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浅田 彰
亀山郁夫

事はなくなるなあと思ったほどでした。

私はなるべく聞き役に徹し、浅田さんにご自由にお話しいた

だければと思っています。まずロシア音楽や、ショスタコー

過大なお褒めの言葉をいただきましたが、僕はそもそも

ヴィチの印象をお話しください。
浅田

︱

ロシア語ができないし、音楽の専門家というわけでもない

フランス語を勉強したせいもあり、フランス音楽は好きですけ

ただ、いわゆるクラシックの中核をなすバッハや、ベートー

れど、音楽全般について語る資格があるかどうかわかりません。

ヴェン、ブラームスといったドイツ語圏の音楽に対し、周縁に

あったフランス音楽は、さらに周縁にあったロシア音楽から大

きな影響を受けているんですね。

たとえばドビュッシーは、チャイコフスキーのプラトニック

な恋人だったフォン ・メック夫人のお抱え音楽家だったことが

あり、ロシア音楽をよく知っていた。チャイコフスキーのみ

ならずムソルグスキーやリムスキー ＝コルサコフの影響も大き

かったのは、ラヴェルによるムソルグスキーの﹃展覧会の絵﹄

亀山

そのまま生かし、そこにカラフルな香辛料やドレッシングをか

だシチューのようなものだとすれば、ロシア音楽は生の食材を

がっちりと構成されたドイツ語圏の音楽が、じっくり煮込ん

のオーケストレーションからもわかる通りです。

に音楽について。しかもロシア音楽、さらにショスタコーヴィ

けた料理のようなもので、それがフランス音楽を刺激したんで

は、折に触れてうかがってきました。十九世紀末から二十世紀

の、あるいはロシア文学、ロシア音楽、ロシアの芸術に関して

盛んになる

ロシアに伝え、十九世紀にはフランス以上に新古典派バレエが

あるいは、フランスの古典的バレエをマリウス ・プティパが

すね。

初頭、スクリャービンという代表的な作曲家がおりますが、そ

る一連の作品がいまも世界中で踊られているくらいですが、二

チャイコフスキーの音楽とプティパの振付によ
の作曲家に関する浅田さんのエッセイを読んだとき、本当に衝

十世紀の初頭にはディアギレフの設立したロシア ・バレエ団が

︱
撃を受けて、ロシア音楽でここまで書かれてしまうと僕らの仕

浅田さんのロシアに対するお考え、ロシアという国そのも

チということで、若干、興奮気味でおります。

昔から私の尊敬する浅田彰さんと、お話ができる。とく

フランス音楽を通じて「発見」したロシア音楽

ショスタコーヴィチ
を語る

対
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新古典派をひっくり返すダイナミックなバレエによってパリで

