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　伝統音楽、特に制度的に保護の対象となったジャン

ルには、そもそも「現代化」はそぐわないし、必要な

いのではと考えられがちである。しかしその担い手の

中には、従来の伝統の継承方法のみでは満足しないと

いう考えや実践もある。本論では、時代の流れに応え

るという意味での現代化の必要性やその是非を論ずる

のではなく、一人の琴人の実践を見つつ、伝統と形態

について若干考えたい。

１．古琴（こきん）について　

　古琴は、琴（きん）、七弦琴（しちげんきん）とも

呼ばれる中国の伝統楽器であり、主として漢民族の知

識人の間で好まれ、独自の記譜体系、審美思想を持ち、

比較的多くの文献資料が残っている。七本の弦と十三

個の徽（勘所の印）、漆塗りの本体が特徴である。こ

の構造は現存する唐代の楽器と、最古の琴譜（写本）

から見て、今でも基本的に変わっていない。独奏とし

ての琴楽は長い歴史の中で儒家、道家、仏教の要素を

反映した表題音楽的なレパートリーが形成されてき

た。その文化的属性は、後漢の應劭が当時の制度や事

物などを論じた『風俗通義』巻六に

雅琴者、樂之統也。與八音並行、然君子所常御者、

琴最親密、不離身。

（琴は音楽を統べるものである。八音と並び行

われるが、君子が常に奏でるのは、琴が最も親

密で、身から離さない。）

とあることから見て取れるように、琴楽は文人音楽と

もいわれる。

　日本との縁も深く、奈良時代には伝来したとされ、

王朝文学にも描かれている。その後衰退したが、江戸

時代に再興して琴譜集『東皐琴譜』なども編纂された。

２．呉氏について

呉文光（1948～）は、中国音楽学院（北京市）の

音楽学系で現在教鞭をとり、琴人としても知られてい

る。父の呉景略（1907－1987）は、中央音楽学院民

楽系で古琴を教え、北京古琴研究会会長を務めた。虞

山呉派（呉派ともいう）という流派を形成したとされ

（WU, zhao　2005：118）、「瀟湘水雲」「広陵散」など
四十曲あまりの琴曲を打譜（詳しくは後述）した。

呉景略が若い時は民国初期の琴楽が衰えた時期で

あった。西洋の学問が盛んになるにつれ儒学文化は西

洋文化に圧迫され、「伝統的文人は古琴を一種の文化

的象徴としてのみとらえ、音楽実践の探求は少なかっ

た」（WU　2000：6）ため、琴楽を極端な文人化の方
向へ導いていた。古琴は元来、表現と修身の多元的側

面をもっていたが、「呉景略は古琴を単純な文化的象

徴から芸術に戻したのであり、音楽に戻った琴楽実践

は時代に必要とされていた」（WU　2000：6）と、呉
文光は考える。彼も呉派の継承を基礎にして、数十曲

の琴曲を打譜している。

３．打譜とは　

　古琴の楽譜を琴譜（きんぷ）といい、現存する大部

分の琴譜は明清時代のもので、減字譜という専用の奏

法譜で記されている。現存する約600曲（異なるバー

ジョンを含まない場合）の内で演奏されているもの

は、一説では約100曲といわれている。経験のある琴

人が、主として伝承の途絶えた琴曲を琴譜に基づいて

解釈演奏することを打譜という。琴譜には、弦位、指

法と大まかな緩急の指示があるだけで、直接に旋律を

記録せず、リズムは定量的に示されていない。このた

め琴人は打譜において曲名や小標題をもとに、実際の

演奏を通して旋律の楽句とリズムを確立していく。

成公亮によると、打譜は机上の作業ではなく演奏の

結果であり、優れた打譜の成果は必ず優れた弾き手か

ら生まれる。打譜とは音楽考古学であり、音楽芸術で

あり、琴人が個性を発揮しつつ楽曲の原型に近づける

ことである。ある一つの最も正確な原型を求める必要

はないし、不可能である。原型とは実際は固定的、唯

一のものではない (CHENG　1996)という。
呉文光は打譜の歴史について、ある譜に対して詳細

なリズムや演奏を確立するという現代的な意義での打

譜は、西洋音楽の影響を受け始めた二十世紀初頭に、

楊宗稷が最古の琴譜「碣石調幽蘭」に対して行ったも

のから始まるとする。そしてそれ以前は主として創造

的打譜が行われていたことを、「瀟湘水雲」という楽

曲が初出から後代に至り琴譜集の編纂者によって改

変されバージョンが変化していく例を挙げて論じてい

る。このような見地から、打譜を目的によって創造性
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打譜と再現性打譜に分けることを提案し、創造性打譜

