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音楽教育の一環としてのスクールバンド指導の在り方に関する考察
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１．はじめに
筆者は，スクールバンドの指導，吹奏楽コンクール及びアンサンブルコンテスト審査活
動等における経験より，生徒達の演奏の優劣は，単に生徒の能力の差異からではなく，指
導者から受ける指導内容により生じるものであると認識し，演奏が下位成績に評価された
団体の指導者育成の必然性を感じ，
「吹奏楽コンクールにおける下位成績スクールバンドの
指導者育成とその方法の実験的研究」(科研研究課題番号：24531191)を行ってきた。
そこでは主に「管楽器の息の流し方の指導力養成」に焦点を当て，
“Fu（フー）”ではな
く“fWO（フォー）
”という息で吹く(吉田,2011)ことに着目し，筆者が行う生徒への指導
を，指導者が一例として見学することで指導のノウハウを学ぶ，という形態で進めてきて
おり，これまでに行ったアンケート調査では，多くの指導者・生徒が，その効果を実感し
始めていることが示されている。
その一方で，
「演奏がうまく行かないのは，なぜなのか」，
「どうすれば改善に向かうのか」
というような演奏指導上の疑問を多くの現場で耳にする中，生徒達への音楽的基礎知識に
関する指導が，なおざりにされていることが浮かび上がってくるのである。管楽器指導の
最終目的である「楽曲演奏」に対しての指導に着目した際，生徒達への音楽的基礎知識に
関する指導の欠如が，演奏の質に大きく影響する現状を目の当たりにし，今後，指導者が
更に音楽的側面に関する指導を行う為のプログラムを構築する必要性を痛感している。
本研究の目的は，小学校・中学校・高校で行われている吹奏楽(スクールバンド)の指導
を，一般的に行われているような，生徒が楽器で鳴らす「音」への処理的指導のみではな
く，
「音楽教育」の一環として捉え，総合的な「音楽力」を高めることをも含めた指導の
重要性及び必要性を提言し，その具体的な一例を提案することにある。
２．指導者が持つべき意識
生徒達が抱える問題に触れる前に，まず，指導者が持つべき意識について述べておく。
2.1 指導者の姿勢
これまでに筆者が携わった数多くのスクールバンドの現場において，実際に生徒達との
楽曲合奏及び，それに至るまでの練習過程を目の当たりにして来た中で，生徒達は“訳が
分からないまま”音を出していると言わざるを得ない現状にいるということを実感してい
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る。その一例として，生徒達が出す音に対して指導者から出された「もっと固く/柔らかく」
「もっと長く/短く」
「もっと高く/低く」等の様々な形容詞での指示を，そこに含まれてい
る音楽的な意味を理解することなしに，そのままダイレクトに受け取り，音を出してしま
っていることが挙げられる(吉田,西田,2012)。指導者にとっては，自らの指示に従って生
徒達が出した音の状態が“better”になったと感じてしまうが，生徒が指導者の音楽的意図
を理解したことによって生じた「音の音楽的変化」なのか，理解することなく単に指示に
従っただけの「音の物理的変化」なのかを見極められることがポイントになる。
2.2 指導者の為すべきこと
指導者が指導の際に生徒達に投げかける言葉としては，前項で示したような端的な形容
詞になることはあっても良いが，そこに，音楽的意味を理解させる為の丁寧な説明を加え
ることを怠ってはならないと考える。まず，生徒の演奏の状態が，どのように良くないの
かを，
「音の現象」に対しての指摘のみではなく，音楽的に至っていない事柄を生徒の年齢
層に応じて「こうあるべきだが，このようになってしまっている」という言い方で説明す
る。そして「このようになる為には，このように対処すべきである」という道筋を立てて
「行きつくべき形」を呈示するのである。この際，指導者が，それを何らかの楽器や歌声
で「お手本」として示せると生徒達の納得度合いは，より深まり，また生徒にしてみれば
「模倣」すべき具体的な形が提示されることでイメージが鮮明になり，練習意欲も増して
いくであろう。
生徒が，ある程度理解するまで説明するのは手間がかかり，指導者の負担も増すが，こ
の手順を踏まずに行う指導は，一時的な音の改善は可能にするかも知れないが，生徒の音
楽力養成には全く結びついていかないと言っても過言ではない。何よりも，生徒が，指導
者のこうした音楽的な働きかけを受け入れることの重要さと価値を理解し，音楽表現と，
その質的向上を念頭においた演奏活動を行っていくという意識を持つことを習慣付け，実
現し得る体制を構築する地道な指導が重要である。その為には，指導者自身にも「吹奏楽
指導」を限定としない，自身の音楽力向上を目指す追究が求められるのである。
音楽に携わる上で不可欠である，楽譜を形成するための楽典的内容を理解させるには，
「学習指導要領(音楽)」では触れられていないレベルの事柄を教える必要があるが，生徒
達は，これらの知識的側面の事柄に触れてもらえないままに楽譜を読み，
「楽曲演奏」とい
う行為を行っていることが多い。そして，吹奏技術面においても楽典知識面においても音
楽力の至っていない生徒が“訳が分からないまま”演奏する結果として出た「不十分な音」
に，物理的な修正を施すことのみに指導者の意識が向いてしまう。スクールバンドの活動
は，中学校・高校共に 3 年間という限られた時間の中で行うものであるが，そこでの演奏
の質は，「音を鳴らす」活動だけだはなく，楽器の演奏力向上を目指すことと併せて基礎的
な音楽力を高めていくことによって改善していくことで向上していくものと考える。以下
に，指導に際し，生徒に伝えておくべき主な項目を示す。
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(1）幹音と派生音の認識と実音ドイツ音名の把握
(2) 移調楽器における記譜音と実音の関係
（3）音程間の開きを表す単位と度数
（4）長音階と短音階の構造
（5）調性と調号
（6）三和音の長・短の区別
（7）和音の性質と和声進行
（8）メロディーラインの認識

