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教員養成大学音楽科の４年間では，何を，どう学ばせ，その結果どのような技術を持った学生を中学校の教員とし
て送り出せばよいのか，本研究はそういう問いに発している。個別の研究や個々の実践例を除いて，そういう問いを
正面から発した例を，浅学にして私（渡部）は知らない。
知識に加え，即物的な意味での技術（したがって，ここで言う「技術」は，「効率的に授業を進める技術」という

ような意味でのそれでないことは断るまでもないだろう）を必要とする科目の教員養成では，合目的的な指導が何よ
りも重要であろうと思われる。
目的はいかなるものであり，その目的に合致した指導はどうあるべきか，声楽および器楽のそうした指導について，

シューベルト（Franz Peter Schubert１７９７～１８２８）の作品を例に取り，論じる。
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�．はじめに

１
シューベルトはその生涯に，延べにすれば１，０００曲を

超える作品を残した。
シューベルトの全作品（断片その他を含む）について

は，ドイッチュ（Otto Erich Deutsch）による浩瀚な研
究成果（SCHUBERT THEMATIC CATALOGUE OF
ALL HIS WORKS IN CHRONOGICAL ORDER, ED-
WIN F. KALMUSなど）があり，それを元に，改訂版
ともいうべき『主題別作品目録』（Franz Schubert. The-
matisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer
Folge von Otto Erich Deutsch, Bärenreiter,１９７８）が，
新シューベルト全集（Die Neue Schubert-Ausgabe）の
一環として公刊されている。
本研究は，それら膨大なシューベルトの作品のうちか

ら，歌曲と鍵盤楽曲（ピアノ曲）とを取り上げ，中学校
教員養成の実技指導において，どのように活用するか，
という視点に立つものである。
なぜシューベルトなのか。
本論文の執筆者は三名とも，いわゆる「教科専門」の

教員であり，実演者（演奏者）でもある。そして，三名
が三名ともシューベルトを演奏レパートリー（もしくは
研究テーマ）としてはいるが，それは現象面のことであ
り，皮相的な事実にすぎない。
なぜなら，執筆者たちは，実演においてシューベルト

「だけ」を取り上げるわけではなく，Ｊ・Ｓ・バッハを

歌い，『第九』を指導し，ショパンを，またリストを弾
き，プッチーニを指揮し，現代日本のオペラを歌う，そ
れが実際だからである。
それでは，なぜシューベルトなのか。なぜバッハでな

くベートーヴェンでなく，またブラームスでないのか。
あるいはモーツァルトでないのか。
それは，声楽曲（歌曲）とピアノのための音楽を，量

的な意味で（もちろん質的な意味でも）バランス良く作っ
ているのがシューベルトだからである。
バッハの『平均率クラフィーア曲集』が，ピアノ学習

者の必ず通過すべき曲であることに異論はなかろう。
ベートーヴェンによるピアノ・ソナタも同様である。
前者をピアノ学習者にとっての『旧約』の聖書に，後

者を同じく『新約』のそれになぞらえるのは，ヒマな学
者の衒学趣味か，自らは演奏できない評論家の修辞上の
満足にすぎないとしても，ピアノを学ぼうとするほどの
者にとって必須の学習曲である事実に変更はあるまい。
一方，バッハによる声楽独唱曲はといえば，そのほと

んどはミサや受難曲やオラトリオ，あるいはカンタータ
に含まれるアリアのごときものになる。極論を畏れずに
言えば，今日の教科書に掲載される「歌」と比べ，その
相貌をかなり異にしている。ベートーヴェンは歌曲
（シューベルトが書いたような）を作曲したが，シュー
ベルトに比して，その数はきわめて少ない。
歌曲とピアノ曲を，ある程度バランス良く残したとい

う意味でなら，前出のブラームスに加えてシューマンを
挙げることもできよう。しかし，シューベルトを言わば
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「差し置いて」，この二人の作品を用いた考察から開始
することが妥当とは考えにくい。
シューマンを歌う能力，ブラームスを歌う能力には，

畢竟するにシューベルトが歌える能力が不可欠であり，
前提条件を欠いた先走りは，効果的でも効率的でもない
だろう。シューマンを弾く能力，ブラームスを弾く能力
と置き換えても同様である。
モーツァルトは，ソナタから変奏曲・小品に至る相当

数の鍵盤楽曲を書く一方，ベートーヴェン同様，限られ
た数の歌曲を残した。彼の独唱曲は，その大多数がオペ
ラに分布しており，音高も高く（あるいは低く），曲に
よっては高度の声楽的技巧を要求される。そうしたアリ
アを自在に歌いこなせる人材，ひいては，それらをオペ
ラの舞台上で実際に歌いたいと欲するような人材の育成
を，本論文は主眼に置いていない。
例に挙げた作曲家がドイツ，オーストリアといったド

