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はじめに
近年、学校教育で重要な課題 となっているのが「 コ ミュニケーション」教育である。文
部科学省 は、平成 20年 に公示 された現行 の学習指導要領 の文言に直接、間接 にコ ミュニ
(1)
ケー ションに関す る内容 を盛 り込み、さらには「 コ ミュニケー シ ョン教育推進会議」
を設置 して種 々の活動 を行 うなどの具体的な取 り組みを行 って きた。
音楽科に関 しては、たとえば中学校学習指導要領 の「指導計画 の作成 と内容 の取扱 い」
の 2‑(7)一 アの項 目にこうある。すなわち、 この教科 を構成す る「表現」 と「鑑賞」
とい う2つ の活動領域 に共通することと して、「生徒が 自己のイメージや思 い を伝え合っ
た り、他者の意図に共感 した りできるようにす るなどコ ミュニケーションを図る指導を工
夫す ること」 (文 部科学省 2008:65)と

(2)。

そ して、 この点についての解説で述べ られ

ているのは、そ うした「言語による コ ミュニケーシ ョン」 の助けを得て、「本来、音 によ
る コ ミュニケーシヨンを基盤 とした」「音楽活動」が「一層充実することに結び付 いてい
「生徒一人一人の音楽に対す
くように配慮す ることが大切」であ り、そのことによって、
る価値意識 を広げる ことが考 えられる」 とい うことだ (以 上、引用はすべ て前掲箇所)。
つ まり、 ここで期待 されているのは、学習活動の中に積極的 に コミュニケーシ ョンを取 り
入れることで学習の質 を高め、逆にその ことが コ ミュニケーション能力の向上に繋がるこ
とである。
もちろん、 こうしたことは音楽科 に限らず、他のすべ ての教科にも当てはまることだろ
う。 しか しなが ら、音楽 とい うものの特性 を考えた場合、 この教科 の従来の 目標 を犠牲 に
す ることな く、他教科 よりも積極的 に、かつ、深 くコ ミュニケーション教育に関われる可
能性がないだろうか。 とい うのも、他教科に比べ、音楽科 で行 われる活動にはそれ 自体が
即 コミュニケーションの場 とな りうるものが多 く含 まれているからだ。す ると、むしろコ
ミュニケーションとい うことを出発点 として音楽科 の枠組みを捉え直 し、そこか らより良
いこの教育のあ り方を考えることがで きるのではなかろうか。
そ こで、 これか ら2回 に分けて、①学校教育 におけるコ ミュニケーション教育の口
果題 を
確認 した上で、それに音楽科が大 いに貢献で きる可能性 を持つ ことを論 じ ②その際に音
楽科 は コ ミュニケーション教育の数ある局面の うちでどこに焦点を合 わせるべ きなのかを
聞い ③それを承けて、現行の音楽科 の枠組みを保ちつつ、それを「 コ ミュニケーション
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教育」を基盤 とするものに読み替える方法を提示する、 ことにしたい。 1回 目たる今回は、
この① 〜③ の うち、最初 の 2つ を扱 う。

1

学校教育における「コミュニケーション」とい う問題と音楽科教育
まず始めに、現在の学校教育において「コミュニケーションJと いうことがどのように
問題 とされているかを確認 し、音楽科教育がそこに貢南
大で きる可能性を考えてみよう。
1.1 コ ミュニケ ー ション教育 とい う問題
学校教育 で「 コ ミュニ ケー シ ョンJと い う問題が注 目されるようになったのは、それほ
ど古 いこ とではない。 もちろん、教 育 の現場 ではこ うした問題 は常 に意識 されてい たであ
ろ う し、教 育学その他 にお いて も論 じられて きた ことではある。 しか しなが ら、少 な くと
もこの 国の学校教育 を司る文部科学省が この問題 を大 きく取 り上げる よ うにな ったのは、
平成 20年 に改訂 ・公示 され、24年 か ら全面実施 された学習指 導要領 にお い てであ り、22
年 に設置 した「 コ ミュニ ケ ー シ ョン教育推進会議」 (以 下、「推進会議」)と い う活動、お
よび、
「児童生徒 の コ ミュニケ ー シ ョン能力 の育成に資す る芸術表現体験」 (3)と ぃった事
業 にお いてである。 と りわけ、「推進会議Jは 、学習指導要領の公示 段階 ではまだ不鮮明
だった、学校教育における コ ミュニケー シ ョン教育 (=児 童 ・生徒 の コ ミュニ ケ ーシ ョン
能力 の育成 )の あ り方 を詳 しく論 じ、今後 の方向を示す もの として注 目に値す る。
では、そこでは コ ミュニケ ー シ ョン教育 はどの ようなもの として考 え られて い るのだろ
うか。そのことを明示 してい るのが、 同会議 の「審議経過報告」 (文 部科学省 201la。 以
下、
「報告」)で ある。 この「報告 Jは 、子 どもが ご く狭 い範囲で しか コ ミュニケ ー シ ョン
をとれず、それ も得 て して一 方通行 な ものに陥 りが ちである、 な どの傾 向 を指摘 しつつ
(同 :3)、