と重ねる解釈が示すような二枚舌的な表現を読み取ることも不

﹃森の歌﹄をムソルグスキーの﹃ボリス ・ゴドゥノフ﹄最終場

︱

の午後への前奏曲﹄をニジンスキーが踊ってスキャンダルを起

その頂点でしょう。その前年には、ドビュッシーの旧作﹃牧神

ラヴィンスキー作曲 ・ニジンスキー振付による﹃春の祭典﹄は

のを発揮してしまう、その点はスターリンにとっても大変うれ

亀山

大芸術家だと考えるようになりました。

可能ではない。そういう見直しも含めて再発見する価値のある

センセーションを捲き起こすことになる

こしていたし、ラヴェルの新作﹃ダフニスとクロエ﹄も上演さ

しいことだったと思いますね。

偉大な芸術家は安易な迎合の中でもやはり天才的なも

れていた。一三年にはラヴェルとストラヴィンスキーがディア

ショスタコーヴィチは一九三〇年代半ばから批判され、その

後、社会主義リアリズムの路線に乗って書く。では社会主義リ

アリズムとは何か。一部の知的なエリートのための音楽ではな

を依頼され、共同作業をしたりもしているんですね。

ギレフからムソルグスキーのオペラ﹃ホヴァンシチナ﹄の補作
こうした意味で、ドイツ音楽を真ん中に置くとすれば、僕自

く、やはり労働者大衆、農民など、ごく一般の大衆にわかる音

文学では社会主義リアリズムは﹁革命的ロマン主義﹂とも呼

身はフランス音楽を通じて反対側にあるロシア音楽を発見した
ただ、フランス音楽がロシア音楽の影響を受けながらそれを

ばれる。革命的なものは当然ロマン主義的なんですけれども。

楽。それが﹁前衛的な音楽﹂だという思想です。

洗練したとすれば、ロシア音楽自体にはどこか粗野なところ、

社会主義の未来 ・将来を、作家のヴィジョンを通して描く作品

と言えるかもしれません。

重苦しいところがあり、それはやはり苦手といえば苦手でし
た。また、ショスタコーヴィチの場合も、あまりに堂々とした
交響曲第五番やナチス ・ドイツに対するソヴィエト ・ロシアの
英雄的な戦いを高らかに讚美する第七番、そしてこれから聴く
﹃森の歌﹄のような作品の場合、スターリンへの面従腹背の中
から生まれた秘かなアイロニーを帯びている作品だと知りなが
らも、それをいまストレートに評価し得るものなのか、どこか
ひっかかるところがあったんです。
ただ冷戦終結後すいぶん経って振り返ると、﹁ショスタコー
ヴィチがスターリンに妥協して書いた一連の作品はプロパガン
ダ音楽に過ぎず評価できない﹂というのは、あまりに単純化が
過ぎる決めつけだったと思えてきます。たしかに妥協だったか
もしれないにせよ、その中には、ショスタコーヴィチならでは
の天賦の才能が明らかに現れているし、亀山さんの紹介された
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ルに描けば現体制批判になってしまいます。ウクライナやヴォ

〇年代のソ連は農業集団化できわめて悲惨な状況だった。リア

が生まれると考えるのに対し、社会主義 ・共産主義は前衛党の

益を求めて競争する結果として、ボトムアップで効率的な均衡

る

釈迦に説法になりますが、資本主義は基本的に市場主義をと

ルガ川の沿岸で数百万人が餓死した。そんな現実を︿直視﹀す

指導する革命を志向するもので、その指導者は自らの理論的前

です。なぜ未来か。社会主義の現実を描くと、たとえば一九三

る作品を書けば検閲にひっかかります。
﹁こういう美しい世界

衛性、さらには文化的前衛性を主張しようとします。資本主義

しろ英国のヴォーン ＝ウィリアムズのほうに魅力を感じました。

デュリュフレの﹃レクイエム﹄も、後半はかなり退屈した。む

もうついて いけな いん です。ラ ・フォ ル ・ジュ ルネ で聴 いた

す。しかし二十一世紀以降、ラヴェル亡き後のフランス音楽は

やフォーレに夢中になった時期もあり、最近でもよく聴きま

音楽はちょっと苦手なところがあります。かつてベルリオーズ

方向性が違っているかもしれません。たとえば私は、フランス

このあたりは、フランスを中心とした西欧の音楽とはかなり

それも、絵画で言えば最初はマレーヴィチのシュプレマティズ

る芸術の革命として、ロシア ・アヴァンギャルドが出てきた。

一九一七年のロシア革命の段階では、政治の革命と同時並行す

そのスターリンの社会主義リアリズムですが、それに先立つ

が、文化がそれだけ重視されていたということでもあります。

指導している。ショスタコーヴィチにとっては迷惑な話です

かなう、しかし世界的に評価されるような作品が生まれるよう

人がショスタコーヴィチに直接電話までかけて、自分の眼鏡に

いのに対し、ソ連では驚くべきことに他ならぬスターリンその

エリートがトップダウンで指導するより、万人が私的利

が訪れる﹂と、未来志向的に描かざるをえなくなる。そこに、

体制の指導者は前衛芸術家が何をやっていようが気にもとめな

︱

ロマンティックなものが入り込む余地があります。

デュリュフレの作品はフォーレに次ぐ傑作レクイエムと言われ

ムのように芸術の至高の最終地点を目指すのだけれど、次世代

いえば、亀山さんのご専門のフレーブニコフが超言語まで行き

るそうですが、やはりロシアの音楽に長く親しんでいるとあま

田さんから、ドイツの頭越しにロシアのある種のカラフルで情

ついたあと、次世代のマヤコフスキーらがわかりやすい言葉で

のロトチェンコらになると、そのタブラ ・ラサ︵白紙︶から出

念的なものがフランス音楽に入ってきているとうかがえば、フ

プロパガンダ的な表現を行なうようになる。ロトチェンコのデ

発して社会全体をデザインし直そうと考えるようになる。詩で

ランスは決して繊細一辺倒ではなく激しい音楽もある。じつは

ザインとマヤコフスキーのコピーを組み合わせた宣伝ポスター

ます。耳がかなり野蛮化しているせいかもしれません。ただ浅

まさにその部分で、ロシアの奔放さをひとつの受け皿として、

なんていうのもあります。

り耳に入ってこない、ストレートに魂に届かないところがあり

フランスは受け継いでいるのかなということをちょっと発見す

た。すでにレーニンが、若いアーティストのいたずらに前衛的

しかし政治の革命と芸術の革命の蜜月は長くは続かなかっ
浅田

な形式の遊びはむしろブルジョワの子弟の観念的な跳ね上がり

る思いがしました。
ないけれど、まあフォーレの﹃レクイエム﹄があれば十分で

にすぎず、政治において無謀な冒険に訴える極左小児病と同根

そうですね。他方で僕はデュリュフレの洗練が嫌いでは
しょう。
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帰結するわけです。

