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This study introduces a project initiated to create "sound branding" for a railway line.  Here, the author 

discusses the potential for creating sound branding for a public railway line in a report on the fi rst 

phase of a project commissioned by the Kyoto Tango Railway to create an original sound design. 

Sound branding can be defi ned as a strategy based on a broad perspective for using sound to 

produce recognizable marketing results; this approach  incorporates both "performative" or background 

sound, and "functional"  or foreground sound.  Both aim to produce a harmonious sound space and 

create an environment in which sounds communicate  smoothly to railway users.

The purpose of "sound branding" for railways is to increase the number of sounds heard and 

shared by passengers, as well as to create a sense of affi  nity for and enjoyment of the railway line. At 

present, a great deal of information is conveyed through kigō  on (signal sounds) and voice 

announcements, but as these are mixed together and need to be rearranged. Now, "station melodies" 

are also being added to already existing sounds to become an element of sound design in the space of 

railway stations.  Such station melodies give expression to unique characteristics of local culture. The 

emergence of station melodies can be seen as a kind of sound branding that attributes higher value to 

railway culture while highlighting its importance as a part of local culture. 

Here, the author examines a sound branding project undertaken at the request of Kyoto Tango 

Tetsudō (hereafter, Tantetsu) a new railway company that was established in Spring, 2015.  The new 

management aims to eff ectively combine renovation of existing facilities with the introduction of sound 

branding using the limited resources that are available. The underlying concept of this  project is "easy 

listening for railway users that refl ects the character of Tantetsu." More specifi cally, the project aims 

are as follows: 1) to increase the number of sounds that can be shared in public spaces,  2) to compose 

pleasant-sounding music that will have universal appeal across generations, 3) to introduce sounds that 

are compatible with spaces for daily activities and are soothing to hear,  4) to enable tourists to imagine 

the unique characteristics of Tango culture through sound,  5) to create a theme song for the three 

lines of the railway as well as station melodies that will serve as as "sonic logos", and  6) to introduce 

A Strategy for Sound Branding for a Railway Line (1) :
Report on an Environmental Sound Design Project 

for the Kyoto Tango Railway
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本稿では、鉄道空間におけるサウンドブランディング（sound branding）の実践内容を紹介

する。具体的には、京都丹後鉄道における音環境デザインを対象にしている。筆者は 2006 年

から現在（2017 年）に至るまで、公共空間における音環境デザインの実践活動（アクション

リサーチ：action research）を継続して行ってきた。これまでの経験で得られたことは、公共

空間で音環境デザインを行うには、各空間が多様な特徴を持つゆえ、場に適応した技法の確立

と選択が必要という結論である。

従来の音環境デザインの多くは、人に不快感を与える音の要素を削除あるいは低減し、マイ

ナスからゼロに移行させる「騒音制御」の側面が強かった。ただそれだけでは、場の音環境を

積極的に創造・構築することはできない。その一歩先に進めるための軸が「サウンドブランディ

ング」である。当該分野はこれまで会社のイメージ形成や商品の訴求力向上のために使われて

きたことが多かったが、公共空間を対象にした事例は少ない。

そこで今回、筆者が京都丹後鉄道から制作依頼を受けた進行中のプロジェクトである音環境

デザインを事例に、公共空間（とりわけ鉄道空間）におけるサウンドブランディング構築の可

能性を考察する。

２．サウンドブランディングとは何か？

サウンドブランディングは、従来行われてきた音環境デザインとは一線を画している。その

違いを整理することがサウンドブランディングの理解には重要である。ここではその定義を示

していく。

小　松　正　史

１．はじめに

KOMATSU  Masafumi

鉄道のサウンドブランディング戦略（１）
――京都丹後鉄道における音環境デザインの実践報告――
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2.1　現状の音環境デザイン

サウンドブランディングを考える前に、従来から存在する音環境デザインについて整理する

ことから始める。音環境デザインとは音を創造する行為であり、筆者は「音創（おとつくり）」

と呼称している（英語では soundscape design と呼ばれ、1980 年代にマリー・シェファーが

提唱）1。音創の方向性には、「マイナス（音をへらす）」「ハコ（響きの調節）」「プラス（音を

ふやす）」が存在し、サウンドブランディングは新たにサウンドロゴを制作することが多いため、

「プラス」の音デザインに位置づけられる 2。

しかしながら公共空間（とりわけ商業施設）における音環境デザインの多くを概観すると、

出音が未整理のまま垂れ流される例が多い。音の感覚刺激は空間に一旦放出されれば、空間に

多大な影響を与える。たとえ出音の刺激量が弱くても、人の前意識に少なからず影響を及ぼす。

そうした音の重要性は未だ十分に周知されていないのが現状である。

2.2　音環境デザインの難しさ

さらに近年では、携帯音楽再生プレーヤなどの小型メディアの台頭によって、音の聴取の個

人化が進行している。公共空間は、さまざまなバックグラウンドを持つ不特定多数の利用者が

行き交う場所である。既存の公共空間に対する利用者の印象は、ある種の諦観を持って接して

いるのではなかろうか。それでは空間が持つ真価を引き出すことはできない。音環境の質を積

極的に高める行為は〝社会的共有音〟を増やし、利用者の生活の質（quality of life）を高めるチャ

ンスになると、筆者は考えている。

音環境デザインは、「空間の質を一瞬にして変える」役割を担っている。気配といった見え

ない感覚領域を一瞬にして実感させる力を持つ。空間を統括する指揮者がいると仮定すると、

音環境デザインは「最後の一振り」を任されている、といっても過言ではない。

音環境デザインの難しさは 2点ある。１点目は、目に見えない世界を扱うこと。2点目は、

音感覚の個人差が大きいこと、である。多くの人は、自分が感じる（音をはじめとした）感覚

世界に対して、明快な判断意志を持っていない。それゆえに（音）感覚デザイナーは、明確か

つブレのない観察眼と意志を持たなければならない。そのため、現場での観察・施行・考察を

重ねることが望まれる。その結果、現状の音の問題に気づくことはもちろん、空間の魅力を実

感するきっかけになるのではなかろうか。

2.3　サウンドブランディングの定義

サウンドブランディングの定義は、音を戦略的・戦術的かつ俯瞰的に用いることで、目に見

える成果を出そうとするマーケティング手法である 3。音という媒体は、無意識の知覚領域に
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訴えやすく、人の記憶に深く残りやすい。そうした音の特性を積極的に引き出す戦略が、サウ

