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助詞の一文字を入れ替えてみるだけで、いろいろ思いがよぎる。 
しかし、それは詮無きこと。 
他と区別する格助詞「は」が一番ぴったりだ。 
私にとって、兎も角も、練馬は終わった。でも、全てが終わった訳ではない。振り返らずに次

に進みたい。 
 

後はかっこいい別れの言葉を、と考えましたが、クラーク先生のような訳にはいかないこと

に気づきました。クラーク先生の密度は高かったけれど極めて短かった 8 ヶ月の札幌滞在と、私

の冗長な 37 年を並べてはおこがましいですが。 
人の死に際を沢山見てきた医師の友人が「皆『 期はきれいに死にたい』というけれど、人は

生きたようにしか死ねないものだ。 期だけきれいに、なんていかないんだよ。」と言っていまし

た。妙に納得できる話でした。 
その例で言えば、私が 後だけかっこよくなんて望むのは虫が良すぎるということです。 
 
かっこいいことは言えませんが、今だから言える裏話を吐露して行け、という野次には応えて

いくつか書置きをします。以前に書いた軽い裏話も 後に添付しておきます。 
 
昨年 11 月宇井純が死にました。妻と通夜に行ってきました。 
練馬区役所に配属され、公害行政の場に身を置きはしましたが、始めからライフワークにする

だけの覚悟ができていた訳ではありません。 
宇井純の生き様が、私の覚悟決めてくれました。公害原論に通ったその何倍もの期間、折に触

れて宇井純の生き方とどれだけ近く、或いはどれだけ離れてしまったかを計ることで自分の位置

を確かめることができました。そのような原点を持てたことを感謝せずには居られません。 
図らずも角田さんは２年前、妻となる人と公害原論に通っていたと告白しました。実は私たち

