
白石昌子：乳幼児の発達と音楽の関係
13

乳幼児の発達と音楽の関係

音楽の機能が及ぼす影響についての検討を通して

白　石　昌　子

はじめに

　保育において音楽は不可欠なものとして，園生

活のさまざまな場面で，当たり前のように用いら

れている。それは音楽が乳幼児の発達や生活に有

効に機能することを，保育者が経験的に知ってい

るからであろう。しかしこうした音楽は，何らか

のねらいをもって用いられると言うよりも，単に

「楽しいから」f雰囲気がでるから」などといった

表面的な理由で取り扱われがちである。

　保育の中で行われる諸々の活動に対して，保育

者が意図的で明確なねらいを持っていることは，

保育の質の向上にもつながる。保育者は個々の幼

児の様子を観ながら，その子にとって何が必要か

を判断し，そのための環境を整えることを日常的

に行っている。しかしその一方で，音楽ほど，明

確なねらいを持たないまま，保育者個人の音楽的

力量に依存して指導される傾向を持つ領域はない

といっても過言ではない。また反対に，ある特定

の音楽パーフォーマンスのための指導にだけ力点

がおかれ，日々の生活の中の音楽は見落とされて

いることもある。

　こうした実態を踏まえて，本稿は次に述べるよ

うな理由によって，乳幼児の発達に音楽がどのよ

うに関与するかを考えるための枠組みを提起する

ことを目的とする。保育における音楽活動は，多

様な，また複合的なねらいのもとに行われること

が多い1）。そのために保育者が幼児の音楽活動を

見て取るときも，視点を音楽的｛則面に焦点化させ

ることよりも，幼児の姿を広範に捉えることの方

に価値を置いているといってもよいだろう。しか

し，このことは同時に，幼児の音楽的な姿を見落

としてしまう危険性を孕んでいる。例えば遊びの

中で「友達と一緒に踊る事を楽しんでいる」幼児

の姿を見るとき，友達と工夫して動きを作ろうと

している姿は比較的容易に評価できる。しかし，そ

の曲が踊りやすいリズムを持っているか，踊ると

いう濤動をさらに楽しめるようにするためにはど

のような援助があり得るかなど，幼莞の音楽的な

姿に即して評衝する視点は保育者に意識されてい

ないことも多い。これは保育者の音楽的力量に解

消される問題ではなく，幼児の音楽的活動を見て

取るときの視点のあり方の問題として考えること

ができる。

　本稿の目的は，音楽的活動を行っている乳幼児

の姿を，どのように見て取るかという視点を考え

ることである。前述したように，どのような視点

を持つかによって，見えてくる幼児の姿は違って

くる。そこで，乳幼児の発達に音楽がどのように

関わるかを考えるための枠紹みが必要になる。そ

れによって，楽しそうだからよしとするのではな

く，今の活動から幼児が何を得ようとしているの

かを見て取るための視点や，さらに今現在の幼児

の発達にとって飼が必要であるかを計画するため

の視点を具体化できるのではないかと考える。

　そのためには，音楽が乳幼児にとってどのよう

な意味を持っかを知らなければならない。そこで

本稿では迂遠な方法かもしれないが，なぜ人間が

音楽を必要としてきたのかという原点に立ち返

り，音楽の機能から始める事にしたい。ここで言

う機能とは，音楽の持つ性質や音楽が人に及ぼす

影響を指す。

1音楽と人間

1音楽の特質

　音楽が人間の心に作用することは，ここに改め
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て述べるまでもなくすでに認められている事柄で

