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「創造」の舞台裏と「わざ言語」の実際
―カルロス・クライバーのリハーサルに見る指揮芸術の真髄―

柴　田　庄　一

はじめに
　まったく思いがけないことに、公演からおよそ四半世紀もの歳月を隔てて、ほとんど絶

望視されていたカルロス・クライバー指揮バイエルン国立管弦楽団によるベートーヴェ

ン／交響曲第 7 番のライヴ CD（ORFEOR700051）が、リリースされた。この記
レコード

録は、

1982 年 5 月 3 日、ドイツのミュンヘンに本拠を置くバイエルン国立歌劇場でのカール・

ベーム追悼演奏会における実演に基づくもので、その前日のマチネー・コンサートは、戦

後有数の文学者であり、同時に高名な音楽・芸術の批評家でもあるヨアヒム・カイザーの

演奏会評（『南ドイツ新聞』の文化欄）によって「比類もなく感銘深い」（unvergleichlich 

fesselnd）と大絶賛され、ファンの間では、何とか一聴する機会が来ないものかと、待

望久しかった当のものなのである。

　長らく渇望されていた理由は、むろんそのことだけにはとどまらない。この日の前半

に取り上げられた同じベートーヴェンの交響曲第 4 番は、ミュンヘン・プリンツレゲン

テン劇場再開費用調達のための慈善目的で夙
つと

に発売されており、その表現全体にみなぎ

る渾身の強度と抜群の推進力とによって圧倒的な感銘を与えるものとなっていただけ

に、今回の CD 公開にかける識者の期待が、いや増しに募っていたというのも無理から

ぬところであったろう。果たせるかな、「コン・ブリオ」をもって鳴る、カルロス・クラ

イバー特有のベートーヴェン演奏に際立つ躍動感はここにも斉しく脈打っており、指揮

者とオーケストラとが相携え、決然としてなだれ込む終局のクライマックスは、その直

前の寄せては返す怒涛のごとき気宇壮大な息遣いともども、文字通り「生きた」演奏と

はいかなるものでありうるのかを、まざまざと告げ知らせるものとなっている。それは

まるで、今、ここでこそ生まれ出たかのような瑞々しい生動感を湛えながら、ベートー

ヴェンの作品に込められた強大なエネルギーを、ひときわ大きく解き放つ輝かしい巨人

的表現として屹立している。とはいえ、この種の演奏が、単に演奏者と作品との二者関

係にのみ終始して、能事畢
おわ

れりというのではなく、また同時に、息を詰めんばかりにし

て聴き入る聴衆の心をも、大きく鷲づかみにする（fesselnd）体のものであることは言

うを俟たない。（―併せて収録された爆発的な大歓声と鳴り止まぬ盛大な拍手が、当日の

会場の、異様なまでの興奮をこの上もなくつぶさに伝えている）１）。

　そのことは、筆者もまた、往時、―それはまだカルロス・クライバーが、たとえ出番は
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年に数回を数えるだけという 寥
りょうりょう

々 たるものにとどまっていたとはいえ、それでもミュ

ンヘン・オペラの指揮台には、コンスタントに登場することが見込まれた 70 年代半ばか

ら 80 年代初頭にかけての時期に当たっていたが―身をもって体感する機会に恵まれた。

クライバーが指揮する公演のチケット入手は、すでに当時から至難の業、オペラ座の窓

口には、前売り券を求めて詰め掛ける観客の波が引きも切らない有り様であったが、そ

れにもかかわらず、たとえ一度なりとも、怯
きょうだ

惰な精神をも鼓舞してやまぬ沸き立つよう

な愉悦感に包まれた公演に接した経験があり、そもそもカルロスが指揮するとはどうい

うことなのかをよく知悉しているファンにとって、北欧特有の雪もよいの寒風のなか、

いつになるやも知れぬ長蛇の列に連なることさえ、まるでお祭り騒ぎというに等しく、

なんら物の数ではないのであった。

　そのころの、すなわち仕事盛りの壮年期におけるカルロス・クライバーのオペラ指揮

は、幸いにして残された、数少ないとはいえ、いまだ一向に色褪せることのない畢
ひっせい

生の

名演奏を収めたライヴ映像で目の当たりにすることができる（それらは、いずれも一度

は TV で中継放送されたことがある）。その代表例を挙げるとすれば、たとえば、1976

年 12 月 8 日、ミラノ・スカラ座におけるシーズン・オープニングでのヴェルディ『オテ

ロ』の開幕。荒れ狂う暴風雨の中、ムーア人の将軍オテロ（プラシド・ドミンゴ）が凱

旋してくる。割れんばかりの大音響と力強い合唱との競演によって、劇場全体を一気呵

成にキプロス島の港へと引きずり込む群集場面を描き出して、まさに間然するところが

ない。あるいはまた、1978 年 12 月 9 日、この度はウィーン国立歌劇場、同じくフラン

ツ・ゼッフィレッリによるビゼーの名作『カルメン』の新
プ レ ミ エ

演出。オーケストラのチュー

ニングが終わり、おもむろに照明が落ちると、指揮者が入場する。登壇するが早いか、

一礼の後、いまだ歓迎の拍手も鳴り止まぬ内に指揮棒一閃。たちまち、むせかえるよう

な南欧スペインはセヴィーリヤの熱気が、あたり一面に立ち込める。劇場全体が官能の

坩
る つ ぼ

堝と化す、常と変わらぬカルロス魔
マジック

術の幕開けである。

 
１） マチネー・コンサートの日の聴衆の反応について、ヨアヒム・カイザーは、こう伝えている、

「終結和音が消えると、当惑気味の、長い沈黙が支配した。1982 年 5 月の、肌寒いというほか
には何の変哲もない日曜日の昼に、ベートーヴェンが、私たち聴衆すべての胎

はら

の髄まで揺さぶ
るほどに、かくも深く震撼せしめることができるのだという事実に、さも驚嘆の念を禁じえな
いかのように、ひとりの女性がひときわ高く大きな叫び声を上げた。すると、それに引き続い
て、通常なら、せいぜい『トリスタン』の終演後にしか見られない、大喝采の拍手が途切れる
ことなく会場を埋め尽くした」。因みに、この曲目の映像記録としては、周知の通り、1983 年
10 月、アムステルダムにおけるコンセルトヘボウ管弦楽団との、そして、1986 年 5 月、バイエ
ルン国立管弦楽団を率いて実現した来日時の共演が残されており、絶頂期におけるカルロス・
クライバーの颯爽たる雄姿と指揮芸術の真髄を心ゆくまで堪能することができる。
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　わけても、前奏曲の、低弦が先導しつつティンパニが不気味に運命の動機を刻む 件
くだり

