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療 法 的 音 楽 に つ い て 一領 域 別 考 察
琉球大学教育学部音楽科

伊志嶺

朝

次

序
どういう音楽が療法的に有効か､つ ま り音楽療法の一般的なレパー トリーのあ りかについて考察する
のが本論の主旨である｡ したがって､特定の治療ケースを想定 して､音楽の処方隻 を考えようとするも
のではない｡そうではな く､む しろ治療 に供することので きる音楽のあ りかを､領域別に考察 してみ よ
うということである｡
本論の もう一つの課題 としては､与えられた音楽がなぜ療法的に適切か とい う根拠 について も考察 し
てみたい｡この点は実は､多 くの音楽療法関係の書物や､研究書では充分 には議論 されていないことが
しば しばであると考えるか らである｡特定の音楽がなぜ特定の療法 目的に有効であるのかについて､音
楽的な観点か ら考察 してお くことは大事なことである｡この点に関する論拠が明 らかになってはじめて､
音楽療法に処方集を適切 に考えることがで きるに違いないか らである｡本論は もっぱら論者の個人的体
験に基づ く観察 と､他者の証言に基づ く考察によって行われるものである｡

は じめに リズムあ りき
<モーツアル トを科学する>の中で著者のアルフレッ ド･トマティスは､｢‑‑･
音楽 は声 を出 して歌
うこと､からだで表現することへの道を開 く｡それは言葉以前に存在 していた と､少 な くとも私は確信
している｡からだが言葉を話す構造を備えるように､音楽は身体全体 を援助する｡言葉のプロセスに固
有なリズムとイン トネーシ ョンは､音楽か ら生 まれる｡
｣ と述べている (
p.1
0
8)
Oそれに先立って ｢音
楽が言葉の誕生をつかさどり､一般説には反するが､その証拠 として言語が音楽性 をもつ ことを主張す

｣
るのは大切なことだとお もう｡中略･
･
‑･したがって､音楽は言語 自身の基層なのだ｡その基礎でもある｡
とも書いている (
pp.9
0,91)
｡この考えは間違いな く一つの洞察である｡
ハ ンス ･フォン ･ビューローが聖書の ヨハネ伝の冒頭 をもじった とされる ｢は じめにリズムあ りき｣
のステイ トメン トは､ リズムが音楽の原初的な要素だということについて述べた もの と解 されるが､実
際は､文字通 りこの世にはまず リズムが存在 したというと読むこともで きる｡ リズムは生命の象徴であ
り､死者にはリズムはないか らである｡
事実多 くの異なった分野の人々が音楽について､人間が生 きるために根源的なもの として理解 してい
る｡ トマティスは次のようにも述べている｡｢
音楽は単なる幻想で もなければ､エ リー トだけの向け ら
れたメッセージで もない｡また文化の所産で もない｡それは万人に必要なものだ｡(ア ンダー ライ ン筆
者)ここで も音楽を ｢
人間が生 きるため｣に根源的なものとして示 されている｡
<信仰 と ｢
甘え｣ >の著者､土井健郎は ト‑‑すなわち人間は食物な くして生長 しないように､感覚

p.8)
､さらにマ‑セルは ｢
すべての感覚
的楽 しみな しに精神 は発達 しないと考える､云々｣ と述べ (
媒体の中で､音が一番感情 と深い関係 を持っていることは､心理学が証明するところ｣であると述べて
いるが､これらの考えは､音楽に ｢
文化的基礎 と同 じ位､生物学的基礎 を与 えようとする｣ ガス トンの
見方 と一致するもの と考えられる｡
音楽の起源に関するガス トンの見方に関 して､
<音楽行動の心理学 >の著者 らは次 の見解 を紹介 して
いる｡｢
人間の幼児は､長期間､母親に強 く依存 している｡原始社会の父親が食物を供給 し､防衛す る
のに対 して､母親は赤ん坊の世話 に時間を費やす｡原始時代の母親が､子供 をなだめ ようとした り､子
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供 に対する感情 を表現 しようとした時に､そのなだめようとした行動の結果が子守歌のリズムの性質を

64)
｡以上 は音楽の
里 した､と言 うことは推測することがで きる｡云々｣(
<音楽行動の心理学 > p.1
派生の仕方について有力 な事例 と考えられるが､筆者は､そ うしたい くつ もの因子が重な り合って､不
十分な状態か ら､今 日人々が接 しているようなさまざまな音楽がで き上がって きたのではないか と考え
る｡そ して音楽 と言語は､人間の進化に したがって補足 し合いなが ら､充実 して きたと考えたい｡
これまで長々と引用 して きたが､それは音楽の起源に関 して論 じようとするものではな く､音楽の存
在理由一社会学的､心理学的､生理学的､生物学的‑を考察することによって､音楽療法的根拠 に触れ
ようとするものである｡本論の立場は次の提案 に要約 される｡｢
おそらく､音楽の起源 に関す る<真実
>は決 してわか らないだろう｡その起源が何であったにせ よ､われわれ筆者は､最古の音楽が (もまた :
筆者)
､芸術音楽を含む今 日のすべての音楽のように､究極的にはその創造者たちの幸福 のため に役立
<音楽行動の心理学 > p.1
6
4:アンダーライン筆者)
0
てていたのだ‑‑｣(

