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演奏芸術の史的存在論に関する土田理論の考察

- 土田貞夫先生の思い出に寄せて 一

永 山 哲 男

音楽美学の土田貞夫先生(I)(東京学芸大学 ･名誉教授)が御逝去された｡

私はテレビのニュースで､その事を知ったが､まさにその瞬間､私の頭の中

で､この現実と忘却の彼方からの過去の時間が避退するように--<学生時

代 一最初の､先生の講義で､存在と無 (生と死)に関する話の中で>-死

の尊厳性について話しておられた二十数年前の先生の御姿が眼に浮かび､暫

く身動きが出来なかった｡それほどまでに先生のお話は､鮮烈な印象を受け

たので､先生御自身の訃報に対してどう受け止めるべきかなす術が無かった

のだ｡--やがて記憶の彼方から先生の肉声が蘇ってきた--･｢息子が亡く

なった時の事を考えていたよ｡長い間､病気でね｡この冬は越せないと医著

にも言われていたが､傍らに居ても死期が近づいている事が､はっきり分か

るんだ｡論文の原稿締切も近いし､思い切って山に登ったんだ｡雪が降って

いてね｡一晩で､原稿を書き上げ､翌日の明け方に､ホッと一息っいてた頃､

家内から子供の死去の電話が入ったんだ｡何とも言えない気持ちでね｡立ち

上がって､窓から外を眺めたら､ぼんやりと一面の銀世界だった｡白一色の

世界を眺めながら､その時の気持ちと言ったら､悲しいなんて言葉に出せる

様な薄っぺらなもんじゃなかったな｡もっと厳粛で､何か､時間とか空間と

か､感情とか､すべてが凝縮されている本質的な､決して忘れる事のない瞬

間に立ち会っていたな｡その時､頑の中で､妙な音楽が鳴っているんだな｡

自分でも信じられない光景だったな｣-- <この時の ｢妙な音楽｣が先生

(1)1908年生まれ､東京大学文学部美学科卒業
日本大学芸術学郡教授､東京学芸大学教授 (現､名誉教授)

著書に ｢音楽美学入門 (音楽之友社) ｢詩と音楽美の原質｣(玉川大学出版部)

｢非在の響き｣(カワイ楽譜)｢演奏の論理｣(理想社)などがある｡
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の著書 ｢非在の響き｣に結晶するのだが> - -･先生は講義の中休みに突然､

そういう (一言一句､正確では無いが)話をされ､淡々と煙草を吹かしてお

られた｡二十数年前の話だが､私は緊張感で体をこわばらせながら､その後､

先生が話された ｢演奏とはね､例えが悪いが､まさに､そういう時間の凝賄

した真っ直中に我が身を置く事なんだよ｣と仰った事の意味を､その日ず-つ

と考えていた｡愛息の死去と､演奏の創造的瞬間の関連性の意味が分からず､

一カ月ほど､先生の著書 ｢演奏の論理｣に何回も目を通した｡難解な内容に､

なかなか踏み込めず､その後､大学を卒業して､私自身も演奏活動を始める

様になったが､先生の口癖だった ｢演奏家というものは､芸術の最も崇高な

領域に踏み込む事なんだよ｣と仰った言葉が遺言のように､今､私の脳裏か

ら離れない｡今､この難解な美学の本をもう一度読み直して､演奏の意味論

を掘り起こしてみたい｡

1章 人間の存在について

人間がしっかりしてなければ､言葉も演奏も空騒ぎになってしまう--｡

土田先生 (以後､土田氏と呼ばせて戴く)は我々に､いきなり､そういう御

言葉を投げかける｡人間は自分の意志によらず造られたもので､そういう造

られたものから造るものへ成り変わる事により存在の意味がでてくる--と

語り継ぐ｡我々の常識で考えれば､人間の存在は､肉体としての物的存在

(外的存在)と意識を通して形成される内的存在に分かれるが､土田氏によ

れば､肉休と精神を分けるのでなく､それを何によって繋ぎ留めるかという

事が存在の根本であり､本質なのだと仰る｡つまり人間の存在は､その行為

に於いて成立するのであり､本質的な時間の動きの中にあって主体的存在と

して浮かびあがって来るものだと定義される｡私の頭にある<すべての始孟

りは､絶対零度の ｢無｣の世界から徴かな揺らぎによって､それがェネルギー

と成り､最初の生命が誕生し､やがてエネルギーの増殖により､次々と新た

な生命体が誕生する>という認識との問に､時間とエネルギーを媒介とした

土田氏との一致点が見えてくるoしかもこういう考え方は､音楽を志す事に
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よって始めて､かつ､痛切に認識出来る事なのだという恩師との､同士とし

