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巻頭言

日本音楽即興学会編集委員会委員長 若尾 裕

２０１６年に日本音楽即興学会誌 vol. 1 が発刊されましたが、これはその２年後の２０１
８年に発刊されました vol. 2 です。この調子で、発刊が続くことを期待したいものです。
2017 年の大会ではクラブ・ミュージックがテーマとして取り上げられ、民俗音楽や現代音
楽など発表領域も広がりを見せ、本号でもそのような広がりを見ることができ、少しづつな
がら本学会のコンセプト、領域を超えた即興音楽の交流が具体化されてきた様子が見て取れ
るように思います。
まだまだ学会誌など、敷居が高いものと感じられている方も多いかもしれませんが、アカ
デミズムにはこだわらない楽しい記事の投稿もお待ちしております。さまざまな理由から今
回も WEB 上での発刊という形態を取ることにします。しかしながら本誌はこの領域 におけ
る唯一の専門誌であることは変わりません。
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研究報告

アメリカ実験⾳楽とインド⾳楽の出会い
井上 春緒
京都⼤学⼈⽂科学研究所
欧⽶におけるヒンドゥスターニー⾳楽の受容を歴史的に振り返る場合、⼀般
的にはビートルズのジョージ・ハリスン（1943-2001）とラヴィ・シャンカル
（1920-2012）との出会いを中⼼に物語が描かれてきた。
シャンカルはハリソンのシタールの師匠であり、ウッドスットク・フェスティ
バルにも出演した経緯から、60 年代のカウンター・カルチャーにおいて神格化
される存在になった。シャンカル本⼈が望むか否かに関わらず、欧⽶においてイ
ンド⾳楽が⼤きなプレゼンスを得ることができたのは、新たな精神⽂化を模索
していた欧⽶のヒッピー達が神秘的なインド⾳楽に憧れを抱いたからであった。
その後、この流れはシャンカルの師匠であるアラウッディーン・カーン（18811956）の息⼦アリ・アクバル・カーン(1922-2009)へと引き継がれた。1967 年に
バークレーにアリ・アクバル⾳楽学校 Ali Akbar College of Music が創設される
と、ここがアメリカにヒンドゥスターニー⾳楽を普及させる⼀⼤拠点となった1。
多くのアメリカ⼈はこの学校でヒンドゥスターニー⾳楽を真摯に学び、中には
優れたインド⾳楽奏者となる者もあった。
この⻄海岸を中⼼にしたヒンドゥスターニー⾳楽の受容史を「表」の歴史とす
るならば、ここで話題にあげようとしているのは「裏」の歴史と⾔えるだろう。
それはビートルズのように「エキゾチック」なインド⾳楽テイストをロックと融
合させるのではなく、絶え間なく続くドローンや反復を基調とした実験的アプ
ローチであった。これらの活動はポピュラー⾳楽産業に背を向けつつも、後世の
アーティストに多⼤な影響を与えたという意味で、決して無視できないもので
ある。
ここでは東海岸を中⼼としたインド⾳楽受容史の主要⼈物であるラ・モンテ・
ヤング（1935-）、テリー・ライリー(1935-)、そして彼らの師匠である、インド
⼈声楽家プラン・ナート(1918~1996)の活動とその作品を概観することで、アメ
リカにおけるインド⾳楽の受容史のもう⼀つの側⾯を照らし出してみたい。

1 その後、アリ・アクバル⾳楽学校の校舎はサン・ラファエルに移転し、現在に⾄っている。
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ラ・モンテ・ヤング

ヤングは 1935 年にアイダホ州の⽥舎町のモルモン教徒の集落で⽣まれた。彼
の周りには男達が歌うカウボーイ・ソングや⼥達の歌う⼦守唄など、⽥舎町の⾳
⾵景が広がっていた。
また幼少期のヤングは⾵が家の裂け⽬から⼊ってくる時に発する持続⾳や、
野外の電線から聞こえてくるハムノイズ2に聴き⼊り、その⾳に合わせてハミン
グし、歌を歌っていたという。彼が将来、ドローンを駆使した実験的作品を作曲
することになったきっかけは、このような幼少
期の原⾵景があったからだろう。
⻘年期のヤングはジャズやブルースに傾倒
した。７歳からアルト・サックスを習いはじめ、
後にロサンジェルスに引っ越すと、ビリー・ヒ
ギ ン ス (1936-2001) 、ド ン ・ チ ェリ ー (19361995)、オーネト・コールマン（1930-2015）
、エリック・ドルフィー（1928-1964）など錚々
たるジャズ・ミュージシャン達とセッションを

写真 1 ヤングが幼少期に住んでいた家
http://musicmavericks.publicradio.org/featu
res/interview_young.html

繰り返すようになった。その後、UC バークレーの作曲科に籍をおいたヤングは、
彼の⾳楽スタイルに⼤きな影響を与えた、⽇本の雅楽やインド⾳楽などの⾮⻄
洋の⾳楽に出会うこととなる。
特に前述のサロード奏者アリ・アクバル・カーンの Traditional Music of

India(1965)を聴いた時、そのバックに流れるタンブーラ3のドローン⾳に強く興
味をいだいた。この出会いこそ、その後ヤングがインド⾳楽へと傾倒していくき
っかけとなった。また、この時期にヤングの⾳楽⼈⽣の盟友となるテリー・ライ
リーにも出会っている。
バイオリン、ビオラ、チェロの弦楽器の持続⾳を⻑い静寂で結びあわせた初期
作品である Trio for Strings (1958)はロサンジェルス時代のヤングの代表作であ
り、ミニマル⾳楽の先駆けとなった。しかし、この時代の作品にはラディカルな
実験⾊は感じられるものの、インド⾳楽的な要素はあまり感じられない。ヤング

2 ハムノイズとは、電源周波数に準じた低い「ブーン」という雑音のこと。https://ja.wikipedia.org/wiki/ハ
ム音
3 インドの古典⾳楽で使⽤される撥弦楽器。主奏者の後ろで基⾳と 5 度或いは 4 度の⾳を繰り返し奏で
る。
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がインド⾳楽に深く⼊り込んでいくのは、60 年代にニューヨークに移り住み、
妻となったマリアン・ザズィーラ(1940-)と共に⾳と光のインスタレーションを
使ったスタジオである「ドリーム・ハウス4」を中⼼に実験的な⾳楽活動を始め
てからである。
ヤングのニューヨーク時代における初期のもっとも重要な⾳楽活動は、The
Theatre of Eternal Music というグループを中⼼に展開された。このバンドには
妻のザズィーラやテリー・ライリーの他に、バイオリニストのトニー・コンラ
ッド（1940-2016）や初期のヴェルヴェット・アンダーグラウンドのメンバー
であったパーカッショニストのアンガス・マックリーズ(1938-1979)とエレク
トリック・ビオラ奏者のジョン・ケイル（1942-）らが参加している。
The Theatre of Eternal Music としては 1965 年にリリースされた Inside the

Dream Syndicate Volume I: Day of Niagara が有名である。この作品は持続⾳を
駆使した初期の⾳楽作品の継続でもありつつも、ヤングが⻄洋の平均律ではな
い純正律への志向を明確化したという意味で転換点となった。そして、この傾向
は彼のもっとも有名な作品 Well Tuned Piano へ収斂する。
純正律で調律されたピアノをつかう即興作品 Well Tuned Piano は、1964 年
にその構想が始まってから数⼗年に渡りさまざまなシチュエーションで演奏さ
れ、未だ完成をみていない。録⾳された作品としては 1992 年に Gramavison
Records からリリースされたものがあるものの、それはあくまでこの作品の⼀つ
の記録でしかない。インド⾳楽では⼀つのラーガを
⻑年にわたり演奏し、そのラーガが持つラサ（味わ
い）をふかく探求していくが、この作品におけるヤ
ングのスタンスにはこのようなインド⾳楽の修⾏
と同じものを感じる。ヤング⾃⾝、あるインタビュ
ーにおいて Well Tuned Piano は彼のラーガである
と述べている。
さらに純正律のアイデアにも、当然ながらインド
⾳楽の⾳律の影響が⾒られる。当時すでに実験⾳楽
家の中には、純正律に対する志向をみせる者も多く
写真 2 ヤング
http://www.nndb.com/people/229
/000048085/

4

⾒られた。ヤング⾃⾝彼らの影響を否定していない
ものの、実際に楽器を改良し、純正律を奏でられる

http://www.melafoundation.org/dream02.htm
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ピアノを開発していくのは、彼がプラン・ナートの弟⼦として声楽の修⾏をして
からであった。
そして、興味深いのは、後年ヤングが⾳がどのように⼈間の精神に影響を与え
るのかという、インド的な⾳楽の捉え⽅を取り⼊れていったことである。インド
ではナヴァラサという概念があり、ある特定のラーガが⼈間のどのような感情
を引き起こすかといったことが理論化されてきた。このような⾳と精神や⾝体
の影響関係に対しては、モルモン教徒として育ってきた彼の思想が深く影響し
ているという分析もある［Grimshaw142-172］。モルモン教とヒンドゥー教の時
間観や宇宙観が、永劫や反復を基調とするヤングの⾳楽作品にどのような影響
を与えているかということは、彼の作品を理解する上でも重要なテーマであり、
今後もより深く⽐較研究されるべきであろう。
いずれにせよヤングが 60 年代後半以降にプラン・ナートに師事し、真剣にイ
ンド声楽を学び始めてからは、さまざまな形で彼の作品にインド⾳楽の影響を
みることができる。特に純正律で歌われるインド声楽は、彼の⾳楽作品に決定的
な影響を与えたといえるだろう。ヤングはプラン・ナートの声楽の中でも特にア
ーラープという無伴奏の独唱部分にインスパイアされていたという。そしてグ
ル・シシャというインドの厳格な師弟関係を通して継承される、⾳楽の精神性は
深くヤングの⾳楽観を変化させた。

テリー・ライリー

テリー・ライリーはヤングと同じ 1935 年にカリフォルニア州のコルファック
スという⼩さな町で⽣まれた。幼少期から⾳楽に興味を持ち、６歳の時にバイオ
リンを始めた。８歳になるとピアノを始め、ラジオから流れる曲を⽿で覚えて演
奏していたという。ライリーはヤングと同様、⻘年期にジャズに傾倒し、安酒場
で演奏して⽣計を⽴てていた。
その後、彼は作曲を学ぶために UC バークレーの作曲科へ⼊学する。この時
にヤングと出会ったことが、ライリーの⾳楽⼈⽣にとっての転機となった。ライ
リーとヤングは互いの⾳楽を認める同志になった。特にライリーの⽅はヤング
の初期の作品に演奏者として参加し、ヤングの⾳楽に深く影響を受けた。
ライリーはその後サンフランシスコ・テープミュージック・センター5での活
5 1962 年にサンフランシスコで設立された現代音楽のための施設。

6

動の傍ら、テープのループを利⽤した実験的な作品を作り始めた。この機関には
後にデープリスニング・バンドを結成するポーリン・オリヴェロス（1932-）や
グレイトフル・デットのメンバーであったベーシストのフィル・レッシュ（1940-）
などがいた。彼の初期の作品でもっとも有名な in C はこの時代に作曲された。
彼の初期の作品はトランペット奏者、チャット・ベイカー(1929-1988)をフュ
ーチャリングした Music for The Gift (1965)など、ジャズ⾊が強い実験⾳楽が多
い。ライリーの作品においてインド⾳楽の影響が顕著になるのはおそらく A

Rainbow in Curved Air (1969)からであろう。くぐもったオルガンで同じフレー
ズが繰り返されるミニマルな展開に、突如閃光が
きらめくかのようにエレクトリック・ハープシコ
ードが割り込んでくるこの作品の冒頭部は圧巻
である。
ライリーの作品とヤングの作品をインド⾳楽
の影響を切り⼝に⽐較した場合、前者はよりイン
ドのリズム理論に影響を受けていることがわか
図 1 Terry Riely

A Rainbow in Curved Air (1969)

る。例えば A Rainbow in Curved Air の場合、全
体は７拍⼦で構成されている。これはルーパク・

ターラというヒンドゥスターニー⾳楽で多⽤されるリズム型である。
インド⾳楽のリズム理論であるターラは⼀⾔でいってその周期性に特徴があ
る。ある⼀つの周期（アーヴァルタン）がサム6からサムで終焉し、次のアーヴ
ァルタンへと繋がっていく。そしていくつものサ
イクルが⼤きなサイクルの⼀部として広がって
いき、最後には⼤きな曼荼羅のような細密画がで
きあがる。このような緻密でフラクタルなリズム
周期は、ライリーの 60 年代の⾳楽には顕著に表
れている。
⾳階とその動きを規定するラーガとリズム
周期を規定するターラを選び、それに則って⼀時
間近くかけて、 ラーガのイメージをターラの⾻

