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2019 年 7 月 30 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 60 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.60 
 

 

第 60 回定例研究会報告 

 日時：2019 年 7 月 6日（土）14：00～17：00 

 場所：国際基督教大学本館 402号室 

 司会：伊東 辰彦（国際基督教大学） 

 

〈修士論文発表〉 

1. フレスコバルディの《カプリッチョ集》（1624）に

おける掛留の使用について――アフェクト表現との

結びつき―― 

原 晶穂（東京藝術大学大学院） 

 

2. C. W. グルックとウィーン宮廷劇場におけるオペ

ラ・コミック導入 

坂巻 彩華（慶應義塾大学大学院） 

 

3. Ｇ．ヴェルディによる歌劇のシェーナにおける旋

律の役割 ――歌劇『シモン・ボッカネグラ』（1881）

第１幕から３つの二重唱の分析―― 

林 いのり（お茶の水女子大学大学院） 

 

4. オペラ実践についてのニューマンの音楽批評 

――1920年代から 1950年代のイギリスにおいて―― 

酒井 三緒（お茶の水女子大学大学院） 

 

5. 明治・大正期の日本におけるサン=サーンス受容 

――洋楽受容の新たな側面―― 

三輪 華加（明治学院大学大学院） 

〈修士論文発表〉 

1. フレスコバルディの《カプリッチョ集》（1624）に

おける掛留の使用について――アフェクト表現との

結びつき―― 

原 晶穂（東京藝術大学大学院） 

【発表要旨】 

 ジ ロ ー ラ モ ・ フレ ス コ バ ル ディ  Girolamo 

Frescobaldi (1583– 1643) は、《さまざまな主題とア

リアによる[12 の]カプリッチョ第 1 巻 Il primo 

libro di [12] capricci fatti sopra diversi 

soggetti et arie in partitura》(1624) の序文で、

器楽におけるアフェクト表現に言及した。本研究はこ

れに注目し、掛留などの強いアクセント上の不協和音

を分析して、彼の対位法技巧とアフェクト表現の結び

つきを明らかにすることが目的である。 

 当時のイタリアの声楽では、対位法規則から逸脱し

た不協和音がアフェクト表現を根拠に正当化された

ことから、対位法技巧がアフェクト表現から影響を受

けていたことが判る。フレスコバルディは、アフェク

ト表現の強調と対位法規則とを結びつける内容を《カ

プリッチョ集》の序文で言及しており、アフェクト表

現を根拠とした対位法規則の緩和および逸脱に取り

組んでいたと窺える。 

 フレスコバルディのアフェクト表現に関する先行

研究では、トッカータ作品やマドリガーレのインタヴ

ォラトゥーラ作品が注目されてきたが、本研究はアフ

ェクト表現から影響を受けた対位法技巧を考察する

ために、対位法技巧との結びつきがより深いカプリッ

チョ作品に着目した。とりわけ、同時代のマドリガー

レでアフェクト表現としてよく用いられた掛留など

の強いアクセント上の不協和音を論点として取り上
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げた。 

 分析作業では、強いアクセント上の不協和音を抽出

し、それらの特徴に即して分類した。次に、当時の代

表的な理論家であるザルリーノ、アルトゥージ、ガリ

レーイの言及と前述の分類を突き合わせ、フレスコバ

ルディの不協和音の用法の特徴を調べた。その結果、

《カプリッチョ集》全体で最も使用された強いアクセ

ント上の不協和音は、規則から逸脱しないものだった。

しかし、一部の挑戦意識が高い作品では、新しい使い

方の不協和音の方が多かった。 

 さらに、各作品での強いアクセント上の不協和音の

配置が彼の作曲上の意図としてみなされるかを検討

した。強いアクセント上の不協和音の使用頻度や各分

類の使用傾向のセクション間の違いから意図的な使

い分けが見られ、これがセクション間に対比を与えて

いると考えられた。また、カプリッチョの特徴である

曲中の多様なテンポ変化に応じて、彼は不協和音の使

用頻度を調整したことが窺われた。他に、作品の枠組

みを保持するために、特徴的な掛留を作品の主題や音

型反復と結びつけていることも見られた。 

 以上の分析から、《カプリッチョ集》におけるアフ

ェクト表現の探求は、対位法規則への遵守・緩和・逸

脱の観点に基づいていると考えられた。さらに、セク

ション間の不協和音の使用頻度及び使用傾向を調整

することで、アフェクトのグラデーション及び作品全

体の統一感を表現していたことが明らかになった。 

 

