
１ .　はじめに

　伴奏教育に関する授業の方法論としては，「テキ
ストをはじめあまり確立されたものがない 1 ）。」ま
たは，「伴奏をカンと経験でこなしているが，やは
りそれだけでは限界がある 2 ）。」「“ 習うより慣れろ ”
に近い状態ではないだろうか 3 ）。」と指摘があるよ
うに，現状では伴奏の教育内容がまだ確立しておら
ず，伴奏に必要な能力を育成するための，学習内容
がはっきりと提示されていない。伴奏学習を軽く扱
い，独奏に対する学習にばかり専念しているのでは
ないか。卒業後，学生の将来において伴奏の能力は
役立つ機会が多い。それにもかかわらず，なぜ独奏
ばかりで伴奏教育をあまり充実させないのだろう
か。確固とした教育内容を受けないまま卒業し，重
要度にかける演奏を多く見かける。
　現在の音楽教育で伴奏を学んでいる大学生は，伴
奏に対しどのように接しているのだろうか。実際の
演奏に及ぼす伴奏の重要性を理解していないのでは
ないかと推測される。日頃の演奏を見ていると，自

分の演奏パートに一生懸命で，相手のパートの演奏
にはあまり耳を傾けず伴奏をしている演奏を多く見
かける。これは単に演奏技術が足りない，という理
由だけで片づけられるだろうか。伴奏の重要性を理
解していないこと，そして教育の場で独奏に専念し，
音楽全体を多角的に見て学ぶという教育概念が欠け
ている事がその要因ではないかと推測される。
　もともと日本では，伴奏者の役割は一回り小さい
もの，と捉えられており，伴奏に対する差別意識が
あると言われてきた。そのため，良い演奏をしても，
伴奏者に対してはあまり評価されない。日本の批評
では伴奏者はほとんどいつも何の意味もない決まり
文句で片づけられ，時には名前が述べられないこと
さえある 4 ）。そのような環境では，伴奏を深く学び，
真剣に研究しようという音楽家は増えないだろう。
　以上のように，教育・演奏・社会の中で悪循環が
起こっている。なぜこのような悪循環が起こってい
るのか，考察していく必要があり，それが本稿で取
り組む課題である。まず第 2 章では，大学生の伴奏
に対する意識調査について述べる。次に第 3 章では
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その調査の考察，第 4 章では，伴奏学習が遠ざけら
れている原因について，最後に，第 5 章において結
論と今後の取り組むべき課題について述べる。

２ ．調査について

2 ．1 方法
　広島県内の A 大学の学生60名を調査対象に，
2010年 8 月～10月の期間に実施した。調査方法は質
問紙法で，ピアノレッスンの時に直接配布し回収，
60枚配布し60枚回収で，回収率は100％であった。
次の以下の内容で調査した。
（ 1 ）伴奏に対する重要性の認識度
（ 2 ）伴奏の学習習慣，学習能力について
（ 3 ）実際に伴奏する際の意識
　回答方法は，記述式 1 問と複数選択可能な設問 1
つを除いて，全ての設問はリッカートスケールの 5
段階尺度で行った。

2 ．2 結果
　（ 1 ）伴奏に対する重要性の認識度
｢伴奏者の音楽性は実際の演奏にどのくらい影響し

ますか｣ という問に対して，「90％以上」は28.1％（16
人），「80％程度」は35.1％（20人），「70％程度」は
24.6％（14人）という結果で，全体の 9 割弱の学生
が高い影響度を認識している。これに対し，「30％
未満」を選択した学生はいなかった。また，「先生
など他人から伴奏が大事だと言われてきましたか」
では，頻度の違いはあるが一人を除いて全員が言わ
れてきている。｢伴奏の弾き方によって，曲のイメー
ジは変わると思いますか｣ と「伴奏の能力は，あな
たにとって将来，役に立つと思いますか」の問いに
は，両方ともほぼ全員が程度の違いはあるが「そう
思う」と答えており，これらの設問ではばらつきが
みられなかった。将来に対する設問の方は，「強く
そう思う」と回答したのは66.1％（39人）と，「将
来において強く必要である」と 7 割弱の学生が捉え
ていることが分かる。
　次に伴奏の役割の意識を尋ねるため，｢伴奏者の
役割はどのような事が必要でしょうか｣ に対し質問
項目を 6 問設定し，それぞれ ｢ 1 . 全くそう思わな
い｣ ｢ 2 . あまりそう思わない｣ ｢ 3 . どちらともいえ
ない｣ ｢ 4 . ややそう思う｣ ｢ 5 . 強くそう思う｣ の 5
段階尺度で調査した。その中で「強くそう思う」｢
ややそう思う｣ を選択した回答者が一番多かった設
問は，「相手と対等に互いを尊重しながら一つの音
楽をつくる」で平均値4.52， 2 番目に多いのは ｢音
楽全体を把握し，リーダーシップを持って相手を導
いていく｣ で平均値3.62，という結果だった。反対
に一番平均値の低かった設問は，「常に伴奏パート

