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・2つの「奏楽堂」に響く！台東区の音　・「台東区の音」サウンドマップ
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近年、動画サイトや配信サービスが普及したことで音楽の楽しみ方は多
様になり、より身近に、私たちの生活に浸透するようになりました。しか
し様々なかたちの音楽鑑賞が提供される一方で、直に演奏を聴く機会が
減った人も少なくありません。台東区には、日本の音楽文化を普及させた
教育機関や音楽ホール、街を彩る生活音など、音にふれる機会が豊かに息
づいています。音に包まれ、歴史を紡いできたこの街で、「音楽を体験する」
ことを、いまこそ再発見しに行きましょう。

特集─いま、音楽にふれ直す─

音楽鑑賞“再”入門！

表紙：右上から時計まわりに、東京・春・音楽祭（旧東京音楽学校奏楽堂）、浅草
演芸ホール、東京・春・音楽祭（上野恩賜公園）、旧東京音楽学校奏楽堂のパイ
プオルガン、東京文化会館ミュージック・ワークショップ　P2-3：左下から時
計まわりに藝大チャリティコンサート「和樹の部屋」（東京藝術大学奏楽堂）、東
京文化会館ミュージック・ワークショップ、東京・春・音楽祭（京成電鉄旧博物館
動物園駅、東京文化会館前）、浅草・洋食店「ヨシカミ」、浅草演芸ホールの太鼓、
旧東京音楽学校奏楽堂、浅草演芸ホール、上野恩賜公園・不忍池、東京文化会
館ミュージック・ワークショップ、東京・春・音楽祭（東京国立博物館）

©東京・春・音楽祭実行委員会／飯田耕治、増田雄介、宮川舞子  ©東京藝術大学  ©Mino Inoue 0302



時代を超えて台東区の音楽の変遷を見つめてきた2つの「奏楽堂」 があります。
日本初の西洋式音楽ホール「旧東京音楽学校奏楽堂」と「東京藝術大学奏楽堂」。

2つのホールから、台東区が奏でる音楽の過去と未来を探ります。

2つの「奏楽堂」に響く！
台東区の音 これまでとこれから

ホールの定員は310名。シンプルな装飾で落ち着い
た雰囲気が漂う。

 「旧東京音楽学校奏楽堂（以下、旧奏楽堂）」が
建てられたのは1890年。日本にまだ西洋音
楽が広く普及していなかった時代に、国内外
の音楽を研究し音楽家を育成するための音
楽ホールを兼ね備えた校舎として誕生した。
第1回目の定期演奏会で瀧廉太郎がピアノ
を演奏し、日本近代音楽の父ともいわれる山
田耕筰が歌い、三浦環が日本人初のオペラ
公演を行うなど数々の伝説が生まれた舞台
には、夏目漱石をはじめ多くの知識人がたび
たび足を運んだ。クラシック音楽の生演奏を
聞くことのできる場所がほとんどなかった
当時、ベートーヴェンの楽曲が初演されるな
ど最先端の音楽を発信したこの場所は、「音
楽家を育成する」だけでなく「観客を育てる」
という役割も大きく担っていた。
　カマボコ型の天井や防音のために藁

わら

束が
詰め込まれた壁など、明治建築ならではの
音響的なこだわりが随所に見られる建築は、
国の重要文化財に指定されたいまでも現役。
明治の空気を残す歴史的意義のある空間で、
かつてこの舞台に立った音楽家たちの姿を
想像しながら、日本最古のコンサート用パ
イプオルガンが奏でる音や、間近に迫る舞

「旧奏楽堂」で感じる! 130年続く歴史の音
台から届く臨場感あふれる生の演奏のなか
に身を委ねることができるのだ。第1～第4

日曜日には藝大の学生によるミニコンサー
トが開かれ、若手の音楽家たちがこの場所
から巣立っていく明治時代の原初の風景が
いまもそのままに続いている。
　こぢんまりとしたホールでは、観客と演奏
者の距離がとにかく近い。客席の最後列に
座っていても舞台上の演奏者の表情や身振
り、息遣いまで肌で感じ取ることができるし、
演奏者からは観客の反応がつぶさに見て取
れる。完璧な音響設備の整った現代的なホー
ルでは得がたい、演奏者と観客とがダイレク
トにつながる音楽体験が、ここにある。

