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調 査 報 告

１．は じ め に

　これまで筆者らは，コミュニティ音楽療法の理論
的指導者として世界的に著名なブリュンユルフ・ス
ティーゲ氏（ベルゲン大学教授）や，優れた臨床即興
家であるトム・ネス氏（ノルウェー国立音楽大学准教
授）らのもとを訪ね，インタビュー調査や実践観察等
を通してノルウェーの音楽療法の特質について考察し
てきた１。
　2014年，スティーゲ氏とのメールのやり取りの中
で，ベルゲン大学グリーグアカデミー音楽療法研究
所（GAMUT）を中心とした研究者と地域の病院，施
設，ベルゲン大学音楽療法学科での学生教育をネット
ワーク化し，すぐれた音楽療法士の育成を目指すプロ
ジェクト，POLYFON（音楽療法のための知的クラス
ター）の存在を知った。そこで2015年の８月26日・27

日にベルゲン大学GAMUTにスティーゲ氏を訪ねた
際，同プロジェクトについてインタビュー調査を行っ
た。その結果，同プロジェクトが音楽療法に対するノ
ルウェー政府や健康省の期待の高まりを受け，音楽療
法を医療制度（ヘルスケア・システム）に組み込む認

定の動きと連動して進行していることが明らかになっ
た。
　再び2016年８月25日・26日にスティーゲ氏を訪ね，
その結果とプロジェクトの進捗を確認したところ，そ
の後は健康省への医療認定の申請は提出しておらず，
次回申請に向けた入念な準備を進めているということ
であった２。
　本稿は，POLYFONに関するスティーゲ氏のレク
チャーやインタビュー調査の内容，及び同氏より恵送
頂いた報告書，資料をもとに，同プロジェクトの概要
や動向を紹介し，その特質や意義，日本への示唆につ
いて考察するものである。
　なお，本稿の内容は，ノルウェーにおける音楽療法
の最新動向を反映するものであり，管見の限りでは，
POLYFONプロジェクトや医療認定への対応を日本に
詳細に紹介した研究は見当たらない。

２．POLYFONプロジェクトとは何か

　最初に，同プロジェクトに関してスティーゲ氏か
ら受けたレクチャー（2015年８月26日）をベースに，
GAMUT2015年度年報（英語概略版，以下，年報と略
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記）３，科学顧問委員会用資料４，２回目のインタビュー
（2016年８月25日）で得た情報で補足しつつ，以下に
紹介する。

⑴　構成メンバー
　まず，同プロジェクトを展開している極めて国際
的で強力な布陣である。代表者はスティーゲ氏ご本
人であり，その他のベルゲン大学所属の研究者は，
以下のとおりである。
　クレア・ゲッティ（Claire Ghetti）准教授はアメ
リカ，ニューヨーク出身で，１年前に着任した。医
学的コンテクストにおける音楽療法，特に病院の
子どもに焦点を当て，人文学的なアプローチを採
用している。サイモン・ギルバートソン（Simon 
Gilbertson）准教授はイギリス出身で，ドイツで長
年教育を受け，また勤務してきた人物であり，専門
は音楽療法における神経学的なリハビリテーション
で，着任５年目である。ジル・ハルステッド（Jill 
Halstead）准教授もイギリス出身で，同じく５年前
に着任した。専門は音楽学であり，ミュージシャン
でもあるという。
　ランディ・ロルヴショール（Randi Rolvsjord）
准教授はノルウェー出身で，リソースを大切にした
音楽療法の研究に取り組んでいる。患者が音楽療法
プロセスにおいてどうアクティブに寄与しているの
かを探究しており，療法的プロセスにおける患者側
の役割の重要性に関心を寄せている。ウォルフガン
グ・シュミット（Wolfgang Schmid）准教授はドイ
ツ出身で着任５年目，ターミナルケアにおける音楽

療法を研究している。健康研究センター５と兼任の
クリスチャン・ゴールド（Christian Gold）教授は，
音楽療法の効果に関する量的研究の領域で，世界的
影響力を持つ研究者である。
　その他，いずれもノルウェー出身のヴィーゴー・
クリューガー（Viggo Krüger）（パートタイムの准
教授）６とラース・トアスタッド（Lars Tuastad）（任
期付き准教授）はコミュニティ音楽療法の研究者で，
ゲア・オルヴ・シェイエ（Geir Olve Skeie）（パー
トタイムの准教授）は神経医学の医師である。
　ベルゲン大学に10名，さらに健康研究センターに
７名の研究者がおり，それぞれが子ども，青年，成
人，高齢者への音楽療法など多様なプロジェクトを
手掛けている。加えて２名の博士号授与候補者がお
り，同プロジェクトに参加しているという。

⑵　着手の背景
　このように，極めて充実した研究者グループを擁
しており，博士課程の院生も加えると20名に及ぶ７。
さらにはベルゲン大学からは音楽療法士養成教育の
ために５年間の助成を既に得ているとのことであ
る。問題は，ベルゲンの音楽療法の実践家もまた，（研
究者数と同じく）20名程度しかおらず，全く足りて
いないことにあるという８。
　早急な実践家育成が重要課題としてクローズアッ
プされる背景には，国や健康省が音楽療法に寄せる
強い関心がある。2013年には精神病，2015年には薬
物依存（嗜癖）の治療に関する国が定めるガイドラ
インにおいて，音楽療法が強く推奨された。国会で
も音楽療法士数の増加をめぐって，健康省担当大臣
との間で１時間近く議論がなされたという注目の集
まり方である。現段階では少数に留まる音楽療法士
に対し，社会の音楽療法への関心は急速に高まって
いるというこの状況は，スティーゲ氏によるとポジ
ティブであるのと同時に，極めてチャレンジングで
もあるとのことであった。