は音量を控えめに弾く」で平均値2.95であった。（図
1 ，表 1 ）そして，｢自分の主張はできるだけ控え，
相手についていく｣ は，標準偏差が0.90と一番高く，
全体的に回答にばらつきがみられた。反対に「相手
と対等に互いを尊重しながら一つの音楽をつくる」
は標準偏差0.56で，一番ばらつきが少なかった。（表
1 ）
　普段の音楽を聞く際の意識を問うために設定した
｢普段聴いている音楽でメロディ－ライン以外の部

分である伴奏部や和音の響きなどに耳を傾けていま
すか｣の問いには，約半数の学生が「少し聴いている」
と回答し，聴いている頻度の違いも合わせると，「聴
いている」と答えた学生は80.0％（51人）であった。

　そして，記述式の設問である「独奏と伴奏，それ
ぞれに求められている能力の違う面」については，
様々な意見が寄せられたが，似通ったものを以下に
まとめた。
1 ．｢独奏はその人の独自性で，伴奏はいかにして

相手と調和するか｣ 30.0％（18人）
2 ．｢独奏は自己主張し，伴奏は相手の演奏を支え，

より良く聞こえるようにする｣ 18.3％（11人）
3 ．｢独奏は自分一人で音楽を表現するが，伴奏は

互いに協力し合うことが大事｣ 13.3％（ 8 人）
4 ．「弾き方，音量，バランス等」10.0％（ 6 人）
5 ．「その他」8.3％（ 5 人）
6 ．「分からない，無回答」20.0％（12人）

　また，「“ 伴奏 ” という名称に，消極的な役割をイ
メージしますか」の問いには，「全くそう思わない」
「あまりそう思わない」と回答した学生が83.0％（49
人）と 8 割を超え，「“ 伴奏 ” という呼び名に，抵抗
はありますか」の設問もまた，「全く抵抗はない」「あ
まり抵抗はない」と答えた学生が86.5％（51人）で，
「全く抵抗がない」と回答した学生は45.8％（27人）
と半数近くであった。また，標準偏差は0.74と低く，
ばらつきがみられなかった。このことから，一般に
考えられている伴奏に対する一回り下の役割を学生
は意識しておらず，その名称に関しても抵抗がない
事が分かる。
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（ 2 ）伴奏の学習習慣，学習能力について
　伴奏の学習習慣を尋ねるため，「伴奏曲や合奏曲
をどのように準備していますか」に対し質問項目を
5 問設定し，それぞれ ｢ 1 . そうしていない｣ ｢ 2 . あ
まりそうしていない｣｢ 3 . 少しそうしている｣｢ 4 . た
いていそうしている｣ ｢ 5 . そうしている｣ の 5 段階
尺度で調査した。その中で「そうしている」割合の
一番高かった設問は，「自分のパートのみを練習す
る」で平均値3.78，次いで「相手パートをイメージ
しながら練習する」が平均値3.43，一番低かったの
は，「自分のパートと相手パートの両方を研究する」
で平均値2.54だった。（図 2 ，表 2 ）また，「相手パー
トをイメージしながら練習する」は標準偏差が1.19
と高く，回答にばらつきがみられた。反対に「音符
以外の様々な情報をよく見て演奏に反映させる」は
標準偏差が0.91と一番低く，回答にばらつきが少な
かった。（表 2 ）
　和声の理解や伴奏づけの能力を問うために設けた
「演奏の難しいパッセージや，準備に時間がかけら
れない時，自分で簡単な伴奏にアレンジできますか」
では，「全くできない」「できない」「あまりできない」
が83.1％（49人）で， 8 割強の学生が「できない」
と回答している。逆に「少しできる」と答えたのは