以下，これらの項目において扱う内容と必然性について述べていく。
(1)幹音と派生音の認識と実音ドイツ音名の把握
音楽活動を行うにおいて，
「音名」を共有する必要がある。日本音名の「ハ・ニ・ホ」を
用いる際には，普段から馴染みが無いため，
「嬰ハ」
，
「変イ」などの派生音の嬰変化・変変
化に素早く対応するには相当時間を要すると考えられる。また，比較的馴染みのあるイタ
リア音名の「ド・レ・ミ」でも，派生音を呼ぶ際には「ドのシャープ」，「ミのフラット」
などのように長ったらしくなってしまう。そこで，以下に示した幹音と嬰変化及び変変化
のドイツ音名とその発音を把握させる。
幹 音
嬰変化
変変化

C(ツェー)

Ｄ(デー)

Ｅ(エー)

F(エフ)

Ｇ(ゲー)

Ａ(アー)

Ｈ(ハー)

Cis

Dis

Eis

Fis

Gis

Ais

His

(ツィス)

(ディス)

(エイス)

(フィス)

(ギス)

(アイス)

(ヒス)

Ces

Des

Es

Fes

Ges

As

B

(ツェス)

(デス)

(エス)

(フェス)

(ゲス)

(アス)

(ベー)

ドイツ音名では幹音名の発音を覚えてしまうと，嬰変化は「is」を, 変変化は「E→Es」，
「A→As」
，
「H→B」の 3 つの例外はあるものの，
「es」を幹音名の語尾に付加するだけで対
応できるので，非常に機能的で発音もしやすく，用いやすい。この項目は，次項で述べる
内容(移調楽器における記譜音と実音の関係)との関連からも，特に移調楽器を担当する生
徒には不可欠であり，楽器の習得と並行して早期に学習を開始させることが望ましい。
(2)移調楽器における記譜音と実音の関係
吹奏楽の編成が移調楽器を有する為，音名を実音で捉える必要性が出て来る。このこと
を分かりやすく説明し，把握させなければならない。項目(1)のドイツ音名を把握した上で，
実音楽器(C 管)に対して，
「移調楽器とは何か」という詳細かつ明快な説明及び，移調楽器
における記譜音と実音の関係を把握させる。
実音の共有ができていない現場においては，ある一つの音を出させる指示を出す際に，
各楽器パートに対して楽器の調性別に個別の指示が必要となる。例えば，一般的なチュー
ニングの基準音「B」を出させようとすると，C 管楽器には「シのフラット」
，B 管楽器に
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は「ド」，Es 管楽器には「ソ」
，F 管楽器には「ファ」を鳴らさせる指示を出す必要が生じ
る。そこで，それぞれの楽器の持つ調性に基づき，以下に示す内容を知らしめることが求
められる。
・C 管楽器：元々が C 管であるフルート・ピッコロ，オーボエ，ファゴット，及び唯一の
弦楽器であるコントラバスは“in C”で記譜されているため，鳴らした音がその
まま実音になる。
・B 管楽器：B クラリネット，バスクラリネット，テナーサックス，トランペットは B 管
であるため，パート譜は“in B”で記譜されており，記譜上の“ド”が実音 B
になる。特殊な例として，トロンボーン，ユーフォニアム，チューバは B 管
であるが，記譜は“in C”になっている。
・Es 管楽器：アルトサックス，バリトンサックス，アルトクラリネット，Es クラリネット
は Es 管であるため，パート譜は“in Es”で記譜されており，記譜上の“ド”が
実音 Es になる。
・F 管楽器：ホルン，イングリッシュホルンは F 管であるため，パート譜は“in F”で記譜
されており，記譜上の“ド”が実音 F になる。

以上のことを把握させることによって，指導者は合奏練習において実音名を用いて個人，
楽器パート，セクションへの音に対する指示を出すことが可能になるのである。
B-dur 音階を各調性楽器で演奏する際の記譜は，譜例 1 に示すように全く異なった譜面と
なる。

譜例１

各調性楽器の B-dur 音階

移調楽器における記譜音と実音の関係を把握させることなしに，これらの譜面を手渡さ
れた場合，生徒に混乱が起きるのは明らかであろう。最終目標は，吹奏楽部の生徒全員が，
自分の楽譜にそれぞれの楽器の調で記されている音を実音で捉えることができて，ドイツ
音名で把握できることである。
(3) 音程間の開きを表す単位と度数
2 音間の音程の開きを表す単位を「度」で表すことと，音程間の度数に完全系(1・4・5・
8 度)と長短系(2・3・6・7 度)が存在することと，その仕組みを教える。また，増・減音
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程にも触れ，これらは非常に音が取りにくいことも認識させる。単に知識として教える
のではなく，2 音間のインターバルを含むパッセージを演奏する際に，その音程の開きが
知識に裏付けられた感覚で把握できるように導く。更に，後に項目(6)で触れる，「三和
音のハーモニー」を構築する際にも，根音と第 5 音の関係が完全 5 度，根音と第 3 音の
関係が長 3 度の際には，長三和音，短 3 度の際には短三和音となるということが理解で
きるようにしておくなど，多岐に亘って必要不可欠な基礎知識となる。
(4)長音階と短音階の構造
長音階は 1 オクターブ内の音列が「全全半全全全半」（全＝全音，半＝半音分の間隔を意
味する）の関係になっていることを知らしめることで，運指のみに頼って演奏するのでは
なく，調性を把握した上で演奏することが可能になる。短音階には種類が 3 つ存在するこ
とを伝え，それぞれの構造を関連付けて説明する。①自然的短音階は，短音階の基本形と
も言える形で，音列は「全半全全半全全」となる。②和声的短音階は，自然的短音階の第 7
音を半音上げ，導音にした形で，上行下行ともに形は変わらない。③旋律的短音階は，上
行時に自然的短音階の第 6 音及び第 7 音を半音上げ，下行時には，短調感を損なわない為
に，それらを元に戻し，自然的短音階の形にしたものであることを，分かりやすく伝える。
長調に比べ短調の構造は複雑になるが，楽曲の調性感を感受させるためにも，きちんと把
握させておく必要がある。
(5)調性と調号の把握
吹奏楽を始めるまでに音楽経験の少ない生徒の中には，読譜の際に調号を「無視」して
音符だけを拾っていく者も存在する。♯・♭・♮の変化記号の意味と，その効力が臨時記号
として用いられる際と調号として用いられる際に異なることの理解は，正確に楽譜を読む
為には不可欠である。また，調性と調号は連動して変化していくことの理解も重要である。
図１に基づき「近親調」の説明をしておくと，調性関係が把握しやすくなる。C-dur を基
準にして考えた時，調号の♯が 1 つ増えていく毎に完全 5 度上の調(属調)になり，♭が 1
つ増える毎に完全 4 度下の調(下属調)になる。調号ゼロの C-dur と同じ，調号ゼロの moll(短
調)a-moll がある。この時，dur と moll の主
c-moll
同主調

