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「いったい何がきこえているんだろう」展 
城 一裕 (東京藝術大学芸術情報センター)

 
 

概要 
「いったい何がきこえているんだろう」展は，NTT
インターコミュニケーション・センターで開催された
，「音楽」ではなく「言葉」でもない「音」に注目し
た展覧会である．本展覧会では，音と知覚の連動，音
と空間や環境の関係性，ききとり方の変化など，各テ
ーマに合わせたアート作品やデバイスなどを展示し，
遊ぶように音を体験，思考しながら，聴覚と知覚に関
する新しい発見の扉を開くことを目指した．本稿では
，展覧会の紹介を通じ，見たり，触れたりするのでは
なく，聴くことで気づく世界のあり方について議論し
たい．  

はじめに 
「いったい何がきこえているんだろう」展は，NTT
インターコミュニケーション・ センター [ICC] で，
ICCキッズ・プログラム2010として，2010年8月4日
から9月5日まで約一ヶ月にわたり開催された展覧会
である[図1]．ふだんはなにげなく接している「音」
をテーマに，音と知覚の連動，音と空間や環境の関係
性，ききとり方の変化など，各テーマに合わせたアー
ト作品やデバイスなどを展示した．遊ぶように音を体
験、思考しながら、聴覚と知覚に関わる新しい発見の
扉を開くことを試みている．本稿では，筆者が監修者
として関わったこの展覧会の紹介を通じ，「音楽」で
はなく「言葉」でもない，「音」の持つ可能性を探っ
ていきたい． 

背景 
本展覧会の監修にあたりその着想のきっかけとなった
プロジェクトの一つに，筆者が，徳井直生，永野哲久
，金子智太郎と共に行っていた「AudibleRealities」
がある．このプロジェクトでは，情報としての音とい
う視点から，「環境変換装置」としての携帯情報機器
の持つ特色を，主にiPhoneアプリケーションという
形で提示している[徳井，永野，金子，2009] [城，
2009]．ここでは，「音楽」ではなく「言葉」でもな
い，「音」に着目し，それらの音を利用して，普段は
見えない現実のある側面を見せる（聴かせる），ある
いは仮想的な環境をユーザーの頭の中に描く（鳴らす
），ことを試みている． 
 

 
図1．展覧会プレスリリース（デザイン 大岡寛典事務所） 

ただし「音楽」では無く「言葉」でも無い「音」と言
っても，そのあり方は様々である．例えば，私たちは
曲がり角の向こうから大きな車がゆっくり近づいてく
る，ということを音から知ることが出来る．また，ド
アが閉まる音を聞いたとき，どのくらいの強さで閉め
たか，そのドアの素材が木なのか金属なのか，どのく
らいの広さの部屋なのか，といったことを，音から把
握することが出来る．このことについてHCI(Human 
Computer Interaction) の研究者であるガーヴァーは
次のように述べている．  
“ つね日頃の世界を聞くというわれわれの経験のほとんどは，日常
の聴こえの例だということになる．つまり，われわれの周りで起こ
っている物事を聴くということ,例えばそれは避けるべきだとか,行
為の可能性を知らせてくれているとか,そういった聞こえにわれわ
れは関心を寄せる。それに関係する知覚的な次元や属性は,音を生
じる事象とその環境の次元や属性に対応しているのであって,音自
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体の次元や属性に対応しているのではない．”  [ガーヴァ―, 
2001] 
本展覧会では，この「聴くということが，音そのもの
というよりはむしろわれわれの周りで起こっている事
象を把握するために用いられている．」という観点の
もと，直接的に耳で知覚するだけでなく，視覚や触覚
といった他の感覚を音を介して把握する，もしくはそ
れら他の感覚を通じて音への意識を向ける，そのよう
な作品や装置を展示し，またワークショップを開催し
た．なお，本展覧会はキッズ・プログラムという名が
示すよう，子供たちをその第一の対象としてるが，そ
れに加えその保護者，またサウンド・アートや音響装
置，音楽生成プログラムなど関連の分野に関心をもつ
研究者や教育者，学生たちにも対応したものとなって
いる． 