16.9％（10人）で，「できる」と回答した学生はい
なかった。また，「コード記号から，曲想に適した
伴奏形をつくれますか」の質問でも同じような結果
が表れ，「全くできない」「できない」「あまりでき
ない」が81.4％（48人）であった。この問いも「で
きる」と答えた学生はいなく，「少しできる」と答
えたのは18.6％（11人）だった。
　授業に対する満足度を聞く項目として設けた「現
在大学での伴奏学習に関する授業は充分だと思いま
すか」では，「ややそう思う」「そう思う」が62.8％（37
人）と 6 割強が充分だと思うと回答し，「そう思わ
ない」「あまり思わない」は10.2％（ 6 人）に留まっ
た。また，「どちらともいえない」は27.1％（16人）
であった。
　そして，「伴奏の授業があったらとりたいですか」
の設問に対しては，「ややそう思う」「そう思う」が
71.1％（42人）で， 7 割強の学生がとりたいと回答
した。また，伴奏の授業で学びたいことを複数選択
してもらった結果，「伴奏付け」が27.7％（31人）
と一番多く，次いで「初見」が18.8％（21人）， 3
番目に多いのが「移調」「コードネーム」でそれぞ
れ17.9％（20人），続いて「連弾などアンサンブル」
が8.9％（10人），「総譜の読譜」6.3％（ 7 人），「複

質　問　項　目 平均値 標準偏差
自分の主張はできるだけ控え，相手についていく 3.48 0.90
相手をたてて，一歩控えめに伴奏する 3.60 0.82
常に伴奏パートは音量を控えめに弾く 2.95 0.85
相手の注文どおりに伴奏する 3.33 0.89
相手と対等に互いを尊重しながら一つの音楽をつくる 4.52 0.56
音楽全体を把握し，リーダーシップを持って相手を導いていく 3.62 0.78

表 1 　伴奏者の役割に対する意識の値

図 1 　伴奏者の役割に対する意識の割合
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声部奏」1.8％（ 2 人）という結果であった。また，
その他の自由記述欄に，「自分の好きな曲を指導し
てほしい」「どこでどのように盛りあげたら歌う側
の気持ちが高まって歌いやすかったり，声を出しや
すくなったりできるか学びたい」という意見もあっ
た。

（ 3 ）実際に伴奏する際の意識
　実際に伴奏する際の意識を尋ねるため，｢伴奏や
連弾，合奏曲を演奏する時，どんな点に気をつけて
いますか｣ に対し質問項目を10問設定し，それぞれ
｢ 1 . そうしていない｣ ｢ 2 . あまりそうしていない

｣ ｢ 3 . 少しそうしている｣ ｢ 4 . たいていそうしてい
る｣ ｢ 5 . そうしている｣ の 5 段階尺度で調査した。
一番平均値の高かった設問は，「自分のパートをき
ちんと弾けることに専念している」で平均値4.27，
次いで「相手と呼吸を合わせる」が平均値3.90，と
いう結果がでた。最も低かったのは，「音楽全体を
把握し，リーダーシップを持って相手を導いていく」
という設問で平均値2.58だった。（図 3 ，表 3 ）また，
「相手と呼吸を合わせる」は標準偏差が0.99と最も
高く，回答にばらつきが見られた。次いで「相手
パートと協力して，一つの音楽を創り上げる」は0.98
で，この設問もばらつきが見られる。反対に「自分

のパートをきちんと弾けることに専念している」は
標準偏差が0.79で一番低く，最も回答にばらつきが
少なかった。（表 3 ）

３ ．調査結果の考察

3 ．1 伴奏に対する重要性の認識度
　学生の伴奏に対する重要性を認識していないこと
が，重要度に欠ける学習方法・演奏につながってい
る一要因と推測していたが，今回のアンケート調査
では，学生は伴奏に対する重要性を認識しているこ
とが示された。伴奏者の役割を尋ねる問いでは， 6
問中「必要である」と答えた割合の一番高い設問は，
「相手と対等に互いを尊重しながら一つの音楽をつ
くる」であり，次いで 2 番目には，｢音楽全体を把
握し，リーダーシップを持って相手を導いていく｣
という結果が示された。また一番低い設問は，「常
に伴奏パートは，音量を控えめに弾く」であった。
さらに前述の「相手と対等に互いを尊重しながら一
つの音楽をつくる」は，標準偏差が他の設問に比べ
かなり低い値の0.56だったため，回答のばらつきが
非常に少なく，学生はこの設問を高い意識で必要で
あると考えていることが言える。このことから，学
生は独奏者と伴奏者は対等な立場で音楽をつくって