きだと考えており、それがスターリンの社会主義リアリズムに

たら、それに奉仕する芸術は彼らに広く理解され支持されるべ

だ、真の革命が労働者や農民とともに着実に歩むべきものとし

のも、そう考えればよくわかる。たんにスターリンの個人崇拝

スタコーヴィチの﹃森の歌﹄がオラトリオとして書かれている

うにも思えますが、刺激的であるには違いないでしょう。ショ

ているのだ、と。この見方はいささかアイロニカルに過ぎるよ

曲やアイロニカルな曲を書くと﹁形式主義的だ﹂と批判される

ンギャルドを抑圧し、ショスタコーヴィチなどもわかりにくい

ほうがモダニズムの﹁前衛﹂を押し出さざるを得ない、という

﹁反革命的﹂であるはずのアメリカを中心とする資本主義圏の

が一見保守的な社会主義リアリズムを標榜したのに対し、本来

いずれにせよ、世界的には冷戦終結前はソヴィエト ・ロシア

に奉仕するものと考えるべきではないのかもしれません。

ことになる。ただ、ソヴィエト ・ロシア末期の反体制芸術の紹

通説的には、そうした社会主義リアリズムがロシア ・アヴァ

介者だったボリス ・グロイスが﹃全体芸術作品スターリン﹄で

ね。それに対し、ソヴィエト ・ロシアは革命的だったはずが、

奇 妙 な 事 態 と な っ た。 日 本 で も 、 敗 戦 後 に 十 数 年 の ブ ラ ン ク

スターリンまできて、ソヴィエト ・ロシアの一国社会主義体

先祖がえりみたいに古いリアリズムに戻ってしまい、今ごろバ

打ち出した独特な見方によると、これはアヴァンギャルドの敗

制が安定すると、革命はすでに終わり、闘争の歴史にほかなら

ルザックみたいな小説やベートーヴェンみたいな交響曲を書い

を経てモダニズムが再導入される、その主な窓口のひとつは、

ない歴史そのものが終わって、革命後の社会はすでにポストヒ

ている、あれはアナクロニズムじゃないかと言われていた。た

北ではなく、ある意味でアヴァンギャルドの成就であるとも言

ストリカルな段階に入っている。つまり、政治や芸術のアヴァ

だソヴィエト ・ロシアに言わせれば、前衛ごっこはむしろブル

アメリカ占領軍が各地につくった文化センターだったんです

ンギャルドの闘争によって古いものを倒し、新しいものをつ

釈すれば、前衛が成就されたところに社会主義リアリズムが生

ジョワの子弟の跳ね上がりに過ぎない。さらにグロイス的に解

えるんですね。

働者 ・農民大衆のパラダイスとしてのソヴィエト国家を固め、

くっていかねばならない段階はすでに終わり、成就された労

に見えるけれど、実はそれはパラダイスの情景を描くイコンの

ブーレーズが九十歳で亡くなった。十九歳で終戦を迎え、それ

今年︵二〇一六︶のはじめにフランスの作曲家ピエール ・

まれたのだとさえ言える。歴史とともに見方が大きく変わるの

ようなものだ︵実際、社会主義リアリズム以前にも、抽象化さ

からずっと前衛音楽をリードしてきた存在です。彼の死をもっ

その現実をそのまま表象することが重要になる。社会主義リア

れたイコンのような形で農民を描いたマレーヴィチの絵画があ

て戦後の前衛音楽がひとつの区切りを迎えたとも言えるので、

で、非常に面白いところです。

る︶というわけです。つまるところ、スターリン体制とその社

裏を返せば音楽史全体、さらには文化史全体の再検討が必要に

リズムはたとえば農民の収穫の喜びを写実的に描いているよう

会主義リアリズムは、実はすでにポストヒストリカル、あるい

なってきているんですね。

もちろん、ブーレーズらの仕事は歴史的に大きな意味をもっ

はこう言ってよければポスト ・モダンなのであり、イリヤ ・カ
バコフのようなソヴィエト末期の反体制芸術家もそれを踏まえ
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に出てきたシュニトケらの音楽もまさにポスト ・モダンな面白