イツ語圏に偏っているというなら，ヴェルディ（イタリ
ア）ではどうか。ドビュッシー（フランス）ではどうか。
いずれの例を引いてみたところで，およそ金太郎飴を

切るような作業に似てこよう。それゆえ，これ以上贅す
るに及ばないのである。

２
中学校音楽科が扱うシューベルトの作品としては，

「魔王」（Erlkönig D.３２８）が鑑賞の教材として教科書
に採り上げられている。現行の教科書では，「魔王」は
どのように扱われているだろうか。教育芸術社の教科書
によって見てみる。
『中学生の音楽１』では，関連の項目までの扱いを含
め，「魔王」は４頁というスペースを割いて掲載されて
おり，最初の見開き２頁が「魔王」の楽譜（４４・４５頁），
次の頁（４６頁）には「作曲者と楽曲について」・「作詞者
について」として，シューベルトとゲーテの略歴と肖像，
それにいわゆる「シューベルティアーデ」を描いた絵画
が掲載されている。最終の頁（４７頁）は「シューベルト
の歌曲を歌ってみよう！」と題され，「野ばら」（Heiden-
röslein D.２５７）の歌唱部の楽譜と「原語歌詞の意味」
によっている。
「ます」（Die Forelle D.５５０）でも「菩提樹」（Der Lin-
denbaum D.９１１―５）でもなく「野ばら」になっている
のは，「魔王」と同じゲーテの作詞による歌曲が選ばれ
ているということだろう。
言うまでもないことだが，教科書においてシューベル

ト，あるいはシューベルトの作品が複数頁にわたって扱
われている，という点が本研究の根拠になるわけではな
い。
「魔王」に先行する４頁には，ヴィヴァルディの「春」
（と『四季』に含まれる複数の楽章）が採り上げられて
いる。鑑賞曲として「何を」採用するかは役所の意向だ
ろうし，「どのように」扱うかは，著者の裁量や編集者
の作業によるものにすぎないだろう。
本研究の主旨は，仮に「魔王」の頁がなかった場合，

シューベルトとヴィヴァルディを「差し替えて」成り立
つものでもなく，「魔王」の有無とは全く別に，シュー
ベルトの作品を元に実技指導のあり方を模索するという

考え方に，我々はやはりたどり着いたことだろう。
鑑賞教材としての「魔王」に関しては，個人的には考

えるところがあり，毎年の「教材研究」の授業時に時間
を割いて述べているが，本論文が目指すものは鑑賞教材
についての考察ではないから，その点には触れない。
また，いかにして「魔王」を歌えるようにするか，ま

た難曲をもって知られる伴奏部を弾けるようにするか，
という点に関心を置くものでもさらさらない。

３
平成２０年の夏，福島県は教員採用試験（中学校・音楽）

の弾き歌いの試験として３曲の課題を出題した。そのう
ちの１曲は，シューベルトの「アヴェ・マリア」（エレ
ン 第３の歌 Ellen dritter Gesang D.８３９）であった。
一般的に，「荒城の月」とか「赤とんぼ」・「夏の思い

出」・「早春賦」のような曲が提示されることの多い中（例
えば，埼玉・石川・鳥取・香川・熊本の各県など）に
あって，福島県の出題はやや異例（教育芸術社の教科書
『高校生の音楽�』にはこの「アヴェ・マリア」が採ら
れている）の部類に入ろうし，同県では昨年もシューベ
ルトが出題されていたように記憶する。
その意味では，中学校の教員「として」シューベルト

の作品を学ぶ必要があるかどうか，という以前に，まず
は中学校の教員「となる」ために，シューベルトの作品
を歌うこと（同時に弾くこと）が求められているわけで
ある。
実際の採用試験において「アヴェ・マリア」が出題（指

定）されたかどうかはさておき，本項冒頭の弾き歌いに
下線を施したように，伴奏を弾きつつ歌うという能力を
見るための曲として，「アヴェ・マリア」はなかなか凝っ
た選曲だと，個人的には思われる。このことについては，
次の機会（ないし別の機会）に触れることもあろうから，
ここでは詳述しない。
肝心なのは，教員として求められる能力は，良い声で

朗々と歌うこと「だけ」に還元されるわけでもなく，同
時にまた巧みにピアノを弾きこなすこと「だけ」に集約
されるのでもない，という点である。
石川県の募集要項が明言しているように，弾き歌いの

「歌い」に期待されているのは「（範唱として）」という
ことであり，それと明記されないまでも，生徒（児童）
に歌って聞かせる能力が求められ，試されているのは自
明のことであろう。
弾き歌いの「弾き」に関しては，もっと直接的に「伴

奏が弾ける能力」であろうし，要項にことさら注釈や断
り書きを加えるまでもない。
この弾き歌いに集約される二つの能力こそが，音楽科

の授業において根幹をなす「技術」であると言って過言
ではなかろう。むろん，音楽科の活動そのものには，前
出の「鑑賞」があり，「創作」などの指導がある。しか
しながら，中核となるのは「合唱」のように声を出して
歌うことであり，かつ斉唱ないし合唱の伴奏を弾くこと
に集約されるだろう。
シューベルトの残した作品は，この点において格好の

「教材」であると思われる。
特に，独唱のための歌曲は，最初から声とピアノのた
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めに発想され，ピアノという楽器で伴奏することを前提
につくられている。この点が，管弦楽の伴奏による独唱
曲（バッハの受難曲の独唱部分，モーツァルトの，ある
いはヴェルディのオペラ・アリアなど）とは根本的に異
なる点である。
オペラのオーケストラ・スコア（総譜）に対するヴォー

カル・スコアは，管弦楽部分をピアノで演奏できるよう
編曲されたものだが，いかに巧みに編曲されようと，
オーケストラのすべての楽器の音符を写し取ることなど
できぬ相談だし，そもそも原曲がピアノで演奏すること
を前提としていないのだから，基本的なピアノ伴奏のか
たち（「伴奏音型」）を学ばせるための「教材」としては，
あまり適当ではないだろう。
改めて断わるまでもなく，シューベルトを学べば中学

