
第20章
音楽療法における包括的幸福感のための有機的電子技術
Anthony Lewis Brooks and Carl Boland

概要 
本章では、音楽療法への応用を提案されている現代的で独創的な楽器、ATV Corporationのelecltrorganic 
aFrameを紹介する。同時に、第2段階の研究の一環として行われた、音楽療法士による初めてのaFrame
の導入試験について報告する。これは、現代の様々な楽器に対する反応を見、音楽療法での使用可能性
を問う、6ヶ月以上に及ぶ概念実証試験の一環であり、そこでも試験者はaFrameを好んで使用した。    
その名の通り、aFrameは伝統的なフレームドラムをモデルとしており、熟練したハンドパーカッショ 
ニストを対象に、自然な演奏技術を電子楽器に適用できることを魅力としている楽器である。aFrameの
特徴は、配置されたセンサーと電子サウンドモジュールの組み合わせにより、他の電子打楽器の範囲を
超えた豊かな表現力を色彩豊かな音色を生み出す　ことである。本章では、音楽療法の分野における 
aFrame の応用可能性について仮説を立て、技術的に詳しく説明するとともに、この楽器が実現した背
景にある電子工学的な概念を説明する。また、デンマークの2人の音楽療法士による初期批評と二次試
験からの考察を紹介する。　　　
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20.1 はじめに・背景
筆者らは、長年の経験を持つ音楽家であり、デジタルメディアやクリエイティブ産業に従事する　一方、
大学の教育者や研究者でもあり（あるいは過去に）、両者とも、近年の音楽業界の進歩に　ついて高い
認識を持つ者である。
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両筆者に共通する目標は、障害者の利益になる音楽を通じて、社会に影響をもたらすことにある。この
目標を達成するために、ここで紹介する研究の中心的な目的は、音楽療法士を支援する機会を探ること
であり、主に彼らの実践的な医療介入の最適化を促進する方法を見つけることである。　この取り組み
の一つの方法は、療法士に直接働きかけて、伝統的な楽器構成を現代的な楽器（ほとんどがある程度電
子化されている）で補完することを検討するように促すことである。研究を開始するにあたって、これ
らは、使いやすさ、一体感、創造的な自己表現の機会を増し、ユーザーの　主体感、自己効力感、自己
達成感、成功体験を高める可能性のある楽器であると仮説を立てた。
音楽療法士（およびその他の人々）による複数回にわたる実地試験の結果、MIDI楽器などの純粋なデジ
タル機器と比較して、この電子楽器（aFrame）が好まれることが判明した1。
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20.2 音楽と音楽療法
MacDonaldら[22]は、現代の膨大な数の研究に於いて、音楽がどのように治療法として関与してきたか
を提起している。研究者たちが、様々な文化や音楽ジャンルを超えて、音楽が私たちの幸福にもたらす
ポジティブな効果を探求し理解し始めたのは、ごく最近のことであると言えるだろう。上に引用した編
集書（同書）に掲載された論文は、音楽、健康、幸福の関係を明らかにする一方で、健康に関連するプ
ロセスへの音楽的介入の効果に関する経験的観察と方法論的問題に加えて、科学的証拠と強固な理論的
フレームワークの欠如に疑問を投げかけている。健康と音楽に関する文献をまとめたBonde [1]の初期の
レビューも、同様の論点を示している。
Small [24]は「音楽」を名詞としてではなく、動詞として言及している。彼は音楽を、独立した実体や物
体としてではなく、活動に関連する行為と考えた。Smallは「Musicking」という言葉の定義を、「音楽
に対する」演奏行為、、踊りに伴う行為、あるいは受動的に聴く行為などのパフォーマンス的行為と言
及した。そしてそれは、参加者が好きな方法で自分のアイデンティティを追求し、主張し、称賛する手
段を提供するもの、と定義している（同書）。Smallはさらに、音楽教育者にとっての課題は、より多く
のプロの音楽家を生み出すことではなく、「真の発展と社会全体の音楽化につながる、形式的および非
形式的な音楽的相互作用のための社会的文脈を提供することである」と述べている（同書、208ペー
ジ）。Cohen[5]も参照。
  1 MIDI（Musical Instrument Digital Interface）は、楽器の信号プロトコルで、https://www.midi.org  を参照。

 
Stige[25]は、健康音楽活動はもともと音楽療法理論の議論の中で発展したものであり（p.183）、それ
に基づいて、音楽療法という学術分野が、音楽と健康と間の関係を研究・学習するものとして定義でき
ることを説明している[25, p.198]。人類学的な観点から、音楽療法は、健康に関連した音楽の実践に関
する統合的な視点を発展させる研究領域として定義されている[19]。
このような背景から、ここでの研究では、療法士によって患者自身の創造的な表現とやりがいのある経
験が治療の潜在能力を引き出し、治療の可能性を高めるためには、アクセス可能で包括的な音楽療法の
発展が不可欠であることを、詳しく検討する。これにより、療法士、そしてこの分野全体が、社会全体
の発展と音楽化の基軸に沿った音楽表現のための新しいインターフェースをよりオープンに探求するこ
とになるのである。
以上、簡潔に前書きを示したが、要点として、本章がaFrame 機器の使用に関わる健康関連プロセスへ
の音楽的介入の効果を問うために、正式な科学的証拠、理論的枠組み、らには経験的な観察と方法を確
立しようとするものではないことを述べておく。その代わりに、aFrame の背景と技術的な側面を簡単
に紹介し、「Musicking」に関わるフレームワークに関連した初期試験者ーの音楽療法士の最初の現場で
の反応を共有することに重点を置いている [1, 5, 22, 24, 25]。

