
１．解　　説

　南シベリアに位置するトゥバ Tïva１共和国は、
現在、ロシア連邦を構成する共和国のうちの一つ

であるが、1921年８月から1944年11月までの23年

間は、名目上とはいえ、独立の国家、「タンヌ･

トゥバ人民共和国」のち「トゥバ人民共和国」で

あった。現に、戦前の日本で刊行された書籍の地

図を開けば、満洲国、蒙疆政権（蒙古自治邦）と

共に、トゥバが独立した国家のように掲げられて

いるのを目にすることができる。

　さて、トゥバ共和国に居住している人口最大の

冠称民族、トゥバ人は、文化の力で世界を魅了

しているとも言える。黒澤明監督の日ソ共同制

作映画『デルス･ウザーラ Дерсу Узала』（1975年）

でデルス役を演じたマクシム･ムンズク Максим 

Мунзук（1912～99）はトゥバ人である２。その名

演は、映画を観た多くの人々の魂を揺り動かした。

感銘のあまり、傑作漫画『テルマエ･ロマエ』の

作者、ヤマザキマリ氏（1967年生）は、息子にデ

ルスと名付けたほどである３。

　しかし、トゥバ人の文化で世界的に最も注目さ

れているのは、やはり何といっても、さまざまな

唱法のある喉歌、フーメイ（ホーメイ）xöömey４

であろう。

　フーメイは、民俗音楽研究者の間では比較的早

くから学術的に取り上げられて知られていたが、

国際的な知名度が高まったのは、1985年にフラン

スで刊行されたLPレコード ［INEDIT 1］ に、若き
トゥバ人フーメイ歌手、ゲンナディー･トゥマッ

― 53 ―

森田稔先生によるラジオ放送番組「トゥバの音楽」

中央ユーラシア歴史文化研究所
招聘研究員　赤　坂　恒　明

要　　旨

　1990年12月３～７日および1992年10月11日にNHK・FMラジオ番組「世界の民族音楽」で放送さ
れた、ロシア音楽と旧ソ連邦諸地域の民俗音楽の専門研究家、森田稔先生による、トゥバの民俗音楽
を紹介した放送の内容の紹介。
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A Research note which is an introduction of Prof. MORITA Minoru’s script of the program on the Tïva 
（Tuva） folkloric （ethnic） music broadcasted by the NHK-FM radio broadcast on December 3-7, 1990 and 
October 11, 1992.
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10月11日（日曜日）朝７時10～55分に放送された

「世界の民族音楽」の「トゥヴァのホーメイ（喉歌）」

において、シンポジウム報告をも兼ねて、フーメ

イの各種様式をあらためて紹介されている。

　これらのラジオ放送の内容は、喉歌を中心とす

るトゥバ音楽を総合的に紹介した先駆的な学術研

究成果として、高く評価される。しかし、当該の

ラジオ放送の内容は、現在、ほとんど全く知られ

ることがないままである。

　幸い、ラジオ放送のために準備された読み上げ

台本（スクリプト）の草稿が、森田先生のもとに、

ほぼ完全な状態で保存されている。そこで、本稿

では、現在に至るまで未公開である、研究史上の

価値が高い、トゥバ民俗音楽を取り上げた二つの

読み上げ台本の全文を紹介する。

２．凡　　例

　ここに掲げるのは、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「〝トゥ

バ〟の音楽」（1990年12月３～７日）と「トゥヴァ

のホーメイ（喉歌）」（1992年10月11日）の読み上

げ台本（スクリプト）の草稿である。

　「〝トゥバ〟の音楽」の読み上げ台本は、手書き

である。文章が途中で中断している部分と、口語

体ではない文章（ワープロで印字）からの挿入が

指示された部分（★～☆の部分）があり、読み上

げ台本としては不完全である。実際の収録に際し

ては、それぞれ、内容を補い、口語体に読み替え

られたようである。

　放送に使用された音源は、LPレコード『ソ連邦
の諸民族の芸術　トゥバの旋律』［33 Д 0 30773─
74］（1978）と、CD ［CD-SF 40017］ （1990）であ
る。なお、前者LPには、演唱者、オールジャク･
フナシタール=オール Ооржак Хунаштаар-оол の
名前が、解説書の誤植により Ооржак Хунаштаар-

обл となっており、読み上げ台本にも、それが踏
襲されてしまっているが、訂正した。

　「トゥヴァのホーメイ（喉歌）」の読み上げ台本

ト Gennadi Tumat 氏（1964～96）の喉歌が収録さ
れてからであろう。その後、トゥバ人のフーメイ

演唱者は、四人組「フーン･フール･トゥ Huun-
Huur-Tu」の指導者カイガル=オール･ホバルグ
（ホワルグ） Kaigal-ool Khovalyg 氏を始め、名人か
ら若手に至るまで、数多く、世界各地で演奏活

動を行い、大いに活躍している。日本において

も、等々力政彦 TODORIKI Masahiko 氏に代表さ
れる本格的なトゥバ音楽演奏者かつ研究者が現わ

れ５、日本におけるトゥバ文化に関する知見は着

実に増進しつつある。

　日本においてトゥバの喉歌（フーメイ）を学術

的に初めて総合的に紹介したのは、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高名

な森田稔先生（宮城教育大学名誉教授）である。

　アメリカ合衆国のスミソニアン･フォークウェ

イのCD ［CD-SF 40017］ が、日本で発売された
際、森田先生が執筆された日本語解説（森田稔 
1990）は、ソビエトの音楽学者A.N.アクショー
ノフ Aksenov, A.N.（1909～1962）の学術書、『トゥ
バ民族音楽』（Aksenov 1964）に基づいた、書き
下ろしの労作であり、輸入CDの日本発売版の模
範とすべきものであるが、これが、日本語で読む

ことができるトゥバ民族音楽に関する最初の学術

的梗概である。

　喉歌（フーメイ）を中心とするトゥバの民俗音

楽は、それ以前にも、日本語によるラジオ放送で

部分的に紹介されることはあった６。しかし、喉

歌の各種の唱法が、まとめられた形で初めて紹

介されたのは、1989・1990年度にNHK・FM放
送で平日午前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」７のうち、

1990年12月３・４・５・６・７日の５日にわたっ

て放送された、森田稔先生による「〝トゥバ〟の

音楽８」であった。

　また、森田先生は、ソ連邦が崩壊した後の1992

年６月、トゥバ共和国を訪問し、首都クズル 
Qïzïl で開催された「第一回国際フーメイ･シンポ
ジウム」９に参加され、NHK・FMラジオで同年
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　16, Sigit with Khomuz, Oleg Kuular, 0’53
　　　スィギトとホムズの演奏

第２回、ホーメイ khoomei（9’26）
　A-4,  「マンチュレク」、1’09
　A-8,  歌「ホメイジ」、2’23
　A-2,  「バヤン･コル」、5’11
　7, Tespeng Khoomei, 0’43
　　　テスペン･ホーメイ