質　問　項　目 平均値 標準偏差
自分のパートのみを練習する 3.78 0.94
相手パートをイメージしながら練習する 3.43 1.19
自分のパートと相手パートの両方を研究する 2.54 1.06
曲全体の内容，性格，構成等を理解する 2.81 1.07
音符以外の様々な情報をよく見て演奏に反映させる 3.08 0.91

表 2 　学習習慣の値

図 2 　学習習慣の割合
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いくべきだ，と考えていることが明らかになった。
演奏会のプログラム等において，独奏者に比べ小さ
な文字で伴奏者の名前が書かれるなど常々批判され
ているが，未だに一般的な解釈では，伴奏ピアニス
トは演奏に対しどれほど重要性を持っているか，あ
まり知られていない。しかし，伴奏を学んでいる学
生はそのような捉え方とは違い，伴奏者の重要性は
独奏者と同等であり，より良い演奏のために相手を
導いていくものだと認識している。この意識は，普
段の音楽を聴く際の伴奏部に対する注意度の高さに
も表れている。
　そして，独奏と伴奏，それぞれに求められている

能力の違いを記述式で回答してもらった結果，独奏
は「独自の表現」であり，伴奏に関しては「相手を
支える事」や「相手と調和する事」，「協力し合う能
力」を挙げている者が多く，他には「音を聴く力が
要る」といった意見もあり，まさに伴奏・アンサン
ブルの真髄をついた回答が得られた。バランスを挙
げた者の中には，「伴奏はバランスが大切，目立つ
ばかりではいけないし，隠れていてもいけない」と，
音楽全体のために何ができるか深く研究するべきだ
と意識している事がうかがえる。

質　問　項　目 平均値 標準偏差
自分のパートをきちんと弾けることに専念している 4.27 0.79
音量バランスが，常に相手より控えめであること 2.67 0.83
相手が入ってくるタイミングを，入りやすいようにうまくのせてあげること 2.90 0.85
シチュエーションによって相手をひき立てたり，逆に自分のパートが出る所を工夫する 2.78 0.97
相手と呼吸を合わせる 3.90 0.99
曲全体を理解し，各部分の互いの役割を分かって演奏する 3.22 0.97
前奏を弾き始める時，テンポや拍子，曲の性格等を把握している 3.00 0.93
それぞれの和音に，色合いや雰囲気など，響きの違いを意識して弾いている 2.93 0.85
相手パートと互いに協力して，一つの音楽を創り上げる 3.72 0.98
音楽全体を把握し，リーダーシップを持って相手を導いていく 2.58 0.82

表 3 　実際に伴奏する際の意識の値

図 3 　実際に伴奏する際の意識の割合
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3 ．2 伴奏の学習習慣，学習能力について
　学習習慣を尋ねる問いでは， 5 問中 ｢そうしてい
る｣ 割合の一番高い設問は，「自分のパートのみを
練習する」であり，一番低かったのは，「自分のパー
トと相手パートの両方を研究する」という結果が示
され，伴奏者の役割を尋ねた調査結果とは裏腹に，
自分の演奏するパートに専念してしまっている結果
が示された。
　伴奏する上で重要な和声の能力は，伴奏アレンジ
と伴奏形を作る項目で調査したが， 8 割強の学生が
「できない」と答えており，希望する学習項目につ
いても，「伴奏付け」が一番多く挙げられ，学生自
身まだ不十分だと考えているようだ。
　「現在の大学での伴奏学習は充分だ」と答えた学
生は 6 割強だったが， 7 割強の学生が「伴奏の授業
があったらとりたい」と答えており，「充分だがよ
り学習したい」と多くの学生が考えていることが分
かる。伴奏の授業で学びたい内容に，「相手が演奏
しやすくするための工夫を学びたい」という記述も
あり，伴奏によって相手のより良い演奏を導きだせ
る伴奏者になりたいと希望していることから，より
高度な伴奏学習を求めていることがうかがえる。

3 ．3 実際に伴奏する際の意識
　実際に伴奏する際の意識を尋ねる問いでは，10問
中 ｢そうしている｣ 割合の一番高い設問は，「自分
のパートをきちんと弾けることに専念している」で，
一番低い設問は，「音楽全体を把握し，リーダーシッ
プを持って相手を導いていく」という結果が示され，
これも学習習慣と同じく，自分のパートに専念して
しまい，伴奏者の役割の意識結果と反対の結果が示
された。さらに前述の「自分のパートをきちんと弾
けることに専念している」は，標準偏差が0.79と10
項目中最下位で回答に最も偏りが少ないことから，
実践ではより強く自分のパートに専念してしまう事
が明らかになった。