とは主体性に重きを置き、打譜者がその過程で必要に

応じて楽曲の楽段、楽句の増減や指法の改変を行った

りする運用を認める態度であるとする（WU　2001）。

【琴曲が歴史的に変化する概念図】：（呉文光作成の図

を報告者がやや省略したもの）

原始的テキスト―バージョン

　　　　　　　　　　＝

　　　テキスト ― バージョン
　　　　　　　　　　　　＝

　　　　　　テキスト ― バージョン
　　　　　　　　　　　　　　＝

　　　　　　　　　テキスト―　．．．．．．

　1956年に、中国音楽家協会、民族音楽研究所は事前

の準備期間を経て査阜西、王迪、許健の一行を公的な

全国的古琴調査のために三ヶ月に渡り派遣し、各地の

琴人の演奏録音と関連する文献や文物を収集した。こ

の時の成果が琴譜集などの影印出版につながり、それ

まで物理的にアクセスが限られていた史料を、多くの

人が見られるようになった。これがその後の全国的な

打譜会（第一回1963年・北京、第二回1983年・北京、

第三回1985年・揚州、第四回2001年・常熟）を促進

する大きな要素となったと考えられる。

４．「保護」の対象に

　古琴は2003年に、UNESCO（国際連合教育科学文化
機関）が無形の文化遺産を保護するための事業として

行う「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」に登録

された。古琴の伝統の継承と発展の問題をめぐっては

それまでにも話し合われてきたが、これにより、伝統

の保護を重視する立場や、「不変の伝統」を疑問視す

る声など、更に様々な議論が続いている（中央音楽学

院 2006）。
「人類の口承および無形遺産の傑作の宣言」とは、

UNESCOが2006年の「無形遺産条約の保護に関する
条約」に先立ち、2001年より隔年で、世界の伝統的な

文化の表現形式や文化空間を発表したものである。ち

なみに中国はほかに「昆曲」（2001年）、「新疆ウイグ

ル自治区のウイグル族の大曲（ムカム）芸術」（2005年）

が登録され、日本は「能楽」（2001年）、｢人形浄瑠璃

文楽｣（2003年）、「歌舞伎」（2005年）が登録された。

「無形遺産条約の保護に関する条約」は、これまで

民族文化財、フォークロア、口承伝統などと呼ばれて

きた無形の文化を人類共通の遺産としてとらえ、保護

していくことを目的に作成された。なお「保護」とは、

無形文化遺産の存続を確保するための措置（認定、記

録の作成、研究、保存、保護、促進、拡充、伝承及び

無形文化遺産の種々の側面の再活性化を含む）を指

す。古琴の場合は前述したように、史料収集や記録に

関しては未解決の課題は残っているが、基礎もある。

５．呉文光の琴楽実践　

呉は、現代における主流の音楽演奏形式の特徴は複

音性、群集性であるとし、基本的に単旋律で音量の小

さい古琴とは相容れない点を考慮して、それまでの琴

楽実践を打譜性解釈（原文：打譜性闡釋）と位置づ

け、それに対して2004年頃から古琴を用いない「編写

性解釈」（原文：編写性闡釋）に着手している（WU：

2006：58）。ただし、これは決して古琴の本来の演奏

形態が不要であるという意味ではなく、あくまで並存

するものである。

具体的な構想は、原曲の旋律、リズム、打譜バー

ジョンをなるべく保持しつつ、例えば民族楽器オーケ

ストラや西洋楽器で演奏するというものである。

呉の考えでは、古琴に限らず古曲（原文：古調）は

歴史上、一定の記号の意義を形成しており、新作とは

異なる。このため時によっては楽器と楽曲を分ける（器

曲分流）ことを提案し実践しており、既に３曲を参考

用に録音し、将来的には音楽会で世に問う考えでいる。

これまでの別人の試みには、例えば作曲家が琴曲の

部分的な旋律を「素材」として用いて主題労作する方

法がある。しかしその方法では琴曲の一貫性のある構

造が保てない。「編写性解釈」は、この一貫性を優先

している。

