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大会長講演「音楽で治療なんてできるのか」 資料  

文責) 齋藤考由 

 

本資料の利用案内 

 本資料は、講演をお聞きいただくときのガイドとしてご利用ください。目次を追いながらご視

聴いただくと、その場面の図表や内容補足ならびに訂正などが手元で参照いただけます。 

( 印刷する場合は、余白を「狭い」に設定してください。) 

( カッコ )内には、内容をより詳しく知りたい方のために、文献情報を記しています。 
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Ⅰ. はじめに・・・今回の講演でお伝えしたいこと 

Ⅱ. 講演タイトルをめぐって 

Ⅲ. 「音楽」と「療法」に関連する用語の整理 

Ⅳ. 「治療」の基本は「自己治療」 

      音楽による自己治療 １  [身内の場合] 

      音楽による自己治療 2  [藤井凡大氏の場合]  

Ⅴ. 音楽することと「自他-非分離」 

Ⅵ. 非分離とは : 述語文化の日本 

Ⅶ. 自験症例の提示 

       1. 「こえ」による失われた身体性の回復 
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Ⅷ 「音楽中心音楽療法」における非分離  

Ⅸ. 述語制言語 : 日本語と音楽 
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ご挨拶 

 ここでは 90 分と説明しておりますが、結果 約 110 分の講演となっています。 

 

0.  二つの「現実」:「リアリティ」と「アクチュアリティ」 

『氷がとけると何になる?』・・・へのこたえ 

 

 

 

 

「水になる」 リアリティ(reality) res = 事物 ・・・モノ 

「春になる」 アクチュアリティ(actuality)  actio = 行為、行動・・コト 
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Ⅰ. はじめに・・・今回の講演でお伝えしたいこと 

音楽療法士は「音楽すること」において  

[自他-非分離]に機能することによって 

代替不可能な治療職となりうる 

  

Ⅱ. 講演タイトル : 「音楽で治療なんてできるのか」の意図 

音楽と治療がどのように結びつくのかとの疑義に対して、 

「音楽にしかできない治療領域が確かにある」ことを示すことで、 

関連職種の方々に音楽療法士が治療職でありうることを伝え、 

一方、本会の会員へは音楽療法士が持つべき職能を示すこと。 

 

Ⅲ. 「音楽」と「療法」に関連する用語の整理 

・「療法」と関連する用語の整理 

「治療」: 法律上医師が患者の症状に対して行う行為のみをいう (医療法)  

⇒諸外国で treatment と表現される治療の意味よりも、狭い。 

「療法」: 治療のしかた。治療の方法。(国語辞典)とあり、法律に縛られるような概念でな 

い。さまざまな民間療法も「療法」と呼べる。 

「療法士」: 法律上の縛りあり。わが国で「療法士」を名乗って「療法」をするには、国 

の定めた資格をもって行なう必要あり。 

※ 音楽療法士は、社会的に コ・メディカル(co-medical)と言えるのか問われている。 

 

・「音楽」とは 

「音楽とは人間により組織づけられた音響(humanly organized sound)」   

(J.ブラッキング(徳丸吉彦 訳)、『人間の音楽性』、岩波現代選書、1978)   

(齋藤考由、音声精神療法(ヴォーカル・サイコセラピー)の視点から見た音楽療法と言葉,  

日本芸術療法学会誌 Vol.47 No.1, 2016, pp.35-41)・・・割愛 

 

Musicking(「音楽するコト」)の提唱 

『Music を名詞(=モノ)としてではなく、動詞(=するコト)と捉える。 

(C. Small, Musicking, Wesleyan University Press, 1998) 

 

・ナウシカの言葉 :  

「目的のある 生態系・・・その存在そのものが 生命の本来に そぐいません  

私達の生命は 風や音のようなもの・・・生まれ ひびきあい 消えていく」 

(宮崎駿, 風の谷のナウシカ 7, 徳間書店, 1995, P132 ) 

