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シェーンベルクのマトリックス

藤　井　たぎる

“無調”という「現実界の砂漠」

　「不協和音の解放 the emancipation of the dissonance」1) によってアルノルト・シェー

ンベルク（1874-1951）が実現したあらたな音楽システムは、西洋音楽においてほぼ 400

年ものあいだ維持されてきた調性システムに代わって、「音楽の領域におけるドイツ国

民の優越性を確保する」2) ためのマトリックスだった。調性システムとは、簡単に言え

ば、協和音と不協和音の差異の体系である。それはつまり、協和音の意味はもっぱら不

協和音によって与えられ、また同様に協和音は不協和音によって意味を与えられるとい

うことだ。それらは相互に依存している。両者の役割について、チャールズ・ローゼン

はつぎのように言っている。

　不協和音には、本来的に不快でいやなところなどどこにもない。そのかぎり、い

かなる和音も特定の音楽作品というコンテクストを度外視すれば、美しいと言える

し、いくつかのもっとも甘美な和音は、不協和音なのである。それはほとんどの耳

には、協和音よりも魅力的に聞こえる。ただし満足を与えるという一点においてそ

れは協和音に劣る。それゆえに不協和音で曲を終わらせたり、あるいはひとつの楽

句でさえもそれで終わらせることができない。（……）協和音を定義づけているの 

は、まさしくこの終結の効果、カデンツ（終止）の機能なのである。不協和音は解

決されなくてはならない、つまり協和音に引き継がれなくてはならない。協和音は

いかなる解決も必要とせず、最終音としてふるまうことができ、カデンツを完結す

る。ただどの音響が協和音になるのかは、それぞれの歴史的時期に流行している音

楽様式によって決定されるわけで、協和音はおのおのの文化において発展した音楽

システムに応じて、激しく変化してきた。（……）不協和音はその音楽的“言語”

における役割によって定義づけられる。それは不協和音が一般的に表現性と呼ばれ

ているようなものの核心となっている、あの緊張から解決への動きを可能にするか

らである。3)

　協和音と不協和音はいずれも一定の音楽システムのなかで決定される。それは時代に

応じてシステムが変われば、協和音は不協和音となり、あるいはその逆にもなるという
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ことを意味している。ローゼンは三度音程や六度音程は 13 世紀までは不協和音であり、

四度や五度の音程は協和音だったが、14 世紀以降はそれがまったく反対になったと言っ

ている。つまりある和音や旋律が協和音として、あるいは不協和音として、あらかじめ

所与のものとして与えられているわけではないということだ。それらはあくまで相対的

である。ただいかなるシステムにあっても、協和音と不協和音が緊張と解決による音楽

的進行をもたらすことに変わりはない。中世・ルネッサンスの旋法に基づいた多声音楽

も近代以降の調性に基づいた和声音楽も、その意味でいずれも協和音と不協和音の差異

の体系だったと言ってよいだろう。

　調性を自然の絶対的な法則ではなく、ほぼ 1500 年から 1900 年まで続いた歴史的

なシステムだと考えれば、調性自体の中に、リズムと楽句構造と強弱法に基づいて、

不協和音と協和音との関係を構築する代替的、副次的手段があったことは明らかで

ある。そのもっとも重要な手段のひとつが半
クロマティシズム

音階法の概念だったが、これは音空間

を満たそうとする一種磁気的な推進力を内に含んでいる。それゆえ、調性はみずか

らのうちに自己破壊的な要素を有していたと言ってもよいかもしれない。この磁力

の増大は 19 世紀の音楽の発展のなかにはっきりと表れている。副次的で貢献的な

要素でしかなかったものの新たな力が、音楽的表現の主要な手段を奪い取ることを、

ほとんど無意識のうちに認識していたのは、シェーンベルクの才能であった。4)

　