校教員の資質として過不足がない，などと言っているわ
けではない。
中学校の教員として，身につけておくべき声楽的また

器楽的力量とはいかなるものか，この一点の問いを，
シューベルトの作品によって敷衍してみたものである。
教員の資質という，扱い方次第ではきわめて抽象的なも
のとなる概念について，シューベルトの作品という具体
的な形での検証を試みたものが本論文であるとご理解い
ただきたい。
なお，構成と字句の修正・統一，冒頭および「�．は

じめに」の部分を渡部が，�．声楽曲に関する考察を久
住が，�．器楽曲に関する考察を揚原が担当した。
話題とスタイルという意味では，それぞれの部分を，

それぞれの考え方・書き方・まとめ方で書いて，各項
（�・�・�それぞれ）の記述の形式を統一するなどの
作業は敢えて行わなかった。
したがってまた，「技術」に関する線的な発展（Ａを

やることでＢの力がつきＣとなる）は当初から念頭に置
いていない。具体的には，歌唱の基本は一にも二にも
「呼吸」であろうが，「呼吸」について論じ尽くしたの
ち，「発声」・「発音」・「表現」に及ぶというような論述
は考えなかった。
仮にそうした組み替えの作業を行うとするなら，それ

はすべての議論を出し尽くしたと思われる将来において
のことになるだろう。

�．シューベルトの歌曲『野ばら』Heidenröslein
D.２５７（Op―３―３）演奏の実際と歌唱指導上の留意
点

１．作品について
ゲーテ（J.W.v. Goethe １７４９―１８３２）の詩によるこの良

く知られ歌曲は，１８１５年８月１９日作曲という記録が残っ
ているように，シューベルトの創作期の比較的初期に作
曲された作品である。３節から成る歌詞を全て同じ旋律
で歌う所謂「有節歌曲」の典型的な作品で，教科書にも
掲載されているような一般的な形のほかに，数小節の前
奏が書き加えられたものなど，複数の稿が存在する。
「有節歌曲」と呼ばれる形式は，民謡を含むあらゆる
ジャンルの声楽曲に最も多く見られるものであり，現在
教科書や副教材などで扱われる曲の多くが，この形式な

いしはこの形式を母体に発達した変化形によっている。
この「野ばら」（譜例Ａ）のような有節歌曲の原型に

触れ，単純ながら多様なその表現様式についての知識を
深めることは，単に外国歌曲を習得することにとどまら
ず，中学校音楽科教員として歌唱指導上の重要な諸問題
を学ぶために必要不可欠である。

２．演奏の実際
� 発音について
ドイツ語の発音についてはいくつかのポイントがある

が，以下の３点が最も重要であろう。
� 開口母音と閉口母音の発音が完全に差別化されるよ
う意識して発音する
ａ．「開口母音（ア・オ・エ等）」は唇を緊張させるこ

となく口をしっかり縦に開け，明るい音色を出すことを
心がける。少なくともア，オ，エの開口母音に関しては，
口の形に関係なくすべて同じ開き方で発声されるべきで，
開口の際には口を横方向に開ける動作を伴ってはならな
い（開口母音を含む単語の例：Knabe，Heiden，Mor-
gen，doch，Frueden，denkstなど）。
これはドイツ語のみならず本来日本語にも言えること

で，音色的な明るさを絶対条件とするドイツ語の開口母
音の発音習得を通じて，ともすれば音色的に暗くなりが
ちな日本語の音色を修正し，合唱活動などにおいてハー
モニーをつくりやすい環境を整えるためにも必要である。
日本語の場合，明瞭に発音をしようとすると，アとイ

とエの母音は口が横に開いてしまい非常に平板な響きに
陥りやすく，オの開口母音は口がすぼみすぎて音色が暗
くなる傾向が強い。日常生活では支障のない日本語も，
舞台語としては，他言語の習得と同じく訓練を経ること
なくしては身につかない。中学校音楽科教員として，こ
の「野ばら」を始めとするドイツ歌曲習得が必要な理由
のひとつは，ドイツ語を通じて「歌うための日本語」を
もう一度見直すところにある。
ｂ．「閉口母音（オ・ウ等）」は口をすぼめ，唇を尖ら

せ緊張感を持たせつつ発音する。その際，下腹部の支え
を使い口腔内を十分縦に開くことが重要となる。なお日
本語の日常会話ではこのような閉口母音を意識して用い
ることが少ないため，口をすぼめてなおかつ口腔内を開
くというこの種の母音の正確な発音が，日本人には困難
である（閉口母音を含む単語の例：Röslein，so jung，
rot，schön，und，など）。
閉口母音の習得は日本語の発音には直接的な関係は少

ないが，口腔内を完全に開くことが出来なければ正確な
発音が出来ないため，結果的に発声の問題点（口腔内が
狭く詰まった声）を矯正する有効な手段の一つになろう。
� 長母音と短母音をはっきり認識し，可能な限り発音
に反映させる
同じ種類の母音であっても，単語の中でおかれた位置

により発音の時間に長短が生ずる。それに加えて，歌唱
の場合は音価やテンポにより同じ長・短の母音でも長さ
が変わってくる場合が多い。しかし音楽的な影響を受け
たとしても，単語そのものの持つニュアンスには本来の
母音の長短が色濃く反映されており，長短の差は厳密に
認識され歌唱に反映されるべきである。以下に「野ばら」
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譜例A
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の中で誤りやすい例を挙げる。
ａ．Sah，Knab，sprach，などいずれも長母音であ

