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音楽の授業成立に関する一考察

千成龍 夫

A Study on Successful Teaching in General Music 

Toshio Sennari 

概要

今a義務教育における音楽科の授業において，授業が成立しないという発言が教師や子どもたち

から起きている。 ζ の原i濁を究明するためには，授業を成立させたりさせなかったりする条件そ明らか

にする必裂がある。筆者は J司マーセルの音楽的成長の概念を，子どもたちとの関連でとらえて，そ

れを斉藤嘉樽氏の実践に照応する乙とによって， ζ の問題lζ焦点を当ててみた。マーセルの所論から

は，場行指導要領批判の視点が明らかになり 斉藤氏の実践については，氏の方法がマーセノレの言う

楽的成長の概念に員IJしている ζ とが判った。しかし音楽科教育の全体構造の中での教育内容としての

音楽(音楽作品)にたいする接近の不十分さを解明する乙とが，今後の課題として残ったと言ってよ

いと思う。

はじめに

朝日新聞はその朝刊にくいま学校で>と越して，今臼学校教育で生じている様々な局面を，子ど

もを中心に据えながら短かい記事にまとめている。 ζ の企画は昭和47年にはもう始められていて現在

もなお続けられているのであるが，学校教育で現実に生じている問題点を考える手掛りを我々に提供

していると言ってよいと思う。幾分!日留に潟するが，音楽科の授業が取り上げられたのは，昭和47年

12月 7臼から 10日κ渡って 4回であった O ζ 〉でそれぞれの記事について要約してみたい。第 1自白

は<音楽ぎらい>と題されている。東京都の或る小学校 5年生の授業で，子どもたちが騒いで授業が

できない。新学期早々先生は子どもたちと相談して，授業中の悪ふざけ，忘れ物を退治するために罰

として正座する ζ とを申し合わせる。授業が進むにつれてiE~組は男子を中心iζl クラスにつき 3 分

のlか4分の lの子どもたちが公然と坐り ζ むようになる。 ζ んな状態にたいして先生はサジを投げ

てしまわざるを得なくなる。おもしろくない教科書，頭でっかちの指導法，受験本佼の学校での，

楽の授業の地位の低さ。いろいろな理由は挙げられようが子どもたちは， r要するに，つまんないやj

と言うのである O つぎの記事は<ミゾ>と窓会れている。近どろの音楽の授業が先生方にとっては極

めてやり Kくいのである。創作を例にとってみると，学習指導要領によれば， リズム，旋律，編曲や

作曲なと、からなる創作指導の仕上げで， 6年生の到護団擦は最低 8小節から16小節の践を作る ζ とに

なっている O 子どもたちの創造性が極めて大切である乙の学習分野において，教える先生方は規則は

なるべく押しつけずに，言葉の語感， リズムと音の高低長短の関係などを押えて，よい認を与え自由

に創作させようとする。しかし子どもたちはのって ζ ないのである。満足な楽譜を書ける子どもも少
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なく，作る気さえ起さないりさればと言って規制lζ当てはめるような授業の展開では， を知識とし

