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要旨 音楽療法は高齢者の介護の現場においてよく行われているが、介護予防の現場で、また運動との複合的な組み
合わせで健康教育の一環や認知症の予防を目的として行われている事例はまだまだ少ない。そこで、筆者らは、音楽
療法で活用されているうちの歌唱と鑑賞の２つの活動を運動に組み合わせ、身体活動に付随する音楽として活用する
実践を行った。その際、全体を通して音楽療法においても最も重要で基本的な要素とされるリズムをわかりやすく知
覚できるように選曲や演奏に配慮し、運動のやり方に沿って活用することで、その有効性を探ることとした。そして
それによる運動前後での気分変化や認知症予防の効果について検証を行ったところ、音楽を取り入れて運動をしたグ
ループの検証結果において、音楽を取り入れずに運動やレクリエーションをしているグループに比べてそれぞれ運動
前後で有意な得点の上昇がみられ、音楽の根本的な要素であるリズムをしっかりと知覚することにより、この結果を
もたらした可能性が考えられた。
キーワード：介護予防、健康教育、音楽療法的活動、リズム知覚、複合的音楽プログラム

果について考察することとする。

１．はじめに
昨今の日本は、平均寿命も年々伸びており、世界で
も有数の長寿国といわれて久しいが、同時に、65歳以
上の人口が総人口の21％を超えている、超高齢社会と
もなっている。現在の日本は、他の先進諸国と比べて
も、急速に社会の高齢化が進んでいる国といわれる。
実際に、1950年にはまだ５％未満であった日本の高齢
化率は、1970年には７％、1994年には14％、そして2007
年には21％を超えた。
この状況を受けて、社会全体として高齢化に係る費
用やサービスを支える目的で、2000年に介護保険法が
施行された。しかしながら、制度導入後、従来より要
介護認定を受ける人の数が増え、介護保険費給付や介
護サービス提供に係る財政的負担が増大の一途をた
どってしまっていたことを受け 、2006年に同法が改
正され、元気な高齢者の健康を維持する、つまり介護
予防への意識付けが重視されるようになった。
本論稿では、まず介護保険法の改正への経緯と国の
対策としての介護予防における健康教育の考え方、そ
れをもとにした実際の健康教育の内容について述べる。
そして、その健康教育に含まれる運動器機能向上を目
的とした訓練に、音楽活動を取り入れた筆者ら独自の
複合的プログラムの展開方法、さらにはその目的と効

２．健康教育とその必要性
２．１．健康の定義と健康教育のあり方
フランスの細菌学者ルネ・デュボスは「健康とは、
生まれながらにして備えている潜在能力を可能な限り
発揮できることである」 と健康を定義しており、もと
もと健康である人はその状態を維持し、もし、何らか
の病気や障害等があったとしても、自身を良好な状態
へと持っていこうとする努力をしていることを健康と
いえると述べている。
1969年に、WHO（世界保健機関）専門委員会は、健
康教育について、
「健康教育とは、健康に関する知識、
態度、行動などについての個人や集団、地域社会など
のもつすべての経験を活用するとともに、必要な多く
の場合、これらの知識、態度、行動などを変容させる
努力や過程を重視する保健活動のすべての段階におい
て、専門家によってなされる教育的・支援的な活動を
包含するものである。」 との意見をまとめている。そ
して、そのような健康の状態に対するアプローチは、
主に個人に対して行われており、例えば、成人病予防
アプローチや喫煙・栄養等のリスクファクターに関す
る情報提供・教育がなされていた。しかしながら、1986
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年11月に、WHOは、カナダのオタワにおいて
「ヘルス
プロモーションに関するオタワ憲章」を提唱し、社会
全体に向けてのヘルスプロモーション（いわば健康教
育）の必要性を打ち出した。これにより、健康戦略は
「地域活動の強化」
「健康支援する環境づくり」
「健康
的な公共政策づくり」にまで拡大されることとなった。
ではこの健康戦略はその後、どのように拡大されて
いるのか、日本の高齢者の介護予防の観点から考察し
てみることとする。

