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 特集 ─ 音／声の文化史

1. 問題提起

最初に確認したいのは、どのようなジャンルの、どのような表現であっても、
それが文化的生産物である限り、その文化を成り立たせている時代・地域・
社会による規定を被ることになる、ということである。たとえその表現が、
当の時代・地域・社会に生きる人々の価値観や思考を構成するような “言語”
というものに還元させることの難しい聴覚的な表現であってもだ。
ここで話題にしたいと考えている「アンビエント・ミュージック」という音

楽／音像は、シンセサイザーの音やサンプリングされた音などの持続、ある
いは比較的静謐で緩やかな音の変質によって構成される聴覚的表現、および
そのような傾向を持つ表現群の総称である。日本では「環境音楽」という訳語
があてられることがある。アンビエント・ミュージックでは、言語（歌詞）を
音声化したものを必要としないばかりか、むしろそれを退けるような傾向を
持っている。その音楽／音像においては、特定の時代・地域・社会に生きる
人々の価値観や思考が言語として顕在化することはほとんどないため、時代
を超えて楽しまれる表現として理解されることがあるかもしれない。しか
し、そのような質の音響を期待する人々というのは、確実に、各々が生きる
時代・地域・社会のうちにその願望の淵源を持っているのであり、その音響
への期待は得てして言語化される。そしてまた、そのような期待を相対化
する視点も、言説を通じて構成されることになる。
ところでこのアンビエント・ミュージックは、2020年代に入って脚光を浴びる
ようになった。2019年に『Kankyo Ongaku: Japanese Environmental, Ambient 
& New Age Music 1980‒1990』というコンピレーションアルバムが発売され、
日本のアンビエント・ミュージックが世界的に注目を集めるようになった1。ま
た、アンビエント・ミュージックの創始者と目されるブライアン・イーノによ
る音と光の展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」が 2022年 6月3日～
9月3日の期間で京都中央信用金庫旧厚生センターにおいて開催され、多くの
来場者で賑わうと同時に、これまでのイーノのアンビエント・ミュージックの

アンビエント・ミュージックをめぐる1990年代の細野晴臣の想像力

広瀬正浩

1
音楽ナタリー「国内で長らく “無視”さ
れていた日本産アンビエント&ニュー
エイジが、今なぜ世界的に注目され
ているのか “物質的”な面と “精神的”
な面から分析する、環境音楽リバイバ
ルの状況」執筆：柴崎祐二（https://
natalie.mu/music/column/391410、
2020年8月14日配信）、最終アクセス：
2022年12月29日。
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活動も再評価されている2。こうした 2020年代のアンビエント・ミュージック
のブームの背景については様々な観点から分析できるだろうが、実際にアン
ビエント・ミュージックの作り手として多くの作品を生み出した音楽家の細野
晴臣は、2021年の時点で次のような解説を行っている。2020年以降の「コロ
ナ禍」での人々の音楽受容を話題にする中で、「細野が自身の音楽制作を「非
常に孤独な作業」と語るように、彼が多く制作した「アンビエント」と呼ばれる
パーソナルな手触りの電子音楽は、国内外で近年さらに支持されつつある」
という質問者の認識を受けて、細野が以下のように回答するのだ。

今、非常にみんな内向的な音楽になっていると思うんです。やっぱり

自分を癒やすためとか、自分が心地よくなるために作っている人が増え

てるんだと思うんですね。聴く人もそうなんでしょう。それに共鳴して

いるんだと思うんです。3

この言説が示すのは、「自分を癒やす」「自分が心地よくなる」ことがアン
ビエント・ミュージックと向き合う動機として共有されているという状況で
ある。外部への表出ではなく「自分」の心理状態に向かっているという意味
でアンビエント・ミュージックは「内向的」であるのだろうが、そうした音楽／
音像への「共鳴」が、「コロナ禍」の「今」に成立しているということでもある。
「自分を癒やす」という「内向」性は、「コロナ禍」という2020年代前期の時

代状況に規定されるものであるように、アンビエント・ミュージックがもたら
す「内向」性の質は、それが聴かれる各々の時代状況によって異なるはずだ。
このことを考えるとき、1990年代の特に中期の細野晴臣の言説に注目せざる
を得ない。細野は、「THE AMBIENT DRIVER」と題されたエッセイを、雑誌
『エスクァイア日本版』の1995年6月号から1996年5月号にかけて発表した。
これは 2006年に単行本『アンビエント・ドライヴァー』〔マーブルトロン／中
央公論新社〕、2016年にちくま文庫にまとめられている。この中で細野は、
「アンビエント」という言葉を、単なる音楽の一ジャンルを指示するものとし
てだけでなく、ある特定の思想や精神状態を意味する言葉として捉えている。
1990年代の細野晴臣は、「アンビエント」をどのようなものとして語っている
のか。そして、「アンビエント」をめぐる細野の想像力は、1990年代中期と
2020年代前期との間でどのように連続あるいは断絶しているのか。

