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は じめに
前回の声域調査の分析〜考察に引き続いて、本論は発声の精査が主な目的である。 しかし、発声を
論ず る時、特に,乳・幼児の場合、言語、発声器官、呼吸法・肺活量等 に関連す る知的・身体的発達は、
大人のそれ とは比較できないものである。例えば、簑島高 (1969)の 研究 に見る様に、声帯の長さに
ういても成人の比ではない。
日本人年齢別性別声帯長

声帯長

(mm)

男 20.0 女 15。 0

年齢 と声帯長 (mm)
男

女

2

6.8

6.7

7

11.5

9。

16

14.7

年齢

成人

20.7(24.0‑17.0)

0

13.3

16.1(22.0‑15.0)

更 に肺活量 は、5歳 児でお よそ 1,000Ccに 対 し、日本人成人男子 はお よそ 4,000cc、 成人女子 はおよそ
3,000ccで あるといわれる。そ して、この事 も身長 と体重、胸囲な どによつて定まるもので ある。また、
呼吸回数 の多い乳・幼児であ り、発声持続時間 (肺 いつぱいに息を吸い込み、で きるだけ長 く母音「ア」
を発声 させた ときの持続時間)も 成人 がおよそ 20秒 〜 25秒 であるのに対 し、5歳 児ではおよそ 7秒 と
いわれる。 この ように、まだまだ未発達な乳・幼児である。大人 の発声法をそのまま下敷 きに考える
事 は全 く意味 のない事で あろ う。
そ こで本研究 では、乳・ 幼児 の 「歌 う」 とい う行為 が どの ように表れているのか、歌声 (発 声)に
焦点を当てなが らその声 の背景 となつてい る要因等 を精査 し、歌声指導へ の示唆 を得 る事 を目的 とし
ている。
ところで、声その もの を文字 にあ らわす事 は大変難 しい。例 えば「この ような声で」 とい うように、
実際の音声 で再現 できない もどか しさがあるか らであるし更 に、個人個人が発 した声 自体、実に様 々
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な様相を呈 している。まして、 ここでの分析方法 は、聴覚的判定法 によつている。 しか し、被験者数
が多 いこ とによる比較条件 の有利なメ リッ トを生か しての分析 で ある。従 つて、 ある程度一般化で き
る結果 が得 られるもの と確信 している。
さて、本論は、発声 の分析

(そ の

1)と して 1歳 児〜 2歳 児〜年少児が対象 で ある。続 く年 中児〜年

長児については、次回の報告 としたい。年少児までの歌唱経験 の差や言語発達等 か ら、 さらに視点を
詳細 にしての精査 を試みたい と考 えてい る。

I

研究方法

1対

象

静岡県内公立・ 私 立保育園
年少児

307名

2歳 児 58名
1歳 児 13名

2

(男
(男
(男

1390性 別不祥 10)
310女 27)

158・ 女

70女 6)

調査実施 日

2002年 7月

3

手続 き
課題曲

とんぼのめがね (額 田誠志作詞・ 平井康三郎作曲)ハ 長調

歌を覚える指導 と録音 は担任 に依頼 した。収録 は個別 に行 い、まず名前を言 らてか ら自由唱 で とい
う方法を とつた。歌声 の分析またデ ー タ処理 については、複数 による聴覚的判定法 で行 つた。

I

結果 と考察
まず子 どもの声を分析す るにあた つて、品川三郎 (1955)の 声 の質 につ いての分類等を参考 にしな

が らも、 ここでの対象児 の実態 に即 して次 の ような視点で整理する事にした。
視点 1 話声 そのままの 自然 で柔 らかな声
視点 2 胸声 (地 声)で 元気な声
視点 3 胸声 と頭声的発声が混在する声
視点 4 怒鳴 つた り、力んだ りして苦 しそ うな声
視点 5 濁 つた り、カサカサ した声 (頃 声)
視点 6 単 に歌詞を唱 えてい るよ うな一本調子で重たい声
視点 7 その他 (鼻 声や平 たい声な ど)
以上を視点 とした理 由は次 の ようである。

1歳 児・2歳 児 0年 少児が対象 であるとい うこと。つ ま りこの年齢 では、まだ歌 としての体裁 が整 つ
ているとい うこ とは少な く、途切れ途切れ の歌 い方や、 た とえ全 曲歌 えた としても単 に言葉を唱 えて
いるだ けであ った りとい う姿が多 く見 られる。 この よ うな表現段階の 中で、呼吸 の仕方や発音 と発声
との関連、また声区の転換等 の精査までは不可能 で あるか らである。要は、「この子 はこのまま素直 に
・「この子 に対 してはほんの少 しだ け歌 い方 の後押 しをしてあ
歌 う喜 びを味わ つていつて もらいたい」
げた方 がいいかな」 とい うような、その後 の望ましい歌遊 びの指導 に繋 がるよ うな視点での分析 にし
たい と考えたか らである。

'

