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翻 訳

要　　　旨

　臨床即興，あるいは創造的音楽療法（Creative 
Music Therapy, CMTと略記）は，60年代にポール・
ノードフ（Paul Nordoff）とクライヴ・ロビンズ（Clive 
Robbins）の両者によって示された元来の概念以降，
音楽的，器楽的なリソースの拡張，成人のメンタルヘ
ルスを含めた新たな実践領域，及び新しい理論的視座
において，目覚ましい発展を遂げてきた。コミュニティ
音楽療法の領域と同様に，CMTは理論的には近年の
関係的心理療法（relational psychotherapy）による
アプローチの影響からパフォーマンス理論，リソース
を大切にする考え方に至るまで，あらゆる分野の論議
から示唆を得ている。即興的アプローチにおける多元
的な観点は，近年発展しつつある精神医学的なリハビ
リテーションに関するコミュニティ・メンタルヘルス

の考え方とも適合すると思われる。この領域の多元的
観点は現在，エンパワメント理論から社会認知的アプ
ローチまでを範囲とする幾つかの理論的視座が求めら
れている。以下の（器楽を用いた）事例研究は，1953

年生まれの女性への音楽療法の結果を提示したもので
ある。約３年にわたるほぼ毎週のセッションにおいて
採用された基本的な音楽療法アプローチは，生の音楽
の聴取，即興演奏，キーボード・スキルの教育であった。
この即興的なアプローチにおいて行動に生じた変容を
説明するに際しては，４つの理論的視座からの考察が
なされた。すなわち関係的音楽療法，リソースを大切
にした音楽療法，演奏指向の音楽療法，及びコミュニ
ティ音楽療法である。とはいえ我々は，ａ）療法士に
よる認知と同調，ｂ）歌唱や演奏を通した指導，ｃ）即
興とグルーヴに基づく演奏によって生み出される音楽
的フロー，とりわけジェスチャーによる同調と一体感
を通じた時間の共有に関する音楽療法セッションの関
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係性の側面について，特に焦点化したい。

キーワード：臨床即興，関係的音楽療法，リソースを
大切にした音楽療法，コミュニティ音楽
療法，統合失調症

１．は じ め に

　今日，「創造的音楽療法」（CMT）の名で知られる
それは，60年代にポール・ノードフとクライヴ・ロビ
ンズが提示した元来の「臨床即興」概念以降，目覚ま
しい発展を遂げている。元々は特別なニーズを有する
子どもを対象とし，ピアノ，ドラム，シンバルを用い，
即興を基本とするアプローチであったが，今日では音
楽的なリソースを拡張すると同時に，メンタルヘルス
に問題を抱える成人のクライエントまでを含めた実践
へと領域を拡大してきた。創造的音楽療法士は，音楽
療法セッションにおいてさらなる楽器を取り入れてお
り，音楽的にもポール・ノードフによるモダンなネオ・
クラシック様式や，東洋，スペインの旋法による音楽
的語法を利用するのみならず，クライエントの文化的
背景に適合しやすい今日的なジャズ，ポップス，ロッ
ク様式にまで範囲を拡張している。CMTは，理論的
には近年の関係的心理療法によるアプローチからの影
響やパフォーマンス理論，リソースを大切にする考え
方に至るまで，あらゆる分野の論議から示唆を得て 
いる。
　この事例研究では，1953年に生まれ，妄想型統合失
調症と診断された女性のリハビリテーションにおい
て，即興音楽療法がいかに重要な役割を演じるに至っ
たのかに関する論証を試みたい。（器楽を用いた）こ
の事例研究を通して，我々は当該女性の生活において
どんな変化が生じたのかを説明するため，CMTにお
ける近年の方法論的，理論的な発展がいかにして作用
したのかを論証したい。即興的アプローチにおける多
元的な観点は，近年発展しつつある精神医学的なリハ
ビリテーションに関するコミュニティ・メンタルヘ
ルスの考え方と良く適合すると思われる（Rosenberg 
& Rosenberg, 2006）。この領域の多元的観点は現在，
エンパワメント理論から社会認知的アプローチまでを
範囲とする幾つかの理論的視座が求められているの
である（Sowbel & Starnes, 2006）。がしかし今回は，
リソース指向とコミュニティ音楽療法のディスコース
はもとより，関係的心理療法による理論的視点や臨床
的アプローチまでを加えた広範な体系的アプローチを

