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ユニークな岩刻壁画で有
名なゴブスタン国立保護
区の近くに「ガバル・ダ
シー」があり、その上に
石打撃で原始人の踊り儀
式が従われた。古い家庭
用品に異なる楽器の描写
はアゼルバイジャンの様
々な地方に行われた考古
学上の発掘の時に発見さ

れた。このすべてのデー
タは描写の古代の起源に
ついて証明している。最
初から原始的な楽器は時
がたつと完全になりつつ
我々が今これらを見るよ
うな形で、現代まで改善
されてきた。または、そ
れぞれの演技者は手に持
っている楽器を自分の「

財宝」、自分の「誇り」
だと思う。
楽器の組み立てや音響
に基づいて民族の音楽思
考、その美的なセンスに
ついて判断することがで
きるのである。それらの
各々が社会的・文化的・
精神的な要求に応じて創
造されたわけである。

アゼルバイジャンの楽器は民族の財産と文化の
重要な担い手でありながら特色ある外観と音で
秀いる。

アゼルバイジャンの楽器は
世界を征服する

サアデット・アブドラエヴァ
芸術学博士・教授
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物質的な文化の記念碑、
歴史記録、中世の音楽学
者の学術論文、民間伝承
芸術のサンプル、詩の古
典作家の作品、中世の書
物ミニチュア、壁画、旅
行者の原稿及び博物館の
様々なコレクションはア
ゼルバイジャン領土に異
なる時期に90つまでの楽
器の普及について証明す
る。
音の発生源とその引出方
法を考慮する採用された
分類体系に応じて32つの
弦楽器の中で26つは撥弦
楽器だった（サーズ、ア
ーガヌン、バーバット、
ゴプーズ、タンブール、
タール、ダンプール、ド
ンガール、カーヌーン、
ムグニー、ヌズハ、オザ
ン、ルバーブ、ヌズハッ
ト、ルード、ドタール、
セター、チャータル、パ
ンジャタール、シェシ
タール、ウード、チェヘ
スデーフ、チョグール、
角のチェング、シェシタ
イ、シェシハナ）。楽弓
サブグループにケマンチ
ャ、ケマン、チャガナー
グ、チャガネが入ってい
て、サントールとチェン
グはスティックの打撃に
よって発音した。23つ
の管楽器の中で9つは金
管楽器サブグループに入
っている（ネイ、クスー

ル、トゥテッキ、ヤン・
トゥテッキ、ナイ、ムシ
ガール、ミズマール、ケ
レナイ、ブーブッグ）。
木管楽器サブグループは
シュンスー、バラバン、
シュンスー・バラバン、
ツルム、トゥルム、ズル
ナ、アルガン、シャプビ

ールから成っていて、マ
ウスピースサブグループ
はブッグ、ブーグ、ガフ
ドゥーム、カラナイ、ネ
フィール、シャー・ネフ
ィールとシェイプールか
ら成っている。16つの膜
鳴楽器中で11つは片面で
（ガワール、ゴシャ・ナ
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ガラ、ダイラ、デーフ、
ジフト・コス、ドゥンベ
ック、クース、マズハー
ル、ナガラザン、テビー
ル、テビール・バス）
、5つは両面であった（
ダウール、ドフール、ド
ンブール、ナガラ、タビ
レ）、すなわち片面か両
面から皮革製の響板で覆
われた。16つの体鳴楽器
の中で11つは打奏体鳴楽
器に（ガシゲッキ、ゼン
グ、ジーリ、ジンギロー
フ、カサ、ラッグチー、
シンジ－、テシト、チャ
ン、チェレス、シャー・
シャー）、5つは摘奏体鳴
楽器に（グムロー、デラ
イ、カマン、サファイー
ル、ハルハル）、アギー
ズ・ゴプーズは吹奏体鳴
楽器に属している。その
他に、サイズによっては
楽器の様々な種類があっ
た。大きいサイズのサー
ズは「バシ・タワール」
それとも「アナ・サズ」
、中サイズは「タワー
ル」、「オータ・サズ」
及び小さいサイズは「ジ
ュレ」、「バラ」、「
キチック」サーズと名付
けられた。ズルナの異種
は次の順序で立った：バ
シ・タワール、ジュレ、
オータ・ジュレ、アヤ
グ・ジュレ。大きいボデ
ィを持っているナガラは

