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１．はじめに
音楽に携わっている者ならば，おそらく「ポリリズム」という用語を耳にしたことがあ
るだろうし，大まかな概念の範囲内でポリリズムの意味を解説できる人も多いはずである。
特に近年の国内に於いては，中田ヤスタカの作品である『ポリリズム』1という楽曲の影響
もあってか，言葉だけなら一般人へさえも浸透しつつある。
しかし，実際にポリリズムという音楽用語を音楽事典で引いてみると，実に多様な解釈
が存在しているというのが現状である。幾つか例を見てみよう。音楽学研究の最大の拠り
所ともなっている『ニューグローヴ世界音楽大事典 第 17 巻』（1994，講談社）によれば，
ポリリズムは史的記述を除けば「異なるリズムあるいは拍節が重ね合わされること」
（p.143）
という解説に留まっている。これだけでは，異なる「リズム」を重ね合わせた場合も，異
なる「拍節」を重ね合わせた場合も，
「ポリリズムである」という一言で片付けられてしま
うことになる。また，
『ラルース世界音楽事典』
（1989，福武書店）には，
「各々異なるリズ
ムを持つ複数の声部を重ねたもの。それぞれの支えとなるアクセントは一致しない。この
用語は主として民族音楽学で用いられる。」（p.1641）とある。この時点で，
「拍節」に関し
ての記述の差が見られる上に，ラルースでは用語の使用範囲を「この用語は主として民族
音楽学で用いられる」と，学問的に限定するなど，大きな誤りさえ見受けられる（後述す
るが，ポリリズムは様々なジャンルの音楽で使用されている事が確認でき，当然民族音楽
以外のジャンルでも，該当するようなリズムがあれば「ポリリズム」として定義される）。
『新訂 標準音楽事典』
（1991，音楽之友社）では，
「多律動の意」
（p.1806）と新たな用語が
現れ，更に「複数の対比性の強いリズムが同時に奏される現象をいい，
〈クロスリズム cross
rhythm〉とも呼ばれる」（p.1806）と，別の音楽用語と混同している記述もある。なお，ク
ロスリズムは，海外ではポリリズムと似たような意味で使用する場合もあるが，学問上は
分けて考えなくてはならない。また，
「対比性の強い」という抽象的な言葉を用いることに
よって，規定概念の混乱を招くようなこともあるだろう。
このように，たった 3 つの音楽事典にあたっただけでも，ポリリズムの定義は非常に多
様・曖昧であることが分かる。リズムの研究は古くから和声などと比べると蔑ろにされて

1

『ポリリズム』作詞・作曲：中田ヤスタカ，徳間ジャパンコミュニケーションズ，TKCA-73255 (2007)
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きたが2，ここまでポリリズムという用語が一般的なものとなった今，改めて基礎的な研究
をする事が必要だ。
本稿は，比較的ポリリズムについての記述が詳細であった，『音楽大事典』（1983，平凡
社）を基軸に，ポリリズムと呼ばれるリズムの類型を細かくカテゴライズし，一般化した
譜例を提示し，ポリリズムの史的変遷を辿り，ポリリズムの効果の考察をする事を通して，
ポリリズムという音楽現象について楽理的に整理・検討する事を目的とする。
２．ポリリズムの定義
先に述べたように，ポリリズムの定義付けは現段階ではきちんとされていない。ここで
は，はじめにリズムとは如何なるものであるかを整理し，その上で，ポリリズムの定義に
ついての考察を深めようと思う。
2.1 リズムの定義
「リズム」と言えば，旋律，和声と共に音楽の三要素の 1 つであり，学習指導要領の〔共
通事項〕にも取り入れられているほど，重要な要素である。誰しもが知っている言葉とな
っている「リズム」の定義を，今一度整理してみると，どの定義にも「グループ化」とい
うキーワードがあることがわかる。
例えば，
『ニューグローヴ世界音楽大事典 第 19 巻』
（1995，講談社）には，
「一定の時間
幅を，幾つかの知覚可能な区間に分けること。主に長さと強さを基準にして，楽音をグル
ープ化すること。
」と書かれている（1995，第 19 巻 p.420）
。
『音楽大事典』
（平凡社）には，
「リズムは，音楽における『時間的な諸関係を示す』ために多様に使われる用語である。
主として，部分を時間に関して『グループ化する』ことを指すが，大きなまとまりを時間
的に『区分する』行為を含むことも多い。
」とある（1983，第 5 巻 p.2714）
。この 2 つの音
楽事典は，言葉こそ違うものの，リズムとは「グループ化」もしくは「区分化」であると
述べている。
音楽事典の例を 2 つ示したが，専門書でのリズムの扱いも見てみよう。ここではクーパ
ーとメイヤーの『音楽のリズム構造』（1968，音楽之友社）から，彼らの見解を引用する。


