
はじめに

表現とは「心の声が外に聞こえる」、文字通り、おも

て(表)にあらわ(現)すことである。しかし実際にはそ

のような単純なものではない。言葉にせよ音楽にせよ、

表現の仕方は自由であるが、これは音楽でいうところ

の「創作活動」に当たる。歌唱は「再現芸術」である

がゆえに、楽譜には表現の目安が記されていると共に

制限されることにもなる。その制約の中で、楽譜に書

かれていることすべてを物理的に処理できれば良い演

奏と云えるのだろうか。音はただ単に出せば良いとい

うものではなく、質や微細なテンポの調整や音程、言

葉の発し方などによって印象は大きく異なる。

さて、先日行われた第86回NHK全国学校音楽コン

クール全国コンクール「小学校の部」(2019年10月13日)

についてであるが、講評は指揮者の武田雅博氏により

述べられた。楽譜通り忠実に歌っていて素晴らしかっ

たと褒め、次に「言葉が客席に届いているか」「伝える

ためには技が必要」「強弱について、 はなぜ と書

いたのか」「全体の構成(ドラマ)」「工夫の前に、基礎

基本 」などについてお話された。この基礎基本には

「声の出し方・言葉の発音の仕方・息の使い方・表現・

喜怒哀楽」を挙げている。

小学校学習指導要領の音楽科の目標にも「音楽表現

を工夫する」とあるが、「表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付ける」との記載もある。基礎は

演奏活動をする上で生涯に渡り向き合っていかなけれ

ばならない課題であるので重要視すべきである。

また、「表現」はよく使用されるワードではあるが、

意外に「表現する」を具体化し何をどうすればいいの

か難しいと感じる。そこでまず、表現とは何か整理し

ていきたい。

１.表現について

日常生活に於いて「表現すること」は、生きていく

上で必要不可欠であると感じる。またその方法は多岐

に渡る。広辞林によると以下のように意味づけられて

いる。(表１参照)

表１から、「内に秘めているものを様々な手段を使っ

て表に現す」と云える。それではこれを「歌唱表現」

に当てはめてみるとどうなるであろう。(表２参照)

そもそも、歌唱とは再現芸術であることを忘れては

ならない。それ故に「楽譜」という制限された中でど

う表現するか、或いは表現することができるのか譜面

と対峙し、対話する必要がある。「繰り返し」と「しっ

かりと向き合う」ことで作者の思いが見えてくる。
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「うた」は音楽と言葉からなり、それは「詩→音楽

→演奏→聴衆」へと届けられる。詩人の言葉「詩」か

らインスピレーションを受け、作曲家が「音楽」をつ

くり、演奏者が空間に描き出し、そこに聴衆がいる。

それは協同作業であり、融合或いは一体とも云えるの

ではないだろうか。では次に、「うた」の中の音楽につ

いて考察していく。

２.音楽的表現

音楽の基本的要素を『楽典 理論と実践』を基に挙

げてみる。(表３参照)

上記だけに留まらないが、特に歌唱に関係のある事

柄について少し考察してみたい。

音は空気の振動であり、歌は呼気を使うことから空

気を如何に振動させ「こえ」を届けるか考え、「支え」

を意識し身体と連動させる基礎事項を忘れてはならな

い。また骨伝導により、自分の声は生音で客観的に聞

きチェックすることは出来ないので、特に初期学習に

於いては専門知識を持ち得た者の指導が必要とされる。

それが難しいときは録音・録画などを用い、自身の声

以外に他者の声も収録することで、生音と録音との違

いが感じられる。このように客観視することは音楽づ

くりをしていく上で特に音程や言葉の発音に有効的と

考える。①と③は単に説明に過ぎないが、その他はす

べて「音楽的表現」に関わっている。ここでは拍子と

強弱についてもう少し述べたい。(表４参照)