その打開策 を提案す る ものだが、その中に「 コ ミュニケ ー シ ョン能力」 の規定

とその育成方法 に関す る説明があるのだ。
まず、「 コ ミュニ ケ ー シ ョン能力」 につい てである。そ もそ もこの話 は 日常生活の中で
広 く普通に用 い られてい るものの、そこには実にさまざまな意味が込め られてお り、つ ま
りは「 どう とで も取れるJ語 で ある。
「報告 Jで もこの語 の多義性 を認 め つつ も、人の よ
うに定義 を行 っている。すなわち、
「 コ ミュニ ケー シ ョン能力」 とは、
い ろい ろな価値 観や背景 をもつ 人 々による集団にお いて、相互理解 を深め、共感 しな
が ら、人間関係や チ ー ムワーク を形成 し、正解のない課題や経験 した ことの ない問題
につい て、対話 を して情報 を共有 し、 自ら深 く考え、相互 に考 えを伝 え、深め合 いつ
つ 、合意形成 ・課題解決する能力 (同

i5)

である、 と。す なわち、考えや立場 の異 なる者たちが、姑話 を通 してお互 い に理解 し合 い、
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(1)

央える
関係 を築 き上げ、各 々がより良い生 き方を実現す ることに繋げる能力、 とで も言 い↓
ことができようか。そ して、 こうした能力を育む ことこそが「多文化共生時代の 21世 紀
においては

[…

… ]極 めて重要 だJ(同 )と 「報告」 は説 く。

次にその育成の方法についてだが、それはこう説明されている。すなわち、

①

自分 とは異なる他者を認識 し、理解すること、②他者認識を通 して自己の存在 を

見つめ、思考す ること、③集団を形成 し、他者 との協調、協働が図 られる活動を行 う
こと、①対話やデイスカッシヨン、身体表現等 を活動に取 り入れつつ正解のない課題
に取 り組む こと、などの要素で構成された機会や活動の場を意図的、計画的に設定す
る必要がある

(同

)。

とい うことだ。そ して、その具体 的な方策 として示 されて い るのが、1つ は「言語活動 の
充実」 (同 :4‑5)で ある

(こ

れは現行 の学習指導要領 で示 され、その後 も具体 的なあ り方

が模索 されて い る ものだ (文 部科学省

201lb:第 1章 ))。 また、 もう 1つ は「芸術 表現

体験活動 を取 り入 れた ワー クシ ョップ型の授業」 (同

:9)で ある

(こ

れ も「報告」 に先

立 つ平成 22年 か ら文化庁が関連事業 を始めてい る)。 す なわち、 コ ミュニケ ー シ ョンの手
段 たる「言語活動」 の質を高 め、参加者 が試行錯誤 を大 い に行 う余地 の ある「芸 術表現体
験」 をい わば「 コ ミュニケ ー シ ョン演習」 の場 とす る、 とい うわけだ。
ところで、学校 とい う場 ではさまざまなかたちで教 育活動 が行 われるが、その主軸 をな
史科 の授業 である。それゆえ、
「 コ ミュニ ケ ー シ ョン能力」
す のは時間の大半 を 占める各孝
の育成 とい う課題 は、種 々の特別活動 などでそれ 自体 を主題 として集中的に行 うこと もで
きるわけ だが、個 々の教科 の授業 との結 びつ きが重要 となる (同 :6)。 言 い換 えれば、
いずれの教科 も各 々独 自の適 したや り方 でこの課題 と関 わ らねばな らない、 とい うことだ。
す ると、音楽科 の場合、そ こには どんな可 能性が開けているのだろ うか。