もそうでしたし、東京都公害局の芳賀夫妻もそうでした。生き方に真剣に向き合っていた、そん

な場だったからだと思っています。 
厚生省に籍を置き、後に環境省地球環境審議官を務め、現在 SFC の教授をしている浜中さんも

東大工学部の講堂に座っていた一人です。彼はなんと「水俣病を告発する会･厚生省班」の名で同

僚にチラシを配ったりしていました。 



今、あの講堂に通ったとは声高には言いませんが、それぞれのその後の生き方を支える出発点、

出来事だったと信じています。 
 
私の想像を超える 37 年もの在職期間になってしまいましたが、ちゃんと勤まるのかを当初に心

配した人が私以外にも一人居ました。採用前の面接をした総務部長（確か町田さんと記憶してい

ます）が、3 ヶ月で民間企業を辞めてしまっていた私の履歴に眼をやりながら、｢勤める気があり

ますか？｣と問うたのです。採用面接で私に向けた質問ならこれは愚問としか言い様がないのです

が、恐らくは「こいつを採って大丈夫だろうか？」と自らに向けた問いであったろうと思います。

その当時の就職戦線は今と全く逆で求職者の思い通りになる市場でした。民間に比べて給料の低

い公務員は滑り止めに受ける者が多く、4 月 1 日になってみないと本人の意思がわからない状態

でしたから面接官の心配も無理からぬことだったでしょう。民間との給与の格差を競争原理で埋

められないのが役所の給料表システムです。そこで、苦肉の策として、初任給調整手当というの

があり、事務系で 3 年間(初年度 1000 円)、技術系で 5 年間(初年度 2500 円)の給与への上乗せが

ありました。 初の本給が行(一)5 等級 2 号俸 35910 円の時代のことです。それでも採用後数年

で民間に移っていく職員が少なくありませんでした。そんな中で公害対策課には、私以外にも角

田さん、関さん、小林さんと民間経験のある逆流者の多い稀有な例になっていました。彼らが面

接で同じ質問をされたかは知りません。いずれも、自他の予想に反して長期滞在者になってしま

いました。こんないい世界はないとの積極的な選択であったのか、外界よりはいいという消極的

な選択であったのかはそれぞれでしょう。「前科」と言われた民間経験ですが、企業の指導をする

機会が多い職場でしたから、それなりに役に立ったとは思います。 
 
私が仕事を通して得た二つのことに触れておきます。 
いずれも同僚の関わりに端を発しています。 
 
一つは学会との関わりです。 
きっかけは小林直幸さんでした。環境騒音調査を支配音の類型別にエネルギー集計し支配音別

の Leq やエネルギー寄与率を算出したまとめを学会発表するよう勧められました。これを環境情

報科学で発表したのを皮切りに騒音制御工学会、機会学会、土木学会、環境教育学会、環境科学

会などでいろいろ発表しました。特に騒音制御工学会を主な発表の場としましたので、今まで 25
本の発表をしました。これは研究者を含めても多い方の部類だと思います。大槻さんや高橋さん

など同僚の何人かを共同研究者として巻き込んだりもしました。 
土木学会環境システム研究には審査付きの論文を出しました。 
学会発表をしてみてそれが私自身に必要なものと実感できました。 
大学で学んだ科学、論理的思考と、役所の日常的な業務との大きな落差は今も昔も変わりあり

ません。役所の外側の社会が非論理的に動いていることは仕方ないとしても、役所の中の非合理

の横行は耐え難いものです。調査の結果がそのような非合理に汚されることに耐え難いものがあ

りました。 
学会では、視点の新奇性、論理の的確さ、考察結果の有用性などが公正に評価されます。 
区役所という井戸の中から首を出すのは危険を伴うことだけれど茹で蛙にならないためには必



要な作業でした。 
行政現場で取り扱う環境情報は混沌としてカオスの様です。しかし、だからこそ、そこに独自

の切り口で一次情報を取得し、整理し、検証し、考察することが可能です。区役所という第一線

の現場はその点で有利でした。大学や研究機関の研究者は一次情報の取得から論を構成すること

が上手ではありません。行政現場が研究素材の宝庫であると知らせることができたと思います。 
研究機関でない行政からの、現場的な発表例が少ないこともあり、研究者から興味深く受け止

めてもらえましたし、自治体の職員に同様の発表を促すことができたと自負しています。 
学会での発表や専門誌への投稿が国や他の自治体の知るところになり、講演の依頼や専門委員

への委嘱がありました。 
小林さんの挑発の意図を超えたと思いますが、小林さんのきっかけがなかったら得られなかっ

た経験でした。感謝しています。 
学会の 初の発表となった環境騒音調査研究は私のひとつのライフワークになりました。騒音

計で測られた物理データをミソクソ一緒にして処理をするのではなく、支配音別に評価するとい

うこだわりは東京都公害研究所初代騒音部長の望月さんの考えを継いでいました。 後の大きな

仕事となった環境騒音の面的評価での除外音処理技術までその考えは貫いています。 
なお、この練馬の面的評価は今のところ先進的と言われる EU の騒音マップと肩を並べていま

す。 
 
二つ目は環境教育事業との関わりです。 
これは齊藤久美子さんが挑発者です。挑発の恩恵を受けた者は私一人ではありませんが。 
とりことなった多くが齊藤さんの掌の上で踊らされたという感を否めませんが、今思い起こし

てみてもあの 3 年間の中期計画事業「美しい星の 美しい暮らし」は画期的な事業でしたし、今

もって超えられていないと思います。 
市民の内発的な対環境行動に期待した。 
市民の環境認識を重視し、感性（五感）、文化から環境をとらえた。 
市民自身の環境表現を重視した。 
物理化学的な環境計測を持ち込まなかった。 
多人数への薄いメッセージより、少数に深い体験を提供した。 
大規模な講演会よりワークショップ形式を重視した。 
水、音、大気に特化してそれぞれ 1 年間取り組んだ。 
既成の係組織にとらわれないプロジェクトチームとして取り組んだ。 
プロポーザル方式で企画会社を選択し、発信力を高めた。 