20.3 治療の場における音楽表現を強化する技術
幅広いエンドユーザーを分析した結果、治療の場では、入手可能なテクノロジーによって強化された新
しい形の創造的で音楽的な表現は、リハビリテーションにおける伝統的な介助法を補完し、より楽しく、
遊び心があり、社交的で、楽しい、つまり娯楽的な体験を提供することができることが観察されている。
このような相互作用は、療法士が目標とする患者の身体的・精神的な成果に有益であることも判明して
いる（例：[2, 6-12, 14, 15, 22]）。
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このようなテクノロジーの意欲的な利用が、トレーニング活動における進行役や療法士との関わり合い
を強め、それによって治療プログラムの適応性を向上させることが報告されている。これらの利点は、
「美的共鳴」と呼ばれるものと一致している（例えば、[2, 4, 6-11, 14, 15, 17, 18]を参照）。美的共鳴
は、本章の後半で詳しく説明し、定義する（[3]も参照）が、これは音楽療法の分野に貢献するための本
プロジェクトの主眼である楽器 aFrame に直接関連するものである。
このような技術で強化された相互作用は、患者の好み、必要性、治療上の要求などの側面に合わせて調
整、適応、選択することができ、治療プログラムのセッション全体で患者の体験に最適化をもたらすこ
とになる [2]。
Brooks（例[2]）は、本研究に関連する全体的な研究（Sound-Scapes）の中で、聴覚刺激を制御するセ
ンサーベースの技術装置がどのように発明され、自作されてきたかを詳述している（例[14, 15]参照）
が、一方で、この分野の他の装置は、市販の装置を応用して実装されている（例[6, 9]など）。特筆すべ
きは、Gehlhaar、Ellis、そして本章の著者が全員音楽家であることである。
この分野での装置探求の取り組みはいずれも、患者の診断結果、年齢、目標とする治療結果を問わず、
機能障害を抱える患者に有益であるとプロの療法士によって評価され、肯定的な結果が得られている（こ
こでの研究に直接関連する第三者の報告書[13, 16, 21]なども参照）。そのため、音楽制作に関連する人
間の活動を理解するための技術に関する知識を持ち合わせていることが、その一因であると考えられる。
さらに、音楽制作に関連する感情的・共感的な理解も、エンドユーザーが障害者である場合の実績結果
に貢献すると考えられる。

 
20.4 音楽療法における新しい楽器とaFrame
電気音響音楽と新しい「楽器」に関する現代の文献は数多くあり、毎年の発表論文集をオンラインで自
由に入手できる国際会議（NIME）などでは、このトピックが中心となっている2。このようなアーカイ
ブの中には、人間が音楽制作を行うためのこれまでにない手段に関する数多くの発明が収められている。

治療の場における新しい楽器としてのaFrameの使用に関する筆頭著者の考えは、2018年にポルトガル
のブラガで開催されたArtsIT（International Conference of Arts and Technology, Interactivity and Game 
Creation）3 で初めて発表された。しかし、この発表では、実際の楽器のライブデモを披露することが
できなかったが、デモは発表の参加者が楽器を実体験する最適な機会となり得ただろう。
しかし、この分野におけるaFrameのアイデアを検証するために、2019年を通して、デンマークで実際
の楽器を使った数多くの試験が行われた。テストは、音楽療法士が、厳選された現代のMIDI準拠のデジ
タル楽器とaFrameを手に取って比較できるように設定された。このイベントは、デンマーク第4の都市
オールボーの中心部にある格調高いMusikkens Hus 5（The House of Music）で開催され、各国から集
まった600人以上の音楽療法関係者の多くがaFrameの展示デモを体験し、好意的な評価をした 4。この
イベントでは、招待された参加者は主要な講堂の外に設置された大規模な展示スタンドで、様々な現代
の楽器（主にデジタル／MIDI楽器）を試すことができた（[3]参照）。
  
予想通り、aFrame（非MIDI機器）が試験者によるテストで好まれた機器となった。
参加した音楽療法士へのインタビューでは、aFrameに対して彼らが好感を持った点は、伝統的なフレー
ムドラムに似た親しみやすい演奏性に集中していたが、この楽器の主な魅力は、興味深い楽器音を幅広
く提供できることであり、演奏者は楽器音を簡単に選択し、探求し、変更することができ、必要に応じ



てユーザープリセットとして保存し、後で呼び出すことができる。音楽療法士のテストを含む他の試験
（プロの音楽家や教師らによる）でも、同様の肯定的な回答が得られた。
2019年末には、2人のプロの音楽療法士に連絡を取り、現場での実用が可能かどうかの報告を受けるた
め、彼らの診療所でのテストのために楽器の貸し出しを開始した。これらの療法士からの評価と考察は、
この章の終わり近くに詳しく述べる。
  
