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音楽における感覚的形象の形成とその分類

永山哲男

TheFormationandClassificationofMusicalFiguration

ＴｅｔｓｕｏＮＡＧＡＹＡＭＡ掌

はしがき

「音楽（ここでは作品と演奏を一体として考える）は何を表現するか」という概念的対象を、音楽家

(特に演奏家）は、漠然としか考えてない。つまり音の心理的、情緒的な直接効果が余りにも強い為、

感覚的ないし技術的レベルで音の表面的効果に傾いたような作品や演奏が、今の時代には特にもてはや

されてしまう。確かに演奏する上での生理的快感というものは、人間の根源的生命感情とも結びついて

おり、音楽の大事な要素でもある。しかし、人間は、そこに留まらず、音楽を、ある種の客観的で知的

な「感動の様式」としての陰術」に高めていった。我々の知性は、自然や人間を、対象として認識す

ると同様に、「感動」そのものを対象化し、認識する事が出来るはずである。特に私のように芸術作品

を解釈し、演奏する立場の人間にとって、演奏解釈における技術的･効用的側面とはくつに、哲学や、

あるいは他の芸術との結びつきにおいて、本質的部分で「音楽における感動の様式」を思索するのも、

音楽家として必要な事だと思ったので、敢えて、こういう難解なテーマで、イメージ的存在論に近い論

文に挑戦してみた。元来、日本人は、音楽を「稽古事」と軽くあしらうか、あるいは、職人的気質で技
術的修業に明け暮れるか､どちらかの二者択一の傾向が強い｡柴田南雄氏は自らの著書で次のように述
べている。「平たくいうと、作曲においても演奏においても、音楽はく何を〉表現するか、とくいかに〉

表現するか、の二つの面を持っている。鑑賞や批評の態度も、どちらかの側に立つことになる。日本人

と音楽との関わりは、昔も今もくいかに〉であり、〈何を〉を好まない。〈いかに〉巧みに、美しく、

面白く、作られ、演奏されたかが関心の的であって、音楽で桐〉を考え、目的とし、表現しようとす

るかは視野に入って来ない。………中略………それは私の考えでは、今日の音楽教師だけでなく、江戸

時代の箏曲の稽古も、平安時代の貴族の合奏も、奈良時代の雅楽の練習もそうだったにちがいない、

と思うのだ。仏教や儒教と音楽との関わり合い、いや、仏教以前のシャーマニズムの段階、弥生、縄文

時代の音楽的発想にまでその特質は棚れるのかもしれない。………中略………ヨーロッパ人の〈何を〉

的な音楽発想は、ユダヤ人とユダヤ教、およびキリスト教に深く根ざしていることは言うまでもない。

旧約時代以来のユダヤ人の過酷な運命が、言葉や概念を超越した、音楽による思想の展開を可能にし

た、と言えないだろうか……。」つまり、音楽を娯楽ないし、特技と観る我が国の思想と、生活の大事

な領域、ひいては生きる上での大きな支えとなり得る、ヨーロッパ的思想との比較において、非常に象

徴的な言葉なので長々と引用した。同じように例えば、ＪＡＺＺにしても、本質的には、アフリカから

アメリカに奴隷として連れてこられた黒人たちの、虐げられた生活や身分を歌に託した「ブルース」に、

深く根ざしているという同様な考え方がある。つまり、高度に結晶化された音楽の根底には、人類が、

気の遠くなるような時間の流れの中で、いわゆる精神的理想の王国をめざして、営々と築きあげてきた、

執念にも似た思いが熱くながれている。この音楽に託した熱き思いも、最初は生活の身近な所から、個

*Dept，ｏｆｔｈｅＭｕｓｉｃ，ｃｏｌｌＥｄｕｏ，Univ・ｏｆｔｈｅＲＹＵＫＹＵＳ

１）「音楽は何を表現するか」ｐ､25～２６著者柴田南雄青土社1981年発行
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人的で、衝動的で、直感的な感情から出発し、徐々に人間共通の意識の表象体として体系化されてきた

と思われる。原始時代の人間の「思い」が、最初どういう形で音として芽を吹き出し、更に、具体的な

音楽に結晶してきたのか、又、その形が、歴史の流れの中で、どう変容し、偉大な芸術作品へと発展し

てきたのかを、音の形態と、響きの空間から引っ張り出してみたい。

方法論について

芸術はすべて共通の根っこをもっている。「はしがき」で述べた「熱き思い」がその「根っこ」で、

この文学的言葉をもう少し実践的に考えると、〈思い続けることにおける固定観念の形成〉からく意識

の社会的･実存的形成〉へと向かった人間の能動的意志としての据え方が出来る。この「熱き思い」が

言葉に結晶すれば「文学」に、造形的な物に結晶すれば「美術」として成立していく。

この「熱き思い」を分析すると、歴史的時間の中で形成されていく、すべての芸術に共通の「意識の結

晶作用｣としての｢形象化｣が根底にあることに気付く。この｢形象｣という言葉は､もともとマルク
ス主義美学の理論用鑿だと思われるが､それを｢自己のことば｣に置きかえて解釈し、この｢形象化」
の目的と、具体的に形象されたモノについて、歴史的時間空間の流れの中から拾い出して考慮し、特に

音楽の対象と成り得る「形象」のすべてを「感覚的形象」として設定し、実際の作品や譜例で示しなが

ら分類してみたい。ただし文学や造形芸術の場合、明瞭に認識し得る対象性としての文字や視覚的物象

が、分析に手掛かりを与えてくれるが、音楽は視覚的に形も色もなく、言葉としての意味もなく（器楽

曲の場合）、甚だ、不安定な相貌を示し、形象といっても多種多様、しかも複合的多形象性の特徴があ

る。従って、１つの対象に対して、分類上、幾つかの項目で共通項が出てくるのはさけられない。一応

の分類の目安としては、歴史的視点で、芸術一般の自然的、初歩的対象から、次第に抽象的、内面的形

象へと項目を進め、最後は、音楽独自の形象について考察していく考え方であることを書き加えておこ
う。

第一章感覚的形象の定義と形成

Ａ）形象とは何か

方法論の所でも述べたが「形象」という言葉は、元来は美学における専門用語である。美学は、芸術
側）

に対して次のような立場を取る。芸術倉Ｉ作においては、二つの学問の領域がある。〈芸術科学〉とく美

学〉である。芸術科学においては、各々の芸術部門をその独自性において、主に素材と表現技術を中心

に研究する。美学においては、芸術創作のすべての領域を一つにまとめ、互いを関連づけている法則の
存在を認め、認識する事から始める。後者をもう少し具体的に、人間と芸術の関係において考えてみよ

う。芸術の営みの中には、生活の形象的反映（生活認識の独自の方法）という一つの考え方がある。こ

2）「形象という言葉は北条元一箸「芸術とは何か」（造形芸術研究会刊出版1959発行）から引用したが、その

後、美学関係の文献で、かなり一般的に使用されているのを知った。

3）マルクス主義美学とは、芸術をロマン主義的神秘性や、絶対主義的神格性や、自然界における統一や秩序と

しての顕われとして視るのではなく、唯物論を基にして、社会的な位置づけをした理論である。従って、

「形象」という考え方も、人間の労働の証しとして造り出された理想的で客観的な加工物としての「芸術作

品」を造り出す為の原型のイメージを言葉で表したものだと解釈できる。

4）マルクス主義美学の流れをくむ「美学入門」，著者モイセイ.Ｑカーガン、伊吹二郎、安形光夫訳啓隆閣
社1972年発行、における考え方を参考にした。
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の考え方はマルクス主義美学の立場から出てきたもので、つまり芸術行為を、生活空間と切り離して美

的、崇高的ないし観念的な所に追いやらないで、ごく日常的で、身近な行為から堀り起こしていこうと

いう考え方である。音楽のように高度に抽象化された芸術を、歴史的･実存的時間の場に引き戻し、現

実空間の反映として、更に、他の芸術領域と関連づける為の方法論として、かなり有効である。他にも

唯物論美学を越えた神秘的・宇宙的規模の音楽が、現実には存在するわけで、これらの音楽についても

内的意識の形象として、次の第二章の分類で取り上げるが、先ず第一章の定義からいこう。「形象」と

いう言葉は、「物の形」と「印象」を合成した造成語であると考えられるが、芸術的創作活動において

大変重要な意味を含む言葉である。この言葉の意味を包括的に考えれば、「表現された心象」という具

合に解釈出来るが、もうすこし具体的に考えてみる。人類創世期において、「形象」という認識は美術

から起こったものと考えられる。現実の姿や形を、物や行為によってくそっくり〉に再現したいという

意識は、人間の根源的な願望の－つと考えられるが、絵や彫刻では、まず外界に実在するものを対象物

として模写（模作）する行為が芸術活動の始まりとなる。この模写（模作）された作品は、対象物その

物ではないが、対象物の特徴を著しく表したものでなければならない。この「特徴を著しく表したもの」

とは、外界に実在するものから、模写（模作）された人工的なものの形成過程において、何らかの人間

共通の観念的なモノ（意味とか価値）が引き出された結果において、表出形成された人間の生産物（加

工物）に他ならない。つまり、形象の概念とは、その形式において現実的でありながら、その内容にお

いては概念的な感覚像であると言うことが出来る。この暗黙の内に了解され、引き出された、人間共通

の観念的なモノ（意味とか価値）が形象の第一段階（前景）であり、次の段階で、素材や道具を選び、

具体的に創造行為に移るのが形象化への実践である。話が難しくなってきたが、要するに｢形象」とは、

外界に実在している自然形態的な物から、人間共通の観念を引き出し、やがて自然と対時する人工的作

品として、客観的に提示される「もの」を生み出していく創造行為を指し、「形象されたもの」とは、

その成果である作品のすべての総称であると考えれば理解し易い。この形象化の行為が、人間にとって

の芸術と文化と歴史の始まりである。やがて人間は外界に実在している自然形態だけでなく、自らの内

側に潜む潜在意認や、直感的衝動までも客観的観念として「形象化」し、芸術行為を抽象的な概念にま

で高め、意識の幅広いダイナミックな創造行為に発展させていく。最終的に人間は、目に見えるもの、

耳に聞こえるもの、体に感じるもの、意識の下にあるもの（夢や空想）までも「形象化」し、初段階の

素朴な実在物の「形象化」から、五感で認識出来る「すべてのモノ」を「形象化」するに到る。ここに

｢感覚的形象」が成立する。その結果、人間は言葉を造り出し、楽器を造り出し、踊りを覚え、創造行

為も、疑似物を造ったり描いたりするだけでなく、言葉や、身体の動きや、音（演奏行為）を複合的に

絡めながら「儀式」や「集団行為」を媒体として、さまざまな芸術領域を開拓していく。

Ｂ）形象との出会い

人間の生活空間には、対自然の空間と対人間同士の空間があり、この両空間が一緒になって社会が成

立している。対自然の空間というのは、外界に実在している動植物を含む自然形態的な物との接触空間

であり、対人間同士の空間というのは、人間共通の感情認識や集団行動（自分自身を対象化した自意識

や認識行動も含む）として現れるが、この両空間を生活の場面で切り離すのは極めてむずかしい。しか

し、芸術の概念を規定する為には、この両空間を区別して、対時させながら考えた方が都合がよい。対

自然空間と対人間空間がぶつかり合い、そこから新たな第三の芸術空間が生まれるからだ。この芸術空

間は、人間のあらゆる意志と、過去と未来から現在に迫り来る実存的時間の合体したモノだと考えれば

よい。この三つの次元･空間の関連を念頭に置きながら、これからの話をすすめていく。先ほどの対自

然空間から、人間は、「模写」（本物に似せて描く）したり「模作」（本物に似せて作る）する事をお

ぼえる。つまり美術の始まりである。この模写（模作）の対象として人間は、最初に動物を選んだ。何
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故か?生存する為に大事な食料だからである。次に人間は、対人間空間から女のヒト（母性）を選んだ。

生命（子供）を生み、種族を保存し繁栄させる原動力として大事な存在だからだ。要するに、最初の模

写（模作）の対象として人間は、自らの生存と切り離せない「大事な物」を選んだ。と同時に、動物

(特に保存食料となる大きな野獣）に対して、「恐れ」（殺される）、「女のヒト」（生命を宿す）に

対して、神秘性をも感じていた。古代人にとって「生や死」という現象、及びそれに関わることは、不

可解であり、同時に最も興味深い出来事だったに違いない。まもなく人間は、この「生と死｣が､実は、

時間的周期と密接に繋がっている事に気が付く。対自然空間で言えば、活動する時間（昼間で、光と音

の中にある）が「生」、静止する時間（暗闇で沈黙の時間）が「死」、果実が熟れる時に緑から黄へ、

やがて赤か茶へ変色し、地に朽ちていく事などの、四季の移り変わりの自然の果樹の変色から、生命の

芽が吹き出す「緑」や「青」、成熟して、食欲をそそる「黄」や「赤」、やがて朽ち果て、地の色に変

わって「茶」、という具合に色の変化にも、生命の神秘を感じた事だろう。視点を変えて、対人間空間

に置き換えると、目が覚めたり、満腹感で心地良く、元気になる事が「生」で、腹がへったり、不快に

なったりする事が「死」に結びつく。この時間的周期が、自然と人間を支配していることの不思議さに

人間が気付いて、それを意識したのが「形象」との出会いの条件であり、そこから諸々のモノ（例えば、

生命のエネルギーだとか、死の不安からの救いなどへの熱き思い）を、時間的緊迫感を意識しながら、

客観的な「形」に表す、意志と行為が、形象化への営みであり、芸術行為の始まりである。この｢形象」

が歴史的時間の積み重ねで、更に意識の先鋭化と、自然空間の拡大のぶつかり合いを招き、次の段階の

｢感覚的形象」を喚起することになる。

Ｃ)感覚的形象の形成

「形象」には時間的緊迫感を伴うという事を述べたが、その事の根底には、我々の意識の中に「記憶

力」が働いている事が大きな原動力になっている。美術における模写にしても、例えば、檸猛な野獣を

目の当たりにして描く余裕は無いはずで、それは記憶によって描かれた動物像である。それと、芸術行

為の根底には、潜在的な「疑似体験欲」が含まれており、動物を描くという事は、同時に、その本物の

動物を捕獲し、手に入れたいという願望が、当然働いている。この「疑似体験」は、小説や映画などで

は、もっと顕著になる。我々は、活字やスクリーンを追いながら、迫真的で、実体験以上の、記憶に永

く残る貴重な体験を幾度も経験してきている。言葉や文字などから、情景を思い浮かべ、人の顔の表情

までも読み取ることが出来るのは、我々の意識の中に、潜在的に、時間（記憶）と、スクリーン（形像）

が、常に合成されて形成されているからに他ならない。この意識の中にある「時間（記憶）」と「スク

リーン（形像）」と「疑似体験欲」の合成により、表象化されたものを、感覚的形象と定義しよう。感

覚的形象で忘れてはならないのは、潜在的意識の表象化である「夢や空想」の体験である。潜在的な

｢疑似体験欲」が眠りや空想の中で、実像となっていく夢空間が、芸術空間の中でも極めて貴重な「形

象化への手段」であるのは言うまでもない。〈想像と創造〉は、芸術では表裏一体のものである。これ
らの感覚的形象の諸々を、次章で、具体的に音楽と結びつけながら分析してみたい。

第二章音楽における感覚的形象の分類

Ａ）原始的形象

前章で、自然形態を模写する美術における形象の始まりや、こうした模写行為や模写の対象となった

ものが、生活手段である食用動物であることや、母体に象徴される、生と死への神秘性への顕れである

ことなどを述べた。その事は、これらの形象された物（像）が呪術手段として用いられる事につながっ
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ていく。つまり、模写行為そのものが、原始人にとっては、全く、生産行為（生きる為の活動）そのも

