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B 三善晃（1933～）の音楽語法―1960 年代から 1970 年代の合唱作品をめぐって― 

エントリーナンバー12008 

 

 

1. はじめに 

明治期に西洋音楽を導入して以降、日本の作曲界は西洋の音楽水準に追いつこうとその

理論の消化吸収に努めてきた。第二次世界大戦後には、日本人作曲家が西洋人の作曲家と

並んで評価されるようになり、国際コンクールで入賞するという事態も珍しいものではな

くなった。一方で、多くの日本人作曲家が、西洋の音楽理論を学べば学ぶほどに日本人で

ある自らの感性と西洋音楽との齟齬を感じ取り、また、「日本」を意識するようになった。

日本作曲界の歴史は、西洋に縛られない自己の音楽語法の確立への道程でもある。本稿で

は、日本語を用いた声楽曲を多く作曲している三善晃（1933～）に注目し、日本語と西洋

音楽理論の共存の形を探りたい。三善は、混声合唱とオーケストラのための三部作を作曲

し1、どの日本人作曲家とも異なる道を進んでいる。1960 年代から 1970 年代の合唱作品

を包括的に考察することで彼の音楽語法を解明したい。 

 

2．日本作曲界における三善晃 

はじめに、三善が作曲活動を始める 1950 年代からの日本作曲界の動向を概観したい。 

西洋文明の超克を図るという政治的イデオロギーと西洋の模倣ではない日本的価値あ

るいは、日本人である自分にあった音楽を表現したいという日本作曲界の姿勢とが相乗し、

表立った規制を受けなかった日本の作曲界は、戦中から大きく成長を始める。そのエネル

ギーを引き継ぎ、1950 年代から、柴田南雄（1916～1996）や入野義朗（1921～1980）ら

により本格的に十二音技法が理解、採用され始め、またミュジック・コンクレートによる

作品が黛敏郎（1929～1997）により日本で初めて作曲されるなど2、日本国内の音楽語法

が拡大していく。1960 年代には、ジョン・ケージ（1912～1992）らアメリカ系の実験音

楽の手法が一柳慧（1933～）により紹介され3、偶然性や図形楽譜が採用され、一方で、

ピエール・ブーレーズ（1925～）らヨーロッパ系のセリアリズムの作曲家が紹介され日本

作曲界に影響を与えた。さらに、ポスト・セリアリズムに位置づけられる、トーン・クラ

スターをはじめとする音群作法が採用されていく。日本の音楽界が欧米の動向に追い付き、

欧米と同時進行的に発展する時代となった。 

日本の作曲界が西洋に対し存在感を示すようになった 1960 年代、日本国内では前衛志

向と並行して音響的、思想的（特に仏教思想的）東洋志向が顕在化してくる。例えば、黛

                                                  
1 混声合唱とオーケストラのための三部作、《レクイエム》（1972）、《詩篇》（1979）、《響紋》（1984）。  
2 黛敏郎は、日本文化放送協会からの委嘱で《ミュージック・コンクレートのためのＸＹＺ》（1953）を

作曲した。「ミュジック・コンクレート」は、フランス人の作曲家でもありラジオ技師でもあったピエー

ル・シェフェール（1910～95）の個人的実験から始まった。日本では、フランス語発音にならわず「ミ

ュージック・コンクレート」、あるいは「具体音楽」、「具象音楽」などと訳され紹介された。  
3 草月アートセンターが主催する「草月アートセンター・コンテンポラリー・シリーズ」（通称「草月シ

リーズ」）の第 10 回「一柳慧作品発表会」（1961 年 11 月 30 日）において。また、「草月シリーズ」は

1962 年 10 月にジョン・ケージとピアニストのデイヴィッド・ヒュードアを招聘した。楢崎洋子「前衛

音楽と日本のオリジナリティ」、『日本戦後音楽史 上』、東京：平凡社、340 頁。  
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敏郎は後のスペクトル楽派の先取りとなる形で、梵鐘の響きを音響解析することで導き出

