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１．はじめに

　筆者ら1は2014年９月19日，ベルゲン大学グリーグ・
アカデミー音楽療法研究センター（GAMUT）にブリュ
ンユルフ・スティーゲ氏を訪ねてインタビュー調査を
実施し，また同氏のコーディネートにより，アスケー
島にあるオラヴィケン病院での訪問調査を行った2。
本稿はそれらの紹介，検討を通し，ノルウェーのコミュ
ニティ音楽療法の特質と意義について考察することを
目的としている。
　スティーゲ氏は現在，ベルゲン大学教授であり，同
大学グリーグ・アカデミー音楽療法研究センター，及
び共同健康研究所の所長である。彼は，コミュニティ
音楽療法の理論的なリーダーとして，国際的にその名
を知られており，数多くの著書，論文を執筆している。
主著『文化中心音楽療法』3，及び国立音楽大学（東京）
での講演会記録4については，邦訳出版されている5。
　以下，まずスティーゲ氏へのインタビューを紹介し，
次にそれに先駆けて実施したオラヴィケン病院での訪
問調査の概要を示す。それらを音楽療法，心理療法，
音楽教育等の視座から考察することで，コミュニティ
音楽療法の特質と意義について明らかにしたい。

２．コミュニティ音楽療法とは何か
 
 インタビューでは，まずスティーゲ氏から，「コミュ
ニティ音楽療法とは何か」についてレクチャー頂き，
その後，コミュニティ音楽療法に関する質疑応答，と
いう手続きを踏んだ。以下，レクチャーの概要である。

１）コンテクストの重視
　日本は音楽療法，そしてコミュニティ音楽療法の受
容という観点からして，とても興味深い国だと考えて
いるため，日本の人々から質問を受けることを，とて
も喜ばしく思っている。「コミュニティ音楽療法とは
何か」という問いについても，実は面白みを見い出し
ている。なぜならば，ある国と，例えばその隣りの国
とでは，アプローチに若干の相違が生じるからである。
それは，コミュニティ音楽療法の前提の一つである「コ
ンテクストが差異を産み出す」を想起すれば，理解で
きるであろう。したがって，コミュニティ音楽療法が
日本，ノルウェー，アメリカで同じということは，あ
り得ないのである。
　このことは実は，時に音楽療法全般の問題とも通底
している。もし音楽療法の伝統のない国の学生が，例
えばアメリカで音楽療法を学んで帰国し，アメリカ流
の方法で自国の音楽療法の発展を試みるとする。しか

　本研究は，「コミュニティ音楽療法」の理論的牽引者として世界的にその名を知られるブリュン
ユルフ・スティーゲ氏（ベルゲン大学教授）へのインタビュー，及び氏のコーディネートによるオ
ラヴィケン病院への訪問調査を通して，ノルウェーのコミュニティ音楽療法の特質と意義について
考察することを目的としている。
　インタビューの結果，「コミュニティ音楽療法」が，そのコミュニティの置かれている文化的コ
ンテクストを重要視していること，ノルウェーの音楽療法自体が社会民主主義的な政治的伝統のも
と，人々による文化的アクセスの平等を徹底するための一端を担いつつ発展してきたこと，「コミュ
ニティ音楽療法」が人権，社会正義といった事項を，音楽療法をめぐる議論の重要なアジェンダに
据える貢献をなしてきたこと等が明らかになった。またオラヴィケン病院の訪問調査を通し，ノル
ウェーの実践現場において音楽療法士は，医師や臨床心理士らと対等な立場でチームを組みながら，
患者にとって最適な形態，長さ、内容のセッションを展開できるだけの自律性とフレクシビリティ
が保障されていることを垣間見ることができた。
〔キーワード〕スティーゲ　　コミュニティ音楽療法　　コンテクスト　　社会正義　　人権
　　　　　　　社会変革　　クナーダル

ノルウェーのコミュニティ音楽療法に関する一考察
―スティーゲ氏へのインタビュー，及びオラヴィケン病院への訪問調査を通して―

杉田　政夫*ａ，青木　真理*ｂ

伊藤　孝子*ｃ



2015－ 756 福島大学総合教育研究センター紀要第19号

し，これはおそらく，常に最良の方法とは限らないで
あろう。これに対して，コミュニティ音楽療法の前提
には，文化とコンテクストへの「敏感さ」がある。し
たがって世界のコミュニティ音楽療法のプロジェクト
は，非常に異なった方法で展開されている。
　例えば日本のプロジェクト「音あそびの会」では，
いわばミュージシャン的展望のもと，音楽療法士が極
めて創造的にミュージシャンと協働して即興を創出
し，また障害のある人々のアクセスを可能にすること
である種のコミュニティを形成し，一緒に音楽を創り
上げている6。産み出す音楽がとてもおもしろい。南
アフリカでもとても興味深いプロジェクトがある。ア
パルトヘイト後のサービスは，選ばれし少数に対して
ではなく，貧しい人々にもアクセス可能に構築されな
くてはならない。非白人居住地域ではリソースが充分
ではない。ここで明確になるが，もしアメリカやヨー
ロッパ・スタイルによる伝統的な個人ベースの音楽療
法の模倣を南アフリカで行うと，とても排他的，芸術
家チックなものになってしまうであろう。ここの音楽
療法士にとっては，コミュニティにおいて問題を抱え
ている一般の子ども達にアクセスするための方法をい
かに見つけ出すかが，極めて重要である。