のと同一視され、それとの不可分の一環としての、呪術行為（錯誤的生産行為）が成立するのである。
先ず最初は、この呪術行為段階での、原始的な音楽における、感覚的形象の分類をする。

i）最初の音楽的形象〔振動〕〈拍とトレモロ〉

音は、空気振動により我々の耳と体に伝わる。音量が増大すると、我々の肉体は大きく、体動的振動

を受け、意識の中に、「ある形象」を生じさせる。それは、バイブレーションによる、一種の「生命の

実在感」である。雷や地響きや風圧のように、自然の空間から伝わってくるうなり声から、人間は自然

界のとてつも無い生命、それも、自分たちの存在を脅かす「悪魔的生命の存在」を感じたことだろう。

この不気味な生命の「形象化」が「トレモロ」である。ベートーベンが聴覚障害を苦にして、遺書を書

き残すために、ハイリゲンシニタットに赴き、そこで、再び生への啓示を受けたのが、自然のバイブレー

ションや、鳥の声、風の声などの原始的形象からの働きかけだったのは極めて象徴的だが、彼は、穏や

かな自然と、激しい嵐を対置して、その時の自らの〈生の苦悩〉の状況を、田園交響曲で表している。

第四楽章における「雷雨」「嵐」の場面で、低弦部やティンパニーのパートにトレモロを多用し、生へ

の不安や葛藤を見事に描写している。（譜例１）は遠雷、（譜例２a、ｂ）は風のうなりで、不安を顕

している。（譜例３）は落雷による苦しみとの闘いを顕している。このビート感の無いトレモロ効果は、

人間自らを脅かす他者（自然界）の「生命的現象」の「形象」として効果的に使われている。

譜例１

ベートーベン／交響曲６番「田園」４楽章より

ノ・スコア〉
eｇｒｏ（冒頭部

Ｉ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■￣■､｣■で■】■■Ｆ■Ｆ■Ｆ■Ｆ■Ｆ■Ｆ■￣■Ｆ■■■Ｆ■Ｆ■￣■Ｆ■Ｆ■￣■￣■Ｆ■■
■－面一口＝￣Ⅱ■￣■￣已二■￣・￣■￣■Ｐ且＝巴一己‐■一旦一一」－－－－■‐￣￣

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

譜例２ａ

<ピアノ・スコア〉
/~～-／、ノ、‐64小節目

２
■‐て■■■■■■■ケ■

＝旨:房＝二１－－－ニニーニーョーＢｒ＝－－
￣－石－１■■■I■■■I■■■ﾛ■■■■I■■■■■■■■■■■￣ロ■四一一
一■■■■■■■

風のうなり

－－■■■I■■ロﾛ■■.＝■■■－■■－元■－
■■■■

DＪ

ｇＯＣ
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譜例２ｂ

68小節目

<ピアノ・スコア〉

１１ 風のうなり

＿￣ ---■■■

■11■l■■■■■■|■■I■■|■■|■■■＿
■■■■Ｆ「■■■11■I■■￣■■
■IUD･゛■Ｆ■

ログ

譜例３

落雷、 、， 、 くピアノ・スコア〉１
107

■。Ｉ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ

ー＝■■■■■Ｆ｢■■■■ﾛ■Ｐ■■■■Ｆ｢■■■■■Ｆﾛロ

シニーベルトは交響曲８番「未完成」の冒頭部で、弦の細かいトレモロ的装飾音型と、合図的ピッチ

カートで、あたかも地の底からのうなり声と、生命の呼びかけのような不気味な「形象」による導入を
取り入れている。（譜例４）

譜例４

シューベルト／交響曲８番「未完成」１楽章より
9小節目

慮
くピアノ

１４１８２尋、里

スコア〉●

｡２１ ２－１３＄８

ｊＭｊ

●
●●

●
●

￣=
Ｌ運命の動機」｜＿｜

バッハは、そのオルガン音楽において、オルゲル･プンクト〈低音の持続音〉（トレモロの変形と見、
なす）を使って、人間の意識と肉体を威圧するような神の存在を示し（譜例５），
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譜例５

』．Ｓ・バッハ／トッカータニ短調ＢＷＶ５６５

ｱ〉

更に神への忠誠､を意図させるような重厚な対位法音楽で、オルガンを不動のキリスト教会楽器とし

た。人間が自然界で最初に出会った音楽的形象は、これらのトレモロだと考えられるが､我々は、自ら

の生命の誕生と同時に音楽的形象と出会っている。それは、母親の体内における胎動である。この胎動

(特に心臓の音）は、一定の周期とビート（拍）をもっており、母と子における、最初の生命の証しの

｢ﾘｽﾞﾑ｣である｡心臓の鼓動は､3拍子のﾘｽﾞﾑ(豆?丘？)を持っているが､実際にﾃﾞﾆｶｽの
交響詩「魔法使いの弟子」に、ホウキの人形が、魔法をかけられ、生き物になって、動き出す箇所で、

心臓の鼓動を真似たリズムがファゴットで提示される（譜例６）。

譜例６

デュカス／交響詩「魔法使いの弟子」より

（スケルツオ部分）

涯震一電亘屋四二唾三Ｋ錘三陸；

この「心臓の鼓動」と、先ほどの「トレモロ」が、人間にとっての最初の音楽的形象だと思われる。

しかも前者の拍子感（ビート）のあるリズムは、生命感の躍動につながり、ノン･ビートのトレモロや

パルス（後述:信号のような機械リズム）は不安や、焦り、苛立ち、束縛などの生命感の危機･停滞につ

ながる好対象を成している。

ii）合図から発達した音楽的形象

「形象との出会い」のところで、芸術空間は、「人間のあらゆる意志と、過去と未来から現在に迫り

来る、実存的時間の合体したモノだと考えればよい」と述べたが、人間の意志の現れの実存的形成の時

間を､もっと湖ってみよう｡エム.イリン(ソビエトの文明史家)はその著譽で次のように述べている。
「……森の獣はみな、方々から送られる無数の合図に、耳を澄まし、目を凝らしている。

木の枝がギシギシ言うのは、敵が忍び寄っているしるしだ。逃げるか、戦うかしなければならない。

5）人間の歴史原作エム・イリン村川隆訳角川文庫1977年発行
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雷が鳴り、風が木の葉を吹きちぎりながら森を通り抜ける。嵐が来るから、穴か巣に隠れなければな

らない。落ち葉やキノコの匂いに混じって、獲物の匂いが微かに漂っている。獲物を見つけて捕まえね
ばならない。

どんな物音にも、匂いにも、草の上の足跡にも、叫び声や鳴き声にも、必ず理由があり、意味がある。

原始人も、周囲の世界から送られて来るあらゆる合図に、耳を澄ましていた。そして、そういう合図

の他に、同じ種族の者が送る、別の合図も分かる様になってきた。森のどこかでシカの足跡を見つけた

猟師は、手を振って、後ろにいる他の猟師たちに知らせる。シカの姿は、まだ見えないが、合図を受け

た猟師たちは、もう目の前に枝のようなシカの角や、敏感に動く耳が見えでもしたように緊張し、手に

持っている武器をしっかりと握りしめる。地面に残されたシカの足跡は、一つの合図であり、見つけた

足跡を知らせる為に手を振るのは、合図についての合図である。

こうして、自然が送る合図と、仲間が送る、合図の合図一くことば〉－とが結びついた。パヴ

ロフも、その著書で、「人間の言葉はこの〈合図の合図〉である」と書いている。始めは身振りや、叫

び声だけだった〈合図の合図〉は、目や耳で受け取られると、人間の中央電話局一〈脳〉－へ送られた。

「獣が近づいてくる」という「合図の合図」を受け取った脳は、すでに全器官に指令を発した。手には

「しっかり槍を握るように」、目には「茂みの間をよく見ているように」、耳には「森の物音や触れ合
う音に注意するように」と。獣は未だ現れないが、迎える準備の方はこうしてすぐに出来上がった。

身振りの言葉が増え、送られてくるく合図の合図〉が多くなるにつれて、人間の額にある「中央電話
局」の仕事は、ますます増えてきた。

そこで「中央電話局」はどんどん拡張された。脳髄には絶えず新しい細胞が造られ、その細胞間の連

絡もますます複雑になった。脳は成長し、その容積は大きくなった。人間は「考える」ことを覚える
ようになった。人間は「太陽」という意味の合図を受ければ、真夜中でも「太陽」について考えられる

ようになった。「槍を持っていけ」と合図されれば、槍を持っていなくても、槍について考えられるよ

うになった。協同の仕事が「話す」ことを教えたが、話すことを覚えると同時に、「考える」事も覚え
るようになった。

やがて、仕事が複雑になるにつれて、段々と身振りも複雑になった。一つ一つの品物に一つ一つの身

振りがいり、しかも正確に描き出す身振りが必要になった。そこで、身振りで絵をかくようになった。
空中に、動物や武器や木を書いて示すようになった。例えば、ヤマアラシを書いて見せるには、た

だ書くだけでなく、書きながら自分もヤマアラシに成りきるのだ。ヤマアラシが耳を立て、土を掘り、

足で土をはねのけ、体の針を逆立てる様子をして見せる。こういう無言の物語を演ずるには、しっかり

した観察力が必要である。しかし、こういった身振りは、品物なら正確に描き出せるが、抽象的な観念
はどんな身振りでもうまく表せない。又、別の欠点もあった。

それは、夜は話せないということである。暗闇の中でいくら手を振り回しても誰にも見えない。昼間
でも見通しの悪い所では、とても身振りで話せない。

そこで、人間は、声を出して話し合わねばならなくなった。始めは、舌も、喉も、なかなか思うよう

に動かなかった。声に区別をつけることも難しかった。互いに離れて叫び合う声は、ただ絶叫となり、
怒号となり､､金切り声にしかならなかった。人間が自分の声を支配し、はっきり発音出来るようになる
までには、かなりの年月が費やされた。前には、舌は手を補助するだけだったが、いまや、ハッキリと

区切って声が出せるようになると、舌の役割はオーケストラの第一バイオリンのようなものになった。
今までは、声の言葉は、身振りのことばの助手にすぎなかったが、今度は一番重要な役割を占めるよ
うになったのである。

このように、人間は、初めは身振りことばで、後には声の言葉で、互いに話し合う事を覚えたのであ
る……。。」空想で原始人の生態を、これほど生き生きと描き出す文体自体が、すでに芸術的形象とも

言えるが、それ以上に、この文章の内容が重要な意味を含んでいる．つまり、この中に芸術的形象化へ

-106-



永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

の進化の法則（自然形態からの合図一一人間同士の合図一一形態表示一一共通観念の表示一自然の模

写行為）が体系化されており、第一章で述べてきた「模写」や「疑似体験」、及びその前提となる「意

志」「記憶」「時間的概念」などの一次的要素が網羅されているからだ。

やがて、生活手段としての、さまざまな「合図」のやりとりの中から、より効果的合図を工夫するよ

うになり、更に、お互いの意志と合図への欲求が強く結晶化され、やがて、自然の神秘的生命との対話

を目指す呪術行為の中から音楽が芽生えてくる。

音楽で素材となる「楽音」は、基本的に音程が安定（音の周波数が一定）しなければならない。その

理由は、いくつかある。例えば（１）「音が遠くまで良く通って響く」（２）「意識に記憶し易い」

（３）「美しいと感じる」などの条件である。

これらの「楽音」の選択は、さまざまの「合図」のやりとりの効果的結晶として、培われてきた「音

たち」の中から選ばれたものに他ならない。特に時間芸術である音楽の表現の場合には「音楽は合図に

はじまり、合図で終わるものである」ともいえるが、楽曲の開始部分は、必ず何らかの「合図」を意図

している。

最も単純な形態がファンファーレ（開始の合図）である。結婚式の始まりに必ず鳴らされているメン

デルスゾーンの「結婚行進曲」（譜例７）など、その好例である。

譜例７

結婚行進曲

(`,真夏の夜の夢,'から）(冒頭部）
ノンデルズゾーン

、ｐ･ｎｌＮＣ

鱈三二二E=＝=ﾖｰｰｰ軍=臣－－■■･■･＝･＝■＝－－－－口･■■＝■■■■

■■■■■■I■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■－

この曲に限らず、すべての行進曲は、ファンファーレによってはじまる。（譜例８a,b,c）

譜例８ａ,b,ｃ

いろいろなファンファーレ

(a）』.Ｆ・ワーグナー／行進曲「双頭の鷲の旗の下に」opl59

(冒頭部）

＝=圭雷垂巨＝

(b）タイケ／行進曲「旧友」

(冒頭部）

三室昌里聿三二二重=E二三二二E王

(c）ガンヌ／行進曲「勝利の父」
(冒頭部）

奉窒E議三諄壽夛諄ニニー詳三

-107-

奉毫二三二垂二二匡圭エニーー垂二王筐圭ﾆニニニョョ



琉球大学教育学部紀要第39集Ｉ

始めがあれば、必ず終わりもある。要するに、音が止めば演奏が終わるのであるが、音楽には、儀礼

としての終止形（カデンツ）がある。このカデンツの成立要因としては、キリスト教における礼拝儀式

の締め括り「アーメン」が原型だろうと思われる。１６世紀の古いマニフィカートから視てみよう

（譜例９）

譜例９第８旋法のマニフィカトより

Ｎｑｌｌ「父と子と精霊との神に栄光が」

クリストバル･モラレス（1500～1553）

終結部

このアーメンの儀礼様式が、音楽の最も重要な核として様式化され（譜例10）となる。

譜例１０

カデンツァ（ハノン･アルバム）／卜長調
しかし、このカデンツは、単純に音楽が終了した

事だけに留まらず「ある事が成就した」という象徴

的意味も含まれる。その事は、後の「象徴的意味を

持つ音楽形象」で述べる。合図といえば、純粋器楽

の中で「ノックのモチーフ」としてもよく使われる。

最も有名なのが、ベートーベンの第五交響曲の主要

動機である、「運命のモチーフ」である（譜例11）。

茎Ｉ
譜例１１

ベートーベン／交響曲５番「運命」

１楽章冒頭部

譜例１２

モーツアルト／ピアノ・ソナタＫ５４５より

第３楽章（冒頭部）

ＲＯｎｄｏ

Ｆ二㎡＝－－■ﾛ-.,...=－，－－_＝＝
＝■Ｐ ＝＝＝=ﾆﾆＥ一二三

頂r~早＝
＝＝＝■＝ニーーーー
ーー￣－－－■－．－－ニー 瘻鑿薫董￣■■■■■

田ニローーー
ーー■￣

E」「■
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「運命が、かく扉をたたく」という言葉のエピソードで大変有名になった。モーツァルトの「ノック

のモチーフ」は、もっと親しみのある使い方がされている（譜例12）。

これは、ピアノ・ソナタＫ､545からの引用である。余談になるがヨーロッパでは、ノックをする時に、

儀礼としてトイレは２回、親しい人には３回、正式のノックとしては４回たたくという決まりがあるら

しい。モーツァルトの、先ほどの曲の親しみやすさは、この事と無関係ではないだろう。さて、ここで

忘れてならないのは時を知らせたり、いろいろな行事（イベント）を知らせる「鐘の音」。例えばクリ

スマス、新年、などの祝福を意味する「鐘の音」などのように、教会と密着した生活を営んでいる地方

に於いて、「鐘の音」は、生活の中でのさまざまな合図の状況をいろいろに映し出すが、この陶釦は、

人間が、合図を形象化させる上で最も典型的な生活楽器といえる。ピアノ曲においても、その楽器特

有の残響的特質から、鐘の音をイメージしたモチーフが特に多い。（譜例13）（譜例14）（譜例15）

譜例1３ チャイコフスキー／ピアノ協奏曲１番１楽章序奏部

－－゛－－－－口■－－－＝ニーニー･－
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■二口＿￣

■■ロー＝＝■■＝■■■■■■■■■￣■■￣

兼＝＝=尾写二L＝=弓ヨニーニ誌型
一一一一■■■■■￣■■￣■￣

＝■＝■■－Ｆ－
＝一己■■￣？￣￣■￣ヨ

:雲:量鬘1鬘董菫鬘
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲２番１楽章冒頭部

Moderato(JoIju）

譜例1４
｢it．

諾奏請一同一学＝三同一肩一己ゴー
１
１

■■■~￣霊

譜例1５
BALLADE4 ショパン

qｎＬ
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（譜例13）のチャイコフスキーの協奏曲は、広大な大地の壮大さを強調しており、（譜例14）のラフ