⑶　POLYFONの意味
　POLYFONとは，ノルウェー語でポリフォニッ
ク（多声音楽的な）を意味しており，覚えやすい上
に，多声性（すなわち多様な声のコラボレート）を
想起させる。また多様な声は平等に扱われ，共にあ
る場所へと向かっていくことを暗示するに相応しい
メタファーともなっている。
　これは頭字語でもあり，Ｐ（人々）Ｏ（組織）Ｌ写真１　ブリュンユルフ・スティーゲ氏
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（地域コミュニティ）は，人間とは他者はもとより
組織や地域社会と協働するというブロンフェンブレ
ンナーの社会生態学の概念に基づいているという。
Ｆ（市民の），Ｏ（公共の）Ｎ（私立の）はエージェ
ント（行為主体）やステークホルダーを示唆してお
り，例えば患者，ヴォランティア，連携先（パート
ナー），コミューン，公立や私立の医療機関，企業
等が該当する。これは社会についての北欧モデル，
すなわち国と市場と市民とのバランスのとれた権力
関係や協働に強い価値を置く理念が反映されている
とのことである。このモデルのコンテクストにおい
て，人々，組織，地域コミュニティの前進が目指さ
れており，それをつなぐのがY（専門家の役割）で
ある。
　したがって，このプロジェクトでは，だれがクラ
イエントか（POL），どこでリソースを見つけるか
（FON），音楽療法の専門家としての役割をいかに
発展させるか（Ｙ）が探究されているのである。

⑷　POLYFONの目的
　POLYFONプロジェクトの目的は，第１に音楽療
法の実践家と研究者，学生をつなぎ，よりトップダ
ウン型の実践を発展させることにある。医療制度の
リーダーにとっては，サービスをいつ，いかに発展
させるのかは極めて重要であるのに対し，これまで
の音楽療法は，個人の裁量に委ねられるきらいが
あったという。今後，音楽療法を医療制度のサービ
スに体系的に統合させていくためにも，このことが
課題とされている。
　第２の目的は，研究をボトムアップ的に発展させ
ることである。研究者は大学に留まることで孤立す
るのではなく，コミュニティと相互作用し，そのニー
ズに関心を持つ必要があり，そうすることで，協働
の風土を創出していくことが目指されているとのこ
とである。
　この目的を追究する上で活用されたのが「クラス
ター」モデルであり，ノルウェーで盛んな造船業
からインスピレーションを得たという。なぜノル
ウェーの小さな村で，世界でも最高水準の旅客船を
製造可能なのかというと，一か所の造船所ではなく，
いくつかのクラスター（たとえば大学でのエンジニ
アの訓練，輩出，プロペラやドアを作る製造工場な
どパートナーとのつながり）を作り上げることに成
功したからだという。ノルウェーの音楽療法も，大
学が孤立することなく，病院，自治体，及び関係諸

機関と協働することで知的クラスターを創出するこ
とが，同プロジェクトの目的の一つに掲げられている。

⑸　運営体制について
　POLYFONプロジェクトは2015年１月に開始さ
れ，期間は５年間である。ベルゲン大学GAMUT
が中心となり，それに研究会社である健康研究セン
ターが密接に連携し，約10団体（児童保護団体，薬
物依存（嗜癖）を扱う団体，ベルゲン・コミューン，
ターミナルケア，ベルゲンのメンタルヘルスを扱っ
ている団体，高齢者の精神病を扱うオラヴィケン病
院等９，精神的問題を抱える若者を扱っているセン
ター，公共保険を扱っている部署など）をパートナー
とするコンソーシアムである10。
　運営資金についてであるが，財団などのスポン
サー，ノルウェー研究協議会，連携先（パートナー）
など，資金提供者は様々である。GC Rieber財団は
音楽療法に高い関心を抱いている重要なスポンサー
であり，さらに国の研究協議会は，スポンサーから
得た資金の25％分を提供してくれるという。また上
記連携先も，音楽療法の発展を願って，またこのコ
ラボレーションの一部を担うべく資金提供している
とのことである。これらをプラットフォームとして
利用しつつ，国はもとより地域の研究協議会や，多
様な基金の助成にも申請することにより，高齢者の
音楽療法，自閉症の子どもの音楽療法など，より特
定的なプロジェクトが展開できているという。
　POLYFONの評議会は，ベルゲン大学，健康研
究センター，GC　Rieber財団，連携先の代表者で
構成されている。詳しくは後述するが，国際的な科
学顧問委員会も設置されている。音楽社会学，コミュ
ニティ精神医療，嗜癖治療，音楽療法の専門家で構
成されており，年に一度集まり，プロジェクトに対
する批評と助言がなされる。
　現在，スティーゲ氏と，（インタビューに同席し
てくれた）オーラフ・トゥヴェイターネ氏（Olav 
Tveitane）（2015年度途中にプロジェクトに加入し
たベルゲン大学の執行役員）とがPOLYFONプロ
ジェクトに専念しており，その他のメンバーは部分
的に関与している。多くのメンバーからなる同プロ
ジェクトのコーディネートを，二人で担っていると
いうことであった11。

⑹　研究について
　いかにして実践を前進させるかについては，常に
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量と質の双方，そしてそのバランスを考慮している
という。まず「量」についてである。
　国のガイドラインに記載されたことは重要な意味
を持っており，それが音楽療法サービスに対する国
からのプレッシャーをも生み出しているという。ノ
ルウェーの医療制度では，サービスへの平等なアク
セスが前提となっているため，あらゆる場所に，ア
クセス可能な音楽療法士がいることが不可欠とされ
る。ガイドラインに位置づけられ，今後，国に認可
されることになれば，職業としての音楽療法士の可
能性やニーズが高まることが予想される。ここで主
に関係しているのは，音楽療法の量的側面であり，
すなわち，いかにしてより多くの学生を教育するの
か，どうすればより多くの職場を開拓できるのか，
どうすれば国中の人々にとってアクセス可能なサー
ビスを創出できるのか，ということが重要となる。
　次に「質」の面である。今日，ノルウェーにおい
て若い音楽療法士を育成するということは，彼らが
それぞれのケースにおけるパイオニアとなるため，
重大な責任を伴っているという。したがってスー
パーヴィジョンなど，彼らの専門職者としての成長
をどうサポートするかが問題となる。現在それに対
応するために，ベルゲン大学GAMUTでは卒業後
も継続的に教育を受けるためのコースの設立やスー
パーヴィジョンの提供，その他，実践家をサポート
するためのネットワークの構築が進められている。
　研究としては，あるコンテクストにおける実践を
探究，発展させるために，今後もさらなるエスノグ
ラフィやアクションリサーチを展開するという。質
的研究としては，人々や患者（patient）が音楽療
法をいかに経験するのかを研究しており，量的研
究では，音楽療法の効果や機能を調査するために
RCT（Randomized Controlled Trial）やメタ分析
を用いているとのことであった。
　これら何年もかけている手法に加え，今後は健康
経済研究（health economy studies）が必要という。
これは，音楽療法が機能しているかどうかはもとよ
り，それが支払い可能なコストなのかを見ていく研
究である。音楽療法士を雇用するためには費用がか
かるため，そのサービスがコストに見合っており，
患者にとって有益なものなのかを調査する必要があ
るという。たとえば老人介護施設に音楽療法士が在
籍し，それによってもし問題が軽減するならば，看
護師数を増やし過ぎない代わりに音楽療法士を雇用
するということがあるかもしれない。実際，こういっ