2. アンビエント・ミュージックと細野晴臣との接点

前節でも述べたように、アンビエント・ミュージックとは、シンセサイザー
の音などによる持続あるいは緩やかな変質によって構成される聴覚的表現で

2
野田努・小林拓音編『別冊 ele-king　
イーノ入門―音楽を変革した非音楽
家の頭脳』（2022年、Pヴァイン）など。

3
Yahoo!ニュースオリジナル特集「今、
非常にみんな内向的な音楽になって
いる─日本のポピュラー音楽史を
更新してきた細野晴臣が見た「コロナ
禍」」（ https://news.yahoo.co.jp/articl
es/fff51e581a7537167e549f8358769
b7afe064656?page=3、2021年11月
14日配信）、最終アクセス：2022年
12月29日。
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あり、ある特定の空間の音響の持つ雰囲気との共鳴を志向するものである。
ポピュラー音楽の評論等においては、ブライアン・イーノの『Ambient Music 
1 / Music For Airports』（1978年）がアンビエント・ミュージックの起源であ
るとされている。イーノが「アンビエント・ミュージック」という言葉を通じ
て目指したものは、積極的・集中的な音楽聴取の態度から距離をとることで
あった。そして、音楽の持つ “合目的性”を否定することであった。音楽とは
一般に、著名な作曲家などによって生み出された楽曲を、聴取者が意識を集
中して聴取するものである、と考えられる傾向にある。また、楽曲には作曲
者が込めた意味があり、あるいは演奏者や歌唱者らの技術に支えられた楽曲
への解釈があり、聴取者はそれらを鑑賞するよう仕向けられている、という
傾向にある。そうした音楽受容に対して、イーノは批判的であった。イーノは、
非集中的な音楽聴取を目指した。そして、商業主義的な目的に奉仕するよう
な音楽および音楽聴取を否定した。
しかし、このブライアン・イーノの思想は、その後のアンビエント・ミュー

ジックにおいて、必ずしも継承されたわけではなかった。1980年代後半の
DJカルチャーやレイヴ・カルチャーの隆盛の中で、「アンビエント・ハウス」
「アンビエント・テクノ」「チルアウト」と呼ばれる音楽が登場することになっ
た。The KLFやThe ORBらによって生み出されたこれらの音楽は、ダンス
フロアで踊り続ける者を落ち着かせるという目的に適うものとして発信さ
れ、消費されていった。あるいは、ドラッグ・カルチャーなどとも繋がりなが
ら、陶酔感や覚醒を味わわせる音楽として広まっていった。つまり、合目的
的であり、集中的な聴取を促しうる音楽として成立していくのである。

細野晴臣は、こうした1990年代の音楽状況の中で、アンビエント・ミュー
ジックを見いだしていった。「そもそもアンビエントとハウスっていうのがあっ
て、最初は全然違うものだった。それを、ロンドンのクラブでDJが同時にか
けた。片一方はビートがあるから、実はビートのないものと相性がよかったっ
ていう。同じことをぼくもやっていたんですよ。（略）だから、そういうことを同
時多発的にみんなが自然にやりだした時代だった」4。その一方で、細野が
イーノとの出会いを語るとき、極めて個人的な経験や感情を露呈させる。

YMO時代、僕はがんじがらめの生活をしていた。寝る場所だけがサンク

チュアリ─要するに逃げ場所だった。押し寄せるものを遮断するため、

僕はそこに音楽を張り巡らせていた。そしてその防波堤の役割を果たし

ていたのが、ブライアン・イーノのアンビエント・ミュージックだった。 

別に劇的な出会いといった類のものではない。生活のなかでその種の音

楽をだらだら聴いていただけなのだが、それに救われ、癒しを得ていた。5

この引用は、1990年代中期における細野晴臣の回想の語りである。この

4
「環境音楽のキーパーソン・細野晴臣
インタビュー」聞き手：岡田拓郎（門脇
綱生監修・編集『ニューエイジ・ミュー
ジック・ディスクガイド』2020年、
DU BOOKS）、Ⅷ頁。

5
細野晴臣『アンビエント・ドライヴァー』

「逃げ場所」、引用はちくま文庫版（2016
年、筑摩書房）、14頁。
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中で、ブライアン・イーノのアンビエント・ミュージックを聴くことで「癒しを
得ていた」ことが語られる6。細野は、一方でポピュラーミュージックとしての
アンビエント・ミュージックの可能性を語り、もう一方で「癒し」という個人の
感覚に還元される効果をもたらすものとしてアンビエント・ミュージックの可
能性を語ったのである。
アンビエント・ミュージックの作り手としての細野の活動は、1980年代中

期からであった。YMOでの活動が終了した後の1984年、テイチク株式会社
と共同で「モナド・レーベル」を設立し、「観光音楽」シリーズの第一弾として
アルバム『Mercuric Dance』（1985年）を発表した。これは「霊場」「パワース
ポット」などとしても知られている奈良県天河村（天川村）を舞台とした映像
作品のサウンドトラックとして制作された。「テーマとして地・水・火・風・空
の陰陽五行、躍動感、光など大自然を感じさせるキーワードが挙げられ、神
秘性が高い作品に仕上がっている」7。その後、『Paradise View』（1985年）、
『銀河鉄道の夜』（1985年）、『Medicine Compilation』（1993年）8、LOVE, 