マニノフの協奏曲は、暗やみの中で遠くから次第に近づいてくる大海原の船のイメージを想像させ、

(譜例15）のショパンのバラードは、森の中で遠くから、かすかに聴こえてくる鐘の音を連想させる。

これらの作品では、単なる合図の鐘の音ではなく、無限に拡がる残響の中から新たなイメージを喚起

している。狩人や、牧童たちの角笛なども合図用の楽器で、さまざまのファンファーレを吹き鳴らすが、

楽器の話が出てきたところで、ここで再現芸術である音楽にとって欠かせないもの、「楽器」について

語らなければならない。

人間には、暮らしの中で自由な手で道具を作ること、火を使うことを覚えた事が、他の動物から大き

く進化し、幾多の自然を克服して、歴史や文化を形成する事につながってきた歴史的事実があるが、楽

器にしても、元来は、生活の為の道具から、次第に生活の用途を離れ、芸術の形象化の手段としての

｢道具」に変わっていったことが想像される。

今まで述べてきた原始的形象のまとめにもなると思うが、例えば、合図をより確実に、しかも遠くの

人にまで伝える為に、人声よりも高次倍音を含んで、より大きな音の出る管楽器（の祖先）としての道

具が発明されたことだろう。それからお互いの共通の生命感情を認歌する儀式や、狩りで獲物を追い込

んで行く時などに、集団で、掛け声を掛け合ったり、物を叩いたりする動作から、さまざまの打楽器の

祖先が作られた事だろう。

人間の頭脳は、より遠くの獲物を捕獲する為に、投げ槍や弓矢を造り出した。この弓と矢から、はじ

く弦楽器、あるいは、こする弦楽器などが造り出されたことが想像できる。楽器は、その後、発達して

いく過程で、その形を人体に似せて作ったり（バイオリンや、グランド･ピアノは、前者が正面から見

た女性の胸と臂部、後者が横から見た女性の胸か臂部をイメージさせる）する事により、美術がビーナ

ス像を美の象徴として描いたのと同じ意識に到達し、更につき進んで、さまざまの装飾的な模様を内部

に描いたり、細かい彫刻を施したりしながら、次第に「形」も「音」も美の形象（特に装飾的形象）の

為の道具へ発展していく。

最後に、合図を意図した楽曲の様式としてセレナード（恋人の窓辺で、ギターを弾きながら、歌う恋

の歌）、ディヴェルティメント（晩餐会のムード音楽）なども、広義の合図用音楽（機会音楽とも呼ぶ）

として解釈出来る事をつけ加えておく。鳥の声のモチーフも、元来、異性を引きつける為の合図の廟り

であるが、人間が、音楽に使用する時は、自然描写として標題音楽的に使われる。

この形象については、次の項目で分類する。

iii）自然.及び自然へのあこがれを対象化した音楽的形象

美術の形象化のように、自然形態を客観的「物の形」として模写する事は、音楽で果たして可能だろ

うか？「音」は視覚的に形や色を有しないので、音楽で「物対象」を造形化する事は不可能である。音

楽が自然を対象にする時は、自然の中にある物の形ではなく、物の活動（物象）を「生きた音（声）」

として捉え、「擬音化」する事から形象が始まる。

例えば、馬を描くという事は、美術では、四つ足の茶色の光沢のある毛肌をした馬が、たて髪と尾を

なびかせながら､疾走する様を描くが､音楽では､馬の走っている様子を｢蹄の音」（且)且!)で
再現する。しかも、その馬に自分が乗っているか、馬自身になって、その走る躍動感を､聴覚を通して、

肉体の内部で「疑似体験」する事が出来る。ロッシーニの歌劇「ウィリアム･テル」序曲で、この馬の

疾走する様が、オーケストラの弦や管のパートのユニゾンでリアルに再現されている。（譜例16）
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譜例1６

ロッシーニ/歌劇「ウィリアム・テル」序曲ｏｐ４７より

旧■■田週躍遭皿塑這■幽

困■■囲躯匿園菌国薗圏■国
■■Ｉ－￣…￣－－ﾖ…二三二二－二

､１
コーザ呑

。￣
・－

－ｊｉ－=」

VIa．

ＶＣ、

eCb．

この「疑似体験」は、一種の「憧れ」や「征服欲」の意志を伴っている。先ほどの馬で言えば、馬を

手なづけて、それにまたがって、疾走するスピード感をイメージに描いている。

したがって、自然を形象化していく音楽の対象として特に目立つのは、風、光、波、水、など手中に

収まりにくい「広がりと早さ」を持った物象が多い。

元来人間は自然形態の中でも、生命力の弱い存在で、特に大地に密着し、夜は穴倉で外敵から身を守

る生活を強いられてきたので、その暮らしとは逆の、空を自由に翔ぶ鳥や、水中や波の間を、自由に泳

ぎ回る魚などの生態に憧れをもったことが推測される。それと、超生命現象としての自然にも、対象と

しての憧れをもっていた｡､光は、遙か彼方から地上を照らし、しかも人間は光（夜明け）に導かれて～

生命の活動を開始する。「光」は、「水」と共に生命の源の象徴として、音楽でも形象化の素材として
よく使われてきた。しかし空を翔ぶ鳥や、光を形象化する時、音を発しないこれらの物象をいかに擬音
化するのだろうか?ここで、音の空間的･三次元的発想が必要になる。

つまり三次元空間を自由に動き回る軌跡としての飛行イメージや、遊泳イメージが、鳥や魚の動きの

音楽的形象となるｄモーツァルトの作品の、流麗な旋律美の中に、この様な自由空間を楓爽と羽ばたい
ているイメージのメロディがしばしば出てくる。

一例として、バイオリン協奏曲の３番と５番の、１楽章の提示部のメロディを揚げておこう。

（譜例17a,b）

譜例17a,ｂ

モーツァルト／バイオリン協奏曲３番１楽章より

(ａ)－（i）

５１小

ニ
ロ■■￣－－－￣￣■＝－－■

(ii）

５９小

麦二三華塞菫菫三E＝菫菫塞菫二二
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モーツァルト／バイオリン協奏曲５番１楽章「序奏と提示部」

(b） ﾖ、HｕＩ

４ ヨロDlE｢１
１Ｊ

塞些＝=二二三二茎ﾆﾋﾞｰﾖｰ菱謹二三墓菫逵壜

篝三二睾篁二二二二鬘二二二二一雲
４

クラシックではないが、ＳＦ映画「Ｅ・Ｔ」で、追跡される主人公の少年たちが、自転車に乗って走っ

ている状態から、自転車ごと空中に舞山､上がり、空中遊覧をするクライマックス･シーンが出てくるが、

主題曲の音楽効果が素晴らしく、多くの人が胸を踊らせた事だろう。（譜例18）

譜例1８

E・Ｔ（1982年米国映画）スティーヴン･スピルバーグ監督作品の主題曲のメイン･テーマ

ワ

Ⅱ■■■■■

次は空中から水中にいこう。遊泳のイメージは水の抵抗で、もう少し、ゆったりとした音楽になる。

例えば、サンサーンスの組曲、動物の謝肉祭からの「白鳥」などは、チェロの響きと、ピアノの安定し

たアルペジォが、優美な泳ぎと水平に広がる水面を連想させる。（譜例19）

譜例1９

サンサーンス／動物の謝肉祭より「白鳥」

冒頭部
■■

Dlonce1loI匿君

司囲ｎｎｆｒ

田迅
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水のイメージでは、魚の泳ぎより、波の形象化の方がはるかに重要である。波を対象化した形象は、
その音と動きのうねりの継続性から、人間の呼吸のリズムに近い。つまり「引き潮と満ち潮」の反復が、

息を「吸う･吐く」の呼吸と同じ「リズムの回転性」につながり、心牌から形象された「拍のリズム」
と共に、後の項目で述べる「リズムの形象化」への大きな原型となる。最も典型的な「波の音楽的形象」
は、「舟歌」と呼ばれる八分の六拍子の叙情的器楽曲に象徴される。ショパンのピアノ曲、バラード２
番では、開始部分の穏やかな波（譜例20）

譜例2０

BALLADE2 ショパン曇
鍔=:三二善=諄=二基

１｡ 「SＯｌｌＤＵＤｃｅ
１１

ｉ1

:=罵三i=完!=:？
展開部での荒れ狂った波（譜例21a.b）

譜例21a,ｂ

（a）
PreBtoconfuoc⑥

4７１１

ユー

ー,■■■■＝＝－，..．
Ⅱ■■■■■■■■■

－１･ロ－－－１･ロー■＝－白日

ニーーーーー．＝

(b）６３小節目

などの波の動きの変化で、感情の平安から高揚への変化を鮮やかにあらわしている。リストの「波を渡

るパオラの聖フランシス」では、リズムが４分の４拍子に拡大されくより広大な大洋のうねりと激情を

更に克明に、執勧に描写している。（譜例22a,b,c）
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譜例22a,b,ｃ

リスト／２つの伝説より「波を渡るパオラの聖フランシス」

(a）
6小節目

_－－～
'“RmAPOlF"'＠！

４．

＝

"ゾ

～蟇-＝で屡響：………戦

忠 蝦
＄

(b）
節目〃!｡ごａｌｏ
，亡６－￣三一．

4321

i窪竺雲霞霊藝ゴー－－－

－F…｡……
巴 缶

(c）

０１小節回

篝鐘筐篝襄菫睾

雷曇ﾖ雲二言二基E二三

波と波のぶつかり合いにより、時たま起こる渦や、空中で風に吹かれながら、舞い落ちる木の葉の動

きなどは、音楽では、無窮動や、アラベスク的モチーフとして、美術に於ける、かたつむりなどの巻き
貝や、ツル性の植物模様などとの共通の形象として捉える事が出来る。

美術に於ける渦巻き模様や唐草模様は、非常に古くから形象化されているが、音楽では、バロックか

らロマン派の時代に、無窮動とか、アラベスクという楽曲名称で、登場してくる。

これらの曲は、装飾化への形象の項目で、紹介しよう。次は「光」の形象にいこう。光の形象は、宗

教的音楽に多く見られるが、それは、象徴音型の項目でくわしく述べるとして、ここでは、自然生態系
の中心である太陽を形象した音楽を紹介しよう。

グロフェの交響組曲「大峡谷」では、音の情景描写として壮大なパノラマが写し出されるが、第一曲

｢日の出」、第二曲「赤い砂漠」、第四曲「夕暮れ」など、太陽の光のいろいろな反映を通して、雄大
なグランド･キャニオンが浮かび上がってくるように曲が作られている。

（譜例23）（譜例24）（譜例25）

-114-



永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

譜例２３

日の出グロフェ

◇次の主題が、いろいろな楽器で演奏され重なり合い、しだいに楽器の種類や数も増し、強さも加わる。

終わりは急速な全合奏となり壮大な日の出をえがく。

騨華三由雪ﾖﾆｰ皀三毘二霊==罰=ヨニニヨ零三二

ボー菫三三＝匡皀ＥＥ三一三垂誰三二ｂ

崖葺室三重圭冨三三=二言＝三＝=＝

譜例2４

赤い砂漠

グロフェ

ａの単純な旋律とリズムのくりかえしによって、単調な砂漠地帯をえがき、ｂやｃの旋律が中心となっ

て、真昼の陽光の中に異様な彩りをもって変化するようすをあらわす。

ＬｅｎｔｏＪ－５８mEnto
--＝

＝

■-.-■■■■■■■■■■■|■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■￣■■■■■■－－■z■■■■■■■■■■■■■■■■」■■■

￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 粥鈩三宝調＝再＝鳫ｂ

8｡｡￣￣￣￣ご￣ニムー＜ニー￣￣￣￣￣￣￣毎

。￣￣￣--￣可

i簔二重重i二i董臺二二［

函゛－－－－一Ｆ

譜例２５

日没（夕暮れ）

a:牧童の吹き鳴らす角笛がこだまし（合図の形象）

グロフェ

挙亭雪毒言==喬=壹舂==＝
■■

■■■・

￣￣■■■■■■■■■－－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
￣字■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロロ￣
￣ⅡＰ■■■■■■■■■■￣ロ,■■■■■■■■

l】
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b;さまざまに色彩が変化しながら夕闇が迫る。

ＡｄａｇｉｏＪ－６０

壷=菫三三二三言一E華二言=Ｅ三三
●

;三三菫=ニヨ雲==二壼二璽言E睾睾圭匿三三

これらの太陽の光は、太陽の動きと、それを通して、熱による温度の上昇や、明るさを伴う視覚の拡

がりなども形象化するのである。直接「光」その物を描写した音楽としては、Ｒ･シュトラウスの「ツ

アラトゥストラはかく語りき」の冒頭、いきなりハ長調（白を象徴する調性）で、朝日の登る様を描写

した大変有名なメロディが出てくるが（譜例26）

譜例２６

交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」

Ｒ・シニトラウスー一朝Pけ

冒頭部

■■

￣＝￣■２ニー￣￣■■

■■■■■■￣グー■￣■■■■■￣■■
－－￣￣■￣￣■■￣ロ

この曲などは、光を媒介として、ニーチェの哲学につながる「永遠」とか、「超人」とかの象徴性に

もつながっている。ロック音楽のスター、エルビス･プレスリーが、ステージ･ライトを浴びながら舞台

に登場する時によく使った事でも知られている曲である。

ステージのスポット･ライトと、テーマ音楽の持つ「光」のイメージが共通の形象に繋がり、大変効

果的である。

光と波の複合形象（光る水面）、風と木々の葉の複合形象（葉ずえ）などは、ピアノの高音域の分散

和音で効果的に表現できる。ショパンとリストのピアノ曲を掲げておこう。（譜例27）（譜例28）

譜例２７

ショパン／エチュード

冒頭部 ｏｐ２５の１

AIIegroBogtenuto(J-m4）
￣■■■■■■■￣￣■

■-－■■■■■■■■■■■■￣￣■■■|■■■■■■■I■■■■■￣■￣－■■■■■■■■￣－■|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロ■■￣ご■■■￣'■■■＝■■■■■■■■■■■■■■＝■ﾛ■■■■■且■■ﾛ■■■'■■■■■■'■■－ロー■ﾛ■■■■■■'■■■＝■￣＝■￣市■￣￣｢百I＝■￣7百ロー￣
■■ｈ■■■■■■I■■■■■l■■■￣■■■■■■■■■■■￣■■■■■■■■■￣■■■■■■■■￣|■■■■■I-．￣■■I■■

■■■■■■■■■￣■■

量＝Ld＝Ｌ＝＝lニーニーーーーーーヨ
ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■

ロ■■￣･･￣

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

巴■￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「＿■■■■■■ロー■１－
■■■■■■■■■■■■■■－－■■■■■■■-■■■－■■■■■ロー＿

■■■■■－－■■－■■ロ

田ａ
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譜例2８

リスト／演奏会用練習曲より「森のささやき」

冒頭部

Viw獣（ ６ ６

』:雲M薦刷
駅．
"“Ｃｌﾌﾅ“

Ｖ'ＷｔＩ'１ｍ〃、７．mﾆｺﾞｨｸﾞ燕 駅

これらの右手のパートは、高音域の輝きや爽やかさによって、ビアニスティヅクな効果においても際

立っている。光は、美術においては、色彩、明暗、輪郭、などに大変重要な役割をもっているが、音楽

では、特に、音の高音域への拡大と音色の透明化、音の持続化に決定的な影響を与えた。それは、先ほ

どの譜例にもはっきり顕れている。自然への憧れは、広い、高い空間への憧れであり、更に、永遠性へ

の憧れでもあり、その事は、取りも直さず、光への憧れであった。

Ｂ）美の形象化

美意識という言葉がある。芸術の創作に当たっては、いつの時代にもこの美意識が根源的に存在して

おり、芸術の形象化には不可欠のものである。しかし「美」という概念は暖昧なもので、更にく美的判

断の基準を何に置くか〉という問題も出てくる。ここでは「美」という概念の中から、特に形象化への

顕れが明確で、しかも美的判断の基準に成りやすい、三つの美意識を取り出し、その各々について考え、

形象化された実例で示してみよう。

i）自然美の音楽的形象

「美」は、何らかの「本能的欲求」や「憧れ」への衝動から始まり、次第に、概念としての形態に変

わっていく。人類の最初の「美との出会い」は「自然美」である。自然形態の中から、人間が憧れ、意

識し、選択した美というものがある。

例えば、視覚的には、色の美しさ、形の美しさ、聴覚的には音の美しさなどの直感的美がある。

その後、色々な物対象を比較して、均衡やコントラスト、変化や統一感、明暗や強弱などを意識する

調整感覚美が、次の段階へ進化した美意識として登場してくる。

更に、人間の手の届かない物（物の状態）や場所などの、神秘的あるいは超自然現象にも、美を感じ

ただろうことも想像される。

これらの美意識の根底には、人間が、自然形態を対象化する中から「ある際立ちとしての美」を選別

する本能（観念）を身につけていた事が大きな条件になっている。音楽美でいえば、直感的に音の美し

さを選別した人間が、最初に意識した対象としては、（自然界の音で言えば）、小鳥の澄みきった「噂

り」だろう。

人間は、原始時代から、そういう「さえずり」に対して、本能的に、美しさを感じていただろうと思

われる。

身近な例で言うと、鴬とか、つぐみ、メジロなどは、実に美しい声で鳴く。京都大学の動物生態学者

だった川村多実二の著書で「鳥の歌の科学」という書物があって、その中で日本の野鳥の鳴き声を「仮
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名字綴り法」で、発声機構まで含めて詳細に分類してあるらしいが、手元にないので、説明出来ない。

