
 1 

2018 年 1 月 11 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 48 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.48 
 

 

第 48 回定例研究会報告 

 

日時：2017年 12月 16日（土）14：00～17:30 

場所：秋田大学 教育文化学部 2号館 1階  

   音楽演奏室 

司会：朝山奈津子（弘前大学） 

 

〈研究発表〉 

1．《白鳥の歌》〈ドッペルゲンガー〉D957-13 に見ら

れる「属 7の和音」の変容と転義 

―F.シューベルトにおける多義的和声の展開― 

今野哲也（国立音楽大学） 

 

2．“Do you wanna hear some more?” : マドンナ「コ

ンフェッションズ・ツアー」(2006)の「ラッキー・ス

ター / ハング・アップ」における 間テクストおよび

ナラティヴ戦略 

友利 修（国立音楽大学） 

 

3．「中世ヨーロッパにおける楽器製作の renovatio～

金管、鍵盤、弓奏…への推測」 

上尾信也（上野学園大学） 

 

〈講演〉 

「アルヌール・グレバン『受難の聖史劇』の諸写本に

見る様々な音楽」 

黒岩 卓（ゲスト、東北大学） 

 

〈研究発表〉 

1．《白鳥の歌》〈ドッペルゲンガー〉D957-13 に見ら

れる「属 7の和音」の変容と転義 

―F.シューベルトにおける多義的和声の展開― 

今野哲也（国立音楽大学） 

 

【発表要旨】 

 シューベルトの《白鳥の歌》第 13 曲〈ドッペルゲ

ンガー〉は、ハイネの『歌の本』の一篇を歌詞として

いる。タイトルは〈影法師〉と訳されることも多いが、

本来的には「二重身」の意味となろう。自分の分身を

見た人間が辿る不吉なイメージは、ハイネに限らず、

多くの作家の創作意欲を刺激してきたようだ。原詩は

全 3節からなる。各節ごとに視点は「第三者」、「私」、

「男」と入れ替わり、動詞の時制の揺れ動きとともに、

二重身の禍々しいイメージが浮き立たされる。それに

対し、シューベルトはパッサカリアの手法を導入して

いる。主調が h-moll であるという点も、それまでの

シューベルトの用例を鑑みれば（《冬の旅》〈孤独〉、

《白鳥の歌》〈異国で〉など）、この歌曲には至適のイ

メージとなろう。 

 パッサカリア主題は 4度現れ、淡々とした流れの中

にも、巧妙な和声技法が展開されてゆく。前半に際立

つ空虚 5度の響きも、段階的に豊かな和声に変貌して

ゆくが、とくに主題の最後に置かれる h-moll のドミ

ナントには着目したい。すなわち、1～2 度目の提示

では通常の属 7の和音（V7）が置かれるが、3度目に

は「フランスの 6」（V7-5）、4度目には「ドイツの 6」

（V9-5）へと変容されてゆく。この 3～4 度目の主題

には第 2節の歌詞が対応しており、それは「私」とい
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う存在が、「男」の異様な行動を語る叙事文である。