【傍聴記】（荒川恒子） 

 論題に添った詳細な掛留の使用分析であった。しか

し数名の質問者が、発表の真の目的を抽出すべく、誘

導質問されたように感じられた。というのはこの分析

の目的は、掛留の用い方がアフェクト表現に結びつい

ていることを実証することにある。事実発表者は、し

ばしば「アフェクト」という言葉を口にされた。しか

しどのようなアフェクトなのか、それがどのような手

法を用いて表出可能になったのか等に関して個別の

言及が少なく、いわば発表の主眼が「掛留の使用法」

の分析と統計であるかの感を与えてしまったからで

ある。 

 原氏は 1) 対位法の規則とは 2) 対位法規則が定め

る不協和音の使い方とその逸脱に着目し、修了論文中

フレスコバルディの対位法技巧とアフェクト表現の

結びつきに関する第 4章を中心に取り上げられた。こ

の視点からの分析が先行研究ではなされておらず、彼

女の研究の独自性が発揮される部分だからである。 

 修論全体の構成から察するに、当時の音楽とアフェ

クトの関係、フレスコバルディが影響を受けた声楽曲

の分析を通して、「掛留の使い方の変化」等、本研究

の裏付けとなる前提条件等も調査されたと思われる。

しかしそれらを全て省略して本題に入ったことは、時

間的制約があるとはいえ、発表の仕方として工夫を要

する点であろう。考察対象とした《カプリッチョ集》

は「さまざまな主題とアリア」を対位法に労作した曲

集である。各曲の主題は上行、下行ヘクサコード、当

時の有名な旋律、歌等であり、それ自体に内在するア

フェクトは、当時の人達にはよく知られたもの、一方

8 番は「半音階的で、掛留は上行して解決」、9番は「多

用する不協和音」と称されている。少なくとも各曲の

主題の特質、それが表現するアフェクトへの言及は、

必須ではなかろうか。 

 

 

 

2.  C. W. グルックとウィーン宮廷劇場におけるオペ

ラ・コミック導入 

坂巻 彩華（慶應義塾大学大学院） 

【発表要旨】 

 C. W. グルック（1714– 1787）は、《オルフェーオ

とエウリディーチェ》（1762）をはじめとする、「改革

オペラ」で知られている。しかし、それ以前に彼が集

中的に手掛けていたオペラ・コミック作品については、

これまで十分に考察されてこなかった。発表者は、音

楽分析と当時の劇場運営の傾向とをふまえて、グルッ

クがフランス由来のオペラ・コミックに新たに導入し

た諸要素を明らかにする。 

 グルックがウィーンの宮廷作曲家として活動を開

始させた 1750 年代は、マリア・テレジアと彼女の夫

の共同統治下にあったオーストリアが、フランスと友

好関係を結ぶという、政治上の大きな転換が起きた時

期にあたる。この動向により、ウィーン宮廷劇場の上
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演内容にも変化が起こる。イタリアのオペラ・セーリ

