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An Environmental Sound Design Project for 
a Planetarium (1) :

Report on Active Research at the Kuma Kogen Astronomical Observatory

This paper reports on the results of active research and production of environmental sound design at 

the Kuma Kogen Astronomical Observatory and Planetarium in Ehime Prefecture.  More concretely, 

this study discusses research activities conducted over a two year period including the following: 1) the 

production of sound sources for use in ambient music, 2) a survey of visitors to the planetarium, 3) 

interviews of the administrative staff ,  and  4) ongoing observations on site after the completion of the 

sound design project.  Drawing on these results, I consider what particular types of sound design are 

best suited for use in planetariums.

Characteristics of planetariums include, 1) unpleasant sensations easily caused by the dark, 

enclosed space of the auditorium, 2) distinct differences between programs projected in different 

facilities, 3) increasing demand for entertainment and recreational functions in programs originally 

intended to be educational and, 4) the use of music in part or all of the projections. Beginning with the 

latter, several hypotheses were identifi ed: 1) that music is expected to be more than background music 

and to create its own special eff ects, 2) that staff  preferences should be taken into account, 3) that 

certain soundtracks had already been incorporated into programs that were out-sourced and, 4) that 

music can easily have an excessive impact.  

Concerning the production of ambient music, I took the greatest care to produce music suitable to 

the atmosphere of the space.  More concretely, I composed ambient music using solo piano tones that 

would not interfere with the voice of the commentator with the following specifi c aims: 1) to suggest a 

starlit sky through the use of high-pitched tones, 2) to reduce the number of sounds and make the 

rhythm slow, so as not to interfere with the commentator's explanation, 3) to alleviate the unpleasant 

sensation of being in the dark, closed space,  4) to create melodies no more than three minutes in length 

for easy use, and 5) to use two types of piano tones in order to avoid boring repetitions. 

For about one month from late April to late May of 2016, visitors were asked to respond to 

questionnaires.  The results showed that a majority of visitors (97.3%) were aware of the ambient music 

during the projection, and that most also felt that it was necessary (94.6%).  Reasons given for these 
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筆者は、公共空間における音環境デザインの実践活動を継続して行っている。具体的には、

京都タワー展望室（2006 年～現在）、京都国際マンガミュージアム（2006 年～現在）、京都府

立丹後郷土資料館（2015 年～現在）などがある。公共空間の音環境と一口に言ってもその現

状と用途は多様である。質の高い音環境デザインを実現するためには、さまざまな現場で実践

事例を集積させ、場に即した確実性の高い技法を編み出すことが重要である。

筆者は、アクションリサーチ（action research）1 の形を執り、現場の公共空間と連携した

音環境デザインを実践している。音環境デザインは、現場の運営者と連携したプロジェクトと

して現場空間に影響を与え、運営者や利用者に、音環境や空間に対する相互作用を引き起こす

ことが重要である。具体的には、対象空間に携わる運営者や利用者の聴感覚（身体感覚）の反

応を詳細に現場観察し、その分析結果を音環境デザインに生かしている。つまり、当プロジェ

クトを遂行する筆者は「研究者（調査・分析アプローチ）」と「デザイナー（設計・施工アプロー

チ）」の両方の立場を執り、音環境デザインのアクションリサーチを行うわけである。

本稿では、久万高原天体観測館（愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙 488番地）を対象に

した、プラネタリウム空間の音環境デザインのアクションリサーチ結果を報告する。具体的な

流れとしては、2014 年 8月に当プロジェクトを開始したのち、1) 環境音楽の音源制作、2) 来

館者に対するアンケート調査、3) 館運営者に対するヒアリング調査、4) 音環境デザイン後の現

場観察、を約 2年にわたって行った。その結果をもとに、プラネタリウム空間に特有な音環境

デザインのあり方を検討していきたい。

２．音環境デザインと環境音楽

音環境デザインの施工プロセスは可視化が難しいために、確立された技法や方法論が構築さ

小　松　正　史

１．はじめに

KOMATSU  Masafumi

プラネタリウムの音環境デザイン・プロジェクト（１）
――久万高原天体観測館でのアクションリサーチを通して――
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れていないのが現状である。その状況で筆者は、音環境デザインの方向性を「マイナス（音を

