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F.ビアンチャルディ『低音上の奏法を学ぶための簡潔な規則』
における通奏低音奏法
A discussion of F.Bianciardi’s basso continuo
in his Breve regola per imparar’a sonare sopra il basso

坂 由理 BAN Yuri
17 世紀初めのイタリアでは、他のヨーロッパ諸国に先駆けて通奏低音による声楽作品が

数多く上演、出版された。バロック時代の幕開けとされる出来事である。1607 年には早く
も 2 人の作曲家が通奏低音に関する理論をシエナで公にした。その 1 つ、
ビアンチャルディ

による著作は、ごく初歩的なことからレチタティーヴォの伴奏にいたるまで、丁寧な説明が 1
枚の大きな紙にまとめられている。簡潔にして要を得た記述は実際的実践的であり、初心
者から上級者まで幅広い層を対象に書かれたことがうかがえる。とりわけ最後に小品として
示された譜例は彼の理論が見事に具体化され、草創期の通奏低音奏法を知るのに欠かせ
ない範例と言えよう。
キーワード：ビアンチャルディ Bianciardi、ザルリーノ Zarlino、

アガッツァーリAgazzari、バッソ・セグエンテ Basso seguente、
通奏低音 Basso continuo

ヨーロッパ音楽の歴史は今まで何度か大きな転換のときを経てきたが、イタリアで通
奏低音による声楽作品が登場した 17 世紀初めがその 1 つであることは間違いないだろ
う。新しい音楽劇オペラが誕生し、ルネサンスからバロックへと大きな変化が訪れた時
期である。しかし、世紀を超えて活動した当時の音楽家たちが 16 世紀に徹底した対位法
の教育を受け、それを糧として出発したことを忘れてはならない 1。本論では、16 世紀
末からオルガニスト、楽長として活躍したフランチェスコ・ビアンチャルディ Francesco
Bianciardi（1572-1607）の著作を読み解きながら、彼が前世紀の理論をどう咀嚼したか、
そして新しい語法をどう切り開いていったか、その一端を明らかにしたい。

１. 出版と題名について
本論でとりあげるビアンチャルディの著作は以下の通りである。
『あらゆる種類の楽器による低音上の奏法を学ぶための簡潔な規則』
Breve regola per imparar’a sonare sopra il basso con ogni sorte d’istrumento
（Siena,1607）
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この著作（以下、
『簡潔な規則』）は、当時としても珍しく冊子体でなく大きな紙１枚（縦
約 57.4 cm 横 約 43.5 cm）に記されている。つまり、各自が所有するのではなく、通奏
低音を学ぶ際に掛図として壁に貼ったり、机の上に拡げたりして皆で見たものと考えられ
る。理論的な著作がこのような形で出版されたということは、17 世紀初め、イタリアで
は通奏低音の教育が広く求められていたと考えてよいだろう。
本文の下には出版者ドメニコ・ファルチーニ Domenico Falcini（1575-ca1672）による
献辞が添えられ、それによるとこの著作はマッサ Massa の司教アレッサンドロ・ペトルッ
チ Alessandro Petrucci（?-1628）に捧げられた。そして、献辞の日付 1607 年 9 月 21 日の
前にビアンチャルディは亡くなっていたこと、彼が人間としても音楽家としても尊敬を集
める人物であったことが記されている。ファルチーニは引き続いて翌月、アゴスティーノ・
アガッツァーリ Agostino Agazzari（1579-1640）の『すべての楽器による低音上の奏法に

ついて Del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti』を出版している。

ビアンチャルディの題名には「低音上の奏法 a sonare sopra il basso」とあり、
「通奏低音
basso continuo」という言葉は見当たらないが、本文の内容は殆どそれについてである。
当時「通奏低音」は basso principale、basso generale など様々に呼ばれ、統一した用語は
なかった [Williams 1984 : Vol.4,685]。上記アガッツァーリの書も題名に「低音上の奏法に
ついて Del sopra ‘l basso」とある。その後、数字付低音という用語も使われるようになる
が、ビアンチャルディは数字を書き入れていない。その点はアガッツァーリや以後の理論
書と異なる。
題名の上には楽器の絵が描かれている。出版者ファルチーニは画家としても活躍してい
たので、おそらく彼が描いたのであろう。まず中央にオルガン、その左にイタリアン・ヴァー
ジナル、ハープ。リュート属はキタローネとおぼしき楽器が 2 挺、リュート 2 挺、ルネサ
ンス・ギター 1 挺 2 。ヴィオラ・ダ・ガンバ属はヴィオロ－ネが 2 挺、バス・ガンバ 1 挺、
テノールまたはそれより小さめのガンバが 1 挺描かれている。ビアンチャルディはこれら
の楽器を想定して執筆したのだろうが、本論では鍵盤楽器による通奏低音に焦点をあてて
論ずる。
音名は英米式にロ音を B、オクターヴ表示は中央のハ音を c1、オクターヴ下に c、C と
する。譜例は特記しない限り『簡潔な規則』からの引用である。ザルリーノからの引用は
頻繁なため出版年（1558）の記載を省き、英訳のページを添えた。

２. 演奏の前に知っておくべきこと
ビアンチャルディは、通奏低音を学ぶ前提として、次のことがらを知っておくべきとし
ている。歌うこと、インタヴォラトゥーラ（譜例１０のような鍵盤譜）やスコアを見ての演奏
に習熟していること 3、対位法については少なくともその原則を知っていること、そして
協和音程、不協和音程を聞き分けられること。「歌うこと」は、当然ソルミゼーションで
歌うことを意味していると思われる [桒形 2010]。

2

伝統と創造 Vol.8

３. 音程
まず、音程を 3 つに分類し、譜例 1 のように示している。
完全協和音程 1 度、5 度、8 度とその複合音程
不完全協和音程 3 度、6 度とその複合音程
2 度、7 度とその複合音程
不協和音程
彼は五線の中に各音程とその複合音程を示しているが、16 世紀後半、ヴェネツィアで
活躍したジョゼッフォ・ザルリーノ Gioseffo Zarlino (1517-1590) の理論書にその原型が見
られる（図１）。
譜例１

図１

Zarlino Istitutioni harmoniche（154, Palisca: 15)

完全 4 度については、古くから多くの哲学者、理論家たちが様々な議論を交わしてき
たが、ザルリーノは 4 度が完全協和音程であると強く主張している 4。その詳細な論証の
中で彼は「4 度は 5 度に伴われる場合、甘く調和する和音となる」[Zarlino: 152, Palisca:
13] と記している。ビアンチャルディが 4 度は「5 度が下に位置する場合、完全協和音程」
（譜
例２Ｃ）と述べていることにその影響を認めてもよいだろう。だが、彼は独自の見解も示
している。「4 度そのものは性格を持たず（insipida）、3 度が下に位置する場合には不完
全協和音程となる。」（譜例２Ａ、Ｂ）
譜例２

Ａ

Ｂ

Ｃ

譜例３

冒頭で音程を「聞き分ける」ことを求めているのと同じく、思弁的な議論には深入りせ
ず、何より実践に重きをおく姿勢が見られる。
また減 5 度、増 5 度は、ともに quinte false（偽の 5 度）、減 4 度、増 4 度も quarte false
（偽の 4 度）とし、増減の区別は示さない（譜例３）。
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４. バスの進行
演奏にあたって留意すべきことがらとして、次の 3 つをあげている。
1 バスの動きを重んじる
2 協和音程を用いる
3 旋法（mode）について知っていること、移調も出来ること
まず初めに、音楽の土台であるバスの動きに注意を払うこととし、上行下行それぞれ 5
種のバス進行をあげている。付記として、8 度の上行下行は変化と見なさず、7 度の進行
はあり得ないとしている。
譜例４

譜例５

譜例４、５に見られる 3 度音程は長 3 度だけだが、譜例８、９には短 3 度上行下行の例
が見られるので、ここでは長 3 度に代表させたということだろう。また、譜例５↓には
6 度下行の例として f → A が記されているが、2 度下行から 5 度下行までの例に従えば、
a → c が順当ではないかという疑問が起きる。これはおそらく「3 度のミス」、つまり印刷
時によく起こる 3 度の書き間違いだろう。

５. 和音
①和音の構成音
和音はバス音、完全協和音程である 5 度上の音、不完全協和音程である 3 度上の音の 3
つからなる、と記す。5 度を 3 度より先にあげている点が興味深い。ところが、5 度上の
音を持たない音がある。B 音を♮で歌う旋法での B-mi と、♭で歌う旋法での E-la-mi であ
る（譜例６Ｂ、
７Ｂ）。それらの場合とバス音に♯が付く場合（譜例６Ｃ、
７Ｃ）は、5 度上で
なく 6 度上の音を弾く。彼はソルミゼーションに言及していないが、その読み方で言えば、
mi の上では 6 度上の音を弾くということである。譜例７Ｃ 2 番目の和音では、現代と異な
り、＃を付すことによって B 音を表している。
譜例６
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譜例７

②３度上の音
次の音程によるバス進行の場合、その旋法内の 3 度上の音を弾く。
2 度上行下行（譜例８Ａ、
９Ａ）、3 度上行下行 ( 譜例８Ｂ、
９Ｂ )、6 度上行下行、
オクターヴ上行下行
5 度上行 4 度下行も同じく旋法内の音を弾くが、カデンツの際には短 3 度をとることが
多い（譜例８Ｄ、
Ｅ、
９Ｃ、
Ｄ）。
4 度上行 5 度下行はカデンツの動きを成すので、長 3 度上の音を弾き、もし、その音が
長 3 度でない場合には＃を付ける ( 譜例８Ｃ、９Ｅ)。この指示は 17 世紀の多くの理論書に
見られる [Agazzari 1607: 5, Sabbatini 1628: 26]。
注目すべきは、カデンツはつねに長 3 度で終わる、という記述である。譜例８Ｃ ９Ｅの
2 番目の和音のことであろう。このような「ピカルディーの 3 度」は現在、17 世紀イタリ
アの作品を演奏する際に半ば習慣となっているが、ここに根拠の 1 つが見られる。
譜例８

譜例９

③６度上の音
次に 6 度上の音について話を進め、この音は「音楽に最も良い効果をもたらす」と言う。
ザルリーノがたとえば短 6 度を「甘美でいくぶん陰気で物憂げに傾く」[大愛訳 Zarlino:
156, Palisca: 21] と評しているのとは対照的に、ビアンチャルディはここでも客観的に語
る。4 度下行 5 度上行と 2 度下行の際は、必ず長 6 度にする（譜例１２Ｃ、Ｄ、ただし１２Ｄ
は肝腎の＃が抜けている）。譜例１０は彼の考えを織り込んだ実例だが、その第 3、第 4、
第 12 小節に 5 → 6 という上声の動きが見られる。数字を書き入れた筆者案を譜例１１に示
すので、参考にされたい。また、第 6、第 7 小節 ↓には、バスの上行により 6 が現れる。
この場合、上声が 5 → 6 と変化する例より強い拍感を持つので、独立した和音としてとら
えることは可能だが、反面、直前の和音から響きはあまり変わらない。
これら 6 の例を通じて、ビアンチャルディに「6 の和音」という認識があったかどうか？大
変難しい問題だが、彼は 5 → 6 という横の流れの結果として 6 をとらえていたと考えたい。
譜例８、９、１２に矛盾が見られるのは、4 度上行と 5 度下行についてである。4 度上行に 6
度は使わない（譜例８Ｃ）と言うのに対し、5 度下行の際 6 度はふさわしくないとしながらも、
その音符の前半に短 6 度を弾き、後半で 5 度へ到ることも可能としている ( 譜例１２Ｆ )。
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譜例１０

