I/¥Jでばらついている。これは各被験/11止のu、I':J.:'J¥Iえとなる印

象ぷりL.iHのイJJ!llによるもの、すなわちイメ一ジ1夫4験の;第1おj2段ド問i

するf向印11象Aぷi引td品可市iをベう不j持4げたかどうカか、による」差主3只tであると，ぢえられた。

4-3-4共通尺度を用いた分析と結果

1.0 
-10 -0.5 0，0 05 1.0 

第 I圏平

1)共通尺度について

本市のようなd匁|仇Jii:の他JkiにIJI-Iする災験において、対処を統，"(1甘に処J!I!するため

には11M人1IJの，f'l':J.:')¥J.ll:による，tHilliでは限度があるため、何らかの被験11IMJの共i!!i尺肢

を川いた印象，，'fiJlliが守!まれる。そこでイメーゾ尖験 lの結果を)IJ，、て、ぺをよiの|局什lIJ

迭の'ftlh を納品「した印象_&J)! ，mの選択を行うことにより、 rTJjT~印象"HJl li の共通計:Æ)\

j立を作成した(Tablc4 9)。

共通J\ J.文における)5'~告の問題点としては第 1 :ii7iに.iiliべたように、被験.fiがふだん11

'Jf象から感じていない川市li概念についても

評価を行うことがIIJ能である占が考えられ

る。このl'!，はliii.!Jlまでの例人旬尺度におけ

る認知]構造、すなわちた~制li 1'l と活動性以外

の因チ事1"については被験必の囚 f軸の有無

にばらつきがあることを踏まえたヒで、共

通)~皮による存定結果を見ていけばよいで

あろう 。

共通)¥1立をJfJいた印象汗i-E結果について

前項までの個人1(J)~皮と同様の分析を行っ

た例(状況 [同室J)を、Fig.411， Tablc4 10， 

Fig.412に示す。

Tablc 4 9 
音・F象印象，;，HIIiの共辿 ioro!，i'f>E尺度

1.0 

JlI因子

策目凶手

因子江講釈 印象表現吾 音事象群
寄与裂%) (相関+)ー(相関一) (音事象)

第 l因f二 めいわくな めいわくでない 4機械

人工的な 1'11.&1';な t交通
罰佃itl よくないいい ↑必且サイy

lJ.f-:&'J'耳 不安感のある五Jしd必のある 'k物
27 0 知Wt"な !見↑fiのある 制t't物

ifi IJ因子 人を感じない人を感じる ?官民F上物

什宝:oI1'Jな プライベートな 十'loJ)外
生活感 生活感のないリ折感のある 1" 

速い近い 物17
11. 4 無生物 I1き物 j)tP 

立¥m[i.'jf-なにかあるふつうの イベント
聞き慣れない聞き慣れた 4交通サイン

i.b守型炉』芸 it怠功。ilカ叶1る 気にならない 物、I

速い近い

9.6 
第IV因子 社会的な プライベー卜な '(i，;日行)

↑lV報をもたらす もたらさない Il!.μ訂

↑l織性 1-ti2i憾のある生活感のない (空'..1:.かしJ
(ベットj

5.6 
第V因子 社会的なプライベ トな i(ピアノ)

季節 H.y旧的ワでない 。(TV)
。 季節 目与畑的ヲ 。Uf.;九人会J

無生物生き物 (i，i号rn
4. 1 (ペット)

I~ぬ

。防音
----Kι

U
 

F
I
l
l
o
 

番号 評定尺度

lプライベートな 相会的な

2生き物 無生物

3めいわくな めいわくでない

4活動的な 手軽ち，{jぃfこ
5ふつうの なにかある

6うるおいのある かわいた

7伎昔、が引かれる 5Jtにならない

81fl然的な 人工的な
9し、む、 よくない

10不安感のある 安心感のある

"人を円宰じる 人を感じない

12うるさい 気にならない

13H民的のある 無粋な

14生活感のある 生活感のない

15近い 速い

16聞き慣れた 聞き慣れない

17李節 目年季rr; と関係ない

181tll械をもたらす もたらさない

19耳障りな ここちょい

。。 05 
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Fig.4-12全n因子の側人因子への得与

(状況 居室 ・共通尺度)
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Fig.4-11音事象の因子i'l{，ljiii散布関

(状況居室 ・共通尺度)
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符られた|対 f は r"~ イJ111 (の大きい!阪に l から 1 11 はl河川li件、 Ij:_(，f，!:品、/1ニロl喚起と附釈さ

れ、活動制 1"'1fーがよよられない。 これは奇1'Ji:尺jえに ~'TリiJ1' 1 に|立jするものが少なかったこ

とによるとと一えられる。第 11正1f-UHllli1'Uと第川正1f-(!1，0!:必)は例人1t}の)()正による

結果の!fi1 1刈fおよび!fi川駅1[-とほぼ 一政している。また第 川|正Irm.むl喚起〉は i[ 

fJtの，~iJなど人lffのu術況を除けば倒人毎尺j立による所副b1'l:IAIJこに1Jj似した lヤF主主の

イ'IiiI(1となっている。従って困 fを il'門下象の典，¥tIJとして凡れば例人台H<J正と共辿)(

j立の結果はおおむねI"jt.:liの椛jiEをj!jつといえないこともない。

tlli験i'iIilJの|正1[-の共jill1当については、イ1M人旬尺j立とは災なり第 川i刈子まで被験xの

共通1'1ーがI;』くみられ、ヨ¥fV臥l子以降は絡段に小さいものとなっている。これは評定}(

j正が;1ミi験-xにより与えられれば、この 3つの閃 HIIiまでは被験有は許ftIIiが"I能であっ

たことを示している。

これがふだん行なっていなくても評価は可能であることを示すか、あるいは'k:験の

手絞きの小で印象表現訪を-1111出しきれていないことによるものかについては別段附

では判断できない。しかしともかく両尺度による閃子の構造が矧似している/-;i，を踏ま

えて、以後共通尺l支を川いて[肘室]と[街路]の設定状況によるif引当，{j了間の比じ

と、イメージ音事象と現場音事象の比較を行う 。

2)設定状況[居室]と[街路]の比較

-分析

分析においては[居室]と[街路]の共通尺度による評定結果を個人間 ・状況IHJで

統令し、

共通尺J立の数[19Jx (被験者数[12Jx居宅および街路の音事象総数[74J)

の評定結果データについて、尺度を変数とした|孟l子分析を行った。ここで 2純の設定

状況といっても実際には教示のみが典なった、同一評定尺度による !日.J-1~IJ}象名に対

する評定である。閃子分析の結果としては、 1)の[居室 ・共通尺度]の結果と比較

して、閃子の固有11自のWíJ芋は入れ併わるが~3'j似した 3 因子(評価門 ・ 注意喚起 ・ II:_ 爪

感)が待られたCTable4 11)。また、これと同時に設定状況1jJの各育事象の因チ得点

が待られるが、 [居室]と[街路]の同磁の育事象の因子構造上の変化を見るために、

これら図チ得点の被験者平均値を因子空間上に布置し、二種の設定状況の対応する音

事象を矢印で結んだものが Pig.4-13である。
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-結果