であり、聴き直すとなかなか面白い、さらにはソヴィエト末期

も、実はスターリンへの面従腹背の中で生まれた重層的な音楽

う前衛音楽に比べると古臭く見えたショスタコーヴィチの作品

たし、長く聴かれていく価値があると思います。ただ、そうい

いた。しかし一九七〇年代になると、そんなモダニズムの前進

それらをさらに前進させて、いわゆる現代音楽の地平を切り開

無調や十二音技法の音楽があった。メシアンやブーレーズらが

があり、他方でドイツ音楽の先端として、シェーンベルクらの

浅田 そうですね。一方でドビュッシーらのフランス近代音楽

ね。

ところがソヴィエト ・ロシアではスターリン体制が完成され

が前面に出てくるわけです。

いものも同列にコラージュしていく、ポストモダニズムのほう

運動が飽和したかに見えるようになり、むしろ古いものも新し

そういうことが、これまで以上に意識され

︱

さをもっている

いま﹁ポスト ・ヒストリカル﹂という言葉が出ましたね。

るようになったんですね。
亀山

とても大事な概念なので、補足させていただきます。まず歴史
的事実をおさえておきましょう。
る。先進工業国家ドイツに追いつき追い越せの精神で。スター

リアリズムがすでにある意味でポスト ・モダンだったとした

ンと言ってもいい状況になっていたのだとしたら？

た段階ですでに前衛の闘争は意味を失い、すでにポスト ・モダ

リンはこれを四年間で完成しなさいと言って、三二年の段階で

ら？ こういうグロイス的な問題設定からショスタコーヴィチ

一九二八年、スターリンの肝いりで第一次五カ年計画が始ま

いちおう五カ年計画は終わった。ここで共産主義はいったん成

らを見直すと面白いのではないかと思います。

社会主義

立した。共産主義が成立するということは、彼らにとって歴史

ちなみに、ポスト ・モダン ・アートの先駆けといえば、まず

アンディ ・ウォーホルらのポップ ・アートが頭に浮かぶでしょ

が終わったことを意味する。
歴史が終わったのならば、それ以降は前進とか後退とかは関

ういう資本主義リアリズムとしてのポップ ・アートに倣って、

パッケージや宣伝ポスターなんかをコピーして並べるだけ。そ

ダン﹂という言葉でも置き換えることができます。で、そこで

社会主義リアリズムを﹁ソッツ ・アート﹂として打ち出すとい

うが、これはいわば資本主義リアリズムなんですね。商品の

生み出された音楽は、なにか十九世紀の古くさい音楽であった

うのが、ソヴィエト ・ロシア末期の反体制芸術のひとつの流れ

場所を超越した何でもありの空間になっていく。﹁ポスト ・モ

り、妙に前衛的であったりというような、ごたまぜの印象を与

だった。旧東ドイツにいたゲルハルト ・リヒターらの戦略も

係なくなるわけです。後はいわゆる四次元的な空間で、時代や

える。それはとてもいかがわしいものに見えたり聞こえたりす

点から振り返って、社会主義リアリズムそのものがすでにポス

それに通ずるところがあった。むしろそういう反体制芸術の視
これに対して欧米はどうか。フランスの、たとえばデュリュ

ト ・モダンだったのではないかと考えてみる、それがグロイス

るわけです。
フレのような音楽、やはり十八、十九世紀からの伝統をきちん

の見方ですね。

単にスターリン権力に強制されて十九世紀のリアリズムに

と綿密に積み上げて、そうした伝統的なものの上に超近代的な
作品を完成するという、これはやはりモダニズムなんでしょう
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スの見方は多少とも誇張されていて、かなり無理があるのも事

ト ・モダンだったと言っていいのではないか。こういうグロイ

戻ったというわけではない、あるいはそのことも含めて、ポス

ほとんど戦慄的と言っていいほどすごいですからね。

きですが、彼らの弾くプロコフィエフやショスタコーヴィチは、

イオリニストのギドン ・クレーメルと一九八三年に来日したと

るを得ない、と。実際、彼のピアノを初めて聴いたのは、ヴァ

ショスタコーヴィチの「聴き方」

実ですけれど、刺激的であるには違いない。いずれにせよ二十
世紀 末になっ て初め て、ソヴィ エト ・ロシ アの 文化、と くに
ショスタコーヴィチの音楽は、思っていたより複雑で興味深い
ものだったんだということがやっとわかってきたのではないか。