ンドブランディングである。対象となるのは音楽だけでなく、気配や物音といった「音楽以外

の音」も含まれている。とりわけ環境音には、人々の記憶を想起させる推進力を持っている。

だがしかし、現状の音環境デザインは、付け焼き刃的な音刺激がスピーカから再生されるこ

とが多い。その中でも商業空間におけるBGM（背景音楽）の利用形態は、既存の有線放送シ

ステムを用いて、BGMを消極的に活用する空間が多い。音が持つ潜在的影響力を積極的に見

出し、顧客体験を充実させる投資として、サウンドブランディングの手法を利用することは魅

力的である。それが実現すれば、費用対効果がきわめて高いと言える。

2.4　効果的なサウンドブランディング

ジョエル・ベッカーマンらは、「効果的なストーリーテリィングのための戦略やコミュニケー

ション戦略の一部としてサウンドブランディングを使うべき」4と述べている。音を適材適所

で利用することは、聴き手（利用者）に特定の情景を思い描かせ、空間に対する充足感や次の

行動に誘う。よくない音／音楽は、ただ鳴り響くだけの物理的な音ばかりが伝わり、それだけ

で終わる。よい音はそのイメージが具体的な絵（情景）として聴き手の心に伝わる。とりわけ、

いい音／音楽が、ベストのタイミングで聞こえるとき、その瞬間が私たちに必要な情報を伝達

し、感情を動かし、記憶を呼び起こすのである。ジョエル・ベッカーマンらはこの瞬間を「ブー

ムメント」と位置づけ、これを発見し創造することが、サウンドブランディングにつながると

述べている 5。さらにブームメントを起こすための要素として、①ユニークな音を戦略的に一

環して使い続けること、②ちょうどいいタイミンと長さで、ブランドストーリーを語れること、

と定義している 6。

３．サウンドブランディングの技法

音デザインを施工する際に最も重要なことは、実際に音を試作するか再現し、企画のプレゼ

ンテーション時に利用することである。というのも、文字だけで音の効果は決して伝わらない

からである。音のデザイナーは誰もが常に音のイメージを持っていると考えがちであるが、プ

レゼンを聞く経営者（クライアント）はプレゼン時に初めて音を聞くことになる。両者のイメー

ジ共有が、音デザインを推進する上では必要不可欠である。こうしたことを考慮に入れつつ、

個別・具体的なデザイン概要に展開するのが効果的である。
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3.1　サウンドブランディングの方向性

筆者は「プラスの音デザイン」の方向性を、響き重視の「非言語的／背景的」アプローチと、

記号重視の「言語的／前景的」アプローチの 2極に分けて整理している 7。加えてもう一つの

方向性を定義したい。それは、「演出的」アプローチと、「機能的」アプローチである。前者は

背景音であることが多い。例としては、素材音（素材の生音）や背景音楽（BGM）が使われる。

無意識的で捉えられる可能性が高いため、「非言語的／背景的」アプローチに合致させると理

解しやすい。後者は前景音であることが多い。例としては、情報音（記号音や音声）が使われ

る。意識的に捉えられる可能性が高いため、「言語的／前景的」アプローチに合致させるとよ

いだろう。

これらの内容をまとめると、サウンドブランディングには、背景音としての「演出的サウン

ド」と、前景音としての「機能的サウンド」の 2方向があると言える。とりわけ機能的サウン

ドは、数秒であっても、多くの重要な情報が詰まっており、音による効果的な伝達がなされる。

バランスのよい訴求力を持つ音は、対象空間の使用用途にマッチした特徴が含まれている。つ

まり、「演出的サウンド」と「機能的サウンド」が空間に無理なく調和し、利用者に滞りなく

伝わるのである。両方の要素あってこその「サウンドブランディング」と言えるだろう。

3.2　アンセムとソニックロゴの形成

アンセム（anthem）とは、宗教家や国歌といったテーマ（主題）曲の意味である。ジョエル・

ベッカーマンらは、アンセムをサウンドブランディングに活用すべきと力説する 8。その背景

には、アンセムには強く訴求力を持ち、伝えたいストーリーが聴き手に明瞭に伝わる可能性が

高いことが挙げられる。そうした音の効果を十分考慮した上で、音をつくるべきである。効果

的なアンセムの特徴は、①それを聞いたときに誰もが自分のメロディとして受け入れられるも

の、②余分な要素を一切省くこと、③音楽の定石に捕らわれないこと（定番楽器の使い方に捕

らわれ過ぎないこと）、を挙げている 9。

さらにジョエル・ベッカーマンらは、アンセムを短くした〝ソニックロゴ〟を併用すると効

果的であることも述べている。これは、文脈効果とも言えるもので、短いソニックロゴだけで

は受け手にストーリー性が感じられず、何の感情も湧かないのである。長めのアンセムがあっ

てはじめて、聴き手の感情が引き起こされ、特定の文脈のあるストーリーが展開するのである。

3.3　ブランドストーリーの形成

音から感じるブランド体験の機会を増やすには、アンセムから取り出されたソニックロゴを、

多様な場面で活用することが有効であると、ジョエル・ベッカーマンらは述べている 10。まず
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は対象空間のポテンシャルを発揮させるために大きなストーリーを描き、それを凝縮しながら