へらす）」「ハコ（響きの調節）」「プラス（音をふやす）」の 3つの事項に分けて構想している 2。

3つの優先順位については、まず不快と認識される音を削減し（マイナスの音デザイン）、次

に建物の響きを整え（ハコの音デザイン）、最後に必要な音や音楽を加える（プラスの音デザ

イン）3。ただしこれらの順番は現場の状況に応じて変化することや、特定の方向性が特別の

事情で実施されない場合もある。現状の音環境で疎かにされがちな方向性は「マイナス」と「ハ

コ」である。当プロジェクトでは、1) 対象がすでに建築された公共空間であること、2) プラネ

タリウム空間では音（音楽）の演出効果を期待されること、3) 環境音楽の存在意義を再認識す

ること、の 3つの理由から、「プラスの音デザイン」に焦点を当てたプロジェクトを行うこと

にした。

プラスの音デザインは必ず行うべきプロセスではない。とりわけ現代社会では特定空間に音

楽を多用する事例が夥しく存在し、「音」の環境問題を数多く引き起こしているのが現状である。

例えば、施設空間内で使用されている有線放送の存在がある。有線放送が対象空間に一旦設置

されると、煩わしい選曲の手間や楽曲使用料の自己申請をしなくとも、ある程度のクオリティ

を保った楽曲再生が保証される。ただし、施主（空間の運営者）と利用者の両者ともに、音の

存在や重要性を意識しないか、考えない状態が続いてしまえば、それが音（音楽）の過剰な垂

れ流し状態を加速させる原因になる。

それにも関わらず筆者は、現場に調和することを目指した「環境音楽」をオーダーメイドで

制作している。この行為は一見矛盾するように感じられるが、聴くことも無視することもでき

る背景的な環境音楽がそれぞれの公共空間で前景的な「聴かせる音楽」に変容し、本来取るべ

きバランスが崩れつつあることに、筆者は危機感を抱いている。つまり、建物空間の運営者や

利用者にとって、環境音楽の存在が知られていないか正しく認識されていないことが多く、そ

の無知な状態が音環境の悪化を促進させるのではないかと予想している。身近な公共空間や生

活空間の音環境への意識啓発を高めることが最重要課題と考え、現場に即した環境音楽を敢え

て制作しているのである。矛盾を承知で言えば、本来背景に留まるべきはずの環境音楽を議論

の俎上に乗せるために、一旦メインに出す（＝まわりに周知させる）必要があると考えている。

３．自己表現は社会貢献につながるか？

筆者にとって環境音楽を制作する行為は、あくまでも純粋な「自己表現活動」の領域である。

ただ純粋と言っても、自らの内的衝動だけで音楽表現は完結せず、特定の風景や空間の中にい

るとき、不意に音楽（あるいは音的表現）をしたい衝動にかられることがある。その衝動を筆
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者は「心動」と呼んでいる。心動とは「思いがけず何かに心が惹かれ、動いてしまう」という

心理状態であり、多くの表現者や芸術家にとって、心理的な動機づけが制作行為には欠かせな

い。たまたま筆者は、このような心理的推進力を環境音楽の制作に生かす機会が多い。そうし

た表現活動を何らかの社会貢献に生かしたいと思い立ち、現場の公共空間から感じたインスピ

レーションをもとに環境音楽を制作し、それを現場に還元させるアクションリサーチを継続し

て行っている。

しかしながら、音楽という聴覚刺激は人によって好みが分かれるものである。とりわけ不特

定多数の人が存在する公共空間に、音楽を導入することに大きな抵抗を感じる人がいるのは事

実である。その是非を問うために、実際に筆者の制作した環境音楽を公共空間に導入し、他者

（施主と利用者）の反応を知ることが重要である。この立ち位置は、ひとりの「表現者（芸術

家／アーティスト）」というよりむしろ、集団でプロジェクトを遂行する「デザイナー」に近い。

ブルーノ・ムナーリは自著『芸術とデザイナー』で両者の違いを明確に述べている。

芸術家は、自分の純粋芸術の世界で制作しているとき、将来その作品を観るであろう大

衆のことを気にしない。（中略）一方デザイナーは、大衆からすぐに理解されるように気

を配らなければならない。（中略）大衆から理解されるということは、大衆の最も平凡な

好みを追従するという意味ではない。そうではなく、大衆の知覚するものをよく知るとい

うことであり、大衆がまだ知らないことを伝達するために、そのデータから出発するとい

うことである。（中略）つまり、大衆から理解されるということは、誰からも認められる

客観的イメージを用いるということである 4。

何かを具体的に表現（外部に表出）する意味では芸術家とデザイナーは共通しているが、外

部に出された表現の行き着く先がどこなのか、つまり表現されたものが他者（施主・運営者・

利用者など）にとって有益であるかどうかに意識を向ける態度が、デザイナーにとっては重要

である。ムナーリの言う「大衆の知覚するもの」を具体的なデータとして研究する段階が、音

環境デザインの領域では必須である。ただし、最終アウトプットの環境音楽のことばかりを意

識して制作することはできない。音楽をつくる端緒は、客観的データや表現理論の前に、一個

人としての筆者の心動なのである。まずはそこで主観的につくられた環境音楽を施主や利用者

に投げかけ、客観的な反応評価をダイレクトに確認することが欠かせない。

音環境デザインの現状は分業体制で行われることがほとんどである。そのアンチテーゼとし

て、ひとりの表現者である筆者がじぶんの表現結果を現場に直接提示し、他者の反応を知るこ

とが重要と考えている。それゆえに筆者は、音環境デザインのアクションリサーチを最小限の

人数で行っているのである。ムナーリが「デザイナーの審美眼とは、橋を設計する際の土木技
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術者の、それと近い」5と述べているように、まずはひとりで一貫した制作プロセスを遂行し、