音の関係は短 3 度である(平行調)。C-dur と
同じ音を主音とする moll(短調)c-moll があ

完全 1 度

る。c-moll の調号は，短 3 度上の Es を主音
とする長調 Es-dur の調号(♭3 つ)と同じであ
る(同主調)。

F-dur
下属調

完全 4 度

a-moll
平行調

親調」と呼ぶが，このことを説明する為には
「完全 4 度」
，
「完全 5 度」,「短 3 度」が理
事柄は相関関係でつながっているのである。
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完全 5 度

短3度

以上，主調を基準にした 4 つの関係調を「近

解できている必要があるなど，全ての音楽的

C-dur
主 調

図1

C-dur の近親調

G-dur
属 調
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(6)三和音について(長三・短三和音，主要三和音，和音の性質)
3 つの音で構成されている和音を三和音という。三和音には大きく分けて長三和音と短三
和音がある。それぞれの和音が美しく響くためには，第 3 音を平均律ではなく純正律で捉
えて音程を微調整する必要がある。その調整を施すためにも，演奏しようとしている和音
がどういう種類なのか，また自分が第何音を担当しているのかを楽譜からも見極められな
ければならない。尚，生徒達への説明では「和音の機能」という言葉は，敢えて用いない。
(7)和音の性質と和声進行（詳細は「4.3 和音の性質と和声進行(T‐S‐D‐T)」で後述する。）
(8)メロディーラインの認識（詳細は「4.4 メロディーラインの認識」で後述する。）
生徒達が練習を進めて行く中で，最低限これらの 8 つの項目に関する事柄の説明は避け
て通れない筈であるが，筆者は，十分でない現場は数多いと実感している。
３．スクールバンドにおける生徒達の練習プロセスと問題点
ここでは，スクールバンドにおいて，楽曲合奏に至るまでに行われている一般的な練習
プロセスを辿りながら，その際に含む問題点を挙げ，分析する。
3.1 楽曲決定
楽曲を決定する経緯は，その団体の方針によって多様であるが，指導者主体か生徒主体
かで大きく異なってくる。それぞれのメリット・デメリットについて考えてみる。
まず，生徒主体で楽曲を決定する場合であるが，ここでは，生徒が音源や映像，生演奏
等で見聴きし，気に入った(演奏したい)楽曲をいくつか呈示し，その中から多数決等で決
定することが多くなる。その際の最たるメリットは，生徒達が既にその曲を「知っている」
状態であることにあろう。楽曲の概要を知っており，「演奏したい」欲求に支えられて練習
への意欲も増すと考えられる。しかしながら，その一方で，楽曲の難易度及び楽器編成等
において自分達のバンドと楽曲のレベルとの兼ね合いへの配慮が欠けてしまうというデメ
リットが生じることも否めない。この点においては，指導者主体になることで，指導者が
当該団体の編成・力量レベル等を考慮し，無理無く演奏できる楽曲を選定する可能性が多
くなるということで緩和される。ただ，この場合，指導者が一方的に選定した楽曲を「知
らない」，
「気に入らない」と感じる確率が高くなるというデメリットが生じやすくなる。
「楽曲を知る」という意味は様々に考えられるが，筆者は，
「楽曲を多岐に亘って把握する」
ことと捉える。生徒達が自ら演奏する楽曲を多方面から把握していなければ，音符の音を
拾うことはできても音楽的に演奏をすることには行き着かないであろう。勿論，楽曲が決
定される経緯は，この 2 パターンに限られる訳ではないが，いずれにせよ，取り組むと決
めた楽曲を深く「知って」いくことが求められるのである。
3.2 パート譜配布
決定した楽曲を音にする為に楽譜は不可欠である。ここで配布される楽譜は，各楽器別
に割振りされた「パート譜」である。パート譜は，それぞれの楽器によって声部が 1st，2nd，
3rd…というように単声部から 2 声部に分かれたものになる。2 声部に分かれる楽器は 1 つ
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の譜面に 2 声部が記譜されることもあるが，基本的には 1 声部分の単声部のみの記譜にな
ることが多い。このようなパート譜からは，ハーモニー，リズムの絡み合い等々，全体の
楽曲の響き，ニュアンスは勿論，パート内の絡み合いも想像がつかない状態である。ここ
で，筆者が必要不可欠であると考えるのが生徒への「スコア(総譜)堤示」である。スコア
には全パートの楽譜が記されており，これを縦に見ていくことで自分と他パートとの関わ
り方・絡み方が理解できていくのである。指導者は，スコアを全生徒に堤示し，その読み
方を習得させるための「勉強会」を開く他，個人，パート，セクション，全体合奏等にお
いて随時スコアを提示し，自分の役割を理解させることを省略してはならない。スコアを
読み，理解すること無しには，生徒の演奏は決して音楽的向上には結び付いていかないの
である。スコアを目にする機会の有無は生徒の演奏の向上に大きく影響を及ぼすと考える。
3.3 個人練習
(1)譜読み(音取り，リズム取り)
スコア提示の有無に関係なく，一人一人に配布されたパート譜を見て生徒達は練習に入
る訳であるが，まず行うことは音取りと運指確認である。ここでは，読譜力(音の高低移動，
リズム，アーティキュレーション等)が問われることになる。その前提として，「2.2(2)」
で述べた，
「パート譜は，フルート＆ピッコロ，オーボエ，ファゴット，弦バスの実音楽器
(C 管)及び，B 管であるが実音譜を用いるトロンボーン，ユーフォニアム，チューバ以外の
移調楽器においては，それぞれの楽器の調性で記されているため，記譜されている音と実
際に鳴る音(実音)が異なる」ということの意味を理解している必要があるのだが，徹底さ
れていない現場も少なくない。ともあれ，ここで良く見受けられるのが，運指番号(トロン
ボーンはスライドポジション番号)や，「ド・レ・ミ」等の階名を楽譜に書き込むことであ
る。この行為は，音読みをする際に「手っ取り早い」と言えなくもないが，音符を単なる
「音符」としか捉えられていないことを露呈していると考えられる。即ち，楽曲の調性感
やフレーズ内の各音を相対的に音感を働かせることなく捉え，
「単音」の羅列として音を鳴
らしてしまっていることになるのである。
次にリズム取りであるが，生徒達は楽譜に記された複雑なリズム形を見ると恐れをなし
てしまうことであろう。全音符→2 分音符→4 分音符→8 分音符→16 分音符と倍分割が進む
が，生徒達は，音符の単位が細か
くなるに連れて増える符鈎に惑わ
され，リズムを読み取ることを放
棄してしまいがちである。この音
符分割は，そのまま休符分割にも
適用されるため，双方の仕組みを
理解することで，どんなに複雑な
リズムも読めるようになるので
ある。