ブランドストーリーの根幹を表す音を見つけ出すのである。こうして見出された音は時代の変

化や社会の風潮に適応しやすく、多くのユーザーに受け入れやすい。そのためには、各場所が

持つ風土が現れるオリジナル音楽を新たに制作することや、場所そのものから生まれる音環境

（音風景）を応用すると効果的であると、筆者は考える。

４．鉄道における価値転換

鉄道は輸送を最大の目的とする交通機関である。移動するための手段である鉄道が、近年で

は鉄道で移動する自体を目的とする「価値転換」が出始めてきた。具体的には、観光鉄道にお

いて、多くの人に「楽しい体験や思い出」を提供する鉄道デザインが各地で施されつつある。

4.1　鉄道のブランディング

移動手段である鉄道の最大のミッションは、利用者を安全に目的地へ運搬することである。

そうした機能的側面に加え、近年では鉄道に付加価値を入れた演出的側面が導入されつつある。

特に JR九州では便利さや機能の向上といった「理性的な価値」だけでなく、「感性的な価値」

を鉄道に加える取り組みが盛んである。

JR九州の会長である唐池恒二は、デザイン性と物語性を提供する「D&S（design and 

story）」という経営コンセプトを観光列車に導入した 11。列車は目的地に移動するための〝手段〟

であるが、「D＆ S」列車は列車そのものが観光資源となる考え方である。

また、JR九州の車両デザインを全面的に手がける鉄道デザイナーの水戸岡鋭治は、JR九州

で走らせる鉄道には、客を喜ばせるデザイン性と物語の両方が存在しなければならないと考え、

従来の製品的側面を持つ鉄道車両を商品に変えるような鉄道デザインを実現させている 12。

そして、デザインの枠を車両に留めるのではなく、街づくりや環境づくりにも展開させてい

る 13。個別で限られた鉄道デザインを、全体を見渡せる総合的デザインにまで広げる広義のア

プローチである。具体的には、地域の街並みに合った車両デザインを手がけるだけでなく、博

多駅や大分駅の駅舎のデザインも実践している。

4.2　鉄道のサウンドブランディング

現状の鉄道空間は列車自体の走行音や駅のアナウンスなどの音の要素が多く存在し、かつ周

囲に広がりやすく、利用者に強い影響を及ぼしている。大都市などの利用者数の多い駅空間で

は、喧騒感の強い構内で乗降に必要な案内・注意・アナウンスなどを注意深く選択聴取して行
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動しなければならない。しかしながら機能的側面を主体にしたプラスの音デザインだけでは、

魅力ある鉄道空間にはなりづらい。機能的側面が強調されるような、落ちつきのない音ばかり

が耳に届くからである。鉄道をさらに魅力ある空間に発展させるには、感性的な価値を音から

引き出す〝サウンドブランディング〟の導入が欠かせないのである。

鉄道をはじめとする公共空間の環境デザインは、これまでおもに視覚的要素の充実や改善に

多くの予算を費やしてきたものの、半ば行き詰まりの状態である。それを打破するためには〝音〟

からの空間デザインが必要不可欠と、筆者は考える。鉄道空間において、利用者が無意識に知

覚する音の要素を改良すれば、空間全体の印象が劇的に変化する可能性がある。その理由とし

ては、近年における利用者の音の聴取傾向が、個々に興味のある音には敏感だが、社会に共有

される音には鈍感になりつつあることが挙げられる。つまり、鉄道空間を利用する乗客は、音

環境の質の悪さに見切りをつけてスルー（無視）している状況である。

そうした〝公共空間〟の中に、あえて戦略的な音を流すことによって、利用者は音の存在に

気づき、ここでしか聴けない音の心地よさを発見し、希少価値が生まれる。結局のところ、鉄

道におけるサウンドブランディングは、そこで流れる社会的共有音を増やし、鉄道に愛着を感

じることや楽しさを加えることに貢献するのである。水戸岡鋭治は「99％完成している中で、

残りの 1％がデザイナーの仕事によって製品から商品に変わる」14 と述べている。音に磨きを

かけるデザイン行為が、まさにその 1％と同等であると言える。

５．駅メロの現状

鉄道空間におけるプラスの音環境デザインで最も多いものは、「音記号」や「音声」などの

情報音である。前者には駅メロディ、後者には駅員や録音源による案内アナウンスがあり、そ

れらが混在しているために再整理する必要がある。具体的な方法としては、「情報音を流すタ

イミング」「音声と音記号の特性を生かした音デザイン」「音サインと視覚サインの併用」があ

ることを、筆者は提唱してきた 15。今回対象となる駅メロディは、ともすれば喧騒感を増長さ

せる対象にもなりかねない。だが、使用コンセプトや目的を明確にすれば、駅メロディの潜在

力を高める可能性は十分ある。

5.1　駅メロの歴史

駅メロディ（以下、駅メロと略称）は「接近メロディ」と「発車メロディ」を合わせた総称

である 16。接近メロディは列車が構内に進入する際に注意を促す音記号であり、発車メロディ

は列車が発車する直前に注意を促す音記号である。接近メロディは発車メロディに比べて歴史
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が浅く、西日本が主流となっている。