さて、声区の決定につ いて簑島 は、「日本 では胸声 (地 声)、 中声、頭声、裏声 (仮 声)を 区別 して
いる」 とし、 さらに品川は 「歌声を分 けて胸声 と頭声 の二元 とする考え方 (二 声区説 )と 、 もう一つ
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は胸声 の上 に中声その うえに頭声が あるとい う三元的な考 え方 (三 声区説)が あるが、頭声発声を身
につ けていない児童 の声 では二元的な考 え方が、一般 に使われ ている」 と述べ ている。
筆者 らも子 ども達 の声を聞いていて、胸 声 と中声がほ とん ど区別 されず に使われているので はない
だろ うか と感 じたのである。 さらに、裏声 と頭声 の区別 も明確 ではない と思われ る。まずは、 この時
期 の子 ども達 にとつては、一つの通過点 として胸声 と中声を十分 に駆使 で きるような、 自由で のびの
び とした歌遊びの楽 しさが用意 され ることが大切ではないか と考えるのである。教材論・ 指導論 につ
いては、次 の課題 である。
それ では、年齢毎 に見てい くことにす る。

1歳 児
玉 岡忍 (1954)は 「2語 文ないし 3語 文 の始ま るのは、1歳

2、

3ヶ 月 ごろで ある。文章 の発達 は こ

の頃か ら急速に進歩 し同種類 の単文が矢継 ぎ早 に言 えるよ うになる。しか し、発音 上の特徴 は、2歳 過
ぎまで残存 し、それが成人 の発音 の ようになるのには 3歳 前後 くらいまでかかるのが普通 である」 と
述べ 、更に次 の よ うない くつ かの発音事例 を挙げている。
砂糖 「チャ トウ」、子 ども 「コモ ド」、竹 の子 「タ コノコ」他
1歳 児の発音を聞いていて、 この 2語 文・3語 文また発音上 の特徴 が多 く見 られ た。また 1歳 児 は、
助詞 の使用 について、会話 の 中にもほ とん ど用 い られない といわれ る。 ここでの事例 で も、保育者 の
歌 う声 に支 えられて、声を合わせてつぶや くとい う表われ の 中で、助詞 の発音 は無声 のまま とい う例
が多か つた。
例 えば、
『 (と ん)ぼ
か ら』 (

(の )め なね (は

)み じゅい ろめなね

あ―いお とら (を )と んがか らとんが

)内 が無声 で、途切れ途切れ の歌 い方 で ある。

さて、続 いて歌声その ものについて、 出現率 の多 い視点か らみてい きたい。
①

視点 1(話 声そのままの 自然で柔 らかな声)に 該当する事例 は、85%に のぼってい る。歌 うとい う
よりはつぶや きなが ら、保育者.と お話 をしてい るよ うな姿 である。大半 の子 どもが、全曲を歌 い切
る ことはな く、特徴的な箇所や歌 いやす い箇所 を保育者 の優 しい歌声 に支 えられての歌遊 びである。
保育者対子 どもの 1対 1で 目 と目を合わせ、お互いの口元を見つ めなが ら一緒 に歌 ってい るとい う
形 の 中で こそ生まれた柔 らかな声 であると考 えられ る。次はその事例 である。
事例

(男 児)

『 は じめは保育者 と声を合わせて柔 らかで優 しい発声 であつた。 ところが保育者 が支 えをはず した
直後、アクセ ン トの強 い話声 に変化 している』保育者 の歌 の支 え、その存在 の大きさを感 じた事例 で
ある。
②

視点 3(胸 声 と頭声的発声 が混在する声 )に 該当するものは 1件 だ けで あ り、頭声 ではな く裏声 に
近 い発声 である。
事例 (女 児)

『 保育者 と一緒 に歌 い、 さい ごの 「とんだか ら」 の 「ら」 の発声 では、保育者 の音高 より高いC2を
裏声 で発声 している。』最後尾 の「ら」の音高を意識 したので あろ うか、突然 この音声 だ けそれ まで の
話声 では出 しえなか つた高音をめざして、裏声 の発声 に至 ったもの と考 えられる。 このことは、保育
者 の支 える歌 の音高 につ いて指導上 の示唆を示す もので ある。
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視点 5(濁 つた り、カサカサ した声 「頃声」)￨こ 該当するもの も 1件 だ けである。
事例 (女 児)

『保育者 の支 えは相変わ らず柔 らかな歌声であった。 しか し一緒 に歌 い合わせる中で、喉声 で少 し
濁 りが見 られ、大 きな声を出してお話す るよ うな表現 であ つた。』この乳児 については、まず声を出す
喜 びを十分 に味わわせ なが らも早 い時期 での手当ての必要性を感 じたのである
以上、3つ の視点 に分析 で きたが、そ の他、気 のついたことは呼吸法 に関する こ とである。つ ま り、
呼気 と吸気 の両方を使 つての発声 である。これについては、2歳 児以降 にも多 くの事例 があるので、後
にま とめて述べ る ことにする。
さて、前回 の声域調査 の結果 に見 るように、1歳 児は減 5度 か ら長 6度 の 巾で歌 つてい る子 どもが 13
名中 8名 いた。そ して、長 3度 と短 3度 の音域 巾の子 どもは男女 ともそれぞれ 2名 ずつ計 4名 であつ
た。 このこ とか らほ とん どの乳児が狭 い音域 の 中で 自然 にお話 をす るような歌 い方 にな った もの と考
えられる。歌 と言葉 が行きつ戻 りつの状態 で表現 されてい る。また保育者 との 1対 1で の歌遊 びの形
である。保育者 の発声 の影響を直接受 けてい る。保育者 は、 自分 の歌 いやす い音域 ばか りでな く、例
えば、保育者 の方 か ら乳児の声 の高 さに合わせて 「あ〜」「あ〜」と声 のや り取 りをする中で、乳児 の
音高に合わせ て歌 い始 めるな どの工夫 が大切 にな つて くるであろ う。良 いモデル としての保育者 の役
割 の大きさは計 り知れない。