るが，場合によっては短母音と誤られやすい。
ｂ．schnell，steche，und，などいずれも短母音であ

るが，場合によっては長母音と誤られやすい。
� 置かれている場所による子音の発音の違いに留意す
る
ドイツ語の子音の発音は，本来母音と同様長さも十分

取りシャープに発音されなければならないが，単語の中
で置かれている場所により扱いが微妙に異なってくる。
歌唱の場合においては，旋律の強弱や表情により，表出
の仕方が変化すべきである。
ここでは「野ばら」の歌詞に従って，いくつかの留意

点を挙げていく。
�―１ 語頭及び語中の子音
母音を発音する前に完全に独立して発音することが望

ましい。母音の発音とほぼ同時に発音されてしまう場合
が非常に多いが，そうなると特に子音がニュアンスとし
ての役割を果たすことはなくなるであろう。
大まかに下記のようなタイプに分けることが出来る。
ａ．Sah，Knab，stehn，schnell，denkst，のように

唇を閉じずシャープに発音するタイプ。
ｂ．breche，Freuden，mich，war，vielen，wills，

のように唇を触れ合わせて発音するタイプ。
ｃ．Röslein，rot，lief，leiden，舌を使って（巻き舌

など），響きを伴わせながら発音するタイプ。
例外的にHeidenなどhが語頭に来る場合は子音をこと

さらに発音しない
w及びvの発音については，英語の発音時のように唇

を噛むことはない。上下の唇を完全に閉じることなく振
動させて発音する。
子音の発音については，基本的に日本語もドイツ語も

変わりはない。日本語の会話においては，ドイツ語ほど
子音の重要性は高くないが，歌唱の場合には，特に明確
な言葉の発音のため非常に重要である。中学校音楽科教
員は，このようなドイツ語の歌曲習得などを手がかりと
して，母音と子音を時間差で発音できるようになり，生
徒にも指導できることが好ましい。
�―２ 語尾の子音
基本的には語頭の場合と同様に発音するが，いずれの

場合も，その音量は音楽のデュナミークにほぼ比例する。
音楽がppの部分では基本的に子音もppであろう。
語頭の例に倣って発音のタイプ別に大別して見ると下

記のようになる。
ａ．mit，rot，ich，da�，denkst，nichtのように唇

を閉じず，シャープに発音するタイプ。
ｂ．Knab，auf，lief，Half，のように唇を触れ合わせ

て，発音するタイプ。
ｃ．der，er，schnell，のように舌を使って，響きを

伴わせながら発音するタイプ。
ｄ．sprach，brach，dochのように口腔を完全に開いて
のどの奥から発音するタイプ。
ｅ．Röslein，stehn，leidenやihmのようにハミング

の要領で発音するタイプ。語尾が，nの場合は口を開い
たまま発音し，mの場合は唇を閉じた状態で発音する。

上記のタイプの中で，語尾がrの発音については諸説
あるが，現在ではテンポの速い場合または音価の短い部
分は巻き舌を使わず，rの部分を「ア」に母音化して発
音し，テンポの遅い場合，または音価の長い部分では巻
き舌を語頭などに比して控えめに使って発音するという
方法が主流になりつつある。会話の習慣を取り入れてい
るわけであるが，作品によってはそぐわない場合もある
ので，内容・表現によって個別に対応すべきであろう。
ドイツ語の発音指導に当たって，日本語のみによる発

音表記は不可能であり，辞書の発音記号も不備が多いた
め，効率的な指導のためには，日本語の発音特性を十分
理解した指導者の正確なドイツ語発音と，それを補う日
本語とアルファベットを併用した発音表が必要であろう。
筆者は，実際に合唱指導で前述のような形のドイツ語

発音指導を行い，かなりの成果をあげた。指導の際の発
音は，ネイティブに近い発音というより，意味の切れ目
や，何より言葉や旋律のアーティキュレイションがはっ
きり分かるようなものを目指した。
ドイツ人による発音指導も得難いものであると思うが，

日本語とドイツ語では言語的にあまりにもかけ離れてい
るため，日本語の発音特性を知りえた上で行わなければ，
その良さも十分発揮されないであろう。
特に学校現場での指導にドイツ語作品を取り入れたり，

そのエッセンスを日本語の教材の演奏に積極的に取り入
れたりする場合，双方の言語的な隔たりをポジティブな
方向で利用するためにも，音楽科教員の言語に対する本
質的な理解が必要である。

� 歌唱に際しての留意点
この曲の演奏に関しては，名曲であるがゆえに従来よ

り数多くのことが言われてきたが，ここでは中学校音楽
科教員として学校現場で歌唱指導を行う上において必要
不可欠な基本的課題を習得する，という視点から「野ば
ら」の演奏を考えて行きたい。
� 拍節感，レガート及び支えの関係について
拍節感を持つ音楽の演奏には，当然のことながらそれ

を認識し，そのリズムの流れに沿って演奏することが，
無理なくその曲を表現する重要なポイントとなる。
声楽の場合は，その拍節感を息の流し方の変化によっ

て表出することにより，テキストの持つ抑揚がいっそう
強調され，その表情が浮き彫りにされる。言葉の明確さ
も，その「拍節感に沿った息の流し方」に依存している
部分が大きく，拍節感を度外視し，単に単語そのものを
明確に発音するだけでは，単語の持つアクセントが不明
になるばかりか，テキスト中での単語同士の力関係が不
明瞭になり，作曲意図すら分からなくなってしまう場合
が多い。
シューベルトに限らず，ひとつの旋律に数節の歌詞が