1.2 音楽科 におけるコ ミュニケーション教育の可能性
具体的な検討 は後 に譲るとして、 ここではそのことを他教科 との比較 とい う面 か ら考え
てみよう。
コミュニケーシ ヨンとい う観点か らして音楽科が他 の教科 と大 きく異なる点がある とす
れば、まず、その活動中に自ず とコ ミュニケーションの場 とならずにはおかない場面が多
く含 まれている、 とい うことだろ う。 もちろん、厳密に言えば、授業時間中に教師 と子 ど
もが常に何 らかの情報 のや りと りをしてい るとい う意味では、他教科 も音楽科に劣 らぬ量
の コ ミュニケー シヨンをこなしていることになる。 しか し、問題はその中身である。他教
史師が伝達 しなければ
科 の場合、 と りわけ、いわゆる五教科 の場合、限 られた時間の中で孝
ならない情報量があまりにも多い

(し

か も、脱「ゆとり教育」のために、以前 よ りも増え
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ている)が ために、 どう して もそれは教師か ら子 どもへ の一方通行 にな らざるを得 ない場
面が多 くなる。 しか も、その際には子 ども間での コ ミュニケ ー シ ョンは生 じない

(も

ちろ

ん、そ うはな らない よ うに工 夫 はで きる し、実際に行 っている教 師 は多 かろ う。 しか し、
限 られた時間の枠がある以上、それに も自ず と限度があろう)。 また、個人の作業が主 と
なる美術 科や、その美術科 と五教科 の 中間にあるような技術 ・家庭科 の場合 も同様であろ
う。その点、音楽科 と体育科 では、子 ども同士が行動 を共 に し、 しか も、その際に協力関
係 な しには成 り立たないような活動 の場面が少な くない。音楽科の場合、共に歌い、奏 で
るとい う活動がかな りの部分 を占めてお り、 また、ある音 楽 を聴 く場合 で も、その理 解や
感想 について意見交i奥 す る場 を設け ることがで きる。すなわち、 この教科 では教師 と子 ど
もの間は もちろん、子 ども同士で もさまざまな コ ミュニケ ー シ ョンが授業 中に生 じること
になる。
とい うことはつ ま り、
音楽科

(そ

して体 育科 )の 場合、
教科 の学習活動が即 コ ミュニケ ー

ション活動 とな りうる、 とい うことだ

(「

なるJで はな く、「な りうるJと 言 ったのは、そ

れが 自動的に成立する ものではないか らだ。 コ ミュニケー シ ョン抜 きで表面的に行動 を共
にすることはい くらで もで きる)⑤ ならば、学習活動 の質 を高めることが、その まま コ ミュ
ニ ケー シ ョンの質を高める ことに繁が りうるだろ う。そ して、 まさにここにこそ、 コ ミュ
ニケ ー シ ョン教育に音楽科が大 い に貢献 しうる理由の 1つ がある。
そ して、 もう 1つ そ うした理由として考 えられるのが、音楽 とい うものの持 つ 自由さだ。
他教科 の場合、決 まった答 (正 解 )を 求 め られる場合が多 いが、音楽科 (や 美術科、ある
い は国語科 で扱 われる文学、すなわち広義の「芸術」)の 場合、なるほ ど無条件 ではない
ものの、かな りの 自由が学習活動の中には認 め られる。そ して、このことはそこで行 われ
る コ ミュニケ ーシ ョンに もかな りの 自由なや り取 りや試行錯誤の余地がある、 とい うこと
だ。 もちろん、 きっち りと手順 を踏んで「正解 Jを 目指す コ ミュニケ ー シ ョン も重要であ
る。だが、それだけでは「正解」 のない事柄 に満 ちて い る社会ではやっていけ まい。多様
な事態 に対処す るには柔軟 な コ ミュニケー シ ョン能力が必要 となろ うし、そ うした ものを
育 む場 として、音楽科 などの芸術 に関 わる教科 は相応 しかろう。
もっともこの第 2点 については、
「それな らば、す でに『芸術表現体験』 ワー クシ ョッ
プの枠が別にあるではないかJと 言 われるか もしれない。確かにそ うだ。そ して、 こ うし
た枠 での方が子 どもはよ り深 い体験 をする ことがで きよう。 しか しである。 この事業 の平
成 24年 度分 の採択校数は何 と 101校

(し

か も、その うち音楽は 6校

1)し かないの だ

(文

部科学省 c)。 もちろん、教 師が個人的に近隣の音楽家にボラ ンティアを頼むことはで き
るか もしれない。 しか し、それに して もやは り限度があろう。 となると、この ワー クシ ョッ
プ方式 をあま り当てにする ことはで きないので はないか ?

