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第５章　指による上あご支え上げ発声  

                                              

１　息先行の重要性と息の筒の再認識

　舌出し発声が目的とする２つの重要ポイントで

ある「喉の解放」と「舌を鍛える」ことが、学習者

にある程度身に付ついてきたならば、初めてここ

で通常の口を開けての発声へと進んいくことにな

る。ただし学習者には、この時点で、「舌出し発声

という初歩の初歩にあたるメソードは、初級レベ

ルを超えて中級レベルに入ってきたときには、も

う実行する必要がなくなるか、いつまでも続けて

いては、かえってそれ以上のレベルへ向上しよう

とする時の障害となることがある」ことを示唆し

ておく必要がある。「舌出し発声は、アタックにお

ける健全な声門閉鎖を促す」メソードではあるけ

れども、正しい方法論が身についたならば、毎日

の発声練習の日課として必ずしもやり続けなけれ

ばならないという類のものではない。テクニック

の勉強には、こういった、一度は経験する必要は

あるが、ずっとやり続ける必要はないというもの

も多々存在する。上位技術に入ったならば、潔く

下位技術を捨てて上位に徹するという姿勢がベ

ル・カントの学習には大切なのである。

　さて、これから述べる「軟口蓋上げ」及び「指に

よる上顎支え上げ発声」を経験することによって、

学習者は、更に豊かな頭声区の共鳴を得ることが

でき、発声技術を飛躍的に向上させるのに非常に

効果的であることを知るであろう。

＊ 琉球大学教育学部音楽教育専修（声楽）　教授
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要　約

　本研究は独唱・重唱・合唱を行おうとする者及びその指導者のために、歌唱法の基礎としてのベル・カン

ト唱法を、どのような基本概念に基づき学習し、また指導していくべきかに関して考察し、特に日本人の身

体的特性を踏まえながら基礎から応用まで順を追ってその指導原理をシリーズとして論述したものである。

　本論文I-4では、同シリーズI-3に引き続き、軟口蓋の柔軟性を体得させるための「指による上顎支え上げ

発声」「スタッカート」「スタッカート～レガート」「真性のレガートとは何か」「鳩尾の柔らかさ」「初級にお

ける母音唱」「純正な[ɑ]と母音の変容」「中級へのブリッジとなるスケール」「響きのポジションを失わない

という概念と実践」等々につい手順を追って論述し、日本人の身体的特性に基づくベル・カント唱法初級

編の完結を図る。
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　次に「軟口蓋上げ」の方法についてその手順と

留意点を列挙する。

　手順①　腰幅並行立ちで構え、顔の表情は、平

常時の表情をとらせる（写真①）次に親指をまっ

すぐ伸ばした拳骨をつくり、頬骨をよく上げた顔

つき（所謂「ニヤリ顔」）をつくる（写真②）。この

伸ばした親指の「先端」で（即ち親指の腹ではなく、

親指の先端で）ニヤリ顔をした上の歯並びのうち、

第４歯（第３歯である犬歯のひとつ後方の歯）を

下から上へ向かって持ち上げる（写真③）。

　留意点：この時、指を添える前に決してあらか

じめ下顎を開けておくことのないように注意し

なければならない。むしろ第４歯を指で持ち上げ

ようとしながら、口を「こじ開けている」かのよ

うに行うことが大切である。指による上顎支え上

げは、このフォームによって顎の開き加減が「こ

れ以上あける必要はないが、これくらいは開けな

ればならない」という軟口蓋上げの理想的な顎の

構えを得させるものであり、初心者によくありが

ちな、口を開けるときに下顎を先に落としてしま

い、そのことで開放されなければならないはずの

顎間接に好ましくない力みが入ってしまうこと

を避けるためのものなのである。口腔内奥が口を

開けたことによってかえって狭く詰まったものに

なってしまうような無駄な下顎落しは、口腔内の

開放―とくに口腔内の天井を高く持ち上げて口腔

内の容積を拡げるという、軟口蓋上げ本来の意図

を損ねてしまう。初めてこれを行う学習者は、第

４歯から、その歯茎へ向かって下から支え上げる

力（或いは力の方向性）を感じ取るであろう。何

故このように上顎を持ち上げる必要があるかとい

うと、この後、後々の軟口蓋上げ発声のときに「こ

もり声・含み声」に陥らないようにするために、

上顎全体が後ろか前までバランスよく持ち上がっ

ているようにするためである。

　手順②　「指による上顎支え上げ発声」のフォー

ムが構えられたら、そのフォームを崩さないま

ま、Ⅲのブレス（下腹を引き込みつつ息を全て吐

き、呼吸活点へ向かって瞬間的に息を吸い、吸わ

れた直後、即、腰のこわばりをほぐす）を「５回連

続して」行い、各回ごとに吸う息と同時に軟口蓋

を上方へ向けて引き上げる。５回吸って息が満タ

ンに吸われて終わるわけであるから、１回ごとの

吸気の量は、全体量の５分の１或いはそれ以下で

なければならない。

　このように５回連続して吸気しながらの軟口蓋

上げを行ってみると、生徒は自分なりに、良いタ

イミングとイメージで軟口蓋を高く保つことがで

きた、所謂「会心の１発」に出会うことができよ

う。その会心の軟口蓋上げのコツを掴ませるよう

にする。

　留意点：①で親指を立てて拳骨を作る時に、親

写真①：準備としての普通の表情 写真②：ニヤリ顔 写真③：指による上顎支え上げ
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指は拳骨にぴったりとくっつけておかなければ

