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音楽療法における歌作り（ソングライティング）と
オンライン実践への課題と可能性：文献調査
猪狩

裕史

Toward the development of online songwriting in music therapy:
Literature review

1．はじめに
2020 年は、新型コロナウィルス（COVID19）が日本国内で蔓延する様になり、その対応
として多くの生活行動様式が見直されるようになった。音楽療法教育の現場においても同
様で、授業のオンライン化のみならず、外部施設での実習が不可能となり対応を余儀なく
された。その対応の方法として筆者は、クラス演習として、所属機関で導入されたインター
ネットビデオ会議システムである Microsoft Teams を用いた歌作り（ソングライティング）
を学生に経験してもらった。これは、現在のインターネット技術では、双方向コミュニケー
ションにおいて時差が生じてしまい、音楽療法でよく用いられている「即興」や集団歌唱
や合奏などの「再創造」の経験においては、使用に限界があることから、歌作りの様な「作
曲」の経験（ブルシア、1998/2001）であれば時差が生じても大きな問題とならないと想
定したからである。この結果、学生からは好意的な反応があったことから、筆者は、歌作
り（ソングライティング）とオンライン実践への可能性について関心を持った。そこでこ
の論文においては、歌作り（ソングライティング）に関する海外と国内の文献を調査する
とともに、オンラインでそれを実施する上での課題と可能性について、関連する文献より
検討する。なおこの論文において歌作りとソングライティングは同義語として取り扱う。

2．歌作り（ソングライティング）に関する文献
2．1

海外の文献

2．1．1

音楽療法における歌作りの定義

ブルシア（1998/2001）は音楽療法の経験を四種類に分類している。そのうちの一つは「作
曲の経験」であり、作曲の経験において療法士は、「クライエントが歌や歌詞、または器
楽曲を書くのを援助したり、音楽ビデオやテープなどなんらかの種類の音楽的作品を作り
上げるのを援助する」とブルシアは述べている（p. 128）。このことから歌作り（ソングラ
イティング）は、作曲の経験として位置付けられる。この定義は、第二版における定義で、
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最新の第三版（Bruscia, 2014）でも変わっていないが、それに関する目標は表現が一部更
新されている。作曲の経験を用いた臨床目標例とは；
◦自己の、または他者と共有する思考や感情を表現するための構造を創造するスキルを発
達させる
◦思考や感情を、採用された構造に適合させるために整理するスキルを発達させる
◦自己決定スキルを発達させる
◦他者がその作品を再創造するための、記録やコミュニケーション能力を発達させる
◦療法的テーマに関する歌詞を通じて、探索を進める
◦部分を全体に調和させ、統合する能力を発達させる
である（Bruscia, 2014）。この目標の「構造（原著では Structure）」という言葉を「音楽（作
品の構造）」という言葉に置き換えると、理解しやすいであろう。
また Baker & Wigram（2005）は、「ソングライティング （Songwriting）」という本を編
纂し、音楽療法の臨床現場における歌作りの適応についてまとめている。その本の序章に
おいて Wigram & Baker（2005）は、臨床的歌作りという言葉を用いてその実践の特徴を定
義している。彼らによると臨床的歌作りとは、「臨床的関係性における、クライエントと
セラピストによる歌詞や楽曲の制作、採譜や録音のプロセスであり、それを通してクライ
アントの心理社会的、情緒的、認知的、コミュニケーションにおけるニーズに対処するた
めに行われるもの」である。
2．1．2