ての連帯感も出てくる｡要するに､存在する事は､生きている事であり､生

きている事は､時間を媒休とした行為であり､この時間とは､自然で､物理

的に流れていく等質の時間とは別の､生起的瞬間へと向かってエネルギーが

凝縮されていく様な創造的時間に他ならない｡

2章 歴史的時間と創造的時間について

哲学の専門家では無いので自信は無いが､もし私なりに哲学を､観念論と

存在論に分けると､土田氏は､観念論で音楽は語れないと仰る｡古い時代の

ヨーロッパでは､歴史は目的と終末に向かって動いていくという､歴史とい

うものを一定の軌道に乗せて､あたかも意志あるものの如くに進展させると

いう考え方を取ったが､音楽の歴史を見るとそれが当てはまらない事を土田

氏は主張する｡音楽は､昔の偉人が考えた様に､予定された軌道に乗って､

ある目的に向かって進展するのではない｡むしろ､それぞれの作曲家が､そ

の置かれた場所と時間に於いて､彼が生きた証しを､能う限りの能力を発揮

して書き留めるその生の働きが音楽の歴史を成立させ､そういう生の軌跡と

して書き残された楽譜によって､音楽が演奏され､実際に音となって人々の

間に生き続けてきた事実によって､音楽の歴史は語られる (P.211-12)と

仰る｡1つの作品が作られる事はそこから歴史が出発する事である｡人々は､

常識的には <流れ､発展し継続していく時間の内に､作曲家が生き､その

中で創作するのだ> と考える｡しかし､確かにそうなのだが､そういう自

然的時間の中にあって､作曲家がそこからつかみ取る音は､時の経過をただ

任意に区分して音楽的時間を成立させているのではない｡むしろ全く異なる､

独自な時間をそこから出発させる1つの契機としての作品を作り上げるのだ｡

この作品は､作曲家自身の生きている時代なり社会によって空間的､時間的

に制約を受けるが､演奏によってそこから旅立つ音楽的時間は､空間や時間

の制約を遥かに越えて普遍的なものとなる｡つまり音楽は､作品という歴史

的文化的時間で捉えられる領域と､演奏という､全く異なった時間と空間に
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於いて新しく生起し再生される創造的時間の領域という､二つの異なった時

間概念による特殊で複雑な二重構造を持っことになる｡物理的で自然な時間

が蓄積されると歴史的時間が成立するが､歴史的時間と創造的時間の間には､

｢無｣に媒介された生と死の断絶がある｡存在が生である事は既に述べたが､

元来 ｢存在と無｣は表裏であり､人間そのものが､絶えず非在 (死)に迫ら

れっっ生きている事を考えれば､音楽の創造と人間の存在と生は､創造的時

間の中で1つに繋がっている事が認識できる｡1章でも述べたが､時間は､

運動であり､働き (作用)である｡それは､等質に経過する時間でなく､過

去から現在に及ぶ歴史的時間が､現在に於いて終末となり､それを契機に新

たな歴史的時間が生起するような可滅と生起の張りつめた瞬間に身を置く事

から､音楽を始めすべての生の営みがはじまる､と土田氏は語る｡

3章 演奏芸術について

詩は語られる為に作られ､戯曲は演じられる為に作られ､バレエは踊られ

る為に作られる｡同様に音楽は､演奏される為に作曲される｡いずれも再現

芸術として､ジャンル分けされ､他の芸術と区別される｡確かに､美術や彫

刻のように､作品自体が直接､鑑賞者に提示される事が不可能であり､媒介

者 (仲介者)を必要とする為､いろいろと､厄介な問題が出てくる｡例えば

現代の作曲家と演奏家同士の場合､原作者と媒介者のお互いの解釈の優位関

係が出てきたり､古い作品の場合､作曲家と演奏家の歴史的､時間･空間が

断絶している為､解釈の時代考証の問題｡更に､最も厄介なのが時代に関係

なく､楽譜を音楽に翻訳する解釈の問題などである｡いろんな場面で､煩わ

しい問題が生じる｡しかし土田氏に言わせれば､この複雑さが逆に音楽の真

骨頂であり､芸術性を高める事につながると考える｡彼は､次の様に述べる｡

<音楽で大事な事は､作曲家と演奏家の二者間のみの問題に留まらず､聴衆

を交えた三つ巴の存在によって､｢今｣を契機とした創造性へのぶつかり合い
●●■●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●●●●●●●