ならない（写真④）と注意したが、この軟口蓋上

げを行うときも、徐々にこの親指が、拳骨から離

れてきてはならない。また、写真のうち、横顔の

ものを見てほしいのだが、まっすぐに立てた親

指の爪と背が、下顎の皮膚にぴったりと接してい

なければならない。親指が拳骨から離れてしまっ

たり、或いはまた指圧の指のように反り返ってし

まったりしては、顎の開き加減を理想的な形に保

持することが難しくなってしまう。また親指の爪

や背が下顎の皮膚から離れてしまうと、軟口蓋上

げの際に下顎がパクパクと動いてしまい、これま

た顎の開き加減を理想形に保つことができず、下

顎を無駄に動かすような崩れに繋がってしまうか

らである。

　手順③　５回連続の軟口蓋上げで上述した「会

心の１発」に出会えたならば、次に１回だけⅢの

ブレスで吸って軟口蓋を揚げたもち、１回ずつ作

用･反作用のタイミングに乗りつつ、腰で５回、息

を同じテンポで斜め後ろ外下方向へ向かって弾く

と、腰で弾かれた息の玉が、持ち上げられた軟口

蓋に到達するかのように、瞬間的に５回連続して

打ち上げられてくるようにする。弾く速さは、最

初から理想的な素早さでできればよいが、初心者

にこれが難しいと思われた場合は、４分音符116

の速さから始めて、次第に速度を上げ、その倍の

速さくらいまでテンポアップしていくとよい。

　留意点：腰で息を弾く際、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲのブレス訓

練の項でも述べたように、前腹を引っ込めながら

上方へ向かって息を打ち上げてはならない。また

腰で（厳密に言えば呼吸活点で）５回弾くうち各

回の弾き方や腰で弾かれた結果、瞬間的に生まれ

る呼気の量にムラがないようにする。吸気の際

「息の吸い過ぎ」には注意することは特に重要で

あり、生徒が「さあ吸った息を、これから吐くぞ」

と思ったとたんに、無駄に多く吸っておこうとい

う気持ちが生まれ、勢い胸式呼吸が混じってし

まったり、吸い込む時の瞬間性が失われてしまう

ものである。特に瞬間性がなくなると量的にも多

すぎる息を取り込んでしまい、その結果本人は逆

に苦しくなり、後ほどこのフォームで発声をしよ

うとする時に声にならない息の無駄吐き傾向に陥

ることがある。「吸う息の量は、５分の１以下」の

原則に徹して教えなければならない。

　更に教師は、生徒の身体全体の様子をつぶさに

観察し、生徒の身体に無駄な、もしくは好ましく

ないサイド・プレイが起こってしまっていないか

どうかをチェックする必要がある。例えば、瞬間

的な吸気の際に肩・鎖骨をピクッと上に上げて

吸ってしまっていないか、腰で息を弾く動きを前

腹を引っ込めながら行っていないか、呼吸活点で

弾かなければいけないところを、上胸部を陥没さ

せながらこれをしようとしていないか、つまり上

胸部のオープン・チェストをキープしつつ呼吸活

点で軽ろやかに息を弾くことができるという身体

のパーツ別のアイソレイション（個別化）がきちん

とできているか否かを、チェックする必要がある。

　生徒の側は、息を弾くときに真下へ向かって弾

くイメージを忘れてはならないし、教師は、かつ

て舌出し発声の前段階で教えたときのように、必

ず「腰で真下に弾くそのインパクトで、息は真上

に打ち出されるのです」「ちょうどロケットやミ

サイルの噴射口からの下方向に火花が噴射される

からこそ、ロケット、ミサイルの本体は真上の天

空へと飛んでいくのと同じだと考えて御覧なさ

い」といったように、比喩を用いて指摘する必要

がある。この比喩は生徒にとってとても理解され

やすいらしく、今まで上方向へ「吐き上げて」い

た生徒が、これを納得してたちどころに下方向へ

「打ち下げる」動きへと劇的に変化する様子を筆

写真④：親指の爪と背がぴったり

と下顎の皮膚に密着している様子
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者は常々目にしている。

　文章では、なかなか実技の「力加減」のニュア

ンスが伝わりにくいが、これらは決して力任せに

やるものではなく、かろやかにリラックスして行

わなければならない。常に息先行型であって筋肉

先行型に陥らないように指導しなければならな

い。このことは腰で息を弾くことを教えた際に、

弾くことに集中するよりも、弾いた直後にすぐ腰

周辺の筋肉のこわばりを緩めて、筋肉のリラク

セーションにたちもどることに注目しなければな

らないと指摘したとおりである。

　手順④　指による上顎支え上げのフォームを崩

さずに、腰で息を弾くことができるようになった

ら、腰で弾かれる息に乗せて発声を行う。C-dur

の３度［d-r-m-r-d］（速度４分音符=116ca.）を１

クールとしておこなう。（［d-r-m-r-d］の表記につ

いては、筆者の他の論文「合唱指導と合唱団育成

における理念とキーポイント」の後半でも触れて

いるネオ・トニック・ソルファの表記に沿ってい

るので、参考にされていただきたい）

　留意点：このとき腰で弾かれる息は断続的であ

るので、結果スタッカートでこのスケールを行う

こととなる。上で指摘したように、生徒は腰で弾

かれる息のインパクトをもってのみこれを行うの

であって、このスタッカートの音型を決して喉で

切ってはいけない。そして更に教師は、生徒が純

粋に横隔膜の下方向へのインパクトでこれを行っ

ているか否かをチェックすることが大切である。

　手順⑤　上記の方法で、生徒のほうに何も問題

がなければ、C-dur → Des-dur → D-dur → Es-

dur → E-durへと進む。ここまでのところはあま

り音色に対しては厳密な要求をせず、むしろ、息

を吐いて→一度止まってから→瞬間的に腰へブレ

スをし（Ⅲのブレス）→作用反作用の法則に則っ

た理想的なタイミングでのアタックができている

かをチェックするにとどめる。（音色に関しては

次の「コース取り」で行うこととする。）

　留意点：往々にしてブレスを多く吸いすぎたり、

身体のフォームや顔のフォームが崩れたり、息の

吸われる場所（呼吸活点）がきちんと意識されて

いなかったり等々、生徒の側に起きる様々な好ま

しからざる現象を教師は全て正す必要がある。

　手順⑥　E-durにおいて、指による上顎支え上

げフォームでの「コース取り」を行う。手順とし

ては、舌出し発声で行ったコース取りと同じであ

る。自分の内部に息を送る筒があるのではなく、

自分よりも後方1.5m、或いは２mに息の筒をイ

メージし、その中を息がまっすぐ上方に通り抜け

ていく想像をしながら行う。舌出し発声でのコー

ス取りと同じように、E-dur の第１音を頂点とす

るように、適当に低いピッチから（あえて目安を

与えるなら、完全４度下Hあたりから曲線を描い

て上昇し（上行ポルタメント）、Eに達したら再び

曲線を描きながら落下（下降ポルタメント）する

ように「音の放物線」を描きつつ行う。Eの音を最

高音とする理想的なコース取りできたら、次は第

２音のFisを、そしてその次には第３音のGisを同

様にコース取りを行い、全てが「丸く深い音色」

（喉の雑音がなく、頭声の共鳴が豊かな音色）でで

きるようにする。

　留意点：この時、学習者は頬骨上の表情筋が下

がらないように気をつけ、前掲の写真のような笑

顔を保ってこれを行うこと。上唇が下がってし

まうと、声をその出口においてシールドしてしま

う、所謂「こもり声」「含み声」になってしまうの

で要注意。

　手順⑦　コース取りで得られた音色を学習者

はよく覚えておき、その音色で全体を統一しなが

ら、次に３度（d-r-m-r-d）のスタッカートを２回

（２ペア）少々速いテンポ（４分音符=120ca.の設

定で、スタッカートする音符は８分音符）で行う。

教師は生徒の３度の「指による上顎支え上げ発声」

がうまくできるたびに徐々にスケールを半音ずつ

シフトアップし、E-dur → F-dur → Fis-dur → 

G-dur →Gis-dur → A-dur →B-durまで進める。

　留意点：初心者の場合は、せいぜいB-durまで

行ったら、スケールをまた半音ずつ下げていく。

あまり高い音までさせないわけは、開放された
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喉、高く保たれた軟口蓋という正しいフォームが

