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シュトックハウゼン《グルッぺン》上演に向けて

昨年１１月、１周忌が間近に迫ったシュトックハウゼンを

めぐり、「シュトックハウゼン再考」が東京大学駒場キャン

パスで開催されました。日本アルバン・ベルク協会、東京

大学、日本音楽学会関東支部共催で行われたこの「シュ

トックハウゼン再考」では、ワークショップやコンサートとと

もに、シュトックハウゼンを知る第一人者によるシンポジウ

ムが行われました。

３時間近くにわたって行われたシンポジウムは、シュトッ

クハウゼン、およびシュトックハウゼンをめぐるヨーロッパの

状況や、テクノ・ミュージック、ハウス・ミュージックのジャン

ルで注目を浴びたシュトックハウゼン像などが、多面的に

語られた希少な機会で、音楽史全体にも考えの及ぶ極め

て充実したシンポジウムでした。その全文は、日本アルバ

ン・ベルク協会誌に掲載されますので、ぜひ、ご一読をお

勧めします。

ここでは同協会の協力を得て、シュトックハウゼンとその

時代や日本での受容が語られた主に前半の部分を、みな

さまに抜粋・再構成してご紹介します。

（編集部）

｠｠

司会：長木誠司（音楽学・東京大学准教授）
パネリスト：
小鍛冶邦隆（作曲家・東京藝術大学准教授）
清水　穣（美学・同志社大学教授）
松平　敬（声楽家）
佐々 木敦（映画評論家・音楽評論家・早稲田大学、

武蔵野美術大学非常勤講師）
｠

●長木 シュトックハウゼンという作曲家は、１９７０年

巨星シュトックハウゼンを知る（上）

代初頭ぐらいまでは割と話

題になる作曲家でした。と

ころが１９７０年代の半ば、西

洋音楽の前衛自体に“前衛

的”ではない傾向が出てくる

なかで、日本では作曲家な

どが西洋の方を向かなくな

り、と同時に、１９７０年代初

めの頃から盛んになり成果

を上げ始めてきた民族音楽の研究によって西洋以

外への関心が高まりをみせ、いわゆるアヴァンギャルド

および実験音楽的への注目が、１９７０年代半ば一旦

ついえてしまったわけです。

私も１９８０年代の半ば、東京藝術大学でドイツの戦

後音楽を研究していたのですが、ほとんど情報が入

ってこないという状況が１０年ぐらい続いて、シュトック

ハウゼンが何をしているのかもほとんど伝わってきま

せんでした。

ネックになった１つが、１９７７年国立劇場で行われ

た、後に《ＬＩＣＨＴ（光）》のなかの《火曜日》の第１幕

となる《暦年》の日本初演だったと言えるでしょう〔１〕。

１９７６年に、《シリウス》初演のワールドツアーがワシ

ントンを手始めに行われ、日本にも立ち寄って初演

１９７７年国立劇場での《LICHT-HIKARI-LIGHT》（『音楽芸術』
１９８７年９月号から）

同・リハーサルでのシュト
ックハウゼン

シュトックハウゼンはどう受け
止められてきたか？
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されました。おもしろい作品ではあるのですが、作品

