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沈　孝靜：モートン・フェルドマンの後期作品の調査研究

本海外調査研究では、20世紀のアメリカ実験主義

的音楽の主要な作曲家の一人であるモートン・フェル

ドマン（FELDMAN, Morton, 1926-1987）の後期作品
（1978-1987）の分析研究のため、フェルドマンの手稿
（楽譜、スケッチ、ドキュメント、構想ノート等）を

閲覧すると共に、モートン・フェルドマン・フェス

ティバルでの聴取調査を行った。音楽作品の分析にお

いて、楽譜の分析は一番基礎的な研究方法であり、よ

り深層的な分析研究のためには、出版譜とは別に、作

曲家本人の執筆ノートおよび手稿の調査が必要であ

る。スイス　バーゼルのパウル・ザッハー財団は、そ

れらを所蔵しているが、コピー、貸し出し、外部への

持ち出しは一切認められておらず、財団内での閲覧の

みが許可されている。その財団での調査を通じて、作

曲においてのフェルドマンの意図を把握し、手稿譜に

基づき、彼が曲に用いた作曲手段および音楽的な構造

を調査することができた。また、モートン・フェルド

マン・フェスティバルは普段開かれる演奏会と違っ

て、一人の作曲家を称えるため企画されたものという

ことで、その意義があり、演奏時間や難解さの理由で、

なかなか演奏されていない曲など、より専門的な演奏

の聴取調査ができた。

本海外研究調査は、フェルドマンの作品の分析のた

め、必ず先行されるべきの手稿譜の調査と聴取調査が

可能であったという点でその意義があり、この調査に

基づいて、より具体的で専門的な研究に着手すること

が可能になる。

１．モートン・フェルドマンの手稿調査

本調査研究では、モートン・フェルドマンの後

期作品の中の《Why Patterns?》(1978),《The Turfan 
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Fragments》(1980),《Crippled Symmetry》(1983),《String 
QuartetⅡ》(1983),《Clarinet and String Quartet》(1983),
《For Philip Guston》(1984)を主要研究調査対象として
取り上げ、調査を行った。学位論文の主題であるモー

トン・フェルドマンの後期作品の分析的研究の研究過

程において困難な点は、一次資料の不足、そして彼の

後期の作品の分析を行った先行研究がほとんどないと

うことである。従って、彼の構想ノートおよび自筆テ

キストは、研究においての非常に重要な資料になっ

た。以下は本研究調査で確認した結果を成果として述

べる。

１-１　レイアウト、対称構造

研究の重要な目的として、彼の作品での音楽の構造

を明らかにすることがある。この構造は音楽の諸要素

だけではなく、ページや小節、段などの楽譜に係るレ

イアウトにより、際立っている。例えば、前年度に

行った《Triadic Memories》(1981)の分析では、曲の
構造を明らかにすることを目的にして分析を行った。

すなわち、この作品は多くの拍子の反復のパターンを

内包しており、ここでの繰り返しは、数小節を正確な

順番によって繰り返すことや、または、順番を逆行し

て繰り返すという構造も出てくる。また、楽譜の段を

基準にして、例えば、各段の第１小節が関連し合う構

造も現れる。段の基準でパターンを成すということ

は、楽譜が違う形態で描かれる場合や、段落の配置を

違えれば、成立しないパターンである。したがって、 
楽譜の構造は全て、フェルドマンの事前の意図によっ

て、予め構えられた配置として思われる。

しかし、《Triadic Memories》の分析研究を含み、今
まで行った分析は、出版譜による分析であり、このよ

うな構造がフェルドマン自身の意図であったのか否か
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ということの確認はできなかった。今回の手稿調査を

通じて、このような構造が彼の意図によって事前に構

造化されたものであるということが確認できた。例え

ば、彼は、音や音高を決める前段階に予め拍子の構造

と、この拍子が位置する小節を決めておいた。このよ

うな拍子の事前設定は《The Turfan Fragments》，《String 
Quartet Ⅱ》，《Clarinet and String Quartet》の手稿譜で
確認できた。表１は、《String Quartet Ⅱ》の作曲構想
ノートでの一部分であり、そこに示されているよう