つく「有節歌曲」と呼ばれる形式の声楽曲の演奏には，
形式の単純さゆえに，言葉の問題以外でもこの「拍節感」
が大きな影響力を持ってくる。
単語の持つ抑揚が乏しい日本語をテキストとした作品

を手がける前に，抑揚のはっきりしたドイツ語をテキス
トとし，演奏に際しより拍節構造の明確さを必要とする
この「野ばら」のような古典派的作品を注意深く学んで

音楽科でシューベルトを学ばせる意義
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ゆくことは，単に声楽作品のみならず多くの音楽作品の
演奏における基本的かつ重要な音楽構造のひとつを，声
を通じて自らの体で理解する貴重な体験となることであ
ろう。
Lieblich�＝６９の速さで，という表示のように，

シューベルトが意図していた，ある種の軽やかさを体現
するのがLieblichであり，「２／４」という拍子設定であ
る。�＝６９という速度設定だけでは「４／４」のように
聞こえてしまう危険からは逃れ切れてはいない。
そこで考えられるのが，前出の「拍節感に沿った息の

流し方」である。二拍子の基本的拍節感は，一拍目には
アクセントがあり二拍目にはアクセントが無いというも
ので，「野ばら」も全曲にわたり，この拍節感により統
一が図られると同時に，それによって見事な緊張感をも
生み出している。
したがってこの拍節感を生かすべく息の流れをコント

ロールしていく。
第１節冒頭部分（１～４小節）を例にとると

Sah ein Knab ein｜Röslein stehn
Röslein auf der｜Hei-den
下線部分がアクセントのある部分で，ここでは息を後

続の部分より格段に多く流して歌い，その他（アクセン
トが無い又は弱い部分）はその残りの息で下線部分の陰
になるかのように歌うようにする。ただし，陰になる部
分で支えがなくなってしまわないことが非常に重要で，
一拍目（アクセント部分）で強く息を流したときに作り
出される腹部の支え（腹部の緊張または腹部の張り）を
そのまま持続して二拍目（非アクセント部分）を歌わな
ければ，拍節感がもたらす緊張感は作り出せない。
多くの場合，この二拍目での支えの持続がコントロー

ルできないため，一拍目のみが不自然に突出してしまう。
あるいはまた，二拍目にもう一度アクセントが来てしま
い，小節がさらに半分に分割されるような印象を与える
場合も多い。
指導者がアクセントに対する注意喚起を行わない場合

は，音の進行に抑揚がまるで無く，お経のような音響に
陥ることであろう。
いずれにせよ，こうした失敗例が作り出すものは，ノ

ンレガートである。前述のような息の流れのめりはりは，
一見音響上の滑らかさ（レガート）を失わせるかのよう
に思えるが，そこに不変の強固な支えが存在すれば，結
果はまったく違ったものになるであろう。
多くの場合，ブレスの位置は２小節目終了時と思われ

るが，そこまで冒頭部分で作った支えを持続させること
により，２小節を一つの支えで歌うことになる。その様
に支えることにより，声の響きも一定のポジションで響
き続け，旋律は途切れることなく持続する。
もちろん，このこと以外にも，「母音の統一」等，レ

ガートで歌うために必要な点はいくつもあるが，この拍
節感と支えの関係を抜きにしては，他の要素を語ること
は出来ない。
独唱，合唱などの演奏形態の違いにかかわらず，これ

は当然のことながら歌うためには必要不可欠な要素のひ
とつであり，確実に体感され実施されなければならない。
学校現場での歌唱指導においても，「能動的に体を

使った歌唱」を教員が意識して実施する必要があろう。
よく言われる歌うときの姿勢の問題も，歌うために体を
使おうとすれば自然に解消されることであろうし，拍節
感の意識的な表出がそれに伴えば，歌詞の意味に基づく
表現の前に，旋律自体が本来持っている表情が自然と理
解され，抑揚の希薄な日本語の歌詞を持つ曲をどう表現
するかという点においても，自ずと解決策を示すことに
なろう。
� 演奏の困難な箇所について
実際に演奏する場合，最も難しいのは以下の２箇所で

あろう。
ａ．４小節目，３節共通で「Heiden」の音程跳躍。
ｂ．１２小節目，３節共通で「rot」の閉口母音での発
音及び高音でのpp。

ａ．は４度の跳躍であるが，跳躍した先が曲中の最高
音であるため，音量的に大きくなりやすい。しかしこの
高いＧの音はHeidenの「den」で，単語の語尾にあたり，
発音上のアクセントはかからず，「２／４」拍子の２拍目
なので音楽上のアクセントも希薄である。よって，ここ
では�―�で述べたように，跳躍した高音はアクセント
がかかる一拍目の陰になるよう歌われなければならない。
そのためには声のポジション保持のためにしっかりとし
た支えの持続が不可欠で，それを基礎に息の流し方を調
節していく「能動的に体を使った歌唱」を意識しやすい
箇所でもある。
ｂ．は，ａ．に加えて閉口母音発音時の口腔内の開き

を２―�―�―ｂのように意識しながら，弱音での高音表
現を実感する箇所である。ppでありながら曲中のクラ
イマックスであるというシューベルト特有の表現意識を
十分理解して注意深く歌われなければならない。
これらは，中学校音楽科教員として歌唱を指導する上

