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第０章 アウフタクト  
 

演奏と理論のギャップ 

「まえがき」や「序章」にあたるこの章を〈第0章・アウフタクト〉としました。

それは、時刻1時の前に０時台があるように、楽譜の小節における第1拍の前（前の

小節の最終拍）にアウフタクトという第0拍があることからの発想です。 

アウフタクトは、ドイツ語で「始まり・準備」の意味をもち、音楽用語になってい

ます。実際の音楽演奏では、始まる重さを感じさせられる重要な拍です。 

しかし、日本の音楽理論として定着している「楽典」などにある（以後 楽典）リズ

ムの解説では、「弱拍」といって、正反対の弱く軽い拍に扱かわれています。また「音

楽は時間芸術」と述べつつ、拍子拍における時間の長さ（以後 時間長）の変容につい

ては触れていません。そのため、各拍は「メトロノームのように、全部おなじ長さで」

弾くとする音楽教育に繋がっています。もちろん、演奏では均等時間を目指しません

し、もし指定があっても、それに近づくことはできても実行は不可能です。 

このような理論と実演奏にある隔たりを解きあかすべく、つたない演奏体験や見聞

をとおしてリズムの本質をたどるなどして、考えていくことにします。 

さらに、それを踏まえた演奏の方法も、ひとつの提案として書きつらねてみます。 

 

自然できれいに聴こえる演奏法のヒント 

音楽大学学生時代に、ブラームスの『ヴィオラとピアノのためのソナタ第一番』をコ

ンサートで弾く機会があり、そのリハーサルで先輩ピアニストから、第2楽章の冒頭

（下のヴィオラパートの楽譜）のうたい方について「第１・３小節の８分音符を早めに

入って長く弾くときれい」「第２・４小節にある最初の32分音符を長めにすると自然

に聴こえる」というアドバイスを受けました。 

それまでは、なぜか自分で長く弾きたい気持ちの音符があっても否定され、メトロノ

ームのように均等にならべることが、よいリズムの条件といわれ続けていましたから、

音符や拍の長さを変化させることが音楽をつくりあげる重要な要素であろうとは思って

もみなかったのです。半信半疑ながらアドバイスのように弾いてみると、いかにもコン

サートやレコードで聴く演奏のようにブラームスに変身していきました。このすばらし

いアドバイスを素直に認め、「このここちよい演奏の根源に何か理屈や法則があるにち

がいない」と思いをめぐらせることになりました。 
    

ブラームス「ヴィオラとピアノのためのソナタ第一番」第2楽章冒頭 
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第 1 章 音楽 
 

森羅万象が集約する音楽 

言葉としての「音楽」は、紀元前に中国の書物にあり、万葉集にしたためられ、一般

には明治時代から普及したようです。 

音楽は、古代ギリシャのプラトン（紀元前427～347）が「音楽が精神に対するのは、

空気が人間に対するのに等しい」と言ったように、人間の体内や日常生活に入り込み、

美術・文学・スポーツ・科学とおなじように知的な興奮と人生の楽しみを教えてくれる

魔法です。 

〈作曲家・演奏家・教育者〉であるヒンデミット（ドイツ1895～1963）は「絵画・

詩・彫刻・建物は感情を放たないが、音楽は本物の感情に訴える」「音楽がひき起こす

反応は感情の記憶」と著し、哲学者のアルトゥル・ショーペンハウアー（ドイツ1788～

1860）は「すべての芸術は音楽の状態にあこがれる」と述べるなど、音楽の大きな存

在観をあらわしています。 

英語のMusicミュージックやラテン語のMusicaムジカは、古代ギリシャ語のMusa

ムーサが語源で、その概念には文学・演劇・自然科学も含まれていました。ピタゴラ

ス（紀元前6世紀）とピタゴラスを師と慕う科学者たちは「あらゆる調和は数的秩序

が根底にある」「音響を発している宇宙には音のハーモニーがある」として天文学も

音楽に加えました。 

大宇宙のオーケストラは、ビッグバンよって混沌から秩序あるバランスの世界にな

ったときに誕生し、星や物質というメンバーが “創造主” の作品をヴァイブレーション

やゆらぎという波動や振動を媒体としてスペース・シンフォニーを繰り広げていま

す。 

近代になっても、経済学者で社会学者のマックス・ウェーバー（ドイツ1864～1920）

が、著書『音楽社会学』で〈ピタゴラスの音律・純正調・音階・和声〉をくわしく解説

し、音楽を広い概念でとらえられています。 

このように音楽は森羅万象が集約された存在ですから、あらゆる分野・領域の導きが

なければ本質を解明できません。 

 

演奏の聴楽と聴楽者 

ここからは、コンサートなどの音楽演奏を、聴く人もいっしょにつくりあげることか

ら、演奏者と同列にあつかい、観客・聴衆・お客さま・鑑賞者などといっている聴き手

を「聴楽者」（ちょうがくしゃ）、音楽を聴くことを「聴楽」（ちょうがく）と表記して

いきます。 
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ゆらぐクラシック音楽の歴史 

音楽は地球上いたるところに存在しますが、それぞれには特徴的な語法（文法・フ

レーズ感・イントネーション・様式など）があります。そのひとつに伝統的ヨーロッパ

文化で育ったクラシック音楽があります。根源は古代ギリシャ、メロディーの基盤はケ

ルト・ゲルマン系の語法、実践の場をキリスト教の提供を受けて発展し、いまでは世界

中で人類共通の芸術として親しまれているジャンルです。 

ちなみにClassicクラシックは「時代を超えた、すぐれたもの」を意味し、「古典」

と訳されています。音楽だけでなく、クラシック文学・クラシックバレェ・クラシック

かーなど、多くの分野・領域で使われています。 

クラシックがやや、ややこしいのは、クラシック音楽のなかに古典派をいうクラシ

ックという歴史区分があることです。 

以後、クラシック音楽を「クラシック」、クラシック時代を「古典派」と表記して

いきます。 

クラシックの歴史には、〈マンネリを嫌って新しいことを求め・行き過ぎると戻る〉

〈束縛されると自由を求め・自由を得ると束縛されたくなる〉など、ゆらぎ移ろう人間

の心理が反映されています。 

長い混沌から、「中世ルネッサンス」で規則ができ、「バロック」でゆがみ、「古典

派」で形式がつくられ、「ロマン派」で自由を求め、「後期ロマン派」になると決まりき

った調性に頼らなくても音楽を構築できると考えはじめ、古典的調性から離れた刺激的

な作品がみられるようになりました。 

さらに、後期ロマン派のシェーンベルク（オーストリア1874～1951）は、有名な官能

的な弦楽六重奏『浄夜』作曲したあとエクスタシーに達し、人間の自然感覚からはずれ

た「12音技法」を創案してしまいました。そのまま無調音楽に進んだ作曲家たちは、

激辛味に快感を求めるがごとく、不快なサウンドの追求に歯止めがきかなくなり、いよ

いよやることがなくなって登場したアヴァンギャルドavant-gardeの「前衛音楽」は、

もはや人間が美しさや安らぎを求める音楽ではありません。 

もし人間が不快で危ない音を受け入れるまで感覚が “進化” して、「あの破壊音はとて

も美しい」「いま暴走してくる音には感動する」などといっていたら、身を守ることが

できず、人類は破滅します。もちろん、人類の感覚がやすやすと変化することはありま

せんが。 

今に続くクラシックの流れは、やはり古典的でロマンティックな音楽が中心です。シ

ェーンベルクは晩年、12音技法を深く後悔していたそうです。 
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芸術を豊かにする無や死 

芸術創作感覚を人類の寿命と連動しているとおもう私は、シェーンベルクが12音技

法を射出した時点を、人類が終焉に向かうターニング・ポイントと考えます。いま〈人

間による自然環境の破壊・社会や政治の不条理・国際社会にある分断や覇権主義・先端

科学技術による兵器開発〉など、どれをみても急速にコーダ（終結部）に向かっていま

す。 

よく見聞きする「地球の生命を守る」「人類不滅」「地球滅亡」のフレーズは、人類が

地球と同じ寿命をもっていると思いこむことからの錯覚です。たとえ人類が万単位の寿

命をまっとうしたとしても、核関連のアクシデントや自らまき散らした汚染物質や大災

害などでまっとうしないとしても、地球はあと数十億年の寿命があります。 

 “わずか” 数千万年もあれば、人類という身勝手な生物がまき散らした二酸化炭素や

放射線物質も限りなく薄くなって、地球は「ああ、すっきりした」とつぶやくことでし

ょう。 

これを察知してか、「ほかの惑星で生き延びよう」などといい出す科学者もいます。

その身勝手で非現実的ロマンを追うエネルギーは、人類の自然寿命まっとうのために向

けるべきでしょう。寿命は森羅万象にある定めであり、人類と人間の寿命は宇宙の寿命

からすれば無に近い一瞬であることを〈政治家・経済人・科学者〉も、真っ直ぐに見据

えて受け入れなければなりません。 

このようにあらゆる事物に死や無があるからこそ、つかの間の人生や芸術の意味を問

い、芸術を豊かにすると考えます。 

 

多文化との融合したクラシック 

人間には〈芸術・健康・平和・清い心〉を求めるいっぽうで、それを守ろうとして

自身や集団の縄張り意識と、それを広めようとする愛と憎しみの対立という習性が備わ

り、とんでもない〈破壊性・攻撃性・覇権主義や分断〉などがはじまります。 

そのねじれた意識と習性があっても、音楽の力は偉大です。皮肉にも、それぞれの文

化や民族と触れ合ったクラシックは世界中の民族音楽と触れ合い、〈タンゴ・ジャズ・

歌謡曲〉などの新しい音楽や、楽器を生みだしました。 

Viola d’amoreヴィオラ・ダモーレやEnglish violetイングリッシュ・ヴァイオレット

は、シタールなど共鳴絃つき楽器からの発想です。これは1600年ロンドンに設立した

拡大主義の東インド会社の “功績” です。さらには、ヴァイオリンをインドの民族楽器

にしました。 

ジャズは、アメリカ人によって遠い故郷から引き離された、アフリカ人が生み出し

ました。悲しみからブルース（哀歌）が歌われ、拍子や和声が複雑にからみ合うアフリ

カのリズムが基盤になり、やがてロックやポップスにも展開され、いまではアフロ･ア
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メリカン（アフリカ系アメリカ人）以外の音楽家もすばらしい演奏をしています。表層

的には異文化の特徴的リズム感も、普遍的な深い層ではつながっているからでしょう。 

のちには逆に、ラヴェル（フランス1875～1937）やストラヴィンスキー（ロシア

1882～1971）はジャズをクラシックに取り入れ、ガーシュイン（アメリカ1898～1937）

やバーンスタイン（アメリカ1918～1990）はジャズとクラシックを一体化させました。 

タンゴは、ラテン音楽とともにスペインが植民地にした中南米の、アルゼンチンで

誕生しました。アコーディオン属のBanndoneonバンドネオンもできました。バンド

ネオンの名手アストール・ピアソラ（アルゼンチン1921～1992）は、パリでクラシック

を学び、クラシックとタンゴを融合させた新しい音楽で、世界中を堪能させています。 

 

ポップスの由来はボストン交響楽団 

クラシックをジャズやタンゴと融合させたルロイ・アンダーソン（1908～1975）の

『シンコペーデッド・クロック』『ブルー・タンゴ』などのセミ・クラシックは、ボス

トン交響楽団が変身した「ボストン・ポップス・オーケストラ」によって初演されまし

た。いかにクラシックがすぐれた音楽だといっても、人気ではかなわなかったジャズや

タンゴ。直接的に心のツボを突いてくるところは、現在の〈ロック・ポップス・POP〉

のようでした。ボストン・ポップス・オーケストラの活動は、それだけではありません

がボストン交響楽団のためのクラシック普及です。 

ポップスは、ポップコーンをほお張りながら聴く、ボストン・ポップス・オーケスト

ラに由来があるとか。いまでは『運命』や『未完成』はもちろん『火の鳥』や『惑星』

もポップスになり、ビールやステーキで楽しんでいます。 

ボストン交響楽団は「ヨーロッパの大都市にあってボストンに欠けているオーケスト

ラと美術館をつくろう」というボストン市民の声で1881年に創立されました。ボスト

ン美術館はアメリカ建国100年の独立記念日の1876年7月4日に開館しています。 

ちなみに、ボストン美術館にある膨大な日本の〈浮世絵・陶磁器・仏像など〉は、そ

のすばらしさに感銘した収集家たちによって流転した名品です。日本が自国の芸術文化

を欧米の格下にみた（あるいは、そう仕向けられた）ことによって大切な伝統芸術を安

易に手放し、欧米の美術館の日本コーナーを充実させました。 

 

あわてて始めた音楽教育 

美術品が流転していたころ、清元や長唄の三味線を静かに弾いているところに、ベー

トーヴェンやワーグナーが土足で踏み込んできたから、たまりません。その迫力に圧倒

された政府が、文部官僚の井沢修ニ（1851～1917）に託して「音楽取調所」（東京音楽

学校・東京藝術大学の前身）を設立しました。伊沢の自伝に「余は鼓手に採用され、蘭

式又は英式の進軍曲を習った」とあり、クラシックらしい音楽との出会いは太鼓で採用

された軍楽隊で、視察にいったボストンでの音楽研修はお手上げだったようです。 
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ともかくも「追いつき、追い越せ」と意欲的な音楽取調所のもとではじまった学校音

楽教育は、ドレミファのクラシックでした。しかし、音楽は「楽しむ」ものというより

も、堅苦しい教育全般の政策によってクラシックのイメージがゆがめられ、意に反して

音楽嫌いも増やしてしまいました。 

「教育」のもとになったEducationエジュケーションの意味が「心身に働きかけて潜

在する才能を引き出す」にもかかわらず、精神論や根性論で知識を詰め込もうとする

「教え諭す」「大和魂を鍛える」となったことも重なりました。いまも、スポーツや芸

術の痛々しくも恐ろしい指導方法にある、〈しごき・威嚇・ハラスメント・忖度〉に影

を落としています。 

しかし、グローバルな時代のいまでは、何年かけてもわからなかったことを数分のア

ドバイスで楽しく理解させるなど、効率的なエジュケーションも多くなっています。欧

米のオーケストラやアンサンブル、そして独奏や教育でも活動・活躍するアーティスト

が育っています。欧米の教育文化になじんだ教育者による尽力のおかげです。 

 

ザビエルから秀吉まで波乱のクラシック音楽 

ところで、日本にクラシックが最初に上陸したのは明治時代よりだいぶ前、戦国武将

が “活躍” していた16世紀。宣教師ザビエルで知られるキリスト教といっしょでした。

異文化の音楽ながら、すんなりと受け入れ、教会で音楽教育もはじまりました。クラシ

ック音楽は、当時の日本人感覚にも同調する普遍性をもっていたのです。 

その教育を受けた４人の「少年遣欧使節」（1582～1590）は、ポルトガル・スペイ

ン・イタリア・南ドイツで演奏の磨きをかけてきました。ヴィオラ・ダ・ブラッチョ

（弦楽器）やフラウト（フルート）によるアンサンブル演奏を豊臣秀吉（1536～

1598）に聴かせ、秀吉が再三アンコールをした話は有名です。 

その秀吉。キリシタンの禁止令を発令し、あの少年たちを死に追い込み、それにとも

なう強制改宗によって日本のクラシックは途絶えました。音楽芸術は、いつの時代も政

治的な理由で犠牲になっています。 

そこで始まった鎖国時代は、ヨーロッパでは〈バロック・古典派・ロマン派〉と充実

した時期で、いま盛んに演奏される多くの名曲が生まれました。クラシック音楽の交流

が続いていたらと思うと、もったいなくも残念でなりません。 

 

音楽を守るヨーロッパの文化・政治 

2020年はじめから世界中を震かんさせた新型コロナウイルスの感染蔓延。開催が決

まっていた東京オリンピック２０２０はじめ、スポーツ競技やコンサートが延期や中止

になり、世界中の演奏家や演奏団体の活動が難しくなり、芸術家の暮らしも危ぶまれま

した。 
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そんななかドイツの、文化大臣がいち早く〈芸術は、良き時代のみに享受される贅

沢品でない〉〈芸術産業は、科学・エネルギー産業・金融業より大きな業界〉〈政府は

いかなるコストを払っても、芸術家を救済する〉と述べ、打撃を受けている文化事業者

への大規模支援として、芸術家に急きょ助成金を配りました。 

 さすが、音楽をはじめとする芸術を重んじてきたヨーロッパおける中心的国です。 
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第 2 章 リズム 
 

たずねられると困るリズムの意味 

「リズムに合わせて弾いて」「曲のリズムをつかんで」などということから、リズ

ムのもとが音楽にあるように想われているところがあります。しかし〈自然・天体・日

常生活・スポーツ・文学・会話・政治経済〉など、さまざまなところで使われています

から、リズムが音楽用語から発していないようです。 

ただ、リズムの定義や意味を問われると困ってしまいます。 

 

音楽リズムは音の形の流れ  

そこで、Rhythmリズムを古代ギリシャ語の語源でさかのぼってみると、形の

Rhythomosリトモス、流れのRhysmosリスモスに突き当ります。 

「かたち」は空間的要素、「ながれ」は時間経過のイメージがあります。そして〈長

さ・点・位置・幅〉などは、空間的要素と時間経過のどちらにも使われています。 

このことから「宇宙のリズム」を「宇宙の形の流れ」にするなど、「天候の形の流

れ」「演奏の形の流れ」「社会の形の流れ」「走る形の流れ」「経済の形の流れ」のよ

うに、あらゆる事物のリズムを「形の流れ」に置き換えてみると納得できます。 

それらのことから、音の形の時間的流れによって成り立つ音楽のリズムは「音の形の

流れ」ということができるでしょう。 

 

芸術時間のアリストテレスからアインシュタインまで 

時間芸術といわれる音楽をつくる音の形の時間的流れの時間とはいったい何ものでし

ょうか。リズムとおなじように、アリストテレス（紀元前384～322）は、著書『告白』

で「時間は誰もたずねないときは知っているのに、尋ねられるとわからなくなる」と告

白しています。時間は古代から現代まで大きなテーマとして、哲学や科学などの分野で

論争が続いてきました。 

「それ自体、外界の事物と何の関係もなく一様に流れる」としたニュートン（1642～

1727）の「絶対時間」は、デジタリックな時間の尺度として時計やメトロノームに使わ

れ、機械文明の発達に貢献し、いまコンピュータやAI（人工知能）の近代科学にも寄与

しています。 

しかし、数学者で哲学者のベルグソン（フランス1859～1941）による「生の時間」

や、アインシュタイン（ドイツ・スイス・アメリカ1879～1955）の「相対性理論」の登

場によって、絶対時間はひとつの時間論にすぎないことが確認されました。 

時間の伸び縮みをヴァイオリンなどの演奏でも体験していたアインシュタイン（次

ページの写真）は時間と空間の伸び縮みをともなう重力波の存在を予言し、その100

年後の2016年にアメリカで発見されました。 
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ヴァイオリンを弾くアインシュタイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間は〈宇宙のなりたち・生物の進化・人間の性や生・成長・恋愛・音楽要素〉な

ど、あらゆる事物のリズムやサイクルを支配しています。時間芸術の音楽は、あざやか

な色や形、調和したリズミカルな音が美しいと感じる人間が〈絶対時間・相対時間・生

の時間〉の組み合わせでつくっています。 

音楽の物理的要素には〈音程・音量・音色・時間〉などがあります。 

 

