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要約

1950年代の我が国における「現代音楽」についての

啓蒙普及運動の中において，イタリア人前衛作曲家ル

イージ・ノーノはその名と 2，3の作品治宝知らされる

に止まり，しかも作曲者の持っていた深い意図は明ら

かにされないまま今日に至っているのが現状である。

ノーノの作品は，当時の様々な「現代的」潮流の中

においても極めて独自なものであり，単なる「前衛作

曲家」や「トータル・セリエスト」として扱うことは

「木を見て森を見ない」ことであり，より広い観点に

立つことなしには彼の作品を真に理解し得たとは言え

ない。本論考は，そうした彼の独自4性について，その

作品に見られる若干の側面一一音楽的背景，前衛的書

法一ーについての様々な観点をノーノ自身の言明に

よって確認したものである。
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緒言:1ヨ本の現代音楽界におけるノーノ

1987年11月に，イタリアの現代作曲家ルイージ・

ノーノ(1924-)の講演会と委嘱作品の世界初演が行

われた九ここにおいて日本の現代音楽界における

ノーノ「受け入れ」が一つの形をとって実現したかの

ようである。日本における現代音楽は， 1950年代に

r20世紀音楽研究所J (吉田秀和所長)の精力的な活動

を通じて西ドイツやアメリカの現代音楽が持ち込まれ

ることによってその基礎がすえられた。それらの音楽

の代表的なものは西ドイツからはダルムシュタットや

ドナウエッシンゲンの現代音楽祭に出品された，シュ

トックハウゼン，ブーレーズ，ノーノらの作品，アメ

リカからはケージらの作品などであり，もちろん当時

の現代音楽の出発点となったシェーンベルクやベルク，

特にウェーベルンの古典的十二音技法による作品も持

ち込まれた。ここで注意すべきは，戦後のヨーロッパ

の現代音楽の中心地であったダルムシュタット国際夏

期新音楽講座を支えていたものである。この講座は

r1946年，ダルムシュタット市，……ヘッセン州政府，

およびアメリカ寧の財政的援助によってはじまった。

1948年以降，これらに連邦政府，隣接諸都市・諸外1-

国内外の放送局，そしてドイツ工業界の援助か加わっ

た。」めこのような諸勢力の援助の下に「現代音楽」の

歴史がはじまったのであり，その動向が戦後の日本の

クラシック音楽界にほとんどそのまま持ち込まれたの

である。

日本におけるこうした初期の現代音楽の受け入れと

普及という一つの芸術運動は， 1950年代という年代を

考えればわかるように「その推進者の意図如何にかか

わらず，必然的に自由主義陣営対社会主義陣営という
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冷戦構造のなかに巻き込まれざるをえなかった」めと

いう社会的側面を持っていた。このことは見逃されて

はならない。すなわち当時のアメリカの対日文化政策

の一環として，野球とポピュラー音楽が一般の人々を

対象として広められたのであるが，ヨーロァパ指向の

強い日本のクラシック・ファン，しかも相当高度な音

楽的知識を有する聴衆層に対しては，アメリカ自身の

浅い伝統の故もあって，ヨーロッパの西ドイツの現代

音楽が聴衆の理性的な面に働きかけるという形で与え

られたものであり，それに呼応して「二十世紀音楽研

究所」が中心となって普及につとめたという側面があ

るべそれ故この活動の中でなされた rw現代音楽』論

は純粋に芸術上の創作方法の問題としてだけでなく，

つねにきわめて巧妙にかくされた政治的意図((根深

い反共主義))と結びついて展開されてきたことに注

意する必要がある})のである。

このような性格をもっていた当時の現代音楽普及運

動の中でノーノはどのように紹介されてきたのか。

「前衛音楽の三羽烏」の一人の作品として， 1958年の

秋に「愛の歌 Liebeslied~ (1954年作)が日本初演され

ている6)。そしてノーノの名を世界的なものにした代

表作『途切れし歌声， Il canto sospeso~ (1955 -56年

作)は， 1956年10月の西ドイツのケルンでの初演の録

音の抜粋が1958年 6月， NHKラジオで放送されてお

り，その後1963年のウィーン音楽祭と1966年の「プラ

ハの春」での演奏の録音が同放送局から放送されてい

る。この 2曲に見られるノーノのヒューマニズムが当

時の日本でも受け入れられたのであろう。しかもノー

ノは現代音楽の最先端を行く技術を駆使する，すなわ

ち「音楽に革命をもたらす」作曲家の一人であったか

ら現代音楽(前衛音楽)における大きい存在の一人と

して紹介されたのである。しかし1960年までの作品数

は18曲であり，デビュー作の『カノン風変奏曲

Variazioni canonicheJが1950年に書かれたことを考え

れば，日本での演奏があまりにも少ないことがわかる。

西ドイツにおいては1959年までの作品目曲は全て西ド

イツの諸都市で初演されているのである九

ノーノについて書かれた日本語文献は，曲の解説，

分析，音楽史の中での記述などが1960年代から80年代

にかけて散見されるにすぎない。そして種々の辞典，

事典のほとんどのものにノーノについての記述がある

にもかかわらず，彼の音楽を演奏会で耳にする機会は

1987年11月に至るまで前記したもの以外はなかったの

である。レコードは，初期のイ乍品である『ガルシー

ア・ロルカのための墓碑銘 Epitaphper Garcia Lorca.! 

