
はじめに

本学音楽学科では地域貢献の一環として，平成19年度より北海道黒松内町において音楽療法研修を実施してい

る。これは音楽を通して支援を必要とする多くの人とコミュニケーションをはかり，地域との触れ合いの中，音

楽の技能を高め，豊かな感性と文化を尊重する態度を育てることを目的としている。今年度は音楽療法コースの

学生を中心に，黒松内町の施設のほか，伊達市および倶知安町の施設を訪問し，音楽療法の実践を行う機会を得

た。学外でしか出来ない体験や学生同士の交流など，学生にとって大変意義のある研修である。研修の中心は，

学生が主体となって施設で音楽療法を実践することである。有効な音楽療法を実践するためには，慎重にセッショ

ンの計画を立てる必要がある。研修に向けて，用意周到に準備する段階では，慣れない環境で力を発揮できるか

といった不安や期待は大きい。この場合の不安や期待は，まったく経験のない新規な場面で生じることを指す。

ところで音楽には，沈静作用や発散作用といった療法的な機能が内在する。これまで音楽療法の心理的作用に

ついて，さまざまな知見が報告されている。そのひとつに，音楽による気分の転導がある(村井，2007)。なぜ音

楽が人の気分に影響するのか，それを説明する概念として，Altschulerの「同質の原理」が知られている。これは，

その時の心の状態に合った音楽を選んで聴くことで，感情のバランスが修復されるとしている。また，音楽を聴

いて昔の記憶を呼び起こす回想法は有名である。さらには，種々の音楽活動を通して注意力，集中力，記憶力，

判断力などの認知機能に働きかける作用もある(谷口，2008)。このように多くの音楽療法の心理的効果について

論じられているが，これは音楽療法の〝対象者"の心理に影響を与えるものである。一方で音楽療法を行う〝セ

ラピスト"の心理的影響について検証した先行研究は少ない。音楽療法には実践のほか，事前の綿密なアセスメ

ント・計画立案，評価を行うプロセスがある。このようにセラピストが抱える心境に，不安や抑うつといったネ

ガティブな感情が影響していることが予想される。

感情研究において感情に対して用いられる枠組みは，①喜び，悲しみ，怒り，恐れなど類型化された特定の感

情カテゴリー，②快－不快，興奮－沈静，睡眠－覚醒といった特定の次元，③肯定的感情－否定的感情といった

２分割次元，という３つがある(戸梶，2001)。特に③は認知－記憶研究において採用されている。また福井(1998)

は，抑うつと不安を引き起こす認知内容を測定するための質問紙を開発し，抑うつと不安の相関を認知内容から

説明できる認知行動モデルを構築した(Fig.1)。抑うつ気分に関しては，自分は駄目だという「自己否定」の自動思

考と嫌なことばかり経験してきたという「過去・現在否定」の自動思考が，将来きっと良いことはないだろうとい

う「将来否定」の自動思考を生じさせる。そしてそれが抑うつ気分を引き起こすのである。また，不安気分に関し

ては，「過去・現在否定」の自動思考と人間関係がうまくいかないのは非常に恐ろしいという「状況の脅威度・嫌悪

度」の自動思考が，きっとうまくいかない人間関係に遭遇するという「脅威・嫌悪状況予測」の自動思考を生じさせ

る。そしてそれが不安気分を引き起こすのである。音楽療法研修に参加し，実際に音楽療法セッションを体験す

る学生にどのような心理的影響があるのかを理解し，ネガティブな気分の改善に向けた対策を考えることは重要

である。以上より本研究では，音楽療法研修が大学生の気分や認知にどのような影響を与えているかを明らかに

することを目的とする。

※以下に，音楽療法研修の概要を述べる。
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① 時期

平成24年８月９日～10日(１泊２日)