　もともと「副次的で貢献的な要素」でしかなかった半
クロマティシズム

音階法が、調性というシステム

を内部から浸食し、やがてその解体へと導いていくことになるとしても、それはもとも

とこのシステムに最初からインプットされていた要素だし、またそれがなければ、「緊

張から解決への動き」を作り出すこともまた不可能である、とローゼンは言う。そうだ

とすれば、ヴァーグナーのいわゆるトリスタン和声の「解決」が永遠に先延ばしされて

いく半音階的進行も、このシステム自体から導きだされた当然の帰結だと言うべきだろ

う。シェーンベルクがいやでも気づかざるを得なかったのは、このような内部崩壊によっ

て機能不全に陥っているシステムに基づいて、なおも作曲を続けることの不可能性で

あった。協和音と不協和音の差異の体系が、解決に至ることのない半音階的進行によっ

てその差異を失ってしまうなら、調性システムは、音楽を生み出す“ 母
マトリックス

体 ”ではもは

やあり得ないからである。

　ローゼンの言うように、協和音はそれだけで協和音となることはできないし、同様に

不協和音もまた単独では不協和音となることはできない。調性システムにおいて、一方

が地となり、他方が図となるような音の布置が音楽として識別されるのだとすると、地

も図もない、それゆえ輪郭も定かでない単なる音の集合や羅列は、音楽として認知され
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ないことになってしまう。

　したがってシェーンベルクの「私は“無調 atonal”という表現を拒絶する」5) という

主張は、文字通りに受け取る必要がある。“無調”という言葉が、シェーンベルクら新

ウィーン楽派の作曲家たちに対する誹謗中傷や揶揄として使われたということが、ここ

で問題なのではない。そもそも調性と“無調”が音楽の異なる二つのシステムとして相

互に対立しているわけではない。“無調”というシステムなどもともとありはしないし、

「シェーンベルクの才能」が結果的に調性を解体させることになったとしても、だから

といって彼が“無調”の音楽なるものを発明したわけではまったくない。シェーンベル

クにとっても、“無調”は非音楽的領域として、あるいはまさしくウォショウスキー兄

弟の映画『マトリックス』の登場人物モーフィアスが言う「現実界の砂漠」としてあっ

たからである。そしてこの“無調”という「現実界の砂漠」は、調性というマトリック

スそれ自体からもたらされたものだということを忘れてはならない。シェーンベルクが

自らの作曲にいかなる意味であれ、“無調”の音楽という名を与えることに同意しない

のは当然なのだ。そういうものがかりにあるとして、それは、単純に言って、もはや音

楽ではないからである。

空白の場

　なんらかの音の集合や配列を音楽にする
4 4 4 4 4

ためには、そのための条件が必要である。つ

まり音楽的領域を画定するような非音楽的領域という外部が存在するのでなければなら

ない。いかなる対象であれ、それが芸術になるためには、そもそもそれが参入できるよ

うな場がなければならない、とジジェクが言うのもそういう意味においてである。

　あるものが芸術作品であるということは対象の本来的特性によるものではない。

その対象を（それがいかなる対象であれ）我先に手を入れ、それをしかるべき場に

置くことによって、それを芸術作品とするのは他ならぬ芸術家自身である。芸術作

品であることは「なぜ」ではなくて「どこ」の問題だということだ。そしてマレー

ヴィチのミニマリズム風の配置が示しているのは、要するにこの場そのものを、す

なわちその範囲にあるなんらかの対象を芸術作品へと変容させる摩訶不思議な特性

のある空白の場（ないしは枠）を描くこと―分離すること―なのである。6) 

