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20世紀前半のアメリカにおける「不協和Jの概念

~ウルトラモダーンの作曲家を中心に~

椋沼敏江

1.はじめに

「不協和 dissonanceJ という語は「協和 consonanceJ とともに、ギ

リシア以来の西洋音楽の理論と実践をつうじてさまざまな観点からさま

ざまに定義され、また論じられてきており、その意味は時代によって変

化してきた。その意味は多様であるとともに、しばしば稜味であり、協

和と不協和の範菌も相対的で、ある。協和と不協和という 2分法ですら自

明のもので誌なく、時代によっては協和を完全協和と不完全協和に分け

ることも、また完全、中間、不完全に分けることもあったにしたがっ

て、ある特定の音楽や音楽様式を論じる際にこれらの語を使う場合には、

それがどういう意味であるかをまず明確にすることが必要とされよう。

本論は、 20世紀前半のアメジカにおいて、とくに「ワノレトラモダーン

ultra-modernJ と呼ばれた一群の作曲家たちの音楽における「不協和J

の意味を考察の対象とする。ウルトラモダーンの作曲家たちが、みずか

らの音楽や仲間たちの音楽を論じる際には、以下に述べるように f不協

和Jという語をしばしば用いており、この言葉に特別な重みを置いてい

たように思われる Q しかし、その意味するところはこれまでかならずし

も明確にされてはいなかった。ここではアメリカという特定の地域で、

ある一定の時期に f不協和j という言葉が、どのように意味づけされて

いたのかを考察する。

不協和という語については、複数の用法があることはこれまでにも指

捕されていた2)が、本論では対象とする20世紀前半のアメリカのウルト

15 



ラモダーンの音楽について、「不協和Jという語に作畠家たちが何を見

いだし、イ可を託そうとしていたのか、その概念的な意味を探る。

I1.第 1次大戦後のアメリカ音楽界とウノレトラモダーンの作曲家

20世紀初頭のアメリカ音楽は、 19世紀から引き続きヨーロッパ音楽、

とくにドイツ音楽の絶大な影響下にあったが、第 1次世界大戦が終結す

ると、アメリカ独岳の手法による音楽創造への動きが出てくる o 1921年

には、ヱドガー・ヴァレーズがくインターナショナノレ・コンボーザーズ.

ギノレド>を設立し、それが27年にはくパン・アメリカン・アソシヱーショ

ン・オヴ・コンポーザーズ>となって新たな活動を開始する。一方、ヴァ

レーズと扶を分かつ作曲家たちは、 23年、くリーグ・オヴ・コンポーザー

ズ>を結成したため、当時のアメリカの作畠界誌大きく二分されること

になる。そうしたなかで、ヘンリー・カウエルは、 25年、カリフオノレニア

でくニュー・ミュージック・ソサエティ>を設立し、<ギルド>、そし

てくパン・アメリカン・アソシエーション>と連帯し、前衛音楽の運動

を盛り上げていくことになる。

fウノレトラモダーンj とは、<ギノレド>、<パン・アメジカン・アソ

シエーション>、くヱュー・ミュージック・ソサエティ>に関係してい

た作曲家たちが、みずからの音楽を問時代の他の傾向の音楽と区別する

ために使った言葉である3)。リヒヤノレト・シュトラウスやグスタフ・マー

ラーなど後期ロマン主義の作患を fモダーン」と見なす聴衆がいた当時、

より前毎的であることを示す必要があったのである[品開 1997:28J0 

したがって、広い意味ではイゴーノレ・ストラヴィンスキーやアノレノルト・

シェーンベルクなどのヨーロッパの前衛作曲家もここに属することにな

るが、より一般的には、 1920~30年代のアメリカの前衛的な作曲家たち
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とその音楽を指していると考えるのが妥当であろう。

