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１． はじめに 

 

 私は声を使った仕事、俗にいう声優や歌手、ナレーターを志していた。練習をしていく

中で、日常は様々な音であふれていることに気づき、どんな音が人にどんな影響を与えて

いるのか、また生活に根付いているのかを意識するようになった。 

 ここでは、日常にありふれている音の世界について、音の成り立ちや性質、音楽的観点

の面から調査し、どのように活用されているのか考察していく。 

 

２． 音の成り立ち 

 

２-１ 音の世界の３つの要因 

音の世界を知るには３つの要因―音源、音波、聞き手―について、それぞれの特性やは

たらきをすることが大切である。音源や音波の性質については、その物理的な特性を理解

しなくてはならない。さらに音源が人である場合には、音源を作る人、すなわち話者の心

理的要因も考えなくてはならない。一方、聞き手については音源や音波の物理的特性によ

るだけではなく、聞き手自身の心理的要因によっても聞こえ方が左右されることを理解し

なくてはならない。 

 

 

図 1 Speech Chain 

（出典：「日本語と英語をつなぐ」） 
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特に音声の場合には、話し手は自分の声を聞きながら話しており、いわば話し手と聞き

手の一人二役をこなしている。例えば、話し手自身の音声を時間的に遅らせて話し手の耳

にフィードバックする。すると話し手は話しづらくなってどもるようになり、スムーズに

話を続けられなくなりかついには全く話ができなくなってしまう。つまり、話し手は自分

の話した音声を自分自身で正しく聞くことができない場合には、話続けることができなく

なってしまう。 

 一方、聞き手も何らかの方法で話し手の発話運動をフォローしている。聞き分けること

のできない音声は、ふつう正しく発音することができず、理解も難しい。例えば、日本語

には［l］と［r］の区別がないので、それらを区別して聞き取ることも発音することも難し

い。 

 

２-２ 音の性質 

 音は作り出されてから、私たちのところまでどうやって伝わるのだろうか。そもそも音

とはなんなのだろうか。ここでは、音のメカニズムにつて述べる。 

 

音波 

音は空気中の粒子が次々と空気を押しやり進んでいく。この時空気中に粗いところと密

なところが次々と作られ、粗密波ができる。これが音波だ。音波は私たちの耳に届き、耳

の穴を通って、耳の奥にある鼓動を振動させる。 

 

物理的属性と心理的属性 

音には、振幅(音圧)、振動数(周波数)、波形の物理的属性がある。音波が聴覚器官を刺激

すると、これらの物理的属性はそれぞれ、音圧によって音の大きさ、周波数によって音の

高さ、そして波形によって音の音色、という心理的属性を音の感覚として生じさせる。た

だし、この関係は常に１:１に成り立っているわけではない。例えば、波形が同じであって

も、音圧を大きくすると音色が変わったように聞こえる。逆に、音色の異なる音は、同じ

音圧であっても同じ大きさに聞こえるとは限らない。また周波数が２倍になったからとい

って、高さも２倍になったように聞こえるとは限らない。 

 

音の種類 

日常生活ではさまざまな音を耳にするが、これらの音は、楽器の音、感じのいい音、悪

い音など、色々な方法で分類されている。 

まず音は、純音と複合音の２種類に大別できる。 

 

純 音：波形が正弦波で、物理的に最も単純な音。 

複合音：純音以外の音で、周期的振動をするものと非周期的振動をするものの総称。一定
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の周期を持つ複合音は全て純音の集合として記述できる。これをフーリエ分析と

いう(後述)。 

 

複合音には、楽音、音声、物音、騒音などがある。 

 

楽  音：複合音の中で、振動が周期的で、部分音の振動数がほぼ整数比をなす音。 

音  声：声帯が振動してできた音が、声道の固有振動数に応じて共鳴してできた音。 

物  音：自然音、人工音、機械音などの音。 

騒音(雑音)：一定の波形がなく、振幅が非常に不規則に変わる音。周期性がなく、部分音に

分解できない音(物理的定義)。人間が聞いて、好ましくないと感じる音(心理

的定義)。 

 

騒音については物理的定義と心理的定義がある。心理的定義に従えば、客観的には美し

い音楽であっても、聞き手にとって不快に感じるとしたらそれは騒音となる。ピアノを引

いている人が、いくら技術が高くても、もし隣人がピアノの音を聞きたくないと感じてい

たら、それはその隣人にとっては騒音に他ならない。 

なお、一定の周期をもった複合音を構成する音は部分音と呼ばれる。 

 

フーリエ分析 

純音は１種類しかないが、複合音には色々な種類がある。しかし一定の周期を持ったど

んな複合音も純音の組み合わせとして記述することができる。これをフーリエ分析という。 

２つの複合音が同じ音色に聞こえるのは、その成分周波数の振幅、周波数、位相が完全

に一致している場合。 

 

２-３ 音の認知 

人間の聴覚器官は、外耳、中耳、内耳に分かれる。音波が人間の耳に達すると、まず外

耳を通って鼓膜を振動させる。その振動は、中耳の耳小骨を経て内耳へと伝えられる。内

耳にはかたつむりの殻のように渦巻いた蝸牛があり、この中にある基底膜に振動が伝わる

と、振動は電気的信号に変換される。電気的信号は聴神経によって大脳に送られ、聴覚が

生じる。内耳には前庭器官と三半規管もあるが、これらは聴覚ではなく身体の平衡感覚(回

転、加速、減速、正立、傾斜)をつかさどっている。 
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図 2 聴覚器の構造 