(1952-53年作)， 60年代の『森は若々しく生命に溢れ

ている Afloresta e jovem e cheja de vida~ (1966年作)， 

70年代の『力と光のうねりのように Comouna ola de 

fuerza y luzJ (1971-72年作)， r……苦悩に満ちなが

らも j青朗な波…… ……so笠erteonde serene ……』

(1976年作)などが囲内版で出ている他，外国版のも

のも日本に入ってきているが，現在では入手困難なも

のが多く，他の現代曲の例にもれず，園内盤でも一年

位で廃盤になるものがほとんどであり， 80年代のもの

でも，現在までに10曲以上もの重要な作品か害かれて

いながら8) 断章=静寂，ディオティーマへ Frag-

mente-Stille， An Diotima~ (1979 -80年作)がコンパク

ト・ディスクとレコードで息づく明在 Das

atmende Kl訂se~ (1980-81年)がレコードで出てい

る位である。

こうした状況には，ノーノの作品が大編成の管弦楽

と合唱，あるいはテープやライブ・エレクトロニクス

のためのものが主体であるために演奏の機会が少なく

なるという客観的な条件が大きく作用していることは

確かであるが，ノーノ自身がダルムシュタットなど西

ドイツの現代音楽の中心地における潮流に対立する立

場を明確にし，そこから去ったということが大きく関

係しているヘノーノは「音楽に革命をもたらすJ，す

なわち形式的な面で革命をもたらすだけに止まらな

かったのであり，現実の社会革命を志向し，いわば

「革命の音楽」ないしは「革命に寄与する音楽」を前衛

作曲家としての歴史的責任感の下に積極的に造ること

を目指し，そしてそうした傾向は60年代から70年代に

かけて一層顕著に表れてきたのであった。それに加え

てノーノは1953年以来今日に至るまでイタリア共産党

のメンバーであり， 1975年には中央委員に選ばれてい

る。このようなノーノの美学的，政治的立場が当時の

西ドイツで受け入れられるはずもなかったし10) いわ

んや60年代の日本の現代音楽界に受け入れられるはず

もなかった11)。さらに日本の左翼系の文化運動の中に

も「根深い反十二音主義」とでも言うべき傾向があっ

た12)故に前衛三羽烏」の一人として紹介された

ノーノに対しては，その政治的立場を含めて詳しく検

討されることなく「ブルジョア的退廃音楽」の変種と

して聞き流されたのであった。

1975年にスイスの音楽学者シュテンツルがノーノに

ついての資料を集めてドイツ語で編集した浩i翰な本が

出版された13)。この本は， 1975年までにノーノが普い
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た文章，講演録，対談集を収集し，ノーノの音楽につ

