
１．はじめに

　子どもを対象としたピアノ作品には、高い音楽性
とあわせて教育的意図を含んだ作品が数多くある。
そのなかで、バルトーク（Béla Bartók: 1881-1945）『子
供のために』１）（For Children; 1908-09）は、子ども
を対象としながらも演奏させる難しさが指摘されて
いる。例えば山崎（2008）は、バルトークが従来の
西洋音楽の様式とは異なる民謡を用いていることや、
ピアノ演奏の可能性を追求していることが、子ども
たちにとって難しさを生じさせた理由であると指摘
している。また、石井（2015）も同曲において、伴
奏部分に起こる頻繁なリズムの変化や対位法的な要
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素が演奏を難しくさせている、と述べている。筆者
も実際に子どもたちを対象とした指導をおこなうな
かで、同作品の演奏における難しさを感じている。
　そこで本稿では、バルトークが『子供のために』
を作曲した背景にある、教育的な視点と東欧の民俗
音楽が持つ特徴についてまず整理する。そして、子
どもたちがこの曲を音楽的に表現するための指導法
を提案する。

２．バルトークの音楽活動

２．１　バルトークの生涯と音楽
　バルトークはハンガリーのナジュセントミクロー
シュ２）にて、農学校長の父とピアノの母のもとに生
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まれた。５歳から母の手ほどきでピアノ、９歳から
作曲をはじめた。バルトークが７歳のころに父が死
去したが、その後も母は彼に質の高い教育を与える
ために1894年からポジョニに移住し、優れた教師の
下で作曲とピアノの専門的な教育を受けることがで
きる環境を整えた。その後、ピアニストとして認め
られたバルトークは、1907年に母校であるブダペス
ト王立音楽院（現在のリスト音楽院）のピアノ科教
授に就任し、27年間にわたって学生のピアノ指導に
あたった。
　民俗音楽に関心を抱いていたバルトークは、音楽
院就任の前年から民俗音楽の採集を開始している。
作曲家としての彼はハンガリーの民族主義に影響を
受け、自身の作品にも民俗的な要素を取り入れるよ
うになった。また、Ｊ．Ｓ．バッハやベートーヴェン
らの楽曲分析を通して、その中にも民俗音楽的な要
素が含まれているのを発見した。バルトークの民俗
音楽研究は第一次世界大戦が開始される1918年ま
で継続された。
　バルトーク作品の範囲はピアノ作品のみならず、
歌曲、室内楽曲、協奏曲そして交響曲にまで及ぶ。
また伊東（2012）は、バルトークにおいて、民俗音
楽を用いた作品とともに教育的意図を持つ作品が多
いことを指摘している。その後、1920年代において
は多調性３）を作品に取り入れるなど、独自の音楽語
法を生み出すこととなった。
　晩年は、母国ハンガリーがファシズムに席捲され
つつあるなか、母の死去を受けて1940年に妻とアメ
リカに亡命する。アメリカでは民俗音楽のレクチャー
コンサートなどをおこなっていたが、体調が悪化し、
1945年にニューヨークにて死去した。

２．２　バルトークの民俗音楽研究
　前項ではバルトークが民俗音楽研究をおこなった
ことを述べた。そのきっかけは、バルトークが1905
年にゲメル地方４）に住むドーシャ・リディという女
性が口ずさむ民謡を採譜したことであったという。
彼はその翌年から、農民が暮らす地域における民俗

音楽をフォノグラフ５）の録音と採譜によって採集し
始めた。バルトークが調査をおこなった時代のハン
ガリーは「オーストリア＝ハンガリー二重帝国」の
一部であったため、ハンガリーのみならずスロヴァ
キア、ルーマニアといった３つの地域における民俗
音楽を採集することが可能であった。バルトークは
採集した録音を何度も繰り返し聞いて採譜した楽譜
をもとに、旋律の構造や要素を比較し、分析すると
いう方法で研究を進めた（伊東：1997）。
　以上の研究から得たことを基軸としながら、バル
トークは民俗音楽を用いた作品を数多く残した。ま
た、引用するだけでなく民俗音楽を参照しながら、
バルトーク独自のリズムや旋律、和声や調性を駆使
した芸術作品へと発展させていったのである。