崩れないで、腰で弾く息によるスタッカートがど

れだけ行うことができるかということにこのメ

ニューの目的があるのであって、どこまで高音が

出せるかなどということは、全く目的外であるか

らである。生徒のスタッカートがどこか目的をそ

れたものとなったなら、その場ですぐ声を出すの

を止め、その崩れの原因と対処法を生徒に伝えな

ければならない。

　このあたりで多く見られる崩れには、顔の表情

筋の緩み、軟口蓋の垂れ下がり、下顎の無駄開け、

こもり声、喉アタック（声帯アインザッツ）、額（お

でこ）や眉間の異常な緊張等々、様々に起こりうる

ので、これらを教師は看過することなく、指摘し、

生徒の悪い癖を矯正していかなければならない。

　手順⑧　指による支え上げで長３度の上下行

２ペアができるようになったら、次に２ペア目に

上顎を支え上げている親指を「騙し騙し」取り去

り、そのときに上記に述べたような崩れが全く起

きず、音色の統一されたスタッカートの質が保た

れるか否かに挑戦させる。この時用いるスケール

は、もう一度、低いほうのCから初めても良いが、

レッスン時間を切り詰めたいと考えるときは、

F-dur ～ G-durあたりでこれを行って、崩れがな

いかを確かめるというやり方をとってもよい。

　留意点：支え上げの補助としていた指を「騙し

騙し」取り去るということが大切で、決して急に

行ってしまわないことである。

　手順⑨　更に指の支え上げの力に頼らず、自ら

の軟口蓋の引き上げ保ちが徹底してできるように

するために、２ペアのうちの２ペア目に取り去っ

ていた指を、Ⅲのブレスで息を吸った直後放して

しまうということをさせ、指の力を借りずとも軟

口蓋上げ保ち発声ができるようにする。

　手順⑩　生徒が上記の指を徐々に離しても指に

よる上顎支え上げ発声の３度スケールがある程

度できるようになったら、F音での同度（完全１

度）のスタッカート～レガートを行う。指導者の

誘導によって息を吐き、瞬間的に腰に吸い（Ⅲの

ブレス）、スタッカート４回→レガート（４つ分の

スタッカートと同じ長さ）と転換させる。この時、

特にアタック（最初のスタッカートに入る時）に

は、思い切りのよい、潔いスタートを必要とする。

スタッカートが始まったら、腰での息を弾く動作

は、所謂「惰性の法則」に任せるようにし、途中で

音の強弱が出来てしまうような不均一な出し方を

させないことが大事である。

　スタッカートからレガートに移行したときも、

スタッカートで行っているところの、腰で息を弾

き続ける動作をやめることなく、レガートを作り

出さなければならない。こうして出来上がるレ

ガートは必ず「ビブラート感のあるロングトーン」

となる。レガートが棒歌いのようにならず、腰で

弾かれる個数分だけのビブラートが産み出されて

いるかを教師はよく聴きとり、このビブラートに

ムラがあったり、振れ幅が不十分であったりして

いないかをチェックする。最初は「ビブラートか

け過ぎ」くらいやらせてみてもよい。スタッカー

ト～レガートの組み合わせが１クールできたな

ら、次に２ペアにしてこれをさせてみる。

　留意点：この時、教師は次のような説明をする

ことが肝心―「レガートというものは、イタリア

語で繋げられたものという意味であるが、何が繋

げられたものであるかというと、＜１個１個の、

ばらばらな真珠の珠に穴を開けて絹の糸で繋いで

ネックレスのようにしたもの＞と考えてほしい。

すなわち同度のスタッカート（切られたもの）１個

１個が、瞬間的に終わることなく、音の切り口が

滑らかに次の音の立ち上がりに連続していくとい

う状態を持続すると、このビブラート感のあるロ

ングトーンとなるのです」。これは非常に重要なコ

ンセプトである。歌声というものは、自然に美し

く産み出されるとき、必ずビブラートを伴うもの

であるので、まずは歌声を発すれば、特にノン･ビ

ブラートにしようと故意に操作を加えなければ、

自然にビブラートが現れるものなのである。

　これは同時に、横隔膜が硬直せずに自然な振動

を続けているかどうかとも関係が深い。声楽初心