発車メロディは 1971 年に京阪が全国ではじめて導入したと言われ、1990 年代から従来の発

車ベルやブザーに代わり、各駅で盛んに使われるようになった 17。とりわけ、JR東日本が

1989年に新宿駅等で発車メロディを導入したことがよく知られる 18。駆け込み乗車を抑制する

とともに、従来のベルによる不快感を低減させる駅空間にアメニティの効果を高めることを目

的に導入された。つまり、従来からある発車ベルの機能的側面に演出的側面を新たに加えた試

みが、発車メロディ導入のプロジェクトだったのである。

こうした 1990 年代の駅メロの台頭に際して、感情的とも言えるほどの批判論が展開した。

それと並行して、駅メロが鉄道空間における聴覚文化の新しい流れであるという肯定的な見解

も現れ、駅メロに対する 2方向の意見が拮抗しているのが現状である。とはいえ、駅メロが一

般的な領域で話題に上ることで認知度が上がり、利用者への訴求力が増したことで、駅メロが

質的に向上したと考えることもできる。

2000 年以降になると、駅メロが数え切れないほどのバリエーションを誇るようになり、同

一駅舎においても番線ごと（あるいは列車の種別ごと）に異なった音源が使われる事例が現れ

た。とりわけ私鉄の大手各社が熱心に導入し、自社のアイデンティティを〝音〟で表現する手

段として、駅メロが積極的に活用されるようになった。地方私鉄でも会社によっては独自のメ

ロディを採用しており、ご当地ソングや市民歌、地元スポーツチームの応援歌などが駅メロと

して編曲される例も少なからず存在する。

5.2　駅メロの存在意義

駅メロは「プラスの音デザイン」、つまり現状の鉄道空間に、新たな音を追加してできたも

のである。駅メロの特徴を両極の軸で考えると、「機能性」と「演出性」の２極に分けること

ができる。前者が従来のベルやブザーと同じく危険回避の役割を持ち、後者が安心感や心地よ

さ、さらにはキャラクター化につながる役割である。現状の駅メロを分析すると、どちらか極

端に位置するのではなく、2つの要素をバランスよくミックスした音源が多い。

先述のとおり、近年では地域性に富んだ駅メロが盛んに導入されつつある。つまり、鉄道と

いう交通機関を 1つの地域コンテンツと見立て、鉄道会社にとって高い付加価値をつけるため

に、サウンドブランディングを施した駅メロが生まれている。特定の鉄道を対象にしたオリジ

ナル駅メロの作成や、地域と関連のある認知度の高い曲を〝ご当地駅メロ〟として作成する事

例が増加している。近年の駅メロの特徴は、機能的な音サインから演出的な音標識に代わりつ

つある。
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5.3　駅メロの時間構成

まず、駅メロの時間構成（尺）について論じる。これまでに制作されてきた多くの接近メロ

ディを概観すると、① 1つの音源が 20秒前後で完結するもの、② 1つの音源が 5秒前後で連

続ループされるもの、に分かれていた。駅メロを多数手がける作編曲家の塩塚も「接近メロディ

の尺は 20秒という指定が多かった」19 と述べている。発車メロディについては多様で、3～ 5

秒といった短いジングルやサウンドロゴのようなものから、30秒程度の長いものまで幅広く

存在する。運行密度の高い大都市では前者が多く、運行密度の低い地方では後者が多い。JR

東日本の駅メロを数多く手がける塩塚が「発車メロディを作ってみたら結果的にはどのような

音楽もだいたい 9秒か 10秒といった尺になりました。自然に最適なサイズへとたどり着いた

感があります」20 と述べているように、時間余裕のない大都市の駅で適切な発車メロディは 10

秒前後の尺が相応しい。

さらに、大都市では駆け込み乗車が常習化している。その抑止効果が発車メロディに期待さ

れているものの、再生するタイミングによっては逆に駆け込み乗車を誘引させる要因にもつな

がる。JR九州・京阪・東京メトロなどの駅メロを手がける向谷実は、「発車メロディが鳴り

始めてからドアを閉める時間を固定化させることが重要である」21 と指摘している。さらに、

駆け込み乗車抑制には、発車メロディの短縮化が 1つの可能性を持つという意見も述べてい

るように 22、10 秒以内の短めの発車メロディを乗降時の同じタイミングで再生させることが

重要である。

5.4　駅メロの楽曲構成

駅メロは「メロディ」という名前がつくように、一般的な楽曲構造（水平要素のメロディと

垂直要素のハーモニー）の括りから逸脱することはできない。塩塚は、10秒程度の発車メロディ

の中に短編小説や四コマ漫画のようなストーリーを持たせる「一話完結性」の高い作品を心が

けているという 23。さらに塩塚は理想的な発車メロディについて、爽やかに気持ちよく乗車

するための音楽であるとともに、乗車を促す音楽であるため、その中に違和感や緊張感を盛

り込み刺激や覚醒効果を狙う 24、といった機能面と演出面の程よいバランスを保たせようと

している。

特に発車メロディの終結部については、塩塚も向谷も、曲が終わらない雰囲気を出す「擬終

止形」を用いている（擬終止とは、完全終止するように見せかけておいて、主和音でない和音

で終止するもの）。とはいえ駅メロは、列車の発着を知らせる機能的記号音であることは間違

いない。小川らは、「音楽的な趣向の強い芸術作品のような発車メロディは発車合図としては

相応しくない」25 と指摘するように、公共空間の中で華美な楽曲構造を持つ音サインが導入さ
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れることは、利用者にとって過剰な意識が音サインに向けられることにつながるため、避ける

べきである。

5.5　駅メロの音質

駅空間では列車の走行音をはじめ、街の喧騒や利用者の雑踏や声などの環境音が溢れかえっ

ている。そのため、駅メロを鳴らしたとしても、細かい部分までは聴き取れない状況にある。

そこで大切になる要素が、音質である。駅メロは、列車の走行音や雑踏などの背景騒音にマス

キングされないだけの音質や音量を保たせることが必須条件である。

その一方で、音数の多い音楽を鳴らしても利用者に伝わりづらく、全体像が曖昧になる。駅

メロが何度も繰り返し使用されることを考えても、飽きられずかつ耳触りにならない音色を選

択する必要がある。駅の喧騒にマスキングされないほどの存在感がありながら、邪魔にならな

い魅力的な音色を探し求めることが、多くの利用者に受け入れられるための駅メロの条件であ

る。塩塚はオルゴールの音色をイメージした音数の少ないシンプルな音色（ハープやチャイム

系）を選び、それに深めの残響処理を施している 26。

また、近年の音楽制作はDAW（Desktop Audio Workstation）といったPC上で行われるこ

とが多い。とりわけ音符入力の際は機械的な打ち込みがほとんどであり、人の感性に違和感を

与える音源が多く存在する。そこで大切なことは、手弾きや生演奏の録音である。資金面やス

ケジュールの関係で生演奏を録音できない場合でも、実際の演奏データを活用することが望ま

しい。

理想的な駅メロとしては、存在感のある耳触りのよい音色を使いつつも、注意を促す楽曲構

成を入れることであると、筆者は考える。つまり、音色で演出性を高め、楽曲構造で機能性を

出すといった戦略が効果的ではなかろうか。

5.6　駅メロの問題点

5.6.1　頻用・断片的・個別的という問題

大都市の鉄道空間における駅メロの使用状況を観察すると、大きく 3つの問題点を挙げるこ

とができる。①駅メロをはじめとしたプラスの音デザインが頻用され、音サインの混乱が生じ

ている、②駅メロの各音源に通底したデザインがなされておらず、共通化というよりも断片化

が目立つ、③利用者はイヤホンなどによる音の個別聴取をすることが多く、駅メロに関心を持

つことは少ない、が挙げられる。独自の駅メロを新規制作し、一定の成果を出している鉄道会

社はいくつか見受けられるものの、総じて駅メロの現状は「頻用・断片的・個別的」といった

特徴がある。
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京阪では、列車の種別・方向に応じて、主要な駅の発車メロディを通しで聞くと 1曲となる