あり，その機能ゆえに，人間は音楽文化を作り上

げてきたのでもある。この事実に対して，なぜそ

うであるのかと問うた時，ストーの「音楽する精

神Jから多くのことを学ぶことができる。この著

述の中でストーは精神医学者の目で古今の哲学思

想を吟味しながら，音楽と人間の精神の関わりに

ついて堅固な論を展開している。

　ストーによれば，人間が音楽を求めるのは，人

間に普遍的に備わっている「混沌から秩序を生み

出すという」傾向のためである。「ばらばらのデー

タから統一されたまとまりを創り出すのは，人間

性の根本にある総合活動である」と彼は言う（①

p．285＞。つまり人間は，遺伝的行動プログラムを

備えた動物とは異なり，「さまざまな関係を認識す

るという行為，すなわち新しい思考形式を創り上

げるという行為」を常に，あらゆる領域で行って

いる。そしてその行為は意識していようがいまい

が，休みなく続いている一種の精神活動なのであ

る。（①P．288）。

　音楽は，時間の流れの中でそのことを実現する

方法である。音楽の本質は，「時問を組織化」する

ことにある。音楽の作り手は音と音のつながりに

よって組織された時間を作り出し，聴き手は音を

まとまりとして聴き，そこに関係性を見出してそ

の音楽の構造を認識する。これは音楽体験にとっ

て欠くことのできない作業であるとストーは述べ

ている（①P，294）。

　また，西欧文化においては自由七科の体系に見

られるように，音楽は数学と関連の深い領域とさ

れているが，ストーもまた，数学と音楽の比較を

行っている。そして，身体性との関係における音

楽の独自姓について次のように言及している。抽

象的な関連を問題にすることにおいて，音楽と数

学は似通っているが，音楽が数学ほど抽象的でな

いのは，生理的な興奮を引き起こすからであると

し，「音楽は，知的なものであると同時に，情緒的

なものであって，心と体の結びつきを繕っている。

…数学の思考形式も音楽の思考形式も，さまざま

な感情を呼び起こすが，情動に訴えるのは音楽だ

20⑪6年6月

けである。なぜなら，情動は体に関わっていくが，

感情はそうではないからなのだ」と述べている（①

P．301）。

　ストーのこの指摘は，音楽と人間のかかわりの

本質をついている。人は配列された音を関係づけ

て聴き，それによって流れる時間を特別なものに

していく。そして，それらの音は人の体のさまざ

まな作用と共鳴して，情動や身体の動きを誘発す

るのである。音楽と踊りの関孫は言うまでもなく，

ストーによれば，聴衆が演奏会場に足を運ぶのは，

演奏を聴くと同時に演奏家の身体の動きも見たい

からなのである（①p．56）。

　音楽によって身体の運動が誘発されるという事

実は，われわれの誰もが経験していることである。

音楽という抽象的な現象に対して，身体は現実の

空間を占有する具体的な現象である。すなわち視

覚の対象になり得る具体物である。人が音高を示

すのに「高い」「低い」と言ったり，メロディーと

ハーモニーの関係を表すのに「縦」「横］といった

空間を表示する言葉を使うのも，聴覚現象を視覚

現象に置き換えて認識・表現しようとする現われ

である。’ このような人間のもつ性癖も，人間の身

体性と関係があるのではないかと推測できる。

　それでは，音楽は人間にどのような影響を及ぼ

してきたのであろうか。このことは，人間が文化

の中で音楽をどのように利用してきたかという音

楽の使われ方から知ることができる。

2　音楽の使われ方

　文化やその中で音楽が果たす役割を研究対象に

してきたのは民族音楽学である。グレゴリーは，

「多くの社会で，音楽は文化の必要不可欠な一部分

であって，音楽そのものを楽しむという，独立し

た芸衛としてあるのではない」として，社会にお

ける次のような音楽の役割（使われ方）を挙げて

いる。それは，子守唄，遊び，仕事歌，踊り，語

り物，儀式と祭り，戦い，コミュニケーション，箇

人のシンボル，少数民族や集団のアイデンティ

ティ，商売（売り声〉，癒し，トランス状態，個人

の楽しみ，宮廷音楽，宗教音楽などである。
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　このような音楽の使われ方を通して，人の心や

身体に音楽がどのような作用を及ぼすかを見るこ

とができる。グレゴリーは，それぞれの音楽の使

われ方やその音楽の特徴について次のように述べ

ている（②PP．150～167）。

子守唄：音楽的特徴としては，滑らかに下降す

　る旋律線やゆっくりしたテンポ，比較的単純な

　構造と繰り返しを持つ。子守歌はすべての社会

　で，子どもを落ち着かせる共通の要素を反映し

　ている。

遊び：遊びのルールに従ってつけられた踊りや

　スキップ，その他の躍動的動きと関係する。応

　答形式で作られた歌が多い。

仕事歌：労働を効率よく行うために歌をつけ

　る。ヨーロッパでみられる海のはやし歌，アフ

　リカ社会の畑仕事や粉ひきに用いられる歌，

　ジャマイカの集団での作業歌など，歌の形式は

仕事とぴったり調和する。歌い方は応答形式で，

音頭がソロで一一一arを歌うと一同が続くというや

　り方である。これらの仕事歌はリズムを保ち単

調さを和らげるために個人でも歌うことがあ

　る。

踊り：音楽で踊ることは，すべての文化の中で

　さまざまな形でみられる。音楽と踊りのどちら

　が主となるのかはっきりしないほど，多くの社

会で音楽と踊りは複雑に絡み合っている。とり

わけアフリカ社会では旋律にリズムを与えるの

　は，もっぱら踊りによってである。

語り物：多くの文化で歌や語りを伴う語り物

　は，長い歴史的伝統を持つ。語りを行う職業音

楽家の活動のあり方は地域によって異なるが，

共通して古い口頭伝承を保つ。彼らは現在の出

来事を即興で歌うこともあるが，過去の物語の

語り手でもあり，その社会の口頭伝承の担い手

である。

儀式と祭り：宗教儀式や国や地方の儀式は，世

界中で最も広く行われる音楽場面の一つであ

　る。

戦い：音楽が頻繁に用いられるのは，戦いの前

に軍隊を鼓舞するとともに，戦場で敵を脅かし，

　また軍隊に合図するためである。文化によって

　用いられる楽器の違いはあるが，各種の太鼓，ト

　ランペット，金属的な響きの打楽器などが共通

　する。

。コミュニケーション：ここでのコミュニケー

　ションとは，アフリカ社会に見られるトーキン

　グ・ドラムのように，文字通り音で会話をする

　ことを意味している。微妙な抑揚パターンを備

　えている言語の民族にとっては，話すことは音

楽することと同一であり，それを太鼓で表すこ

　とは，話をすることと同じことなのである。トー

　キング・ドラムの基本をなすのは，言語の微妙

　な抑揚やリズムをドラムで表現することであ

　る。

魑人のシンボル：サーミ族や中央平原のアメリ

　カ先住民は，独特の音楽文化を有している。サー

　ミ族は，偲人が自分の特劉な歌であるヨイク

　（joik）をもっている。中央平原のアメリカ先住

民は，綱々人がその生涯でただ一度だけ，幻影

　を見るとされている。幻影はときには1曲か数

曲の自分の歌であったりする。

アイデンティティ：音楽は，ある特尉の民族集

団やある場所への帰属意識を作るための，力強

い手段である。

商売：世界のあらゆる市場で，歌と音楽は商品

を売るために，通行人の気を引くように用いら

れる。その歌や音楽によって，人々は混雑した

市場の中でも，各種の商品がどこで売られてい

るかを把握することができる。

癒し：伝統的な多くの社会で，音楽は癒す機能

　として役立つ。その音楽は民族によってさまざ

まである。例えばマリ共和国の社会では，特に

太鼓のリズムが生理に影響を及ぼすとされる。

癒しの音楽に共通しているのは，単調なリズム

を延々と繰り返すことである。

トランス状態：トランスは特別な意識の状態

で．一般に宗教的な脈絡の中で起こる。しかし

音楽が直接トランス状態を引き起こすと単純に

考えるべきではない。ルジェは，音楽とトラン

スの関係はそれぞれの文化で全く様々な形があ
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　るのだと指摘している。音楽の役割はトランス

