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研究報告

“TORU” モスキート音によって年の功を逆転させるゲーム
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く刻まれている．その挫折を元に，われわれは，大人と
子供，ひいては経験の非対称性をモスキート音を用いる

研究では,「"Toru"モスキート音によって年の功を逆転

ことで逆転させるゲームを制作した．

させるゲーム」について発表する.”Toru”は, 年をとる

モスキート音とは，本来 17000Hz 以上の 20 代以上で

と徐々に聞こえなくなっていく超高音域（モスキート

は聞くことの難しい音に対する俗称であるが，本研究で

音）を難易度設定に用いたゲーム作品であり, 親とこど

はモスキート音という名称の幅広い用いられ方をもと

もという年の功によって覆し得ない関係性を覆す, こ

に，加齢とともに聞こえなくなって行く超高周波音域の

どもの方が常に有利なゲームとすることを目指してい

音全般に対してモスキート音という名称を用いることと

る.”Toru”では, 記憶力を競うゲームの一つである Simon

する．

（1978）を参照しており, 体験者は左右何れかのスピーカ

一般的に，超高周波音に対する聴力は，個人差はある

から鳴る音を記憶・回答する. 回を重ねるごとに音域が

ものの加齢によって低下する [1]．

高くなるこのゲームでは, 年齢に応じて低下する高音域
の聴力特性に沿って, その遊びの質がロジェ・カイヨワ
の述べるところの模倣（ミミクリ）から偶然（アレア）
へと変化していく. 今回の発表では, 高齢者であればあ
るほどその攻略が難しくなるこの作品の位置づけを, 主
に芸術的な側面から関連作品を参照して論じる.

1. はじめに
本研究では，モスキート音によって年の功を逆転させ
るゲーム”Toru”を解説しその芸術的な位置づけを考察す
る．“Toru” は，難易度設定にモスキート音を用い，加齢
によって低下する聴力をゲームクリア要件の主軸とする
ことでゲームにおけるプレイヤーの経験値による優劣の
差，つまり年の功を逆転させるゲームである．
本ゲームを制作するにあたっての動機は著者の子供
時代の個人的経験である．著者の 1 人（johnsmith）の
両親はプログラマーであり，彼らはコンピューターゲー

図 1. 音の高さと音の大きさにおける年齢ごとの可聴，

ムというジャンルにおいて，一般の親よりも高度の技能

非可聴のしきい値．

を有していた．そして，子供が唯一親に勝てるであろう
イギリスの企業 COMPOUND SECURITY（ ehttp:
//www.compoundsecurity.co.uk/）は，このモ

チャンスと言うものを著者は一度も経験することが出来
なかった．
これらの非対称で不公平な，年齢由来の経験値差とい

スキート音を店頭から流すことで，深夜などに店の前に

うものは著者の幼少時代の大きな挫折の体験として，深

に用もなくたむろする若者たちのみに不快感を与える装
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置を開発した．この装置では一般に 20 代後半の若者ま
でが聞くことの出来る高さである 17400Hz のサイン波

2.2. ルール

を用いている．

• ランダムに生成される音の出す指示に従い，左右

我々はこの音をゲームに用い，難易度の推移によって

のボタンを押す．

発生する年齢ごとの異なるゲーム体験を一つのゲーム

• 音は 4 回の再生を 1 セットとする．
• 難易度の設定は 9 段階ある．
• 1 セットをクリアするごとに生成される音響の幅
が 4000Hz から 20000Hz まで，2000Hz ずつ高音
方面に拡張される：（初めは 4000Hz のみ，難易

の中に内包することを試みた．一般に，20 から 30 代の
人々の聴力は個人差が大きい，これは加齢による聴力の
低下以上に，（ヘッドホンの使用などによる）騒音によ
る聴力の低下の影響を受けるからである．音とプレイ
ヤーの年齢による組み合わせは，このゲームに多様性を

