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ジャワガムラン初歩の習得法に見る、音楽的特性についての考察
An Examination of the Musical Characteristics Observed in Learning
How to Play Javanese Gamelan at the Basic Level

樋口文子 HIGUCHI Fumiko

本学はインドネシア中部ジャワ、スラカルタ Surakarta ( 通称ソロ Solo) 様式のガムラン ( 以

下ジャワガムランと表記する ) の演奏実技授業、講義、個人レッスンや社会人講座が行われ、
国内ではガムランが最も盛んな大学である。ジャワガムランは西洋の音楽と様々に異なる特徴
を持った合奏音楽であるため、その習得プロセスも西洋音楽の方法や手順とは全く異なる。今
回は初歩段階の習得法を具体的に書き出し、現地でのインタビューを踏まえて、あらためてジャ
ワガムランとはいったいどのような特性、本質を持った音楽なのかを考察する。比較のため簡
単にピアノと能の初歩習得法について触れ、追記としてジャワガムランの初歩段階以降の習得
についても述べた。

キーワード : ジャワ Java、ガムラン Gamelan、習得 master

はじめに
東京音楽大学でジャワガムランを学ぶ学生は、多くが幼少期の頃から西洋音楽を学び、
西洋音楽に適した訓練を受けて育っている。日本で生活するなかで聞こえてくる様々な音
楽も、殆どが西洋の 12 平均律を基盤としたものである。このような環境にあって、音律
も音階も、合奏の仕組みも、音楽の在り方や、価値観さえも異なるインドネシア中部ジャ
ワの伝統音楽に触れることは、かつて筆者もそうであったように、未知なる芸術の世界に
好奇心を掻き立てられる体験であろう。しかし一部では、急に目の前に現れた摩訶不思議
な音楽を、どう捉えたらよいのか困惑する人、これからというところで理解し終えたよう
に立ち去ってしまう人も見られるのである。
今回は、未知の音楽の本質を捉えるひとつの指針として、習得法に着目して考察する。
音楽あるいは芸能の習得の方法は、それぞれの芸術的本質と密接に関係しており、習得法
を知ることはその芸能の本質を正しく認識し理解する手助けとなるはずである。初めて
ジャワガムランに触れる本学学生や講座生を意識して、その初歩の段階の習得について
なるべく詳しく述べ、ジャワガムランの音楽的特性や本質を考察する。また、比較対象と
して、ピアノと能を取り上げてみたい。本稿が彼らの異文化理解の手助けになれば幸い
である。
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元来、ガムランの習得法は模倣と実践の繰り返しである
最初の項目にして、これはジャワガムラン習得法の解答のひとつである。本来の、ある
いは理想の習得例として、ソロ市でインタビューさせていただいた長老演奏家 3 名の例
を挙げておきたい。
まず筆者の恩師であり、太鼓奏者として名高いワキジョ氏 Bp.Wakidjo は幼少期、自宅
近くにガムラン練習場のある環境で育ち、ガムランの伴奏でユーモア溢れる芝居をする
「クトプラ Kethoprak」という民衆芸能の練習をいつも見聴きしていた。5 才の頃から空
き時間に見よう見まねで太鼓を叩き始め、貧しいギター奏者の家に育った彼は小学校を卒
業してすぐにガムラン演奏家の道に入った。クトプラに登場する個性的なキャラクター達
の、滑稽な身振りや古典的な踊りに合わせて太鼓を叩き、うまく合わせられないと怒られ
たという。舞台の上で鍛えられ、彼はすぐに名人となった。影絵芝居ワヤンの当代随一の
人形遣い、アノムスロト氏 Ki Anom Suroto からも声がかかり、彼の楽団でも太鼓奏者を
務めた。
ワキジョ氏は、端正で味わい深く推進力のある太鼓が魅力であるが、若い頃はいつも相
手が喜ぶことをしようと心掛けていたそうだ。また登場人物の「キャラクターらしさ」が
どのようなものかを考えていたという。演奏会でも、楽曲の個性に合ったテンポ感やその
日に参加した声楽家・演奏家の長所を引き出す進行アレンジを考えた。また曲の途中で特
徴のある部分に差し掛かると、それを助長するような絶妙なリズムを太鼓で繰り出し、ユ
ニークで的を射たアイディアに演奏仲間は沸いた。音楽的センスのみならず、ユーモアセ
ンスも持ち合わせていたのである。そのような太鼓のリズムは、現在スタンダードとなっ
ているものも多い。
その後国営ラジオ放送 RRI スラカルタ局の副楽団長、ススフナン Susuhunan 王宮、マ
ンクヌガラン Mangkunegaran 王宮楽団の音楽家、国立芸術大学 Institute Seni Indonesia
スラカルタ校 ( 通称 ISI Solo) の名誉教員となった。78 歳で亡くなるまで、ガムランを人
に「習った」ことは一度もないと話し、太鼓奏者の心得として、舞踊伴奏は舞踊家が踊り
やすいように、ワヤンの伴奏は人形遣いの意図を汲み、芝居の伴奏の際はキャラクターの
個性を重んじ、演奏会の際は歌手や演奏家の個性、楽曲の個性を重んじた演奏をすべし、
と弟子たちに説いた。
演奏が始まればどのような大曲でも正確に叩いておられたが、自身の学習プロセスにお
いても教授の際にも、楽譜やノートを用いることはなかった。実践によって叩き込まれた
膨大な楽曲とそれぞれの特徴や奏法、アイディアが彼の頭に詰まっていたのである。残っ
ている数々の名演奏録音は模範となり、これからも愛され続けるであろう。
次に、宮廷音楽家のハルトノ氏 Bp.Hartono は父親がガムランの太鼓奏者で、幼少期は
父親に連れられてガムランの合奏を聴いて育ったと言う。途中別の地域にいたためガムラ
ンに触れなかったが、ソロ市に戻り高校に入学した時には、既に多くの舞踊曲の旋律と太
鼓パターンを「諳んじて」いたため、すぐに楽器に慣れて合奏ができたという。その後彼
はマンクヌガラン王宮の演奏家養成コースで学び、王宮楽団員に抜擢される。王宮固有の
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舞踊レパートリーがたくさんあり、習得は大変であったが、長老たちの太鼓を聴き、まね
て憶えたと言う。以降 50 年に亘っていぶし銀のように上品かつ華麗でメリハリのあるマ
ンクヌガラン王宮様式の舞踊太鼓奏者として王宮楽団の中央に座し、75 歳の今も後進の
指導に携わりながら現役である。
更に、ISI Solo の演奏学科長であるスラジ氏 Bp.Suraji は、音楽家の家系の生まれでは
なかったが、幼少の頃に自宅近所の店がガムランのカセットテープを繰り返し大音量で流
しており、幼い彼はスピーカーから聞こえていた古典的な定型詩モチョパ Mocopat の独
唱を大変気に入って、毎日店の前で聴いていた。すぐに憶えて地域の祭で披露すると、一
躍有名になった。それからは道を歩けばあれを歌えと声がかかり、また近所の演奏家が彼
を様々な演奏会に連れていってくれたのだそうだ。見よう見まねで楽器を習得し、それを
見た両親が自宅の大事な大木を切り倒して学費を工面し、15 歳でガムラン専門の公立高
校に入学、理論や更に難易度の高い楽器を学んだのだという。
上記の例に共通していることは、資質はもちろんのこと、良質なガムラン演奏を浴びる
ように「聴く」環境と、才能ある若手に差し伸べる地域あるいは社会の手があったこと
だ。そこに楽譜や訓練のための教則本はない。見よう見まねで楽器を弾き始め、得意な、
あるいは比較的簡単な楽器をあてがわれて即舞台に上がり、現場で揉まれながら ( これが
ガムランにおける「訓練」である ) 奏法のアレンジやルールを身につけ、演奏仲間から信
頼を得て遂には難易度の高い楽器を担当し、リーダーになるという流れである。彼らはよ
り良いものを聴いてそれを耳で盗み取り、更に自らの技を磨いた。古き良き時代のガムラ
ン習得法は、手ほどきなしの模倣と実践だったのである。

ジャワガムランの初歩段階の習得
テレビやラジオ、インターネットの普及した昨今、中部ジャワでも既に様々な音楽が
人々の身の周りに溢れて、伝統芸能上演の機会や、伝統音楽の演奏を聴く機会は激減して
いる。上述した長老達が若い頃に体験したような環境は、本当に残念なことだが殆ど失わ
れてしまった。そして本場の国立芸術大学にして、ガムランを全く演奏したことのない、
初歩からの学生が時折入学してくるという。海外からの留学生も多くは初心者であるた
め、ISI Solo の授業は親切にも初歩の導入から行われている。現在本学のガムラン実技授
業や講座内容は、先代の佐藤まり子女史の時代からこれを参考に、日本独自の工夫を加え
ている。あらためてインタビューで得られた内容を加えて、詳細を書き出してみたい。

１ 合奏で基本の楽器奏法を学ぶ
ガムランの導入は合奏に始まる。様々な楽器に実際に触れ、個々の楽器の奏法 ( バチの
持ち方や音の出し方、止め方など ) を学ぶ。本学の授業や講座において初歩の段階で使う
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楽器は、ゴング Gong、クノン Kenong、クンプル Kempul、クト Kethuk、サロン Saron、
スルントゥム Slenthem、ボナン Bonang、そして太鼓クンダン Kendhang などである。
ガムランの演奏家は、ひとつの楽器を専門に極める「〇〇奏者」でなく、どの楽器も担
当して「関わり合い」を重視するため、西洋で一般的に行われる楽器の習得法と大きく異
なる。そしてガムランの語源が gamel ( 打つ、叩くの意 ) であるように、殆どの楽器はバ
チで叩く打楽器であり、誰でも発音が可能で、気軽に演奏を始めることができる。

習得することは以下のようなものである ( 実際の演奏技法は課題によって異なる )。
①

ゴング、クノン、クンプル、クト : 楽器中央のコブを打つことや、それぞれが楽曲
中で鳴らされるタイミング、消音するタイミングを学ぶ。

②

サロン群、スルントゥム : 一般的な奏法は、右手に持ったバチで鍵盤を打ち、同時
に左手の親指と人差し指で前に打った鍵盤をつまんで消音するというものである。
滑らかに音がつながるように、合奏で繰り返し練習しながら両手の動きに慣れ、無
意識に行えるようになることが大切である。

③

ボナン : 楽器の音配列が特殊であるため、まず合奏に必要な音がどの位置にあるの
か把握する。奏法はゴングの拍やサロン群が弾く基本のメロディー = バルンガン
Balungan との「関係性」を理解し、手の動きを含めて小さなパターンごとに憶え
るようにする。

④

クンダン : リズムパターンが複雑であるためパート譜を使用することが多い。まず

４種類ほどの音記号を読めるようにし、それぞれの音を正しく発音できるようにす
る。大小 2 つの両面太鼓を組み合わせて使い、両手を使って発音するため、初歩の
ガムラン習得プロセスでは最も難易度が高い。手をその都度発音したい音に合った
形に準備して、皮面の正しい位置 ( 中央、外側、ヘリなど ) を打つが、同時に不要
な皮面が共鳴しないように触れて消音もする。個々の発音を習得したら、演奏パタ
ーンを唱えながら合奏に組み込んで、楽曲の形式やバルンガンとの関係を理解した
うえで奏法を習得する。上記に慣れたら、太鼓のリズムが開始、繰り返し、終止、
テンポ提示、アレンジ等の「合図」であることを理解して、合奏を太鼓の音で「運
転」するイメージを作っていく。

２ 音による合図や進行上のルールを学ぶ
指揮者のない状態で合奏を始めるには、音による開始の合図やテンポ提示など、多く
のルールを学び、対応できるようにすることが不可欠である。古典曲には必ず前奏ブコ
buka があり、ブコを担当する楽器はほぼ決まっている。ブコ担当者はまず「次はこの音
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階と調で、私が前奏を担当します」という意味のメロディーを単独で弾いて、演奏者の注
意を促したうえで前奏を弾き始める。程なく太鼓が加わり最初のゴング拍への導入を行
い、ゴングの拍から全員で合奏を始める。この時ゴングまでの太鼓のリズムは形式 1 によ
って違い、また形式によって最初のテンポも違うため、合図を出す側も受ける側も、互い
の奏法やルールをよく理解していれば、多くの情報を交換できて円滑に曲を始めることが
できる。また途中でアレンジを変化させる場合や曲の終止予告、終止タイミングの指示な
ども太鼓奏者が合図を行う。全員がこれを聴き取りルールに則って「適切に応じる」こと
によって、初めて共同作業としてのジャワガムラン合奏が成り立つ。因みにジャワガムラ
ンの楽曲中、進行の分岐点となる地点は決まっており、合図を出す楽器と合図の方法も決
まっている。

３ 楽器に役割があることを学ぶ
ジャワガムランは、楽器ごとに役割を持っている。形式ごとに、その役割に応じた演奏
法も決まっており、うまく分担し合って安定した合奏形態を形成している。例えば研究者
によって節目楽器あるいはコロトミー colotomy 楽器と呼ばれるゴング、クノン、クンプ
ル、クトは曲の形式ごとに鳴らす場所が決まっており、演奏の際に時報のような役割をす
る。これら 4 つの楽器を取り出して組み合わせると、楽曲の枠組みすなわち形式が明らか
になり、これは家屋で言うところの柱のような重要な役割を果たす。
このほかスルントゥムが基本の旋律を演奏すること、大中サロンに楽曲の音量を担う役
割があること、クンダンが指揮者のような役割をして進行をリードする楽器であること、
ボナンが基本のメロディーを先取りしながらバルンガンを分割、装飾する役割を持った楽
器であることなどを学ぶ。

４ ゴング拍が訪れるまでの周期 - ゴング周期 - の感覚を掴む
ジャワガムラン習得においては、形式ごとにゴング周期の感覚を養うことが実は最も重
要であると、長老の先生方は口を揃える。ゴングはジャワガムランのセットで最も大きな
青銅楽器で、熟達した楽器職人による手作業での製作は非常に難しいそうだ。また楽器に
は魂が宿るとされ、演奏の際はゴングに供物 ( 時には生贄 ) を用意するほど特別大事に扱
われる。
繰り返しを基本とするジャワガムランの楽曲演奏においては、ゴングは最初の拍や 1 サ
イクルの最後の拍など、大きな節目に鳴らされ、これが鳴ると演奏者はひとつのまとま
りを無事に終わらせたことになる。例えて言えば暦で言うところの月末最終日 ( 晦日 ) 午
後 12 時すなわち月初 1 日 ( 朔日 ) 午前 0 時にゴングが鳴らされ月が終わり、次の月が始
まるようなイメージで、あたかも宇宙の法則のようだ。演奏者にとってゴング拍 ( あるい
はゴングの音そのもの ) は、一度気持ちを切り換え、次の繰り返し周期に臨む区切りとし
て重要な拍 ( 音 ) であり、ジャワガムランはゴング拍によってリフレッシュする、生まれ
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変わるとも言える。ジャワの人々にとってゴング周期の感覚は、宗教的、哲学的な面も
内包する、奥の深いテーマである。
本学の授業、講座では、繰り返しグループ合奏を行い、ゴング周期の短い、小規模な
形式の曲に馴染むことからスタートする。合奏の際には特に、曲中の重要な拍で鳴らさ
れる楽器、特にゴングのタイミングを演奏者全員が共通して重要な拍と認識し演奏する
こと、またゴングやサロンのメロディーを聴きながら自分の楽器を演奏できるようにす
ることが大切である。

５ 数字や記号による、ガムラン特有の楽譜について学ぶ
ジャワガムランは、個々の楽器の演奏法が形式やアレンジによって決まっているため、
楽曲ごとのスコアやパート譜は不必要とされる。楽曲の記録は歴史が新しく、長い間口
伝に頼っていたのが、戦後国家によって設立された教育機関 ( 現在の ISI Solo) によって、
教育用にバルンガンを記録する作業が行われた [Suraji 2016]。現在ガムランの楽譜として
用いられている大半は、この時に考案された書式が受け継がれたもので、まず曲の形式、
題名、音階、調 ( 旋法 ) を記し、音は数字を用いて、適当な節目ごとに改行し、主要な節
目楽器の記号や繰り返し記号を加えた、いわゆる「バルンガン譜」である。ジャワガム
ラン習得の際にはバルンガン譜を読むための知識が必要である。また太鼓は項目 1 でも
述べたが、それぞれの音に呼び名があり、記譜の際には記号が使われる ( 例 : トゥンと呼
ぶ音は P あるいは p、タと呼ぶ音は t 等と記す ) ため、それらをあらかじめ理解しておく
必要がある。
ところで、本学のガムラン導入の際には、まず楽譜を使わずバルンガンを憶えて演奏
するようにしている。これは、楽譜を見てしまうと、目の前の数字を読むことに専念し
てしまいがちで、太鼓の合図等周囲に注意を向けづらくなる理由があるが、更に西洋音
楽に慣れ親しんだ人にとって大変厄介なことがあり、それは音楽と記譜されたバルンガ
ン拍が「ずれている」と感じることである。ガムランでは重要な拍がフレーズの後ろに
あるため、全員で合奏を始める最初のゴング拍は、前奏フレーズの最後の拍として最も
右側に記してあり、理論上も都合が良い。またバルンガンは４つの数字ごとに区切って
記載されているが、重要な拍は４つ目の拍である。西洋音楽を学んだ人が１拍目に感じ
る音が 4 拍目に記されており、西洋音楽の楽譜に慣れた人ほど違和感が強く、読み慣れ
るのに時間を要する。しかし、この記譜法の違いには西洋音楽との「価値観の違い」が
顕著に現れており、授業、講座では一連のプロセス「異文化と出会い、戸惑い、理解し、
受容すること」を大事にしている。ガムラン演奏に慣れてきたところでバルンガン譜を
用いて、違和感を全員で共有したうえで、ガムラン特有の音楽理論を理解し、少しずつ
慣れ、馴染むよう心掛けている。
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６ 上記 1 〜 5 の項目が身に馴染むまで、時間をかけて繰り返す
ここまでの習得に、週に 1 度 90 分のみの学習ペースであれば、音楽大学の優秀な学生
でも 5 〜 6 年、一般社会人は平均して 10 年ほど、あるいはそれ以上かかると思われる。
ひとりで奏法を頭に詰め込んで練習してもうまくいかないこの音楽は、仲間とリラックス
した雰囲気で、様々な楽器に親しみながら合奏を繰り返して、ジャワガムランの合奏形態
に馴染み、スムーズにテンポやアレンジの変化ができるまで慣れることが大事であり、足
りなければ繰り返し合奏の録音を聴いて、コロトミー楽器の周期や太鼓の合図に慣れるこ
とが重要である。
また小サロンやボナンの習得に際して、他の楽器との関係性を理解するために、自らス
コアを書いてみることは大変有効であるが、合奏の際にはなるべくそれを見ずに、基本の
旋律バルンガンとの関係を理解して演奏できるようにするのが理想である。これも先述の
通り、ガムランの合奏において目で行う作業が少ない方が、周りの演奏者が奏でている音
や拍の合図を聴きやすく、よりスムーズな合奏への近道となるからである。
このように、ジャワガムランにおける習得とは、個々の楽器奏法の習得をベースに、合
奏に際しては仲間の奏法を「共有」し、「楽曲の全体像に馴染んだ状態で演奏する」こと
である。基本的な楽器の演奏技法はそれほど難しくないのだが、何種類もの楽器との関係
性を把握し確認しながら演奏することは容易ではない。ここにジャワガムラン演奏独特の
難しさが隠れている。しかしこれを習得すると、指揮者がいなくとも、いかにテンポが変
化しようとも、非常にリラックスした状態で正しく演奏できるようになる。
時間はかかるがこのようにジャワガムランをじっくり習得すれば、たとえ 10 年以上離
れても、またすぐに合奏に復帰できる。

ピアノの初歩段階の習得 〜比較として〜
さて筆者は 6 歳からピアノを習い始めた。先生は楽譜や教則本を使用して、レッスン
は右手 2 本の指の「訓練」から始まった。週に一度教室に通ったが、遊びを優先し練習
を怠けたため、好きな曲を思うように弾きこなせない壁に当たり、音大に進学したものの
趣味にとどまった。
本学卒業のピアニスト、野田晶子女史によれば、高度に技法が発達したピアノの初歩の
習得において、まず両手 10 本の指を独立させて精密機械のように動かせるようになる展
望で訓練を行わねばならない。かなり早い時期 (11 歳頃 ) に訓練の成果に限界が訪れるた
め、それまでに適正な訓練を行っておくことが不可欠であるという。遊び盛りの子供を
レッスンに通わせるだけでなく、一日に何時間もピアノに向き合わせることは、親の強い
意向がなければ難しく、親の熱意と教師の正しく適切な指導の両方が必要である。そして
幼い当人は毎日ピアノに座り、何はともあれ練習に次ぐ練習をすることが初歩の習得法で
ある。もちろん楽譜を読む力をつけることや、音楽的表現力を養うことも重要であるが、
まずはピアノ曲の超絶技巧に適した手指を作ることが優先される。
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初歩のピアノ習得の方法は、さながらプロのアスリート養成のようである。見よう見ま
ねで仲間と合奏を重ねるガムランとは根本的に入り口が異なることがわかる。ガムラン
は超絶技巧を求めない。合奏で「美しい音楽的調和」を求められるのである。