PEACE & TRANCEの『LOVE, PEACE & TRANCE』（1995年、プロデュース
を担当）、『NAGA』（1995年）などを発表していく。その中でも、細野のアン
ビエント・ミュージックの作品として特に重要視されているのが、1993年の
『Medicine Compilation』である。細野はこうした作品を作るほかに、1989年
7月に奈良県吉野郡の天河大弁財天社で奉納演奏を行ったり9、1997年10月
に三重県伊勢市の猿田彦神社遷座祭での奉納演奏に参加したり、翌年10月の
猿田彦神社「おひらきまつり」においても奉納演奏を行ったりするなど、超越
的な存在を聴き手とするような表現活動にも積極的に関わってきた。
こうした活動の過程で、細野は「アンビエント」を語り、「アンビエントは音

楽の一種というよりも、ある精神状態を表す言葉だ」10という認識を鮮明に
していく。次節ではその細野の思索を具体的に分析していく。

3. 「アンビエント」が内包するイメージ─細野晴臣の言説

改めて、前節の最後に引用した細野の言葉に注目したい。『アンビエント・
ドライヴァー』所収の「逃げ場所」と題された文章の一節である。

ところで、アンビエントは音楽の一種というよりも、ある精神状態を表

す言葉だ。いまアンビエントに新しい波を感じて惹かれる人たちが増え

つつあり、僕もその一人だが、その理由を明快に説明できる者はいない。

もどかしさを感じる一方で、そこにある力も感じる。見えないところで

何か新しいことが起こっているのではないか……。11

7
門脇綱生監修・編集前掲書、「第2章　
日本のニューエイジ（1975～2009）」
内の青木（ジョニー・リコ）によるレ
ビュー、79頁。

8
『Medicine Compilation』の発表と同
じ1993年にYMOが「再生」し、アル
バム『テクノドン』もリリースされる
が、この作品の中にもアンビエント・
ミュージックの要素は入り込んでいる。

9
この天河大弁財天社での奉納演奏に、
ブライアン・イーノも参加している。

「イーノを呼んだのは、宮司の直感。
神様の言いなりに動いているという典
型的な古神道の生き方だね。イーノは
音楽に幻滅していて、『今は調香に興
味がある』と言っていた」（川勝正幸
構成「音の細野道part 1」、細野晴臣・
中矢俊一郎編『HOSONO百景』2014
年、河出書房新社、53頁）という細野
の発言がある。

10
細野晴臣前掲書、「逃げ場所」、15頁。

6
同前、15頁。

11
同前、15頁。
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この細野の言説は、「アンビエント」という言葉が「ある精神状態を表す言
葉」であることを示しているが、同時に、「新しい波を感じて惹かれる人たち
が増えつつ」あるという状況認識も示している。そして、「アンビエント」を享
受する共同体は「見えないところ」にあるのだとする。この「見えないところ」
が細野の「逃げ場所」であるというわけだが、どのような意味で「見えない」と
いうのか。細野は言う、「現代社会では、音楽といえば他人に聴かせるものと
考える人が多い。また、メディアの発達によって消費のスピードが加速し、
人びとは退屈を恐れてより強い刺激を求めるようになっている。人に見せよ
う、聴かせようと過剰なものがあふれ始めたこの世の中は、ちょっとうるさく
感じられる。そんななかで聴くアンビエントには、単に音が小さいだけでは
ない静けさがある」12。つまり、商業主義的・消費主義的な音楽産業に適合し
た聴取者にはアンビエント・ミュージックは「見えない」ということになる。
言い換えれば、細野は商業主義や消費主義から「逃げ」ているのだ。だが、以
下のような細野の発言を参照するとき、この「見えない」という語の持つ意味
は別の色を帯びることになる。

思い起こせば、いろいろな逃げ場所があった。最初は円盤関係にのめり

込んでいたし、離れ小島に行くこともあった。（略）より高次のものにな

りたいという気持ちは大切だが、そこに大自然との一体感のような喜び

があるかどうか。ネイティヴ・アメリカンたちが教えるとおり、自然の

なかで得られる癒しにかなうものはないのだ。（略）僕がよく行く島は、

あまり時代の変化の影響を受けていない。これからもおそらくあまり変

わらないだろう。そこに行けば、太古の風景を感じ、太古の気持ちにな

れるような気がする。13

「思い起こせば」という言葉に導かれて顕在化するのは、「円盤関係にのめ
り込んでいた」という細野のオカルト志向であり、同時に、「太古の風景」や
「太古の気持ち」に通じていく「ネイティヴ・アメリカン」の文化への憧憬で
あった。そして、それらは「大自然との一体感のような喜び」を志向するも
のであるべきだという認識であった。

