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宮良長包の歌曲に於ける解鐸と演奏の研究
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薑良莨品名繭Ｍｎ繍肌大半の人が
知っている。名前を知らなくても，彼の作った曲

の１つや２つは殆んどの人が知っている。それは

彼力；沖縄の民衆の中に生き，常に民衆の心を音

楽の中に盛り込もうと努めて来た事を物語ってい

る。富時（明治末から昭和初期）の沖縄の社會は

本土官僚による皇民化教育の強化や縣民蔑視の風

潮が強く，その為に美しい傳統文化や，風俗習

慣，言語等，その償値が驚く程不當に匠められて

いた時代であった。そういう状況下にあって，長

包が琉球音楽を愛し，それを作曲に取り込み，そ
して學校教育に迄使用して生徒達に歌わせたとい

う事は，餘程強い信念と豊かな才能がなければで

きない事であった。こ■に，彼の慧々たる眼と耳

を感じる。長包は，５６年の生涯に於いて百曲餘の

作品を書いたが，残念ながらその大半は戦争で灰

儘に帰し，現在残っているのは僅か36曲だけであ

る。然し乍ら，そのどれもが常に美しい光を燈し

続け，小宇宙を形成しているのである。ところが

彼の傅記や解説書の類は，近年やっと出る様にな

ったが，作品の解騨・演奏に関する研究や資料は

皆無と言ってよい。私は，本稿とそれに続くであ

ろういくつかの小論とによって，宮良長包の音楽

の本質に迫りたいと思っている。

桑の実

比較的短かく，童謡的な雰囲気を持ったとの曲

は，又それ故に多くの人に愛唱されている。この

歌を歌うと，幼ない日々の様々な想い出がたちど

ころに蘇り，それと同時に，あの桑の実の甘酸い

味さえもが口中に広がり，思わずだ液がジュッと

出てくるのである。

桑の実
古里仰ｻﾞ由巾肉

Ｊ－泥激ＺｕｂｇｔＬ作nｂ

Ｉ
曲のテンポは作曲者によってＪ＝76とはっきり

示されているので，原則としてそれを踏襲する。

伴奏の右手聾部の，郷愁と憧慢とを誘う様な音の

動きもそうだが，特に左手の，時の流れを手繰る

様な上行音形に注目する必要がある。（譜例のα

及び。）こnでの左手は，ただ単に和馨をつかさ

どるだけでなく，右手の主旋律と殆んど同等の對

旋律を形成しているのである。だから，右手の陰

に隠れるのではなく，上行しながらcresc､し，浮

き立たせなければならない。さて，歌い方だが，

Ｉ
＊ＣｏｌｌｏｆＥｄｌｃ、ＵｎｉｖｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕｓ．

基本的には２小節で１フレーズという形である。

「桑のみ」の「み」は，不用心に歌うと音量が急〔１〕1887年石垣市～1938年那覇市没
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帰り舟