譜例１１
筆者案
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これまで 4 度上行と 5 度下行は常に同じ扱いだったが、ここにだけ区別が見られる。理
由として考えられるのは、5 度下行の方がより強い終止感を持つということだろう。アー
ノルドは、ここに 4 を伴う 6/4 の可能性を示唆している [Arnold 1965: 77 n 4]。たしかに
ビアンチャルディの実作品には 6/4 の例が見られるので、それも十分頷ける 5 。
譜例１２

④繋留
繋留については 4 度と 7 度を取り上げている。バス 2 度下行と 4 度下行の際、7 度から
長 6 度（譜例１０の第 11 ～ 12 小節）、バス 5 度下行と 4 度上行の際、4 度から長 3 度（譜
例１０の第 8、13 小節）へ解決する 6 。
アーノルドは、7 度から長 6 度へ解決したあとバスが 4 度下行することに違和感を示してい
る [Arnold 1965: 77 n5]。たしかに 2 度下行の続く方が現代人の耳に馴染むかもしれないが、
ビアンチャルディの実作品では 4 度下行の方がはるかに多い 7。下記に一例をあげる。
譜例１３ F. Bianciardi Ricercar terzo（第 41 ～ 43 小節）

６. 音の重複と声部数について
バスの上に 3 度 上、5 度 上の 音を重 ねる場 合（ 現 代の和 声 学 でいう「 基 本 型 」）、譜
例１０の四声の 箇 所では、 一 つ の 例 外もなくバス音を重 複して いる。 つまりバス音重
複、3 度上、5 度上の音が 1 つずつ、というのが四声の場 合の原則である。 また、第 6、
第 7 小節↓でもバス音が重 複されている（ 譜 例１１の 数 字を 参照のこと）。 和声学では
6 の和音（ 第一転回型） でのバス音重 複は好ましくないとされるので、 この点に違いが
見られる。
そして、曲が四、五、六、八声、さらに多くの声 部を持 つ場 合、通奏 低 音パートは音を重
ねて弾く。譜 例１０の第 13 小節がその実例だろう。 反対に三声のみで 響きが貧弱なら、
バスをオクターヴ重 複することも有用としている。譜 例１０の第 3、 第 6 小節がその例と
思われる。 後のサッバティーニも低い音域に限っているが左手の 8 度 連 続を認めてい
る [Sabbatini 162 8:12 , 坂 2015:7]。 そして、 ビアンチャル ディはカデンツでバスにオ
クターヴ下の音を重ねたとき、 耳障りなほど重苦しく感じたら、3 度と 5 度の音を省くよ
う書き添えている。
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また、歌詞の内容に応じて、「快活な場面では、出来る限り高く、悲痛な場面では低い
音域にとどまり」音域を使い分けるように説く。これは、17 世紀イタリアの理論書に必
ずと言ってよいほど見られる記述である [Agazzari 1607:6]。特に、声部数を増やして厚
く弾く奏法は、後のロレンツォ・ペンナ Lorenzo Penna (1613-1693) が好む full-voiced
による伴奏へと通じる [Penna 1672: 146, 坂 2006: 55]。

７. 平行８度、５度
バスが上行下行するとき、他の声部のいずれかはそれに反進行すること、とりわけ外声
部はその点に留意しなければならない。同じ種類の完全協和音程が連続（いわゆる平行 8
度、5 度）しないよう、バスに反進行、またはバスと 3 度平行で動くことを勧めている。
譜例１０にはいくつか平行、またはそれに類した動きが見られる。しかし、この譜例は
いわゆる intavolatura、つまり左右の手がどの音を受け持つかを示したもので、声部進行
を明らかにしたものではない。同時代のヴェネツィアで活躍したアドリアーノ・バンキエ
－リ Adriano Banchieri (1568-1634) の理論書では、譜例が 4 段のスコアによって記され、
声部の交叉がひんぱんに見られる [Banchieri 1611:6-8]。筆者案では、それを参考に声部
を入れ替えて示した（譜例１１、特に第 3、4 小節など）。
そこでも第 9 小節の平行に 5 度類した進行は原譜そのままにした。また、譜例１２Ａに
も同様の例が見られる。このような平行「感」をビアンチャルディは全く問題にしておら
ず、この鷹揚さは 17 世紀イタリアの理論書全般に見られる（坂 2006: 56, 2015: 7）。

８. バスの様々なリズム
①細かな音符による順次進行
細かな音符で順次進行するとき最初の音は協和音程、次の音は経過音として扱う
（譜例
１０の第 7 小節）。ここでは、バスの最低音 A 音がソプラノ声部と 7 度を成し不協和音程が
続く。だが同様の例はこの時代の実作品に珍しくないので、下記に一例をあげる。
譜例１４ Diego Ortiz Recercada tercera sobre o felici occhi miei (Vdg ＋ Cem）
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一方、3 度以上跳躍するときは、すべて協和音でなければならない（譜例１０の第 1 1小
節）。そして、細かな音符で順次下行するとき、最初は 5 度、次の音は 6 度となり、ソプ
ラノはバスと 10 度平行で動く（譜例１０の第 9 小節）。このような場合、3 度上より 10 度
上の音を良いとする記述はザルリーノにも見られる [Zarlino: 248, Palisca: 197]。そして、
同様の記述はペンナに受け継がれた [Penna 1672: 154]。
②付点音符の場合
譜例１０の第 5 小節のようにバスに付点がつく場合、付点の箇所で和音を弾き、次の音
（この場合は A 音）は経過的（passer per gattiva）な音として扱う。付点の箇所とは、下
記 ↓のような記譜で明らかである。
譜例１５

Luzzaschi Luzzasco Ch’io non t’ami cor mio (p.7)

９. バッソ・セグエンテ
譜例１０の第 7 小節には、八分音符（ミニマ）の最後の音 f 音から次の G 音への 7 度跳
躍が見られる。だが、前述の通り「7 度進行はあり得ない」ので、f 音は 2 度上の g 音に進み、
それまで休んでいたバス声部が G 音から入ってきたと考えられる。ビアンチャルディは、
バッソ・セグエンテ Basso seguente という用語を使っていないが、「そのとき一番低い声
部をバスと呼ぶ」とあるので、まさにその例である。下記にアガッツァーリと実作品から
ジローラモ・フレスコバルディ Girolamo Frescobaldi(1583-1643) の例を引く。
譜例１６

Agazzari

Del sonare sopra ‘l basso より p.7
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譜例１７

Girolamo Frescobaldi Toccata decima (1637) より p.32

１０. 移調
最後に移調について取り上げている。歌手や他の器楽奏者の求めに応じるため、移調の
必要なことを説き、各旋法の終止音（フィナリス）上の和音を原調（Natural）と 7 つの移調
例で示している 8 。その中から第 1、第 2 旋法の例を譜例１８にあげる。原譜はすべて倍全
音符（ブレヴィス）で記譜されているが、読みやすさを考慮してここでは半分の音価にし
た。音部記号脇の＃♭
（現代でいう調号）は最高＃ 4 つ、♭3 つを数える。当時の調律法では、
長 3 度が純正、またはそれに近かったことから、分割鍵（ E♭と D#、G# と A♭）を持つ楽
器を想定していた可能性が高い。その一方で、ザルリーノが当時の音楽状況を伝える記述
を残している。「移調は単に必要に迫られてということだけでなく、冗談や戯れで、ある
いはまるで意図的に歌手の頭を混乱させようと―」[Zarlino: 319, Cohen :53]。想像をたく
ましくすれば、かなり調子のはずれた音も弾いていたと考えられるが、これはあくまで推
測の域を出ない。
譜例１８

移調の具体的な方法として、譜例１８、
Ｄ、
Ｆ、
Ｇ、
ＨとＡ、
Ｃ、
Ｅはそれぞれ音符が同じ位置にあ
るので、
音部記号の読み替えで移調することができる。
前述の譜例６と７にも同様のことが言える。
アガッツァーリもすべての音部記号を自在に読みこなすことを求めている。
[Agazzari 1607:10]。
「4 度上または原調」という
また譜例１８ではＤだけでなくＨにも原調（Natural）とある。
ことは、トランスポージング鍵盤を持つ楽器の可能性が考えられるが、この問題はまたの
機会にゆずりたい（渡邊 2000:152-155, 野村 2013:195-199）。

１１. おわりに
ビアンチャルディは、この著作で通奏低音を学ぶのに必要なことがらを簡潔にまとめて
いる。紙面の制約のため詳しい説明を省いた面もあるだろうが、実践に直結した記述は、
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演奏家、作曲家として自身の望むところでもあったと思われる。現代人にとって分かりに
くい点も見られるが、当時の音楽的な土壌に思いを巡らせば、彼の深い思慮のほどが察せ
られる。
ルネサンスからバロックへという音楽史の「曲がり角」を後世から振り返ると初期バロッ
ク音楽の新鮮さに目を奪われ、17 世紀初めの作曲家理論家たちが新しい様式に飛びつい
たという印象にとらわれがちである。しかし、彼らは、ルネサンスの伝統を脱ぎ捨てたわ
けではない。それどころか、むしろ、そこから出発したというのが事実だろう。苦労しな
がらもそれぞれの流儀で「曲がり角」を曲がったことが、当時の通奏低音理論書からうか
がえる。理論からの逸脱をあえて侵そうとする実作品より、理論書のほうにその苦労が見
え隠れする。その中でビアンチャルディは、周到な考えによって伝統と新しい語法の折り
合いを見出して、曲がり角を賢く曲がったと言えるだろう。この著作は、すぐれて実践的
であることによって、現代の奏者にも有益だが、歴史の文脈の中に置くことによって、そ
の意味合いは一段と深まるに違いない。

註：
1 東川 2008:ⅰ-ⅲ 津上英輔による序。 Smith 2011:160。
2 リュート属の楽器名については、本学講師水戸茂雄氏のご教示を得た。
3 インタヴォラトゥーラとスコアでの演奏については、大岩 2011。
4 現代の楽典では、度数だけでなく完全、長短などにより音程を特定するが、当時、4 度、
5 度、8 度は、それだけで完全音程を意味した（譜例３に示したように増減音程はあく
まで false）。本稿でも完全 4 度、5 度、8 度は原則として「完全」を冠せず度数のみで
示した。
5 Billeter 1977 所収 Bianciardi の作品（Ricercar 6 曲、Fantasia 3 曲）中、短 6 度に 4 度が
加わった 6/4 の例は 11 例。
6 譜例１０の第 13 小節、第 1 拍アルト g1 音の脱落が現代版 2 種（Haas, Navarre）とアー
ノルドの引用に見られる。
7 註 5 と同じ曲集中、7 度から長 6 度への進行のあと 4 度下行する例が 21 例、2 度下行す
る例が14 例。
8 原譜の譜例に誤りが見られる。2 度下 (un tono più basso) の移調例のうち第 11，12 旋法
の音符。

参考文献：
◯ビアンチャルディ 「簡潔な規則」
ファクシミリ http://bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=2317
（閲覧日 2019 年 2 月 9 日）
現代版 翻訳版：
Haas,Robert.
1929

Das Generalbassflugblatt Francesco Bianciardis. Festschrift für J. Wolf, 48-56.
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Lang,Bernhard.

2004 http://www.Bassus_generalis.org/bianciardi/bianciardi.html（閲覧日2019年1月5日）
.
Navarre,Jean-Philippe.
1996

Ars musices ivxta consignationes variorum scriptorium (Cerf).