グレゴリオ聖歌
グレゴリオ聖歌 に関 しては､筆者は本稿においては主 としてH.ライヒテ ン トリッ トの<音楽の歴史
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8>及びアルフレッ ド ･トマテ ィスの<
と思想 >､<Hi
モーツアル トを科学する>の 3つの資料 を基 に考察を進めたいと思 う｡グレゴリオ聖歌はすでに トラン
キライザー効果のある音楽 として､広 く知 られ､また市販 もされているようである｡音楽療法の研究成
果に関する情報のある部分は､週刊誌の類の大衆紙 によって も一般 に紹介 され､また､｢
音楽療法入 門
書｣の類 も市販 されるようになって､読者 を獲得 しつつあるように見受けられる｡さらに新聞､テレビ､
ラジオなどで も話題 として取 り上げられる頻度が多 くなっている し､ある薬品メーカーでは療法用音楽
を売 り出 していることも､関心のある人々には知 られている｡グレゴリオ聖歌 も例にもれず､その関連
の CDやテープを鑑賞用 としてではな く､ トランキライザーとして買い求める人がいると聞 く｡

‑･
‑グレゴリオ聖歌 は永遠の祈 り
グレゴリオ聖歌 について､ トマティスは次のように述べている｡｢
である､すべての聖なる歌の中でグレゴリオ聖歌は最 も肉体的表現 をそ ぎ落 としたものである｡ という
の も､グレゴリオ聖歌は実際､体験の感情 とは関係がないか らである｣｡それ らに先立 って トマテ ィス
はグレゴリオ聖歌の特質について ｢
事実､グレゴリオ聖歌は治療 しない｡救済するのである｡
｣ と書 き､
｢グレゴリオ聖歌 ほど深 く､根源的に人間に働 きかける作品はまず見当た らない｡
｣ とも述べている｡こ
れ らの記述がグレゴリオ聖歌が聞 き手にどのように響 くかを雄弁 に物語っている｡
グレゴリオ聖歌 について､音楽の要素的なことを示せば次の ようになる｡(
1
)
モノデイ (
単声音楽)で
2)
教会旋法によること､(
3)
伴奏がないこと､(
4)
拍子がないこと､(
5)
散文の自由リズムによる
あること､(

こと､(
6)
音域が狭いこと (
約 1オクターブ :筆者註)
､(
7)
ラテン語のテキス トによること､ (
8)
ネウマ と
いう特殊 な記譜法によって記 されていること､などが上げ られる｡<Hi
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モ ノデイで伴奏が無 く､ しか も散文の 自由 リズムであるということは､絶え間な く音が進行 していな
ければならない｡ しか も聖歌は男性のユニゾンで歌われるため､和声や拍子 を伴った音楽を聞 き慣れた
耳 には､空間に漂っているような感 じを与えるか もしれない｡ しか しまたこの歌の神秘性 もそこに存す
るのであるが､この点に関 して トマティスは､｢グレゴリオ聖歌は聞 き手を夢違病状態 に置 くわけでは
全 くない｡
｣ と述べ､この音楽を不用意に聞いた時に起 こり得る勘違いを指摘 している｡
グレゴリオ聖歌の特殊 な雰囲気 を醸 し出すのに､教会旋法が寄与 していることは確かである｡教会旋
法 (
あるいはグレゴリオ旋法)は､それぞれ ピアノの自鍵盤の レ音 (ドリア旋法)
､ ミ音 (フリギア旋
法)
､フア音 (リュデイア旋法)､ソ音 (ミクソ ･リュデイア旋法)か ら始 まるオクターブの音階 と､そ
れぞれの変格旋法 (
それぞれの昔 を主音 として 4度下か らなるオクターブ)の 8種類の音階からなる｡
それ らの音階はわれわれが普段聞 き慣れている長音階､短音階 とは極めて異なった雰囲気をもっている｡
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さらにそれ らの教会旋法の終始感は､ ドミナンテ‑ トニ ックの機能感 とは異なったソフ トさを感 じさせ
る｡
グレゴリオ聖歌の際立った特色である没我性､没個性的な性格 に関 して､ トマティスは

｢‑グレゴ
‑

リオ聖歌は永遠の祈 りである｡云々｣､と述べているが､その真意が前に引用 した ｢すべ ての聖 なる歌
の中でグレゴリオ聖歌は最 も肉体的表現 をそ ぎ落 としたものである｡
｣ との記述 と一致するものである｡
グレゴリオ聖歌の性格 について最 も適切 に描写 していると思われる7‑ゴー ･ライヒテ ン トリッ トの
著書<音楽の歴史と思想 >か ら該当部分を引用 してお きたい｡｢
‑‑ r
ユ ビルスを歌 うもの は､言葉 を
発せず､ただあふるるお もいおば歌わんとする歓喜 に満ちたる心の歌な り｡歓喜に満たされ しものは､
喜びの余 り､まず口ごもるかのごとく､やがて､言葉なき歓喜の歌 をあ ぐるな り｡その喜びには､ただ

