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          ＊1 <図形楽譜・譜例> 7 参照 

                                                                             ＊2 <図形楽譜・譜例> 3 参照 

・次の資料に掲載されている作曲家の中から、本学図書館が図形楽譜を所蔵している作曲家を取り上げました。 

 Webサイトの情報は、すべて 2013年 9月現在のものです。 

① ニューグローヴ世界音楽大事典Ｗｅｂ版 ＊本文中に「図形 楽譜」のキーワードが含まれている作曲家 

② 「現代音楽の記譜」（全音楽譜） ＊20世紀の作曲家 

③ 「現代音楽キーワード事典」（春秋社） ＊譜例が掲載されている作曲家 

④ 楽譜の風景（Webサイト）：http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallary.htm （個人サイト） 

⑤ これはアートか？ あなたの知らない《図形譜》の世界（Web サイト）：http://matome.naver.jp/odai/2136249369142888201） 

⑥ BibliOdyssey : The Visual Context of Music（Web サイト）：http://bibliodyssey.blogspot.jp/2006/07/visual-context-of-music.html） 

 

第２次世界大戦後に現れた図形・図案化された楽譜。 

 

ケージの不確定性・偶然性の音楽を実現する手段の１つとして生まれたものと、シュトックハウゼン、 

アイメルトらの電子音楽の楽譜として生まれたものがあるが、今日一般に図形楽譜、といった場合、前者の意味で用いる。 

 

音を五線譜のように定量的に精密に記すのではなく、図形によって音像を演奏者の視覚的イメージに訴えることを 

主眼としている。 
 

不確定性の思想とかかわる最初の図形楽譜はフェルドマンの<プロジェクション>（1950～51）＊1であるとされており、 

その後、図形楽譜は多くの作曲家によって、とりわけ 1950年代の終わりから７0年代の初めころまでに多くかかれている。 

 

図形楽譜は作曲家によってそれぞれ異なるだけでなく、同一人において１作ごとに異なっていて、統一的な読譜の仕方はなく、 

作品ごとに奏法の指示がつけられているのが普通であるが、Ｅ．ブラウンの<フォリオ>における「1952年 12月」＊2のように、 

なんの指示もなく、図形の解釈を全面的に奏者にゆだねる例もある。 

[平凡社 音楽大事典より] 



 

II. 図形楽譜・作曲家 年代順リスト 

 1900                         1950                    2000        

 

ケージ Cage  1912-1992 

セロツキ  Serocki  1922-1981 

ロゴテーティス Logothetis  1921-1994 

エンゲルマン Engelmann  1921-2011 

リゲティ  Ligeti  1923-2006 

ベッカー Becker  1924-2007 

ノーノ Nono  1924-1990 

シュネーベル  Schnebel  1930- 

シュトックハウゼン  Stockhausen  1928-2007 

ブラウン Brown  1926-2002 

ツェルハ  Cerha  1926- 

フェルドマン Feldman  1926-1987 

第二次世界大戦 1939-1945 

 

クラム  Crumb  1929- 

ベリオ Berio  1925-2003 

バーベリアン Berberian  1925-1983 

クセナキス Xenakis  1922-2001 

ハウベンストック-ラマティ Haubenstock-Ramati 1919-1994 

1919-1994 

 



 

 1900                           1950                    2000        

 

アンドリーセン Andriessen  1939- 

デーヴィス Davies  1934- 

第二次世界大戦 1939-1945 

 

近藤 譲 1947- 

 

  

 

ヘスポス Hepos  1938- 

 

  

 

石井 真木 1936-2003 

 

  

 

ラッヘンマン Lachenmann  1935- 

 

  

 

グロボカル Globokar  1934- 

一柳 慧 1933- 

ペンデレツキ  Penderecki  1933- 

カーゲル Kagel  1931-2008 

 1931- 

ブソッティ Bussotti  1931- 

 