演奏は相対的な時間感 

フランスの心理学者のジャネ（1859～1971）が打ち出した「少年の１年が心理的に

50歳の１年より5倍長く感じられる」という法則。数値のほどはともかく、時間感が

変化する指摘には納得できます。 

私たちも、「楽しいパーティの1時間と、コーヒーをひとりで飲みながら人を待つ1

時間」のように、自分の時間感とニュートン時間のちがいに驚きます。 

長野冬季オリンピック（1998）の開会式で、制限時間を〈意識した〉ベートーヴェン

の『第九』の指揮でブルーインパルス（自衛隊のアクロバット飛行隊）の登場タイミン

グを成功させた小澤征爾。国連本部本会議場におけるリヒャルト・シュトラウス（ドイ

ツ1864～1949）の『ドン・ファン』演奏（1974）では、規定時間のリハーサルよりか

なり伸びる演奏をしました。 

そのオーケストラのメンバーであった私は、同時放送をしていたテレビ局が急きょ後

番組の変更をして完全中継したことを知り、アナログの音楽や人間リズムを理解し、演

奏途中のテンポで制限時間を感知できる音楽的感覚と能力に感嘆しました。 

これを体験した私は、かつて「リハーサルとコンサートが同じ時間だった」と自慢し

た、指揮者の話がむなしくおもい出されます。 

予行練習やリハーサルとの時間一致は、「意識した偶然」か「意識のない偶然」で

す。 
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造形美と時間美は同じ脳で判断  

モーツァルトは「作曲の全容は絵や像をみるように同時にあらわれる」、ダーウィン

は「人間の感覚は、あざやかな色や形、調和したリズミカルな音がよろこびを与え、美

しいというようにつくられているらしい」、アインシュタインは「すべては、この宇宙

の時間・空間の構造から由来している」、哲学者のロジェ・カイヨワ（フランス1913～

1978）は「生物の形態が自然の内部法則にしたがって生れ、人間の生み出す美も自然

の諸法則から分泌される」といっています。音楽の時間美と美術の空間美のどちらも、

ひとつの脳で捉えて判断するわけです。 

造形美の美術と時間美の音楽が結びつく例は、枚挙にいとまがありません。つぎにそ

の例をあげてみます。 

・ドビュッシーがワトー(フランス 1684～1721)の描いた『シテール島への船出』（ルー

ブル美術館所蔵）の着想によるピアノ曲『歓びの島』 

・チャイコフスキー(ロシア 1840～1893)のピアノ三重奏『偉大な芸術家の思い出』を

使ったバレェ『アレコ』にシャガール（1887～1985）が描いた背景幕（青森県立美

術館所蔵） 

・クリムト（オーストリア 1862～1918）が『第九』の終楽章を描いた『ベートーヴェ

ン・フリーズ』 

 

音楽リズムの基盤は モノクローム・リズム 

ピッコロ（小さいフルート）とコントラバス（最低絃の弦楽器）のように〈発音原

理・奏法・音域・音量・音色〉が一致していない楽器も、時間のリズムによって統一さ

れて音楽をつくっています。 

このことは、絵画制作で、構図・デッサンを決めてから色を塗ることと似ていま

す。〈鉛筆画・墨絵・彫刻・写真〉のように、時間リズムにあたるモノクローム（単

色）のデッサンのリズムだけでも、芸術性の高い表現をみることができるからです。ど

んなにきれいな色彩を作り出せても、構図やデッサンのリズムが決まらなければ塗る箇

所が決まらず絵になりません。まさに「はじめにリズム（形の流れ）ありき」です。 

 

時間美の音楽に援用する空間美の黄金分割  

音楽の時間美と美術の空間美をひとつの脳で判断することから、古代からある空間美

の法則を時間リズムの音楽演奏に援用できないものかと考えました。 

美術家や建築家が理想の調和比率と考え、自作に援用してきた法則の代表として「黄

金分割」がありました。 

黄金分割は、数学者のフラ・ルカ・パチオリ僧（イタリア1445～1517）が神秘化し

てひろめた調和的比率で、木の枝の分かれ方・木の葉の葉脈私たちの周辺にもみること

ができます。 
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下の図のように「一本の線を長短二つに分け、全線１と長線Ｘの比が長線と短線（1

－Ｘ）の比に一致する比」で、計算式は、１：X＝X :（１－X）です。 
  

黄金分割の図 

 

 

・全線を１とすれば、長線は0.6180339… 

・長線を１とすれば、短線は0.6180339… 

・短線を１とすれば、長線は1.6180339… 

・長線を１とすれば、全線は１.6180339… 

 

黄金分割とフェボナッチの数列 

 黄金分割に関連する数列として、「フェボナッチの数列」があります。イタリアの数

学者レオナルド・フェボナッチ（1170～1250ころ）にちなんで名づけられました。 
  

１,１,２,３,５,８,13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…46368, 75025…と、 

「その数の手前にある二つの数を足した数に等しい」リズムです。 

二つの数字の比はあとになるほど黄金分割指数に近づいて、 

46368 : 75025＝1 : 1.6180339となり、 

黄金分割の０.6180339：１：1.6180339に一致します。 
  

この数列は、松かさのリン片のつき方・たけのこの節のつき方・ひまわりの種の配列

など私たちの周辺にみることができます。植物だけでなく、オウム貝やカタツムリの優

美な形（下の図）・ブラックホールや台風や鳴門の渦巻き・頭のつむじも、フェボナッ

チ数列の螺旋リズムです。これをモデルにヴァイオリンのスクロールが創られました。 
  

オウム貝の渦巻き 

 

 

 

 

 

 

このほかに、古くから空間美で証明されている調和的プロポーションとして、つぎの

ような比率があり、おおよそ5：8に集約されます。  
・ペンタグラム（ペンタゴン、五稜郭）5：8.09… 

・１：√2（二つに折る縦横の比率が同じコピー用紙）5：7.07… 

・ヴィネッケンの調和律（円の半周と直径の比）5：7.85…  



  ~ 16 ~ 

 

 

 

自然は数学と手を結んでいたのです。それによって自然は気品に満ち、無駄がなく、

迷いのない美しいリズムをつくり、人間の感覚にも組み込みました。 

 

真の学校教育でうけた黄金分割 

絵を描くことが好きな私は、黄金分割やフェボナッチの数列は中学校で印象づけられ

ていました。数学と美術の授業で、カリキュラムにないこの数字のふしぎを、興味深く

熱心に教えてくれたのです。当時の印象によって、空間美の法則を時間リズムの音楽演

奏に援用する発想につながりました。芸術と数学が関わり合っていることを学ぶ真の学

校教育でした。 

ついでに、美術にまつわる私の自慢話。関連するコンサートやリサイクルの〈ポスタ

ー・フライヤー・パンフレット〉のデザインをしました。オーケストラの団員時代には

事務局から、絵心があるということでメンバーの似顔画きを依頼され、２年間にわたっ

て定期演奏会のプログラムに連載しました。東京文化会館の記念誌のレイアウトも担当

しました。最近は美術作品の個展や共同展を開いています。 

 

アンサンブル★アンサンブル 

私たちは全体と部分の調和のプロポーションによって美しさを感じています。

Proportionプロポーションには、二つの量のあいだの関係をあらわす比例と、その比が

一定数の組み合わせで生れる調和的均衡の意味があり、演奏ではクライマックス点をは

さむ時間比率になります。 

Enseｍbleアンサンブルも二つの調和のとれた組み合わせをいいます。ラテン語の

「いっしょ」の Insimulインスィムルが語源で「ともに・同時に・全体」という意味も

あります。 

音楽における「アンサンブル」には、〈少人数の演奏形態〉と〈調和のとれた演奏リ

ズムのようす〉の二つの意味があります。少人数のアンサンブルで、個性を発揮しなが

らバランスを保ち合ってアンサンブルをするというわけです。 

 

バルトークが作品に援用した黄金分割 

私が弾くヴィオラの協奏曲を書いていることから、20世紀最大の作曲家のひとりバ

ルトーク（ハンガリーアメリカ1881～1945）について調べたとき、バルトークは「自然

界にある黄金分割の空間美が音楽のなかに存在している」として、黄金分割による自然

の植物の姿に興味をもって、机に置いた松笠を眺めながら作曲したことを知りました。 

下の図は、バルトークが若い頃から熱心に収集した祖国ハンガリーの民謡や舞曲をも

とにして作曲した『弦楽器と打楽器、チェレスタのための音楽』を、弟子のエルネ・レ

ンドヴァイがアナリーゼ（楽曲分析）した『バルトークの作曲技法』から引用しまし

た。 
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ルネ・レンドヴァイ：『弦楽器と打楽器、チェレスタのための音楽』アナリーゼ 

 

              
・pianissimoで始まり次第に forte―fortissimoへと高潮し、 
・ふたたび piano―pianissimoに戻る構造をあらわしています。 
・89小節の楽章全体は55小節＋34小節に分割でき、 

・ピークの前の部分は高揚する（positive）とし、 

・ピークの後の部分は沈潜（negative）として置かれています。 
 

バルトークは、この作品にクライマックス点を挟んだ二つの比のプロポーションに黄

金分割点を取り入れ、第56小節拍頭のクライマックス点を音量（ディナーミク）のピ

ークとしました。時間感リズムに触れていませんが、私が提言するクライマックス点

は、時間感も短くなります。 

climaxクライマックは、緊張や精神の高揚が最高に盛り上がった状態をいい、目標

とする物事が達成された時点で、人の営み・人生・政治経済などにも使います。 

 

理想的女性美の ヴィーナスのプロポーション 

下の図左にあるルーブル博物館に所蔵されているギリシャ彫刻のミロのヴィーナス

（下の右側の図）は、〈へそ〉から〈かがと〉までを「８」とすると、〈へそ〉から〈頭

頂〉までが「５」になっています。「芸術は対象の理想像を模倣すべき」というプラト

ンの考えにも添う理想的女性美で、〈なめらかなS字曲線のセクシーなポーズ・各部位

は黄金分比のプロポーション・気品ある顔立ち〉の、どこをとっても均整がとれている

リズムです。 

 

ミロのヴィーナス            ル・コルビュジェのモジュロール 
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ル・コルビジュと葛飾北斎 

近代フランス建築家のル・コルビジュ（1887～1965）は、フェボナッチの数列とその

2倍を組み合わせた数列のモジュロールModulor（Module+or）（前のページの右側の

図）という、建築の尺度を考えました。一定基準の長さから部分と全体の寸法を決定す

る方法で、日本の畳や襖の計り方や〈能面、茶室、桂離宮、金色堂、浮世絵〉にみるこ

とができます。浮世絵がフランス印象派の美術や音楽に大きな影響を与えたことは知ら

れています。 

北斎の有名な浮世絵版画「神奈川沖浪裏」を研究室に飾っていたノーベル物理学賞受

賞の江崎玲於奈（1925～）は、このリズムが研究のトンネルダイオードにおける電流と

電圧の座標軸に似ていることにヒントを得て、その成果を上げたそうです。 
  

葛飾北斎：神奈川沖浪裏 

 

 

 

 

 

 
       

          構図全体の黄金分割点は富士山↑ 

 

上野公園のコルビジュ 

東京・上野公園にある世界文化遺産の近代美術館はコルビジュの設計です。その向か

い側にある東京文化会館の設計は、コルビジュに師事した前川國男（1905～1986）で

す。東京文化会館は、日本にまだ本格的な音楽ホールがなかった1961年に、東京開都

500年を記念して開館し、すぐれたコンサート・ホールとして知られています。 
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第３章 音楽のエロティシズム 
 

芸術のリビドー 

ワルツ王のヨハン・シュトラウス二世（1825～1899）はオーストリアの古い詩「ワ

インと女性と歌を愛さないものは人生で取り残される」のインスピレーションで

『Wein, Weib und Gesang』を作曲しました。当時の社会的状況での表現で、現代では

いずれもジェンダー問題になりますが、人間が共通して心にもつ〈食・性・音楽〉の

欲求をあらわしています。 

博物学者ダーウィン（イギリス1809～1882）が『進化論』でいったように「音楽は人

類を維持する生殖活動の伝達からはじまった」ようで、そこにある「性」sexは、人間

の根源的な生存や生殖に直結する本能で、〈現実と神秘・美と醜・善と悪・清楚と

穢れ
け が れ

・芸術と猥褻・愛と憎悪・愛と犯罪〉と、感情や評価が紙一重またはグラデーショ

ンの神秘的な存在です。 

精神分析学者のフロイト (オーストリア・イギリス1856～1939) は、「性を生命の根源

的本能のエロス」として展開しました。ギリシャ神話の恋愛の神からきているErosエ

ロスの充足と満足を求めるエネルギーをⅬibidoリビドーと名づけ、「音楽はリビドーの

昇華した姿」としました。 

しかし、フロイトに陶酔していた心理学者のユング（スイス1875～1961）のよう

に、のちにその合理主義と性欲理論を批判して決別した学者もいて、そのままリビドー

観が続いているわけではないようです。 

また、『人間の性反応』（アメリカ1966）で性反応を観察した記録や測定の科学的報

告したマスターズ＆ジョンソンのように、それまでの性に対する価値観に立ち向かう性

科学者や心理学者もいました。 

それによると、人間の性的興奮時にみられる変化を、興奮期・高原期・オーガズム・

消退期・性的休息期（性的刺激のない静止期）とし、このリズムを「性的反応周期」と

しています。平常心でいても性的な刺激がくると興奮し、心拍数が速くなって心臓の鼓

動が高鳴り、やがて訪れる極点で最高値に達します。  
『人間の性反応』は、つぎのように古典派やロマン派のソナタや交響曲にあらわれる

ソナタ形式のリズムにも当てはまります。「ソナタ形式」とも合致します。 
 

静止期：ゆったり主題をあらわす提示部 

興奮期：心がゆれ、主題を動かす展開部 

高原期：主題が再びあらわれて高揚する再現部 

オーガズム：クライマックス 

消退期：収束に向かうコーダ・ 

休息期：終結部 
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これにつうじるグラフ（下の図）が、オランダの医師ヘンドリック・ヴァン・デ・

ヴェルデ（1873～1937）のベストセラー『完全なる結婚』（1926）に描かれていま

す。 
       

ヴァン・デ・ヴェルデの細線グラフ 

 

 

 

 

 

〈細線〉は女性リズム。より大自然のリズムと深くかかわりをもち、心理や生理に影

響を受けているのでしょう。 

 

曲におけるクライマックスの位置 

私たちが自然で美しいと感じるプロポーションは、調和的比率から受けたリズムで、

小節やフレーズのリズムに通用しますが、オペラ・交響曲・ソナタなど音楽の大きな階

層単位になると、クライマックスが数学的に計算された黄金分割点にあるとはかぎりま

せん。激しくなるとラヴェルの『ボレロ』のごとく、ヴァン・デ・ヴェルデ〈太線・男

性〉のように最後尾近く、あるいは最後尾にあります。いずれにしても、多くの時間芸

術ではエンディング寄りにクライマックスがあります。 

 

『第九』のクライマックス 

ここで、有名なベートーヴェン（ドイツ 1770～1827）の第九交響曲「合唱つき」4楽

章の第330小節（次ページの譜）にあるクライマックスとその周辺のようすをみてみ

ましょう。 

合唱が「酒あり、愛あり、真友あり。虫も喜び、天使は空に。神よ、神よ」と歌って

きて、アウフタクトのvorからクライマックスのGottに入った大合奏の第330小節。

第４楽章のクライマックスですが、曲全体やベートーヴェン全９交響曲のクライマック

スかもしれません。 
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ベートーヴェン：「第九」第4楽章 第327～343小節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついでに、このあとを少し追ってみます。  
・クライマックスでエネルギーを使い果たし、すぐには動けません。 

・〈第331小節〉でようやくファゴットが這い上がる様子をみせると、 

・〈第339小節〉からクラリネットが同調し、 

・〈第343小節〉でほかの木管楽器も加勢し、 

・やがてテノールが「行け、行け」と元気づけ復活させます。 

 

クライマックスとおなじエクスタシー 

『第九』初演当時から、このクライマックスで失神者がでたことが知られていま

す。クライマックスにおける失神は、大脳から全身に広がる緊張から解放されて弛緩に

移る瞬間の快感の身体現象で、生存機能の脳幹上部から性や音楽の欲をつかさどる視床

下部から大脳へ達する脳幹から全身に広がる快感の仕組みです。 

クライマックスはecstasyエクスタシーまたはorgasmオーガズムといわれていま

す。エクスタシーは「感性的な事象の世界から脱する」という古代ギリシャ語の

ekstasisエクスタシスを語源とし、思想家で作家のバタイユ（フランス1897～1962）が

「死に至る生の称揚である」といったように、〈小さな死・忘我・昏睡・恍惚・幻覚・

半睡半醒・夢うつつ・無意識〉と描写する人もいます。 
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感じたくて知りたい心は「生きる希望の根元」や「音楽へ駆り立てる原動力」ともい

われます。超絶技巧を披露したヴァイオリンのパガニーニ（イタリア 1782～1840）やピ

アノのリスト（ハンガリー 1811～1886）では珍しくなかった音楽のエクスタシーです。 

 

ドン・ファン 

人間が社会人として生きるためには、さまざまな欲望や感情のコントロールが必要で

す。よくたとえられる自動車運転では、アクセルが〈欲望や感情〉・ブレーキが〈理性

をコントロール〉になります。踏みまちがえると、とんでもないことに。 

ところが、人間とその心理を的確にとらえて描く総合芸術のオペラの多くは、その

〈踏みまちがい〉をテーマにしています。 

モーツァルトのK.527『ドン・ジョヴァンニ』もその１作品。脚本は聖職者でありな

がらヴェネツィアで “踏みまちがえて” ウィーンの宮廷詩人になったロレンツォ・ポン

テ（1749～1838）。『コジ・ファン・トゥッテ』や『フィガロの結婚』も、実体験によ

る冷徹な観察力と洞察力で、登場人物の性格や心の機微を写し出しています。 

16世紀スペインに実在したうぬぼれ貴族ジョヴァニが主役。破天荒なジョヴァンニ

は、女性に〈言い寄って・惹きこんで・その気にさせ・思いをとげ・別れる〉という不

埒なリビドー・リズムを2065回もくりかえし、第一幕・第４曲のアリア『奥さま、こ

れが恋のカタログです』で声高らかに披露する始末。 

おなじ第7曲の『あそこで手を取り合おう』は、ジョヴァンニの誘いを受けたツェ

ルリーナが、結婚生活が安定していながら、いなか暮らしに退屈していたところで、 

「ジョヴァンニに身をゆだねても捨てられるかもしれないけれど、もしかしたら魅力

的な都会生活の可能性があるかもしれない」とおもう場面の二重唱。 

高潔な装いで鑑賞する紳士淑女は、音楽の美しさとともに身に覚えのある人間の本質

をみようと、のめり込んでいます。 

スポーツの番狂わせにエキサイトするように、いかに曲が美しくて申し分ないとして

も、それだけでは満足しないのが人間。脚本家や作曲家は、さまざまなニューアンスを

つけ、はぐらかすなど、ひきこむ技を発揮します。たとえば、スイカに少し塩を振りか

けて甘さを引き出す、質のちがう刺激を同時に与えて一方の印象が強くなる「対比効

果」。 

はじめ、わずか2小節で歌を短く切り上げて、ツェルリーナを引きつけるジョヴァ

ンニは、すぐあとに続くツェルリーナの歌が終わらないうちに、新しいフレーズをどん

どん突っ込みます。そのリズムについていけなくなったツェルリーナは理性を失い、ジ

ョヴァンニのペースに巻き込まれます。もう、みんなが踏み間違えています。オペラの

クライマックスは、ジョヴァンニが地獄に落ちるところです。 

この『あそこで手を取り合おう』にそっくりな曲として、K.625『さあ、いとしい乙

女よ、いっしょに行こう』と、ロッシーニ（イタリア1792～1868）の『2匹の猫の滑稽
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な二重唱』を思い浮かべます。バリトンにせまられたソプラノが、いがみ合うように

「ミャウ・ミャウ」していたのに、やがて猫なで声で “仲よしこよし” になるという、

リビドー・リズムをユーモラスにあらわす小品です。 

ドン・ファンをテーマにした音楽には、リヒャルト・シュトラウスの交響詩『ドン・

キホーテ』（または『ドン・ファン』）などがあります。 

 

