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【邦訳者前書き】 

 

この日本語訳文は、18 世紀ドイツに生まれたグリーペンケルル
（J.S.バッハの孫弟子にあたる J.N.フォルケルに師事した）の
著述（1819 年に出版された J.S.バッハの「クロマティックフ
ァンタジーとフーガ」の前書き）を現代の著名な演奏家ミクロ
ス・シュパーニさん（Miklós Spányi）が英訳したものを
許 可 を 得 て 和 訳 し た も の で す 。
wwkbank.harpsichord.be/Griepenkerl.pdf 
１９世紀初頭のドイツ語から英訳され、それをさらに私が和訳     

Friedrich C. Griepenkerl  していますので、本来の著者の本意をどこまでたどれたのか懸 
念は⼤きいのですが、⾳楽家・演奏家の皆様であればつたない訳を超えて本来の意をお酌
み取りいただけることと信じます。 
 
＜翻訳の経緯とお願い＞この英文が公開された International Clavichord 誌からはまだ返
事がもらえていませんので１００％の公開は遠慮している状態です。ご承知置きください。 
また、資料を調べているうちに、インターネット上ですでに和訳・発表されている専門家
の記事を⾒つけました。ピアニストの⼤井浩明さんによる「Ｊ．Ｓ．バッハによるクラヴ
ィコード演奏法・教授法について」という記事です。専門家の記事ですので、拙訳で⾳楽
的に︖と思われた場合はぜひそちらをご参照ください。
http://www.geocities.jp/bach_touch/clavichord.html#griepenkerl 
 
和訳に際しての誤訳などは訳者の責任です。特に碩学の皆様のご指摘、ご教示をお待ち申
し上げます。 

２０１０年５⽉ 
野村成人 

ムジカ・アンティカ湘南／(有)コースタルトレーディング 
TEL: 0467-40-4595 
FAX: 0467-40-4596 

MAIL: nomura@coastaltrading.biz 
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【英訳者：ミクロス・シュパーニ氏による前書き】 

 
バッハ・イヤー２０００にあたってクラヴィコード・インター

ナショナルで何を発表すべきかを考えた末、すべてのクラヴィ

コード奏者に向けて下記の文献を紹介する以上に意義のある仕

事はないと思い至りました。 

Miklos Spanyi   フリードリッヒ・コンラッド・グリーペンケルル（Friedrich  

Conrad Griepenkerl)は１７８２年に生まれ、哲学と教育学を修めて生涯にわたって哲学、

数学とドイツ語の言語と文学の教師として活動しました。また、彼はオルガンや鍵盤楽

器を演奏しましたが、彼の名前はむしろペーターズを通して１８４４年に初版が出され

たバッハのオルガン作品の出版で記憶されるようになります。この細心の注意を払って

作られた批判校訂版はしかるべき評価を受け、その後世界中で何世代にもわたってオル

ガニスト達によって使われるようになります。しかし、これにさきだって１８１９年に

グリーペンケルルがバッハのクロマティック・ファンタジーとフーガ別版として出版し

ていたことはあまり知られていません。この版の序文で、グリーペンケルルはバッハ一

門（Bach-Schule)、つまりヨハン・セバスチャン・バッハの息子達や弟子達さらにその

弟子達によって注意深く伝承されてきた鍵盤奏法の細部にわたる解説を述べているので

す。この序文は J.S.バッハが使い、かつ教えた鍵盤（特にクラヴィコード）奏法の真実

のかつオーセンティックな解説であると主張しています。実際グリーペンケルル自身も

ヴィルヘルム・フリードマン・バッハやフォルケルを通して「J.S.バッハの孫弟子」であ

ったのです。(*1) 

フォルケルはヴィルヘルム・フリードマンと接触があり、彼の教えを受けたに違

いありません。グリーペンケルルによればフォルケルは「バッハ・タッチ」を W.F.バッハ

から学んだといいます。したがって、グリーペンケルルは彼が師事したフォルケルからそ

れを継承しました。グリーペンケルルのクロマティック・ファンタジーの出版はフォルケ

ルの演奏を彼が聴いたとおりに提示することが目的となりました。 

 