度が上がるごとに高音域の音が再生されるように

与える要素となる．

なる．）

このゲームでは，音高がゲームの進行とともに上昇す
ると，低い難易度ではプレイヤーは音を聞き取ることが

これらの難易度ごとの音高を選択するにあたって，一

出来るが，いずれかの段階で，彼らは音を聞き取ること

般に超高周波に置ける可聴域の境目の平均値 [5] を参考

が出来なくなる．この段階でゲームは彼ら自身の選択，

にした．これらは個々人に置ける聴力の多様性を根拠と

つまり，右左のどちらが鳴ったかを 1/2 の確率への賭け

している．

によって回答しなければならなくなる．

この難易度設定によってもたらされる効果は，言うな

なお，“Toru” は 70 年代に発売されたコンピューター

れば，すべてのプレイヤーにとって，このゲームでは難

ゲーム，Simon[2] の翻案として捉えることが出来る．

易度の推移の過程で非可聴の，認識できない音が再生さ

SIMON は一人ないし多人数でのプレイを前提としたコ

れるということを示している．そのタイミングはプレイ

ンピュータの指示を模倣する（コンピュータの指示した

ヤーごとにまちまちではある（幼いこどものケースでは

順番にボタンを押す）ゲームである．四つのボタンのい

その現象が発生しないこともある．）が，いずれかの段

ずれかから，光と音が発生する順番を記憶し，その順番

階で，彼らは，左右のボタンどちらかが鳴ったかを聞き

通りにボタンを押す．難易度はスピードとボタンを押す

取ることが出来ず，二択の選択，つまりどちらかが鳴っ

回数によって設定されている．ゲームに正解するたび，

たであろう，という賭けに身を委ねることとなる．

スピードは徐々に速くなり，ボタンを押す回数は増えて
いく．
Level
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“Toru” では，この Simon のボタンを 4 つから 2 つに
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減らし，光を省くと共に難易度の設定にスピードと回数
ではなく，異なる周波数の音（モスキート音）を用いて
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ト音を使うことによって翻案したものである．Simon
は本来速度と回数によって難易度を設定している．この
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翻案に際しては，Zhang らのハノイの塔の視覚的な同型
問題における認知的負荷に関する研究 [3]，およびその
音への応用に関する研究 [4] を参照している．

2. ルール
図 2. 年齢による聞こえ方の違い

以下に “Toru” の設定とルールを説明する．

3. システム

2.1. 設定

このゲームのシステムは 2 つの箱形デバイスと Ar-

• PC に接続された２つの手持ちの箱形デバイスを

duino，コンピューター，それに Max で構成される．そ

プレイヤーから見て左右に配する．

れぞれのボックスには，スピーカーとボタンが内蔵され

• それらの箱の中にはボタンとスピーカーが内蔵さ

ている．二つのボタンを二秒以上同時押しすることに

れている．

よりゲームが開始され，プレイヤーは四回再生される
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音の左右を判別し，記憶する．その後，聞こえた順番に

を 3 つ以下に示す．

左右のボタンを押す．Max はゲームごとに生成された
音の左右の順を記録し，プレイヤーの押したボタンと
ピュータの出した音と同じ音が失敗ならビープ音がス

4.1.1. システムとプレイヤー間の競争
本ゲームが SIMON の翻案であり，SIMON が Simon
says という遊戯の翻案である，と言う点を鑑みた場合，

ピーカーが発する．プレイヤーが失敗した場合，ゲーム

本ゲームはプレイヤーと指示を出すプログラミングのシ

は待機状態へとリセットされる．四回再生された音を正

ステムとの競争の側面を認めることができる．非可聴域

解することで両方のスピーカーから正解音が 9 段階す

の音はアレア（偶然）をプレイヤーに求める，これはコ

べての難易度をクリアした場合，ファンファーレが再生

ンピュータの側からすればプレイヤーにブラフをを仕掛

される．

けている状況と見ることが出来るだろう．

照会し，正否をとる．ボタンを押した際，正解ならコン

4.1.2. プレイヤーとプレーヤー間での競争
これらの中では一般的な対戦ゲームの様相を呈する．
こどもが大人に勝つ，という観点はそもそも，このゲー
ムに競争という観点が存在しない限り成立しない．ま
た，近い年齢間ではより接戦の体をなしより顕著に競争
の様相を見せることとなる．

4.1.3. プレイヤー自身との競争
多くの場合何らかの理由により，誰もが自分は本来の
年齢よりも若々しいであろうと期待する．本ゲームがス

図 3. システム図

コアに年齢を如実に表すという性質を持つ以上，本ゲー
ムはプレイヤーにとって理想の自分と実際の自分との
競争，つまりプレイヤー自身の年齢への挑戦と見なすこ

4. 考察

とが出来るだろう．ただしこの項においては，本ゲーム
は，熟練不可能な身体能力である超高周波音の聴力を用

4.1. ミミクリ（模擬）からアレア（偶然）への移行と

いていることにより，練習による上達のできない構造と

アゴン（競争）

なっている．そこに存在するのはただ 1/2 の確率の試行

フランスのロジェカイヨワは遊びを四つのカテゴリー

の繰り返しにすぎない．

に分類した [6]．ミミクリ（模擬），アレア（偶然），ア
ゴン（競争），そしてイリンクス（目眩）である．

4.2. 本作品の芸術的な意義

“Toru” では，ゲームのどこかのの段階で，プレイヤー
は，左右のボタンどちらかが鳴ったかを聞き取ること

以下，“Toru” を芸術作品としての観点から考察す

が出来ず，二択の選択，つまりどちらかが鳴ったであろ

る．ゲームという形式を持った芸術作品にはクワクボ

う，という賭けに身を委ねることとなる．

リョウタの「P．L．X」(2001)，
「Loop Scape」(2003) や

このゲームの質の変化ををカイヨワの分類と対応付け
推移と捉えることが出来る．つまり模擬であったゲーム

/////////fur//// art entertainment interfaces の「Painstation」
(2006) などがある．また，MoMA でのヴィデオゲーム
の収蔵（2013）[7] なども相まって，インタラクション

