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2019 年 6 月 9 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 58 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.58 
 

 

第 58 回定例研究会報告 

 

 

日時：2019 年 5 月 11日（土）14：00～17：00 

場所：東京大学駒場キャンパス  

   アドミニストレーション棟学際交流ホール 

司会：ヘルマン・ゴチェフスキ（東京大学） 

 

〈修士論文発表〉 

1. Ｊ．ブラームス《51の練習曲》WoO 6 に関する研

究 ―― 保持音を中心に ―― 

中谷 路子（お茶の水女子大学大学院） 

 

2. ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガーのオルガ

ン協奏曲 ―― 作曲背景の考察を中心に ―― 

田川 真由（青山学院大学大学院） 

 

3. 明治から戦前の北海道における鍵盤楽器の役割に

ついて ―― 教育現場におけるリードオルガン及び

ピアノの事例を中心として ―― 

武田 有里（国立音楽大学大学院） 

 

4. 室内楽セミナーにおける指導の実際と学びの場と

しての意義 ―― 事例分析と聞き取り調査を通して

―― 

杉山 まどか（東京藝術大学大学院） 

 

5. ボリビア民族オーケストラのセミプロ・コミュニ

ティ化 ―― 21世紀のクリオーリョ音楽 ―― 

牧野 翔（東京藝術大学大学院） 

 

 

 

〈修士論文発表〉 

1．Ｊ．ブラームス《51の練習曲》WoO 6 に関する研

究 ―― 保持音を中心に ―― 

中谷 路子（お茶の水女子大学大学院） 

 

 本研究は、ヨハネス・ブラームス Johannes BRAHMS

（1833〜1897 年）が作曲した《51の練習曲》51 Übungen 

für Klavier（WoO 6）を取り上げ、ブラームスが拘っ

て用いた作曲技法の一つである「保持音」に注目して

分析することにより、ブラームスのピアノ作品におけ

る独自の指の技法、さらにその先にある書法の一端を

明らかにすることを目的とするものである。 

 《51 の練習曲》は、ブラームスのピアノ作品にお

いて、唯一、“Übung（複数形は Übungen）”(以下、「ユ

ーブング」と表記)というタイトルが付された練習曲

集であり、1850 年代から生徒のレッスン、及び自身

の演奏技術向上のために書き溜められ、1893 年に出

版された。《51の練習曲》におけるユーブングは、純

粋に手・指の訓練に特化したパターン（いわばモティ

ーフやフレーズの複合体）であり、演奏会用練習曲等

のような「曲」ではない。51 のユーブングと変種の

ユーブングを合わせた総数 90種が収録されている。 

 第 1 章では《51 の練習曲》を概観し、第 2 章以降

は保持音を含む 51 種のユーブングに焦点を絞って分

析を行った。本論における保持音の定義は、ある音を



 2 

保持しつつ、同時に他の指を動かす際に、保持してい

る音のことを指し、一定の持続性を保って置かれる場

合を保持音とした。 

 分析の結果、固定した指で保持音を 1小節間奏する

ユーブング（19種）では、5指全てがそれぞれ軸の指

として扱われ、各指の可動域により音型、及び伴う動

作を分けて創作されていた。中でも、可動域が最大の

第 1指が最も多く用いられ（10種）、特徴的な動作（指

越え、指くぐり等）を用い、多種の音型が形成されて

いた。重音・和音を含むユーブング（43 種）では、

重音・和音が保持音や他声部、あるいは保持音と他声

部に渡る形で取り込まれ、特徴的な動作（指越え、指

くぐり、指をずらす等）を伴い、多様に展開されてい

た。さらに、第１指や重音を反復する単純なパターン

である原案スケッチに、保持音を付加することで、よ

り難易度の高い多面的な訓練要素を含むユーブング

へと発展している例も確認できた。 

 ブラームスは、保持音を含む 51 種のユーブングに

おいて、ある指を保持しつつ別の指を同時に動かす、

あるいは保持する指を声部間で交替するといった保

持音の動作、及び音型における特性を、可能な限りの

パターンに拡大し、ユーブングに取り込んでいた。こ

れら保持音、及び指の技法は、ブラームスのピアノ作

品に共通して用いられている。小さなモティーフを繰

り返し用い、リズムや音型によって発展させていくブ

ラームスのピアノ作品に見られる特徴的な書法は、

《51 の練習曲》における指づかいや音程によって多

様な変種のユーブングを創作する手法と通じており、

両者に共通するブラームス独特の書法の一端も明ら

かになった。 

 