もし我々がグリーペンケルルの序文が純粋で正統な情報を含んでいるとみなすな

ら（後述されるように、そう考えるべき理由が多々あります）これはバッハのクラヴィコ

ード奏法とその教授法のもっとも重要な情報源であるだけでなく、全ての時代を通じての

クラヴィコード奏法の最⼤の情報源であると言えるでしょう。私はこの最後の点も確信し

ています。もう一つ認めるのは、グリーペンケルルはバッハのクラヴィコード奏法につい

て語っているということです。 
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この序文を注意深く読むと、ここでグリーペンケルルが解説している技法は他の

鍵盤楽器にも適用できるとは言え、クラヴィコードに一番関連深いことがわかります。グ

リーペンケルルの注意深く細部にわたる解説のおかげで、誰でも容易にここで述べられて

いる技法を習得できますし、これを試した人はこの技法がクラヴィコードでもっとも効果

的であることがわかるでしょう。これがうまくいくなら（私はそれを確言できます︕）フ

ォルケルが「クラヴィコードはバッハの好んだ鍵盤楽器である」といった言葉が真実であ

ると受け⼊れるもう一つの（しかも⼤きな）理由になるでしょう。フォルケルの書いたこ

とが一般に思われている以上にはるかに信憑性があることはこのグリーペンケルルの序文

によって明らかになります(*2)。さらに、グリーペンケルルのテキストは、フォルケルの

バッハ伝に書かれたバッハの技法についての解説と完全に一致しています。 

その⼤変な重要性と、近年少なくとも３回は新しいエディションとして出版されている事

(*3)にもかかわらずグリーペンケルルの序文は鍵盤奏者達の間であまり知られていません。 

バッハのオルガン作品集の第一巻の中で、グリーペンケルルがバッハの技法の要約を再度

解説し、またクロマティック・ファンタジーやフォルケルの伝記についても触れているに

もかかわらず、オルガニスト達でさえこの「バッハ・タッチ」についてはほとんど知らさ

れていません。この英語訳版を提供することですべての鍵盤奏者にこの必須の情報源を知

ってもらいたいと願っています。 

 

グリーペンケルルはバッハ・タッチを解説しているだけでなく、それを習熟する

ための実際的な練習法も提供しています。バッハが弟子達に最初に指の訓練を数ヶ⽉続け

させて、その勉強がより魅⼒的になるために⼩曲をいくつも書いたのがインベンションの

起源であるというフォルケルの解説を何度読んだことでしょう。グリーペンケルルの叙述

は、バッハの訓練が実際にどういうものであったかを本当に解説する唯一の情報源です。

またグリーペンケルルはさらに進めて、バッハ・タッチを習得する際に平⾏してどの曲を

練習すればよいかという推奨リストを提供してくれています。このマニュアルは鍵盤教授

法の深い理解を表しています。この⽅法によれば急速な進展を得られることから、本来の

伝統的なバッハ一門から来ていることを確信します。バッハの⾳楽に必要な技法の、かく

も明晰で集中的な習得⽅法を作曲者本人以外の誰が述べることができたでしょうか︖ 

本当にこのテキストを研究することでバッハ・タッチが身につくでしょうか︖グリーペン

ケルルのメソードによれば、少なくともそれに数歩近づくことができます。グリーペンケ

ルルの指導と練習法を実践するクラヴィコード奏者は、安全でしっかりしたタッチ(safe 
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and reliable touch)を身につけることができ、結果として美しく⼒強いサウンドを得られ

るでしょう。私の意⾒では、バッハの時代もそうであったように個人ごとに⼿は違うので

すから、多くの細部での個人的な技法の違いはあるはずです。バッハ一門の、バッハ・タ

ッチを身につけた⾳楽家の人数というのは知られていませんが、１８世紀ドイツでの鍵盤

奏法におけるバッハの甚⼤な影響は否定できません。１８世紀後半のドイツのクラヴィコ

ードを代表する奏者はすべてがなんらかの形でバッハ一門にかかわりがあった、またはサ

クソニー／チュリンゲン地⽅の環境と遺産の中にあったというのは驚くべきことです。J.S.