2歳 児
2歳 児は正 しい歩行 と言語 とを獲得する時期 といわれるように、何 ごとにも挑戦 しよ うとす る意欲満々
な姿が、歌を通 して伝わ って くる。 これは自らの本能 がそ うさせているのではないか と思わせる迫力
である。 しか し、歌 うとい う行為 自体その表現技能 がそれ に伴わない とい う所 にいる。まだ、歌 とし
ての体裁 が整 つてお らず、 リズムのついた言葉を自分 のあ りつた けの技能を駆使 して表出 していると
い う段階で あると言える。このこ とは、大人 の考える出来栄であつて、2歳 児は 2歳 児な りの精一杯 の
表現 を楽 しんでいるかの ようである。1歳 児 と同様 にまだまだ発音 も不確実 であ り、また助詞 の発声 を
呑み込んで しまい無声 とい う姿も見 られる。
なお、男女 の差 につ いては、前述 の声帯長 にも見 るよ うに、声 の表れ について明確 に差 を認 めるこ
とはできなか った。
さて、2歳 児 の視点 の振 り分けについては、各視点 にオ ーバ ー ラ ップしてあ らわれる例 も少 しずつ で
はあるが出て きている。 しか しまだ 2歳 児では、声 の質が個人個人特徴的に捉えられる こ とか ら、ひ
とつの視点 に一人ずつ振 り分けることにした。従 つて、1歳 児同様 に同 じ子 どもが 2つ の視点 にまたが っ
て とい うこ とはない。では、事例数 の多 か つた視点か ら述べ てい くことにする。
①

視 点 6(単 に歌詞を唱えているよ うな一本調子 で重たい声)に 該当する事例 は、27.6%で 1番 に挙
が つている。男女比 は同 じである。 ここでの声域 は、一人 の子 どもを除いて大半 が 4度 〜 5度 の狭
い音域 で あ り、その 中で 自分 の気持ちを精一杯表出 している。最低音 は、Hま たClに 集中してお り、
歌 と言葉 の分離 がまだ完全 に行われ ていない 2歳 児 にとっては、歌 うにして もまた話す にして も最
も発声 しやす い音高である。1つ の視点 の 中で もそ の表れは個性的である。事例を置 くことにす る。
事例 (女 児)

『 Cl〜 Alの 5度 内で、言葉を唱 えるよ うに一本調子である。 しか し、Alの 高音 にな つた時、そのま
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まの重たい声 で歌 お うとしたが、発声 し切れず に途 中で裏返 つて しま っている。』この子 にとつてAlの
所 に、声区の鍵 があるよ うに思われる。
事例

(男 児)

『 この男児 は、Cl〜 C2と ぃ ぅォクター ブの音域 の 中で歌われている。C2は 「ぁぉぃ」の歌詞 の部分
で ある。それまで 5度 の音域 の 中で二本調子 で唱 えていた ものが、 ここに来 て一気に声 を出 した為 に
苦 しい発声 にな り、ますます重 たい声 が強調 され ている。』2歳 児な りに、高音へ の発声 の意識 が育 つ
ていることを感 じた事例 で ある。

② 視点 4(怒 鳴 つた り、力んだ りして苦 しそ うな声)に 該当する事例が 2番 目に多く、17.2%で ある。
男児 と女児の比率は 6:4で ある。それぞれ、声そのものは胸声発声で大変澄 んでいる。言い方をか
えれば、子どもらしいのびのびとした声 とい うことができる。しかし、高音の発声 になると苦 しそ
うな様子が伝わって くる。声帯を痛めてしまわない力詢い配な事例である。最低音 は、Clま たElに 集中
している。この最低音 の上 に 6度 〜 9度 の音高で最高音が表れ る。事例を見てみよう。
事例

(男 児)

『Cl〜 D2と ぃ ぅ広音域を大声 とい うかむしろ怒鳴 りに近い声で発声 している。D2に 達 した時 にはも
う悲鳴に近い声である』どこか らこの ような声が出るのであろ うか、正に 2歳 児のパ ワーを感 じさせ
るものであった。
事例

(男 児)