３．バルトークの教育的視点

　バルトークは1940年から翌年まで、アメリカでお
こなったレクチャーコンサートにて、以下のように述
べている。

　　 作曲家としての活動をはじめた当初から、私は
学習者のために易しい曲を作るという考えを
もっていました。これはピアノ教師としての私
自身の経験から発しています。私は、特に初心
者のピアノ教材に、音楽的価値があるものが、
バッハの最も易しい作品やシューマンの《子供
のためのアルバム》などの例外を除いて存在し
ないことを、常に懸念していました（パップ：
2008）。

　このようにバルトークは常に教育者の視点を持ち、
音楽的価値の高い初心者向けの教材の少なさを危惧
していた。実際、バルトークは音楽院のピアノ科の
教授に就任した翌年には、『10のやさしい小品集』

（Ten Easy Piano Pieces; 1908）と『子供のために』
において教育的な目的を持たせた作品の創作に着手
している。その後も教育的作品はつくられた。特に、
晩年に発表された全６巻による『ミクロコスモス』
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（Mikrokosmos; 1926, 1932-1939）は、音階や旋法、
対位法や和声、民俗音楽の要素などを各曲中で多様
な音楽的要素を獲得できるように作曲されている。
この作品集は初学者向けから演奏会用までと、対象
の範囲も幅広いものである。
　バルトークの教育的作品に影響をもたらした存在
として、ハンガリーの作曲家・民俗音楽学者・音楽
教育家として名高い、ゾルターン・コダーイ（Zoltán 
Kodály: 1882-1967）が挙げられる。コダーイとの出
会いによって、バルトークは民俗音楽の研究法を得
た。バルトークはコダーイと共同研究もおこなって
おり、彼の音楽教育理念６）からも大きな影響を受け
ていたと考えられる。コダーイの音楽教育はわらべ
うたや民謡から芸術音楽の学びへとつなげようとす
るものであった。
　また、バルトークが初学者用の作品のなかでも音
楽的価値がある、と述べた『子供のためのアルバム』
Op.68 （Album für die Jugend; 1848） の 作 曲 者
シューマンの教育的な視点からも影響を受けていた
と考えられる。シューマンはエッセイ『音楽の座右
銘』６）において、音楽の基礎的な教育には歌えるこ
とや、耳（筆者注: 訳者吉田秀和によれば「聴音」）
をつくること、そして民謡の価値についても言及し
ている。
　バルトークは、これらの影響を受けて、自身の教
育的かつ民俗音楽を引用した作品を残したのだとい
えるだろう。

４.『子供のために』出版と作曲の経緯

　1908年に作曲された『子供のために』が初版とし
てロジャニュイ社から出版されたのは1909年であ
る。その際は、ハンガリー民謡を素材とし、『子供の
ために』Ⅰ・Ⅱ巻として出版された。そして、1911
年にはスロヴァキア民謡を素材とし、『子供のために』
Ⅲ・Ⅳ巻が同社から出版された。さらに、アメリカ
移住後の1943年にバルトーク自身が改訂をおこな
い、初版のⅠ・Ⅱ巻をⅠ巻に、Ⅲ・Ⅳ巻をⅡ巻にまと
めた。彼の没後、1946年にブージー＆ホークス社に

て改訂版の『子供のために』が出版された。現在は
こちらの改訂版が日本でも出版され、一般的に広く
使用されている。本稿でもこれ以降、改訂版におけ
るⅠ巻・Ⅱ巻の名称を用いる。
　改訂の際、バルトークは、デュナーミクやテンポ、
和音や旋律にも変更を加えた。また、削除された曲
もあり、それはその楽曲が本来の民謡ではなく疑似
民謡であったことを受けてものである（伊東: 2012）。
　初版を出版したロジャニュイ社側にとって、この
曲集はブタペスト音楽院の若いピアノ科教授バル
トークによる初学者用の小品集という性格を持つも
のだった（伊東: 2012）。しかし、当時のバルトーク
にとってはそれ以上の意味合いを持つものだったの
ではないだろうか。東欧の民俗音楽に魅了され、コ
ダーイやシューマンから影響を受けていたバルトー
クは、民俗音楽を用いた子どものための作品集の意
義について強く認識しながら作曲にあたったのでは
ないかと推測される。