で

は、溜
ため

をつくり力を込めて握り締めた 拳
こぶし

をリズミックに打ち下ろす所
し ぐ さ

作に、優れた指揮

者だけに具わる身
ボ デ ィ

体言
ランゲージ

語の鮮やかさを、他の何ものにも増してよく認めることができ

よう。これらの映像が明らかに示している通り、カルロス・クライバーの優雅でしなや

かな身のこなしや俊敏な身体反応は、ほとんど天才的とでも言うしかない飛び切りのも

のではあるが、それにつけても思い合わされるのは、指揮者とは、いかにも面妖な存在

だということではなかろうか。彼は、百人余にのぼるプロの演奏家集団を束ねて統率し

ながらも、自らはピアニストやヴァイオリニストといった器楽奏者のようには、たとえ

一音たりとも奏でることのない存在なのである。ただ、そうはいっても誤解してならな

いのは、指揮者に割り当てられた役割は、もとより指揮棒を単に振り廻すだけであって

はならないという点であろう。２）指揮者は、本番の公演までに総
ス コ ア

譜を深く読み込み、直

観や想像力をも十二分にはたらかせて、作品世界の全体像をしっかりと想い描くことが

できていなければならないし、その上で、聴衆の面前に演奏表現として披瀝することを

求められる。すなわち、指揮者には、読むことと表現することとがふたつながらに要請

されているのであって、それらの準備をすべからく舞台裏で調えておくことこそ、必要

不可欠な前提要件とされるものなのである。では、そもそも他人の書いた音楽作品を、

読んで表現するとはいったいどういう行為なのか。３）ここでは、稀代の名指揮者カルロ

 
２） 指揮者の仕事は、当初、もっぱら演奏の 開

アインザッツ

始 を指示したり、拍子をとったりするところにあっ
たと考えられている。『指揮者の領分』（春秋社）の著者カール・バンベルガーは、「指

リ ー ダ ー

揮者が
必要であったのは－たとえばオペラとか大編成の 合

アンサンブル

奏 におけるように－音楽の解釈のため
というよりは合奏を整えるためであった」としながら、その具体例については、こう書いてい
る、「リュリ（1632― 87）は彼のオーケストラに極めて厳密な弓

ボ ー イ ン グ

使いの
・

技
テクニック

術を課したが、床で
拍を強打するという彼の、論争を呼ぶ 棒

スティック

の使用は、たちまちフランスとイタリアで広く受け
入れられた。われわれが今日、彼の極度の細心と、こうした強打が必ず伴う音楽以外の騒

ノ イ ズ

音と
を両立させるのは難しいが、しかし実際、当時およびその後の演奏は普通、現代の聴衆には想
像もできない、指

リ ー ダ ー

揮者の側の騒然たる強打、足踏み、歌声、大声のただなかで演じられていた
のだ」（7 ページ）と。今日の演奏会でも、カルテットやクインテットは言うにおよばず、たと
えば室内管弦楽団などにおいても、その名残りというべきものが、コンサートマスターの役割
のうちに残っている。

３） 自ら作曲もこなすといった 類
たぐい

の指揮者や、指揮者の生
なりわい

業をも務めながら創作に勤
いそ

しんだ作曲
家たちは、かつてはモーツアルトやベートーヴェン、ウェーバーとメンデルスゾーン、ワーグ
ナーやベルリオーズ等々、それこそ枚挙に暇のないほど多士済々であったが、20 世紀以降は
グスタフ・マーラーやリヒャルト・シュトラウス、あるいはストラヴィンスキーといった超大
物に代表される程度で、ますます専門化が顕著になってきていると言っていい。ごく最近では
バーンスタインとブーレーズ、ハンス・ツェンダーやミヒャエル・ギーレン、それにエサ＝ペッ
カ・サロネンといったあたりが、むしろ例外的な存在であると目されよう。



138

言語文化論集　第 XXX 巻　第 2 号

ス・クライバーの指揮芸術に即して検討を進めながら、楽曲演奏を組み立ててゆくとい

うことの微妙な経
ゆくたて

緯と、「創造」の奥義について考察してみたい。

楽曲演奏は「再現」芸術か
　ところで、作曲家の仕事、すなわち作曲活動が、れっきとした「創造」行為であると

見なされるのにひきかえ、楽曲の演奏は、往々にして「再現芸術」などと事もなげに

呼ばれることが珍しくはない。とはいえ、もしもその通りであるとすると、そこでは、

いったい何が「再現」されるというのであろうか。仮に再現とか反復ということを、そ

のまま額面通りに受け取ることができるものとすれば、その際、再現されるべき原
オリジナル

典

が、何
なんぴと

人の眼にも明らかな定型を具えたものとして映っているのでなければならない。

ところが、所与の音楽作品は、遺憾ながらそれほど明瞭な固定型を有しているわけでは

ない。試みに、知らない者とてほとんどいないと思われるベートーヴェンの交響曲第 5

番『運命』の演奏を、あれこれ聴き比べてみるだけでよい。もっとも有名な第一楽章冒

頭の動機ひとつを取ってみても、そこには何ひとつ同一のものなど見出せないはずであ

る。では、「アレグロ・コン・ブリオ」の楽譜は斉しくただの一種類でしかなく、音符の

たった一つたりとて違ってはいないというのに、いったいどうしてそのようなことが起

こりうるのか。

　たしかに機械ならぬ生身の人間にとって、それこそ機械的な反復や再現が決して生易

しい業
わざ

ではありえないとしても、しかし、問題の核心は、むしろそういうこと以上に、

そもそも楽譜という表現形式が、予め固定的な意味を明示するかたちで存立しているわ

けではない、という一点に起因する。なるほど、楽譜には、その楽曲のすべてが込めら

れていると言えば言えようが、その実、それは、ただの音符の組み合わせとして、あま

りにも不確定な要素が多いので、その全容を読み解くには、通常の「宝探し」の場合な

どとは異なる、演奏家のしかるべき主体的関与が欠かせない。たとえば、現象学の泰斗

フッサールの高弟のひとりで「読書の現象学」の開祖ともいえるロマン・インガルデン

は、音楽作品の同一性とでも呼ぶべきものは、せいぜいのところ、音符記号の「超時間

的」な図式の中にしかないという意味のことを述べている。換言すれば、楽譜において、

唯一同一なるものとは、実は、音符と音符との配列、つまりは音記号同士の布置関係だ

けだというわけである。

　インガルデンの考察によれば、「ひとつの音楽作品はその作曲者の芸術的生産物として

理解されており、第一に楽譜によって指定された図式であり、第二に図式的生産物の不

定性という領域によって指定された多様な決定的可能性である」（『音楽作品とその同一

性の問題』、関西大学出版部、156 ページ）という。すなわち、「楽譜により規定された

作品は作曲者の創造的行為から生まれ、その存在的な基礎が直接楽譜に基づくような純
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粋に志向的な対象」（123 ページ）であって、具体的な現実世界に定位した実在的な時間