いての研究論文を加えて編集されたものである。日本

ではその翻訳を出版することが検討され，その本の中

の二つの文献が翻訳紹介されたことがあるが凶，本の

出版は実現されなかった。また80年代の後半である現

在の状況については， r50-60年代の音楽や70年代の

『政治の季節』は誰にとっても思い出したくない過去

になりつつあり， [ノーノの〕再評価にはまだ期が熟

していないというのがいまの時代ではないでしょう

か。}5)という，政治に積極的に参加している数少な

い現代日本の音楽家の言葉でも明らかなように，日本

でのノーノの本格的な「受け入れ」はまだ先のことに

なるであろう。

こうした状況の中で，ノーノを中心とするイタリア

の前衛作曲家のグループと音楽批評家との存在は一つ

の確かな影響力を持っているのであって，その潮流の

源であるノーノの作品について公平な態度を堅持して

研究することは，従来日本の現代音楽界に見られた狭

隆な観点の若干を修正する意味で重要なことである。

実際，日本語以外のノーノに関する文献から浮かんで

くるノーノの作品像やノーノの意図については， 日本

語文献から浮かんでくるものとかなりの部分における

不一致が見られるのである。

本論考は，そうした不一致の若干を指摘することに

より，ノーノの作曲技法の若干の側面を観察したもの

である。まず第一に作曲家ノーノの出発点となる諸条

件が観察され，次に彼の前衛性の一つの大きな特徴で

ある，いわゆる「点描主義」あるいは「トータル・セ

リエスト」という位置付けについて考察される。続い

て彼の作曲技法の独自性について様々な側面から観察

される。

I.出発点

1. 音楽的背景

ルイージ・ノーノは1924年に芸術家の家族的の一

員としてヴェニスの旧家に生まれた。若い頃に一番強

く影響を受けた作曲家についてノーノはワーグナーを

掲げているが，むしろオーストリアや東欧諸国の精神

の影響の方を重視すべきであろう問。

両親の希望によりリパドヴァ大学で法学を学ぶこと

になるが，それと並行してベネデット・マルチェッロ

音楽院で理論科目を聴講し，作曲をマリピエロの下で

はじめる18)。マリピエロはファシズム政権によって当

時禁止されていた音楽一一新ウィーン楽派，ダラピッ

コラ，モンテヴ、ェルディ，イタリア・ルネサンスなど

の音楽ーーに対してノーノの目を聞かせた。そしてマ

リピエロの弟子でもあり，ノーノの第二の師であり友

人ともなるマデルナについて音楽を再度初めからやり

直すと同時に，引き続き古楽を研究し，その作曲理念

を現代に受け継ぐべく習作を続ける。具体的には，

「音高ではなく音程を選ぶことによって構成された三，

四，五個の音から成る旋律について色々と試験してみ

る」という方法による作曲であった19)。そしてこうし

た方法は後に『墓碑銘 Epitaffio~ の第 1 曲『我が心の

スペイン Espanaen el corazoTI.!J (1952年作)に結実す

ることになる20)。

その後ノーノはマリピエロの勧めでシェルヒェンの

指揮講座に参加するのであるが，それだけに止まらず

シェルヒェンの練習全てに立ち会うことによって多く

のものを受け取る。その中で重要なものは第ーにマー

ラーの音楽であり，第二に新ウィーン楽派の音楽で

あった。

マーラーの音楽についてノーノは1969年に次のよう

に語っている。

「マーラーの交響曲は次のことを私に教えてくれま

した。芸術というものは，音楽もそうですが，決し

て形而上学的なものではなく，抽象的なものでもな

く，遠くて手の届かないようなものでもなく，また

単に美学的なカテゴリーの中に落ち付くようなもの

ではなくて，一つの歴史的な状況，一つの現実を知

るための一つの手段であるということ，芸術家の側

から言うならば，現実についての知識を提供するた

めの一つの手段である，ということです。J21) (下点

筆者)

ここには，芸術というものが一一科学と並んで一一

人間の認識活動の一つであることが明確に述べられて

いる。そしてこの認識活動は，単なる個人的な自我認

識に止まらず，自我を取り巻き自我そのものをも相互

作用の中で形成してゆく外界(現実)についての認識

をも含むものであることは言うまでもない。すなわち

「音楽を聴くという現象は，生理学的な出来事や心理

学的な経過の中でだけ充分に展開されるというもので

はなく，従来の教養という概念でもうまく処理するこ

とができないJ22)ものである故に，音楽というものを

個別的な現象としてではなく，一つの総体的な認識手

段として，すなわち音楽を一つの「機能 (Funktion)J 
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として捉えなければならないのである泊。そしてノー

ノは，そうした機能を持った音楽の一つの完成した形

をマーラーの音楽に発見したのであった。

シェルヒェンの下でノーノはマデルナと共に新

ウィーン楽派の作品を徹底的に研究している。これら

の音楽についてノーノは1961年に次のように語ってい

る。

「この二人の巨匠[(シェーンベルクとウェーベル

ン))は私に深い影響を与えています。特にシェー

ンベルクには感心しています。彼は成し遂げようと

したこと全てを全ての面において取り入れ，そして

全てを成し遂げたからです。ウェーベルンは確かに

探求の範囲は狭いのですが，非常に深くまで掘り下

げられているので彼の影響は大きく，また確固とし

たものになったのです。」制

こうした評価の下での研究の結果は， 1950年のデ

の原因となるのである。

イタリア・ルネサンス，マーラー， ドデカフォニー

の成果，という三つの要素に加えて初期のノーノに深

い影響を与えたのはヴァレーズの音楽であった。すで

に1950年にノーノは彼の音楽を研究しており，その成

果は一年後に作品となって結実する。シュパンゲマッ

ハーは次のように指摘している。

r1951年の『ポリフォニカ一一モノディア一一一リト

ミカ Polifonca--Monodia--Ri凶ca~ はヴァレー

ズの影響の下に出来たことは疑いなし当。打楽器を使

うことのみならず，はっきりと確定した音高ではな

く，より不確定な音高(例えばシンパルの場合)につ

いての考え方は，ヴァレーズという先例を暗示して

いる。中間楽章は，暗号化された形ではあるが，

ヴァレーズの“Ionisation..を引用しているのであ

る。J27)

ビュー作『カノン風変奏曲 V回azionicanoniche~ に結 そしてヴァレーズが1930年代に抱いていた音楽の観

実することになる。さらにノーノは歩を進め r音列 念28)は，ノーノによって1960年代に実現されること

による作曲の第三段階」一一「音列の原則が作品の諸要 になるのである。

素の問での綿密な交換が可能である程に要素の各々を

制御するようになり，十二の音は音列として配列され 2. 点描的作風」あるいは「セリエルな音楽の作

るが，その音列自身が置き換えによって生じたもので 曲家J?

あるか，あるいは他の要素の置き換え，あるいは他の ノーノに関する日本語文献のほとんどのものには，

要素のしっかり固定された組み立てから導き出される 作曲技法に関して次の点で一致した記述が見られる。

ような段階J25) を，他の前衛作曲家たちと共に自 ①.十二音技法，特にウェーベルン後期のそれを継

分の出発点のーっとして確認する。しかしノーノに 承している(点描主義)。

とってはこのことは，出発点としては重要な点である ②.音列技法は音高以外の諸パラメーターにまで拡

が，あくまで出発点に過ぎなかった，あるいは出発点 張されているが独自なものである(独自な

における一つの重要な側面に過ぎなかったのである。 rミュジック・セリエル」の技法)。

このことはノーノが次のように述べていることから明 その一例を掲げよう。

らかである。

「ノーノの書法を一言で要約するならば，ヴェーベ

「置き換えの結果音素材』が生じる。作曲家はあ ルンのいわゆる点描的手法に似ているが……音楽は

れこれの音楽的要素から自分の音楽を『造る』ので 切れ目なしに多重の層をなして響くのである。全曲

ある(それらの音楽的要素によって各々の音素材は， の基礎をなす十二音列の存在が認められるが……必

多かれ少なかれ音列の原則に従って自分なりのやり ずしもどの部分にも明瞭な形であらわれるわけでは

方であらかじめ形造られる)oJ26) ない。音符はつねに種々な時価であらわれ……音高，

強弱，音色がさまざまな方法で結合され，独自な，

すなわち，音列の原則に従って形造られるものは作 個性的な『ミュジック・セリエル』の書法を見せて

品なのではなくて，作品になる以前の音素材であるに いる。19)