武満 徹  1930-1996 



・紹介記事はニューグローヴ世界音楽大事典を引用しています。

オランダの作曲家。ユトレヒト音楽院で父に作曲を学び、後にハーグ王立音楽院でバーレンに師事した。1962年に同
音楽院の作曲賞を受賞し、64年から65年にかけてミラノとベルリンでベリオに学んでいる。65年以降はコラージュや他
の前衛的な技法を使うようになった。

ドイツの作曲家、教師。1946年から49年までカールスルーエのバーデン音楽学校に学び、同時に作曲をフォルトナー
に個人的に師事し、次いでデトモルトの北西ドイツ音楽アカデミーでもフォルトナーのもとで研鑽を積んだ。67年から
70年までダルムシュタット夏期講習で作曲と管弦楽法を講義している。

アメリカの歌手。コロンビア大学やニューヨーク大学でマイム、作文、オペラの講座を受け、ヒンドゥーとスペインの舞踊
を学び、アルメニアン・ダンス・グループとのソリストとしての仕事のほか、ミラノで声楽をジョルジーナ・デル・ヴィゴに師
事した。50年から66年まで夫であったベリオは、彼女の声楽のヴィルトゥオーソ性、素早くウィットに富んだ知性、際
立った存在感に刺激を受けて一連の作品を書いた。彼女のために曲を書いた多くの作曲家のなかには、ストラヴィー
ンスキイ、ヘンツェ、ハウベンストック－ラマティらがいる。

イタリアの作曲家。第2次世界大戦前の音楽上のモダニズムの相反する2つの傾向（すなわちゲディーニを通じて吸収
した新古典主義とダラピッコラによって代表される十二音技法）を1949～53年に経験したベリオの作品は、54～63年
に新たな方向をとった。新しい音楽の最も急進的な展開に沿うことによって、その後ベリオは偏らない自立した立場を
確立し、最も異質な音楽素材をも利用し、あらゆる種類の作曲技法を生き返らせ、従来芸術形態としての音楽には異
質とされてきた様式的な特徴をも具体化できるようになった。

Andriessen, Louis　 アンドリーセン，ルイス （1939-）

Becker, Günther　 ベッカー，ギュンター （1924-2007）

Berberian, Cathy　 バーベリアン，キャシー （1925-1983）

Berio, Luciano　 ベリオ，ルチャーノ （1925-2003）

IV. 図形楽譜　作曲家紹介　(アルファベット順）
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アメリカの作曲家。1950年代にケージ、チューダー、フェルドマン、ウルフらとともに結成した「ニューヨーク楽派」の指
導的立場にあった。52年の図形記譜法、および53年の「開かれた形式 open form」の開発によって、アメリカ・アヴァン
ギャルドの指導者としての地位を確立した。この時期、ヨーロッパのさまざまな音楽祭、主としてダルムシュタットの夏期
講習にも積極的に関与した。<1952年11月>と<1952年12月>はブラウンが図形記譜法で書いた最初の作品である。

イタリアの作曲家。同世代のイタリア人作曲家のなかでは最も多面的で論議を呼び、著しく退廃的であると同時に、明
敏なモダニストでもある。1958年ダルムシュタット夏期講習でのケージとの出会いは、彼に影響を与えた出来事のひと
つである。

アメリカの作曲家、哲学者、音楽著述家。数十年にわたりアメリカのアヴァン・ギャルドの中心的存在であった。特に第
2次世界大戦以後、世界じゅうが彼の作品と美学思想の影響を受けた。20世紀のアメリカ人作曲家のなかで、最大の
インパクトを世界の音楽に与え続けた。ケージは1940年代後半から、東洋哲学、禅、易経について学んだ。1951年、
創作あるいは演奏の過程に偶然的な要素を導入したさまざまな作曲法を用いる一連の作品に着手した。1958年夏、
ダルムシュタットの実験音楽の講座を担当している。

オーストリアの作曲家、指揮者。作曲をウール、ヴァイオリンをヴァーシャ・プリーホダに師事、ウィーン音楽アカデミー
で音楽教育学、ウィーン大学で哲学と音楽学、ドイツ研究を修めた。作曲家としてのツェルハは、あらゆる楽派や流行
からは常に意識して距離を置き、比較的数の少ない作品には、整然として冷静に考え抜かれた彼の職人的技量がう
かがえる。