しかし「日本の野鳥」のＣＤ（コンパクト･ディスク）は、書店などで、かなり出回っており人々の

興味を誘っている。フランスの現代作曲家メシアンにも「鳥の歌」の作品があるが、抽象化が進んでお

り、かなり奇怪に聞こえる。

ここでは、再び、ベートーベン／田園交響曲に登場してもらおう。（譜例29）

譜例2９

ベートーベン／交響曲６番「田園」より２楽章

128小節目

ノ
』
且
■
■
■
７
忽
、
■
ロ
ロ
リ
０
１
〃
０
■
■
Ｕ
ｒ
ｆ
、
０
口
曰
１
１

■■■■￣■■■

プ■■￣■

■■■■■■■￣￣￣

－■－￣■■■■可■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U■■■■■■■■■■■|■■■■■■■■■■■
■￣■■■￣

エゴ■￣－－￣＝‐－－■■■■■■－－■■■■■－－■■￣■■

￣＝■■■■■■■￣￣■■■－－１■■■■■■

￣■■■■■■■－－－口■■■■■■￣

Ｕ
Ｗ屈田BG］ (うずら）

、Ｐｂ－
■■■■■U■■■￣ｑＢＩ■■￣￣－ヨ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣

■■－－＝－－－－－－■■■－－－－－ヨ■■■■■■■■I■■■■■■－■■■■■■■■－面■■■■■ご■■－ヨーー

ー■■■■■

■－１■■■■■■Ｉ■■■■■■Ｕ■■|■■■■■U■■■■■■■■￣■■■

￣ロ■■￣￣＝■■■■,■■■-Ｉ■■－－－■■■￣■■■■■■■ロ■■■■■■－－－７炉－－￣￣

■Ｐ■■■￣■■■｜■■■￣＝■■■■■■■■■￣■■」■■

この二楽章には、「小川のほとりの場面」という副題がついており、さよなきどり、うずら、かっこ

うなどの小鳥があらわれて、ちょっとした森の音楽会をやる。

我々は、小鳥の鳴き声の、何に美を感じるのだろうか?合図の形象化の所でも述べたように、騒音の

あふれる自然環境の中で、楽音につながる小鳥の声は、音の波形や周波数の安定している事で際立って

おり、その事が我々に、調整感覚の美を意識させるのだ。この音の波形や周波数の安定さというものは、

本来、物理の領域だが、古代ギリシアの哲学理念としての「アルモニー」が、音楽の「ハーモニー」に

繋がる如く、自然とか宇宙には、予め定められた調和と、不思議な計り知れない統一とがある。ピタゴ

ラスも、音の高さを数理的に配分した音階を作り、音楽の至高の実在は数的な秩序によると主張したが、

ここで、その最も偉大な芸術的成果とされる「黄金分割」について述べてみたい。古代エジプトのピラ

ミッドや、古代ギリシャのパルテノン神殿、ミロのヴィーナスなど、建築や彫刻などの偉大な芸術的遺
産は、その線や面の比率が、黄金分割によって形成されている事が実証済みだが、エルネ・レンドヴァ

（６）

イは、その著書でバルトークの作曲技法に於ける「黄金分割」、及び「フィポナッチの法且ｌ」の適用を、
実際の作品を分析しながら詳細に述べている。

実例の前に、先ず定義からいこう。「黄金分割」とは、１つの線分を長｡短２つの部分に分かち、全
体の長さとその長い方との比例が、長い方と短い方の比例に一致する比率のことで、例えば、全体の長
さを１とすれば長い方が0.618、短い方が0382の近似値を示す比率のことである。（図形ｌ）

6）バルトークの作曲技法エルネ・レンドヴアイ著者谷本一之訳者全音楽譜出版社1978年出版
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図形２

植物の幹への枝の付き方の断面図
1

図形１

黄金分割の比率

1

３

ｕ－ｘ）渓

１：Ｘ＝Ｘ：（１－ｘ）

近似値１：０６１８：0382

円周率の数字点が枝の出る場所

360度→222.5度:137.5度の黄金分割となる

「フィポナッチの法則」とは、自然数で、近似的に表される黄金比による数列で、数列の各項は、先

行する二つの項の和に等しい、という特徴を持っており次のような数列となる。（……１、２，３，５，

８，１３，２１，３４，５５，８９、……etc)：レンドヴァイは次のように述べる。「これらは、自然界の成長の

法則を数列化したに過ぎない。分かりやすい例をとってみよう。

もし木の枝が一年で新しい枝を－本出すと、二年後には新しい枝が二倍になり、毎年、上記の数列の

割合で増えていく。パルトークはかって・作曲は自然に規範を仰ぐものだ'，と述べた。

バルトークが実際にこういった規則性を見出したのは、自然の現象の中からだった。

彼は絶えず植物や昆虫、鉱物の標本を集め、コレクションを増やしていた。又、好きな植物はひまわ

りであると言っていたし、机の上に松かさを置いて見るのを心から楽しんでいたのである。バルトーク

によれば“民謡もまた１つの自然の現象であり、その構成は花や動物等の生きた有機体と同じように、

自然に発展したものとされるのである。これが、バルトークの音楽の形成世界が最も直接的に、自然の

形態や生成を思い起こさせる原因なのである……」と。レンドヴァイは、更に具体的に自然の形態を、

幾何学的に黄金分割の数で証明して見せる。（図形２）

この図型は、360度の円周の黄金分割が一方は222.5度、他方が137.5度の角度であることを示し、こ

の比が、やし科、ポプラ科、かわやなぎ科など、多くの植物の形態において、ちょうど芽や小枝、葉の

付き方が137.5度の角度を成す円周上に観察出来ることで、証明している。

つまり、新しく出る芽は、いずれも黄金分割によって、前に生え出た枝と枝の間隔を分割する。３番

目の小枝は１番目と２番目の右側の間隔を黄金分割により分割したところに生えてくる。

このような関係で無限に続くのである。彼は、この形態をそっくり、〈弦楽器、打楽器とチェレスタ

の為の音楽〉の１と３楽章に当てはめ、（図形３ａ，ｂ）のように全体の小節数と、楽節構成部分が、

黄金分割比になっていることを証明している。
￣
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図形３ａ,ｂ

弦楽器、打楽器とチェレスタの為の音楽の、小節区分による段落

（a）１楽章

塗←8に苧5５
3４ Ｚエ

ユエ ｴｺﾞ

二二二＝====一癖PWp

上記各部分の小節数はフィポナッチの数列を形成するものであり、提示部が21小節で終り、楽章最後

の部分の21小節が13＋８に分割されるのも偶然ではないのである。

(b）３楽章同上

く－．－－－－－－－－－－－－８９－－－－－－．－－－一・・一＞

段_－３４－－→|←－－－－鰯－－－－→

;==憲一l憲二罰lHh1二'二i:宗戸： 1３ＩＢ

奎壼'認
－－３４－－－>k－－－２１－

彼は、更に、この黄金律をおうむ貝の殻の図形（図形４）、次に、松かさを、表と裏から見た、燐片

の重なり合う線による図形（図形５）（図形６）、などにも当てはめ、次々と、自然形態の中に存在し

ている黄金分割の存在を証明して見せ、同時に、パルトークの諸々の作品の楽曲構成の黄金律について
も、具体的譜例で細かく分析している。

例えばく２台のピアノと打楽器の為のソナタ〉の－楽章における小節数と、楽曲構成区分の黄金比、

アレグロ・バルパロの連打音におけるフレーズ構成（８，５，３，１３）の黄金比の分析なども、具体的
譜例で細かく示している。（譜例省略）

このオウム貝の殻の中心は､←どの方向に引かれた

場合においても、その中心を通って引かれた直線と、

殻の渦巻き模様の曲線との交わる点（Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｏ、

Ｃ－Ｄ、Ｄ－Ｅ、Ｅ－Ｆ、Ｆ－Ｇ…）との間に於ける

黄金分割点に位置している。

この構造も先ほどの（図形３）に示されている音

楽構造と驚くほど類似しているのである。
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図形５松かさを表側から見た図図形６松かさを裏側から見た図

Ｖ

Ⅵ

さらにもっとはっきりした例は、松かさの構造に見られる。その表面の中心から、時計まわりと、そ

の反対まわりの対数螺旋線曲線がシステマティックに伸びているが、（図形５）この螺旋曲線の数は常

にフィポナッチの数列の数値に相当している。

この松かさを、裏側から見ても、燐片の重なり合う線に沿って、２つの螺旋曲線が、組織的に配列さ

れているのが見られる。（図形６）各曲線の組織的配列は、松かさのすべての燐片を含んでいる。

その曲線の数が、３，５，８，１３，２１と、より高いフィポナッチの数列の数値を持つ松かさもある。

同じような曲線の配列を持ったものに、ひまわり、ひな菊、パイナップル等があり、また、茎に葉が

渦巻き状に生える多くの植物にも、これを観察する事が出来る。

これらの曲線配置には、２１，３４，５５，８９、さらに144,233、といった数の連続を見出すことも少なく

ない。

例えば、ひまわりには34,の花弁があり、その螺旋曲線は、それぞれ２１，３４，５５，８９，１４４、の数に

なっている。黄金分割は、常に有機物質にのみ当てはまり、無機的世界とは全く無縁であるということ

も立証されている。

黄金分割は、本来、自然の形象化から始まったものとも言えるが、無理数を含む、余りにも高度な数

列体系となる為、まるで方程式や、微積分のような、解析を解く美しさにも似た、意識の高められた透

徹した美を顕すことにもそのまま繋がってくる。

パルトークの作品や、音楽理論は、その自然を規範とした徹底した構成の美しさによって、我々に新

たな音楽の美を発見させてくれた。その事は、現在、多くの人たちの間で、パルトークの作品が現代音

楽の古典として、ベートーベンやバッハと比肩される地位を与えられている事の、証明にもなっている。

ii）快感の音楽的形象

美と快感は必ずしも一致しないが、密接につながっている。例えばバラの花は、一般的に蕾より開い

た状態が美しいと言われる。それは、開いた時の花びらの形態的美しさと、更に、開いたバラが香りを

発するので、「形」と「香り」を通して、視覚的形象美と、匂いによる肉体的快感が相まって、感覚的
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な美（快）の形象を形成する。艶のある赤いリンゴを描く時には、美味しそうに描くことを考える。つ

まり、リンゴの形や色の美しさは、美味しさの現れとして描かれる。

つまり美を、対象として知性的に捉えることによって、ある際立ちとしての価値体系を客観的に提示

する形象を、更に対象に踏み込んで、深く身体の内部に同化させ、快感として、内なる肉体的生命衝動

の、活性化につながるものとして、時間と空間を凝縮したかたちで、内在的・身体的に意識･形成され

る形象にまで深化させると、美の時間的複合形象としての「快感の形象」が成立する。

この「快感の形象」は、再現芸術としての身体表現を伴う「時間と空間」の芸術である音楽にとって

は、感覚的形象の全般に及ぶ。先ず人間は、最初の、時間と空間凝縮の快感を、高い音、長い音に見い
出した。

声楽におけるレシタティヴからアリアへの様式的変遷や、バイオリンを、弓を長くして、舞曲の伴奏

楽器から離脱させ、ビブラートをたっぷり活用する独奏用の旋律楽器へ移行させた事などは、すべて演
奏における快感への欲望から起こったものである。

しかも、これらの快感の根源には、原始人たちが、自然形象における、自由に空を翔ぶ鳥に憧れたり、

高い山、物凄いスピードで疾走する馬への憧れなど、つまり自然の物象への憧れを、疑似体験とした

原始的形象を深化させ、高さや速さへの憧れを、肉体の内部の生命衝動の活性化に融合させた事が大き

な快感への力の要因となっており、その事は､楽器の開発と、器楽音楽の発展への大きな契機となる。
例えば、誰でも知っているマスネーのダイスの瞑想曲におけるバイオリンのロングトーンなどは、官能
的なほどの心地良さを我々に与える。（譜例30）

譜例３０

マスネー／ダイスの瞑想曲

i:鬘二鑿二菫蓋三重二二菫
Ｉ 囚皀-眉己雪三=====＝=＝国＝三三＝＝ニニーニー記三澤＝

￣ ■￣ ■Ｐ■Ｐ ヴヮー

｣二二回” '

ソプラノやテノールの、高い張り上げた声も快感につながっていく。イタリア民謡は、その典型的な
ものだ。（譜例31）

譜例３１

カタリー

民謡

唯ニニニビニ５毛=三澤=菫巨i言宮

三二白目堂 J＝

=＝詫二夛圭二王＝旨苣匿
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

速さの快感としては、バロック時代のコンチェルト・グロッソの、急楽章などに典型的に顕れてくる。

その代表的なものとして、ピパルディの「四季」を取り上げよう。（譜例32）

譜例3２

ビパルディー／合奏協奏曲op8「四季」より

ａ春４５小節目（Ｉ楽章）

鑿簔薑臺二鬘襄雲霧雲薑霊
ＶＬｐｒｉｍ

ＶＬＩ

ＶＬＵ

ＶＩａ、

EC．

47小節目（Ｉ楽章）

溌三EE錐E倉陰塞彗警護壁Ｖ1.ｐｒｉｎ

ＶＬＩ

ＶＬｕ

ＶＩａ・

EC．

」」

ｂ夏１４小節目（Ⅲ楽章）

尊舅塞崖琵三壷彗呈頚舞一昌崔馨躍蟇蕊塾直錘塵ＶＬｐｒｌｎｃ

Ｖｌｌ

ＶＬⅡ

VIa．

＝ロー＝=＝■■コョー

￣￣■■■－－■■-－￣＝－

￣再■■■U■■■■ﾛ■■

Ｂ､ｃ、

ユＢ

ｃ秋３１小節目（Ｉ楽章）

#昼三三劃三三謹室韻三鷹窪三圭筐宣二塞毒言ﾖ雪藍鍾彗墓Ｖ1.ｐｒｉｎｃ

ＶＬｌ

ＶＬＨ

Ｖ１ａ．

Ｂに．

’
＝＝室国二二歪電二一割三－二碧二
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八-１ ＝丁
￣

伊か■＿

凌匿＝＝＝￣＝＝＝=＝＝＝ ＝戸閂ヨー閂=国＝戸寓葬 圭吐呈Zエ全＝季＝
二一 －－

マーワヤママヤヤヤーー埆岸 旬一一Ｔ－ｐＵ＝１－『.￣｢－戸－０－Ｆ宍

戸一＝＝ヨー￣可－．．４１ニーェー￣￣＝二言＝コーー石弔一戸云百一一一一Ｆヨーー￣￣￣￣閂￣迄￣￣垂一匡Ｉ

＝￣＝￣￣＝－＝P＝r弓＝仁＝伝＝二F＝

、停一＝＝本＝￣岳一ヨー ￣~了ヨーー五一百弓･FrQ可一戸．￣Ⅱ－０◆￣、・・、－

||’ バー

臣一三雪菖菫司

.▼（１ＶC･3DＩＣ）
E▲．

←－－－－－－－－－－＝－－－鯵一

全＋＿÷

￣－－U■－－ニーーーニーー＝＝Ｉ

進一一一÷
三グロレロ：＝Ｆ－Ｊ



琉球大学教育学部紀要第39集Ｉ

ｄ冬
14小節目（Ｉ楽章）

鍵三三隻誉E鑿襲撃E當僖曇鬘E塁壁蝿f唾ＶＬｐ｢inc

組#＝ＶＬＩ

ＶＬⅡ

Ｖｌａ･

ＢＧ

虞！『

これらの曲は、弦楽器による、屈託のない流れるような線の美しさや、生き生きとしたリズムの表情

が、我々を爽快な気分にさせてくれるので、大衆的人気が常に高い。

一方､原始的形象に於けるトレモロが一次的形象としての生命感から更に活i生化されると、一種の興
奮状態に到達する。

この興奮状態が極限まで上昇すると、その極点において、身体全部のエネルギーが外に向かって一挙

に放出されるような、いわゆる演奏に於けるクライマックスが形成される。

ティンパニーのクレッシェンドを伴う長いトレモロをベースにしながら楽曲を一気にクライマックス

へ導いていく手法は、管弦楽曲の常套手段だが、グリーグのピアノ協奏曲の冒頭部のピアノの入りに、

この手法が見られる。（譜例33）

譜例3３

グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調 1楽章

コア〉
ＰｎＬＤｎＥｃｕｃｒｕｍｏＫゴーH２

冒頭

■■■■■■■■￣Ⅱ■■ロ■■■■■■

■■■■■■■■■■■■－－１■■■■

＝■＝＝■＝＝＝＝Ｉ
Ｐｉｎ■⑪

(Solo）

饒藷鎬三
Ｇロロロロ

ＩＩ

Ｐｉｚｍ⑪

(Orchestra）

ケロ

このクライマックスの頂点に向かっていく、興奮を伴う時間の凝縮された充実感は、オーケストラの

生演奏の醍醐味を満喫する上で最上の快感に繋がる。オケの醍醐味と言えば、後期ロマン派のマーラー、
プルックナーのブームはオーディオ･マニアから起こったが、音響マニアは、音の快感なしには成立し
ない世界でもある。