このときフランスの 6は「苦しみの威力」という歌詞

へ、ドイツの 6は、この歌曲の象徴とも言える「自分

自身の姿」という歌詞へと、それぞれ落とし込まれて

いる。第 43 小節から始まる第 3 節の歌詞は、譫妄に

襲われている「男」の情動の吐露である。ここでパッ

サカリアは途切れ、この歌曲で唯一の転調部分

dis-mollへ転入する。転調部分の第 51小節で響く和

音［g-eis-h-d］は、dis-mollの同主固有和音調の

であると同時に、主調の （ドイツの 6）でもある。

ドイツの 6≒属 7の和音の表裏一体関係は、ロマン派

音楽でも愛好された異名同音的転義の基となるアイ

テムのひとつだが、ここでも主調の h-moll へ回帰す

るための仲介和音として機能している。この後、歌曲

の頂点が訪れるとともに、「男」の狂気は顕在化する。

その意味で、前述の属 7の和音の段階的変容も、この

「男」の存在を過去から現在へと誘うための策であり、

かつドイツの 6（すなわち「自分自身の姿」）も、た

んなる音響的変容に留まるものではなく、ここでの転

調（「男」の狂気）を暗示するものだという解釈を立

てることもできよう。こうした多義的な和声技法は、

ハイネの詩世界を表現する上で、必要不可欠なもので

あったことは想像に難くない。また終結近くのナポリ

の和音とプラガル終止は、この後の「男」の運命を暗

示するものとも解釈できる。歌詞や音型はもとより、

シューベルトの和声技法に主たる関心を向ける本研

究には、意義があると考える。 

 

 

【傍聴記】（成宮北斗） 

 今野氏の発表では、F.シューベルト作曲《白鳥の歌》

第 13 曲〈ドッペルゲンガー〉を、属７の和音の変容

に主眼を置き、作品の成立、和声と詩の関連性、パッ

サカリアを用いた曲の構成に触れ、詳細な分析を通じ

てシューベルト最晩年の卓越した作曲法が立証され

た。 

 この曲は最後のプラガル終止以外すべて属和音で

の終止、つまり半終止するが、はじめ３和音の V、次

に属７、フランスの６、ドイツの６と変化していき、

詩における「第３者」、「私」、「男」への視点の変化、

および狂気へと向かうプロセスを形作る。 

 51小節目 h-mollにおけるドイツの６は、異名同音

で C-durの属７に読み替え、さらに C-durを His-dur

に読み替えることによって、50小節目 dis-mollの同

主固有和音調の属７として整合性を持つ。今野氏はこ

の転調法がロマン派音楽で愛好され、さらに現在のジ

ャズやポピュラーで多用される裏コードと関連を持

つことを指摘し、シューベルトの和声法が先駆的であ

ったことを裏付けた。 

 質疑応答において、作曲された当時におけるピアノ

の調律では、増６の和音の響きが今よりさらに独特の

響きを持っていたという指摘や、h-moll という調と

最後のナポリの和音が「死」という意味を内包する説

があったことが指摘され、この作品がさらに多角的な

研究の対象となりうる可能性が示された。 

 自らが作曲を行う私個人の見解として〈ドッペルゲ

ンガー〉の一切無駄のない、今野氏が指摘するように

幾重にも解釈可能な「多義的」な作曲法から学ぶこと

は多かった。シューベルトの他の作品や、他の作曲家

の和声法との比較を通じた、より広い視野からの研究

が行われることを今後期待する。 

 

 

2．“Do you wanna hear some more?” : マドンナ「コ

ンフェッションズ・ツアー」(2006)の「ラッキー・ス

ター / ハング・アップ」における 間テクストおよび

ナラティヴ戦略 

友利 修（国立音楽大学） 

 

【発表要旨】 

 今日のポピュラー音楽の分野において、コンサー

ト・ツアーは、既存の楽曲を生演奏で聴衆に提示する

機会であるだけでなく、しだいに、舞台作品的な創作

の場となってきている。この分野で 1985 年以来先駆

的なそして影響力のある役割を果しているマドンナ

(1958〜)の世界ツアーは、その中でも緻密な舞台構成

で名高い。 

マドンナの第 7回世界ツアー「コンフェッションズ・

ツアー」(2006)はデビューアルバム(1983)からの「ラ

ッキー・スター」とツアー前年に発表されたアルバム
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「ハング・アップ」からの同名曲の 2 曲からなる 13