者の中には、同度のレガートと聞いたとたんに、

ただ音を棒のようにのばすだけだと思いがちであ

り、スタッカートで体得した、規則的で間断なき

－ 5 －

服部洋一：独唱・重唱・合唱の基礎としてのベル・カント唱法指導原理 I-4



横隔膜の微振動がこの自然で美しいビブラートを

産み出すということを体験したことがない者が非

常に多い。またビブラートを（演歌歌手などに多

く見られる）喉でつけるものだ,と誤解している者

もいる。また合唱指導者･指揮者のなかには、曲の

スタイルとは関係なく、どのような曲においても

「ビブラートがあるとハーモニーしないから、常

にノンビブラートで歌え」といった指導をする者

もいるので、こういった類のやり方で安易なハモ

リを作り出そうとする指導者の下で永年合唱をし

てきた者に対しても、根底からコンセプトの転換

を図ってあげなければならない。声楽教師は、こ

れら誤った捕らえ方を一つ一つ正し、「声は自然に

発せられたときにビブラートを伴うものである」と

いうことを生徒に教え込まなければならない。

　どうしてもロングトーンとなると声が棒歌いの

ようになってしまう生徒には、次のような「鳩尾

の解放」を行わせるとよい。

　手順⑪　鳩尾の解放は、まず生徒に鳩尾とはど

こかを教えることから始めなければならない。東

洋医学では、胸骨の一番下方部分、すなわち剣状

突起の先端から体中線に沿って３指分測ったとこ

ろにあるとされ、別の捕らえ方で言うと、腹直筋

のもっとも上端にあると説明してもよい。その点

を両手の中指と薬指の先４点で囲み、体の表面か

ら指をはなすことなく、体の内側へ向かって振動

を与えるようにする。（この時次に繋がるように

４分音符=120ca.で８分音符のリズムで振動を与

えるようにする。

　留意点：少し触っただけで鳩尾が硬い、押すと

痛いという生徒はかなりの重症なので、次の方法

で、更に鳩尾の解放を促進するようにしていく。

　すなわち、腰幅並行立ちで構え、鳩尾を先ほど

と同じように左右の手の中指と薬指の先４点で囲

み、鳩尾内部に振動を加えながら、まず息を吐き

つつ前屈（おじぎ）をする。その間も指からの振

動は持続し、次に息を吸いつつ元の姿勢に戻って

１クール終わる。これを合計３クールやるうちに

生徒は、鳩尾内部が前よりもほぐれ、リラックス

した気分が感じられてくるであろう。

　この鳩尾のリラクセーションは、まさに身体

の無駄な緊張をほぐすのに非常に効果的な方法

で、東洋医学の叡智のひとつとも言え、逆にこの

鳩尾が硬くなり、前方に突き出たような形をとる

ことを古来から「腹が立つ」という言葉で表現す

る。人は、他者に対する恨み、嫉みを抱いたり、或

いは不愉快なことが起こったとき、或いはまた予

測できない未知のものに遭遇しそうになったとき

（ステージ・フライトもそのひとつといえる）に、

この鳩尾が硬くなり、気が上がってしまうのであ

る。これを緩めることによって、横隔膜のフレキ

シビリティーが回復し、再び深い呼吸が得られる

ようになる。こうして呼吸が正常に戻り、血流が

好変化し、思考能力･運動能力があがる。但し鳩尾

緩めは、せいぜい３回が限度で、これに反して気

持ちがよいからといって、鳩尾緩めを10回も20回

も連続して行うと、気がほぐれきってしまい、気

力がそがれて眠くなり、もう何もする気がしなく

なるということに陥るので、特に声楽のレッスン

中には注意が必要である。

　生徒の中には、普通に立っていても鳩尾を固め

て立つことを習慣化してしまっている者もいる。

所謂「おなかで立っている」ような状態で、こう

いう生徒には、「人間は立つときに、足腰に任せて

立つのであって、お腹で立つのではない」ことを

教える必要がある。概してバレエやダンスを幼少

期から続けてきた者の中には、第６胸骨以下を狭

くして鳩尾に力みが入り、お腹を引っ込めて立つ

ことが常習化してしまっている者もいて、声楽を

習うに至って初めて、真のリラックスを体感する

には、鳩尾を緩ませなければならないのだという

ことに気づく者もいる。

　