提唱したいと思う。
　文献でも知られる通り，統合失調症と診断された患
者は，施設で生活を送ることとなり，結果的に68％が

「充実した生活」を送ることで社会的接触や意味深い
活動に参加するようになるとはいえ，収容されること
で社会的な接触や意味ある活動をしばしば欠くことに
なる（Cullberg, 2000, p.151）。患者は，全般的な機
能低下を引き起こすことで知られる向精神薬による長
期間の治療のため，深刻な身体症状が進行することも
ある。これらの身体症状は，精神病の発症が終結した
後も長期にわたって継続することがあり，それ自体，
通常の生活に向けたリハビリや統合への深刻な障壁を
意味している。生活すべてを施設で過ごす患者は，家
族との接触を失うことで，社会参加に不可欠な社会的
スキルを促進させる機会を欠くことになる。これらの
患者群は，高齢の患者のニーズに応えるために設定さ
れたリハビリ・プログラムや成人学習プログラムで，
しばしば問題を経験することになる。結果的に患者群
は，一切のサービスを受けることなく去ってしまい，
もはや権利すら主張しなくなることで，医療制度にお
いて容易に忘却されてしまうことになる。求められて
いるのは意味深い活動，真の責任の引き受け，希望，
社会化，インクルージョンを促進するアプローチであ
る（Sowbel & Starnes, 2006, p.25）。
　我々の展望からすると，音楽療法は直接の療法的介
入を通して，この群のクライエントに多くを提供でき
ると考える。この事例において論じるとおり，もし音
楽療法アプローチが，他の治療スタッフ，教育者，ソー
シャルワーカーと連携すれば，音楽療法の効果は顕著
となろう。広範な体系的思索において音楽療法は，臨
床即興に基づく即興的アプローチから，メンタルヘル
スの患者を扱うより教育的，またはリソースを大切に
した方法までを含めた多様な理論的，臨床的議論を参
照している。音楽的，コミュニケーション的なスキル
を前進させることでクライエントは演奏し，このこと
によりリハビリ・プログラムに継続的に包摂されるた
めに必要な社会的スキルや教育的モチベーションを示
すことが可能となるであろう。コミュニティ音楽療法
の理論を引くことにより，我々は，音楽的コミュニケー
ションを通したコンタクトの最初の瞬間から，その後
の参与，施設外での漸増する自立的生活までの継続的
な流れを示すことも可能となろう。
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２．方　　　法

　以下のストーリーは，参与観察者としての療法士に
より，約３年にわたる56回の週ごとのセッションが記
録されたノートの拡張に依拠している。ビデオ録画さ
れたセッションの注意深い転写（トランスクリプト）
を通じて，付加的な詳細情報が得られた。セッション
の録画の抜粋を編集したDVDが作成され，ナラティ
ブや理論的な解釈の背景として用いられた。成人ト
レーニングセンターにおけるシルヴィア（Sylvia）の
観察で得られた情報に加え，保護施設における彼女の
主たる担当者との継続的な協力とコミュニケーション
は，いかに二つのアリーナが相互作用しているかにつ
いての価値ある情報をもたらしてくれた（原注１：カ
トリーネ・ベルゲ（Kathrine Berge）の継続的なフィー
ドバックと評価に感謝する）。第２筆者はすべての素
材を読み，ビデオ録画を観た。

３．背　　　景

　シルヴィアは1953年に生まれ，精神病の患者として
ほぼ30年間を施設で過ごしたのち，2004年秋に音楽療
法を受けにやってきた。早くも20代初期に妄想型統合
失調症の診断で，精神病院に入院した。彼女は長年，
大きな精神病院で過ごし，退院の準備が整ったと宣告
され，2002年に保護施設へと移行した。その後シル
ヴィアは折に触れ，スタッフにまずは学校に行き，中
学校の理論系科目を受講したいと話した。シルヴィア
は，自分が何をしたいのか明確でなかったため，集中
とモチベーションの欠如が露呈し，これはうまくいか
なかった。スタッフは音楽療法が何かを与えてくれる
ことに期待し，音楽療法士に目を向けた。シルヴィア
は音楽療法セッション以外の場所では何ら進歩を示せ
ていなかったようであり，彼女はあらゆる教育プログ
ラムに向けた用意が整っていないと見なされていた。
彼女の奇怪な振る舞い，時折の脅迫的（threatening）
なジェスチャー，意味をなすコミュニケーションの欠
如は，社会的相互作用に関する問題をも引き起こした。
しかしながら音楽療法においては，初期段階でのコ
ミュニケーションの欠如にもかかわらず，彼女は音楽
的な即興や音楽的スキルの学習に携わったため，徐々
に注意深く集中し，用意を整えていったのである。

４．音楽療法のナラティブ

　シルヴィアは，2004年８月に成人トレーニングセン
ターにて最初の音楽療法セッションを受けにやってき
た。音楽療法士に申し込む際，スタッフは「新ノル
ウェー語」と言語一般の学習を欲している極めて「病
的で問題含み」の生徒であると話した。音楽療法士は，
シルヴィアと活動することを了承した。初回セッショ
ンでは，音楽室へとシルヴィアを連れていくには誰か
が必要と明言していた保護施設のスタッフが付き添っ
た。彼女は不安が強かったため，独力でこの状況を処
理することはできなかった。彼女が自力でタクシーに
乗って音楽療法に来るようになるまでには，１年以上
かかった。

⑴　ジェスチャーの認識を通したコミュニケーション
　初回のセッションで，シルヴィアは塞ぎ込んだま
ま現れ，コミュニケーションできる状態になかった。
音楽療法士は受容的，または「共有する」，すなわ
ちシルヴィアがセラピストとの状況に慣れるまで，
彼女のために歌い，演奏するというテクニックを用
いることに決めた。音楽療法士は歌集を見つけ，シ
ルヴィアがそれをコピーし，その中の歌を演奏した。
彼女が＜今夜は一人かい？（Are you lonesome 
tonight?）＞を見つけ，聴いている間，シルヴィア
は微笑んだ。ドラムを演奏するよう促したとき，彼
女は拒否したので，音楽療法士は彼女が歌集から歌
をリクエストするよう促し，聴取を励まし続けるこ
とに決めた。＜今夜は一人かい？＞にある「もう一
度戻ろうか？」の一節が現れた際，音楽療法士は彼
女に戻りたいか尋ねた。シルヴィアは「はい」とさ
さやき，部屋を後にした。
　２週間後に行われた次のセッションでは，シル
ヴィアは幾分ドレスアップしてきたように思われ
た。彼女は完全にコンテクストを逸脱し，再び新ノ
ルウェー語のレッスンを要求した。音楽療法士は彼
女をピアノへと導き，そこで彼女は歌集から歌を選
択することができた。音楽療法士は＜今夜は一人
かい？＞を演奏し，次のセッションではエルヴィ
ス・プレスリーの歌をさらに持ってくることを約束
した。15分後，シルヴィアはセッションがどのくら
い続いていたかを尋ねた。彼女は次第に耐えられな
くなったので，音楽療法士は彼女にシンセサイザー
を演奏するよう提案した。彼女は散発的に白い鍵盤
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を弾き，止まり，黒い鍵盤へと続けた。短い即興
は，彼女が帰るというまで続いた。１週間後の第３
回セッションでは，持ってきたエルヴィスの歌集を
シルヴィアが見て，＜イン・ザ・ゲットー（In the 
ghetto）＞が欲しいと頼んだものの，特に重要だと
思われることは起こらなかった。
　翌週の第４回セッションでシルヴィアは，シンセ
サイザーへとまっすぐ向かい，散発的にいくつかの
音を演奏し，それを音楽療法士は採り上げ，即興へ
と組み込んだ。彼女は長い休止を取り，音楽療法士
は彼女の気が乗った時に加われるよう，彼女に演奏
し，歌った。彼女は時おり演奏したものの，促され
る必要があった。音楽療法士はブルース音階となる
よう鍵盤に印をし，シルヴィアは時々それらの鍵盤
を演奏し始めた。突然シルヴィアは，言語ではなく，