２．３．介護予防サービスの内容
地域での健康教育の一環として推進されている介護
予防のサービスであるが、ではこの介護予防サービス
には、具体的にどのような内容が盛り込まれているの
であろうか。
介護予防サービスには大きく分けて３本の柱がある。
１つめは、
運動器機能向上であり、高齢になるに従っ
て低下してくる筋力や身体の柔軟性を少しでも維持、
向上させることを目的とした運動プログラムの実践が
行われている。
２つめは、栄養改善であり、偏りがちな食生活の見
直し等により、栄養状態を適切な状態にしていくこと
を目的とした栄養指導が行われている。
３つめは、口腔機能訓練であり、高齢者に多い誤嚥
性肺炎や歯周病などを防ぐことを目的とした咀嚼訓練
や口腔ケア指導が行われている。
この他、認知症予防やそれの遠因となる家での閉じ
こもり・うつ病予防等のプログラムも、介護予防サー
ビスまたは地域支援事業として日本の各自治体を通し
て行われている。

２．２．日本の介護の現状とその変遷
わが国の総人口は、平成24（2012）年10月１日現在、
１億2751万５千人であり、65歳以上の高齢者人口は
3079万３千人となった 。総人口に占める高齢者の割
合（高齢化率）
は23％を超えており、超高齢社会となっ
ている。
日本では、このように社会の高齢化が進んではいる
が、その分、平均寿命も延びており、平成22年の統計
では、男性は79.59歳、女性は86.35歳となっており 、
世界的に見ても日本は寿命が長い国となっている。し
かしながら、すべての高齢者が、必ずしも身体・精神
が健康なまま、平均寿命を迎えられるわけではなく、
中には、病気やけがなどで入院したり、後遺症が残っ
たりして、介護が必要になってしまう人も多数いる。
そしてその割合が、65歳以上の高齢者の数が増えるに
つれ、高くなってくるのは至極当然のことと言える。
そうした状況を受け、日本では2000年に、介護保険
法が制定された。これにより、
それまでの国主体であっ
た高齢者の介護サービス提供や財政負担を、今度は社
会全体で担うことになり、高齢者や介護を行う家族に
とっては、従来より容易に介護サービスを利用するこ
とが可能となった。その反面、介護サービスを受ける
人の数が急激に増加し、それに伴って、介護サービス
に係る財政負担も年々大幅に増加してしまうという事
態を招くこととなった。
そこで、国は、2006年に介護保険法を改正し、自立
した一般の高齢者が虚弱高齢者（特定高齢者）へ、ま
た虚弱高齢者が要支援・要介護状態にならないように
同制度が改正され、
「予防重視型システム」へと転換さ
れ、介護予防への意識付けが強化されることとなった。
これにより、デイサービスセンター等を利用する特定
高齢者（以下；二次予防高齢者）には、介護予防サー
ビスが提供されることとなり、また各地域に居住する
元気な一般高齢者（以下；一次予防高齢者）には、地
域包括支援センターを通して、介護予防地域支援事業
への参加が促されることとなった。
このように、地域ぐるみで介護予防への取り組みを
行う状況になり、広義に解釈するならば、介護予防と
いう観点において、地域での健康教育が推進されるこ
ととなったともいえるだろう。