された基本的な音響構成音をオーケストレーションし、また男声合唱に声明を用い《涅槃

交響曲》（1958）を作曲した。民族的な五音音階を部分的に採用するというような消極的

な態度ではなく、日本的な音響に正面から向き合いそれを西洋の方法によって表現した。

一方で、日本語と声に創作の力点を置く作曲家も現れる。林光（1931～2012）は、前衛語

法と一定の距離をとりながら大衆に訴えかけるテーマ性の強い音楽を書く。また、オペラ

《あまんじゃくとうりこひめ》（1958）のように口語の発話法を旋律化する作品を作曲す

る。間宮芳生（1929～）は、《合唱のためのコンポジション第 1 番》（1958）において日本

の民謡における抑揚や言葉の発声法を旋律化し、声楽曲において民族的傾向を示した。

1960 年代に入ると、武満徹（1930～1996）が、トーン・クラスターやマイクロポリフォ

ニーの手法を用いながら、琵琶、尺八、オーケストラのために《ノヴェンバー・ステップ

ス》（1967）を作曲する。武満は響きに注目し、間
ま

という日本独特の時間意識を潜在的に

持つ、表層的な日本音楽と西洋音楽という二つの概念を超えた静寂と緊張の音楽を作り出

した。これは、武満の日本的感性のみによって実現したのではなく、1958 年に結成された

「邦楽四人の会」による作曲家への新作委嘱をはじめとして、現代邦楽界の活発な活動が

背景にある。特に、諸井誠（1930～）や廣瀬量平（1930～2008）による尺八のための作

品を通して、現代邦楽は前衛音楽と深い関係を持つようになり、武満の《ノヴェンバー・

ステップス》のような作品へとつながっている。 

戦後世代の作曲家たちによるこうした動きは、彼らが西洋と日本との隔たりを意識して

いたことの証拠になるであろうし、同時に、彼らは同時代の欧米の音楽語法を吸収するこ

とで戦前に比べ音楽語法的に一層自らの理想に適った作曲活動を展開していたとも言える。 

 日本の作曲界が西洋と対等の関係を築いた戦後の中にあって、前衛音楽の発展に与する

ことなく、また、民族主義に加わることのなかった作曲家として、矢代秋雄（1929～1976）

と三善晃は特異な存在であった。矢代は、三善と同様コンセルヴァトワール・ド・パリで

学び、《交響曲》（1958）や《ピアノ協奏曲》（1967）を作曲した。矢代は、ヨーロッパ精

神の産物といえる「ソナタ」を志向する作品を書き続けた。三善も作曲活動の初期は、《ヴ

ァイオリン・ソナタ》（1954）や《ピアノ・ソナタ》（1958）といった「ソナタ」を志向す

る作品を書いた。しかし、矢代と異なり、三善はパリ留学を機に「ソナタ」と自身の感性

の決定的な差異を感じ取り4、次第に「ソナタ」から離れていく。1970 年代以降、合唱を

用いた大作が次々に発表されていく。矢代が純然たる器楽作曲家であったのに対し、声楽

に強い関心を示した三善のこうした創作活動は同時代の日本人作曲家たちと足並みをそろ

えたかのように見える。しかし、三善の作品はあくまで前衛語法創出の場ではなく、また、

日本の民族的要素とも距離をとっている。三善作品は、純粋に三善の感性に従い作曲され、

ヨーロッパ的アカデミズム風の音楽と、特に戦争体験による死生観が主となる自身の思想

が濾過された形で表出されたものなのである。以下、具体的に合唱作品を考察したい。 

 

3. 1960 年代の合唱作品 

                                                  
4 三善晃『遠方より無へ』、東京：白水社、2002 年、117 頁。  
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 《クラリネット、ファゴット、ピアノのためのソナタ》（1953）で日本音楽コンクール