「ピアノのレッスンを受けても良いですか」と頼ん
だ。このことは思いもかけないことであり，毎週変
わらず付き添っていた担当者にとっても然りであっ
た。２週間後，シルヴィアは部屋に入るとき，音楽
療法士にハグしたのである！彼女はジャケットを脱
ぐと，まっすぐにシンセサイザーに向かい，演奏さ
え始めたのである。この時は，音楽療法士によって
付された印に従うことなく，両手の多くの指を同時
に用いて演奏した。最初は短い連続から，次第に長
いフレーズへと至った。このセッション後，シルヴィ
アはスタッフ不足のために来ることができず，また
足を痛め，次のタームの１月に再開することとなった。

⑵　グルーヴへの没入
　第２期の初回セッションでシルヴィアは，ホール
にいる音楽療法士を見かけて晴れやかになった。痛
めた足について気軽に談話し，シルヴィアが音楽室
に入る際，「カセットを持っていますか？…＜イエ
スタデイ＞を聴いてもいいですか？」と尋ねた。音
楽療法士は，次のセッションの折りに持ってくるこ
とを約束した。シルヴィアは今や20～30秒の間，シ
ンセサイザーで即興するようになった。即興の間に
彼女は長い休止を取るが，要求からすると，彼女は
音楽療法士がその休止を埋めるよりも，静寂を保つ
ことを好んだ。旋律は次第に進化していった。次の
セッションで彼女は＜イエスタデイ＞を要求し，マ
イクでとてもソフトに歌いさえしたのである。８回
目のセッションから，２名の音楽療法専攻の学生が
加わることに同意したものの，彼女は帽子とコート
を脱がなかった。しかしながらセッションの終盤に

向かって彼女は精力的に演奏し，部屋を去る際には
どんなに楽しかったのかについて言及した。
　次のセッションでシルヴィアは，シンセサイザー
を演奏する際にちょっとした試み―すなわち黒鍵
から白鍵へと指をスライドさせる―を行った。音
楽療法士はこれを拾い上げ，ラグタイム様式で即興
し始めた。セッション終盤に向かって療法士が彼女
のリズムに演奏を同調させている間，シルヴィアは
その様式で長い時間，演奏し続けたのであった。
　次のセッションで，彼女はさらに長い間，シンセ
サイザーで即興した。11回目のセッションでは，彼
女が演奏の口火を切り，シンセサイザーのホンキー
トンクの音色を用いて，長い時間続けた。

⑶　学習のためのリソース
　シルヴィアの進歩は，その後のセッションでも続
いた。今や彼女は＜イエスタデイ＞の最初の部分を
美しく歌い，13回目のセッションでは，ギター，パー
カッション，歌によるバックアップバンドを構成す
る２名の学生のサポートを受け，20分間即興した。
　続くセッションでシルヴィアは，空中に話しかけ，
ささやくなど，精神病の症状が再発したことで変容
したようにみえ，塞ぎ込んでいたため，音楽への活
動的な没頭はできなかった。そこで音楽療法士は文
字（すなわち音名）を導入し，それを鍵盤に貼り付け，
譜面台に「文字譜」を置くことで，シルヴィアはス
ティービー・ワンダーの＜心の愛（I just called）＞
の最初の部分を演奏することが可能となった。即興
は継続され，今やシルヴィアは手と指をより活発に
用いるようになった。彼女は拳を用い，際立った力
強い方法で演奏したりもした。20回目のセッション
では，即興よりも「文字」を演奏することを好み，
彼女は記憶を頼りに＜心の愛＞の最初の数小節をど
うにか演奏した。
　次のセッションでシルヴィアは，いつもと違った
出で立ちで，黒いジャケットとジャンパーを羽織っ
ていた。ビデオによるセッションの記録を拒絶し，
＜心の愛＞の一部を心を込めて演奏し，全ての時間
をこの曲に費やすことを望んだ。次の夏休み前の最
後のセッションでもまた，その曲への注意深い作業
を継続し，音楽療法士が謝意を示して良い夏を祈っ
た際，彼女は感謝を込めて微笑んだ。
　シルヴィアにとって音楽療法２年目となる次のセ
メスター（2005年秋）において，彼女は以前と同様，
多くの活動を続けた。しかしながら夏の間，塞ぎ込
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むようになり，自発性とコミュニケーションのスキ
ルが幾分後退した。音楽療法士は，彼女にビートル
ズの曲のレパートリーから演奏し，歌うことで技術
を共有，または与えることから開始しなくてはなら
なかった。シルヴィアは以前のスキルを幾分取り戻
し，すぐに長い連続を即興し，しばしば音楽療法士
は，彼女が＜心の愛＞をシンセサイザーで演奏する
際に加わった。彼女の文字／鍵盤のレパートリーは
増加し，歌＜アメージング・グレース＞を習い始め
た。モチベーションと集中時間は，彼女をさらなる
自立へと導き，クリスマス後にはシンセサイザーを，
音楽療法士のサポートなしに何とか演奏した。この
ことは，彼女が自分のシンセサイザーで，自宅にて歌
を演奏できることを意味していた。保護施設の担当
者は，キーボードに文字を張り付けたシンセサイザー
を準備し，翌月，シルヴィアは望むときに自身の部屋
で曲を演奏することで，自らを成長させていった。彼
女は，今度はまた文字から楽譜への変換も理解でき
るようになり，メロディのみならずリズムもある程度
読むことができるようになった。しかし楽譜に対して
は両価的で，文字で演奏する方を好んだ。
　シルヴィアは2006年の間もセッションを継続し，
自力で演奏できる程度にまで進歩した。2006年の秋，
療法士に新しい歌を習いたいと頼んだが，このこと
は彼女がどれほどの到達を遂げたのかを物語ってい
るであろう。事実，「新ノルウェー語」の学習を要
求した初期の不合理は，はるか彼方である。

