
森田稔先生によるラジオ放送番組「カザフの器楽」

１．解　　説

　1989・1990年度、NHK・FM放送で平日（月曜

日から金曜日までの５日間）午前10時45分から15分

間の時間枠で放送されたラジオ番組「世界の民族

音楽」において、ロシア音楽とソ連邦諸地域の民

俗音楽の専門研究家として名高い森田稔先生（宮

城教育大学名誉教授）の担当により、ソ連邦諸民

族の民族音楽がしばしば取り上げられた１。

1989年

４月10・11・12・13・14日

　　　 「ロシアの歌謡（１）名歌手による都会の歌

（ロマンス）」

６月５・６・７・８・９日

　　　「ロシアの歌謡（２）ジプシーのロマンス」

９月11・12・13・14・15日

　　　「ロシアの歌謡（３）ロシア民謡と民族楽器」

10月16・17・18・19・20日

　　　 「ロシアの歌謡（４）ロシア民謡とソヴィ

エト民謡」

12月18・19・20・21・22日

　　　「ロシアの歌謡（５）農村伝統の民謡」

1990年

３月５・６・７・８・９日

　　　「ロシアの歌謡（６）エスキモーの歌」

４月23・24・25・26・27日

　　　「カザフの器楽」

６月４・５・６・７・８日

　　　「グルジア民謡調査報告」

８月20・21・22・23・24日

　　　「ソ連の北方諸民族の音楽」

10月15・16・17・18・19日

　　　「分離教徒ネクラーソフ派の歌」
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12月３・４・５・６・７日

　　　「“トゥバ”の音楽」

1991年

１月28・29・30・31日・２月１日

　　　 「ソ連アルメニア共和国　サヤト･ノヴァ

の歌」

３月18・19・20・21・22日

　　　「キルギス」

　これらの放送では、森田先生が現地録音した

音源と、購入・寄贈によって蒐集したLPレコー

ド２が、主に用いられた。

　これらの中には、この時に初めて、日本で本格

的に紹介された民族音楽もある。CDやインター

ネットから音源を比較的容易に入手できる現在か

ら見れば隔世の感があるが、当時、ロシア人以外

のソ連邦の諸民族の民族音楽は、日本では、「新

世界レコード社３」に少量部数入荷したLPレコー

ドに収録されたものを除き、体系的には詳細がほ

とんど知られておらず、また、ラジオの民族音楽

番組で取り上げられたか、または、モスクワ放送

（Radio Moscow / ）の日本語放送に

おける「ソ連邦諸民族のメロディー４」で放送さ

れたか、のいずれでなければ、聴く機会はまず無

かったと言えよう。

　本稿で取り上げるカザフ音楽については、当時

まったく耳にすることができなかったというわけ

ではないが、作曲家の名前や、曲の内容等を日本

語で知ることは、ごく一部の例外を除き５、ほぼ

不可能であった。

　そのような中で、カザフを代表する作曲家クル

マンガズやダウレトケレイ、ディナ、ウクラスが

日本で初めて紹介されたのは、おそらく、森田稔

先生による、このラジオ番組「カザフの器楽」に

おいてであると考えられる。したがって、本ラジ

オ番組は、日本における中央ユーラシア民俗音楽

研究史上、無視することができない重要な意義を

有する、と評価される。

　しかし、ラジオ放送は、録音されてでもいない

限り、記録されて伝えられることがないため、先

行研究として使用することができないという憾み

がある。幸い、「カザフの器楽」の読み上げ台本

（スクリプト）は、森田先生のもとに完全な状態

で保存されており、放送された内容を、ほぼ完璧

に知ることが可能である。

　この読み上げ台本は、現在に至るまで未公開で

ある。そこで本稿では、研究史上の価値に鑑み、

その全文を紹介する。

２．凡　　例

　ここに掲げるのは、1990年４月23日～ 27日に

NHK ･ FM放送「世界の民族音楽」で放送された、

森田稔先生による「カザフの器楽」の読み上げ台

本（スクリプト）である。

　読み上げ台本は２点あり、いずれもワープロで

印字されているが、内容が部分的に異なってい

る。手書きで修正および大幅な追筆が加えられて

いるＡ稿と、清書されているＢ稿であり、Ｂ稿を

底本とする。Ａ稿には、限られた放送時間に合わ

せるために削除された部分もあるが、それも翻刻

し、その旨、注記を加えた。

　読み上げ台本では、音源の表記は、森田先生が

ダビングしたDATディスクの整理番号等が記さ

れているが、ここでは、もととなったLPレコー

ドの製品番号とトラック番号を示す。また、森田

先生がアルマアタ音楽院で録音して本放送に用い

た音源はCD［VTCD-7］に収録されているので、

当該のCDの製品番号とトラック番号を示した。

　読み上げ台本のカタカナ表記は、本文中の初出

箇所で、キリル文字によるカザフ語表記とロシア

語表記を併記した。このカタカナ表記は、ロシア

語の発音に基づいているが、カザフ語とはかなり

異なっている場合がある。その場合、括弧【　】

内に、カザフ語に基づいたカタカナ表記を示し

た。なお、原語がロシア語であるカタカナの初出

箇所でも、同様にロシア語表記を掲げた。

　カザフ語からロシア語を経た重訳によって、本
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来の意味から大きく外れた日本語訳についても、