　デュシャンの男性用便器やマレーヴィチの正方形を芸術作品にするのは、この内部と

外部を分離する枠だというわけである。そしてジョン・ケージの場合には、沈黙／静

寂がそうした「空白の場」として分離されることになるだろう。ケージの『4 分 33 秒』 

（1952）という題名をもつ演奏家がひとつの楽音も発しない作品は、この沈黙／静寂の



218

言語文化論集　第XXIX巻　第 2 号

非音楽的領域、つまりジジェクの言う「空白の場」を音楽として提示した音楽史上唯一

の例である。ケージはそこで逆説的に、ありとあらゆる音の事象を音楽として取り込む

ことを可能にする 4 分 33 秒間の枠／場を設定してみせることによって、この枠／場そ

れ自体が、ケージのすべての作品を、そしてさらにはまた、ありとあるゆる音の事象を

音楽として表象するマトリックスとなったのである。

　シェーンベルクに話を戻そう。シェーンベルクが調性というシステムを放棄すること

になった 1908 年以降、その調性を逸脱した音楽が、それにもかかわらず、なんらかの 

“未然の”システムに基づいていること、あるいはむしろ基づかざるを得なかったこと

は明らかである。シェーンベルクにとっても、ケージとはその音楽の概念や作曲の志向

性をまったく異にしているにせよ、やはりなんらかのあらたな枠／場をとりあえず必要

としたはずだからである。その後、1921 年についに「十二音システム」が完成するわ

けだが、それに至るまでの（一般的に“自由な無調”と呼ばれている時期の）彼の作曲

なしには、調性に代わるこのあらたなシステムの構築は不可能だったのだし、「12 音シ

ステム」完成後も、シェーンベルクはこのシステムに基づきながら、あたかもその潜在

能力を確かめるかのように、そこからさまざまの可能性を試していった。だからシェー

ンベルク自身が「スローガンにもならないし、それゆえ政党用の旗じるしにも不向き

な名称」だと言う「相互にのみ関連づけられた十二音による作曲 Composition with 

twelve tones related only to one another」7) が、狭義の「十二音システム」だけではな

くて、それ以前の彼の（そしてまたヴェーベルンやベルクたちの）作曲をも含めたあた

らしいシステムにもっともふさわしい表現なのだった。

マレーヴィチ『白地に黒の方形』（1915） マレーヴィチ『白地に白の方形』（1918）
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　シェーンベルクの言う「不協和音の解放」とは、要するに協和音と不協和音の差異の

体系に取って代わる、音と他の音の差異の体系を意味していた。さらに言えば、この

「不協和音の解放」によって実現された音と他の音の差異の体系が、実際に 1500 年から

1900 年までの調性システムを補完しながら、シェーンベルクの死後（つまり 1951 年以

降）の 20 世紀後半の音楽までもその射程に収めることになったのである。それは単に

「十二音システム」を発展させた 1950 年代のブーレーズやノーノやシュトックハウゼン

の「トータル・セリエリズム（総音列主義）」ばかりではなく、またクセナキスの「ミュ

ジーク・ストカスティク（確率音楽）」やリゲティの「ミクロポリフォニー」にまで至る、

さまざまの方法論を生み出すマトリックスでもあった。

　シェーンベルクは調性システムの崩壊を目前にして、まったく別のあらたなシステム

を作り出したのではない。そうではなくて、調性システムに組み込まれ、和
ハーモニー

声に従属

させられていた個々の声部を解放し、それにふたたび自由を与え、多
ポリフォニー

声法の可能性を拡

大させることによって、音楽というシステム自体を救い出したのである。アドルノは古

典主義以降の音楽が、多声を封じ込めることになる歴史的な必然性とシェーンベルクに

おける多
ポリフォニー

声法の独自性について次のように言っている。

　変奏しながら動機・主題処理をおこなうやり方は、ブラームスゆずりのものだっ

たが、シェーンベルクの場合、主観的なものの客観化がその先鋭さを獲得するのに

力となった多声法は、まったく彼独自のものであって、それは文字通り、200 年来

埋もれていたものの想起なのである。彼の多
ポリフォニー

声法は、ベートーヴェンのとりわけ

室内楽における“主題処理”が多
ポリフォニー

声法的な義務を引き受けはしたものの、後期の

わずかな例外をのぞけばそれを果たせずに終わったことに由来しているのだろう。

（……）古典主義がバッハを顧みなかったのは、歴史的必然だった。人はまだ客観

化の仮象に甘んじることもできたし、また奔放な主体の競演ぶりを社会は保証して

いるようにも見えたが、音楽的主体の自律は他のすべての関心を上回って、従来の

客観化の形象を批判的に排除してしまった。（……）ベートーヴェンでは、『英
エロイカ

雄』

の高みにおいてもなお“劇的”で、完全には作曲し尽くされないままだった展開部

を、シェーンベルクの多
ポリフォニー

声法は、客観的に組織された多声のなかで主観的な旋律的

衝動を弁証法的に分析する場となしたのである。こうした組織化、自由気ままに対

する不寛容によって、シェーンベルクの対位法は彼の同時代の他のどの対位法とも

一線を画すとともに、それはまた、のしかかる和声の重みももはや過去のものとす

るのである。彼はかつて、本当によい対位法において、人は和声のことなどまった

く考えない、と語ったと言われているが、この言葉はただ単にバッハだけではなく、

またシェーンベルクの手法の特徴をもうまく言い表している。バッハの首尾一貫し
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た多声は、それといっしょに奏される通奏低音の図式を忘れさせるほどのものだし、