て教え乙むこと lζ偏よって行き，子どもに部作の必要性を感じさせる乙とは不可能に近い。子どもの

まわりはレディメイドの音の洪水である O 教室の音楽と子どもたちとの聞のミゾは深まる一方である。

第 3の記事は教sIPについて苦かれていてそのタイトルは<音痴先生>である。 ζ れは文部省実験学絞

で生じた教師の関越である。或る教婦は自分が一斉続lで‘あるために， これまでの音楽の授業を開僚に代

ってもらっていた O しかし全校挙げての研究であるからには一人だけそれを避けて通るわけにはいか

ない。 f読みJ浮き計算など，人間生活iζ欠かせない恭本的な教科さえ満足にできない子が多いとき，安

楽にそんなに力を入れるのは子どもたちのためではないJという主張は肩身の狭さを本人に与ーえるこ

とになり，彼はその学校を去って行く。その先生は音楽の専科教員のいる学校lζ転勤した。それでは

故後のJe一事についてみよう。それはく差別>と題されている。ごく平均的な学校で 1年生が手にする

楽器は，ハーモニカ，木琴，オルガ、ン，大太鼓，小太鼓， トライアングル，カスタネット，タンバリ

ンであり 3年生になると，たて笛とアコーデイオンが ζれiζ加わる O 高学年では，鍵量生ハ→モニカ，

ピアノ，電子オルガン， トランペット，フルートそれに各種の打楽器類が増える。乙れは指導婆領の

器楽の項に指定されている白擦を達成するために小学校で必袋とする楽器群なのである。それらの楽

器の各家庭における購入の問題，学校の各種行事に更をよすることになるであろうこれらの楽器の練習，

そして必然的にこういった活動から外されて行く子どもたち。盛んになる一方の器楽教育は，その陰

で一般教科とはまた違った差別をすこどもの間lζ持ち込みはじめているのではなかろうか，という懸念

でこれらの記事は終っている。

雑i1主「音楽教育研究J1)は新春特別会i盛として<教わる側の発言>を特集lζ組んだ、。全国から集

まった千五百余縦の音楽教育にかかわる子どもたちの発言から，地域的なノイランスを考え， またなる

べくいろいろな子どもの考え方を紹介するよう配慮しながら，雑誌に掲載可能な 319名の作文を，

楽と私，教科書にたいする意見，授業はおもしろいか，テストについて，ひいてみたい楽器，わたし

の音楽の先生，歌謡曲とはどんなもの，私の好きな歌は ζ れ，歌手というものは，好きな歌手きらい

な歌手，音楽会をめぐって，家庭での音楽体験，音楽レッスンと私， CMソングは音楽か，以上10項

目iζ渡って集録したものである。それについて細かい分析をする余絡はないが， ζ>.1ζ も音楽教育が

当面している綴々な局面が子どもたちの発言lζ反映して現われていると見てよい 2)。

以上乙の小論を書くに当って，先ず子どもたちの置かれている音楽教育をめぐっての現実に触れ

て，その問題を明篠にする手掛りを得た。すなわちこ乙で述べられた子どもたちにおいて，何故音楽

の学習が成立しないのかという問題がそれであり，従ってその原因の究明と音楽の授業が真に成立す

る条件を整える ζ とが，音楽教予まにたずさわる者の焦腐の問題なのである。

それでは授業が成立するためにはどんな要鴎が考えられるであろうか。砂沢喜代次氏は教育認識

論の展開からその帰結として「授業の論理や成立根拠に結びっく子どもの認識の発達構造がじゅうぶ

んにおさえられて ζ そ，jEしい授業の組織化が可能となるjと述べておられる。そして正しい筏業の

綴織化と筏業の成立との関係はz 授業をつぎのようにとらえる時「人間の構造が，個人であって問時

に築間組織の一員， 1間人化と同時に集団イヒ， f混入と集部との矛盾主主藤をそのなかに包んでいて，それ

が文化的価{息社会的事実，歴史的現象および生活問題などの教材化されたものに立ち向うさいに起

ζ るのが授業であるJ3) ー 乙の両者の帰結として授業の成立が定立することになろう。従って ζ れ

らの要因を音楽科にひきつけて考える特，音楽の授業の成立に関して考察されるべき対象が規定され

うる。すなわち，教科の論理や成立根拠としての音楽の本質について，またそのよ質lζ規定ぢれる教
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材について，更にそれらにかかわる子どもたちの認識の発達構造としての青楽的成長の問題，そして

授業ぞ成立させるために ζ れら諸要凶問の矛盾葛藤の裂となる教fJrtiの教育的営為について等が対象鎖

域となって，それらを包み ζ む教育現実を背景に負いつつ浮び上ってくる。 ζ れらの問題をすべてき

め細かく展開する ζ とは，その問題がかかわっている多様性や複雑な相互関連性のために筆省のか誌

が及ばぬと乙ろである。従って本小論の論題について考察する時，対象会限定して捕を進めようと思

う。本論の構成はつぎのようなものである。先ず音楽教育心理学者であった j内?…セルの音楽的成

長の概念について述べ，その縦念iζ照らして現行文都省の学習指導室長銀を検討し，更に綬業の成立と

いう視点から斉藤喜博氏の実践を見るという ζ とになる O ζ の三論点を述べる過程で音楽の授業成立

の問題があらわになるであろう。

J.L勺マーセルの音楽的成長について

マーセル lζかんし，彼の主著と言われている三間の著作についてはすで κ我bl~ で翻訳済みであり，

雑誌「音楽教育研究j は昨年の 3月号iζ彼の音楽教育論を特集iζ総んだ。従って彼の音楽教育論につ

いては改めて述べることはない。しかし彼の音楽的成長という概念を説明するためには，彼の音楽

教育への貢献をも含めて彼の著作の理論的背呆を述べておく必要がある o "7ーセルは1930年代アメり

カ教育界の主流となっていた進若手主義教育運動の思潮を背廷に， J吋デューイの教育哲学lζ立脚しな

がら，音楽的知覚を，音楽そのものをも合めてゲシタルト心理学の立易jから教育実践にひきつけて考

究し，硬直化しでいた音楽教育における読譜中心主義，技術偏重の教育にたいして，その論理的欠陥

と不毛性を指摘し，音楽教育にたいして警鐘を投げかけたのであった。彼の音楽教育論の限界につい

てはデューイ批判と軌任ーにする点があり，諸家も述べている ζ とである 4)。しかしまえがきで述べ

たような我国の音楽教脊の刻実を見るとき，まさにマーセ jレが鋭く指織した問題点があらわになって

いる ζ とが一見して判るのである。従って彼の理論でそういった我国の教育現実を切ってみる必要ーが

あるのである。

それではマ…セルの言う音楽的成長とはどういう乙とであろうか。 ζ の概念が彼の著作のタイト

jレとして使われたのは1948年出版のrEducationfor Musical GrowthJ (美国尚子訳「音楽的成長のた

めの教育J) .亡おいてであった。乙 hで提示された長年iζ渡る彼の音楽教育研究の帰結は，ーそう凝縮

されたかたちで1958年アメリカ教育研究全鴎協議会の年報 fBasicConcepts in Music EducationJ ~C 

"Growth Process in Mu唱icalEducation"となって集録された 5)。そして ζ の論文が彼の絶筆とな

った。以下 ζ の論文によって彼の述べる音楽的成長についてまとめてみたい。

7 ーセノレは，教育とは導びかれた成長代 guidedgrowth "であるという命題から出発し，音楽教

育における成長の意味を，その過程の主要な特質を追求するととによって解明し，音楽的成長という

概念が，音楽教育で最も翁婆な支柱であると述べる。青楽的成長過校を追求する際lζ問題となるの出

成長という事柄についてであるが，当然の ζ とながら ζ 乙では，音楽体験に関連する我々の行動の変

容が取上げられる。マーセルは乙れまでの学習埋論を発達論"developmental theory " と連合説

日 間ociationism>>乙分けて，前者にたいする行動の変容は成長や発速によってもたらせれるもので

あり，後者にたいしては，特定のがi激と反応の結合を累積して生じるとした。 ζ の両論の対立点を，

迎合説にあっては，現行の音楽カリキュラムがとっているような，特定の学習系列の長い積上げ的な

組織化，及び反復練習による形成であり， ζ れにたいして発達論では，当記した問題iζたいする大ま

かな犯緩から次第に理解の輪が拡大してゆく，すなわち発展的iζ問題が明確化されていくのであり，
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全体パターンの再構成がなされるというのである o 従って連合説においては，手較で鰐単明瞭な指導