図 2 単純音符の長さの関係
（甲斐彰，1995, 楽譜が読めるステップ 12，音楽之友社,p.12）
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(2)アーティキュレーション
音，リズムが読めることで記譜されている一通りの音が並ぶことになる。しかし，現場
の生徒達は，楽譜上に示されている「アーティキュレーション」には全く無頓着であるこ
とが多い。音楽的意味を持つこのアーティキュレーションなるものを，意識すること無し
に，自分の演奏しやすいように勝手に変えてしまう，或いは全く無視している演奏に出会
う確率は非常に高い。譜例 2 は，第 4 小節目から 1 小節ごとにアーティキュレーションが
変化していくパッセージであるが，スラーがどこからどこまでについているのかで楽曲の
ニュアンス，雰囲気は大きく異なって来るため，不正確になってはならない。

譜例２

多様なアーティキュレーション

筆者は，このアーティキュレーションの重要性を，以下に示すような例を用いて説明し
ている。
「ここではきものをぬいでください」
この文章を見て，あなたは何をぬぎますか？
きもの？ はきもの？
①ここで，はきものをぬいでください
②ここでは，きものをぬいでください

生徒達にこのように問い掛けると，大概①と②で半々程度に意見が分かれる。全員を「せ
～の」でタイミングを合わせて叫ばせると，区切り方が 2 通りある為，当然のことながら
「ここで○○○をぬいでください」と，肝心なところで声が入り混じってしまって，はっ
きり聞こえない。どちらかに統一して叫ばすと，
「何をぬぐのか」がはっきりと聞き取れる。
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句読点の位置を決めないで，思い思いに勝手に読んでしまうと揃わないのに加えて，ど
こまでを一繋ぎに考えるかで，ことばの意味が全く変わってしまうように，音楽において
も，楽譜のスラーが付く位置によって音楽的ニュアンスが大きく変わってしまうというこ
とと，それを統一させる意味の重要性を理解させるのである。
(3)表情記号
後，残るは表情記号である。生徒達は，pp, p, mp, mf, f, ff 等のお馴染みの強弱記号，
クレッシェンド・デクレッシェンド，アッチェルランド・リタルダンド等々の諸記号，諸
表示を読み，その記号の意味を「守る」ことに気を回す。彼らがよく用いる言い回しに，
「表
現を“付ける”
」
，
「強弱の差を“付ける”」というものがあるが，そのような認識のもとで，
この記号の意味を付加する練習をしていくのである。しかしながら，記号は，音楽の授業
で学習するような，その記号としての意味を持つことは確かであるが，単にそれらの意味
を独立させて音符に含ませようとしても，音に音楽的な意味を持たせるには至らない。そ
れらの記号の持つニュアンスは，
「書いてあるから“付ける”
」のではない。そもそも，強
弱記号には，強弱の絶対値は存在しないのである。
「強弱記号を“守って”強弱の差を付け
る」という「作業」によって音量を変えるのではなく，これらの音楽のパッセージ，ある
いはパッセージに含まれるフレーズの音楽的エネルギーやニュアンスを感受することで，
楽曲のその部分に一番相応しい状態で「表出するもの」でなくてはならないと考える。
3.4 パート練習・セクション練習
個人練習がある程度進んできた頃を見計らって，楽器毎にメンバーが集って行う「パー
ト練習」が入ってくる。ここでは，個人単位で練習したものをパート単位に拡大すること
を目的とする。個人単位では必要とされなかった「他人と合わせる」という要素がポイン
トとなる。合わせるべき事柄は，リズム，タイミング等を物理的に合わせる技術的要素と
ユニゾン，ハーモニー等の音程を合わせる感性的要素に大別される。個人練習の際には単
音での練習になるため，ハーモニー感も感じられず，またリズムの絡み合いも分からなか
ったものが，少しずつ確認できていくのである。しかしながら，これらの要素を「合わせ
よう」とする際に，単に物理的現象と捉えて「合わせる」ことになってしまってはならな
い。そして何よりも，
「合わせる」こと自体が目的になってしまってはならない。テンポ感，
リズム感，音感等の音楽的要素を全て網羅した音楽的イメージが一致していれば「勝手に
合う」という状態を理想にしたい。
このパート練習と次段階のセクション練習でのスコア確認の重要度は更に増してくる。
パート練習で各パート内でのアンサンブルができてくると，木管，金管，パーカッション
に分かれたセクション練習に進む。パート練習では個人の単音を重ね合わせていく内容で
あったものが，ここでは，パート同士での合わせになって来る。この段階になると，ほぼ
全体合奏と同様の合奏力が求められる。実際のセクション練習に入るまでに，各パートリ
ーダーがミーティングを持ち，もし可能であれば指導者の音楽観を仰ぎ，共有できると理
想的である。
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尚，パーカッションパートは，鍵盤楽器が部分的にメロディーや和声的伴奏を担当する
他は，ティンパニを除いて「音程」を持つことはない為，実際に楽譜を音にしていく練習
に入る前に，特に周到な楽曲把握を必要とする。吹奏楽でのパーカッションは，
「パーカッ
ションアンサンブル」ではないので，参考演奏聴取やスコア分析等で，その「役割」と共
に自分達の音がどのように管楽器に加わっていくのかが，深くイメージできているとよい。
3.5 全体合奏
最終的に全員が揃っての全体合奏に行き着く訳であるが，この全体合奏に至るまでに，
指導者による「音楽的指導」が施されていない場合，生徒達は，
「2.1 指導者の姿勢」の項
で指摘したように音符を，①高い・低い(音程)，②長い・短い(リズム)，③大きい・小さ
い(ダイナミクス)という視点から，記号として読み取った状態で音にする練習をして合奏
に臨んでいることになる。音楽として捉えられていない状態の生徒達が行う，
「音を鳴らす」
という行為は，
「行為そのもの」だけを考えた際には，例えば，第一線級のプロ演奏家が行
う様な，技術的にも音楽的にも良好な『音楽的演奏行為』における「音を鳴らす」行為と
同じであるとは言えるが，決して「音楽行為」には成り得ていない。従って，生徒達の単