作品・装置・ワークショップ 
本展覧会では，土井伸朗（スープ・デザイン）による
空間デザインのもと，多層な布でできた洞窟のような
非日常空間で，いろいろな音の体験を楽しむことがで
きるようにしている[図2][図3]． 

 
図2．会場写真 

「ドロー・サウンド」，「冒険するガムラン＜旅の準
備」，「テクノフォン・シリーズ」，「ハーモノグラ
フ音の視覚化，19世紀の科学エンターテインメント
」，「スペース・アウト」の5つの作品・装置を展示
した他，会期中に関連のイベントとして，「触り言葉
で話してみよう」，「<ソニック・インターフェイス>
を体験しよう」，「テクノロジーの音を探しにいこう
」の3つのワークショップを開催した．この内「触り
言葉で話してみよう」に関しては，会場でもその一部
を展示した． 

図3. 会場構成図（会場配布ハンドアウトより転載） 

以下，各々についてその概要を述べる． 
A.「ドロー・サウンド」音を描く・絵を奏でる 
「ドロー・サウンド」は，筆者によって開発された「
音を描く」「絵を奏でる」装置である[Jo, 2008] [図 
4]． 紙に筆で描く動きを特別なテーブル 
DiamondTouchで把握し、音へと変換することで、
描く行為を音として、また演奏の履歴を絵として表現
する．20世紀初頭の画家カンディンスキーや現代音
楽の作曲家クセナキスなど，これまて多くの芸術家が
試みた「音を描く」または「絵を奏でる」といった行
為を実験的に体験することかできる． 
B.「冒険するガムラン＜旅の準備＞」音の庭を探検
しよう 
「冒険するガムラン＜旅の準備＞」は，金子智太郎と
筆者が主宰する生成音楽の古典的な名作を「再演」す
るシリーズ，生成音楽ワークショップによる展示であ
る．サウンド・アーティスト，リチャード・ラーマン
(http://sonicjourneys.com)は、自転車のフレームに
マイクを取りつけ、運転するとガムラン風の金属音が
鳴るという《トラベロン・ガムロン(自転車のため音
楽)》を1970年代に考案し、世界各地で多くの参加者
と演奏した。本展示はこの「旅するガムラン」に着想
を得て、会場にいろいろな凹凸や素材を敷きつめ、子
どもが自分の音をききながら乗り物を運転できる冒険
の庭をつくりあげた[図 5]．なお本作品はその翻案に
当たり作家本人に許諾を得ている． 
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図4. 写真 ドロー・サウンド 

 
図5. 写真 冒険するガムラン<旅の準備＞ 

C. 「テクノフォン・シリーズ」テクノロジーの声を
きいてみよう 
「テクノフォン・シリーズ」は，菅野創と山本雄平に
よる展示である．身のまわりの電気製品は光や電磁波
を発している．通信のために電波や赤外線を発してい
るものもある．これらのふだんきこえない，テクノロ
ジーの声をきくための道具が「テクノフォン・シリー
ズ」である[図 6]（菅野創，山本雄平，テクノフォン
，http://technophone.org/，2010）．電磁波，光，
磁気カードの磁気ストライプや磁気テープの記録情報
，携帯電話の電波など，テクノロジーが発する意外な
音の世界を探検する． 

 
図6. 写真 テクノフォンシリーズ 

D. 「ハーモノグラフ 音の視覚化，19世紀の科学エ
ンターテインメント」音の形をみてみよう 
「ハーモノグラフ 音の視覚化，19世紀の科学エンタ
ーテインメント」は，東京藝術大学先端芸術表現科古
川研究室の学生たちからなる制作者集団
furukawaLabによる展示である．ハーモノグラフと
は，振り子運動（振動）の軌跡を描画することにより
，音の振動の調和である和音を可視化する装置である
[アシュトン, 2005] [図 7]．19世紀に発明され，主に
ヴィクトリア時代の社交パーティなどで人気を集めた
といわれている．今回の展示では，本来のハーモノグ
ラフでは想像されただけの和音を，サイン波を使って
きこえるようにして，複数の周期振動が生み出す模様
を，目と耳で体験できるようにしている． 

