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第 71 回 定例研究会報告 

日時：2021 年 9 月 11 日（土） 14：30〜17：25 

コーディネーター：太田 峰夫（宮城学院女子大学） 

＊ オンライン開催 

 

 

〈シンポジウム〉 

遮音と聴音の文化史 

 

 1. 道具から身体へ 

──ハイドロフォンと海の雑音の歴史 

   岡崎 峻（ゲスト、エイリツ電子産業株式会社） 

 

 2. ノイズ、身体、間主観性 

──両耳聴インターフェースの歴史から考える 

   福田 貴成（ゲスト、東京都立大学） 

 

 3. バルトークの耳栓と 20 世紀初頭の遮音の文化 

   太田 峰夫（宮城学院女子大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈シンポジウム〉 

遮音と聴音の文化史 

 

【開催趣旨】（太田 峰夫） 

音響再生技術が 20 世紀以降のポピュラー音楽の展

開に決定的な役割を果たしたことが端的に示すよう

に、音楽文化と同時代のメディア環境との間には密接

な関係がある。そして音響メディアがそれ自体、けっ

して無色透明なものではなく、楽曲のあり方そのもの

を条件づけることすらあるのは近年のメディア研究

が明らかにした通りである。その意味において音響メ

ディアとの歴史的なかかわりを精査することが、音楽

史研究の今後にとって重要な課題の一つであるのは、

論を俟たない。 

ただしその際、見落としてはならないのは、技術の

開発史を問題にしているだけでは不十分だという点

である。音響メディアをどのように用いるかという問

題は結局のところ、その時代の文化のありようとも深

くかかわっており、むしろ聴取の文化史こそ、われわ

れは問題にしなくてはならない。そこでは聴取の実践

とともに、非聴取の実践、すなわち「あえて聞かない」

実践も考察の遡上に上ってくることだろう。 

以上のような問題意識のもと、本シンポジウムでは、

サウンド・スタディーズの研究者２人をお招きし、「遮

音と聴音の文化史」について、それぞれの最近の研究

成果についてお話しいただく。会員の太田がコーディ

ネーターをつとめるほか、本人もまた、遮音と「頭脳

労働」、音楽創作をめぐる 20 世紀前半の文化の状況に

ついて、作曲家バルトーク（1881-1945）の耳栓を例

に取りながら論じることにする。 
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1．道具から身体へ 

―——ハイドロフォンと海の雑音の歴史 

岡崎 峻（ゲスト、エイリツ電子産業株式会社） 

 

20 世紀初頭、主に軍用潜水艦の発見を目的に、ハ

イドロフォンと呼ばれる水中音の受信機が盛んに用

いられるようになった。この装置は、それまで明瞭に

聞き得なかった領域、いわば生来的に遮断された音世

界への意識的なアクセスを可能にする発明であった。

一方、逆説的だが、初期のハイドロフォンは、水中音

を「聞かない」ことを目指して発展を重ねた。つまり、

音の検出過程を標準化し、機械的に処理する方法の確

立が望まれたのである。第二次大戦期に、米国海軍が

海中の自然音の大規模な録音調査を行ったのも、そう

した「雑音」を適切に遮断するためのデータを得るた

めであった。ところが、程なくしてこうした記録物が

世間に公表されると、その聞き方に一種の反転が起こ

った。すなわち、一定数の人々が、遮断すべき対象で

あった魚類や甲殻類の音に積極的に耳を傾け、科学

的・体験的な関心を表明したのである。軍事的文脈で

記録された海中の雑音が、かえって科学や芸術に影響

を与えるという構図は、よく知られた 1970 年代の鯨

類の鳴音ブームでも共通している。こうして、純粋に

実用的な出自を持つハイドロフォンの用法は、その聴

取の中心を変化させながら徐々に分散していった。本

発表ではこの一連の歴史を概観し、その背景にある技

術-文化史や身体感覚の問題を考察する。 

 

 

2．ノイズ、身体、間主観性 

―——両耳聴インターフェースの歴史から考える 

福田 貴成（ゲスト、東京都立大学） 

 