2
の注釈 の中には､次の
声のみふさわ し｡言葉にては表す ことあたわずIo聖アウグスチヌスの詩編第3
ように記 されている｡r
か くの如 きユ ビルスにて､ことほ ぐにふ さわ しきもの､神 より他 に誰かあ らん｡
神の御前にあ りては､我 らが言葉はいとも貧 し｡ もし､言葉の助けをば借 りるあたわず､され ど心の思
いをもだ しえすぼ､われらは､その思いを言葉なきユ ビルスにて叫ぶのみ｡限 りなさその喜びは､いか
にして言葉にてかたるを得んj｣(
p.5
7)
0
もともとグレゴリオ聖歌の性格その ものが､上記の聖アウグステイヌスによるユ ビルスについての記
述 と多 くの点で共通するものであ り､湧 き上がる祈 りの感情 として理解 されまた､感 じられるものであ
る｡そこには我はな く､｢
ユ ビルスにてことほ ぐにふ さわ しさ神｣のみが存する｡
トマティスはグレゴリオ聖歌の治療的側面について ト ‑‑たとえば一部の宗教音楽 は､心 と身体 を

､

落ち着かせ､呼吸を穏やかに し､か らだの リズムをゆる く頼め､自律神経の力学にぴった り一致するの

｣(
p.66) と述
だ｡そうした最高の音楽の一つがグレゴリオ聖歌であることには､異論の余地がない｡
べているが､グレゴリオ聖歌に感 じる敬廉 さ､柔順 さ､こだわ りを越えた感情 といった性質が､それを
聞 くものに治療的にはたらくのだと考えられる｡

バロック音楽‑バ ッハの音楽
バロック音楽‑バ ッハの音楽 と見出 しをつけたが､本稿ではとりあえず､バ ッハについてのみ考察 し
ようと思 う｡バロック音楽一般の特質については､稿 をあらためて考察する必要 を感 じている｡この項
で､多 くの部分を<Hi
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ておきたい｡
バ ッハの音楽の特質の一つはバ ッハの ｢
何人によって も凌駕することはおろか､同程度に達すること
もで きない レベルの彼の対位法の技法｣によっていることは疑いない ところであろう｡対位法的旋律線
の美 しきと､それらが多声的テクスチャーとして織 りなされる見事 さの中に､魅力の一つがあることは
間違いない｡その魅力は ｢フーガの技法｣や ｢プランデンプルグ協奏曲｣ といった作品において明 らか
である｡
次に ｢
バ ッハの和声的天才は､彼の偉大な対位法の技法に決 してひけを取 らないほと豊かである｡音
楽進行の多様性 とかな りの程度の半音階主義的時好は､彼の作品に見 られる明 らかな特長であ る｣｡ し
たがって､当時の管弦楽曲がバ ッハを含めて全体的にイデオマ ックではな く､また色彩の乏 しいもので
あったにもかかわらず､バ ッハの管弦楽曲が魅力 を失わなかった理由は､その和声的豊かさにあったと
考えられる｡それは管弦楽の色彩の乏 しきを補 うのに十分な変化 を､彼の音楽にもたらす ものである｡
｢
バ ッハは音楽の形式に対 して驚 くほど建築学的な感覚を持ってお り､フレーズの連続性 と鋭敏 さは
どの作品において も明らかである｣｡バ ッハ作品のこの ような構造的敏密 さも､人 に安定感 を与 える要
素 と考えられる｡また ｢アルバー ト･シュヴァイッァ一によって指摘 されたとされるバ ッハの絵画的､
象徴的側面‑<永遠>､<沈黙>､<静寂 >､<苦 しみ>､<下る>､<上る>などの言葉は､絵画的
に描写 されている｣｡このような音楽的表現 も聴 き手の注意を惹 きつける要素だろうと推測 される｡
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その他､バ ッハの音楽の重要な部分が宗教曲であることも､彼の音楽の性格 を考察する場合に､ぜ ひ
とも考慮すべ き点であろう｡このことは彼の作品の没我的､宗教的敬度 さに繋がるか らである｡
バ ロック音楽は､ロマ ン派や印象派の音楽のような色彩感覚ではな く､チェンバロという楽器で代表
される､音量差の少ない､漸増､漸減が困難な楽器の性質が示す とお り､淡々とした音楽である｡音楽
の気分的な起伏が穏やかで､聴 き手の気分 を余 り高潮 させない安定感が､療法的な性質 としてはたらく
のだと思われる｡そのような音楽の性質がバ ロック音楽が トランキライザー的な効果を持つことになる
と考えられる｡

モーツァル トの苦楽
多 くの音楽療法関係の書物や研究書は､モーツアル トの音楽のす ぐれた治療的側面について指摘 して
いる.またモーツアル トに関 しては､その熱心な支持者たちは､彼の音楽の特殊性について､それぞれ
の見地から意見を述べている｡いわ く ｢アインシュタイン同様ウォルフガングは､宇宙が惜 しみな く与
えて くれるもの一字苗は誰にで もそれを平等 に分かち与える‑を､自分はずっと作品 として書 き表 して
きたに過 ぎないことを知っていた｡
｣(
<モーツアル トを科学する>p.6
4)また､ ｢ベー トーベ ンはそ
れほど好 きではあ りませんOなぜならベー トーベ ンは私には余 りに劇的､あまりに個性的です｡ベー トー
ベ ンは確かに自分の音楽を創造 しましたが､モーツアル トの音楽は､宇宙に昔か ら存在 してこの巨匠の
手で発見 されるのを待 っていた ものをつかんだのように純粋です｡
｣(
<アインシュタイン ･ロマ ン 1>
p‑1
2
6)
以上のような音楽の性質が どこか ら生 じたのか､一般には論 じられることは少ないが､筆者の見解で