中山 , 真一 .
2002 すべての楽器のための通奏低音上達のための規則概論 .
◯ 16 世紀 17 世紀の資料 ( 本文中に引用したファクシミリ版はすべて IMSLP)
Agazzari,Agostino.
1607 Del sonare sopra ’l basso con tutti li stromenti. (R 1969).
Banchieri,Adriano.
1611 Organo suonario. (R 1978).
Frescobaldi,Girolamo.

1637 Toccate e partite libro primo. (R 1980).
Luzzaschi,Luzzasco.

1601 Madrigali per cantare et sonare. (R 1980).
Penna,Lorenzo.
1672 Li primi albori musicali. (R 1969).
Sabbatini,Galeazzo.

1628 Regola facile e breve per sonare sopra il basso continuo.
Zarlino,Gioseffo.
1558

Istitutioni harmoniche. (R 1965).
英訳 第 3 部 1968 The Art of Counterpoint. (by Marco & Palisca).
英訳 第 4 部 1983 On the Modes. (by Cohen).

◯ 20世紀以降の資料
Arnold,Franck Thomas.
1965

The Art of Accompaniment from a Thorough-bass as practised in the 17th &
18th Centuries.
Billeter,Bernhard.
1977 F.Bianciardi & C.Porta Keyboard Compositions. (CEKM 41).
Smith,Anne.
2011 The Performance of 16th-Century Music.
Williams,Peter.

1984

Continuo. The New Grove Dictionary.Vol.4,p.685-699.
邦訳 1994 ニューグローヴ世界音楽大事典 第 11 巻「通奏低音」関根敏子 p.72-82.
大愛 , 崇晴 .
2002

ジョゼッフォ・ザルリーノにおける数学的音楽観と情念の言語としての音楽 . 美學 .
Vol.209, p.57-70.
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大岩 , みどり .
2011 楽譜と演奏をめぐる一考察：なぜフレスコバルディは《トッカータ集》に高額な銅板
印刷を、他の作品には 4 声部の総譜を用いたのか？. オルガン研究 . Vol.39,p.17-28.
桒形 , 亜樹子 .
2010 ソルミゼーション入門・実践講座 . アントレ . No.221,222.
東川 , 清一 .
2008 対位法の変動・新音楽の胎動 . 春秋社 .
野村 , 満男；野村 , 敬喬；柴田 , 雄康；久保田 , 彰 .
2013 チェンバロ クラヴィコード用語集 . 東京コレギウム .
坂 , 由理 .
2006 L. ペンナ『音楽の曙』
における通奏低音奏法 . 聖グレゴリオの家研究論集 .Vol.2,p.51-69.
2015 G. サッバティーニ「通奏低音のための平易で簡潔な規則」. 伝統と創造 .Vol.5,p.1-14.
平尾 , 雅子 .
2010 オルティス変奏論 . アルテスパブリッシング .
渡邊 , 順生 .
2000 チェンバロ・フォルテピアノ . 東京書籍 .

This study discusses F.Bianciardi’s treatise, Breve Regola per imparar' a sonare

sopra il basso (Siena: D.Falcini, 1607), the first publication to use “sopra il basso” in its
title. Falcini issued Agazzari’s famous continuo treatise one month later. Interestingly,

Bianciardi’s treatise is printed on a single large folio. This unusual format suggests that
the treatise could have been hung on a wall or flattened out on a tabletop.

Although Bianciardi stands in the theoretical tradition of Zarlino, his work is based

more on musical practice. His description of continuo is brief, but it is instructive even
for modern players. Of special interest are his treatment of doubling notes, avoiding
consecutive 8ves and 5ths, and voice leading.

（本学付属民族音楽研究所講師
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インドネシア国立芸術大学スラカルタ校に於ける、
ジャワガムラン初・中級課程のボナン・バルン奏の
楽曲解釈および奏法教授に関する報告と考察
A Report and Consideration on Musical Interpretation and Teaching Method of
Bonang Barung for the Beginners and Intermediate Courses of Javanese Gamelan
at the Indonesian Institute of the Arts, Surakarta
樋口文子 HIGUCHI Fumiko

2018 年 8 月、筆者はインドネシア国立芸術大学スラカルタ校（通称 ISI Solo）を訪ね、あ

る舞踊伴奏組曲の楽曲解釈と、ボナン・バルンの奏法について伺った。その組曲は 3 年前
に本学の短期留学プログラムとして催行されたジャワ研修での課題演目だったものだ。当時
の受講生は初級過程履修者で、教官は工夫して比較的易しい奏法を教授してくださった。
それから 3 年が経ち、本年度は中級過程で学ぶ彼らが再びその課題を学習することになっ
たため、楽曲解釈や奏法についてあらためて伺ったのである。その内容は、前回教えてい
ただいた奏法の意味を含め、ジャワガムランの本質に触れる重要な要素が詰まった興味深
いもので、大変感銘を受けた。今回は具体的に奏法例を示しながら、考察を交えて内容を
報告する。
キーワード : ジャワ Java、ガムラン Gamelan、ボナン Bonang

１．はじめに
2018 年 8 月、筆者はインドネシア国立芸術大学スラカルタ校で主に楽曲解釈に関わる
クラスを担当されているスラジ・スマルト Bp. Suraji Sumarto 氏を訪ねた。舞踊演目「ボ
ンダン Bondhan」伴奏組曲各曲の、楽曲解釈やボナン・バルン（楽器の固有名称。ボナ
ンと略す。主に基本の旋律を装飾する。）の奏法について、3 年前に学んだ初心者用の内
容を中級者のために掘り下げるためである。スラジ氏は「一度奏法や解釈を学んだあとに、
バリエーションやより高度な技法、さまざまな解釈を学ぶことこそ、ジャワガムラン習得
の重要な鍵である」と言って訪問を喜んで下さった。
舞踊「ボンダン」伴奏組曲は、小曲が連なった 12分程度の作品だが、形式の異なる 3
曲から成り、それぞれが多様に解釈でき、多くの技法が学べる格好の教材である。今回ス
ラジ氏の教えによりそのことに気付き、ジャワガムランの深淵さにも触れて感銘を受けた。
以下に楽譜と、行ごとにその内容を記していく。
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楽譜
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２. 各曲におけるボナン・バルン奏と楽曲解釈および考察
以下に 2014 年と 2017 年に教授していただいた主な内容と進行等の説明、考察を記す。
なお、基本的な奏法については、別稿 [ 樋口 2016: 15-28] を参照されたい。また、具体的
な技法例を本文の最後に専用フォントによる数字譜で記載する。

２.１.Ayak-ayakan, sl. mnyr.

a）前奏部分にあたる。2014 年、2017 年ともボナンは演奏しない。
b）2014 年：4ゴトロ gatra（小節のような単位。4 つの数字が 1 ゴトロである。
）ともグン

ビャン gembyang （オクターブ奏の一種）
。速さの段階 1 はイラマ・ランチャル irama
lancar。
2017 年：3 ゴトロ目まで 2014 年と同じ。4ゴトロ目は速さの段階をイラマ Ⅰ に切りかえ、
ゴトロの最終音セレ Selah をより重要視した技法ミピル・ロンボ・ルンパタン mipil
lombo lumpatan（技法例１）。
c） 2014 年：2 ゴトロ目までイラマ Ⅰ でミピル・ロンボ（骨格旋律バルンガン Balungan を
単純に分割する技法）、3 ゴトロ目からイラマ Ⅱ でミピル・ロンボを 2 回繰り返す技法
ミピル・ランカップ rangkep。
2017 年：2 ゴトロ目までイラマ Ⅰ、ミピル・ロンボ・ルンパタン（技法例１）、3ゴトロ目
はイラマ Ⅱ、2 のドゥドゥ nduduk・グンビャン（オクターブ奏の一種）。
考察：2014 年は、バルンガンが 1 ゴトロ全てに音がある（バルンガン・ムラク mlaku
と呼ばれる）場合はよりバルンガンに忠実で初心者に演奏し易い、ルンパタンを使わ
ないミピル奏で演奏させている。2017 年は長老で ISI Solo の特別教官でもあるヤディ
氏 Bp.Yadi の解釈に従い、弦楽器ルバブ Rebab のラグ lagu すなわち楽曲解釈による
メロディーを邪魔しないよう配慮する奏法を紹介していただいた。この曲はワヤン
Wayang 伴奏曲に分類され、王宮様式のワヤン伴奏ではボナンを使用しない。つまり
ボナン奏者は比較的新しいことに取り組むわけである。ヤディ氏は、そのためこの曲
は特に解釈に気を使って演奏すべきであると話したという。
d）2014 年 : 以降イラマ Ⅱ、1 ゴトロ目はミピル・ランカップ、2 ゴトロ目は 1 を経過して
低い 6 に向かうミピル・ランカップ・ルンパタン（技法例２）
2017 年 : 以降イラマ Ⅱ、1 ゴトロ目は 2 のドゥドゥ・グンビャン、2 ゴトロ目は 2014
年と同じ。
e）2014 年：最初の 2 ゴトロは低い 3 を経由して低い 6 に向かうミピル・ランカップ・ル
ンパタン（技法例３）、3 ゴトロ目は 3 のドゥドゥ・グンビャン、4 ゴトロ目はミピル・
ランカップ。
2017 年：最初の 2 ゴトロは低い 6 のセレのみを意識したミピル・ラ ンカップ・ルンパ
タンを採用し、3 ゴトロ目は 2014 年と同じ。4 ゴトロ目はセレ 2 に向かうミピル・ラ
ンカップ・ルンパタン（技法例４）
f）この部分は使わない場合が多いが、2017 年に確認した。
1、2 ゴトロ目は 2、3 ゴトロ目は 3 のドゥドゥ・グンビャン、4 ゴトロ目は 1 に向かう
ミピル・ランカップ・ルンパタン（技法例５）。
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g）2014 年、2017 年とも、1 ゴトロ目前半は 1 のグンビャン、後半はミピル・ランカップ、

2 ゴトロ目は低い 6 へ向かうミピル・ランカップ・ルンパタン（技法例２あるいは６）。
h）この部分は f ）
から曲の終了フレーズであるスウォ suwuk（楽譜上には swk と記載）の
部分に移行するバルンガンで、セレ 1 から移行するのにスムーズな音運びのバルンガ
ンが施されている。2017 年に念のためうかがったところ、1 ゴトロ目は１に向かうミ
ピル・ランカップ・ルンパタン（技法例５）、2 ゴトロ目は低い 6 へのミピル・ランカッ
プ・ルンパタン（技法例２あるいは６）。

２.２.Ldr.Ginonjing, sl. mnyr.