２．４．運動器機能向上に特化して
筆者らは、前節で述べた介護予防サービスのうち、
特に転倒予防等に備える下肢筋力の改善に重点を置い
た運動器機能向上を目的とした介護予防運動である
「わかやまシニアエクササイズ」を開発・啓蒙し、健
康教育を推進している。
「わかやまシニアエクササイズ」には、①準備運動、
②ストレッチ運動、③筋力トレーニング、④ステップ
運動という４つの運動が組み込まれている。
準備運動とストレッチ運動では、硬くなっている筋
肉をほぐし、身体の柔軟性を高めて、筋力トレーニン
グに向けた動機づけとしている。
筋力トレーニングでは、下肢筋力の維持・改善に重
点を置き、ゆっくりとした一定のテンポで座位、立位
ともに足上げやスクワット運動等のトレーニングを
行っている。
ステップ運動では、自分の体力に合ったステップ台
の高さを心拍数から決定し、そのステップ台の昇り降
りを、ゆっくりとした音楽に合わせて、歌を歌いなが
ら５〜10分間行い、下肢筋力の維持・改善を図ってい
る。そして全体を通して、有酸素運動と筋力トレーニ
ングが同時に行えるようにしている。
さらに、この「わかやまシニアエクササイズ」では、
運動全体を通して、音楽を取り入れている。音楽演奏
の形態は電子ピアノによる生演奏とCD・カラオケ再生
の２種類があり、どちらにおいても、音楽を、BGM や
運動のリズムの指針として、身体活動に付随したかた
ちで活用している。
和歌山市においては、二次予防対象者はデイサービ
スセンター等で、一次予防対象者は和歌山大学が和歌
山市と協働で行うシニアエクササイズボランティア養
成講座、また同講座のOBによる地域での教室で、この
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活動を運動に取り入れているかについて述べていくこ
ととする。
まず、準備運動とストレッチ運動では鑑賞を、筋力
トレーニングとステップ運動では歌唱を主として取り
入れている。
この点において、貫行子は、音楽構造に内在するエ
ネルギー、つまりは力動性に注目し、それを音楽ダイ
ナミックスと呼び、音楽療法においては、このダイナ
ミックスによって、心身が活性化されたり、鎮静化さ
れたりするといっても過言ではないと述べている 。
その上で、貫は音楽を活性化しやすい音楽と鎮静化し
やすい音楽とに分け、それぞれの特徴を打ち出してい
る。一般的に、活性化しやすい音楽は、リズム要素が
多い、テンポが速い、音量が大きいといった特徴を持
ち、鎮静化しやすい音楽は、メロディが持続的、テン
ポがおそい、リズム要素が少ないといった特徴を持っ
ている 。
このことをふまえ、具体的には、
準備運動やストレッ
チでは主に鎮静化しやすい音楽を、筋力トレーニング
やステップ運動では主に活性化しやすい音楽を用い、
それぞれの運動の場面において、音楽のダイナミック
スが運動の動きや方向性に合うように、また運動をす
る人にとって、運動指導者による言葉掛けだけでなく、
音楽によっても運動の動きや方向性をイメージできる
ように演奏している。
またこの音楽療法的活動では、認知症予防に対する
アプローチも行っており、その際は、認知症の高齢者
に対して実施されることが多い回想法を取り入れてい
る。音楽療法における回想法とは、対象者にとって、
なじみ深い音楽を聴いたり、歌ったりしてもらい、自
身の青少年時代の記憶を呼び起こしたり、それについ
て会話したりすることで、脳を刺激し、精神状態を安
定させることを目的としている。
それゆえ、筆者らの活動でも、高齢者になじみの深
い音楽を選曲している。

３．身体活動に付随する音楽の活用法
筆者らは、一般的に行われている音楽療法での音楽
活用法を参考にして、身体活動である運動に音楽を活
用している。本項ではまず、一般的な音楽療法活動に
ついて説明し、続けて、筆者らが行っている身体活動
に付随する音楽活用法の具体的な内容について述べる
こととする。
３．１．音楽療法活動での音楽とその目的
音楽療法では、演奏や聴取といった音楽活動を主体
とするものであり、その活動の中で、リハビリを兼ね
たストレッチなどの簡単な身体活動が付随してくるこ
ともある。
音楽療法には、能動的音楽療法と受動的音楽療法の
２つがあり、このうち、能動的音楽療法には、歌唱と
器楽、受動的音楽療法には鑑賞といった活動が盛り込
まれている。
高齢者を対象とした場合のこれら３つの活動内容を
簡単に説明すると、
歌唱は、
音楽療法を受ける人にとっ
てなじみ深い歌やよく知っている歌を歌う活動である。
その際には加齢に伴って浅くなりがちな呼吸を少しで
も深くするために腹式呼吸を意識している。また、歌
詞を発音することにより、口腔訓練の一端を担ってい
る。
器楽は、楽器を実際に持ち、音楽に合わせて演奏し
たり、自分なりの音楽を即興で創作する活動であり、
人間にとって最後まで残るリズム感覚機能の刺激や、
手足のリハビリテーション訓練の一端を担っている。
鑑賞は、なじみ深い歌を聴いて、聴き手の回想を促
し、認知症になっても残っている青少年時代に関わる
長期記憶を刺激することや、気分に合わせた曲を聴き、
精神の落ち着きを促すといった効果の一端を担ってい
る。