図 2 エリック・ソーダーバーグ
Personal Project 2011

http://work.eriksoderberg.se/Frac
tal-Experience

サム sam とはリズム周期の最初の拍であり、最後の拍でもあるインド⾳楽にとってもっとも重要な拍と
考えられている。
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格の上に描き出すインド古典⾳楽は、明らかにライリーの⾳楽⼿法の主要な部
分となっている。
この後 ライリーは Persian Surgery Dervish(1972)や Shri Camel（1980）にお
いて、同様の⼿法でよりドラマッチックな曲調の曲を作っていく。Shir Camel 以
降のライリーはクロノス・クァルテット7などに曲を提供するなど、作曲家とし
ての仕事が増えて⾏った。ライリーの作品においてインド⾳楽の影響が顕著な
のは Shri Camel までだろう。
すでに演奏家としてはある程度の知名度を得ていたヤングやライリーが、イ
ンド⾳楽を⼀から学ぶために、インド⼈声楽家の弟⼦になるということも、決⼼
のいることであっただろう。しかし、彼らはインド⾳楽の修⾏を伝統的なグル・
シシャ・パランパラー8の形で⾏い。彼らの師匠の死後も、その姿勢をくずして
いない。それほどインド⾳楽はこの⼆⼈の実験⾳楽家の⼼を魅了したのであっ
た。
それでは彼らが⽣涯たった⼀⼈の⾳楽の師匠として崇めたインド⼈声楽家、
パンディット・プラン・ナートとはどのような⼈物であったのであろうか。
プラン・ナート

プラン・ナート（1918-1996）は国際的に知名度を得た、インドの⾳楽家であ
るラヴィ・シャンカルやアラ・ラカ(19192000)9などと⽐べるとあまり知られた存在と
は⾔えないだろう。⽇本のインド⾳楽関係者
の間でもほとんど知られていないし、インド
本国においてさえ、メインストリームの古典
⾳楽の世界で彼の名前を知っている⼈は驚く
ほど少ない。
欧⽶でもミニマル⾳楽や実験⾳楽の愛好家
に「カルト的存在」として崇められているとい
うのが現状だろう。簡単に⾔えば、ビートルズ

写真 3 プラン・ナート
https://alchetron.com/Pran-Nath

1973 年に結成された弦楽 4 重奏のグループ。⺠族⾳楽や実験⾳楽などにわたる幅広い⾳楽ジャンルを
レパートリーとしている。
8
伝統的にインドにおけるグル（師匠）とシシャ（弟⼦）の関係は、例えば⾁親との関係よりも深いと考
えられている。シシャはグルに帰依し、グルの⾔う事には誠⼼誠意こたえなくてはならないとだれた。
9
パンジャーブ・ガラーナーを代表するタブラー奏者で、シャンカルの伴奏者として欧⽶でも知名度が⾼
かった。彼の息⼦であるザーキル・フセイン（1951-）は現代のタブラー奏者の最⾼峰である。
7

8

によってラヴィ・シャンカルのイメージが作り出されたように、ラ・モンテ・ヤ
ングらによってプラン・ナートのイメージが作りだされたのであろう。これは異
⽂化の⾳楽が⼊ってくる時に、その⽂化の橋渡し的存在が⼤きな役割を果たす
ことの⼀例といえるだろう。いずれにせよラ・モンテ・ヤングやテリー・ライリ
ーの⼤衆に迎合しない雰囲気が、仙⼈のような⾵貌のプラン・ナートを神秘化し、
異界の⾳楽家的な存在にしたてあげていることは間違いないだろう。では、実際
のプラン・ナートはどのような⼈物であったのか。彼の経歴を振り返ってみよう。
彼は 1918 年に現在のパキスタンの都市ラホールの裕福な家庭に⽣まれた。当
時のラホールはヒンドゥスターニー⾳楽の⼀⼤拠点になっていたので、彼の周
りでは⼀流の⾳楽家が⽇常的に演奏していた。そのような環境で育ったナート
は、６歳にして声楽家を⽬指すことを決めたという。ただし、彼の親は息⼦が⾳
楽家になる事を快く思っていたわけではなかった。13 歳の時、⺟親に⾳楽の道
に進むのならば、家を出るように警告されたナートは、なんの迷いもなく、家を
出たという。そして、道をさまよっている時にキラーナ・ガラーナの巨匠であっ
たウスタッド・アブドゥル・ワヒド・カーンの歌を聴き、すぐさま彼の弟⼦とな
ることを決めた［Lavezzoli 2007: 245］。
やや脚⾊された話のような気はするものの、これが彼とキラーナ・ガラーナの
出会いである。キラーナ・ガラーナというのはナートの師匠となったアブドゥ
ル・ワヒド・カーンの従兄弟にあたるアブドゥル・カリーム・カーン（1872-1937）
によってその表現法が確⽴された声楽の流派である。カリーム・カーンはヴィラ
ンビという極端に遅いテンポで歌う事でラーガにおける微細なメロディーの表
現を可能にし、近代インド声楽の基礎を作り上げた伝説的な声楽家である。
キラーナ・ガラーナの⾳楽的な特徴はピッチの正確さと繊細なラーガの表現
にあるとされる。このガラーナーでは、インド⾳楽に特有の複雑なリズム表現は
控え、無伴奏の独唱部であるアーラープを重視している。インドの⾳律は 1 オ
クターヴを 22 に分割したシュルティという微分⾳によって構成されている。し
かし、各ラーガにおけるシュルティは異なり、その⾳にアプローチするまでの動
きはそれぞれ違っている。和⾳の概念がないインド⾳楽においては、古代より旋
律に対して飽くなき追求がなされてきた。これはヤングの Well Tuned Piano の
⾳楽性にも継承されているといってよいだろう10。
シャンカルのシタール演奏がリズムの複雑さやテンポの劇的な変化を基調と
10 Well Tuned Piano の⾳律については［藤枝 2007: 162-66］が参考になる。
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していたのに対し11、ナートの声楽はラーガの微細な表現に重きを置いていた。
The Theatre of Eternal Music などで純正律を追求していたヤングが、ナートの
⾳楽に共鳴したのは当然であった。
⼀⽅でライリーは、インタビューにおいてウパッジという概念に再三触れて
いる。このウパッジという⾔葉はインドでは、システマティックな即興ではない、
フロー状態で⽣まれる⾃由な即興といった意味で認識されている。所謂、フレー
ズの反復や組み替えではないウパッジはインドにおいても、もっともレベルの
⾼い即興演奏とされている。ライリーがナートの⾳楽に惹かれたのは、ミニマル
な反復の中に突如現れるきらめきのような即興演奏であったのではないか。こ
れは前述の A Rainbow in Curved Air (1969)にありありと聴く事ができる。
以上、アメリカ実験⾳楽におけるインド⾳楽の影響について概観した。この分
野はインド⾳楽研究ではほとんど無視されてきた。⼀⽅で現代⾳楽や実験⾳楽
の研究では、インド⾳楽の知識がないため、彼らの作品におけるインド⾳楽の影
響について深く検証されてこなかった。
アメリカ実験⾳楽におけるインド⾳楽の影響については、ヤングやライリー
の作品はもちろんのこと、彼らの影響を受けた現代の⾳楽家の作品も含め、今後
より深く追求されるべきであろう。
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研究報告

動いている音楽—ジル・クレマンの庭の体験から
沼⽥⾥⾐（⼤阪市⽴⼤学都市研究プラザ）

0. はじめに
本論は、筆者がジル・クレマンというフランス人庭師による庭園を訪れた際の記録と、ク
レマンの著書「動いている庭」に見られる考えと筆者が障害者を含む人々との即興音楽活動
について考えてきたこととの関連付けを試みるものである。昨今、障害者の関わる芸術活動
においては、社会包摂の問題やアウトサイダーアート、アール・ブリュット等のジャンルに
関して様々な議論が行われており、芸術的観点と福祉的観点のはざまで議論が拮抗している
状況がある。本論は、庭園論との関連付けを経由することで、そうした芸術と福祉の狭間に
おいて社会的状況、倫理観等を鑑みた上での新たな表現のあり方を考えていくための一助と
なることを目的とする。

1. ジル・クレマンの庭の中で
以下は、ジル・クレマンの庭で体験したことの筆者自身の日誌である。

2017 年 10 月 21 日、暴風の吹き荒れる中、私はフランスのサン・ナゼールという小さな
港町にある庭の中にいて、不思議な幸福感に包まれていた。その庭は、一風変わったコンセ
プトによるもので、目の前に広がっていたのは、散らばったゴツゴツした大小の岩のなかに
草むらのように生えている植物で、他に人はおらず、私は転がっていた少し大きめの岩に腰
掛けて、それらの植物を眺めていた。観葉植物のように異質に見えるものもあれば、その土
地に合って勢い良く繁茂しているもの、また枯れているものもあり、ところどころに素朴な
小さな花をたくさん咲かせて群れている草のような植物も見えた。コンクリートの壁とフェ
ンスに囲まれたその空間に、およそ心地良いと感じる条件は無いと思えたが、私はその場に
いることで、不思議なほど幸せな気分になった【図１、２】。
この庭は、巨大な潜水艦工場の屋根に作られた、ジル・クレマン（Gilles Clément）とい
うフランスの庭師の「第３風景の庭（LE JARDIN DU TIERS-PAYSAGE）」であった。日本でも
2016 年に彼のコンセプトの一つ「動いている庭」をタイトルとした日本人監督によるドキ
ュメンタリー映画が公開されている。私も気にはなっていたものの、写真の庭や予告編に特
に惹きつけられることはなく、見ていなかった。しかしながら、上記の庭を「体験」しなが
ら思ったことは、その価値は写真や動画では伝わりにくいのではないかということだ。私に
とって、それは、一種のパフォーマンスを体験するような感覚だった。
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サン・ナゼールの町の「第３風景の庭」は、上述の庭だけで成り立っていたのではない。
驚くような大きな感動は、実はその前に起こっていた。その庭のある巨大な潜水艦工場は、
街の中心からそれほど離れているわけではないが、殺風景で巨大なタンクや工場が並ぶ海沿
いの土地にあった。道を隔てた隣の敷地から緩やかな長い坂を登ってその屋上に入ると、ま
ずはコンクリートの壁に町の歴史に関する写真パネルが並べて貼られた箇所があり、しばら
くしてようやく「第３風景の庭」という看板が見つかった。その看板のある壁に挟まれた通
路を進む間、壁には植物の配置計画のパネルを始め、クレマンが世界で撮りためたと思われ
る様々な植物のある風景写真が計 20 枚ほど並んでいた。霧がかかったような幻想的な写真
など植物の不思議なエネルギーが感じられるそれらの写真の最後に、壁に打ち付けられた金
属の扉が現れ、その扉にあった小さな窓を覗くと、そこにはずっと奥まで続くコンクリート
の壁で仕切られた沢山の個別の庭の端が見えた。その空間は、内部の音が聞こえず時が止ま
ったかのような独特の異質な空気感が感じられるもので、太陽という照明に照らされ、小さ
な虫が飛び交い、それぞれの庭に配される配水管があり、まるで楽園を覗いたかのようだっ
た。こうした「演出」に、私は非常に興奮して、ボルテージは一気にマックスに達したのだ
った【図３－11】。
それから、その壁の端まで進むと、12 の庭が順番に鑑賞できるようになっていた【図 12
−14】。そこに生えている雑草のような植物たちを眺めて巡るのは、初めて出会う生き物たち
と対話するかのような楽しさがあり、12 の小品が披露される公演に出かけた気分と近かっ
た。庭の中にある自然の生物は、近寄ってみると、単に拡大して見えるだけではない新たな
物が見えて来て、また別の世界を発見する楽しさがあった。12 の庭は、石だらけのものもあ
れば、ススキのような背の高くて穂のある植物が勢いよく育っているもの、地面を這うよう
な植物が多い庭もあり、それぞれ独自のコンセプトがあるようだったが、特にそれぞれの植
物が決められた場所に植えられているのではなく、外から飛んで来て生えている植物があっ
ても見分けがつかないようなものだった。庭のへりや少しだけ離れた地面に生えている小さ
な雑草さえ、愛おしく思えたほどだ。それらの庭とは少し離れた場所にあったのが、上述の、
中に入ってみることのできるサイズの大きい庭だった。
なぜ、殺伐とした雑草地帯のような庭を眺めながら自分が感動しているのか、不思議に思
いながら考えたことは、思想的に共鳴できるものと出会いがあったからではないか、という
ことだった。その思想とは、美的価値観や倫理観を含むようなものである。雑多な植物をの
びのびと育ちたいように配しつつも、そこに何らかの人の手が加えられた美学が感じられる
という点で、私自身が障害者との即興音楽活動において公演の演目を創作する際の考え方と
も近いと感じた。私は、知的障害者を含むアーティストによる即興演奏を行う「音遊びの会」
を 2005 年に立ち上げ、主宰してきたが、上述のクレマンの「演出」は、アーティストの梅
田哲也氏を招待した時に、彼が個々のメンバーの表現を独特の視線で捉え、様々な発想でパ
フォーマンスを作り上げていく手法と近いと感じた。その手法は、「音遊びの会」が常に模