成果は小さくありませんでした。 
初その成果を確信したのは従事した職員と参加した市民だったでしょう。 

齊藤さんは発足したばかりの環境教育学会で発表をしました（無謀にも）。 
一つの事業に参加した市民の多くがリピーターとして後続の事業に参加してくれました。アン

ケートに記された環境体験の感動は個人的でありながらも共感を得られる普遍性を持っていまし

た。 
マスメディアからの取材、環境専門誌からの取材などがあり、広く市民や他の自治体に知られ



るところとなり、注目を受けました。外界の注目の後に、練馬テレビや練馬区報で報じられ、他

の課の職員に知られるようになったのはそれからだったと記憶しています。上を見て仕事をして

いると外は見えない。上と外とを同時に見ることはできないのです。 
齊藤さんの自信は確固となり、チームのメンバーもそのマインドコントロール下に入りました。 
この事業では事業を支えてくれたボランティアの存在が有益でした。自然観察指導員、郷土史

研究者、ガイドヘルプ・ボランティア、ネイチャーゲーム指導員、サウンドスケープ研究会、屋

敷森保全の本橋馨さん、気象学者小川肇さんなどなど。 
苦情者という身の回りの環境にマイナス要素ばかりを探し出そうとする人々を常日頃相手にし

てきただけに、プラスの環境要素を見出そうとする人々との出会いは目からウロコでした。その

ような視点から環境を見直すことができるという発見、公害行政にそのような視点を持ち込んで

よいのだという自信を得ました。 
公害行政から環境行政へ、言葉だけでない転換、必然性のある転換の準備になったと考えます。 
私自身にひきつけて言えば、それまで気にはなっていたけれど接点が見出せなかったサウンド

スケープとの関わりを作り出せたことです。鳥越けい子さんは芸術大学で音楽を学び、私は工業

大学で物理を学びました。音楽はミューズの神から与えられた人と世界の崇高な表現と教えられ

ていました。他方、物理こそが世界を精密に記述する学問であり、すべての学問の頂点に位置し

ていると教わってきました。Artistic と Artificial、Art を共通としている筈なのに、共通の言語

を持っていませんでした。環境世界を市民を主体に置いて表現するという視点に立てた時、よう

やく両者の接点ができ、互いに有益な刺激をもたらしたと言えます。 
環境教育的格言？ 
環境は予めあるのではなく、関係を紡ぐことによって環境になるのだ 
内山節「風景には時間が蓄積されている」（週間とちょうへの寄稿文から） 
環境はそこに住む市民の民度にぴったりサイズが合っている。 
 