を社会的に適合させるものであり，音楽とトラ

　ンスの厳密な関係は，それぞれの特殊な社会の

習慣によるものである。音楽はトランス状態を

生み出す要因のひとつであり，概して本質的な

　ものであるが，さらに音楽以外の多くの文化要

素が重要なのである。

宮廷音楽：社会が階級に分かれて発展した場

　合，そこでは各階級が異なる音楽様式を持つこ

　とが多い。特に東アジア文化では，社会的に分

化した音楽様式が発展した。

宗教音楽：社会によって，宗教が音楽を発展さ

　せる主力になったり，反対にまったく音楽を禁

止する宗教が存在したりする。宗教音楽は，そ

　の社会に含まれる民衆の音楽か，あるいは自ら

　の精神的献身を表すために，宗教的共同体に

　よって演奏される音楽である。

偲人の楽しみ：多くの社会で人々は祝いや祭り

　で自主的に音楽を楽しみ，歌うこと，踊ること

　を楽しむ。また，社会の階級化が進むにつれ知

識階級が生まれ，個人の楽しみのために聴く「芸

術音楽」の発展も促されることになる。芸術音

　楽の多くは，しばしば宮廷音楽や宗教音楽から

　発展した。

　以上，音楽の使われ方を概観してきた。社会的・

歴史的に音楽がこのように人間の生活の様々な局

面で使われてきたということは，まさに音楽が人

間にさまざまな影響を及ぼす力を備えているから

に他ならない。その力を上述した音楽の使われ方

から整理すると，次のように音楽が人間に及ぼす

影響を導くことができる。

気持ちを落ち着かせたり，高揚させたりする。呼

　吸・心拍などの生理的機能に影響する。（子守唄，

　戦い，癒し，儀式，個人の楽しみ等）

感情を統合する。気持ちを共有する。（アイデン

　ティティ，儀式と祭り，宗教音楽，戦い等）

身体の動きに影響を及ぼす。（遊び，仕事歌，踊

　り，祭り等）

コード化されて合図になる。（コミュニケーショ

　ン，商売，戦いの合図等）

2006年6月

記憶を助ける（語り物等）

3音楽の機能

　ここまで，音楽の特質と音楽が人に及ぼす影響

について述べてきた。これらを音楽の機能と捉え，

さらに整理すると次の4点に集約できる。

①音楽は組織化された時間を作り出す

　②音楽は人の心に働きかける

　③音楽は身体に関わる

　④音楽はコミュニケーションの方法にもなる

①音楽は組織化された時間を作り出す

　流れる時間を人に意識させるのは音楽のリズム

によってである。リズムという言葉は通常さまざ

まな意味を含んで用いられるが，ここで言うリズ

ムとは，緊張と弛緩が一定の間隔で（必ずしも等

間隔ということではなく）現れる事によって生ず

る時間のまとまりを指す。この緊張と弛緩は，ハー

モニーの進行によっても生まれるし，メロディー

の進行によっても作られる。

　音楽はつきつめれば，音とこのような広義のリ

ズムによって構成されているとも言える。つまり，

まず音の存在が不可欠な要素である。しかし音が

存在するだけでは音楽にはならない。なぜならそ

の音が疇間的に変化することが，音楽を成り立た

せる条件になるからである。その変化によって作

られるのがリズムである。

　また，狭い意味では拍節的リズムの音楽におけ

る時緬の長短をリズムという場合もあるが，この

ような文脈で用いるリズムは，狭義のリズムと考

えられる。本稿では特に区別が必要な場合には，狭

義のリズムを「リズム」と表すことにする。

　リズムは音楽の本質的な要素である。それと同

時にリズムは，音楽ばかりでなく人間の生活のあ

らゆる領域に関わる要素でもある2｝。逆に言えぼ，

人は物事に秩序を見出すために，リズムというま

とまりを作ろうとする。このような人間の存在特

性ゆえに，音楽は人間に直戴的に影響するのであ

る。
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②音楽は人の心に働きかける

　人間の音楽に対する情緒反応についての研二究領

域について，クロージアは「この領域において研

究を支配してきたのは，情緒や覚醒，情動，気分

といった相互に関係しあう概念であり，音楽はそ

の情緒誘発能力によって社会的影響に寄与するも

のと見なされる」と述べている〈②p．88）。しかし

ここにある情緒，覚醒等々，音楽の情緒反応に関

わる用語の概念は，未だ整理されつくしていると

は言えない3｝。

　そこで，ここでは音楽がある程度共通して人に

与える心情的印象があることを前提として論を進

めていきたい。人は音楽に何らかの雰囲気を感じ

る。例えば「陽気な音楽］とか「荘厳な音楽］と

いった印象を持つ。ここでは音楽が「陽気」とか

「荘厳」という情動を表現するか否かという，表現

主義者（expressionist＞と形式主義者（formalist）

の論争に分け入る事はしない。音楽の表現性がど

のようなものであれ，ある種の音楽は，厳然と人

に何らかの心情を誘発する要素を持っている。そ

れゆえに人問は社会の中でさまざまな用途で音楽

を使用してきたのである。音楽によって，人は「や

さしい気持ち」になったり，「落ち着いたり」，「高

揚」したりする。また反対に音楽は「不安な気持

ち」や「怖い気持ち」を引き起こすこともある。

　人々が感じるこれらの心情は，ある程度共通し

ている4｝。音楽の持つこのような機能は，儀式の音

楽，集団のアイデンティティを作る音楽（校歌，応

援歌など〉などに特に顕著である。つまり，音楽

は集団の心情を統制できるという機能も持つ。そ

してこのことは，逆から見れば，音楽によって同

じ心情を共有できるということにもなる。

　また，音楽が単に何らかの心情を誘発するにと

どまらず，直接的に人の生理的機能に影響を及ぼ

す効果を期待するものとして音楽療法がある。多

くの文化において，古くから病気や苦痛をやわら

げるために音楽を用いていたことは周知の通りだ

が，現代では回復効果を期待した西洋的アプロー

チとしてのセッションが，さまざまに実践されつ

つある。これは音楽の持つリラクゼーションの効

果を利用することに始まり，より積極的に人の精

神に関与するような方法を試行しながら近年盛ん

になってきている。音楽療法は，音楽が引き起こ

す人間の心情的変化を期待し，それを積極的な目

的として行われる営みである。

③音楽は身体に関わる

　心と体はいうまでもなく，密接に結びついてい

る。音楽が呼び起こした心情の変化は，身体の動

きを伴って外へと現れる。例えばわれわれは，音

楽を聴いて「うきうきするような気持ち」になれ

ば，自然に音楽に合わせて身体をゆらすなどして

動いている。さらに言えば，音楽が誘発する身体

の動きは，拍節的な「リズム」に同期する動きに

とどまらない。乳幼児が音楽を聴いて楽しい気持

ちになってにこにこ笑う，足をバタバタさせるな

ど，音楽の「リズム」とは無関係に見える動きの

場合もある。とりわけ乳幼児は心の動きがスト

レートに身体の動きとなって現れるが，このよう

な動きも音楽によって引き起こされた動きとして

視野に入れて考える必要がある。

④音楽はコミュニケーションの方法にもなる

　コミュニケーションとは，一一ge的には言語コ

ミュニケーションに代表されるような意味内容の

あるやりとりを指す。音楽がこのようなコミュニ

ケーションの機能を果たすのは，音楽を合図とし

て用いた時である。つまり，特定の音楽と決まっ

た言語的情報とを結びつけ，そのことを前提とし

て用いられる場合である。

　しかしこのような言語的コミュニケーションと

は別に，コミュニケーションにはもう一つの様態

があり得る。それは，音楽を共有する事によって

生まれる一体感である。この機能は前に述べた，音

楽によって生じた同じ心情を共有することの別な

側面といえる。山田は，赤ちゃんと母親の初期の

コミュニケーションの形態を「うたう」という吾

葉で表しているが，乳幼児期のコミュニケーショ

ンを考える際には，このような共有というコミュ

ニケーションの視点を持つことは非常に重要であ
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る（③PP．　55～80＞。