２）ノルウェーにおける音楽療法の歴史的展開
　ノルウェーでは，社会民主主義的な伝統のもと，平
等や人権といった価値観が育っていった。この国の音
楽療法は，1960年代にもそのシーズ（起源）はあった
が，主には1970年代に成立したといってよい。学会が
1972年に創設され，1978年に最初の養成コースがオス
ロ（ノルウェー国立音楽大学）に設立された。ベルゲ
ン大学のコースは，1988年に設置された。
　1970年代，北欧の社会民主主義型の福祉国家は，ア
クセスの平等を重視した。すなわち学校，医療，サー
ビスへのアクセスの平等である。70年代は，文化的活
動へのアクセスの平等がどの程度，実現できているか
について，多くの議論が交わされた。それを通じて，
音楽等の文化的活動にあまりアクセスできていない集
団があることが，次第に明らかになっていった。移民，
子ども，高齢者，障害者など幾つかの集団である。人
権や社会民主主義的な伝統に基づき，参加することの
重要性が考慮され，全ての人々が音楽や文化に参加す
るためのアクセスを創出することに，焦点が当てられ
た。これが1970年代の一般的な政治的思潮であり，音
楽療法はまさにそのような時期に成立したのである。
こういった事項は，いわば出発点からノルウェーの音
楽療法言説の重要な部分を構成していた。この国の音
楽療法の主要なパイオニアであるエヴェン・ルードに
よる1970年代後半や80年代の著作を見れば，そのシー
ズを見い出すことができる。彼自身は「コミュニティ
音楽療法」という用語こそ使わなかったが，人権や音

楽的参加の権利について論じている。これらのシーズ
は価値を持ち続け，また理論的展望をもたらした。
　当初，ノルウェーの音楽療法実践は，より保守的な
ものであった。それは構造的な理由による。なぜなら
その当時，多くの障害者は通常，施設で暮らしていた。
施設職員が音楽療法に関心を持つに至り，彼らは音楽
療法士をゲストとして招き，音楽療法士は伝統的な施
設のコンテクストにおいて実践した。
　1972年，文化と音楽を全ての人にアクセス可能とす
ることを強調した国内法が国会で可決された。参加す
ることの権利である。政府はこれを10年間に渡り評価
し続けたが，実現化に至っていないことが確認された。
1980年代，音楽療法はこれを実現するための一端を担
うべく，参画を開始した。障害者らによる合唱，ブラ
スバンド，コミュニティ音楽学校へのアクセスを創出
することで，音楽を彼らにとって利用可能なものにし
た。またこれを実現するため，音楽療法士は音楽教育
者や各部署の人々と連携した。幸運にも若かった私は，
音楽療法士の一員として，それらの仕事に携わった。
　よりコミュニティを重視した音楽療法活動が開始さ
れたわけであるが，それは以前の施設内で行われてい
たものとは大きく異なっていた。地域コミュニティに
おける参加型の実践の開始は，それ自体が挑戦でも
あった。伝統的な音楽療法ではある種の学習経験，す
なわち学習や再学習がいかに機能するかを重視する傾
向が強いが，この実践はそれとは全く異なっていた。
したがって，80年代は実験的な期間であったといえる7。
　当時，国際的にもまだこのような音楽療法言説が存
在しなかったため，ノルウェーではこの手法の発展を
試行した。（今日では，ドイツやアメリカでもほぼ同
時期に類似した興味深い動きがあったことを知ってい
るが，当時はそうではなかった8）。しかし，個人に焦
点化する伝統的な音楽療法とは異なっていたため，か
ような実践は，学術誌や教科書において過小評価され
た。

３）コミュニティ音楽療法への国際的関心の高まりと
　その背景
　1990年代に変化が起き始めたが，それはとてもゆっ
くりとしたものであった。1993年に音楽療法の国際学
会でこの理念を発表したが，この方向性の論文はほと
んどなく，孤独に感じたのを覚えている。それと比し
て，2002年のイギリス，オクスフォードでの会議では，
全てが変化していた。同年の会議で，コミュニティ音
楽療法は論争の主要なトピックとなったのである。
　国際的にみて音楽療法は，この15～20年の間に劇的
な変貌を遂げている。簡略化するならば，大きくは３
点を挙げることができよう。第１は最初に述べたよう
に，音楽療法におけるコンテクストの重要性への気づ
きである。第２に，過度な個人主義的展望に基づく療
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法実践への批判であり，他方で社会的，コミュニティ
的な側面への関心の高まりである。第３の変化は，テ
クノロジーの進歩によるもので，インターネットは国
際的な交流の可能性を高めた。例えばインターネット・
ジャーナルVoicesは2001年に開始され，コミュニティ
音楽療法はVoices上で重要な論点となった。我々はグ
リーグ・アカデミー音楽療法研究所で文化，コンテク
スト，インクルージョン（包摂）に焦点を当てたいが
ため，Voicesを創刊した。同誌の発展ということで強
調したいのは，それが全ての大陸，国のためのジャー
ナル，ということである。我々はもう一つ，より伝
統的な科学的ジャーナル『北欧音楽療法誌』（Nordic 
Journal of Music Therapy）も刊行しているが，論文はア
メリカ，ヨーロッパ，日本，オーストラリアからのも
のが中心であり，アフリカや南米からはほとんどない。
つまり伝統的なアカデミック・ジャーナルは少数の
国々しか関わっていないが，Voicesは全ての大陸，国々
に出ていき，全ての＜声＞を集めたい。論文は英語だ
が，併せて自身の国の言語，つまり二つの言語で書い
てもらえると，非常に嬉しく思うし，またそれを推奨
したい。

４）コミュニティ音楽療法の国際的な展開
　2002年周辺にコミュニティ音楽療法は，世界的な成
長といった面で力強い動きを示し始める。それはコン
テクストにさらなる意識を向けるという方向性や，社
会的プロセスにおける人権への注目などの変化に貢献
したと考えている。また社会正義や人権といった論点
を，音楽療法のアジェンダに据えることにもなった。
このような事項は，それ以前には話題にされることも
なかったが，現在では活発に議論されている。それは
我々がコミュニティ音楽療法に望んでいたことの一つ
であり，この領域への貢献と考えている。
　人々がどのようにコミュニティ音楽療法について考
えてきたかは，国ごとに非常に異なっている。幾つか
の国では論争になっており，たくさんの議論がなされ
ている。別の国はそうすべきであるとして受け入れて