歌謡性と杼惰性に卓れたこの曲だが，とりわけ，

「海は寒かろ冷たかろ」と歌われるリフレインの

素晴らしさによって，いつまでも歌い継がれて行

くであろう存在価値と，俗塵に塗れない光耀を保

っている。実際，生き生きとして自然に旋律が流

れ，その中に寒さや寂しさ，思いやりや生活の手

触り等，一つのフレーズの中にこれ程多様の表現
が備えられている例は少ない。

帰り舟
直瓜蜀夫作89

石、低ｕ作曲

に増大してその音だけ突出し，旋律線をそこなう

から注意を要する（ｂ)。次の「みどりのはかげ

臺菫臺篝壼臺重鑿
にえんやほらえんやほら｣は，Ｍ節でフレー

ジングする。「みどりの」から「えんやほら」の

最初のロ音めざしてcrescし，２度目の「えんや

ほら」は少し小さく歌ってエコー効果を作る。

簔薑薑薑二二
△

先ず，前奏のテンポだが，「ゆるく』とし､う大
まかな指示があるだけである。冬の夕暮れの海の

肌寒さと灰暗さ，侘びしさや心もと無さ等の気分

を表わす為にｊ＝50～Ｊ＝58のテンポに設定した

方が適当であろう。従って，ピアノの音色も当然

少し暗く，柔らかい音が要求される。両手をでき

るだけレガートに，そして，十六分音符を樋ねな

いで，少し長めに弾き（テヌート），旋律線が美

しく描ける様に留意すべきである。２小節目の最

後の音から左手に旋律が受け渡されているが〉こ

の受け渡しと模倣とを自然にやらなければならな

い（a)。又前奏の３小節全部を，セカンド・

ペダルを踏んだま弘弾くのも一つの方法である。

ご□’￣！R-P「￣ご

－－＝－－－－－－－－＝－＝＝－

「たんとうれたよ」は再びcrescし，「よ」の附

点二分音符で自然なDecrcsc・をかける。次の，

同じ歌詞のリフレインは，矢張，エコーを形成す

るが，「うれた」の嬰二の音が突出しない様，美

しい旋律線を作らなければならない（ｃ)。２番の

テンポ設定は，テンポを変える必然性が何も見あ

たらないから，１番と同じでよい。「との枝ゆす

って」は，１番と同様にcresc､し，盛り上げて行

くが，高い音に位置づけられている「ゆ」の発音

に少々注意を要する。すなわち，高い音というの

は，多少ロ形を開き気味に発音する傾向がある

ので，「ゆ」が不明瞭になったり，深くなり過ぎ

る恐れがあるからである。ドイツ語的な深い｢ゆ」

の発音に堕する事のない橇正確な日本語の発音

で歌われなければならない（ｄ)。次の「えんや

ほら」のかけ声も，当然，１番とは歌詞の内容が

違うのだから，違う表現になるべきであるし，且

つ，リフレインも歌い分けなければならない。種

々のやり方があるがｉ一つの解輝を示してみよう。

すなわち，その前の歌詞が「この枝ゆすって」と

力仕事を意味する言葉が来ているし，加えて，

cresc、しているから，一回目の「えんやほら」

は，フォルテで力感を瀧らせて歌い，次のリフレ

インは，逆に軽く，弱声で，多少撮れる様なリズ

ム処理をする事によって，心楽しさを表現するの
である。

謹篝=一座＝＝望一=声=＝声

鬘鬘鬘鬘二臺薑薑
歌い出しの部分は，６小節に亙ってや邑暗めの

音色が要求される。そして，柔らかく，滑らかに

歌われなければならない。重要な言葉は「ほのぐ

ら」と「遠く」である。音の並び方を気にしない

で無造作に歌うと,「ほのぐら｣の変ﾎ音だけと

び出してしまい，レガートにならない。「ほ」か

ら「の」に行く時に少し粘着力をつけ，持ち上げ

る様に歌い，「の」の両隣りの音と音量を同等に

し，旋律線をゆるやかに描くのである。決して鋭

角的な線を造形してはいけない(b)。又，「とお
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く」という言葉は，「と」の子音Ｔと母音Ｏとを