過ぎないのである。そしてこうした考え方の展開は後

にノーノがダルムシュタットを去ることになったーっ そしてこの種の記述は各種辞典，事典類30)だけで
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なく，現代音楽を論じた著作31)や音楽史記述32)にお

いても rセリー音楽の代表的作曲家の一人」として

ノーノを扱うという形で見られ，さらには海外の動向

知らせる翻訳書却においても同様に見られるので

あって，その他の文献(曲の解説など)もこれに従っ

ていることはいうまでもない泊〉。

確かに1945年から1970年までの西欧音楽一一いわゆ

る「現代音楽」一一の推移は「全面的セリー音楽」と

「偶然性による音楽J35) (あるいは「前衛音楽」と「実

験音楽}6))という二つの大きな潮流によって規定さ

れてきた。ノーノはちょうどこの時期に当時の現代音

楽のメッカであったダルムシュタットで重要な作品を

次々に発表した故に，他の作曲家と同じ性向を持つ作

曲家として扱われることは当然のことであるのかもし

れない。

しかし例えばシュトックハウゼンの“Kreuzspiel"

(1951年作).ブーレーズの“Structures1" (1951-52 

作).ノーノの“EpitaffioNo. 1" (1952年作)を注意深

く聴いてみるならば，そこにはお互いに違った個性の

ことであったと言えるかも知れないが，ノーノは冷静

であり，単に臆則に過ぎないものを原則としてふりか

ざして事実を恋意的に裁断するある種の批評家の本質

を見抜いていた。すなわち r体系というものや，素

材があらかじめ決められている硬直した仕かけなどを

見分けるのは，ある種の批評家の思い上がった態度だ

けJ41)なのである。

日本においてはこうした西ドイツの現代音楽界の動

向か持ち込まれ，無批判に取り込まれたのであった。

そうした状況の中でノーノについて書かれた日本語文

献において興味深いのは，初期のノーノにみられる

「セリエル性」からの逸脱についての記述である。次

はその一例である。

「各声部の処理がノーノ独特のセリエルな技法でな

されている……J42) (下点筆者)

「後期ウェーベルンを彼流に消化した格調正しいセ

リエルな手法……J43) (下点筆者)

みならず，音楽についてのお互いに違った考え方が明 ノーノはあくまで「セリエルな音楽の作曲家」であ

瞭に聞き取れるのである37)。にもかかわらずノーノは るという臆則は，彼の作品はセリエルな原則に従って

他の二人といっしょに「セリエルな音楽の作曲家」と いるはずだという確信にかわり，その確信は分析に

されてしまった。そしてこのことが1950年代以来全く よって見い出された原則からの逸脱を「独自なもの」

変わらなかったことは，ノーノが1953年のコンサート として認めるどころか，出版社による過失，ないしは

ー一一そこでは前記の 3曲が演奏されたーーのことをふ 作曲者の迂閣さのせいにされ，作曲者が原則に従うこ

り返って次のように語っていることからもわかる。 とさえ暗に要求するまでになる。

「これらの 3つの作品を一つの同じ技法に基づくも

のとしていっしょにするということを批評家はいっ

たいどうしてできるのでしょうか。どのようにした

らこの 3つの作品を様式的にも技法的にも統ーした

ものとして分析することができるのでしょうか。こ

「以下は[ミスプリントが]あまりにも多数でかつ

集中しているので単なるミス・プリントであるより，

作曲者自身の思いちがいによる誤記のように思われ

るが，プリンシプルに従うならつぎのとうりであ

る 1制)
OJ 

うしたことは一つの歪曲であって，文化におけるド しかし，ノーノに限らず「ミュジック・セリエル」

イツの優位という利益に由来するものです。}8)r彼 の技法を出発点とした作曲家たち一一トータル・セリ

ら[批評家たち]は，またもやほんの少しだけ区別 エリストたちーーは意外にも「余り十二音音列(セ

をつけようとして，私のラテン的な要素と好情的な リー)を使わなかった」拍のである。このことはすで

面に関して，いわば図式的にこう言っていました。 にプロペルソーナ(諸)氏もブーレーズの“LeMar-

『彼はイタリア人だ。だから多分よく歌うのであろ teau sans Maitre" (1955年作)において認めている。

う。~39)J

1950年という年がダルムシュタットでは「零年」

(“Das Jぬr'N叫l'叫0))と宣言され，伝統と訣別した新

たな音楽史がここから初まるのだ，といった熱狂的と

もいえる雰囲気の中では，こうしたことは無理からぬ

r(ル・マルトー・サン・メートル〉にはもはやグル

ンドゲシュタルトとしての十二音列を認めることは

できない。また他の一貫した技法によっているので

もない。各楽章は自由な無調からほぼ十二音ふうの

作法に至るまでのさまざまな， しかしきわめて個性
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的な書法に拠っている。……ブーレーズは……たび [シュトックハウゼンやブーレーズと共にノーノの

書き上げた楽曲に対して飽きることなく修正をくり 名が掲げられることに]たとえ私カむ慣れなければな

かえし，着手時における音の選択の法則を無視して らないとしても，私はそれをきっぱりと拒否しま

までも，響きゃ奏法の要請を優先させて，自由に好 す。J51)