そこで得られた振れ幅の少ない経験を集積すべきではないか。

ただし、現状の音環境デザインでは実践的な事例が少ないために、普遍的あるいは個別的な

事例に対応できる客観的な手立てを形成する段階には至っていない。音は可視化が難しい領域

なので、施主や大衆に向けた「客観的イメージ」を提示することが困難である。音の物理的特

徴は大きく分けて「音の高さ」「音の大きさ」「音色」の 3つの側面があり、それが時間的変遷

に応じて時々刻々と変化していく。これが可視化を難しくさせる原因であり、他者に音の特徴

が伝わりづらい現状を生み出している。また、聴覚世界の印象は受け手によってそのイメージ

が大きく変わり、その印象をアウトプットすることが難しい。そのため、音環境デザインの事

例（あるいは環境音楽のサンプル）を数多く作り、施主や利用者からの反応を地道に聞き出す

ことが先決であると、筆者は考えている。

４．プラネタリウムと音環境デザイン

今回の対象は公共空間の中でも「プラネタリウム」という特殊な場所である。プラネタリウ

ム（planetarium）は、投影機から発した光をドーム状の天井の内側に設置された曲面スクリー

ンに映し出すことで星の像や運動を再現する施設である 6。公的な機関が天文台・科学館・博

物館に併置することが多く、最近では民間企業が集客を目的に商業施設に設置する例も増えて

きた。その他、投影機を簡易的に設置し出前（出張）投影する「移動式（モバイル）プラネタ

リウム」も出現し、柔軟で多用な活用方法が展開してきている。日本では 1937 年に大阪市立

電気科学館（現大阪市立科学館）に最初に設置され、現在では 300を越える公開プラネタリウ

ムが存在している 7。　

プラネタリウム空間の特徴としては、1) 館内が暗く閉所空間に特有な不快感が生まれやすい、

2) 投影番組は各館によって大きく異なる、3) 教育目的を主体としながらも娯楽やレクリエー

ション的活用が増えつつある、4) 投影中の一部時間あるいは全時間に音楽が使用されている、

といったことが挙げられる。とりわけ 4) の音楽利用について、いくつかの現場を実際に視察

して推測されたことは、1) 音楽を背景としてよりも演出効果を期待して使っている、2) 施設運

営者（解説者）の嗜好が反映されやすい、3) 外部制作の配給番組では特定の音楽が映像に組み

込まれた状態である、4) 音楽による過剰な演出効果が空間内に強い影響を及ぼしやすい、など

が挙げられる。

筆者はこれまで公共空間（博物館・美術館・展望室など）に環境音楽を導入するプロジェク

トを継続して行ってきた。それらのほとんどは過剰な演出を求めず、空間の背景や周囲に溶け
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込むことを目指して環境音楽を制作してきた。しかしながらいくつかのプラネタリウム空間を