19 世紀なかば、医学的診断の領域に両耳型（バイ

ノーラル）聴診器が登場して以来、聴取という実践は

「遮音」との相関において営まれ、また思考されるも

のとなった。両耳型聴診器を祖型とする聴覚インター

フェースが、「遮音」性能の向上とともに編みあげた

今日にいたるまでの歴史は、医学や音楽といった専門

性の境界を越えて、聴取という経験をある特殊なかた

ちへと成形してゆくプロセスであったと捉えること

も可能であろう。その特殊性とは、ひとまずは遮断の

対象たる「ノイズ」についての理解をめぐる特殊性で

あり、また聴取主体の「身体」についての考え方をめ

ぐる特殊性であり、さらには聴く経験を複数の主体に

おいて共有すること、すなわち聴取の「間主観性」に

まつわる特殊性であったと考えることができる。本発

表では、聴診器からノイズキャンセリング・イヤフォ

ンに至るまでの両耳聴インターフェースの歴史から、

いくつか特徴的な事例を紹介しつつ、「ノイズ」「身体」

「間主観性」をめぐる認識の変容の一端について考え

てみたい。 

 

 

3．バルトークの耳栓と 20 世紀初頭の遮音の文化 

太田 峰夫（宮城学院女子大学） 

 

作曲家ベーラ・バルトーク（1881-1945）にとって、

近隣の騒音は仕事を妨げるものでしかなかった。窓や

扉の防音処理にくわえ、1920 年代以降の彼が日常的

に耳栓を用いていたことを、われわれは同時代人の証

言から確認できる。耳栓は彼にとって創作活動に集中

する上でも欠くことのできないアイテムでもあった。

いわば彼は自身の音楽に集中するために、外部から聞

こえてくる音を「あえて聞かない」ことを選択してい

たのである。 

この選択には、ヴァーグナーの「ベートーヴェン論」

（1870）が影響していた可能性がある。というのは周

囲の雑音が聞こえないことがベートーヴェンの後期

の創作活動に好影響をもたらしたことをヴァーグナ

ーはそこで述べているからである。他方、20 世紀初

めにワックス製耳栓の商品化が始まったことも、重要

な背景としてあげられよう。耳栓を使って周囲の音を

「あえて聞かない」文化はこの時代、藝術家の間で急

速に広まりつつあったのだ。 

以上に加え、バルトークが民謡研究においてヘッド

セットを好んで用いたことを考慮するとき、望む音以

外は意識的に聞かない音楽家、いわば耳を眼のように

使おうとした音楽家としてのバルトークの姿が浮か

び上がってくるはずである。 
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【傍聴記】（小寺 未知留 西日本支部） 