第３回、カルギラア Kargyraa（8’22）
　A-9,  「アルティイ･サイイル」、1’59
　9, duet “Artyy Saiyr”, 

Tumat Kara-ool and Andrei Chuldum-ool, 1’04
「アルティイ･サイイル」の二重唱

　18, “Artyy Saiyr”, Vasili Chazir, 1’00
「アルティイ･サイイル」

　1, Steppe Kargiraa, Fedor Tau, 1’16
草原カルギラア

　A-7,  スィギト「トゥヴァの旋律（複）」、1’28
　A-3,  ホーメイ「やはり、ホーメイはやめられ

ない」、1’35

第４回、エゼンギレエル ezengileerとボルバンナ
ディル borbannadyr（9’55）
　15, Ezengileer with imitation of boots clicking in 

stirrups, 1’20
　　　エゼンギレエル

　A-5,  「兄弟よ、私がボルバンを歌おう」、2’27
　14, Borbannadir, Anatolii Kuular, 1’21
　　　ボルバンナディル

　8, Medley of khoomei, sigit and kargiraa, 
Tumat Kara-ool, 1’57

　　　 ホーメイ、スィギト、カルギラアのメドレー
　17, Medley of various throat-singing styles, 

Ensemble “Amirak”, 2’50
　　　いろいろなのどうた旋律

は、ワープロで印字されており、手書きで修正お

よび追筆が加えられている。

　放送に使用された音源は、LPレコード『トゥバ
のフォークロア』［СТЕРЕО 33 С60【ﾏﾏ】- 14937─
42］（1981）である。

　読み上げ台本のカタカナ表記は、読み上げ台本

の本文における初出箇所で、キリル文字から転字

したラテン文字によるトゥバ語表記を記した。基

本的にカタカナ表記は、ロシア語の発音に基づい

ているが、トゥバ語とは大きく異なっている場合

がある。その場合、同様に、括弧【　】内に、トゥ

バ語のカタカナ表記を示した。

　また、文中における簡単な注記等を、括弧【　】

内に記した場合がある。

　なお、読み上げ台本では、トゥバ語源の用語等

の表記が必ずしも統一されていない部分がある。

例えば、「トゥバ」には、「トゥヴァ」、「トゥーヴァ」、

「トゥヴァー」と表記に「揺れ」がある。また、「喉

歌」、「のどうた」と日本語表記においても、表記

は不統一である。それらの表記は統一せず、その

ままにした。

　ただし、明確な誤記は訂正した。

　また、各回末尾の「ご案内は森田稔でした。」

の一文は、手書きの読み上げ台本では、「ご案内

はM」などと略記されているが、実際に読み上
げられた文に復元した。

３．「〝トゥバ〟の音楽」

３－０．目次

世界の民族音楽、1990年度第５回、「トゥヴァ」

第１回、スィギト sygyt（8’47）
　A-1,  「アラシュ川」、3’21
　3, “Alash”, Mergen Mongush, 1’34
　　　「アラシュ川」

　A-6,  「いとしいセリガのところで（ほとりで）」、
3’00
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30773─74】と、最近アメリカ人が現地調査した

CD【CD-SF 40017】が出ましたので、それらを
とりまぜてお送りします。

　まず、１曲、エニセイ川の源となっている支

流の一つ「アラシュ川」を歌ったのどうたです。

 （2’30）

（A-1） ［Река Алаш （стиль《сыгыт》）］3’21〔独唱   
Ооржак Хунаштаар-оол オオルジャク  フナ
シタアル･オオル〕

　今世紀の前半に生きたアクショーノフというソ

連の音楽学者がトゥヴァののどうたについてくわ

しい調査報告を残していますが、それによると、

トゥヴァののどうたには、４つの様式が区別され

ています。ただ今おきき頂いたのは、その一つで、

スィギト【スグット sïgït10】と呼ばれる様式で歌

われていましたが、今日はまず、このスィギト様

式をまとめてご紹介します。

　もう一つ同じ「アラシュ川」を別の人の演奏で

おきき頂きましょう。 （0’40）

（CD-3） ［Sigit “Alash”］1’34〔独唱   Mergen 
Mongush　1961生れ〕

　トゥヴァ族ののどうたから今日はスィギト様式

をご紹介していますが、のどを緊張させて、口の

形を調整しながら、倍音をひびかせて、高い音域

で口笛のような美しい旋律をきかせるという技

法、最初きいたときには、とても驚いてしまいま

す。19世紀末のロシアの旅行者たちが、こののど

うたをきいて「奇跡のうたである」とその驚きを

表現していますが、確かに一人で低い音と高い音

と２つのふしをきかせるのですから、不思議な声

の出し方です。楽器を弾きながら歌うこともあり

ます。それではここでイギリ【イギル igil11】と
いう弓で弾く弓奏の楽器の伴奏で「いとしいセリ

ガのところで」という表題のスィギトです。一人

の人が弾きうたいです。 （0’55）

第５回、歌と器楽（9’42）

　30, Long song: “Don’t frighten the Crane”, 
Sundukai Mongush, 1’44

　　　「鶴を驚かすな」

　31, Long song: “When I graze my beautiful sheep”, 
Khuren Oorzhak, 1’26

　　　 「私は私の美しい羊を見つめる」
　B-2,  「イギリの歌」（イギリ伴奏）3’03
　B-4,  「デンビルデイ」（イギリ独奏）3’32

３－１．「〝トゥバ〟の音楽」第１回　スグット

1990年度第５回「トゥヴァ」

12月３日

第１回

　「世界の民族音楽」の時間です。今週は、ソ連

の少数民族の一つ、トゥヴァの喉歌を中心にお送

りします。

　★ソ連のトゥヴァ族は人口約16万６千人（1979

年）、ロシア共和国に属する自治共和国を形成し

ている。一部はモンゴルにも居住している。トゥ

ヴァ自治共和国はアルタイ山脈につながるサヤン

山脈の奥にある盆地が主要な国土で、四方を山に

囲まれた山国である。南にモンゴル人民共和国

【現、モンゴル国】、東はブリャート自治共和国【現、

共和国】、北にハカス自治州【現、共和国】、西に

ゴルノ･アルタイ自治州【現、アルタイ共和国】

に接している。この地はシベリアを縦断する大河

エニセイの源流地としても知られる。トゥヴァは

人種的にはモンゴル系であるが、言語はチュルク

語系である。長期にわたる異民族の支配下でチュ

ルク語化が進んだという。宗教は本来はシャーマ

ニズムであったが、18世紀にモンゴルからラマ教

が入り、これにともなってモンゴル文化の影響が

強くなった。その後19世紀末にロシア帝国の保護

領となり、現在に至っている。☆

　のどうたは、モンゴルのホーミイ【kögemei / 

хөөмий】がよく知られていますが、トゥヴァでは、

それよりも発達したのどうたが現在も盛んに行わ

れています。ソ連で出版されたレコード【33 Д 0 
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メイという様式がたくさん出てきます。スィギト

