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対話 

はじめに 

 前回、「うしなわれたもの」という電子書籍を書きました。これはその続編で

す。「うしなわれたもの」では僕たち日本人があたり前にしていた「ココロ」とか

「感じるチカラ」というものに変わって戦後、「欧米型の理屈」に支配されてしま

ったことが実は全てに影響している、しかもそれは往々にして悪影響であった、と

いうことを述べました。 

これは欧米の理屈が悪いと言いたいのではありません。僕達には合わない部分が

多い、ということが言いたかったのです。 

僕たち日本人はそもそも欧米的な理屈の民族ではありません。日本人には長い歴

史の中で作り上げた文化や理屈があるわけです。 

僕たちはどう考えても過去の歴史から「ココロの民族」であることが明らかで

す。それを無視して欧米型の理屈を強いられてしまったことがギターみたいなこん

な趣味的な、芸術的な部分にまで影響しているのだ、ということを書いたわけで

す。 

今回はその続編ですので「うしなわれたもの」を知らない場合や、読んだけど忘

れてしまった場合は再度読んでからこちらを読んでいただくことをおすすめしま

す。 

うしなわれたものを読むにはコチラをクリック 

https://guitarkuronin.com/freecourse.html
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さて。 

今回のテーマは「対話」です。 

なぜ、このテーマになっているのか？ 

そもそも僕はギター弾きであり、ギター講師です。そんな人間がなぜこんなことを

テーマにしているのか？ 

これはギターに関係あるのか？ 

それは読み進めてもらったらわかるかと思います。 

最初に申し上げておきたいことは、「対話」というのは実は多くの人は勘違いして

いる事であり、このことに対して気づいてないことが山程あって、当然ギターにも

大きく関係しているのだ、ということです。 

ギターの腕前があがらない、ギターはそれなりに弾けるんだけどいまいち楽しく

ない、リズムがなんかよくならない、音がしょぼい、バンド活動がしんどい、メン

バーとうまくいかない、ライブが面白く無い等々。 

こういったものに代表される、ギターでよくある「問題」は大体、対話で解決す

ることが多いのです。ただ、先にも申し上げましたように「対話」ということを多

くの人は知らないと思うのです。 

僕も当然、完全に理解しているなどとは思っていませんが、人に対話の話をする

と関心されることが多いことから世間の「対話」というもののイメージと僕のそれ

とが違うんだろうと想像しているのです。 

「対話」というのは実はものすごく有用なツールです。その人全体をごろっと変

える力を持っていると僕は思っています。ここでいう「変える力」というのは「適

正化」という意味です。洗脳して相手を変えたり、自分の都合のいい方向に相手の

変化を誘導するものではありません。 
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それに一発で人を適正化する、というタイプの力でもありません。その意味では

地味です。現代人が好きな即効性は期待できません。でも、対話をすればするほど

互いが適正化していくタイプの力を持っています。 

そして、それがたとえギターみたいな一見「対話」とは関係なさそうなジャンル

のことであっても対話があるのとないのとでは生徒さんの技術定着や音楽やる人と

しての底力の育成度合いが全然ちがうという実感を持っています。 

とはいえ、きっとあなたのココロの中には「そんなことあるの？」という気持ち

が渦巻いていてもおかしくないと思います。 

なので、これから僕が経験した上で考えた「対話」というものをご紹介します。

あくまでも僕の考えではありますが、ぜひ、これで対話というものを知るきっかけ

にしてください。そして、実践してみてください。 

 

音楽の実際 

 音楽になぜ対話が必要なのか？ 

これを考えるにあたって、まず、音楽というものの実際を考えてみましょう。 

 音楽というのはギターにかかわらずどういう状態で行われるものでしょうか？ 

なんのために普段ギターの練習をするのでしょうか？ 

どこを目指していて、どうなっていたらいいのでしょう？ 

 これにあなたは答えられますか？ 

僕がこの質問を生徒さんにすると大抵の方は「とにかく弾けたら良い」「弾けない

と話にならないから」という感じの回答が返ってきます。 

もしくは「考えたことがない」というものです。 
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 あなたはどうでしょうか？あなたも大抵の方と同じ結論でしょうか？ 

 僕はこれには同意できません。 

「とにかく弾けたらなんでも良い」といって弾けるようになるという類のものでは

無いからです。では、どうなっているべきなのか？ 

 

ギタープレイの真実 

 これは、無意識で弾けるようになってないといけないわけです。 

無意識というと馬鹿面下げて弾くようなイメージがあるかも知れませんが、そうい

うことではなく、頭の中に余計な雑念がない状態で弾けないといけない、というこ

とです。 

 例えば、ギター弾いているときに頭の中で「ミスらないように」と念じているの

は雑念です。「ミスったらどうしよう・・・」というのも雑念。「うわ、ドラマー

ミスりやがった」というのも雑念です。「次のコードあれだよね」というのも雑念

ならば「ソロ大丈夫かな？」というのも雑念。「ピッキングミスらないように」

「フィンガリングミスが無いように」も雑念です。 

 ギターを弾きたいと願う人がほぼ例外なく頭の中で思い描く理想像というのは

「手足のように自由にギターを弾く姿」です。これなら誰が見ても「ギター弾ける

人」ですから、こう思うのも当然ですよね。これは違う言い方をしたら「無意識で

弾く」ということです。手足を使うのに、意識してつかうことは普段無いのですか

ら。 

 じゃあ、無意識で弾けるようになる、雑念なしでギター弾けるようになるという

状態を目指すとして、次に考えてほしいことがあります。 
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 それは単純に練習量で解決できる問題でしょうか？練習法、ノウハウ的なアプロ

