
J.S.Bach 作曲 無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調（BWV1011）より
第2曲アルマンド 第4曲サラバンド 第5曲ガボットⅠ／Ⅱ
J.S.Bach 作曲 無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調（BWV1012）より
第1曲プレリュード ～演奏に取り組んで（小さい手のための）～

白 石 景 一

Allemande, the second movement, Sarabande. the forth movement and Gavotte I/II, the fifth
movement from the fifth Cello Suite in C minor

by J.S. Back (BWV 1011)

Prelude, the first movement from the sixth Cello Suite in D major
by J.S. Back (BWV 1012)

~Playing approach (For small hands)~
Keiichi SHIRAISHI

キーワード：バッハ、無伴奏チェロ組曲、奏法

はじめに
J.S.Bach 作曲無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調

（BWV1011）より第2曲「アルマンド」第4曲
「サラバンド」第5曲「ガボットⅠ／Ⅱ」と同じ
く、J.S.Bach 作曲無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調
（BWV1012）より第1曲「プレリュード」の演
奏に取り組んだ経験を基に若干の報告をする。
九州公私立大学音楽学会において、J.S．バッハ

作曲の無伴奏チェロ組曲に取り組み発表してきた。
以下は、当学会において演奏発表したプログラム
である。
第33回 第2番（プレリュード、アルマンド、

ジーグ）平成13年10月（2001）
第34回 第1番（プレリュード、アルマンド、メ

ヌエットⅠ・Ⅱ）平成14年10月（2002）
第35回 第3番（プレリュード、サラバンド、ブ

レーⅠ・Ⅱ）平成15年10月（2003）
第36回 第4番（プレリュード、アルマンド、クー

ラント）平成16年10月（2004）
第37回 第5番（プレリュード、ジーグ）平成17

年10月（2005）

第38回 第5番（アルマンド、サラバンド、ガボッ
トⅠ・Ⅱ）平成18年10月（2006）

第40回 第6番（プレリュード）平成20年10月
（2008）

1．無伴奏チェロ組曲について
バッハの無伴奏チェロ組曲は、組曲第1番から
第6番まですべてが「古典組曲」の形式で作曲さ
れている。1717～21年にケーテンにて作曲。バロッ
ク時代に生まれた「古典組曲」の形式は一曲目に
前奏曲などを置き、その後に古い舞曲を数曲並べ
たもので、標準的なパターンは、以下の6曲から
なる。
第1曲 プレリュード 1650年頃から前奏曲は他
の特定の楽曲と結びつけて作曲されるようになっ
た。すなわち組曲ないし組曲風の作品の冒頭にお
かれて、導入的役割を果たすことになった。即興
的に自由な形式でつくられたものが多い。
第2曲 アルマンド 1550年頃現れたゆるやかな
2拍子系の舞曲。ドイツのライゲンから発達した
ものといわれ、1600年頃まではアルマン、アルメー
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ヌと呼ばれていた。バッハ時代には実際には踊ら
れなくなり、様式化された舞曲となって組曲の第
1楽章に採用された。ゆったりとした4分の4拍
子で短いアフタクトを持っている。
第3曲 クーラント フラ ン ス 語 の「走 る
couriri」に由来する軽快な3拍子系舞曲。16世紀
に起こり、17世紀中頃には組曲中の1曲となった。
第4曲 サラバンド 起源についてはスペイン、
アラブ、メキシコなど諸説がある。17，8世紀にヨー
ロッパで流行したダンス。緩徐な4分の3拍子や
2分の3拍子の荘重な舞曲。後に古典組曲の一楽
章となった。
バッハがのこした6曲の無伴奏チェロ組曲は、