バッハが作り上げ、教えたタッチが⼤勢の奏者にクラヴィコードをマスターさせ、その繊

細な表現⼒をフルに活かし、それを賞賛させたことには疑いがありません。バッハこそが

中部ドイツでのクラヴィコード奏法の（そしておそらくはクラヴィコード製作の）発展の

父でした(*4)。 

 

バッハのタッチは明らかに当時の一般的な奏法とは異なっていたので「バッハが

モダン鍵盤奏法の父である」という口承は少なくとも一部は真実であるように思えます。

この点についてはグリーペンケルルのテキストは２〜３の必要な叙述しかしていません。

注意深い研究によってのみ本当の中身が⾒えてくるような書き⽅がされています。折に触

れ再読することでより多くを知ることができます。各節の慎重な分析をお薦めします。良

いクラヴィコードを使うことは不可⽋です。 

 

収録してあるグリーペンケルル版のクロマティック・ファンタジアのファクシミ

リ版は、バッハ由来の演奏法の多くを示唆してくれるでしょう。作品についてのグリーペ

ンケルルのコメントや、特にその演奏についてのコメントはとても興味深いものです。た

だし、グリーペンケルル版をもとに演奏されようとするなら、その前に信頼できる新しい

版を参照されることをお薦めしておきます。特にファンタジアについては、グリーペンケ

ルルの狙いは原典にもとづく正しい内容を提示することではなく、フォルケルが演奏する

のを聴いたようにこの作品の本当のパフォーマンスを伝えることにあるからです。したが

ってこの版は「原典」としてではなく、演奏習慣の記録としてのみ使われるべきでしょう。 

「フーガ」の⽅は事実上パフォーマンスについての提案はなにも書いてありませんからこ

の範疇には⼊りません。それはいくつかの些細な点でオリジナルとは異なっており、いわ

ば「⾳楽学的に正しい」版と言えるでしょう。 

ミクロス・シュパーニ 
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クロマティック・ファンタジアの演奏についての⾒解 

Friedlich Conrad Griepenkerl 

 

バッハ・スクールではそのもっとも難しい作品についても、その特徴的なタッチのみによ

って得られる正確さ、ゆとりと自由さが求められます。このタッチについてはフォルケル

の「J.S.バッハの生涯、芸術及び芸術作品について」という⼩著述の中でとても正確にはっ

きりと解説されているので、この事柄について真摯にうけとめて排他的先⼊観のない人で

あれば、たとえ間違った指導を受けたあとであっても例示や口頭の叱責を受けなくとも完

璧に学ぶことができます。この作品の要点は以下です。 

 

⼿の構造は物をつかむようにできています（das Fassen)。ものをつかむ場合には、

親指を含めてすべての指が内側に曲がって、この動きによって内在するすべての強さと安

定を発揮します。これ以外のどういう指の動きであっても、たとえば指を同時に曲げない

で押しつける場合のように、不自然であるか多くの筋⾁を使わないままになります。した

がって、この操作の際の⼿のそれぞれの動きは、その自然な目的にそって調整され、ゆと

りと自由さと確実さをともないます。 

 

上述した⼿のメカニズムは、鍵盤楽器の鍵をたたく際に最⼤限に発揮されます。

２列にならんだ上下の鍵盤は⼆つの平⾯上で上下に並んでおり、それぞれの列の鍵盤はす

べて同じ幅と⻑さを持っています。しかしながら、指の⻑さは不均等なのです。すでにこ

の点で、指先が同一平⾯上にあたるように指を曲げる必要があり、なるべく一直線上で等

距離に置かねばなりません。ほとんどの⼿に対して、指先を完璧に直線に保つのは強制せ

ねばできません。実際、親指の例外を除いては最短の指が最も弱い指であり、鍵盤のメカ

ニズムによって鍵盤の一番外側の端というのが最⼩の努⼒でたたける場所ということにな

るので軽く曲げた状態が有効で、上の⽅にいくとさらに⼤きなエネルギーが必要になりま

す（訳注︓原文だけ⾒ると、「指を軽く曲げて鍵盤をたたく」という意味にも読めますが、文章後半の鍵
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盤のメカニズムについてのコメントでは鍵盤をたたく位置のことを言っており、指先が並ぶラインが直線