「クース」、中サイズの
「ゴートゥグ・ナガラシ
ー」、小さいのは「ジュ
レ」と呼ばれた。
上述した所によりアゼル
バイジャンにおいては弦
楽器がもっと普及されて
いたことが分かる。そん
なことはムガーム、アシ
ーグメロディと歌曲の音
楽ジャンルの演技の際主
にその楽器の使用につな
がっている。現代では弦
楽器の中でタール、サー
ズ、ガヌン、ウード、ダ
ンブールとケマンチャだ
け使われている。他は歴
史にわたって忘れられ、
順不同になってしまっ
た。共和我が国における
音楽文化の発展のために
都合のいい事情のおかげ
で回復に対して関心が起
きた。そしての方向で既
に具体的な措置がとられ
ている。このように、ウ
ゼイル・ガジベイリ―の
名のバクー音楽アカデ
ミーに開設された「昔の
楽器の回復と改善」とい
う研究所ではメジヌン・
ケリムリーの指導でルー
ド、ルバーブ、チェン
グ、バーバット、ゴプー
ズ、チョグール、チャガ
ナーグ、シルワンのタン
ブール、サントゥール、
ヌズハが回復され、主要
なことはこれらに基づい

て古代の楽器アンサンブ
ルが創立された。アゼル
バイジャン国立コンセル
バトワールにある「国民
楽器の改善」研究所に（
指導者のアッバスグル・
ネジェフザデ）バラバン
の家族（バス、テノー
ル、ピッコロ）、バスの
ケマンチャとサントゥー
ル、ガヴドームと半音段
のラグッチやコースが作
成された。時間を過ぎて
この楽器の多くは伝統的
になると違いない。
現代では撥弦楽器の中で
最も広げられていて鳴り
響くのは865〜890ミリメ
ートルの長さを持ってい
るタールである。タール
は表面から８の字形に似
ているボディ（チャナー
グ）、頚部、頭と糸巻き
から成っている。ボディ
は桑属、頚部と頭はくる
み、糸巻きは梨木から作
られる。ボディの片開き
である響板に有角家畜の
心膜それとも鯰の胸部の
皮が伸ばす。タールは19
世紀後半この楽器妙技の
演奏者とムガームの博識
家である民族の間サディ
ーグジャンと知られてい
るミルザサディーグ・ア
サドオグリ―（1846-1902
年）によって改善され
た。彼の仕事の前に6つ
の弦を持った。彼はまず

芸術
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弦の数を18まで増えて、
後で13に縮小した。アゼ
ルバイジャン音楽の17段
階のフレットピッチに応
じてネックに以前のよう
に28つのフレットではな
くて、22つに減少した。
その他に、ボディの形を
変更して、その重量を軽
くした。以前には演奏の
時タールが演技者の膝に
あっても、今は楽器を胸
レベルで持つ可能になっ
た。そんなことよりター
ルの技術能力が増えた。
このような楽器は非常に
速く全コーカサスで有名
になって、「アゼルバイ
ジャンのタール」として
知られた。
サディーグジャンの後
タールは今のようにもう
11つの金属弦であった。
それらは相対的に三つの
グル―プに分かれた。第
一グループは白色（アー
グ）と黄色（サリー）の
ペアの旋律的な弦から成
っていた。第二グループ
は3つのバス（キョーキ）
の弦から成っている。第
三グループは2ペアの有声
（ジンゲネ）の整除する
弦からなっていた。右手
の2つか3つ（たいてい）
の指の間に位置する撥（
ミズラブ）がボディの大
きな皿の真ん中に弦で打
たれる。タールの技術と

芸術的な能力は特にムガ
ームのソロ演奏の際よく
現れた。この場合は様々
な撥細線と方法が使われ
る。
擦弦楽器のもう一つの有
名な楽器はくるみの木か
ら彫られた球状のボディ
を持っているケマンチャ
である。そのボディの開
放側に牛の膀胱皮が張っ
ている。この楽器の全長

さは金属棒と一緒に700
〜800ミリメートルまで達
する。ケマンチャは異な
る厚さの４本の鋼弦がつ
いている。ネックにフレ
ットが存在しない。バイ
オリンと違って演奏の際
演奏者は楽弓の方向に応
じてケマンチャを回す。
普通はケマンチャがター
ルと共にサザンでという
アンサンブルの中で響い