いる一方で，あまり注意を払っていない国もある。つ
まり，国際的な違いがある。興味深いトピックとして
は，コミュニティ音楽療法と，当該国のより医学的な
モデルによる療法との関係である。それらは国によっ
てかなりの相違があり，いくつかの国では協働できて
いる一方で，衝突を起こしている国もあるように思う。
　私の個人的認識では，コミュニティ音楽療法で最も
重要なのは，音楽療法と人権の関係を議論に導入した
ことであり，『コミュニティ音楽療法入門』 第７章で
も論じている9。人権についての議論は進行形であり，
何らかの合意が提示されているわけではないが，社会
正義と音楽療法の関係，社会における人々の参加する
権利，といった論点について，この学問領域において
議論を起こすことはとても重要である。

３．コミュニティ音楽療法に関するイン
　タビュー
　
１）「コミュニティ音楽療法」と「コミュニティ音楽」
杉田：あなたの本10や，ゲイリー・アンスデルの2002
年のディスカッション・ペーパー11からすると，イギ
リスでは「コミュニティ音楽」の伝統と，「コミュニティ
音楽療法」とが次第につながっていった，という様に
読み取ることができる。ノルウェーの場合はどうだっ
たのか。ノルウェーでは，コミュニティ音楽の伝統は
あったのか。

スティーゲ：これは言語や，文化習得の相違という点
からも興味深い質問である。例えば日本語には「コミュ
ニティ」に相当する用語がないと聞く。ノルウェー語
も同じで，直接的に当てはまる多義的な言葉がない。
したがってノルウェー語では複数の言葉を使ってそれ
を示す。故にノルウェーでは，「コミュニティ」とい
う言葉が，イギリスやオーストラリアほど主要ではな
い。これはある種，アングロアメリカ的なコンセプト
である。アングロアメリカの国々では，「コミュニティ
音楽」と「コミュニティ音楽療法」という言葉上の類
似性と，また彼らが強固で特有な「コミュニティ音楽」
の伝統を有していたため，重要なトピックとなったの
である。
　ノルウェーの状況は，それとは異なる。言語上の相
違，及び同種のコミュニティ音楽の伝統を持っていな
かったからである。イギリスでは，コミュニティ音楽
療法を，コミュニティ音楽と音楽療法との結節点と考
えている人々もいるが，ノルウェーの人々はそうでは
ないであろう。我々もまた，強いアマチュア音楽の伝
統を有してはいる。人々は合唱で歌い，ブラスバンド
で演奏するのが好きである。コミュニティには数多く
のアマチュア音楽活動がある。しかし、それらを通常，
コミュニティ音楽とは呼ばないのである。写真１　スティーゲ氏



2015－ 758 福島大学総合教育研究センター紀要第19号

ゲイリー・アンスデルの研究は、コミュニティ音楽療
法にとって，国際的にとても重要である。彼は2002年
にVoicesに論文を執筆したが，おそらくそれが多くの
人々にとってコミュニティ音楽療法の概念との出会い
となった。彼はコミュニティ音楽療法にとても大きな
貢献をしている。彼は私の友人でありよく話すが，彼
の国と私の国とでは歴史が異なることをお互い理解し
ている。両国ではコミュニティ音楽との関係も異なる
し，おそらくノルウェーよりもイギリスの方が，コミュ
ニティ音楽療法は論争の的となるだろう。

杉田：近年イギリスでは，「コミュニティ音楽」の研
究が盛んであり，私も関心を寄せている。例えばリー・
ヒギンスは，ちょうどあなたが「コミュニティ音楽療
法」の定義づけに慎重であるように，「コミュニティ音
楽」とは何かについて注意深い定義を試みている12。
また関連して，あなたが新著『コミュニティ音楽療法
入門』にて新たに提示した「コミュニティ音楽療法」が
有する７つの特質についても，興味を抱いている13。

２）「ミュージッキング」概念をめぐって
杉田：次に，あなたの著書において重要な概念となっ
ている「ミュージッキング」についてお尋ねしたい。
近年，コミュニティ音楽療法の分野では，クリスト
ファー・スモールの「ミュージッキング（musicking）」14

から，デイビッド・エリオットの「ミュージッキング
（musicing）」15 へとスペリングを変更しつつあるとい
う指摘がある16。背景にエリオットの影響力が強まっ
ているということはあるのか。例えばあなたの本によ
ると，エヴェン・ルードがコミュニティ音楽療法を定
義する際，「パフォーマンスに基づく」と述べたこと
から，大論争になったとある17。音楽教育研究の立場
からすると，「パフォーマンスに基づく」という用語は，
当該領域に多大なる影響を与えたエリオットの音楽教
育哲学を想起するのだが，どう思われるか18。

スティーゲ：デイビッド・エリオットは，アメリカの
音楽療法士にとってとても重要だと考えている19。そ
して彼は，コミュニティ音楽療法にも関心を寄せてい
る。おそらく，ノルウェーやヨーロッパでは，クリス
トファー・スモールの影響の方が大きいであろう。ま
たスペリングによる混乱も大きい。例えばミュージッ
キングのスペルに「ｋ」を入れるのを好まない人，あ
るいは「ｋ」を使わないまでも，エリオットよりもス
モールにインスパイアされている人もいる。このよう
に，時折スペリングによる混乱が生じていると思われ
る。ただしこの国では，エリオットよりもスモールの
影響の方が大きいことは，明白である。
　ところで，「位置付けられた（situated）活動として
の音楽」という考え方自体は，もちろんスモールより

も古くからあり，彼はそれをより説得的な方法で明示
した，ということなのである。その考えは何十年も前
から民族音楽学の一部にはあったし，また何年も前か
ら音楽療法言説の一部をなしていた。例えばエヴェン・
ルードの1987年の博士論文では，「活動としての音楽
療法」が議論されている。それはある意味，11年後の
スモールのアイデアと近似している。また教育におけ
るヴィゴツキー派の伝統とも類似しており，「人間（の
学習）は活動，参加によって構成される」という考え
も，これと近い。これは私の見解ではあるが，ヴィゴ
ツキーを発端とする活動理論は，スモールと大いに関
連している。そしてヴィゴツキーは，ノルウェーの音
楽療法シーンで1980年代以降，あるいはルードの研究
以降，影響を与え続けているのである。私を含め，多
くのノルウェーの音楽療法士が援用しており，スモー
ルの研究とも親和性が高い。
　ある博士課程の院生は，刑務所で服役している人を
対象としたコミュニティ音楽療法に取り組んでおり，
服役後，コミュニティに復帰するまでを扱っている。
別の院生は，子どもの福祉を扱っており，困難を抱え
る子どもがいかに社会的に包摂されるかについての研
究に取り組んでいる。彼らはいずれもヴィゴツキー派
にインスパイアされている。

