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プログラムノート

1~4: 4 Etudes by Olivier Messiaen 
1: ile de feu 1 (1:48),  2: Mode de value et d’intensites (2:51)

3: Numes rythmiques (6:17),  4: ile de feu 2 (3:49)

『４つのエチュード』（1949）(オリヴィエ・メシアン1908～)は、「火の島１」「音価と強度
のモード」「ヌーム・リトミック」「火の島２」の４曲から成る。この４曲のなかで最も影響
力の強かった作品は『音価と強度のモード』であろう。これは音の４つの属性である音高、音
価、強度、音色（ここではアタックの仕方で表される）を一旦別々の次元に解体し、それを36
個の音に再統合してこの音達をちりばめた作品である。
シュトックハウゼンはこの音楽を初めて聴いた時「あたかも夜の天空にちりばめられた星達の
輝きのように響いた」と述懐している。この「音の解体と再統合」という思考は、ブーレーズ
のミュージック・セリエル、シュトックハウゼンの電子音楽、クセナキスのミュジック・スト
カスティックの方法論の根底ともなった。
『ヌーム・リトミック』はリズムのネウマ（音符群）の意味で、19種の音符郡の自由な組み合
わせや、リズム・セリーから成る。『火の島２』もセリーの置換え、順列組合わせを用いた精
緻な構成による作品である。『火の島１、２』はともにパプア島の旋律を用いておりパプア島
に捧げられた。
『４つのエチュード』はメシアンが時代の再前衛に立った作品であり、この作品が第２次大戦
後の音楽に与えた影響は計り知れない。（佐野光司）

矢沢朋子ピアノデビューリサイタル1988プログラムノートより抜粋
1988.9.7 バリオホール 『矢沢朋子ピアノデビューリサイタル』
ピアノ：Steinway 調律：鶴田昭弘　録音：サウンドクラフト

（ライヴ録音：456 Proffessional Mastering Tape ）

5~6: Premier Sonate　by Pierre Boulez
5: 1 (4:46),  6: 2 (4:52)

P.ブーレーズ（1925～）ピアノ・ソナタ第1番
戦後のヨーロッパ音楽界の指導的立場にあったピエール・ブーレーズは、知的な構成に重きを
置いたトータル・セリーの音楽から出発し、近年は最新のテクノロジーを駆使した作品を手が
けているが、その一方で60年代から指揮者、批評家としての活動をはじめ、70年代に入ってか
らはパリのポンビドー・センターに設けられたIRCAM（音楽、音響研究センター）の創設と運
営に携わる（91年まで）など、常に時代の最前線で活躍してきた。後年ブーレーズが自身を回
想して「19歳まで私はコンテンポラリーな作品を聴いたことがなかった。バルトークは知られ
ていなかったし、ストラヴィンスキーの作品はたまに演奏されていたが、『春の祭典』は決し
て演奏されず、ラヴェルが最新とみなされていた」と語っているように、彼がパリ音楽院のメ
シアンのクラスに籍を置いた頃のパリの音楽状況は、まだまだ開かれてはいかなったのである。



ブーレーズの『ピアノ・ソナタ』第１番は、『フルートとピアノのためのソナチネ』と『ピアノ・
ソナタ代２番』とほぼ同時期、音楽院を卒業したばかりの初期の作品である。シェーンベルク
の『3つのピアノ曲』op.11の影響を思わせる濃密なテクスチュアと劇的な抄出をともなった音楽
で、音列的な思考も含んでいる。しかしそれはシェーンベルクのような厳格な音の連続ではな
く、例えば冒頭の長・短2度と長・短・3度の音程関係を各に音響の連続として機能している。
全体は、ほぼ同じ長さのふたつの楽章から構成される。第１楽章「遅く—よりずっと活発に」
は、ゆったりとした部分と活発に動く部分が交替えしていくが、5音あるいは7音による音響の
連続で、その連続をはばむのは静寂だけである。第２楽章「十分にゆったりと---休息に」も絶
えず変化するが、第１楽章とは対照的なトッカータ風の音楽になっている。このように音列を
取り入れたにもかかわらず、実際の音楽からは新ヴィーン楽派の作曲家とはまた違った肌合い
を感じるのは、ドビュッシーやメシアンの流れを受け継いだ豊かな音感覚がその根底にあるか
らだろう。それは、50年代以降の複雑なセリー音楽のなかにもみられるブーレーズ独自の音感
覚なのである。（柴辻純子）