た主張はよく耳にするものの，これを実証的に調査
し，健康経済状況を解明していくことが求められて
いるという。
　RCTとメタ分析は，音楽療法がどう機能するか
の研究，健康経済研究はコストに見合っているかの
研究であるのに対し，実施（implementation）研究
は，それらがノルウェーの医療等の制度的コンテク
ストにおいて，機能するかどうかを明らかにするも
のとされる。たとえば，RCTで得られたデータには，
EU諸国や中国，日本，オーストラリア，アメリカ
のものがあるため，それがノルウェーのコンテクス
トにおいてどう機能するかを明らかにするために，
実施のための研究が求められている。
　以上が展開中の研究概要であるが，20名にしては
余りに多くストレスフルなため，ネットワークの構
築，協働，学生の関与，プロセスにおける政治的サ
ポートなど，キャパシティ（達成能力）を高める工
夫もしているとのことである。現段階では，すべて
を遂行するに十分なリソース，人員も備わっていな
いため，上記は長期間かけて達成すべき最終目標と
のことであった。研究センターとしてさらなる成長
を遂げるために，恒常的にキャパシティを構築して
いきたいという。
　ところでスティーゲ氏は，上記の「実施（imple-
mentation）」を，今日のノルウェーの音楽療法を象
徴するキーワードとしても用いている。氏はノル
ウェーの音楽療法の歴史を３期に分けて説明してお
り，第１期は1950年代初期からの30年間で，この時
期の多様なコンテクストにおける独学者によるパイ
オニア的実践を，「実験」と呼称している 12。第２
期は1980年代辺りからであり，音楽療法コース，研
究センター，学術誌が生み出され，実践の普及がな
された30年間を「正統化（legitimation）」と命名す
る。そして2013年に国の精神病治療のガイドライン
で音楽療法が強く推奨されて以降，新たな時代（第
３期）の「実施」へと移行したとみている。「実施」
は，ガイドラインに記載された内容を具現化させる，
という意味合いが含み込まれており，その役割をア
クティブに担い，ひいては今日的な医療サービスの
変革までを射程に設立されたのが，POLYFONと
いうことになる。そしてこのプロジェクトの理念に
は，コミュニティ音楽療法で掲げられていた社会正
義とサービスへの公正なアクセスの促進が引き継が
れているのである。
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⑺　教育について
　次に音楽療法の教育とトレーニング，すなわち学
部と大学院を合わせて５年間の統合的マスターコー
ス（integrated master course）13をいかにして構成
していくのかについてである。
　まず学生数であるが，音楽療法士に対する今後の
社会的ニーズの高まりに合致させるためには，現在
の１学年12名，計60名の学生数を２倍，すなわち１
学年24名で計120名にする必要があるとのことであ
る。次に新領域，たとえば嗜癖（addiction）治療
と関連した音楽療法をカリキュラムに加えること
で，特色を打ち出すことが見込まれている。さらに
GAMUTでは，研究に関心があり，新たなフィー
ルドを自ら開拓していけるような学生の育成を目指
しているとのことであった。
　学生は，これらマスタープログラムを終えた後，
音楽療法士として働き始めるのであるが，先述のと
おり現在，修了後の継続的な教育コースが構想され
ている14。2015年の春には，政府より財政的支援を
受けて，メンタルヘルスに関するコースが開始され
た。（2016年度には，高齢者に対する音楽療法のコー
スが開始された）。特にメンタルヘルス領域の音楽
療法は，今後も需要の拡大が見込まれる重要分野と
目されている。５年間のマスターコースでは基礎的
スキルを中心に学ぶが，修了生には各々の職場に即
したさらなる専門の深化が求められることになる。
多くのクリニックでは未だ音楽療法が浸透していな
いため，とりわけ先駆者である彼らは，優秀で力量
を持った音楽療法士であることが求められているの
である。

⑻　実践・研究・教育の連携
　POLYFONの理念的眼目は，実践，研究，教育
をサポートし，それら三者が互いに連携することに
ある。たとえば研究者は実践者から何についていか
に研究すべきかを学ぶ。実践の経験と研究を通して
産み出された知見は，教育の向上に影響を及ぼすこ
とになる。この研究と実践，教育の相互作用こそが，
まさにPOLYFONとは何かを指し示しているとい
う。
　とはいえ，スティーゲ氏も述べる通り，三者が協
働すべきという理念は，さして目新しいものではな
い。POLYFONで新たに目指すのは，それを実現
するためのツールの開発や，実際にそれを成し遂げ
るための基盤の創出にあるという。実際，実践家と

研究者との対話は開始されており，研究者側は実践
家のニーズを知るし，教育プログラムは，実践家や
研究者から大いに学ぶ可能性に拓かれているとのこ
とである。
　たとえば，インタビュー翌週の会議では，実践家，
研究者，教育者からなる小さなワーキンググルー
プを作り，実践家にとってどのような研究が必要
か，教育プログラムはいかに改革されるべきかにつ
いて議論する予定という。このような試みは，互い
から学ぶためのコミュニケーションのチャンネルを
絶えず作り出す。ここでは，人々が集い，互いに学
ぶというクラスターの理念が根底となっている。ス
ティーゲ氏らは，三者の相互理解を促進することで，
変革のための努力を共有できるコミュニティを創出
しようとしているのである。
　現在，病院の医院長らは概ね音楽療法に対して好
意的で，時に熱狂的な関心を示してくれているとい
う。その点，この５年間のプロジェクトの成功が，
ある程度は約束されていると感じているようであ
る。しかし他方，プロジェクトに携わる研究者や教
育者の生活は，極めて多忙でストレス下にあるため，
彼らの研究生活のコンテクストにうまくフィットさ
せることを重視しているという。仕事が過重になる
ことを避け，いかに興味深いものにするか，これま
で展開してきたこととどのように関連性を持たせる
のかも，POLYFONの重要な挑戦に位置づけられ
ている。

