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は じめに
音楽を聴いて心身をリラックスさせた りリフレッシュさせた りするということは､われわれが 日常的
に経験 していることである｡音楽が人々の心 を楽 しませ､なごませ､ リラックスさせ､そのことによっ
て心身の疲労を回復 し､傷ついた心 を癒 し､孤独 を慰め､い らいらを鎮め､憂苦な気分 を明る く転換 さ
せて くれることを､人々は体験的に知っている｡ したがって多少な りとも音楽好 きな人は､自分 に今 ど
んな音楽が必要かということを､ある程度知っていて､自分な りの レパー トリーをもって､生活の中で
それを活用する方法を心得ているように観察 される｡一般の書店で､音楽療法に関する入門書､あるい
は教養書 レベルの普及版を見つけることが予想外 に多い｡なに しろその類の話蓮はテ レビ､ラジオなど
で提供 されることが しば しばで､書店によっては小規模 なが らも療法音楽 コーナーを設けているところ
もあるぐらいである｡すでにある種の音楽が薬 として薬局で売 られている時代である｡mu
s
i
cme
di
c
i
ne
という言葉はもはや 目新 しい言葉ではな くなっている｡
こうした音楽の聞 き方は､明 らかに伝統的な音楽鑑賞スタイルとは異なる｡従来型の音楽の聞き方は､
いわばコンサー ト･ホール型の もので､そこで求め られるものは､感動であ り､精神的高揚 といった も
のである｡それに対 して､音楽をリフレッシュメン トや リラクセーシ ョンのため､ もしくは音楽療法 目
的で聞 く場合は､それによって何 らかの音楽の もた らす効果 を求めて聞 くもので､そのための工夫 など
もー例えばある種のハープなどのような香料 を同時に用いるとか‑いろいろ試み られているようである｡
それはニュアンス的には単なる娯楽 としての聞 き方 とも異なる聞 き方で､極めて音楽療法を志向 した も
のである｡ある人々の間では､音楽は紋切 り型の音楽鑑賞か ら､音楽を療法的に利用することが理解 さ
れ始めていると考えていい兆候が見える｡
現在筆者が知 り得る音楽聴装置を開発 している会社は､国内ではパイオニア社 とその関連会社のボディ
ソニ ック社の 2社だけである｡外国の事例に関 しては今のところ全 く情報 をもち合わせていない｡次は
見聞きした範囲の関連する機器の種類である｡

機器のタイプ
1.椅子型
･リラクティブチェア‑ (
パイオニア社)
レザー張 りの長椅子型で､大人がゆった りと身体 を横たえることので きるサイズになっている｡
筆者が観察 したものは､椅子にテ レビと有線放送を接続 した もので､両方の耳元を覆う感 じでスピー
カーがついてお り､集中的に音楽やテレビや有線放送の音声が聞こえる仕組みになっているO椅子
はリクライニング式になっている｡
･リフレッシュ‑ 1 (ボディソニ ック社)
形状はリラクティブチェア‑とほぼ同様で､主な相違点はこれにはフイルムカラーのカプセルが
ついてお り (オプシ ョン)
､頭部をそれですっぽ りと覆 うことがで きるようなデザ イ ンになってい
る｡カプセルの使用はもちろんオプシ ョナルで､それを使用すれば外部の音 を (
光線 も)ほとんど
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速断 して しまうことになるので､一層聴 くことに集中で きる仕組みである｡

2.ベ ッ ドあるいはマ ットレス型
ベ ッ ドに音の振動が伝 わるようにデザインされているという説明だったが､実物 を見ることがで
きなかったので実際についてはよくわか らない｡

3.床パネルまたはフロアー型
いずれ も音楽の振動 を床 に伝えるタイプで､それによって､運動 を誘導 しやす くするねらいのよ
うだ｡
以上のすべてのタイプに共通 している特長は､音楽 を聴覚的に聴 くだけでな く､その振動 を身体で も
感 じるように工夫 されていることで､このシステムが体感音響システム (
ボディソニ ック)と呼ばれて
いるのはそのためである｡

