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2拍子、3拍子、4拍子はみなさんおなじみですね。では 1.618…拍子とか 1.732…拍子とかは？  

実は実数の数（無限）だけ異なったリズムが存在します。繰り返さず、かといってデタラメでもない非整数拍子。

500,000,000,000,000,000年待たないと元に戻らないリズムも簡単に作ることができます。 

このワークショップではプロが頭をかかえるような変わったリズムを実際にみんなで演奏します。でもどこか祭囃子

のようであり、民族音楽のようであり… 

手始めに黄金比のリズムからはじめましょう。いわばこれは 6次元の音楽。 

 

●フィボナッチ・ケチャック FIBONACCI KECAK (1+√5)/2-1 [0,1,1,1,1,1,…] 0.6180339… 
 
1/1   タケ                         (0.6s) 

 

1/2   タタケ                        (1.8s) 

 

2/3   タタケタケ                      (9s) 

 

3/5   タタケタタケタケ                   (36s) 

 

5/8   タタケタタケタケ タタケタケ                (7m, 48s) 

 

8/13   タタケタタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ     (54m, 36s) 

 

13/21   タタケタタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ    (15h, 28m)       

 

21/34   タタケタタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ  

  タタケタタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ タタケタタケタケ タタケタケ (7d, 2h) 

                         
以下同様  
(注) 括弧内の数字は一拍 0.3秒としたときのその段階までのケチャック周期。(日 : d, 時 : h, 分 : m, 秒 : s) 

 

●スクエア・ケチャック SQUARE KECAK √2-1 [0,2,2,2,2,2,…]  0.41421356… 
 
1/1   タケ                       
 

1/2  タタケ                     

 

1/3  タタタケ                  

 

2/5  タタタケタタケ                

 

3/7  タタタケタタケ タタケ        

 

5/12 タタタケタタケ タタタケタタケ タタケ      

 

7/17  タタタケタタケ タタタケタタケ タタタケタタケ タタケ       

                            

12/29 タタタケタタケ タタタケタタケ タタタケタタケ タタケ タタタケタタケ タタタケタタケ タタケ  

                          
以下同様  



●デルタ・ケチャック DELTA KECAK √3-1 [0,1,2,1,2,1,2,1,2,…]   0.7320508… 
 

1/1   タケ                                 
 

1/2   タタケ                                 
 
2/3   タタケタケ                              

 
3/4   タタケタケタケ                             

 
5/7   タタケタケタケ タタケタケ                    
 
8/11   タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ              

 
11/15   タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ    

 
19/26 タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ  
    タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ  
           
 
30/41 タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ  
    タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ  
    タタケタケタケ タタケタケタケ タタケタケ  
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