しかしこれらは物理的音量の変化ではなく、次のよ

うに説明されている。「拍子というのは、何拍ごとかに

心理的な強点(力点)を周期的に設定して、拍の進行を

整理・統合する組織である。それは、何拍ごとかに何

らかの点で反復を行うことによって実現される。」とあ

る。従って、例えば３拍子の１拍目の強拍部分の強点

では重きを感じ、また、１拍目に重きが置けるよう３

拍目から１拍目へのアプローチを意識する。指揮でい

うところのアウフタクト(弱起)の箇所である。通常、

歌い出し前のこの箇所は「ブレス」や「言葉と音程・

気持ちの準備」をしているところである。この時に鼻

から息を吸う練習をしておくと、後に旋律の中で感情

を伴った呼吸ができるようになり、音楽の中で生きる

ことへと繋がる可能性が出てくる。

人生100年時代と云われ、以前から生涯学習という言

葉が聞かれるようになった。音楽に関してはアマチュ

アオーケストラや合唱団に参加する方々が見られるが、

より良く人生を過ごすためには、学びの継続だけでな

く、身体を使ったり、何かを発信していくこともメリ

ハリのある生活になると考える。歌唱表現をするため

には体力の維持や呼吸法の実践は不可欠である。その

ためには幼少期からの適切な指導や様々な経験や人を

思いやる心など、豊かな感性が起点となり、「継続的な

基礎基本概念」と学年及び年齢・身体の状態に応じた

「段階的な課題」との取り組みも必要である。また自

身の出した音・声に責任を持ち「振り返り学習」をす

ることで、反省や状況の確認・記憶することにも繋が

り、学習成果の向上には欠かすことが出来ない。演奏

を録音することと、演奏中にどうやって声を出したか

照らし合わせることで音程やリズム、言葉やタイミン

グ、感情表現などが自己感覚と実際の演奏とが繋がっ

てくる。

さて、話を拍子に戻すと、音楽に言葉(歌詩)を当て

はめる時や、ピアノレッスンで見受けられる指導で、

新曲学習の初期段階に於いて手を叩くことでタイミン

グを計ること出来る。しかし手拍子は１拍子となり、

単なる刻みになりがちで音楽が流れない場合がある。

歌の場合、母音が拍頭となるよう、子音を少し前に発

する必要がある。ある程度、音程やリズムと言葉が確

認出来たら、拍子を感じる。つまり指揮を振り、その

時に横に拡がる或いは繋がるように拍子を意識すると、

フレーズの繋がりやレガート、「まとまり」として捉え

ることが出来る。また、とくに楽譜に何も記載がない

時には、２小節を１単位として＜＞メッサ・ディ・ヴ

ォーチェを行ってみると、「まとまり」のヒントに繋が

る。それでは次に言葉について考察してみたい。

３-１.言語的表現

歌唱は、旋律を届けるだけでなく、歌詩(詞)により

具体的情報を届ける役目も担っている。それでは母国

表3 音の基本的要素

表４ 拍子と強弱
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語について、情報を届けるプロであるアナウンサーの

発音に着目してみる。日本語のアクセントは高低アク

セントである。2016年に発行された『NHK日本語発音

アクセント新辞典』の編集方針を以下に引用する。(表

５参照)

そして、この方針について、「日本語として『正しい』

『美しい』」「ことばとして『味がある』『風情がある』」

などの観点からではなく、「現代の公共的な場面での情

報伝達の手段として、(蒸留水のように)もっとも無色

透明のもの」として進められるべきであるという意識

のものに立てられたとある。

東京の言葉(東京弁)が標準語であるという自負や認

識者が多い中、東京＝常に正しいわけではないし、そ

もそも正しい発音を完璧に使いこなすことは困難では

ないだろうか。東京一極集中する昨今、地方からの上

京者も混在し、メディアに於いてもしばしば高低アク

セントの崩壊の兆しを感じることも少なくない。これ

は老若問わず以前から起こっていることである。

例えば、山田耕筰作曲の《あかとんぼ》であるが、

「あ╱かと╲んぼ」［本稿では音の上りを╱、音の下が

りを╲で示す］と発音する高低アクセントが一般的に

思うが、曲中の音高は「あ╲かとんぼ」と「あ」の音

が高い。これは山田耕筰(1889-1965)が作曲した当時の

東京地方でのアクセントに基づいていると云われる。

そこでアクセント辞典を基に変遷を確認してみる。(表

６参照)