５.『子供のために』Ⅰ巻の指導法

　ここまで述べてきたように、バルトークの教育作
品において民俗音楽の要素は非常に重要な意味を
持っている。そのため『子供のために』Ⅰ巻を演奏
するにあたっては、ハンガリーの民俗音楽の特徴や
民俗音楽とのかかわりが深い言語といった要因を踏
まえる必要がある。
　ここで、現在日本で出版されている『子供のため 
に』の関連文献について触れていきたい。これらを
見渡すと山崎（2010）は、東欧の民族衣装の写真や
原曲となった民謡の和訳を掲載している。しかし、
本文では音楽記号を忠実に表現できるための運指や
手首の使い方、そしてペダルの使用法という、ピア
ノの演奏法について述べられている。また、パップ

（2015）は、作品の原曲となった民謡での遊び方や
踊り方を挿絵や写真を用いて紹介している。しかし
これらにおいては、曲が持つ民俗音楽の特徴を踏ま
えた音楽表現を実現させるための指導の提案はなさ
れていない。
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　ここでは、この曲集の演奏を難しくさせていると
考えられる、「言葉と音楽の関連」「民俗音楽が持つ
特徴的なリズム」「対旋律的な作品の演奏」という３
つの要因を取り出し、それぞれが顕著に表れている
と考えられる曲を『子供のために』Ⅰ巻のなかから
取り上げる。そのうえで指導法の提案をおこなって
いく。

５．１「言葉と音楽の関連」を踏まえた指導法
　ここでは第２番《わらべうた》をとりあげる。こ
の曲は、子どもたちが「暖かな天気になるように」
とお願いごとをするうたを基に作曲されている。そ
の原曲である “Süss fel nap” を「譜例１」に示す。
　従来の西洋音楽では基本的に１拍目が強拍とな
る。一方、ハンガリー語ではセンテンスの冒頭と語
頭に必ずアクセントが付けられ、冠詞にのみアクセ
ントがつかない、といった特徴を持っている。その
ため、「譜例１」の６小節目の１拍目にあたる冠詞の
“ａ”は弱く演奏し、逆に“kis”の部分にクレシェンド
の頂点がくるように演奏することが、バルトークに
よっても指示されており（譜例２）、これは言葉と音
楽のつながりから考えても蓋然性のあるものである。
　これらを踏まえ、次のような指導法が考えられる。
まず、このうたの内容と一致するような日本語の歌
詞をあらかじめ指導者がつけておく。例えば５～８
小節目で歌われるハンガリー語“Kertek alatt a kis 
bàràny Majd megfagy”に対して「庭の向こうに、
小さな羊」という日本語の歌詞を当てはめた「譜例３」
を、子どもとともにクレシェンドの頂点を意識しなが
ら歌う。実際に日本語でうたうことから言葉のアク
セントに気づかせ、言葉と音楽を関連付ける。さら
にそれをピアノ演奏で実現できるように指導すると
いう道すじが考えられる。

５．２�「民俗音楽が持つ特徴的なリズム」を感得する
ための指導法

　ここでは、第10番《子供のおどり》を取り上げる。
この曲の原曲には、ハンガリーで古くから舞曲に使

用されている「コロメイカのリズム」８）が頻繁に使用
されている（譜例４）。このリズムの踊り方は複数人
が手をつないで輪になる。１回目は、８分音符の部
分で足を交差させながら右方向へ進み、４分音符の
部分で止まり、「右足→左足」といったように足で地
面を踏み鳴らすものである。足の動作は同様のまま、
２回目は左方向へ、３回目は前方へ、４回目に後方
へと戻るように踊るものである（パップ: 2015）。
　コロメイカのリズムの特徴をつかむためには、実
際に踊ってみることも有効であろう。リズムをつか
むだけでなく、楽曲の背景にあるハンガリーの舞踊
に触れる機会となり、それはコダーイの教育的意図
を鑑みても適切といえよう。また、取り上げやすい
実践としては、はじめに子どもが８分音符を手拍子
し、指導者は４分音符を右足から左足へと踏み鳴ら
す。次に、指導者が手拍子をし、子どもは足で踏み
鳴らす。その後、子どもがひとりで８分音符を手拍
子し、４分音符を足で踏み鳴らしてみるといった一
連の動作をおこなう。身体感覚を通してリズムが持っ
ているエネルギーの違いを感得したことから「譜例
５」にある右手の演奏へ生かすように指導する。