あとは思いつくまま。 
 

一割再投資原則 
「ねりま・人・音・くらし ‘90」では事業費が足りなくなり騒音防止協会を迂回して身銭を切

ってしまいました。これは妻にも内緒のことだったので、生活資金の借り入れでまかないました。

その後は年収の一割までなら仕事への再投資に振り向けてしまおう、と考え割り切りました。そ

のような目で脇を見ると妻も同じような自己投資をしていたようでした。民間企業なら職を維持

するために当たり前にしていることなのでしょう。 
 

マニュアル人間：指示待ち人間 
同じ職場で徒に馬齢を重ねて居れば本来なら生き字引になれる筈です。それを期待してか「マ

ニュアル」を作りを何度か依頼されたことがありましたが、結局はその依頼には応えていません。

マニュアルを作るということは、その延長上でマニュアル人間を作ることになると思うからです。

同僚をマニュアル人間・指示待ち人間に陥れることは嫌ですからね。 
 



課題解決より課題発見 
他人が設定した問題を解く能力よりも、現場の中に課題を発見する能力を重視したい。 
少なくともそのような態度で居たいです。 
 

現場には全てがある 
これを言葉で説くのは自己矛盾です。現場に行ってください。すぐに見返りがあるとは思わな

いでください。 
 

調査結果は調査方法に依存する（調査方法が調査結果を規定する） 
科学的な調査は客観的な装いを持っています。しかし、しばしばそうであるように結論の異な

る科学的な調査が並存します。卑近な例で言えば、かつて地球は冷えると警告が発せられた時期

があり科学的データがそのために総動員されていました。今は全く逆の様相を呈しています。出

したい結論に合わせた調査方法が選択できる、とまで極論する人も居ます。 
環境問題ではしばしば先に結果を決めておき、それにつながる論理が重宝がられています。 
 

親切な行政が怠惰な住民を育てる、怠惰な住民が怠惰な行政を育てる 
昭和 40 年代には公害苦情の処理が市民や事業者の意識を変える重要な機会を作っており、その

業務に公的な意味がありました。 
しかし今や、住民自らが処理すべきことを行政が引き受けています。為政者にしてみれば、住

民の不満を管理することができます。しかし住民の環境自治能力を削いでいるということに気づ

かねばなりません。 
かつて公害白書の騒音、振動、悪臭の項では苦情の統計が幅を利かせていました。しかし、

近の環境白書では、苦情統計の意味づけが後退しています。私は、苦情統計の基のサンプルが如

何に質の揃わないものか、その統計が如何に意味がないか、そればかりか環境行政の発展を阻害

していることを環境省の会議では繰り返し主張してきました。練馬区でもそろそろ苦情に依存す

る環境行政から脱皮すべき時だと考えます。 
逆説的なことですが、そのためには苦情処理を初心者の職員に分担させず、ベテランの職員に

集中させるべきだと考えています。 初の受付時の対応のまずさが小さな事案を大きくしてしま

って人的資源を浪費している例をしばしば見受けます。イヤな仕事だからみんなで公平に分担し

よう、と逃げを打ったから、逆に苦情は抑えきれなくなったと観察しています。苦情処理を栄養

にして育ったベテランに苦情は任せて、彼らが居なくなったら業務のメニューから苦情処理もな

くなった、がよいと思うのです。いつまでも苦情を飯の種にしておきたいなら別ですが。 
 

都市の匿名性が、都市の健全性を損なっている 
行政が匿名苦情に対応することで、匿名的態度を助長している。 
「都市には自由の風が吹く」という積極的な面の裏側で、都市の構成員としての主体的態度を

後退させ、無責任を促しています。 



 
大野さんは好きなことをしてきたか 
騒音制御工学会の席である理事が私の一連の発表を面白がり、「大野さんは好きなことができて

うらやましい」と言ってくれたことがありました。 
民間の研究機関や大学では確かに私の発表の基になるような調査はできないでしょう。 
でも、行政だからといって、同一職場で長居しているからといって、好きなことができた訳で

はありません。「企業利益や発表論文数に縛られていない行政職ではあるけれど、好きなことがで

きる訳ではない。でも、やりたくないこと、やってはいけないことから逃げることはできる。逃

げたからといってクビになることはない。そこはうらやましく思ってもらえる点だ。」と言い返し

たかったけれど言葉を呑みました。 
 
ということで、これから大野さんは遣り残した好きなことをします。 
皆さんとの邂逅に感謝し、新たな出会いを探します。 
さようなら。 
Bon Voyage ではなく Adieu 
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鐘の音調査の周辺 
 

●大野嘉章   
  （ 練馬区 環境保全課 ）   

 