が､音楽の芸術性を一段と他の芸術より高い領域へと引き揚げる事になる>

と主張して止まない｡この事はいくら主張してもし過ぎる事はない､とロン
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ド主題に例えて､何回も強調する｡我々の常識的な認識では､先ず作曲家が

作品を作り､演奏家は作曲家の一歩後ろで､再創造に加わり､聴衆が､その

演奏を拝聴するという図式が音楽芸術の一般的な社会通念だが､土田氏は､

そういう形式的な分析は､意味のない事だとはねつける｡｢演奏の論理｣の

中心になるテーマなので､少し詳しく述べてみよう｡土田氏はこう主張する｡

<小説が人間の行動を表示し､絵画が人間の感じ方を示すものとすれば､音

楽は､まさに人間の表現行為そのものである｡しかも､それは現実認識のそ

れに留まらず､現実を越え､域烈な憤慨を持っ発展的芸術として､人間的決

意を表明するものでなければならない｡或る完結されたものとして存在する

のでなく､意識と現実の矛盾 ･対立による発展として､否定するものと､さ

れるものとの対峠として､静的な死せるものではなく､常に呼びかけ､話か

けるものとして音楽は存在している｡しかも音楽に於いては､作品自体が､

己を媒介するという事が出来ないので､媒体として行為の主休が別に考えら

れるのであって､従って音楽に於いては､創作過程におけるものと､演奏行

為のそれとの二重の意味に於いて主休性という事が考えられねばならない｡

そして､その二つのものは､共に音楽の発展的性格の担い手であるにもかか

わらず､双方が互いに､全く違った基盤に立つものであるところに音楽とい

う現象の持っ複雑な論理的構造の秘密が潜んでいる｡-->と語る｡つまり､

音楽は､その存在における固定された意味よりも､或るものと或るものを､

強く結びっける働きに於いて存在していると言うことの証明に他ならない｡

したがって､土田氏は聴衆の側からの能動性が､演奏行為を成立させる為の

重要なモメントと考える｡自覚した鑑賞行為が､批評活動にまで高められた

場合､この活動は､意識的芸術行為となり､作品に対する関係に於いては､

むしろ演奏と同一層に立つものといって差し支えないとまで断言する｡別の

問題を提起しよう｡鑑賞者が､演奏者との間に必ずしも強い意識関係に無い

ばあい､聴衆の側からの意思表示は極めて不明瞭である｡この場合､漬奏者

と聴衆との間に存在する緩衝地帯は極めてだ漠としている｡この荘漠たる地

帯に於ける意識的及び無意識的活動の同一化を反映してゆくのも芸術活動で

あると言えるのだが､そこに見落とせない問題が潜んでいる｡つまり意識と
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切り離された自らの肉体は､聴衆や楽器と同じく､作品の持っ普遍的世界と

