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論文①	 

保育者養成課程のピアノ初心者を対象とした	 

演奏見える化ツールの活用実践	 
―バイエル 9 番の演奏改善を目的として―	 

	 

○田中	 功一	 小倉	 隆一郎	 	 鈴木	 泰山	 	 辻	 靖彦	 

【要旨】	 

	 保育・教員養成校のピアノ実技授業における学習支援策の一つとして、筆者らは演奏見える化ツールを活用し

た実践を試みている。本論文ではピアノ未経験者用としてバイエル 9 番を課題曲に設定した実践を行った。その

結果，未経験者用課題においても演奏見える化ツールの活用有効性が示されたことに加え、指導方針や芸術的指

向性が異なる複数の教員の授業における、本ツールの適用可能性が示された。	 

キーワード：対面ピアノ授業、MIDIピアノ、見える化、可視化、演奏分析	 

	 

Ⅰ．はじめに	 

（１）養成校のピアノ授業の状況 

保育士・幼稚園教諭養成校（以下、養成校）ではピ

アノ演奏力を習得する授業が必修として行われている。

履修期間は養成校によって異なるが、平均的には 1年

間、すなわち 15回授業 2回分が多く見られる。 

授業の目的は、幼児が豊かな感性や表現力を持って

子どもなりに表現できるように保育者が支援するとい

う幼稚園教育要領などのねらいをもとに、童謡などの

伴奏を行うためのピアノ技能を習得することにある。

したがって、豊かな感性や表現力を育む音楽活動にお

いて、ピアノ伴奏にも豊かな感性と表現力がもとめら

れる。 

しかし、養成校にはピアノ未経験者及びバイエル前

半を学習課題とするような初心者（以下、初心者）が

半数前後を占めるところも多い。このような初心者に

とってピアノ授業の当面の学習目標は、音楽表現力習

得以前に位置する基礎技能の習得となる。初心者は授

業本来の目的である音楽表現力の習得を目指すため、

基礎技能を可能な限り短期間で習得し、1 年間の履修

期間内で次の段階まで到達しなければならない。 

（２）初心者の問題点と学習支援 

養成校のピアノ授業の方法は、ML1システムによる

集団指導と個別指導に分かれ、文教大学は前者の方法

による授業が行われ、立教女学院短期大学は後者の方 

                                                   
1
ML（Music	 Laboratory）  

 

法による授業が行われている。後者の方法による養成

校では、学習者個別の指導時間は 10～15 分程度が多

く見られる。この時間は初心者が演奏法を理解するに

は必ずしも十分といえず、理解が不足すると授業時間

外での学習も効率よく進められないため二重の問題を

抱えることになる。 

このような授業及び授業外の学習支援として、演奏

データを反復して聴くことでイメージを身に付ける学

習方法(小倉, 2006)、また、演奏映像を見て演奏方法を

理解する学習方法(深見, 中平, 赤羽, & 小林, 2007)、

さらに、学習者が自身の実演データをアップロードし

て、教員が簡単な励ましをフィードバックし、同時に

SNS により学習者間で励まし合って自学自習の学習

意欲を高める学習方法(田中, 小倉, & 中平, 2013)、こ

れらが提案され、授業実践において学習効果が示され

ている。これらの方法は授業内外で学習者に更なる学

習機会や動機付けを与える支援と考えられる。 

その一方で、演奏データから得た特徴量をフィード

バックする研究もある。具体的には、音の強さをフィ

ードバックする研究(秋永, 1999)、離鍵速度に特徴のあ

る箇所の研究(大島, 西本, & 阿部, 2006)などが挙げ

られる。しかし、これらは本研究とは対象楽曲や支援

内容，そして学習者の対象レベルが異なることから、

本研究が対象としている養成校の教員と学習者が利用

しやすいシステムの研究とは異なる。 

（３）演奏見える化の取り組み	 

前節で述べた演奏データを分析してフィードバック
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する方法において、比較対象はフィードバックを受け

る学習者にとって指導教員または同じ方向性の学習者

であることが望ましい。その理由は指導方針が教員間

で異なる場合があると考えられるからである。 

筆者らはデジタルピアノのMIDI出力情報から得た

特徴量をグラフにすることで学習者とその教員の演奏

を「見える化」する手法に着目した。これは学生から

見ると、レッスンで教示を受けた教員との比較で演奏

がグラフで示される。演奏見える化ツールの概要を次

に述べる。本ツールは 2014 年に開発された。本ツー

ルの妥当性及び有効性を示すために､予め入力された

楽譜情報に対して学習者と指導教員の演奏データ（テ

ンポ、リズム、右手・左手音量、右手・左手発音長）

を比較してグラフ表示し、学習者の演奏の特徴と教員

の指導内容に一致する部分を確認した(田中 et al., 

2014a)。そして、教員の主観評価と学習者の演奏グラ

フにおける俯瞰的な特徴の間に関連性を指摘した(田

中功一・鈴木泰山・辻靖彦, 2014b)。続いて、ピアノ

実技指導において、学習者に前週の演奏グラフのフィ

ードバックを与えて演奏改善を目指す実践(田中, 鈴

木, & 辻, 2015a)を行い、さらに、複数校においてフ

ィードバックを授業内で実践（田中・小倉・鈴木・辻 

2015b）する取り組みを進めてきた。 

前回、田中ほか(2015b)の結論として挙げた点は、ピ

アノ初心者用課題において、�演奏が改善する過程が

見えることにより自身の音への意識を高める契機にな

ったこと、�初心者レベルの曲が演奏グラフによる見

える化に適していること、�見える化ツールをWeb上

に設定することにより複数の養成校・複数の教員間で

システムの共有が可能になったことを述べた。 

本論文では、ピアノ未経験者用課題として位置づけ

たバイエル 9番について演奏見える化の実践を検証す

る。これまで演奏見える化ツールによる実践では、ピ

アノ初級者用と位置づけたバイエル 104番、及びより

平易な初心者用と位置づけたバイエル 50 番を課題と

した。今回、さらに易しい未経験者用課題において見

える化の活用可能性が示されるならば、演奏見える化

ツールの支援対象として、従来の初心者用課題と初級

者用課題を含めて一層の拡張可能性が期待される。 

 
�．方法 

正規授業を支援する予備的授業として個別指導を実

施した。課題曲は未経験者用として位置づけたバイエ

ル 9番とし、楽譜は田中が原書をもとに書いた図 1を

使用した。場所は立教女学院短期大学田中研究室（図

2）。実施年月は 2015年 6月 17日。被験者はピアノ授

業を受講または受講予定の幼児教育科 1 年次生 4 名、

ピアノ技能レベルは全員がピアノ未経験に近い初心者

である。環境構成はパソコンとデジタルピアノ

(YAMAHA-YDP-162C）をMIDI接続し、Webアプリ

ケーション「演奏見える化ツール」を起動してパソコ

ン画面にグラフ表示する設定とした。 

はじめに、学生は個別練習を 20～30 分実施し、そ

の間に教員が個別指導を一人 5分程度実施した。個別

指導時の演奏MIDIデータをパソコン側でMIDIファ

イルに保存した。学生の個別練習では、学習支援とし

てWeb教材2（図 3）を使用した。このWeb教材は模

範演奏と楽譜及び解説からなり、個別練習では田中研

究室に常設のWindows 8タブレット(8inch)を使用し

た。 

	 

	 

                                                   
2 学習支援Web教材	 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/pf-tanaka/	  
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図 1	 バイエル 9番 

 
図 2	 田中研究室 

 

 
図 3	 タブレット用教材 

 
�．結果 

個別指導時に保存した演奏MIDIデータファイルを

演奏見える化ツールでグラフ表示した結果を示す。比

較対象としての教員の模範演奏テンポ 65を用いた。 

（１）テンポのグラフ 

4 名のテンポを比較した。グラフの拍数は 4 分音符

に対応している。ほぼ水平に位置する教員（田中）の

演奏と，その上部に位置する学生の演奏が折れ線グラ

フで示されている。テンポのグラフは上にいくほどテ

ンポが速い様子を示す。図 4では学生Ａのテンポが上

昇する様子が読み取れる。 

 

 
図 4	 学生Ａのテンポ 

 

図 5の学生Ｂは全体のテンポは安定しているが、ば

らつきがみられることから細部のテンポが乱れている

様子がわかる。 

 

 

図 5	 学生Ｂのテンポ 

 
図 6の学生Ｃのテンポは上下に変動している。細か

く見ると、拍数が 3の倍数、すなわち各小節の一拍目

で上昇傾向がみられる。これは一拍目が少し前に飛び

出している様子が推測できる。 

 

 
図 6	 学生Ｃのテンポ 

 

図 7の学生Ｄのテンポはたいへん安定している様子

が読み取れる。 

 

 

図 7	 学生Ｄのテンポ 

教員 

学生 A 

教員 

学生 B 

教員 

学生Ｃ

生C生C 

教員

員 

学生Ｄ

学生 
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以上の通り、4 名個々において、テンポのグラフの

特長が明確に示された。 

（２）左手音量と右手音量のグラフ 

4名の左手音量と右手音量を比較した。図 8の学生

Ａから、左手音量が教員よりも揃っている様子が見え

る。図 9の右手音量グラフでは、図 8の左手音量と比

較して少し弱めだが全体的に安定している様子が見え

る。学生Ａは、図 4で示されたテンポの状況とは異な

り、音量のグラフにおいて安定した様子が見られた。 

 

 
図 8	 学生Ａの左手音量 

 

 
図 9	 学生Ａの右手音量 

 
	 次に学生Ｂの音量では、図 10に示した左手は安定

している様子が見えるが、図 11の右手は音量が 50.8

から 63.5の間を上下する動きがあり、音量のばらつき

が見られる。 

 

 
図 10	 学生Ｂの左手音量 

 

 

図 11	 学生Ｂの右手音量 

 

学生Ｃの音量は、図 12の左手からは安定している

様に見えるが、拍数の 3拍数目、6拍数目、9拍数目

付近の音量を見ると上下に動いているため、各小節の

3拍目の音量にばらつきが見られる。図 13の右手は、

開始時から拍数 41付近まで不安定であり、その後は

安定している様子が見える。 

 

 
図 12	 学生Ｃの左手音量 

 

 
図 13	 学生Ｃの右手音量 

 

学生Ｄの音量は、図 14の左手、図 15の右手とも全

体に安定している様子が見える。図 7のグラフで示さ

れたテンポの安定感と同様に、音量においても良好な

様子が示された。 

教員 

学生 A 

教員 

学生 A 

教員 

学生 B 

教員 

学生 B 

教員 

学生 C 

教員 

学生 C 
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図 14	 学生Ｄの左手音量 

 

 
図 15	 学生Ｄの右手音量 

 
（３）左手発音長と右手発音長のグラフ 

4名の左手発音長と右手発音長を比較した。発音長

のグラフは縦軸の 1.00より上にいくほど次の音と重

なる様子を示し、1.00より下にいくほど次の音と切れ

ている様子を示す。バイエル 9番は図 1に示したよう

に左手にＧ音が連続するため、左手発音長のグラフは

1.00よりも下側に表示される。さらに運指が 3-2-1と

変化するため、運指をはっきりと弾くほどグラフは下

側になる傾向がある。また、0.75付近に跳ね上がった

箇所は付点 2分音符を示す発音長となる。 

	 図 16の学生Ａの左手発音長は、全体に教員に近い

動きが見られ、安定した様子がわかる。図 16の折れ

線グラフを散布図で表したグラフを図 17に示す。 

 
図 16	 学生Ａの左手発音長 

図 17の濃い点が学生Ａを示し、淡い点が教員を示す。

学生Ａの左手発音長は短めで 0.25付近を正確に保持

しているのに対し、教員の淡い点は 0.25から 0.50の

範囲で揺らいで見える。散布図では各音符の発音長が

より分かりやすく表示された。図 18の右手発音長は

教員とほぼ一致した様子が見える。 

 

 

図 17	 学生Ａの左手発音長の散布図 

 

 

図 18	 学生Ａの右手発音長 

 

学生Ｂの左手発音長について、図 19は折れ線グラ

フを示し、図 20は散布図を示す。図 19の折れ線グラ

フでは図 16の学生Ａよりも安定して見えるが、図 20

の散布図では図 17の学生Ａと比べて、学生の濃い点

の上下の動きが多いように見える。 

 

 
図 19	 学生Ｂの左手発音長 
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教員 

学生 D 

教員 
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教員 
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 8 

	 

図 20	 学生Ｂの左手発音長の散布図 

 
学生Ｂの右手発音長は図 21を見ると、音が少し切れ

ている様子がわかる。 

 

図 21	 学生Ｂの右手発音長 

 

最後に、学生Ｃ(図 22)との学生Ｄ(図 25)の左手発音長

グラフを確認する。双方とも教員に似た発音長の動き

が見られる。特に図 25の学生Ｄは教員の形に似てい

る様子がわかる。この 2つのグラフを散布図にした図

23と図 26を見ても、図 26の学生Ｄの濃い点がより

連続的に並んでいる様子が見られる。図 23の学生Ｃ

では、グラフ中に上向き矢印で示した 3拍数目、9拍

数目、12拍数目、15拍数目となる各小節の 3拍目の

4分音符に、発音長の短い傾向が見られる。 

右手発音長は図 24の学生Ｃと図 27の学生Ｄとも安

定した様子が見られる。 

 

図 22	 学生Ｃの左手発音長 

 

図 23	 学生Ｃの左手発音長の散布図 

 

 

図 24	 学生Ｃの右手発音長 

 

 

図 25	 学生Ｄの左手発音長 

 

 
図 26	 学生Ｄの左手発音長の散布図 

	 

	 

教員 
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教員 
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教員 
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図 27	 学生Ｄの右手発音長 

 

�．考察 

	 前章で、ピアノ未経験者用課題としたバイエル 9番

について被験者 4名の演奏を演奏見える化ツールでグ

ラフ化した様子を示した。考察では、第一に、テンポ、

左手音量、右手音量、左手発音長、右手発音長の 5つ

のグラフ別に検討し、次に 4名の被験者別に検討する。

最後に見える化が対象とする課題曲の射程について考

察を総括する。 

（１）5つのグラフについて 

１）テンポのグラフ 

グラフの様子は被験者 4名とも異なった。その内容

は、テンポが上昇し続けた学生Ａ(図 4)及び学生Ｃ(図

6)、テンポの上昇が前半に見られテンポの細部が乱れ

た学生Ｂ（図 5）、テンポが安定していた学生Ｄ（図 7）

が示すように様々であった。このようなテンポの状況

は、グラフ全体の様子から分かりやすく読み取れた。 

今回は教員のお手本演奏の選択をテンポ 65 とした

が、学生Ａは 4 名中最も速いテンポ 90 で演奏を開始

し、その後も上昇し続ける傾向がみられた。図 28 は

テンポ 90 の教員のお手本と比較した学生Ａのグラフ

である。また、図 29 にお手本と学生の比率表示グラ

フを示す。教員のテンポも図 28 で見ると僅かに上昇

しているため、図 29 の比率表示による教員との差異

を表すグラフは、学習者のテンポ変動の許容範囲を理

解する上で参考になると考えられる。 

 
図 28	 学生Ａのテンポ（テンポ 90のお手本を選択） 

 

図 29	 学生Ａのテンポ比率表示 

 

２）左手音量 

図 8に示した学生Ａの左手音量は教員よりも揃って

いた。特に 15拍数目から 25拍数目までの範囲で水平

に見える。この演奏を図 30 の散布図で見ると、学生

Ａの音量の揃い方はこの範囲を超えて全体に及んでい

る。教員の淡い点の上下の変動幅を自然な音量のゆら

ぎとみると、学生Ａはもう少し自由に弾く方が良いと

言えなくもないが、未経験者レベルの課題では音量を

揃えることを目指す基本的な技術は重要となる。 

 

図 30	 学生Ａの左手音量（散布図） 

 

拍単位の音量の把握について、図 12 で示したよう

に音の数と拍数の対応関係が明瞭な曲はバイエル前半

に多く見られる。したがって、未経験者課題や初心者

課題では、一音の音量の問題までグラフに明確に示し

やすい。特に散布図ではピンポイントで確認できた。

一方で、音の数が多い初級者課題としたバイエル 104

番の演奏グラフでは音量の変化を俯瞰的に把握できた

が局所的な把握は困難であった（田中ほか,2004b）。 

３）右手音量 

図 9、11、13、15の中で、図 11と図 13は上下の動

きにばらつきが見られた。メロディーラインのばらつ

きには自然なものと許容範囲を超えたものが考えられ

るため、教員のお手本を真似るようにメロディーを弾

くことを求めるならば、学習者の多様な演奏に対応で

きるように複数のお手本のアップロードが必要となる。	 

教員 

学生 D 

教員 学生 A 

教員 

学生 A 
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４）左手発音長	 

未経験者用課題に見られる同音の繰り返しでは図

16 の折れ線において全体の傾向が示された。このレベ

ルの課題では各音が規則的に出現するため、折れ線グ

ラフにより把握できるが、細部の状況は散布図により

一層把握しやすい。折れ線グラフ（図 16）と散布図（図

17）の併用により俯瞰的並びに局所的な把握が可能に

なる。	 

左手発音長のグラフの特長から運指の問題点が推測

できる。運指を 3-2-1 とした場合、各音の長さの確認

は散布図が適している。	 

左手音量の考察で述べた教員の音量のゆらぎ（図

30）に関連して、発音長のゆらぎも図 17 から目視でき

る。未経験者用課題のような同音の連続では、正確に

弾くことは重要だが、教員のグラフに示されたゆらぎ

をある程度許容しつつ、学習者の演奏を把握する必要

がある。	 

５）右手発音長 

	 図 21 の学生Ｂの右手発音長において、音が切れて

いる様子を指摘した。教員が 1.00付近であるが、学生

Ｂは 1.0から 0.5の間で上下している。これを図 31の

散布図で見ると濃い点にばらつきが見られる。また、

3 つの上矢印で示した箇所では連続する 2 音が 0.5 付

近であることから切れている様子がわかる。 

メロディーラインの情報である右手発音長と右手音

量を比較では、前段で学生Ｂの右手発音長の短すぎる

問題を指摘したが、右手音量を示した図 11 では音量

のばらつきも指摘された。学生Ｃは右手発音長（図 24）

の問題は指摘されなかったが、右手音量を示した図 13

では前半の不安定が指摘された。学生Ａと学生Ｄでは

右手発音長と右手音量において問題は指摘されなかっ

た。このことから右手発音長の問題と右手音量の問題

の関連性は特定されなかった。メロディーラインの問

題は発音長と音量を分けて捉える必要がある。 

 
図 31	 学生Ｂの右手発音長（散布図） 

（２）4名の被験者について 

１）学生Ａ 

テンポは上昇し続けたが、音量のコントロールは良

く、特に左手音量は揃っていた。発音長のコントロー

ルは良く、特に左手発音長は短めだがよく揃っていた。 

２）学生Ｂ 

テンポは全体に安定していたが細部に乱れがあった。

左手音量は特に揃っていて良かったが右手の細部にば

らつきがあった。発音長のコントロールは良く、特に

左手発音長は短めだがよく揃っていた。 

３）学生Ｃ 

テンポは全体に上昇傾向が見られ細かく変動してい

た。左手音量は 3拍目に不揃いが見られ、右手は前半

のコントロールが不安定だった。左発音長の 3拍目が

短くなる傾向があるが右手は安定していた。 

４）学生Ｄ 

	 テンポ、音量、発音長とも安定した内容といえる。 

（３）課題曲について 

今回のピアノ未経験者用課題バイエル 9 番（図 1）

の特長は、左手がすべて同じ音であり、音価（音の長

さ）は右手左手とも 4分音、2分音符、付点 2分音符

であり、音の強弱記号や休符など一切ないという極め

て単純な形である。この学習段階では、同じテンポで

弾くこと、同じ強さで弾くこと、同じ長さで弾くこと

が求められる。 

このような課題曲では音符単位の局所的な読み取り

も可能だった。音符の種類と個数が増える課題曲とし

てバイエル 104 番のテンポグラフを図 32 に示す。こ

れを見ると俯瞰的な傾向は読み取れるが個々の音や細

部の状況はわかりにくい（田中ほか，2004a）。 

 

 
図 32	 バイエル 104番のテンポグラフ 

 
	 グラフの変動範囲と音楽的なゆらぎに関して、前節

４）で述べたように、教員のお手本にゆらぎが読み取

れた。したがって、演奏グラフの変動幅をどのように

教員 

学生 B 

教員 

学生 
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読み取るか、すなわち、自然なゆらぎと見るか、乱れ

と見るかの判断が必要になる。お手本演奏の変動幅の

理解は重要となる。	 

図 33、34は教員のテンポ 65をお手本として、学習

者に教員のテンポ 90のお手本を選択したグラフであ

る。図 33では、テンポ 90の方が上下の変動幅が大き

く見え、全体のテンポもやや山なりに見える。一方で、

図 34の右手発音長グラフでは、やや拡大表示で示し

たが、テンポ 65と 90では殆ど重なって見える。グラ

フの変動範囲と音楽的なゆらぎは、テンポ・音量・発

音長のグラフ全てに現れるものではなかった。 

 

 

図 33	 教員のテンポ 

 

 

図 34	 教員の右手発音長 

 

�．まとめ 

ピアノ未経験者用課題バイエル 9番を課題曲とした､

演奏見える化ツールを活用した実践結果及び考察をま

とめる。 

�折れ線と散布図の併用により、テンポ、音量、発音

長の状況を俯瞰的かつ局所的に把握が可能となった。 

�テンポはお手本にも若干の変動があるため、比率表

示は変動の許容範囲を理解する上で参考になった。 

�未経験者課題及び初心者課題では、一音の音量の問

題点まで明確に示された。 

�教員のグラフに示されたゆらぎをある程度許容しつ

つ、学習者の演奏を分析する必要がある。 

�メロディーの弾き方では、学習者の多様な演奏に対

応できるように異なるテンポの複数のお手本が必要と

なる。 

�メロディーラインの問題は発音長と音量を分けて捉

える必要がある。 

前回は、ピアノ初級者課題バイエル 104番、及び初

心者課題 50 番を課題とした対面型の予備授業におい

て、演奏が改善する傾向を確認した。今回の実践によ

り、未経験者用課題においても演奏見える化ツールの

活用有効性が示された。これにより、演奏見える化ツ

ールの活用対象として、未経験者用課題を含めた初心

者用課題と初級者用課題においても活用可能と考えら

れる。また、演奏見える化ツールにおいて、音の種類

や数が多い初級者用課題曲よりも未経験者用課題曲及

び初心者用課題曲の優位性が示された。養成校の複数

の教員の授業における、未経験者用及び初心者用課題

という平易な課題曲を対象とした本ツールの有効可能

性が示された。	 
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（立教女学院短期大学・准教授	 たなか	 こういち）	 

(文教大学教育学部・教授	 おぐら	 りゅういちろう)	 

(株式会社ピコラボ・すずき	 たいざん)	 

(放送大学教養学部・准教授	 つじ	 やすひこ)	 

	 

[Summary] 

 
Implementing a Performance Visualization Tool for Beginning Piano Players at a Licensed School for 

Kindergarten Teachers: Improving the Performance of Beyer No. 9 

 

     The authors are attempting to support learning in piano lessons given at a licensed school for 

kindergarten teachers by utilizing a tool for visualizing performances. 

     In this paper, the authors use Beyer No. 9, a piece normally assigned to those untrained in the piano 

and easier than works for beginners, which have thus far been studied by the authors, as an assignment in 

piano classes. As a result, the efficacy of the performance visualization tool was shown in this piece for 

untrained piano players as well. This indicates the potential to apply this tool to classes taught by multiple 

teachers with different instructional principles and artistic orientations. 

○ TANAKA, Kouichi 
OGURA, Ryuichiro 

SUZUKI, Taizan 

TSUJI, Yasuhiko 
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論文② 

MLシステムを活用した	 
初心者のピアノ指導における成果と課題	 

赤津	 裕子	  
【要旨】	 

保育者養成を目指す本校では、MLシステムを用いたピアノ初心者用カリキュラムの開発に着手し５年となる。

この間に、学生の実態の把握からつまずきの原因を明らかにし、指導内容と方法の両面から授業の見直しを行っ

てきた。授業をとおして手ごたえが感じられたので、実際に初心者がいかにピアノの基礎技能を習得し、音楽能

力を高めることができたかを明らかにしたいと考えた。本論では音楽的な技能が形成される過程についてMLシ

ステムが及ぼした成果と課題について研究することとした。方法として、初心者の学生を対象とし、ピアノ演奏

技術、表現力、音楽基礎能力、心情の４つの側面から実技テスト及びアンケートを前後期各々のまとめの時期に

実施し、検討することとした。この結果から、MLシステムを活用した授業において次の成果が確認できた。ピア

ノ演奏技術・表現力の面では、タッチがしっかりし指先で音のコントロールができるようになり、フレーズを感

じて弾けるようになった。音楽基礎能力の面では、特に音の高低、主要三和音、音階について理解できるように

なった。心情面では、学生相互や指導者との間に良い雰囲気が生まれ、わかりやすい授業が作り出されていた。

これらの成果に結びついた要因についても検討し、MLシステムに関しては主に次の効果が大きいと考えている。

直接的な機能による効果、指導内容の多様性からくる効果、学生相互及び指導者とのコミュニケーションによる

効果の３つである。本研究の実践面では、教員研修を通じたカリキュラム改善の PDCAサイクルの定着が大きく

寄与している。次のサイクルに向けた課題についても付記した。	 

	 	 

キーワード：ML.（Music Laboratory）、ピアノ初心者、カリキュラム開発、PDCAサイクル	 

	 

1	 研究の経緯	 

	 本校では５年前よりピアノ初心者を対象に、MLシ

ステムを用いた初心者用のカリキュラムの開発に着

手しており、次のような内容に取り組んできた。	 

(１)	 学生の実態調査	 

	 本校の学生の傾向として、年々ピアノ初心者の入学

生が増えている。現在も全体の半数は初心者である。

平成 19年から進路が大幅に遅れた学生に対して集中

レッスンを行い、つまずきの原因を探った。これらの

学生をレッスンする中で共通するつまずきや身に付

いていない能力が明らかになった。学生の実態は次の

とおりであった。*1)	 	 

①楽譜が読めない	 	 

②指がスムーズに動かない	 	 

③発表することに慣れていない	 	 

④音楽的に楽しむ段階に達していない	 	 

⑤練習の方法がわからない	 	 

⑥ピアノに触れる時間が少ない	 

	 これらの原因を解決する手立てを検討することが、

演奏技能習得の具体的な姿につながると考え、指導方

法及び指導内容の見直しを行った。	 

	 

(２)	 指導方法からみたアプローチ	 

①授業形態の見直し―MLシステムの効果を活用して―	 

本校ではピアノ指導を個人レッスンで行っていた。

一方、他の音楽の授業ではMLシステムを活用し、効

果をあげている。そこでピアノ指導においても ML

システムの機能を活かした指導ができないか試みる

ことにした。本校で行っている活動は次のとおりであ

る。	 

○ ヘッドホンによる個人練習	 	 

○ ２台のヘッドホンを使用した連弾	 	 

○ ブロック別学習指導を使ったアンサンブル	 	 

○ 録音再生の機能による初見奏練習	 	 

○ 多重録音機能による伴奏練習	 
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②授業の５つの柱	 

	 平成２２年４月より、各クラス８名ずつ、全くピア

ノ経験のない学生を対象に ML システムを活用した

指導に取り組んだ。	 

	 大きな特徴は９０分の授業を以下の５つの柱で構

成したことである。	 

○ 音楽知識に裏付けされた読譜指導	 	 

○ 繰り返しによる指の練習	 	 

○ 練習成果の発表	 	 

○ ねらいに即した主活動の充実	 	 

○ 次なるステップへの課題説明	 

	 

（３）	 指導内容の検討	 

①バイエル教則本の見直し	 

	 MLシステムの使用により、鍵盤にむかう時間が増

え、様々な活動が可能になることから授業の内容を考

える幅も広がった。そこで、本校で主に扱ってきた「バ

イエル教則本」を見直したところ、次のような課題が

見えてきた。	 

○	 ねらいの明確化	 	 

○	 学習の効率化	 	 

○	 実践への応用	 	 

○	 教材の順序性	 	 

○	 へ音記号の学習時期検討	 	 

○	 へ長調導入の早期化	 

	 

②子どもの歌の分析	 

	 教材については幅広くいろいろなジャンルの楽曲

を取り入れていくことが必要であり、特に実践に直結

する子どもの歌を扱うことが学生からも求められて

いる。そこで「子ども歌」を要素で分類し、バイエル

曲で学習したことの応用として位置付けることにし

た。	 

	 

(４）	 保育者に求められるピアノ技能 
①	 個人カルテの作成	 

	 養成校で常に課題となるのは、卒業までに保育者に

必要とされる能力をいかに身に付けるかということ

である。その際に学生はめざすべき目標をしっかりと

把握し、自分の問題として課題設定をしていくことが

重要となる。	 

２年間で身に付けたいピアノ能力は次のとおりであ

る。	 

○「生活の歌」のピアノ伴奏	 

○「季節の歌」「子どもの歌」の弾き歌い	 

○	 歌唱指導（歌唱、ピアノ伴奏、手づくり教材、	 

	 	 模擬保育）	 

○	 伴奏づけ	 

○	 保育場面に応じた変奏（アレンジ）	 

 
②年間シラバス	 

	 平成２５年にはねらいと達成課題を明示した個人

進路票を作成した。学生にとっては、毎時間の目標と

課題が明らかになり、１年間の見通しが持てるように

なった。	 

	 

図１	 初心者用	 授業のねらいと達成課題	 

	 

２	 研究の目的	 

	 新しいカリキュラムによる取り組みを５年間にわ

たり行い、手ごたえはあったが、実際に初心者がいか

にピアノの基礎技能を習得し、音楽能力を高めること

ができたかを明らかにしたいと考えた。音楽的な技能

が形成される過程について ML システムが及ぼした

その成果と課題について検討することが本論の目的

である。	 
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３	 研究の方法	 

（１）調査対象	 

	 初心者カリキュラムの授業を受講している学生の

中から、事前に調査目的・方法について承諾を得られ

た１８名に日程調整をして、テスト調査を行った。	 

	 

（２）調査時期と調査方法	 

	 調査は平成２６年度、前期９月上旬と後期２月下旬

に行った。ピアノ演奏技術と表現力については、期末

試験の課題曲演奏をあてた。音楽基礎能力については、

学生１名に対し授業担当でない教員１名が初見奏と

音階奏を聴きとる形で行った。聴きとりの内容を録音

することへの承諾を得て、録音も行った。課題は全員

共通し、できるだけ自然な雰囲気の中で行うことを心

がけた。	 

	 

（３）調査項目と調査内容	 

図２	 調査項目と調査内容	 	 

	 

４	 結果	 

（１）ピアノ演奏技術及び表現力	 

前期の課題は「バイエル９４または９６」である。

評価のポイントは、ミスなく最後まで弾けること、音

を大切にして指先で音のコントロールができること、

タッチがしっかりしていること、適切なテンポを保っ

て弾けること、フレーズを感じ取って弾けること、強

弱など曲想表現ができることである。初心者は８４点

が最高点となる。７０点以上は１２名（６６％）で、

６０点～６９点は６名（３３％）であった。	 

後期の課題は「ブルグミュラー１番または５番」と

「子どもの歌の弾き歌い」である。評価のポイントは

前期のものに加え、歌とピアノのバランスが適切であ

ること、楽曲のもつ曲想に合った伴奏付けになってい

ることである。	 

後期になって８５点以上の学生が４名（２２％）に

なったのに対し、課題が終わらず、再履修となった学

生も４名（２２％）おり、二極化していることがわか

る。前期よりも後期になって成績が上がった学生は１

４名（７８％）おり、全体的に演奏技術や表現力が高

まっていることがわかる。	 

表１	 調査対象者のピアノ演奏技術の評価	 

	 

図３	 ピアノ演奏技術の前期から後期への評価の推移	 

	 

	 

（２）音楽基礎能力	 

前期は「右手のみの初見奏」「両手の初見奏」「左手

のみの初見奏」「音階奏」を課題とした。	 

【右手のみの初見奏】では、課題が「てをたたきま

しょう」だったために、曲を知っているかどうかで、

読譜のできに影響があり、曲の前半と後半では、メロ
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ディのイメージがつかめた学生とそうでない学生に

差が生じた。そこで影響の少ない最初の４小節のみを

取りだし、「音の高低を正しく弾くことができる」「４

分音符と８分音符の区別をして弾くことができる」の

視点から分析してみることにした。結果は次のとおり

である。	 

	 

譜例１	 前期	 初見課題（抜粋）①	 

	 

①	 最初の１小節に関して、音の高低「ミ（ホ
．
）」と

「レ（ニ
．
）」については１８人中１６人が正しく

弾けていた。	 

②	 最初の１小節に関して、４分音符と８分音符の区

別については１８人中１８人が正しく弾いた。	 

③	 ２小節めの（ミミファソ）の８分音符を４分音符

で弾いた学生が３人いた。	 

④	 ３小節の（ララソファ）を（ソソファミ）と弾い

た学生は３人いた。	 

⑤	 メロディとして感じ取ることができず、混乱する

学生が多くいた。	 

このことから、ド（ハ
．
）からソ（ト

．
）までの音高の

読み取りと４分音符と８分音符の音価の読み取りに

ついてはほぼできていると言える。	 

ただし、拍にのって弾けるところまでには達してお

らず、単なる音の羅列となり、途中で混乱する様子が

見て取れた。また弾いていることが正しいか正しくな

いかが判断できず、戸惑う学生も見られた。曲のイメ

ージがつかめると弾けると話す学生もおり、途中から

曲がわかりスムーズに進んだ学生もいた。	 

	 

【両手の初見奏】（右手が旋律・左手が和音）では課

題が「チューリップ」であり、結果は次のとおりである。	 

	 

①	 右手の音の高低に関してはほぼ弾けていた。	 

②	 左手のヘ音記号に関して、学生は和音をひとかた

まりとしてとらえているようであった。	 

③	 Ⅴ7とⅣの和音に関しては、Ⅰの和音との違いは	 	 	 	 	 

	 	 認識できているが、Ⅴ７を弾けなかった学生は５	 

	 	 人、Ⅳが弾けなかった学生は３人である。	 

④	 指番号に気づいた学生は７人であった。	 

このことから、ド（ハ
．
）からソ（ト

．
）までの音の高低

についてほぼ読み取ることができていると言える。	 

	 和音については、ⅠとⅤ７とⅣの和音の違いを認識

できても、指がスーッと鍵盤に位置付くには達してい

ないことがわかった。	 

	 

譜例	 前期	 初見課題②	 

	 

	 

【左手のみの初見奏（へ音記号）】での結果は次のと

おりである。	 

	 

譜例３	 前期	 初見課題③	 

	 

①	 ハ音をハ
．
（中央ハ）で弾き始めた学生が５人、音

の確認をしたのが３人であった。	 

②	 ト音記号として弾いたのは１人のみであった。	 

③	 ファ（へ）をソやレと間違えた学生は４人であっ

た。	 

④	 ２分音符の中で４分音符を正しく認識して弾く

ことができなかった学生は１２人であった。	 

	 

	 「チューリップ」の時はほぼ全員がドミソの和音を

正しく弾いていたにもかかわらず、へ音記号の位置に

ついては定着していない学生がいた。	 

	 この楽譜では４小節めで初めて４分音符がでてく
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るので、拍を感じて弾いていないと単なる音の羅列と

なり、２分音符との違いがでない。楽譜から拍を読み

取ることが苦手である。	 

次に後期の調査についてである。	 

	 

【右手のみの初見奏】においては、以下の２点のポイ

ントに着目して分析した。	 

・ド（ハ
．
）からド（二点ハ）までの音の高低を正しく

弾くことができる。	 

・付点のリズムを正しく弾くことができる。	 

ただし、前期の調査の反省として、曲を知っている

かどうかが初見奏に影響を及ぼすことも考えられる

ので、今回は４小節のオリジナル曲で調査を行った。	 

	 

譜例４	 後期	 初見課題①	 

	 

