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I feel the sound of the seasons has become 
unnoticeable. I feel so while traveling in 
Japan now. Noise as noise and the sound of 
a nnoun c emen t s  o r  mu s i c ,  wh i c h  i s  
categorized as significant sound, are clearly 
divided. The difference between noise and 
significant sound used to be more blurred. 

Sound is a strange thing. A sound reminds 
you of a person. A tune reminds you of a 
scene. A sound may cause recuperation of 
memory. It comes suddenly. It often occurs 
that a particular sound protrudes amongst 
the noise. Noise for one person may not be 
noise for another. The noise of a ｍotorbike 
is a typical case. For a motorbike fan it will 
be ‘sound’ or even a cool sound.

American composer John Cage is famous for 
chance operation. He was influenced by Zen 
Buddhism and  thought  deep ly  o f  the  
significance of silence.  His definition of 
noise apart from sound is well accepted: 
“ S ound  i s  t h a t  wh i ch  one  l i s t en s  t o  
intentionally.” That is, “noise is the sound 
which people do not want to listen to.” For 
example, you go to the countryside and hear 
comforting twittering sounds of birds or the 
gurgling sound of a brook. This happens as 
we arbitrarily ‘listen’. At my presentation on 
the Japanese garden at NGV recently I  
introduced a Kyoto based sound scholar’s 
research on the sonic design in Katsura 
Remote Palace. This episode had a good 
impact in the audience, since the aspect of 
original sound design in the famous garden 

was unexpected. The resource of sound in 
Katsura Palace was the small waterfall ,  
“Ko-no-taki” (or “drumming fall”), which is 
artificial, with a gap only 20cm high. In 
Japan we had a tradition to not just keep the 
silent atmosphere, but also of keeping the 
silence by generating a hint of sound, which 
promotes the sense of silence.

What happens if you live in a noisy sound 
environment, which you do not listen to. 
You are stressed through being exposed to 
the noise non-stop. Our ears have a selective 
filter system of suppressing noise and 
l istening only to the sound which has 
important information for our life. But in the 
environment, where “the listening ear” is 
b l ocked  f rom deve lop ing ,  t he re  i s  a  
tendency, which concentrates on the only 
sound, which you want to listen to (e.g. your 
favorite music or your own motorbike 
noise), and ignore the rich everyday sounds. 
J o h n  C a g e  a l s o  s a i d ,  “ i n  a n  u r b a n  
environment it  is almost impossible to 
generate a quiet sound environment, so 
there is no choice but to make your own 
sound.” Walkman or iPod is designed in this 
way. However, how can “the listening ears” 
(which can be executed in the grand nature) 
be developed? Whenever I see kids wearing 
earphones, I think of this question. In the 
early Showa era, the sound of New Year 
Days had some specific cultural sound. 
Every city soundscape is similar in our days, 
in Japan, as well as Melbourne, the sound of 
New Year Days is also categorized as noise. 

　季節の音がなくなってきたような気がし
ます。今日本を旅行していてそう思います。
騒音は騒音、アナウンスメントや音楽の音は

「有意味な音」としてはっきり区別されてい
るようです。かつては騒音と有意味な音の区
別は曖昧であったのではないでしょうか。
　音とは不思議なものです。ある音を聞くと
ある人を思い出す。ある曲を聞くとある情景
を思い出す。ある音で記憶が蘇ったりする。
それは突発的にやってきます。騒音の中から
ある音だけ突出して聞こえてくることもま
まあります。ある人にとっての騒音は別の人
にとってはそうでないかもしれません。バイ
クの音などは典型的です。バイク好きにとっ
てバイクの轟音特に自分の乗っている場合
の轟音は快音でしょう。
　ジョン・ケージという音楽家は禅の影響を
受けサイレンスについて思いを巡らせまし
た。彼のノイズとそうでない音（サウンド）の
定義は有名です。「サウンドとは人が意識し
て聞くノイズのことである。」つまり「ノイズ
とは人が聞こうとしない音」なのです。例え
ばちょっと郊外に行って鳥の鳴き声や川の
せせらぎなんかが心地よく聞こえてくる。こ
れは私達の耳で「聞こうとしている」からで、
耳が「聞く耳」になっているからです。先日の
ビクトリア国立美術館での日本庭園の講演
でも、日本の音響学者の桂離宮の庭の音デザ

インの研究を紹介しましたが、庭園のデザイ
ンに音が関わっていたことが意外であった
らしくかなり反響がありました。桂離宮の音
源は人口に作られた僅か20cmの段差の「鼓
の滝」なのです。日本人には、ただ無音の環境
を確保するのではなく、僅かでも音を出して
静けさを演出するという「静けさの知恵」と
いうものがありました。
　人が聞きたくない騒音の連続の中で生活
しているとどうなるでしょうか？
　常にストレスに晒されていることになり
ます。確かに耳には選択透過性といった機能
があります。つまり重要な情報だけは聞こえ
てくる。しかし「聞く耳」が育たない環境で
は、日常音の本来持っている豊かさから自身
が好んで出す音（例えば好きなバイクの音や
音楽）に集中してしまう傾向があります。
ジョン・ケージも言っています、「都会で静か
な環境を作るのは不可能に近い、よって自分
で音を出すしか無い。」これを地でいってい
るのがiPodですね。しかし自然豊かな郊外で
あれば発達する「聞く耳」はどうでしょう。子
どもたちのイヤホーンを見るたび思います。
昭和初期にはまだ「お正月の音」は風物とし
てあったでしょう。世界各国の都市の音風景
が似通ってきている現在、今では日本でも

「お正月の音」は雑音に仕分けられてしまっ
ているのかもしれません。
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