ーチで解決できるのでしょうか？ということです。 

 これもあなたはどう思うでしょうか？YES ですか？NO ですか？ 

 答えはどちらでも良いわけですが、講師の経験上言えることは、NO です。先の

状態を目指すということであれば NO です。手足を使うがごとくギターを弾けるよ

うにする、というのなら NO です。 

 もし、あなたが誰か好きなギタリストのプレイを家で、一人で弾けるようにした

い、というだけなら YES ですが、ライブして発表したい、人にお披露目してみんな

で楽しみたいということになるなら NO でしょう。 

 それだけ練習量や練習方法というのはチカラが弱いのです。 

 確かに練習量や練習方法という問題にしてしまうと話はわかりやすいです。とこ

ろが僕の経験上、ここを同じような感じにしても結果には差が出るのです。 

つまり、弾けるようになる人とそうじゃない人がきれいに分かれるということなの

です。 

 となると練習量や練習方法以外の問題が重要だということになります。 

 

練習量や練習方法以外の問題とは何なのか？ 

 じゃあ、当然疑問となるのは「練習量や練習方法以外の問題とは何なのか？」と

いうことになりますよね。 
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ここに現在のギター教則書籍や DVD、ギター講師やオンラインのギター情報発信

者は触れていません。触れていたとしてもそこを強調していません。練習量や練習

方法でギターが弾けるようにならないことなど明らかなのにそのへんの情報ばかり

発信しているのです。「趣味だから問題ないよねー、楽しくやろうねー」というテ

イストを前に出すことで問題の焦点をぼかしているようにも見えます。 

では、その問題は何なのか？ということになるわけですが、それは、ココロの問

題です。精神の中にある問題です。もっと具体的にするならば「思い込み」や「イ

メージ」です。 

特に現代人はこういう目に見えないものを無視している傾向があります。一流の

スポーツ選手がイメージトレーニングを重視している事を知っているのに「そこは

関係ない」とばかりに無視します。 

しかも、「趣味だし」とか「遊びだし」とかいって本質を見ないようにしている

ように見えるのです。趣味だから、遊びだから、無理なくやるはずなのに見えるも

のばっかり追いかけて却って苦労していることに気づかないという愚としか言いよ

うがないようなことをやっているように僕には見えるのです。ちなみに、本質を見

ることが出来たらものごとはどんなことでもスムーズに運ぶことが多いです。 

つまり、それくらい「イメージ」や「思い込み」というのは身体の動きや結果に

影響を及ぼすのです。 

「ギターは自分の好きにやるもの」と思っている人と「ギターは基礎からみっち

り教えてもらうもの」と思っている人は同じ弾けるようになったとしても全然プレ

イが変わります。これは「ギターを弾く」ということに対するイメージが違うわけ

です。イメージが違えば結果も変わるのです。 

「ギターは基礎練習が重要」と思っている人と「ギターの基礎練習は意味がわか

ってないと意味が無い」と思っている人の練習プロセスの大変さと結果の出方が違

うのも同様です。 
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「うしなわれたもの」で書いたタッピングの話なんかはイメージを自然と作って

いたからこそ出来た芸当です。 

このようにイメージや思い込みというのはあなたが思っている以上に影響を及ぼ

すのです。そして、これこそがギター練習法や練習量ではカバーできない部分で

す。さらに言うならば、これこそが同じ練習量、練習法でも結果が変わる原因であ

り、あなたの音楽に大きな影響をもっている部分なのです。 

 

対話 

 では、そんなイメージや思い込みといった、ココロの問題を解決するためにはな

にをしたら良いのか？ 

 その答えが対話にあるのです。 

 対話はココロの問題を適正化するために行うのです。 

 

ココロの問題はどうやって形成されるか？ 

 「音楽の問題の根本はココロの問題であることはわかった、でも対話がどう役に

立つのだ？」 

 ここまで読むと当然この疑問が起こることでしょう。そこで対話というものを考

えていきたいわけです。 
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 最初に結論から申しますと、対話というのはココロの問題を適正化させてくれま