【傍聴記】（佐野旭司） 

本発表は、ブラームスの《51の練習曲》WoO 6におけ

る保持音に焦点を当てて分析を行い、指の技法および

書法について検討するものであった。 

発表者によれば、この曲集における計 90 種のユーブ

ングのうち 51 種に保持音が用いられており、そのこ

とが保持音に着目した背景にある。分析の際には、保

持音の用い方を全部で 9通りに分類したうえで、それ

ぞれに該当する部分を譜例や音源をもとに検討して

いた。そしてその分析は運指の問題を中心としたもの

であり、演奏家としての視点に基づく興味深いもので

あったといえよう。 

ただ今回の発表を聴く限りでは、曲を詳細に分析して、

その結果をまとめるにとどまっているという印象も

否めない。この練習曲がブラームスの Op.116～119と

同時期に作られていることから、結論ではこれらの作

品との技法上の共通点について簡単に触れられてい

た。今後この問題をさらに具体的に掘り下げ、ブラー

ムスのピアノ作品における演奏技法や様式の問題に

対し、新たな視座を提示することに期待したい。 

また発表者によれば、これまで《51 の練習曲》は詳

細かつ体系的に分析されていないとのことであるが、

この練習曲集に関する先行研究そのものは全くない

わけではない。この曲集について従来の研究でどのよ

うなことが言われてきたのか、簡単にでも言及があれ

ば、本研究のオリジナリティがより際立ったのではな

いだろうか。 

 

 

2. ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガーのオルガ

ン協奏曲 ―― 作曲背景の考察を中心に ―― 

田川 真由（青山学院大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 19 世紀後半にドイツで活躍した J. G. ラインベル

ガー（1839-1901）は、3 つのオルガン協奏曲（第 1

番 op. 137、第 2 番 op. 177、《組曲》op. 149）を作

曲している。これらの楽曲の作曲から出版、演奏まで

の過程は既に調査されているものの（Hochstein 

2007）、1884年に突如第 1番が作曲された理由は明ら

かにされていない。また、19 世紀に入り一度途絶え

ていたオルガン協奏曲の作曲が、ヨーロッパ各地で復

興するのも 19世紀後半である（Choroba 2001）。従来

この動きと関連付けられてきたのはコンサート・ホー

ルへのオルガン導入であり、それ以外の要素は指摘さ

れていない。本研究ではラインベルガーのオルガン協

奏曲、とくに初演会場が教会である第 1 番に注目し、

様々な面から作曲背景を考察することを目的とした。

検討した要素は、①当時のオルガン音楽とオルガンの
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状況、②ラインベルガーの宗教音楽におけるオルガン