との違いは、録音をきいただけでは、明確には分

かりませんが、まず一つおきき下さい。「マンチュ

レク」という表題がついています。トシュプルル 
тошплур【ドシプルール došpuluur16】というはじ
いて弾く弦楽器を弾きながら歌っています。

 （1’00）

（A-4） ［Манчурек （стиль 《хомей》）］1’09〔Ооржак 

Хунаштаар-оол オオルジャク  フナシタア
ル･オオル〕

　もちろん楽器を使わない演奏もあります。曲名

そのものにホーメイという名前が使われていま

す。別の人の演奏で「ホーメイジ【フーメイジ 
xöömeyži17】」という歌です。 （0’10）

（A-8） ［Песня 《хомейжи》 （стиль《хомей》）］2’30 
〔М.Дакнай【Дакпай】 エム･ダクナイ【ダ
クパイ】〕

　トゥヴァは南側にタンヌ･オラ【タンヌ･オー

ラ】という3000メートルをこえる高い山脈があっ

て、モンゴルとの国境になっていますが、北側に

は2000メートル級のサヤン山脈がそびえていて、

その間のせまい盆地がトゥヴァの国土です。首都

キジル【クズル】のそばには、エニセイ川の上流

になるバヤン･コルという川が流れています。バ

ヤン･コルはサヤン山脈の間をぬって北側のシベ

リアの大平原へと下っていきます。次は、この

美しい川バヤン･コルを歌ったホーメイです。ト

シュプルルをつま弾きながら、５分以上にわたっ

て朗々ときかせてくれます。 （0’50）

（A-2） ［Баян-кол］5’11〔Ооржак Хунаштаар-оол 
オオルジャク  フナシタアル･オオル〕

　トシュプルルという楽器は、形はモンゴルの馬

頭琴に似ていて、箱型の胴に長い棹がついてい

（A-6） ［У милой серьги （стиль《сыгыт》）］ 3’00  
〔Кара-Сал Ак-оол カラ  サル  アク･オオ
ル〕

　最後にもう一つ、今度はホムズ【ホムス xomus12】
という口琴、ジューズ･ハープを弾きながらののど

うたをおきき頂きましょう。一人で演奏しているの

ですから、これも驚くべきテクニックです。

　★トゥヴァの音楽を考察したアクショーノフ

（Aksenov, A.N.; Tuvinskaia narodnaia muzyka, 1964）
は、喉歌の技法がジューズ･ハープの技法ときわ

めて類似していることを指摘している。実際これ

らの民族には、ジューズ･ハープは一般的である

し、トゥヴァでもテミル･ホムス【デミル･ホム

ス demir-xomus13】（鉄製）とかイヤシ･ホムス【ウ
ヤシ･ホムス ïyaš-xomus14】（木製）などと呼ばれ
て、ジューズ･ハープは広く知られている。☆

　ホムズと共に一人の人が歌っています。

（CD-16）［Sigit with khomuz］〔Oleg Kuular〕

　世界の民族音楽、今週はトゥヴァののどうたを

集めてお送りします。今日はその第１回目でスィ

ギト様式を集めてみました。ご案内は森田稔でし

た。

３－２．「〝トゥバ〟の音楽」第２回　フーメイ

12月４日

第２回

　「世界の民族音楽」の時間です。今週は、ソ

連のロシア共和国内の少数民族トゥヴァののど

うたをご紹介していますが、昨日はスィギトと

いう様式でしたが、今日はホーメイ【フーメイ 
xöömey15】というスタイルをききます。アクショー
ノフという人が1940年代にトゥヴァの音楽調査を

行ってくわしい報告書を残していますが、それに

は、ホーメイという様式は記録されていません。

しかし、今回ご紹介しているソ連のレコードに

も、最近のアメリカ人の現地調査録音にも、ホー
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sygyt、エゼンギレエル ezengileer【エゼンギレー
ル ezeŋgileer18】、ボルバンナディル borbannadyr
【ボルバンナドゥル bornaңnadïr19】 、カルギラア 
kargyraa【カルグラー kargïraa20】などが、様式の
名称であるが、それぞれ歌い方に特徴がある。☆

　この４つの様式のほかにも、５つ目のホーメイ

という様式があることは、すでに昨日、ご紹介し

た通りです。最初の日にきいたスィギト様式と昨

日のホーメイ様式とは、もう一つ違いが明確では

ありませんでしたが、今日ご紹介するカルギラア

は際立った特徴を持っています。1940年代にトゥ

ヴァの音楽調査を行ったアクショーノフは、低音

がスィギト様式よりも１オクターブ余り低いと報

告しています。

　それではカルギラア様式の「Артыы Сайыр ア
ルトィイ･サイル」をきいてみましょう。ブィザ

ンチ【ブザーンチゥ bïzaančï21】という胡弓のよ
うな形をした、イギルとはまた別の弓奏の楽器の

伴奏で、歌っています。これは弾きうたいではあ

りません。 （2’00）

（A-9） ［Артыы сайыр （стиль《каргыраа》）］1’59 
〔Д.Дамба-Даржа デ･ダ ン バ･ダ ル ジ ャ  
А.Лаптан ア･ラプタン（бызанчи）〕

　もう一つ、カルギラア様式で、同じ「アルトゥ

イ･サイル」を今度は、２人の歌い手のデュエッ

トでおきき下さい。同じ歌ですが、10年以上をへ

だてた別の演奏家の演奏です。 （0’10）

（CD-9） ［Kargiraa duet “Artii-Sayir”］1’04
〔Tumat Kara-ool, b.1935. 
Andrei Chuldum-ool, b.1927〕

　最初の演奏では倍音がきこえませんでしたが、

今度の場合ははっきりと上の旋律がきこえまし

た。アクショーノフはどの様式でも、倍音の旋律

のみの歌い方もあると報告しています。

　カルギラア様式の「アルティイ･サイイル」が

る２弦の指ではじいて弾く楽器です。弾き方は

トゥヴァの西側に住んでいるカザフのドンブラ 
dombïra と似ていますが、柔らかい、静かな弾き
方です。トゥヴァでは弓で弾く弓奏の楽器に、す

でにご紹介したイギルがありますが、これもモン

ゴルの馬頭琴のようにするどい音を出すことはな

く、のどかなひびきです。トゥヴァでは、楽器よ

りも声楽が発達しているようです。

　このホーメイは今までのものとは際立って違っ

ています。ホーメイという様式が何であるかにつ

いて考えるヒントになりそうです。

　トゥーヴァののどうた、昨日はスィギト様式、

今日はホーメイ様式をご紹介しましたが、これら

の様式の間には全体としてあまり際立ったちがい

は認められませんでしたが、明日からご紹介する

別の様式には明確な違いが認められます、主とし

て低音の音の絶対的な高さと、音のするどさに違

いがあるようです。ホーメイという名称はモンゴ

ルのそれと同じですから、うたの様式の名称とい

うよりは、このような歌い方の一般的な名前であ

るのかもしれません。

　「世界の民族音楽」、今日はトゥーヴァののどう

たの２回目でホーメイの様式をご紹介しました。

ご案内は森田稔でした。

３－３．「〝トゥバ〟の音楽」第３回　カルグラー

12月５日

第３回

　「世界の民族音楽」の時間です。今週は、ロシ

ア共和国のトゥヴァ自治共和国ののどうたをおき

き頂いています。

　★喉歌ではモンゴルのホーミイがよく知られて

いるが、トゥヴァにはさらに発達した喉歌が現在

も生き生きと伝えられている。その他にも、近隣

のチュルク語系の民族ハカス、ゴルノ･アルタイ、

バシキールなどにも、喉歌が行われていることが

知られている。トゥヴァの喉歌は、それらの中で

もとくに発達していて、レパートリーも多く、い

くつかの様式が明確に区別されている。スィギト 
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　今日までの所でスィギト、ホーメイ、カルギラ

