
北海道奥尻高等学校　音楽Ⅱ

ロックの歴史を刻んだミュージシャンたち

授 業 の 受 け 方

◯随時チャットでコメントしよう 

◯音源を流すので、イヤホンを活用しよう 

◯ワークシートは、自由に使ってOK！

🎧	聴くポイント

本 日 の 内 容

🎸ロックって何？ 

🇺🇸🇬🇧各世代のロックの違いを感じ取ろう！ 

🇯🇵日本のロックはいつから？
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音色  
◆声や楽器，またはそれらの組み合わせ
◆身の回りの音　など

リズム  
◆拍や拍子の違い
◆曲を特徴付けているリズム　など

速度  
◆緩急の変化や対比　など

旋律  
◆音のつながり方やフレーズ
◆旋律を生み出す基となる音階　など

テクスチュア  
◆ハーモニー
◆音や旋律の重なり方の違い　など

強弱  
◆強弱の変化や対比　など

構成  
◆反復，変化，対照
◆主題の扱い方　など

形式  
◆ソナタ形式やロンド形式といった楽曲形式
◆形式にとらわれないスタイル　など

その他の要素  
◆作曲者の意図や表現の様式
◆地域や民族，時代による違い
◆演奏者による解釈の違い
◆他の芸術との関わり　など

上の絵画は，フランスの画家クロード・モネ（1840～1926）が描いた『ルーアン大聖堂』の「朝」と「日暮れ」である。
同じ風景だが，彩色の違いによって受ける印象はそれぞれ異なる。これを音楽に置き換えると，同じメロディーでも，
演奏する楽器の音色やハーモニーの違いなどによって感じ取る印象が変わるといえる。下に示した音楽を形づくって
いる要素について，◆のような点に着目すると，その特徴や効果を感じ取ることができる。

音楽は，このように多くの要素が複雑に融合してで
きている。また，鑑賞する私たちの側にも次のような
さまざまな条件が加わり，感じ方に違いが生まれる。
● 今までの音楽体験や各自の美意識
●鑑賞時の心身の状態
●鑑賞時の環境　など

「朝」 「日暮れ」

音楽を鑑賞する際に

音楽を鑑賞する際には，まず曲への興味をもってみよう。そして，楽曲の背景や音楽を形づくっている要素につい
て知り，理解を深めて音楽を楽しもう。
教科書には，日本の伝統音楽，世界の諸民族の音楽，西洋音楽，ポピュラー音楽などが取り上げられている。それ

らへの理解を深めて音楽を楽しみ，気付いたことや感動したことなどを文章にまとめたり発表したりしよう。
また，演奏や創作をする際にも，同様に取り組んでみよう。
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無伴奏の混声合唱による響きを味わおう

　武満徹（1930～1996）は，映画やラジオなどのために作った曲を自ら無伴奏の
混声合唱に編曲し，後にそれらを中心に12曲が「混声合唱のための《うた》」として
まとめられた。その中で唯一，自身の曲ではなく日本古謡を編曲したものが〈さくら〉
である。私たちにとってなじみ深い旋律であることから，この編曲独自の表現効果
を存分に感じ取ることができるだろう。

混声合唱のための《うた》から〈さくら〉　日本古謡／武たけ満みつ　徹とおる 編曲
旋律の重なり方に注目し，そ
の表現効果を感じ取ろう。ま
た，それ以外にも気付いたこ
とを話し合おう。

S T E P 1

S T E P 2

作品全体の構成を確認しよう

旋律の重なり方に注目しよう

◉ この編曲では，冒頭と結尾にヴォカリーズ※が加えられている。また，同じ歌詞が２回歌われるが，2回目の前半（ の
部分）は1回目の繰り返しではなく変化がみられる。

◉それぞれのパートが2つに分かれ，豊かな響きで歌われる。

ヴォカリーズ ヴォカリーズ

さくら　さくら
やよいの空は　見渡すかぎり
霞
かすみ
か雲か　匂いぞいずる

いざや　いざや　見に行かむ

さくら　さくら
やよいの空は　見渡すかぎり
霞か雲か　匂いぞいずる
いざや　いざや　見に行かむ

※ ヴォカリーズ：歌詞を用いず「A」や「U」などの母音のみで歌われる部分や曲，及びその歌唱法。

◉STEP1で示した の部分では，旋律の重なり方が変化する。

音楽を鑑賞する際に130ページ小さな空82ページ
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プレゼンテーションをすると
きには，伝えたいことを整理し，
分かりやすく説明しよう。また，
互いにプレゼンテーションを
し合って，新たな着眼点など
を発見しよう。

音楽の要素とイメージをつなげよう

◉ 第4曲〈亀〉では，19世紀後半にフランスで流行していたオペレッタ《地獄のオルフェ（天国と地獄）》に登場する
旋律が用いられている。この旋律をどのように用いているのか注意して聴こう。

◉ 上に挙げた曲だけでなく，第1～13曲までのそれぞれに，動物名や少し変わったタイトル
が付けられている。自分の気に入った曲を選び，その特徴やよさを伝えよう。

第4曲

第1曲，第5曲

　組曲《動物の謝肉祭》は，フランスの作曲家サン=サーンス（1835～1921）の友人が主
催するマルディ・グラ（謝肉祭の最終日）の音楽会で，私的に楽しむために作られた。さま
ざまな動物が描かれたこの作品では，既存の曲のフレーズをパロディー※として用いるなど，
ユニークな表現がみられる。サン=サーンスの意向により，彼の生前は第13曲〈白鳥〉を
除いて出版と演奏が禁じられていたが，1922年に初めて公の場で演奏されて以降，広く
世に知られるようになった。

1. 序奏と堂々たるライオンの行進／ 2. 雌
めん
鶏
どり
と雄
おん
鶏
どり
／ 3. らば／ 4. 亀／ 5. 象／ 6. カンガルー／ 7. 水族館／ 8. 耳の長い紳士／

9. 森の奥のかっこう／ 10. 大きな鳥
とり
籠
かご
／ 11. ピアニスト／ 12. 化石／ 13. 白鳥／ 14. 終曲※　［全14曲］

◉ 第1曲と第5曲では，ライオンと象という大きな動物が描かれている。
　それぞれの曲がどちらの動物を表現しているのか考えながら聴き比べよう。

※パロディー：他の作品を滑
こっ
稽
けい
に作り替え，風刺をきかせたもの。

それぞれの動物を表現す
るために，音楽の要素に
どのような工夫がされて
いるのか考えよう。

組曲《動物の謝肉祭》　カミーユ・サン=サーンス 作曲

オッフェンバック作曲《地獄のオルフェ》序曲から

※第14曲〈終曲〉では，第13曲までに登場した動物などが次々に現れる。

1. 序奏と堂々たるライオンの行進／ 2. 雌
めん

鳥
とり
籠
かご
／ 11. ピアニスト／ 12. 化石／ 13. 白鳥／ 14. 終曲
雌
めん

／ 11. ピアニスト／ 12. 化石／ 13. 白鳥／ 14. 終曲
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古典派

　ピアノは，標準的なもので鍵盤数が88鍵と音域が非常に広く，両手を使って同時に
いくつもの音を鳴らすことができるため，汎

はん
用
よう
性の高い楽器といえる。1700年頃に，

イタリアの楽器製作者バルトロメオ・クリストフォリ（1655～1731）は，弦をハンマー
でたたくことによって音が出る鍵盤楽器を発明し，
これが今日では一般にピアノの起源とされている。
それ以降，ピアノは時代を追うごとに改良され，
また奏法も多様化していった。ここでは，さまざ
まな時代や作曲家のピアノ作品を聴き比べよう。