II音楽が乎拗児の発達に及ぼす影響

1音楽的活動にみられる音楽の機能

　以上述べてきた音楽の機能は，乳幼児にも同様

な影響を及ぼすと考えられる。しかし，乳幼児が

音楽に関わっている姿を観る際には，大人のそれ

とは違った視点を持たなければならない。それは

f音楽］という対象を一般的に了解されている範囲

よりも拡張して捉える必要があるからである。

　乳幼児にとっての音楽は，人間が作り上げてき

た文化としての音楽ばかりではない。それよりも

もっと原初的な形で存在している音楽をも視野に

入れなくてはならない。それは音やリズムが一定

の様式に従って体系化される以前の形で表れてお

り，断片的であったり，言語との区購が判然とし

ていなかったりする。このような音楽のことを本

稿では「前音楽1と呼ぶ5，。音楽に関わる幼児の姿

として一般的に認識される姿，例えば既成の歌を

歌ったり曲に合わせて踊ったりする姿は，音楽活

動としての意味を付与して観ることが容易であ

る。しかし前音楽に関わる乳幼児の姿は，これら

の姿とは様相を異にする。本稿ではこのような乳

幼児の姿も含んで「音楽的活動」と表す。ここで

は乳幼児に特有な音楽的活動を申心に採り上げな

がら，その中に音楽の機能がどのように現れるか

を探る。

同様であったが，こちらは「おったこよ」の時に

比べると，人数が増え，さらに自信を持って言っ

ている幼児もいる。

　また，［ばあ」のところでは，1回目は保育者の

すぐ後に続いて，全員が「ぼあ」と言いながら「い

ないいないばあ」の動きを嬉しそうにやっている。

2回目には保育者が顔を手で隠すと，次の「ばあ」

を予測し保育者が「ばあ」とやる前に，自分で

「ばあ」とやる幼児もいる。

　幼児は音楽が作り出す時間のまとまりを，フ

レーズとして感じている。上の事例では各フレー

ズの終わりにある「よ」をより所にしながら，フ

レーズのまとまりを予澗し合わせようとする幼児

の姿を見ることができる。また「ばあ」の部分に

ついても，1回目でこのフレーズが馴染みの深い

Fいないいないばあ」と同じ動きであることを理解

したようである。そして2回目には自信を持って

保育者の動きに先んじて「ばあ」をやろうとして

いる姿を見ることができる。

〈事例2＞2歳児クラス

　散歩の帰り少し急な石段を降りるとき，保育者

が「ひと一つ，ひと一つって降りて来るんだよ」と

言いながら，一段ずつ足を揃えて石段を降りてみ

せる。何人かの幼児は，保育者の真似をして「ひ

と一つ，ひと一つ］と言いながら降りていく。

①音楽は組織化された時間を作り出す

く事例1＞2歳児クラス6｝

　保育者が手遊びを伴う次のようなわらべうた

を，幼児の前でやって見せている場面のことであ

る。Fおったこおったこおったこよ　ひじっこぼ一

んぼ一んよ　こっちもぽ一んぼ一んよ　あかぐり

あかぐりあっぺらぼうのばあ（この接省略）。］

　この遊びは幼児にとってまだ馴染みの薄いわら

べうたであった。保育者の歌う「おったこよ」の

「よ」のすぐ後に，何人かの幼児が「よ」と言う。

「ひじっこぼ一んぼ一んよ］の「よ」のところでも

　保育者がやってみせた「ひと一っ，ひと一つ」と

いう数え方は，日本語特有の間を持ったリズムで

ある。保育者は，幼児が石段を注意深くゆっくり

安全に降りて行けるように，このような方法を

とったのであろう。単に一段ずつ降りるだけでな

く「ひと一つ，ひと一つ」というリズムをその動

きにつけたことによって，幼児は言葉を発しなが

ら，それに合わせて自分の動作をリズムにまとめ

ていったわけである。

　このように．リズムは時間の流れを組織するだ

けでなく，自らの身体の動きをそれに対応させて

まとまりのある動きにする働きもある。身体運動
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の未発達な幼児期において，自分の身体の動きが