アの上演が支配的だった宮廷劇場は、1752 年を境に

フランスのレパートリーを上演する劇場へと一新さ

れるのである。 

 以上の流れにより、1760 年代初頭に至るまでに、

グルックは、パリから持ち込まれたオペラ・コミック

7 作の音楽を改変あるいは新たに作曲した。本発表で

取り上げるのは、この中で最後の作品にあたる、《欺

かれた回教師》（1761）である。この作品は、従来の

オペラ・コミックに必ず挿入されていた、大衆的で単

純な曲である「ヴォードヴィル」を完全に廃した、7

作の中で唯一の作品である。 

 登場人物の音楽的な書き分けがなく、全体に一様で

あったパリ上演時の《欺かれた回教師》を、グルック

は、音楽によって役柄と性格に明確な差異を与えるこ

とで大きく変化させた。すなわち、「セーリア役」と

「ブッファ役」と呼ぶにふさわしい人物造形を、彼は

新たに行ったのである。 

 主役である回教師のエール《ああ、なんと幸運なこ

とだろう！》をまず例に挙げる。この人物は、物語の

内容上「ブッファ役」というべき滑稽な役柄である。

グルックはこのエールにおいて、単純な旋律法や、旋

律を遮るように響くヴィオラとトライアングルのト

レモロにより、回教師の滑稽さを際立たせた。さらに、

トルコを想起させる楽器をこの人物のエールに使用

し、異教徒のイメージを与えた。その一方、村の娘ゼ

ルミールのエールは、「セーリア役」と称するにふさ

わしい、複雑さや優美さを備えている。ゼルミールの

エール《あなたは私の愛すべき人》は、アッポッジャ

ットゥーラ等の装飾音を多用した比較的複雑な歌唱

旋律が特徴的である。さらに、エールの最後にはコロ

ラトゥーラが挿入されている。これはオリジナルのパ

リ上演にはみられないばかりか、オペラ・コミックと

いうジャンルには異例だといえる。 

 グルックがフランス由来のオペラ・コミックに新た

に導入した以上の諸要素は、劇場支配人の意向や、マ

リア・テレジアの道徳観を反映した、ウィーン的要素

であると発表者は考える。政治的背景・劇場運営・作

品創作という複数の要因によって、オペラ・コミック

はウィーンの趣味に適ったものへと姿を変えたので

ある。 

 

【傍聴記】（吉江秀和） 

 坂巻氏の発表は、フランスのオペラ・コミックがウ

ィーンに導入された背景やフランス初演版からウィ

ーン仕様への改作の意図を示すことによって、ウィー

ンにおけるオペラ・コミックの特徴を明らかにするこ

と、更にグルックの改作手法を追うことで、オペラ・

コミックを「改革オペラ」の前段階とした先行研究と

は異なり、「改革オペラ」とは切り離してウィーンの

趣味に合わせた特殊な作品群として位置づけること

を試みたものである。 

 まずフランス・オペラ・コミックの重要な要素の一

つである「ヴォードヴィル」の持つ歌詞内容や音楽の

大衆性を挙げ、マリア・テレジアの重視する道徳性や

その意向を受けて宮廷劇場の支配人がフランス語オ

ペラの持つ娯楽的要素を排除した点と対比させるこ

とで、グルックの《欺かれた回教師》で「ヴォードヴ

ィル」がすべて削除された点がウィーンのオペラ・コ

ミックの方針に沿っていたことを導き出すなど、発表

は端的で、少々早口であったが理解しやすかった。 

 グルックの各オペラでの改作部分の割合が後半期に

増えた点や、質疑応答で「ヴォードヴィル」が徐々に

削除される傾向にあった点が述べられたが、時間がな

いことは十分承知しているものの、登場人物による音

楽の対比がグルックの改作における一般的な手法な

のかなど、他の作品も含めた彼の改作手法の全体像を

もう少し詳細に聴きたく思われた。ウィーンでの上演

のために他の作曲家がおこなった改作の手法とグル

ックのものの類似点や相違点など興味が尽きないが、

今後の研究に期待したい。 

 

 

 

3. Ｇ．ヴェルディによる歌劇のシェーナにおける旋

律の役割 ――歌劇『シモン・ボッカネグラ』（1881）

第１幕から３つの二重唱の分析―― 

林 いのり（お茶の水女子大学大学院） 

【発表要旨】 

  本研究は、作品の特徴として音楽の「朗唱性」が
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指摘されてきた、G.ヴェルディ(Giuseppe Verdi, 

1813-1901) の歌劇『シモン・ボッカネグラ』(1881) に

含まれる「シェーナと二重唱 scena e duetto」にお

いて、歌唱旋律が音楽全体に対してどのように機能し

ているかを分析、考察することを目的とする。 

 「シェーナ(伊: scena)」とは、イタリアオペラに

おいて、朗唱調の「レチタティーヴォ」とアリア等「叙

情的な楽曲」との音楽的な差異を減少させる事で生ま

れた音楽形態であり、前者の朗唱的な性格と、後者の

より歌唱的な性格を持った歌唱形態が混在している。

「シェーナと二重唱」は 19 世紀イタリアオペラを構

成する主要な楽曲形式であり、作品全体における音楽

的・演劇的な機能が注目され多くの研究が行われてき

たが、この「朗唱と歌唱の間」というシェーナの歌唱

形態に焦点を当てた分析は少ない。 

 本研究ではまず、これまで「シェーナと二重唱」の

分析に広く用いられてきた「慣習的な様式 la solita 

forma」と呼ばれる概念について考察した。これは二

重唱を“tempo d’attaco”, “andantino”, “tempo 

di mezzo”, “cabaletta”の、異なる音楽形式・劇

的性格を持つ４楽章構造と捉える概念である。この概

念を用いた先行研究の楽曲構造分析は、より「叙情的」

且つ「閉じた」音楽部分である“andantino”と

“cabaletta”を中心に区分する為、それ以外の音楽

部分である“tempo d’attaco”と“tempo di mezzo”