効果的に発音する事によって，舟と陸とのパース

ペクティヴを表現する事が可能である。「アイヨ」

は聡子であり，相の手であるから歌い過ぎぬ様に

し，そこだけ別のフレーズにする（ｃ)。次に置か

じりに柔らかく，優しく歌う事によって両者の語

感や気分，イマジネーション等を充分に汲み出さ

なければならない。そういう表現が極めて効果的

にできる音と言葉の結び付きであり，作曲者の特

質のよく表れた卓れた部分である（ｅ)。間奏は

その前の２小節の歌で濃厚な表現をしているので

心持ちテンポを上げ，封照的にサラッと仕上げた

方がよい。但しこ邑での十六分音符も，やはりテ
ヌートに弾く。

２番の歌い出しは，ほんの少しテンポを上げ，

軽快に明るく歌う。つまり，その事によって子供

達の無邪気さや足どりの軽やかさ，かくれんぼを

している様子まで表現しようと言う訳である。従

って，「ポッポ」の部分も歯切れの良さが必要で

ある。「チィチロロ」は千鳥の擬声語だから，子

音を強く出して，甲高く聞こえる様にする。こ詮

ではブレス（息継ぎ）が問題だ。１番の歌詞と同

位置でやると「チィチロロ岬で」となり，意味の

上からおかしい。だから，２番は「チィチロロ」

でプレスをし，「岬で千鳥が啼〈よ」を一息で歌

うのである（ｆ）。

３番では，海もとっぷりと暮れ切り，空気も重

く，寒さも愈々深まってくると解釈される。だか

ら，少しテンポを落とし，１番と同じ程度のテン

ポにする。歌い方は，呉々も旋律線を大事に彫琢

しなければならない。「帰りはいそげ」では，

「い」を強調する事によって，歌い手の思いを印

象深く訴える表現が可能である。最後の「海は寒

かろ冷たかろ」のリフレインは，１番２番よ

り更にテンポをゆっくり取って，寒さや冷たさ，

或いは侘びしさや寂しさをたっぷりと表現し，餘

韻や餘響，又，諸々の思いや気分をゆっくり引っ

ぱる様にたなびかせ乍ら終わる。

､【１

Ｉ薑二薑菫薑薑鬘菫鬘
れているフェルマータ（停止記号）は，「アイヨ」

で音楽が一段落するのを受け止めて，充分に間を
置く。四分休符以上のタイミングを取った方がよ

い。次のフレーズでは，「ひが走る」の「ひ」の

子音を明瞭に発音する。又，こ田迄に十六分音符

が四箇所に出てくるが，どちらも歌いとばして寸

詰まりにならぬ様，逆にテヌートし，大事に歌わ

れなければならない。さて）その次は，音楽が変

鳥雫濡一讓甕
四・■■■■■■

ｄ

わり，テンポも早くなる。だ力：「走れあかりよ」

という言葉を受けてテンポが早くなっているわけ

だから，餘り早すぎてもいけない。Ｊ＝80～Ｊ＝

８８ぐらいが適当だろう。「貝笛鳴らせ」の後は，
旋律が左手に行っている。フレーズの真中をふく

らませる様に山なりに弾き，下降し乍ら少量の

rit・を加味する（｡)。「海は寒かろ袷たかろ」

えんどうの花

宮良長包歌曲の中で，最も人口に贈灸している

曲である。昔から傳えられた童謡や子守歌かと思

われる程人々の間に根付き，惨透し，愛唱され

ており，言わば轍県歌”とも呼ぶべき名歌曲であ

る。その理由を考えてみると，いくつか挙げられ

る。先ず，四七抜き音階で書かれている事。つま

り，ハ長調で言うと，『ファ」と「シ」の音が無

い音階で，これは典型的に童謡や唱歌の特性を侍

Ｉ
のリフレインは，テンポの指示がないがＩどうみ

てもａｔｅｍｐｏで演奏すべきである。恐らく作曲

者の瞥さ忘れだろう。表現のポイントは，「さむ

かろ」の「さ」と，「つめたかろ」の「つ」であ

るが，子音を引っ張る様に発音し，母音も溜息混

－１１７－
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能が認められるから，西洋の民謡調歌曲について

も，四度音程は共通した内容を，或る程度は表現

っているものである。例を引くと，。.青い目の人

形”や喫兎と亀”域金太郎”園ゆりかご”等々，

枚挙にいとまが無い。次にリズム構成が，附点四

分音符に八分音符，そして２つの四分音符という

形（J,ＪＪＪ）と，その変化形が全体を通して

パターン化されており，その事が素朴さと安堵感

につながっている。又，音の進行が無理なく自然

に行なわれていて〕歌い易いという事に加えて，

四度の音程を多用した旋律線によって，或るしみ

じみとした情感一郷愁や懐薗の情，心の解放感

や細やかな情愛と言った様なもの－を醸し出し

ている事である。これは，例えばシューベルトの

『菩提樹』の旋律にある四度の音程でも同様の機

＝三一．
－－－■－－－－－－－－－－－Ⅱ－，■■■－－
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できると言えるだろう。さて，『えんどうの花』