シェーンベルクの場合、そうした首尾一貫性によって最終的にあらゆる和音の図式

とあらゆる外
ファサード

観はどれも無用の長物と化してしまう。それは精
スピリチュアル

神的な耳の音楽で

ある。8)

　

　つまり、ベートーヴェンの後期のピアノ・ソナタや弦楽四重奏においてその可能性が

追求された和音の縦線と多声の横線の融合を、シェーンベルクは調性を離れることに

よってついに実現したというわけだ。調性システムに従うかぎり、和声は重くのしか
4 4 4 4 4 4 4 4

か
4

る
4

。協和音と不協和音の差異の体系に基づく緊張と解決の“劇的”な展開は、少なく

ともベートーヴェンにとっては、まだ嘘偽りのない真実だったと言えるかもしれない

が、すでにシェーンベルクの時代にはそれはもううさん臭い虚構でしかなかった。マー

ラーが第 5 交響曲の出版にあたって、その全体の調性について説明することは難しい

ので、むしろ誤解を避けるために調性は明記しない方がいい、とペータース社宛の書

簡（1904 年 7 月 23 日付消印）9) に書いているように、すでにマーラーの作品において、

調性システムは音楽のアイデンティティを維持するための、つまり音楽に必要な最低限

の外
ファサード

観を与えるための口実にすぎなかったのである。

　ケージにとって沈黙／静寂は、すべての音の事象を音楽として分離する「空白の場」

としてあったが、シェーンベルクは「のしかかる和音の重み」の軛から脱した一切妥協

しない多
ポリフォニー

声法と、「不協和音の解放」としての音と他の音の差異の体系の融合によって、

“無調”と調性の区別をもはやなんの音楽的意味も持たないものにしている。「空白の 

場」、すなわち“無調”という「現実界の砂漠」が、もともと実体のない単なる蜃気楼

にすぎないのなら、音楽的領域として画定された調性システムというマトリックスもま

た幻覚でしかないからである。

現実という名の幻覚

　それゆえ、デュシャンやケージが「空白の場」を描き、分離することによって、男

性用小便器や単なる騒音を芸術作品や音楽作品にしたのに対して、シェーンベルクが

たえず求めていたのは、むしろそうした文字通り“場違い out of place”な非芸術・非

音楽のカオスが侵入してしまう「空白の場」そのものを封じ込めてしまうことだった。 

シェーンベルクにとって、音楽的領域とはそこで生成され、構築され、展開され、変奏

されるありとあらゆる音楽的事象によって画定され、あるいはまた拡張されるマトリッ

クスなのであって、このマトリックスの外部にあるのは、非音楽的領域であり、もとも

と音楽とはなんの関係もない事物だからである。シェーンベルクと相前後して、という

よりむしろ彼に先駆け、独自の方法で十二音による作曲を完成させたヨーゼフ・マティ
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アス・ハウアーの理論に対する手厳しい批判は、「十二音システム」の発見に遅れを取っ

た者の嫉妬からみずからの理論の優越性を誇示してみせるためのものではなかっただろ

う。批判の矛先は、彼の理論を導き、それを正当化している非音楽的な屁理屈に対して

向けられている。

　1921 年の夏、形式に対する私のすべての要求を実現する形式を発見したと思っ

たとき、私はほとんどハウアーと似たような誤謬に陥るところだった。私も当初は、

唯一可能なやり方を見つけたと信じていた。事態はハウアーよりも私のほうにより

よく進展した。つまり彼はひとつの可能性を発見したが、私は多くの可能性の扉を

開く鍵を見つけたし、それは私がすぐさま実現してみせたとおりである。彼の思い

違い、彼が間違いを犯し、また犯さざるを得なかったという事実は、私にとってじ

つに啓発的だった。彼は解決を宇宙に求めた。私はもっぱら自分の頭を働かせるこ

とに努めた。かりにも頭脳と宇宙に互いになんらかの共通点があるとしたら、頭の

中で発見できることは、かならず宇宙にも当てはまるだろう。（……）音楽家であ

れば、天文学によってそれなりに正確に発見された宇宙の諸法則をどうにかこうに

か適切に応用することより、宇宙の秘密ではないにせよ、すくなくとも音の秘密は

“調性の”道沿いで発見できると考えるほうがよほど理に適っているのではないだ

ろうか。10)