『 この男児も、El〜 り とい う広い音域での発声である。歌声は大声であるが、のびのびと高音まで発
している。 しかし高音域 に入ると、喉を締 め付ける苦 しそ うな歌い方である。更に、パ ワーアップす
るかの様 に「とんだから」の「ら」の後尾に続 く、「かかかかつかつ じじじじ―」とい う力強い即興
のコーダを付 している。
』回らない舌ながら自分で駆使できる喉とい う楽器 を使 つて、自己表現する手
段を手 にした喜びが この ような表現になつて表れたのではないだろ うか。歌声 としての手立てはとも
か く、まことに頼もしい限 りである。
③ 視点 1(話 声そのままの 自然で柔 らかな声)は 、視点 4と 同比率 17.2%で 表れている。ここでも歌
詞を唱えているとい う表れである。最高音は 2名 のAlを 除 くすべてがFlと Elに 集中している。それに
̀わ

対 して、最低音はCl以 下 に広がつているのが特徴である。3歳 児の話声の音高がElあ た りとい れて
いるが、これに照らしてみて もうなずけるものである。
では、事例を見ていこ う。
事例 (女 児)
『 A〜 Alの 低い声域で言葉を発 している。発音はまだたどたどしいが、低音域 の部分はゆつた りと
おしゃべ りを楽 しむかの様である。
』なぜかほつとする 2歳 児の姿を見たよ うである。
事例

(男 児)

『保育者の歌の支 えの中で、息を吐 くと同時 に声を出 し、歌 うとい うより保育者 との言葉遊びを 1音

1音 楽 しんでいる。』
以上の様 に、この視点 1に 属す る子 ども達はかな り低い音高で歌 っている。この音高をもう1段 高
音域 に広げた時 に、歌 う楽 しさを感じることのできる子 ども達に成長 して くれるであろうと思われる。
④ 視点 3(胸 声 と頭声的発声が混在する声)は 15.5%で 、男・女比は同数である。頭声的発声は、歌
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の 中の ほんの一部分 に表れ る場合や高音発声 の都度使われ ている場合等そ の表れ方 は様 々で ある。
又 ここでは、裏声 として捉えられ る声 も対象 にしている。事例 の最高音 はHlま たC2〜 D2で ぁる。ひ
とりだ け最高音 がGlの 子 どももいた。最低音は H〜 Clに 集中 している。そ して、その音域 の 巾は、
大半が 7度 か らオクター ブまたはそれを超 えてい る。
模式的な事例を見てみ よう。
事例 (女 児)
『 Cisl〜 D2の 広 い音域 で歌われている。しか も声 に張 りがあ り、のびのび とした歌 い方 である。特 に
「あおい」
・「とんだか ら」 の部分 は美 しい頭声発声 で あった。更 に、心地 よい気持ち につ な げて、後
尾 の 「ら」のあ とに「やややや

ぴい」の即興 のおま けがつ けられ ていた。』前出の男児 の事例 の 中で
もこの よ うに後尾 を飾 る即興 が付 され ていたが、ここでは力強 さをより強調 した大声 での「かかかか っ

かっ

じじじじ―」 であ つた。表現 は違 つて も、その子な りに今 の 自分 の気持ちを思 う存分 に表現 し

ている姿が うかがえる。
事例

(男 児)

『発音 はまだ不明確 で あるが、Cl〜 C2の 声域 の 中で胸声 と頭声発声 が混在 してお り、無理 のないの
びのび とした歌声 である。「あおい」の 「あ」はC2、 「とんだか ら」の 「ら」はHlで ある。』 この歌声を
聞いていて、まさにとんぼが大空 を気持ち良 く飛んでいるよ うな情景 が浮 かんで きたのである。
以上 の例 の様 に、 この視点 3に 該当する子 どもは歌 うことの楽 しさを獲得 し、それを享受 している
様 に思われる。 このまま このす ば らしい楽器を大切 に持ち続 けていつてほしい と願 わずにはい られな
レヽ
。

⑥

視点 7(そ の他、鼻声や平 たい声 な ど)は 、10.7%で ある。 ここには、ぼそぼそ とした艶 のない声
等 も合んでい る。最高音はGislよ り低 い者 が多 く、最低音 も一人だ けAで 、あとはC10D10Elで ある。
狭 い音域 で発せ られ ているのが特徴 で ある。舌足 らず の甘えた声 での歌を聞いてい ると、なんとも
微笑ま し く可愛 らしい子 どもの姿が 目に浮 かんで くる。豊かな歌唱経験 の 中で、 さらに歌 う喜 びを
会得 してい っても らいたい と念ずるばか りである。

⑤

視点 5(濁 つた り、カサカサ とした声 「頃声」)に 属す る子 どもは 10.4%に なる。男児が 6名 で女
児が 2名 い る。ただこの 中には、少 し頃声ぎみ とい う事例 も合まれている。 しか し、約 1割 とい う
数字 は、決 して少ない数字 ではない。 これは筆者 らの予想を こえるもので あ った。後述 め年少児 に
つ いて も気掛か りな結果 が得 られ ている。 この声 で歌 つてい る子 ども達 につ いて特徴的 に見 られる
こ とは、話声そ の ものが大声 であるとい うことである。つ ま り、課題曲を歌 う前 に 自分 の名前 をいつ
てか ら歌 い出す とい う手続 きで あ つた。その名前をい う時 の声その ものが大声 で あるとい うことが
分 か つた。アニ メの ヒー ロー にな りきつて発す る奇声、また遊びの場面 で喉 の酷使 が行われ てはい
ないだ ろ うか。そのあた りの追跡調査は、ぜひ必要 になるであろ う。
さて、 この視点 5に 属する声域 は 4度 〜 5度 内 にあ り、最高音 は次 の様 に個 々違 ってい る。