13

索して来た方法である。また、2014 年には少しコンセプトを改めた「おとあそび工房」とい
う表現団体を立ち上げて継続したワークショップと公演活動を行ってきたが、そうした実践
研究を行いながら考えてきたことと非常に近いと感じたのである。

2. 即興⾳楽がもたらす「多幸感」を振り返って
前章では、クレマンの庭の体験を紹介したが、その後、実際にクレマンの庭と即興音楽の
類似点がありそうだ、と思われることが、数ヶ月後の 2017 年 12 月 4 日、私の勤務する大学
で行われた「OCU テニュアトラック研究集会 2017」で、即興演奏を披露した際に起こった。
その発表では、「音遊びの会」と「おとあそび工房」から 10 名のメンバーが約 15 分の演奏
を披露した。出演者全員が初めての場所で、互いにあまり知らないメンバーもいる中、当日
の本番前の約２時間で楽器の配置、それぞれが演奏する楽器、出演順などを決めて、出演者
が次第に増えていく方法による即興演奏を披露した。メンバーにとっては普段とそれほど変
わらない演奏であったが、美学芸術学・音響文化論を専門とする中川克志氏が、次のような
感想をフェイスブックの自身のページに述べていたのである。
「大阪市立大学に調査に来たら、偶然、音遊びの会の演奏を見る機会があった。実は初体
験で、驚くべき多幸感で、感動した。今から調査だけど、感動している。泣きそうである。
これ、色々、すごい。」1
この感想文の中の「多幸感」という言葉が非常に印象的だったのだが、それは、私がクレ
マンの庭の中で感じたものと近いものであったのではないか、と思い当たった。自分が出演
する音楽を客観的に感じることは難しいが、庭の体験を想起すれば、その庭と同じような音
楽を提供していたのかもしれない。そこで、改めて私があの場で感じた幸福な感じとは一体
どのようなものであったかを考えてみると、「私もここにいていいんだ」という感覚、つま
り、何か別種の価値観を見せつけられるのではなく、あなたと私の考えは違うけれども、そ
の考えを含んでいますよ、とまるで植物から語りかけられているような感じではなかったか、
と思われた。それは、様々な雑多と思える植物が、どれも排除されておらず、そこにいて良
いのだ、と伸び伸びと生きている、その様子から感じられたのだと思う。
帰国後に、クレマンの前述のドキュメンタリー映画を見ると、彼は庭に全く手を加えてい
ないのではなく、たくさんの植物を引き抜いたり、刈り込んだりもしていることが分かった。
また、唯一日本語に訳された彼の著書『動いている庭』2を読むと、世界の様々な植物の知識
と、自分が扱う個々の植物の生態に関する詳しい知識を元に、植物の都合を考えながらも人
間がそれにより美しさを感じたり、その庭に立ち入ったりして共存する方法が考えられてい
ることがわかった。その方法とは、状況に合わせて伝統的な考え方も柔軟に取り込むもので、
美意識と共に、人が植物と共存するための境界を柔軟に定めるための倫理観を感じさせるも
のであった。こうした考え方は、「音遊びの会」や「おとあそび工房」で即興演奏を行う際
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に、「どのような音を出しても間違いではない」、「他の人の演奏中に別の場所で音を鳴らし
ても良い」という暗黙の了解がある一方で、
「この場合にその音を出すのはふさわしくない」
という制限のための暗黙のルールも存在するという、独特の緩やかなルールがあるのと類似
しているとも感じた。クレマンに、人間と自然が共存していくための独特の美的価値観があ
るように、「音遊びの会」や「おとあそび工房」にも、障害のある人とない人が共存するた
めの独自の価値観が醸成されていると言えるだろう。このように考えれば、「社会包摂とア
ート」、あるいは「芸術か福祉か」といういまだに決着のつかぬテーマを、いわば「共生の
美学」という観点から考えるためのヒントを得られるのではないか、と思うに至ったのであ
る。

