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1．はじめに

演奏者が感じたことや思ったことを音に現し演奏していく即興演奏は、音楽を表現する 1つ

の手法である。即興演奏は、音楽を表現する上で、演奏者によって工夫されることで、演奏者

の個性を引き出すことができる。楽譜から作曲家の思いを読み取り演奏することも重要である

が、自らの気持ちを表現したり、あるテーマから導き出したものや感じたものを表現する即興

演奏は、音楽を演奏する上で、重要な役割を果たしていると考えられる。

また、即興演奏は、多くの音楽の教育の場面でも役立っていると考えている。本学における

保育内容（音楽表現）の授業では、保育者に必要な様々な音楽表現の技術を習得していく。そ

の中の一つにリトミックがある。リトミックの教育は、リズム運動、ソルフェージュ、即興演

奏の 3つから構成されている。

本研究では、リトミックの教育を行う上で重要とされている内容の 1つである即興演奏につ

いて検討する。保育の現場で音楽に瞬時に反応する子どもたちの行動に対応して音楽を演奏す

るためには、保育者にとって即興演奏の習得は重要と考えるからである。そこで、どのような

即興演奏の技術を身につけることができれば保育の実践に役立つのかを、即興演奏を実践する

ための第一段階として検討する。具体的には、楽曲を分析することでコード進行を明らかにし、

明らかにしたコード進行を使用して、どのように即興演奏に取り組むことができるのかを検討

する。ここで見つけ出すコード進行と音楽の特徴を知ることは、即興演奏の際に演奏者がイメー

ジした内容を演奏する際に役立つはずである。また、楽曲分析により明らかにしたコード進行

を取り入れた即興曲を演奏できれば、保育の現場におけるリトミックの実践に活用できるであ

ろう。

即興演奏をするために、どのようにコード進行を取り入れれば演奏しやすくなるのかを提案

し、さらに、この即興演奏の方法を学生が習得できれば、保育の現場でリトミックを行う際の
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一助になると考えている。これが、本研究のねらいである。

2．リトミックと即興演奏

リトミックは、音楽に触れながら、音楽能力や情操を育て、子どもたちの潜在的な基礎能力

の発達を促す教育法で、エミール・ジャン＝ダルクローズによって考案された。ダルクローズ

は、和声を指導していた教育者で、学生を指導している中で、学生たちは聴覚の訓練が不足し、

心で音楽を感じることが十分でないと考えていた。子どもの頃から良い音楽を習得できるとよ

いと考え、子どもたちを指導し、子どもの基本的な音楽能力と潜在的な基礎能力を伸ばす方法

としてリトミックを考案した。

リズム運動では、例えば、音楽の流れによって感じたことを、身体で表現していく。また、

音の強弱や音価の違いなどを表現していく。音楽に合わせて歩く、走るなど、さまざまな動き

をし、音楽の変化に合わせ即時反応を行っていく。ソルフェージュでは、例えば、歌唱や音の

高低を聴き分けることなどを習得していく。そして、即興演奏では、例えば、子どもたちが音

楽を聴き、その聴いた音楽に合わせて表現する。指導者は、子どもたちが音楽に合わせて表現

できるように音楽を演奏していく。

リズム運動やソルフェージュを行う時に、指導者は、子どもの反応に合わせて音楽を演奏し

ていくことになる。この場合、即興での演奏が多くなる。あらゆるイメージを音で表現できれ

ば、即興演奏をしやすくなる。即興演奏を習得することは、保育者養成のためのリトミックの

教育に重要なことである。

3．即興演奏を行うために

即興演奏というと、一般的には難しいイメージが多いようである。どのような流れで曲を構

成したら良いのかなど、即興演奏に慣れていないと、演奏者は不安になるようである。

即興演奏を行うには、コード進行を理解することが有効であると考えている。コード進行の

パターンを基本にしていけば、ある程度の楽曲を即興演奏することは可能であろう。自由に演

奏し、音楽を表現していくことは即興演奏の一つであると考えられるが、即興演奏を実践で行

うためには、コード進行のパターンをある程度習得しておくと演奏しやすいと考える。

そこで、音楽表現の授業の中で行う即興演奏について、実践で行うためのポイントを考えて

いきたい。演奏までの流れは、以下の通りである。

（1）何種類かのコード進行を習得する。

（2）習得したコード進行から、コードのリズムを変化させたり、拍子を変化させたりする。

（3）コード進行の調を変化させる。

（4）コード進行を基に、メロディーを演奏する。

（5）音の高低や強弱を意識したり、動物などをイメージし、オリジナルの曲を演奏する。
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本研究では、コード進行に着目しているため、前述の（1）から（3）について、詳しく検討