３．４．音楽療法的活動での使用音楽
本項では、実際の「わかやまシニアエクササイズ」
実施の際の使用音楽の内容を述べていくこととする。

３．２．音楽療法と音楽療法的活動の違い
筆者らは、前項に挙げた音楽療法の３つの活動のう
ち、歌唱と鑑賞の内容と効果を念頭に置き、この２つ
の活動を、身体活動である運動プログラム「わかやま
シニアエクササイズ」に取り入れ、演奏する楽曲を、
それぞれの運動のやり方に適した形に編曲し直してい
る。
このように、筆者らの音楽の活用の仕方では、全体
を通して身体活動が主体であり、それに音楽が付随す
る形式をとっている。それゆえ、音楽療法での音楽の
活用法と効果の理念を基にしているが、あくまで付随
的に音楽を用いているという意味で音楽療法的活動と
し、音楽療法とは区別している。

①準備運動
準備運動はすべての運動の始まりであり、後の運動
への動機づけとなる。また運動中は、テンポキープの
ために号令をかけることは少なく、大抵はそれぞれの
運動の説明のみや回数を数えるだけに留まり、ゆっく
りとしたペースで運動を行う。
それゆえ、ここでは、前項で述べた鎮静化しやすい
音楽を使用し、またそれぞれの運動の様子を観察しな
がらほとんどを即興演奏にて演奏を行っている。即興
演奏で行うのは、それぞれの運動の動きに合わせた演
奏をするためであり、既成楽曲演奏の場合と比べると、
楽曲構成の設定やスラー・スタッカート、アクセント
といった演奏表現であるアーティキュレーションの操

３．３．音楽療法的活動の流れ
ここでは、具体的にどのような内容で、音楽療法的
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作が行いやすいためである。

校の音楽の授業で習ったり、季節ごとの行事の際に歌
われた唱歌等が挙げられる。
これらの音楽には、生活に身近なものを題材とした
ものが数多くあり、高齢者にとって自身の幼少のころ
の回想を促すきっかけにもなると考える。以上のこと
から、楽曲としては認知度の高い童謡・唱歌を、なる
べく季節に合わせて選ぶことが適切といえる。
また他に演歌や歌謡曲も高齢者にとってなじみ深い
楽曲の一つに挙げられる。しかし、これらのジャンル
の楽曲は童謡・唱歌に比べて選択肢が多く、容易に一
般化できるものではない。そこで、これらのジャンル
からの選曲の場合は、運動に参加する高齢者にアン
ケートを実施し、自身のよく聴く楽曲を回答しても
らったり、青少年時代に流行していた楽曲を調査し、
選曲リストを作成している。
さらに、師井和子は、音楽療法のセッションの中で、
高齢者からのリクエスト音楽を演奏することで、それ
まで無意欲だった高齢者が意欲的にセッションに参加
するようになった事例をふまえて、高齢者にとっては、
自分の好きな楽曲のリクエストを受容してもらうこと
により、自信回復、自己尊重、協調性などの効果が出
ると述べている 。このことから、現場では高齢者から
リクエストも順次受け付け、特にステップ運動におい
て、それらの中からふさわしい楽曲を選択している。

②ストレッチ運動
ストレッチ運動は身体の柔軟性を高め、また筋力ト
レーニングに備え、身体の各部の筋肉を伸ばす運動で
あり、10カウントを数えながら各部位の運動を行って
いく。しかしながら、厳密に一定のリズムテンポのキー
プが必ずしも必要なわけではなく、比較的ゆっくりと
したテンポで行われる。
それゆえ、準備運動と同じく、鎮静化しやすい音楽
を使用している。しかしながら、運動の方向性が一定
であるので、演奏はほとんどを既成楽曲演奏で行って
いる。主にリズム機能を使用しない、ゆっくりとした
テンポ設定の楽曲を使用している。
③筋力トレーニング
筋力トレーニングは、ステップ運動でも使う下肢筋
力のトレーニングであり、運動中は60テンポのリズム
で、それぞれの部位について10セットのトレーニング
を行っている。
そのため、テンポキープの手段として、またリズム
に合わせて行う運動であることを考慮して、活性化し
やすい音楽を使用しており、演奏はほとんどを既成楽
曲演奏で行っている。また、既成楽曲の中で、元々の
テンポが60テンポでないものについては、筆者らが60
テンポにアレンジし直した楽曲を使用している。