だが、悲観す るには及 ばない。

各学校 にはその担 い手たる音楽の教師が い るか らだ。 なるほ ど専門の音楽家 を招 いて行 う
もの と同 じとい うわけにはい くまい。 しか し、 日々の授業 を立 派に こな してい る教 師な ら
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(1)

ば、それを「芸術体験表現Jを 含 むコミュニケーション教育 の場 とす ることが十分にで き
るはずだ。
以上、音楽科が コミュニケーシヨン教育を担 い うる可能性

(4)￨こ っぃ

て手短に論 じてき

た。 しか し、その可能性 を現実の教育内容に結びつけるためには、次の問題を考えてみる
必要がある。すなわち、先に見 た「 コ ミュニケーシ ョン能力」 のい くつかの局面のうち、
、
の狙 いをつけてい くべ きか、 とい う問題である。
と
音楽科 はとりわけどこに中′

2

コミュニケーション教育 における音楽科の役割

一 口に「 コ ミュニケーシヨンJと は言 つても、そ こにはい くつかの異なる局面があるこ
それらは相互に関わ り合 っている ものであ って、
とは 1.1で 確認 した通 りである。もちろん、
どれか 1つ だけを取 り出して育成 しようとしても意味 はあるまい。 とはいえ、その重点の
置 き方については教科毎に工夫の しようがあろうし、その方が よ り大 きな効果が期待でき
る。たとえば国語科ならば、 コミュニケーションの手段 たる「言語J能 力の仲長に力 を注
ぐとか、あるいは体育科な らばまずは小 さなグループ活動において協調 ・協l動 力 を養 うこ
とから始める とかいつたふ うにだ。
では、音楽科 の場合 は コ ミュニケーシ ョン能力のどこに着 目すべ きなのか。 ここでは、
コ ミュニケーション概念 をさらに突 き詰めて考え、それを音楽 とい うものの特質に照 らし
合わせることか ら、その問題 を探 ってみることにしよう。

2.1 安冨歩 のコミュニケ ー シ ョン論
そのために参照す るのが、安冨歩の コ ミュニケ ー シ ョン論 である。安冨 は 『経済学 の船
出一一創発 の海へ』 (安 冨

2010)に お いて、社会 を構成す る コ ミュニ ケ ー シ ョンの一 要

素 としての経済 について論 じて いるのだが、その中で コ ミュニケ ー シ ョンとい うものの原
理的考察 を行 ってお り

(ち

なみに、その際に安冨が下敦 きに して い る ものの 1つ が、マ ネ

ジメン ト論 で有名 な ピー ター・ドラッカーの コ ミュニ ケ ー シ ョン論 である)、 これが コ ミュ
ニ ケ ー シ ョン教育 を論 じる上で も大 い に示唆 に富 む ものだか らだ ①。そ こで、以下、本
論 に必要な範囲内で適宜パ ラフレーズ しつつ 、それを見てい こ う。
安冨 はまず、「 コ ミュニ ケ ー シ ヨン」 を「人間同士が

(さ

らには生 命同士が)何 らかの

方法 で交信 し、お互 いの間で望 ましい関係性 を作 り出す過程」 の ことだ とす る
そ して、この過程 における「学習」 とい うものの大切 さを指摘す る

(同 :113‑4)。

(同 :112)。

た とえば、

2人 が会話 をす る場面 を思 い浮かべ られたい。 どち らか一 方が発 したメッセージ

(す なわ

ち、ある言葉 を用 いて言 わん とす る内容 )を 理解す るには、 受け手 はその と き発せ られた
言葉 の裏面 にあるものを読み解かねばな らないが、その「読み解 き」 には常 に不確実 さが
つ きま とう

(メ

ッセ ー ジを発 した当人ではないの だか ら、 当然 だ)。 しか し、お互 い に相

手が何 を言わん としているのか を理解 し、 自分 のことを理 解 させ よ う とする姿勢があるな
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らば、言葉のや り取 りを重ねる

(つ

まり、新たな情報を与え、受け取 る)中 で、その「読

み解 き」の仕方 は次第に更新 され、その結果が自分のメッセージ
に反映されることとなる

(こ

(と

それを伝える言葉)