細野が初めて円盤を見たのは、横尾忠則とインドを旅行していたときで
あったという14。同じ頃、人類の火星移住計画について取りあげたイギリス
のテレビ番組「第三の選択」（1977年、日本では1978年放送）に衝撃を受け、
「UFOとコンタクトできる」音楽家の福澤もろと交流するようになる15。福澤
は細野の作品『フィルハーモニー』（1982年）や『銀河鉄道の夜』（1985年）に
参加しているが、一時期の細野の精神的な支えにもなったようで、1980年の
YMOの第2回ワールドツアーから帰国して消耗しきっていた細野を癒やそう
と、沖縄旅行に連れ出している。このとき細野は、竹富島の民宿で不思議な

14
細野晴臣前掲書、「妖精のような光」、
18頁。

15
門間雄介『細野晴臣と彼らの時代』

（2020年、文藝春秋）、378頁。

12
細野晴臣前掲書、「退屈しない静けさ」、
50‒51頁。

13
細野晴臣前掲書、「逃げ場所」、14‒15頁。
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動き方をする光る物体を目撃する16。細野はその経験を、「聖域と思えるほど
の素晴らしい環境のなかで、精霊も姿を現してくれたのではないか」17と語っ
ている。細野にとって「アンビエント」と呼ぶべき「ある精神状態」へと回復し
てくれる「聖域と思えるほど」の「逃げ場所」は、現代の科学的な合理性から
逸脱しているという意味でも「見えないところ」であったのだ。細野の「アン
ビエント」にはオカルティズムが含意されているのである。

一方、ネイティヴ・アメリカンの文化への憧憬については、1970年代に狭山
の旧米軍用ハウスに住んでいたときに出会ったカルロス・カスタネダの著書
『呪術師と私　ドン・ファンの教え』に譚を発するようだが18、1992年にアメリ
カのテレビドラマ『ツイン・ピークス』に没頭し、「『ツイン・ピークス』で起こる
不可思議現象の根底にも、ネイティヴ・アメリカン文化が流れていた」19こと
を発見して、さらに共感を深めていく。
1993年に細野は『Medicine Compilation』を発表する。そのアルバムに所収

のセルフライナーノーツにおいて、自身のネイティヴ・アメリカンへの共感を
次のように語っている。

今思うに、現代文明の辺境こそ心の世界の中心なのではないかというこ

とです。辺境イコール心境。これこそがアンビエントの持つ奥義なので

はないでしょうか。（略）辺境なる中心への旅は或る種のシャーマニズム

を伴わざるを得ません。前作「プリオシーヌ」で描こうとした大洋感覚や

「アンダドゥーラ」での呪術的世界を通して、今私が垣間見る世界はアニ

ミズム、つまり精霊信仰に近いものです。その古き良き人類の智恵を受

け継ぐ人々、ネイティヴ・アメリカン達の中心思想が、このメディスンと

もいえます。Medicineつまり薬。転じて治癒や治療のことであり、広義

においては全ての「兆し」でもあります。地球上に様々な兆候が現われて

いる現在、それが多方面に渡る表出であっても、良いこともそうでない

こともメディスンといえるでしょう。このようなことは外的環境に起こ

ると同時に内的心境にも起きているのです。これらメディスンなるもの

の収集、即ちMEDICINE COMPILATIONというわけです。20

細野が「心の世界の中心」に「現代文明の辺境」を見いだし、その「辺境」に
こそ価値を置こうとしているとき、その細野の態度は自ずと「現代文明」に
対する批評性を構築することとなる。そしてその批評性を支えているのが、
「古き良き人類の智恵を受け継ぐ人々」であるネイティヴ・アメリカンに対す
る細野のシンパシーだ。ただ、細野が意識するネイティヴ・アメリカンの文化
に共鳴することの現在性は、より奥行きを持ったものとして理解する必要があ
る。『Medicine Compilation』制作時の動機について、細野は次のように語っ
ている。「このアルバムを作ってるときは、いわゆる先住民～インディアンや

18
細野晴臣・中矢俊一郎編前掲書、54頁。

19
同前、55頁。

20
細野晴臣『 Medicine Compilation 』

（1993年）所収のライナーノーツ。
引用は、リマスター版LP（2020年）
所収ライナーノーツ、14頁。

16
同前、379頁。

17
細野晴臣前掲書、「島の夜」、36頁。
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アイヌの思想が世界的なレベルで見直されていて、これはもうずっと続くと
思うんだ。僕自身も趣味とかじゃなくて、生き方にしようと思ってるし」21。
つまり、アイヌも含めた「先住民」という近代化の中で抑圧されてきた者たち
の思想の価値を認め、近代の暴力性を批判しようとする「世界的なレベル」
での思想的課題を、細野も強く意識しているということである。1990年代の
日本では、酒井直樹らに代表されるような国民国家批判、近代批判、帝国主
義批判、ポストコロニアリズムの問題意識に基づく議論が展開されていたが、
細野による「アンビエント」への取り組みは、そうした同時代の思想と連繋し
うるものであったのだ。

ところで、アンビエント・ミュージックの制作は、バンド活動などと比べる
と個人作業が中心になるのだが、だからといって細野の場合は自己中心的に
はならなかったのだという。その点について、細野は次のように語っている。
「自分自身も含め、エゴむき出しで自己主張するミュージシャン仲間の人間関