矢沢朋子ピアノリサイタル1993プログラムノートより抜粋
1993.11.27東京文化会館小ホール『矢沢朋子ピアノ・リサイタル』

ピアノ：Steinway  調律：鶴田昭弘　録音：サウンドクラフト (ライヴ録音: DAT )

7: Regard sur Fils en Fils (6:19)　by Olivier Messiaen

O.メシアン（1908～1992）
『幼児イエスに注ぐ20のまなざし』(1994)より第５曲「子に注ぐ子のまなざし」

今世紀最大の作曲家のひとりオリヴィエ・メシアンは、独自の音楽語法を創作のなかで実現
してきたが、その世界は自然と色彩が深く結びつき、強烈なカトリック信仰によって満たさ
れている。移調の限られた旋法に基づいた和声、ヨーロッパ音楽の枠にはまらないリズム、
鳥の歌への関心など新しい音響世界の探求は、戦後の前衛音楽にも多大な影響をあたえた。
理論的著作『わが音楽語法』（1944）では移調の限られた旋法や逆行不可能のリズムといっ
た彼独自の理論が体系化されているが、同じ年に作曲された『幼児イエスに注ぐ20のまなざ
し』は、ドン・コロンバ・マルミオンの『神秘の中のキリスト』とモーリス・トエスカの
『12のまなざし』から着想を得て、さまざまな眼差しのなかで「神秘的な愛の言葉」を追求
した作品である。演奏時間にすると２時間を超える大作だが、「神の主題」「星と十字架の
主題」「和音主題」によって全体は有機的に統一されている。第５曲「子に注ぐ子のまなざ
し」は、メシアンによれば「神秘、夜の光芒—喜びの屈折、沈黙の鳥達—人間性のなかの御
言葉の位格（ペルソナ）—人間性とイエス・キリストの神性の結婚」である。音楽は高音域
で展開され、3

声部に分けられた1番下の声部で「神の主題」が繰り返され、上の2声ではリズムのカノンが
形成される。喜びを表現する「鳥の歌」は、中間の声部で自由なリズム・カノン→鳥の歌→
カノン→コーダと続き、最後の神の主題による和声の響きのなかで、再び「鳥の歌」がアラ
ベスク模様のように広がっていく。（柴辻純子）

矢沢朋子ピアノリサイタル1993プログラムノートより抜粋
1993.11.27東京文化会館小ホール『矢沢朋子ピアノ・リサイタル』



ピアノ：Steinway  調律：鶴田昭弘　録音：サウンドクラフト (ライヴ録音: DAT )

8: 2007 for piano & electronic (14:53)**world peremier by Tony Prabowo

ジャカルタ在住のインドネシアの作曲家トニー・プラボウは、伝統音楽であるガムランと後に
学んだ西洋音楽との融合を試み、その過程の中でエレクトロニクスも用いた作品を創るように
なる。「インドネシアと西洋とコンピュータ」を融合させたプラボウの音楽は懐かしさと斬新
さが交錯する不思議な世界だ。精緻なテクスチャーを持ちながらも、ブライアン・イーノのア
ンビエント作品に通じる美的感性があり、現代音楽界での評価も非常に高い。
『2007』 ~ In memory to the victim of national tragedy ~  by Tony  Prabowo (世界初演)は度重な
る地震に見舞われたトニー・プラボウの国、インドネシアの悲劇の憶い出を悼んだもの。これ
まで時間を超越したかのような、ゆったりとした美しくもエキゾチックな曲作りをしていたプ
ラボウに、作風の変化を迫るほどの強烈な体験となったインドネシア地震。今なお多くの人々
が苦しんでいるという。大戦の間、その後のヨーロッパでシリアスな表現の芸術が数多く発表
されたように、これはインドネシアの悲劇を歴史とした曲なのだろう。プラボウからのコメン
トはない。（矢沢朋子）

