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はじめに 

21世紀になって20年あまり。日本の吹奏楽を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。 
ひとつは少子化によって、さらには部活動の地域移行によって。 

吹奏楽コンクールを目指し研鑽を重ねる過程で磨き上げられた日本の学校吹奏楽は、演奏技術が 
「世界一」と評されることもありました。その頂点を極めた楽団のひとつに春日部共栄中学高等 
学校があります。 

都賀城太郎先生は、1980年代から2010年代にかけて同校吹奏楽部を指導し、全国トップレベ 
ルの吹奏楽部に育て上げられました。そして2015年に藤村女子中学高等学校へ移り、小編成吹 
奏楽団を指導されることになります。共栄中高校では部員数が170名程度、それが部員数4名へ 
という劇的な転換でした。しかし都賀先生は、小編成ならではできることを模索し続け、その 
音楽作りの面白さに熱中されることとなります。 

筆者（黒坂）は音楽プロダクションを経営する者として、共栄中高校の海外公演で都賀先生と 
お付き合いさせていただきました。1990年代からハワイ公演、カリフォルニア公演、シドニー 
オペラハウス公演、カーネギーホール公演など多くのツアーをご一緒しています。 

藤村女子中高へ移られてからも、創作アート企画で意見交換を重ねました。さらに、バジル・ 
クリッツァー氏『吹奏楽デモクラシー』の対談を出版するプロジェクトにも関わっています。 

都賀先生との長いお付き合いから、さらには私自身の音楽祭やジャズフェスティバルの制作経 
験から、これからの吹奏楽のあり方を考えてみました。そして現時点でのアイデアをまとめた 
ものが本書です。 

小さな吹奏楽だからできる新しい音楽。この創造的な試みへ読者のみなさんと一緒に取り組め 
れば幸いです。 

2023年春 
黒坂洋介 
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著者プロフィール 

 
黒坂洋介 
くろさかようすけ 

カリフォルニア州に本社を置く合奏音楽のための国際プロダクションWORLD PROJECTSの日本事務所 
ワールド・プロジェクト・ジャパン代表。シドニー五輪や北京五輪の国際選抜楽団企画を手がけるほか、 
青少年の国際交流イベントに多くの実績を持つ。 

ビッグバンドのジャズ教育イベント「ステラジャム（国際ジャズオーケストラ・フェスティバル）」総合 
プロデューサー。 

編集者としてバジル・クリッツァー著『吹奏楽デモクラシー　八賢人との対談』を企画制作。 

音楽家向けの呼吸法を、書籍、SNS、セミナー、YouTube、ポッドキャストを通じて展開。著書は『水に 
学ぶ呼吸法スタートガイド2023』『呼吸物語ガイドブック』『ミニマリストは電気呼吸の夢を見るか？』 
『呼吸法６つの基本』『呼吸法を毎日2時間するようになって見つけたこと』『呼吸研修テキスト～水に 
学ぶ25のレッスン～』『ねこ気功～恋するインナーマッスル～』など多数。 

1991年にトランペット奏者Maynard Fergusonから呼吸の重要性を説かれたことをきっかけに、 
楽器奏者向けの呼吸法研究を始める。著書『呼吸を変えれば音楽は変わる』の英語版は、  
Bobby Shew（tp）、Eric Marienthal（as）、Wayne Bergeron（tp）、Bob Sheppard（ts）、 
Scott Martin（as）、Andy Martin（tb）、Francisco Torres（tb）、Sal Cracchiolo（tp）、 
Luis Bonilla（tb）、Dick Oatts（as）ら世界トップレベルの音楽家たちから推薦を得ている。 
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都賀先生との一問一答 
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都賀城太郎　 
つがじょうたろう 

1954年神奈川県横浜市出身。東京理科大学、大阪芸術大学卒業。 
東京学芸大学大学院修士課程音楽教育専攻（作曲専修）修了。 
作曲法・和声法を山内雅弘氏、新徳盛史氏に師事。 

1981年より春日部共栄中学高等学校教諭、 
2015年より藤村女子中学高等学校教諭。 
全日本吹奏楽連盟監事、日本管打・吹奏楽学会理事、21世紀の吹奏楽“響宴”会員。 
現在、東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程に在籍し、 
「World Brass Band」について研究中。 

著作： 
「日本のスクールバンドの源流～明治期の学校吹奏楽」 
　【日本吹奏楽指導者協会 吹奏楽紀要 第16号  2010年】 
「スクールバンドと吹奏楽の普及」「吹奏楽連盟の成立」「戦前の吹奏楽と 
ポピュラー音楽」「戦後の吹奏楽とポピュラー音楽」 
　【所収： 『日本の吹奏楽史1868～2000』 青弓社  2013年】 
「戦後の音楽文化」 
　【共著 青弓社 2016年】 
「日本の学校文化と吹奏楽　黎明～戦前」 
　【日本管打・吹奏楽学会　研究冊子シリーズ　No.8  2019年】 
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小編成をどう楽しむか 

ー　少子化の時代に、どのような吹奏楽指導が求められるとお考えですか。 

都賀 
少ない人数の吹奏楽部を運営することに、私自身も最初はとまどいがありました。けれども 
4～5人編成での活動は、クイズや数学の問題にたとえるなら「上級者向け」の問題ではないか 
と考えるようになりました。 