の定式化が生じる乙とになるが，発達論にあっては，有意義な体験を知的にどう取扱うかにかかわっ

て，成長の本震である明確化と知的分析の過程を生み出す方向lζ進むζとになる。従って ζの理念の

応用や実践化は極めて困難な問題である ζ とが推察される。しかし7 ーセ jレは，自己の長い学習心理

学的研究の帰結として ζ の発議論に立脚したのであった。彼はそこからつぎの三つの論点を提示して

いる O 成長の過程の本震は何か。その特性のどれが音楽教育の計画と指導の実際の商で最も君主要な意

味を持つのか。成長の特性は指導計額とどのようにかかわるべきなのか。以上について彼の論を更に

追ってみよう。

マーセルは成長という複雑な事象の中から，彼自身発建系..developmental line "と祢した概

念を抽出し，それを考察の対象に置く。樫の*はト‘ングワの実から芽を出して巨木iζ至るまで一貫し

て樫の水であり，キャベツは常lζキャベツである。即ち成長の特質を一言で言い当てると，その一貫

性 continuity という乙とである。精神活動についてみると. 15ヶ月の幼児は本を見て自分のわ

かる絵を撫でたり打ったりする。 18ヶ月ではその絵を指さす ζ とができ， 2才になると本の中の三つ

の絵の名を言う ζ とができるようになる。 3才では 4俗の図形の途いがわかり 5才では幾つかの目

立った大文字がわかり 6才になると何倍かの印刷された単語が読みとれるようになる O これは読解

力にかかわる視覚的記号への反応と理解の問題であるが， ζLでも幼児の段階から高度な読解力の段

階に至るまで，成長の一貫性を保っている ζ とがわかるであろう。従ってζ の考え方は，カリキュラ

ムの計脳組織並びに指導の実際lζ深くかかわってくる乙とになる o 乙れを音楽教育iζ員Ijして考えると

発達論の観点では，音楽の教授は!日来の意味での教科教材の指導ではなくて，成長系の助成であり，

一貫性と L、うその特性は成長のすべての段階で変る ζ となく保持されるのである。音楽の成長系の中

味を呉体的かっ心理学的に述べると，音楽芸術は音楽性..musicali ty "と呼ばれる人間の本性に根さ、

す精神機能にかかわり，それは音楽芸術の実質となるりズムや音組織への反応と言える。この音楽性

は，あらゆる人間に普遍的にあるものであり，人間が外界の動態iζ反応する蕊本的な方法の一つであ

り， また入閣の成長のどく初期からその兆候が現われ，子守口長や母殺の声への反応，後には旋律iζ似

た断片を口ずさんだりくりかえしたりする現象となって現われる。 ζ"fζ見られるリズムや音楽組織

にたいする反応、が，高度iζ版関された音楽的レベルにも一貫して継続するのであり，これが音楽にお

ける"成長の系、、である。従って発達論の立場からすると，すべての音楽教育の目的は，音楽的反応、

や音楽性の展開をもたらす乙とと言える。そして ζ のζ とは，幼児から職業演奏家養成の高度な指導

の段階iζ至るまで不変の目標であり，乙"fζ発達のー震性の概念での音楽教育の意味があるとマーセ

ルは言うのである O

ζ の論箆が具体的lζ実践へ適用されるとどうなるであろうか。読譜指導の場合を考察してみよう O

音楽の記譜法それのみを単iζ抽象的な記号として教える場合，音楽への反応について，それぞ不断lζ

強調すべきであるという本質的な局面から外れる故κ音楽的成長の一貫性が中断されて授業は失敗す

る。しかし楽譜は音楽にかんする意味概念をシンボル化しているのであり，その発展的把握は音楽性

の発達にきま袋な意義を持つものである。従って読譜指導は，音楽それ自体iζ十分に反応する乙とに結

びつけて取扱われるべきなのである O 音楽理論の授業も，それだけが切り離されて扱われる時，音楽的

成長の中断が生じ， ζ ういった綬業は音楽的反応とはまったく鎚係のないものになってしまう。演奏

技術の輯題を考えてみても，音楽的反応の発達は実技の裏打ちが必袋な ζ とは論外としても，技術の

獲得がそれ自体独立した機能として淑扱われる時，音楽への反応力の進展は途切れてしまう。以上の
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ように 7 ーセルは音楽的成長の一貫性の積極的な意義について，音楽教育の方向とその実践の指擦を