ピアノによるさまざまな
表現効果を聴き取ろう

クリストフォリ製ピアノのレプリカ
（浜松市楽器博物館蔵）
1995年に日本で復元された。
鍵盤数は54鍵である。

バロック
《平均律クラヴィーア曲集》第1巻から
 第1番 ハ長調 BWV846〈プレリュードとフーガ〉　ヨハン・ゼバスティアン・バッハ 作曲

ピアノ・ソナタ第23番
 ヘ短調 op.57《熱情》　ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン 作曲

　バロック時代には「チェンバロ」と呼ばれる鍵盤楽器が広く普及しており，この作
品もその楽器を用いて作曲されたといわれている。チェンバロではピアノのように
打鍵の速さや強さによって音量変化を付けることが難しいが，音のつなぎ方や切り
方を工夫したり，速度をわずかに揺らしたりして音の表情に変化を付けることがで
きる。〈プレリュード〉では，音の重なりやハーモニーの変化などが，分散和音のみ
によるシンプルな構成で表現されている。ピアノで演奏する場合は，演奏者の解釈
によって実際の音量変化も加えられる。

　ベートーヴェン（1770～1827）はピアノの改良が急速に進んだ時代を生
きた作曲家である。この作品は，1803年に寄贈されたパリのエラール社製
のピアノを用いて作曲された。鍵盤数は68鍵になり，第1楽章では新たに
加わった最高音も使われ，幅広い音域を駆け巡ったり，高音と低音を対比さ
せたりするような音型がみられる。また楽器の音量の幅も広がり，急激な強
弱の変化が多く，ダイナミックな表現に富んだ作風となっている。

チェンバロ
鍵盤を押すと，「プレクトラム」
と呼ばれる爪

つめ
が弦をはじいて

音が出る仕組みになっている。

ベートーヴェンが《熱情》の作曲に用いたピアノ

 クラヴィーア：鍵盤楽器の総称で，楽器は特定されていない。現在
では，鍵盤楽器の中でも弦を張ったものを指すことが多い。
 BWV：ヴォルフガング・シュミーダー（1901～1990）によって曲
種別に整理されたJ.S.バッハの作品番号。

 op.：主に作曲や出版の年代順に整理され，作曲家ごとに付けられた作品番号。

　イギリスで起こった産業革命は，ピアノが急速に改良されていく大きなきっかけとなった。18世紀
後半の標準的なピアノは鍵盤数が61鍵で，足で踏むペダルも付いていなかった。ベートーヴェンが《熱
情》の作曲に用いたピアノは，まさに技術の進歩によってもたらされたものであり，このピアノによっ
て彼の創作意欲がかき立てられたという。さらに，弦やフレームといった主要な部品の素材自体も変わ
っていくなど，18世紀末から19世紀前半にかけてピアノはめざましい進化を遂げた。

産業革命と
ピアノの改良

 さまざまな演奏表現を味わい，
それぞれの曲の特徴やよさを
まとめ，話し合おう。
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ロマン派

ロマン派の終
しゅう

焉
えん

～現代

《パガニーニ大練習曲》から第3曲〈ラ・カンパネッラ〉　フランツ・リスト 作曲

《前奏曲集》第1巻から第10曲〈沈める寺〉　クロード・ドビュッシー 作曲

　19世紀前半，作曲家たちはより高度なテクニックを
用いるようになり，ピアノの改良がさらに進められた。
鍵盤数は80～85鍵になり，打鍵した鍵盤が元に戻る
前に同じ音を打鍵することができる仕組みや，コンサー
ト・ホールにも対応できる音量など，現在のピアノとほ
ぼ同じ機能をもつようになった。この作品では，同じ音
を急速に連打する「トレモロ」，隣り合う2音を素早く交
互に反復する「トリル」などの演奏技法が多用され，鳴り
響く鐘の音が巧みに表現されている。

ピアノ・ソナタ第7番 変ロ長調 op.83　セルゲイ・プロコフィエフ 作曲

プリペアド・ピアノのための

 《ソナタとインターリュード》　ジョン・ケージ 作曲
　1920年代以降，無調の曲も数多く作られ，さまざまな新しい音楽が追求される
ようになった。アメリカの作曲家ケージ（1912～1992）は，40年に「プリペアド・
ピアノ」を発明した。プリペアドとは「準備された」という意味で，音色を変えるた
めにゴムや金属などを弦に置いたり挟んだりしたものをプリペアド・ピアノと呼ぶ。
この作品では，一つ一つの音に異なる性格を与え，インドの哲学的な概念が表現さ
れている。楽譜には細かな指示が書かれており，演奏前の準備にかなりの時間を要
する。

　19世紀末頃になると，柔らかみのある音色や，音の
溶け合う響きなどを表現方法とする曲が作られた。この
作品では，低音の響きや音の重なり，音色などを工夫し
て，フランスのブルターニュ地方に古くから伝わる伝説
の情景が色鮮やかに描き出されている。演奏には，鍵盤
へのタッチやペダルの踏み方などにおいて，繊細なアプ
ローチが求められる。

　20世紀に入ると，ピアノを打楽器的に扱う奏法が曲
の中に多く取り入れられた。この作品の第1楽章と第3
楽章では，打楽器的な動機や，無機質なリズム・パター
ンとしての和音の連打などがみられ，リズミカルな表現
方法が目立っている。和音は不協和なものが多く用いら
れている。

プリペアド・ピアノの
準備をするケージ

トレモロで演奏される旋律

　 曲名の「ラ・カンパネッラ」とは，イタリア語で「小さな鐘」を意味する。

（第３楽章から）

音楽を鑑賞する際に130ページ西洋音楽の流れ126ページ
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● 作曲家の生涯をたどり
ながら音楽を味わおう。
● さまざまなジャンルの
音楽に触れ，それぞれ
の作品の特徴を聴き取
ろう。

モーツァルトの生涯と作品をたどろう

W.A.モーツァルト

レオポルト・モーツァルト
（1719～1787）

ヨハン・クリスティアン・
バッハ

（1735～1782）

ジョヴァンニ・バッティスタ・
マルティーニ

（1706～1784）

クリスティアン・カンナビヒ
（1731～1798）

ゴットフリート・ヴァン・
スヴィーテン

（1733～1803）

　ハイドン，ベートーヴェンと並び，古典派の音楽を築き上げたモーツァルト。幼い頃から「神
童」と称され，数多くの名曲を驚くほどのペースで書き上げ，36年に満たない短い生涯を一気
に駆け抜けた。宗教音楽，オペラ，交響曲，協奏曲，室内楽曲，クラヴィーア※（ピアノ）曲，
歌曲など，あらゆるジャンルで傑作を残し，それらは200年以上たった今日でも世界中の人々
に親しまれている。そんなマエストロ（偉大な音楽家に対する尊称）の生涯と作品をたどろう。

※ クラヴィーア：鍵盤楽器の総称で，楽器は特定されていない。
現在では，鍵盤楽器の中でも弦を張ったものを指すことが多い。

氏　名 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト　Wolfgang Amadeus Mozart

