
「undirected 1992-2002』制作ノート
about "undirected 1992-2002"

執筆者指名：
クリストフ・シャルル
Christophe Charles

職名：助教授
専門分野：メディアアート
所属：映像学科

文字数：8238
図版の点数：12

抄録：
2003 年、1992 年以降創った音楽を素材にした、二つの曲で構成している CD
『undirected 1992-2002』（図 01、図 02）は、「Subrosa」社（ベルギー）によって
リリースされた。一曲目は、1992 年に、国内外の様々なコンサートの際に開発され
たもので、デンマークの作曲家、ヘニング・クリスティアンセン（Henning
Christiansen）へのオマージュでもある。二曲目は、2002年まで発表した常設及び仮
設のインスタレーションやコンサートのための素材で構成した。この制作報告書にお
いてそれぞれの作曲の過程及び構造を説明する。



（図 01）

The Belgian label "Subrosa" released in 2003 the "undirected 1992-2002" CD,
featuring two compositions composed between 1992 and 2002. The first composition
is an homage to the Danish composer Henning Christiansen. It has been performed
and conceived during various concert held in Japan and abroad. The second
composition was made from elements of permanent and impermanent installations, as
well as material elaborated for live performance. This is a report on the structure and
the making process of the two compositions.

（図 02）



1- "next point - hommage a Henning Christiansen"

「next point - hommage a Henning Christiansen」は 1992年にニースの MANCAフ
ェスティバルの際に行われたコンサートの録音をそのまま扱ったものである。この曲
の土台となったものは 1992 年 10 月に行われた、淡路島の山口勝弘主催「芸術村」
のオープニングイベント「メディア・オペラ」で上演された曲である。この曲はその
後、同年 10月と 11月に、様々な会場において行われた「Megalopolis Aborigines Europe
Tour」の際にさらに進化した。東京のギャラリー・サージのディレクター、酒井信一
氏と共同で企画した、このヨーロッパ・パフォーマンスツアー、それはベルリンの
「Freunde Gute Musik」を皮切りに、ベルギー・ゲントの「Logos　Foundation」、
オランダ・アインドーヴェンの「Apollohuis」（図 03）、さらに、南仏ニースの「MANCA」
の際に、進化した形で具体化できたのである。最後のコンサートはニースで行われ、
4 チャンネルの音響装置を使用し、機材やミキサーを会場の中心に置き、観客と同じ
立場から自分の演奏を聴くという機会に恵まれた。その時、作曲家のテリー・ライリ
ー（Terry Riley）とミシェル・レドルフィー（Michel Redolfi）が演奏のわたくしの席
の隣に座り、たいへんに緊張した、という思い出もある。

（図 03）

環境音は殆どの場合、一人の人間によってではなく、多数の要素のインタラクション
によって発生されるのだが、作曲の音が、その環境音と同等のレベルにあるという前



提と、さらにテンションやリリースという、「ドラマティック」な様子をも表してい
る。ところで、ある精神状態を語るようなロジックを展開させる、線的な物語に基づ
くものではなく、様々なイメージが次々に登場し、それらの順番は重要視してはいな
い。最終決定としての録音するに至るまでに、共同のプロジェクトに参加したアーテ
ィストとのコラボレーション作業によって様々に展開、あるいは進展したのである。
列挙すれば：武井よしみち氏の「オフィストリップ」、山口勝弘氏の「メディア・オ
ペラ」、石井満隆氏の「自在・無ダンス」（図 04）や風倉匠氏の「バルーン・イベン
ト」。作曲のそれぞれの「イメージ」はそれぞれのパフォーマンスを構成するアイデ
ィアのロジックや、それぞれのパフォーマーの間に行われるインタラクションのひら
めきによって再構成あるいは進展したといえる。

（図 04）

曲を構成する音源は、例えばスペイン領のマヨルカ島で録音した雨、カルカッタのハ
ウラー駅においてのコーヒーやゆで卵の物売りの声、奈良の東大寺のお経を唱える僧
侶の声、また中国の浙江省杭州市のアイスクリームの物売りの声など、である。時空
間を越えた音素材である。他に、ヘニング・クリスティアンセン氏の作品からサンプ
リングした音も登場している：ペンテシレアの洞窟のまき散らされたピアノの和音
（「Kreuzmusik - Fluxid Behandlung」、op.　189）、また、「時間の経過をつよく感じ
させる」長い塩ビパイプを敲く時の音（「Klopfen」、op.　20）、またガラスの鐘（図
05）や、会場の壁や天井を必ず振動させる「黄色い山の庭」（「Il Giardino della
montagna Gialla」、op. 171）で鳴るチューバの深い音など。それらの音色は、クリ
スティアンセンの広い包容の下を意味している。初めて聴くと暗く、厳粛に感じるか



