ハンガリーの作曲家クルターグ・ジェルジュのレッスン
― 音と沈黙からのメッセージ ―

凡例
１．表記について
１）見出し・本文とも原則として現代仮名づかい、常用漢字を用いる。ただし、固有名詞、
用語、引用文などはこの限りではない。
２）外国語は、なるべく原語に近い発音のカタカナで表記し、2 単語以上で成り立つ用語は、
単語ごとにナカグロ「・」を入れ、（

）内に原語を記す。なお、原語の発音と違

っていても、日本語での読み方が一般化している場合は、そちらを用いる。
３）外国語の氏名は、カタカナで表記し、姓名の間にナカグロ「・」を挿入した。また（

）

内に現地で用いられる字綴りを表記した。なお、初出の際、姓名や生年などを表記し、
以降は、姓のみを表記する。
４）研究者、演奏者等の氏名には、敬称をつけない。
５）引用・参考文献については、著者名、出版年、論文名、著書名、出版地、出版社、ペ
ージ数の順で表記した。暦年は、西暦で統一した。
６）欧米の著書名、雑誌、CD、DVD のタイトルは、イタリック表記とする。
７）ハンガリーでは、名前を姓名の順で表記するので、本著でもハンガリー人については
姓名の順で表記する。例外としてカーネギー・ホールのプログラムについては、プロ
グラムの書き方に準じる。
８）ハンガリー語では S は、シュと発音する。日本では、一般にブダペストと呼称される
が、本来の発音に近いブダペシュトと表記した。
２．記号について
「

」 論文名、引用文、引用句、項目名、曲名、演目名など。

『

』 日本語の著書名、雑誌名、曲集名、引用文の引用句、CD、DVD、ビデオの
タイトルなど。

（

） 引用・参考文献および主な引用のページ数、外国語および外国人名の
原語表記・生年など。

３．地名について
第二次世界大戦以降、かつてハンガリー領であった地域がルーマニア領となり、地名が
変わった。ハンガリー地名・ルーマニア地名の順で表記する。
４．写真について
撮影者名のないものは、筆者の撮影である。

まえがき
ハンガリーの作曲家クルターグ・ジェルジュ（Kurtág

György 1926- ）が、20 世紀後

半から 21 世紀前半を代表する作曲家の 1 人であることを、疑うことはできないだろう。ク
ルターグの音楽は、初演を終えると、世界の各地で再演され続けている。それは「現代音
楽」というジャンルでは、類まれなことだ。音と沈黙から人間へのメッセージを届けるク
ルターグの音楽を日本中の人々に聴いてほしい。私は、ペンを取り始めて改めて強く願っ
ている。28 年間、クルターグの音楽やレッスンを世界の各地で聴き続けた私は、何という
幸せ者かと思う。
クルターグについては、ハンガリーを中心に多くの書物が書かれ1、CD や DVD もリリース
されている2。ただ一つあまり書かれていないものがあるとすれば、クルターグのレッスン
だ。クルターグにとって、教えることは、生きることと同義語とも言える。クルターグの
レッスンを 1987 年 1 月から今日まで、ずっと見学し、レッスンを受けて来た私に3、クルタ
ーグ夫妻は 2015 年 3 月、「28 年間、ミヤコの見て来たレッスンを書きなさい」とおっしゃ
った。本著は、3 章からなるが、全てを「レッスン」というキーワードで読んでいただきた
いと思う。本稿にある解説やリサイタル・レポートもクルターグのレッスンから学んだエ
ッセンスだ。作曲家のレッスンは、貴重で興味尽きないものがある。それをいくばくかで
もお伝えできればと願う。
最初にヴァイオリニスト菊地裕美（きくちひろみ）4のクルターグへの思いを綴った文章
を紹介する。菊地は、クルターグから「...コンチェルタンテ...(...Concertante...)」や
「ヒパルティータ(Hipartita)」5を贈呈され、初演から、世界の大きなステージでこれらの
1

Bálint András Varga: György Kurtág: Three Interviews and Ligeti Homages (Hardback) University of Rochester
Press, 2009, György Kurtág: Reintoarcerea la matricea spinyuala, Constantin-Tufan Satan , Kurtg
http://brahms.ircam.fr/gyorgy-kurtag#resources, György Kurtág 1998 Ernst von Siemens Musikpreis

2 YouTube に演奏も多くアップされている。
3

私は、1987 年 1 月第 2 週、今から 28 年前、初めて、リスト音楽大学でクルターグの室内楽レッスンを見学した。60
歳を超えたクルターグは、少年のように飛び、喜びに溢れて歌い、ピアノを弾き、教えた。日本で経験して来たレッ
スンという概念とはほど遠い、想像したこともなかった音楽の誕生する瞬間だった。以来、27 年間、クルターグのレ
ッスンをリスト音楽大学や世界の各地でのワークショップ、そして初演などの演奏会で聴き続けて来た。