散布凶において状況の迫いによる印象

~'I'fllli の変化の大まかな似 IftJ をよL ることが

できる。これを[肘宅]から[街路]への

変化の観点から凡てみると以下のように

なる。

- 詐 fllli 相 C~í 1 j，kl nについてはわずか

に「し功、」側に批診する。ただし 「し、

し、」ものはそれ以|よくならない。

・ 日 'i;\' 1/~ やi't立喚起 (第 11 1止11三 〉 につい

ては「背辿のJ i気にならなし、J{I!Uに

-Ifl'.ftする。

.1二活!恭や身近な!惑じ〔第 凹因1'-)につ

いては「生活感のないJij卓し、J{jIIJに

打JJ多する。

これらについての統計的な」りもを凡る

ために、各民If の 1~} ，1片について状汎{ [居

[街路J}と;ヤF象{37純)を説明変

数として分散分析CF検定)を行った結果、

室]

Table 4 I1困子の解釈

(状況 J:5宅および街路 ・共.iili尺度)
因子の解釈 印象表現諾
寄与率(%) (相関+)ー(相関ー)
第I因子 耳降りな一心地よい

よくないーいい
評価性 めいわくな めいわくでない
n悠感 w，粋な 風情のある

36.2 うるさい気にならない
第H因子 ふつうの なにかある

気にならない 注意が引かれる
バ:意喚起 tr~搬をもたらさない↑f織をもたらす
11市性

14.7 
第四因子 生活感のない一生活感のある

速いー近い
生活感 社会的な プライベ トな
身近さ

11. 6 
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次に 2) と問機、これと同1I.'iに得られ

た各背事象のIJH-得山の被験者、F均値

をはl子空間J上に.(fiiiせしたCf'ig.414)。こ

の散布図は現場で評価を行った汗事象、

ftJH象のi主いによる1).:1(-j!1:.'~の );~)y は

吋然として、状況によるぷ災にイiT~~廷

が凡られた。また状況とi'T1JJ象の火花

五カ月ミが小さし、ことは、とくにある種の

およびそれらに類似したもH):jiのイメー

ジ汗目jふ象に行11したものである。

f"f-JJ_f象が見なった変化をせず、?ヤjT象
本 P '5% ぷ叫 p 1九

全体としてI"j.fi!iの傾向にあったことを

-結果

散布図から、現場における 3.Hifjjの評

ぶしている CTablc4 12)。

この似[1旬をまとめていえば、 1，可じ汗事象でも[街路]では[}.:!室]よりも :~H くなく、

r 
J J叩:線の車

I I I I [I~~D 司
-10 

刊li対象に対する、詞ι官lIillfTの，'，むさに1'1"うfi'f

仰iの:til移について以下のよ うな点が5-~

て取れる。

-第 I囚下(評価性)

高速道路背は11fTがヒがるほど「よくな

し、」評価となる。列車走行音も傾向は

同様だが変化はわずかである。市街交

通 JTは逆に tがると 「よし、」 討ιfllliとな

ふつうで、身近ではない、というものがここでの結論である。11'，';¥'の経験と与えあわ

せれば、たしかに街を少いているときには雑多な音を辿1î~!lHき流している状態にある

ことが与えられ、そのような「聞き流す」万向に人を向けるムードに彩平!，~をうえるも

のの っとして、状況や対象(この場合背事象)などに対してわれわれが持つ評自lIij\~態

度がある。この点今回の結果は、設定状況下の古事象への評価型態度の注5'~-を反映し

たものと~えることができる。

る。

. tfi U [，¥;1 f-(i't0'1喚起)

3)イメージ音事象評定と現場評定との比較

分析においては、共通尺度を用いた Table4 13の印象評価l結果を統合し、

共通尺J1rの数[19 λ(被験名数[12]ト音事象総数[54])

-分析

軍 10

E 
因

子

10 

~t 00 

E 
時

一10 

，'，'ii:illi道路背とダIJ!11走行背は11:寺が上が

るほど、またdWi交通背は下がるほと

1i.t!J.をひく」許制liとなる。

いずれもー添高いiiHllil惜ではやや「生

活感がない」評価となっている。!↑I街

交通背は、附が下がるほど「生活感が

-第 111閃子(生活感)

あるJ.11へ{乱拶するが、他の 2音はそ

れほど笈わらない。

これらの統計的な差共を見るために、

各因チの得点について階高を説明変数と

する分散分析CF検定)を行ったところ、

有意差は丙速道路音(第 I因子〕と市街交

因子の解釈 印象表現語
寄与率(%) (相関+)- (相関 ) 

第l因子 よくないーいい
耳障りな一心地よい

評価性 めいわくな めいわくでない
好張感 無粋な一風俗のある

35.8 うるさいー気にならない
第日因子 気にならない 注意が引かれる

↑11報をもたらさなし、情報をもたらす
注意喚起 無生物一生き物

ふつうのーなにかある
17 0 人を感じない人を感じる

第四因子 生活感のない一生活感のある
1li1き慣れない 開き慣れた

生活感 速い近い
身近さ

IJ.I 

j]二i且尺l正)

Table 4-14凶子の解釈

(イメ ジ[居室]および現場

のrPV定結果データについて、尺度を変数

とする因子分析を行った。

結果としては、 1)や 2) と類似した 3

1;S1子(評価性 ・注意喚起 ・日常性)が1*1'ら

れた(Tablc4 14)。

Table 4-13分析に用いた評価データ

・イメ ージ実験における [居室]状況 42fi'J~ 

象の印象評iuli

・実験3の高i車道路背の印象評{uli(附丙 4段

階〕

・実験4の列車走行音と市街交通沓の印象評

価(附高4段階)
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illIIH第H附f-)でそれそれ500の危険ヰ、で比られるにとどま った。 ここで被験{iの効;.n

(被験討が"宇iU¥.1主:の 7段Pifのどの範聞で討ι定を行っていたか)が大きい様 fがみられた

ため、分散分析において被験xも説明変数に加えて行ったところ、 rable4-15のような

のな立となった。ここでだがあるとされた項目は、被験行が7段1>持のとの範IJtlで汗泌をわ

ったかにバーはあるにしろ、 ~1'Tr:'~の追いによる ~fÆóの変化の何lI"jが I ， ;J じであ ったことそがし

ている。

Tablc 4 15凶f何点の分散分析結果
(説明定数 1&再生行と断的 ぷ'1'1立階仙についての検定仏米1

肉 f

-イメ ージ評定との比較についての考察

イメージ (i')H象計1fllliにおいて、自動車の走行Ffと鉄道のITに供lしてはlji.なる 11I到J

'fIの定行汗」に加えて 135111'1で聞いたときJのイメージi''f)Jc象もJ判1111対象として設定

した。 この両右の却定結果を i技術図から見ると、!ヨ~fVJ'IIと鉄道の以)jとも、 135附」

の方が{ふつうで、 IU;f;感のないi5'Jと評価される傾向がみられた。 )jで第 l凶子C，i'ji

fllli1'lJについてはとくに去はみられなかった。

この結月lを現場;k験と比較すると、 1h1医1[-C評価性)の点ではrli術交通音と r(:j.iili.iu

路音に現場では):~が比られ、第lJ因子に fJl]してダ11 [I~走行汗と日i車道路汗が逆の傾向を

示しており、1n1111正I[-に |測 しては列車走行音と高泌道路荷は変化がS~ られない。これ

らの:ag山は以ドのように与えられる。

第 1ll'1子C.f'Hilli1'1:)，こついては 「うるさいのはよくなし、」という紙念的↑!?報に十l附

する評価1>J態度を仮定すると、実際に現場において汗吐的に小さい場合は評定結果

が変化することは F怨されることといえる。

第 日 [刈子(注~:ユ喚起)については汗益の影響が大きいとど一えられ、現場において遮

蔽のため低!凶|併では7ffiiの下がる列市走行青とお.iill道路背が、イメージ音事象とii!:

の傾向を示すのはこのためと考えられる。

第III因子(生折感)については、イメージ実験において生前7Tほと「身近」でない

交通ffの場令はスケール感としての性格を帯びる と与えられるが、列車走行官二と日
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i車道路子干は Ifib;I までの木、F~[j隊があるために|併が 1-. ，が っ ても n'~~! までの ~I; 縦はそ

れほど笈化しないことが、 1，I，j将の|人1Hf山が笈化しないJlI'111のーっと辺、われる。ま

た、もともと鉄道やr:':j.iilli江路はIU;f;!必とはあまり IliJ係のない11と忠われ、イメージ

J:f仰iでも 1'1主1J'liJ.E行ffと比較して_{'i1二そうした傾向がうかがわれる。n.l，l.として、

この段の刊はさらに n"'dfstに近づいても1"-爪一感のは1Hf....，O:がl:Y/}JIIするわけではない

ように忠われる。

イメージ庁事象と射場 {í'JJ~~ の1*1 Hlh 1の配ii'tについては、鉄道tfかイメ-ノの)jー

がやや「よくなし、J{~:に村山しているほかは、おおむねがl似した似此にある といっ て

よいであろう。

-現場実験に関する結び

今1111の現場実験は抑制l川、I象が交通行に限定されている点、考祭として 11及できる範

聞が狭いものとなっている。しかし今川のような手法で多人数がある判定の市']Cfi(に

ついて印象;;Hilli実験を行う場合、長、I'fIllix'、I象は1l.y間柄h上で正常的かそうでなくても狐)Jt

の l~jJい背事象でないと燥しし、。こうした市IJ約の少ない災験計尖験ではりttの IljJJò刊に

1::I:mがあるが、現場であるむj立の~1I.l止を蓄積したのちは尖験ヰヴL験での尖胞を検川す

るのが今後のプ'jl'リ1'1として与一えられる。
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4-4 第4章の総括

4-4-1全体的な考察

1)認知構造の因子軸について

ポのはじめに述べたように、行'Ji象に対する印象JilJUIfは、11'，:;¥'(10な終験により形

成された、 iTJJ1gcが持つj'，'1搬に対する感情的態度と関係のあるものと，号えられる。本

市ではイメー ジ ì1'Ji象 ~\I咋lIi :Ai験を j!]jして、そうした印象 I ;'I ~ fdli u fIをJlJし、たれ・F&の，;'I'Illli

の|人1HY，j笠を』μ、だすこ とを試みた。

結決として、被l険制I¥jおよび設定状似間に共J!自する|刈 HIIIとして以ドの 2つが比い

だされた。

• :¥'Hlli1'l: (，、いーよくなしつ

・f，r;I:)J 1'1 (活動的 ・にぎやか おちついた ・的か)

これらは SJ) tl，をJIlいた I=:観 ，W定において 一般に比られる IÂIHIIIであるが、 rTJJ~象の

必ま11情j主においても主2::ーな'1<111であることが実験の結果からぶされたといえる。この 2

仙のほかには、被験-t r:\1でイT Í!!lに差はあるが、 ~j:_抗感、 11 常利、身近な時じ、 ，(;\~ 1沫1'1、

決然とした感じ、などHi々 の申111が兄られた。

認知構造にl均して、汗r，，;iJ:l)~条件の迷いによる差災について~f，~ したが、結果として

設定した状況J/¥Jでおおむね同織の因子構造が見られた。各議員:状況旬の必知桃造卜.の

i十j干象の配i百に臥lしては、共通尺度を用いた検討の結民 [民宝]と [街路]の状況の

おける#/J:;:象配ifiには、 l;oJじ行事象でも街路の方がより「ふつうのJ{';などといった

}.itI'Jに評filliが舵診するという結果が得られた。これは11'j'I'の維多な日がとくに気にな

らないなとといった H 常的な経験に合うものであるが、このように~I日]の追いによっ

て認知情造ヒにおける1f}r~象の配位が変化することが実験結果としてぶされた。

この[}日室]と[街路]のE災は実験上の手絞きにおいて教示のみを変化させたイ

メージg.JJl象評価によるものである点、イメージ実験における主主ボの勾'}.W，を証明する

ものといえる。またこのように印象評価において教示により左|叶111が変化することにつ

いては、心の状態であるムードと、評価対象の対象スキーマに十Jrillする:¥TfilliJI'!態度と

の関係のluiからとらえることができると忠われる。

104 

2)認知的観点、か らの各因子軸についての考察

ここで、実験で得られた必知h司法のれ凶「申111が持つζ'.-1外について、ì'rr~~l'l!!.知lモテe

ル、とくに感↑，'iIこ|刻する ~IIJlfli と結びつけて~t{する 。 3 -5で"命じたように、環境 I，E

9<11モデルにおいて市白Ji象の印象は，，'H!lIi)世態肢を反映したものと似ii1t.づけられる。ある

訓制li型態L[が付随する対象のi1¥JJoは、それと対応するムードやアージ、jroJ')Jなとの'1'.

起に効果を持つものであり (l'jg.311)、4本'(j'市戸の実l験験でf引仰:リjられた印;象記の|μ凶人刈If

したJ仕討討、1↑|ド，司市引古刊伽側11削li!型l担Qf，態忠 j皮えの入λ;まかな i河矧1説)Jベ)\'1刊~!といえる 。

f~干イ'rlIl J~'.1Il\ J.主」が付随 促進一 ムード 1i ~vJ 
した対象の出現 アージの生起

ドig.311(j1iJlj)汗(dijJl<i態度の効果のl主l式

司Hilli1'l:Iし、い よくなし、」はムードの正負方向 (快不快なとの!必1-，';とIYH系がある )

の111拶に関係する評価型態度と45えられる。 Iよくない音」のIJl況はムードを:uの}j

向へ変容させるが11*を持ち、イミi夫あるいは悠りといったアージを起動しやすくすると

y5えられる。

活動1'1:は議ちつきやくつろぎ、爪動的といったム ドに|民lif:、する。これは|二jAの読

Sの例のように人間の行動に対して影響を持っち、もしその影響が辺:ぷに以するもの

であるときは持制li1'lがuの}.iII')へ批移することが考えられる。またrfi5 1;1:の性L-A-I:;i焼

却佃lにおいてもff;動性のIflIて'if以肢のZfうが大きいことがノ示唆されているように、 I辺

境の中でも背環境の寄りが大きいと与えられる閃子制lである。

[1'，:;¥'1'1'ま1'，';報のl取り込みf，r;動に関係する態度と与えられる。II'i;¥'的な対象に対して

は1-，';報の傑索はとE起しにくく、 n-，:;¥.tlのない対象に対しては1，'，'+'1，のJf)(り込み行動が生

起されやすくなるであろう 。 認知桃jiEの閃子解釈における「花意喚起」は、汁:~主の喚

起を促進する性質をもっ~"\I~伽i )l~態度と J号えられ、これは 「ふつうの」という 11 ~i性に

関する評価型態度と対照的なものといえる。またムードのl而では、 Jドn古¥.1'1:に関する

ムードはf，，;i境に対する情報の取り込み祈到Jを生起しやすくすることが」きえられる。こ

れについて育成境に関する例では「ある程度音があった方が勉強しやすいJI干干がな

いと孫ちつかなし、」といった状況に対応するものと与えられる。

そのほかの悶子'I-IIIについて、たとえば生活感については「家'Jiの汗が近所からIlfJこ

えてくると安心感がある」などの声を聞 くことがある。これもムー ドにf吋らかの影響

を与えるものであろうが、生、所!惑に関係する評価型態度の様相]は複令的なものが予知
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される。