述べるのである。

つぎに開題となるのは， した連続体である音楽的成長の過程では具体的に何が生じるのか，

また成長lζ伴なう変化の本質は何かという ζ とである。マーセ lレは日。スペンサーの定義を引用してつ

ぎのように述べる o れあいまいで不確かな反応の均質性が，はっきりと首尾一貫したものになるu と

いう乙とであり，発生，明確化，パターンの展開である。 ζれは前述したドングリが樫の成木へと変

貌して行く過程で説明されうるし，単lζ量的な変化だけではなく構造的複雑さと特殊性が次第に増大

し続ける ζ とであり，乙 '>.1ζ成長発達の本質ーがある。従って，教育は導びかれた成長であると言う時

ζ のような過程を効果的な指導と最適な状態へと綴織化する必要があるわけである。乙のζ とはその

第一の局面として分化と統合の相互作用の形でおこなわれる。音楽学習に例を取ってみると，我々が

l年生の児主主が歌を学ぶ場面を観察する場合，子どもたちはその音楽の表現意国やま言自さに感応して

その歌iζ反応を示すのであるが，当然それはまだ漠然としたものであり，まだ形をなさず正確さを欠

いたものである ζ とに気がつく。確かに子どもはその音楽の持っている表現的美しさという最も重要

なものを把握したから ζ そ，それに反応したのではあろうが，フレーズの変り EL旋律線の方向，ダ

イナミックスなどについて，その細部iζ渡る分化がそ ζ から更に進行して行く。その場合の適切な指

によって優れた繋然とした統合ができあがり，その歌の表現が最も満足の行くようなものになる。

ζれがあらゆるレベルでの分化と統合の椙互作用を通じて行われる音楽的成長の縮図であり願書主なの

である。すなわちリズムの組織，弱性関係，フレーズ構造，旋律，和声の織地などをはっきりと把援

するならば，ある作品を韻いたり演奏したりする ζ とが学習者Kとってより満足のいくものになるの

である α このように音楽の構成要素を発展的に認知する過程で，パターンの全体像が明かになり意味

を備えもっと正縫lζ受容されるようになる。 ζ のζ とが音楽的成長の過程なのだとマーセルは述べる。

つぎは比処で出現する全体的パターンの発生と展開は，精密さとコントローJレの獲得と表裏一体

であるという ζ とである。今比処で音痴と呼ばれている子どもの例をみよう。そういった子どもに部

分を取り出して一音ー音正しい音と合わせて誤りをきびしく指摘する方法をとってもほとんど効果は

ない。成長の過程の初期段階では，誤りや未熟なコントロールの状態は必然的iζ現われるものなので

ある。 ζれは全体的ゲシュタルトのあいまいさに附随する現象なのであって，究磁的にはそのあいまい

なパターンを発展的に，明確に構造化された反応に変容させる ζ となのであり，誤りを孤立させて取り

出したり，明確な理解を伴わない練習をいくら重ねても学習は成立しない。音をまともに歌えぬ子ど

もは，ばらばらの音を命令で正しい音に合せる力がないのではなく，旋律を歌うべき形態として正確

に把握できないのである。そして成長にかかわる ζ の構造化は長い年月の継続した努力が婆求される

ととなのである。 ζ れが音楽性の成長発速に焦点を援く管楽教育の実践により促進されるべき過設で

あるとマーセノレは言う。

第三の局頭としては，全体的パターンの発生と展開iζ応じて一般化と抽象化によるコントローjレ

の増大が見られる ζ とである。他の分野と同じように，音楽でもパターンや組織というものは，概念，

抽象化，一般化等lζ依存するものである。音の高低，方向性，強弱，和音，音階，拾節，調性，フレ

ーズなどは音の世界を組織する無数の概念の一部分であるが， ζれらがなければ秩序づけられた世界

は混沌とした状態のま Lで音楽芸術の成立は不可能である。音楽は感情を動かす偉大な力安持つては

いるが，音楽がそのような効果を持つのは，神秘的なヴェー jレの陰にかくされているのではなし

楽の構造組織から生まれてくるものなのである O だからそれを正しく記援して行く過程が音楽の成長
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的受容の核となるのは論をまたない。そ ζでζれらの概念を理解し思考し操作使用するためには，そ

の概念のシンボルを用いるととが必要になる O ζ れらが適切に教えられるためには， シンボノレが音楽

的意味と音楽体験，音楽的状況に照し合わされて発展的に取扱われる ζ とが必要である。結論的

に苦うと，すべての音楽学習は，直接的な音楽体験からじかに生まれるものであり，概念の把握は一

度限りの接触で確立されるものではないということなのである。それらは豊富で多彩かっ強烈な音楽

体験の自然な帰結として把録され，時の経過とともに次第に明確になるのである。しかし ζれはシン

ボル指導への否定的な態度を排するものであることも明かである。シンボlレシステムがなければ，概

念の操作把握は不可能であり，それにつれて成長発達という現象は継起しなくなってしまう。

比処でrJ噛は， ζ の音楽的成長論を教材や単元を提示する煩序，配列にかかわるカワキュラム構

成にどう呉体的lζ反映するのかという点にさしかかる。マーセルは ζの点について，従来とられてき

たれ単純から複雑へu とか n既知のものから未知のものへ凶というような公式に照してカリキュラム

機成を行うことに或る程度の正当性を認めつつも，乙れらに関する1芸大な研究が示すように，あまり

にも漠然としていて実効性に乏しいと言う。かえって ζ ういった指導原良!J!C.沿って配列されている煩

序は，学習や指導の密難さを複雑にしている場合があると言う。それは音楽的成長の原理に外れた組

織化である ζ とが原閣である。 、、基礎<fundament als >、、と言われるものを時閣に割りふる方法に

ついてはすでに述べられたように，基礎の積み重ねというとと自体が音楽的成長に照らしてみるとき

架空の神話であった。また学年別の教材内容配分について，すなわち16分音符，変ホ長調，短調の音

階などを何時導入するのかとぎったような ζ とについても，ある時点で一つ一つを個別に学習しその

結果が以後も保持されるのだという保証はない。また初期の子どもの音楽活動は，歌う乙と，耳から

または模倣で衛単な楽器を奏する ζ と， リトミック，員刻化，鑑賞，ふしづくり等の音楽的経験が 2，

3年続いてやっとその子どもは楽譜を学ぶ u準備<readyァ>¥¥がととのったとするレディネス論が

ある。 ζ の考え方も成長の一貫性を排する段階論である ζ とは明擦で，子どもたちが早期から潔解す

べきである大まかな音楽概念の理解を切取ることになる。 ζ のレディネス識のもう一つの落穴は，

楽的体験はぜひとも楽しく，魅惑的であるべきだという点にすべてが解消されてしまうという危険性

である。構造的に組織された芸術としての本質を無視するような方向には豊かで本盤的な喜びがない

のである。音楽的成長は，音楽の本質の認識を継続的にー震性をもって発達させる ζ とにかかってる

故に，とのような認識の兆をどく初期の時から生じさせねばならないことになる。

以上何点か挙げた従来の方法の批判を通して我々が考えつく当然の帰結として，教材，単元の循

環的配列という考えが出てくるとマーセルは述べる。 ζ の方法では，いろいろな事項をある特定の時

点で一四提示するだけに終る必要はなくなる。それらは反復して新しい状況の下で新しい意味を加え

て再提示される ζ とになる。 4分音符提示を例にとってみると，乙のシンボルが感覚的に把握される

リズム，たとえば歩くリズムに結合されるものなのだという初期的概念把握の状態から次第により明

磁iζ他の音符との関連のうえでの分数的な意味の把握，更に始 との関係、の理解へと発展的lζ提

示されていくわけである。 ζ の場合乙れらの音楽的概念を導入するに当って，我々は子どもの側にそ

れらを取扱う準備ができ上ったという仮惣の時点を待つ必要がなくなる。幼ないという年齢自体を賄

う必婆がなく対象となる概念が，いわば押し広げられていくわけである o学年別の教材配霞という開

題についても，導入される概念の重層的反復は，子どもたちが体験する音楽の中で，それらの概念が

重要な機能を果すようになる時点を考察することを我々に可能にする。音楽的諸概念の導入提示を決

定するのは，学習体系の中の音楽的内容であり，音楽作品はいわゆる蕊礎と呼ばれるものを教えたり
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説明したりする道具としてではなく，音奈作品本来の価値で選ばれるととになる。そしてその価値を