⇒「音楽」は いのち と同型(isomorphic)。 

「音」はリアリティに属し、「音楽」はアクチュアリティに属す。 

「声」は話者のアクチュアリティの現れであり、そのものが「音楽」。 
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Ⅳ. 「治療」の基本は「自己治療」                  

 
 

広義の精神療法がおこなわれる場の構造 

(神田橋條治, 精神療法面接のコツ, 岩崎学術出版社, 1990, p.28) 

 

 ・自助の活動(自然治癒の力の支え) : 治療行動の核は「自己治療」 

 ・抱える環境 : 一人では解決へ向かわない場合に登場・・・ないと大変 

(野坂昭如、アメリカひじき・火垂るの墓、新潮文庫、1972) 

  ・「異物」としての治療技法・治療操作 

 

音楽による自己治療 1 [身内の場合]  

音源 : 古関裕而作曲, 「熊日の歌」(熊本日日新聞社社歌), 独唱 齋藤吉正, 伴奏 九州放送 

管弦楽団, テイチクレコード, 1953. 

     音源 : 3 大テノール世紀の競演, カラカラ浴場でのライヴ音源, 1990. 

        本人は、CD の音源の声に、あり得たかもしれない潜在的(ヴァーチュアル Virtual)な 

自分の声を聞いていたのかもしれない。 

 

音楽による自己治療  [藤井凡大氏の場合]  

     音源 : 新八犬伝 辻村ジュサブローの世界, NHK DVD より,  

メインテーマ, 「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」 

   音源 : ハイドンのセレナーデ, リコーダー名曲 100 選 より, 全音楽譜出版社, Sony  

Record, 1975) 

 

「自他-非分離」とは?  

 (R.D.レイン,「自己と他者」, みすず書房, 1975, p.126) 

 (鷲田清一, 「じぶん・この不思議な存在」, 講談社現代新書, 1996, p.111) 

「音楽すること」では、稀ならず「自他-非分離」状況が生じる。 

 

Ⅴ. 音楽することと「自他-非分離」 

類的行動 : 個的行動、種的行動とはことなる存在様式のひとつ。魚群が一斉に向きを変え 

て、捕食魚から身を守ったり、空を渡る鳥の群れが突風に対し一斉に隊形を変え 

て飛び続けたりする姿に観察される。 
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精神療法のトレーニングとしての合奏 

『合奏というのは、精神療法家にとって良いトレーニングになると思います。だって、相手の 

だす音を聴きながら自分も音をだし、それも聴きながら両者を調和させようと努める。しか 

も、その三つを同時進行させるのですから』 

(神田橋條治, 精神療法面接のコツ, 岩崎学術出版社, 1990, p.92) 

 

通常の治療観 と 音楽療法の[場所] 

発言内容訂正) 58 分 : 誤)「アクチュアリティの世界です」⇒ 正)「リアリティの世界です」 

 

Ⅵ. 非分離とは : 述語文化の日本 

          割り箸は・・・ 

使用前 未分化 

割る 分離 

用いる(一膳) 非分離 

行為なしに、非分離はない。 

 

使用前は未分化(未分離)、二つに割ると分離し、二本をあわせ用いる際には「一膳」。 

(山本哲士, 哲学する日本, 文化科学高等研究院出版局, 2011, p.39) 

 

<音>は述語的であるということでもある。 

『「悲しさ」は、民族によって違う、ドイツ人の悲しさと日本人の悲しさは違う、その場所の 

違いから作曲者の表現はなされている、しかし、もっと深みに本質的な悲しさがあるのではな 

いか、人としての深みに在る普遍的な悲しさ、それを自分は演奏指揮し表現するのだ』と。 

(山本哲士, 哲学する日本, 文化科学高等研究院出版局, 2011, p.158) 

 