は酷評され、そのあたりからシュトックハウゼンへの関

心が薄れてしまったのではないかと思います。

ただ、実際のシュトックハウゼンの創作集を見てみ

ますと、そこからが第２の始まりだったようで、２５年あ

まりかけて創られた《ＬＩＣＨＴ》のプロジェクトが立ち

上がったのが１９７７年でした。

このプロジェクトについてはしかし、１０年間、ほとん

ど日本には伝わってきませんでした。音楽雑誌を見ま

すと、１９７０年代の前半辺りまではシュトックハウゼンと

いう名前の露出も多いのですが、その後の１０年間は

ほぼ皆無。そのあと何かないかと思って探してみたら、

私が１９８７年９月号に『音楽芸術』に書いた「シュトッ

クハウゼン・アッラ・メンテ」（短期集中連載「現代ドイ

ツの作曲界」第２回として）という記事で、《LICHT》

の基本音列とそのフォルメルなどについて書いたも

のがしばらくぶりに出たぐらいです。

当時は日本だけでなく、たとえば１９８０年代半ばの

ドイツ国内でも、シュトックハウゼンのことを“現代

のワーグナー”というような表現で、誇大妄想だと見

なす人がいたりして、それが日本にはもう少し倍増さ

れて伝わってくるような、また日本ではそういう妄想の

部分がさらに広がるような感じがありました。それが

１９９０年代の半ばから、秋吉台などで学んだ日本の

若い作曲家たちの間に、ドイツやヨーロッパのものを

もう１度ちゃんと学び直そうという動きがあり、また航

空運賃が安くなったおかげで、ヨーロッパとの直接

の交流が増えて、かなり風通しが良くなった状況のな

かで、シュトックハウゼンの受容が再燃したという気が

します。たぶん日本の前衛の作曲家、あるいは前衛

の研究者にとっても、１９９０年代初頭から５年間ぐらい

は、１つの転換期だったのかもしれないという気がし

ます。その後、たとえば松平 敬さんなどが（シュトック

ハウゼンが講習会等を行っていた）キュルテンに行か

れて情報が日本にも伝わるようになり、シュトックハウ

ゼンに対する見方が和らいできたのではないかと思

います。

シュトックハウゼンは、若いころから先鋭的な作曲を

続けてきた人なので、７９歳で亡くなるまでに積み上げ

たキャリアは長く、非常に多面的です。まず、小鍛冶

さんからは、シュトックハウゼンの先生であるメシアン

からシュトックハウゼンへの流れについてお話いただ

きたいと思います。

シュトックハウゼン研究では、日本で唯一かもしれ

ませんが著書も訳されている清水さんに――シュトッ

クハウゼンと個人的にも非常に親しかった方です――

シュトックハウゼンのさまざまな面についてお話いただ

ければと思います。

シュトックハウゼンの作品演奏において現在、日本

で第一人者といわれる声楽家・松平敬さんに、演奏

家の視点からシュトックハウゼンについてお話しいた

だきます。

いろいろな音楽を横断する形で考察していらっし

ゃる佐々木敦さんには、１９９０年代以降の、ポップ系・

音響系・ノイズ系の世界から見たシュトックハウゼン像

を紹介していただければと思います。

●小鍛冶 メシアンは２００８年に生誕１００年の記念

年を迎えましたが、シュトックハウゼンはそのメシアンの

音楽美学と分析のクラスに在籍していました。１９５２年

１月以降、在籍していたということなのですが、１９９５

年にジャン・ボアヴァンが書いた『ラ・クラス・ド・メシア

ン』（Jean Boivin : La Classe de Messiaen, Paris:

Christian Bourgois, １９９５）のなかに、メシアンのク

ラスについてのかなり詳細な記録が残っているので

キラ星輝くメシアン・クラスへ

〔１〕《LICHT（光）》：連作オペラ《LICHT（光）》は、月曜から日曜までの曜日の名がつけられた、上演に７日間２９時間を要
する一大音楽劇。《HIKARI（暦年Jahreslauf）》日本公演（１９７７年１０月・国立劇場）の発端は、聲明や雅楽を現代の文脈
のなかで捉えなおす創作や正倉院やシルクロード等の楽器の復元などに意欲的に取り組んでいた同劇場の元演出室長・木
戸敏郎氏の委嘱だった。《Jahreslauf》はのちに改訂され《光の火曜日》の第１幕となった。
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すが、シュトックハウゼンは聴講生として在籍していた