以上、必知仇j立の各|人1('1'1 11 の持つ .，::!'I!-t とその必知lにおける付r~ ii(，~づけについて、，1ffllli

)\~態j立との関係の I(IÎから心JÆをわった。

3) 認知構造上の音事象の位置づけについて

次に、 各|刈子制11のぷ1J，j(を踏まえて、認知関冶|における ('('Jf象の配ii'eについて凡て

みる。ここでは lot'ーな 2'illlである;、l'lilli1'lとiMVJl'1について与疑した。

-評価性に関して

評価1'1。にl'klして、 r， "、Ji'iの1¥Linにあったのは設定状況をJ曲じて第 にn然行で

あった。しかしなぜ1'i?'1.¥iTが円、L、」告なのかについて合J'H(IせなEllillはおそらく{パL

しないであろう。ぷ官lIi1'l:は文化的 ・社会的背訴が影響した経験の-k，杭によるものか、

なにか11:1~1的な認知I~ ステムがイバJÔするのか、おそらく lìíi /'iによるものが大きいとどー

えられるがはっきりとしたことはいえない。汗環境研究においてもう つ íf(~なのは

その例人11¥1の共泊判とXjt.についてと考えられる。これらは今後の つの研究似城と

いえるが、4:':1ミ験のれ'L~1:において設定状況nrJ ・被験1111¥1で共通してみられた円、L、」

ffは 1，に 1'1然ifであった。

[テーマパーク]においては臼然背に次いでイベントや人の戸なと、活動1'1とも相l

l刻の I:'~' 、背 'F象が r ，功、 J ifに位i位している。これについては調和lー不調和と比るこ

ともできるが、たとえば交通呈の激しい交差点において l'Iill!J市のエンジン音や等簡は

空間に調和した7Tといえるであろうが、けっしてれ、L、J{?ではない。それよりも不

問の 11 的制との調布lを~閃として考えるのがよさそうであり、 [テーマパーク]とい

う人間がある 1-1的を持って存在する空間においては、その 11(J'~に令う百が円、し、」印

象を受けると考えるのが妥当であろう。

逆に「よくなし、J1tは、交通・機械等の産業騒音一地1となる74ーが代ぷ的である。この

辺山として、 n然71と対照的な概念としての「人 r.，''iJに十j附する一般的な却価刷態

度と、騒音としての経験や騒音公言に|刻する間報の経験による，i'!市li型態度の 2つのIIII

を考えることができる。 IIIi-dは臼然が「し功、JのとI，;Jじ申111上で人工は「よくなし、Jと

いう態度の存在を問題とする。後1ffは「うるさいのはよくなし、Jという医|式によるも

のである。本'，1のJ:Jt場実験において、自動車走行7fと1"':)速道路の7Tは11持112によって評

価1'1の得点に千T~.J差が比られたが、それは背::il的に小さければ r"，、」側へ推移する

方向であった。こうした推移は「うるさいのはよくなし、」の関式による評価を反映し
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たものと考えられる。しかしJlH1:するゾJでnifVJ'I~ i''iの"、l'ulli1'l全体の'1'での1¥'t:ii'i:は

「よく なし、J側にとどまっており、この点が人 1:汗としての概念に付随するぷftIIiJ¥'J態

度を反映するという凡方がrrJ1i6である。

「よくなし、Ji'干のもう つの側IfiIとして、 円、L、」れでも ，;"tえした明I/¥Jの11(101'1と

の関係が考えられる。この世IJとして[テーマノぞーク]におけるぬl外アナウンスや作法

なとの物音が挙げられる。

以上をまとめると、今川の:k!抜高山梨におけるJ川lIi1'lの判lにI'kJしては、 「し功、J('，に

は、 般的な対象にH 随する，;'j'.filliJ\~態jえの~I.人!と空間の 11 的1'1 との，JHIIの加入!の 2 つ

から、また「よくなし、」庁はそれらに加えて苫事象に対する騒/?としての経験の12閃

から捉えることができると与えられた。

今阿の:A験は被験11が 20i主代学生と限定されているが、計'lll1i判|人I(については、

JEのはじめに挙げた必.-1'の研究においても同様の庶Ifとi'fJH象の配ii/，~ーが凡られ、その

被験者は小学生から 'I'I:~イ1ユまでを合むものである。これと介わせて川、ド ftlli 1'i: lkl rはJl:ぃ

範凶の人々についてJ.!、，jJJ)性が I:'~' 、ことが与えられる 。

・活動性に関して

「活動的なJtfの位;nにあったのは設定状況を通じてイヘン卜や人の戸、拡Jijffと

いった行事象併であった。逆に「活動的でなし、」背としてはノU!;やfl'Jlにnう物昔、

官I(Jj二物による !'J然rfなどであった。これらの性質を表現するのには 「にぎわいJとい

う印象表現訪が ーつのキーワードと忠われる。

どのような汗が「爪動的」であるかの存倒的な記述は私凡としては "J能と)5-えるが、

本論文の純凶ではまだ記述のための断念が川窓される段附にご伝っていない。:A験 結 *

の fr 4.H象併の特徴を』よると、 ì'?~J~象が 「活動的」であるためには人 I I\Jが行動している

こととその行動の性質という 2 つの~因が考えられた。

4)空間的情報認知について

空間的1-，'1報の認知については子f''JJ象名のみを呈示するこの実験においてその線中11

をjdl:1:することは縦しいと F処!されたが、結*としては身近 泣いといったスケール

感に閲する印象表現誌が多くの被験右によって挙げられ、印象却価においてもそれが

一つの凶子事111として表れている。この;iJlIは生活感と結びついており、 uf:!.知l柿造上で

( r身近なJr生活感を感じる」 ー ri去し、J)という音事象配世が兄られる。

?ヰー事象の性質としてパワーの小さい住所音は限定された空間傾城|人jでしか聞こえ
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ない。 反対にいわゆるßE ，:t~並行似はパワーの大きさのため泌)Jでも Ilfl くことができ、

現尖としても11:.71i{i;と比べて凶 1縦的に泌いところに(fイiしているものである。この'1'