結果は次のとおりである。	 

①	 最初の１小節め、「ド（二点ハ）」と「ソ（ト
．
）」

については１８人中１５人が正しく弾けた。	 

	 	 弾けなかった３人のうち２人は１オクターブ下

の位置から弾き始めた。１人は最初の音がすぐに

分からず尋ねた。３人ともに正しい位置を確認す

ると最後までスムーズに弾くことができた。	 

②	 ２小節めの付点８分音符と８分音符の区別は、初

見段階において２人のみ正確に弾くことができ

た。	 

③	 ただし付点であることを確認すると、１０人中６

人は次の課題（両手で弾く）において正しく弾く

ことができた。	 

	 

この結果から、ド（ハ
．
）から１オクターブ上のド（二

点ハ）までの音の高低については、ほぼ読み取ること

ができていると言える。ただし、中央ハの位置の確認

がまだ定着していない者がいた。	 

	 付点については、初見の段階では難しいようであっ

た。正確に弾けたのは２人のみであった。	 

	 弾くことができなかった者を分析すると、楽譜から

「付点」という情報を受け取り認識する段階と正確に

表現する段階があり、付点であることはわかっても、

付点のもつはずんだリズムを身体で感じ取ったり、表

したりすることと結びつかないということが明らか

になった。前者は楽典等の知識の学習で習得できるが、

後者は身体を使った実技を伴う活動で身に付くもの

である。	 

	 拍節感を持たせる手だてが必要であり、早い段階か

らリズム譜を用いた様々なリズムの学習や音楽に合

わせてリズムや旋律を演奏する活動を取り入れる必

要性を感じた。	 

	 

【へ音記号の初見奏】では、Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの主要三和音

を弾けることをポイントにおいた。	 

	 

譜例５	 後期	 初見課題②	 

	 

１８人中２人が１オクターブ上で弾き、１人が最初

の音を尋ねてきた。ただし、この３人は位置を確認す

ると、正しく弾くことができた。	 

へ音記号については音の高低、リズム共によくでき

ていた。和音をしっかりとらえていた。ハ長調につい

ては、ほぼ主要三和音を正しく弾くことができた。前

期は９人だったのが、全員になり、大きく成長したと

言える。	 

	 

【大譜表の初見奏】では、分析のポイントをト音記号

とへ音記号の楽譜を両手で弾くこととした。ただし、

個々の段階でできていない学生については、正しい弾

き方を提示し、確認した。結果は次のとおりである。	 

	 

譜例６	 後期	 初見課題③	 

	 

①１８人中１０人は弾くことができた。	 

②付点でつまずいた１１人中５人は弾くことができ

た。	 

	 

全体的に両手で弾くことが、ほぼできていた。この

段階で弾けない学生は再履修になっている。前期「手

をたたきましょう」で音の高低・リズム共にできてい

た学生は、ほぼ後期の課題もできている。逆にできて

いなかった学生は後期もできていない。つまり前期か

らの積み重ねが大切であり、前期に大きくつまずいて

しまうとなかなか修復できないことがわかった。	 
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【音階】の前期の課題はハ長調・ト長調・へ長調、後

期はイ短調を加えた。結果は次のとおりである。	 

表２	 音階を正しく弾けた人数	 

	 

後期になり、ハ長調は全員が正しく弾けるようにな

った。ト長調も前期に比べ、弾ける人数が増えた。	 

各々の調のつまずきの内訳は以下のとおりである。

（	 ）内は人数	 

①ト長調・・・主音がわからない（２）	 

	 	 	 	 	 	 	 Ｆ♯が弾けない（２）	 

②へ長調・・・主音がわからない（２）	 

	 	 	 	 	 	 	 Ｂ♭が弾けない（４）	 

	 	 	 	 	 	 	 指使いがちがう（５）	 

	 	 	 	 	 	 	 構成音がちがう（１）	 

③イ短調・・・主音がわからない（３）	 

	 	 	 	 	 	 	 Ｇ♯が弾けない（２）	 

	 	 	 	 	 	 	 指使いがちがう（４）	 

	 	 	 	 	 	 	 構成音がちがう（４）	 

	 

楽譜を初めて見た時に、先ず調号を確認し、音階を

弾き、調性を感じ取ることが必要である。♯や♭を付

けずに弾いていても、おかしいと感じることなく、音

の羅列として弾いている学生を見かける。調性を感じ

取れないと、間違いに気付くことが難しく、音楽的な

楽しさを味わうことはできない。また練習の効率が悪

く、ピアノを弾くことがきらいになる原因となる。今

回の結果から、ハ長調については、概ね身に付いてい

ることがわかった。ト長調とへ長調については、定着

するために時間が必要であろう。学生自身が家庭学習

等で繰り返し練習することや授業の中で扱いたい。	 

	 

（３）心情面	 

心情面については、主に授業や練習への取り組みと

ピアノを弾くことへの気持ちを問う内容になってい

る。結果は図４~７のとおりである。	 

	 

①毎回の授業には前・後期共によく参加しており、後

期の方が「十分参加できた」が増えている。参加で

きなかった２名は欠席が多く、再履修となっている。	 

②課題への取り組みは「よく取り組んだ」「まあまあ

取り組んだ」を合わせると１８名中１６名である。

「あまり取り組まなかった」２名は再履修となって

いる。	 

③授業のわかりやすさは後期になり、全員が「わかり

やすい」と答えている。授業者が研修を行い、授業

の内容や方法の改善に取り組み、工夫した授業を行

ったことの成果であると考える。	 

④ピアノに対する好ききらいは「まあまあ好き」が多

くなっている。比較的よく弾ける学生も該当してい

る。学生の感想から譜読みの段階や弾けるようにな

るまでの過程がまだ大変であることがわかる。	 

	 

図４	 授業への参加	 

	 

図５	 課題への取り組み	 

	 

図６	 授業のわかりやすさ	 

	 

図７	 ピアノの好ききらい	 
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表２	 調査対象者のアンケートへの記述内容	 

	 

	 

	 

５	 考察	 

（１）MLシステムによる成果	 	 

ML システムを活用した授業を受講した学生１８

名に音楽技能の調査を行い、次の成果が確認できた。	 

ピアノ演奏技術・表現力の面では、タッチがしっか

りし指先で音のコントロールができるようになり、フ

レーズを感じて弾けるようになった。音楽基礎能力の

面では、特に音の高低、主要三和音、音階について理

解できるようになった。心情面では、学生相互や指導

者との間に良い雰囲気が生まれ、わかりやすい授業が

作り出されていた。	 

	 

これらの成果に ML システムがどう影響したかに

ついて３つの視点（直接的な機能による効果、指導内

容の多様性からくる効果、学生相互及び指導者とのコ	 

ミュニケーションによる効果）から考察する。	 

	 	 

①直接的な機能による効果	 

	 	 ML システムを使うことで授業の形態が変わり、

ピアノにはない様々な機能により、効果的な結果が

得られた。図８はMLシステムを活用した授業内容

例であるが、その中から初心者に活用された機能に

ついて述べる。	 
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図８	 MLを活用した授業内容例	 *2)	 

	 

	 	 ヘッドホンを使用して必要な時に鍵盤に向かえ

る環境は初心者にとって最適であると言える。つま

ずきの原因である「ピアノに触れる時間が少ない」

ことの解消につながった。指の動きや音階の指使い

や和音のカデンツは繰り返しの練習で定着するも

のである。授業の中でも個別のレッスンを行う際、

学生は黙々と鍵盤に向かい自分のペースで練習し、

時間を有効に使っていた。	 

	 	 ブロック別学習指導を活用した連弾・アンサンブ

ルは、弾くことをとおして音楽の楽しさを味わうこ

とができる機能である。初心者カリキュラムでは内

容の精選を行い、一つの楽曲を丁寧に扱うことをめ

ざしている。例えば、バイエル曲がある程度弾ける

ようになったところで、「バイエルコンチェルト」

と称して２台のクラヴィノーヴァで演奏する活動

を行っている。指導者はオーケストラパートを担当

し、安定したテンポと豊富な音色による重厚な味わ

いを大事にしながら演奏する。ここで学生は合わせ

るということに意識を向け、ミスをしないで弾くた

めの練習に励み、より音楽的な演奏をめざそうとす

る。ピアノを弾くことが好きになるきっかけとなる

活動であった。	 

	 	 次に「繰り返しによる指の練習」についてである。

つまずきの原因である「指がスムーズに動かない」こ

とに対する手立てとして授業の中に、毎時間「指の練

習」を取り入れた。例えば、バイエル４４番・８６番・

８７番である。指導者の伴奏パートに合わせて弾く際、

クラヴィノーヴァに内蔵されたメトロノームのテン

ポに合わせて弾くようにした。機械の持つ正確なリズ

ムやテンポにより、徐々に速いテンポにも挑戦してい

った。	 

	 	 これらの機能は主に演奏技術や表現力に通じる

ものであった。	 

	 

②	 指導内容の多様性からくる効果	 

	 	 ML システムを活用するにあたり、当初はまず

ML の機能がどう活かされるか方法論の追求を行

っていたが、方法が変わることは内容や活動の幅が

広がることであり、指導内容についての可能性を探

ることに取り組んだ。そこで考案したのが、９０分

をフルに活かした５つの柱で構成した授業である。

９０分の流れを事例から紹介する（表３参照）。	 

	 	 授業は「指の練習」「発表」「読譜」「主活動」「宿

題の説明」の５つの柱からなる。この５つの柱は冒

頭で述べたつまずきの原因から出てきたものであ

る。そして特徴は授業のねらいが「ハ長調の主要三

和音について理解し、楽譜を見ながら弾くことがで

きる」というように明確に示されており、「和音」

という一つのテーマに対し多方面からアプローチ

し、理解を深めることをめざしていることである。

ここでは、図・楽譜・鍵盤による視覚とMLによる

実際の音の両面から理解し、さらに主要三和音でで

きているバイエル曲で伴奏型に触れ、子どもの歌に

応用している。知識に裏付けされた読譜指導をめざ

し、主要三和音や音の高低等の音楽基礎能力の習得

につながった。	 

③学生相互及び指導者とのコミュニケーションによる効果	 

	 	 初心者がピアノに向かうに時、心理的な影響は大

変大きい。苦手意識やピアノに向かえない状況を取

り払うところから出発することが求められる。つま

ずきの原因である「音楽的に楽しむ段階に達していな

い」「練習の方法がわからない」のところにつながる。	 

	 	 アンケートでもわかるように ML システムを使

用することにより、学生相互の間に仲間意識が芽生

えている。常に同じ課題に向かうことから友人から

良い刺激を受け、教えあいが生まれる。また連弾や

アンサンブルにより共感的感情を持つようになる。

一方、指導者は毎時間の授業設計や教材研究に熱心

である。教える側の情熱が伝わり、わかりやすい授

業が展開されていることから安心して授業に参加

できることがわかる。また「弾けるようになった時

は楽しい」「楽譜が読めるようになった」「自信がつ

いてきた」「ピアノが好きになった」「毎朝、朝練を

続けたい」という肯定的な感想が多く見られ、意欲

がでてきたことが伺える。	 
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表３	 授業事例	 

	 

	 

	 （２）指導者研修―カリキュラム改善にむけて―	 

	 平成２５年より初心者カリキュラム担当の教員で、

年間１０回の研修を行っている。内容は以下のとお

りである。	 

	 ①	 ML機器の使い方、授業への活かし方	 

	 ②	 授業の事前打ち合わせ、教材研究	 

	 ③	 事後の振り返り	 

	 

	 ④	 気になる学生	 

	 ⑤	 実践の情報交換	 

	 ⑥	 評価の分析	 

	 ⑦	 内容・方法の改善	 

５年間、実践を行い、ＰＤＣＡサイクルによりカ

リキュラムの改善を行ってきた。	 
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図９	 ＰＤＣＡサイクル	 

	 

例えば、音楽技能の調査から「音階」と「主要三和

音」の定着について課題が出たところで、早速次年度

（平成２７年度）に改善を試みた。	 

定着の段階が課題となっていたことから、毎時間の

授業の中で繰り返し取り上げた。つまずきの原因とな

っている主音、構成音、指使いに意識を待たせ、両手

で弾けることを課題とした。主要三和音についても既

習の調のカデンツを繰り返し弾くことを毎時間行っ

た。指使いに気をつけ、指がスッと鍵盤に向かうまで

練習した。結果、成果が見られた。	 

表４からわかるように、昨年度に比べ、正しく弾け

た割合が大きく伸びている。	 

	 

	 

表４	 音階と主要三和音のテスト調査結果比較	 

	 	 	 	 （正しく弾けた割合）	 

	 

次なる課題は付点のリズムである。子どもの歌には

付点のリズムがよく出てくる。本校のカリキュラムで

は後期にバイエル８８番が位置付けられているが、前

期からリズム譜に触れたり、リズムを身体で感じたり

表現する活動を取り入れることが必要であろうと考

えている。具体的な実践の検討を行っているところで

ある。	 

もうひとつの課題はグループで同じ課題に取り組

んでいるため、欠席等が多くなると授業についてこら

れなくなることである。今回も理由は様々であるが再

履修者がでた。そのような学生の指導についても考え

ていかねばならない。	 
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[Summary] 

 

Achievements and Issues in beginner piano teaching utilizing the ML system 

Yuko Akatsu 
In order to prepare students as kindergarten or nursery school teachers, our College developed five years 

ago a piano curriculum for beginners using the ML system, and improved it year by year. In the fifth year, we 

planned a deep practical test and questionnaire to clarify the students’ understanding of the skills that they 

were taught. 

In this paper, I show the concrete achievements obtained from analyzing these test results. I also 

discuss what factors have produced these achievements during the five years’ activities. 

Students, even beginners, gain improved piano skills and motivation. 

Its major factors are the following: 

-       Utilizing the functionality of the ML system 

-       Variety of lessons tailored to the student's situation 

-       Improved communication among students and teachers 

As a practical aspect of this study, the fixing of the PDCA cycle of curriculum improvement through teacher 

training has made great contributions. Issues for the next cycle are also appended. 

 

Keywords: 
 ML (Music Laboratory), piano beginner, curriculum development, PDCA (Plan-Do-Check-Action) cycle 

 
（竹早教員保育士養成所	 あかつ ゆうこ） 
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論文③ 

アンサンブル演奏における音量バランス 
~電子楽器を含むアンサンブルでの試行錯誤と考察~ 

森松 慶子 
【要旨】 

	 電子楽器から音を出すためにスピーカーは不可欠であるが、スピーカーから出る音は、アコースティック楽器

の音とは出方、減衰の仕方が異なる。そのため、電子楽器と PA を使用しないアコースティック楽器でアンサン

ブルする際は、音量バランスをとるのに工夫が必要である。その場合、音響学的な基礎知識や機材のノウハウと

ともに、人間の音の聞き方や感じ方に対する想像力が大切である。また、そうしたことを電子楽器奏者が心得て

おくだけでは不十分である。共演者に、機械的な話としてではなく、音楽的な事柄として理解してもらい、より

良い結果を得るために積極的に関与してもらう努力も必要である。電子楽器が音楽の世界で一般的な市民権を得

るためには、重要な過程の一つである。 

	 本論では、基礎的な音響学の用語を整理しながらスピーカーからの音の出方を理解し、実際の演奏の場でどの

ような工夫が有効か、筆者自身が演奏の現場で経験してきたことと、理論的な知識を随時照らし合わせながら記

述する。 

 
キーワード：スピーカー	 音量距離減衰	 直接音・間接音	 電子オルガン	 共演者との相互理解 

アンサンブル演奏の際、音量バランスを適正に保つこ

とは、楽曲の仕組みや立体感、奏者達の解釈を効果的

に表現し、それを明解に聴衆に伝えるためにも非常に

重要である。 

	 電子オルガン等、スピーカーから音が出る楽器とア

コースティック楽器や声楽のアンサンブルでは、アコ

ースティック楽器や歌手の演奏もマイクで拾ってミキ

サーを通し、マイクを通さず直接聞こえている音も含

めてトータルでバランスをとる場合もあれば、マイク

は使わずに電子オルガンのスピーカーの音と、アコー

スティック楽器や歌手の生の音とで奏者が加減し合っ

てバランスをとる場合もある。 

	 この後者、即ち、スピーカーから出る電子オルガン

の音と、アコースティック楽器や歌手の生音とでバラ

ンスをとろうとすると、アコースティック楽器や声楽

だけでアンサンブルする時とは異なる、独特のやりに

くさを感じる。まずはそのやりにくさが一体何である

のかを整理する。 

 
1.音源からの距離と音量の変化 

	 これまで筆者が電子オルガンを演奏してきて、アン

サンブルの音量バランスに関して一番苦労したのは、

スピーカーから出る電子オルガンの音と、アコーステ

ィック楽器から出る音とでは、ステージからの距離に

よる音の減衰の仕方がかなり異なる点である。 

	 スピーカー＝大音量＝アコースティック楽器の音が

負ける、という先入観は一般的なものであろう。確か

にスピーカーからは、アコースティック楽器の音をか

き消すような大きな音を出すことができる。 

	 しかし実は、筆者が使用しているような一般的なス

ピーカーの音は、置き方によってはアコースティック

楽器よりも距離による音量の減衰が著しい。ステージ

上で奏者同士にちょうど良い音量バランスになるよう

に電子オルガンの音量を控えめにしておくと、奏者同

士で演奏はし易いが、客席の後ろの方の聴衆には、ア

コースティック楽器に比べると電子オルガンの音が聞

こえにくい、ということがよくある。 

	 音量は、音源から遠ざかれば減衰する。この音量距

離減衰3だけならば、スピーカーからの音もアコース

ティック楽器の音も距離に応じて同様に減衰する。し

かし条件によっては、スピーカーの音のほうが、アコ

ースティック楽器の音よりも音源からの距離による減

衰が著しい。これは、アコースティック楽器のほうが、

                                                   
3 音源は、発音体の大きさや形状によって点音源、線音源、
面音源に分類される。本論で扱っている点音源では、音源か

ら離れるごとに、音は距離の２乗に反比例して減衰する。つ

まり音源からの距離が２倍になると、音量が４分の 1になる。 
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一般的なスピーカーからの音よりも、間接音4を生じ

やすいためである。 

	 概してアコースティック楽器の音は音源を中心に全

方位に広がる。屋内では音が壁や天井、床、座席、柱

など方々に反射しながら進むため、聴衆には直接音に

加えて多様な間接音（反射音）が届き、距離による音

量減衰は、聴感上は緩やかになる。 

	 一方電子楽器のスピーカーは、機種ごとに音の指向

角度が設定されている。全方位に音が向かうように設

定されているスピーカーもあるが、一般的なタイプの

スピーカーでは、特定の方角に向けて音を放射するべ

く、指向角度 5が定められている。筆者が通常使用し

ているスピーカーには、水平方向の公称指向角度が

60°、垂直方向の公称指向角度が 90°と表示されている。

実効指向角度は公称指向角度の７~8 割になるとも仕

様書には書いてあるので、このスピーカーを聴衆に真

っすぐ向けてしまうと、広い会場ではスピーカーから

まっすぐのばした軸の、左右に 20 数度ずつ開いた角

                                                   
4 一般に、日常生活で人間が聴いている音の半分以上が、直

接音ではなく、壁や天井、床、その他あれこれの物体に反射

して耳に到達した間接音（反射音）であると言われている。

音楽ホールでは間接音の比率は更に高まる。音響機器メーカ

ーBOSEの創始者であり、マサチューセッツ工科大学の名誉

教授でもあったボーズ博士がカーネギーホールの最も良いと

される席で計測したところ、直接音：間接音の比率が１：８

（資料によっては 11％：89％）であった。それを根拠に、ボ

ーズ博士が 1968 年、背面に８つ、正面に１つのスピーカー

を配した BOSE901スピーカーを世に出したことは、オーデ

ィオファンの間ではよく知られている。 

 
5 指向角度には、公称指向角度と実効指向角度がある。公称
指向角度は、軸上の音圧レベルより 6dBSPL音圧が小さくな

った時の開き角。 実効指向角度は、受音面に対する角度であ

り、受音面上の基準点から 6dBSPL下がる点をプロットする

ことで定義される。スピーカーの実効指向角度は、公称指向

角度の約 70%～80%。文末の図を参照。 

（解説、図ともにヤマハ製品説明ホームページサイト	 

http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/periph

erals/applications/cissca/	 より） 

 

 

度に入るごく狭い領域の聴衆にのみ直接音が向かうが、

ステージから離れるほどに、音量距離減衰により音は

小さくなり、また人や衣服にも吸収されて、壁等反射

できるところに到達して間接音を発する前に、たちま

ち音量が落ちることが容易に想像できる。 

	 筆者はかなり長い間、ステージで弾きながら電子オ

ルガンの音量がピアノやヴァイオリンの音量より大き

めになっていると感じると電子オルガンのボリューム

を下げて演奏し、あとで客席最後方のビデオをチェッ

クしてみて電子オルガンが想像以上に小さいと自分で

感じたり、後ろのほうで聴いて下さっていたお客様に

「エレクトーンが小さかった」と言われたりしていた。 

	 間接音が足りないのではないかと気づいてからは、

スピーカーから出る音が、なるべく近くの壁や天井に

反射するよう、角度や高さに気をつけるようになり、

それなりの効果はあるように感じている。 

	 しかし、演奏会毎に会場も編成も違う中でその都度

短い準備時間で適切なセッティングを見つけ出せてい

るのか、もっと良い方法があったのではないかとも常

に感じている。 

	 前出の「間接音」に関する脚注２で触れたボーズ博

士の例から考えると、直接音よりも間接音の比率の方

が大きい方が“良い音”として聴いてもらいやすいとい

うことであるが、共演者にも聴衆にも間接音が多く聞

こえるようにスピーカーを置こうとすると、直接音が

人にダイレクトに当たらないようにスピーカーを上向

けにしたり後ろ向けにしたり、周りの人々から見て非

常に奇妙な置き方になることが多い。全国の小学校を

回ってアコースティック楽器と電子オルガンのアンサ

ンブルでクラシック音楽の演奏をしている知人も、場

所によってはかなりスピーカーを上向けにすることが

あると言うので、筆者だけが何かおかしなことをして

いるわけでもなさそうである。 

	 スピーカーが必要な電子楽器を使って演奏会をする

際、なるべく間接音をうまく利用して、電子楽器とマ

イクを通さないアコースティック楽器の音を自然に溶

け合わせてバランスをとりたい、という自分のニーズ

にマッチした方法論は、調べてもなかなか出て来ない。

このことに関しては、引き続き実践の中での試行錯誤

を重ねるとともに、先行事例を共有できる場や、演奏

者同士の情報交換や勉強会のような機会を設けたいと

考えている。 
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2.周波数と放射特性~電子オルガン特有の留意点~ 

	 前節 1で、アコースティック楽器の音は基本的に全

方位に広がり、スピーカーの音はそれぞれ定まった指

向性に従って進む、と書いた。概ねそういう理解で良

いのだが、演奏会場の音響をよりよく整えるには、ス

ピーカーから出る音の特性や、電子オルガンの場合は

この楽器でレジストレーションする際の独特の事情に

ついてもう少し知っておくべきことがある。 

	 図１、２は、電子オルガンの指導者であり、編曲者

であり、理科系出身で技術面にも明るかった飛田君夫

氏が、「エレクトーン事典」（ヤマハ）に書き下ろした

原稿中で使用されたものである。図２下段は、スピー

カーの音の指向性を示したものである。指向性が前向

きに設定されているスピーカーであっても、全方位に

広がりやすい低周波の音は後ろにも放射され、そこに

壁があれば、壁にぶつかり反射して正面奥で直接音と

共に聴き手に届く。確かに野外の音楽イベント等で巨

大なスピーカーの後ろに回ると、大音響の大半はうん

と静かになるが、ズン、ズン、と響く重低音だけは後

ろでもよく聞こえる。 

	 一方高周波の音は、スピーカーを客席に向けて置い

た場合は、会場の広さによっては正面から狭い角度で

放射する直接音主体で客席に届き、きつい、よく目立

つ音として聴取される。 

	 図１上段はアコースティック楽器一般の音の指向性

を示している。スピーカーからの音と最も違うのは、

アコースティック楽器の場合は若干の高周波も後ろの

壁に当たって跳ね返り、間接音と直接音の両方が客席

に向かっていることである。 

	 スピーカーから出る高周波の音の特性を考慮して、

電子オルガン側でレジストレーションもしくは演奏中

の強弱で気をつけないと、客席との距離によっては、

電子オルガンの高い音だけがどぎつい感じに聞こえて

しまう。具体的には、フルートやピッコロ、トライア

グルなど、高音域系の音色は、音量やブリリアンス（音

の明るさ）を控えめにするのが無難であるし、タッチ

が音の強弱に反映される設定にして演奏する場合は、

余り力んで鍵盤を押込まない方が良いことが多い。 

 

 

 

 

図１	 アコースティック楽器とスピーカーの音の指向

性の違い（「エレクトーン事典」） 

 
 
	 もう一点、電子オルガンの場合、自室等で奏者の膝

元から音を発する本体スピーカーの音を聴きながらレ

ジストレーションすると、大きなホールで低音が大き

過ぎることがある。この現象は、図２で説明できる。 

 
図２	 音の指向性と聴く位置（電子オルガン） 

	 	 （「エレクトーン事典」） 

 

 
	 低周波の音は全方位に拡散する傾向があるので、足

元の本体スピーカーからでも、奏者の耳に直接音も届

く。一方、高周波の音は直接音が奏者の足元を通り抜

ける形になる。 

	 この状態でレジストレーションすると、聞こえにく

い高音をつい強調してしまい、スピーカーの正面で聴
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いた時には必要以上にきつい印象になることがある。

随時ヘッドホンでも聴いてみたり、外付けのスピーカ

ーを接続して音を正面から聴いてみたりして確認して

おくほうがよい。 

	 上記とは反対に、大きな会場で演奏してみると、電

子オルガンの低音域の音がうるさ過ぎるケースもよく

ある。低周波の音は音程を認識できる音像を結ぶため

に大きなスペースが必要で、小さい部屋でレジストレ

ーションした場合、低音の音量を上げても明瞭に聞こ

えないことが多い。小さい部屋で普通に聞こえるレベ

ルまで低音の音量を上げてレジストレーションしてし

まうと、大きな会場でいきなり音像を結んで爆音を響

かせることになってしまう。 

	 きつ過ぎる高周波にせよ、強過ぎる低周波にせよ、

音楽を台無しにするばかりでなく生理的な苦痛を聴く

人に与えかねない。電子オルガンを演奏する際は、こ

うした事に対する知識を備え、起こり得る事象をある

程度予測して、現場で万一実際にこういうことが起こ

った場合には、適切に対処しなければならない。 

 
3.音の定位 

	 音の定位とは、音がどの位置から聞こえてくるかと

いうことである。スピーカーの置き場所や角度を定め

る際、ここまで見てきた通り、間接音を豊かに得られ

る為の位置を見定めることが大切なのであるが、だか

らといって演奏者がいる場所と音源とがあまりに離れ

てしまうのも、生演奏の臨場感を損ねる。筆者は通常

の演奏会では、なるべく楽器のある場所と音の出所を

一致させたいので、通常見られるような、ステージの

左右の端等には、スピーカーを置かないことが多い。

適切な間接音が得られ、共演者に演奏し易い音量で聞

こえ（次節で詳述）、電子オルガンの定位が自然に感じ

られるようなスピーカーの置き場所を探すようにして

いる。 

	 ちなみにインターネットや雑誌等で音響関連の記述

を読んでいると、ホールでは CDを聴いているような

均質な響きに整えるべく工夫し、CD を聞くオーディ

オファンは、リバーブ感や定位感など、ホールでの聞

こえ方を再現する方向を好む傾向があるように見受け

られる。いずれも、ホールならホール、CD なら CD

の特性を伸張する方向ではなく、互いに現実の環境を

凌駕して仮想の状態を作り出すために最新技術が駆使

されているようで、これはこれで科学技術を使って人

間が何をしたがるかというひとつの現れとして、非常

に興味深い。スピーカーを用いた演奏会での音の聴か

せ方には、どうすることが可能だ、という技術的な問

題以前に、どうしたいのか、どうすべきだと感じるか、

という、ある意味美学的な問題も関わっている。この

ことは、人間と科学技術という括りの話題で常に問題

になることでもある。 

	  
4.紀南文化会館大ホールでの共演者との確認作業 

	 2015年 8月 22日、筆者は田辺市紀南文化会館のホ

ールで開催されていた、大ホール演奏体験という企画

を利用して、ピアノ、声楽、電子オルガンで音出しを

し、ホール備え付けの天井マイクでレコーディングし

て頂いた。その際、奏者同士の音の聞こえ方や、客席

へのそれぞれの演奏の音の届き方のバランス等、普段

の演奏会では筆者がリハーサル前に大急ぎで多少の知

識と大体の感覚を頼りに準備している事柄を、奏者同

士、そして、この時は演奏に参加せず手伝いにきてく

れていた他の演奏仲間と確認し合う時間もとってみた。 

	 普段のコンサートでは、本番目指して最小限の時間

内でセッティングし、すぐ音出しに入る。筆者自身は

リハーサル中に何か気づけばそれなりにセッティング

やバランスの調整もするのだが、ピアニストや歌い手

その他の共演者は、全体の音量バランスに関してはス

ピーカーの向きや音量を調整している筆者に任せて、

取りあえず自分の演奏の最善を尽くす形になっている

ことが多い。余程やりにくければ改善して欲しいと筆

者に意思表示してくれるが、多少の問題であれば、（ど

んな条件でもベストを尽くさねば）という本番スピリ

ット的なものが作用してか、黙って演奏してくれてし

まっているのではないかと感じることもよくあった。 

	 これは本来のアンサンブルの姿ではない。共演者に

スピーカーから出る音をステージのあちこちや、客席

からも体感してもらって、方向や距離に案外大きく左

右される電子楽器の音の事情を理解してもらい、電子

楽器よりも間接音を得やすく案外遠くまで音が通って

いるアコースティック楽器の音量感についても自覚し

て頂き、お互いが主体的にバランスをとりながら演奏

しやすい関係を作りたいというのが、この日の筆者の

大きな目的の一つであった。 

	 ここでは、筆者が日頃の演奏の現場で試行錯誤して
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いることを具体的に取り上げながら、この日、普段よ

り少し余裕を持って確認したいくつかの事柄について

記しておく。 

 
①ステージ上のセッティング 

	 使用スピーカーは普段から筆者が使用しているヤマ

ハステージパス 600i の２本。公称指向角度水平方向

60°、垂直方向 90°である。この日、この他にホールの

スピーカー等は使用していない。 

	 電子オルガンの本体スピーカーが生きていると、全

体の音量バランスがわかりにくくなるので、スイッチ

をオフにするか、そもそもはずすかしている。本当は

電子オルガンから出る音はなるべく電子オルガンのあ

る場所から出したいので、スピーカーもなるべく電子

オルガンに近づけ、向きを工夫するようにしているの

であるが、この日のように大きめのステージでは、ピ

アニストに電子オルガンの音が聞こえにくいと言われ

易い。そこで１本は電子オルガンの近くのステージ奥

に、もう１本はピアノの近くのステージ奥に置き、奏

者も聴衆も同じスピーカーから出た音を聴けるように

しておく。 

	 スピーカーを用いるコンサートの場合、一般には舞

台の両端近くステージ前方に客席だけに聞こえるスピ

ーカーを置き、それとは別に奏者同士で聴き合うため

にステージ上にモニター・スピーカーを置くことも多

い。こうしておけば、奏者同士の聞こえやすさと客席

での聞こえ方の調整はし易い。 

	 しかしこれでは客席とステージの音の空間が分断さ

れてしまい、せっかく生演奏を聴いて頂くのに、奏者

と聴衆が違う音を聴いていることになる。客席側の音

のバランスは奏者にとっては殆どわからず、調整も不

可能である。バランスをミキサー・スタッフに任せる

方法もあるが、どのようなバランスで音楽が聞き手に

届くかまでを演奏者の表現と考えるならば、少なくと

も、奏者と聴衆はひとつながりの音響空間の中にいる

のが自然であろう。6 
	 ステージ上のスピーカーで奏者と聴衆と両方に適切

に音を届けるのは、特に広い会場ではなかなか難しい。

                                                   
6 森松慶子「ライブパフォーマンスにおける音場~電子オル
ガンと音像一致・舞台と客席が空気感を共にする音環境~」

2012年	 電子キーボード音楽第７号、日本電子キーボード音
楽学会	 

前述のように、直接音は距離による変化が著しいから

である。それでも聴衆と奏者をひとつながりの音響空

間の中に置きたいということで、筆者はあえてこの方

法をとって試行錯誤を重ねている。電子オルガン奏者

の神田将氏も同様の事をブログの中で以下のように書

いておられる。 

	 「もし芸術的表現に有効なPAを望むのであれば、私

が聞く音とお客様が聞く音が同一である必要がありま

す。その場合、PA用のスピーカーを舞台の一番後ろに

設置することで実現できます。」7 
	 筆者の 8 月 22 日の話に戻る。この日のようにピア

ノの近くに片方のスピーカーを置く際、ピアノ側のス

ピーカーは、ピアニストに電子オルガンの音が聞こえ

易くするためのモニターも兼ねているが、客席に向け

て音を出しているスピーカーでもあるので、一定以上

の音量は必要である。その直接音がピアニストに当た

って必要以上に電子オルガンのボリューム感を感じず

に済むよう、日頃から会場の形状やサイズにも応じて

いろいろ角度を試してみている。この日は、ピアノの

蓋にスピーカーの音が当たって後ろの壁や天井に反射

するようなイメージでスピーカーを置いてみた。 

 
②共演者へのスピーカーの音の聞こえ方とその調整 

	 ピアノ側のスピーカーは前項①のように、ピアニス

トにうるさ過ぎないように角度をつけたつもりであっ

たが、後でピアニストに聞いてみると、これでも電子

オルガンの音がかなり大きく聞こえ、ピアノ演奏は全

体的に力んでいた、とのことであった。 

	 実はこの日、始めにピアニストから、電子オルガン

の音が聞こえにくい、という申し出があり、ピアノ寄

りのスピーカーを若干ピアニストに近づけ、角度も変

更したのだが、この時ピアニストに対してもう少し音

が逃げるような角度を保っておいた方が良かったので

あろう。また、まだ電子オルガンとの共演回数が少な

いこの日のピアニストに、筆者も、ステージでの聞こ

え方と客席での聞こえ方、スピーカーからの音の減衰

の特性について、事前説明をし、この日はお互いの聞

こえ方についてゆっくり確認し合いたいと伝えたつも

                                                   
7 神田将ブログ2010年11月16日	 姜建華二胡コンサート 

in 札幌 [101116] レポート

http://blog.yksonic.com/?eid=110544より引用 
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りであったが、まだ足りなかったということであろう。