　手順⑫　Fでこの同度のスタッカート～レガー

トが２ペアできるようになったら、Fisで、そして

Ｇでという具合に半音ずつシフト･アップするの

だが、この段階においては、ここまでで終わり、

次のレガートのみの発声へと進む（すなわち、こ

の時点においては、Gis以上の高い音まであがっ

ていく必要はない）。

　

　留意点：指導者は、学習者が全てのスタッカート

を腰で弾ませる息をもって行っているか、喉で音を

切っていないか、息を上方に打ち上げていないかな
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どをチック必要がある。上述したように音にムラが

できることを最も避けなければならない。ギクシャ

クした感じはないか、アタック音にはある程度の思

い切りのよい潔さがあり、２発目以降は質的に均一

であるかどうかをチェックする。

　手順⑬　スタカート～レガートからレガートの

みへと移行する最初のレッスンでは指摘する必要

はないと思われるが、少々レッスンが進んだとき

に、或いは次のレッスンでは、スタッカート時に

「短呼吸型」の呼吸が応用されているかを生徒に

促すとよい。このことによって、特に２ペア目に

おいて、スタッカート時に短呼吸によって息が補

給されるために、息苦しくなくなるというメリッ

トを生徒は感ずるであろう。

　一応ここまでで、スタッカート～レガート、レ

ガートのみの発声については、一段落するが、い

うまでもなく「指による上あご支え上げ発声」に

おいても、またスタッカート、或いはレガートに

しても、声を「声」から出すのではなく、「息」から

立ち上がって声になる、すなわち「息先行」のコ

ンセプトは、舌出し発声の時と全く同様である。

舌出しで「息先行」が体得できるようになった生

徒の中にも、口を開けた発声に移行したとたんに

声帯アインザッツでのアタックをしてしまうとい

うことも、まま見られる現象である。この場合は、

もう一度、腰で息を弾くという呼吸だけの訓練を

復習させて、息こそが声のための発動力となるの

だということを再認識させてから、もう一度発声

させることによって、常に声は、「息→声」の順で、

息から声へと素早く転換されていかなければなら

ないことを学習者に自覚させなければならない。

２　初級レベルにおける母音の変容

　腰で規則的に弾かれる息に乗ったスタッカート

から、そのスタッカートの弾みを失わずにレガー

ト、すなわちビブラート感のあるロングトーンを

ある程度生徒が実践できるようになったら、次に

［ɑ ,ɛ ,ɪ ,ɔ , ʊ］の５母音での発声訓練に移行する。

　日本人の生徒の場合、初級レベルにおける「ア」

の母音の構音位置は、IPA表記で示すと、［a］（口

腔内の比較的前方の浅い位置で構音されるア母

音）に寄っている。これよりも少々深めの位置で

構音される［ɑ］を生徒に体得させていく方法は次

のように行う。

　手順①　上記の「レガートのみ」の［a］で生徒

にまず発声させる。この時、この段階では生徒の

口型は「横開き」傾向にあり、発音的にも、明るい

音色ではあるが、言ってみれば少々能天気であっ

けらかんとした音色にとどまっていることであろ

う。（中級以降に学ぶ「縦開き」の口形が産み出す、

品格と知性を感じさせる響きとは明らかに異なっ

ている。）次にこの横開き傾向の左右の口辺を中

央に寄せるようにして［a］→［ɔ］へと移行する。

生徒が唇の動きにつられて口腔内のスペースの保

持が崩れていないかを教師はフォームと音色から

チェックをおこなう。

　留意点：［a］→［ɔ］へと移行する時に、生徒は

下顎を無駄に下方向に落としてはならない。この

時、どうしても下顎を落としてしまう生徒に関

しては、サイド・メニューとして次の［ʊwi-ʊwi-

ʊwa-ʊwa］をさせる。（発音記号中の［w］は［ʊ］か

ら［i］もしくは［a］へと移行する際に生じる「渡

り音」である）

　まず唇を丸くすぼめて円唇音［ʊ］をつくり、半

母音としての［w］を経過した直後、口辺両脇をそ

れぞれ斜め上方向に引っ張るようにして［wi: wi:］

の発音練習をする。フランス語の<oui>を発音す

ると考えてもよい。このときの口辺の動きを生徒

に鏡に映してよく覚えさせ、それと同じ方向へと

［ʊwa］を２回発音させる。口を開ける＝下顎を下

に落とすという習性が抜けない生徒は、鏡を見

させながらチェックさせると一目瞭然、［ʊwi］で

水平（或いは多少斜め左右上方向）に動いたのと

は違う方向へ、すなわち垂直下方向へ下顎が動い

てしまっていることに気づくであろう。これを

［ʊwa］も［ʊwi］と同じ方向に口辺が動くように数

回訓練を続けるとこの［ʊw→a］に移行する途中

に、実は、先ほど生徒に行ってもらいたかった理

想的な［ɔ］が存在することに気づく。さらに口辺

の動きを、スローモーションで行なってみれば、

［ʊ-wɔ-a］となっていることが鏡を見ながら再現
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している生徒自身にも解るであろう。まさにこの