には航'l)'~!など、 i主くにしかμイ1.しない行もある 。 この点から比て身近 ihlいという

必知f'y)js:1 の'1! IIiに|見l しては、本*は'1二百fj!ぷに 1)(1 する制Iiの1".にこのようなりò~の r\JJç象

の'l;::IBj分布がJx映されたもの、という解釈もIlJugでユある。ここで山場:，k!験においては

dr術交.illii'rについてのみ、 fT似との出2剖tが近づくにつれて 「身近な」んへIkIH!.'.'.'が

Jj(移した品可決がf~f られている 。 この点からは 「身近さ . J!:/1i!必」の州がスケール!必に

|刻する空1111的必ま11仙械を合んでいることがうかがわれる。しかしりL以尖験における評

価対象がもともと 「住所感」との関係が己i丸、と思われるぎとilli汗が主体であることから

これ以上のI~'))えはしない)jがよいであろう。またスケール!必以外の 「桜近j など動的

な空1l\1(1~，;:2，知的械については本'，.!.の実験では得られないものと，智えられる。

5)得られた認知構造と実際の認知との関係について

市のはじめに述べたように、4:7;1:の実験の斜i:M!伴られた認知情巡に関係する認知l紙一

札lは、心憶を)11，、た↑MU処.flUのうち「もの」の認知lと概念の:Ul起であり、さらにその

I'I¥IJ次的線111として!必1'，';の喚起と空間的山幸iid知!の ー削を合む(・3 3参照)。 また!必

仙一のl而からは槻念に付随する評価型態度にl刻するものといえる。 ー))でこれは過去の

認知経験の諮払によって形成された記憶情報の情造がぶ刻されたものであり、リアル

タイムで局紅的に生起する fi~知様相、すなわち入)]1時の刺激問の鋭合、ß:芯や意識の

喚起、，守識内谷への干渉などについては別のアプローチが必22である。

印象評価の.1il叩lIi対象は、教示て宇で限定されたq屯聞における、汗'F象についての科被

験有の記憶情報に)i~づいたプロトタイプと考えられる。たとえば今阿の実験における

苛事象名はとくに空間的配位や汗盆なとの属性が示されず、これらの属性については

各人が持つプロトタイプに任されている。 H常生活では、ある場所ある状況における

ある背 ~Ij:象、といった特定の状況固有の感情的態度がイf り得る 。 この例としてある特

定の背・jJ象に対する怒りや恐れに関する待機型態度、あるいは過去のエピソードの氾!

起とそれに付随するなつかしさなどの概念なとが挙げられる。これらは個人間の共油

性はもとより小さいことから、 Ff環境認知lの観点から記述は可能であっても実際の百|

両と結びつきにくい認知機州とJ替えられるが、近隣騒音でいえばルール作りや啓発な

と、あるいは背環境計l固における何らかの象徴的なず干の配位，¥1両なとといった「意i体

的操作」は、こうした認知l様相を対象とする計阿手法と)5'えられる。
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4-4-2第 4章の結語

以|二、本市においては;けら象の必知l偽造について慨似した。名1;-*として』市川li1'lや/1;

IliJ1'1をはじめとする以1[-'1'111と、|刈 Hllilにおける汗'J(象の円以nについての知見を得て、

また結集の持つが沫については認知的観点からのl記述を行った。

み.111.で伴られた結果は概観的な知凡であるが、今後この ii:t!.~II tNJ js:のJI':Wというテ

マに1)¥1しては、人11¥1と仔52境について網縦することによる全体的な他j)uを，ιli'Jする )j

l句と、ある研究領域の対象範|川に限定した詳細な認知1仇j込のre似の 2)Jli刊、ありうる。

また、本市の~験においては11!1 々のれ 'J~象の認知lを対象としているが、これはì'í-I~'i

t1を行 'F象という偶成立~A;'の集合体として放っていることになる。 この山、 f)L '，人には

たとえば生爪!&¥I人1[-のように ITilt の 1::]題よりもある特定の t"i')Jç~立があるかないかで

d知が決定される場介や、，;'1市li1'ErJ、1[-のように情成訴事象の日 :11:的な1(liを合むノ、ラン

スによって決定される J必令が与えられる 。 このような、"Í~休としての ì'í--I~i境の id知と

例々の背事象に対する，í~虫n との関係についても今後の研究の);1(，)1'1 の っといえる。
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環境評価における音環境の寄与に関する実験
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第 5章 環境評価における音環境の寄与に関する実験

本市は総合的な環境を対象とする印象評価における??磁波の奇リについての概

観的な j巴似を Il 的として、1sl環境と干~fJ);;肢の複合成伎を対象とした印象訓11lli実験

を行うものである。17tの桃成として、 53分析と毛深の記述においては分析|人l作

と得られた~JJ9<fの記述を '1'心とし、認知的制l~を~めた全体的なあ擦は工士;Ti立

はの総指に合めた。

5-1 はじめに

1) 総合的な環境認知の記述

口常われわれは音環境を単独に認知しているのではなく、視党や他の感覚もfTめた

総合的な環境認知の一部分として背環境認知を行っていると考えられる。

背環境に|浪らない総合的な環境を対象とするとき、従来のように名山脱皮ぷに分併

して考えるのが言liilii論的には有効であろう。これを認知のn;l1山、により記述するために

は、各環境12.t~の認知様相 lを第 2 =f.'.tで示した環境認知モデルの枠組みによりぷE比すれ

ばよく、これにより人間を基準とした全体的な系の中にそれぞれを位ii1づけることが

lJf íj~ となる 。

í~tl認知1の機相には52境要素毎に主主なった綴相もあれば共通した機相もあることが

考えられる。たとえば第 3市で示した音環境認知]の様相類型のrl'の「記憶をJlJいた1，';

報処1'Il J については、情報担li:.l:\後の認知過程は各環境基~7f~で共通していると考えられ

るが、実際の認知]においてはその情報の多くは視党あるいは聴覚から斜られるもので

あろう。 i逸機相性J(→ 3)1況往の研究を参照)はこのような、入)J感:i'，i;は0%なっても

ある段階以降が同じである認知様相を対象としているものといえる。

総合的な環境認知]に関係する主E因は多様なものであり、 5i41験等で多くを考慮するの

はj，1tしい。この点について記憶を川いた情報処理にI刻する認知機相を問題とするのな

らば、その情報の受け入れ手続きが:tJlj'，i;あるいは聴覚によるものが大部分と与えられ

ることから、対象として視環境と音潔境を考慮すればよいであろう。また「基本的ス

キーマ」による情報割11出のように記憶によらない認知様相を問題にするのならば、物

理的指標との|主l数的対応、が期待できるため、各環境要素の物理的指標を説明変数とし

l
 

l
 

l
 



て人II¥Jの認知lをt記述する)Jli'J1'1が，与えられる。いずれにしろどのような必Iklを取りし

げるかについては，;II，I'I論的な観点、との調絡が必2tであろう。

2) 認知的観点からの位置づけ

認知的観 ~_Î から比れは、複合í;;; J:;~

;‘Hilliにおける内成抗の寄'7の把Jhiと

は、広:Ptzからの概念的↑付iと人))I必

見との1!kJ係を{巴1Ji¥することといえる。

環境Hd知モデルにおいて、対象スキ

ーマは対象にl刻する)>1";1'1ーとしての↑fj

械とそれらの情報を処J'jlする手絞き

↑lt切などから椛j点される。そうした

間報の'1"で、印象評価に関係する概

念的↑，'itl!にはそれぞれに応じた受け

入れ手続き情報がff.，!iびついているも

のと考えられる〔ドig.51)。たとえ

対象スキーマ m憶構i萱)

対象スキーマ

を情成する情

報スキマ

¥、情報スキーマに

対応した情報受

け入れの手続き

(↑山幸1)