国　籍 オーストリア（当時は神聖ローマ帝国）

生没年月日 1756年1月27日［ザルツブルク］～1791年12月5日［ウィーン］　（享
きょう
年
ねん
35歳）

マエストロの履歴書

● モーツァルトは父の教育によって音楽を学び始めたが，特定の人物に長く師事するということはなく，ヨーロッパの行く先々で成長していった。
上に挙げたのはほんの一部であり，他にも多くの人々との出会いの中で音楽を学んだ。

音 楽 学 習 歴
〈ザルツブルク時代〉　生まれてから25歳半ば頃までの時期で，ヨーロッパ各地への旅を中心に生活する。

1760年（4歳） 宮廷の作曲家，ヴァイオリン奏者であった父レオポルトからクラヴィーアを習い始め，音楽の手ほどきを受ける。

1764年（8歳） ロンドンに滞在中，J.S.バッハの末息子であるJ.C.バッハと親交を深める。彼の交響曲やクラヴィーア曲などに感銘を受け，
それらを作曲の模範とする。

1770年（14歳）ボローニャに滞在中，イタリア随一の音楽理論家，作曲家であったマルティーニ神父から教えを受ける。対位法と呼ばれる作曲技法を短期間で集中的に学ぶ。

1777年（21歳）マンハイムに滞在中，宮廷楽団の指導者であったカンナビヒをはじめ，多くの音楽家と親交を深める。とりわけ管楽器の演奏効果に魅了され，管弦楽法の腕を磨く。

〈ウィーン時代〉　25歳半ば頃から世を去るまでの時期で，ウィーンで自由音楽家として生活する。

1782年（26歳） バロック音楽の楽譜収集に熱心なスヴィーテン男爵のサロンに通う。そこで毎週演奏されるJ.S.バッハとヘンデルの音楽に没頭し，彼らの作品を編曲するなどして，その様式を習得する。

音楽を鑑賞する際に130ページ

　当時の「音楽家」は教会や宮廷に仕え，そこで演奏するための音楽を作曲したり演奏したりして生活
していた。そのような中，モーツァルトはウィーンで自由音楽家としての生活を始めた。しかし，実
際はあくまでも社会のニーズに応じて作曲し，安定した雇用を求めていた。つまり，現在の「音楽家」
という職業に対する一般的なイメージとは異なり，自分の個性を示した作品を好きなように書き，そ
れに対して需要を得ていたわけではなかった。彼の生きた時代は，フランス革命（1789年勃発）など
に象徴されるように社会構造が大きく変化する過渡期であり，ほんとうの意味で「自由な創作」を行う
には少しだけ時代が早かったといえる。

「音楽家」という
職業の変化
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神童と称された少年時代

新天地を夢見た青年時代

　わずか5歳で作曲を始めた神童モーツァルトの評判は，たちまち故郷
ザルツブルクの町中に広まった。父レオポルトは，息子を広く世に紹介
するためヨーロッパ各地への演奏旅行を計画し，行く先々で成功を収め
た。演奏旅行は，やがて各地の音楽様式の吸収という新たな目的を加え
ながら続けられた。中でも13歳のときに出発したイタリア旅行では，
先進のオペラや器楽曲などに触れ，音楽家として大きく成長した。その
旅行の際，システィーナ礼拝堂で門外不出とされていた秘曲《ミゼレーレ》
を聴いた14歳のモーツァルトは，9声部からなるそのミサ曲を一度聴
いただけで覚え，楽譜に書き記してしまったという。

マリア・テレジアの御前で演奏を披露する6歳のモーツァルト

　モーツァルトが17歳のときに作曲した交響曲。当時の彼
はすでにザルツブルクの宮廷音楽家という地位にあったが，
大都市のミラノやフィレンツェなどで求職活動を行い，こと
ごとく失敗に終わっていた。彼は生涯に40曲以上の交響曲

を書いたが，この作品はその中でも数少ない短調の曲として
知られている。また，彼の後半生を題材とした映画『アマデ
ウス』の冒頭で用いられたことでも有名である。

交響曲第25番 ト短調 K.183から第1楽章

参考曲
この交響曲も第25番と同じト短調で書かれている。
交響曲第40番 ト短調 K.550から第1楽章

　モーツァルトが16歳のときに，コロレド伯爵がザルツブルクの新た
な大司教として選ばれた。この厳格な新しい主君に対して彼はしだいに
反発を感じるようになり，21歳でザルツブルクの宮廷音楽家を辞職し，
新天地を求めてマンハイムとパリへ2年半ぶりの旅に出た。マンハイム
では，当時最高水準といわれた宮廷楽団の演奏や宮廷音楽家たちとの交
流から，おおいに刺激を受けた。しかし，思うような職を得ることはで
きず，パリでは同行した母アンナ・マリアが亡

な
くなり，失意のうちにザ

ルツブルクへ戻ることとなった。

ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219《トルコ風》から第3楽章

このクラヴィーア・ソナタにもトルコ風のリズムが取り入れられている。
クラヴィーア・ソナタ第11番 イ長調 K.331《トルコ行進曲付き》から第3楽章

　モーツァルトが19歳のときに作曲したヴァイオリン協奏曲。
ヴァイオリンの名手でもあった彼は全部で5曲のヴァイオリ
ン協奏曲を残しているが，そのうち4曲はこの年に書かれ，
以降はクラヴィーア協奏曲が中心となる。この作品には，旅

先で吸収してきた各国の音楽様式が巧みに取り入れられてい
る。第3楽章の中間部にみられるトルコ風のリズムなどは，
当時ヨーロッパで流行したトルコ風の情趣に彼が敏感に反応
した例としてよく知られている。

当時最高水準の音楽家たちが集まったマンハイムの宮廷

参考曲

モーツァルトの作品は，後にルートヴィヒ・フォン・ケッヒェル（1800～1877）によって作曲年代順に整理され，番号が付けられた。
これを「ケッヒェル番号」と呼び，「K.」「Kv.」などで示される。
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自由音楽家として活躍したウィーン時代

オペラでも功績を残したマエストロ

　ザルツブルクで宮廷オルガン奏者として復職したモーツァルトだったが，25
歳のときにコロレドと決裂し，ウィーンに移住して自由音楽家としての生活を始
めた。ウィーンの宮廷で定職に就くことを願いながら，クラヴィーアを教えたり，
オペラを作曲したりして生計を立てていた。また，自ら演奏会を企画し大きな収
入を得ていたというが，その一方で借金があり経済的に苦しかったともいわれて
いる。その原因としてモーツァルトの浪費癖があるが，彼の音楽的評価とはかけ
離れた人物像を数多くの書簡からうかがい知ることができる。

　モーツァルトはわずか12歳でオペラを作曲し，ザルツブルク時代から腕を磨
いてきたが，ウィーン時代にその才能が開花した。ウィーンに移住した彼は，皇
帝ヨーゼフ2世にアピールしようと，宮廷劇場のためにオペラを作曲した。また，
オペラは他のジャンルに比べて作曲料が高額だったこともあり，積極的に取り組
んだようである。とりわけ，日常生活での人間模様を題材にした「オペラ・ブッフ
ァ」と呼ばれるイタリア語によるオペラの人気が高い。また，「ジングシュピール
（歌芝居）」と呼ばれるドイツ語によるオペラにも優れた作品がある。

セレナード 変ロ長調 K.361《グラン・パルティータ》から第3楽章

このセレナードは弦楽合奏のために書かれている。
セレナード ト長調 K.525《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》から第2楽章

　モーツァルトが20代後半のときに作曲したと考えられて
いる室内楽曲。セレナードは「夕べの音楽」と訳され，もとも
とは夜に戸外で恋人や貴人のために演奏される曲を意味して
いたが，やがて多楽章の器楽曲へと発展した。この作品は管
楽合奏のためのセレナードであり，管楽器の編成が基本とな