係に少し疲れていた頃に、僕はコンピュータに出会った。コンピュータは楽器
と違って非肉体的な作業が中心となる。そのおかげで、僕は演奏という肉体
的な行為や自分の生理的な部分を相対化できたのだった。半面、それまでの
共同作業に代わって自分一人の作業は増えたが、だからといってエゴの塊に
なったわけではない」22。つまり、アンビエント・ミュージック制作時に使う
コンピュータによって、自身の「肉体」や「生理」を超克し、それによって細野
は「エゴを開いて外の環境を音楽にとり入れ（略）その過程で僕はエゴよりも
大きなものの存在に気づき、自分が聴いているということは、地球や空気と
いった環境も聴いているということなのだと感じるようになった」23。つまり、
「聴いている」という行為を介して「自分」と「地球や空気」とが一体化するに

至るのだ。「大自然との一体感のような喜び」を得ようとしたのだった。

4. 1990年代の日本の「アンビエント」

細野晴臣が「アンビエント」という言葉に特別な意味を込めようとしていた
1990年代の日本では、アンビエント・ミュージックあるいは「アンビエント」は
どのようなものとして受容されていたのだろうか。
ブライアン・イーノの思想にあった、音が聴かれる環境への関心という意

味では、「アンビエント」と「サウンドスケープ」との連続性を見いだすことが
できる。サウンドスケープとは、1960年代後半にR・マリー・シェーファーが
提唱したもので、世界各地での実地調査等にも基づきながら、現代社会を構
成する環境音への問題意識を喚起するための鍵概念でもあった24。このサウ
ンドスケープへの関心が日本で広がったのが、1990年代であった。1993年に

23
同前、50‒51頁。

22
細野晴臣『アンビエント・ドライヴァー』

「退屈しない静けさ」、49‒50頁。

21
「細野晴臣 Haruomi HOSONO Medi-

cine Interview」インタビュアー：鈴木
惣一朗（『サウンド&レコーディング・
マガジン』第12巻第4号、1993年4月、
リットーミュージック）、21頁。

24
Ｒ・マリー・シェーファー『世界の調律　
サウンドスケープとは何か』（鳥越け
い子・小川博司・庄野泰子・田中直子・
若尾裕訳、1986年、平凡社、原著は
1977年）。
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日本サウンドスケープ協会が設立され、中川真『平安京　音の宇宙』（1992年）、
鳥越けい子『サウンドスケープ　その思想と実践』（1997年）、山岸美穂・山岸
健『音の風景とはなにか』（1999年）などの、サウンドスケープ関連の著作が
相次いで出版された。また、環境庁（現・環境省）による「残したい “日本の音
風景百選” 選定」事業が1996年に立ち上げられた。こうした日本でのサウン
ドスケープへの関心の広がりの背景には、騒音などの公害の問題や環境破壊
などへの危機意識があったと考えられようが、環境庁の事業名にある「残し
たい」という言葉にも表れているように、開発中心の現代社会において失わ
れていく原初的なものを回復したい願望もそこにはある。現代文明によって
奪われた、あるいは見えなくさせられたものへのまなざしという意味でも、
サウンドスケープへの関心の広がりが1990年代の日本において見られたこと
と、細野晴臣が「アンビエント」という概念を介して精神世界に向き合おうと
したこととの同時代性を指摘することができよう。
「環境音楽」の音楽家として知られる吉村弘は、都市の音響への関心から
「アンビエント」を捉えていた。著書『都市の音』（1990年）の中で次のように

述べている。「AMBIENTというと、一般的には、「取り巻く」「周囲の」といっ
た意味であるが、音楽上の用語としてはアクチュアルな意味をもつ。つまり、
街中できこえてくる、それほど目立つことのない、全体的に鳴りひびく音を
指すことになる。「騒音」といってしまうと、不快に感じられる音を核として
きこえてくるものを指すが、「アンビエント」といった場合、むしろ気にならな
い騒音の状態といえる」25。吉村は「アンビエント」を、サウンドスケープへの
問題意識に近いところで捉えている。細野のように精神的な癒しをもたらす
ものとして捉えているわけではないが、「アンビエント」を「騒音」や「不快に
感じられる音」とは区別している点から、細野同様にポジティブなものだと
認識していることがわかる。
また、アンダーグラウンドな芸術の領域で「アンビエント」が話題になること

もあった。ペヨトル工房が発刊した雑誌『ur』の1990年12月号で、「アンビエ
ント・ミュージック」が特集に組まれた。このうち、ノイズ音楽家の秋田昌美
（Merzbow）は、音響と環境への志向から「アンビエント」と「ノイズ」の近接

性に注目し、「「アンビエント」なるカテゴリーをもう少し拡大解釈して、自然
や都市環境のエコシステム、時間性に重点を置いたり、人間の脳の持つ記憶
のシステムに働きかける音、等々とするならば、こうした試みはノイズのジャ
ンルに於いてしばしば試みられてきたといえる」26と述べている。単なる音楽
ジャンルの名称としてではなく、諸属性を包摂する概念として「アンビエント」
を捉えているという点で、秋田の態度は細野晴臣の態度と同じであると言え
るが、実はそれだけではない。そもそも秋田にとって「ノイズ」とは排除すべ
き音響を意味してはおらず、人間の身体性や感性を拡張しうる可能性を持つ