リズムは，1 つあるいは 1 つ以上のアクセントのない拍が，アクセントのある 1 つ
の拍との関係でグループ化されるやり方，として定義されよう。
（クーパー＆メイヤー，1968，p.15）

2

L.B.メイヤー及び G.W.クーパーは「リズムという音楽の様相の学習は，音楽家を育てる訓練では，ルネ
サンス以来ほとんど無視されてきた。和声法や対位法の教科書は沢山あるが，リズムのは１つもない。も
ちろん，理論家はしばしば，音楽の時間的組織について書いてきた。しかし，かれらの興味は一般的に言
ってリズムより，拍子やフレーズの構造にあったのだ」と述べている（Grosvenor W. Cooper & Leonard B.
Meyer , 1960）
。
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この本は実際には，始めから終りまで，グルーピング（グループ化）のことを扱う
ので（なぜなら，これがリズムだから）——（後略）
（クーパー＆メイヤー，1968，p.20）

クーパーとメイヤーのリズム論を，言葉を換えて述べるとすれば，リズムとは「1 つのア
クセントのある音と，いくつかのアクセントのない音のまとまり（グループ）である」と
言えるだろう3。
これらのことから，リズムとは「音のグループ化」若しくは「音の区分化」と言える。
更に言うと，
『音楽大事典』と『音楽のリズム構造』から見て，「グループ化」の方がより
リズムの本質を表していると言える。本稿ではクーパーとメイヤーに倣い，リズムを「1 つ
のアクセントのある音と，いくつかのアクセントのない音のまとまり」と捉えることとす
る。
2.2 ポリリズムの種類
リズムの定義を明らかにした所で，ポリリズムのカテゴライズをしていく。ポリリズム
の定義が不透明である原因は，ポリリズムと（誤用も含めて）呼ばれるリズムの種類が多
いということに他ならない。
序説で述べた通り，本稿では『音楽大事典』
（平凡社，1983）でのポリリズムの解説を基
盤に，論じていく。
はじめに〈ポリリズム〉の項の冒頭を引用する。

複数のリズムの使用を示す用語。同時的に使用される場合と，経時的に使用される場
合があるが，この用語は前者を指すことが多い（なお，マルティリズム multirhythm〔英〕
の語で後者を区別することもある）。ポリリズムの対概念としては，モノリズム
monorhythm〔英〕が考えられる。
このように，ポリリズムとは基本的には「複数のリズムを同時的・経時的に使用する事」
であるとされている。この説明の後，様々な種類のリズムについての記述があるが，それ
らを全て書き出し，
『音楽大事典』の言葉を主に使用しながらそれぞれについてまとめると
表 1 のようになる。

3

クーパーとメイヤーの，音楽の時間的組織（Pulse, Meter, Rhythm）及びモーリス・エマニュエル，プラト
ー，ポール・クレストンらのリズム論については，筆者の学士論文『音楽リズムにおけるワーキングメモ
リの働きについての考察』
（2015，依田，p.3-9）で詳しく論じている。
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表１

ポリリズム概念の細分化

ポリリズム
polyrhythm

狭義には複数のリズムを同時的に使用するリズム。広義的にはマ
ルティリズムを含む場合もある。〔対：モノリズム〕

モノリズム
monorhythm

同時的に同一なリズム。〔対：ポリリズム〕

ポリメトリック
polymetric

多拍子。複数の声部がある場合，声部毎に拍子が異なること。

クロスリズム
crossrhythm

交叉リズム。複数のパートに認められる異なるリズムが，演奏の
途中で交互に入れ替わる場合を指す。

ポリクロノミー
polychronomy

多時間性。ポリリズムとポリメトリックを包括する語。テンポが
違う声部を共存させることも言う。

カウンターリズム
counterrhythm
マルティリズム
multirhythm

対位的リズム。対立するリズムの結合を示す言葉。
継時的に複数のリズムを使用すること。

この中で，特に「ポリリズム」
「モノリズム」
「ポリメトリック」
「ポリクロノミー」の関
係を図式化したものを図 1 にまとめた4。私たちが普段使っている言葉「ポリリズム」は，
「ポリクロノミー（多時間性）
」とい
う概念の中に包括されるものであり，
更にポリクロノミーの中には「ポリ
メトリック（多拍子）
」と呼ばれるリ
ズムも含まれている。ポリクロノミ
ー，ポリメトリックと同じようにポ
リリズムにも日本語名を与えるとし
たら，
「多リズム」が適当だろう。そ
して「モノリズム」は，同時的に同
図１
ポリリズムに関係する主な概念の関係