的規定を 被
こうむ

っているわけではないので、これを味わうためには、生身の人間が、その都

度、その中へと入っていかざるを得ず、したがって、その世界は、むしろ受容者の潜入

を待ってはじめて開示されるという性格を有
も

っている。また、「記譜によって定着した音

楽作品」のもろもろの要素は、「さまざまな不正確さや不明瞭」な箇所を免れないがゆえ

に、「こうした無規定性の領域は、演奏者によって除去され」ること、つまりは、「演奏

によって具体的生産物として肉付けされ補完される必要がある」（146 ページ）ものなの

である。それゆえに、音楽作品の具体化、すなわち楽曲演奏の現場には、いわば演奏者

の数だけの実現可能性があり、この意味において作品は、時代によってもまた進化する

のだと見なすことができよう。かくして「音楽作品における明白な変化の歴史的プロセ

スは実際、作品のさまざまな意匠に対する新しい可能性の発見と凝固のプロセス」（162

ページ）に他ならないとも言えるのである（―そして、それはまた、言語芸術である文

学作品の読解にもそっくりそのまま当てはまる）。

　もとより、音符には、それぞれ間主観的な約束事が付与されており、各種の具体的な

指示もまた楽譜に書き込まれていないわけではない。ところが、もっとも明白な筈のテ

ンポやリズムを例にとっても、演奏に際しては、アーティキュレーションやフレージン

グとの関係で幾重にも裁量の余地が見込まれなければならないし、力
デュナーミク

動性や音量の縮尺

においてさえ相対的な幅を無視するわけにはいかないので、たとえメトロノーム記号が

記載されてはいても、それですべてを明確に規定しつくせるという性格のものではない。

ましてや、作品の内包する情熱や憧憬、輪郭線の陰影やタッチ、表情付けや色彩感の表

出等にいたっては、いずれも微妙な、あるいは明らかな差異をともなって実現されるし

かないものなのである。

　音楽作品がそのようなものであるとすると、楽譜をなぞるべく、音符に「忠実に」演

奏するなどということが、いかに現実離れした物言いであるかは、もはやあまりにも明

白だとしなくてはなるまい。すなわち、楽曲演奏は、固定したかたちあるものをそのま

まコピーして、ストレートに再現するというようなものでは決してありえない。このよ

うに捉えてみれば、作曲者が音符を書き連ねることで描き出そうと努めたこと、あるい

は、目指そうとした作品の意図といったようなものは、決して初手から分明なわけでは

ないことが判明する。たしかに、作曲家は、創作するに際し、あれこれの美的意匠や芸

術的志向を胸中に抱いていたであろうし、そもそも、その実現を期して書き下ろされた

もの、それこそが、まさしく楽譜そのものに他なるまい。ところが、どんなに工夫を凝

らしてみたところで、楽譜から無規定箇所を排除することなどとうてい叶わぬ夢でしか

ないとすれば、総譜はあくまで到達すべきガイドラインを示唆した「図式」であるにす

ぎず、音楽作品の全体像と細部は、実は、周到な読
ど く ふ

譜によってしか明らかになってこな
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いものなのである。

　かくして、演奏家は、音符記号をなぞり、その忠実な音化に腐心するだけで充分とい

うことにはならない。むしろ記号の内包する意味、もしくは記号図式の意味作用を解き

明かす作業をこそ求められるのであって、それにはむろん、音の強弱や高低、テンポや

拍節などを確定し、主要主題と伴奏音型との相互関係を見極めるといったことにのみと

どまらず、楽想を敏感に察知し、詩情を汲み上げ、さらには総譜が描き出そうと図る音

楽世界を鮮やかにイメージするという、奏者の側からの主体的関与が欠かせない。たと

えば、ハンス・ツェンダーは、指揮者の仕事を、時間と空間との関係から、次のように

説いている。「総譜というものは時間の表現ですが、空間的な記号、つまり私たちの使う

音符によって表わされます。指揮者は、この空間化された楽譜をふたたび時間へと変え

る課題をもっているのです。しかし彼は、これに反して空間的な振るということによっ

てそれをしなければなりません。その限りでは、振ることは指揮者の翻訳の行為なので

す。総譜の凍りついた時間、つまり空間となっている時間を、振ることでいかにふたた

び活力に溢れた生きた時間へと溶かし出すか、ということなのです」（『指揮棒は魔法の

杖？』、音楽の之友社、131 ページ）。

　仮に楽譜が、抽象的な空間図式であるとすると、そのなかには、幾重にも折り畳まれ

た現実の認知と時間との関係が堆積している。４）指揮者は、それらを解きほぐすことに

よって、時間図式を「ふたたび活力に溢れた生きた時間」として蘇えらせ、その運動の

継起のなかで生き生きと動き出すがまま躍動させるのでなければならない。言い換える

なら、彼には、総譜をもとに、作品構造の把握と様式観の見定めに努めるとともに、志

向的意味や高次レベルの全体像をも明らかにし、いわば楽譜のなかで眠りこけている作

品世界を「今ここに」生き生きと立ち上がらせることこそ肝要なのである。楽譜はいわ

ば、そのための共同作業の手掛かりとすべきもので、そうした営みは、同時に、文学テ

クストに立ち向かう優れた翻訳者に要求されるものに類比できると言っていい。５）

読
どくふ

譜という行為と優れた翻訳との類比
　私見では、20 世紀におけるもっとも注目すべき翻訳論のひとつ、ヴァルター・ベンヤ

 
４） 二十世紀最大の指揮者ともいえるフルトヴェングラーの説明はこうである。「完成された芸術

作品が偉大であるというのは、それは情感されたもの、思索し、直観し、意欲されたものに形
体を与えるからです。ここで形体と言うのは、その作品自体の中に静止している現実を指して
言っているのです」（『音と言葉』、新潮文庫、110 ページ）。

５） われわれもまた、ロラン・バルトに倣って、こう言うことができるかも知れない、「音楽を通し
て、われわれは、意味形成性としての『テクスト』を、一層よく理解することができる」（「ラッ
シュ」、『第三の意味』所収、みすず書房、253 ページ）のだと。
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ミンの「翻訳者の使命」には、「純粋言語 die reine Sprache」と呼ばれるキーワードが

頻出する。それにしても、「純粋言語」という聞き慣れない用語は、いったいどういう

ことを指しているのだろうか。ベンヤミンによれば、それは、翻訳に携わる「諸言語が

互いに補完しあうもろもろの志向（Intention）の総体によってのみ到達しうるものであ

り」（『ベンヤミン・コレクション 2　エッセイの思想』、ちくま学芸文庫、397 ページ）、

したがって、「翻訳者の使命は、翻訳の言語への志向、翻訳の言語のなかに原作の 谺
こだま

を

呼び覚ますあの志向を見出すことにある。この点に、創作とはまったく異なる翻訳の特

徴がある」（401 ページ）のだという。しかしながら、同時に注意しておかなくてはなら

ないのは、他方でまた、「翻訳の言語は意味に対して自由に振舞うことができるし、それ

どころか自由に振舞わねばならない」（405 ページ）ともされる点であろう。それという

のも、「あらゆる言語とそれぞれの言語による形成物には、伝達可能なもののほかに、伝

達不可能なもの、それが見出される連関に応じて＜象徴するもの＞にも＜象徴されるも

の＞にもなる何かがなおも存在するのだ。（中略）そして、諸言語の生成のなかでみずか

らを表現し、それどころかみずからを作り出そう（herstellen〔復元する〕）とするもの

こそ、純粋言語というあの核そのものなのである」（406― 7 ページ）。こうして、「異質な

言語の内部に呪縛されているあの純粋言語をみずからの言語のなかで救済すること、作

品のなかに囚われているものを言
ウムディ

語置
ヒトゥング

換〔改作〕のなかで解放することが、翻訳者の使

命にほかならない」（407― 8 ページ）と言明されるのである。

　とは言っても、ベンヤミンが、ヘルダーリーンのソフォクレス翻訳（『オイディプス』

と『アンティゴネー』）を引き合いに出しながら、逐語性の重要性を強調し、ひいては逐

語訳をこそ推奨しているのには、格別の留意が必要であろう。それは、ひとつには「逐

語性こそが、翻訳者の原
ウアエレメント

要 素とは文ではなく語であることを証明する」（406 ページ）

ものであり、語の意味は、「ある特定の語において志向されるものが志向する仕方にど

のように結びついているかによってこそ、その詩的意義を獲得する」からであるが、も

う一方では、「翻訳は、原作の意味にみずからを似せるのではなくて、むしろ愛をもっ

て細部に至るまで、原作のもっている志向する仕方を己れの言語のなかに形成しなけれ

ばならない。そうすることによって原作と翻訳は、ちょうどあのかけらがひとつの器の

破片と認められるように、ひとつのより大いなる言語の破片として認識されるようにな

る」（405 ページ）ものだからである。換言するなら、「象徴するものを象徴されるもの

そのものにすること、純粋言語を形成されたかたちで言語運動に取り戻すこと、それが

翻訳のもつ強力な、しかも唯一の力」（407 ページ）なのであって、逐語的に細部の表現

に即
つ

きつつ、なお作品全体の本質を掴み取ろうとすること、まさにそれこそが、優れた

翻訳者の踏むべき要諦に他ならないのである。

　たしかに言葉は、第一に字義的意味を伝えるためのものではない。しかも、それが芸
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術作品ということになれば、なおさらのことであろう。そうであれば、「純粋言語という