る。弦楽器のコントラバスも加わっているが，これをコント
ラファゴット（ファゴットより低い音域を受け持つ）に替えて
13の管楽器で演奏することもある。モーツァルトの巧みな
管楽器書法を示す作品としてよく知られている。

　「スザンナ，出て来なさい」という伯爵のせりふから展開さ
れる三重唱。中には妻の愛人が隠れていると疑う伯爵，それ
にうろたえる伯爵夫人，陰で心配するスザンナ（伯爵夫人の

侍女）によって歌われる。それぞれの異なる感情がオーケス
トラとともに一つの音楽で表現され，このオペラの声のアン
サンブルの妙技を味わうことができる曲である。

スザンナ，出て
来なさい。

スザンナは出て来られ
ないのです。

中にいるのは
愛人だな。

まずいことに
なったわ。

何が起きているのかしら…
ああ大変，どうしましょう。

モーツァルトと妻コンスタンツェ
ソプラノ歌手のコンスタンツェ・ヴェーバーと
26歳で結婚し，ウィーン時代をともに生きた。

《フィガロの結婚》が初演されたブルク劇場の客席

伯爵 伯爵夫人 スザンナ

　モーツァルトが30歳のとき（1786年）に初
演されたオペラ・ブッファ。皇帝によって上演
禁止となっていた風刺喜劇をあえて取り上げ，
ロレンツォ・ダ・ポンテ（1749～1838）に台本
を依頼してオペラ化された。伯爵の館を舞台に，
権力の行使をもくろむ伯爵とそれに立ち向かう
召使いたちの姿がユーモラスに描かれ，物語が
小気味よく展開される。

オペラ《フィガロの結婚》について

参考曲

この二重唱はドイツ語によるオペラ《魔笛》の中で歌われる。
オペラ《魔

ま
笛
てき
》 K.620 第2幕から二重唱〈パ・パ・パ〉参考曲

楽器名の略表記 147ページINVITATION TO MUSIC !口絵ⅰ

オペラ48ページ

オペラ《フィガロの結婚》 K.492 第2幕から三重唱〈スザンナ，出て来なさい〉
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スタンダード・ナンバー※1の《枯
かれ

葉
は

》を聴き比べよう

※１ スタンダード・ナンバー：広く知れ渡り，時代や流行に左右されず根強い人気を
もつ曲。

※２シャンソン：フランスのポピュラー・ソングで，人生の喜怒哀楽を歌うものが多い。

　19世紀末～20世紀初頭に，アフリカ系アメリカ人のスピリチュアル，ブルー
ス，ラグタイムなどの音楽を背景としてジャズが誕生した。主にアフリカ音楽の
リズムやメロディー，西洋音楽の楽器やハーモニーの要素が融合している。
　ジャズでは，「アド・リブ」と呼ばれる即興的な演奏が基本となる。多くの場合
はコード進行に従うが，そうした一定の決まりごとの中でも自由な演奏であるこ
とが重要視される。そのため，同じ曲であってもさまざまなアレンジや演奏が存
在し，その違いを聴き比べてみるのもジャズの楽しみの一つである。

　《枯葉》は，フランスで活躍した作曲家ジョゼフ・コズマ（1905～1969）が1945年に作曲したシャンソン※2である。後に
曲の後半部分に英語歌詞が付けられ，その部分がジャズのテーマとして用いられるようになった。

JAZZ

★ジャズで使われる《枯葉》のメロディー

 ジャズのアレンジを聴き比べ，
さまざまな演奏表現を味わおう。

キャノンボール・アダレイ『サムシン・エルス』（1958年）から

ビル・エヴァンス『ポートレイト・イン・ジャズ』（1959年）から

　最初に登場するテーマは，ミュート（弱音器）を取り付けたトランペットによって
演奏される。フェイクされたテーマや，それに続くアルト・サクソフォーン，トラ
ンペット，ピアノのソロなどが聴きどころである。

　ピアノ，ベース，ドラムスによるトリオ（3人による合奏）の編成で演奏される。
リハーモナイズされた響き，互いの音に呼応しながら作り上げられていくアンサン
ブル，ピアノによる多彩なアド・リブなどが聴きどころである。

元のメロディーを変化させること。
「リフス・アンド・ランズ」ともいう。

コード進行の役割を変えずに，構
成音を加えたり半音変化させたり
して，響きを作り替えること。

※アーティスト名はキャノンボール・アダレイ（サクソフォーン奏者）となっているが，
マイルス・デイヴィス（トランペット奏者）が実質的なリーダーであったといわれている。

このアルバムには《枯葉》が2ヴァージョン収録されているが，ここでは「テイク1」を取り上げている。レコーディングでは同じ曲を何度
も演奏するが，即興性を特徴とするジャズではテイクごとに違いが生じる。

フェイク

リハーモナイズ

コードの覚え方 148ページROCK 94ページ枯葉 90ページ

実音は１オクターヴ下
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枯
かれ

葉
は

（『ポートレイト・イン・ジャズ』から）

ジョゼフ・コズマ 作曲／桑山真理 採譜

ジ
ャ
ズ
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
っ
て
、
表
現
に
生
か
そ
う

● 《枯葉》の楽譜には，Cm7ª%ºやEYM7ª#&º，F7ª*ºなど，ルートから数えて9，11，13番目の音を含むコードが使われている。
これらの音は「テンション・ノート」と呼ばれ，基本的なコードに加えることで緊張感のある響きを作り出す。また，これら
の音を含むコードを「テンション・コード」と呼ぶ。

JAZZ88ページ

原調：ニ短調
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ハバネラ
（オペラ《カルメン》から）

宮本益
ます
光
みつ
 日本語詞／ジョルジュ・ビゼー 作曲／横山潤子 編曲

場
面
の
状
況
や
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
、
豊
か
な
表
現
で
歌
お
う

※歌詞の“L’amour”は，le〔定冠詞〕+amourで「愛」や「恋」
という意味のフランス語である。 〈ハバネラ〉を歌うカルメン

オペラ《カルメン》52ページ

A
アレグレット
llegretto：やや速く　　q

クワジ
uasi：ほとんど……のように

A
アンダンティーノ
ndantino：A

アンダンテ
ndante（ゆっくり歩くような速さで）よりやや速く

p
ポルタメント

ortamento(port.)：高さの異なる２音間を非常に滑らかに奏する
e
エスプレッシーヴォ
spressivo(espr.)：表情豊かに　　c

クレシェンド
rescendo(cresc.)：だんだん強く

52

　《カルメン》は４幕からなるフランスのオペラで，1875年
にパリで初演された。フランスの作家プロスペル・メリメ
（1803 ～ 1870）がスペインへ旅行した際に着想を得て書い
た小説を基に台本化されている。その音楽は色彩豊かで劇的

効果が高く，今日上演されるオペラの中で最も人気の高い演
目の一つとなっている。しかし，作曲したビゼー（1838～
1875）はその成功を見ることなく，初演からわずか３か月
後に36歳という若さで世を去った。