す。なぜなら、それはココロの問題というのはその人の過去の体験や思いの結果、

形成されるものだからです。 

 過去の出来事にたいして何らかの解釈をする。その一連の経験を体験と呼ぶので

す。もちろん、この解釈はその方の生まれ持っての性格が関係していることもある

でしょうし、幼少期にどんな育てられ方をしたかにもよるところでしょう。 

 そういうものを通してイメージとか思い込みというのは作られているわけですか

らここを変えるとなると一見至難の技に見えますが、要するに解釈なんてものは対

象を認識した結果ですし、違う解釈に自分で気づけば変更可能なわけです。 

 ということは、違う解釈がまずある、ということを知る必要がありますし、その

違った解釈の中身に同意したら変更できる、ということです。ただ、それは頭だけ

の納得ではいけません。そんな簡単に変化出来るなら誰も苦労しないわけですか

ら。 

 ココロの納得が必要なのです。ココロの底から「違う解釈もありなのだな」とい

うことが理解できないといけないわけです。 

 ココロの問題というのは今までの自分の解釈を自分で覆すことが出来たら変化す

るわけです。 

 

解釈を覆す 

ところが、自分の解釈を自分で覆すというのは非常に難しい。一人では出来ませ

んよね。だって自分で信じているモノを自分で覆せ、と言っているわけですから。 
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そこで有効活用できるのが他人の解釈です。他人の解釈の中でココロの底から納

得出来るものを採用したら自分で自分の解釈を覆すよりも遥かにスムーズなのは言

うまでもありません。 

じゃあ、他人の解釈を知るにはどうしたら良いのか？ 

そう、対話なのです。 

ここに対話の意味があるのです。 

対話はダイレクトに他人の解釈を知ることが出来ます。あなたがあなた以外のだ

れかと話せばいいわけです。そうするだけで勝手に対話は進みますし、その対話の

中で相手の考え、ものの捉え方、解釈を聞かせてもらったらいいだけです。実に簡

単な話なのです。 

わからないことがあれば質問したら良いわけですし、相手の話を聞いて自分の解

釈が相手の意図しているところとずれてないかどうかの確認も出来ます。対話とは

非常に素晴らしいツールなのです。 

補足 

「本で他人の価値観を得ることは出来ないのか？」 

対話の話をすると「本を読むことも他人（筆者）の価値観を得ることが出来ると

思うのだが、それではだめなのか？」みたいな話によくなります。 

これは出来ると思います。 

ところが、本に関しては、ちょっと技術が必要になるとおもいます。文字というの

はその人の考える事や主張の一部しか表現出来ないからです。 

もちろん、対話も言葉を使ってやるので全体の一部しか表現出来ませんが、その

「一部」が対話の場合は大きくなりやすいのです。 
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そもそも本というのは相手に質問をすることが出来ません。つまり、相手の考え

ている内容のニュアンスを文字から想像する技術が必要なのです。単純に文字面を

追いかけているだけではダメなのです。文字面を追いかけるだけになってしまうと

自分にとって知らず知らずの内に都合のいい価値観にすり替えてしまうということ

もよくあることなのです。 

本から他人の解釈を得るというのは人と会わなくてもいいわけですし、手軽で気

楽ですが、双方の対話ではなく、一方通行の会話をココロの中で処理する活動なの

で実はこちらの方が難しいわけです。 

 

対話の問題点 

ところが対話にも問題点があります。 

それが、自我のぶつかり合いになる可能性がある、ということです。ここが対話の

難しいところであり、対話に価値を感じ実践し続けてきた僕でも未だに反省すると

ころなのです。 

人は誰しも自我というものをもっています。この自我というものが厄介でして。

自我というやつは非常に幼いことが多いのです。年齢が 60 を超えるような人生経

験をかなり積まれている人であろうが幼いのが自我だったりします。 

※自我は違う言い方で言うと「エゴ」です。エゴの方がイメージしやすい場合は自

我をエゴと読み替えてもらっていいと思います。この文章では自我で統一します。 

この自我が前に出ると対話は意味を失います。「失う」と言うと大げさかも知れ

ませんが僕はそういうイメージで対話を捉えています。「失う」が大げさなら「薄

まる」と言っても言い過ぎではありません。 

 なんせ対話において自我が前面に出ると効果は薄まります。ここが対話に対する

理解が深まらない理由なんじゃないかと思っているくらいです。 
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自我とはなにか？ 

ここで自我とはなにかをちょっと考えてみましょう。例えば・・・・ 

人は否定されるのが嫌なものです。でも、否定というのは本来あまり行われない

ものだということに気づいているでしょうか？ 

「んな事ないでしょ、しょっちゅうあるぜ」とおもうかも知れませんが、実はあま

り行われません。特に自己を否定される、ということはあまりないのです。(ゼロと

いう意味ではありません。少ないということです。) 

でも、あなたはそう聞くとかなり違和感を覚えませんか？それほど否定というの

は日常に溢れているように感じているわけです。そこでちょっと否定されたときの

ことを思い出してみてください。 

それは「あなた」という存在に対しての否定だったのか？というのを再考してほ

しいのです。 

もし、「あなた」という存在の否定なら、「この世界から消え去れ」と言われた

ということです。まぁ、現代なら昔よりも多少否定は増えているかも知れませんが

(汗)、それでもなかなか無いはずです。 

「否定」だと思っているものは例えば「理解不足」ではないでしょうか？ 

例えば「あんたの言っていることは間違っている」というのは否定ではありませ

ん。相手の方の理解不足です。 

人は誰しも自分で間違っていることを言っている自覚はありません。自分の中で

は正しいと信ずることをやっているはず。その内容が相手に伝わってない、という

ことを示すのが先のセリフです。もちろん、あなたの見解が狭くてそれを指摘され

ている場合もありますが。でも、先のセリフ、本当は相手の理解不足だという面も
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あるのが実際だったりするのです。更に言うなら相手の見解の狭さも露呈していま