うした過程 のことを安冨は「学習」 と言 い表す )。 そ して、

そうであれば こそ、会話 も円滑に進んでゆき、お互いの意思疎通 も図れることになる。逆
に、そうした「学習」が当事者の観方、 もしくはどちらか一方にでも欠けていれば、会話
とい うものはたんなる言葉 の表面的なや り取 りに終わった り、お互 いにとんで もない誤解
ように……)こ とに繋が るわけだ。 ともあ
れ、コ ミュニケーションにとっては当事者間での「学習過程が開いて」 しヽ
る (つ まり、
各々
に至った りす る

(落 語の「こんにゃ く問答Jの

がその都度 きちんと「学習」を行 っている)こ とが肝要であ り、その結果 として「揉 め事
が起 こ らずに、調和 を実現することが可 能 となる」 (同 :H5)。 先 に「望 ましい関係性J
と言われていたのは、この「調和」のことであ り、 コ ミュニケーションの 目標 はここにあ
ると安冨はみなすのだ。
ところで、
そ こで「調和」などとい うことが問題 とされるのは、
従来の コ ミュニケーショ
ン論に含まれる、ある重要な要素を否定するために他ならない。それはすなわち、「共有J
である。まずそもそ も、先の 2人 の会話 の場合で言えば、
二 人の人間が厳密 に「 同 じ考 えを共有する」 とい う事態が起 きる とは考 え られない。
身体 の機能 も人生経蔽 もそれぞれ人間は少 しず つ違 っている。それゆえ同 じものを見
た として も受け止め方はそれぞれ異 なっている。たとえ同 じ数式 を理解 し、同 じ計算
結果 を出 したとして も、二 人が同 じ思考回路 を持 っていることを示 しは しない。頭の
なかが どうな っているかは、わか りようがないので ある。端的に言 つて、共有は無理
で ある。
(同

:H5)

そ して、それにもかかわらず、「共有」をコミュニケー ションの究極 の目標 に据えるとな
るとどうなるのか。結果 として、力のある者が「 自分 の『考え』なるものを他人に押 しつ
けて対話を封 じ込めJ(同 :227)る 一方で、そのように「押 しつけJら れ、それに抵抗で
きない者 は「本来の 自分 自身が、自分のなかの他人になって しまうとい う恐 るべ き事態J
(同

:202)(す なわち、そうした「考え」が自分 の実感に反するにも拘わらず、む しろそ

う感 じる自分の方をおか しいと思いこみ、己を抑圧 してしまうこと)が 出来することにな
ると安冨 は説 く (5)。 実に驚 くべ き指摘だが、考えてみれば、誰 しも知 らず しらずのうち
に意見や価値観などの「共有」を他人に押 しつけ、また押 しつけられているとい うことは
現実にい くらで もある

(も

ちろん、か く言 う私にも)。 しか も、一見 もっともらしいかた

ちを装 って。誰 もが反論で きない類 の物言 いなどがその典型だ。たとえば、
「話せばわか
る
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れるが、得 て してその裏には「話 してもわからない」異分子 は排除す るとい う考え方が潜
む。つ まりその場合、
「話す」 ことは真 の意味での「姑話」 ではな く、姑話 を装 った押 し
つけなのだ

(こ

うしたことは、たとえば米国の中東諸国に対す る対応を見れば明 らかだろ

う)。 学校 のみならず一般社会にもい くらでもある「い じめ」なども、1つ には こうした「共
「共有」 とはコ ミュニケーシ ョンの 日標や理
有」の圧力の賜物 だと言えよう。 ともあれ、
想 であるどころか、逆に阻害要因であ り、当事者を疎外す るものである、とい うのが安冨
の コ ミュニケーション論における極めて重要な論点である。そ して、だか らこそ、その「共
有」の代 わ りに「調和」 とい うことの大切さが説かれるのだ。
では、その「調和」 とはどうい うことなのか。それはすなわち、1つ の コ ミュニ ケー
ションの場を共にする者たちの間で、先に述べ たような「学習」を伴 う対話が きちん と成
立し