アメリカの作曲家。チャールストンのメイソン・カレッジ、イリノイ大学で学んだ後、ミシガン大学でクラムが作曲の主要な
師と仰ぐフィニーに師事する。クラムの声楽曲は、ほとんどロルカの詩に曲をつけたものであり、自分自身もこれを拡
大された連作歌曲と見なしている。クラムは、自分の音楽は、ドビュッシー、マーラー、バルトークから主に影響を受け
たと述べている。情感に直接訴えることにより、頻繁、広範に演奏され、62年以降の作品のほとんどが商業ベースで録
音されている。

Cage, John 　ケージ，ジョン　（1912-1992）

Cerha, Friedrich 　ツェルハ，フリードリヒ　（1926‐）

Crumb, George (Henry) 　クラム，ジョージ（・ヘンリー）　（1929-）

Brown, Earle 　ブラウン，アール （1926-2002）

Bussotti, Sylvano  ブソッティ，シルヴァーノ （1931-）
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イギリスの作曲家。ランカシャーのリー・グラマー・スクール、次いでロイヤル・マンチェスター音楽カレッジとマンチェス
ター大学で教育を受ける。ロイヤル・マンチェスター音楽カレッジでは、幸運にもバートウィスル、ゲーア、オグドンな
ど、才能豊かな音楽家と一緒であった。これらの音楽家達は「新音楽マンチェスター」と名乗り、当時の流行に反して
ヨーロッパの前衛に関心を寄せ、自分たちの音楽だけでなく、外国の現代音楽も演奏した。1970年以来、デイヴィス
はほとんどの仕事をオークニ諸島で行っている。このことはオークニ諸島あるいはスコットランドの題材や音楽に基づ
いた長期に及ぶ一連の作品に反映されている。

ドイツの作曲家、理論家。建築を学んでいたが音楽に転向し、1945年にフォルトナー、レボヴィッツ、クルシェネクに作
曲を、またフランクフルト大学で音楽学を学ぶ。
エンゲルマンの初期の作品は自由な無調音楽であったが、1949年頃から十二音技法を、次いでミュジック・セリエル
の技法を採り入れた。さらに68年以降、管理された偶然性、図形記譜法、ライヴ・エレクトロニック・ミュージックといった
新しい作曲技法を用いている。

アメリカの作曲家。リーガーとヴォルペに作曲を学んだが、作曲に対するフェルドマンの方向性を決めるうえで最も大
きな影響を与えたのは1950年のケージとの出会いであった。その後の数年間、ケージ、ブラウン、ウルフ、チューダー
やニューヨークの抽象画家たち、とりわけフィリップ・ガストンと親交を結ぶ。ケージ、ヴェーベルンと、直接的ではない
がヴァレーズを除けば、音楽家の作品よりもこれら視覚芸術家たちの仕事に影響されて、フェルドマンは極端に点描
的な様式で書き、強弱の変化が小さいためにすぐにそれと分かる独特の作品を作り始める。同時に、演奏にある種の
自由を与えるため、新しい記譜法を編み出した。
例えば、〈プロジェクション Projection〉シリーズ（1950～51）では図形楽譜を導入した。

Globokar, Vinko 　グロボカル，ヴィンコ　（1934-）
ユーゴスラヴィアの作曲家、トロンボーン奏者。1955年にパリ音楽院に入学し、トロンボーン（1959）と室内楽部門で首
席を得ている。次いで、59年から63年にかけて作曲と指揮をレボヴィッツに学び、65年にはベルリンで作曲をベリオに
師事した。作曲家としてのグロボカルはコスモポリタン的なアプローチや非凡な技術と奔放な創造力、若い頃のジャズ
への興味とユーモアに対する演劇的なセンスなど、それらすべてが組み合わされて一連の独創的な作品を生み出し
た。