これらのウルトラモダーンの作出家たちは、それぞれ異なる作風を

もってはいたものの、概して半音階的な音素材と複雑なリズムによって

特徴づけられる音楽を書いた。そして注目すべきは、彼ら自身、自分や

仲間たちの音楽を論じる際に、「不協和」という語をしばしば、まるで

キーワードでもあるかのように使っていたことである。それは不協和(不

協和音)dissonance、不協和な dissonantという語にとどまらず、不協

和対位法 dissonantcounterpoint、不協和な和声 dissonantharmony、

不協和音楽 dissonantmusic、不協和書法 dissonantwriting、不協和

作曲家 dissonantwriter、不協和な作曲 dissonantcomposition、不協

和音程 dissonantinterval 4)などという言葉となってあらわれている。

さらに、不協和という語が形容詞や語IJ詩をまじえて強諒して{吏われるこ

ともしばしばあった。たとえば、カウエルがヴァレーズの音楽について

述べた月齢、不協和 strongdissonance J 、カウエノレがジョン・ベッカー

の音楽について使った f徹底的に不協和 drasticallydissonantJ、カ

ウエノレがチャーノレズ・シーガーの音楽を説明したときの?最初から最後

まで純粋に不協和 genuinlydissonant from beginning to endJ 5)な

どである。

不協和であることそのものに信値があるかのようなこうした語句や言

い呂しは、いったい伺を意味しているのであろうか。 20年代から30年代

にかけてのアメジカには、シェーンベノレクやヨーロッパの作出家の活動

が多かれ少なかれ伝えられており、前衛性を示すためなら不協和と言わ

ずにたとえば「無讃j ということもできたはずである o 20"-'30年代に

シェーンベノレクの「不協和音の解放j という言葉がどの程度アメジカに

浸透していたのかは分からなし刊が、かりにシェーンベルクの影響に
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よるものだとしても、これほどまでに不協和が強調されるのは何故なの

だろうか7)D つぎに、「不協和j という語が当時のアメリカでどのよう

な意味で捷われていたのかを探るために、不協和による作曲法とその理

論を考察し、彼らの言う「不協和Jの意味を洗い出してみたい。

11I.不協和対位法と不協和な和声

ウルトラモダーンの作曲家たちには、おおきく言って 2つの異なる傾

向が認められる。ひとつは、旋律上の不協和に重点を置こうとする作曲

家たちで、彼ら誌いわゆる f不協和対位法j による音楽を書いた。もう

ひとつは、旋律よりも縦の関係に不協和を求めようとする考え方で、「不

協和な和声j を主張した。「不協和対位法j の系列に属するのは、カー

ノレ・ラグルズ、チャーノレズ・シーガ一、ノレース・クロフォード・シーガ一、

へンリー・カウエノレ、最初期の/レー・ハリソンなどであり、「不協和な

和声j を標携したのはデイン・/レディヤーで、あった。ここではこの二つ

の領向において、不協和がどのように意味づけられていたのかを見てみ

よう。

1 .不協和対位法

不協和対位法について著作を残しているのは、チャーノレズ・シーガー

(1886-1979) とカウエノレであるが、カウエノレの文章 [COWELL1930 

(1996) ]はほぼシーガーの理論を踏襲したものであるので、ここでは

シーガーの著作を中心に見ていくことにするむ

長年未発表のままで、あったシーガーの「理論家そして基礎的音楽学者

としての作曲家:(新)音楽における伝統と実験J(初稿1929-1930)

[SEEGER 1994Jは、第工部「作曲教程 Treatiseon MusicalComposi tionJ 
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と第2部 f不協和対位法の手引き Manualof Dissonant CounterpointJ 