音楽家の才能はホルモンで決まる⁉ 

ドン・ファンを生み出す脳には「快楽神経・恍惚神経」の異名をもつドーパミンと

いう快楽物質が走っていて、モチベーションや創造性を生み出す心や精神につながって

います。ドーパミンなど体内で分泌される「ホルモン」は、からだの組織や器官の活動

を調節する生理的物質の総称です。各種のホルモンとつながる心で聴く音楽は、古くか

ら心をいやす“妙楽”の役目を果てきました。 

音楽を聴いて情動反応がおきるということは、音楽が引き金になってホルモンが分

泌され、心理的・生理的に変化し視床下部や大脳辺縁系に影響。情動をおこして脳が活

性化されるようです。 

そのなかの男性ホルモンと女性ホルモンはどちらも男女両性に分泌されています。 

男性ホルモンのなかでもっとも強力なテストステロンは〈独立心・支配欲・活動

性・攻撃性〉と深い関係があり、ドン・ファンのもとにもなっています。女性ホルモン

のエストロゲンは、性欲や悲しさなどのセンチメンタルな感情や情緒にかかわって音楽

的表現にも深く影響をあたえているといわれます。 

その例に「有能な音楽家のテストステロン価は、男性が低く女性が高い」という説が

あります。つまり、すぐれた女性音楽家は男性度が高く、すぐれた男性音楽家は女性度

が高いということです。そういえば、女性の指揮者や “コンサート・マスター” には男

性的要素があり、すぐれた男性音楽家は女性的要素があるような。 

男性ホルモンは思春期になった男性の声帯を大きくし、ボーイ・ソプラノといえども

テノールやバスにしてしまいます。けがれなき美しいボーイ・ソプラノの声は、いかに

も神への賛歌にふさわしいのでしょう。ヨーロッパのキリスト教会における聖歌隊は

「ウィーン少年合唱団」のように、男の子だけで組織されていました。ソプラノ・ボー

イの補充を迫られた聖歌隊は、Castratoカストラートというむごい手段で維持したので

す。 

ウィーンの教会の聖歌隊にいたハイドン（オーストリア1732～1809）も、声変わり

で追い出され、27歳で宮廷の就職が決まるまで貧乏のどん底を味わいました。幸いに

も作曲家を目指していたため、カストラートの難を逃れました。 

カストラートは、ルネッサンス時代から20世紀はじめまで重要な地位を占めていま

したが、現在の「カウンター・テナー」という深みのあるソプラノとは別のものです。 
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自然リズムを割り出す 
黄金分割を時間リズムにはめる 

ここで、大自然の数学的法則から解き明かされた黄金分割をつかって、クライマック

ス点を後寄りにおいた自然リズムのイメージ曲線を下の図のように描きます。そこにあ

るクライマックス点は、時間感が反転するターニング・ポイントです。 

この曲線の計算法は、現在のようなAI時代が訪れることを見越して特許出願を試み

たとき（1985）の、日本電気特許技術情報センター土屋亮技師長によるものです。 
  

クライマックスを黄金分割点においた自然リズムの曲線 

 

 

 

 

 

 

このグラフは、次のようになっています。 

・横軸０(ξ)から１は機械的進行時間 

・縦軸に最大値の〈＋１・０・－１〉を置く 

・横軸0.618（黄金分割点）がターニング・ポイント 

・φ(ξ)＝－cos{(ξ+1)ξπ} の式で割り出す 

・φ(ξ)は、時間変化をともなう純粋な自然リズムの演奏経過時間 

・φ(０)は、－1からスタートし、φ(ξ)が黄金分割点のとき最大値１をとおる 

・１(ξ１)で－1にもどる周期が得られる 

 

このようにグラフや数字で説明すると、メトロノームとは別の意味で機械的リズムに

よって演奏を数値化して規定しようとしているようですが、あくまでも自然リズムの目

安を提示するための根拠としたものです。 
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重なるリズムのグラフ 

これまでの〈バルトーク①・ヴェルデ②・自然リズム③〉グラフを下の図のように

重ねてみると、いずれもクライマックス（頂点）が一致し、普遍的な自然リズムである

ことがわかります。   
クライマックスが一致する３グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの自然リズムは人間や音楽だけでなく、〈政治・経済・文明・社会〉などあら

ゆるサイクルにもあてはまります。 

経済では、株式アナリストのラルフ・ネルソン・エリオット（アメリカ1871～1947）

が1930年代に黄金分割をマーケットにあてはめた「エリオット波動」。ニューヨー

ク・ダウ平均の値動きに一定のリズムがあるとした相場分析法で、ターニング・ポイン

トである〈相場のもどり〉の測定や〈上値目標〉の計算をしています。直線的な「右肩

上がり」を信じる考え方とはだいぶちがうようです。 
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第４章 拍と拍子 
 

細かいリズムをつくるフレーズとアーティキュレーション 

「かんそう・きかして」が「感想、聞かして？」、「かんそうき・かして」が「乾燥

機、貸して！」に聞えるなど、おなじ発音でも〈区切り方・アクセント・イントネーシ

ョン〉によって意味が変わります。人に意志や物事を正確に伝えるためには、意図と使

う言葉がはっきりしていなければなりません。 

音楽もフレーズの区切り方やテンポによって、表現のニューアンスが変わります。そ

のフレーズの区切り方をPhrasingフレージングといい、フレーズをつなぐ方法や、フ

レーズの部分にあるSyllableシラブル（音節）を明確かつ正確な表現法をArticulationア

ーティキュレーションといい、それぞれの塊（かたまり）をGroupingグルーピングと

いいます。 

ここからは、演奏表現の決め手になるフレージングやアーティキュレーションにつな

がる〈時間に関する拍と拍子〉〈音量に関するディナーミク〉〈音程に関する音階・ピ

ッチ・純正律と平均律・古典的和声〉について考えていきます。 

 

無意味な拍の強弱リズム理論 

楽典のリズム理論は、日本の伝統音楽や行進曲の〈ドンチャ・ドンチャ〉のくりかえ

しに共振して創り出し、それぞれの拍子拍を「強拍・弱拍」とよび、メロディーやフレ

ーズの始まる拍によって「強起・弱起」としています。    
楽典の強弱によるリズム 

 
２拍子： 強・弱 

３拍子： 強・弱・弱 

４拍子： 強・弱・中強・弱 

５拍子： 強・弱・中強・弱・弱 

６拍子： 強・弱・弱・中強・弱・弱 

 

日本の本格的クラシック普及に尽力された作曲家の山田耕作（1886～1965）でさえ、

著書『音楽十二講』で「拍に強弱の区別があって前の部分を強く弾くように」と説いて

います。また、アメリカのグローヴナー・クーパー＆レナード・マイヤーも『音楽のリ

ズム構造』で「リズムは一つあるいは一つ以上のアクセントのない拍が、アクセントの

ある一つの拍との関係でグループされるやり方として定義されよう」と、アクセント

（音量の強さ？）で著しています。最新の音楽関連の書籍やインターネット情報

（SNS）にある “百科事典”も、おなじ強弱論で解説しています。 
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しかし、この理屈には、実際の演奏において、次のようなときに「どうする？」とい

う疑問が湧きます。 
 

・強拍に「弱くp」の指定があったら 

・弱拍に「強くf」の指定があったら 

・3拍子や6拍子で連続する弱拍は 

・ずれた拍の対位法的多声の流れでは 

・なめらかなクレシェンドやデクレシェンドは 

・２小節が１サイクルの基本拍子になったときは 

・それぞれの拍における時間長は 

 

実際の演奏では、強拍に書かれたp弱くをf強く弾いたり、中和してmpやmfで弾

いたりせず、指示どおりのpで弾きます。このことだけでも、楽典の音楽リズム論が

くずれ、拍のリズム基盤が強弱でないとわかります。この矛盾を見直したつもりの「強

弱は音量だけではない」としたところで説明がつきません。 

拍子拍には強弱の決まりがないわけですから、作曲者は自由にディナーミクを指定

し、演奏者はさらに自身の解釈で演奏しています。 

したがって、拍子拍を「強拍・弱拍」とよび、メロディーが始まる拍を「強起・弱

起」とする理論は無意味でしかありません。 

 

拍は音楽リズムの単位 

ここで音楽を演奏にあたっての拍を考えてみます。 

拍をいう英語のBeatビートは叩く意味ですから、〈打楽器・カウントの手拍子〉を

おもい浮かべます。しかし、それだけでは音楽の拍を説明することができません。音楽

の拍は、叩く瞬間の拍頭パルスだけではないからです。 

小節をいう英語のMeasure・Barには「長さを測る」意味があり、小節の部分にあた

る拍子拍においても、次の図のように拍頭（拍のスタート時点）のPulsパルスから拍

尾（拍の終わり）のパルスまでの時間幅をいいます。音楽リズムの「拍」は時間の幅の

ある単位です。 
 

拍をいうビートとパルス 

        Pulse                Pulse       Pulse       Pulse    パルス 

    
 

 

                 Beat        Beat     Beat     ビート 
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音を隙間なく持続させることができる弦楽器やオルガンでは、拍頭が前拍の拍尾と

おなじ時点にあることを実感できますが、発音後に音が減衰し消滅するピアノや打楽器

では、拍が拍頭パルスというイメージを抱いてしまいます。 

拍頭は、あらゆる楽器のアタック（明確な発音）の瞬間ですから、言語の子音にあた

るノイズ（噪音）が出ます。アタックは〈ハープの引っ張った絃を離す・弦楽器の弓に

かけた縦の圧力を横の動きにかえる・管楽器の唇やリードにかけて息をとめた舌を離

す・ピアノの鍵盤から伝達したハンマーが絃を打つ〉それぞれの瞬間です。 

 

 
各拍の特徴 

キャラクター記号で基本拍子をあらわす 

自然リズムによる１小節の１サイクルを、このあとに述べる「基本拍子」とします。 

ここで、基本拍子にある拍子拍に名称をつけてそのキャラクターを記号であらわし、

それぞれの特徴を見ていくことにします。  

● アウフタクト ■ 第1拍 ▲ 上昇拍 ★ 頂上拍 ▼ 下降拍 ● 最終拍 

 

このように、各拍には、時間長にともなう個性がありますが、個別の特徴を強調す

るわけではなく、むしろ、なめらかに流れるためのリズムをめざすものです。 

 

 

● アウフタクト 

最終拍は次の小節の第0拍 

第0章の冒頭でもふれましたが、下の図のように私たちは24時を翌日の0時とい

い、正午の午前12時を午後0時ともいい、これを音楽の拍子に置き換えてみると、最

終拍の第24拍は次の小節の第0拍となり、この拍をアウフタクトといっています。 
  

時計の時刻と小節の拍子拍 

 

 

 

 

 

 

重い始発アウフタクト 

ドイツ語のアウフタクトAuftaktには、「始まり・開始・準備」の意味があり、物事

の構成に通じる漢詩の「起承転結」の〈起〉、室町時代の世阿弥（1363～1443）が提唱

した「序破急」の〈序〉にも通じます。 
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アウフタクトにあたる英語のアップ・ビートUpbeatは「持ち上げる」、イタリア語

のリバータLevataの「起きる」にも、大きなエネルギーがかかるイメージがありま

す。この世のすべての事象〈宇宙誕生のビッグバンの前・ボールを放る前までの力・車

が始動する直前〉など、アウフタクトには大きなエネルギーがかかっています。実際の

演奏でも、アウフタクトは重さを感じる大切な拍で長い拍です。もちろん、小節やフレ

ーズにあるアウフタクトは、音量が強いわけではありません。 

楽典ではアウフタクトとおなじ位置になる最終拍を「上拍・弱拍」といい、ここか

らメロディーが始まることを「弱起」とよび、本来の意味や本質と正反対に〈弱く・軽

く・つけ足し〉のように印象づけています。 

 

始発アウフタクトと経過アウフタクト 

アウフタクトは６拍子の第６拍・４拍子の第4拍・３拍子の第３拍と、小節の第０

拍になります。 

たとえば、スコットランド民謡で日本の唱歌になった『蛍の光』（下の譜）の出だし

の「ほ」、ブラームスの交響曲 第1番の第１楽章（下の譜の下方）にある有名な主題

〈 ソ ドー シ ド ラー ソ ド レ ミファ ミ ド レーレ ソ 〉とはじまる最初の「ソ」。大き

な力強い重さを感じながら長めに弾く重要な始発アウフタクトです。小節ごとにあるそ

のあとのアウフタクトは、始発アウフタクトほど重くない「経過的アウフタクト」で

す。第５小節のアウフタクトも始発アウフタクトよりは控えめです。 
  

スコットランド民謡：蛍の光 

 

    
ブラームス：交響曲 第1番より 

  

 

 

各階層にあるアウフタクト 

アウフタクトは、オペラの序曲・序曲の序奏や、楽器の発音アタックの前など、あら

ゆる階層にあります。 

チャイコフスキーの第6交響曲 第4楽章にある主題の再現直前（下の譜）や、ヨハ

ン･シュトラウスの『美しき青きドナウ』の出だしのように、1小節まるごとアウフタ

クトになっている第0小節はEinleitungアインライテン（導入）ともいいます。もちろ

ん、このアインライテンの1小節内も〈基準拍・頂上拍・最終拍〉で構成する基本3

拍子です。  

チャイコフスキー：交響曲 第6番 第4楽章 
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■ 第1拍 

短くない小節の基準拍 

第1拍は各小節の最初にあり〈アウフタクトより短く・第2拍より長い〉小節拍の

基準になる時間幅です。小節全体ではアウフタクトの次に長い拍ですので、ていねいに

弾きます。 

 

フレーズ末尾になる第１拍 

フランスの作曲家、ダンディ（1851～1931）は『作曲法講義』で、「重い拍から始ま

る旋律は存在しない」「多くの場合、小節の第1拍はリズム的にみて弱いとさえい

え、この原則を信じれば、演奏上の多くの錯誤と失敗をさけることができる」としてい

ます。〈重い拍〉や〈演奏上の錯誤と失敗〉の意味はわかりませんが、「小節の第1

拍が弱い」には同調します。第１拍が経過アウフタクトからつながって解放され、必ず

しも強くない結尾音だからです。 

もちろん、第１拍で強く激しく終る曲やフレーズは多いのですが、ゆったりうたう曲

の第1拍がフレーズの結尾になる曲では、トドメを刺すように弾いてはなりません。

多くのヨーロッパ言語は、音楽のように基本フレーズが滑らかに収まっています。 

やわらかなフレーズを楽典がいうように、もし「強い第1拍」で終わったなら、衝

撃的な命令口調に聞えます。それは、日本語の語尾動詞の「 …だ  …なも  …ずら  

…じゃん」のようなアクセントかもしれません。 

強く激しく終る曲の第１拍もやはり解放拍であり、「じゃん」でスッキリするようで

す。 

 

▲ 上昇拍   
第1拍より長くない上昇拍 

「上昇拍」は、第2拍など前向きになって頂上拍へ向かう拍。拍数の少ない基本２

拍子と基本３拍子にはありませんが、頂上拍の前の〈基本４拍子の第２拍〉〈基本５拍

子・基本6拍子の第２拍・第3拍〉にあります。 

楽典では、上昇拍にあたる第2拍を〈弱拍〉といっていますが、実際の演奏では指

定がないかぎり、わざわざ弱くは弾きません。 

 
★  頂上拍  

時間感が短いクライマックス拍 

基本拍子のクライマックスの拍子拍。時間感のターニング・ポイントであり、フェル

マータやリタルダンドなどの指定がないかぎり最短拍です。 
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指定がないかぎり小節においてアクセントをつける拍ではありませんが、曲の階層に

あっては、前にとりあげたバルトークの『弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽』

のように、ほとんどがディナーミクもピークになっています。 

 

▼ 下降拍  
 

最終拍へ向かう収束拍 

５拍子や6拍子の拍数が多い基本拍子にあり、頂上拍より長く、最終拍（アウフタ

クト）程長くない頂上拍から結尾に向かう拍です。 

ソナタ形式の階層にあっては、収束に向かう「コーダ」に含まれます。 

 

● 最終拍 

終りは始まり 

卒業や修了の式典を英語でGraduationグラデュエィションといいますが、「始まり・

開始・初め」をいうCommencementコメンスメントも使います。卒業は最終拍であ

っても、次のステップの経過的なアウフタクトなのでしょう。 

小節においては、フレーズやメロディーのはじめにあると「始発アウフタクト」で

すが、その途中にあっては「経過的アウフタクト」になります。 

 

優先するグルーピングのはじまり 

メロディーやフレーズの始まりや末尾が最終拍や第1拍とはかぎらず、〈下降拍・

頂上拍・上昇拍〉やその途中にあることもあります。メロディー・フレーズの始まりや

末尾が、どの位置にあっても、ていねい（長め）に弾くことを優先させます。 

 

 

拍子拍の特徴 
部分は全体 全体は部分 

宇宙にあるマクロ・ミクロの周期リズムは人間を含む地球上の生物にさまざまな影

響を与え、重なりつながり合って、この世の命を維持しています。人間のからだは細胞

が入れかわって維持され、人類という “からだ” は人間という “細胞” が生死をくりかえ

しながら維持されています。オーケストラもメンバーが入れ替わりながら維持されてい

ます。 

人間のからだを成長・維持する各器官は細胞で構成され、細胞は分子が集まり、分

子は原子が集まり、原子核の陽子と中性子のQuarkクォーク、素粒子…と、このよう

に、この世のすべてが全体と部分というホロニックのバランスで成り立っています。 

これは、社会・企業・機関など、あらゆる構造にあるリズムです。楽曲における調

和のリズムも、全体と部分の各階層にかかっています。 
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全体は部分になることから、グルーピングされた塊（かたまり）やそれぞれの１単位

である unit ユニットを１拍とすると、拍子拍がつくる小節が集まって１phrase フレー

ズをつくり、フレーズが集まって、１曲が完結しています。 

このことは私たちが卒業式で歌ってきたスコットランド民謡 『蛍の光』（下の譜）で

確かめることができます。４拍子の小節が4小節集まって１フレーズになり、そのフレ

ーズが４段で構成される曲です。 
 

スコットランド民謡 ：『蛍の光』  作詞 稲垣真二郎 
        ●  ■       ▲        ★       ●  

                                      ■ 

                                      ▲ 

                                      ★ 

                                      ● 

● アウフタクト ■ 第1拍 ▲ 上昇拍 ★ 頂上拍 ● 最終拍・アウフタクト 

 

基本拍子における拍の長さの指標 

次の図は、高揚度と時間感が反比例するとして、前の図の〈ライマックスを黄金分

割点においた自然リズムの曲線〉を上下反転させ、2拍子から６拍子の最終拍（アウフ

タクト）のなめらかな拍の時間配分を、高揚度の始まりと終わりに合わせて拍子拍の関

係を描きました。 

高揚度と拍子拍の時間長 
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進行度における「各拍の開始と終点の幅・関数曲線φ（ξ）・関数の極小値（縦軸－

１）で囲まれる」面積を求め、それに定数を加えて増幅し、ここに選んだ拍子の各拍に

おける比率を時間長の割合に換えます。定数が大きいほどゆるやかなゆらぎになりま

す。つまり、高揚度が高いほど時間感は短く、低いほど長いということですから、高揚

度と時間感はその積が一定になる反比例の関係になると考えます。 

図にある縦の点線は基本6拍子、各拍子拍の黒塗り拍は最短のクライマックスで
す。わかりやすくするため、時間進行は均等時間によります。 

 

ここから引き出される1サイクルを「基本拍子」とします。基本拍子は、〈連符・小

節・フレーズ・曲全体〉など、あらゆる階層に通じるリズムです。 

 

基本拍子の時間配分 

次の図は、前の図〈高揚度と拍子拍の時間長〉から、横軸の経過時間はコンパスで起

こして（高さと同じ長さ）引き出した、基本2拍子から基本6拍子における「各基本

拍子における拍の時間長のイメージ」を示しています。黒塗りは最短のクライマックス

です。わかりやすくするために各拍の差を大きくしていますが、その度合いは〈作品の

時代・作曲者・曲想・奏者の個性・演奏状況〉などを加味し、場面によって加減されま

す。 

 
基本２拍子から基本６拍子の時間配分 

 

 

 

 

 
 

 

＜基本1拍子＞ 

 

 