ユニークな楽曲を流している。だが、個別の駅で流れる発車メロディはあくまでも断片的であ

り、利用客にも 1曲通しの効果が必ずしも得られていない。JR東日本を例にすると、各駅で

流れる駅メロは音響設備会社によって囲い込まれている傾向にあり、駅メロの採用は各駅長の

裁量にかかっている 27。そのため、各線ごとに統一した駅メロを制作することや、列車の到着

から出発までのシークエンスに配慮した駅メロを構築するところまでには至らない。古川は「列

車の入線から発車までの一連のエピソードが利用客にとってどのような意味を持っているのか

を再検証することが重要」28 と述べるように、列車の動きに伴う駅メロの効果的な制作や使用

方法を再考する時期に来ているのではないだろうか。

5.6.2　鉄道音楽の著作権

オリジナルで作曲された楽曲の再生において、忘れてはならないのが著作権問題である。駅

メロでも作曲者は当然存在し、鉄道空間の現場で音源が流される以上、既存の著作権と照らし

合わせて考慮しなければならない。駅メロの作曲者にとっては、依頼仕事として制作を引き受

けた場合、作曲料とともに、使用料も発生する。たった 1つの駅メロでも駅空間で高頻度に使

われる。鉄道会社側にとって、使用料の発生で費用がかさむことは大きな負担となる。

向谷は、駅メロをはじめとした鉄道音楽は公共のものであり開かれたものであるべきという

スタンスから、金銭的負担なく鉄道会社が駅メロを自由に使えるようにする仕組みが大切であ

る、と述べている 29。日本音楽著作権協会（JASRAC）では使用頻度に応じた使用料の発生を

義務づけており、作曲料のみによる公共空間での音源使用は認めていない。現状の駅メロを運

営する体制は、作曲者も著作権保有者／団体も分からない音源が多く、駅と取引のある各設備

会社がサンプルとして駅メロを確保している。著作権自体が曖昧になっている音源も多々存在

する。

特許庁では 2014（平成 26）年 5月より、音標識（音楽、音声、自然音等からなる商標）を

新たなタイプの商標として登録できるようになった 30。駅メロもその範疇に位置づけられる音

源であることは間違いない。今後、駅メロの地位確立や質的向上のためには、駅メロの作曲と

使用に伴う著作権の位置づけを明確にし、公共性を重視した運営が求められる。

６．京都丹後鉄道（丹鉄）のサウンドブランディング

今回筆者がサウンドブランディングを手がける京都丹後鉄道は、2015 年春に新しく誕生し

た鉄道会社である。もともとは第三セクター鉄道として営業してきた北近畿丹後鉄道（KTR）
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が、上下分離方式（〝下〟の保有・管理事業者がKTR、〝上〟の運営がWILLER TRAINS）の

新体制で再スタートした 31。元の車両や施設などのインフラであるハード面はそのまま引き継

ぎ、WILLER TRAINSがソフト面である運行事業を行っている32。いわば〝既存施設のリノベー

ション〟を図った丹鉄の新運営と、限られた費用の中で大きな効果が見込まれるサウンドブラ

ンディングとは、親和性が高いと筆者は考える。

6.1　京都丹後鉄道の現況

京都丹後鉄道の前身である第三セクター鉄道のKTRは、1988（昭和 63）年に開業した宮福

鉄道（宮津ー福知山）が発端である。その後 1989（昭和 64）年に宮福鉄道の商号をKTRに

変え、1990（平成 2）年に JR西日本の管轄だった宮津線（西舞鶴ー豊岡）を転換開業した 33。

その後さまざまな営業施策を試みたものの、沿線地域の人口減少のあおりを受け、さらに周辺

の高速道路の整備も進み、輸送人員の減少が止まることはなかった。1990 年代前半には年間

300万人に届いた利用者数が、2013 年には 200万人を切り、減少状況が続いた 34。そのため京

都府・兵庫県と沿線市町村は、2011 年頃から今後の運営について議論を始め、残すことで合

意した。そして 2012 年、北部地域総合公共交通検討会によって、上下分離という経営体制の

刷新を決定した。これに沿って運行事業社の公募が行われ、高速バス事業社として知られる

WILLER ALLIANCE（株）が選定された 35。WILLER 社は鉄道の運行会社としてWILLER 

TRAINS（株）を設立し、2015（平成 27）年 4月 1日に「京都丹後鉄道」の名称で営業がスター

トした。路線数は 3で、風光明媚

な海岸ルートである〝宮舞線〟（宮

津駅～西舞鶴駅：24.7㎞）、丹後

半島の付け根を結ぶ〝宮豊線〟（宮

津駅～豊岡駅：58.9㎞）、山間部

が中心の〝宮福線〟（宮津駅～福

知山駅：30.4㎞）となっている 36（図

-1：京都丹後鉄道路線図 37）。

開業 1年目の 2015 年度の乗客

数は、前年比 1.6％増となった 38。

わずかな増加ではあるものの、

KTR時代は毎年乗客が減り続け

ていたので、減少に歯止めをかけ

た意味は非常に大きい。村瀬茂孝図－ 1：京都丹後鉄道路線図（脚注 36参照）
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代表は「鉄道会社の仕事とは、まちづくり。住んでいる人が楽しい地域づくり。これからの時