亀山 ﹃森の歌﹄を皆さんが聴いてどういう経験をするか、そ

僕は、ヴァレリー ・アファナシエフというロシアのピアニス

つくられたのは一九四九年。ヨーロッパでは、あらかたいわ

トと親しくて、よく話をします。彼は旧ソヴィエト体制の下で
ト体制が息苦しくてたまらず、一九七四年に西側に亡命する。

ゆる﹁モダニズム﹂の最先端まで行っている時代に、こんなど

れが大切な問題だと思います。

しかしゴルバチョフのペレストロイカからソヴィエト連邦崩壊

こか﹁安っぽい響き、安っぽい感じの音楽﹂があったのか、と

教育を受け、国際コンクールに優勝するのだけれど、ソヴィエ

に至る過程でやっと自由化されたロシアは、エリツィンから

いうふうに捉えることもできるかもしれません。それとも、た

ない。私でいえばデュリュフレの音楽が聴けない、あるいは二

プーチンに至る過程で拝金主義に陥り、文化的にも退廃してし

十世紀前半、アヴァンギャルドの最先端の音楽も何か聴くこと

とえば歌声喫茶で﹃森の歌﹄などの音楽をレコードで聴いたよ

もちろん反体制芸術家は大っぴらには活動できなかったけれ

まった。そこから振り返れば、あれほど息苦しく思えたソヴィ

ど、地下で創作活動を続けることはできたし、地下の情報ネッ

ができなくなった。一種の我々の耳の劣化が起きて、その劣化

うな世代にとっては、﹁我々の青春時代の歌だよなあ﹂とか思

トワークでその活動は実は関係者にはかなり広く知られてい

の文脈のなかで、非常にポピュラーかつ単純なわかりやすい曲

エト ・ロシアも、文化的には豊かだったと再認識せざるをえな

た。反体制の詩人でも、たまたま出版を許された詩集は十万部

としての﹃森の歌﹄を聴くのか。それとも何かもっとポジティ

いながら、
﹁いま聴いたらけっこういいね？﹂と思うかもしれ

も読まれた。いまそれほど部数が出るのは、アメリカや日本と

ブな、芸術の喜びみたいなものを聴くのか、これは聴き手のほ

いと彼は言うんですね。

同じ俗悪なペーパーバックだけだ、と。

ヴィチなどに費やすのは耐え難いと思っていたけれど、振り

は現代音楽に費やすべき時間をプロコフィエフやショスタコー

す。それ以前、ショスタコーヴィチが死んだ一九七五年の八月

るまでは、ショスタコーヴィチを軽蔑していたところがありま

白状すると、私自身も一九九五年に一年間モスクワに留学す

うの決断だと思います。

返ってみればショスタコーヴィチがあれほどの作品を作曲し発

にも、ちょうどモスクワに行っていた。テレビで彼が死んだ

そういう意味で、一方ではバッハやベートーヴェン、他方で

表し続けていたというのは、驚くべき文化水準だったと認めざ
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ニュースが流れ、映された顔がむくんでいて正視に耐えなかっ

ないものがあります。ただ西側との接触が始まるフルシチョフ

を聴けば、新しい西洋的な基準に照らしても相当にレベルの高

時代、一九六〇年代の半ばぐらいからは、本当に若い三十代ぐ

それぐらい、とりわけ交響曲第五番以降の音楽は、非常に

い も のが生 ま れてきて いる。 エ ジ ソ ン ・デ ニ ー ソ フ、 ガ リ ー

た。﹁ああ、ソヴィエト政界の御用作曲家だ﹂と思って、彼を

俗っぽく大衆受けを狙ったようなものとして捉えていたんで

ナ ・ウストヴォーリスカヤ、そして最近ではソフィア ・グバイ

らいの連中が新しい音楽を書き始めていて、その人たちの音楽

す。つまり、西洋的な音楽の基準からは︿音楽﹀と呼べないよ

ドゥーリナ、アルフレード ・シュニトケといった名前が思い浮

悼む気持ちなどは持ちえなかったんですね。

うなものだと思って。それが一九九五年の留学のときに、彼の

かびます。

そしてじつは、ショスタコーヴィチは彼ら若い世代の作曲家

音楽に対して新たな発見が起こった。さっきアファナシエフが
語ったような﹁けっこう悪くない、それどころか、ものすごい

的かつわかりやすいクラシック音楽だと実感したわけです。ス

とき、これは二十世紀の音楽を越えて、全時代的な非常に普遍

わけですが、歴史的な物語をいったん置いて素直に耳を傾けた

今日、ここに来るため何種類かの演奏で﹃森の歌﹄を聴いた

はゴミであふれ返っている﹂というような言い方までする。そ

いるし、エジソン ・デニーソフは﹁ショスタコーヴィチの音楽

﹁トランス状態のやっつけ仕事屋﹂などと最大限の罵倒をして

らの肩身は狭くなる。ゲルシコーヴィチなどという作曲家は、

ヴィチの音楽が受け入れられ、権威が高まれば高まるほど、彼

に対しては、一種の抑圧者として存在していた。ショスタコー

ターリンにムチ打たれ、喜べ喜べといって書かされたのかもし

れくらい、脱ソヴィエトを志向した若い世代の作曲家たちの恨

水準ではないか﹂と直感したのです。

れない。けれども、何か発見という言葉に値する豊かさを感じ

みは、かなり深いものがあります。このあたりの世代間の戦い

復権させ、全肯定するということは、ぼくにとってもやはり難

浅田 政治的なことも含めて考えると、ショスタコーヴィチを

については、浅田さんはどんなふうにお考えになりますか。

ることができると思います。
私は浅田さんに、ロシアのとりわけ一九四〇年代以降の社会
な﹁ポスト ・モダン﹂とは何か、探ってほしいといつも思って

しくはあるんですよ。

主義リアリズム音楽をたくさん聴いてもらって、ソヴィエト的
います。土臭さ、野暮ったさが正面から出てくる音楽は現に存
すが。さらにプロコフィエフとなると、土臭い、野暮ったいと