拍子の基本は１拍子 

著名人が発信する情報が私たち音楽を学ぶものにあたえる影響は、はかりしれませ

ん。著書『音楽十二講』で「拍に強弱の区別があって前の部分を強く弾くように」と説

いた山田耕作や、ロングセラーの『音楽の基礎』で「２拍子は強弱の反復・拍子は2

拍子から始まる」と強調した、文豪 芥川龍之介の子息である芥川也寸志（1925～

1989）など。 
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小節の拍子は拍の数によってつくられていますが、芥川がいうように２拍子を基本

単位としたら、偶数の拍子しか成り立たず、奇数拍子の〈３拍子・５拍子・７拍子・9

拍子〉は存在できないことになります。 

ベルグソンが「単位のあつまりは１と多との綜合」といったように、拍子の最少単位

を１拍子とするならば〈部分と全体〉の原理から、どんな拍数の拍子にもひろげ、分割

ができます。つまり、拍子の基本単位は2拍子からではなく、１拍子であると強調し

たいのです。 

 

＜基本2拍子＞ 

 

 

第１拍には頂上拍も含まれています 

日本的リズムの２拍子 

２拍子といえば、応援歌や激励歌に合わせて単調に打つ手拍子や行進曲を思い浮かべ

るなど、日本人がなじんできた拍子です。それは、日本古来の音楽にある〈表間・裏

間〉で「2拍子は強弱の反復であり、前の部分を強く」という、伝統リズムの反映で

す。 

 

＜基本4拍子＞ 

基本4拍子の拍リズム 
 

●：アウフタクト (長) 

―――――小節線――――――――― 

■：基準拍   （中） 

▲：上昇拍   （小） 

★：頂上拍   （短） 

●：アウフタクト (長) 

―――――小節線――――――――― 

■：開放的結尾拍（中長） 
 

安定する4のリズム 

〈基本４拍子〉は〈2拍子を二つ足した拍子〉とおなじではありません。最短拍の第

３拍にある基本４拍子と、二つ目の２拍子の第１拍が基本４拍子の第３拍にくるリズム

は別だからです。 

人間の脳は「４」のリズムに、安定を求めているようです。音楽形式の厳格さを重

んじたブラームスが4楽章の交響曲を４曲残し、究極の室内楽といわれる形態が弦楽
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四重奏であり、人間がつくる空間リズムのなかで四角形が多いことでも察しがつきま

す。 

私が受けた先輩ピアニストによる『ブラームスのヴィオラとピアノのためのソナタ

第1番』へのアドバイスも、楽譜の2／4を基本４拍子にしてのカウントでした。 

 

伸びがちな付点 

下の譜のブラームス 2／4 のヴィオラのパートを、基本2拍子から基本４拍子にし

て、均等リズムに透かしてみると、基本４拍子の8分音符が付点4分音符くいこみ、

その分、8分音符が長くなっています。それは、8分音符を1拍としてカウントするピ

アノのパートも基本4拍子のリズムでうたっています。 

このように「付点のあとにくる音符に早く入って長めに」うたうと、ゆったりした悲

しみやロマンティックな気分の曲を表現できます。このことは、付点のあとの2連や3

連の音符でもおなじです。 
  

ブラームス：ヴィオラとピアノのためのソナタ第1番 第2楽章冒頭 

 

 

 

 

 

 

 

付点の後の音符にも気を配る 

いつぞや聴いた、この曲を弾いたイタリア人ヴィオリストは、逆に付点音符が長

く、そのあとにくる音符が短くなり、ドイツの空の面影はなく、ナポリの青空を想わせ

る演奏でした。付点の時間配分は文化風土や個人によってちがうようです。それに限ら

ずおおかたの演奏にはその傾向があるようです。 

このリズムは、速いテンポの〈軽快な・乾いた・鋭い・歯切れよい・はずみのあ

る〉表現に効果的です。 

 

8分音符と二つの16分音符も16分音符をていねいに 

長い方の音符が伸び短い方が縮む傾向は、付点関連とは限りません。 

たとえば、パガニーニの無伴奏ヴァイオリン曲『24のカプリース』（下の譜）で、

単純に8分音符と２つの16分音符の塊がグルーピングになっているとき。細かい16

分音符が短く縮みがちです。これは視覚的錯覚やはずむ心理からくると考えられます。 

いずれにしても、前にある16分音符が塊の先頭ですから、それをていねい（こころ

もち長め）に弾くべきでしょう。 
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パガニーニ：24のカプリース 第9番より 

 

 

 

このことを理解して弾きはじめても、いつのまにか8分音符が先頭になって長く強

くなって、２つの16分音符が軽く縮んでいくリズムを聴くことがあります。アウフタ

クトのない日本の伝統的リズムはそうなっています。 

たとえそのリズムになったとしても、最後までには、短い音符の長さをていねいに扱

うようにしておかなければ、つじつまが合いません。 

 

 シンコペーションは拍頭とアタック位置のズレ 

次の譜は、映画『アマデウス』（1984）を、シンコペーションのAregro con brioの

速いテンポで印象づけたモーツアルトの交響曲第25番の冒頭（下の譜）。小節両端に

ある8分音符のアウフタクトと第１拍の8分音符を短く弾きがちです。           
モーツアルト：交響曲第25番 第１楽章 冒頭 

 

 

楽典ではシンコペーションを「切分音」とよび、「強弱リズムによるパターンの規則

を乱されること」「弱拍に強迫が移動すること」と説明しています。しかし、

syncopationシンコペーションは強弱のないあらゆる拍にありますから、「弱拍に強迫

が移動する」理屈とは一致しません。 

上の譜では、基本拍子の拍頭とアタックが8分音符分ずれています。これも、グル

ーピング先頭を最初の４分音符、末尾を最後の8分音符と考えると割り切れます。 

シンコペーションとは、「カウントする拍頭とずれるアタックのリズム」です。 

実際の演奏では小節の両端をしっかり長めに弾き、クライマックス拍付近の4分音

符は前向きにすると自然なリズムになります。端的にいうと8分音符を長め、4分音符

を短めにするということです。 
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＜基本3拍子＞ 
 

   ●：アウフタクト（長）  

   ―――――小節線――――― 

■：基準拍   （中）  

★：頂上拍   （短）  

●：アウフタクト（長） 

   ―――――小節線――――― 

■：開放的末尾拍 

3拍子は宇宙的リズム 

2拍子を基本とする日本では、３拍子を「不得意」「わからない」といってきまし

た。しかし、ヨーロッパでは古くから３拍子を「完全拍子」といって重要な拍子として

扱われ、2拍子を「不完全拍子」としています。 

自然リズムの基本３拍子は、「第1拍を基準時間長とすると、第２拍が短く、第３拍

が長い」スマートなリズムです。しかし、楽典の〈強・弱・弱〉論を信じる人は、「と

もかく均等時間長にしよう」として、短くすべき第２拍が逆に長くなって、中太りのプ

ロポーションがあらわれ、ますます３拍子が不得意になります。 

オペレッタ研究家の寺崎裕則氏は「恋の手始めはガロップの３拍子。口説きはワルツ

にのって攻めたてる。３拍子が女体に与える効果や影響の相関関係を研究する人がいな

いだろうか」といっています。 

 

3拍子の演奏時間を分析する 

 ここに、日本音響学会で出会った「リズム並びにテンポのゆらぎの数量化に関する研

究」（佐々木実ほか『日本音響学会会誌』1984年4号）という、興味深い3拍子の研

究をご紹介します。目的のちがいはあっても、時間的な音楽リズムに関心をもつ内容で

す。 

それは映画「禁じられた遊び」（フランス1952）で有名になったギター曲の『ロマン

ス』（下の譜）を材料に、12枚のレコード演奏からこの基本3拍子の各拍の時間長を分

析測定することによって、ゆらぎの本質を探ろうとしたものです。    
スペイン民謡：『ロマンス』 
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その結果として、次の2つのタイプの位相しか得られなかったと報告されていま

す。まさに、基本３拍子にはまっています。 

・第2拍が短く、第1拍と第3拍が長い 

・第1拍と第2拍が短く、第3拍が長い 

 

ホップ・ステップ・ジャンプの基本3拍子 

1小節を1拍とするフレーズの階層でも、基本3拍子の〈中・短・長〉と、おなじ

です。たとえば、下の譜のモーツァルトの弦楽五重奏曲にあるように、おなじ音型が三つ

ならんだとき。すぐれたアンサンブルでは、〈しっかり・あっさり・心を込めて〉と基

本3拍子のリズムで弾いています。各アウフタクトの８分音符も、基本リズムに合う

長さになっています。これは、陸上競技の三段跳びでいう〈ポップ・ステップ・ジャン

プ〉に当てはまります。   
モーツァルト：弦楽五重奏曲 第1楽章 

 

 

 

ウィンナワルツの伴奏部はメロディーとずれる  

 音楽好きが集まって３拍子を語るとき、「ウィンナワルツはどうなる」と論議になる

ことがあります。そこで指摘されるように、ウィンナワルツの特徴は伴奏部にある３つ

の拍子拍の時間配分にあります。 

ウィーン・フィル恒例のニューイヤーコンサートなどを聴くと、ウィンナワルツ特

徴的伴奏声部（下の図の下方）は第2拍に心もち早めに入っています。それはウィン

ナワルツの踊りが第1拍を強く踏み込むため第2拍に早く入るからとのこと。 

ここに起きる自然リズムのメロディーとウィンナワルツの伴奏リズムの微妙なズレは

不快なものではなく、むしろ快いものです。 

おなじ三拍子の舞曲でも、ポロネーズやギャロップでは、拍の時間配分や強弱の配置

によって、それぞれの特徴的な音楽になっています。おなじウィーンのワルツでも、レ

ハールなどはメロディーとおなじ自然リズムによる伴奏リズムでよいようです。 
  

ウィンナワルツの基本３拍子と伴奏部 

 
  

基本3拍子 

 

ウィンナワルツの伴奏部 
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ヨハン･シュトラウス：ワルツ『美しき青きドナウ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、ヨハン･シュトラウス二世の『美しき青きドナウ』の有名な冒頭メロディー

の 弦楽パートの譜（上の譜）を見ながら、そのリズムを楽器ごとにみてみます。 

・コントラバスの 第1･2･3･4小節は、1小節を1拍とする基本４拍子 

・２ndヴァイオリンとヴィオラの 各小節は、第2拍に前のめりに入る 

・第０小節（アインライテン）の 1stヴァイオリンとチェロは、ゆったり 

・第1･2･3小節の 1stヴァイオリンは、第3拍に早く入る 
 

このように、２ndヴァイオリンとヴィオラが、ウィンナワルツのリズムの鍵をにぎ

っています。オーケストラでは小太鼓やホルンといっしょです。 

 

３連符と付点のリズムを区別する 

次の譜にあるシューベルト（1797～1828）の歌曲集『冬の旅』から「あふれる涙」

のピアノ序奏（シューベルトはギター版も書きました）の〈第1小節・第2小節〉の

〈第１・２拍〉は、3連系の基本３拍子（右手・ト音記号）と4連系の基本4拍子（左

手・ヘ音記号）を組み合わせた曲です。 

その小節拍にある〈3連系の8分音符〉と平行進行する〈４連系の16分音符〉は、

ともに次の第２拍子につながるアウフタクト拍ですから、短くなってはなりません。 
  

シューベルト：歌曲集『冬の旅』の「あふれる涙」冒頭 

  

 

 

 

 

 

３連系が4連系に近づく演奏は、リズムを鮮明にするべき後期ロマン派でも起こる

ことがあります。たとえば、つぎの 譜 ① のフランク（フランス1822～1890）のヴァイ
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オリン・ソナタの第1楽章。表記は基本３拍子でカウントする8分の９の複合拍子

で、とてもやわらかく歌うモルト・ドルチェです。しかし、ピアノによるはじめの4

小節はそれほどでもないのですが、ヴァイオリンの第５・６小節になると、下の譜 ② 

のように４分音符に付点がついて8分音符が短くなる〈歯切れがよく軽快な〉リズム

の演奏があります。  
フランク：ヴァイオリン・ソナタ 第1楽章 

 

 

 

 

 

このように古典派以降の曲ではリズムのちがいを鮮明にしていますが、バロック音

楽やジャズには、逆に譜 ② のような付点リズムの16分音符を、あえて譜 ① のように

する演奏もあります。 

 

 

＜基本5拍子＞と＜混合５拍子＞   

基本5拍子 

●：アウフタクト 

――――小節線――― 

■：基準拍  

▲：上昇拍 

★：頂上拍 

▼：下降拍 

●：アウフタクト 

 ――――小節線――― 

■：開放的 

 

混合５拍子は基本５拍子の要素で演奏する 

五拍子を1サイクル５拍の並びの基本拍子でとらえていないため、世界中で親しま

れていないようです。インドでは「歪んだもの」、北アフリカでは「千鳥足」と、変則

的な意味の名前がつけられ、楽典でも、二拍子と三拍子をつないで１小節をつくる「混

合拍子」として扱われ、基本拍子の仲間に入れてもらえません。楽典では５拍子をつな

ぐ２拍子と３拍子の第１拍に強さを求めています。 

自然リズムでは、どんな拍数でも基本拍子になるところから、５拍子の１小節全体

もなだらかな基本５拍子になります。 
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有名な、チャイコフスキー（ロシア1840～1893）の『悲愴交響曲』の第２楽章にある

５拍子（下の譜）も、頂点拍の第4拍を強くなく、短くなる基本５拍子にすればスム

ーズです。 

チャイコフスキー：第6番交響曲『悲愴』第２楽章 

 

 

 

 

もし、あからさまに２拍子と３拍子でカウントにすると、それぞれの第３拍が長いた

め、間ができたようになり、拍子のサイクルが交互にくる “くどい” 混合５拍子に聴こ

えます。それはそれなりにおもしろいのですが、ロマン派のチャイコフスキー音楽には

なりません。さらにいうと、２つの小節を１サイクルとする〈基本５拍子×２〉の複合

10拍子のリズムでできていますから、基本５拍子の2小節を〈1小節を1拍とする〉

大きな２拍子でカウントすると、よりよいリズムになります。もう、歪んだぎこちない

千鳥足ではありません。 
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＜基本6拍子＞と＜複合６拍子＞ 

基本６拍子 
 

●第0拍：〈長〉 始動アウフタクト 

―――――――――小節線――――――― 

■ 第1拍：〈中長〉基準拍 

▲ 第2拍：〈小長〉上昇拍 

▲ 第3拍：〈中短〉上昇拍 

★ 第4拍：〈短〉 頂上拍 

▼ 第5拍：〈中短〉下降拍 

● 第6拍：〈長〉経過的アウフタクト 

―――――――――小節線――――――― 

■第1拍：〈中長〉 解放拍 
 

複合６拍子 

●アウフタクト  ●始発アウフタクト 

   ―――――――――――小節線―――――――――― 

■基準拍     ■基準拍― 

★頂上拍 

●経過的アウフタクト 

●アウフタクト  ■基準拍 

★頂上拍 

●経過的アウフタクト 

   ―――――――――――小節線――――――――――― 

  ■解放的末尾拍  ■解放的末尾拍 

 

第4拍を短くする基本6拍子 

６拍子は３拍子が２つ並んでいるわけではありません。もしそうならば、わざわざ６

拍子にする必要がなく、最初から３拍子に書けばよいのですから。 

楽典では6拍子のすべてを、３拍子を２つつなぐ「複合６拍子」にしています。基

本６拍子と複合６拍子のちがいは第４拍。基本６拍子で長く、複合６拍子で短くしま

す。 

複合６拍子を、音楽的には1小節を1サイクルとする基本6拍子でカウントすべ

きフレーズがあります。その例として下の譜のモーツアルト第40番交響曲 第２楽章

の冒頭があります。スラーは小沢征爾 指揮 新日本フィルのときのものです。 
  

モーツアルト：交響曲 第40番 第２楽章 
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これを第1小節のヴィオラパートをモデルに、小澤征爾を参考にした私が指揮する

ときの演奏法を表記してみます。 

●第0拍・アウフタクト：最初の音をはっきり強く、長くていねいに。 

■第1拍・基準拍：アウフタクトからつながって抜けるように。 

▲第2拍・上昇拍：あらためてはじまるように、少し間をおいて前向きに。 

▲第3拍・上昇拍：次の拍に向かって、第２拍より前向きに。 

★第4拍・頂上拍：アクセントなしで長くならないように、むしろ短く。 

▼第5拍・下降拍：次の拍に向かって、ゆるめて。 

●第6拍・経過的アウフタクト：長めに、次の小節の第１拍とつなげる。 
  

これは、第２小節と第３小節にある、2ndヴァイオリンと1stヴァイオリンにもあて

はまります。さらに、この３小節を〈１小節全体を１拍とした基本3拍子〉で考える

と、第２小節の2ndヴァイオリンはヴィオラよりも前向きに、第３小節の１stヴァイ

オリンは2ndヴァイオリンよりゆったり演奏します。 

 

浜辺の歌による心理実験 

次の譜の『浜辺の歌』も複合拍子ですが、第3拍と第6拍の16分音符を、第3拍よ

り長い第6拍にする基本6拍子の要素に近づけることで、単に３拍子の連続ではない6

拍子になります。 

よく聴く演奏は、1小節のなかに２つのおなじ3拍子が並んでいて、第3拍と第6

拍の細かい16分音符が同じように短めになっています。 
 

成田為三「浜辺の歌」 

 

 

 

 

私は自然リズムを確認するため、この「浜辺の歌」の冒頭8小節を使い、日本心理学

会・視聴覚研究所のアドバイスを受け、日本電気株式会社とリットーミュージック株式

会社の援助で、勤務していた山梨大学で教育学部音楽科の学生19名の協力を得て心理

実験を実施（1985）しました｡ 

アナログ・リズム解明のために、デジタルなコンピュータの力を借り、つぎのように

拍の時間長を変えた７種類の異なる演奏タイプをつくって実験に入りました。 
 

A：全拍均等 

B4：第４拍が最短の小起状 

B２：第2拍が最短の小起状 

B６：第6拍が最短の小起状 



  ~ 44 ~ 

 

 

 

C4：第４拍が最短の大起状 

C２：第2拍が最短の大起状 

C６：第6拍が最短の大起状 
  

Aはすべての拍の長さを等しく、Bの小起状のパターンは最大時間差を11％に、C

の大起状は最大時間差を33％に設定しました。 

実験では、これらをペアにした21組をランダムな〈リーグ戦方式〉で聴いてもら

い、その一組ひと組のなかで比較し、こころよさを感じる方に○をつけてもらう方法を

とりました。どちらか判別がつかない場合はその欄に印し、どちらもよい場合は両方に

○、どちらも悪い場合は両方に×をつけてもらいました。したがって、○印の合計が

被験者19名と一致しない組もあります。 

その実験結果は次の表のようになりました。 
  

心理実験

の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字は各組のなかで各演奏タイプが得た○の数を示します。AタイプとB4タイプで

いうと、B4タイプのこころよさが13名でAタイプが6名であることを表します。こ

こから各演奏タイプの丸○の数を合計すると〈Aタイプが71〉、そして以下のようにな

ります。各タイプの得点率（○の数の総計を100とする百分率）と順位は表の右端蘭

に記します。 

もっともこころよく感じられるのは、第４拍を最短拍（頂点拍）とした小起状パター

ンのB4。ついで全均等拍のAタイプ。第2拍が最短のB２と第6拍が最短のB６のラ

ンダム起状よりは、まだましであることを示しています。 

小起状のBタイプとくらべて、大起状のCタイプの得点が低いことから、小節内の

ゆらぎが大きすぎると快く感じられないことがわかります。大起状Cタイプのなかで

は、やはり第４拍を頂点拍としたC4がトップになっています。 
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 この実験結果は均等リズムの教育を受けた日本の学生を被験者とする限られたデータ

ですが、拍の長さの変化に対してちがう反応が得られ、基本拍子に一致することを確認

できました。 

 

アレグロの複合６拍子 

ここに、テンポが速めの複合６拍子で、リズムがうまく揃わないことで有名な、下の

譜のベートーヴェンの交響曲第7番の第1楽章をあげてみます。 
    

ベートーヴェン：交響曲 第７番 第1楽章 

 

 

 