とからなっているが、ともに不協和対位法にとって重要な著作である。

まず第 1部「作曲教程j において、音踏と旋法、和声などの章ととも

に「協和と不協和Jについて 1章が割かれ、詳しく論じられていること

に注目しなくてはならない。しかもここでシーガーは、この章を「音」

と「リズムJに分けている。音についての協和/不協和はきわめて当然

のことであるが、ヲズムについての協和/不協和とはどういうことであ

ろうか。

まずシーガーは f音 TONEJのセクションで、協和と不協和の区別は、

哲学においても音楽においても歴史的に重要で、あったと述べたうえで、

協和/不協和の音楽理論上の基本は倍音列にあるとして、倍音列から始

めて~ 16項匡にわたる考察を行なっている。この緯密な論述をつうじて

シーガーが言いたいことの要点は、おそらくつぎのようなことであろう。

すなわち、西欧においては従来、不協和は緊張、協和は弛緩ないし静止

としてうけとめられており、準備一不協和一弛緩という仕掛けは、静止

-緊張一弛緩(ないし弛緩-緊張一静止)として読まれてきた。しかし

ロベルト・シューマン以降、協和はたんなる弛緩となり、不協和におい

ても静止が感じられるようになった。つまり不協和が静止としても機龍

しうるのであるから、従来の順序を入れ替えて、準備(不協和) -協和

一解決(不協和)とし、う仕掛けが可能となる、というのである。そして

この図式が現代の音楽に適用できることを示唆したうえで、「今日の本

当の問題は不協和の導入ではなく、協和の導入であるJ[SEEG虫 1994:96J 

と述べる。

シーガーの不協和理論のひとつのポイントiまここにある。すなわち、

従来のように不協和が協和に解決されるのではなく、逆に協和が不協和

19 



に解決されるということである。これは協和/不協和の機能の相違を冨

定的なものではなく、音楽的な茂周しだいで変化するものとして捉える

考え方であり、協和よりも不協和をもとにした「不協和対位法j理論の

基礎にもなっている。

つぎにリズムj のセクションでは、比率、アクセント、テンポにつ

いて述べられているが、ここでの要点は、リズム上の諸側面についても

協和/不協和の概念が適用できるということである。たとえば、 1/2拾

子で始まった旋律が、 3/4拍子に、ついで4/4拍子に変化するとき、これ

は通常の比率の範囲内であるため f協和jであるが、 2/8拍子の旋律が、

2拾分について 3連符、 5連符のリズムに変わるとき、これらは 2:3、

2 : 5の比率となるため f不協和j となる。また、テンポがゆっくりと

変化するなら f協和j だが、極端なテンポの変化は「不協和J8) とな

る。

シーガーはこうした協和/不協和の新しい捉え方によって、今後の作

曲の方向性と展望を示そうとしたのである。そしてそれを具体化させた

のが、「不協和対位法j の理論で、あった。

f不協和対位法Jについては、第 2部の f不協和対{立法の手引」に体

系的に論じられている。「ネウマ」と呼ぶ小単位のモティーフの不協和

化から、フレーズ、旋律隷、リズム、和音、 2声部フレーズ、楽曲全体

までの不協和化について徹底して解説されたこの「手引きj は、たんな

るマニュアノレ以上の重みをもっており、シーガーの意気込みが伝わって

くるようである Q おそらくはティックが示唆しているように [TICK

1997b: 6J、シェーンベノレクの12音技法に代わるアメリカ独自の作曲法

として、「不協和対位法j を確立しようという意国があったのかもしれ

ない。この「手引きJは具体的な手法について詳細にわたって述べたも
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のであるので、その要約版である「不協和対位法についてJ[SEEGER 1930 

(1996汀という短い文章をもとに、この技法の要点を見てみよう。

この要約版はまず、 f不協和対位法j という用語が1913年頃はじめて

用いられたことを明かにしたうえで、「音について不協和な作曲は、こ

れまでにもスクジャーピンとシェーンベルクによって行なわれていたj

と述べる。ここでは「音について不協和Jtonally dissonantという言

葉に注Eしなくてはならない。つまり、先にも述べたように、シーガー

の不協和理論のひとつの要点は、それが音(音高、ダイナミックス、音

色が含まれる〉だけでなくリズムやアクセント、テンポにも遥用できる

ことにあったのであり、音(高)だけならすでにそういう例も存在する

ということを、ここで、は言っているのである。

さらにシーガーは、不協和対位法が協和/不協和の豆別にもとづくも

のであることを明確にするむシェーンベノレクの「不協和音の解放j が、

協和音と不協和音の匿別をなくし、両者を等しい立場に置くものである

とすれば9) 、これはそうした見解と鋭く対立するといえようゆ。では

ここで言う協和とはどういう吾程で、不協和とはどういう音程なのか。

シーガーによれば協和とはオクターヴ、 5度、 4度、長短3度および

長短6度、不協和とは 3全音、長短2度、長短7度、長短§度であり 11)、

これは従来の考え方と変わるものではない。従来と異なるのは、不協和

の理論ですでに示唆されていたように、本賞的な出発点を協和ではなく

不協和に置き、不協和ではなく協和を準備し解決するということである。

協和ではなく、不協和を基盤に据えた新しい対位法理論を確立しようと

いう意図をここに読み取ることができょう。

さらにこの文章でほ、不協和対位法について、より具体的なノレーノレが

明確にされている。すなわち「旋律的に言って、少なくとも 5つの異な
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る吾が聞に介在することなく、し治瓦なる音を反復することも、またその