歌作りの対象

歌の使用は、即興や音楽イメージ法と並び、音楽心理療法の三つの技法の一つとして
位置付けられており（ブルシア、1998/2017）、臨床的歌作りも、様々な臨床現場で用いら
れている。Baker（2015）もまた、歌作り（ソングライティング）は音楽療法の手法とし
て近年広く用いられていると述べている。例えば、うつ病で自殺企図のある女性（スミ
ス、1991/2004）、修学困難な青年（Derrington, 2005）、虐待を受けた経験のある女性（Day,
2005）、精神科領域の問題がある成人（Rolvsjord, 2005）などが報告されている。また臨
床的歌作りは医療現場でも用いられており、終末期にある患者（Dileo & Magil, 2005）、脳
損 傷 患 者（Baker, 2005; Baker, Kennelly, & Tamplin, 2005）、 悪 性 血 液 疾 患 児（Aasgaard,
2005）、がん患者（O’Brian, 2005）などに対し、生物心理社会的視点から実施されてい
る。Baker（2015）によると近年の傾向として、歌作りがトラウマや、
（死別による）グリー
フ（苦悩）を経験している人、社会的弱者、移民、精神障害のある人、物質を濫用する
人、受刑者に対して用いられるようになってきていると述べている。実際、Thompson と
Neimeyer が編纂した本である「Grief and expressive arts（グリーフと表現芸術 ）」の中
でも、Heath（2014）や Lings（2014）、Dalton & Krout（2014）が歌作り（ソングライティ
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ング）を、死別によるグリーフを経験した人のために用いたことを紹介している。また
Viega（2018）は、幼少期にトラウマを経験した都市部の貧困層にある黒人やアフロ・ラテ
ン系の青年と、デジタル・テクノロジーを用いたヒップホップのスタイルの歌作りを行っ
ている。彼らはトラウマを経験しているのみならず、社会経済的弱者とも呼ばれている。
2．1．3

歌作りのエビデンス

上記の通り、歌作り（ソングライティング）は様々な対象者の事例報告を通してその
効果や意義が検証されているが、数量研究を通してもその効果が検証されている。特に
Silverman は、物質中毒患者や、精神科急性期病棟入院患者に対する多くの効果検証研究
を行っている。Silverman の歌作りは、ブルースの枠組みを用いたものであり、一番を自
分に関して、二番を自分のコーピング・スキル（ストレス対処能力）について、集団で考
えるというものである。Silverman の、この心理教育的な集団による歌作りが、精神科の
薬物解毒ユニット患者の薬物使用を思いとどまる「熟考（コンテンプレーション）」と「行
動（アクション）」（2011）、薬物解毒治療への「意欲」と「準備（レディネス）」（2012）
を高め、「（薬物渇望への）期待」（2016 a）を下げることを報告している。また、同様の
心理教育的な集団による歌作りが精神科急性期病棟入院患者の「精神病に関する偏見（の
理解）」（2013）、「病状管理に関する知識」（2016 a）、「（回復への）希望」（2016 b）を高
めることを報告している。さらに Silverman は、この心理教育的な音楽療法（歌作りと歌
詞分析）とレクリエーション的な音楽療法の効果の違いについて、物質使用障害のある患
者と（2019 a）、急性期精神科病棟入院患者（双極性障害、現実見当識のある統合失調症、
など）を対象に検証した（2019 b）。その結果、心理教育的な音楽療法の方がレクリエーショ
ン的な音楽療法よりも「感情と経験の共有」において顕著に高いスコアを示したことを報
告している。その他の効果検証研究としては、Grocke, Bloch, Castle, Thompson, Newton,
Stewart, & Gold（2014）による、重度精神障害のある患者に対するものがある。この中で
Grocke らは、集団による歌作りが重度精神障害のある患者の生活の質とスピリチュアルな
健康を高めることを報告している。Hon & Choi（2011）は、歌作りにまつわる活動が、認
知症のある高齢者の認知機能に与える影響を検証した。実験群に参加した被験者は、三段
階からなる歌作りにまつわる活動（好みの楽曲探しを通したラポール形成、歌作り、歌作
りの経験の強化）に参加した。この結果、韓国版ミニメンタルステート検査（MMSE）に
おいて、実験群が対称群と比べて「言語機能」「見当識」「記銘」の項目で顕著な向上が見
られたと報告している。Baker, Richard, Tamplin, & Roddy（2018）は、脳損傷や脊椎損傷
を受けた患者の自己概念に関する歌作りの取り組みを行い、自己概念の向上と、鬱や不安、
否定的感情の減少を報告している。
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2．1．4