3. 知的障害者との即興⾳楽活動とクレマンの「動いている庭」に⾒られる考
えの類似点
前章までは、筆者の体験から感じたことを中心に述べたが、本章では、クレマンの庭に対
する考えと、筆者が音楽療法、コミュニティ音楽療法、コミュニティ音楽、アートマネジメ
ント、即興音楽の領域を横断しながら考察した内容の類似点を見出すことを試みたい。クレ
マンの考えを詳細に検討して議論することは別の機会にすることにして、本研究報告では、
さしあたりクレマンの著書『動いている庭』における彼の考え方を説明する章のうち、第４
章「荒れ地」、第５章「極相」、第６章「動いている庭」、第 7 章「ずれ」、第 8 章「実験」
、
第９章「放浪」
（いずれも３頁から 10 頁未満の短い章である）を取り上げて検討する。筆者
の実践研究として取り上げる内容は、「芦屋コミュニティ音楽療法プロジェクト」、「音遊び
の会」と「おとあそび工房」である。なお、ジル・クレマンに関する書籍を包括的に調査す
るには至っていないが、『動いている庭』の略歴から、クレマンが庭師であり、修景家、小
説家でもあり、多数の著書を出版していること、また、翻訳者による解説によれば、その庭
園論には、
「動いている庭」に加えて、
「惑星という庭」、
「第三風景宣言」などのコンセプト
がある。筆者がフランスで見た上述の庭は「第三風景」と言うコンセプトによるものだと考
えられるが、本章においては、著書『動いている庭』のみを参照することにする。
3-1「芦屋コミュニティ⾳楽療法プロジェクト」と「荒れ地」、「極相」
クレマンは、序章において、「荒れ地とは、私たちが必要としている新しいページなので
はないだろうか？」3と述べているが、第 4 章「荒れ地」において、より詳しく考察してい
る。クレマンによれば、「荒れ地という語はほとんどの場合、耕されなくなった土地や耕さ
れなくなるだろう土地に適用される」のであるが、彼は「自然も農業も締め出されてしまっ
た」その場所を「もっと良いものを作れると仄めかしている」のだと捉え、
「ひょっとして、
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そこに庭を作ることができるのではないだろうか？」と考える4。そこで彼は、荒れ地が多く
存在する地方自治体の観光振興計画に関わった事例を紹介するのだが、そこで考えた手法と
は、見慣れた対象の過小評価から積極的に評価する方法へ「転換」することであり、そのよ
うな見方を引き出すために、その土地に十数種の植物を徐々に受け入れさせていった5。
こうした自然との共生から庭の在り方を考えていく上では、植物が自然な状態で自由にふ
るまう状態を知る必要がある。クレマンは、次の章において、
「植生の最適な水準」である
「極相」に着目し、「この終局的な植生と庭をどうやって調和させていくのか」を課題とし
て考えていく。しかしながらクレマンは、その「植生の最適な水準」が庭を作るに当たって
必ずしも必要であるとは考えていないようである。彼によれば、
「『動いている庭』では、極
相に着目しているし、それを目標にすることもできるけれど、必ずしも極相に達する必要は
ない。」6という。つまり、クレマンは荒れ地から極相に至る植物のあり方を観察することに
より、そこに庭として成立するための条件を見出そうとしているのである。
こうしたクレマンの考え方や手法は、筆者が関わった「芦屋コミュニティ音楽療法プロジ
ェクト」がたどった過程と類似しているのではないかと考えられる。
筆者は、2004 年に「芦屋コミュニティ音楽療法プロジェクト」に主要音楽メンバーとして
関わり、知的障害者と地域のミュージシャン、音楽療法士が、従来の支援する人—される人
という関係性を超えて共演する方法を模索した7。最終的にジャズライブハウスでパフォー
マンスを披露したが、出演者個人の表現のための自由を担保しつつ、全体の中で個々が持つ
個性が十分に生きるような方法を見出すことは、容易ではなかった。完全に自由な状態では、
全員の音が同時に鳴らされるためにノイズの塊になりやすく、個々の表現は全体の中に埋も
れてしまう場合が多かったからだ。また、ルールを設定した上での演奏もまた、ルールの理
解が困難な人の楽器演奏の楽しさを奪うようで、我々の意図した方向性とは異なっていた。
このノイズの塊のような状態は、クレマンの考えに照らせば、「極相」状態であると考える
ことができるだろう。障害者のレベルに合わせ、皆が了解可能なごく簡単なルールを設定す
るという従来考えられて来たような方法ではない方法をとるためには、見方の「転換」が迫
られた。解決の糸口を見出すために、ゲストに音楽家の片岡祐介氏を招待することによって
考案されたのは、作曲家の野村誠の『しょうぎ作曲』という共同作曲の手法やアメリカの音
楽家ジョン・ゾーン氏の『コブラ』に発想を得た手法であった。これらは、簡単なルールに
よって共同で作曲したり、即興演奏を行なうものであるが、対象の知的障害者と共有するに
はあまりに難しすぎるものであったため、そのまま対象の知的障害者と共有しようとしたの
ではなく、その演奏の手法を事前に音楽家やスタッフで練習し、それをワークショップにお
いて障害者の即興演奏と共に演奏するという方法をとった。それにより、演奏者同士が自然
な方法で互いの音を聴きあいながら演奏することが可能となり、演奏の流れを構築的にし、
ライブハウスで発表可能な「作品」にすることに成功したのである。
このように、一人一人が演奏するための最適な条件と共に「音楽表現」として成立するた
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めの条件を見出そうとする過程は、クレマンが都市や郊外の様々な土地における「荒れ地」
や「極相」の観察から植物の動きを観察し、庭を形作っていく方法を見出したことと類似し
ているのではないかと考えられる。クレマンが「極相」に着目しつつも、「この終局的な植
生と庭をどうやって調和させていくのか」を課題としたように、我々もまた、知的障害者が
完全に自由に演奏している（あるいは振舞っている）状態から、舞台上で一人一人の表現が
際立ちつつ、公演の演目として成立するような方法を編み出していった。その際にとった手
法、『コブラ』や『しょうぎ作曲』を自由な即興演奏と同時に演奏する、というルールのあ
る状態とない状態が共存する即興演奏の在り方は、クレマンが荒れ地に数十種の種を幾度か
にわたり徐々に受け入れるようにさせ、住民の見方を転換する方法を試みたことと重なるよ
うに思われる。
3-２「⾳遊びの会」と「動いている庭」
前述のように、クレマンは、
「荒れ地」から庭を作るために必要なのは、
「風景の見方を転
換させる」ことであると述べているが、その過程で考えられた手法にも様々な見方の転換が
あった8。例えば、
「荒れ地」は「土地を放棄すること」によるものであるが、それは庭を作
る「プロセスを開始させるための本質的条件である」と捉えている9。こうした見方の転換に
より植物の自由な状態に美を見出そうという考え方は、次に述べる「音遊びの会」の企画に
込められた考えやその音楽づくりの過程にも見られるものだ。「音遊びの会」は、音楽療法
で行われる知的障害者と音楽療法家の即興表現が、1960 年代に行われるようになった「フ
リー・インプロヴィゼーション」、あるいは「フリー・ミュージック」と呼ばれる即興音楽
のスタイルと近いのではないか、という着想から始められたものであり、即興演奏家を招待
することにより、福祉という枠組みではなく、即興音楽文化という枠組みから捉え、一人一
人が独自の美的価値観を持っていることを証明しようとしたからである。
即興演奏を用いた音楽療法では、セラピストが取るべき音楽的対話の方法やその過程の分
析に関する考察も行われてきたが、それはあくまでも「治療の過程」であり、芸術的観点か
らの音楽表現とみなされることはなかった10。しかしながら、障害者が社会生活において様々
な人と関わり合いながら生活していくためには、そうした音楽を治療の過程として守秘義務
のもとに置いておくのみではなく、社会一般の音楽文化との関わりのなかから美的価値観を
見出していくことも必要であろうと思われた。そのような見方を提示していく為には、「音
楽療法士」と呼ばれる存在だけではなく、プロとして活躍する「即興音楽家」の存在が重要
であったのである。こうした背景をもとに、2005 年に始められた「音遊びの会」では、知的
障害者と即興の得意なミュージシャンを集めて「新しい表現の地平を開拓する」ことが目的
として設定された11。明治安田生命社会貢献プログラム「エイブルアート・オンステージ」
の助成プログラムとして始まったが、メンバーの希望で継続することとなり、2013 年には
イギリスツアーを行い、その様子が NHK の E テレで数回にわたり特集されるなど、即興音
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楽、音楽教育、福祉、音楽療法等の領域から注目を集めた。
月二回の継続したワークショップの中で行われた試みでは、互いの感性がぶつかり合うコ
ラボレーションの過程で生まれる様々な音を、それが主催者の意図とは異なる方法であって
もできるだけ生かすことが模索された。例えば、プロジェクトの初期に問題となったことは、
全員が「静かにできない」ということで、主催者はなんとか静かな時間を設けようと試行錯
誤した。しかしながら、なかなかできないことが雰囲気を悪くさせ、メンバー同士の関係性
も悪化させたため、「静かにしない」という方法をとった結果、公演の際も、開始前から賑
やかな音楽が始まって非常に雰囲気が良くなり、メンバーはのびのびと演奏することができ
た。後には、例えば静かにされるべき公演の休憩に最も盛り上がりのある演奏が繰り広げら
れるという「休憩中の演奏」という名物も生まれた。その他にも、音程が明確ではない爆音
のトロンボーンの演奏は、その良さを認めることにより、プロの即興音楽バンドとの共演に
おいて、音楽家を驚かせる素晴らしい表現とみなされることになった例、客席を動き回って
決められた舞台という空間に決められた時に行くことが困難な人に対しては、会場のどこに
行っても舞台となるように、移動式の照明と音響が考えられ、「動く舞台」が生まれた例な
どがある。こうした即興音楽の見方の転換により、一人一人の表現から新たな舞台の形が生
まれ、新しい音楽の在り方として社会的に認知されるに至ったと考えられる。
クレマンは、上述のように「風景の見方を転換させる」ことを含む概念として、「動いて
いる庭」という概念を考案するのであるが、その紹介として、次のように述べている。
「萎れているので美しくないと判断されたフランスキクの草地全体を刈り払ったり刈り込
んだりする代わりに、さまざまな理由から、あちこちに風変わりな草花の島を残しておくと
しよう。というのも、ここにはまだ萎れていないフランスギクがあり、あちらにはマツムシ
ソウの茂みが見えており、とり除くのは惜しい。また他の場所にはもっと草丈があり、濃い
緑色をしたイネ科植物があって残しておきたい、等々の理由からだ。するとこの草地の草花
を素材として、彫刻のようなものが現れてくるのが分かる。それは全てを短く刈り込んだり、
飼料用の干し草をつくるのとは全く違っている。」12
こうして、庭が動いていくために、その中を歩く小道や休憩のための広場も絶えず動いて
いくことになるのである。それは、「音遊びの会」における即興音楽が、固定した価値観に
基づくのではなく、新鮮さを求めて価値観の転換を行いながら新たな舞台の在り方を創出し
ていったことと類似していると考えられるだろう。
3-3 即興⾳楽と「ずれ」
第 8 章でクレマンが説明する「ずれ」という言葉は、筆者が障害者を含む即興音楽の在り
方を考察する中でまさに用いていたものである。クレマンは、
「ずれ」を美的価値観に属す
るものとして、「ずれは、すっかり分かっているという感情と、それにもかかわらず完全に
は分かっていなかったという感情から生まれる」と説明している。理解していたと感じてい
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た価値観が実は異なっていたという気づきを重要視しているのである。そうした価値観がず
れていく状況は、庭においては次のように起こるようだ。「植物が予告なしに現れ、いつも
の色合いの環境を一変させる。そうなると、もうその植物しか見えない。庭は姿を消し、構
造物も忘れ去られ、ただ出来事だけがある。」13このようなずれは、クレマンの庭づくりにお
いて肯定的に捉えられ、その変化の面白さを、彼は次のように表現する。
「スケールがもっと幻惑し、
リズムがもっと早くなり、
ずれがもっと大きくなれば、
庭はもっと生き生きとする。」14
こうしたある価値観からずれが生じて新たな価値観が生まれる過程は、まさに即興音楽が
求めているものそのものと言えるだろう。クレマンの言う「予告なしに現れ」と言う現象は、
「音遊びの会」の即興演奏において頻繁に起こることである。音楽家やメンバーの保護者に
対するインタビューを通して明らかとなったのは、彼らが自身の音楽観を更新させて来たこ
とであり、そうして見出されたのは、自分が「音楽」と考えてきた枠組みに当てはまらない、
「出来事」などと呼ぶものであったことである。その「出来事」含まれていたのは、これま
でにない障害者と音楽家の関係性であり、そうした関係性における新しい音楽のあり方であ
った15。その音楽を生み出す過程でエンジンのように働いたのは、即興演奏の新しい価値観
を見出そうとする機能であった。それは、障害者の社会参加の道を探ろうとする団体におい
て、演奏の楽しさや喜びを得ようとする機能と結びつく形で、「障害」に対する考え方や音
楽観、福祉観など様々な価値観を少しずつずらしていったと考えられる16。
3-4「おとあそび⼯房」と「実験」、「放浪」
「ずれ」を楽しむかのように、クレマンは自身の考えを様々な庭で試すのであるが、その
具体的な方法が、第 7 章「実験」において、自分の住む敷地を開拓する事例としてまとめら
れている。彼は、12 年間放置されて荒れ地と化した小さな谷に手を入れ、そこに自宅を建
て、菜園と広い庭を作った。クレマンが最初に行ったことは、その土地の植物の特徴を詳し
く観察することであり、方法として、
「『荒れ地』を作り上げているものをすべて取り除く代
わりに、あちこちにトゲ植物や草花、低木、コナラやブナの若木を残しておく」17ことを決
定した。そして、その方法には、前述の「動いている庭」という考え方に見られたような植
物の繁殖に合わせて小道や広場を作るという方法だけではなく、「伝統的」な考え方に基づ
くものも採用された。
「二つの伝統的な庭がしかるべき場所に配され」18たのである。これら
の方法の決定の背景には、彼自身が無理なく管理できるということがあった。
「平均月に２、
３日かければ一人でも維持できる」ことを可能にするために、「土地の面積の３分の１」が
「伝統にのっとって択伐され、残りは『動いている庭』のやり方で管理」する方法が考えら
れたのである19。人と自然が無理なく共生していける方法が模索されていると言えるだろう。
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「音遊びの会」においても、多様な表現の可能性を持つ参加者の新しい表現形態を見出す
ため、様々な「実験」を繰り返した。音楽に限らず美術家やお笑い芸人などとのコラボレー
ションを行い、
「野球」
、
「相撲」、
「新喜劇」などの音楽という領域を超えた作品を発表した。
こうした新たなジャンルのゲストによって、これまであまり目立たなかったメンバーに新た
な表現の可能性が見出されていくという過程があった。もう一つの理由として、障害者が関
わる芸術活動について昨今議論される「芸術か福祉か」という二分した問題に解決の道を見
出そうとしたからでもある。音楽の価値観が固定されることにより、「障害者の音楽」、「音
楽家が主導する障害者との音楽」のように評価が固定され、一人一人の表現が埋れてしまっ
て共生の道が閉ざされていくことを危惧したのである。結果として生まれたのは、「野球」
にみられるように、それが芸術なのか、スポーツなのか、教育なのか、エンターテイメント
なのか、福祉なのかと言った、その表現の従来の意味が無効となるような演目であった20。
「野球」は、アーティストの梅田哲也氏を招聘して作られた演目であるが、元中学校の体育
館使って薄暗くミラーボールを吊るし、ヘリウムガスを入れた直径 1.5 メートル余りの巨大
な風船を使ってゆっくりと行われ、様々な価値観が歪み、ずらされていくことが感じられる
演目であった。こうした「実験」によって、活動を開始した当初によく見られた「音楽療法
バンド」、
「発表会ではないか」、
「障害者が頑張っている姿に感動した」などの福祉的視点の
みによる外部評価も変化し、「即興音楽の新たな側面に気づかされた」、「躍動感があり美し
く、ユーモアに溢れていた」、「素直に『おお、カッコいいじゃん！』と盛り上がりました」
などの感想が見られるようになった。
しかしながら、初期の目的を共有する大学院生の減少や組織形態の維持のため、実験的な
試みをすることが困難となり、私自身は 2017 年 8 月に代表を退き、2014 年に「おとあそび
工房」という新たな試みを始めた21。
「おとあそび工房」は、同じく知的障害者を含む即興表
現を模索する団体であるが、表現ジャンルを音楽に限らずにさらに拡張し、芸術以外の領域
とのコラボレーションを行うことを初めから規定し、障害の有無の区別をより無効化するた
めに参加条件を全員同じとした。さらに、「音遊びの会」が多くのプロのゲストアーティス
トを招聘し、即興音楽文化の広がりとそこへの知的障害者の包摂を企図した一方、「おとあ
そび工房」においては、地域社会や福祉・教育領域における即興音楽文化の広がりを模索し、
招聘する外部ゲストは演出補助やコメンテーター等の補助的役割を重視する方法を多くと
ることとした。月一回の継続したワークショップ、年１回の公演と、外部研究者や実践家を
招待しての公演の振り返りの会を行なっているが、４回目の公演においては、農家とコラボ
レーションを行い、芸術と他の職業領域との境界を探る試みも行っている。
これらの活動に共通したテーマとは、障害のある人とない人の新しい関係性を探ることで
あり、同時に新しい表現形態を模索することであるが、その活動のあり方は、クレマンが述
べる「放浪」にも近いとも言えるだろう。クレマンは、第６章「放浪」において、「いつも
思わぬところに移動して、あちこちに種子を残していく」様々な植物を、「放浪」する植物
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として取り上げ、その特徴を説明しているのだが、ここで言う「放浪」とは、単に特定の植
物の特性を表すだけでなく、そうした特性とともにクレマンの思想自体が「放浪」している
さまも見て取れる22。二年草によく見られるというそれらの植物は「いつも思わぬところに
生える」ために、「美しいと感じられないからではなく」、「あまり好まれない」のだが、そ
の特徴を論じることは、
「動いている庭を論じるに当たって、控えめながらも決定的な源泉」
となると言う。クレマンは、それらの植物の「おもしろくて優れた点」について、形態が変
化し、独特の香りを放ち、時に独特の音を立てたりする様子を、「周囲の植物を際立たせ」、
「気分を高揚させ」、
「庭にリズムや深みを生み出す」ものとして描くのである。その文章か
らは、この扱いにくい植物に付き合うことを、むしろ楽しんでいることが感じられる。この
ような態度には、
「おとあそび工房」の活動において、表現に関するメンバーとの対話から、
音楽の領域を大きく飛び出し、様々な領域を放浪しながら舞台表現を形作っていく方法との
共通点を見出すことができるだろう。

4. おわりに：
「動いている⾳楽」を創り出すこと
以上、クレマンの「動いている庭」に見られる考え方について、筆者の即興音楽研究と実
践を振り返りながらその類似点を見てきた。この「動いている庭」の考え方に従えば、「音
遊びの会」や「おとあそび工房」が模索してきた音楽は、「動いている音楽」ということが
できるだろう。障害者を含む人々による表現に対する視線を、様々な観点から揺さぶり、芸
術や福祉の狭間に見られる様々な「境界」を動かしながら新しい即興音楽表現を追求するこ
とは、まさに「動いている音楽」を作り出すことであった。プロではない人々による表現は、
雑多な、とりとめもない、芸術的価値とは無縁のもののように考えられることも多いが、そ
うした表現を様々な異なる眼差しで捉えてみることによって、個々に異なる美を見出すこと
ができるだろう。その魅力を冒頭に述べた私自身の庭の感想や「音遊びの会」、
「おとあそび
工房」の観客の感想に見られるように引き出すことができたなら、これまでにない幸福感や
価値観を提示し続けていくことが可能となるのではないだろうか。
今後は、こうした考察をもとに、社会包摂とアートというテーマについて、関係する人々
の「対話」を通じてさらに考察を深め、議論を展開していきたいと考えている。
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図１