25
吉村弘『都市の音』（1990年、春秋社）、
66頁。

26
秋田昌美「アンビエント・ノイズ？─
ノイズ化する環境」（『ur』No.4、1990
年12月号、ペヨトル工房）、92頁。
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ものとして存在している。そのような可能性を持つものとして「アンビエント」
を捉えているという意味で、細野の想像力は秋田のそれと通底していると言
えるだろう。また、メディアアートの理論家である武邑光裕は、デジタル技術
による身体拡張の可能性を広げるものとして「アンビエント」を捉えている。
武邑はアンビエント・ハウス（本稿第2節参照）についての言及の中で、次のよ
うに述べている。

そうした、ディジタル・アンダーグラウンドの中に、非常にアンビエント

な概念があると思いましたね。虚像としての生態系とか、仮想上の生態

系を考えるとね。（略）ハウス・サウンドの構造自体が、僕等の身体的情

報までも回収して、それをまた僕ら自身にフィードバックしているんで

すね。サンプリングの機能があったわけだから。そこらへんが鍵だと思

います。27

2020年代の視点から見れば、武邑の言う「虚像としての生態系」や「仮想
上の生態系」などは「メタバース」との関連で理解でき、むしろオーバーグラ
ウンドな概念でさえある。しかし、マイクロソフトのOS「Windows 95」の登
場前後の時期のデジタルメディア環境を鑑みると、「アンビエント」は「アン
ダーグラウンド」な「見えないところ」（細野）で可能性が見いだされるもので
あったのだろう。武邑がアンビエント・ハウスの中に発見した身体拡張の可
能性は、現実的な生身を超えたところで身体性を獲得しようとした細野晴臣
の実践へと繋がるものであった。

5. 「アンビエント」の政治性

1990年代中期にアンビエント・ミュージックをめぐる多くの言説を産出し
た細野晴臣は、同時に、「アンビエント」という言葉に含意されうる自らの趣味
嗜好、態度、価値観などを語った。細野は同時代のポストコロニアリズムの
問題意識に基づいたネイティブ･アメリカンへの関心の延長で、アンビエント・
ミュージックを受容した。そのネイティブ・アメリカンへの関心は、オカルトへ
の関心と共存するものでもあった。そして、それらへの関心は、精神的な「救
済」や「癒し」、世界との一体化による自己の拡張の願望へと膨らんでいく。
そんな細野の態度は、近代批判、帝国主義批判、資本主義批判のような形を
とりながらも、自らを救済してくれる精神的領域として反近代的な領域を囲
い込もうとするものであった。それは、「オリエンタリズム」や「エキゾチシズ
ム」といった、それこそ近代的な想像力の産物に他ならない。
アンビエント・ミュージックの音響的特徴は、歌詞やメロディではなく、音の

27
武邑光裕「テクノ・アンダーグラウンド
における仮想環境」（『ur』No.4、1990
年12月号、ペヨトル工房）、80頁。
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響きを味わう聴取をリスナーに促す。そうした聴取法自体は、時代に限定さ
れるものではないかもしれない。しかし、細野による定義の下で「アンビエ
ント」が含意する思想は、多分に、同時代性に規定されている。まず一つに、
「Windows 95」登場前後のテクノロジーへの夢が挙げられる。マーシャル・
マクルーハンが提唱した「グローバル･ヴィレッジ」が、インターネット、ワール
ド・ワイド・ウェブによって、再定義されるようになる。また、1980年代から
90年代にかけて、粉川哲夫や武邑光裕らが理論的に支えながら「メディア
アート」「テクノ･アート」というものが注目を集め、テクノロジーによる人間
機能の拡張･強化が肯定的に語られた。そしてもう一つ、細野の想像力の同
時代性として、神秘的なもの･超常的なものへの関心の社会的な高まりを挙げ
ることができる。これについては、少し丁寧に見ていく必要がある。
2016年に細野は、その時点からの10年前、つまり1995年のことを回想し

ている。「一九九五年といえば、僕はアンビエントの海にどっぷり浸かってい
た頃だ。（略）時代は二十世紀の終わり。日本ではまだ五島勉氏のノストラダ
ムスの影響力が強く、終末論的な気分が蔓延していた。かくいう僕も七〇年
代からその影響力を受けていて、一九九九年で世界が終わるとどこかにすり
込まれていた気がする」28。細野は続けて次のように述べる。

人口が爆発し、環境は破壊され、わけのわからない事件が続発……。

まるでいまの先駆けのようにして、いろいろなことが起こっていた。そ

んな時代に、みんなのなかに潜在的にあったのがリセット願望だった。

そして、一人一人がそれぞれの形で個人的なリセットを始めていた。外

側からではなく、内側から。僕の場合は、それがアンビエントだった。

／／それと並行して、当時の僕を支えていたのは、ネイティヴ・アメリ

カンやアイヌが先人たちから受け継いできた知恵だった。29

この引用で注目したいのは、「わけのわからない事件が続発」と述べている
点である。ここで細野は「わけのわからない事件」と述べるだけで、それが
何を指しているのか、指示内容を明らかにはしない。「わけのわからない」と
断じてしまうことで、この「事件」なるものを理解したくないという忌避感が
読み取れる。
また、同じく1995年当時を回想する別の箇所で、細野は「アンビエントを