分 30 秒のシーケンスをフィナーレとする。このシー

ケンスは単に 2 つの既存曲を継ぎ足したものではな

く、2つの以上の楽曲、それぞれよりも高次の明確な

ナラティヴによって一つの音楽テクストに織り成さ

れる場となっている。シーケンス中、第 1曲の終りで、

マドンナが聴衆に「Do you wanna hear some more?」

と呼びかけるとき、それは、より大きな筋書きへの招

待となっている。 

 本発表は、こうした性格をもつシーケンスの構成に

マドンナ(および制作者)が用いた間テクスト上・ナラ

ティヴ上の戦略を分析するものである。分析の資料に

ツアーの DVD 版(2006 年、8 月ロンドンで収録、2007

年発売)を用いるが、分析は、視覚的事象よりも専ら

音楽的事象に焦点を当て、以下の指摘を行なう。 

1. 間テクスト性の役割  —  a) 間テクスト性は彼女

の過去と現在との対決の場を作る。b) 第 2 曲に既に

引用の形で含まれている別の楽曲(ABBAの「ギミ・ギ

ミ・ギミ」)が全体のナラティヴ構成において鍵の役

割を果たす。c)  間テクスト的「痕跡」が音楽上の現

象として有徴のポイントを作っている。 

2. 意味作用の単位およびトピックとしての音響的要

素  —  日常用語で典型的には「サウンド」— — 例え

ば「80年代サウンド」「ヒップホップ・サウンド」「モ

ータウン・サウンド」のような表現— — の用語で語ら

れる、音色やテクスチュアその他の音響的特質は、理

論の中でいまだに不安定で曖昧な術語上の位置しか

持っていないが、今日のポピュラー音楽における意味

作用にとって極めて重要なパラメーターである。こう

した音響的特質は、その様式的・歴史的共示力により、

トピックの重要なカテゴリーを作り、ナラティヴ構成

上の強力な意味作用の単位を作るが、その典型的な使

用がこのシーケンスに見られる。 

3. 二重のナラティヴ戦略 —  意味作用の単位として

の音響的要素の使用によって EDM に特有の叙事的な

ナラティヴの次元が与えられている。その一方古典的

な緊張 / 解決の原則によるカデンツの配置の戦略も

用いられ、その正確かつ巧妙な使用は他の意味作用の

パラメーターとの組合せにより、この音楽テクストに

強力な劇的なナラティヴをもたらしている。 

4. ナラティヴ上のジャンル範疇の遷移 —  以上の戦

略により、元々叙情詩の範疇に属する二つの曲が、叙

事的・劇的なジャンルの「作品」へと遷移している。 

 

 

【傍聴記】（福中冬子） 

 マドンナの「コンフェッションズ・ツアー」（2006）

中の〈ラッキー・スター / ハング・アップ〉シーク

エンスに読み込む間テクスト性の可能性について発

表した友利氏の主たる研究領域は、所謂「ポピュラー

音楽研究」ではない。それが示唆するように、本発表

は、従来のポピュラー音楽研究における社会学的偏重

から大きく距離をとり、代わって、これまで西洋芸術

音楽の分析に際してその作業の対象となってきた

「音」要素（構成、音響的特徴、和声、リズム型など）

を検証の中心に据えたうえで、ナラティヴ論・記号論

的考察に基づく音楽の美学的評価の可能性を鮮やか

に呈示するものだった。 

 発表の大部分が実際の音についての論考に費やさ

れが、その理念的枠組の大きな部分を支えたのが、

「音としての」音楽を通じた社会や文化の批判的考察

を目的とし、諸要素の相互参照から記号論的に楽曲の

「意味」を解釈する、フィリップ・タグら率いる NIMiMS

プロジェクト（2015年にフィンランドを本拠に発進）

による諸試論である。特定の音型や音響的特徴、楽器

への参照が特定の事象（「狩」という概念など）を示

唆し、結果意味が生成されるとする、あるいは複数の

参照点の相互作用によりナラティヴが創出されると

いう記号論的アプローチ――トピック論――は西洋

芸術音楽の分析理論としてすでに定着しているが、タ

グらはそうした分析ツールをポピュラー音楽に持ち

込み、特に楽譜が表現しきれない音響的要素（「サウ

ンド」）を間テクスト的意味生成上の重要なファクタ

ーとした。本発表でもたとえば〈Lucky Star〉冒頭の

例にとり、その広い音域が示唆する空間性が、翌年の

リミックスでの音響調整を経て「時間（時代）」の変

遷を表現する要素へと変化し、その変化自体が新たな

ナラティヴを生成するさまが効果的に論じられた。 
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3．「中世ヨーロッパにおける楽器製作の renovatio～