Hl(1)、 Al(1)、 Gisl(1)、 Fl(2)、

El(1) ( )内

人数

い くつ か事例 をおいて、次へ移 ることにする。
事例 (女 児)
『最低音 はHで 別段低 い音高ではないが、 しか しこの音高 で風邪 をひいた よ うなガサガサ としたか
すれ た発声を している。そ して、「とんだか ら」の 「ら」でAlに 転 じ、この時カサカサ した声 が裏返 つ
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て しまい奇妙な発声 にな つて しまうている。」
事例

(男 児)

『 この例 は、Elと Flの 2音 の隔た りの 中で、喉 の 中をゴロゴロさせた雑音 の混 ぎつた声 で唱 えてい る。
しか し、1番 の最後まで 自分 の主張を声 に出 していた。』 この子 どもにとつて は、声 の出 し方以前 に耳
の訓練また医学的治療な どの個人的な援助 の必要性 を感 じたので ある。
事例

(男 児)

『 この男児 は、保育者 の歌 に支 えられて一緒 に歌 つてい る。声域 は、H〜 の 4度 の 巾の 中でガ ラガ
「』
ラと濁 つた話声 である。更に声を引 つ張 るよ うな大声 の歌 い方 で あ つた。
⑦

視点 2(胸 声 「地声」で元気な声」 の事例 は、女 児の 1名 だ けで あつた。
『 Cisl〜 Blを 地声 のまま歌 い きつてい る。声 も澄んでお り、子 どもらしい声 である。』 しかし、こ
のままの声 の使 い方 では、例えば高音 を柔 らか く優 し く歌 うとい う表現を前 にした時 に、 ど うで あ
ろ うか とい う心配が残 されている。 次へ の課題 で ある。
以上、2歳 児の歌 うとい う行為 の 中の声 の質 について眺 めてきた。1歳 児では、視点 10305の 中だ

けで集約 で きたものが、2歳 児 になると、視点 60401・

3・ 7・

502と い うよ うに、歌声 ひ とつみて も

多様 にな り、そ の成長 を読み取 ることができる。 しか しなが ら、言語 の意味やそ こか ら沸き上がるイ
メー ジの形成、更 に曲想を理解 して歌 うとい う力はまだまだである。 日々変化す る子 どものことであ
る。今回の歌声 は、 明 日になれば更 に違 った様相を見せて くれ るかも知れない。
『 これか ら歌 うぞ

!』

とい う意欲 の表れ が大声 での頑張 りとな つて表れ た り、.砂 遊びでの楽 しい気持ちが優 しいつぶや き歌
とな つた り、友 だちとのかかわ りの 中で発す る声 の調整 があ つた り等、2歳 児 にとつて の声 の指導 は、
この よ うな場面 でい ろい ろな声 の出 し方を学習 してい くことを重点 に考えるべ きで あろ う。 自己表現
の手段 として、また感情表現 の手段 として歌 うとい う行為が損なわれる ことのない ように、見守 つて
い くことが大切 ではなかろ うか。
年少児
この調査 が 7月 に実施 されているので、年少児 に該当す る 3歳 児の 中に 4歳 児 にな つている子 ども
もい る。2歳 児 よりも更 に言葉 の発達や歌唱経験 の蓄積 も手伝 つてその表現 は多彩 にな つて きている。