ピアニストとしては、一度筆者に聞こえにくいからと

いう理由でスピーカーの位置を変更させた後に、今度

は少し大き過ぎるからと言って再度セッティングを変

更して欲しいと言いにくかったのかもしれない。最初

から、最適な環境が整うまで共演者も当然スピーカー

のセッティングについて意見を言うものである、とい

うコンセンサスが確立していれば、こういう時に当た

り前にディスカッションを続けられるだろう。バラン

スの問題は結局演奏の問題とも直結するので、機材を

いじっていれば良いと言うことではなく、互いの楽器

の事情を伝え合い、理解し合い、客席での聞こえ方を

奏者全員が一緒にイメージし合うといった、奏者同士

のコミュニケーションが肝要である。	  

	 ピアニストは座る位置が決まっているので、スピー

カーの音、或いはピアノの音が聞こえにくい場合には、

スピーカーの位置や音量を調整するが、歌手やヴァイ

オリニストであれば、自分が演奏しやすい場所に動く

こともできる。この日の歌い手は、最初、電子オルガ

ンよりかなりステージ前方の、ピアノの蓋でスピーカ

ーからの直接音が遮られる位置に立っていたが、電子

オルガンの音が余り聞こえず歌いにくいということで、

自主的に電子オルガンの左脇まで近づいてきた。スピ

ーカーからの直接音が聞こえる領域であったが、筆者

と既に何度も共演した経験があり自らが豊かな声量を

響かせる振動体である彼女には、そのくらいでちょう

ど良かったらしい。 

	 電子オルガンの音が大きくて自分の音が聞こえにく

い、と共演者に言われた場合、或いはその逆の場合、

スピーカーから出る音の音量を変える前に、共演者の

立ち位置やスピーカーの角度を変えてみるのもひとつ

の方法である。指向性を持つスピーカーの音は、距離

だけでなく、方向によって音量がかなり変化すること

を上手に利用したい。 

 
③天井の吊りマイクの録音とステージでの聞こえ方 

	 紀南文化会館大ホールの天井吊りマイクは、全方位

の音を拾う無指向性コンデンサマイク DPA-4006A。

１本 20万円余。プロユースの定番的機材である。 

	 このマイク２本で録音された音は、8月 22日の筆者

達の演奏に関しては、音質は録音スタッフのところで

は無調整、恐らく音量バランスもほとんど調整してい

なかっただろうとのことであった。 

	 その録音の結果は、非常に整っていて、ピアニスト

も筆者も「ホールの響きというよりはスタジオ録音の

ようだ」という印象を持ったが、音量バランス的には、

演奏しながら筆者がステージ上で感じていたのとほぼ

同じ状態であった。ピアノと電子オルガンが両方フォ

ルテでぶつかり合う場面でも、打鍵の瞬間の発音が明

瞭なピアノの音がクッキリ立って、周囲から電子オル

ガンのボリューム感が押し上げる感じの、筆者にとっ

ては比較的好もしいバランスになっていた。 

	 当日の演奏の際、このフォルテ対決の箇所にさしか

かった瞬間、電子オルガンが大き過ぎると感じて筆者

が微妙に音量を下げたのだが、天井マイクの録音を聴

くと、そういうことが起こっているのがよくわかる。

それだけクリアに音を捉えた録音だということだろう。 

	 ただし、ピアニストは録音よりもステージの上で聞

いた音のほうがもっと電子オルガンが大きく、ピアノ

の音量が負けているように感じていた。前述の通り、

これはピアノの脇に置いたスピーカーの向きの問題だ

ろう。これも前述の通り、電子オルガンの音に対する

慣れの問題もあったかもしれない。 

 
④客席での録音と人が聞いた印象の食い違い 

	 この日、参考のためにホール客席の何箇所かで録音

もしたのだが、同じ録音機材を揃えることはできなか

ったため、きちんとした比較をするための資料として

は使えない。 

	 ただ、録音機を置く場所、或いは録音機の種類によ

っては、そこに立ってその場で音を聴いていた演奏仲

間達が感じる音のバランスと、録音機に残されている

音のバランスがかなり違っているところがあった。普

段のコンサートで、リハーサルの時に客席に録音機を

置きっ放しにして録音して本番のバランスの参考にし

たり、本番を録音して後からバランスの確認や反省を

したりしていたのは、もしかしたらそんなに意味がな

かったかもしれないということがわかった。薄々感じ

ていたことではあったが、今後は、リハーサルで電子

オルガンの録音データを流しながら共演者に（録音と

のアンサンブルは難しいが）演奏してもらい、自分自

身で客席からの音を聴きながら同時に録音し、どう聞

こえた時にどの機材ならどう録れるか、確認する必要

があると考えている。 
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	 以上、録音された音を頼りに人が耳で聞く際の音の

バランスが確認できると思わないほうが良い、という

ことを改めて認識した。録音機器はそれぞれに音の拾

い方に特性がある。また、当然のことながら、人は決

して“公平に”音を聴取しているわけではなく、個々人

の学習や視覚的情報、先入観など、さまざまな要因に

影響されながら聴く音を選んでいる。 

	 そう考えると、演奏会におけるプログラムの情報や

MC、種々の演出は、聞いて欲しい音を聞いてもらう

手引きとして有効に活用することもできる。もちろん、

敢えてそういう誘導めいたことを一切せず演奏のみで

勝負、という考え方もあるのだが。 

 
⑤共演者のスピーカーからの音の出方に対する理解 

	 この日は、演奏に参加したピアニストと声楽家、そ

して手伝ってくれていたピアニストと声楽家の計４名

も、客席の通路を前後に移動しながらスピーカーから

出る音は、スピーカーの真正面の間近でかなり大きい

と感じても、少し脇に外れたり離れたりするとグンと

音量が落ちるということを、それぞれの耳で確認して

くれた。 

	 この日は反響板のあるホールという、音にとっては

条件の良い場所であり、筆者も間接音を得やすいよう

なスピーカーの置き方を心がけていた。それでも、筆

者自身も最初に電子オルガンから録音データを流して

自分が客席で聴いて確認したところ、ピアノよりも距

離による音の減衰が大きいと感じられた。共演者や客

席に極力直接音が向かわないような、それこそ、スピ

―カーを後ろ向き、もしくは天井向きに置いてそれで

も音の輪郭が崩れないような向きを探すのが、この差

を解消する方法なのかもしれない。次の機会に一度試

してみたい。 

	 以上のような事情を共演者が実感、理解してくれて

いれば、ステージ上での聞こえ方から客席の聞こえ方

をイメージしてもらうことも可能になっていくだろう。

電子楽器がアンサンブルに入ると、バランスは自分に

は把握できないから電子楽器奏者に任せて、とにかく

自分は負けない音量で弾いておく、という在り方では

なく、客席にどのような音がどのようなバランスで届

いているかを全奏者それぞれがイメージしながら、積

極的にバランスの調整に参加しつつ、一緒に演奏を作

り上げることができる。共演者全員が情報や問題意識

を共有して一緒に工夫しながら良いバランスを実現で

きるような関係が出来上がっていれば、演奏そのもの

の一体感が増し、質が向上するのではないだろうか。 

	 筆者自身がこれまでの演奏の各現場では、こうした

ところまで手が回っていなかったので、今後是非留意

したいと考えている。	  

 
おわりに 

	 CD やユーチューブ等で聴く録音された演奏は、大

概マスタリング等の処理が施され、楽器間のバランス

が綺麗に整えられている。録音で聞き慣れた音楽を演

奏会場で生で聴くと、例えば PA 機材を大々的に使用

したポピュラー系のライブで“本当はここであの楽器

の音が鳴っているはずなのによく聞こえない”という

こともあれば、コンチェルトの演奏会で“ソリストの音

が CDより貧弱だ”ということもある。どんなにお金が

かかっていても、どんなに歴史的にノウハウが積み重

ねられているジャンルでも、生演奏の場は常に試行錯

誤の場であり、うまくいくこともあればそうでないこ

ともある。 

	 筆者としては、スピーカーを使った場合の音量バラ

ンスに関して、電子楽器特有の特殊な事柄としてでは

なく、これまでさまざまな編成の伝統的なアンサンブ

ルで培われてきたノウハウの延長線上にあるものと考

えたい。共演者にもそのように理解してもらえるよう、

努力を続け、スピーカーの工夫に関する話を、機械的

な話ではなく、音楽的な話と捉えて共演者ともども向

き合っていきたい。 

	 電子楽器は、スピーカーまで含めて楽器であり、演

奏は、聴衆の耳に届くところまでが演奏である。楽器

に向かってレジストレーションを吟味し、演奏の練習

を十二分に行ったとしても、肝心の音の出口、音の届

く先まで責任を持たないとしたら、音楽的なコミュニ

ケーションとしては不完全であるし、その不完全さに

気づいた時には奏者自身も非常に不本意である。 

	 音響の特性やスピーカーの性能は、音楽や演奏に直

結した形ではなく、物理的な現象として記述されてい

ることが多い。それをまずはそのまま咀嚼することは

非常に基礎的で大切な段階である。そしてそれらをさ

らに、音楽としてはどういうことなのか、読み替える

必要がある。演奏に携わる際は、音が感覚的な対象で

あるだけでなく、客観的な対象でもあるということを
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もっと意識するべきではあるが、最終的には音楽的な

共感に結びつく形で取り込んでいかなければならない。

客観と主観と共感を適切に結びつけるための言葉を探

し、蓄積、共有することを今後も心がけていきたい。 

  
               右  本文中脚注３で言及した図   

  
参考文献 

事典：『エレクトーン事典』ヤマハ	 1996年 

論文：森松慶子 

	 	 「ライブパフォーマンスにおける音場~電子オルガンと音像一致・舞台と客席が空気感を共にする音環境~」 

	 	 2012年	 電子キーボード音楽第７号、日本電子キーボード音楽学会 

インターネットサイト：神田将ブログ2010年11月16日	 姜建華二胡コンサート in 札幌 [101116] レポート 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://blog.yksonic.com/?eid=110544 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ：ヤマハスピーカー製品情報サイト	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/peripherals/applications/cissca/ 

 

[Summary] 

Volume Balance in Musical Ensembles 

― Sound from loudspeakers and acoustic instruments ― 

MORIMATSU, Keiko 

    In ensembles of electronic instruments with loudspeakers and unplugged instruments, we should 
consider that the radiation characteristics of sound of general loudspeakers are different from those of sound 

from unplugged acoustic instruments.  Many people would think that loudspeakers surpass acoustic 

instruments in volume.  Contrary to this prejudice sound from loudspeakers is often attenuated more 

significantly than the sound from acoustic instruments.  This makes balancing volume between them quite 

difficult.   

     Sound from acoustic instruments generally radiates in all directions and produces various reflected 

sound that mitigates attenuation of sound.  On the other hand sound from general loudspeakers radiates 

within limited directivity and relies on direct sound that attenuates easily.  To balance volume of the two, 

careful consideration to the place and the direction of loudspeakers has to be given to make as much reflected 

sound as possible.    

     How the sound reaches collaborators and audience is an important issue for music.  Musicians should 

not put it entirely into the hands of sound engineers.  Players of electronic instruments also need to 

communicate with their collaborators who play acoustic instruments to let them know about the 

characteristics of electronic instruments in musical context.  This is the essential process for electronic 

instruments to be one of ordinary musical instruments rather than special and isolated existence.  

 

Key words: electronic instruments, loudspeaker, sound attenuation in distance, reflected sound, 

           ensembles with unplugged instruments, communication between players  
（音楽ライター、電子オルガン演奏、作編曲	 もりまつ けいこ） 
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活動報告① 

コンチェルト体験会	 
~エレクトーン伴奏によるピアノ初心者のためのピアノコンチェルト~	 

西山	 淑子	 

	 

	 2015年 7月 27日に自主企画で、ピアノ・電子オル

ガンの先生のための『コンチェルト体験会』を行いま

した。これは、私が 1993年から自宅教室の生徒のた

めに編曲し続けている『エレクトーン伴奏によるピ

アノ初心者のためのピアノコンチェルト』をピア

ノ・電子オルガンの先生方に体験して頂いて、ピアノ

のレッスンに電子オルガンを活用するメリットを知っ

ていただこうという試みです。 

	 電子オルガンは、�ソロで一人オーケストラを楽し

む楽器、�オペラやコンチェルトの伴奏楽器としての

顔は定着していますが、教育楽器としての顔はまだま

だ知られていない気がします。 

	 私は、コンチェルトやオペラの伴奏を経験して、初

心者のピアノレッスンに活用したら絶対楽しいし、目

には見えない様々な効果があると確信して『エレクト

ーン伴奏によるピアノ初心者のためのピアノコンチェ

ルト』を書き始めました。 

	 最近、ピアノのレッスンに電子楽器を取り入れてい

る先生も随分増えていますが、まだまだピアノのレッ

スンにはピアノだけで、電子オルガンのレッスンには

電子オルガンだけで、という傾向が強いように思いま

す。ピアノのレッスンに電子オルガンを活用すること

が普通になったら、日本のピアノ教育は変わる！と、

私は密かに思っています。それには『電子オルガンも

ピアノも弾ける先生＝バイキーボーディスト』が増

える必要があります。 

	 『エレクトーン伴奏によるピアノ初心者のため

のピアノコンチェルト』とは、ピアノを習い始めた

子どもたちにこそ、最初から彩豊かな音色に包まれ

てアンサンブルを体験させたい‼という想いから生

まれた作品で、ピアノパートのレベルは、片手、やさ

しい両手~ソナチネまでとしました。誰でも知ってい

る歌、ピアノの教本として欠かせないバイエルやブル

グミュラー、ソナチネ、発表会の定番曲を素材にして

います。各々ストーリーでいを持たせ、電子オルガン

の多彩な音色や機能を活用して『弾いて楽しい、聴い

て楽しい』作品です。 

	 体験会では、私がこのような作品を書くに至った経

緯や「得られるもの」をお話しした後、実際に弾いて

頂きました。 

	 話の内容は以下の通り。 

 
♪基本はアンサンブル~全ては音楽的な演奏のた
めに~ 

	 そもそも、この作品を書くことになったきっかけは、

音大での授業でした。ML 教室でのキーボードハーモ

ニーのような内容の授業でしたが、オーケストラのス

コアを一人１パートでアンサンブルした時、ピアノ科

のクラスは「合わない」のです。ブレスをしない、指

揮を見ないという状態でした。一方、菅・打楽器のク

ラスはすぐに「合い」ました。 

	 小さい時からほとんど一人で弾いてきたピアノ科と

吹奏楽などで常にアンサンブルをしてきた菅・打楽器

科。この差は、習慣、経験の他の何ものでもないと痛

感しました。 

	 そこで、私のところに来てくれる生徒たちには、初

めからアンサンブルを体験させてあげなければ！と思

い、この『コンチェルト』を書き続けているわけです。 

●『合わせる』ことで、アインザッツ、ブレスが自然

にできるようになります。頭合わせや掛け合い、受け

渡しなど、相手がいることで、目を合わせ、体全体で

合図する。まさに「息を合わせる」ことが否応なく出

来て、それは自然なフレージング＝音楽的ということ

に繋がります。 

●『相手の音を聴く』ことで、耳が鍛えられます。 

テンポ、音量バランス、ひびき（和声感）、音色…様々

なことに気を使って聴かなければいけません。これは、

究極のソルフェージュです。 

●『一人じゃない』ことで、思いやり、協調性、責任

感といった、人として大切なことも身に付き、みんな

で一つのものを作る喜びは心を育てます。 

	 「一人で音楽を完結できる鍵盤楽器やハープ、ギタ
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ーなどは特殊な楽器」という意識を持つことも大切で

す。また、打ち込みデータやマイナスワン（カラオケ）

に合わせるのではなく、生で合わせて初めて「アンサ

ンブル」と言えます。 

	 こうしたアンサンブル体験は、ソロの演奏にも必ず

反映されます。 

 
♪編曲の意図~こんなことを願って書いた~  
・まずは、１：１のアンサンブルから（同時に日常の	  
	 レッスンや発表会の楽器調達のことなどを考えると	  
	 １台がベスト） 
・相手の音を聴きながら、色々な音に包まれて弾く→	  

	 耳を鍛える 

・音の色彩を感じる→曲想と楽器（音色）の結びつき。 

・複数パートを同時に見る→スコアリーディングに繋 

	 げる 

・調号アレルギーをなくす→できるだけ、必ず転調す 

	 る 

・ストーリー性を持たせる→それにふさわしい表現方 

	 法を考える＝想像力を働かせる 

 
♪電子オルガンを使うメリット  

	 「一人で同時にいろんな音が出せる」という、こ

の楽器の特徴を活かし、彩豊かな音に包まれてピアノ

を弾くことで、想像力が増し、曲想の捉え方もより具

体的なります。オーケストラで使われる楽器音だけで

なく、様々な電子音も取り入れることで、より楽しい

空想の世界へも誘えます。また、どうしてもクラシッ

クに偏りがちなピアノレッスンを多様なジャンルに広

げることが容易にできます。 

	 バーチャルではあるけれど、限りない音の体験がで

きます。 

	 アンサンブルはピアノだけ（連弾、１台、２台・・・）

でもできますが、多彩な音色という点で、ピアノだけ

ではできないプラス α効果は非常に大きいものである

ことは確かです。 

この『コンチェルト』はピアノのレッスンでの電子オ

ルガンの活用法の最たるものですが、その他にも色々

と活用できます。その活用例も少し紹介しました。 

 ♪リズム機能を使って  

	 ・リズム打ち、聴唱•奏のとき、適当なリズムを流 

	 	 しておく 

	 ・ポップス系の曲のとき、その曲にふさわしいリズ 

	 	 ムに合わせて弾く（メトロノーム代わり） 

 ♪持続音で  

	 	 ・色々な楽器音で弾く→ピアノにはできない持続	  

	 	 	 音の体験	 	  

	 	 ・アーティキュレーションや音符の長さを明確に 

	 	 	 できる 

	 	 ・cressc.dim. 
 ♪手鍵盤２段+ペダルという形  

	 	 ・メロディー、ハーモニー、ベースという音楽の	 	  

	 	 	 成り立ちを理解しやすい 

	 	 ・聴音（聴唱・奏）で、常に伴奏（ベース+ハー 

	 	 	 モニー）が付けやすい 

	 	 ・ポリフォニックな曲を音色を変えて弾ける 

	 	 ・オーケストレーション→そのフレーズに相応し	  

	 	 	 い楽器を考える 

 
	 その他、私がふだんのレッスンで心がけていること

などもお話ししました。 

・歌う→ブレスの場所、自然なフレージング 

・和声感（T,S,D）を養う 

	 	 →スケール、カデンツノート 

	 に自分で書く。 
	 	 *カデンツノートは、見開きで同主調で並べ（左： 
	 	 	 Major 、右：minor）、和声記号とコードネーム 
	 	 	 を書き込む。書いたら弾く。 
・しかけ
．．．

を見つける（同じところ、違うところ、など）	  

	 →分析力、形式の把握に繋がる。 

 ・下敷きとなった曲を聴く名曲を→名曲を聴くチャン	  

	 ス！作曲家とその国、時代、楽器について。 オケス	  

	 コアを見せる。 

 ・楽譜をきちんと読む→ふだま
．．．

以外の記号や楽語も意 

	 識させる。 

 
♪詰まるところ  

	 �からだを使って、何かを完成させるということを	  

	 	 体験し、やり遂げた時の達成感、充実感を味わい 

	 	 ながら育ってほしい。 

	 �アンサンブル+ソルフェージュで、生涯楽しめる音 

	 	 楽力を！！ 
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	 参加された先生方からは、次のような感想をいただ

きました。 

・習い初めの子からソナチネ程度までピアノの生徒に

もエレクトーンでアンサンブル感覚を体験できるのは

素晴らしいと思う。 

・ピアノのソロ曲が、エレクトーンの音色が入ること

で曲に広がりが出て、さらに素敵な曲になっているの

が実感できました。 

・合わせることの大切さ、難しさを実感し、アンサン

ブルをレッスンの中でどんどん取り入れていきたいと

思います。 

・エレクトーンをピアノレッスンに効果的に取り入れ

ることで音楽の幅が広がってゆきます。もっともっと

ピアノの生徒にエレクトーンを使っていきたいと思い

ます。 

・初心者でもこのようなオーケストラの溢れる音の中

で弾かせてもらったら、さぞ楽しいだろうなと思いま

した。子どもだけでなく大人の初心者にも受けると思

いました。 

・カデンツノート、すばらしい！早速導入します。 

・ソロの印象が強いピアノですが、他楽器とのアンサ

ンブルで、より違った雰囲気の音楽が楽しめるのが大

切だと思いました。 

・全員が参加型で実際アンサンブルできるのがすごく

楽しかったです。 

・講座の最初で、日本人はメロディーばかりでハーモ

ニーを聴かないと、国際コンクールの審査員が言って

いたというエピソードは、本当にその通りだと思った。

ヨーロッパでは、もっと室内楽をやるのに、日本では

ピアノはソロばかりなので、もっと自分のレッスンで

もアンサンブルを取り入れて行きたい。 

・ふだんのレッスンでは、ピアノの生徒さんにはエレ

クトーンの伴奏を簡単につけるようにしています。ア

ンサンブルを通して耳をそだてていく先生の考えに共

感します。 

・エレクトーンが指導ツールとしてもっと可能性があ

ることを再認識しました。 

 
などなど、たくさんの感想をいただきました。 

	 アンサンブルは大事だと思われている先生、電子楽

器にも興味を持ってくださる先生方がまだまだたくさ

んいらっしゃると実感できました。 

一方、これから電子オルガンを始めることに躊躇され

るピアノの先生も多くいらっしゃいますので、そうい

う先生方に電子オルガンを始めていただく手立てを考

えることも今後の課題の一つだと思いました。 

『バイキーボーディスト』が増えることを願って、

この体験会は定期的に続けようと思っています。 

	 次回は、12月 11日（金）10：30~12：30 

場所	 沖ミュージックサロン（東京都文京区千石）で

す。 
参考音源 

https://www.yoshikonishiyama.com/movie 
	 

	 （昭和音楽大学講師	 にしやま	 よしこ）	 

	 	 	 	 

	 

	 



 

 35 

活動報告②	 

ピアノと電子オルガンデュエットのあり方	 
~新たな演奏スタイルの確立のために~	 

松本	 裕樹	 

	 

１．はじめに 

昨年度の本学会誌で、筆者は、知人の主催する劇団

のミュージカルでの電子オルガン演奏に参加した経験

を基に、電子オルガンを芸術創造楽器と位置づけ、そ

の存在意義と活用方法、そして電子オルガン奏者に求

められる資質について述べた。 

その後、本年 3月に再び、同劇団のミュージカル演

奏に参加した。そこで今回の公演で取り組んだピアノ

と電子オルガンそれぞれの楽器の活用方法に加え、PA

のあり方など、新たに気が付いた点について、本論稿

で述べることとする。 

 
２．ミュージカルの概要 

・演目「倭神伝承～古事記異聞～」 

国を生み、神を生み、八百万の神が住まう日の本の国

が成り立つまでの物語であり、古事記・日本書紀を基

にした壮大なスケールのオリジナル日本神話ミュージ

カル。脚本及びミュージカルナンバーの作曲は谷口真

彌氏。 

・公演日時 

2015年 3月 21日（土）①15:00～ 

〃	 	  22日（日）①11:00～、②16:00～ 

・公演会場 

大阪府立男女共同参画・青少年センター 

（大阪市中央区大手前 1丁目 3番 49号） 

・出演者 

劇団音
げきだんおと

芽
め

（代表：平橋佳代子） 
2002 年に発足した、関西を中心に活動する女性ばかり

のミュージカル劇団。『感動の芽を多くの人に』の言葉

をモットーに、教育機関での鑑賞会等や寺院法要に於

いての依頼公演、そして毎年行っている自主本公演を

主な活動とし、様々な場所で公演を行っている。今回

の公演で、本公演は 16回目を迎える。	 

・演奏者 

MaxiM
マ キ シ ム

（ピアノ：丸田綾音、電子オルガン：松本裕樹） 
2011年結成。結成以来、様々なホール、サロンなどで

コンサート・ライヴを開催。 

2016 年 7 月、大阪府大阪市及び阪南市にて結成 5 周

年ライヴを開催予定。 

 
３．演奏曲の概要 

	 今回の公演は、過去に作られた短編ミュージカルに、

新たな楽曲と演出を加えた再演であり、初演時は、丸

田氏のピアノ生演奏と音源再生での上演であった。 

今回は、昨年の本公演時と同じく、ピアノと電子オ

ルガンでの生演奏という演奏形態をとり、全 28 曲の

ミュージカルナンバー（表 1参照）と BGMをアレン

ジし、演奏した。 

 
４．それぞれの楽器の使い方 

今回の公演では、ピアノと電子オルガンそれぞれの

役割分担を先回よりも明確になるように工夫した。 
まず先回の公演で、キャストから、音の立ち上がり

が早く、輪郭のはっきりとしたピアノの音のほうが、

歌い出しの合図としてはわかりやすいという意見があ

った。そのため、オートリズムを使用しないほとんど

の楽曲のイントロやその他歌い出しのきっかけの発音

はピアノが担当した。 

それに対して、ダンスナンバーを主とする楽曲では、

電子オルガンがオートリズムを活用し、リズムセクシ

ョンを担当した。奏者が予め打ち込んだリズムパター

ンに加え、ELS-02 シリーズになって、より種類が増

えたレジストレーションメニューのリズムパターンを

用い、クラシック系及びポピュラー系双方のダンスナ

ンバーにおいて効果的な演奏・演出を行うことができ

た。 

また楽曲の演奏ではピアノは分散和音を多く用い、

ハープや筝などの分散和音が特徴的である楽器パート

のイメージをピアノに担当してもらうこととし、電子

オルガンでは、場面を印象づけるために実際の筝の音

が欲しいなどという場面以外では、それらの楽器を選

択することは避けた。代わりに電子オルガンでは、持
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続音を活用し、オブリガートには主に木管・金管楽器

セクション、ハーモニーには主に弦楽器セクション、

ベースラインにはそれぞれのセクションの低音楽器に

打楽器を加えたオーケストレーションで演奏した。さ

らに今回は SEもほとんどのものを担当した。 

	 メロディーラインの追随や低音部については、キャ

ストの歌やお互いの弾く音に合わせてそれぞれ臨機応

変に対応した。 

	 楽曲演奏に関しては、ピアノのみ、電子オルガンの

み、両楽器で、といった 3パターンの形式を使い分け

ながら、場面に合った演奏となるように心がけた。 

	 先回そして今回の公演を通して、少しずつではある

が、ピアノと電子オルガンのそれぞれのメリットを生

かしたデュエットという演奏形態での役割分担ができ

つつある。今後の公演を通して、さらなる効果的なデ

ュエットの独自性を模索していきたいと考える。次項

では、この点を踏まえて行った音作りの課題について

述べたいと思う。 

 
５．ミュージカル生演奏における PAの考え方 

	 劇団音芽の本公演では、毎回同じ PA担当者が付き、

キャストと演奏者一切の音響を担当している。 
ピアノ・電子オルガンはともに、本体スピーカー（ピ

アノの場合はマイクを立てる）及び舞台・演奏者の至

近距離・会場内にそれぞれ設置した外部スピーカーの

両方から音が鳴るように設定をしてもらっている。 

これは、もちろん会場のキャパシティが広く、キャ

ストが生声ではなく、マイクを使っての演技であるこ

とが理由ではあるが、演技をするキャストにとっては、

舞台上での演技だけでなく、舞台袖からのコーラスな

どもすることから、その場合は特に、舞台の下で行わ

れている演奏を視覚的にとらえることは少し難しいと

考えるからである。そのため、より聴覚的に演奏をと

らえやすくするためにも、双方の楽器の演奏情報を外

部スピーカーから聴取できるのが望ましいと考えられ

る。 

また電子オルガン奏者にとっては日常的な、オート

リズムのテンポに合わせて演奏するということに慣れ

ていないキャストやピアノ奏者にとっては、特にダン

スナンバー演奏の際には、演奏のほかにキャストのセ

リフや歌も入り、複数のキャストの音声の方が電子オ

ルガンよりも大きくなってしまうことが多く、オート

リズムのテンポがつかめなくなってしまう傾向がある。 

そのため、テンポの把握のためにも、キャスト・ピ

アノ奏者それぞれに対して、外部スピーカーから出音

することによって、電子オルガンから双方へコンセン

サスが取りやすくなると考えられる。 

客席に対しては、奏者と PA 担当者で、前日リハー

サルと当日ゲネプロを通して、双方の意見を聞きなが

ら、本番直前まで音量やバランスの調節を行っている。 

毎回の本公演では、ホールでの音量・バランス調節

の時間が限られているため、すべての音を適切なバラ

ンスで客席にアウトプットできているとは言い難いが、

奏者がアウトプットに対して責任を持ち、さらに PA

担当者を信頼し、お互いに常にコンセンサスを取るこ

とで、音環境はかなり整うと感じられる。また実際に

音環境が整った状態では、演奏に対するモチベーショ

ンが上がり、奏者自身、本番中に沸いた、違った演奏

のアイデアをひそかに実践したりすることもでき、リ

アルタイム演奏の醍醐味を味わっている。良い意味で、

遠慮をした演奏をしなくて済むことがとても心地よい

と感じられた。 

 
６．まとめ 
今回のミュージカル公演を鑑賞していただいた、学

会仲間であり、ドリマトーン奏者でもある森田知恵氏

によると、エレクトーンの音色がよりリアリティを追

求していることで、ピアノや他の楽器と混じりやすい

音色をしている印象であったとの意見をいただいた。 

これまで再現芸術また創造芸術の両面で電子オルガ

ンのアイデンティティが模索されてきた。そして、現

在まで、電子オルガンのアイデンティティの一つとし

て、ハイブリッドオーケストラやピアノコンチェルト

のオーケストラパートといったスタイルが徐々に確立

されてきている。今後は創作ミュージカルやその他の

演奏における場面で、ピアノと電子オルガンのデュエ

ット（どちらが主で副かということではなく、両楽器

が同列となるようなかたち）といったスタイルも一つ

の新たな演奏スタイル、そして電子オルガンのアイデ

ンティティの一つとして、確立していくことができる

のではないかと考える。 

なお、次回の劇団音芽の本公演でも、ピアノと電子

オルガンでのミュージカル演奏を引き受けることとな

った。次回本公演は、2016 年 3 月に大阪市内で行わ
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れる予定である。電子オルガン奏者として、さらなる

オリジナリティのある音作りや演奏に尽力していきた

いと考えている。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

（和歌山大学教育学部・電子オルガン演奏	 まつもと	 ゆうき） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 1；ミュージカルナンバー一覧	 
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活動報告③-１	 

銭湯ライブ月の湯ナイト 1＆2	 
2010.12.4/2015.6.20(東京都文京区月の湯にて)	 

尾形	 明範	 

電子オルガンを、銭湯の、しかも浴室に持っていっ

てライブをしたらどうなるのか。著者は電子オルガン

も銭湯も、極めて深く愛好している。しかし、このふ

たつの組み合わせは前例がなく、ほぼ実験に近いとい

ってもよい。銭湯でのイベントといえば、せいぜい落

語や寄席、音楽イベントだとしても、アコースティッ

クやアカペラ程度に留まってしまっている。 

感電はしないのか、電子オルガンを浴室にもってい

って楽器が大丈夫なのか、果ては、演奏者は服を着て

いるのか、観客も着衣のままで大丈夫か、実にさまざ

まな心配をされてきた。 

運搬、音響、上記懸念事項、ひとつひとつ地道にク

リアするため月の湯ナイト 1は準備に九ヶ月を要した。 

 
	 	 	 ～月の湯ナイト(月の湯ナイト 1)～ 

2010.12.4(18:00～19:30) 
ドリマトーンの奏者である今村陽子氏との共催であ

る。また、月の湯ナイト 1は、当会のテーマでもある

「電子オルガンのメーカー間の枠組み」を取り払うに

も通じるべく、浴室にエレクトーン ELX1、ドリマト

ーン DT9を仲良く並べての開催となった。 

 
どちらも楽器は各自の所有であり、各々の家からラ

イブ当日に当日運搬されている。 

	 開催当日は銭湯営業日ではないものの、18時開演の

三時間前までデイサービスで浴室が使用されており、

当然お湯も張られている状態であった。 

浴室全体に湿り気が残っている状態をどのくらいで

ライブができる状態にもっていくことができるかのシ

ミュレーションを、開催半年前に現場で行った。 

 
デイサービス終了後、直ちにお湯の入った浴槽に直

ちに蓋をし(風呂屋は必ず蓋を持っている)、浴室窓を

すべて開放し、数名がかりでいっせいに浴室床をモッ

プ掛けする。この間三十分程度である。銭湯の浴室の

規模にもよるが、さほど大きくない月の湯クラスなら

ばおおよそこの程度で、湯気でくぐもった浴室をひと

しきりライブができる状態にできる。 

電源はボイラー室にあるコンセントからドラム式の

ものを会場となる浴室に引っ張り込む。この際延長コ

ードの使用には細心の注意を払う(接続部を床に接さ

せない、絶縁効果のあるものを挟み込む)。 

音響は、本体以外のスピーカーは接続せずに行った。 

ELXの場合はボリューム最大以下の 85パーセント程

度でも十分響き渡る音量であり、よく言われる「銭湯

リバーブ」も効果が出ていたように思う。しかし、こ

れは足元にスピーカーがある演奏者よりも、観客サイ

ドのほうがその効果がよくわかったかもしれない。 

客席は洗い場に「風呂屋で使用するイス」を 30 個

程度使用し、臨場感も増した。しかし、開催中の浴室

内の水周りを完全に遮断したわけではないため、カラ

ンに触れると水やお湯が出てしまうという場面もあっ

た。もっともそれも想定範囲であり、楽器、コンセン

トとカランとの距離は、水やお湯の流れる方向と十分
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な距離を保てるよう計算していた。 

演奏楽曲も、あえてメーカーの垣根を狙って弾いた

ものもある。窪田宏氏の「THE ELECTRIC FUTURE」

の FX1バージョンの主旋律をドリマトーン DT9でと

った、「ドリマ de FUTURE」がまさにそれであった。

銭湯という、なんでもさらけだして裸になってしまう

場所には垣根などという言葉すらナンセンスなもので

あるという、著者の思いがまずこのライブの前提にあ

った。	 	 	 	  

著者は姫神せんせいしょんを中心とした演奏、今村

氏は自身の得意とするブログレを中心とした演奏で、

各々の世界を繰り広げた。 

また、著者の友人であるオルガンプレーヤー陣岡正

氏にもゲストとして岩手県より来ていただき、個性豊

かな演奏で銭湯ライブ月の湯ナイトに華を添えた。 

また、月の湯ナイトの名称であるが、月の湯＋ナイ

トではなく、複数をひとつにするという意の unite(今

回であればエレクトーンとドリマトーン)の、月の湯＋

uniteで月の湯ナイトである。 

 
写真・上記写真は東京都浴場組合の冊子 1010の 108号にも

記事として掲載された。 

～月の湯ナイト 2～ 

2015.6.20(17:00～18:55) 

月の湯ナイトより年月が経過し、第二回をいつやるか

という機を逃してきたこともあって、自らその意志を

固めるため、一般的に銭湯の浴槽の上にあるペンキ絵

広告を、アクリル板を用いて著者が製作した。しかし

広告が実に浴室内に飾られてから一年半後の 2015.4

に月の湯の廃業が間近に迫ったことを知らされる。準

備にも十分な時間が確保できるか不安の大きいなか、

所有者移行で退去期限ギリギリの 2015.6 のタイミン

グで月の湯ナイト 2を行うに至った。 

 
写真・画面左上のペンキ絵広告が実際に使用されていたもの

である(銭湯ライブ月の湯ナイト	 尾形音楽研究所)。 

 
	 月の湯ナイト 2は準備時間の制約から、演奏は基本

著者一人で行うこととし、数曲のセッションはごくこ

く身内のみで行った。 

	 なお、1では、リズムやバッキングの打ち込みは 

Midi シーケンサー上で入力したものを実際に現場に

於いてシーケンサーでMidiを鳴らし、音声は ELXの

端子に直接入力の形をとったが、2 では打ち込んだも

のをWAV録音し、PRO TOOLS上で一曲一曲を流す

形を取った。この際、ミキサーに入る前に、いちど

M-BOX PROをはさんでいる。 

	 オーディオ入力まわりを強化しようという、今回の

対策がある意味あだとなり、リハーサル中に ELX の

ウーハー二本が破損するという事故が起きた。入力さ

れた音声と、ELXとのベースのバランスをとっている

最中のことである。まるですべての楽曲のベースにデ

ィストーションがかかったような感じになってしまい、

手持ちのガムテープでウーハーを囲むように貼り付け、

とりあえずの処置とした。 

	 この不測の事態にも手早く応急処置をし、以降、す

べての楽曲をギリギリのところでバランスをとってく

れた PA枝光健士氏にはあたまが下がる。 

	 なお、この日の演奏曲目は窪田宏氏のものも多いが、

編曲はすべて著者が元音源の細部に至るまでを再現し

ており、特に、ハービーハンコックの HANG UP 

YOUR HANG UPSは、同氏のライブ同様、曲中にラ

ップやワンショットの音声を多数埋め込み、ほかのエ

レクトーンのライブとは一線を画した(協力・枝光氏)。 
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セッションコーナーでは 70 年代を風靡した「風」