に、拍子のみが書いてあり、同じ拍子が対称構造に

成っている。

【表１】（パウル・ザッハー財団所蔵のフェルドマンの《String 

Quartet Ⅱ》の作曲構想ノートに基づき沈作成）

7/4 3/2

7/4 3/2

3/2 7/4

3/2 7/4

１-２　反復、パターン

フェルドマンの後期作品の重要な特徴の１つである

反復とパターンの概念を明らかにするため、彼がパ

ターンを体系化する過程を調査した。音のパターン

の場合、彼は３つ又は４つの少数の音を主要音群とし

て選択し（半音関係の音が多い）それらを規則的かつ

単純な方法で繰り返している。例えば、《The Turfan 
Fragments》の場合、{D，E♭，C#}を主要音として用
いて、{D，E♭，C#，D}{E♭，C#，D，E♭}{C#，D，
E♭，C#}{D，E♭，C#，D}のように、音が1つずつ移
動しながら反復的に進行する。このようなパターンの

執筆ノートを確認する際、1960年代に既に完成され

ていたスティーヴ・ライヒ（1936-　）のPhase技法を思
い出さざるを得なかった。つまり、１つの小さい単位

から一定の持続を可能にするため用いられたライヒの

Phase-Shifting技法が上記の音のパターンと同じ形の、
{1 2 3 4} {2 3 4 1} {3 4 1 2} のようなパターンなので
ある。このようなフェルドマンの作曲手段が、フェル

ドマンがミニマル音楽の作曲家と呼ばれる契機になっ

たかもしれない。調査を進めるとともに、彼は上記の

音のパターンだけではなく、リズムと拍子、更に楽器

の使用においてもパターンを使用したことが明らかに

なった。例えば、彼は《The Turfan Fragments》で、12
個のリズムパターンを基本パターンとして使用し、こ

れらの12個のリズムパターンは、彼特有の順列・置換

手段によって更にパターン化される。また、上述の音

パターンでの個々の音は、フェルドマンの意図によっ

て楽器の使用が指定されている。このような試みに

よって、作品でのパターンは構造を指向せず、独立さ

れた個々の音が浮遊しているように聴こえる。即ち、

フェルドマンの後期作品は無数の反復的なパターンを

内包しているが、 これらの反復は曲全体を制御する総
体的で構造的組織としての機能的なパターンではない

ということが確認できた。調査研究の対象として取り

上げた上記のすべての作品で、このようなパターン構

造の確認ができたが、《For Philip Guston》の場合は楽
器の使用上でのパターンが際立った作品であった。

１-３　初稿から最終稿までの改稿過程

本研究調査において、フェルドマンが最終的に作

品を完成するまでの過程が確認できたことをもう１つ

の成果として挙げたい。彼は完成稿まで、何度も修

正を重ねた。例えば、《Why Patterns?》と《Crippled 
Symmetry》の場合、初稿と最終稿は非常に異なって
いた。最終稿は出版されており、入手が容易であるが、

