腹退寮（0歳）8月22日にパリ近郊のサン＝ジェルマン＝アン＝レーで生まれる。

tl観年（2歳）パリ近郊のクリシーに引っ越す。
脇冴尊く5歳）パリに引っ越す1
口野晒（9歳）アントワネット＝フロール・モーテから本格的にピアノを習い始める。

口野草書く35歳）

ギヤピーが自殺未遂。
口弼餐（38歳） マリ・ロサリー・テクシエ（愛称リリー）と出会う。

◆□聯奪（37歳）

管弦楽曲F夜想曲』が完成。リリーと結婚する。

tl他年（40歳） オペラ『ペレアスとメリサンド』が初演され、大成功。

tl飯懲年（10歳）パリ音楽院に人乳12年間在籍する。
■［l駒年（13歳）ピアノ演奏部門で1等賞を獲得する。

口欄等（41歳） フランス政府よりレジオンドヌール玉等勲章が授与。
エンマ・パルタックと出会う。ピアノ曲釘版画』が完成。

閑雅摩（18歳）フォン・メック夫人の長期旅行にピアニストとして同伴。

口耽l・奪（42歳）
ロ割振奪（43歳）

マリー＝ブランシュ・ヴァニ工と出会う。

■［l批塵（22歳）カンタータ『放蕩息刊でローマ大賞を受賞。
■臓講塵（23歳）ローマに留学する。

ピアノ曲「喜びの島」が完成。リリーが自殺未遂。
交響詩『海県ピアノ曲『映像第1集』が完成。リリーと離婚。
エンマとのあいだに長女クロード＝エンマ（愛称シュシュ）が誕生。

tl朝野範（45歳）

ピアノ曲『映像第2集』が完成。

tl膨察（25歳）パリに戻る。

相加塵（舶局） ピアノ曲訂子供の領別が完成。エンマと結婚。

tl碑か毎（27歳）パリの万国博覧会で東洋の芸術に触れる。
■r問疇（28歳）「月の光」を含む、ピアノ鋸ベルガマスク組曲」、

口礪）隼（47歳）パリ音楽院上級評議会の一員になる。

ピアノ曲「夢想」が完成。

］飢l◎毎（48歳）「亜麻色の髪の乙女」を含む、ピアノ曲r前奏曲集第1集」が完成。

■□曾甘掩（49歳）付随音楽『聖セバステイアンの殉軌が完成。

■［脚幡（29歳）ピアノ曲「2つのアラベスク』が完成。

形tl㊧無（51歳）ピアノ曲釘前奏曲第2割、バレエ音楽『割剛が完成。
tl既泡等（30歳）ガブリエル・デュポン（愛称ギヤピー）と暮らし始める。

tl胸隼（31歳）室内楽曲『弦楽四重奏曲ト短調』が完成。
tI桝・零（32歳）管弦楽曲『牧神の午後への前奏別が完成。

tle肥靡（52歳）第一次世界大戦が勃発。
t例岳察（53歳）ガンと診断されて手術を受ける。
3月25日死去。55歳7カ月。
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今日しま、ヒ

日本の物を収集！
不思議な物が大好き
当時、パリでは万博で紹介されたエキゾチックな 月
本文化 が大流行。ドビュッシーも昔から日本の品物
を集めていた。そして、左のように趣味を楽譜にも反
映。彼、不思議な雰囲気に惹かれるようで、友人の作
曲家サティと 神秘思想家 の主人がいる書店でオカ
ルテイツクな話をよくした。好きな作家は怪奇作家の

エドガー・アラン・ポー。
トヒュッシ川『埼丹∵十や択一∴ミニ′蔓！、

ポーの作品を元にオペラを
作ろうとしたほど好き。ち
なみに、サティがピアニス

‡†一・・

◎「ドビュッシー、音楽と美術一印象派と象徴派のあいだで」
ドビュッシーはどんな風に芸術作品から影響を受けたのかりそれが体感できる
展覧会が、10月14日（日）まで東京・ブリヂストン美術館（間：ハローダイヤル

トとして働いていたキャバ

℡03−5777−8600）で開かれている。彼の故郷、フランスのオルセー美術館と

オランジュリー美術館との共同企画で実現したこの展覧会は、彼と同時代の絵画、
彫刻、工芸作品など約150点を国内外から集めて、ドビュッシーをキーワード
に紹介。交響詩r海jの楽譜、ホイッスラー、モネ、ルノワールなどの絵画、ド
ビュッシーの愛蔵品、直筆の手紙、写異などを見ることができる。