のナンバーから「夜の国道」を演奏、サビは片手で弾

きながらマイクを持ってコーラス部分をハモった。 

月の湯ナイトは、特に防音対策はしていない。住宅

街にありながらも、所有者山田氏ならびに近隣住民の

方々のご理解のおかげでライブが可能となった(もっ

とも、20時には音を出せなくなるが)。 

月の湯は映画、ドラマ、CM に多数使われているの

もよく知られている。2010.3公開の「時をかける少女」

ロケでも使用され、主演の仲里依紗さん、中尾明慶さ

んも実際にここで入浴した。 

 
写真・著者が 1585 軒入浴した銭湯のうち最も気に入ってい

る二軒「月の湯」「高津湯」のうちの、「月の湯」。 

真っ青な富士山に ELX1 1003号機が不思議と調和する。 

映画で使用された劇中のこの曲を、最後、数人だけ

残った関係者の前で演奏して締めたとき、月の湯ナイ

ト 3がもうないことに、各々に深い感慨が去来したは

ずである。数えきれない人たちの人生ドラマを、戦前

の創業から静かに見守ってきた目白台のこの月の湯に、

電子オルガンの音がこだますることは、もうない。 

 

(敬称略/順不同) 
「銭湯ライブ月の湯ナイト」	 	       	  

主催)月の湯ナイト実行委員会 

ドリマトーン)今村陽子 

エレクトーン)尾形明範 

ピアニカほか)陣岡正 

協力)鈴木調律事務所、MJピアノ 

 
「銭湯ライブ月の湯ナイト 2」      

主催)尾形音楽研究所 

エレクトーン)尾形明範 

GT)福島裕恭 

V0)今井淳 

PA)枝光健士 

協力)鈴木調律事務所、藤波運送 

 
写真提供)中村順之 

場所提供)月の湯 山田義雄、山田良子 

 
（エレクトーン奏者	 おがた	 あきのり）
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活動報告③-２	 

臨時快速おがちゃん号	 
2009.4.11(IGR いわて銀河鉄道・青い森鉄道)	 

尾形	 明範	 

電子オルガンを走行中の電車内に搭載して、しかも

ライブをしたらどうなるのか。	 

楽器を問わずに電車内でのライブということだけと

ってみるならば、都電荒川線なり走行距離もさほどで

もない路線での貸切列車、あるいは、もともとが観光

列車であるものにイベントとして特定区間でライブを

している路線に実績がある(JR 東日本五能線「リゾー

トしらかみ」信越本線「越乃 Shu*Kura」ほか)。 

2009.4.11、今回ご紹介する臨時快速「おがちゃん号」

は、分割民営化以前に国鉄に勤めていたことのある筆

者の父が定年退職するに際してその記念に企画した、

八戸～盛岡往復(片道 100キロ超)の貸切列車である。	 

 
�企画・構想 

	 父の定年退職。月並みに考えれば家族全員で函館の

湯の川温泉あたりの、すこしいい宿に一泊が妥当かと

いうことにもなろうが、八戸から函館までの全員分を

あわせると諸経費は家族四人で 24万円はかかる。 

そんな折、筆者の実家のある八戸市の隣の岩手県、

IGR いわて銀河鉄道(盛岡～目時)のホームページを何

気なく見ていたら「貸切列車ご案内」とある。しかし、

直通運転している青い森鉄道(2008 年当時、目時～八

戸まで)の乗り入れに際しては別途相談してほしいと

のくだりがある。IGRいわて銀河鉄道の盛岡～目時の

区間が 15 万円、それに、別途問い合わせでホームペ

ージ上に料金表示のない青い森鉄道の目時～八戸をあ

わせても、目時～八戸の運行区間が短いことを考えれ

ば、推測で 5 万円程度であろうし、合計 20 万円強で

あろう。これなら家族で月並みの函館湯の川温泉とほ

ぼ同額でありながら多くの方の思い出に残すことがで

きる(実際は青い森鉄道に乗り入れ実績がないため、青

い森鉄道からは人数分の往復運賃で約 9 万円の請求。

団体割引は一切なかった。また、当時も今も、青い森

鉄道に貸切列車は大々的に行っていない)。臨時快速お

がちゃん号の構想はここから始まる。 

2008 年 8 月、父の在職最後の夏、八戸市中心街の

スナックで父と飲みながら、湯の川温泉案と貸切列車

案、どちらがいいかを直接尋ねると、父の返答に迷い

はない。分割民営化とともに国鉄から八戸市役所へ移

った父の夢が「ブルートレインの車掌がしたかった」

であったことも、このとき初めて聞いた。 

鉄道を愛好する筆者としては、やるならば徹底して

やりたい。専用に切符を用意、ヘッドマークを装着、

父にトロンボーンも吹いてもらう(盛岡鉄道管理局で

ブラスバンドをしていた)、可能ならば警笛も長めに鳴

らす。エレクトーンも載せてしまう、というのもその

ひとつであった。列車には多くの人たちが乗ってくる

だろうが、普通に往復したらただの宴会列車になって

しまう。エレクトーンは八戸在住時にお世話になった

ヤマハミュージック東北八戸店にお願いし、ELX1m

をお借りするに至った。	 

	 

写真・特別に組まれた運行ダイヤ。運転席に掲げられた。	 

	 

2009当時には ELS-O1Xも存在していたが、エレクト

ーンの見た目を重視する筆者の意向により、敢えて

ELS-01Xの選択を避けている。 

�運行までの道のり 

～以下からは走行中のエレクトーンライブを想定して



 

 42 

の内容を中心にして進めてゆく～	 

	 ここから先は、IGRいわて銀河鉄道の担当者と話を

詰めていくことになるが、本番に利用する実際の車両

にも出向いたり、実際の走行区間を乗ったりして想定

しなければならない。 

 
写真・盛岡～八戸を往復するおがちゃん号に搭載された

ELX1m。車椅子スペースにぴったりと収まる。 

 
	 一番の問題は電源確保及び、エレクトーンスペース

の確認である。幸い、電源は運転席に AC100Vコンセ

ントがひとつ装備されており、ここから引っ張れるこ

とを確認した。今回使用する車両 IGR7000 系 2 両編
成(セミクロスシートタイプ)は、編成盛岡方には車椅

子対応スペースがあり、これが ELX1mに適するもの

かを実際に測る必要がある。運行中にというわけにい

かず、IGRいわて銀河鉄道祭りで好摩駅構内に展示留

置されていたものを測った。測ればエレクトーン用に

確保したのではないかと思うジャストサイズで無駄が

ない。 

あとは、本体からのスピーカー210W だけでなんと

か 

なるかの懸念。しかし、電車の車内スピーカーにオー

ディオ入力端子の類はなく、本体一台でやらなくては

ならない。二両目に別スピーカーを用意したりはせず、

特に演奏を聞きたい方だけ、一両目に聞きにきてもら

うことにした。 

	 停車駅での演奏中に乗降ドアのチャイムが鳴るのも

困る。ワンマン運転でも営業する IGRはドア開閉の際

に注意喚起のためにドアチャイムが鳴る。これは前も

って整備車庫で切った状態にしてもらうこととした。 

	 また、実際に盛岡～八戸(エレクトーンライブは下り

列車のみ)で実際に演奏した際、どれだけの揺れや衝撃

があるのか。駅構内のポイントの衝撃、山間区間での

揺れ、演奏不適の区間がどれだけあるか。全区間の実

際の乗車での一駅一駅のすべての検討結果より演奏区

間は青山～沼宮内、一戸～八戸と決定した。全体区間

の三分の二である。 

 
�おがちゃん号運行日 

	 2009.4.11、天気快晴。主役は赤い「車掌長」の腕章

が巻かれた父。町内会、市役所、友人、知人、計 86

名の乗客にはシリアルナンバー入り特別切符が乗客に

配られ、おがちゃん号は特製ヘッドマークをつけて八

戸駅三番線に誇らしげに入線してきた。	 

飲食がしやすいよう、盛岡からの回送時に長テーブ

ル設置の状態にしてもらっており、乗客は席に着くな

り、各々持ち込みの酒、つまみを広げて発車前から大

宴会。こちらで用意した弁当を一人ひとりに配るほか

に、用意したビール 6ケースは片道だけで 5ケースな

くなってしまう始末。緊急策で、復路の滝沢駅で 1ケ

ース追加購入するに至った。 

	 八戸駅発車時には、長い長い警笛が鳴らされた。駅

構内の状況から難しいとも言われたが、特別な配慮を

していただいた。構内を抜け、スピードが上がったこ

ろで、自作の鉄道唱歌のチャイムをエレクトーンで流

し(IGR の車両には鉄道唱歌のオルゴールは搭載され

ていない)、車掌長の挨拶と相成った。 

	 

写真・車掌長による車内検札。鋏は著者の JR の友人から借

りた本物の補充券改札鋏。	 

	 

上り盛岡行きは走行時間が片道一時間半。盛岡駅で

いったん乗客を降ろしておがちゃん号は車庫に引き上

げる。筆者は引き上げた車庫においてエレクトーンラ

イブのリハーサルを行った。静まり返った車内に響き
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渡る音は、スピーカーの音量最大で、二両目の端にま

で十分聞こえている。しかしこれなら問題あるまいと

思った予測は甘く、実際は走行音と談笑にかき消され

て一両目の端に届くのがせいぜいであった。	 

	 

写真・盛岡駅に掲げられた電光表示。	 

	 

第一部、青山駅以降演奏を開始、一曲目、二曲目は

窪 田 宏 の 「 THE ELECTRIC FUTURE 」

「CHATTANOOGA CHOO CHOO」であった。これ

は窪田宏のデビューアルバムからの二曲であり、アレ

ンジはこれを可能な限り再現している (FX-1 のリズ

ム、フェイザーを含めたリズミックコード、オートベ

ースの打ち込み部分は外部音源により鳴らしてある)。 

	 肝心の走行中の揺れであるが、ある程度演奏に適し

ている区間を狙っているとはいえ、時速 100キロで走

行する車内である。派手なアクションはできず、常に

体の重心を支えている必要があった。停車している車

内とは話が違うのである。 

 
写真・演奏中の著者。走行中の車内に ELX1mの音が響く。 

 

	 次の 3曲は著者がよく演奏するナンバー「風の旅」、

滝沢駅での停車時には車掌長のトロンボーンと「思い

出のサンフランシスコ」、発車後は再びソロで「A Long 

Afternoon」などが続き、ここで第一部を終了する。 

	 山間部での演奏不適区間終了ののちの二戸駅での停

車時にゲスト陣岡正氏が FM岩手のテーマ曲「幻夢界」

を演奏、二戸発車時からは第二部を再開。こちらはボ

ーカルのゲストを迎えての展開とした。絵美夏氏とは

「Feel Like Makin’Love」毛利誠司氏とは「心の酒・

岩手川」「好きだ Dear!八戸せんべい汁」、往復ですっ

かり出来上がった乗客もさらに盛り上がってきた。 

	 急カーブで演奏の厳しい諏訪ノ平通過後にラストの

「It’s Too Late」をもってきた。午後に盛岡を出発し

たがあたりはすっかり夜の闇、演奏しながら遥かに見

える街灯りが車窓に流れていく。終日貸切列車で大宴

会をしながらエレクトーンライブという異空間。誰も

が降りたくないおがちゃん号、終着駅ひとつ手前の北

高岩で車掌長のお礼の車内放送。多くの思いを乗せた

列車は八戸駅一番ホームにゆっくりと滑り込んだ。 

 
�YouTube「臨時快速おがちゃん号」で一部ご覧になれます。 

 
(敬称略/順不同) 

「臨時快速おがちゃん号」	 	       	  

主催)尾形音楽研究所 

協力) IGRいわて銀河鉄道株式会社 

	 	 	 青い森鉄道株式会社 

	 藤田啓(IGRいわて銀河鉄道株式会社) 

	 	 	 ヤマハミュージック東北八戸店(現・東京堂) 

      仙台運送株式会社 

	 	 	 株式会社みなとや（スーパーみなとや） 

パブリックレコード株式会社 

取材)デーリー東北株式会社	 

東奥日報株式会社	 

	 	 （エレクトーン奏者	 おがた	 あきのり）	 
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活動報告③-３	 

思い出の太平洋フェリー	 
航行中の船舶での演奏	 

尾形	 明範	 

	 クルーズ客船の機運が国内で高まったのは1990年

代初頭からである。目を見張る内装、豪華な食事、そ

してお客を飽きさせないさまざまなエンターテイメン

ト。こういったことはクルーズ客船では当然だが、国

内の長距離フェリーでもクルーズ客船に引けをとらな

い船舶を就航させているのが太平洋フェリーである。 

 

写真・苫小牧港に停泊中のいしかり(三代目)	 2013年 8月 

 

1999年～2001年にかけて、筆者は、この太平洋フ

ェリーに月一度乗務し、船内催事(エンターテイメント

部門)としてエレクトーンを演奏していた。このレポー

トは、その当時のことを中心に振り返りながら書き進

めていきたいと思う。 

	 太平洋フェリーは名古屋～仙台～苫小牧を結ぶ航

路である。名古屋～苫小牧の 1300 キロをを通しで乗

ると所要時間は約 40 時間である。名古屋～苫小牧を

通しで走る直行便と、仙台～苫小牧をずっと往復する

折り返し便とがある。 

全長約 200メートル、総トン数約 15000トン、旅客

定員約 800名、搭載車両約 140両。国内最大級のカー

フェリーでありながら、クルーズ客船を思わせる内装、

船旅に相応しいレストラン、毎夜ステージで繰り広げ

られるショータイム。 

よく、ディナーを楽しみながら聞くライブか、と問わ

れることもあるがそれは違って、ディナーの後に船内

の大型ステージで専用に行うステージのことを指す。 

エレクトーンだけではなく、ピアノ、マリンバ、演歌、

民謡、三味線、なんでもある。 

筆者は首都圏に在住しているが、乗務しに行くといっ

ても、名古屋または仙台にいかなければならない。ど

こから乗るかは太平洋フェリー本社から毎月 FAX に

よって連絡されていたが、筆者も含めて、いつ、誰が

どの便に乗るかは乗船三ヶ月前から調整されていった。 

	 筆者が乗船し始めたころには、当時発売間もないエ

レクトーン EL900が、就航していた、きそ(初代)、き

たかみ、いしかり(二代目)、の三隻すべてに搭載され

ていた。聞けば、ちょっと前まではエレクトーン HS-8

が搭載されていたらしいが、故障が多く、船が名古屋

～苫小牧を往復するたびに名古屋で毎回修理を頼むよ

うな有様だったらしい。 

	 全船に乗務の機会があったが、名古屋～苫小牧の直

行便よりも仙台～苫小牧の折り返し便にあたることが

多かった。なかでも、きそ(初代)の確率が高かった。 

 
写真・仙台港に入港するきそ(初代) 2000年 12月 

 
	 出航は 18 時過ぎであり、お客は乗船開始とともに

夕食をとったり、展望浴場で入浴を楽しんだり、カウ

ンターでビールを飲んだり、各々の時間を楽しむ。ス

テージは概ね出航から一時間を過ぎたころに始まるの

で、出航前に船内の様子を一回りして、本日のステー

ジ構成を考えることになる。閑散期の平日などは、お

客の年齢層も高くなるが、だからといって必ずしもコ

テコテの演歌特集が受けるわけではない。	 

ステージをどういう構成でもっていくかは、毎便事

務部と相談することになる。こちら側で出した原案を
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元にして構成を詰めていく場合がほとんどであったが、

やってみて、それ通りにもっていなかい場合もある。

ステージの盛り上がりに応じて、曲目変更も時折生じ

た。	 

前半四曲、中間トーク、後半三曲、アンコール、構

成はこんな感じである。スタンダードから演歌、筆者

の得意なリズムもの、ジャズ、なんでもござれで、船

内レストランのバイキングのような一時間であった。	 

	 

写真・実際に船内に掲げらていれた「本日の演奏者」の写真。	 

船長、機関長、事務長、料理長とともに写真が並べられる。	 

	 

	 筆者の意向として、必ず楽曲のアレンジはオリジナ

ルであるべしとの観点から、どうしても EL900 のみ

ではスペックが足りず、航海の度に自宅からシーケン

サーQY700を持ち歩いていた。ステージ以外は、居室

にてシーケンサーでさまざまな曲を打ち込んでいたの

である。そのため船の上で行ったアレンジも数知れな

い。 

	 船によって多少異なるが、ステージ担当者には、乗

組員区画の中にある部屋があてがわれる。ゆえに、一

般のお客はこの区画には立ち入ることができない。き

そ(初代)、きたかみは船首側に位置していた。ベッド、

ソファ、シャワー、トイレ完備で、ないのは浴室だけ

であり、内容は一般客室の特等に準じていた。 

	 ステージの場所は、きそ(初代)、きたかみの二隻は

船尾側にある。リハーサルでステージに行って、うっ

かり忘れ物をした、と取りにいくのに、往復約 300メ

ートルを歩くことになる。お客が乗船していると、ス

テージ衣装を着たまま客室通路は歩けない。どうして

も狭い船員通路を通ることになる。 

仙台出航時、リハーサルと時間がかぶるが、船を 180

度方向転換させる際(仙台入港は船首から入ってくる

ため、出航させるには回頭が必要)、きそ(初代)のエン

ジンがひどく振動し、船体が断続的に立て揺れを起こ

す。周辺の機材やらなにやら、ガタガタと一斉に揺れ

だす。このような状況下での演奏もそう体験できるも

のではなく、本船でのリハーサルがもっとも印象的で

あった。 

	 また、台風の余波をもろに受けた秋のある日の苫小

牧出航後のこと。本当に今日はステージをやるのかと

事務長に聞いたら、あくまでもやるという。防波堤を

過ぎたあたりから左右の傾斜があからさまに大きくな

り、内心やめてくれないかと思ったほどであった。 

	 ステージが始まったあたりから多少動揺は収まり、

このまま何事もなく終わってくれればいい、と願った 

終盤のアンコールでそれは起きた。なんとか揺れなが

らも演奏中は体勢を保っていたが、突然の大波の一撃

で、突然楽器が手元から 60 センチ前方に滑って離れ

ていってしまったのである。なんとか手だけは瞬時に

楽器を追いかけていったものの、その瞬間は聞くに堪

えない不協和音が鳴ってしまった。とても演奏とは思

えないような音が、大音量で鳴ってしまったのである。

だがここまできたらあとには引けない。さも何事もな

かったかのようにその曲の続きを弾き通したが、お客

もその部分を汲み取っていただいたようで、荒天時の

ステージは無事に終わった。 

	 

写真・乗組員区画にある催事担当者の部屋(きたかみ)	 

	 

エレクトーンは、滑る。しかし、船のような揺れ方

ならばはじめの滑り出しさえ抑えられればよい。完全

固定などしなくても、ある程度ならば、養生テープの

固定でもなんとかなる(以降、この対策をとった)。し

かし、相変わらず椅子が滑るのは、演奏者の重心のか

け方の努力にかかるだろう。そして、荒天時のステー
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ジ後は、エレクトーンは重心を低くするため、背面を

底にするかたちに寝かされた。エレクトーンだけでな

く、ついたてなどもそうして荒天対策を行った。	 

	 また、筆者がこの航路にちなんだアレンジに変えて

しまった曲もあった。ある楽曲の最後の部分、波の音

の SE をバックに、福島県相馬沖で太平洋フェリー二

隻がすれ違うときに鳴らす汽笛の交換を再現した。楽

曲ではいしかり(二代目)ときたかみがすれ違ったとき

に鳴らしたものを再現したが、いしかり(二代目)が Db 

と Eb を同時に鳴らした和音と、きたかみは D と E

を同時に鳴らした和音。いしかりの方が半音低い。こ

の楽曲をアンコールにもってくるのが筆者の定番であ

り、実際にお客の評判も良かった。 

 
写真・福島県相馬沖を航行中のいしかり(二代目)1999年 9月 

 
	 ただの一度だけ、船長とセッションしたことがある。

ほとんど練習なしのぶっつけ本番であり満足いくもの

ではなかったが、船長のケーナで「コンドルは飛んで

いく」を海の上に残してきた。 

	 太平洋フェリーは、各種メディアにもよく登場する。

筆者が演奏のため乗船したとき、ちょうどテレビドラ

マのロケとかぶった。土曜ワイド劇場、高橋英樹の船

長シリーズ「殺意の密室航路」がそれである。船長役

の高橋英樹氏、一等航海士役の船越英一郎氏はテレビ

でみるよりはるかに大きく、迫力があった。居合わせ

たお客も、撮影現場にスズナリであった。 

	 筆者もエキストラとして撮影に協力した。本当はエ

レクトーンで撮ってほしかったが、撮影の兼ね合いで

ステージの場面はお昼に撮ってしまったらしく、コー

ヒーラウンジに置いてあるグランドピアノの演奏を撮

影することとなった。実際放映されたのは 4～5 秒で

あったが、撮影は数テイク行い、それに三十分を要し

た。 

めったにできない貴重な体験であった。 

	 さまざまなステージを太平洋フェリーで持ってきた

が、終わった後にコーヒーラウンジの片隅で一杯傾け

ながら煙草をくゆらせていると、今日もステージが無

事に終わった緊張感がほどけてゆく。酔い覚ましに誰

もいなくなったデッキに出て夜風に吹かれると、満天

の星空に潮の香りと波の音。 

 
写真・苫小牧港の停泊中のきたかみ 2000年 3月 

 
	 当時就航していたきそ(初代)といしかり(二代目)は 

役目をきそ(二代目)といしかり(三代目)に引継ぎ、その

任を解かれて外国へ売られていった。 

船を降りて十余年。喜びも悲しみも、すべて太平洋

の上に置いてきたままである。 

目を閉じれば懐かしい航海の日々。生涯忘れ得まい。 

 
	 ステージの最後にいつも決まっていたひと言がある。

「それではまたいつか、海の上でお会いしましょう」 

 
(敬称略/順不同) 

「太平洋フェリー船内催事」	 	       	  

事業者)太平洋フェリー株式会社	 

船舶)きそ(初代)、きたかみ、いしかり(二代目)	 

取材協力)ヤマハミュージックメディア	 

	 	 	 	 （エレクトーン奏者	 おがた	 あきのり） 
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活動報告③-４	 

さらば愛しの青函連絡船羊蹄丸	 
停泊中の船舶での演奏	 

尾形	 明範	 

筆者の船好きは、小学生の頃からの青函連絡船に始

まる。これがきっかけとなって、はじめは太平洋フェ

リーの乗船客だった筆者がエレクトーン演奏者として

乗るに至ったわけである。	 

	 青函連絡船は 1988 年に青函トンネルにその役目を

譲り、就航していた八隻の連絡船は国内外に売られて

いった。羊蹄丸もその一隻で、お台場の船の科学館に

売られていった。廃止から二十数年。はじめはすべて

の船の消息も分かっていたものの、海外に売却の末に

行方不明になったもの、火災で焼失したもの、すでに

解体されたもの、さまざまである。そんな八隻の連絡

船の中で羊蹄丸はいちばん安泰と思われていた。 

しかし、寝耳に水の話が入ってきた。安泰なはずの

羊蹄丸が船の科学館リニューアルに伴い、展示を終了

するというのである。つまり、もうお台場に展示はで

きない、言い換えればこの先どうなるか分からない、

であり、もう会えないかもしれない、である。それを

聞いたのは、2011.7、もうあとふた月で展示終了とい

うところであった。 

 
写真・閉館まであと一週間の羊蹄丸	 2011.9.23 

 
もう、いてもたってもいられなかった。このままな

にもなしに、さよならなどできない。1988.9.18、臨時

運行の最終便羊蹄丸を十和田丸から見送ってお別れし

たが、いまこうして再会できている。なのに、またお

別れか?!筆者は本船がお台場に展示されたときの一番

乗りのお客であり、どうしても最後に自分なりのお別

れをさせてほしいと、その一心で船の科学館に連絡を

とった。いきなり直接交渉である。運搬費は自費、ギ

ャラもいらない。「さようなら羊蹄丸ライブ」はこうし

て企画された。 

今回、基本は海に因んだ曲を演奏する、ということ

で入ったため、いつものようなリズムものやジャズば

かりをセレクトして弾くのとは異なる。 

 
写真・一等航海士の服装で演奏する筆者(東京新聞掲載記事) 

 
話が通ればあとは早い。今回の主役は羊蹄丸である

が、ありきたりでは終わらせない。これが筆者のやり

方である。函館の女、海峡、雪國、涙の連絡船、土曜

ワイド劇場船長シリーズのテーマ、ある甲板長の退職

のオープニングテーマ、津軽海峡冬景色をメドレーで

ひとまとめにした。演奏時間、13分。失敗したらもう

一度最初からというとんでもないアレンジであった

(後述する新居浜での「ありがとうさようなら羊蹄丸ラ

イブ」ではこれに、海に降る雪、心和む連絡船、連絡

船の唄、函館イカ踊り、ねぶた囃子、ある甲板長の退

職の中間テーマの六曲をプラスし、計 13 曲、演奏時

間 20分のメドレーに仕上げている)。 

	 9 月 23～25 日(当初は二日間のみであったが追加で

一日)、ライブを行うこととなった。 

	 エレクトーンは自宅からELX1を業者により運搬し

てもらった。お台場時代の羊蹄丸は、エレベーターが

きちんと機能しており、岸壁から本船に運ぶにいたっ

ては特に問題があったとはきいていない。 
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	 どこで演奏するか、も大きな課題であった。いろい

ろ案は出たが(旧・自動車デッキ、旧・車両甲板、操舵

室、ほか)、電源確保、人の流れ、さまざま考慮の上、	 

右舷側のラウンジに決定した(旧・グリーン船室)。椅

子、テーブルなど充実していてゆっくりと演奏を聴い

てもらうには申し分なく、ほかにこの区画でイベント

をやっていないので大音量を出しても迷惑がかからな

い(演奏中のボリュームは最大より少し絞った程度で

ちょうど良かった。船の天井は低いので、音がそれほ

ど逃げていかない)。	 

	 トークもいつも以上に力を入れた。青函連絡船のネ

タはいくら話しても尽きることがない。ライブでは総

じてトークのほうが演奏時間より長くなってしまう筆

者であるが、今回はそれに輪をかけたかたちとなった。	 

	 

写真・連絡船トークが長くなる筆者	 

	 

	 ちょっとした小ネタも披露した。連絡船は全船で汽

笛の音色が異なっているが、客船九隻の汽笛の音色を

再現してみたのである。もっとも、同じ船でもコンデ

ィションで若干音色に変動がある場合も少なくないが、

もっともその船らしい汽笛を再現した。	 

今回のライブは、いつもお世話になっている羊蹄丸

ボランティアの大神隆氏より、青函連絡船時代に実際

に使用されていた一等航海士の上着と帽子をお借りし、

「さようなら羊蹄丸メドレー」でのみ、これを着用し

て演奏した。本当は通しで着用しようと試みたが、九

月下旬とはいえあまりの暑さに耐え切れなかった。	 

	 このときの模様は東京新聞に写真つきで掲載され、

「響く別れの調べ連絡船羊蹄丸・川崎の会社員ライブ

演奏」として、東京版、神奈川版に載った。 

三日間で 318名の方に演奏を聴いていただいた。 

これをもってライブはすべて終了のはずだったが、実

はおまけがある。楽器の搬出は業者との調整があり、

すぐには行わなかったため、9月 30日の船の科学館の

フィナーレの際、おまけで二曲だけ演奏した。このと

き聞きにきたのは模擬出航など、イベントのボランテ

ィアとして来ていた元連絡船乗組員の方々であった。 

 
写真・新居浜東港に係留中の羊蹄丸 

 
	 お台場にて展示を終了した羊蹄丸に次の行き先が決

まった。とはいえ、もう二度と姿を見ることのできな

いものであった。国内のシップリサイクルに関する団

体に譲渡されたのである。しかし、若干の猶予があっ

た。約二ヶ月、新居浜にて一般公開するというのであ

る。しかし、もっともそのあとは解体の運命になる。 

	 もう、最期になる。お台場時代からの羊蹄丸ガイド

ボランティアのメンバーと共に、新居浜に行くことに

なった。筆者も羊蹄丸ガイドボランティアメンバーの

一員として新居浜に出向いた。演奏以外は、飾り毛布

の手伝い、船内の案内、いろいろやる。 

	 さて、今回のエレクトーン、さすがに自宅から新居

浜へ運ぶのは無理がある。ここは、新居浜のヤマハに

お願いすることとなった。ELS-01Cを二台借りること

となった。一台が船内用、一台が屋外ステージ用であ

る。今回はお台場時代と違い、舷門にかかっている仮

設のタラップ以外では本船に入れない。ただですら重

いエレクトーン、階段をなんども上り下りして移動さ

せるべきものではない。後から聞いたら、大人六名が

かりでやっと船内に入れたという。たいへんなことを

させてしまったようで、申し訳なかった。 

	 演奏場所は前回と同じにしたものの、お台場のとき

とは違い、同じフロアに他のイベントがはいっていた

りする関係で、時間を調整しながら進めなくなはなら

なかった。ほんの 30分遅れてもいけなかった。	 
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そんな中、前述の新居浜専用 20 分メドレーを演奏し

た。 

また、今回は「もし青函連絡船と宇高連絡船がすれ違

ったらどうなるか」を再現した。宇高連絡船の汽笛を

筆者は知らなかったため、音源は宇高連絡船愛好會會

長の三村卓也氏にご協力いただいた。 

	 グランドフィナーレは野外で行った。羊蹄丸ガイド

ボランティアチームの出航模擬の後、エレクトーンで

羊蹄丸の汽笛を「鳴らし」、弾いたのは連絡船が出航時

に流していた「別れのワルツ」である。羊蹄丸をステ

ージ前方に見ながら、僚船の連絡船八隻とタグボート

の汽笛を同時に流した(汽笛部分は打ち込み)。いくら

再現とはいえ、羊蹄丸には昔、苦楽を共にした僚船の

汽笛が聞こえただろうか。今は遠い記憶の彼方のみに

しか存在しない仲間の声だ。 

 
写真・グランドフィナーレ「別れのワルツ」のあとに、歌手

の岡雅子さんと「蛍の光」 

 

	 二ヶ月で来場者五万人強。一般公開が終わった羊蹄

丸はほどなく多度津に回航され、その生涯を閉じた。	  

その年の大晦日、つまり羊蹄丸とお別れをしてから

半年後、青森港に停泊している八甲田丸でもエレクト

ーンライブを行うことにした。もっとも筆者単独とい

うことではなく、八甲田丸のカウントダウンイベント

ライブのなかの一組としての参加である。 

	 船内でリハーサルをしていると、海の穏やかなお台

場や新居浜とは違いそこは真冬の青森、停泊しながら

も常に揺れている。時折、船体が軋む音が聞こえる。 

船内を一周すると、羊蹄丸に展示されていた、遺品の

「青函ワールド(昭和 30年代の青森をテーマとしたジ

オラマ)」が飾られている。人形たちの会話のやり取り

を聞いていると、ここはお台場の羊蹄丸だったのでは

ないかという錯覚さえ感じる。 

	 羊蹄丸とはいったいなんなのか。それは各々の心に

深く刻まれた記憶そのものなのかもしれない。 

 
写真・八甲田丸カウントダウン、ライブ会場にて 

 
(敬称略/順不同) 

「ありがとう羊蹄丸ライブ」 

主催)財団法人	 日本海事科学振興財団 

協力)杉嶋貴司(船の科学館) 

	  	 MJピアノ 

	 	  根崎亜希子 

	  	 西沢弘二	 大神隆	 吉田孝志	 上杉恵	 谷尾誠 

(羊蹄丸ガイドボランティア) 
「ありがとうさようなら羊蹄丸ライブ」 

主催)新居浜市市制施行 75周年記念 

新居浜高専創立 50周年記念 

羊蹄丸一般公開事業実行委員会 

協力)えひめ東予シップリサイクル研究会 

	 	 日野孝紀	 	   

	 	 難波江任 

	 	 岡雅子  

	 	 三村卓也(宇高連絡船愛好會) 

	 	 ヤマハミュージックリテイリング新居浜センター 

 
「カウントダウン八甲田丸ライブ 2012」 

主催)NPO法人あおもりみなとクラブ 

協力)田村隆文(八甲田丸) 

株式会社東京堂青森センター 

ねぶた運送有限会社	 

	 	 （エレクトーン奏者	 おがた	 あきのり）	 
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活動報告④	 

電子オルガンの啓蒙活動	 
~安井正規の電子オルガンコンサートの実践記録~	 

安井	 正規	 

	 「月曜から夜ふかし」という全国ネット TV 番組の

「ブームが去ったものを調査した件」というコーナー

で「エレクトーン」が取り上げられていた。筆者のよ

うに電子オルガンのブームそのものを知らない世代に

とって、いまいちピンとこない内容であったが、社会

的にはそのように認識されているのであろう。	 

	 他にも、「昭和なレトロな感じ」とか「音楽教室の

教育楽器」というイメージであると色々な意見をイン

ターネットその他で多くの人が発信している。勿論、

現在でも電子オルガンには、一定数の愛好家や学習者

がいるのだが、社会的に上記のようなイメージを持た

れたり、レッテルが貼られたりしている現実に目を背

けるわけにはいかない。	 

	 今年の夏に名古屋・栄にある三井住友銀行 SMBC

パーク栄で電子オルガンのソロコンサートの機会を頂

き、このコンサートのレポートとともに筆者がどのよ

うな視点で、電子オルガン奏者として電子オルガンの

イメージアップ、啓蒙活動を行っているかを綴りたい

と思う。	 

	 

	 開発が急ピッチで進む名古屋駅周辺とともに名古屋

の繁華街の顔ともいえる町、栄。その中央に立地する

三井住友銀行 SMBC パーク栄は、情報提供をコンセ

プトとした施設で、毎月、幅広い分野のセミナーやイ

ベントを行っている。	 

	 その一環で、筆者が出演させて頂いたシリーズコン

サートを毎月開催している。このシリーズコンサート

には、愛芸アシストという地元愛知県立芸術大学卒業

生のサポート団体やクラシックコンサート専門の宗次

ホールが企画に関わり、演奏者を紹介、斡旋する枠も

ある。	 

	 出演者は、クラシック系のピアニストであれば、シ

ョパンのエチュード、バラード、ベーベンのソナタな

どの上級曲、難曲をサラサラと演奏し、国内外のコン

クールにも入賞暦が多数あるといったレベルの人達が

出演している感じであった。他にも、これまでには、

ジャズ、シャンソン、民族音楽、津軽三味線など邦楽

の演奏会もあったそうである。	 

	 基本、アコースティック楽器がメインとなるコンサ

ートが多く電子オルガンや電子楽器のソロコンサート

は、同会場始まって以来の事で筆者にもそれなりのプ

レッシャーがあった。	 

	 普段は、会員の主な年齢層であるシニア層向けのコ

ンサートが多いが、夏休み期間中ということで、＜夏

休み特別企画＞安井正規電子オルガンスペシャルコン

サートと銘打ち、子どもから大人まで楽しめる内容で

コンサートを企画してみた。	 

	 また、このコンサートでは特別企画として２台のプ

ラズマディスプレイを用意し、映像演出とともに演奏

を楽しんでもらうという試みを行った。映像演出の内

容は、コンサート開演前に、近年の筆者の活動写真の

スライドショーの上映、演奏中は、手元、足元、全景

のカメラのスイッチャー切り替えによるライブ中継、

演奏曲に合わせた動画や写真の上映などである。映像

演出は、最近、筆者が演奏活動をする上で力を注いで

いる演出方法の一つである。	 

	 	 	 	 	 映像演出機材をチェックする筆者	 	 

	 こうした演奏意外の演出面に力を注ぐ背景には、筆

者が肌身に感じる時代の変化の影響によるものが大き

い。YouTubeやニコニコ動画などの動画配信サイトで

は、手軽に無料で超有名演奏家の過去の名演奏が高画

質、高音質で視聴でき、スマートフォンでは、ゲーム
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やデスクトップミュージックで作曲が出来てしまう時