ではなく軽く円弧を描くという解釈が正しいように思われます） 対照的に、この位置の⼿がずっと

内側に、それぞれの指先が垂直に(senkrecht)鍵盤に当たるように曲げられて、指から⼿に

つながる関節が沈むのではなく常に⼿⾸、⼆の腕、肘と一線をなすように保持すると意図

する動きには有効でしょう。 

しかし、指ごとに強さとしなやかさは異なるので、意図的な補助が必要です。それなしに

はどんなに最⼤の努⼒を勤勉に払っても、第四指と第五指の弱さという自然な障害は克服

できないでしょう。J.S.Bach はこの補助に⼿と腕の重さを利用することで、誰でも強さを

常に維持したり、強くしたり弱くしたり容易にできることを発⾒しました。どの指であっ

てもこの重さを支えることができます。第四指と第五指も第⼆指や第三指と同じ重さを支

えることができ、それを鍵盤に同じレベルで伝達できます。この点では、それぞれの指に

固有の弾性を活用できます。この弾性と⼿の重みの鍵盤をたたく際の最も基本的な関連が

バッハの芸術における鍵盤演奏のすべてのメカニズムの本質なのです。それは以下の⽅法

でなされます︓ 

 

注意深く計算された腕の重みを支えるように指を一本、鍵盤におきます。固く硬

直させないように。このために意図的に強くした腕の重みがさまたげなければ、指が瞬時

に⼿の中に戻るように常に引きつけているような気持ちで。このポジションには⼿⾸が不

動で、指の第⼆関節よりかなり⾼い位置にある⼿の甲と同じ⾼さに保持されることが不可

⽋です。正しい位置にあるかどうかは、伸びてほどんど垂直に⽴った⼩指と鍵盤に対して

角度のついた親指の位置でわかります(*5)。しかし、この強さを表すには他の関節は使い

ません。肘はゆったりと、鍵盤を押さえていない指は近くの鍵盤から４分の１インチ（訳

注︓約６ｍｍ）ほど離して静かに待機させます。距離が⼤きすぎると必要なゆとりがなく

なり、有害で不必要なテンションが⾼まります。どの指であれ、最初の指の次に⼆番目の

指で鍵盤をたたくとしましょう。その場合、まずその意図を意識してコントロールを始め

ます。⼆番目の指は最初の指と同様に支持できるように待機します。ですから、実際に鍵

盤をたたく前に、弾く予定の鍵盤の上にしかるべきテンションを持って待機していること
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になります。それから前の最初の指が説明したように保持していた支持⼒が最⼤のスピー

ドで⼆番目の指に伝えられねばなりません。このような結果は、最初の指がバネのように

⼿のひらに引きつけられ、同時に⼆番目の指が第一の指と同じ重さで鍵盤の上に跳び降り

ることによってのみ得られます。スピードと正確さと繊細さをもってこのようなアクショ

ンができれば無理なく自由で拘束されない(geistig)⾳が空気中からわきおこるように聞こ

えてくるでしょう(*6)。この部分が本来の目的であって、奏者の妙技の⼤きな要素になり

ます。いま上に説明したようなことを、すべての指で、両⼿で、この連携を保ちながら、

近くでも離しても、あらゆる強弱の変化をともない、緩急もつけ、つっこんだり、もたれ

させたりしながら、繊細さと確実さをもって、余分な⾁体的な緊張は無しで⾏おう(*7)と

いう人は、フォルケルが持ち、彼から学んだ⼤勢がそうであったように J.S.バッハのタッ

チを身につけることになるのです。 

 

初学者でも、より習熟した奏者であっても、この動きの練習を下記のように始め

るとよいでしょう。 

はじめに、⼆の腕の重みが意図的な加圧や解放をしなくても機能してくれるように、肘関

節は完全に脱⼒してリラックスしていなければなりません。その上で、それぞれの⼿で⼆

つの隣接する⾳で練習します。 
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第⼆指と第三指で、ゆっくりも早くも、自由に⾏えるようになるまで練習しましょう。次

に親指と第⼆指で。第三指と第四指で、第四指と第五指で、⼿の位置を変えないで、また

親指と⼩指が短い上段の鍵から逃げないように。（訳注︓⼿の位置を固定したままだと指の

⻑さが短い親指と⼩指がシャープキー／ピアノでいう⿊鍵を弾きにくいので、苦⼿になら

ないように特に練習するようにとの指示かと思います） 

次に第⼆指と第三指に第四指を加えて上昇と下降旋律を下記のように練習しましょう。 

 