３）コミュニティ同士の相互作用，及びヴァーチャル
　なコミュニティは可能か？
杉田：次に，あなたは個人とコミュニティとの相互作
用に焦点を当てているが，あるコミュニティと別のコ
ミュニティとの相互作用，または関係性についてはど
う考えているのか？例えばベルゲンには多くのコミュ
ニティ音楽療法士がいると思うが，彼らが近隣のコ
ミュニティに影響を与えているのだろうか。
　あるいはインターネット社会である今日，Voicesの
ように，影響を世界的に伝播・拡散することが可能と
なっているが，このことによりコミュニティ同士の物
理的，実質的な距離を超えて，グローバルなコミュニ
ティが形成される可能性はあるのだろうか。

スティーゲ：ヴァーチャルなコミュニティの可能性，
という興味深い問いである。
　まずコミュニティ同士の相互作用についてである
が，生態学的（エコロジカル）に考えるならば，その
連鎖は止まることなく，関連し続けることになる。人
とつながり，集団とつながり，コミュニティとつなが
る。しかし実際には，人々はあるコミュニティで実生
活を送っているため，コミュニティ同士の相互作用は
ある程度しか起こらないし，また頻繁ではないと思う。
　とはいえ，時折そのようなことが生じることもあ
る。例えば居住家屋の向上や病気予防に取り組む音楽
療法士が，高齢者の合唱団で活動する際，小さな町の
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高齢者合唱団と，別の小さな町のそれとが一緒にフェ
スティバルをしたり，協働したりする際，そのような
ことが起こり得る。
　Where music helps20という著書があるが，これはエス
ノグラフィックな手法による事例研究に基づいてい
る。同書は４か国における８つのコミュニティ音楽療
法プロジェクトで構成されており，南アフリカ，ノル
ウェー，イスラエル，イギリスから各２例ずつが取り
上げられている。例えばイスラエルの一事例では，二
つの合唱団が協働することが決まって以降、そこでな
された全てのチャレンジや、生じた問題について詳論
されている。
　参加型の側面を探究した良い事例もある。例えば音
楽療法士によって余りに導かれすぎると，参加者は
権限を奪われたかのように感じてしまう。したがっ
て，彼らは意思決定の過程にも参加する必要がある。
共著者の一人，コハヴィト・エレファント（Cochavit 
Elefant）は，いかにしてコミュニティをつなぐかに
ついて，担当の章で重要な議論を展開している。
　この生態学的理念への質問はとても興味深い。その
連鎖は止まることがないため，未来ではあなたの言及
したヴァーチャル・コミュニティが重要になるだろう。
ただし，私の知る範囲内では，まだヴァーチャル・コ
ミュニティに関わった音楽療法プロジェクトはない。
ローカル・コミュニティでグループとして働く場合に，
プロセスの一部として，インターネットのリソースを
共有する，という組み合わせはあり得るだろうが。

４）「コミュニティ音楽療法」と生態学的な環境
青木：私は音楽療法については専門外だが，あなたの
著書『文化中心音楽療法』を読み始め，非常に刺激を
受けている。臨床心理士として，生態学的な状況が，
そこに住む人々の生活やパーソナリティにいかなる影
響を与えているのかに関心がある。あなたは常々，自
身が西ノルウェー，フィヨルドエリアの人であること
を強調しているように感じる。あなたの実践的なコン
テクストは，フィヨルドエリアとしての生態学的な状
況に基づいているように思うが，どうだろうか。例え
ばオスロ市の実践と比べて，フィヨルドエリアとして
の生態学的状況が，あなたやあなたの実践にどのよう
な影響を与えているのだろうか。

スティーゲ：私自身はオスロで育ったので，都市部の
ことも分かってはいる。まずは，再びコンテクストの
話に戻りたい。ノルウェーは小さな国であり，我々は

（日本のような）大都市を持たない。そしてノルウェー
では田舎エリアと都市で働くのでは，いまだにかなり
の違いがあると思われる。
　『文化中心音楽療法』を執筆した当時は，ここベル
ゲンではなく，サンダーネに住んでいた。2,000人規

模の小さな町で，田舎エリアである。私の仕事は，そ
こでのコンテクストに影響を受けている。サンダーネ
とベルゲンとでは，幾つかの違いがある。サンダーネ
では，あまり専門的な医療サービスが無かったため，
コミュニティ・サービスが，ここ以上に重要であった。
また小さな町だったので，全ての人が全ての人の良い
点，悪い点を含め知っていたため，活動の融通性，柔
軟性が高かったのである。
　ベルゲンに来た当初は，都市でのコミュニティ音楽
療法の経験がなかった。ここに来て８年間が経過し，
現在ではコミュニティ音楽療法プロジェクトを都市に
おいて研究している博士課程の院生を指導している。
両者間では，共通する部分と絶対的に異なる部分があ
る。例えばサンダーネでは，公共的なパフォーマンス
をすれば，容易にコミュニティへのアクセスが可能と
なるため，それはインクルージョンの過程として機能
するであろう。一か所でも公共的パフォーマンスをす
れば皆が気づくため，行きわたるのは極めて速い。し
かし，ここでは状況が大きく異なる。メディアを別の
方法で用いなくてはならないし，より多くのパフォー
マンスが必要であり，コンテクストをまたがって関係
性を構築するためには、さらに活動的になることが求
められる。このように異なる部分はあるが，過程につ
いては類似している。