ので読んでみると、三六年、四八年、六〇年と、スターリン権

を描いた

たまたま最近、ジュリアン ・バーンズがショスタコーヴィチ
いう言い方ではとても表現できない、洗練の極致という次元ま

力が十二年おきに三度彼に語りかけた、という構成になってい

在する。ショスタコーヴィチはそれでも洗練されているほうで

で達しているのではないか。これは、果たしていったいなんな

るんですね。
たしかに、ショスタコーヴィチとプロコフィエフの二人を除

の﹃ムツェンスク郡のマクベス夫人﹄その他がやり玉に挙げら

三六年というのは﹃プラウダ﹄批判で、ショスタコーヴィチ

︵時代の騒音︶という小説が出た
“The Noise of Time”

のか。
くソヴィエト社会主義の音楽は、ある意味でもはや聴くに堪え
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れた。ショスタコーヴィチはその後に交響曲五番という明快で

エト ・ロシア時代全体の、深く忘れがたい﹁歴史の囁き﹂にな

て、彼の内なる音楽を伝え続けている。ひいてはそれがソヴィ

そうですね。その﹁歴史の囁き﹂がなかったら、やはり

う要請が来る。一回目、二回目は、批判を受け、なんとか頭を

トになったのがマーラーで、交響曲第四番の第三楽章なんか

コーヴィチは、引用＝剽窃の才能に優れていた。そのターゲッ

聴くに堪えないかもしれません。話はずれますが、ショスタ

亀山

単純なプロパガンダと豊かさの二面性

り得ている。ぼくはそんなふうに思うんです。

ブリリアントな音楽を書き、名誉回復を勝ち得る。
四八年というのはジダーノフ批判で、亀山さんの解説され
た通り、ショスタコーヴィチをはじめとする多くの作曲家が、
形式主義にとらわれていると批判された。ショスタコーヴィチ
はそのあと四九年に﹃森の歌﹄を書き、やはりわかりやすくス
ターリンの勝利を歌い上げて名誉回復を勝ち得る。
ただ、六〇年に﹁ショスタコーヴィチを作曲家同盟の第一書

下げながらごまかせばよかったのに対し、三回目はむしろ権力

は、マーラーの五番にかなり近いものを感じさせます⋮⋮。し

記に推したい、ついてはロシア共産党に入党してほしい﹂とい

に取り込まれそうになって苦悩する。この構成はなかなかうま

かし当時は再生技術がなく、共産主義の壁に守られてもいて、

きとられる可能性はなかった。

少なくともソヴィエト国内の聴衆の耳にマーラーの引用だと聴

いと思います。
ここでもショスタコーヴィチは最終的に頭を下げることを選
び、党を代表していわば音楽をリードする立場になる。となる

の引用をあちらこちらにちりばめていく。そこで生まれるショ

今度は自己引用に入っていく。つまり、自分の過去の作品から

そういうふうに彼は引用をずっと続け、そこから抜けだすと、

楽や宗教音楽を復権する試みとか、そういうものを抑圧する立

スタコーヴィチの本音みたいなものが議論されるわけですね。

と亀山さんがいま言われたように、前衛的な試みとか、民族音

るのは、やはり難しいと言わざるを得ない。

︵ミ♭︶にして⋮⋮と

これはショスタコーヴィチの名前のドミートリーの﹁Ｄ﹂と、

例が、ショスタコーヴィチのモノグラム。

自己引用はほとんど無際限といっていいと思います。その典型

場になってしまうわけですね。その立場を選んだ彼を全肯定す
しかし、ジ ュリア ン ・バー ンズ の表 現で は、新聞 の批判と
か露骨なプロパガンダ音楽とか、そういうのは﹁時代の騒音﹂
に過ぎないのに対し、それに対抗し得るのは自己の内側にある

﹂、これを

アルファベットの音、レ ・ミ ・ド ・シに置き換えるなどする。

シ ョ ス タ コ ー ヴ ィ チ の﹁
ながら、場合によっては裏声ででも内なる音楽を現実に響かせ

バッハもよく自分の名前 ＢＡＣＨの音を使っていますから、珍

音楽、われわれの存在の音楽であり、
﹁時代の騒音﹂に覆われ
ることができ、しかもそれが十分に強く真実で純粋であったな

しい手法ではないのですが。それをショスタコーヴィチは、
﹃森

ヴァイオリン協奏曲からです。

ら、それは何十年もの時をへて﹁歴史の囁き﹂になるのだ、と

ES

の歌﹄を書いているこの時期から始めることになる。まずは

Sh
いうんですね。
ショスタコーヴィチの音楽は屈折したアイロニーをとおし
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の囁き﹂にまで達しているのか、それともそれは彼の演技なの