アと３つの様式が出たわけですが、明日はさらに

エゼンギレエルとボルバンナディルという二つの

別の様式をご紹介します。

　今までの所、低音の旋律の絶対的な高さと音色

の違いを指摘しただけでしたが、アクショーノフ

は、さらに、低音の旋律が一定の音で保たれるか、

あるいはいくつかの音が動くかという違いにも着

目しています。倍音を出すために、のどぼとけに

力を入れ、この型をととのえるわけですが、その

ような方法で倍音をコントロールして、いろいろ

な音色ののどうたを発達させてきたわけです。

　世界の民族音楽、今日はトゥーヴァののどうた

の３回目でカルギラアという特徴的なのどうたを

ご紹介しました。ご案内は森田稔でした。

３－４．�「〝トゥバ〟の音楽」第４回　エゼンギレー

ルとボルバンナドゥル

12月６日

第４回

　「世界の民族音楽」の時間です。今週は、ソ連

とモンゴルとの国境付近、シベリアの南側の山地

に住んでいるトゥヴァ族ののどうたをご紹介して

まいりました。昨日まで、スィギト、ホーメイ、

そしてカルギラアと、三つの様式をきいてきまし

たが、今日は残りの、エゼンギレエルとボルバン

ナディルをお送りします。

　まず最初にエゼンギレエルですが、これはこの

一曲だけしか録音がありませんので、注意してき

いてみて下さい。エゼンギレエルは、音の出し方

などはスィギトと同じであるけれども、旋律の形

が異なると説明されています。

　この演奏では、最後に食器を指ではじいて出す、

馬のあぶみに当る靴の音の模倣が付け加えられて

います。 （0’55）

（CD-15） ［Ezengileer］1’02
〔Marzhimal Ondar, b.1932〕

もう一つ、別の演奏でありますので、ご紹介しま

しょう。

（CD-18）［Kargiraa “Artii-Sayir”］1’00

　カルギラア様式ののどうたをもう一つ。今度は

別の曲です。ステップ･カルギラア、草原のカル

ギラアという曲目が付いています。 （0’10）

（CD-1）［Steppe Kargiraa］1’16〔Fedor Tau, b.1929〕

　トゥヴァののどうた、今日はカルギラア様式を

おきき頂きましたが、昨日までのスィギト様式な

どとの違いを確認するために、次にまず、「トゥ

ヴァの旋律」という表題のついている、スィギト

様式でいくつかの旋律をメドレーのように演奏す

るのどうたをおきき頂きましょう。カルギラア様

式とは音の高さもひ
音
びき

色
も際立って違っていま

す。 （0’20）

（A-7） ［Тувинские народные напевы  （стиль

《сыгыт》）］1’28

〔Сат Манчакай サト  マンチャカイ〕

　最後に、今度はホーメイ様式です。「やはり、ホー

メイはやめられない」というおどけた曲名が付い

ています。ホーメイという様式名が一般的な呼称

であるとすれば、スィギトとの違いがあまり明確

でな【書きかけで中断】

（A-3） ［Все равно хомей не брошу］1’35

〔Ооржак Хунаштаар-оол オオルジャク  フナ
シタアル･オオル〕

　最初にきいたカルギラア様式、そして只今の

スィギトとホーメイ。その様式の違いにお気付き

になったことでしょう。

　同じのどうたでも様式によってずい分と異なる

ことが分かります。
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（CD-8） ［Kozhamik （medley） with khoomei, sigit, 
and kargiraa］1’57〔Tumat Kara-ool, b.1935〕

　最後に「いろいろなのどうた様式のメドレー」

と呼ばれる曲をもう一つお送りしますが、アンサ

ンブル「アミラック」という３人の演奏家の共演

です。何も書いてはありませんが、のどうた自体

はすべてホーメイであると私は思います。ホーメ

イは、高く緊張したスィギトと低く柔らかいカル

ギラアとの中間的な様式であるとも考えられます

が、いかがでしょうか。「いろいろなのどうた様

式のメドレー」、アンサンブル「アミラック」の

演奏でどうぞ。 （0’30）

（CD-17） ［Medley of various throat-singing styles］
2’50

　いろいろなのどうたの様式のメドレー、いかが

でしたか。これで５つの様式をすべてご紹【書き

かけで中断】

　世界の民族音楽、今日は「トゥーヴァののどう

た」の４回目をお送りしました。ご案内は森田稔

でした。

３－５．「〝トゥバ〟の音楽」第５回　歌と器楽

12月７日

第５回

　「世界の民族音楽」の時間です。今週は、モン

ゴルの北側に隣接した地域に住む、ソ連の少数民

族トゥヴァののどうたをご紹介してまいりました

が、トゥヴァの人々は、もちろんのどうただけを

歌っているわけではありません。最終日の今日は、

うたと器楽の演奏をお送りして、トゥヴァの音楽

のもっと別の側面をのぞいてみたいと思います。

　トゥヴァは、言語はチュルク語派に属するので

すが、人種的にはモンゴル系であるといいます。

18世紀以後はモンゴルのラマ教の文化も入ってき

たこともあって、モンゴルとの共通性は多く観察

できます。長いうたと短い歌という２つの声楽の

　ただ今のは、エゼンギレエルという様式ののど

うたでしたが、次は、ボルバンナディル様式です。

昨日のカルギラア様式よりもさらに柔らかい深い

響きになるとアクショーノフは考察しています。

口腔の形などもカルギラアと同じであるが、唇を

ほとんど閉じるくらいにして響かせる所が、カル

ギラアとは異なっているとも説明しています。ボ

ルバンナディル様式で、「兄弟よ、私がボルバン

を歌おう」という曲です。 （0’35）

（A-5） ［ Б р а т  м о й ,  с п о ю  б о р б а н  （ с т и л ь

《борбаннадыр》）］2’27〔Ооржак Хунаштаар-

оол オオルジャク  フナシタアル･オオル〕

　最初の方でレコードに傷がついていて失礼しま

した。他に例の少ない貴重な録音ですので、特に

おきき頂きました。

　同じボルバンディルをもう一つ、今度は最近

の1988年の録音です。1967年生れといいますか

ら20才台の青年【アナトリー･クーラル Anatolii 
Kuular】の演奏です。 （0’10）

（CD-14） ［Borbannadir］1’21〔Anatolii Kuular, 
b.1967〕

　これでトゥヴァののどうたに見られる５つの様

式がすべて出揃ったことになります。スィギト、

ホーメイ、カルギラア、エゼンギレエル、そして

只今のボルバンナディルと５つになりますが、そ

の違いをおききとり頂けましたでしょうか。低音

でいうと、大きく分けて、ごく低いものと比較的

高いものと２種類になるようです。その差はオク

ターブ以上になりますが、次にこれらの様式をと

りまぜたメドレーをきいてみましょう。ホーメイ、

スィギト、カルギラアと続けて演奏しています。

ここまで続けてきいてこられた皆様には、その違

いが明らかにおききとり頂けるでしょう。（0’45）
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（B-2） ［Песня про игиль］3’03