に「鳴らす」という行為から発せられる音は「非音楽的」であると言える。その「非音楽
的な音」に指導者が，自らイメージするところの「音楽」に近付けるべく，指示を出す訳
であるが，当然のことながら，それらの指示は，音楽的な発想を持ち合わせていない生徒
には「音楽的メッセージ」としては伝わらないのである。演奏に「良し悪し」があるとし
て，良い演奏にしていくために，音を出す行為とその行為の「結果」として出された「音」
に気を取られてしまいがちになってしまう。その「音」がとんでもなく非音楽的であった
としても，
「音」に責任があるのではない。勿論楽器に責任がある訳でもなく，音を出した
張本人，即ち奏者に全責任があるのである。その奏者の責任とは，「音」を出す行為とは違
う次元で，自分自身の音楽性を高めていくことであると考える。そして指導者には，
“訳が
分かっていない”生徒達を，そのように導いていく責任があるのである。
４．
「基礎合奏」について
吹奏楽界には，楽曲合奏の質を向上させる為の「基礎合奏」と称する独特の合奏練習が
存在する。楽曲を用いることもあるが，一般的には既存のメソードや指導者が独自に作成
したものを用いて，音質，音程，アーティキュレーション等，楽曲演奏に関する，多岐に
亘る要素に着目して全体のスキルアップを目指すという主旨で楽曲合奏に直前に行われる
ことが多い。この項では，再度，楽曲合奏以前に視点を戻し，この「基礎合奏」が，実際
に生徒達の実質的な楽曲演奏力向上に結び付いているか否かを分析することで，
「基礎合奏」
の在り方と，伝えるべきことについて考えていく。
4.1 サウンド作り
現場においては，
「音」を表す「サウンド」という言葉が頻繁に飛び交っている。一概に
は言えないが，多数の現場では，このような「基礎合奏」を通して「サウンド作りをする」
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という認識を持ち，その団体独自の「サウンド」なるものを構築することを意図している
ように窺える。
「基礎合奏」と共に，この「サウンド」というものも吹奏楽独特のものであ
ると言えよう。その団体名を冠とした「○○中(学校)サウンド」，「○○高(校)サウンド」
という言い方をし，更に，
「○○中(○○高)サウンドを届けよう！」というようなスローガ
ンを掲げる団体が少なくない。ここで，筆者が違和感を覚えると共に問題と感じるのは，
彼らが届けようとしているものが「音楽」ではなく，
「サウンド作り」によってできた「サ
ウンド」であるということである。
「サウンド」という概念があるにせよ，それはあくまで
も「音楽」の一要素であるに過ぎない筈であるのに，
「良いサウンドであること」自体が目
的化しているように感じる場面を目の当たりにすることが多い。
さて，この「サウンド作り」を含む「基礎合奏」であるが，筆者は，これらの練習を真
っ向から否定する立場を取る訳ではない。いきなり難しいパッセージを持つ楽曲に取り組
むだけではなく，演奏するのに困難を伴わないハーモニー練習等で音程を合わせる感覚，
適切な音量バランスを量る感覚，タイミングを合わせる感覚等，合奏に必要な感覚を覚え，
積み重ねていくことは，むしろ重要であると考えている。しかしながら一方で，ともすれ
ば，この「基礎合奏」が目的化してしまい，楽曲演奏と結びつかず，単に「儀式化」して
しまうことの危険性を孕んでいることも認識している。実際の指導現場に赴いた際に，そ
の団体の「基礎合奏」を聴いた後で生徒達に「この基礎合奏が楽曲演奏に結びついていま
すか？」と問い掛けると全員が「NO」と答えたこともあった。全員とまでいかなくとも「NO」
と答える割合は 8～9 割を占めることがほとんどである。
そのような中で，本論考では，
「基礎合奏」を単なる「サウンド作り」として捉えるので
はなく，その際に取り組むコラールであれ，音階であれ，音を出すもの全てを「音楽」即
ち，一つの「楽曲」として捉えた上で，その「楽曲」の持つ音楽的要素を理解しつつ取り
組むことを目指すことを提案したい。
4.2 音程を合わせること
楽曲演奏において濁りの無い美しい響きが聞こえてくるかどうかは，その演奏の良し悪
しを印象付けるのに大きく左右する。コンクールやコンテストでの審査において，生徒達
の奏でる演奏においては，残念ながら濁った響きが聞こえてくることが多く，講評用紙に
その点を指摘することは頻繁にある。この濁りの原因は，「音程の不揃い」であるが，「音
程」は奏者によって決定されるので，実は，奏者に起因しているのである。
なぜ音程が合っていないと良くないのか。まず，濁った響きを聴き続けるのは，聴衆に
も奏者にも心地良くないことが挙げられるが，筆者は，何よりも奏者の音感が働いていな
いことが一番の問題であると考える。音感が働いていないということは，即ち，奏者が音
楽を感じられていないままに楽器を鳴らす行為をおこなっているという「証」になるから
である。しかし，幼少時からピアノを習う等の音楽経験を持たずに，いきなり中学校・高
校の吹奏楽部で楽器を始める生徒達に，この「音感」が備わっていないのは，むしろ当た
り前と言える。そこで，どのように音感を養っていけば良いかを考える訳であるが，まず，
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音程が合っているかどうかを判定することができない場合，客観的に測るものが必要にな
って来るであろう。音程の高低の可視化を可能にし，その度合いを測ることのできる機器
としてチューニングメーター(図 3，以下「チューナー」と記す)が挙げられる。廉価になっ
たこともあり，今日では，スクールバンドでの現場での普及率は，その演奏レベルの高低
に関わらず高く，吹奏楽部員のほぼ全員が個人所持していると言っても過言でないほどに
なってきている。
チューナーのメーターは，ピッチが合っていることを示すメーター中央の「０(ゼロ)ポ
イント」(図中①)を基準として，針がマイナス(－)側にあると低ピッチ，プラス(＋)側に
あると高ピッチであることを示す。０ポイントの左右に純正律で長三和音がひずみ無く響
く「－13.7 セントポイント」(図中②)及び短三和音がひずみ無く響く「＋15.6 セントポイ
ント」(図中③)が示されている。
②－13.7P