（出典：「難聴/奥村新一」） 

 

可聴範囲 

私たちはどんな音でも聞くことが出来るわけではない。大きさにしても高さにしても、

聞くことのできる音の範囲は限られており、一定の範囲の音しか聞くことができない。聞

くことのできる音の範囲を可聴範囲という。 

音の大きさの可聴範囲は音圧によって決まる。聞くことのできる一番小さな音を最小可

聴値といい、最大の大きさを最大可聴値という。 

実際に私たちがどれくらい小さな音を聞けるかというと、静かな部屋の中で６m ほど離

れた所に置いた腕時計から聞こえる針の進む音が、人の最小可聴値に相当する音の大きさ

といわれている。逆に最大可聴値は刺激で決める。耳に痛みの感覚が生じ始めたときの値

を最大可聴値としている。 

一方、音の高さについては、最低可聴値、最高可聴値といい、最低可聴値は 15～20Hz、

最高可聴値は 20,000～30,000Hz といわれている。これは約 10 オクターブにわたる音の高

さの範囲である。 
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音源定位 

聴覚には、生理的手がかりや経験的手がかりが音源の定位に役立っている。人には目と

同じように耳も２つあり、左右に離れている。音が上下や前後のどちらの方向から聞こえ

るのかを区別するのは、左右のどちらから聞こえてくるのかをくべつするよりも難しい。

これは耳が左右に離れて２つあるためであり、この効果を両耳効果という。 

聴覚的に認知する空間は聴空間と呼ばれ、音を定位することにより成立する。音は聴空

間の中で、ある時は前方から、別の時には右から、頭上から、遠くから、というようにさ

まざまな距離や方向から聞こえてくる。聴覚による刺激の定位が、音源定位だ。音源定位

は、特に視覚では知ることのできない背面方向や暗闇の中にある刺激を知覚するのに役立

つ。 

また、音源の方向は、音が両耳に達するまでの時間差と強度差によって知ることができ

る。このことは同じ音源からの音をヘッドホンで左右の耳に別々に聞かせ、左耳と右耳に

提示する音の時間や強度をいろいろ変化させることによって確かめることができる。時間

差も強度差も全くない場合には音像は頭の中央に定位される。しかし左右耳への音の到達

時間をずらすと、早く到達した耳へと音像の定位は偏る。また、両耳に与える音の強さに

差をつければ、強い音が与えられた耳のほうへと音像は移動する。 

この２つの効果を互いに逆方向に働かせて、弱い音を与えた耳のほうに音が早く到達す

るようにすると、音像はまた中央に感じられるようになる。このように音の強さと到達時

間との間には、相補関係が成り立つ。この現象を両耳の時間と強さの交換作用という。 

 

マスキング(遮蔽効果) 

話をしているときに大きな音をたてて電車がそばを通ると、相手の話がかき消されて聞

こえにくくなったり、全く聞こえなくなったりする。このようにひとつの音の存在が他の

音を聞こえにくくする現象を聴覚マスキングという。マスキングされた音は強度を大きく

しなければ聞くことはできない。 

聴覚マスキングは音楽を聞く際にも生じる。周波数が高く弱い音を出す楽器の音をマス

クしやすい。例えば、チェロの音はより高音域のビオラの音をマスクしやすい。ビオラの

音はより高音域のヴァイオリンの音をマスクしやすい。 

 レコードなどで演奏を再生した場合、低い音は高い音よりも音の大きさの低下が大きい

ので音の間に強度差が生じる。その結果、マスキングパターンは録音時とは異なってしま

い、録音時にはビオラやチェロなどの低音域の楽器によってマスキングされていて、聞こ

えなかったはずのヴァイオリンのかすかな指使いが、再生時に聞こえたりすることがある。 

 

サウンドスケープ 

 風にそよぐ木々の音、家の前を通る小学生の声、ごみ収集車の忙しそうな音、これらは

日常生活の中でよく体験する朝の１コマだ。これらの音は、聞くだけで朝の光景を思い描
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くことができる。サウンドスケープとは、自然や文化などいろいろな環境の中に存在する

音の世界、すなわち音が作り出す風景や景色のことを指す。さらに、音楽作品のような抽

象的な構築物が１つの環境として考えられる場合には、そういったものを指して用いられ

る。 

 音は私たちの日常生活と密接な関わりを持っており、そうしたたくさんの音に囲まれて

生活している。時代や文化が変わると私たちを取り巻く音の世界も変化する。江戸時代に

は江戸時代の音が、現代には現代の音の世界がある。譜面に書かれた音符は音の集まりだ

が、それが演奏された時、私たちはそれらの音の集まり=曲を聞き、サウンドスケープの一

員としてとらえることができる。 

 

２-４ 音楽の認知 

 現在は日常で音楽に触れることはごく当たり前で、あまり気にしたことがない人は多々

いるだろう。ここでは音楽について述べる。 

 