ー　上級者向けとはどういう意味ですか？ 

都賀 
こんな難問は自分だからこそ解ける。解けたらかっこいいと、歯ごたえがあることを面白いと 
思うようになったのです。 

ー　それは前向きな発想ですね。でも上級者向けの問題であるなら、経験が浅い指導者には手 
に負えないのではないでしょうか？ 

都賀 
いえ、指導経験の浅い深いはまったく関係ないのです。そこが数学の問題とは異なるところで 
す。初心者が取り組んでも手応えを感じることができます。自由にアイデアを出すだけでいいん 
ですよ。 

ー　もう少しくわしく聞かせていただけますか。 

都賀 
日本の吹奏楽が明治時代に始まって以来、じつは「定型」はないのです。 

ー　定型がない？ 
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都賀 
つまりバンド編成には決まりがないんです。4～5人でも、10～20人でもいい。 

ー　はあ…。 

都賀 
よく「人数が減ってしまった」という嘆きを聞くんですけど、何を基準として「減った」とお考 
えなのでしょう。たとえば「吹奏楽団は50人編成」という定型があって4人足りない、という 
話ならわかります。でも定型はないのですから、たとえば46人でも何ら問題ないわけです。 

ー　つまり「46人でできること」を考えればいいわけですね。 

都賀 
指導者の先生方は部員の人数が減るなかで悩みがあるかもしれません。でも、私がいろいろ悪 
戦苦闘してきた経験をご覧になって、少しでもヒントになればと思いますので少しお話しして 
みましょう。 

ー　生きた実例があるわけですね。それは参考になりそうです。 
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基本編成について 

都賀 
小編成でも大編成でも、結局はバス・テノール・アルト・ソプラノの順番で組み立てることがで 
ます。これを順にA、B、C、Dグループと呼びましょう。 

ー　Aグループはバス、つまり低音パートですね。具体的にはどんな楽器が入りますでしょうか。 

都賀 
木管ならファゴット、バスクラリネット、コントラバスクラリネット、バリトンサクソフォンな 
どが入ります。 

ー　金管楽器はいかがですか？ 

都賀 
バストロンボーン、Ebテューバ、Bbテューバなどですね。 

ー　打楽器はどうでしょうか。 

都賀 
私はバスドラム、ティンパニ、コントラバスなど打楽器や弦楽器も入れて考えてます。 

ー　Bグループはテノールパートですね。吹奏楽ではどんな楽器がここに属しますか。 

都賀 
木管はテナーサクソフォン、アルトクラリネット、金管はホルン、トロンボーン、ユーフォニア 
ム、打楽器ならシロフォンやマリンバですね。これらの鍵盤楽器はアルトの音域もカバーします。 

ー　それではCグループのアルトパートにはどんな楽器が入りますでしょう。 
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都賀 
木管はオーボエ、Bbクラリネット、ソプラノサクソフォン、アルトサクソフォン、金管はトラ 
ンペット、コルネット、フリューゲルホルンですね。先ほど述べたようにシロフォンやマリン 
バもこの音域で使えます。 

ー　残るDグループのソプラノパートはいかがですか。 

都賀 
木管はピッコロ、フルート、Ebクラリネット、Bbクラリネット、金管はピッコロトランペット、
打楽器はグロッケン、トライアングル、ウィンドチャイムなどです。あと、ピアノやシンセサイ 
ザーは全音域をカバーできますね。 

ー　それらの打楽器や鍵盤楽器を積極的に活用されるんですね。 

都賀 
打楽器もA、B、C、Dの各グループで有効に使えるんです。たとえばテューバがいないときは、 
バスドラムをBbテューバの代わりにロールして音を持続させるなど、いろんなことができます。 

ー　ピアノやシンセサイザーを使うのは意外でした。 

都賀 
指導者によってはアコースティックであることにこだわる方もおられますが、意外と電子楽器も 
使い勝手がいいですよ。たまたま藤村女子に1台あったので使ってみました。 
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固定観念を乗り越えて 

ー　人数が減ったバンドは、どうやってパート編成をするのですか？ 

都賀 
ふつうは「減算法」で考えることが多いと思います。50人の楽器編成を、30人や20人で割り振っ
たらどうなるかという考え方です。一例として表にまとめてみました。 

 

ー　なるほど。でも、さらに人数が少ないバンドの場合はお手上げですね。 

都賀 
そこで私は「加算法」を考えました。最低4～5人でも演奏できる想定です。ピアノも打楽器の 
ように使うとして、5人から編成してみました。こちらも表をご覧ください。 
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ー　わあ、ここで先ほどのA～Dグループが役立つんですね。 

都賀 
実際にどのように取り組んだかというと、福島弘和さんに『戦場から妻への絵手紙～音楽と語 
りのための～』という作品があります。 

2001年にソプラノ、テノールとピアノによる初演があり、絵手紙展で何度か再演したあと、し 
ばらく再演はありませんでした。とてもよい曲なので、2016年に吹奏楽版として編曲してもら 
いました。 

この楽譜はフォスターミュージックから今も出版されています。それをさらに縮小して、藤村女 
子中高校吹奏楽部で演奏しました。効果も非常によく、みんな涙ぐんで、とても感動的な演奏に
なりました。 