能の初歩段階の習得 〜比較として〜
能を習得する場合は、師匠から流儀ごとの技を伝授され模倣しながら身につけていく。
能楽は能と狂言で構成される日本の伝統芸能であるが、中でも歌舞を中心とした能を「演
劇に、楽器や声による合いの手が入る歌と、舞が付いた芸能」とすれば、中でも歌の比重
が非常に大きい。全ての演者が作品の魂とも言うべき歌 ( 能では謡と書き、うたいと読む )
の歌詞と旋律および拍感を共有し、謡が能の舞台進行の要となっているからである。興味
深いのは、ところどころで合いの手を入れる囃子方の声の拍が大きく伸びたり、歌詞 ( 場
面 ) によってテンポを急いだりする際にも、それぞれが歌詞との「関係」で拍を共有して
いるため問題がないことだ。「関係」を重視してテンポが一定でないところなどはガムラ
ンと共通する。ガムランと違うのは、能は始まれば作品ごとに最後まで進行が決まってい
るため、「合わせ」すなわちガムランで言うところの合奏練習にそれほど時間を使わない
ことである。
シテ方金春流能楽師の村岡聖美師によれば、能の初歩は、全パートにおいてまず師匠の
模倣をして謡を練習し、諳んじるところからスタートする。囃子やシテのパートを学ぶ際
も謡を基本にして、そこに自分のパートのタイミングを落とし込み身につけていく。
また囃子の楽器のひとつである能管 ( 笛 ) の習得に関しては、まず声で楽器の音をまね
た唱歌 ( しょうがと読む ) を習得する。これを聞き筆者はすぐに自身のクンダンの習得を
想起した。筆者はジャワで先述のワキジョ氏から、唱歌を交えてクンダン ( 中太鼓チブロ
ン Ciblon) の手ほどきを受けたからである。唱歌に音質や強弱やバランス、微妙なリズ
ム崩しなど、全ての情報が詰まっていた。能管の場合は厳しいことに、楽器が奏でている
かのように歌えなければ習得したことにならず、楽器に触れるプロセスに進めないそうで
ある。
弟子入り後は同じ流儀に所属し、師匠や家元に導かれて稽古を重ね、技を身につけてい
く。能における習得とは、伝承されること、流儀の技能を「全て受け継ぐ」ことであり、
初歩の段階では、個性は不要な癖として一旦そぎ落とすべきものとされる。基本的に全て
のパートを習得することや模倣による伝承など、習得の方法はガムランとの共通点が多く
見受けられるが、より継承に厳密である。またガムランが師をひとりに定めることをむし
ろ良しとせず、見聴きしたものを自由に習得するものであるのに対し、能は基本的に同じ
流儀で伝承を受け、家元に承認されて初めて弟子を取れるようになる。これは国の政治的、
歴史的な背景が絡み、単純な音楽的比較は難しそうである。インドネシア国家がジャワガ
ムラン奏者を所属するグループ ( 様式 ) ごとに保護することになれば、様相は変わってく
るのかもしれない。
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ジャワガムランの音楽的特性と本質についての考察
レクリエーション、コミュニティ結束ツールとしての性質
ピアノ、能と比較して、ジャワガムランの初歩の習得は気さくで楽しいものだ。それ
ぞれが関わり合いながら演奏し、楽器は叩けば初心者でも音が出て、他の楽器と美しく共
鳴する。互いの音や奏法に馴染むまで時間はかかるが、奏法やルールは一度習得すれば他
の曲にも応用できる。また「専門とする担当楽器」がないため、様々な楽器を体験できる
だけでなく、人数さえ揃えばいつでも合奏が可能で、全体として間口の広い音楽である。
また相手の音を聴いて反応することを「ゲーム」のようにも楽しめて、「レクリエーシ
ョン」の趣もある。実際に 30 年ほど前に筆者がよく訪れた中部ジャワの農村部では、毎
晩のように農民が集まり合奏を楽しんでいた。当時ガムランは村人の娯楽としての役割、
また村人どうしが共同の農作業をスムーズに行うためのコミュニケーションツールとし
て、人々の結束を強くする役割があったと思われる。
演奏技法が深く関係し合うジャワガムランの特性とジャワ人の性質
初歩の合奏にも、ジャワガムランの音楽的特性は現れている。仕組みを知らずにガムラ
ンの演奏を聴くと、指揮者のない大人数の合奏がすっと始まり、常に強くまとまって、テ
ンポやアレンジの変化に富んだレパートリーをつつがなく演奏できるのは、まさに魔訶不
思議である。極めて緻密なルールや楽器ごとの役割、関わりがあり、それによって演奏者
同士が複数の糸で結ばれて音の織物のようになっていることが、ジャワガムランの音楽的
特性と言えるわけだが、これを言い換えると、互いの性質や特徴を深く知り、頼りながら
深く関わり合うということになる。これはジャワ人の性質と関係があるかもしれない。日
本人の筆者から見ると、ジャワの人々は極端に言えばプライバシーを全く必要としないほ
ど近しい関係に見える。初めて会った人に家族構成や配偶者、恋人の有無、仕事の詳細な
内容などを臆せずに訊き、自らも話す。それは互いにコミュニティの一員として認め合
い、互いの関係を確認する儀式なのかもしれない。友達になれば互いにノックをせず部屋
に入って何でも共有し非常に気さくである。いつも誰かと一緒に行動し、人なつこい彼ら
の感覚では、ひとりで育児をしてノイローゼになるとか、集合住宅での孤独死などは全く
考えられないであろう。このような彼らの性質とこの音楽の特性は何らかの関係があるの
ではないかと思われる。
良い演奏の評価基準 〜エナ enak と ラサ rasa 〜
ジャワガムランの合奏全体に対する評価は、インドネシア語では「バグス bagus、ヘバ
hebat 見事な、素晴らしい」といった言葉のほかに「エナ」という単語が頻繁に使われる。
この単語は通常「料理の味が美味しい」
「気候が心地よい」
「気分が楽しい」
「居心地が良い」
など、何かが自分にとって「快い」時に使う言葉である。ジャワガムランは、聴いて心地
よいかどうかが演奏を評価する重要な基準になるのである。現地でよく言われることだが、
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ジャワガムランの演奏は、気心の知れた、いつも一緒に演奏している者同士で演奏するの
が「エナ」である。そのような演奏は互いの力量や癖、テンポ感などを知り尽くしている
ためリラックスしてまとまっており、安定感があって心地よい。作曲者による厳格な指示
のないガムランの演奏は、基本のテンポ感や微妙な間合い、変化の様相、アレンジなどが、
グループによって少しずつ異なるため、もし全員がとても優秀な演奏者であったとして
も、寄せ集めて演奏すると緊張も相まってぎくしゃくした演奏になり「エナ」ではないと
いうのである。
因みに、本学の社会人講座受講生の演奏は、発展途上であれとても「エナ」な、すな
わち心地よい演奏である。長く一緒に勉強を続けているため、クラスごとのカラーがはっ
きりしている。時に器用な音大生の演奏よりも味わい深いと感じるのは、このようなジャ
ワガムランならではの理由であろう。
また、現地のガムラン演奏会は大抵夜の 9 時ごろから始まり、5 時間程度続く。まず依
頼主から演奏家たちにお菓子やお茶が配られる。彼らは気を遣いつつ静かな曲から演奏を
始め、終わると煙草をふかしてしばらく談笑する。何曲か演奏すると食事をふるまわれ、
次第に打ち解けていく。楽曲の並びすなわちプログラムのルールも、打ち解けた頃に最も
楽しめる曲群が演奏できるようになっている。午前 0 時をまわった頃には、太鼓奏者は
演奏者たちの力量を把握して、それぞれが存分に技量を発揮できるようなアレンジをほど
こし、中盤らしい賑やかな演奏を楽しむのである。このような演奏会は鑑賞していても楽
しく、また聴いていると気持ちが良くなり、自然に眠くなることがあるが、ジャワでは聴
衆が眠くなることも、良いガムラン演奏の証すなわち「エナ」の証として演奏者に喜ばれ
るのである。
もうひとつ、ラサという言葉がある。直訳すれば「味」
であるが、動詞として「感じる」
「思
う」という意味にもなる。上質なジャワガムランの演奏に最も必要なことはラサであると
ワキジョ氏は言う。様々な意味を持つラサを説明するのは難しいが、それぞれの楽曲らし
さ、それを深く知り大切にして演奏し、それが滲み出ていることではないか。この深いテー
マについては、あらためて具体的に述べてみたいと思う。

終わりに
ジャワガムランの初歩段階の習得は、仲間と共にそれぞれの楽器奏法やルールに馴染
み、楽曲演奏の全体イメージを掴んで演奏するというものだ。
スラジ氏によれば、「全員でひとつ」であるジャワガムラン演奏者心得とは、①仲間の
演奏に敬意と思いやりを持って共感する。②無事に演奏が終わるまで責任を持って役割を
果たすことだ。何とも究極に「和」を重んじる音楽である。また楽器に触れる際には、①
丁寧に扱う。②鍵盤は絶対にまたがないよう気をつける。③楽器を移動する際には細心の
注意を払い、自らもけがをしないよう気をつけること、を指導者が必ず伝え、学ぶ人は留
意するべきである。ジャワガムランの合奏には楽器と仲間が不可欠だ。全てのパートがよ
く響き合うよう絶妙に調律された個性豊かな楽器を大切に扱い、演奏の価値を互いに協力
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し合って気持ちよく演奏することに置くこの素晴らしい伝統音楽を、日本で正しく伝えて
いきたいと思う。

追記 ジャワガムラン習得 〜初歩の先にあるもの〜
実はこの初歩の習得の先には、スラカルタ様式のガムランの大きな特徴とも言える「ラ
グ Lagu 楽器群」の習得 ( 理解 ) と、より緻密な各種ルールの習得の課題が待っている。
追記として触れたい。ラグ楽器は今回のテーマである初歩の習得では登場しない難易度の
高い楽器で、ルバブ Rebab、グンデル Gender、ガンバン Gambang、シンデン Sindhen ( 女
性独唱のパート )、シトゥル Siter、スリン Suling などである。
合奏のテンポが遅くなり基本の楽器群の音がまばらになると、その間を肉付けするよう
な「ラグ」を奏でる楽器が登場する。ラグは、始点になる音から、その先にある次の大事
な音に進む際の道筋のようなもので、バルンガンを骨とすれば筋のようなものである。そ
の筋に沿って肉付けするように各楽器がそれぞれの奏法で楽曲の空間を埋めていくのであ
る。ラグ楽器には発音法、演奏技法の難易度が高いものが多く、楽曲解釈すなわちラグの
知識を必要とするため、習得の際にはレッスンや個人練習をするのが現在は普通である。
また、これらの楽器が登場するテンポの段階をイラマ・ダディ irama dadi ( あるいはイ
ラマ II など ) という。ダディとは成るという意味で、「真に王宮様式のガムランのテンポ
に成った」ことを意味するのである。
演奏上のルールは更に複雑になり、レパートリーは計り知れないほどの曲数を持つ。
また舞踊作品の伴奏、影絵芝居の伴奏など、様々な場でそれぞれに適合したルールに則っ
て演奏される。例えば影絵芝居は語りやセリフまわしの際にさっと音量を落とすルール
がよく使われる。舞踊伴奏の際には舞踊の動きに沿ってテンポが揺れる。舞踊を理解し、
直接動きの伴奏をする太鼓の手組みを知っておくことが求められる。一方合奏のみを行
う時には、縛りがない分楽器ごとに演奏が自由に揺れ、メトロノームや行進曲のように
かっちりと進むのは不自然で、細かく演奏する仲間たちのテンポ感を共有しながら、全
体がゆらぐ。更には途中で、曲のテンポは中太鼓チブロンの導きによって、バルンガン
1 拍の長さが何と 16 倍にまで広がって、ラグ楽器はたいそうまばらになったバルンガン
の間を縫い膨らませて延々と緻密なセッションを繰り広げる。この時音楽的な解釈はル
バブが奏でたラグに従うのが大原則であるため、その理解も必須である。またサロンや
スルントゥムはラグ楽器や太鼓の揺れ、音楽的解釈を理解し彼らの拍感を尊重して演奏
する。時折道知るべのように鳴らされる節目楽器の音に耳を傾け現在地を確認し、各合
図の音に注意深く応じながら、長い演奏を共に楽しむのである。これは初歩の段階で「互
いの奏法を理解して拍を合わせる」、「ゴング周期の感覚を身につける」ことの高度な応
用と言えるだろう。
こうして、楽しく合奏を繰り返していれば順調に「ゴール」にたどり着くかのように見
えたジャワガムランの山は、分け入っていくと途中から高くそびえ立って霧がかかり、頂
上が見えなくなる。ここから先は、やもすると努力の割に上達の実感が乏しく、先を急げ
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ば嶮しく叶わずに落胆することになる。しかし気長に進んでいくと、得も言われぬ素晴ら
しい合奏体験に出逢う。筆者の経験では、深く複雑に周囲と関係し合い、細かいセッショ
ンに没頭しながらも別の目で大きく全体が見えているような、あるいは目を閉じて瞑想し
静かに自分の周りの 360 度を感じているような、充実感、充足感の極みとでも言うべき感
覚を味わうことが時折ある。また大勢の仲間と肩を寄せ合い、気さくに楽しく談笑してい
るかのような、温かく包み込まれるような感覚にもなる。日常のストレスや疲労を忘れ、
美酒をたしなんだような満たされた心持ちにもなる。このようなことは、筆者の周りの人
も同じように感じることがあると言う。イギリスの刑務所でコミュニケーション能力啓発
のために行われているジャワガムラン講座の受講生も、感想としてスピリチュアルな体験
だったと述べている。座禅、瞑想、あるいはジョギングや遠泳中などに脳内で作られるよ
うな成分が、ガムラン演奏の際にも出てくるのかもしれない。今後ジャワガムランの演奏
中、あるいは聴いている時の状態について理学的な研究を試みてくださる方が現れること
を願っている。
最後になるが、どれほど登っても、ジャワガムラン山の頂上には決して到達できないそ
うだ。探求は尽きることがなく、いつでも新たな発見があると、長老達が教えてくださっ
た。であれば、遭難しないよう仲間と共に無理をせず、登るたび眼下に広がる新たな景色
を楽しみな がら、道中を急がず登るべきであろう。

注:
１

ジャワガムランの形式は、節目楽器のゴング、クノン、クンプル、クト等がどのよう
な周期で打たれるかにより決定される。ランチャランは 16 拍ごとにゴング、4 拍ご
とにクノン、6、10、14 拍目にクンプルが鳴る形式。殆どの形式は 1 周の大きな節目
にゴングが鳴り、ゴング周期を 4 分割あるいは 2 分割した節目の拍にクノン、更にそ
れを細かく区切るようにクトが鳴らされる。
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インタビュー :
Wakidjo, Warsopangrawit.「ジャワガムランの習得法について」2016 年 8 月 16 日
(ISI Solo 名誉教員、ススフナン王宮、マンクヌガラン王宮付演奏家 )
Suraji, Sumarto.「ジャワガムランの習得法について」2016 年 8 月 15 日
(ISI Solo 演奏学科長 )
Hartono, Sri.「ジャワガムランの習得法について」2016 年 8 月 28 日

( マンクヌガラン王宮付長老演奏家 )
Darsono, Hadiraharjo.「ジャワガムランの習得法について」2016 年 8 月 17 日
( 海外でガムラン教授経験のある若手演奏家 )

根津 , スミヤント .「自身のジャワガムランの習得について」2015 年 11 月 8 日
(ISI Solo 卒日本在住ガムラン演奏家 )
村岡 , 聖美 .「能初歩の習得法について」2016 年 11 月 22 日
( シテ方金春流能楽師 )
野田 , 晶子 .「クラシック・ピアノ初歩の習得法について」2016 年 12 月 1 日
( 本学ピアノ演奏家コース卒ピアニスト、ピアノ講師 )

We at Tokyo College of Music offer Surakarta (commonly called Solo) style Gamelan
(hereinafter referred to as "Javanese Gamelan") classes, lectures, private and open courses,
and are most active in the nation when it comes to Gamelan. As Javanese Gamelan is an
ensemble which has a number of characteristics differ from Western Music, its learning
process is also quite different from conventional methods and process adopted in Western
Music. In this essay, I examine yet again the musical characteristics and essence of
Javanese Gamelan by explaining learning practices at the basic level in detail and based
on interviews conducted in Java. For comparison, I have briefly touched upon how people
learn the basics for piano and Noh. In addition, I have also described the process of
learning to play Javanese Gamelan beyond the basic level.
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バニュマスの竹のガムラン「チャルン」奏法とその特色
The style of playing bamboo Gamelan of Banyumas “Calung”
and the characteristics

木村佳代 KIMURA Kayo

インドネシアの中部ジャワ西部に位置する豊かな農村地帯バニュマス Banyumas 地方には、

「チャルン Calung」と呼ばれる竹の楽器のアンサンブルがある。数台の平置き型鍵盤楽器と

竹筒ゴング、太鼓に歌や掛け声を交えた 7 ～ 10 人位の編成で、賑やかな音楽を奏でる。元は

民衆舞踊レンゲル Lengger の伴奏音楽として発達し、現在では音楽だけでも演奏されている。
地域や演奏家ごとにその奏法はまちまちであったが、近年は芸術高校や大学の授業に取り入
れられたことにより、各パートの奏法が整えられて、ある一定のルールのようなものを持つに至っ
た。そこで、本稿ではチャルンの竹楽器の奏法について、教育現場における奏法と在野の演
奏家の奏法を比較しながらまとめ、そこから浮かび上がるチャルンの音楽的特徴についても考
察する。

キーワード：チャルン Calung、ガムラン Gamelan、竹 Bamboo
バニュマス Banyumas、ジャワ Java

１．はじめに
バ ニ ュ マ ス、 チ ラ チ ャ ッ
プ Cilacap、 バ ン ジ ャ ル ヌ ガ ラ
Banjarnegara、 プ ル バ リ ン ガ
Purbalingga の 4 つの県を中心と
した「バニュマス」と呼ばれる
地域は、昔からユニークな民衆
芸能の宝庫として知られている。
こと音楽に関しても独自のスタ
イルを持ち、ジャワの宮廷音楽と
比べると素朴で快活、威勢の良い
掛け声を伴ったエネルギッシュ
な特徴を持つことから、「バニュ
マサン Banyumasan」と呼ばれて

図 1 中部ジャワ州 (Wikimedia : 2008)

他の地域でも親しまれている。

15

伝統と創造 Vol.6

バニュマサンは、鉄・青銅製のガムランやチャルンなどで演奏される。チャルンは身近
に自生する竹を素材としているため、金属製のガムランより安価である。農民たちは自ら
の音楽を楽しむために、手頃なチャルンを愛用したのであろう。チャルンと金属製のガム
ランでは、歌や掛け声、太鼓は共通のパートで奏法もレパートリーも変わらない。幾つか
の竹楽器の奏法こそがチャルン固有のものである。それは、インドネシア各地に見られる
様々な竹のアンサンブル、たとえばバリのジェゴグ Jegog やティンクリック Tingklik、西
ジャワ・スンダ Sunda のチャルン 1 等とも異なる。そこで本稿では、バニュマスのチャル
ンにおける竹の楽器群の奏法を紹介し、その音楽的特徴についても言及する。
そもそもバニュマサンの音楽構造は、地域やグループごとに異なっていた。ところが、
戦後学校教育の場でバニュマサンが取り入れられるようになると、少しずつ構造が整えら
れていった。バニュマスを代表する音楽家の一人、ラシト Rasito 氏 2 は 1970 年頃からバ
ニュマス一帯の調査を始め、曲を掘り起こして記譜し、自らアレンジして多数録音した。
70 年代末にはバニュマスの芸術高校 SMKI にて、更に 1982 年からは国立芸術大学 ASKI（現
ISI）スラカルタ Surakarta 校にてバニュマサンの授業が開講され、担当教諭となった。現
在は彼の弟子や孫弟子にあたる人たちが、同大学や高校で指導に当たっている。
そんな中で、太鼓の第一人者でチャルンのグループを率いる在野の演奏家スケンダル
Sukendar 氏 3 は、バニュマサンには「在野の演奏家の奏法」と「学校教育における奏法」
の大きな 2 つの流れがあると指摘している［Sukendar 2016］。「在野の演奏家の奏法」は
一人一人の個性が反映され魅力的であるが、奏法は各人とも異なる。それに対し、「学校
教育における奏法」は画一的になりがちではあるが、理論化されていてわかりやすい。
そこで本稿では、ラシト氏の後継者の一人であり、国立芸術大学 ISI スラカルタ校でバ
ニュマサンを指導するダルノ Darno 氏 4 の奏法例を中心に紹介しつつ、ラシト氏、ラシト
氏の後継者で同じく同校にて教鞭を執るクワト Kuwat 氏 5、さらに前出のスケンダル氏の
グループの奏法例と比較しつつ、「学校教育」と「在野の演奏家」の両面からチャルンの
竹楽器群の奏法例を記してみたい。

２．チャルンとは？
バ ニ ュ マ ス に は 古 く か ら ボ ン ケ ル Bongkel、 ブ ン チ ス Buncis、 ク ル ン ピ ュ ン
Krumpyung 等様々な竹のアンサンブルが存在する［木村 2014:28-31］。その中でもチャル
ンは比較的新しく、およそ 100 年前に生まれたと言われる［Sutton 1991: 73］。伝統的なス
タイルの編成は、2 台のガンバン Gambang、ドゥンドゥム Dhendhem、クノン Kenong、
ゴング・バンブー Gong Bambu、チブロン Ciblon とクティプン Ketipung を組み合わせ
た太鼓クンダン Kendhang、そして歌い手兼踊り手からなる 6。各楽器の役割を以下に記す。
○ガンバン
メインのガンバン・バルン Barung とサブのガンバン・パヌルス Panerus、2 台で対になっ
て演奏する。両者に構造上の違いは無い。バルンは前奏を受け持ち、歌の旋律を先導、
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補強する。パヌルスはバルンの旋律の隙間を埋める。低音～高音域を受け持つ 7。
○ドゥンドゥム
ジャワ・ガムランのスルントゥム Slenthem と同じく、曲の骨格旋律バルンガン Balungan
を打つ。低音域を受け持つ。
○クノン
ジャワ・ガムランのクノンと同じく、曲の節目を鳴らす。通常右手でクノン、左手では
ジャワ・ガムランのクト Kethuk の役割を果たす。中音域を受け持つ。
○ゴング・バンブー
竹筒を吹いて音を出し、ジャワ・ガムランのゴングと同じく曲の大きな節目を知らせる。
もっとも低い音域を受け持つ。
○クンダン
曲の進行や速度を指示し、舞踊の振りのパタ－ンを導く。

写真１ ： ガンバン
2013 年 5 月 10 日 筆者撮影

写真２ ： ドゥンドゥム
2013 年 5 月 10 日 筆者撮影

写真４ ： ゴング ・ バンブー
2013 年 5 月 10 日 筆者撮影

写真５ ： クンダン
2013 年 5 月 10 日 筆者撮影

写真３ ： クノン
2013 年 5 月 10 日 筆者撮影

３．古典曲『リチ・リチ Ricik-ricik』
バニュマサンにおいてもっとも重要なパートは、実は「歌」である。歌の無い曲は皆無
と言っても過言ではない。歌には古謡、戦後に作られた歌、ジャワ・ガムランの女声パー
ト、シンデン Sindhen のごとく、ワンサラン Wangsaran やパリカン Parikan といった定
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型詩を様々な曲で使い回して歌うものなどがあり、それらを同じ曲の中で自在に歌い継い
でいくのである。チャルン奏者は、それらの歌を聴きながら演奏する。どんなに慣れた曲
であっても、歌が無ければチャルン奏者は迷ってしまうと言われる。
本稿ではバニュマサンのもっとも有名な曲の一つ、『リチ・リチ』8 を例に、チャルンの
竹楽器ガンバン、ドゥンドゥム、クノンの各奏法について説明したい。『リチ・リチ』の
骨格旋律バルンガンと、オリジナルの歌ガワン Gawan の譜は、以下の通りである 9。

譜例 1『リチ・リチ』の骨格旋律バルンガン

譜例 2『リチ・リチ』の歌（オリジナルの歌ガワン 10 の一種）

尚、チャルンではジャワ・ガムランと同じくイラマ Irama（＝テンポ、拍の伸び縮みの
段階を表す用語）に応じて各楽器の奏法が変わる。そこで、イラマ Ⅰ（速いテンポ）、イラ
マ Ⅱ（遅いテンポ）2 種の計 3 段階に分けて、それぞれの奏法を紹介する。