あの核そのもの」に迫ることが必要ではあるにせよ、それとても、具体的な一言一句を

おろそかにして達成されるというものではありえない。その意味で、ここにはむしろ、

作品を作家の理念や徳目にのみ還元し、「伝達可能な」意味だけを抽象化して示すことに

対する厳しい戒めが語られているのだと見ることができよう。

　同様のことはまた、音符記号に正対する読譜の作業にも当てはまる。楽譜は、そもそ

も一音一音の音符の連なりによって構成されるものなので、音楽作品の本質は、ひたす

ら楽譜に定位し、そのなかに深く潜入することでしか本当には明らかになってこない。

その際、作品の全体的志向を重視するあまり、音符の一つ一つを 蔑
ないがし

ろにしていいとい

うわけにはいかない。楽曲演奏は、あくまで具体的な音と音響の連鎖として表現し尽く

さなければならないので、抽象的なイデーや意味に、一足飛びに還元することが許され

るものではないからである。奏者たちは、それゆえに、楽譜を踏まえ、一つ一つの音符

を手探りしながら、作曲者の創造的精神の力を感知し、できる限り、「作品のなかに囚

われている」「純粋言語」それ自体を自由な運動のなかへと解き放つことを求められる。

そして、そのような作業は、いうならば作曲家と奏者とが、楽譜を介して真摯に対話を

交わしあい、互いに補完しあうということでもあると考えられる。

「オーケストレーション」の意味するものー多声的構成と対
ディアローグ

話的性格
　交響曲であれ、あるいはまた管弦楽作品であっても、およそオーケストラが奏でる音楽

は、たった一つの声部だけからなる独
モ ノ ロ ー グ

白体的なものではない。それは何も、オーケスト

ラが、単に様々な楽器奏者の集合体であるからというだけではなく、そもそも、各種の

声部が呼び交わし、多様に響き合って織り成される 対
ディアローグ

話 的なもの、それこそが「オー

ケストレーション」の原義だからである。しかも、対話というからには、必ずしも互い

に同調しているばかりでは済まないし、また、単一のハーモニーやイデオロギーに収
しゅうれん

斂

されるというわけのものでもない。時には問い質し、疑問に付し、あるいはまた、反駁

を加えたりもするという、異なるもの同士の意見の対立と協調を通して、つまりは、複

雑微妙な声部間の絡み合いのなかから、なお相互の一致点を見出していこうとする、息

の長い相互作用であることを意味している。オーケストレーションとは、すなわち、多

声部間の対話的なやりとりを通して、互いに互いを探りあい、触発しあって理解と応答

の幅を拡げてゆく管弦楽法に他ならないとも言えるのである６）（それゆえに、それは、バ

フチン流儀の「ポリフォニー」のひとつの典型例と見なすこともできよう）。

　そうであるとすると、指揮者もまた、ひたすら記号図式の冷静で中立的な読みにのみ

終始していてよいということにはならない。楽譜を読むことによって楽想を探り、時間

の継起による音の連鎖とその統合を意味する作品構造の全体像を明らかにするととも
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に、ひとつひとつの音符や声部にも耳傾け、どの動機を浮き立たせるのか、また、どの

部分が背景に退くべきなのか、その都度、明確な態度決定を迫られる筈だからである。

こうして、音楽作品を構成する細
ディテール

部と総体を浮き彫りにする作業としての読譜に際し

ては、まずは音符に即しつつも、なお字面に囚われることのない、より自由で深い読み

が、つまりは能動的で創造的な読み方こそが求められる。そこで必要とされるのは、ど

うやら、記号の意味作用を精緻に吟味する分析能力だけではなさそうだ。さらに、高次

の「純粋言語」に相当する「究極の本質」を掴み取るため、一瞬の閃光に賭ける直観力

や強力な想像力の発動さえもが不可欠となってこよう。そして、そのように芸術作品を

介して対話を交わし合うということは、実は、楽譜が、奏者とのコンテクストのなかに

置き直され、新たに自己を開示するということをも意味しており、だからこそ、それは、

永遠に完結することのない「超時間的」な性格を有しているのだと言っていい。その結

果、まったく同一の総
ス コ ア

譜が、嗜好の変化や読み手の関心の差し向け方によってはまた異

なった様相を呈して立ち現われることがあるもので、先にも触れた通り、時代の移り変

わりに連れて、前代とはまったく違った演奏形態が、いくらでも出現するというようこ

とがしばしば起こりもするのである。７）

指揮者の役割と使命―「癖組」による協働態勢の構築と相乗効果の追求
　指揮者の仕事の第一が、まずもって総

ス コ ア

譜をよく読み解
ほど

き、作品世界の全体像と細部を

しっかり想い描けることにあったとすれば、第二の段
フェーズ

階は、これをいかにして十全な演

奏にもたらすことができるのかという問題点に移るといえる。その際、翻訳者が原作に

対してそうであるように、楽譜が表現しようとしている美的意匠を、指揮者自身の内的

 
６） 19 世紀の世紀末から 20 世紀にかけての「現代音楽」への胎動のなかで、楽想と楽想との矛盾

や対立が次第に激化して、その結果、パッチワークやモザイクをも厭わない、テクストの多重
的性格が強められていくことになるのは押しとどめがたい歴史的事実であった。そのことは、
マーラーの交響曲や新ウィーン楽派の管弦楽曲だけでなく、ストラヴィンスキーのバレエ曲や
ベルント・アロイス・ツィンマーマンのオペラ（『兵士たち』）などにも良く見て取ることがで
きるものである。

７） この点に関連し、たとえばイーゴリ・マルケヴィッチの言を引けば、こうである。「これは音
楽芸術の非常に素晴らしい点だと思いますけれども、演奏される度に演奏する人が新しい要素
を付け加えてゆく、新しい要素を発見してゆくことです。ですから解釈も指揮者によって違っ
てくるのは当然のことです。音楽というのは人間の生きた身体そのものです。演奏者によって
同じ曲でも受け取る印象が違ってくるというのは、演奏している人自体が音楽であるともいえ
るわけです」（青澤唯夫『名指揮者との対話』春秋社、193 ページ）。ここには、演奏するとい
う一回一回の行為のなかで、その都度、まったく新しい意味の発見が齎されることになるとい
う、いうならば「創発」としての演奏が語られているのだと言っていい。
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過程にとどめおくだけで充分ということにはならない。楽想の流れに輪郭を与え、色彩