パイプオルガンは鍵盤の側面にあるレバー（ストッ
プ）を引くことで様々な音色を出すことができる。

西洋音楽の歴史を遡れば、かつては宮廷や
教会など限られた場所で楽しまれていた
音楽が大衆に広まるのは1700年代後半頃
から。その後レコードが発明されるまで
は、音楽は生演奏で楽しむのが当たり前で
あった。1900年代に入りレコードやラジ
オ放送が普及し、録音した音楽を聞く楽し
みも定着。1979年に世界初のポータブル
オーディオプレイヤー、ソニーのウォーク

マンが発売となり音楽を“どこでも”聞け
る新たな時代が到来。音楽と私たちはま
すます近くなった。日本では1980年以降、
CDやカラオケブームにより音楽は消費対
象としてバブルを迎える。さらに、2001
年にiPod、2008年（米国では2007年）には
iPhoneが登場し音楽はダウンロードす
る時代となった。一方で再認識されたの
が「生で聞く」音楽の魅力。2010年以降ラ

イブ、コンサート、フェスの市場が拡大。
2015年以降、サブスクリプション型スト
リーミングサービスが急速に普及、世界中
の音楽に新旧問わずアクセスできる時代
が訪れた。そして2020年、リアルな音楽
体験はプレミアムなものとなり、オンライ
ンによる新たな試みが生まれている。「音
楽の楽しみ方」はますます多様に自由に
なっていく。

“音楽の

楽しみ方”

の変遷

COLUMN

澤学長の演奏を台東区公式
YouTubeチャンネルで配信中！

東京藝術大学・澤学長のヴァ
イオリン演奏による、特別コン
サート「東京藝術大学特別コン
サート 東京音楽学校が育んだ
日本の懐かしい調べ」を動画で
お楽しみいただけます。

旧東京音楽学校奏楽堂

東京藝術大学奏楽堂

台東区立旧東京音楽学校奏楽堂
	台東区上野公園8-43

上）さだまさしさんの歌、澤学長のヴァイオリン、パイプ
オルガンの豪華なアンサンブル 中）客席に並ぶ自画像 
下）左から箭内学長特命・教授、さだまさしさん、澤学長　
©東京藝術大学

「藝大 奏楽堂」から発信！ “新しい演奏会”のカタチ
“新しい”奏楽堂が完成したのは、旧奏楽堂
の誕生からおよそ100年後。音楽教育の中
心的な役割を果たしてきた旧奏楽堂の歴
史を継承し、オーケストラやオペラにも適
した最高の音響設備を備えたコンサート
ホールとして新たにその役目を担うこと
となった。最大の特徴は、天井。時代ととも
に拡大した様々な演奏形態やあらゆる楽
器にも対応し、使用目的に応じて音響特性
を変化させられるよう客席全体の天井が
可動し、ホール全体がひとつの楽器として
調和の取れた響きを生み出す設計となっ
ている。舞台中央に設置されるフランスの
ガルニエ社製パイプオルガンは、ホール全
体に荘厳な音を響かせ、古典から現代作品
まで幅広い演奏が可能。世界基準で活躍す
る演奏家を輩出するための育成・発表の場
として、学生の実技試験や公開演奏会のほ
か、1971年から続く学生による「モーニン
グ・コンサート」や「藝大フィルハーモニア
管弦楽団」による定期演奏会などが開催さ
れている。　　　　

　2020年8月、久々となるコンサート「和樹の
部屋 特別篇 May new days come as soon 

as possible ～新しい日常へ～ 」が行われ
た。「新しい日常における演奏会の在り方」を
藝大として初めて発信する実験的な試みと
して、澤和樹学長と客員教授さだまさしさん、
司会を務める箭内道彦学長特命・教授による
2時間半の演奏会は、定員1,100名の奏楽堂
で限定67名の観客に向けて開催。空いた客
席には、東京美術学校時代の学生が卒業時に
制作した自画像が並び、過去と未来の時空を
超えてつながる空間の創出が試みられた。ス
テージでの演奏だけでなく、客席空間演出や
アニメーションとのコラボなど美術や映像の
要素も含んだ“オール藝大”での挑戦は、オン
ラインとオフラインでの新しい芸術表現のあ
り方を模索するコンサートとなった。表現の
可能性が広がるいま、これから生まれていく
新たな「音楽体験」に期待が高まる。