は別の､現実の限定された特殊な世界に属している事実を発見するのだ｡作

曲家や演奏家は､光に乗って宇宙の彼方から来る訳では無いので､或る一定

の社会に生まれ､そこで育ち､身体を持ち､環境を有するもので在るので､

必然的にこうした限定から逃れる事が出来ない｡それは意識の限定でなく存

在そのものの限定である｡こうした形ある限定されたものと､無限に拡がる

意識のぶつかり合いが彼岸的憧れと､現実の肯定から否定へという実存的緊

迫感に繋がっていく｡この緊迫感が時間と空間のエネルギーに導かれて音楽

が昇華していく｡土田氏日くく言いたいことは､1つしかない｡それを一

冊の本の中で､音楽のロンド主題のように繰り返すのだ｡演奏が我々に開示

する世界は､固定化された実体的なものとか､形として捉えるのでなく､1

つの動きであり､行為である｡音楽が流動し､又､演奏が微妙に変容し存在

し続ける動きに人々 (作曲者､演奏家､聴衆)が捲き込まれるところに存在

するメタモルフォーゼ (変様)の世界が音楽の持っ､かけがえのない世界な

のだ> --･と｡

4章 演奏家の使命と演奏技術について

古い時代に於いて､作曲家は自らの作品を自分で演奏していた｡もっと古

い時代は､音楽は即興演奏の時代があった｡つまり作品の始源的産出と追創

造とが分化する事なく完全に同一化されていた｡それは､祭りの出来事の様

なもので､踊る阿呆と見る阿呆の､陶酔された一時的な共有の時間の場とし

て設定されていた｡しかし音楽は､それに留まらず ｢祈り｣の儀式の中に踊

りと共に組み込まれてもいた｡やがて音楽は､踊りや､儀式から離れ､芸術

として自立していく過程で､作曲と演奏は､より高さを目指して次第に分離

していった｡最終的に､音楽は､時代､空間を越えた作品として残り､すべ

ての時代の人々の共有財産になったのである｡ただここで､新たに問題とな

るのは､作品と演奏の立脚する基盤についてである｡作品は既に作られたも

のとして存在するが､それは､博物館や､骨董屋に在るわけではなく､現代
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に生かされる事に於いて意味があるわけで､従って､過去から現代に向かっ

て時が流れ現実の音にすべく歴史的に作品が存在しているという事になる｡

演奏家は､この作品の持つ歴史を顕にし､作品を再び歴史の時の流れに投じ､

今度は､現在から未来へ向かってその具休化を求めるという作業を行う使命

を持つ｡この､作品を再現する為に､大きくクローズ･アップされてくる演

奏家の現代的使命は､ますます重要なものに成ってきている｡この章では､

その当たりに焦点を絞って考えてみよう｡土田氏によれば､作品を解釈する

という事は､従来の解釈学的意味に於けるそれよりも､遥かに本源的な意暁

をもって考えねばならないと指摘される｡それは大まかに次のように要約さ

れる｡<作品の解釈とは､生の諸現象の技術的な理解である事以上に､無限

なものを有限なものに､神 (秘)的な精神を感覚的現象に､と翻訳する事で

ある｡理解する事では無く､見えないものを見えるように､聞こえないもの

を聞こえるようにする､いわゆる ｢表現的行為｣そのものを意味しているの

である｡従って､音楽に於いて､演奏家は､自らが啓示されたものを理解し､

了解し､それを伝達するものであるから､解釈とは､演奏家にとって､表現

行為そのものとして､彼の演奏技術､理解力､表現力すべてを含めての彼の

全存在を決定する重要な契機として､考えられなければならない> という

考え方だ｡つまり､音楽は鳴りひびく音として､ただ一回性に於いてのみ存

在する｡過ぎ去るしばしの時の中へ､音楽がもたらされる為に､作品が準備

され､聴衆は､やがて､もたらされるであろう音を期待し待っているのであ

る｡存在する物のもっとも純粋な顕れである美が､乏しき時間の中にうつろ

い安いものとして､時の先端に立っているが故に､聴衆も､演奏家も､その

創造的時間と対峠しているのである｡音楽は常に､将来からもたらされる

｢音｣を自ら決定する自由を持っものとして､未来の空虚な闇から新しい形

態を奪い取るが如きものとして､生誕の不安の中に置かれて居る｡従って音

楽の実在とは､自らに於いて創り出される､待ち望まれつつ現在に持ち来た

らされる現実なのである｡このように音楽は､常に創造と期待とに於いて

｢在る｣芸術であるが､しからば､そこに於いて何が期待され､そしていか

に成りゆくのであろうか｡土田氏の答えは､いずれも等 しく ｢無｣であり
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｢非存在｣である｡<生ずるは､いっも滅ぶことであり､｢在る｣は ｢在らざ