一のリズムしか使用しないということ
から，ポリリズムとは対義語的位置に
当たる。

表 1 のリズム群の譜例を以下に示した。各楽曲の特徴的なリズム部分を抽出し，リズム
形態を見易くするためにリズム譜を付け加えた。

4

「マルティリズム」
「クロスリズム」
「カウンターリズム」は，
「ポリクロノミー」
「ポリリズム」
「ポリメ
トリック」
「モノリズム」に対して関係性が薄かったり，独立性が高かったりするため，ここには含めなか
った。
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【譜例 1】ポリリズム
例：W.A.モーツァルト『ピアノ・ソナタ ハ長調 K.545』第 1 楽章

1〜4 小節（上段）

と簡略化したリズム譜（下段）
。

2 声によるフレーズ構造ながら，声部毎に異なるリズムを用いてポリリズムが表出さ
れている。

【譜例 2】モノリズム
例：C.ドビュッシー『亜麻色の髪の乙女』24〜27 小節（上段）と簡略化したリズム譜
（下段）
。

両声間でリズム的ユニゾンのノン・ポリリズムになっているだけでなく，伝統的機能
和声技法では避けられることの多い和声の平行移動がモチーフの主体となっている。
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【譜例 3】ポリメトリック
例：J.シベリウス『樅の木』2〜7 小節（上段）と簡略化したリズム譜（下段）。※リ
ズム譜は両外声を示した。

上声部は 3 拍子，下声部は 2 拍子系（8 分の 6 拍子）の両外声間でポリメトリックが
表出されている例。旋律を担う内声部を含めるとリズム構造は 3 声からなる。

【譜例 4】クロスリズム
例：J.S.バッハ『インヴェンション第 13 番 BWV784』1〜6 小節（上段）と簡略化し
たリズム譜（下段）
。

上声部と下声部で，リズムカノンを形作っている事がわかる。
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【譜例 5】ポリクロノミー
例 1：J.S.バッハ『平均律クラヴィーア曲集 2 巻 フーガ ハ短調 BWV871』14〜15 小
節。
主旋律

拡大された旋律

旋律の反行形

アルト声部において拡大された主題が出現し，結果的にテンポが倍に引きのばされた
ものが混在するポリフォニーが形成される。テーマ終了後も拡大テーマは引き続き演奏
されるが，すぐに下声部にテーマの反行形が現れるため，3 声対位法によるポリクロノ
ミーは継続される。このようなテーマの縮小／拡大によるポリクロノミー現象はフーガ
技法にはしばしば現れるが，ポリクロノミーの最もシンプルな例であると言える。

例 2：Yellow Magic Orchestra“Technopolis”51:35〜。四角で囲った箇所は同時発音タ
イミングである拍を示している。

12 拍を 10 分割したテンポで発音することにより，BPM=144 の「beat」と，BPM=120
の「Vocoder」6が混在する形となり，ポリクロノミーを表出している7。
「Vocoder」の 6
文字目の「O」の発音タイミングと，
「beat」の 7 拍目が同時であるので，BPM=144 の 6
拍を 5 分割した 5 連符と解釈することもできる。

5

“Technopolis”作詞・作曲：坂本龍一，アルファレコード(1979) 採譜／浄書；依田翔
Vocoder（ヴォコーダー）とはエフェクターの一種であり，声を機械音のように加工できる。
“Technopolis”
では Roland VP-330 を使用していた。
7 BPM は公式に発表されているものではなく，拍数と時間から依田が算出した。
6
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【譜例 6】カウンターリズム
例：小野貴史“Rota-multiple”8256〜258 小節。

16 分音符単位で 16 分休符を挟んで非可逆的リズム (non- retrogradable rhythm) が対位法
的に扱われている。なお，この対位法は①Piano 下声部→②T.Sax. / B.Sax. / Trb.1 / Trb.2→③

8

スコアは in C で記譜されている。
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Cl.1 / Cl.2 / A.Sax. / Tp.2→④Fl.1 / Fl.2 / Ob. / Tp.1 /Piano 上声部 といったように構成されて
いるが，それぞれが 16 分音符差で出現するリズムカノンで書かれているため，エフェクタ
ーで言うディレイやエコーのような効果になる。
【譜例 7】マルティリズム
例：A.ブルックナー『交響曲第 4 番 変ホ長調』第 4 楽章 35～40 小節。
U:1