2歳 児 まではそ の子 に表れる特徴的な声質を、各視点毎 に割 り振 る こ とができたが、年少児 ともなると
一人 の子 どもが一 曲歌 う中でいろいろな発声を行 つてい る こ とが分かる。つ ま り、特徴的な声質 がい
ろい ろな視点にまたがって生まれて きているのである。そ こで、年少児ではそ の表れを重視 して、複
数集計 にした。従 つて、対象者 は 307名 で あるが、歌声 の表れ の事例 は 339例 とな つた。
表 1は 、視点毎 の事例数 と男女比をま とめたもので ある。 ここか ら、年少児 の発声 の特徴、その概
要を見 ることができる。
表 2は 、各視点毎 に最 も出現数 の高 かつた最高音 と最低音 さらに音域 につ いて まとめたものである。
ここか らは、声 の特徴 と音高 の関係 を読み取 る こ とができる。尚、表 中の出現率 は、音域 巾に対 して
のパァセ ンテ ージである。また、← → は、表 中の最高音・最低音 を頂点にして、そ こか ら低音ある
いは高音 に向か って出現数 が表われ ているとい う意味である。
では、事例数 の高い順 に具体的 に見てい きたい。
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① 視点 6(単 に歌詞を唱えているような一本調子で重たい声)に 該当する子が、2歳 児と同様 にまず
1番 に挙がつている。表 1の ように複数集計の結果 79例 あり、その内男児は 62%、 女児は 37%で あ
る。2歳 児では男・女ほぼ同数であつた。年少児で男女差が広がつている。年少までの男女の歌唱経
験の差にも関わ つているのであろうか。また、年齢差も見えている。音域の巾から眺めると、2歳 児
ではそのほとんどが 4度 あるいは 5度 内であつたが、表 2に 見るようにここに該当す る年少児は完
全 5度 の中に65.8%が 合まれ、さらに精査の結果短 6度 以上にしても35.4%が 含まれている。最高
音は、51%が Fl〜 Gislで あり、さらに低いCl〜 Cislが 18%で 続いている。最低音は、B〜 Hが 最も多
く42%を 占めてお り、その上下の音 におよそ同数の割合で表れている。いずれにして も、最高音も
低 く、話声 として一番声の出 しやすい音域である。一本調子の応援合戦のような息苦 しい声や、一
音一音息を押 し出すような重たい声、また早口で歌詞を唱えるようななげや りの表現、さらに声を
引つ張 りあげるようにアクセン トを効かせた表現などその表れは多様である。この事例を見る限 り、
ここに留まっていては歌 うことの楽 しさその心地よさは味わえないであろうと考える。手立てにつ
いては、次回の課題 にしたい。
② 視点 1(話 声のままの 自然で柔らかい声)は 、表 1の ように 71例 で 2番 目に多 く見られた。ここ
で も 2歳 児との歌唱能力の発達の差を見ることができる。つまり、最高音は、
2歳 児ではEl〜Flが ピー
クであつたが、表 2の よ うに、年少児ではGl〜 Alに 56.3%が 属 し、El〜 Fislは 43.6%で あった。また
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最低音 につ いて も、2歳 児 は 9割 がCl以 下であ つたが、年少児では B〜 Cislで 59.2%、 さらに Gま
で広 げると 93%以 上が ここに位置す る。2歳 児 よりも高音 〜低音 に向か つて広 が つている。 さらに
音域 の 巾について も、増 5度 までが 45%、 長 6度 までにす ると約 76.1%で あ り、1歳 児や 2歳 児 に
比べ るとやは り広 が りをみせている。歌唱経験 の差 によつて、多様な表現 が生まれていることが う
かがえる。
ひ とつ だ け事例 を挙げておきたい。
事例

(男 児)

『 A〜 Flの 音域 の 中で歌 ってい る。「とんぼの
分 は 3連 符 で話 しか けるよ うにつぶや き、 (

)み

(め がね

ずい ろ

(め がね)」

の

(め がね)の 部

)以 外 の歌詞 は歌 うように柔 らかな声で発声 してい る。

また 「とんだか ら」は 1音 1音 首を こつ くりさせ なが らリズム をとつてい るかの ようで ある。そ して
特 に「だ」の所 では、アクセ ン トをっ けて強調 している。』とんぼに話 しか けているよ うな優 しい気持
ちが伝わ って くる。この子な りの「とんぼのめがね」の表現なので あろ う。3歳 児 の話声 の音高がElあ
た りといわれているが、 この事例 はそれを裏づ けていると思われる。
③

視点 5(濁 つた り、カサカサ した声 「頃声」)が 59例 あった。2歳 児 と同 じ様 に少 し頃声 ぎみ とい
う例 も合まれ ている。 この視点 は、他 の視点 との ダブ リはあるものの、 この視点 5だ けは複数集計
とい うより対象者 307名 に対す る 59名 とい う事 として捉 える事 ができる。その割合 か ら見ると全体
の約 19%で 男児が 71%を 占めてい る。2歳 児 よりお よそ 2倍 増加 している。無視 で きない数字 であ
る。特 に、この視点で共通 して言 える事 は、声域狭少や息 もれ である。3度 の音域 の 中でつぶれた声
で歌詞を唱 えていた り、が さがさした声 で少 しも楽 し くなさそ うにつぶや いた りとい うものである。
頃声 について、渡辺陸雄 (1976)は 、次の様 に述べ ている。
「頃声

(し ゃがれ ごえ)と

は、い うまで もな くしゃがれ声 のことである。頃声 にも軽項声、頃声、

難頃声 の三つ に分類 され ている。 この 中の難頃声 は、謡人結節、声帯発赤、息 もれ とかの医学的治療
を要するような病気を伴 つてい るもので ある」
確 かに最近、耳鼻咽喉科 で子 ども達 の音声障害 が増 えてい ると言 う話を聞 く。
￨
次 は指導へ の手 がか りとな ると思われ る事例 である。
事例

(男 児)

『 B〜 Blの オクター ブの音域 を有 している。B〜 Glま ではひ どい ゴロゴロ震 えた声 での歌 い方 で あつ
た。しか し、「あおい」の 「あ」のAlと 、後尾 の 「とんだか ら」のAl〜 BIの 音高 に移 つた時 に、声 に少
し濁 りはあつたものの柔 らかな発声 に変わ ったので ある。』声帯 の保護 と言 う立場 か ら、早急な対応 が
必要である。その ヒン トを与えて くれる事例 である。
④