みのままの形に導いてしまうのである。」岨 初期のノーノは，前章でみたように「音列による作

曲の第三段階」を出発点としたが，決して点描風にも

こうした作曲上の過程は当然のことながらノーノに セリエルにも書かなかった，すなわち「体系」や「硬

おいても独自な形で見られるのである。 直した仕かけ」に従っては書かなかったのである。彼

はシェルヒェンの下で自分のものにした技法一一音程

「私はいつでも，いわば三つの段階とでも言うべき の特徴によって選ばれた 3つないし 5つの音による構

ものを通って作曲しました。まず最初に素材を選び 成一ーによって出発し，その技法を展開していったの

ました。音程的なもの，響きに関するもの，リズム である。ノーノは次のように語っている。

的なものです。次にこの素材を使って実験しました。

場合によっては素材をあらかじめ決められた過程に 「初期の私の作品においては音の点は決してそんな

あてはめることもありますが，これはただ素材がど に重要ではありません。重要なのは例えば音の高さ

ういう方向に展開してゆくことができるかというこ ではなく，むしろ音程であって，音の回りを取り囲

とを見るためのものに過ぎません。そうした後に私 んでいる諸音型への関係です。そしてこれらの関係

は作曲をしたのです。……[その過程においては] は，音楽のいわゆる垂直的，水平的な面だけで展開

常に即興的な要素が加わっていました。決定は最後 し尽くされることのないものであって，それどころ

の最後まで下されませんでした。J47) か作曲することの全ての面をとらえているものなの

この言明は“ncanto sospeso"の作曲の過程につい

て述べたものであるが，ここには作曲家が行なう通常

の作業が述べられている。ブーレーズに「許された」

自由が，なぜ「もうこれ以上はないという自由の中で

仕事をすることを好む」哨ノーノに「許され」ないの

であろうか，そしてなぜ「セリエルな音楽の作曲家」

という熔印を押さねばならないのか筆者には理解しが

たい。いわんやノーノが1969-70年に次のように言明

していることを考えれば，ノーノに対して「セリエル

な音楽の作曲家」という一面的な位置付けは不可能と

なる。

です。l2)

音ついてのこうした考え方は1950年代の作品を通じ

て展開され，やがては音群，クラスター，音響の場

(Klangfeld)という考え方へと転化してゆくのである

が，その道筋は当然のことながら，シュトックハウゼ

ンの点描主義がたと守った道筋と違うものとならざるを

得ないのである。

11. 作曲技法の独自性の諸相

l 音響場Klangfeldの生成

1955年の“Incon位i"においてノーノは初めて一つの

12音音列(総音程音列)を使うが，当然のことながら

「私は決して点描風には書きませんでした。それは この 12音音列はただ単に「音程のダイアグラム

批評家が見つけ出したことです。音の点がそれぞれ IntervalldiagrammJを提供しているにすぎず，そこか

自分自身の中に閉じこもって密閉されているという ら主題的な展開がなされることはなく，全く新たな基

ょうな音楽観は私には全く無縁なものです。J49)r点 礎的形態がそこから導き出される一つの中心的な構造

描主義は，たとえ探求と実験の最初の時に必然的に として用いられているにすぎない53)。すなわち，各々

見られるとしても……関連付けや音の関係という点 孤立した諸音があたかも「オブジエ」の如くにちりば

で私の技法とは相入れないもので、す。J50)rセリエル められることによって音楽が構成されるのではなく，

であるというレッテルについても，ただ条件付きで 各音が様々に作用し合うことによって多様な構造を形

のみ承服するものであるとはっきり言えます。当時 成し，それらの構造がお互いに関連し合って一つの音

すでに私は新聞や雑誌が徹底的に組織された音楽だ 楽の流れを構成してゆくのである。“lncontri"におい

と呼んでいたものは書かなかったのです。…… てはそれらは二つの構造の「出会い」という形でまと



ノーノ作品への視点 59 

められている。一つは「線的で方向をもった構造」で

あり，もう一つは「波状運動をする構造」である54)。

この二つの構造はお互いに様々な側面で区別されてい

るが，一定の関係があり r出会う」ことによって

「共存共生関係J55)) が生じてくるのである。

1956年に完成した“Ilcanto sospeso"について，あ

る日本語文献は次のように述べている。

「もとのテキストは，個々のシラブルに分解され，

各声部の聞を浮遊することになる。……このような

言葉の解体に，オブジェの思想を見ることは困難で

はないであろう。そしてこのオブジェの思想は，単

に『言葉』の問題にだけではなく音』の組織の仕

方にも現れている。J56)

確かにノーノのこの作品に「オブジェの思想」を

「発見」した後ではそのようにしか聴こえないであろ

うし，そのように聴くことは自由である。しかしノー

ノ自身が次のように言明していることを無視する自由

は許されないであろう。

「私は一つの旋律的，水平的な構成を音域の全体に

わたってやってみようとしたのです。一音から一音

へ，ーシラブルからーシラブルへのゆれ動き，すな

わち，ある時には個々の音や個々の音高の連続から

生じる一つの線，ある時には響きにまで厚くなるー

つの線という構想です。/7)(下点筆者)

この曲においてノーノの意図したことは「言葉の解

体」による「いわば新しい『言葉の対位法』ともいう

べきもの」悶というようなものではなく，あくまで持

続的な「一つの線」であったのである。

1958年の“Varianti"においては，こうした「一つの

線」という概念の拡張は響きの面においても追求され

展開されてゆく。すなわちこの曲では「響きのアー

ティキュレーション」が直接作曲され，音が一つの大

きな旋回の過程を通ってゆくかの如くに構成されてお

り59) 各アーティキュレーションは各々無関係に並置

され継起するのではなく常にゆれ動きながら音の流れ

を造り出してゆくのである。

こうした様々な面における音楽言語の拡張は， 1960 

年に完成した“Intolleranza1960"において集大成され

た形で結実することになる。以下，ノーノがこのオペ

ラに用いられている技法の若干のものについて述べて

いる数少ない叙述から引用しながら述べる。この作品

の二箇所 (49-一79小節と361-430小節)に用いられて

いる「作曲技法は，ただ一つの音の帯(Klangband)と

諸音塊とに基づ、いて/0)おり，特にここで用いられて

いる「リズムの交互作用という技法」は，“Incon仕i"