U:1

U:1
U:2
U:1
U:5

U:3a
U:3b
U:4a
U:4a
U:4b
U:4b

U:1
U:2
U:5
U:5
U:5
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この部分は，複数のリズムパターンを使用し，且つ経時的に組み合わされることで構成
されている。
「U:1」=「Unit:1」であり，Unit 表示は依田によるものである。この譜例の前
半（35～38 小節）は，Unit:1 は 4 分音符単位の 3 拍子，Unit:2 は 8 分音符単位の 6 拍子，
Unit:3(a,b)は 16 分音符，8 分音符，3 連符を用いた 4 拍子，Unit:4(a,b)は 4 分音符，2 拍 3 連
符を用いた 4 拍子，Unit:5 は持続性のある音と，細分化して数えると 7 声の多声リズム構成
になっている。楽曲のテンポや録音状況によって差はあるが，往々にして混沌とした響き
になりやすい。様々なリズムパターンが立体的に重なり，同時に聴こえてきても，複雑に
なりすぎると人間の耳では処理しきれなくなることの現れと思われるが，ポリリズム系統
のリズムパターンでは最も複雑な部類の実例と言って良いだろう。ロマン派の時代にこの
ように複雑なポリリズムが援用された例は数少なく，ブルックナーの音響実験性には驚き
を禁じ得ない。
ここまで，ポリリズムと関連性の強いリズムを，譜例を用いつつまとめた。以上の譜例
からわかるように，
「複雑そうなリズム」と捉えられがちであるポリリズムにも種類があり，
更に言えば，世の中のありとあらゆる楽曲は殆どポリリズムで成り立っていると言っても
過言ではないのだ。
例えば，
【譜例 1】の『ピアノ・ソナタ ハ長調 K.545』の冒頭の上声部と下声部を見比べ
てみると，下声部は典型的なアルベルティ・バス9によって 8 分音符で成り立っているのに
対し，右手は 2 分音符，4 分音符と，下声部とは異なるリズムを用いている。両声部とも，
4 分の 4 拍子という規則的なビートに乗せられて進行するため，ポリリズムと言われても納
得し難い部分があるかもしれないが，
「異なるリズムを同時的に使用している」といった意
味ではこれもポリリズムと捉えるべきである。【譜例 4】の『インヴェンション第 13 番
BWV784』はクロスリズムの例として挙げたが，上声と下声で同時的に使うリズムが異なる
という意味で，クロスリズムでもありポリリズムでもあると言える。つまり，
【譜例 2】
『亜
麻色の髪の乙女』のような，モノリズムで構成された楽曲以外は全てポリリズムと言って
良いことになるのだ。
そして，普段私たちが「複雑そうだ」という印象を抱いているポリリズムは，
「ポリメト
リック」であると考えられる。
「メトリック（[独]Metrik，メートリク，メトリークとも）
」
は日本語で「拍節法」と呼ばれるが，
『新訂 標準音楽辞典』では「拍節が詩の韻律に由来
すると同様，韻律法に由来し，拍節のさまざまの様相を示す法をいう」とある。ポリメト
リックとは先述の通り「多拍子」という事ができる。大村哲弥は著書『演奏法の基礎』(1998)
の中で，メトリックは拍子感を産出するためのものとしている(p.19)。つまりポリメトリッ
クは，拍子感の強いリズムが同時的に混在しているので，
「複雑そうだ」という印象に繋が

9

アルベルティ・バス（Alberti bass[英]）とは，伴奏音型の一種であり，古典派の鍵盤音楽に特徴的にみら
れる分散和音型の伴奏形態。作曲家の，ドメーニコ・アルベルティ（1710 頃-46）にちなんでこの名がつけ
られたとされているが，彼がこの伴奏法を開発したという報告は無いため，一般的には彼が多くこの伴奏
法を用いた事が由来とみるのが通例である。
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るのである。
ポリメトリックにお
ける拍と拍子の関係を

①

（同拍—同拍子）

②

同拍−異拍子

③

異拍−同拍子

④

異拍—異拍子

。
右に示した（図 2）
①の，
「同拍—同拍子」
ならば，ポリリズムを
形成することはあって
も，ポリメトリックに
はならない10。②の「同
拍—異拍子」は，4 分音
符を 1 拍としながらも，
拍子が 2 拍子と 3 拍子
で異なっているため，
ポリメトリックである。
③の「異拍—同拍子」は，
双方ともに 2 拍子（系）
であるが，上段は 4 分