「合奏の構造」  

『このようにして、それに参加する各人の内部であると同時に外部でもある「あいだ」の虚空 

間で鳴っている音楽は、もはや演奏者各自の個人的な意志を超えて自律性を獲得した固有の有 

機体的生命をもっている。』,『各奏者はむしろ、音楽自体があらかじめ自律的に先取した未来 

の音を、自らの行為によって実現するという使命を与えられている。』 

(木村 敏,「あいだ」, ちくま学芸文庫, 2005, p.41) 

音源 : Messe in D より Agnus Dei, A.ドヴォルザーク, 演奏 福岡コール・フェライン,  

オルガン : 清水のりこ, in アクロス福岡シンフォニーホール, 2014.7.20. 
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「生命一般の根拠」 

『この地球上には、生命一般の根拠とでもいうべきものがあるはずであって、われわれ一人ひ 

とりが生きているということは、われわれという存在が行為的にも感覚的にも、この生命一般 

の根拠とのつながりを維持しているということにほかならない』 

 (木村 敏,「あいだ」, ちくま学芸文庫, 2005, p12) 

 

Ⅶ. 自験症例の提示 

1「こえ」による身体性の回復 (第 8 回 国際音楽療法会議にて口演, Hamburg, 1996) 

(齋藤考由, ケースに学ぶ音楽療法 II, 岩崎学術出版社, 2017, p.p.77-97) 

2 死にゆく人が音楽療法士のこえに依って歌うこと 

音楽療法士同伴の訪問診療 : 自他-非分離に Fuku さんの『身になった』演奏。 

   音楽担当は、医療心理学研究所 主任研究員 : 荒木(旧姓 梅崎)聡子さん。長年デイ・サー 

ビスで Fuku さんと音楽を共にし、彼女の音楽履歴・嗜好をふまえた上での選曲です。 

   ・五木の子守唄 (熊本県 民謡) 

   ・りんごのひとりごと (武内俊子作詞、河村光陽作曲) 

 

Ⅷ  「音楽中心音楽療法」における非分離  

「音楽になる」体験の川のたとえ  

『今度は、あなた自身が川であると想像してほしい。今、あなたは川の流れであり、さざめきで

あり、渦巻きであり、動きそのものである。あなたの体験は、川 以外の
・ ・ ・

ものすべてになる。(中

略) あなた自身が川であるので、川についての体験はなくなる。しかし、川であるからこそでき

る特別な体験を味わうことができる。他のどのような体験ともにつかない、川のような体験とし

か表現できないものとなる』, 『音楽と融合したり、自己のアイデンティティを超越するといっ

た最も深いレベルの音楽的体験の多くは、こうした例のような形で起こると筆者は提案したい。

そのような体験の性質を音楽的用語で特定化することは適切でないし、不可能でさえある。ある

人が音楽 の中に
・ ・ ・

完全に没入してしまえば、外的存在としての音楽は消滅し、その具体的な性質

は体験する者にとって最重要な事柄ではなくなる。その代わりに、音楽と一体となることで得ら

れる体験こそが最も突出した体験となる。より正確には、音楽 を体験する
・ ・ ・ ・ ・

のではなく、音楽

として
・ ・ ・

自分自身や外界を体験することと言えるだろう。(傍点著者)』 

(K.Aigen(鈴木琴栄, 鈴木大裕 共訳), 「音楽中心音楽療法」, 春秋社, 2013, P.76) 

 

風○窓○開○た・・・主語的世界観と述語的世界観による表現の違い 

Eigo-centrism(英語中心主義)からの脱却 

中動態とは  行為者の不在、自然の勢いの表現 (金谷武洋) 

(金谷武洋, 「英語にも.主語はなかった」, 講談社選書メチエ, 2004, P.23) 

(國分功一郎, 「中動態の世界 意思と責任の考古学」, 医学書院, 2017) 

 

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」川端康成の「雪国」の冒頭 

The train came out of the long tunnel into the snow country. (サイデンステッカー訳)  

⇨ 原文にない「主語」がどうしても必要で、視点が全く異なってしまう。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%86%85%E4%BF%8A%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%9D%91%E5%85%89%E9%99%BD
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K. Aigen 氏の川(音楽)になるたとえ 

翻訳       今度はあなた自身が川であると想像してほしい。 

原文        I now ask you to imagine yourself as the river. 