４．イラマ Ⅰ（速いテンポ）における奏法
バニュマサンの曲は、たいていイラマ Ⅰ の速いテンポでスタートする。その後遅くなっ
てイラマ Ⅱ のテンポになり、そのまま終わる場合もあればイラマ Ⅰ に戻る場合もある。
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４－① ドゥンドゥム
ドゥンドゥムは、骨格旋律バルンガンを叩く。同じ音を数回叩くが、イラマによってそ
の回数が変わる。イラマ Ⅰ の場合は、1 拍に付き 1 回ずつ叩く。『リチ・リチ』は、譜例 1
のように 1 拍目と 3 拍目に点（休符）のあるニバニ Nibani と呼ばれるバルンガンなので、
1 音につき 2 回ずつ叩くことになる。ゴングの 6 の音から、6611663322… のように叩く。
バニュマサンの曲は、このようなニバニのスタイルのバルンガンが非常に多い。
４－② ガンバン
ガンバンは、基本的にオクターヴ奏法である。イラマ Ⅰ では、2 台で「インバル Imbal」
と呼ばれる奏法を行う11。セレ Seleh と呼ばれる 4 拍目の重要な音に向かって、2 人で対
になって 1 音ずつ交互に鳴らし、一つのメロディーを奏でる奏法である。インバルはチャ
ルンの代表的な奏法である。それはバニュマサンのスピードによるところも大きいであろ
う。軽快な民衆舞踊レンゲルの伴奏音楽であるため、音楽にもスピードが要求された。1
人より 2 人で 1 音ずつ分担して弾く方が、より速く奏でることができるからである。
チャルンのインバル奏法の基本型は、以下の通りである 12。

譜例 3 ガンバン・バルンとガンバン・パヌルスによるインバル奏法基本型（イラマⅠ）

ガンバン・バルンが表拍、パヌルスが裏拍である 13。セレ 6 の場合、バルンの最後の音
が 6 となる。セレの音が異なる場合は、同じパターンのまま音高をずらして演奏する。
インバルを演奏する際に、セレの音を何にするかは重要である。セレの音の選択は曲に
よって異なる。『リチ・リチ』の場合、たとえば以下のようになる。
譜例 4『リチ・リチ』におけるインバルのセレの配置例 14

インバルのセレの音は、骨格旋律バルンガンよりもむしろ、歌の各フレーズの最終音を
意識しながら選択される。ガンバン・バルン奏者が歌を聴きながらその旋律に寄り添い、
時に歌い出しの音を先導して鳴らしたりしつつ、その場でセレの音を決めていくのである。
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パヌルス奏者はバルンが選択したインバルを瞬時に聞き取り、裏拍を埋めていく。
尚、踊りの入場・退場時などは更にテンポが加速する。その場合、ガンバンはインバ
ルをせず、ガンバン・バルンがドゥンドゥムと同じように骨格旋律バルンガンを奏し、
パヌルスが裏拍でセレの音を刻むという奏法になる。
４－③ クノン
クノンは右手でセレの音を 2、4 拍目に鳴らし、左手でクトの役割をする 2 の音を裏拍
に入れていく。セレの音の選択は、基本的にガンバンのインバルに準じる。
イラマ Ⅰ のクノン奏法は、以下の通りである。

譜例 5 クノンの奏法（イラマⅠ）

５．イラマⅡ（遅いテンポ）における奏法－その１ 速めのイラマⅡ
イラマ Ⅱ とは、イラマ Ⅰ を 2 倍に引き伸ばして遅くしたテンポのことである。イラ
マ Ⅱ には、大きく分けて速めのイラマ Ⅱ と遅めのイラマ Ⅱ の 2 種類のテンポがあり、
それによりガンバン等の奏法が変わる。まずは、速めのイラマ Ⅱ における各楽器の奏
法を記す。

５－① ドゥンドゥム
ドゥンドゥムは、イラマ Ⅱ では 1 拍につき 2 回ずつ叩く。『リチ・リチ』のようなニ
バニのバルンガンでは、1 音につき同じ音を 4 回ずつ叩くことになる。また、このテン
ポでは、音が変わると最初の音を強調させるかのように、タタタンタンタンと連打さ
せることも多い。6 のゴングの音から始めると、666 6 6 111 1 1 666 6 6 333 3 3 2… のよ
うになる。
５－② ガンバン
イラマ Ⅱ の速めのテンポの時、ガンバンはインバル奏法を行う。インバルの長さはイ
ラマ Ⅰ の時の 2 倍である。セレの音の選択はイラマ Ⅰ の時と基本的に同じである。
イラマ Ⅱ のインバル・パターンには様々なものがある。まずラシト氏やクワト氏、ダ
ルノ氏らが教育現場で扱っている基本的な奏法を以下に記す。
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譜例 6 ガンバン・バルンとガンバン・パヌルスによるインバル奏法基本型（イラマⅡ）
－「学校教育における奏法例」（ラシト氏、クワト氏、ダルノ氏）－

次に、在野の演奏家スケンダル氏のグループに所属するガンバン奏者サルソノ Sarsono
氏とサルミン Sarmin 氏の基本的なインバル奏法 15 を記す。
譜例 7 ガンバン・バルンとガンバン・パヌルスによるインバル奏法基本型（イラマⅡ）
－「在野の演奏家の奏法例」（サルソノ氏＆サルミン氏）－

この 2 種のインバルを比較すると、譜例 7 はイラマ Ⅰ のパターンを単純に 2 回繰り返し
ているのに対し、譜例 6 はイラマ Ⅱ の尺に合わせた倍の長さのパターンになっているこ
とがわかる。おそらく譜例 7 のパターンの方が古く、譜例 6 の方は後から作られたもので
はないかと推測される。
以上のような基本型を軸にしつつ、実際には同じセレが続く時やゴング前後などに変化
をもたせることも多い。以下は、前出のサルソノ氏によるバリエーションの例と、それを
元にダルノ氏がアレンジを施した例である。
譜例 8

インバル奏法（イラマⅡ）のバリエーション

５－③ クノン
クノンは、イラマ Ⅱ の速めのテンポでは、基本的にイラマ Ⅰ の奏法を倍に伸ばし、左手
の 2 の音を打つ回数のみ 2 倍に増やす。以下がその奏法である。
譜例 9

クノンの奏法（イラマⅡ－基本奏法）
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６．イラマⅡ（遅いテンポ）における奏法－その２ 遅めのイラマⅡ
チャルンの演奏では、時折イラマ Ⅰ からまず遅めのイラマ Ⅱ のテンポになり、歌やガン
バンの響きをたっぷりと聞かせ、その後速めのイラマ Ⅱ に変わり躍動感を持たせるといっ
たアレンジもよく聞かれる。遅めのイラマ Ⅱ の場合、太鼓は中部ジャワのチブロン奏法
とよく似た手を用いることも多く、このテンポはジャワの影響を受けて後から加えられた
アレンジではないかと推測される。
尚、ドゥンドゥムの奏法は速めのイラマ Ⅱ の時と同じなので、ここでは割愛する。

６－① ガンバン
遅めのイラマ Ⅱ のテンポでは、ガンバン・バルンが軽やかに旋律線を紡いでいく「ガ
ンバンガン Gambangan」奏法を用いる。この奏法は、鍵盤の低音域から高音域までをく
まなく使用し、オクターヴ奏法で素早く細やかなメロディーを奏でるのが特徴である。以
下は、ダルノ氏がラシト氏から習得した『リチ・リチ』のガンバンガンの例 16 である。

譜例 10 『リチ・リチ』イラマⅡにおけるガンバンガン奏法
－「学校教育における奏法例」（ラシト氏、ダルノ氏）－

ガンバンガンは歌の旋律に沿って演奏される。ジャワ・ガムランの胡弓ルバブ Rebab
と似た役目を果たす。ジャワ・ガムランのガンバンの奏法と似ているが、バニュマスの方
がやや音を跳躍させたり、同じ音を数回続けて旋律の輪郭線をはっきりとさせたりする傾
向があろう。譜例 10 の 2 ゴトロ Gatra17 目の冒頭でいきなり高い 3 の音から始まる印象
的なメロディーがあるが（下線部分）、これは歌を高い 3 の音へ導くためのメロディーだ
と言われている 18［Kuwat 2016］。
ガンバンガン奏法と対になるガンバン・パヌルスの奏法には、様々な種類がある。まず、
「学校教育における奏法例」として、ダルノ氏によるオネラン Onelan 奏法 19 を記す。

譜例 11

ガンバンガン奏法に伴うガンバン・パヌルスの奏法例 その 1
「オネラン奏法」－「学校教育における奏法例」（ダルノ氏）－
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通常、1 ゴトロ目と 3 ゴトロ目に〈前半〉を奏し、2 ゴトロ目と 4 ゴトロ目にセレの音（＝
歌のフレーズの最終音）に合う〈後半〉のパターンをパズルのように当てはめて演奏する。
このような演奏の仕方は、ジャワ・ガムランのグンデル Gender・パヌルスの奏法によく
似ている。ジャワとの共通性が見出せる奏法である。
ガンバン・パヌルス奏法の別の例として、今度はスケンダル氏が提示したパヌルサン
Panerusan 奏法 20 を、以下に記す。

譜例 12

ガンバンガン奏法に伴うガンバン・パヌルスの奏法例 その 2
「パヌルサン奏法」－「在野の演奏家の奏法例」（スケンダル氏）－

この奏法も〈前半〉と〈後半〉に分かれ、構造的には前出のオネラン奏法に似ているが、
パターンの長さがオネランの半分である。また〈後半〉は、セレの音が異なる場合、最後
の右手の音をセレの音に変えるだけで良いとされている。
次に、別種のパヌルスの奏法を示そう。伝統的な奏法であり、後に教育現場でも取り上
げられた［Rasito 2016］、ムルブ・ムトゥ Mlebu Metu 奏法 21 である。

23

伝統と創造 Vol.6

譜例 13

ガンバンガン奏法に伴うガンバン・パヌルスの奏法例 その 3
「ムルブ・ムトゥ奏法」－「学校教育における奏法例」（ダルノ氏他）－

この奏法は、インバルと同じようにセレの音が変わっても全体の音をずらすだけで同じ
パターンのまま演奏できるので、比較的演奏しやすい。テンポがゆったりと落ち着いてい
る時や、長く演奏して手が疲弊した時などに行われるという［Darno 2016］。
パヌルスの奏法例としては他に、グンビュンガン Gembyungan（5 度音程の意）と呼
ばれる奏法がある。ダルノ氏が西ジャワのガンバン・スンダからヒントを得てアレンジし
た奏法である。パヌルスが 3 台以上あり、他でオネランやムルブ・ムトゥがすでに行われ
ている場合に使用される 22。

譜例 14

ガンバンガン奏法に伴うガンバン・パヌルスの奏法例 その 4
「グンビュンガン奏法」－「学校教育における奏法例」（ダルノ氏）－

このように西ジャワのスタイルをもヒントにしつつ、新たな奏法が生み出されているの
である。

６－② クノン
遅めのイラマ Ⅱ では、速めのイラマ Ⅱ のパターンとは異なる奏法を用いることも多い。
まずは、ダルノ氏やクワト氏が提唱する、ガンバン・パヌルスが譜例 13 のムルブ・ムトゥ
奏法を行っている時に、対になって使用されるパターンを以下に記す 23。

譜例 15

クノンの奏法（イラマⅡ－その他 1 ムルブ・ムトゥと対になる奏法）
－「学校教育における奏法例」（ダルノ氏、クワト氏）－
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次は、ラシト氏がバニュマスの芸術高校で指導していた奏法 24 である。

譜例 16

クノンの奏法（イラマⅡ－その他 2 ）
－「学校教育における奏法例」（ラシト氏）

更に、スケンダル氏のグループのクノン奏者スカル Sekar 氏の奏法を記す。譜例 16 に
似ているが、右手と左手が逆さになったようなユニークな奏法である。

譜例 17

クノンの奏法（イラマⅡ－その他 3 ）
－「在野の演奏家の奏法例」（スカル氏）

スカル氏は、右手と左手を交差させながらクノンを奏する。見た目にも軽快なこの奏
法は、インドネシアで一般的に木製のスリットドラムを鳴らして警護するクントンガン
Kentongan の雰囲気をイメージして考案されたという［Sukendar 2016］。クノンの奏法
一つをとってみても、実に個性豊かなバリエーションが存在するのである。
以上、イラマ Ⅰ とイラマ Ⅱ における竹楽器の奏法を紹介し、考察を行った。実は、チャ
ルンの演奏ではイラマ Ⅱ を更に倍にしたイラマ Ⅲ と呼ばれるテンポで演奏されることも
あるが、その奏法は基本的にイラマ Ⅱ の発展型であるため、ここでは割愛する。イラマ
Ⅲ はランカプ Rangkep とも呼ばれるが、ランカプはジャワでは太鼓やグンデル、ガンバン、
歌等が更に細かい旋律を奏でテクニックを披露し合う場面のことを言う。バニュマサンに
おけるこのテンポの演奏も、おそらくジャワ・ガムランの影響を受けたものであろう。

７．まとめ
チャルンの竹楽器群の奏法を検証してみると、「在野の演奏家」「学校教育の現場」双方
において、ジャワやスンダなど他地域のスタイルをミックスさせた新たな奏法が次々と生
まれていた。近年は、特に本稿では取り上げなかった太鼓の奏法について、他地域の影響
が強すぎるあまり本来のバニュマスらしさが失われつつあることが懸念され、原点回帰さ
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せようとする動きすらある。どちらにしても、「在野の演奏家」のみならず「学校教育」
の場においても、いまだチャルンの奏法は日々進化し、体系化の途上にあった。そして、
体系化への道筋そのものも中部ジャワ（ソロ・スタイル）のガムランよりもゆるやかで自
由な印象がある。それには、以下のような理由も考えられよう。
そもそも、ソロ・スタイルのガムランの源泉は王宮であるのに対し、バニュマス・スタ
イルの音楽の源泉は下層庶民である
［Rasito 2016］
。
王宮のような絶対的な権力が無いので、
大編成を束ねるべく音楽構造や理論を統一化させていくような方向ではなく、演奏家一人
一人が伝統に基づきながらも自由な発想で、それぞれ奏法を開花させていった。今回イン
タビューした演奏家たちは皆、「どの奏法も間違ってはいない」と語っていた。彼らは長
年培ってきた感性をよりどころに、常に「ガラップ Garap ≒アレンジ」し新たな奏法を
生み出し続けた。その創造性こそが、この素朴な民衆音楽を生き生きとさせ、現代にまで
命を与えてきた証であろう。この先も様々なバリエーションを受容しつつ、この音楽が未
来に引き継がれていくことを切に願っている。
註：
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

西ジャワではチャルン・ジンジン Jingjing とも呼ばれ、吊り下げ型の楽器を使用し、
ユーモラスに歌い踊りながら数人で合奏する［川口 2016］。
ラシト氏：1949 年バニュマス県出身。ガムラン・チャルン演奏家。研究家。作曲家。
芸術高校 SMKI、芸術大学 ASKI（現 ISI）のほかアメリカ・カリフォルニア大学リバー
サイド校、ミシガン大学、ウィスコンシン大学等で長らく指導した［Supardi 2003］。
スケンダル氏：1950 年バニュマス県出身。太鼓奏者。チャルン製作者。舞踊レンゲ
ルとチャルン演奏のグループ「ラングン・ブダヤ Langen Budaya」主宰。
ダルノ氏：1966 年チラチャップ県出身。ガムラン・チャルン演奏家。国立芸術大学
ISI スラカルタ校教師。バニュマサンを演奏するグループ「プリン・スダプル Pring
Sedhapur」主宰。
クワト氏：1959 年バニュマス県出身。ガムラン・チャルン演奏家。国立芸術大学 ISI
スラカルタ校教師。
近年では編成が大型化する傾向にある。楽器数が増え、踊り手とは別に歌手がいたり、
楽器奏者とは別に掛け声スンガカン Senggakan 専門の人が加わったりしている。
各楽器の具体的な音高については、［木村 2014:32-33］参照。
タイトルの『リチ・リチ』は「小雨がパラパラ」という意味。
現地の記譜法に従い数字譜で記載する。高い音には上点、低い音には下点を付加する。
音階は、音と音の幅がほぼ等間隔なスレンドロ Slendro 音階である。
ガワンとはその曲の持ち歌のこと。大意は、「霧雨、いなごを捕まえる網／顔は忘れ
たけれど、声は覚えているわ」。4 ＋ 8 母音 × 2行のワンサランと呼ばれる詩型。自由

リズム、または拍節的に歌う。
（各フレーズの最終音は重要なので斜体で記した。
）
11 インバル奏法はジャワ・ガムランでもボナン Bonang やサロン Saron でしばしば使用
されるが、チャルンのパターンとはやや異なる。
12 ガンバン譜に関しては、オクターヴ違いの 2 音を 1 音にまとめて記載する。
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13 ジャワの記譜法では 1 拍目と 3 拍目が裏拍、2 拍目と 4 拍目が表拍となる。
14 歌のフレーズは通常 2 ゴトロ（ゴトロは 4 拍ずつの単位、小節のようなもの）目と 4 ゴ
トロ目のセレの音に向かって歌われる。『リチ・リチ』の場合、歌の各フレーズの最
終音は「2」
「1」
「3」
「6」の順に並んでいるので（譜例 2『リチ・リチ』の歌の斜体部
分参照）、インバルのセレの音も「2」「1」「3」「6」の順に各 2 回ずつ配置されている。
15 スケンダル氏はインバルとは呼ばずピンジャラン Pinjalan（ノミのように飛び跳ねる

16

17
18
19

の意）と呼ぶ。バニュマサンにおいて奏法の名前はまだ確立されておらず、人によって
呼び方が異なることもしばしばである。
ラシト氏は元々ソロ・スタイルのガムランを習得していた為、チャルンのガンバンガ
ンにおいても、バニュマスの古参の奏法にソロ・スタイルのガンバン奏法をミックス
させて、低音から高音までを駆使した華麗な旋律を編み出した。
ゴトロについては、註 14 参照。
譜例 2、Kranjang の歌詞の部分参照。
オネラン奏法は、ダルノ氏が在野のガンバン奏者サルソノ氏とサルミン氏の奏法を参
考にし、更にチラチャップ県バンジャルワル Banjarwaru 村のスパルミン Suparmin

氏の奏法等をミックスさせてアレンジしたものだという。
20 パヌルサンとは単純に「パヌルスの奏法」という意味である。
21 ムルブ・ムトゥは「出たり入ったり」という意味。実際に演奏すると、バチの動きが
外側に出たり内側に入ったりして見えることからこのように名付けられた。
22 ダルノ氏が率いるチャルンのグループはガンバンが計 4 台あり、バルン 1 台、パヌルス
3 台という編成である。ガンバンは全て違う奏法を行うことが望ましいとされている。
23 ムルブ・ムトゥ奏法と共に演奏されると音が調和して良いとのことだが、実際には他
の場面でも演奏されることがある。
24 このパターンは、ラシト氏がバニュマス一帯を調査した際に頻繁に耳にしたので教育
に取り入れた。ダルノ氏やスケンダル氏は、ガンバンのインバル奏法に似ているとい
う理由で使用していない。
参考文献：
川口 , 明子 .
2016
インドネシア・スンダ（西ジャワ）の音楽文化－竹楽器チャルンを中心に－ .
インドネシア・スンダ音楽文化の研究会 . 配布資料 .
木村 , 佳代 .
2014
インドネシア中部ジャワ州バニュマス地方の民衆音楽－竹のガムラン「チャルン」
の音楽を軸に . ライブラリーレポート. 東京音楽大学附属図書館. 創刊号, p. 20-44.
Kuwat.
1998

Supardi.
2003

Kesinambungan benang berah Bongkel, Buncis, Krumpyung, dan Calung
Banyumas. Universitas Gadjah mada.

Peranan Rasito dalam perkembangan karawitan gaya Banyumas. Keteg. Vol. 3,
no. 2. Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta.