Absolute-MIX Presents Electro Acoustic Music 2007プログラムノートより抜粋
2007.3.27 / 3.28 杉並公会堂小ホール Absolute-MIX Presents Electro Acoustic Music 

ピアノ：Boesendorfer Imperial  調律：鈴木良　PA & 録音: ふぉるく（ライヴ録音：WAV）

9: La Mandragore (8:42)  by Tristan Murail

トリスタン・ミュライユは音の倍音分析に基づく作曲法で、フランスの「スペクトル楽派」の
中心的存在となり、 7 0年代にフランス現代音楽界に新風を吹き込んだ。 8 0年代からは
IRCAM(パリ国立音響音楽研究所)で研究、教鞭を取り、ソフトの開発にも携わった。現在はコ
ロンビア大学で教鞭を取り、新作の動向、発表は注目を集め、各国で特集公演が組まれている。

ミュライユは音響心理学から音の高さ、音色、リズムを知覚する複雑なメカニズムを学び、そ
れらを反映させた音楽作りをしている。倍音分析に基づく微分音を交えた特異な和声と多彩な
ソノリティに特色があり、ある音事象から次の音事象へと推移するスタイルは「遮断のない連
続体」と形容される。 
スペクトル分析に基づく和声を配置して音楽の流れを決定づける緻密な手法は 
ピアノ曲でも発揮されている。万華鏡のようにきらめく和声が、拡散したり集合しながら音楽
が持続していく。楽譜には細かい演奏指定が記されているため非常に管理されているように見
えるが、その創作の根源には詩的な感性があり、フランス音楽の伝統と正統性を感じさせる。 

矢沢朋子の委嘱で作曲された「L a  M a n d r a g o r e」は9 3年度フランス文化省委嘱作品
（Commande de l’Eata’93）にも選ばれ、1993年11月27日東京文化会館「矢沢朋子ピアノ・リサ
イタル」で世界初演された。（矢沢朋子） 

絞首台の下マンドラゴールが生える 
真夜中、満月の時、それを摘む、揺れる絞首刑者の足元で・・・ 



マンドラゴールは、魔法の力をもった植物と考えられていた。それはおそらく、その根の形が
人に似ているからであろう。その魔法の力は、人がそれを「絞首台」の下で摘むと、より大き
なものとなる。ここではもちろん、より詩的な、また音楽的な「絞首台」の暗示が感じられる
だろう。アロイジウス・ベルトランとモーリス・ラヴェルの「絞首台」である。この作品には、
ある種の夜の、そして不安気な雰囲気において、ベルトランの詩と共通するものがあるであろ
う。ラヴェルからの明らかな引用ないし派生といったものは一切認められないであろうが、全
般的な色彩、ピアノのハーモニーと響き、それにオスティナートの用法において、この作品に
はラヴェルの伝統に通じるものがあるかもしれない。（トリスタン・ミュライユ／訳：矢沢朋
子）演奏時間：９分 

Absolute-MIX Presents Tomoko Yazawa Piano Solo 2010プログラムノートより抜粋 
2010.2.28 杉並公会堂小ホール　レコーディング・セッション

ピアノ：Boesendorfer Imperial  調律：伊藤重樹　　録音:オノ・セイゲン（DSD）

10~12: Etudes pour piano by Gyorgy Ligeti
10: No.4 (3:21),  11: No.6 (4:25),  12: No.13 (4:38)

G.リゲティ(1923～)ピアノのためのエチュードより

80年代半ばに作曲が開始された『ピアノのためのエチュード』は、現在でもなお作曲が続けら
れているが、これまでに第１集全6曲(1985出版)、第2集全8曲(1988～93年作曲)、第3集1曲(1995