ー　小さな編成でもいろんなことができるというか、小さいからこそ自由な発想で新しい音楽が 
作れるんですね。 

都賀 
ほかには、全員が打楽器を担当するという寺山朋子先生（打楽器奏者）のアイデアを使って、 
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『海峡をわたる風』（福島弘和）を演奏しました。また、管楽合奏コンテストでは天野正道さ 
んの『沢地萃（たくちすい）』を演奏しました。 

ー　精力的に小編成で演奏活動されたのですね。 

都賀 
ただ当時はS部門がなくて、10人の奏者が必要でした。部員が7人しかいなかったので、どうし 
ようかと考えたんです。 

ー　コンテストの規則に引っかかったのですね。 

都賀 
そこでシンセサイザーを2台使いました。ボーカロイド研究会の生徒2人にお願いして、鍵盤を 
演奏してもらったのです。 

それから打楽器の1人はソフトボール部で、バチは持てないけど太鼓は好きだという話を小耳に 
はさんだので、監督に「すみませんけど、1か月ほど貸してください」とお願いしに行きました。 

その生徒が演奏したのはハンドソニックといって、丸い円盤のスイッチを切り替えるとティンパ 
ニやシンバル、大太鼓など、いろいろな音を出すことができるんです。ティンパニの音程も変え 
られますし、初心者でも扱えます。 

ー　なんと、ボーカロイド研究会やソフトボール部まで動員されたのですか！ 

都賀 
ドラムセットを叩いた生徒はふつうのアコースティックスネアと電子ドラムを使いました。下に 
フットペダルがあっても太鼓がないんです。センサーで読み取る電子楽器です。 

ー　いわゆる「吹奏楽」の枠を大きく飛び出す試みですね。 

都賀 
『沢地萃』の出だしの「ジャン」という音は、天野正道さんに来てもらって何の音色がよいか 
相談し、オーケストラヒットという音色を使いました。 
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ヤマハからウインドシンセサイザーという楽器が出ています。価格も手頃ですし、使いこなせば 
テューバにもなるし、ピッコロにもなる。とても使い勝手がいいと思います。 

ー　作曲家や楽器メーカーを巻き込んで新しい音楽を創造しておられるように感じます。 

都賀 
ひとつ、またひとつとアイデアを出し合って、何かできることはないかと探してみると、さまざ 
まな発見があるんです。 

ー　と言いますと？ 

都賀 
たとえば上手なクラリネットの子がいるなら、その子を生かしてこんな曲をやってみよう、みた 
いに発想するとか。「この曲をやるにはうちの部は人材不足だ」みたいなネガティブ発想を転換 
するのです。 

ー　曲ありきでなく、逆から考えるわけですね。 

都賀 
料理のようなものです。この材料があるから今日は餃子にしようとか、カレーにしようとか、 
そんなふうに献立を考えるように音楽を選んでいくわけです。 

ー　まさに創作活動そのものですよね。 

都賀 
イベントへの参加も自由に発想を飛躍させて挑戦します。たとえば『吉祥寺コレクション』と 
いう吉祥寺駅前で開催されるファッションショーに参加しました。「吉コレ」といいます。 

このショーに藤村女子は、「和風のリメイク」をテーマに創作して出場しました。曲はありもの 
を使いましたが、新体操部が踊ったりいろいろな人を巻き込んで、生徒たちもノリノリでした。 
楽器を吹きながランウェイを歩くのは今までなかったらしく、とてもウケました。 
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小編成ならではのアイデアを 

都賀 
楽曲については、小編成で探してみるとシュピール室内合奏団という9人編成のプロ楽団があり 
ます。その楽譜を出しているのがアスクスウインズで、シュピールに限らず極小編成の楽譜を出 
版しています。ほかにもブレーン、フォスター、ウィンズスコア、CAFUA、ウインドアート、 
ロケットミュージック、ミュージックエイト、アコードなど、さまざまな出版社が小編成楽譜 
を出しています。  

さらにSmartMusicというアメリカのWEBサービスもあります。これは何かというと、たとえ 
ば大編成パートのなかでクラリネット・セカンドなどを選んで演奏ができる。テンポも調整でき 
るし、間違ったところに印が付いたり、ヘッドホンをつけながら合奏もできるという、面白いも 
のです。 

ー　小編成を指導するうえで大切なことを整理していただけますでしょうか。 

都賀 
まず、「今ある素材で一番おいしいものを作る」ですね。先ほども言いましたが、特に若い先生 
はぜひ頭に入れていただきたい点です。 

私も若い頃は「埼玉栄高校ってすごいな、あそこはどうせお金があるし、学校の理解もあるし、 
うまい生徒しか入ってこないんだろ。それに引き換えうち（共栄高校）は全然ダメだよね」、と 
ずっと思っていました。みんなそう考えがちなんですよね。 

ところが「こういう素材があるから、こういうものが作れる」という発想に変えてみるといろん 
な可能性があることに気づきます。「ここはトランペットじゃなきゃダメだ」と決めつけないこ 
とですね。ハーモニカでもいいし、リコーダーでもいい、歌や合唱でもいいわけです。 