していく。（4）と（5）の「動物などをイメージし、オリジナルの曲を演奏する。」に関しては、

今後、検討していきたいと考えている。

（1）何種類かのコード進行を習得する。

コード進行には様々なパターンがある。演奏しやすい形は、カデンツに基づく和音の機能で

表すと、Ⅰ―Ⅴ―Ⅰ、Ⅰ―Ⅳ―Ⅴ―Ⅰなどで、コード進行で表すと、Ｃ durの場合、Ｃ―Ｇ―

Ｃ、Ｃ―Ｆ―Ｇ―Ｃである。学生が実践するためにはコード進行で理解し習得する方が分かり

やすいと思われる。譜例 1は、Ｃ durの場合のⅠ―Ⅴ―Ⅰ、つまり、コードネームで表すとＣ

―Ｇ―Ｃである。Ｃは基本形、Ｇは第 1転回形＊を用いている。

＊第 1転回形：和音の第 3音が楽譜上で一番下にある形。譜例 1の 2小節目の和音の形である。

譜例 1

譜例 2は、Ｃ durの場合のⅠ―Ⅳ―Ⅴ―Ⅰ、つまり、コードネームで表すとＣ―Ｆ―Ｇ―Ｃ

である。Ｃは基本形、Ｆは第 2転回形＊＊、Ｇは第 1転回形を用いている。

＊＊第 2転回形：和音の第 5音が楽譜上で一番下にある形。譜例 2の 2小節目の和音の形であ

る。

譜例 2

これらのパターンを習得し、即興演奏に慣れてきたら、コードの種類を増やして演奏してい

くと良いと考える。

（2）習得したコード進行から、コードのリズムを変化させたり、拍子を変化させたりする。

リズムの変化に関しては、和音の連続するリズムを、アルベルティ・バスに変更するなどし

て変化を持たせる。拍子の変化では、4/4 拍子を 3/4 拍子に変更して演奏するなどを検討する。
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（3）コード進行の調を変化させる。

長調を短調に、短調を長調に変化させる。例えば、Ｃ durをｃ mollにする、ｃ mollをＣ dur

にするなどである。また、Ｃ durのコード進行のパターンをＧ durやＦ durのコード進行のパター

ンに変化させることもできる。

譜例 1のコード進行（Ｃ―Ｇ―Ｃ）をｃ mollに変化させると、譜例 3のコード進行（Ｃm―

Ｇ―Ｃm）になる。譜例 3の 2小節目の音は、B2 の音が c mollの第 7音であり導音となるため、

コードはＧとなる。

譜例 3

和音の機能のⅠ―Ⅳ―Ⅴ―Ⅰのコード進行をＣ durで考えると、コードは前述の譜例 2の

Ｃ―Ｆ―Ｇ―Ｃとなる。このコード進行をｃ mollにすれば、譜例 4のようにコードはＣm―

Ｆm―Ｇ―Ｃmとなる。

譜例 4

長調を短調に変化させるだけでも、曲の印象は、かなり異なることになる。これを習得すれ

ば、いろいろな表現が可能になるであろう。

また、調を変化させることは、演奏の表現力を向上させることにも役立つと考えている。歩

くイメージを表現するのに四分音符を連続して演奏する、走るイメージを表現するのに八分音

符を連続して演奏するという表現方法は、よく使用される方法である。そこに、長調と短調の

違いを加えることで、曲想は、大きく変化する。四分音符の連続で歩く場合、長調であれば元

気に歩く、短調であれば元気なく沈んだ気持ちで歩くなど、同じ歩くでも、音楽の表現の仕方

が異なり、音楽の表現により身体表現は異なってくるであろう。さらに、演奏の仕方で曲の雰

囲気を出すことができる。元気に歩くのであれば、大きな音で一音一音をはっきり演奏してみ

ることも可能である。元気なく沈んだ気持ちで歩くのであれば、ゆっくりしたテンポで、重々

しい音色で演奏すると、元気に歩く時と異なる表現ができる。長調と短調の違いで表現を変化

させることができるので、ピアノで表現する力も身についていくであろう。

リトミックでは、音楽に合わせた表現を動きで表すことも重要であるので、調号やリズム、
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拍子の違いは、大切な要素になってくる。調や拍子を変化させれば曲調は変化するし、リズム