⑷　安全なコミュニティにおける演奏―音楽から社
会関係資本（social capital）へ
　音楽に対する新たな関心が，彼女にいかに社会
的，あるいは余暇の活動の機会を与えたのかについ
ては，音楽療法セッションを超えた生活上の出来事
によって例証されよう。シルヴィアはCDを買いに
レコード店を訪れた。店を出るとき，彼女は突如踵
を返し，ローリング・ストーンズの音楽も要求した
のである。さらに彼女の音楽的関心は，施設の人た
ちとの音楽的な趣味の共有をも可能にした。
　シルヴィアは，演奏を介して新たな音楽的スキル
を多くの聴衆と共有することは望まなかった。しか
し音楽療法士は，複数の音楽療法セッションのハイ
ライトを編集したDVDを作成した。このDVDを最
初にシルヴィアに見せ，彼女は母親に見せることに
同意し，母親は娘による積極的な活動の経験に大き
な喜びを得た。DVDは，他の家族や，保護施設の人々

も見た。彼らはみな驚き，感銘を受けたのである。
　音楽療法の最後の年，シルヴィアの行動とコミュ
ニケーションスキルは前進した。セッションで安心
感を得ているようであり，社会的自発性の兆候を見
せており，セッションをより掌握することで，ある
程度の自立性すらも示した。2007年の春に彼女は音
楽療法を終え，代わりに40年前に去った学校から幾
つかの科目を受講したいと話した。

５．考　　　察

　一連の事象を通して我々は，収容と孤立から，音へ
の関心と社会的関係に基づくより大きなコミュニティ
における生活へと前進したシルヴィアの生活の質の向
上において，行動の抜本的変容を論証することができ
るのである。保護施設のスタッフによると，彼女は最
後の年，よりおしゃべり好きになったという。テーブ
ルで彼女はある種の食べ物の好みを示し，また怒りを
見せ，それを言語で表現することができた。スタッフ
は彼女がシンセサイザーを演奏するのを聴き，また彼
女は社会事象において何を経験したのかについて自発
的に話した。いかにしてこの変化は可能になったので
あろうか。この過程において，音楽療法の役割をどの
ように理解することができるのであろうか。音楽や即
興音楽療法士によるこのアプローチは，シルヴィアの
学習やコミュニケーションにおける関心の増加に貢献
したのであろうか。この即興的なアプローチの何が特
徴的かを考究するため，我々は音楽療法がコミュニ
ケーションの身体的，ジェスチャー的な側面をいかに
刺激し，組み込み，シルヴィアのコミュニケーション
全般を育成したのかについて，とりわけ焦点を当てる
ことにしたい。
　以降，近年のメンタルヘルスの政策で主張されてい
る多元的，あるいは全体論的アプローチの見地より，
我々は上記質問に回答するための４つの理論的視座を
提示しておこう。

①　関係的音楽療法：ａ）療法士による受容，ｂ）歌
唱や演奏を通した指導，ｃ）即興を通した音楽的フ
ロー，すなわちジェスチャー的な同調と認識を通し
た時間の共有に関わる音楽療法セッションの関係的
側面。

②　リソースを大切にした音楽療法：音楽的リソース
を通して音楽的スキル，セルフ・エンパワメント，
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社会関係資本の獲得の学習を可能にすること。

③　演奏指向の音楽療法：コミュニティ，すなわち経
営者，スタッフ，アシスタント，家族に開示される
ことを意図したDVDによるデジタル記録と演奏。
役割演奏と，それに付随する自己概念の可変性。

④　コミュニティ音楽療法：ソーシャル・ネットワー
クの（再）構築における余暇活動としての音楽，社
会関係資本としての音楽に関わっているスタッフと
の協働。

　以下，とりわけ音楽的ジェスチャーと，ジェスチャー
とコミュニケーションの理論との関連性に関する近年
の研究テーマより，関係的音楽療法の幾分詳細な側面
について論じる。その他の三つの観点は簡潔に論じる
とはいえ，この種の音楽療法においては個人とコミュ
ニティの連続性，リソースを大切にする観点を保持す
ることの重要性については強調しておきたい。