よりよく身につけるために必要となる諸概念は，我々が子どもの状況を考察する時と場合に応じて，

よりよく発速させうるのである。 ζ ういった実践の展開によって子どもたちに，個々の技術や概念の

理解というよりもむしろ，より本質的な音楽構造にたいする実際的な澗察力を発達させることを期待

しうるし，音楽的訓練の少ない教師が指導するi擦にも， El己の努力を通してよりよい指導が可能であ

ろうとマーセルは述べる。

最後にマーセルは ζ の論文の締めくくりとして，音楽的成長を助成する指導計爾を設計するに当つ

ての設簡をニ点提示した。その一つは， ζ ういった指導課程の一般的特徴iζついてである。よく考慮

された課程は，多様な音楽体験からなっており， 自発的であり，それらの多くは一定の形κ限定され

ず偶発的でさえある。 ζ の体験は生活の中の行事や他の学科の学習と結びついて生じてくるものであ

るが， しかしその中の幾つかは，極めて綿密に計算され前もって慎重に計磁設定されたものである。

その根底には，当然それらの音楽的体験の高い音楽性が裏打ちされていなくてはならぬ。それは音楽

の本質を学び取る学習において，その学習が成功するための前提条件だからである。 ζ のような音楽

体験の豊かな質量安含む課程では，運営商における学校全体の有機的な協力関係が要議される。それ

なくして ζ れらの課程を十全に遂行する ζ とは不可能である。つぎに伺故ζ のような課程が望まれる

のか。音楽的成長の助成は何故必要なのか。 ζ れにたいしてマーセjレは，教育は現在のみを対象とす

るものではなく未来をもその対象とするのであると述べて，音楽は限られた小数の人のみにあるので

はなく，すべての児童，青少年のために，彼等の人生における永続的で高尚な価値を確立するためiζ，

人生lζ偉大な創造的な影響を与え得る音楽にかかわり，各人の持てる力を十分に発揮できるよう子ど

もたちを導びいてやる ζ とであり，学校生活を超えて継続して行く生滋教育へのプロセスを開始する

ζ となのであると述べている。

以上でマーセルの音楽的成長についての索誌を終わる。 ζ 』で述べられた乙とを踏まえて，筆者

がζ の小論で問題にしようとしている音楽の授業成立について考える時，何故授業が成立しないのか

というその否定的な局磁をあらわにしなければならない。 ζ のためiζは，我国の大多数の学校におけ

る授業不成立の原閣にか』わって，現時点における音楽科のカリキュラム構成並びに教科警について

その問題点.の論究が必婆である。そのためには音楽科の臼常実践を規定している文部省学習指導要領

とそれに依拠している教科書の検討を音楽的成長という概念の光に照らしてみねばならない。

文部省学習指導要領(音楽)の問題点

周知のように学習指導要領は，戦後の日本の教育において，アメザカのコースオフースタテーィ lζ範

をとりながら，従来の教授要自にかわるものとして，小中高各学校の一般的教育内容とその恭本的指

導法ならびに各教科の目標を含めた内容組織について，それらの各学年にたいする配当を細かに指示

したものである。従って ζれにより教師や学校の教育計画が立てられ，教科書検定も行われる。学習

指導要領の改訂経過について見ると，昭和22年3月，試案というかたちでその一般編が出され，それ

は同26年7月第一回の改訂をみた。その後間33年 8月宮報に告示となって第二回の改訂がなされ，そ

れから 10年を経た昭如43年7月(小学校)同44年4月〈中学校)開45年10月(高等学校)ー告示

の改訂が現行のものである。 ζ れら 4囲iζ渡る学習指導要領の変遷についてその成立や改訂の背景を

細かく述べる余裕はないが，学習指導要領が質的に大幅lζ転換したのは昭和33年版においてであり，

当時の教育課程主要議会の答申を要約すると，音楽学習を児童の発達段階に応じて発展的系統的に指導
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する ζ とと，内容の精選充実とその標準化等を強調している。その答申をふまえてなされた音楽科指

導要鎖改訂の婆点は.(1頗域を整理して重複を避ける， (2)系統的発援を考慮し，自由な創造的学習が

できるようにする。 (3瓶学年の指導強化， (4)全国の標準化.(5陵好砲の設定，であった。昭和43年度

の改訂趣旨は，単に音楽の技術や知識を習得させるととではなしに，個性や創造性を伸ばし，内容の

精遂を意図して惹礎的な ζ とをいっそう発展的，系統的κ整理する乙とを目的になされたのである杭

その形態は音楽学習の内容に「基縫jを加えた外は自立の版をほぼそのまま踏襲している的。

それでは教科音楽をめぐって偲性や創造投を伸ばし，学習内容を精選，系統化しあわせて主主礎的

なものを震視するといった改訂の趣旨が具体的にはどう表現されているのかを指導要領の本文に沿っ

て検討してみたい。問題を小学校「主義礎J，ζ限定すると各学年の尽擦はつぎのようなものである。

第 1学年 鑑賞，歌唱，器楽，創作などの活動を通して，音楽的感覚の芽ばえをのばす。

第 2学年 一一(開 l年).音楽的感覚の発達を関るとともに，楽譜に親しみをもたせ，聴取能力

および読譜能力の素地安養う。

第 3学年 一一世(向 2年).楽譜についての初歩的な潔解をもたせ，聴取，読議，記譜の蕊礎能力

を養う。

第 4学年 一一(開 3年).楽譜についての理解を深め，聴取，読譜，記譜の法礎能力を養う。

第5学年 一一一(向 4年).楽譜についての理解を深め，聴取，

第 6学年第 5学年に準ずる。

記議の能力をのばす。

ζれら「基礎Jの学年別目標にたいしてその内容は， リズム，旋律，和声，楽譜の 4項E:Hζ種別され

ているが，第 1学年についてみると，

(1) 1)ズムiζ関する次の毒事項を指導する。

ア リズムフレーズの拍の流れを感じとりながら，リズム唱ゃっズム打ちをする ζ と。

イ ニ拍子系の拍子と三拍子系の拍子を，身体反応しながら感じること。

(2) 旋律lζ関する次の事項を指導する。

ア 2小節程度の旋律を簡いて. ~皆名唱したり，楽譜で演奏したりする ζ と O

イ 絵議を見ながら指名唱する ζ と。

ウ 長調，短調，日本旋法の旋律を開き分ける ζ と。

エ 旋律の続く感じ，終わる感じを感じとる ζ と。

(3) 和声lζ隠する次の事項を指導する。

ア 長調の 1. Vの和音を聞き分けたり分散和音鳴したりする ζ と。

イ 長調の1. Vの和音による和声進行の聞きとりをする ζ と。

以上のようになっているが，第 l学年には楽譜の項gがない。音楽的シンボルを取扱う楽譜の攻は従

って第 2学年以降であり，次の音符，休符，記号等の呼び方や;意味を，歌ったり演奏したり，書いた

りする ζ とを通して理解させる ζ ととして，第 2学年では 2分音符から 8分音符の3種類，それに4分

休符，縦線終止線が規定志れている。またま王線上のハ良識の階名の位寵および小節の意味についての

ま理解がζれに加わっている。乙のようにして各音符，休議，譜表，音符lζか L わる各種の記号，音階

名，諦拍子記号等について，段階的iζ各学年に配列されている。

ζ ういった指導嬰領の記述についての批判検討はつぎに述べる教科書の検討と平行して行ないた

い。それはすでに触れたように教科書と切離して考える ζ とはできないからである。統述した改訂の

趣旨にのっとって作成された現行の指導要領に準拠した教科書はどのように書かれているであろうか。
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音楽の学習鎖域のすべてに検討を加える ζ とはできないが，やはり「基礎Jの国についていくつかの