i） 前奏部分。ボナン・バルンが担当する。冒頭部分は多くの場合バルンガン譜とは違う
弾き方をする（技法例７）。2014、2017 年とも同じ。
j）
〜k）この部分は繰り返さない。
2014 年 : ドゥドゥ・グンビャンを半ゴトロごとに行う。
2017 年 : k）行2ゴトロ目までソロのミピル・ロンボ・ルンパタン（技法例８）
。以降は
2014 年と同じ。
k）行 3ゴトロ目つまり第 3 クノン Kenong 後から太鼓がチブロン Ciblon に移行して
舞踊の具体的な振り（この場合は女性舞踊ガンビョン Gambyong に準じたもの）を提
示するのに伴い、k）行最後のゴトロに 2 に向かう装飾旋律スカラン sekaran を配する。
考察：これは舞踊に入る前の部分で、ISI Solo で使われている楽譜集 2 にこの部分の
バルンガンがないことから、このあとの m）
〜 n）のメロディーを元にこの演目のため
にアレンジされたものと推測できる。舞踊家は前曲 Ayak-ayakan で入場し、座して
準備を整え本編の舞踊が始まるのを待っている。この、舞踊が始まるまでの部分に、
バルンガンをニバニ nibani ( すべてのゴトロの 1、3 拍目に音がないタイプ ) にアレン
ジしたバルンガンを添えたと考えられるのである。実はこの曲に繋げて演奏するグン
ディン Gendhing 形式の曲 3 があるのだが、その曲はバルンガンがニバニの曲で、ジョ
グジャカルタ様式の楽曲を真似てソロ王宮で作られたものだそうだ。2014 年の研修時
には、サルノ氏（Bp.Sarno）が指導を担当されたが、この部分は「ジョグジャカルタ
様式の奏法を用いて、ドゥドゥ・グンビャンで演奏すればよい」とだけおっしゃった。
この奏法は比較的単純で初心者に演奏しやすい。しかしサルノ氏はこの奏法を、妥協
でなく豊富な知識と粋な「解釈」によって導き出し、初心者向けに「選んだ」のであった。
ここでとても大事なことは、この奏法を上級者やプロ演奏家が上記の理由で相応し
いと判断して選ぶことも十分にあるということだ。単純な奏法イコール初心者用のメ
ソッドというわけではないのである。課題曲も、初心者クラスで扱う曲が初心者用の
易しい曲ではない。ほぼ全ての曲が練習曲でなくれっきとした王宮の古典曲なのであ
る。これは西洋音楽と違う点であろう。教官のセンスでどのようなアレンジでどの奏
法を選んで教えるか、が重要なのである。またジャワガムラン演奏者はどの奏法、技
法が「相応しいか」を都度選んで演奏することが重要なのである。
一方スラジ氏は、技法が複雑なミピル・ルンパタン奏の導入にも良い教材であると
言い、具体的な技法例を示してくださった。ソロ様式でボナン・バルンを演奏するた
めには習得しておくべき奏法である。この部分は分量として少なく、初心者への導入
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に適していると言える。
m）
〜n）イラマ Ⅰ の繰り返しから Ⅱ そして Ⅲ に移行する部分で、2 行がひとつのサイクル
である。イラマ Ⅰ では、チブロンを用いて 4 回繰り返されるが、2014 年、2017 年とも、
ボナンは奇数ゴトロ目にインバル imbal（ 2 台の大小ボナンが 4 つの音を交互に奏し
て繰り返す技法）、偶数ゴトロ目にスカランを配した。なおインバルはマニュロに「3
と 6」を取り混ぜるが、2014 年には直後のゴトロのセレが 6 である場合すなわち m ）
行 3 ゴトロ目と n ）行 3 ゴトロ目に「3 と 6」を、2017 年は、奇数ゴトロのセレが 6 で
ある n）
行 3 ゴトロ目のみ「3 と 6」を採用。異なる指針により「3 と 6」を採用している。
また、この曲がより大きな形式の曲を縮小したような構造になっていることから、
応用として 1 ゴトロの前半にインバル、後半に短いスカランを配すのもふさわしいと
のことだ。
そして 5 周目の m）
行 2ゴトロが終わったところで太鼓がチブロンからクンダン・ドゥ
ア Kendhang dua（KdⅡ と略す）と呼ばれる大小ふたつの太鼓による奏法に移行する。
以降ミピル奏となるが、m ）行 3 ゴトロ目の速さはイラマ Ⅰ で、2014 年はミピル・ロンボ、
2017年はミピル・ロンボ・ルンパタン（技法例８）
。m）
行 4 ゴトロ目からイラマ Ⅱとなり
2014 年、2017 年とも m）
行4ゴトロ目は 1 を経由して低い 6 へ向かうミピル・ランカップ・
ルンパタン（技法例２）。n）は 2014 年には全て中音域でミピル・ランカップ。2017 年
には 1ゴトロ目は 1、2 ゴトロ目は低い 6 へ、4 ゴトロ目は 2 へ向かうミピル・ランカップ・
ルンパタン（技法例６・２・４）、3ゴトロ目は前半に 3、後半に 6 のドゥドゥ・グンビャ
ン。5 周目の最後に曲の速さはイラマ Ⅱ の倍に遅くなり、イラマ Ⅲ となる。
考察：前半のイラマ Ⅰ 部分は、それぞれに根拠のあるインバル音の選び方が全く違い
興味深い。イラマ Ⅱ 部分は、2014 年サルノ氏は ２.１Ayak-ayakan で使った低い 6 に
向かうミピル・ランカップ・ルンパタン以外は全てミピル・ランカップに統一し簡略
化した。これはジャワ研修の期間が短くルンパタンの練習が十分に取れないことや、
この部分は大きなテンポの変化もあるため、初心者を混乱させることを避け、まず太
鼓の指示の通りにテンポを変化させられることを優先した。これは中級クラスの試験
では減点されるパターンであり、実際にサルノ氏より慣れたらルンパタンで演奏させ
るよう指示があった。
p）ここから 4 行すなわち 16 ゴトロが 1 つのサイクルであり、速さの段階はイラマ Ⅲ で
ある。今回の演目ではこの部分を 2 回繰り返す。ラドラン Ladrang 形式でイラマ Ⅲ
のバルンガンが 16 ゴトロのサイクルになっている場合は、基本としてゴトロの前半
にインバル、後半にセレ音に向かうスカランを配す。2014 年は p）行の最初から次の
ようにインバル・スカランを配した：「3 と 6」スカラン 6、「1 と 3」スカラン 3、「3
と 6」スカラン 6、「1 と 3」スカラン 2 。
また 2017年はミピル・ロンボとドゥドゥ・グンビャンを用いた（技法例９）。この場合、
次の奏法を先取りして 4 ゴトロ目の後半にスカラン 2 を配しても良い。
考察：p）行はラドラン形式の第 1 クノンガン 4 kenongan にあたり、テンポがイラマ Ⅲ

に変化した直後はボナン演奏上のルールがある。グンディン形式の場合もそうだが、
太鼓奏者が以前にチブロン以外の太鼓を使い、その後チブロンに移行して「アンカタ
ン angkatan・チブロン」という技法でテンポを変化させてイラマ Ⅲ にした場合、ゴ
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ング Gong のあとボナンはすぐにインバル・スカラン奏に移行せず、最初の区切り（こ
の場合は第 1 クノン）までミピル・ロンボ（あるいはランカップ）・ルンパタンを通
常の倍に遅くして演奏するというものだ。しかし舞踊の伴奏として演奏する場合は、
ゴング直後からすぐに華やかなインバルとスカランの組み合わせに切り替えて良いと
いう解釈があり、2014 年サルノ氏はこれを採用した。
q）2014年、2017年とも、2、3ゴトロ目にインバル「1 と 3」
、
１、4 ゴトロ目に「3 と 6」
、各ゴトロ
の後半はセレ音に向かうスカランを配す。
r） 2014 年は 1、2、3 ゴトロ目に「1 と 3」、4 ゴトロ目に「3 と 6」、各ゴトロの後半は
セレ音に向かうスカランを配す。2017 年は解釈が加わり、スラジ氏はルバブの解釈に
従い 1、2 ゴトロ目に「アユ・クニン Ayu kuning」と呼ばれるチェンコ cengkok（解釈に
基づくひとつのフレーズ）に準じた奏法を採用した（技法例 10）。3 ゴトロ目は 2014
年と同じ。4ゴトロ目はこの曲特有の解釈がありルバブのラグが高い 1 に向かうため、
ボナンはこれに沿って高い 1 の音を示す特殊なスカランを 1 ゴトロにわたって配した
（技法例 11）。
s）2014 年は 2 ゴトロ目前半のみ「3 と 6」
、ほかは「1 と 3」
、4 ゴトロ目以外は各セレに向
かうスカランを配し、4 ゴトロ目はゴングにふさわしく 2 に向かう長いスカランを配す
（技法例 12）
。2017 年は更に細かい解釈が加わり、最初の 2 ゴトロを大きな 1 つのラグ
と捉えてスカランを配さず 1 ゴトロ目は全て「１と３」
、2 ゴトロ目は「3 と 6」とスカ
ラン 6。3ゴトロ目はセレが 3 であるが、ルバブやゲロン Gerong（男性の斉唱パート）
のラグが 6 を経過しているため、セレに短い 6 のスカランを配した（技法例 13）
。ボナ
ンのこの技法はチェンコ「プトゥ・グル Putut gelut」を演奏する際と同じである。4 ゴ
トロ目は 2014 年と同じ。なお 2 周目の４ゴトロ目は曲を終息させる太鼓の技法に沿っ
て、2014 年、2017 年ともミピル・ロンボ・ルンパタンを通常の倍に遅く演奏する（技
法例 11）
。

２.３.Ledhung-ledhung, sl. mnyr.

民間に伝わる子守唄をアレンジした曲である。最後の音を退場曲 Ayak-ayakan 開始音に
つなげるため本来のセレ低い 6 を 2 に変更し、バルンガンを 2132 に変えてある。
t） 前奏部分。通常は女性の独唱にチブロンが加わる。ボナンは演奏しない。
u）ここからイラマ Ⅱ で演奏する。2014 年、2017 年とも、1、2、3 ゴトロの前半に「1 と 3」、
4ゴトロ目のみ「3 と 6」で後半にセレへ向かうスカランを配す。
v）2014 年 :「1 と 3」とスカラン 3、1 を経過して低い 6 に向かうミピル・ランカップ・
ルンパタン（技法例２）。
2017 年 : 2014 年と同じだが、太鼓が Ayak-ayakan の前奏を演奏するゴング Gong 直
前に、ゴング音への誘導として 2 のグンビャンを演奏する（技法例 13）。
曲が繋がり、前曲のゴング音が次の曲の開始音と異なる場合、あくまでもまず本来
のセレに向かい、必 要に応じて変化させる。余談だがマンクヌガラン王宮ではこのよ
うな場合、ゴングまでを前曲の通りに演奏すると決められている。グループによりさ
まざまな手法がある。
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３. おわりに
ISI Solo のように、カリキュラムが組まれたガムラン教育の環境下において、学生のガ
ムラン習得における教官が理想とする手順は、初歩の段階で習得したことを進級する過程
で徐々に「更新」してさまざまな解釈を学び、その解釈ごとにより高度な技法を習得して
いくというものだ。
これは教官が、課題ごとに自らが持っている膨大な知識のなかから「そのクラスの力量に
合わせて奏法を選び出し伝授」するというジャワガムラン独特の教授法による。
「初級用に
作られた易しい曲」というものがないガムランの世界では、アレンジによってはとても難
易度が高くなる曲が初級クラスの課題曲になることも珍しくない。初級クラスの試験で教
官から教えられてマルが付いた奏法や技法が、上級クラスでは減点になり、学生が混乱す
ることがあるが、これは初級クラスの先生が教えたことが違っていたのではなく、習得過
程で更新を求められているということなのである。逆に、教官が選ぶ奏法にはそれぞれに
選ぶ理由や意味合いがあり、単純なものが初級用ということではない。初級過程で教授さ
れた単純な技法が、のちに最もその曲にふさわしいと判断できることもあるのだ。
上記から、ジャワガムランを学ぶ者は、その時々に得た奏法や解釈を十分に味わい吟味
して、つまりそれぞれの奏法や技法、解釈がどのような理由、背景によって選択されたの
か（これが非常に重要である）を確認し、それらを順に使いこなして演奏の幅を広げてい
くべきである。理由に基づくさまざまな引き出しを持つことが、より素晴らしい演奏につ
ながっていく。選んだ奏法がその日の演奏の場にふさわしいかどうか、曲の持つ特徴や背
景にふさわしいかどうか、そして指示されたアレンジにふさわしいかどうかなども、ジャ
ワガムランにおいては演奏家の責任で判断する必要があるのだ。
そしてジャワガムランを教える者は、課題とする楽曲の特徴や背景、演奏される状況
などから奏法を吟味し、学生の力量を見てどの解釈によって何を教授すべきかを都度見
極める能力を持たなければならない。本学で同じ課題演目を初級、中級者に教える経験
から、今回、筆者はジャワガムランの演奏形態ならではの奥深い魅力を再発見した。と
同時にその魅力が十分に発揮されるために、奏法、技法だけでなく楽曲の背景や解釈に
関する知識も本当に重要であることを再認識した。ISI Solo に、曲ごとにそのような情
報を記したものは未だ存在しない。なぜなら本来それは演奏家にとって個の財産であり
広く公開すべきものではなかったからだ。教育機関である ISI でさえ、それぞれの教官
が、研究したもの、上の世代から伝承されたものを、個別に学生に伝えている状態である。
他の伝統芸能と同様に、伝統音楽ガムランも経済発展の影響で演奏の機会が減り、伝承
に滞りが見られはじめている昨今、徐々に楽曲解釈を記録する動きが出てくるかもしれ
ないと考えている。長い間門外不出であったスラカルタ王宮の楽曲が、1970 年代に全て
記録され学生のために公開されたように。