「第３⾵景の庭」（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図２

「第３⾵景の庭」部分（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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図３

「第３⾵景の庭」が屋上に作られた潜⽔艦⼯場（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図４

「第３⾵景の庭」に向かう道（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

23

図５

潜⽔艦⼯場の屋上に作られた町の歴史に関する説明パネル（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者

撮影）

図６

「第３⾵景の庭」の看板（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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図７

「第３⾵景の庭」の設計図（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図８

「第３⾵景の庭」に⼊る前に設置された写真（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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図９

「第３⾵景の庭」に⼊る前に設置された写真（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図 10 「第３⾵景の庭」に⼊る前に設置された写真（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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図 11 「第３⾵景の庭」を覗くことができる扉（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図 12 「第３⾵景の庭」部分（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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図 13 「第３⾵景の庭」部分（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）

図 14 「第３⾵景の庭」部分（2017 年 10 ⽉ 21 ⽇筆者撮影）
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論文

聴衆からの要望をリアルタイムで可視化するシステムを用いた
即興演奏におけるコミュニケーションに関する一考察
「即興に即興でオーダーする II」の実践を手がかりに

Considering Possibilities of Communication in Improvised Performance
Using a System of Visible, Real-time Requests from the Audience:
With Reference to the Performance of "Improvised Ordering for Improvisation II"
寺内 大輔
Daisuke TERAUCHI
即興演奏は，楽譜にあらかじめ記された音楽の演奏と異なり，演奏の先行きが決まっていない。そ
れゆえ，多くの即興演奏家は，聴衆から感じられる雰囲気に大きく影響を受けると言われている。そ
れは言わば，演奏者と聴衆との「言葉を介さないコミュニケーション」でもある。では，もし，聴衆
から演奏者に言葉によって要望が投げかけられるとしたらどうだろう。それは，「その場にいる全員
が即興演奏の内容に直接介入することができる」という，言わば〈即興演奏における直接民主制〉の
ようなものを成立させることにならないだろうか。筆者は，そのような関心に基づき，聴衆の要望
を，リアルタイムで表示しながら演奏するシステムを考案し，それに基づいた実践「即興に即興でオ
ーダーする II」を試行した。本稿では，本実践において聴衆から示された要望を分析し，同実践に
おいて，「聴衆から演奏者への要望」と「演奏者から聴衆への演奏」という単純な関係性のみなら
ず，聴衆同士のコミュニケーションまでもがリアルタイムで入り乱れる多方向に開かれた関係性が生
じていることを考察した。
Improvisation is unpredictable. It is different from performances based on something written
in advance. Therefore, performers are influenced by the atmosphere of the audience in most
cases. It is, as it were, a kind of non-verbal communication between audience and performers. I
am interested in situations in which the audience can offer requests to performers verbally, a
kind of “direct democracy of improvisation performance” in which all participants of the
event are involved. Based on this interest, I devised and experimented with a system in which
the audience can offer performers their own requests in real time. In this paper, I analyze the
results of various requests from the audience and consider the possibilities of not only the simple
interactive communication between audience and performers, but also multi-directional
communication including all of the performers and audience.
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1. 本研究の背景と目的
本研究は，筆者自身の実践「即興に即興でオーダーする II」を対象とし，そこで展開されたコミ
ュニケーションのあり方についての考察を試みるものである。本章では，対象となる実践の概要とそ
の背景，本稿の目的と方法を示す。
1.1. 対象となる実践の概要とその背景
まず，研究の背景として，本稿の対象となる実践「即興に即興でオーダーする II」の概要を簡略
に述べておきたい。「即興に即興でオーダーする II」は，数名の演奏者による集団即興演奏（楽器や
演奏時間は任意）であるが，ステージ上の演奏者が，聴衆からの要望に応えながら即興演奏を行うと
いう点に特徴がある。聴衆から演奏者への要望は短い言葉や文によって記述され，スマートフォン等
の通信機能によってリアルタイムで演奏会場のスクリーンに映し出される。
このような実践を発案した背景には，
「集団即興演奏の本番中に聴衆からの要望が言葉によって意
思表示できたなら，そのパフォーマンスはどのような場になるだろうか」ということへの関心があっ
た。
生演奏という行為は，しばしばその場に居合わせる人々（演奏者，聴衆）による一種のコミュニケ
ーションとして捉えられることが少なくない。もちろん，一般的な演奏会では，聴衆が自らの意思を
言葉によって投げかけることはほとんどないものの，自分たちが醸し出す「雰囲気」によって演奏者
に意思を伝え，演奏者はそれを鋭敏に感じ取るといったコミュニケーションは，とりわけ，音楽の先
行きがあらかじめ決まっていない即興演奏においては重要である。ベイリー（邦訳 1981：114-120）
が，
「インプロヴィゼーションはその環境に反応する。そのために，演奏じたいが完全に聴衆の影響下
に置かれる」と述べ，数名の演奏家へのインタビューを紹介しながら，その重要性を強調しているよ
うに，
「聴衆」は即興演奏の先行きを決定する重要な要素のひとつなのである。このことに関連する先
行研究のなかには，1970 年代のキース・ジャレット（Keith Jarrett）の即興演奏を取り上げ，聴衆の
反応と反響が，
「即興演奏の方向，ムード，構造」に大きな影響を与えたことを指摘しているものもあ
る（ハーグリーヴズ他：邦訳 2012：20-21）
。これらは，言わば「言葉を介さないコミュニケーション」
であるが，もし，そうした意思表示に言葉を介在させることができたならば，パフォーマンスの場は，
通常のそれとは大きく異なるものになるだろう。例えば，サッカーや野球などのスポーツ観戦の現場
では，客席から，声援，感嘆の声，野次など，様々な意思や感情が様々な方法で投げかけられること
があるが，それらのなかには，
「右に走れ！」，
「ピッチャー交替！」など，選手や監督に対する言葉を
用いた要望が含まれていることも少なくない。筆者は，これと似た状況を集団即興演奏の場に生じさ
せさせることで，即興演奏における新たな「参与の形」を模索したかったのである。それは，
「その場
にいる全員が即興演奏の内容に直接介入することができる」という，言わば〈即興演奏における直接
民主制〉のようなものである。
このような興味に基づき，筆者は，本論文で取り上げる実践「即興に即興でオーダーする II」以前
にも，聴衆からの意見・要望を，演奏者に言葉で示す方法を何度か試みてきた。2009 年に開催された
コンサート「the Unanswered Question」1では，演奏者に対する要望があらかじめ記された数枚のカ
ードを用い，聴衆がそれらを使って演奏者に意思表示する方法を採って演奏を行った。2010 年，日本
音楽即興学会第 2 回大会において行った「即興に即興でオーダーする」と題した演奏発表では，演奏
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中，聴衆が演奏者に対する要望をカードに自由記述して演奏者に示すという方法を採った。また，2015
年には，ジョン・ゾーン（John Zorn）の《コブラ（Cobra）》2のルールを一部改変し，聴衆から演奏
。
者に意思表示できるようにした実践を行ったこともあった3（寺内 2016：115-120）
聴衆からの意思表示を音楽表現に反映させる試みは，先例がなかったわけではない。即興演奏では
ないが，例えば，H. プッスール（Henri Pousseur）のオペラ《貴方のファウスト（Votre Faust）》
（1960-1968）は，第 2 幕以降，あらかじめ準備された幾通りかの物語の展開を，聴衆の意見や投票
によって選択して進行していく作品である。他の例としては，小沢剛が提唱した「相談芸術」が挙げ
られる。
「相談芸術」とは，作者の考えを一切入れることなく，第三者の助言や意見に従って制作を進
める手法，もしくはその制作物を指す。
1991 年に小沢剛が提唱し，ギャラリーでの数度の発表を経て，
95 年に水戸芸術館の企画「相談芸術大学」において，大学の形態を模したワークショップとして大々
的に取り上げられた。当初絵画で始められたが，映像，音楽，パフォーマンス，カフェ，ホテルなど
メディアやジャンルを問わず行なわれている（成相 執筆年不明）。音楽分野では，2001 年に，大友良
英，えとうなおこ，栗原正己，イトケン，小沢剛によって編成された「相談芸術楽団」の実践が DVD・
CD として公刊されている（小沢他 2002）4。
本研究の対象でもある実践「即興に即興でオーダーする II」は，そうした実践のコンテクストに位
置づくものとして，2016 年に企画したものある。
1.2. 本稿の目的と方法
聴衆から演奏者への意思表示に対する関心を出発点として始めた実践であったが，実践を実際に行
ってみると，次のような印象を受けた。それは，聴衆から出される要望がその場にいる全員に可視化
されることによって，
「演奏者への要望」という形を取りながらも，その実，他の聴衆へも何らかの意
思表示を行っているのではないかということである。このことは実践前には想定していなかったこと
であるが，もし，この仮説の通り，演奏者に要望を出すという行為が他の聴衆への意思表示としての
機能をも持ち得るなら，そこにも新たな「参与の形」の可能性があるのではないかと考えたのである。
以上をふまえ，本稿では，聴衆から演奏者への要望をリアルタイムで可視化するシステムが，実践
の場にどのようなコミュニケーションを生じさせるのかを，「即興に即興でオーダーする II」の実践
を手がかりに考察することを目的とする。研究方法としては，本実践において聴衆から演奏者に寄せ
られた要望の分析を試みる。
本論文は，次のような構成をとる。まず，
「即興に即興でオーダーする II」の実践報告を行い（2 章）
，
この日に行われた 2 度のセッションにおいて聴衆から出された要望（テクスト）をすべて書き出し，
その内容の分析を試みる（3 章）5。次に，複数の要望の関連性を検討し，要望が「演奏者への要望」
とは異なる目的を持っていた可能性を指摘しながら，聴衆から演奏者への要望をリアルタイムで可視
化するシステムが，実践の場にどのようなコミュニケーションを生じさせるのかを考察する（4 章）。
最後に，本実践および本稿における議論をふまえた筆者の今後の実践の展望および本稿が扱わなかっ
た 2 つの問いを述べる（5 章）。
2. 実践報告「即興に即興でオーダーする II」
本章では，「即興に即興でオーダーする II」の実践報告を行う。

32

① 日時と場所
2016 年 11 月 13 日 13 時 10 分～14 時（筆者による説明，2 回のセッション，演奏後の質疑応答
をすべて含む）
日本音楽即興学会第 8 回学術大会，川崎医療福祉大学
② 使用アプリケーション
ウェブ上のアプリケーション「imakiku」
（天問堂）6を使用した。このアプリケーションは，セミ
ナー等で講師と受講生が双方向のコミュニケーションを投票やコメントを通じて行うことを目的とし
て作られたものである。受講生の投票やコメントは，講師が持つノートパソコンなどの端末に表示さ
れる仕組みになっている。
本実践では，聴衆がそれぞれ持っているスマートフォンやタブレット，ノートパソコンからインタ
ーネットを介して「imakiku」にログインしてもらい，コメントを投稿するという方法を採った。ま
た，筆者のノートパソコンを会場内のスクリーンに接続し，聴衆からのコメントがリアルタイムで映
し出されるようにした（写真 1）。

写真 1

スクリーンに映し出される「imakiku」の画面

③ 演奏者
演奏者は，当日の会場にて希望者を募った。その際，音楽経験は何ら問うてはいない。結果，2 セ
ッションとも，様々な音楽的バックグラウンドを持つ 6 名が参加することとなった（6 名中 3 名は両
セッションに参加）。
④ 使用した楽器
楽器は，演奏者が持参したもの，会場に設置してあったピアノのほか，筆者が準備したリコーダー
や小さな打楽器などを自由に用いることができるとした。
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⑤ 演奏者の配置
演奏者は，聴衆からの要望が映し出されるスクリーンを観る必要があるため，全員スクリーンの方
を向いて立つ（客席に背を向ける）こととした（図 1）。