青木：コミュニティ音楽療法の活動やパフォーマンス
が，町そのものを変えていく可能性を持っていると思
うか？

スティーゲ：私のもとに子どもの福祉を研究している
博士課程の院生がおり，子どもをワークショップに招
待しているが，一か所だけでなく，色々な場所で何度
も繰り返し行うことで，彼らは次第に集うようになっ
た。そこでは一緒に音楽活動をするのみならず，この
状況について話すようになり，それから歌を書くよう
になった。その歌は，児童福祉システムに参加するこ
とについての自身の経験についてであったり，またそ
のシステムへの批判であったりもする。時にユーモア
でもって批判する子どももいれば，そのシステムにお
ける困難を語ることで，直接的ではなく間接的に批判
する子どももいる。
　我々は，子どもたちがそれらの歌をとても歌いた
がっているのを良く知っている。なぜなら，児童福祉
領域で働く大人に聴いてもらいたい，知って理解して
もらいたいからでる。彼らは政治家にも聴いて理解し
て欲しいのである。そのようなモチベーションが，あ
なたが言うようにコミュニティを大きく変え得るであ
ろう。ストーリーについて話すことができ，それが聴
かれ，ポジティヴなフィードバックを得ることは，非
常に強いエンパワー的な経験になると考える。ある場
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合には失望して，もっと実質的な変化を望むこともあ
ろう。時にはエンパワーとなり，時には失望となる。
なぜなら，世界を変えるには長い時間がかかるし，物
事を変えるにはさらなる努力が必要だからである。物
事はしばしば，若い人が期待するよりも，ゆっくりと
進むのである。

杉田：あなたが『文化中心音楽療法』で述べている，
「音楽を通した社会変革」を想起する21。

スティーゲ：それは議論の一部分をなしているし，コ
ミュニティ音楽療法の哲学と理論の一部でもある。何
が可能なのか，ということもコンテクストに依拠する
のである。

５）なぜ「音楽」なのか―音楽療法と心理療法
青木：それは音楽の力でもあろう。『文化中心音楽療法』
を読んでも，ソルグン・クナーダル氏やトム・ネス氏
の実践の話を聞いても，音楽の力を感じる。なぜ音楽
なのか。音楽に匹敵するような人とつながりや関わり
を持ち、結び付けるもの，ある人とコミュニティやコ
ミュニティ同士を架橋するものは他にあるのだろうか。

スティーゲ：個人的には人間のコミュニティにとって
重要な活動は，ダンス，演劇，スポーツなどたくさん
あると思っている。したがって音楽だけではない。た
だ，音楽はある部分が特にパワフルだと考えている。
音楽は，赤ん坊から認知症の高齢者までの全ての人生
のスパンに関与することのできる可能性において，と
ても強いと思う。また多くのリソースのある人から，
重いハンディキャップのある人やリソースの少ない人
まで関わることができるという点も強い。とてもフレ
クシブルに思われる。そしてまた多層的と言うことも
できるであろう。音楽は身体に直接来るものであると
同時に，認知的，感情的，社会的でもあるため、極め
て多層的なのである。

青木：私は日頃，心理療法やカウンセリングを言葉の
み，会話を用いて行っているが，私の実践と音楽療法
とで大きく異なるのは，音楽療法におけるフィード
バックの力ではないかと思う。クライエントが音を出
したら，その音はクライエント自身に戻ってくる。会
話による治療の過程では，時には患者から「分かった」

「理解できた」というような良い言葉が出てくること
もあるが，比較的まれである。それに対して音楽は，
彼／彼女に直接返ってくる。それが音楽療法における
重要なポイントだと思う。またそれは個人的なだけで
なく、相互作用的でもある。

スティーゲ：私も同意する。社会空間における瞬時の

具現化は，即時的な相互作用を起こさせる。ちょうど
ソルグン・クナーダル氏を訪ねる授業で，音楽療法に
おいては，いかに療法士の積極参加が求められるのか
について，学生と話したところである。音楽療法では，
受動的であったり，中立的であったりすることはでき
ない。実際，非常に活発な相互作用，やりとりに参加
しなくてはならない。

青木：私は実践において，中立的であろうと努める。

スティーゲ：それがカウンセリングや心理療法の伝統
だが，音楽療法の場合、それでは機能しない。音楽療
法では，中立的であることは不可能であり，療法士と
して相互作用のアクティブな役割を担う。我々は，中
立的であろうとする代わりに，参加において省察的で
あろうともする。

青木：一方で，音楽療法は遊戯療法と似た部分を感じ
る。私は時々子どもに遊戯療法を行うが，そのセッショ
ンでは受動的なだけではなく，むしろアクティブに子
どもに反応する。音楽療法にとても似ていると思う。
それで今，大人のセッションで，遊戯療法や音楽療法
のようなことをしたいと考えている。

スティーゲ：面白いアイデアだと思う。音楽療法が，
心理療法やカウンセリング，（音楽）教育とどう似て
おり，重なっているか，あるいはどう異なっている
か，というトピックは興味深い。もし関心があれば，
Voicesに執筆することを是非勧めたい。我々は多様な
国からの論文，及び，多様な専門分野からの論文を望
んでいる。我々は，より学際的になりたいのであり，
教育学，音楽教育，カウンセリング領域からの寄稿に
とても関心を抱いている。私は編集チームの一員であ
るが，昨年，より学際的であることが明白となるよう，
名称の変更について議論した。名称をVoicesから『音楽，
健康と社会変革』22に変えることを提案したが，受け
入れられなかったのでそのままであるが，別の学問領
域からの論文を欲しているので，大いに歓迎したい。

４．オラヴィケン病院への訪問調査

　筆者らは同日の９月19日，スティーゲ氏へのインタ
ビューに先駆けて，氏のコーディネートにより，「コ
ミュニティ音楽療法」をはじめ数々の重要な音楽療法
プロジェクトを手掛けてきたオラヴィケン（Olaviken）
病院を訪問調査する機会を得た。
　カーテ・スコーゲン（Kate Skorgen）看護師長（女性）
が病院の概要を説明し，その後，音楽療法士のソルグ
ン・E.・クナーダル（Solugun E. Knardal）音楽療法士（女
性）が当院での音楽療法の実際を，パワーポイント資
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料を用いて紹介した。その後，病院の庭園を散策，見
学した。以下，インタビューの概要を示す。