コンクールでは変えてはいけないルールもありますが、そうやって大胆に考えていくと、子ども 
たちに音楽を楽しいと思ってもらえることが多くあるんです。 

だから基礎合奏もなるべく簡単にして、ソプラノ、アルト、テノール、バスに分けて、ていねい 
に根気よくやる。するとけっこういい音がしますよ。 

先日、三重県で講習会をやらせていただいて、管楽器5人にして『沢地萃』を演奏しました。き 
ちんとサウンドトレーニングをすると、それなりにいい音がするんです。やはり、その素材のど 
こを使ったらよいのかが大事になります。 
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〈まとめ〉 
1.既成概念にとらわれず、ハーモニカ、リコーダー、歌、合唱、ダンス、電子楽器、 
　コンピュータなどなんでも取り入れて、バンドの魅力をアピールしよう。 
2.基礎合奏も楽曲作りも大編成と同じ。ていねいに根気強く取り組もう。 
3.音量も厚みもカバーできる。みんなで柔軟な発想を出し合おう。 

ー　練習の効率化についてはどうお考えですか？ 

都賀 
短時間で効率のよい練習をするには、指導者のスキルアップが必要です。と言っても特別なこと 
ではなくて、我々が教材研究するように「毎日こんなことをやったらどうだろう」というよう 
なイメージを持ちながら取り組むのです。 

〈まとめ〉 
4.教科の指導計画書、教材研究と同様の準備をしよう。 
5.何をしてどんな結果を求めるかのイメージを指導者が持とう。 
6.味付けよりも「下ごしらえ」を大切にしよう。 

ー　部活動の運営についてアドバイスはありますか？ 

都賀 
任せられることはできるだけ任せる。それが生徒を育てることにもなります。今月の予定とか、 
練習内容とか、どこがまずいのかなどをみんなが考える。すると理解も早まるんです。具体的に 
は、のちほどご紹介する「バランス順スコア」や「できないところリスト」を使います。 

〈まとめ〉 
7.今月の予定、今週の練習内容、毎日の練習メニューなど、みんなで考えよう。 
8.どこがまずいのか、どうなればよいかをみんなが理解する。 
9.そのためにスコアを全員が持とう。 
10.何が無駄なのか、どうしたら効率が上がるか、問題意識を共有しよう。 
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みんなで課題を共有する 

ー　部活動の地域移行について語られることが多くなっています。これについてはどうお考えで 
しょうか。 

都賀 
私はもともと課外活動を「みんなが関われる教育の場」と考えてきました。指導者、生徒、保 
護者、卒業生、地域のさまざまな人と関わりの輪を広げて、みんなで活動を共有すべきだと思 
います。 

それは顧問や指導者だけが大変な思いをしないようにすることでもあります。また、多くの人と 
積極的に関わることで、資金作り、衣装作り、応援、サポートなどにもつながります。 

地域行事へもどんどん参加し、卒業生や地元学校とのコラボレーションを重ねることで、地域へ 
の還元もはかるべきでしょう。 

ー　つまり吹奏楽を学校内だけの閉じられた活動にしないわけですね。ところで、先ほどお話に 
出た「バランス順スコア」について聞かせていただけますでしょうか。 

都賀 
以前、小編成で課題曲を演奏する方法として島根県から依頼があり、藤村女子も取り組んでみま 
した。そのときスコアを生徒に切り貼りさせて組み替えました。 

ー　切り貼り…、ですか？ 

都賀 
スコアをA、B、C、Dのグループに分けるのです。もとの記譜はピッコロ、フルート、オーボエ、
ファゴット、クラリネット、サックスのように木管楽器が上にあって、その次にトランペット、 
トロンボーン、ユーフォニアム、テューバなど金管が続き、一番下に打楽器が書かれていたりし 
ますよね。 

これをグループ分けして、Aグループはテューバ、バスドラム、バリトンサックス、バスクラ、 
Bグループにテナーサックス、ホルン、トロンボーン、Cグループにアルトサックス、クラリネッ 
ト、トランペット、Dグループにピッコロ、フルート、グロッケンなどと割り振るのです。 
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ー　それによってどうなるんですか？ 

都賀 
どこに何が足りないのかが、各グループの中で一目瞭然になるんです。そして「あ、ここ2小節 
空いてるから、そこ私入るわ」などと言って、生徒たちだけで役割分担が始まるんです。 

同一グループの楽器で代わりに使えるものを考えたり、みんなでくふうします。今ある素材を使っ
て、どうやったら一番おいしいものを作れるか、それを楽しく考えるのです。 

ー　全員がスコアを持つことになりますね。 

都賀 
はい。それによって自分のパートだけでなく、バンド全体の課題をみんなが共有できます。どう 
すれば良くなるかを全員が考えるようになるんです。 

ー　自分たちで考えたことならしっかり守ろうというモチベーションもアップしますね。 

都賀 
克服すべき課題は「できないところリスト」にまとめます。合奏練習で大切なのは、その場で 
うまく演奏できることではなくて、次の合奏までの課題をなるべくたくさんリストアップする 
ことです。 