(と

い うことはつ まり、
「対話の封 じ込め」がな く)、 各 々がその対話の成果を承けて、

自分の考えを自分な りに発展 させていけるような状況のことである

(同 :227)。

だか ら、

「落 としどころ」
そ こでは必ず しも意見の一致をみる必要 はない。「調和」とは断 じて何かの
のことではない。む しろ、そのようなものを無理に求めてはいけないのである (念 のため
に断 っておけば、
「一致」その ものや、それを求めること自体が悪 い とい うのではない。
あ くまで も悪 いのは強引に決着 を付けることである)。 それゆえ、 しば しば ごたごた も生
じるが、肝心なのは、それにもかかわらず コミュニケーションの場 を維持 しようと当事者
が努力する ことなのだ。そ して、その過程で「差異 を当然の こととして受け入れ」 (同

:

175)つ つ、「学習」 によって己の考え方やあ り方をその都度更新 でき、結果 として各 々が
少 しで も以前 よ りも何か しら考えや感 じ方を広げ、かつ、深め、より良い生 き方を実現す
ることに繋がれば良いわけである。
ところで、こうした コ ミュニケーション論が正 しいとす ると、それは 11で 確認 した コ
ミュニケーション観 との間に皿齢 を来さないだろうか。 とい うの も、そ こでは「共感J「 共
「合意Jな どとい うことが挙げられていたのだか ら。なるほど確かに安冨の コ ミュニケー
有」
ション論か らすれば、そうした語彙 は問題視 されざるを得 まい。 しか し、 この安冨の論を
いわば「修正意見」 として積極的 に受け入れることで、文科省が示す コ ミュニケーション
能力 とその育成 とい う課題 はより現実味 を増す ように思 われる。何 と言 つて も、それは
「多文化共生」時代の中で「自己を確立 しつつ、他者 を受容 し、多様 な価値観 を持つ人 々
と共に」生 きてい く「開かれた個」 を育 てることを目指す ものなのだから (文 部科学省
201la:1)。 その中で気 をつけるべ きは、 コ ミュニケーションを通 じて生み出される「新
たな価値観」 (同 )を 決 して無理矢理 1つ の「共通の もの」にJえ 敏 させないことである。
ともあれ、 コミュニケーシヨンが先 に見たような過程、すなわち、当事者たちが適切に
学習 を行 いつつ、 メッセージをや り取 りし、全体 としての調和 を実現する過程の ことだと
す ると、そこで もっとも重要になるのは、どのような局面なのだろうか。結論を先に言え
ば、それはメッセージを「受け取るJこ とであ り、 きちん と耳 を傾けることである。安冨
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は自身の コミュニケーション概念をつ くりあげる過程で ピー ター・ ドラッカーの コミュニ
ケーション論 を参照 してい るが、そこで掲げ られている 4つ の基本原理の うち、「 コ ミュ
ニケーションは認知である」 とい う点

(安 冨

2010:118)￨こ ついて、次の諸点を指摘する。

すなわち、 (1)コ ミュニケー ションは受け手がするものだ

(同

)(2)受

け手が主体で

あるがゆえに、
受け手の受容可能な範囲が、コ ミュニケーションの実現可能範囲となる(同

:

119)(3)受 け手が、経験に基づいて感情 を変えるとい う意味での学習過程 を作動 して
いなければ、 コミュニケーションは成立 しない

(同 ■20)一 一 この 3点 である。すなわち、
コミュニケーションの出発点にして成否の鍵 を握るのが「受け手」 の態度である、とい う

ことだ。もちろん、だからといって、メッセージの「発信」が軽ん じられてよいとい うこ
とではない。 しか し、
「受信」が正常 に行われなければその先 はないのである。そ して、
このことは音楽におけるコミュニケーションの問題を考える上で、極めて示唆に富む点だ
と言えよう。

2.2「 調和」を実現する場としての音楽――あるいは、「聴 く」 ことの重み――
以上、安冨歩 の コミュニケーション論 を概観 してきたが、次にこれを音楽の場合に当て
はめて考えてみよう。
ところで、音楽ではメッセージの媒体 となるのは音楽、その送 り手 となるのは「作曲家」
と「演奏

(唱 )者 J(作

曲容が これを兼ねることもある)、 その受け手 となるのは「聴 き手」

である。ただし、たとえばそれらの関係は「会話」などの場合 とは些か異なる。まず、自
作 自演以外の場合には「作曲家」 はこの コ ミュニケーションの場に立ち会 うことがで きず、
伝達の役割を演奏者に託す しかない