27

伝統と創造 Vol.6

Sutton, R. Anderson.
1991

Traditions of Gamelan Music in Java: Musical Pluralism and Regional Identity.
Cambridge University Press.
Yusmanto.
2006

Calung ( Kajian tentang Identitas Kebudayaan Banyumas ). Institut Seni Indonesia
(ISI) Surakarta.
Wikimedia
2008

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peta_administratif_jawa_tengah.gif

（アクセス日：2017 年 1 月 4 日）

インタビュー：
Darno

2016 8 月 16 日、28 日国立芸術大学 ISI スラカルタ校にて。
Kuwat
2016 8 月 25 日国立芸術大学 ISI スラカルタ校にて。
Rasito
2016 8 月 20 日バニュマスのご自宅にて。
Sukendar
2016

8 月 21 日バニュマスのご自宅にて。

There is an ensemble of instruments of bamboo called “Calung” in Banyumas
located in the western part of Central Java, Indonesia. The ensemble is composed
of flat keyboards, bamboo pipe Gong, drums, vocals and calls. About 7-8 persons
play lively music. It has been developed as accompaniment of “Lengger”which is
a dance in this area. The playing method of “Calung” was various and it depends
on the player, the region and so on. In spite of this, it becomes mostly fixed recently
because “Calung” has been introduced to the curriculum of high schools or
universities of arts. I will explain the playing method of this bamboo instruments
and consider the musical characteristics that the difference of it tells as well.
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未来に文化をつなぐための協働
―ブータンの遊び歌ツァンモ研究の展開―
Cultural Collaboration for the Future :
Unfolding the Research on Tsangmo, the Bhutanese Playful Singing

加藤富美子 KATO Tomiko 伊野義博 INO Yoshihiro
黒田清子 KURODA Kiyoko 権藤敦子 GONDO Atsuko

2016 年 9 月 24 日〜 25 日にブータンの首都ティンプーにて日本・ブータン民俗音楽研究

会主催「ブータンの宝石ツァンモ ― 未来に文化をつなぐ ―」を開催した。二つの中等教育
学校の対決によるツァンモ大会、ならびにツァンモ研究をめぐるシンポジウムを主たる内容

とするものである。ツァンモ大会では、日本側からの働きかけにより学校側の伝統文化につ
いての意識が変わり、シンポジウムでは、日本側からの調査報告、ブータン側からの大学
教育での実践、放送文化における新たな展開等を広く交流し合う機会をつくったことで、存
続が危ぶまれている民俗音楽の継承発展に新たな光が投げかけられた。
本稿では、開催に至るまでの 7 年間にわたる日本側の調査研究、研究公開等における協
働の様相を辿りながら、ツァンモ研究の展開における協働の意義を
「共同研究」
「相互啓発」
、
、
「開発研究」としてまとめた。

キーワード : ツァンモ tsangmo、ブータン Bhutan、
協働 collaboration、相互啓発 mutual enlightenment

１

はじめに

本稿では、ブータンの伝統的な遊び歌ツァンモ tsangmo の調査を通して、日本とブータン
との間に生まれた多方面の人々や関係機関との結びつきが、文化の継承や音楽教育の取り
組みに発展していった様相を描くことにより、日本とブータンにおける教育や文化に携わ
る多方面の人々の協働がどのように形成されてきたかについて明らかにする。同時に未来
に文化をつなぐ協働のあり方について一考するものである。
2016 年 9 月 24 日 ( 土 )、25 日 (日)、本稿執筆者が構成メンバーとなっている日本・ブー
タン民俗音楽研究会は、ブータンの首都ティンプーにおいて、「ブータンの宝石ツァン
モ ― 未来に文化をつなぐ ―」と題して、ブータンの伝統的な遊び歌であるツァンモの大
会及びシンポジウムを開催した。この催しは、一般社団法人東洋音楽学会、日本民俗音
楽学会、日本音楽教育学会の後援のもとに行われるとともに、日本・ブータン外交関係
樹立 30 周年事業の一環でもあった。ツァンモ大会は、ブータンの伝統的な市立校である
ケルキ高等学校 Kelki Higher Secondary School にティンレガン・中央学校 Thinleygang
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(Dechentsemo) Central School の生徒を招いて行われた両校による歌の掛け合いの対抗戦
である。大会は、ブータンの教育大臣参観のもと、チェアマンとして、王立舞踊団主任研
究員がかかわるなど、日本・ブータン双方の関係者の協力のもとに行われている。続くシ
ンポジウムでは、ブータン側からはブータンの国語であるゾンカの開発委員会、教員養成、
教育関係者、教育者、日本側からは、民俗音楽研究、音楽教育、文化人類学等の専門家が
一同に会して、ツァンモを通した文化継承についての議論がなされている。
ツァンモの調査は、日本の音楽教育研究を刺激し、学校教育現場の教師との協働研究に
よる授業開発にも結びついてきた。そこでは、ツァンモの掛け合いによる双方向性を視点
に新たな音楽授業が模索されるとともに、例えば「掛け合い歌の教育学」と題した日本音
楽教育学会での一連の研究発表などへと発展してきた。ここでは、既成の楽曲の表現や鑑
賞が中心となっている音楽教育に対して、自身の言葉を旋律に乗せて、即興も交えて歌で
コミュニケーションしていく新たな音楽教育の方向性を提案している。
当初小さな動きであったツァンモの調査は、その活動を通して次第に人とのつながりを
生み出し、文化の継承や教育に携わる人々の具体的な行動へと結びつき、様々な協働の形
となってきた。
本稿では、まず、これらの協働の姿を共同研究、相互啓発、開発研究といった枠組みか
ら捉える。次いで活動の実際について「ツァンモの調査研究の経緯と人々とのつながり」
としてその全体像を示し、「ツァンモ大会にかかわる共同研究、相互啓発」、「シンポジウ
ムにかかわる共同研究、相互啓発」について記述する。最後に、これらを踏まえ文化継
承にかかわる協働のあり方について考察したい。なお、ツァンモの実際及び研究成果につ
いては、文末文献一覧を参照されたい。

２ 協働の形成・成果と共同研究・相互啓発・開発研究
日本・ブータン民俗音楽研究会によるツァンモ研究において、日本とブータンの教育や
文化に携わる多方面の人々の協働がどのように形成されてきたか、また未来に文化をつな
ぐためにはどのような協働が必要とされるか。これをとらえるために、協働の形成と協働
による成果を、「共同研究」「相互啓発」「開発研究」の枠組みを設けて分析していく。
「共同研究」はいうまでもなく研究における協働のもっとも一般的な形態である。二国
間での音楽研究にあっては、文化全般の深い理解にもとづく音楽文化研究を行うために、
研究対象とする音楽の国・地域の専門家との共同研究は不可欠である。本研究にあっては、
「共同研究」の中心としてブータン各地でのツァンモ調査があげられる。ツァンモ調査は
日本側の民俗音楽研究、音楽教育研究、文化人類学を専門とする研究者とブータン側の歌
謡の翻訳者、音楽研究、文化研究を専門とする研究者との共同研究が必然であった。また、
学校教育におけるツァンモの実践や放送を通したツァンモの遊び方など、現代社会におけ
るツァンモの新しい生き方をとらえるにあたっては、通訳はもとよりブータンの研究者と
の共同研究が欠かせなかった。
「相互啓発」は、共同研究として協働するなかで形成され、かつ協働による成果として大き
な意義をもつ。共同研究にあって相互啓発をもたらさないような研究は、相互に研究協力者と
しての関係で終わってしまう。本研究にあっては、大きくとらえると、日本側によるツァンモ
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への深い関心とその関心に基づくツァンモ研究が、ブータンの人々にツァンモの文化的な重
要性への気づきをもたらしたこと、ブータンが有しているツァンモ文化の全体が日本側に掛
け合い歌の文化の重要性への気づきをもたらしたことが相互啓発の重要な一例といえる。
「開発研究」は、共同研究によりもたらされた相互啓発をふまえて、それぞれが自国の
音楽文化や音楽教育の発展に向けて新たな開発を行っていく研究をさしている。本研究に
おいては、ツァンモにみられる掛け合い歌としての教育的意義に啓発を受けた伊野、権藤
らが、新潟や奈良の小中学校の教諭と協働しながら、掛け合い歌をいかした音楽授業を開
発した例をあげることができる ( 伊野他 2014c, 伊野他 2015d, 伊野他 2016b)。また、掛け
合い歌を生かした歌唱の学習過程の再考も研究が進められている (権藤他 2015、2016)。
一方、ブータン側の開発研究の例としては、当初から共同研究者としてツァンモの調査
研究で協働してきた教員養成大学の講師が、日本側の研究に刺激を受けて、大学の授業に
品物を媒介とした占いのツァンモを再現する授業を構想し実施した例などをあげることが
できる。また、学校のツァンモ大会への日本側の関心の高さに刺激を受け、校長先生が新
しく赴任した学校にツァンモ大会を導入したという例も広い意味での開発研究ととらえる
ことができるだろう。
ここでは協働の形成・成果にみる「共同研究」「相互啓発」「開発研究」の枠組みとそ
の一例について示した。具体について次項以降で詳しくみていくことにする。
￼

３ ツァンモの調査研究の経緯と人々とのつながり
ツァンモは、ブータン各地に見られる伝統的な遊び歌である。1 行 6 音節 4 行、計 24
音節を基本とした詩を一定の旋律にのせて歌い合う。遊びの内容は、二人または二組に分
かれた掛け合いであったり、歌われた歌詞による占いであったりする。遊びのやり方には、
様々な方法が見られる。
執筆者の一人伊野がブータンのツァンモという遊び歌に実際に出会ったのは 2004 年の
ことである。「ブータンには、自分の思いを歌で自由に言い合う素晴らしい文化がある」
ことを実感し、ツァンモについて詳しく調査したいと思った。(中尾佐助 1959)、(糸永正
之 1986)、( 藤井知昭 1988) といった先行の調査報告に学び、本格調査に入ったのは 2010
年パロ Paro においてである。
調査は、
基本的にツァンモの遊びを知る人に集まってもらい、
遊びを再現する方法を採った。その後、プナカ Punakha、トンサ Trongsa、タシガン ( メラ )
Trashigang(Merak) へと主要国道沿いに東へと調査を進めた。またその過程で学校教育の
実践現場との交流も行った。以下ツァンモの研究と交流の概要を時系列で報告するととも
に、調査を通して出会った人々や関係機関を紹介し、活動の広まりについて概観する。

31

伝統と創造 Vol.6

【図 1 調査地と交流の広がり】
３.１ ブータンでの調査研究と交流の拡がり
1) 2010 年 10 月パロ
ここではじめてツァンモの実際を知った。ツァンモの遊び方は、2 種類あった。一つは、
掛け合いの形式を持つもの、もう一つは、品物を媒介とした予言、占いをするものであっ
た。前者はさらに二人による掛け合い、グループによる掛け合いがあった。また、後者に
は、個々の人の品物を歌いながら木の枝で順に指し、歌われた歌詞の内容によりその人の
人生を占うものと、歌によりペアを決定し、二人の相性を占うものとに分けられた。調査
結果は、伊野 (2012) にまとめられている。
調査の参加者は、伊野、ツェワン・タシ Tshewang Tashi、ペマ・ウォンチュク Pema
Wangchuk である。ツェワンは、パロ教育大学の講師でブータンの伝統音楽家でもある。
大学では、伝統音楽やディグラム・ナムジャ Driglam Namzhag というブータンの儀礼作
法を担当している。教員養成、伝統音楽、伝統文化に造詣が深い。ペマは、フリーランス
のベテランガイドであり、ブータンの国語ゾンカ、英語、日本語を話し、その他ブータン
各地の多様な言語の理解が深い。この二人の存在が、それからのツァンモの調査研究の推
進力となる。なお、調査にあたっては、音楽学者でありブータン音楽の演奏家として知ら
れているジグミ・ドゥッパ Jigme Drukpa に基本的なレクチャーを受けている。
2) 2011 年 8 月〜 9 月パロ、ティンプー Thimphu
上記メンバーに加え、日本側から民族音楽、音楽教育、文化人類学等を専門とする加藤
富美子 ( 現、東京音楽大学 )、黒田清子 ( 現、東京福祉大学 )、権藤敦子 ( 広島大学 )、山
本幸正 ( 国立音楽大学 ) といったメンバーが参加した。この年は、ジグミ・ドゥッパの他、
ブータンの伝統舞踊・音楽の専門家で舞踊団を率いるソナム・デンゴ Sonam Deng、ブー
タンの民族文化の調査、記録、保存活動を行うケン・ソナム・ドルジ Kheng Sonam Dorji
へ のインタビューを行っている。
3) 2012 年 9 月プナカ ( チャン・イィ Chang yee)
ツァンモの遊び方は、パロの調査と共通していた。法要や正月など人が集まったときに
ツァンモをしたという。現在ツァンモはほとんど歌われていないため、ツァンモをして遊
ぶのは 30 〜 40 年ぶりだという人もいた。3 種の旋律が確認された。調査結果は、( 伊野、
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黒田 2014a) にまとめられている。
この調査は、伊野、黒田、ツェワン・タシ、ペマ・ウォンチュクによって行われた。
4) 2013 年 12 月トンサ ( ツァンカ Tshangka、タンシジ Tangsibji)

ツァンモの形式としては、対抗合戦の形式の他に、レトロ・ドムニ Lathoro Domni や「ま
わりうた」の形があった。レトロ・ドムニは、中心となる一人の歌い手が参加者に歌を歌
いかけ、その詩の内容から予言や占いをしていくものである。また、「まわりうた」では、
参加者一人一人が歌を歌いまわすもので、自分の気持ちや人生について歌で語りかけてい
く。ツァンモの遊びの多様性がうかがえた。
しかしここ 20、30 年で生活形態が変化した。子どもは学校へ通うようになり、ツァン
モも歌われなくなっていった。目の前で消えつつあるツァンモをどうすべきなのか、考え
させられた。調査結果は、( 伊野他 2014b)、( 黒田 2014) にまとめられている。
この調査は、伊野、黒田、権藤、山本、ツェワン・タシ、ペマ・ウォンチュクそれに音
楽教育を専門とする尾見敦子 ( 川村学園女子大学 ) によって行われた。
この年、これまでの調査と人的つながりを活用し、
「掛け合い歌のメカニズムを応用した
音楽学習過程の研究 - アジアの民俗音楽調査をもとに」
をテーマに科研費に応募している。
5) 2014 年 9 月タシガン ( メラ )

科学研究費を得た我々は、ブータン最東部タシガン サクテン郡 Sakteng メラ村に調査
の足を伸ばした。メラではツァンモではなくカプシュー Khapsho という類似した遊び歌
がみられた。カプシューは、メラの言語ブロッパケ Brokpake で行われ、旋律がなく朗唱
されるもの、旋律を伴って歌われるものに大別された。ツァンモとカプシューには、遊び
方、旋律、歌詞に共通性がみられ、明らかに影響関係がある。
また、この年は、ルンツェ Lhuentse 県、ブドゥル Buudur 村、ブムタン Bumuthang、
タシガン県ラトン Rongthung 村出身者へのツァンモ経験についてのインタビューやラジ
オ放送の調査も行い、ツァンモが地方言語でも歌われていること、ゾンカ語学習と関連し
て学校で学ばれていること、ラジオ放送により全国的に楽しまれていることが明らかにさ
れた。調査結果は、( 伊野他 2015a, b)、( 権藤他 2015) にまとめられている。
この調査は、伊野、黒田、権藤、ペマ・ウォンチュクによって行われた。
6) 2015 年 9 月ティンプー、サムテガン Samtengang

学校教育におけるツァンモの伝承の取り組みとして、ワンデュポダン県 Wangdue
Phodrang サムテガン・セントラル・スクール Samtengang Central School のツァンモ大
会を調査し、報告した ( 伊野他 2016a)。この学校では、年に一度 4 月にツァンモ大会が行
われ、チームで競い合うことでツァンモの遊び歌としての側面が伝承されていた。
この調査でキンレイ・ヤングゾム Kinley Yangzom 校長、ゾンカ語教師で文化教育担当の
タシ T h a s h i とつながる。二人は、後のティンプーでのツァンモ大会で協力願うことになる。
学校での伝承について、もう一つ我々が直接取材したのは、ケルキ高等学校のガワン・
ナムゲル Ngawang Namgyel の取り組みである。そこでは、生徒が、自分の出身地のツァ
ンモを直接取材し、それをもとに、学校で大規模なツァンモ大会を開催している。
また、パロ教育大学ゾンカ語の授業でもツァンモの学習が行われており、それを参観す
ることができた。ここでは、ツェワン・タシの協力を得ている。
ツァンモの継承については、テレビやラジオなどのメディアによる伝統文化関係の放送
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の役割も重要な役割を担っている。例えば、クズ Kuzoo FM 放送局による「ツァンモの
時間」やブータン国営放送 BBS による「ツァンモ・テンミ Tsangmo Thenmie」などである。
これらを担当しているクズ FM 放送のツェリン・デマ Thering Dema、BBS のダワ Dawa
に取材した。また、再びジグミ・ドゥッパに面会し、ツァンモの歴史やブータン文化に
ついて、情報を得ている。この調査は、伊野、加藤、黒田、権藤、山本、ツェワン・タシ、
ペマ・ウォンチュクによって行われた。
こうした経緯を経て、ツァンモを中心としたブータンの民俗音楽継承の活動の意義や
継承の重要性が鮮明になってきた。そこで、これまでの研究調査活動の中核メンバーを
日本・ブータン民俗音楽研究会 Japan Society for Bhutanese Music Studies として再編し
た。そして学校対抗のツァンモ大会及び未来の文化継承に向けたシンポジウムをティン
プーにて計画、
「ブータンの宝石ツァンモ − 未来につなぐ」と題して実行することとした。
会のメンバーは、日本側からは伊野、黒田、加藤、権藤、山本、ブータン側からは、ジ
グミ・ドゥッパ、ツェワン・タシ、ペマ・ウォンチュクである。
7) 2016 年 7 月、9 月ティンプー
7 月には、伊野、黒田がティンプーを訪問、現地でのコーディネートを務めるシデ・ブー
タン Zhidey Bhutan とともに打ち合わせを行った。ツァンモ大会は、先のサムテガン・
セントラル・スクールの校長であったキンレイ・ヤングゾムが、ティンレガン中央学校
に赴任したため、この学校とブータンの伝統的な私立校であるケルキ高等学校との対抗
戦とすることになった。両校を訪問するとともに、大会及びシンポジウムに必要な人員
として、ブータン王立舞踊団 Royal Academy of Performing Arts 主任研究員のクンザン・
ドルジ Kunzang Dorji、ゾンカ開発委員会 Dzongkha Development Commission 主任
研究員のペマ・ウォンディ Pema Wangdi に面会した。クンザン・ドルジは、ブータン
の舞踊をはじめ伝統文化の専門家で、ツァンモ大会のチェアマン及びシンポジストを、
ペマ・ウォンディには、ゾンカ語をはじめブータンの言語文化の専門家としてシンポジ
ストを依頼した。このような準備を経て、9 月の当日を迎えている。ツァンモ大会及び
シンポジウムの詳細は、4、5 で述べる。これらに平行し、秋田県横手市の掛唄について
の調査及び科学研究費研究協力者として娜布其による内モンゴル及びチベット族の掛け
合いの研究も進められ、日本、アジアにおける広範囲な掛け合い歌の状況が明らかになっ
てきた。これらは、( 伊野義博研究室 2015, 2016, 2017)、( 娜布其 2014, 2015, 2017)、( 伊
野他 2017) にまとめている。
３．
２ 日本における音楽教育研究活動の拡がり
ツァンモの調査は、掛け合い歌における即興や掛け合いのメカニズムを解明、援用
し、日本の音楽教育において「歌う」ことを再考し、新たな活動として提案する研究へ
と結びついた。具体的には、小中学校教育現場の教諭明道春奈 ( 奈良県大淀町立大淀希
望ヶ丘小学校 )、永井民子 ( 新潟県小千谷市立片貝小学校 )、中村正之 ( 新潟大学教育
学部附属長岡中学校 ) 等とともに、研究開発に取り組んだ。小中学校における授業の提
案は、日本音楽教育学会を中心に発表されてきた ( 伊野他 2014c, 伊野他 2015d, 伊野他
2016b)。
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４ ツァンモ大会 (2016 年 9 月 24 日 ) にかかわる共同研究、相互啓発
1) ツァンモ大会開催の経緯・準備
前項で述べられているように、2015 年の調査の際、共同研究者ぺマ・ウォンチュクによ
りケルキ高等学校のガワン・ナムゲルを紹介された。彼の学校でのツァンモ実践に興味をも
つこととなった。この年初めて開催されたケルキ高等学校でのツァンモ大会は、BBS で生中
継され大成功をおさめた。我々の科学研究費を背景としたツァンモ調査が最終年度というこ
ともあり、日本・ブータン共同でツァンモ大会とシンポジウムを開催することを計画した。
2) ツァンモ大会の実際
9 月 24 日大会当日、9 時すぎにケルキ高校の生徒たち約 550 人が観客席に着く。続いて

主賓である教育大臣ノルブ・ウォンチュク Norb Wangchuk が入場した。開会の儀式、国
歌斉唱につづき、
日本側挨拶として伊野と黒田がこれまでのツァンモ調査の報告を行った。
ケルキの学生による歓迎の踊りの後、大会参加者 ( ケルキ、ティンレガンの生徒各 5 人 )
がステージに登壇した。審査員が紹介され、チェアマン chairman であるクンザン・ドル
ジから大会開催に対するコメントの後、ツァンモ大会が開始された。クンザン・ドルジか
らは「日本人の方がツァンモの大切さをわかっている。ブータン人はこれから伝統文化の
重要性について再考してみる必要がある」こと、「ケルキとティンレガンでは、この伝統
文化の重要性を認識しており、さらに日本側からのサポートがありこの大会が行われる」
こと、「BBS が撮影しており、全国放送されるため、ブータン国民がこの大会を見る可能
性がある」こと、「ツァンモなどのブータンのオリジナルな文化は、親世代・祖父母世代
が大切に守ってきた。私たちが今、GNH(Gross National Happiness 国民総幸福 ) のもと
にとても幸せに過ごすことができるのは、私たち自身によるものではなく、すべて親の世
代のおかげ」であること、「教育大臣も伝統文化の重要性を思い、今日ここにいらしてい
ただけた」ことなどが述べられた。
その後、チェアマンよりルールや審査の説明があり、ツァンモ大会が行われた。生徒に
よる掛け合いが全 5 ラウンドあり、合計 50 回のツァンモが歌われた。詳細は、別稿 ( 伊
野ほか 2016a) により報告した。大会後、審査結果が出るまで、コメディアンによるロゼ
lozey、ケルキ校の生徒によるダンスが演じられた。審査結果は、僅差でケルキ校の優勝
となった。 主賓及び日本側ゲストにより賞状と賞金が授与された。これに続き、参加生
徒及び審査員・ 得点集計者に対して主賓より賞状 ( 参加証明書 ) の授与と記念撮影が行わ
れた。その後、主賓のスピーチ、生徒代表から感謝の言葉があり終了となった。
3) 地域で伝承されるツァンモと大会でのツァンモの違い
これまでの調査でわかってきた地域で伝承されるツァンモと学校の大会でのツァンモ
では、大きく次の点が異なる。
①ツァンモ大会では、空間が広く、人が多い。特に聴衆の規模が異なる。今回はケルキ
高等学校の文化ホールという広い場所に 600 人近い生徒たちがツァンモを観ていた。ツァ
ンモを歌う生徒もマイクを使い、身振り手振りも大きいほうがよいとされていた。特に相
手をやりこめる歌詞 ( ダ・ルー ) が強く表現された時、
「フォー」という大きな歓声があがっ
ていた。地域のツァンモにはみられないイベント的な盛り上がりだといえる。
②チェアマン、審査員が存在する。今回は審査員に、ゾンカ語の教師、コメディアンな
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ど 4 名が選ばれた。また、得点集計者として両校の教師が一名ずつ選ばれた。審査員は、
評価項目が示された審査表に各生徒の点数を書き、それが集計され、勝敗、ベストスピー
カーが選ばれていた。優勝校、参加生徒、ベストスピーカーは、ステージ上で主賓である
大臣から賞状が手渡され、
記念撮影をしていた。
学校対抗の大会だからこその特徴である。
一方で、学校という教育現場にもかかわらず、相手をやりこめる攻撃的な歌詞も相手への
露骨な求愛表現もタブー視されることなく歌われていた。この点は地域で伝承されるツァ
ンモと変わらない点である。
③３で報告したように、地域で伝承されるツァンモにはいろいろな遊び方が存在する。
品物を媒介とした占い・予言のツァンモ、
相性を占ってペアをつくるツァンモなどである。
学校でのツァンモ大会では、このようなツァンモは行われず、2 グループによる対抗合戦
の形式のみである。学校も生徒たちも占い・予言を行うツァンモの存在は認識している。
それにもかかわらず、対抗合戦の形式のツァンモのみとなるのは、大会イコール対抗合戦
のツァンモということになるのか。この使い分けは地域のツァンモとは異なる点であり、
伝統の継承という観点からも興味深い。
4) ツァンモ大会にかかわる共同研究・相互啓発
ツァンモ大会でのクンザンのコメントでは、ブータン人 ( 生徒だけでなく政府など大人
も含め ) はオリジナルな自文化としてツァンモを再考する必要性が強く訴えられていた。
日本の研究者が、仏教音楽や仮面舞踊ではなく、ツァンモを調査研究していることを知り、
数ある伝統文化の中でも、よりオリジナルなものとしてツァンモが見直された。ブータン
側が啓発された点である。
ブータンには自分の思いを歌にのせて相互に掛け合うツァンモという遊び歌があるこ
と、そのツァンモは学校での大会として歌われても、自分の思いを歌にのせて歌われてい
た。さらには、学校という場にも関わらず、相手を嘲笑・攻撃する歌詞や露骨な求愛表現
などが全くタブー視されていないこと、聴衆である生徒たちは強い表現がされる程、大き
な歓声となって盛り上がりをみせていた。日本の学校ではなかなかみられない状況であ
る。 日本側が啓発された点である。
ツァンモ大会に参加する生徒たちは、事前に歌詞を集めている。その方法は、図書館で
調べたり、家庭で親・祖父母に聞いたり、先生に聞くなどである。ツァンモの歌詞は即座
に創作される部分と、既存のものとがあるためである。この準備の段階に、親子間などの
やりとりがうまれている。また、BBS により全国放送されるツァンモ大会は、他地域や他
の学校が啓発され、今後全国規模でツァンモ大会が行われていく可能性をもつ。ブータン・
ブータン間で啓発された点である。