３．POLYFONに関するインタビュー

　レクチャー内容に関して行った質疑応答について，
以下に示す。

⑴　ノルウェーにおける音楽療法の医療認定をめぐって
青木：政府が音楽療法に関心を抱いているという点
に関して，ノルウェーに匹敵するような状況にある
国は，他にあるか。

スティーゲ：各々異なった手法であるが，存在する。
ヨーロッパには音楽療法が政府に認可され，健康の
専門職として公認された国が３つあり，先述のとお
り，ノルウェーはまだその中に入っていない。長い
伝統を有するイギリスでは1997年に健康の専門職と
して政府に認可されている。50年代からというさら
に長い伝統を有するオーストリアは2009年からであ
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る。驚くかもしれないがラトビアは，小さな国で音
楽療法の歴史も短いが，数年前に専門職として認可
されたのは興味深い。これら３国も，国から多くの
支援を受けている15。
　ノルウェーではある種のパラドックスが生じてい
る。健康省のある部局は，まだ登録されるべきでは
ないとして，慎重である。他方，健康省の別の首脳
部は，登録を後押しする。彼らはメンタルヘルスサー
ビスや嗜癖治療などにおいて，音楽療法は国民に
とって大変重要と考えており，薬物治療や言語によ
る心理療法とは異なるものが必要と主張している。
音楽療法はリソースを大切にし，利用者志向であり，
またエヴィデンスもしっかりしているとして，我々
をサポートしている。
　我々は今，医療制度の目前（on the door steps）
にあり，着実に制度化に向かう過程にある。なぜ政
府が音楽療法に関心があるかというと，音楽療法士
がリソース，長所，可能性を活用することに長けて
おり，それにより人々がコミュニティに参加するこ
とになるからである。ただエキスパート任せにする
のではなく，利用者である彼・彼女らがプロセスに
積極的に関与もする。健康当局は，音楽療法をその
ようなものと認識しており，成長を望んでいるので
ある。

⑵　認定（recognition）と規制（regulation）
スティーゲ：音楽療法の専門職にとってのチャレン
ジとは，当局から公認されれば，従わなくてはなら
ないルールなど，規制もまた同時に生じる点である。
その際に大切なのは，音楽療法が医療制度に組み込
まれたとしても，医師，その他専門家のようには振
る舞わないことである。つまり，音楽療法固有のア
イデンティティを，新たなコンテクストにおいて維
持することが求められる。たとえば，医療は典型的
には個人に専念する。私は音楽療法が，コミュニ
ティ的な側面があることを忘れてほしくないし，よ
りコミュニティ志向の仕事を維持してもらいたいと
思う。

伊藤：日本では，音楽療法士の国家資格化に向けて
10年以上が経過している16。国家資格には名称独占，
業務独占の二つが考えられるが，特に業務独占の場
合，活動内容や対象が極めて限定的になる可能性が
生じる。これまでの話を聞く限り，ノルウェーの医
療認定はそこまで限定的ではないように思われる

が，どうか。

スティーゲ：違うと信じたい。国が公認すれば規則
が生じる，ということ自体は，あらゆる国において
当てはまるであろう。問題は，その程度である。す
なわちどの程度，自身の自律性，判断を維持可能か
が問われる。
　認定に向けた主要な準備とは，充実した音楽療法
の教育を構築しておくことである。たとえば医師を
例に挙げれば，彼らもまた規制されている。ただ，
彼らは強固な教育を持っているため，たとえ規制さ
れていようとも，多くの自律性を保持できている。
私は，音楽療法も自由度を持つためには，しっかり
とした教育と研究の基礎が必要だと考えている。こ
れが，私が認可に向けた仕事の開始を急ぎすぎない
所以である。認可に向けてハードに動く前に，まず
は強固な教育，研究を構築し，双方をバランスよく
兼ね備えた専門職を構築しなくてはならない。

⑶　コミュニティ音楽療法と医療認定
杉田：先ほども話に出たが，特にコミュニティ音楽
療法は，個人よりも，集団やそれが属するコミュニ
ティのコンテクストをより重要視するため，医療制
度にフィットしづらい性格を持っているのではない
かと考えるのだが，それも急ぎすぎない理由なのか。

スティーゲ：そのとおりである。ある意味，コミュ
ニティ音楽療法は，とても興味深いサンプルであり，
ある面では全く当てはまらない。伝統的な医療モデ
ルの考えとはフィットしないであろう。しかし，国
際的なメンタルヘルス界では今日，パーソナル・リ
カヴァリーが，パラダイムシフトを起こしている。
ここでは，メンタルヘルスを考えるうえで，社会モ
デルを考慮に入れており，生体医学がそれほど支配
的ではない。ノルウェーの医療制度は，このリカヴァ
リー・モデルとの調和を模索し始めている。
　午前中観察したＡ精神病院のように，クリニック
で扱われるのは，スペシャリストによる専門化され
た治療だけではなく，患者自らが好ましい生活を見
つけだそうと努めるのを手助けもする17。そうなる
と，コミュニティ音楽療法は深く関連してくる。な
ぜならクリニックを去り，その後の生活を送るのは
コミュニティであり，もしコミュニティの音楽が利
用でき，アクセス可能であれば，彼らはより良い人
生を送るだろう。したがって，コミュニティ音楽療
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法はとても深く関与できる可能性があるし，実際に
そのような状況を作り出す必要がある。

