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MIND TRAIL 奥⼤和 ⼼のなかの美術館 
⾳楽イベント MIND TRAIL MUSIC SONI【Cervus Concordia】 
 
MIND TRAIL後半、会期を残すところあと3週間ほどとなった10⽉22⽇、曽爾村の屏⾵岩公苑にて世
界的に活躍するアーティストkafukaによる⾳楽イベントを開催し多くの来場者が集まりました。 
場の環境を体内に取り込み奏でるサウンドは、なめらかなレンズで⾳をみているかのよう。膨⼤なエ
ネルギーを孕んだ、国の天然記念物に指定された屏⾵岩公苑で没⼊型のオーディオビジュアルライブ
を⾏いました。 
MIND TRAILは再⽣可能なエネルギーを模索しながらイベントを持続させることを⽬標としており、
今回、電源確保が難しい⼭岳地で本イベントが開催できたことは、最先端のポータブル電源やクリー
ンな電⼒技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technoloogy Japanの「DELTA Pro」をはじめ
とする⼤容量ポータブル電源を主電源にすることにより実現されました。 
 
また、パナソニック コネクト株式会社の協⼒の元、屏⾵岩の岩⾯に、140m × 140mという巨⼤な映
像を映す新しい映像技術と、RAMSAのポイントソーススピーカー WS-HM5000シリーズを使⽤した
⾼⾳質のパフォーマンスをみなさまに堪能いただくことができました。 
 

  
「MIND TRAIL MUSIC SONI」イベントの様⼦ 

 
10⽉15⽇に天川で⾏われた「⼀筋の光 JIKU to ODORI to OTO」でも、両社の技術を⽣かしたイベン
トが開催されました。 

  
「⼀筋の光 JIKU to ODORI to OTO」イベントの様⼦ 

 



今後、” OFF GRIDs（オフグリッド）” のイベントとして、シリーズ化できればと考えています。 
MIND TRAILは11⽉13⽇まで開催しております。曽爾だけではなく、吉野、天川の作品と⾃然もぜひ
ご堪能ください。 
 
 
 
MIND TRAIL MUSIC SONI 出演者プロフィール 
 
＜Audio Artist＞kafuka - Eshima Kazuomi 

関⻄を拠点に活動するプロデューサー。 ⾃然の⾳、サ
ンプリング、⾳響プログラミングなども取りいれ様々な
⾳をコラージュしオリジナリティあるサウンドを表現。 
エレクトロニックミュージックを軸に新たな表現や世界
観を探究している。 
2016年、京都のレーベルshrine.jpよりアルバム『Polyh
edron』をリリース。2017年、ドイツ・ベルリンのレー
ベルProject: Mooncircle 15周年コンピレー ションに参
加。 同レーベルより、アルバム『Laws of Nature』を
リリース。2018年、No.9『Switch of LIFE』に共同作曲

参加や国内外のアーティストへのRemix提供。 
「上海光点FLARE2019」や「MUTEK JP2020」への参加、BACKSPACE TOKYOとのAR/XR Liveな
ど映像とのコラボレーションも多数⾏っている。 また、映画の劇判、楽曲提供なども多く⼿がけア
ートプロジェクトへの参加やNTT[ICC]、Nuit Blanche KYOTOなどでのサウンドインスタレーション
作品の展⽰、iPhoneアプリなどメディアを⽤いた作品を展開する。メディアラボ「Laatry」を⽴ち上
げ、その活動は多岐に渡る。 
http://kafuka-music.com/ 
 
 
＜Playing Back Ground Music＞ 
タイトル ：「CYCLEE」(サイクリー) 
Production ：Laatry 
Sound Installation / music：Kafuka (Kazuomi Eshima), Masahiko Takeda 

制作協⼒：LinNe、Delta Blues Audio   
 
おりん・ターンテーブル・電⼦⾳と展⽰空間にある環
境⾳から構成される、サウンドインスタレーション。
⾳による揺らぎと空間内で組み合わされる偶然性から
サウンドスケープを⽣み出し、リアルタイムにサウン
ド空間を拡張していきます。⾒るひとそれぞれの時間
の流れや感情、環境へささやかに影響を与える、「空
間と感覚の調和」への試みであり、作品です。 