５ シンポジウム (2016 年 9 月 25 日 ) にかかわる共同研究、相互啓発
シンポジウム ”Bhutanese Treasure Tsangmo: Bridging Culture from the Past to the Future”
は 2016 年 9 月 25 日 ( 日 )10 時から 12 時、ブータンの首都ティンプーにあるホテル・プ
ンツォ・ペルリ Phunesho Pelri の会議場で行われた。これまでの日本側の調査・研究の
成果を広くブータンの人々に公表するとともに、ブータンの学校や放送でのツァンモの現
在の状況や取り組みについて、ブータン、日本の両国の関係者で情報を共有し、意見交流
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をするという目的のもと、登壇者を依頼した。
7 月の訪問で面会したブータン王立舞踊団主任研究員クンザン・ドルジには、ブータン
文化全体を俯瞰する立場から提案を依頼した。また、ゾンカ開発委員会のペマ・ウォンディ
には、ツァンモがゾンカ語で歌われることが多いなか、言語との関係からツァンモについ
て語ってもらうことにした。さらに、放送関係者としてクズ FM のラジオ・パ ーソナリティ
で現在ブータン言語研究所でも学んでいるツェリン・デマ、教員養成の場での実践者とし
てパロ教育大学講師であるツェワン・タシ、高等学校における実践者として、前日のツァ
ンモ大会を主宰したケルキ高等学校教師のガワン・ナムゲルには、それぞれの立場からツァ
ンモについての発言を依頼した。加えて、司会進行と全体のとりまとめを伊野、日本の音
楽教育の視点からの発表を権藤、民族音楽学の視点からの発表を加藤が行った。フロアに
は、ブータン国内の教育や伝統文化の行政、実演団体、大使館関係者、日本の音楽関係学
会の会員等、両国で呼びかけた多様な聴衆が集まった。
シンポジウムを行うことは、私たち日本側のメンバーにとってとても重要な意味をもっ
ていた。なぜなら、伊野を中心にツァンモの調査を展開するなかで、ブータンの人々がツ
ァンモをどのように捉えているのか、ブータンの人々の言葉で語ってもらう必要性を強く
感じたからである。
2013 年の調査では、トンサなどマンディプカ Mangdebi-kha を話す地域でもツァンモ
はゾンカ語で歌われており、また、生活文化からは消えつつある状況であると思われた。
しかし、その一方で、プナカの祭りドムチェ dromche では、周辺の 11 の村から代表が出
てツァンモ大会をしている情報 ( 伊野、黒田 2014a, 46) や、各地の学校でツァンモ大会を
行っていること、ラジオ放送でツァンモが歌われていることもわかってきた。とりわけ、
2014 年の東部タシガンでの調査では、10 代から 20 代後半の人たちが学校行事やゾンカ語
の授業でツァンモを経験していること、なかには、ゾンカ語ではなく土地の言葉でツァン
モを歌っていたことがわかった ( 権藤 2015, 23-29)。ラジオ放送「ツァンモの時間」を実
際に聞くこともでき、そこでの生き生きとした電話による聴衆参加の歌合戦からは、弱々
しく途絶えそうな絶滅危惧種の民俗音楽文化とは言えない、ツァンモの現代的なたくまし
い姿が浮かび上がった ( 権藤他 2015, 30-32)。
仮面舞踊など、ブータン固有の文化として注目される芸能と比べて、ごく日常的で身近
な文化であるがゆえに、ブータンの人々はツァンモについてことさらに意識してこなかっ
たのではないか。2015 年にインタビューを行った BBS のダワは、シムトカ Semtokha のブー
タン王立大学 Royal University of Bhutan の言語文化研究所 Institute of Language and
Culture Studies で言語・文化研究 Language and Cultural Studies 専攻を卒業、
BBS ではツァ
ンモの放送を担当しているが、「これまでツァンモについて研究はされていない」と語っ
た ( 権藤 他 2015, 18)。同様のことを 2016 年に会ったクンザン・ドルジもペマ・ウォンディ
も発言し、メラ地区のカプシューについても知る人はいなかった。
ヒマラヤ山脈の南に位置するブータンは、九州ほどの広さの国土の 6 割が森林で、標高
差が大きく、約 79 万人ともいわれる多民族からなる人々は谷ごとに分かれて暮らし、20
近くもの系統の異なる言語、方言を話す。20 世紀後半から近代国家としての整備が行わ
れ、そのなかで、学校制度、国語政策が進められてきたが、国語に制定されたゾンカ語も
口頭言語であったため、新たに書記言語としての整備がゾンカ開発委員会によって進めら
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れ、同時に学校教育は英語で行われてきた。こうした状況下において、ツァンモがなぜブー
タン全土で歌われているのか、また、なぜ多くの人たちがゾンカ語で歌うのか、現在の状
況はどうなのかといった点について日本人の行った調査の結果を伝え、ブータンの人々の
認識と日常的な取り組みを聞き、相互に交流したいと考え、シンポジウムを設定したので
ある。
シンポジウムにおいて、まず、クンザン・ドルジからは、ブータンは豊かな文化的な伝
統をもっていることとあわせてツァンモの意味や説明がなされ、前日の日本側からの報告
から多くを学んだ、という感謝の言葉が伝えられた。また、「ツァンモは牛飼いが暇なと
きにやっていただけではない。宝石のようにまだ気づいていない大切なものである」「移
動中にバスのなかでツァンモ大会をやったことがある」と語られ、今回の行事を通しての
気づきが示された。この発言から、私たちは、お祭りで行われたツァンモ大会、バスの中
で思わず始まったツァンモ大会、法要や仕事の合間のツァンモのやりとりなど、これまで
の日常生活が学校文化に自然に「転移」したことが、学校での大会において形を変えつつ
ツァンモが生きている要因であることを感じとることができた。
ツェリン・デマからは、会ったこともない遠くの地の人同士が、ラジオを通して掛け合っ
たり、土地ごとの違いや相手のうまさに気づいたりすることの重要性が語られ、もっと放
送を増やすように働きかけているところであり、今回もよい機会をいただいたと思ってい
る、と語られた。そして、ツァンモでの人々の掛け合いをラジオ・ジョッキーがうまくつ
なぎながら、ダ・ルー、ニェン・ルーといった構成に配慮している、という発言からは、ツァ
ンモ大会の過程が社会的に共有されてきたものであり、学校行事のなかにうまくいかされ
てきたことが感じられた。
また、共同研究者としてこれまでの調査に同行してきたツェワン・タシからは、「朝起
きたときから夜寝るまでツァンモのことだけしか話をしていない」日本人に対する驚きが
語られた。そして、調査にかかわるなかで、スマートフォン ( ブータンでも非常に普及し
ている ) で友だち申請するのではなく、かつてはツァンモをしながら友だちになっていっ
た、そういうことを大切にするように、将来先生になって子どもたちとかかわる教員養成
課程の学生に伝えていきたいと思うようになった、という発言があった。実際、2015 年
にパロ教育大学で参観したツェワン・タシの授業では、ブータン全土から小学校教員にな
るために集まってくる学生たちが、それぞれの地元のツァンモを交流し、生活文化を捉え
直している姿を見ることができた。
他方、国語の普及に努める委員会であるゾンカ開発委員会の主任研究員であるペマ・ウォ
ンディが、消滅の危機にあるブータンの諸言語についての懸念を強く訴えたことは印象的
だった。明治期、近代国家の建設のために国語政策が進められる一方で方言調査も行って
いた日本では、国家主義的な標準語の押し付けと方言の抑圧、同時に唱歌教育も進められ
た。しかし、ペマ・ウォンディは、「母語と思考の方法は密接に結びついており、私たち
が母語で話すことは考えたり、感じたり、信じたりすることに影響する」「言語が死ねば
思考の方法も失われる」という。似ていても、母語を他の言葉に完全に置き換えることは
できないし、
「言葉はとても大切なもので、言葉がなくなると、踊り、歌、ツァンモ、ロゼ、
すべて一緒になくなっていく」(Gondo et al. 2016) という言語学者の見解から、自文化に
対する深い理解を教えられた。

38

伝統と創造 Vol.6

６ 協働の成果 : 人々とのつながりから「相互啓発」「開発研究」へ
2010 年から本格的にはじめられた日本・ブータン民俗音楽研究会メンバーによるツァ
ンモ研究は、日本とブータンとの間に生まれた多方面の人々や関係機関との結びつきのも
とで協働しながら展開してきたことを報告した。
ここでは、そのなかから、協働による成果を生むに至った人々とのつながりから「相互
啓発」「開発研究」へと発展していた様相をとらえていくことにする。
・さまざまな立場の人々とのつながり
３で報告されたように、さまざまな立場の人々とのつながりが協働のもっとも大切な要
素となっている。伊野によると、意図したものでなくいつの間にかつながっていったとし
ているが、そのつながり方には協働が成果をもたらす鍵を見つけることができる。
まず、伊野がブータンの音楽研究に取り組み始めた時に出会った伝統音楽、伝統文化に
造詣が深いパロ教育大学講師のツェワン・タシ、ゾンカ語、英語、日本語を話し、ブータ
ン各地の多様な言語に詳しいガイドのペマ・ウォンチュクという二人の存在は、今日まで
のツァンモ研究の推進力となる。当初はそれぞれ情報提供者と通訳という研究協力者とし
ての出会いであったが、相互啓発から開発研究へと展開していく中心人物となっていく。
次に、協働をすることとなった「さまざまな立場の人々」について見ていく。専門分野
の広がりと組織における広がりに分けることができる。
専門分野の広がりとして、音楽学者でありブータン音楽の演奏家ジグミ・ドゥッパ、ブー
タンの伝統舞踊・音楽の専門家で舞踊団を率いるソナム・デンゴ、ブータンの民族文化
の調査、記録、保存活動を行うケン・ソナム・ドルジとのつながりをあげることができる。
演奏家、音楽研究者のみならず、シンポジウムではツァンモ研究に欠くことができない言
語研究者、ゾンカ開発委員会のペマ・ウォンディが加わったことが大きい。一方、ツァン
モ大会をチェアマンとして動かしていったのは、基調講演者であるブータン王立舞踊団主
任研究員クンザン・ドルジであった。
音楽文化の研究においては、ジグミ・ドゥッパのように演奏家と研究者を兼ね備えてい
る人物と協働していくことから得られるものは大きい。同様に、ツァンモ研究においては、
ブータン王立舞踊団主任研究員でありながら、ツァンモを知り尽くしている博識に加えて、
チェアマンとしてのパフォーマンス能力を備えているクンザン・ドルジは、協働していく
人材として大きな魅力を持っている。
組織における人材の広がりとしては、現代社会におけるツァンモを知ることとなった人々
として、学校ならびにマスメディアにおける人材とのつながりをとらえておきたい。2016 年
9 月 24 日の中等教育学校間のツァンモ大会は、2015 年のサムテガン・セントラル・スクール
のキンレイ・ヤングゾム校長とゾンカ語教師で文化教育担当のタシの二人の教師との出会い
とケルキ高等学校のガワン・ナムゲルとの出会いから生まれた。次世代の担い手である中学・
高校の生徒たちが、学校でのツァンモ大会でツァンモで生き生きと対話しあう様子は、地域
の調査研究からだけでは知り得なかった現代のツァンモのあり方を知ることとなった。また、
FM 放送局による「ツァンモの時間」やブータン国営放送 BBS による「ツァンモ・テンミ」
BBS のダワの二人のキャスターとの出会いは、
を担当しているクズ FM 放送のツェリン・デマ、
マスメディアを通したツァンモの現代における人々の楽しみ方を知ることとなった。
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そしてさらに、シンポジウム等で教育行政に携わる人々へとつながっていったことも大
切な点である。教育大臣ノルブ・ウォンチュク、ゾンカ開発委員会のペマ・ウォンディな
どである。教育行政に生かされるつながりとして今後の協働が大きく期待できる。
最後に当然のことながら、ブータン各地でツァンモやカプシューを演じ歌ってもらっ
た人々、インタビューに応じてくれた人々を挙げておかなければならない。研究対象なら
び に研究協力者を協働する人々としてとらえることが、相互啓発を生かしていくことに
なる。なお、こうした様々な人々とのつながりが生まれた背景には、旅行会社シデ・ブー
タン Zhide Bhutan 社長のジュルミ・ツェワン Jurmey Tshewang とコーディネーターの
青木薫による万全の協力体制があったことを付記しておきたい。
・「相互啓発」から「開発研究」へ
４、５で見てきたように、ツァンモ大会では、日本側からの働きかけにより学校側の
伝統文化についての意識が大きく変わり、シンポジウムでは、日本側からの調査報告、ブー
タン側からの大学教育での実践、放送文化における新たな展開等を広く交流し合う機会を
つくったことで、存続が危ぶまれている民俗音楽の継承発展に新たな光が投げかけられた。
ツァンモ大会ならびにシンポジウムの報告のうち、
「相互啓発」から「開発研究」へとつ
ながっていったものを取り上げてみたい。まず、外国人である日本人がツァンモに関心を
もち詳細な調査を行ってきたことが、ツァンモへの再認識を促した。ツァンモ大会でチェ
アマンであるクンザン・ドルジから生徒たちに投げかけられた「日本人の方がツァンモの
大切さをわかっている。ブータン人はこれから伝統文化の重要性について再考してみる必
要がある」という言葉などである。そこには、日本の研究者が、仏教音楽や仮面舞踊では
なく、ツァンモを調査研究していることへの驚きからの啓発の様子をみることができる。
同様にツェワン・タシはシンポジウムで「朝起きたときから夜寝るまでツァンモのこと
だけしか話をしていない」日本人に対する驚きを語り、かつてはツァンモをしながら友だ
ちになっていったことを大切にするように、教員養成課程の学生に伝えていきたいと思う
ようになったと語った。この啓発は「開発研究」として 2015 年のパロ教育大学でのツァ
ンモの再現授業へとつながっていった。
一方、日本側が受けた啓発も数知れない。高校生同士のツァンモ大会では、一見、伝統
文化とは無関係にみえる高校生たちが、ツァンモの歌詞のレパートリーを数多く持ち、そ
の暗喩を理解した上で、旋律を選びながら即興的に歌を掛け合っていく姿に大変な衝撃を
受けた。聴衆である生徒たちもツァンモをよく理解し、その表現内容をとらえて大きな歓
声をあげるような盛り上がりをみせていた。ここから、歌を掛け合うことの意味をとらえ
実践につなげる研究が「開発研究」としてはじまっていることは、２で述べた通りである。
また、シンポジウムでは、立場が異なりながらツァンモの大切さを広く伝えてきたブー
タンの識者が一同に会して語り合う場を設けたことの意義を強く感じることとなった。ペ
マ・ウォンディの「言葉はとても大切なもので、言葉がなくなると、踊り、歌、ツァンモ、
ロゼ、すべて一緒になくなっていく」(Gondo et al. 2016) という言語学者としての見解ほ
か、ツァンモのみならず自文化に対する深い理解の言葉の数々を聞くことができた。ここ
から受けた大きな啓発は、これまで継続してきたツァンモ研究をブータンとのさらに強い
協働のもとに行う必要性への認識につながり、また多様な「開発研究」の可能性への展望
をもたらすものとなった。
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本稿は検討を全員で行い、２, ６を加藤、１, ３を伊野、４を黒田、５を権藤が分担執
筆した。また本研究は、JSPS 科研費 JP26301043 の助成を受けたものである。
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The Japan Society for Bhutanese Folk Music Studies hosted the "Tsangmo Competition &

Symposium : Bhutanese Treasure Tsangmo : bridging culture from the past to the future" in Thimphu,
the capital of Bhutan from September 24 to 25, 2016. It consisted of a Tsangmo competition of two

secondary schools and a symposium aimed at the promotion of traditional cultural activities and
extensive mutual cultural exchange.

In this study we point out the significance of the collaboration in the development of the Tsangmo

study as a "collaborative investigation", "mutual enlightenment", "or a development study" while
tracing the aspect of the collaboration in our research activities spanning seven years.
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南アジアの太鼓のフィールドワークから
- コルカタのタブラー・バーヤーン製作 From a Fieldwork on the Drum Making in the South Asia :
Tablā bāyā̃ Making in Kolkata

小日向英俊 KOBINATA Hidetoshi

南アジア地域の代表的膜鳴楽器タブラー・バーヤーンの製作工程を観察し、製作技
術と楽器職人が継承する「わざ」を考察した。古代の音楽文献『ナーティヤ・シャーストラ』
の膜鳴楽器と現代の太鼓には、調律のためのシャーヒー設置について、強い歴史的継続
性があることがわかった。製作に必要な寸法を手で計る技術も共通する。
また、以下の点が解明された。1. シャーヒー材は土 ( 粘土 )、小麦粉、鉄粉と歴史的に

変化した。2. 太鼓職人が行うジャワーリー付けのわざは、楽器音決定の最重要要素である。

3. コルカタでは製作分業体制でのタブラー製作がマジョリティーである。4. 工作機械はほ

とんど使用しない。なお、2000 年の調査に基づいた本稿は、新たな調査から得るデータ
との比較の基礎情報を提供するものである。

キーワード : コルカタ Kolkata、タブラー・バーヤーン Tablā bāyā̃ 、
ナーティヤ・シャーストラ Nāṭyaśāstra、わざ skill

１. はじめに
本稿は、南アジア地域の代表的膜鳴楽器、タブラー・バーヤーン tablā bāyā̃ 1 の主に製
作工程を観察し、製作技術と楽器職人が継承する「わざ」を考察する。また、古代の音楽
文献『ナーティヤ・シャーストラ Nāṭyaśāstra』( 以下、NŚ) に記載される膜鳴楽器の製作
技法との連関も解明する。
筆者は 2000 年 3 月 21 日〜 4 月 4 日に、コルカタ 2 の有名なタブラー製作者ブトナト・ダ
ス Bhutnath Das 氏 ( 以下、BD 氏 ) の工房を中心に、市内各所の楽器製作現場および市内
の北北東約 90km に位置するノディヤ地区ラナガト Ranaghat での調査も実施した。その
成果の一部は、
「第 3 回アジア職人文化専門家国際会議」( アジア民族造形文化研究所主催、
2000 年 7 月 28 日〜 29 日開催、外務省 / 通商産業省 / 文化庁 / 国際交流基金後援 ) において、
BD 氏の楽器製作デモンストレーションとともに発表した 3。本稿は、当会議の予稿集掲載
論考に加筆し、写真と動画資料 4 を追加したものである。
南アジアは、古くから「楽器の宝庫」と称される。古代インドの多様な楽器を扱った楽
器 4 分類法が、現在も広く利用される楽器分類表 (HS 楽器分類表 ) を誕生させたことは
よく知られている。インド人音楽学者 S.M.タゴール Sourindro Mohan Tagore (1840-1914)
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が、実物の楽器と古代インドの分類法を欧州にもたらしたのは、19 世紀後期だった 5。ベ
ルギー王立音楽院付属楽器博物館で楽器蒐集と研究を行ったヴィクトール = シャルル = マ
イヨン Victor-Charles Mahillon(1841-1924) は、このインドの体系に依拠して新しい楽器
分類を考案した。その後、E.M. ホルンボステル Erich M(oritz) von Hornbostel(1877-1935)
とクルト・ザックス Curt Sachs(1881-1959) がこれを精緻化し、さらなる改変が加えられ
た版が現在使用されているものである。
古代インドの弦鳴楽器群、体鳴楽器群および膜鳴楽器群の多様な様子は、南アジア地域
の音楽文化の多様性を表すように思われる。インド各地に固有の楽器文化があり、様々な
呼称を持つのだ 6。しかしその中の代表的膜鳴楽器群には、共通の構造や演奏法を見出す
こともできる。それは、現代南インドのムリダンガム mṛdaṅgam や、北インドのタブラー・
バーヤーンにも共有する特徴であり、さらに東南アジアの太鼓にも影響を与えていると考
えられる 7。構造を楽器製作技術から見れば、鼓膜の上に粉末状物質と粘着性物質の混合
、、
物を塗布し、倍音構造に特徴を持たせる技術が共通なのである。また演奏法では、ばちで
はなく両手の手のひらと指を高度に駆使することを、共通点として指摘できる。これらの
太鼓は、必ず音楽演奏に使用する特定の音高に調律する点も共通である 8。まず、古典的
文献 NŚ に見える膜鳴楽器を確認しておく。

２. 古代インドの膜鳴楽器
古代インドの膜鳴楽器の特徴を、音楽を知る上で重要な演劇理論書 NŚ の記述からまと
める。膜鳴楽器 ( アヴァナッダ avanaddha) を扱う第33章 9 は、1. 太鼓の起源、2. 太鼓の
使用法、 3. 太鼓の一般的記述、 4. 3 種の木製太鼓類 ( プシュカラ puśkara) の様々な演奏、
5. 太鼓の大きさ・材料・製作、 6. 良い演奏者、などを含む様々な側面を記述する。プシュ
カラとは、いわゆる芸術音楽で使用されるものと考えられる。アヴァナッダ全体では 100
種以上あるとされる一方、一定の音高を出すものとして次の 3 種の太鼓があり、音楽の主
要な部分に使われると記述している。つまり、ムリダンガ mṛdaṅga、パナヴァ paṇava、ダ
ルダラ dardara である。それぞれ順に、樽型両面太鼓、筒型太鼓、枠型太鼓と考えられる 10。
楽器製作の観点から興味深い点は、土を太鼓の鼓膜に塗布する技法が記述されることで
ある 11。ムリダンガという呼称も、ムリド ( 土 ) mṛd + アンガ ( 部分) aṅga、つまり土の部
分を持つものという意味であることからわかるように、この技法が少なくとも紀元前 2 世
紀頃から存在することを示している12。また別の箇所では、アーンキカ āṅkika という太鼓
について、牛乳のバターであるギー ghī にゴマを混ぜた混合物を塗る技法も記述されてい

る 13。
現存する南アジアの太鼓の鼓膜の特徴が、すでに古代インドの楽器記述に見られること
はたいへん興味深い。もっとも現代のタブラー・バーヤーンの場合、鼓膜に塗るシャーヒー
syāhī( またはスィヤーヒー siyāhī、「黒いもの」の意 ) ペーストの材料は土ではなく、鉄粉
と飯粒と水などの混合物である 14。また、現在南インドで使われているムリダンガムや、
北インドのパカーワジ pakhāvaj という樽型両面太鼓の場合も、右手で演奏する鼓膜には
鉄粉と飯粒と水の混合物を製作者が塗る。その一方、左手で演奏する鼓膜には、演奏の
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前に小麦粉の練りものを取り付ける。このように、膜鳴楽
器の鼓膜の上に異物を置いて音を整える技法は、南アジア
の膜鳴楽器における古い伝統である。

