
Theories of  Improvisation
即興についての理論



Benny Golson ベニー・ゴルソン *

 "The creative person always walks two steps into 

the darkness. Everybody can see what's in the 

light. They can imitate it, they can underscore it, 

they can modify it, they can reshape it. But the 

real heroes delve in the darkness of  the 

unknown” (in Green, 2003, p. 53). 

「創造的な人は、いつも暗闇の中に2歩入っていきます。
誰もが光の中にあるものを見ることができます。それを
真似したり、強調したり、修正したり、形を変えたり
することはできます。でも、本当のヒーローは、未知の
暗闇の中に分け入っていくものです。」
（グリーン 2003年）

* ベニー・ゴルソン：ジャズのアルトサックス奏者



Linda Lack リンダ・ラック

 “I have never made Art or Dance. I have placed myself  in my studio 

and allowed myself  to wander, stumble, thrash, fly and wonder at it 

all.” 

『私はアートやダンスを作ったことがない。私は、スタジオで、自分が好きなよう
に、さまよったり、つまづいたり、叩いたり、飛んだりということをしているだけ。』

 “Disciplined artistic practice has been said to be both a way of  

knowing and a means of  discovery, which can lead to a deeper 

connection to material, sound, body, and space as well as a deeper 

felt connectivity to self, others involved in the creative experience, 

and to an expansive sense of  the extended environment.” 

『鍛錬された芸術的活動は、知るための方法、そして、素材、音、身体、及び
スペースとクリエイティブな体験をしている自身や他者、そして、拡張環境での
幅広い感覚とのより深いつながりを感じることをもたらすことができる発見の
手段、という二通りの呼び方をされてきた。』

 Lack, L. (2004, Fall). Portals: Primary experience （一次的体験）vs. translated experience（二次的体験）: The implications for 

aesthetics, healing, and creativity in dance theater and movement dance therapy. （ダンスセラピー、ダンスシアターとムーブメントにおける
美学、ヒーリングとクリエイティビティーを含む） The Journal of Pedagogy Pluralism and Practice （教育学の多元論と実践ジャーナル）, 9. 

Retrieved from http://www.lesley.edu/journals/jppp/9/Lack.html. （左記リンクから引用）



Living in the Moment その瞬間を生きる

 Improvisational artists understand how to live in the 
moment. They learn how to act and react 
spontaneously and how to play with uncertainty. 

即興アーティストたちは、その瞬間をどう生きるかを理解しています。 彼ら
は、自発的に行動したり、反応したりする方法や、不確実性とどう遊ぶかに
ついて学びます。

 Improvisation is about embracing the unknown or 
embracing uncertainty, where there is a need to be in 
the moment and respond to what arises in each 
instant.

即興とは、その瞬間、その場にいて、その時々に起こることに対して
反応する必要性がある時に、未知のものを受け入れること、あるいは、
不確実性を受け入れることです。



Improvisation 即興

 Improvisation can be seen as a way of  responding to, 

reflecting and giving shape to our world, through 

experimentation that includes holding chaotic states of  

unpredictability and finding creative spontaneous 

solutions. 

予測できない混沌とした状態を保持し、創造的な自発的解決策
を見つけるための実験を通して、即興は、私たちの世界に
反応し、反映し、形を与える方法として見ることができます。



Improvisation 即興

 “Improvisation necessitates being aware 

of  body sensations, emotions, and 

mental states” 

『即興で余儀なくされることは、身体の感覚、
感情、そして、精神的な状態に気づくこと
です。』



Rudd＊/Improvisation ラッド/即興

It is important in the therapeutic context that the 
improvisation create a frame which allows for a variety 
of [fantasies] from different spheres of life to appear in 
combinations which would have been intolerable 
outside the play frame.