21

伝統と創造 Vol.8

註：
1 ジャワガムランの速さは、基本の骨格旋律バルンガン Balungan 1 拍に対し、バルン
ガンを細かく刻む役割を持つ楽器プキン Peking が何回打つかによって段階が決ま
る。イラマ・ランチャルはバルンガンとプキンが 1:1、イラマ Ⅰ は 1:2、イラマ Ⅱ は 1:4、
イラマ Ⅲ は 1:8 である。イラマ・ランチャルから順にバルンガンのテンポは遅くなる。
2『DATA-DATA BALUNGAN GENDING-GENDING GAYA SURAKARTA』。スラカ
ルタ王宮博物館および、王宮関係者が設立したラジャ Radya 博物館の資料と、王宮付
演奏家の長老ムロヨウィドド Bp. R. L. Mloyowidodo 氏の記憶を元に、当時知りうる
限りのガムラン伝統曲を編纂したバルンガン集。ASKI（現在の ISI Solo）より 1976 年
に発行された。
3 Gd. Giwang Gonjing, kt. 2 kr. sl.mnyr.
4 ゴング拍直後から最初のクノン拍までのこと。
参考文献：
樋口 , 文子 . 木村 , 佳代 .
2015
インドネシア国立芸術大学スラカルタ校におけるガムラン研修（合奏授業および
個人レッスン）
同行報告 . 東京音楽大学付属民族音楽研究所研究紀要 . Vol.4, p.1-14.
樋口 , 文子 .
2016
インドネシア中部ジャワ、スラカルタ様式のガムラン音楽に於ける、ボナンの基
本奏法について . 東京音楽大学付属民族音楽研究所研究紀要 . Vol.5, p.15-28.

22

伝統と創造 Vol.8

The author visited the Indonesian Institute of the Arts, Surakarta in August 2018,

and asked about musical interpretations and playing methods for Bonang Barung in

a suite of accompaniments for dance. It was an assignment for our short study tour
in Indonesia held three years ago. Its participants were students who completed the

beginner level, and the instructor taught them a relatively easier playing method.
After three years since then, they are now in the intermediate level this year. To teach
them the same piece again, I wanted to refresh my knowledge of its interpretation

and playing methods. My lessons in 2018 unexpectedly gave me deeper insights into

Javanese gamelan music. The author will report and discuss the interesting points in
the lessons with some examples of playing methods.

（樋口文子：本学講師
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沖縄インド人コミュニティーの宗教歌謡
— 旋律構造（その二 ）—
Religious songs of the Indian community in Okinawa:
Melodic structure - II
小日向英俊
KOBINATA Hidetoshi
沖縄では、インド人コミュニティーが定期的な宗教集会で宗教歌謡を歌う。これらは、大き
く朗唱的曲種と歌謡（バジャン）に分けられる。後者の大半は音頭一同形式だが、斉唱形
式も存在する。本研究ノートでは、2015 年 3 月のフィールド調査で得た 19 曲の使用音など

を分析した前稿 1 を補い、そこでは扱わなかった 10 曲について、親音階（タート）、音域の
観点から分析する。
以下に分析結果を示す。1. 北インド芸術音楽の基本音階ビラーワル・タートとバイラヴィー・

タート、およびアーサーヴァリー・タートと近似音階が多い。2. バジャンの集会の歌謡は、必
ず歌われる固定曲と状況に応じて選択される選択曲から構成される。
次稿では、歌詞やその他の観点から分析を行う予定である。
キーワード：沖縄 Okinawa、インド人コミュニティー Indian community

宗教歌謡 Religious songs、旋律構造 Melodic structure、分析 Analysis

１．はじめに
１-１. 問題の所在
沖縄県内にはインド人コミュニティーがあり、毎週 20 名程度が宗教施設に集い宗教歌
謡を歌う。インドでは一般に、男性が歌うとされる「バジャン（賛歌）bhajan」2 に相当す
る。筆者はすでに、このコミュニティーの概要、集会に使う宗教的施設について、その
成立経緯と歴史、宗教上の特性および集会の概要について、ヒンドゥー教とスィク教の
習合的様相を示すことを報告し、彼らの宗教歌謡の一部について、旋律的要素をマクロ
的視点から分析した 3。
本稿では、このバジャンの会 4 で演唱される歌謡のうち、先の分析では扱わなかった
記録に当たり、その音楽的要素を引きつづき分析する 5。彼らの故地での音楽実践を対象
とする今後の研究のための、基礎資料整備の意味を持つ。
１-２. インドの宗教歌謡
本研究で扱う集会では、専門音楽家ではない参加者が歌唱を担当する。作曲者による
「固定された」旋律が存在していても、その「模範演奏」を録音物などで取得した後は
歌詞のみを記したノートを参照しながら、または記憶した歌詞に基づいて歌う伝統であ
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る。儀礼の現場では、先唱者に続いて一同で歌う音頭一同形式や、斉唱の形で歌う。旋
律への着目から、これらの歌謡が他の地域の宗教歌謡や古典声楽とどのように相違する
かを考察し、構造を把握して基礎資料を得ることが重要と考えられる。
また、「ラーガ（旋律法）はインド音楽の重要な要素である」との説明についても、
いわゆる古典音楽ではない宗教歌謡でこれがどのように扱われているかも、大きなテー
マの一つである。本稿でも、ラーガの分類のための音階にも着目した。

２. 本論
２.１. バジャンの会の楽曲
バジャンの会で旋律的要素を伴って歌われるものには、1) 朗唱と、2) 歌謡の二種があ
ることは前稿で指摘した。前者は、サンスクリット語の詩節（シュローカ śloka）に音
の高低で抑揚を付けて演唱するもの、後者はサンスクリット語、ヒンディー語、スィン
ディー語などの歌詞に旋律が付けられた歌である。ここでは、これらの楽曲が配置され
る儀礼を概観するために、前稿の儀礼と比較しながら、曲構成を追ってみよう。
参集者は前回と同様にインド人のみ。参集者はアナウンスされている開始時刻までに
到着し、それぞれ男性領域と女性領域に座る。女性はショール、男性はハンカチーフや
タオルで、自らの髪の毛を隠して儀礼に参加する。この日の集会には、女性 7 名、男性
11 名ほどが参集した。集会の大きな流れは、1. 供物供養、2. 聖句朗唱、3. バジャン、4.
アールティー 6、5. 聖水の儀式、6. スィク教経典、および 7. 終了の儀で前回のとおりで
ある 7。
本稿は、「3 バジャン」から「5 聖水の儀式」、および「7 終了の儀」の奏演を、旋律的
側面から分析するものである。
２.２. 奏演楽曲の全体像の比較
まず、バジャン、アールティー、および聖水の儀式とそれに付随して当日 8 に歌われた
全曲目 19 曲を整理・確認し、各曲の演奏順、演奏時間、奏演者の区分、歌詞冒頭 9、形
式などを表 1 にまとめる。前稿と同様、バジャン 15 曲（##01 〜 ##15）、アールティー 2
曲（##16 〜 ##17）、聖水の儀式 1 曲（##18）、および終了時の歌 1 曲（##19）が認められ
た。後にも触れるが、バジャンの最初から 4 曲（##01 〜 ##04）と、最後の 2 曲（##14 〜
##15）が各回での共通曲のようである。また、##18 と ##19 の間には、スィク教的儀礼
として、スィク教聖典『グルー・グラント・サーヒブ』の朗読・朗唱が挟まれた。
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表１：バジャン、アールティー、その他の曲目 *
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* 本表では、前稿の表２では省略していた朗読・朗唱部（「朗」と表記）の時間
も表示した。
** 筆者の録音による歌い出し点を 0 秒とし、一連の奏演の音響が断絶した点ま
での時間。データの精査により、[小日向 2018:44] 記載の時間データや歌詞
の歌い出し部の一部を正しいものに更新している。
***先唱者=L、斉唱 =C、男声=M、女声 =F、混声 =Aと表記し、前 2者の役割と
男声、女声、混声 3 種を組み合わせて示した。また異なる先唱者を、M1、M2
などと下付き数字で示した。
*#同じ旋律の場合には「●」、異なる場合は「×」。
**#セット A の旋律は単独聴取では不鮮明だったが、セット B と比較すること
で同一旋律を歌おうと意図していることが感じられる。
***#セット A #06 と #14 の先唱者 (M 3 ) は、精査の結果 M 1 であると判明した
ため、以後 M3 を欠番とする。セット A# 13 の先唱者 (M1) は、精査の結果 M6
であると判明した。
****#セット A# 08 の先唱者 (M5) は、精査の結果 M2 であると判明した。