Fig.5 1対象スキー?による↑内側の受け入れ

ば“lりjるい"ならば視覚、“うるさい"ならば聡党との関係が深いであろうが、“ 1'1然"や

“活気"といった概念的情報の受け入れ手続きが視'1'1:と聴:i'tのどちらの入))によるもの

かについてはり]らかではない。本立の実験はこうした点についての基礎的知見を得る

ものとして位置づけられる。

一方で本主主の実験は、認知様相でいえば意図的な心的作業としての「古川lIiJである。

第47;1のはじめに述べたように、結果として得られる評価桃造は感情的態度を反映し

たものではあるが、日常それを対象から感じていない評価概念についての評価を合ん

でいるものと考えられる。このことは結果の解釈において樹立すべき点といえる。

また実験は対象を意識するように方向づけられた状態での評価であることから、 11

常的な対象の認知1における、意識の喚起→記憶を斤lいた情報処辺、といったIsl式でぶ

される過程の後者のみを対象としたものといえる。意識の喚起については別注検討す

る必~があるが、 IJ;ì ljlからの情報入力において聴覚的情報はtJU't的情報とは.%なり、

感党情報i行l議へ圭l]i主するのにとくに篠索行動を必要としないため、この内での-#[環境

の寄与は大きいものが考えられる。
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3) 既往の研究

総合的な環境の'1.1でのfif;;;J:;主の位iifづけや得liといった1(liに必 11した{uf先は次第に

J\'Iえつつある。見w の研究の万向性として、(1)附l以感なと駁 i~~ ，if佃i に対するlJU't1 ， ';械

の影響、 (2)祝環境と背環境の判llimlJ、 (3)絞合成演における各保筑波ぷの布 lJ、な

どを見ることができる。

(1 )については日1村による騒げのうる ささに及ぼす街路樹の総の効民に|立19る研究

45 )などが挙げられるが、この例では街路樹の似の交J日}騒 lufに対する心則的M<('， 効:.l~を

見いだしている。こうした悦:ii.:1，'i械の影響については、lJL:ri:1，'ii'liに十l附する!必↑11的態

l立との11J;lt%が考えられる(→ 3-5参!m。

(2)については宕p; による研究伊Jmが挙げられるが、これはりL以 lj~ . 汗 f;;; J:;~を対象

として、快ー不快だけでない包照的な印象評価における1111i作Jllを、 1;曲線1111'1J 

(I~jtl日l に共通した印象。たとえば「明るし、J { I~J るい皆、 lリ1 るい光!などといったも

の)および「共1¥日現象J (通様相性を持つ他の感覚の印象の作mによって、ある感'jl

による印象がそれと同じ)j向に変化する現象)の概念を川いて~.~~を行ったものであ

る。この研究例においては評価手法として SD法を川いていることから、ここでの

「通総相性」は、概念的情報の受け入れ手続きが視党と聴:itの両方に関係しているこ

とを指すものといえる。

(3)については松原らにより、快適1'1:の二tl税評官lIiに対して熱 ・制 ・iEの物理的環境炭

素指棋の一元的な同帰が試みられたザIJがある<8)。そこでは音環境については指標とし

て等価騒音レベルがとりあげられているが、常識的な範凶では l!"~'i熱上京肢と比較して不

快感に勺える寄与は小さなものである。

4) 実験の目的

本宣言の実験は、総合的な環境を対象とする印象評価における高成境の寄与について

の蹴倒的な把握を目的とするものである。実験においては対象とする環境を祝環協と

，-，段境として考察した。実験は被験将や実験の場についての限定的なーケーススタデ

ィにととまるが、総合的な政J:;~認知I における音環境の寄与の他t!l\は7f環境計ドIÏ[のイJ)IJ 

性を問うことに結びつくといえるものであり、結果や手法は今後のこの);向の考擦の

手がかりとなるものと考えている。
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5-2実験の概要

:k験は長1崎県にある臨海テーマ Tablc 5 I 評価対当の -~l

ノぞーク「ノ、ウステンポス」におけ

る市環境，\l I ，I~の-f:;;iとして現地で

尖胞した印象評価実験によるもの

である。

実験にあたって許制lix'、I象はノ、ウ

ステンポス|刻内で特徴的とかんが

えられる 10地点を設定した

(Tabl巴 51)。また詞佃lは音環境，

悦環境，背および:)J[J;立与~Õ;Hlli C以

卜 i'rj， 1視， [f'f&視]と表記す

対象 空間的状況

l他物に¥!HまれたJムIL;

21liljにIliiしたr-ドウド?

31Jrソ liijのti-'ill，木々

41iJl物!.it/1l}iiH、の歩道

5運河町j，、怖の下

6歩ill.iiijと緑とJJi¥'11 

7建物に閉まれた広場

81ill物に凶まれた広場

9運M沿い道路

10建物に阻まれた広場

主な音事象

'Ii人

刻印;~， 'F 

止lの j~j. r.~ 

人i'Ji刊]船

JI~断 'F. rr楽

-'I!人モートγ1

ET楽。噴/久人

パ-J"-]ウyト。人

rlI， rr楽

1f楽(オルコd ール1人

' 1引n は了fJ:立与l~'I;- Íll!i lH-JPtjか ら l 分 IIU で，i\測
る)の 3，HiJ.:1iとした。 市川

LA己"
56 

55 

43 

51 

58 

51 

63 

65 

63 

64 

実験手法は SD法に拠った。主側面'1'定尺度としてiJeJHした形王子aiij対は、 i'，&mが

33組、 [斤]と[視]はその中から関係の泊れ、と考えられる尺肢を除いてそれぞれ 27f'[; 

と23;fifiであるCTable5 2参照〕。 これらはそれぞれの環境評価を網縦するものとして

選出したものである。

災験の手順として、被験者は各地点において以下の状態および順序でf作成抗の印象

抑制を行った。

I [背] 顔を上げないで、評定用紙だけを見る。

2， [悦JJ+栓を装着し、定められた方向を見る。

3 [音&視J:[視]の状態から耳栓を外す。

また、地点li'iJの移動時には耳栓を装着させたが、移動中の視環境刺激に対してはと

くに考慮していない。被験者は 20代と 30代の主として悠築系の学生¥8 ~ (VJ [-¥ 6， 

kチ 2)である。
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5-3分析と考察

1) 各環境評価における評定尺度の因子分析

まず[，"i].[悦].[背&似]の 3HU，'j!O)，i'附li桃JiEを把握するため、それぞれの評定結栄

について形符詞尺度に|刻して閃 j土分析を行った。Ikl[-分析にあたり評定イII'tに個人r:¥Jの

ばらつきが見られたため、 )IJI，、るデータとして被験.r;''F均 11"[ではなく例人11J~の評定 11"'，

をそのままJlJし、た。

tlkl [法により比較的|占|イI仙が大きな因子を1111:Hしたのち([，'"，']と ('i&lJ! では 2

i刈f、c1J2は"IJ;J [-)、ノ〈リマックス1"1'伝を』血した。結決として、 [i'，']と，，・''i&1Jiに

おける 21玉I!-は評価性凶 F と ~'æリ1) 1'1:1正l 子と解釈でき、 [ 悦 j においてはその 2 つに加え

て、 「新t:J• 111iJ1tT.Jと関係のある第 1ll1!i1子と I1frJ亨 絞りuに近い第 IV閃 Fが比られ

た。 rig，52はこの因子分析結果を各環境評価旬、閃チ勾に閃 fi"lj::fi止の大きいllU'ilこ

尺j支を並べて|司ーの尺!支を総で結んだものである。

3種類の評価柿jiEの比較では、 [悦]においては第日因[-(r，r;動1'¥:)と第IUlkl[-(新

奇利 )に分かれている)1;王子詞尺j支1洋が、とちらも[背]と[汗&鋭]では立;IJ肱1[- (爪到J

1'1:>に合まれている。この点は-lJtii:l，';報と比較して聴覚 (を合めた〕情報に対する，，'1'，

1illiのl唆i昧さをうかがわせるが、全体としては三者とも'l:1!似した許制li椛泣を持つことが

わかった。

また、実験の場がテーマパークであることによる司t定上の特徴がいくつかのJ<i.立で

比られた。すなわち、 「背が大きい」は[背]と[苦&視]で因子IIJ]の移動が見られるが、

このEl1rllとして長観を合めた評価においては「背が大きい」と「調和のある」等の尺反問

の関係が深まったことが考えられる。 また「人て的な 一 白然的なJ は:1f~ 3 ~.の実験で

は許制lil'UklJ亡と相闘がJ品、ものであったが、 4: ~;'tの実験においては活動1'11主1[-と相関

がIfEくなっている。これも「人了.的J=にぎやか、 11"1然的J=孫ちついた、という

テーマノfークにおける評価l対象の性11によるものといえる。
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授精琵; 在設務主主; 筏導部