視点 4(怒 鳴 つた り、力 んだ りして苦 しそ うな声)で も、男児の迫力溢れる声が上回 つてい る。こ
の迫力は、高音 の発声 に向か う事 によつて結実 している。表 2に 見 るように最低音 B〜 Hか ら出発
してc2〜 cis2に 向かって一生懸命カー杯 の声で挑戦 しているのである。D2ま で大声で発声 した男児は
高音 にきて叫び声 に変わ り最後 に咳き込 んでい る。またある女 児 は、 日一杯 に力んで しかもアクセ
ン トをつ けなが ら歌 っている。そ して、後尾 「とんだか ら」 の 「ら」 のD2は 叫び声 で あ り、息切れ
して最後 は乱暴 に切 うて終わ つてい る。
以上の表れ に関連 して、 品川 は次 の様 に述べ ている。
「〜胸声区の発声をそ の 自然な限界 (1点 E〜 F)を 超 えて、高音区へ強制する事 による弊害 の重要
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性 については、い くら強調 して も過 ぎる事はない」 と述べ、そ の弊害 の主な ものの例 を挙 げている。

*声 そ の ものの美 しさが破壊 され、平板な声 になる。
*イ ン トネー シ ョンが不安定になる。

*ppの 部分が歌えない。
*高音 を ppで 充分持続 で きない。
*一 声区の発声、つ ま り胸声発声 で二声区

(胸 声区、頭声区)を 発声す ることになるので、 頃れ た

粗雑な声 しか出ない。
さて、 ここに該当する子 ども達 の歌声 自体 は、 とても澄んでいて きれ いである。 しか しなが ら、地
声 のまま高音 を 目指す為 に大声や力み が強調 され、そ の結果苦 しそ うな声 にな って しまった と考えら
れる。年少児にな つて、音高感 が芽生えて きた とい うこ とを生か しなが ら、望ましい手立 てが用意 さ
れる ことが必要 で あろ う。次回へ の課題 で ある。
⑤

視点 3(胸 声 と頭声的発声 が混在する声)に 該当する幼児は、男女 ほぼ同比率で ある。最高音は、

2歳 児はC2と D2が 各一名ずつであったのに対 し、表 2の よ うに年少児はBl〜 Hlが 37.1%で ピークになつ
ている。しか しC2〜E2の 子 どもが 31.4%い るのである。高音 に向か って広が っていることがわかる。
特に

(あ おい)(ゆ

うやけ)(お てんと)の 部分 の発声 が頭声 である。そ して、ここに入る直前 の

(め

がね)の (ね )の 発声をみると、弱音あ るいは無声 に近かいものが多い。これは次 の息つ ぎとフ レー
ズ を意識 してのことといえ よう。 このあた りに、頭声 に導 く鍵が隠 されてい るよ うな気がす る。そ
の為 の教材 の用意等については、次回の課題 で ある。
さて、 この視点 に該当する子 ども達は、音域 も完全 8度 以上 あ り、 ほとん どの教材をのびのび と歌
い こなす こ とができる幸せ な子 ども達であるとい えよ う。
⑥

視点 7(そ の他、鼻声や平 たい声な ど)の 事例 は、舌足 らず の甘 えた声、ぐず っているよ うな張 り
のない声、 かたい声、粘 つこ く重 たい声、口をすぼめたよ うなか細 い声、鼻声、 ぼそぼそ とした声
な ど年少 になると様 々な声 の様相 が見 られる。歌声 の質 とい うこともあるが、 ここではむ しろ歌 い
方 の問題 と言 えよ う。歌 うとい う経験 は 2歳 児 よりも積み上 げられ て きている。つ ま り、音域 の 巾
で見て も、短 6度 〜長 7度 に属す る子 が 54.8%、 オクターブ以上を合 めると70.9%も い るか らであ
る。少 しの言葉 か けによ り、 さらに歌 う楽 しさを感 じることので きる子 ども達である。次 の事例を
見て もそのこ とがい える。
事例

(男 児)

『 Cl〜 Alの 音域 の 中で ぐず つてい るよ うな艶 のないつぶや き声 で ある。 しか し、高音Alの 発声 は、
弱声 で柔 らかな裏声 に変わ っている。』
事例 (女 児)
『 H〜 Alの 音域 の 中では、甘 えた ような平たい声 で歌 つている。息つ ぎも多 く目立つ。しか し、 (あ
おい)の 最高音Blに 向けては、それまでの発声 の仕方 と異な り少 し弱 々 しいが頭声的な発声 に変わ つて
レヽる。』
以上のよ うな事例 が多 く見 られた のである。まね つこ上手な年少児のことである。良 い歌 い方 のモ
デルを通 して、 さらに歌 う喜 びを味わ って ほしいものである。
⑦

視点 2(胸 声 「地声」で元気な声)は 、表 1に 見 るよ うに、男児が女児の約 2.5倍上回 つてい る。
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この視点での発声 は、やや もす ると視点 4の 怒鳴 り声や力み声 と隣 り合わせの危険性を手 んでい る。
また一方 では、視点 3の 頭声発声 に結ばれ る可能性 も秘 めてい るのである。
前者 の事例 は次 の ようなものである。
事例

(男 児)