東京藝術大学奏楽堂
 台東区上野公園12－8

参考文献：『決定版はじめての音楽史』（久保田慶一ほか／音楽之友社）、『ヒットの崩壊』（柴 那典／講談社現代新書）
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正岡子規記念
球場

東京文化会館の裏にある野球場では早朝
から草野球の試合が大盛り上がり。朝の公
園に爽快な掛け声と打球音が響く。

 台東区上野公園5-20

 台東区上野7

サウンドデザイナーの清川進也さんと一緒に、台東区ならではの「音」を求めて街
を散策。歩いてみると、ガイドブックには載っていない台東区に息づく日常の暮
らしの音が聞こえてきました。QRコードから、実際に音が楽しめます。目で見て、
耳で聞いて、台東区の音を、ぜひ体感してください！街に出て、

音を感じよう！

ガイドブックに載らない
「台東区の音」サウンドマップ

お客さんがたくさん
「入り」ますようにと
願いを込め、バチを

「入る」の形にして叩く

「珈琲 王城」

上野恩賜公園すぐ近くの「珈琲 王城」では
朝8～11時までがモーニングメニュー。新
聞を広げる常連の方に交じって、極厚バ
タートーストにゆで卵とコーヒーがつく
「トースト（厚焼）セット（700円）」をいただく。

 台東区上野6-8-15　   03-3832-2863 
 無休 8:00～19:00（※2020年9月現在は短縮

営業中。最新情報はお店にお問い合わせください）
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ゴ〜〜ン

ご協力ありがとうございました！ 今回の特集にあたり、台東区文化芸術総合サイト「たいとう文化マルシェ」の公式Twitterアカウント「たいとう文化マルシェ（@TaitoCulture）」
で、みなさんから「台東区らしい音」を募集させていただきました。アイデアをお寄せくださりありがとうございました！　こんな音にも注目！ 台東区の音 防災行政無線から流れる夕方の鐘の音

上野駅 
中央改札

かつては寝台特急の終着駅として上京す
る人たちであふれていた上野駅。1951年
からずっと変わらぬ猪熊弦一郎の壁画が
掲げられる中央改札は、いまも多くの人で
にぎわっている。

サウンドデザインユニットEIGHTYEIGHT.主宰。
「スーパーランゲージ」をコンセプトに音の新た
な可能性を追求するサウンドデザイナー。環境
音を楽曲として再構築するサンプリングを得意
とする。

清川進也さん（サウンドデザイナー）

音を見つける人

浅草寺の
「時の鐘」

毎朝6時に弁天山から鳴り響く鐘は江戸市
中に時を知らせてきた伝統の音。上野・寛
永寺の「時の鐘」とともに松尾芭蕉の句に
も詠まれた。

 台東区浅草2-3-1 浅草寺内 弁天山

浅草寺の
「お水舎」

本堂でお参りの前に身を清めるためのお
水舎（おみずや）。朝のお勤めのお経と流れ
る水のハーモニーが心地よい。

 台東区浅草2-3-1 浅草寺内

隅田川沿い

隅田川に架かる吾妻橋のたもとから川沿
いをのんびり散策。ランナーの方の軽快な
足音が響く。浅草からスカイツリーへと続
く東武鉄道の橋の下では、速度を落として
ゆっくりと走る電車の音も臨場感たっぷり。

 台東区花川戸1-1付近

不忍池沿い

池の周りでは顔なじみの人同士の挨拶や
何気ない日常会話が飛び交い、穏やかな時
間が流れている。

 台東区上野公園5-20 

浅草演芸
ホール

演目はもちろん、呼び込みの声も、開演前と
終演後の寄席太鼓も、観客の笑い声もすべて
ひっくるめて堪能したいエンターテインメン
ト。太鼓の遊び心ある粋な音は聞き逃せない。

 台東区浅草1-43-12  
 03-3841-6545 
 無休 昼の部11:40～16:30 夜の部16:40～

21:00 大人3,000円（夜割あり）

「ヨシカミ」
「うますぎて申し訳ないス‼」のキャッチコ
ピーに誘われて洋食屋「ヨシカミ」へ。店
内に1歩足を踏み入れると「いらっしゃい
ませー！」の大きな声をはじめ、強火で
ジャーッと炒める音やガチャガチャと鍋
を揺らす音、熱気と活気に満ちた美味しい
音に包まれる。