るもの｣に成りゆくことである｡来たらざるものは ｢非現在｣であると同時

に ｢過ぎ去ったものも又､｢非現在｣なのである｡時の徹底は ｢死｣である

と言われるが､音楽が絶えず非存在へと過ぎ去りつつ､しかも尚､現在的で

あり､演奏として成り立ち得るのは､将来に向かってであり､他者との交渉

があるからである｡演奏家は､まさにその中心に居る存在に他ならない>

と土田氏の自問自答である｡しからば演奏技術に対してはどう捉えるのか｡

演奏行為に於いては､作品を演奏する主体の身休性を除外しては行為が成り

立たない｡従って1つの肉休的訓練が､スポーツや武道に於けると同様の意

義を持っている｡しかし､スポーツに於ける､身体の働きそれ自身が目的と

なる行為と異なるのは､1つの精神的内容を客観化する働きとしての行為､

即ち表現的行為として予定されるところに､演奏の特質がある｡しかも単な

る自己表現をする働きでは無く､作品という1つの客観的精神を対象とし､

それに関連して営まれる主体の表現的行為であるところに､その特色がある｡

その時､作品と演奏家の距離が越えられて両者が同一化される様な媒介的契

機が必ず存在していなければならない｡それを ｢解釈｣と理解するとしたら､

｢解釈｣とは､見えない精神を具象化する働きとして､それを行為的に理解

する事に他ならない｡その時､身体は行為の主体として働くが､又一面に於

いて､道具的性格を持っものであり､例えば､ピアニストが､指の運動を介

して､作品の中に含まれる可能なものを掘り起こして､それが現実的なもの

になってくる時､指自体が､機能の主体であると共に機能化される働きも同

時に合わせ持っ｡そこで精神による肉体の技術的支配､いわば習熟への意思

というものが生まれてくるのである｡故に､技術は単に肉体的なものではな

く､肉体を支配し､それを用いる知的な外面的な働きであると定義される｡

一般的な演奏様式史に於いては､歴史的相対主義の立場があり､奏法の多様

さ､様式の推移なども見られるが､もし技術というものが最高の目的への意

志であり､楽譜を通して､その背後に可能な限りの予定されているものであ

るなら､それは典型化への思考と成り､技術的主体性さえも否定され､楽譜

の背後に在る可能性を掘り起こし､それを経験の世界に持ちきたらす働きの
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先端に位置するのが技術だという事になる｡従って本来の技術とは､19世紀

の巨匠主義の演奏家たちのように露ではなく､障れてて存在し内的に支配さ

れるものになるべきだ｡そして､それが技術の唯一無二の形であるべきだと

いう結論になる｡

5章 音楽作品とその理解について

作曲する事は､演奏家のように生理的条件を支配する戦いや､楽器の物的

条件などから解放され､純粋な思惟活動による形象化の作業である(2)｡音楽

作品の形象化に当たっては､直接その原型となる ｢もの｣はなく音楽の創作

は､あくまで音楽に独自な自発的な形象化として､それは ｢無｣からの創造

の原理に支えられている｡ただし作曲に於いても､現実に在る音を前提とす

るところから､全く外からの制約がないわけではない｡例えば､楽器の問題､

演奏の編成など考えられるが､この論文では､物的な､形式的な問題には､

意識的に触れない｡話を戻すが､土田氏が語るにはこの無とは ｢空｣ではな

く､｢いまだ無い｣とか､｢深淵｣といった意味で､何かの始まりを予感させ

る緊迫感があり､作曲家の精神の働きがいかにそこに切り込んでいくかにか

かっている､そういう ｢無｣のことに他ならない｡次に演奏家が楽譜として

残された作品を見る時､そこに盛り込まれている昔による時間､空間という

概念を､作曲家による精神の働きの一つの顕れとして把握する事が重要であ

る｡楽譜は､それ自体として確定的な意味を表すものでは無く､主題の発展

や､楽句や､全体としての構造などの中に､或いは､その背後に掘り出され

るべき宝として､無限のものが埋没しているのである｡かかる作品の理解と

は､本来的に埋もれたものを掘り起こし､可能的なものを可能ならしむる現

実の行為的事実に基づいて成り立っものである｡理解する事 も行為であり､

それも表現行為に他ならない｡更に､土田氏によると <楽譜を理解すると

いう受納の働きよりも､理解できるようにする事､つまり聴こえないものを

(2)作曲家は､この意見に反論するだろうが､演奏家との比較､相対に於いての度合
における考え方にすぎない｡
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聴こえる様にする演奏行為の背後には､作品としての成立に至る作曲者の創