１）オラヴィケン病院とは
　オラヴィケン病院はNPO法人で，管理主体はノル
ウェー女性衛生組織である。アスケー島に位置し，島
へはフェリー，もしくは橋を渡る陸路があり，車だと
ベルゲン市内から20分程度である。
　精神科病院と老人ホームの２部門に分かれている。
収容施設はハンチントン病患者に特化しており，８名
を収容している。今回のインフォーマントは，全員精
神科病院に勤務するスタッフであった。精神科病院は
３病棟に分かれており，患者数は20名で，大半が認知
症だが，重篤な精神症状を持つ患者もいる。第１病棟
は不安と鬱を症状とする患者で，50代から60代以上が
多いが，まれに50代以下の若い患者もいるという。
　スタッフは精神科医，内科医，看護師，臨床心理士，
ワーカー，音楽療法士，栄養士などで構成されている。
治療法は、臨床心理士による集団精神療法と個人認知
行動療法，音楽療法，犬を使ったアニマルセラピーな
ど多様で，それらをチームで行っている。
　1950年代に設立された当初は，小児結核患者のため
の治療・収容施設であり，70年代に精神科治療を行う
老人ホームとなった。80年代に成人のための精神科病
院となり，90年ごろ，老人に特化した精神科治療を行
う施設（国内唯一）となった。併せて，音楽療法士や
看護師を志す学生の実習訓練も行っている。ベルゲン
市内に当院の分院があり，老人医療とハンチントン病
治療を行っている。
　臨床心理士は家族支援グループ，認知行動療法，マ
インドフルネスを基礎におく治療（最近ノルウェーで
広がりつつある）などを行っている。オランダで開発
されたMarte Meo方式をとりいれて，指示内容をビデ
オで示すようにしている。
　当院に来る患者の多くは老人ホーム入居者で，何ら
かの問題（行動上など）を抱えて短期集中的な入院治
療を受けにくる。治療は通常35日間である。最大は６
か月だが，ごくまれである。この限られた時間のなか
で、多職種間連携のもとに治療が行われる。
　例えば行動面に問題のある老人ホーム入居者が入院
すると，スタッフはその行動の背景・要因を調査し，
スタッフ間の話し合いを重ねてその患者にとってベス
トな対応を見い出し，患者が属する老人ホームに処遇
計画を示す。具体的には，入院中の患者の健康状態や
心理状態に改善がみられた活動を，退院後の日常生活
でもそれに類することを続けられるようアドバイスを
行う。患者の社会的孤立の緩和やQOL向上のために，
ベルゲン市内の分院にあるデイケアセンターで治療・
ケアを継続して行うこともある。
　患者の多くは自律的な生活を送ることをあきらめて

いるが，生活技術訓練を通じて，自律した生活を送れ
るように援助している。認知症の患者にも不安の問題
などあるので，認知行動療法で対応している。

２）オラヴィケン病院における音楽療法
　以下，音楽療法士，クナーダル氏によるプレゼンテー
ションの概要である。
　音楽療法では患者の歴史，患者がそれまで使ってき
たリソースを重視する。当院の入院期間は平均35日で，
治療の目的は多職種連携による観察を行い，患者が自
宅もしくは老人ホームに戻るに際して，使用可能な介
入方法を提案することにある。
　特徴的な治療法の一つとして，Marte Meo方式を導
入している。これは映像を使って患者の問題（例えば
ヘルパーとのコミュニケーション）を解決しようとす
るものである。患者と家族の許可を得て，問題のシー
ンを録画し，スタッフはその映像に現れた相互作用を
分析し，適切で支持的なコミュニケーションへと改善
することに焦点化する。
　音楽療法研究は現在，ノルウェーではベルゲン大学
を中心に行われており，例えばRidder, Stige, Ovaie & 
Gold（ベルゲン大学）「エイジングとメンタルヘルス」

（2013）は，認知症患者の興奮に対処するための個別
音楽療法の効果を検証したものである。それによると
６週間の音楽療法が，患者の興奮・混乱を減じ，投薬
量の増加を防ぐという結果が出た。
　音楽療法の目的の一つは，患者の世界と客観的な世
界の間にコンタクトを創出することである。患者に提
供される刺激と活動は患者自身が持つそれまでの経験
と興味につながるものであるべきである。つまり，患
者のこれまでの人生における道具としての音楽，感情，
旅，人間関係，経験などとの関連である。そして，も
う一つの目的は患者が他者と共にいて，相互に関わる
可能性を増やすことにある。重要なのは，患者を混乱
させる刺激を避けることである（Engedal & Haugen
2004）23。当院の音楽療法では，協働者，患者本人，家族・
親族との間のやりとり・連携を重視している。それは
文書と会話によるものである。

３）音楽療法の事例
　クナーダル氏の自験例が，映像とともに紹介された。
①　事例の概要
　70代男性で重篤なアルツハイマー病を持つ。社会的
な援助を受けずに自宅で長く暮らし，妻は疲れ果てて
いた。言語コミュニケーションは減少し，わずか数語
のみの状態であった。興奮すると怒り，叫び，脅すよ
うな身振りをするが，身体的暴力はなかった。欲求不
満時には顔が赤くなり，呼吸が速くなり，うなり始め，
声が次第に大きくなる。
　アルツハイマーを発症して数年たっていたにもかか



2015－ 762 福島大学総合教育研究センター紀要第19号

わらず本格的な治療を受けずに経過していた。家族が
対応しきれなくなり，精神科救急外来を経て当院に入
院した。希死念慮あり。元配管工で，趣味で音楽を演
奏していた。
②　音楽への取り組み
　彼の運動機能は低下しており，かつて歌った曲の歌
詞も忘れていた。楽器を手に取って弾こうとするが，
弾き方が分からず欲求不満となる。弾き始めると，途
中でやめて，最初に戻って弾く，また途中でやめて最
初に戻る，の繰り返しで，自宅でアコーディオンの同
じフレーズを８時間弾き続けたこともある。
③　音楽療法のプロセス
　スタッフは，彼にとって音楽は重要なものと思われ
るので，取り組ませたいと考えた。音楽療法の枠組み
を構築するために，楽器演奏に取り組ませ，それに対
する反応と限界を観察した。音楽療法のセッションを
重ねたのち，スタッフは退院後，老人ホームで取り入
れることのできる方法を推奨した。
④　音楽療法の第3回セッション（ビデオ）
　この日の朝，患者は混乱状態にあった。音楽療法士