 
図7. 写真 ハーモノグラフ 
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E. 「スペース・アウト」音になろう 
「スペース・アウト」はさまざまなメディアを組み合
わせ，新しい表現の可能性を探るグループQosmo (徳
井直生＋澤井妙治＋アレキザンダー・リーダー)（
http://qosmo.jp/）による空間を使った参加型の3次
元音響作品である．小型デバイスをもった鑑賞者が会
場を自由に動き回ることで音楽が生成されていく[図 
8]．参加者同士の距離や微妙な位置関係，身体動作に
よって生まれる，その瞬間／その場でしかきけない音
を楽しむことができる． 

 
図8. 写真 スペース・アウト 

F. 「触り言葉で話してみよう」 
「触り言葉で話してみよう」は，早川智彦，松井茂，
渡邊淳司による「触り言葉」によるコミュニケーショ
ンに挑戦するワークショップである[早川，松井，渡
邊，2010]．さまざまな素材の触り心地を分類したり
，オノマトペ*で遊んだりしながら，ふだんは意識し
ない自分の言葉の響きに触れる感覚を楽しく発見する
[図 9]． 
＊オノマトペ＝つるつる，ぴかぴかなどの擬音語，擬態語のこと 

 
図9. 写真 触り言葉で話してみよう 

「＜ソニック・インターフェイス＞を体験しよう」（
音のきこえ方を変えてみよう） 
「＜ソニック・インターフェイス＞を体験しよう」は
前林明次によるワークショップである．ヘッドフォン
とマイク，コンピュータにより耳を拡張する装置《ソ
ニック・インターフェイス》（前林明次，ソニック・
インタフェース，http://www2.gol.com/users/m8/installation.html
，1999）を装着して，会場の周辺を散策する．「耳
」が変わることで変容する空間と時間の感覚をリアル
タイムに体験する作品となっている． 
「テクノロジーの音を探しにいこう」  
「テクノロジーの音を探しにいこう」 は，ふだんは
きこえない，身のまわりのテクノロジーの音をきく「
テクノフォン」を制作するワークショップである．完
成後「テクノフォン」を持って，実際に街の中からど
んな音がきこえるのかを探す冒険にでかけることとな
る． 

感想 
ここでは本展覧会の鑑賞者の感想の内，一般的に閲覧
可能なインターネット上のWebページに掲載されて
いたものをいくつか紹介する． 
展覧会全体 
“ 「音」という眼に見えないものを「触れる」ことで起き
る感動はとても不思議で新鮮な感覚。”  
http://tomojyo.blog118.fc2.com/blog-entry-41.html 
“ そこには，音を形にしてみたり，自分の描く絵を音に変
換してみたり，目では感じられない電磁波を音にしてみる
など，芸術的にも技術的にも高い水準の，興味深い，体感
型展示があった．間違いなく子どもにも面白いが，大人だ
からより一層楽しめた．”  
http://hfy.cocolog-nifty.com/notes/2010/09/post-
19ce.html 
“ 和音の波長を振り子を使い図形化したり、身近な電磁波
が聞けるようになっていたり…音をデータ化し、それを体
感するという展示会でした。まぁ単純に楽しむというより
、そうか音は波長で表される、という物理の授業を思いだ
しつつ、これはこういう仕組みだなと、システム的観点で
つい考えてしまうのは、悲しい性ですが…。”  
http://avecmoi.blog67.fc2.com/blog-entry-1890.html 

など，直接的に耳で知覚するだけでなく，視覚や触覚
といった他の感覚を音を介して把握する，もしくはそ
れら他の感覚を通じて音への意識を向けるという，展
覧会の意図したところに沿ったコメントがあった．ま
た，技術的な観点からは， 
“ 「テクノロジー」を使ったとしても、やっぱり面白いの
は「単純」なもの。高い技術力を持ってして、そぎ落とし
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ていくことで出来上がるものは、ある意味人間に近づいて
いるように思えます。”  
http://d.hatena.ne.jp/mikk/20100909/p2#c 

