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南信地域の自然環境の音に対する印象評価
松本じゅん子，野坂俊弥，北山秋雄
（長野県看護大学看護学部）

要旨: 本研究では，南信地域の大学生を対象に，その地域で聴かれる自然の音に対する印象評価及び音から
想像される風景の印象評価を調べた．その結果，音への印象評価については，活動性がやや高く感じられて
いた．また，音から想像した風景に対しては，情緒のみやや高い傾向がみられた．先行研究と比較して，都
市部の大学生よりも，全体的に音から特に強い印象を受けず，音から想像した風景についても，やや情緒を
感じるのみであったことから，音に対する既知感によって音への印象に影響が及ぼされている可能性が考え
られた．
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音から想像した風景の印象: 10 刺激から想像した風
景の印象について因子分析を行った結果，4 因子が
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抽出され，
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刺激: A 市内で録音した 10 種類の自然の音．提示時
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実験において，東京大学大学院総合文化研究科 角

音に対する印象の構造は，他の地域の大学生を対
象として同じ実験刺激を用いた先行研究と大きな差
異はみられなかった（松本・野坂・北山他，2008）5．
しかし，音に対する印象評価については，他の地域
の大学生の方が，音によっては活動性や快適さ，情
緒等をより強く感じていた．したがって，印象評価
の構造は被験者の居住地域に関連せず類似したもの
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