⑷　POLYFONプロジェクトとノルウェー文化
杉田：POLYFONプロジェクトのこれまでに対する
ベルゲン大学側の評価，反応はどうか？

スティーゲ：ベルゲン大学は関心を持っているし，
大学の管理者も同様である。興味深いことに，自身，
このクラスター理念を数年前に始めた時分は気づい
ていなかったが，現在，大学の主たる方略の一つが
クラスター構築にある。したがってPOLYFONプ
ロジェクトは，偶然にも大学の主要方略と極めて合
致しているため，首脳部はとても関心を持っており，
協力的である。
　しかし一方でテンション（利害対立）もある。な
ぜならば，POLYFONは極めてローカルな事項を
扱っており，ベルゲンでなにが起こるのかに主たる
関心がある。我々は多くの研究時間を地域の病院の
実践家と話すのに用いることになる。他方で大学は，
我々が国際的な学会誌の論文を執筆することも求め
る。我々は双方をしようと努めるが，とはいえ１日
は24時間しかないわけで，それはチャレンジであり，
バランスも重要である。

伊藤：POLYFONのクラスター・モデル，という
のが，ある種のノルウェーらしさを感じるのだが，
そのようなことはあるのか。先ほどの（スティーゲ
氏の）例示のように，介護現場に音楽療法を導入し
たら，認知症の徘徊や攻撃性が減少したことから，
より援助が得られるようになった，というのは日本
でも馴染みやすいと思うが，コミュニティ音楽療法
とは，そのような明確な方法論というよりも，考え
方の枠組みを示しているように思う。クラスター・
モデルやリカヴァリー・モデルにも，そういった傾
向を感じるが，方法論以上に考え方や枠組みが市民
レベルでも共有されており，別の場所での援用にも
取り組まれているように思うが，どうか。完成され
たもの以上にプロセスの重要性が市民レベルにも共
有されやすい文化的基盤があるのか。

スティーゲ：そう思う。もちろんノルウェーは変化
が大きかった国ということもあり，文化との関係で
いえば，ある部分そういってよいであろう。プロセ
スは，ノルウェー人のコンテクストとしてとても大

事だと思う。しかしながら，ノルウェー政府や，当
然ながら国際的な医療制度は，効果や結果もまた求
める。従って，両面が必要である。

⑸　音楽療法士の数をめぐって
伊藤：ノルウェー国内で毎年，何名が資格を得るの
か。

スティーゲ：ノルウェー音楽大学（オスロ）とベル
ゲン大学ともに１学年12名で，毎年計24名である。

伊藤：卒業生は，職業としての音楽療法に従事して
いるか？

スティーゲ：従事している。今のところこの数は，
ベルゲンにちょうどフィットしている。しかし我々
のゴールは５年後，10年後であり，医療制度に認可
されて以降，必要となる音楽療法士数には全く及ば
ない人数しか教育できていない。
　したがって我々は音楽療法士の人数を増やしたい
のであるが，そのためにはまず政府がそれを決定し，
大学が１年かけて準備し，さらに５年かけて養成す
ることになる。医療認定目前にある現在，政府がそ
れをいつ決定するか分からないが，音楽療法士の数
を増やすためには７年近く時間がかかるわけで，今
からそれに取り組む必要がある。
　現在は，ノルウェー国内に300名の音楽療法士が
いる。我々のゴールは，それを1,200名，あるいは
それ以上に増やすことである。1,200名いると，ノ
ルウェーの全ての人々が，音楽療法に平等にアクセ
ス可能になると思われるからである。この音楽療法
士の人口比率を，例えばアメリカに当てはめるなら
ば，７万人の音楽療法士，ということになる。実際
には5,000人程度だが。1,200人の音楽療法士という
と，少ないと思われるかもしれないが，人口数を勘
案するならば相対的に高い割合である。このこと
は，我々が取り組まなくてはならない重要な目標で
ある。
　2015年の６月に国会で，音楽療法を医療制度に
おいていかに実行するのかについて議論がなされ
た。音楽療法についての議論が１時間程度続いたの
は喜びであり，また驚きでもあった。審議前に相談
を受け，ノルウェーでは音楽療法士が何人必要かを
尋ねられた際，1,200人と返答した。その人数に対
して国会議員がどう感じるかがとても気がかりだっ
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たが，ほとんどがその数字を受け入れ，ある政治家
に至ってはその数が余りにも少なすぎるとも批評し
た。多くの認知症患者が音楽療法から利益を得られ
ることを考えるならば，その数は少ないというので
ある。私もそれに賛同する。このように，現在は面
白く，チャレンジングな時期である。

青木：（POLYFON終了の）５年後はどうしている
と思うか？

スティーゲ：はっきりとは分からない。今後，プロ
ジェクトがどう展開するか次第であろう。現在は音
楽療法が急速に成長しつつあるが，もしかしたら経
験したことのないトラブルも生じるかもしれない。
　私自身の主たる関心は理論であるが，POLYFON
はある種，とても実践的である。理論研究を再開す
るにはしばらく時間がかかりそうだが，それでもや
はりPOLYFONは面白いと思っている。社会や患
者にとって有意義だし，私にとっても意義深い。
　５年後は，より多くの時間を理論研究に費やすで
あろう。しかし同時に私の主張の力点は，理論と実
践は連携する必要があるということなので，そう
いった意味でも，現在は有利な状況にあると言える
だろう。

４．国家認定への準備とPOLYFONの展開

　2016年８月26日，我々は再びPOLYFONや国家認
定がその後どうなったかについて，スティーゲ氏に話
を聞く機会を得た。以下，レクチャーの概要である。

⑴　医療認定にむけて
　現在までのところ，ノルウェーでは医師，看護師，
臨床心理士など29領域が国の認可を受け，健康の専
門職に関する法律に明記されており，偶然にもこれ
はノルウェー語のアルファベット数と一致する。長
年，この数は変動してこなかったが，近年，国会議
員と健康省の官僚との間でせめぎあいが生じている
とのことである。健康省の一部は厳格さの維持を欲
しており，29の専門職で十分と主張する。それに対
し，国会議員によっては，それは厳格過ぎで時代錯
誤であり，音楽療法のような新しく重要な領域も認
可されるべきと主張する，といった議論が数年続い
ているという。
　ベルゲン大学GAMUT，ノルウェー国立音楽大学，