設置 (
使用 )場所
沖縄県内でそれ らの機器 (
装置)を設置 している場所では､まずスポーツクラブまたはフィットネス
ルームの ような施設で､スポーツやサウナで一汗流 した後で､上記 したようなボディソニ ック ･タイプ
の椅子に身体 を横たえて リラックスすることを目的 としているようであるCここで明 らかなことは､ス
ポーツやサウナで汗 を流す とい うことが主で､音楽を聴 くということは二義的だということであるQ ど
の種類のボディソニ ックであれ､主体的に音楽を聴 くために活用 されているようには見受けられなかっ
た｡
ベ ッ ドパ ッ ト (ボデ ィソニ ック社)は前述 したように､ホテルルームに設置されているということだっ
たが､残念なが らそれを実際 に見た り､体験使用 させて もらう横会はなかった｡
そのほかには 2､ 3の病院が 日的的に置いてあるところがある｡大学病院の研究室にも研究用機器 と
して置いてあるところがある｡
変わった ところといえば､ディスコやカラオケハ ウス､もっと例外的なのはクルーザーの中に持ち込
んで使用 している例があると聞いた｡

機器 または装置の使用の形態 と効果
すでに述べたように､椅子型の装置では､それにテ レビと有線放送が接続 されていて､多 くの場合使
用者は､ うとうとしなが らテ レビを見てその うち仮眠 して しまうという説明であった｡つ まり､積極的
に音楽を聴いているケースは少ないということになる｡
例えば有線放送には､あらゆるジャンルの音楽か ら自然音 (
せせ らぎの音､波の昔)までさまざまの
種類の音が聞けるわけだが､テ レビグループに対 して音楽 グループが どのような聞 き方をしているのか､
今の ところはわか らない｡テレビを見る場合で も椅子への振動は利用 しているらしい｡ したがって音楽
聴取 よりも音響振動の刺激が求め られているようだ｡
リフレッシュ‑ 1タイプは本来的には､音楽を体感 しなが ら聞 くために考案 されたもの と考えられる
が､フィッ トネスルームやスポーツクラブなどでは､この機器の利用度は極めて低 く､ほとんど遊休化
しているようだ｡利用の し方が利用者によく理解 されていないために､一種の健康器具的な感覚で使用
しているように見受けられる｡
床 タイプは､エアロビックスルームに取 りつけられているのを見せてもらったが､振動が床に伝わる
ことによって､た しかにインパク トがあってビー ト感がはっきりするので､身体が動か しやす くなるよ
うには感 じられるが､音楽だけの場合 と比べて どれほどの違いがあるのか調べてみたい気がする｡
デ ィスコやカラオケハ ウスなどのような場所での設置は､多少場違いな感 じもするが､床振動 を加え
ることによって､音楽にの りやす くなるらしい｡音楽聴 (
あるいは演奏)のあ り方 としては､たとえば
演奏者が (
あるいは微かには聴衆 も)自分の楽器や音の振動を感 じることはもちろんあるわけだが､そ
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れを増幅 して感 じるというのはいささか邪道 とも思えるが､ロックミュージックはもともとそ ういった
タイプの音楽だから､そのことは聞 く音楽のタイプによるということもあるか もしれないとは思 う｡
クルーザーにこの機器 をもち込んで音楽 を聴 くというケースでは､その装置の利点をよく承知 してい
るかあるいはファッシ ョナブルな人かのいずれかだろう｡
以上知 り得た範囲内では､このシステムをたまたま知った人々が､音聴器具 としてではな く､テ レビ
に接続 した例のように､健康器具的な感覚で使用 しているとの印象であ り､本来の制作意図に したがっ
て使用 されているとは言い難い.
またその設置場所の範囲もごく限定 されていて､ボディソニ ックの沖縄県内における普及率は穣めて
低いといわざるを得ない｡一般に､体感音響 システムその ものの考案の意図が十分に理解 されない感が
あ り､このシステムの開発 に刺激 されて日本バイオ ミュージック研究会などがそれによる実験 を開始 し
たというのが実情のようである｡

使用体験記
筆者使用のシステムはリフレッシュ‑1と呼ばれているボディソニ ック社の製品で､ちょうど理髪店
の椅子をフロア用に低 くした形をしてお り､普通の椅子のポジ‑シ ョンか らリクライニ ンする仕組みに
なっている.大 きさは大体幅6
0
c
m､高 さが5
3.
5
c
n‑8
6.
5
c
m､フル リクライニ ングの際 の最長が 1
80皿 と
いったサイズである｡それにカセ ッ トテープ ･プレーヤーが取 りつけられてお り､椅子に音楽の振動が
伝わるように=夫 されている｡さらに､フイルムカラーのプラスチ ック製のカプセル (フー ド)がつい
ているので (
その使用は任意であるが)
､遮光効果 と同時に遮音効果 もあることから､音楽聴の集 中度
を高めることが期待で きる｡この機器は上記 したような構造の他､アームがついているので､大人がゆっ
た りと身体をあすけることがで きるようになってお り､ したがって､それはすでに構造的にその使用者
をくつろがせる効果をもっている｡
筆者がこのシステムの大 きなメリッ トとして感 じるのは､耳元に取 りつけられた小型のスピーカーで