音楽的高さと音色的高さ 

音楽に関わる音の高さには、音楽的高さ(トーン・ハイト)と音色的高さ(トーン・クロマ)

の２つの性質がある。 

音の高さは周波数が増すにつれて高く聞こえ、減少するにつれて低く聞こえる。このよ

うに音の高さは音の周波数に対応して低い⇔高いという一次元的な連続的変化をする。周

波数に応じて連続的に変化する音の高さは、音色的高さ(トーン・ハイト)と呼ばれる。「音

色的」と呼ばれるのは、音の高さが高くなるにつれ、音のかん高さや鋭さ、明るさなどの

音色も変化して聞こえるからだ。 

一方、音楽で用いられる音の高さを考えると、音が高くなるにつれ、音名も一緒に上が

っていくような感じがする。例えば、「ド・レ・ミ」と順に与えられると、ド・レ・ミの順

に音が高くなっていくような感じがする。まるで一つ一つの音が階段を上がっているかの

ように上がっていく感じがする循環的な性質をもっている。オクターブとはある音と別の

音との周波数比がちょうど２倍の高さの関係にあることをいう。そしてオクターブ毎に同

じ音名に繰り返し戻るように感じられる。このような音の高さは音楽的高さ(トーン・クロ

マ)と呼ばれる。音楽的高さは音調性、調性、８度類似性とも呼ばれ、音楽を構成するのに

重要だ。音楽的高さにより音階を構成する一つ一つの音が区別される。 

 

音程 

２つの音の隔たりを音程という。音程には完全、長、短などのことばが冠せられて表さ

れる。 



7 

 

 

図 3 音程の移動図 

（出典：「YAMAHA」） 

図中のいずれのコースにおいても、音程が半音上がれば１つ右方向に移動し、半音狭く

なれば１つ左方向に移動する。 

音程は多くの場合、度数で表される。楽譜の中で変化記号(♯、♭など)がついていない音

は幹音と呼ばれ、幹音に変化記号がついている音は派生音と呼ばれる。音程は２つの音の

間にいくつの幹音が連なるか考え、その数を度数で呼んで表す。たとえば、ドとソ「ド・

レ・ミ・ファ・ソ」と５つの音が連なるので、５度だ。ドとソ♯の場合もやはり５度なの

だが、前者と比べると後者の方が「ソ」が「ソ♯」になっている分(半音)だけ５度の幅が広

い。この場合は図にあるように、前者を完全５度と呼ぶのに対して、後者を増５度と呼ぶ。 

 

協和音程と不協和音程 

音の高さが異なる２つの音が与えられたとき、人間の耳は２音の間の振動数比が簡単で

あるほど協和して感じ、複雑であるほど不協和に感じる性質がある。たとえば、２音の振

動数比が２:３のとき、この２つの音から作られる音程は協和して感じられる。このように

音程を構成する２つの音を同時に鳴らしたとき、きれいに溶け合って響く性質を音の協和

性という。 

音の協和性は、程度によって図４ように分類される。完全１度と完全８度は、特に絶対

協和音程と呼ばれる。 
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図 4 協和音程と不協和音程 

（出典：「YAMAHA」） 

音階 

音階とは、ある音を起点として高さの順に配列した音の階段のことだが、音階はオクタ

ーブごとに回帰するので、１オクターブ上の同名の音までの特定順序に従って配列された

音列ということができる。 

どのような音程で音階を構成するか、その方法を音律という。 

 

無限音階 

西洋音楽で用いる音階では、周波数がちょうどちょうど２倍になる音の関係(周波数比が

1:2)をオクターブと呼ぶが、オクターブを 12 等分する 12 半音階中の各音はそれぞれ固有の

音色をもっている。たとえば、「523Hzのド」はドらしい感じがする。周波数が２倍のとこ

ろ(1046Hz)でも同じようなドらしい感じがする。つまり音階には循環的でかつ離散的な変

化をするという特徴がある。 

 視覚における無限階段の錯視図は、３次元の空間を２次元で表現したために生じた錯覚の

１つであり、左回りに階段を上るといつまでも永久に上り続けるように見える現象だ。 
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図 5 無限階段 

（出典：「M.C. Escher」） 

この現象が、聴覚においても起きる。 

 

音感 

一般に音階とは音の高低などを聞き分ける能力のことを指す。音楽に用いられる音の高

さには、トーン・ハイトとトーン・クロマという二種類の性質があるので、それぞれの高

さについての音感を考えなくてはならない。 

音楽で用いられる音の高さについての音感には、絶対音感と相対音感の２種類の音感が

ある。ピアノの鍵盤を適当に叩いたとき、その音名を言えたり、指示された音名の音の高

さをいきなり歌えたりする人がいる。このようなことができる人は、絶対音感を保有して

いる人だ。一方、最初の音を与えられれば最後まで音程を外すことなく歌える人がいる。

このようなことができる人は、相対音感を保有している人だ。 

 

絶対音感 

絶対音感とは、「ある音を単独で聞いたときに、他の音と比較なしにその音の音名または

任意の楽器上でそれに対応する位置を指示できる能力」だ。 

絶対音感は誰もが有しているわけではなく、幼少の頃に特別な音感教育を受けた者だけ

が享受できる特別な能力と考えられる。絶対音感があると、与えられた刺激をすぐに特別

のカテゴリー(音名)として知覚できる。 

 