 



Kazuomi Eshima & Masahiko Takeda 
⾳楽家/アーティストとして活動する、江島和⾂と武⽥真彦。 「継承すること、調和すること」をコ
ンセプトに、クリエイティブな実験を⾏うメディアラボ「Laatry (ラットリー)」を共同運営。インス
タレーション展⽰、サウンドデザイン、空間演出、プロダクト制作、ウェブサイト／アプリケーショ
ン開発など、さまざまな媒体(メディア)を取り扱いながら活動を⾏っている。 
https://www.instagram.com/_laatry_/ 
 
 
＜Visual Artist＞ RICH&MIYU 

 
RICH&MIYUは、Miyu BurnsとRichard Burnsによっ
て2019年に設⽴されたスタジオ。クリエイティブか
つテクニカルなサービスを提供し、インタラクティブ
なデザイン、アート、リサーチの分野で活動してい
る。東京を拠点として国際的なプロジェクトに取り組
んでいる。 
https://richandmiyu.com/ 

 
 
＜キュレーション＞ ⽵川 潤⼀ TAKEKAWA Junichi 

 
David Watts inc.代表 /⼀社MUTEK Japan理事 /⼀社PEACENIPPONprojec
t理事 
⼈の産み出すアートとテクノロジーの時空を超えたつながりで、鑑賞者の
創造性が芽⽣えるような新しい体験を常に探求。アジア唯⼀の電⼦⾳楽と
デジタルアートの祭典『MUTEK.JP』のクリエイティブディレクター、⼀
般社団法⼈MUTEK Japan理事。⽇本の美のメッセージを遺す⼀般社団法⼈

PEACE NIPPON PROJECTの理事。 
 
 
 
曽爾村 屏⾵岩公苑屏⾵岩 

屏⾵岩公苑屏⾵岩（標⾼940ｍ）は兜岳の⻄側にあ
り、奇峯がその名の⽰すように南⾯にあたかも屏⾵を
⽴てたように屹⽴しています。その幅2ｋｍ、鋸の刃の
ように鋭くそびえ、垂直に柱状節理の岩壁が約200ｍ
の断崖をなしています。岩壁には、ミツバツツジなど
が咲き誇り、麓に広がる公苑は、春には⼤⽊の⼭桜が
咲き乱れ、秋には紅葉で彩られる岩壁とのコントラス
トは圧巻。※昭和9年12⽉に屏⾵岩は、国の天然記念
物に指定されています。 

 



■EcoFlow 機材情報 
・DELTA Pro  
 製品情報：https://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station 

 
・DELTA Pro 専⽤エクストラバッテリー 
 製品情報：https://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-extra-battery 

 
・DELTA Max 2000 
 製品情報：https://jp.ecoflow.com/products/delta-max-2000-portable-power-station 

  
■EcoFlowについて 
EcoFlow Technology（エコフローテクノロジー）社は、独⾃の研究開発による技術⾰新でポータブ
ル電源の新しい可能性を切り開く最先端テクノロジー企業です。ドローン（無⼈航空機）分野で世界
シェア7割以上と⾔われる中国企業DJI出⾝のメンバーが集まり、「クリーンな電⼒へ、誰でも簡単に
アクセス出来る社会」を実現するべく、2017年に設⽴されました。中国・深センに研究開発および
事業拠点を置き、現在1,100名以上の社員と共に世界100ヶ国以上で事業を展開しています。2019年
には、⽇本法⼈であるEcoFlow Technology Japan株式会社が設⽴されました。 
 



EcoFlowは、⼈々の⽣活をより良いものにするクリーンな電⼒技術を開発することを⽬的とし、安全
性と利便性に焦点を当て、次世代に向けた最先端のポータブル電源を開発しています。アウトドアや
DIYなどの趣味活動だけでなく、あらゆる産業、災害対策といった幅広い場⾯で⼈々の活動に不可⽋
な電⼒エネルギーを提供し、新たな⽣活環境や業務活動の機会を⽣み出します。 
 
詳細は下記公式ウェブサイトをご覧ください。 
https://www.ecoflow.com/jp 
 

  
↑現場写真 

 
 