が活躍するオーケストラ作品の有無、③1884 年間近

の出来事、の 3点である。 

 まず、19 世紀のオルガン音楽やオルガン、コンサ

ート・ホールとオルガンの歴史に関する資料を調査し

た。その結果、19 世紀中頃にはオルガン音楽そのも

のの復興、新たな機能を備えた大規模なオルガンの建

造、コンサート・ホールへのオルガン導入がヨーロッ

パ各地で見られ、オルガン協奏曲復興の基盤が整って

いたことが確認された。 

 次に、当時南ドイツで盛んだったセシリア運動につ

いて、その理念とラインベルガーの態度、また彼の宗

教曲にその理念がどう影響していたかを、ラインベル

ガーによる所見や資料、楽譜を用いて検討した。セシ

リア運動による器楽伴奏や技巧的な演奏の制限によ

り、ラインベルガーは宗教音楽において、オルガンが

活躍するオーケストラ作品を作曲できる環境下にな

かった。そのため、コンサート用の管弦楽作品にオル

ガンの活路を見いだした可能性を示した。 

1884 年間近の出来事として、これまで存在が確認さ

れる程度だった、モーツァルトの教会ソナタをライン

ベルガーが編曲した楽譜（1882年出版）、および出版

に関連する手紙を調査した。そして、1881 年には既

に、ラインベルガーがオーケストラ伴奏付きのオルガ

ン作品に関心を抱き、同ジャンルのレパートリーの不

足を認識していたことが明らかとなった。また、フラ

ンスのギルマンからラインベルガーへ宛てられた手

紙やプログラムの内容も検討した。これにより、オル

ガンとオーケストラのための作品の普及に貢献する

ギルマンという同志の存在を、ラインベルガーは同時

期に把握しており、2人の交流がラインベルガーの作

曲に拍車をかけた可能性が高いことを指摘した。 

 ラインベルガーが 1884 年にオルガン協奏曲第 1 番

を作曲した背景には、以上の様々な要素が見いだされ

た。この状況下でラインベルガーは、当該ジャンルの

レパートリーの充実化を自らの使命とし、モーツァル

ト作品の編曲を経て、自ら作曲するに至ったと結論付

けた。  

 

 

【傍聴記】（佐野旭司） 

 発表者の修士論文は、ラインベルガーのオルガン協

奏曲について考察したものである。内容は大きく、作

曲の背景の考察(第 1部)と、作品の特徴と受容に関す

る研究(第 2部)に分かれている。そして本発表では第

1 部を扱い、ラインベルガーがなぜ 1884 年に突如オ

ルガン協奏曲を作曲したかについて、多面的に検討し

ていた。 

 結論としては、オルガン産業の発展、セシリア運動

により教会音楽にオルガンを用いられなかったこと、

彼自身オルガン協奏曲の曲数の不足を認識していた

こと、そしてアレクサンドル･ギルマンとの出会いに

より同志の存在を認識したことの 4 点を挙げていた。 

 発表の仕方にも工夫が見られ、抜粋とはいえ長大な

分量であろう修士論文の内容を簡潔かつ分かりやす

くまとめていたといえる。また先行研究で明らかにさ

れた内容をふまえ、そこから自身のオリジナルな知見

を提示していることが伝わった。 

 また発表者が作成したオルガン協奏曲の年表から

は、1830 年頃から 60 年代中頃まで約 30 年の空白期

間があることが分かる。そしてその期間の後に何故オ

ルガン協奏曲が復興したかという問題について、ライ

ンベルガーの考察を通して新たな一側面を明らかに

したといえるだろう。 

 内容的には細部においていくらか疑問点が見られ

るものの、上述の多面的な考察からは、ラインベルガ

ーにとどまらず 19 世紀のオルガン協奏曲の歴史に新

たな知見を提示する可能性も見られる。今後の研究の

発展に期待したい。 

 

 

3. 明治から戦前の北海道における鍵盤楽器の役割に

ついて ―― 教育現場におけるリードオルガン及び

ピアノの事例を中心として ―― 

武田 有里（国立音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 明治時代以降の日本における西洋音楽導入に関す

る研究は近年盛んに行われており、その中でも鍵盤楽

器に関する研究の傾向としては、当時の楽器製造社や
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楽器販売店を対象にその動向を明らかにするもの、ま