ようです。この頃にはクセナキス、ジャン・バラケ〔２〕な

ど、この時代の重要な作曲家の卵が訪ねてきています。

では、メシアンのところでシュトックハウゼンが何を学ん

だかです。この年に扱った分析の対象の大半がモー

ツァルトだったということなのですが、（授業の内容を）

細かく見てみますと、メシアンの重要な作品「音価と

強度のモード」や、それを含む《４つのリズム・エテュー

ド》〔３〕のほか、ドビュッシー、バルトーク、ストラヴィンス

キーなど広く取り上げていて、必ずしもモーツァルトだ

けではなかったようです。

「音価と強度のモード」は、ブーレーズやシュトック

ハウゼン等の創作に大きな影響を与えました。音の高

さだけではなく、音を成り立たせている他の属性――

長さ、強さ、レガートやスタッカートなどのアーティキュ

レーション――も全てセリー化してコントロール下に置

き音楽をつくっていこうという方法での作品です。

シュトックハウゼンはこれを、パリに留学する前年に

初めて、おそらくはダルムシュタット国際現代音楽夏期

講習会で聴いて非常な感銘を受けたと言われていま

す。そして、「音価と強度のモード」の作曲家であるメシ

アンに師事したい、そのクラスに入りたい、そのために

パリに留学するという方向を決定づけたのだと思い

ます。

そして、その音価や強度などパラメータを操作しな

がらの作曲は、シュトックハウゼンが自身の音楽の出

発点として、大きく意識した作品だと言えるでしょう。

小鍛冶 そしてもう一点、大事なことは、シュトックハ

ウゼンという存在が、メシアンに対して何らかの影響

があったのではないかということです。シュトックハウ

ゼンといえば、１９５０年代における電子音楽のパイオ

ニアです。電子音楽の創作を通じて、逆に伝統的な

音楽を見直す、あるいはそこから新しい地平を探求

していく道を拓いた人ですが、彼はまず、１９５２年にミ

ュジック・コンクレート〔４〕の作品《エテュード》を１曲仕

上げ、それを出発点に１９５３年以降の電子音楽の創

作につなげていく、という過程を経ていきます。

とても興味深いことに、この時期にメシアンもミュジッ

ク・コンクレートに関わっていて、音源も残っている《音

色―持続》というタイトルの作品（１９５２年、ピエール・

アンリの協力）を制作しているのです。はっきりした相

互影響の関係についてそれほど知ってるわけではあ

りませんが、シュトックハウゼンとメシアンは、お互いに影

響を与え合っていたのではないかと推測しています。

もっともこの時期には、シュトックハウゼンだけではなく、

クセナキスやバラケら先端的作曲家たちが聴講生と

興味深い、シュトックハウゼン
⇔メシアンの影響関係

〔２〕ジャン・バラケ Jean Barraqué（１９２８-１９７３）：フランス生まれ。パリ国立高等音楽院でメシアンの分析クラスに参加し、セリエ
リズムに関心をもつ。作風は独自の方法によるセリー様式にあり、自己に厳しかったことから作品は７曲しか残されていない。
〔３〕「音価と強度のモード」は《４つのリズム・エテュード》（１９４９～５０）の第３曲。《４つの…》は、第１曲「火の島 第１」、第２曲「リ
ズムのネウマ」、第４曲「火の島 第２」から成る。
〔４〕ミュジック・コンクレート：鉄道の音など都市のなかにある音や人声、動物の鳴き声、自然の音などを録音し、再生音のスピー
ドを変化（速くしたり遅くしたり）させ、それらをつなぎ合わせて作品を創る実験から始められた。１９４８年、フランス国立放送の
電気技師ピエール・シェフェール（１９１０-１９９５）が、現実の汽車の音を変容させて創った作品《Étude aux chemins de fer
（鉄道のエテュード）》が発表された。初期には円盤のレコードが用いられたが、１９５０年代には磁気テープで制作されるように
なる。１９４９年シェフェールは、パリ国立高等音楽院出身の作曲家ピエール・アンリと「Groupe de Recherche de Musique
Concréte（具体音楽研究グループ）」を創始。いっしょに《Symphonie pour un homme seu（１人の人間のための交響
曲）》（１９５０）や実験オペラを制作。アンリは、振付家モーリス・ベジャールにも注目され数々のコラボレーションを行っている。映
画にも効果音としても使われている（「うたかたの日々」〔ベルモン監督、１９６８〕、「アルタード・ステーツ／未知への挑戦」〔ラッ
セル監督、１９７９〕etc.）ので、知らず知らずのうちに聴いている方も多いかもしれない。１９９０年代には、クラブ／テクノ・ミュージ
ックの元祖的存在となった。アンリ自身も、クラブでのライヴ・セッションに加わったりしたという。
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してメシアンのクラスに在籍していて、彼らもミュジック・