⑴　関係的音楽療法
　ビデオ記録を初回セッションから見直すと，音楽
療法士はシルヴィアが奇異で塞ぎ込んだ行動に支配
された最初のセッションから，はるか彼方まで前進
したのを確かに認めることができた。シルヴィアの
療法セッションに関するナラティブで見てきたとお
り，音楽療法士は最初のセッションで受容的，また
は「共有」「供与」のテクニックを用いることを選
択した（Næss, 1989, p.17）。シルヴィアが安心す
るために時間が必要であることを認識すると，療法
士は即興，のちにはグループ演奏を導入した。音楽
療法の強みの多くは，音楽的な出会いを通してコン
タクトを確立し，関係性を構築するユニークな位置
に起因する。音楽文化への感受性に基づく音楽的即
興により音楽療法士は，音楽的コミュニケーション
を開始し，維持し，高めることが可能になる。音楽
に反応する能力は，我々に共通する生物学的性質に
根差しており，音楽への反応の具現化のように思わ
れる。音楽的なコミュニケーションが機能するよ
うになったとき，音楽のジェスチャー的本質に関
する近年の研究や理論化（Gritten & King, 2006；
Aksnes & Ruud, 印刷中（訳注１）；Ruud, 2007）は，
我々の身体と文化的状況性がいかに相互作用する
のかを音楽療法士が理解する際に役立つであろう。
ジェスチャーは音楽的な行動と表現において顕現す

るため，音楽と身体の関係は，ジェスチャーによって
媒介されているように思われるのである。
　イアツェッタ（Iazetta, 2000）は，ジェスチャー
は広い意味でとらえることができ，「動きだけでな
く，何かを表現することのできる動きを意味する」
と記している。さらに彼は，ジェスチャーとは「特
定の意味を具体化する動きである。それは空間にお
ける変化，身体行動，または機械的活動以上のもの
である。すなわちジェスチャーとは，時間的，空間
的変化を通して実現される表現豊かな動きである」
と続けている（同書, p.74）。
　我々は，シルヴィアが当初，聴取，即興，そして
音楽療法士と２名の音楽療法専攻学生とのグループ
演奏を通して，いかに音楽療法と対面したのかをみ
てきた。CMTの伝統からすると，ポール・ノード
フとクライヴ・ロビンズは，クライエントが齎す自
発性（イニシアティブ）から開始することの重要性
を強調しており，クライエントに対する我々の印象を，
音楽を通して表現することに努めるのである。ある
いはノードフとロビンズは，以下のように著している。

　もし療法士が創作的，即興的な能力を有するな
らば，彼は自らと各子どもとの間にある言語的コ
ミュニケーションとしての音楽の即興的創造に横
たわる療法としての音楽のエッセンスを見いだす
であろう。この言語の「言葉」は，彼が自由に使
える音楽の構成要素であり，この表現豊かな内容
は，それらの使用によって届けられる。臨床状況
では，彼自身が音楽的応答性の中心となる。すな
わち楽器を用いて彼の指より引き出された音楽
は，彼のその子の印象―表情，一瞥，姿勢，行
為，健康状態―から立ち現れ， ―彼の音楽が
描出するすべての表現は，反映し，出迎えるので
ある。彼の演奏の柔軟性は，コンタクトの場所を
探し出し，相互作用のための音楽的基盤を設定す
るのである（Nordoff and Robbins, 1971, p.143-
144. 斜字は筆者らによる）。

　関係性の形成において音楽がこのような役割をい
かにして演じるようになるのかを理解するために
は，我々は子どもと大人との関係がいかにして樹立
されるのかを探究する必要がある。ジョージ・ハー
バ ー ト・ ミ ー ド（Georg Herbert Mead, 1863～
1931）といった初期の社会心理学者を振り返るなら
ば，彼はジェスチャーとコミュニケーションの理論
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において，幼児の初期の「ジェスチャーを伴った会
話」が，相互性への方向付けをいかに形成するのか
について主張している。音楽療法における即興の利
用の正当性を主張するため，理論と議論は，非言語
的コミュニケーションとしての音楽―すなわち言
語を用いないクライエント，及び感情的困難により
言葉の利用が不可能の両場合に関わって―の利用
をめぐるディスコースにおいて見いだされてきた。
とはいえ，言語はもちろん我々にとってコンタク
トの社会的形態における重要な側面をなしている。
ミードは，「言語は社会的行為の一部である」と記
すのと同時に，ジェスチャーに関する重要な脚注を
付している。

　社会的プロセスを維持するための基礎的メカニ
ズムとは何か。それはジェスチャーのメカニズム
であり，これによって社会的プロセスに包含され
た異なる個別の生命（organisms）による互いの
行為への適切な反応が可能になる。あらゆる社会
行動においては，他方の行動に包含されたある生
命の行動であるジェスチャーによって，調整が生
じるのである。つまりジェスチャーとは，第２の
生命の（社会的）に適正な反応を要求する刺激と
して機能する，第１の生命の運動のことである。
ジェスチャーが作用する領域とは，ジェスチャー
―とりわけ声のジェスチャー―によって経験
の象徴化がなされるプロセスを介して，人間の知
性の上昇や発達が可能となった領域なのである