相対音感 
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相対音感とは、「ある音を基準にしてそれとの比較から他の音の高さを判断できる能力」

だ。 

メロディーの認知に必要な情報は、周波数比(音程)だ。メロディーはある音から別の音へ

どれくらい変化したかによって決まり、音楽はこのような音と音との関係すなわち音程か

ら作られている。したがって、音楽には音の絶対的な高さがわかる絶対音感よりも、音程(音

と音との関係)の判断ができる相対音感の方がはるかに重要だ。 

音楽において頻繁に用いられる移調や転調は絶対音感保有者には極めて困難なできごと

であるのに対して、相対音感保有者には全く問題とはならない。絶対音感保有者も相対音

感へと態度を変えれば問題ないが、それができないと曲の途中で転調が生じた場合、一つ

一つの音符をいちいち読み替えなくてはならなくなり、大変やっかいなことになってしま

う。絶対音感をもっているばかりにかえって不自由な状況に陥ってしまうこともある。 

 

音痴 

音痴ということばは、一般には旋律を正しく歌うことが困難な人や、歌っているうちに

調子が外れていく人を指すことが多い。音痴にはいくつかのタイプがある。たとえば、 

 

・高低がほとんどなく、歌うと一本調子になってしまう人。 

・高低はあるが、全体的に音程が外れる人。 

・音程があっているときもあるが、時々外れる人。 

・低いまたは高い音域であれば音程は外れないが、それ以外の音域だと外れる人。 

・正しいメロディーに対して音程が平行してずっと外れたままの人。 

・地声と裏声の境目で、音程が不安定になる人 

・外れた音程を与えられても、外れていることに気がつかない人。 

 

などだ。最後を除くと、歌うときに現れる状態を示しており、自分の声の音程をうまく調

性できないが、単に音の高さを聞き取るだけなら問題がなさそうだ。 

実際、音痴といわれる人たちは、ほとんどは日常話すときに困難を覚えることはない。

音痴という言葉より、旋律痴、または貧音高歌唱者、調子外れのようなことばが妥当だろ

う。 

音楽では旋律情報を主として担っているのは周波数それ自体ではなく、周波数比(音程)

だ。したがって、音痴であっても必ずしも成績が悪いわけではない。 

音痴の原因としては生理的要因、心理的(経験的)要因などが考えられる。 生理的要因は、

どこかに機能的欠陥や障害のある場合であり、治療が必要だ。機能的な欠陥や障害として

は、主として喉の筋肉の運動制御がうまくできないということが考えられる。このような

理由があれば絶対音感保有者であって音痴になることもある。気管の一番上にある「歌う

筋肉」と呼ばれる輪状甲状筋など、障害のある部位を治療すれば音痴は解消される。 
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一方機能的には問題はないが、正しい音程が分からない人もいる。このような人の場合

は、音の高さについての認知能力に問題があると考えられる。このような人は、認知的音

痴と呼ばれる。認知的音痴は音程が外れているかどうかが正しく認識できないため、外れ

たままで歌い続けても自覚がないため平気だ。カラオケで周りに迷惑をかけるのは、この

種の人たちだろう。 

認知的に問題がある音痴は、ただ単に音の高さがわからないだけでなく、音程や旋律関

係を知覚するという音楽に必要な能力が欠如しているものと考えられる。 

 

２-５ 話し言葉の認知 

 言語行動は音声言語(話し言葉)と文字言葉(書き言葉)に分けられる。文字言語は文明や文

化を伝達したり伝承したりするための手段として重要だ。一方、音声によるコミュニケー

ションは、ふつう特別な訓練を受けていなくても身につけることができ、日常生活におい

てもより直接的にかかわっている。ここでは音声言語の知覚を中心にして、話し言葉の認

知について述べていく。 

 

音声と言語音 

 音声の生成と知覚の間には相関関係があり、生成が正常にできないと聞き取りも困難に

なるし、逆もまた然り。私たちが話をするとき、同時に自分自身の声も注意深く聞いてい

る。話そうとしている音声と、実際に話した音声とを常に比較しており、それらが一致す

るように絶えず調整を行っている。反対に、ある音声を聞き取る際には、その音声の発生

動作を自分の発生動作として参照していると考えられる。 

 言語音は、母音、子音、半母音などに分類される。声帯は母音およびいくつかの子音を

調音するときに振動する。声帯の振動を伴う音は有声音と呼ばれ、声帯の振動を伴わない

音は無声音と呼ばれる。有声音には母音、鼻子音、有声子音類、無声子音類がある。 

 