   2 https://www.nime.org  [23]。
   3 Arts and Technology, Interactivity, and Game Creation（ https://artsit.org ）参照。
   4 https://www.musictherapy.aau.dk/emtc19/ 
   5 https://en.musikkenshus.dk/musikkens-hus/profil/om-musikkens-hus/

20.5 音楽性と表現のニュアンス
一般的に、アコースティック楽器の演奏における音楽性は、十分に熟達した技術に依存している。この
厳密に訓練され習得された能力が中核をなすことで、熟練した音楽家は、音楽作品の演奏中に意図され
た通りに真意を伝えるための表現のニュアンスをコントロールすることが可能になる。音楽療法士は典
型的に、演奏技術を治療の場で応用し、人々の幸福に貢献する熟練した音楽家と言えるだろう。
本章の研究の背景として、デンマークの音楽療法教育は、主にアコースティック／エレクトリック楽器
やボーカルに焦点を当てていることが挙げられる。デンマークの音楽療法士へのインタビューによると、
MIDI準拠のデジタル楽器は実際にはほとんど使われていないようだが、たまに使う療法士もいる。これ
は、音楽家としての訓練を受けた彼らが、「リアルタイム」の音楽表現の細かいニュアンスを好むのと
は対照的に、MIDI準拠の楽器は音楽家にとって曖昧な表現の質や人工的な表現性を持つものと捉えられ
ていることを示唆している。（[３]を参照）
研究の初期段階では、欧州音楽療法会議でaFrameのデモを行うことで、MIDI準拠の他の楽器と比較し
て、「音響能力の違い」と並んで「音響／電気」（直接かつ直結）関連の演奏特性を示し、さらに参加
した療法士に実際に体験してもらうことで、将来的にaFrameの普及と採用の可能性を示すことができる
のではないかという仮説を立てた。
このように、現場で一般的に使用されているアコースティックパーカッションのフレームドラム楽器の
属性との相対的な類似性を考慮すると、electrorganic aFrameは、伝統的な視点で取り組む保守的セラ
ピストの懐疑心を和らげる架け橋になるというさらなる仮説を立てることができた。
さらに6 、重要なことだが、アコースティック楽器は一般的に、特定の自然な音色のフィードバック、
つまり、文字で明確に表現することが難しい共鳴（例えば、独特の特性、残響、色彩感、品質…「プレ
イフィール」）で演奏者を魅了しているということである。
aFrame のエンジニアは、このような音色の性質を利用し、演奏属性に直結するイコライジング（周波
数特性変更）により、表現力豊かなアコースティック音源の入力を処理することで、「美的共鳴」と呼
ばれる素晴らしい（電子的）有機的な演奏体験を実現している（本章の他の部分を参照）。美的共鳴と
は、治療の分野で提唱されている人間の資質に関連するもので、人間のパフォーマンス（演奏）体験に
よって得られる行為の主体感と自己効力感が達成されることを意味している。美的共鳴に焦点を当てた
研究に沿って、この寄稿は、デンマークの、そして最終的には国際的なプロの音楽療法士による長期的
な研究調査に向けた進行中の研究であると考えている。
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著者の知る限り、以下のセクションで説明されるような特殊な電子楽器が、音楽療法や治療の文脈で提
案され、テストされたのはこれが初めてである。この楽器の技術的な詳細と、その演奏性については、
次のセクションでさらに詳しく説明する。

20.6 ATV Electrorganic aFrame
ATV社が製造した「electrorganic aFrame」は、MIDI規格を導入した音楽業界のパイオニアである故・
梯郁太郎氏7の指導の下で開発された最後の電子楽器である。
aFrameの開発に於いては、手のひらによるミュートや圧力による音程変化、こする（摩擦）奏法など、
演奏者のあらゆるジェスチャーに対応し、独自の表現を可能にする電子打楽器の実現を目指したと言う。

市販の電子打楽器のほとんどが採用しているPCMサンプルトリガー技術の限界を乗り越えるために、こ
の大胆なアイデアを技術的に実現することが必須であった。そこで、演奏面の中央に配置されたコンタ
クト・マイクと、竹製の木枠に近接するコンタクト・マイクからの信号を処理するために、洗練された
新しいDSP方式を開発することで、革新的なソリューションを実現したのである（図20.1参照）。
　6 筆者はプロのコントラバス奏者であり、アコースティック楽器の演奏経験に精通している。
　7 ローランド社やATV社の創業者でもある。

 

 図20.1 (左)aFrameの正面から見た2つのコンタクトマイクの位置-竹製の木製フレームがポリカーボネート製の演奏面を支えて
いる（グレー）-(右)電子音モジュールの位置を示す背面図（画像はATV Corporationの許可を得ています）

この信号処理方式は、後にATT（Adaptive Timbre Technology）と呼ばれるようになるが、さらに、ポ
リカーボネート製の演奏面の裏側に設置された圧力センサーからの表現力豊かな制御入力が加わってい
る。