作曲部門第 1 位を受賞して以降、現在にいたるまで器楽曲と声楽曲に多くの佳作を残して

いる三善であるが、最初の合唱作品は混声合唱のための《トルスⅡ》（1961）である。合

唱作品は、この 1961 年からほぼ毎年のように書かれている。本稿で扱う 1960 年代から

1970 年代までの三善の作曲活動は、楢崎洋子によれば、1953 年から 1965 年までの第 1

期、1966 年から 1971 年までの第 2 期、1972 年から 1984 年が第 3 期に区分されている5。

第 1 期はソナタをモデルにした年代、第 2 期はソナタから自身を解放した年代、第 3 期は

器楽と合唱を結びつけた作品を書いた年代である。合唱作品は、そもそもソナタから離れ

た作品であり、三善がこのジャンルの作品を書き始めること自体が彼の音楽様式の変化を

象徴している。また、音楽語法上では、1970 年代から前衛語法に接近しクラスターや音価

を不確定にした記譜法などが用いられたこと、西欧のアカデミックな編成とは異なる自由

な編成で作曲を行うようになったことが注目すべき変化である。《レクイエム》はこの変化

を端的に表し、三善の様式変遷の境界点に位置する。はじめに 1960 年代の主要な合唱作

品を考察する。 

《トルスⅡ》に次いで作曲された《女声合唱のための「三つの抒情」》（1962）（譜例 1）

は、3 曲からなる組曲で、調性に則り明確な拍節構造を持つ。編成は、日本女子大学合唱

団からの委嘱ということもありピアノと女声合唱という一般的なもので、少ない音数でラ

ヴェルを思わせるような透明感ある楽曲となっている。シラビックに作曲されているのと

同時に、全パートが同期するホモリズミックに書かれており、和声が重視されている。さ

らに、ピアノが音楽の主導権を強く握り、合唱はその音楽の流れに寄り添うように扱われ

る。明確な拍節とフレーズの区切れを持ち、全体にノクターン風の器楽的な作曲姿勢が見

て取れる。ここでは、三善がテキストから得た幻想性や透明感を音楽が主になって表現し

ている。同年に書かれた《混声合唱組曲「嫁ぐ娘に」》（1962）（譜例 2a,b）は、無伴奏で

あることもあり器楽的音楽ではなく、言葉を伝えようとする姿勢が強い。調性に基づき、

シラビックに作曲されているが、テキストの音数に合わせ自由に拍子を変化させている。

音楽的充実度の点からポリフォニックな書法がとられ、ドローンのように和声を補強する

パートや対旋律を歌うパートなど役割分担がなされている。しかしそれだけでなく、ポリ

フォニックな書法は、テキストの強調や語るように歌われるソロを際立たせる役目も果た

し言葉に力点が置かれていることが分かる。また、ソロの使用は声の持つ音色の多様性を

示す。1963 年には、《混声合唱組曲「小さな目」子どもの詩による 13 の歌》が作曲され

る。《嫁ぐ娘に》と同様に無伴奏のこの組曲は、和音の響きを重視し調性感が残っているも

のの、クレシェンドやアクセントにより歌うこと以上に言葉を伝えることに力点が置かれ

ている。三善は、日本語の多様な語り方を引き出そうとしている。《混声合唱組曲「五つの

童画」》（1968）では、半音階、不協和音の合唱パートへの使用が顕著になる。第 1 曲「風

見鳥」では、明確な旋律を離れ言葉を畳み掛けるように叫ぶ場面がみられ、合唱作品にお

ける日本語表現法の拡大が見て取れる。調性から離れることで、日本語は一層自由になり、

言葉の高低アクセントに基づく自然な発声に近づいている。しかし、合唱の重要な要素で

                                                  
5 楢崎洋子「三善晃（1933～）におけるオペラ構想のゆくえ―1960 年代後半の器楽作品と声楽作品の

関係をめぐって―」、『成城文藝』2008 年 203 号、68 頁。  
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あるハーモニーを響かせるという面は維持されている。ピアノパートは組曲全体を通して、