〔Кара-Сал Ак-оол カラ·サル  アク·オオル〕

　今週の「世界の民族音楽」はロシア共和国とモ

ンゴル人民共和国との国境地帯のアルタイ24山中

に住むトゥヴァという少数民族に広く行われてい

るのどうたを中心にお送りしてきました。今日は、

民謡も少しご紹介しましたが、最後にこのイギリ

という弓奏楽器の独奏で、「デンビルディ【デンビ

ルデイ dembildey25】」という、のどうたの曲を模倣
して演奏しているものをお送りします。アクショー

ノフによると、デンビルディというのは、スィギッ

トの様式で倍音がひびきはじめる前の旋律的な部

分のことを言う特別な用語であるということです。

今週ずっとおきき下さった方は、これをきいて、

のどうたを思い起されることでしょう。 （0’45）

（B-4） ［Дембилдей］3’32

〔Кара-Сал Ак-оол カラ·サル  アク·オオル〕

　「世界の民族音楽」、今週は、「トゥーヴァのの

どうた」と題して、そのいろいろな様式をまとめ

てお送りしました。一言でのどうたといっても、

トゥーヴァでは、いろいろな様式がはっきりと区

別されていて、倍音的な技術の確立された立派な

音楽文化であることが分かりました。

　ご案内は森田稔でした。

４．「トゥヴァのホーメイ（喉歌）」

４－０．目次

［1992年］10月11日放送

世界の民族音楽1992年度第４回、1992年８月25日

10時30分、403スタ［ジオ収録］

トゥヴァーのホーメイ（喉歌）

３．「早足の馬」 （1’25）

23．「私のアラシュ川」 （1’47）

９．「バヤン･コル川の上流」 （2’04）

様式は、モンゴル系の諸民族には広く見られるわ

けですが、トゥヴァにも、同様なジャンルがあり

ます。

　まず最初に、長いうた「つるを驚かすな」とい

う民謡です。 （1’00）

（CD-30） ［Long Song: “Don’t Frighten the Crane”］
1’44〔Sundukai Mongush, b.1926〕

　今年の秋９月の中頃に、北海道の江差町で、江

差追分祭りの国際大会22というのがあって、モン

ゴルやソ連からも、民謡歌手が来て、それぞれの

国の民謡をきかせてくれましたが、この時のテー

マが、江差追分のように、ろうろうとメリスマ

をきかせて歌う、モンゴルのオルティンドゥー

【urtu-yin daγuu 長い歌】のような、いわゆる「長
いうた」が、日本以外のアジアの国々では、どの

ような発展を見せているか、ということでした。

この国際追分祭りの模様は、テレビなどでご覧に

なった方もおられるかも知れませんが、追分と似

た歌い方が、ユーラシア大陸に広く分布している

ことが、実感できました。ソ連からはトゥヴァの

少し北に住む23バシキールの民謡歌手がきて自慢

ののどをきかせてくれました。トゥヴァにも同様

な長いうたがあるわけです。長いうたは、女性も

うたいます。次に、女性のうたで、「私は私の美

しい羊を見つめる」という民謡です。 （1’00）

（CD-31） ［Long Song: “When I Graze My Beautiful 
Sheep”］1’26〔Khuren Oorzhak, b.1932〕

　さて、歌は独唱だけでなく、楽器の伴奏を伴っ

ても歌われます。次のうたは、伴奏している楽器

である弓奏の弦楽器イギリについてうたったもの

で、曲名も「イギリのうた」というものです。歌

い手が自分でイギリを演奏しながらうたっていま

す。 （0’20）
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いますが、モンゴル共和国の西北の側に接する小

さな国です。1921年にタンヌ･トゥヴァ人民共和

国として独立しました。しかし、第２次世界大戦

のさなか、1944年に、スターリンのソ連に併合さ

れ、現在はロシア共和国の中の自治共和国となっ

ています。人口は30万余りで、そのうち60パーセ

ント余りがトゥヴァー人です。南のモンゴル側の

サヤン山脈と北側のタンヌ･オラ山脈に囲まれた

盆地が国の中心になっています。トゥヴァー人は

人種的にはモンゴル系と言われますが、言語はト

ルコ系です。宗教はラマ教でしたが、スターリン

時代にラマ教関係の僧侶も寺院も徹底的に駆逐さ

れたので、現在はその復興のためにモンゴルの助

けを求めています。私が滞在していた間にも、モ

ンゴルの若いラマ僧がトゥヴァーの子供を教育す

るためにキジルにきているのに出会いました。し

かし、ラマ教がモンゴルから入ってきたのは18世

紀のことで、まだ比較的新しいので、昔から続い

ているシャーマニズムが現在でも残っていると言

われています。ラマ教が入ってきてから、モンゴ

ル文化の強い影響を受けましたが、トゥヴァー人

は自分たちの文化の独自性を強く意識していま

す。中でも、ホーメイはモンゴルではトゥヴァー

に近い、西側にしかありませんが、トゥヴァーで

は全域でいろいろなスタイルが発達していますか

ら、トゥヴァー人はホーメイは自分達の伝統文化

であると考えているようです。

　今朝ご紹介しようとしているレコード【СТЕРЕО 
33  С60  【ﾏﾏ】-14937─42】は、今回の国際シン
ポジウムの際に頂いたものですが、３枚組の伝

統音楽のアンソロジーです。その１枚【第１枚

（1 пластинка）】がほとんどホーメイに当てられて

います。オオルジャク･フナシタアル･オオルとい

う名手が一人で歌っています。オオルジャクは今

回のシンポジウムでも、ホーメイを教える方法に

ついて報告していました。子供の声を壊さないよ

うに、無理な声は出させてはいけないという主旨

で、好感をもって聞きました。ホーメイについても、

その色々なスタイルを実演入りで解説していまし

８．「私の賢いカルダルが走る」 （2’05）

２．「私はカルギラアを決してやめない」 （1’32）
14．「あそこに４つのユルタが建っている」 （2’20）
17．「私はカルギラアを決してやめない」 （1’25）
６．「響こうが、響くまいが」 （1’02）

11．「ホンデルゲイ川の谷間にある木は高い」

 （1’02）

22．「上手く行こうが、行くまいが」 （1’21）

20．「アラシュ川」 （1’33）

４．「みやまカラス」 （1’30）

24．「上手く行くか、行かないか」 （1’10）

５．「私のホーメイはチャガダンのようだ」 （1’39）
13．「マンチュレク川の川辺で」 （1’24）

19．「マンチュレク川の川辺で」 （1’32）

25．「ショルウ峠の高い峰」 （2’10）

 合計［27’01］

４－１．「トゥヴァのホーメイ（喉歌）」

　お早うございます。森田稔です。日曜日の朝、

「世界の民族音楽」の時間です。

　今年の６月に、ロシア連邦共和国のトゥヴァー

自治共和国の首都キジルで、ホーメイ、つまり喉

歌の第１回国際シンポジウム26がありました。私

もそれに参加してきましたので、今朝は、その時

のご報告をかねて、トゥヴァーのホーメイをご紹

介しようと思います。この所、モンゴルのホーメ

イ【ホーミイ】が、国際的にも知られるようにな

りました。日本でも十数年まえからモンゴルの

ホーメイ歌手が実際に来て、歌ったり、最近では

いくつかCDが出たり、ブームとまではいえない
までも、ホーメイはひそかに流行してきているよ

うに感じます。実は、今回のトゥヴァーのホーメ

イ･シンポジウムは、モンゴルがユネスコに対し

て、ホーメイがモンゴルの伝統文化であることを

公認して欲しいと申請した27ので、トゥヴァーが

その向こうを張って、ホーメイはトゥヴァーの文

化であることを国際的に認めさせようとする目的

で開催されたものでした。

　トゥヴァーという国、聞き慣れない国名かと思
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イルで２曲、曲名は、「私のアラシュ川」、「バヤ