た地域を絞って鍵盤楽器に関する事例を調査すると

いう手法が取られることが多い。明治時代から戦前の

日本でどのように鍵盤楽器が普及し使用されていた

のかを明らかにするため、本研究は調査範囲をこれま

で充分な研究がされていない北海道に設定し、当時日

本国内で製造・販売されていたリードオルガンとピア

ノの販売・使用に関する事例を集めることを目的に調

査を行うこととした。本発表では、北海道で明治 24

年以降刊行されていた月刊教育雑誌の調査から明ら

かになった、教育現場におけるリードオルガンとピア

ノの使用事例について述べる。 

 まず明治 20～30 年代の月刊教育雑誌には東京や神

戸の広告が掲載されており、さらに札幌、函館、小樽

など道内各地の書店が、東京の楽器製造社の「北海道

売捌所」として楽器の販売を担っていたことが明らか

になった。このことから北海道における初期の鍵盤楽

器の購入・設置の際には東京を中心とした北海道外か

ら納入されていたことが考えられる。加えて札幌の五

番館における西川製リードオルガンの販売事例、さら

に小樽で楽器製作・修理を行っていた技術者の事例が

明らかになった。また札幌の書店・楽器販売店である

冨貴堂の広告では、大正 10 年まで学校用の楽器とし

てピアノではなくリードオルガンを宣伝しているこ

とが確かめられ、一般的な唱歌教育用の鍵盤楽器とし

てリードオルガンを設置することが先決とされてい

たことがうかがえた。 

 さらに教育現場への鍵盤楽器の普及に関して、明治

24 年以降、祝祭日の儀式で唱歌を歌うことが定めら

れた時期に道内各地の学校でリードオルガンが設置

され、《君が代》をリードオルガンにより歌わせる・

奏することが行われていたことが明らかになった。一

方ピアノは師範学校や高等女学校、一部の小学校にお

いて設置・使用されていたが、大正末期になってもピ

アノ導入に至っていない学校の事例もあり、今回の調

査範囲の期間はピアノの普及には時期尚早であった

と考えられる。また鍵盤楽器は教育現場において遊

戯・ダンスの伴奏、修礼の合図など、唱歌の伴奏にと

どまらない役割を果たしていたことが明らかになっ

た。これらの役割は楽器の特性に関わらずリードオル

ガンでもピアノでも実践が可能であるため、楽器の選

択は学校の設置状況に左右されていたのである。 

 以上の調査結果を足掛かりとし、今後も北海道各地

の教育現場、またその他の使用環境における鍵盤楽器

に関する事例を調査し、最終的には北海道における鍵

盤楽器の普及に関して総合的な考察を試みることを

目標とする。 

 

【傍聴記】（梶野絵奈） 

 明治から戦前の北海道における教育現場における

「鍵盤楽器の役割」について、主たる資料として用い

た月刊誌『北海道教育会雑誌』（及びその後継誌）に

掲載された、オルガンとピアノの事例に関する調査結

果から導き出そうという試みであった。 

 最も大きな収穫は、北海道における楽器販売や製作、

教育現場における鍵盤楽器の使用に関する具体例を

資料から拾い上げ、当時の状況を詳らかにした点であ

る。丁寧な資料的な裏付けをひとつひとつ積み上げた

ことは評価に値する。 

 大きな目標に向かっての強固な土台作りというべ

き研究であったが、「販売・使用に関する事例」の収

集に終始した感のあるこの研究をどのように発展さ

せるかが今後の課題になっていくだろう。資料調査と

並行して、大枠で物事を見つめる視点を持つことがで

きればと思う。その際、全国的な動向や同時代の他の

地域に関する先行研究についてもより注意を払えれ

ば、考察に説得力を持たせることができるだろう。今

回の発表については、教育雑誌の情報に頼り過ぎてい

る点に危うさを感じざるを得なかったのだが、雑誌に

書かれた情報の有効性について問う姿勢も、また必要

なのではないだろうか。 

 最後になるが、当日の発表はやや早口で聴き取れな

い箇所があった。またレジュメは、頁数が多いものだ

ったが、発表内容に沿った体裁（当日の流れと要約）

が取られていなかった。口頭発表の作法を習得し、次

回からは万全の準備で臨んで欲しい。 

 

 

 

 



 5 

4. 室内楽セミナーにおける指導の実際と学びの場と

しての意義  ―― 事例分析と聞き取り調査を通して

―― 

杉山 まどか（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究は、短期間で開催される室内楽セミナーにお