視察した結果、従来の方法とはやや異なり、刺激の強い音楽が積極的に導入されていることが

分かった。具体的な特徴としては、1) プラネタリウムにおける環境音楽は背景的よりも演出的

に使用されている、2) 解説者の音声（や録音された解説音声）とのバランスに配慮する必要が

ある、3) 投影番組と施設空間の両方にマッチする音楽が必要である、4) 音楽は番組内で一時的

に使われており常時再生することは必ずしも求められない、などが挙げられる。

これまで筆者が視察したプラネタリウムの中には、職員のユニークな解説、子ども向けのプ

ログラム、CGや香りによる空間演出などがあり、どの館もそれぞれに創意工夫がなされていた。

ただ、気になったのは「音環境」に必ずしも配慮していない館の存在である。一部の館では、

刺激の強い演出音楽が大音量で流れる反面、声による解説はなかった。それとは逆に、音楽は

なくアナウンスだけの館もあった。プラネタリウムの館内は暗く、閉所空間に特有な不快感が

生まれやすい。音楽だけで快適さが増すわけではないが、まずは対象空間に調和しやすい環境

音楽があってもよいのではないかと筆者は考え、今回のアクションリサーチを実行した。

５．来館者へのアンケート調査結果と考察

5.1　当プロジェクト開始の経緯

2014 年夏、筆者は愛媛県の久万高原に行く機会に恵まれた。環境教育活動グループ『森の

こころ音』（代表：井上泉氏）が主催するイベントに、ピアノ演奏と音のワークショップで参

加することになった。8月 2日の会当日は台風の影響で豪雨となり、野外での会はやむなく中

止となった。急遽会場となった久万高原天体観測館内での体験が、当プロジェクトが誕生する

きっかけになったのである。大雨の中、本館でピアノ演奏を行ったのち、館職員の中村彰正氏

が投影番組を解説するプラネタリウム室内に移動し、筆者が事前に許可を得た上で、鍵盤ハー

モニカによる演奏をコラボレーション（協同表現）する場面があった。その経験の中で筆者に

心動が芽生え、それがもとになって館内に環境音楽を導入したい衝動が生まれたのである。心

動こそが当プロジェクトを推進するためのフォース（原動力）であると、筆者は考える。

正直に言えば、 現場の音環境が特に悪いわけではなかった。 プラネタリウム空間に特有な

多少の違和感（暗さや閉塞感）がある程度で、大きな問題点は見当たらなかった。これまで筆

者が手がけてきた音環境デザインは、音を減らす「マイナスの音デザイン」を手がけることが

多かったが、当館に関しては音環境の質をさらに高めていくよう方向性（プラスの音デザイン）

を採用した。そういう意味で、今回のアクションリサーチは芸術表現活動に近いアプローチと

言える。
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5.2　久万高原天体観測館につい

て

当館は、久万高原の美しい星空

を自然学習の材料や観光資源とし

て活用するために、久万町（現久

万高原町）によって建設された公

開型の天文施設で、1992 年 3 月

に開館した（図－ 1：久万高原天

体観測館の位置図）（写真－ 1：

久万高原天体観測館の外観）。

開設当時の町の基本理念に「自

然と文化の融合」が掲げられてお

り、それを具現化させる施設とし

て当館が整備された。当館は「久

万高原ふるさと旅行村」 の一施設

に位置づけられており、地元住民

と観光客との交流拠点であるとと

もに、自然体験を提供する施設と

して計画された。当初の予定では

天文台がメインであったのが、最

終的にはプラネタリウム施設も併

設する運びとなった 8。

当館の施設は大きく分けて２つ

存在する。ひとつは城郭風の「星

天城」と呼ばれる 3階建ての木造

建築物（本館）で、プラネタリウ

ム室を有している（延床面積：

217.3㎡）（図－ 2：久万高原天体

観測館管理棟の正面図 9）。もう

ひとつは「天文台」と呼ばれる鉄

筋コンクリート 2階建ての建築物

で、愛媛県内最大の望遠鏡がある

図－ 1：久万高原天体観測館の位置図
（apple maps をもとに筆者作成）

図－ 2：久万高原天体観測館管理棟の正面図
（出典：開館 20周年記念誌『宇宙をみつめて』56頁）

写真－ 1：久万高原天体観測館の外観（筆者撮影）
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（延床面積：91.88㎡）10。当プロジェクトの対象となるプラネタリウム室はドーム径が 6m、座

席数が 40（リクライニング式の水平床・一方向配列）の小規模プラネタリウムで、館職員に

よる独自の番組が生解説で提供されている（写真－ 2：プラネタリウム室の内観）。投影時間

は約 30分程度で、時期ごとに見える星座の話題を館職員がピックアップして紹介している。

投影機の仕様は、投影恒星数約 2,800 個の主投影機（五藤光学研究所製 :GEII-T）に加え、

補助投影機として、星座投影機が 6台、スライドプロジェクターが 1台、スライド投影機が 6台、

流星群投影機が 1台となっている（写真－ 3：投影機の外観）。音響設備は、マイクが 1台、

ワイヤレスマイクが 1台、CDプレイヤが 1台、MDプレイヤが 1台となっている（写真－4：

コンソールパネルと音響機器）。投影スケジュール（通常期）は、平日が 13:30 ～、15:00 ～、

の計 2回で、土日祝日が 11:00 ～、 13:30 ～、14:30 ～、15:30 ～、の計 4回となっている（夏休

み期間や冬季は変動あり）11。

当プラネタリウムの特徴をまとめ

ると、1) 小規模であること、2) 天文

台とプラネタリウムが並存している

こと、3) 高原環境であるため、天体

が非常に観察しやすいこと、3) プラ

ネタリウムが主体ではなく、天文台

写真－ 2：プラネタリウム室の内観（筆者撮影）

写真－ 4：コンソールパネルと音響機器（筆者撮影）写真－ 3：投影機の外観（筆者撮影）
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と展示空間が三位一体となって運営されていること、が挙げられる。