②拍子
筆者らの音楽療法的活動においては、運動の特性上、
使用できる楽曲の拍子が運動によって限定される。
筋力トレーニングやステップ運動はすべて４カウン
トが基本であること、また楽曲をリズムの指標として
も聴いていることを考えると、よりわかりやすく、ス
ムーズに運動を行うためには、２拍のテンポを基にし
た２拍子、４拍子の楽曲を使用することが適切である。
しかしながら、ストレッチ運動に関しては、リズム
の指標よりはBGM としての要素が強いことから、
上記
に加えて３拍のテンポを基にした３拍子、６拍子の楽
曲も使用可能である。

④ステップ運動
ステップ運動は、一定の高さの踏み台を40〜60テン
ポで昇り降りする運動であり、運動をする人に合わせ
て５〜10分の長さで行っている。
そのため、筋力トレーニング同様、テンポキープの
手段、またリズムに合わせて行う運動であることを考
慮して、活性化しやすい音楽を使用しており、演奏は
すべて既成楽曲演奏で行っている。筋力トレーニング
でも使用する40・60テンポの音楽を主に使用し、加え
て、２分の１のペースで運動できるような80
・120テン
ポの楽曲も使用している。

③（歌唱における）演奏音域
人間の声帯は、加齢とともに伸び、だんだんと高音
が出しづらくなり、特に女性の場合は、個人差はある
が、小学生時代と比べると１オクターヴ近く低くな
る 。それゆえ、高齢者にとって、小学生時代に習った
楽曲の調（キー）をそのまま活用することは声帯に負
担がかかり、避けるべきである。また楽曲内であまり
に音の跳躍が激しいものも歌唱しづらいので、避けた
方が望ましいと考える。
そのことを考慮して、実際に演奏する際には、使用
している音域の幅が極端に広くないものを選ぶ、もし
くは、高齢者の声域に合わせ、高音部分を低く設定す
るための移調を行いながら演奏することが適切である。
以上の点に特に注意しながら、楽曲選曲と演奏を
行っている。

３．５．楽曲選曲と演奏の際の配慮
これら一連の運動の流れの中で活用する音楽である
が、本節では、①準備運動での即興演奏を除いた各運
動での使用楽曲の選曲基準と演奏時の配慮すべき点に
ついて述べることとする。
①楽曲ジャンル
各運動それぞれの音楽については、本項第２節でも
述べたとおり、高齢者にとってなじみに深い楽曲を用
いている。櫻林仁は集団での音楽療法の場では、共通
嗜好の確率の高い名曲に個性を投影させる方法を選ぶ
ことになろうと述べている 。この点で、高齢者になじ
みの深く、共通嗜好の高い音楽を考察すると、高齢者
が幼少年時代に遊び歌として歌っていた童謡や、小学
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いて積極的な見方をする人が多いという結果であった。

４．複合的プログラムにおける音楽の効果
本項では、筆者らが行っている運動と音楽を組み合
わせた複合的プログラムについて、運動能力と気分変
化、そして認知症予防におけるそれぞれの実施前後で
の効果について述べる。

４．２．認知症予防において
認知症予防についての検証では、
「わかやまシニアエ
クササイズ」を行っている高齢者について、生演奏で
の運動グループ、CD音楽での運動グループ、音楽なし
のレクリエーショングループの３グループについて、
１年間の追跡調査を行い、初めての調査から３カ月お
きに認知機能検査を行った。また、各グループを得点
結果を基に、
高得点群と低得点群に分けて、
分析を行っ
た。
その結果、認知機能検査のうちの仮名ひろいテスト
の得点において、CD音楽での運動グループと音楽なし
のレクリエーショングループとの比較では、高得点群
と低得点群いずれにおいても統計学的に有意な差がみ
られなかったのに対し、生演奏での運動グループの得
点が、音楽なしのレクリエーショングループのそれと
比較して低得点群で有意に上昇していたという結果を
得ることができた 。
これらの結果から、運動と音楽を組み合わせる複合
的なプログラムにおいて、適切な楽曲や演奏方法を選
択・実践することで、運動中の高齢者の気分を積極的
な方向へ向かわせることができ、また認知症予防の効
果も期待できるといえるだろう。