Davies, Peter Maxwell 　デイヴィス，ピーター・マクスウェル　（1934-）

Engelmann, Hans Ulrich 　エンゲルマン，ハンス・ウルリヒ （1921-2011）

Feldman, Morton   フェルドマン，モートン （1926-1987）
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Haubenstock-Ramati, Roman  ハウベンストック-ラマティ, ロマン　(1919-1994)
ポーランド生まれのオーストリアの作曲家。1934年から38年まで作曲をクラクフ音楽院でアルトゥル・マラフスキに、39
年から41年までルブフ音楽アカデミーでユゼフ・コフレルに学ぶ。57年にパリでミュジック・コンクレートを知る。59年に
は初の図形楽譜の展覧会を開いた。<モビール　Mobile>シリーズの<夜の小音楽 Petite musique de nuit>や<挿入
Interpolation>などでは、可変的な形式に取り組み、構成要素をコラージュ風に自由に組み合わせたり、幾つにも絡み
合ったテクスチュアのなかで、変化、繰り返し、結合を同時に行っている。

Hespos, Hans-Joachim 　ヘスポス，ハンス‐ヨアヒム （1938-）
ドイツの作曲家。音楽は独学で、1967年にガウデアムス財団作曲賞を受賞して初めて注目を集める。ヘスポスの音楽
は楽派や運動のいずれにも属さないが，十二音技法よりも無調性の面においてシェーンベルクとの結びつきを示して
いる。

Kagel, Mauricio   カーゲル, マウリシオ （1931-2008）
アルゼンチンの作曲家、映画製作者、劇作家、パフォーマー。ピアノ、音楽理論、チェロ、オルガン、声楽、指揮法の
個人指導を受けたが、作曲家としての素養は独学で身につけた。また、ブエノスアイレスの大学では文学と哲学も学
んでいる。
1960年から66年まではダルムシュタット夏期講習会の客員講師を務める。67年にベルリン映画テレビ・アカデミーの客
員講師を務めた後、69年にケルンのライン音楽学校の現代音楽研究所所長に就任する。また、シュトックハウゼンの
後任としてケルン現代音楽講習の最高責任者となる。
カーゲルの芸術のルーツは表現主義、シュルレアリスム、ダダイスムのなかに見ることができる。音楽的には新ウィー
ン楽派の音列による思考法と音色の解放やケージの偶然性の考え方を用いている。

Lachenmann, Helmut Friedrich  ラッヘンマン，ヘルムート・フリードリヒ （1935-)
ﾄﾞイツの作曲家。1955年から58年まで、シュトゥットガルト音楽大学でJ.ウーデにピアノを、J.N.ダーヴィトに対位法を学
ぶ。さらに57年にダルムシュタット夏期講習に参加し、ヴェネツィアでノーノに学び（1958～60）、シュトックハウゼンの
ケルン現代音楽コースにも参加する（1963～64）。ラッヘンマンの音楽は、ノーノの点描的な音の組織化から発展した
ものであるが、彼の構造に関する見解は、純粋に抽象的な発想というよりも、素材に対する音体験から生じたものであ
る。
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Ligeti, Gyorgy 　リゲティ，ジェルジュ （1923-2006）
ハンガリー生まれのオーストリアの作曲家。第2次世界大戦後、リスト音楽院で作曲の勉強を再開し、ファルカシュ、
ヴェレシュ、ヤールダーニに師事した。1956年12月にウィーンに来たリゲティは、すぐにシュトックハウゼン、アイメル
ト、ケーニヒといった西欧前衛音楽の指導的な人物と接触を持った。リゲティの音楽は、ケルンで開かれた1960年の
ISCM音楽祭で管弦楽曲〈アパリシオン Apparitions〉が初演されてから広く知られるようになる。59年からダルムシュ
タット夏期講習で毎年のように講義し、61年からはストックホルム音楽アカデミーで作曲の客員教授を定期的に務め
た。