 

 

 

 

最初はゆっくりと、楽にできるようになれば序々に早く。このようにして親指に加えて第

⼆指と第三指。第三指に加えて第四指と第五指と加えていきます。それぞれの指のタッチ

の違いがわからなくなるまで、またすべての⾳が完全に均等でかつ独⽴して聞こえるまで

練習しましょう。 

次は４番目の指が必要な⾳型を練習しましょう。 

 

 

 

 

 

親指から始めて、第⼆指、第三指、第四指です。次に、第⼆指から始めて、第三指、第四

指、第五指で。 

これができたら次は五本の指全部で。 
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さらに、どこの鍵盤学校でも⾒られるように、移調して弾きましょう。 

 

短い上鍵盤（訳注︓シャープキー、ピアノの⿊鍵のことと思われます）のタッチは、格別

に訓練が必要なので、次の⾳型を活用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にすべてのスケールとアルペジオを練習しましょう。 

左⼿も対応する指で同様の訓練を⾏います。最初は左⼿だけで、次に右⼿といっしょに(*8)。 

 

親指を使わずにそれ以外の４指の練習をする際にも、親指は決して鍵盤⾯より下

にぶら下げてはいけません。むしろ反対に、鍵盤の上に、すぐに弾ける位置にとどめまし

ょう。さらに親指、第⼆指、第三指の３本の練習をする場合に第四指と第五指は空中に突

き出したり、⼿のひらに握り込んだりしないように。こういう場合はこの⼆指も鍵盤の上

に適当な距離をたもって静かに待機させます。 

 

以上の全体の準備は熱意と才能をもって適切に⾏われるならば初心者であっても

⼆ヶ⽉以内でこなせるでしょう。しかし、その後Ｊ．Ｓ．バッハ自身によってかかれた練

習用の曲を選んで練習しましょう。なぜなら、他には左⼿に旋律を弾かせる作曲者はほと

んどいないからです。最も適した曲は、⼆声のインベンションの１番と６番。それから１

２番、１１番、５番(*9)。またクロマティック・ファンタジアの３２分⾳符の旋律や、他

の似たようなものも良いでしょう。 
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しかし、練習しようと思う曲は事前に注意深くよく⾒てください。まず最も楽に

弾ける最適の運指を考えて、何一つ場当たりで弾くことのないように、また初めて演奏す

る際にも問題なく全曲を弾き通せるようにゆっくりとしたテンポで始めてください。練習

を継続すれば、早く演奏することは自然にできるようになります。さらに、最初の曲の難

点が完全に克服できるまであせって次の曲に移らないように。こういった指示に従えない

人は、演奏途中でひっかかったりする上に、習得期間を倍増してしまうでしょう。決して

自由に、確実に、自信をもって弾くようにはなれないでしょう。 

さらに、はじめるには、クラヴィア(*10)はフォルテピアノよりも数段優れています。なぜ

ならすべてのミスタッチを容易に聞き取れるし、楽器に頼るよりも奏者に頼る部分が⼤き

いからです。フォルテピアノの場合は、タッチは同じで良いし、より不注意な演奏でもひ

どい結果につながりにくいので、フォルテピアノへの移⾏は難しくありません。 

 

しかし、もしあなたが本当に真剣に⾳楽的な研鑽をつもうとか、Ｊ．Ｓ．バッハ

のすべての鍵盤曲はどれ一つとして除外したくないと思われるなら、⼤曲にとりかかる前

に彼の初心者向けの曲を習熟すべきです。初心者向けの曲というカテゴリーでは、上記す

べての、初心者向けの６つの⼩前奏曲、１５曲の⼆声のインベンション、１５曲の三声の

シンフォニアがあり、この順にマスターしましょう。この３６曲をいちどきにマスターし

た人は良い鍵盤演奏家であると自負してよいし、新旧の鍵盤曲の中で難しいものはほとん

どないでしょう。Ｊ．Ｓ．バッハの４声と５声のフーガだけはさらに鍛錬が必要でしょう

が、それは彼の４声のコラールを注意深くじっくりと演奏することによって身につけられ

るでしょう。 

ここまでのところではこれで十分でしょう。しかし、ここでバッハ自身のタッチのことを

お話しましょう。それは最も優美な演奏には⽋かせないものですし、それなしには特にク

ロマティック・ファンタジーとフーガは適切な演奏ができないものですから。 

 