を変化させれば曲の雰囲気が変化するであろう。その結果、動きの表現の仕方も変化できる。

4．楽曲分析から検討する即興演奏

即興演奏において、様々なテーマに合った楽曲を演奏するためには、多くのコード進行を習

得することは大切である。前述した「3．即興演奏を行うために」の「（1）何種類かのコード

進行を習得する。」の箇所に該当する。即興演奏の学習の初めの頃は、演奏しやすいⅠ、Ⅳ、

Ⅴの主要三和音を使用するパターンを、まずは 2つくらい習得していくと良いと考えている。

本研究では、ソナチネの楽曲を主な対象として、楽曲のコード進行とそのコード進行の使用

方法を、以下の方法で分析していく。

（1）  同じ音（和音）の箇所を見つけ出し、何種類の和音があるのかを分析する。

（2）  その音は、和音で表すと何の音になるのかを考える。左手の音（コード）だけを考えるの

ではなく、右手のメロディーにも和音構成音が入っていないか確認する。和音構成音は、

小節内の全ての音から見つけ出すようにする。

（3）  和音を小節ごとに並べ、コード進行を見つけ出す。

学生が演奏しているピアノ曲の中にも、学生がコード進行を分析しやすい楽曲はいくつかあ

る。その楽曲を分析することにより、コード進行を学習できる。現在演奏している楽曲を分析

することも重要であるが、即興演奏を行うためには、様々な楽式や演奏方法を学習することも

大切であると考える。そこで、本研究では、ソナチネの楽曲を主な対象として分析を行う。そ

の中から、学生がコード進行を見つけやすい楽曲を選曲し、楽曲分析を行う。ソナチネの楽曲

を主な対象として分析するのは、コード進行がわかりやすい楽曲があるからである。また、楽

譜を見た学生が、「音が多くあり、リズムも難しい」と感じ、演奏するのが難しそうであると思っ

てしまうソナチネやソナタであっても、シンプルなコード進行が使用されている楽曲があるこ

とを理解し、コード進行の観点から学生が演奏している教材のピアノ曲との類似点を理解でき

ると考えるからである。

譜例 5と譜例 7、譜例 10、譜例 12、譜例 13 は、コードネームを記載している。コードネー

ムは、前の小節と同じコードの場合、その小節にコードは記載しないことが多いが、本研究で

は、小節ごとのコードの変化を明確に示すため、全ての小節にコードネームを記載してある。

＜Ⅰ―Ⅴ―Ⅰの場合：左手の動きの変化＞

譜例 5は、クーラウ作曲ソナチネ Op.20 No.1 の第 3楽章の冒頭 16 小節目までである。コー

ド進行に注目しているため、譜例は、スラーや強弱記号などを省略している。また、コードネー

ムを記載している。

この楽曲での学習ポイントは、次の通りである。
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●コード進行を習得する。

●コード進行から、コードのリズムを変化させる。

譜例 5

譜例 6

譜例 6は、この楽曲を和音で表している。譜例 5の 1小節目から 6小節目までの左手はト音

記号で表記されているが、譜例 6では全小節同じヘ音記号で記載した。

左手の演奏の方法は、1小節目から 8小節目までは和音で演奏し、9小節目から 16 小節目ま

ではアルベルティ・バスで演奏している。コード進行に関しては、8小節目と 16 小節目のコー

ドの演奏は、8小節目はＧ7 からＣのコード進行で、16 小節目はＣのみと異なっているが、1

小節目から 8小節目までと 9小節目から 16 小節目までのそれぞれの 8小節において、Ｃから

Ｇ7、Ｃになるコード進行は同じである。ＣからＧ7、Ｃというコード進行（Ｃ―Ｇ7 ―Ｃ）が 2

回ある。Ｃ―Ｇ7 ―Ｃは、Ｃ durのⅠ―Ⅴ7 ―Ⅰという進行になる。同じコード進行を演奏して
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いても、左手の伴奏の音型・ポジションの違いで、楽曲の印象が変化する。