は､それは彼の特殊 なテンポ感か ら生み出されるリズム感 と､ピッチ感がその秘密の出所のように考え
られる.実際､モーツアル トの音楽の軽妙 さ､天衣無縫 さは､彼の快速なテンポと結びついた リズム感
と､生理学的に快感をもたらす高音域の音響は特有なもの として感 じられる｡<モーツ アル トを科学す
る>‑の前書 きの中で村瀬邦子は､ ｢
モーツ アル トの高周波音 はまた､創造性 を活発 にさせ ます ｡
｣
(
p.1
7) と述べているが､まさにモーツアル ト音楽の､あの光 り輝 くような高周波音域のサウンドは､
そのテンポ ･リズムと相 まって､モーツアル トの音楽を ｢
音薬｣たらしめている要因 と考える｡
モーツアル ト音楽の秘密について トマティスは次のような書 き方をしている ･‑ しか し彼 には､

｡｢
‑

あの何だかわか らないもの一私は知っているつ もりだが‑があ り､まさにそれこそモーツアル トに しか
ない ものなのである｡この何だかわか らない ものは､若い頃の作品か ら最後 まで､彼のどの作品にも認
められる｡
｣筆者は トマティスの指摘する秘密の多 くの部分が､モーツアル トの音楽を構成するテンポ ･
リズム感､及びピッチ感か ら生 まれるもの と考える｡
とにか く､この ｢
何だかわか らない もの｣が どこから来るのかについて､次の中山正和が､モーツア
ル トの手紙の一節 として紹介 している点 も､理解を授けるに違いない｡すなわち､｢私 には無理 にアイ
デ ィアを出すことはで きません｡私は見事 な絵や彫刻 を見るように､一 目でその曲を見渡すことがで き
ます｡私は想像のうちに曲の各部 を一つ一つ聴 くのではな く､その全体 を一度に聞 くのです｡云々｣と｡
この手洗の一節によってモーツアル トが音楽 をどのように感 じ､あるいはどのように作曲 したのかが直
感 される｡｢
‑ 目で､その曲を見渡 し､かつ､その全体 を一度に聴 く｣ ことによって､モーツアル トは
｢
天上の音楽｣､あるいは､｢は じめから宇宙に存在 していた音楽｣､を作ることがで きたのであろう｡
モーツアル トの音楽の普遍性 と療法的効果について､ トマティスは次のように描写 している｡ ｢
彼の

0
年間､世界各地であらゆる民族 を対象 として実験や治
音楽は実際､並みはずれている｡それは､この4
療 を して きたのだが､彼の音楽だけが､常 に同 じ効果を発揮 して きたか らである｡それはまるで､音楽
とい う次元 を超えているかのように作用する｡それは､本源的なリズム､最初の振動の本質その ものな
のである｡その上では､すべてが結びついてい く｡
｣(
p.6
7) トマティスの記述 はその まま受け入れ ら
れるものだ と信 じるが､モーツアル トの音楽の普遍性､適応性は指摘 されるように､｢音楽 とい う次元
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を超えた｣ もっとも根源的な要素をもつ もの と考えられる｡
トマティスは ｢‑･
･
･
モーツアル トは人体 を演奏 したのである｡
｣ とも述べているが､ この記述 は まさ
に<ゆらぎの科学 >の編著者である武者利光が､｢
生体 リズムがすべて 1/ fゆらぎをす る とい う発見
から､音楽がお しなべて 1
/ fゆらぎする謎が とけて きました｡つ まり音楽 とい うのは生態の リズムを
コピーしたものである､模倣 した ものであるというのが結論です｡
｣(<ゆらぎの科学 3>p‑1
9)
アンダー
ライン筆者)と記 していることと一致する｡ もともと人間が生 きるため に益 となる音 楽 とい うのは､
｢人間 (
の坐体 :著者)の リズムのゆらぎに合致 した ものだ｣ とい うことになるが､この事実がモーツア
ル トの音楽のように普遍性 を備えた時､｢
音楽 とい う次元 を超 える｣ もの となるだろう｡

ウィンダム ･ヒル ･コレクション
この音楽の特別な魅力 というものは､CDの解説にあるとお り (山口弘滋訳 ‑o
c
t
,
'
9
0)制作責任者
が ト‑‑本当に心に感 じた音楽だけを､最高のクオリイティで世に送 り出す とい う姿勢 を頑固なまでに