もしれないが、他に同時に聞こえる音に別な「輝き」を与えているようにも感じとれ
る。チューバの低い周波数によって、人間の声の、ある周波数が音響的な効果で消去
されるように、聞こえなくなり、するとそれらの声は無意図的なメロディとして明ら
かに聞こえてくる。古い、調子はずれのピアノの、雷鳴のように響く和音と和音の間、
サイレンス（静寂）が聞こえ、そのサイレンスに存在する他の音はさらに明確に聞こ
えてくるのである。そこで、雨音はさらに輝きを帯びる。同様に、4 メーターの長さ
のパイプを叩き、その内面を響かせる行為によって発生する音は、「缶詰」である CD
に保存されている音のみならず、CD を再生している時の、実際の環境の中で響いて
いる音をも聞かせているのである。最後のパートは、ジャン・シベリウスの 4番の第
一章の最後のフレーズを引用しており、四つの音符だけの「一画」で広い風景をあら
わにする。

（図 05）

「next point」とはヘニング・クリスティアンセンによる名称で、「新しい音を導入す
ることによって、新しい可能性を拓くという形態の原理である」。初期の作品で、ク
リスティアンセンは様々な作曲の法則を作りだしたのである。その中に、「パーセプ
ティヴ・コンストラクション」（Perceptive Constructions、1963年）や「ネクスト・
ポイント」（1964 年）がある。「ヘニング・クリスティアンセンの場合、それは、音



を減らすことを意味し、繰り返しや小さな変化によって彼が新たにシンメトリーなシ
ステムで分析した単純な構造を作りだす。そして、素材を、考えうるあらゆる組み合
わせにより、それ自体の中に返してやる。その際彼は、聴覚だけでなく、音楽の視覚
的要素にも関心を示す。原稿のグラフィックな側面は、音のイントネーションと同等
の重要性をもつのである。」（Niko Tenten　、「Sound in Motion」、『Pick up on
Henning Christiansen』、1992年、p. 11）。「next point」は曲に於いては、ある要素が
それ以前に現れた要素を参照したり、それ以降に現れる要素を予知したりする。ある
フレーズの要素は次第に増幅し、延長することによって、新しいフレーズ（＝「next
point」）は登場する。新しい要素は以前の要素と対照したり、補足したりする。する
と以前の要素は次第に消えてゆき、曲は絶えずリサイクルしているのである。

2- 「deposition」

「next point」と同様、「deposition」という言葉は属名で、フランスの彫刻家ボーデ
ュアンが屡々使っている用語である。「de-poser」というのは、位置の専横な性質、
または、時空間における、視覚的、聴覚的要素の位置と感覚の可能性の大多数を示し
ている。秩序を決断するのではなく、秩序の可能性を定義する。視覚と聴覚の増殖の
ための道具を提供している。「deposition」というタイトルの元、『undirected 1992-
2002』の二つ目の曲は、1992 年より 2002 年まで制作された要素を扱っている：横
浜美術館アートギャラリーで行われた個展「deposition yokohama」のインスタレー
ション用の音作品、CD『statics』（CCI Recordings、池田亮司監修、1995 年）や、
ドイツでリリースされた CD『In Memoriam Gilles Deleuze』（Mille Plateaux、1996
年）に載っている曲、また、大阪の天心橋六丁目の「大阪市すまい情報センター」お
よび、成田国際空港の第一ターミナルの中央アトリウムの常設サウンド・インスタレ
ーションのために作曲した曲の中からも引用している。

A- インスタレーション「Deposition Yokohama」は、1994 年に横浜美術館のために
作曲、構成したものである。インスタレーション自体は、横浜市の美術館の学芸員と
多くの協議を行った上で実現した。その形態はまず美術館の学芸部に承認されなけれ
ばならなかった。理由として、音を中心に構成する作品は、現実空間との調整のみな
らず、それまで定義されていなかった「ノルマ」にも適合させなければならなかった
からである。展示会場で、6 台のスピーカーは赤外線センサーによって来館者の動き
によってオン、またはオフになり（つまり鳴ったり、黙ったりし）、横浜美術館アー
トギャラリーの空間に浮遊する音を聞きながら、視点／聴点を体験しながら、様々な
コンビネーションやスーパーインポーズを実現することができるよう会場の音響空間
を制作した。全体の音響空間は、来館者が実際に会場にいることと、移動しているこ
とと密接な関係を持ち、複数性のある、「undirected」（無方針、無制御―それは、セ
ンサーの慣性にもよる現象であるが）という性質を持つ空間として実現するに至った。