初出箇所に括弧【　】内に注記した。

　明確な誤記は訂正した。

３．本　　文

３－０．目　　次

「世界の民族音楽」、カザフの器楽

第１回、「キュイの伝統」

　ドンブラ、「アクサク・クラン」

 VTCD-7　#5（4’07）

　コビズ【コブズ】、「コルクトのコニル【コク゚ル】」

 VTCD-7　#1（3’03）

 合計7’10

第２回、「クルマンガズィ【クルマンガズ】」

　サリ・アルカ【サル・アルカ】

 -025565─66　#8（1’45）

　キシュケンタイ

 -025565─66　#2（4’33）

　ボズショラク

 -025565─66　#15（1’24）

　テリスカパイ【テリス･カクパイ】

 VTCD-7　#3（2’02）

 合計9’44

第３回、「ダウレトケレイ」

　コス・シェク【コス･イシェク】

 -025573─74　#10（1’46）

　ジゲル

 -025567─68　#1（5’13）

　コス・アルカ

 -025567─68　#7（2’29）

 合計9’28

第４回、「ディーナ・ヌルペイーソヴァ【ディナ･

ヌルペイソヴァ】」

　ブルブル

 -025571─72　#1（3’37）

　バイジュマ

 -025571─72　#4（3’35）

　16年

 -025571─72　#6（3’30）

 合計10’42

第５回、「イフラス【ウクラス】」

　ケル・トルガウ

 -025577─78　#11（2’41）

　カザン・キュイ

 -025577─78　#10（3’43）

　ジェズキイク

 -025577─78　#13（2’03）

 ［ピアノ伴奏、現代風］

 合計8’27

３－１．キュイの伝統

［1990年４月23日（月曜日）放送分６］

第１回、「キュイの伝統」

　ドンブラ、「アクサク・クラン」

 VTCD-7　#5（4’07）

　コビズ【コブズ】、「コルクトのコニル【コク゚ル】」

 VTCD-7　#1（3’03）

【Ａ稿では、ドンブラとコブズの順序を入れ替え

ている】

 合計7’10

　「世界の民族音楽」、今週は「カザフの器楽」と

題して、ソ連のカザフ共和国に住む、カザフ人の

間で親しまれている弦楽器、ドンブラ 

 とキル・コビズ 

【クル･コブズ】の音楽をご紹介いたします。

　カザフスタン共和国の首都アルマアタ７、その

名称は「りんごの町」という意味だと言います

が、私はこの町に、【Ａ稿「もう２年も前になり

ましたが」追加】1987年12月２日の夜遅く、到着

しました。零下20度は越える寒い日で、飛行機を

下りて待合室までの道が、凍っていて滑り易く
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て、とても【「とても」Ａ稿ナシ】困った【Ａ稿

「こんなに寒い所なのかと戸惑った」に修正】事

を覚えています。しかし、空港でもホテルでも、

見る顔がどれもこれも日本人と似ていて、ホテル

のカウンターにチェックインするときには、つい

日本語で話しかけたくなってしまった程です【Ａ

稿「しまう程でした」に修正】。空港のロビーの

壁一面に張り巡らされているカラーの大きな写真

が、この町に近い観光地を写したものでしたが、

松の木に覆われた湖の景色が、私が住んでいる仙

台の側
そば

にある松島を思い出させて、郷愁を感じま

した。ユーラシア大陸のどまん中にあるというの

に、この国には日本そのものを感じさせるものが

多くて驚きました。

　さて、私はカザフの音楽について調べたいと

思って、この地を訪れたのですが、私が興味を抱

いていたのは、カザフ人と日本人とは、容貌を見

るとよく似ているし、同じモンゴロイドで、もし

かしたら昔は血筋もつながっていたのかもしれな

いのに、音楽については、基本的なことが、非常

に異なっているので、それが何に由来するのかと

いう点に、興味を抱いていたのです。つまり、日

本の音楽が単旋律で、５音音階であるのに対し

て、カザフの音楽は複旋律で、７音音階なので

す。中国や朝鮮、あるいはモンゴルなど、確かに

日本とはかなり異なる音楽を持っていますが、単

旋律で５音音階であるという意味では、どこも同

じです。ところが、同じアジア人といっても、カ

ザフの特徴は、今も述べたように、西洋の長音階

や短音階のように聞こえる、７音音階が一般的で

あるのです。この秘密が解明できたわけでありま

せんが、まず、カザフの民族音楽を、ひとつ聞い

てみて下さい。

　最初にご紹介するのは、キル・コビズ【クル･コ

ブズ】という弓で擦る弦楽器です。昔は、シャマ

ンが使っていたという楽器ですが、現在では「キュ

イ 」と呼ばれる器楽曲の形式を演奏しま

す。キュイについては、あとでお話することとし

て、まずこの楽器の音を聞いてみて下さい。私が

アルマアタ音楽院を訪ねたときに、音楽院の学生

や先生たちが集まって、私のために特別に音楽会

を開いてくれました。その時の録音から、バザル

ハン・コスバサロフ 

 という音楽院でこの楽器を

教えている先生の演奏です。曲名【「曲名」Ａ稿

「曲」】は★コルクト ～  

のキュイ「コヌィル ～ 【コ

ク゚ル８】」です。☆【★～☆Ａ稿ナシ。代わりに線

を引いて、下段の「コルクト」へと線をつなげて

いる】

コルクトのキュイ「コヌィル【コク゚ル】」

 VTCD-7　#1（3’03）

　キル・コビズと呼ばれる、弓で擦る弓奏の弦楽

器の演奏でした。馬の尻尾の毛をより合わせた太

い弦を、やはり馬の尻尾の毛で出来た弓で擦って

音を出します。複雑な倍音に特徴があります。こ

の複雑な音が、神の声を思わせたのでしょうか、

今世紀の初めまでは実際に存在していたと言われ

る、カザフのシャマンが使ったと言うのも、うな

ずかれます。【Ａ稿ではこの段落を抹消して削除】

　さて、カザフにはもう一つ、最も大衆的な楽器

として、ドンブラがあります。ドンブラは２弦の

弾
はじ

いて弾
ひ

く弦楽器です。ドンブラは歌と共に演

奏されることが多いのですが、独立した器楽曲

であるキュイの演奏にもしばしば用いられます。

本来は、独奏用の楽器です。「アクサク・クラン 

」という非常にポピュ

ラーなキュイをご紹介しますが、まず、曲につい

て、少し立ち入ってお話し【Ａ稿「ご紹介」】し

ましょう。キュイは純粋な器楽形式ですから、わ

れわれ聞くものにとっては、その内容は抽象的

に、音の関係としてしか、理解できないのです

が、カザフ人にとってはどうも物語のように、場

面を眼前に彷彿とさせてくれるようです。

　例えば、【「例えば、」Ａ稿抹消】この「アクサ

ク・クラン」にも、詳しい物語が語られていま
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す。アクサク・クランと言うのは「足の悪いしま