４．１．運動能力と気分変化において
運動など他の両方と組み合わせることについて、特
に音楽のリズムを使うことに言及して、櫻林仁は、音
楽は他の表現を誘発したり、また他の表現に参加する
ことによって表現を豊かにするものであり、組み合わ
された総合表現療法は単独の療法よりもはるかに強力
な効果を発揮することができると述べている 。
このことについて、赤星建彦は具体的に、機能訓練
の場で音楽で身体を動かし、手を動かすこと、そして
つづけることが脳の働きを高め、生きていく力を強く
することにつながっており、それら音楽によるリハビ
リテーションはリズム動作によって手や腕、身体全体
の運動能力の回復（維持、向上）につながると述べて
おり、自身の療育音楽にて音楽を活用している 。
また、運動に対する取り組み方や継続性・持久力に
ついても音楽を併用することの効果が挙げられており、
貫行子は、アメリカの神経内科医であるタウトのリハ
ビリテーション臨床現場で機能回復訓練における音楽
療法活用の際に、音楽のリズミックな聴覚刺激による
強化が重視されており、音楽を使わないで運動療法だ
けを行った場合と、音楽療法を併用した場合を比較し
てみると、併用した場合の方が運動が促進され、運動
の継続性、持久性、タイミングについても、音楽その
ものが運動を改善する力を持っている様子を見て、タ
ウト同様、機能訓練だけでなく精神的な領域において
も、音楽が好影響を及ぼしていることを支持してい
る 。
筆者らは、これらの情報をふまえて、
「わかやまシニ
アエクササイズ」を実施している高齢者を対象に、生
演奏とCD・カラオケでの比較において、①緊張と興奮
（Tension and excitement）、②爽快感（Refreshing
、④抑うつ感
（Depressive
mood）、③疲労感（Fatigue）
）
、⑤不安感
（
）
の５つの尺度によ
mood
Anxious mood
る運動前後での気分の変化についての調査を行った。
その結果、特に生演奏での運動の際に、CDやカラオ
ケ音楽での運動の場合に比べて、運動前後で②の爽快
感について、統計学的に有意に上昇していたという結
果を得ることができた。また生演奏の場合においては、
運動への参加意欲や参加態度も向上することが運動指
導スタッフのアンケートからもわかった 。
また、運動に対する継続性や持久性については、同
じ運動を音楽ありと音楽なしの２パターンで同じ時間
行ってもらい、そのときの時間経過の感じ方について
調査したところ、音楽がある場合では、音楽がない場
合に比べて、同時間の運動を行ったときの時間経過の
感じ方が早まり、音楽があるほうが、運動の継続につ