以来用いられてきたものであり，音色，アーテイキュ

レーション，和音場，強弱法，音域などについて組織

され，結果として「遠近法のような緊張の『持続』が

生じてくる。」削

さらに1967年作の“PerBastiana -Tai・YangCheng" 

においては，半音階の音程に基づく楽器群と，上行す

る四分音による細分化に基づく，より大きい楽器群と

の二つの和声的構造と，具体音に基づくテープ音と，

これらの重なり，という四つの音の束が時間を構成し，

「音の束が同時に存在することから，別な風に変化さ

れた時間関係が再び生じてくる。J
6Z

)すなわち，ノー

ノの音楽的時間についての概念は「もはや拍，あるい

は伝統的な拍節約細分化とは結びついておらず，ある

いはまた……様々な音列的パラメーターの上で図式的

に処理されることはなく， [音響の]場と音響の束が

流動的に変化してゆき かの JralJra tei [万物は

流転する]一一そこから絶えず響きが生成してゆく」的

というものなのである。

このような音響の場とリズムの相互作用による音楽

的時間の独自な構成法は， 1962年の“Cantidi vita e 

d'amore"において更に発展させられ，後の電子音楽

への基礎カf確定することになる。特にこの曲の第一部

“S凶pontedi Hiroshima"においては，四分音による音

階，半音階，全音音階の三つの音階による音響の場の

中で，伝統的音列的秩序によらない種々の音価による

様々なリズムの相互作用によって音楽が構成されてい

るというだけでなく，後の電子音楽に用いられる「繰

音」が現出しているのである制。

2. 断片性とその根拠

1980年作の弦楽四重奏曲“Fragmente-Stille，An 

Diotirna"は，ノーノの従来の作品に見られた，強い音

響，入り組んだテクスチュア，各要素の激しい変化，

といった性格は姿を消し，かわりに静寂，見通し易い

断片の連続による構成という性格が現れている。こう

した断片d性についてノーノは次のように語っている。

「私は決して変わってはいません。控え目なものや

個人的なことといえども共同的な，政治的な側面を
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持っているものです。ですから私の弦楽四重奏曲は， つの作品を構成することは古くから用いられた技法の

私の裡にある回顧的な方向の表現なのではなく，私 一つであることは言うまでもない。 Cantusfinnusに

が今やっている実験の現況の表現なのです。すなわ よる対位法的作曲や rーの主題による変奏曲」など

ち私は，最も小規模な手段を用いて，興奮をかきた はその典型である。そして「ヲ|用」や「コラージユJ

てるような大規模な表出法を求めているのです。J65) が今l止紀の最初から一つの特徴的な様想をもって登場

してきたのも不思議ではなく， 1960年代には現代音楽

この世lに見られる断片性は，シュパンゲマッハーも の特徴的な作風のーっとなった。ノーノはこうした風

指摘しているように附，すでに1959年作の“Di副o 潮に対しては1969年に次のように述べている。

polacco '58"において見ることができるものである。

ノーノはこの曲について次のように書いている。

「ここでは， 19世紀の調性的な交響曲の概念におい

て典型的であったような，準備一一展開一一クライ

マックス，というものはすでに存在せず，予測もし

なかった急速な変化があるのであり，その変化の中

では常に予期せぬことが入り込み，それが多様化し

てゆく中で驚きをもたらすのである。」町

「そのような[なじみ深い]素材を使って誰にも文

句を言わせないようなやり方で作曲することができ

るためには，その素材を詳しく知らねばなりません

し，その素材の持っている色々な条件から出発して

作品の新しい過程を展開させねばなりません。J71)

従って「素材と技術との聞に一つの弁証法的関係を

造り出すこと」72}が必要なのであって，当時のシュ

トックハウゼンが“H戸nnen"(1966-67)の中でやっ

こうした断片性は，“Diariopolacco '58"においては たように r音楽的には全く異っていても国歌という

新しい聴き方の必要性にせまられて採用されたもので ものを両手にいっぱいかかえて，それを一つの作曲法

あり倒，“Fragmente-S凶le"においても，歴史的な状 として，ただもうそれを聴く人に押しつけるというだ

況は違うとはいえ，事態は同じである。ノーノが分析 けでは充分で、はないJ73)のである。同様な観点から

だけでなく考えることについても聴くことについても ノーノは次のようにも語っている。

新しい方法が発展させられねばならないと考える一つ

の理由は我々はみんな劇的な変化の過程の中にい 「多くの作曲家が，例えばメシアンののように行

るのであるが，それを意識していないでいることがし なっているような種類の割窃行為を私は全く評価し

ばしば」闘であり，コンピュータと情報科学とに立脚 ません。彼らは，他の文化から一つの要素を取り出

している世界の中では，人々は考えたり聴いたりする し，新たな和声と旋律にくるめてそれを複製するの

ことを無意識的に同時にやるようになるのであって， です。J74)