指揮者は1小節を、1拍を均等の2拍子で振りますので、ほとんどの演奏は〈タータ

タン・タータタン〉と1小節が3拍子（３/8）を2つ連続させた１リズムになり、そ

うこうしているうちに２拍子 (2/4) を2つつないだ〈タタタン・タタタン〉になってい

きます。 

指揮者が基本2拍子で振り、小節内に基準６拍子の要素を感じながら、〈タータタ・

タッタタン〉と、〈前半の付点８分音符を長めに・後半の付点８分音符をあっさり・第

６拍を長め〉にすると、楽に弾け、楽に聴くリズムになります。 
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＜複合12拍子＞ 
 

● アウフタクト ● 始発アウフタクト 
 

―――――――――――――――小節線――――――――――――――― 
 

■ 基準拍     ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● 経過的アウフタクト 

▲ 上昇拍    ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● 経過的アウフタクト 

★ 頂上拍    ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● 経過的アウフタクト 

● アウフタクト ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● アウフタクト 
 

―――――――――――――――小節線――――――――――――――― 
 

■ 末尾的解放拍 ■ 末尾的解放拍 

 

ベートーヴェン『第九』の第２楽章に ”Ritmo di quattro battute” （下の譜）と指示さ

れた、３小節の1小節を１拍とする（3拍子X４拍子）４拍子でカウントする、複合

12拍子があります。指揮者は１小節を1拍とした４小節を基本４拍子で振ります。１

小節を1拍でカウントすることを「ひとつぶり」といっています。 

ひとつぶりとは、ベルグソンがいった「単位のあつまりは１と多との綜合」のよう

に、拍子の単位を１拍子とすると〈どんな拍数の拍子にもひろげられる〉ことによりま

す。 
 

ベートーヴェン：交響曲 第９番 第２楽章 

子） 

 

 

 

 

3と4の倍数による数の神秘 

〈月の運行・十二支・時刻・調性〉などにある、3と4の倍数で組み合わせた12と

24は宇宙的神秘の数字です。1オクターヴのなかの音階にある半音を含む数は12音。

それぞれの音階の長調・短調を合わせると24になります。そのすべての調を用いたシ

ョパン・スクリァービン・ドビュッシー・ショスタコーヴィチの「24の前奏曲」やバ

ッハの『平均律クラヴィーア曲集』は、秩序だった世界を描いています。 
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基本12拍子でうたうオーボエ 

下の譜のシベリウスの交響曲第２番 第３楽章にあるオーボエによる牧歌的冒頭は、

基本12拍子でうたうフレーズです。複合12拍子ですが、実際の演奏では1小節を1

サイクルとする自然リズムに沿う基本拍子にします。 

それには、３拍ごとに節目がないようにして、第１拍の４分黙符を基本拍子の長さで

じゅうぶんにとり、第2拍の音符もフレーズのはじめの音符を優先しますから長めに

して加速していきます。     
シベリウス：交響曲 第２番 第３楽章 第146・294小節 

 

 

 

 

 

＜複合９拍子＞ 

 

● アウフタクト  ● アウフタクト 

   ―――――――――――――――――――――― 

■ 基準拍・解放拍 ■ 解放拍 

★ 頂上拍 

● 経過的アウフタクト 

★ 頂上拍     ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● 経過的アウフタクト 

● アウフタクト  ■ 基準拍 

★ 頂上拍 

● アウフタクト 

   ―――――――――――――――――――――― 

■ 解放拍     ■ 解放拍 

 

複合12拍子とおなじ『第九』第２楽章には、“Ritmo di tre battute”と指示した箇所

があります。やはり「３小節を3拍子でカウント」する（3拍子X３拍子）の複合９拍

子で、指揮者は１小節を1拍に基本3拍子のひとつぶりで振ります。 

このリズムは、次の譜のフォスターの歌曲『夢路』のように、3拍子系が3つなら

ぶリズムです。『禁じられた遊び』やフランクのヴァイオリン・ソナタもおなじリズム

です。 

フォスター：『夢路』 

第 5 章 ディナーミクのリズム 
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第 5 章 色彩リズム 
 

ディナーミク 

デッサンや構図が時間リズムとすれば、それに乗せる色彩リズムのひとつにディナー

ミクがあります。 

バッハのように自身が演奏をした作曲家は、演奏者に発想をまかせ、ディナーミクを

指定しませんでした。 

時代が進むごとに音量に刺激を求めるようになり、作曲家は積極的にディナーミク記

号を書くようになり、バッハの曲でさえ編纂者の解釈によるディナーミクで出版されま

した。 

やがて楽器や演奏会場の進化や刺激的音楽の欲求によって、さらにエスカレートし、

チャイコフスキーの交響曲第6番（下の譜）にはppppのほか、ｆｆｆｆ やppppppも書

かれています。この極端なディナーミクの差は、相対的な気持ちでしか表現できませ

ん。もし基準があって「そのとおりにしなさい」といわれても、楽器の機能からして無

理であり、「それでも」といわれたら楽器と奏者は“殉職”するでしょう。 

 

 

 

 

 

 

チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』第4楽章 

 

この『悲愴』最後のフェルマータの黙符は、演奏者と聴楽者に安らぎの静寂をあたえ

ます。数分もフェルマータ(後述)する指揮者もいます。しかし、その余韻に浸っている

最中にくる「この曲を知っているよ」とばかりのベラボーなブラボーや拍手は、衝撃と

落胆を与えます。音楽が本当に終わるリズムも知ってほしものです。 

余談ですが、「これでもか、これでもか」と、電気装置を使って大音量の限りを尽

くすロックの世界では、ミュージシャンの聴覚に異常が起こり、難聴街道をまっしぐ

らとか。そのひとりジェリー・ガルシア（アメリカ1942～1995）は「私たちは音量と格

闘している。2年も大音響で演奏を続けていると、半年間はほとんど耳が聞こえない。

ようやく最近になって、よい演奏ならば音量なんて必要がないことがわかった」とい

っています。 

その昔、王様の最高のぜいたくは、馬車を止めてまでして静寂の中で音楽を聴くこ

とでした。人間は、小さい音や静寂を求めることで鋭い感覚が甦えります。 
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モーツァルトの手紙（1781）には「音楽では、どんなに情熱が激しくても戦慄すべ

きときでも、人の耳を傷つけてはならないのであり、そのときでさえ、慰め、よろこば

せなくてはなりません。音楽はいつも音楽なのです」と根本的な創作態度を書いていま

す。 

 

楽典の休符は黙
もく

符
ふ

 

限りなく無音に近い弱音の究極状態。演奏者は強い音より大きなエネルギーを使うこ

とがあります。 

まったく無音の指示記号を楽典では「休符」とよんでいます。文字通りに解釈すると

「演奏を休む符」ですが、音楽の進行では音を発しないだけで演奏を休んでいるわけで

ありません。 

となると、無音の音符は休符ではなく「黙符」（または「無音 符」）とよぶべきで

しょう。黙は、黙読のように音声を出さないけれども、意志や意識を強くもっていま

す。 

ちなみに、ジョン・ケージ（アメリカ1912～1992）が “作曲” した、全曲無音のピア

ノ曲『４分33秒』の楽譜には、ラテン語の「声や音を出さない」という意味のタセッ

ト tacetが、各楽章に表記されています。 

 

フェルマータ記号が休符 

楽典で「延長記号・終止記号」「音符を２倍又は1.5倍伸ばす」というフェルマー

タ。イタリアでは、バス・ストップ・ポールに「fermata」と書かれ、電車のアナウン

スは駅のことをいうなど、〈停留場・停止・休止・眠る〉の意味があります。 

延長記号としたのは、演奏を聴くとフェルマータが長く伸びていたからでしょうが、

音符を2倍や1.5倍に伸ばすとしたら、むしろ強い緊張と意志をもってカウントしな

ければならず、イタリア語の休む意味とは正反対になります。その長さに伸ばしたけれ

ば、その音符を書けば済むことですから。 

演奏におけるフェルマータは、「カウントを休む」ことであり、フェルマータこそが

「休符」です。 

 

黙符にもつくフェルマータ 

フェルマータは、音符だけでなく、前譜の『悲愴』最後の8分黙符や下の譜の「ピ

アノ・ソナタ」第2・4小節の黙符にもついています。 
 

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第17番 第1楽章 
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使いなれた用語でも 本当の意味を知るべき 

このように私は楽典の〈休符〉を「黙符」、フェルマータを「休符」としています。 

とはいえ、休符や延長記号は日本の音楽界に定着した用語ですから、変更することは

もうできません。しかし、演奏における惑いをなくすためには、言葉の使い方はそのま

までも、本当の意味は知っておくべきでしょう。 

 

スタッカートは音を切ることでなく すばやく音量を減衰させる奏法 

スタッカートを楽典では、｢音を半分に切る｣と教えます。たしかに、イタリア語の

staccatoスタッカートの意味は「分離した」ですが、弦楽器で音を半分に切って弾いて

みると、羊羹を包丁で切ったような断面の非人間的なマルテレ的な音型（下の図②）に

なります。これも、本当の意味も知っておくべきことです。 

実際の弦楽器や管楽器では、「素早く音量を減衰する」リズム（下の図③）にする

と、きれいな音楽的なスタッカートになります。 

ピアノのスタッカートは絃を止めても楽器胴体の響きが少し残って、すばやい減音に

聞こえますから、音符値の途中に〈下の図 ② 〉のように鍵盤を離して表現します。こ

のことから「スターカットは音符の半分に切る」という理屈が生まれたのでしょう。 
   

タッカートとテヌートのイメージ 

 

 

 

 

 

・①この図におけるテヌートのイメージ 

・②音を途中で半分に切るイメージ 

・③素早く音量を減衰させる標準的スターカットのイメージ 

 

スフォルツァンドとスタッカートのちがい         
 スタッカートとスフォルツァンド 

 

 
   

           第１拍     第2拍     第3拍    第4拍 
 

sforzandoスフォルツァンド〈 Sｆ 〉も、スタッカートのように「素早く減音」するこ

とですが、そのちがいを上の図で確かめます。 

図は、つぎのようになっています。 
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・第1・2拍が〈スタッカート〉、第3・4拍が〈スフォルツァンド〉 

・スタッカートはそのディナーミクから限りなく無音まで減衰 

・スフォルツァンドは強音からそのディナーミクまで減音 

・わかりやすくするため図は均等時間、４拍ともおなじディナーミク 

 

このように、「スタッカートはそのディナーミクから減音する」リズムで、スフォル

ツァンドは「そのディナーミクより強い音量からそのディナーミクまで減音」するちが

いがあります。 

 

スフォルツァンドのトップ音量は場面に応じて 

下の図 右は音量が弱いp ときのアクセントやスフォルツァンドsf を、音量が強い

f ときのアクセントとおなじ音量から減音していますが、図 左のようにそのディナー

ミクにふさわしい音量から減衰しなければ、p でのスフォルツァンドは衝撃的です。 
   

ディナーミクとスフォルツァンド 

 

 

 
  

p      →      f              p           →            f  
・高さは音の量 

・左から右に向かって弱音から強音をあらわす 

・右図は、どのディナーミクもおなじ強音から減音するスフォルツァンド 

・左図は、そのディナーミクに沿ったスフォルツァンド 
  

ちがう音の長さの意味 

リハーサルや学習のなかで、音楽表現として「その３拍目の音を長く」といわれた

とき、その「長く」の意味をしっかり捉えなければ、「拍を長く」なのか、同じ拍での

「音の長さ」なのか、「拍を長くして音量も持続」なのかと迷います。下の図のように

ひとつでないからです。 

・3拍子目の音長をスタッカート   とテヌート  であらわします。 

・わかりやすくするために、図は均等時間 

・各第1・2拍は音をすばやく減衰する基準スタッカート 
 

第3拍における「音を長く」のちがい 
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・①第3拍が第1・2拍とおなじ基準の拍長のスタッカート 

・②第3拍を＜基準の拍長で音が持続＞させたとき 

・③第3拍の拍は＜長く・すばやく音を減衰＞したスタッカート 

・④第3拍の拍が＜長く・音も長く持続＞したとき 

 

フレーズ末尾のスタッカートにアクセントをつけない 

次の譜は、スメタナ（チェコ1824～1884）の交響詩『モルダウ』の冒頭の、有名なメ

ロディーがはじまる前に2ndフルートと１stフルートが交互に吹いて、モルダウ川の

波をあらわすところです。 

ここのスラーでつながっているパッセージ最後のスタッカートは、〈強くして短く切

ってアクセントをつけ〉〈直前の音と分離して弾き直し〉たりせず、パッセージが「つ

ながり・抜ける」ように収めます。このことは、スタッカートがなくてもおなじです。   
スメタナ：交響詩『モルダウ』 第５・６小節  

 

 

 

 

我慢の放物線的クレシェンド 

次の図で “効果的” なCrescendoクレシェンドと “やりがち” なリズムを確かめてみま

す。 

クレシェンドのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップ音量に向かって次第に大きくしていくリズムのクレシェンドに対して、直線的

な右肩上がりのイメージ（前の図 ① ）があります。 

実際の演奏では、記号や音符を視覚的錯覚の “思い違い” によって、クレシェンドの

文字や記号からいきなり強くしはじめること（上の図 ② ）があります。 

効果的なクレシェンドは放物線的な音量増（上の図 ③ ）です。そのためには、クレ

シェンドをはじめる時点を我慢して待つことです。 
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この我慢リズムは、Decrescendoデクレシェンド（しだいに弱く）、accelerandoア

ッチェレランド（次第に速く）、ritardandoリタルダンド（次第にゆっくり）にも通用

します。 

 

理性的な上昇パッセージのデクレシェンド 

前に述べた『ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第17番 第1楽章』のように、楽譜

に指定がなくても、音程が上向するアルペジオや音階的パッセージでは自然にクレッシ

ェンドをしたくなるものです。 

この、だれにもある本能的感性に逆らって、上昇音型のクレッシェンドをひかえ、デ

クレッシェンドすることは、「理性的や気品」を感じさせます。 

また、デクレッシェンドをしたくなる下降音型では、クレッシェンドすることによっ

てディナーミクを維持します。 

ついでながら、この際も、フレーズやパッセージの始まりは長目に弾きます。 

 

習性を修正 

ここで次の図を使って、やりがちな習性を修正する方法のひとつとして、曲げてし

まった針金になぞらえてみます。この方法は指揮者や指導者が使うことがあります。 

・まっすぐ（理想的）な〈C〉針金を（習性で）曲げてしまった〈B〉とき、 

・まっすぐ〈C〉にしようとして、伸ばして（理想だけのアドバイスをして）みても 

・〈B〉の習性としての〈H〉が残っているので、 

・〈B〉に引っ張られて、もとの真っ直ぐ（正しい演奏）にはなかなか戻りません。 

・そこで、〈B〉と少し反対側（大げさ・うそ）〈A〉に曲げてみることで、 

・もとの正しいまっすぐ〈C〉に近づけることができます。 

 

 

 

 

 

 

B（bad situation）よくない癖 

A（advice）BをCに修正するための助言 

C（correct）正解 

H（habit）助言Aしても、よくない状態Bにひっぱられる習性 

 
たとえば、「速くならないように」しようとするときに「少しゆっくり」、「短くなり

がちな音符」に「少し長く」というアドバイスによって解決に向かいます。 
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第 6 章 音のピッチ 
 

統一できない音階名と音名 

クラシックの作曲から演奏まで、またその練習や学習には、各音につけられた音の

「音名」と「音階名」を欠かすことができません。 

それぞれの役割は、定まったピッチでの固有の「音名」Pitch nameと、主音やハー

モニーを確かめるために平行移動できる「音階名」Scale nameが必要であり、「楽譜

を音名で読むか音階で読むか」「固定ド・移動ド」などと、どちらかに統一することは

できません。 

下譜のように〈主音ⅠはDo・第2音ⅡはRe・第３音ⅢはMi・第４音ⅣはFa・第５

音ⅤはSol・第６音ⅥはLa・第７音ⅦはSi〉とならんでいます。 
 

ハ長調（C Dur）の音階 

 

 

 

どんなピッチ 音階でもドはド 

音階名（長調）ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドは世界中で使われています。よく

知られた、映画「サウンド・オブ・ミュージック」の『ドレミの歌』の日本語歌詞「ド

Doはドーナツのドー・レReはレモンLemonのレー・ミMiはみんなのミ…」は、ど

んな調性に移動しても、歌詞は変わりません。世界中で使われる音階と音名はどんなピ

ッチになっても、並行しておなじです。 

音階は、ピタゴラスも認める「宇宙の数的秩序の物理現象における周波数の比」であ

り、現在のmi・faと si・doが半音になる音階は、もっとも美しいメロディーともいわ

れます。 

また、Laを主音Ⅰとする音階を自然短音階（minore・miner・moll）といいます。さ

らに、登りでⅥ fa・Ⅶ Solを半音上げ、降りでⅥ・Ⅶを♮にもどす旋律的短音階と、Ⅶ 

Solを半音上げる和声的短音階もあります。 

この（長調）音階名の成り立ちは、中世の修道僧グイド・ダレッツオ（995～1050）

が聖ヨハネの讃歌の歌詞「Ut queant laxis  Resonare fibris…」の音節の頭にある〈Ut・

Re・Mi・Fa・Sol・La〉の各音による音階名に、15世紀に〈si〉が導入され、〈Ut〉が

〈Do〉に替わって完成しました。フランス語は今もUtを使っています。 

 

音名はつぎのように、言語圏で異なります。 
 

・フランス語 ： Ut・re・mi・fa・sol・la・si・ut 

・イタリア語 ： Do・re・mi・fa・sol・la・si・do 
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・ドイツ語   ： C・d・e・f・g・a・h・c 

・英語    ： C・d・e・f・g・a・b・c 

・日本語     ： ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ・ハ 
 

日本には、ヨーロッパのさまざまな言語圏から入ってきて、その “伝道者” である来

日指導者や留学音楽家が、それぞれの信念と誇りをもって “布教”したため、複雑にな

りました。 

このように、音階名と音名は統一できないのですが、近年の音楽教育の中心は音名

Do・re・mi・fa・sol・la・si・doに統一され、ますます音楽のデジタル化が進み、純正

調（後述）からも遠ざかっています。 

 

記憶と忘却で聴く音楽 

もし聴覚が断面的な〈この瞬間〉だけをとらえるとしたら、次の瞬間には〈今より前

の音〉が残らず、この瞬間では新しい音だけを聞くことになって、音楽として聴くこと

はできません。逆に〈すべての瞬間〉がずっと残っていたら、これも音楽には聴こえな

いでしょう。人間は適度な記憶と忘却のバランスで音楽や言葉を聴き、理解・享受して

いるといえます。 

新しく入ってきた音を、一時的短期記憶でとらえるのは〈欲求・本能・自律神経の動

き〉もコントロールする海馬という脳。「現在」という〈窓〉の移動によって、フレー

ズやペリオーデ、全曲などの階層の、メロディーやハーモニーの響きを順に覗いていき

ます。窓は、消えゆく忘却に沿いながら〈過ぎつつある・過ぎ去ったはず〉の印象を、

いま見た風景として引き留め、連続的につないでいきます。 

この窓の移動をくり返すことで、音楽の全体や部分が記憶され、長期的記憶脳によっ

て、曲のアウトラインや細かいデザインを憶えていきます。それは暗譜や演奏の向上に

も通じます。 

 

ドイツ音名〈ｈ〉と〈ｂ〉の由来  

ドイツ語の音名Cは、半音上がってCisチス、下がってCesツェスと、is・esをつけ

るだけで、よびやすくて便利です。♯♯ダブルシャープと♭♭ダブルフラットも、

Cisisツィスィス・Cesesツェスェスと、さらに is・esを重ねるだけです。 

ところが、イタリア語のSiに当たる音名をドイツ語圏では「ｈハー」とよび、半音下

がると「ｂべー」になっています。 

一説には、今の音階のもとになって多用されていたSiを半音下げるギリシャ旋法

を、下げない音階にすると固い感じになることから、ｂに似た固い感じのキャラクター

のHを「ナチュラル♮」に決めたとあります。 

半音下げる記号〈♭〉はドイツ語のアルファベットbからきているというわけで

す。半音上げる記号の♯は♮に棒線を加えたとのこと。 
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メロディーの聴こえ方 