② 対象者・訪問施設

１日目には，伊達市にある「伊達リハビリセンター」および特別養護老人ホーム「サポートセンターひまわり」

を訪問。２日目には，黒松内町にある身体障害者療護施設「後志リハビリセンター」および介護老人保健施設「湯

の里・黒松内」，倶知安町にある特別養護老人ホーム「羊蹄ハイツ」を訪問。音楽療法の対象者は主に施設に入所

あるいは通所している支援の必要な高齢者や身体障害者である。

③ グループ編成

音楽療法コースの２年生と３年生が協同して取り組むように縦割り編成を基本とし，その中でセラピスト，

ピアノ担当者，アシスタントの役割を分担する。研修前の準備期間では各自グループで集まり，準備を進める。

④ セッション内容

音楽療法の活動は，鑑賞などの受動的音楽療法と，演奏や歌唱，身体運動などの能動的音楽療法に大別され

る。今回の実践は両者を組み合わせた形態である。つまり歌唱や身体運動などの他に，学生らによる器楽合奏

の鑑賞を含めた計１時間のセッションである。また音楽療法の実践にあたって用いられる代表的な音楽的素材

は，対象者のなじみの歌や楽曲，それに多種多様な楽器である。今回の研修においても対象者に合った素材を

選択し，歌唱は童謡・唱歌から歌謡曲まで，音楽に合わせて身体を動かす際には容易に操作できるリズム楽器

を用いた。しかし，音楽療法は既成の音楽を素材としつつも，音のやりとりを通じて相互的に音楽を創造する

対人プロセスを重視している。

方法

１．調査対象

調査対象者は，音楽療法研修に参加した大学生18名(男性１名，女性17名，M＝19.7歳，range＝19－21歳)

である。いずれも呼吸器系や循環器系に疾患をもっていない健康な学生であり，本学の音楽療法コースに在籍し

ている。開始に先立って調査内容，個人情報に関する取扱いについて充分に説明を行い，同意を得た。

２．質問紙

音楽療法研修が学生の気分にどのような影響を与えるかを明らかにするために，ネガティブな気分とポジティ

ブな気分の両方を測定できるよう質問紙を用意した。

2-1．DACS(Depression and Anxiety Cognition Scale)

抑うつや不安といったネガティブな気分測定には，DACS(福井，1998)を用いた。DACSは抑うつや不安を引

き起こす自動思考を測定するための質問紙である。全50項目から成り，下位尺度として各10項目ずつ，「将来否

定」「脅威・嫌悪状況予測」「自己否定」「過去・現在否定」「状況の脅威度・嫌悪度」の５因子構造をもつ。「非常

にそう思っていた：５点，かなりそう思っていた：４点，どちらともいえない：３点，あまりそう思っていなかっ

た：２点，全くそう思っていなかった：１点」の５件法で回答を求めた。得点が高いほどその気分が大きいことを

示す。本尺度の信頼性・妥当性は既に検証されている。DACSの質問項目をTable 1に示す。

2-2．PMS(Positive Mood Scale)

一方，ポジティブな気分測定には，PMS(福井，2004)を用いた。肯定的気分とは，未来志向性，勇気，楽観主

義，ユーモア，嬉しい，楽しいといった感情を示す。一般的に仕事や学業，対人関係等における肯定的気分は，

創造的な思考活動を促進し，問題解決を助け，社交的になり対人関係の促進をもたらすとされている。質問紙は

全12項目から成り，下位尺度として各３項目ずつ，「リラックス気分」「親和気分」「快気分」「集中気分」の４因

子構造をもつ。「全くあてはまらない：１点」から「７：非常によくあてはまる」までの７段階で回答を求めた。得

点が高いほどその気分が大きいことを示す。同様に本尺度の信頼性・妥当性は既に検証されている。PMSの質問

項目をTable 2に示す。
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Table 1 DACSの質問項目