3 ．4 伴奏に対する意識と学習・演奏との格差
　調査によって，一般に考えられている伴奏を軽ん
じる意識は学生には見られず，その演奏全体に関わ
る伴奏の重要性に対し，学生の認識は高いことが明
らかになった。それに反し，実際に学習し，演奏す
る際には，音楽全体を担っている事を考慮せず伴奏
を行っている。学生の伴奏に対する意識と実際の学
習・演奏との格差が生じている現状が明らかになっ
た。よって重要度に欠ける伴奏の実態と，教育現場
での伴奏の授業方法に大きな関連性があると考えら
れ，大学において，伴奏教育をより充実化する必要
がある事がうかがえる。
　学習及び演奏の項目の調査結果において，伴奏

パートに専念してしまう結果が非常に高かったこと
から，相手と協力して一緒に音楽を作る意識は持っ
ているが，実際にはできておらず，そのための学習
法，訓練を受けていないのが原因であろう。自分の
伴奏する部分である一つのパートの音符しか見ない
状態に，教育機関が独奏に専念させ，様々な角度か
ら音楽を学習する教育法を行っていない事に関連性
があるのではないだろうか。ピアニスト・作曲家の
野平一郎は，パリ音楽院でのアンリエット・ピュイ
グ＝ロジェの伴奏クラスで学んだ授業内容を，｢実
践のための準備訓練｣ と言っているが，内容として
は，例としてオペラの最初から最後までを弾き，イ
メージが分からない時にはオーケストラスコアを参
照する。総譜を読むことを常に訓練として学び，更
にはその訓練によって初見力も身につけられ，幅広
い音楽性も高められる学習を行っている 5 ）。それに
関連した初歩としての学習法に，簡単な複声部の演
奏や合奏譜を読む訓練が挙げられるだろう。調査で
学びたい選択項目に ｢複声部奏｣ と ｢総譜の読譜｣
を挙げていたが，それらを選んだ学生は数少なく，
教育に取り入れられていないためにあまり馴染みが
なく，どのように役立つのか認識されていないのが
原因だと考えられる。楽譜に書かれている事を，一
面的な見方，考え方，そして演奏という学習展開に
ならないようにするために，様々な視点から音楽を
捉える習慣を身につけ，音楽を多面的，多角的に考
慮する姿勢を身につけさせること。この点をふまえ
た伴奏学習を進めていくことが，伴奏能力の発達の
ためには大切であると言うことができるであろう。

４ ．伴奏学習を遠ざける原因について

4 ．1 音楽家の形態の変化
　なぜ教育機関で独奏の勉強ばかりに集中し，伴奏
の授業が脇へ追いやられているのだろうか。この要
因の一つに，19世紀から20世紀にかけて音楽家の形
態が変化してきたことが挙げられる。イーストマン
音楽学校のサムエル・アドラー博士は，｢昔は演奏
家は作曲家であったし，音楽の分野での包括性をず
ばり示したような偉大な音楽家に何年もの間弟子入
りして訓練されたのである。だから，最も厳しく最
も中身の濃い方法で当時の地位にふさわしい音楽家
が作りだされたのである。時代が進み，演奏家や作
曲家が徐々に別個の個人に変形するにつれて，音楽
についての包括的な知識やその技術は，演奏家より
いっそう包括的にいつもしむけられている作曲家の
方に身に付くようになったのである。そしてさらに
専門化されて種々の専門家が造り出され，すべての
総括的な知識を細かく砕いてしまった。その結果，
演奏家，作曲家，指揮者，音楽学者，音楽理論家と
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いうようなたくさんの音楽家のカテゴリーを作った
のである 6 ）。｣ と述べている。19世紀には，音楽家
は作曲家でもあり演奏家でもあった。そして，更に
は教育者でもあり，批評家でもあり，あらゆる音楽
活動を行い得る総合的な活動をする音楽家が存在し
た。しかし，20世紀には多くの種類に細分化され，
現在ではピアニストは作曲しなくなり，全ての工程
が専門化してしまった結果，教育機関では，｢演奏
家を育てる｣ という名目のもと，得に独奏の教育に
専念していき，総合的な音楽能力を必要とする伴奏
は脇へ追いやられたのではないかと推測される。
　しかし，欧米にはより総合性のある音楽家を養成
する目的を持つ教育法が存在しており，そこで提唱
される教育概念はこのような要因について考察する
際，有用であると考える。