３. タブラー・バーヤーンの製作
タブラーとバーヤーンのいずれの太鼓の場合も、製作過
程は大きく 4 領域に分かれる。つまり、
1. 皮の処理と革の製作 ( 皮革職人 )
2. 木製胴と金属製胴の製作 ( 木工・金工職人 )
3. 鼓膜 ( プーリー pūrī) の製作と取り付け ( 楽器職人 )
4. シャーヒーの設置 ( 楽器職人 )
である。
写真１ ： 土器のバーヤーン
調査当時、都市部コルカタでは太鼓製作における分業体
（製作途中）
制が整っており、上記 3 と 4 の工程をいわゆる太鼓職人が
担当し、前段階はそれぞれの専門職人が担当していた。一
方、他地域では分業体制が整理されていない場合があるようだ。実際、ノディヤ地区で観
察した村の皮職人は、バーヤーンも自分の手で作っていた。写真 115 に、素焼きの土器タ
イプのバーヤーンを示した。
タブラーの胴は木製、現行バーヤーンの胴は金属製と、材質は異なっている。しかし楽
器製作全体というマクロな観点では、次に示す共通製作過程を経て製品になると考えられ
る。つまり、
1. 材料 ( 皮・木・金属製 ) の調達と各部品の製作
2. 組み立て
3. 楽器音の調整
である。
以下ではこれらの工程を段階ごとに順
を追いながら、それぞれタブラーとバー
ヤーンの製作法を簡単に説明する。個々
の製作過程の共通点と相違点がより鮮明
になると考える。
、、、
写真２ ： 石灰水溶液での皮のなめし工程

３-１. 皮の処理

タブラーの場合もバーヤーンの場合も、鼓膜はヤギ革 2 枚で構成される。タブラーの場
合には、内側へさらに牛革 1 枚を追加して、柔らかいヤギ革が調音の際に摩耗することを
防いでいる。生のヤギ皮は、屠殺後 4 〜 5 日間水中に浸した後、石灰水溶液に同期間保存
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、、、
してなめす ( 写真２)。
次に、皮に残る余分な毛や組織などを除
去するため、石灰 ( チュナ cuna16) を塗り
ながら大型のナイフで削るように皮の表と
裏をきれいにする。その後、天日に千して
、
( 写真３および 写真４)。このな
革を得る
、、
めし工程を経た革は、腐敗せず弾力性も保
たれた状態となり、太鼓の材料として使用
することができる。
写真３ ： 皮の処理

３- ２. 胴の製作
３- ２- １. タブラーの胴
現在、タブラーの胴に使用される木材に
は、
コイル khair( 学名 Acacia catechu)、ニー
ム nīm( 学 名 Azadiracta indica)、 お よ び
シーシャム śīśam( 学名 Dalbergia sisoo17)、
マ ホ ガ ニ ー ( 学 名 Swietenia mahogany18)
などがある。コイルが一番良いとされるが、
コルカタで大規模に楽器商を営む M 氏も
今までにコイルの胴を見たことはまれだと
写真４ ： 皮の天日干し
のことである 19。伐採に制限が加えられて
いるとのことである 20。一般的には、ニー
ムが使われる。
￼ よく乾燥させた丸太状の木材を、タブラーの
胴を削り出しに適した大きさに荒く切り、外側か
ら胴体の形を削り出す。現在では電動式回転台に
固定して、刃物を当てて削り出す。その後、底
を残して内部をくり抜く ( 写真５21)。始めに電動
式ドリルを使い荒削りをした後、のみを使い削っ
ていく。胴高は約 25cm、上端の外径は約 12.5cm
であった。Dick は、コルカタスタイルのタブラー
は小ぶり ( 上端径 =13cm)、ムンバイスタイルの
ものは大ぶり ( 同 =14cm) と分類する。また古い
タブラーでは、パカーワジの右鼓膜と同程度、つ
まり 16.5cm またはこれ以上のものがあると述べ
ている [DICK 1997: 494]。
こうして作られた胴は、製材所から楽器職人や工
房に納入される。太鼓製作のかなめとなるプーリー
の形成、
組み立ておよび調整工程を経て楽器になる。
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３- ２- ２. バーヤーンの胴
バーヤーン胴には、銅、青銅など
の金属が使用される一方、村などで
は素焼きの土器が現在も使われてい
る。しかし、これはたいへん壊れ易
い。演奏者がコンサートのために移
動することが多い芸術音楽の世界で
は、金属製胴が一般的になったのも
頷ける。
金属胴の製作には、水いれ、料理
器具といった日常使用を目的とする
金属製器具類の製作技術の一つが利
用されている。彫刻家・作家であっ
た Mukherjee は、 イ ン ド 全 域 に お
いて広範なフィールドワークを実施
し、 様 々 な 伝 統 的 金 属 製 器 具 や 工
芸 品 の 製 造 技 術 を 記 述 し た。 バ ー
ヤーン胴の作成に利用される加工技
術 は、Mukherjee の 記 述 す る シ ー
ト・メタル・テクニック [Mukherjee
1978: 167-183] に 相 当 す る。 い わ ゆ
る塑性加工の鍛造技術の一つであ
る。つまり、板状の銅または青銅を
叩いて成形することでバーヤーン胴
とする。
￼ バーヤーン胴はいわゆる鍋型で
あるが、製造工程では半球形の底の
部分、円柱形の側面部、また太鼓の
リム部になるリングを別々に形成す
る。底部と側部を伝統的な道具類を
使用して鍛造し溶接するのである。
写真６ 22 に、胴の底板 ( 写真内左奥
と右手前 )、側板 ( 同左手前と中央 )、
リング ( 同手前の胴に立てかけ ) を

写真６ ： バーヤーン胴の材料

写真７ ： バーヤーン胴の成形

写真８ ： メッキ後のバーヤーン胴
示した。さらに形を整えた後に焼き
入れを行い、さらに成形を進める。
写真７に、側板の加工 ( 写真中央奥 )、底板と側板の結合後の鍛造工程を示した。焼き入
れ後に仕上げとしてメッキをかけて、美しく輝く胴体が完成する (写真８)。 訪問した金属
加工業者は、楽器用部品だけを手がけるのではない。彼らの主な製品は、パン焼き用器具
タワー tavā や、金属製であることが多い皿、ターリー thālī などの調理器具である。
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３- ３. 鼓膜 ( プーリー ) の製作
プーリーとは、インドで食される揚
げパンケーキのことである。しかし、
北インドの太鼓用語としてはドラム
ヘッドつまり鼓膜を意味する。この製
作作業は、基本的にはタブラーとバー
ヤーンにおいて共通であるため、ここ
では一括して記述する。この工程以降
が、仕入れた部品を使った組み立て作
写真９ ： 上方から見たプーリー （バーヤーン）
業および、音を作り出すための中心的
な工程と言える。
￼ 前述のように、基本的にはタブラーもバーヤーンもプーリーは 2 枚革構造であると考
えてよい。ただしタブラーでは補強のため、または調律を容易にするために、牛革 1 枚
を一番下へ追加して 3 枚構造となることが多い。外側の鼓膜 ( 一枚目 ) はドーナツ状で、
リム ( キナール kinār) に近い部分を構成する。二枚目の革が胴体の開口部全面を覆うこ
とになる。写真９には、完成したバーヤーンの鼓膜を示した。後述のシャーヒー設置と
革の締め上げが終了しているため、外側の革のドーナツ形の幅がかなり細くなっている。
キナールとシャーヒーの間に見える鼓膜の部分をスル sur(「音」の意 ) という。すでに述
べたように、タブラーの場合はさらに内側にもう一枚ドーナツ状の革を置く。木材胴の
上端との摩擦からプーリーを保護するためとのことである。鼓膜の周囲には、縄状に革
たが
ひもを編み込んだ箍 ( パグリ pagri 23 ) が見える。
３- ３-１. 革の下処理
革の処理はまず、表面の余分な組織や毛を丁
寧に除去することから始まる。水をかけながら
、、、
細かく作業を進める。川上工程のなめし におい
てもある程度の清掃をしてあるものの、楽器に
使用するためには、汚れを除去するとともに
革を適当な厚みに整え、さらに均質性を高める
必要があるのだと思われる。処理作業中も随時
に水をかけて、革が乾燥しないように注意を払
う。また、次の工程まで短時間の保管が必要に
なる場合も、水の中に浸して乾燥を防ぐ ( 写真
10 24)。
３- ３- ２. パグリの作成
バグリを作るため、まずプーリーを胴体に仮
止めする。プーリーの周囲に沿って開けられた
16 個の穴に革ひもを通し、次に胴の底部に取り
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付けられた革製リングとの間を V 字型にひもかけを行う。このかけひも材には、筆者の
観察した地域では、ラクダや牛の革が使用されていた。注意深く音を聞き取りながらバラ
ンスを取り、革を均等に張ることが求められる。
、、
次に、一番外側の革を大きく切り取り、ドーナツ状に成形する。あらかじめ、きりで中
心に穴を小さく開け、そこを始点にカットする。さらにバランスを確認してから天日にし
、、、
ばらくさらし、革の張り具合を確かめて仮止めが終了する。
パグリは、仮止めしたプーリーの周囲に 4 本の革ひもを編み込み、そこに形成された
チューブの中に革製の心材を挿入して作る。一見すると、パグリは堅い革のロープをド
ラムヘッドに取り付けたように見
えるが、千枚通しと革ひもを巧み
に操り、バランスよく編み込んで
いる。筆者もこの工程を試させて
もらったが、腕力とともに大変熟
練した技が必要な工程であること
を認識した ( 動画１25)。
パグリが完成すると、再び天日
、、、
にさ ら し て革がしっかり張るのを
待つ。その後に仮止め用のかけひ
もをはずし、正式な革ひもをかけ
て締め上げる。

３-４. シャーヒーの設置

動画１ ： パグリの作成

太鼓製作工程の最終段階である。楽器音の善し悪しを決定するのがシャーヒーである。
その完成度は、ひとえに職人の熟練と意欲に負うところが大きい。
シャーヒーと同様の工夫が、古代インドの膜鳴楽器の製作技法にも見られることはす
でに述べた。土 ( 粘土 ) と小麦粉と、材料は少し異なるが、特定の音高や求める音色が
でるように鼓膜の上に設置するのである。シャーヒーの設置技法は、南アジアにおける
楽器製作の長い伝統を背景に持つことが想像できる。しかしシャーヒーの材料として、
鉄粉がいつから使われ始めたかについては不明である。ネパールのマーダルのカリ 26 に
も鉄粉が使用されるが、インドからの影響であるのか、古くは土 ( 粘土 ) を使用してい
たのか、気になる点である。その解明は、インドの技術史研究および音楽史研究の進展
に期待することになるだろう。
シャーヒーの鉄粉と飯粒その他の配合は、職人により異なることが予想される。また
配合の詳細は、部外者には秘匿すべきものと考えられているようだ。実際に楽器職人の
作業を観察すると、製作中の楽器の革や胴体の状態に応じて塗り方も変化させ、常に材
料を再調合しながら作成している様子である。おそらく温度・湿度などの条件によって
も異なる配合をしているのではないだろうか。この点は、再検証が必要となる。シャー
ヒーの設置作業中は、1 工程ごとに鼓面を叩いて出でる音を聞き分け、塗りの状態を把
握する。きわめて、経験と勘に基づいた工程である。
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３-４-１. 設置作業
一晩ほど水に浸しておいた飯粒と鉄粉
を石板の上でこね合わせる。水も少量加
え、適切な湿り気も与える。この作業か
らは、インドでよく見かける香辛料の準
備を想い出す。カルダモンやシナモンを
少々煎ってから石臼の上で粉状にしてい
く。生活の中に見られる技術が、楽器製
作の場面に現れることも興味深い。写真
11 27 の中央手前には、混合作業に使う石
板と、混合直後のシャーヒーの材料を示
した。乾燥防止のために、ミルクティー
( チャイ ) を飲むための素焼きカップを
かぶせている。また石板周辺に、ヘラや
石が見える。鼓膜にシャーヒーを円形に
塗布した後、強い天日にさらして乾燥さ
せる。さらに、シャーヒーを上塗りして
から同様に乾燥させる。数回繰り返した
後、完成に至る。
タブラーの場合、シャーヒーの位置は
鼓膜の中心である。一方、バーヤーンで
は、シャーヒーが鼓膜の中心からはずれ
ている ( 写真９と写真１２28 )。音響学的測

写真１１ ： 製作用の道具類

定を実施し、シャーヒーの位置、大きさ
によって生じる効果の違いを科学的に解
明したいものである。

写真１２ ： タブラーのシャーヒー

３-４-２. シャーヒー材の塗布と「わざ」
古代インドに言う芸術音楽用のプシュカラ
系太鼓では、一定の音高への調律が必要とな
る。シャーヒーは、こうした膜鳴楽器の音作
りにとり重要なメカニズムである。職人は、
その材料の選択と配合に注意し、演奏者が求
める音を作り出す。
動画２29 に、鉄粉と米飯その他の材料の混合
と、バーヤーンの鼓膜へシャーヒー材を塗布す
る過程を示した。この工程で職人は、常に音
を出して確認しながら作業を進めている。大
事なことは実際に出る音を良くすることであ
る。シャーヒーの仕上げ時のサイズと位置は、
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楽器制作者の手指の幅で計っていた。NŚ においても、楽器のサイズを示す際、人間の手
を基準にした単位ターラ tāla 30 で示している。現代インドの楽器職人も、こうした実践が
受け継がれていることは、歴史的継続性という点で興味深い。
３-４-３. ジャワーリー
、、
シャーヒー材の塗布と乾燥工程では、職人が木製や石製のすり具 31 を使ってシャーヒー
の表面を擦る。シャーヒーに無数のひび割れが生じ、タブラー音の高音が伸びて良くなる
と言う。また、バーヤーンも深みのある音になるとされる。この作業は、ジャワーリーを
付けると言い 32、生成される音の質についても、「ジャワーリーが良い」などと表現する。
一般に用語ジャワーリー javārī はスィタール sitār など弦鳴楽器に適用するが、膜鳴楽
器にも使用することは興味深い。楽器の発音体振動から生じる音を人工的に加工する例は、
アフリカの各種ザイロフォンの共鳴器や中国の笛子など数多く存在する。薄膜を利用する
ことが多いため、ミルリトン膜と言われる。ただ音色加工メカニズムは、膜ばかりではな
、、、
い。日本の三味線のさわりやスィタールのように、物体と振動弦の接触により音色にビー
ンという響きが追加される。この例も広義のミルリ
トンに入れれば、インドの膜鳴楽器のシャーヒーも
ミルリトンと言えるだろう。ジャワーリーを適切に
施したタブラーの方が、
「良い」音だとされている
が、ジャワーリー作業なしのシャーヒーと、ジャワー
リー作業ありの鼓膜について、音響分析を行うべき
であろう。動画３
に、バーヤーンのシャーヒー表
、、
、、
面を木製すり具で整え、石製すり具で作業するジャ
ワーリー付け工程を示した。後半で、太鼓の音高が
動画３ ： ジャワーリー付け
低く深くなることがわかるだろう。

３- ５. 伝統製作技術の歴史
「１. はじめに」で確認したように、古代インドの NŚ には、土 ( 粘土 ) または小麦など
の練りものを鼓膜に塗る技法の記載がある。ただ、Dick が言うように NŚ の記述は複雑
であり 33、同一のものと思われる楽器に異なる呼称を用いたりしているため、正確に意味
を確定することは困難ではある。だが、土 ( 粘土 ) と小麦粉などを調音に使用したことは
明らかであり、さらに使用すべき土 ( 粘土 ) の質についても述べている。1. 小石、砂、植
物、籾の混入のないこと、2. 鼓膜を突き刺さないこと、3. 白色、アルカリ性である、に
おいが強い、黄色、黒色、酸味がある、または苦みがあり、4. 塗布に適していること、と
記載する 34。
現代における太鼓製作と上記の古代の実践について、歴史的に考えてみたい。16 世紀
頃に北インドで発達した、ドゥルパド dhrupad 歌謡に使う両面太鼓パカーワジを見よう。
右手鼓膜のシャーヒーは、タブラーと同様に鉄粉を主体とする。一方、左手鼓膜では演奏
直前に小麦粉を耳朶ほどの柔らかさのパン生地にして塗り、適切な音色を得るのである。
音は、低く深くなる ( 動画４35)。
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このように、古代、中世、現代における膜鳴楽器の鼓膜に着目すると、現在タブラーで
シャーヒーと呼ぶ鼓膜上の塗り物は、土 ( 粘土 ) から小麦粉、そして鉄粉へと変化して
きたと言えるようである。パカーワジの右の鼓膜に設置するシャーヒーの材質が、16 世
紀頃にすでに鉄粉を主体としたものであったのかどうか、またタブラー・バーヤーンの
現行のシャーヒーの材料に鉄粉を使用するようになった時代はいつか、さらなる調査が
必要である。

４. むすび
本稿では、まずインドの太鼓製
作技術や「わざ」を考察するに当
たり、古代インド音楽の基本文献
NŚ の記述を確認した。その上で、
コルカタのタブラー・バーヤーン
製作のフィールドワークの知見を
まとめた。次に解明できた点、今後
の課題などをまとめる。

動画４ ： パカーワジの調律 （左手）

Ａ . シャーヒーの歴史
１. 少なくとも紀元前 2 世紀には、芸術音楽に使用する膜鳴楽器プシュカラ類の中に、現
行のムリダンガムに相当する両面太鼓ムリダンガがあり、その鼓膜には土 ( 粘土 )、
または小麦粉あるいは大麦粉を利用した練りものを塗布する伝統が存在した。ただし、
NŚ には、太鼓製作に関して鉄粉の使用の記載はない。
２. 鉄粉の使用がいつ始まったかについては、本稿では扱わなかった。ただし、16 世紀
頃から使用されたと見られる北インドのパカーワジと、現代南インドのムリダンガム
では、小麦粉生地と鉄粉主体の練りものを鼓膜に併用している。17 世紀以前のタブ
ラー・バーヤーンの歴史も不明である。NŚ 以降の音楽文献の広範な調査や技術史全
般について大きな観点からの考察が必要になる。これは、将来の論考に委ねたい。
Ｂ . 楽器の製作体制
１. 2000 年時点のコルカタでは、タブラー・バーヤーン製作に皮革、木材、金属の材種毎
の専門職人や工房が関わっていた。鼓膜の材料としての革、タブラーの木製胴体、バー
ヤーンの金属製胴体を製作する分業体制が観察された。ただ、多種の楽器を製作販売
する総合楽器店においては、タブラー胴の製作を内製化する例もあった。ただ、小規
模工房での職人による分業製作がマジョリティーであると考えられる。
Ｃ . 楽器製作のわざ
１. タブラー・バーヤーン製作では、工作機械はほとんど使用されず、職人の手作業が主
体であった。機械は、わずかに木製胴の製作工程で、荒削り用として見られた。
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２. 鼓膜、木製胴、金属製胴の製作工程は、材料の厚みやサイズを決定する際も、メジャー
などの計測器はほとんど使用せず、人間の手を使うことが多く観察された。本論３４-２項にも述べたように、こうした技法は古代との継続性があると思われる。
３. 楽器製作分業の川下に位置する太鼓職人が最終製品を組み立て、詳細な調整を経てタ
ブラー・バーヤーンを生み出す。その音がどのような音色になるかは、職人のシャー
ヒー製作と調整に依存している。演奏者を顧客に持つ職人は、顧客のニーズと要望に
よりこれを行う。自然資源としての材料と、生成される音との間に楽器職人が存在す
ることになる。楽器職人は演奏者と協働し、専門知識、技術とわざを駆使して、自然
界と音楽を取り持つ仲介者である。
４. わざの継承については、広範な調査を行っていない。また、観察した工房の中心職人
は父親から工房を引き継いでいた。また、弟子に当たる複数の職人が様々な工程を担っ
ていた。彼らは、「渡り職人」とも言われ、各工房を移りながら技術やわざを修得し
ているとのことだった。
Ｄ . 新材料
１. 調査時点ではすでに、外国人タブラー学習者の要望から、グラスファイバー製胴のタ
ブラー製作を試みる例があった。当時は音が硬く理想の音とはかけ離れていたが、そ
の後の経過については、追加調査が必要であることは言うまでもない。
旧稿執筆時からの時間経過を考えると、新たなフィールド調査の必要性を感じざるを得
ない。できるだけ早い機会に、さらに多種の膜鳴楽器を対象に調査を実施したい。

注
---------------------------------1

2

3
4
5

6

通常、右手でタブラー ( 筒型太鼓 ) を、左手でバーヤーン ( 鍋型太鼓 ) を演奏する。前
者は高さ約 26cm、鼓膜直径約 13cm、後者は高さ約 25cm、鼓膜直径約 22cm。だが、時
代や地域により、サイズは異なる。
調査時は英語表記 Calcutta が採用されていたが、本稿ではベンガル語正式名称「コルカ
タ Kolkata」に統一する。2001 年に、正式名称としてベンガル語表記が採用されたから
である。
[小日向 2000] を見よ。
動画は、本紀要電子版 ( http://www.minken1975.com/publication.html )のみ閲覧可能。
S.M.タゴールは世界各地にインドの音楽文化を紹介する意図を持ち、日本にも楽器 3 点
と音楽書などを寄贈した。日本への寄贈品については、[塚原 2010] を見よ。
弦鳴楽器は tata(「伸びた」の意 )、体鳴楽器はガナ ghana(「固体の」の意 )、膜鳴楽器
はアヴァナッダ avanaddha(「覆われた」の意) と言う[Bharatamuni 1961: 1, 1981-84: 4: 2]。
を見よ。また、多くの固有名称が知られているが、その実際の形などについては不明な
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23
24

25

26
27

ミャンマーのアンサンブル、サインワイン hsaìng-waìng に使用する環状太鼓パッワイン
pat-waìng は、演奏前に各太鼓を特定の音高に調律する。鼓膜に小麦粉と水をこねて作
成した練りものを乗せて音高を変化させる方法は、インドから伝播したと考えられる。
また、この地の代表的弦鳴楽器サウンガウ saùng-gauk は、古代インドのヴィーナー
vīṇā が伝播したものである [Kobinata 1999]。
これは芸術音楽に使用する太鼓の場合だが、民俗音楽に使用する太鼓は特定の音高に調
律しない。
章番号は [Bharatamuni 1961] による。[Bharatamuni 1981-84] では、第 34 章に相当する。
Bharatamuni 1961: 161.
Bharatamuni 1961: 176-177. 調律 ( マールジャナー mārjanā) に使用する土に関する記述
に、小麦粉または大麦粉、あるいはそれを混合して使用するとの記述もある。
本稿では、NŚ の成立年代をおよそ紀元前 2 世紀〜紀元後 5 世紀とするが、異論がある。
Bharatamuni 1961: 196.
ネパールのマーダル māḍal では、干し草の灰を混ぜるという。[ 藤井ほか 1999: 84]