両日のバジャンの部を確認すると、一定の形式感があることがわかる。まず 3 種の朗読・
朗唱で開始した後、#01 〜 #04（##01〜##04）は常に歌の間に朗読・朗唱が挟まれる。こ
の 4 曲はバジャンの部の前半を構成する「固定曲」であるようだ。これについては後に扱う。
また、このような「固定曲」は、バジャンの終了部に #14 〜 #15（##14 〜 ##15）の 2 曲が
現れる。これらの開始部と終了部の計 6 曲が、どのバジャンの会でも歌われる曲である可
能性が高くなる。今後の調査で確認したい。
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これら 2 つの「固定曲」群に挟まれた #05 〜 #13（##05 〜 ##13）は男性 M5 が歌った
#09（##09）を除き、回により異なる旋律が選択されている。これらを総合すると、バジャ
ンの開始部と終了部は固定曲、その間にそれぞれの参加者に応じた曲が挿入される構造
であると推察される。また、アールティーの部と聖水の儀式に歌う計 3 曲（#16 〜 #18）も
同一旋律が歌われている。つまり、合計 9 曲（内 2 曲は 1 回ずつ繰り返し）
が、毎回歌われ
る固定曲であると見なせるだろう。中間の自由度の高い選択曲のプログラム化について
は、追加の確認が必要であろう。
歌の形式を確認すると、セット B のバジャンの部も、ほとんどの曲が音頭一同形式
（L ←→ C）であることがわかる。前稿で見たセット A と同様である（表１）。
男性 (M) と女性 (F) の役割を比較すると、朗唱・朗読は女性が担うとの認識があるこ
とが推察される。この点は、セット A とセット B 全体を対照させてみて明らかになった
点である。また、セット B のバジャン演奏の先唱者 (L) には女性 (F) がかなり含まれてい
る。これは、セット A との大きな違いである 10。いずれにしても、先唱する「音楽的な力」
を持つ参加者は全員というわけではなく、聴取した 2 例での合計は女性は 4人
（F1 〜 F4）
、
男性は 5人（M1、M2、M4 〜 M6）に止まる。その他の参加者は応唱に参加する者、または
手拍子だけで参加する者、あるいは聴くだけの者と、音楽演奏への参加の態度にはさま
ざまなレベルがある。ただ、先唱者の交代ルールは未解明の段階であり、今後さらに聞
き取りが必要であることは変わらない。
２.３. 分析
本稿は、バジャン 15 曲とその後の斉唱曲 4 曲の計 19 曲を対象とする。ただし、表１の
「異動」列に「●」で示されたセット A と同一旋律の 11 曲は、今回は対象とせずに、（省
略）と示した。音域、音階を確認するための、前稿への参照情報のみを記載した。ただし、
前稿では旋律が不鮮明として分析対象から外した 2 曲（#02 と #04）も ##02 と ##04 と同
一旋律と判明したため、今回の対象に含めた。よって、計 10 曲を対象とする。
２.３.１. 曲順と曲編成
さて、開始部の #01 と#03（##01 と##03）
、#02と #04（##02 と ##04）について見よう。
これらは各対が同一旋律である。つまり歌詞テキストは異なるが、間に朗読・朗唱も挟み
つつ、繰り返されることになる（表１）
。どのように考えたらよいのだろう。#01 と #02（##
01 と ##02）が一連の「同一曲」であり、これが 2 回繰り返されて #03 と #04（##03 と ##
04）として現れているとも考えたくなる。確かに音階としてもいずれもすべてナチュラル
音を使用するビラーワル・タート（表２）であり、旋律の動きも似ている。
ただ、これらの旋律で歌われる歌詞テキストはすべてが異なるものである。つまり、#
01 と #03 では旋律は同一だが、テキストは異なる。また #02と#04 でも同様である。これ
らが同一曲であるのか、または別々のテキストを常に同じ旋律に当てはめて演奏してい
るのかを検討する必要がある。テキストの構成、朗唱部と歌唱部の関係、また旋律と歌
詞の関係を詳細に検討する必要がある。現段階ではこれらについての資料に欠如がある
ため、この点は次稿に譲りたい。
一方、アールティー以後の斉唱曲 4 曲（#16〜#19 および ##16 〜 ##19）は、それぞれの
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歌詞と旋律が常に同一のペアとして固定されており、独立した曲と考えて良いだろう。歌
詞と旋律全体の採譜結果については、次稿以降に譲りたい。
また音域について見ると、中間部の選択曲には、12 半音以上で最大は 18半音に至り、
比較的広い音域の曲が配置されていることがわかる。特質すべきは、##10 の曲調が筆者
の経験に照らすと映画音楽の曲調のように感じられ、他の曲とは際だっていることである。
これについても、後の検証が必要であろう。また、##12 の旋律はラーガ・マールコーン
スの特徴を備えた曲で、リズムの面からも 16 拍のリズム周期に当てはめれば、そのまま
芸術歌曲として成立しうるものだと感じる。音域も装飾音も含めれば 18 半音となり、セッ
ト B の歌の中で最大の音域を持つ曲となる。
前稿までの分析に加えて、ここまでで以下の 3 点が明らかになった。
1. バジャンの部には、開始部と終了部に固定曲が存在する。
2. バジャンの部の中間部は、開催回により異なる曲目が選択される。この部分の曲選択
の基準については、今後の検証が必要である。
3. アールティーおよび聖水の儀式、GGS 朗読部を経たバジャンの会全体の終了曲は、固
定曲が歌われる。
２.３.２. 音域（最低音と最高音）
以下に各曲の音域を最低音と最高音とともに、使用音を示した 11。
## 01

Jina antare hare… （省略）
最高音 Sa
#01、#03、##03 と同じ旋律（[小日向 2018:45, 50] を参照）
最低音 Sa
4

## 02 Rangima…

譜例 01

最高音 Sa
最低音 Sa
4

実音：Sa ≒ g

音域 = 1 オクターヴ（12半音）

## 03 Jite nayeka he mera satguru （省略）
最高音 Sa
#01、#03、##01 と同じ旋律（[小日向 2018:45, 50] を参照）
最低音 Sa
4

## 04 Pauli satguru

譜例 02

最高音 Sa
最低音 Sa
4

実音：Sa ≒ f

音域 = 1 オクターヴ（12半音）
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## 05

Sad govind ke

譜例 03

最高音 Sa
最低音 Sa
4

実音：Sa ≒ e

## 06 Guru baba

音域 = 1 オクターヴ（12半音）
譜例 04

最高音 Ni
最低音 Pa
4

実音：Sa ≒ c #

## 07

Mitiya jo mat ko

音域 = 1 オクターヴ + 短 3 度（15半音）

譜例 05

最高音 Re
最低音 Ga
4

実音：Sa ≒ b♭

音域 = 短 7 度（10半音）

## 08 Darshi dikade guru dev 譜例 06
最高音 Re
最低音 Sa
4

実音：Sa ≒ a

音域 = 1 オクターヴ + 長 2 度（14半音）

## 09 Sat devo se pahere （省略）
最高音 Dha
#09 と同じ旋律（[小日向 2018:46] を参照）
最低音 Sa
## 10

Jaike naneka

譜例 07

最高音 Ma
最低音 Ni
4

4

実音：Sa ≒ b♭

音域 = 1 オクターヴ + 完全 4 度（17半音）
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## 11

Jutena chola

譜例 08

最高音 Pa
最低音 Pa
4

実音：Sa ≒ b

音域 = 1 オクターヴ

## 12 Rama charana suka

譜例 09

最高音 Ma
最低音 Dha
4

4

実音：Sa ≒ c #

## 13

音域 = 1 オクターヴ + 完全 5 度（18 半音）12

Hari onkara nama

譜例 10

最高音 Dha
最低音 Pa
4

実音：Sa ≒ g

## 14

Ah, jukujuku
最高音 Dha
最低音 Pa

音域 = 1 オクターヴ + 短 2 度（13半音）
（省略）
セットA の #14 と同じ旋律（[小日向 2018:47] を参照）

4

## 15

Ananda

（省略）

最高音 Ga
最低音 Ni

セットA の #15 と同じ旋律（[小日向 2018:47] を参照）

4

## 16 Oh jaya shiva omkara（省略）
最高音 Pa
最低音 Dha

セットA の #16 と同じ旋律（[小日向 2018:47] を参照）

4

## 17

## 18

Jarara jiva

最高音 Dha
最低音 Sa

Sakura toma
最高音 Ma
最低音 Ni

（省略）
セットA の #17 と同じ旋律（[小日向 2018:48] を参照）
（省略）
セット A の #18 と同じ旋律（[小日向 2018:48] を参照）

4
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## 19

Sabha satya nam
最高音 Sa
最低音 Sa

（省略）

4

セット A の #19 と同じ旋律（[小日向 2018:48] を参照）

２.３.３. 使用音
本項では使用音から、タート（親音階）との関係を考察する。表２は、各曲の使用音を基
にして、現代の北インド芸術音楽でラーガの分類に使うタートを判断したものである。
セット A とセット B の計 38 曲から重複曲 11 曲を除算した 27 曲は、北インドで全 10 種
あるタートのうち 3 種のタートが多くを占めることになる。つまり、ビラーワル = 7 曲（#
01、#02、#03、#04、#05、#07、#16）、バイラヴィー = 3 曲（#08、#10、#19）、カマージュ
= 2 曲（#06、##06）の計 12 曲である。
残りの 15 曲のタートは仮判定で、判定に必要な 7 音の構成音を満たさない。ただ、
ビラーワルと見られるものも数多く見られる。セット A にはなかったアーサーヴァ
リー・タートがセット B の選択曲に見られる。ただ、タートの下に分類される実際の
旋律の動きであるラーガについては、フレーズレベルでの分析が必要であるため、次
稿に譲りたい。
表２：使用音とタート
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* 譜例の Sa、Re などの音名の母音を省略したインドで標準的な表記法。[/] 内
は使用する両変化形、( ) 内は欠如する音、" " はタートにない音。
「=」は、左右
が同じ旋律（曲）
であることを示す。
**タート確定可能な音数 7 音に満たないもののみ、音数を記入。

３. 結語
本稿では、セット B の対象曲計 19 曲全曲のうちセット A との同曲を除く 8 曲と、前稿
では判明しなかったが今回旋律が判明した 2 曲を合わせて 10 曲を対象とした。
両セットを比較することで、全体の構造がより明らかになった。つまり、バジャンの部
の開始部と終了部には固定曲が歌われること。またその中間に歌う曲は開催回により異な
る曲が選択されていること。これに加え、アールティーの部以降、バジャンの会全体の終
了時までは、儀礼のための固定曲が歌われることである。
次稿以降では、歌詞と旋律の関係、さらにラーガとの関係、リズムについて分析を進める。

註：
1 以後、[小日向 2018] を「前稿」とする。
2 バジャンは、
「神の姿や徳を讃える歌謡」とされる [ 坂田 1976:414]。坂田は、南インドで
は男女で歌われるが北インドでは数名の男性により歌われることが通例であるとする。田
中は、北インド・ブラジュ地方の宗教歌謡サマージュ・ガーヤーンの研究で、歌唱に音響
的に参加するのは男性に限定されるとした [田中 2008:29]。また、ネパール・カトマンドゥー
市における寺田によるバジャン実践体験報告においても、男性がその担い手であるとして
いる [寺田 1989]。本研究ノートの対象コミュニティーは、西インドや現在のパーキスタン
地域に故地を持つが、音楽的にも女性が参加する例は、これらとは異なることになる。
3 小日向 2015、2016、2018。
4 本稿の対象となる宗教歌謡の中には、スィク教『グルー・グラント・サーヒブ Gurū Granth
Sāhib』由来のものも存在すると想像できるため、その場合は呼称としてキールタン
kīrtan がより適切かもしれない。しかし本稿では、集団で歌う宗教歌謡を便宜的に「バ

