
Ongaku-Zanmai
前回に続いて、音色の話・・・♪

22th  April   2008
Suggestion 1

なまえ

前回は「音色って何だろう」「色々な楽器の音を知ろう」というお話

をしました。今回は、それらをどう活かしていくのかというお話をし
ようと思います。

といっても考え方の順序としては、「自分の中に音色のストック（在

庫）はあるけど、どう使おう？」ではなくて、「こんなふうに明るく飛び跳ねるように弾い
てみたい！」「では自分のイメージに近い音色を具体的に思い出してみよう！」というふう

に、イメージが先にあることが大切です。それから、そのイメージに近い音楽や音色を自分
の記憶の中から探してみてください。こうした探求をするとき、自分の中に音色のストック

が必要となってきます。

Suggestion 2
曲と向かい合う時、心の中に沢山のイメージが駆け抜けていくと思います。例えば光のイ

メージひとつ取っても、木漏れ日から差すような眩しく瞬間的な光、または対照的に微睡む
ような柔かな光、それから静まり返った湖面に映る月の光、それから流れる川のさざ波にキ

ラキラと揺れている太陽の光、それから雨上がりに雲の隙間から差し込んだ神々しいような
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夕暮れの日差し・・。そしてこれらは季節によって、時間帯でもまるで温度の違う、イメー

ジの違うものとなっていきますね。

もうひとつ例えを書きます。雲にしても、厚くどんよりと低い雲から今にも稲妻と激しい雨

粒が落ちてきそうな緊迫した情景があったり、また薄く連なった雲がゆっくりと流れていく
のんびりとした情景があったり、ありとあらえる物は様々な表情を持っているものです。景

色でも、風の音も匂いも、普段から心にいっぱいに感じてほしいなと思います。自分の中

に、緑色ならば１００種類の緑色を、赤色ならば１００種類の赤色を見つけて、持っていて
ほしいなと思っています。

Suggestion 3
それらのイメージを音で表現したい！という欲求があると、自分で色々な音を出してみたい

と実験を始めるようになります。速く打鍵してみたり、ゆっくりと押し下げてみたり、指が

鍵盤に接する角度を変えてみたり、和音の１音１音の音量を調節してみたり、腕の重みを調
節したらどうなるかと試してみたり・・・タッチに興味がでてくるようになります。

様々なイメージがあって、そしてそれらに対する自分の色々な気持ちがあって、ようやくそ
れを音楽で表現したいと望むのです。美しいものに感動したり、自分の考えがあるとき、そ

れを誰かに聞いてもらいたい、音楽ならば、それを音にして表現したいと思う事は、太古の

昔から人間が行ってきた自然なことなのでしょう。

Suggestion 4
作曲家ごとによる沢山の曲を知ることも大切なことです。作曲家は大抵、ピアノ曲だけでな

くオーケストラの曲や、室内楽の曲や、声楽の曲、様々な編成の曲を残しています。それら

沢山の曲を知る事で、その作曲家の特徴や面白さが分かってきて、楽譜から色々なことが読
み取れるようにもなります。

例えば、ベートーヴェンのピアノソナタを弾くとき・・・前期のソナタは、彼の弦楽四重奏
曲を知らずには弾けないでしょう。また後期のソナタは、彼の交響曲そのものです。モー

ツァルトならばオペラのイメージ・構成は欠かせないものです。シューベルトならば歌曲で

す。それから近代ロシアのショスタコーヴィチやプロコフィエフならば、当時のロシアオー
ケストラの金管楽器のギラギラとしたブァー！という音色を知らなくては音楽が成り立ちま

せん。
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Suggestion 5
そして、それらのイメージを音色で表現するには、その各々のメロディーや和音が、どの調
性のどのような規則の中にあるのか、またそこからどうはみ出しているのかを知ること（分

析すること）が不可欠です。余談ですが、和声には事細かな規則があるのですが、その規則
からはみ出したとき、それはゾクッとするような美しさを見せることが多いです。面白いで

すね。

理論と感性は別の物ではなく、一致するものだと私は考えています。

私の好きな言葉に、「科学者は感性を、芸術家は理論を」というのがあります。世間一般的

には科学と芸術というのは相反する物のように言われることがありますが、私はそうは思い
ません。この２つの一致があって、真の芸術であると、私は思っています。

皆さんの音楽をいつも楽しみにしています。これからも良い音楽を！

（2008年 4月号　文章/　河合美穂）
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