図２ ポリメトリックにおける拍と拍子の関係
（『音楽大事典』をもとに依田が再構成）

音符を 1 拍とし，下段
は付点 4 分音符を 1 拍としているため，異拍値によるポリメトリックを形成している。④
の「異拍—異拍子」は，拍子も拍も異なる一番複雑なものだ。
なお，②は，双方ともに 4 分音符を用いており，ここだけに着目するとポリメトリック
どころかポリリズムでさえなく，
「モノリズム」であるように見られる。拍子を無視した場
合はモノリズムとの見方もできるが，ここでは「6 拍」という大きなグルーピングをした時，
2 拍ずつ 3 小節に分けるのか，3 拍ずつ 2 小節に分けるのか，という違いが生まれる事を重
要視したい。なぜなら，先に述べたように，リズムとは「1 つのアクセントのある音と，い
くつかのアクセントのない音のまとまり」のことであるため，6 拍という長いスパンでも，
1 つのリズムとして見なす事が出来るからだ11。実際このようなリズムを聞いた時に，直感
的に「モノリズム的である」とは言い難いのは，大きく捉えた時にポリリズムを形成して
いる上にポリメトリックにもなっているからであろう。
譜例 3，及び図 2 の通り，複雑そうなポリリズムの本質はポリメトリックにある事を見る
10

これに当てはまるのが，例えば先述のモーツァルトの K.545 のピアノ・ソナタなどである。この作品は，
上声部，下声部のリズムは異なるが，共に「4 分音符」を 1 拍として，
「4 拍子」という枠組みの中で進行
するため，ポリリズムではあるがポリメトリックではないと言うことができる。
11
この場合，６拍の中の１拍目を「アクセントのある音」とし，残りの音を「いくつかのアクセントのな
い音」と見る。クーパーとメイヤーは，リズムのグルーピングの規模に段階を設け，規模が小さいほど「下
位リズム・レヴェル」
，規模が大きいほど「上位リズム・レヴェル」とした（クーパー＆メイヤー，1968，
pp.10-11）
。平易な言葉で言うならば，リズムを「大きく捉える」
「小さく捉える」という事が，学問的にな
されていると言える。
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ことができた。リズムの定義にある「１つのアクセントのある音」の位置が縦軸上で“ズ
レる”事で，聴取者に一定に刻まれている（あるいは一定に刻まれようとしている）ビー
トの感覚が崩壊する。それにより，
「難解である」だとか，「複雑だ」という感覚を抱くの
であろう。
３．ポリメトリックの史的考察
前項では既存の楽曲を例に挙げながらポリリズムの類型をまとめ，ポリリズムという言
葉とポリメトリックとの関連性について考察したが，ここではポリメトリックが音楽史上
どのように取り扱われてきたかを展望する。
3.1 西洋音楽におけるポリメトリック
西洋音楽においてのポリリズム使用の初期の例として，
『新訂 標準音楽辞典』では「14-15
世紀と 20 世紀に数多く見られる」とされているが，いうまでもなくポリメトリックの事を
指している。
「14-15 世紀」は，音楽史上，中世からルネサンスへの転換期であったが，フ
ランス地方の音楽シーンは複雑なリズムの曲で溢れていた。当時の作曲家は，
「リズムの複
雑さ」そのものに美を見出し，それを追究する事によって極度の精密リズム音楽を生み出
していった。シャンソニエ・コルディフォルム12（図 3）13に代表されるような，いわゆる
アルス・スブティリオル(ars
subtilior – より精妙な技芸)と呼
ばれる音楽である。
この類の音楽は，複雑なリズム
で構成されている事自体は有名
であるものの，実際に聴いてみた
所感ではポリメトリックである
という強い確信を得られない。そ
の理由は，確かに様々なリズムを
使ってはいるが，①拍節感が明瞭
でない，②肉声は打楽器などと違

図３ シャンソニエ・コルディフォルムの一部

って音の輪郭そのものが不明瞭で
ある，などの事が考えられる。つまり実際に聴こえてくるリズム現象への追究よりも，精
密度自体を追究していった事がここからも見て取ることができるのである。ポリメトリッ
クはそれぞれの持つリズムが強い拍節感を有している時に初めてその特徴的な音楽現象を

12

主に中世のフランス地方で作曲された，多声のシャンソンの歌集。日本語では「ハート形のシャンソン
集」と呼ばれる。
13 IMSLP より引用(URL=http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/c/c6/IMSLP263387-PMLP42699
1-primeira_parte.pdf)。
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生み出すため，流れるようなシャンソンでは効果が発揮されなかったのである。
「20 世紀」の音楽は，とかく機能和声からの脱却や，12 音技法など，音程に関わる変化
への指摘が多いが，リズムに関しても様々な試みがなされている。代表例として，ストラ
ヴィンスキーに代表される原始主義の作曲家の作品14が挙げられる。
3.2 ジャズなどにおけるポリメトリック
ポリメトリックは西洋音楽だけに見られるものではなく，様々なジャンルで使用されて
いる。ここではジャズにおいてどのようにポリメトリックが使用されているか，例を挙げ
て展望する。
【譜例 8】L.トリスターノ『ターキッシュ・マンボ』71～76 小節