くことになるわけですね。そのあたりは、本当にそれが﹁歴史

利というような形で、ショスタコーヴィチ自身が意味づけてい

使ったのが交響曲第一〇番です。これをスターリンに対する勝

やがていろんなところでレ ・ミ ・ド ・シが現われ、最大限に

すいプロパガンダ的なものの勝利ということになってしまう。

る。こう なると、社会 主 義 リ ア リ ズ ム も 何 も な い、 わ か り や

でダイナミックに演奏すると、アメリカの観客にも大いに受け

ていた。ああいう曲をニューヨーク ・フィルハーモニーなんか

いたレナード ・バーンスタインが、第五番や第七番を得意にし

アイロニカルに言えば、冷戦期にアメリカの音楽を代表して

ショスタコーヴィチがそういうふうに単純化されてしまうとす

か、わからないところがあるんですが。
ともあれショスタコーヴィチの音楽は、やはり一回はその

いうか。それが真正のものなのか、オーセンティックなのかど

イントでもあった歴史の囁きの部分、ある種の普遍的な部分と

つまり師匠がもっとも得意とし、また客観的にチャーミングポ

衛派が師匠を否定するのも、やむを得なかったと思うんです。

ある。交響曲一一番、一二番あたりがそうですね。弟子筋の前

言うように、空疎な空騒ぎにしか聞こえない音楽が少なからず

た。そこで急いで﹃森の歌﹄で失地回復する形になる。裏を返

あまりに軽薄な第九番とあわせてジダーノフ批判につながっ

される。また第八番はいたずらに暗く難解であるとされ、逆に

はリハーサルまでしていたのに初演されず、六〇年代まで封印

内 容 を 含 ん で い る。 し か し 、
﹃ プ ラ ウ ダ ﹄ 批 判 の あ と、 第 四 番

いて、いささか聴きにくいところもある半面、重層的で豊かな

けながら、ショスタコーヴィチが野心的な音楽を書こうとして

他方、たとえば第四番や第八番は、マーラーなどの影響を受

れば大きな問題だと思うんです。

うか、そういう疑念を若い世代の芸術家は持ったということで

せば、﹃森の歌﹄を聴いたあと、ショスタコーヴィチが全力投

聴き方をいちどはしてほしいと思います。ゲルシコーヴィチが

﹁真正性﹂を疑うことなしには聴けない、皆さんにもそういう

す。

曲ももう一回聴き直す必要があるだろうと思います。

球しながら最初は評価されなかった、第四番や第八番のような

そう、亀 山さんが おっ しゃ る通 り、前 衛音楽 な んかな

浅田

ほんとうにそうです。これまでショスタコーヴィチとい

かったことにしてまったくナイーヴに﹃森の歌﹄に熱狂すると

亀山

う作曲家を何がしかの偏見から蔑んできた人でも、かりにこの

いうのは、僕には不可能です。
さっき言ったように、前衛的な現代音楽がどんどん高度化し

二曲を虚心坦懐に聴けば、常識は覆ると思うのですね。そして

世紀に戻れるというので、ショスタコーヴィチでも﹃森の歌﹄

れが終わったという感じなんです。そうすると心置きなく十九

視していたソヴィエトの音楽、つまり歴史後の音楽も安心して

歴史が終ったのかもしれません。そんなモダニズムをどこか敵

ある種究極のモダンが終わった。ということは、そこで本当の

いまの浅田さんの発言にもあるように、ブーレーズが死んで、

とか、交響曲第五番とか第七番とか、わかりやすく高揚感のあ

聴けるようになるかもしれない。ブーレーズの存在は、やはり

ブーレーズが亡くなった段階で、文字通りそ

ていったあげく、エリート主義だと言われ、大衆から遊離して

︱

る音楽だけが残っていくとすると、僕にはそれは文字通り反動

大きな心理的なストレスにもなっていたはずですから。ソヴィ

いるとされる

的なこととしか思えない。
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いる﹂負い目を感じ続けてきたと思います。しかしブーレーズ