うま【片足の不自由な野生驢馬】」という意味で

す。粗筋をご紹介しましょう。

　「王様９の一人息子ジョシ 【ジョシュ10】

は、馬に乗って狩りに行くのが大好きでした。父

王【Ａ稿「父」と「王」の間に読点を追加】は、

これが非常に危険であることを知っていました

から、いくども狩りに行くことを禁止していまし

た。しかしある時王子は、父親には内緒で、一人

で出かけてしまいました。彼はしま馬【野生驢馬】

の群れに出会い、喜びの歌声を上げて、弓で打ち

始めます。そして、しま馬は次々と王子の矢に倒

されて行きます。興奮の余り、王子は矢が尽きて

しまったことに気付きません。王子に武器がなく

なった事を感じ取って、群れの頭
かしら

、これが足の悪

いしまうま【片足の不自由な野生驢馬】であった

のですが、この頭
かしら

が足で蹴飛ばして王子を殺して

しまいます。王は、息子が死んだ事を感じ取って

いましたが、そのことを知るのが恐ろしくて、彼

の死について知らせるものがあれば、そのものの

口に錫を溶かして流し込むと宣言しました【Ａ稿

「王は、息子が死んだ事をひそかに確信して、彼

の死について知らせるものがあれば、そのものの

口に錫を溶かして流し込むと宣言しました。王は

そのような恐ろしい知らせを聞きたくなかったの

です」】。もちろん、誰も恐ろしくて報告するもの

はいません。ところが家来の一人が、王子の運命

について知っているという者が、王に面会を申し

込んできたことを伝えます。王はその他国者を迎

え入れます。そこに、入ってきたのは一人のドン

ブラ弾き11でした。彼は一部始終をドンブラの演

奏によって語り、王は約束通り、ドンブラ自体に

錫を流し込んだ【Ａ稿「流し込み、人々は助かっ

た」】」という物語が、伝えられています12。この

「アクサク・クラン」は、その時ドンブラ弾きが

弾いて聞かせたという曲です。馬の走り回る情景

の中で、低い音域に運命を表す旋律が、ときどき

聞こえてくるのに注意してお聞き下さい。（話の

時間、約7’10）【括弧の部分、Ａ稿ナシ】

（［曲の］頭を20秒余り切る。3’07）

　［【Ａ稿追加】世界の民族音楽、今週はカザフの

器楽と題してお送りします。今日はその第１回目

で、２つの弦楽器をご紹介しました。ご案内は森

田稔でした。］

３－２．クルマンガズ

［1990年４月24日（火曜日）放送分］

第２回、「クルマンガズィ【クルマンガズ】」

　「世界の民族音楽」、今週は「カザフの器楽」と

題して、ソ連のカザフ共和国に住む、カザフ人の

音楽をご紹介しています。今日は、２回目で、ク

ルマンガズィ 【クルマン

ガズ】13という作曲家の音楽をお楽しみ頂きます。

　カザフの民族音楽は、もちろん、楽譜のような

物は持っていませんでした。革命後、民族音楽を

近代化し、盛んにするという政策が取られました

から、現在は音楽院でも教えていますし、五線譜

も使っていますが、本来は、口から口へ、口承で

伝承されるものでした。しかし、面白いことに、

作曲家の名前はたくさん残っているのです。あま

り古い名前は多くないのですが、19世紀に活躍し

た音楽家の名前が20も30も、現在でも伝えられて

います。その中でも、とくに大作曲家であった

人々を、いく人か取り上げて、その音楽を聞いて

みたいと考えました。楽譜のない時代の音楽です

から、現在演奏されるものは、すべて弟子から弟

子へと口伝えで伝承されたものです。しかし、革

命後、1920年代に入ると、音楽学者が調査に入っ

て、たくさん曲を楽譜に書き取っています。作曲

者名も、曲名も同じでも、実際の音楽は演奏家に

よってかなり異なることが多いのですが、旋律の

輪郭とか、特徴的なリズムとか、その曲であるこ

とがすぐ分かる特徴も認めることが出来ます。

　これからお掛けするレコードは、私がアルマア

タで買ってきたものですが、８枚組の器楽音楽の
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アンソロジーです14。残念なことに、全てモノラ