の定義が不明瞭であり、楽章間の詳細な分析が妨げら

れていると発表者は指摘した。 

 それを踏まえて本研究では、第一に、第１幕全ての

「シェーナと二重唱」を対象とし、楽曲内を既存の音

楽形式によって区分せず全体を１つの音楽と捉え、そ

の構成要素（テンポ、調性、オーケストラテクスチャ、

歌唱旋律等）を小節単位で通時的に記録していく事で、

全体の音楽の中での、各要素や複数の要素同士の関連

性を可視化する事を試みた。その結果、各曲の構造や

旋律の様相はそれぞれに異なるが、演劇的構造や音楽

を構成する要素同士の相互関係については共通性が

多く見られ、音楽の「朗唱性」は特定の一要素による

のではなく、複数の要素の組み合わせの条件によって

現れる可能性が示唆された。第二に、歌唱旋律と音楽

全体の関連性を、複数の観点から通時的に分析した。

その結果、歌唱旋律の「強弱音節の表現」「旋律線」

「和声進行機能」の三要素、並びに特定のオーケスト

ラテクスチャ（本研究では６種類に分類）と旋律線の

組み合わせが、「朗唱性の高い音楽部分」の創出に深

く関わる事が確認された。 

 今回、以上の分析により、ヴェルディの「シェーナ

と二重唱」を通して現れる「朗唱性」と歌唱旋律の関

係の一端が明らかにされたと考える。 

 

【傍聴記】（長屋晃一） 

 19 世紀の音楽批評家・研究者バセーヴィによって

提示された「慣習的な形式」について、発表者はその

概念の再検討を行った。とくに問題としたのは、ドラ

マの進行をつかさどるシェーナに相当する部分（いわ

ゆる「テンポ・ダッタッコ」と「テンポ・ディ・メッ

ツォ」）である。発表では、《シモン・ボッカネグラ》

（1881 年版）第１幕におけるアメーリアとシモンの

二重唱を分析例に取り上げた。この二重唱で例示され

たのは、アメーリアが実の娘だと判明する箇所である。

発表者はテンポ、調性、器楽伴奏、動作、演奏指示な

どの要素に分類し、それぞれの要素がタイミングをず

らして推移することを示した。 

 概念の再検討という点では、その妥当性が確認され

たということであったが、やや物足りなさが残った。

とくに例示された二重唱では典型的な「慣習的な形

式」であった初演版に大きく手を入れているだけに、

その比較からヴェルディの「形式」と「効果」の関係

を積極的に示すこともできただろう。それは質疑にあ

ったワーグナーからの影響とは異なる。発表者も指摘

していた要素単位のずれは、慣習的な形式から出発し

たヴェルディが、あくまで既存の要素の組み合わせを

細かく設定していくことによって、ドラマを表現する

ことに心を砕いていたことを示している。そこに、晩

年のヴェルディの「形式」に対する突破口があるので

はないか、と筆者には感じられた。 
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4. オペラ実践についてのニューマンの音楽批評 