音声の生成 

 音声器官は肺、気管、声帯、喉頭、咽頭、鼻、舌、口唇であり、これらの器官は肺から

口唇へつながる複雑な形をした管をなしている。声帯は喉頭の一部だ。肺から送り出され

た呼気による空気の流れは、声帯が閉鎖運動を行うことによって音声のもととなる音が作

られる。すなわち声帯が開くと空気の流れは肺から声道に入り、声帯が閉じると空気の流

れは止まる。話をするとき声帯はこの開閉運動を素早く何度も繰り返し、１秒間に数 10 個

から数 100 個の空気のかたまりを送り出す。喉頭より上の部分は声道と呼ばれ、声帯で作

られた喉頭原音の一定部分の周波数に共鳴して、その振幅を増大させる。声道は舌や口唇

などの部分を動かすことによってさまざまに形を変えることができ、それによって種々の

音声を作り出すことができる。さまざまな言語音を発するために声道の形を調整すること

は構音といい、調音を行うためにとられる声道の個々の動きを調音運動または構音運動と
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いう。 

 

図 6 構音機関 

（出典：「QLife 家庭の医学」） 

 

構音結合 

 私たちが話すとき、1 つの単語や１つの音韻だけを話す場合よりも、いくつかの単語をつ

づけて句や文として話す場合の方が多い。いくつかのことばをつづけて話すとき、構音運

動とそれによって生じる音声波の音響的特徴はなめらかになり、前後の音素の音響的特徴

は互いに重なり合う。このような音声を連続音声という。このとき、前後の文脈による影

響は調音の段階ですでに生じている。人が話すときには、あることばを話しながら次に話

すことばの構音を準備している。しかもそれは構音器官の各部分でそれぞれ生じている。

このような準備された構音運動は、音声波の特徴の上に複雑に反映される。これを構音結

合という。連続音声の知覚や認知には、構音結合が重要な役割を果たしている。 

 

係留効果 

人の知覚は相対的で、同一の大きさの音を聞いたとしても、大きい音を聞いた後に提示

された場合は、実際よりも小さく聞こえ、小さい音を聞いた後に提示された場合は大きく



13 

 

聞こえる。このような関係を成立させる枠組みを基準枠といい、その要因の１つが係留効

果だ。係留効果とは、外から与えられる特定の刺激が判断に及ぼす効果、特殊な教示や態

度が判断に及ぼす効果、特定の反応や刺激－反応の結びつき関係によって生じる効果など

を指す。 

 

文脈効果 

  日常会話の中である単語だけを単独で話すことはあまりなく、いくつかの語を連ねて文

章として話すことの方が多い。これを連続メッセージというが、話し手の感情や強調など

によって、その中に含まれる語の１つ１つの音素は物理的属性が大きく変化している。そ

れにも関わらず私たちはほぼ謝りなく話し手の意図したことばを聞き取ることができる。

それは音素や語の音響的手がかりを１つ１つ知覚する代わりに、文脈を手がかりとして１

つの語や文節あるいは１つの文章としてことばを聞き取ろうとしているからだ。 

  例えば、「今日は霧が青い湖面をおおうあいにくの天気となりました」というメッセージ

を聞いたとき、この文は正しく聞き取れるのに「青い」の真ん中の「お」だけを単独に取

り出して再生して聞かせてみても、正しく聞き取れるとは限らない。一連のメッセージと

して聞けば、容易に「お」と聞き取れたものが、文脈という手がかりが失われると聞き取

りにくくなってしまう。このように、前後の刺激の影響を受けて判断対象の刺激について

の知覚が変化する現象を、一般に文脈効果という。私たちの知覚判断は絶対的なものでは

ないから、音声知覚においても色々な文脈の影響を受けることは当然ことだ。前説でみた

係留効果も文脈効果の一種だ。 

 

カクテルパーティ効果 

  私たちは雑踏の中でも話し相手の言うことを聞き取ることができる。２人の人に同時に

話しかけられても、注意を向けた方の人の話だけ聞いて、他人の人の話し声を全く無視し

てしまうこともできる。このように多数の音源を空間的に別々に聞き分けて特定の人と話

ができる現象をカクテルパーティ効果、またはカクテルパーティ現象という。私たちの感

覚器官が受け取る刺激エネルギーは、その全てが知覚されるのではなく、感覚中枢によっ

て選択されたものだけが知覚される。多くの情報が一度に入ってくるときに、選択的にど

れかの刺激に注意を集中することを、選択的注意という。 

  日常生活においてはふつう両耳で聞いているから、いくつもの話の音源を空間的に別々

に分離して聞くことができる。そのためにある音源と別の音源を分離して、特定の音源の

話にのみ注目して聞き分けることもできる。しかしこのような場面を録音してそれを再生

して後から聞いた場合には、両耳効果が働かない。そのため音源を分離することが困難と

なり、複数の音源からの音声はきわめて聞き取りにくいことが知られている。また、カク

テルパーティ効果は単耳聴においても生じるので、本質的には両耳聴の問題とはいえない。 
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音声による感情表現 

  日常のコミュニケーション行動において相手の感情を適切に理解することは、円滑なコ

ミュニケーション行動を行う上で、きわめて重要だ。通常のコミュニケーション行動では

主として相手の顔面表情を利用するが、一方で相手の顔を注視しないことも多い。電話で

は普通相手の表情を見ることはできない。また、本当の表情を隠そうとする場合もある。

このように実際のコミュニケーション場面では顔面表情を見ることが出来ず、顔面表情と

音声とが異なる感情を表現することも少なくない。こういった場合、視覚だけではなく音

声などの聴覚的な手がかりも重要な手段として利用されている。 

 