を施しては肉付けを図り、いわば楽譜に封じ込められていたものを演奏家自身の表現に

おいて解放するという、具体的な演奏過程を実現してみせること、それこそが、演奏家

に課せられた最大の使命というべきものだからである。

　その際、指揮者は、あくまでも自分では音を出さない存在なので、譜面の求めている

ものを音楽表現としてかたちあらしめるべく、自らの心的イメージをあやまたずオーケ

ストラに伝え、団員との間に、しかるべき協力態勢を作り上げる作業が必要となってく

る。この意味で、楽曲演奏の主体的関与者は、ひとり指揮者だけにはとどまらず、また

演奏者全員を含むのであり、じっさい音色や旋律の微妙な節回しは、オーケストラの特

性や楽器の奏法によっても区々様々なので、その都度、周到なリハーサルを通じて楽員

から納得を得られるだけの、充分な下準備がされるのでなければならない。しかし、見

落としてならないのは、いかにプロの団体だからといって、常にアンサンブルの精度や

緻密な合奏だけが、ことさら金科玉条とされるのではないという一点であろう。

　たとえば、20 世紀を代表する異能の名指揮者フルトヴェングラーの場合、指揮棒がた

えず震えるように揺れ動いたために、しばしばアインザッツ（音の入り）が揃わなかっ

たとさえ言われることが多い。とはいえ、それは、何も出だしを完璧に振ることができ

なかったなどというようなことではない。それこそ、音を合わせることが、自己目的に

なってはいけないということの端的な表われであって、じじつ音の貧しい歴史的なライ

ヴ録音から聴き取れるのも、文字通り機械ならぬ人間ならではのぬくもりと、合奏の有

機性とでも呼ぶべきものなのである。８）もとより、百余名からなるオーケストラは、す

べからく均質な人間の集まりなどではありえないし、ましてや、プロの楽団ともなれば、

一癖もふた癖もある腕利きの個性派揃いであることが珍しくはない。そうであれば、目

指すべきは、個々の奏者の単なる総和に自足するというようなことではない。そうでは

なくて、たとえリスクを冒してまでも十全なる相乗効果を狙うこと、そのことが、むし

ろ生き生きとした生動感を生み出すための前提要件となるべきもので、そこでは、各人

の名人芸や個性の尊重と、それにもかかわらず、有機的な連携態勢を構築するという、

いわば二律背反の両立こそが目論まれているのだとも言えるのである。

 
８） 義太夫語りの現役の太夫、竹本住太夫は、その芸談のなかで、文楽（人形浄瑠璃）における太

夫、三味線、人形遣いの三者が、ただ合わせにいくだけではいけないとの注意を喚起している。
芸術創造にかかわる芸の本質は、どうやら洋の東西を問わず、ほとんど変わらないものである
ことが示されていて興味深い。「お互いに人形に合わせにいったり、人形がこちらに合わせにき
たりしたらあきまへん。それが以心伝心でやるところに面白さがあるんです。お互いに合わせ
あいをしてたら芸も舞台も死んでしまい、面白くなくなります」（『NHK 日本の伝統芸能　2008
年版』日本放送出版協会、104 ページ）。
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　実は、この点に関しても、いささか迂遠にわたることは百も承知で、多人数の職人を

率いて大規模建造物の建
こんりゅう

立を目指す、宮大工の棟梁の事例を参照してみるのも、決して

無駄なことではないと思われる。たとえば、昭和における法隆寺の「大改修」を手がけ

た西岡常一家の家訓のひとつに「木組は木の癖組、木の癖組は工人達の心組」といわれ

るものがある。山崎佑次編『宮大工西岡常一の遺言』（彰国社）によると、その場合の要

点はふたつあって、その背後には、どちらの論拠にもなりうる同一の共通項を認めるこ

とができる。すなわち、第一点は、そもそも部材となる材木そのものに癖があるという

事実であり、第二には、それらを組み合わせる工人の方にもまた、各人の特性や個別性

が否定できないという点である。したがって、西岡棟梁はこう語るのである、「百工集

えば百念あり、それを統
す

べるのが棟梁の最大の仕事である、自分自身に百人の職人を統

率する力がないと自覚したら、謹み畏れて棟梁の座を去れといわれてますねん。棟梁と

いうのは（大工）仕事よりも職人さんの心を組み合わせることのほうが大事です」（214

ページ）と。

　すなわち、材料にだけでなく、それを取り扱う工人にもまた癖があるというのが常態

であるなら、各人の個性を否定したり矯
た

めるのではなく、むしろそれらをよく活かすよ

うに束ねること、それこそが、有機的な協働態勢を導くために必要不可欠な条件という

ことになるだろう。そして、おそらくは、楽曲演奏の現場においても、何ら事情は異な

らない。個性的な「癖組」や「心組」を活用することであってこそはじめて、実は、強

力でなおかつ有効な相乗効果が期待できると言うべきなのである９）。

「創造」としての楽曲演奏と「わざ言語」の効用
　広く認められている通り、作曲活動がれっきとした創造行為であるのと同じように、

音楽作品の演奏もまた、そのようになる可能性を自ら含み持っていないわけではない。

ただ、真の意味での「再創造」が期待できるのは、いくつかの前提条件を首尾よくクリ

アしえた場合にのみ限られる。そして、その最大の難関とすべきものが、ひたすらアン

サンブルを整えることに終始するというのではなく、通常のルーティーンワークを超え

た、高次レベルへの相転移を、いかにして導くことができるのかの難題に他ならない。

そもそも楽曲演奏とは、作品にその都度、新たな生命力を賦与し、「今ここ」という演奏

 
９） なお、職人的技能の修得法とその意義については、これまでにも「身体知の実践と継承―いま

こそ『職人の叡知』に学ぶべきとき―」（『言語文化研究叢書 5　日本像を探る』、名古屋大学大
学院・国際言語文化研究科、2006 年）や「『暗黙知』のはたらきと『創発』への試

トライアル

行―『環境
場』の制約にどう対処するのか、をめぐって―」（『言語表象と脳機能から見た環境哲学の拠点
形成』、平成 17 年度名古屋大学・学長裁量軽費プロジェクト成果報告書）などで立ち入った考
察を試みたことがある。併せて、ご参照願えれば幸いである。
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の現場に生きた表現として生成させることを意味している。しかも、それが、1 足す 1

が 2 になるといった、機械的な計
アルゴリズム

算式にのみ叶うようなものでなく、一期一会のスパー

クする演奏、すなわち「創造的」な音楽表現になるためには、およそ対照的ともみえる、

二つの要請が同時に成就されるのでなければならない。

　まず第一は、演奏者と指揮者とが、相互に信頼関係を築きながら、音楽上の理念やヴィ

ジョンを共にするということであり、その前提として、充実したスキルや、職人として

の厳しい規律と矜持が求められるのは言うまでもあるまい。指の感受力や運指法の鍛錬

もまた、演奏能力に統合されてはじめて意味をもつのと同様、たとえピアノやヴァイオ

リンの演奏技術がどんなに優れたものであったにしても、それが音楽作品の読解とその

志向的意図の表現に奉仕するのでないならば、必ずしも充分に生かされたことにはなら

ないからである。したがって、そのために必要なリハーサルは、むろんこと、徹底を極

めて行なわれなければならない 10）。

　ところが、あれこれと角度を替え、数々の工夫を加え、納得できるところまで何度も

じっくりとリハーサルを積み重ねるという作業は、先にも述べたように、限りない質疑

 
10） チェリビダッケやギュンター・ヴァントと同様、カルロス・クライバーもまた、リハーサルに

はとりわけ御執心で、少しでも思うような条件が調わないと、あえて土壇場でのキャンセル
さえ辞さない「完全主義」の指揮者として知られていた。最新刊の評伝、Alexander Werner

“Carlos Kleiber Eine Biografie”（Schott Verlag）によれば、特に晩年の数年間、名だたるオー
ケストラやオペラ座からの熱心な出

オ フ

演依
ァ ー

頼が引きもきらない状態であったにもかかわらず、極
端に出番を絞り、ほとんど引退同然だった背景にも、実は、充分なリハーサルの時間確保が次
第に難しくなっている実情や、楽員メンバーの固定といった、しごく当たり前のことさえ容易
に守られなくなっている惨状が報告されており、かえすがえすも口惜しいことであったという
より他はない。因みに、500 ページを優に超えるこの大冊は、広範囲にわたるリアルタイムで
の報道記事や近親者をはじめとする数多くの関係者への聴き取り調査を十二分に駆使し、天才
指揮者の栄光と苦悩の実像に迫ろうとした労作で、満載された興味深い情報ともども、超一級
の読み物となっている。