トレモロ効果を快感へ昇華させた音楽の実例をもう１つ揚げておこう。プラームスカ轤想から、苦節
20年の後に完成させた交響曲１番の最終楽章において、ティンパニーの長大なトレモロ効果の後に出て
くる勝利への讃歌のメロディが、ホルンによって高らかに歌われる箇所（譜例34）があるが、
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

譜例3４

ブラームス／交響曲１番４楽章より

O小節Ｅ

〔、 ］一＝覇

■■￣＝ｸロ■■完＝■-■Ｐ■■■■
■□■ ご＝＝垂＝三とコニー蛙＝Ｈｒ、

iｎｃ

Ｔｒｐ
ｉｎＣ

ＩTrb．

＝＝＝三一＝言三二冒巨三＝Ｅ=三二三

堅三霊季ま＝季＝＝=E＝E垂＝勇二毒二二臣茅＝Ｔｉｍ．

先ほどのティンパニーのトレモロのクライマックスの直後に、魂が身体から抜け落ちるような、興奮か
ら鎮静へ、更に新たな充実感の快感（悦楽）へと、劇的な音楽の転回が、私たちの魂を揺さぶる。

■

つまり音楽における快感は、まさに凝縮された時間の、結晶としての「音楽」の燃焼に、演奏者と聴

衆が立ち合っている状態で起こる。オーケストラの演奏会で、圧倒的名演奏の終了直後に起きる嵐のよ
うな拍手を想像してみよう。

その時の感動と喜びの感情は、快感以外の何者でもない。クラシック音楽を離れて、ロック音楽を考
えてみよう。特に若い人たちの間でのロックへの熱狂ぶりは、この30年余の間、少しも衰えていない。
ロックの音楽の体質は、すべてリズム効果のバリエーションである。８ビートから始まったロック音

楽は、１６ビート、３２ビートとリズムを細分化しながら次第に現代のディスコ音楽に近づいてきた。現代
の32ビートのリズムは、音楽の最初の形象である心臓の鼓動や、その高まりである興奮状態への生理的

快感、あるいは生理的緊迫感としてのビート（拍子）による生命の躍動感から離れ、リズム･マシンに
象徴されるように機械的な「精密反復のリズム」に変容してきた。

現代では、逆に芸術に於ける精密さが、一方において快感と関わってくる。例えば､写真の発明以後、
美術において、スーパー・リアリズムの世界が開拓されてきたのと同様に、音楽でも鍵盤楽器の登場以
後、技術の正確さと、細かさが、音楽における演奏テクニックとして重要な意味を持つようになってき

た。演奏者にとって、常に正確に弾く作業は､演奏技術として大事な条件であると共に、現代のコンピュー

ター時代における〈快感の形象〉にもなっている。機械的正確さを快感として味わえる曲を一例紹介し
ておこう。

ベートベンのピアノ・ソナタの中期の傑作「ワルドシュタイン」ソナタ（譜例35）は、
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譜例3５

ベートーベン／ピアノ・ソナタ21番「ワルドシュタイン」１楽章のモチーフ

１ 。Ⅱ□ＵＢＵ･ロ、ⅡⅡ［ロロロUｑ

1８
■■■

＝＝＝===ﾆﾆﾆﾆﾆ目F二

Ｉ
ローP■■■■■■■■■■■■■■■■■」■■■■」■Ⅱ■￣
■「．．＝■■■■■￣■■■■■■■■■■■■」■■Ｆ■￣ヨ
ーＰ

■■■■■■■■■￣－－－ヨ
ー■｣■■P･■■－－－－－－

．－．－＝－－‐＝￣■■■F■－－■￣■＝■＝
■■■■

■■■■■■■■■■ｌ■■■■

■■■■￣■■■■■■■■|■■■■■■■U■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■

－－■￣■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■■■■
￣￣■■■■■■■■￣￣

2７
３４ＶvＶｖ

揖冨ニーーーー皀

壼謹＝i；
その楽曲構造の精微な美しさを誇っているが、同時に機械的演奏技術の正確さを要求されており、全曲

を弾き終わった時に、一種の生理的快感を覚える。

この生理的快感は、それまでの長い時間をかけた練習の成果としての時間的凝縮を前提にしており、

単純な機械的正確さとは、異質なものであると考えねばならない。この長い時間をかけた練習や意識の

成果としての芸術的形象は、次の装飾的形象へと繋がる。

iii）装飾化への音楽的形象

快感の形象のところで、機械的演奏技術の正確さが生理的快感につながることを述べたが、生命の躍

動感の形象とか、合図の効果的形象などの実存的形象は、本来、人間の生命維持とか、生命衝動の活性

化など、生きていく為の時間的概念との緊迫した接触空間を形成してきた。

しかし、機械的･技術的作業の獲得は、一方で技術修練の為の緊迫した時間を必要とするが、他方に

おいて、集団生活から個人生活への生活の、個人的領域化を進めることになる。

しかも技術的熟練は、それまでの生命維持の時間とは別の、余暇時間と密接に関連してくる。極端に

言うと「余暇時間があるから、ピアノでも練習して、うまくなろう」という考え方にもつながる。人間

が、道具を使用するようになり、農耕技術の開発により、食料保存ができるようになると人々は、食料

獲得にそれほど時間を費やす必要がなくなり、余暇時間を持てるようになってくる。余暇時間を獲得す

ると人間は、先ず、超現実の世界を空想･創造するようになる。美術における楽園描写や、文学におけ

る不老不死の物語や、神話などがそれに該当する。他方では、極めて抽象的な遊びに時間を費やす行動
も出てくる。

特に自然の厳しい北国において、寒い冬など、自然から隔離されている状況において、有り余る時間

の有効な使い方として、室内での遊びの抽象ゲームや、作り話などが盛んに行われていただろう事が想
像できる。ヨーロッパの北部のケルト人の装飾的･描象芸術は特に有名である。

それは、点、線をモティーフとし、後に、曲線、円などを加えながら、幾何学的模様の美しさを極限

まで追求した抽象美術の偉大な遺産であるといわれている。これらの抽象も、その最初は自然形態の模

写から始まっていることは既に述べたが、植物のツル状態を模写した唐草模様、貝殻を模写した渦巻き

模様などは、紀元前からの遺産として、いたるところで発見されている装飾模様である。音楽にいこう。
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

音楽の最初の装飾は、ロングトーン（音を引き延ばす）の技術と、リズムの細分化の技術だと考えら
れる。ロングトーンは、快感の形象でも述べたが、息を溜めて、長く引き延ばす吐く息を必要とする。
その事は、生理的現象でもあるが（例えば、我々が水中を泳ぐ時に息を止め続ける事なども同様）、

一方において、空を翔ぶ鳥の飛行イメージなどの、自然の形象化とも受け取れる。この原始的形象が、
装飾的形象へと発達する要因として、道具（楽器）の発明による技術化への促進があった。

音響道具は、最初、合図の為に作られた。やがて、遠くの人へ意志を伝える為の音量の拡大と、いろ
いろな合図を使い分ける為の音の種類（音高や音色）の工夫などから、多様な音を出す為のさまざまな

道具の改良が試みられた事だろう。この音の種類の工夫や、音の出し方の工夫、道具の改良の試みなど
が、やがて器楽的装飾形象化へ繋がっていく。

この装飾形象は、始めは、即興演奏として、遊びの感覚で行われていたと思われるが、次第に様式化
されてくる。

音楽におけるメリスマや、コロラトゥーラの技法、高い音を長く引き延ばすアリアの技法などは、本

来、語るための言葉として、韻律に頼っていた声楽が器楽的装飾化へ接近していく事をものがたってい

る。イタリア古典歌曲から、それぞれの例を引用しよう。

（譜例36）（譜例37）（譜例38）

譜例3６

｢勝利だ、私の心よ」より

(メリスマ音型）

､

GianGeacomoCarissimi

（1605～1674）

壺壺垂一匿竺E圭壷ﾖ垂菫＝二二

＝＝＝.＝

※このメリスマ音型は、ややバロック的スタイルに近づいている。

譜例3７

｢すみれ」より

(コロラトゥーラ技法） AlessandroScarlatti

（1660～1725）

(ａ ）
河に１２．

鐘E雲雲三三＝
四sebvi-o-Ict-te，vi-。‐let-te-8m-zi．。 Ｓｃ．
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(b）

塗三三三三三二二三藝言逹三拳
｜図 ｍｃｚＰｍａ‐sｃｏ－ｓｅrＴａｌｃｆｂ glico

譜例3８

(ア

￣

＝＝-.--..----■■■■■■■■■■■■

「■---￣-■---.-U■■■￣■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

FF-
JJ

■ロ皿■■■■■■■■■■￣￣■■■■■■■■■－
１■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■－－■■■■■■■■ｂ■－■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-－．－■■￣

■■■■

Ｆ￣ご＝■￣■■■■■■■■■－■■■■■■■■■■■■■■■＝＝＝■■■「■■■■■■■■■二回■￣￣￣■￣■■■■■■■－－－■■■■■「'■■■■■■

■出■｜■■■■■■￣■■￣

＝＿＝=＝＝=＝＝
■

二－＿
■￣

＝目江一一一。￣￣■＝￣

これらの装飾化への形象は、演奏技術の向上への意欲なしには考えられない。従って､最初に述べた、

余暇時間を確保して、演奏そのものに熱中していく状態が必要になっていくのである。音は、それ自体、

意味を持たないので、音による造型は、すべて抽象的な装飾作業と言えない事もないが、ここでは、特

に装飾の際立った音楽作品のいくつかを紹介しよう。曲の様式全体が、装飾化.抽象化を意図している

作品の例として、アラベスク、変奏曲、エチュード、無窮動などがあり、部分的装飾モチーフとしては、

装飾音、グリッサンド、回音、パッセージなどがあり、これらの技巧的部分は、すべて装飾化を前提に

している。（譜例39）は、ドピッシーのアラベスクであるが、右手の下降形のメロディが、枯れ葉が、

舞い落ちるような装飾模様を描いている。

譜例３９

ドビッシー／アラベスクより

■■■■■■■■

|■■ｌ■■■■■■■■■■■■■■￣￣■￣■■■■■■|■■■■■ﾛ■■■l■■■
Ｐ＝Ｌ■■Ｉ■■■■■■■■|■■■■■■■■■■■■■■￣■■■■■■￣｜■■■■＝■■■|■■■■■■■■■■■■■’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■
ロ1百｜■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣￣■■■■■■■■■■－－＝＝■|■■■■■■■P■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■■■■■■■■■
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

ショパンのエチュードに、回音風の装飾音形を使った曲がある。

この曲は、回転が小さくなったり、大きくなったり揺らぎながら、渦巻きの模様に近い動きを取る。

（譜例40）

譜例4０

ショパン／エチュード

op25の２
Presto(ん1ｍ

モーツァルトの変奏曲は、装飾的変奏の典型的なもので、変奏の装飾過程が手にとるように分かる。こ

のテーマの変奏には、リズムの装飾も施されている。（譜例41）

譜例4l

モーツァルト／きらきら星変奏曲のテーマと変奏

Ｋ、２６５

D2nVar・Ｖ

DP旨＝.＝ ■■￣■Ｕ■■■-----頂■■■

ｒ＝=旨ロニーーロロ■ロー■■□￣ロロロ■■■■■‐□￣ここ
■■‐＝■■■■■■■■「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ■ ■

空＝、ニーリ■－－．－エ・・'＝笘＝＝＝エーー
ーーー,二戸』■￣￣二同
一■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■－－ｺ－
■■■■ﾛ■■■－－－コ■■■＝，

－－－－ヨーーーーロ･■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
ヒーーー■■■－■ロー■■＝＝．

￣－－－･ローーロ■■■■'－
ラーーー＝＝

Var.Ⅲ 八A'

筐
目＝，.＝■■￣＝－■■
■■■■■

■

l■■￣￣￣－－－■
l■■■■I■■l■■I■■■■

■

￣Ｉｒ－－■■

＝￣

一方、リズムの細分化も、最初、心臓の鼓動の、興奮状態における動悸の高まりを形象する、原始的

形象から始まったものと思われる。その後、暇な時に手をたたいたり、物をたたいたりしながら、お互

いが集団でたたき合う遊びや、儀式を通して、集団意識としてのアンサンブルの楽しみ方を覚え、次第

に複雑な細かいリズムを作りだしていった事だろうと思われる。

先ほどのモーツァルトの作品の変奏をリズムの装飾化として、捉えると、次の（譜例42）のように、

リズムの細分化が明瞭になる。

この曲ではリズムの細分化とメロディの装飾は表裏一体のものでもある。
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譜例４２

（譜例41）のリズム表示 ※譜例41.42は右手だけを対象にしてある。

（本来は、左手も変奏の対象になる）

《＝菫三f苣菫垂三=菫垂=雷二崖=E錘更三悪

ジャズは、リズム、メロディ、ハーモニーのすべてに渡って装飾を施し、原型が分からない程に抽象

化（アドリブ）される音楽の最たるものである。ミュージカルのテーマ曲をジャズのスタンダードとし

て取り上げた例を揚げておこう。（譜例43）は、「オーパーザ･レインポウ」のジャズ化である。変奏
(43b）をした後に

譜例43a，

オーバー･ザ･レインボウ（虹の彼方に）

ミュージカル「オズの魔法使い」より

－５
ＡﾄM７Ｇｍ７ＦＥｍ７Ａ７Ａｍ７、７

(テーマ）

ＥＩ 、７

Ｉ
ｂ

（

ニー￥＝｣－＝

■■

■二`で■－■■
－－￣■■

、７
－３－

ＡｂＭ７ Ｇｍ７ C7GけＡｍ７

■■■■■」■

￣ロ－－８旱￣0－」ニロニーーー＝■・…

、■ﾕー■Ｆ［■■■■
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

(譜例坐）の如く、アドリブが展開され原型が完全に抽象化される。
譜例４４

（アドリ

Ｉ
快感の形象で述べたロック音楽も、リズムのパターンが時代の流行の変遷と共に、さまざまに細かく、

装飾されてきたが、現在では、殆ど、肉体の生命感を超えた機械的なリズム（16ビート～32ビート）の

方向へ進んでいる。最後に、古い時代から引き継がれてきたリズムの特徴的なスタイルのいくつかを
(表１）でまとめてみよう。

表１

リズムの基本型

ポルカ行進曲

l妄言二目二言目 Ｅ

ハバネラ

■Ⅱ■
－－

に E＝雪匡=冒三ﾖニーヨ

ポロネーズマズルカ

舟歌
ボレロ

偽 榿
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８ビート（ロックの基本リズム）２Ｘ２拍子 ボックス