〈ハバネラ〉のリズム，メロディーの進行，歌手による声
の表現，途中に入る合唱などがどのような雰囲気を作り
出しているのか注意して聴こう。

〈闘牛士の歌〉の前半と後半からそれぞれどのような印象
を受けるか，メロディーだけでなく，伴奏のリズムの変
化や合唱の効果などにも注意して聴こう。

　19世紀前半のセビリア（スペインの都市）の広場。工場の休憩で女た
ちが出てくると，男たちが集まりカルメンに言い寄る。カルメンは相手
にせず〈ハバネラ〉を歌うが，自分に無関心なホセに興味を示す。一方，
ホセは故郷から訪ねてきたミカエラと会い，母からの手紙を読んで彼女
との結婚を決心する。その直後，喧

けん
嘩
か
騒ぎを起こしたカルメンをホセが

牢
ろう
へ護送することになるが，彼女に誘惑されて逃走に手を貸してしまう。

　セビリア郊外の酒場。カルメンたちが店にいると，エスカミーリョが
現れ，〈闘牛士の歌〉を歌って祝杯を挙げる。彼はカルメンに一

ひと
目
め
惚
ぼ
れを

して去っていく。やがてホセが訪れカルメンは喜ぶが，帰営の時間を気
にする彼に失望する。そこへホセの上官が来て戻るよう命じるが，ホセ
はそれを拒んだため争いとなる。店に潜んでいた密輸団の男たちが争い
を止め，ホセはカルメンとともに密輸団と行動することになる。

カルメン
オペラ

Carmen ジョルジュ・ビゼー 作曲

● 前奏曲の終盤に，冒頭の快活な主題（譜例 A）から一転して譜例 B の主題が登場する。この主題
は劇中にたびたび現れるが，それがどのような場面で用いられているのか注意して聴こう。
●  劇中で演奏されるそれぞれの音楽の特徴を捉え，それらが場面の状況や登場人物の心情とどのよ
うに結び付いているのか話し合おう。

カルメン：エカテリーナ・セメンチュク
ホセ：カルロ・ヴェントレ

エスカミーリョ：カルロス・アルヴァレス

A B

第1幕

第2幕

カルメンのアリア〈ハバネラ〉

エスカミーリョのアリア〈闘牛士の歌〉

　 「前奏曲」は，開幕前や各幕の導入部でオーケストラによって演奏される。開幕前の場合は「序曲」と呼ばれることが多い。

ハバネラ 54ページ 闘牛士の歌 55ページ

オペラ48ページ

オペラ・アリアの楽しみ 55ページ
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第3幕への間奏曲では，さまざまな楽器によって受け継
がれていくメロディーに注意して聴こう。また，他の旋
律が重なったり，楽器が加わったりすることで生まれる
変化にも注目しよう。

第4幕への間奏曲では，合奏による冒頭のリズムがどの
楽器で受け継がれていくのか注意して聴こう。また，弦
楽器のピッツィカート（指で弦をはじく奏法）が作り出す
雰囲気にも注目しよう。

　暗い夜の山中。カルメンはカードで運勢を占うが，出るのは「死」ばか
り。ホセが見張りをしていると，彼を追ってきたミカエラが現れる。一
方，エスカミーリョもカルメンに会いにやってくる。ホセとエスカミー
リョは決闘となるが，カルメンたちが止めに入る。そして，隠れていた
ミカエラはホセに母の病を告げる。ホセは動揺し，後ろ髪を引かれる思
いで彼女とともに故郷へ帰る。

　セビリアの闘牛場の前。多くの人でにぎわう中，カルメンとエスカミ
ーリョは愛の言葉を交わし，彼は場内へと向かう。カルメンの仲間たち
は，ホセが来ているから注意するようカルメンに告げる。１人残ったカ
ルメンの前に落ちぶれた姿のホセが現れ，もう一度やり直そうと哀願す
る。カルメンはかたくなに拒み，彼からもらった指輪を投げ捨ててしま
う。逆上したホセは，ついに自らの手でカルメンを死に至らしめる。

ミカエラ：イリーナ・ルング

アレーナ・ディ・ヴェローナ合唱団，バレエ団

第3幕

第4幕

第3幕への間奏曲

第4幕への間奏曲

　《カルメン》は器楽曲としてもさまざまな形で親しまれている。劇中の音楽を抜粋して編
曲した《第1組曲》《第2組曲》は特に有名で，オーケストラの演奏会でよく取り上げられる。
また，スペインの作曲家パブロ・デ・サラサーテ（1844～ 1908）による《カルメン幻想曲》
は劇中の音楽を題材としているが，独奏ヴァイオリンの技巧が際

きわ
立
だ
ち独自の魅力がある。

《カルメン》から
生まれた器楽曲

《カルメン》のアツイ人間模様
「怖い…，でも恐れては
いけないわ。」 （第3幕から）

「カルメン，お前に酔ってしまった
みたいだ。」 （第1幕から）

「言いなりになんかならない！ 
自由に生まれ自由に死ぬわ。」（第4幕から）

「すぐに俺のことを誇りに思う
だろう！」 （第4幕から）

　オペラのヒロインはソプラノによって演じられることが多いが，この作品ではソプラノよりも低い音域
のメッゾ・ソプラノが主役を務める。カルメンは深みのある豊かな声質が求められ，メッゾ・ソプラノを代
表する役の一つとなっている。カルメンをはじめ，その他の登場人物の声種にも注目して聴いてみよう。

ミカエラ
ホセの許

いいなずけ
嫁

ホセ
軍隊の伍

ご
長
ちょう

エスカミーリョ
人気闘牛士

登場人物と
声種

？

ソプラ
ノ テノー

ル メッゾ・
ソプラ

ノ

バリト
ン

　 幕
まく
間
あい
などで演奏される「間奏曲」も，前奏曲と同様に聴きどころである。

カルメン
ロマの女

？

楽器名の略表記 147ページ
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　ジャズの編成はソロやアンサンブル（2人以上による合奏），ビッグ・バンドなどさま
ざまであるが，ソロ以外の場合にも，アルバムのアーティスト名は一般的にリーダーの
名前となる。上に挙げたアルバムは，それぞれのソリストやリーダーが主に担当する楽
器などの種類を基本として分けている。興味のある楽器や編成などを手がかりとして，
アルバムを選んでみるのもよいだろう。

ジャズの編成と
アーティスト名について

こんなアルバムを聴いてみよう

piano 【ピアノ】
ビル・エヴァンス
『ワルツ・フォー・デビイ』
『ポートレイト・イン・ジャズ』

キース・ジャレット
『ザ・ケルン・コンサート』
『スタンダーズVol.1』

ロバート・グラスパー
『イン・マイ・エレメント』

チック・コリア
『ライト・アズ・ア・フェザー』

山下洋輔
『キアズマ』

ルイ・アームストロング
『この素晴らしき世界』

ノラ・ジョーンズ
『ノラ・ジョーンズ』

ビリー・ホリデイ
『奇妙な果実』

ジャミロクワイ
『トラベリング・ウィズアウ
ト・ムーヴィング～ジャミ
ロクワイと旅に出よう～』

vocal 【ヴォーカル】

マイルス・デイヴィス
『ビッチェズ・ブリュー』

ジョン・コルトレーン
『至上の愛』

ジム・ホール＆
ビル・エヴァンス
『アンダーカレント』

パット・メセニー
『スティル・ライフ』

スタン・ゲッツ&
チャーリー・バード
『ジャズ・サンバ』

菊地成
なる
孔
よし
DCPRG

『アルター・ウォー・
イン・トーキョー』

ソニー・ロリンズ
『サキソフォン・コロッサス』

アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・
メッセンジャーズ
『モーニン』

カウント・ベイシー
『エイプリル・イン・パリ』

ベニー・グッドマン
『ベニー・グッドマン物語』

ランディ・ブレッカー・ウィズ・
マイケル・ブレッカー
『サム・スカンク・ファンク』

saxophone 【サクソフォーン】

big band 【ビッグ・バンド】

guitar 
 【ギター】

drums 【ドラムス】

trumpet 【トランペット】

　 ビッグ・バンドは，通常17
名程度で編成され，複数の楽
器を組み合わせて演奏する。
ベニー・グッドマンはクラリ
ネットを，カウント・ベイシ
ーはピアノを演奏しながら，
リーダーとして自らのバンド
を率いた。