ル録音ですし、作曲者名と曲名以外は何も記され

ておらず、録音の時期とか演奏者など分からない

ので、申し上げられませんが、ご了承下さい。

　さて、最初にご紹介する作曲家は、クルマンガ

ズィ【クルマンガズ】です。墓標には1806年生ま

れとあるそうですが、研究者の調査の結果、実際

には1818年に西カザフスタン［【Ａ稿追筆】の貧

しい遊牧民の家］に生まれたことが分かっていま

す。クルマンガズィに限らないことですが、19世

紀の音楽家については、書き留められた資料は何

も残っていないので、わずかに残っているロシア

の旅行者の手記や教えを受けた弟子たちの証言を

集めることで、作曲家の生涯や作品の背景を調べ

るしかありません。従って、クルマンガズィの死

んだ年についても、音楽事典では1879年または

1889年となっていて、証言の間に矛盾があること

が分かります。いずれにしても、クルマンガズィ

は19世紀の中ごろに活躍した音楽家であった事は

確かでしょう。

　クルマンガズィの名は、アルマアタ音楽院、国

立民族楽器オーケストラ、カザフ共和国音楽賞、

あるいはいろいろな音楽小学校などに、付けられ

ています。つまり、例えば、クルマンガズィ記念

アルマアタ音楽院、などとなるわけです。クルマ

ンガズィはそれ程尊敬されている作曲家であった

ことになります。

　ここでまず、カザフで最も有名なキュイと言え

る「サリ・アルカ 【サル・

アルカ】」を聞いてみましょう。サリ・アルカと

は黄金のステップと言う意味であるということで

す。カザフ人は遊牧民ですから、天山山脈からカ

スピ海までの広いステップを、馬に乗って【「馬

に乗って」Ａ稿ナシ】自由に行き来してきまし

た。彼らにとって、ステップはふるさとの様なも

のであります。クルマンガズィの作曲とされる

【「の作曲とされる」Ａ稿訂「がふるさとの自然を

讃えて作曲した」】キュイ「サリ・アルカ」、「黄

金のステップ」です15。

　　 -025565─66　#8（1’45）

　キュイとは何か。音楽事典を引きますと、「カ

ザフの民族的器楽作品で、ドンブラその他の民族

楽器によって演奏される。いろいろな形の口碑伝

承、つまり叙事詩、歴史物語、伝説、おとぎ話、

自然界の形象、習慣などが、キュイの中で音楽的

に描かれている。従って、多くのキュイは標題的

である。鳥の飛翔や蛇の蛇行を描いたキュイもあ

る」と記されています。

　［次に【Ａ稿追筆】］クルマンガズィの若い頃、

最初に【「最初に」Ａ稿訂「はじめて」】自分で作

曲したといわれる「キシュケンタイ 

」を聞いてみましょう。これは、自由

を求めて戦って死んだ勇士の英雄的な活躍の日々

を描いています。後に、クルマンガズィ自身が、

「イサタイ  とマハンベット 16よ、

おまえたちは死んだのか？　否」というエピグラ

フを、この曲に【「、この曲に」Ａ稿ナシ】添え

たということです。最初と最後に本来は単旋律で

【「単旋律で」Ａ稿「一つの弦だけで」】奏する悲

しみを表現する旋律があり、この曲が【「を表現

する旋律があり、この曲が」Ａ稿追筆「の表現が

あり、民族のために死んだ勇者に送る」】レクイ

エムであることを示しています。ここでは、民族

楽器の合奏17によって演奏されています【この文、

Ａ稿抹消】。

　　 -025565─66　#2（4’33）

　クルマンガズィの作品から二曲、【「二曲、」Ａ

稿「二つ、いずれも」】合奏のための編曲でした

ので、今度は【Ａ稿訂「最後に」】本来の演奏形

態である、ドンブラの独奏でお送りしましょう。

★曲は「ボズショラック 」、

「背の低いあし毛」。クルマンガズィは反政府的な

運動をしたとして、いくども牢屋に入れられて、

つらい生涯を送ったのですが、始終鞭で打たれる

背の低いあし毛の馬に自分をたとえて、この曲を
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書いた【作った】と言われています。ドンブラの

独奏で、「ボズショラック」です。

　　 -025565─66　#15（1’24）

　最後に、もう１曲、クルマンガズィの作品。★

【★～★、Ａ稿抹消】曲は「テリスカパイ 

【テリス･カクパイ】」で

す。この演奏はレコードではなく、アルマアタ

音楽院で私自身が録音したものです。アルマア

タ音楽院民族音楽科の３年生、ルスダウレトフ・

ルシエイベト【ルスダウレトフ･ルスパンベト 
18】という名の学生が演奏

してくれました。（話し、6’25）

　　VTCD-7　#3（2’02）

　［【Ａ稿追加】世界の民族音楽、今週はカザフの

器楽をお送りしています。今日はその２回目、19

世紀の中ごろに活躍したカザフスタン最大の作曲

家として尊敬を集めているクルマンガズィの作品

をお送りしました。

　ご案内は森田稔でした。］

３－３．ダウレトケレイ

［1990年４月25日（水曜日）放送分］

第３回、「ダウレトケレイ」

　コス・シェク【コス･イシェク】

 -025573─74　#10（1’46）

　ジゲル

 -025567─68　#1（5’13）

　コス・アルカ

 -025567─68　#7（2’29）

 合計9’28

　「世界の民族音楽」、今週は「カザフの器楽」と

題して、ソ連のカザフ共和国に住む、カザフ人の

音楽をご紹介しています。今日は、３回目で、ダ

ウレトケレイ 19という

作曲家の音楽をお楽しみ頂きます。

　ダウレトケレイ・シガーエフ  

、1820年、西カ

ザフスタンの生まれ、【「、」Ａ稿追筆「ですから、

昨日のクルマンガズィ【クルマンガズ】より２才

年下です。」】1887年、やはり西カザフスタンで死

んでいます。［【Ａ稿追加】昨日のクルマンガズィ

は貧しい遊牧民の出身で、生涯にわたって時の支

配者から扇動者と見なされて危険人物として扱わ

れて、牢屋につながれたこともしばしばでした

が、ダウレトケレイは貴族階級の出身で教育もあ

り、政府の高官として、高い身分の地位にありま

した。カザフ語の読み書きはもちろん、ロシア語

もできたということで、カザフ人の中では数少な

い知識階級に属していました。しかもその中では

めずらしい音楽家となりました。当時カザフの貴

族階級の間では、音楽を専門にすることは全く

考えられないことでしたが、すでに趣味として

は、ドンブラの音楽は一般化していたということ

です。ドンブラがカザフ人の間ですでに19世紀に

芸術音楽として受けとめられていたことになり

ます。注目に値する事実です。ダウレトケレイ

は、政府の使節団の一員として］1859【Ａ稿訂

「1855」】年には、［【Ａ稿追筆】アレクサンドル２

世の戴冠式に出席するためにロシアを訪れ、］モ

スクワやペテルブルグなど、ロシアの町を訪れて

【「、ロシアの町を訪れて」Ａ稿訂「で」】、ロシア

のインテリゲンチャと接触し、ロシア音楽にも親

しんだということです。彼の音楽には、ロシア的

な旋律も現われることがあるといいます。［【Ａ稿

追加】彼はまた、ロシアのバラライカも弾き、マ

ンドリンやギターには強い興味をもちました。と

くにマンドリンの技法は、彼のドンブラの作品に

も影響を残しているといわれます。］★ダウレト

ケレイの作品は、ソ連時代になってから、1920年

代に、ザタエーヴィチ  とい

うロシア人の音楽学者によって、40曲ほど楽譜に
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記録されました20。