ここで、次の図によってドイツ音名b・a・c・hのメロディーが、演奏を音楽として

とらえるプロセスを、移動する時間の記憶と忘却の仕組で確かめていきます。 

わかりやすくするために、楽譜の時間進行は均等にしています。    
メロディーの窓 

 

 

 

 

・はじまりの音ｂが 

・aに進むとｂは沈み、 

・ｃが響くとaは沈み、ｂはaの下に沈みます。 

・ｈに移るとｈはb・a・cといっしょになって 

・b a c hのメロディーになります。 

 

ちなみに、b a c hのメロディーはリストの『Bachの名による前奏曲とフーガ』、オ

ネゲル（イギリス1811～1886）の『Bachによる前奏曲とアリオ―ソとフゲッタ』など

のピアノ曲に使われています。 

 

破られる会議で決まったピッチ 

音の高さを物理的にあらわすのに、ヘルツHzとよぶ周波数（毎秒くりかえす周期波

の数）が使われています。オーケストラやアンサンブルの調絃は、楽器のヘルツを合致

させるために必要です。 

しかし、そのピッチがまちまちだったことから、モーツァルトはいつも〈 a´〉が

421Hzの音叉を持ち歩いていたそうです。標準ピッチがないその時代は、さぞかし、

各地のアンサンブルや協奏曲の演奏では苦労したことでしょう。 

しだいに音楽の国際化が進んで、ピッチの不一致が切実になったところで、パリで国

際協定会議が開かれ（1859年）〈 a´〉を435Hzに定めました。その直前のパリは

449Hz、ベルリンは452Hz、ロンドンは453 Hzだったそうですから、ひともんちゃく

があったことでしょう。 

しかし、協定が守られなかったため、ふたたび国際標準化機構（1955年）が開か

れ、 

「基準音の根拠は？」に対しての一説は、産声のピッチがそのあたりにあるからとい

っていますが、はたして。 
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音楽感覚にない 世にいう絶対音感 

夏の熱いときに冷たい井戸水が、ほぼ一定の水温であるのに、冬の寒いときにぬるく

感じるように、＜美醜・大小・明暗・匂い・味・痛・快＞など、人間の感覚のすべてが

相対的であり、絶対的感覚はひとつもありません。ところが、世間には「絶対音感」と

いって「発せられる音程を音名で言い当てる」言葉があり、あたかも音楽家の条件のよ

うにもてはやされビジネスにもなっています。もちろん、音程感だけが絶対のはずがあ

りません。 

音名を言い当てることを身につけたように思えるのは、大脳皮質の記憶するニューロ

ンに特定の周波数の信号を送り続けることによって、そのピッチ付近の音を言い当てら

れるようになったのです。ピッチにも人間の感覚にも絶対はありません。スポーツや芸

術の訓練・練習・暗記もおなじメカニズムです。私でさえ、自分の楽器の調弦は自分の

感覚だけでできるようになっています。 

〈 a´〉が440Hzに締結していながら、 

カラヤン（1908～1989）はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を447Hzにし、

415Hz などの低いピッチのバロックアンサンブルがあります。 

447Hzのカラヤン時代に、モーツアルトとブラームスの五重奏を共演したベルリン･

フィルの首席クラリネット奏者カール・ライスターは、私たち弦楽四重奏の442Hzの

ピッチを問題にすることはありませんでした。 

 

音楽家の必要条件にない能力 

音楽能力の高い演奏家が選び抜かれたメンバーが集まるプロのオーケストラでも、

演奏前には基準音に合わせて一斉にチューニングします。単なるセレモニーではなく、

本当に必要なのです。オーケストラが「絶対音感」の集団でないからです。 

音楽家にとっても、実際の演奏にとっても、「絶対音感」は必要条件ではありませ

ん。音感は、音程やピッチの周期波の感覚だけでなく、音楽にかかわる〈ピッチ・音

程・時間・テンポ・音量・和音・音色〉など、全てです。したがって、絶対音感は言葉

としてもありえません。 

もし仮に、あるピッチの絶対的音程感が身についたらどうでしょう。記憶したピッ

チとちがうアンサンブルやオーケストラで弾くことは、むずかしくなり深刻です。さら

に、身につけた音階は平均律ですから、純正調の仕組みを理屈として理解したとしても

演奏はできないでしょう。 

実際に「絶対音感」が身についていると自慢するうチェリストと、半音ほど低いピ

ッチのバロックアンサンブルでヴィヴァルディを練習したとき、通奏低音を担当したチ

ェリストは「楽譜の音とちがう」となって、彼とはコンサートまでに至りませんでし

た。 
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わずかな “よどみ”はこころよい  

「水清ければ魚棲まず」というように、人は〈ピアノの調律・オーケストラ・大勢が

弾く弦楽器群・ホルンの同音ダブル・合唱・アコーディオン〉の響きなど、蒸留水の

ような透明さよりも、「波動によるこころよい微妙なよどみ」を求めているところが

あります。電子楽器にさえも、合唱や弦楽セクションの音を加えています。声や楽器

に、おなじ波形の音はないからです。ピアノは同音に3本の絃を張っている音域があ

ります。 

こころよいよどみのなかに、音程をゆらすVibrationヴァイブレーションによる

Vibratoヴィブラートも含まれます。ヴィブラートは歌うパッセージや長い音に変化と

精気を与え、演奏者独自の興奮や感動の表現によって美しい音楽に導きます。声楽や器

楽における重要な技巧ですが、〈演奏者の個性・演奏の状況・曲の性格〉による音楽表

現によって異なり、波形も一様ではありません。 

 

低めから素音に向かってゆらす基準的ヴィブラート 

弦楽器をはじめてしばらくすると、ヴィブラートを早く教えて欲しいと思うもので

すが、「どのようにゆらすか」については、あまり考えていません。 

そこで、どのような音程の波形が、聴かせたい素音のヴィブラートになるかを考え

てみます。大まかには下の図の３つのリズムがあります。 
  

・素音（直線）の上下にかける ① 

・素音の上にかける      ② 

・下から素音にかける     ③    
ヴィブラートのイメージ 

 

 

 

 

 

 

合唱やオーケストラにおける〈ソプラノ・ヴァイオリン・ピッコロ〉でわかるよう

に、人間は高い音をとらえるようになっています。この感覚を活用したチャイコフス

キー第6番交響曲 第４楽章 主題（下の譜）は、２つのヴァイオリンパートが交互に最

高音でパッセージをつくっています。 
 

チャイコフスキー：第6番交響曲 第４楽章 
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おなじように、ヴィブラートも音程のトップを素音としてとらえることから、素音

がトップ・ピッチになる波形③が基本になります。それは、低い音程から素音に向か

うゆらぎです。 

① と ②は、エスプレッションが激しくなったときに表われますが、ヴィブラートを

最初からこれらの波形と考えている人が多いようです。 

 

ノンヴィブラートによる音楽の効果 

いっぽうには、ヴィブラートがかからない、あるいはかけない奏法があります。 

フレット（音程をきめる仕切り線）があるためにヴィブラートをかけにくいヴィオラ・

ダ・ガンバのような弦楽器は、ノン・ヴィブラートが基本です。しかし、マラン・マ

レー（フランス1656～1728）のようにヴィブラートを装飾音として指定した作曲家もい

ます。 

ヴィブラートをかけることがスタンダードになってからも、純正調コラールのよう

に清楚で落ち着いた場面の純正調による、よどみのないノン・ヴィブラートは、えも

いわれぬ美しさです。 

また、ノン・ヴィブラートとヴィブラートを駆使して効果を上げる場面もありま

す。たとえば長い音符のとき、素音よりやや低めのノン・ヴィブラートからはじめて

少しずつヴィブラートをかけていくというロマンティックなうたい方。ダニール・シ

ャフラン（ソビエト・ロシア1923～1997）という魅力的なチェリストがいました。日本

の演歌にも、これをたくみに使う歌手がいます。 
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第 7 章 純正律と平均律 
 

音色をつくる自然倍音 

メロディーを聴かせるには、音階があればじゅうぶんなのですが、和音があればより

こころよい音楽に聴こえます。Chord・Akkord和音は、異なる複数の楽音が同時に響

く音のことです。 

和音の音程度数をいうとき、根音に対して〈同音を0度〉〈１音上との重なりを１

度〉とする、理にかなった数え方もありますが、ここからは一般的に使われている、根

音と〈同音を1度・１音上とを2度・２音上とを３度・３音上とを４度…〉に統一し

ます。 

感覚に絶対がないことから、人それぞれ異なるかもしれませんが、和音は〈1度←

完全８度←完全5度←完全4度←長3度←長6度←長2度←長７度…〉の順に、溶け

合って聞こえるといわれます。それは下譜の、基音の振動数に対して整数倍の振動数で

ならぶ「倍音」の配列と一致し、つぎのように並んでいます。 
  

基音をＣとした自然倍音 

 

 

 

 

 

基音                          ① 

基音のオクターヴ上        ② 

前の倍音②の完全5度上   ③ 

前の倍音③の完全4度上   ④ 

前の倍音④の長3度上    ⑤ 

前の倍音⑤の短3度上       ⑥ 

前の倍音⑥の短3度弱上    ⑦ …… 

 

倍音は、ある基音を鳴らしたとき、その上に響く自然な小さな音で、声や楽器の 豊
ゆたか

で個性的な音色をつくり、基音の音程を明確に感じさせてくれます。音色は強弱による

倍音の配列で決まります。 
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楽器にある自然フラジオレット 

この原理を、管・弦楽器では「flageoletフラジオレット」または「harmonicsハーモ

ニックス」といって演奏に活用しています。 

弦楽器では解放絃の〈２等分・3等分・4等分・5等分〉などに軽く触れると、澄ん

だ、つぎのような音程が出ます。 
 

・２等分の第2倍音は〈1オクターヴ上〉 

・3等分の第３倍音は〈1オクターヴ＋完全5度上〉 

・4等分の第４倍音は〈２オクターヴ上〉 

・５等分の第5倍音は〈２オクターヴ＋長3度上〉 

原理的には、さらに６当分以上のフラジオレットがあるわけですが、演奏のなか

でスムーズに音を出すことは不可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ~ 62 ~ 

 

 

 

純正律と平均律の差 

下の表１〈音階における純正調の振動数比〉は、自然倍音を根拠とする純正調各音の

振動数比。物理的数値によるきれいな整数比です。 

表２〈純正律と平均律の比較〉は、純正律と平均律の音程を〈全音を1・半音を

0.5・オクターヴを6〉として比較しています。    

表１ 音階における純正調の振動数比 

Doと音階 
 ――――― 

Do：Do 

Do：re   

Do：mi 

Do：fa  

Do： sol  

Do：la  

Do：si  

Do：do 

振動数比 
 ―――― 

1：1 

8：9 

4：5 

3：4 

2：3 

3：5 

8：15 

1：2 

Doからの音程 
 ――――――― 

完全1度（同音） 

長2度  

長3度  

完全4度  

完全5度  

長6度  

長7度 

完全８度 

 

表２ 純正律と平均律の差 

Doとの音程 
―――――――― 

Do→Do（第1音） 

Do→re （第2音） 

Do→mi（第3音） 

Do→fa （第4音） 

Do→sol（第5音） 

Do→la （第6音） 

Do→si （第7音） 

Do→do（第8音） 

平均律 
――― 

0 

１ 

2 

2.5 

3.5 

4.5 

5.5 

6 

純正律 
――― 

0 

1.02…  

1.93… 

2.49…   

3.51… 

4.42… 

5.44…  

6     

律の差 
―――― 

0 

＋0.02（約） 

－0.07（約） 

－0.01（約） 

＋0.01（約） 

－0.08（約） 

－0.06（約） 

0 

全音 1、半音 0.5、オクターヴ 6とする  

 

弦楽器の調絃は狭い5度で 

この表でわかるように、完全5度の響きで調絃する弦楽器奏者は、完全5度が平均

律より微妙に広い音程差があることを知らなければなりません。最低解放絃の音が低く

聴こえた経験があるかもしれません。 

それは、基準音のAから最低音絃までの調弦が、ヴァイオリンで＜A→ D→ Ｇ＞の2

回、ヴィオラとチェロで＜Ａ→ Ｄ→ Ｇ→ Ｃ＞の3回しますから、純正調の完全5度で
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は最低音絃は平均律より低くなります。厳密にはピアノとのアンサンブルやオーケスト

ラでは、それぞれの音を完全5度の響きより狭くしなければなりません。 

純正調は、弦楽四重奏やブラス・アンサンブルのコラールのように、よどみのない

清楚で落ち着いた場面での演奏に欠かせないからです。 

 

Dから調絃するチェリビダッケ 

私が指揮してきた「モーツアルト･アンサンブル・オーケストラ」の弦楽器は、Dで

調絃をします。Dはどの楽器でも中間絃になり誤差が少ないからです。 

これは、チェリビダッケのゼミナールで受けたアイディアです。そのときは、コン

サート・マスターがオーボエから基準音Aをとって、4度調絃のコントラバス（ヴィオ

ール属）の首席奏者に渡し、コントラバスのフラジオレットで弦楽器全体にDを渡して

いました。少々時間がかかりすぎていましたが。 

 

奥深いピアノの調律 

この物理的数学のいたずらに、いち早く気づいたピタゴラスは、独自の数理的音階

をつくり、現在もチェンバロやオルガンのバロック楽器の調律に活用されています。 

バロック時代になっても、転調にギリギリ耐えられそうな「中間律・キルンベルガ

ーの第３番」などの音階調律法がつくられています。 

現代のほとんどのピアニストは、楽器がすでに調律されているため、ピッチや音程

の微妙なおもしろさや悩みを味わうことなく世界の名曲を奏でています。しかしその

分、託された調律師は人間のピッチなどの感覚も加味した奥深い調律をしています。 

88鍵ピアノの一番低いC（Do）から〈オクターヴを7回重ねた〉Cと、 

〈振動比が3／2の純正完全5度を12回 C→ G→ D→ A→ E→ H→ Fis→ Cis→ Gis→ 

Dis→ Ais→ Eis→ Hisと重ねたHisはおなじ右端の鍵盤です。オクターヴを7回重ねた

（平均律）と完全5度を12回重ねた周波数比は、完全5度を重ねた方が8分の１音ほ

ど高いピッチになります。そこにおきる転調の不都合から、純正調を犠牲にした音律で

調律しています。それによって、ピアノは24種類の調性音楽を演奏し、聴楽すること

ができます。 

人間には蒸留水のような透明さだけでなく、こころよい微妙なよどみを求めている感

覚も備えているからです。また、大きなよどみを求めたり耐えたりもしています。 

 

和音をつくる音階 

和音には自由に進行するさまざまな種類があり、これを和声Harmonyといいます。

ここでは自然倍音と純正調による機能的古典和声を中心に進めます。 

下の譜のように、古典和声には、音階の各音に＜根音の上に第３音と第５音＞を重ね

た三和音があります。 



  ~ 64 ~ 

 

 

 

主音Doを〈Ⅰ〉Reを〈Ⅱ〉Ⅿiを〈Ⅲ〉Faを〈Ⅳ〉Solを〈Ⅴ〉Ⅼaを〈Ⅵ〉 

siを〈Ⅵ〉として、 

〈Ⅰ〉の上にある主和音をⅠ・〈Ⅱ〉の上の三和音をⅡ・〈Ⅲ〉の上の三和音をⅢ 

〈Ⅳ〉の上の下属和音をⅣ・〈Ⅴ〉の上の属和音をⅤ・〈Ⅵ〉の上の三和音をⅥ 

〈Ⅶ〉の上の三和音をⅦとします。 

そのなかに、つぎの基本になる「主要三和音」があります。 
  

・主和音ⅠのTonicトニック 

・属和音ⅤのDominantドミナント 

・下属和音ⅣのSubdominantサブドミナント 

 

転調が激しく複雑に聴こえる〈近現代音楽・ジャズ・タンゴ・ポップス〉でも、これ

らの三和音を軸に展開しています。人間が求める自然リズムによる和音の進行が、共通

した感覚を持っているからでしょう。 
 

ハ長調（C Dur）の3和音と音階 

 

 

 

 

 

 

・この三和音では Ⅰ・Ⅳ・Ⅴが長和音、Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ が短和音になっています。 

 

純正調では第3音を低めに 

人が微妙なよどみを求めているにしても、主要三和音において平均律のままでは、よ

どんで聴こえます。とくに表2のようにDoに対して、平均率と比べて差の大きい〈＋

0.0１〉の第５音Solと〈－0.07〉の第3音mi。Doと第５音Solについてはすでに述べ

ましたが、三和音においてとくに差の大きい第3音は平均率より低くしなければ、ゆ

っくりしたテンポの曲では、蒸留水のように透明な純正調の響きを楽しむことができま

せん。 

 

メロディーの音程 

音階・メロディー・パッセージでは、そのかぎりでありません。 

細かいことですが、長調音階でメロディーやパッセージが上行するときに〈Ｓi→ 

Do〉の半音を狭くとり、下降で広くとる演奏を聴くことがあります。それは、Ｓi導音
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がDo主音に引っ張られる自然な感覚の現象で、登りの第6音と第７音に♯をつけ、

下降は♮にする「旋律的短音階」の感覚にも共通します。 
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第８章 演奏における変容リズム 
 

ここからは、演奏におけるリズムが心理的・物理的に変容して聴楽者に享受される様

子を追ってみることにします。 
 

音楽リズムの演奏から享受まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０ 乱弾（ランダム）リズム 

ランダムでないピカソ 

上の図 ⓪ のRandom rhythmは、音符の長さをつかむことができない、演奏技術が

未熟などで乱れる、カオス的（無秩序な）ランダム（行き当たりばったり）なリズムで

す。メトロノームの機械的リズムから〈外れる〉という意味では自然リズムとおなじで

す。 

０ 乱弾リズム   

１ 機械的リズム   

２ 自然リズム    

３ 状況リズム 

４ 表現リズム 

５ 演奏リズム  

  

Random rhythm         ランダム・でたらめ・カオス 

Mechanical rhythm         デジタル・楽譜・均等時間 

Natural rhythm         大自然の普遍性によるアナログ 

Circumstances rhythm          内的外的な演奏環境 

Expressive rhythm         演奏技術・楽曲解釈・個性 

Performance rhythm          奏でる音楽が音になる 

 

６ 聴取リズム 

７ 享受リズム   

  

Received rhythm               演奏の音を聞く 

Enjoyment rhythm         音楽に感動する聴楽者の心 
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「うちの子はピカソのような天才かしら」「前衛的表現ができる音楽才能がある」と

おもうのは、すこし早合点かもしれません。なぜなら、写実的なデッサンの時間を惜し

まなかったピカソや古典音楽の基礎を勉強した前衛作曲家は、自然リズムをしっかり身

につけた芸術家だからです。早合点だとしても、絵はそのまま続け、音楽は基礎から学

べば（そうしなくても）すばらしい芸術家になることでしょう。 

ひきつるような鋭い不協和音や途切れとぎれのアーティキュレーションやフレーズ

で当惑させる作曲家も、はじめに魅せられたクラシックはモーツァルトやシューベルト

でした。シェーンベルクが12音を射出してからのなりゆきで、意図的にわざわざラン

ダムリズムのような表現をしなければならなくなったのです。その意味では、表現リズ

ム〈３〉に含まれるのかもしれません。 

 

 

１ 機械的リズム 

楽譜はストイックな設計図 

上の図 ① のMechanical rhythmは作曲家の心に浮かんだ理念や創造を、作曲者の経

験と理論に基づいた音の設計をニュートン時間の〈均等・絶対時間〉による、デジタリ

ック記号・図式・文字で書きあらわしてあらわすストイックなリズムです。その楽譜も

現実の音にしなければ単なる設計図にすぎません。 

 