作過程に於ける､内的感動のリズムが創造的時間に支配されて媒介者に
●●●●●●●● ●●●●●●

迫ってくるはずだ> という見解があり､作られたものから､作るものに成
●●●●
り変わる演奏家の創造性が問われることが示される｡ここに至ると､音楽は､

表現活動であると同時に認識活動の領域に入ってくる｡｢それ｣は現実認識

の反映では無く､｢ある｣形が本質的になっている事によって現実を表出さ

せるという､まさに概念の媒介を経ずに､直ちに､｢それ｣が音の形､組合

せとして現われてくる事の認識に他ならない (P,9)｡ものの捉え方､感じ

方を示すのに､それ自体は､意味を持たない音 (音譜)でもって形をとらえ

るやり方､その事が音楽の根本様式に関わってくる｡つまり､音楽では､

｢何を｣という事が ｢いかに｣と深く密着していて分けることができない

(P.8)｡など､内容と形式がお互いを成り立たせるような関わり方の中に音

楽の構成が在るという論法が､序論から展開される(P.7-)｡音楽が､何故､

今､大切なのかという問いに対しては､氏は､こう答える ｢ルネッサンス以

後の近代という歴史を考えた場合､始めは､個人の理想に基づいたはっきり

した個の意識から人間存在 (表現)は出発したのだけれども､それが資本主

義の発達に伴い､妙な風に階級化され､制度化されて､社会的に矛盾をはら

む様になってくると､ある種の人間否定が行なわれ､ひいては､人々は自分

の存在さえ疑わしくなってくるといったところまできてしまう｡一般的に､

空間的把握は理性に基づいた合理的認識によるものだと言えるが､そういう

認識活動をする主体の主体性が疑わしくなってくると､必然的に存在それ自

体の明確さが失われ､無形式的な流れ去る､果敢ないものとして存在が時間

的に捉えられるようになる｡物理学や､数学に時間概念が導入され､現代が

時間性の顕著な時代として既に認識されて久しいが､絵画でも､カンジンス

キーや､表現派の中に時間そのものの優位における作品が次々と出てきた｡

これは単に､自然な時間の流れでなしにもっと深められた実存的な時間性の

問題なのだ｡例えば､軽やかさという事で考えた場合､現代物理学の初期で

は､光学が重要な研究部門だった｡光は､軽やかなものだが､音はそれに比

べればやや重い｡けれど､波の質が違うし､光子のような軽い素粒子でなく､
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●●●●■●●●●●●●
もっと重い物質の振動によるものだが､しかし､音楽があらゆる芸術の中で
●●●●●●●●●
最も軽やかなるものと言えるとするなら､実在の重さが音楽によって越えら

れるということ､その事が音楽の本質的な問題になってくる｡つまり､存在

の始源に光を考えた場合､それを､暗線でなく､光と闇のリズムで考えてみ

る｡そこで光と時間が存在の生起に於いてリズムで統一される｡ヨ-ネ福音

書の <[)ズムは光とともにあり､リズムは時なりき> を思い出すのだ (P.