 台東区浅草1-41-4     03-3841-1802
 木休 11:30～22:00（L.O. 21:30）

「徳蔵」

調理器具のプロが通う商店街、かっぱ橋道
具街へ！ 鍛造から刃付け、仕上げまで職人
が一貫して行う土佐の伝統工芸、土佐黒打
包丁の店「徳蔵」で包丁研ぎをお願いする
こともできる。

 台東区西浅草 1-5-16    
 03-5830-3903　   無休 10:00～17:30

台東区らしい
「音」を探して、
いざ出発！

「SOL’S COFFEE 
STAND」
美味しいコーヒーが出来上がる過程にあ
る音を探しにコーヒースタンドへ。自家焙
煎するシングルオリジンのコーヒーが特
徴の「SOL’S COFFEE」で、ラテが出来上が
るまでの音をじっくり堪能！

 台東区蔵前3-19-4    090-6496-5661 
 月-金 8:00～16:00　土日10:00～17:00　

まだまだある！ 台東区の音を楽しむスポット& 施設
A 藝大キャンパス内にあるホール。選抜された学生が毎週

日曜朝に演奏するモーニングコンサートも人気。1,100席

B重要文化財に指定される日本最古の洋式音楽ホール。日本
最古のコンサート用パイプオルガンの音色も必見。310席

C 江戸の庶民に時間を知らせていたように、現在も、朝6

時・正午・夕方6時の1日3回、鐘の音を響かせている。

D 世界的演奏家による名演の数々が演奏されてきた東京を
代表するホール。大ホール（2,303席）／小ホール（649席）

E 不忍池のほとりに建つ野外ステージ。貝殻のようなドー
ム型の開閉式屋根があり雨天時にも使用可能。1,212席

F 1日4回、午前の部、午後の部それぞれの開演と終演を知
らせる太鼓の響きは、上野の街の日常の音のひとつ。

G 1974年誕生の旧ホールを改修し2010年に誕生したホー
ル。クライス社のパイプオルガンを設置する。508席

H かっぱ橋道具街通りに面し、台東区中央図書館と同じ施
設にある木の温かみ感じるホール。300席

I 太鼓、神輿、祭礼具の老舗・宮本卯之助商店が世界各地
から収集した太鼓約800点が集まる。
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身体で感じる音楽
大きい音を聞いたときに耳が痛くなったり、ライブ会
場でお腹に音が響くように感じたり、音の振動を身
体で感じたことのある方も多いのではないだろうか。 
音は物体の振動と同じく、触って感じることができる。
このような音の身体性に注目し、オーケストラを耳と
目だけでなく、全身で「体験」することを目指した試み
が、メディアアーティスト・落合陽一氏と日本フィル 

ハーモニー交響楽団による「耳で聴かない音楽会」を
はじめとしたプロジェクトである。抱きかかえること
で音を視覚と振動で感じられる装置（SOUND HUG）

や、頭に装着して振動と光で音の特徴を感知する装置
（Ontenna）などが来場者に貸し出され、テクノロジーを
用いた身体的体験としての演奏会が実践されている。
　また、脳科学の研究では、音楽を聞いているとき、
脳内のリズムの情報を処理する回路が同時に運動回
路を活性化させていることがわかっており、「ノリの
いい」音楽を聞くと身体が反応してしまうこととの関
連も進められている。

「落合陽一×日本フィル プロジェクトVol.2《変態する音楽会》」の様子。2020年10
月には、コロナ禍で新たなオーケストラのあり方を模索する「＿＿する音楽会」が
開催された。©山口敦

「聞く」だけではもったいない! 音楽鑑賞の可能性をさらに豊かに広げてくれる
「感じる」音楽体験の魅力を紐解きます。音楽がいまよりもっと面白くなるはず。

「音楽を感じる」ってどういうこと？
音楽鑑賞を見つめ直す つのポイント

参考文献：『音楽の科学――音楽の何に魅せられるのか?』（フィリップ・ボール／河出書房新社）、『ドビュッシーはワイン
を美味にするか？  音楽の心理学』（ジョン・パウエル／早川書房）、『悲しい曲の何が悲しいのか　音楽美学と心の哲学』 
（源河亨／慶應義塾大学出版会）、『「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実』（チャールズ・スペンス／角川書店）

脳で感じる音楽
視覚情報や言語情報などが主に脳のどの部位で処理
されているかが明確であるのに対して、音楽の処理
に特化した部位はいままでの研究ではまだ見つかっ
ておらず、音楽を聞いたときには脳の様々な領域が
反応することがわかっている。身体の動きを制御す
る運動中枢や、言語や文法などの情報を処理する言
語モジュール、感情中枢など、脳内の多くの部位が