歌作りの利点

臨床的歌作りの利点について Baker は、自身の著作である「臨床的歌作り（Therapeutic
songwriting）」（2015）において、歌作りを臨床現場で用いている音楽療法士のインタ
ビューからそれらを抽出した。それによると、歌作りは、（a）社会と文化に結びついてお
り、（b）用途が広く、（c）臨床的過程を含み、（d）言語と音楽を結びつけ、（e）臨床的関係
や協働を招き、（f）療法的旅路を表し、（g）感情表現の手段となり、（h）社会的な活動であ
り、（i）歌の作り手の環境を変容させ、（j）成果物を作り出す、と述べている。これらの利
点と同時に Baker（2015）は、臨床的歌作りに存在する制約についても挙げている。それ
らは、
（a）歌の作り手へのネガティブな影響、
（b）要する時間とエネルギー、
（c）成果物の
配布に伴う危険、である。特に「（a）歌の作り手へのネガティブな影響」について、歌作
りの過程で、過去の経験や記憶を再体験する可能性があり、配慮が必要であると述べてい
る。
2．1．5

歌作りの技法

歌作りに関連する手法として、ブルシア（1998/2001）は「作曲の経験」の「バリエー
ション」に、「替え歌」を挙げている（p. 128）。Robb（1996）は、歌作りは思考と感情の
表現手段となるとして、入院中の青年の個人と集団への歌作りの取り組みとして、フィル
イン・ザ・ブランクス（既存曲の歌詞の穴埋め）と即興を用いた歌作り（楽器を用いた対
話型演奏形式からの言語表現への発展、言語表現から即興による曲作りへの発展）の過程
を紹介している。Lings（2014）もまた、死別によるグリーフを経験している子供に対す
る取り組みとして、歌詞の穴埋めを臨床ニーズに沿った独自のテンプレートをもとに行う
ことを紹介している。この利点として、短期間で歌を完成させることを可能にすると述べ
ている。Wigram（2005）は、共同編纂した「ソングライティング （Songwriting）」で紹
介された事例における歌作りの技法を「歌詞創作（Lyric creation）」と「音楽創作（Music
creation）」に分けて分類した。「歌詞創作（Lyric creation）」には 24 の技法が、「音楽創作
（Music creation）
」には、12 の技法が紹介されている。さらに Wigram はこれらを基に、歌
作りにおける作業上のモデル（working model）を指針として提案している。それらは段
階（stage）で構成されていて、各段階にはそこで使われうる手法について述べられている。
Wigram は、この歌作りの段階を「療法における歌作り（ソングライティング）の柔軟な
アプローチ（Flexible Approach to Songwriting in Therapy: FAST）
」と呼び、各段階を、
（a）
歌作りへの導入（Introduction to songwriting）、
（b）歌詞の形成（Formulation of lyrics）、
（c）
音楽の制作（Development of music）、（d）歌の書き出し（Writing down a song）、（e）歌の
上演（Performing of song）
、
（f）歌の録音（Recording of song）と呼んでいる。Krout（2005）は、
死別を経験した青年に向けた臨床的歌作りのために、より具体的な 10 のステップを提案し
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ている。それらは、（a）臨床的ニーズを検討することにより歌の焦点を定める、（b）誰が、
そしてなぜ歌を作るのか決める、（c）歌詞が先か音楽が先か決める、（d）歌詞の大まかな
内容を決める（この時点では言葉のリズムや韻についてはこだわらない）
、
（e）大まかな歌
詞を起点に、曲のスタイルや雰囲気を選択する、（f）歌詞のリズムや韻を洗練させる（選
択可）、（g）コード進行を決めて、それを鳴らしながら歌詞を読み上げる、（h）コードの上
にメロディを載せる、（i）上記の 7–9（g–i）を合わせヴァースとコーラス形式にする、（j）
その他の伴奏楽器やスタイルを盛り込み、曲を独自のものに仕上げる、というものである。
このステップは、音楽療法教育の現場でも応用されている（Baker & Krout, 2011; Krout,
Baker, & Muhlberger, 2010）。Dalton & Krout（2014）は、自身の先行研究での発見をもとに、
死別を経験した子供から青年のための「統合的歌作り（Integrative songwriting）」を提案
している。先行研究で明らかになった死別を経験した子供がたどる心理的過程をもとに、
その過程に沿ったコーラス部分のある歌が五曲入った CD をもとに、ヴァース部分をクラ
イアントに作詞してもらうというものである。Meyers-Coffman, Baker, & Bradt（2020）は、
「回復に向けた歌作りプログラム（Resilience Songwriting Program: RSP）
」を、2007 年に
Sandler らが発表した理論である「文脈的回復モデル（Contextual Resilience Model）」を基
に構築し提案している。
歌作りに関する文献は、音楽療法教育に関する研究としても存在する。Baker & Krout
（2011 a, 2011 b）は、前述した歌作りのための 10 のステップ（Krout, 2005）を応用し、音
楽療法実習に関する学生同士の協働による歌作りを行った。その結果、協働による歌作り
を通した自己表現によるストレス解消や、ロールプレイングを通した学生の音楽療法に関
する深い理解（2011 a）、歌作りにおける自己能力（長所と短所）の認識や、相反する感情
を表現できる歌作りの可能性の理解（2011 b）に繋がったと報告している。Baker & Krout
（2011 a）は、協働作業を行う者同士の馴染みの度合いの影響については見受けられなかっ
たとしながらも、引き続き検証する必要があると述べている。また Krout ら（2010）は、
音楽療法専攻生の歌作り能力向上を目的に、アメリカとオーストラリアの大学生同士でイ
ンターネット（Skype）を介した協働の歌作りの取り組みを行い、その意義と課題につい
てまとめている。
2．1．6