レーの店名「黒猫」はポー
の恐怖小説からとったもの。
似た者同士だ。

遅咲きだったドビュッシー。
そのマイペースな生活って？
そもそもドビュッシーはどんな人物なんだろう？芯が強い音

楽家？プレイボーイ？それともオタク！？どれも彼の顔。弾

−

−− 一 一 −

1

1項5ノ

詩人モーリス・メーテルリンク
の同名戯曲のオペラ。リハーサ

自殺未遂は2人！？
2度の結婚、駆け落ちも

ルは決して成功とはいえなかっ
た。公演を重ねるごとに、成功
を確信するようになったという。

でっぼった額がコンプレックス。でも、18歳で出会った人妻
ヴァ二工と不倫。31歳で女性歌手と婚約するも、もう一人の恋
人ギヤピーの存在がバレて破談。数年後、ギヤピーは自殺未遂。
その2年後にリリーと結婚。が、またもや人妻エンマと不倫をし
て、あげく駆け落ち。リリーも自殺未遂をはかる。ひどい女性遍

ああ・現をこと塩素兢騎

才能は毎払とつ、4②歳で成功
その理由って？

ピアノを本格的に習い始めた翌年、わずか10歳でパリの
名門音楽院に合格したドビュッシー。入学後もピアノ演奏や作

歴だ。でも、最終的な直しが逃避行先の島で
なされたピアノ曲「喜びの島」のように、女
性たちとの交際の中で多く

声楽教室で出会い恋に落ち

の名曲ができたのも事実。‡；誓苧羞芸読￡詣
曲を多数作曲。出会った翌
年に交際が始まり、ローマ
留学後に終わった。

報われる日がきた。オペラ『ペレアスとメリザンド』の公演

′

1人目の嚢。11歳年下
で婦人服の店でモデルを
していた。エンマとドビ
ュッシーの駆け落ちにシ
ョックを受けてピストル

2人日の妻。作曲を教えていた生徒

で自殺未遂をはかった。

娘のために『子供の領分』を作曲した。
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曲で賞をとるほど力をつけた。ワーグナーのような緻密な曲
を目指していた彼は、自由な表現の東洋音楽や、明快で本能的
なムソルグスキーの曲に影響を受けるようになる。当時の批
評家たちは彼の曲を、皮肉を込めて 印象主義 と批評した。
ぼやけた輪郭の曲 という意味だ。1902年、そんな彼に

は、政府から勲章が与えられるほど大盛況だった。このとき
40歳。遅咲きだったが信念を貫きとおした結果だった。

′／′L詣

妄り・ロサリ■

据

◎ヤアuSSざ聖ySDァbusミyJ
の母親。ドビュッシーとのあいだに
娘をもうける。ドビュッシーはその

ドビュッシー自らが演奏したピアノの音色が聴ける
貴重なCD。「亜麻色の髪の乙女」r子供の領分j「月
の光」など。輸入盤。

あおやぎ・いづみこ●安川加喜子、ピエール・
バルビゼの各氏に師事。東京芸術大学、同大学
院修士課程を経てフランス国立マルセイユ音楽院

首席卒業。帰国後、東京芸大大学院博士課程に
再入学。『ドビュッシーと世紀末の美学』により、
フランス音楽の分野で初の学術博士号。2012
年、ドビュッシー生誕150周年コンサートを開
催。文筆家としても活躍し、吉田秀和賞や講談
社エッセイ井など壁♯多数。大阪音楽大学教授。

酒落なモードや洗練された料理のイメージでは

すよね」

ないんです。お金がなくて飲んだくれて、困っ
たことをしでかす芸術家たちの晶の悪い世界。
ドビュッシーはそんな世界とは緑がないと思っ
ていた。そう教えられてきませんでしたからね。
でも、実は困ったちゃんだった」
急にドビュッシーが身近な存在になり、自分

ライフワークとして取り組んできたワケは？
「音楽のとらえ方が自分と近いところにある
と感じたんです。直感的に弾いたことが、とて
も近い。だから自分が内面で育ててきたことや
持っているものを、最も生かすことができると