３． 音楽で変わる行動心理学 

 

日常的に音楽に触れるいちばん多い機会は、BGM(バック・グラウンド・ミュージック)

を通じてだろう。あらゆる店舗で、BGM は有線放送などの形で当たり前のように使われて

いる。しかしその使い方は、機械に任せっきりだったり、店舗経営者の好みのままだった

りしていることが多々ある。例えば飲食店では、経費の関係から看板や内装、メニューな

ど、まず視覚的な部分から投資しがちだ。それはもちろんいいのだが、視覚と違い聴覚は

基本的に遮断することができないので、聴覚からの影響は視覚以上に感情に訴える力があ

る。 

 ここで、居心地のいい店の共通点を考えてみる。その共通点は、｢コンセプトに沿って感

性のバランスが取れている」こと。特にその場所を好きになる理由は明確ではないが、「う

まく説明できないけど、とにかく居心地がいい」という漠然とした感覚を得られるところ

だ。「感性マーケティング」という言葉があるが、現在の消費者は五感をフル稼働してあら

ゆる判断を下している。「好き」の理由はうまく説明できないが、判断基準にしているのは

目、鼻、口、耳、皮膚などの感覚であるのは間違いない。店内の照明、メニューの質、椅

子の素材、料理の味、香り、接客の雰囲気など、人は五感を総動員して、無意識のうちに

判断している。そして音楽には、それらの雰囲気を総括する役割がある。それらが総括で

きたとき、「すべてがマッチしている」という感覚が生まれる。 

  このように聴覚は人間の感情に直結しているにも関わらず、聴覚への働きかけはマーケ

ティングの手法としては未成熟であり、効果的な方法は確立されていない。ここでは、実

際どのような手法が使われているのかを述べる。 

 

店舗における BGM の役割 

  多くの店は内装のデザインやイス、テーブルなどにお金をかけているが、BGM に関して

はほとんどが何となく流している程度で、的確にブランディングして使っているところは

一部だ。 

  お店の印象は視覚情報に勝るとも劣らないほど、音楽が鍵を握っているといっても過言
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ではない。言ってしまえば、内装ではほとんど差がつかないのなら、音楽で差別化を図っ

ていくことがポイントだ。 

 

BGM の効果 

  何気なく流している音楽がお店の印象や売り上げをも左右しているかもしれない。BGM

は、その名の通り背景音楽なので、意識には上がりにくいのは確かだ。また、実際そのよ

うに使わなくてはならない。 

 音楽は本能的な機能を司る脳である大脳辺縁系で感じており、たとえ意識に上らなくても

確実に感情の誘発に影響を及ぼす。大脳辺縁系は摂食や睡眠、性行動など生命の存続に欠

かせない重要な器官なため、無意識に動いている。 

 このような無意識の領域に働きかける音楽の力を理解していれば、お店の印象、売上げ、

スタッフのモチベーションなどさまざまな面で良い効果が表れてくる。 

 ここでは主に、 

・マスキング効果 

・イメージ誘導効果 

・感情誘導効果 

・行動誘導効果 

についてあげる。 

 

マスキング効果 

  BGM の目的のひとつ目は前述した「マスキング効果」だ。マスキング効果は、BGM の

役割としてはあまり意識されなくても、実際にはあらゆるところで効果が実感できる。例

えば飲食店で流れている BGM を止めると、とたんに隣の声が気になったり空気に違和感を

覚えたりする。何も音楽が流れていない方が、逆に意識してしまう。飲食店のなかでは会

話をスムーズに楽しんでもらうためにもマスキング効果はとても重要で、BGM をかける側

はこのことを意識する必要がある。 

  店舗で考えられる騒音を考え、マスキング効果をうまく利用することで自然な空間を演

出できるのだ。 

 

イメージ誘導効果 

  BGM のふたつ目の効果は「イメージ誘導効果」だ。お店の雰囲気を明るくしたり高級感

を醸し出したり、子供が多い場所では楽しい雰囲気を作ったりというように、お店のイメ

ージを決定する効果のことで、BGM の効果と聞くと、まずこれを思い浮かべる人も多いだ

ろう。 

  視覚のイメージを決めるのは聴覚が大きいウェイトを閉めている。同じ空間であっても、

聴覚から受ける刺激によってその場のイメージが変わってくる。 
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  例えば病院を例にあげると、歯科医院で流れる BGM が子供向けのアニメソングだったら

どうだろう。院内にはぬいぐるみや絵本、遊び場が設置されている。この歯科医は完全に

ターゲットを子供に絞っている。 

  一方、ボサノヴァが流れ、内装はまるでエステサロンを感じさせるセンスに溢れている。

20～30 代女性が好む雑誌が並び、治療というより美しくなるためのデンタルケアというコ

ンセプト。このふたつの歯科医院のターゲットは全く異なるが、無意識にその違いを感じ

させるのが BGM だ。 

  意識されにくいだけに難しいが、暗黙の了解で「ここならこんな曲だろう」というもの

が存在する。そこを外して BGM を選んでしまうと、「なんか微妙な雰囲気だな」と感じて

しまう。その場に相応しい曲を選ぶポイントは、まずターゲットを設定すること。ここが

ぶれるとイメージが散漫になり、結局大多数から共感を得られないという悲惨なことにな

ってしまう。当たり前のことだが、ターゲットは絞れば絞るほど効果が出る。 

  内装はエステサロンのような歯科医であっても、「20～30 代の女性がターゲットだけど、

子供の治療もするし、年配の人だって来てほしい」と考えるのではなく、そこをグッと絞

って「20 代後半の一人暮らし女性。年収はうん百万円で愛車は○○」のようにこれでもか

と絞っていくと、そこに共感する人が集まってくる。そうすることで、その場に相応しい

曲を選ぶことができる。 

 