例を摘出してみたい。 K社の教科書をouにとってみよう。各学年のまとめとして最後の頁は，指導要

領に指示された音楽的シンボノレ記号が，児叢の身についているかどうかを陪うように議かれている。

①ドレミでうたいましょう。なんのうたですか。⑨ハーモニカでふきましょう。@しるしのよび、かた

を ζたえましょう。④手にあわせて.リズムしようをしましょう。⑤りズムふにかきましょう(以上

2年生)といった具合である。 ζれは指導姿領の記述そのま hと言ってよい。 ζ 』では音楽それ自体

とはなんのかかわりもない形で，単なる記号や音楽的概念が死んだ知識として必然的に子どもに間わ

れるようになっている。和声についてみても，第 I学年では，ロ音の読譜は指導婆銭に指示されてい

ないので，オルガンで伴奏する場合に，ファミレドというメロディーにたいしてレドレドという

を使用する ζ とになる。 ζの場合ニつの音の重なりに平行が生じて極めて非音楽的である。言わば，

音楽が二義的で指導要領の指示が優先しているわけである。

乙ういった教科書の批判検討は，林光氏が核心に触れて展開しているので，乙 ζであらためて述

べる必要はないり。忘れられた体感教育;幅きかす「焼則J詰込み。本当の 1)ズム見失う;見せかけ

の「有機的j教材。「痛みjを感じさせぬ歌;原点から切離された教材。リズム欠く学校唱歌;子ども

に理解できぬ歌詞。ひたすらかたち重視;楽器し、じり ζ そ出発点。たたみ水練の積重ね¥¥創作、、も

作曲とは無照係。音楽は永遠にひとつ;気ままな鑑賞ζ そ大事，といった各項目を見て指導要領の全

文をふりかえるならば，教科書がどのように番かれているか安祭する乙とは容易である。こ ¥..1ζは指

導要領も教科書も音楽から緩めて遠いという証言がある。

「音楽Jという ζ とからの批判だけでは済まない問題がもう一つある。それは?ーセ Jレの言う

「音楽的成長Jという側面からの批判である。 ζ の概念についてはすでに要約して述べたのだが，そ

れにかかわって言うとき，指導要領 z 教科書の内容検討は，ほとんど多言の必要はない程明らかであ

ると言ってよい。マーセ jレは音楽的成長の中 tζ ，発達の一貫性をみて，それが特定の学習の系弼の長

い集積的組織化によって行われるのではなく，潔解の漸次的な明確化にあるとした。従って各学年の

終りに一定の到達自擦を掲げ，概念的に易から 11演に難と思われるものへと配列された積上方式のカリ

キュラムでは，真の音楽的成長は間難である ζ とが論証されているのである。

また或る ζ とがらを学習する議備性の概念，具体的に言うと 1皮の和音を理解してはじめてV

度， N度その他の和音を把握できる準綴がととのったといった考え方についても，発達の一貫性の断

絶がその根農にある故にそれを排除したのであった。子どもは或る音楽作品を聞くとき，そのすべて

を開いているわけである。彼等はそのメロディーを，ハーモニーを， リズムを，そのデュナーミクを

アコーギク等々をすべて開いているのである。 1度の和音を，それが閣きとれてから V7のまたは 11度の

和音を鶴いているのではない。発達的変化は，パターンの発現，明確化，展開の形でできていて，

楽の構成要素を総体として漸次的lζ認知する過程でパターンの全体像が明舷になり，意味を備え正確

に把握されでいくのであり，木lζ竹を継いだような段階的設定では，子どもに音楽をつかみ取らせる

ζ とは極めて困難なのである。またロ音の導入がその学年には出てとないという理由から，音楽の持

っている本来的な笑という内包を切取ってしまうような教材では，一体子どもたちに，音楽の持つ入

閣の感情をゆりうどかすような価値を伝えることができるで去ろうか。そしてまたいろいろな音楽的

発達のレベルを持っている子どもたちに指導要領=教科撃に規定されているような樹一化でもってな

される授業が，またその当然の結果として学習の達成度が評価される時，果して授業として成立する

のかどうか。とれらの疑問は，本小論の冒頭で述べたような子どもの行動となって返ってくる乙とになる。
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以上音楽科の授業成JLをめぐって，その成立を閤難なものにしている要因が現行の指導要領 z 教科書

とそれによる学習の組織計幽と実誌にある ζ とを，マーセjレの音楽論に照しながらそのあらすじを考

察してきたのであるが，いまこ hで我々が成立した授業というもの号をどう考えたらよいのかという問

題にたち帰えってみる ζ とが肝婆であろう。その典型的な例を主義者は斉藤喜博氏の実践において見，

若干の考察をしてみたい。

風とJIIと子どもの歌

一一斎藤喜博氏の実践一一

昭和45年10月筑摩書房から治された斉藤氏の境小・烏小合唱歌「風と川と子どもの歌」は中田喜

蔵氏の ζれにたいする次のような苦言「 ζ のレコードをある人にきかせたら，精薄児のコーラスです

か，ときかれた。私の第一印象と同じである。正直いって実は大部分がでたらめの，ひどいものであ

る。 ζ ういう偽物を告発する事も，音楽教育で大切であると思う。乙のレコードは合唱築となってい

るが，合唱というのは自分が勝手に感激して歌うのではなく，他の人の声を聞いて，それに合わせて

歌い，ハーモニーを作る精神が根本的に重要なのである o その根本が全く考えられていないので， ζ

れは合唱でなく雑唱である。それがわからないのだから， ζの先生は音楽を教える資格がないのだj

を受けた丸間秀子氏の反論「 ζ の場合，音楽はコンクールに出るヲこどもを作るのではなく，また選ば

れたクラブ員の音楽成果を見せるのでなく，全校，全学年のまま礎学力を，全人的形成 iζ向けて作り出

すーっの方法として佼霞づけられていると患った。だから ζζ では技術としてのハーモニーは遅れてい

るかもしれないが，子どもたちは，どの子も一つの存在として認められていたo 人間が普から生活感

情をそれで表現した歌や踊りに，音楽する喜びを，自己形成の中にとり ζんでいく。専門家の立場か

らみれば，、、精薄児の雑s@I¥¥かもしれないが，教育的立場からみれば，すぐれた健康児の合唱であ

るJ8) をめぐって論義を呼んだ。そのζ とについてみると，それは音楽芸術を対象とする音楽教脊ι
音楽を媒介とした人賠形成を目ざす音楽教育という視点の柏途から，それぞれの立場に立つ意見がそ