20.7 Adaptive Timbreテクノロジー
aFrame のサウンドデザインの構造は、トーンという概念に基づいて構築されている。トーンとは、イン
ストゥルメントとエフェクトという独立した信号処理コンポーネントの組み合わせパッチのことである。



aFrame のプロジェクト内では、インストゥルメントとエフェクトを自由に組み合わせて、新しい音色
を作り出すことができる。
インストゥルメントは、Main、Sub、Extra、Dryと名付けられた、独立してプログラム可能な4つの音色
レイヤー内の生成過程によって構成されている。これらのうち、MainとSubの音色レイヤーがAdaptive 
Timbre EQテクノロジーの主なアプリケーションと言える。
Adaptive Timbre EQは、ミックスされたコンタクトマイクの信号を、一連のパラレルバンドパスフィル
ターで処理している。エンドユーザーは、最大32個のフィルター（倍音）を選択して入力信号を処理す
ることができる。各フィルターの中心周波数は、選択された倍音モデル（サウンド・スペクトルにおけ
る高調波と非高調波の部分音の数学的関係を表す関数）によって決定される。この並列フィルタリング
の生成物は、入力信号（コンタクトマイクロフォン）の特定の周波数成分を保持したまま、新しく帯域
制限された信号のスペクトルと言える。処理されたスペクトルを形成するこれらの結合されたフィルタ
リングされた信号は、次にピッチシフトされ、実際演奏での音程感の基本周波数に調整される。また、
演奏面を叩いて圧力を変化させることで、特定の鍵盤や音階の音列を生成することも可能である。この
ように圧力を制御してキーやスケール内の音符を生成する方法は、aFrame のマルチレイヤートーンの
多くに使用されている。

音色の成分を構成する残りの2つの音色レイヤーは、X-FM合成をベースにしたシンプルな2つのDCO
パーカッションシンセサイザーパッチ（Extraレイヤー）と、コンタクトマイクで拾った「ドライ」な信
号（Dryレイヤー）である。
インストゥルメント・トーンを構成する4つの音色レイヤーはすべて、柔軟にミックス、パン、選択した
エフェクトによる処理が可能となっている。
aFrameにプリセットされている音色の多くは、演奏面の圧力を変化させることで表現力をコントロール
できる、ある種の空間効果（Delay、Reverbなど）を使用している。また、aFrameには、バイノーラル
の3D空間化エフェクト（Space Z、Space R）が実装されており、より没入感のあるサウンドスケープ
を作り出すことができる。
aFrameの音源モジュールは、楽器の背面にある2本の竹製の支えの間に固定されている（図20.1右図参
照）。
本体の接続部には、ヘッドホン用出力（ステレオミニジャック）、ライン出力（1/4′モノラル）×2、
DC5V電源入力／ACアダプター（付属）、USBマイクロタイプBコネクタ（バッテリーおよびコン
ピュータ接続）、aFrameのプロジェクトデータや音色データを保存するためのMicroSDカードスロット
がある。また、aFrameには、プロジェクトデータを保存するためのメモリスロットが2つ搭載されてい
る。
aFrameのプロジェクトでは、音色（楽器＋エフェクトの組み合わせ）の構成をグループ（A、B、C、
D、A′、B′、C′、D′）ごとに整理する。1つのプロジェクトには、自由に組み合わせることができる最大
80種類のユニークなインストゥルメントとエフェクトを使用できる。各グループには最大40個の音色を
保存できるが、多くのプロジェクトでは10個が一般的である。
本体重量は1.6kg、寸法は380（高さ）×380（幅）×44（奥行）mm（15×15×1.75インチ）。
モビリティーを確保するために、UNCカメラアダプター（メス）マウントを本体のバックパネル中央に
配置している（図20.1-右図、図20.2に明記）。
aFrameには、クッションパッド付きのキャリングケースや、演奏時に電源ケーブルを必要としないベル
クロ付きのバッテリーパック（欧州のみ）などが付属している。



aFrameのバックパネルには、「エッジ」と「センター」のコンタクトマイクセンサー（ピエゾマイク）
の感度つまみなど、簡単にアクセスできるサウンドコントロールが多数用意されている。バックパネル
の詳細は、図20.2を参照していただきたい。

図20.2 aFrameのバックパネル-電子音源には、楽器・音源名として「Harmo Drum」、グループA、音色番号01、
グループ内の音色数10が表示されている（許可はATV Corporation）（フレーム内の位置は図20.1参照）。

USB 経由で aFrame に接続されたオプションのフットスイッチを使用して、グループ間やグループ内の
音色を順次切り替えることができる。aFrameのこの便利な拡張機能により、バックパネルにあるグルー
プ・ナビゲーション・ボタン（図20.2参照）を使って音色を切り替えるために、演奏を一時停止する必
要がなくなるのである。この機能は、障がい者（音楽療法など）、特に、音色を変更するコントロール
にアクセスするために aFrame を物理的に回転させることができないエンドユーザーが使用する場合に
は、不可欠な機能であると考えられる。
このような状況、つまり、筋力/運動能力/手先の器用さが限られている人との共同作業では、演奏内容
を自分で変更/制御する能力が与えられることが、効果の観点から重要である。フットスイッチがあって



も、手足の力がなくてボタンを押せないエンドユーザーのためには、別の方法で変化をコントロールで
きるようにする必要があるのではないかと推測される。

オプションのバッテリーを使用する場合、フットスイッチには追加のケーブルが必要となり、バッテリー
からフットスイッチへ（USB-電源ケーブル）、フットスイッチからaFrameへ（USB-USB）の接続が可
能となる。