　すでに述べたように、シェーンベルクの「十二音システム」が「相互にのみ関連づけ

られた十二音による作曲」であるということは、そのシステムの外部にあるいかなるも

のともそれはまったく関連を持っていないということだ。一方ハウアーにとって、彼の

システムは宇宙の法則によって表象されたものであるらしい。映画『マトリックス』の

物語の前提になっているのは、マトリックスのなかの世界がすべてメガコンピュータに

よって作り出され、操作された 仮
ヴァーチャル・リアリティ

想 現 実 であるという仮説だが、ハウアーもまたみ

ずからの仮想のシステムの背後に宇宙の法則という本物のシステムがあると信じている

わけである。いずれにしても、シェーンベルクとハウアーのどちらが早く「十二音シス

テム」を発見したかとか、どちらがより優れたシステムであるかとか、あるいはもっと

あからさまに言って、どちらがより優れた作品を残したかということは、じつはまった

くどうでもよいことである。ただ、ハウアーは「ひとつの可能性を発見したが、私は多

くの可能性の扉を開く鍵を見つけた」というシェーンベルクの言葉は、示唆的である。

それが宇宙であれ、神秘であれ、神であれ、あるいは社会であれ、政治的イデオロギー

であれ、音楽のシステムがなんらかのものの表象であると偏執
4 4

的に
4 4

信じられているかぎ

り、そのシステムにはただひとつの可能性しかないことになる。言うまでもなくそれ
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は、その外部にある法則によってのみ、支配され決定されるはずだからである。そして