浸かって育った。数多い作曲家の中でも、ドビ
ュッシーに特別の思いを抱くのは当然だったの

の世界とつながった。

かも、と思いきや。

川加幸子先生の門下には、ドビュッシーを上手

弾いている。ならば私がやらなくちやって思っ
たんです」
フランス留学から帰国し、演奏活動をしなが
ら博士課程で論文を書いた。ドビュッシーの人

に弾く方がたくさんいましたから」

間像と音楽に深く入り込んでいった。

ではなく、先に自分の感性がドビュッシーに呼
応した。批判もされたけれど、ドビュッシー自
身が演奏しているCDなどを聴いて、私の直感
は間違っていなかったんだ、と思いました」
ドビュッシーの音楽の魅力とは？
「美しい花を見たときに感じる気持ち、素敵
な香り、陽の光が水に反射してキラキラして、
それが雲に隠れると気持ちも少し陰ったりする。
そんな自然や人の感性のさまざまが、そのまま
昔になっているんです。心が感じたものに、音
という具体的な形を与えた。幸せも哀しみも、
タメな自分も、後悔や遽巡も、意地悪や辛辣な
気持ちも、みんなが持っているもの。ひとりひ
とりの中にあるものが、あるとき湧き出て音楽
言語になった。それがドビュッシーです。とて
も人間的で身近なのね。だから難しく考えない
で、困ったちゃんのところも丸ごと楽しんでほ

慣れ親しんだフランス文学と
つながっていたドビュッシー
ドビュッシーの研究と演奏の第一人者、青柳
いづみこ先生。フランス文学者の祖父を持ち、
幼い頃からヴ工ルレーヌやマラルメやボードレ
ールといったフランス詩人の世界にどっぷりと

「大学院に行くまでは、ドビュッシーは自分
に関係ないものと思っていました。師である安

それが大きく変わったのが修士論文に取り組
んでいたとき。

「いろいろ調べていたら、実はドビュッシー
が、私が小さいころから慣れ親しんできた詩人

たちの仲間だったことがわかって非常に驚きま
した。私が知っていたフランスは、いわゆるお

みんなの心にあるもの、
それを音という形にした
「正直なところ、お友達にはなりたくない人
（笑）。ドビュッシーは、友人に手紙をたくさん

出しているのだけれど、今にも自殺しかねな
いようなことを書くんです。それ
も複数の人に

．十

−華言
て翫
麿古
㍑招

忘、＼嘗 富

「だれもが、そんなドビュッシーを知らずに

僕のことをわかっ

てくれるのは君ひとりだげ なん
てね。彼の死後にそれがわかって、

友人たちはびっくり仰天。最低で

思ったんですね。研究した結果に行き着いたの

しい。弾くときも、聴くときにも」

レッスン曲はヨ睦E

「月の光」は…

ドビュッシーの嗟堅診

1890年の作。′ヘルガマスク組曲』（全4曲）の第3曲にあたる。

象徴派の詩人、ヴ工ルレーヌの詩集「艶なる宴」の−篇「月の光」

技巧的に難しいところはあまり
ない。だからこそ音色と曲想で聴

をモチーフにしており、詩の中にベルガマスクという言葉も登場
する。ロマン派的な曲想を残しながら、新しい技法を試行しつつ
ある作品だ。

かせる曲。ピアニシモで、いかに

美しく響かせるかが勝負です。

青柳いづみこ先生からの
メッセージ
月明かりの道をイタリア喜劇の

■り一一一一一一一

｛言㌍誓監

ざ

一∴・ヽ．．■︑．九・

き

仮装行列が歩く。一見楽しげだけ
れど、その内面は賛沢に飽き、け
だるく疲れている。貴族の栄光の

時代への郷愁と虚しさを、気品を
たたえつつ表現したい。ヴァトー

やフラゴナールの絵で、雅なイメ
ージを感じ取ってみてください。

アントワーヌ・ヴァト一作「イタリア喜劇の恋」（1717年）。ベ

ルガモ風（ベルガマスク）の雰囲気がよくわかる絵画だ。
取材・文／山崎広子
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竺（J青柳いづみこ
先生直伝！