1955 年に発表されたアヴァンギャルド・ジャズの先駆的アルバム“Lennie Tristano”15か
らの 1 曲。ピアノによるオーバーダビングによって，Unit:1=4 分音符×4，Unit:2=8 分音符
14

ストラヴィンスキーのバレエ音楽『春の祭典』は，ポリメトリック的であり且つ変拍子でもある，この
時代の象徴的な楽曲であると言える。
15 Lennie Tristano“Turkish Mambo”
，ワーナーミュージック・ジャパン (2013) 録音は 1955 年。
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×7，Unit:3=付点 4 分音符×4，Unit:4=8 分音符×5，Improvised Solo Line の 5 声のリズム対
位法構造によっている。
【譜例 9】T-SQUARE“BAD MOON”2～5 小節

フュージョンの楽曲からの一例も挙げる。1994 年に発売された，T-SQUARE のアルバム
『夏の惑星』16の収録曲である。作曲は本田雅人による。ドラムスのハイハット及びスネア
ドラムのパターンは 4 拍子を基本とした 16 ビートだが，ベースはスラップ奏法により「16
分の 7 拍子→16 分の 6 拍子→16 分の 5 拍子」と変則的な変拍子17を刻んでいる。また，ギ
ター，キーボードのコード楽器及びバスドラムの発音タイミングは，ベースの拍子に準じ
た形となっている。このように，ポリメトリックはフュージョンでも用いられることが多
い。

『夏の惑星』T-SQUARE，ソニーレコード (1994)
譜面上は 4 分の 4 拍子だが，ここではポリメトリックを可視化するために，ベースの拍子に準じた連桁
とした。
16
17
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3.3 民族音楽におけるポリメトリック
冒頭で述べたように，
『ラルース世界音楽事典』ではポリリズムについて「この用語は主
として民族音楽学で用いられる」と述べられているだけあって，ポリメトリックは民族音
楽で多く用いられている。ここでは諸民族の音楽からのポリメトリック使用例を挙げ，整
理する。まずは，ドイツの音楽学者であるクルト・ザックスの言葉を引用する。

インドネシアやアフリカでは，この対位リズムが，ほとんど他に類をみないほどの
複雑さに到達している。(p.37)
アフリカの太鼓打手たちの息もつかせぬドラム・トッカータは，ポリリズムの頂点
に達するものであろう。(p.38)
もっと信じられないような例が，北部ローデシアにある。(p.38)
インドのリズムの巧緻さについて語るまでもなく，多くの黒人や他の未開人のリズ
ムにくらべると，バッハやモーツァルトのリズムは信じられないほど単純なのである。
(p.40)
（C.ザックス『リズムとテンポ』(1979)より）
このようにザックスは，ヨーロッパ以外の様々な地名を明記し，民族音楽の中にポリメ
トリックの使用実例が確認できることを示している18。ここでは 2 つの譜例を挙げる。
【譜例 10】インドネシア地方の杵遊び

ザックスは「
（必然的に対位リズム counterrhythm である）ポリリズムは順応の最高の形態である」
(p.37)とも言っている。対位リズム≒ポリリズムとしているが，ここで取り上げられているポリリズムは本
稿の分類上のポリメトリックに相当するため，ここでは「対位リズム」及び「ポリリズム」を「ポリメト
リック」と置き換えて解釈して良い。

18
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【譜例 11】北ローデシアのベンバ・ダンス (Bemba dance)