コンクレートの創作を行っていましたので、これは１人、

シュトックハウゼンに限られたことではなかったのかもし

れません。この時代は非常に興味深い地平で相互に

影響を及ぼし合っていたのではないかと思います。

●長木 シュトックハウゼンから逆にメシアンに影響

を与えたかもしれないというのは、興味深いことです

ね。メシアンの方がかなり世代は上ですが、同時代に

生きているわけですから。

●清水 いま小鍛冶さんがおっしゃった、１９４０年代な

いしは１９５０年代のいわゆるアヴァンギャルドな音楽、

その時代の人間関係についての受容が、日本では

すっぽり欠落しているような気がします、せいぜい前衛

三羽烏〔５〕周辺のエピソードに終始してしまっている。

１９５０年代から１９６０年にかけての１０年間に、音楽

は１度解体されてしまったんですね。その解体の嚆

矢として、１９５０年代のシュトックハウゼン、ブーレーズ、

あるいはケージたちのさまざまな取り組みがあって、彼

らが拓いた可能性は、まだまだ刺激的な素材として

有効なのではないかと思います。

“西洋音楽”という巨大な流れが確かに１９５０年代

には一旦ばらばらになったわけで、そういう時代だっ

たからこそ、フランス音楽の中心にいるブーレーズの

ような人が、廃墟のケルンからやってきた、顔は可愛い

けど無学なシュトックハウゼンと厳しく切り結ぶという

ような、例外的なことが起こったのではないでしょうか。

ブーレーズとケージ、カレル・フィヴァールツ〔６〕やアン

リ・プッスール〔７〕とシュトックハウゼンは、手紙ばかり書

いているんですね。当時の人って本当によく手紙を

書いていて、しかも、シュトックハウゼンがケルンに住ん

でいた頃はあまり上質な紙がなかったのか、文字は

小さく紙質は悪いから、いまではほとんどがボロボロ

になっています。

１９５１年にダルムシュタット国際現代音楽夏期講習

会でメシアンの《４つのエテュード》が、オネゲル《交

響曲第５番》やジョリヴェの《コンチェルト》などといっ

しょに演奏され、初めて行ったシュトックハウゼンがそ

れを聴いたわけです。そこでフィヴァールツという、メシ

アンやその作品についてもよく知っており、フランス語

も達者な最初の兄貴に出会い、この人のソナタをア

ドルノ〔８〕の前で初演しています。まさしくシュトックハ

ウゼンにとっては、アヴァンギャルドの洗礼というものが、

この１９５１年のメシアンであり、ダルムシュタットでした。

簡単にいえば、シュトックハウゼンという人はパリに行

くまでは音楽をやりたい情熱だけの人、フランク・マル

タン（１８９０-１９７４）に師事してはいましたが、まだやっ

と占領が解けたケルンの市立高等音楽学校ですか

ら、まあ、しれているわけで、そこで「パリに行きたい、

パリに行きたい」と言っていたわけです。なぜ、先ほど

小鍛冶さんもおっしゃっていたようにパリでは音楽院

日本の受容史に欠落している
１９４０-５０年代の人間模様

〔５〕（前衛）三羽烏：ブーレーズ、シュトックハウゼン、ルイジ・ノーノ（１９２４-１９９０）を指す。３人はダルムシュタット国際現代音楽
夏期講習会の常連でもあり、１９５０年代にはトータル・セリエリズム（総音列主義）の作品によって大きな影響を及ぼした。
〔６〕カレル・フィヴァールツKarel Goeyvaerts（１９２３-１９９３）：ベルギー生まれ。アントワープの音楽院で学び、パリ国立高等音
楽院でミヨーに師事。メシアンの分析クラスでも学び、ウェーベルンのセリエルの技法やメシアンのリズム技法などに大きな刺激
を受ける。１９５３年には、ケルンでシュトックハウゼンなどと共に、最初の電子音楽を創った。
〔７〕アンリ・プッスール Henri Pousseur（１９２９-２００９）：ベルギー生まれ。１９４７から１９５３年にかけてリエージュとブリュッセル
の音楽院で学ぶが、作曲は独学。１９５０年からブーレーズやシュトックハウゼン、ノーノなどと共に前衛的な作風で活躍し、その
作風はセリエル、電子音楽、偶然性の音楽、コラージュなど幅が広い。
〔８〕Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno（１９０３-１９６９）：哲学者、社会学者、音楽評論家。第２次世界大戦前からフランク
フルト大学社会哲学の教授を務めていたが、大戦中はアメリカに亡命。戦後再びフランクフルトにもどり、マックス・ホルクハイマーや
ユルゲン・ハーバーマスらとともにフランクフルト学派を代表する思想家として大きな影響を及ぼした。作曲家でもあり、師はアルバン・
ベルク。新ウィーン楽派を擁護し、新古典主義や２０世紀において後期ロマン派の作風を示す作曲家たちには批判的だった。｠
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の正式のリストに載っていないかというと、シュトックハ