の原曲は，伴奏譜の無い，歌唱部の単旋律だけで

書かれているが，こ田では中村透琉球大学助教授

の編曲した楽譜によって演奏法を考えてみたい。

えんどうの花 金城栄治作詩

宮良長包作曲一》
１
１

､／ ｍｐ

輻－==圭三三二二垂篝巨-

1菫彗彗~鑿彗二藝一塞一:三二=蘆＝
ヘーヂ

=聿彗==匡皇＝ニーニー三豊=~壁=三三=篝=篝
へ

￣

先ず，テンポはＪ＝80ぐらいが適当だろう。たっ

た２小節の前奏は，長い後奏とのつり合いから，

あっけない感じがするが，指示通り第１小節はｍｆ

で弾，第２小節はエコー効果で，や弘弱く弾く。

どちらも４拍目にアクセントがあるが，餘り強す
ぎぬ様，印象的に弾く必要がある。歌のフレージ

ングを四小節単位にするのは自明だが，些か長い

ので，ブレス・コントロールの熟達を要する。ど

うしても息の足りない人は，フレーズを切らない

様に留意して２小節ごとにブレスする。歌い方は，
こ弘でも矢張，旋律線を大事にして歌わなければ

ならない。だから，「えんどうの」のハ音や「幼

ないときを」の二音が無思慮に突出してはいけな

い（ａ，ｂ)。又「はな」のｈ子音を十分出す

－１１８－
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必要がある（ｃ)。同様に，「のきば」のへ音も，