5
6
7
8

9

ジャン」の語で指示し、これを歌うために集まる集会を「バジャンの会」とする。因
みに、スィク教キールタンではハールモニアムによる旋律伴奏を伴うことが一般的だ
が、本稿の対象集会に旋律楽器は使用しない。
本稿では、2015 年 3月 16日（月）の集会を対象とする。一週間前の集会 [小日向 2018]
とほとんど同じ参加者が参集した。曲の選択は前者と一部が異なる。
ヒンドゥー教やジャイナ教で、神像の前で灯明を廻し神を称揚する儀式。
詳細については、[小日向 2018:43] を参照のこと。
以後の記述のために、前稿で扱った 3 月 9 日の一連の歌をセット A、本稿で対象とす
る 3 月 16 日のものをセット B とする。前者の歌番号は「#」、後者の歌番号には「##」
のプレフィクスを置く。
前稿と同様に、歌詞については未確認事項も多いため、IAST (International Alphabet
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of Sanskrit Transliteration) に従わない。後日、テキストを対象とする論考で正確に
表記する予定である。
10 セット A の分析 [ 小日向 2018] では、「全体的には男性の先唱者が優位を占める」と
したが、セット B につき定量的に見ると、そうではないことが分かる。聴取機会を
増やすとともに、男女の先導者の選択について、何らかの規範の有無について確定
できるはずである。
11 五線譜の下に併記した「Sa」、「Re」などは、北インド音楽での音名。丸括弧 ( ) で示
す音はその進行に何らかの規則性が見いだせるもの（前稿も参照）。
12 最上音 Ma(f) は、装飾音として現れるのみである。
参考文献：
小日向 , 英俊 .
2015 沖縄インド人コミュニティの音楽 .（日本音楽学会第66 回大会 [11月 15日、青山学院
大学 ] の口頭発表）（http://bit.ly/NOG2015kobinata で入手可能）.
2016 沖縄インド人コミュニティの音楽 . 伝統と創造 . Vol.5, pp.43-55.
（http://www.minken1975.com/publication/IE_B05201504.pdf
または http://id.nii.ac.jp/1300/00001087/ より入手可能）
2018 沖縄インド人コミュニティーの宗教歌謡 —旋律構造（その一）—. 伝統と創造 . Vol.7,
pp.41-54.（http://www.minken1975.com/publication/IE_B07201704.pdf または
http://id.nii.ac.jp/1300/00001176/ より入手可能）
田中 , 多佳子 .
2008 ヒンドゥー教徒の集団歌謡 — 神と人との連鎖構造 . 京都 .
寺田 , 鎮子 .
1989 ネパールでバジャンを習う. インド音楽研究 . Vol.1, pp.24-29.
坂田 , 貞二 .
1976 北インドのバジャン（讃歌）における方言とスタイルの使い分け. 印度學佛教學研究 .
Vol.25(1), pp.414-410.

This research note has a focus on the religious songs, sung by the Indian community in

Okinawa. They are classified into two categories: recitation and songs (bhajan). Majority
of the latter is sung in a call and response style with some exceptions sung in unison.

This paper analyses 19 pieces recorded in my field research conducted in 16 March 2015,
focusing on musical notes, scale (ṭhāṭ) and pitch extent, as well as on the rules of song

choice. However, 9 pieces analyzed in my previous research note won’t be repeated here.
It was found that starting and ending songs of bhajan assembly are always same, but
intermediate songs can be chosen in circumstances.

本研究は、2014 年度東京音楽大学付属民族音楽研究所フィールドワーク助成費を受けたものである。
（本学客員教授、音楽学）
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＜
＜ソプラノサクソフォンとジャワガムランのための「ウミウシ」＞
＞
の楽曲分析（1）
Analysis of UMIUSHI for
Soprano Saxophone and Javanese Gamelan Orchestra (1)

小出稚子 KOIDE Noriko
自作品＜
＜ソプラノサキソフォンとガムランのための「ウミウシ」
＞
＞の楽譜を掲載し、作曲者
の視点から作品分析を行った。
「ウミウシ」は 2012 年に作曲し、同年ガウデアムス国際音楽

週間（オランダ・ユトレヒト）にて初演された後、2013 年と 2017 年に改訂をした作品である。
楽譜は西洋記譜法を用いているが、ガムランのパート譜には各音に数字が書き込まれている。
この作品については『伝統と創造』Vol. 7（2017）内で短い解説を執筆したが、今回は過去

5 回の演奏機会を通して浮き彫りとなった作曲上の課題や反省点など、より具体的な内容に

ついて詳しく書きとめ楽譜も全編を公開する予定であるが、紙幅の制限により、今回は前
半部分のみの掲載となる。
キーワード：ガムラン Gamelan、現代音楽 Contemporary Music、
楽譜 Score、楽曲分析 Analysis

スコアではペロッグ Pelog 音階を図 1 のように西洋記譜法で表記した。図 2 は、ランチャラン
Lancaran 形式の部分で用いた骨格旋律バルンガン Balungan をガムランの記譜法で表記したも
のである。
図1

図2
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ペロッグ音階の 7 と 1 の音（実音での近似値は 7 が C、1 が D）を曲の冒頭から提示
することにより伝統的なガムランの調性概念から逸脱することを試みた。

サックスの 7 → 1 にグンデル Gender の 2（ 3 小節目冒頭）
を足すと、冒頭から使用した音
7
1
2
22
列は → → となり、 小節目から始まるランチャランのバルンガンの最初の 3 つの音と
共通である。冒頭に提示した音列から自然と導き出されたバルンガンになるよう設定した。

サックスの奏法でグリッサンド、
ビスビグリアンド、フラッタータンギング、
マルチフォニック
を多用したのは、
西洋音楽的な音程感を曖昧にし、
ガムランとの親和性を高めるためである。

このフレーズは、サックスだけでなくガムラン楽器によるスカラン Sekarang
（装飾的フレー
ズ）として後に展開される。このスカランが応用されている箇所は以降※印で表す。
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この7の音
（≒C）
がランチャランのゴン この2の音（≒Es）
を4行構成のランチャラン形式
（Lcr. A）
グの音、
つまり最も重要な音なので、
サッ の2行目
（曲の半分）
のセレとして強く意識し、
サックスのフ
クスとバルンガンを一致させている。 レーズの着地点及び出発点の音と関係を持たせている。

コロトミー楽器群は従来のランチャラン形式を概ね踏襲しているが、クト Ketuk はリズ
ムパターンを、クノン Kenong とクンプル Kempul は音の選び方を変えている。クン
プルとゴングの音選びに関しては、ベースラインとしての旋律の流れを第一に考えた。
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3 行目のゴングの拍

Lcr. A の最後のゴングの拍ではあるが、バルンガンとサッ

のセレも、サックス
の音とバルンガンの
音が合致している。

クスのセレの音は一致させず、終結感がしっかり出ないよ
うにした。サックスは、Lcr. B のガムランの中にディミニエ
ンドしながら溶け込むように消えてゆく。

21小節目サックスで提示したスカラン※を音高を転置して使用。
強調する目的でサロンとボナン Bonang の両者に担当させた。
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サックス、30小節目から保続音のように聞こえる Es
（実音）
は、バルンガンと 3 回の接
触を経て消音される。
サックスの旋律がセレの音に着地しない場合は、複数回バルンガンの音とぶつけるこ
とにより、衝撃を少しずつ軽減させ、ガムラン楽器群の音律に吸収されるように図った。
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バルンガンは Lcr. A の冒頭へ戻り繰り返すが、そこに装飾的な音形を徐々に組み込
んでゆく。サロン Saron がインバルへ移行することにより、ボナンと同様に 4 分音符
単位の縦ノリから、8 分音符（ 3 拍子との公倍数である）単位の「ノリ」へとシフトする。

38小節目からのボナンの手組みは、大ボナンがミピル Mipil 奏法を、小ボナンが
「大ボナンと小ボナンのグンビャン奏法を 1 つにまとめたもの」。意図はランチャ
ラン的な 4 分音符を単位とする「縦ノリの要素」を徐々に減らし 54小節目から
の三拍子系を混ぜた創作部分への橋渡しをスムーズにするため。

スカラン※の変奏
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自作したスカランの一つ。スカランを、重要な音に向かう旋律的なフィルイン
と解釈し、ボリュームも様々なものを作った。

セクション B は、核を担っていたサックスが休止する中で、セクション C に
向かって全体を盛り上げていく設計だった。その盛り上げ役としての任務をサ
ロン群のインバルに課したのだが、結果として音を細かくすればするほど、ガ
ムランは散漫な印象になり、重みがなくなり、推進力も落ちてしまった。装飾
的で複雑な旋律と力強い推進力を両方求めることはガムランに向いていないこ
とがわかった。装飾の多用は輪郭をぼかしてしまう。ガムラン楽器のみを使っ
て曲を盛り上げたいのならば、原則として細かい装飾を排し、リズムを単純化
させ、テンポを速めるべきなのだろう。伝統的なランチャランのイラマ・ランチャ
ルでの各楽器の奏法のように。
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冒頭から絶えず続いていたサックスのメロディが終了した後、聴衆の耳はガムラン
の音塊の中に分け入り、その核となる旋律を探すことになるだろう。しかしそこには
装飾の模様が広がるばかりであり、耳を導いてくれるガイドとなる旋律を見失ってしま
うはずだ。サロン・インバルとバルンガンの音量を上げることで無理矢理「核」のよう
な印象をもたせてみたが、インバルの音量をあげのには限界があり、耳をどこにフォー
カスして良いかわからない状態を解決する一つのアイディアとして、コロトミー楽器の
クノン Kenong とクンプルの音量をあげることを検討している。

サロン・パキンがバルンガンから離れ、三拍子系の導入となるフレーズを提示する。

46小節目からはサロン・ドゥムンもインバルに変化し、
ここからはバルンガンを演奏し
ている楽器がスルントゥム Slentem のみになる。

ランチャランの基本構造に則っていたコロトミー群は、このディミニエンドから三拍
子系の自由なセクションへと移行する。
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セクション C の冒頭もこの
作品を支配する 7 と 1 の音
（≒実音 CとD）から始まる。

サロン・パキンとコロトミー群に導
かれ、サックスが三拍子のフレーズ
を演奏する。ここからはランチャラ
ン形式を離れ、
自由に展開してゆく。

スカラン※の音高転置
インバルの考え方をベースにした音程を散らしていくタイプの装飾のフ
レーズと、スカランをベースにした装飾のフレーズを交互に組んでいる。

クノンとゴング Gong、クンプルはランチャラン形式のリズムパターンを崩し、
三拍子系のリズムへと移行する。クト Ketuk はこれまで通りのリズムを刻む。
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シンデン Sinden のアンデガン Andegan から着想を得たサックスのソロ。

ミュートをしたサロン群の硬い音色は、飽和状態になりがちなガムランの音響を適
度に落ち着かせ、サックスのソロの部分に残響を残さないようにするため。しかしこ
れでも残響はかなり残ってしまった。

自作スカランの一例

音の拡散

インバル

サックス・ソロの直前と直後の音は、
ガムラン群とできるだけ音程を揃え、
音響をまとめる。
「拡散と収束」という概念がガムランの楽器を扱う上では特に重要だと感じた。
この作品で使っているガムラン楽器は西洋のオーケストラとは違い、太鼓以外は全
て青銅の音色であるため、予想以上に各パートを際立たせることが難しく、細かい動
きをもたせても埋もれてしまう。残響の多さも手伝って、響きがすぐに飽和状態になる。
フレーズや曲の流れを明確に組み立てたい時は、音程を揃えたりばらしたりする操
作を意識的に強調して行うと良い結果が得られた。
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サックスの旋律は音程の跳躍もあり複雑
になるが、ガムランとのまとまりを考えて、
ペロッグ音階の音を使っている。

スカラン※の変奏

Es
（≒ 2）
に向かう音の
流れが強調され始める。
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2 回の Es（ ≒ 2）
でのバウンドを経て 3 回目（72小節目冒頭）でフレーズが落ち着く。
①

②

サックスの旋律のリズムに合わせて、
サロンとボナンのインバルやクノンも
リズムを変容させていく。

スタカートのついた音は、コブにタブを押し付けて響きを消すミュート奏法を試みた。
サロン群のミュート奏法とともに、響きを抑制するために用いた。
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③