ン･コル川の上流」です。いずれも自然の美しさ

を賛美した歌詞がついています。

23．「私のアラシュ川」［Алаш мен］ （1’47）

９． 「バヤン･コル川の上流」
［Баян-кол бажи］ （2’04）

　オオルジャクはすべてのスタイルに、ホレクテ

エル ［хоректээр］ というサブタイトルをつけて、
派生的なスタイルを区別しています。ホレクとい

う言葉は胸を意味して、ホレクテエルは少し音

を高めるという意味だと、解説しています。シ

ギト･ホレクテエル ［сыгыт-хоректээр］ の例を聞
いてみましょう。曲名は「カルィシ･ドゥクトゥ

グ･クジュル･カルダル（私の賢いカルダルが走

る）」。カルダルという名の愛馬を讃える歌です。

８． 「私の賢いカルダルが走る」
［Карыш дуктуг кужур калдар］ （2’05）

　シギト･ホレクテエルの例でしたが、私にはシ

ギトとの違いははっきりしませんが如何でしょう

か。今回、オオルジャクを初め、ホーメイを歌う

人に直接話を聞き、スタイルの違いを説明して貰

いましたが。なかなか微妙な違いで、納得するの

はしばしば困難でした。実際に自分で歌えるよう

になってみないと、本当の区別は理解できないの

ではないかと思いました。しかし、明らかに違う

スタイルがあることも確かです。つぎに、シギト

とは際だって異なる、カルギラアをご紹介しま

しょう。カルギラアはしわがれ声を出すという意

味の言葉に由来する名称です。「私は喉歌を決し

てやめない……、カルギラアを歌うことを決して

やめない……、そのためにカルギラアを袋に詰め

て……、生涯持ち歩くことになってもかまわな

い！」という歌詞が歌われます。

　では、カルギラアのスタイルで、「私はカルギ

ラアを決してやめない」です。

たが、このレコードには10年ほど前の若い頃の声

が入っています。オオルジャクは1928年の生まれ

で、すでに60才を越えていましたが、ここには50

才頃の円熟期の声が録音されています。

　トゥヴァーのホーメイには基本的に５つのスタ

イルがあると一般的には言われていますが、オオ

ルジャクはここで、６つの基本スタイルと６つの

派生スタイルを区別して歌い分けています。オオ

ルジャクの説明に従って、順番に聞いていきま

しょう。レコードを聞いただけでは、スタイルの

微妙な違いが必ずしも明確には分かりませんが、

演奏者が区別して歌っていることが興味深いと思

います。

　まず最初に、もっとも一般的に歌われる、シギ

ト【スグット】です。シギトは「ひゅーひゅーと

音を出す」といった意味の言葉に由来しています

が、文字どおり口笛のような響きになります。喉

歌に入る前に、歌詞が、少しだけ歌われます。「私

の馬が早足で走るとき……、激しい風が追いかけ

る……、私の可愛い娘が歌うとき……、空に星が

散りばめられたように美しい。」といった短いう

たがあって、それからのどうたに入ります。

３．「早足の馬」［Базар-ой］ （1’25）

　のどうたホーメイのいちばん広くうたわれてい

るスタイル、シギトのスタイルで「早足の馬」で

した。

　同様に、オオルジャクがシギトとして歌ってい

るものを、さらに２曲続けてお聞き下さい。トゥ

ヴァの国土は、シベリアを縦断して北極海に流れ

こむ大河、エニセイの水源地にあります。ちょう

ど首都のキジルの所で、山から流れてきた小エ

ニセイ【トゥバ語でビー･ヘム川】と大エニセイ

【トゥバ語でカー･ヘム川】が合流して、エニセ

イ川の本流【トゥバ語でウルグ･ヘム川】が始ま

りますが、豊かな水量が急速に流れ下る美しい川

です。トゥヴァーの民謡には、この美しい自然を

たたえるものがたくさんあります。シギトのスタ
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と同じですが、旋律は異なります。カルギラアが

低音を特に強調していたのに対して、カルギラ

ア･ホレクテエル ［каргыраа-хоректээр］ は少し倍
音旋律の響きが明瞭に聞こえるようです。

17． 「私はカルギラアを決してやめない」
［Каргыраамны кагбас-ла мен］ （1’25）

　シギト、カルギラアと対照的な二つのスタイル

を比べて聞いてきましたが、つぎに、エゼンギレ

エルとボルバンナドィルといういずれも馬の早足

に由来する名称を持ったスタイルを比べながら聞

いてみましょう。エゼンギレエルは馬の鐙を意味

するエゼンギという言葉に由来し、馬を早足に駆

り立てるというニュアンスを持っています。従っ

て、拍節感が明瞭に聞かれますし、馬に揺られる

ように、倍音も揺れの多いものになります。「響

こうが、響くまいが」と「ホンデルゲイ川の谷間

にある木は高い」と、２曲続けてお聞き頂きます。

６． 「響こうが、響くまいが」
［Эдер-даа бол, этпес-даа бол］ （1’02）

11． 「ホンデルゲイ川の谷間にある木は高い」
［Узун дыттыг хөндергейни］ （1’02）

　エゼンギレエルのスタイルを２曲お聞き頂き

ましたが、エゼンギレエルにもホレクテエルの

つく派生的なスタイルがあります。ホレクテエ

ルは少し高いという意味があるということです

が、ここでは納得できるように思います。それで

は、エゼンギレエル･ホレクテエル ［эзенгилээр-

хоректээр］ のスタイルで、「上手く行こうが、行
くまいが」という曲です。

22． 「上手く行こうが、行くまいが」
［Эдер-даа бол, этпес-даа бол］ （1’21）

　さて、エゼンギレエルに対照的なスタイルとし

て、ボルバンナドィルがあります。揺れるという

２． 「私はカルギラアを決してやめない」
［Каргыраамны кагбас-ла мен］ （1’32）

　只今きいたのがカルギラアのスタイルでした

が、今までに聞いてきたシギトでは、低音が比較

的軽い音で、それほど目立たない響きでしたが、

カルギラアでは低音のしわがれた響きが強調され

ていて特徴的です。シギトとカルギラアのスタイ

ルの違いは、誰の耳にもはっきりと分かります。

　トゥヴァーの首都キジルで行なわれた国際ホー

メイ･シンポジウムでは、４日ほど続いた会期の

最終日に、ホーメイのコンクールが行われました。

トゥヴァーの各地からきた代表のほか、モンゴル

からも数人、ハカスやアルタイ、ヤクート、バシ

キールなど近隣の諸共和国からも代表がきていま

した。日本からも口琴協会【日本口琴協会（Japan 
Jew’s Harp Associstion）】を主宰しておられる直川
さん【直川礼緒氏】が参加しておられましたが、

コンクールにも登場して、見事なのどうたを披露

されたのには驚きました。全部で50人ほどの参加

者があって、優勝者のはたち前の若者には、賞金

のほかに賞品として馬が一頭おくられました。私

は審査委員長をおおせつかりましたが、ベテラン

の歌い手にまじって、若い人たちが次々と登場し

て、巧みなホーミイ【フーメイ】を歌うので、審

査は難航しました。歌われるスタイルはシギトが

多く、次に多いのがカルギラアでした。

　もう１曲、カルギラアの例を聞きましょう。「あ

そこに４っつのユルタが建っている」。ユルタと

いうのは、ご存知の方も多いかと思いますが、遊

牧民が使う組立式の丸い家です。

14． 「あそこに４つのユルタが建っている」
［Доо тур ган дорт-ле огнун］ （2’20）

　カルギラアにも少し声を高めるホレクテエルと

いう、派生的なスタイルがあると、演奏者のオオ

ルジャクは主張しています。つぎの曲は、歌詞は

前に聞いた「私はカルギラアを決してやめない」
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よ、彼女のためにホーメイを歌え！」という、や