20.8 electrorganic  aFrameの使用例
aFrameのデザインには、梯郁太郎氏の「アートウェア」の思想が反映されている[20]。この設計哲学
は、プロのパーカッショニストであり、aFrameのサウンドデザイナーでもある梯郁夫氏をはじめとす
る、プロジェクトに参加した優れたエンジニアたちの礎となっている。
アートウェアとは、人間と芸術の感性を融合させたものを指す。アートウェアがハードウェアやソフト
ウェアと組み合わされて初めて、機械は真の楽器となるのである[20]。aFrameの開発に関する詳細な背
景情報は、オンラインリンク（https://aframe.jp/story/）からアクセスできる。
この楽器の開発には、選りすぐりの音楽家たちの意見が大いに反映されており、発売以来、多くのパー
カッションの名手たちに受け入れられている。オンラインで公開されているさまざまなセットアップや
演奏方法を示すビデオを見れば、それがよくわかるだろう（aFrame #001 https://youtu.be/T2iyF1UV2f4 
"ATV aFrame "参照）。
これらには、外部の追加ペダルを使用してリアルタイムに音色変更する例や、リアルタイムに複数のルー
プを重ねて演奏するなど、他の即興的手段を用いた例も含まれている。
本機の演奏は、竹製のフレームや手触り感を持つ演奏面（打面）を叩いて行う。ATVではスティックを
使用しないことを推奨しているが、この楽器に搭載された高感度のコンタクトマイクにより、手や指、
爪によるパーカッシブなジェスチャーの音を細部まで捉え、さらに処理することができる。多くの人は
パーカッション楽器として使用するが、それ以外にも、より実験音楽的アプローチを用いる人は、小型
のモーター駆動装置、誘導体、ソフトドラムブラシ、毛糸のマレットなど、質感のある入力音を発生さ
せるためのさまざまな方法を模索することができる。
aFrame には、ユーザーが演奏したり操作したりできる多数のプリセットトーンが用意されており、音
色を表現するための様々なジェスチャー手段（端や中央でのダイナミックな演奏、表面に圧力をかける、
ミュートするなど）を使用できる。
それぞれの音色は、プレイヤーの入力に対して独自の方法で反応するようにプログラムされており、全
く新しい音の世界を探求することができる。
このような探索的な体験は、社会的なパフォーマンス、楽しさ、喜びが一般的に最重要視される治療的
な文脈において有用であるという著者の仮説を裏付けるものである。
さらに、aFrameにはヘッドフォン出力が搭載されているため、病院のベッドで患者が使用することで、
他の人への迷惑を最小限に抑えることができ、音楽療法において大きな可能性を秘めていると考えられ
る。
また、aFrame をドラムサークルで使用して、メロディ、ハーモニー、リズミカルな打楽器の演奏を共同
で行うことも提案されており、幼稚園・予備校、高校、大学、高齢者介護施設、障害者施設など、さま
ざまな場面での試用が可能である。
こうした様々な状況において、この電子楽器が受け入れられると推測される中、著者らは音楽療法の領
域では、aFrame は、最も大きなインパクトを与える可能性を秘めていると考えている。なぜなら、こ



の分野では、すべての人が利用しやすく、受け入れられるように、装置を安全かつ最適に設置、保持す
るための適切な手段が提供されるからである。

20.9欧州音楽療法会議（EMTC）
オールボーデンマーク20198（Brooks[3]参照）
音楽療法士がaFrameを診療に使用することで効果を得ることができるという仮説に沿って、European 
Music Therapy Conference（EMTC）2019で2台を展示した。この学術会議は「LimFjord」（ユトラン
ド半島を縦断する水域）を見下ろす建築物であり、北デンマークの音楽の集散地である20,000平方メー
トルのMusikkens Hus9 Aalborg（The House of Music）で開催された。
筆者は、オールボー大学の2つの学部、すなわち（1）学習・哲学部と（2）建築・デザイン部の協力を
得て展覧会を開催した。メディアテクノロジー（CREATE）の2つの学部の協力のもと、EMTC2019のイ
ベントに向けて展示を行った。これと並行して、イベントのテーマである「Fields of Resonance」に
沿った「Aesthetic Resonance」（本章の別の箇所を参照）というプログラムのセッションとして、この
デバイスの個別のプレゼンテーションが行われた。このコラボレーション（大学の第1部と第2部の間）
は、オールボー大学のXlabの指導のもと、アウトリーチ・プロジェクトとして行われている。Xlabは、
郊外にある大学のメインキャンパスにある、体験・実験・探求のためのラボである。Xlabは、子どもた
ちがテクノロジーと創造的に関わることに関連した専門的な開発を研究することに重点を置いている。
Xlabの複合施設では、教育レベルを問わず、教師やインストラクターを対象とした社内ワークショップ
を開催しており、学術研究スタッフも参加している。
子どもたち（と先生）は通常、Xlabに参加して、最新のインタラクティブ・テクノロジーを使ったテス
トや、創造性と遊びを促進することを目的としたワークショップに参加する。チームメンバーの指導の
もと、ロボットプログラミング、クレイメーション、音楽の演奏や作曲、バーチャルリアリティなど、
さまざまな分野の活動が行われている。
EMTC 2019のXlab展示10では、いくつかの現代的な新しい楽器（多くはMIDI準拠11）を参加者に紹介
し、非公式なテストや初見、評価をしてもらうことを目的としていた。しかし、Xlabチームが、aFrame
の音楽療法への応用の可能性を信じていたことに加え、デンマークの音楽療法士の間で好まれている非
MIDI装置であることから、aFrameユニットの展示に特に重点を置いた。この展覧会で最も成功した計
画は、実際に体験したり、比較したりして、議論を深め、それらについてインタビューを行ったことで
あった。
    8 https://www.musictherapy.aau.dk/emtc19/  
    9 https://en.musikkenshus.dk/musikkens-hus/profil/om-musikkens-hus/  
  10 展示会と成果については、Brooks[3]を参照。
  11 MIDI（Musical Instrument Digital Interface）とは、楽器の信号プロトコルのことで、https://www.midi.org  を参照。
 