す。 

ホントはそういうものなんだけど、相手の方も「自分は間違ってない」という風

に思っているわけですから、まさかそれが自分の理解不足だとは思わない。見識の

狭さなんて脳裏に微塵もかすらない。でも、これは理解不足であり、見識が狭いわ

けです。 

なぜなら、人の言っていることを「間違っている」などと決めつけることは同じ

人間に出来る芸当ではないからです。これが許されるのはいわゆる「神様」だけで

しょう？同じ人間同士で「正しい」だの「間違っている」だの基本的には言える訳

がない。 

つまり、「正しい」「間違っている」などというのは「同意できる」「反対であ

る」という意味で使っていることがほとんどなのです。 

さて、あなたは先に僕が「否定された時のことを思い出してほしい」と書いた部

分で思い出したシーンは今、改めて思い出すと否定だったでしょうか？おそらく違

うでしょ？でも、先の体験を思い出すとなんか辱められた気分を感じたはず。先

程、それは否定ではないと説明しましたが、場合によってはそれでもその時の体験

を思い出すとなんか腹立つでしょう？これが自我なのです。 

別に否定されているわけでもないのにあたかも自分が傷つけられたかのような反

応を示す。自我というのはこのようにして問題の本質をすり替え見えなくしてしま

うのです。 

そして、そもそも、自我は「自」と「我」という漢字を使います。これ、ともに

自分の事を表しています。「自分が自分が」「我が我が」といっている部分ってこ

とですね。 

自分が存在するには自分じゃない存在が必要です。この「自分－自分以外」とい

う世界観において自分の方に焦点を当てると自我は強まるのです。つまり、普段か



  

COPYRIGHT©FOURLEAF ALL RIGHTS RESERVED. 16 

 

ら自分の事ばかり考えていると自我が強くなる。逆に自分よりも先に他人のことや

自分以外のことを考えるようにすると自然と自我は弱まるわけです。 

この自我が強い状態だと、相手のことが見えなくなる。 

そもそも、対話というのは言葉を使っているから、相手のことが見えなくなると相

手の言うことを歪めて捉えてしまうわけです。 

先のような言葉の背景が読めないと自我が前面にでまくってしまってぶつかり合

うわけです。そうなるともはや建設的な対話を行うことはすごく難しいことにな

る。その意味で対話というのはすごく難しい。 

これが対話の問題点だと感じている部分です。 

 

よりよい対話をするために 

 ところが、この対話の問題点は解決することが出来ます。 

それがココロを感じる事なのです。 

 さっき、よくある自我のぶつかり合いが起こる対話の例で僕は言葉の背景につい

て書きましたが、これはなんでそういうのがわかるかと言うと、僕が賢いからでは

ありません(笑)。言葉の意味を深めたり、現実を哲学するからとか、そういう変わ

り者特有の行動を好んだからではありません。 

相手のココロを感じようとしているからだと思っています。 

 そもそも言葉というのはココロの反映なのです。 

「文は人なり」という言葉があります。これは文章にはその人の人柄が現れる、

という意味ですが、人柄というのはココロでしょう？無神経な人は思いやりのない
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言葉を使いますし、情に厚い人は思いやりの言葉を自然と使うわけです。つまり、

人柄とはココロのことなのです。だから、言葉というのはココロの反映なのです。 

 だから、相手のココロを感じようとしながら言葉を処理すれば表面上の意味が本

音と違ってても、本音を引き出せる可能性が高くなるわけです。 

 ココロを感じる、ココロを読み取る、そういう意識があると対話で自我はぶつか

りにくくなるのです。だって、自分に意識が向きにくくなるから。当然の結果なの

です。 

 

落とし穴 

 ところがここでもう 1 つ落とし穴があります。対話は言葉を使っているが故に無

意識に落ちてしまう落とし穴があるのです。 

 それが「説得」。 

人には先程申し上げましたように自我が存在します。自我というのはもちろん、

自分に意識を向けないようにしたら薄まりますし、結果的に建設的な対話が出来る

可能性は高まりますが、それでもゼロには出来ないはずです。自分と眼の前にいる

他人は違うという世界観がある以上はゼロには出来ないと思います。 

となるとやっぱりいくら自我を薄められたとしても意見は合致させていきたい。

特に自分の意見に相手を合わせるようにもっていきたい、というのは無意識にある

のです。そうなると途端に自分の会話に説得色が帯びてきます。 

この説得色が対話の中で漂ってくると対話は有益なものにはなりません。説得が

起こると言うことはどちらかの意見に寄せることになるから。どちらかの意見に寄

せるということは新しい知恵はでてこないことになるからです。 
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開かれたココロ 