6
c
mX1
7c
mで､耳 との距離を左右いずれ も自由に動か して
あるOスピーカーのサイズは縦横それぞれ約 1
調節できるようになっている｡かな り微妙 なところまで使用者の好みに合わせ られる｡それによって､
音量､体感振動､音源 との距離の調節などを加減することがで きる条件は､オープンで聞 く場合よりも､
より有効な聞き方 として観察 されるO
カプセルで頭部全体 を覆った状態で音楽を聴 くことにより､聴 く音楽に親密 さが加わることも観察 さ
れる｡先にも記 したように､カプセルはフイルムカラーで遮光 されているので､部屋のカーテ ンを閉め
たのと同様な効果があ り､さらにカプセルの外界 との現実的､また心理的遮音効果のために､聞 くこと
に一層集中できる｡心理的に不調の レベルが大 きい場合には､オープンで音楽を聴 くより､カプセルで
覆って聴 く場合の方が､聞 くことにより専念で きるとい うのが使用後の実感である｡常にカプセルで覆っ
て聴 くのがいいのか どうかは､時 と場合によりけ りで､一概 には言えない｡心地よく疲れをとる程度の
ケースでは､カプセルはむしろ煩わ しいか もしれない｡多分心労が病的なレベルに近づ く従って､効果
を発揮するものと考えられる｡
音をオープンで聴 く場合 と､この装置を使 って聴 く場合の相違点は､この装置で聴 く場合は音 に包み
込 まれた感が強 く､ちょうど音楽浴を している感 じである｡椅子が安楽椅子の形状 を している上 に､椅
子全体が音響ホールになるので､音楽に浸 る感 じがあ り､音楽の種類 にもよるだろうが､誘眠効果 を感
じることが しば しばある｡いずれに して も､それ (ボディソニ ック)を有効に活用するためには､聞 き
手の音楽的感性 と､自分に必要な音楽の レパー トリーをきちんともっていることが肝心である｡プライ
ベー トに活用 しようという場合は､使用者の積極的態度によるだろうし､他方客にサービスとして提供
しようとする場合は､使用マニュアルを作成するぐらいの労 を厭わないことと､テープ､CDなどを必
要最小限取 りそろえてお くことは必要な配慮 だと思 う｡そうでないとソフ トのないパ ソコンと同様で､
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ただの椅子､よくて健康器具類 になって しまう恐れがある｡

エピソー ド
次は筆者が直接観察 した事例である｡(
沖縄県の)城辺町で酒造 りに音楽を利用 している酒造所 の こ
とが1
9
9
3
年 7月 3日付 けの琉球新報の夕刊 に紹介 されたことがある｡このシステムは早 くからでき上がっ
てお り､各地で利用 されているようで､｢
すでに日本酒やワイン､ウイスキーなどで試み られてお りこ
の効果 も実証ずみ｣ とのことである｡その記事 に誘われて筆者 も現場 を視察 してみた｡音楽の使用の仕
方は発酵 と貯蔵の 2段階に分かれてお り､発酵の段階では音楽をもろみ樽 に音振動 として流 していた｡
表面的には音楽は観察者の耳には聞こえないが､ もろみ樽 に耳を押 しつけると､確かにモーツアル トの
ピアノ ･コンチェル トが聞こえた｡いわば音楽を聴覚的にではな く (
当然のことだが)振動 として樽 に
伝 えているのである｡ ここでの音楽はあ くまで物理的 (
構造 をもった)振動である｡
次の段階では､で き上がった酒の貯蔵 コーナーに じかに音楽を流 していたが､どんな音楽をどんなふ
うに して流すのかについては､ とくにセオリーがあるわけではな く､試行錯誤的に各種の音楽を流 して
いるということであった｡実際にそのコーナーには各種の音楽 (
テープ､CDなど)が ランダムに積ん
で置いてあっただけだった｡
しか しもしその ようなシステムで､｢もろみの成長がはや くな り､また風味が まろやかになった｣ と
して も､その成果 と人間の音楽か ら受ける情緒的刺激やその効果 とを同一視するわけにはいかないだろ