　その中から、☆【★～☆、Ａ稿抹消。Ａ稿注

記：「（ザタエーヴィチについて補足……）」】ま

ず、初期の作品から「コス・シェク 

【コス･イシェク】」です。「一組の弦」

という意味で、ドンブラの二つの弦が、互いに競

い合うようにという意図で、作曲されたというこ

とです。ドンブラの演奏では、高い方の弦が主と

して旋律を担当し、もう一方の弦は、たまたま旋

律を弾くことはあっても、普通は伴奏の声部にな

りますが、この曲では【「は」Ａ稿抹消】、ダウレ

トケレイは二つの弦を対等に扱おうと工夫したと

いいます。

　ドンブラの独奏で、［【Ａ稿追筆】ダウレトケレ

イの作曲］「コス・シェク【コス･イシェク】」で

す。

　　 -025573─74　#10（1’46）

　ダウレトケレイのキュイ、次は「ジゲル 

」（エネルギー）をお送りします。このキュ

イを楽譜に書き留めたザタエーヴィチは、曲の内

容について次のように書いています。「ジゲル、

つまりエネルギーという標題の由来は何か。実

際にエネルギーであるとしても、それは現実的

な、攻撃的なエネルギーではなく、もし、このよ

うな言い方が許されるとするなら、静止したエネ

ルギーである。つまり、大きな悲しみに満ちた思

索の表現であり、悩みに満ちた心の、隠された力

を表現している」と。ザタエーヴィチはさらに言

葉を継いで、この曲には、チャイコーフスキイの

「悲愴」交響曲の第４楽章に通ずるものがある、

とまで述べています。1,000曲にも及ぶキュイを採

譜したザタエーヴィチの言葉ですが、実際にどの

様に聞こえるか、お聴き頂きましょう。ダウレト

ケレイのキュイ「ジゲル」（エネルギー）です。

　　 -025567─68　#1（5’13）

　もう１曲、ダウレトケレイの作品。今度は合

奏に編曲されたものですが、特に有名な「コス・

アルカ 」です。「一組の耳飾

り」という意味で、作曲家が描いているのは、イ

ヤリングを着けた娘が、水を一杯に入れた桶を肩

に担いで、重そうにゆっくりと歩いている様子で

あると言うことです。水道のない時代のことです

から、［【Ａ稿追筆】井戸のそばで］馬を休ませる

ジギト （カザフの若者）にとって、水を運

んでいる娘の姿は日常の風景でもあり、同時にあ

る感慨を誘うものでもあったのでしょう、それで

は、ダウレトケレイの「コス・アルカ」（一組の

耳飾り）です。

 （話し、3’15）

　　 -025567─68　#7（2’29）

　［【Ａ稿追加】世界の民族音楽、今週はカザフの

器楽をお送りしています。今日はその３回目、ダ

ウレトケレイの作品を御紹介しました。

　ご案内は森田稔でした。］

３－４．ディナ・ヌルペイソヴァ

［1990年４月26日（木曜日）放送分］

第４回、「ディーナ・ヌルペイーソヴァ【ディナ･

ヌルペイソヴァ】」

　ブルブル -025571─72　#1（3’37）

　バイジュマ -025571─72　#4（3’35）

　16年 -025571─72　#6（3’30）

 合計10’42

　「世界の民族音楽」、今週は「カザフの器楽」と

題して、ソ連のカザフ共和国に住む、カザフ人

の音楽をご紹介しています。今日は、４回目で、

ディーナ・ヌルペイーソヴァ 

【ディナ･ヌルペ

イソヴァ】という女流作曲家の音楽をお楽しみ頂

きます。
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　ディーナ・ヌルペイーソヴァ【ディナ･ヌルペ

イソヴァ】。1861年にウラル地方に生まれ、1951

【1955】年にアルマアタで死んでいます。西カザ

フの伝統を受け継ぐ作曲家です。ドンブラの演奏

は父親から学びましたが、９才の時にクルマンガ

ズィ【クルマンガズ】の演奏を聞いて、彼に師事

することになりました。クルマンガズィの弟子の

中でも、最も若い世代に属し、クルマンガズィに

関することを、現代までいろいろと伝えてくれま

した。同時に、自分自身も作曲家として大成し、

1944年には、カザフ共和国人民芸術家の称号を与

えられています。革命前からいろいろな作品を残

していますが、革命後も作曲を続け、ソ連時代の

テーマに関するキュイも数多く書いて【作って】

います。★女性の作曲家であるという点が、興味

を引きます。1987年に、私がアルマアタを訪れた

ときに、民族音楽の演奏家にたくさん出会いまし

たが、その中に女性も多かった事が思い出されま

す。ヌルペイーソヴァはソ連の文献において、非

常に高く評価されていることが注目されます。女

性が男性同様に評価を受けることが出来たという

ことは、カザフ人の社会構造を考える上で参考に

なることです。

　ヌルペイーソヴァの作品、☆【★～☆、Ａ稿ナ

シ】まず始めに、女性らしい叙情的なキュイから

聞きましょう。曲は「ブルブル 」、

「夜鶯」です。単に鳥の歌声を描写するというので

はなく、叙情的な感情の動きが生き生きと描かれ

ていると言って良いでしょう。美しいキュイです。

　　 -025571─72　#1（3’37）

　ディーナ・ヌルペイーソヴァのキュイ。次は、

「バイジュマ 」です。★バイ

ジュマという曲には、クルマンガズィ【クルマンガ

ズ】を初めとして、19世紀の数多くの作曲家のバ

リアントがあります。☆【★～☆、Ａ稿削除】バ

イジュマ［【Ａ稿】というの］は伝説的なキュイの

作曲家の名前で、その人の曲を多かれ少なかれ引

き継いでいるのですが、ディーナの曲【「曲」Ａ稿

「作品」】は、★確かに調性、旋律構造など他の「バ

イジュマ」と共通点はありますけれども、☆【★～

☆、Ａ稿削除】技巧的にも内容的にも全く新しい