調練看守も凱ナる！ でも、弾きこなすのは難しい
さあ、レッスン開始！
青柳先生のポイント解説と
右ページの譜例を参考にしながら
弾いてみよう。

こ唱の光」匿「磁一一しよ雪

休符で息を吸って、
弾き始めよう

前半 音符の動きをしっかりつかむ。
中盤 低音部とメロディのバランスをつかむ。

後半「月の光」をイメージしながら弾こう。

昔は3拍子にとります。心の中で泊
の流れを感じて、ブレスをしてから弾
き始めます。和音の響きそのものが横

につながっていくように弾きましょう。

指を広げる和音は。
手首や肘の力を
抜いて弾こう

ー＿＿＿＿三■』
指は丸めないで、物をつまむように。
影絵のキツネみたいな形です。

月の光が降り注ぐ印象的な
場面。広い和音を弾くときに

斡斡漣欄触ら、

衆人にを捕縛ら

は、指は鍵盤をつかまえてお

いて、手首や肘の力は抜く。
ここの連打は、鍵盤が上がり

きらないうちに、カクンとひ
っかかる位置を体感して弾く
と、波乗りのように気持ちよ
く弾けますよ。

1

手のひらは虎口の水を受けるときのよ
うなくぼみと硬さのまま、かぶせるよ

書→語例0

うに。なおかつ手首の力を抜いて。

を見てね

−−、
＿二⊥二一
一

指の交差を 十二憲≡

右手のメロディを
たっぷり歌って！

きれいに弾こうを向きます0
譜例1では和音そのものがメロディでしたが、
この右手は上のメロディを出して弾きます。左

音が急に多くなるので、16分音符に気を取ら
れてメロディがおろそかにならないように。バス
とメロディだけで弾いてみるとか、バスとアルペ
ジオを弾いてメロディを声で歌うなど、いろいろ
な練習をして、理想のメロディの歌い方を作りま
しょう。ここは「まずメロディありき」です。

たいl LlL′一・い／シーの世界

⑬ご妄毒認諾潔宗男諾諾諸宗とシリ￣ス

一

手は親指を軸に立体交差します。

左から右への受け渡しの瞬
間。左はなだらかに上がり、
右は下がって受け取る準備
をしている。

●9／21（金）「第1夜サティ、シャブリ工とドビュッシー」／ドビュッシー「前奏曲集

第2巻」全12曲ほか ●9／28（金）「第2夜「黒猫J詩人たちとドヒュッシー」／ド
ヒュッシー「マラルメの詩」ほか、アンリ・リヴィエール影絵芝居「星への歩みj特別

上映など。 ※両日とも、東京・浜離宮朝旧ホールにて午後7時開演。出演：青柳い
づみこ、田部井剛（21日）、吉原圭子（ソプラノ、28日）はか

手の形は、指の付け根の大きな関節がへこまないのが基本。指の
付け根は股関節のようなもので、ここがへこむと膝で歩くような
もの。左の形が良い。右はへこんで指が丸まっているのでNG。

00K

CD
Fロマンティック・
ドビュッシーJ

F指先から感じる

青柳いづみこ9枚！喜一

著・青柳いづみこ。
作品に込められた

目の作品だ。「バ

ドビュッシーj

ラード」「夜想曲」

意味を、 ピアノの
書 にするために
初期の作品を中心に、秘められたロマン
書き下ろした書。基礎練習や具体的な演
ティシスムに焦点を当てる。「月の光」も
奏法を写真や語例を使って解説。19世
などドビュッシー

収乱カメラ一夕・トウキョウ／CMCD一
28216／￥2940／発売中

紀末の美意識や絵画、文学など時代背景
も紹介。春秋社刊／￥2100／発売中

→語例◎
を見てね

メロディの泣かせところ。

藤を美しく！

ここは、どれだけ聴いている人の耳を引きつけるかが勝負どころ。
小さな音であるほど引きつけられる。美しくももろいガラス細工を、

大事に扱うように弾きましょう。
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イラスト／笹岡万椰

「月の光」攻略ポイントはココだ！

左ページのポイントは︑
この語例を見ながち
練習してねー・

指が

し、

メロディを歌う。
オの監響宅受け力しように

i耶≡芸の影響酬いよっに0 ．． 24宝．h3
パ系の書は鐘のようにゴーンと響かせ、
ずっと保つようにペグ／Lを使う。

上の書が濁らないように、鐘の響書は残しつつ、
ご≪浅く潜み替えて調節する。

宣み音 けて。 l

パスは重

dr繍醐蒜宰

／／野／轡＼」二三′Lぺジオ
語例

ここの童書は上の

左手から右手へ、力を抜きながら漉す。
右手は手首を柔軟にして受け取る準備を。

軽くハープ
のように。

バクバクしないように。
1の指のプアを軸にして弾く。

の全曲楽譜は、
本誌P．86〜91に掲載されていまも
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