年作曲)の第15番までが完成していて、リゲティはこれらの曲を通じてポリリズムを多角的に実
現し、ピアノという楽器とピアニストの能力に挑戦してきた。ポリリズムとは、基本的な拍節
構造に微妙にずれていく別のリズム構造を重ねたもので、彼はアフリカや東南アジアの非西洋
音楽やナンカロウのプレーヤー・ピアノのための音楽からその着想を得たとしている。
第4番『ファンファーレ　Fanfares』：3+2+3に分割された音型が、左手と右手に交互に移し変
えられながら、曲全体で使われる。このオスティナートは、強拍にアクセントが置かれている
が、明らかにジャズの影響を受けている。
第6番『ワルシャワの秋　Automne  a  Varsovie』：ポーランドの友人たちに捧げられた第1集の
最後の曲は、ポリリズムの徹底した追及がなされている。複数のリズムが右手と左手に振り分
けられるだけでなく、ときには片手が2種類のリズムをもつため、同時に4種類のリズムが交錯
するところもある。
第13番『悪魔の階段　L’escalier du diable』(1993)：もともと第2集の最後に置くことも考えられ
ていた曲でフィナーレ的な要素もある。8分の12拍子で記譜されているが、3小節（36パルス）
を1単位とし、低音部から高音部へと半音階的に上りつめていく動きは、1単位を1オクターヴで
繰り返していく。（柴辻純子）

矢沢朋子ピアノ・ソロ1997プログラムノートより抜粋
1999.11.21 Roulette (NYC)『Tomoko Yazawa Piano Solo』 (ライヴ録音: DAT )

13: Tango?  (2:45) by Conlon Nancarrow
C.ナンカロウ（1912～）タンゴ？（1983）



�

アメリカ生まれの作曲家、コンロン・ナンカロウが評価されるようになったのは80年代に入っ
てからで、ヨーロッパでも録音や楽譜を通じて広く知られるようになり、リゲティは彼の音楽
を「ウェーベルンとアイヴス以来最大の発見」と絶賛した。1936年のスペイン内乱に参加して
国外追放となったナンカロウは、1940年にメキシコに移住し、以来この地で50年以上にわたっ
て、ほとんどプレーヤー・ピアノ（自動ピアノ）のためだけに作曲している。1920年代に爆発
的な人気を獲得した自動ピアノは、当時からすでに時代遅れであったが、それでも彼がこの楽
器にこだわったのは、演奏家がそれほど難しくないリズムすら演奏出来ないことに失望したか
らである。彼のリズムとテンポの実験は、ひたすら楽器のために行われ、『Study』とタイトル
の付いた自動ピアノのための作品は、すでに50曲を超えている。『タンゴ？』は1983年にピア
ニストのイヴァール・ミカショフの委嘱で作曲された。楽譜は単純にみえるが、例えば冒頭3段
譜の拍子はそれぞれ3/4 , 4/8 , 5/8 ,で、1小節に3種類のテンポが同時に起きる。つまりピアニス
トは、2本の手で3種類のテンポを同時に弾かなければならないわけで、その拍子も4/8 ,6/8 ,

5/8 ,とか5/8 ,6/8 ,4/8とめまぐるしく変化する。音楽は8つの部分から成るが、部分ごとにダイナ
ミクスが指定され、全体でpp→ff  (→pp→ff)になるように設計されている。こうした複数のテン

ポが同時に起こるポリテンポは、『Study』No.45-47ですでに実験済みではあるが、この曲のポ
リテンポは、タイトルにもあるようにタンゴ特有のスイング感を記譜する試みでのある。
（柴辻純子）
矢沢朋子ピアノ・ソロ1997プログラムノートより抜粋

1998.10.31 南青山MANDALA『矢沢朋子ピアノ・ソロ ～スキゾ・クラシック～』(ライヴ録音: DAT )

＊プログラムノートは記載された年に書かれたものです。作曲家の没年など追記される項目も改訂してお
りません。