金管、鍵盤、弓奏…への推測」 

上尾信也（上野学園大学） 

 

【発表要旨】 

 15 世紀における黄銅（Brass）の合金生成とその応

用としての「金管」楽器(Brass instrument)、竪琴

の横琴化から鍵盤アクションの創出、図像資料文献資

料などから窺い知ることのできる弓奏弦楽器の生成

といった楽器史を、科学技術史を踏まえて「推測」す

る。そこには職人としての楽器製作者の移動、あるい

は古代やユーラシアといった時間と空間にまたがる

技術の伝播と伝来が見え隠れしている。  

 まず、ニュルンベルクのマイスター・シュタットフ

ァイファーとシニョリーアの楽器奏者として、15 世

紀イタリアへのドイツや北方の楽器奏者雇用の背景

にある楽器伝播を、最先端の冶金技術を駆使した

brass 真鍮管楽器の製作者兼演奏者によるものであっ

た可能性を推測する。さらに、クラヴィコードとキー

アクションの創案については、アンリ・アルノー・デ・

ツヴォレとヘルマン・ポルの例から、鍵盤機構のイノ

ベーションを資料的に確認する。彼らを技術者として

捉えるならば、ペスト以降（1350-1450）の職人のモ

ビリティの面から、職人としての楽師の時代、工芸と

しての楽器の時代という Renovatio であった。また、

広い視点では、弦楽器の伝播・伝来の問題を取り上げ、

ユーラシアの西端としてのヨーロッパの文明論的位

置づけと、ヨーロッパの独自性としての Renovatio

の再考につながる問題として推測する。 

1 「orichalcum」 真鍮の精錬と加工技術者としての

管楽器奏者のモビリティ 

1-1 Meister：ニュルンベルクのマイスター・シュタ

ットファイファーとシニョリーアの楽器奏者 

1-2 Signoria ：1350-1450 年におけるフィレンツェの

シニョリーアのための宴会の音楽 

2 「Clavi」 鍵盤と鍵板 

2-1 Keyaction クラヴィコードとキーアクションー

アンリ・アルノー・デ・ツヴォレとヘルマン・ポル 

2-2 Hydraulos ヒュドラウロスを求めて、継承にお

ける技術指南書、製作における時計技術者 

2-3 Bridge ペスト以降 1350-1450 年の職人のモビ

リティ 

3「Cithara」弓奏弦楽器の中世 

 

【傍聴記】（石原慎司） 

 本発表は様々な古文献の記述や図版に基づき、音楽

史が有する時代や事象の捉え方に関する課題点を浮

き彫りにするものであった。まず金管楽器等の発展は

真鍮合金の冶金技術の発展が伴うこと、さらに音楽家

と技術者（冶金・加工・楽器製作）が未分離な時代の

説明があった。そこから音楽の伝播は技術者の移動と

いった技術・工業史に関わる事象でもあり、音楽史だ

けによる時代区分の捉え方には課題があることが窺

えた。この点でパイプオルガンの原型として定説のあ

る「ヒュドラウリス」についての詳説も興味深かった。

まず、長さの異なるパイプがあり、鍵板（鍵盤とはい

えない）はあるものの、その構造や操作方法の記述を

見ると、それは旋律が奏せるようなキーアクションの

ある鍵盤楽器ではなさそうであり、名前の異なるオル

ガンという「楽器」にいつ発展したのか全く不詳だっ

た。一方、これが記載されていた古文献は当時の様々

な技術についての書物だったのであり、楽器（音が出

る機器といった方が適切か）についてはごく一部の記

載しかなく、ヒュドラウリスは技術や機械に関するも

のとして認識されていた感が強かったのである。また、

鍵盤楽器の発明者として認識されているツウォレ

（Zuuolis, Henry Arnord）にしても、医師、製図者、

時計製作者その他多種多様な技術者・知識人でもあっ

たわけであり、人・物・時代等の捉え方については、

より多様な視点を加えて見直す契機となった。 

 

 