ウゼンは試験に落ちてしまったのです。

●清水 １９５２年１月１６日にシュトックハウゼンはパ

リに行って、ミヨーに電話しているのですが通じない。

フランス語もたぶんそれほど上手じゃなかったのでし

ょう。はなから相手にされない。フランス語もできない

し、つらい思いをした。しかしブーレーズという人がい

て、なぜかよくわかりませんが、シュトックハウゼンを非

常にかわいがるのです。ケージにあてた手紙でも絶

賛していますし、だからメシアンもまじめに扱ったので

はないかという気がします。ブーレーズとシュトックハ

ウゼンが知り合ったのは１９５２年の３月のことで、急速

に親しくなります。親しくなるというよりも、圧倒的な音

楽能力と知識・思考力も持った兄貴からの強烈な洗

礼ですね。シュトックハウゼンには申し訳ない言い方

かもしれませんが、最初はフィヴァールツに、その後は

ブーレーズにトータルセリアリズムのすべてを教えても

らったと言ってもいいかもしれません。

ブーレーズは自宅にシュトックハウゼンを呼んで、そ

こにはバラケのようなパリの洗練されたお坊ちゃまが

いる。また、ブーレーズには４人の女性のスポンサー

――シュトックハウゼンはドイツ語で「ダーメンクヴァル

テット」と言っていましたが――がいて、既にすごい

寵児で、そういう人たちから、ブーレーズの著作『現代

音楽を考える』〔９〕や１９６６年に出された『徒弟の覚

え書き』〔１０〕に収められている同時代作曲家たちへ

の考察や、あるいはケージとのやりとりなども含めて、

シュトックハウゼンにはさまざまな刺激が与えられたわ

けです。ケルンに戻ってからも自分の草稿をブーレー

ズに送っては、添削されて戻ってくるんですね。
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１９５２年１１月、ブーレーズの紹介で、シュトックハウ

ゼンはスタジオで仕事をさせてもらえることになり、そこ

で《エテュード》を作曲しますが、その折フィヴァール

ツに送った手紙が印象的です。プリペアードピアノの

音を素材にし、１つの素材音を分解し、それらを組み

合わせたりかきまぜたり、ということをしているのです

が、とにかくうまくいかない。「本当に信じられない。た

った１つの音のなかに何というカオスが潜んでいるん

だろう」と言っているんです。セリエルな音楽は、それ

までの音楽を全部コードで書き直す作業なわけです

が、それでも、それまでの“音”を使い、音と音との関

係を操作してできているのに対して、電子音楽は、い

ちばん根底となる音そのものも分割してしまった。そ

うしたらそこにすごいカオスがあったと。そういうシュト

ックハウゼンの原点になるような発見が、１９５２年のパ

リという刺激的な場所で起こった。「音」を単位とし

た音楽は完全に崩壊したのです。

●長木 確かに１９４０年代から５０年代の変わり目

は、ヨーロッパも戦後が始まる時期で、社会自体もそ

れこそカオティッシュだったわけで、それから徐々に制

度が復旧し、そのなかで動く人は動いている、という

状況ですね。だから、当時ゆえに切り結ぶことになっ

たさまざまな人的交流があったのだろうと思います。

（以下、次号）

★後半では、シュトックハウゼンが自宅のあるケルン郊外の

キュルテンで１９９８年からは毎年行っていた「シュトックハウ

ゼン講習会」に赴き、シュトックハウゼン自身から演奏の指導

を受けた松平 敬氏が、シュトックハウゼンが自身の作品の

演奏についてどのような考えを持っていたかの肉声を伝え

てくれています。また、いわゆるクラシック音楽ファンには遠い

存在のシュトックハウゼンが、全盛を迎えた１９９０年代ハウ

ス・ミュージック、クラブ・ミュージックのなかでは再評価され注

目を浴びたことなどについて、佐々木氏が話しています。ど

うかご期待ください。

パリのアヴァンギャルドの
洗礼を受けて

｠〔９〕『Penser la musique aujourd’hui』：邦訳『現代音楽を考える』笠羽映子訳、青土社、１９９６年。
〔１０〕『Relevés d’apprenti』：邦訳『ブーレーズ音楽論：徒弟の覚書』船山隆・笠羽映子訳、晶文社、１９８２年。