オクターヴを鳴らすこともよくない。規則として、アクセントが異なる

場合であれば、 7音ないし 8音自に同じ音を繰切返すことができるJω

[SEEGER 1930 (1996) :183Jのである。では、このような不協和対位法は

実際にどのように行なわれていたのか、実関を示しておこう。たとえば

カール・ラグノレズ(1876-1971) 13)の《ポータルズ、 Portals>>(1925/29) 

の弦楽オーケストラ販の冒頭主題はつぎのようになっている。

vbaJEes ♂(斤I¥ r子1 ヴ 「

譜例 1 ラグノレズ《ポータルズ))冒頭主題 出典:@1930 American恥 sicEdition 

この息の長いユニゾンの旋律の前半には、半音搭の12の音がまずすべ

て出現する。しかしながら、ここでは音列技法のようなシステマティッ

クな手法が用いられているわけではないため、このあとの音の出現を予

測することはできない。 12番目のD音のあとは、ふたたび3番目のBb 

が現れるc つまり 3番目から数えれば、 9倍の異なる音を介在させたの

ちに、 Bbが繰り返されたことになる。そして14番目の Abは5番目の

G対￥ら 8値の音を経てふたたび出現する。こうして以下§小節目冒頭の

最後の音まで、すべての音が 7音以上の間隔をおいて現れるように配置

されているのである。またここで辻、リズムの不協和の手法のひとつで

あるシンコベーションの多用がひとつの特徴となっているむ

さらにその後の展開を見てみると、ポリフオニックなテクスチュアの

なかで、各メロディはたがいにリズム上、また音程上、不協和な状態の

なかで進行してして G とくにヴィオラの主要旋律とチェロとの関では、
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音程的にもリズム的にもおおきな阻離が生じているのが分かる。

この作品では、最初から最後まで、ほほ一貫して不協和書法がつらぬ

かれており、ラグノレズの不協和対{立法の成熟したスタイノレを示している。

縦の関係よりは横の流れにおいて不協和を意識したこの書法では、協和

ではなく不協和が音楽の基礎となっているのであり、音程もりズムも含

め、音楽全体が厳震な「不協和Jの雰囲気に包まれているむ

ウノレトラモダニストたちにとって、不協和対位法における「不協和J

とは、膏高や音程についてだけでなく、総合的なテクスチュアにおいて

の f不協和j なのであり、またそれは協和と不協和をlKJ3rJしないシェー

ンベノレクの12音書法とは異なる独自性を備えたものなので、あった。

2. 不協和な和声

不協和音楽のもうひとつの額向 f不協和な和声jはデイン・ノレディヤー

(1895-1985) によって主張されたが、こちら領Hにはシーガーのような

理論家がいなかったため、ノレデ、イヤー自身のある種神秘的な言説によっ

て説明されているc ノレディヤーがシーガーらと基本的に異なるのは、旋

律にたいして否定的で、あった点である日 o ノレディヤーによれば、音 tone

は基音と倍晋から構成されているのであり、純粋の単一音というもの誌

ない。われわれが扱うのは複合音だけであるo r楽音がみな複合吾であ

るなら、メロディは 1本の延びていく音の糸ではなくて、数本の音の糸j

であり、「揺れた和声の継起j なので、ある [RUDHYAR1922 (1972): 19-20J。

こうした音(複合音、和音)を膏楽の基盤とする考え方から、ノレディ

ヤーの f不協和な和声j の議論は畏関されている。ノレディヤーには「不

協和な和声j と題する 2つの文章があるが[部閉YAR1930、1982J、いず

れも音楽理論的な論述であるよりはむしろ独特の神智学的思想、の表明と
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いうほうがふさわしく、不協和をたんに音楽の問題としてよりも、さら