4 ．2 総合的音楽能力を育成する教育法
　フランスには「ミュージシャン・コンプレ」日本
語に訳すると「完全な音楽家」という言葉があり，
これは作曲家の三善晃の定義によると，「完全な音
楽家とは，作曲も楽器演奏も指揮も理論も，すべて
において堪能な音楽家のこと 7 ）」を指す。これは，
総合的な音楽能力を身につけた音楽家と言える。パ
リ音楽院の伴奏科の教授であったアンリエット・
ピュイグ＝ロジェは「完全な音楽家」と呼ばれ，ピ
アニスト，オルガニスト，作曲家，批評家，教育者
とあらゆる活動をこなした音楽家で，20世紀に存在
した数少ない「完全な音楽家」の一人であった。女
史の行っていた伴奏科では，あらゆる種類の音楽の
知識，楽曲構造，演奏技術など多岐に渡って学ぶた
め，この「ミュージシャン・コンプレ」を育成して
いる学科ともいえる。ピュイグ＝ロジェは，「この
ピアノ伴奏科は書式のクラスと演奏のクラスがちょ
うど半分ずつバランスよく調和したクラス 8 ）」と
言っている。
　この伴奏科の教育法をさかのぼると，19世紀のパ
リ音楽院ピアノ科教授ジョゼフ・ヅィメルマンが提
唱した「総合的な音楽家」教育から受け継がれてい
る。ヅィメルマンの著作である『ピアニスト＝作曲
家の百科事典』の内容は，第 1 部・第 2 部はピアノ
奏法，第 3 部には作曲理論教程という構成であり，
演奏と作曲理論の双方を習得する教育概念が読みと
れる。ヅィメルマンはピアニストが技術的に優れて
いるだけでは不十分で，和声を体得し，ある音楽を
聴いた時に，その「誤り」を判別しうる程度に達す
る必要があると考えている。その教育方針は，ピア
ノ科の学生の意識を演奏のみならず音楽のあらゆる
側面へと向けさせる原動力を与えていた 9 ）。ソロか
らオーケストラ作品までの再現ができる，幅広い可
能性を持ったピアノという楽器を専門にするピアニ

ストには，このような総合的な音楽能力が必要だと
考えられていたからであろう。
　アメリカで1963年にはじまった音楽教育で注目さ
れているものに，「現代音楽研究プロジェクト」と
いう研究がある10）。このプロジェクトの中心的理念
となっているコンプレヘンシブ・ミュージシャン
シップという言葉を日本語に訳するとすれば音楽的
総合理解という意味にでもなるであろうか，具体的
には①聴取・分析・評価，②演奏，③作曲の過程と
技法に対する幅広い能力と理解といった意味である
11）。このプロジェクトは，音楽という専門分野を再
統合するよう終始一貫して呼びかけてきたのである
が，また一方では，音楽が全体の専門職業を包括す
る枠組みの中で発展していかれるようにと弾力性を
保ってきたのである12）。この理念から分かるように，
このプロジェクトが生まれる原因になったのも，細
分化してしまった専門分野を再統合し，総合的な音
楽能力を育成しようという背景がある。コンプレヘ
ンシブ・ミュージシャンシップをもつ学生は，自分
たちの学習に対する責任がよりいっそう拡大され，
自分たちの音楽的判断や価値観をまとめて表現する
能力をのばしていくのである13）。このことから，土
台となる総合的な音楽能力を養うことが，後に続く
専門分野の育成に役立つものだと考えられる。
　現代の専門化された状態からくる偏った教育法か
ら，以上のような総合的な音楽家を育成する教育法
に近づけることができないだろうか。このような理
念のもと音楽教育を行うことによって，書式と演奏
を包括的に学ぶ必要のある，伴奏教育に対する意識
の向上に影響を与え得ると推測されるからである。

4 ．3 伴奏に対する偏った認識
　歴代の名伴奏者の一人であるジェラルド・ムーア
は，「ピアノを勉強する人達が，なぜもっと伴奏を
自分達の専門としないのか」ということの原因に，
聴衆や音楽関係者，ピアニスト自身が伴奏というも
のに対する誤解をしている，と指摘している14）。伴
奏に対する偏った認識に，（ 1 ）伴奏者に対する社
会の意識・捉え方，（ 2 ）ピアノ指導者の伴奏に対
する姿勢，（ 3 ）演奏者自身の意識，が挙げられる。