タッチは、しかしながら、言葉の発⾳と⽐較されます。美しい⾳楽的な表現は、

明晰さ、正確さ、安定感、演奏すべてにわたるゆとりとコントロールなど以上のものが必
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要です。Ｊ．Ｓ．バッハの楽曲の⼤半は永遠の芸術作品と言えます。したがって、純粋に

客観的にあつかわれるべきなのです。演奏にあたっては、いかなる感傷、情動も交えない

ように、さらに流⾏に流されたり、主観的、個人的であったりしてはいけません。芸術そ

のものの作用によって自分の心を動かされるような感受性や鍛錬の成果もなく、現在や特

定の時代の表現⽅法をあてはめたり、自分の感受性や感覚の範疇にあてはめてしまう人は

まさに間違いなくそうやって作品をゆがめたりスポイルしたりしてしまうのです。とはい

え、純粋に客観的な芸術表現というのは最も難しいことで、ごく少数の人のみが理解し、

達成しうることです。同様にして、慎みある理解と美しい芸術作品の中に埋没する純粋な

喜びのかわりに、しばしば偽りのてらいを引き起こしてしまいます(*11)。上記のことは特

にクロマティック・ファンタジーについて言えることです。この曲を初めて弾く鍵盤奏者

は誰でも自分の感覚を信じられなくなるのも無理はありません。この曲をこなすには、タ

イトルページで示された伝統に対応したアドバイスを受容せねばならないのです。 

 

これらの伝統については、言葉や記号で可能な限り、また私たちの非才が許す限

りここで忠実に採録します。しかし、多言を省くために申し上げますと、ここで述べられ

ることを賢明に活用しようという人には誰もが現在の版と以前の版とを一⾳一⾳⽐較され

ることをお薦めします。そこで⾒られる差異は、ぶしつけな改善ではなくて途切れなく受

け継がれてきたパフォーマンスを示唆するものと受け止めてください。 

ファンタジーの最初の２ページと３ページ目のアルペジオまでは、安定したかなり早いテ

ンポで、できるだけ明るく軽く、鮮明に、⾳をまぜあわせないように、間違いようのない

和声の感覚にしたがって序々に強く、また弱く演奏されます。最初のアルペジオに至る、

三連符に分散されるニ短調の和声による一時的転調の部分だけがゆっくりと始まって、ア

ルペジオを弾きたい早さに至るまで序々に早まっていくのです。他のアルペジオに挟まれ

たパッセージについても同様のことがあてはまります。 

 

Ｃ．Ｐｈ．Ｅ．バッハの著作「正しいクラヴィーア奏法への試論」(Der wahre Art, 

das Klavier zu spielen)によれば白い⾳符で示された和声のアルペジオは、弾いた後の指は
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鍵盤上にとどめたままで、それ自体を分散して⼆回上下に演奏されるべきとあります。し