それは単にハウアーのハウアーによるハウアーのためのシステムでしかないだろう。だ

が「多くの可能性の扉を開く鍵」は、シェーンベルクにシステムのさまざまの利用可能

性を与えただけでなく、おそらくは彼の想像を超えた、場合によって彼の意図に反する

ような広範なネットワークをももたらすことになった。このネットワークは、すでに触

れた「トータル・セリエリズム」や「ミュジーク・ストカスティク」、「ミクロポリフォ

ニー」ばかりでなく、バッハやベートーヴェンやブラームスはもちろん、中世・ルネッ

サンスの多声までも包摂するマトリックスなのである。

　シェーンベルクは、バッハこそ十二音の最初の作曲家だ、という冗
ジョーク

談を好んで口にし

ていたらしいが、このエピソードは、シェーンベルクが調性の破棄と引き換えに手に

入れた音楽システムの射程の広さを物語るものだ。11) 「不協和音の解放」によって調性

という外
ファサード

観にとらわれる必要がなくなれば、和声が多声の動きを邪魔することもない。

だからシェーンベルクのマトリックスは、たとえば指揮者のジョナサン・ノットが見事

に実現してみせたように、トマス・タリス（c.1505-1585）とジェルジ・リゲティ（1923-2006）

の音楽を四世紀の時を超えて結びつけ、相互に照応させることを可能にするのである。

　2007 年 9 月 2 日、ルツェルン・フェスティヴァルでのマチネを、ノットはバンベル

ク交響楽団とロンドン・ヴォイセズとともに、多声音楽の 400 年を往還するプログラム

で構成した。ノットはまずリゲティの 16 声部の無伴奏混成合唱のための『ルクス・エ

テルナ』（1966）を冒頭に置き、ストラヴィンスキー（1882-1971）の『春の祭典』（1913）

で前半を終え、休憩をはさんで後半を、タリスの40声部の無伴奏混声合唱のためのモテッ

ト『汝のほかにわれ望みなし Spem in alium』（作曲年代は、推定で 1567 年から 1572

年までの間）で再開し、リゲティのソプラノ、メゾ・ソプラノ、2 群の混声合唱とオー

ケストラのための『レクイエム』（1965）で全体を締めくくっている。たしかにシェー

ンベルクの曲は登場しないが、このプログラムからすっぽり抜け落ちている調性システ

ム全盛期のバロックとドイツ古典派・ロマン派の頭越しに、タリスとリゲティが呼応す

るさまは、シェーンベルクがたえず追求していた、そしてまたおそらくは彼自身想像す

らしなかったであろう多声音楽に潜在する可能性を見事に際立たせていた。

　『ルクス・エテルナ』では、16 人で構成された混成合唱のそれぞれの声部が互いに複

雑に重なり絡み合いながら、各々の声部の“線”を浮き立たせ、あるいはまた一定の音

域を微分音程で埋め尽くすことで“面 Klangfläche”を形成し、音の密度や 質
テクスチュア

感 を融

通無碍に変化させていく。曲は静かに消え入るように閉じられるが、ノットはほとんど

間を置かずに、すでに開演前にチューニングを済ませて待機していたオーケストラとそ

のまま『春の祭典』序奏のファゴット・ソロに入る。ポリリズムと多
ポリトナリティー

調 性ばかりが注

目されるこの曲だが、コール・アングレと三本のファゴットの楽節はあたかもノートル 
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ダム楽派の四声オルガヌムのようだし、その後も複雑なリズムや調性構造よりも、対位

法的な線の動きがくっきりと浮かび上がって聞こえてくる。ノットが必ずしもそれを強

調したわけではないのかもしれないが、『ルクス・エテルナ』を聴いたばかりの耳は、

ごく自然に多声的な進行を追いかけることになる。事実、そうでなければわざわざ『春

の祭典』をリゲティのあとに、しかも聴衆の拍手で二つの曲を分断させないように細心

の配慮をしてまで、すぐに続ける必要もないだろう。ついでにつけ加えて言うと、シェー

ンベルク不在のこのプログラムだが、ストラヴィンスキーがこの曲の初演の前年、シェー

ンベルクから『ピエロ・リュネール』（1912）の四回目のリハーサルに招かれて立ち会っ

ていたこと、あるいはまたなぜかシェーンベルクの死後、それまでまったく彼の眼中に

なかったはずの十二音や音列による作法を取り入れたことを思い出しておくことも無駄

ではないかもしれない。

　各ユニットが五声部からなる全部で 8 つのユニットで構成されたタリスの 40 声部（8 

× 5 声部）のモテットは、12 代アランデル伯ヘンリー・フィッツアランが当時所有し

ていた「ノンサッチ宮殿 Nonsuch Palace」の八角形の大広間で演奏することを想定し

て作られたようだ。合唱は聴衆を取り囲む形で配置されたと推測されている。いわゆる

シュー・ボックス型のルツェルンのコンサート・ホール（KKL）では、舞台後方のバ

ルコニー席に 8 つのグループが左右いっぱいに散りばめられているため、サラウンド効

果は望めないが、そのかわり、分厚く重ね合わされ、ほとんど隙間なく密集した 40 も

の声部が作り出すステレオフォニックな“面 Klangfläche”の強度は圧倒的な効果をも

たらす。そしてさらにその強度はリゲティの『レクイエム』の百数十名に増強された

合唱とオーケストラによる硬質な響きにおいて頂点に達するのである。曲は「入祭唱 

Introitus」で始まり、カノンの厳格さと地声
4 4

によるざわめきのカオス、低い音域と高い

音域、透明なポリフォニーと分厚いホモフォニー、あるいは柔らかな質感と威圧的な量

感を対照的に交差させながら、最終的に「涙の日 Lacrimosa」の死の静寂へと収束する。

　リゲティの二曲を枠にして、その間にストラヴィンスキーとタリスを置いたこのプロ

グラムは、シェーンベルクの「十二音システム」をその可能性の（不在の）中心に据え、

それが切り開いた過去から未来に及ぶ音楽的領域の射程を明確に縁どっている。それは

たとえば、ケージがデュシャンやマレーヴィチをまねて切り取ってみせたあのすべての

音事象を音楽にしてしまう「空白の場」とはまったくの別物である。シェーンベルクの

マトリックスから、少なくともケージのかなりの作品は排除されるほかないだろうが、

いずれにしても、このマトリックスが 20 世紀後半の作曲にひとつの決定的な方向性を

もたらしたことは疑いようもない事実である。

　20 世紀初頭、リヒャルト・シュトラウスは二つのオペラ『サロメ』（1905）と『エレ

クトラ』（1908）で半音階的進行の多用によって調性感を欠いた、とりわけ後者では限
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りなく“無調”に近い領域に踏み込む。それはシェーンベルクが調性を放棄することに