乱弾リズムよりマシだった機械的リズム 

コンピュータで音楽をつくる音楽家や教育者のなかには、メトロノームのような均等

時間配分のリズムに疑問をもち、「どうも人間はいい加減な動物らしい」として、カオ

スやファジー理論（あいまいをあつかう数学理論）で、「いろいろ拍をゆがめてみる」

のですが、まさにランダムな思いつきの領域を脱しませんから、ついに「均等時間の方

がましだった」となって、機械リズムにもどっています 

ロック・バンドにも、機械的リズムの不自然さに気づくミュージシャンがいて、拍長

を変える機器をつくらせましたが、結果はおなじ。いずれも、機械的リズムが生の演奏

に馴染まないことだけは認識していました。 

 

機械的リズムから外れると失格・減点の評価 

機械的リズムを演奏の終着駅と信じたら、メトロノームと音符がもつ時間価値を合

わせる訓練をし続けます。この方法で技術向上にいそしんだ演奏は「技巧はできている

が、おもしろくない演奏」「不感症的音楽」「不自然な歌」など指摘され、芸術性を追

究する演奏において、大きな壁になります。機械的なリズム感覚に近づき、本来もって

いる自然リズムをゆがめるからです。 
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権威ある吹奏楽コンクールでさえ、規定時間からはみ出ると失格になり、決まった時

間リズムで録音された機械的リズムからはずれると減点の評価を受けるカラオケは、そ

の例です。それにしても、カラオケの普及は「音楽が大嫌い」とか「音楽がわからな

い」といっていた人びとを “音楽好き” にもどしました。今では旧友たちも、“川の流れ

のように” 歌うだけでなく、ピアノを学びはじめ、合唱団にも参加しています。 

機械的リズムから外れると失格・減点の評価になることからすると、私がオーケスト

ラのメンバーとして経験した、予定時間より大きく伸びた国連本部総会議場での小澤征

爾指揮『ドン・キホーテ』演奏は、はげしい減点の評価を受け失格になるでしょう。 

 

正確なリズムの意味とは 

この国連本部でいっしょにオーケストラを演奏したヴァイオリニストの安永徹

（1951～)は、そののちベルリン・フィルのコンサート・マスターになり、当時の対談

（『赤川次郎のばっくすてぇじとーく』）で、「ぼくは最近、特にそういう気持ちが強い

んですけれど。4分の４拍子といえば、4分音符が４つ。一、二、三、四と正確にやる

のは無意味じゃないかと思うんです」（原文のまま）と話しています。 

以前、私のゆらぐリズム論に賛同してくれなかった安永は、このように考える前か

ら、自然なゆらぐリズムで演奏していたのですが。 

 

メトロノームの功罪 

ここで安永がいう正確とは、演奏時間の運びを機械的リズムのメトロノームのよう

な均等的正確さで演奏することで、日本で受けたその教えに疑問をもったということで

す。 

ところで、メトロノームはベートーヴェンが自作のテンポを示すために、友人のヨハ

ン・メルツェル（ドイツ1772～1838）につくらせた補助機器です。〈乱れる音符の長さ

を確認・テンポを確認〉したりするときには役立ち、初心者の乱弾リズムの修正には必

要です。均等なニュートン時間で弾くメトロノームのリズムを、芸術的演奏の完成リズ

ムと信じて、最後まで頼って技術向上にいそしむ演奏は、人間が本来もっている感覚か

ら遠くなって、芸術として真の価値を発揮できません。 

 

美しいメロディーの音階 

友人のピアニストは、留学したハンガリーの音楽学校で「音階をイン・テンポで弾

くように」といわれ、得意の “厳格で正確なリズム” で弾いたところ、「それはイン・

テンポではない」とくり返し忠告を受けたそうです。 

「正確なテンポ」「リズムやテンポをくずさないで厳格に」と訳されているin 

tempoイン・テンポやtempo giustoテンポ・ジュストでも、音階は自然リズムによる

美しいメロディーだったのです。 



  ~ 69 ~ 

 

 

 

また、「自由な時間リズムで」という意味のAgogikアゴーギグやAdlibitumアドゥリ

ビトゥムであっても、自然リズムの範囲にあるべきでしょう。 

 

純粋な子どものゆらぎをゆがめる 

ストラヴィンスキー（ロシア1882～1971）が「私の音楽をいちばん理解してくれるの

は動物と子どもたち」といったように、先入観のない子どもは自然な行動をとろうと

し、音楽も自然に表現し享受します。アンサンブルやステージ、恋愛や人生経験がない

子どもの演奏にチャーミングな色気さえ感じるのは、誕生前から自然なリズムや美しい

音の感覚が備わっているからなのでしょう。 

均等時間を芸術的演奏の完成リズムと考え、ひたすら「メトロノームに合わせなさ

い」と追いつめる機械リズムの音楽教育は、自然リズムで表現する子どもたちの人間が

もつ自然リズムのゆらぎをゆがめてきました。なかには貴重な才能をつぶしてしまった

指導者もいます。それは、機械的リズムからみると、ゆがんでいる自然リズムと乱弾リ

ズムの見分ける手段がないからです。 

 

 

２ 自然リズム 

聴楽者・共演者と共有するリズム 

再三述べてきたように、Natural rhythm（前の図 ②）は人間の誰しもが備え、その

シンクロナイゼーション（共鳴・同調）によって生れる心の交流によって演奏者と聴楽

者をつなぐ重要なリズムです。共演者も、同時に進行する自然リズムによって、音楽の

快い感覚や情緒的演奏を高める体験をします。 

 

こころよいテンポとは 

水温がおなじ井戸水が夏と冬では感じ方が違うことなど、すべて相対的な人間の感

覚は、時間と空間を軸とするスピードも相対的にとらえています。たとえば、自動車を

運転して高速道路に入ってすぐは周囲の車を速く感じ、慣れてくるとそのスピードに違

和感がなくなります。 

「テンポ」はスピードをいうイタリアの日常語ですが、速度を表現する音楽用語にな

っています。テンポや表情を示すなかのAllegroアレグロでも、モーツァルトが馬車で

何日もかけてパリやミラノに出かけた時代と、数時間で着いてしまう現代では、生活の

テンポも異なり、演奏のテンポがちがっていると考えられます。 

余談ですが、友人のテノール歌手がイタリアで急ぐときにタクシーに乗って「アレグ

ロ」と連発したものの、いっこうにスピードが上がらないのでドライバーにただしたと

ころ、「いわれたとおりにアレグロで走っているけど」との答え。アレグロを「速く」

と信じていた友人は「快適に走って」と怒鳴っていたのです。 
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馬車から汽車や自動車、飛行機になるなど、エスカレートした人間のスピードに対す

る欲。しかし、芸術としての演奏は速ければいいというわけではなく、人間の感覚には

適正なテンポがあります。スピード欲で出現した超音速飛行機のコンコルドや超伝導リ

ニア・モーターカーは、人間の適正なスピード感覚などをはるかに超えたことなどから

ヨーロッパでは中止や撤退にいたりました。 

ちなみに、ドイツで公共事業を検討するときは、政府と事業者のほかに哲学者も入る

とか。便宜を受けるのは、政治家や事業者ではなく国民だから当然のことです。 

 

 

３ 状況リズム 

演奏者と聴楽者に影響を与える演奏会場 

演奏の場はさまざまですが、そのひとつにコンサートがあります。soloソロ（独

奏・独唱）の音楽会をいうRecitalリサイタルも含まれます。コンサートがはじまった

のは19世紀で、そんなに古いことではありません。 

コンサートは演奏者と聴楽者の波動をやりとりする共通の空間です。聴楽者にとって

は享受する場であり、心の機微が新鮮で純な味わいでストレートに伝わる生
なま

演奏
えんそう

の醍

醐味を味わうことができます。それはどんな最先端の再生音響装置をもってしても、到

底かなわない威力です。 

Concertコンサートは演奏の場だけでなく、コンチェルト・協奏曲のこともいい、ラ

テン語の「闘争する」「論争する」という意味のコンチェルターレ concertareからき

ています。コンサートを演奏者と共演者が一体となって音楽をつくりあげるには、論争

や闘争が必要なのでしょうか。日本語の「凄い」や「貴様」のように、正反対のイメー

ジに転訛した言葉のようです。 

聴楽者には演奏者とおなじように音響だけではなく、会場の形や大きさ・色彩・明

るさが気になり、匂いや椅子の座り心地も伝わってきます。 

どのような場も、演奏者と聴楽者が時間を共有する演奏の空間リズムになりますが、

なかでも、ヨーロッパの伝統的コンサート・ホールで演奏するときは、ホール自体が演

奏を手伝ってくれ、まるで “すぐれた弦楽器” のようです。素材やエイジング（経年変

化）によるクレモナ名器の響きです。それは、内装の大部分がヴァイオリンとおなじ木

でできているからです。 

大聖堂も、すばらしい演奏会場。備えるパイプオルガンの最低音はダブルバス音にさ

らにバスを重ねたぜいたくな重低音が、石造りの建物を振動させ床からも伝わって、こ

ころよい響きとしてからだを包みます。 
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心をしずめる臍下丹田 

人間は感情によって〈筋肉の緊張・血圧・心拍・呼吸〉が変化します。肉体と精神が

直結しているからです。たとえば、怖いときに背中がゾクゾクし、鳥肌が立ち、腕や脚

の筋肉がひとりでに震えます。しかられながら「もっと楽しそうに弾くように」と指導

されても、楽しい感じを表現することはできません。繊細で豊かな感性をもってすばら

しい演奏をする人ほど、このことに敏感です。 

コンサートにおいて演奏者のだれしも経験する演奏直前の神経過敏な異常精神状態

の stage frightステージ・フライトの状態もそのひとつです。いわゆる「あがる」で、

一般的にはマイナス現象としてイメージされているところがあります。「そんな経験が

ない」「いつも平常心」といいはるデジタル・ロボットがごとき演奏家もおられます

が。 

声楽や器楽の学習で「腹式呼吸をとり」「腰を締めるように」というアドバイスを

受けることがあります。腕だけを使かって弾く楽器も、上半身だけでは演奏できないか

らです。 

東洋にはへその下の丹田に力をこめると心身が統一とされる「臍下丹田」（せいかた

んでん）という、武道修行の呼吸法があり、演奏にも有効な修行法として、古武道をた

しなむ演奏家がいます。 

臍下丹田は消化管内臓を支配する交感神経が集まって有随神経をつなぐ神経節で、西

洋医学がいう内臓神経節の魂の〈小さい脳・第二の脳〉とも一致しています。経験の少

ない演奏者がコンサートやコンクールの前に緊張して起る「過敏性腸症候群」は、腸の

運動と機能の異常や消化管ホルモンの失調で発生するようです。 

臍下丹田に力や意識を集中することによって、ほかの部位が脱力し、そのバネでか

らだが活性化して自在に動くようになるからです。「あがる」ことをしずめる方法とし

ても有効です。 

インドで発祥したヨガも、臍下丹田のエクササイズ。神童とうたわれた名ヴァイオリ

ニストのメニューイン（イギリス1916～1999）がスランプに陥ったときインドに渡

り、これで復活しました。 

 

リラックス法のさまざま 

欧米人が演奏前にかけてくれる「relaxリラ―クス」「take it easyテイク・イト・イ

ージィ」「good luckグドゥ・ラック」は、「頑張って」よりほっとするニューアンス

があります。 

ドイツでオーケストラの舞台裏で遭遇した、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏

曲を演奏するソリストがその前にするリラックス法は、ロックのローリング・ストーン

ズを携帯再生装置 “ウォークマン” で聴くことでした。 
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なかには、みかんを頭にのせてのオマジナイやアルコール摂取する演奏家がいます

が、それよりストレッチ体操などでからだを動かしたり、瞑想したりして呼吸を整える

方がよりよいかもしれません。 

 

上がるモチベーション 

この精神状態は、副交感神経によって十二分の力を発揮する演奏に変えることもで

きます。それには、演奏に必要な〈周到な準備・合理的な訓練・健康管理・楽器のコン

ディション〉に気を配りますが、ときに逃れたくなる自分との闘いで得た盛大な拍手な

ど、成功は快感として記憶されてモチベーションに変わっていきます。 

モチベーションを生み出す脳には、エクスタシーとおなじ「ドーパミン」という快楽

物質が走っていて心や精神につながっています。 

 

 

４ 表現リズム 

楽譜を演奏者の個性で表わす 

自然リズムや状況リズムを経て、演奏者が曲の意図を解釈し芸術と技術を個性で発揮

するExpressive rhythm。   

譜面が形式を踏んでいる曲ならば、指示どおりに弾くだけで、それなりの構造の音楽

になりますが、実際の演奏では譜面にあらわしきれない表現や演奏者の個性が加わりま

す。 

 

料理に通じる演奏表現 

私たちは調理法を知らなくても、料理をおいしく味わうことができます。音楽も

〈演奏法・理論・歴史〉に通じていなくても楽しむことができます。 

しかし、おなじ材料、おなじレシピでも、料理をする人が調理法にたけていると、

よりおいしくもてなすことができるように、演奏家が演奏法を知り、聴楽者の心理・

感覚・生理をとらえ、微細なことにも注意を払うことで、より深い感動を与えること

ができます。 

つまり、聴楽者はおいしく楽しければそれでよいのですが、そのためには演奏者が

音楽の料理法を知らなければなりません。 

 

音楽の組み立ても 土台からはじめる 

曲全体の構造からはじまって、〈フレージング→アーティキュレーション→音程・

音量→ヴィブラート→音色〉と、細かいリズムに向かい、さらに形式感や様式感と個

性的解釈を加えて、立体感のある深い演奏に近づけていきます。 
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逆に最初から音程や音色などの細かいことにこだわっていると、曲の構造を感知す

るところまではなかなかいきつきません。 

このことは、構図やデッサンのリズムが決まらなければ色を塗ることができず、絵

にならないこととおなじです。 

また、ヴァイオリンの制作にも当てはまります。大まかな形から順に細かい作業に

向かい、それぞれのパーツを全体とのバランスを吟味しながら組み立てます。フォルム

ができていないのに、いきなりコンパウンドで磨いてニスを塗ったりすることはできま

せん。 

 

 

５ 演奏リズム 

生演奏の醍醐味 

図 ⑤ Performance rhythmは演奏者が作曲者の意図を自分なりに解釈し、演奏会場

に響かせる演奏リズムです。心の機微が新鮮で純な味わいでストレートに伝わる、状況

リズムや表現リズムを経たコンサートは、それはどんな最先端の再生音響装置をもって

しても、到底かなわない威力の生の醍醐味を味わうことができます。 

 

演奏の一番は本番 

オーケストラのコンサートが終わったあとに、「本番が一番よかった」といってメン

バー同士がたたえ合う、うるわしい情景があります。何が起るかわからないコンサート

がうまくいってほっとしたのでしょう。そしてリハーサルや練習より、よい演奏になっ

たからかもしれません。 

指揮者は、リハーサルで演奏したいテンポやフレーズ、アーティキュレーションを伝

え、芸術的表現のニューアンスを確認します。それは、オーケストラの自主性や積極性

で、自身の即興性を引き出せるようにしておくためです。 

アウトラインやデッサンの基盤である時間リズムをオーケストラに伝えます。時間リ

ズムにのせる音量・音程・音色・ハーモニー・エスプレッションなどはリハーサルで確

認し、コンサートでは身振りや表情で表わします。 

指揮法は神が決めたものでありませんから、さまざまな方法や流儀があり、その時

どきのオーケストラの反応によって伝達の仕方を変えなければ、リハーサルは進行しま

せん。 

コンサートでは、その特別な精神状態から引き出された個性と社会性のポジティヴな

接点での演奏は、技巧だけでなく、その場の状況にもうまく対応して、ひとつのリズム

にまとまるすばらしい「本番に強い」演奏になります。もちろん本番が最高です。 
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６ 聴取リズム  

音楽は聞いて聴く 

ここからは、図にないのですが、聴楽者が演奏会場の状況リズムをとおして演奏者が

発する音楽の音を聞きとり楽しむReceived rhythm聴取とEnjoyment rhythm享受のリ

ズムです。 

私たちは空気の振動を集音器である耳でキャッチし、２つの耳たぶは入ってくる音の

時間差で音源の位置を測定して立体感をとらえます。さらに、その奥にある鼓膜と耳小

骨が、空気の振動を音波として〈聞き〉、内耳のリンパ液の振動に伝わった情報を蝸牛

管で信号に変えて大脳新皮質に送られる、さまざまな情報を〈瞬間的・一時的・長期

的〉記憶と、脳の働きの心で評価・判断し〈聴き〉ます。音楽における「耳がよい」と

は、細かい音や遠くの音が “よく聞える” ことではありません。 

私たちは空気を介さず頭蓋骨から聴覚神経に伝わる「骨伝導」で音楽をキャッチで

きます。自分の声の録音で愕然とすることがありますが、他人に聞かせている声より

も、骨伝導と空気伝導の音波が混じった “自分だけの声” がすばらしいからなのでしょ

うか。顎ではさんで弾くヴァイオリンやヴィオラでも経験することです。 

ベートーヴェンが、耳が聞えなくなり絶望のふちに立たされながらも演奏活動を続

けられたのは、歯でくわえた指揮棒から頭蓋骨に伝わった演奏音が聴えたから、という

逸話があります。 

 

 

7 享受リズム 

音楽は心で聴く 

聞きとった音を音楽として聴き感じ、楽しむEnjoyment rhythmです。 

コンサートにかようのは、音楽の何かを学び得ようとするのではなく、日ごろのしが

らみから解放されてストレスを解消して心をいやすためです。 

しかし、音楽がいかに健康維持に役立つとはいえ、いつでも私たちの心がいやされ、

なぐさめられ、ストレス解消になるとは限りません。嫌いな音楽や気になる演奏が流れ

ていると不快になり、好きな曲のすばらしい演奏であってもイライラし、音がないとほ

っとするときもあるからです。また、おなじ曲でも演奏者がちがうと別の曲に感じ、お

なじ演奏者でも感じ方が変ります。 

 

誤解をまねく音楽療法 

しかし、最近聞いた〈クラシック好き？〉の科学者からの「モーツアルトを聴けば血

圧がさがる」には面喰いました。長年モーツァルトを演奏してきた私の血圧は上がりっ

ぱなしだからです。 
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モーツアルトにはさまざまな曲があり、特別な音楽ではありません。そのなかの、ど

の曲の、どの部分（あるいは全体）を、どんなときに、だれの演奏で、どんな方法（コ

ンサートか、放送か、DVDか、CDか）で聴くかが問題です。これは音楽と演奏を理解

しない、惑わされる情報になります。 

このような決められた曲が特定の病に効くという論は、すでに1940年代に、やはり

音楽大好きのアメリカの医師が発表していました。 

たとえば神経症に効く楽曲として、〈不安神経症にウィンナワルツなど〉〈うつ状態

にリストのハンガリー狂詩曲第2番など〉〈神経衰弱にショパンのノクターンなど〉

と具体的に紹介しています。モーツアルトの血圧論よりはましです。 

このあたりから、音楽を身体的精神的な疾患の発見や治療に役立たせようとする「音

楽療法」になり、今では音楽大学などに専門学科が設置され、ビジネスにもなっていま

す。ただし理論が確立せず、音楽療法士資格の法律的裏づけもありません。 

私たちの心は、どんな気分のときに、どんな演奏で、どんな方法で、どんな音楽を

聴くかで決まります。 

 

「1／fのゆらぎ」は音楽リズムか 

ここで問題はずれますが、やはり科学者からの提言に、ランダムや「エフ分の１」

という “ゆらぎ” が気持よいということで、物理学や医学だけでなく音楽界でも話題に

なりました。最近も時々耳にします。 

その1／fのゆらぎとは〈よい音楽・自然の音・楽器の発音時の音色・スペクタルを

両対数グラフにすると45度の傾きになる・クラシックの名曲の多くは1／fのゆらぎ

を示すが、無調音楽はやすらぎをもたらさない〉というものでした。 

私にはほとんど理解できませんが、〈1／fとは音楽の瞬間なのか・構図なのか・演奏

なのか？・だから、なぜ気持いいのか？〉という疑問は残ります。 

 