《三つの抒情》が時にソプラノ旋律と同調していたのに対し6、半音階を多用し、リズムは

不規則で劇的な動きを見せる。ピアノパートは調性感が後退し、短 2 度音程の和音が打楽

器的にアクセントとして使用されるなど無調的に書かれており、合唱による静寂な音楽に

緊張感を加える。組曲全体を通して、ピアノと合唱が交互に演奏し音楽を展開していく様

は、1920 年代以前のシェーンベルクらによる表現主義音楽に通じる性格をもち、また、拍

節感の弱体化へと通じている。他方、半音階による不安や緊張から解放されるかのように

終曲「どんぐりのコマ」は、調性感の残る音楽となり、かつ、プロコフィエフやショスタ

コーヴィチのような調性と無調的音楽を混合し、諧謔味を加えた音楽となっている。 

1960 年代の合唱作品の特徴として、①自由な調性の維持、②テキストのシラビックな処

理、③アーティキュレーションの多様化（語りへの接近）、が考えられるが、これは声を通

じた言葉の音響化の一環と捉えるべきである。三善は、言葉が本来持つ発音や抑揚に合わ

せた旋律付けを重視して、音声としての言葉を残そうとするよりも、言葉を伝えるために

テキストの解釈を表現しようとしている。《三つの抒情》は、音楽が完全に個々の言葉に先

行している点で特異であるが、これもテキスト解釈の産物である。これ以降の無調性への

接近や、声による音色の多様化は、言葉と自身が聴き取る音楽との共存を目指している。 

 

4．1970 年代の合唱作品 

 1970 年代は、三善が前衛語法や日本の伝統音楽に接近した年代に思える。しかし、音楽

は一貫して三善の音楽であるように思えてならない。以下、代表的な 3 曲について考察す

る。 

 

4.1．《男声合唱のための「王孫不帰」》 

1960 年代までの流れが大きく変化するのが《男声合唱のための「王孫不帰」》（1970）（譜

例 3a,b,c）である。この楽曲は、謡曲の発声法が採用され、メリスマを用い、フレーズの

末尾で音を上昇させる。シラブルはホモリズミックに一斉に発声される。能楽の影響が顕

著であるが、重要なのは、西洋音楽理論を基礎におく三善の作曲技法も十分に見て取れる

ことである。中心音 E の存在は典型的であろう7。E 音を中心に音響が拡大し、また E 音に

収斂していく。また、短 2 度を基に旋律が形成され（この短 2 度は謡のフレーズ末尾にも

対応する）、これは縦の響きではクラスターを構成する。さらに、同一モチーフが繰り返し

使用され、西洋的な動機の連鎖も見て取れる。加えて、4 分の 4.5 拍子などの自由な拍子

を用い、また、ポリメトリックに複数の拍子を重ねて、謡曲の自由な時間感覚が確定記譜

法により記されている。不確定記譜を用いなかったところに、この作曲家が、職人技とも

                                                  
6 むしろ、ピアノパートに合唱が同調しているとするのが適切である。  
7 楢崎洋子は、三善の無調作品における音楽語法として、音高連関における短 2 度、長 7 度、短 9 度の

もつ牽引する働きと中心音の存在、異なるリズムを持つパート間のホモリズムや同時のアタックによる

非拍節的リズム内のリズム的中心性、群的テクスチュアにみられる様々な密度による起伏、という 3 点

を指摘している。楢崎洋子『武満徹と三善晃の作曲様式―無調性と音群作法をめぐって―』、東京：音楽

之友社、1994 年、144 頁。  
三善自身も E 音の中心性を述べている。三善晃、前掲書、138 頁。  



5 
 

いえる高度な作曲技法を有することが見て取れる。この曲に対する三善の言葉を引用しよ

う。 

 