同時に機能し、部位間の相互作用もほかの場合には
見られないほど活発になるという。音楽を聞くとい
うのは、脳全体の活動であるといってもいい。
　また、心地よい音楽を聞くことで脳内のセロトニ
ンやドーパミンの分泌レベルが上がり、肯定的な気
持ちの変化につながるという研究成果もあり、うつ
やストレスのための音楽療法も注目されている。 

目で感じる音楽
「音」は、聴覚だけでなく視覚や触覚によってもとら
えられ、視覚・触覚情報と調整して認識されている。
つまり、目で見ている情報が音の聞こえ方にも大き
く影響を与えることが、これまでの研究でも明らか
になっている。例えば「腹話術」を例に挙げると、目
を閉じていれば声は腹話術師から聞こえてくるが、
人形を見ながら声を聞くと、声を出しているのが人
形であるかのように錯覚してしまう「腹話術効果」。
視覚に聴覚が影響を受ける一例だ。また、短い光の
フラッシュを1回見るあいだに短い音を複数回聞く
と、複数回フラッシュしたように見えるという「音に
よるフラッシュ錯視」のように、聴覚の影響で視覚的
に知覚される点滅の回数を錯覚してしまう例もある。
近年、3Dプロジェクションマッピングを用いたショー
や、音楽に合わせて即興で映像をセレクトし空間を
演出するVJ（ビジュアルジョッキー）と呼ばれる人が
リアルタイムで音楽に映像を乗せていくライブなど、

話題となった、オンラインゲーム「フォートナイト」内でのラッパーのトラヴィス・
スコットによるパフォーマンス。（画像はフォートナイト公式動画より）

味覚を感じる音楽
五感は互いに独立した知覚ではなく、相互に影響し
合い、曖昧な情報を他の感覚によって補完する働き
があることがわかっている。この五感の相互作用に
より生まれる錯覚は、「多感覚錯覚（クロスモーダル

現象）」と呼ばれる。聴覚と味覚による多感覚錯覚に
ついても様々な研究が行われており、2008年のイ
グ・ノーベル賞を受賞したオックスフォード大学の
チャールズ・スペンス氏による「ソニックチップ」と
いう研究では、しけったポテトチップスを「パリパ
リ」という音を聞きながら食べるとパリパリとした
食感に感じるという結果が示された。同じことが「サ

クサク」感や炭酸の「シュワシュワ」にも言えるそう。
また、高音の音楽を聞くと食べ物を甘く感じ、低音
の音楽を聞くと苦く感じるという研究もあり、この
ような音による味の修飾は「音響調味（ソニック・シー

ズニング）」と呼ばれている。

BGMと味覚の関係も注
目されており、ゆったり
した曲調のBGMが流れ
ているときに飲むワイ
ンは、まろやかな口当た
りに感じるという実験
結果もある。

心で感じる音楽
聞くだけで涙を流したり踊り出したりすることがあ
るように、音楽は人の心を動かす力を持っている。音
楽と心についての研究は多くの議論が行われており、
数ある見解のひとつとして現代の美学研究者ピー
ター・キヴィー氏は、音楽によってもたらされる情
動（感情の一部）は「音楽の美しさや巧みさへの感動」
によってのみ喚起される特殊な感動であると唱える。
「楽しい曲」も「悲しい曲」も音楽的に美しく巧みであ
ればポジティブな情動を引き起こすと考えられ、「楽
しい曲」「元気な曲」などポジティブな表現の曲ばか
りでなく、「悲しい曲」などネガティブな表現の曲も

好んで聞かれるのは、それが必ずしもネガティブな
感情を引き起こすものではないからである。
　また近年、注目を集めている「認知的侵入可能性」と
いう現象によれば、情動や思考の影響で知覚が変化
すると言われており、聞く人の心の状態によって、同
じ音楽もまったく違って聞こえることがあるという。

音楽と心の関係について、なぜ人は悲しい曲を
聞くのか、美しい音楽を聞いた時に感動すると
はどういうことなのかなどの身近なトピックか
ら探っていく1冊。『悲しい曲の何が悲しいのか』
（源河亨／慶應義塾大学出版会）