の両極の簡を屈折しながら行き交う乙とになるのは十分予知しうる乙とである。今 ζ 』で検討の対象

を斉藤氏がζ のレコードlζ書いた解説iζ限定して，乙れまで述べてきた音楽的成長の概念と照会して

みようと恩う。

斉藤氏は先ず教材を重視し，教材選択の義準として，できるだけ質の高い歌訟を，しかも幅広く

子どもたちに与え，子どもたちの生活内容を豊かにし，編広いものにしていく ζ とを前援に三本の柱

を立て，バッハ以来の西洋音楽の古典を系統的に取上げる ζ と， 日本の古謡や民謡やわらべ歌のなか

からすぐれたものを選び出す乙とに加えて，子どもたちをとりまくそのときどきの現実の高さとか，

嬰求とか，子どもたちへの学校や教師のねがいとかによって，重量間的 lζ作詞作曲したものも教材とし

て取り上げている。バッハ以来の西洋音楽と言う場合「グローリアJや「ハレルヤJなどがその対象

になっているのであるが， ζ ういった曲を歌わせる場合子どもに意欲がなければ，押しつけになり子

どもを押しつぶし萎絡させる結果になる。しかし境小の場合は，上級生の合唱を開いているので，早

くその学年になって歌いたくてしかたがないのだと言う。積極的iζ子どもたちは自分から求めていっ

ていると言う。 ζ ういった，いわゆる西欧の或る時代の段高の文化的所長室を自己のものにするために

は，困難とか苦労とかをさけてとおっていてはそれができない。子どもが形式的に伴奏したり指揮し

たりすることでは質の高いものが生まれてくる答がない。教師がすぐれた教材を与え，すぐれた教材

解釈を持った上で，練習の指揮をし，演奏の指揮をして，つぎつぎと創造をして子どもの質を高めた
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り変革したりしていかねばならぬ。それが教師の仕事であると言う。従って ζ ういった授業に参加し

た子どもたちは学年が上るにしたがって合唱の質も高まっていく ζ とになる。 ζれは当然の ζ とであ

るが，現実の音楽の授業では極めて困難な問題であろう。授業の計画は授業を成立する条件を満す ζ

とが原則である。そ ζ で斉藤氏が行なった異体的な展開を見てみよう o 乙のレコードの中iζ入ってい

る fたなばたJはl年生全員と 5年生全員，また「長い道Jと「うさぎjは2年生全員と 6

とで歌われたものである。 l年生や 2年生はふだんは斉唱で歌っているのであるが，合唱の場合には

上級生が低音を受持つわけである。低学年の生徒だけではできない合唱を高学年の生徒との共同で作

り上げ，音楽の美しさすばらしさに低学年の時から接するような授業の設定がされている故に，低学

年の生徒はより高いものにあ ζ がれ，より高いものを美しいとするようになるのだと斉藤氏は述べる。

そしてζれが，高学年になって「グローリアjや「ハレルヤJを歌うという ζ との必然性へと成長し

ていく乙とになる。 ζ ういう乙とが可能なためには，音楽が単なる一教科としての音楽教育の場から

生まれる ζ とができたのではなく，斉藤氏にあっては，学校の全組織や機能を全面的lζ使い，各教科

の授業や行事のなかで，一人一人の子どもや学級や学校全体のカを高いものにした結果はじめて可能

になる乙とであった。

ζ うして斉藤氏の実践の跡をたどっていくと，それはマーセルの音楽的成長という概念に極めて

接近している ζ とがわかる。音楽的成長を助成するための学習指導課程計画の設計に当ってマーセ jレ

は，その成長という概念から導びき出した授業計磁の循環的配列を前提にしながら，子どもの音楽的

体験の多様性，偶発性という特震が，音楽の時聞に限定されるのではなく， ζ の体験は生活の行事や

外の学科の学習などと結びついて生まれてくるものである ζ とを示した。しかし音楽の授業時鴎にお

いては綿窃に計算され慎重に予定計画されねばならない教師の活動分野があるのであり，その場合の

不可欠な条件として，高い音楽性を保証する ζ とのできる音楽的体験そ挙げた。そしてそれらの体験

の運営については，学校全体の広い協力関係なしでは十全にその目擦を達成する ζ とができない ζ と

ぞ指檎したのである。 ζ"~ζ子ども(その音楽的成長)，教材(その費)，そして教師(その教育的営為)

という三者関係で成立する授業成立の要因をめぐり，斉藤氏の具体的な授業実践の内容と?ーセルの

理論との一致を見ることができると言えよう。

まとめ

まとめにあたって， ζれまで述べてきた ζ とを整環してみたい。音楽の授業が成立しないという

ζ とについて数多くの証言がなされてきたのであるが，その現実を踏まえてみる時，授業を成立させ

ない要閣は何かという開題と，授業を成立させる要因は何かという ζのこ点が明らかにされねばなら

ないわけである。そこで筆者は，一般的な授業成立の愛国を，砂沢Eえが提示した授業組織化の基礎理

論lζ求め 9) 教科の論潔や成立根拠iζ結び、つく子どもの認識構造と，教師と子どもというニ者を包摂

する意味における共通課題の成立に裏打ちされた教材との相互作用に授業成立の鍵がある ζ とを前提

とした。次にその要盟を音楽科の授業にかかわって考えた時には，どのように異体的な展開を見るか

についてマーセルの音楽教育に関する発言を参照した。すなわちマーセルの音楽的成長の概念を取上

げて，その中から音楽の授業成立の要因を，砂沢氏が提示した一般的な授業成立の要閣に照し合わせ

た時iζ，マーセルの概念が適切にそれに照応するのを見たわけである。つぎに今日の教湾現場におい

て，音楽科の指導理念並びにその計闘を規定している文部省指導要領と，それに即して作られている

教科書芸について検討した。その際明かにされた ζ とは，指導姿領--教科書に盛られている内容が，
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その計画をも含めて，教科の論理や子どもの認識の発達の方向，並びに教師と子どもの共通課題とな