ノルウェー音楽療法学会，演奏家組合18は，音楽療
法を専門職化するために組織的に協働しており，定
期的に会合を開催しているという。2010年に，健康
省に対して上記４団体は，法律を改正し，音楽療法
を認定し，医療制度に組み込むべきという趣旨の提
案書を共同で提出した。その他10の専門領域も同様
に試みたという。しかしながらその時は，１領域を
除き，（音楽療法を含めて）却下された。
　健康省が認可に慎重な理由はいくつかあるとい
う。一つには，この法律は職業を守るためではなく，
患者を守るためのものであることが挙げられる。た
とえば，医学的治療や心理療法によって深刻な危害
を患者が被ることがないように，患者は法律によっ
て守られている。音楽療法においても，精神疾患患
者や認知症患者に対し，十分なスキルを備えていな
い実践は，危害を与えかねないと考えられる。現段
階では，健康省に対し，音楽自体はそんなにリスキー
なものではないこと，他方でスキルを備えていない
音楽療法士が危害を及ぼしかねないことを説得し得
ていないという。法律を改定するためには，これら
が課題とのことである。
　次の問題は，POLYFONプロジェクトの目的にも
あったとおり，音楽療法士の「数」が極めて少ない
ことである。音楽療法士が300人程度しかおらず，
医療機関で働いているのは，100人に満たないとの
ことである。
　医療認定を再度試みる前に，以下の３つが必要と
される。第１に，国のガイドラインにおける音楽療
法の記載を維持するための仕事であり，そのための
エヴィデンスや堅実な研究が求められている。2010

年に提出した際には，音楽療法はガイドラインに含
まれていなかったが，2016年には４つのガイドライ
ンに記載されているという。精神病，嗜癖問題，解
毒治療（detoxication），小児医療（pediatric care）
である。精神病については，高度に推奨されており，
解毒治療については有効性への言及がある，という
ように，ガイドラインごとに書かれ方の濃淡はある
とのことである。解毒治療については，まだ確固と
した研究成果やエヴィデンスもないためである。と
はいえ，得意とする領域ではないにもかかわらず，
音楽療法が除外されず，ガイドラインに組み込まれ
たことは，健康省による音楽療法への関心の現れで
はないかという。彼らは利用者志向，研究志向であ
り，患者の関与，参加を促す専門職を欲しており，
音楽療法をその一つと見做しているようである。エ
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ヴィデンスを前進させ，音楽療法が含まれるガイド
ラインの数を増やし，それを実施することが求めら
れている。この実施部分を担うのが，POLYFONプ
ロジェクトということになる。
　次に音楽療法士の数である。先述の通り，ノル
ウェーの音楽療法士は300人程度であり，人口比で
いうと他国に比べて少ないわけではない。しかしな
がら，ノルウェーにおける他の専門職，たとえば医
師（約25,000人），作業療法士（約10,000人），臨床
心理士（約8,000人）と比べれば，やはりはるかに
少ないことになる。最終的な目標は，あらゆる場所
からのアクセスが可能となるために1,200人まで増
やすことにある。
　第３に，音楽（療法）による危害の可能性につい
ての研究を発展させ，理解を深めることである。も
し音楽や音楽療法に全く危害を与えるリスクがない
のであれば，政府と協定を結ぶだけで良く，認可や
議論の必要はないということになる。しかしながら，
実際には危害を及ぼすリスクがあると論じられてお
り，また多くの研究がそのことを示唆しつつあると
いう。危害を加えるリスクに関するさらなる文書化
（ドキュメンテーション）を進めていくとのことで
ある。
　これら三つを発展させ，再度の申請を考えている
が，急ぐことなく，今後３～５年をかけるとのこと
であった。医療制度を組織する機関は巨大であり，
先述のとおりガイドラインを策定する部署と，認定
を扱っている部署とは，同じ健康省でありながら，
異なっている。精神病治療のガイドラインでは，音
楽療法が強く推奨され，エヴィデンスも十分と見な
されており，この治療は認可された音楽療法士のみ
によって行われる，と記されているにもかかわら
ず，認可の部署はまだそれに同意していないことに
なる。とはいえガイドラインは，認可へと道を拓く
重要なツールとして位置づけられている。

⑵　POLYFONの進捗状況
　次に，POLYFONに関する追加情報と，その後
の展開について，説明を聞くことができた。以下，
概要を示す。
　知的クラスターであるPOLYFONとは，いわば
音楽療法のためのインフラ整備であり，大学とその
他の研究グループ，実践者とのコミュニケーション
とコラボレーションの構築が目指されている。近隣
コミュニティ，病院，多様な研究センター，音楽療

法士教育など11のパートナーが協働するコンソーシ
アムである。公的には2015年開始であるが，水面下
では2013年から準備が開始されていたという。精神
病治療のガイドラインに音楽療法が記載され，強く
推奨された年である。このガイドラインを実行に移
し，音楽療法を必要とするすべての精神病患者にア
クセス可能とするためには，ベルゲンのエリアだけ
でも200～300人の音楽療法士が必要とのことだが，
実際には20人しかおらず，10分の１に過ぎない。し
たがって，ガイドラインを「実施」に移すことこそ
が，この知的クラスターが構想された契機である。
　これを受けてコミューンや病院などとの議論が開
始され，サービスや知識，研究を発展させるための
知的クラスターを設立することが決定した。
　音楽療法士教育は変革を必要としているため，プ
ロジェクトの重要な一部をなしている。たとえば，
これまでベルゲン市内には嗜癖問題を抱える患者の
治療で音楽療法を提供する病院は一つもなかったた
め，カリキュラム内にこの領域は殆ど扱われてこな
かったという。ガイドラインへの記載を受けてクリ
ニックが音楽療法を試行し始めるならば，当然なが
らカリキュラムの改革が必要となる。
　POLYFONのパートナーの半分は病院である。
ノルウェーの場合，多くの病院は国を財政基盤とし
ており，大病院や拠点病院の多くは国が所有してい
る一方，私立やNPOの病院もある。POLYFONク
ラスターには，これら３種類の病院が含まれてお
り，スティーゲ氏によると，これには大きな意味が
ある。長期にわたって考えるならば，最も重要なの
は音楽療法が国立の大病院に組み込まれることであ
るが，いささか官僚的で変化が緩慢という。それに