質 問 項 目

１ 私にはこの先嬉しいことがないだろう。

２ 私はこの先幸せになれないだろう。

３ 私にはこの先良いことがないだろう。

４ 私の生活はこの先寂しいものになるだろう。

５ 私は幸せになれないだろう。
将来否定

６ 私はこの先きっと孤独になるだろう。

７ この先私の生活は充実感のないものとなるだろう。

８ この先私の生活は楽しくないものになるだろう。

９ この先きっと私の努力はむくわれないだろう。

10 私にはこの先恋人ができないだろう。

11 私にはこの先嫌な人とつきあわなければならないことがたくさんあるだろう。

12 私にはこの先嫌なことを断れない事態がたくさんあるだろう。

13 私にはこの先他人に誤解されることがたびたびあるだろう。

14 私にはこの先やりたくない仕事を無理やりやらされることが多いだろう。

15 私にはこの先思い通りにならないことがたくさんあるだろう。
脅威・嫌悪状況予測

16 私にはこの先恥をかくことがよくあるだろう。

17 私はこの先うまくいかない人間関係に悩まされるだろう。

18 私はこの先大きな失敗を犯すだろう。

19 私はこの先目標を見失うことがあるだろう。

20 私はこの先人とたびたび喧嘩することになるだろう。

21 私には才能がない。

22 私は他人に自慢できるとりえがない。

23 私は無能だ。

24 私は自信がない。

25 私はだめな人間だ。
自己否定

26 私は自己主張できない。

27 私はみんなより劣っている。

28 私は何をやってもうまくできない。

29 私は思い通りにできない。

30 私は意志が弱い。

31 私は人に悪口を言われている。

32 私は人に裏切られている。

33 私は人に約束を破られる。

34 私は人から無視されている。

35 私は人に嫌われている。
過去・現在否定

36 私は他人を傷つけてしまう。

37 私は人から叱られてばかりいる。

38 私は人から注意されてばかりいる。

39 私は嘘つきだ。

40 私は身に覚えのないことで責められている。

41 人間関係がうまくいかないのはとても恐ろしい。

42 裏切られるのは恐ろしい。

43 人から無視されるのは恐ろしい。

44 人から悪く思われることは恐ろしい。

45 人から信用されないのは恐ろしい。
状況の脅威度・嫌悪度

46 いじめられることはとても恐ろしい。

47 誰も自分をわかってくれないのはとても嫌だ。

48 自分が必要とされないのはとても嫌だ。

49 友達がいないのは恐ろしい。

50 努力がむくわれないのはとても嫌だ。
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３．調査時期

音楽療法研修が行われた平成24年８月９日～10日の２日間

４．調査手順

調査はDACS，PMSともにそれぞれ２回ずつ行った。１回目は，研修１日目の気分を測定するために，音楽療

法実践前の午前の移動時間中に実施した。その後，午後から伊達市の施設で２か所に分かれて実践を行い，夕方

に黒松内の旅館まで移動し，反省会を行った。２日目は午前に２か所に分かれて黒松内町の施設で，午後に倶知

安町の施設で実践を行った。調査２回目は，研修２日目の音楽療法実践が終了した夕方の移動時間中に実施した。

調査は検査者の指示に従い，回答がなされた。調査スケジュールをFig.2に示す。

５．分析方法

回収した調査用紙を下位尺度ごとに合計得点を集計し，得点が高いほどその気分が大きいと解釈した。各下位

尺度の平均得点において，１回目と２回目を比較し，統計学的有意差があるかどうかを調べた。平均得点の比較

には主にＦ検定にて等分散を確認の上で対応のあるｔ検定を使用した。有意水準は５％にて判定した。

結果

DACS，PMSの１回目２回目ともに，質問紙回収数は18(回収率100％)，有効回答数は18(回収数に対し100％)

であった。

１．DACS

研修１日目の音楽療法実践前(１回目)と研修２日目の音楽療法実践終了後(２回目)にそれぞれ測定し，５つの

下位尺度(各10項目)ごとに１回目と２回目の平均得点を比較した。「将来否定」では，１回目平均得点が18.50±

6.16，２回目平均得点が18.61±6.36であり，有意な差は認められなかった［t 17＝0.15，p＝0.89］。「脅威・嫌

悪状況予測」では，１回目平均得点が32.17±8.94，２回目平均得点が33.61±9.54であり，有意な差は認められ

なかった［t 17＝1.62，p＝0.12］。「自己否定」では，１回目平均得点が29.17±8.56，２回目平均得点が28.44±

Table 2 PMSの質問項目

質問項目

１ リラックスした

リラックス気分 ２ くつろいだ

３ のびのびとした

４ 愛情に満ちた

親和気分 ５ いとしい

６ 親密な

７ 楽しい

快気分 ８ 愉快な

９ 晴れ晴れとした

10 集中した

集中気分 11 熱中した

12 熱心な

Fig.2 本調査のスケジュール
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9.56であり，有意差は認められなかった［t 17＝0.44，p＝0.67］。「過去・現在否定」では，１回目平均得点が

24.94±7.93，２回目平均得点が22.22±8.09であり，有意に得点が低下した［t 17＝2.37，p＜0.05］(Fig.3)。

「状況の脅威度・嫌悪度」では，１回目平均得点が35.89±8.60，２回目平均得点が36.44±10.31であり，有意な

差は認められなかった［t 17＝0.38，p＝0.71］。DACSの結果はTable 3に示す。

２．PMS

研修１日目の音楽療法実践前(１回目)と研修２日目の音楽療法実践終了後(２回目)にそれぞれ測定し，４つの

下位尺度(各３項目)ごとに１回目と２回目の平均得点を比較した。「リラックス気分」では，１回目平均得点が

10.28±5.05，２回目平均得点が13.17±4.65であり，有意に得点が上昇した［t 17＝2.16，p＜0.05］(Fig.4)。

「親和気分」では，１回目平均得点が9.33±3.23，２回目平均得点が8.28±3.16であり，有意な差は認められな

かった［t 17＝0.93，p＝0.37］。「快気分」では，１回目平均得点が9.94±4.24，２回目平均得点が9.28±4.56で

あり，有意な差は認められなかった［t 17＝0.47，p＝0.64］。「集中気分」では，１回目平均得点が9.78±3.36，

２回目平均得点が10.28±4.42であり，有意な差は認められなかった［t 17＝0.48，p＝0.64］。PMSの結果は

Table 4に示す。

Table 4 PMS 下位尺度ごとの平均得点と標準偏差

Mean Score(SD)

N １回目 ２回目 p

リラックス気分 18 10.28(5.05) 13.17(4.65) ＊

親和気分 18 9.33(3.23) 8.28(3.16) n.s.