に広げて人間社会や世界を捉えるための概念として扱っている。

その論旨をまとめれば、つぎのようなことであろう Q われわれはいま

世界の再生という変革期に亘面しているが、ここには特定主義

particularismと普遍主義 universalismとの需の葛藤がある。この 2

つの態度は、哲学、社会秩序、そして芸術に 2つの基本的なタイプをも

たらした。これらは社会組織という観点からいえば、再族的秩序 tribal

orderと友愛的秩序 companionateorderという 2つの秩序として、そ

して音楽的な観点から見れば、協和的秩序と不協和的秩序として捉える

ことができるという[まじD耳YAま1930: 1-2Jo 

協和とは、ノレディヤーにとっては、同-unityに還元される関孫、自

然で容易に知覚できる関係であり、開族的秩序、すなわち封建的秩序は

この協和的な関係を必要とする。不協和とは引き離す関係であるが、そ

れは差異を調和する関係でもあり、友愛的秩序、すなわち民主主義的秩

序が必要とするものである。したがって不協和音楽とは、真のスゼリチュ

アルな民主主義の音楽、普遍的な友愛の音楽である。そしてそれはまた、

現実の音の心的なエネルギーを伝える「シントニック(向調的〉な音楽

syntonic musicJであり、ホージスティックな響きを生み出す音楽なの

である[豆じDHYAR1930， 1982Jo 

このシントニックな音楽においては、どの音も連続音(旋律)や同時

に鳴る音(和音〉の一部となることができ、ここでは不協和は協和に解

決する必要はないc 不協和な和音には、うなり(ビート)や組み合わせ

音という現象があるため、完全な協和よりも力強し、響きを生むことがで

きる [RUDHYAR1982: 143Jo 

ノレディヤーはそれまでに不協和な音楽を書いた作曲家として、シー
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ガーと毘様に、スクリャーピンとシェーンベノレクをあげているが、シェー

ンベノレクに対しては知的技巧主義というヨーロッパの古い学問的な理念

に帰ったとして批判的である。一方スクリャーピンについては、不協和

な和音構成の基本法尉を発見した作曲家であり、不協和的な和声に対す

るスピリチュアノレな姿勢としての「シントニズムj の父とも母とも呼べ

る作曲家であるとして高く評話する [RじDヨYAR1ヲ30:20J。倍音を含んだ

複合音を音楽の基盤と考えるノレデ、イヤーにとっては、倍音列の積み重ね

とも見なすことのできるいわゆる「神秘和音j を考案し、無調的な方向

へと向かったスクジャーピンは、不協和音楽のひとつのモデルと映った

のであろう c

ノレディヤー自身の音楽も、スクジャービンの影響を窺わせるような、

神秘的な色彩をもった響きによって特徴づけることができる D たとえば

譜例 2にあげた《勝利を感謝する賛歌 Paeans}}(1927) では、 4度音程

の積み重ねを主として、 3全音や半音の密集を組み込んだ和音が多用さ

れ、エキゾチックな香りのする独特の雰屈気が醸し出されている9

譜弼 2: ((勝利を感謝する賛歌》の不協和な和音 出典:@1927誌ew恥 sicEdition 

IV. アメリカの不協和

これまで、「不協和」がウルトラモダニストたちによって具体的にど

のように理論化され、捉えられてきたかを見てきたが、彼らのいう「不
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協和J~こは、たんに音楽的な不協和という以上の特別な意味が込められ

ていたむ

不協和対位法についてのさまざまな文章や発言を見ると、作畠家たち

はしばしば f不協和j を「崇高 sublime、sublimityJ としづ言葉で形

容している。ノレース・クロフォードはラグノレズのく(ポータルズ>>を聴い

て「崇高で耳障りな不協和 sublime，strident dissonanceJ という言

葉で賞賛し、みずからの《組曲第2番>>(1929)をクロフォード販の「崇

高で耳語りな不協和j として述べている [TIC豆 1997a:84J。また《ポー

タノレズ>>については作曲者のラグノレズ、自身、妻への手紙のなかで「これ

までで最高の作品だ。崇高な吾がしている・.. Jと書いている [ZIFFRIN

1994: 103J。ここで崇高な音とはまさに、不協和な吾のことであろう。

シーガーもまた「過去の偉大な音楽が不協和を恐れず作曲されたのと毘

様に、不協和な書法で崇高を試みる者は、協和を恐れてはなちないJ

[SEEGER 1930 (1996): 182Jと書き、不協和と崇高とを結び、つけている。

しばしば指摘されているように、ラグノレズが音楽において追求してい

たのは f崇高Jで、あった9 ノレー・ハリソンは「ラグノレズがぜひとも手に

入れたいと明言している崇高としづ性質は、たしかにしゅ￥なる時代にお

いても、偉大な宗教的、哲学的作曲を行なう者に本来信わっていたもの

である・・・信仰の縁における高潔で個人的、新しく、探求的で真面白

な冒険という意味での崇高。この意味における崇高こそ、ラグ/レズが呂

指し、おおいに説いているものなのであるjと述べる[臥詑ISON1946: 10J。

ラグルズは1917年の時点で、すで、に、未完に終わったオペラについて「崇

高」の要素があると述べており [Saecker1967: 251J、その後も楽譜の

余白にこの言葉を書き入れるなど、折りに触れて「崇高j を口にしてい

る。しかしながら、それがどこからきているのか、ラグノレズ自身はまっ
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たく明らかにしていなし、。アーチャパノレはラグノレズに関するの論文の第