『 A〜 Blの 音域 の 中で、BIの 高音 も元気で澄んだ歌声 である。しか し息つ ぎが多 く、次へ の歌 い出 し
が欠けて しまい、欠けて無声 のままで次 の歌詞 に移 つてい る。』
事例 (女 児)
『 Disl〜 Dis2を 胸声 (地 声)の まま、歌 い易 い音高ではのびのび と気持ち良 く、ここまでは音程 もほ
ぼ正確 に歌 つていた。
。しか しさすが高音域 に入ると喉を締めたような苦 しそ うな歌い方 にな つている。』
次 は後者 の例 である。
事例

(男 児)

『 H〜 Blの 音域 の 中の、歌詞 の最後 の 「とんだか ら」の (ら )が Blで あ り、地声 で この
したが、持ち こたえ られず に伸 ばした音 が裏声 にひ つ くりかえつてい る。』

(ら

).を 発声

このよ うに胸声 のまま上行 してい く時 に、思わず声 がひ っ くり返 るつ ま り声破 と呼 ばれ る事例 は多
く見 られ た。 これに関連 して品川 は次 の様 に述べ ている。
「声の質の顕著な変化をす る境界を名付けて The Great Break"と 呼ぶ。人間本来 の Great Break"
は 1点 へ音あ るいは 1点 ホ音当た りであることが、自然 な生理 で ある。(も ちろん個人差 とい うことも

,あ り得 る。

)」

この品川 の言葉 は歌声指導へ の 1つ の示唆 を与えて くれ よう。

以上、年少児の歌声を音高、音域、声質な どか らそ の様相 を明 らかにしてきた。なお、1歳 児・2歳
児で も少 し触れ た ことであるが、も う 1点 特徴的 に表れ た ことに、呼吸法 に関す る問題がある。息つ
ぎが うま く出来ない、 こ とばが途切れる、また吸気性 の発声 が表れ るとい うことである。つ ま りこの
ことは、乳・ 幼児期 の特性 として、 これまで の研究で既 に明 らかにされてい るところでもある。今回
の事例 で も全 く同様 の表れが見 られ ている。
息つ ぎの問題 では、息つ ぎが多 くまた息を吸 うの に時間がかか り、次の フ レーズの出だ しが遅れる
とい うことが挙 げられる。
ことばの途切れ に関 しては、 ことば として発声 されず に呑み込んで しま うとい う表れ で ある。
例 えば、「めがね (は )」 「と― (ん )だ か ら」 の ( )の 部分 の呑み込み で ある。 これは、2語 文
3語 文 の使用や助詞 の発音等 、言語発達 とのかかわ りが深い問題 でもあると思われる。また、この時期
は、 ことばの発音 が不明確な子 どもも多い。ある音 に向か う為 の構音動作 か ら次 の音へ の構音動作 の
0

変換運動 がスムーズに行われないのである。
吸気性 の発声 も非常 に多 く観察 された。例 えば、「とん (ぼ の)」 「めが (ね は)」 「あお (い )」 「おそ
(ら を)」 「 とん (だ )か ら」 の ( )の 部 分 が吸 気 での発声 で ある。
以上 の表れ は、まさに乳・幼児期 の特性 で あるとい える。 このあた りの発達を見据 えた歌遊びの手
立てを考える こ とが大切 であろ う。

おわ りに

1歳 児、2歳 児、年少児の歌声を聞 きなが ら、1歳 児では、保育者 との 1対 1で の気持ちを通 い合わ
せた歌遊 びの姿が、2歳 児では、声 とい う自己表現 の手段を手 にし、声 の性能 を自由に操作す る仕方 を
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学習している姿が、年少児では、歌 とことばが分離 し始め、これまでの経験の中で学習した多彩な声
を駆使 しながら、歌 うとい う行為に向かつて挑戦 しようとする姿が確認できた。次回に予定 している
年中児、年長児の姿はどのよ うなものであろうか楽 しみで もある。

.

さて、楽器演奏 においては、もち方、構 え方、演奏の仕方等 について、黙っていて も出来るもの と、
基本を指導 しない と出来ないものとがある。声帯 とい う楽器も、黙つていても声は出る。 しかし快い
歌声 に導 くにはそれな りの指導は必要なものである。乳・幼児とい う発達的特徴を踏まえた、歌声指
導の道を用意する事が残 された課題である。

引用 0参 考文献
大久保愛 1969『 幼児のことば』国土社
加古三枝子 1969『 歌いかたの基礎一声楽を志す人へ』音楽之友社
品川三郎 1955『 児童発声』音楽の友社、10,15,26,29
颯田琴次 1976『 かたい声、やわらかい声』日本放送出版協会
志村洋子 1981「 幼児の歌唱能力とその指導 に関する研究 (そ の 2)」 埼玉大学紀要 第 30巻
武田道子・加藤明代 2003呼 L・ 幼児の歌唱能力の発達 に関する一考察 I〜 声域調査の分析を通し
て〜」静岡大学教育学部研究報告 (教 科教育学篇)第 35号
玉岡 忍 1954『 教育心理学』金子書房 189‐ 193
廣瀬 肇 1987『 発達 と音楽教育上の諸問題』「子 どもと音楽所収」同朋社
簑島 高 1969『 音楽生理学』音楽の友社 171,224
渡辺陸雄他 1976『 児童発声の研究と合唱指導』明示図書 207