(Rudd, in Kenny 1995 p. 94)

治療的な意味においては、即興は、遊びの領域外で起きたと

したら、到底受け入れられなかったであろうことと連携し合って、
人生の様々な領域に起きる多様な幻想（ファンタジー）を
受け入れるという枠を創ります

＊音楽療法士のエヴァン・ラッド（Evan Rudd）



Improvisation 即興

 Improvisations seek to build community (connection) through 

temporary leveling of  all social roles (everyone is equal in the 

improvisation). 

即興は、すべての社会的役割を一時的に平準化（即興ではすべての人が
平等）することを通して、コニュニティー（つながり）を構築しようとするもの
です。

 During the improvisation, all traditional role expectations toward 

the therapist/facilitator are set to point zero. Instead, therapists try 

to reach spontaneous and immediate "free collective improvisations" 

where complementary and symmetrical forms of  social interaction 

originate spontaneously out of  the creative/artistic interaction. 

即興をしている間は、セラピストやファシリテーターが持つ、すべての固定的な
役割に対する期待がゼロにセットされます。その代わり、セラピスト達は、
社会的交流の補完的で対象的な形式が、創造的な/芸術的な交流から、
自然に始まる、自発的で即時の「自由な集団即興」に達しようと試みます。



Intimacy 親密度

 Safety is created when improvisation is utilized because 

it involves a level of  in the moment intimacy. 
安全性は、即興が用いられる時に創造されます。なぜなら、即興は、その
瞬間との親密度に関係しているからです。

 When improvisational arts are used in clinical practice 

whatever emerges needs to be accepted beyond the 

concepts of  right and wrong. 
即興芸術が医療現場で用いられる時は、良いか悪いかの概念は度外視して、
その場で起きることすべてを受け入れる必要があります。

 Psychological states of  confusion or chaos can result 

when improvisers are not listening to each other or not 

giving space to the collective dialogue.
即興演者たちが互いに傾聴していない時や集団の対話に間（ま）を与えて
いない時は、結果として、混乱やカオスといった心理的な状況が起こり得ます。



Mistakes are Accepted 間違えてもOK

 In this kind of  experimentation mistakes are accepted 

and worked with.

この種の実験では、間違いは容認され、取り組まれるものです。

 Mistakes in improvisational arts keep the artistic 

expression fresh and alive. 

即興芸術における間違いは、芸術的表現に新鮮さを
与え続け、生き生きとさせ続けます。



Rudd ラッド

 Improvisation is a field of experimentation where we may learn to 

transcend previous borders of  freedom.  It is a space of  experience 

where processes of listening are expanded to the extent that there 

is nothing wrong or without value. (Rudd, p. 97)

即興は、私たちが、これまでの自由の枠を超越することを学べるかもしれな
い、実験の現場です。それは、間違っていることも、無価値なこともないという
範囲にまで、傾聴のプロセスが広げられる場となる、体験のスペースです。

 Improvisation in music therapy attempts to create a psychic 

(re)dressing room – where people may try out alternative ways of  

expression and action in order to find webs of  meaning which are 

in accordance with their own biographical experiences and 

expectations. (Rudd, p. 98)

音楽療法における即興は、超能力のある楽屋 ー 人々が、自身の自伝的な
体験と期待に一致している、表現の別の方法を試してみたり、入り組んだ意
図を見つけるための行動を試してみたりするかもれしれない場所 ー を創ろ
うとします。



Stay with Uncertainty 不確かな状態と共にいる

 The process of  discovery found through this kind of  creative 
engagement will lead to a shift in perceptual awareness, if the 
premature need to know is postponed in favor of  staying with 
the uncertainty. 

このような創造的な関りを通した発見のプロセスは、知りたいという早まった
欲求が先送りされて不確かなものに寄り添うことを優先すれば、知覚的な
気づきに変化をもたらすでしょう。

 Improvisation in this way, of  tuning in, has the potential to 
bring deeper insight, clarity, and to bring about a renewed 
sense of  courage to face life’s challenges. 