図1

演奏者の配置（演奏者は，全員スクリーンの方を向く）

⑥ セッションのルール
2 回のセッションは次のようなルールで行った。1 回目は，演奏者自身の意思を介在させず，聴衆
からの要望に応じるのみの演奏である。2 回目は，演奏者の要望を受け入れるか否かも含め，演奏者
が主体的に行う演奏である。
⑦ 演奏時間
1 回目は 9 分 53 秒，2 回目は 8 分 21 秒。
⑧ 演奏者に要望を出す聴衆
会場にいた聴衆は 50 名程度であったと思われるが，「imakiku」にログインしていた人数―すなわ
ち演奏者に要望を出すことのできる聴衆―は 33 名であった。ただし，1 台の端末を複数人で使って
いた可能性もあるため，正確な人数は不明である。
⑨ 聴衆からの要望
詳細は次章で述べるが，聴衆からは実に多種多様な要望が示された。
⑩ 演奏内容
⑥で述べたように，2 回のセッションは異なるルールに基づいて行われたが，次々と出される多種
多様な要望（詳しくは後述する）は 1 回目，2 回目ともに演奏内容を大きく左右し，いずれも短いス
パンで次々と演奏行為を変化させていくものとなった。要望に忠実にこたえる場面，要望に苦し紛れ
にこたえる場面，要望を無視する場面などが混在した結果，たいへんコミカルなパフォーマンスとな
り，客席からはしばしば笑いが生じていた。
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3. 聴衆からの要望の検討
本章では，この日に行われた 2 回のセッションにおいて聴衆から出された要望をすべて書き出
し，その内容の分析を試みる。
3.1. 聴衆からの要望
セッションにおいて聴衆から出された要望，およびその順序は次の通りである（表 1）。なお，表
中の表記はすべて原文ママであるが，下線および下線に付した番号は筆者による。
表1

セッションにおいて聴衆から出された要望，およびその順序

聴衆から出された要望，およびその順序
１

反省しながら演奏する→吹く楽器の人だけ→①ジャンプしながら→志村けん風のステップ踏み

回

ながら→踊りながら→泣け！→愛を→カエルのように演奏→大声で→スクリーンの裏に行く→

目

大笑いして→自分の名前のリズムで→スキップ→もっと大きく→人生を振り返→感情をむき

の

出しに→右手を上げて→もっと大きく演奏→舞台から遠ざかれ→笑って→リズミカルに→歩

セ

き回る→固まる→吹く楽器の人だけ→吠えながら→天使の卵が生まれるときの音を→10 秒間

ッ

の沈黙→ドラ叩いて→左手上げ→輪になって→ふるさとのイメージで→スケール→注文を無

シ

視して→踊って→音をビブラートしながら長く伸ばして→お辞儀しながら→笑う→沈黙を作

ョ

って→伏せる→爆笑→驚くほど楽しそうに→泣く→ピアノの下へ→ジャスミンコールを５

ン

回！→泣いて→爆睡→輪になって→ペアで絡んで→歌って→うるさく→右の人の真似→行進し
ながら演奏→楽器チェンジ→盛り上げて→自由に→②ちょうちょになる→ハイトーンボイス→
叫べｯ!!→2 人だけ演奏→客席に座って→能を踊る→ネコが歌うように→熊の気分で→ロングト
ーン→ピアノの前で 4 分 33 秒沈黙→沈黙→リコーダーでドレミの歌吹いて→夜の猫の鳴き声
→犬の遠吠え→死んだように→「ぷ」のゆっくりの歌を作って→ラップ→ブレーメンの音楽
隊→説教→息音→走り回る→お経を読む→「パ」だけで音楽→口笛→動き回って→みんなでロ
ングト～ン→客席向いて→演説して→階段で演奏→息を止める→円になって→PPAP7→しゃ
がんで→躍りながら→農家の真似をして→バク転→今日 1 番のクライマックス→🎤をうばう
8→もっと盛り上がって→悪魔を召喚→からす→儀式っぽい感じで→もっともっと盛り上げて

→いちばん好きなオーダーをもう一回→客席の人を拉致る→③順番にみんなピアノを弾いて→
ピアノ連弾→みんなでピアノ→ピアノのフタも使って→激しく弾いて→ピアノのふたをあけ
る→弦はじいて→ダンス→起立礼→ピアノ続けて→男性一人が踊る狂う→一人だけ大きく動
いて→ラジオ体操→エクササイズして→6 人で会話→混声合唱→男性をかこむ→まだ続けて→
素敵な終わりを→ハグしましょう→宇宙語で会話→④オーダーと反対のことをする→反対の反
対をして→泣く→⑤エンディング→マイクでアナウンスする→かっこよく終わる→感動的なエ
ンディング→激しくクライマックス決めて
２

ピアノの蓋を開け閉めする→まわる→屈伸→インドの踊り→タップダンス→ピアノ弾いて→

回

笛吹セッション→フクロウの真似をする→誰かを誘って Duo→⑥楽しいな～→鳥たち→会場一
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目

周→ライオン登場→打楽器、リズミカル→ちょっとメロディアスに→その調子で→シャウト

の

する→わが道を行く→火の用心→客席を練り歩く→「ぴ」だけで音楽→客を巻き込んで→テ

セ

ンポを上げて→ラテン風に→楽器変える→テンションをあげる→｢ぴ｣もう一回→〇〇さんを

ッ

巻き込んで9→みんなに楽器を配る→〇〇さん歌う→⑦楽器持った客席の人吹いて→動かずに

シ

演奏→はじまりを思い出しながら→〇〇さんをいじって10→客席に溶け込んで→⑧風船を客席

ョ

で回して→全員のハーモニーを感じる→寝転んで→がしゃがしゃ→だれかピアノ→もっとテ

ン

ンション上げて盛り上げて→だんだん大きく→風船割って❗→数を数える 英語で→世界が終
わりそうな音を→盛り上げて終わりましょう→能を舞う→風船割って❗→子どもが 100 人いる
感じ→客席の人に楽器を渡して→みえない相手に向かって→ダンスを踊る→⑨騒ぐ→スキップ
→大きな音で→1 列になって行進→大声をあげて→自分のいちばん美しい音を→ひとりが 10
人分騒ぐ→手拍子にあわせて→だむれ！→客席を向いて一礼→一時停止して→お客さんに手
拍子もとめて→沈黙→動いて→楽器を使って喜びを表現して→手拍子の種類増やして→テン
ポあげて→⑩手拍子してたら指示が出せないのでやめる→⑪客席の人もオーダーにこたえて→
手拍子に合わせてピアノ弾いて→笛吹いて→大きな声でハーモニー→エンディング→クレッ
シェンド→更にクレッシェンド→大合唱→自己紹介を→ミュージカル風のエンディング→負
け犬の遠吠え→クレイジーに→団結して→最後集まって→フィナーレ

これらの要望を概観すると，実に具体的な要望が多いことに気づく。これは，1.1.で挙げたベイリ
ーの言葉が示しているような〈聴衆の影響〉とは全く異質のものである。聴衆の思いが，雰囲気では
なく，言葉によって可視化される本実践のおける最も大きな特質であると言えるだろう。
では，これらの要望は何に関するものなのだろうか，次節ではその点に着目した分類を試みる。
3.2. 出された要望の分類
表 1 に見られるように，聴衆からの要望は実に多種多様であるが，「何に関する要望なのか」に着
目して分類してみると，以下のようになる。
まず，
「2 人だけ演奏」のような，ソロ・デュオなどの演奏の様態に関する要望や，「右の人の真
似」のような，他の演奏者との関係性に関する要望が挙げられる。これらは，〈演奏者に関する要
望〉として分類することができよう。
次に，
「吹く楽器の人だけ」，
「楽器チェンジ」などの，〈楽器に関する要望〉も少なくなかった。こ
のような要望が数多く出た背景としては，各演奏者が常に同じ楽器を演奏するのではなく，用いる楽
器を持ち替えることが可能な環境にあったことが挙げられるが，表 1 の下線部③に見られるよう
に，ピアノに関する要望が集中して出された場面もあった。
最も多かったのが，
〈演奏内容に関する要望〉である。「音をビブラートしながら長く伸ばして」と
いった出す音を具体的に指示する要望もあれば，「もっともっと盛り上げて」のような音楽全体の表
情に関わる要望，さらには，
「ラップ」のような音楽ジャンルが記された要望，「天使の卵が生まれる
ときの音を」，
「世界が終わりそうな音を」のような，雰囲気やイメージを表すものまで，様々なもの
が混在している。これらの中には，音の表現のみならず，「インドの踊り」，「バク転」のような身体
表現，
「農家の真似をして」のような演劇的表現も含まれている。
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また，「かっこよく終わる」といった，〈形式に関する要望〉もあった。そして，本実践における
〈形式に関する要望〉のほとんどが演奏終了を促すものだったことは興味深い。特に表 1 の下線部
⑤の場面においては，演奏終了を促す要望が集中していた。ほかに，「客席向いて」
，「円になって」
「注文を無視して」
，「反省しながら演奏する」と
といった，ステージ上の〈隊形に関する要望〉11，
いった〈心構えに関する要望〉も含まれている。
以上，聴衆から演奏者に寄せられる要望を，〈演奏者に関する要望〉，〈楽器に関する要望〉，〈演奏
内容に関する要望〉，
〈形式に関する要望〉，〈隊形に関する要望〉，〈心構えに関する要望〉に分類して
みたが，ほとんどの要望はこれらにあてはまる。ただし，実際の要望の多くは，例えば「リコーダー
でドレミの歌吹いて」のように，ここで分類した要望の質が横断的に絡み合って形成されていること
―この例の場合，
〈楽器に関する要望〉と〈演奏内容に関する要望〉が含まれている。こうした要望
が少なくないことは，ここで分類した要望の質が，それぞれ横断的に結びついていることを示してい
る。
また，表 1 の内容からは，次のようなことも指摘できる。それは，聴衆からの要望のなかに，意
図的に困難な行動を促している―お笑いのコンテクストにおいては「無茶振り」と呼ばれている―と
推察される要望が数多く含まれていることである。セッション 1 の開始直後の段階で立て続けに出
された下線部①の「ジャンプしながら」
，「志村けん風のステップ踏みながら」
，「踊りながら」
，「泣
け！」という一連の要望は，お笑いや演劇の表現を得意とする演奏者でなければ困難な内容である
12。