（後略）（Mead, 1934, pp.13-14）。

　ジェスチャーは，生物学的行動の初期レベルに源
を発するものであると同時に，複雑な社会的行動を
も創始する。一方の生命による音と運動は，他方に
影響を与える。一方の生命からのジェスチャーは，
刺激として機能する信号と受け取られ，他方の生命
における適応と意味作用のプロセスの発端となる。
あらゆるこういった反応は，相対する生命との相互
的なジェスチャーへと発展し，一連の相互作用，適
応，態度の変化を形成する。これが「ジェスチャー
を伴った会話」と名付けられ，また「プロト会話」
とも呼ばれるものであろう。
　音楽学者であるコーカー（Coker）は，ミードに
立脚してこの会話の重要な側面，つまり反応におけ
る即時性を指摘する。コーカーは，他者への即座で，
ほとんど本能的ともいえる適応があると書いている

（Coker, 1972, p.10）。今日では，幼児がある反応
に対して適応する能力に関するミードの理解とは，
初期の共感的活動の証左であったと近年の幼児研究
が確証したことは，周知のとおりである。そして

「他者の役割を引き受ける」，すなわちミードが定式
化したところの初期間主観性が，以前考えられてい
たよりも幼児期のかなり早期に生じることが今日，
知られている。発達心理学者，コールウィン・トレ
ヴァーセン（Colwyn Trevarthen）によれば，いわ
ゆる「最初の間主観性」は，生まれた瞬間から始まっ
ているという。反応の即時性からして，音楽的行動
とは言語以前のレベル，別言すれば，自意識的な注
意や意図性なしに生じていることを示唆している。
このレベルの相互作用においては，ジェスチャーの
交換は，自覚的意図性―言語，または慣習に基づ
いた行為の特徴―なしに行われる。
　このジェスチャーによる会話，すなわちプロト会
話のための生物学的，神経心理学的背景を説明する
ために，研究者らは所謂ミラー・ニューロンがいか
にして初期模倣を可能にしているのかを指摘してい
る。このことを臨床的ナラティブにおいて，ある初
期セッションでシルヴィアが黒鍵から白鍵へと指を
スライドさせ始め，ラグタイムの即興を開始したの
に見いだすことができるであろう。初期に音楽療法
士が即興する際にそれを用いていたことから，動き
を模倣し，同じジェスチャーを生み出した試みとし
て解釈することができよう。ダニエル・スターンは
著書『現在の瞬間』で，これらのミラー・ニューロ
ンは，他の人々の意図を読み取ろうとし，彼らと感
情を共有しようと努め，他人がまさに経験している
ことを経験するため，模倣しようと行動を観察し，
把握する際など，共感や対人的コンタクトの確立に
関わる全ての局面において，活発になると指摘す
る（Stern, 2004, pp.78-79）。我々は運動細胞のそ
ばにミラー・ニューロンを見るのであるが，それら
は観察者として，ただ行動を遂行する他人―たと
えば楽器を演奏している人―を観察するだけでも
活性化するのである。観察者による特定的な発火パ
ターンは，観察者自身がその行為を実行した時のパ
ターンとまさに同じである（ibid, p.79）スターン
は，次のようにも書いている。

　手短かに言えば，他者の行動を見て，我々が受
け取った視覚的情報は，これらミラー・ニューロ
ンの活動により，我々の脳において相当する運動
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表象にマッピングされる。それにより，模倣を要
さずとも他者の行動に直接に参加することが可能
になる。我々は他者を，まるで同じ行動を遂行し
ているかのように，同じ感情を感じているかのよ
うに，同じ発音をしているかのように経験するし，
彼らが感動しているように我々も感動する。（中
略）こうした他者の精神的生活への「参加」は，
人間の感情／共有／理解の感覚，とりわけ人間の
意図や感情を形成するのである（同上書）。

　音楽療法士が，別の形式のコミュニケーションは
失敗するにもかかわらず，音楽的コミュニケーショ
ンがいかにして，なぜしばしば成功するのかを理解
したいならば，これらの観察を参照するのは理にか
なっているであろう。我々の研究では，シルヴィア
による音楽的な相互演奏や相互作用の段階的関与
は，セラピストによる鋭敏な認知と反応より生じて
いるため，ジェスチャー的な識別，同調，相互作用
の相即性に根差しているように思われる。しかしな
がらこのことの結論を得るためには，知覚のクロ
ス・モーダル性質―すなわち，ある感覚様式のイ
ンプットは，別の感覚様式においていかに作用する
のか―を考慮に入れる必要がある。視覚的情報は
確かに聴覚的情報として経験され，反応を招くであ
ろう。あるいは，ロルフ・インゲ・ゴードイ（Rolf 
Inge Godøy）が運動―模倣的な音楽認知の「三角
モデル」で論じているとおり，「あらゆる音は，行
動―軌道に含み込まれているものと解され得る」。
行動を生み出す音のイメージとは，その「純粋」な
音に加えて，視覚的，運動的な構成要素を有するの
である（Godøy, 2003, pp.317-318）。

ⅰ）共に時間を過ごす
　この関係性の成長における他の側面は，一定時
間内において同調する経験と関係しているであろ
う。おそらくシルヴィアの諸状況や，他者と関わ
る能力の欠如にとって最悪の効果とは，結果的に
社会的孤立を経験することである。精神疾患の発
症と塞ぎ込んだジェスチャー，食糞に関する常軌
を逸した無遠慮な話といった彼女の脅迫的な外観
や奇異な行動が，人々を遠ざけてきた。
　音楽療法士らは，音楽的即興がクライエントと
療法士との「相互的同調関係」―元々はもう一
人の社会学者，アルフレッド・シュッツ（Alfred 
Schütz）の1951年の論文「共に音楽する―社会