が，聞こえない音が発生すると同時に偶然へと変化する

デザインやインタラクティブアート，デバイスアートと

のである．このタイミングは個々人の可聴域の限界に起

しての観点からゲームの芸術的価値について議論がなさ

因するため，プレイヤーごとによって異なり，一般的に

れている．

て考えると，ミミクリ（模擬）からアレア（偶然）への

は年齢を積み重ねているほどに，早い段階で訪れること

芸術の定義というものには種々様々な立場があり，ス

になる．この質の変化をゲーム内に内在させることに

テッカーが「美的なもの（the aesthetie）という概念は，

より，本ゲームはその製作の動機でもある，高齢者と若

曖昧であり，様々な仕方で論じられている．
」[8] と述べ

者，親とこどもの間での熟練度差，経験値差の逆転を試

ているように，芸術作品の定義というものは一定の確

みている．

実な論理のうえに成立しているものではないと考えら

また一般的にゲームというものは，他のプレイヤーと

れる．本作品を芸術的観点で述べようとするならば，本

の関係においてアゴン（競争）の性質を持ち合わせてい

作品をどのような立場で述べるかが重要となってくる

る．その点から “Toru” にみられる競争の形式の可能性

だろう，メディアアートという立場から評価するので

– 3–

先端芸術音楽創作学会 会報 Vol.6 No.3 pp.1–5

あれば本作品のアプローチはフータモの言うようなメ

14 歳のようなこども達の間でも経験値の逆転が発生す

ディア考古学的な観点 [9] で理解することが最も本作品

ることになる。

を芸術という形式で語る上での近道であるように思え

経年による経験値差は，相対的に幼少期の方が大きく

る．前出の「P.L.X」や「Painstation」がゲーム内容とし

なると考えられるため，この研究を参照することによっ

ては非常に初期の，古典的ゲームを模倣していることを

て，小学生の中での上級生と下級生の関係性と言うよう

思い出してほしい，それらはゲーム&ウォッチの様な表

な，当時は覆しがたかった関係にも言及することができ

現や，PONG のようなヴィデオゲーム史の初期を代表

るようになった．

するような表現を用いているが，それ自体がそれらの作

しかし，この研究の目的を実行に移そうと考えたと

品の本質ではない．それらの歴史的な文脈を踏襲し，更

き，我々は既に，20 代後半以上となってしまっている

なるメッセージ性や情念を喚起するための道筋として古

ため，ゲームの後半のほとんどをアレア（偶然）にゆだ

典的なゲームを踏襲する形式が用いられているのであ

ねなければならなくなってしまっていることに気づいて

る．本ゲームが翻案している Simon はアタリの Touch

しまった．もしこのゲームを，親に勝てなかったという

Me(1974) とともに音を用いたゲームの黎明期を築いた

負の記憶の払拭のために使うのであれば，より確実を期

作品であり，また本作品に置いてもこのゲーム自体は踏

すために本研究の次のステップとして，このゲームを少

襲すべき文脈であって表現すべき本質ではないことを念

年時代の自分に与えるためにタイムマシーンの発明が必

頭に置きたい．本ゲーム制作の根本の動機はこどもが常

要となるだろう．

に大人に勝てるゲームの制作であって，Simon の翻案を
作ることではない．しかしプラットフォームとして，あ

6. 謝辞

る種のプレイヤーに一種の記憶の想起を起こさせるため
に，この古典的な名作を翻案していることも，また一つ

最後に，この場を借りて本研究に多大なアドバイス

の事実である．堀のフータモの言説の解題にある「ある

をいただいたクワクボリョウタ氏と三輪眞弘氏，そし

トポスがいかにメディア史において反復的に再登場して

てリサーチやディスカッションに協力していただいた

いるか」[10] という観点で，本ゲームがこれら前出の作

IAMAS の「車輪の再発明」プロジェクトのメンバー，

品群をふまえた上での芸術作品であると説明することは

そして本研究の動機を与えてくれた両親に謝辞を捧げた

できないだろうか．

い．本研究の一部は日本学術振興会科研費・挑戦的萌芽

本作品が表現するものの一つに年功序列に対する批評

研究「生成音楽の体系的理解に向けた音を生み出す構造

性というものがある，現状社会状況に置ける年功序列と

の分析」(24652029) の助成を受けて行われている．

いうものはある側面では緩和されつつある．例えば一
般的なこどものフィールドである TV ゲームなどにおい
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