 ここで重要になるのが「開かれたココロ」です。結局は自我を薄めることと同じ

事なのですが、眼の前にいる相手に対して信用信頼を置く、ということです。 

 よくあるのは自分が説得されたくないから身構える、というケース。「なにか上

手くコントロールされるんじゃないか？」「うまいこと言って何かモノを売りつけ

られるんじゃないか？」「なにかの勧誘が待っているのではないか？」という防衛

的な自我がでてくるわけです。特にそこまで仲良くしてない人とのコミュニケーシ

ョンにおいてはよくでてくると思います。 

 対話をすると「説得」がセットになっているとそういうことはよく起こるし、そ

ういう対話をされた経験があると実はその説得は自分が反応しなければいいだけの

話なのにもかかわらず身構えてしまうのが人間だとおもうのです。 

 人間的な部分ではありますが、そこを冷静に考えてみましょう。これ、病気では

ないでしょうか。被害を被る前から被害を受けることを考える。被害妄想と言って

良いのか知りませんが、病的だと個人的には考えますがいかがでしょうか。 

 こうなると相手がどうこう、対話がどうこう言う以前の問題です。でも、意外と

対話しているとこういうことは多いものです。 

 対話というのはその時の話のテーマを互いが純粋に探求している必要があるので

す。もちろん、100%全身全霊の探求でなくてもいいでしょう。でも、その純度は

高いほうが良いわけです。 

 互いの人間を信用信頼してテーマについて自我を薄めて純粋な気持ちで語り合

う。 

 これがないと対話はなかなか建設的なものにならないはずです。 
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対話とはなにか？ 

互いを信用信頼してテーマについて自我を薄めて純粋な気持ちで語り合う。 

これが対話の定義だと僕はおもっています。 

そして、こういう対話が行われる事で、互いの感じている事、意見が飛び交うわけ

ですね。そんな中で、互いのことを批判したり、避難すること無く、むしろ慈愛を

もって行うことで新たな知恵が生まれるのです。 

よく、知識と知恵は違うということをいいますが、まさにそうで。知識というの

は知っている内容そのものです。知っている、というだけで、特にそれだけでは何

の意味も持たないのが知識。つまり、道具なのです。 

一方、知恵というのはそういう道具である知識を使ってより善い行いや、認識を

するためのものです。 

そういう知恵を生むのが対話なのです。だからこそ、古代ギリシャの哲学者、ソ

クラテスは対話を重要視したのです。 

とはいえ、難しく捉える必要はありません。 

互いを信用信頼してテーマについて自我を薄めて純粋な気持ちで語り合う、なんて

いうと難しそうに思いますが、よく読んでみてください。ただの「おしゃべり」

「雑談」です。ただのおしゃべり、雑談が純粋なものであれば対話なのです。 

だから、楽しいものですし、そういう純粋なおしゃべりが出来ている時というの

は知恵がでてきているものなのです。それをキャッチしているかしてないかは別で

すが(笑)でも、ここまで読んでくれたあなたなら対話の意味をわかっているはずで

すからキャッチ出来ると思いますし、過去の対話の中から知恵を引き出すことも出

来るかも知れません。 
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より善い対話をするための 6 つのアイデア 

では、ここでまとめの意味も籠めて、より善い対話をするためには何が必要なの

か？ということに関して考えるところをまとめておこうと思います。 

 

感じることを素直に出す勇気を持つ 

 対話というと考えをまとめてから行わないと、と思っている人が多いですが、そ

んなことをしていると対話の流れに乗れません。 

それに、別に論戦して勝つことが目的ではありませんから、正しい、間違いとい

うことにこだわる必要が無い。つまり、間違ったことを言ってしまった、としても

対話の結果、考えが変わっているのならそれは有益なことなのです。 

 だから、感じることを特に考えなく言って良いのです。感じることを言いましょ

う。 

 

攻撃しない 

 対話というのは相手を言い負かしたいわけではありません。知恵を生むためにや

っているのです。ですから、相手の言い分を「間違っている」という風に決めつけ

るのはやめることです。 

 互いに相手に対して慈愛の気持ちを持つことです。対話は共同作業なのです。 
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言葉の表面を取らない 

 「揚げ足取り」という言葉があります。言葉を表面上の意味で捉えて人を論破し

ようとしてみたりする人のことですが、そういうのは対話において意味がありませ

ん。相手のココロを感じようとしましょう。 

 

説得はしない 

 対話に説得は不要です。説得は自分の意見に人を巻き込みたいという自我が生む

行動です。それでは知恵はでてこないのです。何度も言いますが、論戦をするので

はありません。どちらが正しくてどちらが間違っているかを明らかにしたいのでは

ないのです。説得する理由なんか対話にはないはずなのです。 

 

互いを信頼する、尊重する 

ここまでで言ってきた対話の定義は「互いを信用信頼してテーマについて自我を

薄めて純粋な気持ちで語り合う。」というものでした。つまり、相手に対して信頼

感が無いとダメなのです。 

だから、相手に対してまずは自分が信じることからスタートしましょう。信用信

頼が難しかったら安心出来るという言葉に言い換えても良いでしょう。 

ここからわかることは「対話の相手は安心できる相手に選ぶことが重要だ」とい

うことでもあります。 

互いに尊重して対話を楽しみましょう。 
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雑談、おしゃべり感覚で良い 