それ以前の改稿過程および初稿は、パウル・ザッハー

財団のみで確認できるものである。また、完成稿と、

完成までの作品を比較することによって、彼の作曲手

段をより具体的に分析できると考えられる。

２．モートン・フェルドマン・フェスティバルでの

聴取調査

音楽における研究は、それが論文という、言葉に

よって表出されるもので総合されるとしても、実際の

演奏の聴取による音楽の把握は、論文を書く前に先行

されるべきであると考えられる。しかし、日本で演奏

されているフェルドマンの曲は、ごくわずかなものに

限定されているという状況である。よって、フェルド

マンを追悼するため開いた音楽祭で聴取調査を行い、

聴取体験を通じて、彼の音楽観が、楽譜と実際の演奏

においてどのような一致を示しているのか、或いはど

のような不一致があるのかについて考察することを目

的として調査を行った。さらに、この音楽祭での聴取

調査においては、作曲家、演奏家、聴取者或いは分析

者の観点から、音楽作品と音楽聴取について考察し

た。例えば、フェルドマンは絨毯のパターンから音楽

素材の構成方法を見出し、そのパターンを対称構造の

反復的なリズムとして曲に用いた。しかしながら、全

体を一目で見渡せる視覚的な対象と、時間的な流れに

よって聴こえる聴覚的な音楽が、果たして同様の概念

として適用できるのであろうか。言い換えれば、楽譜

上での対称構造は、はっきりした形態で表れるが、時

間的な流れの中で進行する実際の音楽を聴く時、聴取

者はそうした対称構造を知覚できないと思われる。し
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たがって、フェルドマンが使用したパターンは、ある

意味では、実際の音より、楽譜上あるいは理論上で

の説得力をもつものなのではないかという疑問が生じ

る。このような疑問の一つの答えとして、音楽祭のプ

ログラムの中での聴取調査の結果である《Violin and 
String Quartet》(1985)を、取り上げたい。

2-1　《Violin and String Quartet》：2008年２月９日,

　　Ives Ensembleにより演奏

　この作品は、プログラムの中で唯一私がこれまで聴

取体験をしてなかった作品であり、楽譜も全く見てい

ない状態で聴取をした。これは、いつも分析者として

音楽を聴こうとした筆者の聴取習慣からの一瞬の脱皮

であった。これにより、完全な聴取者の立場になって、

耳に届くその瞬間の音の動きのみに依存した音楽聴取

ができた。２時間を越えるこの作品の聴取は音楽作品

に向かうフェルドマンの姿勢、厳しいほど繊細な作曲

手段についての理解を深める機会になった。

この曲は楽器の編成に特徴がある。一般的に弦楽四

重奏にもう１つ別の弦楽器を追加する場合、ヴィオラ

或いはチェロを追加することが多い。しかし、フェル

ドマンはヴィオラやチェロではなく、ヴァイオリンを

追加し、計３台のヴァイオリンを編成の中に入れた。

これは弦楽器の高音が好きだったフェルドマンの個人

的な好みとしても考えられるが、楽器に対するフェル

ドマンの観点を考えられるきっかけになった。フェル

ドマンは終始、楽器の音や声といった伝統的な楽音を

用いて作曲しながら、楽器が持つ本来の音色を見出す

ことに力を注いだ。また、彼は弦楽四重奏という伝統

的な編成を用いているが、楽器の使用においては伝統

的なものと大きく異なっている。すなわち、古典派や

ロマン派の音楽は、音楽を構成する諸音間の相互関係

の組織化に力を注いだことと共に楽器の編成や楽器上

での音の使用においてもこのような構造との調和を目

指している。それに対してフェルドマンは、それらの

音を構造的組織性や感情表現性の実現のため制御する

ことなしに、言わば、「音自体としての音と対話する」

という姿勢に基づく新たな作曲法の可能性を示した。

なお、彼は楽器の音色や音域を、音高より大事にして

いたが、これについてこう述べている。

Timbre and range are more important than pitches. 
When one knows exactly the sound he wants, there are 
only a few notes in any instrument that will suffice．
（Feldman 2006：36）
音色と音域は音高より大事である。自分が望んで