2006年に北京で行われた「北京国際古琴音楽週　

曁記念古琴大師呉景略誕辰一百週年」の討論会におい

て、呉は録音を流して構想を語ったが会場の参加者の

反応は鈍く、当時の報告者も含めて、困惑したり、「も

との古琴の独奏の方が良い」と感じた人が多かったよ

うである。2008年1月の時点で、呉の行った「編写性

解釈」の曲目を以下に挙げる。

管弦楽「胡笳」(明代『神奇秘譜』「大胡笳」「小
胡笳」、清代『胡笳十八拍』、清代『胡笳十八拍』

合参) 17’ 57”（録音あり）
管弦楽「離騒」（明代『神奇秘譜』）

 13’ 43”（録音あり）
ピアノ＆管弦楽「秋鴻」（明代『神奇秘譜』）

 12’ 51”（録音あり）
管弦楽「幽蘭」（六朝丘明曲・文字譜本）15’ 33”
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弦楽ピアノ四重奏「瀟湘水雲」（清代『五知斎琴

譜』） 12’ 15”

ヴァイオリン独奏「烏夜啼」（明代『神奇秘譜』）

 7’ 52”

チェロ独奏「秋月照茅亭」（明代『神奇秘譜』）

 4’ 51”

ピアノ独奏「広陵散」（明代『神奇秘譜』）

 18’ 10”

　　　　　「泛滄浪」（明代『神奇秘譜』） 5’ 48”

　　　　　「酒狂」（明代『神奇秘譜』） 3’ 29”

　　　　　「樵歌」（明代『神奇秘譜』） 9’ 01”

　　　　　「古風操」（明代『神奇秘譜』） 5’ 17

この演奏手段を見ると、西洋化ではないか、という

声もあり、呉本人にそう質問したところ、そういう面

もあるかもしれないと認めている。しかし、単なる西

洋化と言って片づけられるのだろうか。担い手の考え

方を尊重する立場をとるならば、別の解釈の可能性も

ありそうである。

ところで、礼に関する周末秦漢時代の諸説を集めた

儒家の経典の一つ『礼記』巻第十九

の『楽記』には、

律小大之稱、比終始之序、以象事行。（「楽言編」）

（音の高低を整え順序を並べて、物事になぞら

える。）

清明象天、廣大象地、終始象四時、周還象風雨。

（「楽象編」）

（清く明るい声音は天になぞらえ、広大な声音

は地になぞらえ、循環は四時の変化になぞら

え、旋回は風雨をなぞらえる。）　

とあり、音楽の言語「楽言」とそれによって表現さ

れる形象である「楽象」を区別していることが読み取れ

る（WANG 2001：125）。この分け方を拠り所に呉の実践
を考えてみると、次のように言えるのではないだろうか。

楽器としての古琴の特徴である、音色、吟猱、滑音

などのミクロな表現手段（楽言）を変化させても、呉

にとっては自らの古譜解釈に基づく、琴曲として一貫

性のある「楽象」の保持の方が関与性が高い。つまり

「編写性解釈」とは楽象を優先させた、古琴の伝統の

もう一つの継承モデルと考えられるのである。呉との

談話（2007年12月25日）によれば、「編写性解釈」とは、

イーミック（原文：本位的、局内人的）な自己転化で

ある。そういう意味で、当事者にとっては単なる西洋

化ではない。ただ誤解を招きやすいのも事実である。

６．結び

　以前、呉との談話の中で「音楽会での琴楽演奏」と

いう脈絡変換について質問した時、「脈絡変換できる

のは素晴らしいこと」と積極的に評価していたのが印

象に残っている。

　呉の琴楽実践「編写性解釈」は、楽器の音響上の特

徴（小さい音量と微妙な表現）が、現代の主流な音楽

演奏形式に慣れた人々に琴楽が受容されにくいという

現状、つまり琴統（古琴の伝統）をどうするのかとい

う問題への解決案であり、もう一つの継承モデルであ

り、古琴本来の演奏形態を否定するのではなく、並存

するものである。また時代の流れに応えるという意味

での、現代化とも言える。現代化と伝統は、呉の中で

は矛盾していない。

　演奏形態だけをたよりに伝統に関して判断するの

は、不十分な場合があると言える。
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