ものであると、高い評価を与えられて【「高い評価

を与えられて」Ａ稿「高く評価されて」】います。

　　 -025571─72　#4（3’35）

　カザフ人は大ロシア人中心の【「大ロシア人中

心の」Ａ稿ナシ】ロシア帝国の中で、民族として

抑圧される立場にありましたから、キュイのテー

マにも、カザフ人の反乱や、その指導者の英雄的

な行為を歌ったものが【「が」Ａ稿「も」】数多く

あります。ヌルペイーソヴァは【「は」Ａ稿「も」】、

★女性的な、叙情的なテーマだけでなく、☆【★～

☆、Ａ稿ナシ】革命前から愛国的なテーマによる

キュイも作曲しています。今日の【「今日の」Ａ

稿ナシ】最後に、もう１曲、「16年 16-

」という曲をお送りいたしましょう。16年とい

うのは1916年という意味で、第１次世界大戦のさ

中の事です。この年に、ツァーリの政府が、僻地

に住む「異民族」（ロシア人以外をこのように呼

んだのですが）の★18才から43才までの全ての男

性☆【★～☆、Ａ稿訂「成人男性のすべて」】を、

軍事産業に動員しようと決定しました。この決定

に反対する暴動が、カザフスタンのあちこちで巻

き起こりましたが、土地の支配者による激しい弾

圧にあって、多くの犠牲者がでました。このテー

マによるキュイは数多くありますが、ヌルペイー

ソヴァの「16年」の特徴は、その他【「その他」

Ｂ稿欠脱】の「16年」に共通している暗さがない

と言うことです。ディーナの家では、息子のジュ

ルンバイ  が召集されました。ディーナ

の「16年」には、反乱に加わるカザフの若者（ジ

ギト）の駆る馬の足音さえ聞こえてきます。

　それでは、最後に、民族楽器オーケストラの演

奏で、ディーナ・ヌルペイーソヴァのキュイ「16

年」です。（話し、4’40）
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ついでながら、今回のシリーズで選んだものは、

全てと言って良い程、西カザフの音楽です］。西

カザフはオレンブルグとか、アストラハンなどロ

シア人の町に接していますから、ロシアとの関係

は古くからありました。ロシアの民族楽器にドー

ムラ  というのがあります。ロシア・マン

ドリンとも呼ばれるもので、ロシアの民族楽器

オーケストラの中心的な楽器の一つですが、これ

がカザフのドンブラと関係があることは、よく指

摘されます。

　今日は、今までの西カザフの伝統とは少し異な

る中央カザフの音楽家をご紹介します。イフラ

ス【ウクラス】という作曲家、ドンブラではな

く、クィル・コブィズ【クル･コブズ】の演奏家

兼作曲家でした。すでに、最初の第１回の時にも

申し上げましたが、クィル・コブィズという楽器

は、シャマンの、いわば神懸かりのための道具で

ありましたから、この楽器の演奏は、専らシャマ

ンの仕事であった事は、指摘しておかねばなりま

せん。カザフはイスラム教徒ですが、他の中央ア

ジアの民族、ウズベクとかタジクと違って、イス

ラム化はずっと後の事になりますので、19世紀に

はまだシャマンがたくさん残っていました。イフ

ラスもまた、家に伝わるこの芸を伝承したとあり

ますから、シャマンの伝統を伝える人物であった

と思われます。カザフのシャマンはバフシ 

【バクス 】と呼ばれていました。イフラス

は1843年にウズベクに近いスザク 【ソザク 

】地方に生まれています。小さい時から音

楽的な才能を現したということで、父親からクィ

ル・コブィズの演奏法を習いました。立派なバフ

シに成長して、最後は、1916年、73才で死にまし

た。最後まで、人々の尊敬を集め、クィル・コ

ブィズを演奏していたということです。

　イフラスの残した作品は数多くあります。彼

の作品から、まず「ケル・トルガウ 

」という曲をご紹介しましょう。シャ

マン的な、神秘的な音楽を脱して、世俗的な明る

い性格の音楽に変わっていった、彼の【「彼の」

　　 -025571─72　#6（3’30）

　［【Ａ稿追加】世界の民族音楽、今週はカザフの

器楽をお送りしてまいりました。今日はカザフス

タンの女流作曲家ヌルペイーソヴァの作品を御紹

介しました。ご案内は森田稔でした。］

３－５．ウクラス

［1990年４月27日（金曜日）放送分］

第５回、「イフラス【ウクラス】」

　ケル・トルガウ

 -025577─78　#11（2’41）

　カザン・キュイ

 -025577─78　#10（3’43）

　ジェズキイク

 -025577─78　#13（2’03）

 ［ピアノ伴奏、現代風］

 合計8’27

　「世界の民族音楽」、今週は「カザフの器楽」と

題して、ソ連の【「ソ連の」Ａ稿ナシ】カザフ共

和国に住む、カザフ人【「に住む、カザフ人」Ａ

稿ナシ】の音楽をご紹介して参りました。今日

は、５回目、最終回です。★クィル・コビズ【ク

ル･コブズ】の演奏をお楽しみ頂きます☆【★～

☆、Ａ稿「イフラス ～ 【ウ

クラス】というクィル・コビズ【クル･コブズ】

の作曲家をとりあげます」】。

　カザフスタンはソ連の中でも、ロシアに次ぐ大

きな共和国ですから、文化的な地方差がかなり大

きく、西と中央と東と大きく三つの音楽文化圏

【「の音楽文化圏」Ａ稿ナシ】に分けられていま

す。クルマンガズィを始め昨日まで聞いてきた音

楽家は、その内の西の文化圏［【Ａ稿】の］出身

でありました。カザフでは、【「カザフでは、」Ａ

稿ナシ】音楽家がどの地方の出身であるかが、そ

の音楽様式を知る上で大切な要素です。［【Ａ稿】
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展しています。］