 
■パナソニック コネクト株式会社 機材情報 
・パワーアンプ：RAMSA WP-DM900シリーズ 
製品情報 : https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/ramsa-pworamp/lineup/wp-dm948_dm924_dm912 

 
 
・スピーカー：RAMSA WS-HM5000シリーズ 
製品情報 : https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/ramsa-sp/lineup/ws-hm5064-5104-518l 

  
 

  
 
 



■パナソニック コネクト株式会社について 
パナソニック コネクト株式会社は2022年4⽉1⽇、パナソニックグループの事業会社制への移⾏に伴
い発⾜した、グローバルで約28,500名の従業員を擁し、売上⾼が9,249億円（※2）の、B2Bソリュー
ション事業成⻑の中核を担う事業会社です。 
当社は、企業としての存在意義であるパーパスを、「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」と掲げ
ています。このパーパスには、製造業100年の知⾒とソフトウェアを組み合わせたソリューション
や、⾼度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン・公共サービス・ ⽣活イ
ンフラ・エンターテインメントのそれぞれのお客様とつながり、お客様の「現場」をイノベートする
ことで、⼈と⾃然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、⼀⼈ひとりが⽣きがい
を感じ、安⼼安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の世界を⽬指していきます。 
※2 2021年度、旧パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社として 
 
▼パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト： 
https://connect.panasonic.com 
 

  
↑現場写真 
 

MIND TRAIL MUSIC SONI 開催概要 
 
開催⽇時：2022年10⽉22⽇（⼟）18:30-19:30 
会場：屏⾵岩公苑（奈良県宇陀郡曽爾村⻑野） 
AUDIO : kafuka 
VISUAL：RICH& MIU 
プロデュース：⽵川潤⼀（David Watts inc. | ⼀社) MUTEK Japan 理事） 
機材協⼒：パナソニック コネクト株式会社 
Portable Energy：EcoFlow Technology Japan 株式会社 

 
 
 
 
 



MIND TRAIL 奥⼤和 ⼼のなかの美術館 開催概要 
 
会期：2022年9⽉17⽇（⼟）〜11⽉13⽇（⽇） 
会場：奈良県 吉野町、天川村、曽爾村 
⼊場料：無料 
主催：奥⼤和地域誘客促進事業実⾏委員会、奈良県、吉野町、天川村、曽爾村 
協⼒：EcoFlow Technology Japan株式会社、FM COCOLO、⼀般社団法⼈曽爾
村農林業公社、パナソニック コネクト株式会社、Peatix Japan株式会社、豊永
林業株式会社、株式会社ヤマップ、有楽町micro FOOD&IDEA MARKET（50⾳
順） 
プロデューサー：齋藤精⼀（パノラマティクス主宰） 

キュレーター：吉野エリアキュレーター 井⼝ 皓太（CEKAI代表・映像デザイナー、クリエイティブ
ディレクター） 

天川エリアキュレーター KIKI（モデル） 
曽爾エリアキュレーター ⻄岡 潔（写真家、アーティスト） 

 
参加作家 
吉野・天川・曽爾：菊池宏⼦＋林敬庸、齋藤精⼀、村⽥美沙 
吉野：井⼝皓太、⼤原⼤次郎、⼒⽯咲、NAZE、VOU、magma、MACCIU、松⽥将英、⽶澤柊 
天川：ATSUSHI、覚和歌⼦、華雪、川⼝⼤輔、KIKI、坂本⼤三郎、寒川⼀、⻄尾美也、平勝久・平
瑞穂／STUDIO PREPA)、横⼭寛多 
曽爾：岩⾕雪⼦、尾柳佳枝、CALMA by RYO OKAMOTO、北原和也、⼩松原智史、三瓶裕治、⻑岡綾
⼦、永沼敦⼦、⻄岡潔、前⽥エマ              
NARA Program：タカホリイ、松⽥⼤児 
ウェブサイト：https://mindtrail.okuyamato.jp   
 
概要お問合せ：奥⼤和地域誘客促進事業実⾏委員会事務局（奈良県総務部知事公室奥⼤和移住・交流

推進室内） tel：0744-48-3016  
広報お問合せ：株式会社いろいろ press@iroiroiroiro.jp 