４．３．考察
上記のような効果を及ぼす音楽的要素とは一体何な
のか、本節で考察してみることとする。貫行子は、知
的能力の低下し始めた高齢者に対して音楽療法の効果
が最も期待できるのは、リズム活動であると考え、そ
れら高齢者がリズムを知覚する
（つまりリズムにのる）
ことで、そのリズムに同期して脳が刺激され、心身の
活性化を促すと述べている 。
また全米音楽療法協会会長のE.S.ガストンは、リズ
ムは音楽の基本であり、特に筋肉運動を刺激し、自由
感を与えること、またリズム自体がエネルギーを与え
るエナージャイザーであり、秩序を与えるオーガナイ
ザーであるとも述べている 。
つまりは、音楽療法ではその中心にリズムの知覚と
いう基本事項があり、それが療法の効果を決定づける
重要な要素でもあるといえる。
筆者らが行っている音楽療法的活動においても、全
体を通して貫いている最大の音楽的要素はリズムであ
る。筋力トレーニングやステップ運動では、一定のテ
ンポのリズムに合わせて運動を実施しており、準備運
動やストレッチ運動でも、リズムこそ発音はしないも
のの、運動の方向性に合わせた演奏を行い、運動を音
楽のリズムでもって知覚してもらうようにしている。
それゆえ、運動をしている高齢者にとって、運動の
やり方に沿った音楽とそのリズムを聴き、身体で感じ
ることにより、音楽がある場合に、ない場合と比べて、
気分の変化や認知症機能検査の得点が有意に上昇する
という結果をもたらしたのではないかと考える。
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を及ぼしている可能性が考えられた。また、それに加
えて高齢者になじみ深い音楽を活用することで、音楽
がない場合よりも運動に積極的な気持ちで参加するよ
うになったり、
また、
もともと運動に参加していなかっ
たが、音楽が好きで、音楽を使った運動を間近で見る
うちにエクササイズに参加するようになり、その後も
継続して参加しているという高齢者の事例を現場のス
タッフからも聞いた。音楽療法の現場で、療法の回数
を重ねることで高まっていく対象集団の凝集性（音楽
活動へ向かう参加者の意識）の変化が、それまで関心
のなかった集団以外の人をも誘導する誘導性の高まり
を生んだという事例 からも、音楽への意識付けが少
なからず、有効に作用している結果と言えよう。
このように、適切な音楽を選び、運動に組み合わせ
ることが、高齢者にとって運動のイメージをとらえや
すくし、またストイックではなく、音楽を聴きながら、
歌いながら楽しく運動ができるというイメージを連想
させ、積極的に運動に参加してもらうための一つの手
助けとなると考える。これにより、今後、一般の高齢
者にとって、介護予防という路線における健康教育へ
の参加を促し、ますます推進していくことができると
考える。
さらに、長期的に介護予防から拡大して、認知症の
高齢者にとっても、この音楽を活用したプログラムに
より、認知症になっても最後まで残存する感覚機能で
あるリズム知覚機能を刺激し、リハビリテーションの
一環として、運動への参加を促せるのではないかと考
える。今後は、そのような認知症高齢者向けの適切な
複合的プログラムの作成について考察していきたいと
考える。

５．現場での音楽療法的活動の実施方法と注意点
現在は、特定の和歌山市内の介護事業所で、週１回
のペースで「わかやまシニアエクササイズ」を用いた
運動とそれに伴う音楽療法的活動がなされている。こ
のうち、月に１度は、筆者らが介護事業所に電子ピア
ノを持ち込んで、生演奏にて、音楽療法的活動を実施
している。しかしながら、その他の曜日での運動や、
地域での自主的な運動グループにおいては、
「わかやま
シニアエクササイズ」も含めたあらゆる身体活動を行
う際に、生演奏で音楽を提供するために、運動指導ス
タッフ以外の専門的な音楽スタッフを確保することは
難しく、多くは CDやカラオケ音源を使って、介護ス
タッフや運動指導員によってのみ運動が行われるだろ
う。その際には、第３章第４節で述べたような生演奏
で行う音楽療法的活動と同じ点に注意して行わなけれ
ばいけない。
運動の指標、BGM 、いずれにしても音楽を流す場合
には、とりあえず流しておけばいいということではな
く、なるべく多くの高齢者になじみがあり、運動のや
り方に応じたリズムやテンポ、拍子の音楽を提供する
ようにしなければならないと考える。そうでなければ、
その音楽は高齢者にとっては、ただの騒音になってし
まう可能性もあり、ない方がましだと思われることも
ある。
またカラオケが使用できる場合は、原調では歌いに
くいときに、キーコントロール機能をうまく活用する
ことが重要である。音高が高すぎても低すぎても歌唱
はしづらいので、そのためにも、事前に運動に参加す
る高齢者の歌唱可能音域をある程度把握しておく必要
があると考える。
そして、高齢者にとって、前で指導するスタッフや
指導員は自分にとっての指標であり、スタッフの声の
大きさに、自身の声の大きさが比例するといっても過
言ではない。それゆえ、指導者として、誰よりも声を
大きく出して号令をかけ、歌を歌うことを心がけなけ
ればいけない。しかしながら、場合によっては、スタッ
フ自身がまったく聴いたこともない楽曲が選択される
こともあるだろう。そのときは、参加している高齢者
にその楽曲をリードして歌ってもらうように促すこと
も一つのポイントと言えるだろう。そのようにするこ
とで、高齢者にとっても自分がリードしていかなけれ
ばいけないという自覚がわき、その後の運動への参加
意欲もより積極的になるかもしれない。
いずれにしても、運動をする高齢者が音楽を聴くま
たは歌う主体であることを考慮して選曲・指導を行う
必要がある。
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