代は地域人口が減るので、生活交通だけでなく観光交通としての役割も必要で、両立させなけ

ればいけない」39 と述べており、丹鉄が地元客を第一にしつつ、観光客のニーズにも対応した

運営方針が垣間見られる。また京都丹後鉄道のウェブサイト（安心への取組み）には、「地元

にお住まいのお客様、北近畿に観光で来られたお客様、皆様に喜んで頂ける鉄道サービスのご

提供に努めてまいります」と記されている 40。このように、丹鉄のサウンドブランディングに

おいても「地元利用者」と「観光客」の 2つのニーズに対応することが重要である。

6.2　京都丹後鉄道のサウンドブランディング

丹鉄のアイデンティティは、大都市圏の鉄道と差異化を図ることで生まれるものと、筆者は

考える。大都市圏の鉄道の特徴を一言で示すならば、「移動手段としての利用」である。つまり、

時間的効率を最優先し、道中を楽しむような旅程を提供する余裕がないため、感性を大切にし

た付加価値をつけづらい。一方丹鉄は、都市の鉄道に比べ列車の発着数が少なく、運行形態が

比較的ゆったりしている。それを逆手に取れば、移動そのものが目的となる鉄道デザインの構

築が可能となる。現に 3種類の観光列車「くろまつ」「あかまつ」「あおまつ」や、従来の車両

をリノベーションした「丹後の海」といった列車が運行している（いずれも鉄道デザイナーの

水戸岡鋭治氏が手がけている）。風光明媚な沿線風景を舞台にキャラクターの濃い特別列車が

走っていることからもわかるように、丹鉄がどこにでもある無個性な鉄道ではなく、〝ここに

しかない鉄道〟としてその地位を築きつつある、といっても過言ではない。

6.2.1　コンセプト

駅メロをはじめとした鉄道空間における音環境デザインの問題点は「頻用・断片的・個別的」

と指摘してきた。その状況と一線を画するサウンドブランディングが重要と考え、コンセプト

を「人にやさしく、丹鉄らしい音づくり」と設定した。具体的な戦略としては、①社会的共有

音を増やし、丹鉄に愛着を感じ楽しさを加える音を新たにつくること、②多様な年齢層に対応

した普遍的で明るめの曲づくりを行うこと、③一般利用客には、生活空間になじむ癒やしの音

を提供すること、④観光客には、丹後の異文化を「音」からイメージしてもらえるようにする

こと、⑤ 3路線ごとにアンセム（主題曲）をつくり、それをもとにソニックロゴである駅メロ

（接近メロディ＋発車メロディ）を編み出すこと、⑥沿線の風土を表す環境音を音源に導入す

ること、である。それらを総称した根幹の音コンセプトが、先述したキャッチコピーである。

丹鉄における音づくりで大切なのは、それぞれの曲や音サインがバラバラに存在せず、何ら

かの統一感を持たせることである。具体的には、音源がその使用用途に応じて共通の楽曲構造
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や音色を持つことが望ましい。とはいえ、各音源が似すぎると、それぞれのキャラクターを区

別することができない。統一感を保ちつつ、差異化を図るという難易度の高いサウンドブラン

ディングが、丹鉄では求められる。一貫性でありながらも特異性を持つといった、相反する 2

つの要素がバランスよく配分されていることが必要であると、筆者は考える。

6.2.2　ターゲット

大きく 2つのターゲットを想定した。1つは地元在住の一般客（定期利用者）である。定期

利用者の 84％が通学定期利用者であることからも、沿線の学校（おもに高校）に通う乗客が

多い 41。さらに丹鉄のダイヤ密度は大都市に比べて低く、駅舎で待ち時間を費やす頻度が高い。

そのため、列車の待ち時間の煩わしさを心理的に緩和させる「生活空間になじむ癒やしの音」

の提供が重要である。つまり、列車待ちの時間の退屈を紛らわせる音を演出することと、丹鉄

に親しみのあるイメージを持ってもらうことを想定した。

もう 1つは、丹後へ旅行する観光客である。沿線には日本三景天橋立をはじめとする観光資

源が豊富に存在する。特に宮津市では年間 270万人の観光客が訪れる。駅別乗降人員は福知山

駅・宮津駅・天橋立駅がベスト 3で、これらの駅は 1日平均で 2,000 人台を誇る 42。こうした

観光客に向けた旅の演出効果として〝音〟を活用し、丹後の異文化を聴覚的にイメージしても

らうことを想定した。

6.2.3　音源に「環境音」を入れる意義

丹鉄における沿線の魅力は、海や山がもたらす豊富な生活文化の姿である。そうした特徴を

〝音〟から感じてもらうために、沿線で聞かれる環境音（音風景）を活用したサウンドブランディ

ングを模索した。とりわけ観光列車内では、窓の開かない車内であっても、丹後の風土に根ざ

した音風景の響きに触れることで、沿線の自然や文化に興味を持ってもらえるきっかけとなる。

何気なく聞こえてくる音風景であるからこそ、利用者の無意識の感覚に訴えかけやすい。

具体的には、「メロディ」と「響き」の要素を効果的にミックスさせた。〝メロディ〟の要素

はシンプルで頭に残りやすく、明るい旋律を採用した。〝響き〟の要素は、丹後地方でフィー

ルドレコーディング（野外録音）し、音の素材を楽曲の中に織り込んだ。先述のとおり音とい

う媒体は、無意識の知覚領域に訴えやすい。これまで、駅メロをはじめとした鉄道空間の音デ

ザインは、意味的吸引力の強いメロディが多用されてきた。しかし、気配や物音といった非意

味的な「環境音」の響きを活用した事例は数少ない。今回のサウンドブランディングでは両者

の要素をうまく生かす実験的試みとして、一部の音源のメロディに環境音をミックスした。
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6.3　丹鉄サウンドブランディングの実際

音源展開に統一感を持たせるため、「宮舞」「宮豊」「宮福」の 3路線別と、「くろまつ号」用

に、メロディを重視したアンセム（＝主題曲）を計 4曲制作した。各曲は 4分前後のピアノソ

ロであり、全体の基本となる要の曲である。その後 4曲をモチーフとして、駅メロやBGMを

編曲した。4曲ともに、利用者の内的心情に訴えかけるようなドラマチックで躍動感のある曲

づくりに心がけた。全体の音源については、多くの人に聴かれやすい聴感特性を持つ音色づく

りが重要と判断し、中音域を強調した。この理由としては、現状の列車や駅などで使用されて

いるスピーカが中音域重視の音響特性であるため、それに対応した再生環境が必要だからであ

図－ 2：アンセムの展開図（筆者作図）

表－ 1：制作音源一覧表（筆者作表）
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る。あまり細部にこだわりすぎないことが重要である。各音源についての詳細を記す（図 -2：