――1920年代から 1950年代のイギリスにおいて―― 

酒井 三緒（お茶の水女子大学大学院） 

【発表要旨】 

 本研究は、イギリスの音楽批評家アーネスト・ニュ

ーマン Ernest Newman（1868-1959）による、サンデ

ー・タイムズ紙（1920-58年在任）でのオペラに関す

る言説を考察し、オペラをめぐるニューマンの音楽論

の展開を明らかにするものである。ニューマンは、正

規の音楽教育は受けていないが、伝記作家、歴史著述

家、ジャーナリストとして当時の音楽界に広く受け入

れられ、後世には、合理主義的な批評理論の体系化の

試みが評価されている。当時のイギリスの音楽批評は

「大部分が半アマチュアや、作曲家、研究者等の片手

間の仕事であった」（Scaife 2001）とされるが、ニュ

ーマンは複数のメディアで専任の音楽批評家として

務めた。同紙コラム‘The World of Music’では、オ

ペラ批評が長期間に渡り比較的多数を占める。本研究

では、同僚の批評家による選集の第二章「オペラとオ

ペラ歌手」に含まれる一連の記事から、一貫した主題

に基づくニューマンの「演技」‘acting’および「歌

唱」‘singing’の概念と論述の仕方を考察する。 

 ニューマンの問題提起の元には、演奏実践や批評行

為への現状批判がある。批評は啓蒙的な示唆の色合い

を呈し、段階的な類型化から概念を問い質す形を取る。

初段階は基礎的な意味に立ち返り、「演技」では「普

段の自分というよりも他の誰かであると示唆するこ

と」、「歌唱」では「人間の喉から生み出される確かな

音程での複数の音の一連」という基準を提示する。

「演技」の概念は、役柄を枠づける「型」‘type’や

歌手の「才能」‘gift’から弁証され、その過程で、

「登場人物にある種の関心を与える」という、より高

度な概念が導かれる。「歌唱」は、音楽の「型」を対

比する形で述べられる。「定型」‘formula’という慣

例的な定式を持つ音楽の「型」では、言葉ではなく声

の技術的な使用が評価の観点になる一方で、作曲家の

「独自の精神世界に宿る」音楽の「型」は、「言葉か

むしろ言葉の背後にあるものが適切な音楽の様式」を

決めるとされる。ニューマンは、「歌唱」の概念が一

様ではないことを強調し、特に新しい「歌唱」概念に

ヴァーグナーを例証しながら、「歌唱」の「進化」を

論じた。 

 オペラは「歌唱」、「演技」から成る上に、オペラ歌

手特有の配役や育成環境のような外的条件を伴うあ

らゆる要素の複合体であるとニューマンは示唆する。

その批評は、歌手の音楽の「型」への無自覚に対する

批判や、演劇評論家のオペラ批評への反論の意図を含

み持ち、歌手の「専門化」の必要性を説く。本研究か

らは、音楽学の知的潮流に手法を借りながらも問題や

発想の源泉を実践現場に置き、読者との問答の中で一

層明確に組み立てられた基準が批評への応用に帰着

する、職業音楽批評家としてのニューマンの音楽論の

一傾向が明らかになった。 

 

【傍聴記】（長屋晃一） 

 発表者は、「歌うこと singing」と「演じること 

acting」に関する言説を手がかりに、イギリスの音楽

批評家アーネスト・ニューマンのオペラに対する、ま

たオペラ批評に対する態度を明らかにしようとした。

歌か演技か、この問いは 19世紀末から 20世紀にかけ

ての上演実践、思想と深く関わってくるし、現代の演

出論に一石を投じることもできる。とりわけ、歌手、

歌手の教育、そして読者である聴衆に対して、ニュー

マンが警鐘を鳴らすのは、表現とレパートリーの硬化

現象であり、現在でも変わらない問題である。その点

で、現在顧みられることの少なくなったニューマンの

批評に、あらためて取り上げる意義を与えることもで

きる。しかし、発表を聞くかぎり、ニューマンの言説

の整理と紹介が中心になっていたことはやや残念で

ある。 

 質疑では、ニューマンが批評した際の具体的な対象

（演出、レパートリー、教育等）を照合していくこと

で、より彼の言説の背景、文脈が見えてくるというア

ドバイスがあった。この肉付けに加えて、音楽に限ら

ず当時のイギリスでの批評一般の傾向からも得るも

のはあるだろう。1920年代から 50年代という時代は、

オペラというジャンルにおいても、革新的な試みがな

された時代であると同時に、レコード、映画等の文化

産業による影響が浸透していく時代でもある。ニュー

マンの批評分析と実際の文化現象を比較対照し、批評
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と社会、時代とのダイナミクスが見えてくると面白く

なるだろう。 

 

 

 