鐘の音調査を企画実施した経験から原稿を依頼された。

この調査でこれだけの成果がありました、と背伸びをして

発表する機会はいくつもあったので、ここでは表向きの話

ではない裏話、周辺の話を記してその責を果たしたい。 

1 調査の意味は後からついてくる 

研究にしろ、仕事にしろその成果を発表するときには

「はじめに」「目的」「手法」「結果」「考察とまとめ」

と進んでいく。でも作業は本当にそのように進んだのであ

ろうか。 

大風呂敷を広げてしまったけれど結果が伴わなかった時

には、そもそもの目的を「結果に合わせて」縮小してしま

うだろう。反対に期待以上の成果に出会ってしまったとき

には、あたかも当初から成果を見通していたかのように目

的を拡大して見せることも許される。 

私は鐘の音調査の報告をいろいろなところに書いてきた

のだが、報告を書くたびに、それまで書いたことの確認だ

けではなく、反芻することで事後に新たな発見があったり

した。そのような事後の営みによって、当初は不安だらけ

の調査企画であったものがあたかも確信に満ちた企画であ

ったかのように脚色してしまうことにもなった。 

例えば、そもそも行政が鐘の音調査をする意味は、鐘の

音を「地域の音の標準」と「地域固有の音」と位置づけた

ことにある、と調査の 1 年後に堂々と書いているのだが、

今調べてみると企画当時にそんなことは書いていなかった。 

結果の評判がよいとそのような脚色は許されてしまうだ

ろう。自分の蒔いた種は一粒でしかないが、それに刺激さ

れてそれを超える仕事が続いてくれれば一粒は死なずに意

味を増す。超える仕事を挑発するためにも、ハードルを低

く見せるためにも、成果の事後脚色は必要だった。実際に

鐘の音調査はその後、形を変えて発展を見たのは承知のと

おりである。 

同様の例として「ねりまを聴く、しずけさ 10 選」も挙げ

られる。応募数からしても、先行する名古屋音名所の企画

に遠く及ばない。けれどもその意味を多少誇大に発信し、

それを更に再発信していただいた幸運があった。自治体レ

ベルでちょっとしたブームになり、結果的に環境庁の「残

したい“日本の音風景 100 選”」につながった。一連の企

画の嚆矢の栄誉は名古屋市にあるのだが、練馬が中継ぎし

なければ「日本の音風景 100選」はなかったであろう。 

途中でつぶされても仕方ない仕事をやり遂げた小さな褒

美として事後の誇大宣伝は許してもらいたい。もちろん私

自身許す側にも回りたい。 

2 一次データを採る 

この鐘の音調査は練馬区立の中学一年生 4808 人を調査対

象（検出器）にして、3689 人から回答を得ている。基礎と

なるサンプルをどのように取るかは結果に大きく影響する。 

この調査では環境教育に熱心な区立中学校校長会の会長

の先生の支援があった。4000 近いサンプル数は調査地域を

くまなく埋めるに十分な量であった。さらに中学一年生と

いう年齢は、調査の意図を理解でき、かつ素直に回答でき

る絶妙の年代であった。 

都道府県の調査であったならば、自ら一次データを採る

ということはないだろう。市町村から上がってくるデータ

を二次的に解釈するしかない。一次データに近いところに

身を措いている区や市町村はそれだけ質の高い調査を企画

実施できる優位な位置になのである。 

3 自分のデータへの愛着 

4000 枚弱の回答用紙が回収され、回答者の家で聞いた鐘

の音についてデータ入力が始まった。今思い起こすとこれ

が一番苦しい作業だった。3 学期の初めに回収し、3 学期の

終わりまでには集計解析して回答者に結果を還元しなけれ

ばならない。前例がないからどのような解析ができるか見

通しがない。見通しのない作業を勤務時間中にすることは

はばかられる。毎日回答用紙の束を持ち帰って徹夜に近い

データベース入力作業が一ヶ月弱続いた。結果が出る前の

不安と期待の混ざった期間であった。 

4 矛盾を捨てない、捨てきれないこだわ

り 

データ入力が進むにつれて、期待通りでない結果が現れ
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る。 