鯉EiEl王i〒i詞し
12ビート（ジーグのリズム） アルベルティ･バスＮｑｌ

■■￣■I■■＝■■■■■■■￣■■￣￣＝■■■■■■■■＝

ｉﾜﾆ－－１･■･■￣ﾛﾛﾛ■-|■■I■ロー■■■■●､一・■－０■－－－■■■■

16ビート（フユージヨンの基本ビート）アルベルテイ･パスＮＯ２

■■＆日■－－￣ ■＝＝
■■

」■■＝」■ゴ■■■ｒ■■
■■■■■

次に、現代のポップスに大きな影響を与えたラテン系音楽の後拍的リズムのスタイルを（表２）でま

とめてみよう。

表２ ラテン系音楽のリズム

ガラーチャ（マンボ）ジャズ・ワルツ

繕=す雪に
ドドンパツイスト

〆］、

三銭ニトニ群''二 ［

チャチャ（バイヨン）ルンバキニーバン ビギン

ｺｰｺﾖ」

サンバ ボサノバ

」Ｊ」」、I－｣I｣』
釜＝二!=昼三三二三

締めくくりとして、リズムの装飾化が著しい現代のフュージョン音楽系のリズムのスタイルを（表３）
として、一覧表にまとめ、この項を終わる。
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

フュージョン系のリズム

表３ロックの基本リズム
（、、ノーフ、） スローロック

徴 ノJ-1n
『

ビートでプッシュサザーン・ロック

(霊二些三圭宙EiｺﾋﾕL｣=と !=i=i≧I ［

ディキシーランド・ロック ハーフタイム・ブルース

族 隅.型､釘 |【

ブギウギ

Ｉ
T二巴

ディスコ２
ディスコ１

ファンク１
ファンク２

Ｃ）超自然を対象化した音楽的形象

動物は、自然体系の法則に従いながら、その枠組みの中で生命を育んできた。人間は、鳥が空を翔ぶ

のを見て、自由な大空に憧れた。しかし、鳥は決して自由に空を飛んでいるのではなく、ある時は、エ

サを求めて、そして寒くなると、南へ渡っていくのは、生活環境を求めて、生きる為の決死の必要手段

なのだ。何羽かの力尽きた鳥たちは、目的地に到着する前に海の藻屑となっていく。人間だけが自然を

征服できたのは、尽きることのない想像力（創造力）のおかげだった。生活手段としての道具を作り、

形象としての芸術を創作してきた、人間の歴史の発展は、想像力を創造力に変えていった偉大な頭脳の

勝利によるものである。この項目では、自然を克服していった人間の、想像から創造へ至る形象につい

て分析してみる。
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i）不安や祈りを対象化した音楽的形象

原始時代に於ける人間は、他の動物と同じで、自らの生命を脅かす自然の脅威に対してもおびえきっ

ていた。その時、人々は、大声で叫び、物を叩き、自然のエネルギーに自らの内的エネルギーをぶつけ

ていった。

しかし人間は、自然の強大な力に全く歯がたたなかった。幾度となく、自然の力に屈伏していった人

間たちは、やがて自然を操っている、根源的な力の源について考えるようになった。そして、それと交

信しようとした。いわゆる呪術の始まりである。呪術は様式化されていく過程で、不安を取り除く悪魔

払いの儀式と、救いを求める根源的な力への祈りの儀式の、二つに別れていく。元来、この両儀式は、

前者から後者への一対の儀式であった。その儀式では必ず音楽が使用されていた。この当時の音楽を再

現する事は不可能であるが、イメージとして形象してみよう。

－時、オカルト映画が流行していたが、特に「オーメン」（1976年、米国映画）のパック音楽は、呪

術的効果の極めて秀れた作品なので採譜してみた。（譜例45）

譜例4５

オーメンのテーマ

Moderato

－－
～￣

－－

￣■■■■■■■

LSP■￣■■■－．－＝

Ｉ
二二二=二＝

曰ニー

三 一

一■■■■■■■■■■■■〃￣■■ﾛ■■■－－

＝￣■■■■兜』■￣■■■■■■■■
■■￣■・ョ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■

■■■■■■■■■～■■■■■■■」■■I■■■■ﾛ■■■

■■■■■■■■■ロローヨ■■■■＝￣■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

このたたみ込むような朗唱が悪魔払いのイメージにつながる。シニーベルトの歌曲「魔王」のピアノ

伴奏部の３連符のトレモロは、不安より不気味さの方が強い。（譜例46）

譜例4６

シューベルト／「魔王」の前奏部分

聖菖聖一
寺直書=＝二二二諄毒=三二二＝

こういった呪術的イメージの不安感は、それに耐えている時間と、そこからの解放への願いが、一種

独特の官能的緊張感を生み出す。つまり、原始的形象のところでも述べたように、自らの生命を脅かす、

別の生命体に対する神秘と不安の入り交じった状況において、この不安は、対象のトレモロと、自らの

心臓の動悸の高まりとが相まって、生命感を共有しているエネルギーの不思議な相乗効果としての緊張

感が、微妙に、苦痛につながる不安と、解放への期待につながる快感との間を揺れ動く。

この心的状況は、時にマゾ的官能性を帯びる。
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永山：音楽における感覚的形象の形成とその分類

皮肉なことに、不安と快感は、（自己解放や自己救済への祈りを媒介として）表裏一体の形象として
結ばれている。ロマン派以後の不安は、呪術的神秘性から離れて、解放よりも、迷い、諦めの感情に繋
がっていく。

現代においては、自然よりも、人間の作った道具や機械が我々を脅かしている。ひどい時は、人間自
身がお互いや自らを脅かす場合もある。もはや救いを求める術もなく、諦めの境地に達することが、し
ばしばある。

ベートベンの音楽には、闘争心に支えられた救いへの向上心があったが、ブラームスやマーラーの音

楽には諦念の境地に達した表現が目立つ。この、不安が、かすかな期待を内包している段階から、深刻
さが深まり、ついに生への迷いが生じ、諦めの表情へと変わっていく様を譜例で提示してみよう。ベー

トベンの悲憤ソナタ１楽章の展開部で、左手にオクターブのトレモロが出てくるところがあるが（譜例
47）

譜例４７

ベートーベン／ピアノ.ソナタ８番「悲憤」１楽章テーマの提示部

鑿iii薫鑿菫菫簔１Ａ

扇.□，句６
ＡＵ１

企..……………..Ｉ 企…….…」

この部分は、右手のパートがスタッカートの上昇旋律なので、かすかな不安の気配があるだけだが、次

のブラームスの交響曲１番の－楽章の冒頭部、ティンパニーの同音連打（荒いトレモロ）に乗って、バ

イオリン･パートに出てくる半音階メロディは、かなり緊張感の高い不安を示す（譜例48）

譜例4８

ブラームス／交響曲１番１楽章冒頭部

｢-吉－－=＝弩￣、

←－４１－－,三占乙.企

弓lili鑿篝Ｔｉ
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不安の形象は、このブラームスの半音階のように、調性感覚を崩す形で現れるような音の進行になると、

解放への期待感が薄れる。不安がより深刻になると、行き先のはっきりしないメロディ進行となる。

(譜例49）

譜例４９ Warum？

なぜに？シューマン「幻想小曲集｡pl2」より

嚢憲重慮
更にメロディが分断されると、やり場のない諦めと悲しみの境地に達する。（譜例50）

譜例5O

ブラームス／交響曲４番１楽章冒頭部

ⅡⅡ【ⅡＵⅡＵ【］ＵＤＵ

■ ■■■■■

■ ，■■|■■■■■■■■■■■■■■■U■町
■■‐■■■■■■■
■￣

ViolmoI

￣■■■

■－＝－ローローロ－．－
■■■■■■■マー￣

■

VioIinoⅡ

一方、祈りの形象は、この不安の形象から安定の形象へ、更に悦びの快感の形象へ、という希望への

連続性を持っている。先ず音を安定させ、はっきりした調性感を提示することが必要となる。

祈りは美術では、両手を胸の前で組み、頭を下げるか、天を仰ぐかの静止した形態で表される。頭上か

ら光が指していれば、この祈りが創造主に届いていることを顕す。音楽では、この創造主との祈りによ
る交信を、「朗唱風」な音の動きで表す。一点に意識を集中しているような固執した音程やリズムが際
立った特徴である。（譜例51）

譜例５１

Ｃｏｍｅｒａｇｇｉｏｄｉｓｏｌ

陽の光が AntonioCaldara

（1671～1763）So8tenUtoJ-46

－－９＝＝＝＝
■

□SDB

Ｉ
＝＝￣＝￣１－

－－■P_ニー=

＝＝＝＝－－－ローーーーニー
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ここでのモチーフは、安定した、おだやかな陽の光を表している。次に、ベートベンの第九交響曲の
フィナーレに、歓喜に向かう最後の祈りにも似た朗唱風の印象的なモチーフが出てくるので紹介してお
こう（譜例52a,b）

譜例5２

ベートーベン／交響曲９番４楽章より

(a）AndanteMaestoso

１
１

些
趨

①） 震簔薑鑿鬘i霊
ｑＧニニニチ

・ｄｅＴ回'１V…
0

、、－－１１ ｡．。－rｍＩ ロ

Ｉ
E増Eﾖﾖﾖﾆﾖ手竪=二手ヨニ自三目E閏ﾖﾖ臼ﾖEE室ﾋﾟﾖEEﾖﾖ覇鐸ﾆﾋﾞﾖﾆ

￣－－１■■Ｆ■■■■■－－－■〆
■■■■■ミーロ■■■＝ｕｌピーⅡ■■－－＝Ｌ=＝宕戸＝-石ユ

ーーーー■■■￣￣＝－－臣壱一＝＝－■－■■￣

前者aは、神の光を表すＧの音（ソプラハパート）が象徴的で、後者bは、祈りのことばを表している。
この朗唱風のメロディをタイでつないで、ロングトーンで引き延ばすと、アヴェマリアのスタイルにな
る。（譜例53a,b）

譜例５３

（a） アヴェマリア
バッハーグノー

＝

苫＝■苫＝ニニ
ー＝■■

-137-

濤壽言=￣=臺三薑二二薑三二壹三薑~=一三

ｒ己ａＳＪｍ２【⑰

覇冒旦 三三二正ヨニ
￣

￣

￣

□
二

Ｐ
二

ひ
二

写一一→
ｅ
旨

》

■■■■■■■■■■■■■

－

－－■

立
一

＝

」
’
一

｡□ 国=目

p甲と■色

男=目
-戸 一再

ｐＰＬｐ伜

崔邑目ﾖヨ

■伜‐伜

居園ヨ＝

否筐づ筐

。
←
『 圭一註一一

。
■
］ 二一



琉球大学教育学部紀要第39集Ｉ

アヴェマリア

(b） シューベルト一一ＰｍＤＩｌｏＧ啓俸■５８”

旨・・・てITT。．￣・了了一＝戸テ：

回呼

←

祈りの音楽は、一種独特の「穏やかさ」を持っており、宗教画では、「微笑み」の表情で表されること

もある。音楽のカデンツにおける「アーメン終止」（譜例54）などは、その象徴的なものである。

譜例５４

変格終止（教会終止）

変格終止とは、下属和音から主和音へすすむ終止をいう。これは讃美歌の「アーメン」の終止によく使われているので、

教会終止ともよばれている。

鬘二j二崖宣二’
ＣⅣＩⅣＩＣ:Ⅳ’

’----__」［-----」’１

この祈りが叶えられると祝福された「歓喜」の音楽となる。（譜例55）

譜例5５

ベートーベン／交響曲９番４楽章「歓喜の歌」のテーマ

Allegroassai (ピアノ・スコア）
４

i鑿鑿簔i鬘鬘』’ 国迩

薑鑿童薑雲霧薑’
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このメロディは心地好さの中に快感につながる熱狂性を秘めており、日本では、お祭りのように、第

九の「歓喜の歌」の演奏会が、年末恒例の行事になっている。

この第九交響曲は不安から闘争へ、祈りから解放へ、というドラマを我々に体現させる、ベートーベ

ン晩年の傑作であり、いたるところに、それらの典型的形象が見られる。

ii）夢や空想の音楽的形象

装飾の形象のところで技術は、余暇時間とも密接に関連していることを述べたが、音楽に於ける実存

的時間は、必ずしも、現実的に、現在から未来へとつながる労働生産的時間と一致しない。

快感の形象において、時間の凝縮された結晶としての、音楽の捉え方について考えたが、逆に、生成

的瞬間から時間を止めて、逆方向（過去）へ引き延ばし、更に時間を拡大して人類生存以前の、過去の

始まりまでいくと、無限の時間･空間に拡がる夢や空想の形象にぶつかる。

ﾎｰｷﾝｸﾞの宇宙鶚の如く、創造主としての神を否定しながら､自然科学者としての立場で絶対零度
を設定し、無の状態を確かな存在として意識する事から考え始め、やがて微かな空間の歪みが、エネル

ギーを起こし、次にエネルギーの結晶により、最初の物体が現れ、やがて、さまざまの、生物、時間、

空間が発生してくるという考え方も出てきた。

考えようによってはこの理論は、自然科学と芸術の思考の接点ともなり得る。つまり意識そのものを、

人間にとってのエネルギーの始まりであると考えればホーキング博士の理論は、芸術にもそのまま適用

出来る。

自然は、そこに在ること、在るものを前提としており、そこから動植物の進化なり、形象の深化が進

んでいくのであるが、宇宙の始まりを考える等ということは、歴史的時間を逆に遡っていく「意識の進

化」であるという捉え方が出来る。

意識を絶対零度の無の状態から、次第に、あるものの顕れとして、自然とは、全く別の世界を形成し

てみよう。あるものの顕れが、最初の「気配」から、次第に「際立ち」に相対化される芸術的時間の過

程で、我々は、瞬間と永遠の時間的合一点、美と醜さの生理的一体点、快と不快の一体的生命衝動点、

憧れと諦めの同時意識点などの瞬間に立ち合う。

感動の瞬間、芸術衝動の瞬間などを、言葉の力で表現すると、今述べた「さまざまの点が凝縮された

ゼロ地点から、現実世界とは全く別の超空間への、エネルギーの、光の速さによる放射である」と定義

することが出来る。この時点で意識は、現実の自然形態、現実の社会形態、現実の時間概念から「自立」

する。

自立した意識が作り出した芸術作品は、現実に存在していながら、実は、現実とは、全く別の世界を

顕しているということになる。それは、すべての人間がもっている夢や空想による四次元的世界の顕れ

である｡別宮貞雄氏は、「私の音楽美学ﾉｰﾄﾞ」という見出しで､次のような事を述べている｡要約す
ると……人間の生命（生存）の根本的なものとしての「欲求」を仮定して、この内的欲求と、外的現実

世界の衝突から意識が生まれる。

この衝突は、極めて苛裂なものであり、そこに人間のあらゆる不満が生まれる。このような不満から

人間を解放する世界が、芸術における美的世界である……という考え方である。ここでの不満からの解

放を現実的な空間（例えば満腹感、生理的快感、自然の征服感など）でなく、先ほどの四次元空間での

解放という具合に考えると、私の考えている「夢や空想の形象」とうまく一致する。次に実例で考えて

7）「ホーキング宇宙を語る.ＮＨＫスペシャル」のインタビューを参考にした。

8）音楽の不思議別宮貞雄箸昭和46年発行音楽之友社のＰ､338
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みよう。