Logothetis, Anestis 　ロゴテーティス，アネスティス　（1921-1994）
ギリシア系のオーストリアの作曲家。1945～51年に音楽アカデミーで作曲を学んだ。その後、ローマ、ダルムシュタット
などの作曲講習会に参加する。1959年までは伝統的記譜法による十二音およびセリー技法による作品を数多く作曲
したが、その後、形式面でより大きな自由を求めて、グラフィックな記譜法を次第に用いるようになり、作曲者自身が
「統合的 integrating」記譜法と称する方法を発展させた。その結果、総譜はほかのすべての要素と同様に楽器法の
面でも概してかなり自由なものとなり、時として美術的にも魅力ある作品となっている。

Nono, Luigi 　ノーノ，ルイージ （1924-1990）
イタリアの作曲家。イタリア現代音楽における「明確な主義を持つ」楽派のリーダー。近年のさまざまな技法を否定的
に用いるが、これらは自らの芸術的進歩主義と政治的闘志の関係を明確にするための姿勢と理解される。

Penderecki, Krzysztof  ペンデレツキ、クシシュトフ  (1933-)
ポーランドの作曲家。F.スコウィシェフスキに作曲を学び、その後1955年から58年までクラクフ音楽院でマラフスキと
ヴィエホヴィチに師事する。
初期の作品から、声や楽器による前衛的な効果音を駆使し、調性をほとんど用いることなく、しかも一般に広くアピー
ルする曲を書き続けた。
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Schnebel, Dieter 　シュネーベル，ディーター　（1930-）
ドイツの作曲家、音楽著述家、神学者。フライブルクの音楽大学（1949～52）と大学（1952～55）で、神学、哲学、音楽
学を学ぶ。作曲はシュトックハウゼンのセリー音楽を出発点としている。

Serocki, Kazimierz  セロツキ，カジミェシュ　（1922-1981)
ポーランドの作曲家，ピアニスト。1947年から48年まで作曲をブランジェ，ピアノをレヴィに学んだ。セロツキの作品は，
オーケストラ音楽とポーランド語の歌詞による声楽曲という2つの領域に大別される。交響曲第1番など1948年から52
年頃までの初期の作品によって，彼は同世代で最も才能のある作曲家であるという名声を得た。もう一つの流れは，
セロツキが1950年代後半と60年代に書いた大規模な声楽組曲に見られる。またピアノ曲〈自由に A piacere〉（1962～
63）では，演奏者に微小な要素から作品を形づくるという，シュトックハウゼンが〈ピアノ曲XI Klavierstück XI〉において
用いた技法をセロツキ自身も取り入れている。〈コンティヌウム〉はもともとストラスブール打楽器合奏団の6人のメン
バーによる123の楽器のために書かれた。ダイナミックな作品であり，その自由な構成にもかかわらず勢いある形式
や，円熟した様式，また空間的要素を非常に効果的に用いていることなどから，これをセロツキの最高傑作であるとす
る向きもある。

Stockhausen, Karlheinz  シュトックハウゼン，カールハインツ　（1928-2007）
ドイツの作曲家、理論家。電子音楽、音楽における物理空間の新たな用法、開かれた形式、ライヴ・エレクトロニック・
ミュージック、「直感音楽」など、1950年以降の音楽における重要な発展の先駆けとなった。作品や著作のなかで、作
曲技法や音楽理論のみならず、美学的・哲学的な成果を踏まえつつ、完全セリエリズムという前提に立って、独自の
首尾一貫した普遍化のシステムを展開している。シュトックハウゼンが発見したものは、作品という形で徹底して実証さ
れている。また、教育者としても幅広く活動し、64年には自ら演奏団体を結成して、自作の演奏にも指揮者や演奏者
として参加している。