この展覧会のもうひとつの目的は、一般的に伝統的な楽器を扱うことを好み、それに固執する組織主催
者や参加者の先入観に挑むことであった（インタビュー形式）。一部のセラピストに見られるテクノロ
ジーへの不信感や抵抗感は、彼らの専門領域における新しいテクノロジーへのアクセスの問題と、適切
なトレーニングや技術サポートの不足から生じていると推測されている。この展示会は、そのようなア
クセスを提供し、懐疑的な参加者が新しい機器に対する技術恐怖症を克服することを目的としていた。
展示会での交流により、来場した音楽療法士たちは、より詳細な情報を得たいと考えており、その後、
aFrameの詳細と連絡先を郵送した。

https://www.musictherapy.aau.dk/emtc19/
https://en.musikkenshus.dk/musikkens-hus/profil/om-musikkens-hus/
https://www.midi.org


10月に開催されたデンマークのサイエンスフェスティバルでは、3日間にわたってXlabチームがオール
ボー大学のホワイエに大規模なブースを設置し、学術スタッフが実際に試してみたり、非公式のフィー
ドバックやインタビューを収集したが、参加者の年齢層は幅広く、音楽療法士だけでなく、より多様な
職業の人が集まっていた。
サイエンス・フェスティバルの目的は、もっと知りたいと思っている若い人たちの好奇心に火をつけ、
息を吹き込むことであった。
デンマーク科学フェスティバルでの一般公開に加えて、筆頭著者はMusikkens Hus12の主要なパフォー
マンスステージ／オーディトリアムの一つでワークショップを開催し、一般の人々（療法士、音楽家、
その家族を含む）から多数の参加を得ることができた。全国のテレビ局やラジオ局がこのイベントを取
り上げ、多くの外部パートナーがこのフェスティバルのプロモーションに参加した。
その後、約450人の教職員と児童が参加した地域の教育者の為の催しで、aFrameが展示された。
また、2019年11月に3日間にわたって開催された「第8回国際会議ArtsIT（Arts and Technology, Interac-
tivity and Game Creation）」と「第3回国際会議DLI（Design, Learning and Innovation）」が併催され
た際にも展示が行われた。この2つの国際会議は、EAI（European Alliance for Innovation）に加盟して
おり、XlabのディレクターであるEva Brooks教授とともに、筆者が主導して開催した。今回もオール
ボー大学シティキャンパスの大きなホワイエが会場となり、そこには会議のプレゼンテーション用に3
つの部屋が隣接していた。ホワイエは、休憩や昼食を提供する場所でもあり、実際にデモンストレーショ
ンを行うのに最適な場所であった。これらもテレビやラジオで全国放送された。
これまでのすべての機会において、治療と教育の文脈におけるaFrameの可能性に対する評価はポジティ
ブなものであった。
インタビューから明らかになったのは、「仕事道具」という点では、デンマーク（およびその他の国）
の音楽療法は、技術の利用が可能になった社会と足並みを揃えるのに苦労しているということであっ
た。      
12   https://en.musikkenshus.dk/musikkens-hus/profil/om-musikkens-hus/
 
新しい音楽技術の採用が限定的であったとしても療法士にとって明らかに実用益をもたらす事実を考え
れば、これは不幸なことだと言える。例えば、非伝統的な楽器やデバイスが提供するような、息や頭脳
などで楽器を演奏するといった、使い易さや一体感のための新しい可能性を開く異なるインターフェー
スを使用した技術的装置によってサポートされる新しい演奏法の可能性などである（例：この章の他の
部分で引用されているNIMEの文献を参照[23]）。
このような肯定的な評価を受けて、音楽療法士に新しい「仕事道具」の可能性を伝え、利用できるよう
にするために、プロの音楽療法士に患者と一緒に試用してもらうようにアプローチした。
2人の女性音楽療法士がこの探索的研究に参加してくれた。1人は個人開業、もう1人はオールボー自治
省で働いている。
次のセクションでは、共同研究の初期段階に関する報告を行う。