ー　課題を洗い出して表にまとめるわけですか。 

都賀 
指導者が合奏中に指摘したこと、さらに生徒たち自身が気づいた課題をまとめます。各パート 
ごとにどこができていないかを細かく書いておきます。それぞれのパートが課題解決できるよ 
うに練習するのはもちろんですが、同じ課題を抱えるパートや奏者が集まって練習することも 
できます。 
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藤村アートギャラリーについて 

都賀 
吹奏楽の世界はコンクール中心に行なわれてきました。「縦が揃わない」、「リズムが合わな
い」、「ハーモニーが汚い」など、このようなことだけで評価されてきたのです。 

ー　技術面ばかりがクローズアップされてきたわけですね。 

都賀 
さらにコロナ禍で、なかなか生徒たちに音楽を表現させることができなくなったり。そこで、 
藤村女子中高時代に取り組んだことがあります。それが『藤村アートギャラリー』です。 

YouTubeにアップしてあるのでぜひご覧ください。 
https://www.youtube.com/@fujimuraartgallery7446 

 

この取り組みは、たとえば書道や絵を見て得た印象を、自分なりの音にする活動です。著作権が 
あるので、ありものの音楽は使ってはいけません。 

    
打楽器とダンス　　　　　　　　　　マリンバと写真　　　　　　　　　　　ピアノ・クラリネットとダンス　　クラリネットと写真 
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バーチャル背景の書や絵も、許可を得たものでなければいけません。そこから得た印象を自分な 
りに、10秒でも20秒でもよいので音にしていきます。 

ー　創作といっても、初心者にはハードルが高いのではないですか？ 

都賀 
最初はブーブー、というだけで終わっていたんですけど、だんだんと面白くなってきたようで、 
興味深い作品も出てくるようになりました。 

管楽器だけで始めましたが、生徒からピアノやバイオリンを使ってよいかと聞かれ、「面白い、 
やってみよう」となりました。衣装はドレスでもいいし、何してもいいよ、と言ったところ、み 
んな楽しみながら取り組んでくれました。 

ー　ほかの学校とも一緒にやれば楽しそうですね。 

都賀 
カリフォルニアやノルウェイの学校関係者にも紹介したところ、とても興味を持ってくれました。 
いずれはインプロビゼーション（即興演奏）も取り入れて、国際交流ができればいいなと考えて 
います。 

ー　創作を始めてから生徒さんの音楽は何か変わりましたでしょうか？ 

都賀 
それまでの生徒たちは、ロングトーンやフィンガリングを何の目標も持たずに練習していました。 
ところが創作アートを始めてから、目的意識を持って基礎練習に取り組むようになりました。こ 
ういう音を出したいからロングトーンをする、というような考え方に変わっていったのです。目 
的を持つとぐんぐん音がよくなってきます。  

ー　義務的に基礎練習するところから、次のステップへ踏み出したのですね。 

都賀 
アートの「表現」を中心に考えていくと、いろいろなアイデアが出せるし、曲を演奏するにして 
も、今ある手持ちの素材をどうやって生かすか、ということに発想が変わってくる。それによっ 
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てよいものができるのではないでしょうか。 

ー　楽器や機材面でのくふうもありますでしょうか？ 

都賀 
申し上げたいのは打楽器のくふうです。藤村女子中高では、部員が20人のときでも打楽器パート 
は3人ぐらいしかおらず、2人のときもありました。 

そこでたとえばアタッチメントを付けて、バスドラムとシンバルの両方を演奏できるようにしま 
した。ドラムセットで『アルメニアン・ダンス』を演奏したときには、バスドラムのビーターを 
カチカチではなくモフモフのものに替えて音を大きくしたりしました。 

ハンドソニックという電子楽器もあります。手や指で叩いて自由にビートが生み出せるデジタル・ 
ハンドパーカッションです。センサーの前を手が通ると銅鑼が鳴ったりします。 

オクタパッドという電子打楽器もあります。バチで叩くもので、内蔵されたいろいろなパーカッ
ションサウンドが出ます。街角のコンサートにはこれしか持っていかないこともありました。 

ー　デジタル機器も縦横に使いこなしてこられたのですね。 
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吹奏楽の新しいかたち 
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風雷呼応プロジェクト 

 
俵屋宗達『風神雷神図』 
Public Domain (Copyright expired) 

気候変動をテーマにアート思考を学ぶ 

パンデミックによって思うように音楽活動が行なえなかった期間、都賀先生と私（黒坂）はオン 
ライン会議を重ねていました。新しい吹奏楽のスタイルを模索していたのです。 

そうして生まれたアイデアが、風雷呼応（ふうらいこおう）です。その具体的実践として、都賀 
先生との一問一答でご紹介した『藤村アートギャラリー』につながりました。東京吉祥寺の藤村 
女子高校で、アート思考を学ぶ試みとして始めたものです。 

視覚芸術（ダンス、新体操、美術など）と聴覚芸術（吹奏楽、合唱など）を組み合わせ、動画作 
品を創作。視覚芸術を風神、聴覚芸術を雷神でシンボライズし、両神が呼応（コール＆レスポン 
ス）することで創作技術を磨くプログラムです。ゆくゆくは即興で呼応できることをめざします。 

テーマとして「気候変動」を選びました。ヒートアイランド、海面上昇、地球温暖化、カーボン 
ニュートラル、ゲリラ豪雨など気候変動に関するトピックをモチーフとします。 