で技術的に習得しなければならない箇所であり，シュー
ベルトの「野ばら」はこのような具体的諸問題の解決に
格好の素材を提供していると言えよう。
詩の内容から見た表現方法については次の機会に譲る

こととしたい。

�．ピアノ実技におけるシューベルトの扱い

中学校音楽科の教員として必要な能力のなかに，ピア
ノ伴奏がある。
昨今は指導書に伴奏だけのCDも付属しており，そう

した文明の利器を利用すれば，伴奏ができなくてもいい，
という考えの教員も多いと聞く。
実際の現場においても，教員は自身ではピアノを弾か

ず，CDなどの伴奏を流して生徒に歌わせている場合も
少なくないという。仮に，そうした録音物の使用が，便
利であるから，そのほうが楽だから，ピアノ単体で演奏
するより音が豪華で楽しめるだろうから，という理由に
よるものだとしたら，それは音楽演奏というものについ
ての認識が大きく歪んでいるといえよう。
音楽演奏とは，そこに演奏者が実在することで成り立

つものである。生きている人間の心の営みから発するも
のである。それが言葉ではないコミュニケーションとな
り，感じ合い，共感につながっていく。個々の違いを知
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譜例B

るとともに，他者から働きかけられ，あるいは他者に働
きかけて，変化する自己のなかに生まれる感情や感動を，
自分自身で体感していくのだ。
その意味でも，教員側がその身をもって音を発するこ

とがいかに大事かは言うまでもない。機械や記録媒体に
は，生あるものが瞬間に生み出す音を捉え，発する機能
がないばかりか，生身の生徒のなかに生まれたものを瞬
時に受け取る力もない。
ピアノが得手でない教員は「声」で働きかけ，ピアノ

が得意であればピアノという楽器の「音」で生徒に働き
かける。それは単なる「音響」ではなく，教員の心に触
れたものが音となって出るのであって，興味と情熱を生
徒に伝えようという熱意を伴っていなければならない。
しかし，言うまでもなく，ただ熱意を持っていればい

いというものではない。そこには伝えるための技術が必
要不可欠になってくる。技術があれば苦手意識を抱くこ
とも少なくなり，音楽のもたらす，より大切なものを伝
えることができるだろう。
中学校で扱う教材や，入学式，卒業式などで演奏され

る楽曲は，日本の民謡などを除いてほとんどが西洋音楽
の機能和声を中心とした和声で成り立っている。例えば
「赤とんぼ」，「椰子の実」，「ふるさと」，「大地讃頌」，
「浜辺の歌」，「早春賦」…などがそうである。すぐれた
歌はそのメロディーだけで十分に音楽の持つ力を備えて
いるが，伴奏は歌を支え，厚みと色彩のあるハーモニー
を加える。メロディーを十分に奏でられ，且つ和声の知
識と感覚的な理解を持つことは不可欠である。
以上のことから，中学校教員に必要な能力を挙げる。

・和声感を持って演奏できること
・はっきりとメロディーの力，特徴を表現できること
・身体の感覚に裏打ちされた拍子感，リズム感を持って
演奏できること
上記のための技術的な要素を含む能力として，以下の

ことが必要になる。
・和音をしっかりと把握し，音をきちんと鳴らすことが
できること

・テンポを一定に保てること
・分散和音などをリズム通りに弾けること
・自分の表現したいことを実現できるように，身体をコ
ントロールできること

これらが実現され，実際に教員の心に触れたところか
ら奏でられ，深い心の感動と結びついて発せられたとき
に，音楽教員としての大きな役割のひとつが果たせると
いえるのではないだろうか。
さて，シューベルトは非常に多くの歌曲を遺しており，

ピアノ作品にも歌曲を彷彿とさせる作品が数多くある。
シューベルトの音楽は「歌」を内在しているといっても
いいだろう。旋律とその伴奏という形をとっているもの
などは，それをひとりで弾くことによって，旋律と伴奏
の両方について深く学ぶことができる。
もちろん，シューベルト以外の作曲家についても同様

のものは数多くあるが，例えばロマン派も時代が進むと，
和声や様式や，それに伴う技術はより多様で複雑になる。
シューベルトは，古典的なものからロマンティックなも
のまで，多様な旋律の力を持ちつつ，一方で，伝統的な
和声，様式を残している作曲家なのである。シューベル
トのメロディーの持つ力，そして簡潔ともいえる伴奏は，
教員を目指す学生が学ぶべき最適の教材である。
本項では，シューベルトの和声感や伴奏形に焦点をあ

て，中学校教員としてピアノ伴奏をする際に必要となる
能力・技術について述べる。
シューベルトのピアノ作品は，ピアノ・ソナタや舞曲，

即興曲など数多くある。
中には，長大な演奏時間を要するものも多くあり，学

生が実際に課題として取り組めるものには限りがある。
シューベルトの重要な作品である『即興曲』（Impromp-
tus）や『楽興の時』（Moments Musicaux）などの小品
が適当な課題であるが，ときにはソナタの一つの楽章を
取り上げてもよいだろう。
『即興曲』D.８９９（Op.９０）第２番は，学習者が学ぶ
頻度の高い作品であり，非常によく知られた曲である。
ピアノを習っていれば，一度は耳にしたことがあるだろ
うし，流れるようなメロディーの優雅な音楽と，対照的
に激しく力強い音楽が交互に現れ，和声の進行が魅力的
なこの曲には興味を持って取り組めるだろう。本項では
この作品を取り上げて，話を進めることにする。
この曲は複合三部形式で書かれている。その第１部の