このように波長を合わせる即興は、より深い洞察と明晰さをもたらし、そして
人生のチャレンジに立ち向かう新たなる勇気の感覚をもたらす可能性を
もっているのです。



Rudd ラッド

 “…improvisation means to change a relation to other 

human beings, phenomena, situations – maybe the 

very relation to oneself. In this sense improvisation is 

a transitional ritual, a way of  changing position, 

frames, status or state of  consciousness.”

(Rudd., E. in Kenny 1995, p. 93)

「即興は、自分以外の人たちとの、現象や状態との、そして多分、まさに

自分自身との関係を変えることを意味します。 そういう意味においては、

即興は伝統的な儀式であり、立ち位置や枠組み、状況や意識の状態を変

えるための1つの方法です。」





Rudd- The role of Ritual in Therapy
ラッド ‐ セラピーにおける儀式の役割

Van Gennep – ＊アルノルト・ファン・ヘネップ：フランスの文化人類学者・民俗学者

 Rituals begin with a period of separation from the old position and from normal 
time. 

儀式は、これまでの状態や通常時から離れる段階から始まる。

 During this period, the ritual passenger has to leave behind the symbols and 
practices of his or her previous position. 

この期間に儀式の参加者は、彼または彼女が、以前の立場で行っていたことや象徴的
なことを過去に置いていかなければならない。

 The second stage in such rituals involves a period of transition, in which the ritual 
passenger is neither in the old life nor yet in the new one. This is a situation marked 
by role-less-ness, ambiguity, and perceived danger. 

それらの儀式の第2段階では、儀式の参加者は以前の人生にも、そしてまた、新たな人
生にもまだ存在していないといった変遷の時期を含む。これは、役割がない状態、あい
まいさ、そして知覚された危険といったもので印される状況だ。

 The final stage is that of reaggregation, in which the ritual process is reintroduced 
into society, but in his or her new position. (p. 95)

最終段階は再集成の段階である。そこは、新たな立場をもつ彼または彼女として、その
儀式のプロセスを社会に対して、再び紹介される場となる。



Architecture of  a Session セッションの組み立て方

 Opening 

オープニング

 Art Making アート制作

(Liminal Space)

（閾値）

 Closing/Harvesting

クロージング/収穫

 Reintegration 再統合



Liminal Space 閾値

 Turner: liminal state (being in and out of  time): 

ターナー： 閾値 （時間の中と外を行き来している）：

 People in a liminal state tend to develop an intense comradeship 
in which their non-liminal distinctions disappear or become 
irrelevant (communitas or an unstructured community of  equal 
individuals). (Rudd, p. 95-96)

 閾値の状態にある人たちは、強い仲間意識を発展させる傾向があります。
そこには、閾値にいるのか、非閾値にいるのか、の区別もなくなるか、
あるいは、関係のないものとなります。（コミュニタス＊、または、平等な個
人の集まりによる反構造的なコミュニティー）

＊コミュニタスは、ラテン語の名刺で、人々が平等である非構造的な共同体、
または、共同体の精神そのものを指すのが一般的である。また、文化人類学
や社会科学における借用語としても特別な意味をもっている。



Decentering ディセンタリング

 This practice-based methodology suggests that 

improvisational risk taking and experimentation can 

create a sense of  feeling decentered or in unfamiliar 

territory. 
この実践に基づいた方法では、即興的なリスクテイキングと実験は、
中心からそれた感じ（ディセンタリング）や、あるいは、不慣れな領域に
居るような感覚を創り出すことを示しています。

 If  this felt sense of  decentering is held in a 

therapeutically safe way, the experience can increase 

the range of  play and can lead to shifts in cognitive, 

emotional, psychological, and/or somatic awareness. 
このように感じられたディセンタリングの感覚が、治療的に安全な方法で
守られていれば、その体験は、遊びの領域を増やし、認知的、感情的、心理
的、そして/あるいは、身体の気づきにおける変化へと導くことができます。



 It is important to note that these shifts occur 

when the need to know is postponed in favor 

of  staying with uncertainty. Decentering 

leaves options for new actions and thoughts 

to arise. 