 　また、統一ドイツ最初の大統領として、慈善演奏会の名目で、カルロス・クライバーとベル
リンフィルとの二度（1989 年と 1994 年）にわたる出会いを演出したリヒャルト・フォン・ヴァ
イツゼッカーは、この伝記に寄せた序文のなかで、聴衆の心をひっさらってやまぬカルロス・
クライバーの稀有な才能を、次のように評している。「クライバーが取り上げたレパートリー
は、比較的少数のものに限られてはいたが、彼がひとたび指揮しようものなら、それは、その
都度、聴く者だれしもを圧倒し、わたしたち聴衆に文字通り息を呑ませる（atemlos）体のもの
であった。彼の指揮するヴィオレッタが愛するとき、わたしたちも一緒に愛し、彼女が死ぬと
きには、わたしたちも共に死ぬ。クライバーがひとたび音楽を奏でれば、そのとき彼は、まさ
しく天（Himmel）にまで手を届かせていたのである―しかも、毎回きまってそうだったのだ」。
まことに「音楽通」の名に恥じぬ、正鵠を射抜くとともに、心のこもった讃

オマージュ

辞となっている。
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と応答を繰り返すという対話の営みとも同断である。そして、そうすることで、次第に

相互の作品理解が深まってゆくのだとしたら、指揮者はまず、全力を尽くしてこの事に

当たらなければならない。とはいえ、そこでも留意されるべきは、指揮者が一方的に他

を圧倒し、楽員の説得に努めるだけでは決して充分ということにならないという点であ

ろう。仮に、団員を無理やり自らの側に取り込んだとしても、単にそれだけでは、各プ

レイヤーの自主性や積極性を、真に引き出したということにはならない筈だからである。

　それでは、オーケストラの主体的参加を促すには、いったいどうすればいいのか。ま

さにこの点に、一連の「わざ言語」と呼ばれるものの効用と、そもそも「理解」すると

いうことの本義が潜んでいるように思われる。「わざ言語」というのは、技能の修得や

芸術表現を達成するに当たり、個々の「わざ」や芸の本質をピンポイントで言い当て、

有効なコツを会得させるのに格好の導き手となることばによる表現のことであるが、た

とえば、『「わざ」から知る』（東大出版会）の著者、生田久美子は、こう説明している、

「わざ言語」は、「科学言語のようにある事柄を正確に記述、説明することを目的とする

のではなく、相手に関連ある感覚や、行動を生じさせたり、現に行なわれている活動の

中身を改善する時に用いられる言語である」（96 ページ）と。つまりは、必ずしも一義

的でない比喩表現を数多く用い、門外漢にはなかなか理解が届かないが、その道のエキ

スパートには、かえって有意義な効果を期待できる独特の言い回しのことを指している。

元来、比喩的表現は、それまでには見られなかった世界の新たな分節化を可能にするこ

とで、意味の創成をも促すものであると考えてよい。だとすれば、「わざ言語」は、あえ

て多義的な曖昧さを残したものであるがゆえに、かえって対話的性格が強められ、その

結果、奏者たちをして、かつて気付きもしなかった自らの潜在能力を触知させ、ついに

は自発的に自らの個性を発見させるに至るといった、思わぬ効用が見込めるということ

なのである 11）。

　そして、実は、この論点こそ、第二の要請とも連動する、さらに一層重要な問題のポ

イントを示唆している。それは、一貫した楽想の流れやダイナミズムに身を委
ゆだ

ね、目標
 
11） たとえば、先に挙げた職人修業における「わざ言語」の一例を引けば、こういうものである。

「おまえ、息止めてるか。カンナ引っかけてからしまいまで息止めとかなあかんにゃで。途中で
ふっと息したらそこでカンナ屑切れるんや。結局、腕で削ったらあかんのや。臍に力入れて腹
で削るんや。むかしの名人はな、羅

ら お

宇いうて煙
き せ る

管あるやろ、それでカンナを引っかけてすうー
と引っ張ったもんや。そしたらカンナ屑がふわぁーと（身振り手振りをまじえて）舞い上がる、
そこまでいかんと名人のうちに入らんわな。先輩のよう見んとあかん。腕は軽う台に置いてる
だけやろ。身体まっすぐにしてツツーと走る。そうせんとあかん」（『宮大工西岡常一の遺言』、
206 ページ）。なお、「わざ言語」と暗黙知との関係については、拙稿「技能の習得過程と身体
知の獲得―主体的関与の意義と『わざ言語』の機能―」（言語文化論集第 24 巻第 1 号、名古屋
大学言語文化部）をも参照のこと。
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をひとつにする協働作業に熱中しながらも、なお想像力や決断力をも大胆に行使し、一

回的な創造の契機をよく掴み取ることができるのかという難問である。

　考えてみれば、すぐれた包括的全体は、いつ、いかなるときにも諸要素の単純な総和

以上のものでなければならない。そのことが、「創発的表現」の意味するところである

とするなら、演奏者たちは、リハーサルを重ねたあと、本番の演奏に際しては、さらに

「創造的飛躍」に賭けるという、一か八かのリスクを冒す覚悟を固めなければならない。

だからこそ、指揮者は、オーケストラをぎりぎりの臨界にまで導き、その沸点において

異次元へのワープをも可能ならしめる、いわば化学反応の触媒のごとき役割を果たすこ

とを求められるのだ。そして、そのことが成功した 暁
あかつき

には、それは、ひとり演奏家た

ちのみならず、聴衆の限りない感動や喜びへとも、またまっすぐに繋がってゆくものな

のである 12）。

クライバー十
お は こ

八番の名序曲とリハーサルの現場
　以上、優れた指揮者に求められる課題や使命について、いくつかの角度から検討を試

みた。では、肝心かなめのカルロス・クライバーの場合、いったいどういうことになっ

ているのだろうか。できることなら、その極意や秘訣について、ぜひとも芸論に当たる

ものを聞いてみたいとの思いをも禁じえないが、「気難し屋（der Schwierige）」で聞こ

えたカルロスのこと、公式のインタヴューの類いは一切残していないので、そうした願

いをかなえる手
て

策
だて

は、残念ながらまったく望み薄と言わざるをえない。

　ところが、幸いなことに、実は、この上もなく貴重な映像記録が残されていたのであ

る。TV 放映を意図して収録されたヨハン・シュトラウスの喜歌劇『こうもり』とウェー

バーの歌劇『魔弾の射手』序曲の『リハーサルとその本番』（Pioneer PIBC― 1075）と

いうのがそれであるが、この二曲は、いずれもクライバーの十
お は こ

八番中の十八番で、しか

も序曲それ自体が、オペラ全体のエッセンスを見事に集約した屈指の傑作として、ゆる

ぎない評価を確立しているものなのである。（クライバー指揮の全曲盤は、どちらもス

ターキャストによるスタジオ収録の CD が公開されている）。

　この、僥
ぎょうこう

倖ともいうべきかけがえのない記録は、カルロス・クライバーが、まだ本格

的にミュンヘンやウィーンへ進出する直前の時期、主としてシュトゥットガルトのオペ

ラ座を本拠に、指揮者としては、ようやく中堅に差し掛かった売出し中のころのもので
 
12） 音楽作品の演奏は、常に、特定の現実的時空に定位するしかないものなので、コンサートホール

の規
スケール

模や音響条件、聴衆の反応や雰囲気等々、奏者以外の具体的諸要素もまた、総合的なファ
クターとして決して等閑視することができない。むろんそれらは、往々にして各種の制約を課
すには違いないが、実は、もう一方で、新たな創造を可能ならしめる現場ならではの大切な契
機を与えてくれるものなのでもある。
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あるが、すでに完全に手中におさめた名序曲を、いかなる芸術表現として造型していく