展覧会に発表された曲はカタログ（展覧会目録として、あるいはマルティプル・ボッ
クスとして扱われる）録音され CDとして手中に収めることができる。この CDに掲
載されている曲は、様々な長さの、10 程のエピソードによって構成され、緊張感と
解放感のダイナミックによって構成されているが主体となっている。いわゆる物語性
はないが、むしろ幾つかのシーン、それぞれには都市や田園の音景が登場し、また声
やフルートや打楽器という、指の技術というよりも、呼吸する、または叩くという身
体による「基本」行為を強調する楽器音も登場する。実際、打楽器の音は音楽的では
ない性質のために選ばれたのである。多くの音源は、基本として音楽的ではない行為
による：たとえばセネガルの女性のキビの連打の音。声は、ハンブルグの魚の市場の
物売り、カルカッタの子供たちの遊び音（図 06）、夜のイタリアで、月に吠える犬た
ち、日本の山の虫たちなども積極的に導入した。

（図 06：カルカッタのサウンドスケープを使用した作曲のノテーション）

幾つかのシーンは、韓国の沈鐘全氏のパフォーマンスのために制作した曲：「人間は
目覚めの際に犬になったという疑問を持ち、両方のアイデンティティを抱き、新宿歌
舞伎町を歩いているシーンなど」である。他には例として、神奈川県の常福寺で行わ
れたコンサートでは、扉や窓は開けたまま行われた。その際音楽は、電車が通ったり、
風は竹藪を揺らしたり、犬が吠えたりするという、（半）不測の出来事と共に発展し、
外の音と、音楽として発声された音とのバランスに基づくものだった。



（図 07）

それぞれのパートの長さは、その内容（音色、音の高さ、音の種類や密度など）と関
係している。加えて外の視聴覚的な出来事とも関係しているが、それらは録音されな
かったため、不確実でありどんな「出来事」か分からない。音楽はそれらの出来事に
「合わせた」わけではない。ある意味で、他の出来事でも構わないのだ。むしろ、音
楽の構造的な性質である「オープン」な形態によって、外からの「妨害」を受け入れ
る性能を理解するということである。その意味で、なるべく朗々とした音の環境の中
で音楽を聴くべきである。すると、現実、現時間（リアルタイム）の音は（人工的な）
音楽の音と混合し、思いがけない集合体が作り出されるのである。



（図 08）

B- 上記、参照した CD『statics』(1995年)や『In Memoriam Gilles Deleuze』（1996
年）はそのインスタレーションの延長として考案した：CD プレイヤーがランダムに
全体の曲の、どのパートを再生するかを選んでいるのではなく、今度はコンピュータ
は 22 の種類（『statics』）または 48 の種類（『In Memoriam Gilles Deleuze』の
「continuum」）をランダムにピックアップし、なお、設定のパラメーターの同じコ
ンビネーションは二度と現れないようにプログラムを設定した（図 07、図 08）。散
りばめたサイレンスの部分の長さも不確定的で、結果としての音楽は進展しないよう
に聞こえる。つまり、物語性はまったくなく、イメージは浮かぶとしても、瞬間的で
あって、偶然によって現れる。他に、「shim-ke」（二つのバージョンが『Modulation &
Transformation 4』、Mille Plateaux、1999年、と『undirected/dok』、Mille Plateaux /
Ritornell、2000年、が掲載された）のような、いわゆる構成の「複雑な」曲の場合、
様々な色や密度の、幾つかの「たて糸」が次々に登場する（図 09）。それぞれの音響
的な「たて糸」はその後互いに浸透するように組み合わせられ、CD という媒体に定
着させたが、同じ音響素材を使用し、それらの順番とバランスを変えることは想像で
きる。その意味で、それらの作品は同じ樹木の枝であるとも言えるのである。



（図 09）

そのような作品をまさに「undirected」と呼ぶ。これはリチャード・コステラネツ氏
（Richard Kostelanetz）の言葉によると、「無指揮」、「無指導」、「無制御」及び「無
方向」という意味になる。「undirected」な音楽はマルチフォニック（多数音響的）
及び多数方向的である。コンピュータはピッチ（音調、音の高さ）、インテンシティ
ー（音価）やデュレーション（音の長さ）、フィルター、パニング（音の空間的位置）、
エフェックトのパラメータの同じコンビネーション（組み合わせ）が再度と現れない
ように働いている。時間における音の独立性は空間における独立性に支持される。ま
た、スピーカーの位置によって、または観客の動きとその視点／聴点によって、音楽
は空間、つまり建築、環境や音景（サウンドスケープ）となる。空間というものはあ
くまでも物理的でもあり、社会的でもある。つまり言い換えれば、建築家、資本家と
利用者の組み合わされた意図によって存在している。物理的次元だけを注目すること
は可能であるが、それでは相応しくないと思うのである。それらの次元にも着目した
方が作品は豊かになる。作品は環境との（弱い）関係で破壊されることが充分あり得
るのである。基本的要素（音、空間、メディア・テクノロジーと観客）の特別関係に
従って、それぞれの要素の「妨害無き相互浸透」は可能となる。「next　point」音楽
はその時点で「undirected」で、意図（欲望）と無意図（偶然）の境界線を探求する
手段（メディア）となる。