期待は、寺院の近くではよく聞こえ、離れるに従って認

識が弱まるとの至極当たり前の確認だった。寺院を中心に

して同心円状の聞こえ反応が示されるべきだった。しかし、

描かれる観察結果はそうではない。寺院のすぐ近くの子供

が「全く聞こえない」と回答している。その子の家には赤

の×がつく。とても同心円のパターンは見出せない。入力

データがどんどん増えても、やはり同心円パターンがある

とは贔屓目にも言えなかった。 

なんで目の前の鐘の音が聞こえないのだ、と見えぬ回答

者を恨んだ。悔し紛れに「聞く気のない者には、聞こえな

いのだ」と思ったその捨て台詞が瓢箪から駒となった。 

「聞こえない」のではない「聞いてない」のだ。 

回答を否定する、かなり乱暴な解析ではあるが、私はこ

の解析に自信を持っている。 

回答の中に「自分は知らなかったが親はずっと聞こえて

いたらしい」という記述があった。同じ家に住んでいるの

だから、親に聞こえているのなら、子にも聞こえる筈だ。

それにもかかわらず子には聞こえていない。子の側の何気

ない発見の一言は、子は関心を持って「聞いていない」こ

との証左と受け止めた。 

回答に矛盾があっても、その裏を読めば合理的な説明が

つくこともある。一見して矛盾に出会って、ダメな調査だ

った、とあきらめてしまえばそれで終わってしまう。 

5 送り手本位 ( donor oriented ) 

同心円を描く筈、という思いは調査を企画実施した私自

身が解析の段階でもなお音響物理学的な尺度で解釈をしよ

うとしていたことを物語っている。音源から放出された音

響パワーは距離による減衰をして受音点に届く。音源から

受音点を見ている。 

工場の騒音規制、飛行場や道路の騒音予測、このような

仕事に重ねてくれば音源を中心にして音の広がりを見る習

慣は血肉化している。 

6 受け手本位 ( acceptor oriented ) 

受け手を中心に音の世界を見ることで、理解できる点が

多々あった。 

音響パワーで比べればどの梵鐘も大同小異と思われるの

だが、個々の鐘の認識域の面積には相当の違いがあった。

受け手は選択的に鐘の音を聞いている。どのような寺院の

鐘の音に対して受け手の感度がよいかというと、教会の鐘

よりは梵鐘、境内が開放的な寺院、縁日の市が立つ寺院、

保育園を併設している寺院、バス停などに名を残す有名な

寺院、などと観察された。 

物理的な音を聞く前に、対象となる寺院と受け手との関

係性がフィルターを形成している。 

7 音響物理学の視点( source oriented )

を補完する 

自動車騒音に対しても、鐘の音や虫の音に対してもその

好悪について世代間の格差があることが知られている。こ

れらのことも音の物理的な性状よりも、音源と受け手との

関係性に依存することをうかがわせる。 

嫌いな家のクーラーの音だけがうるさい、という訴えに

しばしば遭遇する。客観を旨とする行政が騒音レベルだけ

で断じようとすると本質を見誤ってしまう。このようなケ

ースでは対策を施しても「まだ聞こえる」と解決に至らな

いことがしばしば起こる。何故うるさいと思ったのか、そ

の中にある回答から目を背けるとすれ違う。 

生活者の主観的環境観を劣位のものと見ていると対応が

すれ違ってしまう。 

8 ニコライ堂効果 

毎日撞いていない鐘が毎日聞こえるという反応が少なか

らずある。 

これは鳥越らがニコライ堂の鐘の音調査でも発見してい

たことであった。鳥越らは、鐘が既に鳴らなくなってしま

っていても、聞き手の心の中では今も鳴り響いている、と

解釈した。 

練馬区の調査では毎日の鐘を撞かない寺院の周辺で普遍

的に観察できた。 

そこで、「音事象において、経験や知識によって作られ

た環境イメージが、現実に優先して認識を形作ることがあ

る」という一般化をしてニコライ堂効果(Nikolai Cathedral 

Effect)と名づけることを提案した。まだ教科書には載らない

と思うが、音環境資源の調査の解釈には役立っていると思

う。 

聞こえる筈のない音を聞こえる、といった回答を単にウ

ソと決め付けていたらこの発見はなかった。 

9 鐘の音共有圏 

同じ鐘を聞いた、との回答者集団の包絡線を描くことが

できる。同じ鐘の音を聞いたと認識している領域を示し、
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これを鐘の音共有圏と名づけた。それぞれの鐘の音共有圏