風神と雷神は「気候」のシンボルでもあります。地球環境という人類共通の課題に対して芸術的 
視点からアプローチし、教育界と産業界の意見交換を促す狙いもあります。 

既存の譜面や決められた動きを練習して発表するのではなく、生徒自身の感情と思考を、音や動 
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きを使って表現することで、コミュニケーション能力の向上をはかります。変化に即応する機敏 
さ、オリジナルなアイデアを持つ独創性、考えを他者へ伝えるコミュニケーション能力などを磨 
くためです。自己表現による能力開発法としてアートを位置づけ直すわけです。 

このプロジェクトの全体像は『風雷呼応～気候変動をテーマにアート思考を学ぶ～』として刊行 
されています。無料公開もしていますので、「風雷呼応　ダウンロード」でご検索ください。 

創造力の開発 

私が風雷呼応を創案した背景には、約30年に及ぶ音楽を通じた国際交流の経験があります。 

世界各地の音楽祭、ジャズフェスティバル、学校訪問ツアーなどを通じて多くの音楽指導者から 
指導を受け、日本の生徒たちの ー 日本文化のと言ったほうがいいかもしれませんけれども ー  
課題を感じてきたのです。 

第一線で活躍する外国人講師から指摘されることは、いつも以下のような内容です。 

●日本のサービスはすばらしい。 
●特に決められたことをきちんと仕上げることは本当にハイレベルだ。 

●しかしルールを守りすぎていないか。 
●突発的な状況に対処することには課題があるように見える。 
●次々と新しいことへチャレンジするのは苦手かもしれない。 

ただ、これは日本だけの問題ではなくて、アメリカで音楽を学ぶ若者たちにも同じことが言え 
るそうです。先人の残した理論や技術の枠からはみ出ない、自分らしい表現を追求しない、つ 
まり学んだことにとらわれて、そこから外へ出られない学生が多いとか。 

偉大な作曲家や演奏家に対するリスペクトはもちろん重要ですが、それを「素材」にしてどれだ 
け自由に自己表現できるか、それに日々挑戦しなさいというアドバイスです。 

日本のアンサンブルはきわめて緻密で、多くのエネルギーを「完成化」に注いでいるのがわか 
る。だからこそ、その何割かでも「ルールの外側」を模索することに注いではどうかという提 
言なのでしょう。 
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●音楽はコミュニケーションなので、臨機応変な対応が大切である。 
●いわゆる「コール＆レスポンス」を実践することだ。 
●そのためには決められていないことを自分で決めていく必要がある。 
●そういう種類の創造性が必要なのだ。 

●新しいことに挑戦したり、自由な発想をすることに臆病になってはいけない。 
●コンフォートゾーン（快適な場所）から飛び出る勇気を持とう。 
●音楽に「正解」も「完成」もない。 
●そこには「体験」があるだけだ。「より良くなる」ことがあるだけだ。 

●これしかないという正解はない。 
●先生の言うことを鵜呑みにしないで、かならず自分で考え、選択する。 
●つねに「考える」「くふうする」。 

●練習とは、人生の設計である。 
●自分が表現者としてどのようになりたいかを思い描き、それをデザインしよう。 
●それが日々の練習である。 
●つねに同じことを演奏するのでなく、絶えず変化し続けることが大切だ。 

また、即興についてもいろんなアドバイスがなされます。 

●私たちは朝起きたとき、今日一日に話す言葉をすべて書き出すわけではない。 
●他者との会話はすべてインプロヴァイズィング（即興）なのだ。 

●譜面に書いてあることや教則本は「道具」にすぎない。 
●問題はそれをどう使うかである。 
●目ではなく耳を使って演奏しよう。 

●決められたことを完璧にやるのも大切ではある。 
●しかし新しいことを創造しようとする姿勢も大切だ。 

●身につけた技術をどんどん拡大して使ってみよう。 
●毎日5分でいいから、これまでやったことのない実験をしてみよう。 

●譜面に書かれたことを変えて、変えて、変え続けてみよう。 
●つねに新しい実験をしよう。 
●つまり「型にはまらない」ことだ。 

●自分なりの考えを出して、出し続けよう。 
●間違っても構わない。そもそも「間違い」などないのだから。 
●継続的に自己表現をすることだ。 
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これらのアドバイスを活かす実践の場として「風雷呼応」というフォーマットを作ってみたわけ 
です。「風雷呼応」には、 

1.創作 
2.変換 
3.即興 
4.テーマ性 

という4つの特徴があります。 

1.創作 
自分たちで楽曲を制作して演奏する。 

2.変換 
ダンス、絵画、写真などの視覚芸術を音（聴覚芸術）へ変換して表現する。 
それらを合成して動画を作るなど表現ジャンルの壁を越える。 

3.即興 
演じるたびに異なるパフォーマンスとなるよう即興要素を含むことを推奨する。 

4.テーマ性 
「気候変動」のように正解のないテーマを設け、それを創作表現へつなげることに挑戦する。 
これによってアートをコミュニケーションツールとして使う体験を重ねる。 