また、5小節目と 13 小節目のコードがＧ7 になっているのは、5小節目と 13 小節目の右手の

メロディーの 1拍目がＦ 5になっているからである。この右手の音（Ｆ 5）は和音構成音とみ

なして良いと考えられるため、左手のコードのみを見るとＧになるが、Ｇ7 としている。

4小節目から 8小節目の 1拍目までのコードはＧ7 である。4小節目から 6小節目までは第 1

転回形であり、7小節目と 8小節目の 1拍目までは基本形である。また、12 小節目から 14 小

節目までは第 1転回形であり、15 小節目は基本形である。同じコードのＧ7 であっても、基本

形や転回形を使用することにより、音の響きに変化があるように聴こえる。同じコードが連続

して演奏される場合には、基本形と転回形を使い分けても良いと考えられる。

右手のメロディーは、8小節目と 16 小節目の演奏の仕方は異なるが、1小節目から 7小節目

と 9小節目から 15 小節目までは、同じである。同じメロディーであっても、左手のリズムが

変化することによって、楽曲の印象が変化している。

リトミックでは、和音であれば跳ぶ、跳ねるなどの表現ができるであろうし、16 分音符の

箇所は、速く走る表現ができるであろう。これらの動きは、動物などに例えて表現していくこ

とができるであろう。

＜Ⅰ―Ⅴ―Ⅰの場合：コード進行の繰り返しでの強弱の変化＞

譜例 7は、クーラウ作曲ソナチネ Op.55 No.1 の第 2楽章の冒頭 16 小節目までである。コー

ド進行に注目しているため、譜例は、スラーなどを省略している。また、コードネームを記載

している。

この楽曲での学習ポイントは、以下の通りである。

●コード進行を習得する。

●音の強弱を意識し演奏する。

冒頭のアウフタクトの音から 8小節の 2拍目までは p 、8小節の 3拍目から 16 小節の 2拍

目までは f  になっている。コードを演奏する左手もメロディーを演奏する右手も、8小節ごと

に 2回同じことを繰り返しているが、音の強弱を変化させる必要があり、演奏者には表現力が

必要になってくる。音の強弱により曲の表情を変化させている。

リトミックの表現においては、同じ動作の繰り返しであっても、動作の強弱を変化させるこ

とで力強さであったり、静かさであったりと表現を変化させることができる。演奏する曲の音

が同じであっても、f（強く） とp（弱く）の音の強弱の違いを音量の差で演奏すると、リトミッ

クでは強弱の異なる動作で表現することが可能になる。

コード進行は、Ｃ―Ｇ7 ―Ｃ、Ｃ―Ｇ―Ｃ になる。このコード進行を繰り返している。和音

の機能では、Ⅰ―Ⅴ7 ―Ⅰ、Ⅰ―Ⅴ―Ⅰという進行になる。ＧとＧ7 の音の数の違い（3音と 4音）

はあるが、ＣとＧ（Ｇ7）の 2種類のコードで楽曲を演奏していることになる。
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譜例 7

譜例 8

譜例 9

譜例 7の楽譜を 1小節ごとに和音で並べると、譜例 8になる。譜例 8を見ると、3つの和音

がある。また、譜例 9は、和音の機能を表している。

3小節目と 4小節目、11 小節目と 12 小節目のＧ7 と 5 小節目と 6小節目と 7小節の 3拍目、
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13 小節目と 14 小節目と 15 小節の 3拍目のＧは、Ｃ durのⅤ7 とⅤの違いであるため、Ⅴの和

音で考えると、Ⅰ―Ⅴ―Ⅰのパターンになる。コード進行では、Ｃ―Ｇ―Ｃとなる。16 小節

の長い演奏箇所であるが、Ｃ―Ｇ―Ｃのコード進行で演奏の長さが変化しているため、コード

進行としては理解しやすいと考える。

＜Ｇ durの場合＞

譜例 10 は、ドゥセック作曲ソナチネ Op.20 No.1 の第 2楽章の冒頭 8小節である。コード進

行に注目しているため、譜例は、スラーや強弱記号などを省略している。また、コードネーム

を記載している。

この楽曲での学習ポイントは、以下の通りである。

●コード進行を習得する。

前述した譜例 5と譜例 7の 2 曲の楽曲はＣ durであったが、この楽曲はＧ durになっている

ため、コード進行の使用の方法に着目する。

この楽曲はＧ durなので、ＧがⅠとなる。1小節目から 4小節目までは、和声の機能はⅠ―

Ⅰ―Ⅳ―Ⅴ7となる。Ⅳは、第 2転回形を用いている。コード進行ではＧ―Ｇ―Ｃ―Ｄ7となる。

5小節目から 8小節目までは、和声の機能はⅠ―Ⅰ―Ⅴ7 ―Ⅰとなる。5小節目と 6小節目は、

同じコードのＧであるが、左手の動きを見ると、5小節目は基本形、6小節目は第 2転回形で

ある。譜例 11 の和音の機能を並べると、Ⅰ―Ⅰ―Ⅳ―Ⅴ7 ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅴ7 ―Ⅰとなる。コード