そうした新しい聴き方を作品の中で現実のものとしな

ければならないからである。具体的にはどうか。ノー ノーノが非ヨーロッパ文化からの素材を用いる場合

ノは語っている。 はあくまでも音楽が社会に対する責任ある営みとして

「諸々の驚き，一度から十度に至る驚きを聴かせよ

うとします。すなわち，音響効果が一つの音響的な

性質をもったものになってゆくような諸現象を聴か

せようとしているので、す。J70)

以上のことからわかるように，ノーノにおける断片

作用する限りにおいてである。

「私は異郷の文化を研究したのは，それを転用する

ためではなく，その文化の音声学的な要素を，その

文化の人間に関する課題と社会における機能と共に

はっきり見きわめるためにでした。J75)

性について，自立的な美学的あるいは作曲技法的な発 他方においてノーノは，自作品の構造として，すな

展という側面からだけ説明するのは一面的である。 わち作品の母体として，すでに存在している様々な音

楽を用いている。例えば“EpitafffioNo. 1: Espana en 

3. 構造としての引用 el conazon" (1952年作)では「インターナショナル In-

過去の音楽を引用したり rコラージユ」としてー temational"の最初の 4音の動きに由来する音型で構
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成され，さらにこの歌の“Nonpiu servi ne padroni"数

音は"Algran sole c訂 icod'amore" (1974年作)や“

……sofferte onde serene'"…" (1976年作)の中心的な

モチーフとして用いられ，“PerBastiana-Tai-yang 

cheng" (1967年作)には中国の民謡『東方紅』が土台

として用いられる，という具合である。そして大抵の

場合，これらの「ヲ|用」された素材は数音から成り，

その音型の特徴によって一曲が構成されるのであって，

こうしたやり方は，既述したようにルネサンスの対位

法的書式の精神の現代的継承なのである。

[これらの音楽には]社会に作用を及ぽし得る，音

楽に対する社会的展望が欠けていますし，素材も作

曲の原則も科学的歴史的分析をさせることもなく，

芸術家と社会との聞の意識的な関係は無責任にも欠

けている……(その結果，芸術家自身に常に関係し

てくる，能動的あるいは受動的な決定ということも

欠けているのです。)……1959年には多くの若い作曲

家たちがケージ‘の形式を全く新古典主義的方法で受

け継ぎ始めました。ある一定の社会での一時点をよ

く知るためには，それを学んだり分析したりする研

究……が必要ですが，彼らはそれをしないでケー

'1. 契機としての偶然性，実験，即興演奏 ジの方法の根源にある諸連関と，ケージの方法の意

1959年にノーノがダルムシュタットで行なった講演 味と特殊な機能とから引き離された構想と方法とを

『今日の音楽における歴史と現在 Geschichteund 受け取り，それらをその歴史の根本とは全く別の心

Gegenwant泊 derMusik von heuteJ以来，ノーノはダ 的態度と方法の上に『継ぎ木しJ，恭順で受動的な

ルムシュタットと訣別したのであるが，この講演で主 態度でH ・H ・それらを受け入れたのです。ここにおい

として論じられているのは，当時のヨーロッパの現代 て初心者は，新しい神ノ作品の『自由についてのよ

音楽界の主流をなしていた非歴史的な考え方で、あった。 り高き福音』の押し付けを忍耐し，そして従ったの

すなわち r一つの芸術的文化的な現象を，その歴史 です。……こういうやり方で私は1959年に，西ヨー

的な脈絡の中でとらえないという傾向，従ってそうし ロッパの音楽へのジョン・ケージの影響という問題

た一つの現象がどういう起源を持っており，どういう を論じたのでした。J78)

要素から成り立っているか，また現実の存在の中でそ

の現象がどこに帰属しているのか，またその影響はど ケージによって持たらされ，その後の彼の亜流たち

うなのか，……そうした現象の中に在って未来に向つ によって作曲法上の旗印とされた「偶然性」をノーノ

Y光を放っている可能性はどうなっているのか，こう が受け入れなかったのは，もちろん彼が初期のブー

したことには目を向けないという傾向J76)である。そ レーズと同じように r音楽の素材に対する作曲家の

してその例として論じているのが].シリンガーと]. 意識的なコントロールということを信じているか

ケージであった。シュパンゲマッハーも指摘している ら/9)だけではなかった。ノーノの作曲家としての強

ことだが，ケージ、の作品も「だんだんと疎遠に，複雑 い社会的責任感がその裏にあったのである。

になってゆく世界の中において，単純な構造への探究

という性質を持っていた/7)のであり，その批判精神 「比較的研究と批判的認識とは過去と現在とにわ

はノーノのそれとは違った面において評価されるべき たってできる限り拡張されねばなりません。そうす

である。しかし，ノーノの1959年の批判は，それ以後 ることによって人は歴史を知り，批判的で積極的な

に流行となったケージの亜流については正に的を射て 意識と責任感ある決定能力によって歴史の中で行動

いた。 1969年における講演でノーノはケージとその影 できるので、す。}O)

響について次のように語っている。

「ジョン・ケージの影響が西ヨーロッパの音楽界に

無批評に受け入れられ，その上『自由の』道として

讃美されたのはその年[1959年]でありました。

…ジョン・ケージは，北アメリカにあるあの発展

の傾向，すなわち，アイヴスからカウエル，ラグル

ス，初期のアンセイルを経て彼に至るまで続いてい

る傾向の興味深い現象形態の一つであります。……

「実験」については，先にノーノの作曲の過程につ

いて触れたように，それは自己目的として追求される

ことはない。「即興」についても同様である。 1961年

にノーノはこれらについて語っている。

n即興演奏』について語られることが多すぎます。

私は『ヌーベル・パーグ』の幾人かの音楽家とは

違っています。確かに我々は全てのことを徹底的に
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やってみなければなりませんが，実験というものは の習慣や風俗に従っている声の使用法について，非