①0 Point

③＋15.6P

図 3 チューナーメトロノーム（ヤマハ TDM-75）

さて，この大変便利なチューナーであるが，使用方法について指導を受けていない生徒
達は，ピッチを合わせるために，メーターの針を「０ポイント」及び「－13.7 セントポイ
ント」
，
「＋15.6 セントポイント」に合わそうと躍起になるのである。音を「聴くこと」無
しに，
「目で見て」この作業を行っている限り，生徒達の音感が養われていくことは，まず
見込めないであろう。まずは，チューナーに頼らず，任意の単音を聴き取り，音程を合わ
せる感覚を繰り返し積み重ねていくことで音感を養っていくように導くことが重要である。
その後，経過を見て平均律と純正律についての説明をした上で，最初は，指導者が音程
調整を施してやっても良いので，実際に自分達の出した長三和音・短三和音が美しく響く
体験をさせてやる。その上で，例えば，美しく響いた時には，チューナーの針は，主音及
び第 5 音はゼロポイントを，長短和音それぞれの第 3 音においては，
「－13.7 セントポイン
ト」或いは，
「＋15.6 セントポイント」を指していることを確認するために用いるのである。
これらのプロセスは，自分達の音感を働かせるための練習の一例であるが，このような
練習を恒常的に繰り返していく重要性を理解させることが求められるのである。
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作曲家の天野正道(1957～)が『緑 〜微分音，クラスター及び音密度収束と拡散の為のエ
チュード〜』という吹奏楽曲を中学校からの委嘱により書いている。副題通りに微分音や
クラスターが駆使された楽曲であるが，これらは中学生には難解かとも感じるが，その楽
譜の出版元の株式会社 CAFUA Records のウェブサイトに，この作品についての作曲者自身
のコメントが掲載されている(http://www.CaFua.Com/produCts/list90.html)。
以下に抜粋したものを引用する。

『微分音』とは平均律上，半音よりも狭い音程の事です。半音の 1/2 である四分音，半音の 1/3 の六分
音など,色々ありますが，この作品ではそこまで厳格に微分音の音程を求めていません。その理由は，
この微分音を理解することによって，平均律，純正律に於ける正しい音程を出すことができるようにな
る事が第一目的だからです。ですから，ある審査員が仰った様な「中学生に微分音のような難しい事を
要求するのは如何なモノか」という意見は全くの的外れであります。実際，この作品を初演した団体の
皆さんは，この微分音を理解することによって，今まであまり良くなかったイントネーションがかなり
改善されました。また，クラスターに於ける各楽器のバランスを瞬時に取れるようになると，通常使わ
れる 3 和音などのバランスも取りやすくなります。「音密度収束と拡散」これを理解することによって
音楽の時間経過，つまり横の流れと，音高(縦の積み重なり)これらの音密度の変化によって，音楽表現
は大きく変わってくる，という事を体得できるようになります。(天野正道)

（株式会社 CAFUA Records HP より引用）

興味深いのは，天野の「この作品ではそこまで厳格に微分音の音程を求めていません。
その理由は，この微分音を理解することによって，平均律，純正律に於ける正しい音程を
出すことができるようになる事が第一目的だからです」という言葉である。筆者も音程を
合わせる練習として，
「わざと音程の外れた音を鳴らさせる」ことを取り入れているが，音
程が「外れている」のと「外している」のでは，同じ「合っていない」状態でも意味が異
なってくる。
「外れている」状態は，合わそうとしていても合わすことができないことを意
味し，その奏者が音感を働かせていないことを示すのに対し，
「外している」状態は，基準
より高く，もしくは低くしようとする意思を持って合わなくさせているのである。即ち，
合っている状態にも修正可能であるということである。微分音とは，高く或いは低く「外
そう」という意思を持って合わない音を出す訳であるので，筆者の考えと一致する。
天野も述べているように，このような体験を積んでいくことで，生徒達は音感を働かせ
て音程を合わす感覚を少しずつ学んでいくのである。ただ，実際に筆者も中学生相手にこ
の楽曲を指導した経験を持つが，天野が言うところの，この楽曲に取り組む意味を説明し
ても，尚，生徒達が面白さを感じながら演奏するまでには随分と時間を要したことは事実
である。やはり，
「音楽」として理解しやすい楽曲を決定することは，
「2.1 楽曲決定」で述
べたとおり重要であろう。
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4.3 ハーモニー構築練習に必要な音楽知識
以下に示した楽譜は，
『Winds 上達が実感できる 基礎合奏』(ブレーン株式会社)「Harmony
training Clinic Ⅰ-5 ①,⑥」より，全パートのスコアからホルンパートとチューバパートを
抜粋し，ホルンパートをまとめて記譜したものである(譜例 3)。