感情誘導効果 

BGM がもたらす３つ目の効果は「感情誘導効果」だ。その名の通り「感情」を誘導する

働きのことだ。古代から音楽が感情を動かすという考えはあった。視覚や嗅覚でなく、聴

覚に訴えかける音楽のすごいところは、感情の変化を一瞬で引き起こすところだ。 

  音楽が短時間で感情を動かせるのかは、反応する脳の場所が大脳辺縁系、すなわち「古

い脳」だからだ。これは爬虫類にも存在し、生前に関わるような原始的な機能を司ってい

るところだ。 

  高度な旋律を聞き分けたり和音やリズムを知覚したりするのは、音楽的知識や教養が必

要だが、音楽を聴いて「良い音楽だな」と感じるのは、大脳辺縁系の働きによるものだ。

とても動物的な反応だ。 

  音楽は感情に働きかけるのがとてもうまく、副作用もない。BGM の効果のなかでいちば

ん有効的な使い方になる。想定するお客に楽しくなって欲しいのか、リラックスして欲し

いのか、都会的な雰囲気を感じて欲しいのか、ラフな感じで過ごして欲しいのかというこ

とを考え、有効に使っていく必要がある。 

 

行動誘導効果 

音楽が人に与える効果としては最終的には全てここに行き着くと言ってもいい。「人は感

情の生き物」と言われるが、何かを買ったりどこかに行ったりすることを決めるのは、最
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終的には感情による判断だ。 

  音楽のテンポを変えると、歩くスピードや食べるスピードが変わる。また、音量が大き

いと声が自然と大きくなる。単純なことだが、音楽の要素が変わるだけで人の具体的な行

動も変わってくる。聞く側は、意識して行動に移すこともあれば、無意識の内に変わって

いたということもある。音楽は無意識の領域に働きかける力が強いため、「よく分からない

けど行動してしまった」というがある。よくも悪くも音楽は、無意識の内に人の感情や行

動を変えてしまう力を持っている。 

  

飲食店に適した BGM 

飲食店といっても色々あるが、これらの飲食店にどれも合ってしまうジャンルがある。

「ボサノヴァ」と「ジャズ」だ。この２つに共通している特長は、「調性が曖昧」、「音量の

変化が少ない」、「声のメッセージ性が強くない」だ。 

「調性が曖昧」というのは、長調でも短調でもなく、中性的な感じだということだ。飲

食店は気分が乗っている人もいれば、落ち込んでいる人もいる。どちらにも抵抗感なく聞

かせるためには、あまり明確な調整を感じさせないのがいいということだ。 

  「音量の変化が少ない」というのは、食事のときにあまり激しく音量を変化させない方

が、食事に集中できるということだ。音量が小さいのではなく、あくまで「変化が少ない」

というのがポイントだ。 

  「声のメッセージ性が強くない」というのは、声は相手にアピールする力がとても強く、

自分では気付いていなくても無意識に刷り込まれるものだからだ。飲食店では、客同士の

会話がとても重要だ。J-POP などは、無意識の内にメッセージが届いてしまい、会話の邪

魔になる。そもそも人の声は相手の印象に大きく影響するので、聞き流す音楽である BGM

には向かない。 

  重要なのは、これらの特長を意識することが大切で、なんでもかんでもボサノヴァ、ジ

ャズというのは避けるべきだ。 

  

BGM でターゲットを絞る 

J-POP、ジャズ、クラシック、ロック、邦楽、レゲエ、ボサノヴァ、ヒーリング、ヒッ

プホップなど…、挙げればきりがないが、良くも悪くも普段聴く音楽に影響を受けている。

音楽の趣味趣向は、アイデンティティの主張とも言える。たとえば、クラシックを聴いて

いる人は、「クラシック音楽を愛する自分」という像を意識する。また周りから「クラシッ

ク音楽を聴く自分」と認識されていることを知っている。だから、身なりや言動なども自

然と「クラシック音楽を聴く自分」に合うように作り上げられていく。音楽というのは、

どんな音楽を聴いているのかを他人に知ってもらいたいという一面がある。 

  音楽の趣味とその人の人間性がすべて一致するとは限らないが、アイデンティティの象

徴として音楽は非常に分かりやすい指標だ。そこで、BGM を的確に選ぶことで客のターゲ
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ットを絞っていく。たとえば、高級感の漂うサロン風の喫茶店で、グランドピアノの生演