表６から、現在は「ア╱カト╲ンボ」が主流である

が、この高低アクセントは1951年版以降から見られる

ことがわかる。山田耕筰によって作曲されたのは

1927(昭和２)年で、これより以前であるので、これら

日本放送のアクセント辞典での直接的証明はできない

が、1943年版と1951年版に「ア╲カトンボ」と表記さ

れていることと、1932(昭和７)年発行の『國語發音辭

典』にも「アカトンボ」とあるので、それ以前の高低

も同様に発音されていたと推測される。それでは音楽

的にはどうだろう、歌詩に「アカトンボ」が含まれる

声楽曲は、藤井清水(1899-1944)作曲の《信田の薮》に

見ることが出来る。

譜例１は冒頭歌い出しであるが、「ア╱カトンボ」と

なっている。作曲年は1922(大正11)年であるから、山

田の５年前の発表である。「「今日まで私が日本で知っ

ている最高の作曲家であろう」と、山田耕筰をしてい

わしめた」と、『日本歌曲全集 解説書』に記述がある

ので、当然、あかとんぼの高低アクセントを熟考した

上での作曲に違いない。従って、山田が作曲した頃に

は既に現在主流となっているアクセントと混在してい

たと考えられる。

そもそも日本語のアクセント辞典の誕生は、2016年

版の「まえがき」によると、1925(大正14)年に始ま

ったラジオ放送で使う日本語のアクセントについて

「よりどころ」がほしいという声が高まり、1943(昭和

表５ NHK日本語発音アクセント辞典「編集方針」

表６ アクセントの変遷

譜例１《信田の薮》抜粋
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18)年に最初の放送用アクセント辞典が出され、その後