譜例 3

B-dur ハーモニー

ハーモニーを構築するための基礎合奏練習として 8 小節の B-dur のハーモニーが示されて
いる。
第 7 小節目 3 拍目以外は，全て「2.4(5)調性と調号の把握」で触れた長三和音である。
三和音の響きは，長三和音においては第 3 音を平均律の第 3 音に対して 13.7 セント低く，
短三和音においては 15.6 セント高く取る純正律で鳴らすと美しい響きになることは周知の
ことであるが，生徒がこの事実を教示されている確率は，その団体の演奏レベルの高低に
比例していると感じる。物理的な音質(サウンド)向上への処理としては，①音程を合わせ
る，②適切な音量バランスを量ること，③音質の音楽的改善を主に行うが，生徒達は，た
だ単にこれらの処理を施せば良いというものではなく，このハーモニーを「音楽」と捉え
た上で音にする必要がある。そこで，このコラールを音楽的な流れを伴った上で美しく響
かせるためのプロセスに，どのような技量，知識を要するかを「2.2 指導者の為すべきこ
と」の項で掲げた(1)～(8)の 8 つの項目を踏まえながら考えると，以下のようになる。
まず，このコラールが B-dur であることを認識する必要があるため，調性と調号を説明し
なければならない(4，5)。更に，実音楽器(C 管)は，パート譜をそのまま読めば良いが，移
調楽器においては，B 管楽器は記譜の C-dur，Es 管楽器は記譜の G-dur，F 管楽器は記譜の
F-dur で記されている楽譜になるため，記譜されている音が実音とは異なることを説明し，
納得させることが重要である(2)。ただし，このことを説明するためには，幹音と派生音の
認識と実音ドイツ音名の把握が前提となる(1)。
コラールとは和声進行そのものの音楽とも言えるので，和音に関しての説明も必要不可
欠となる(6)。和音とは最低 2 つ以上の音の重なりになるため，音程の幅についての認識が
必要である(3)。音程間の開きを表す単位が「度」であることと，その度数によって完全系
と長短系に分かれることの説明も欠かしてはならない。更に，調性に左右されず，和音一
つずつで捉えるコードとは異なり，ある調(ここでは B-dur)の和声進行であることの認識も
「音楽」と捉えるための条件となり得ることの説明も重要である(7，8)。
4.4 和音の性質と和声進行(T‐S‐D‐T)
本項は，
「2.2(7)」に掲げた「和音の性質と和声進行」の詳細記述である。
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ある 1 つの和音を，長三和音か短三和音かによって第 3 音を純正律に基づいた高さに上下
に調節し，
美しく響かせることは可能であるとする。
今，
3 種類の長三和音①C-E-F，
②F-A-C，
③G-H-D(譜例 4)について考えてみると，それぞれの和音において，主音と第 5 音の完全 5
度を合わせた上で，第 3 音を約 14(13.7)セント低く取ることで美しく響く筈である。
①

②
譜例 4

③
3 つの長三和音

①は C を，②は F を，そして③は G を主音とする個別に存在し得る長三和音であるが，
これを「C-dur の何番目の和音か」と捉えると，①はⅠ，②はⅣ，③はⅤの和音ということ
になり，調性に属する和音になる(譜例 5)。
①

C：

Ⅰ

②

Ⅱ

Ⅲ

③

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅰ

譜例 5 音階に附属する三和音

この 3 つの和音を①→②→③の順番で並べていき，③の後に再度①が来ると C‐dur の
「Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰ」という和声進行が形成される。
（譜例 6）
①

C： Ⅰ
譜例 6

②

Ⅳ

③

①

Ⅴ

Ⅰ

C-dur の和声進行

個別に存在する長三和音が，このように和声進行になると，それぞれの和音が性格を持
つことになる。Ⅰの和音は，その調の主和音でトニック(Tonic，略して「T」)と呼び，「落
ち着いて安定感があり，調を決定する中心的な働きをする」(甲斐,1995,p.100)。Ⅳの和音
はその調の下属和音で，サブドミナント(Subdominant，略して「S」)と呼び，「発展性と色
彩性を持った働き」
（甲斐,1995,p.100）をし，Ⅴの和音は属和音で，ドミナント(Dominant,
略して「D」)と呼び，
「T」への指向性を強く持つ（甲斐,1995,p.100）
。
これらの和音の性質と和声進行の流れを実感させるための練習の一例として，現場にお
いて筆者が実際に行っているプロセスを示す。
まずは，①,②,③,①の順に，和音を鳴らさせて長三和音の響きを確認する。その後，ま
だ何も伝えずに全 4 小節のハーモニーを演奏させる。この時点では，ほとんどの生徒達は，
1 小節毎の長三和音を美しく響かそうという意識になっている。
ここで，
「和音の性質と和声進行の流れ」について詳細に説明し，再度，第 1 小節目①の
ハーモニー

(「Ⅰ」の和音)のみ演奏させ，今度は，トニックとしての性質の持つ，その
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安定感を感じさせる。
次に第 1 小節目と第 2 小節目(「Ⅰ→Ⅳ」の進行)を演奏させ，「Ⅰ」から「Ⅳ」に移るこ
とで安定していた「Ⅰ」が，
「Ⅳ」に向かうエネルギーを持つことと，移った先のサブドミ
ナント「Ⅳ」の和音の持つ発展した感覚を感じさせる。
更に第 1，第 2，第 3 小節目(「Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ」の進行)を演奏させ，
「Ⅰ→Ⅳ」だけの時と，
「Ⅳ」から更にドミナント「Ⅴ」に進んだ感覚との差異を比較させるとともに，
「Ⅰ」に解
決したい強い性質を有しているにも拘らず，解決しないという強烈な「未完感」を感じさ
せる。この時の感覚を生徒に問い掛けると，「中途半端」「最後まで吹きたい」等の，まさ
にドミナントの性質そのものを感じ取っていることが窺える感想が上がってくる。これら
のやり取りの後に「Ⅰ」の和音を鳴らさせると，先程の「未解決感」を持続していた為，
安堵の笑い声と共に「すっきりした」「ほっとした」等の声が上がり，解決したことの「す
っきり感」を味わっている様子が窺えるのである。
最後に「Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰ」の全ての 4 小節を演奏させると，最初に演奏した時とは異な
り，
「T－S－D－T」4 小節間のそれぞれの和音の目に解決することの「安堵感」を感じるこ
とができるのである。尚，実践での基準調性は B-dur とし，多様な調性でも行うとよい。
4.5 メロディーラインの認識
本項は，
「2.2(8)」に掲げた「メロディーラインの認識」の詳細記述である。
生徒達が，8 小節のハーモニーを単なる 1 小節毎の長三和音の羅列ではなく，「Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ
－Ⅰ」という和声進行の流れを感じながら演奏できるようになった段階で，更に新たな意
識を持たせる働き掛けを行いたい。
以下に示す譜例 7 は，譜例 3 のホルンパートを 1・2 番，3・4 番に分けたものである。和
音性質(T,S,D)と B-dur の和音番号を示し，フレーズ単位(Ⓐ4 小節・Ⓑ4 小節)も記した。
これで，生徒達は，それぞれの和音が個別に独立して存在するのではなく，
「Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－
Ⅰ」という和音の性質による和声進行の流れを持った 4 小節が 2 回繰り返される(2 回目に
は“属七”の和音(F,A,C,Es)を含み，Ⅰ-Ⅳ‐Ⅴ-Ⅴ７-Ⅰとなる)ことによって形成された
8 小節のフレーズを持つ「音楽」であると認識できる状態になった。