3.3. 複数の要望がつくり出す新たな意味合い
本実践では，聴衆からの要望が次々と出されることによって，ある要望が他の要望と結びついた結
果，新しい意味合いが生成されたと思われる場面があった。それらが実際にどのような意味合いを持
つかは，各演奏者の解釈に依存するが，例えば次のように分類できるだろう。
１）強化：同じような内容の要望が連続して出されることによって，その内容の強さを高める。例
えば，「大声で」という要望の後に，別の聴衆から「もっと大きく」という要望が出されたよ
うな場合である。
２）複合：異なる内容の 2 つ以上の要望が合わさる。例えば，「円になって」という要望の後に，
別の聴衆から「農家の真似をして」という要望が出され，演奏者は全員で円になったまま農作
業を模した動きするといった場合である。その際，後から出された要望によって，既出の要望
の質を変えることもある。例えば，「歌って」という要望の後に「うるさく」という要望が出
て，それらが合わさって演奏されたとき，そのような演奏は，はじめの「歌って」という要望
を出した人の期待と異なっているかもしれない。
３）無効化：両立不可能な内容の複数の要望が立て続けに出されることによって，要望が無効化さ
れる。例えば，「ピアノ弾いて」という要望の直後に，別の聴衆から「笛吹セッション」とい
う要望が出るような場合である。これらは両立不可能なため，演奏者の判断によっていずれか
の要望が無効化される。
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3.4. 「演奏者への要望」以外のコメント
本実践におけるコメントのなかには，「演奏者への要望」という本来の目的とは異なる目的を持っ
ていたと考えられるコメントも時折みられた。例えば，
「楽しいな～」（下線部⑥）は，要望というよ
りは感想と見做すほうが妥当な記述であるし，「手拍子してたら指示が出せないのでやめる」（下線部
⑩）は，要望ではなく一種の意思表明として解釈できる。また，「楽器持った客席の人吹いて」（下線
部⑦）
，
「風船を客席で回して」（下線部⑧）
，「客席の人もオーダーにこたえて」（下線部⑪）は，演奏
者ではなく他の聴衆に向けた要望である。
4. 考察
3.4.では，
「演奏者への要望」以外のコメントを挙げた。だが，これらの他にも，「演奏者への要
望」とは異なる役割を担っていたのではないかと解釈できる要望が散見される。本章では，そうした
例を指摘しながら，聴衆から演奏者への要望をリアルタイムで可視化するシステムを用いた即興演奏
における「演奏者への要望」がどのような役割を果たすかを考察する。
4.1. 要望を出すことの表現性
本実践における「演奏者への要望」は，演奏内容への介入を意味している。聴衆は，演奏内容や演
奏結果の良し悪しに深く関与することになるからである。音楽をより良くするためであれ，笑いを取
るためであれ，何か奇抜なことを要望して演奏に新たな流れをもたらすためであれ，どのような目的
であれ，本実践においては，聴衆一人ひとりが演奏を魅力的にするための要望を考えなければならな
い。そして，演奏者がその要望にこたえようとすればするほど，出された要望が演奏内容に及ぼす影
響は大きくなる。
このことは，お笑いの分野における，一般的に「大喜利」と呼ばれる出し物にも共通する特質であ
る。「大喜利」とは，司会者の出題に対して回答者がユーモアをもって答える形式の出し物である
が，ここでは，回答者のユーモアだけでなく，回答者のユーモアを引き出すための出題を考える司会
者の力量が重要な役割を果たす。
聴衆からの要望は，それ自体が他の聴衆への直接的な自己主張にもなり得る。このことを考えるた
めに，インターネット上の動画投稿・配信サイト「ニコニコ動画」13におけるコメントの役割を参照
したい。「ニコニコ動画」では，配信される動画の再生時間軸上に，視聴者がコメントを投稿して表
示させることができる機能があり，動画への感想や意見が共有できる仕組みになっている。配信され
ている動画に視聴者のコメントが付くことによって，もともとの動画に新たな見方が付加されるとい
うことも少なくない14。動画を面白くするために気の利いたコメントを付け加えられる人がユーザー
たちの間で「コメント職人」15と呼ばれているように，その役割の重要性はユーザー間での共通認識
となっている。本実践では，コメントが「要望」という形のみを取っていたという点で「ニコニコ動
画」とは異なるが，コメントの内容や質に自らのセンスが反映されることになるという点では同様で
ある。このように考えてみると，今回の実践において多発した「困難な行動の意図的な促し」には，
他の聴衆へのアピールが込められていたという可能性も考えられる。
以上のことから，本実践における聴衆が演奏者に要望を出すという行為は，「演奏に介入するこ
と」と「自己主張としての要望」という，二重の表現性を帯びていたと言えるだろう。その結果，パ
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フォーマンスの場には聴衆同士のコミュニケーションが生じる。次節ではその点を検討する。
4.2. 要望による聴衆同士のコミュニケーション
前述したように，聴衆の要望は，聴衆から演奏者への意思表示のみならず，聴衆から聴衆への表現
としての役割も果たしていた。その結果，スクリーンを介した聴衆同士のコミュニケーションも生じ
ている。例えば，表 1 の下線部②では，「ちょうちょになる」という要望を皮切りに，その後，熊，
猫，犬といった動物の模倣が取り入れられた要望が次々に登場している。ひとつの要望が他の要望を
誘発したかのようなこの現象は，他の聴衆からの要望が可視化されているからこそ生じた連鎖反応で
あると解釈できよう。
他にも，下線部④では，「オーダーと反対のことをする」という要望があった直後に「反対の反対
をして」という要望が続いている。さらに，表 1 の下線部⑨では，「騒ぐ」
，「大きな音で」
，「大声を
あげて」
，「ひとりが 10 人分騒ぐ」といった，演奏を激しくにぎやかにさせるような要望が数多く出
されるなか，「自分のいちばん美しい音を」，「だむれ！」（筆者注：「だまれ！」の誤りであると思わ
れる）といった，逆の指向を持った要望が混在している16。これらは，聴衆同士でお互いに意思表示
をし合っているとも解釈し得る状況である。
また，前述した「楽しいな～」（下線部⑥）も，他の聴衆に向けられたものとして解釈することが
できる。感想をあえて表明するという行為の意図はわかりかねるが―自らの感想を演奏者や他の聴衆
と共有したいという心情の顕れなのか，あるいは，要望だけが出される場においてあえて感想を出す
ことによるユーモアをねらったものなのか―いずれにせよ他の聴衆から見られることを意識した行動
であることは間違いない。
4.3. 要望に対する演奏者の反応
ここまで，「演奏者への要望」がどのような役割を果たすかについて，要望を出すことそのものの
表現性に着目した考察を行った。一方，要望を受け止め，自らの演奏に反映させる演奏者にとって，
要望はどのようなはたらきがあっただろうか。
要望への反応の仕方には，様々な可能性がある。要望を受け入れることもできるし，拒否したり無
視したりすることもできる。また，要望に気づかないこともあるだろうし，無視したくなくとも，要
望が矢継ぎ早に来るために無視せざるを得ないこともある。
今回の実践においても，そのような場面はしばしば見られたが，今回の実践方法では「要望が誰に
対してのものなのかがわからない」ということが，要望への反応のあり方に大きく影響していたよう
である。つまり，何らかの要望があった時に，演奏者は，それを反映させるのが自分なのか共演者な
のかがわからないために，それを即座に決定しなければならないのである。そのため，本実践の演奏
者からは，スクリーンを観ながらも，同時に「共演者が要望を反映した行動を取っているかどうか」
を考慮せざるを得ない状況が生じていた17。
4.4. このシステムが作り出すコミュニケーションの場
ここまで，
「即興に即興でオーダーする II」の実践を例に，聴衆からの要望をリアルタイムで可視化
するシステムがもたらすコミュニケーションの特質を指摘した。パフォーマンスの場には，次のよう
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なコミュニケーションが生じていることになる。
① 演奏者から聴衆へ：要望への反応（受け入れ，拒否，無視）を伴う演奏，要望に気づかない演奏
② 聴衆から演奏者へ：演奏の聴取，演奏への要望
③ 演奏者と演奏者：演奏を介した相互のコミュニケーション（意思表示や意思の読み合い，
共演者が要望を反映した行動を取っているかどうかを拠りどころとした行動の判断）
④ 聴衆と聴衆：言葉を介した相互のコミュニケーション（意思表示や意思の読み合い）
このことは，演奏者への要望を自由に出す聴衆とそれらを意識して自らの即興表現を変化させてい
く演奏者という単純な関係性のみならず，聴衆同士のコミュニケーションまでもがリアルタイムで入
り乱れる，多方向に開かれた関係性が生じることを示しており，これからの集団即興演奏への「参与
の形」や，即興演奏を介したソーシャルな場づくりを考えるための一例になり得るのではないだろう
か。
5. 筆者の今後の実践の展望―本実践および本稿における議論をふまえて
最後に，本実践および本稿における議論をふまえた筆者の今後の実践の展望，および本稿が扱わな
かった問いについて述べ，本稿の結としたい。
5.1. 今後の実践の展望 1―「参与の形」の模索
本実践を行った直後，筆者は，会場にいた聴衆に，本実践のルールの応用や，異なるルールのアイ
デアについて意見を求めた。客席からは，要望を出せる回数を限定して行う方法や，要望と投票を結
びつけて行う方法，さらにはジョン・ゾーンの《コブラ》のルールと融合させる方法など，様々なル
ールが提案されたが，このことは，聴衆から演奏者への要望をリアルタイムで伝えるシステムに基づ
く即興演奏が，異なるルールのもとで実践し得る可能性を有していることを示している。
例えば，前章で取り上げた「ニコニコ動画」におけるコミュニケーションのあり方を参照し，要望
のみならず，演奏への感想や批評など，あらゆるコメントを取り入れることによって，演奏の場に居
合わせる人々のコミュニケーションのあり方を多様化する可能性もあるだろう。また，要望が誰に対
してのものなのかがわかるようなシステムに改変する可能性もあるだろう。以上の点をふまえ，今後
も，さらに楽しめる「参与の形」を模索していきたい。
5.2. 今後の実践の展望 2―教育現場での活用
本実践は，もともと，フリージャズやフリーインプロヴィゼーションなどの集団即興演奏，スポー
ツ観戦，西洋芸術音楽における参加型の音楽などのコンテクストを意識して発案したものであった。
しかし，本稿の考察を終えたいま，筆者は，このような実践が今後の学校教育においても大きな意義
を持つのではないかと考えている。
もちろん，実際に教育現場でこのような実践を行うためには，数多くの課題がある。とりわけ，今
回の実践に見られたような，いささか無責任な要望を好き勝手に出すような状況は，多くの場合ふさ
わしくないだろうし18，そもそもこのような実践が児童・生徒に具体的にどのような学びをもたらす
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のかという問いについてもあらためて考えなければならない。
しかし，筆者は，そうした課題を乗り越えてでも行うだけの意義があると感じている。それは，次
の 3 点の理由による。1 点目は，音，身体，言語など，多様な方法を混在させた即興的表現活動を促
すことができること，2 点目は，表現への介入を伴う能動的な鑑賞活動を一斉に行うことができるこ
と，3 点目は，他の聴衆との対話を促すことができることである。これらは，多様な個性をもつ児
童・生徒が自分たちの即興的表現を共につくっていける場を設定する上で，いずれも重要な点であ
る。
5.3. 研究上の今後の課題
最後に，本稿が本実践に対して取り上げなかった問いのなかで，とりわけ筆者が関心を持っている
点について述べておきたい。それは，次々と要望が出される状況におかれた演奏者が，どのように演
奏に結び付けているのかという問いである。演奏者は，おそらく出された要望を意識するだけではな
く，他の様々な情報をも取り込み，自分なりの判断を働かせて演奏行動を決定していることだろう。
そのプロセスは大変興味深いものである。このことは，本稿が残さざるを得なかった課題である。

注
1

出演：松隈聡子（ヴィオラ）
、新美桂子（鍵盤ハーモニカ、他）
、三宅珠穂（テルミン、他）
、寺内大輔（リコーダー、
声、他）、柴田玄一郎（ライブペインティング）
，2009 年 1 月 24 日，art space tetra（福岡）

2

《コブラ》は，1 名の〈プロンプター〉と呼ばれる演奏の調整・進行役と，任意の楽器等による 10 名程度の演奏者
の間で，カードやジェスチャーを通した様々なやり取りを展開しながら演奏される作品である。演奏時間は特に決め
られていないため，演奏ごとに異なる。1984 年に初演された後，世界各地の演奏会などで取り上げられ，
「世界で最
も演奏されたアメリカ現代音楽作品」
（Mandel 2000：169）とも言われるほど演奏機会が多い人気作品である。

3

2015 年 9 月 26 日～27 日，
『Creative Music Festival 2015』のワークショップとして実践（於：ココプラザ，大阪）。

4

聴衆が何らかの形で音楽表現に参与する実践は，西洋芸術音楽のコンテクストにおいては 20 世紀以降に盛んとなっ
た「聴衆参加型」などと呼ばれる試みの一種として位置づけることができるが，同時に，非西洋芸術音楽のコンテク
ストにおいては一般的にみられる実践でもある。西洋芸術音楽のコンテクストにおける「参与の形」については，近
藤（1983）がいくつかの作品を論じている他，石橋（2015）にもその諸相がまとめられている。世界各地の伝統音
楽における「参与の形」については，トゥリノ（邦訳 2015）に詳しい。このことは，筆者にとっても，これまで深
い関心をもって取り組んできたテーマである。拙作《耳の音楽（Ear Music）
》
（2003）
，
《内と外（Inside and Outside）
》
（2007）などはその一部であり，拙著（寺内 2008）で詳しく論じている。

5

このような方法に基づく即興演奏であっても，前述したような「言葉を介さないコミュニケーション」がなくなるわ
けではないが，本論文においては，スクリーンに映し出される文字（テクスト）を介した意思表示のみに着目するこ
ととする。

6

天問堂「imakiku」の紹介ページ http://tenmondo.com/products/imakiku/index.html 2016/12/27 参照。なお，
「imakiku」にコメントを投票するシステムには「sugukiku」という名称が付けられている。

7

「PPAP」とは，お笑い芸人，古坂大魔王扮する「謎の千葉県出身シンガーソングライター」たるピコ太郎が，2016
年 8 月に動画投稿サイト YouTube に発表した動画作品・楽曲である。実践当時，たいへん流行していた。
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8

「🎤」
（絵文字）は，おそらくマイクのことであると思われる。

9

ここでは伏字にしているが，この要望とこの 2 つ後の要望では，筆者を示している。セッション中，筆者は演奏者に
も要望を出す聴衆にも加わらず，ステージの下手から演奏を鑑賞していた。