う｡
したがって､音楽 を聴覚的に聞 くことに加えて､体感振動 として感 じさせることによって､音楽聴の
効果を増幅 させ ようとする試みに対 しては､疑問を抱かざるを得ない｡ただ､エアロピックスなどの床
運動で音楽 と同様 に床 に (
音楽の)振動 を加 えることによって､動 きを促進することは考えられる｡こ
うした工夫によって､体が軽 く動 きやす くなることは､理屈 にかなっているように考えられるからであ
る｡
ボデ ィソニ ックの実際的な使用の仕方は､たとえばマ ッサージ機 を使用するような､ボディソニ ック
の本来の意図とは異なった効果が求め られているらしく､ もし使用者がそれな りの効果をこのシステム
に認めれば､それな りの利用価値があるに違いない｡ただ体感振動が音楽聴 をより有効ならしめるかは
やは り疑問がのこる｡
筆者 自身の使用体験 としては､体感振動はむ しろ不快です らあった｡その点に関 しては個人差がある
ように感 じられる｡ただ し体感振動装置の使用は全 く利用者の好みにまかされているので､その装置が
ついていること自体 は問題にはならないことは事実である｡

提

言

現代社会はス トレス社会である｡ とくに学校でい じめに遭った りして､そのために学校 に行けなかっ
た り､例え学校 まで行 けたとして も､学校の中で身の置 き所がない子供たちは悲惨である｡そういった
子供たちのために学校や教師はどれほどのことをしてやっているのだろうか｡
桜林仁 らは<頭の よくなる音楽活用法>のなかで､｢
ス トレスが強 くなれば一時安全 地帯 に逃 げる｡
そ して､心身を休養 させ､十分活力 をつけてか ら再びアタックする｡それが賢い生 き方ですO どれほど
の強者で も休養は必要です｡云々｣ と記 しているが､ もっともな話である｡肉体的変調や疲労に関 して
は人間はそのような処置をするが､それが心の問題になると､なぜか精神的な虚弱者 として片づけて し
まっていないだろうか｡心が一時的に ｢
異常状態｣に陥った場合は､肉体の場合 と同様 に､ぜひ避難場
所 を提供 してやるべ きであ り､それが精神衛生上ご く自然な対処方法ではないだろうか｡精神的な過労
状態か らの回復のための時間 と場所 を提供 してやって､自然に教室に帰 してやることを考慮 してや りた
い と思 う｡そ して学校の保健室 こそ､ボディソニ ックの有効性が最 も発揮 される場所に違いないと考え
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る｡例え不登校 に至 らな くとも授業が受けられない子 どもたちがいるわけで､そ うした子 どもたちが保
健室に集 まって くると聞 く｡この子 どもたちに対 しては当然のことなが ら､保健婦が対応せ ざるを得 な
いわけで､そ ういった状況に対 しては保健婦の手にも余るだろう｡
子 どもたちは音楽に敏感である｡多 くの場合 自分の好 きなレパー トリーのい くつかは持っているに違
いない｡音楽は即効的に情緒に働 きかける｡ どれほど優 しい言葉や激励 の言葉 をかけて もらうより､あ
る時間ボデ ィソニ ックのような音楽機器で好 きな音楽 (
可能ならば音楽 を調合 してやって)を聞かせる
方が (
そ ういった場 を提供 してやることが)
､そ うした子 どもたちに早 く気力 を回復 させ て クラスに帰
してやることがで きるか もしれないと考える｡ボデ ィソニ ック類の機器は､そ うした 目的のためにこそ
効果を発揮する道具 として活用で きるものと考えるが どうだろう｡
最後に平成 8年 8月2
0日付けの産経新聞に､未来史閲覧コーナー (
1
5
3)音楽療法特集があ り､< ｢
音
楽療法士｣第一号が来春誕生 >の見出 しの中に次の記事が見える｡ここでの提案 と関連 して､紹介 して

4
8)‑横浜病院診療内科部長‑は､不登校の小 ･中学生 をボデ ィソニ ックの椅
おきたい｡｢山本晴兼 (
子に座 らせ､好 きな音楽を聴かせた｡梅田病院 (
東京都足立区)院長当時の昭和62､3年 ､12人 に実施
して､数カ月には半数以上が復学 したO｢
腹痛や頭痛で学校に行けないが､検査 して も異常 はない‑そ
んな子が多い｡質疑を拒否 した子に､r
好 きな音楽テープを持って病院にいらっ しゃいJ と誘 う｡ 中 2
の女子がアイ ドルグループの曲を身体で聞いている間に頭痛か ら解放 され､登校 にも抵抗 を示 さな くな
りました｣｡
この事例は医師のカウンセ リングの もとで行われたものだが､それがな くて もその主旨や活用方法が
きちんと示 され､適切に利用者に提供 されれば､学校保健室での適当な使用 も必ずそれな りの効果 を発
揮することが十分に考えられる｡
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