（ 1 ）伴奏者に対する社会の意識・捉え方
　日本の室内楽のパイオニアの一人であるピアニス
トの岩崎淑は，｢伴奏は素晴らしい仕事なのに，現
実ではそう思えない事が多々あるのです15）｣ と伴奏
者に対する差別的な扱いがある現状を指摘してお
り，現実には伴奏者は差別されている，と感じずに
はいられない環境下にある。ジェラルド・ムーアは，
｢独奏ピアニストの名は大きな活字で印刷されるの

に，伴奏者の名はプログラムの一番下に載せられる
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16）｣ と書いているが，さらには伴奏者の名さえも記
載されていないこともあり，このような状況では，
伴奏を専門的に研究しようという才能のある若い人
たちはなかなか増えてこないだろう。世界的な歌曲
伴奏者のヘルムート・ドイチュは，「残念ながら，
伴奏を仕事としている小さな群れは，ソリストの道
という “ 学習到達目標 ” に達しなかったピアニスト
たちである，という見方がいまだに流布している
17）。」と嘆いている。伴奏者はソリストより劣るも
のだという認識があり，優秀な音楽家が伴奏に興味
を持ったとしても，このような見方があるため，伴
奏の分野を敬遠してしまうのではないかと推測する。

（ 2 ）ピアノ指導者の伴奏に対する姿勢
　岩崎は音楽の専門的な教育の中での問題もあげ，
「ピアノの先生の中には，アンサンブルをやること
を絶対に許さない先生もいる18）｣ と指摘している。
教育に携わっている指導者が，独奏の曲の勉強に集
中させようと，伴奏やアンサンブルをさせないよう
指導している事が多くみられ，学生を伴奏学習・実
践から遠ざける原因の一つになっている。学生自身
の伴奏を重視する意識はあっても，このような要因・
環境により伴奏学習から遠のいてしまっている。し
かし，伴奏は突然できるようになるものではなく，
少しずつ訓練していかなければならないものであ
り，独奏と同じように，高度の技術・知識・音楽的
能力が必要となるため，早い時期から専門的に学ぶ
べきだと考える。

（ 3 ）演奏者自身の意識
　ジェラルド・ムーアは，｢独奏ピアニストとして
やっていくにはあまりにその競争がはげしいので，
しぶしぶ伴奏者という風采の上がらない群に入って
いく者もある19）｣ と言っており，伴奏者の中には，
本当の目的はソリストになることで，副次的に伴奏
をやっている音楽家が多い。岩崎は，「ソリストに
なれなかったから，安易な道として伴奏を選ぶとい
う人が，特に若い人に多すぎる。それではそもそも
良いアンサンブルを聴衆に聞かせることはできない
し，伴奏者の地位をあげようと願っても，演奏家自
身が伴奏の地位をそのように低く見ているのですか
ら，状況が改善していかないのも当然かもしれませ
ん20）。」と指摘している。しかし，演奏家自身がこ
のように捉えてしまうのは，上記のように社会的な
差別や教育上の問題などから，結果として表れた意
識なのかもしれない。

4 ．4 総合的な音楽能力育成と伴奏者育成との関連性
　伴奏家とは上記でのべてきたように，片手間でで
きるようなものではなく，音楽の幅広い知識と技能

を持った，本当の意味での音楽家でないとできない
もので，一般にはまだそのように捉えられていな
い。現在では音楽家の専門化が進んだのが原因の一
つに挙げられるが，大学等では独奏の学習を重視す
るため，総合的音楽能力を身につけられる環境でな
いと考えられる。伴奏及び楽典，ソルフェージュ，
対位法などは簡単に済まされているのではないか。
ピアノは，元来オーケストラ的な音域で指揮者的な
役割もはたせる楽器であるから，可能性が広範囲に
わたっており，あらゆる曲種を扱えなければならな
い。アンリエット・ピュイグ＝ロジェによれば，「“ 伴
奏する ” とは “ 道を指し示し” “目的の場所につれて
行く ” ことなのだ21）」と強調している。結局，伴奏
者というのは，指揮者と同様に，場合によっては，
指揮者よりももっと音楽というものを知っていな
ければならないのである22）。様々なソリストをその
時々に応じたあるべき場所へ導くには，あらゆる曲
種の知識，指揮者のような能力，演奏技術，楽曲構
造の把握など，あらゆる能力が必要となる。
　一方では，大学での学習期間は限られたものであ
るから，伴奏学習を極める程度にまで達する事は難
しいと思われる。そのため，卒業後の実践の中で応
用し，発展させられるよう，総合的な音楽能力をそ
の土台として築くことは重要だと考える。また，総
合的音楽能力を育成する教育と伴奏の授業が相互に
関連し合うことで，その相乗効果が発揮され，学生
は吸収力が増加し，探究心をかきたてられるものと
推測する。