歌作りの評価

歌作りの効果を測定する評価尺度も開発されている。Baker & McDonalds（2016）は、
自身の先行研究結果をもとに、“Meaningfulness of Songwriting Questionnaire”（歌作りの
有意義性調査紙）を作成した。これは、感情（affective）、認知（cognitive）、関係性（relational）
の側面から構成され、歌作りの過程に関して 13 項目、歌作りの作品に関して 8 項目の質問
がある。この21項目を通して、11の領域を評価する質問紙である。その11の領域とは、
（a）
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楽しみ（enjoyment）
、（b）発見／自己内省（discovery/self-reflection）、（c）感情の高まり
（arousal of emotions）、（d）創造性（creativity）、（e）取り組み（engagement）、（f）挑 戦
（challenge）
、（g）状況の理解（understanding context）、（h）連想（associations）、（i）達成
（achievement）
、
（j）個人の価値観（personal value）、
（k）自己観（identity）である（Baker,
Silverman, & McDonald, 2016、p. 63）
。この評価紙は、急性期精神科病棟入院患者と薬物
解毒ユニット患者との調査（Baker et al., 2016）と、大学生との調査（Baker, MacDonald,
& Pollard, 2018）において、その内容的妥当性、内的整合性、再検査信頼性が確認されて
いる。
2．2