快気分 18 9.94(4.24) 9.28(4.56) n.s.

集中気分 18 9.78(3.36) 10.28(4.42) n.s.

有意確率 p＜0.05

Table 3 DACS 下位尺度ごとの平均得点と標準偏差

Mean Score(SD)

N １回目 ２回目 p

将来否定 18 18.50(6.16) 18.61(6.36) n.s.
脅威・嫌悪状況予測 18 32.17(8.94) 33.61(9.54) n.s.

自己否定 18 29.17(8.56) 28.44(9.56) n.s.
過去・現在否定 18 24.94(7.93) 22.22(8.09) ＊

状況の脅威度・嫌悪度 18 35.89(8.60) 36.44(10.31) n.s.

有意確率 p＜0.05

Fig.3 下位尺度ごとの DACS平均得点の比較 有意確率 p＜0.05
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考察

１．音楽療法研修とネガティブ気分の関係

抑うつ者の認知ネガティブ・バイアスにおいて，気分と認知との相互作用が注目されている。気分に一致した

感情価をもつ情報の認知が促進されるという気分一致効果(mood congruent effects;Bower,1981)によると，抑

うつ気分がネガティブな認知に影響を与えるという。また田上(2002)は，抑うつにおける認知ネガティブ・バイ

アスは気分の影響によるというよりむしろ，抑うつ者の認知自体の歪みにあると述べている。

福井(1998)が提唱した認知行動モデルでは，抑うつと不安を引き起こす認知として５つの因子がある。DACS

の調査結果より，「過去・現在否定」の得点が音楽療法研修後で顕著に低下したことが分かった。Fig.5より，抑う

つと不安の相関が「過去・現在否定」というこれまでの経験の否定的評価から生じることが分かる。つまり，これ

は音楽療法研修が抑うつ・不安を引き起こす認知内容の改善に寄与したことを示唆する。音楽療法研修の中心は，

学生主体の音楽療法の実践にある。有益な実践を行うには，事前の綿密な計画や準備は欠かせない。研修前に抱

いていた不安や緊張が，研修中に実践をひとつひとつ遂行する度に，こういったネガティブな気分が減少していっ

た可能性が考えられる。

２．音楽療法研修とポジティブ気分の関係

有効な心理療法が奏功する際に起きていることは，不安や抑うつといった否定的気分の低減はさることながら，

むしろ未来指向性，勇気，楽観主義，ユーモア，嬉しい，楽しいといったポジティブ気分の増加であり，これが

心理療法の効果を決定している可能性が指摘されている(福井，2003)。本調査の結果より，音楽療法研修後「リラッ

クス気分」に効果があったことが分かった。つまり，音楽療法研修が参加学生のリラックス気分に影響を与え，研

修後リラックス気分は増加することが明らかとなった。したがって，音楽療法研修の介入はリラックス効果など

ポジティブな気分へ影響することが分かり，その重要性が示唆された。

Fig.4 下位尺度ごとの PMS平均得点の比較 有意確率 p＜0.05

Fig.5 「過去・現在否定」と抑うつ・不安の関係(福井，1998より作成)

音楽療法研修が大学生の気分や認知に与える影響



３．今後の課題

本調査のサンプルサイズは18と小さく，統計的な有意差の判定が出にくい可能性も考えられた。検定手法を見

直すとともに，サンプルサイズの適正についても考えていきたい。また，調査のタイミングについてだが，本調

査は音楽療法研修の最初と最後の２回にわけて行われた。しかし，その間の気分や認知に対して影響を与える因

子を特定するのは難しく，今回は断定するまでに至らなかった。音楽療法研修中の何が学生の気分や認知を変え

るのか，について具体性が特定できるような調査設計を見直す必要がある。調査のタイミングに加え，性差や学

年といった属性による影響も加味した分析も今後行っていく。

結語

本研究の目的は，音楽療法研修が大学生の気分や認知にどのような影響を与えているかを明らかにすることで

ある。調査の結果，音楽療法研修は抑うつや不安の起因となる，嫌なことばかり経験してきたといった「過去・現

在否定」の認知内容の得点が低下したことが分かった。これは，音楽療法研修が学生の抑うつや不安といったネガ

ティブな気分の改善につながることが示唆された。さらに，音楽療法研修は学生のポジティブな気分のひとつ，

リラックス気分を高めることが分かった。
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