やっていた連中で深刻な人はいなかった。ニューエイジと隣り合わせでは
あったが、もっと楽観的な未来像を描く人が多かった」30と述べている。 
アンビエント・ミュージックに関わっていた人々の楽観主義に言及する際に、
「ニューエイジと隣り合わせではあったが」というエクスキューズを付加してい
る。「隣り合わせ」という表現には、隣接はしていたが同一化していないとい
う弁明の意図を読み取ることができる。そもそも「ニューエイジ」とは何か。

29
同前、9‒10頁。

28
細野晴臣前掲書、「まえがき」、8頁。

30
細野晴臣前掲書、「なかがき」、55頁。
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「ニューエイジ」を音楽の一ジャンルを指す言葉として捉えるならば、それ
はヒーリング効果を目的とした音楽で、静謐で緩やかな変化を伴った音像を
構成するものである。その意味で、ニューエイジはアンビエント・ミュージッ
クと極めて似ている。ニューエイジをアンビエント・ミュージックのサブジャ
ンルとして位置づける見方もある。ただ、ニューエイジには、思想的な背景
がある。それは1960～70年代のアメリカのカウンターカルチャーから派生し
た思想で、魂はより高いレベルに進化するべきだというような「霊性進化論」
をベースにしながら、東洋思想、エコロジー、UFO 信仰、終末思想などを取
り込みながら、西洋物質主義を批判し、精神的豊かさを希求しながら、オカ
ルト的世界観と結びついた思想だ31。この説明だけを見ると、細野晴臣によ
る「アンビエント」の言説のうちに見いだすことのできる思想である。しかし、
細野はそうしたニューエイジに対して、距離を置こうとする語りを展開して
いるのだ。

こうした様々な語りに潜む細野の願望を、どのように解釈すればよいのだ
ろうか。この問題を考えるにあたり、1996年の浅田彰と坂本龍一とのやりと
りに注目したい。

浅田　だいたい、細野晴臣と中沢新一がテクノ -オカルティズム、坂本

さんとぼくがテクノ-マテリアリズムっていう感じで、友好的な中でも

闘争を続けてたわけじゃない？   

坂本　そう、YMOの「散開」の原因も結局はそれだもの。まあ、階級闘

争としてみれば、唯物論は正しかった、神秘主義はやっぱりだめだったっ

てことが九五年にやっとはっきりしたんじゃない？　それにしても、細野

さんや中沢さんにはオウムに関して責任があると思うんだけど。32

坂本龍一は直接的ではないものの、「オウムに関して」の「責任」を細野に
問う。ここで坂本は、1995年前後のオウム真理教の事件のことを問題にして
いる。1990年代の細野の「アンビエント」をめぐる思考に潜在するオカルト志
向─坂本の言葉でいう「神秘主義」─がオウム真理教と連動しうる思想
を用意することを問うているのだ。この問いかけがなされた後、細野は「アン
ビエントの海」からあがり、かつての音楽仲間（久保田麻琴や林立夫・鈴木茂）
と楽器演奏を軸とした作品を制作する。そして、坂本の問いかけの10年後に、
細野はオウム真理教による一連の事件を「わけのわからない事件」として
語った。細野は、オウム真理教の事件を「わけのわからない」という理解の仕
方で遠ざけ、ニューエイジに対してもその思想との連続性があるにもかかわ
らず距離を置こうとし、「わけのわからない事件」に対して「リセット願望」を
潜在させながら「アンビエント」を聴いていたと語るのである。そして、2021
年に、「コロナ禍」以降に聴かれるアンビエント・ミュージックの「内向」性を

32
坂本龍一・浅田彰・柄谷行人「座談会

「悪い年」を超えて」（『批評空間』第Ⅱ期
第9号、1996年4月、太田出版）、93頁。

31
大田俊寛『現代オカルトの根源─霊
性進化論の光と闇』（2013年、筑摩書
房）、堀江宗正『ポップ・スピリチュア
リティ─メディア化された宗教性』

（2019年、岩波書店）、島薗進『精神世
界のゆくえ─宗教からスピリチュア
リティへ』（1996年、東京堂出版）など。
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語るのである。その「内向」性は、1990年代の細野の「アンビエント」とどんな
繋がりを持つのだろうか。その繋がりを細野はどう語るのか。四半世紀前に
発された坂本龍一の問いかけに十分に応答しえていない細野は、どのような
応答を構成できるのだろうか。今後の細野の発言が待たれるところではある。
しかしながら、なぜアンビエント・ミュージックは、そうしたオカルトの思