日本国内の文献

日本国内における歌作りの臨床現場での適応に関する文献は、海外のものと比べると少
ない。論文検索エンジンである CiNii において「歌作り」で検索すると、24 がヒットし、
中でも療法的な目的で用いられるものは 4 論文のみであった。また同様に「ソングライティ
ング」で検索すると 4 論文のみがヒットした。ここでは、音楽療法の文脈で書かれている
もののみを紹介する。
星山（2003）は、Werdnig-Hoffmann 病により全身の随意運動が失われた患者に対して、
眼球運動によるコミュニケーションを通した作曲の取り組みを紹介している。この症例に
おいては、セラピストは一音ずつ対象者に音を尋ねる形で作曲の補佐を行った。完成した
作品は、病院内コンサートや芸術会館にて演奏されたり、CD に作成されたりした。この
過程を通して星山は、作曲が対象者の意欲を高め、作品発表を通して社会的な繋がりを増
やし、生活の質の向上に繋がったと論じている。この症例においては、「作曲」について
のみが取り上げられており、「歌作り」という視点では述べられていない。
丹羽（2016）は、構音障害により場面緘黙のある子供への即興とソングライティング
の手法を用いた事例について述べている。丹羽は、即興あそびを通してセラピストと共に
作った歌をクライエントがセッション内外で歌うようになり、歌うことや話すことに対す
る抵抗が減少したと報告している。また自作の歌を他者に聞いてもらいたいという意欲が、
自己表現を促進したとも分析している。ここで丹羽は、非言語アプローチである遊びや即
興による内面の投影の段階から、言語的アプローチであるソングライティングによる達成
感と自己表現の段階的なプロセスが存在したと考察している。また丹羽は、ソングライ
ティングの形態を、（a）クライエントが歌詞を創作、（b）クライエントが旋律を作曲、（c）
クライエントが作詞と作曲するものがあると分類している（p. 75）。
河合（2011）は、文献調査から音楽療法におけるソングライティングは、（a）クライエ
ントとセラピストという治療関係における共同的取り組みである、
（b）臨床的目標を持つ、
（c）創造、記譜、録音のプロセスをもつとした。またその特性を五つ抽出し、ソングライ
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ティングとは「言語手段によってクライエントの情動を外在化させ、それを音楽によって
補完あるいは強化し、さらにそれを歌という形に整えることによって反復や再現を可能に
させるものであり、それはすなわち、（クライエントの感情の）歌へのカプセル化によっ
て（自己表現と内省を推し進める）ヴィークル（乗り物）の役割を果たすことのできる、
セラピストとの相互関係によって行われる活動である」（p. 45）と定義している。また河
合（2010）は、ソングライティングにおける「歌のヴィークル性」の観点から、精神科
におけるグループ音楽療法におけるソングライティングの試みに関する事例を報告してい
る。このセッションの手順としては、歌詞の後に旋律をつける方法が取られた。河合（2010）
はここで作られた楽曲のポピュラー音楽に類似した特性から、ポピュラー音楽の持つ「個
人的感情表現性」と「社会凝集性」（pp. 20–21）の過程が、歌作りを通して内省を促進す
るヴィークルとなったと述べている。
牧野（2007）は、関東大震災後流行した「復興節 」をもとに、阪神・淡路大震災後に替
え歌として生まれた「神戸復興節 」制作の経験から、替え歌の音楽療法における有用性に
ついて述べている。この中で牧野は、小林和医師の言葉として替え歌は、「①個人として
は自分自身の言葉で手軽にできる感情表現であり、②何人かで歌えば集団としてまとまり
が出てくる」（p. 253）という側面を紹介している。そしてその例として内科・精神科で実
践した、自分の願いを唱歌や童謡に合わせて歌う取り組みを紹介した。そして替え歌作り
には、「歌詞生成」の「即場 - 既成」の尺度と、「表現意図」の「個人表現-集団共有」の尺
度があり、替え歌はその尺度の中で流動的に動いていくものであるとした（pp. 260–262）。
また別の書で牧野（2019）は、高齢者を対象にした実践や、替え歌作りが病院内の職員に
も好意的に広がっていることも紹介している。

3．オンライン歌作りに関する文献
インターネットを介した音楽療法については、その関心が高まってきているが、歌作り
と特定すると、その文献は少ない。Baker & Krout（2009）は、自閉スペクトラム症（ア
スペルガー症）のある青年を対象にしたインターネット（Skype）を介した歌作りを対面
セッションの後に行った。その結果オンラインによる歌作りの過程が、対面環境よりも、
クライアントの歌作りへの長時間の取り組みや創造性、自信の向上に繋がったと分析した。
またこのオンラインの歌作りの取り組みの短所として、クライアントが演奏するギターの
音がヘッドセットマイクで拾いにくかった点と、カメラがクライアントの演奏する全体の
様子をとらえられなかった点が挙げられている。Baker & Krout（2011 a）は、音楽療法実
習に関する学生同士の協働による歌作りの研究の中の一部を、Skype を用いて行った。こ
の結果、筆者らの予想に反して、喋る順番を待たなければならないというオンライン・コ
ミュニケーションの特性が、歌作りにうまく適応できたと報告されたと述べている。また
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Krout ら（2010）は、Baker & Krout（2011 a）の研究を、よりテレヘルス（インターネッ
トテクノロジーを利用した医療）の側面から検証した。その中で参加した大学生は、喋る
順番を待つというオンライン・コミュニケーションの特性が歌作りにうまく適応でき、よ
り簡潔明瞭なコミュニケーションを可能にしたとする一方、音声や映像の遅れが、精神的
なつながりの面で阻害されたとも報告している。さらに、映像の質の悪さにより表情を読
み取ることが難しく誤解を生じさせたり、不安にさせたりしたと報告した。