かし、アルペジオでは和声をただ一回上下するだけで、さらに各アルペジオの帰結和⾳は

一回上⾏するだけのほうが良いように思われます。指を鍵盤上に残しておくべきというこ

とは「レガート」ということばを付け加えることで示されます。安定した繊細なタッチ、

はっきりした和声感にもとづいたほとんど気づかれないような早さと強さの増減の陰影、

なににもまして和声の優美なつながりが必要なことは言うまでもありません。後者につい

ては、遷移は主に第⼆声、前の和声の下から⼆番目の⾳から次の和声の第一⾳に導かれる

のが普通ですが、常にこうでなければというわけではありません。先⼊観(Vorurtheil und 

Leichtsinn)なしにこれらのアルペジオを研究する人なら誰でもこれらのことはわかります

し言葉で表された以上のことを理解するでしょう。⼆分⾳符の間に挿⼊された符鉤を一⾒

して多くの人を混乱させるかもしれません。しかし、唯一の合理的な解釈で難点は氷解し

ます。つまり、ここでは⼩節線は無視してよく、符鉤は和⾳全体を書くのではなく変化す

る一⾳だけを書いた速記法にすぎないのです。 

レチタティーボは適切な⽅法で奏されるとみなされています。しかし、ここに示されるよ

うな⼩さな⾳価の符は早いテンポに導きがちです。そのために、ここではこれらの⾳価は

⼩節が正しい値に総和されるように選ばれたにすぎないと補足する必要があります。ここ

では外から⾒えるリズムは思考の内側のリズムとは⼤きく異なります。そこで、短⾳価の

⾳符は隣接するより⻑い⾳価の⾳符と同等か、たとえば最初のレチタティーボの最後の六

十四分⾳符のようにそれ以上にゆっくりと演奏する。各レチタティーボ楽句の最初の⾳は

短く記載されているが、付点や緊張した演奏をさせようというわけではなく、ただ単に各

楽句がアップビートで始まり、したがって⼆番目の⾳にアクセントが置かれるということ

を示すためです。レチタティーボ楽句を分けかつつないでいる単和⾳は、感覚に従って強

弱や緩急をつけてしっかりしたタッチで低⾳から上に向けて分散して奏します。その他の

ところは、真摯に芸術をきわめようとする人には、ほとんど過剰なまでの指示であきらか

になるでしょう。 

持続低⾳(organ point)では、⼩節線無し（senza misura)から明らかなように、完璧に、

この芸術と同様のパフォーマンスに精通した奏者のみができるように、最も自由に演奏し
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ほとんど思うがままに装飾をつけることができます。Ｊ．Ｓ．バッハ自身がこのような装

飾を和⾳に挟まれた独⽴した⾳型で示しています。⼩さな⾳価では、フォルケルが時折演

奏し学んだような様式を⾒ることができます。どちらをとったとしても適切な自由な装飾

の範囲はせまくなる。目が弱い人のために言っておくべきだと思いますが、この終結楽句

(concluding passage)の主眼はこれらの間奏ではなくて和声の上で半⾳ずつ降りてくる⼋

分⾳符なのです。ですから、すべての間奏はその⼋分⾳符に向かってよりかかるべきで、

間奏自体で完結するようなものとみなしてはなりません。最後に、結びの和⾳は上から下

に向かって、序々にゆっくりとなるように分散します。 

フーガについては⼆三の修正とコメントをいれるだけで十分でした。テンポはよ

り新しい鍵盤曲と同様に固定されていました。いくつかの誤植は訂正され、以前のスタイ

ルでは単純に難しかったところが注釈をいれることで演奏しやすくなりました。この曲を

技巧と正確さをもって自由に弾きたいと願うならばＣ．Ｐｈ．Ｅ．バッハが「最善の指は

最も楽に楽句を奏することのできる指だ」と言った彼の父から学んだ運指法に習熟すべき

でしょう。 

親指と⼩指を、有用で必要である限り頻繁に短い上鍵（訳注︓半⾳鍵）に持って

⾏くべきです。多くの一⽅的な新しい理論家たちのルールに反してそれぞれの短い指を⻑

い指の下に、それぞれの⻑い指を短い指の上に置くべきです。Ｊ．Ｓ．バッハは⼆声のイ

ンベンションの第五番目の曲のように、こういった指使いの練習のための曲をいくつか書

きました。これは親指と⼩指を上鍵盤に慣れさせるでしょう。さらに、バッハの鍵盤用⼤

作の中で、この指使いなしに容易に演奏できる曲はほとんどありません。 

最後に、ドイツ人の心からわき出た最良の芸術の一つについての、この演奏法の

解説に対して誰も腹を⽴てないでくださるように祈念します。どなたであれ、中途半端な

記述や遺漏や間違いを⾒つけた場合はこの類い希な芸術への愛情と暖かい気持ちを込めて、

どうぞ正直に、強く譴責してください。こういった事柄には純粋な解説が必要ですし、我々

の⽴場としては心からの感謝を込めてお受けいたします。 

１８１９年４⽉１０日 ブラウンシュヴァイクにて 

Ｆ．グリーペンケルル 
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【英訳者シュパーニ氏による注釈】 