その原型や影響を受けたと思われるような曲もな
く、チェロの歴史の中で特異な現象であるばかり
でなく、わずかな重音を伴った単旋律音楽からこ
のような偉大な音楽が書かれたということは素晴
らしいことである。しかしこの組曲は、現在でこ
そ「チェロ音楽の旧約」、チェリストにとっての
「神器」とまでいわれ、音楽作品として最高の評
価を与えられているが、バッハの多くの作品と同
様、これらは彼の死後長い間世に埋もれ、19世紀
中頃バッハに再認識の気運がが盛り上がった後も、
なお陽の目をみなかった。これらは演奏がむやみ
にむずかしいばかりでなく、少しも弾きばえのし
ない「エチュード」のように考えられていたので
ある。それが実は珠玉のような美しい音楽である
ことが一般に認められるようになったのは、20世
紀の巨匠カザルスが、これらの音楽的な美しさを
発見し、自らの手で見事に再現してからのことで
あった。現在ではチェロ音楽の逸品として、あら
ゆるチェロ奏者がこれを最後の目標とまで仰いで、
だれひとりとして例外なくその完璧な再現を目指
している。なお、この組曲はオリジナル版のほか
に30ほども校訂版があり、演奏者によってもかな
り細部に異なるところがある。（「バッハ無伴奏
チェロ組曲全集レコード解説書東芝音楽工業株式
会社1972」より引用）
1．2 第5番ハ短調（BWV1011） 特徴は、A弦
を長2度下げてG音に調弦するように求めた上
で、作曲されていることがあげられる。現在一般
的には普通の調弦（CGDA）で演奏され、今回の
発表に於いても普通の調弦による。ハ短調の和音

が演奏しやすいようにスコルダトゥーラ（変則調
弦法）を用いているため、これを普通の調弦で演
奏すると、和音奏などで技術的に困難になる箇所
が出てくる。楽譜上で編者がすでに和音を変えて
いる場合もある。手指の小さな奏者にとっては大
変難曲となるが、できる限り楽譜に書いてある音
楽を壊ささないように演奏する方法をこころがけ
た。また第5番はハ短調であり、第4番もそうで
あったようにAs, B, Es が頻繁に出てくるため、
手指の小さな奏者にとっては更に厳しいものが
ある。
現在では、様々なチェリストの演奏をC.Dな
どで聴くことができ、それを比較検討しながら良
いところを取り入れたりすることができる。しか
し昔は名チェリストといえどもできなかったこと
であり、その点に於いて、今日の我々は大変有利
だといえよう。その反面、個性的で独創性のある
演奏や新鮮な演奏はより困難になっていくのかも
しれない。今後もやはり、自分の音楽に対する感
覚、思想などを見失わないように取り組んでいき
たい。
1．2．1 第2曲「アルマンド」 きわめてフランス
的で、付点リズムと緊張感をたたえた調性（ハ短
調）が悲壮感をもたらし、ハーモニーの微妙な変
化にいっそうの輝きを与えている。
1．2．2 第4曲「サラバンド」 終始同じリズムで
進行するが、各小節の第2拍に前打音が置かれて
いたりするので、サラバンドの特徴をよく出して
いる。穏やかに起伏する8分音符の流れの間から、
人間の深い悲しみと穏やかな訴えの気分が漂って
くる。
1．2．3 第5曲「ガボットⅠ/Ⅱ」 いずれも二部
形式でそれぞれ反復される。ガボットⅠでは重奏
音がポリフォニック効果を加えるが、明快なリズ
ムが舞曲本来の性格を維持している。ガボットⅡ
は対照的で、3連8分音符の流れるような動きに
特徴がある。ガボットⅠの後でガボットⅡがダ
カーポされる。

（「バッハ大全集2 東川清一他Grammophon J.
S.Bach EditionCD解説書音楽之友社1995」より
引用）
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1．3 使用楽譜について ベッカー版（1911年）・
アレグザニアン版（1929年）・ヴェンツィンガー
版（1950年）・フルニエ版（1972年）・ジャンドロ
ン版（1983年）などを比較しながら、音楽的・テ
クニック的・音響的などの観点から、最もふさわ
しいと思われるボウイングやフィンガリングを試
行錯誤し取り組んだ。
1．4 楽譜を基に解説と工夫 以下は、演奏上留
意したボウイング、運指、アーティキュレーショ
ン、弦の選択などについて、あるいは問題点など
について「アルマンド」「サラバンド」「ガボット
Ⅰ／Ⅱ」を、それぞれ曲の冒頭譜をもとに若干の
解説と工夫を加えたものである。

第2曲「アルマンド」

・冒頭アフタクトCが8分音符にならないよう
に注意する。

・1小節1拍の重音は拍内に収まるようにする。
（CGを装飾音にしない）

・1小節2拍タイの後B As Gは弦を跨がずにⅡ
弦でとる。

・2小節1拍Esは始まりの音、Cは終わりの音
として意識する。

第4曲「サラバンド」

・あまり遅くならないように3拍子を意識して演
奏する。

・1小節2拍目のH Gを丁寧に、少し弓を遅く
していく。

・1小節＋1小節＋2小節を意識する。
・音程に気をつける。（C moll・F moll の主音・
導音など）

第5曲「ガボットⅠ」

・冒頭は変則的指使い。（Esの響きが少しでも切
れないため）練習の過程で変更する能性もある。
・1拍目強拍を意識する。
・2小節4拍目からのAs Es F は P（ピアノ）。
・3小節目は4小節目に向けてクレッシェンド
・3小節2拍目と3拍目の8分音符は切れないよ
うに。