いる正確な音を知っていれば、どんな楽器であれそ

れを満たす音は数音しかない。

即ち、ヴァイオリンの追加は音色の効果を作るため

の試みであったと思われる。実際、この曲は、はっ

きりと聴こえる短７度の２つの音（A，G）以外の音
は、それらが音高を持っているにもかかわらず、音高

ではなく音色の響きとして聴こえた。また５つの楽器

は、各箇所で、その楽器ごとに定められた音域で演奏

される。例えば、曲の前半ではA，Gの２個の音がヴァ
イオリンの低音域で演奏される間、他の２台のヴァイ

オリンは非常に高い音域の音をハーモニクスで演奏

し、ヴィオラとチェロもそれぞれの音域を持ってい

る。そして、これらの各々の楽器は非常に弱いダイナ

ミックで少しずつずれながら演奏する。実際、この曲

の前半は上述したA，Gの他にはC，Dのみで構成さ
れているにもかかわらず、私は非常に豊かで美しい音

の層として聴いた。曲の中盤に移ると音は更に減少す

る。例えば、A，Gのヴァイオリンの旋律は高音域に
移り、ハーモニクスのG音のみで持続される。ハーモ
ニクスの頻繁な使用も音色効果の1つとして考えられ

るが、リズムの使用によっても音色の効果が出ると考

えられる。つまり、５つの楽器はそれぞれのリズムパ

ターンを持っており、これらのパターンは相似してい

るが、互いに一致せず、非均等な形でずれるように聴

こえる。このように時間差をおいて微妙にずれるリズ

ムパターンによって豊かな残響を作ることができる。

また、各々の楽器はそれぞれ独立しており、それぞれ

固有の音色を持っている。この作品の聴取は、限定さ

れた音素材によって音色上の大きな効果を可能にする

フェルドマンの作曲手段を探る重要な手掛りとなる。

２-２　考察

聴取調査の纏めとして音楽作品における時間の問

題について考えたいと思う。上述の《Violin and String 
Quartet》を含むフェルドマンのほとんどの後期作品は、
その多くが、非常に長大な演奏時間の曲で占められて

いる。それでは、聴取者が音楽作品を聴く際、単に物

理的な「長さ」の外に、その曲を「長く」（即ち､「冗

長に」）感じるとしたらその理由はどこにあるのであろ

うか。その理由を解明するのは簡単ではない。なぜな

ら、音楽の聴取習慣は人それぞれに異なっているから

である。例えば、旋律の流れ又はフレーズを聴く人も

いるし、和声の進行やリズムの動きを聴く人、あるい

は、曲の形式やダイナミックの幅に耳を傾ける人もい

るからである。列挙したこれらの例は、恐らく、調性

音楽を聴く際の伝統的な聴取習慣であるだろうと思う

が、それらの習慣には、ある共通点がある。つまりそ
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れは、曲の流れを聴こうとするということである。言

い換えれば、フレーズを聴こうとする人は、曲の中で

フレーズがどのように進行するか、どのような形で変

化して調和をなすのかを聴く、ということだ。この時、

変化が足りないとか、あるいは変化が多すぎて粗雑に

聴こえる瞬間がある、または、調和的な部分の反復が

多すぎて単調に感じられる、等々の理由で、聴取者は、

曲が「長い」（冗長だ）と感じるのではないだろうか。

クラシック音楽に馴染んではいても現代音楽の聴取の

経験は少ないという人からたびたびなされる質問は、

その曲の中で「何を聴けばいいのか」である。このよ

うに、ある程度の音楽的な知識を持っている聴取者は、

大抵、自分の聴取習慣を持っており、様々な自分なり

の習慣で音楽を把握しようとする傾向がある。

しかし、フェルドマンの音楽においては、このよう

な聴取習慣とは異なった聴取を想定している。つまり、

彼は音楽の諸要素を非常に独立させて使用しており、

たとえ同じ楽器であるとしても正確な一致を成さな

い。音やリズムにおいてもそれぞれのパターンで進行

し、構造を指向しない。このような試みによって聴取

者は浮遊している個々の音を聴く。ある意味では、「何

を聴くのか」、ではなく「何が聴こえたか」という姿勢

になり、聴取者は耳に届くその瞬間の音を単に聴く。

これは音楽と聴取者の相互関係における「受容」の

観点、言わば「Floating Music」 とも呼ばれる彼の音楽
にもつながりがあると考えられる。聴取者は最初の数

分間は何を聴けば良いのか迷うかもしれない。しか

し、フェルドマンの後期のほとんどの作品では時間が

経つに従って、まるで催眠術にかかったように、更

にその曲の響きに集中できる。実際、プログラムの

中で演奏時間２時間を越える作品《Violin and String 
Quartet》や《Crippled Symmetry》は、私には、ピア
ノ小品より短く感じられた。フェルドマンは曲の長

さについて、「１時間までの曲であれば形 (形式 )につ
いて思うだろうが、１時間半を越えると規模 (大きさ )