NDHAM HI
LLRECORDSの会
守ってきました｡ もともと音楽のプロでなかった彼 (ギタリス トでWI
l
lAc
ke
r
man)が､友人たちのために弾いていたギターが好評であった｣ とい う事実 か ら､ こ
長のWi
の会社の性格 については想像がつ く｡
筆者は特にこの音楽の便れた特質が､音楽のプロではないとされる人物か ら出ているとい う､その発
想に注 目する｡この点について､次の引用例 を参照 しておこうと思 う｡｢ピーター ･バ ッキー さんは こ
う回想する｡rアインシュタインが並大抵でなかったのは､かれが物理学の領域ばか りでな く､何 にで
も関心を持っていたということです｡言葉をかえて言 うならば､彼は気性か らして玄人だったのでな く
素人だったということなのです｡
J｣(アインシュタイン ･ロマ ン lp.118アンダーライン筆者 )この点
に関 して､アインシュタイン自身､次のように証言 しているorなぜ､他 ならぬ私が相対性理論 を発 見
することになったので しょうか｡普通の大人は時間と空間の問題について頭 を悩 ませた りしません｡そ
ういう "正常 "な人はもうそんなことは子供の時に教科書で教 わって解決済だ と思 っているのです｡
(
専門家 とはそ ういう類の人類である一筆者註)それに反 して私は精神的な発達が遅 く､大人 になって
からやっと時間や空間の不思議 さについて疑い始めたので した｡おかげで私は普通の子供 よりずっと深
く問題点を追求することがで きたのです｡
J｣(アインシュタイン ロマ ン 1pp.51,52)
｢
専門馬鹿｣ という言葉は､専門家が専門的な見方 しかで きない欠点 を指す ものだと思 うのだが､専
門性その ものが､それ以外の自由な発想 を禁止 して しまう不便 さがある｡それに対 して､素人 とい うも
のは発想が自由で､突然変異に相当する発想によって､専門的な発想 としては禁 じられている､従来的
な発想に新風 を吹 き込むはた らきをすることがある｡わが国の武満徹 も､作品群の新鮮 さ､発想の 自由
さ､多様 さを観る時､既成の作曲理論 に縛 られない､自由自在な発想 を持っていたという意味で､彼 こ
そまさにそういった類の作曲家だったのではないだろうか｡
ウィンダム ･ヒルの音楽は上記 したような､従来的発想や感性 を越 えて､ しか もCDの解説者が書い
ているとお り､｢‑‑ (ウィンダム ･ヒルの音楽は)いつ まで も流行 と関わ りな く､その控 えめ な輝 き
をもって､聞 くものに安 らぎを与えて くれるのです ｡
｣(
WI
NDHAMH‥
LLRECORDSS
AMPLER'
8
9
)
｢
一人の聴衆 として聞 きたい ものだけ｣を選び出 したという自負心 もまた､素人魂の現 れにはか な らな
いと考える｡
ウィンダム ･ヒル音楽の特長は､パカッシ ョンが きざむビー トが不思議に､例 えばロックの ビー トな
どの強烈 さ‑それは時には脅迫的な刺激 となることがあるが‑とは異なって生理的な優 しさ､心地 よさ
をもっている｡また旋律が歌のような短いフレーズの繰 り返 しにもかかわらず､旋律線が器楽的である
ことも特長 として戟察 される｡ また前に引用 したとお り ｢
流行 を追わない｣ こと｡ したがって功名心や
利害にとらわれない観点で選曲されている点｡ したがって､その音楽的効果はあ くまで神経 と心 に優 し
い刺激で､これらの要素が絡み合って､意図的に音楽療法の 目的のために作 られた音楽よりも､す ぐれ
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て治療性 をもっているもの と考察 される｡
アインシュタインは音楽をインス ピレーシ ョンの源泉 として､また休息の道具 としてうまく活用 した
科学者 として観察 されるが､彼 によれば

｢F私は音楽には理論 を求めません｡人間の内側からほとば し

り､わ き出て くような一体感が感覚的につかめないような作品は私は好 きにはなれません｡
j ｣ と述べ

p.1
2
5
)
ている｡(アインシュタイン ロマ ン 1
クラシックにあ らず､それか といって単なるポ ップ ミュージ ックで もない｡それはまさにWI
NDHAM

HI
LLの音楽その ものである｡ある精神科医 (
彼 自身芸術療法､音楽療法に造詣の深い研究者 )に音楽
療法に使用するレパー トリーについて尋ねたところ､筆頭に上げたのがウィンダム ･ヒルの音楽であっ
たことも興味深い一致である｡ウィンダム ･ヒルの音楽は優 しさ､親身に世話 をやいて もらっている感
じにさせる音楽だ というのが､それに接 した時の筆者の実感である｡

ブルガ リア女声合唱
ブルガリアの女声合唱については､音楽療法の レパー トリーの立場か ら特筆 してお く必要を感 じて､
一つの考察領域 として取 り上げてお きたいと思 う｡
ブルガリアン ･ヴォイス CD第‑集‑の解説 として､解説者の中村 とうようは ｢聞 くものの心を転換
させるブルガリアの声の神秘｣のみだ Lで次のように書いているO｢ニ ンゲ ンの分類にはいろいろある｡
‑‑ぼ くは､ニ ンゲ ンには､ブルガリアの声の神秘を知る人と知 らない人､この二種類があるように思
えてならない｡ この神秘 をいったん味わうと､音楽に対する感情がガラリと一変 してしまうからである｡
小泉文夫か らの引用 として ｢
小泉先生が初めてそれを聞いた時､少なか らず､いわばカルチャーショッ
クを受けた｣ ことや､｢
小泉先生のテープを聞いた､一人のアメリカの女子大生が､三日間はそのショッ
クか ら立ち直れずに､夢遊病者のような感 じで過 ごした｣ ことなどを紹介 している｡
断っておかなければならないことは､ブルガリアの音楽 といって もいろいろあるだうが､ここでは取
り扱 うのは女声合唱だけに限定 してお きたい｡それこそ最 も特殊 な音楽 と考えるからである｡第一集 と
して銘打たれた CD<ブルガリアン ･ヴォイス>の解説者は合唱のスタイルについて