ここまで対話のことを語ってきましたが、難しく考える必要は無いのです。要は

雑談、おしゃべりですから。そういうものに純粋性があれば良いのです。 

重く捉えるのではなく軽く取り組んでトライアンドエラーを繰り返しながら出来

るようになっていくものだと思います。なので、最初から上手くやろうとしないこ

と、というのは重要です。 

要はシンプルに捉えましょう、ということです。 

 

 音楽に対話を活かす 

 ここまで対話の話をしてきましたが、結局、僕達はそれを音楽やギターに活かし

たいわけです。なので、ここからは音楽に対話をどう活かすのか？という話をした

いと思います。 

 早速なのですが、まずやってほしいことがあるのです。これ以降を読む前に、是

非、この電子書籍の最初の部分に戻って欲しいのです。 

 僕はこの電子書籍の最初の方に「音楽の実際」というものを書きました。そこか

ら「対話」という単元が始まる前までを再度読んでから以降を読んでほしいので

す。以下をクリックしたら飛べるようにしてあるので、クリックして読んでから以

降を読んでください。 

クリックして「音楽の実際」～「対話」までを再度読む 
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イメージの適正化 

 さて、もう、音楽に対話をどう活かすのか？というのはわかってもらえましたよ

ね？わからないなら再度「対話」という単元を読んだあと、「音楽の実際」という

単元を読んでみてください。 

 音楽にはイメージというものが非常に大きく影響しています。別にこれは音楽だ

けではありません。日常生活すべての局面においてイメージは大きく影響している

のです。音楽は特にそのイメージが顕著にでてるんだけど、残念ながら見えるもの

や計測出来るデータに僕達は説得力を感じることが多いためにこのへんの話がテキ

トーに処理されてしまう、というだけのことです。 

 そういうイメージの適正化を図るために対話を利用するのです。 

 例えば、僕は自分のギターレッスンでは生徒さんと対話をしまくります。実務的

なことを言うのは全体のごく一部です。でも、この方が生徒さんは成長します。ギ

ターの腕前なんかあとから勝手についてくるのです。 

 人間というのはココロの生き物です。ココロで感じてないことを現実に表すこと

は出来ません。「自分の得意技は継続だ」と自覚している人にとって一つ善い習慣

を定着させることは簡単でしょう。でも「継続って苦手、いつも出来ないんだよな

ー」と思っている人は「トイレの蓋を閉める」という習慣すら定着させることが難

しい。そういうものなのです。 

このようにイメージ一つで「トイレの蓋を閉める」レベルのことが簡単にもな

り、難しくなるのです。ギターも全く同じだと考えるのはおかしいことでしょう

か。僕はすごく正論だと思っています。 

 ところが多くの人はそうは思ってない。音楽と「生まれ持ったセンス」をリンク

させたりするからです。でも、そのイメージは変えることが出来たら問題ないわけ

です。そういうイメージ上の問題を適正化するのが対話の役割です。 
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 だから、僕は自分のレッスンで対話を重要視するのです。対話することで生徒さ

んが自分のチカラでイメージを変えるお手伝いをしているのです。これさえ出来た

らギターの腕前や作編曲のあり方とか、そういう実務的な部分は 8 割カバーできた

ようなものなのです。 

 

 音楽における対話でよくある問題点 

 ただ、音楽というジャンルで対話をすると実は今までに話してない問題点が生ま

れることが多いのです。これは他のジャンルでもあるにはあるのですが、音楽ほど

ひどくはないのでここまで書かなかったのですが、音楽にはかなり顕著に見られま

すのでご紹介しておこうと思います。 

 それは、「自分の考えがない」ということなのです。 

これはめちゃくちゃ多い。そして、これがないとどうなるかと言うと・・・ 

対話が成立しない。 

 なんと、成立しないのです。 

対話というのは互いに自分が感じることや考えることを出し合うことで新しい知恵

を生むものです。いわば知がスパークしている状態なわけです。これは互いが意見

を出し合うから起こることですが、その肝心の意見がないとなると対話は成立しま

せん。 

 じゃあ、どうするか？やり方は 2 つ。 
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自分の考えがない場合でも 

対話を成立させるための 2 つの方法 

 この 2 つの方法はともに「考えを引きずり出す」というのがコンセプトです。 

引きずり出すと言うと語弊があるのですが、ニュアンスとしてはふさわしいという

実感を持っているのであえてこの言葉を選びました。 

 引きずり出すわけですから、2 つのアプローチがあるわけです。 

一つは自分で引きずり出す。もう一つは他人に引きずり出してもらう、という 2 つ

です。 

 「自分でやるなら対話じゃないじゃないか」と思われるかも知れませんがそんな

ことはありません。これは後々話しますので今は違うと思っていてください。 

 なんせ、この 2 つのアプローチがあるわけです。この 2 つのアプローチをまずは

ご紹介したいと思います。 

 