キャノンボール・アダレイ
『サムシン・エルス』
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ドラムのリズム・パターン
※スネア・ドラムは，両手ともブラシを使用して打面をこするようにする。右手はリズムを刻み，左手は打面から離さないように奏する。

N
ノン
on C

コード
hord(N.C.)：コードなしで

コードの覚え方 148ページドラム譜の読み方 97ページROCK 94ページ
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闘牛士の歌
（オペラ《カルメン》から）

宮本益
ます
光
みつ
 日本語詞／ジョルジュ・ビゼー 作曲／横山潤子 編曲

場
面
の
状
況
や
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
、
豊
か
な
表
現
で
歌
お
う

※歌詞の“Toréador”は「闘牛士」という意味のフランス語である。

　オペラの中で歌われる「アリア」は，歌手にとって最大の聴
かせどころであり，見せ場でもある。その場面での登場人物
の感情が表出され，演技とともに歌手の歌声が存分に披露さ
れる。アリアを歌い終わると，客席から拍手が湧き起こる。
　《カルメン》には，〈ハバネラ〉と〈闘牛士の歌〉の他にも，ホ

セが第２幕で歌う〈花の歌〉，ミカエラが第３幕で歌う〈何も
恐れるものはない〉など有名なアリアが多いので，さまざま
な声種で歌われるアリアを味わおう。また，気に入ったアリ
アを異なる歌手による演奏で聴き比べ，表現の違いを楽しん
でみるのもよいだろう。

オペラ・アリアの楽しみ

A
アレグロ
llegro m

モデラート
oderato：ほどよく速く　　s

センプレ
empre：常に　　r

リタルダンド
itardando(rit.)：だんだん遅く　　a

ア
 t

テンポ
empo：もとの速さで

c
クレシェンド

rescendo(cresc.)：だんだん強く　　d
ディミヌエンド

iminuendo(dim.)：だんだん弱く　　p
ポーコ
oco：少し

実音は１オクターヴ下

宮本益光は声楽家，オペラ訳詞家。演奏家としての豊富な経験を生かした新しい日本語詞を数多く手がけ，それらは高い評価を得ている。

ヤードバーズ
クリーム

ビートルズ ／ ザ・フー
ローリング・ストーンズ

バーズ 
サイモン＆ガーファンクル
ザ・バンド ／ クリーデンス・クリアウォーター・
リバイバル（CCR）
クロスビー，スティルス，ナッシュ＆ヤング（CSN&Y）

カーター・ファミリー
ハンク・ウィリアムス
ケニー・ロジャース
ウィリー・ネルソン
ジョン・デンバー

レーナード・スキナード
オールマン・ブラザーズ・バンド

レイ・チャールズ
オーティス・レディング

ファッツ・ドミノ
エルヴィス・プレスリー
チャック・ベリー

ジョーン・バエズ
ボブ・ディラン
ピーター，ポール&マリー（PPM）

モンキーズ ／ エルトン・ジョン
ビリー・ジョエル

カーペンターズ

マーヴィン・ゲイ
ダイアナ・ロス
スティーヴィー・ワンダー
マイケル・ジャクソン

ビーチ・ボーイズ ／ イーグルス

ジェファーソン・エアプレイン
ドアーズ

ジミ・ヘンドリックス
レッド・ツェッペリン
ディープ・パープル
エアロスミス ／ キッス
AC/DC

シカゴ ／ チェイス

サンタナ

ジェームズ・ブラウン
アース・ウインド＆ファイアー
プリンス

ボズ・スキャッグス
TOTO

デヴィッド・ボウイ
T・レックス
ロキシー・ミュージック

ブラック・サバス ／ ヴァン・ヘイレン
アイアン・メイデン ／ メタリカ

ピンク・フロイド ／ ジェネシス
イエス ／ キング・クリムゾン
エマーソン，レイク＆パーマー（EL&P）
クイーン

パティ・スミス
セックス・ピストルズ
クラッシュ

ニルヴァーナ ／ パール・ジャム

U2 ／ R.E.M.
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ

デュラン・デュラン
カルチャー・クラブ

エルヴィス・コステロ
トーキング・ヘッズ
ポリス

ロックンロール

カントリー

リズム＆ブルース ソウル・ミュージック
ファンク

ブルース・ロック

サザン・ロック

フォーク・ロック

ウエストコースト・ロック

サイケデリック・ロック

ハード・ロック

ラテン・ロック

ブラス・ロック

ポップ・ロック

ソフト・ロック

AOR

グラム・ロック

ヘヴィ・メタル

プログレッシヴ・ロック

ラスカルズ
ダリル・ホール＆ジョン・オーツ

ブルーアイド・ソウル

ニュー・ロマンティック

ニュー・ウェーヴ

パンク・ロック

グランジ

オルタナティヴ・ロック

ブルース

スピリチュアル

ゴスペル

ジャズ

ブリティッシュ・
インヴェイジョン

フォーク・ソング

プレスリー

ソウル・ミュージック

バーズ 
サイモン＆ガーファンクル
ザ・
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カントリー (country)

　アメリカ南部の白人の音楽。主にイギリスやアイルランドの
民謡を基に生み出された。
フォーク・ソング (folk song)

　1940年代にアメリカで起こった民謡復興運動がきっかけと
なって生まれた。60年代には公民権運動に伴って, プロテスト・
ソング※1などに発展した。
リズム&ブルース（R&B) (rhythm and blues)

　アフリカ系アメリカ人の大衆音楽。ビート感の強いブルース
を意味する。1960年代以降にソウルへと発展した。
ロックンロール (rock’n’roll)

　1950年代の中頃に，カントリーとリズム&ブルースが影響
し合って生まれた。ロックンロールとヒルビリー※2が結び付
いたものはロカビリー（rockabilly）と呼ばれる。
ソウル・ミュージック (soul music)

　1960年代前半に公民権運動の影響下で生まれたアフリカ系
アメリカ人の音楽。ゴスペル（→P.93）とリズム&ブルースが
結び付き，より洗練された。
ブリティッシュ・インヴェイジョン (British invasion)

　1964年のビートルズのアメリカ進出をきっかけに，イギリ
スのロック・バンドが音楽業界に影響を与えた現象。
フォーク・ロック (folk rock)

　フォークの素朴なメロディーにロックのビートを組み合わせ，
エレクトリック・サウンドで処理されたもの。イギリスのロッ

クの影響を受け，アメリカで生まれた。
ブルース・ロック (blues rock)

　白人によるリズム&ブルースを基にしたロックで，大音量
での演奏が特徴。後にハード・ロックへと進化した。
ブルーアイド・ソウル (blue-eyed soul)

　1960年代に白人によって演奏されたリズム&ブルースやソ
ウル・ミュージック。
サイケデリック・ロック (psychedelic rock)

　1960年代の中頃に，サンフランシスコを中心にヒッピー文
化に傾倒した人々が行った運動を背景として広がった。
ファンク (funk)