（クナーダル氏）が患者をピアノ前の椅子に誘う。患
者が座ると音楽療法士は正対し，微笑みながらハーモ
ニカを手渡した。患者はしばらく見ていて，それが自
分のハーモニカであることに気付いた。（クナーダル
氏は，クライエントがハーモニカを吹き始めた際、表
情が明るく転換したことに注目するよう示唆した）。
　音楽療法士は，患者が出すハーモニカの音を聞きな
がら，ピアノを弾く。患者が知っていると思われる長
調のメロディーを，音楽療法士は「ラララ」と歌いな
がら弾き，患者はそのメロディーをハーモニカで吹い
た（まだ身体は緊張している，とクナーダル氏は指摘）。
弾き終わったとき患者は両手を突き上げ，顔中で笑っ
た。間髪入れずに音楽療法士は，長調のワルツを弾
き始め，患者は左手をリズムをとるように動かしなが
ら、右手でハーモニカを吹く。曲が終わるとき音楽療
法士がピアノで「ソ，ド」と弾くとクライエントは口
で「ボンボン」と歌った。そしてビデオカメラを撮っ
ているスタッフの方を向いてにっこり笑って何事か話
しかけ，音楽療法士もそれに応じ，二人は握手した。
　３曲目に軽快なマーチ風のリズムをピアノが刻みだ
し，患者は胸をはり，左腕を胸の高さに持ち上げて，
右手だけでハーモニカを吹く。曲調を十分に理解して
のパフォーマンスと見える。ハーモニカにビブラート
をきかせる。演奏が終わり，患者の笑いが起こる。
⑤　事例の解題
　音楽はこの患者にとって重要な刺激であり，意味あ
る介入である。つまり彼にとって、音楽は死んでいな
かったのである。
　患者への直接的なセッションと並行して，スタッフ
は家族に対し認知症についての心理教育を行った。家

族と患者の間に変化が生じ，コミュニケーションが可
能になり，家族と患者が共に居る良い方法が見つかっ
た。家族は，言葉ではなく行動で患者を助けることが
できるようになり，関係を再び築くことができた。
　患者が収容された老人ホームに音楽療法士はいな
かったが，音楽療法について学んで取り入れたいとい
う動機づけが高まった。患者が退院して１年半くらい
経つが，その間クナーダル氏は４回ホームを訪ね，患
者の今持っている機能，リソースを活かすことを示唆
してきた。例えば彼が興奮して怒りを示すとき，看護
師がギターを弾くと，興奮を鎮めるのに役立った。ま
た認知症がこの患者にどのような影響を及ぼしている
のか，彼の怒りを示すサインは何か，彼の限界とリソー
スは何か，そしてこの患者のリソースを彼の利益のた
めに使う方法を教えた。特に楽器を使うこと，目と目
を合わせること，支援，信頼について伝えた。

４）オラヴィケン病院の音楽療法についてのまとめ
　クナーダル氏はオラヴィケン病院で唯一の音楽療法
士だが，ここで行う音楽療法はチーム医療の一環であ
り，それ以上でもそれ以下でもないという。臨床心理
士のシンドラ（Sindora）氏（男性）は，当院での音
楽療法実践を評して，以下のように述べた。「認知症
以外の社会不安などを持つ患者を対象としたグループ
音楽療法も効果がある。音楽療法は統合的な治療の場
だと思う。こうした患者は，ややもすればネガティヴ
な思考にとらわれがちだが，音楽療法はポジティヴな
感情を経験し，良い記憶をつくるのに役立つ」。
　調査者からの質問への回答を，以下に示す。
　紹介された事例での音楽療法セッションは，１日お
きに１回15分～20分位で，全部で20回程度行った。こ
の患者の場合，1回が長くなりすぎると、疲れてしまっ
たり，興奮をおさめられなくなったりと，ポジティヴ
な反応を示すことができなくなるという。
　事例の選曲は，家族にあらかじめ彼の好きな曲を聞
いておき，行った。加えて，それに類似した曲を示す
と，気に入って良い反応を示してくることがある。
　オラヴィケン病院での音楽療法は，多くの場合は集
団で行われている。個人療法は，患者が何らかの困難
を抱えており，その特殊なリソースに合わせる必要が
あるときに行う。集団音楽療法は，音楽または行動を
通じて集団の中に存在することが第一の目的となる。
　事例の患者も集団療法に参加するようになった。最
初は部屋に聞こえてくる集団音楽療法の音を聴いてい
た。その様子を見たスタッフが集団への参加に誘い，
実現したが，その際に時間制限を設けた。40分は彼に
は長すぎるので，参加した時間は15分程度であった。
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５．考察