的関係の研究」において描出されたもの―をい
かにして可能にするのかについて，注目を集めて
きた。彼の「相互的同調」という概念は，音楽が
いかにして「時間の特定的側面における同時的な
共生の可能性を生み出す」状況を創造するのかを
示している（Schütz, 1951, p.78）。「時間」はこ
こではキーワードであり，現象学的に言えば，音
楽的即興において自身を他者と同期できるという
ことは，社会的孤立から，今この関係性を生きる
ことへの最初の一歩を踏み出す接触状況といえよ
う（Ruud, 1998, p.148を参照のこと）。もちろ
んシュッツは，音楽療法において現れる音楽的即
興には意識を向けていなかった。しかしながら，
音楽療法的即興において適用される特定のテク
ニックからしてこの同期性は，療法士による適応
性のある反応のフレクシブルな利用や，特には共
通の拍（パルス）の構築を通して獲得されたので
あろう。
　アンスデルとパヴリチェヴィック（Ansdell 
and Pavlicevic,2005）は，音楽療法における「時間」
と即興との関係性を洗練させ，出現するコミュニ
ケーションを「現実時間における具体的な事象内
での意図と活動の相互調整」（同書, p.199）と見
なしており，拍，動的な質，音楽的ナラティブと
いったパラメーターに基づく，可能性ある損傷し
たコミュニケーション的音楽性（同書, p.201）は，
音楽療法士によって展開される即興のテクニック
を通して「修復される」であろうと論じている。
シルヴィアの療法における初期セッションで我々
が考察したとおり，彼女が即興や音楽的対話にお
いて自身の場所を見つけるのに奮闘したことは，
明確に認めることができる。つまり彼女は，上記
のパラメーターすべてにおいて非同期的，非連携
的に演奏したのである。彼女は自身の世界にいた
のであり，シュッツが叙述したような「内的」時
間の共有はなかったと思われる（同書, p.209を
参照されたい）。

ⅱ）グルーヴと参加的不一致
　原則的な共通拍に加えて，音楽家が拍の「調度」，
または「ずらし」で演奏するときに経験するよう
に，音楽的相互作用は一時的逸脱を通して，共通
の時間性を確認し，またそれに挑戦するであろう

（Keil, 1994ａ）。カイルはまた，拍と調子はずれ
をめぐる相互的感覚の演奏に由来する，音楽に
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おける「参加的不一致」（Keil, 1994ｂ）の経験
が，関与，参加へと導くと提案している（Ruud, 
1998, p.158）。ケネス・エイゲンは，こういった
グルーヴが，彼の事例の分析においていかに機
能しているのかを，説得的に論証した（Aigen, 
2002）。エイゲンは，「グルーヴするとは，調度そ
のとき，場所，各個体に完全に閉じ込もること
を意味する」（同書, p.57）ことを観察している。
シルヴィアのセッションの即興を観察すると，例
えば音楽療法士と二人の音楽療法学生が彼女の長
い即興（約20分）に加わったセッション13～18に
おいて，このグルーヴ感覚と完全なる音楽的関与
を見出すことができるのである。

⑵　リソースを大切にしたアプローチ
　シルヴィアは次第に安心し，自発性を発揮した。
彼女は新しい歌を要求し，即興を試み，ピアノの
レッスンを求め，学習することに喜びと関心を抱い
た。「リソースを大切にした音楽療法」（Rolvsjord, 
Gold, & Stige, 2005）の展開において議論されて
きたように，これはクライエントの長所やリソース
を大切にするための焦点的関与であり，換言すれば
クライエント側の積極的自発性を拡張し，構築する
ことである。この視座における本質的，且つ受諾可
能な原理には，クライエントのコンピテンスを認識
し，音楽的な相互演奏においてクライエントと関わ
り，音楽的なスキルと潜在能力を把握し，共感的に
聴いて相互作用し，クライエントの音楽的表現に同
調し，楽器を教えることが含まれる（同書）。この
視座よりシルヴィアを見るならば，彼女のリソース
は，聴取能力や新しい歌への興味，即興の試み，キー
ボードをマスターする能力，新しい歌の演奏を学習
することへの願望，わけても彼女の音楽的，言語的
な自発性において明白となった。全般的に見て，別
の自己像やコンピテンスを構築するのに用いられた
多くのリソースは，社会的スキルの獲得と関係して
いた。この意味で，彼女の「音楽的関係資本」が音
楽療法を通じて増加するにつれて，音楽は音楽療法
室外の社会活動のアリーナにおいて変容し価値づけ
られるリソースとなり，シルヴィアを活動的にエン
パワメントした（Procter, 2002を参照のこと）。シ
ルヴィアがいかに音楽療法を終え，「普通の学校」
に戻ることを決めたのかは，このことの重要な側面
である。シルヴィア自身の決定を取り入れることで
彼女のニーズを認識し，そして彼女と協働すること

で音楽療法士もまた，リソースを大切にした音楽療
法における重要な原理に寄与したのである。

⑶　演奏に基づく音楽療法
　シルヴィアは音楽的スキルを発展させることで，
次第に演奏することができるようになった。音楽演
奏ができるようになると常に，他者に新たな役割，
スキル，ふるまいを示す可能性が付与され，それは