映像と音楽の融合は様々試みられていたが、昨今そ
の流れはますます加速。無観客ライブ配信が活発化
するなかで、ゲーム空間とライブのコラボレーショ
ンなど、VRやARの技術を駆使した、視覚と聴覚の交
錯する新しい音楽体験の可能性が広がっている。
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　ビニール袋をクシャクシャと擦り合わせてセッションしたり、ペットボトルの中に入る水の
音を感じたり、舞台で繰り広げられる不思議な音の体験に、参加する子供たちは釘付け。これ
は今年7月に開催されたワークショップ「ミーゴのまほう」の一コマ。
　6ヶ月から6歳（未就学児）までの子供を対象に親子で参加できる人気のプログラムは、廃品
を使って音楽を生み出す面白さを提案している。これは数あるワークショップのほんの一部。
世界でも最先端のミュージック・エデュケーション・プログラムを実践するポルトガルの音
楽専門施設「カーザ・ダ・ムジカ」と連携し、頭で考えることよりも、心と身体で音楽を感じ楽
しむことを重視した様々なワークショップを展開している。“音楽は芸術であると同時に人々
の心の豊かさを育むもの”という信念に基づき、「歌」「リズム」「身体運動」「楽器演奏」「ボディ・
パーカッション」「鑑賞」といった要素を組み合わせ、0歳児から高齢者まで誰もが参加できる
のが特徴だ。
　ワークショップの発案や創作を手掛け、当日の進行も務めるワークショップ・リーダーた
ちは、その日の様子を見極め、参加者に合わせて即興的にプログラムの内容を調整していく。
参加対象が細かく設定されているのもそのため。誰もが居心地よく「参加」できるため、ただ
「聞く」だけではなく、思わず身体が動いてしまう自由でおおらかな音楽の楽しさを体験する
ことができる。音楽との距離がグッと縮まるはずだ。

ポルトガルから始まった
先駆的音楽体験プログラム

東京文化会館ミュージック・ワークショップ

上）2019年度に開催された「なぜなぜルーレット」の様子。 
下）2020年度開催の「ミーゴのまほう」の様子（※プログラ
ムやワークショップ・リーダーには毎年変動があります）。

©Mino Inoue

「音楽体験」 最前線 レポート
「体験」することにフォーカスした個性的なプログラムで
注目を集める台東区発のプロジェクトを知っていますか？
台東区で体験できる「音楽体験」のいまをご紹介します。

台東区発！

2020年、
これからの「音楽体験」を考える

インタビュー：源河亨（慶應義塾大学 非常勤講師）

2020年、演奏会やライブに行く機会が制限されてしまった一方、
オンラインでの音楽鑑賞の便利さが加速しました。「音楽体験」は今後どのように変わっていくのか。

音楽と心の哲学について研究を行う今号の監修者・源河亨氏にお話を伺いました。

私たちは全身で音楽を聞いている

─いま、演奏会に行くことがなかなか叶わ
ない状況ですが、録音された音楽を聞くこと
と、生演奏の音楽を直接体験することでは、そ
もそもどのような違いがあるのでしょうか。
僕も家でライブのオンライン配信を見たり
することが多いですが、やっぱり実際に生
の演奏を聞きに行くこととは全然違いま
すね。音楽は、耳だけで鑑賞するものでは
ないんです。聴覚だけでなく、視覚や触覚、
あらゆる感覚が協働してとらえられるの
が「音」。同じ音楽であっても、視覚的な情
報や触覚的な情報が違えば、異な
るものとして知覚されます。だか
ら演奏会に行って音楽を聞くこと
と、イヤホンで音楽を聞くことは、
「体験」としてまったくの別物。ど
ちらがいい、悪いということでは
なく、映画と演劇が異なるジャン
ルの芸術であるのと同じように、
異なる2つの「音楽体験」であると
いえます。
いずれの場合でも、私たちは「曲そ
のものの価値」を楽しむと同時に、
その曲を鑑賞している自分の状
態、つまり「聞いているという体験の価値」
を楽しむことができます。普段はいい曲だ
と思っているのに風邪をひいているとき
はそう感じなかったり、野外フェスの3日
目の最後に聞く曲は普段以上に良く聞こ
えたり、自分の状態が「音楽体験」に影響を
及ぼします。最近だとそういう「体験の価
値」のなかでも、演奏会に実際に行ったと
きに感じる「一体感」が得にくくなってきて
いるかもしれません。僕自身もバンドを組
んでいるのですが、最近はライブもバンド
練習もできていなくて、演者にとっても同
様ですね。