第5曲「ガボットⅡ」

・テンポは、「ガボットⅠ」のテンポを守る。
・3連符はかなり速くなるが指をばたつかせない。
・冒頭の3・4拍の3連符は弓多く、1小節1拍
目タイGは弓少なく。
・2小節目からは弓根（Fr.）弓先上がりを意識
する。

2．無伴奏チェロ組曲第6番
普通のチェロ（4弦）にE音を加えた5弦の

小型チェロ、ヴィオロンチェロ・ピッコロのため
に作曲されたとされている。現在は普通のチェロ
で演奏されるが、作品の音域が1／4も広いため
に演奏が非常に難しい。バッハが、チェロの演奏
技術の可能性拡大に努力したことは第5番とこの
第6番からも伺える。第5番は、A弦をGに下
げて調律することを要求した。また第6番は5弦
の小型チェロのために作曲した（彼が特別に考案
した5弦の楽器ヴィオラ・ボンボーザのためとす
る説もある。5弦の小型チェロでは第1ポジショ
ンでチェロより1／4拡大され、彼はこの組曲の
あらゆるところで新しく獲得した自由を利用して
いる。第1曲プレリュード（前奏曲）は、規模が
大きく雄大な楽想は、豊かな広がりを作り出す。
冒頭の主題はその後も頻繁に現れる。終わり近く
になると激しく上下するアルペジョを経て感情は

J.S.Bach 作曲 無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調（BWV1011）より 第2曲アルマンド 第4曲サラバンド 第5曲ガボットⅠ／Ⅱ
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次第に昂揚する。

（譜例1）

（譜例1）は、プレリュードの冒頭の部分である。
本曲も4／4拍子ではなく12／8拍子であることを
まず踏まえることが大切であると考えた。3×4
＝12ではあるが、3連符ではなく、8分音符一つ
一つを拍として感じながら奏したい。1小節目と
2小節目は同型反復であるがこれをエコーとして
演奏するかどうかであるが、3小節目に向かって
の高揚感あるいは、和声的流れを効果的にする観
点からむしろクレシェンドで演奏したい。しかし、
初めから興奮しないように心がける。テーマの提
示ははっきりと明快にするべきと考える。

（譜例2）

（譜例2）は、23小節目からのE音を中心に刺
繍的なパッセージで経過的な部分だと思うが、運
指についてはジャンドロン版を採用した。（運指
など基本的にはジャンドロン版を使用した）フル
ニエ版、ヴェンツィンガー版、アレグザニアン版
などはE·E 音を異なる弦で奏するように要求し
ている。音楽的には当然のことであるが、物理的
に指が届かない者にとっては、ジャンドロン版は
正に救い主のようである。指を変えることによっ
て同音のニュアンスを変えたい。

（譜例3）

（譜例3）は、ソナタ形式にたとえると展開部に
相当する部分ではないか。左手指は残せる箇所で
はできるだけ残すように心がけた。

（譜例4）

（譜例4）は、展開部の結尾に相当する部分では
ないかと思われる。つい急ぐ癖があるのであわて

ないように心がけ、また、「弓先上がり」も意識
したい。

（譜例5）

（譜例5）は、結尾部分での和音奏（98小節7拍
目から）である。弓先上がりで弓を持ったまま手首
をこねずに腕をそのまま上げるように心がけたい。
無伴奏6番プレリュードの使用楽譜についても、
ベッカー版（1911年）・アレグザニアン版（1929
年）・ヴェンツィンガー版（1950年）・フルニエ版
（1972年）・ジャンドロン版（1983年）などを比
較しながら、音楽的・テクニック的・音響的など
の観点から、主にジャンドロン版を使用しながら、
最もふさわしいと思われるボウイングやフィンガ
リングを試行錯誤し取り組んだ。

おわりに
これから、年齢を重ねるたび、特に指の柔軟性
や力の衰え、また、関節痛など様々な支障をきた
すことになるであろうが、そのような中でもまた、
小さな手指であっても可能な奏法を探って研究を
続けて行きたい。
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