幼少時から家で耳にしていながらなじめなかった謡いの拍節や律法が、この時は三

好達治の詩句にふさわしいものに思われ、声部の横の動向に採り入れた。そのポリ

フォニーは縦の関係では自然にクラスターを造るが、それも謡いのコロスが引き出

している。8 

 

上述の通り、ヨーロッパ音楽を志向するもフランス留学を経てソナタに代表される西欧音

楽の方法論に違和感を抱くようになった三善の、日本伝統芸能に対する考えとして興味深

い。西欧の音楽理論の視点では無調音楽に直結する日本の伝統音楽に興味を示し、自身の

楽曲にそのイディオムを採用していく過程からは、1970 年代からの前衛語法への接近と合

わせて、三善が音楽語法の拡大に努めていたことがうかがえる。しかし、楢崎洋子の研究

にあるように9、以前からの三善の音楽語法自体に、謡曲のイディオムを取り込む素地があ

ったことは上述の分析からもうかがえよう。また、《王孫不帰》は《レクイエム》へと続く

反戦を主題とした作品であることを付記しておく。 

  

4.2．《レクイエム》 

《レクイエム》（1971）（譜例 4a,b,c）は、オーケストラと合唱両者が重要であり、三

善の声楽と器楽、両者の扱い方が端的に示されている。拍子や音価を定めず、不確定記譜

が用いられ、オーケストラには、出来るだけ速く同じパッセージを繰り返す指示など複数

の奏者があえて不揃いになることを求めている。また、冒頭から弦楽器によるクラスター

が用いられ、ピアノやハープといった複数音を同時に奏でることのできる楽器だけでなく、

声部を増大させることで音群を構成させている。一方、合唱はシラビックに作曲され、半

無声音や無声音を用いてその語気が強められているが、言葉の伝達に重きが置かれている

のではなく、むしろテキストの内容である悲痛な訴えを代弁し、苦しみや心からの叫びを

強調する。不確定な音程や金切り声のような高音は、語りではなくテキストの持つ内容を

音響化したものであり、音声としての言葉（言葉のもつ自然なイントネーション）は音楽

に付随する。全体は三部分からなるが、テクスチュアの密度の違いにより音楽の場面転換

が印象づけられ、また、第二部ではポリフォニーによって、第三部では、拍子が記され明

確な拍節構造をもった音楽となることで緊張度が高まりそれ以前との違いが鮮明になる。

ここまでの楽曲分析では、前衛的な記譜法が目立ち確かに三善が前衛語法に接近している

ように見えるが次の点に注意すべきである。それは、音楽それ自体はテキストの内容と呼

応して緊張の頂点へ向かう志向性とその緩和が示されており、当時の前衛音楽が示した絶

対的な音響そのものの探求という態度は弱い点である。徐々に声部が拡大していく点や、

音価が不確定ながらも時に音高は正確に記されている点は、三善が理論的に音を構築して

いることの表れである。さらにクラスターにおいても、最高音と最低音のあいだを全て埋

                                                  
8 三善晃、前掲書、138 頁。  
9 注 7 参照。  
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め尽くすような密度の濃いものではなく、音域の重複がないことや楽器ごと各声部を受け

持つことにより個々の楽器を生かす色彩感の残るクラスター、あるいは、きめの細かいク

ラスターが構築されている。ここにも、三善が伝統的な作曲に倣い音を無駄なく構築し、

個々の音に存在意義を与えていることがうかがえる。 

《レクイエム》は、あくまでテキストの音響化が多種類の楽器と音色で実現された作品

である。合唱への無声や半無声あるいは著しい高音の指示は、発話的な音声を生み出すた

めというよりも言葉の持つ意味、テキストの持つ内容を伝えるために用いられ、これは

1960 年代の合唱作品から一貫した態度である。オーケストラに見られる前衛的な記譜法と

合わせて、三善は即物的な音響実験ではなく自身の表現に必要な音色を開拓している。三

善は合唱作品を書き始めた当初から、テキストの内容を表現することに徹しており、音声

としての言葉（言葉がもつイントネーションの近似的 12 音化）は後退し、言葉が音楽と

同居することを許されているのである。 

 