ルールに従うだけでなく、突発的な状況に対処する能力を磨き、次々と新しいことへチャレンジ 
するために、風雷呼応はひとつの機会を提供できるでしょう。 

さらに、風雷呼応の取り組みをベースとして、小規模吹奏楽団ならではの楽曲やイベントの展開 
を考えてみました。それについて、以下に試案をお目にかけます。 
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ちいだか音楽祭 

小さな吹奏楽だからできる音楽祭、略して「ちいだか音楽祭」というフェスティバルを構想中し 
ています。想定される概要は以下の通りです。 

〈開催概要案〉 
1.編成 
　人数：5名以上25名以下。 
　楽器：1本以上管楽器を含むこと。その他制約なし。 
　　　　弦楽器、電子楽器、民族楽器も可。演奏者：年齢、学校、出身地、職業など 
　　　　一切制限を設けない。 

2.曲数 
　音楽祭本部指定の1曲のみ。持ち時間は5分以内。自由曲は演奏しない。 
　※別会場において各団体の自由曲演奏会を開催することも並行して計画中です。 

3.審査基準 
　総合点だけで順位を決めるのではなく、さまざまな要素を評価する。 
　以下、審査項目の試案。※「自由演奏」については後述 

　a.演奏技術　　　10点 
　b.課題曲の解釈　10点 
　c.独創性　　　　10点 
　d.テーマ性　　　10点 
　e.自由演奏　 10点 
　総合点　　　　　50点満点 

　a～eの各要素において、それぞれチャンピオンバンドを選出する。 
　総合点最高のバンドをグランドチャンピオンとする。 

会場、時期、規模、参加方法など詳細については、あらためてウェブサイトやSNSで発表予定 
です。「ちいだか音楽祭」で検索、もしくはワールド・プロジェクト・ジャパンのHPをご参照 
ください。https://www.wpjapan.com/ 
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ミニマリズムに学ぶ 

必要最小限のものだけで暮らすシンプルな生活をミニマリズムといいます。衣食住に関わるもの 
をミニマル（最小限）にすることで「持たない暮らし」をめざす考え方です。 

それはモノを減らして我慢に耐える生活ではありません。自分の優先順位を明確にして、大切な 
ものを存分に楽しむライフスタイルです。 

日本には「わび」「さび」「幽玄」など簡素さの奥に深い美を感じる伝統がありました。今また 
地球環境や経済システムに持続可能性を求める文脈から、外面をシンプルに内面を豊かにという 
生き方を支持する人が増えています。 

小さな吹奏楽だからできること ー 略称を〈ちいだか〉と呼びましょう ー を考えるとき、ミニ 
マリズムの思想や方法が参考になるかもしれません。 

自分の手元に「ないもの」を数え上げるのではなく、いま「あるもの」にフォーカスし、それを 
使いこなすことに集中します。するとこれまで思いもよらなかった豊かさに気付かされます。 

ちいだかの基本的な考え方 

風雷呼応では演奏者自らが創作に取り組みましたが、〈ちいだか〉ではあらかじめ作曲家による 
楽譜が用意されます。それを「どんな楽器編成で」演奏するかによって、独自のサウンドを作り 
出そうという試みです。 

1. 最少5名で演奏できる 
2. 楽器編成を問わない 
3. ただし少なくとも1名は管楽器を含む 
4. 即興要素を取り入れる 
5. テーマとして気候変動を扱う 

これ基本ルールとして、以下のような楽曲を制作します。 
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ちいだか楽曲案 

a. 四声体（ソプラノ、アルト、テノール、バス）＋ 打楽器の5パート 
b. スコアはCで記譜 
c. パート譜はC（ト音、ヘ音）、Eb、F、Bbの5種類を用意 
d. 楽器の指定はしない（かならず1本は管楽器を含む） 
e. 演奏時間を5分以内と想定 
f. 楽曲のテーマは気候変動に関するタイトルを指定 
g. 途中に8小節の「FREE PERFORMANCE＝自由演奏」を設ける（楽器不問） 

8小節の自由演奏（FREE PERFORMANCE）は創作もしくは即興のチャンスです。 
最初は打楽器ソロなどが取り組みやすいでしょう。 

慣れてきたら管楽器や弦楽器、鍵盤楽器なども加わって合奏あるいは 
セッションにしても楽しいはずです。 

8小節より伸ばしたくなったら、この部分をオープンにして、 
好きなだけ演奏して構いません。 
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CLIMATE SMART スコア譜 
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CLIMATE SMART 

枡田咲子作曲による『Climate Smart』をご紹介しましょう。〈ちいだか〉楽曲として委嘱し 
た作品です。スコアを掲載します。パート譜は後日販売予定です。なお、デモ音源は下記リン 
クから聞くことができます。 

 
https://bit.ly/3YpJtXd 

タイトルのClimate Smart（クライミットスマート）は、「気候に敏感な」「温暖化防止に 
貢献する」のような意味。「温暖化防止」よりぐっと前向きなニュアンスを表現するために  
Climate Smart としました。 

 

枡田咲子 
ますださきこ 
　 
バークリー音楽大学ジャズ作曲専攻を卒業後、アレンジャーズ・ワークショップ（オランダ）に選抜され、ヴィンス・ 
メンドーサ氏に師事、自作曲をメトロポール・オーケストラが演奏。ブリュッセル ジャズ オーケストラ主催の国際 
ジャズ作曲コンテストで優勝するなど受賞歴をもつ。 