─「音楽体験」のなかの、絶対的な軸（音楽
そのものの価値）と、相対的な軸（音楽を聞いて
いる状況に影響される価値）があるのですね。
自分がそこに何を求めているのかが重要に
なってきます。今までは、演奏会の会場に行
けばそれなりの体験が用意されていたが、
そういう機会が減っている。ではどういう風
に自分の環境を変えれば目的に適う体験が
できるのか、聞く側も主体的に考えなけれ
ばいけない状況になったと思います。
例えば、映画館で映画を観ているときには、
あまり「一体感」は意識されないと思うので
すが、映画館でライブ中継を見たりすると

きには、そこになんらかの「一体感」が生まれ
やすいかもしれません。たとえそれが録画
配信であったとしても、“同時に進行してい
る”という感じや即興性があって、周りに自
分と同じように反応している人たちの様子
が見える。オンライン配信での「●人視聴中」
という表示も、そこに自分が加担している感
覚があるので、意外に重要かもしれません。

「聞く」ではなく「参加する」
“一体感”を生む主体的な音楽体験

─「一体感」でいえば、三社祭や鳥越祭と

いった台東区に古くから根づく祭でも、ラ
イブ感や熱量、熱狂を感じます。
生の演奏会でもそうですが、その場に自分
も「参加している」、その出来事をつくり上
げる一員になっているという感覚が「一体
感」を生みますよね。オンラインでも、こう
した「同じイベントをつくり上げている」感
覚をつくることで、生演奏と似た「一体感」
が得られると思います。
─オンラインの打ち合わせが増えたり、
ライブ配信が広がったり、物事が多様化し
ました。音楽の楽しみ方の選択肢も増えて
きていると感じます。

これまでの音楽鑑賞は大きく分け
れば、録音された音源を聞くか、実
際に会場に行くかの2つでした。イ
ヤホンで聞く音楽はこういうもの
だ、会場に行ったらこうしなきゃい
けないとか、知らず知らずに音楽鑑
賞はこういうものだと決め付けて
いたところがあったように思いま
す。でも、そういう固定観念をいろ
いろ変えていったところに、新しい
音楽の価値も生まれてきそうな気
がしています。オンラインでも、自
分が参加している感覚、イベントを

つくり出している一部であるという感覚を、
どう創出するか。いろいろなやり方がある
と思います。0か100かではない、グラデー
ションのなかで様々な音楽体験を主体的に
選択できるようになると面白いですね。

源河亨 （げんか・とおる）
慶應義塾大学大学院にて博士（哲学）を取得。専
門は心の哲学、音楽美学。現在は、慶應義塾大
学文学部・日本大学芸術学部・立正大学文学
部・実践女子大学文学部・東洋大学文学部にて
非常勤講師。著作に『悲しい曲の何が悲しいの
か』『知覚と判断の境界線――「知覚の哲学」基本
と応用』（ともに慶應義塾大学出版会）。

源河さんが自身のバンドで演奏するエレキシタール。オンラインで
のリモート練習が当たり前になる日も近いかもしれない。

©東京・春・音楽祭実行委員会／飯田耕治、増田雄介

　2020年に16年目を迎えた毎春恒例の音楽の祭典「東京・春・音楽祭」。上野恩賜公園の
桜が見頃となる3月から4月にかけての1ヶ月間、東京文化会館を中心に旧東京音楽学校
奏楽堂などの音楽施設、博物館や美術館など様々な場所が舞台となり演奏が繰り広げら
れる。その数なんと200公演以上。クラシックファンから熱い支持を集める「ワーグナー」
のオペラや、ドイツのバイロイト音楽祭との提携公演など、世界の第一線で活躍する音楽
家による演奏から、博物館内や公園広場で開催される初心者でも気軽に楽しめるフリー
ライブまで、ジャンルに偏らない幅広いラインナップが魅力だ。この時期に上野を訪れれ
ば、どこかしらで音楽に出会うことができるはず。神社でのお祭りと同様に、この音楽祭
のにぎわいには地元の方との密な信頼関係が欠かせない。特定の演奏会を楽しむだけに
とどまらず、「音楽祭」という状況そのものを体感し、自身もそこに参加している一体感を
感じられる。 “祭”のような音楽体験なのだ。
　2020年はほとんどの公演が中止となってしまったが、実施された公演がオンラインで
配信され、多くの人に視聴された。「ホールでの演奏を超えることはなかなか難しいです
が、音楽は目に見えないからこそ人と共有しやすいもの。その分、楽しみ方の幅は広いと
思います」と実行委員会の芦田尚子さん。目に見えない「音楽」という共通体験が人々をつ
なぎ、上野の街に大きなうねりとにぎわいをつくり出した。