5章 fカール・ラグノレズと崇高の追求j のなかで、ラグノレズ、の f崇高」

の謀、について、当時ニューヨークの知識人の関で流行していたフ E イト

の理論と、ラグノレズの育ったニュー・イングランドの超絶主義哲学とを

可能性としてあげ、超絶主義者エマーソンの流れを引き継ぐホイットマ

ンの影響も示唆している [A豆CHABAL1979: 109-134J。ラグノレズの《人間

と山》の第 2楽章「ライラック j はホイットマンの詩「先頃ライラック

が前庭に咲いたときJからつけられたものであるし、まポータノレズ(入

口)))もホイットマンの同名の詩によっており、その詩行がスコアの表

紙には書き込まれている。アメリカの崇高な自然をおおらかに歌ったホ

イットマンからの影響は大いに考えられることである。

しかしながら、ラグルズの f崇高j の由来をつきとめることがここで

の目的ではない。むしろここでは、ラグノレズがその音楽によって目指し

ていた f崇高」が、不協和対位法や「不協和」に直接結びつけちれていっ

たことにもう一度注意を向けたい。

シーガーは先にあげた「不協和対位法の手引きjの序文において、 f20

世紀は、高棄なもの、美徳、崇高なものにほとんど努力を領けなかったJ

という。そして、 20世紀は吾についての不協和 tonaldissonanceの技

術の拡張にはかなり努力したが、それは一方で明確な歴史的な展開であ

ると毘時に、もう一方ではその到達点以上へとさらに発展する可能性を

残していると述べる。そのうえで「不協和な作曲が崇高なものとなり、

美徳をくりかえし教えることのできるものj にならないと信じる理由は

ないと述べ、不協和対位法そのものによって崇高が実現される可能性を

示唆している[盟国ER1994: 166、168Jo 先にも述べたように、シーガー

が不協和対位法を12音技法にかわるものとして理論化しようと考えてい
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たことは、ある程度推測できるc だからこそ、シェーンベ/レクとラグノレ

ズを比較し、ラグノレズ、の方に可能性を見ょうとするのであるゆ O シー

ガーはこの不協和対位法をアメリカ独自の技法として確立しようと意図

していたのではないだろうか。もしそうであるなら、不協和はたんなる

不協和ではじゅうぶんではなかったG

f崇高」という言葉は、 1920'"'-'30年代のアメリカでどのような意味を

もっていたのだろうか。時代は少し遡るが、ホイットマンは『自選日記』

(原書は1882年出版)のなかで fカスター最後の集軍」という絵画を

見た印象をつぎのように綴っている。「まったくアメリカの茜部的、土

着的面、この上なく極点に達した、典型的、決死的、英雄的な辺境開拓

地一一このようなものは書物にはまったく書かれていない。ホーマーの

中にもなく、シェイクスピアの中にもない9 そのいずれよちも物凄く、

崇高で、すべてアメリカ的で、すべてわれわれ独自のもので、すべて事

実だJ[ホイットマン 1968:187J。

ホーマーにもシェークスピアにもなくアメリカ独自の崇高なもの、と

いう表現からは、アメヲカと崇高とが重なって関こえてくる。もしこう

した崇高の捉え方が、ホイットマンを愛読していたラグノレズやクロ

フォードなどウルトラモダーンの作曲家たちの関にも広がっていたので

あれば、彼らもまた崇高とアメリカとを結びつけていたと考えることは

できる。アメリカの詩人ウォレス・スティーヴンスの『アメリカン・サ

プライム』が発表されたのは、 1935年のことで、あったが、それより以前

にすでに f崇高Jという言葉は fアメリカj を暗示する言葉として捉え

られていたのではないだろうか。このように考えると、彼らの言う「崇

高な不協和j がヨーロッパとは異なるアメリカ独自の不協和というニュ

アンスで浮かび上がってくるのである。
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さらにここでソレデ、イヤーの「不協和J~こもう一度戻ってみよう。ノレディ