､ト ･‑民謡 をう

た うには最低三人集 まらなければならないというように､は じめか ら合唱の形態になっているのである｡
中略･
‑･
･
ペ トラおばさんは自分の旋律 を歌 うが､その旋律 とは違ってまった く上下動 しない､一本調子
の旋律 を歌 う人が必要であ り､ もうひとりは音の高さをち ょっと変 えて､主旋律 と平行 した動 きをする
人が必要で,この三者が組み合わされないと歌 にならないのである｡
｣ と述べている｡
その民謡 (
女声の合唱スタイル)は､われわれが通常耳にする西洋音楽の三和音による合唱 とは全 く
異なってお り､また音階 も感覚的には旋法的で (
おそ らくアンプロジウス旋法の延長線上にあるもの ?)
､
明確 な長音階や短音階 とは異なった雰囲気 をもっている｡また､合唱のスタイルについて ､CD解説者
は次のようにも解説 している｡｢このようにブルガリアの民謡は､ソロでは成 り立たない｡必ず複数の
声で歌われるというのが､極めて特徴的だ｡ひとりひとりの声が､フアズにかかったような濁 り声であ
る上に､その声 と声 とが不協和音 まで含んだ複雑怪奇な重な り方で合唱を形作る｡それによって､身震
いするようなサ ウン ドが生み出されるわけである｡こんなサウン ドが何 をヒン トに して作 る上げられた
のかはわか らないが､上の小泉先生の言葉か ら推測で きるのは､ブルガリアンの声の重ね方は楽器では

｣
バグパイプに似ているのではないか､ということだ｡
<ブルガリアン ･ヴォイス>第 2集

(
COCY‑7
5
4
1
5
)の解説者 ､溝田滋郎は ｢複雑怪奇な重な り方 ｣

について次の ように解説 している｡｢
一般西洋音楽のように五度､四度､三度､六度のいわゆる協和音
にもとづいて合唱を組み立てる考えとは全 く違って､ブルガリアの人々は二度､七度､九度などの不協
和音程 による合唱を行 う｡･
‑‑･
ブルガリアの歌い手たちは､野山の静寂の中で､歌声がユニゾンの場合
よりもはるかに強 く､するどく､立体的に響 く方法 を会得 した｡
｣ と述べ､西洋音楽 における伝統的な
三和音 に拠 るベルカン トな響 きとの違いを指摘 している｡
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ブルガリア民謡の性格 に関 して第一集の解説者､中村 とうようは､｢さらに憶測するならば､バグパ イ
プやブルガリア女声合唱のあの強烈な響 きの根底には､空気 を激 しく震動 させることによって植物があ
る種の刺激を受けるという考え方があって､農作物の成長促進のための呪術 に源を発 しているのではな
いかと思われる｡中略‑‑ ともか くぼ くは､プリガリアの声の神秘の裏に､古代人の呪術的な祈 りが隠
されているのは間違いないと確信 している｡
｣ と述べているが､その音楽を実際に聴 いた ものは､ この
見解に同意 した くなるだろう｡
ブルガリア女声合唱の生い立ちについて､根源的なことを考察すれば､やは り原始的､呪術的､自然
発生的､即興的な性質を感 じ取 るに違いない｡ブルガリアの合唱は多 くの場合､伴奏なしで歌われるが､
時には楽器の伴奏がつ く場合 もあ り､前述 したとお り､発声 は ｢フアズにかかったような濁 り声｣であ
ると同時に､楽器 自体 もフルー ト系､チェロ､バスに似た低弦系､さらにはパカッションに至 るまでか
すれた響 きであ り､この点西洋音楽の透明な響 きに慣 らされた耳には､極めて異質なものに聞こえるだ
ろう｡
さらにつけ加えてお くべ き点 としては､ブルガリア民謡のアマチェアリズムについてである｡前にウィ
ンダム ･ヒルの項で も触れたことであるが､発想の新鮮 さの源がその自然発生的､ノン ･プロ性 にある
ように感 じられる｡ もともと民謡の担い手は素人であるわけで､この点 もこの音楽の魅力 となっている
要素であろう｡ブルガリアン ･ヴォイス第二集の CD解説者である溝田滋郎は､この点について次のよ
うにコメン トしている｡｢･
･
･
･
･
･
前の (
第‑集の :著者)CD<ブルガリアン ･ヴォイス>‑COCY7
5
4
1
5
)
は演唱者の名を記 していなかったが､おそらくそのようなアマチュアの歌‑とすれば最高度に洗練 され
たものだが一を集めた ものなのだろう｡ "ここに聴 く"第二集では演唱者 (
合唱団ソリス トたち)が明
記され､プロあるいは少な くともセ ミ ･プロの人々であることがわかる｡中略‑･
‑ここで大変興味深 く
感 じられ､同時に快哉 を叫びた くなるのは､ブルガリアのこうした民族的合唱においては､アマチュア
もプロも同 じ平面に立っている､という事実である｡言いかえれば､ここでは "洗練 '
'は "西洋化 "と
｣(アンダーライン筆者)
同義語ではない｡
解説者が演唱の洗練の度合いを引 き合いに出 して､西洋化 と同義語ではないことをとくに断っている
理由は､演唱を聴いた率直な感想は､ぞっとする くらい美 しく絶妙 なアンサ ンブルで､西洋的感覚 とは
異なって高度にプロフェッショナルな響 きだからであるOこの響 きを抵抗な く受入 らる人は､その音楽
的魅力に取 りつかれること請け合いである｡ブルガリアの女声合唱が療法的な効果を持つか どうかは､
この音楽が西洋音楽一般に対 して特異であるだけ､それに接する人の音楽的感性 によって制約 を受ける
だろう｡ブルガリア女性合唱の魅力をあるが ままに受けつけることので きる人は,それだけ余計に多 く
の レパー トリーをもつ ことになる｡