として受け取るようになる」（Up to one hour you think 
about form, but after an hour and half it s scale） （Griffiths 

1995：305）と語っている。

ここで、本章の冒頭に提起した疑問点、つまり、彼

の音楽観が楽譜と実際の演奏においてどのような一致

を示しているのか、或いは不一致があるのかについて

考えたい。彼の楽譜で明確に確かめられる対称構造に

ついては、聴覚的には、部分的な対称構造は認識でき

たものの、音楽祭で聴いたどの曲からも、楽譜上での

ように明らかにそれを聴取することはできなかった。

瞬間の音を写真のように撮って記憶に保管しておか

ない限り、時間の流れの中でその構造を認識すること

は、ほぼ不可能であると思う。しかし、聴取の間、私

は音楽の「大きさ」、つまり、視覚的なキャンパスに

描かれているようなイメージに匹敵する空間的な「広

がり」を確かに知覚した。ここでの「大きさ」（ある

いは「広がり」）は、豊かな音色の「広がり」でもあり、

静寂の深淵を徐々に浮遊する音の響きの「広がり」で

もある。つまり、フェルドマンの音楽における対称構

造は、このような「広がり」の表現のために用いられ

た手段ではないかと考えられる。

３．纏め、および今後の課題

今回の海外調査研究においては、フェルドマンの後

期作品の分析のため、手稿譜の調査と、フェルドマ

ン・フェスティバルにおける聴取調査を行った。その

結果フェルドマンの作曲意図を正確に理解することが

可能になり、また、実際の演奏の聴取を通じてより専

門的な聴取調査ができた。また、演奏家へのインタ

ビューを通じて作曲家の観点ではなく、演奏家の観点

や考え方も探ることができた。

本調査は、今まで報告されていない日本では入手が

不可能な手稿譜の調査ができた点で、大きな意義を

もっている。本海外調査で得られた結果は、これから

の博士論文の執筆に大きく反映されることが期待され

る。今後の課題としては、調査した手稿譜を出版譜と

比較すると共に、作曲構想ノートをより具体的に把握

し、彼の音楽観を明らかにしたいと思う。
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【指導教員のコメント】

　モートン･フェルドマンは、20世紀のアメリカ実験音楽を代表する作曲家の一人で、日本の現代音楽に極めて大

きな影響を与えた。その一方で、彼の音楽は、（彼の仲間であるジョン・ケージを通じて）東洋思想──就中、鈴

木大雪によって講じられた禅思想──の影響の下で成立したという事情がある。その意味で、彼の作曲思想は、

日本の作曲思想と合わせ鏡のような関係で互いに響きあっており、日本文化の西洋音楽への影響を論じるに当

たっての興味深い一対象として位置付けられる。

沈の研究は、そのフェルドマンの作曲思想を、作品分析を通じた実証的な方法で行うものである。この研究に

は、作曲者の手稿譜等の一次資料を対象とする分析が不可欠だが、それらの一次資料は､スイスのバーゼルの研

究所で厳しく一括管理されており、日本では入手できない。また、この種の音楽研究には、そうした楽譜等の一

次資料の分析に加えて、実際に演奏された音楽の聴衆に基づく、現象学的な分析研究も欠かすことができない。

しかし、フェルドマンの特に後期作品については、まだ演奏機会が乏しく、今回オランダのアムステルダムで開

かれたフェルドマン音楽祭等の稀な機会に、その聴取の場を求めざるを得ない。したがって、今回の沈の調査研

究は、彼女の研究に必要な資料を得るための非常に重要な機会となった。

報告書に述べられているように、彼女がこれまでに確立してきた作品（楽譜）の分析方法論によって、今回入

手できた一次資料の分析が進められることが期待でき、更に、作品聴取体験に基づく現象学的な音楽分析を加え

て、フェルドマンの作曲思想の特質（特に､その美学の多分に東洋的な一面）を解明する準備が整ったと評価で

きる。

　 （人間文化創成科学研究科　教授　近藤　譲）