滑らかな運動になるよう習熟していくことは重要

な課題である。この時期，リズムは身体の動きに

関わって重要な意味を持つ。

②音楽は人の心に働きかける

　われわれはお気に入りの曲が鳴り出すと，体を

動かしながらにこにこ笑う乳幼児の姿を頻繁に見

ることができる。また，子守歌によって乳幼児の

気持ちが安定して眠りについていくなど，このよ

うな事例は枚挙にいとまがない。

　しかし音楽と心の関係は，このように音楽が心

に作用するという一方向だけでなく，双方向の関

係を持つと考えることができる。ここではそうし

た事例について採り上げる。例えば，次の事例の

ように，気持ちが高まってきたときに，言葉の抑

揚がだんだん大きくなり，わらべうたの音組成を

とりながら歌のようになっていくことがある。

〈事例3＞2歳児クラス

　みんなが石段をおりきって，最後のF子とM

男が降りてくるのを待っていた時に，C男が「がん

ばれ一」と言った。すぐにG子もまざり「がんぼ

れ」と言っているうちに，わらべうたの二音歌の

特徴であるレドレの音緩成を持つリズミカルな掛

け声に変化していく。それと共に，催の幼児も一

緒に声を合わせて二人を励ますように掛け声をか

けている。

　この事例のように必ず明確なわらべうたの音組

成をもつ歌になるとは限らないが，独ll｝言を言っ

ている幼児の言葉がだんだん変化していく様子を

目にすることがある。気持ちが高ぶっていくにつ

れてその言葉は，声の大きさ，音程の輻，発声時

の力の入れ具合などがどんどん増していき，独り

言を発している雰囲気とは変化し旋律をもった唱

えになっていく。つまり気持ちの高ぶりによって，

言葉（必ずしも意味内容を持つ言葉に限らず，何

らかの音声である場合もあるが）の抑揚の幅が大

きくなり，拍節的「リズム」が明瞭に表れてくる。

幼児はそのような言葉の変化にますます心を動か

され，さらにその言葉は音楽的な特徴を際立たせ

ていくという過程である。このような場面は，時

として数分続く場合もある。

③　音楽は身体に関わる

　われわれは，乳幼児が音楽を聞いて身体を上下，

左右に動かす様を頻繁に目にする。幼児のこうし

た動きは，単に音楽の「リズム」に同期して動い

ているというよりも，耳にした音楽から受ける印

象によって心が動き，それが身体の動きとなって

現れている場合が多い。

＜事例4＞4．5歳児クラス

運動遊びとして，色々な歩き方を幼児から引き

出すという活動場面のことである。映画「ピンク

パンサーJの主題曲の冒頭部分の音楽が鳴りだし

たら，ほぼ全員が「忍び足］で歩き始めた。この

時指導者は，言葉による指示を何も出すことなく，

音楽を鳴らしただけである。幼児の中には「泥棒

の曲だ」と言った者もあった7）。

　さまざまな場で幼児を指導する機会の多いこの

指導者によると，この曲が鳴るとほぼ間違いなく

「忍び足」で歩くという運動形態が幼児に出現する

とのことである。それは，「ピンクパンサー」の主

題の独特な雰囲気を，忍び足で歩くことが似合う

と幼児が感じ取り，身体で表現した結果であると

考えられる。

〈事例5＞　2歳児クラス

　T子が，人形を床に寝かせ，人形用の布団を人

形に掛けて，「ゆ一りかご一のう一たを一…ね一ん

ね一…ね一んね…」と繰り返し歌いながら人形を

トントンたたいている。たたき方が少し乱暴であ

る。そこで保育者が「Tちゃん，そんなに強くた

たいたらお人形さん眠れないよ」と声をかける。T

子のたたき方は途端にやさしくなり，歌う声にも



2⑪　　人間発達文化学類論集　第3号

変化が生じる。（④p．256）

　この事例においても同様のことが言える。人形

を乱暴に扱いながら歌っていたT子の1ゆりか

ご］の歌い方は，保育者の言葉かけによってやさ

しい歌い方へと変化した。それはT子が人形をや

さしく扱うことに気づき，その動作に結びついて

生じた変化であった。歌い方と人形の扱い方との

どちらが先ということではなく，身体の動き方と

心の持ち方と歌の表現は幼児の中で表裏一体のも

のとして存在している。

　このことは，音楽を用いて身体の動きを促す場

合の教材の選び方や，音楽を聴いている幼児の姿

の見方などへの示唆を与えてくれる。

④音楽はコミュニケーションの方法にもなる

　ここでは，共有によるコミュニケーションを中

心に採り上げる。事例3に見られるように，リズ

ミカルな言葉を唱えている幼児たちの間には，友

達が無事に石段を降りてほしいという思いが共有

されている。

　音楽によるこのようなコミュニケーションは，

歌遊びを行っている幼児に顕著に見ることができ

る。それは音楽のリズムを共有する事によって生

まれるコミュニケーションである。例えば，お手

合わせの遊びは2人の「リズム」が揃うことによっ

てはじめて成立する遊びであり，まさに「リズム」

が揃ったというその事実が遊びの中核になる。ま

た同じ歌を一緒に歌っている幼児たちは，同じ歌

を歌っているということによって一体感を持つこ

とができるのである。

　次の事例もそのような例として捉えることがで

きる。

〈事例6＞3歳児

　車中，T男が後部座席で後ろや前の景色を見な

がら，£バスごっこ」の歌を歌っていると，父親の

合いの手が入る。各フレーズの終わりに父親が「ホ

イ」とか「いやだ」などの合いの手を入れ，最後

2⑪⑪6年6月

の「後ろの人は」の後には「ひげそった」など歌

詞を変えて入れるのに続いてT男も「ひげそっ

た」と歌う。T男はこのやりとりが気に入って，父

親の合いの手を期待して，何度となく繰り返して

歌っていた。（⑤P．　69）

　各フレーズの終わりに父親が入れてくれる合い

の手は，T男に期待と満足を与えている。ここで

は，フレーズの終わりという丁男が「期待した所」

に，本来の歌詞とは違う「予想できない」父親の

合いの手が入ることが，T男の遊びの面白さと

なっている。また父親は，T男の面白がる姿に触

発されて，合いの手をさまざまな言葉で入れるこ

とを繰り返している。これは，T男と父親の間で

「バスごっこ」という歌のリズムを共有することに

よって生まれるコミュニケーションと考えること

ができる。

〈事例7＞5歳児

　遊戯室で数名の男児が「Shake」の曲に合わせ

て，段ボールを貼った箱積み木を叩いていた。そ

ばにはマットが長く敷いてある。突然A男がその

場を離れ，保育室に行ってウッドブロックを持っ

て戻って来た。曲に合わせてA男が叩き始めた

ウッドブロックは，曲調によく合っており，ウッ

ドブロックの音によってその場の雰囲気が変わっ

た感じがした。それによって，多少この遊びに飽

き始めていた他の幼児も，ウッドブロックに合わ

せるように箱積み木を叩き始める。また代わる代

わるマットの上で前回りをしたり，フロアで踊っ

たりし始める男児も出てきた㌦

　この事例においてA男が持ってきたウッドブ

ロックは，当初叩いていた箱積み木の音よりも冴

えた音で，曲の雰囲気に合っていた。A男は段

ボールを貼った箱積み木の鈍い音よりも，もっと

違う音をイメージして，その場にはなかったウド

ブロックをわざわざ保育室から持ってきたのだろ

う。ウッドプロックの音は，他の男児達にも受け
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入れられ，またその音によって場の雰囲気が変化