いて、講師の指導内容と指導意図、および受講生の学

びを分析することを通して、学びの場としての室内楽

セミナーの意義を明らかにすることを目的としてい

る。今回は、アマチュアからプロまで様々な音楽背景

を持つ受講生が参加し、演奏家や指導者として第一線

で活躍する講師が、受講生と共演しながら行う、A室

内楽セミナーを対象に研究を進めた。 

 筆者は、初めて A室内楽セミナーを受講した際、講

師と共演することで講師の演奏の流れに自身が「乗せ

られる」ような感覚を覚え、演奏技術や表現力が向上

していくことを実感した。また本セミナーの受講生は、

アマチュアからプロまで、学びに対して貪欲なエネル

ギーを持ち、セミナーが両者にとって互いに刺激を与

え合う場となっているのではないかと考えるように

なった。こうした経験から、本セミナーの調査を通し

て、これまで学術的に明らかにされてこなかった「室

内楽セミナーの学びの場として機能と意義」について

明らかにしたいと考えるようになった。 

 本研究ではまず、室内楽セミナーにおける指導と学

びを分析するにあたり、受講生に行った質問紙調査等

から、A室内楽セミナーの概要や受講生の概要につい

て整理する。 

 続いて、2017 年度に開催されたセミナーのレッス

ンを対象に観察を行い、レッスンで行われている講師

から受講生への指導内容を分析する。講師が指摘した

受講生の課題と、それに対する指導の分析の結果、室

内楽セミナーにおける指導では、音楽演奏全般に必要

な力の指導と、複数の楽器と一緒に演奏をつくり上げ

るためのアンサンブル指導の両方が行われていると

いうことが明らかになった。また講師への聞き取り調

査を基に、講師の室内楽セミナーでの指導における信

念や特徴についても提示する。 

 さらに、本セミナーの受講生への質問紙調査と聞き

取り調査を分析することで、室内楽セミナーが受講生

にとってどのような学びや経験を得られる場として

機能しているのかを明らかにする。 

 以上の研究結果から、A室内楽セミナーを対象に分

析を行うことで導き出された、学びの場としての室内

楽セミナーの意義を、以下の 5点に集約し、結論とし

た。 

 ①音楽演奏全般に必要な力、かつ複数の楽器と一緒

に演奏をつくり上げるための、アンサンブル力を身に

付けることができる点。 

 ②講師と共演するからこその学びや経験を得られ

る点。 

 ③セミナー後も、他の楽曲を演奏する際に生かすこ

とができるような学びを得られる点。 

 ④自分の課題を改善、あるいは改善の糸口を得るだ

けでなく、新たな自分の課題を見出すことができる点。 

 ⑤他の受講生の演奏に対する純粋な喜びや情熱に

刺激を受け、演奏者として自己の原点を思い返すきっ

かけとなる点。 

 今後は異なる室内楽セミナーにも研究対象の範囲

を広げることで、室内楽セミナーの学びの場としての

意義をより深く考察していく必要があるだろう。 

 

【傍聴記】（梶野絵奈） 

 音楽学研究で滅多に取りあげられることがなかっ

た、室内楽の学びをテーマに選んだ挑戦的な試みであ

った。学問と演奏という２つの異なる領域に通じてい

なくてはできないところにこのテーマの難しさがあ

る。 

 フロアから「A室内楽セミナー」と通常のレッスン

の特質の違いを杉山氏が認識していないのではない

かと指摘があった。その明文化は全く容易ではないが、

学問上踏むべきステップで、その後の議論に説得力を

持たせるためにも是非挑んで欲しい。 

 ところで杉山氏と同じ楽器を弾く筆者が傍聴記執

筆を任されたのは、演奏のスペシャリストとしての発

言を期待してのことであろうから、それも記しておく。

セミナーでのレッスンの指導内容の分類の方法「４つ

の指導」の１を「音楽を形づくっている要素に関する

指導（テンポ、リズム、音色等）」、２を「奏法・テク
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ニックに関する指導（演奏時の呼吸、フィンガリング

等）」としていたが、弦楽器演奏においてフィンガリ

ングと音色は切っても切れない結びつきがあるし、

「演奏時の呼吸」を３の「音楽表現に関する指導」に

入れることも可能だろう。ある音楽表現を達成させる

ために１の指導を行うこともある。つまり、あまりに

複雑な要素がからみあっていることなので、無理に分

類せずに、ありのままに受け止めても良いのではない

だろうか。 

 ここで立ち返って欲しいのは、ご自身が掲げた目標

――「室内楽セミナーの学びの場としての意義」の考

察を通した「室内楽教育の発展」――である。発表で

は、室内楽を演奏する喜びを語る参加者の声の多さに

言及していた。それならば短期間の室内楽セミナーの

意義は技術的なことよりも人の心の部分にあるので

はないだろうか。丁寧に取組もうとする姿勢には大変

好感が持てた。 

 

 

5. ボリビア民族オーケストラのセミプロ・コミュニ

ティ化 ―― 21世紀のクリオーリョ音楽 ―― 

牧野 翔（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本発表は、南米ボリビア多民族国の行政上の首都ラ