という単純さを肯定的に捉えるコメントがあった反面
， 
“ 「音」に関するメディアアートの展示だということで気
になって行ってきました。… キッズプログラムだというこ
とで、入出力の関係や体験の仕方がとてもわかりやすいも
のが多かったように思えます。そのせいか逆に「はっ」と
気づかされるようなものや、「現実とかけ離れた不思議な
体験」のようなものは個人的にはそれほどありませんでし
た。”  
http://d.hatena.ne.jp/yoching/20100831/1283265523 

と，驚きの少なさを指摘する声もあった．また，空間
デザインに関するコメントも幾つか見受けられた． 
“ 子どもプログラムだけど、子どもも大人もけっこうはし
ゃいでる。白い布の洞窟みたいな空間もすずしげ。”  
http://voidchicke.exblog.jp/13794150/ 
“ それにしても、キッズ・プログラムの会場にたれさがっ
ていた、重なる並々の紙？布？が見ていて心地よかった。
パっとみたところつなぎ目がわからなかったんだけど、あ
れは1枚1枚が、1枚ものなのですか！？”  
http://kodomo.artet.net/?eid=1209940 
“ ヒダヒダ空間がとても綺麗深い海の底に入るような 生
き物の口のなかに入るような ワクワクします♪ 音と遊
べて 愉しい！！”  
http://taaaaaa.exblog.jp/13163174/ 

一方で，個別の作品に関しては，以下のような感想が
あった．  
ドロー・サウンド 
“ ペンタブレット＋TENORI-ONみたいなところでしょう
か。「絵を描く」ことが「音を描く」ことになるこの喜び
・楽しさったら！説明にカンディンスキーやクセナキスの
名が出されていましたが、この試みが更に発展していくの
かもしれないなあと思うと、嬉しくなってくる。”  
http://d.hatena.ne.jp/mikk/20100909/p2#c 
“ 筆とテーブルとに電気で何らかのしかけがしてあって、
絵をかきますと、自分が書いたような線のような「音」が
するようになっています。絵を描きながら、その音も同時
に楽しめる 色を変えるとまたおとも変わってきて・・・
つい、音を楽しみながら筆を動かしていると立派な抽象画
が完成しておりました”  
http://yukonakamichi.seesaa.net/article/159302382.htm
l 
 “ 私の周りでは別な参加者がそれぞれの色を、私と同じ紙
の上に筆を走らせるたびに色々な音が音量、音色を変えな
がら出ていました。音で書いたものが見えないのかな？と

ふっと思ったコーナーでした。”  
http://blog.canpan.info/uds/archive/166 

冒険するガムラン 
“ 子供の乗り物を動かすたび、様々な形状の床、例えば金
属に凹凸があるもの、すべすべのタイル、絨毯みたいなと
ころ、そしてとどめは縦横関係なくした、誘導ブロック！
それらの上を３種類の乗り物が通るたびに色々な音が出る
ものでした。（子供達が思いっきりはしゃいでいました） 
http://blog.canpan.info/uds/archive/166 
“ 面白そうなので、早速♪・・・と思ったら、自転車は全
て子ども用とのこと （泣）確かに、どの自転車も、僕が乗
るには小さいと思いましたが。ちなみに、僕を尻目に （？
） 子どもが楽しんでいたのですが、振動音が上手いこと変
換されて、ガムランのように聞こえました。”  
http://ameblo.jp/artony/entry-10636071045.html 

テクノフォン 
 “ でも、私がへぇ～！と思ったのは、最近話題になってい
る様々な照明器具によってそこから出ている電磁波が違う
事でした。蛍光灯・省電力型蛍光灯・LED電球…点灯の仕
組みが違うためにそこから出てくる音も違う！まさに聞き
比べです。”  
http://blog.canpan.info/uds/archive/166 