代。電子オルガンにおいても、もはやプロをも凌駕し

ているとも思える愛好家の渾身の一曲、超絶技巧の演

奏や活動の様子が、動画サイトに多数アップされ、一

般視聴者が様々なコメントを寄せている。 

	 このような状況の中、現代電子オルガンのアドバン

テージである「一人でオーケストラやバンド演奏が出

来る」「リアルタイムプレイング」ということを電子

オルガンの生演奏を聴いてもらうだけで、一般聴衆に

それほどインパクトを与えたり、価値や重要性を感じ

たりしてもらうことが難しくなってきているのでは？

と感じている。 

	 それ以前に、そもそも「ライブ演奏に価値があるの

か？」ということを考えている。 

	 いや、ライブ演奏が良いに決まっている。ただ、「費

用を払い、労力を使って会場に出向くまで価値を感じ

てもらえるのだろうか？」ということを考えているの

だ。確かに良いホールに行けば、ラグジュアリーな気

分に浸れるが、よほどの席でない限りちょっとしたオ

ーディオルームの CD再生音と音響的に比べてどうで

あろうか？ 

	 口パクやエアー演奏も一つのパフォーマンスととら

え、そのパフォーマンスに熱狂する人たちさえいる。 

	 「生演奏＝素晴らしい」という発想は音楽を提供す

る側の固定観念であり、ともすれば「押しつけ」にな

っていないだろうか？ 

	 近年、筆者はこうした問いに、自問自答を繰り返し

ている。 

 
	 筆者は、活動を行う中で社会で電子楽器や電子オル

ガンに求められていることには、二つの大きな柱があ

ると感じている。 

	 一つ目の柱は、従来のアコースティック楽器の代用

としての利用。これは、楽器としてみるだけでなく、

現代社会において例えば、蛍光灯が LED 照明に代わ

り、雑誌や広告がインターネット配信によりペーパー

レスになったり、アニメがセル画から CGに置き換わ

ったりするなど、時代の流れの変化として受け入れざ

るをえない。 

	 現に、この度のコンサートのアンケートでもクラシ

ック曲のカバー演奏を好む層も一定数いた。その演奏

家の演奏で名曲を聴きたいという気持ちが伝わってく

るご意見であった。よく批判の対象になり、議論にな

る「二番煎じ」「中途半端なコピー」などという意見

は、広く一般聴衆を対象にしたコンサートでは成立し

ない非常に視野狭窄に陥った意見であると感じる。	 

	 電子楽器のサンプリング音源技術が確立した現代で

は、電子音響技術を介さない音楽の方が少ない。「ス

ピーカーから出る音＝電子音楽」と定義づけられる。

今回のコンサートでも、この点についても言及した。	 

	 社会には、メディアや一般家庭や学校で電子楽器が

広く普及しており、今後は、従来のアコースティック

楽器の教育プログラムを踏襲するだけでなく、電子楽

器、アコースティックにとらわれない指導者、演奏家、

音楽家、プロデューサーを育成することが急務なので

は？と思う。 

	 ２つ目の柱は、テクノロジーの進歩である。もとも

と、電子楽器はテクノロジーの産物であると筆者は考

える。電子オルガン→テクノロジーとするならば、そ

もそもテクノロジーに求めることとは何か？ 

	 筆者は、その回答を一言で表すなら「驚き」「新鮮

さ」だと考える。「今まで出来なかったことが、出来

るようになる。＝新しい世界」人は、そこに未来を感

じ希望を見いだすのではないか？ 

	 例えば、前述の映像演出で言うと 

「電子オルガンのコンサートで、オリジナル曲まさか

初音ミクのアニメーションとコラボするなんてビック

リ！！」 

「曲のフレーズと動画の流れ星がシンクロしててスゴ

かった！！」など、こんな感想を頂いた。 

	 これは、つまり筆者の心の中に広がる世界が視聴す

る相手伝わったことにも繋がる。むやみやたらに演出

すれば良いという訳ではなく、自分心に浮かぶ世界を

今の時代にマッチングした形でどう聴衆と共有する

か？そんな視点で「驚き」「新鮮さ」を感じる演出方
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法を模索した結果であった。 

	 以上述べた２つの柱は相反する真逆のベクトルであ

るが「陰と陽」「保守と革新」といった関係や考えに

も通じ、２つの方向性をバランスよく活動に採り入れ

ていくことが肝要だと筆者は考える。 

	 今回の SMBC パーク栄でのコンサート演奏終了後

のお見送りの際、二つの貴重なご感想を伺った。 

	 １つ目「肉親を亡くし深く気を落としていたが、元

気をもらった。来て本当に良かった。ありがとう。（シ

ニア女性）」 

	 ２つ目「生まれてくる子どもに、ぜひ電子オルガン

を習わせたい。（妊婦さん）」 

	 筆者は、「人や社会に役立つ音楽づくり」を目指し

活動を続けてきたが、自分の音楽を聴いてくれた人が

一人でも喜んでくれたのなら嬉しい。 

	 そして同時に、音楽を発信する責任も感じた瞬間で

もあった。	 

これからも、様々な意見に耳を傾け、人や社会に役立

てる音楽家を目指し、精進していきたいと思う。	 

	 （電子オルガン奏者・作編曲家	 やすい	 まさのり）	 
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活動報告⑤	 

ストリート・コンチェルトの 5 年間を振り返って	 
~祭りの晩に軽トラックの荷台で電子オルガンを弾いてみてわかったこと~	 

森松	 慶子	 

1.企画の当初の目的 

	 「ふだんはコンサートホールの中でイズマイを正し

て聴く曲を、街にひっぱり出して風通し良くドッカー

ン！と楽しんじゃえ、という企画。来年自分も演
や

りた

い人、同時募集中�」 

	 2011 年 8 月 8 日夜、譜面台に置いたスケッチブッ

クにマジックでそう殴り書きし、地元商店街恒例の「ヤ

ーヤー祭り」で、コンチェルトのみにプログラムを限

った路上演奏会を敢行した。 

	 タイトルは“ストリート・コンチェルト inヤーヤー”。

この企画を立ち上げた目的は、当初次の三つ。 

�奏者が余分なプレッシャーを感じず、開放的な祭り

の空気の中でのびのびとコンチェルト演奏を楽しむ。 

�クラシック系のコンサートを聴きに来ない人たちに

も、祭りという場でコンチェルトを聞き、余分な構え

や先入観及び予備知識の無いところで演奏自体を楽し

んでもらう。 

�従来街角のデモンストレーションではソロでポピュ

ラー曲を演奏することが多かった電子オルガンが、さ

まざまな楽器を相手にクラシック曲を演奏する場面を

創出する。 

	  
	 5 年間続けてきた現在改めて振り返ってみると、筆

者の当初の目的以外にもこの企画が果たせる役割とい

うものがあることに気づいた。それは後に述べること

にして、次に企画の概要を説明する。 

 
2.ストリート・コンチェルトの概要 

（１）イベントの枠組み 

	 和歌山県田辺市の田辺市商店街振興組合連合会主催

のヤーヤー祭りでは、毎年 8月 8日、市内中心部９つ

の商店街が19時~21時30分の間歩行者天国になり、

商店の売り出し、屋台の夜店やゲーム、大道芸、音楽

演奏、最近ではフラッシュモブなどが、通りをそぞろ

歩く人々を楽しませる。今年で 43回目を迎えた。 

	 路上演奏をするにあたっては、場所を自分で探して

商店街に参加費 2,000円を支払う。これはそのまま、

場所を貸して下さるお店に電気代等として納められる。

街灯の無い場所では照明機材も自分で調達。あとは自

分たちで楽器や機材を搬出入、セッティングし、歩行

者天国の時間帯に演奏する。もちろんチケットも整理

券も不要。ストリート・コンチェルトに関しては、演

奏に参加する人たちから参加費を頂くこともしていな

いし、逆に謝礼を渡すことも無い。 

 
（２）編成と選曲及びその意図 

	 ストリート・コンチェルトでは、これまでに電子ピ

アノ、ヴァイオリン、チェロ、マリンバ、ギター、フ

ルート、声楽、大正琴、バグパイプといった楽器と、

電子オルガンのアンサンブルで、本格的なコンチェル

トや、学習者向けに書かれた小コンチェルト、さらに

は、ピアノソナタやその他クラシック小品をコンチェ

ルト仕立てに編曲した疑似コンチェルト的なレパート

リーを披露してきた。 

	 基本的には筆者が電子オルガン（ヤマハSTAGEA02

バイタライズ）でオーケストラパートを演奏している

が、芥川也寸志の「エレクトーンの為の GXコンチェ

ルト」等、ピアノがオケパートを務めるレパートリー

も若干ある。今のところは１作品の全楽章を演奏して

いるわけではなく、どれかの楽章を単独で演奏してい

るが、奏者の力量や準備の問題さえなければ、長い楽

章もノーカットで演奏している。これは学校や諸団体

から依頼されてのコンサートでは、なかなかやりにく

い。 

	 コンチェルトのみのプログラムなので、必ずしも聴

き手が良く知っている曲ばかりではない。しかし未知

の曲であっても、演奏が生き生きと曲の魅力を伝えら

れれば聴衆に楽しんでもらえる。そのために奏者は余

計なプレッシャーで固くならず、大曲だろうが難曲だ

ろうが臆せずのびのびと音楽的に振る舞う必要がある。 

	 コンサートの後に聴き手が“良かったよ”と言って下

さる場合、演奏の善し悪しではなく好きな曲を聴けた
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から、と満足して下さっていることも少なくない。そ

の意味で、街角で知らない曲をふと耳にし、長い曲で

も立ち止まって最後まで聴いて下さる身内でもない人

の有無は、奏者にとって貴重な試金石である。 

 
（３）参加者 

	 ストリート・コンチェルトは、コンチェルトをバリ

バリ弾ける名手以外にも、なるべくいろいろな立場で

音楽に関わっている人が一堂に会する場にしたいと考

えている。そういうわけで、演奏家として活動してい

る人に混じって、ごく一般的な生徒、コンクールで既

に活躍している生徒、音楽教室や音楽大学の先生、現

役の愛好家や昔ピアノを習っていて長い間楽器から離

れていたリバイバル組の愛好家、音大卒業後音楽とは

関係ない仕事をしながら時々演奏を続けている人等、

さまざまな人にご一緒頂いている。 

	 筆者が声をかけてお誘いした方が殆どであるが、ス

ケッチブックの「来年自分も演
や

りたい人、同時募集中」

の文言を見て名乗り出てきた人もいる。また、筆者が

フェイスブックやツイッターを介して知り合いになっ

た県外の音楽の友人が参加した年もある。 

 
（４）参加者数と曲数 

	 １年目の 2011 年は、筆者が普段一緒に演奏会をす

ることが多い音楽仲間３名に声をかけ、5 曲を用意し

た。歩行者天国になる２時間半をフルに演奏に使える

わけではない。ヤーヤー祭りでは鼓笛隊が商店街を練

り歩く。鼓笛隊が近づいてくればこちらは演奏を控え

るか、鼓笛隊の音に合わせて適当に音を出して遊ぶな

どしてやりすごす。鼓笛隊以外にもフラッシュモブな

ど、近所で音を出すイベントが始まると、適宜こちら

の演奏を一時休止したり、こちらも演奏を続けたりす

る。正味の演奏時間は２時間＋αである。 

	 曲順等は事前には決めず、道ゆく人や立ち止まる人

の流れを見ながらその場で決めていく。ソリストの知

り合いが聴きに来られる時間に合わせることもよくあ

る。最初の数年は曲数も少なく時間に余裕があったの

で、各曲を２~３回、適当に繰り返し演奏した。 

	 曲数と参加者は年々増加し、2015年には筆者を含め

て 16名で 15曲を準備しての本番であった。１曲を１

回ずつ演奏するので時間的に精一杯だった。今後も２

時間＋α に全体の演奏をおさめなければいけないので、

曲数的には、１曲の長さにもよるが、15~20曲の間で

調整することになるだろう。 

 
（５）会場とセッティング 

	 ストリート・コンチェルトは、１年目だけ別の場所

だったが、２年目から仏壇店さんの砂利の駐車場を会

場にお借りしている。たまたま仏壇店のお孫さんが、

その年ドイツ留学から戻ったばかりの声楽家で、この

頃筆者とおつきあいが始まったこともあり、それ以降

ずっとこちらを開催場所とさせて頂いている。 

	 セッティングは年々変化があるが、現在は２台の軽

トラックの荷台にそれぞれ電子オルガンとマリンバを

乗せ、砂利の上に敷物を敷いて電子ピアノやチェロ、

ヴァイオリンその他のソリスト、という形に落ち着い

ている。本年からはオケパートを割り振る曲も出てき

て、２台目の電子オルガン（ヤマハ D-Deck）も下に

セッティングしている。 

	 電子オルガンと電子ピアノからの音はラインで、他

の奏者の音はマイクでミキサーに集め、軽トラックの

上の筆者が電子オルガンを演奏しつつバランスをとる。

音は、奏者の背後から道路の聴衆に向けてスタンド上

にセットした２つのメインスピーカー（ステージパス

600i）と、電子ピアノの脇とソリストの立ち位置にそ

れぞれ１つずつモニター代わりに置いてある小さいス

ピーカー（MSP5）から適当と思われる音量で出して

いる。その都度音量とバランスについては反省があり、

毎年翌年にリベンジをかけて試行錯誤を繰り返してい

る。具体的な出音の工夫は別の機会にまとめたい。 

	  
3. 5年間続けてみての所感 

	 筆者がこの企画を始めた当初の意図は冒頭で書いた

通りであるが、それ以外にもこの企画が担っている役

割を、5年目を終えて自覚しつつある。 

	 �コンチェルトをホールから路上にひっぱり出して

多くの人に聴いてもらうということは、同時に、その

曲を演奏できるソリスト達をひっぱり出して大勢の人

に紹介するということでもあった。 

	 地元の名手達が生き生きとヴィルトゥオーゾぶりを

発揮する姿を見て、どこで教えている人か？と連絡先

を聞く人もあれば、改めてコンサートの話がまとまる

人もいる。海外から田辺に留学してきた楽器の達者な

高校生や、小さい頃から地元でレッスンに励んできて
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将来音楽の道を目指し始めた名手の中高生達を地域に

紹介する場ともなっており、一種のショーケースのよ

うな役割も果たしている。 

�普段は音楽以外の仕事や子育てで、大曲と、もしく

はそもそも音楽と向き合う時間をとれずにいたが、「ダ

メもとでコンチェルトに挑戦して、学生時代に演奏に

打ち込んだときの感覚が蘇ってきたのが嬉しかった」

と、翌年また新しい曲を持って来て下さる奏者さんも

ある。１年目の演奏が思った通りの出来でなくても、

今年はその経験を生かしてもっと頑張れそうだから、

と戻ってきてくれる。奏者個人のモチベーションを上

げる役割も果たせているようで非常に嬉しい。 

�コンチェルトを主軸としたプログラムではあるが、

前述の通り筆者には、なるべくいろいろな立場で音楽

と関わっている人が一堂に会する、括りのゆるいイベ

ントにしたいという思いもあり、コンチェルト演奏は

荷が重いという人にも擬似的なコンチェルトで参加す

る枠を設けている。かつてピアノを習っていたがレッ

スンに通わなくなって現在は子育て中の友人には、彼

女が昔さらっていたピアノソナタ等をコンチェルト仕

立てにした、作編曲家で電子オルガン・ピアノの演奏

家でもある西山淑子氏のアレンジや、筆者自身のアレ

ンジを弾いて頂いている。ピアノ指導者でこの枠に参

加した方は、よりコンチェルトらしくしてみようと、

自前のカデンツをこしらえて披露した。経験値を上げ、

モチベーションを維持しながらステップアップしてい

く機会として使ってもらっているのも有り難い。 

 
4.今後の展望 

	 5 年前に３人、5 曲で始めたストリート・コンチェ

ルトは、本年 16名、15曲に達したところで、ボリュ

ーム的な MAX を見極めた。今後は互いに切磋琢磨し

てクオリティを上げる努力をしつつ、企画全体の敷居

の低さを維持、コンチェルトのような大曲にも開放的

でのびのびとした気持ちで臨み易い環境作りに留意し、

企画スタート当初の目的と、5 年目になって見えてき

た果たしうる役割とを、良い形で実現していきたい。 

	 筆者が電子オルガンを演奏する人間でなければ、恐

らくコンチェルトを路上で演奏しようという発想には

ならなかっただろうし、やってみたいと思っても実際

難しかっただろう。荒っぽい企画であることは間違い

なく、眉をひそめる方もあろうが、この試みで自分自

身にとって発見のほうが多い。反省点も、必ず次への

ステップアップの材料となると感じられる。今後もス

トリート・コンチェルトは継続したいと考えている。 

	 実は筆者は、ストリート・コンチェルトと表裏一体

のもう一つの企画を温めている。その名は、コンチェ

ルト・イン・デュオ。ストリートで鍛えた度胸と集中

力、そして屈託なく音楽を楽しむ姿勢をそのままホー

ルに持ち込み、電子オルガン奏者と各種楽器の二重奏

という、室内楽的な演奏形態でのコンチェルトレパー

トリーを奏者も聴衆も堪能する、というものである。 

	 コンチェルト作品は大勢のオーケストラ対ソリスト

で演奏するときと、電子オルガン奏者対他の奏者の一

対一で演奏するときでは、演奏としての面白さや、浮

かび上がってくる世界観が異なる。詳しくは拙論「“交

響的室内楽”としての電子オルガンアンサンブル~演

奏形態が音楽に与える本質的意義の考察~」（2002年

全日本電子楽器教育研究会論文集）をご参照頂きたい。コ

ンチェルト・イン・デュオが開催できた時に、路上で

聴いてみて案外クラシックも面白いから、とホールに

来て下さる方が・・という循環も密かに願っている。	 

（音楽ライター,作編曲,電子オルガン演奏	 もりまつけいこ）
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国内情報	 

アマービレ電子オルガンコンテスト	 

~素のテクニックを磨く~	 

金銅	 英二	 

はじめに	 

2011 年 5 月 22 日、LIC はびきの M ホール（大阪

府羽曳野市）にて第 1回のアマービレ電子オルガンコ

ンテストが開催された。主催は特定非営利活動法人

（NPO法人）電子オルガン普及研究事業「アマービレ」

である。同年の学会雑誌「電子キーボード音楽研究Vol. 

6」に NPO法人の代表者である建石紀子氏からの特別

寄稿として報告が掲載されている。今回 2014 年 1 月

19日第 4回大会開催まで「アマービレ」が取り組む電

子オルガンコンテストについてその活動内容を報告す

る。 

 
NPO 電子オルガン普及研究事業アマービレ	 

2010 年 4 月、代表者の建石氏ら有志が「アマービ

レ」を立ち上げ電子オルガンコンテストを開催するこ

とを決定した。その後 2010年 12月 6日大阪府にNPO

法人認証の申請をおこなった。2011年 3月 24日、大

阪府の認証を得て 4月 1日に法務局に設立登記された。

アマービレ設立趣旨は、電子オルガンの発展進化を受

け入れる一方で、各楽器の操作法が異なるなどの理由

で、電子オルガンの安定的教育が実現しにくい状況を

受けて，電子オルガンの「素のテクニックを磨く」と

いう原点に立ち戻り，電子オルガンという楽器全てに

共通するコンテストをおこなうことで，幼い子供から

年配者まで安心して学び，楽しめる安定的普遍的な場

所を提供し，電子オルガンの普及に寄与する。という

ものである。子供の情操教育の重要性や超高齢化の進

む社会に，大人の方々にも心豊かな生活へつなげるこ

とも設立趣旨に掲げている 1，2，3) 。 

 
アマービレ電子オルガンコンテスト	 

初歩の子供から参加でき「素のテクニック」を磨い

ていくコンテストとして①機械的な機能を使わず、基

本のレジストで与えられた課題曲を丁寧に，かつその

楽曲に内在する音楽をいかに美しく表現するかを目標

とする。②どのような機種の電子オルガンでも、学び、

参加することができる。③各年齢に応じた演奏を、2

度と来ないその時に、美しいステージでのマナーを学

びつつ表現する喜びを味わってもらう。以上の項目が

コンセプトとして挙げられている 1，2，3)。現在、国内

で開催されている電子オルガンコンクールでは、最新

式の楽器を用いて最高のテクニックを駆使し、最高の

音楽を表現し「頂点」を極めることを目指しているが、

アマービレ電子オルガンコンテストでは裾野を拡げ、

自分自身の今後の課題に気づくことに焦点が当てられ

ている。アマービレでは出場者全員に審査員からの各

演奏に対する直筆コメントを手渡し、演奏上の課題を

気づくことが出来るようになっている。一度、優勝や

入賞すると翌年から出場しなくなる（できなくなる）

ということはなく、更なる演奏表現の上達を目指して

毎回チャレンジできるように工夫されている。また、

出場を決意し、本番まで練習を重ねた努力についても

賞賛し、出場者全員に賞を与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コンテスト課題曲部門と自由曲部門	 

	 課題曲部門はシンプルなレジストレーションが指

定され毎回出版される課題曲集で表示される４)。また

ホームページサイト上からレジストレーションデータ

がダウンロードもできるよう配慮されている。自由曲

部門は演奏時間４分以内という規制のみで楽曲やレジ

ストレーションなどに制限はない。どんな機能を使用

してもよいことや自作でも市販でも自由にレジストレ

 
第四回大会表彰式(課題曲部門) 
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ーションデータも使用してよいとなっている。コンテ

スト企画時より課題曲だけでは十分な出場者確保が困

難ではないかという懸念があり、第一回大会より自由

曲部門が設置されている。各大会の課題曲は表１にて

示す。第一回大会の課題曲の編曲は森松慶子氏が担当、

第二回大会からはアマービレコンテストのために作曲

された課題曲が提示された。作曲者は佐々木邦雄氏、

第三回大会では沖浩一氏と鳥居達子氏が作曲、森松慶

子氏が作編曲した。第四回大会は菊地雅春氏が作曲し

た楽曲をコンテストに提供した。2016年 1月 19日に

開催予定の第五回大会では藤村亘氏が楽曲を提供して

いる。 

課題曲・自由曲の各部門とも幼児、小学生、中学生、

高校生、大学生・一般と年齢別に分けられている（表

２）。課題曲と自由曲の両部門に出場する参加者もある。 

 
説明会と講習会	 

アマービレ電子オルガンコンテストの趣旨や出場の

手続きについての説明会や課題曲の講習会・ワークシ

ョップなど代表の建石紀子氏や理事の当麻宗宏氏など

が講師となり各地の楽器店や音楽センターからの要請

を受けて随時開催している。昨夏は本学会でも課題曲

提供者である作曲家の菊地雅春氏、建石紀子氏、当麻

宗宏氏を招請し、洗足学園音楽大学を会場にワークシ

ョップを行った。ワークショップでは、建石氏が趣旨

説明を、当麻氏が同大学の専攻学生による課題曲演奏

に対して音楽表現の細かな指導をおこなった。的確な

指導によって演奏者（専攻大学生）が音への気づきを

持ち、曲が大きく変化することに感銘を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
審査員	 

第一回から第四回までアマービレの理事である当麻

宗宏氏とジャズオルガニスト佐々木昭雄氏が継続し審

査を担当している。さらに相愛大学名誉教授沖浩一氏、

電子オルガン奏者内海源太氏は第二回大会から第四回

まで、さらに第四回大会では電子オルガン奏者橘ゆり

氏も審査を担当し表彰式にて出場者へ講評も述べた。

また第一回大会、第三回大会では課題曲作編曲者の森

松慶子氏が、第三回大会では課題曲作曲者佐々木邦雄

氏も審査に加わった。各大会の審査員は表３に示す。

9時 45分受付開始に続き、10時 15分の開演から 19

時 20 分ごろの表彰式まで長時間に及ぶ審査で審査員

の体力も大きく消耗すると想像できる。 

 
出場者	 

出場者の各部門内訳は表２にて示す。毎回課題曲と

自由曲の両部門あわせて 100曲余り演奏される。これ

に対し出場者数は 90 余名となっている。演奏曲数と

出場者数の差は課題曲と自由曲両部門に挑戦する出場

者もいる（一人で二曲演奏）ためである。また出場者

の居住地は北海道から鹿児島まで日本の広範囲に及ん

でいる。これはホームページや SNS などのインター

ネットからの発信情報を通じ拡がったものと思われる。

電子オルガンの将来を考えると若年層、小学生部門な

どの出場者増加に期待したいところである。中には熱

心なピアノの生徒さんの経験や視野を拡げるために本

大会に向けて電子オルガンにもチャレンジする機会を

与えている指導者もいる。この経験が契機となり電子

オルガンにも興味を示し、電子オルガンのレッスンも

継続して受講する生徒が増えればと期待する。2016

年 1 月 19 日に第五回大会が予定されており多くの参

加者が会場に集まり、盛会となることを期待したい。 

 
コンテストへの応援メッセージ	 

	 第一回から第四回まで各大会のプログラムには多数

の賛辞や応援メッセージが掲載されている 2)。第一回

大会は日本電子キーボード音楽学会事務局長	 阿方俊

氏、聖徳大学音楽学部教授	 岩井孝信氏、電子オルガ

ン奏者	 内海源太氏、アレンジャー名古屋芸術大学音

楽学部非常勤講師	 太田美香氏、ローランド文化芸術

振興財団理事長	 梯郁太郎氏、作編曲家	 菊地雅春氏、

健康ライフサイエンス顧問	 和智正忠氏、第二回大会

は相愛大学名誉教授	 沖浩一氏、ジャズオルガニスト	 

佐々木昭雄氏、電子オルガン奏者	 内海源太氏、作曲

家	 佐々木邦雄氏、アマービレ理事	 当麻宗宏氏、第

 
洗足学園音楽大学でのワークショップ（2014 年 8 月 30 日）	 
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三回大会は電子オルガン奏者	 内海源太氏、相愛大学

名誉教授	 沖浩一氏、鈴木楽器製作所・ハモンド鈴木

代表取締役会長	 鈴木萬司氏、ヤマハミュージックジ

ャパン代表取締役社長	 土井好広氏、エレクトーンプ

レーヤー	 鳥居達子氏、ローランド株式会社代表取締

役社長	 三木純一氏、第四回大会は洗足学園音楽大学

教授	 赤塚博美氏、電子オルガン奏者	 内海源太氏、

相愛大学名誉教授	 沖浩一氏、課題曲作曲者	 菊地雅

春氏、ジャズオルガニスト	 佐々木昭雄氏、昭和音楽

大学講師	 柴田薫氏、作編曲家・電子オルガン奏者	 橘

ゆり氏、アマービレ理事	 当麻宗宏氏、ヤマハミュー

ジックリテイリング代表取締役社長	 葉山和雄氏、ロ

ーランド代表取締役社長	 三木純一氏、広島文化学園

大学学芸学部非常勤講師	 森光明氏など電子オルガン

メーカー、指導者、演奏家、作編曲家など多岐にわた

る。 

 
第三回と第四回大会でのサプライズ企画	 

第三回大会の課題曲を作曲し楽曲提供した沖浩一氏

が第三回大会の課題曲部門の審査発表までの間に課題

曲のサプライズ演奏を行なった。さらに自由曲部門審

査発表前には内海源太氏がソロ演奏を披露した。そし

て第四回大会でもコンテストから審査発表までの間に

サプライズ演奏が出演者に披露された。当日、審査を

担当した佐々木昭雄氏によるハモンドオルガン（Ｂ‐

３ｐｍｋ２）ソロ演奏。そして、同じく審査員の内海

源太氏と第二回大会の大学生・一般部門で金賞を受賞

した高崎大輔氏によるデュオ演奏が披露された。プロ

演奏家による素晴らしい音楽が会場内に響き、参加者

や来場者には知らされていなかったので、よりよいサ

プライズ・プレゼントとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本の電子オルガンコンクール	 

国内電子オルガンのコンクールは、既成楽器の音色

や音域を遙かに越えた、豊かな表現力を持つヤマハエ

レクトーンで、従来にはなかった音楽世界を自由に表

現する場として、ヤマハが 1964年（昭和 39）にエレ

クトーンコンクールを開始したのが最初である。エレ

クトーン音楽を楽しむフェスティバル、更に高品質な

音楽をめざすコンクールと、目的をそれぞれ明確にし

て毎年継続して実施し 51年の歴史を有している５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また、カワイは 1967年（昭和 42）より電子オルガ

ンコンクール、その後ドリマトーンコンクールとして、

また近年ではカワイ音楽コンクールドリマトーン部門

として毎年開催しており 48年間の歴史がある６)。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ローランドは 2002 年からローランドオルガンミュ

ージックフェスティバル（第 12 回大会）として開催

している７)。それ以前はローランドが音楽教室事業を

買収した VTM（ビクターテクニクス音楽教室）が主

催するコンクールが 1991 年から開催されている。ま

た、VTMの前身となる日本ビクター社は 1971年から

1990 年まで（20 回まで）ビクトロンコンクールを主

催している８)。またナショナル電子オルガン株式会社

は1981年から1990年までテクニトーンコンクールを

開催している。ハモンドオルガンは 1980 年に大阪で

ジュニア大会が開催され、その後各地でも開催され、

1983年 8月 28日に森之宮ピロティーホール（大阪市）

にてハモンドジュニアコンクール全国大会が開催され、

 
佐々木昭雄氏のサプライズ演奏（ハモンド Porta	 B-3）	 

 
内海源太氏（ステージア 02c）と高崎大輔氏（アトリエ

AT-800）のサプライズ演奏	 

 
第三回大会で課題曲を作曲した沖浩一氏の課題曲演奏	 
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以降継続開催された９)。さらに大人の部も開催される

ようになり 2013 年まで開催されたが、現在はハモン

ドコンクール、ジュニア・大人の両部とも行なわれて

いない。 

 
他のコンクールとの比較	 

前述の各メーカーが主導のコンクールは電子オルガ

ンの学習者が頂点を目指して修練するために設定され

ており、その時代の最新機種の機能もフルに効果的に

活用し質の高い音楽表現がされているかを評価してい

るものに対してどんな機種でも演奏できる素のテクニ

ックと音楽表現について評価するアマービレコンテス

トは他のコンクールとは一線を画す存在であるといえ

る。また、ピアノのレスナーにも門戸を拡げ、電子オ

ルガン人口を増やす可能性や過去に電子オルガンを指

導していたピアノ講師が熱心なレスナーと共に電子オ

ルガンコンクールを目指し、電子オルガン指導の再燃

にもつながる可能性を秘めているといえる。 

 
アマービレ電子オルガンコンクールの使用楽器	 

アマービレが挙げている「どのメーカーの電子オル

ガンでも学び、参加できる。」というコンセプトのひと

つから会場のステージ上には各社の楽器が並べられて

いる。これはメーカーや楽器店、講師などから提供さ

れたものである。ヤマハエレクトーンステージア 02c

はヤマハミュージックジャパンとヤマハミュージック

リテイリングからバックアップ用を含め 2台の楽器と

トーンキャビネット 2セットの提供を受けている。ロ

ーランドミュージックアトリエ AT-800 とオルガン専

用スピーカーはローランドから提供を受けている。第

二回大会では出場者の一人がバッハのオルガン曲を演

奏するためにローランドクラシックC-330の提供も受

けた。またハモンドオルガンも出場者がいればと毎回、

浜松の鈴木楽器本社からPorta B-3 mk2を提供して頂

いている。カワイはコンテストの趣旨に賛同する甲府

市や神戸市在住の音楽講師からドリマトーン DT-9 の

提供を受けている。 

 
まとめ	 

電子オルガン誕生以来続く楽器自体の発展進化によ

り、その演奏スタイルも変遷している。これに伴い楽

器が備える性能を最大限かつ効果的に生かし音楽表現

するチャレンジ、メーカー各社の頂点を目指すチャレ

ンジがコンクールを通じてなされてきた。そして、こ

れらのコンクールから優秀な演奏家、音楽家が社会に

多く輩出された。ところが、頂点を目指しているが故

に頂点に選考されなかった出場者がいることも事実で

ある。ステージに立つまでの努力研鑽は、また指導者

の熱意ある献身的な指導はある意味で評価を受けない。

さらに楽器の進化についていけないとコンクールには

出場できない。指導者も同様、楽器の進化に必死で追

い付いていかねばならない現実が存在する。これらの

現状に対して大きく視点を変えたコンクールが企画開

催された。メーカーの枠を越え、基本的なレジストレ

ーションで素のテクニックのみで競い合うコンテスト

である。表彰は出場までの努力を讃えて全員に授与さ

れる。さらに出場者各個人に演奏に対する直筆のアド

バイス・コメントが審査員（演奏家、作曲家、指導者）

から渡される。次の課題へ向けさらに成長するために

何度も挑戦し、切磋琢磨できるコンテスト、これがア

マービレ電子オルガンコンテストといえる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本で電子オルガンが誕生した当時から指導に携わ

ってきた建石紀子氏と当麻宗宏氏らが永年の経験と知

識を生かして、賛同する仲間と共に立ち上げたコンテ

スト。今後の更なる発展と継続開催に期待したい。今

回は、第一回から第四回大会までの開催状況について

報告した。次回の第五回大会は 2016 年 1 月 19 日に

LICはびきのＭホールで開催が予定されている。 

 
謝	 辞	 

	 稿を終えるにあたり多くの貴重な情報と資料提供に

協力くださった方々(後述）へ心から感謝申し上げます。

 
第二回大会では最多 5台の各社電子オルガンが並ぶ	 

（左からハモンド、カワイ、ヤマハ、ローランド 2台）	 
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表１課題曲 

部	 	 	 門 第一回大会 2011年 第二回大会 2012年 第三回大会 2014年 第四回大会 2015年 

 
幼	 児 

こぎつね 

かえるのうた 

レガート 

パレード 

もりのくまさん(M) 

なかなおり (T) 

おぎょうぎのよいこ 

ドレドレおじいさん 

 
小学 1・2年生 

こぎつね 

かえるのうた 

こぶねにのって 

ファンファーレ 

タンゴのように(T) 

ハッピー・バースデ

ィ・トゥ・ユー(M) 

かなしいラッパ 

きぼう 

 
小学 3・4年生 

大きな古時計 

かえるのうた 

緑の中の教会 

お昼休み 

かえりみち(O) 

コケコッコ(M) 

紙ヒコーキとんだ 

無人島のおまわりさ

ん 

 
小学５・６年生 

大きな古時計 

ピクニック 

かえり道 

追いかけっこ 

土曜の午後にレモ

ネード(T) 

貴婦人の乗馬(M) 

草原を走れ！ 

父さんの休日 

 
中学生 

ふるさと 
ずいずいずっころばし 

祈り 

ハイウェイ 

またあした（O） 

クシコスポスト(M) 

春を呼ぶワルツ 

森の中のオルガン 

 

 
高校生・一般 

山の音楽家 

私のお父さん 

プレリュード 

ジェントルマインド 
Summer 6 th (T)  
海のノスタルジア

(T) 

寄り添う心 

お祭りピエロ 

 

 

編曲：森松慶子 

（全曲提供） 

作曲：佐々木邦雄 

（全曲提供） 

作曲：沖	 浩一(O) 

作曲：鳥居聡子(T) 
作編曲：森松慶子(M) 

作曲：菊地雅春 

（全曲提供） 

表２出場者（曲数） 

部	 	 	 門 第一回大会 

課題曲・自由曲・計 

第二回大会 

課題曲・自由曲・計 

第三回大会 

課題曲・自由曲・計 

第四回大会 

課題曲・自由曲・計 

 
幼	 児 

 
６	 	 ０	 	 ６ 

 
２	 	 ０	 	 ２ 

 
３	 	 ０	 	 ３ 

 
０	 	 ０	 	 	 ０ 

 
小学 1・2年生 

 
	 ６	 	 ６	 １２ 

 
	 ４	 	 １	 	 ５ 

 
	 ３	 	 ２	 	 ５ 

 
７	 	 ３	 	 １０ 

 
小学 3・4年生 

 
２１	 	 ４	 ２５ 

 
１１	 	 ４	 １５ 

 
	 ６	 	 ４	 １０ 

 
４	 	 ７	 	 １１ 

 
小学５・６年生 

 
	 ５	 	 ６	 １１ 

 
	 ８	 	 ４	 １２ 

 
	 ６	 	 ４	 １０ 

 
８	 	 ９	 	 １７ 

 
中学生 

 
	 ３	 	 ５	 	 ８ 

 
	 ６	 	 ３	 	 ９ 

 
	 ４	 	 ７	 １１ 

 
２	 	 ５	 	 	 ７ 

 
高校生 

 
	 ３	 	 ３	 	 ６ 

 
	 ４	 	 ３	 	 ７ 

 
３	 	 ２	 	 ５ 

 
２	 	 ３	 	 	 ５ 

 
大学生・一般 

 
１４	 １８	 ２３ 

 
１５	 ３２	 ４７ 

 
１９	 ４３	 ６２ 

 
２２	 ３６	 	 ５６ 

 
合計 

 
５８	 ４２	 100 

 
５０	 ４７	 	 97 

 
４４	 ６２	 106 

 
４５	 ６３	 	 108 
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	 出場者 

都道府県別 

大阪府、京都府、和

歌山県、奈良県、兵

庫県、東京都、静岡

県、香川県、広島県

（8 地区）  

大阪府、京都府、和

歌山県、奈良県、兵

庫県、東京都、静岡

県、広島県、北海道、

宮城県、千葉県、埼

玉県、富山県、徳島

県、佐賀県 

（15 地区）  

大阪府、京都府、和

歌山県、奈良県、兵

庫県、滋賀県、東京

都、神奈川県、千葉

県、茨城県、愛知県、

山梨県、岐阜県、富

山県、徳島県、広島

県、鹿児島県 

（17 地区）  

大阪府、滋賀県、和

歌山県、神奈川県、

広島県、奈良県、岡

山県、兵庫県、山梨

県、東京都、京都府、

北海道、宮城県、山

形県千葉県、富山県、

愛知県、岐阜県、愛

媛県、鹿児島県 

（20 地区）  
 
表３審査員 

第一回大会 第二回大会 第三回大会 第四回大会 

佐々木昭雄、当麻宗宏、

建石紀子、栢本雅子、

森松慶子、高木佳子、

兵頭信美、柏原智子、

奥野彰子、木田和子	 

佐々木邦雄、沖浩一、

佐々木昭雄、内海源太、

当麻宗宏	 

 