シャフィアッディン・ウルウァニ、
出演者　E.シャフタヒティスカヤ
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て、ここにまたガワー
ルと演じる歌手のハネン
デ、タールとケマンチャ
の演奏家が入っている。
メロディアスで柔らかい
音で異なっている。
サーズはダスタン（叙事
詩）や旋律、民間説話の
語り手であるアゼルバイ
ジャンのアシューグの常
に離れない楽器である。
サーズのボディはクワ属
の木から作られるリベッ
トから組み合わせて作ら
れる。響板が同じ木から
鋸で引かれる。アシュー
グが通常演奏するタワー
ル・サーズの長さは980セ
ンチメートルに達し、テ
ゼネという撥で打たれる
11本の金属弦を持ってい
て、さて共振器の数は14
－18となっている。異常
に響き渡る音を持ってい
る。
前世紀の後半から非常に
有名になったのはウード
とカーヌーンである。ウ
ードは大きくて凸面でな
し形のボディ、フレット
なしの短いネックと後ろ
に折り返された糸巻きの
頭を持っている。弦楽器
の響板を除いて、楽器の
木製部品の作るのにクル
ミの木を使用する。響板
がトウヒ属それともマツ
属から作られる。ウード
の長さは４９０－５００

　ミリメートルで、広さ
は３５０－３５５ミリメ
ートルで、深さは１８０
－２００ミリメートルで
あった。１１本の弦を持
っていて、5コースは複弦
で、6コースの場合は一般
に最低音の弦のみは単弦
である。柔らかな音で異
なっている。とても優美
な響きを持っているカー
ヌーンはすずかけの木か
ら作られる長方形・台形
の平板ボディを持ってい
て、そのサイズは８００
－９００х３７０－４０
０х５０－６０ミリメー
トルで、その上に２４本
の３重ガット弦が張って
いる。ボディの下部に皮
革製の隔膜が張る。人差
し指にはめられる指貫で
ある撥で演奏する。
２弦のダンプール（タン
ブール、トンプール）は
下部に向かって３か４歯
で終わるスコップ形のよ
うなボディや比較的に短
いネックや頭からなって
いる。ネックには５－７
つの木造のフレットが位
置している。楽器の全長
さは約８００－１１００
ミリメートルである。音
が指の速い打撃で引き出
される。
吹奏楽器の中で最も知ら
れているのはズルナ―と
バラバンである。もしズ

ルナ―は異常に優しい音
を持っていても、バラバ
ンは鋭い音を持ってい
る。バラバンの成分は３
００－３５０ミリメート
ル長さの管、マウスピー
ス、首輪とキャップであ
る。普通のアンズの木か
ら作られた管に演奏の
ために８つ（一つは背面
に）の穴が開けられてい
る。
ズルナ―は大体クルミの
木から作られ、下部に広
げる３７０－４００ミリ
メートル長さの管から成
って、小さなマウスピー
スと真鍮のブッシュが付
けられる。ボディに８つ
の穴が開けられている。
演奏の時演奏者の唇がタ
ガラックと呼ばれる丸い
板に寄りかける。
その他に、吹奏楽器のト
ゥテーキとネイが有名で
ある。トゥテーキは通常
ダンチク属から作られる
２８０－３５０ミリメー
トル長さの空虚な管であ
る。木造のもある。その
表面では演奏のために７
つの穴と背面に１つが開
けられている。斜めに切
られた上部に笛装置が付
けられている。５５０－
６００ミリメートル長さ
のネイも樹木か銅から作
られる空虚な管からなっ
ている。その表面には穴

芸術
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が６つで、頭部に近い背
面には１つがある。
アゼルバイジャンの西の
地域であるナヒチェヴァ
ン自治共和国に２９０ミ
リメートル長さのブッシ
ュから成っているトゥル
ームズルナ―とトルーグ
ズルナ―は人気がある。
管に６つの穴があるダン
チク属と４５０ｘ２５０
ミリメートルサイズのワ
イン用皮袋から成る２つ
の旋律的な筒（２１０ミ
リメートル）が付けられ
る。または、管の中が演
奏者の短い休憩の間楽器
の響きを続く空気で満た
される。
指定の楽器のリズミカ
ルな伴奏によってガワー
ル、ナガラ―、ゴシャ・
ナガラ―、ドゥンベーク
のような打楽器、または
気鳴楽器のシャー・シャ
ーとラグッチ（ラグット
ゥ）が供給される。
ガワールは３１０－３２
０ミリメートル直径で４
０－６０ミリメートル広
さの曲がった狭い側板（
サガナグ）で片側に魚肌
が張る。側板の内側で周
囲に沿ってがらがらリ
ングが付けられる。音が
端か隔膜の中央に両手の
ひらと指の柔らかい打撃
で、もまた楽器の揺れる
ことで引き出される。