［ɔ］（口腔内は［a］と同等のスペースを保持しな

がら［ɔ］を構音する技術）を生徒に体得させるこ

とが大切なのである。

　手順②　明るく浅い［a］を脱して純正な［ɑ］の発

声を体得させるには、次の手順が必要である。手順

①では［a → ɔ →a］という風に、明るく浅い［a］か

ら始まり［ɔ］へたどり着いたら、もう一度出発点で

あった［a］に戻るということを生徒にさせたが、次

に教師は［ɔ → a］の際に、もともとの［a］に戻りきっ

てしまわないで、［ɔ］の要素と音色を含んでいる

［ɑ］が存在することを生徒に気づかせ、［a］まで戻

りきってしまわずに［ɑ］で留まるように指示する。

生徒が純正な［ɑ］出せたときに教師はすかさず「そ

れ！」と指摘してあげることが大切である。

　留意点：この純正な［ɑ］を実は、中級以降の発

生における［ア］の発音として用いるのだという予

告もしておくとよい。IPA表記で表すところの［a］

は、ここで経験させようとしている［ɑ］に比較して

口腔内前方で構音されるものであるので、これより

少々深い位置で構音される［ɑ］とは一線を画して区

別しなければならないことを生徒に伝える。［ア］の

発音に関しても国際的見地からすればいくつのも

［ア］が存在すること。例えば英語には大雑把に数え

上げても［a,ɑ,æ,ʌ,ə］と５種類もあるということ

も生徒の理解を深めるために伝えておくべきであ

ろう。上記の手順②で生徒が、純正な［ɑ］を体験で

きたら、ここでは予告にとどめ、初級レベルにおけ

る他の母音の、構音の仕方へとすすむ。

　手順③　［a → ɔ → ʊ］［ʊ → ɔ → a］［a → ɔ → ʊ 

→ ɔ → a］［ʊ → ɔ → a → ɔ → ʊ］これらは、手順①

及び②を体験した生徒は比較的実践しやすい。［ɔ］

が構音された口型から、口腔内のスペースをキー

プしたまま円唇音［ʊ］に進めばよい。問題はここ

でもまた［ウ］を似て非なるもの、すなわち日本語

共通語の［ウ］（IPA表記では浅く横方向に唇が使

われる［ɯ］と表される。この発音で西洋の歌の［ウ］

発音を行うと、西洋人の耳にはuウムラウトの発音

に似たものとして感得されてしまうので要注意。

　留意点：円唇といっても、決して唇に力を込め

過ぎてはいけない。余計な力みが入ったところに

人間の声は張り付いてしまい、空間へ向かって飛

ばなくなる（遠達性が失われる）からである。ま

た［ʊ］の音色が非常に丸く深いものではあるが、

生徒のほうが誤解して声の響きを口腔内に閉じ込

めてしまうような所謂「こもり声」になってはな

らない。またこのときにおいても息は常に流れて

おり、胸や喉をつめたような不自由な「母音の囲

い込み」が生じてはならない。

　手順④　さて生徒が苦労するのは、また教師が

忍耐を要するのは［ɑ, ɛ, ɪ］系の母音転換である。

器用な生徒であれば、教師の舌の動きを見てすぐ

にこれを理解するのだが、なかなか真似の出来な

いでいる生徒には、教師がゆっくりと手本を行っ

て見せ、次に生徒を鏡の前に立たせて、その口腔

内における舌の動きを観察させながら正しい方向

に誘導していくのがもっとも有効である。まず［a 

→ ɛ］は、 ［a］ を構音させ、その発音を続けながら、

次にその舌の中舌面両脇表面で上の奥歯に触れる

ようにする。これをF音のロングトーンでやって

もかまわないし、話声位でこれを行ってみてもか

まわない。このときの最大の留意点は「下顎の位

置を保つ」ことにある。往々にして生徒は［a］か

ら［ɛ］へと移行するときに下顎が動いて無駄な動

きをしてしまう。すると［ɛ］はうまく構音されず

に終わってしまう。下顎が上に動く（顎をかみ締

める方向に動く）と発音は、閉口音の［e］になっ

てしまう。また下顎を下方向に無駄開けしてしま

うと、中舌面の両脇表面が上の奥歯に届かなくな

り、とてもだらしのない音になってしまう。教師

は口のフォームと音色をよくチェックして適切な

教示を与えなければならない。生徒が間違えたら

その間違えを真似て生徒に示してあげると、生徒

はどこに注意すべきなのかがより明確に解るであ

ろう。

　次に理想的な［ɛ］が達成できたならば、開いて

いる下顎を閉じる方向に動かしていくと［ɪ］に

たどり着く。この［ɪ］は決して口辺を必要以上に

横方向に引っ張って出来る日本語の［イ＝i］と異

なって、日本人の耳には［e］と［i］の中間のよう

な音に聞こえることであろう。この時点、すなわ
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ち初級段階における［イ］の発音は、このレベル

で終わってかまわないということを生徒に告げ、

もっと明確で品格のある発音をするためには、後

の中級編に譲ろうという予告をここでも生徒に与

えるにとどめておく。

　