他人に引きずり出してもらう 

 これは対話で引きずり出すわけです。考えがない人に対して質問しまくるとでて

きます。ただ、テキトーに返事する、ということもありますからちゃんとココロを

感じることが必要です。 

 ただ、これは考えがない人側から見るとあまり現実的にいい手立てではありませ

ん。こういうことをわかって対話してくれる人がいればいいですが、いない場合は

できません。それに無意識でこういうことができる人もそういないだけに、意識し

てやっている人はもっと奇特だと思うのです。 
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 何れにせよ他人に依存する形になるので、本当に相手がちゃんとわかってないと

説得されて意のままに操られる、ということも懸念されます。 

 

自分で引きずり出す 

 どちらかというとこちらのほうが現実的でしょう。自分で引きずり出せるのだか

ら。 

 とはいえ、どうやって引きずり出すのか？ 

これは自問自答という方法をとります。 

 自問自答というのは実は対話の一種です。自問自答というのは自分で問うて自分

で答えるってことですから、自分との対話なのです。 

 これを日常生活で事あるごとにやるようにするわけです。内容は何でも良いので

す。「今日の晩御飯は何にするか？」でも良いし、「風呂にはいるか、飯にするか

どっちにしよう？」でも良いわけです。 

 日常生活でやるのがコツです。日常生活を味方につけることで習慣になります

し、結果、音楽的なことも自然と自問自答できるようになるというのは期待できる

と思います。 

 注意しないといけないのはこの時に出す答えは論理的である必要はありません。

根拠もいりません。そんなもんはあとからどうにでもなるからです。頭はできるだ

け使わないこと。なので、答えというよりも仮説といった方が良いかも知れません

ね。 
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そして、答えが出た上で気になるなら本なり何なり読んで知識を入れて根拠とす

るのは良いと思います。ただ、最初から知識や理屈で答えを出すのはやめたほうが

良いとおもいます。 

 とにかく、自分で問を立て、自分で答えを出すという営みが自分の考えを作るの

です。その意味で、一番純粋な対話は自問自答だと言えると思います。 

 自問自答する際にも他人と対話するときと同じ注意点が当てはまります。つま

り、自分の本心に嘘をつかないこと。いちいち自分の本心を裁かないこと。ご自身

のことなのですからすべて認めていかないとどんどん苦しくなるだけです。 

 簡単そうにきこえるかもしれませんが、意識してやらないと出来ない人はたくさ

んいます。それこそ、年齢が 50 にも 60 にもなってそういうこと一つ出来ない人が

いるものです。 

自分の本心を認めることを別に人に話すわけでもないのだからなにがそんなに難

しいのだろう？と僕は思っていたことがあるのですが、現実は出来ない人が意外に

多いものです。 

だから、自分に正直でいることです。誰に話す必要もないわけですからね。 

 

まとめ 

 このようにして対話を行うわけですが、最後にまとめておこうと思います。 

 まず、対話は一人でやってもいいし、誰かとやっても良いです。相手がいない場

合は必然的に一人になります。 



  

COPYRIGHT©FOURLEAF ALL RIGHTS RESERVED. 28 

 

対話をやる際は一人でやろうが、相手がいようが対話の定義を忘れないことで

す。対話の定義は「互いを信用信頼してテーマについて自我を薄めて純粋な気持ち

で語り合う」でしたね。だからこそ、揚げ足をとったり、論破してやろうとか、言

い負かしてやろうという自我丸出しの態度はいけません。いつも相手のココロを感

じること。そして、自分のココロを損なわないことです。 

一人でやる場合は自分に嘘をつかないように。ちゃんと自分に対して腹をわるよ

うにしてください。 

つまり、相手が自分か他人かに関わりなく、自分に嘘をついたりすることなく、

相手の言うことも認めていく、そういう態度が必要です。 

勿論、最初から理想的な感じでやれる必要はありません。これはある意味技術で

すから、最初からできやしないと思った方が現実的です。軽くやること。いろいろ

細かくミスりながらやってみてください。 

  

対話の先にあるもの 

 以上が対話に関して経験したことから考えていることです。 

対話は知恵を生んでくれるもの。そして、あなたのイメージを最適化してくれるも

のです。要は内的世界を本来の純粋な形に戻すためのものなのです。 

 前回の電子書籍、「うしなわれたもの」でも書きましたが、人間には知情意のバ

ランスというのが必要です。そういう目で見ると、情を中心にして知を洗練させる

のが対話だということも出来るかと思います。 

 ただ、対話にしてもその理解度合い、イメージによって内容が良くなったり悪く

なったりします。僕は今回、対話を建設的に行えるように考えられることを書いた

つもりです。 
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あなたはここまで読んだ時点で、対話のことをずいぶんお知りになられたはず。 