１）スティーゲ氏のインタビューについて　
　スティーゲ氏が「コミュニティ音楽療法」に関する
最終的，決定論的な定義づけに慎重であることが，結
果的には生み出されるプロジェクトや諸実践に多様性
と奥行きを持たせているように思われる。各々の実践
はその国，地域，コミュニティに特有の文化，コンテ
クストを大切にしながら行われるため，自ずとバラエ
ティに富んだものとなる。
　しかし一方で，コミュニティ音楽療法は単にコンテ
クストの延長上に身を委ねるような受動的，消極的実
践ではない。厳しい社会状況に置かれているコミュニ
ティ，そこに住まう人々がいるならば，彼らのコンテ
クストに合致した音楽実践を起点に，社会正義の原理
に立脚し，時にはその原因とも対峙し，ひいては社会
変革までを射程とするような、力強さを兼ね備えたパ
ラダイムなのである。
　それにしても，ノルウェーと日本の今日的な音楽療
法をめぐる状況の懸隔は大きい。両国における出発点，
及びそれ以降の政治的思潮の相違が，その後の音楽療
法の展開に大きく作用しているように思う。社会民主
主義的な政治的伝統のもと，人権を意識し，文化への
アクセスの平等を徹底させる一端を担いつつ発展した
ノルウェーの音楽療法。80年代には既に民主主義，活
動への参加，社会正義といった理念に根差した実践が
展開されており，それらがコミュニティ音楽療法を支
える原理となっていったという。このような思想的背
景からすると，音楽療法室を越えて，セッションを社
会へと開いていく，という発想は，ごく自然に惹起し
たのかもしれない。
　対照的に日本は80年代以降，次第に新自由主義的政
策へと傾斜し，それが浸透してきた近年にあっては，
文化的アクセスの不平等は時に自己責任へと帰趨さ
れ，社会・文化的格差は，政治レベルのみならず，一
般社会においても是認されつつある感すらある。ス
ティーゲ氏はインタビューにおいて，コミュニティ音
楽療法についてどのように考えてきたかは，国によっ
て大きく異なると述べた。彼が示した区分からすると，
日本は全体的には，（多分に論争的要素が内包されて
いるにもかかわらず）「あまり注意を払っていない国」
に入りそうである。またコミュニティ音楽療法の理論
と実践への個別の努力や取り組みはあるものの，全般
的にはスティーゲ氏の言う「この15年～20年の間の劇
的な国際的変化」に乗り切れているとは言い難いので
ある。
　
２）クナーダル氏の音楽療法
　まずクナーダル氏の事例を心理療法の視座から考察
する。ハーモニカが自分のものだと気づいた瞬間，音

楽療法士とセッションできた瞬間，患者の内面で大き
な変化が起きたことがその表情からわかる。そして２
曲目が終わるときには，撮影者のスタッフにも働きか
けた。わずか10分ほどの時間経過のなかで，患者が自
閉的な世界から音楽療法士との二者関係に開かれ，つ
いで撮影スタッフという二者関係の外側にいる存在に
も開かれていく。このことは，患者が小さいながらも

「コミュニティ」へと開かれた過程と言えるのではな
いか。
　次に，リソースとしての音楽についてである。音楽
のもつ身体性（言葉を失いかけていても，ハーモニカ
を持てばその演奏方法が再現される）は患者の埋もれ
た機能・技術を呼び戻すことができる。音楽の持つあ
る種の大衆性（多くの人が知っている）は，患者を他
者の世界，外の世界につなげ得る力を有していると言
うことができるであろう。
　この事例で特に印象的であったのが，ノルウェーに
おける音楽療法実践の自由度，融通性の高さである。
紹介された事例の場合，15分～20分程度を１日おきに
約20回行い，退院後のフォローまでを行ったとある。
これは，高度福祉社会を支える制度的，財政的な公的
支援，並びに医療施設における音楽療法士の常駐とい
う条件が満たされているからこそ、可能となるのであ
る。翻って日本の場合はどうか。音楽療法セッション
を受けるに際し，ほぼ公的支援は見込めないため，利
用者・施設は一定の金額を支払うことになり，音楽療
法士には対価に見合ったサービスや効果がその都度求
められることになる。しかも医療施設における音楽療
法士の常勤職は未だ一般的ではないため，大抵は所定
の曜日にある程度の長さ（30分～１時間）のセッショ
ンを行うのが通例であり，本事例のようなクライエン
トにとって最良な時間設定に基づく個人セッションを
実施することは，今のところ現実的とは言えないので
ある。
　もう一つ印象に残ったのが，音楽療法士クナーダル
氏の湛える荘厳さ，並びに彼女へと注がれるスタッフ
からの敬意に満ちたまなざしであった。もちろん彼女
の力量やパーソナリティに起因する部分もあるだろう
が，医師や臨床心理士と対等に，あるいは時に指導的
役割を果たしつつチームで連携し，患者にとって最適
な医療サービスを提供しているのである。この点，と
りわけ医療施設の場合，医師や臨床心理士の監督、方
針の下，音楽療法実践を行うのが一般的な日本とは，
やはり対照的と言わざるを得まい。

６．おわりに

　「コミュニティ音楽療法」の理念と実践は，音楽教
育にも重要な問題提起してくれているように思う。子
どもたちの音楽的，文化的コンテクストには無頓着に，
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過去の聖典や伝統の継承，正統化ばかりを追い求める
ならば，あるいはコンテクストの行く末を見極めぬま
ま，子どもに迎合して商業ベースの音楽を，批評や精
査を経ずに採用してしまうならば，そのような音楽教
育は再考されなくてはなるまい24。
　我々からすると十分すぎるほどの民主主義レベルに
到達していると思われるノルウェーにおいて，それで
もなお音楽実践を通した社会正義や，よりよい社会へ
の変革を訴えるスティーゲ氏の力強い言葉には，とて
も心打たれた。「人権」や「平等」をスローガンで終
わらせず，その内実を突きつめようとする、かような
絶え間ない努力こそが，ノルウェーの民主主義や社会
正義を支えているのかもしれない。
　音楽療法、及びそれをとりまくポリティクスの彼我
のギャップは大きいが，日本にも「音あそびの会」や

「NPO法人三重音楽療法地域推進協会」，「うたの住む
家」25，「しょうぶ学園」等々の注目すべき諸実践が
ある。これらの訪問調査を通して，日本というコンテ
クストにおけるコミュニティ音楽療法の可能性や多様
性，意義を探っていきたい。また今回は実現できなかっ
たが，ベルゲンにおけるコミュニティ音楽療法の実践，
及びオスロでトム・ネス氏が展開している「ラグナ・
ロック」の観察を，次回のノルウェー調査で実施する
予定である。

【本稿は，科研費「人材活用型若者支援の構築に向け
て―デンマークと日本の比較研究―」（研究代表者：
谷雅泰　研究課題番号：24530986）による研究の一部
である。】
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