20.10 基本概念の立証と実践における実用性試験
これまでのセクションで紹介してきた数々の公開、テスト、評価を経て、音楽療法士の可能性をさらに
追求するために、2020年2月、デンマークのオールボーにいる2人のプロの音楽療法士に、2台のaFrame
が貸与された。療法士には、楽器を使った継続的な作業の一環として、良いことも悪いことも含めた経
験を日記に書き留めてもらうという（非形式的な）目標が話し合われた。彼らはまた、自らの実践に移
行するための専門知識を得るために、患者から離れて一人で楽器を探索するように求められた。これは、

https://en.musikkenshus.dk/musikkens-hus/profil/om-musikkens-hus/


療法士が音楽療法の実践に aFrame を取り入れることで、幸福や生活の質に影響を与えることができる
かどうかを考え、批評し、議論することを目的としている。
2台のaFrameを療法士に初めて手渡したとき、EMTC 2019に参加し、展示会でaFrameを試したことの
ある療法士は非常に興奮していた。もう一人の療法士は以前にこの楽器を体験したことがなかった（た
だし、もう一名の療法士から情報を得ていた）ので、ある種の不安を感じていたが、研究に参加するこ
とに非常に前向きで興奮していた。
最初のテストでは、両療法士の反応と評価はポジティブなもので、「実際の」セッションでは、あらゆ
る側面においてさまざまなエンドユーザー（多くは重度の機能障害をもつ）から、この機器に対する大
きな興味と好奇心を得られたと報告があった。
この実践を通じて、車椅子に乗っている利用者が安全に（落下させずに）プレイできるように、療法士
が適切な方法でユニットを設置・配置するという点において、aFrameのサイズは実用に向けた課題であ
ることが指摘された。
aFrame のテクニカルサポートエンジニアである第二著者は、音楽療法士と研究者に対し、aFrame のサ
イズと重量を考慮して三脚を使用しないようアドバイスしている。チームは、車椅子のテーブルに取り
付けて電子楽器をサポートするソリューションを検討している（可能であれば、ビーンバッグのような
形で）。

aFrameは、様々な位置で保持できるように柔軟な形状になっているため、確実で安全な位置で最適な
動作を実現する。また、誤ってユニットを落としてしまうことを防ぐために、「カメラ」ストラップを
購入し、各aFrameユニットに取り付けて演奏者の首にかけることができるよう、音楽療法士に提供す
る予定である。さらに、エンドユーザーが音色の選択を「自分でコントロール」できるようにするため
には、ユニットをスタンドから外し、裏返して選択したパラメータを変更し、裏返してスタンドに再度
固定する必要があるが、チームは現在、aFrameの付属品として販売されているフットスイッチユニット
をどのように使用するのが最適かを検討・評価している（図20.3左参照）。これは、(1)音楽療法士によ
る操作、(2)エンドユーザーの機能的能力に応じた最適な使用方法を想定している。(1）の場合、音楽療
法士はもちろん楽器を裏返し、背面のパラメータを変更することができる。これはセッション中の参加
者間の動線を妨げることになる一方で患者の反応を観察するために療法士が音色変更を行う「遊び」用
の側面もあるだろう。このように、本研究の背景にある総合的な研究では、最適な体験に向けて個々の
状況、条件に合わせて柔軟で組み合わせ可能なシステムを、適応させることを目的としており、こうし
た取り組みは療法士が実験的な治療介入を行う際の創造性を高めるのである。



 図20.3 （左）オプションのaFrameスイッチ＝サウンドのバンクやパッチの変更（許可はATV Corporation）（右）手の不自由
な方でも操作しやすいように、片側に2つの適応するスイッチを付けた。これは、身体障害者がaFrameなどの機器を独立して
操作できるようにするための入出力装置である。

現在までに，身体の不自由なエンドユーザーによく見られる，軽く押すと変化する2つのスイッチをテス
トし，その効果を確認している（図20.3-右）。スイッチを追加する目的は、顧客ができるだけ自分でパ
ラメータを変更できるようにするという自己所有感を高めることにある。これにより経験を最適化する
ことが、患者の行為主体感と自己達成感を高めることにつながるのである。また、複数の患者が参加す
る役割分担についても議論されている。ある患者がaFrame上でパフォーマンスを行い、別の患者がサウ
ンドを変更するというものである（これがどのように機能するかについては、次のセクションを参照）。

これらのフィードバックの後、デンマークでのCovid-19パンデミックの影響により、試験期間を延長す
ることができず、ライブの音楽療法セッションが制限された。音楽療法士たちは、aFrameの楽器を家に
持ち帰って時間を過ごしているとチームに伝えてきた。音楽療法士は、実践に移せる能力を身につける
ことを目指して、aFrameを家に持ち帰り、音色の探索に時間を費やしたと報告されている。

20.10.1 次のステップ - 推測
ATV 社は、aFrame と連携するソフトウェア・エディターを開発しており、ダウンロードすることがで
きる（図 20.4）。このツールでは、aFrame のリアパネルのコントロールと小さな LED スクリーン（音
源モジュールのツマミとボタンを介して）で物理的に作業するのではなく、コンピュータの画面上で 
aFrame の音色を修正、プログラム、整理するためのパラメータを細かく調整することができる。エ
ディタソフトウェア（コンピューター）は、USBケーブルでaFrameに接続する。