譜例を見てみると，ザックスの主張するように【譜例 10】の「杵遊び」や，
【譜例 11】の
“Bemba dance”が一般的な西洋音楽と比べてどれほど複雑か，という事が伺える。杵遊び
は，第 1 の杵〜第 3 の杵までは 2 拍子だが，第 4 の杵でシンコペーション的なリズムが表
出され，第 5 の杵19が加わる事で完全なポリメトリックになる。一方でベンバ・ダンスは，
それぞれのパートのアクセントが統一されていないだけでなく，歌声は 2 連符が出てくる
など，即座に理解することなどとてもできないような仕組みになっている。全体で見てみ
ると，全て 8 分の 12 拍子の中で収まっており，そのパターンを繰り返すので規則性はある
が，パターンそのものが難解なポリメトリックになっている事に注目すべきだ。
これを「作品」としてではなく，各地方の土着の人々が生活の中で自然に生み出してき
た事を含めて考慮すると，一種の衝撃すら覚える。しかも，これらの例は打楽器を用いる
という共通点があり（つまり音高でフレーズを決定できないので）
，リズムにアクセントを
付けるという行為のみでポリメトリックを形成しているのだ。こういった例こそが，純粋
なポリメトリックと言っても良いだろう。
４．ポリメトリックの効果
これまで見てきたように，様々な音楽シーンで使われてきたポリメトリックだが，なぜ
幅広く使われているのだろうか。ここでは，ポリメトリックを使用することによりどのよ
うな効果があるのかを考察する。
榊原 (1996)は，楽曲の複雑さ（不確定性）を，
「冗長性」（＝特定の刺激内の前後関係か
ら定義される，刺激に内在する不確定性）と「典型性」
（＝音楽の様式上の構造的ルールか
ら逸脱する度合いで定義される不確定性）に分け，音楽の繰り返し聴取が快感情に及ぼす
19 第 5 の杵のパターンを見てみると，16 分音符で「3+3+3+2 3+3+2 3+3+2…」と，複雑な拍子が不規則
に入れ替わっている事がわかる。
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影響について実験・考察を行った。その中で，冗長性の低いものは，初めは嫌悪感を抱い
ても繰り返し聴取のなかで聴者が好んでいく傾向があり，逆に典型性の低いものは，快感
情は繰り返し聴取では変化しづらいことを示している。
ポリメトリックは，突発的に使用される場合は「冗長性」に，楽曲を通して使用される
場合は「典型性」に影響を与えると考えられる。つまり，突発的に使用されるポリメトリ
ックは，聴者が段々と好む可能性を秘めており，楽曲を通して使用されるポリメトリック
は，聴者の快感情の変化と関係性の低い位置づけにあると言える。
このことから実際の楽曲を見てみると，
【譜例 9】の“BAD MOON”は，ポリメトリック
が使用されているのは楽曲の一部のみなので，
「冗長性」と関係する。つまり，
“BAD MOON”
に関しては「聴者が飽きないための工夫」として，ポリメトリックを使用しているという
見方ができる。逆に，曲を通じてポリメトリックを使用する【譜例 8】の『ターキッシュ・
マンボ』は，明らかに認識しやすい拍子から脱却する意図を見て取れる。
「聴者にとってど
うか」という考えよりも，純粋にそれまでの音楽の構造との差別化を図る上で工夫した結
果がポリメトリックとして現れたという見方ができるだろう。トリスターノの音楽が「ア
ヴァンギャルド・ジャズ」として扱われることとも通ずるものがある。
また，谷口 (2000)は，著書の中で次のように述べている。

ここで，これまでに述べてきたこと，すなわち知覚される拍や拍子というものは「心
理的存在である」という考え方を再度思い出して欲しい。それらは発音楽者の側が決
定できるものではないし，メロディの中に物理的に存在するものでもない。あくまで
も聞き手が知覚した結果として心理的に存在するようになる時間単位である。（中略）
つまり，同じ物理的音響情報の入力があったとしても，それがどのように解釈される
のかということは，あくまでもそれを知覚する側によって決められるのである。
（
『音は心の中で音楽になる―音楽心理学への招待―』 p.64）
これを踏まえて考えると，例えば【譜例 3】の『樅の木』を聴いた時，人によっては上声
部の 3 拍子を基準に考える場合もあるし，下声部の 2 拍子を基準に捉える場合もあるとい
う事が言える。ポリメトリックは，聴者の捉える音楽の等質化を防ぐことができるとも考
えられるのだ。いくら拍子が「知覚する側によって決められる」と言っても，ポリメトリ
ックでない音楽（例えば【譜例 1】の『ピアノ・ソナタ ハ長調 K.545』第 1 楽章など）は，
和声や旋律のバイアスが働き（むしろそれらは，聴者が受け取る拍子感覚を等質化させる
働きがあるとも言える）
，聴者の大半が同じ拍子感覚で捉えるだろう。ポリメトリックは和
声や旋律が拍子感覚へ与える応力を拡散させ，拍子感覚の可能性を広げる20（＝様々な聴き
方をできる）ことに寄与しているとも考えられる。
20