4．考察
ここまでの文献調査からいくつかのことが明らかになった。それは、歌作りは、（a）医
療を含む広範な障害やニーズのある人を対象に、（b）心理、社会、認知、スピリチュアル
の側面のケアを目標として、（c）個人や集団の形態で、（d）替え歌や即興からの発展とい
う幅広い技法が用いられ、（e）一部には技法のテンプレートやプロトコルが存在し、（f）
エビデンスに支えられ、（g）専門の評価尺度も開発されているということである。しかし
ながら、音楽療法における歌作りの手法は、まだ発展途上の段階であり、探究の余地があ
る。特に数量研究における効果検証は、適応されている対象者の種類には偏りがある。た
だし偏りが起こることは、その手法が発展していく上ではよく見られることである。例え
ば、ノードフ・ロビンズ音楽療法が元々は言葉でのコミュニケーションが苦手な発達障
害のある子供から、その対象者が成人に広がっていったり（長江、2018 年 9 月；タリー、
1998/2017）、ボニー式音楽とイメージ誘導法（Bonny Method Guided Imagery and Music:
BM-GIM）においても、自己成長を目的としたものから医療現場や精神病を患う人への実
践へと拡大していったりしたのも同じことである（猪狩、2019）。特にこれまで事例研究
を通して確認されていたグリーフを経験している人における歌作りの効果や意義が、テン
プレート（Lings, 2014）やステップ（Krout, 2005）、モデル（Meyers-Coffman et al., 2020）
の開発につながったと考えられる。これらの介入方法の提示が、死別によるグリーフを経
験した人のみならず、その他の対象者に応用することにより、さらなる数量的な効果のエ
ビデンスにつなげられる可能性が考えられる。
それではこの歌作りの実践を、インターネットを介してオンラインで行う上で、どのよ
うな課題が考えられるか検討したい。Bates（2014）は、インターネット時代の音楽療法
とその実践における倫理についてまとめている。Bates はインターネットを用いた音楽療
法全般の課題として、インターネットを介して音楽療法を行う時の（a）実施可能範囲とそ
の効果、（b）危険性、（c）テクノロジーに関する適応能力（コンピテンシー）が十分に検
証されていないと警鐘を鳴らしている。この三つの点から、歌作りのオンラインでの実施
に関する課題について論じる。
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4．1

実施可能範囲

実施可能範囲とその効果について考察すると、今回の文献調査において、オンラインで
実施した歌作りについては、Baker & Krout（2009）の自閉スペクトラム症（アスペルガー
症）のある青年を対象にしたもののみで、その実践対象範囲は狭い。それ以外の歌作りの
文献は全て対面で行われているものであった。歌作りの効果と意義については様々なレベ
ルのエビデンスやプロトコルがあるが、それをすぐにオンラインで適応できるわけではな
い。Baker & Krout（2009）の症例においても、全てのセッションをオンラインで行った
わけではなく、最初は対面でセッションを行った後に、オンラインセッションに移行した
ものである。またオンラインセッションと言っても、それは擬似的なもので、クライアン
トはセラピストがいる建物と同じ建物内にある、研究者のオフィスで行ったものである。
これは何か不都合や不具合などの問題が生じた時に対応ができるように配慮するためで
あった。この自閉スペクトラム症（アスペルガー症）のある青年に対する症例では一定の
効果が報告されたが、精神的つながりを感じにくいとされるオンラインによる歌作りの実
践が（Krout et al., 2010）、その他の対象者へどの程度の効果や意義があるのか、検証が必
要である。
精神的なつながりの面で関連するが、オンラインによる歌作りの効果や意義を検討する
上で重要なのは、関係性である。音楽療法とは関係性におけるプロセスと考えられている
（Abrams, 2012; Bruscia, 2014）。これが示すことは、歌作りもそれを一人で行うのではな
く、その過程においてセラピストと共に（Rolvsjord, 2005; 丹羽 , 2016）、また同じ境遇に
ある人と共に集団で協働する（Day, 2005; Krout, 2005; 河合 , 2010; スミス、1991/2004; 牧野 ,
2007）ことから生まれる関係性が、治療効果や意義を高めるということである。つまり
セラピストや集団におけるラポール形成は治療プロセスにおいて重要な一部ということで
ある。実際、歌作りにおけるテンプレート（Lings, 2014）や手順（Dalton & Krout, 2014）、
モデル（Meyers-Coffman et al., 2020）、研究プロトコル（Hon & Choi, 2011）の中でも、ラ
ポール形成が第一の段階として明記されている。先行研究では、オンラインによる歌作り
は精神的つながりを感じにくいとされているが（Krout et al., 2010）、これは約 10 年前に得
られた知見である。当時よりもインターネット・テクノロジーは進化していると考えられ
る。現在のインターネット・テクノロジーにおいては、一対一のみならず集団とのビデオ
会議も可能となっている。セラピストと、また集団セッション参加者同士の信頼関係構築
や精神的なつながりが、オンラインにおいても対面と同じ程度できるのか、今後の検証が
必要である。
4．2