4.3．《混声六部合唱、尺八、打楽器、十七絃のための「変化嘆詠」》 

《混声六部合唱、尺八、打楽器、十七絃のための「変化嘆詠」》（1975）（譜例 5a,b）は、

無調性による楽曲である。メリスマが多用されており、「王孫不帰」の系列に属する楽曲と

言える。「王孫不帰」と同様、シラブルはホモリズミックに一斉に発声される。拍節構造は、

遅いテンポとラレンタンドやアッチェレランドの使用で不明瞭となっているが、メリスマ

にみられるデクレシェンドのかかった上昇音や、デュナーミクによる音楽の静的、動的そ

れぞれの性格づけ、などから場面のまとまりを感じることができる。「王孫不帰」に見られ

た短 2 度上昇と付点付きリズムがここでも見られる。また、拍子が不明瞭であるが、連符

や付点によってリズムは規定されており、ここにも三善の音を構築するという作曲姿勢が

見て取れる。「王孫不帰」との大きな違いは、完全な語りのパートがあることと同一パート

内がマイクロポリフォニーのように細分化され、またパート間でポリフォニックに展開し

ていくことである。前者は音楽を背景とした語りであり、《嫁ぐ娘に》に見られたような音

楽に溶け込む語り風のソロではなく、劇音楽中のナレーションのようである。一方、後者

は、語りという形で言葉に自由を与えた代償であるかのように緻密に声部間が書き分けら

れ、また明確な拍子とあいまって厳格に規定された音楽となっている。楽曲の中に対比を

用い緊張度の頂点を作り上げている。拍子が不明確な《王孫不帰》、《レクイエム》にも、

明確な拍子とポリフォニックあるいはホモリズミックに書かれた、つまり縦の線と横の線

が厳格に規定された場面がある。どちらの楽曲も、そのクライマックスでこの手法が用い

られている。横の旋律を重視して開始した音楽において、緊張度が増すにつれて縦の線を

規定し全体を一体化させていく手法は、三善作品の特徴と言えよう。さらに、注目すべき

は、尺八、十七絃の記譜法である。《レクイエム》に見られた、音の持続を表す記号や、素

早く同じパッセージを繰り返す記号、また、余韻を残す記号などが使われている。伝統楽

器に合わせた記譜法というよりも、三善が求める音を記すための記譜法であり、尺八、十

七絃はそのような音を具現化できるからこそ編成に組み込まれたと言える。 

1970 年代以降は、器楽曲にみられた無調性が合唱作品にも及び、また、前衛的記譜法（前

衛語法と言い切ることはこれまでの考察から不適切である）と日本伝統音楽の語法がいち
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早く合唱作品に反映された。《王孫不帰》と《変化嘆詠》では、メリスマが用いられている