６．導入した環境音楽の特徴と現場観察

6.1　環境音楽の特徴

当館のプラネタリウム室に導入予定の環境音楽については、筆者が初訪問した 2014 年 8月

上旬から 2週間後の 8月下旬に楽曲構想を始め、9月中に作曲を行い、10月中にレコーディン

グを完了し、11月中にミックスとマスタリングを終え、全音源（18曲）を完成させた。

環境音楽の制作にあたっては、現場空間と調和させるために最大限の配慮を行った。音楽に

よる演出効果を心がけながらも、ピアノソロによる音色を用いて解説者の声の邪魔にならない

ようにした。具体的には、1) 星空をイメージさせるために高音部を使用したこと（高音を 1音

ずつ順番に演奏するアルペジオ形式の採用）、2) 解説員の声の邪魔にならないように音数を少

なくし、演奏速度を遅くしたこと（BPM=70 ～ 90 程度）、3) プラネタリウム空間内に特有の

閉塞感や暗さの違和感を音楽で緩和させたこと（残響時間を長めにすることで空間を広く安心

感を与える効果）、4) 現場で利用しやすいように、曲の長さを 3分前後にしたこと、5) 曲に飽

きがこないように、2種類のピアノの音色を用いたこと、である。

また筆者は、特定の公共空間を対象にした環境音楽をオーダーメイドで制作する際、音源を

CDアルバムとしてパッケージ化させている。その意義は、対象公共空間の音環境を意識させ

る「可視化されたツール」として活用するためである。当音源は『スターアンビエンス　～プ

ラネタリウムのためのピアノ音楽～』として 2015 年 1月 14日にリリースし、ウェブサイトや

レコード店舗などで流通させている（写真－5：CDアルバム『スターアンビエンス』の表紙）。

アルバムジャケットには当館付近で撮影された天

体写真を使用し、帯文には当館の名称を明記させて

いる。それによって久万高原町や当館の存在を周知

させる効果を狙った。実際に現場へ足を運んでもら

うためのPRとして、また、当館を訪れた来館者が「音

のおみやげ」としてCDを持ち帰ってもらうことを

想定した。

アルバムの曲名は多くの人にとってなじみのある

12星座を使い、親しみやすいアルバムを目指した。

そして、季節感を出すために四節気（季節の変わり

「目となる分割点）を取り入れた（表－ 1：環境音
写真－ 5：CDアルバム

『スターアンビエンス』の表紙
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楽の曲名）。星座曲と「日

没」「夜明け」の 12曲（あ

らかじめ作曲した楽曲）

はグランドピアノの澄

んだ音色を、節気名の 4

曲（即興）はアップライ

トピアノの温かな音色

を用い、適度な変化を持

たせた。

6.2　現場観察

対象空間における環境

音楽再生の状況を観察す

る た め、2016 年 8 月 3

日（14:30 ～ 15:04）に当館プラネタリウムの投影に参加した。投影中（約 35分間）の音量は、

LAeq=52.7dB、LAmax=67.4dB、LAmin=34.0dBであった。観察音種の中で前景音の優占音種となる

のは解説者の声（直接音とスピーカから拡声された音）で、背景音の優占音種は環境音楽であっ

た。それ以外の背景音は機器操作音や空調音、館外からの自然音（セミや鳥など）であった。

番組の進行については、導入～当施設から見える風景と周辺環境～投影当日の星座・天体～へ

びつかい座のスライド投影～秋の星座～投影日深夜～夜明けの星座、といった流れであった（表

－2：2016年 8月 3日の投影番組進行状況）。 

表－ 1：環境音楽の曲名

表－ 2：2016 年 8月 3日の投影番組進行状況

場面順 開始時間 投影場面 番組の詳細 B G M

1 0分0秒～ 開場 オルゴール調音楽

2 1分35秒～ 開演前の解説 出口の確認、安全面の注意、など B G M なし

3 2分20秒～ 開演～まわりの景色 晴天城から見える風景・周辺環境や天文台の説明・方角の説明 B G M なし

4 5分50秒～ 日没～夜の変化 太陽・投影機・プラネタリウム施設の説明 シンセ調音楽

5 8分50秒～ 投影日午後9時頃の夜空投影 夏の各星座の説明・星座の探し方  夏の大三角  火星と土星 M 1～ 5

6 23分10秒～ へびつかい座のスライド投影 録音ナレーションの再生 B G M なし

7 27分10秒～ 秋の星座 秋の四辺形 M 6

8 32分40秒～ 投影日翌日午前1～4時頃の星座 8月4日午前1～4時頃の星座 M 7

9 33分20秒～ 投影日翌日の日の朝 夜明け・本物の星への誘い M 7

10 34分30秒～ 終演 終わりの挨拶と、退室の促し B G M なし
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また、各場面に相応しい音楽が解説員の経験や感覚によって選択され、微かな音量で再生さ

れていた。解説者はプラネタリウム内の状況に合わせながら、随時音量を変えて投影していた。

そのため、環境音楽の音量は、最大でも 40dBを越えることはなかった。今回制作した環境音

楽が当館で常時使用されており、曲の内容や特徴を十分理解された上での活用状況を確認する

ことができた。

7．来館者へのアンケート調査結果と考察

7.1　調査内容と手順

2016 年 4月下旬～ 5月下旬の約 1ヶ月間にわたって、久万高原天体観測館でプラネタリウ

ムを鑑賞した来館者を対象に、館職員の手によって音環境に関するアンケート調査を実施した。

おもな内容は「施設の音環境について」と「属性と施設について」である（表－ 3：アンケー

トの質問項目）。項目事項は、筆者が過去に実施した音環境調査の質問項目を参考に設定し

た 12。調査手法は、プラネタリウムチケット購入時にアンケート用紙を渡して記入を依頼し、

表－ 3：アンケートの質問項目
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鑑賞後に回収する、という手順で行った。A4用紙の両面に質問事項と回答欄を設けた。合計

で 37人が回答した。

7.2　来館者の属性

回答者の属性を表－4に示す。性別は女性が 51.4%と半数を超えている。年齢層は 30～ 39

歳が 35.1%と最も多く、続いて 40～ 49 歳が 24.3%であった、50歳までの来館者が 7割を越

えている。居住地は県内（愛媛県）が 7割を越えており、中でも松山市が 27.0%で最も多い。

一方で久万高原町内からの来館者は 2.7%と少ない。他府県については四国地方に偏ることは

なく、東京都・大阪府・兵庫県などの比較的遠距離からの来館者もいた。来館人数は 1人での

来館は 0%、2人で来館した人たちが 43.2%で、3人～ 5人以上のグループが全体の半数近く

（48.6%）を占めていた。館にはじめて訪れた人は 83.8%で、圧倒的な割合であった。滞在時間

は 30～ 60 分の来館者が 64.9%と最も多く、0～ 30分が 10.8%であった。来館者の多くが 30

分程度の投影時間であるプラネタリウムを鑑賞後、館内の展示施設を中心に見て廻る行動が推

察される。

7.3　来館者の意識調査結果

　来館者の意識調査結果を表－5に示す。

1）館内での印象深い音や記憶に残った音

来館者が館内で感じた「印象深い音」「記憶に残った音」を表－6に示す。最も多く聞かれ

た音種は「環境音楽（BGM)」が 14、「解説者の声」が 4で、いずれも好きな印象として捉え

られていた。生活音の中にも「人の声」という表記があったが、これが解説者の声なのか来館

者の声かは不明である。嫌いな印象の音は、「スライドの機械音」と「エアコンの音」で、い

ずれも 1つずつであった。館内の環境音を、来館者のほとんどが好きな音として受け止めてい

る状況であった。

表－ 4：回答者の属性
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2）環境音楽への気づき・必要性と理由・調和度