あとは、建設的な対話をしながら、普段の練習をし続けることが重要です。 

こうやっていつも内的なイメージを適正化することでギターの練習は効率的にな

ります。 

もし、誰かのギターレッスンを受講している立場なら、あなたの講師に対して投

げかける質問が変わることでしょう。質問が変わる、ということは当然、相手から

出てくる答えが変わる、ということでもあります。つまり、あなたの受講している

ギターレッスンはその質が自動的に良くなる、ということです。 

それはあなたの能力なのです。それは喜ばしいことだと思います。 

もともと、「教わる」というのは受動的な行為ではありません。かなり主体的な

行為です。だからこそ、古の哲人の孔子も「教わる気のないやつには教えることは

出来ない」という内容の言葉を残しています。 

こんな電子書籍も単純に読んで納得しているだけでは全く活かせないはず。あな

たが自分でこの内容を咀嚼し、考え、実行に移していくことであなたのものになる

のです。 

なんせ、自分や人と対話しながら、ギターの練習をしてみてください。即効性は

期待できませんが、長い時間かけてじわじわと確実にあなたのギターは変わること

でしょう。音楽の向き合い方も変わるでしょう。音楽活動をやっているなら人間関

係も変わってくるでしょう。人間関係が変わってくるとあなたに持ちかけられる話

も内容が変わってくるでしょう。 

そうやっているうちにギター以外のことにもあなたの対話は活かされていくので

す。知らない間に仕事が良くなり、家族の和が復活したり強まったり、人間関係が

良好なものになるでしょう。あなたのココロにも静かな時間が訪れることでしょ

う。 
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対話が知恵をうむ。これはものすごく可能性を開花させることになるのです。是

非、対話を楽しんで長く色んな人と対話してみてください。 

機会があったら僕もあなたの対話の相手をさせてもらえたら嬉しいです。いつか

共に対話を楽しめるときを心待ちにして筆を置こうと思います。 

最後までごらんいただきありがとうございました。 

fourleaf 
奧田 喜聖 

 

お願い 

 電子書籍はいかがだったでしょうか。 

何かお役に立てたら嬉しいです。 

 実はここまで読んでくれたあなたに二つのお願いがございます。 

 あなたもご存知のように僕はブログでこの電子書籍を公開しています。きっとあ

なたが今読んでくれているのもそうでしょう。そして、ブログを色々見てもらえる

とわかるのですが、僕がやっている情報発信はメルマガがメインです。 

 そこで、もし、この電子書籍の内容を面白がってもらえるなら是非、メルマガも

読んでほしいと思っています。 

 もし、よかったら読んでみてください。もちろん登録も解除も無料で、しかもワ

ンクリックで解除できるようになっています。 
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fourleaf guitar lesson 公式メルマガ登録ページ 

https://fourleafco.jp/p/r/mLMcb8gA 

 

 そして、もう一つのおねがいなのですが、もし、この電子書籍を気に入っていた

だけたらご紹介していただけないでしょうか？ 

 僕はギタリストであり、ギター講師です。ギター弾きがこういう内容のことを書

くのは普通無いことです。そして、人は見慣れないものを見ると防衛反応を示しが

ちです。だから、当然こういうことを公にすると賛否が起こるのは覚悟していま

す。そして中にはギター弾きが語る内容にふさわしくないと感じて信用してもらえ

ない可能性があることも重々承知しています。 

 でも、長年、沢山の生徒さんをサポートさせてもらって思うことがこの内容なの

です。ギターの技術に対する向き合い方や技術の習得方法、音楽活動をどうやって

スムーズにさせていくか？という実用的な内容ももちろん重要です。 

 しかし、そういうものもこの電子書籍で書いたような内容が土台に無いと空振り

してしまうのです。そして、これはどうしようもない部分だったりするのです。な

ぜならこういうことは教わらないから。 

 でも、だからこそ、こういうことを知っていただけるとそれだけでなにか変化が

訪れてもおかしくないと思っているのです。だからこそ賛否が起ころうが、信用し

てもらえなかろうが公開することにしたわけです。 

 だから、沢山の人にこの内容を知っていただきたくてこんなお願いをしていま

す。是非、この電子書籍を広めてください。 

 とはいえもちろん無理する必要はありませんし、「良い」と評価してくださる場

合だけで構いません。是非、ご紹介してください。 

https://fourleafco.jp/p/r/mLMcb8gA
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紹介の仕方としてはどんなやり方でも構いませんが、以下のページをリアルのお

友達やインターネットで紹介していただけると嬉しいです。 

紹介 URL 

https://guitarkuronin.com/freecourse.html 

 勝手なお願いになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

追記 

もし、この電子書籍をネットで広めてくれるということであれば、紹介してくれ

た URL を送ってもらえると個人的に嬉しいので、広めてくれた場合は以下のアドレ

スに紹介してくれた URL を送ってください。 

勿論、リアルのお友達に直に読ませていただいた場合はその時の模様を聞かせて

いただけると嬉しいです。 

紹介報告メールアドレス 

info@fourleafsupport.com 

  

https://guitarkuronin.com/freecourse.html
mailto:info@fourleafsupport.com
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発行人：株式会社 fourleaf  

奥田 喜聖 

メルマガ：fourleaf guitar lesson 公式メルマガ 

メールアドレス：info@fourleafsupport.com 

ブログ：ギターホントの話 

HP：fourleaf guitar lesson 

 

https://fourleafco.jp/p/r/mLMcb8gA
mailto:info@fourleafsupport.com
https://guitarkuronin.com/
http://fourleafguitarlesson.com/