５．３「対旋律的な作品の演奏」の指導法
　ここでは第11番９）をとりあげる。原曲は子どもた
ちが遊びながらうたうものである。この曲は複数人
と２人組が２列に向かい合い、２人組が複数人の列
の子の名前を呼んで仲間を増やし、最初に複数人
だった列が２人だけになると名前を呼ぶ方に交代し
ながら遊ぶ（パップ: 2015）。この曲の原曲であるう
たの採取譜を「譜例６」に示す。
　この曲の冒頭「譜例７」では、右手が主旋律を演
奏し、左手に伴奏を付けた形でこの曲が始まる。こ
のあと旋律の断片が繰り返されたのちに、曲の中盤
である「譜例８」で、左手が主旋律を演奏する。こ
れは名前を呼ぶ列が交代した様子を表しているので
あろう。
　この曲の演奏に求められていることは、右手でも
左手でも主旋律が同じように表現できるようにする
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譜例１　第２番の原曲《�Süss�fel�nap!�》

譜例２　第２番《わらべうた》５〜８小節目

譜例３　第２番《わらべうた》５〜８小節目「日本語の替えうた例」

譜例４　コロメイカのリズム

譜例５　第10番《子供のおどり》４〜７小節目

譜例６　「採取譜」

冠詞

冠詞の後の名詞の一音節目なので
ここがクレシェンドの頂点になる

クレシェンドの頂点
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ことである。また、「譜例６」と「譜例７」に共通し
てみられる主旋律と伴奏部分のフレーズの切れ目が
不一致となっていることが、この曲の演奏を難しく
させている部分であると考えられる。
　以上の課題を克服するためには、まず、子どもが
主旋律をフレーズ通りにピアノで弾きながら、“La”
などのシラブルで歌えるようにする。次に、子ども
が旋律を弾きながら歌っているところに指導者が伴
奏部分をピアノで弾く。その後、指導者が主旋律を

歌い、子どもが伴奏部分を演奏する。以上のような
一連の指導を、主旋律が右手であっても左手であっ
ても同様におこなえるようにする。両手で演奏する
ときには各声部を聴きながら、フレーズに即した表
現につなげることができるであろう。ただ、以上の
実践をおこなうためには子どもが歌える力に加えて、
自身が歌っている音や、弾いている音を聴くことが
できる、というソルフェージュ能力を身に付けてい
ることが求められる。

譜例７　「第11番」１〜８小節目

譜例８　「第11番」13〜20小節目
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５．４　考察
　本稿では、バルトーク『子供のために』Ⅰ巻から
難しさを生じさせていると考えられる要因を３つ取
り上げ、それらが顕著にあらわれている３作品を選
択して、各曲の指導法を提案した。民謡を素材とし
ている作品では、音楽が持つダイナミクスと言葉の
関連付けをはかる指導法の提案をおこなった。また、
民俗音楽特有のリズムを感じ取るためには、実際に
身体の動きを通して演奏に生かす指導が有効なので
はないかと考えた。また、対位法的な作品に関しては、
音楽を歌うことや聴くこと、というソルフェージュ能
力の獲得と並行して指導をおこなうことの必要性を
提言した。
　筆者は本稿「はじめに」において『子供のために』
を子どもたちが演奏する難しさを指摘した。しかし、
難しさが生じた背景には、どのような様式の音楽が
素材とされていても適応することを可能とするソル
フェージュ教育がなされていない、もしくは不十分
であることが課題として挙げられるのではないだろ
うか。以上の課題に対して、指導者はどのような教
育をおこなっていくべきかを再考することが求めら
れているといえよう。