危険性

オンラインでの歌作りの危険性や悪影響に関する検討も必要である。例えば、死別は誰
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もが人生において経験し、その過程で深い悲しみや絶望、怒りや虚しさを感じるものであ
るが、そのような人との歌作りに向けた療法的課題に関する話し合い（この場合故人に関
する話し合い）が、クライエントを余計に精神的に脆弱（Vulnerable）な状態に陥れるこ
とがないのか検討が必要である。Baker（2015）はそのような過程も適切な範囲であれば
むしろ臨床的に意義があるとしながらも、そのような精神的に脆弱（Vulnerable）な状態
が過度に起こり、クライエントを支えるリソースがなければリスクが効果を上回ってしま
うと述べている。そのような時に、対面であればセラピストが支えるリソースになり得る
が、クライエントを支えるリソースの有無がわからないままオンラインで歌作りの実践
を行うのは危険となる。同様のことは、うつ病で自殺企図のある人（スミス、1991/2004）
や精神科領域の問題のある成人（Rolvsjord, 2005）、重度精神障害のある患者（Grocke et
al., 2014）など、医学的診断を受けた人に対しても言える。逆に医療現場で入院している
心理社会的ニーズのある人（Aasgaard, 2005; Baker, 2005; Baker et al., 2005; Dileo & Magil,
2005; O’Brian, 2005; Robb, 1996）であれば、オンラインでの歌作りを実践するのに、医療
サポート態勢が整っているとも言える。オンラインによる歌作りをする上で、どの程度の
精神的な安定性があれば可能なのか、またはどの程度の精神的な脆弱状態であれば不適切
なのか、さらにどの程度の支援態勢がクライエント側にあれば可能なのか、検討が必要で
ある。
作曲や歌作りの利点として、作られた作品をセッション外の他者と共有することの意
義が、文献の中でも論じられている（Day, 2005; Lings, 2014; Dalton & Krout, 2014; 丹羽 ,
2016; 星山 , 2003）。しかしながらこの点において、オンラインで実践を行う上では、注意
が必要である。Baker（2015）が「成果物の配布に伴う危険」で述べているのは、セッショ
ンで作られた歌が自己探索の途中の産物である場合、クライエントがその中で表現される
感情にスタック（はまり込んで動けない）状態になるということである。また他者がそれ
を聞くことにより、他者もそのスタックした状態がクライエント自身の通常のありようだ
と誤解する可能性がある。オンラインでの歌作りで生まれる作品のやり取りには、イン
ターネットで受け渡しができるパソコン上の音声ファイルが用いられる可能性が高いが、
その場合、クライエントがその音声ファイルを自らのソーシャル・メディア・ネットワー
ク（SNS）に投稿し不特定多数の人に拡散される危険がある。それにより、前述したよう
な他者からの誤解が広範に拡がり、自己探索が途中の場合、それが阻害される可能性があ
る。また歌詞の中に、自分の虐待経験が歌われているのであれば、クライエント自身が自
らのプライバシーを向こう見ずに晒すのみならず、虐待を行った人に対しても、世間から
の嫌がらせや攻撃が始まる可能性がある。もちろん虐待行為は問題ではあるが、それを裁
くのはインターネット越しにいる大衆ではない。オンラインでの歌作りが、クライエント
や彼らに関係する人のプライバシーをどのように守れるのか、検討が必要である。
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4．3