讃美歌一聖歌‑クリスマス ･キャロル
ここで取 り扱 う讃美歌 とは､キリス ト教会で一般的に用い られている ｢
讃美歌｣ または ｢
聖歌｣ と呼
ばれているものを指 している｡現在用いられている讃美歌集には第一､第二､新讃美歌合 わせ て860曲

3
4曲が収められていることになる｡
程度が収め られている｡ さらに､聖歌の通 しナンバーに従 えば､7
これはソースとしては膨大な量である｡讃美歌 も音楽療法の レパー トリーとしては､一部にはその療法
音楽としての価値が認められているようであるが､常に高い関心 をもたれているわけではなさそうであ
る｡
讃美歌 という言葉が示す とお り､その性質上神 を請える歌であるか ら､まずは歓喜の感情の表現であ
ろうが､その他生 きる喜び､希望､院想的な雰囲気､そ して人間的な悲 しみや苦 しみに対する慰めの気
拝を感 じ取ることがで きる｡少な くとも筆者にはそのように感 じられる｡讃美歌が歌われた り演奏 され
た りする場合､それが聴 き手に喜びを与え､希望 を抱かせ､あるは慰めを与えるならば､宗教的教義を
抜 きにして､それはすでに療法音楽 として適合 していると考えていいだろう｡
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讃美歌や聖歌の大多数は 2部形式 (
1
6
小節)程度の短い曲が大多数である｡出典はコラール､グレゴ
リオ聖歌､民謡､その他出典不明なものまでいろいろであ り､民謡や学校唱歌の気安 さと単純で明快 な
形式を持っていることが､多 くの人に親 しまれ受け入れ られる要因ではないかと考えられる｡讃美歌の
中で も､とくにクリスマスソングは特筆すべ き領域であろう｡クリスマスを祝 う歌の中には､｢きよし
この夜｣や ｢もろびとこぞ りて｣などのように､宗教の教義や信仰 といったことを越えて､一般に広 く
親 しまれているものがあることは暴知のとお りである.クリスマス ･キャロルは文字通 り ｢
賛歌｣であ
り｢
歓喜の歌｣であるが､多 くのクリスマス ･キャロルは同時に慰めと希望の歌で もあ り､便 しさに満
ちていて､その聞 き手が誰であれ､音楽 としては時節 を越えてそのように響 くに違いない｡

民謡 (
民族音楽 )
音楽療法に関す る処方集を考えようという時､それが行われる地域の民謡を無視するわけにはいかな
いだろうO民謡はその地域で生 まれ育った人にとってはいわば揺藍であ り､それを聴 くということは心
理的､生理的に母親の子宮内にいるのと同 じぐらい､安定 した環境にあることに違いない｡自分が生ま
れ育った地域の民謡 (
民族音楽)を聴 くということは､条件が整えば､揺 りかごに揺 られている心境に
なるものと思われる｡民謡に聞 き入るという行為は､ひとが最 もその人自身でいられる環境 にあること
を意味 し､ふるさとの谷J
≠せせ らぎや､風の昔 を聞 くの と同 じ効果をもつ ものと考えてよいであろうo
次の事例は心理学関係の知人が口頭で語って くれたエ ピソー ドである｡｢
都会のある有 名大学 で勉強
していた若者が､かな り重度の神経症にかかったため､学業を中断 して出身地である沖縄県の離れ小島
に帰郷 して きた｡その若者はその後特別に治療 を施 したわけで もないが､故郷でのんび りと時を過 ごし
ているうちに､自然治癒 してすっか り元気 を取 り戻 した｣ とい うことである｡ある人が生 まれ育った地
域の民謡 を聞 くとい うことは､もっとも生存 に適 した環境 に身を置 くことを意味するもの と考えられ､
条件が揃えば例示 したエ ピソー ドの事例 と同様 な効果を民謡に期待で きるもの と考えられる.民謡は音
楽療法の処方集を考える場合に､ぜ ひとも視野に入れるべ き音楽ソースであるO

追 記
音楽の習慣性 ない し副作用について
音楽の効果を考える時､音楽を一つの ｢
刺激｣ と考え､また ｢
暗示力｣ をもつ もの と考えるのは当然
であるC音楽の刺激はふつ う ｢
快感｣ をもた らす ものであるが､中にはそ うでない もの もある｡<ゆ ら
ぎの科学 >の編著者である武者利光は､次のように述べている｡
｢
‑‑ (ヴィヴァルディ､バ ッハ､モー
ツアル トの音楽など :著者註)は全体 として 1/ fスペ ク トルになっています｡中略‑‑ しか しすべて
の曲がこうなっているわけではないですね｡ こうならないのは前衛的な現代曲に多いですね｡私 自身聞
｣(<ゆらぎの
いていて､これで も音楽かなというようなのは､1/ fゆらぎにはなっていないんです｡