なぜポリメトリックが拍子感覚への影響を及ぼすのかという議論は非常に興味深い部分ではあるが，本
稿の主旨の範疇を越えるのでここでは割愛する。
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作者にどの様な意図があるのかはさておき，少なくともポリメトリックには以上の様な
効果があると考えられる。ポリメトリックの種類や使用状況によって，効果が変わってく
る事も合わせて考えると，ポリリズムの類型に留まらずポリメトリックの類型もより実感
を持って理解することができるだろう。
５．結言
本研究を行うに至った発端は，音楽理論におけるリズムの知覚現象を研究している上で，
ポリリズムという語用に関し納得できる整理された情報がすぐに手に入らなかったことで
あった。オンライン上ではもちろん，信頼できるものの象徴である事典でさえこのような
状況であることに疑問を抱いたと共に，強い危機感を覚えた。なぜなら，音楽を専門とす
る我々が言葉を調べようとする時は，ほとんどそれらに頼っているからだ。
本稿では，特にポリリズムの類型について整理・検討することに重点を置いたため，ジ
ャンルが西洋音楽のみに偏らないよう配慮しながら，実例を挙げて考察を深めた。こうし
て見てみると，いかに音楽用語が曖昧で，しかも我々が気に留めることもなくそれらを用
いているか，ということが伺える。言葉尻を捉え，揚げ足取りをするわけではないが，音
楽や音楽教育に携わる者として，
「正確な用語の使用」は当然のように求められる。常に言
葉に対する敏感な感覚を持ち，且つ音楽の現象を楽理的に観察し，客観的な視点から用語
の選択をできる姿勢を身につけておきたいものである。
今一度，本稿の要旨をまとめると以下 3 点に要約される。
①一般的にポリリズムと呼ばれているものには様々な種類がある上に，我々がポリ
リズムだと認識しているリズムは，楽理的側面から見るとポリメトリックに分類する
のが的確である。
②ポリメトリックは西洋音楽のみならず，ポップスやジャズ・フュージョン，民族
音楽など，幅広いジャンルでの使用を確認できる。
③ポリメトリックの使用は，聴者への快感情に影響を与えるだけでなく，作者の主
張やコンセプトを反映している場合もある。また，それの使用により，聴者の「聴き
方」の等質化を防ぐ効果もあると考えられる。
今回取り上げたテーマがたまたまポリリズムであったというだけで，音楽用語には曖昧
なものが多数ある。言葉の意味を調べるだけに留まらず，実際の音楽現象と対比させなが
ら楽理的視点を持って考察することの重要性を示し，本稿を終える。
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『音楽大事典 第 5 巻』
，平凡社 (1983)
13. 谷口高士：
『音は心の中で音楽になる－音楽心理学への招待－』，北大路書房 (2000)
14. 遠山一行，海老沢敏：
『ラルース世界音楽事典』
，福武書店 (1989)
15. 中等科音楽教育研究会：
『最新 中等科音楽教育法〔改訂版〕』，音楽之友社 (2011)
16. 若林忠宏：
『世界の民族音楽辞典』，東京堂出版 (2005)

＜引用譜例出典一覧＞
1. 【譜例 1】
：IMSLP を元に依田が版下作成。
(URL=http://imslp.nl/imglnks/usimg/a/a9/IMSLP56442-PMLP01855-Mozart_Werke_Breitkopf_
Serie_20_KV545.pdf)
2. 【譜例 2】
：IMSLP を元に依田が版下作成。
(URL=http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/c/c0/IMSLP00509-Debussy_-_Preludes__Book
_1.pdf)
：IMSLP を元に依田が版下作成。
3. 【譜例 3】
(URL=http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/cc/IMSLP240085-SIBLEY1802.20890.4
752-39087012831279score.pdf)
4. 【譜例 4】
：IMSLP を元に依田が版下作成。
(URL=http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/3/33/IMSLP00759-BWV0784.pdf)
5. 【譜例 5】
：IMSLP を元に依田が版下作成。
(URL=http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP02179-BWV0871.pdf)
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6. 【譜例 6】
： Score and Parts Management ; Het Utrechts Blazers Ensemble (UBE)
：IMSLP より引用。
7. 【譜例 7】
(URL=http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/cf/IMSLP376843-PMLP09057-Bruckner
_No.4_Score.pdf)
8. 【譜例 8】
：音源を元に小野が採譜・浄書。
：音源を元に依田が採譜・浄書。
9. 【譜例 9】
10.【譜例 10】
：C.ザックス：
『リズムとテンポ』p.38 Ex.8 を元に依田が浄書。
11.【譜例 11】
：C.ザックス：
『リズムとテンポ』p.29 Ex.9 を元に依田が改訂・浄書。

（2015年12月25日
（2016年 3月 9日
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