(*1) Johann Nikolaus Forkel 生１７４９年。⾳楽史研究家、理論家、作曲家、鍵盤

奏者そしてクラヴィコードの熱心な擁護者でした。彼の最も有名な著作は１８０２年にラ

イプチッヒで出版された、バッハの伝記としては最初のものである「ヨハン・セバスチャ

ン・バッハの生涯、芸術と芸術作品について」です。 

(*2)クラヴィコードがバッハの好んだ鍵盤楽器であるというフォルケルの叙述はしばしば

疑義をはさまれてきました。しかしＷ．Ｆｒ．とＣ．Ｐ．Ｅ．バッハ（フォルケルは彼ら

から情報を得ています）が彼らの父親についての間違った情報を伝えたというのは（しば

しば言われたことではありますが）ありそうもないと思います。Ｊ．Ｓ．バッハのこの⼆

人の偉⼤な息子達は彼らの父親と父親が達成したすべてのことを敬愛していました。バッ

ハの息子達が父親の遺鉢を継ぐことを拒否して、頑固に新しいテクニックとスタイルにこ

だわったという伝説は、息子達にさえ反対された誤解された天才としてＪ．Ｓ．バッハを

描こうとしたロマン派時代に作られたものです。これが後にハープシコード奏者達をして

フォルケルの叙述を疑わしめ、クラヴィコードで演奏しようとさえせずにバッハの⾳楽の

中で占めるクラヴィコードの重要さを否定させてしまうのです。（ハープシコード弾きのお

仲間達、お気の毒です） 

(*3)エヴァルト・コーイマン(Ewald Kooiman): Bachs Klaviertechniek, in: Het orgel

誌 79, 1983 (No.1); エヴァルト・コーイマン: Eine Quelle zu Bachs Klaviertechnik, in: 

Ars Organi 誌, 31. Jahargang, 1 巻, march 1983; 及び、クェンティン・フォークナー

(Quentin Faulkner), Griepenkerl on J.S.Bach's Keyboard - A Translation and 

Commentary, in : The AmericanOrganist 誌, Vol. 22, no 1, Janurary 1988, pp. 63-65 

(*4)「バッハ・タッチ」は、１７世紀から１８世紀初頭にかけての⼩型のフレッテッドタ

イプのクラヴィコードの場合には、⼤型の太い弦が張られたクラヴィコードに⽐べてはっ

きりしません。バッハの、演奏技法への新しいアプローチは、明らかに１７２０年から３

０年にかけてのクラヴィコード作りの変化に対応したもので、おそらく同時にそれを促進

したことでしょう。 
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(*5)これは、⼿⾸を⽐較的⾼い位置に置くことになります。バッハの技法では腕の重さを

活用することが必須となります。このメカニズムを試すには、最初に不自然なぐらい⾼い

位置に座ってみる、またはいっそ楽器の横に⽴ったままで弾いてみるとよいでしょう。腕

の重みを感じて弾くことができるようになったら椅子に座ります。さらに、使っているテ

キストに要求される⼿と腕の位置に来るまで序々にシートを下げていきます。しかし、腕

の重さを使うのは同様に︕ 

(*6)このタッチの結果のすばらしい強い⾳は、タンジェントと弦とのとてもしっかりした

コンタクトによるものです。常に腕の重みを使うことによって、アタックからリリースま

で同じ⾳を保証してくれます。これはまた⾳のクォリティにも影響しますし、不要なピッ

チの変化（上昇）をもとりのぞいてくれます。 

(*7)つまり、おそらくモダンピアニストがそれを練習するのに似た分散和⾳の上⾏、下⾏。 

(*8)すべてのバッハのエクササイズはとても単純に⾒えますが、その結果はすばらしいも

のです。初心者にバッハタッチの⼿ほどきをしますが、しかし上級者にとっても毎日やコ

ンサート前のウォーミングアップにも効果的に活用できます。 

(*9)⼆声のインベンションの中の実に多くのモチーフ要素が上記のエクササイズに密接に

関連しているのには実に驚かされます。これはまた、フォルケルがバッハはインベンショ

ンの指の訓練から作り上げたという叙述をうらづけるものです。 

(*10)つまり、クラヴィコード 

(*11)「グリーペンケルルの文章は、バッハ一門の伝統を述べているのではなくバッハの⾳

楽を演奏することについてのロマンチックな観点を述べたにすぎない」という人はこれら

の文章に照らし合わせて考え直すべきです。 

 

Fini 

 