聞こえない音楽家に聴こえる音 

私は、全国の障がい者施設を訪問演奏して、さまざまな障がい者の方々と接したと

き、耳を通さなくても音楽を感じることができると知りました。 

みんながいっしょにからだをゆすって、よろこびを表現していたのです。空気の波で

伝わる演奏をからだ全体で捉えていたのです。 

このことは、「音楽は聞くものではなく感じるもの」「譜面にないことをするのが音

楽家」と説くイギリスのDame Evely Glennieデイム・エヴェリン・グレニー（1965

～）が証明しています。8歳からの病気により12歳で完全に耳が聞こえなくなった

（いわゆる聾者）打楽器奏者です。彼女は音楽への情熱と才能によって世界的になり、

大英帝国勲章デイム叙勲、グラミー賞、レオナルド・ダヴィンチ賞も受けています。日

本でもコンサートや講座を開き、とても好評です。 
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入学試験を拒否した王立音楽院へ「実力に基づいて決めるのでなければ、合格の意味

はなんですか」と問い、「音が聞こえなければ音楽家になれるはずがない」という固定

観念をひっくり返し、入学しました。イギリスのすべての音楽学校が音楽院システムに

ならって、いかなる障害があっても受験できるように改めました。 

 

聞えない方をコンサートに招く 

地球上にグレニーがいるという現実は、奇跡ではありません。演奏家としてのグレニ

ーの情熱や努力、苦悩を考えれば、おなじ耳の不自由な方々への音楽提供などは造作も

ないことです。 

このことから、耳の聞こえない方が無縁と思ってきたにコンサートの雰囲気を感じ

てもらおうと、私がかかわる音楽祭やオーケストラ演奏会に聴覚障がい者の方を招待

しています。 

招待した中学生から「音楽のイメージがはっきり伝わった。私には聞こえないが、

音楽は心に響くものだと思う」という礼状がありました。 

グレニーがいうように音楽は感じるもので、五感のすべてが補填しあって演奏の機微

を伝えています。 
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最終章 ふたたびアウフタクト 
 

「あとがき」にあたるこの章でふたたびアウフタクトにもどりました。次のステッ

プへの経過的アウフタクトです。 

 

困った個性 

私の幼少期といえば、母がすすめる音楽には見向きもせず「音楽はすぐ消えてしまう

けど絵はずうっと残る」などとへりくつをいって、好きな絵を描き、蓄音機を分解し、

犬と戯れ、蟻の行列を眺めてすごしました。母に「いいものを見せてあげる」といわれ

て、連れていかれたオーケストラのコンサートでは、それとわかるなりホールから飛び

出す始末。「音楽に親しむ情緒豊かでりっぱな人間になってほしい」と願う母をずいぶ

ん落胆させたようです。 

音楽とゆったりつき合えず、落ち着きのない私は、興味の対象もゆらぎ、ふくらん

でいきました。親の意見を素直に聞く子どもでなかった私は、おとなになってもその傾

向を引きずり、人生のところどころでネックとなりなりました。しかし、その “個性” 

のおかげで？自分なりの問題点を掘り起こすことができたような気もします。 

 

音楽に理屈があるのか 

いつしか、あの逃げまわっていた音楽の楽器を、よろこんで弾いている自分がいま

した。もちろん「音楽の早期教育」など無縁なわけです。遅ればせながら、音楽や演奏

の約束ごとが書かれた参考書を読むことになり、そこにある「作曲家の意図を汲んで楽

譜の通り弾くように」といいつつ「楽譜どおりでは音楽にならない」というシュールな

解説に、音楽の浮世離れをした奥深さを感じたのでした。 

しかし、「よい音できちんと弾きたい」「もっとよい楽器がほしい」と、課題や悩みが

演奏技巧や経済問題にある修行者にはそれを解く余裕がありません。それでも楽しんで

学習できることから、「音楽は理屈じゃない」と開き直ったものです。 

そんなとき、第０章に記した、ブラームスの『ヴィオラとピアノのためのソナタ第一

番』のリハーサルで先輩ピアニストから受けたアドバイスによって、音符や拍の長さを

変化させることが、音楽をつくりあげる重要な要素であることに気づき、「音楽には理

屈がある」と思いはじめました。 

 

すぐれた演奏家の表現の正体を知りたい衝動 

音楽学生生活も終わりに近づき、つぎのステップが気がかりになっているところに、

「1965年の東京オリンピックを記念して、世界一流を目指すオーケストラを創立す

る」というふれこみの団員募集があり、幸運にも入団することができました。本拠地が
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芸術の森・上野公園の東京文化会館にある恵まれた職場の東京都交響楽団（都響）でし

た。 

ところが、この希望あふれる幸福感も束の間。ゆううつ感が重なっていきました。そ

れは、常任指揮者が楽典のように拍の長さを均等にとらえる音楽づくり。打楽器メンバ

ーにメトロノームリズムまがいの小太鼓を叩かせ、それに合わせてメロディーやパッセ

ージを弾かせるという、学生時代に受けた先輩ピアニストのアドバイスとは無縁の、い

じめ訓練だったのです。とうぜん曲の全体像や構図感はおざなりになりました。 

やがて、すぐれた欧米の指揮者や独奏者と共演することになり、その芸術的表現に心

惹かれ、この正体を知りたい衝動にかられました。 

その正体を解明できないまま、こともあろうに若気の至りと勤務先が演奏会場にある

利便さで、無謀にも東京文化会館小ホールでリサイタルを開きました。聴きにきてくれ

たヴィオリストの今井信子さんが「もっとしっかり勉強したら」と、彼女の師でもある

ワルター・トランプラー（1915～1997）を紹介してくれました。その勢いで、人生を保

証してくれる職場に別れを告げ、“いい歳” をしてアメリカに渡りました。 

 

ゆったりしたスケジュールで集中力を持続させる 

今井さんの紹介で最初におとずれたコネチカット州の高原は、シベリウス（フィンラ

ンド1856～1957）もたずねたことがあるという歴史あるイェール大学のサマースクー

ル。午前は室内楽のレッスン、午後は練習や水泳などで自由にすごす時間、夜はコンサ

ート、日曜日はジャズ・コンサートや映画上映がある休日というゆったりしたスケジュ

ール。長丁場9週間の集中力持続への配慮でした。 

 

崩れやすい安易な妥協 

そこで指導を受けることができた有名な「グヮルネリ弦楽四重奏団」は、1964年に

結成し、チェロのデイヴィット・ソイヤーが高齢で弟子と替わるまで、おなじメンバー

で2009年まで続きました。欧米には、このように何十年もおなじメンバーで続く演奏

団体が多くあります。 

幸運にも特別に見学させてもらえたグァルネリ・カルテットのリハーサルは、弾く時

間よりディスカッションに多くを使っていました。弓を振り上げてエキサイトするソイ

ヤーの姿が目に浮かびます。人間の特性として、安易な妥協や平均化は、かえって崩れ

やすくなるからでしょう。夜のコンサートではリハーサルで解決しなかったところも完

璧なアンサンブルになり、すばらしい演奏を聴かせてくれました。人間同士をがんじが

らめに固めると、その関係がゆがむと受けとめ、個性や個人を尊重して、お互いを理解

する関係を組み立てることで、永く尊敬し合っていこうとしているリハーサルだったの

です。 
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くっつき過ぎは長もちしない  

ところで、人間を知りつくして長く続く弦楽四重奏団は、材木の特質を知りつくして

つくるヴァイオリン属の楽器に似ています。〈表板〉のスプールス、〈裏板・横板・ネ

ック・スクロール〉のカエデ、〈指板・糸巻・緒留〉の黒檀、と材質がちがうため年月

が経つと歪み伸縮します。そのため、熱と湿気でゆるめることができる有機質のニカワ

で各木片をつなぎ合わせて修理・修復がしやすくなっていて、製作から数百年経ったい

まも、美しい音を響かせています。 

ヴァイオリンも、弦楽四重奏団も、人間も、あまりぴったりつき過ぎると剥がれやす

く長もちしないようです。 

 

あたらしい情報でひろがる脳のしくみ 

ちなみに、音楽を演奏し鑑賞する脳も、ヴァイオリンの木片をつなぎ合わせる接着面

のように柔軟性のあるニカワ質で、環境条件や学習によって変化します。 

脳には張り巡らされている伝達回路があり、ニューロンという脳細胞の神経細胞の集

団で、neuronニューロンにsynapseシナプスという結合部位があって、それぞれのニ

ューロンは他のニューロンから受けた情報を別のニューロンに伝達し、シナプス伝達回

路が形成されてひろがります。それによって芸術は学術や科学ともつながり、その交流

によって好奇心を満たし、想像力をふくらませ新しいアイディアを生みます。音楽を楽

しむことは日常生活や学習の潤滑油として広がって能率を上げることができます。 

にもかかわらず、「脳の容量に限界があるので、空けておけば、別の “こと” が入る」

と考え、ヴァイオリンやピアノの学習をやめて、空けてしまう人がいます。たとえ試験

勉強や仕事を優先するとしても、音楽から離れるのはもったいないことです。中断した

ほとんどは、おとなになって悔いています。やめたい本人の意志に、やむなく同意した

だけなのに、恨まれてしまっている親もいます。 

 

別でないのに 分けたがる 

とかく「多芸は無芸」といって、わき目も振らずひとつのことに集中する生き方が尊

く美しく、専門をいくつも持って、いろいろできる人を三束のわらじ・二刀流・マルチ

人間・文武両道といって見上げ見下し、自分や自分たちとのちがいを探して、目立つ個

性を排斥して寄せつけない傾向が生まれる「わけたがる文化」もあります。 

わけたがる例として〈プロフェッショナル（以後プロと表記）とアマチュア〉〈理系

と文系〉〈血液型別性格〉〈出身地別人柄〉〈楽器別気質〉などがあげられます。 

たとえば、理系・文系で考えると、「数字をあつかう銀行員は理系？」「人間を扱う

医者は文系？」「音楽家やスポーツ選手は何系?」と問いたくなります。人それぞれの

進路や専門分野は、そのときの状況や運命で決まることであって、脳の仕組みや体質が

理系や文系になっているわけではありません。 
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境目のない プロとアマチュア 

アメリカに渡って驚いたことは、大学のピアノ教授が法学博士だったり、クヮルテッ

トのヴィオラ奏者が数学の博士だったり、シンフォニー・オーケストラの首席ホルン奏

者の前職が物理学教授だったりすることでした。そのように、音楽とはちがう専門職を

もちながらすばらしい演奏をする人が大勢います。また、専門のすぐれたプロの技芸を

いくつももっている芸術家は珍しくなく、音楽と別の専門職を両立させる人もいます。 

そこで、amateurアマチュア音楽家を考えると、ラテン語の「愛好家」を意味する

amatorアマトールからきていることもあって、「音楽を趣味や余技をする人・素人
しろうと

」

などという人もいますが、生業にしていないだけの音楽家です。 

 

おなじプロとアマチュアの音楽 

音楽を楽しむための条件は、何ひとつありません。音楽を生業とするプロ、プロをめ

ざす人、アマチュアながらプロ並みの演奏をする人、まだ技術や知識がおぼつかない人

など、分け隔てはありません。 

もし区別をしたら音楽の本質が見えなくなり、アマチュアからプロへの移行やプロ

とアマチュアがいっしょに演奏することができません。アマチュアとプロに演奏法や音

楽観にちがいがないからです。 

 

ホワイトハウスの音楽家 

アメリカの国務長官を務めた政治学者のコンドリーサ・ライス（現 スタフォード大

学フーバー研究所 所長）（1954～）は、アラバマ大学での専攻がピアノ演奏でした。

長官在任中のホワイトハウスでも、チェロのヨーヨー・マやミュア弦楽四重奏団と好き

なブラームスを共演し喝采をあびています。 

イギリス首相だったエドワード・ヒース（1916～2005）は、ロンドン交響楽団の名

誉指揮者・理事長をつとめた音楽家。悲願のEC（現EU・現離脱）加盟の日、マスコミ

のインタビューや杯を上げて祝う人びとから離れて、静かにバッハをクラヴィコードで

弾いていたピアニストでもあったのです。 

日本の音楽愛好家としては、地球物理学者で文学者の寺田虎彦（1878～1935）も知ら

れています。寺田は大正 11 年（1922）に来日したアインシュタインの世話をし、アイ

ンシュタインが弾くベートーヴェンの『クロイツェル・ソナタ』（ピアノとヴァイオリ

ン）に刺激を受け、それまでも弾いてきたヴァイオリンでこの曲に挑戦してみました。 

 

あらゆる学問に必要な音楽 

かの工科大学の雄、マサチューセッツ工科大学には音楽学部と各学部に音楽プログラ

ムがあります。おなじように、アメリカにあるほとんどの総合大学には音楽学部が併設

され、音楽を専攻しない学生が受講する学部にも音楽プログラムが開講されています。
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私がサマースクールのあと学んだ音楽学部のボストン大学もイェール大学も総合大学

で、各学部には音楽プログラムがありました。 

ボストン大学は今井さんが紹介してくれたトランプラーが教え、イェール大学は私が

弾くヴィオラとヴィオラ・ダモーレのために多くの作品を残したヒンデミットが音楽部

長をつとめたことのある学び舎。ヴィオラ・室内楽・指揮を中心に楽しく学ぶことがで

きました。 

 

演奏で具体的に自然リズムを確認 

帰国してまもなく、来日していた、当時 ミュンヘン・フィルハーモニー交響楽団指

揮者のチェリビダッケ（1912～1996）のゼミナールへ参加し、わかりやすい音楽の仕組

みを物理的に学びました。また、当時 ボストン交響楽団と兼務の小澤征爾が指揮する

新日本フィルハーモニー交響楽団のヴィオラ首席奏者を務め、欧米の演奏旅行にも参加

しました。また、すぐれた演奏家との室内楽共演をとおして共通する法則のようなもの

を感じ、それを具体的に探るべく、自分が指揮するオーケストラ演奏の ”実験“（失礼）

で確かめることになりました。 

 

理屈っぽく大胆だった展開 

演奏の本意は、ひとえに音楽のつくり方にあるという前提で実際の演奏をみてみる

と、楽典から離れた演奏家は理屈なしで自然リズムに沿っています。しかし、楽典を信

じようとする学習者は演奏とのギャップに惑わされます。そのことから、自分のつたな

い体験と知識で、どうしたら人間の感覚に沿う演奏になるかを考えてきました。 

それを前に進めようとすると、表面的にみえていたことがラディカルな問題にかか

わっていることがわかり、楽典の見直し、音楽教育の現場への批判や提言、音楽界でタ

ブー視されがちなエロティクスをテーマのひとつにすえるなど、理屈っぽく大胆になっ

たかもしれません。 
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参考にした主な参考文献 
 

音楽のリズムをまとめるにあたって多くの文献に頼ることになりましたが、そのなかか

ら、本文の観点から問題や疑問に思われる論も含め、参考にし、引用した主なものをあげ

てみます。 

 
音楽の理論と演奏について 

芥川比呂志『音楽の基礎』（岩波新書1971） 

クーパー、マイヤー『音楽のリズム構造』（音楽之友社1960） 

クレストン『リズムの原理』中山弘一 訳（音楽之友社1968） 

ヘルマン・ケラー『フレージングとアーティキュレーション』（音楽之友社1969） 

白柳昇二『演奏理論 ―― テンポとリズム』（内外出版社1971） 

近森一重『新訂 音楽通論』（音楽之友社1984） 

ヴァンサン・ダンディ『作曲法講義第一巻』池内友次郎 訳（教育出版社1953） 

パウル・ヒンデミット『作曲家の世界』1951（音楽之友社1999） 

藤原義章『ヴァイオリンとヴィオラの小百科』（春秋社1992） 

別宮貞雄『音楽の不思議』（音楽之友社1971） 

 

芸術・科学・文化について 

石井威望『科学技術は人間をどう変えるか』（新潮選書1984） 

坂根厳夫『科学と芸術の間』（朝日選書1986） 

エヴェリン・グレニー『リズムは心に響く』岩瀬孝雄 訳（サイマル出版会1992） 

クラーゲス『リズムの本質』杉浦実訳（みすず書房1971） 

佐藤修一『自然にひそむ数学』（講談社1998） 

イアン・スチュアート『自然界の秘められたデザイン』梶山あゆみ 訳（河出書房2009） 

Ｃ．ゼーリッヒ『アインシュタインの生涯』湯川秀樹ほか訳（東京図書1974） 

中井正一『美学入門』（朝日選書1975） 

浜田正秀『思考の冒険』（玉川大学出版部1986） 

フランソワーズ・バリバール『アインシュタインの世界』南條郁子 訳（創元社1996） 

広中平祐『広中平祐の数学教室』（サンケイ出版1980） 

藤田竜生『リズム』(風濤社1976) 

藤原義章『新しいアンサンブル入門』（春秋社1992） 

 フリードリヒ・ヘルツフェルト『私たちの音楽史』渡辺護 訳（白水社1962） 

スティーヴン・W.ホーキング『ホーキングの最新宇宙論』佐藤勝彦 監訳（日本放送出版協会

1990） 

マックス・ウエーバー『音楽社会学－経済と社会』安藤英治ほか訳（創文社1967） 
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三木成夫『生命形態の自然誌』（うぶすな書院1989） 

水津一朗ほか『西ヨーロッパ人と日本人』（研究者1976） 

村上和雄『遺伝子からのメッセージ』（日新報道1996） 

門間直美編『エロス in Music』（サントリー音楽財団1983） 

山田耕筰『音楽十二講』（山雅房1950） 

横田庄一郎『キリシタンと西洋音楽』（朔北社2000） 

 

空間と時間の関連について 

中埜 肇『時間と人間』（講談社1976） 

藤原義章『リズムはゆらぐ』（白水社1990） 

ベルグソン『時間と自由』（白水社1975） 

柳 亮『黄金分割』（美術出版社1977） 

エルネ・レンドヴァイ『バルトークの作曲技法』（谷本一之 訳 全音楽譜出版社1978） 

 

人間の生体リズムと音楽について 

生田 哲『脳と心をあやつる物質』（講談社1999） 

ヴァン・デ・ヴァルデ『完全なる結婚』平野武雄ほか訳（金園社1958） 

大木幸介『脳がここまでわかってきた』（光文社1989） 

大島清『性は生なり』（毎日新聞社1991） 

貝谷久宣『脳内不安物質』（講談社1997） 

櫻林仁『音楽療法入門』（芸術現代者1975） 

インゴ・レンチュラーほか編『美を脳から考える』野口薫他 訳（新曜社2000） 

 

辞典・事典 

大山正ほか編『心理学小辞典』（有斐閣1978） 

音楽之友社編『標準音楽辞典』（音楽之友社1966） 

中條屋進ほか編『現代フランス語辞典 第2版』（白水社1998） 

野上素一編『新伊和辞典』（白水社1981） 

H.W.Hitchcock and Stanley Sadile,The New Grove Dictionary of Music & Musicians（オックス

フォード大学出版局1986） 
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藤原義章（ふじわら よしあき） 

1942年 秋田市生まれ。秋田大学 付属中学校、県立 秋田高校卒業。 

国立音楽大学、イェール大学、ボストン大学で、ヴィオラを滝川廣、ハロルド・コレッ

タ、ブロダース・アールに、ヴィオラとヴィオラ･ダモーレをワルター･トランプラーに師事。指

揮をオットー・ミューラーに、室内楽をグヮルネリ弦楽四重奏団、イェール弦楽四重奏団、ピ

アニストのレイナ－ド・シュアーに学ぶ。 

東京都交響楽団 創立団員。新日本フィルハーモニー交響楽団 首席ヴィオラ奏者。東京エレ

クトロン韮崎文化ホール 初代館長。 

もと 上野学園大学、山梨大学、軽井沢音楽祭サマースクール、全国アマチュア･オーケスト

ラ、インターナショナル・コンセルヴァトワール 各講師。 

田沢湖音楽祭、北甲斐音楽祭、笛吹音楽祭、くにたち市民オーケストラ、山梨交響楽団、

モーツァルト･アンサンブル･オーケストラで音楽監督や指揮者。 

著書に「リズムはゆらぐ」（白水社）「ヴァイオリンとヴィオラの小百科」（春秋社）

「音楽の生涯学習」（玉川学園出版部）など。 

 