図20.4 aFrameソフトウェアエディタとパッチチェンジャー（許可 ATV Corporation



重度の身体障害者と診断された人（患者）は、さまざまな機能を持つコントローラーを使ってパソコン
を使えるようになる。これらのコントローラーには、重度のハンディキャップを持つエ
ドユーザーが使用する、例えば、「Dwell Click」機能を備え小さな動きを感知する眼球運動デバイスの
ような「代替マウスデバイス」などがある。
このような重度の機能障害を持つ人が音楽制作セッションに参加することを希望する場合、別の人が物
理的にaFrame 楽器を演奏している間に、その人が音を変えたり操作したりできるようにすることも可
能である。これは、複数のユーザー研究、例えば、ペダルエフェクターやその他の物理的なコントロー
ラを使用して、オーディオ信号を直接変化させたり、トランスレータ（MIDIまたはDMX 512）を介して
デジタル信号を操作したりする研究を踏まえたものである（例：[2]参照）。

20.11 おわりに
本章では、電子楽器「aFrame」の基本的な技術的側面と音楽制作の可能性について詳細に示した。本
装置が実現した背景を説明し、シンプルな楽器として演奏できることの裏にある工学的な複雑さを示唆
した。注目すべきは、aFrame の体験が、伝統的なアコースティック楽器であるフレームドラムの体験
とどのように一致するかということである。このことから、本研究では、音楽療法的医療介入に焦点を
当てた分野にどのように貢献できるかという仮説を立てており、2019年に報告された、機能や年齢の異
なる専門家やエンドユーザーになり得る可能性のある人々による実地試験を段階的に進めた（[3]で報告
済み）。本章は、MIDIコントローラと電子機器であるaFrameの両方を実際に体験した音楽療法士の最
初の反応を共有することに焦点を当てた探索的研究の背景にある筆頭著者の考えを簡単に紹介した過去
の短い記事を基にしており、先に報告したように、音楽療法士、音楽家、教師に好まれることが認知さ
れたaFrameについて詳しく説明している（同書）。一方、第二著者は専門的見識として、aFrame の歴
史と詳細について詳しく説明している。
著者の知る限り、aFrameのような有機的電子楽器は、世界のどこにおいても音楽療法で使用されたこ
とがないため、aFrame、または他の同様に考案された電子楽器（あるとすれば）の音楽療法での使用
に関する文献は見つからなかった。そのような使用を主張するために引用できる文献はなく、したがっ
て、本稿でとりあげた現在進行中の研究は、療法士のための新しい機会を探求し、この分野を発展させ
る前衛的なものであると考えられる。
研究のテスト段階では、実践を行う音楽療法士をサポートするために、実用およびトレーニング手順の
開発に取り組みながら、最適な道筋を決定すべく、aFrameを使った数多くの実験や探求が行われると予
測される。デンマークで開始されたこの研究は、そこから興味を持った研究者や実践者と国際的に協力
していくことを想定している。
この進行中の作業に携わるチームは、研究の初期段階を報告できることに興奮しており、概念実証と実
現可能性に関する将来の報告書を作成することに前向きに取り組んでおり、この分野を良い意味で変革
する可能性があると期待している。今後の出版物では、現場での使用方法や、必要に応じて使用方法の
開発について報告する予定である。
特筆すべき点は、エンドユーザが聴覚器官から最適な刺激を受けられない場合、aFrame から出力され
た音声信号をビジュアルシンセサイザーに取り込んで処理し、エンドユーザの視覚器官を刺激するよう
な音声に対応した視覚情報の生成が可能であることである。aFrameが生み出す豊かなサウンドスケープ
は、ビジュアルシンセサイザーとのエキサイティングな組み合わせの可能性を秘めていると言えよう。



関心のある研究者や療法士（音楽家またはその他）が、さらなる情報や同様の研究に向けた取り組みに
興味があるのであれば、いずれかの著者へコンタクトすることを大いに歓迎している。
最後に、今後の研究では、これらの療法士による最初の段階における（実践的評価）報告の分析を行う
ことが考えられる。したがって、著者らは、音楽の演奏や作曲、あるいは単にリラックスする方法を見
つけることなど、エンドユーザーの利益を最大化することを目的として、包括的方法でさまざまな創造
的な試行を行い、研究目的を発展させることを目指す。本章の関連研究が示すように、非公式の楽しい
娯楽的余暇活動が、公式に目標とされる治療的な効果を裏付けることを示す証拠が文献で報告されてい
る。これらの活動意欲を高めるため、技術的な問題解決が特定の個人の要望、好みに合わせて調整し、
適応させて行くことを可能にすることは明らかである。さらに、そのようなソリューションが、エンド
ユーザーの想定された利益に結びつくことができるならば、「測定可能な」結果を提供するだけではな
く、手軽さや包括的発展をもたらすであろう。
治療という個別の目標をサポートする必要があることは明らかだが、著者は常により一般的な目標に焦
点を当てている。それは、インタラクティブ技術によって人々（個人とコミュニティ）の生活の質を向
上させる方法を見つけることであり、特に身体障害者と考えられる人々のためのものである。この精神
に基づき、著者らは、Electrorganic aFrame を、使用する人々の幸福を高める大きな可能性を秘めた、
包括的な楽器であると考えている。
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