のか、曲づくりの現場に立ち会うことができるという意味で、願ってもない機
チャンス

会を提供

してくれるものとなっている。

　じっさいに視聴してみて、真っ先に驚かされるのは、ステージ上では、まるで即興的

とも思えるほど優美に舞い踊るような指揮で、しばしば聴衆の視線を釘付けにしてやま

なかったカルロス・クライバーが、その舞台裏では、「気難し屋」の片鱗など微
み じ ん

塵も感じ

させない闊達さで、何と事細かなリハーサル作業に熱中していたのかという事実であろ

う。それは、音楽作品の構造分析から表現のディテールにわたる表情づけや要点の整理、

度重ねての反復練習による作品理解の深化と、その演奏表現への練り上げにまで及んで

おり、まさに微に入り細を穿つといった徹底ぶりである。その活気に溢れた練習風景は、

自ら想い描く音楽世界に楽員たちを誘い、演奏のコンセプトを一にするための土台づく

りに、いかに多大の努力が払われていたかをつぶさに物語るものであるが、とはいえ、

それが、単なる観念論を振りかざすのでも、また、大袈裟なお題目を唱えるのでもない

点には、特に注意が必要であろう。そこで粘り強く追求されているものは、緩急・強弱

のコントラストや音色への配慮に始まり、具体的な弓使いにも触れながら微妙なニュア

ンスの描出に注意を促し、その肉付けに腐心するなど、本来、どんなリハーサルにおい

ても欠かすことのできない、技術と表現とに相渉る、しごく当たり前の基本の確認に他

ならないのである。また、オーケストラとのコミュニケーションの手段や方法もまこと

に多彩をきわめたもので、指揮者としては当然のこととはいえ、自ら歌うことで修正点

を示したり、表情やしぐさ、あるいはアイ・コンタクトや全身の身振りをも縦横に駆使

して意思疎通を図るほか、ほとんど饒舌ともいえるほど雄弁な、ことばによる注釈がほ

どこされていることが分かって、面白い。

　そのいくつかを拾い出してみるとすれば、たとえば、「針のように鋭く」「象のステッ

プのように重過ぎず」「レースの薄いカーテンのように軽やかに」「新鮮な空気のように」

「物乞いがお金をせびるときのようにやんわりと」などの直喩的表現から、「ブラームス

のようにではなく」「ワーグナーのような劇的表現で」といったプロ奏者に対するものな

らではの言い回し、さらに弦楽器の繊細な音が欲しいところでは、極力やわらかな運弓

法にも言及し、「まずは産毛を感じ、それから 徐
おもむろ

に肌に触れるように」という絶妙な

言葉遣いが用いられている。あるいはまた、音の量感を出すよう求める 件
くだり

では、「楽譜

通りに奏
ひ

くのではなく、肉の 塊
かたまり

が一段ずつ階段を上がるように力強く」と要求するな

ど、演奏家特有の繊細な皮膚感覚に訴えかけようとする場面にも事欠かない。

　作品解釈を掘り下げるに当たっても、そのコメントは 実
まこと

に多岐にわたって興味深い

が、なかでも、確実性第一の安全運転がもっとも忌避されていること、それゆえに、 綻
ほころ

びや破れ目などは一切意に介さず、思い切ったメリハリをつけるよう各所で強調される
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点が、とりわけ際立った特徴となっている。たとえば、二つの敵対する陣営が激突する

ときの対立を描き出す場面では、さながらお祭りの「乱痴気騒ぎ」のように、羽目を外

してコップを投げつけ合うがごとき強いコントラストを求めているし、「ニコチンの足り

ないタバコのようではダメ」、「もっとタールを多く、毒気を混ぜて」とけしかけている

かと思えば、ヨハン・シュトラウスで、なにゆえ、そんなにも強烈なフォルティッシモ

が必要なのか、という反問が出るかも知れないが、どうしていけないわけがあろうとま

で言い切っている。

　また、ヴィヴラートを強めにかける場合には、クラシックのお定まりのスタイルに囚わ

れず、ホイリゲ（ワイン酒場）のシュランメルンのように濃厚な情感を過大なまでに際

立たせるよう促したり、正真正銘のスタッカーシモ、すなわち「スーパー・スタッカー

ト」を要求するのも、あくまで野暮や鈍重さを排し、どこまでも粋
いき

で軽やかに弾むこと

を身上とする喜歌劇『こうもり』の特性に叶うからに相違あるまい。そこでは、悲しみ

の旋律にパロディー的な喜劇風味を加味して演奏することがポイントで、そうしたオペ

レッタの二面性を、観客ともども一体となって共に愉しもうというのである。

　その代表的な一例が、『こうもり』における主役級三人の役どころが、三々五々、オル

ロフスキー公爵邸の夜会へと出かけていくシークエンスの演出であろう。そこでは、「ク

ロコダイルの涙もまた真正なり」というコメントが披瀝されるが、クロコダイルの涙は

むろんリアルな涙ではない、しかし、そうした作りものの涙もまた、それ自体真正なも

のという確信をもって演奏することこそ大切なのだと訴えているのである。したがって、

ここにも、極端に誇張された嘆きの歌と、その裏に隠された密
ひそ

かなたくらみとを同時に

味わおうとするオペレッタ特有の二重性の表現が付託されているのであって、虚と実と

の皮膜の間にリアリティが滲み出す、芸術表現それ自体の真髄を、見事に言い当てた発

言だと言っていい。（ほとんど同じ意味のことは、『魔弾の射手』序曲〔狼谷の場〕のリ

ハーサルでも、「せめて序曲を演奏する間だけは幽霊の存在を信じて演奏してほしい」と

いう要請に示されている）。

　このように見てくると、二曲のリハーサルを通じて総体的に言えることは、やはりク

ライバーにおいても、まずは、オーケストラとの間に信頼関係を醸成すべく、基礎的な

コンセプトの共有に格別の意が用いられているということであるが、しかし、同時に注

目されるのは、習ったことを忠実に反復する優
ア カ デ ミ ッ ク

等生的な生ぬるさや、お役所仕事の事務

的な演奏だけは絶対願い下げにしたいものだという強固な姿勢が、とりわけ顕著に見て

取れるという点に他なるまい。そして、そのことを実行するための断固たる決意と、具

体的な工夫の種
くさぐさ

種を覗き見ることができるというだけでも、ここでのリハーサルは大き

な見もの聞きものではあるのだが、実は、そのことにのみ終わらないのが、また、カル

ロスのカルロスたる所以であるというべきだろう。なぜなら、あれだけ細緻な稽古を積
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み重ねておきながら、それでもなお「わたしの側からは皆さんに何ひとつ求めようとし