Ⓐ

Ⓑ

(T)

(S)

(D)

(T)

Ⅰ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ

譜例７

(T)

(S)

Ⅰ

Ⅳ

B-dur ハーモニー（和声進行）
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しかし，ここで更にもう一点付け加えたいことがある。それは，この和声進行の各パー
トの音の並びを「メロディーライン」と捉えることである。一般的に，このハーモニー練
習を１小節毎に美しい三和音を響かせることに主眼が置かれがちであるが，筆者は，各奏
者が，自分の担当するパートをメロディー，即ち「歌」として捉えて演奏することが最も
重要であると考える。それにより各小節間の音程も相対的に捉えられるようになり，音程
も正確になって来るのである。実際に讃美歌を歌う様な気持ちで，声で歌ってみるのも効
果的である。ただし，その際の歌声は，合唱部を凌駕するような声楽的にも質の良いベル・
カント唱法をイメージしたものでなければ意味をなさない。
また，メロディーと捉えることで，同じ「Ⅰ」の和音でも，第 1 小節目，第 4 小節目，
第 5 小節目，第 8 小節目では，ニュアンスが微妙に異なることに気付く筈である。フレー
ズの開始の第 1 小節目と，ドミナントから解決した第 4 小節目の「Ⅰ」のニュアンス，そ
の「Ⅰ」と終止に向かう新たな 4 小節の開始である第 5 小節目の「Ⅰ」
，更にフレーズの最
終到達点である第 8 小節目の「Ⅰ」は，第 7 小節目の最も強い「解決願望」を持つ「属七」
からの終始になるニュアンスを持つ等，全て異なるのである。それらを感じ取って演奏す
るのと，単に長三和音を物理的に美しく響かそうとの意志だけで演奏するのとでは，楽器
で音を出すという行為は同じであっても，全く意味が異なってくる。奏者一人一人が，そ
ういう認識を共有した上で一緒に演奏すると，音程は勝手に「合ってくる」ものである。
５．おわりに
職業演奏家(以下，
“プロ”と記す)を一概に「音楽的に非常に優れている」と定義付ける
ことは必ずできないかも知れないが，やはり，それなりの水準に達していることは確かで
あろう。一方，スクールバンドで吹奏楽に携わる生徒はプロではないし，
「指導者」として
指導を行う教員もプロではないことがほとんどである。
プロの吹奏楽団やオーケストラにおいては，
「基礎合奏」も「音作り」の練習も行わない。
厳しいオーディションを潜り抜けて大勢の中から選ばれた奏者達の集う集団である為，最
早，必要としないのである。スクールバンドの生徒達も指導者も目指すところは，そのよ
うな次元なのであるが，当然のことながらプロのようにはいかない。楽器を演奏する力量
も音楽的知識も，そして演奏もプロの次元には遥かに及ばないのである。そのような状態
で，プロにとっても決して容易ではない「演奏」という行為を行おうとして(行って)いる
のである。このことを，スクールバンドの指導に携わる者は忘れてはならない。
スクールバンドの生徒達は，良い演奏をしたいと必死であるが，がむしゃらに楽器の練
習のみに明け暮れていても，良い演奏をする為に不可欠である音楽力向上には結び付かな
いと考える。生徒達が技術的にも音楽的にも高水準であるプロの様な演奏を行うには，彼
らにも，例えば一人のプロ奏者が，そこに至るまでに行ったようなあらゆる音楽的経験を
積み重ねることが必要なのである。音楽的に至らない「個人」が集って形成された「合奏
集団」が至らないのは，当然のことである。そういう意味からも筆者は，プロ奏者よりも
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年齢的にも精神的にも幼く，音楽的経験の浅い生徒達には，彼らが出している「音」の至
らなさを指摘するのみではなく，音楽的に至らない音が，より音楽的になっていくための，
「奏者への働きかけ」となる指導こそが必要であると訴えたいのである。
2014 年より，本研究のテーマとして掲げた『奏者(生徒達)の総合的な「音楽力」を高め
ることをも含めた指導』の実践を現場で開始している。吹奏楽コンクール，アンサンブル
コンテストを始め，学校行事での演奏，地域での依頼演奏等，本番演奏を数多くこなす中
での音楽力向上に向けて取り組みは，時間確保の面からも困難を伴うが，実現できている
現場においては，確実に生徒達の意識に変化が見られてきている。以下に，2014 年 7 月に
2 回に亘って指導を行った，大阪府立高校の生徒からの感想文の中から，和音についての学
びに触れている箇所の抜粋を示す。

高 2(チューバ)

高 1(クラリネット)

高 2(アルトサックス)

高 2(トロンボーン)

高 1(パーカッション)

1,2 年生合わせて 30 名の内，和音の学びについて触れた生徒は 8 名であった。生徒達が
特に気合を入れて臨むコンクール直前のレッスンであったので，楽曲合奏に取り組みたい
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気持ちが強く，敬遠されるのではないかとの心配があったが，こちらが想像していたより
も反応が良かったのは予想外であった。また，指導進行中も，まさに「授業」になる場面
もあるので，退屈に感じるのではないかとの危惧があったが，むしろ生徒達は指導者から
の，このような情報を待ち望んでいるのだということが分かり，今後，更に新たな現場で
の実践を展開していくための裏付けが得られたと実感している。
何事にも，
「上達」する為の近道は無いと考える。音楽においても，演奏行為が上手く行
くには，その為の条件を揃える必要がある。その 1 つとして，スクールバンドにおいては，
生徒達の音楽力を向上させることは，極めて重要であると考える。
今後，本論考で述べてきた事柄の内容を更に吟味し，また，伝授の方法も考慮し，生徒
達に吹奏楽という限られた世界だけでなく，クラシック音楽や他ジャンルの音楽も興味を
抱いてもらえるような「音楽教育」の一環としてのスクールバンド指導を展開していきた
い。
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