桜とともに開演！
上野の街に音楽があふれる1ヶ月

東京・春・音楽祭

2019年開催時の様子。世界的な指揮者リッカルド・
ムーティ氏による若手音楽家育成プログラムや、国
立科学博物館でのミュージアム・コンサート。
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「音楽体験」を深めるためのおすすめ書籍

監修者・源河亨さんセレクト！ 音楽にまつわる多彩なエピソードが満載です。

『台東鳥瞰』とは
台東区が持つ魅力は、世界的な観光スポットやイベ
ントにとどまらず、ひっそりと続く伝統や日常に息
づく習慣など、じつに多様です。『台東鳥瞰』は、それ
らを鳥瞰し見直すことで新しい発見や気づきを提
供する、年2回発行の文化芸術広報誌です。

発行日   2020年11月1日
発　行   台東区 文化産業観光部 文化振興課
監　修   源河亨（慶應義塾大学 非常勤講師）

企　画   田尾圭一郎（美術出版社）

編　集   大井智水、目黒真理ジュリ（美術出版社）、
  裏谷文野
 A　 D   吉﨑梢（美術出版社）

印　刷   凸版印刷株式会社
協　力   旧東京音楽学校奏楽堂、東京藝術大学

たいとう文化発信プログラム

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、台東区内の文化・芸術に関わる様々
な取り組みをPRし、世界に誇れる歴史と文化を持つ区の魅力を国内外へ発信することを目的として策定さ
れたプログラムです。このプログラムを通じて、観光客はもちろん、区内に住んでいる方や働いている方に
も台東区の魅力を発信していきます。

ロゴマークデザインに
ついて
台東の文字を変形させたロゴマーク。
「多様な文化を和える（あえる）」という
テーマで、様々な文化が混ざり合っ
て形成された台東区を、異なる3つの
形で表現しています。

台東区文化芸術総合サイト
「たいとう文化マルシェ」
台東区内の魅力あふれる文化イベント・文
化施設・展覧会レポートなどを紹介する文
化芸術総合サイト。あなたの文化イベント
も登録可能。

www.culture.city.taito.lg.jp/ja

「鳥の鳴き声は音楽か？」「音楽とは何
か？」「音楽はなぜ神秘的なのか？」と
いった、音楽と音の違いや、音楽体験
がもたらすスピリチュアリティについ
ての疑問に答える、音楽にまつわる哲
学の入門書。

セオドア・グレイシック（著）、
源河亨、木下頌子（訳）
慶應義塾大学出版会

『音楽の哲学入門』

こちらも
 おすすめ！

もっと

『音楽を考える人のための
基本文献34』
椎名亮輔（編著）、三島郁、福島睦美、
筒井はる香（著）／アルテスパブリッシング

プラトンからジョン・ケージ
まで、古代の哲学から現代音
楽までの基本文献がコンパ
クトにまとまっています

『セロニアス・モンクの
いた風景』
村上春樹（編・訳）／新潮社

伝説的なジャズ・ピアニスト
であるセロニアス・モンクに
関する文章を村上春樹が編
集・翻訳しています

『ビートルズと旅するインド、
芸能と神秘の世界』
井上貴子（著・編）／柘植書房新社

インドに傾倒し始めた中期
ビートルズを入口として、音
楽の背後にある神話や信仰
にアプローチしています

『ドビュッシーはワインを美味
にするか？　音楽の心理学』
ジョン・パウエル（著）、濱野大道（訳）
早川書房

流す曲が違えば売り上げも変
わるか、音楽で頭が良くなる
かなど、音楽と日常生活を心
理学から読み解いた一冊です

落雷に打たれて音楽の趣味
が変わったり、音楽が音楽に
聞こえなくなるなど、様々な
症例が満載です

オリヴァー・サックス（著）、大田直子（訳）
早川書房

『音楽嗜好症── 脳神経科医と
音楽に憑かれた人々』