ラヴェルの「亡き王女の為のパヴァーヌ」という作品がある。（譜例56）

この作品は、古代エジプトのピラミッドの中に埋葬されて、ミイラになっている王女の孤独な哀しみ

を音楽で表現しており、音楽で､五千年前の人間と意識を交わし合うことになる。但し、五千年間の孤
独を意識出来ないと、この曲はタイトルの意味を失ってしまう。

この作品の裏には、この地球で、生きてきたすべての人や生命体と気持ちを交わしたいという作曲者

の欲求が隠されている。文学でいえば歴史小節や神話に該当するものだ。

譜例５６

ＰＡＶＡＮＥ

冒頭部HMURICERAVEL

■■■■■■■■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■■■■■

ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｕ■■■■■■■■■■■■■
■「･■■￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣■■■
＝■可■￣」■■－－

Ｉ■■■■■■

－－－■■■■■■■■－１■■－－－■■■－－￣￣＝￣＝￣■■■￣■■■－－

￣ご￣■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■￣■■■■■■■■■■■■■■■■「■■■■■■■■￣■■■■
■■■

ロック音楽のような、刹那的快感を満たす為だけの行為と、思われていたジャンルの音楽家たちも実

は､同様の作品を残している。ロック.グループ｢ローリング.ストーンズ｣の曲に｢二千光年の彼方腱」
という曲がある。

電気発信音を使ったり、宇宙船のようなきしみをベース･ギターや、ドラムで表したり、ボーカルも

押し殺したような声を使い、異次元空間をうまく表した異色の作品となっている。時間や空間を一気に
超えていく音楽は、ＳＦ映画などで、特にシンセサイザーなどを使って、表現すると何ともいえない現
実感？（超現実感）がある。

DD G、 ⑫ ②

映画のタイトノレで言うと、エイリアン、メテオなどの宇宙映画と、アピス、リパイアサンなどの深
海映画などで、共通した、音響の使い方が見られる。譜例は省略するが、それは、電気的グリッサンド

の音の使い方に特徴がある。それと共に浮遊旋律といわれる音のゆっくりしたメリスマ的ないし無終旋
律的動きが、この種の音楽の旋律的特徴となっている。

この類の音楽は、クラッシックでは、フランス音楽に多く見られ、ドピッシーやラヴェルの作品に特
に多い。ドピッシーのピアノ連弾曲／６つの古代碑銘（譜例57）などは､ピアノの残響性と、絶妙な和
音の使い方が、作品のタイトルと共に、我々に時空間を超えていくイメージを抱かせる。

９）1967年のヒット曲（シングル盤）

10）エイリアン（1979年、米国映画）リドリー･スコット監督作品

11）メテオ（1979年、米国映画）ロナルド･ニーム監督作品

12）アピス（1989年、米国映画）ジニイムズ･キャメロン監督作品

13）リバイアサン（1989年、米国映画）ジョージ･Ｐ･コスマトス監督作品
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譜例5７

ドピッシ６つの古代碑銘より

POURLEGYOTIENNE（エジプトの女のために）ピアノ連弾曲
冒頭部

＝ ＝

我々の空想は、時空間の拡大だけでなく、更に「夢の楽園」（ユートピア）や、逆に「地獄ないし怪

奇な世界」などの超現実の世界をも作り出してきた。文学における神話やおとぎ話、美術における宗教

画や幻想絵画、及びイラストや漫画などは、空想世界の現実形象化への欲求の顕れに他ならない。

映画などは、もっとも効果的な空想世界の現実形象化への媒体となる。

音楽においては、歌劇や楽劇が、ルネッサンス（古典への理想を再現する）思想と共に、超現実世界

の形象（意識の中にある理想世界の現実化）へ拍車をかけることになり、ワーグナーの楽劇によって、

それは頂点に達する。ワーグナーの意識の中にあったのは、古代ギリシャの美の理想（古典的完成美）

と、空想による象徴的ロマン主義（未来音楽）の合体であり、文字どうり「ロマン」（場所と時間を超

えたロマン、空想的思索によるロマン、現実否定による革命精神のロマン）の総合的形象であった。

ここで、ワーグナー独特の超現実的な、無限的なライト・モチーフの幾つかを揚げておこう（譜例５８
a,bDc）
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譜例5８

ワーグナーの楽劇（歌劇）からの指導動機のいろいろ（ライト・モチーフ）

(森の鳥たちのさえずり）自然の象徴音型ａ-1

鐘竺三三一＝=垂且ニピーニ霞菫

ａ-11

ａ-111

＝＝＝ローーーーーニ＝

(純潔の動機）の象徴音型b-i

、征旧

(恋の幸福の動機）幸福の象徴音型b-ii

二三国二二琶=＝圭声

(火の神ローゲの動機）永遠への象徴音型

＝＝＝－ －二

Ｐｄｏ化ｅ

このワーグナーによる革命的精神や、未来思考は、やがてシニルレアリズムにつながり、現実否定の

象徴的形象となり、まもなく音楽では、２０世紀の無調音楽へと進んでいくことになる。
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Ｄ）象徴的音型としての音楽的形象

ＣＯ

現代の音楽美学の巨匠ともいえる、エノレンスト・クルトによると、借楽的意志の働きの根本形式は、

心理的緊張であり、この緊張は、その解決として、運動による解放を求める〉と前置きして、次のよう

に述べている。「すべての音楽的生起は、運動過程と、その内的動力学のうちに存在している。

音楽は、何ら自然の反映ではなく、我々の内における、その謎に満ちたエネルギー自体の体験なので
四

ある」。この考え方'よ、現代音楽美学における、エネルギー主義的立場を明らかにしたものであるが、
この理論を引用して、一つの仮説を立ててみよう。

エネルギーを、先ず三通りの考え方で捉える。最初は、自然の中に存在する「気配」から、現象とし

ての確かな実体へと表象化する自然エネルギー、次に意識力願の中で何かの気配を察知し、固定印象へ
と認識化させる内的エネルギー、最後に、この両エネルギーを自己意志で合体させていく形象エネルギー、

という具合に分類しながら、ここで、改めて意識の形象化への時間的形成過程について考えてみよう。

意識がある「もの（こと）」を対象として捉えた時に、先ず、気配としての印象が起こる。この気配が、
やがて固定印象となる際に、ある観念が働く。

この観念とは、いろいろな気配を頭の中の引き出しに集めて、整理し、しまっておく作業である。こ

れに更に記憶装置が働く。この記憶装置は、いろいろな気配の中から共通の印象を引き出し、観念化

し、lか所の引き出しの中に整理させる意志を持つと共に、細胞分裂のように、時間と共に記憶された

観念を増やし、引き出しの数もどんどん増やしていく、能動的意志による欲求へとエネルギーを増大さ
せていく。

やがて、この欲求概念を伴う新たな第二の意志によって、記憶された観念の幾つかが取り出され、再

構成された後に、意志の決定した創造行為として、実践的･具体的行動意志に結晶する。この行動意志
は、記憶された観念とぶつかりながら更に次の行動意志に結晶するという循環を果てし無く繰り返す。

記憶された観念を取り出し、実践的･具体的行動意志に結晶させる事は、象徴化への要求である。

自然と、模倣意志が結びつくと模写が行われるが、ある観念と表現意志が結びつくと、はじめに「抽

象」への形象化がおこなわれる。この抽象の形態の「ある典型的な顕れ」を「象徴」と考える。しかし

自然とかリアリズムとの対立概念としての、抽象とか象徴主義を考える時、一つの疑問が起こる。つま

り、人間にとっての印象は、仮に、それが自然形態とは、全く別の、自立した意志の形象（例えば前項

の夢とか空想）であっても、形象化された作品は、「自然」と何処か関連した形態を取らざるを得ない。

例えば詩を考えた場合、いかに言葉を抽象化しても、うめく声だけで詩は語れない。美術で、いかに

色や形を抽象化しても、形のない空気や水や光で、絵や彫刻は、描けない。結局、どんな抽象画でも、

そこで使われている色や形は、現実の色、現実の形から逃れられない。詩にしても現実の言葉から逃れ

ることは出来ない。したがって、造形的芸術にあっては、「自然の理想化としての芸術」の考え方の延
長線上に象徴主義を捉える。

それは、形体的美しさ、調和、などの典型的な現れ方の追求でもある。造形芸術では、しばしば形体

均衡を肉体美で現したり、自然構図で表したり、あるいは精神的安定感や調和としての形象を、色の組

み合せや、顔の表情で表したりする事が、表現領域の理想化＝典型化として、行われて来た。

そういう意味では音楽における音の形態は、すべて象徴的な形式であるともいえる。従来、一般的に

言われてきたバッハにおける宗教的概念としての象徴音型や、ベルリオーズやワーグナーの「ライト．

14）Ｅｍｓｔ・Kurth（1886～1946）

15）上記のクルト以外に、HeinrichSchenker（1868～1935)．AugustHalm（1869~1929）らが同じ立場

をとっているが、これらの学説も最初は主に、音楽構造の和音分析と、その連結における緊張関係の分析か

ら始まり、後に、美学的方向へ進んだものと思われる。
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モチーフ」（表題的モチーフ）のような、特殊な意図を持ったモチーフだけでなく、音組織としての最

初の基本的形態を含む一次的形象化を象徴音型の出発点と考え、純音楽的要素として、音楽における三

要素といわれるメロディ、リズム、ハーモニーなどが、その原始的形象から進んで、更に、どういう象

徴的意味をもって作品として二次形象化されてきたかを考えてみよう。その事は、これまで述べてきた、

さまざまの形象の総合的なまとめにもなる。

i）リズムとしての象徴

音楽におけるリズムは、生命感の象徴としての最初の音楽的形象である。振動や心拍、あるいは、足

踏み、歩行、手拍子などの原始的リズムは、人間の生活行動の到るところで見られるが、これらの原始

的リズムが象徴化される最初の条件として、集団の行動の意志と動きの統一が前提となった。

原始時代に集団で、輪になって獲物を捕穫する時の掛け声、足踏みは、リズムとして統一され集団の

意志統一に形象化される。この統一リズムは、その後、さまざまの集団労働のリズムに形象（象徴）さ

れていく。３拍子の集団労働のﾘｽﾞﾑの形象を､穀物の蝋から考える事が出来る｡先ず､穀物束を石
か木に打つ（１拍）、手前に引っ張る（２拍）、束を頭上に持ち上げる（３拍子）という動きである。

クワで土を耕したり、海で網を投げたり、ポートを漕いだりする作業も３拍子のリズムを形成してい

る。大まかに分けると､･２拍子は、水平か垂直の直線的動き、３拍子は、立体的ないし曲線的動きに象

徴される。４拍子になると、社交ダンスの基本ステップのボックス（四角形）に象徴される様に一対

(ペア）の動きになる。５拍子以上になると、肉体的生命感を離れ、波の動き（６拍子）、装飾的複合

リズム（サンバ、ボサノバ、ディスコなどのシンコペーション･リズムによる８から32拍子に至る）の

形成となる。この生活や労働のリズムは、次第に踊りに形象され、音楽は踊りの伴奏音楽となる。

呪術的踊り、娯楽的踊り、社交としての踊りなど、さまざまの踊りが登場してくるが､一方において、

音楽は、独立した、鑑賞の為の表現領域としての芸術音楽として、様式化されていく。それらの中にお

いて、リズムは、生命感としての緊張感や、意志の持続感を象徴し、あるいは、感情の高揚の、より的

確な標準としてのテンポを設定し、音楽全体の統一を図る大事な役割をもっているのである。結論的に

いえば、リズムは、音楽における、生命感の喚起と維持、更に作品と演奏に於ける全体の統一を象徴し

ている。一方において、トレモロから派生したノン･ビートのリズム、例えば激しい動悸、アスファル

トの道を駆ける自動車や、オートバイの回転音、時計の秒針の刻み、などのように、不安や恐怖を象徴

した機械的リズムが、現代の音楽に欠かせないリズムとして登場してくる。

この新しいリズムは、人間本来の生命感情とは、異なった、メカニック（機械）につながる循環ない

し、固定化を含む、永続性を象徴した均一的な、果てしない物象的なリズムに発展していく。現代の機

械的リズムを代表する作品としてプロコフィエフのピアノ・ソナタ３番（譜例59）を掲げておこう。

16）アラン「芸術論集」より引用

「私は、二拍子以外には、ほとんど１つのリズムしか認めない。すなわち三拍子で、その自然的起源は、お

そらく水車、又は､穀物倉の穀物を打つ人の音のうちにあるだろう。」

北条元一箸「芸術とは何か」の脚注（Ｐ､173）を参考にした。
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譜例5９

SonataNU3

プロコフィエフ

01,.211
AllegrotempeBtoBo
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ii）メロディにおける象徴

この世に生を授かった赤ん坊が、母親の体内から外の世界へ生み出された時の第一声が、「オギャー」

という泣き声である。この生への高らかな叫びは、やがて身振りを交えた意志表示となり、次第に言葉
の表現へと発展していく。

この表出手段としての身振りや、声音としての言葉が形象化されると、それぞれが「踊り」や「歌」

へ発展していくが、ここでは、言葉とメロディの関係、言葉を離れたメロディが、何故音楽の様式の中

で、象徴的形象化へ向かったかを考えてみる。言葉を覚える以前の声音は、最初、本能的･生理的感情

表現の手段として使われるが、やがて、身振りを交えながら、人間の相互理解の為の手段としての役割

を担い、まもなく言葉を作り出していくことは、エム、イリンの著書の引用でも述べたが、この言葉の

形成は、夜など、視覚的に身振りなどの合図が役に立たない暗闇においてや、見えない相手に対する意

志表示の必要性から、その象徴的役割として作られたものである。（この事も既に述べた。）

この言葉が何を契機としてメロディに発展していくのだろうか?旋律音楽は、楽音が一定の高さの音

列（音階）に配列されなくてはならない。従って、自然界から、楽音が抽象･分析･分離されることが先

ず必要だった。自然の模倣でなく、自らの意志表示としての言葉を、言葉自身のもつ意味関係とは別の

手段である「メロディ」に形象化させる根底には、感情の起伏としての意志表示の欲求が、あったから
だ。

声を伴う感情は、声音の高低、大小をある一定の基本位置から両方向へ拡大していきながら表現の形

態を確立していくが、その背後に筋肉の緊張･弛緩の循環運動と、呼吸運動、血液の循環運動を含む肉

体の内部表現を伴う。つまり感情表現は、同時に、内的肉体表現をも伴って、言葉よりも、より強い意

志表示へと進んでいく。と同時に、※音の高さを一定に保つ、※音の長さを維持させる※高い音を出す

事、などの肉体条件が必要になってくる。

小鳥が、その噛りの上手さによって、より異性を強く引きつけるのと同じ事で、人間も自分自身をよ

り良き存在として、他の人間より精神的優位に立つ為に、感情表現として、言葉より優位に立てる旋律

(メロディ）を生み出したのだった。その事は、特に、初期の時代に於ける集団による韻律法による声

楽から、次第にメロディ重視の個人的感情による、アリア的旋律への移行を視る事によって、はっきり
認識出来る。

息の長い上昇旋律は、特に、人々にとって「憧れ」の象徴となった。それは、先ほど述べたバイオリ

ンや管楽器が、舞曲の伴奏やファンファーレ楽器から旋律楽器に発展していくことにも繋がる。一方、

逆にメロディを抽象言語化する流れとして、器楽音楽を中心とした領域で、音楽的言語としての「音の

モチーフ化」が行われる。そこでは、さまざまなモチーフ的旋律の象徴化が試みられることになる。
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この象徴化への構成原理とその発展を総括すると、先ず「動機（モチーフ）の確立」「動機の反復」