2000 年 3 月 31 日ノディヤ地区ラナガトにて筆者が撮影。以下、写真 2 〜 4 も同様。
土器製は、ミッティー (miṭṭī) タイプまたは clay type と言う。
これはベンガル語、ヒンディー語の cūnā に相当する。
日本では本紫檀などと呼ばれるローズウッドのこと。
センダンマホガニー属に属し、一般にキューバン・マホガニーと言われる [Meier 2016]。
2000 年 3 月 25 日、J. Mondal にて、Sudam Mondal 氏 ( 楽器店 J. Mondal 店主、以下「Ｍ
氏」) へ の 筆者によるインタビュー。
違法伐採が多いとされる [Tramp 2011]。市内モニクタラ Maniktala 地域の製材所では、
コイル材はパーンの材料であるとも聞いたため、和名ビンロウに相当する Areca catechu
かも知れない。ビンロウの種子 ( ビンロウジ ) は、インドのパーン pān という嗜好品に
一般的に利用される。しかし Khare は、Acacia catechu をアーユルヴェーダにおいてそ
の抽出液が皮膚病に効能があるとしている [Khare 2004: 9]。希少価値があり伐採に制限
があるとすれば、コイル材は Acacia catechu である可能性が高い。

2000 年 3 月 26 日、モニクタラ地域の製材所 Jaydev Wooden Factory にて、筆者が撮影。
2000 年 3 月 28 日、モニクタラ Maniktala 地域の Apsal Ali Khan 氏の工房にて、筆者

が撮影。他の工房では、木製胴も内製する場合もあった。写真７〜８ も同様。
ベンガル語はパグリ、ヒンディー語はパグリー pagḍī。ターバンの意。

2000 年 3 月 29 日、BD 氏の工房にて、筆者が撮影。下処理後、箍を成形してプーリー
を作成する直前。湿った革を 2 枚、木製胴の上に広げた状態。
仮留めしたプーリーの周囲に、パグリの革ひもを編み込む穴を開け、三つ編みのように
芯の周りに編み込む様子を記録した。2000 年 3 月 25 日、J. Mondal 楽器店、筆者撮影。
ヒンディー語のシャーヒーに相当する。
左奥にはかけひものロール、その右手には千枚通し、その横にはシャーヒーの塗面を擦
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28
29
30

31
32
33
34

35

るための丸い石なども示した。B.D. 氏工房にて、筆者撮影。
2000 年 3 月 25 日、J. Mondal 楽器店にて、筆者撮影。
2000 年 3 月 24 日、B.D. 氏工房にて、筆者撮影。
[Bharatamuni 1961: 195] など。Ghosh は、1 ターラを親指と中指の距離とする。
[Bharatamuni 1967: 36] も見よ。
それぞれ、ベンガル語でポトル pathor( 石 )、グリ guli( 銃弾 ) などと呼ばれる。

2000 年 3 月 24 日、BD 氏工房にて、筆者による BD 氏へのインタビュー
Dick, Alastair, et al. 2017.
[Bharatamuni 1961: 175-177] は、さらに土の採取場所も、川の土手が良いとする。また

小麦粉や大麦粉も使うことがあるが、その音は単調であり、黒色の土が良いとする。
2010 年 10 月 20 日、東京音楽大学 J 館スタジオにて、筆者が撮影。パカーワジ : シュリカ
ント・ミシュラー。[ 小日向 2010] より抜粋。
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This article explores the craftsmen's traditional techniques and skills in manufacturing
tablā bāyā̃ in Kolkata. Regarding the installation of syāhī, tuning-load, on the drumheads
of a tablā bāyā̃, historical continuity is clearly found between the descriptions in a musical
treatise, Nāṭyaśāstra, of ancient India and the modern drum-making techniques.

One of the main materials of syāhī making has varied from clay through wheat flour
to iron-oxide ash in a long history of Indian music. In Kolkata, division of labor is found
as a common drum production system. The craftsmen's skill of javārī making is a key in
finalizing the drum sound quality. In the craftsmen's manufacturing environment, the use
of machine tools is rarely found.
本研究の一部は、JSPS 科研費 JP21520161 の助成を受けたものである。
( 本学講師、音楽学 )
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アジアの発掘口琴チェックリスト（2）：薄板状の口琴（2）
Asian Excavated Jew’s Harps: A Checklist (2) - Lamellate Harps (2)

直川礼緒 TADAGAWA Leo

ユーラシア大陸を中心に世界中に分布する、始原的な楽器である口琴は、いつごろ、どこで、
どのように生まれたのだろうか。本稿では、昨年の論考「アジアの発掘口琴チェックリスト
（1）：
薄 板状の口琴（1）
」の補遺・続 編として、同稿 発 表以降に情報が明らかになった、紀元前
20 ～ 14 世紀のものと考えられる、現時点で世界最古の中国遼寧省建平県にある水泉遺跡出土
の口琴を採り上げる。
また、陝西省鳳翔県の秦公一号大墓より出土の、口琴のケースと考えられる紀元前 6 世紀
の「墨書竹筒」にも触れ、さらに、地理的にはヨーロッパの東端に位置する、ロシア連邦バシ
コルトスタン共和国およびカマ川地域の、非常にユニークな A1 タイプのものを含む薄板状の
口琴群について概観する。

キーワード：口琴 Jew’s harp、音楽考古学 Music archaeology、
古代楽器 Ancient musical instruments、北方アジア Northern Asia

７．中国遼寧省

Liaoning, China [12,13]

昨年の論考以後、いくつかの新たな情報が寄せられた。中でも特筆すべきは、中国遼寧
省の朝陽市建平県朱碌科鎮にある水泉遺跡から出土した、現時点で世界最古の口琴であ
る 30。方建軍の論文「秦墨书竹筒与乐器 “ 簧 ”」
（方 2008）に参考的に記載されている31 口
琴の、所在地や写真など、より具体的な情報が判明してきた 32。
遼寧省は、中国東北部に、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と、内蒙古自治区に挟ま
れる形で位置している。旧満州国のあった地域の南端に相当し、省南東部は遼東半島を境
に海域の分かれる黄海と渤海に面するが、建平県は省の西端の朝陽市の中でも北西部にあ
り、内蒙古自治区に突き刺さるように飛び出している。
遺跡に関する簡単な報告書（遼寧省博物館、朝陽市博物館 1986）によれば、発掘は 1976
年から 1978 年にかけて行われた。夏家店下層文化に属する遺跡で、時代的には、夏（紀
元前 2070 ？～ 1600 ？）から商（紀元前 1600 ？～ 1046 ？）
、遅くとも西周（紀元前 1046 ～
771）初期のものと考えられる（方 2008）
。

口琴は、何点発掘されたのか、正確には不明である33 が、朝陽市博物館に二点が展示公開
されている (fig.16) 34。
「すべて」骨製の薄板状で、うち一点の採寸は、
「全長 93mm、広い方の
端の幅が 16mm、狭い方が 10mm。広い方の端に小さな穴があり、中央部には長さ 43mm の
弁が切り出されている」
（方 2008）
。この数値が、展示の二点のうちのどちらを測ったものな
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のか、あるいは展示されていないものを測った
のか、はっきりとは分からないが、全長に対す
る弁（残存している部分。先端は欠損している
模様）の長さ、両端の幅の比、引き紐を結ぶた
めの穴の存在への言及などから考えると、写真
中の大きい方の楽器を計測したものである可能
性が高いと思われる。こちらを仮に [12] とし、
小さめのもう一点を [13] とする 35。
[12] の全体の形状は、縦長の等脚台形で、
振動弁は長方形に近いが、枠側の形状から判
断すると、失われた先端部が少々細くなって
いた模様。幅の広い方の端のそばに、引き紐
を取り付けるための穴があけられている。全
体は、少々反っている (fig.17)。コルトヴェイ
トの採寸では、全長 95mm、幅 10 ～ 18mm、
厚さ 0.6mm（Kolltveit 2016a 第十回国際音楽
考古大会での口頭発表。註 34 も参照）
。
[13] は、長辺が全体に渡って丸みを帯びて

fig.16 中国遼寧省朝陽市建平県水泉遺跡
出土の口琴。 上から [12][13]。 朝陽市博物
館の展示。 実際の展示状態を撮影した写
真を、 180 度回転した ( 直川 1996 中の註12
の原則に従う）。 このため、 光の当たり方や、
楽器の見え方が少々不自然になっている。
写真提供 ： Kolltveit

外側に膨らんでおり、凸レンズ型とでも言え
るだろうか。ハカスの [08]（直川 2016）とよ
く似ている。振動弁は、先の細い、二等辺三
角形に近い形。全体は、わずかに反っている。
コルトヴェイトの採寸では、全長 81mm、幅
4 ～ 10mm、厚さ 0.6mm。引き紐を取り付ける
ための穴は、写真では確認できないが、その
位置が白い物体で塞がれているように見える。
保存処理の過程で塞がれた可能性を、コルト
ヴェイトは示唆している（Kolltveit 2016年の口
頭発表）
。おそらく双方とも、[01] ～ [09] と同

fig.17 同上。 下から [12][13]。 朝陽市博物
館の展示状態を、 横方向に近い斜め上から
撮影したもの。 写真提供 ： Kolltveit

様、A3bタイプ 36 の、北方の紐口琴の流れに
属するものと考えて間違いないだろう。なお
博物館の展示のキャプションでは、これら口
琴の厚さは 1mm に満たないことが記されてい
る (fig.18)。

年代に関して、同キャプションは、
「夏商（紀
元前約 2146 ～ 1029 年）
」のものであるとする。
コルトヴェイトは、紀元前およそ 2000 ～ 1200
年としており（Kolltveit 2016a,b）
、また紀元前
2000 ～ 1400、2200 ～ 1600 などの説も紹介し
ている（Kolltveit 2016 年の口頭発表）
。幅を大
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fig.18 同上キャプション。写真提供 ： Kolltveit
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きくとって紀元前 22 ～ 11 世紀としても、内蒙古自治区赤峰市の出土例 [01] の紀元前 8 ～ 4
世紀をはるかに（少なくとも 200 年、場合によっては 2,000 年近くも）上回る、世界最古の
口琴の二例、ということになる。

８. 中国陝西省 Shaanxi, China [14]
口琴そのものの発掘例ではないが、口琴が存在したことの有
力な証左となるのが、中国陝西省宝鶏市鳳翔県南指揮の秦公一
号大墓から出土した、口琴のケースと考えられる墨書竹筒であ
る。この竹筒は、従来は笙や竽の管と考えられていた（王 1997,
2000）が、口琴の容器であることを唱えたのは、上述の方建軍
を嚆矢とする（方 2008)。
陝西省は、中国のほぼ中央に位置し、北は内蒙古自治区、東
は山西省、東南は湖北省、西は寧夏回族自治区などと接している。
秦の都咸陽、前漢・唐の都長安があった地であり、兵馬俑で有
名な秦の始皇帝陵は省都・西安にある。
宝鶏市は西安の西隣にある地域で、秦公一号墓は、1976 年から
1986 年にかけて発掘調査が行われた。編磬などの儀礼楽器・金・銅・
玉石・陶・漆・木器など多種類の副葬品を伴う、春秋時代中期の規
模の大きなものである。出土した石磬に刻まれた銘文から、墓主は、
。
秦の景公（在位紀元前 576 ～ 536 年 37）とされる（黄 1989）

fig.19 中 国 陝 西 省 宝
鶏市鳳翔県南指揮の
この「簧」という字の指し示すモノが、日本語で「口琴」と呼
秦公一号墓から出土し
ばれる楽器であるという「説」（というよりも「事実」と言うべ
た、 口琴ケースに書か
きなのであるが）は、一般には馴染みがないと思われる。口琴と
れ た 文 字。 王 輝 1997
いう楽器の存在があまり知られていない、中国の漢文化において、 より
そしてその影響下にある日本においても、
「簧」＝「（笙などの）リー
ド」だとする解釈や、「簧」＝「笙の代名詞」であるとする（口琴を研究する側から見た
ら曲解としか思えないような）見方の方が優勢であったようである（柿木 1955）。確かに
「簧」には「笙などのリード」の意味もあるのだが、他にも「『口琴』という、別種の楽器
を指し示す用法もある」という事実を無視しては、話は混乱するばかりである 39。
『世本』
「作篇」に見られる「女媧作笙簧」のような記述に関して、女性の顔と蛇体を持つ
始祖神・女媧が作ったのは、
「笙と口琴」である、ということは、単純に考えれば自明であり、
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「笙と笙」あるいは「笙のリード」とする解釈は、文脈上不自然であるといわざるをえない。
もちろん女媧は神話上の人物であり、
本当に笙と口琴を創出したわけではない。
重要なのは、
古代中国では、
「笙」
と
「簧」はほぼ対等の位置を占める、
別の楽器であった、
ということである。
漢族の笙類の原型となったと思われる、タイやベトナムの山岳地帯や、雲南省・貴州省
など中国西南地方に住む諸少数民族の蘆笙や葫蘆笙は、現代においても、口琴と一組で、
特に恋愛の場面で語られる場合が多い 40。笙のリードと口琴とは、構造的にも、枠の間に
切り出された振動弁（フリーリード）という、基本的に同じ形態をそなえており、同一起
源と考えられても全くおかしくない。同様に、同じ概念を表す単語で呼ばれても不思議は
ない。両者の大きな相違点は、1）弁を振動させるための方法が、呼吸による気圧の変化
を利用するのか、振動弁に直接・間接の物理的な衝撃を与えるのか、ということ 41。そして、
2）そこで発生する音を、リード部分と一体化した竹筒の共鳴器に響かせるのか、演奏時
以外には分離・着脱の可能な、人間の口腔に響かせるのか、という違いのみである 42。
はるか昔には対等であったはずの笙と口琴であるが、何故口琴の方が漢族を中心とする
中国文化の中で忘れられていったか、というのは、単に「民族の音（や見た目）の好みや
感性に合わなかったから」と解釈するしかない。一方の笙は、曽候乙墓出土の 6 点の彩漆
笙（東周、戦国初期。紀元前約 433 年。湖北省博物館 編 2005）をはじめ、中国文化にお

ける重要な楽器のひとつとしての地位を獲得し、日本の雅楽にまで伝わったことは言うま
でもない。これに対して、口琴があまり注目されなくなっていったことは、中国の歴史的
な絵画や彫刻などを概観するだけでも明らかである 43。笙は多くの図像学的な資料が残さ
れているのに対して、口琴は、少数民族や「周辺民族」のものとしての扱いが通常で、中
央で再認識されるのは、女真族に起源をもつ清代（17 世紀前半～）を待つ必要がある 44。
竹筒を口琴のケースとして利用する例は、現代の民族例でも、枚挙に暇がない。とは言
え、その多くの場合、両端の直径はそれほど差のない、円筒形である。両端の直径を含む、
筒全体の形状を確認するまでは、本当に口琴のケースとして使用可能なのか、あるいは笙
や竽の管であるのか、全く異なる用途の物なのか、といった推測さえ始められないのでは
あるが、もしも墨書に記された文字の解釈が正しく、口琴のケースであるとすれば、中に
入っていたのは、A ／ B どちらのタイプの口琴だろうか。湾曲状の B タイプのものであ
るとすれば、かなり小型のものでなければ、収まらないのではないだろうか。収まったと
しても、33cm を超える長さは必要ないだろう。やはり、薄板状の A タイプの物が入って
いた可能性が高いと思われる。
なお、墨書の図版 (fig.19) は比較的容易に確認できたが、竹筒そのものの写真や図版は、
未見。これは、容器としての重要性より、そこに描かれた文字の研究に重点が置かれて
きたためと考えられる 45。この資料を保管しているのは、陝西省考古研究所とのこと（王
2000）なので、より詳細な情報を収集したい。

９．韓国 Korea [15]
現時点で全く確認の取れていない情報であるが、今後に期待して、書き留めておく。
2016 年 10 月、中国湖北省武漢で開催された第十回国際音楽考古大会で、韓国の音楽学者、
漢陽大・音大・名誉教授の權五聖氏より、下記の情報を得た。
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「数年前に、韓国北部？46 の遺跡で韓国とロシアの共同発掘調査が行われた。出土した
遺物のひとつを、ロシア人の考古学者が『ヴァルガン варган』という楽器であると言っ
た。韓国側の考古学者は、『ヴァルガン』が何なのかわからずに、自分（權氏）に問い合
わせがきた。自分も最初は何か分からなかったが、調べた結果、口琴のことだと判明、そ
の旨を回答した。『ヴァルガン』が口琴だと判明したのは、2015 年のことだが、発掘の年代、
問い合せを受けた時期、発掘場所、担当の考古学者の名前などは、すぐには思い出せない。
A ／ B どちらのタイプであったのかもわからない。」
ロシアとの共同調査であれば、ロシア側でも何らかの報告が出ているのではないかと
思って、少々探ってみたが、手掛かりがあまりにも少なく、現時点では具体的な詳細は一
切不明である。出土資料や、報告書の存在の確認が急務である。現在は口琴が全く使用さ
れることがない朝鮮半島における、非常に貴重な遺物であることは間違いない。

１０.ロシア連邦バシコルトスタン共和国 Republic of Bashkortostan, Russia [16]
バシコルトスタンは、ウラル山脈南部にまたがる、ロシア連邦内の民族共和国である。
国土の大部分はウラル山脈の西側に位置するが、一部東側、すなわちアジアに位置する地
域もあり、国土内には、ヨーロッパとアジアの境界の碑が建っている。口琴（fig.20,21）47
が発掘されたイデルバエヴォ古墳群 Идельбаевские курганы があるサラヴァト地区は、
共和国の北東部に位置するが、ウラル山脈の西側にあり、地理的に厳密な意味では、アジ
アには含まれない。しかしながら、出土口琴の形状と構造は、一般的な B タイプ（湾曲状）
のヨーロッパおよびアジアの口琴とは、明らかに一線を画すものであるばかりでなく、現
在はアジア地域のみに見られる A タイプ（薄
板状）の口琴の一種としても、他に類例をほ
とんど見ない、ユニークなものである。この
ため、本稿では考察の対象とする。
fig.20 ロシア連邦バシコルトスタン共和国、
マ ジ ー ト フ Мажитов 1981 に よ れ ば、 口
イデルバエヴォ古墳出土の口琴 [16] 実測
琴 は、1972 年 に、9 ～ 10 世 紀 の も の と 推
図。 マジートフ 1981 より
定される第 6 号墳墓の第 1 墓より発掘され
た。「第 6 墳墓は、直径 6m、高さ 15 ～ 20cm
で、二つの墓が発見された。第 1 墓の大きさ
は 1.80×0.55m、深さ 65cm。遺骨は発見され
なかった（おそらく崩れ去ったものと思われ
る）。墓穴の西端、おそらく遺体の頭部付近
に土製の容器が発見された。その近くに、銀
の 鏡、 青 銅 の ペ ン ダ ン ト、8 個 の ガ ラ ス の
ビーズが出土。墓の中央部、ほぼ腰の位置に
は、3 個のベル、小さなラッパ状の（ベルト
に）下げるもの、そして、中央部に切り込み
のある、銀（？）の薄板状のものが発見され
た。それは、クブィズ 48 という楽器を容易に
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fig.21 同上、 [16] 写真。 筆者撮影
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思い起こさせるものであった。」
（邦訳筆者）。また、
これらの副葬品の特徴から、口琴の持ち主は女性
であったと考えられる（イヴァノーフ、ゴルブコー
ヴァ Иванов, Голубкова 1997）。
筆者は、2003 年にバシコルトスタンを訪れた
際、報告書の著者であり、バシコルトスタン大
学考古学部教授であったニヤズ マジートフ氏と
会見し（fig.22）、首都ウファの考古学民族学博物
fig.22 発掘された口琴を手にするニ
館に保管されている発掘品を実見する機会を得た
ヤズ マジートフ。 2003.3 筆者撮影
49
（fig.21） 。その際の計測によれば（報告書には
サイズの記載がない）
、全長約 65mm、幅は、一辺約
9mm の、ほぼ長方形だが、弁の先端側の枠の、持ち手に相当する部分が、少々湾曲したよ
うな形をしている。振動弁の形状は、先端のわずかに狭い、縦長の等脚台形。
素材は、報告書にある「銀？」ではなく、青銅か、銅と思われる 50。形状と、厚みが一
定でないことから、ナイフのような道具の再利用の可能性も考えられる 51。枠の一部（二
つの長辺のうち、長い方の、弁の付け根側の端から 20mm 程度のところ）が折れている。
注目すべき点は、弁の付け根側には、枠にも弁自体にも、弁の起振のための引き紐を通
す穴がないことである。この事実に対しては、以下のようないくつかの説明が考えられる。
1）「枠の端を弾く A1 タイプの口琴である。」
2）「引き紐を有する A2 あるいは A3 タイプのものに、穴をあける前の、製作途中段階
のものであり、完成品ではない。」
3）「引き紐は、振動弁の根元に引っ掛けるように輪にしてセットされていたものが、
失われた。」
説明 3）のような引き紐のセットの仕方は、現行の民族例として、現在バシコルトスタ
ンに住むバシコルト（バシキール）民族（チュルク語系）の、薄板状の紐で引く口琴ア
ガス クムィズ agas kumydh がある（fig.23）。しかしながら、アガス クムィズは木製で、
しかも振動弁の切り出が開始されている二か所には、ドリルで一度穴をあけて、紐に対
する剪断力をなるべく軽減するような工夫が見られる。青銅のような金属板を素材とす
る口琴の弁の根元に、何の工夫も施すこともなく、引き紐を取り付けたとすれば、数回
の演奏で紐は切れてしまうだろう。
とすれば、この口琴は、弾くタイプ（A1）のものであると考えるのが自然だろう。こ
の口琴の持ち手部分は、実測図からもわかるとおり比較的長く、またある程度の厚みも
ある。フィリピン・ミンダナオ島のクンビンやカンボジアのアンクオッチなど、東南ア
ジアの A1 タイプの現行の口琴は、多くの場合、枠の、口に当てる部分（弁の先端付近に
相当）から持ち手にかけての部分が、分厚くしっかりと作られており（fig.24）、しかも
持ち手は長く形成され、弁の振動を「持ち手」で支えるような構造になっている 52。これ
らの例と並行して、例えばラオスやベトナム北部のモン族や、フィリピン北部ルソン島
のカリンガ族の、真鍮製の A1 タイプの口琴は、持ち手部分がかなり短く、華奢に見える
ものも存在する（fig.25）。
特に、カリンガ族のオンナット onnat（fig.25 上）は、筆者蔵の例を計測すると、全長
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93mm、弁の長さ約 51mm に対して、持ち手部
分が 30mm と短く、全体の形状の印象も、[16]
とかなり似ている。[16] も、枠の持ち手部分は
20mm 以上の長さがあり、しかも、弁の付け根
側に比べて、かなり厚く、この楽器が A1 であ
る可能性を高くしていると思える。と同時に、2）
の「紐口琴に、穴をあける前の、製作途中段階」
説は否定されうる（なお、[01] と同様、弁の先
端部に、比較的大きな円形の隙間が認められる
が、これは、「持ち手の紐を通すためのもの」
というよりは、振動弁の切り出し作業における
第一段階として、製作の都合上開けられたもの
である可能性が高い）。
[16] と一般的な東南アジアの A1 タイプの口
琴との相違点を他に挙げるとすれば、楽器全体
に渡って、枠と弁の双方の各部の厚みが細かく
調整されていない点や、弁の付け根側の枠の先
端に、弾くための突起が形づくられていないな
どが挙げられるが、これもカリンガのオンナッ
トの特徴とは不思議にも共通している。イデル
バエヴォの出土例のような口琴は、非常に限ら
れた現行例しかないとは言え、世界に全く存在

fig.23 バシコルトの木製口琴アガス クムィズ
(現代の物）。 紐の取り付け部の拡大図

fig.24 カンボジアの竹製口琴。 弁の先端部
から持ち手の部分にかけては、 分厚く作ら
れている

しない訳ではないのである。
アジア地域と隣接してこそいるが、東南アジ
ア（そしてフィリピンのルソン島）からは遠く
離れた、地理上のヨーロッパ地域に、ある時期、
薄板状の A1 タイプの口琴が存在していた、と
いう事実は、口琴の歴史を塗り替えるものであ
るといえる。
現在のバシコルト民族は、金属製の湾曲タイ
プの口琴を伝統的に持っており、加えて、それ
fig.25 フィリピンのカリンガ族の真鍮製口琴
ほど優勢ではないが、先述したように、木製の
（上） と、ラオスのモン族の真鍮製口琴 （下）
A2 タイプの口琴も使用している。これらの民
族例が、どのように出土口琴と繋がっているの
か、あるいはいないのか。あらためて検討する必要がある（木製口琴アガス クムィズは、
名称からもチュルク系の口琴の流れの一環として解釈され得る）。
現在この地域（特に西隣のタタルスタン共和国）では、ロシア語でガルモーシカなどと
呼ばれる、鍵盤式やボタン式のアコーディオンタイプの楽器が大変隆盛であり、人々のフ
リーリードの発する音に対するこだわりの原点があるようにも感じられる 53。いずれにせ
よ、この謎の多い、ヨーロッパ地域の薄板状の口琴の位置づけは、慎重に行う必要がある。
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１１．ロシア連邦、カマ川流域 Prikamye, Russia [17 ～ 51]
[16] 以外にも、同タイプの薄板状の口琴およびその部品と思われる遺物が、オビ川の支