は形状が定まらず、自由に重なり合い、大小さまざまで、

興味深い。この包絡線を描いた最初は岡益尚さんである。

大阪厚生年金病院の名誉院長で、入院患者が聞く病院の音

環境に関心を持たれていた。私の気づかなかった包絡線を

岡さんが書き加えて送り返してくださった。そのおかげで

鐘の音地図が再度語りだした。 

10 小説の主人公に 

鐘の音調査は小説にもなってしまった。辻仁成さんから

最初の取材申し込みは、騒音苦情を担当する職員を主人公

に小説を書きたいので話を聞きたい、ということであった。 

そのとき私は辻仁成さんの名前は知らなかった。後に芥

川賞をもらうことになるとは想像すらできなかった。鐘の

音調査の話をしたらそれが題材に採用されてしまったとい

うのが実際である。小説になって読んでみて、音響知識の

記述がいくつか気になる。コメントしてあげようかとも考

えたが、一気に書き下ろした勢いに価値があるのかと考え

そのままにした。私にとっては「騒音苦情処理をする公務

員」が小説の主人公に取り上げられたことで、職業として

認められたかと変な感慨がある。20 世紀に初めて現れた職

業であり、21世紀にはまだあった職業でもある。 

小説の中の主人公は結構アブナイ公務員である。この小

説を読んで私と結びつけた人からは、「大野さん、どこま

で本当なの？」と怪訝な質問を受けることになった。芥川

賞作家の小説の主人公にしていただけるチャンスはそうあ

ることではないから目をつぶろう。 

11 教育委員会の抵抗 

鐘の音調査を企画したとき一番大きな抵抗は教育委員会

からあった。 

2 点大きな批判が返ってきた。一つは、学校に宗教を持ち

込むとトラブルの原因になる。いろいろな宗派の家族がい

るので必ず抗議が来る。二つ目は、調査は無記名が原則だ、

住所や名前を書かせるのは例がない。 

前者には、鐘の音を環境資産としてとらえて調査するも

のであり、宗教資源としての意識を聞くものではないと説

明した。後者については、住所氏名がないと地図に落とせ

ないし、回答内容の確認ができないとしてこだわり通した。

中学校校長会会長の支援を得ていたことが幸いした。 

12 仏教会の異論 

鐘の音の調査をするのであるから、練馬区仏教会の役員

会に出席して、予め調査趣旨を説明した。そのとき返って

きた高僧からの反応は「寺では環境に良い音として鐘を撞

いている訳ではない。仏様の教えを広めるための布教活動

として鐘を撞いている」であった。 

13 鐘の音は宗教の音として聞かれていな

い 

教育委員会も仏教会も鐘の音を宗教と結びつけて聞かれ

るものと理解していた。 

しかし、結果的に宗教と結びついている理由での拒否反

応と受容反応は共に 0.1%づつであった。市民は、鐘の音に

対してとても好意的に受け止めてはいるが、それは宗教の

音としてではないことがわかった。環境の調和のシンボル

として受け止めていた。音の風景として、音の文化財とし

て受け止めていた。教育委員会と仏教会もやはり送り手の

側からの認識に陥っていたと言える。 

14 敵は身近に居る 

前例のない取り組みはともかく抵抗に遭う。 

公害対策課が何故そんな事業をする必要があるのか。 

それで環境騒音が減るのか、騒音苦情が減るのか。 

増員を要求しているのに、国の委託事業をするほど暇が

あると思われる。 

やらない理由を探すことに公務員は長けている。前例の

ないことをして失敗するリスクは見るが、何もしないリス

クには気づかない。障害は身近に、しばしば自らの中にさ

えある。 

15 評価は外からやってくる 

冬休みに入る前の新聞の地方欄に、鐘の音調査が中学一

年生の宿題として出された、と小さく報じられた。この記

事で、どの中学も調査を無視することはできなくなったよ

うだ。その中で、学年主任が記事を見ず、調査に取り組ま

なかった中学が一校あった。学年主任曰く「役所の手伝い

をするほど学校は暇ではない」。環境白書にも取り上げら

れた練馬の鐘の音地図にその学区域だけが白く抜けている。 

調査結果がマスメディアで取り上げられた。評判はよか

った。鐘の音に耳を傾ける親子の姿を取材したいという TV

局の依頼も来る。素敵な回答を寄せてくれた親子を選んで
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学校に取材の了解をとる。この段階になると学校の方が大