C- 1999年に完成した、大阪の天心橋六丁目の交差点にある「大阪市すまい情報セン



ター」の総合モニュメント（図 10）には、様々な形態の作品が集合している：オブ
ジェ、ビデオ映像、ホログラム、音楽。4 つの曲は、ループ再生によって一日中、朝
8 時から夜 8 時まで、ロトンダの空間の中で響く。そこで聞こえる曲は、環境に反応
するインタラクティブな要素を含んでいるわけではないが、曲自体を、音景の変化を
計算した上、作曲した。音楽と、環境音が浸透するように、それぞれの要素を選び、
最終調整の際には、それぞれの曲の音量を細かく決定した。青信号の際、エンジンの
音は大音量になり、環境にとけ込む音楽を聴くためには、耳をある程度傾けなければ
ならない。赤信号の際、音楽的な音の波が浮上する。全体のリズムは、スタート、加
速、ブレイキの音を発生させる交通の信号によって成立している。近隣の商店街のア
ナウンスや音楽も、音景の一部として、すかしのように聞こえる。また、盲人のため
の信号音も定期的に聞こえてくる。その中で、音楽は全体に思いがけない音色を提供
し、音景の、もう一つの色を表している。

（図 10）

2001 年に完成した成田国際空港の第一ターミナルの中央アトリウムの常設のために
作曲したサウンド・インスタレーションも同様の論理に基づく（図 11、図 12）。環
境の音を聞かせながら、逢坂卓郎氏と長谷川智氏のヴィジュアル・インスタレーショ
ンと共に空間に構成された。30 分毎ごと、ブラインドが日差しを防いだ天井をベー
スとして、4 分間の、音楽と光の短いスペクタクルを鑑賞することができる。アトリ
ウムの空間には透明なオブジェが浮かびあがり、様々なスポットライトの光線を反射



している一方、私の作曲した音は、都市や海の音景、人間や動物の声、楽器などを組
み合わせた形で、国際空港という場所柄、移動や旅を連想させるものとなっている。

（図 11）

「next point」と同様、「deposition」は発表されたコンサートの際にも進化した：振
り付け者の石川ふくろう氏の作品のために音を作曲、構成した。石川氏の「DOROBO」
（2002 年～2003 年）は、スタティックな要素（加古裕三氏の「constant consult」
など）を加えた上で「deposition」を扱った。同様に長内真理女史もカナダのウイニ
ペグ、トロント、モントリオールで発表した作品にも「deposition」の音楽を作曲、
振り付けの素材となった。それらの経験を踏まえ、書籍『ポスト・テクノ（ロジー）
ミュージック』（大村出版、2001 年）の出版記念イベント（六本木ゾーン、2002 年
2 月）では、演奏し、またカーステン・ニコライのキュレーションによる、フランク
フルトの『Frequenzen』展（2002 年 3 月）のコンサートシリーズの際にも再編集し
演奏を行った。



（図 12）

「InterCommunication Center」の学芸員、畠中実氏が私の作品に寄せたテキストを
ここに取り上げる。「作品は聴取者の、ある瞬間、瞬間の知覚作業へと転換され、概
念上は常に再演可能なものとなったのだ。すると、ある日常的な営みのなかなら、つ
まり沈黙のあとから音がたち現れてくるようになる。（略）シャルルの作品タイトル
に頻出する「アンディレクテッド（undirected）」という言葉が示すものは、つまり
は焦点が設定されないということであろう。サンプラーや映像をコンピュータによっ
てコントロールして織り成され、あらゆるものに注意を払うことができる焦点のない
音の空間は、シャルルの言う「妨害無き相互浸透」を実現したものである。作品は、
コンピュータによってランダムに生起する音と映像、観客と場所という不確定要素に
よって成り立ち、それぞれが自立し、完結することなく、しかも強制もない。そこで
は理想的なインタラクティヴィティが実現している。（『サウンドアート―音というメ
ディア』、InterCommunication Center、NTT出版、2000年、p.50）