アンセムの展開図、表 -1：制作音源一覧表）。

6.3.1　ピアノソロとその展開

「目的」は、丹鉄全体のサウンドブランディングに向けたアンセムの形成であり、ピアノソ

ロの形式で楽曲の原型を構築することである。「場所」は、丹鉄全体のリアル空間をはじめ、

PV、ネット環境、CMなどのバーチャル空間を想定している。「方針」は、3路線とくろまつ

号の個性を生かした音づくりである。「役割」は、丹鉄のサウンドブランディングの要となる

シンプルなアンセムの形成である。

3路線とくろまつ号の特徴を表すため、4曲ともに異なった音構成（テンポ・使用音域・調

性など）を行った。他の音源にも展開可能なシンプルさを持ちつつ、メロディが多様に変化す

る構成となっている。ピアノソロをアンサンブル曲としてアレンジすれば、統一的な曲展開が

生まれ、使用用途に応じた使い方ができる。次に、4場面におけるアンセムの詳細を述べる。

①宮舞線（海鉄）は、「海」のイメージ（海の近くを颯爽と走る鉄道）である。テンポ感が

最も速く、明るいメロディが主体となっている。途中マイナーコードを入れて変化をもたせた。

②宮福線（霧鉄）は、「霧」のイメージ（深い霧の中をゆったりと走る鉄道）である。テンポ

感は最も遅く、霧の漂いや落ち着きを出すため、低音を生かした編曲を行った。③宮豊線（花

鉄）は、「花」のイメージ（花の可愛らしさと、軽やかに走る鉄道である）。テンポ感は中程度

で、懐かしさと明るさを持つ。花びらが優雅に舞うイメージを表現した。④くろまつ号は、特

別な時間を車内で満喫してもらうためのストーリー展開をメロディの移り変わりで表現した。

また、4曲のアレンジバージョンとして、バンド形式（ドラム・ベース・パッド・チェロ・ヴァ

イオリンなど）によるアンサンブル曲と、琴の音色を主体にしたアンサンブル曲の計２パター

ンを制作した。ピアノソロを含めて、4曲× 3パターンの計 12曲が完成した。

特にバンド形式のアンサンブル曲では、沿線でフィールドレコーディングした音風景を使用

した。宮舞線は波音と列車通過音、宮福線は由良川源流の水音、宮豊線は鳴き砂と機械織機、

くろまつ号は由良川鉄橋の車両通過音を素材にした（写真 -1：宮津湾・波音録音風景、写真

-2：琴引浜・鳴き砂録音風景、写真 -3：丹後ちりめん歴史館・機械織機録音風景、写真 -4：

由良川鉄橋・列車通過録音風景、写真 -5：芦生研究林・由良川源流録音風景）。

6.3.2　駅音①「駅メロ」

「目的」は、列車の到着／発車を知らせることである。「場所」は、駅ホームである。「方針」

は、機能音である駅メロの特徴を踏襲しつつ、全体的に統一感のある音源制作に配慮した。「役
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写真 -1：宮津湾・波音録音風景（徳本英明氏撮影）

写真 -2：琴引浜・鳴き砂録音風景
（筆者撮影）

写真 -5：芦生研究林・
由良川源流録音風景（筆者撮影）

写真 -3：丹後ちりめん歴史館・機械織機録音風景
（筆者撮影）

写真 -4：由良川鉄橋・列車通過録音風景（筆者撮影）
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割」は、乗客に列車の走行に対する注意喚起を音で促すとともに、出発を知らせることである。

今回制作した音源は、接近メロディと発車メロディの 2つである。前者は入駅時の音源であり、

注意喚起を促す音色（20秒）である。後者は発駅時の音源であり、注意喚起を促す音色（10秒）

である（図 -3：列車の到着・発車シークエンス、写真 -6：宮津駅ホーム・駅メロ用スピーカ）。

3路線ごとに 2音源（接近メロと発車メロ）を制作した。それらの音源は 3路線ごとに制作

したピアノソロのメロディをモチーフとし、その一部分を切り取って駅メロとして制作した。

つまり、アンセムを短くしたソニックロゴを使用し、路線ごとに共通したサウンドブランディ

ングの形成を試みたのである。そして、接近メロと発車メロの聴感が連続するように、統一し

た構成（音色・テンポ・調性の一致）を用いた。

駅メロにとって最も重要な役割は〝注意喚起〟である。そのために、耳に入りやすい高音域

の音色を使用し、安全行動につながるように配慮した。接近メロディはリピート出来るように

連続展開する循環コードを使用した。20秒ごとに繰り返し可能な音源で、注意喚起がしやす

い鋭い音色を用い、強弱あるリズムアプローチを試みた。発車メロディは発車間際の注意すべ

きタイミングを知覚させるため、終結形ではなく擬終止形で締めた。

6.3.3　駅音②「宮津駅・天橋立駅の

待合室BGM」

「目的」は、駅で列車を待つ利用客

の心理的不快感を緩和させることで

ある。「場所」は、宮津駅と天橋立駅

の待合室である。「方針」は、比較的

長い列車の待合時間を和ませること

や、駅内に居ること自体が心地良く

なる効果を生み出すことである。こ

うした楽曲は、耳触りでなくかつ穏

やかに聞き流せることが肝要である。

つまり、暗くなりすぎず、かつ目立

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡ ➡

図－ 3：列車の到着・発車シークエンス（筆者作図）

写真 -6：宮津駅ホーム・駅メロ用スピーカ
（筆者撮影）
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たなくしすぎない「バランス」の良