ハーモノグラフ 
“ 私はハーモノグラフがとても面白かった。何が素敵って
、装置の設定を変えるときに、おねえさんが机の下にもぐ
って、わっせわっせと錘の位置を変える、その原始的な雰
囲気。同じ画像をコンピュータが描いてくれても、もはや
感動はほとんどないだろうけれど、眼の前で揺れる大きな2
つの振り子の動きによって、（紙のほうも揺れていたから3
つかな？）普通の文房具屋さんで売ってそうな紙に、普通
のボールペンで模様が描かれていく心地よさ。19世紀のヴ
ィクトリア時代の社交パーティーでは、こんなことやって
遊んでいたんですか～！”  
http://kodomo.artet.net/?eid=1209940 
“ 個人的にはハーモノグラフという和音の周波数のズレを
視覚化する装置に感動しました。プログラムで書き出すな
ら簡単そうですが、１９世紀にこれを完全アナログで作っ
てみようと思った奴がいる事に驚きです。作る前にどんな
絵が書き出されるか想像は出来ていたんですかね、想像通
りでもそーでなくても絵になった時の感動っていったら無
さそうです。” http://ppppp.chillout.jp/no-can/ 
“ 振り子運動の軌跡を描画することで、音の振動の調和で
ある「和音を可視化」させる、19世紀に発明された装置。
今回はこの和音をサイン波を使って更に聴こえるように改
良してありました。仕組みとしてはシンプルだけど、ひた
すらカッコイイ。ドローンがブイーンと静かに聴こえると
同時に、小学生のころコンパスで遊んでつくったような同
心円がぐるぐると造られていく様は「音を聴く」行為を再
認識させてくれました。ウチに欲しい…。”  
http://d.hatena.ne.jp/mikk/20100909/p2#c 



「音を聴いて学ぶ教育プログラム」，日本音響学会音響教育研究会，2011年1月6日(木) ，東京芸術大学 千住キャンパス  

スペース・アウト 
“ これは「スペース・アウト」という3次元音響作品で、こ
の機械を着けて歩くと足音が水の音になったりドラになっ
たりするというもの。また同じ機械をつけた人とすれ違う
と、その人独自の音が近づいて来たり遠ざかったりするん
です。無条件で「面白い！」と思える作品です。”  
http://pub.ne.jp/canoe_oyako/?entry_id=3138338 
“ スタッフの方に言われるままに、謎のベルトとヘッドホ
ンを装着。そして、 「会場をただ歩き回って下さい」 とだ
け指示されました。すると、僕の動きに合わせて、ヘッド
ホンから様々な水に関する音が。雨の中を歩いているよう
な体験が出来たり、浅瀬をパチャパチャと歩いているかの
ような体験が出来たり。そう。こちらは、音のバーチャル
体験が出来る機械。目をつむって歩くと、違う世界にいる
かのような体験が出来るのです。”  
http://ameblo.jp/artony/entry-10636071045.html 
“ 砂利の上を歩いているような「ズシャ、ズシャ」という
音がしたり、ぬかるんだ道を歩いているような「ピシャッ
、ピシャッ」という音がしたりして、実際自分が歩くペー
スとシンクロしたときには、足元の触感が変わったような
気さえします。聴覚がまわりの環境の認識にすごく影響を
与えているんだなということを実感しました。”  
http://d.hatena.ne.jp/yoching/20100831/1283265523 

おわりに 
本稿では，展覧会「いったい何がきこえているんだろ
う」の背景，作品・装置・ワークショップ，来場者の
感想，の紹介を行った．音響教育という観点から見た
場合，本展覧会は，聴能形成のように，音の違いを「
物理的特徴と関連付けて表現できる能力」を養成する
わけではなく[岩宮・大橋，1996]，サウンド・エデュ
ケーションのように課題に基づき「人々に音をより良
く聴くことを教える」[シェーファー，1992]わけでも
ない．またソニック・メディテーションのように「音
のエネルギーによるコミュニケーション」[オリヴェ
ロス，1998]を目指すものでもない．むしろ，直接的
に耳で知覚するだけではなく，視覚や触覚といった他
の感覚を音を介して把握する，もしくはそれら他の感
覚を通じて音への意識を向ける，そのことを通じて，
日々の生活の中で経験的に獲得される音の聴き方に僅
かな差異を与えることを目指している．これは，生物
学者のユクスキュルが「同じ環境でもその捕らえ方に
よってそのあり方は大きく異なる」[ユクスキュル，
2005]と述べている事とも呼応する．その考えのもと
に監修を行った本展示を通じ，未来を担う子供たちが
，「音楽」でもなく「言葉」でもない，「音」の可能
性を探る，そういったきっかけの一つを得てもらえた
のであれば幸いである． 
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