５回の改訂が行われ現在の６冊目に至るとある。アク

セントの時代的変化と、データの収集により、最善な

「基準」を打ち立て、伝統の継承と時代に合う形への

調整により改訂が行われてきたものであり、「ここに示

したアクセントであれば、ある程度あらたまった場面

で使っても,多くの人に自然に受け入れられる」とい

う記述もあり、公用語としての日本語アクセントとし

ての扱いが窺われる。

３-２.共通語の概念

地方に於いて「共通語」というと、「標準語＝東京弁」

という概念の方々が多い。そこで、『日本語アクセント

辞典』より、金田一春彦「共通語の発音とアクセント」

の記述を基に、引用・要約編集し、「標準語」と「共通

語」についてまとめていきたい。

「標準語」としての日本語のアクセントは、明治の

世に、日本が独立国として外国人に示すため《これが

標準的な日本語だ》というものを作っておく必要性を

感じ、《標準語》の制定が急がれたが、新たに日本語を

作るのも大仕事という事で候補に上がったのが「首都

東京のことば」だった。また、当時の国語学・言語学

の最高権威上田万年(かずとし)氏は、明治29年の「帝

国文学」１に発表した論文「標準語について」の中で

「―前略―東京語とは、教育ある東京人の話すことば

と云ふ義なり。―後略―」と発言し、標準語候補の資

格を占め、明治40年東京で開かれた全国郡視学集会で、

「帝国語の標準は、現在の東京に於て、教育ある社会

に普通に行はれて居ります言葉をいふのでございま

す」と断言した〔石黒魯平氏の『標準語』p.２～３〕

とある。これ以降、東京のことばが日本で一番正しい

ことばだ、という考え方は以後明治・大正の時代を通

じて強かった。

この中で注目すべきは、明治29年の「教育ある東京

人の話すことば」と、明治40年の「教育ある社会に普

通に行はれている言葉」である。それぞれに教育の文

言があり、一般的な言葉遣いとは異なる印象を受ける。

もしかしたら、庶民の間で「あ╱かと╲んぼ」という

アクセントが使われていたかもしれない。では次に教

育ではどうだったのか、本文を引用する。

文部省では、実際に東京のことばのうちの雅純

な部分をえらび、品位に欠けるような要素を除き、

それで一つのことばの体系を作り、これを国語・

日本語あるいは標準語と呼んで、教科書にも使う

という明治以来の行き方を改めなかった。このこ

とばは新聞・雑誌の文章あるいは小説の地の文と

も大体一致することばであったから、明治以後全

国に普及し、少なくとも書きことばとしては動か

しがたい勢力となった。

昭和２年、安藤正次により標準語は「東京のことば」

ではなく、「現実の東京その他をもととして，これに彫

琢を加へて作っていくその理想の言語」という考えが

学界で支持されていが、上記のように既に書き言葉が

全国に普及しており、結果として実現しなかった。

大正末(1925年)にNHKが創設され、その際どのよ

うな日本語で放送を行なうかについて以下の記述があ

る。

―前略―当時社会に広く行なわれていた教科書

にあるような、新聞・雑誌や小説の地の文に書か

れているようなことばを《放送用語》とした。つ

まり東京のことばのうち雅純なものをえらんでこ

れをアナウンサーに使わせ全国にながした。この

ようにして今までは主として書きことばとして普

及していた《現実の標準語》が話しことばとして

広まっていったことは、きわめて自然である。

つまり、公に使用されていた書き言葉であり、雅純

な言葉ということになる。「雅純」とは広辞林による

と、「ことばづかいが正しく、筆づかいが熟しているさ

ま。文章などが上品でおだやかなさま。」とある。

また東京の言葉は、江戸の町を築くにあたり、多く

の地域から集まり、入り混じり・交じり合い・融合し

ている。そういった意味では、共通言語としての基準

を満たしていると云える。しかし、書き言葉として普

及していた現実の標準語は、地方に於いて話し言葉の

抑揚までは共通化できなかった。

そのため、特に関西圏ではしばしば高低アクセント

が反転し、時に情報が聞き取れないことがある。また

その逆もあるようである。それから共通語では無声音

で話すところを有声音で発音する傾向にある。「共通

語」という言い方は浸透しておらず、「標準語」(＝東

京弁)としての認識が高いように思う。「共通語」につ

いて、以下の記述がある。

《共通語》という術語を使えば、それに対する

《方言》はそのような下位の言語という気分は感

じられず、共通語は公の席で使うことば、方言は

私的生活で使うことばという対等の価値をもつ言

語という色合いになる。そういう点から言っても、

《共通語》ということばは望ましいもので、一般

にも受け入れられた。

この中で、「共通語は公、方言は私的」とある。2001・

2014年発行の三省堂『新明解日本語アクセント辞典』

金田一春彦作図「アクセントの分布図」によると京阪

式アクセント・東京式アクセント・一型式アクセント

の３つに大別され、地域によりアクセントが異なるこ

とが示されている。
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それでは地方の教育現場はどうであろう。教育の場

は公であるが、授業はその地域のイントネーションに

より、地元出身でない場合は聞き取りに苦労し、また

聞き取れないことがある。更に声が小さいと全く聞き

取れない。従って地方に於いても、首都圏に於いても、

公の場では「共通語」を意識し、３-１の文末で挙げた

「ある程度あらたまった場面で使っても,多くの人に

自然に受け入れられる」や、先に触れた「雅純」とな

るよう、日常生活から美しい日本語を発音するよう心

掛けることで、「日本の声楽曲」に於いても適切で自然

な歌唱に繋がると考える。つまり、日本語のアクセン

トは音の高低であり、作曲する際にはこの高低アクセ

ントによって音の高低進行がある程度制限されてしま

う。そうしないと、情報としての言葉の役目を果たせ

ないからである。楽曲の多くはこの共通語のアクセン

トに基づいて作曲されている。勿論、例外はあるが本

稿では触れないこととする。それでは言葉の表現であ

る詩作に焦点を当ててみたい。

４.詩の表現

詩人三木露風の童謡「赤蜻蛉」であるが、2005年に

発行された『日本童謡事典』によると、現在のかたち

となるは三木33歳の1921(大正10)年に、童話雑誌「樫

の実」８月号に発表され、初出の詩は山田耕筰により

作曲された歌詩とは第一・二聯の言葉が、違っていた

とある。それでは1980年に家永長治郎氏による奈良教

育大学国文：研究と教育『童謡「赤とんぼ」考』の論

文に挙げられた内容を基に言葉の変遷をみていきた

い。 (表７参照)

今回は横書きで記載したが、本来は縦書きの詩で比

較するのが良いと思うが、楽譜は横書きということも

あり敢えてそうした。家永氏の記載と重なる内容もあ

るが、物理的相違箇所を抜き出してみる。楽譜巻末の

歌詩は参考までに記載してみた。

第一次形態と第二次形態を比較すると、「山の空」と

「あかとんぼ」、「まぼろし」と「いつの日か」の変更

と、第一次形態では「読点」が多く用いられているが、

表７ 「赤蜻蛉」詩の推敲
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第二次形態では第一聯一行目の「夕焼、小焼」以外の