　手順⑤　次に［ɑ → ɛ → ɪ］、［ɪ → ɛ → ɑ］、［ɑ 

→ ɛ → ɪ → ɛ → ɑ］、［ɪ → ɛ → ɑ → ɛ → ɪ］の母

音転換の訓練をすみやかに行う。

　留意点：ここで生徒に理解させるもっとも重

要な側面として「後続の母音は、先行する母音の

持つ要素の影響を受ける」というコンセプトを与

えること、そして「閉口母音から開口母音に移る

ときの下顎の無駄開けに注意」の２点である。後

者に関しては、もちろん上記の閉口母音［i］又は

［ʊ］から、開口母音［a, ɔ, ɛ］に移るときに注意を

与えておくことにもなろう。閉口母音から開口母

音への母音変容に関して下顎を無駄開けしてしま

うと、音の集中度が散漫になったり、ピッチが下

がってしまったりと様々なトラブルが発生する。

そのつど教師は生徒にこれらのトラブルを引き起

こしている原因のひとつである下顎の無駄開けを

やめさせ、閉口母音から開口母音へ移る際には、

くれぐれも下顎を下方向に不用意に落とさないこ

とを教え込まなければならない。下顎を開けすぎ

ないといっても決して、顎間接に力を入れてかみ

締めてしまっては、別の悪影響が出るので、どの

ような状態が望ましいのかを教師自身の口元の動

き、口腔内のスペースの保持の具合を生徒によく

観察させることが効果的である。

　手順⑥　これは、初級から中級へと渡っていく

ためのとても重要なブリッジであるので、教える

側は知っておく必要がある。G音上で［a → ɔ］と

転換し、その［ɔ］の響きを失わずに、［s-f-m-r-d］

とC-durの第５音から第１音までの下降スケール

を出来る限り滑らかなレガートで歌う。このと

きにGを［ɔ］で歌ったときの音色とポジションを

キープしながら降りてくるようにする。

　留意点：G音の音色とポジションを失わずにC

まで降りてくるためには、音量をdiminuendoし

てくる必要がある。初心者は概して同じ音量で歌

おうとし、結局音色を損ね、ポジションを落とし

てしまいがちなので要注意。

　手順⑦　こうして降りてきたGのポジションの

記憶をたもったCで母音を［ɔ］から［ʊ］に移行さ

せ、この［ʊ］の響きを保ちながら、次の中級の発

声へのステップにしていくのだということを生徒

に予告のようにして伝えておく。

　留意点：ここで生徒は「より高い音を歌った後

の低い音は、歌われる際により高い音が持ってい

たポジションや音色をキープしていなければなら

ないのだ」ということに気づくであろう。

　この初級から中級へのブリッジは、初級と中級

とを有機的に繋げるものとして非常に有益である。

　手順⑥及び⑦の練習は、その性格上、実際の

レッスンでは一人の生徒に対し、ともすると１回

しか教えないものであるかもしれない。ひとつの

世界から他のもう一つの世界への渡り廊下のよう

なもので、渡ってしまった後は、もう逆戻りする

必要もなければ、むしろ逆戻りしてはならないも

のでもあるからである。

３　初級レベルでの歌唱教材の取り入れ方について

　初級レベルの歌声は、前述したように明るくは

あるが浅いあっけらかんとした音色である。更

に中級に入ってから学ばせるような、滑らかな

レガート唱法やカンタービレにはまだ届いてお

らず、基本テクニックは腰で息を弾くバウンシー

（弾むような歌い方）が主体とならざるを得ない。

この時点においても、生徒が歌の学習が退屈で辛

いものと感じないようにするために、何か歌わせ

たいと思うときには、こういったバウンシー主体

の弾んだ曲調を持つものが望ましいであろう。正

しいレガートを教わらないうちに、無理やり音を

つなげてしまい、開放感の欠如した歌い方で、ス

ロー ･バラード風なものを歌わせようとすること

は避けるべきである。またあまり音が跳躍するも

のも、いまだ息の支えということに着目するこ

との少ない初級段階では避けた方が無難である。
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（なぜならば、ベル・カント体得のためには、まず