はり４行の歌詞ですが、チャダガン čadagan28と
いうのはこの地方一帯で広く使われている、日本

のお琴に似た楽器です。それでは、ホーメイのス

タイルで「私のホーメイはチャダガンのようだ」

です。

５． 「私のホーメイはチャダガンのようだ」
［Хөөмейим  ─ эткир уннуг чадаганым］ 
 （1’39）

　オオルジャクは、ホーメイの例として、もう１

曲「マンチュレク川の川辺で」という曲を挙げて

いますが、同じ曲名で、ホーメイ･ホレクテエル  
［хоомей-хоректээр］ の例も歌っていますので、
ホーメイとホーメイ･ホレクテエルの両方のスタ

イルで、同じ曲名の「マンチュレク川の川辺で」

を続けて聞いてみましょう。

13． 「マンチュレク川の川辺で」
［Манчуректин’ паткан суунда］ （1’24）

19． 「マンチュレク川の川辺で」
［Манчуректин’паткан суунда］ （1’32）

　オオルジャクはホーメイに対比されるスタイル

として、エルギ･ホーメイ ［эрги хоомей］ という
第六番目の独立したスタイルがあると言って、そ

の例を挙げていますので、聞いておきましょう。

エルギというのは古いという意味で、ホーメイ

の昔のスタイルを言っているようです。エルギ･

ホーメイのスタイルで、「ショルウ峠の高い峰」

という曲名です。

25． 「ショルウ峠の高い峰」
［Чоруп ажур шолу бажын］ （2’10）

話し 〔14’30〕

意味の名称で、エゼンギレエルと似ていますが、

エゼンギレエルよりも緊張した、高い音域で歌わ

れます。ボルバンナドィルのスタイルで「アラシュ

川」という曲を聞きましょう。

20．「アラシュ川」［Алаш］ （1’33）

　ボルバンナドィルにもホレクテエルの派生的な

スタイルがあります。次はボルバンナドィル･ホ

レクテエル ［борбанънадыр-хоректээр］ のスタイ
ルで、「みやまカラス」です。

４．「みやまカラス」［Кара баарзак］ （1’30）

　この場合も、ホレクテエルの意味は私にはよく

理解できませんが、如何でしょうか。つぎに、ボ

ルバンナドィルとエゼンギレエルとを混ぜて歌っ

ているという曲を、ご紹介しましょう。「上手く

行くか、行かないか」という、前にきいた曲と同

じような意味の題名がついています。前半がボル

バンナドィルで、後半がエゼンギレエルであると

説明されています。

24． 「上手く行くか、行かないか」
［Болур-даа бол, болбас-даа бол］ （1’10）

　最初から順にシギト、カルギラア、そして、エ

ゼンギレエル、ボルバンナドィルと、４つのスタ

イルをご紹介してきましたが、トゥヴァーでは

ホーメイというスタイル自体が独立したスタイル

の一つになっています。ホーメイはのどうたの総

称であると同時に、独立したスタイルの名称でも

あります。

　ホーメイはシギトと同じ音域で歌われますが、

シギトよりも喉の緊張が少なく、鼻に響かせて倍

音を出します。この歌でも、各節の最初に歌詞

が歌われます。「私のホーメイはよく響くチャダ

ガンのようだ……、私は決して飽きることがな

い……、私にはこの娘が気に入った……、私の喉
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とともに、喉歌の種類の一つ。…… トゥバの喉歌の総
称としての「フーメイ」という語は、もともとトゥバ
共和国南部の地域的な呼称であり、20世紀後半になっ
てから定着した。…… また、比較的近年まで、「ボルバ
ンナドゥル」borbaңnadïr のスタイルを「フーメイ」と
呼ぶ地域があった。このように喉歌の呼称は、時代に
よって揺らいでいる。」（等々力政彦 2012: 53-54）。

５ 2016年に等々力政彦氏より賜わった御教示によると、
日本人で「深くトゥバの文化を掘ろうと考え」、「個人
の力で数年以上にわたってトゥバと関係性を結んで喉
歌を習得しようと試みている人々」として、寺田麻央
氏、澤田香緒里氏、寺田亮平氏を挙げることができるが、
欧米人の喉歌愛好者で「特定の師について長期的にトゥ
バに通っている」人は極めて少ない、との由である。

６ 例えば、NHKラジオのFM放送の「世界の民族音楽」
で1978年９月26日に放送された、森田稔「ソ連諸民族
の音楽」第４回や、モスクワ放送の日本語放送「ソ連
邦諸民族のメロディー」等。

７ 当該のラジオ放送において森田先生が担当された番組
については、赤坂恒明 2017: 13-104 を参照されたい。

８ 新聞のラジオ番組欄における表記に従う。
９ 森田稔 1993 を参照せよ。本シンポジウムの正式
名称は、「国際音楽シンポジウム《フーメイ -92》」
（Международного музыковедческого симпозиума 
≪Хоомей-92≫）。本シンポジウムについては、等々力
政彦氏より御示教を賜わった。

10 スグット сыгыт は、「トゥバの喉歌の種類の一つ。「フー
メイ」xöömey、「カルグラー」kargïraa とともに、トゥ
バの喉歌を代表するスタイル。浪曲をうなるような喉
詰め発声をしたまま、唇を平らに開き、英語の「L」を
発音するときのように、舌をまっすぐにして硬口蓋に
押し付け、発声する。口笛のようなひじょうに鋭い高
音を特徴とし、基音はしばしばかき消される」（等々力
政彦 2012: 56-57）。

11 イギル игил（イーギル ［i’’gil］）は、「２弦の擦弦（さ
つげん）楽器。トゥバ西部では「エギル」egil と呼ばれ、
モンゴル国西部、および中国･新疆ウイグル自治区北部
のトゥバ人（アルタイ･トゥバ人）は「イルキル」irkil 
と呼ぶ」（等々力政彦 2012: 6-9）。Vertkov, Yazovitskaya, 
Blagodatov 1975: 187, “Игил”; 227, “Igíl”.

12 ホムス хомус は、「口琴。特に指定がない場合、鉄口琴
の「デミル･ホムス」demir-xomus を指すことが一般的
である。楽器一般も指す」（等々力政彦 2012: 56-57）。

13 デミル･ホムス демир-хомус は、「口琴（「ホムス」xomus）
のうち鉄口琴。通常「ホムス」といえば、デミル･ホム
スを指す」（等々力政彦 2012: 36）。Vertkov, Yazovitskaya, 
Blagodatov 1975: 187, “Темир-комыс”; 227, “Temír-komýs”.