パス市における民族オーケストラ「ムシカ・デ・マエ

ストロス（「巨匠たちの音楽」の意、以降 MDM）」によ

る音楽活動を研究対象としている。MDM は 30 年の活

動を通じて、演奏の質を重視する職業的な音楽団体か

ら多数の非職業・都市エリート層出身の音楽家に開か

れた団体へと変化した。本発表では、この事例を手掛

かりにしてボリビアの音楽と社会の関係を描き出す。 

 先行研究では、MDM初期の活動の音楽再興運動を通

じて、音楽の真正性について議論がなされた。またア

ンデス音楽では農村音楽の研究や、都市音楽であって

も農村とのつながりに関連した先行研究が中心的で

あり、本発表のような都市エリート層の音楽への研究

は少ない。 

 ボリビアでは 19 世紀以来、ボリビア生まれの白人

都市エリート（クリオーリョ）による統治が続いた。

しかしボリビア革命（1952 年）の結果、白人と先住

民族インディオの混血メスティソを理想の国民像に

統合しようとする「国民文化運動」が起こった。そし

て現在は混血メスティソの軍政と文民による親米政

権の後、2006 年に誕生した先住民族系で初の大統領

エボ・モラレスによる政権運営が「先住民族の政治

Politics of Indigeneity」として政治学の注目を浴

びている。 

 同様に、ボリビアの都市音楽の担い手も白人系から

徐々に混血メスティソや先住民族系へ移行した。ボリ

ビア音楽は 1950 年代に国際的ボレロ楽団に所属した

ボリビア人による混血メスティソ化、1960 年代末の

欧州での流行、1970 年代〜1980 年代のロックとの融

合による世界的流行の道をたどった。これはボリビア

音楽の先住民族性が常に海外での評価に基づいて国

内で認められていったことを示している。そしてエ

ボ・モラレス政権を転機に生産・消費の場を国内に移

して、商業音楽の傾向は強まった。 

 研究対象である MDMは、混血メスティソ・先住民族

系の音楽が主流となっていた 1986 年に、白人系音楽

を演奏する団体として、職業音楽家であったロラン

ド・エンシーナスによって創設された。この団体には、

その後の 32 年間の活動で 3 つの変化が起こった。第

1 に構成員が、19 世紀末から 20 世紀初頭の白人系音

楽に商業音楽と異なる価値を見出す職業音楽家から、

白人系に限らない都市エリート層の非職業音楽家中

心となった。第 2に、その活動が当初の白人系音楽の

再興から、教育、創作へと変化した点。そして、第 3

にその活動が、「先住民族の政治」において、結果と

して体制批判の性質を持った点である。 

 つまり、MDMに白人系に限らない都市エリート層が

集まった現状は、先住民族を可視化しようとする現在

のボリビアが、結果として都市インテリ層を不可視化

していることを逆説的に示している。この状況下で、

MDMが新たに創作した音楽は「21世紀のボリビア・ク

リオーリョ音楽」と言えるのではないだろうか。 

 

【傍聴記】（井上 貴子） 

 本発表は、ボリビアの首都ラパスを中心に活動する

民族オーケストラ「巨匠たちの音楽(MDM)」の音楽活
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動を政治的変化と関連づけて考察するものである。か

つて、ボリビア政治は白人都市エリート(クリオーリ

ョ)中心であったが、革命後、白人と先住民族との混

血(メスティソ)を理想像とする「国民統合運動」を経

て、21 世紀には先住民族(インディヘナ)による政治

運営が行われている。MDMは、かつてのクリオーリョ

音楽の再興を目的とした職業音楽家の集団として結

成され、当初は政治的関与をもたなかった。しかし、

インディヘナの文化的多様性が称揚されるなかで、楽

団員の構成は、次第に民族自認をもたない、楽譜が読

める都市エリートの非職業音楽家へと変化し、政治批

判を含む創作活動も行うようになった。 

 発表者は、インディヘナの政治と MDMとの関係を考

える上で、楽団員の構成と教育レベルや演奏内容の変

化に注目し、MDMの音楽活動を、インディヘナの可視

化によって不可視化された都市エリート層による新

たな「21 世紀ボリビア・クリオーリョ音楽」と結論

づけた。しかし、現在のボリビアにおける都市エリー

ト層とはどのような存在か、「民族自認」がない人々

とはいかなる人々か、彼らの政治的な立場はどうなの

かといった点は明確ではない。MDMの構成員の「民族

性」、創作表現の「政治性」などをインディヘナの政

治がもたらした社会変動と関連づけて論じるには、よ

り詳細なフィールドワークに基づく調査が必要だと

感じた。今後の展開を期待したい。 
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