ヤーにとって、不協和とは引き離す関係であるとともに差異を調和する

関孫であり、友愛的秩序、すなわち民主主義的秩序のことで、あった。そ

してこの民主主義とは、まさにアメリカを象徴する言葉であろう。実際

にノレディヤーはアメリカを「不協和の原理で、つくられた大珪」と呼び、

アメリカでこそ後の言うシントニックな音楽が生まれうることを示唆し

ている [RU加YA豆 1930:21-22L フランスからアメリカに移住してきた

ノレディヤーにとっても、不協和としづ言葉は、この新大陸と無縁には考

えられなかったのである。

V.むすび、

第 1次大戦後のアメリカでは、従来のヨーヨッパ主導の音楽的方向で、

はなく、アメリカ独自の音楽のあり方が模索されていた。そうしたなか

で、アメリカの前毎音楽家、ウルトラモダニストたちは、そのひとつの

モデ、ノレを不協和音楽のなかに見ようとしていた。それもシェーンベルク

らの音列主義の音楽ではなく、不協和対位法、不協和な和声というアメ

リカ生まれの手法による音楽のなかに、見ようとしていたのである 16)。

その活動はこの時期にアメリカ独自のという意味あいを含んだ「不協

和」という合言葉によって、しばらく活発に行なわれはしたものの、時

代状況の悪化とともにしだいにその勢いを弱めていくことになる。シー

ガーは1933年にはもうすでに、不協和音楽という目標は事実上死んだと

考え、 r20世紀音楽前衛内での伝統主義者(新古典主義者〉と実験主義

者(不協和作曲家)の関の葛藤は、実際に前者を支持することで決着が

ついたJ[PESCATELLO 1992: 130Jと述べることになる。

しかしながら、この時期に生まれたこの不協和音楽の運動は、アメヲ
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カ音楽史上はじめてのヨーロッパからの独立運動として重要な意味を

もっていたむその後、この不協和作曲家たちのあとをついで、カワエノレ

のもとから出たケージハリソンらによって ヨーロッパの前衛音楽と

はまったく異なる方向をもっ実験音楽の開花を見ることになるかちであ

る。

注

1 )協和を完全/不完全に分けた理論家としては、 14世紀のオディントン、 15世紀

のテインクトリス、 16世紀のザルリーノなど。完全、中間、不完全に分けた理論家

としては、 13世紀のジョン・オヴ・ガーランド、ケルンのフランコなどがいる。な

おシェーンベルクは『和声学』のなかで、 4度が不完全な協和音として棒引な地位

を与えられていることに言及している [SCHo隠 ERG194ヲ 18Jo

2) Wニューグロープ音楽事典』は、音響学的と心理学的という 2つを、また『ハー

ヴァード音楽事典Jは、数学的、音響的ないし音響心理学的、コンテクスト上の現

象という 3つをあげている。またジェームズ・テニーは『協和と不協和の歴史』

のなかで、この 2つを見るアスペクトとして、概念的、理論的、美的態産、実践的

{吏用という 4つをあげたうえで、基本となる概念の歴史に焦点を当てている

[τE討NEY1988: 4J。

3) ガンは、<パン・アメリカン・アソシエーション〉に関係していた前衛作曲家

たちが、みずからをウノレトラモダーンと呼んだとし [GANN1997: 28J、ギノレパート

は、くニュー・ミュージック>がみずから宣言していた出版のポリシーが、ウルト

ラモダーンのイディオムによる作品だったと述べている [GILBEまT1974: 282J。な

おカリフォルニアのくニュー・ミュージック・ソサエティ>の最初のコンサートの

チラシには、「もっともよく論議されているいわゆるウルトラモダーンの傾向の作

出家の作品Jが演奏されることが記されている[輩出D 1号81:32J。
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4)これらの言葉はさまざまな文献にあらわれているが、たとえば CO犯 LL1961、