よくコントロールされた声を出すべきであり，高

音だからと言って，力まかせに怒鳴る様な歌い方

はよくない（d）。「巣をくって」の促音も過不

足なくやる事。「暮れ方」の小節に準固有和音

（dur-moll）が来ているので（ｅ)。言葉の意味

からも，柔らかく，少し重く歌った方がよい。そ

の次は「帰った」の二音と，促音に注意する(f)。

２番は，テンポは変えない餌リズムをより生

かす様な歌い方をしてみたい。リズムの種類の１

つに句アルシス”（浮遊リズム）があるが，こ迅

では，「えんどうの」のハ音，［花の」のイ音，
「咲く頃は」のト音がそれに当る（９）。すなわ

ち，これら３つの音符を軽く浮き上がらせる様な

歌い方にするのである。「吹きました」の歌詞で

は，「ふ」の発音で唇を軽く噛み，「おぶって」

では，促音に留意する。「いちごを」では，「を」

の前にＷ子音を入れて，ichigo(w)ｏと発音する。

ichig5と，長母音と混同するのを避ける為だが，

これは日本歌曲に於いて，「を」の前に「お」の

母音が来た時の常套テクニックである。（例えば，
「とんぼを」や，「ひとを」等々）

－１１９－



琉球大学教育学部紀要第３１集Ｉ

ｈ

i藝鬘鬘童=雪二’
ニニ＝＝＝￣￣＝￣￣￣

◇ろ■ﾛ■■■■■■
＄◇牛

－－－－＝＝￣

■■￣l■■■■■■■■■ ■■■■■■ｌ■■■ ｌ■■■■■■l■■■■■

■■■ｌ■■■■■■ｌ■■■■■■■■■■■■■－－１■■■ ｌ■■■■■■■■■■■

ｌ■■
■■■■■■■’■■■■■■■■－１■■l■■■■■■■■■■■■ロ■■■■￣Ⅱ■■■■■ｌ■■■■■■Ⅱ■■■■

ｌ■■■■

鬘鑿菫鬘薑簔二重

－１２０－

ｎｏ■､

「－－１，￣￣＆－.…･…

割声=民=ローロー 旨＝二
０

千一ニーヂーI
⑪

Ｐ ~／秀一〆 ザ．図

ｂ
ｒ

－－－f｣｣｣／
些一



泉：宮良長包の歌曲に於ける解釈と演奏の研究

さて，間奏の前半は左手が主役だから，浮き上

らせて弾かなければならない。又後半は，右手

に主旋律が移動して，それがオクターヴで重ねら

れているから，編曲者の意圖を汲んで，音楽の幅

と広がりとを十分表わすべきである。その２小節

目にある七の和音（ｈ）では，左手の根音である

二音を十分鳴らして上声部を支え，そして，次の

小節の手前でフレージングして「間」を取り（ｉ)，
次のサブ・ドミナントの和音は，や邑弱〈入って

decresc､する（j）。

３番は，ブレスに餘裕があれば，多少テンポを

落としてたっぷり，じっくり歌った方がよい。

「つめたい」の「つ」の子音を十分に出し，又，

燕が２５(RZiﾗｰ羽飛んでいるという事を強調する為
に「燕が－羽」の「－羽」の部分にritをかけ，

そして「飛んでいる」の前でブレスをし，間をあ

ける（ｋ)。

ところで，この稿の初めで，この曲を童謡や子

守歌と受け取って歌っている人が多いと書いたが，

然し，違う解釈も可能なのである。すなわち，

「－羽の燕」とは，宇宙の中にたった一人存在す

る人間そのものを指しているものであり，「冷め

たい風」や，「寒い畑」とは，世間や，人生の厳

しさを意味している訳である。演奏という行為が

たｒ単に五線上に書かれたモヤシを音にする事で

終わるのでなく，自己の解釈によって癒再創造”

虞追創造”して新しい命を吹き込む仕事だとすれ

ば，大のオトナがこの曲を芸術歌曲として歌う場

合，当然，童謡として歌うのとは違う解釈と演奏

になるはずである。たとえ，作詞者や作曲者がそ

こ迄考えてなかったとしても。そういう事を踏ま

えて，再び楽譜に戻ると，楽譜の風景が色々連っ

て見えてくる。「えんどうの畑は」でブレスをし，

次の「さむけれど」の「さ」のＳ子音を，時間を

かけ，極めて印象的に歌うべきである(2)。さ

て，次の「わたしや一人で帰りましょう」では，

－体どこに帰るのか？童謡として歌えば「家」

に帰るのだが，こ弘では「彼岸』と解釈すべきで

ある。すなわち，宇宙の－個体として生まらされ

た人間は，試練の場である厳しい人生を一生懸命

に生きて，『此岸」から「彼岸」へ帰って行くの

である。従って，こ塾で感じられる寂審感や孤独

感は，人間としての寂しさであり）又宇宙に於

ける孤独感なのである。そういう意味で，この

「えんどうの花」は，人生哲学の歌であると言え
る。

泊り舟

この曲は，「郷愁」と『孤独」が特徴的だが，

就中，濃厚な「孤独感』が全篇を蔽っている。前

奏の２小節目から，既にそれが顕著である。曲の

冒頭から音楽はボソポソと咳く様に始まるのだが，

第２小節になって，ピアノの右手の音が全く無く

なり，左手のみ，それも，単音でポツンと放り出

された様な感じで書かれている(a)。恰も，世
の中に一人ぼっちで取り残されている様な孤独と

心もとなさである。第３小節と第５小節の右手と

泊ワ舟

大膿価光伸阿

臺鬘重二重菫童
左手の反進行的書法にも同様の事が言える。つま

かい

り，２つの声部が寄りそうのでなく，乖離して行

くという事が，或る孤独感を表出しているのであ

る(b)。これらの事を念頭に置けば）如何に演奏

すればよいかと言う事は，目からはっきりして来る。

先ず，テンポは，Ｊ＝63～」＝69ぐらいにすべき

だろう。前奏は，ｍｐ(メゾ・ピアノ）で弾き始め

て少しcresc､し，４拍目に収める様にdecresc，

して第２小節のｐｐ（又はｐ）にもっていく。この

第２小節では，指を少し寝かせて柔らかい音を狙

い，又質素な音にすべきなので，lstペダルを

使い過ぎない様に留意する。第３小節は，又少

し音量を戻し，第４小節の左手の上行音形は，真

中を少しふくらませる。次の５，６小節は，逆に

何もしないで淡々と弾く方がＩむしろ効果的であ

る。前奏全体の音色は，少々暗くて深い音が要求

される。

『渡地』とは地名であり，現在はもうその名は

無いが，明治橋の西側，東町会館から那覇港埠頭

にかける通堂一帯にあたり，所謂’遊廓であった。

当時の馬艦船（山原舟）は，エンジンを乗せた船

もあったが，多くは風の力で走る帆船であり，風

の方向が極めて大事だった。だから，目的地に向

－１２１－
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重要な事を言っている場合が多いが，この曲もそ