右手は，なめらかに奏する三連符が続く。ほとんどが隣
り合った指を順番に動かしていく音階の形をとっている
ことが多く，二本の指の動作の反復，ときにはアルペジ

音楽科でシューベルトを学ばせる意義
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オの動きもあるため，多様で細かな指の動きが必要とな
る（譜例Ｂ）。そのためには，それぞれの指が独立して
いなければならない。同時に，なめらかに演奏するため，
指の動きに連動できる柔軟な手首と，音をよく吟味しな
がら奏するための「聴く」能力が必要であろう。
指は白鍵と黒鍵を行き来し，親指の上を２，３，４の

各指が交差する。親指が柔軟で，且つコントロールでき
なければ，親指だけが大きな音になり，音楽と関係のな
いアクセントがついたメロディーになってしまう恐れが
ある。ピアノ演奏に大変重要な親指の独立が身に付く部
分である。
また，指の独立ばかりでなく，前述のように，細かな

動きに対応していく指や手首の柔軟性と，「聴く」能力
をつけることが重要である。「聴く」とは，ただ耳に入っ
てくることを指すのではない。自分が奏でている音を意
識的に「聴く」ということだ。指を速く動かすことが目
的ではなく，いかにメロディーを美しく歌うように奏す
るか，十分に音と音の間を感じられるようにしなければ
ならない。
ゆっくりとしたメロディーではなく，敢えてこのよう

に速いパッセージで勉強することにより，並んでいる音
を，ただ弾くということだけでは旋律のもつ美しさを表
現できないこと，また，速いからこそ，逆にスローモー
ションのようにゆっくりとした練習で，弾くべき音に
とって指が最適なポジションを得るため，手首や腕の柔
軟性を獲得させ，音と音の間を「聴く」ことの大切さを
学ばせたい。
このことはあらゆる楽曲に必要な技術であり，歌のメ

ロディーを弾いて聴かせるとき，あるいは，レガートに
弾くことは難しい「椰子の実」の間奏の三度の動きを，
なめらかに感じて奏することなどにもつながっていく。
ところで，この『即興曲』第２番は３拍子で書かれて

いる。音楽にとって拍子感は重要な要素であり，身体の
感覚と深く結びついている。
教材にも３拍子の曲は少なくない。「赤とんぼ」「ふる

さと」「浜千鳥」など。６／８拍子は大きくとれば２拍子
だが，３拍子が二つ組み合わさったものであり，これも
３拍子を感じることが必要になる。「浜辺の歌」「早春賦」
などがそれにあたる。
人間は二本足で歩くがゆえに，２拍子がリズムの基本

になるといえる。これが行進（マーチ）のリズムである。
それだけでは単調であることから，４拍子が生まれたと
推測できる。では３拍子とはどういうものだろうか。
日本人は３拍子を感じるのが苦手といわれる。日本古

来の音楽に３拍子はほとんどない。
ひとつの理由として，民族によって異なる生活習慣か

ら生まれる，歩き方の違いが挙げられるのではないか。
竹内敏晴氏は，その著書『思想する「からだ」』（晶文社）
のなかで，インド人の姿を例に，次のように述べている。

この人々の歩き方は，私たち日本人の歩き方と基
本的に違う。ヨーロッパやアフリカの人々の歩き方
と共通の，いわば狩猟民族の歩き方だろうと私は見
ていた。単純化して言えば，かれらの生活にとって
の第一の重大事は，けものを追って走ることである。

「歩く」とは，基本的にはゆっくり走ることに他な
らないのだ。それにひきかえ，私たち日本人の生活
は，水田の泥に踏み込み，また荷を負って大地に水
平に運びゆくことが基本である，と言うことになる
だろう。ここでは走るとは，早く歩くことに過ぎな
い。走ること――一本の足で踏み切り，二本の足が
同時に空中に浮く動作が連続すること――は，日本
の武術にはないのである。（４５～４６頁）

飛び上がる感覚，宙に舞う感覚が日本人には感じにく
いものなのだろう。ここに，３拍子をどう感じるべきか
ということへのヒントがあると考える。
実際に３拍子で踊る社交ダンスのワルツを例にとれば，

２拍目で大きく踏み込み３拍目はステップを踏まずに足
をそろえたり上方に伸び上がったりする。そこには人間
の体重を感じさせない，まるで重力から解放されたかの
ような印象さえ受ける。
現代の学生たちは，器用に３拍子を打つことはできる

だろうが，果たしてそれが先に述べたような空中へと舞
う，飛び上がる身体の動きの感覚を伴った拍子感から生
まれるものであるかどうか，それともただ数をカウント
しているだけなのか，ここが重要な分かれ道である。す
べての拍子やリズムは，身体の感覚を抜きにしては生ま
れないからである。それが音楽だからである。
本項で取り上げている『即興曲』では，左手はほとん

ど同じリズムを刻んでおり，３拍子の３拍目が奏されな
いという特徴がある。二声で書かれている部分の５小節
目まではバスの１拍目とその上の声部の２拍目にアクセ
ントが付き，そうでない部分の６小節目から８小節目ま
では２拍目にアクセントが付く。いずれにしても３拍目
は打たれず，ここで空間に飛んでいるのである。だから
２拍目は飛び上がる踏み切りの拍になるのだ。それがア
クセントになる。
そして，３拍目は空間から地に向かう。これが小節線