(そ

もそ も作者不詳、あるいは作者不在の音楽などい

くらでもある)。 そ して、そうした役割を引 き受けた演奏者は、たんなる「代理人」では
あ り得ない。そ こには自ず と自身の解釈な り表現な りが盛 り込まれざるを得ないか らだ。
つ まりは、 この演奏者自身がすでに演奏に先立って「受け手」である、とい うことに他 な
らない。 しかも、1つ の演奏が複数の者に よつて行われるとなると、そ こには複数の異な
る「受け手」が関与することになる。そ して、 もし、そうした演奏に関わる者 たちの間で
意味の「共有」が演奏の必須条件 だとすれば‥‥い、そ して、それを複数の者が聴 くとなる
と……考えただけで 目が眩む思いがする。
しか し、それは無用な心配 とい うものだ。そこでは意味の「共有」ではなく、各 々の音
楽をめ ぐる行為が全体 として 1つ の調和 をなせば良いのだか ら。たとえば、合唱。声 も違
ヽ
えば性格 も違 う者が集まって、誰かの作品を歌 う。そのとき肝′
と
なのは、まず、各 々の歌
い手が自分なりにその作品のメッセージを真勢 に受けとめること、そ して、それに即 した
、
と
表現をど
掛けること、そ して、他の歌 い手の表現 に耳 を傾けつつ「学習Jし 、自分の表現
をより良い ものとすべ く工夫す ること、そ して、演奏全体 に 1つ の調和をもたらそうと努
めること、ただ し、その際に決 して各人 は「全体」のために自分の表現意欲を完全には犠
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牲 にしないこと、である。また、聴 き手 はといえば、演奏に、ひいてはその作品に込め ら
れたメッセージに耳 を傾けること、
その中で 自分の聴 き方を更新する可能性を探ること(=
学習)、 その結果、その作品や演奏が好 きになれれば良 し、また、たとえ好 きになれな く
とも、「ああ、 こんな世界 もあるのだ」 とわかれば良 しであ り、自分 とその音楽 との関 わ
りを感 じ取 り、それを認めること

「調和Jで ある)が 求め られる。
(そ れがすなわち、

さて、その「調和」だが、音楽 コ ミュニケーションの場合、言語 コミュニケーションと
比べ て、その実現に関 して長所

(見 方を変えれば短所)が あるように思われる。それはメッ

セージの媒体 の特質の違いによるものだ。つ まり、音楽の場合、言語に比べ て、良 くも悪
くも、そのメッセージは直感的に捉えられる

(た

だ し、音楽その ものをメッセージとみな

した場合。音楽が何か音以外 の ものを表現 したものだとみなせば、また話は違って くる)。
他方、言語 メッセージの場合、 どうしても言葉その ものの意味内容 の理解 とい うものを介
して しまう分、その伝達は回 りくど くなる。そ して、そのことが「調和」へ の道の りを遠
くして しまう。その点、音楽ならば、直感的に捉えられるものであるがゆえに、その分素
早 く「調和」へ到達 できる可 能性がある。「理屈」抜 きにである (誤 解 しないでいただ き
たいが、音楽 とい うものに理屈が全 く不在 だとい うのではない)。 もっとも、その素早 さ
が逆に徒 となる可能性 もある。とい うの も、そのように素早 く伝 わったものが 自分に とっ
て好 ましくない ものだった場合、受け手 はあっとい う間に感覚に蓋 をして閉ざし、その後、
その受け入れを拒むか もしれないからだ。 もっとも、言を覆す ように思 われるかもしれな
いが、音楽のメッセージには、逆に「伝わ りに くさ」 もある。言語に比べ て抽象的だか ら
だ。言 い換えれば、 どうとで も取れる余地が言語 よ りも追かに大 きい、とい うことである。
そ して、このことはコミュニケーションにおいて、より自由に、 しか も当事者間で傷 つ け
合 うことな く試行錯誤を行 う余地がある、とい うことを意味する。言語 コ ミュニケー ショ
ンであれば悪罵の投げつけあいになりかねないところを、音楽の抽象性が救 って くれるの
だ。そ して、その分、「調和」の実現にさまざまな可能性が生 じることになる。 ともあれ、
音楽 とい うものが以上述べ たようなものだとする と、それによる コミュニケー ションは、
この「調和」 とい うものを実感 し、その実現へ の方途を試行錯誤的に体験 し、学ぶ場 とし
ては絶好 の ものではなかろうか。そ して、そ こでの体験 は、言語その他 の コ ミュニケー
ションにも有効に活かされるはずだ。
する と、そ うした音楽 コ ミュニケーションの場を設け、体験 させるものとして音楽科 は
どのような点にもっとも配慮すべ きだろうか。それは「聴 く」こと、より精確 に言えば、
「開
かれた学習を伴 いつつ聴 くこと」である。何 となれば、それが音楽 コ ミュニケーションの、
ひいては音楽能力の上台をなす ものだからだ。音楽を聴 くだけの立場の者であろ うと、演
奏す る立場 の者 であろ うとを問わずにである。「聴 くJこ とか らすべ てが始 まる。「調和」
に向けての第一歩が。逆 に、これができなければ、何 も始 まらない。音楽はたんに感覚的
な好 き嫌 いの レヴェルで処理されて、それで終 わ りである。そ して、音楽にそのように接
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する