写真２　インタビュー風景
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対し，新たなことを実施する際には，時に私立病院
やNPOの方が，音楽療法の導入や統合が早く進展
する傾向にあるという。POLYFONクラスターにお
いて，これら３種類の病院に相互作用が生じること
が期待されている。
　その他，ノルウェーに430程度あるコミューン
中，２つがPOLYFONのメンバーである。ベルゲ
ン（約27万人）とフィエル（Fjell）（約２万５千人）
で，大小二種類あることも特徴となっている。ノル
ウェーの医療制度のプロセスでは，健康は病院のみ
ならず，コミュニティにおいて起こっていることが
重要視されるため，今後，さらなるコミューンの加
入が期待されている。したがって音楽療法も，病院
内はもとよりコミューンや地域コミュニティまでを
範囲に考えることが求められているのである。連携
先の幾つかは，音楽療法を極めて熱狂的に歓迎して
いるとのことである。スティーゲ氏の解釈では，こ
の熱狂は，利用者参加の価値，より民主的な医療
サービスに関わるものであり，彼らは音楽療法が医
療制度の変革にも寄与するものとみているとのこと
であった。
　研究領域であるが，「子どもと青年の健康と発達」
「成人のメンタルヘルス」「嗜癖」「高齢者の健康」「緩
和的治療，ケア」の５つに広がり，各々のワーキン
ググループが結成されている。このうち，国のガイ
ドラインでは３領域が推奨されたものの，「子ども
と青年」「高齢者」についてはまだで，この領域を
推進したいとのことであった。ただ，関心は着実に
高まっているという。
　次に，POLYFONの成功を評価する際の３つの
パラメーターについてである。
　第１に，どのくらい新たな職場（ポジション）を
開拓できたかである。たとえばここ数年で，ベルゲ
ンで嗜癖治療のための新たなポジションが３つで
き，また子どもを対象とする病院でも３つ確保され
たというように，徐々に増加しているという。決し
て多い数ではないとはいえ，重要なステップとして
評価されている。
　第２にサービスの質，すなわち音楽療法が実際に
どの程度機能しているかについてである。それを強
化するための試みが，先述の継続的教育コースの設
立である。これにより，修了生のコンピテンシーを
高めることが期待される。マスターコースを修了し
た音楽療法士が，数年間働いた後，また戻って学ぶ
というサイクルが見込まれている。

　第３のパラメーターは，当該領域の研究の発展で
あり，地域のコンテクストにおけるニーズ，すなわ
ち患者の要望，病院や療法士の考えに敏感な研究の
積み上げである。このプロセスに学生を関与させる
ことも大切にされており，POLYFONでは学生向
けの奨学金が準備されている。それにより，学生は
研究に主体的に取り組んでいるという。
　これらのプロセスは長期間を要するものであり，
数年で到達できるものではないという。ある病院の
ディレクターによると，医療制度の実質的変化は極
めて緩慢で，新たなアイデアの実施には15年程度か
かるとのことであった19。
　2016年４月７日に第１回目の科学顧問委員会が
開催された。メンバーは，イギリス，エクスター
大学教授で音楽社会学者，ティア・デノーラ（Tia 
DeNora），ノルウェーにおける嗜癖，精神障害に関
する国の顧問部会代表であるラース・リエン（Lars 
Lien），オーストラリアのメルボルン大学で音楽療
法コースの教授を勤めるカトリーナ・マクフェーラ
ン（Katrina McFerran），ロンドンのインペリアル
大学教授でコミュニティ精神医学を専門とするピー
ター・タイラー（Peter Tyrer）といった錚々たる面々
である。
　その中で，例えばデノーラは，利用者側の経験や
寄与について質的手法を用いて明らかにすることに
強い関心を抱いている一方，タイラーはエヴィデ
ンスを重んじるため，会議はなかなか合意に至ら
ず，大変興味深い議論が展開されたとのことである。
POLYFONでは両者の学問的立場の統合，接合が
目指されているため，それは極めて有益であったと
いう。今後も年に一度のペースで会議が予定されて
いる。

５．音楽療法の専門職的アイデンティティ
　の模索

　インタビューにおいて，我々が「医療認定されるこ
とによる音楽療法士の養成カリキュラム，及び療法内
容の固定化への懸念や，それへの対応」について問っ
たところ，以下のような回答であった。極めて興味深
く，日本にとっても示唆に富む内容と考え，スティー
ゲ氏の返答を（省略することなく）そのまま紹介して
おきたい。
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スティーゲ氏：
　重要な論点であり，認定は他方で規制を呼び込む。
現段階ではまだ公認されていないため，そこまでの規
制はない。すなわち我々には自由がある。認定までの
間，我々は，認定には良い部分もあるが，他方，挑戦
でもあることを議論しておくことは大切である。
　目下，ノルウェーの音楽療法士が考えなくてはなら
ない重要なことは，専門職としてのアイデンティティ
である。たとえば我々が伝統的な医療制度において，
仕事や考えが医者と余りに近似してしまえば，むしろ
音楽療法の有用性は下がるであろう。おそらく患者に
とっての音楽療法の価値とは，医師とは異なり，例え
ば平等な協働の可能性，リソースを育む可能性，コミュ
ニティ参加の可能性等々であろう。
　我々は幾つかの規制を受け入れ，それに適合する必
要があろうが，他方で自らのアイデンティティを失わ
ないことが重要である。これは極めて困難な交渉とな
る。
　したがって，我々は余りに認定を急ぐべきではなく，
それまでは自由度のある中で，我々のアイデンティ
ティをしっかり構築しておく必要がある。POLYFON
における音楽療法を医療サービスに統合していくため
の行動のコンテクストにおいて，アイデンティティを
発展させなくてはならない。恐らく変化は不可避であ
るが，自身のアイデンティティと伝統を尊重，承認し
たものであってほしい。これは非常に大切な事項であ
り，2016年５月に全国的な音楽療法の会議が開催され
た際も，アイデンティティは重要なアジェンダの一部
をなした。
　時に私は，交通システムにおける対比をメタファー
に用いて医療制度を考えることがある。自動車過多，
大気汚染，スペース不足など，ヨーロッパでは交通シ
ステムは常に議論の的であり，多くの問題を孕んでい
る。都会と田舎では異なった手法が採られており，あ
る場所では車のためのスペースを拡げ，他方では代替
を試みる。たとえばコペンハーゲンでは，交通システ
ムの約50%が自転車であり，70年代から80年代にかけ
て非常にアクティブな政治的決断がなされた。
　この対比を用いるならば，音楽療法は，交通システ
ムにおけるもう一台の車になるのを試みるのではな
く，例えば自転車等，何か異なったものを目指すべき
であろう。30年前，ノルウェーで自転車は真剣な交通
手段として受け取られてはいなかった。主には子ども，
高齢者用の乗り物であり，車や電車が主たる交通シス
テムであった。しかし人々は自転車の利用を次第に真