「病気」の役割とは全くかけ離れたものであった。
アンスデル（Ansdell, 2005）が提示するように，「『演
奏すること』は，ミュージッキングの基礎的，且つ
本質的な様式，及び基礎的な心理学的・社会的現実
と関連したポジティブで健康的なコノテーションを
有しており，故にこの世界において我々自らが『演
奏する』ことは，本質的で不可欠なのである」（同書）。
がしかしシルヴィアは，音楽を他の患者やスタッフ
に向けて演奏することは欲しなかった。彼女は音楽
療法専攻の学生とのみ共に演奏し，結果的には家族
に向けて演奏した。だが彼女は，学校長が音楽療法
セッションを訪ねたときに，一度演奏した。このこ
とは事実，彼女が生徒としてよりポジティブに評価
されることになる重要な出来事であった。
　音楽療法士はセッションのほとんどをデジタル・
ビデオで記録することを許可されていた。これらの
記録は，教育プログラム内にシルヴィアをとどめる
のに役立ったし，またこのテクノロジーが，演奏に
基づくアプローチの視座からどのように見られたの
かを論証するものでもあった。スタッフが，教育的
活動におけるシルヴィアの注意，モチベーションの
欠如により，学校から退かせることを真剣に考えて
いたことを想起しよう。音楽療法士はスタッフ長に
あるセッションのビデオを見てもらうことで，これ
を思い止まらせることができた。このビデオは，シ
ルヴィアが次の学年も継続し，音楽セッションを続
ける許可を得るうえで，意思決定者に重要なインパ
クトを与えたのである。

⑷　個人―社会の連続：コミュニティ音楽療法
　コミュニティ音楽療法の発展的議論によるもっと
も重要な貢献の一つは，非常に個人化された音楽療
法実践と，クライエントにとって必要な社会的参加
のギャップとを音楽療法がいかに架橋するのかに関
する理解の深化である（Ansdell, 2006を参照のこ
と）。本事例に見いだされるとおり，音楽療法は学
習経験を続行するために必要な相互的慣習行為の確
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立のみならず，保護施設における私生活においてシ
ルヴィアが利用する社会的リソースとしても有益で
あった。シルヴィアが音楽ショップから出る途上で
引き返すことを決め，「ローリング・ストーンズ」
のCDを買ったとき，彼女は音楽的自発性を通じて，
新たな社会関係へと交換可能な社会関係資本の形式
を実際に獲得したのである。

６．結　　　論

　この事例研究では，妄想型統合失調症と診断された
中年女性において，音楽療法がより意味のある生活へ
の復路を見つけ，家族との関係を再構築し，シンセサ
イザーを演奏することの新たな関心を得るのにいかに
貢献したのかをみてきた。音楽療法セッションを通し
てシルヴィアは，極めて集中するようになり，自己決
定し，人生における新たなゴールを明確に設定するよ
うになったと思われる。同時に，元来60年代にポール・
ノードフとクライヴ・ロビンズによって「臨床即興」
として概念化されたメソッドが，実践の新領域のみな
らず，音楽的リソースにはポピュラー音楽様式を，技
術的リソースにおいては演奏指向の客体へと編集，変
換される音声的，視覚的なデジタル記録を包含するま
でに拡張されたことを論証した。併せて，即興を通じ
て生じていることの理論的理解が，関係的心理療法や
リソースを大切にし，演奏に基づいた音楽療法，及び
音楽的ジェスチャーに関する音楽学的研究までを包括
するに至った。最後に，個人指向の音楽療法即興の活
動が，集団のコンテクストに位置づけられ，また音楽
療法士が施設や他の専門家と緊密に連携してクライエ
ントを社会へと再統合することを可能にするために協
同するなど，コミュニティ音楽療法の理論からの影響
も受けとっているのである（Stige, 2003を参照され
たい）。
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る。その他，特別なニーズを有する人々が，ポップス
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ルウェー国立音楽大学の教授であり，音楽療法の理論
的大家，及びノルウェーの音楽療法のパイオニアとし
て世界的にその名を知られる人物であり，日本でも
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スティーゲ氏へのインタビュー調査によると，今日，
ノルウェーで盛んな同音楽療法の理論的萌芽は，既に
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きるという（杉田政夫・青木真理・伊藤孝子「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
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Voices: A World Forum for Music Therapy, Vol.12, 
No 2.（https://voices. no/index.php/voices/rt/
printerFriendly/663/555）を参照すれば明らかなとお
り，ネス氏は，いわばノードフ―ロビンズ流の音楽
療法の正統な継承者であり，優れた臨床即興家として
の知名度も高い。本論文は，ノードフ―ロビンズの「創
造的音楽療法」の今日的発展型が，「コミュニティ音
楽療法」といかに接合しているのか，という観点から
も，示唆に富む内容といえよう。
　ところで当該論文は，第一訳者らが2013年９月23日
にノルウェー国立音楽大学においてネス氏の「音楽と
健康」コースの授業を観察させて頂いた際，２時限目
に扱われた内容であり，実際のセッションの映像を交
えた概説がなされた。非常に興味深い内容であったた
め，後日，これについて論文か著書にまとめられてい
ないかネス氏にメールで尋ねたところ，『北欧音楽療
法誌』の許可を取って当該論文を恵送くださった。こ
の場をお借りし，ネス氏に厚く御礼申し上げたい。な
お，同授業の概要，及び考察については，杉田政夫・
青木真理・伊藤孝子「トム・ネスの音楽療法に関する
一考察―ノルウェー国立音楽大学における授業観察
を中心に」『福島大学総合教育研究センター紀要』第
17号, 2014年,29-38頁に論じているので，そちらも併
せてお読みいただければ幸甚である。
　訳者らは2015年９月１日，オスロ市ニューダーレン
成人教育施設にて，ネス氏による個人，グループセッ
ションや，「コミュニティ音楽療法」実践として国際
的に注目されている「ラグナロック」の活動風景を観
察する機会に恵まれた。これらについては，本訳稿と
も関連付けつつ，近く別稿にて仔細に紹介，検討した
いと考えている。
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