 3 人の発表者が登壇した本シンポジウムでは、「あ

えて聞かない」という実践や「遮音」をキーワードに、

聴覚文化史の再考が試みられた。ここでは、シンポジ

ウム内でしばしば言及されたジョナサン・スターンの

『聞こえくる過去』を参照しつつレポートする。 

 岡崎峻氏は、19 世紀以降、人間が海中の雑音をい

かに聴取してきたのかを年代順に紐解き、水中音に関

する人々の理解や関心の変遷を示した。特に、20世

紀半ばのアメリカ海軍による生態学的な知識の蓄

積・公開を、1920 年代の軍事的関心と世紀後半の芸

術実践との交点に位置付ける岡崎氏の見取り図は、海

中音の文化史を探る上で示唆に富み大変興味深い。

「あえて聞かない」実践として論及されたのは、海兵

による水中の信号の聴取に伴う、信号ではない雑音を

聞かない実践——スターンが聴診器などを例に論じた

「聴覚型の技法」の一形態と言えるだろう——である。

また、軍事的には雑音とされあえて聞かれていなかっ

た水中音は、時代が下るにつれて学術的・芸術的関心

のもとで「聴かれる音」へと変化していった、と言う

こともできるだろう。岡崎氏は結論部でさらに、環境

と身体の関係性、広範な社会的文脈を包含した芸術史

記述の可能性にも目を配っている。 

 福田貴成氏は、患者の身体が発する音以外を遮音し

ようとする両耳型聴診器を「両耳聴インターフェー

ス」の一例とみなし、その歴史から「ノイズ」「身体」

「間主観性」について考察した。両耳型聴診器によっ

て遮断されることが望まれたノイズには、診断する医

師自身の身体が発する音も含まれており、福田氏は、

当時の聴診を描いた図像に、余計な音を排除するべく

身体を透明化（あるいは亡霊化）しようとする傾向を

見出す。一方で、示差聴診器——左右の耳で別々の部位

の音を聴くことができる聴診器——によって発見され

た物理的な音響とその聴こえ方の相違に着目すると、

聴覚の主観性（と客観性／モノ性 objectivity）に関

わる問題圏が浮かび上がってくるのではないかとも

指摘される。また、聴診器を介して聴こえてきたもの

を他者と共有し、間主観的な了解を得、知識として伝

達・蓄積しようとする事例も紹介された。福田氏は、

スターンとの相違点を必ずしも明言していなかった

ように思うが、身体の透明化に関する指摘は、医師と

患者の身体の物理的（かつ社会的）距離を強調する『聞

こえくる過去』とは異なる議論の方向性を拓いている

ように思われる。 

 作曲家のバルトーク・ベーラは、耳栓を愛用してい

た。そのことに注目する太田峰夫氏はまず、仕事のた

めに静音を求めるバルトークの姿を、度重なる転居や

書き残された彼の家庭内でのルールから描き出し、そ

のような態度を 20 世紀初頭の聴覚文化の中で捉え直

そうとする。第一に、マルセル・プルーストなど、バ

ルトークと同時代の知識人・芸術家が近隣からの騒音

を嫌っており、当時、騒音が神経衰弱と関連づけられ

ていたこと、第二に、都市の騒音から遠ざかり頭脳労

働に集中するために耳栓が用いられたこと、第三に、

フレンツ・カフカによる耳栓（商品名を「オーロパッ

クス Ohropax」という）の使用事例が示された。以上

のことを踏まえ、太田氏は、バルトークの耳栓の使用

状況を再構成する。さらに、ヴァーグナーのベートー

ヴェン論が引き合いに出され、聴覚の遮断を「内面の

音」の傾聴や内省と関連づける思想が、耳栓の使用が

普及する以前から存在していたのではないか、という

音楽美学にも関わる問題が提示された。 

 三者の論点の異同は、簡単な補助線を引くだけでも

ある程度浮かび上がってくる。例えば、岡崎氏と福田

氏が論じる遮音では、聴こうとする音が物理的な現象

として存在しているのに対して、バルトークにとって

はそうではない。福田氏と太田氏の事例が耳を物理的

に塞ぐことによって遮音するのに対して、岡崎氏の事

例では聞き分けることで擬似的な遮音がなされる。ま

た、岡崎氏と太田氏の発表は「環境」をキーワードの

ひとつとして共有しているように思われる。このよう

な異同を踏まえつつ、方法論上の問い——例えば、聴覚

文化（あるいは音楽文化）やその歴史を考察・記述す

る上で特に「遮音」に焦点を当てることにいかなる有

効性があるのか、そもそも「あえて聞かない」や「遮

音」とはどのような事態なのかなど——がいっそう深め

られても良かったのではないだろうか。それによって、

多彩な具体例に基づく興味深い各発表の、単なる事例

研究に留まらない射程が明確になったようにも思わ

れる。ディスカッションは、具体例の詳細な情報の提
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供（発表内容の補足）や話題の拡散に終始したきらい

があった。また、時間が十分に確保されていたにもか

かわらず、フロアとの意見交換があまり行われなかっ

たことも心残りであった。コメントの投稿がフロアか

ら積極的になされなかったのかもしれないが、参加者

が多かっただけに、改めてフロアに意見を求めていれ

ば何かレスポンスがあったかもしれない。（オーディ

エンスの様子が伝わりにくい、またオーディエンスが

発言しにくいというオンライン開催の弊害なのだろ

うか。ここでも、「遮音」は有用な切り口になりそう

である。） 
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