を越えて，次の１拍目に流れる動きになり，小節で区切
られたひとまとまりは次から次へとつながっていく。こ
のことが波のような揺れを生み，この曲にふさわしい表
現となる。
以上のように，拍子感を身体の感覚と結びつけ，３拍

子だけでなく，２拍子，４拍子なども生き生きと感じら
れるようになることは，音楽の持つ力を表現することに
非常に有効なのである。
この曲は，左手が簡易なので練習に取り組みやすく，

弾くことにさほど懸命にならずにテンポ感や拍子感を身
につけさせるのによい教材であろう。
和声感についていえば，バスだけでもその移り変わり

がよくわかる。
バスの上に予想される和声を理解し，その移り変わり

を感じることにより，教員として歌の伴奏をするときに，
たとえ右手がおぼつかないことがあっても，バスの動き
で和声を感じさせる演奏ができる。
それでは和声を感じるということはどういうことだろ

うか。ここでは感覚とその表現について述べたい。
和音の機能を表すＴ（トニック），Ｄ（ドミナント），

Ｓ（サブドミナント）は早ければ高等学校，あるいは大
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譜例C 半音 

譜例D

１オクターブ 

学での授業で習うだろう。このＴ，Ｄ，Ｓなどはもちろ
ん西洋音楽に由来しているが，学校の授業や，テレビか
ら流れてくる音楽など，ほとんどがこの和声の進行を用
いた楽曲を聴いて我々は育つ。
Ｔ（トニック）とは，和音記号でいうと主として�（代

用として�）にあたる。「安定」，「解決」，「弛緩」，と
いった落ち着きを持った和音。ドミナントは�，V７に
あたり，「緊張」した感じを与え，Ｔに解決したがる性
質を持つ。サブドミナントは主として�（代用として�）
にあたりドミナントに移行するか，トニックに解決する。
このように，和音の役割を学び，緊張と弛緩などの感

覚と一体にさせることで養われる和声感は，音楽の進行，
構成を理解することにおいて大きな役割を担うだろう。
音楽に大切な終止感はそのひとつの例である。
この『即興曲』第２番では，冒頭の８小節は単純な和

声進行をたどる。�―�―�―�―�―�―�―�である。�
の緊張感から�へと落ち着く終止感覚が繰り返され，和
声の移り変わりをバスの音が支える。バスの上に和音を
鳴らしてみたり，その移行を丁寧にたどることで，身体
の感覚と共鳴させていくことが必要である。
シューベルトの音楽では，長調と短調を行ったり来た

りすることが多く見られる。２５小節目では，音楽は突然
短調に転調する（譜例Ｃ）。
２４小節目の最後の音から２５小節目の最初の音に移行す
るとき，それが全音進行なら変ホ長調のままだが，そう
ではなく半音の関係で進むことによって，変ホ短調にな
る。
２５小節目の最初の音「変ト」は変ホ短調の第３音にあ

たる。仮に，先に述べたように全音の関係で進むとその
音は「ト」であり，変ホ長調の第３音にあたる。音階に
おける第３音というのは，長調か短調を決定する重要な
音であり，音程をとらなければならない楽器，あるいは
声にとって非常にデリケートな音であるといえよう。
ピアノという楽器は音程が定まっているという利点が

あるが，音と音の幅を感じとらずに鍵盤を鳴らしてし
まったり，自己の感覚とは切り離されたところでその音
を出してしまいがちである。第３音が半音変わることで
和声が大きく変化し，調が変わることから，音程と和声
に対する感覚を養わせたい。
６小節目からの左手は音から音への跳躍が大きくなる。

跳躍のときに大切なのは，その音程の距離を感じるとい
うこと。そして，技術的にいえば次の音の準備を早くす
るということである。
まず，距離を感じるというのは，音楽としても意味の

あることであり，上昇であれば感情の高揚につながりも
し，エネルギーを必要とする。例えば「早春賦」の前奏
右手，これは歌のメロディーでもあり，一小節の間に１
オクターブ跳躍する（譜例Ｄ）。
「赤とんぼ」のメロディーも同様である。その跳躍の
感覚と自己の内部の感覚を合致させることは，心に触れ
たところから音を奏でるという，音楽のもっとも根源を
感じることにつながる。
次の音の準備を早くするというのは，どの楽曲にも必

要になってくる技術である。打鍵する少し前に，その奏
すべき鍵盤に手をセットする。このことは次の音を正確
に奏するためのコントロール能力のひとつになる。そし
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て，単に正確な音を奏するだけでなく，次の音に対する
丁寧さ，どんな音を奏でるかという意識を明確にさせる
ことにもつながるのである。
これまで述べてきたように，ピアノを演奏するという

ことには，様々な技術と感覚が必要である。中学校教員
として生徒と対峙し，音楽の持つ力を豊かに伝えるため
には単なる技術の習得だけでなく，何のために必要な技
術なのかを考える必要があろう。
自己の身体と感覚を見つめ直し，音楽が語りかけるも

のを，身体の感覚を伴って感じ取り，生徒に投げかけら
れるような教員を育てることが望まれる。

使用楽譜

譜例Ａ：Schubert: Lieder Band１Hohe Stimme
Bärenreiter Urtext

譜例Ｂ，Ｃ：Schubert: Impromptus ,
Moments musicaux G. Henle Verlag

譜例Ｄ：独唱名曲１００選 音楽之友社＝編 １９８６
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