進行では、Ｇ―Ｇ―Ｃ―Ｄ7 ―Ｇ―Ｇ―Ｄ7 ―Ｇである。

譜例 10

譜例 11
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＜転調している場合＞

譜例 12 は、モーツァルト作曲ソナタ K.545 の第 1楽章の冒頭 4小節である。譜例は、スラー

や強弱記号などを省略している。また、コードネームを記載している。

この楽曲での学習ポイントは、以下の通りである。

●コード進行を習得する。

●コード進行の調を変化させる。

譜例 12

楽曲の冒頭はＣ durで始まる。この形が、楽曲の途中でＦ durに転調される。譜例 13 で、

42 小節目から 45 小節目までである。Ｃ durからＦ durに転調されているため、音程は、完全

4度上になっている。譜例は、スラーや強弱記号を省略している。また、コードネームと拍子

記号を記載している。

譜例 13

譜例 12 のコード進行はＣ―Ｇ7 ―Ｃ―Ｆ―Ｃ―Ｇ7 ―Ｃとなり、譜例 13 のコード進行はＦ―

Ｃ7 ―Ｆ―Ｂ♭―Ｆ―Ｃ7 ―Ｆになる。

譜例 12 と譜例 13 をコードで表すと、譜例 14 と譜例 15 になる。この楽曲の場合、左手の音

の高さがト音記号の位置で表記されているため、譜例 14 と譜例 15 もト音記号で記載している

が、実際に左手で演奏する際には、1オクターヴ下の音で演奏すれば良い。音の高低を表現し

たい場合には、演奏する鍵盤の位置を上下変化させていけば良い。

譜例 14
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譜例 15

譜例 14 はＣ durで譜例 15 はＦ durであるが、和音の機能では、どちらも、Ⅰ―Ⅴ7 ―Ⅰ―

Ⅳ―Ⅰ―Ⅴ7 ―Ⅰとなる。調が変化しても、同じコード進行のパターンを使用することが可能

である。また、調が変化することで曲のイメージが変化するため、曲の雰囲気を変化させたい

場合などに転調を使用することができる。

5．教育的意義とまとめ

ある程度のコード進行を習得すれば、そこにメロディーを加えていくことで、いろいろな表

現や演奏をすることが可能となる。本研究では、Ⅰ―Ⅴ―ⅠとⅠ―Ⅳ―Ⅴ―Ⅰの 2つのカデン

ツに基づく和音の機能に注目し、コード進行の検討を行った。この 2つのパターンのコード進

行を基にして、リズムや拍子を変化させ、音の強弱や高低を工夫することで、曲のイメージは

変化し、身体表現も様々な表現ができるようになるであろう。同じ和音を繰り返して表現する

ことで、音楽の長さが長くなり、曲が長くなれば曲を変化させる様々な表現が可能になるであ

ろう。基本的なコード進行ではあるが、Ⅰ―Ⅴ―ⅠとⅠ―Ⅳ―Ⅴ―Ⅰのパターンは即興演奏に

適したパターンといえる。また、多くのパターンを習得すれば、保育の実践の場面に合った音

楽表現のレパートリーを広く持つことが可能となるであろう。

即興演奏の得意な演奏家は、多くのコード進行などを習得し、それらを駆使しながら演奏を

していると思われる。学生が、様々なコード進行や音楽的表現を習得し、これらをいかした演

奏ができるようになれば、即興演奏が上達するであろう。コード進行の理解は即興演奏に必要

な事柄である。

ピアノの楽曲を分析する場合には、左手のコードなどに注目するだけではなく、右手のメロ

ディーにも和音構成音があるため、左右の手の音を意識しながらコードを明らかにすることが

必要である。また、和音の音が散らばっているので、楽曲の音が和音構成音なのか非和声音な

のかを見分けることも必要になってくる。コードの構成音を理解することで、ある音がコード

に必要な和音構成音なのか非和声音なのかを見つけ出すことができるようになるであろう。楽

曲分析では、和音構成音を見つけることは重要な過程である。

また、学生が学習しているピアノ曲を楽曲分析することは、コード進行と和音の構成さらに

和音の響きに関する意識を高めることになると考えている。楽曲分析が難しい箇所ではなく、

わかりやすい箇所から取り組んでいく方が良いであろう。その際には、和音構成音のみではな

く音楽の流れ（フレーズ）を意識して分析するのが望ましい。実際に演奏する楽曲を分析する

ことは、演奏の表現力の向上にも役立つと考えている。
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6．今後の課題

本研究では、コード進行に着目し楽曲分析することで、リトミックの即興演奏の実践につな

げるための提案を行った。今後は、これらを実践し、保育の学習に携わる学生やリトミックを

学習する学生の指導に役立て、即興演奏を身近に行うことができる技術を学生が身につけるこ

とができるよう、学習させていきたいと考えている。旋律の即興での演奏については今後の課

題である。

また、楽曲には、変奏曲や組曲など、様々な種類の曲がある。それらの特徴を踏まえながら

楽曲を分析し、コード進行の習得と即興演奏の実践の指導に役立てていきたいと考えている。
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