読点はなくなるが各聯末の句点は残されている。５年

後の第三次形態では再び文末に読点を戻し、第二聯「小

籠に、」と第三聯「お里の、」に更に読点を追記してい

る。さて、ここ着目したいのは詩の表現である。心の

想いをどう文字で表すのか。推敲による変更や句読点

の有無、また漢字か平仮名などで詩人の胸中を察する

ことが出来る。詩は文字という視覚的作用と、黙読は

読み手に語りかけ、朗読することで音として他者に語

りかけることも出来る。当然、読むと聞くでは印象は

異なる。詩人は句読点により、読まれ方を示唆してい

るが、過剰な表記は強要ともとれなくはないが、試行

錯誤の上での「こだわり」であり、読み手により解釈

は多様であると考える。またこれ以前に、1927(昭和２)

年９月、初めて『赤とんぼとまってゐるよ竿の先』の

俳句を詠んだとある。このうたは第四聯に登場してい

る。俳句は季語と五七五を主とした定型詩である。表

７第三次形態の右に音節を示した。言葉の基本リズム

は字余りの七五調とも云えるが、この拍を感じること

によってゆったりとしたテンポが流れ、言葉のリズム

が生まれている。

「夕焼、小焼の」(４・４)と、「負われて見たのは」

(８)は、一行の総数は８であるけれども、読点に込め

られた時間的な間［物理的］を意識することにより、

空間の拡がり［イメージ］や情感［想い］などが窺え

る。そして、第三次形態まで比較しても第一聯と第四

聯の一行目はそれぞれ「夕焼、小焼、」と「夕やけ、小

やけの、」というように最初に漢字、最終聯ではひらが

なを用いることで一貫しており、漢字は単語、ひらが

なを用いることで「文」として捉えられ言葉のスピー

ドの変化を感じることが出来る。また、視覚的にも柔

らかく・優しい印象を受ける。

「夕焼け小焼け」の「―小焼け」であるが、広辞林

によると、「夕焼け」に対して語調を整えるために添え

た語で意味はないとあるが、「夕焼けの太陽が更に沈ん

だ状態」と云われることもあり、またそういう発想に

繋がるという意味で、夕焼けの沈む様子に動的経過を

表現する言葉として効果的な役割を果たしていると云

える。それでは次に、作曲家に焦点を当ててみる。

５.音楽表現

山田耕筰の著書を基に、日本語で作曲することにつ

いて考察してみたい。山田耕筰著作全集２未刊随想Ⅱ

「言葉と歌曲」に山田の歌曲についての考えが記され

ているので、箇条書きにまとめてみる。

・各国の歌曲の性格や様式は全く違うが、それは国

民性の相違いがあるが、根本は国語の相違による。

・歌曲とは詩歌でも純粋な音楽そのものでもない。

・詩と音楽が不可離不可分の関係に置かれた芸術的

な融合体を指す。

・単なる音楽的見地から論ずることも無理であり、

詩的観点からのみ吟味するのも誤りである。

・全く新しい「歌曲」という芸術的一形体である。

上記から、詩と音楽は別々の観点ではなく、言葉と

音楽の融合であることが述べられている。そして歌曲

の誕生に至る経緯を次のように云っている。

作曲者が詩に刺激され、その美に眩惑陶酔し、

純真無我の法悦境に浸って、知らぬ間にその詩的

種子を受胎し、やがて詩歌という「一」と、音楽

という各々別個な「一」を合わせた「二」として

でなく完全に新たなる「一」として生み出された

時、そこにはじめて歌曲という芸術の誕生を見る

のである。それゆえ歌曲は音楽の世界における一

分野をなすのだ。

それゆえ歌曲の演奏においては、音楽的表現の

完ぺきは絶対必要であると同様、言語的表現の完

全さも忘れてならないのはいうをまたない。しか

し声楽に対して一部の人は、声の美しささえ聞か

してくれれば発音などはどうでもいいなどという

―後略―

詩と音楽の二つという概念ではなく、詩が作曲家の

中で育ち、一つの芸術となる。従って音楽的表現・言

語的表現のための発声や発音を追究する必要がある。

また山田は、声楽語としての日本語について、「イタリ

ア語のそれよりもむしろ音声学的に見て気品があると

さえいえる」と云っている。そして歌うことと、同じ

ように声を発する朗読について、以下のように述べて

いる。

歌を美しく唱うということは、詩句を明瞭に発

音し、言葉の意味を如実に写し出すことはもちろ

ん、その詩句に示された空気、形象、色彩、陰影、

感情などをりっぱに空間に描き出すことである。

一流人の演奏に感動するのは、ただその人のふし

回しがいいとか、音楽的であるとか、強弱のつけ

方がうまいというだけではない。詩歌の示すもの

をすぐれた俳優が巧みなエロキューションを用い

て詩文を朗読する以上に、美しく唱い語ることに

ある。朗読は、つまり即興技法によるものだ。音

の高低も強弱緩急も俳優の自由選択にゆだねられ

ているが、歌曲の場合は違う。歌曲においてはそ

の表現の大部分は作曲者の指定によらなければな

らない。したがって朗読よりも自由でない。その

自由や即興を拘束するところにむしろ歌曲の価値

があるのだ。
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以上のことから、朗読は即興技法で自由があるが、