来館者の大多数（97.3%）がプラネタリウムの投影中に再生される環境音楽の存在に気づい

ていた。投影中における環境音楽の必要性については、94.6%の来館者が必要と回答した。必

要である理由としては、「リラックスできる」「落ち着く」「癒やされる」といった館内の雰囲

気に安らぎをもたらせるからといった内容が多くを占めていた。また、「星の世界に入れる」「集

表－ 5：来館者の意識調査結果
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中できる」「時間の長さや退屈さを感じさせない」など、環境音楽が投影鑑賞時の集中力を高

める効果を感じる人もいた。来館者のほとんどがプラネタリウム投影中に環境音楽が流れるこ

とについて、好意的／肯定的に捉えていることが確認された。また、環境音楽がプラネタリウ

ムの投影や解説者の声と調和しているかという問いには、97.3%の来館者が調和していると回

答し、調和していないと答える人はいなかった。

 3）公共空間での環境音楽の必要性

公共空間に環境音楽が必要かについては、来館者の 89.2%が必要と答え、5.4%が不要と答

えた。必要である理由としては、「静かで心地よい場合は効果が大きい」や「場に調和した音

楽ならば状況に応じてあってもいい」といった回答があった。また、「演出につながる」や「日

常とは違う雰囲気を感じとることができる」のように、演出効果が求められる空間であれば、

環境音楽を積極的に活用することが望まれている。また、環境音楽が不要である理由としては

「今回の施設には合っていたが、美術館や博物館においては必ずしも必要だとは言えない」の

ように、すべての公共空間に対し環境音楽を画一的に導入することは、大きな問題が発生する

可能性があることが伺える。

4）音楽の特別制作について

特定の場所に対して、その場に調和した音楽を特別に制作することについての自由回答を紹

介する。「すごいことだと思う。そう思って聴けるので楽しみになる」「館の特徴を出すために

も良い試みである」「特段必要とは思わないが、個性という意味では良い」のように、サウン

ドブランディングとしての音や音楽活用の展開として、オーダーメイドの楽曲（音源）を制作

することは、対象空間の付加価値を音から引き上げる可能性があると思われる。　

5）プラネタリウムのレクリエーション機能について

来館者の 86.5%が、プラネタリウム施設は「楽しみ」や「安らぎ」を提供するレクリエーショ

表－ 6：館内の印象深い音 /記憶に残った音
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ンの役目が必要であると答えた。その理由としては、「楽しみの要素があれば、より（天体の

知識を）覚えることができるから」「天体に関する予備的な知識が得られる環境があると良い

から」のように、レクリエーション機能が学習効果につながる意見があった。そして、子ども

に飽きさせずに多様な経験ができる施設が必要という指摘もあり、教育や学習への動機づけの

役割が求められていることが分かった。また、レクリエーションの役目が不要と答えた人は、

プラネタリウム施設自体がすでに楽しい場として捉えていることが分かった。

6）環境音楽のレクリエーション機能について

来館者の 91.9%が、環境音楽はレクリエーションの役目として有効と回答した。その理由と

しては、「耳に心地良ければ気分も良くなるし、いい経験になる」「BGMは楽しみや安らぎの

要素となっている」のように、環境音楽は館内の投影環境を聴覚的におだやかにさせる効果の

あることが伝わった。また「（音楽があれば）お話もよりドラマチックに感じるから」のように、

プラネタリウム施設にとって、投影空間を演出的する効果として、環境音楽の存在が認識され

ていることが分かった。

7）施設全般について

多くの来館者は、館を癒やしや気持ちのよい空間として捉えており、投影時の解説者の声と

番組内容の分かりやすさに満足している回答が多くみられた。また、「当館で撮影した天体写

真も混ぜて見せるプログラムがあるとよい」のように、施設の設備（ハード面）よりも、番組

の内容に関して関心を持つ来館者がいることが伺えた。来館者は当館の現状に満足し、リピー

トしたいとの希望もあるため、現状の番組内容を継続して改良させる工夫が望まれる。

８．施設運営者へのヒアリング調査結果と考察

久万高原天体観測館の音環境デザイン・プロジェクトを遂行する上で、当初から現場で連携

と協力をいただいている館職員の中村彰正氏に、ヒアリング調査を行った。ヒアリングの目的

は、当館の運営の方向性を知ることと、今回導入した環境音楽が現場でどのような手応えがあ

るかを知ることである。調査期日は環境音楽が導入された約1年半後の2016年8月3日である。

会話内容は録音し、後日文字起こしを行った。その内容をもとに 3項目に要約した。

8.1　久万高原天体観測館の位置づけ

当館は町営（久万高原町）の観光施設としてオープンした経緯がある。当初は集客施設（久

万高原ふるさと旅行村）の核として作られたが、途中から教育委員会の管轄に入った。その後

町村合併を経て、町内にある類似施設の 3館を合わせた『文化施設』のスタンスで運営してい
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くことになった。とはいえ、実際に現場で働く職員にとって、大きな変わりはない。来館者が