これらの変化は、知る必要性を先延ばしにして、不確かな状態に留まる
ことを優先させた時に起こることに注意することが重要です。
ディセンタリングは、新たな行動や考えの選択肢を与えてくれます。

Decentering ディセンタリング



10 stages of  Attunement アチューンメントの10段階

1. Warming up to space, sounds, and self
スペース、音、自分自身へのウォーミングアップ

2. Seeking safety through what is familiar (sounds, rhythms, instruments)
慣れ親しんだもの（音、リズム、楽器）を通して安全性を求める

3. Initial risks with sounds and rhythms (cycling between moving forward 
and retreating)
音とリズムの最初のリスク （前進と後退との間のサイクル）

4. Increased risk taking and vulnerability
リスクテイキングと脆弱性の増大

5. Misattunement; connection/disconnection; experimentation; chaos
ミスアチューンメント; つながり/つながりがなくなる; 実験;  混沌

6. Relational connections/empathy 関係性のあるつながり/共感

7. Relaxing the mind, finding flow (allowing sounds and rhythms to guide)
心をリラックスさせる、流れを見つける (音とリズムに導かれて）

8. Merging or entrainment with the sounds and rhythms begins 
音とリズムとの併合又はエントレインメント

9. Embodied shift in consciousness 体現化された意識の変化

10. Attunement アチューンメント



Research 研究結果

 Research studies show that engagement in 

improvisational musical activity creates this liminal 

state by altering consciousness, including changes in 

time sense, body image, enhanced imagery, and in the 

release of  beta- endorphins in the brainｃ.

研究の結果、即興の音楽活動におけるつながりは、意識を
変えることによって、このような「閾」の状態を創り出すことを
見せてくれます。
そこには、時間の感覚や身体のイメージ、高められた表象
(イメージ）の変化や脳内でのベータエンドルフィンの放出
による変化も含まれます。



Improvisation and the Nervous System

即興と神経系統

 Neurologically there is an internal process of  

integration, including increased central nervous 

system activity, while at the same time a reduction of  

peripheral circulatory and metabolic processes. Steven 

Jeddeloh

神経学的には、中枢神経系の活動が高まると同時に末梢の
循環・代謝プロセスが低下するなどの内部統合の過程が
あります。

スティーブン・ジェドゥロー



 In Burrows’ study improvisational musicians reported 

that they felt “truly alive and awake, fully embodied 

yet beyond the body” (p. 18). 

バロウズの研究では、即興演奏をするミュージシャンたちは、
「真に生きて、目覚めていて、完全に身体化されていながら、
身体を超えている」と感じていると報告しています。

 For Burrows, playing music is a sacred moment of  

communion with fellow human beings and with a 

greater unseen force. 

バロウズにとって、音楽を演奏することは、まるで、仲間や目に
見えない大きな力との神聖な（霊的）交わりのひとときなのです。

Research 研究結果



 Newberg and D’Aquili (2000), findings reveal that when stimuli is blocked 

out – such as thoughts and sensory stimulation that occurs while playing 

improvisational rhythmic music – neural flow slows down and impulses 

travel through the limbic system to the hypothalamus, which links higher 

brain functioning to the autonomic nervous system, which in turn sends a 

signal back to the attention centers, thus creating a circuit.  According to 

these researchers, this circuit causes a deepening sense of focus and calm

through neurological balance and a felt sense of embodied unity. 