12､P.15)｣--｡もし地球が､核戦争で消滅するとしたら<始めも終わり

も光ありき> で､同時に <リズムありき> と来れば､音楽がいかに存荏

の根源に関わっているかという事が分かるだろう･--と土田氏は､あの世で

笑いながらおっしゃってるだろう｡つまり核によりこの世が瞬時に滅亡する

可能性のある現代においてこそ音楽の本質が見えてくるという事なのだ｡

6章 音楽と時代様式について

時代が変わる時は､革命なり､支配者の交代により､先ず社会や休制が変

わる｡次に生活が変わり､最後に文化や芸術が変わる｡文学は､その中でも

比較的､早くに時代の変革に対応するが､音楽は､最も時代への対応が遅れ

て変化するように見える｡しかし､この考え方は過去に於ける古い考え方で

あり､現代は､音楽が最も時代に敏感に反応する｡現代人の寿命は延びたが､

時間は､その寿命の延びた分よりも速く通り過ぎる｡その事は音楽の流行の

早さをみれば､よく分かる｡不確定の時代には､存在それ自体の明確さが失

われ､無形式的な流れ去る､果敢ないものとして存在が時間的に捉えられる

ようになるという話を前章で行ったが､最後に､時間 ･空間という概念と､

人間の精神のぶつかり合いによって､人間の存在が時代によって､どう変わっ

ていったかを､その様式との関連に於ける土田論によって､検証してみよう｡

･--<人間の理性が尊重され､人間性への信頼の上にすべてが成り立って

いる時代に於いては､事物の捉え方が明確であり､具体的な空間性に於いて

認識が成立するという､そのような世界把握の仕方が支配的になるようであ

る｡例えば古代ギリシア時代は､ご承知の様にヒューマニティに立脚した合

- 87-



理主義の時代と言われるが､彼らの形式感は､極めて幾何学的空間である｡

例えば､パルテノン神殿の柱の曲線を見ても､それが計算から割り出された

線ではなく､大工が梯子をかけて上がっていっては､ハンマーで一振り一振

り､削って出来上がった線であるのに､見る眼には何か幾何学的舎哩性を持っ

た線として映る--といった具合にである｡従って､この時代には､様々な

ジャンルの中でも立体的な空間性に於いて成り立つ彫刻などにおいて､彼ら

の優秀さが著しく顕わになっているが､音楽に於いても､それが詩というよ

うな､音楽に比べればかなり具体的なものと結びっき､しかもその結びっき

方が､-つの母音に一つの音符が付けられるといった､いわゆるサルモディッ

クなやり方などによってギリシア音楽を特質づけている事が分かる｡音階論

もきわめて明快な理論的基礎づけを持っていることが指摘されているわけで､

その点､まことに典型的という言葉を用いるに相応しいものがある｡ところ

がキリスト教時代になると､神の前に人間の主体的存在性は否定され､常に

死の前に立たされたはかない一時のものとして､その存在は時間的に規定さ

れたものとして捉えられるように成ることから､必然的に時間を全休的にし

かも観念的に仮想した ｢永遠｣というような現実的場を越えた理念への憧れ

が蛾烈となり､建築のごときも､例えばゴチックの様式に見られる様に､水

平の線は収縮してほとんど無さに等しいものとなり､すべての線の方向は天

上に向かって伸びてゆく傾向を示すことになる｡空間性とは縦と桟と奥行き

との三つの次元に於いて成り立つのであるが､ゴチックの壁面にはその様の

線をほとんど失うことにより､それによって組み立てられる空間は､時間的

に天上に向かって流れ出すといった趣を示すことになる｡このような空間の

感じ方､つまり現実の可感的な空間が､時間的に流れ出す事によって彼岸的

な永遠のものを示そうとする､そのような傾向によって裏付けられた様式感

は､音楽に於いて最も顕著に表われてくるのは当然なわけで､ギリシアのサ

ルモディックなやり方に対し､例えば中世教会音楽の基礎になったグレゴリ

オに見られる様なメリスマのやり方‥--一つの母音は沢山の装飾音によっ

て引き延ばされることによって､捉えがたい幽連なものへの憧れを表現しよ

うとする--･そのような傾きは､リズムに於いてもまたそれが詩のミ一夕-
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から独立して､独自なものとなり､空間的に具象的に音楽を規正するよりは､

その幽遠さと深さとを強調する時間性のみを顕わにしてくる｡この様なキリ

スト教時代の様式感はギリシアのそれが具象的であり合理的であるのに対し､

形而上的であり､外的な形姿よりは内的なものの動きが尊重されるというと

ころに､その特質を兄い出すことが出来るのである｡ところが15C頃のネ-

デルランドのように､比較的早く近代的な科学思想の発達した所では､再び､

音楽に於ける空間把握は顕著になり､近代的機能和声- <それによって音

楽は単に時間的に流れるものとしてではなく､縦深をもって考えられること

になるのであるが､かかることの可能は音響に対する物理学的研究によって

理論化され､音楽の歴史はかかる機能和声の導入> によって近代を迎える

ことになったわけである｡そこに兄い出される音の空間性の把達は､調性や

律動の確定化をもたらすと同時に､バロックなどに於いては旋律自体のうち

に空間的な壮大さを含む結果となり､主声部の極性化､歌詞の絶対化そして

器楽的イディオムの発生､強弱の対照による形姿の明快化､更には楽曲の形

式自体が三部形式のごとくあるいは有節歌曲のごとく明確な空間的構成に於

いて成り立ってくるという著しい特質を示すことになる｡バロック音楽のこ

のような特質は古典音楽に受け継がれてハイドンに見られるような､誇張し

ていえば音楽における様式の古典的達成とも言える特質のものと成る｡そこ

に在って人間は何等の不安もなく現実の上に安らい､平穏のうちに生活は営

まれ､音楽は人間肯定の楽観的傾向を帯びてくる｡しかるにロマン派に於い

て音楽は再び時間的傾向を内部に示し始めている｡提示部と再現部により空

間的まとまりを示すソナタに於いてベートーベンが発展部を重視したことは

極めて意味深い一つの徴候と言える｡発展とは空間的規制を逸脱する変貌の

様態であるが､ベートーベンの場合､現実に安らう事の出来ない心情の状態一

職烈な憧憶のそれは意志的表示であった｡総じてソナタが器楽曲の形式とし

て長い間生き続けてきた理由は､秩序ある空間形式の中にかかる時間的要素

を含む事が出来た為と思われるが､しかしながら､機能的和声空間性は内部

に異質の要素を含みつつもワーグナーの ｢トリスタンとイゾルデ｣に於いて

その危機的様相を露呈するまでは支配的である｡音楽が根底から和声的､リ
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ズム的変化を受けるのはドピッシーに於ける印象主義の音楽あたりからで､