　★それでは、今回の最後になりますが、多民族

国家ソ連のあらゆる共和国で行われている、民族

音楽の近代化の例として、クィル・コブィズとピ

アノとの合奏をお送りしましょう。クィル・コ

ブィズは改良を加えられ、現在では合奏用、ある

いは独奏用に、かつてのような音程の不安定な楽

器ではなく、近代的な音色と音程が得られるもの

が出来上っています。もちろん、大きさもオーケ

ストラの合奏に適するように、バスからソプラノ

まで揃っています。これが改良であるかどうかは

難しい問題ですが、音がヴァイオリンの様に、強

く澄んだ響きを持つようになった事は確かです。

今回の一番最後になりますが、ピアノの伴奏によ

る改良されたクィル・コブィズの演奏を一つお送

りしましょう。曲はやはりイフラスの作曲した

キュイで、「ジェズ・キイク 」

です。☆【★～☆、Ａ稿追筆「最後にご紹介す

る、イフラスの「ジェズ キイク」はピアノの伴

奏に編曲されています。クィル・コビズも改良さ

れた型で、バイオリンの音に近い、澄んだ音を出

しています。複雑な倍音を特徴としていたシャー

マンの楽器も、ここではその神秘性を失っていま

す。同時に、聴きやすい音になっていることも確

かです。どちらが良いかは難しい問題です。あわ

てて結論を出すこともないでしょう、いろいろな

試みが豊かな音楽文化を作り上げるのですから。】

　「ジェズ･キイク」は「銅のかもしか【サイガ】」

という意味で、★これはステップの美と尊厳を

体現するもので、自由の化身と言われています

☆【★～☆、Ａ稿「このかもしかはステップの自

由の化身とされています」】。★狩人の信じる所に

よれば、銅のかもしかが太陽の光を反射して、狩

人の矢に当らないということで、ステップに長く

生きて伝説的な存在になっているのです☆【★～

☆、Ａ稿「伝説の中ではジェズ･キイクは危険に

陥った子供たちの救出に奔走する母親として描か

れています。ジェズ･キイクは岩場も軽々ととび

回り、はてしのないステップは矢のように疾走し

Ａ稿ナシ】最初の作品とされている曲です。ケ

ル・トルガウは叙事詩的な題材で、遠い昔につい

て語る一種の無言歌です。古い題材で、本来は

クィル・コブィズの一弦の一部だけを使う、狭い

音域の単調なものでしたが、イフラスは音域を拡

げ、リズムの変化を加え、旋律的な要素も豊かに

して、全く新しい音楽に★作り上げた、というこ

とです☆【★～☆、Ａ稿「作り上げました」】。

　それでは、まずクィル・コブィズの独奏で、イ

フラスの「ケル・トルガウ」です。

　　 -025577─78　#11（2’41）

　イフラスのキュイ、次は、「カザン・キュイ 

」という曲です。題材は古

い叙事詩に基づくもので、カザフの伝説的な勇士

ショラの物語21です。遠い町カザンへ冒険の旅に

出ようとするショラに、人々は「今カザンは冬

で、雪が降っている」と警告します。ショラは答

えて「私が着くまでに、あそこには雪の代わりに

神様の恩恵が降り注いでいるだろう。空から血が

降ってきても私は耐えて、カザンにたどりつく」

と言いました。音楽は勇士の勇気と自信を描き、

馬の疾走、あるいは馬にまたがる勇士の歌を伝え

ています。

　イフラスの「カザン・キュイ」です。（4’40）

　　 -025577─78　#10（3’43）

　［【Ａ稿追筆】ソ連では、民族の文化を近代化

し、芸術的に洗練させるという考えから、民族音

楽と芸術音楽との融合が長年試みられてきまし

た。ソ連を構成する15の共和国、それぞれに、多

少とも特徴のある、民族音楽の発展の仕方はあり

ますが、西洋音楽との折衷は、どの民族の音楽に

おいても大切な、中心的な流れになります。カザ

フスタンでも音楽院に民族音楽を教えるコースが

あることにも表れているように、カザフの民族音

楽を使った、いわゆるクラシック音楽は非常に発
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参考として、カザフ王家を含むジュチ裔の略系図が138頁
にわたって掲載されている、しかし、現時点においては、
カザフ王家の部分については、現時点において、分量的
に倍に及ぶ系譜情報の増補を行うことが可能である。

11 伝承によると、ナイマン部のケトブガ 。
12 「アクサク･クラン」は、CDでは、SCD-8801 #9; KICC 

5566 #29; MEL CD 30 01822 #5（以上、同一音源）; KICC 

5199 #1 で聴くこともできる。「アクサク･クラン」の物語
については、赤坂 （2005: 116, 200-281; 2014: 113, n.5） をも
参照されたい。

13 クルマンガズ  については、東
田（2005）を見よ。

14 -025563─64～ -025577─78．収録され
ている曲目については、赤坂（2015: 51-55）を見よ。

15 編曲された合奏で、クルマンガズ記念カザフ民族楽器
オーケストラによる演奏。

16 イサタイ･タイマノフ 

（1791～1838）とマハンベト･ウテミソフ 

（1804～
1846）は、十九世紀前半のカザフスタン西部におけ
る、帝政ロシアと内帳（ブケイ･オルダ）汗

ハン

ジャンギ
ル  に対する武装蜂起の、有名な反乱指導者。
特にマハンベトは著名な吟唱詩人（アクン ）であ
り、2004年には生誕200年祭がカザフスタン政府とユネ
スコとの共催で行われた。

17 クルマンガズ記念カザフ民族楽器オーケストラによる
演奏。

18 VTCD-7では「ルスダゥレトフ･ルシェイベト Rsdauletov 

Rsieibet」と表記されるが、東田範子氏より、正しくは
「ルスダウレトフ･ルスパンベト 」
であると御教示たまわった。記して謝意を表す。

19 ダウレトケレイは、カザフ小オルダ（キシ･ジュズ）の汗
ハン

アブルハイル （
）の子、小オルダの汗ヌラリ （ヌラル 

）の子、ブケイ汗国（内オルダ）の汗シガイ
（シュガイ ）の子である。赤坂（2005: 右

98頁）。母は、小オルダのセルケシュ  氏出身で、
もと、ブケイ汗国の初代ブケイ･ハン 

（在位1811～1815年）の第三夫人。ブケ
イ･ハンの没後、その弟シガイの妃となった。ダウレト
ケレイは、ブケイ汗国のスルタン（王族）として、ロシ
アの少尉となり、母方の氏族である、ブケイ汗国のセ
ルケシュ氏を支配し、1852年２月21日からノガイ 

氏を支配し、1860年６月20日に再びセルケシュ氏を支
配した。キュイ作曲家（キュイシ ）としてのダ
ウレトケレイについては、Dauletkerey （1996）; Jubanov 