｢対立」「転回」「拡大」「縮小」「変奏」「装飾」などが見られる。それは、特にバッハの作品に典

型的に顕れる。

やがて、ロマン派になると、ベルリオーズやワーグナーに見られる様に、表題音楽や超現実音楽を目

指したライト・モチーフ（象徴音型）の登場となる。音楽に於ける旋律を、美術に於ける輪郭線と言う

具合に考えれば、その象徴性が分かりやすい。

音の高低は、縦の線、音の長さが横の線、２つの要素を組み合わせると曲線、音の大きさが線の太さ

に繋がる、しかし、単旋律のみによる音楽は、さほど色彩を持たず、単色の濃淡と線の勢いだけで描く

｢デッサン」や「スケッチ」の世界に近い。音の色彩については（勿論、楽器自体にも単色の音色が存

在するが）その典型的顕れとしての音のハーモニーについて考え、分析しなければならい。

iii）ハーモニーにおける象徴

ハーモニーは、音の調和と色彩、という両方の概念を含んでいる。美術で引用すると、油絵に於ける

構図や、色彩や、明暗の統一感や、対比の考え方に相当する。特に、西洋のクラシック音楽において、

ハーモニー（和声）は、音楽的形象の中でも最も中心的役割を担ってきた。これらの作品が他の民族音

楽や流行音楽と一線を画してきたのは、このハーモニー（和声）における役割に象徴される。
⑪

音楽が何かを象徴する意味を持つという考え方(よ、古代ギリシャにおけるピタゴラスとその一派によ

る「ハルモニア」という概念から始まる。つまり、自然を支配し、宇宙を形成するものの根源的現象の

中に、ある調和〈ハルモニア〉が実在しており、人間がそのＧＥ空のハルモニア〉を知覚した時、耳に

は聞こえないが、意識の中に「宇宙を貫き、魂に内在する不滅と再生の響き」を感じ取る事が出来る、

という考え方である。この思想は、宗教的神秘主義ではなく、「数」を原理として、音階論や和声学へ

の道を開く大きな原動力になっていく。

原始時代においても、人々は音楽を聴き、お互いで、音と音を合わせる事が、集団の場における団結

や意志統一としての強い働きを持っていることを、既に認識していたが、人間は、元来、生命維持とそ

の発展において、本能的に自然体系と自らの個人的感情の接点から調和へという意識を持っていたのか

もしれない。

メロディが個人的感情意志の象徴化とすれば、ハーモニーは、集団意志ないし、自然体系の象徴化、

及び自然体系との接触を含むあらゆる調和という考え方が成り立つ。ここで、旋法と音階のちがいにつ

いて考えなくてはならない。

旋法が、感情から起こるメロディと密接につながっているのに対し音階は、音高の比例配分からくる

｢数」の原理と密接に繋がっており、両者はもともと、一次元的感情の顕れと二次元的体系の顕れの違

いがあると考えられる.例えば、ハーモニーの典型的象徴音型は先ず、カデンツに見られる。（譜例10）

17）Pythagoras（BO570?～ＢＣ,500?）

ピタゴラス派の創始者、肉体に対する霊魂の優位を説き、更に数を万物の基本原理とし、万物は数の関係に

従って、秩序ある宇宙をつくるという考え方を広めた。ピタゴラスの定理（三角形）やピタゴラス音階の発

案者としても知られている。
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譜例1０

ガデンッァ（ハノン･アルバムより）／卜長調

塗
５
８
１

’ ｉ

●

●

５

カデンツは、曲の終わりを示しているが、同時に音の体系化が成就した事も顕している。要するに、
主要三和音の連結は、それぞれのパートを線の動きで繋ぐと、その調の基本音階が成立する。（譜例60）

譜例６０

カデンツの横の動き音階の成立

Ｉ
胸

つまり、この事は、カデンツにおいて、主調音階と主要三和音の調和による、音楽の縦と横の二つの領

域の融合を象徴的に表している証しとなる。このカデンツが、キリスト教における礼拝の儀式から成立

した事は、既に述べたが、そこでは、神と人間の融合が、アーメンという言葉と、カデンツの音のハー

モニーによる〈ハルモニア〉の形成により実現するのである。

次は、ハーモニーの、２つ目の概念、色彩について述べる。音の色彩として、最初に象徴化された対

象は、「光」である。光は、すべての物に「形と色」を与える。音のハーモニーは、先ず最初に、我々

に空間を与える。ハ調のドの音は、音のはじめを表しており、ドミソの和音は空間の成立を表している。

ハ調の曲はドミソの主和音で始まり、同じ主和音で終わる。旧訳聖書の冒頭の「光あれ」に象徴され

る如く、ハ調は、ハーモニーの始まりであり、光や自然の象徴として使われる。ハーモニーは、楽曲の

中で、調性音楽として顕れる。長調と短調は、明暗で、区別され、音の五度圏は、純正調として、完全

音程による機能化に結びつく。光の分解から色が出てくるように、自然倍音の分解から機能音階･機能

和声が体系付けられた。

果樹が、熟成して、緑から黄色、赤へと色がかわるように（道路の信号機も同じ色を使用している）、

音のハーモニーも５度や３度の、近親調や平行調を媒介として、他の調性へ、転調によって色を変えて

いく。ロマン派以後、調性が、暖昧になってくると、印象派のぼかしの色彩のように、光と影の微妙

な変化による絶妙な混合色を使った様な色彩が、連続和声、半音階的和声、平行和音として使われる様

になってくる。特に、ドピッシーのピアノ曲は、これらの混合色的微妙な色彩が多く使われている。

(譜例61a,b,c）は、その実例を示したものである。
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譜例６１

（a）連続和声 映像才１集
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(c）平行和音前奏曲集Ｉ巻より「沈める寺」
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逆に、スペインのアルベニスやグラナドスの作品は、原色的鮮やかな色彩感を持っている（譜Fll62）
譜例６２

アルベニス／12の性格的小品集より「朱色の塔」

（a）

□
７４０３
鶇-回

■■■■■■
･刊
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グラナドス／ゴエスカスより「愛の言葉」

(b）８ け抽出

Ⅱ．ご■
･＝￣＝＝＝＝ロー砦＝ニニニローーー
＝：－－￣,〃￣￣ロー￣。

５

アルベニスのピアノ小品「朱色の塔」は、６度の重音とスタカートによる上昇旋律、シャープ系の

調性がくすんだ赤色（朱色）の高い建物の色彩を顕わし、グラナドスの愛の言葉は、フラット系の変ホ
長調が、戸外の木かげの緑色とそよ風のイメージを抱かせる。これらの色彩としてのハーモニーは、調

和や統一というよりも、個性的な形象の象徴として使われる。モダン・ジャズにおける、代理和音の機
能化は、ハーモニーの色彩効果、特に、色の混合による色彩効果を更に広げた。（譜例63）

譜例6３ジャズ和声のいろいろ

※ジャズ・ピアノの歴史（ビリー・テイラー箸）による資料

オルタード・コートを作っていくと、－番下のルート（根音）の上にどんな音でも乗せられることになる。この
上に来た音が元のコードとは違ったコードを作る場合もある。そこで、こうして生まれた新しいコードを古いもの
と差し替えることも、自ずと行われるようになった。簡単な例を挙げてみると、Ｇ７ｂ５コードにはＤｂ７ｂ５と
同じ音が含まれている（（a）参照）。従ってどっちになるかは低音部に来る音次第ということになる。このドミナ
ント・コード（Ｖ７＝属７）の代理―この場合のルートは元のルートの増４度上の音になるが、これが代理コー
ドの基本である。Ｖ７ｂ５以外にもいろいろなヴォイシングを使うこともできるが、実際上はＶ７ｂ５がビバップ
では多く使われた。

(a）

叱伊

Ｉ
■■■■■

■■■■■■■■■

＝
＝￣

■ﾛ■

￣■
■

いくつかの例を見てみよう。ピバップのピアノでは、Ｖ７－

てもよい。

Iの解決に（b）に挙げたどの方法を取っ

(b） ６
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和音の変型はドミナントに限られない。アクティヴな音を含んだトニック・コードも、現在では終止

和音として使われている。（ｃ参照）

（c）
６ （maj7）

I■1９Ｈ１．

Ｉ ＝Ｉ二：＝：＝
￣

＝￣。＝。

‐ ⑥ ⑥

増和音がドミナント７thの代理として用いられることもあった。ビパップのミージシャンたちは、先

輩格の作曲兼編曲者ドン・レドモンなどをまねて、一つのルートの上にいくつもの増和音を次々と並べ

たりした（｡参照）

（｡）

｛ 二＝

ところでハーモニーには密度の濃さというものがある。これはビバップの作曲や編曲をする際、その

スタイルを左右する大事な要素となるものだが、（｡）はその１つのタイプを示している。

これらは、終止和音を、いろいろな代理和音に機能化させたさまざまの例である。

E）すべての感情及びその繊細さを含む感動に至る形象への道

はしがきで、作品と演奏を一体として考えると述べたが、音楽のように、作品として客観的に存在し

ている物を、再度、演奏家が、聴衆の前で客観化するという、二度の客観化を必要とする再現芸術の場

合、作曲家と演奏家と聴衆の間の共通観念を一体化させる作業は、芸術形象化が進むほど、複雑で、微
妙なものになってくる。演奏会場では、ある共通の意志によって、作品のプログラムが選定され、それ

を演奏家が演奏し、聴衆は、その作品ないし演奏家（あるいは両者）を目当てに会場に足を運ぶ。

そこでは、三者が固い共通意志で結ばれ、感動的な時間を共有することになるはずであるが、しかし、

人間の感情は、一方において、暖昧で、矛盾しており、収拾のつかない得体の知れない部分を秘めてい
る。

作品そのものに於いても、形象化がはっきり分類しにくい、微妙な構造状態であるとか、逆に、複雑
な構造を有する為、いろいろな形象化を同時に含む可能性が、多々ある。

更に、厄介なことに、感情の段階的･変動的レベルというものが、形象を異質なものに変えてしまう。

例えば、同じ作品を、テンポを変えたとき、あるいは、同じテンポであっても自らの体調が悪いときな

ど､形象が変容してしまう。音楽の演奏は、それ自体が意味や形のない｢音｣で表現される為､人間個々
によって意識の微妙な食い違いや感情のレベルの違いなど、不安定要素が強い。それだからこそ、逆に、
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三者が固い共通意志で結ばれ、お互いの統一した形象化が成就した時には、感動的な名演奏が生まれる
のである。

⑬

ショーペンハウエルが「すべての芸術Iま、音楽の状態に憧れる」と言った言葉の真意は、「音」のよ

うな抽象的素材は、他の芸術のような物象的束縛とか、言葉の日常的意味性などから解放され、自由空
間で自由に飛翔する、形象の形成が可能であることへの憧れを意味している。しかし、ここに至ると、

音楽の形象化への条件として、我々の意識の中に、当然、段階的感情の変化による形象の変容に対応出

来る、あらゆる繊細さを獲得した柔軟な感受性が要求されてくる事が分かる。例えば、ロマン派の音楽
の表現について考えてみよう。

ロマン派の音楽は、憧れと諦めの両極端の間を微妙に揺れ動く感情の無限の拡がりを要求される。

シューマンのピアノ音楽のように言葉にならないような複雑な感情を音で表現したり、ワーグナーや

スクリアピンのように悦惚感を音で表現したりする事が、彼らの作品の演奏では実際に必要になる。

最近では人間だけでなく、例えば、植物の成育を促進させる為に温室で音楽を流したり、乳牛に音楽
を聞かせることによって、乳の出方が増えてくる事なども立証されている。そのいずれにおいてもモー

ツァルトの音楽が特に効果が有るという。音楽は、芸術としてのみでなく、音楽療法として、精神医学

界でも注目を集めている。音は、その中に生命のエネルギーを宿し、しかも定められた音の配置と演奏

効果により、より良き高き生命への意欲を喚起する｡吉田秀和氏は､その著譽の中で次のように述べて
いる。「……この頃は、折にふれて、よく思うのだが、人の心というものは、何と霊妙なものだろう。

本当にこまかい、それこそ針の穴よりはるかに細く、こまかいものが、二人の人間の心を離れ離れに

してしまったり、逆に実に何でもない、多くの人々にとっては、どこがどうなっているのか、とてもそ

の違いが認められないほどの小さな特徴が、ある人間を何事かに結びつけ、その人間の心を引きつけて

やまない。……中略……人の心というものは、本当に読みにくい。一人一人が実に微妙に、ちがうので
ある。

花が咲いても、風が吹いても、人によって受け取り方がちがうのである。それでも、ただ、それだけ

ならよい。心の微妙さ、表現だけで終われるものなら、それは「叙情的表現」として、つまり詩の領域

の出来事として考えれば良いようなものだが、困ったことに、私たち人間は、皆で集まって生きてゆく

ように運命づけられた存在なのである。……中略……〈どうして人間の世界はこうもむずかしいものだ

ろう〉、そういう嘆き、よりよき交情の世界への祈りをこめた憧れ、そういうものが「文学」を生み出

す。……中略……ところが、人間の「心」の容れものであるところの私たちの「身体」のもろさ。

どこか一箇所に穴があき、何かの仕組みがうまくいかないというだけで、この機械は役に立たなくな

る。そうなると、昨日まで、あんなに霊妙な動きをしていた「心」もどこへやら、ただただ､必死になっ

て、救われることを望んで、何者かに向かって懇願し、位きわめく、しかし･･･…、人間が、こんなにも

ろく、簡単に、しかも、どんな人間もみな同じように、こわれてしまい、無になってしまうというのは、

いったい、どういうことなのだろう?私は、このごろは、以上の二つを、折りにふれて、同時に

思う。……」吉田氏の独特の文体だが、この何者かに向かって懇願した対象が、宗教とも音楽であると

も、一言も語っていないが、ただ、この後の文章で、音楽の魅力について述べているだけである。

人間が肉体的に衰え、もしくは、病気などで身体が不自由になったりして、しかも言葉も不自由、視

力も聴力も思考力も衰えて、生きる意志だけが働いていると仮定してみよう。それこそ生きる支えにな

るのは、記憶の中にある思いを潮る事だけであろう。

18）ArthurSchopenhauer（1788～1860）

ドイツの哲学家で、特に音楽のロマン派的解釈を唱え、ワーグナーに大きな影響を与えた。この言葉は音楽

美学の格言によく出てくる。

19）「音楽から聞こえてくるもの」吉田秀和箸音楽之友社昭和59年出版
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この思いこそが我々の生きてきた、あるいは、これから生きてゆく証しとしての形象に他ならない。

この時間と空間を超えた「思い」と「音」のもっている無限的性質が音楽作品に結晶していくのである。

「音」それ自体は形も色もなく、それでいて、響きは、無限の空間に拡がる。我々の時間と空間を超え

た「思い」は、音を通して過去のみでなく未来にも拡がっていく。

人の心の微妙さ（天文学的に拡がる意識の数）と無限の空間が相まって音楽的形象（感覚的形象）も

限りなく存在し、拡がっていく。

結び

演奏の方法論に関する研究書は、数多く出版されている。しかし奏法の本を読んで、演奏技術のメカ

ニックは理解出来ても、実際の演奏に際しては、これらの技術分析の結果として書かれた本は、余り役

に立たない。方法論は、しっかりした目的の前提がなければ、さほど意味を持たないからだ。例えば、

日常的な言葉は学校や塾で覚えるのではなく、生活の中で、自らの感情や生活的欲求の為の表現手段と

して自然に覚えるのと同じで、演奏も、自らの表現意欲や、目的意志が無ければ、譜面をただ、正確に

追っかけるか、能率だけを考えた機械的作業になってしまう。工業機械は、何らかの人々の役に立つ品

物を生産するが、演奏行為は、自らや聴衆に対して、物的には何にも残さない。それでも人々は、音楽

を捨てず、演奏家は、納得のいく演奏を求めて努力し、聴衆は演奏会場へ足を運ぶ。

どうしてだろう……?生きる為に食料が必要であり、意志の疎通を図る為に言葉が必要であるのと同

じように、我々にとって、「芸術への形象は大切な事なのだろうか?」という疑問は、自分の中でも解

決出来ていないのが現状である。現代は生き方に於いて余暇時間をどう過ごすかという事が、大きな問

題になっているが、音楽はそういう役割に加担する以上の価値があるものだろうか?という疑問も、今

だに、拭えない。その事の要因としては、自分の中に、信仰心とか、生きる為の哲学が希薄であること

も否めないが。

芸術が人間にとって必要なものであることは、暗黙の内に了解していながら、いざ、こういう自問自

答を始めると、なかなか明確な答えが引き出せない。その原因の背景として、日本的音楽形象とヨーロッ

パ的音楽形象との間に、伝統を含む歴史的背景や、形象への時間的空間的拡がりの捉え方に、大きな格

差があることも事実である。その事は、クラシック音楽と正面から向き合う事への跨曙にも繋がる。

この論文を、きっかけに「生きる支えとしての音楽」が、我々に何故、必要なのか、その実践は、ど

ういう演奏を通して実現されるべきなのかという問題についても、これから更に考えてみたい。
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