4

桐朋学園大学研究科卒。斉藤秀雄、最後の弟子。桐朋学園在学中に第 49 回 NHK・毎日新聞社共催 日本音楽コンクー

ル第 2 位、研究科終了後、文化庁 在外研究員としてドイツ・ケルンの音楽大学へ留学、以後、多くのコンクールに入賞、
アムステルダムを根拠に各地で演奏活動。「...コンチェルタンテ...」や「ヒパルティータ」を贈呈され、世界の各地
で演奏を行っている。
5

．．．Concertante．．．Op.42 2002-2003 年

年）。初演 ベルリン

2007 年改訂 初演 2003 年 9 月コペンハーゲン。Hipartita Op. 43（2000-04

作品の演奏を続けている。菊地の文章に、クルターグの全てが凝縮されている。

「そう、私の曲を弾くということは、生命の危険を伴うよ！」
これが、私たちの共同作業に当たっての最初の言葉であった。 間もなく、私はその言葉
の意味を理解することになる。
「ppp だけれど fff！！」 「Diminuendo だが Crescendo でも ある！！」
彼は時として正反対の要素を二つ同時に求めてくる。 瞬時にこの相反するキャラクター
を連続して表現しなければならない。 極度の緊張感を持続させ、自分の持てる全エネルギ
ーを出し切っても、際限の無い彼の要求に対しては十分ではない。
「一音一音に、一つの弓使いに、おまえの全生命を宿すんだ！」
彼は常に「核心」を伝えようとする。 しかし答えを教えてくれるのではない。 鍵（Key）
となる言葉、また 膨大な資料の CD、DVD を渡してくれる。 彼の自宅での共同作業後、
選んだビデオを （音楽関係のものは もちろん、チャップリン、黒澤、フランス映画 ・・・）
を一緒に見ることも あった。時には芝居や小説の話をし、時には彫刻展、絵画展に足を運
び、 語り合う。彼はそのような機会を作りながら、トータルとしての鍵（Key）を 与えて、
それを私がどのように広げるかを待っている。

夏のある日、南ドイツの山の中にいた私の携帯電話が鳴った。 あいさつもそこそこに、
突然彼はこう言った。「きみたちのために コンチェルタンテを書く ！ 」
この創作活動に入るために、すべての仕事をキャンセルし、準備期間 として四週間とい
う異例の休暇をとった。「ゼロに帰って、始めよう」という 彼の覚悟だと感じることがで
きた。 長い休暇を終えてボルドー近郊の自宅に戻ったその日から、毎日のよう に電話と
ファックスでの会話が始まった。今日一日何をしたのか、何を 想い、どのように感じ、そ
れをどのように音にしていくのかを、つぶさに語ってくれた。送られてくる手書きのスケ
ッチを弾いてみては、意見を交換し合う日々が続く。そのようなやりとりから、私は彼の
精神状態や製作状況を手に 取るように感じることができた。時には、行き詰って苦悶する
こともあったが、 決してあきらめないと約束してくれた。そしてある日、憔悴しきった、
しかし心の底から弾んだ、嬉しそうな声が 届いた。「例の一小節が完成した！」 彼はた
った一小節のために数日間も苦しみ、それまでのスケッチを 破り捨て、作曲し直したのだ。
想像もできない生みの苦しみの果てに、深い愛情と喜びに包まれて 生まれてきた音の
数々・・・。その苦しみと喜び、作品への愛情を知る私は、 その一音一音を意識せずに演
奏することはできない。
彼の音楽の素晴らしさはどこから来るのだろうか。 それは、類稀なる謙虚さ、正直さ、

非常にリベラルであること、 そして何事にも恐れずに向っていく勇気。それらが渾然一体
となって、 彼の音、音楽を通して伝わってくるからだと思う。
常に不可能と感じることなく、追求あるのみ、今も挑戦し続けている。己の限界をも超
えるかのように ・・・。
90 歳にして今も尚、 努力と向上心を持って・・・。

クルターグの作品初演は、著名な演奏家が演奏する。クルターグは、全ての演奏家にレ
ッスンをする。クルターグのレッスンは、作品のアナリーゼだ。クルターグは、ピアノ以
外の楽器は弾けない。だから、どんな時でもピアノを弾き、歌い、音楽の秘密を楽譜から
読み取り伝える。クルターグのピアノは、どの楽器よりもその楽器らしい音がする。クル
ターグの頭の中には、音楽史の全ての作品が入っているかのようだ。もう何百回も弾いて
完璧に理解しているであろう作品でも、レッスンにあたって、クルターグは、とことん楽
譜に向き合い楽譜を読み、新たに作品を理解しようと勉強する。
クルターグの求めるところは、作曲者が楽譜に書いた真実だけだ。忙しく世界中を演奏
してまわり、依頼された初演をこなすつもりの演奏家に、楽譜を前に細かく語るクルター
グが、何を言いたいのかを理解することは難しい。クルターグの言うことの意図が分から
ない。クルターグは、自然な音と沈黙からなる音楽の本質を語るのだが、独特だ。クルタ
ーグが、楽譜について、その音や沈黙について語ることを理解することの困難。
しかし、やがて、クルターグの言わんとするところが分かったとて、分かることとでき
ることの間には、とてつもない断絶がある。できるつもりでできない苦しみ。クルターグ
のレッスンの見学は、そのような厳しい時を共有する積み重ねでもあった。
クルターグのレッスンは、日本の音楽のあり方や教え方とはあまりにも違う。クルター
グのレッスンは、ほとんどがピアノか歌で表現され、言葉はとても少ないから、書くこと
は難しい。しかし、クルターグご夫妻がおっしゃらなくても、クルターグのレッスンや演
奏会、初演を 28 年もの間、世界中で聴いた私は、それを体験したことのない日本の若い世
代に伝える責務があると考えて来た。それは、難しく困難な仕事だけれど、私にとって、
最も大切な仕事だ。書けないという苦しみと、このような大切なことを書くと言う幸せを
かみしめながら、本書に向かっている。
クルターグは、2015 年 6 月、スペインの BBVA 財団の 2015 年の現代音楽カテゴリーで、
「稀な表情豊かな強烈さ」に対してフロンティアの知識賞を受賞した6。国際審査員は、ク