し，再び遊びが活性化した。この場合，言葉によ

る話し合いなどが行われたわけではなく，まさに

ウッドブロックという音そのものが，その場の幼

児達の気持ちを一つの方向へと盛り上げている。

2孚拗児の音楽的活動をみる視点

　本稿の目的は音楽的活動を行っている乳幼児の

姿を，どのように見て取るかという視点を考える

ことである。前述した幼児の音楽的活動から幼児

の発達に即して，次の3つの視点を見出すことが

できる。

①運動との関係
　心と体は表裏一体である。とりわけ乳幼児は心

の動きが直裁，身体の動きとなって現れることが

多い。前に揚げた事例も，身体の動きを伴ってい

る場合がほとんどである。このことは，音楽が幼

児の運動発達に積極的に関与できる可能性を示唆

している。

　われわれは歩き始めたわが子に対して，親が手

を打ってかけ声をかけてやる光景をすぐに想起す

ることができるが，このことも，外からリズムを

与えてやることによって，子どもの歩くという運

動を触発しようとする行為に他ならない。事例2

も同様で，運動の未発達な幼児の動きを習熟させ

ていく過程で，音楽的なリズムは有効な手段とな

り得る。この場合のリズムは，既成の曲の拍節的

な「リズム」というよりは，事例2にみられるよ

うに「リズム1が伴う言葉といった，言葉の延長

に位置するような断片的なリズムであろう。

　運動習熟の次の段階としては，事例4のように

適切な音楽を用いて幼児の運動を引き出すといっ

たことを考えることができる。とは言うものの，こ

れは幼児に多様な身体操作を身につけさせるとい

う運動発達に関わるねらいを持っていることが前

提になる。曲に合わせて身体を動かす活動は保育

の中で頻繁に行われるが，その時「どのように身

体を動かすのか」という：視点を持つことによって，

その運動を子どもから引き出すために適した教材

曲を捜すという視点も生まれて来る。

　勉方，身体の動きは，事例5のように音楽表現

の質の向上を促すこともあり得る。動物を模して

身体で表現しながら歌う遊び歌を行う場合，まね

をした動物の大きさによって音の大小，テンポの

遅速などを変化させながら遊ぶことも，身体の動

きと音楽表現が結びついている例として捉えるこ

とができる。

　このような身体の動きは，次に述べる認識・表

現の発達にも深く関わっている。

②認識・表現との関係

　幼児は，大人とは様相を異にした表現をするこ

とが多い。国語辞典によると表現とは「人間の内

面にある思想・感椿・感覚などを客観化し，表情，

身振り，言語，音楽，絵画，造形などの外面的な

形として表すこと」である。藤江は，椿報理論を

モデルにして，表現の要素をFイメージ」「コード」

「メディア」で説明している。つまり「人間の内面

にある思想・感情・感覚などを客観化したもの」す

なわち伝えたい内容がイメージであり，表情・身

振り等の外面的な形，すなわち素材がメディアに

あたる。そしてイメージを表すために，素材をもっ

とも効果的な方法でコード化するという過程があ

り，これはすなわち表現技術に当たる。

　大人の表現は大抵の場合は，イメージ→メディ

ア→コードという過程をとる。しかし藤江は，乳

幼児の表現行為は，必ずしもそのような順次性を

持たないことを指摘している。簡単に述べると，初

めにイメージがあってそれを表すのにふさわしい

素材を選ぶという，イメージから素材へという展

開は5歳以上の幼児で可能になる順次性である。

それ以前の乳幼児は，素材から始まる。0～2歳こ

ろの乳幼児は，素材そのものに触れることで体感

的に素材の特性を知り，それを操作していくこと

で自分の身体と環境の特性を理解していく。3，4歳

ころになると，素材を過去の経験と結びつけて見

立てるという，素材からイメージへ，さらには他

者とそのイメージを共有するようなコード化へと

いう願次性が出てくるとしている（⑥pp．15
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　乳幼児の表現はこのような過程を経て発達して