10

客席にいた聴衆のひとりの名前が記されていたが，ここでは伏字にしている。

11

〈隊形に関する要望〉のなかには，客席を含むものもあった。

12

本セッションが行われたのが日本音楽即興学会第 8 回学術大会であったことを考えると，お笑いや演劇の表現を得
意とする演奏者が，音楽的な表現を得意とする演奏者に比べて多くないであろうことは，その場に居合わせた者にと
っては明白であった。

13

日本の代表的な動画投稿・配信サイトのひとつ。

14

大野（2012：102）は，
「ニコニコ動画」におけるコメント機能が，他のユーザーとの「場の共有感」をもたらすと
述べている。また，濱野（2012：489）は，そのことが，動画コンテンツの視聴自体よりも重要な目的にもなり得る
ことを指摘している。

15

コメ職人・米職人・※職人（こめしょくにん）とも呼ばれる。

16

「自分のいちばん美しい音を」という要望自体は，激しくにぎやかにすることと相反するものではないが，その時
の演奏がたいへん騒々しかったことを考慮すると，その中で出されたこの要望が，その状況とは異なる演奏を求めて
いたものと解釈することが妥当であろう。

17

例えば「男性一人が踊る狂う」という要望が出された場面では，ある演奏者がそのような様子を表現すると，それ
によって他の男性演奏者はその要望を反映させることはない。これは，要望に含まれる「一人が」という条件を考慮
して，他の演奏者の行動を参照せざるをえない場面の一例である。

18

このような「困難な行動の意図的な促し」は，一つひとつの要望を出した聴衆の匿名性が保障されていることとも
関係していることが推察できる。匿名でコメントを表明できるインターネットの掲示板などでは，コメントの内容が
過激化・悪質化しやすいことはこれまでもたびたび指摘されてきた。とりわけ，教育現場での実践にあたっては，授
業者はこの点を強く留意しておく必要があるだろう。
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書評

第９回大会では、その年度の会員による２冊の著書についてのトーク・セッションが企画さ
れた。ひとつは若尾 裕の単著「サステナブル・ミュージック」、もうひとつは三島 郁が
関わった「音楽を考える人のための基本文献３４」であり、どちらも本学会の趣旨に深く関
わり合ったものである。このような、会員の著書についてのセッションは海外の学会では試
みられることがあるが、本学会では初めての企画であった。本号の書評ではこのトーク・セ
ッションの意図を反映させ、若尾が三島の、三島が若尾の書の書評を後日試みたものであ
る。従って、これはトーク・セッションの記録ではない。

音楽を考える人のための基本文献３４（アルテスパブリッシング、2017）
椎名亮輔編著

三島郁、筒井はる香、福島睦美著
若尾

裕

この本は古代から現代までの西洋音楽史に登場したさまざまな著作を取り上げたものであ
る。資料集というものはさまざまな領域において存在するのだろうが、そういったものはで
きるだけの資料を集めて編纂することを意図した全集でない限り、編者がある視点でセレク
トしてまとめたものにならざるを得ない。この本では文字通りプラトンからケージまでの３
４の文献をセレクトしてコンパクトにまとめられているが、特色は編者の編集意図が大変明
確なところにあるだろう。
おもしろいことにこういった書の多くが、明治以来、訳されてきたことである。本書はそ
ういった翻訳書から要所を抜き出し編集して創られたものである。西洋音楽史をやや専門的
に学び始めるぐらいの学部レベルの授業を念頭に置かれているようであるが、こういったも
のは私の学んだ時代には Oliver Strunk が編集した”Source Reading in Music History”の４巻本ぐ
らいしかなかったことを考えると、日本語で読めるこの本はたいへん貴重なものである。だ
が、そういったこととは離れて読み物としてもとても刺激的だ。
資料集とは、基本的には専門研究者が自分の知識と思考で資料を関係づけ、読み解くもの
なのだが、普通の現代人がそれを読んでも、ただわけのわからない怪奇な古文書の集まりで
しかないだろう。前記のストランクのものも基本そんな感じだった。この本のすばらしいと
ころは、そういった専門家以外には退屈極まりない古文書を読み解くために、編著者たちに
よるたいそうわかりやすいガイドが付けられているところである。その中心軸は明解で、そ
れは音楽の現在がいかにして成り立ってきたか、を考えるところにあると言えるだろう。こ
のすばらしいガイドによって抹香くさい古文書は刺激的な読み物に一変する。これこそ編集
こそ世界の創造であることを主張した松岡正剛の精神にも共通すると言っても過言でない。
全体は古代、中世、近代・現代の三部に分かれている。そのなかで、私には三島郁氏担当
の古代から中世までの部分がもっとも面白かった。いまの音楽はクラシック音楽であろうと
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ポップソングであろうと、聴いて感情が動かされる情動中心のリスニングの様態の時代にい
るのだが、それは昔からそうだったわけではない。それはこの時代にできあがった様態であ
ることがここいらの文献をたどると想像できるからだ。
前述のように本書は過去に出版された訳書の編纂という方針をとっている。それゆえ、ハ
ンスリックの「音楽美論」（渡辺護訳）のように、今の時代ではややわかりにくい難しげな
文章の登場を来たらすことになる。だが、それも明治以後の日本の西洋音楽の受容の歴史と
して読み解けば、それもひとつの意味を成すのかもしれない。おそらく今の時代、歴史とい
うものが可能としたら、さまざまな重層の読解としてだろうから。
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サステナブル・ミュージック：これからの持続可能な音楽のあり方（アルテスパブリッシング、
2017）
若尾 裕著
三島郁

数日前、アンサンブルの一員としてドレスを着、コレッリやヴィヴァルディのコンチェルトを
演奏する機会があった。リハの帰りに立ち寄ったスーパーでは、ラテン風のリズムでアレンジし
た《雛祭り》が流れており、苦笑の毎日である。ヴィヴァルディはもちろん「三和音」が支配す
る音楽である。このジャンルには、その場でしか生まれないバロック期特有の即興性がふんだん
に散りばめられてはいるが、その音楽の進行自体は「安心して」聞けるものであろう。若尾氏の
言う「三和音壁紙」である。壁紙の模様は、通常はあまり意識することはないが、それを好むと
好まざるとにかかわらず、ある一定の雰囲気を作るための「工夫と装置」である。若尾氏が批判
するコンサートのユニフォームである衣装はいろいろな種類の錯誤を感じながらも、「ハイカル
チャー」であるクラシック音楽の上等な雰囲気の記号として結局は着用することになる。あるソ
サイエティの聴衆はむしろそれを望み、喜んでいるようには見えるが。
『サステナブル・ミュージック』は、そのような音楽の「日常」やそれに対する違和感にあっ
て、「サステナブル」な音楽とは何かという問いを起こさせると同時に、そもそも音楽とは何か
について意識させる。
そもそも音楽、すなわちムシカ musica とは、西洋でいえば中世までは宇宙をつかさどるハル
モニア、数比、思弁であり鳴り響くサウンドではなかった。その後ムシカの中では、作曲と演奏
の実践的要素の比重が次第に大きくなり、音楽の概念は変化していく。その後ポリフォニーが現
れ、そして三和音が登場する中で、音楽概念の範囲が狭められた大きな理由の一つは、教育であ
ろう。歴史的にだけでなく、地域や民族上のさまざまな場面での刷り込みゆえ、音楽の概念が画
一化され、複数の音楽文化それぞれに優劣がつけられてしまう。音楽においてだけでなく、権威
のある文化や思想が優越し、特定の人種や民族への意識的あるいは無意識的な差別も至るところ
にみられる。音楽がそれに加担しているとすれば、大きな問題である。また被支配者たちも、三
和音音楽をむしろ積極的にさえ受け入れているようにしばしば見える。
若尾氏が述べるように、音楽を情動的な要素のみに矮小化せずに、そのさまざまな現象を文化
的なレベルで捉えたり、知や理をそこに発見したりすることは、学者だけが行う作業ではないは
ずである。そのままでは結局現状はあまり変わらない。『サステナブル』が示唆してくれるの
は、それぞれの社会や文化の中の人間が、音楽のありかたについて危機感も持ちながら、いかに
してその中で音楽を自分と積極的にかかわらせるかであろう。
また「音楽」が画一化された理由の一つは、それが書かれたものに対する過度の信頼の上に成
り立ち、それに伴って身体性が失われてきたことにも依る。とりわけ西洋の近代においては、ロ
マン主義の洗礼を受けた後に、書く文化が話す技術である修辞学に取って代わって発達し、書か
れたものにもまた優越性が与えられ、紙の上の「音楽」が身体との関係を少しずつ疎遠にしてい
った。
しかし少なくともバロック期の作曲や演奏は弁論とのアナロジーで語られていた。若尾氏は、
感情をキーワードとして調性格を論じた J. マッテゾンに触れているが、彼の『完全な楽長』
（1739）の中では、知的に処理された修辞的身振りが主要な項目であり、ロマン主義的な情動
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を引き起こすことだけが音楽の目的ではなかった。また一見規範的な五線譜の記譜にしても、17
世紀の鍵盤曲においては、対位法的な書き方と手の動きの間に葛藤がみられ、その結果左手と右
手という両手の身体性に優先が置かれることが多い。生きた人間の活動としての音楽をそこから
感じることができる。
サステナブルであるにはさまざまなレベルがあるはずである。若尾氏の言う「三和音の蔓延」
にはもちろん同調するが、一方で私のような三和音世界に住まう者でも、指が喜んで和音を捉
え、自分が積極的に音楽に関与できたとき、三和音が壁紙ではなくなることを実感する。サステ
ナブルな音楽の一端を担えた瞬間ではないだろうか。いわゆるクラシック音楽のど真ん中にいる
音楽家たちに薦めたい。
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日本音楽即興学会第９回大会後記

日本音楽即興学会理事長・第９回大会長 落 晃子

今回で９回目を数える日本音楽即興学会大会は、2017 年 12 月 2 日（土）
、3 日（日）の二日間にわた
り、京都市の北部に位置する京都精華大学ポピュラーカルチャー学部にて実施されました。京都精華大学
では 2014 年度第６回大会に次ぐ、２回目の開催です。
今大会は、研究発表５件（うち１件は当日中止）
、パフォーマンス発表１件、ラウンドテーブル２件、大
会企画によるワークショップ、同じく大会企画によるブックトークが行われました。
基調講演ゲストとして、エレクトロニカアーティスト・写真家の青木孝允さんと、サウンドアーティス
トの澤井妙治さんのお二人をお招きし、
「クラブミュージックにおける即興」と題して、トークとライブ
演奏をお願いしました。即興演奏の視点からクラブミュージックが語られることはあまりないと思うので
すが、学生時代から密かにハウスやテクノなどのクラブ系音楽を作っていた私は、クラブという空間の中
で DJ やミュージシャンが生み出すサウンドは「即興」的表現によるところが大きいと、常日頃から感じ
ておりました。中でも、電子音ならではの「音色」面の即興表現については、深い関心を持っており、今
回のテーマを提案したというわけです。
大会当日は、クラブミュージックにおける即興要素、その醍醐味について、国内外さまざまなシーンでの
演奏をご経験されてきたお二人ならではの、興味深いエピソードの数々を伺うことができました。また、
普段授業に使用している教室を、照明の演出などを駆使してクラブ空間に変え、大音響でのライブを行い
ました。さらに、これも今回初の試みでしたが、その場で豆を手挽きして１杯ずつ淹れる暖かいコーヒー
コーナ―を設け、会員の方には１杯サービスとしました。クラブという空間は、単に音楽を聴いたり踊っ
たりするだけではなく、その場にいる人たちと交流し、楽しみを共有する場でもあります。その雰囲気を
大会会場にも提供することができればと思い、このような企画を考えました。
他、今回新しい試みとして、事前参加申し込みの方には紙の抄録を配布しましたが、当日参加の方には電
子ファイルでの提供といたしました。今や、抄録データ配布が電子化されている学会はよく見られますが、
JASMIM ではまだ時期早尚であった感は否めず、反省すべき点でありました。
今回の大会は、例年よりも発表件数が若干少なめだったこともあるのですが、スケジュールに余裕があ
ったため、会員同士が気軽に語り合う交流の時間が多く取れたのはよかったのではないかと思います。
このように、こじんまりとしたアットホームな学会ですが、来年度、日本音楽即興学会は設立 10 周年を
迎えます。次回の 10 回目大会に向け、さらに新たな試みが実現できればと考えております。
会員のみなさまの積極的なご参加、またご意見等をお待ち申し上げております。
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