6

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

2008 年に設立され、毎年スペインの金融グループである BBVA 財

団と、スペインの主要公的研究機関であるスペイン科学研究高等会議（スペイン語版）（CSIC）によって、科学や人文
科学等で貢献のあった人物を表彰する賞。

ルターグの際立っているのは、彼の音楽の素材ではなく、その精神にあり、その言語の信
憑性、そしてそれは形式主義と表現との間で、自発性と反射との間の境界線を横切るよう
にしていると書いている。クルターグは、ヨーロッパの現代音楽シーンにおいてリゲティ、
シュトックハウゼンやブーレーズの世代の名前に連ねる。
クルターグは、2016 年 2 月 19 日、満 90 歳の誕生日を迎えた。ブダペシュトで、2 月 14
日から 22 日まで、「クルターグ 90 ガラ・コンサート」が7毎夜行われた。毎夜 3 時間余り
のコンサート、最後の日は、彼が学んだ音楽史上の作曲家の作品も並んだ。連続音楽会の 2
日目、2 月 15 日、ピアノ小品集『あそび（Játékok）』を中心としたプログラムが演奏され
た。かつて私は、『あそび』について、とりわけ日本人に重要な作品集と書いた。この日
の演奏は、『あそび』の 1 巻からも、これまでステージであまり演奏されたことのない作
品が、これまで聴いたこともないほど、美しく楽しく奏でられた。『あそび』やクルター
グのその他の作品の多くは、すでに 20 世紀の音楽史の重要なレパートリーとなっていたの
だった。そして、クルターグがあれほど熱心にリスト音楽大学8で教えた教え子たちは、す
でに次世代の優れた「クルターグ的」な思想を音楽に対して持つ演奏家に育っていたのだ
った。それは、私にとって、衝撃であった。このことの発見、それが、私にとってクルタ
ーグ 90 歳記念ガラ・コンサートだった。それは、コダーイが構築したハンガリーの音楽教
育が基盤にあって、クルターグが、自国に留まって、70 年近く教え続けたことの成果なの
だと思い至ったのだ。
クルターグは、約 10 年かけてサミュエル・ベケット（Samuel Beckett；1906 年 4 月 13
日 - 1989 年 12 月 22 日）9の、「エンド・ゲーム」10のオペラの作曲に命をかけている。
まさに、1 秒、1 秒、命を削りながら。「クルターグ 90 ガラ・コンサート」の 2 月 18 日
には、そのごく一部が初演された。演奏を聴いていたクルターグは、いとも自然にステー
ジに上がり、ピアノの傍に行き、いつものように、歌い、ピアノを弾き、短く止めて、レ

7

Kurtág 90 2016 Febrár 14-21 BMC, Zeneakadémia, Mupa

8

正式名称はリスト・フェレンツ音楽大学（Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem）。1875 年ハンガリー王立音楽院

（Országos Magyar Királyi Zeneakadémia）という名称で設立された。その後数回の名称の変更を経て、2000 年にそれ
までのリスト・フェレンツ音楽専門学校（Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola）から現在の名称となった。そのため
年代によって名称が異なり、リスト音楽アカデミー（Zeneakadémia）という通称もあるが、本書では「リスト音楽大学」
と統一する。
9

10

アイルランド出身のフランスの劇作家、小説家、詩人。
『勝負の終わり』（Fin de partie）とは、劇作家サミュエル・ベケットによる 戯曲。『ゴドーを待ちながら』の 4

年後、1957 年に初演された。タイトルの由来はチェス 用語の『終盤戦』。

ッスンを始めた。常のように終わりのないレッスンを始めたクルターグに、止めが入った。
これは、90 歳記念のガラ・コンサートのプログラムだったのだから。
満 90 歳を迎えたクルターグは、日本へ来ることも、日本で演奏することも、教えたこと
もなかった。それは、日本にとってだけでなく、クルターグにとっても何と残念なことだ
っただろう。近頃私はそう思う。もしクルターグが日本に来ていたら、クルターグの作品
もまた、日本から何かを受け取って変わったかも知れない。もしクルターグが日本に来て
いたら、日本は、クルターグに何を与えただろうか。クルターグは、何を受け取っただろ
う。