６．おわりに

　バルトークは『子供のために』において、民俗音
楽の中でも主に民謡を素材として作曲した。この背
景には子どもたちがうたうことから音楽性を育み、
自然と楽器の演奏に生かすことを目的としていたの
ではないかと推察できる。日本の音楽教育において
も、子どもたちが言葉とリズムを自然に身体で感じ
ながらうたうことができるわらべうたなどを通して、
器楽演奏に対応し得る音楽能力を身に付けることが
可能ではないかと考えられる。
　『子供のために』の演奏を難しくさせている要因と
して挙げられていたのは、民俗音楽が素材とされて
いることや、対位法的要素が用いられていることで
あった。しかし難しさが生じた背景のひとつには、
ソルフェージュ教育と器楽演奏の技術が結びつけら

れない状況が起こっているためではないだろうか。
こうした状況はソルフェージュ教育のあり方に加え
て、器楽のレッスンにおいて、演奏技術の習得に集
中してしまうことが多くみられることも一因として挙
げられるだろう。
　日本でもソルフェージュ教育は長い間にわたって
おこなわれている。しかし、こうした現状を踏まえ
ると、改めてソルフェージュ教育のあり方を見直す
必要があろう。子どもたちが多様な様式の音楽に適
応できる力を身に付けながら、器楽演奏へ結びつけ
ることができるソルフェージュ教育の普及がより一
層、望まれる。

注
１）現在、日本で出版されている楽譜や関連書籍では「子

供」と表記されているため、原文ママとした。
２）当時はハンガリー領であったが、現在はルーマニア西

地域のスンニコウ・マレである。
３）２つまたはそれ以上の調性が同時に用いられること。
４）現在はスロヴァキア領である。
５）エジソンによって開発された、シリンダー型の録音機

械を示す。
６）コダーイが提唱した音楽教育理念は、現在でもハン

ガリーの公教育における「国家基準カリキュラム」となっ
ている。

７）『子供のためのアルバム』第２版以降の楽譜に付録と
して付けられた、シューマン自身が書いたものである。

８）ルテニア（現・西ウクライナ）で発祥したリズム。ハ
ンガリーでも古くから使用されているリズムである。

９）バルトークは第11番に標題をつけていない。
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春秋社
”Süss fel nap!”「第２番」原曲　https://www.youtube.

com/watch?v=0Ac3tKl5LTg&index=103&list=WL　
最終アクセス日　2017/10/18

”Elvesztettm páromat” 「第11番」原曲　https://www.
youtube.com/watch?v=kUlsR-crJwc&list=WL&index 
=104　最終アクセス日　2017/10/18

資料
　本稿で取り上げた原曲の民謡の歌詞とその対訳（日本
語訳は、パップ晶子（2005）による）

　第２番《わらべうた》

　　Süss fel nap,
　　Szent György nap,
　　Kertek alatt a kis bàràny
　　Majd megfagy

　　お日様、照らしておくれ
　　聖ジェルジの日よ
　　庭の向こうで仔羊が
　　凍えてしまうよ

　第10番《子供のおどり》

　　Az oláhok,az oláhok facipóbe járnak,
　　Azok élik világukat,akik ketten járnak.
　　Lám én szegény béreslegény,
　　csak egyedül járok,
　　Akámerre tapogatok,csak falat találok.

　　ワラキア人たちは、ワラキア人たちは、
　　木靴をはいて歩いている
　　２人連れの生活は楽しいだろう
　　でも僕は貧しい日雇人、一人で暮らしている
　　部屋のどこを探っても壁ばかり

　第11番

　　Elvesztettem páromat,
　　Szép eladó lányomat,
　　Hopsz ide páromat,
　　Szép eladó lányomat.

　　相手がいなくなってしまった
　　適齢期の美しい娘が
　　ヘィ、返しておくれ
　　適齢期の私の美しい娘を

（けっそく　まき）
 【受理日　2017年11月25日】

バルトーク『子供のために』におけるピアノ演奏の指導法
結束　麻紀
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