ピアノ楽譜マリオde JAZZ の全編曲を担い、任天堂監修のもとヤマハ・ミュージック・メディアから出版する他、 
ビッグ・バンドなどのアレンジ楽譜を出版。 

1st アルバム「Sakiko Masuda Jazz Orchestra」、 2nd アルバム「Piano Solo」をリリース、 
楽曲提供や演奏活動のほか、専門学校などで指導するなどジャズ教育にも力を注ぐ。 
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SAM
PLE



(Soprano)                      (Alto)                       (Tenor)                      (Bass)                 

～音域　in Concert ～

← 枠内が楽曲で使う音域です。

Soprano Alto Tenor Bass

木管

★ピッコロ 
（２オクターブ上） イングリッシュホルン クラリネット バスクラリネット

☆フルート 
（１オクターブ上も可） アルトフルート バスクラリネット ファゴット（バスーン）

アルトフルート クラリネット テナーサックス バリトンサックス

オーボエ アルトサックス バリトンサックス

クラリネット ▲テナーサックス

ソプラノサクッス

▲アルトサックス

金管

トランペット ホルン ホルン ホルン

フリューゲルホルン ▲トランペット トロンボーン トロンボーン

▲ホルン ▲フリューゲルホルン ユーフォニアム ユーフォニアム

ベーストロンボーン ベーストロンボーン
★チューバ 
（１オクターブ下）

弦楽器
バイオリン バイオリン ヴィオラ チェロ

ヴィオラ ヴィオラ チェロ ★コントラバス 
（１オクターブ下）

歌 ソプラノ アルト テノール バリトン

ひとまず音域で演奏可能の楽器を割り出してみました。 
★は、オクターブ上または下の音域で演奏。（☆フルートは楽譜通りの音の高さで演奏もでき、１オク
ターブ上も可能です。） 
▲は、音域に少し問題がある可能性があります。

～楽器の振り分け～    



『吹奏楽デモクラシー　八賢人との対談』 
著：バジル・クリッツァー 

山﨑朋生 吹奏楽指導者　 
石川佳秀 テューバ奏者　 
佐藤淳 旭川商業高校吹奏楽部顧問　 
高橋健一 船橋市立船橋高校吹奏楽部顧問　 
木内恒 秋田市立山王中学校吹奏楽部元顧問　 
大木美穂 メンタルトレーニング研究者・ピアニスト　 
長谷川諒 音楽教育学博士 
都賀城太郎 藤村女子中学高等学校吹奏楽部顧問 

本書は、電子書籍シリーズ「吹奏楽デモクラシー」をまとめたものである。 
電子書籍シリーズの「吹奏楽デモクラシー」は2020年コロナ禍の初期に制作 
に着手したもので、吹奏楽の分野に関係した指導者や演奏家との対談とエッ 
セイにより構成されている。 

このシリーズを「吹奏楽デモクラシー」と命名した理由については、シリーズ開始当初に書いたものがあり、それは 
ｐ4からの前書きに掲載している。それからシリーズ8作、二年の時を経て、このタイトルはわたしの価値観と少し 
ズレていることを自覚するに至った。 

わたしが吹奏楽、より正確に言えば日本の学校吹奏楽を中心とする音楽教育を受けた人々、いまも受けている人々、 
いまその教育を行う側の人々、更には吹奏楽に限らず音楽大学で学ぶ人々、音楽大学で教える人々に届けたいメッ 
セージの核心は「デモクラシー＝民主主義」ではなく『個人主義』にこそある。 

チャーチルによる、よく知られた名言に『民主主義は最悪の政治形態といわれてきた。他に試みられたあらゆる形態 
を除けば』というものがある。民主主義は政治形態であり、現状一番マシかもしれないもので、様々な欠陥があり、 
歴史の中で形を変えるものであろう。 

そしてその民主主義が何においてマシなのかといえば、それはまさに個人を侵害する全体主義の抑止をするうえに 
おいて、ということだ。尊重されなばならない事は、個人の自由・自主・自律・責任であり、警戒し排撃しなけれ 
ばいけないものがそれらを侵害する全体主義である。 

民主主義という形態においても、個人の侵害と全体主義への傾斜は起こる。それを防いだり軌道修正を図るには、 
個人主義の価値観と哲学の啓蒙が必要である。 

本書は、全体主義への批判の書である。学校吹奏楽や日本に対する批判ではなく、学校吹奏楽や日本の中にある全体 
主義への批判である。その批判の方法は、音楽演奏とそのための練習における個人の自己実現の方法と軌跡、そして 
吹奏楽部指導を通じた吹奏楽部員の個人々々の自己実現の後押しの可能性を探ることに拠る。 

全体主義のカタルシスに酔うてはならない。それは、教育者が生徒を精神的、知的に殺すことを美化している。全体 
主義から受けた傷を、膿ませたまま放置してはならない。それはあなたを蝕み続ける。あなたはあなたの個人主義を 
取り戻さなければならない。 

本書がそのきっかけとなることを祈る。 

バジル・クリッツァー
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amazonにて好評発売中！