なる時期とほとんど寸分違わず重なっているが、シェーンベルクとは対照的に彼は“無

調”という「現実界の砂漠」を前に次作のオペラ『ばらの騎士』（1910）で早々と“転向”

し、ふたたび調性感のある、あるいはローゼンによればシェーンベルクが侮蔑的な意味

を込めてそう名づけた「擬似調性的 pseudo-tonal」12) 作曲へと退行する。調性システム

が明らかに破綻していることを感じながら、というよりはむしろそう認識しているがゆ

えに、「調性という外面上の体裁を取り繕う」13) シュトラウスとあらたなシステムを求

めて未知の領域に踏み出すシェーンベルク。いずれの判断が正しいかどうかはさしあた

りどうでもいい。むしろ重要なことはつぎのことだ。すなわちシュトラウスの退行が意

味しているのは、調性をいわば 仮
ヴァーチャル・リアリティ

想 現 実 とみなすことで、その外部に“無調”とい

う「現実界の砂漠」が本当の
4 4 4

現実
4 4

として表象されるということであり、また一方シェー

ンベルクの改革が明らかにするのは、“無調”という「現実界の砂漠」は蜃気楼であって、

調性というマトリックスが破綻し消滅すると同時に、それもまた消えてなくなるという

ことである。

　映画『マトリックス』のなかの二つの印象的なシークエンスを思い出してみよう。主

人公ネオ（キアヌ・リーヴス）にモーフィアスはこの世界はなにかが狂っていると感じ

たことがあるだろうと言い、真実への扉を開く赤の錠剤と現状のマトリックスのなかの

生活へ引き戻す青の錠剤を差し出す。ネオは赤い錠剤を選択する。もう一つは、かつて

モーフィアスの赤の錠剤を選択したサイファーが、マトリックスのエージェント、スミ

スと会食している場面だ。そこでサイファーはフォークに刺したステーキを見せて、こ

れが幻覚だということは分かっているが、マトリックスが脳にそれはジューシーでおい

しいと告げてくれると言って、自らの“転向”を表明する。ジジェクは「マトリックス

はまた、私たちを現実界から隔離し、“現実界の砂漠”を耐えられるようにするスクリー

ンの働きをしている」14) と言う。もちろんサイファーやシュトラウスにとって、マトリッ

クスはそのように機能しているだろう。ただ、ネオやシェーンベルクにとってマトリッ

クスはまた別の意味をもっている。サイファーとネオを比較して、ジジェクはつぎのよ

うに言っている。

　要するに彼（サイファー）は快楽原則に従っている。それは彼に、かりに幻覚に

すぎないとしても、その幻覚の中にとどまるほうが望ましいと語りかける。しかし

映画『マトリックス』の選択はそれほど単純なものではない。（……）つまり選択

は苦い真実と快楽の幻覚との間ではなくて、むしろ幻覚のふたつの様態の間で行わ

れるのである。“裏切り者”が私たちのいわゆる現実という名の幻覚に縛られ、マ

トリックスによって支配され操作されるのに対して、リーヴスは私たちが無数の



225

シェーンベルクのマトリックス

ゲームを自由奔放に次々にこなし、私たちの現実の経験を固定しているルールを作

り替えながら、それにうち興じることができるそんな遊び場として、この世界を人

類に提示するのである。15)

　シュトラウス的な「擬似調性的」作曲もまた“無調”という名の幻覚に縛られ、調性

システムというマトリックスによって支配され操作される。それに対してシェーンベル

クのマトリックスは、まさしくジジェクの言うような「遊び場」としてある。
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