Xenakis, Iannis  クセナキス，イアニス　（1922-2001）
フランスの作曲家。音楽理論の研究を促進するため、クセナキスは1966年にパリにEMAMu（音楽の数学化・自動化グ
ループ）を設立した。EMAMuは70年に公的な認知を受け、コレージュ・ド・フランスの核研究センターの中に施設を与
えられ、さらに72年にはCEMAMu（音楽の数学化・自動化研究センター）となって、CENT（フランス国立放送教育セン
ター）に属し、フランス文化省の援助によって活動が行われるようになった。CEMAMuでクセナキスが74年に開発した
UPICシステムは、入力用の特殊なボードに描かれた図形をコンピュータによって音響化し編集する作曲システムで、
これによって専門的な音楽理論を知らない子供でも作曲が可能になった。
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石井真木　いしい，まき　（1936-2003）
作曲家。1952年から58年まで作曲を伊福部昭、池内友次郎、指揮法を渡辺暁雄に師事。58年渡独し、ベルリン国立
音楽大学作曲科に入学、ボリス・ブラッハー、ヨーゼフ・ルーファーらに師事。59年から60年にかけて、ダルムシュタッ
ト国際現代音楽夏期講習、オランダ・ビルトホーフェン国際現代音楽祭などに参加、初期の作品が演奏された。石井
はシェーンベルクやヴェーベルンの影響下に創作活動を開始したが、〈アフォリスメン〉（1963）で厳格なセリー技法か
ら脱出。邦楽器の音楽の再発見の道を経て、〈失われた響き〉（1978）、〈彼方へ〉（1980）など新ロマン主義的な作風
に向かい、〈白濁夢〉（1983）以降は、自ら「パン・ムジーク（汎音楽）」と呼ぶ新しい観点からの創作を展開した。

一柳慧　いちやなぎ，とし　（1933-）
作曲家、ピアニスト。作曲を平尾貴四男、池内友次郎、ピアノを原智恵子に師事。
1958年ニューヨークのニュー・スクールでジョン・ケージに師事、ケージの思想に絶大な影響を受け、〈ピアノ音楽第2〉
（1959）をはじめとする厳しい精神主義的不確定性の音楽を作曲した。61年帰国し、20世紀音楽研究所主催の第4回
現代音楽祭（大阪）で自作やケージのものを含むアメリカの前衛音楽を初めて我が国に紹介し、衝撃を与えた。それ
に続く現代音楽の演奏団体「ニューディレクション」の結成（1962）、武満徹との「オーケストラル・スペース」音楽祭の
開催（1966、1968）、「音響デザイン展」の開催（1972）などはいずれも話題を呼んだ。72年の厳格に記譜されたピアノ
曲〈ピアノ・メディア〉で、一柳は不確定性の音楽から五線記譜法による音楽の世界に完全に復帰する。以来、堅実な
技術と時代意識に裏打ちされた作品を数多く書いている。

近藤譲　こんどう，じょう　（1947-）
作曲家。東京芸術大学音楽学部作曲科を1972年に卒業。長谷川良夫、南弘明に師事。
大阪の万国博覧会鉄鋼館における「今日の音楽」現代音楽祭で演奏された9人の奏者のための〈ブリーズ〉（1970）で
は、図形楽譜が用いられている。各奏者に対して詳細な指示が記され、各奏者が互いに音を聴き合い、反応すること
が要求されるこの作品は、その独自の方法論により決定的なデビュー作となった。

武満徹　たけみつ　とおる (1930-1996)
作曲家。作曲を独学で学ぶ。1951年、ピアニスト園田高弘、美術作家山口勝弘、評論家秋山邦晴らとともに詩人で美
術評論家の瀧口修造のもとに集い、芸術グループ「実験工房」を結成した。戦後の一時期、諸分野を総合する芸術
運動を展開し、武満は新しい領域であるミュジック・コンクレートの手法で〈ルリエフ・スタティック〉（1956）、〈ヴォーカリ
ズムA・I〉（1956）などの作品を発表した。こうして既成概念にとらわれずに豊かな想像力を音楽に結実する武満の名
は、有能な若手作曲家として次第に知られるようになったが、それを決定づけたのは早坂文雄の死を悼んで作曲した
〈弦楽のためのレクイエム〉（1957）である。その後、一作ごとに国内・国外の賞を受賞、現代の作曲家として国際的に
不動の地位を獲得するに至った。
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