奏が響いてくる。この店が意図している客は「40～50 代の淑女」というラインがひとつ想

定できる。 

  そういったターゲットを明確にすれば、「そこを目指している人」、「そこに憧れている人」

にも響いていく。これは、ターゲットを絞ることによって、実は「未来のターゲット」も

集めていることになる。ターゲットを絞ると客足が遠のく訳ではなく、むしろより多くの

客の支持を得ることができる。「全ての人」がターゲットでは破綻してしまうこともある。 

 

４． 考察 

 

 音についてそこまで意識することなく、何気なく生活している人が多いが、目を向けて

みると人々の生活にものすごく根付いていることがわかる。前述したサウンドスケープ然

り、普段聴く音楽再生プレイヤーや街中の映像然り、聞こえるものから情景が思い出され

たり感情が込みあがったりする。意識しなくても私たちは日々たくさんの音楽に触れてい

る。歴史的に見ても、これほど音楽に恵まれている時代はないだろう。 

 音や音楽からもたらされる一番大きなものは、感情だと考える。「ありがとう」と感謝の

響きを聞けばうれしくなるし、喧嘩をして不快な言葉を聞けば嫌な気分になる。このよう

に、日常的に感情を刺激するきっかけの多くは聴覚からだ。感情が動くスピードが早いの

は、視覚の情報よりも聴覚からの情報による。そのため音や音楽は直接感情に訴えること

が出来るのだろう。 

 歴史的に見ても、文字を持たない文化はあっても、音楽を持たない文化は無い。言語よ

りも先に音楽は生まれたとさえ言われている。このことから、音楽やそれに起因する音は、

人類の基本的な行動のひとつだったのだろう。過去も昔も、集団の結束力を高めるのにも

音楽は利用されている。昔は食事のときに火を囲んで皆で歌い、今ではスポーツの応援で

応援歌を歌う、オリンピックでは国家を歌う。このように音楽は、社会的な集団を統合し

たり、維持したりすることに多大な影響がある。集団の大きさはそのときによって変わる

が、二人の仲を深めることから、チーム、学校、地域、はたまた国、地球規模でだってま

とめることが出来てしまうだろう。 

 心地のいい音や音楽を聞く事は、脳にはとてもいい刺激になる。感情が豊かになったり、

夢や目標に向かう手助けをしてくれたり、ストレスを軽減してくれたり、思考力が身につ

いたり、とあげればきりがない。 

反面、現代人は音に対しての感覚が薄れてきている。街中には騒音が溢れ、「聴かない」こ

とに慣れてしまっていることや、対人コミュニケーションにおいても、昔に比べ希薄にな

っていることが原因の一つとして考えられる。「百聞は一見にしかず」という、見たものが

すべてだ、という言葉に表れているように、現代はあまりにも視覚偏重なっていて、音に

対する感覚が鈍くなってしまっている。しかし思い返してみると、普段音から判断してい
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ることは無数にある。歩いているとき、車が来たと判断するのは聴覚からだ。耳からの情

報が先で、視覚はそれを確認する。 

 コミュニケーションにおいても、顔を見なくても声を聞けば相手が何を考えているのか

はなんとなく分かる。少なくとも現代より前まではそうだったのだが、今は少しずつ感覚

が薄れてきている気がする。 

 イヤホンをしているときは、パーソナルスペースが広くなる。これは他人への警戒心か

らイヤホンを使い、それがさらにパーソナルスペースを広げる方向へ作用してしまうから

だ。外部の音を遮断して自分だけの音楽に籠もるということは、他人とのコミュニケーシ

ョンも遮断してしまっているということだ。 

 また刺激の強い大音量の音や激しい音楽は、集中力の低下、心のすさみ、難聴など、心

身共に悪影響を及ぼすこともある。まったく聴くなとは言わないが、ときには生の音や自

然の音に親しみ、リラックスして耳を休ませてあげることが大切だ。 

 生きていくうえで音楽は、無くてもあまり支障は無いように思えるだけに、まだまだ秘

密が隠れているように感じる。たしかに音楽は食事や睡眠と違い、なくても生きてはいけ

るだろう。しかし、人間が生きてきた中で音楽はなくならなかった。人類の進化の過程で

必要の無いものは廃れていった中で、音楽は廃れることなく発展を続けてきた。それにも

関わらず、音楽に対する認識はまだまだ浅いように思う。コンサートホールなど音楽を聴

かせることを目的とした場所には重要視されるが、それ以外の商業空間ではあまり深く考

えられてはいないだろう。デザインやインテリアなどの視覚には力を入れている店舗は多

いが、聴覚まで積極的に考えている店舗はまだまだ少ないように思う。 

 前述したように、認識が浅い昨今だからこそ、商業空間において音楽を活用することで

よい成果を出すことができるのではないかと考える。使用する音楽も重要だが、音響設計

に力を入れることが重要だ。店舗のコンセプトに基づき適切な音空間を作り出す。店舗の

面積やレイアウト、壁の材質などを考慮し、最適な音響機材の選択、スピーカーの配置場

所の設定、サウンドの調整等を行う。そうすることで来客者がどこのフロアにいても、心

地よい BGM が音量・音質ともに均一に届き、満足度や購買意欲を下げることなく買い物を

楽しんでもらえるのではないだろうか。 

 視覚面だけでなく、聴覚を含んだ五感を踏まえた店づくりをすることは、今後可能性を

広げると考える。 
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