コンピテンシー

クライエントとその関係する人のプライバシーに関する危険にも通じるのが、セラピ
スト側のテクノロジーに関する適応能力（コンピテンシー）である（Bates, 2014）。上記
の例では、クライエントが SNS に自分の作品を載せる危険性であったが、セラピスト側
がインターネット・テクノロジーを使用する上での十分な知識や技術がなく安全対策を
怠っていれば、オンラインによる歌作りで扱われるクライエントのプライバシーに関わ
る内容が、外部に漏洩する危険性がある。またオンラインによる歌作りをする上で、イン
ターネットに関する知識の乏しいクライエントをサポートする知識や能力も必要である
と思われる。アメリカ音楽療法協会（American Music Therapy Association: AMTA,2013）
は、「専門家としてのコンピテンシー 」の中で 、テクノロジーの使用について言及してい
る。特に条項 13.14 では、「治療目標と目的に向けたクライアントの進歩を支援するため
に、新しい技術に関する実務的な知識を維持し、必要に応じて実施する能力（Maintain a
working knowledge of new technologies and implement as needed to support client progress
towards treatment goals and objectives）
」が必要であると明記されている。また条項 17.16
では、「テクノロジーを専門的に活用する場合に、臨床と倫理における基準や法律を遵守
する能力（Adhere to clinical and ethical standards and laws when utilizing technology in any
professional capacity）
」が必要とされている。これらのコンピテンシーは、AMTA のカリ
キュラムガイドラインである、「教育と実践トレーニングにおける基準 （Standards for
Education and Clinical Training）」にも反映されている（2021）。しかしながら日本国
内には、音楽療法士の専門家としてのコンピテンシーも存在しないほか、カリキュラムガ
イドラインの中にも、テクノロジーについては明記されていない。コンピュータ技術に関
する授業は大学で提供されていても、それは選択科目としての履修となっている。オンラ
インにおける歌作りを行う上で、どの程度のインターネット・テクノロジーに関する知識
や技術が必要なのか、検討が必要である。またどれほどの速さのあるネットワーク接続ス
ピードと、どれほどの処理能力のある端末が必要で、どのようなセキュリティ・ソフトウェ
アと情報漏洩防止対策が必要なのか、検討が必要である。この時に最速の接続スピードの
あるネットワークと処理能力のある端末を追求することで、社会経済的弱者が取り残され
ることのないような配慮が必要である。
歌作りにおけるテクノロジーの使用に関するコンピテンシーについては、特に Viega
（2018）がヒップホップというジャンルにおけるデジタル音楽制作機器の知識とそれらを
扱える能力の重要性について述べている。歌作りは、ピアノやギターを用いても行えるが、
音楽そのものが進化し多様化する中で、様々なジャンルやスタイルの音楽に精通するのみ
ならず、それに付随するテクノロジーに関する知識と能力が必要になる。クライエントの
臨床課題にオンラインによる歌作りが効果的に作用するために、どれほどの音楽制作技術
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に関する知識と能力が必要になるのか、検証が必要になる。

5．結語
本論文では、歌作り（ソングライティング）をオンラインで実施する上で必要な知見を、
文献調査を行い収集した。そしてそれを Bates（2014）の、インターネット時代の音楽療
法実践における倫理で提示された課題に沿って考察した。考察を通して、今後検証が必要
となる課題が浮かび上がった。海外には歌作り（ソングライティング）の文献はまだ多数
あり、本論文で全てを網羅的に紹介できているわけではないため、本論文で提示した課題
に対する回答は、他の論文に存在するかもしれない。今後も引き続きオンラインを用いた
音楽療法や関連領域の実践と、歌作りに関する文献調査を行う必要がある。それでも答え
が得られない課題については、様々な研究方法を用いて検証していきたい。
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