は息のスムーズな流れと解放された楽器の保持こ

そが、初心者にとっては何より大切であるからで

ある。）かといってメロディーが、全て順次進行か

らしか成り立っていない、しかもバウンシーな曲

調のものというものを探すことはなかなか難しい

ので、３度～４度くらいの跳躍音程は含まれては

いるが、おしなべてバウンシーでアプローチでき

そうだという曲目（独唱曲或いは独唱と合唱の掛

け合いというのであればカンツォーネの「フニク

リ・フニクラ」、ルネサンスのフランス･シャンソ

ンで言えばクレマン・ジャヌカンのAu joly jeu、

唱歌で言えば「茶摘」等々）を導入してみると良

いだろう。大半がバウンシーであっても、曲の途

中からこれとコントラストを要求されるような曲

（例えば、唱歌の「鯉のぼり」「箱根八里」、パオロ・

トスティの「マレキアーレ」等々）は、まだレガー

ト唱法をしっかりと学習していない初学者にはこ

の時点においては少々ハードルが高いといえよう。

　教師によっては、教程を組んでいく際に、初級

段階ではまだ生徒には曲をあてがわないと割り

切って教えることも可能である。特に独唱者養成

の際には、これは大いにありうる、教育的配慮と

もいえる。

４　中級へのブリッジとなるスケール

　いよいよここで、初級編の修行も最終段階を迎

えることとなる。ここまでの初級で学んできたこ

との上に立脚しつつ、更に上のグレードに上がっ

ていくにはどのようなメソードを踏まえる必要が

あるかを述べる。

　まず最初に、初級と中級の共通点と相違点につ

いて明らかにしておこう。まず中級レベルとは、

一体何を目指すものなのか？　それは、初級で身

につけた基礎的･入門的技術の上に立って、歌唱

旋律の力学にそった歌い方とテキストと音楽の持

つメッセージの的確な表出を可能とする技術を体

得することにある。そのためには、学習者は、様々

な側面において初級レベルをはるかに超える量

的・質的な向上と拡大を求められることとなる。

　中級においては、まずは用いられる息の量が圧

倒的に拡大されなければならないために、横隔膜

の活動性の深化と拡大（appogiare）、これを支え

保つことが出来るしっかりとした脚の構えと骨盤

底での支え保ちの意識（sostenere）、上半身の更

なるリラクセーション、口腔内スペースの意識の

徹底、マスケラの構えと音響透過性への意識、前

方への声の焦点（Forcus vocale）の設定、ホール

空間への共鳴の拡大と投射性（progettare）を意

識した息の上の声（Ｌa voce sul fiato）の徹底と

獲得等々が必要となってくるのである。

　手順①　まずは、中級初心者に対して、多くの

量の息を支え持つことが出来るような「立ち方」

をしなければならないことを告げ、初級の腰幅並

行立ちから、中級において始めて経験することに

なる「前後立ち」に変えることを指示する。前後

立ちは、自分の効き足を前方に置き、もう片方の

足をそれに沿わせて立つ。

　両脚の間に少々厚手の書籍をはさめるかのよ

うに軽く合わせ、両脚の間がスカスカに開いたり

はせずに、ヒップ･アップ＆オープン･チェストを

保って立つ。俗に言うモデル立ち、コンパニオン

立ちと考えても良いだろう。初期のうちは、この

姿勢で、両手の親指で左右の呼吸活点に触れ、前

腹を引っ込めながら息を全て吐き、Ⅰのブレスで

ゆっくりたっぷりと鼻の穴から呼吸活点へと息を

吸い込む。そのときに横隔膜が深く下がり、また

放射状に広がる動きを、自ら腰に当てた手で感じ

取らせる。次に唇から１ cmほどのところに左右

どちらかの手の人差し指の腹を自分の口のほう向

けて構え、これを蝋燭の炎に例えれば、この炎を

前方になびかせるような、或いはゆっくりと吹き

消すようなイメージで息を送る。この時の口径の

まま下のC音をその息に乗せて出してみれば、自

然と［ʊ］の母音で歌声が産み出されるであろう。

そしてそうやって産み出された母音［ʊ］は、唇直

前に構えた人差し指の腹に音の振動をかすかで

あるかもしれないが与えるものとなる。この位置

（フスラーの共鳴点で言えば “アンザッツ１番”に

あたる）にまずは響きが出ていなければならない

ことを生徒に教える。つまりこもり声になってい

ないことを自覚させるわけである。

　その息の流れと音色とを維持しながら、長３度

の上下行を滑らかなレガートで発声させる。
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　留意点：これは、［ʊ］の構音の仕方の別の観点

からのアプローチでもあるわけだが、前述のよう

に［ʊ］を構音するときに唇や口辺に無駄な力を

入れてはならない。中級の発声、特にその最初の

ウォーミング・アップともいえる、この長３度の

上下行をまず「滑らかに」歌わせることが肝心で

ある。旋律唱がゴツゴツする、或いはまた、ギク

シャクするというのは、とりもなおさず横隔膜の

動きが滑らかでなくガクガクしていることを示

すものである。息の上に載った響きで滑らかなレ

ガートを歌うという、ベル・カントの基本をこの

中級の出発点において生徒に最も意識させなけれ

ばならない。

　スムーズに音を繋ごうとするあまり、いきおい

生徒は、逆に横隔膜を硬直させてのっぺらぼうの

ノン･ビブラートに陥ってしまうこともあるが、

最初のうちは、まっすぐでも良いので、まずは「滑

らかに音程間を繋いでいく」というコンセプトと

実技に慣れさせることが肝要である。これがある

程度出来るようになってから、それでもまだ棒歌

いから脱しきれない生徒に対しては、鳩尾の硬さ

を指摘し、前述の鳩尾ほぐしをさせてから、鳩尾

を緩めながらの（すなわち横隔膜のフレキシビリ

ティーを伴う）レガートに挑戦させるようにする

とよい。

　概して横隔膜を柔軟にさせようとすると、独特

の充実感を保持しておかなければならない「空気

のボール」まで緩めてしまう生徒も出てくる。そ

れでは意味がない。空気のボールが緩んでしまう

と、ロングトーンにムラが出たり、不安定な歌唱

になるので、教える側にはすぐ解るものである。

空気のボールは充実して、寸分たりとも崩れない

でいるが、その一方で鳩尾は硬直することなく、

横隔膜がいつも漣立っているかのようなリラク

セーションと、好ましい微振動をし続けているか

がとても大切である。

　但し、美しい自然なビブラートと、所謂チリメ

ンや揺れ声とは全く別物なので、このことに対す

る指摘や聞き分ける耳を生徒に持たせることも非

常に大事である。

　手順②　下の（五線下第１線上の）Cからはじ

め、問題なければそのまま［ʊ］の母音での長３

度上下行（d-r-m-r-d）をG-durまで徐々にシフト

アップしていく。

　留意点：初心者にとってはC-durからE-durあ

たりまではスムーズに行くが、F-durあたりから、

ピッチを喉で作り始めたり、喉擦りの雑音が混

じってくることがある。このときには、喉に頼る

発声、喉をこする雑音は、全て前鳴り傾向、息を

送る筒をイン・コースで取ろうとするために起こ

ることであることを指摘し、自分の1.5 ～２m後

方から前方15m先まで「息の虹」がかかっており、

その更に外側のコースを気流が流れ続けているの

だという意識を持つことで克服させる、もしくは

欠伸をもう一度意識しつつ軟口蓋を更に引き上げ

ることを以って克服させるようにする。

　さて、ここから先、すなわちAs-durから更に上

行していこうとするときに、今までの［ʊ］から［ɔ］

へと解放へ向かわせてより投射性のある中高音を

発声させるのだが、そのやり方に関しては、続編

の中級編シリーズⅡ-１へ譲ることとする。
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