我々の表現を拡張しなければならないのであって， ヨーロッパの文化をも含めて比較研究したのであった。

表現をこわばらせたり，混乱させたり，漠然とさせ そして彼が「声と，その電子的加工という手段を使う

たりしてはならないのです。我々の課題は実験を実 のは，この中に表現の最大の自由を見付け出している

験そのもののために押し進めることではありません。 からJ87)であった。

我々は我々の考えていることを伝えねばならないの そして作品として出来上がる際には歌詞が選択され

であって，それを閉じ込めるようなことをしてはな るのであるが，それはもはや自然主義的にも文学的に

らないので、す。J81) も使用されることはなく r言葉内部の言語学的構造

の中で，その生命の核で処理される}8)のである。す

ノーノにとって音楽とは，マーラーについて述べた なわち，音声学的な観点から見られた素材と，意味論

彼の言葉からもわかるように，あくまでもコミュニ 的な面における意味との間のつながりを作品の中で使

ケーションの一つの手段なのである。 うのであり，例えば“Af10resta e jovem e ch吋ade 

vida" (1966年作)においては，ある国語による「個々

5. 素材としての人声と言葉 の文章を，それらが人間的な面やイデオロギー的な面

ノーノの作曲技法の中で重要なものの一つは人声の でどの位の影響力を持っかということを明らかにし，

扱い方である。ノーノによると， "Epita節0"から唱 音の産出と構成との様々な方法を，マイクを使ったり

canto sospeso"を経て“Intolleranza1960"に至るまで あるいは使わなかったりして様々に実行」し制 rー

の声楽作品は rまだ全く歌，芸術歌曲というヨ一 つの申し立てのための技術的な方法と表現法とを[ス

ロッパ的な見解に結びついているJ，すなわち「ベ タジオで歌手と技術者と]共同で見つけるlO)という

ル・カントの要素をより多く取り入れているか，ゴ 方法で曲が造られていったのである。

シックとルネサンスの声楽的ポリフォニーの傾向をよ 従って声と歌詞についてのノーノの処理法は rr音

り多く持っている」叫が，その後ヨーロッパ以外の と言葉』との新しい関係を確立させたJ91)ことは確か

様々な声楽を研究し83) 人声というものが「一般に であるが，それは単に「オブ、ジェの思想」から言葉を

ヨーロッパで考えられているよりも多くの表現の可能 解体したのではなく，また「歌詞の直接的『意味』は

性をもっている」制ことを確かめ，その成果を作品に ほとんど考えられていない92)Jというのは臆測に過ぎ

取り入れるようになる。 ず，全く逆の発想、からであり，初期の合唱曲(例えば

1960年代から70年代にかけてノーノは人声の音楽的 “La terra e la compagna"や“Coridi Didone")におい

可能性についてしばしば語っている。当時のノーノに でも，歌詞の言葉の細分化と歌詞の音楽的再構成とい

とって人声は「存在する楽器の中で最も可能性に豊ん う技法が展開されているのであり，選ばれた歌詞は音

だ楽器」85)であった。 声学的側面と意味論的側面において重要な役割を持つ

「人の声はどんな『先在的な』あるいは人工的な音

階からも自由であり，あるいは解放されており，技

術的，音声楽的，意味論的な面でのその豊かさはす

ばらしいものであり，歌う時の声としゃべる時の声

とを対照させてみると，その差異は広く，様々なも

のをより多く含み得るのである。}6)

ノーノは，ベツリーニやヴェルデイ，ムソルグス

キー，ヤナーチェック，シェーンベルクたちカfそれぞ

れの意図と方法でやったのと同じように，人声を「ベ

ル・カント」唱法という限られた側面についてのみ研

究したのではなく，しゃべり声の様々な表現の可能性

と関連付けて分析し比較し，さらに様々な社会や文化

ているのである問。

結 量五
回ロ

以上様々な観点からノーノの作品について彼の言明

を中心に考察したが，そのそのいずれの場合において

もノーノは独自な観点を持っており，ただ単に「前衛

作曲家」としてレッテル貼りをするだけでは彼の音楽

は理解できない。彼の音楽を全体的に理解するために

は，純粋に音楽的な面にのみ目を向けるだけでも多様

であり深い思索がその裏にある故にできるだけ広く彼

の言明に耳を傾けることが不可欠であるばかりではな

し本論考では触れられなかった彼の美学的立場，政

治的立場が考慮に入れられねばならない。そうした包

括的なアプローチなしには彼の音楽は理解しがたい程
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に彼の成した業績は深く大きいのであり，正に彼の音

楽は一つの「挑戦 HerausforderungJなのである。
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Summary 

In the early era of the "contemporary music" in 50's only several works of the Italian composer, Luigi Nono, 

were known in Japan, and still his deep thoughts on his music remain unclear until today. 

The Nono's works were said to be unique even in the diverse stream of the "contemporary music" at that time, 

therefore it should not be right to regard him simply as "a avant-garde componist" or "a total seriest". One 

cannot understand the real value of his works without having a wide view toward them. 

This study describes several fundamental points of Nono's works-his musical background and his unique 

avant-gardistic methods of writing-refering to his own statements. 