歌曲に於いては、作曲者の指定や拘束の下、言葉を明

瞭に発音し意味を伝え、情景や感情などを空間に描き

出す。この描き出すことこそ、「表現」である。

６.感性と表現

表現とは外向きな発信であるが、それ以前に内部に

蓄積される様々な知識や経験などと感受性、そして内

部から外部に溢れ出ようとする「エネルギー」が必要

である。表現することは生きていくうえで必要であり、

幼児期から欠かせない。保育所や幼稚園の表現の項で

は、「感じたことや考えたことを自分なりに表現するこ

とを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性

を豊かにする。」とある。ここでは、『幼稚園教育要領』

(平成29年告示)に焦点を当て、資質・能力の育みにつ

いてもう少しみてみる。表現のねらいでは、「(１)いろ

いろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。

(２)感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽

しむ。(３)生活の中でイメージを豊かにし、様々な表

現を楽しむ。」とあり、取り扱いでは「(１)豊かな感性

は、身近な環境と十分に関わる中で美しいもの、優れ

たもの、心を動かす出来事などに出会い、そこから得

た感動を外の幼児や教師と共有し、様々に表現するこ

となどを通して養われるようにすること。その際、風

の音や雨の音、身近にある草や花の形や色など自然の

中にある音、形、色などに気付くようにすること。」と

ある。内容の項目では、「(１)生活の中で様々な音、

形、色、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりす

るなどして楽しむ。(２)生活の中で美しいものや心を

動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする。(３)様々

な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味

わう。」のように、まずは気づき・感じることと、様々

な方法で伝えるための下準備とも云える経験が必要で

ある。これは出発点であり、この育みは小・中・高等

学校・大学の教育機関を経て、生涯に渡って継続され

たい事項である。また、校種や年齢に応じて、「継続的

な課題」と「段階的な課題」を意識し、基礎基本は継

続的な課題として重要視されたい。段階的な課題は、

課題の難易度や、成長期・安定期・加齢により変化す

る。何か新しいことに触れることで「意欲や探究心」

を刺激し活力となり、演奏会などに出演することで達

成感を味わうことで充実に繋がる。また難解と思える

教材も何度も向き合うことで見えてくる場合がある。

感性は感覚とも云え、よく「センスがある・ない」

で評されるが、センスはある程度、生活の仕方で磨か

れる。微妙な味わいを感じとり、見分ける判断力や豊

かな情操を培うという意識が大切である。

７.歌唱表現のヒント

日本語は口をあまり開けなくてもしゃべることがで

きる。そのため、歌唱指導の際、「口開けて」と声がけ

することが多いが、声を出しながらの開口は難しいの

か、なかなか口は開かない。このように単純なことで

はあるが、それらの積み重ねが声の音づくりや表現の

手助けとなる。以下に歌唱表現に於いて必要な留意事

項を列挙する。

・作者の意図を酌み、楽譜を忠実に再現「再現芸術」

・様々な表現に対応出来るよう声の鍛錬 「声の力」

・共鳴と鼻腔を意識する。倍音や空間 「声の響き」

・身体と連動、腹式呼吸と支え 「楽器づくり」

・言葉の内容に則した発音と発声 「表情・呼吸」

・拍子は指揮を意識した拍節感 「まとまり」

・言葉と音楽の融合 「アクセント」

主体的学び

・楽語に対応できる知識や技術の習得

・適切な音や言葉を発するための工夫(アプローチ)