および SEEGER1994を参照。

5) いずれも CO舵 LL1961を参照。

6) シェーンベルクの文章のなかで英語で最初に出版されたのは、 "Tonality and 

Form" (Chiristain Sicence酷onitor， 1925) であったが、ここには f不協和音の

解放j については述べられていない。つぎに1934年に"Problemsof Harmony"がア

ドルフ・ワイスの訳で WModern 話usic~ 誌に掲載された。ここで辻不協和音によっ

て耳が新しい状況に出会うことができることが述べられている。またこれらをまと

めた英語による最初のエッセー集『スタイルとアイディア』が出版されたのは、 1950

年になってからであった[SCHoNBERG 1975Jo 

7) ヴァージノレ・トムソンは1924年iこ f不譲和音の崇拝 worshipof discordJ とい

う現象について触れている [TISCHL豆豆 1986: 104J。

8) この考え方は、のちにコンロン・ナンカロウの fテンポの不協和 temporal

dissonanceJへと引き継がれていくことになる。

9) シェーンベルクは f不協和音の解放j についてつぎ、のように述べている。 rW不

協和音の解放』。すなわち、不協和音が、協和音と見散されている音と等しい立場

に置かれるようになるということであるん「不協和音を協和音から区別するものは、

美の度合いによるので誌なくて、 F把握し易さ comprehensibility~ の度合いによっ

ている。私は Wf口声学』のなかで、倍晋列のなかでは不協和な音が後から現れるの

であり、そのため耳はこうした音により馴染みにくいという理論を示しておいた。

こうした現象から見れば、協和と不協和という鋭く対立する用語は正しくないこと

になるJ[SCHoNBERG 1975: 260， 216J。

10) ジュディス・ティックもノレース・クロフォード・シーガーに関する著書のなか

で、 f(協和と不協和の)対立は彼女の展開の戦略にとって決定的iこ重要だったj と

述べている [TICK19ヲ7a:201]。
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11) シーガー辻 f手引き」のなかの和音の不協和について述べた筈所で、不協和

を完全不協和と不完全不協和の 2種類に分けている。完全不協和辻、短2度、長 7

夏、短9度、長14度、短16度、不完全不協和は、長 2度、短7度、長§麦、短14度、

長16度である。また 3全音はそれ自体では実践的iこは協和だとも述べている [SEEGE豆

1994: 201]。

12) シーガーがラグノレズの音楽について書いた文章によれば、ラグノレズの場合は、

10個の音が進行するまで音が繰り返されることがない[SEEGER1932: 585J。またカ

ウエノレが不協和対位法について書いた文章で、は、ラグノレズは同じ音をそのオクター

ヴにおいてすら繰り返すまえに、少なくとも 7個か8留の異なる音をメロディに書

き入れる [CO隠 LL1930 (1996):42Jとなっている。

13)不協和対位法を実際の作品で実現していたのは、理論家のシーガーよりも、む

しろラグ、ノレズの方で、あった。シーガーはラグルズの律曲にしばしばアドヴアイスを

行なっており、二人はそれぞれ理論家と実践家として、この不協和対位法に取り組

んでいたともいえる。 20年代の一時期、シーガーはしばしば車にポータブル・オル

ガンを積んでラグルズのもとを訪れ、二人で轄まで音を鳴らして作業をしたことが

あった。これが f不協和対位法j の理論につながったとラグノレズは述べている

[ZIFF畏IN1994: 71]。

14)実際にルデ、イヤーはシーガーとラグノレズの不協和対イ立法をめぐって、誌上で論

争を行なったことがある。また、クロフォードの(おそらくは(<デ、ィアフォニック

組曲》の) rべ/レベトゥオ・モピレj の楽章が演奏されたときに辻、その旋律性を

めぐってクロフォードとちょっとしたE論になったこともあった[TICK1997a: 127J。

ただルデ、イヤーはラグ、ルズの音楽にまったく否定的で、あったわけではなく、ラグノレ

ズの音楽が誘性主義と辻無縁の苦楽の新しい実震のうえに形成されていると評語も

している [R訂DHYA豆 1979:90J。

15)シーガーは、シヱーンベノレクのネウマと全体形式の組織化は素晴らしいが、そ
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れ詰パートを見る自に辻理解できても、音楽を聴く耳には理解できないと言い、一

方、ラグノレズは反対に、作曲の組織化は散漫だが、シェーンベルク iこは欠落してい

る流れの連続性を効果的に与えていると賞賛している [SEEGER1994: 192J。

16)こうした自国の様式にたいする意識を一種の民族主義と捉えることもできるが、

作畠家たちはラテン・アメリカをも含むアメリカを考えており、民族主義を越えた

よりインターナショナノレな方向を目指していた。 [CO曹ELL(ed.)1961: 13J 
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