65)音楽はすべてアルファ波を生 じさせるタイプの刺激の ものばか りではない｡聞いて
科学 > 3 :p.1
武者利光 によれば前衛
｢
快感｣ を感 じる音楽が 1/ fゆらぎの刺激 を持つ もので､そうではない音楽 (

/ fゆらぎになっていないので､｢快感｣ を与えない｡この ことはだれで も体
的な現代音楽の類)は 1
験的に理解で きる事である｡つまりそのような音楽を聞いて も人はアルファ波を生 じない｡前項 までに
取 り上げた類の音楽､つ まり療法的な音楽 とは､脳波 をアルファ波の状態に誘 う音楽を指 しているわけ
である｡
ところで､音楽 も一つの刺激であれば､それに対 しては慣れ (
刺激が薄れる)も起 こる し､習慣性 ‑
ない しは依存性 (それな しでは落ち着かない状態になる)も生 じる｡また明 らかに副作用 も生 じること
も指摘 されている｡<あなたを変える音薬 とはなにか>のなかで著者の水野和彦は ｢暗示力 は､ なに も
肯定的に働 くばか りでな く､否定的方向へ も働 くのは､当た り前だろう｡中略･
‑‑ヘヴィ ･メタルには

p.4
6)
､さらに ｢
騒音が人間に与 える心理学的影響
負の暗示力が確実に備わっているのだ｡
｣ といい (

‑8‑

の一つに､非社会的人格 を作 る｣ とい う点 について､い くつかの事例 を示 している｡(
p.6
6)
<星界の音楽>の著者 ジ ョス リン ･ゴ ドウインは ｢‑‑ロックの コンサー トでは ビー トは神聖視 され､
蚤音は ものす ごい レベルまで高め られる.そのため､ある一つの世代全体が 匝常的な難聴 に陥る とい う
事態す ら起 きている｡
｣ と記 している｡ちなみにこの項 目は ｢ロック系音楽の騒音 に よる有 害性 ‑ポ ッ
プ ･ミュージ ックの罪 と可能性｣の見出 しの もとに記 されている｡
それでは音楽療法の立場か らは､音楽 にどの ように接すればいいのだろうか｡｢
和 英対象仏教 聖典 ｣
の第 3章 2節 4に ｢しか し､この国は休息の ところではあるが､ 安逸 の ところで はない｡ その花 の台
(うてな)は､いたず らに安逸 に眠る場所ではない｡真 に働 く力 を得て､それを蓄 えてお くところの場
所である｡
｣ と書いている｡音楽が療法の道具 として意味 を持つ範囲 もまた､仏典 と同様に､(
音楽によっ
て :論者 )｢
真 に働 く力 を得て､通常の生活 に復帰す る｣ための もので､安逸 をむ さぼ る ‑つ ま り音 楽
におぼれる‑音楽の心地 よさに浸 り切 って しまう結果になってほな らないだろう｡す なわち､山松質文
のい う ｢同質の原理｣か ら ｢
異質の原理｣への転換が必要であろう｡つ ま り同質の状態か らぬけでるの
である｡
音楽による中毒症 一依存症の事例 としては､比喰的にWI
LLI
AM

m>の中の

S
AROYANの <MyNa
mei
sAr
a

｢
ハ ンフォー ドへの旅｣か ら､｢
一 日中ジザばか り弾いているなまけ者 の ジ ョーギ叔 父 さん

と､彼 をそのせいで快 く思 っていない祖父が､実はジ ョーギのジザ を聞 くことな しには生 きられない関
係 にある｣ ことを引用 して､習慣性､依存症の例証 として示 したので､ここではこの点 を指摘す るだけ
にとどめ､詳細 については くり返 しを省略する事 にする｡(
琉球大学教育学部紀要第4
1
集第 1部 )

あ とが き
以上､い くつかの任意の領域 を取 り上げて､それ らの音楽の療法性 について考察 を試みてみたが､文
字通 り試みに終わって しまった｡序文で断わった ように､ここでの考察は特定の音楽 について､特定の
治療の対象 となるべ き症状 を想定 した ものではな く､療法音楽のあ りかについて､一般説 も交 えなが ら
説明することの困難 さを改めて痛感 した｡
グレゴリオ聖歌､バ ロ ック期の音楽､そ してモーツアル トの音楽については､すでに多 くの ことが語
られ､また記 されているところで､改めてそれ らにアプローチすることの困難 さを感 じた次第である｡
本論で取 り扱 った項 目の中で ウィンダム ･ヒル とブルガリア ン ･ヴォイスはいわば問題提起 として レ
パー トリーの掘 り起 こ しの必要性 を痛感 した｡その他 にもリコーダー (
パ ンフルー トなどを含めた笛類)
の透明感のある自然音､ リュー トの音楽 ､マ ドリガル (とくにモ ンデ イヴェルデ ィの前半期 の もの)な
どのそれぞれの音楽 も､領域 としてはぜ ひ掘 り起 こしてみたい ところである｡ さらには､エスニ ックな
音楽の中にもレパー トリーのあ りか としては､探索 してみるべ きものがあるだろ う｡ちなみに筆者 はパ
プア ･ニューギニアの音楽はす ぐれた療法性 を持 っていると感 じている｡
誰かが言 ったとお り､｢
世の中には人間の感情の数だけの音楽がある｣のだか ら､ われわれ人間 は､
尽 きることのない音楽の泉 を持 っていることになる｡
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