沖浩一、佐々木昭雄、

内海源太、当麻宗宏、

森松慶子、柏原智子、

奥野彰子、	 

 

沖浩一、佐々木昭雄、

橘ゆり、内海源太、当

麻宗宏、	 

 

 
参考文献 

１） 建石紀子．第一回アマービレ電子オルガンコンテスト～メーカーを越えて素の演奏技術を磨く場を提供する

NPO法人設立の経緯と実践～．電子キーボード音楽研究 Vol.6、P.93-5.、2011年 10月． 

２） アマービレ電子オルガンコンテスト第 1回～第 4回大会 プログラム． 

３） 日本電子キーボード音楽学会電子オルガン部会ワークショップ資料、洗足学園音楽大学、2014 年 8 月． 

４） アマービレ電子オルガンコンテスト課題曲集（2011年、2012年、2014年、2015年） 

５） ヤマハ音楽振興会ＨＰ「ヤマハエレクトーンコンクールのあゆみ」

http://www.yamaha-mf.or.jp/el-con/history/ 
６） カワイ音楽コンクールＨＰ「ドリマトーンコンクール過去の入賞者」

http://competition.kawai.jp/winner.htML 
７） ローランドミュージックスクールＨＰ「ローランドオルガンミュージックフェスティバル・過去の大会のレ

ポート」http://www.roland.co.jp/school/contest/omf/news/index.cfm?cat=1 

８） 横浜音楽院ＨＰ「横浜音楽院資料室」、http://www.yokohama-music.co.jp/museum． 

９） ハモンド・タイムス 2巻 4号、日本ハモンド SP、1983年 4月 10日発行、ハモンド・タイムス号外、日本

ハモンド SP、1983年 6月 5日発行． 

 
＊情報提供ならびにご協力いただいた方々（敬称略/順不同）＊	 

建石紀子、森松慶子、栢本雅子、柴田 薫、山本 修、山口綾規、脇山 純、古田政伸、池田皓一 

＊ご協力ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 

（松本歯科大学口腔解剖学第一講座	 こんどう	 えいじ）	 
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海外情報①	 

日本・カンボジア友好 60周年、ASEAN40周年 
~Japan & Cambodia A Night at the Opera Gala Concert~ 

清水 のりこ 
 

  2013年9/13～23、筆者は在カンボジア日本国大使館

の招聘でカンボジアに演奏旅行の機会を頂いた。イタ

リアオペラ、日本の歌、カンボジアの作曲家によるオ

ペラ、器楽作品などを演奏。アンコールワットの町シ

ェムリアップ、首都プノンペンにて大きなコンサート

を２回、芸術大学・日本人学校・教員養成学校・私立

小学校でワークショップ（演奏とお話）を６回、孤児

院の子供のためのチャリティミニコンサートを１回、

大使館での演奏会・レセプションという８泊10日であ

った。 

	 当時から少し時間が経ってしまったが、カンボジア

にエレクトーンがはじめて入った記録として残してお

きたい。 

 

小川里美(ソプラノ) 村上公太(テノール) 彌勒忠史(カウ

ン タ ー テ ナ ー ) Savy Him( フ ル ー ト ) Ikeda 

Bonsamnang(クラリネット) 清水のりこ(エレクトーン) 

 
9月13日（14日）～16日 

出発・リハーサル	  

	 夕方まで渋谷のエレクトーンシティで稽古して、小

川・清水はリハーサルのため先に現地に向かった。午

前中に到着、お昼には担当とミーティング、午後から

大使館にてリハーサル。 

	 ここで初めて顔合わせのフルート奏者Savy Him氏、

２回目にお目にかかるIkeda Bonsamnang氏とのリハ

ーサルがメイン。サヴィ氏はカンボジアでは有名な音

楽一家の方で、演奏曲のひとつはご主人のKEO Sophy

氏の作品「Cherng Phnom Cher Kach～The Foot of 

Chrr Kach Mountain」という、原曲はヴァイオリン

とピアノのための作品。 

	 もともとオーケストラを想定して作曲された曲では

ない。曲に関する情報は送っていただいた動画のみ。

オーソドックスな小室内楽風編曲と、エレクトーンな

らではのサウンドを生かした編曲と、二通り用意して

行った。合わせてみて、どうもサヴィ氏がしっくり行

かない表情をされていたので、曲のイメージや由来を

尋ねた。動画よりも、かなりゆっくりロマンティック

に演奏されたいらしいということがわかった。 

	 今回カンボジア初のエレクトーン演奏のために、ヤ

マハはD-Deckを２台送ってくださっていた。そのうち

１台はホテルの部屋に置いて頂いたお陰で、リハーサ

ルでソリストの要望を直接聞いた後、夜に全てやり直

すことが出来た。 

	 翌日は本番会場のインターコンチネンタルホテルの

大ボールルームでリハーサル。この日はワークショッ

プ用に大使館が借りたスピーカーを使用。電子楽器は

スピーカーによっても出音をかなり左右される。この

リハーサルでスピーカーの特性をつかみ、リハーサル

の後改めてホテルの部屋のエレクトーンでレジストレ

ーション調整。 

	 3日目、16日はシェムリアップへの移動。 

	 朝8:00にホテルの部屋のエレクトーンは運び出され、

陸路６時間かけてシェムリアップへ。我々は後から空

路シェムリアップへ向かいお昼過ぎに到着、午後から

メリディアン・アンコール内の会議室でリハーサル。 

	 この日のリハーサルは大変充実していて、フルート

のサヴィ氏が演奏する表情にやわらかさが出てきてい
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た。そして、日本の「ふるさと」をモチーフに作曲さ

れた曲に奮闘されていたクラリネットのソムナン氏の

演奏も、勿論私も変わってきたのが感じられた。 

お互いの国の作品に敬意をもち、妥協することなく理

解しようとする姿勢が大事であるとつくづく感じた。

人同士の良いコミュニケーションも出来、信頼関係の

ようなものも出来たリハーサルであったと思う。 

 
9月17日 

ワークショップ�一二三日本語学校 

	 9:00-10:00、この日一つ目のークショップ。ソプラ

ノの小川里美氏の司会で進行した。小川氏は1999ミス

ユニバースジャパンとして国内外で活動されていたご

経験もあり、素晴らしい進行であった。エレクトーン

は一言でいうとどんな楽器？から始まり、多彩な音色、

両手足を駆使したリアルタイム演奏を実演を交えなが

ら進めた。 

	 それぞれの楽器の紹介、演奏は全部で６曲。この学

校は1995年開校の日本人による日本語学校で、日本語

ガイドを輩出している。校舎は改築中の梁丸見え、壁

も無いところがあったり、教室の中を痩せこけた病気

の犬が歩き回ったりするような環境であったが、現地

の生徒さんたちは、普通にアイフォンやアイパッドを

持ち、片言の英語も日本語も喋っていた。 

	 バスが見えなくなるまで、校舎の屋根に上って手を

振ってくれる子供たち・・・まるでテレビで見たよう

な光景であった。 

 
ワークショップ�ワット・エンコーサイ小学校 

	 移動して11:00-12:00は２回目のワークショップ。 

こちらの小学校にはエレクトーン出身の日本人教師が

いらっしゃった。この方については別機会に詳しく触

れようと思う。 

ここでも各楽器の紹介、演奏、そして質疑応答。子供

たちの瞳は澄んでキラキラしていた！ 

 
9月18日 

ワークショップ�	 教員養成学校その他 

	 夜は１つ目の大きな演奏会。その会場（メリディア

ンのボールルーム）にて11:00-13:00ワークショップ。

今回は教員養成学校の学生と教師が中心のワークショ

ップであった。特に現在、芸術大学の講師をなさって

いるフルートのサヴィ氏に、将来の指導者にむけて多

く語っていただいた。終演後はエレクトーンに座って

みたりエレクトーンと一緒に写真を撮ったりする学生

が大勢いた。 

 
Japan＆Cambodia A Night at the Opera Gala Concert	 � 

	 一回目のメインコンサート。シェリムアップでの公

演は現地を訪れていた日本の松山外務副大臣もご臨席

された。翌朝、プノンペンへ戻る。 

 
9月19日 

在カンボジア日本国大使館コンサート・レセプション 

	 18:30から大使館主催のレセプション。前半は我々の

演奏会。こちらに招かれた方々は、元日本留学生を中

心に150人程度。日本に留学するような方々はカンボ

ジアの未来を担うエリートだそうで、大使館としても

良い関係を続けていきたいとのこと。その他、Royal 

Government of CambodiaのMEY Kalyan氏や文化関

係の要人の方々も来場された。ここではエレクトー

ン・ソロも含めて7曲演奏。 

	 カンボジアはポルポトにより、当時文化人や教育者

が虐殺されてしまったため、クラシック音楽不毛の地

となった。ここで、10数年前からプノンペンに根付い

て、教育活動、音楽普及をされている日本人が、池田

尚子氏。演奏をお聞きになりながら、まだ何も浸透し

ていなかった頃のこと、そして今、生きた音楽がカン

ボジアで聴けることに感動され涙を流されていた。

我々もその姿を見て、今回のツアーの意義深さ、責任

の重さを感じた。 

	 レセプション終了後は、大使公邸にお招きをうけ大

使ご夫妻との歓談。翌日の演奏会への関係者の方々の

期待が伝わってきた。 

 
9月20日 

ワークショップ�	 王立芸術大学その他 

	 夜のコンサート会場のホテル Intercontinental 

Phnom Penh のGrand Ballroomにて、プログラムか

らの抜粋と質疑応答。今回のワークショップの中での

唯一の芸術の専門教育機関で学生だけでなく、教授陣

も来場。演奏が始まると、客席からは感嘆の声が聞こ

え、大拍手に演奏者のテンションも多いに上がる。エ

レクトーン・ソロでは歓声が上がった。質疑応答では
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「村上さんのようなテノール歌手になるためには？」

などの質問、そしてエレクトーンの周りに人だかりが

でき、鍵盤のタッチについて、音の変え方について、

価格について、足鍵盤の演奏法についてなど嬉しい質

問攻めに合った。 

 
Japan＆Cambodia A Night at the Opera Gala Concert	 � 

	 いよいよ２つ目の大きな演奏会。ロイヤルファミリ

ーや上流階級の方々もお越しになる。筆者は普段のエ

レクトーン伴奏ではジャケットにパンツスタイルで敢

えて女性らしさを出さずに、舞台の上の女性はプリマ

ドンナのみ、という意識で衣装を選んでいるが、今回

はドレスにしてくださいとの要望があり、動きやすい

ドレスを選んで持参した。 

Concert Program 

■Rentaro TAKI / Hana (soprano, countertenor) 

■Rentaro TAKI / Koujou no Tsuki (tenor) 

■Fumio YASUDA / Poem on Furusato (clarinet) 

■KEO Sophy / Cherng Phnom Cher Kach	 	 - The 

F oot of Cher Kach M ountain - (flute) 

■HIM Sophy / from "Where Elephants Weep"	 	 

The Gate Will Open (soprano, tenor) 
■G. Caccini / Ave Maria (countertenor) 

■A.L.Webber / Pie Jesu (countertenor, soprano) 

■John Rutter / from Suit e Antique #2. Ostinat o 

(fLut e) 

■W. A. Mozart / from "Le nozze di Figaro"	 Voiche 

sapete (countertenor, electronic organ) 

■G. Bizet / from "Carmen" Prelude (electronic 

organ) 

■P. Mascagni / from "Cavalleria Rusticana"	 	 Ave 

M aria (so prano, flute) 

■G. Puccini / from "Turandot" Nessun dorma! 

(tenor) 

■A. Piazzolla/ ObLivion (clarinet) 

■The Late King Father NORODOM Sihanouk /	 

Charmante (tutti) 

■G. Verdi / from "La traviata" Brindisi (tutti) 

 
	 ２度のスタンディング・オベーション。演奏者も感

動の中終えることが出来た。「Charmante」は国王作

曲。事前に我々の手元には一段メロディー譜と

YouTubeの音源のみ。慣れないクメール語を歌手はカ

タカナをふって歌い、エレクトーンアレンジも和音を

変え、サウンドを豊かに（ソムナン氏、サヴィー氏に

聴いていただきOK）した。不敬罪を恐れていたが、

お客様は大層喜ばれていたようで、またソムナン氏夫

妻からも今までで最も立派な「Charmante」の伴奏と

言われ安心した。アンコールは全員で「花は咲く」、

涙を流す方も多くて、筆者も涙が流れるまま演奏。王

女さまからお言葉を賜るなど貴重な経験も。メンバー

中、唯一、彌勒氏のみが正しい王族への接し方を全う

された。 

	 プノンペンでは650名が集まり、日本では考えられ

ないような方々が最初から最後まで聴いてくださった。 

ハオ・ナムホン副首相兼外相、ノロドム・ボパテヴィ

王女、他王族3名	  

エック・サムオル憲法評議会議長（副首相級）、 

ヴァー・キムホン上級大臣、キュー・カニャルット情

報大臣 

トン・コン観光大臣、	 	 イン・カンタパヴィー女性

問題大臣、	 	 副大臣級4名 

ヴァン・モリバン国王顧問、	 	 プノンペン市副市長	 	 

ロイヤル・アカデミー総裁 
当地駐在各国大使（米、EU、クウェート、韓国、シ

ンガポール等） 

国際機関の長（UNDP、IMF、世銀、WHO、ユネス

コ等） 

英字紙プノンペンポスト電子版（プノンペンでのコン

サート） 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/se

t/?set=a.565176496865292.1073741844.5492170417

94571&type=1 

 
9月2１日 

ワークショップ��	 プノンペン日本人補習校 

	 演奏会翌日は午前中からプノンペン市内にある日本

人学校でのワークショップ。幼稚園生、小学生と２回

に分けて行った。エレクトーンの説明の際、思いつき

でジブリの作品を演奏すると、子供たちが笑顔で歌い

だし、身体を動かす子も。何処にいてもジブリは人気

がある。 
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ミニ・チャリティコンサート	 ソロノ音楽学校に隣接

したカフェ 

	 日本人補習校を後にして、小川里美氏と筆者はソロ

ノ音楽学校へ。もともと、このカンボジアツアーの実

現は、前年に小川氏が招聘されたことがきっかけとな

っている。この時、キアラ（Chiara Angkor Music 

Production）というプノンペンに住む日本人・カンボ

ジア人の音楽家が数名集まって作ったグループで演奏

会をされた。このチャリティーコンサートはキアラの

企画で、現地の音楽に興味を持つ子供たちや、孤児院

（孤児とは限らない、親の都合で入れられることも多

い）の子供たちも招いて音楽を聴いてもらうという趣

旨で実施された。またソロノ音楽学校はキアラの大口

スポンサーでもあるので、音楽学校横のカフェを利用

したそうである。 

この演奏で全ての演奏の行程が終了した。 

 
結び	  

二都市での演奏会は素晴らしい経験であったが、演奏

家としてもっとも心を打たれたのは、ワークショップ

だった。現地の子供たちの目の輝きは美しくキラキラ

していた。そこでは、子供達が「本物の芸術」に触れ

ることが目的であったが、むしろ私たちが本物の純粋

な心に触れたのであった。 

	 そして言葉は通じなくても、音楽は世界共通の言葉

になり得る、音楽で人と繋がっていけると実感した。

今回のカンボジア訪問で改めて思ったのは、これは

常々、小川氏や仲間たちと話していることであるが、

自分たちが演奏して人が喜んでくれることが、私たち

の無上の喜びである。私たちが音楽をやる意義はそこ

にある。そのためには、どのような苦労をしても経済

に結びつかなくても、活動の意義は大きい。 

 
以上、2013年9月13日から23日までの記録である。演

奏終了後の翌日から帰国まではまだ記しきれずにいる。

記憶が風化する前に残しておきたいと考えている。 

尚、日本とカンボジアの架け橋となり、演奏会を実現

された池田尚子氏は「40億人のためのビジネスアイデ

ィアコンテスト」で優勝され、2015年10月カンボジア

初となる音楽教室Neak Poan School of Musicを開校

された。 

	 	 	 	 	 （電子オルガン演奏家	 しみず	 のりこ）	 
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海外情報②	 

電子オルガン“Ringway”最新情報	 
～中国がアツいらしい～	 

楠田	 しおり	 

(調査協力	 入谷	 麻友)	 

	 

最近、中国で生まれた新しい電子オルガンが目覚ま

しい進歩と発展を続けている。	 

2005 年に“吟飞(Ringway)”という電子楽器を扱

う企業によって、初の中国製電子オルガンが発売され

たが、その後、演奏者のニーズを積極的に取り入れな

がら改良が重ねられ、今夏には新機種が発売された。	 

専用の音楽教室も開講され、現在では中国の音楽大学

での教育にも取り入れられている。	 

また国際的なコンペティションも各地で開催されて

おり、今後中国を中心とした新しい電子オルガンの活

用が広がっていくことが期待される。	 

筆者は、APEKA(アジア・パシフィック電子キーボ

ード協議会)を中心としたアジア交流活動に数年前か

ら参加しているが、今後のひとつのキーワードとなり

得る中国製電子オルガンについて情報収集を行うべく、

Ringway社事務所のある上海に赴いた。	 

	 

【Ⅰ.Ringway 社製電子オルガンの特徴】	 

現在、電子オルガンは RS400、RS500、RS700、

RS1000、RS1000Eの 5種類があり、教育用から演奏

用まで様々な用途で利用されている。	 

姿形や音色は日本製の電子オルガンに酷似している

が、大きな特徴の一つは MIDI や MP3 と連動してい

ることで、音色のデータや録音した演奏をすぐに電子

オルガン上で MIDI や MP3 のファイルに変換するこ

とができる。	 

また上位機種である RS1000と RS1000Eは、上鍵

盤と下鍵盤共に 61 鍵、足鍵盤が 25 鍵、音色数が約

400 とヤマハの STAGEA プロフェッショナルモデル

に匹敵する機能を搭載しているが、価格は日本円に換

算して 30 万円程度と安価である。そのため、中国で

は幅広い層から人気を集めている。	 

筆者が上海にある Ringway 本社で試弾したのは、

RS700、RS1000、RS1000Eであるが、特に 2015年(今

年)に発売された最新機種の RS1000E は音色の質が

格段に進歩したことで中国内の指導者から注目が集ま

っており、筆者もその音色の違いに大変感銘を受けた。	 

機能面では、タッチトーンやリバーブなどの詳細設

定が可能なため、日本製電子オルガンに慣れた奏者で

も違和感無く操作や演奏ができるのではないだろうか。	 

また、全機種において中国の民族楽器の音色が多く

入っていることも特徴の一つである。中国人の演奏者

や学習者が民族楽器の音色を多用する傾向にあるため、

Ringway社がそのニーズを汲み取っているのだ。	 

日本では未だこの電子オルガンは販売されていな

いが、ヨーロッパと南アメリカの数カ国では既に販売

されている。	 

	 

	 

	 

	 

【Ⅱ.出版されている教材】	 

教材や楽譜は主に、“上海音乐出版社”から出版され

ており、2014年度には 14冊の新譜が出された。	 

ジャンルはクラシック、ポップス、童謡、中国民謡

など様々であるが、日本の映画音楽やバンドの作品集

も多く出版されている。	 

図 1	 最新機種の RS1000E	 

図 2	 教材例	 
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また、エチュードのような曲集も数種類出版されて

おり、指のテクニックやベース奏法を習得するための

オリジナル曲が豊富に盛り込まれている。現在このよ

うな曲集の編曲や作曲、監修は、上海音楽学院の朱磊

教授を中心に行われている。	 

これらの電子オルガン曲集においては、1級から 10

級までのレベル設定がされており、10級が最高難度と

なっている。しかし、このレベル設定はあくまで参考

程度で、現在のところ検定試験などは実施されていな

い。	 

	 

【Ⅲ.コンペティション】	 

Ringway 電子オルガン専門のコンペティションと

して一番有名なのは、“ Ringway International 

E-organ Competition”である。2008年の第一回大会

から隔年開催され、2016年には第五回大会が予定され

ている。	 

このコンペティションでは年齢やジャンル別に部門

が設定されており、参加者は以下の 4つの部門で分け

られる。	 

	 

・Child Group：12歳以下の部門	 
・Teenager Group：13歳～17歳の部門	 

・Adult GroupA：18歳以上のポピュラー音楽部門	 

・Adult GroupB：18歳以上のクラシック音楽部門	 

※この他にも、オルガン曲を電子タイプのパイプオル

ガンで演奏する古典部門が別に設定されている。	 

	 

決勝大会に先立ち、中国国内 4箇所での地区予選が

開かれるが、全地区を合わせると毎回 500名程度の参

加者が集まるという。	 

決勝大会は更に 1st Roundと 2nd Roundがあり、

1st	 Roundでは課題曲 1曲と 8分以内の自由曲 1曲を

演奏し、2nd Roundではモチーフ即興演奏と 8分以内

の自由曲 1曲が課される。	 

審査員は中国人だけでなく、日本、マレーシア、イ

ギリス、オランダ、ドイツなどの各国から集まってお

り、まさに国際的な大会となっている。また 2014 年

度の課題曲には、審査員を務めた洗足音楽大学教授の

佐々木昭雄氏による書き下ろし作品が使われた。	 

更に最近では、各地で様々なコンペティションが行

われているようで、とりわけ今夏は国が主催する	 

“第一回全国吟飞電子オルガンコンペティション＆コ

ンサート”という大規模なイベントが江蘇常州で開催

され話題を呼んでいる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

このイベントの大まかな日程は以下の通りである。	 

	 

1日目：開幕コンサート、審査員会議	 

2日目～1週間：コンペティション	 

最終日：受賞者記念演奏会、閉幕式	 

	 

開幕コンサートでは、電子オルガンとヴァイオリン

のデュエット演奏や、上海音楽学院の学生によるバン

ド演奏、オペラ歌手や合唱とのコラボレーションなど

様々なスタイルの演奏が行われた。もちろん使用され

たのは全て Ringway電子オルガンである。	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

その他にも、大学主催のコンペティションに

Ringway 電子オルガンが使われるなど関心が高まっ

ており、今後更に多くのコンペティションが開かれる

であろう。	 

	 

【Ⅳ.音楽大学や音楽教室での教育】	 

音楽大学において、いち早く Ringway 電子オルガ

ンを取り入れたのは上海音楽学院である。	 

同学には 6 台の RS1000 が入っており、また

RS1000E も 2 台が教室に置かれていた。そしてコン

ペティションが開催されるようになった 2008 年から

は、他の音楽大学でも積極的に取り入れる動きが	 

図 3	 開幕コンサートの様子	 

図 4	 ヴァイオリンとのコラボ	 
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広まっており、現在は天津・武漢・西安・星海・四川

の各音楽大学で Ringway 電子オルガンが使われてい

る。	 

また音楽教室は、筆者が訪れた事務所に併設されて

いる他、上海を中心とした各地に作られている。	 

これらの音楽教室では、個人レッスンとグループレ

ッスンが開講されており、どのクラスも教材や楽曲、

レッスン内容についての決められたメソッドは無く、

自由度が高い。しかし今後は、専用教材を設定するな

どシステム化が進められていくようである。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【Ⅴ.総括・今後の展望】	 

	 Ringway 電子オルガンが登場してから今日までの

10年間で、楽器の質やそれを取り巻く環境が急速に発

展し、非常に関心が高まっていることが明らかになっ

た。そしてその背景には、演奏者や学習者のニーズを

汲み取った素早いモデルチェンジや、大規模なコンペ

ティションの開催などが反映されていると言える。	 

つまり、今後も中国製電子オルガンについての情報

を知ることが、中国におけるニーズや流行りを掴むこ

とに繋がるのではないだろうか。	 

更には近年、他社の参入も始まり、美徳理(medeli)

という新たな電子オルガンが発売されている。	 

これからも中国で展開される電子オルガンの動きか

ら目が離せない。	 

	 

	 

	 

参考資料	 

《楽譜》	 

吟飞艺术中心編『美妙的中外童謡』上海音乐出版社	 2014年 

朱磊編『全国电子管風琴(双排鍵)考級作品集』上海音乐出版社	 2014年 

	 

《インタビュー》	 

佐藤昌弘(洗足学園音楽大学教授)面会インタビュー、2015年 8月 29日	 

刘丹丹(吟飞艺术中心、音楽運営職員)面会インタビュー、2015年 7月 24日	 

李楽友(大連大学講師)面会インタビュー、2015年 8月 21日	 

Jonathan Moo(Dee music studio)メールインタビュー、2015年 5月	 

	 

（電子オルガン活動家	 くすだ	 しおり）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5	 音楽教室のレッスン室	 
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記録 

電子キーボード音楽研究 第１号~第 10号 収録論文等 
 

第１号 
論文 

仁田悦朗	 音楽文化への参加者をうながす楽器としての電子キーボード研究に期待するもの 

金銅英二	 電子オルガンの歴史的考察（１）～パイプオルガンの歴史との比較による考察～ 

木村英寛	 高等音楽教育におけるテクノロジーの活用法と今後の課題～学校生活に密接した形で ITを取り入れる～ 

森松慶子	 音楽における身体を問い直す～ユビキタスコンピューティング社会を生きる子ども達のために～ 

三宅康弘	 ある楽器のために曲を書くということ～電子オルガンの場合～ 

 
レポート 

久保智美	 電子楽器スーパーリサイタル～3台のオンド・マルトノと電子オルガンによる～ 

加賀誠二	 地方オペラ団と電子オルガンの活用 

田中二朗	 アコースティックと電子ピアノの鍵盤タッチについて 

三木純一	 電子ピアノにおける「今後の開発の方向性、可能性について」の考察 

 

第 2号 
論文 

大串和久	 『やさしい』伴奏付けに関する一考察	 ―アンサンブルからの導入― 

金銅英二	 電子オルガンの歴史的考察（２）―鍵盤の変遷から見た電子オルガン― 
西山淑子	 電子オルガンのためのオリジナル作品の必要性―日本音楽舞踊会議主催“COMPOSITIONS” を通して― 

森下絹代	 エレクトーンによるクラシック奏法 

森松慶子	 奏者の身体性を反映した電子オルガンアレンジ―幼い奏者の息遣いをかき消さないために― 

中島洋一	 電子オルガンをより芸術創造に貢献する楽器にするための提案 

小熊達弥	 新方式電子オルガン録音システム『マルチトラックアサイン』及び上記を踏まえた 

           再度のエレクトーン演奏表現に関する現状と諸考察 

野口剛夫	 音楽を滅ぼさないために―電子オルガンについての２つの私論― 

 
追考	  

森下絹代	 エレクトーン学習者における CD絶対視の危険・良い弟子とは 

 
レポート 

松本裕樹	 上海音楽学院創立 80周年記念「2007年第 1回中国電子オルガン専攻発展シンポジウム」 

 

第３号 
論文 

大串和久	 鍵盤楽器の基礎技能習得に関わる一考察	 ―「器楽 A」受講学生の調査結果をふまえて― 

田中功一	 ピアノ実技の対面授業をサポートするブレンディッド・ラーニングの試み 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~自学自習Ｗｅｂ教材の制作から~ 

赤津裕子	 保育者養成におけるMLシステム活用に関する一考察 ‐学生の現状と実践事例から‐ 
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影山建樹	 生涯学習とキーボード~清見潟大学塾における試行錯誤~ 

金銅英二	 電子オルガンの歴史的考察（３）―音と音楽と社会の関わりー 

田崎祐子・金澤素子	 エレクトーンオーケストラによるコンチェルト 

                   ~10年間にわたるコンチェルトコンサートを通しての考察~ 

阿方 俊   中国は電子オルガン再生の役割を担えるか ―高等教育機関における電子オルガン教育を通して― 

森松慶子  生演奏の臨場感を重視した電子オルガンアレンジ  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~オートリズムとキーボードパーカッションに関する考察と実践~ 

 
レポート 

小倉隆一郎  Music Laboratory研究部会ワークショップ  

 

第４号 
論文 

諸井野ぞ美	 「電子オルガンのためのプレリュード」について考える~生き生きとした演奏良源に向けて~ 

田中功一	 ユビキタス環境におけるMLの今後~自学自習に置ける eラーニングとモバイルラーニングの役割~ 

松本裕樹	 電子オルガンの一般的認知・評価とその課題~そのマルチ性に目を留めて~ 

森松慶子	 選ぶことと創ること~用意された選択肢の組み合わせによる“作編曲”について~ 

金銅英二	 電子オルガンと電子ピアノの比較~必要なものと必要でないもの~ 

 
提言 

仁田悦朗	 電子キーボードに求めるもの~自立的な音楽の学習によりよく貢献できる電子キーボードの実現に向けて~ 

 
レポート 

小倉隆一郎	 Music Laboratory授業の展望~音楽大学に置けるMLの活用事例~ 

坂本明子	 エレクトーンとともに拡がる地域と音楽の輪~家族の絆から気づかされた音楽の力~ 

 

第 5号 
論文 

三枝文夫	 鍵盤型電子楽器と非鍵盤型電子楽器える~黎明期の電子楽器に学ぶ~	  

森松慶子	 電子オルガンのピッチとエフェクト~異種楽器や声楽とのアンサンブルに際して~	  

 
研究報告 

田中功一	 モバイルラーニングによる振り返り学習の可能性~ML・パソコン・携帯の組み合わせ~	  

小沢真弓	 電子キーボードが関わる福祉活動と生涯教育~唱歌ボランティア伴奏者養成講座からの考察~	  

 
実践報告 

福地奈津子	 英和学院大学コンサートの報告	   

安井正規	 電子オルガンの社会的認知へむけて~その課題と問題点~	  

 
随想 

坂	 利美	 i Padは魔法の小箱、夢の楽器	  
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第 6号 
論文 

梅都優子	 電子オルガンアンサンブルの課題と解決策~ISME世界大会 in北京での演奏を通して~	  

金銅英二	 電子オルガンの一考察~楽器としての寿命の面から~	  

森松慶子	 インターネットを介した電子オルガンの新しいフィールド 

 
再掲載 

小澤真弓	 電子キーボードが関わる福祉活動と生涯教育~唱歌ボランティア伴奏者養成講座からの考察~	  

 
転載 

則安治男	 電子楽器の沿革と現状 

 
翻訳 

マーク・マンノ（翻訳	 吉田泰輔）	 キーボード・スキルのクラス授業：音楽カリキュラムのための教授法の小宇宙	  

 
活動報告 

松本裕樹・本山貢・井上明子・木場田昌宜	 介護予防運動における電子キーボードの活用 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~リズムテンポが正確すぎるという批判へのアンチテーゼ~ 

西岡奈津子	 韓国における電子オルガン認知~日韓、オペラ公演の現状を通じて~ 

西山淑子	 ワークショップ『イーストマン音楽学校のMLを研究する』レポート   

 
論考 
明石麻裕	 電子オルガンの「音楽的芸術性」 

加藤祐香	 エレクトーンの諸問題に関する考察~演奏者の楽器に対する認識をめぐって~ 

宇澤とも子	 エレクトーンの特性について考える 

 
特別寄稿 

建石紀子	 第一回アマービレ電子オルガンコンテスト 

          ~メーカーを越えて素の演奏技術を磨く場を提供する NPO法人設立の経緯と実践~ 

 

第７号 
論文 

森松慶子	 ライヴパフォーマンスにおける音場~電子オルガンと音像一致・舞台と客席が空気感を共にする音環境~ 

 
研究報告 

金銅英二	 NHK放送局で使用されていた電子オルガン~ヤマハ・エレクトーン EX-42~ 

 
研究ノート 

三宅康弘	 オランダにおける電子オルガンの現状 

 
活動報告 

森松慶子	 インターネット上の仮想アンサンブル~ツイッターから生まれた共演~ 
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海外レポート 

阿方俊	 海外電子キーボード情報	  

 
特別寄稿 

阿方俊	 電子オルガン関連常用語彙集（日中英対訳） 

 

第 8号 
論文 

森松慶子	 演奏表現の下地としての即興演奏~電子オルガン演奏を中心とした考察~ 

 
研究報告 

金銅英二	 日本初のデジタル電子オルガン~ナショナルテクニトーン DO-100 

井上洋一	 創作の現状と ICTを活用した授業 

 
活動報告 

西岡奈津子	 スコアから電子オルガンへ、ピアノへの編曲~組曲｢カルメン｣のピアノソロ出版を通して 

清水光彦	 関西二期会のハイブリッド・オーケストラによる｢愛の妙薬｣公演レポート 

 
随想 

吉田泰輔	 用語<<ML>>とMLシステムについて 

 
海外レポート 
阿方 俊	 海外電子キーボード情報 

 
第 9号 

論文 

三枝文夫	 電子楽器と鍵盤~電気スイッチから鍵盤へ~ 

宮本賢二朗	 電子鍵盤楽器を活用した高校生オペラの実践~学校教育における総合的な学習としての試み~ 

森松慶子	 電子オルガンの自律的美学~アニメーションと電子オルガンにおけるデフォルメ~ 

 
研究報告 

松本裕樹	 芸術創造楽器としての電子オルガンの特性活用~オリジナル・ミュージカルでの演奏を通して~ 

池田皓一	 ローランド・オルガン「ミュージック・アトリエ」発売 20周年に寄せて 

金銅英二	 初のフルデジタル・ヤマハ・エレクトーン~FX-1 

 
活動報告 

白岩優拓	 電子オルガンによる微分音へのチャレンジ 

森松慶子	 学習者用ヴァイオリン協奏曲と電子オルガン~ピアノ伴奏譜を活用した電子オルガンアレンジによる伴奏~ 

西岡奈津子	 ハイブリッド・オーケストラの活用と課題～演奏の現場を通して～ 

堀内美紀	 回り道の軌跡~楽曲演奏における電子オルガンと声楽の相互性~ 
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特別寄稿 

中嶋恒雄	 電子オルガンにおける PA(public address)の問題について 

 
随想 

吉田泰輔（翻訳	 黄笑天）	 	 電子キーボード音楽に関する二題（电子键盘音乐二题） 

 
海外レポート 

阿方 俊	 中国の職業学院と電子キーボード~広東外語芸術職業学院、広東文芸職業学院を訪問して~ 

 