想や、身体を超越した精神世界をめぐる思想を召喚してしまうのだろうか。
細野はブライアン・イーノの音楽を、横尾忠則に紹介されて聴くようになった
のだが、「イーノの音楽はビートがなくて、ビートに意識的だったYMOの音
楽とは隔たりがあったので、当時は家に帰ってから聴くものだった」33という。
実はこの「ビート」やリズムの有無による対比が、この問題を考える上でのヒ
ントになる。

アンビエント・ミュージックは一般に、「ビート」、強いリズムの音を持たな
い。リズムは、時間を分節化するものとして成立する。強いリズムの音を聴く
聴取者は、そのリズムによって、「踊る」という時間の分節化に対する身体的
適応の主体を自らのうちに形成する。一方、「ビート」のないアンビエント・
ミュージックは、音響の持続性や緩やかな変化という、リズムによって分節
化される時間とは異なる時間を構成する。そして、そのような時間が身体に
差し向けられたとき、聴取者は、「踊る」身体として捕捉されない領域を、自ら
のうちに見いだすことになる。その領域が、「精神」と呼ばれるのではないか。
時間の分節化に応じることのない身体の非分節性は、「いま・ここ」の生身の
限定性を超越するような感覚の獲得を許容するだろう。そう考えると、様々
な思想やイメージを召喚する「アンビエント」をめぐる語りの問題は、身体の問
題であり、リズムの問題だと言える。

6. アンビエント・ミュージックの現在─まとめにかえて

本稿の冒頭で述べたように、2020年代に入ってアンビエント・ミュージック
はよく聴かれるようになった。とりわけ、「ニューエイジ・ミュージック」に注目
が集まっているようである。ブームの仕掛け人の一人であるスペンサー･ドラ
ンは、ブームの背景を次のように語っている。「これまでニューエイジ・ミュー
ジックにとって大きな妨げとなっていたのは、いわゆるスピリチュアル方面
での欧米のニューエイジ運動と関連しながら根付いていった文化的な因習で
した。ここ15年の間にアメリカを中心に起きたニューエイジ・ミュージックの
再評価は、音楽そのものの価値をこの古い因習から切り離すか、もしくはあ
えてニューエイジのキッチュな美的感覚を押し出すような、アイロニックな
工夫をとることでおおきくなっていったんです」34。つまり、ニューエイジの

33
細野晴臣・中矢俊一郎編前掲書、69頁。

34
尾島由郎・スペンサー・ドラン「ニュー
エイジ・ミュージック・リバイバルの
源泉」インタビュー・翻訳：𣏤栂木一徳

（門脇綱生監修・編集『ニューエイジ・
ミュージック・ディスクガイド』2020年、
DU BOOKS）、Ⅻ頁。



0 2 0

 特集 ─ 音／声の文化史

思想と音楽とを分離することが、ニューエイジの音楽の再評価のきっかけに
なったというのだ。

このような感覚は、アンビエント・ミュージックとニューエイジ・ミュージッ
クとを区別したいという願望とも連続している。2009年にアンビエント・
ミュージックのディスクガイドを刊行した三田格は、「レコード・ショップで幅
を利かせているヒーリング・ミュージックやニュー・エイジをカルチャーとして
は扱いたくないという感覚」35に基づいて編集を行ったことを語っている。
そんな三田は、2022年に『アンビエント・ディフィニティヴ　増補改訂版』と
いうディスクガイドを刊行した際に、その序文でアンビエント・ミュージック
の受容史を概観しながら、次のように述懐するのだ。「需要が高止まりしてい
たアンビエント・ミュージックがさらにリリースを増やすのは 2015～18年。
ニューエイジ・リヴァイヴァルがその推進役になる（オウムが終わったんだな
あ）」36。「ニューエイジ・リヴァイヴァル」によって「推進」された 2000年代以
降の状況に対し、三田は「オウムが終わったんだなあ」という感慨を述べてい
るのである。オウムを「終わった」とすることで、ニューエイジが再生し、アン
ビエント・ミュージックがブームになった、ということだ。しかしその一方で
2021年の細野晴臣は、アンビエント・ミュージックがもたらす「内向」性に言
及していた。そこには坂本龍一による「責任」追及の影が差している。
1990年代中期の細野晴臣の言説が端的に示していたような、「アンビエン

ト」と決して無関係ではありえない、ニューエイジ思想やテクノロジーへの夢、
超越性への志向というものを、あたかも忘却するかのようにして、今日の「アン
ビエント」ブームが存在している。もちろん、『Medicine Compilation』のセル
フライナーノーツや『アンビエント・ドライヴァー』に現れていた細野の想像力
は、1990年代という文脈において成立したものではあったが、その時代規定
性を十分に検証するためにも、この忘却という「政治」を私たちがどう扱えば
いいのか考えなければならない。あるいは、忘却することなくアンビエント・
ミュージックを楽しむということは、今日どのようにして成り立つのか、考え
なければならない。

その意味で、本稿はここで終わるものの、何も終わってはいないのである。

追記
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三田格「序文　“みんな”のアンビエン
ト・ミュージック」（三田格監修『アン
ビエント・ディフィニティヴ　増補改
訂版』2022年、Pヴァイン）、4頁。
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三田格「introduction」（三田格監修・
編『アンビエント・ミュージック1969‒
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