・理想とする演奏の到達目標を各自設定

対話的学び

・言葉(詩)が、どのような音楽に反映され、それをど

う演奏し聴衆に届けるか、役割や効果を考える。

深い学び

・解釈に基づいた表現の工夫

・表現に必要な声づくり

評価の観点

・楽譜に忠実であるか

・想いや情景、情報伝達としての言葉が聞こえるか

・姿勢や腹式呼吸など楽器としての体づくりが出来て

いて声に反映されているか

・音や言葉に適した呼吸やポジショニングがなされて

いるか

マイナス面

・口呼吸で、表現と関係のない息つぎの音がする

以上、留意事項は上記項目だけではないが、知識や

技術の習得のために、初心者はまず反復練習し、身体

を慣れさせる。そして感覚的にうまくいくようになっ

たら、物理的にどこがどのようになってうまくいって

いるのか確認する。また歌唱時の感情表現のためには、

日常生活に於いて様々な感情が発生した時に、心臓の

鼓動や呼吸、表情や身体の状態を確認しておき、演奏

時に感覚(感情)の再現を行う。経験のない事柄は類似

した他の体験に置き換える「感情の代替措置」をとる

ことにより、リアリティが生じ、言葉に説得力が生ま

れる。また他者の気持ちを理解することは困難である

が、アニメやドラマ、映画などを観ることで様々な感

情をみることが出来る。更に、効果的に演奏するため

には、「定義づけを行うこと」で特徴を捉えることが出

来、表現する上で何が必要であるか、また今向き合う

べき課題は何かが見えてくる。
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８.歌い続けるために

成長期に於いては楽器としての体づくりと声づくり、

歌唱法の習得や演奏解釈と表現など様々な課題がある。

６.感性と表現の中でも述べたが、「継続的な課題」と

「段階的な課題」「向き合うべき課題」、そして人前で

の演奏会に出演することで達成感を得られ、少しの休

息の後、再び舞台に立ちたいという欲求が生まれ、繰

り返してしまう。30～40歳位が精神的にも肉体的にも

充実する時期と感じる。40代半ばには筋力の衰えや硬

化による柔軟性の欠如が感じられ、何らかのトレーニ

ングでそれを補う必要性を感じる。但し、声楽に必要

な筋肉は歌うことによってしかつかないので、加齢に

よる身体維持のための過剰な筋トレは、柔軟な声には

不向きである。また「声が揺れる」ことについて、力

が入りすぎている場合と、力がなくて声帯を支えられ

ない場合とが考えられる。その場合は一度思いっきり

「声を揺らしてみる」という「真逆な発想」も、継続

するうえで効果的である。楽器として全身を使い、息

の流れを感じ、合唱で他者や社会と拘わりを持ち、人

生100年時代を歌い継いで欲しい。

まとめ

言葉に限らず世の多くの物事は変化している。令和

という新しい時代を迎え、守るべき「伝承」や「伝

統」、そして未来への「進化」。詩作や作曲に於いても

試行錯誤の末、推敲され洗練されていく。演奏に於い

ても、楽譜という制限された世界の中で対話し向き合

うことと、本番を繰り返す度に、同じ楽曲であっても

その時々で表情は異なる。また表現の仕方は変化し、

４.詩の表現で考察したように、試行錯誤され、表現

法が行ったり来たりしている。しゃべる延長上に、「う

た」がある。声楽曲は共通語のアクセントに基づいて

作曲されることが多いので、より豊かな表現を体感す

るためには、教育現場での公用語として「共通語」の

アクセントの使用を望むものである。

最近の傾向として、歌唱表現の工夫は感じられ綺麗

な声で歌ってはいるが、心に響かない演奏もある。そ

れは時に、基礎基本である身体の使い方に起因するこ

ともある。歌唱の難しいところは、発声だけでなく発

音しなければならない。５.音楽表現の山田耕筰「言

葉と音楽」にあるように、歌曲は、「詩的種子を受胎

し、やがて詩歌という「一」と、音楽という各々別個

な「一」を合わせた「二」としてでなく完全に新たな

る「一」として生み出された」、つまり、詩と音楽は別々

に捉えるのではなく、一つの芸術作品として向き合い、

楽譜と対峙し、対話することによってより深化した表

現へと繋がる。

何も考えずにただ発しているだけでは、心にまで届

かない。届け、伝えようとする意志と、身体を使って

楽器を鳴らす、ただ鳴らすのではなく、言葉を音楽に

乗せて感情を届ける。音楽の息づかいを感じ、想いや

意図を持って発信することが不可欠である。その表現

の仕方は不動のものではなく、その時々の状況や年齢、

仲間たちなどによって変わることこそ、「生きた音楽」

と云えるのではないだろうか。
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