（2001: 83-113）; Jubanov （2002）; Qali （2002: 74-116）; Aravin 

（2008） 等を見よ。
20 Zataevich （1925）.
21 勇士ショラ、すなわちショラ･バトゥル 

ます。銅のかもしかは、太陽の光を反射して、狩

人たちの矢を命中させません。だからステップに

長く生き延びているのであると、伝説に伝えられ

るようになりました」】。

　★キュイ「ジェズ・キイク」は、かもしかの

自由な疾走を独自なリズムで表現しています☆

【★～☆、Ａ稿「イフラスのキュイ「ジェズ・キ

イク」、ステップの自然を讃美し、銅のかもしか

の疾走する姿を、特徴的なリズムで描いていま

す」】。（話し、6’05）

　　 -025577─78　#13（2’03）

　［【Ａ稿追加】世界の民族音楽、今週はカザフの

器楽と題して、ソ連カザフスタン共和国の音楽を

ご紹介しました。ドンブラとクィル・コビズ、２

つの民族楽器の音をお楽しみいただきました。ご

案内は森田稔でした。］

【注】
１ 森田（2001）の記載を、当時の新聞のラジオ放送欄に
よって確認した。なお、「民族音楽」の放送は、週に
よっては、特集として時間枠を拡大したり、また、休
みとなった場合もあった。

２ それらの大部分は、赤坂（2014; 2015; 2016）において
目録化されている。

３ 赤坂（2014: 113, n.3）を参照されたい。
４ 1980年代中頃、毎週金曜日19時30分から30分間の時間
枠で放送されていた。

５ 下文で紹介されている「アクサク･クラン」の粗筋は、
モスクワ日本語放送の「ソ連諸民族のメロディー」で
紹介されたことがある。

６ この第１回の内容は、VTCD-7にほぼ全文、転用され
ている。

７ ロシア語で 。カザフ語ではアルマトゥ 。
現在はアスタナ  に遷都。

８ 「コク゚ル」について、東田範子氏より、「濃い茶色（の
馬の毛）という意味がありますが、やわらかで深い音
という意味でも使われるようです。実際の発音は「コヌ
ル」という感じに聞こえます」と、御教示いただいた。

９ シュングス･ハン  すなわちチンギス･ハン。
10 すなわちチンギス･ハンの長男ジュチ。カザフ汗国の王
統は、ジュチの十三男トカ＝テムルの後裔である。ちな
みに、赤坂（2005：１～ 148頁）「付録 ジュチ裔系図」に、
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ついて」早稲田大学総合研究機構『早稲田大学 総合研
究機構誌 プロジェクト研究』9: 93-114.

── 2015「森田稔先生蒐集中央・北方ユーラシア民俗音
楽聴覚資料について」早稲田大学総合研究機構『早稲
田大学 総合研究機構誌 プロジェクト研究』10: 43-69.

── 2016「森田稔先生蒐集スラヴ系諸民族民俗音楽聴覚
資料について」早稲田大学総合研究機構『早稲田大学 

総合研究機構誌 プロジェクト研究』11: 49-64.
Aravin 2008 

: .

Dauletkerey 1996 
;

2 1:
:

: 

, 2000.
Jubanov 2001 : 

.

Jubanov 2002 :

 

:

森田稔 1990「中央アジア諸国の音楽」『岩波講座 日本の
音楽・アジアの音楽』別巻Ⅱ、岩波書店

── 1992「内陸アジア」藤井知昭ほか編『民族音楽概論』
東京書籍、pp.167-182.

── 2001『森田稔の仕事　森田稔教授（音楽学）退官記
念誌』仙台：宮城教育大学 音楽教育講座 .

Qali 2002 
坂井弘紀 2000「テュルク英雄叙事詩の地域的特徴『チョ
ラ・バトゥル』の分類をもとに」『地域研究論集』3（2）
国立民族学博物館地域研究企画交流センター：95-122.

坂井弘紀 2016「チョラ・バトゥル　カザン陥落と悲劇の
ヒーロー」小松久男編『テュルクを知るための61章』
明石書店：72-76.

東田範子 1999「フォークロアからソヴィエト民族文化へ ─
「カザフ民族音楽」の成立（1920-1942）─」『スラヴ研
究』46: 1-32.

── 2005 「クルマンガズ」『中央ユーラシアを知る事典』
平凡社：182.

山内昌之 1990「歴史の表現と想像力」『季刊アステイオン』
17: 016-034.

Zataevich 1925 , 1000 
 （ ）. , 

, 1925; 
, 1000  ［ ］ 

, 2004.

 を主人公とする英雄叙事詩は、イワン雷帝
によるカザン汗国の征服（1552年）を歴史的背景とし
て成立した。詳しくは山内 （1990）；坂井 （2000; 2016） 
等を参照せよ。なお、ウクラスの「カザン･キュイ」
は、KICC 5166　#12;   INEDIT W 260115　#7でも聴く
ことができる。

＜音　　源＞

. 《 》, n.d.. ［
-025563─64］

. 《 》, n.d.. ［
-025565─66］

. 

《 》, ［ -025567─68］

. 

《 》, n.d.. ［ -025571─72］

. 《 》, 
n.d.. ［ -025577─78］

『シルクロード音楽の旅～天山からカフカースへ～』東京、
新世界レコード、1988.［SCD-8801］

『世界民族音楽大集成66　エストニア、ラトビア、カザフ
の音楽』King Record, 1992.7. ［KICC 5566］

『地球の音楽 Music of the Earth　フィールドワーカーによ
る音の民族誌７　カザフスタン　ドンブラが奏でる物
語　中央アジアの伝統器楽と叙事詩』Fieldworkers 森田
稔 . 日本ビクター株式会社／ビクター音楽産業株式会
社、1992.［VTCD-7］

『遊牧の叙事詩～カザフの音楽』King Record, 1992.11.（解
説：森田稔）［KICC 5166］

『風響のドンブラ～カザフの音楽Ⅱ』King Record, 1995.1.（解
説：森田稔）［KICC 5199］

Kazakhstan. Le Kobyz. L’ancienne viole des chamanes. Kazakhstan. 

The Kobyz. The ancient viol of the shamans. Paris, Maison des 

Cultures du Monde, 2004. ［INEDIT W 260115］
Kazakh Music. 

《 》, 2011. ［MEL 

CD 30 01822］
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