「星・地球環境・自然」などに興味や関心を持ってもらえるような「動機づけを促す施設」が、

当館の位置づけと考えている。また、当町民にフィードバックがあるべきとの考え方が強くなっ

てきている。今後は子どもたちを対象とした学校向けのイベントだけでなく、町内の大人にも

対応する内容に力を入れなければならない。例えば、去年（2015 年）は公民館に出かけたり

もした。そうした要望に積極的に応えつつ、地元の町民が興味を持ってもらう展開が大切と考

えている。

8.2　久万高原天体観測館の利用状況

当館が対象とするのは生涯学習という意味で、子どもだけでなく大人の方もターゲットにし

ている。とりわけ子どもたちには新鮮な驚きが強くあり、当館で天体に興味を持ってもらえれ

ば、大人になっても再度訪れてもらえる可能性がある。当館には観光的側面と教育的側面の両

方があると考えている。実際に館の運営に携わっていると、観光と教育の分野が近い関係にあ

ると感じる。エンターテインメントとエデュケーションを合わせた言葉もあるように、最近で

は多くの観光施設が体験学習などを重視している傾向にある。

プラネタリウムのリピーターが少ない反面、天文台（夜間の観望会）はリピート率が高い。

原因としては、近隣に類似施設がなく満足感が高いことと、季節によって見える星が違うこと

が考えられる。プラネタリウムは暗い部屋で職員の解説を一方的に聞いてもらう施設だが、天

文台は来館者と対面してその反応を見ながら話しをするし、ときどき質問も出る。つまり来館

者にとっては、プラネタリウムは「見ている」受動的な立場で、天文台の観望会は「参加して

いる」能動的な立場ではないか。プラネタリウムは都会にもあるが、天文台は美しい星が見ら

れる環境がないと実現出来ない。そういう意味で、久万高原の魅力を伝えるには天文台の方が

強みを発揮でき、リピーターが多いのではないかと考えている。

　

8.3　環境音楽について

この館は、自然の中の鳥や蝉、風などの自然音が聞ける施設でありたいと感じている。館で

使うBGMは、押し付けでないことが重要である。プラネタリウムは作られた演出空間であり、

その中で投影時の話しがあったり、お客さん同士の音も聞こえるので、BGMはノイズ消しの

役割として多くの館が使っている。例えば、星空の解説のシーンでは大抵BGMを使っており、

当館でもこれまで市販のCDを使っていた。今回は新しい音源に置き換えるだけだったので、

抵抗は全くなかった。実際、当館にとても合う音楽を制作していただけたので満足している。

オープニングの場面では、太陽が沈んで夕焼けから星が出てくるシーンを投影している。そ
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の場面が一番「売り」なので、空間を盛り上げるために、別の曲を再生している。そこでは音

量を大きめにしておいてだんだん絞り、夜へと進行させる演出をしている。今回新たに提供さ

れた音源は、基本的に同じ音量でずっと流している。

曲の切れ目が話の終わるタイミングに合致すると、大変良い感じになる。曲の終結部が、

投影中の星座絵を絞って消す瞬間に重なると、BGMであるはずの音楽がまるで効果音として

誂（あつら）えた感じになる。この印象はこれまで使ってきたオルゴールや市販の星をイメー

ジしたCDにはなかった。特に解説の声と曲がリンクしていくと調和が生まれ、新しい感覚

になる。

8.4　ヒアリング調査の考察

ヒアリング内容から分かるのは、久万高原天体観測館側の全面的な理解と協力体制のもとで、

筆者が提案する音環境デザイン・プロジェクトを実施できたことである。当館は集客施設とし

て出発したが、教育と観光の両方の役割を相互作用させながら、来館者が天体分野に興味や関

心を示すための工夫を模索し続けている様子が伺える。 

また、環境音楽がスムーズに導入することができた要因については、1) 導入時の作業負担が

少なかったこと、2) 既存で使用されていた音源CDと併用する形が取れたこと、3) 同じ音量で

再生することができるので使いやすいこと、4) ピアノ単体の音色であるために解説の音声と調

和しやすいこと、5) 音数の少ない音源であるために、音楽というよりも効果音に近い使われ方

がされたこと、6) 投影場面の時間変化（区切り）に合わせやすい曲の長さ（3分前後）であっ

たこと、が考えられる。

表－ 7に、久万高原天体観測館の音環境デザイン・プロセス年表を示す。2014 年 8月上旬

に当館でイベントを行ったことがきっかけでプロジェクトが始まり、館の理解と信頼が芽生え、

環境音楽の制作と現場での運用が、短期間のうちに滞りなく実施できたことが伺える。具体的

にはプロジェクトの打診から環境音楽の運用までが約 4ヶ月、その後約 1年半を経て来館者に

対する意識調査を行った期間が約 1ヶ月である。

現場の公共空間で音環境デザインを実際に行うことは、大きな困難を伴う。それにも関わら

ず今回のプロジェクトがスムーズに進行した要因としては、1) 館職員の全面的な理解が得られ

たこと、2) 館の組織体制が小規模であるがゆえに意志決定のプロセスが複雑でなかったこと、3)

プラネタリウム空間と環境音楽との親和性が高いこと、4) 館に環境音楽を導入したいという筆

者の想いが強く、モチベーションが高い状態で音源制作が短期間で完了したこと、が考えられ

る。幸いにもこうした要因が重なり、当プロジェクトが一定の成果を生み出すことができた（図

－3：愛媛新聞による「環境音楽」の紹介記事 [2015年 2月 19日 ]）。
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９．まとめ