喜びとなっている。偏りがないようにいくつかの学校に取

材先を割り振った。宗教に関わりたくない、などという学

校は皆無だった。 

取材は区内の寺院にも及んだ。こちらも協力的であった。

胡散臭く思われていた鐘の音調査そのものを再評価しても

らえた。 

区の広報課が動き出すのは、マスメディアが動いた後

（跡）だった。新聞や TVを見て遠い職員が「見たよ」と声

をかけてくる。評価はだんだん身近の反応も変えていく。

一緒に担当した職員はこの段階になってようやく孤立を解

かれる。 

通常は区報への広報原稿を出しても削られるばかりなの

に、注目されだすと、今度は何をするのか、何か話題は有

りませんか、と聞いてくる。 

環境行政と公立学校との連携による鐘の音調査はその後、

千葉市や松戸市でも行われた。練馬とは一味違う考察もな

され興味深い結果が出た。練馬の前例があったから、行政

や教育委員会の障害は大きくはなかっただろう。後の調査

を助けたとも言えるが、後の調査があったから前の調査も

一層評価されたという点では助けられたのでもある。 

16 メディアの取材姿勢 

評価が定まると、メディアの取材は続いて来る。自分で

一次情報を掘り起こすのではなく、他のメディアから情報

を取っていることがよくわかる。 

ラジオと TV では取材態度が異なることを経験した。TV

はディレクターが番組のストーリーを作ってから取材を始

めている。取材される側はそのストーリーに沿った回答を

するまで NG が出る。ラジオはしゃべりたいだけしゃべら

せてくれる。そのテープを上手に編集して纏め上げている。

前者はチームの作業であり、時間単価も桁違いに高いから

なのだろう。でもやはりラジオで聴いたと言ってくれる人

よりも、TVで見たとい言ってくれる人の方が多かった。 

TV の取材の中で印象に残っているのは NHK の「おはよ

う日本」。鐘の音地図がまだ出来上がらない途中段階を取

材し映像にした。先に述べたとおり鐘の音の同心円は見出

せず、こちらも見通しがつかないのに、地図が作り上げら

れる途中のプロセスを紹介した。少なくとも彼だけは一次

情報を取材した、あるいは一次情報を一緒に作ったと言え

る。 

17 大熊恒靖さんのこと 

大熊さんは騒音計メーカーの技術者だが、古代建築物の

音響研究と共に梵鐘の音響研究でも知られている。おそら

く梵鐘の実音データをもっとも多く採取されている方だ。 

その大熊さんから、練馬の梵鐘を録音したいという申し

出をいただいた。あくまで一研究者としてのことであり、

役所の仕事とは一線を画さなければならない。それでも調

査の評判は寺院側にも好意的に受け止められた後だったか

らほとんどの寺院で了解をいただいた。 

休日に大熊さんの車に同乗して取材に同行した。寺院の

側では、定時以外であっても撞いてかまわないと言ってく

れたりして効率的な録音ができた。全国の寺院を回ってい

る大熊さんは寺院の撞く時間に合わせて待ち構え、ワンチ

ャンスを録音することが多いと言う。民間技術者一個人の

申し出では寺院側もなかなか便宜を払ってくれないらしい。

大学や研究機関に籍を置いていれば少しは有利な扱いも得

られるのだろうが。一次情報を採るにも、採取者は平等な

位置に居る訳ではない。有利な立場に居る者の方が情報の

価値に気づきにくいということがあるだろうと、気づかさ

れた。 

 