ある﹂みたいな形で﹁自分たちはやっぱりいつも偽物を書いて

エト時代の作曲家たちにとってやりにくい、﹁あそこに頂点が

はないものの、二十世紀にこれだけのものが書ける音楽家がい

深く難解な音楽です。そこにアナクロニズムを感じないわけで

ラヴィーア曲集﹄を意識した、技術的にも高度で、内容的にも

フーガ﹄というピアノ曲集を書いていく。バッハの﹃平均律ク

一九五八年にショスタコーヴィチがオックスフォード大学で

が亡くなって、今度は本当にモダニズムの進化が問われる時代
たとえばアルバン ・ベルクの﹃ヴォツェック﹄
。ああいった

名誉博士号を授与されたとき、ロシア思想史にも詳しい自由主

たことに感嘆もするんですね。

ものから初期のショスタコーヴィチは大きな影響を受け、自分

そのときのことを書簡︵六月二八日付け︶に詳しく書いていま

義思想家のアイザイヤ ・バーリンがホスト役を務めたらしく、

になったと思うんですね。

映されています。しかしそれでも、彼の四番あたりの音楽の在

す。ロシアの﹁外交官﹂二人に付き添われて到着したショスタ

なりの音楽作法を編み出しています。いろんな作品にそれは反
り方、あるいは八番における爆発的な、高揚というよりも爆発

コーヴィチは、おそろしく神経質で絶えず顔を引き攣らせてお

ちなみに、プーランクも同時に名誉博士号を授与されるこ

そのものであるような作品をぜひ聴いてほしい。そういう経験

とになり、彼が滞在している歴史家ヒュー ・トレヴァー ＝ロー

り、バーリンは﹁これほど怯えて打ちひしがれた人間は生涯見

浅田さんがおっしゃったことを私なりに解釈すると、要する

パーの家で二人の音楽を内輪で鑑賞する夕べがあって、ロシア

は、通常の音楽的体験とはレベル、次元の違う経験を約束して

に﹁ショスタコーヴィチというのは﹃森の歌﹄がすべてだ﹂と

の﹁外交官﹂たちを体よく他の大学行事に追いやったバーリン

たことがない﹂と思う。

いう考え方、これは絶対まずいということだ。彼が﹃森の歌﹄

は、ショスタコーヴィチをそこへ連れてゆく。最初に彼のチェ

くれます。﹃森の歌﹄のあとに試してほしいと思っています。

を書いて、なおかつそれをスターリンに対する自己弁明にしえ

ロ ・ソナタが演奏されたあと、作曲家はチェリストが二か所間

違えて弾いたと言い、楽譜がピアティゴルスキー︵有名なチェ

いちおうギリギリがんばったという、そういう自負があるから
でしょう。それがなければ単なるおべっか使いにしかすぎない

リスト︶の手で改変されているのを見て、怒って鉛筆で訂正を

たのは、やはり四番までの自分なりの作曲家としての自負と、

ところもある。だから、そこはやはり批判的にも聴き、なおか

書き込むが、それ以外は部屋の片隅にハリネズミのように引っ

身が﹁前奏曲とフーガ﹂を弾いたら、作品も演奏もあまりに深

奏されたあと、バーリンの求めに応じてショスタコーヴィチ自

込んでいる。それからプーランクの歌曲とチェロ ・ソナタが演

つ酔うということも忘れないでほしいなと思うんです。

十九世紀の作曲家がそこにいる！

かへ消え失せてしまい、次にプーランク自身の弾いた音楽もも

く偉大だったので、前に聴いたプーランクの音楽は窓からどこ
浅田

はや聴くに堪えなかった。西側世界のデカダンスが、かくて顕

ショスタコーヴィチはスターリンのために﹃森の歌﹄を
作りながら、少し後にはコツコツと﹃二四のプレリュードと
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対

﹁十九世紀の作曲家が演奏するときはこんな風だったんだろう

情が消えて、おそるべき強さと霊感があらわれ、バーリンは

演奏中のショスタコーヴィチの顔からはびくびく怖がった表

められると、私自身が褒められたような気になるのです︵笑︶
。

私はものすごくハッピーな気分です。ショスタコーヴィチが褒

らロシア音楽についてこれだけの発言を聞き出すことができて、

浅田さん、ほんとうにありがとうございました。浅田さんか

のものでもあるように思います。

な﹂と思う。﹁人工の、あるいは虚構の十九世紀に住むという

皆さんもこれから、ゆっくりと﹃森の歌﹄を楽しんでください。

わになった、と。

のはこういうことなのか﹂
。バーリン一流の誇張を差し引いて

ありがとうございました。
︵拍手︶

浅田

あきら、かめやま

二〇一六年四月二九日

︵あさだ

いくお︶

びわ湖ホール

も、たいへん面白い証言だと思います。
プーランクは、コクトーに推された﹁六人組﹂の中でも才気煥

︱

発な作曲家で、華やかな一九二〇年代のパリのスターです

そのあと暗い時代になってからは、ファシストに虐殺されたガ
ルシア ・ロルカを追悼するヴイオリン ・ソナタのような音楽も
書いていて、ただの軽薄才子と決めつけるのは不当でしょうけ
れど。しかし、いかにも同時代的なプーランクに対し、ショス
タコーヴィチはあたかも十九世紀の作曲家がそこにいて、苦悩
と霊感の狭間で演奏しているかのような印象をバーリンに与え
たんですね。
この話を踏まえてもういちど言えば、
﹃森の歌﹄と﹃二四の
だ、と言えるのではないか。そのような存在としてのショスタ

前奏曲とフーガ﹄の表裏を合わせた存在がショスタコーヴィチ
コーヴィチは、二十一世紀の我々にもいまだに大きな謎を投げ
かけている。そんなことを考えながら、彼の音楽を心して聴い
同感です。﹁二四の前奏曲とフーガ﹂は、私にとっても

てみたいと思います。
亀山

筆舌に尽くしがたい経験でした。ショスタコーヴィチ自身によ
る演奏もウェブで楽しむことができます。
﹃森の歌﹄をお聴き
になって自宅に戻られたら、ぜひ、この音楽にも触れてほしい。
﹁前奏曲とフーガ﹂は、ショスタコーヴィチの精神性そのもの
であると同時に、スターリン時代を生きた彼の内面の苦しみそ

76