５ ．結びにかえて

　本研究では，大学生のピアノ伴奏に対する意識調
査と，伴奏学習が遠ざけられている原因について
の研究を行った。調査した結果，一般の認識では伴
奏は一回り下のものと捉えられているが，学生は伴
奏の重要性を認識していることが分かった。そのよ
うな高い認識度があるにもかかわらず，学習内容は
不十分であり，学生の伴奏に対する意識と学習・演
奏との格差が明らかとなった。問題は，大学におけ
るピアノ伴奏学習の充実度が低いことであり，その
一要因として，音楽家の形態の変化が教育の専門化
を促し，演奏家教育が独奏に集中したため，伴奏教
育の発展が遅れたことが挙げられる。欧米で行われ
ている総合的音楽能力を育成する教育法は，ばらば
らになった音楽教育を総合して学ぶことを行ってお
り，この問題の改善に有用であると考えられる。
　現代の専門化された教育では，ソリストを育てる
ことを目標とした方針にのっとり，その教育の中で
学ぶ学生もほとんどがソリストになる事を第一に考
える傾向となっている。ヘルムート・ドイチュは，
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「どれほどものすごい数の若い人たちが世界中の音
楽学校でピアノを学んでいるかを考えると，彼等の
ほとんどがソリストの道の名誉と栄光を夢見ている
のは驚きで，伴奏者になる可能性などに目もくれず
に。しかし，われわれの音楽界は一流のソリストた
ちで溢れている。そしてその競争はそれに応じて激
しくなり，それに比べ，本当にうまい伴奏者は昔と
同様品不足である23）。」と現状の偏りを指摘してい
る。問題は，教育の中で伴奏の世界に触れることが
少ないために，その幅広く多彩な音楽表現を味わえ
るピアノ伴奏という分野を学べないことにある。音
楽教育における伴奏学習の現状は，教育の専門化に
よる独奏への集中で，学習の不平等が生じており，
教育現場が伴奏を深く学べる場として提供できてお
らず，伴奏を軽視する社会に対して，一音楽家の努
力，経験だけに将来の希望を託せるほど，楽観視で
きない状態である。
　アンリエット・ピュイグ＝ロジェの伴奏クラスで
学んだ藤井一興は，「ピュイグ先生の生徒への教育
内容はつねに，楽譜を多角的に読む能力をどのよう
に向上させるかということにあった24）」と述べてい
る。伴奏学習を通して，主体的，意欲的な学びへと
生徒を導くためには，このように演奏と学問を総合
的に組み合わせた実践教育が重要になるであろう。
この教育活動を経て，生徒達は自ら音楽と向き合
い，自分なりの課題を発見し，解釈を行い，様々な
曲に応用していくことができるようになり，幅広い
伴奏のできる音楽家に育っていくであろう。これら
の視点をふまえて，今後も多角的に音楽を学ぶ総合
的音楽能力を身につける伴奏教育について，研究し
なければならないと考える。伴奏は実践で経験を積
むことによってその能力は高く成長するが，それは
土台となる総合的な音楽能力を基盤とした上での可
能性であると考える。そのためには，教育の場でそ
の土台となる総合的な音楽能力を育成することが必
要で，伴奏教育に総合的音楽家を育てる教育概念を
浸透させていくことが今後の課題である。
　意識調査結果から「将来に役立つ」と答えた学生
のうち，「強くそう思う」と回答した者が 4 分の 3
近くおり，より伴奏を学習したいと希望する学生が
多いことが明らかになり，それにも拘わらず大学で
の学習が充分でないことは深刻な問題だと考え，そ
の気持ちを汲み上げる指導をしなければならないと
強く思う。実際には，学生が卒業後社会に出れば，
独奏をする機会より伴奏をする機会の方が圧倒的に
多い。社会において，蓄えた伴奏能力を開花させる
ためにも，それを受け入れる環境づくりが大切であ
ろう。今の状態では，専門的訓練なしでもできる 2
次的なものと捉えられている。教育機関が伴奏を重
視し，良い伴奏者を育成することで，伴奏への概念

が変わり，より高度な伴奏者を求める環境になって
いくであろう。一つの専門的な職業としての位置づ
けができれば，伴奏に対する水準が上がり，ひいて
は音楽全体の水準も上がっていくと推測される。今
後の社会の中での伴奏者のポジションが徐々に向上
していくことを期待したい。
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