サックスの跳躍する 7度は、C →D ( 7 → 1、2 度 )
の逆、D → C ( 1→7、7 度 ) の 7度と関係している。

72小節目冒頭に一番重みがくるので、音程を 2の音
（≒ Es）
に集約させた。
その直前の小
節では音の拡散と72小節目に向かう強い流れがあり、集約
（点）
の直後にはサックスのマ
ルチフォニックとガムランの縦の和音
（面）
を配置。この一連の極端な動きでセクション A
から続くエネルギーの流れを一旦収束させた。
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75 小節目からは冒頭の Patetan A と同じく、サックスとグンデルとデュオによる
間奏を挟み、第 2 部となるクタワン Ketawang セクションへと移行する。

ゴングの音が B (≒ 6) なので、
クタワンの主音は 6。

クタワンのブコ
（前奏 ）
は
ボナン・バルンが担当する。
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参考文献：
樋口 ,文子 . 小出 , 雅子 .
2017 平成 29年度民族音楽研究所主催 ガムラン公開講座 報告と補足
「ガムランと西洋音楽の出逢い 〜1889年フランス・パリ万博を起点に〜」. Vol.7, p.21-23.
楽器名の略語：
Kd. クンダン Kendhang
Gd. グンデル Gender
S.P. サロン・パキン Saron Peking
S.B. サロン・バルン Saron Barung
S.D. サロン・ドゥムン Saron Demung
St.
スルントゥム Slenthem
B.P. ボナン・パヌルス Bonang Panerus
B.B. ボナン・バルン Bonag Barung
Kn. クノン Kenong
G.
ゴング Gong
Kp. クンプル Kempul
K.K. クト、クンピャン Ketuk, Kempyang

UMIUSHI was composed in 2012, and premiered in the same year at the Gaudeamus

Music Week in Utrecht, the Netherlands. After the premiere, the piece was revised
twice in 2013 and 2017, and performed five times in total till now. Since the premiere, I
had searched for how to combine Western music and gamelan music. There is the short
essay about the piece in Dentotosozo Vol.7 (2017). In this opportunity I showed the

first half of the score and concretely referred to what I consider when I composed and
revised it.
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東京音楽大学付属民族音楽研究所所蔵楽器の紹介 (5)1
Musical Instruments Housed at the Institute of Ethnomusicology,
Tokyo College of Music (5)
小日向英俊
KOBINATA Hidetoshi
本稿は、本学付属民族音楽研究所が収蔵する楽器コレクション紹介シリーズ第 5 回目で
ある。具体的な楽器・音具を見ることにより地球上の様々な地域の音楽への関心を高め、さ
らに音楽教育全般と世界音楽教育に不可欠な資料として活用する目的で情報提供を行う。
キーワード：楽器学 Organology、

楽器コレクション Collection of musical instruments、音具 Sound instruments、

楽器資料の教育資源化 Utilization of musical instrument information in education

１ はじめに
本稿は、東京音楽大学付属民族音楽研究所が収集する楽器の紹介シリーズ第 5回目である。
掲載楽器の製造・使用地域、
楽器の構造は、表１のとおりである。本稿では研究所所蔵資料のうち、
南アジア地域で演奏される楽器から、体鳴楽器 1 点、弦鳴楽器 3 点の計 4 点を掲載する 2。
表１：掲載楽器一覧 3

１.１ 体鳴楽器
膜や弦を張ることなく、
その個体性と弾力性により振動し音を発する物体を音源とする音具 4。
１.チムター
L. 675, W. 60, D. 65 (mm)
名称言語：ヒンディー語など
製造国：インド（西インド）
製造年：不明
説明：名称は調理器具トングの意。U字形に
曲げた金属板に小形シンバルが付いた西インド
の民俗楽器。奏者は楽器を水平に持ち、金属板
を打ち合わせ、リズムを刻む。
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１.２ 弦鳴楽器
固定点の間に、単数のまたは複数の弦を張り渡した音具 5。
２.ディルルバー
L. 990, W. 210, D. 110 (mm)
名称言語：ヒンディー語
製造国：インド
製造年：1990 年代
説明：名称は、
「心を奪う者」の意。金属製の主
弦 4 本と共鳴弦 20本の弓奏楽器。共鳴板はヤ
ギの革を張ってある。ネックにはシタールと同様、
アーチ型の金属製フレットが紐で結ばれている。
歌の伴奏に使用される。

３.サロード
L. 1190, W. 285, D. 150 (mm)
名称言語：ヒンディー語
製造国：インド
製造年：1990 年代
説明：シタールと並び北インドの代表的独奏
楽器。金属製の主弦、リズム弦（チカーリー）
と共鳴弦を持つ撥弦楽器（本資料では各 6 本、
2本、11本）
。
ココナッツの殻で作ったピックを使用。
共鳴板はヤギの革。ネックに張った金属指板の
ため、スライド奏法が容易になった。

４.ゴーピーチャンド
L. 548, W. 120 (mm)
名称言語：ベンガル語
製造国：インド
製造年：1990 年代
説明：ベンガル地方の、特にバウル教徒が歌
の伴奏に使う民俗楽器。共鳴胴の底に張った皮
膜と糸巻きの間の 1 弦を弾きながら、竹製支柱
をたわめることで音高を変化させる。リズムとド
ローンを提供する。本資料は小型タイプ。
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２ 参考文献
凡例：以下の省略記号を利用する。
NGDMI = Sadie, Stanley, ed. 1997. The New Grove Dictionary of Musical Instruments.
(First edition: 1984). London.
NGSODJ = Sadie, Stanley 他編 . 1995. ニューグローヴ世界音楽大事典 . 講談社 .
２．
１ 楽器・楽器学全般に関する文献 6
CIMCIM.
2011

Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the

MIMO Consortium. http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/
minisites/cimcim/documents/H - S_20classification_20final_20version_20_28
2013_29_20without_20editorial_20mar kings-2.pdf（アクセス日：2019 年 1月5日）
.

小日向 , 英俊編 .
2015
東京音楽大学付属民族音楽研究所所蔵楽器の紹介 (2). 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.4, p.53-56.
.
（オンライン版：http://www.minken1975.com/publication/IE_B04201405.pdf）
2014
東京音楽大学付属民族音楽研究所所蔵楽器の紹介 (1). ライブラリーレポート.
Vol.1, p. 2-19.（http://id.nii.ac.jp/1300/00000933/）
小日向 , 英俊 . 木村 , 佳代 . 針生 , すぐり編
2016
東京音楽大学付属民族音楽研究所所蔵楽器の紹介 (3). 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.71-80.
（オンライン版：http://www.minken1975.com/publication/IE_B05201506.pdf）.
京都教育大学田中多佳子研究室 .
n.d.
身近な音具たち .（http://kyoushien.kyokyo-u.ac.jp/taka/index.html）.
東京音楽大学付属民族音楽研究所明清楽器研究プロジェクトチーム .
2018
東京音楽大学付属民族音楽研究所所蔵楽器の紹介 (4) . 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.7, p.79-82.
（オンライン版：http://www.minken1975.com/publication/IE_B07201707.pdf）.
２．２ 個別楽器に関する文献
１.チムター（Cimtā）
Dick, Alastair. Helffer, Mireille.
3

1997

Cimtā. NGDMI. Vol.1, p.371.
4

京都教育大学田中多佳子研究室 .
n.d.
チムター cimta(ちむたー). 身近な音具たち.
（http://kyoushien.kyokyou.ac.jp/taka/1147.html）.
２.ディルルバー（Dilrubā）
Dick, Alastair.
1997

Dilrubā. NGDMI. Vol.1, p.569.
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３.サロード（Sarod）
Dick, Alastair.
1997

Sarod [sarodā]. NGDMI. Vol.3, p.298-299.

草野 , 妙子 .
1994
サロード sarod. NGSODJ. Vol.7, p.330.
Powers, Harold S.
1994

インド II. 古典音楽の理論と実践 6. 楽器 (i) 弦楽器 (b) ラバーブとサロード .
NGSODJ. Vol.2, p.59-60.

◦視聴覚資料：
カーン, アムジャッド・アリー .
1995
ラーガ・ドゥルガー : 北インド古典音楽 . 音と映像による新世界民族音楽
大系 . Vol.7. 日本ビクター .
４. ゴーピーチャンド（Gopīcand）
Dick, Alastair.
1997

Gopīyantra. NGDMI. Vol.2, p.68.

京都教育大学田中多佳子研究室 .
n.d.
ゴピチョンド gopichand (ごぴちょんど ) . 身近な音具たち .
（http://kyoushien.kyokyo-u.ac.jp/taka/1032.html）.
Qureshi, Regula.
1994

インド IV. 民俗音楽 5. 音楽的特徴 23. インドの 2 種類の撥弦太鼓 .
NGSODJ.Vol.2, p.77.

◦視聴覚資料：
ダース , プルノ・チョンドロ 他 .
1995
ベンガル地方の民謡 . 音と映像による世界民族音楽大系 . Vol.7. 日本ビクター .
２．
３その他の参考文献：
United Nations Statistics Division.
2019

Standard country or area codes for statistical use (M49). United Nations
Statistics Division. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
（ 2019
年版）（アクセス日：2019 年 1 月 5 日）.

３ 付録：楽器一覧に使用したＨＳ楽器分類番号の詳細
111.12
321.321-6
321.321-7
332

相互打奏体鳴楽器：相互打奏板（板型拍子木）
鉢（椀）型（胴）頸柄リュート：プレクトラムにより発音
鉢（椀）型（胴）頸柄リュート：弓により発音
可変張力弦鳴楽器：棹の端部と太鼓膜面の間に弦を張るもの（摘奏太鼓）

56

伝統と創造 Vol.8

--------------------------------------------1 本シリーズ (1) 〜 (4) はそれぞれ、[ 小日向 2014]、[ 小日向 2015]、[ 小日向・木村・針生
2016]、[ 東京音楽大学付属民族音楽研究所明清楽器研究プロジェクトチーム 2018]。
2 インド楽器シタールとサーランギーは、本シリーズ (1) にも掲載がある。
3 掲載する地域名と国名は、国連統計部が発表する地域名および国名とその 3 桁コード
と アルファベット3 文 字 の ISO ALPHA- 3 コードに基づく。[United Nations Statistics
Division 2019] を見よ。
4 本シリーズ (1) の定義により「楽器」の上位概念である「音具」
を使う。[小日向 2014:5]
5
6

を見よ。
定義詳細については、[小日向 2014:7-8] [CIMCIM 2011:12] を見よ。
本シリーズ (1) に掲載した楽器・楽器学全般に関する文献と視聴覚資料については、[ 小
日向 2014] を見よ。
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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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編集後記
『伝統と創造』第 8 号の発行にあたり、投稿者のみなさまに感謝いたします。本号は、
通奏低音教則本の分析、ジャワガムランの奏法とその教授法、沖縄在住インド人の宗教歌
謡の分析、ガムランを使用した音楽作品の作曲者自身による解説など、多様なテーマの論
考や研究ノートを所収しています。また、研究所所蔵楽器紹介シリーズも第 5 回目となりま
した。本号では南アジアの楽器に着目しています。今後も、本紀要が音楽の多様性を周知
できる媒体であり続けられることを期待します。
本号冊子版の pdf ファイルは本学リポジトリーにて、またカラー写真を掲載したオンラ
イン 版（ISSN 2189-2482） は、http://www.minken1975.com/publication.html に て、
ダウンロードいただけます。
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.）

『伝統と創造』編集委員会
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俊（委員長） 本学客員教授、音楽学

代
潤

本学付属民族音楽研究所専任研究員
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