ているわけではない」との謎めいたことばが漏れ出てきてもいるのだからである。それ

にしても、指揮者がオーケストラに何ひとつ求めないとは、いったいどういうことなの

か。かくして、われわれに残されたもうひとつの課題は、カルロス・クライバーが、奏

者個々人の特性を生かした協応関係を導いた上で、なおどのようにして創造的局面を切

り拓こうとするのか、極力その至芸の奥義に迫ってみようとすることである。

コーダは指揮できない、ということ―究極の「わざ言語」とオーケストラへの
信頼
　先ほど紹介したばかりの、一見、韜晦とも受け取れる謎めいたことばには、すぐそれ

に引き続いて、「わたしは、皆さんが自ら差し出してくれるものを、そのままに受け入れ

て、それを享受したいのだ」というメッセージが付け加えられている。これは、他の何

ものにも増してオーケストラの自発性を最優先するという、クライバー自身の強い意思

の表明に他なるまい。そして、実は、指揮者と演奏家たちとの「旧くて新しい」関係に

ついてのこの種の発言は、収録された一時間あまりのリハーサルの間に、それこそ枚挙

に暇がないといえるほど随所に差し挟まれているものなのである。

　その内、もっとも分かりやすい例は、「表情を付け」「情感を込めて」「アクセントを

はっきりと」「心の叫びの表現を大切に」といった端的な物言いに示されているところで

あるが、お高くとまった（überlegen）、高踏的な表情を演出するため、「絶世の美女にプ

ロポーズするような調子で」奏くことを求めるあたり、いかに楽員の気持ちを解
ほぐ

そうと

心を砕いていたかが窺われて微笑ましい。また、喜劇的な性格を際立たせようとすると

ころでは、「みなさんも、どうやらコメディアンの要素をお持ちのようだから、ぜひ物

惜しみしないで大いに発揮していただきたい」と笑わせたり、「もしも気分が乗らないよ

うなら、ここで奏くのは半分の人数でかまわない」などと混ぜっ返しては座をなごませ

る手
て く だ

管をも用いている。さらに「奏者が自発性を発揮し、自ら盛り上がるのなら、指揮

者は決して邪魔はしない」「安全策を採
と

るぐらいなら、殴り殺される方がまだしも増し」

「皆さんが楽しんでいる姿を見せてくれると、わたしもリラックスして愉しむことができ

る」といった言葉は、「指揮者を気にせず、勇気を持って」という督励や、気分良く歌う

ことの推奨ともども、「指揮者が無用になるような演奏、それがわたしの夢」という信条

告白とも、また無縁であるようには思われない。

　じじつ、指揮者が不要となるような箇所は決して珍しいものではない。たとえば、音

の繋ぎ（Übergang）がその一例で、前のフレーズの終わりと次のフレーズの始まりとが

同居する瞬間には、楽員のひとりひとりが、「指揮者のいない室内楽のつもりで」良く聴

き合い、互いにそっと忍び込むようにして音楽の自然な流れに入るという微妙なバラン
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スワークこそが大切で、たとえ「各自がてんでに演奏しながら、そのなかにまとまりと

なる核が感じ取れることが大切」ではあるにしても、自発的な合奏の現場では、もっぱ

らオーケストラ楽員の自由な主体性に委ねるしかない性格のものなのである。

　楽員同士が探り合い、それぞれ自主的に協働しつつ形作ってゆくべきもの、それは、

むろんこれだけにはとどまらない。奏者のすべてが一丸となり、相互の密接な関係性の

なかで、リズムの本質的力動性を体感しながら音響の流れを生み出してゆくような場合

はことごとくがそうで、まさにそれゆえに、「全奏による劇的表現は、本来、指揮などで

きないものだ」という「究極の」わざ言語が跳び出してくる所以なのでもある。そもそ

も指揮者にとって、指揮できない箇所がある、などとは、いかにも不可解な 逆
パラドックス

説 には

違いないが、ここではむしろ統
リ ー ド

率することを放棄して、楽員すべての自発性に任せると

言ってもいるわけで、その意味でそれは、オーケストラに対する全幅の信頼感の表明で

あるとも捉えることができよう。

　仮にそうであるとすると、まったく同様のことが、大きく盛り上がるクライマックス

での強奏や、全員が 眦
まなじり

を決して楽曲を締めくくる終曲のコーダにも当てはまろう。そ

こでは、演奏に携わるすべての者が行
こう

をともにすることが第一で、もはやだれかにコン

トロ－ルされるのでも、ましてや指揮者が専ら差配できるというものでもない。それこ

そが、演奏行為の臨界というもので、そのような絶頂においては、演奏者全員が、思い

切り良く音の奔流に身を委ね、ひたすら全身全霊を挙げて、エンディングに向かって突

き進んでゆくしかない体のものなのである。

　しかし、そのように、危機や「ゆらぎ」に直面しつつも、なお呼応しあって共通の流

れに棹差していればこそ、「創造的可能性」の契機もまた、いっそう増幅されるのだと

いう事実が、忘れられてはならない。いかなる「わざ言語」といえども、その効能がも

はや届きようもない境域があって、それが、たとえば「境界領域」というものだとする

と、その只中へは、「アッチェレランド！」とでもいった気合もろとも、一気に跳び込ん

でみるしかないものであろう。しかし、未踏の境地への跳躍に賭けて、自らの表現意欲

を大きく解放するチャンスに恵まれるのも、まさしくそこにおいてこそなのである 13）。

　舞台裏での徹底した楽曲分析と精緻をきわめた表現の練磨。かてて加えて、瞬間的な

「創発」の可能性に賭ける挑戦への勇気。これらが両両相俟って初めて可能となるものこ

そ「即興性と生気に満ち溢れた創造的演奏」なのだとすれば、そうした機会は、そうそ

う日常茶飯のように容
た や す

易く訪れてくれるものではないであろう 14）。とはいえ、冒頭に記

したカルロス・クライバーのベートーヴェン・プログラムは―ヨアヒム・カイザーが鮮

やかに伝えている通り―、―切の制約を超脱してスパークする、類
たぐい

稀なるケースの実現

形態ではなかっただろうか。だとしたら、「1982 年 5 月の、肌寒いというほかには何の

変哲もない日曜日の昼」、他ならぬ時間芸術たる楽曲演奏を舞台に、「時を超越した」至
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福の祝祭空間が、見事に顕現していたのだと言っていい。

 
13） ポランニーの慧眼によれば、「創発」を可能とする「直観」には、勘としての予測的直観と、想

像力に生命を吹き込み、ここぞというキーポイントを掴むときの「創造的直観」との二種類が
あるとされる。とりわけ後者と新たな「発見」との関係は、たとえば次のように解き明かされ
ている。すなわち、「発見は二つの運動で行われる。つまり一つは持続した運動であり、他は瞬
間的運動である。瞬間的運動は、われわれの持続した努力の行為によって出てくるものである。
持続的推進は想像力の集中行為であるが、一方、それ（集中行為）に対する瞬間的反応―これ
が発見をもたらしてくれるのだが―は腕を持ち上げようとする意図に呼応した筋肉の瞬間的
協同または何かを見るときに呼応した視覚的手がかりの瞬間的協同と同じクラスに属する。こ
の発見の瞬間的行為は創造的直観として特別に認識されるに相応しい」（『創造的想像力』ハー
ベスト社、26― 27 ページ）。

14） ここに見られるシュトゥットガルト放送交響楽団とのリハーサルが、はたして本番の演奏で十
全に功を奏したことになっているのかどうか、その点については、あるいは見方が分かれると
ころかも知れない。そういう向きには、ぜひとも後年の演奏との比較視聴がお奨めである。『こ
うもり』序曲については、たとえば、本場ウィーン・フィルとの「89 年ニューイヤーコンサー
ト」で、いっそう典雅にして小粋なワルツを愉しむことができるし、先に挙げた 86 年 5 月 19
日、来日時の演奏会にはポルカ「雷鳴と電光」とも合わせて、アンコールならではの昂揚感が
横溢している。また、『魔弾の射手』は、78 年 10 月のシカゴ交響楽団、ならびに 79 年 12 月の
ウィーン・フィルとの定期演奏会でのライヴ録音が、絶妙のアンサンブル技術と、より精緻で
ダイナミックな劇的表現を達成していて、文字通り圧倒されること請け合いである。