5. 明治・大正期の日本におけるサン=サーンス受容 

――洋楽受容の新たな側面―― 

三輪 華加（明治学院大学大学院） 

【発表要旨】 

 本研究は、日本の洋楽受容の草創期である明治・大

正時代におけるサン=サーンス(1835-1921)の受容を

明らかにすることを目的としたものである。日本にお

けるフランス音楽受容の研究は既に一定数行われて

はいるものの、サン=サーンス受容に関する具体的な

研究は管見の限り見当たらず、受容の実態は明らかに

されていない。研究を進めるにあたり、音楽雑誌の記

事分析、東京音楽学校の奏楽記録および軍楽隊の日比

谷公園奏楽の検討を行った。 

 雑誌記事では、サン=サーンスは「フランスを代表

する作曲家」と紹介され、さらに交響詩や協奏曲を引

き合いに出し「管弦楽の作曲家」と紹介されていた。

そこで、当時の演奏がサン=サーンスの「管弦楽の作

曲家」という認識を補っているのではないかと仮定し、

東京音楽学校と軍楽隊の奏楽状況を調査した。 

 東京音楽学校における奏楽記録と受け入れ楽譜を

突き合わせると、明治、大正期においてはサン=サー

ンスの管弦楽作品が原譜通りの管弦楽編成で演奏さ

れたことはほとんどなかったことが判明し、雑誌記事

における「管弦楽の作曲家」としての認識との関連は

見いだせなかった。一方で日比谷公園奏楽は、サン=

サーンスの管弦楽作品のオリジナルの管弦楽編成と

同等もしくは似た吹奏楽編成での演奏を聴くことが

できるほぼ唯一の場であったことから、軍楽隊の日比

谷公園奏楽が初期の日本のサン=サーンスの管弦楽作

品受容に果たした役割は大きいであろう。 

 東京音楽学校の奏楽状況の調査からは、サン=サー

ンスの管弦楽作品の演奏に関して有用な結果は得ら

れなかった。しかし、サン=サーンスの作品は、他の

フランス人作曲家に比べ器楽作品が多く演奏されて

いること、受け入れ楽譜の件数も群を抜いて多いこと

が判明した。ドイツ音楽の牙城であった東京音楽学校

において、フランス音楽は非アカデミックとみなされ

てきたが、サン=サーンスの作品に関していえば、一

定の価値を認められていた可能性が指摘できる。 

 また、和歌山県の南葵音楽文庫に収められたホルマ

ン文庫にはサン=サーンスの楽譜が収められている。

元の所有者である J.ホルマン(1852-1926) もまた、

日本のサン=サーンス受容に寄与したといえる。 

 これまでの研究で、フランス音楽は「反アカデミッ

ク」な「実用・娯楽音楽」として受容され、「アカデ

ミック」な「芸術音楽」としてのドイツ音楽への対抗

軸、ないしはドイツ音楽より劣るという概念のもと認

識されていた。しかし、本研究により明らかになった

サン=サーンス受容の実態により、ドイツ音楽に対す

るフランス音楽という二項対立的概念は一概には言

えないことが明らかとなった。さらに、そうした二項

対立的認識を超えて、西洋音楽を積極的に吸収してい

く日本の洋楽受容初期の様々な態度も浮かびあがっ

たのである。 

 

【傍聴記】（酒井健太郎） 

 本発表は、明治・大正期日本においてフランス音楽

がいかに認識されていたか解明することをめざし、と

りわけサン=サーンスに注目して、音楽雑誌における

言説、東京音楽学校の楽譜の受け入れ状況、日比谷公

園奏楽の演奏記録を分析した結果を報告するものだ

った。 

 それによると、音楽雑誌の記事ではサン=サーンス

作品が他のフランス音楽に比して優れており、また、

フランス音楽とドイツ音楽の両面をもつと評価され

たこと、ドイツ音楽の「牙城」でありフランス音楽を

非アカデミックとみなした東京音楽学校が、サン=サ

ーンス作品の楽譜をその他のフランス音楽より多く

受け入れたこと、日比谷公園奏楽はサン=サーンス作

品が管弦楽で演奏される数少ない場であったことな

どが明らかにされた。これらのことから、日本の明

治・大正期のサン=サーンス受容には、ドイツ音楽と

フランス音楽の二項対立では捉えきれない要素があ

るという見解が提示された。 

 近代日本の西洋音楽受容はドイツ音楽中心的であ
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ったと言われることが多い。しかし本発表のように

個々の事例に即してみれば、必ずしもそれに収まるこ

とばかりでない。そうしたものについての研究を蓄積

し、それらを総合することで、上記の通説を再検討に

付す必要があるのではないかと感じた。 

 なお、本発表のもととなった三輪氏の修士論文では、

南葵音楽文庫のサン=サーンス資料についての検討も

おこなわれたという。同文庫の進取性は注目すべきも

のであり、これに関しても今後の研究の深化と成果の

報告を期待する。 
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