述語制表現 「さあ、川になってみよう。」・・・論理的かつ達意である。 

 

Ⅸ. 述語制言語 : 日本語 と 音楽 

「音楽になる」体験を記述するのには、言語学的に西欧語より日本語が適している。 

スライド訂正 誤) 誰かがが何かをした ⇒ 正) 誰かが何かをした 

 

ふろしきのように機能する音楽療法士 

風呂敷は相手により自分の形状を自在に変えて「機能」し、使用後はまたただの「方形の 

布」に戻って、たたまれ、しまわれ(消え)る。 

ふろしきのように自他非分離に機能する治療者は、真の意味での「共感」を対象者との間に 

育む。⇨ R.D.レインの「そっとお茶を差し出す」看護師のように。 

スライド訂正 誤) 音楽療法の存意義 ⇒ 正) 音楽療法の存在意義 

X. 科学主義 と 対峙する音楽(療法)   

「対峙する」とは同一水準での「対立」とはことなる。 

「主語的世界」(リアリティ)の、より深層に「述語的世界」(アクチュアリティ)が存在する。 

音楽(療法)の営みはその次元にあり、主語的世界観と対峙し「現実」を補完する。 

 

以下、まとめとして 

音楽療法士への願い・・・対象と非分離に機能するために 

音楽すること 

 音楽すること(Musicking)の自由度を上げること。 

 少なくとも、得手の楽器にはおいて充分「手がまわる」こと。(以上、必要条件) 

 アンサンブル体験を深め、「非分離」に機能することを体感・実践すること。 

 それを、「何らかの状況である」 ことを記述するのに適した日本語を用いて、 

丁寧に記録していくこと。(充分条件へむけて)     

   

「治療」という営為の意味を知ること 

 自らの行いが「善」であると前提して「療法」の押し売りをしないこと。 

 治療とは、本来その人の人生にとってなくて済む方が良い「異物」に属することを 

わきまえ、 「浅く」「狭く」「短く」「軽く」そっと差し出すものであること。 

 「毒性のない薬などない」ことをこころに留め置くこと。 

 「治療」とは何かを問い続けること。 
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「遊ぶことと現実」 (D. W. Winnicott, 「岩崎学術出版社, 1979, p.53 )   

『精神療法は２つの遊ぶことの領域、つまり、患者の領域と治療者の領域が重なり合うことで成 

立する。精神療法は一緒に遊んでいる２人に関係するものである。以上のことの当然の帰結とし 

て、遊ぶことが起り得ない場合に、治療者のなすべき作業は、患者を遊べない状態から遊べる状 

態へ導くように努力することである。』 

 

⇨  遊ぶこと = playing = 「音楽すること(musicking)」  

 

 

お話しのさいごに・・・ 

※「してよいこと」 と 「できること」 

主客分離が前提の組織(学会や国)から授与される資格は、非分離の能力を担保しない。 

※「できること」 と 「してよいこと」 

「本物の魔法使いは、むやみに魔法を使わない!!」 (ル=グウィン作, 『ゲド戦記』より) 

 

 

【講演で使用した用語について】 

「自他-非分離」と「主客非分離」の 2 種類が使っておりますが、おおまかには同じことを指し

ていると考えてください。自他とは「自分と他者」、主客とは「主体と客体」のことです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【視聴いただいたみなさまへのお知らせ】 

 恐縮ですが、個別のご質問・お問い合わせには対応しておりません。団体やグループとしての

講演・ワークショップの依頼などで、演者に連絡ご希望の場合は  Fax. : 0942-38-2318 か

E-mail : medipsy3110@gmail.com にて『医療心理学研究所』(〒830-0041 福岡県久留米市白山町

390-21) までお問い合わせください。音楽療法領域以外からのご要望にも対応いたします。 

mailto:medipsy3110@gmail.com