ナガラ―の３３０－３６
０ミリメートル直径そし
て２６０－３１０ミリメ
ートル高さある丸くて木
造のボディが両側から山
羊の皮が張っている。ナ
ガラ―を手および棒で引
く。
ゴシャ・ナガラ―は名前
から分かりのように（ゴ
シャはペアの意味をす
る）２つの３００ミリメ
ートル高さでサイズが異

なる木造のボディから成
っている。それらの上部
は２００－２８０と１１
０－１８０ミリメートル
直径で肌で張っている。
音が両棒がこのボディで
の打撃によって引き出さ
れる。
ドゥンベークの開放側に
350〜400ミリメートル長
さと直径250〜260ミリメ
ートルワイングラス形の
ようなボディ（たいてい

アブデゥルガディル・マラギ、
出演者　E.シャフタヒティスカヤ
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木造の）に山羊の皮が張
る。演奏の時両手のひら
と指で隔膜の端か中央に
打撃を与える。
シャー・シャーは２１０
ミリメートル長さの取っ
手の上部と下部に縄で付
けられる片側に丸くて凸
面の75х58х15ミリメー

トルサイズで２つ木造の
皿から成っている。演奏
の際演奏者は右手で取っ
て手を握りながら楽器を
振ってその皿がお互いに
ぶつかるのである。
ラグッチはサイズで異
なる、２つの長方形で平
らな木製の角材から成

っている。大きい角材の
サイズは251-255х120-
125х47-30ミリメートル
で、小さい角材のサイズ
は170х120-125х45ミリ
メートルである。それら
の長辺には深い亀裂が彫
られている。ラグッチを
引くのに２本の棒が使わ
れる。
すでに長い間民族楽器の
カテゴリーにクラリネッ
トおよびアコーディオン
が入っている。ロシアの
アコーディオンと異なっ
てアゼルバイジャンのア
コーディオンは演奏のた
めに右側に有鍵の鍵盤が
あって、左側に「組版」
の和音の代わりに調和し
た音を響かせるために右
手で引き出されるボタン
（ドゥイメー）がある。
現代ではこのようなアコ
ーディオンが「アゼルバ
イジャンのアコーディオ
ン」こそ呼ばれる。柔ら
かくてメロディアスな響
きのため特別に優待され
るのは「ラ」音調（In 
A）のクラリネットであ
る。
弦楽器、吹奏楽器と打楽
器のグループに入る楽器
は一緒にオーケストラや
アンサンブルの中で響
く。その他に、往時のよ
うに３重奏のアンサンブ
ルが存在して、その中に

芸術
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ハネンデ、タール演奏家
とケマンチャ演奏家が入
っていた。アシューグア
ンサンブルの中にはバラ
バン演奏家が演奏し、シ
ャマフ・サリヤーン地方
には膜鳴楽器が有名であ
った。非常に人気あるの
はバラバン、ズルナ―、
ナガラ―演奏家のアンサ
ンブルである。シェキ・
ザガタラ地方にはダンブ
ール演奏家のアンサンブ
ルがずいぶん流行してい
る。
ほとんどすべての楽器が
ソロパフォーマンスの時
使われる。民族の間にタ
ール、サーズ、ケマンチ
ャ、バラバン、ズルナ―
とナガラ―の演奏家は非
常に人気がある。で、ガ
ワールが属性として女性
のダンスの際に使用され
る。
楽器の芸術・技術的な能
力が、特別にこの楽器の
ために作曲された作曲家
の作品に明らかに現れ
た。その中でガジ・ハン
マメードフ、トフィッ
ク・バキハノフ、ナリマ
ン・マメードフ、ラミー
ズ・ミリシリー、フラン
ギーズ・ババエワ、マメ
ドアガ・ウミードフとナ
ジーム・クリーエフの交
響楽団の伴奏でタールコ
ンサートが優れている。