本稿では、久万高原天体観測館

を対象にした音環境デザイン・プ

ロジェクトの活動報告を行った。

筆者は継続して音環境デザインの

アクションリサーチを実践してお

り、今回の活動も概ね成功したも

のと判断している。久万高原天体

観測館は、前稿 13 で対象にした

京都府立丹後郷土資料館といくつ

かの共通点があるので、両者を比

較して論じてみたい。

両者に共通する最大の特徴は、

小規模クラスの公共空間であり、

組織内での意志決定が速いことで

ある。そのため、筆者が提案した

プロジェクトに館の職員が共感と

理解を示し、それを推進させるた

めの協力体制がスムーズに形成された。また両者は、都市地域から離れた地方に立地している

ことも共通している。限られた運営費の中で、館のハード面に頼りすぎず、館の特徴やオリジ

ナリティを引き出し、ソフト面（展示内容など）を充実させるための創意工夫を重ねる体制が

図－ 3：愛媛新聞「環境音楽」の紹介記事
[2015 年 2月 19日 ]

表－ 7：久万高原天体観測館の音環境デザイン・プロセス年表
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取られている。そのような状況の中、目に見えない「音」の切り口から空間の質を変化させる

アプローチは、比較的廉価で小回りの効く空間デザインの方法論として有効であることが確か

められた。

それとは逆に両者で違う点は、使用用途（公共空間の使いみち）である。京都府立丹後郷土

資料館は「相互作用的注意」が求められる空間、つまり来館者が積極的に展示対象を選択する

ことが求められる。そこで流れる環境音楽は、来館者に過剰な情報（メッセージ）を与えない

ことが肝要である。つまり、来館者が集中して展示を鑑賞する行為を、環境音楽が妨げてはな

らない。こうした場所に相応しい環境音楽はかなり控えめで、背景として知覚されることに徹

底した曲づくりが求められる。

一方で久万高原天体観測館のプラネタリウム施設は、「受動的注意」が求められる空間、つ

まり来館者は投影される番組の内容を全面的に鑑賞することが促される（ただし受動的という

言葉は、来館者が投影内容を一方的に受け身で知覚するという意味ではない。来館者が興味に

応じてじぶんで視点を変えたり、解説者の声や環境音楽を積極的に取捨選択するという行為が

なされていることは言うまでもない）。こうした場所に相応しい環境音楽は控えめでありつつ

も、解説者の話しや番組のストーリー（流れ）を積極的に演出する力が求められる。

とはいえ、プラネタリウムに導入する環境音楽は解説者の声を決して邪魔してはならない。

なぜならば、音楽自体が与える人への影響は大きな幅があるからである。音楽に対する人の嗜

好は個人差が大きいため、音楽要素をもつ音源を導入する際には慎重な判断が必要である。プ

ラネタリウムは「教育・学習」の目的があるために、解説者や番組が提供する情報を正確に伝

達する音環境を確保しなければならない。

さらに、プラネタリウムは他のアミューズメント施設や映画館と類似した特徴がある。つま

り、ある程度の「演出的効果」を視覚や聴覚によって提供することが望まれる空間でもある。

ヒアリング調査でも指摘されたように、プラネタリウム施設は「観光」と「教育」の橋渡しと

しての役割をもつ存在である。そのために、教育（エデュケーション）効果の提供を基本とし

ながらも、今後どのような割合でエンターテインメントやレクリエーションの要素を採用して

いくのかが問われている。この問いかけは、どのようなスタイルの環境音楽がプラネタリウム

にとって相応しいかを模索する上で、重要な論点になるものと思われる。今後、他のプラネタ

リウム施設にも対象範囲を広げ、音環境デザインの可能性を模索していく予定である。

最後に、一連の音環境デザイン・プロジェクトを筆者が行うにあたっての真意を述べる。現

在筆者は、個人的に行ってきた音（音楽）表現活動（具体的にはピアノや鍵盤楽器を使った楽

曲制作という表現行為）が、「社会貢献」につながる可能性があるかどうかを模索している。

そこで創案したのが、「公共空間の現場に見合う環境音楽づくり」という方法論である。だが、
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私的に制作したアーティスト指向の音楽を、ただそこに流すわけにはいかない。その楽曲が公

共空間に携わる運営者や利用者にとって適切であるか、さらに対象空間の物理的な音環境に調

和しているかが問われている。

ブルーノ・ムナーリが「デザイナーが作り上げる製品の最終フォルムは、企画設計に対する

理論的な帰結であり、企画設計の問題におけるすべての要素̶̶つまり、もとも適切な素材、

もっとも正しい技術を選択し、その両方の可能性を実験し、心理的要素、費用、各々の機能を

考慮に入れること̶̶を最良の方法で解決するように提案するものなのである。」14 と述べて

いるように、環境音楽を「単に制作した」だけに留まらない積極的な見守りが、音楽導入後の

対象空間の質を維持する上では大切である。現状の音環境デザインの多くは分業体制で行われ

ており、施術後は維持管理が野放しにされるケースが多い。つまり、場所に対する愛着や継続

した関わりが非常に希薄であるのが現状である。そうした状況が続く限り、音環境をはじめと

した空間デザインの質の高さは担保されないのではないだろうか。

筆者が制作した環境音楽は筆者自身の「想い」や「愛着」などの動機が濃い傾向があるもの

の、そうした心動があるからこそ、音源導入後の対象空間に対して継続したコミットメントが

行えるものと、筆者は考えている。このようなアクションリサーチが、停滞が続く公共空間の

音環境の現状に対して、ささやかな問題提起となれば幸いである。
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