いくが，どの段階においても表現と認識は表裏一

体である。0～2歳の乳幼児が素材の特性を知り理

解していく過程，3，4歳の幼児が行う見立てにおけ

る素材とイメージを結合させる過程，5歳以上の

表現におけるイメージ・メディア・コードを操作

する過程など，どの過程も認識なくしてはあり得

ない。認識は表現を促し，表現は認識の深化を促

しながら，スパイラルに発展していくと推潤でき

る。われわれが子どもの姿として見ることができ

るのは，外に現れた表現だけであるが，その現れ

た表現を通して子どもがどのような認識を育てて

いるのかを見とっていく必要がある。

　上述の藤江の述べる表現の要素のうち，メディ

アとして本稿で問題にしているのは，前音楽を含

んだ「音楽まである。音楽に触れた幼児はどのよ

うな認識・表現をしているのだろうか。

　事例1では，初めて触れるわらべうたに対して，

その特性を知ろうとしている幼児の様子を観るこ

とができる。Fよ」を手がかりに音楽のフレーズを

体現しようとしている様子，これは「いないいな

いばあ」と同じ遊びなのだと理解し，試している

様子など，幼児の行う音楽的活動から窺い知るこ

とができる。

　事例4で，幼児が忍び足で歩き始めたのは，こ

の曲の特徴を認識したからこそである。最初は音

色やメロディーの形などによって特徴づけられて

いるこの曲の表現に対する印象であったかもしれ

ない。その印象と過去の経験が結びついた結果，

こっそり歩くことが合いそうだという判断が生ま

れる。そして「忍び足」で歩くという身体運動を

通して，さらにこの曲の音楽的特徴の認識を深化

させたのではないだろうか。それは例えば，この

曲のメロディーが形づくっているリズムの現れ方

にふさわしい一歩一歩の足の運び方であったりす

る。

　乳幼児の場合，物事を認識していく上で，自身

の身体動作を通すということは重要な意味を持っ

ているように思える9｝。事例5で，T子の歌の表現

2006年6月

が変化したのも，人形をやさしく扱うという動作

の変化があったからこそである。

　音楽の関与によって認識されるのは，音楽的要

素ばかりとは限らない。音楽以外の認識にも音楽

が関わる可能性がある1e｝。例えば三国は，歌遊びの

中に「5」「10」という数字が含まれることに着目

し，幼児がそれらの遊び歌を何度も経験していく

ことで，数量概念を形成したり，数字の形象を認

識したりすることに繋がっていく可能性を示唆し

ている（⑦PP．70～72）。このような遊び歌は，数

を教えるために作られたものではないが，音楽が

記憶を助長する働きがあるのは事実である。その

ような例として代表的なのが九九である。

　また正高は言葉の抑揚やリズムが，乳幼児の言

語獲得にとって重要な要素となることを指摘して

いる（⑧）。乳幼児に応対する大人は「育児語」と

呼ばれる，高い音域での揮揚幅の大きい，ゆっく

りしたテンポの話し方で語りかける。音域が高く

なると抑揚の変化は聞き取りやすくなるし，ゆっ

くりしたテンポで話すことによって自然に1フ

レーズの区切りが明瞭になる。このことが乳幼児

の言葉の理解を促す重要な要素となるのである。

また言語未習得の乳児が母親と行うコミュニケー

ションにおいては，発声する音声は意味不明の音

であるにもかかわらず，発声する乳児の意図に

よって語尾の上げ下げが現れる。これらのことは，

乳幼児の言語獲得過程において，抑揚やリズムと

いった音楽的な要素が重要な役割を果たすことを

意味している。

　乳幼児の表現・認識の発達を考える際には，音

楽的な認識と音楽外的な認識の両面から見ていく

必要があるだろう。しかし，この両者は別個のも

のと捉えるべきではない。なぜなら別f固のものと

した場合，音楽は音楽外的な認識を促すための手

段になってしまうからである。そうではなく，乳

幼児の本来の音楽的活動が，音楽的な認識と同時

に音楽外的な認識も育てると考えた方が，乳幼児

の豊かな音楽的活動を保証することに繋がるであ

ろう。
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③コミュニケーション（社会性）との関係

　社会性の獲得は幼児期の重要な発達課題であ

る。その中でも，人とのやりとり，すなわちコミュ

ニケーションの方法を習得していくことは特に重

要である。音楽は事例3のような共有によるコ

ミュニケーションを引き起こすが，子どもの発達

段階によって，さまざまなコミュニケーションの

様態を視野に入れなければならない。

　小山は，未満児の音楽表現について，「未満児の

音楽表現は，表現しようとする時の子どもの顔の

表情や出している声の抑揚，身体の動き等あらゆ

る変化や過程を総合的に捉えていく必要がある」

と述べている（⑨pp．135～136）。そしてその子ど

もの音楽表現に周囲の大人や友達が応じていくこ

とによって，様々な形でコミュニケーションを成

立させていることを明らかにしている（⑨）。言葉

と音楽が未分化な乳幼児の音楽的活動は，言葉と

の区別を明確につけることが困難な場合が多い

が，そのような表現が周囲との関係の中でコミュ

ニケーションとして成立していく。

　また事例6のように音楽的な要素，すなわちリ

ズムを中心にしたやりとりもコミュニケーション

の様態である。事例1のような，フレーズの終わ

りの「よ」を合わせようとする幼児は，そのこと

によって保育者とわらべうたを共有してコミュニ

ケーションしているとも言える。こうしたコミュ

ニケーションは，獲得した音楽技能などの幅の広

がりによって多様な形をとって現れる。例えば事

例7は，A男がそこで屠いていた曲に合った楽器

を選択できたという技能の発展がみられる。この

場で曲を共有するコミュニケーションが成立した

のも，その楽器選択がふさわしいものであったか

らこそである。

　このように発達段階や音楽的成長によって変化

するコミュニケーションの様態に即して，音楽が

関与する仕方を追求していく必要がある。

ま　と　め

　音楽の特質や音楽が人間に及ぼす影響から，音