同じようなコンサートが
セイド・ルスターモフ、
スレイマン・アレスケー
ロフ、ジャンギル・ジャ
ンギーロフによって民族
楽器のオーケストラのた
め書かれた。交響楽団の
伴奏でケマンチャのため
のコンサートがザキー
ル・バギーロフ、ガジ・
ハンマメードフ、トフィ
ック・バキハノフによっ
て作曲され、室内管弦楽
団の伴奏でのコンサート
がアルビヤ・ラフメトワ

に作曲されたのである。
あるいは、交響楽団の伴
奏でカーヌーンコンサー
トがダダシ・ダダーシェ
フによって、または民族
楽器オーケストラの伴奏
でアコーディオンコン
サートがトフィック・バ
キハノフによって行われ
た。ナジーム・クリーエ
フにより民族楽器オーケ
ストラと共にケマンチャ
の小曲が作曲され、スレ
イマン・アレスケーロフ
によって民族楽器オーケ
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ストラと共にカーヌーン
で「叙事詩」そしてダン
スメロディーである「シ
ャラホー」が作曲され及
びエリヤス・ミルゾエフ
により交響楽団と一緒に
ネイで「神秘的なシンフ
ォニー」が作曲されたと
いうことである。
伝統楽器が様々なジャン
ルで作曲された作品に聞
こえる。例えば、スレイ
マン・アレスケーロフの
タールとピアノでの「ソ
ナチネ」と「スケルツ
ォ」、トフィック・バキ
ハノフの室内管弦楽団と
共にタールとバイオリン
で「ダブルコンサート」
、セヴダ・イブラギモワ
の室内管弦楽団と共にタ
ールで「思い出の詩」、
アゼール・ルザエフの室
内管弦楽団と共にタール
で「思考」と「ガイタギ
ー」、ラミズ・ゾフラボ
フのケマンチャとピアノ
で「モノロゲ」、ジャワ
ンシール・グリエフの「
アシグワーリ」という組
曲やアルトとサーズで「
ソナチェ」やサーズと吹
奏楽器のカルテットで「
ソナチネ」や「３倍合奏
唱」（フレート、チェロ
とサーズ）、サーズでア
シューグメロディーのテ
ーマのサイクル「小曲」
、ラシード・エフェンデ

ィエフのピアノと打楽
器、ラシード・シャファ
グの子供声合唱のために
サーズで「アシューグア
リ・ババ」という歌・寸
劇、アイディン・アジモ
フのサーズ、声、タール
とウードで「アザーンの
声」という声楽のサイク
ル、ダダシ・ダダーシェ
フのピアノとカーヌーン
で「小曲」と「チナラの
喜び」、オクタイ・ズル
フィガーロフの「小曲」
、「バラード」と「叙事
詩」、イルハム・アブド
ラエフの小曲サイクルに
現れたのである。アゼル
バイジャンの器楽家はし
ばしば海外へ行って、我
々の豊かな音楽文化をふ
さわしく代表している。
外国人の聴衆が民族楽器
に対して興味を示す例が
たくさんある。しばしば
自分自身もいずれかの楽
器の演奏家になる。例え
ば、アメリカ人のジェフ
リー・ヴェーバフはム
ガームをタールとケマ
ンチャで、ジェフリー・
ウインボーグはケマンチ
ャで、またはフランスの
リール音楽大学の教授マ
ーク・ルピートはウード
で素晴らしく演奏してい
た。
大きな関心を集めたのは
教授のシヤヴーシュ・ケ

リミによって行われたプ
ロジェクトの範囲内でア
ゼルバイジャンとノルウ
ェー器楽家の共同出演で
ある。
現代では様々なアンサン
ブルと民族楽器のオーケ
ストラがいたる所で聞こ
える：宮殿、文化館、大
学、クラブ、学校など。
確かに国民楽器で演奏し
ないアマチュア演劇の団
体の一つでも見つからな
いだろう。
我々のプロ器楽家の成功
も疑いのないである。彼
らの中で優れた人はアゼ
ルバイジャンの音楽文化
を世界の多くの国で代表
している。我々は彼らが
成功をかち得たのを賞賛
して、彼らを誇りに思っ
ている。
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