(~平価性)

2)各環境評価の評価に影響する要因

砂くに、作環境wl1{illiのそれぞれのl汗i.L尺肢について，i'l'filliに影科する決Iklを分析したo

~'F ii: 11"(に左が;1じる:z.g凶として以下の 3砲を与える、

3. ~自lIí対象のがJ主u C対象似の被験者評定予均仙のだ )

b 例人の効果 (侃1人旬の全対象五十ヱE平均fr!!のぷ )

じ 抑制li対象と例人の交 Ij_効果 (似人制の;j'l(定の似liリのλ' 以下 111M人ぷJ) 

ここで aが cと比較して大きいことは、日'l'ftlli対象の1>[;1'1が被験右にある科j文Jtj出した

許制liを喚起することをぷし、また cが大きければ対象の評価のiY1ri'Jが例人により見な

ることを示す。これを各 ;N~定代皮について、分散分析の手絞きを)1] 0 、て各 :t' lklの似J民

を比較することにより検討した(Tablc5-2)。

結果として、 ff;A/J性区Irと相lf!fJの戸弘、尺度群には 3純;Jjの政境許制liとも抑制li対象の

効果が11M人差に対して大きいものが多く、 [背]については I，¥]'かな ーうるさしづなど

甘味境のみを対象とした号l'定尺度も同様の傾向にあった。

また評価制因子と相闘の高い尺j立l洋では [音 ] を除いて例人ノ:;~の効果が大きいなど、

全体として[汗]は個人売のが'J;，Jlo;o¥;J'さい傾向が凡られた。

事語iili" 1¥ 

面目
3)複合環境評価と視環境 ・音環境評価との関係

以後に、品lfT環境評価と視1完成 .{f f~ Jj~評価i との関係をよ止るために、 [ ，"，'と (í'.&

悦]、および[悦]と[斉&悦]のjrl閃を比較したCTablc5 2)。

全体として[視]の)jが[i'f&視]と相闘が高いが、「楽しげなJI活気のある JI総ち石き

のある JI人に的なJといった尺度では[背]も同程度によμ、相l限lが見られた。これらは抗

動1'1:1"1fと相|掲の高い尺度であり、このことは活動性閃子に関 しては苫政坑の寄与が

中「はJ的に大きいことを示している。
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rablυ0-2 各汗佃lの~閃効果と汗イ出îll!jの tlll~J

尺
度 形容詞尺度

No 

2'1 快適な 不快な

18 好ましい Mましくない

30 i調和のある 不調和な

E平 5 止fきな きらL、な

32 ハァンスが良い アンハ7ンス

10 無粋な 趣のある

美しい みlこくし、

{面 26 7nゆ主な うるさい

20 耳触りのよい 耳障りな

7 法452きのある 終着きの無い

13 t{fんだ にごった

性 16 無秋UT-な 秩序のある

27 まずしし、 豊かな

14 (背が)大きい 小さし、

15 i手々 する τf々 する

33 Lf観が7fにふさわしいふさわしくない

3 lii発的な 定常的な

6 閉鎖的な 開放的な

9 響きのある 響きのない

29 (音に)包まれた 方向性のある

21 重厚な 軽快な

17 なつかしい 新鮮な

22 楽しげな 寂しげな

4 地味な 派手な

;舌 11 活気のある 活気のない

2 くらし、 明るい

B つまらない おもしろい

動 23 平凡な 1回t'l的な

28 複雑な 単純な

25 非日常的な 日常的な

性 19 (音色が)高い {ll;い

12 人工的な :自然的な

L 
31 日本的な 西洋的な

※相 I~I
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5-4第 5章の総括

1)全体的な考察

本市の尖l験の紡-*をまとめると以 Fのようになる。

. t!:!);i~~評価は、 1 ，'jJ，かなーうるさし、」なとのi'rf;;J_抗のみを対象とする，¥'Fil:パ

jぷおよび桁Eリ~nlkl [-に関する計'定)"<1立について、"ド刊、4判|

効月果lに文忠対、'1して大きくなる1傾頃肌iドi，以以ωj、』μ4られたo またりU:;WLiffllliと比較して、全体

として例人);~のがIJ-*が少ない傾向が凡られた。

. ì~:_l~~'Z;t'lι制h は、とくに活動性悶 fに関する評価において、位:合r;;;境川 Il lIí との

尚い相|刻がみられた。しかしその相関係数は全体的に1JU;;;境，tHllliと比べて小

さいいを示した。

-評官lIi1'1:因子に関して、背環境評価はイ同人差の効果は小さいものの後イ'tJJ，'IlJlITF 

luliとの粁l限lは視環境許制liよりも小さくなっている。これは奇1'IIIIi1'Iに|見lしては

り』環境が優位な勿'J*を持っていることを示唆するが、 fi 環 ~J2許制11 において

1'，'，'1，かな ーう るさいJ 1工l 触りのよい~ lt~ ~J{ りな 」のよ うに計ι仰íVllkl f-とAII

1':101 の I:'~ い}~)正があり、こうした而で汗成伎の寄付íllít生に対する寄うが比られた。

ある尺j支の評価において複合環境評価と音環境評価の相関が日いことは、 Jぷ知的な

観点から見れば、その)"<1立に関係する概合、的情報がi偲:it的人)Jから抗11U~ されるこ とが

多いことを示すものと解釈できる。実験の結巣では、 「静かな うるさし、」なとの代

j支については聴覚的入力との1':101係が深いことは当然といえるが、 「楽しげなー寂しけ

な」なと(，f;W)J自因子にl刻する概念的情報においても|日]様に聴党的入力との|刻係が.11ら

れた。

また結果について:¥1-1回言語的な見方をすれば、音環境評価において評叩I氏、I象のji)J*に

対して側人去が小さいこと、すなわち例人間に共通して効栄が見られることは、たと

えば公共空間のように多人数を対象とした空間lにおける音環境計闘の千j効目を示唆す

るものといえる。背環境計阿は総合的な環境認知lにおける背環境の寄17が["Jい因 r-11'111 

にi均して考服するのが効果的であろうが、この点について本立の笑験のまh*からは、

「静かなーうるさし、」なと、の評価性因子に|渇する車IIJと、 「楽しげな 寂しげなjなと

活動性に関する E納を挙げることができる。むろんはじめにも述べたように本市の実験
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は限定的なケースであり、そのまま計[11111 こ ~/i びっくとは限らないか、今後の研究にお