第 10号 
論文 

○田中功一	 小倉隆一郎 鈴木泰山 辻靖彦	 	 保育者養成課程のピアノ初心者を対象とした 

                                 演奏見える化ツールの活用実践―バイエル 9番の演奏改善を目的として― 

赤津裕子	 MLシステムを活用した初心者のピアノ指導における成果と課題 

森松慶子	 アンサンブル演奏における音量バランス~電子楽器を含むアンサンブルでの試行錯誤と考察~ 

 
活動報告 

西山淑子	 コンチェルト体験会~エレクトーン伴奏によるピアノ初心者のためのピアノコンチェルト~ 

松本裕樹	 ピアノと電子オルガンデュエットのあり方~新たな演奏スタイルの確立のために~ 

尾形明範	 銭湯ライブ月の湯ナイト 1＆2~2010.12.4/2015.6.20(東京都文京区月の湯にて)~   

	 	 	 	 	 臨時快速おがちゃん号~2009.4.11(IGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道)~ 

	 	 	 	 	 思い出の太平洋フェリー~航行中の船舶での演奏~ 
	 	 	 	 	 さらば愛しの青函連絡船羊蹄丸~停泊中の船舶での演奏~ 

安井正規	 電子オルガンの啓蒙活動~安井正規の電子オルガンコンサートの実践記録~ 

森松慶子	 ストリート・コンチェルトの 5年間を振り返って 

                ~祭りの晩に軽トラックの荷台で電子オルガンを弾いてみてわかったこと~ 

 
国内情報 

金銅英二	 アマービレ電子オルガンコンテスト~素のテクニックを磨く~ 

 
海外情報 

清水のりこ	 日本・カンボジア友好 60周年、ASEAN40周年~Japan & Cambodia A Night at the Opera Gala Concert~ 

楠田しおり(調査協力	 入谷麻友)	 電子オルガン“Ringway”最新情報～中国がアツいらしい～ 
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報告書          

JSEKM「第 10回全国大会報告」 
主催：日本電子キーボード音楽学会 第 10回全国大会組織委員 

とき：2014年 10月 12日（日）	 10時半~18時 
ところ：洗足学園音楽大学（神奈川県川崎市高津区） 

 
プログラム	 

	 

あいさつ	 

小嶋貴文／洗足学園音楽大学音楽学部長	 

出田敬三／日本電子キーボード音楽学会代表幹事	 

	 

基調講演	 

コンピューター制御によるピアノコンチェルトの未来	 

嵯峨山茂樹／明治大学総合数理学部教授・東京大学名誉教授	 

	 

総	 会	 

1.開会の辞	 2.議長選出	 3.報告	 4.協議	 5.閉会の辞	 

	 

パネルディスカッション	 

電子オルガン部会パネルディスカッション／柴田	 薫（司会）	 金銅英二（報告）	 

	 	 	 	 	 	 	 電子オルガンによる音楽の追求	 ―生演奏楽器としての立脚点―	 

	 	 	 	 	 	 	 パネリスト／建石紀子、松元宏康、松浦真沙	 	 アドバイザー／赤塚博美	 

ML 部会パネルディスカッション／脇山	 純（司会）	 小倉隆一郎（報告）	 

	 	 	 	 	 	 	 スマホ時代の ML 教育	 

	 	 	 	 	 	 	 パネリスト／大串和久、井上洋一、田中功一	 	 アドバイザー／柳田孝義	 

	 

研究発表 

� 中嶋恒雄：電子オルガンの社会的な位置とその機能	 ―オリジナル作品「ヴェネチア幻想」創作を通して― 

� 阿方俊／友永和恵：タテ線譜による鍵盤楽器導入	 ―平成音楽大学こども学科での試み― 

� 西岡奈津子：ハイブリッド・オーケストラの活用と課題	 ―演奏の現場を通して― 

� 赤津裕子：MLシステムを活用した初心者のピアノ指導の試み ―1年前期修了生の変容と課題の分析― 

� 三枝文夫：電子楽器と鍵盤	 ―電気スイッチから鍵盤へ― 

� 井上洋一／佐光美紀：タブレット端末を用いた音楽創作活動の可能性 

 
研究コンサート 

クラシックにおける電子オルガンアンサンブルの試み 

「オーケストラ演習」の授業紹介	 

電子オルガンによる管弦楽曲演奏	 ピアノコンチェルト	 松浦真沙“Requiem”ほか 

出演：松元宏康（指揮）／洗足学園音楽大学 学生・教員	 指導：赤塚博美／三宅康弘 
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ごあいさつ	 

小嶋貴文（洗足学園音楽大学音楽学部長）	 

	 日本電子キーボード音楽学会10年目の記念の大会が本学で開催される事を	 

大変名誉に思います。	 

洗足学園と電子キーボードの関わりについてお話しさせて頂きます。本学で

は電子オルガンコース設立以来いろんな場面で電子オルガンに活躍してもら

いました。オペラ、コンチェルト、第九、のオーケストラパート	 吹奏楽との

コラボレーション、大ホール、小ホールで年に２回行う規模の違うミュージカ

ル公演では、電子オルガンと打楽器のコラボレーションによる華やかな演奏が

会を彩ります。来年度開設するバレーコースでは日々のレッスンに電子オルガ

ンの学生に伴奏者をつとめてもらおうとただ今教育中です。本番も、オーケストラが出られない場合や特殊な音

響が必要な場合に電子オルガンを含む編成のバレエ公演を大いに期待しています。 

	 電子オルガンは、かつてはオーケストラが使えない時や、アンサンブルの楽器が足りない時に使われてきたと

思います。しかしその後長い間経験を積んで、奏者の演奏力が向上し、電子オルガンを含む編成の作品やアレン

ジが蓄積されて書く側も慣れてきて、さらに楽器の性能の向上、聴衆の意識の変化が組合わさって、電子オルガ

ンを含むアンサンブルが音楽芸術として納得の行く水準に達したと感じます。素晴らしい事です。 

	 本学ではクラシック以外、ロック、ジャズのレコーディングや授業、ライブ・パフォーマンスに電子キーボー

ドが欠く事ができません。キーボードハーモニーやソルフェージュの授業で、電子キーボードを用いて効果を上

げています。 

	 私自身も思いのほか長く電子キーボードと関わっております。自作のオペラを電子オルガン２台の伴奏で上演

したこともありますし、若い頃はクラビノーバという電子ピアノのでも演奏のデータを作ったこともあります。

留学時代は電子ピアノを部屋に置いて練習しました。また、本学電子オルガンコースの赤塚博美先生とのデュオ

で、電子オルガンとピアノでクラシックやジャズ、フュージョンを演奏した事もあります。こうした関わりの中

で、私自身が電子キーボードの持つ利便性やシミュレーション能力、独自の楽器としてのオリジナリティを十分

に使わせて頂いたと思っています。	 	 	  

	 これまでの進化は、電子楽器開発に携わったエンジニア、演奏者、教育者のご尽力の賜物です。本日の全国大

会の発表のテーマの中にも斬新なものがたくさんあります。今後音楽を取り巻く環境がめまぐるしく変わる中で、

電子キーボードが必要とされる場面は多岐に渡り、増える事と確信しています。電子楽器の扱いその他が便利な

部分と、他の楽器の音を再現する能力、そして楽器としての独自性がさらに熟成していく事を心より願っていま

す。本日が有意義な一日になります様に心からお祈りしております。	 	 	 	 	 	  

 
出田敬三（日本電子キーボード音楽学会代表幹事） 

	 本日はこれから台風が北上してくる中お集まり下さりありがとうございます。本学会

は途中で日本電子キーボード“音楽”学会、と名前は変わりましたが、2005年に第１回を

開催し、この度10回の節目を迎え、これも一重に皆様のご支援のお陰と感謝申し上げま

す。また洗足学園音楽大学の素晴らしい環境で開催できますことを、会員一同喜んでお

ります。前田理事長先生、小嶋音楽学部長先生、そして大会組織委員長佐藤先生始め皆

様に多大なご協力を頂いた事を、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

	 本学会は電子キーボード全般を扱うという特色を持ち、学会誌「電子キーボード音楽」

には既に70余編の論文やレポートが寄せられ、それなりの足跡を残して参りました。現在わたくし達は人類が経

験した事のない社会の中に生活し、その先端をいくのが、コンピュータが関連した分野です。電子キーボードも

コンピュータ機能を組み込んだ楽器として、音楽の中の最前線を走っております。	 	 	 	 
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	 そうした状況下で、今年度の基調講演は音声認識、音声処理の先駆者として活躍していらっしゃる現明治大学

教授、東京大学名誉教授の嵯峨山茂樹先生をお招きして、コンピュータ制御によるピアノコンチェルトの最新の

お話をお伺い致します。また、午後からのパネルディスカッションは二つに分かれておりまして、電子オルガン

部会は「電子オルガンによる音楽表現の追求―生演奏楽器としての立脚点―」というテーマで、ML部会は「スマ

ホ時代のML教育―ICTを使った新しい音楽教育―」というテーマで密度の高い論議が期待されます。 

続いて研究発表には、学会員の６つの多彩な発表が予定されています。そして研究コンサートでは、電子オル

ガンの授業内容の紹介として、いろいろなスタイルの演奏が、教員と学生さんの演奏で披露されるのを非常に楽

しみにしております。 

	 本日の会が、電子キーボードの音楽の将来を方向づける実り多いものであるものになる事を祈念して、幹事代

表の挨拶とさせて頂きます。どうぞ、最後のレセプションにも是非ご参加下さい。	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告	 森松慶子）	 

	 

総  会 
１．開会の辞	 	 佐藤昌弘大会組織委員長 

２．議長選出	 	 出田敬三代表幹事 

３．報	 	 告	 （１）2013年度下半期～2014年度上半期事業報告／阿方事務局長 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・第 9回全国大会開催	 2013年 10月 13日（昭和音楽大学百合丘キャンパス）	  

・幹事会５回 

	 	 	 	 	 	 ・学会誌「電子キーボード音楽研究」第 9号 2014年 10月 12 日発行 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・ニュースレター第 15号（第 9回大会報告）2013年 12月 29日発行 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・会員への「お知らせ」 � メールによるニュースレター 
	 	 	 	 	 	 	 	 2013年 10/5,22, 11/7，2014年 2/11,3/1,6,17,4/1,19,6/9,12,21,7/7,18,24,8/18,9/23,10/7 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・ワークショップ電子オルガン部会 2014年 8月 30日洗足学園音楽大学 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・情報交換会 2014年 5月 26日明治大学中野キャンパス 
	 	 	 	 	 	 	 （２）2013年度会計報告／生頼事務局員	 同監査報告／古田監査委員 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 挙手により会計報告、監査報告承認。 

４．協	 	 議	 （１）2014年度下半期～2015年度上半期事業（案）について／阿方事務局長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 ・幹事会	 年間 5～6回程度	 第 1回は年内（第 10回大会反省を中心として） 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・第 11回全国大会の開催企画と準備	  

	 	 	 	 	 	 	 	 ・ワークショップ	 電子オルガンおよびML.ほか 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・電子キーボード音楽研究 Vol.10およびニュースレター第 16号（大会報告書） 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・JSEKM「お知らせ」	 年間 19回 � 24回程度	  

	 	 	 	 	 	 	 	 ・ホームページの充実	 会員情報および外国語（英語、中国語） 

	 	 	 	 	 	 	 	 ・会員倍増計画	 海外会員を含む会員増（現 124名） 

	 	 	 	 	 	 	 （２）選挙結果／阿方事務局長 

	 	 	 	 	 	   （３）第 11回全国大会開催候補地について・・・・・東京学芸大学 

 
５．閉会の辞 
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基調講演要旨	 

コンピュータ制御によるピアノコンチェルトの未来	 

嵯峨山茂樹（明治大学総合数理学部教授/東京大学名誉教授）	 

	 私は現在明治大学にいるが、本日お話しする内容は、基本的には東京大学で行った

研究をもとにしている。私は、音楽は下手の横好きであるが、本学会の阿方俊先生

が情報処理学会の研究会にいらして知り合い、今度は私が技術側から音楽側に来さ

せて頂いた。始め私はNTTの研究所で音声認識や音声合成を研究し、50歳を機に大

学で、ずっとやりたかった音楽を対象とした研究をおこなった。その基盤は音声認

識で培った考え方で、情報処理分野で進んだ考え方を音楽に使いたかったのである。 

	 音声の研究では、言語情報も非言語情報も扱う。音声にとって、言語と音楽は双璧である。音楽は大量に情報

を含んでいる。人間が口を動かせず「ンンン」としか発音できなかったら、音楽でコミュニケーションしていた

だろうと学生によく言っている。現在の社会では言語情報が中心的な地位を得て、音楽はエンタテインメントと

されることが多いが、音声としての本質は言語と変わらない。さまざまな切り口があるが、本日は阿方先生とも

相談して決めたテーマである自動伴奏に絞って、技術側からの提案としてお話しする。 

	 自動伴奏、つまり、ヴァーチャルな合奏のシステムを作るというのが本日の話題である。少し古い資料だが、

日本の楽器人口は950万人。音楽を聴くだけでなく演奏したいという人口は非常に多い。多くの曲は演奏に複数の

奏者が必要であるのに、日本ではピアノ独奏は普通に見かけるが、合奏の機会は余り多くないように思われる。

合奏しようと思っても気の合う人を見つけたり練習場所や時間を確保したりするのは難しい。自動伴奏システム

は需要があるのではないか。技術者の思い込みかもしれないが、音楽家の皆様に賛同して頂ければ有り難い。 

	 ここで言う自動伴奏とは、楽譜が与えられていて、人間がピアノを弾くとヴァーチャルな共演者がその演奏に

合わせてついていく、というものである。人間がどこを弾いているかを演奏される音で判定し、右手だけ弾いた

ら左手のパートが自動演奏されるとか、1人で４手連弾ができるとか、コンチェルトでヴァーチャルなオーケスト
ラの自動伴奏がつく、といったもので、人間の演奏に合わせてテンポ等調整してくれる自動伴奏を意味している。

MIDIファイルで保存し、用途としては練習、演奏会、パーティー等の行事、新しい作曲技法の開発等がある。 

	 カラオケの場合は伴奏に人間が一生懸命合わせるが、この自動伴奏はクラシックのようにテンポ変化が多いも

のでも、人間の演奏に合わせて自動伴奏がテンポを加減する。また、奏者の技術レベルによっては、止まったり、

遅くなったり、音を間違えて弾いたり、逆に弾き直したり、抜かしたりすることも想定されるので、先頭から何

番目の音が何である、というような単純な話では済まない、高度な知能情報処理が必要になる。また、練習の時

には任意の場所にジャンプすることができなければ非常に不便である。そういったことに対応したということが

我々の研究の著しい特徴である。これは情報科学にとって非常に面白いテーマで、世界には我々の他に３つの大

きな研究機関が自動伴奏に関心を持ち、取り組んでいる。また、フランスのIRCAMは我々の研究を見学に来てか

ら研究を始め、新しい作曲技法の開発に主眼を置き、現代音楽における普及活動をしている。私はアマチュアも

含めた演奏家まで視野に入れ、音楽をより楽しむ為の応用を主に考えている。 

	 MIDIデータと人の演奏を照合しながら自動伴奏が進んで行く中で、演奏者が音を間違える場合もあれば、何度

弾いても�が抜けるような子もいる。そういった点は、曖昧照合という考え方でクリアする。また、練習中は気に

なったところにランダムに飛んで弾くようなことも起こる。世界の他の研究拠点ではそういう事例は避けて研究

しているが、我々はどこに飛ぶ可能性もゼロではない、と考えて計算している。普通に計算するととんでもない

計算量になるが、我々は別の方法を確立し、特許申請中である。 

	 我々の自動伴奏システムの名前「ユリディス」は、オペラ「オルフェオとユリディス（エウリディーチェ）」

のヒロインから採った。黄泉の国へ行ってしまったユリディスを迎えにいったオルフェオは、地上に戻るまでユ

リディスの方を振り向いてはいけないという試練を与えられているが、最後に振り返ってしまい、ユリディスは
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消えてしまう。自動伴奏システムでも楽器に向かって演奏していればオーケストラはついてきてくれるが、振り

返るとオーケストラの姿は無い（笑）。 

	 以上が我々の自動伴奏システムの概要である。我々の実験に演奏者として参加して下さる方は、お申し出頂け

れば大変有り難い。 

	 ここからは、VTRを使いながら事例をごらん戴く。 

	 まず、単旋律＆オーケストラの自動伴奏だが、演奏しているのはタレントの田中裕二氏。テレビ番組の一場面

である。ベートーヴェンの「第九」のメロディを単旋律で演奏し、途中で間違えても止まっても、オーケストラ

の自動伴奏がついてきてくれる。子供や初心者に音楽に興味をもってもらう導入になるかもしれない。 

	 次に単旋律＆左手パートの自動伴奏の例では、それなりに弾き慣れた奏者がベートーヴェンの「エリーゼの為

に」を右手だけ弾く。著しく逸脱することは無いが、弾きにくいと遅くなり、音を間違えることもある。間違い

は確率的に起こるので、自動伴奏システムの制御には確率論を応用している。音声認識においても、いろいろな

発音の「あ」の音を、すべて「あ」として認識させる技術がある。それと理論的に近い。例えば、ドの音は、そ

の近くのド�等と間違える確率が高い。テンポの変化にもシステムは対応出来るが、情報科学としては、音符の数

が多い速い曲のほうが、どこを弾いているのかをシステムが見つけやすい。音数の少ない遅い音楽では、どこの

ドかわかりにくい、ということも起こる。 

	 初心者がブルグミュラー教本を片手で演奏＆もう片方の手のパートを自動伴奏する例では、初心者なので弾き

直したり、ゆっくりになったりする。こういう演奏に対する自動伴奏は、我々以外の研究機関の方法論では対処

できない。また、IRCAMの研究はプロの本番の演奏用である。我々が対象としている練習の途上にあるものやア

マチュアの演奏はIRCAMでは対象にしていない。音楽としてはある意味聞き苦しいが、こうした実態は音楽の現

場では多々あるものと考える。 

	 最後にピアノコンチェルトのオーケストラパートを自動伴奏 

する例。ピアノコンチェルトの練習でオーケストラを使用する 
ことは経費や時間、場所の確保が難しいが、本番前にユリディ 

スで、オーケストラの響きの中で自分がどう弾くのかを体験で 

きるということは、音楽教育にとってプラスではないだろうか。 

また、練習でなくとも、小規模の会場でオーケストラが物理的に入らないところでのプロやセミプロの本番、ア

マチュアの発表会等でコンチェルトを取り上げ、オーケストラの響きと一緒に演奏することもできる。私等のよ

うな引退間近の年代の人間は、バイエルから延々習うのでなく自分のできる範囲でコンチェルト演奏も楽しんで

みたいという気持ちがある。音楽の先生に言うと叱られるかもしれないがコンピュータならやらせてくれる（笑）。 

	 私は“ハイブリッド・オーケストラ”という概念をこの学会から学んだ。生楽器＋電子キーボードがハイブリッ

ド・オーケストラで、そこにコンピュータを付け加えて“ハイブリッド・オーケストラ・プラス”という名前を昨日

考えた（笑）。曲全体の楽譜と同等のMIDIデータを用意すれば、編曲しないで演奏させることができる。キーボ

ードでは弾けないパッセージも演奏できる。 

	 また、私は合唱をしているが、オーケストラ伴奏の音で歌いたいという気持ちがある。主眼は合唱におかれて

いるので、オーケストラの音がホンモノの音に近いかどうかというところには余り重きがおかれない。 

	 さらに、バレエや踊り等は録音に合わせるのではなく、１人キーボード奏者が生で演奏して指揮者として引っ

張ってくれれば、コンピュータによる自動伴奏もダンサーの動きに合わせて演奏ができる。 

	 私は、情報技術を研究する側から音楽に寄与したい。個人的に音楽が好きだからという理由もあるが、情報科

学の立場から考えてもいろいろ面白い対象であり、知能情報の一分野を専門にしている者として寄与できると考

えるからである。日本電子キーボード音楽学会という、音楽側の先進的な学会が、我々技術畑の人間と手を組み、

ピアノコンチェルトから始めてはいかがでしょうか、という提案をして、この基調講演を終わらせて頂きます。

ご清聴ありがとうございました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （報告	 森松慶子） 
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電子オルガン部会パネルディスカッション 
電子オルガンによる音楽表現の追究	 ―生演奏楽器としての立脚点― 

 
パネリスト：建石紀子（NPO法人アマービレ代表理事）、松元宏康（指揮者・洗足学園音楽大学） 

松浦真沙（作曲家・洗足学園音楽大学） 

アドバイザー：赤塚博美（洗足学園音楽大学） 

	 	 	 	 司会：柴田	 薫（昭和音楽大学） 書記：金銅英二（松本歯科大学） 

司会の柴田薫先生より開会の挨拶、パネリスト・アドバイザーの紹介、そして進行についての概要が伝えられ

た。続いて、電子オルガン部会がこれまで取り組んできたワークショップやパネルディスカッションの経緯（原

点を探る、楽器の進化と演奏法の変遷、音楽の追究「素の音・素のテクニック」）と今回の趣旨が説明された。 

パネリストからの発表として最初に建石紀子先生から「アマービレ電子オルガンコンテストが目指すもの」が

紹介された。NPO法人の発足経緯や電子オルガンコンテスト企画開催の意図、参加者数や参加地域に加え写真で

開催風景や課題曲の楽譜などが紹介された。北海道から九州までの全国幅広い地域から楽器メーカーの枠を越え

た多数の出場者を迎え第４回目のコンテストが2015年2月1日に予定されている。「素の音」で「素のテクニック」

を磨くアマービレ電子オルガンコンテストとそれを主催するNPO法人アマービレの更なる発展が期待される。 

次に指揮者としてまたオーケストラの音楽監督として活躍しながら洗足学園音楽大学で教鞭をとっておられる

松元宏康先生が電子オルガンを専攻する学生とどのように接し、指導しているか。その結果、学生がどのような

気づきや成長を遂げているか、その指導内容と成果が報告された。課題曲として取り上げる作品と学生の学習時

期など繊細で緻密な工夫があり興味深いものであった。同日の研究コンサートでも松元宏康先生の指揮の下、学

生達による演奏成果が披露された。また、指揮者の立場として電子オルガンとどのように向き合っているかとい

う話も非常に示唆に富む内容であった。 

さらに松元先生に続き作曲家そして声楽家、ピアニストでもある松浦真沙先生の発表となる。松浦先生は近年

「レクイエム」を作曲し発表。楽譜も出版されている。その初演から二回目公演の際、曲中400名もの大合唱隊と

ソリストの声楽家との音量差に対して音色を変えずに対応できる伴奏楽器として松浦先生は電子オルガンを選択

された。通常は合唱の伴奏楽器としてピアノなどが多用されるが、前述の理由に加えて作曲意図などから電子オ

ルガンを選択するに至った経緯、さらに前日リハーサルや本番を通じ作曲者として電子オルガンに対して感じた

内容なども説明された。 

3人のパネリストの発表に続きアドバイザーの赤塚博美先生は電子オルガン演奏家と大学教授としての立場か

ら音楽性に加え多様な演奏環境に応じた的確な瞬時の判断力を磨く大切さが述べられた。また、作曲家、指揮者、

共演者との信頼関係を構築していくためにも電子オルガンのみの狭い世界に引きこもらずに音楽を中心とした共

通語を話せ直感力・応用力を備えた演奏家の人材育成が必要と述べられた。 

	 最後に、飛躍的に進化した電子オルガンは多機能・多音色を備え多様な音楽表現を可能にしているが、演奏す

る奏者自身が何をしたいのか、表現したい音楽をしっかり持つ必要性が強くあると今回のパネルディスカッショ

ンを通じて改めて痛感したと司会の柴田先生が締めくくられた。 

	 長年、電子オルガンを中心とした音楽教育に携わり、その経験から立ち上がったNPO法人とコンテスト（建石）、

指揮者や音楽監督として活躍しながら電子オルガン専攻の大学生にクラシック音楽を指導（松元）、作曲した合唱

曲の作曲意図や音楽構成から伴奏楽器として電子オルガンを選択した経緯やリハーサル、本番の作曲者自身から

の報告（松浦）、これらを受けて電子オルガン演奏家であるアドバイザーと司会者のお二人から考えが述べられ電

子オルガンの生演奏楽器としての立脚点について考察する場が展開された。多角的な視点から電子オルガンによ

る音楽表現の追求すべき点を考えるよい機会となった。 

（報告	 金銅英二）	 
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ML部会パネルディスカッション 
スマホ時代のML教育 ―ICTを使った新しい音楽教育― 

 
パネリスト：大串和久（淑徳大学）、井上洋一（愛媛大学）、田中功一（国際学園埼玉短期大学） 

アドバイザー：柳田孝義（文教大学）、司会：脇山 純（平成音楽大学）、書記：小倉隆一郎（文教大学） 

 
司会者より開会の挨拶、司会・書記の紹介、および進行についての概要と発言について注意事項が伝達された。

続いて、パネリストの大串和久先生・井上洋一先生・田中功一先生より、要項のレジュメ(p.11～p.14)に基づいて

主旨説明があった。 

１．温故知新	 ～便利で快適な使い勝手と憂慮されるリスク～	 ・・・・・・・・・・・大串和久（淑徳大学） 

	 後で発表される井上先生・田中先生は、正にICTを利用した音楽教育を実践しているが、私は昨年度導入され1

年を経過した新MLシステムの現況について報告し、さらに今後の展望を述べる。 

	 私は24年前からMLにかかわり、当初はフロッピーディスクを使用する子機48台にDOM30を乗せて授業を行っ

た。調整卓は初め、全体指導とペアの設定しかできなかったが、技術の進歩で2台・4台・8台のアンサンブルが可

能となった。 

	 今年度、担当する幼児教育コース「音楽�（前期）」「音楽�（後期）」は、指定 の「弾き歌い50曲」マスターを

目標に、初心者・中級者・経験者の3クラス（各15～16名）にわけ、全てのクラスにTA1名を配当できた。1コマ

90分のうち最初の15～20分に楽典 と弾き歌い曲(翌週ならびに当日の課題)の説明を教材提示カメラと天吊り大

型モニター投影にて実施しつつ全機スピーカー出力による展開ののち、当日の課題曲到達確認はペア学習機能を

用いて隣席の子機へ教員が移動しながら個別に進めると同時にTAによる補助指導を教員同様に他の子機にて併

進する展開を実施した。さらに、教員やTAが隣席にいないときに課題曲到達者が未達成者脇へ座席移動しミニレ

ッスンを行うことを積極的にすすめ、特に初心者からは好評を得た。一方、USBメモリーへ記録→各子機へ転送
した模範演奏試聴を各子機の再生機能により学習補助を行うことについては、「模範演奏試聴による学習補助は、

読譜能力が衰える、もしくは読譜をしなくなる、という懸念 」を考慮し、前期は採用を保留した。効率は悪くな

るが、質問があればまず質問者本人の読譜理解を確かめ、さらに指導者実演により聴かせ、個々に応対すること

で展開した。しかし、前期必須曲を授業時間内でマスターできない学生が初心者を中心に多く、授業外時間に特

設コマ（ML教室）を設け、さらに昼休みに研究室にて補充を実施し、なんとか前期分を克服したのが実態である。

後期は楽典の学習を、コードネーム学習の応用と音色アレンジや打楽器音追加も含めた合奏機能の活用により進

め、アンサンブルの喜びを実感しつつ楽しくコード弾きできるよう展開する。また、弾き歌いの学習は、マイナ

スワン再生を含まない形態 での学習補助としてUSBメモリーを媒介した模範演奏試聴により効率的な学習効果

向上を期待したい。 

[質疑応答] 

田中：ML授業には様々なレベルの学生が受講していると思うが、初心者に特化した指導はされているのか？ 

井上：愛媛大学では特にグレード分けはせず、技能の高い学生が仲間に教えている。淑徳大学ではTAを活用して

いるとのこと。詳しい内容を聞かせてください。 

大串：弾き歌いでは、1年次に25曲をマスターするのが目標である。そのために3グレードに分けてML授業を行い、

特に初級では優れた学生をATに起用して指導させる。初心者には左手のコード弾きを使うことで対応して

いる。初心者は右手のメロディーを弾く方が困難である。教員とTAは隣りに座って指導し、運指は自分で

考えさせるようにしている。 

井上：模範演奏を聴くことと読譜力をつけることについて、どのように考えているか。 

大串：初心者は楽譜の音高はほぼ読めているが、リズムがアバウトになってしまう。模範演奏を初めから聴かせ

ると、リズムの読みの力が伸長しないため、前期は模範演奏無しで授業を行った。 
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２．音楽づくりの意義とICT活用のアイディア	 ・・・・・・・・・・・・・・・	 井上 洋一（愛媛大学） 

	 私は現在、愛媛大学に所属しているが、以前は長く中学校の教員を経験した。その際、創作・音楽づくりの指

導に力を入れてきた。そこから、今、小中学校でタブレット端末iPadを創作分野に使った授業実践を行っている。

音楽教育のなかで創作活動は、耳(聴く力)や個性が育つ総合的な活動であるため、重要視されている。ただ、現場

では今一つ消極的な傾向がみられる。創作活動に関する様々な意見の中で、機能和声にとらわれない音楽の重要

性が注目されている。このような創作活動を行うなかで、生徒がある種の発見をする、という実践例がこのビデ

オである。(事例ビデオ1)	 教員研修会での実践、全音階のトーンチャイムとタブレット端末のカオシレーターを

使った即興演奏で、ガムラン風の音楽を作っている。 

(事例ビデオ2)	 坪野先生が、音楽の仕組みに注目させて、そのなかから即興演奏を展開した例である。楽譜を提

示して創作するソフトSymphonyProを使用し、チャイムで4小節の音列を基に反行を繰り返してアンサンブルに

する。小学生の作った例もお聴かせする。 

(事例ビデオ3)	 私の実践例であるが、表現の活動と一体となって音づくりの過程を重要視しながら、結果を評価

できる認め合える活動としていきたい。そのなかで達成感を味わえる実践を考えている。ここでは高校2年生で、

「手軽に録音してみよう」という実践を紹介する。iPadを使い、GarageBandとiVOCALOIDのアプリによる創作

授業である。今一つは、中学校における「VOCALOIDで自己紹介の歌をつくろう」の実践例である。4小節で自

分の名前や特徴を歌詞に含め、初めは黒鍵のみ、2時間目は幹音で創作している。グループで発表することから、

生徒の興味・関心を引き出している。 

	 私は以前、コンピュータ室で上の事例とほぼ同様な内容の授業を行ってきた。今、スマホ時代になって、イン

ターネットに接続されたことによって外部に発信することができるようになった。また、自分のタブレット端末

やスマホを使って、手元で創作や表現が可能になった点が注目に値する。 

[質疑応答] 

大串：私が高校で創作の授業を行っていた際、生徒が作った曲が本当にオリジナルなものか、他の曲のパクリで

はないか、との疑問をもつことがあった。その点についてうかがいたい。 

井上：中学生では創作の仕方を教えて、それに即した曲づくりをしているので大丈夫だが、大学の授業で割と自

由に作っている曲では、オリジナルかを判断することは難しい。 

田中：タブレット端末を使った授業をされて、生徒・学生が変わった点があれば教えてください。 

井上：高校生・大学生では、特に聴く力がついて、音楽観がひろがってきたと考えている。またリズムが把握し

やすく、リズムに対する適格なイメージをもてるようになった。 

大串：タブレット端末の絵本への応用とは、どのような実践か教えてください。 

井上：絵本のページをめくっていくアプリがあり、これを使った実践である。 

 
３．通信端末を使った学習支援の試み	 ・・・・・・・・・・・・・・・	 田中功一（国際学院埼玉短期大学） 

	 大串先生の発表にあった、「到達者が未達成者を教えること」、また井上先生の「発表の場をもつ」といった

点が、私の取り組みと共通している。私の今までの研究の大要は、大会要項p.13にまとめた。 

1)学生が、教員の模範演奏を聴くホームページ  ･････････････････････［携帯電話］ 

2)学生が、教員の模範演奏を見て聴くホームページ ････････････［スマートフォン］ 

3)学生と教員が、互いの演奏を公開して励ましあうＳＮＳ ･･････［スマートフォン］ 

4)教員が、自分の模範演奏と学生の演奏を分析するツール ･･････････［タブレット］ 

5)学生と教員が，学習の蓄積を共有して振り返るポートフォリオ ････［タブレット］ 

6)学生が、演奏直後に師事教員の模範演奏との差をフィードバック ･･［タブレット］ 

ここで、1)～3)はこれまでの取り組み，4)～5)は新しい取り組み，6)は現在進行中の研究である。3)のＳＮＳ利用

の実践は小倉先生との共同研究で、ピアノを練習した成果を学生同士で聴き、互いに励まし合うシステムである。
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4)～6)では、最終的には学生自身の演奏と師事している教員の演奏を比較・判定するツール(アプリ)を作成し、自

学自習を支援することを目標としている。演奏データをコンピュータで比較する部分は、基調講演の嵯峨山先生

のシステムと同様の考え方である。教員の演奏データを蓄積することにより、どの養成校でも使えるシステムを

めざしている。4)の具体的なシステム構成は、Beyer104番の楽譜情報(MusicXML)、指導教員の演奏データ(SMF)、

学生の演奏データ(SMF)の３つをプログラミングして可視化するものである。録音は拍節に関わらない自由な

MIDI録音、すなわちメトロノームに合わせない自由な演奏が可能である。 

分析した結果、特に音の強さ(Velocity)、音の長さ(Duration)、テンポ(Tempo)の要素については、フレーズ単位

あるいは全体の可視化により分かりやすくなった。大会要項p.13図１は左手の音の強さについて、Velocity値が高

めに推移しているのが学生で、低めが教員を示し、丸の部分で差が大きくなっている。これは丸の部分で学生の

音量が教員よりも大きいことを示すものである。5)のポートフォリオは、そもそも教員が経験と直感により何を

語ったか、そして学生はどのように受けとめたかというナラティブ・ベース(文脈に基づいた方法)で進めた。すな

わち、比較する要素を予め定めず、教員の発話や学生の感想を拠り所にして、形成的評価による実践の枠組みを

目指ということである。従って、発話の文脈が学生毎にあるいはレッスン回毎に異なるため、アプローチ方法も

異なる。これにより、4)で目指したエビデンス･ベースの可視化分析の精度の向上を目指した。次のテーマとなる

「他者と自分の演奏の自動評価」の実現へ向けて、教員側の視点から再検討しようという試みである。このポー

トフォリオと模範演奏と学生の演奏を分析するツールは、現在Windows上で開発しているが、将来はタブレット

端末やスマホで使えるように研究をすすめる予定である。 

[質疑応答] 

大串：演奏を比較・分析するツールについて、Beyer104番の左右の手が交差するような部分も認識できるのか？

また、自由なテンポで弾いたリズムや音の間違いも視覚化できるのか？ 

田中：追従システムが含まれているので、手の交差部分やメトロノームに拠らない自由な演奏であっても比較・

分析が可能である。 
井上：Velocityを可視化する試みは興味深い。タブレット端末やスマホの時代では、構成主義論が中心になると考

えているか？ 

田中：行動主義論、認知主義論、構成主義論が学習理論の流れであり、スマホが普及した今、学生が自発的に学

習した内容を教員がまとめていく構成主義論が可能になると考える。 

小倉：模範演奏を学生に提示することや学生の演奏を分析するツールは、学生の自学自習を支援するソフトウェ

アだが、同時に、多人数の学生を指導するML授業において教員を支援するツールにもなり得るものである。 

 
[フロアとの質疑応答] 

ヤマハ株式会社：井上先生に、発表の中でVOCALOIDを使った実践に関して、将来、タブレット端末にキーボー

ドをつけたシステムを教育に活用する予定はあるか、うかがいたい。 

井上：Midiキーボードをつけることも可能だが、スマホのアプリのキーボードを使うことも可能である。指導の

目的に応じてキーボード、楽譜、ピアノロール等を使い分けることが重要である。 

脇山：大串先生に、ML授業の講義時間は不足しているとのことだが、どのように解決されているか？ 

大串：特に初心者においては、90分の授業では不足で、授業外に特設のコマを用意して対応している。 

脇山：田中先生に、発表に出てきた開発中のソフトは公開される可能性はあるか？ 

田中：Beyerの数曲については、既にできているが、汎用性のあるソフトは次回大会で公開をめざしている。 

脇山：井上先生に、有用なアプリを探すこつはあるか？ 

井上：特に探し方は無いが、偶然発見する場合もある。最近、次々に新しいアプリが発表され、例えばSymphonyPro

やカワイのTouch Notationに注目し、試用した。 
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[アドバイザーからのコメント] 