剣に考えるようになっている。スペース，大気汚染の
問題を解決するし，健康的だからである。
　同じように音楽療法は，参加や利用者の関与，リソー
スの強化，コミュニティと病院とのつながりの強化な
ど，医療制度の幾つかの問題を解決するかもしれない。
これは医学ができることとは異なる。他方，自転車は
トラックではない，ということを強調しておくことも
大切である。自転車にはっきりとした限界があるよう
に，音楽療法にも明確な限界がある。癌治療など，で
きないこともたくさんあるため，限度も正しく認識す
る必要がある。音楽療法は医療制度における伝統的な
アプローチよりも何がよりパワフルか，音楽療法の限
界とは何か，という困難な交渉をしていく必要がある。
もしその交渉に成功するならば，音楽療法は公認され
るであろうし，リソースや利用者の関与を大切にする
といった我々のアイデンティティもまた維持できるで
あろう。
　POLYFONのゴールとは，音楽療法の実施，課題
と可能性，音楽療法をいかに医療制度に統合させてい
くかについて学習することにある。現段階では国全体
を動かすキャパシティはないが，このエリアにおいて
可能であれば，別のエリアはそれを学習できるし，先
例として利用することも可能であろう。

写真３　インタビュー終了後，スティーゲ氏を囲んで

６．考　　　察

　コミュニティ音楽療法で世界的に知られるノル
ウェーで，音楽療法の医療認定の動きがあること自体，
当初は意外な印象を受けた。日本的な感覚からすると，
医療制度化されてしまえば療法的行為が固定化されて
しまい，コミュニティ音楽療法が大切にしてきた社会
や文化，地域コミュニティや利用者のコンテクストに
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注意を払った柔軟で融通性の高い実践が損なわれてし
まうのではないかと考えたからである。
　しかしながら，ノルウェーの精神医療界ではリカ
ヴァリー・モデルが影響力を持ちつつあり，治療プロ
セスにおける利用者の参加や彼らの主体的寄与に重点
が置かれている点，推進プロジェクトであるPOLY-
FONの理念が北欧モデルを強く意識したものである
点等に，ノルウェーらしさや，コミュニティ音楽療法
の強みが保持される可能性は十分にあることが，イン
タビューを通して明らかになった。
　さらには，政府や健康省（ガイドライン策定を担っ
ている部署）の音楽療法認識も，その固有性や可能性
をある程度的確に理解しているように思われる。ス
ティーゲ氏らが，医療制度への認定に向けての行動に
踏み出すに至ったのも，そのような社会・政治的背景
が後押しとなったものと推察される。
　医療認定に向けた動きは，研究面にも変化を及ぼし
ているようである。従前においてGAMUTでは，コミュ
ニティ音楽療法研究における主たる方法論であったエ
スノグラフィ，アクションリサーチ等々，質的研究が
中心的であった印象であるが，今日では国や健康省を
説得するため，エヴィデンスベースのRCT，メタ分
析等，量的研究にも力点が置かれており，そのことは
プロジェクトメンバーや科学顧問委員会に，著名な量
的研究者が名を連ねていることにも反映されている。さ
らには，健康経済研究に着手し始めたのは，医療認定
に向けた健康省の説得や，トップダウン型の音楽療法
実践の構築を強く意識してのことと思われ，ノルウェー
における音楽療法研究の新たな展開として注目される。
　資格の国家認定化に向けて動いている日本の音楽療
法と，その医療制度への加入を企図するノルウェーと
では，ある部分次元を異にしている。とはいえ，政府
や関係省庁を説得するために取り組むべき諸点（療法
士の数の確保，強力な研究，教育の準備，音楽療法の
アイデンティティの模索等々）は共通していると思わ
れ，学ぶべきことは多かろう。

７．お わ り に

　2016年度の調査では，POLYFONプロジェクトに
合わせて，現在GAMUTでどのような音楽療法士養
成カリキュラムを構成しているのかについても，ス
ティーゲ氏より情報を得ることができた。加えて前年
度，ノルウェーにおけるもう一つの音楽療法士養成機
関であるノルウェー国立音楽大学音楽療法コースのカ

リキュラムについても，同大学のグロー・トロンダー
レン教授にインタビュー調査を実施している。
　今後は，POLYFONの展開に留意しつつ，ノルウェー
における音楽療法士養成カリキュラムの現状，並びに
医療認定に向けた今後のカリキュラム改革について，
仔細に調査することを課題としたい。
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ゲン大学＜以前はソグン・フィオルダーネ大学＞）
が音楽療法の資格を授与しているため，最初から国
家資格的な性格を有していたとのことであった。井
上勢津氏によると，政府による音楽療法士の資格認
定が開始されたのは，1992年からである（井上勢津
「ノルウェーの音楽療法事情」国立音楽大学音楽研
究所音楽療法部門編著『音楽療法の現在』人間と歴
史社，2007年，362頁）。

17　スティーゲ氏のコーディネートにより，Ａ精神病
院におけるコミュニティ音楽療法実践を観察する機
会を得た。Ａ精神病院には，常勤のＢ音楽療法士が
おり，元々音楽活動に携わっていたＣ氏（患者），
音楽に強い関心を持っていたＤ氏（患者）と共にバ
ンドを組み，病院内のみならず，街のクラブでもラ
イブ活動を展開していた。このことについては，別
稿にて詳しく取り上げたい。

18　演奏組合も音楽療法士団体を組織しているとのこ
とである。

19　POLYFONにおけるこういった病院との意見交
換，相互交流は盛んであり，またPOLYFON自体
が病院のスタッフ同士で会い，議論するためのア
リーナとなりつつあるという。

　【本稿は，科研費「ノルウェーに学ぶコミュニティ
音楽療法の実践モデルと音楽療法士養成プログラム
の構築」（研究代表者：杉田政夫　研究課題番号：
16K02228）による研究の一部である。】
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