ける つのあり )jをぶすものと与えられる。

I';'Cのはじめに述べたように、本 t;r~ の 1il験は認知l隊中11の 1 ，i'HllliJ を倣ったものである

ことから、'訓i呼干判f制仙州d山山11υjパ'(J反正によつては被験J布Tがiけl?;日¥'1l'つていない"沖、

申糾結.'山1;リ1 月洪4 はそれをプ合Tんだものといえる。この点について本恨の実験で何られたf.'山~，;Hllli の

l刈[-!，Yμitは、:1ii1 ;;'1の実験で得られた gJJç~の印象についての Ikl (椛込とぷ1).1，の 1.で

がl似したものであることから、その主12ーな 2つの'1;111であるがもlIi1'lおよび爪<fUJ1'1は:x際

の環境t認知|においても存伐するとど一えてよいものと思われる。

2)今後の課題

本市のう~!放においては汗環境の評価手法として、 視環境評価などにおいて 般に)11

いられる定点での SD法を採川したが、育環境許制liは視環境評価や複令環境許制liと|日l

様のl孟IHY;j立がみられた。これは対象に対し;十仰lがI可能であったことをぷし、この千

f1:のイヲ効利があるf'~1又確認されたものといえる。しかし、自は IL'it: \1 'FIII 1.に展開し、そ

れに従って評自lIi も変化し続けることが与えられるため、時II\j および'~II\]のシーケンス

を合めた評価手法が望まれる。これについては今後検討すべき諜Jむとどえている。

4-:];'i:の実験は手F叩hにおいて斉環境を全体としてとらえている点で、円以li岐を11M々 の

?号事象に分解してとらえる第 4T，tの立場とは異なっている。これについて賀1tl -i';'tの以

後に触れたように、実際の青環境評官lIiにおいては、個々の音事象あるいは任事象111]の

交互作汀IC たとえば調和感なと)に重点のおかれた評{而が行われる而と、日 'J~象の集合

体としての環境音に対する評価のIlIIの双方が考えられる。 「7tfが大きし、」なとのJ、fiilli

は集令体に対する評価である而が大きいであろうし、 「生活感」などの評イIlIiは特定の

音41象の有者I(で決定される而が大きいと考えられる。音環境評価が7手段Jj~のとのよう

な'&I閃を評価しているのかについて本章の実験では考察する段附に至っていない。し

かし第4'芦で得られた11間々の音事象印象評価の凶子構造と、本1.，1.の74環境評価の|孟l了

構造が類似していることから、ある背潔境の評価がどの桃成音事象の影響によるもの

かを考えることはそれほど難しくはないであろう。このことについては視政境評価や

復令環境評価においても同様であるが、これも今後の研究の方向性の っと考えられ

る。
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第6章 総括

1) 結果のまと め

ここまで本論文は、多機化する庁環境研究似域を包f目的に記.iAしうる仰，1，1;1:として人!日l

の庁以境認知|を設定し、その矧 1'1からの記述の枠組みとしてのI~;~ ，i~女11 モテ'ルの Vá/J~ と、

J;;i t!認知 lモデルを川いた世1)ぷ的記.ìÆとしての文献的およひ"実験的与疑をわったo ~千平の

内辛子をまとめると以ドのようになる。

!;f~ 2 '1;'.において、全体的な714環境研究領域を認知的観点から記述するための村し訓lみと

なる環境認知jモデルを続不した。環境認知Iモデルは人間と政境とのフィードノ、ックを合

む循環的な↑Ji報処主II俄怖のモデルを'l'j絡として、情報処1'11に影響を 17える「な織」と I!必

↑NJに|刻するモデルを結びつけたものであり、音に限らない一般的な以度認知|にiOi川で

きるものと考えている。モデルおよび関係する訪概念については既刊のd知I'Li.flWr・Hti域

の一般的な文献から選択・集成した。

第 37Fにおいては、!;f;2 !:fで民示した枠組みをJIlいて、日正1i:O)1"，'以tJ~研究似域につい

て，:2?;11((JliJ!/.i.からの J5.~iをわった。市の内科として、はじめに工学的な御山から人1/\1-

7T環境系とJl\':1tの子~'~辺境研炎について概似し、背環境研究領域が対象とする認知機中11の

'i;(jJ¥')について終息した後、駁 11の心翌日的影押など音域境研究領域におけるいくつかの'1;

#'1の記述を行った。

第 Ll l~ においてはイメージ科事象を月]いた印象評価実験をi!1)して、汗'jT象の認知Imi!主

について縦観した。その結果、認知名，'lijftの因子iilhとして評filli1生及び前回u1'Iについて被!験

-{';I/¥Jでの共通性がみられたほか、生活感なと種々 の因子'l'lhを見いだした。こ れら各凶-[-

il'lhの持つなI沫については、 52境認知lモデルに基づいた考~fを行った。また、実験は 3H

の行環境{居宅 ・街路 ・テーマパーク)を設定状況としたが、状似の追いにより阿般の

7やF象の印象許制に有志なよ，_:が凡られた。

Ju 5 i~t においては視環境と ~:IYJ. ~lの復令環境評価実験を通して、復令f;;:1撹における 11

環境の寄与について考然した。その結果、とくに活動性に関する許制において政令環境

評価と苛1>>.I:l~評価との日い相関がみられた。また視政抗評制li と比較して 11 環境評fdli は例

人による評価傾向の差呉川、相対的に小さいものであった。
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2)結語

さまざまな爪動に1'1'ってむ凶的でなく発11する市が大印分を IJjめる八一環境を対象と

する似域において、，;1[lhj "J能な範IJHは限定されたものと，;ってよいであろう 。この山、か

らは計[lhj"J能判に)，~づいて研究を進めるのも つのやり )Jであろうが、そうして何られ

た知凡がとれほどの芯I).j，を持つのかについては、研究対象の令体像についての記述をわ

い、その|二に似 ii(l~づけることによって可能となる。ここで記@の矧 rl_j は、研究似域が人

II'，Jを対象とする以 1-、人間がどう感じるかをJ主権とするのが妥勺といってよいであろう 。

本論文の)，~ij\Jであるぷ知的制/.iは、このように研究の持つ iむ味を凡いだすための つの

)I~?{t となるものJ;'えている 。

本論文;の:1li1 e;'(と第 57;1の災!験的検討は背環境必まnモデルの充実と付iUづけたもの

であるが、実験のが，果について環境認知モデルの枠組みを用いて考察することにより、

結果の持つ立l見、のIリj倣な記述が可能であったと考えている。この/1，これら 一つの「戸は百;

3 i;';とともに環境認知モデルの適川例といえるものであり、本論文においてはこうした

記述を泊してモデルの有j日間を砿認できたと考えている。しかしI{論にも述べたように、

本論文が悦楽する認知的な観点とその記述の枠組みのイ'iJlJ判ーは、伊J，lIl的な心述を柏みす，

ねる'1'で検百ilされるものである。この芯味で本論文は、その第一少として1Jtlll¥を行う段

附であり、検討については今後の研究を待たなければならない。

もう一つの市公!な点は、個々の研究あるいは研究領域を共通の観点からの村ι品Ilみで』記

述することにより、研究者間において認識を共有できることにあると考えている。近代

以降、科'下がそれぞれの領域において、何らかの共通言話的概念:を媒介として研究(，[!i'd

で相互を呈l'解し位置づけ、その'.1'から方向性を見いだすことによって絶え11りない進歩を

絞けている。ここで必要なのが共j!!i言語であることはいうまでもない。すなわちひとり

あるいは少数による成果を積み重ねるためには相一庄の位位づけと万戸j制の見解、そして

議論が必裂である。

本論文は背環境研究領域において、それを治る上でのJt泊三Mfとなり仰るものとして

汗足立与E認知|の制点によるド「組みを提案するものである。
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