　1960年代後半にソウル・ミュージックから移行した，より
ビート感を強調した音楽。
ソフト・ロック (soft rock)

　主に1960年代中頃から70年代中頃にかけての，美しいメ
ロディーやコーラスを特徴とする音楽。
ラテン・ロック (latin rock)

　1960年代後半に，ラテンのリズムとロックが融合して生ま
れた音楽。
サザン・ロック (southern rock)

　1960年代末から70年代中頃にかけてアメリカ南部で生ま
れた，ブルースやカントリーを基にした豪快なロック。
ブラス・ロック (brass rock)

　ホーン・セクション※3を取り入れたロック。

20世紀中頃に誕生したロックは，ジャズとともにポピュラー音楽を代表する
ジャンルとして大きな発展を遂げてきた。さまざまなロックを聴き，その特徴
について話し合おう。
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ヤードバーズ
クリーム

ビートルズ ／ ザ・フー
ローリング・ストーンズ

バーズ 
サイモン＆ガーファンクル
ザ・バンド ／ クリーデンス・クリアウォーター・
リバイバル（CCR）
クロスビー，スティルス，ナッシュ＆ヤング（CSN&Y）

カーター・ファミリー
ハンク・ウィリアムス
ケニー・ロジャース
ウィリー・ネルソン
ジョン・デンバー

レーナード・スキナード
オールマン・ブラザーズ・バンド

レイ・チャールズ
オーティス・レディング

ファッツ・ドミノ
エルヴィス・プレスリー
チャック・ベリー

ジョーン・バエズ
ボブ・ディラン
ピーター，ポール&マリー（PPM）

モンキーズ ／ エルトン・ジョン
ビリー・ジョエル

カーペンターズ

マーヴィン・ゲイ
ダイアナ・ロス
スティーヴィー・ワンダー
マイケル・ジャクソン

ビーチ・ボーイズ ／ イーグルス

ジェファーソン・エアプレイン
ドアーズ

ジミ・ヘンドリックス
レッド・ツェッペリン
ディープ・パープル
エアロスミス ／ キッス
AC/DC

シカゴ ／ チェイス

サンタナ

ジェームズ・ブラウン
アース・ウインド＆ファイアー
プリンス

ボズ・スキャッグス
TOTO

デヴィッド・ボウイ
T・レックス
ロキシー・ミュージック

ブラック・サバス ／ ヴァン・ヘイレン
アイアン・メイデン ／ メタリカ

ピンク・フロイド ／ ジェネシス
イエス ／ キング・クリムゾン
エマーソン，レイク＆パーマー（EL&P）
クイーン

パティ・スミス
セックス・ピストルズ
クラッシュ

ニルヴァーナ ／ パール・ジャム

U2 ／ R.E.M.
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ

デュラン・デュラン
カルチャー・クラブ

エルヴィス・コステロ
トーキング・ヘッズ
ポリス

ロックンロール

カントリー

リズム＆ブルース ソウル・ミュージック
ファンク

ブルース・ロック

サザン・ロック

フォーク・ロック

ウエストコースト・ロック

サイケデリック・ロック

ハード・ロック

ラテン・ロック

ブラス・ロック

ポップ・ロック

ソフト・ロック

AOR

グラム・ロック

ヘヴィ・メタル

プログレッシヴ・ロック

ラスカルズ
ダリル・ホール＆ジョン・オーツ

ブルーアイド・ソウル

ニュー・ロマンティック

ニュー・ウェーヴ

パンク・ロック

グランジ

オルタナティヴ・ロック

ブルース

スピリチュアル

ゴスペル

ジャズ

ブリティッシュ・
インヴェイジョン

フォーク・ソング

スキャッグス
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ウエストコースト・ロック (west-coast rock) 
　アメリカ西海岸で生まれた音楽。その気候と風土にふさわし
いおおらかな気質をイメージさせるサウンドが特徴。
ハード・ロック (hard rock)

　ブルースをベースにした強いビートと大音量で演奏するロッ
ク。一般的にはディストーション（→P.97）をきかせたギターと
シャウトするヴォーカルが特徴。
グラム・ロック (glam rock)

　「グラマラス（魅惑的な）」が語源で，衣装やメイクにもこだわ
るのが特徴。
プログレッシヴ・ロック (progressive rock)

　クラシック音楽やジャズの要素を取り入れ，実験的な音を追
求したロック。サウンドの美しさやストーリー性のある楽曲が
多い。
ポップ・ロック (pop rock)

　ポップ・ミュージックの要素を取り入れたロック。
AOR (adult oriented rock)

　1970年代中頃から流行したロックで，「音を重視する」「アル
バムの完成度を重視する」「大人嗜

し
好
こう
の」など，いくつかの解釈が

ある。現在ではAC（アダルト・コンテンポラリー）と呼ばれるこ
とが多い。
ヘヴィ・メタル (heavy metal)

　ハード・ロックより攻撃的で，硬質感のあるサウンドが特徴。
金属的な装飾品を身に着けることが多い。

パンク・ロック (punk rock)

　1960年代後半にアメリカで生まれたが，一般にイギリスで
の動きを指すことが多い。シンプルなロックを基に，フラスト
レーションを爆発させるかのような荒々しいサウンドが特徴。
ニュー・ウェーヴ (new wave)

　1970年代後半，イギリスを中心に生まれた。パンクをきっ
かけに登場した新しい音楽性をもつ曲やミュージシャンを指す。
ニュー・ロマンティック (new romantic)

　1980年頃にイギリスで生まれた音楽。軽快なダンス・ビー
トとシンセサイザーやシーケンサー※4などを使用した音がミ
ックスされている。
グランジ (grunge)

　シアトルを中心に生まれた音楽。1990年代のハード・ロッ
クともいえる。
オルタナティヴ・ロック (alternative rock)

　「もう一つの」「異質な」という意味で，1980年代の主流に対
して独特な音楽性をもった曲やバンドに使われる総称。

※ロックのジャンル名は後から付けられることが多く，どのミュージシャンをどのジャンルに入れるかについて意見が
分かれる。また，ミュージシャンは音楽的に進化していくため，複数のジャンルに関わっていることも多い。

※１ プロテスト・ソング：反戦運動などの社会的メッセージを取り入れたア
メリカのフォーク・ソング。

※２ ヒルビリー：1920～30年代にかけて生まれたアメリカ南部の白人の
音楽で，カントリーの一種。

※３ ホーン・セクション：トランペットやトロンボーン，サクソフォーンな
どで構成される楽器群。

※４ シーケンサー：音楽のデータを電気信号の形で記憶させ，それを音源
に送って再生する一種のコンピュータ。
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を演奏しよう

　エレキ（エレクトリック）・ギターは，クラシック・ギターや
フォーク・ギターと異なり，ボディーにサウンド・ホールがな
く，ピック・アップという装置によって弦の振動を電気信号
に変換し，アンプで増幅させて音を出す仕組みになっている。
使用する弦は金属製である。
　各部の名称は，クラシック・ギターやフォーク・ギターと同
じである。

ピック・アップ

エレキ・ギター エレキ・ベース

ギター

　エレキ・ベースは基本的に弦が4本なので，TAB譜も
4線になる。左手のポジションと音の関係は，6弦ギタ
ーの第3弦から第6弦と同じである。単音を弾くことが
ほとんどで，ストローク奏法をすることは少ない。指で