〈講演〉 

「アルヌール・グレバン『受難の聖史劇』の諸写本に

見る様々な音楽」 

黒岩 卓（ゲスト、東北大学） 

 

 本発表はアルヌール・グレバン作『受難の聖史劇』

（十五世紀中頃成立）の諸写本における音楽（ユスタ

シュ・デシャンの言う「人工の音楽」）の指示を、テ
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クストの詩形（「人工の音楽」に対する「自然の音楽」）

の分布と比較することで、両者の関係の一端を明らか

にしようとするものである。今回は現存十一写本のう

ちから五つをとり、キリスト生誕を主題とする「第一

日目」までを検討する。 

まず「人工の音楽」についていえば、楽譜を収録した

写本はなく、音楽の指示の多寡についても写本によっ

て相当な差がある。他方でキリスト生誕に関わる重要

な場面では五写本全てで音楽の指示が見られる。対す

る「自然の音楽」つまり詩作技巧については、現段階

で断言できることは限られるものの、上述のような場

面で複雑な詩形が多く導入されることは指摘できる。

その一方で詩形としてのロンドーやヴィルレーは音

楽の指示を伴わないことが圧倒的に多い。 

 『受難の聖史劇』は読書用テクストとしても受容さ

れた作品である。多種多様な詩形がテクストから消え

ることはないが、音楽の指示は写本によっては大幅に

減少する。それと同時に音楽の使用について全く言及

がない写本は存在せず、その指示内容も大枠では写本

間で一致している。つまり『受難の聖史劇』における

「人工の音楽」は、「自然の音楽」ほど遍在するもの

ではないが、最低限の伝承が保証されなければならな

い要素であったといえるのではないか。 

 

【傍聴記】（川田早苗） 

 黒岩氏の講演は、デシャンによって示された「人工

の音楽」と「自然の音楽」をヒントに、この作品の現

存する 11写本中５写本の天地創造から第１日までの

詩の韻律分析と音楽の指示の分布の結果を統合し、こ

れらの相互関係を作品受容の観点から考察したもの

であった。 

 15世紀は受難劇上演の最盛期であったと言われて

いるが、実際には経済的問題等から上演機会は稀であ

り、受難劇普及を担っていたのは主に読書用写本や印

刷本であった。グレバンの受難劇の写本にも上演用と

読書用の２形態が存在していたが、読書用写本にも上

演および音楽挿入の指示が記載されている。また写本

間で音楽指示の数は異なり、楽譜付き写本は存在しな

い。以上の背景を踏まえ、黒岩氏は、各写本間にばら

つきはあるものの、特に「受胎告知」と「キリストの

生誕」前後に、「人工の音楽」と「自然の音楽」が集

中的・意図的に使用されていること、しかしながら、

大規模で複雑な詩形（本研究の分析範囲においては二

重ロンドーやヴィルレーのような反復句付き定型詩）

には音楽の指示が伴っていない場合が多いことから、

「人工の音楽」と「自然の音楽」は互いに独立した存

在であったことを導き出している。また各々が独立し

ている理由を、演奏人員が不足している場合でも、テ

クスト単独での上演が可能であるよう想定されてい

たからではないかと推論していた。 

 質疑応答の際、楽譜が存在しない理由について、音

楽伝承が各ギルド内の口承であったため、楽譜に残さ

ない事がギルド固有の財産としての既得権を守るこ

とになったのではないかと言うような意見が参加者

から出された。文書として残さないという意志は、近

代以降とは異なる価値観で興味深い。 

 私個人の感想ではあるが、黒岩氏の分析結果と推論

および上演回数の希少さを総合してみると、読書用写

本は黙読されるものではなく、聴衆を前に朗読される

ことの方が多かったのではないか。17世紀以降、キ

リスト生誕を象徴する音楽にパストラルがあるが、15

世紀には同様の音楽は存在しなかったか、音楽につい

ての様々な疑問がどんどん沸いてくる。現存資料の乏

しい時代の研究であり、開拓には多大な困難が伴うが、

他分野共同による更なる研究の進展を願っている。 
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