(い

や、「その ように接す ることしかで きないJと 言 うべ きか ……)人 は少 な くない。

な らば、その よ うに固 く閉 ざされた耳 を持 つ者 に射 してはそれが少 しで も開ける ような、
また、それな りに開けた耳 を持 つ者にはさらにそれが広が るよ うな場 を用意 し、体験の手
助けをする ことを音楽科 は第一 に目指すべ きだろう。そ して、 この上 台 の上 に こそ、その
他 のすべ ての活動 を花開かせ ることがで きよう。
しか しなが ら、それはそれ として、音楽科孝
史育が学校 で行 われる ものである以上、そ こ
にはどうして も避けて通れない ものがある。言 うまで もな く、学習指導要領だ。そ こで最
後 に必要 となるのは、この学習指導要領 とこれまでの議論 のす りあわせ を、言 い換 えれば、
コ ミュニケ ー シ ョン教育 の観点か ら学習指導要領 を読み替 える ことで ある。だが、それは
次回に譲る ことと し、今回はとりあえず ここ まで としたい。
(以 下、続稿 )

註
(1)そ の設置の趣 旨は次のように述べ られている。
「国際化の進展に伴 い、多様な価値観を持つ人 々と協力、
協働 しなが ら社会に貢献することがで きる創造性豊かな人材 を育成す ることが重要です。 また、近年、
子 どもたちが 自分 の感情や思いをうまく表現す ることがで きず、容易にキレるなどの課題が指摘 され
ています。このような状況を踏まえ、子 どもたちの コ ミュニケーション能力の育成 (以 下、 コ ミュニ
ケーション教育)を 図るための具体的な方策や普及のあ り方について調査・検討 を行 うため、『コミュ
ニケーション教育 推進会議』 [… …]を 設置 します」 (文 部科学省 b)

(2)意 外にも、小学校の音楽科学習指導要領にはこれに類する文言が含 まれていない。だが、だからといっ
て、小学校 の音楽科が コ ミュニケーションの問題を等閑視 しているとい うことにはなるまい。
(3)こ れは平成 22年 度か ら文化庁が行 つている「次代を担 う子 どもの文化芸術体験事業Jの うちの 1つ
である。この事業 の 目的は文化庁のホームページで次のように説明 されている。「小学校 ・中学校等
において一流の文化芸術団体による巡回公演 を行 い、又は小学校 ・中学校等に芸術家を派遣すること
により、次代 の文化 の担い手 となる子 ども たちの発想力や コ ミュニケーシ ョン能力 の育成 を図 り、
将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の向上につ なげることを目的 とした事業ですJ(文 化庁
2011)。

(4)安 冨はこの著作に先立つ共者 『ハ ラスメン トは連鎖する一― 「 しつけ」
「教育」 とい う呪縛』 (安 冨 ・
本條 2007)￨こ おいてすでに同様の コ ミュニケーション論 を展開 している。 しか も、それは副題にあ
るように「教育Jを 論 じたものであ り、その意味では本論ではむしろこちらを参RRす べ きだつたのか
もしれない。が、 コ ミュニケー ション論 自体 は断然、安冨 2010の 方が充実 しているので、本論で
もこちらに依拠 した。

(5)安 冨はこのことを「ハ ラスメン ト」 と言い表 し、それを「相手の抱 いている感覚 とは異なった『意味』
を押 しつけることである。 この押 しつけられた意味 と感覚のズ レに対 して、『自分が間違 っているの
ではないか』 とい う罪悪感を抱かせることがで きるなら、それを使って相手 を操作することがで きるJ
(安 冨 2010:58)と 説明する。詳 しくは安冨・本條 2007を も参照のこと。
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