独特な和声､捉え所の無いリズムによってかもし出される唆昧模糊とした雰

囲気､気分は､逸楽的な感覚の洗練された戯れとして､音楽の中から泥臭い

人間臭さを追放してしまう｡その事によって､音楽はロマン的意味の心情的

内容を喪失し､非人間主義的な方向へと方向づけられることになる｡シェー

ンベルク等に於いては､全く (自己表現の音楽)を否定したところの (客観

主義的音楽)の実現と成って､音楽は純粋な構成それ自体のうちに､自らの

本質を兄い出すようなものと成ってくる｡しかし､シューンベルクに於いて

用いられる構成上の様々な技法､例えば､十二音主義におけるセリー (音列)

の四種の基本形態に依拠して作品が作られていくといったやり方は､ただ単

に技巧上の問題としてのみ理解されるべきではなく､そのような手法に依ら

なければ､言い表し得ない何ものかの要請に基づいていると言わねばならな

いのであって､それはもはや明確に把握する事の出来なくなってしまった中

核音の喪失による散乱の様相に対面したところから得られた結果と言わねば

ならない ｡(ここで土田氏は､シェーンベルクのピアノ曲､二例による提示

を行うが省略する)｡-- <中略> --す べてそのような傾向は､異常に

不安定な､変転自在の動きを示しているのであって､現代の感覚が､空間的

確定さに於いてでなく､時間的動性に於いて著しい特性を持つものである事

を示しているのである｡この事は現代の演奏様式に於いても指摘する事がで

きる･t･->､以上｡(P.176-P.183まで)ただ､土田氏も指摘するように､

音楽の様式の中に､時代様式に反逆するかのように､それとは全く別の個人

様式を確立する人もいる訳で､これらの様式化は､その内郡に絶えず反逆性--･

<時間の革新性と後退性> --の様相を持っている｡音楽は､感性に訴え

るものであるわけで､これらの様式の問題を政治的イデオロギー等のような

論争に結びっけてはいけないがしかし､それでも､人間のやる事なので､社

会と音楽との間にぶつかり合いが出てくる事は否めない｡
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終 章

音楽は､娯楽の一部で､身分が高く､経済的に余裕のある人の道楽と考え

られていた時代があった｡ベ-ト-ベンやシューベルト等は､楽聖として､

額縁に入れられ音楽教室などに飾られていた｡しかし､貧乏な人や内に困難

を伴う人が何かを志し､その事で､自己克己や自己改革を計ろうとする時､

どうしても音楽が必要になる人間が居る｡私もそうだった｡しかし､それが

なかなか言えなくて､もじもじ音楽をやっていた頃に､土田先生と巡り合い､

その後､自信と自覚を持って音楽に向かう事が出来る様になった経緯が私に

はある｡それはともかく､先生の講義はテキストが無く自らの感じた事をそ

のまま言葉に置き換えながら言内々 とお話になる｡この論文も､中身は土田先

生の著書 ｢演奏の論理｣を引き写した部分が全体の大半を占めるが､吉葉と

活字がこんなにも違和感がなく､すんなり溶け込み､まるで､本を読んでい

ながら､先生の肉声がどこからか聞こえてくる感じがする本も珍しい｡従っ

て､自らの解釈や注釈は最小限度に留め､先生の肉声を私が受けとめた ｢言

葉｣を､文章にしたっもりだ--｡先生自身が､この本の再版の後書きで書

かれているが ｢この種の本が売れるなどとは､およそ考えられなかったが､--

ただ言えるのは､自分を偽らずに考えを形にしてきたことで､素直に他から

学びつつ､時には､ただ祖述するにすぎないほどの影響を受けながらも､自

分の感覚や直観によって学問を形成してきた｡ - -が､それにしても､あま

りにも長い間､西洋にばかり学びすぎていたようである｡--私の願いはこ

の本が若い人たちの成長に肥料となることが出来れば､ということで､ここ

に書かれた考えがそのまま鵜呑みにされるのが本意ではない｣と書き記され､

最後に一句 印されている｡

花 撃 に 熟 睡 す る 児 や 烏 遠 く
かげ う まい

この御言葉を噛み締めつつ私の文章を閉じる｡多くの方々がこの本を読ま
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れる様に願いっつ--｡

参考文献

土田貞夫 ｢演奏の論理｣<理想社> 1965年

※ その他､塊っかの哲学書より､引用した言葉があるが､哲学的慣用句な

ので､ここでは取り上げない｡
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