14 ウヤシ･ホムス ыяш-хомус は、「「木の口琴」を意味する。
西部のヘムチク河沿いに広く認められる」（等々力政彦 
2012: 10-11）。Vertkov, Yazovitskaya, Blagodatov 1975: 187, 

補遺

12． 「私の賢いカルダルが走る」
［Карыш дуктуг кужур калдар］ （0’45）

　シャンズィ šanzï29の伴奏付き、倍音のない喉
歌ホレク･ビレ･アヤルガラアル ［хорек биле 

аялгалаар］ のスタイル。

　今朝はトゥヴァのホーメイのいろいろなスタイ

ルをまとめてお送りしました。一人で二つの声を

出す奇蹟の唱法として、トゥヴァのホーメイはロ

シアでは19世紀から知られていました。1940年代

にロシアに併合されてから、モスクワからもロシ

アの音楽家がいく人か教育活動のためにトゥヴァ

に送られましたが、その中にアクショーノフとい

うすぐれた作曲家がいました。彼はキジルの音楽

学校で教えるかたわら、このホーメイを研究し、

すぐれた研究書を1960年代にモスクワで出版しま

した。これによって、旧ソ連ではトゥヴァのホー

メイの仕組みがかなり正確に理解されるように

なっていました。今回トゥヴァに行って直接ホー

メイをきいてみて、本から知るのとはちがう生き

た有様に接して、この小さな国でも自分たちの文

化をしっかりと守り育てていることを知り、たい

へん嬉しく思いました。

　世界の民族音楽、今朝はトゥヴァのホーメイを

まとめてお送りしました。森田稔でした。

 （中央ユーラシア歴史文化研究所）

【注】
１ 「トゥバ Тыва」以下、トゥバ語の日本語表記は、原則
として等々力政彦 2012 に従う。トゥバに関する日本語
文献は多数あるが、それらのうち、メンヒェン＝ヘル
フェンの『トゥバ紀行』は、訳者 田中克彦氏による解
説を含めて、必読である。なお、筆者も、一般向けの
文章、赤坂恒明 2016 においてトゥバ人に関する概説的
紹介を行っている。

２ マクシム･ムンズクについて日本語で紹介されたもの
としては、例えば、鴨川和子 1990, Vasil’ev 2015 等がある。

３ 「私のグッとムービー　ヤマザキマリさん㊤「デルス･
ウザーラ」伝説の猟師は人生の道標」（『朝日新聞』（東
京）2011年６月17日（夕刊）３版， 第６面）

４ フーメイ хөөмей は、「トゥバの「喉歌」の総称である
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森田稔先生によるラジオ放送番組「トゥバの音楽」

に似た旋律の歌をもつ民族を招聘し、民族のつながり
と追分のルーツを探る試み」として1990年９月に開催。
併せて国際民族音楽シンポジウム（同月14・15日）も
開催された。

23 「トゥヴァの少し北に住む」とあるのは誤認。バシキー
ル（バシコルト）とハカスを混同。

24 サヤンとあるべきものであろう。
25 デンビルデイ дембилдей は、「「囃し言葉」の一つ。「メ
ロディー、曲」を意味する名詞である」（等々力政彦 
2012: 39）が、等々力政彦氏の御教示によると、「あえ
て日本語に訳すとすると、「ピロピロする」、「ドンドン
する」、「シャラシャラする」などの表記がしっくりき
ますが、どれも日本語にはしにくい表現です」との由
である。

26 「国際音楽シンポジウム《フーメイ -92》」。注９を見よ。
27 なお、ユネスコへのホーミイ（ホーミー、フーミー）
の世界非物質文化遺産の登録をめぐっては、モンゴル
国と中国（内モンゴル自治区）との間にも対立が生じた。
これは「歴史上モンゴル人の間に起きた初の文化衝突」
として「歴史的な意味を持っている」との評もある（ボ
ラグ 2015）。ホーミイについては、上村明氏による一
連の研究を参照されたい。

28 チャダガン чадаган（チャーダガン ［ča’’dagan］）は、「トゥ
バの筝で、弦の数は４、６、７、８、12 などがあるが、、
７弦のものが一般的である。…… しばらく演奏者が絶
えていたが、近年復活した」（等々力政彦 2012: 32-33）。
Vertkov, Yazovitskaya, Blagodatov 1975: 187, “Чадаган”; 227, 
“Chadagán”.

29 シャンズ шанзы はチャンズ чанзы の別称。「トゥバの
三弦（三味線）。モンゴルを通して、中国北部の大三弦
がトゥバに伝播したもの。…… 現在、ドシプルールの
改造が進み、チャンズとの区別がしばしばあいまいな
ものになっており、名前の混乱もおこっている」（等々
力政彦 2012: 34-35）。
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“Хулузун-комыс, ыяш-xомус”.
15 喉歌の種類の一つとしてのフーメイ хөөмей は、「「ス
グット」sïgït、「カルグラー」kargïraa とともに、トゥ
バの喉歌を代表するスタイル。浪曲をうなるような喉
詰め発声をしながら唇を円く開き、舌を口蓋に付けな
いで発声する。笛のような高音域の音に加え、基音や、
中音域の音など、複数の音が同時に感知される」（等々
力政彦 2012: 53-54）。

16 ドシプルール дошпулуур（ドーシプルール ［do’’špuluur］）
は、「台形の胴を持つ撥弦楽器」で、「伝統的には、２
弦であった。…… 楽器の記録は19世紀末からみられ、
当時から現在までトゥバで最も一般的な民族楽器であ
り続けている。語源は、モンゴル文語のトップショー
ル tobsiγur に由来すると考えられる」（等々力政彦 2012: 
42-45）。Vertkov, Yazovitskaya, Blagodatov 1975: 186-187, 
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17 フーメイジ хөөмейжи は、「フーメイを歌う人、喉歌歌
手」の意味。語源はモンゴル語由来の造語」（等々力政
彦 2012: 54）。

18 エゼンギレール эзэңгилээр は、「トゥバの喉歌の種類の
一つ。「フーメイ」xöömey、を歌いながら、舌を硬口蓋
に付けたり離したりして、馬のギャロップにように揺
らす。エゼンギレールは、鐙（あぶみ）を意味する「エ
ゼンギ」ezeңgiから派生した語で、形動詞として解釈
すると、「鐙のような音を出す」という意味であろう。」
（等々力政彦 2012: 11）。

19 ボルバンナドゥル борбаңнадыр（ボールバンナドゥル 
［bo’’rbaŋnadïr］）は、「トゥバの喉歌の種類の一つ。「フー
メイ」xöömey や「カルグラー」kargïraa を発声しながら、
舌や唇、口腔などを使って作り出すトリル（振るえ音）
のこと。一方で、以前の記録では、カルグラーと似た
音で両唇摩擦音（日本語の「フ」の音）を発音するよ
うにして発した声音をボルバンナドゥルと呼んでいた
ようである。さらに地域によっては、後者のようなボ
ルバンナドゥルを「フーメイ」と呼んでいたことも知
られている。」（等々力政彦 2012: 57-58）。

20 カルグラー каргыраа（カールグラー ［ka’’rgïraa］）は、
「トゥバの喉歌の種類の一つ。「フーメイ」xöömey、「ス
グット」sïgït とともに、トゥバの喉歌を代表するスタ
イル。低音（基音よりも１オクターブ低い）で、ガラ
ガラした音質の声。フーメイやスグットとは異なり、
喉は詰めずに、弛緩して発声する。発声には声帯振動
以外に、仮声帯の振動が重要な働きをする。」（等々力
政彦 2012: 14-15）。

21 ブザーンチゥ бызаанчы（ブーザーンチゥ ［bï’’zaančï］）
は、「４弦のスパイク･フィドル。モンゴルのホーチ
ル xuučïr と同類の楽器」（等々力政彦 2012: 51-53）。
Vertkov, Yazovitskaya, Blagodatov 1975: 187, “Пызанчы”; 
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