柳田：このパネルディスカッションを聞いて、興味深い面がある一方、悩ましい部分も感じられた。音楽の指導

では、必ずしも集団の授業がふさわしくない場合がある。しかし、専門(音楽)ではない学生の指導では、集団授業

は避けられない。タブレット端末の音楽アプリでは、作った側のコンセプトは伝わるが、作り手の意図にはまる

と、使う側のイマジネーション・創造性が損なわれる危険性がある。つまり、アプリで作られる音楽がパターン

化される場合があり、これが悩ましい部分である。井上先生の発表の中に、パクリの問題があったが、これはパ

ターン化された音楽に起こりうるケースである。知人の演歌の作曲家は、パクリの問題は音階やリズムに制約の

ある演歌では(故意ではなくとも)発生するので、(似ている部分が)何小節までならオリジナルと認められるか、と

いう議論があるとのこと。パターンの使い回しに慣れてしまうことは危険であるが、音楽教育において便利に使

えるツールとしてこれらのアプリは役立つことは間違いない。田中先生の発表で、模範演奏と学生の演奏を比較

して視覚化・グラフ化する試みは、自分の演奏を客観的にみることができる点で有用と思われる。これをどう使

うかに研究の視点を進めてもらいたい。大串先生の発表の中で、TAをMLの集団授業に活用することは、より手

作りの教育が実践されている意味で有用である。MLの集団授業における音楽教育では、学生個々の感性を教師の

側がどのように感じ取るかが大切である。スマホ時代であると同時に、パターン化・コピー・ペーストの時代に、

今日の議論で提起された問題点とどう向かい合っていくか、今後の課題になると考えられる。 

（文責	 小倉隆一郎） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
パネルディスカッション①風景 
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研究発表	 Room-2104 
司会	 西山淑子	 	 報告	 小澤真弓 

 
電子オルガンの音楽的な位置とその機能	 ―オリジナル作品「ヴェネチア幻想」の創作を通して―	 

中嶋恒雄（山梨大学）	 

	 

発表概要	 

電子オルガンが出現してすでに半世紀以上経つが、音楽の世界で「楽器」として十分な市民権を得ていると判

断してよいかを考察してみる。楽器としての電子オルガンの持つべき意味とその発音のあり方について考えたい。	 

我が国における電子オルガンは、その開発の当初から米国のように教会ではなく、映画や放送、あるいは社交

場において、人件費の少ない、多彩な音色を持つ万能楽器として使われてきた。つまり、さまざまな編成による

合奏音楽やオーケストラの代用楽器として価値を持ったのである。	 

	 「楽器」の定義のひとつに、その楽器のためのオリジナル作品がどのくらいあるかということがある。ピアノ

やバイオリンが膨大な作品数を持つのに対し、電子オルガン用のオリジナル作品は甚だ少ない。これは、合奏音

楽の代用、オーケストラの補完楽器として考える限りは成立しない問題である。それならどのように独自性を主

張できるのであろうか。また、ピアノという楽器がポピュラーと芸術の双方に市民権を得ているのと同様に考え

たときには、今のところ電子オルガンはポピュラー偏重と言わざるを得ず、ここにも疑問が生じる。	 

	 現在、加速度的に進化した技術により、スピーカーからの発音は、アクースティック楽器の録音再生音と電子

的なものの間の差はなくなってきており、楽器としての電子オルガンはアクースティック楽器と電子音楽の音源

発生装置の中間に位置していると考えられる。	 

	 さて、今回のオリジナル作品を創作するにおいて、機能に問題を感じる場面が多々あった、機能にもポピュラ

ー偏重を感じ、改善を求めたい。演奏・制作に係わるものは、電子音楽はスピーカーから出る最終的な音をコン

トロールできなければならない。演奏形態も試行錯誤しながら改善していくべきである。（詳しくは電子キーボー

ド研究 Vol.９特別寄稿を）	 	 	 

―――最後に「ヴェネチア幻想」の試聴（約 5分）	 	 	 

	 	 

	 中嶋氏の発表を聴き終えたとき、電子オルガン音楽の抱える「悩み」のすべてが論理的に提示されたように感

じた。この学会でも常に論じられるこの問題を模索するのは、音楽史上かなり意味があることだったのだ。人類

史上、厳然とあったアコ-スティックなサウンドを追求し学び楽しむ文化に、スピーカーから出る音を追求し楽し

む文化が加わろうとしているのだから。	 

	 大会要項の中にもあったが、20世紀前期のハモンドオルガンの件や、今回の発表で紹介された録音専用に結成

されたコロンビア交響楽団の件など、「スピーカーから出る音」を開発してくれた先達のおかげで、今溢れんばか

りの音楽情報を得られる我々の生活状態にも気づかされる。	 

	 また、発表の中で挙げた問題点にも意識の変革が求められるものが目立った。	 

① オリジナル作品の少なさ→代用・補完としての楽器に甘んじてはいけない	 

② 独奏楽器としての機能→ポピュラー偏重になってはいないか	 

③ 発表形態の不完全→制作者・演奏者・技術者がスピーカーから出る音をコントロールできなくてはいけない	 

	 電子オルガンと比較して、３００年の歴史を持つピアノが膨大な数のオリジナル作品を持ち、しかも現代では

ポピュラー音楽にも充分対応していることを挙げる氏の発表に、電子オルガンに対する並々ならぬ情熱を感じ得

た。アコースティック楽器から「入門」した私が抱いていた電子オルガンへのシンパシティを、良くも悪くも再

確認できた。今後、スピーカーから出る音に違和感を持たない現代人がこの問題を進化させ、電子オルガンの音

楽的地位を高めてくれることだろうと希望を持ちたい。	 
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ハイブリッドオーケストラの活用と課題 

―演奏の現場を通して― 

西岡奈津子（平成音楽大学/ヤマハエレクトーンシティ渋谷） 

 
発表概要 

近年一般の音楽社会に認知されつつある電子オルガンの演奏活動、特に単体ではなくナマ楽器とアンサンブル

演奏を行うハイブリッドオーケストラでの演奏を通し、その役割や周囲の反応、課題点などを考察する。 

１近年参加したハイブリッドオーケストラ演奏会の紹介 
主催団体 年度 曲名 演奏形態 
愛の虹プロジェクト

3.11を忘れない 
2010 
2011 
2012 

ヘンデル「メサイア」	 	  小編成オケ+〔管楽器・オルガン・チェン
バロ〕を担当 

秋田･能代オペラ音楽祭 2011 ウェルディ「椿姫」	  打楽器+電子オルガン 2台 
山形交響楽団 2012 

 
2013 

モーツァルト「レクイエ

ム」	  
ウェルディ「椿姫」 

生オケ+〔オルガン・チェンバロ〕を担当 
生オケの影オーケストラ担当 

平成音楽大学 2012 出田敬三「交響詩曲火の

国」	  
フルオケ+〔パイプオルガン〕を担当 

Macedonia Opera 2013 マスネ（マノン）	  小編成(各１ｓｔ)オケ+〔管楽器・弦〕の
不足パートを補完 

２	 演奏会を通して得た留意点＝編成により留意点が異なる 

① 演奏上の留意点 

	 発音タイミング	 アインザッツ、ピッチ、チューニング 
② セッティング上の工夫 

それぞれの編成にあわせた配置・音量バランス	 	  

３	 今後の抱負 

	 	 	 ソロ楽器としてだけでなくアンサンブルの一員として演奏し指揮者や他の楽器奏者とコミュニケーション

をとることが、電子オルガン周知の一環を担うことになる。裾野を広げる努力をしていきたい。 

 
全国的に演奏活動を行っている西岡氏の映像と音源を交えた『現場』感あふれる内容であった。詳しい内容は

同日配付された「電子キーボード研究 Vol.９」にも掲載されており、興味深い発表となった。 

発表内容から、ハイブリッドオーケストラでの演奏者には、電子オルガンの演奏形態としてはかなり高度な「力」

が要求されることがわかる。この電子オルガンを加えるタイプのオーケストラの編成に現在のところ形式はなく、

「奏者の不足を補う」点に集約されており、そのため電子オルガン奏者は電子オルガン以外のあらゆる楽器に精

通しておく必要がある。そして、その楽器のスコアを読み取ることから始まる演奏方法はもちろん、コンチェル

ト、オペラなど楽曲や文学まで探求の範疇を拡げなければならないだろう。 

氏の発表で紹介された中で、オペラのオーケストラのナマ楽器の編成が、各楽器の第 1 奏者のみで、弦楽器と

管楽器の第１奏者以外のパートを全部担当した…という部分では、会場から喚声が漏れた。しかし、音源からは

歌手の歌を支える「普通」のオーケストラのハーモニーが聞こえていた。氏の演奏力に驚き称賛する気持ちが湧

くのと同時に、『労多くして功成り難し』の感は否めない。電子オルガンのオルガニストの専門性、評価の正当性

なども確立すべきではないだろうか。	  
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電子楽器と鍵盤  

―電気スイッチから鍵盤へ― 

三枝文夫（株コルグ） 

 
発表概要 

・ 長い年月をかけ改良をかさねてきた鍵盤は電子楽器とも相性が良い 

・ 電子楽器黎明期には鍵盤楽器以外にも様々な形の楽器が出現したが、一部の楽器を除き、歴史から消え去っ

た。 

・ 現在では電子楽器市場の大半は鍵盤楽器である 

・ 電子楽器においては、鍵盤は音を洗濯する電気スイッチとしての役割から始まったが、電子技術の進歩に対

応し、数多くのアイデアが詰め込まれてきた。今でもその努力は続いている。 

・ 最近のモバイル機器の楽器アプリケーション・ソフトでは、鍵盤入力タイプ以外に様々な演奏入力方法が提

案されて受け入れられている。 

・ 高度なセンサー技術は、楽器の可能性を拡げ、新しい演奏方法、新しい楽器の要となるであろう 

 

 
この発表では、貴重で興味深い写真資料が次々に提示され、メーカーの一員である三枝（みえだ）氏ならでは

の発表であった。 

電子楽器が発売されて 100年経つのだそうである。そもそも紀元前の水オルガンのように、「音を発生させるモ

ノ」を順に並べるために当初から考え出された「鍵盤」は、近代になっても、やはり音を発生させる真空管を音

程順に並べるところから始まった電気楽器に採用され、黎明期にはスイッチを並べ、演奏しやすいように改良を

重ねられてきたのだ。氏は鍵盤型楽器は「音階を選ぶ装置」であると言い切る。シンセサイザーも鍵盤を付けた

ら売れたというので、やはり人は鍵盤の形にこだわったということか。 

2012年の楽器の売り上げの約半分は電子楽器が、さらにその約半分を鍵盤楽器が占めているという。また、近

年はモバイル機器がめざましい発展を遂げ、従来の鍵盤操作にこだわらない演奏方法も提案されている。そして、

これも確実に抵抗なく受け入れられるようになっている。電気スイッチから鍵盤へ移行していったように、電子

楽器も特別ではないひとつの楽器として進化していくことになるだろう、と氏は予測している。そして作り手、

演奏家と協力して新しい産業として定着することを期待すると結んでいる。 

	 最後に東海大学の沖野氏より音色に関しての質問があり、現在市場に出ている楽器の鍵盤に、圧力を感知する

センサー機能が備わっているかという問があった。それに対しまだ個々の鍵盤に備わっているものは少なく、全

体に効果を表せるものが大半という答えだった。また、質問者の発言の中の電子楽器の「素の音」の定義に関し

ては、演奏家が音を作るという発想が失われがちで「音を引き出す」努力をすべきという意見を述べていた。こ

れに関しては時間切れで十分な討論などは望めなかった。 

	 2104室の発表は電子楽器に携わるそれぞれの分野〔�オリジナル作品作曲	 �演奏	 �メーカー〕の方々の発表

が連続し、特に電子オルガンの問題点などがそれぞれの立場で浮き彫りになり興味深い運びとなった。 
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研究発表 Room-2105 
司会	 石川裕司	 	 報告	 小林恭子 

 
タテ線譜による鍵盤楽器導入 

―平成音楽大学こども学科での試み― 

阿方 俊（昭和音楽大学） 

友永和恵（平成音楽大学） 

 
発表概要 

１．タテ線譜の主な概要（阿方） 

    �タテ線譜について紹介 

	 	 �タテ線譜に関する現在までの研究経緯 

２．平成音楽大学におけるレッスン概要と実施状況（阿方・友永） 

	 �平成音楽大学こども学科「ソルフェージュ１B」の現状 

	 �タテ線譜メソッドの内容（動画と解説） 

３．報告と課題（友永・阿方） 

	 �アンケート内容 

	 �学生たちの反応 

	 �今後の課題 

 
この研究発表は、2014年 5月 27日に平成音楽大学 ML教室で行われた「ソルフェージュ１B」の授業内で、

タテ線譜メソッドを用いた実践の報告となっている。阿方氏は、約 30年前にヨーロッパで自習用にタテ線譜を考
案し教本を作成した。それを、2010年より昭和音楽大学の生涯学習講座の一環として開催されたシニアキーボー

ド講座で用い成功をおさめている（2013年に研究発表）。 

平成音楽大学こども学科は、3 年前にカリキュラム改編を行い、ピアノや音楽初心者に相当する学生を対象に

「ソルフェージュ１B」という授業を開設した。ピアノや音楽に苦手意識のある学生たちに、このタテ線譜を用い

て阿方氏がピアノ授業を行った。参加学生はこども学科の 1 年生 13 名であった。教材は「ぶんぶんぶん」「アメ

ージンググレイス」「エリーゼのために」などを用いた。右手はタテ線譜を用い、左手はコードネームで和音伴奏

を用いる（コードは３和音は初心者にとって難しいので、２和音である）。なお、進め方は、以下の手順である。

�お手本の音源および映像を視聴する。�タテ線譜を用いて指使いや指かえ等を机上で確認する。�実際に演奏を

する。そして授業後、アンケートを行って学生の反応を得た。 

平成音楽大学の友永氏によると、ソルフェージュ授業は不安で顔を上げられない学生たちが、アンケートには

9割近くが楽しかったとあったとのことである。コードも２音で弾くことができて、達成感や喜びを多く感じた学

生が多いとのこと。しかし、細かい音価になるとタテ線譜は難しくなるため心配だが、導入にはとても大きな力

があるとの報告であった。阿方氏は、ピアノと言わず鍵盤ハーモニカや合唱で使用する可能性について、今後の

課題としていた。 

終了後、洗足学園原岡氏より、タテに流れる太鼓のゲームなどを参考に組み合わせると、ゲーム感覚でおもし

ろくすることができるのではないかという提案があった。また、明治大学嵯峨山氏より、鍵盤は左右に広がって

いるが、例えば歌唱に用いた場合は、五線譜だと高さが高いと上、低いと下と感覚的だが、タテ線譜だと心理的

にどうなるか興味深いという感想があった。阿方氏によれば、タテ線譜は導入に用いるのが効果的で、その後は

自ら好きな曲を五線譜で学べるようになっていくシニアの受講生に関する報告もあった。 
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MLシステムを活用した初心者のピアノ指導の試みについて 

―1年前期修了生の変容と課題の分析を通して― 
赤津裕子（竹早教員保育士養成所）	  

 
発表概要 

1. 竹早教員保育士養成所について 

�MLシステム導入から現在までの経緯 

�学生の移り変わりと傾向 

2. 初心者増加に伴う授業の見直しについて 

�つまずきの原因調査 

�つまずきの原因から考えた５つの柱 

�バイエル教則本の見直しと「こどもの歌」10種類の分類 

�個人カルテの作成とその内容 

3. ５年目を迎えて 

�実態調査の現在の結果 

�講師に対する効果的な研修 

 
	 この研究発表は、竹早教員保育士養成所における初心者のためのピアノ指導について、5年前より見直しを進め

た経緯および得られた結果の報告である。まず、平成 6 年の ML システム導入当初から指導に関わっている阿方

氏より、以下の現在までの経緯が説明された。導入当初は人数的な原因等から ML のよさが活かせない授業にな

っていたが、次第に有効な形で使われるようになったこと。そして、内容を増やしながら定着化され、学生にと

ってよい結果をもたらしたこと。しかし近年、ピアノ経験者の減少に伴い、新たな問題が出てきたため、５年前

より授業の見直しをはじめたこと等である。 

	 赤津氏によると、見直し後 1年目に、つまずきの原因調査を行った結果は、以下の 6点であった。�楽譜が読め

ない。�指がスムーズに動かない。�発表することに慣れていない。�音楽的に楽しむ段階に達していない。�練

習の方法がわからない。�ピアノに触れる時間が少ない。これらをふまえ、ピアノ初心者にとってどのような環境

が最適かということについて考え、ヘッドホンによる個人練習や、２台のヘッドホンを使った２人の連弾、ブロ

ック別集団練習、録音再生機能を使用、多重録音機能の使用等を考案した。そして、つまずきの原因から考えた

５つの柱は�読譜	 �指の練習	 �課題の発表	 �主活動	 �課題の説明であった。 

	 また、２・３年目は主な教材である「バイエル教則本」の見直しと「こどもの歌」の分析を行った。バイエル

に関しては、曲を精選して効率化を図ることや、１曲１曲のねらいの明示、ヘ音記号を学ぶ時期等見直しを行っ

た。「こどもの歌」は、バイエルで学ぶ要素とあわせて 10 種類に曲を分類した。そして、これらと平行して、音

楽授業の個人カルテの作成を始めた。保育者に求められる音楽的能力を示して、自己評価は学生自身がしていく

ものである。この時、２年間でこれだけのことができるようにと最初に提示する。 

	 そして現在は、初心者の授業について見直しを行っている。今年から、模範演奏の DVDの配布も開始した。そ

して、今年から 5 年を経てのテスト調査を開始した。おおむね良い成果が出ているが、達成感が感じられないと

ピアノの好き嫌いに影響が出てしまうことも明らかになった。また、10名いる講師の研修も効果を上げている。 

	 最後に司会の石川氏より今回出された課題とML教室の使用を絡めて得られた示唆はあるかという質問に対し、 

MLを使うことで曲を多角的にアプローチできるため、学生は学び方が少しずつわかってきたのではないかという

ことと、グループで常に同じ課題に向かうので、お互いに助け合ってスムーズに曲が弾けるようになっていると

の回答があった。	  
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タブレット端末を用いた音楽創作活動の可能性 

 
井上洋一（愛媛大学教育学部） 

佐光美紀（愛媛大学教育学部） 

 
	 発表概要 

1. 音楽教育における「創作」の現状と課題 

�OECD による PISA 学力 

�新しい学習指導要領で育成しようとする力 

�音楽等質問紙調査からみえる課題 

２．タブレットの導入を提唱する理由 

	 	 �タブレット活用のメリット 

	 	 �タブレット活用のデメリットや留意点 

３. タブレット（iPad）を活用した授業実践 

	 	 �小学校における実践 

	 	 �中学校における実践 

４．未来を拓く音楽科教育を目指して 

	 	 �児童・生徒の反応（アンケート結果から） 

	 	 �「音故地新！幸せ感じる音楽の力」 

 
	 この研究発表は、タブレット端末を活用した音楽創作活動の可能性について、大学院生の佐光さんの研究内容

や、井上氏の指導のもとに行われた実際の授業実践の様子や成果の報告である。 
	 佐光さんによると、音楽教育において現場でどのくらい「創作」が行われているかということについて、全体

の 9割近くの中学校教師が創作を授業で取り扱っていないとのことであった。そして、多くの学校現場で「創作」

にかける時間が少ないこと、子どもたちに理解させ、楽しさを感じさせることが難しいと考える教師が多いこと、

子どもたちも創作をむずかしいと感じ、達成感を得られないままの状態であることが多いこと、という３点が課

題であることが明らかになった。そこで、創作をする際にはわかりやすく楽しくステップを踏んでとりくんでい

けるような指導方法が必要と考え、タブレットの利用が提唱された。タブレット活動のメリットとしては、楽器

が手元になくても、作曲することができる点、児童・生徒が達成感を味わうことができる点、教師や児童・生徒

の創作に対する苦手意識を払拭することができる点、他教科の内容を含めた横断的な学習が期待できる点などが

あげられた。そして、授業で効果的に使用できる「ガレージバンド」というアプリが紹介された。そして、佐光

氏が作品を制作した感想としては、達成感が感じられ、楽器が弾けなくても簡単にできておもしろいと思ったと

のことであった。また、デメリットとして、導入にかかるコストや、ネットワーク環境の整備、操作方法や作曲

技法の理解当も必要なため、教師に新たなはあそうや教材研究の力量が求められることや、導入する学校としな

い学校によって児童・生徒の理解度に差が出てしまう点などがあげられた。 

	 次に井上氏によって、実際の授業実践の様子が報告された。井上氏の指導のもと、実践された小学校および中

学校の授業の様子であり、「温故知新」を捩って「音故地新」が提唱された。 

	 発表後の質問で文教大学小倉氏から、Windows のタブレット端末についての質問があった。井上氏によれば、

iPad の強みは児童・生徒にとって身近なことだが、Windows は教師にとって身近なことが利点であることと、

Windows でも、「ガレージバンド」のような実際の演奏の操作ができるようなソフトやアプリの開発を望むとい

った返答が得られた。	  
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研究コンサート 
クラシックにおける電子オルガンアンサンブルの試み 

 
報告	 阿方 俊 

 
	 今年度の研究コンサートは、会場校である洗足学園音楽大学電子オルガンコースのアンサンブル授業内容を「事

例発表」という形で 4曲が演奏された。今回、それらが全国から参加した学会員への全国発信という意味合いの下、

特別に練習時間をかけたコンサートであったため、演奏レベルが高く、かつ関係者の意気込みが伝わってくる聴き

応えのあるものとなった。曲目と演奏者は次のとおりである。 

 
プログラム 

１．L.V.ベートーヴェン『コリオラン序曲』op.62（古典派オーケストラ作品のアンサンブル事例）	  
指揮：松元宏康（講師）	 電子オルガン：長富有希奈（学 3）	 小林千夏（学 2）	 竹田彩香（学 2）	  
丸田千尋（学 2） 

２．C.A.ドビュッシー『海―3つの交響的スケッチ』より「1．海の夜明けから真昼まで」（近代オーケストラ 
作品の事例） 
指揮：松元宏康（講師）	 電子オルガン：保科すみれ（学 4） 村山佳奈（学 4） 伊久美里歩（学 3） 

３．松浦真沙『レクイエム』より �.Tractus �.Libera me（声楽作品の伴奏事例） 
アルト：藤井麻美（院修了）	 バリトン：倉内健人（学 4）	 電子オルガン：赤塚博美（教授） 

４．S.V.ラフマニノフ『パガニーニの主題による狂詩曲』op.43（コンチェルト作品のアンサンブル事例） 
指揮：松元宏康（講師）	 ピアノ：宇田川日和（学１）	 電子オルガン：田口奈穂美（学 4） 佐藤梨乃 
（学 2） 菅田良奈（学 2）	 打楽器：新川悠（学 3）荒井麻奈未（学 3） 保田奏子（学 3） 小島聖花 
（学 1） 寺田寛（学 1） 
司会：三宅康弘（講師） 
指導：赤塚博美（教授） 三宅康弘（講師） 
使用電子オルガン：YAMAHAエレクトーン ステージア ELS-01C, ELS-02C 

 
	 

	 

	 	 

松浦真沙『レクイエム』	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S.V.ラフマニノフ『パガニーニの主題による狂詩曲』	 

	 

	 今回のアンサンブルに関する特長をみると、電子オルガンおよび打楽器のメンバーが同一学年にしばられること

なく学年を跨いでいることに加えて教師の参加が演奏を高い次元で聞かせることに一役買っていた。	 

また電子オルガンコンサートで他の楽器のコンサートに比べてネックになるのが楽器移動である。しかし当日は

楽器移動のみならずステージ作りや客席作りにいたるまで学生ボランティアが限られた時間内でてきぱきと一丸と

なって行なっていた。このこともコンサート成功の一因として挙げられてもよいのではなかろうか。	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  日本電子キーボード音楽学会 会則 

 
第一章	 総	 則 

第１条	 本会は、日本電子キーボード音楽学会と称する。 

第２条	 本会は、電子キーボードによる音楽の表現、教育、理論等の研究、および隣接諸科学に関連する学際的 

        な研究協議を行い、もって音楽文化の発展に寄与することを目的とする。 

第３条	 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   （１）学術的研究の成果発表および研究大会、研究協議並びにワークショップなどの開催 

   （２）学会誌「電子キーボード音楽研究」その他の編集及び刊行 

   （３）その他、本会の目的達成のために必要な事業 

第４条	 本会に、事務局を置く。事務局の所在は、幹事会の議を経て決定する。 

 
第二章	 会	 員 

第５条	 本会は、次の会員で構成する。 

   （１）正 会 員	 ―	 電子キーボードによる音楽の研究に携わる者（大学院生を含む）。 

   （２）学生会員	 ―	 電子キーボードによる音楽の研究を志す者（院生以外の学生を含む）。 

	 	 (３) 海外会員	 ―	 海外在住で電子キーボードによる音楽の研究に携わる者。 

   （４）団体会員	 ―	 学術的研究に従事し、本会の趣旨に賛同する機関団体等。 

   （５）賛助会員	 ―	 本会の趣旨に賛同し、会の依頼によりその事業を賛助する個人または法人。 

第６条	 入会手続きおよび入会の承認は、次のとおりとする。 

   （１）正会員および学生会員および海外会員として入会を希望する者は、正会員１名以上の推薦を受けて申 

         請し、幹事会の承認を受ける。 
       *海外会員の会費は2,000円とする。 

   （２）団体会員として入会を希望する者は、幹事会の承認を受ける。 

第７条	 会員は、会費を納入しなければならない。会費については別に定める。 

 
第三章	 組織および運営 

第８条	 本会に次の役員を置く。 

   （１）代表幹事	 １名 

   （２）副代表幹事	 ２名 

   （３）幹事代表、副代表を含め8名以上10名以内 

   （４）会計監査	 ２名 

第９条	 役員の任務は次の通りとする。 

   （１）代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。 

   （２）副代表幹事は代表幹事を補佐し、会の運営にあたる。 

   （３）幹事は本会の管理・運営にあたる。 

   （４）会計監査は本会の会計を監査する。 

第10条	 役員は、正会員の中から次の方法により選出する。 

   （１）代表幹事は、幹事会の互選により選出し、総会において報告する。副代表幹事は、幹事の中から代表 

         幹事が幹事会に諮り指名し、総会に報告する。 

   （２）幹事の内6名は、会員の投票により選出し総会において報告する。残りの4名以内は代表幹事が幹事会 

         に諮り指名する。 
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  （３）会計監査は幹事会において推薦し、総会において承認を得る。 

第11条	 本会の役員の任期は２年とし、再任は妨げないが、連続する２期を超えることはできない。ただし、代

表幹事の指名する幹事の内1名は、運営上の必要がある場合には1年とすることができる。 

第12条	 総会は、本会の最高議決機関であり、本会の事業および運営に関する次の事項を審議決定する。 

（１） 事業計画 

（２） 決算および予算 

（３） 役員の承認 

（４） 会則等の改正 

（５） その他、本会の目的達成のために必要な事項 

第13条	  総会は、年１回代表幹事がこれを招集し、正会員の３分の１以上の出席(委任状含む)により成立する。 

	 	 ２	 総会の議決は、出席者の過半数による。 

	 	 ３	 臨時総会は、幹事会の決議または会員の過半数の記名請求により代表幹事が招集する。 

第14条 	 幹事会は、年２回以上代表幹事が招集する。なお幹事会構成員の過半数が開催を請求した場合、  

         代表幹事は、これを招集しなければならない。 

  ２	 幹事会は、構成員の３分の２以上の出席（委任状含む）により成立する。 

  ３	 幹事会の議決は、出席者の過半数により決定する。 

  ４	 幹事会は、次の諸事項の執行の任にあたる。 

 （1）学会の運営、広報および各種文書の作成 

 （2）事務局の管理・運営 

 （3）大会の企画・運営、および各種研究会・協議会等の連絡・調整 
 （4）予算案・決算案の作成 

 （5）共催・後援等、学会の支援活動 

（6）その他、本会の目的に照らして必要と認められる活動 

５	 幹事会は、第３条に定める事業を行うため、編集委員会その他必要な部会などを置くことができる。 

   これら部会の規程は別に定める。 

 
第四章	 会	 計 

第15条	 本会の会計は、会費その他の収入により運用する。 

第16条	 会計年度は、4月１日から翌年3月31日までとする。 

第17条	 会計監査は、毎年１回以上、本会の会計を監査する。 

 
附	 則 

１．本会則は、2005年4月1日から施行する。 

２．第10条の規定に係わらず、発足当初の役員は、実行委員会の決定による。 

３．2009年11月8日改正 

４．2010年10月10日改正 

５．2012年11月11日改正 

６. 2013年10月13日改正 
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日本電子キーボード音楽学会編集委員会規程 

 
第１条	 会則第３条の（2）に基づき、本学会に編集委員会を置く。 

第２条	 本委員会は、次の事項を取り扱う。 

   （1）学会誌『電子キーボード音楽研究（Journal of the Japan Society for Electronic Keyboard  

         Music）』の発行 （原則として年１回） 

   （2）会員の研究論文等に関する記事の学会誌への掲載 

   （3）学会誌に掲載する研究論文等の募集、および編集に関わる事項 

   （4）研究論文の査読・選定に関する原案の作成 

第３条	 本委員会は、幹事会が幹事のうちから選出した２名の委員と、専門分野を考慮して会員の中から選出し  

た３名の委員をもって構成する。 

第４条 	 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第５条	 委員の互選により、委員会に委員長を置く。 

 	 	 ２	 委員長は委員会を招集し、会務を統括する。 

第６条	 委員会は、毎年１回以上開き、編集方針その他について協議する。 

第７条	 委員会は、会務を遂行するため、必要に応じて専門委員若干名を委嘱することができる。 

第８条	 学会誌への投稿規定は別に定める。 

 
附	 則 

1. この規定は2012年11月11日から実施する。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日本電子キーボード音楽学会誌投稿規定 

 
１．名称と内容 

日本電子キーボード学会は，年に1度、学会誌『電子キーボード音楽研究（Journal of the Japan Society for 

Electronic Keyboard Music）』を刊行する。使用言語は日本語または英語とする。 

２．論（原）稿の種別 

（１）論文 

	 	 ○論文は、本文（楽譜、図版、表等を含め20,000字以内）のほか、和文要旨（800字以内） 

      及び英文要旨（300語以内）の提出を要件とする。 

	 	 ○編集委員会の指定する第三者による査読を実施する。 

	 	 ○英文要旨は、執筆者の依頼があれば、専門家による翻訳あるいは査読を委託する。 

（２）研究報告 

	 	 ○研究報告（楽譜、図版、表等を含め10,000字以内）には、本学会の部会・分科会の報告、会員個人あるい 

      は任意のグループによる研究の取り組みに関する報告等が含まれる。 

（３）活動報告 

	 	 ○活動報告（5,000字以内）には、会員の演奏、創作、教育、他学会参加等の活動の報告が含まれる。 

	 	 ○活動の内容は、編集委員会がこれを整理する。 

（４）その他 

	 	 	 その他の投稿（5,000字以内）は、内容に応じ編集委員会が、提言、批評、書評、紹介等、適宜区分する。 

（５）大会記録 

	 	 	  本学会の全国大会の記録 

３．投稿者の資格 
投稿者は原則として会員とする。ただし依頼原稿執筆者はこの限りでない。 

４．投稿要件 

（１）原稿は原則として未公刊のものとするが、編集委員会が意義を認めたものについて 

	  	  は、この限りとしない。 

（２）ワープロ原稿を原則とし（WindowsのWordによる提出が望ましい）、A4版、横書きとする。 

（３）書式の詳細は、「書式の原則」を参照すること。 

	 	  ［学会誌第四号記載の文を参照］ 

５．投稿論稿の採否について 

（１）投稿論稿は，編集委員会によって精査され，その掲載の可否が決定される。なお，論文に関しては、第三 

      者に査読を依頼する。 

（２）投稿論稿は，編集委員会での精査の結果，修正を求められることがある。 

６．提出期限 

	 	  提出締切の期限は、毎年５月末日とする。 

７．投稿及び問い合わせ先 

	 	  日本電子キーボード音楽学会 

附	 則 

１．この規定は2006年10月28日から実施する。 

２．2010年10月10日改正 
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事務局からのお知らせ	 

１．学会誌 Vol.11投稿者募集 

学会誌『電子キーボード音楽研究』Vol.11への投稿者を募集しています。実践記録やレポートなど、幅広い意

見を載せていきます。5 月の連休後に締切りとしますので、多くの方々からの投稿をお待ちしています。詳細は

ホームページの学会投稿規程をご参照の上、事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．ホームページの会員情報 

学会のホームページhttp://jsekm.jp/では facebookと同時に会員情報を掲載しています。この会員情報は 2006年

から継続されているもので、会員のキャリア記録としても貴重なものです。コンサートの他、出版、セミナーな

ど積極的に情報をお寄せください。掲載希望原稿は、現在の会員上方をご参考にして頂ければ事務局で体裁を整

えて掲載致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿の種別および字数：電子キーボードを用いた音楽の演奏、創作、教育等に関する 
�研究論文（20,000字以内） 

�研究報告（10,000字以内） 

�会員の活動報告（5,000字以内）、演奏会の批評や書評（2,000字以内）、講習会報告 

�会の内外の活動や情報についてのレポート 

投稿者：原則として会員とする。ただし以来原稿執筆者はこの限りでない。 

 
	 	 	 ＊ご執筆前に事務局に書式見本(テンプレート)をご請求下さい。 
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[編集後記にかえて] 

本学会を設立準備会が立ち上がった当初から縁の下の力持ちで支えて下さっていた生頼俊秀氏が 2015年 8月に急

逝されました。ここに 11 年間共に事務局を務めて来られた阿方俊事務局長の惜別の辞をもって、10 号目を迎え

た本誌の編集後記とかえさせて頂き、皆様とともに生頼氏のご冥福を心からお祈りしたいと思います。 

（森松慶子） 

 

 
惜 別	 	 	 	 	 	                     学会事務局	 生頼 俊秀さんを悼む 

 

日本電子キーボード音楽学会 

事務局長	 阿方 俊	  

 

8月 21日夜、携帯電話に生頼さんから 2度の着信記録があり、こちらから

電話をしたところ、「実は癌が胃から前立腺、肺、骨へと転移している。11

月の大会は大丈夫だが、将来のために若い人に手伝って欲しい」とのこと。

夏休み前に会った時にはそのような様子にはまったく見えず、今回の電話の

受け応えも普段と変わらない声だったので、「事務局の若返りはよいとして、

冗談はよせよ」といったが、その 4日後に生頼さんは急逝した。あれから 2

ヶ月余り経ったが今でも信じることができない。 

	 振り返ると、生頼さんには 11 年前の日本電子キーボード音楽学会設立時
から事務局の実務関係を一手に引き受けていただいた。以前、彼はヤマハ音楽振興会浜松支部や第二の故郷と言

っていた台湾でヤマハ音楽教室の責任者として膨大な仕事をこなしていたので、学会の仕事が加わったからとい

って負担になったような素振りはなく、マイペースで淡々と業務をこなしていた。事務局内の私との業務分担を

政府に例えると、内閣府に当たる幹事会のもと、彼が総務省や財務省、私が文科省や外務省的な仕事の分担に置

き換えることができる。従って生頼さんが急逝されたことは、財務管理や総務の仕事を担当する人が、突然不在

になったことを意味し、国民生活が成り立たないことに匹敵する事態に陥っているといえる。しかし、ご葬儀後

に奥様の美砂恵夫人から送られてきた事務局の関係資料に一枚の CD があり、この CD に学会設立時からの会員

動向、財務情況が克明に記録されていた。本日の総会は、これを土台に成り立っているといっても過言ではない。

内容は大変よく整理されたものであり、本学会の今後の拠りどころとなるものである。 

本年、日本電子キーボード音楽学会も第 11 回を迎えることになったが、設立からの 10 年間、彼のご尽力と貢

献はことばに表し尽くせない。只々感謝の限りである。 

現在の学会運営の情況は、双発の飛行機の片方のエンジンが止まった状態に等しいが、生頼さんが残して下さ

った CDをマニュアルとして、一時的に止まったエンジンを一日も早く復調させ順調な飛行に戻りたい。 

私達の活動を天国から見守っていただきたいものである。 
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