ニューバーグとダ・クイリ（2000年）が発見したことは、即興のリズミカルな音楽を

演奏している時に生じる思いや感覚刺激のような刺激が遮断されている時は、神経の

流れが遅くなり、インパルス（刺激）が大脳辺縁系を通り抜け視床下部に届き、視床下

部は、高次脳機能（大脳皮質）と自律神経系につなげて、自律神経は、注意中枢に

信号を送り返し、回路が形成されます。これらの研究者たちによると、この回路は、神

経学的バランスと体現化された一体感を感じることにより、集中力と落ち着きの感覚を

深める原因となるということを示しています。

Research 研究結果



 At the Remo Institute (Bittman et al., 2001), research on 

improvisational drumming patterns has demonstrated 

significant increases in the activity of cellular immune 

components responsible for seeking out and destroying 

cancer cells and viruses, and an increase in stimulating 

alpha brainwave activity (deep relaxation). 

レモ・インスティテュート（研究所）での研究は、即興のドラミングの

パターンが、がん細胞やウィルス（細菌）を見つけて破壊しようとする

役割を担う細胞性免疫成分の活動と脳内アルファー波の動きへの

刺激を大いに高める（深いリラクゼーションをもたらす）ことになった

ことを示しています。

Research 研究結果



MRI – Improvisation MRI - 即興



Neural pathways in Improvisation

即興における神経経路

 Spontaneous improvisation was in each case 

associated with a highly congruous pattern of  

activations and deactivations in prefrontal 

cortex, sensorimotor and limbic regions of  the 

brain.

 自発的な即興は、それぞれの場合において、脳の、
前頭前皮質、感覚運動野、そして、大脳辺縁系で
で起きる、活性化と非活性化のパターンが、高い
レベルで一致することと関係しています。



Concepts that link improvisations 即興に関する概念

➢ the free flow of  spontaneous energies; 

自発的なエネルギーの自由な流れ；

➢ a period of  experimentation, risk taking, and leaderless exploration;

実験期間、リスクテイキング、そして、リーダー不在の探求；

➢ holding chaotic states of  unpredictability; 

予測不能な 混沌とした状態をホールドすること

➢ acute listening with the goal of  group cohesion;

グループが一致団結するというゴールに基づいた、鋭い傾聴

➢ empathy and intimacy; 共感と親密度

➢ changes in brain wave activity and neural flow; 

脳波の活動と神経の流れに変化

Research 研究結果



Improvisation in Clinical Practice

医療現場における即興
 Freud:  Free Association フロイト： 自由連想

 Jung:  Active Imagination - “There are things in the psyche which I 

do not produce, but which produce themselves and have their own 

life” ユング： アクティブイマジネーション 「心（魂）の中には、私が生み
出さないものもあるが、自ずと生み出し、それ自体が命をもつものもある。」

 Whitehouse, Adler, Chodorow, & Pallaro: Authentic Movement - a 

practice of  active imagination with focus placed on internal body 

sensations and feeling. An embodiment practice of  bringing 

awareness to the moment, this therapeutic process calls for a 

tuning in to and following unconscious impulses as they emerge in 

the moment. 

ホワイトハウス、アドラー、チョドロウ、及び、パラロ： オーセンティック（本物
の）ムーブメント ‐ 身体の内側の感覚や気持ちに焦点を当てたアクティブ
イマジネーションの実践。 その瞬間に意識を向けることを体現化した練習。
この治療プロセスは、その瞬間に起きる、無意識の衝動に同調し、従うことを
求めます。



Considerations 考慮すべきこと

What needs emphasis? 強調されるべきことは何か？

Individuation, socialization, both? 個人、社会、その両者か？

 Is the expression intensifying or is there a need for 
concentration/limitation in order to facilitate integration?
その表現は強すぎますか？あるいは、統合の段階をファシリテートするため
に、集中/制限をする必要がありますか？

 Is the goal to enrich, deepen, or extend an expression by introducing a 
new modality?
新しいモダリティーを用いることで、ゴールが、より豊かに、より深く、あるい
は、より広がることになりますか？

 Does a person need to engage in a more comfortable or less 
threatening modality?
その人にとって、より安心して、より気持よく参加できるモダリティーを用いる
必要がありますか？