弾く場合は，体のほうへ弦をひっ
かくようにはじき，隣の弦に当て
て止める。

　同じ音が連続す
る場合は，右手の
人さし指と中指を
交互に使うとよい。
ピックを使う場合
は，弦に負けない
ようにハード・ピ
ックを選ぼう。

エレキ・ギター エレキ・ベース

下のように，楽譜に示されたフレット番号の付いている弦のみを押さえる
のではなく，ポジション全体を押さえるように弾いてもよい。

例

【エレキ・ベースの構え方】

キーボード
　最近のキーボードはさまざまな音色を出すことができるの
で，バンド・スコアのギターやベースのパートをキーボード
で演奏することも可能である。《Smoke On The Water》の
場合，ギターは「オーバードライブ・ギター」「ディストーショ

ン・ギター」と書かれた音色，ベースは「ピック・ベース」と書
かれた音色，キーボードは「ハモンド・オルガン」「チャーチ・
オルガン」と書かれた音色を使うと，原曲に近い雰囲気を出
すことができる。

楽
器
の
奏
法
を
身
に
付
け
、
音
色
の
特
徴
を
生
か
し
て
演
奏
し
よ
う

６フレットから５フレットへ
指をスライドさせて弾く。

実
音
は

１
オ
ク
タ
ー
ヴ
下

実
音
は

１
オ
ク
タ
ー
ヴ
下

Let’s play the GUITAR40ページ ROCK94ページ ギター /キーボード・コード表 150ページ
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Smoke On The Water
リッチー・ブラックモア，イアン・ギラン，ロジャー・グローヴァー，ジョン・ロード，イアン・ペイス 作詞・作曲／植村幸市 編曲

各
パ
ー
ト
の
役
割
を
理
解
し
て
演
奏
し
よ
う

前の１小節を
繰り返す記号

実音は１オクターヴ下

実音は１オクターヴ下

Let’s play the GUITAR40ページ 《Smoke On The Water》を演奏しよう96ページROCK94ページ

12 13

（P.52・53）

（P.88・89）

（P.54）

（P.55）

（P.90・91）
（P.138）

《Smoke On The Water》を取り上げ，
演奏に必要な説明を丁寧に示しています。

（P.96～97） （P.98～101）（P.94・95）（P.139・140・141）

有名な前奏曲と間奏曲，そしてアリアがちりばめられた《カルメン》を取り上げました。物語が分かりやすいので，
場面の状況や登場人物の心情などを把握しやすい教材です。

さまざまな時代や作曲家の作品を取りそろえ，音楽の要素に施されている工夫や表現方法の多様性を感
じ取ることができるよう教材を精選しました。また，新企画の「クローズ・アップ・マエストロ」では，一人
の作曲家（モーツァルト）の生きた時代背景や生活などについても深く知ることができます。

《枯葉》を聴き比べる活動を通して，さまざまなアレンジや演奏が存在するジャズの特徴を感じ取ることができ
るようにしました。ジャズのアルバムについては，新しい名盤を加えて紹介しています。

一口にロックといってもそのジャンルは多様なので，聴くときの手がかりとなるよう27種類のロックについて
解説しました。系図やアーティストの特徴を捉えたイラストも参考になります。

組曲《動物の謝肉祭》は，音楽を形づくってい
る要素と表現されている動物のイメージをつ
なげやすい教材です。プレゼンテーションを
し合って言語活動にも取り組めるようになっ
ています。

混声合唱の〈さくら〉（武満徹編曲）は，
生徒たちにもなじみ深い旋律なので，
作品独自の表現効果を存分に感じ取
ることができます。

名アリアの日本語歌詞を宮本益光氏
に依頼しました。

ビル・エヴァンス・トリオの《枯葉》の楽譜は，
鑑賞の参考資料としても活用できます。

ピアノの改良や表現方法の変化など
の時代背景にも触れ，西洋音楽の流
れを概観することができるようになっ
ています。

「クローズ・アップ・マエストロ」の鑑賞曲としては，交響曲，ヴァイオリン協奏曲，管楽合奏のためのセレナード，
オペラの重唱といったさまざまなジャンルの曲を掲載しています。

（P.130・131）

（P.134・135）

西洋音楽 オペラ

ジャズ

ロック

ロックの系譜



ロックってどんな音楽？

ロックの起源（諸説あり）

　　　　　　　 
🇺🇸の黒人音楽「R&B」の一部が 
「ロックンロール」という名前で紹介 

 

「ロック・アラウンド・ザ・クロック🎧」がヒット 
 

エルヴィス・プレスリーが全米デビューしてヒット

1950年代前半

1955年

1956年

1960年代以降のロック⑴
　　　　 
ザ・ビートルズ🎧（The Beatles）がアメリカで人気爆発 

→数多くのグループが活躍 

ザ・ローリング・ストーンズ🎧（The Rolling Stones）が代表例 

※この頃から「ロック」という呼び方が広まる 

1964年

ブリティッシュ・インヴェイジョン

この時代のロックを聴いて、「ロックンロール」から「ロック」
と呼ばれるようになった理由を考えてみよう！

1960年代以降のロック⑵

 
様々なバンドの実験的なロック 
→レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、キッスなど 
 

 
クイーン🎧やエアロスミスが活躍

1960年代中期～1970年代

1970年代以降

ハードロックの革命児🎧 CMなどでよく聴く🎧

白塗りの化粧🎧



日本のロック

日本の音楽の変化
第２次世界大戦終結後：日本の音楽は 🇺🇸 の影響を受ける
ブルースやブギウギ、マンボなどの要素の受容が一気に加速

1930年代 1940年代 
変化を聴き取ろう

日本のロックのはじまり
 

小坂一也によるエルヴィス・プレスリーのカバー🎧 

 
ビートルズ来日によりグループ・サウンズの時代に 

1956年

1966年

日本で「ロックンロール」が流行

国内では、スパイダース、ブルー・コメッツ🎧がヒット

日本のグループ・サウンズを聴いて、	
ザ・ビートルズと似ているところを感じ取ってみよう！

J-POPとJ-ROCKのご先祖様
 

ニュー・ミュージックの流行
1970年代 日本のロックにつながるジャンル

フォーク・ソング▶シンガー・ソングライターの登場▶ニュー・ミュージックへの変化

かぐや姫 吉田拓郎 井上陽水 荒井由美 中島みゆき



日本オリジナルのロック誕生
日本のロックの原点▶︎はっぴぃえんど🎧 

 
サザンオールスターズのデビュー 
 

　・携帯型カセット・プレイヤーの発売 

　・CDの登場

1970年代後半

他にも矢沢永吉、THE ALFEE、浜田省吾などもデビュー

アイドル歌手もこの時代に登場

1980年代の日本の音楽
①CDの登場：音楽はデジタルの時代に 

②電子音楽：YMO（イエロー・マジック・オーケストラ） 

③アイドル黄金期：松田聖子／中森明菜／小泉今日子／ジャニーズ 

④ヴィジュアル系バンド：X JAPAN

RCサクセションやBOØWY、 
THE BLUE HEARTSなども活躍

1990年代以降のJ-POP
　　　　　　J-Popという呼称が一般的になった 

・カラオケが普及し、ドラマの主題歌や挿入歌が多くヒット 

・ロックは様々なジャンルに分かれた 

  　　　　 　青春パンクの流行、邦ロックが盛んに

1990年代

2000年代

MONGOL800、ロードオブメジャーなど

北海道奥尻高等学校 

音 楽 Ⅱ

以上で授業終了です。 
ご協力ありがとうございました。