流であるカマ川流域地域から、多数発掘されている54。詳細は、イヴァノーフ、ゴルブコー
ヴァ Иванов, Голубкова 1997 にまとめられており、本稿ではその内容を概観するに留め
る。残欠、破片のようなものも多く、中には、口琴かどうか明確ではないものもあるよう
に思えるが、ロシアの考古学会では口琴の残欠として認められているらしい。それぞれの
口琴の、発掘場所、墳墓名、時代、文化名、出土状況、採寸、所蔵などの情報は、大まか
な物だけでもかなりの分量になるので、別の機会に掲載する。また、報告書原本に当たっ
たり、所蔵先に問い合わせたり、といった作業もまだ行っていない 55。
同論文では、ロシア連邦タタルスタン共和国、キーロフ州、ウドムルト共和国、ペルミ
地方、そして上記のバシコルトスタン共和国の [16] を含む、ウラル山脈の西側、カマ川
流域の広大な地域（地理上はヨーロッパ）の 19 の遺跡で発掘された、金属製 26 点（fig.26）
[17-39, 42, 46, 16]、および骨や角製 9 点（fig.27）[40, 41, 43-45, 47, 48-50]56 の、合計 35 点
の薄板状の口琴が取り上げられている。残欠や、製作途中段階のものも含む。時代は、紀
元前 2 世紀から、紀元後 13 世紀に及ぶ広い幅があり、特に 10 世紀頃の例が多い 57。
イヴァノーフ、ゴルブコーヴァは、35 点の内、21 点は墓から発見され、内 16 点は明ら
かに（あるいはおそらく）女性、しかも成人の女性だけではなく、少女の墓からも出土

fig.26 カマ川流域地域の青銅 ・ 銅などの金属口琴。
イヴァノーフ、 ゴルブコーヴァ 1997 より
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し、一点は 55-60 歳の男性の墓から出土した、
としている。おそらく死後の世界での必需品と
して副葬されたのであろう。また、楽器と同形
の板の上で発見された例も報告しており、板に
当てて（あるいは 2 枚の板で挟んで）、紐で巻い
て楽器の保護ケースとしていた可能性に言及し
ている。
これらのカマ川流域の口琴群のうち、何らか
の紐を通すためと思われる穴が開けられている
ものは、金属製に 2 本（fig.26 の「11」と「17」）、
骨製に 4 本（fig.27 の「2, 4, 6, 7」）あるが、
「弁
の付け根側に開けられた、引き紐を結ぶための
穴」であると積極的に認められるのは、骨製の
一本（fig.27 の「2」）のみである。骨製の「6, 7」も、
穴の位置は弁の根元側ではあると考えられるが、
根元からの距離が遠すぎる。飾りや、持ち運び
用の紐を通す、あるいは壁に打った釘に掛ける？

fig.27 カマ川流域地域の骨、 角などの口琴。
同上

（Иванов, Голубкова 1997）ための穴だろうか。
上記から言えるのは、全体の形状が判然としているものの殆どが A1 タイプ、すなわち
弾くタイプの薄板状の口琴ということである。これらの口琴を概観してみると、やはりフィ
リピンのカリンガ族の真鍮口琴オンナットとの共通点が気になる。かといって、東南アジ
アの島嶼の山岳地帯と、ヨーロッパ地域東端において、直接的な交流があったとは考えら
れない。とすれば、素材や、製作技術上の必然によって、似たものが出来上がるのだろう
か。また、どうしてヨーロッパ地域では、薄板状の口琴が使われた時代があったにもかか
わらず、現在まで伝わらずになくなってしまったのか。解明が待たれる。

第２部のおわりに
次回は、B タイプの、湾曲状の金属口琴を採り上げ、アジアの発掘口琴全体のまとめと
考察を行う。
新しい情報も、ある程度確認がとれれば随時盛り込むつもりなので、読者諸氏の情報提
供を仰ぎたい。
註：
30 古い順に並べるとすると、この例を 1. にし、昨年の論考の 1. から 6. は、順送りに後
ろにして、2. から 7. とすべきである。
31 この論文の主題は、8. で取り上げる陝西省の「墨書竹筒」。
32 2016 年 10 月 21 日～ 25 日、中国湖北省武漢で開催された第十回国際音楽考古大会では、
同組織委員会のメンバーであり、天津音楽学院の副院長を務める方建軍氏ご本人に面
識を得た。今後の情報収集に大きな力となっていただけることは間違いない。
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33

34

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
50

方 2008 では、「1987 年に『几件』の口琴を視察」と記されている。「几件」は日本語
で「少数」の意だが、実数の記載はない。報告書「建平水泉遺址發掘簡報」（遼寧省
博物館、朝陽市博物館 1986）には、発掘された口琴そのものに関する記述が見られ
ない。出土品全てを検証した詳細な報告書が後に出版されたのかどうかも不明。この
ため、本当に 1976 ～ 78 年の発掘調査で出土したものかどうかについてもはっきり
しない。今後、朝陽市博物館に問い合わせ、可能であれば実地調査も行いたい。
なお、他の遺物に関しては、日本の研究者との共同調査も断片的にではあるが行わ
れている模様（秋山 2000）。
2016 年 4 月、コルトヴェイト Kolltveit との E メールの交換による情報。その後、コ
ルトヴェイトは、第十回国際音楽考古大会（註 32）で、この 2 点の口琴についての
発表を行った（発表要旨は Kolltveit 2016a）。発表論文集にても近日中に公刊の予定。
本稿では、展示されている、存在の明らかな 2 点のみに番号をふり、仮に [12, 13] と
するが、註 30 と同様の理由で、本来は [1, 2] とすべきである。
口琴のタイプ分類に関しては、直川 2016 を参照。
在位は、紀元前 577 ～ 537 年とするものなど、1 年程度の誤差で諸説ある。ここでは
方 2008 に従う。
両端の直径の採寸や、どちらが開口かの記載はない。
「笙」と「簧＝口琴」とが別の楽器である件については、柿木吾郎が 1955 の論考で看
破している。なお、「簧」には他にも、「バネ」の意味もある。
例えば、拉祜族の例（龙 編 1986 p. 246）など。 青年が葫蘆笙を、少女が口琴を演奏
するとされる。
口琴の弁を息で振動させる特殊奏法もある。
例えば、傈僳族の例（夏 採集・整理 1990）など、蘆笙の起源を口琴とする伝説も存
在する。とは言え、柿木 1955 の仮説のように、笙が「口琴から発生した」のかどう
かは、熟考の余地がある。
中国音楽文物大系のシリーズ（中国音乐文物大系总编辑部 編 1996 ～ 2011）全 16 巻（第
二輯含む）など。
文献学的・図像学的な精査は、改めて行う必要がある。
王 1997, 2000 では、資料は
「漆筒墨書」
として扱われている。
「書」
を重視した表記である。
「韓国北部」なのか「北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）」なのか、言葉の問題もあり、
確認ができなかった。韓国と北朝鮮の学者間の交流がどの程度密であるのかわからな
いが、ここは一応「韓国北部」ではないかと推測しておく。
情報提供は、フレデリック クレイン（直川 2016）、バシコルトスタン共和国の口琴奏
者ローベルト ザグレッヂーノフ Загретдинов, Р.（どちらも 2003 年）ほか。
バシコルトスタン共和国の基幹民族であるバシコルト人の言語（チュルク語系）で「口
琴」の意。
マジートフ氏との会見にあたっては、ザグレッヂーノフ氏、民族楽器演奏家ガイサー
ロフ Гайсаров А. 氏ほかにご尽力いただいた。
会見時には、マジートフ氏も青銅か銅であるという意見に賛成され、銀の可能性は低
いとした。
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51
52

ザグレッヂーノフの見解。
A2、
A3 タイプのいわゆる
一方、
「紐口琴」
は、
持ち手の部分は、
薄く短く作られている。
「手
で持つ」ことによって、楽器全体の振動が少なからず殺されてしまうが、その影響をな
るべく小さくするような構造になっている。紐や布などを使った持ち手が取りつけられ
る場合もあり、これも、引き紐による「引く力」に対しては対抗するが、弁の振動と、そ
れを助ける楽器自体の表裏方向の振動にはなるべく影響しないようにする工夫である。
53 アコーディオンやバヤンなどのフリーリード楽器は、中国の笙が 18 世紀にヨーロッパ
へ伝えられたことを起源とする
（柿木 1955）
。笙を参考に、
ドイツで開発されたアコーディ
オンがロシア経由で、バシコルトスタンやタタルスタンにも伝わったと考えられる。
54 情 報 お よ び 資 料 提 供 は、 モ ス ク ワ の 音 楽 家・ 口 琴 研 究 者 ベ ス ク ロ ー ヴ ヌ ィ イ
Бескровный, А.
55 より詳細な情報は、イヴァノーフ、ゴルブコーヴァ Иванов, Голубкова 1997 中の参
考文献を参照。
56 それぞれの口琴の番号は、イヴァノーフ、ゴルブコーヴァの並べ方に従う。ただし、どの
ような基準に従って、並べられているのか、いまひとつ明確ではない。同文献の図版中
の並び方とも一致しておらず、また、これとは別に存在する、採寸の表の順番とも一致
していない。
57 ベスクローヴヌィイ Beskrovny 2013 に、イヴァノーフ、ゴルブコーヴァの論文に含
まれていない、ペルミ地方のもう 1 点 [51] の情報と写真が掲載されている。
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湖北省博物館 編 .
2005 曽候乙墓 出土文物陈列 .
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Древние варганы Прикамья. Вестн. Удмурт. ун-та. no. 8. p. 93-107.

柿木 , 吾郎 .
1955 笙の発生について ― フリー・リード発生に関する假説 ―. フィルハーモニー . no.
27. p. 44-49.
Kolltveit, Gjermund.
2016a 考古发掘的最早的口弦：辽宁省夏家店遗址的一个考古发现 . 第十届国际音乐考古
大会 人类学视野下的音乐考古 会议手册. p. 27. The Earliest Excavated Jew’s Harps: A
Find From a Lower Xiajiadian Site in Liaoning Province. 10th ISGMA Symposium 2016
(Wuhan) Music Archaeology from the Perspective of Anthropology Conference Guide.
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2016 アジアの発掘口琴チェックリスト（1）
：薄板状の口琴（1）. 伝統と創造 東京音楽大学
付属民族音楽研究所研究紀要 . vol. 5. p. 57-70.
王 , 辉（王 , 輝）.
1997 秦文字释读订补 ( 八篇 ). 考古与文物. no.5. p. 75-81.
2000 秦出土文献編年 . 新文豊出版公司. p. 43-44.
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The Jew’s harp is an ancient musical instrument distributed all over the world,
especially on the Eurasian continent. Though not as many as in Europe, a certain number
of historical Jew’s harps have been excavated in Asia. As the second part of the article, 7)
the oldest Jew’s harps form Liaoning province, China (22-11th centuries BC.), 8) bamboo
possibly-container of a Jew’s harp from Shaanxi province, China (6th century BC.), 9)
unverified example from Korea, 10) bronze(?) plucked Jew’s harp from Bashkortostan (910th centuries), and 11) bronze, copper, bone and horn Jew’s harps (including remaining
broken parts) from Kama river basin, the easternmost part of Europe (from the 2nd
century BC. to the13th century AD.) are discussed.
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東京音楽大学付属民族音楽研究所 2016 年度活動記録 *
● 本学学部・大学院授業
4 月 19 日（火）〜 1 月 24 日（火）
：「アジア音楽の理論と奏法」
4 月 19 日（火）〜 1 月 28 日（土）
：「ガムラン演奏実技」

5 月 10 日（火）〜 1 月 31日（火）
：「邦楽・古楽・民族楽器演習 I 」

5 月 12 日（木）〜 1 月 19 日（木）
：「邦楽・古楽・民族楽器演習 Ⅱ 」

11 月 6 日（日）
：「ガムラン演奏実技」芸術祭参加コンサート「インドネシア ジャワのガムランと舞踊」

2016（本学A 館 地下100）

● 研究
3 月 25 日：『伝統と創造』Vol. 6 の発行
● 社会人向け各種講座
4 月 14 日（木）〜 2 月 25 日（土）
： 社会人講座「ガムラン講座」
（民族音楽研究所内）
4 月 19 日（火）〜 3 月 27 日（火）
： 民族音楽等社会人特別講座（本学大学院・付属民族音楽研究所共催、
A館各教室、民族音楽研究所および邦楽研究室、ほか）
6 月 1日（水）〜 7 月 22 日（金）
： 2016 年度春期第 27 回民族楽器入門講座（民族音楽研究所内）
11 月 4 日（金）〜 12 月 20 日（火）
： 2016 年度秋期第 28 回民族楽器入門講座（民族音楽研究所内）
2 月 25 日（土）
： 社会人ガムラン講座発表会（本学 J 館スタジオ）
2 月 28 日（火）
		
： 2016 年度民族音楽等社会人特別講座修了発表会（本学 J 館スタジオ）
● 公開講座
6 月 14 日（火）
： 池辺普一郎公開特別講座「音楽をする人に伝えたいこと」
（本学 A 館 200 教室）
7 月 13 日（金）
： 2016 年度公開講座 No.1「伊福部昭の原点を探る～ピアノ曲・歌曲・舞踊曲・箏曲～」
（本学 J 館スタジオ）
9 月 6 日（火）
：2016 年度公開講座 No.2「箜篌と胡弓・中阮の響き」
（本学 A館 200 教室）
9 月 30 日（金）
：2016 年度公開講座 No.3「インド音楽の哲学 ～ドゥルパド歌謡から～」
（本学 A館 200教室）
10 月 21日（金）
： 2016 年度公開講座 No.4「伊福部昭の遺した楽器 ～明清楽器を聴く【其の六】～」
（本学
A館 200教室）
11 月 21日（月）
： 2016 年度公開講座 No.5「トランシルヴァニアの鼓動 Zoord 初来日」
（本学 B館スタジオ）
2 月 7 日（火）
： 2016 年度特別講座「誰の心の中にもある音楽」
（本学 A 館 200 教室）
● その他（外部団体への協力、演奏および情報提供など）
4 月 25 日（月）
： 日比谷カレッジ「中央アジア キルギスのコムズを聴きながら」
（千代田区立日比谷図書文
化館への協力）
7 月 22 日（金）
： 東京都教員研修（専門性向上研修への協力）
8 月 1日（月）
： 日比谷カレッジ「アイヌの伝統楽器トンコリ」
（千代田区立日比谷図書文化館への協力）
12 月 4 日（日）
： 日比谷カレッジ「二胡の響き」
（千代田区立日比谷図書文化館への協力）
*2016 年 4 月 1日～ 2017 年 3 月 31日（3 月 14 日時点の予定を含む）
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東京音楽大学付属民族音楽研究所研究紀要『伝統と創造』執筆要項（抜粋）*
本紀要は、本研究所に勤務する専任教員および研究員、非常勤教員、助手、本研究所社
会人講座講師が、それぞれの専攻分野における研究成果を論文、研究ノート、資料紹介、
調査記録、書評、研究会報告、その他の学術報告として発表することを目的として刊行す
るものである。研究紀要投稿原稿は、別途に定める締切日までに紀要編集委員会へ、次ぎ
の要領で提出すること。

１. 原稿の構成
・題名、執筆者氏名（和文表記と、ローマ字表記 [ 姓名の順に記載し姓はすべて大文字 ]）、
要約、キーワード、本文、注、参考文献の順とする。原則として楽譜、図版、表、写
真などは本文中に配置する（文末に配置する場合は、本文と注の間に、種別毎にまと
めて配置する）。

２. 題名
・原稿には、英文、和文両方の題名をつける。

３. 要約
・原稿には、和文・英文の両方の要約を必ずつける。要約 300 字以上 379 字以内（英文
の場合は原則として 90 ワード以上 120 ワード以内）とする。

４. キーワード
・原稿には、必ずキーワード 3 〜 5 語をつける。

５. 原稿の分量と版形
・論文・研究ノートの原稿分量は以下の表のとおりとする。その他の記事については、
以下の分量を超えない限り、自由とする。

６. 原稿の書式

(1) 使用文字と約物
・ひらがな・カタカナはすべて全角文字を使用する（半角文字不可）。
・日本語横書きの場合、
句読点は以下の3方式のいずれかを採用すること（いずれも全角）
。
① コンマ・ピリオド式（，． ）
② コンマ・マル方式（，。 ）
③ テン、マル方式（、。 ）
・
「」『』” ” などの記号は、各自が統一すること。
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(2) 注について
・文章の末尾に注を入れる場合、句点の前後のいずれかに統一すること。
注番号には、算用数字を使用する。また注は本文の末尾にまとめて番号順に書く。
(3) 著作権
・著作権の問題が発生する引用の場合（楽譜等の出版社の版権も含む）は、投稿日まで
に処理済みのものを使用すること。なお、Website 等、インターネット上での公開の
可能性があることも権利者に伝え、許諾を得ること。
(4) インターネット上のものを引用した場合は、必ず閲覧日を掲載すること。
(5) 本文中に楽譜、図版、表、写真などを挿入する場合
・楽譜、図版、表、写真などは、原則として執筆者から提出されたものを版下としてそ
のまま使用する。
・楽譜の浄書などを外注する場合の経費は、執筆者の負担とする。また、校正の途中で
浄書の必要が生じた場合の経費も同様とする。
・楽譜、図版、表、写真などは、それぞれに番号と標題をつけること。
・楽譜、図版、表、写真などの割り付け、配置などは原則として執筆者自身が行うこと。
提出するワードファイル（拡張子 docx）とともに、PDF 版を提出してレイアウトの
指示とすること。
(6) 電子版へ音声・動画を掲載する場合
・冊子版の任意の写真相当箇所は、電子版（インタラクティブ PDF 形式）に音声または
動画を埋め込むことができる。
・音声または動画は、以下のフォーマット（省略）の動画ファイル（音声の場合は、タ
イトルの静止画のみを示す動画）を原稿提出時に編集委員会へ提出すること。
・編集委員会では音声・動画の編集は行わない。投稿者は投稿時に、完全版ファイルを
提出すること。

７. 原稿提出時の注意
(1) 本文・注などの文字原稿部分はすべてワードプロセッサアプリケーションで作成し、
提出時にはその PDF 版とともに電子メールなどにより、編集委員会に送付すること。
なお、提出ファイルの作成アプリケーションは、Microsoft Word（Windows 版、Mac
OSX 版とも拡張子は docx）とする。
(2) 新たな加筆や修正のない完全原稿を提出すること（校正時の加筆・修正は認めない）。
(3) 提出された原稿（電子ファイル）は返却しないので、原ファイルを適切に保管すること。

８. 初校
初校には執筆者があたる。

９. 公開
投稿論文は、東京音楽大学付属民族音楽研究所紀要編集委員会がデジタル版（電子版）
を作成し、同研究所のウェブサイト、国立国会図書館および国立情報学研究所（NII）が
管理する学術サイト、または同研究所が許諾した学術サイトにて、目次情報と本文データ
を一般公開する予定である。本紀要への投稿者は投稿時に、論文利用許諾書を東京音楽大
学付属民族音楽研究所に提出すること。
* 本執筆要項全文は、その他関係書類とともに、http://bit.ly/dento-to-sozo で入手できる。
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付属民族音楽研究所研究紀要『伝統と創造』編集委員会
加

藤

富美子

本学教授、音楽教育

木

村

佳

本学講師、ガムラン

甲

田

坂

崎

則

子

本学教授、音楽学

小日向

英

俊（委員長）

本学講師、音楽学

代
潤

本学付属民族音楽研究所、専任研究員

編集後記
『伝統と創造』第 6 号の発行にあたり、投稿された関係者の皆様に感謝いたします。本号は、イ
ンドネシア音楽の地方様式と音楽教育、楽器（口琴）、インドの伝統楽器や、ブータンの民俗音楽
に関する論考や研究ノートなどが掲載されています。諸事情から、研究所所蔵楽器についての連載
報告は、次号に譲ることになりました。
本号オンライン版（ISSN 2189-2482）には、インド音楽関連の映像・音声の掲載があります。併せて、
ご参照いただければ幸いです。
また、掲載記事やその他についてお気づきの点などありましたら、当研究所までお知らせいただ
ければ幸いです。（H.K.）
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