の例にもれない。１番，２番は３番に比べれば，

些か表面的な印象を免れ孝，３番の歌詞にこそ，

作詞者の真情が吐露されている。３番の前半は，

一羽の浜千鳥の中に孤独な自分自身の姿を見出し，

語り掛けている。従って「はまちどり」の鵬司は，

心の中で呼び掛けているわけだから，優しく，そ

っと呼びかける様に歌い，その後に少し間を置く。

但し，ブレスはしない（f)。によい」で少し

盛りあげ）「チッチロロ」は，矢張「チ」の子音

を強く出す。次の「枕はかたい」という歌詞には，

実に多くの意味がWlめられている。すなわち，貧

乏だから硬い枕にしか寝られないし,又,貧熱
に故郷を遠く離れ，一人異郷にて孤独の眠りを貧

るのである。その枕にしても，早く硬い枕とおさ

らばし，柔らかい上等の枕で豊かに眠る様な境遇

に成りたいという反面，自分の哀しみと苦しみの

涙を毎夜吸い取ってくれたのはこの枕であり，自

分の心を本当に解って呉れるのも又，まぎれもな

くこの枕であるという様に，『忌避」と『愛着」

とがない交ぜになった，複雑な気持ちなのである。

そういう深い感情を表現するのだから，この部分

は極めて難しいが,声に力を溜めて/深く,大き

く歌い，「まくらは」のＴま」と，「かたい」の

「か」に於いて，感情の総てが瞬発的にどっと溢

れ出る様，子音を強く結ぶ。「旅枕」は，相当テ

ンポを落とし（rｉｔ），尚も音楽を引っ張り乍ら

「まくら」の「く」で土壇場の踏んばりをみせて

ツ留め”を作り，そして「ら」のへ音で絶えられ

なくなってドッと雪崩れ落ちる様に歌う。後奏は，

かって吹〈風（順風）を待って，何日も虞風待ち”

の為，泊り船をしたのである。

Ｃ

謝套一宮＝菱一＝＝￣＝ニー

￣卸■■

最初のフレーズは，「わたんじは風だよ」の２

小節であり，大体２小節単位でフレージングをす

るのが適当である。歌い出しは，当然弱声で始め

られるのだが）旋律線をきれいに描いて｢今日も」

の最高音まで盛り上げなければならない（ｃ)。

「とまりぶれ」という歌詞の最終音を，や蚤もす

ると音価より引き伸ばして歌いがちだが，楽譜の

通りに八分音符の音価だけにした方がキリッと引

き締まるし，餘情も出てくる（ｄ)。「風見の」

の次に置かれている八分休符は，一つのフレーズ

の中だし，息を継がなくても十分に歌える長さだ

から，ノン・ブレスとし，声の間合いだけ取れば

よい（ｅ)。次の「ホイ」という掛け声は３回出

てくるが，音楽や言葉が変化すれば，当然｢ホイ」

の歌い方も違ってくるわけだから，１番，２番，

３番と，それぞれの歌詞に即した歌い方でなけれ

ばならない。

２番の出だしは強声で歌う。すなわち，どしゃ

ぶりの大雨が降っているという解釈からである。

「今日も」のｆ（フォルテ）は，１番より更に声

の量感と強さとを増幅させて歌う。それに封し，

「やがて」以下住雨の夕暮れ時の詫びしさ，物

哀しさを表現する為弱声でそっと歌った方が効

果的である。ほんの少しテンポを落としてもよい。

歌というのは，大体に於いて最後の歌詞に最も

左手の上行音形でテンポを少し戻し，最後の２小

節で再びｒit、するが，音量と緊張感は増強せず，
仁力qB2なだめ

歌の昂りを宥る様Iこ静かIこ終わる。
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