さが求められる。

宮津駅では、3路線の起点となる

ことや地元利用客の滞在が多いため、

4イメージ曲のソロヴァージョンと

アレンジ曲の計 6曲を採用し、音に

よってなごやかで落ち着きのある空

間づくりを目指した（写真 -7：宮津

駅外観、写真 -8：宮津駅待合室）。

天橋立駅では、観光客の滞在が多

いため、天橋立をはじめ丹後の聖地

に誘うような異界（キラースポット）

のようなイメージの楽曲を制作した

（写真 -9：天橋立駅外観、写真 -10：

天橋立駅待合室）。駅舎内ではスタッ

フが常駐しているため、即興的な楽

曲を採用することで、耳からの疲れ

を抑えられるように配慮した。音色

の異なる即興曲を 2つ制作し、神話

の世界をイメージさせる楽曲づくり

に挑んだ。それに加え、4イメージ

曲を琴風にアレンジした 4楽曲を採

用し、計 6曲となった。

6.3.4　列車音①「くろまつ号・車内

BGM」

「目的」は、観光列車「くろまつ」

号（KTR700 形気動車）に乗車する

利用者の鉄道体験を音で特別な印象

に仕立てることである（写真 -11：

くろまつ号外観）。「場所」は、くろ

まつ号の車内である。「役割」は、丹

写真 -7：宮津駅外観（筆者撮影）

写真 -8：宮津駅待合室（筆者撮影）

写真 -9：天橋立駅外観（筆者撮影）



― 105 ―京都精華大学紀要　第五十一号

後の風情をイメージさせるような車

内を演出するために、車窓の雰囲気

や食事の行為を引き立てる〝隠し味

としての背景音楽〟を提供すること

である。注意点は、ディーゼルカー

であるくろまつ号のエンジン走行音

にマスキングされにくい編曲を行う

ことと、アテンダントの声の邪魔に

ならない音づくりに心がけることで

ある。具体的な音源制作のイメージ

は、観光客にとってくろまつ号に乗

車することはハレの舞台であり、旅

のストーリーを感じさせるようなメ

ロディを展開し、車内の優雅さを表

現した。

6.3.5　列車音②「丹後の海号・車内

放送ジングル」

「目的」は、京都と丹後を結ぶ〝丹

後の海号〟を音でイメージさせるこ

とである（写真-12：丹後の海号外観）。

「場所」は、丹後の海号（KTR8000

形気動車）で使われ、車内放送が始

まる前のジングルとして用いる。「方

針」は、京都と丹後を走る特急列車

である丹後の海号をアピールするた

めに、ジングルによって丹後の風情

や存在感を引き立たせることである。

注意点は、この音源が車内放送直前

で流されるため、短めの再生時間制

が求められる（約 10秒に設定）。丹

鉄のアンセムの 1つである「海鉄」

写真 -10：天橋立駅待合室（筆者撮影）

写真 -11：くろまつ号外観（筆者撮影）

写真 -12：丹後の海号外観（筆者撮影）
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のイメージ曲を元にサウンドロゴを作成し、最後の部分に丹後の波音をミックスさせた。

6.4　今後の展開

丹鉄のサウンドブランディングの今後の展開として、さまざまなアイデアが考えられる。

1つ目は、イヴェント展開である。例えば、丹鉄の車内に楽器（電子ピアノなど）を車内に

もち込み、丹鉄のイメージ曲を車内で演奏することが挙げられる。由良川鉄橋や奈具海岸など

沿線の絶景ポイントに停まるときや減速時に、車窓にマッチした曲を演奏しながら、列車を運

行させるアイデアが考えられる。そのとき、乗客を巻き込んだ参加型の演奏体験（パーカッショ

ンをもたせるなど）もあれば楽しいだろう。

2つ目は、大学教育との連携（インターンや学生の成果発表の場としての教育活用）である。

例えば、学生が丹鉄をイメージした新しい曲をつくり、自分の曲を駅舎で発表してもらうとい

うアイデアである。演奏会場は乗客数の多い天橋立駅か宮津駅が効果的であり、学生の楽曲発

表による丹鉄（や沿線）の活性化が見込まれる。

3つ目は、音源CDの商品化である。丹鉄をPRした音の缶詰（音源メディアによるパッケー

ジ商品としての）CDを制作し、丹鉄の存在とサウンドブランディングのプロジェクトを知っ

てもらう内容である。丹鉄の音素材や周辺の音風景をコンテンツとして残し、商品として形に

していくことにより、音活動を広範囲にPRするきっかけになるだろう。

さらに、音をめぐる旅の制定（丹後地域の音スポットを巡る丹鉄の旅企画）や、丹鉄のイメー

ジ曲に歌詞をつけてもらう募集を行い、丹鉄やサウンドブランディングの存在に興味を持って

もらえるようなアイデアも考えられる。

7．おわりに

本稿では、鉄道をはじめとした公共空間に〝音〟的アイデアを加えることによる、新たな価

値展開̶̶つまり、サウンドブランディングを構築する可能性̶̶を論じてきた。これまでの

公共空間における音環境デザインは、音の削減や苦情を減らすだけの施策など、消極的アプロー

チが多かった。ただそれだけでは、既存の公共空間の大幅な質的変換には至らない。現状では、

個性の少ない〝無痛化〟を思わせる公共空間の音環境が多い。つまり、痛くも痒くもない〝中

庸〟な音環境が増殖し、利用者はある種の諦観̶̶公共空間はどこでも同じで、さしあたりク

オリティの高さを望まない態度̶̶があるのではなかろうか。このような閉塞感が続く限り、

公共空間における感覚環境の質的向上は望めない。

これに捲土重来するかのように、本稿ではこれまで行われてきた鉄道空間の音環境デザイン
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とサウンドブランディングの考え方を体系的に概観しつつ、筆者がアクションリサーチを手が

けている京都丹後鉄道を事例に、鉄道空間における戦略的なサウンドブランディングの実践内

容を紹介してきた。丹鉄から本プロジェクトの依頼を受けたのが 2016 年 7月で、それ以降何

度もミーティングを行ってきた。2017（平成 29年）年 2月の時点では音源制作を完了し、現

場に導入するための最終調整を行っている。今後の予定としては、2017 年の 4月には丹鉄の

サウンドブランディングが開始する運びとなっている。現時点では完成形としての成果を報告

することは難しいが、今後の状況を追って報告する予定である。

謝辞　

　本プロジェクトを遂行するにあたり、WILLER TRAINSの寒竹聖一氏、長瀬啓二氏にお世

話になりました。深謝いたします。
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