が、これらの楽曲は古語によるテキストに基づいており、伝統芸能である能楽にならうこ

とで古語を処理したと考えられる。また、1960 年代末から 1970 年代にかけて、武満徹の

《ノヴェンバー・ステップス》（1967）のように邦楽器と洋楽器の遭遇を企図した作品が

活発に作曲され、三善は、1972 年度の芸術祭主催公演の「邦楽四人の会＋巌本真理弦楽四

重奏団の夕べ“対比と融合”」のために《トルスⅣ》（1971）を作曲した。三善は、ここで

初めて尺八、箏、十七絃を楽曲に取り入れた。1970 年代は国内の邦楽ブームも後押しし、

三善にとって日本伝統音楽も視野に入れた音色開拓の時期であったと言える。 

以上、1970 年代の主要な合唱作品を見てきたが、1960 年代に見られた 3 点の特徴と合

わせ三善の音楽語法として次の 3 点が挙げられよう。①三善の声楽曲は、彼自身のテキス

ト解釈を音響化したものであり言葉は音楽に寄り添うこと、②したがって、言葉がもとも

と持つ発音を残し（言葉のイントネーションの近似的 12 音化）、音声としての言葉を伝え

ることよりも、言葉をシラビックに刻み一語一語を聴き取れるようにしていること、②´

古語は現代人の感覚で音響化するだけでなく、能楽の謡に倣いメリスマを用いること、③

調性から無調への変化及び前衛語法への接近は、声楽と器楽の両者における音色開拓を目

指したこと、④楽譜を記す、音を正確に構築していくという態度が色濃いこと、である。 

 

5. まとめ 

他の日本人作曲家にとって前衛や民族主義への接近は、自身の求める響きに合わせて西

洋伝統の調性から音を解放するという態度が色濃い。その際、五線譜による記譜法を放棄

し図形楽譜を用いることや、奏者の感性に完全に音楽を委ねるといったこと、さらには拡

散する響きをコントロールすることをやめるといったことが見られた。しかし、三善はあ

くまで西洋で伝統的な五線譜による記譜法を採用し、自身の手中に音を収めようとしてい

たことが見て取れる。それはコンセルヴァトワール・ド・パリで学んだ、仕上がりの良さ

を求める態度、すなわち、高度な職人技を用いて音を織地のように編み込み構築する態度

の現れであるといえる10。前衛的記譜法を用いることで、作曲家の意図を超えた自由さを

音に与えるのではなく、むしろ三善自身の表現世界に向かって音を収斂させている。響き

は解放的になるのではなく緊張感と密度を凝縮させ聴く者に迫る。同時に、三善にとって

の無調性は、音に自由を与えるものでなく、むしろ調性を包含し、かつ、そこにはなかっ

た意味をも一音一音に付加することのできる作曲手段であり、一音の意味をより深化させ

るものである。日本語の発音にそった旋律付けは、言葉を素のまま生かす一方で、一音一

音の表す内容は乏しくなる。したがって、テキストの意味内容が多いほど、三善のテキス

ト解釈を余計な音を使うことなく一音一音に託すには無調が最適であり、三善の合唱作品

は日本語の発音を超えた音響化がなされているのである。また、三善作品に一貫して見ら

れたテキストへのシラビックな作曲は、言葉を伝えるのではなく、言葉を聴き取ることに

主眼があると言える。テキスト内容の音響化の際に、自身の解釈の証拠としてテキストを

                                                  
10 三善はパリ留学（1955～57）以前から、池内友次郎（1906～1991）からこのコンセルヴァトワール

式の教育を受けていた。池内門下生は、1955 年春にコンセルヴァトワール式の教育への共感を基に「深

新會」を結成した。三善はこのグループの創立メンバーで後には矢代秋雄や黛敏郎らも参加した。  
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音楽の中に刻印したのである。 

1970 年代以降も継続して書かれる合唱作品の系譜は、三善初のオペラ《遠い帆》（1999）

に結実しているように思われる。このオペラに三善の音楽はどう向かっていったのか、器

楽曲だけでなく声楽曲にも十分な考察が必要である。そうすることで、西洋言語と西洋音

楽理論という関係に縛られない新たな言語と音楽の関係を見いだせる可能性がある。三善

は、テキストの音響化に努めた。言葉を解するとは、一つ一つの単語の意味を自身の母語

に置き換えることのみではない。三善の声楽曲が持つ価値の一つは、言葉の持つ概念を音

楽に託している点である。音楽を解することそのものをも含めた、従来の価値観から脱却

した音楽美学を、三善作品は示唆している。 
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譜例 1《三三つの抒情》
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譜例 3c
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譜例 4b《レクイエム》第 3 部（拍子が 2 分の 2 拍子に規定される。） 
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譜例 4c《レクイエム》第 3 部（記譜法に注意。譜例 5b 参照。） 
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