楽の機能を次の4つに整理した。

　1．音楽は組織化された時間を作り出す

　2．音楽は人の心に働きかける

　3．音楽は身体に関わる

　4．音楽はコミュニケーションの方法にもなる

　上記の4つの機能が乳幼児の音楽的活動の中に

どのように現れるかという検討を通して，音楽が

乳幼児の発達に及ぼす影響を考察した。その結果，

次の3つの視点を導くことができた。

　1．運動との関係

　2．認識・表現との関係

　3．コミュニケーションとの関係

　この視点から乳幼児の音楽的活動の状況を分析

し，その発達の様態を明らかにしていくことが今

後の課題である。

　　　　　　　　　　　　（2006年4月IG日受理）
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筆者は先行の研究において，次のような点を指播し

た。まず幼稚園カリキュラムにおけるねらいは，音楽

に直接関わらない包括的な保育のねらいとして掲げ

られるため，内容である音楽活甦のあり方を方向づけ

る手がかりとして機能しにくいこと，また音楽活動は

集団活動として位置づけられることが多く，「みんな

で一緒に～する楽しさ」を目指す傾向になることなど

である（⑲）。

クラーゲスは，リズムは現象の時間性と共に空間性も

支醗するとして，「時間的であって，同時に空間的で

ない現象，または，空間的であって，岡時に時間的で

ない現象は存在しない。現象の時間性のリズム的分節

はそれゆえつねに薩時にその空間性のリズム的分節

でもある。逆もまたおなじである」と述べている（⑭

P．67＞。

ジャスリンらは，「Music　and　Emotlon」の序章で「音

楽と椿動に開わる理論と研究が困窮してきた主要な

問題は，概念の混乱である」と述べている（Gp．7）。

ブルーナーは，さまざまな気分を誘発する音楽的特徴

について一般化を試みている。興奮は，長調で，テン

ポが速くて，中音域，不規躍なリズム，不協和音，大

音量の音楽によって生み出され，静かさは，長調で，

スロー・テンポ，中音域，流れるようなリズム，協和

音，小音量の音楽によって生み出される等々。（②pp．

89～90）

乳幼児にかかわるこのような音楽について，園部三郎

は「原音楽」，覧三智子は「音楽以前の音楽］という

言葉で表している。
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6）事例1～3は，2003年11月，福島市内のS保育園にお

　　いて観察された事例である。

7）　広瀬仁美氏の保育所における実践である。広瀬氏の実

　　践は「どの子ものびる運動神経　上」に詳しい。

8）福島大学附属幼稚園において1999年11月に行われ

　　た「幼稚園教育研二究会Jでの事例である。

9）正高は小林の実験を採り上げて，子どもが言葉の意味

　　を把握するためには，身振りが重要であることを述べ

　　ている。また視点移動の動詞「行く」と「来る」につ

　　いて，使い方を習得する前の段階として身体運動の適

　　切な使用が必要である可能性を示唆している（⑬pp．

　　128～136，　pp．149～169）。

10）正高は，乳児が単語を覚えていくのに，その単語が含

　　まれている歌を聴いていることが有効1こ機能するこ

　　とを報告している。（⑬pp．　46～59）
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Music and Childhood Development : An

Influence oR the Develepment ef

Examination of

Young Children

Music's

SHIRAISHI Masako

   This paper discusses how music influences childhood development through an examination of

young children's music activities in consideration of the functiens of music. After examining the

infiuence of music on human beings in general, the functions of rnusic with regard to young

children's music activities were ordered as follows: '

   1. Music creates time that is organized.

   2. Music influences the mind.

   3. Music influences the body.

   4. Music becomes a means ef communication.

   Through examination of how the above four functions act in young children's music activities.

the infiuence music exerts on th' eir development was examined. As a result, the following three

perspectives cou!d be found.

   1. Music's relationship to mevement

   2. Music's relationship to recognition and expression

   3. Music's relationship to communicatien

   A future subject is to analyze the conditions of yeung children's music activities frorn these

perspectives, and to clarify the state of each type of development.