るべき教材の質の点で，授業を成立させる要因とは極めて遠い位置にある ζ とであった。それにたい

して音楽科の授業が成立していると考えられる斉藤喜博氏の実践では，それらの婆因が満されている

のを見たわけである。

以上が本論文で述べられた ζ とである。しかし ζ 』で述べられたことも含めて今後の研究の問題

点や方向性について若干触れておきたい。先ずマーセルの依拠した学習理論についてである。 1959年

C。 レオナードが書いたスタンダードな音楽教育方法の教科書で彼が依拠した学習の概念はマーセル

のものであった 10Lζ の教科書は1972年に改訂版が出たが， レオナードは ζ の絞ではマーセ lレの学習

の定義をそのま L使用していない。乙の ζ とについて言うと"ーセル以降の音楽教育研究における

種々の学習理論の援用は，学習理論そのものの研究の進展にともなって，連合理論か場の潔論かと

いった大局IJができなくなったこと，並びに人間研究における内発的動機づけの問題などと音楽学習の

か hわりについての研究がなされはじめた ζ とに由来するものと恩われる。今後のζ の方函の研究に

ついてみると，今はどういう学習がなされているのかといった，学習の過程での各局面にたいするそ

れぞれの学習理論に即した細かな検討が，総体的な音楽学習の中での位置づけをめぐって進められて

行く ζ とになるだろう 100

つぎは斉藤喜博氏の実践iζおける問題点に触れたい。すでに述べたように，氏の実践潔論とマー

セルの音楽教育理論は高い一致点を互に示していた。しかし教育の結果としての成果については中国

審直氏が指摘しているように，問題を斉藤氏が教材として対象にした芸術作品についてみる持，必ず

しも成功したとは言えない o I音楽は磯かに感情を動かす偉大な効果，それもきわめて特徴的な感情に

訴える力を持っている。しかし音楽がそのような効果を持つのは，単lζ内容からくるのではなく，そ

の構造組織から生まれるのである」と?…セノレが言う時， その芸術作品の構造組織を改変したり，姿

求されるリズム，ハーモニー，メロデイーその他の音楽を構成じている様々な要素lζたいする追求の

姿勢が稀薄になって，狭義の感動のみが，子どもたちの人間形成と結びつけられて目標として志向さ

れた時，音楽教育の自律性が失なわれていく恐れがあるo 島小，境小の子どもたちの合唱を聞く時，

その時々の子どもや教自信の共通意識・共通課題をくみ上げて作られたと言う作品を歌う子どもたちの

歌声が，高い完成度を示していて開く者をとらえるのであるが， ζの場合の子どもたちの音楽的行動

は，原始時代の人間と音楽とのかかわりに似て，直接芸術としての音楽を対象とせずに，一つの共間

体の持つ精神的エネルギーの音楽的転化とでも苦いうるものである。教材をめぐり教師と生徒との開

に共通課題の意識が成立し得ない持，その音楽の授業成立は極めて栂難であるととは， しばしば実践

者の報告することであって， 乙の問題が音楽教育の重要な課題である ζ とは言語をまたない 12)。しかし

音楽の歴史の中で，音楽が一つの共同体の精神的エネルギーの転化である ζ とから，実体としての芸

術になった時に音楽も音楽教育もともに自律したのであり，従って教材論にかかわる芸術としての音

楽と音楽教脊との関係について精級な研究の展開が今後必要である 13)。

終り iζあた 芸春者をも含めて教える側の資費について一言触れておきたい。それは端的に言って

音楽の授業を成立させるような力量を持つ教師の条件とその養成の問題である。音楽の創造と事受を

めぐる史的な展開は， ~百欽においてはほぼ18世紀の中葉以降一人の音楽家が作曲家であり演奏家であ

りまた良き鑑賞者である ζ とをやめて，それぞれに専門分化した持から大きな笠的変化をとげた。 ζ

の分化は勿論音楽芸術の発展的展崩と燥縁のものではない。しかし ζ ういった分化の方向が教育にか

かわって進むにつれて音楽教育がその質において衰弱しつつあるように思われる。そして ζ の分化の
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志向は今日の教師の養成を護っている故にそれはそのま弘一般音楽教湾の方法の中にもなだれ込んで

いるように，思われる。乙ういう分化への志向は音楽的成長の一貫性から背を向ける乙とに外ならない。

従って音楽教育にたづさわる教師は少なくとも自分自身音楽的成長の一貫性の撲の中に夜らねばなら

ぬ。兵体的lζ言うと18t世紀中葉以前のあらゆる音楽活動を保証し得た音楽家像にもどらねばiまらない

と思う。しかし ζ の ζ とが実際に行なわれまた市民権を得るようになるためには様々な困難な問題が

山積しているのである。

<主主>

1 ) r音楽教育J昭和49年 1月号，音楽之友社

2 ) 要約すると音楽がa分たちのものではないという認識がある時，子どもた設はその事実に敏感に反応

すると言ってよい。

3) 砂沢喜喜代次苦手，r授業組織化の基礎理論J，明治図書， 1966年， P 52， 87， 

4) 乙の点については「音楽教育研究J1973年3月号の拙稿。、、音楽教育にとって心理学とは何か、、参照。

5) ζ の論文の訳は「音楽数育研究J1973年4.5月号に累}I/武氏によってなされた。筆者が乙の小論を書く

lζ当って氏の訳文を全街的Iζ参照した。氏lζ感謝したい。

6) r音楽教育研究J1973年8月号の倒稿、、基本領域の道す弘、参照

7 ) 林 光外「私の教科書批判J，朝日新聞社 1972年

なおヲこどもの好む歌謡曲を，拍子， リズム，テンポ，調性，旋律変化，歌詞内容の商から分析し，子

どもの好む教材との関係を明確にした研究が，本年2汚25B教育大学協会第二部会音楽部門近畿支部研

究発表(於奈良教大)において，奈良教大奥忍，滋賀大教育学部安問者主の両氏によって発表された。そ

れによると，ヲこどもの好きな歌は， 4分4始予，速いテンポ，長潟，旋律が変化Kiii;み，歌詞の持つワ

ズムと音楽の持つリズムが合致していて，歌詞が口認であり，心情を歌ったものが好まれるという。 ζ

れは教締の教材選択の基準iζ大きな示唆を与えるものであり， ζ の点からみると，教科書教材が何故教

材としての力を持ち得ないのかがわかる。
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