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第 69 回 定例研究会報告 

日時： 2021 年 6 月 12 日（土）14：00〜17：00 

司会・ホスト： ヘルマン・ゴチェフスキ（東京大学） 

＊ オンライン開催 

 

1.【研究発表】 

The Musical Idea of “ Saturation”  as a New 

Aesthetic Universe 

Federico Favali 

 (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos 

Aires） 

 

2.【修論発表】 

ロー・ファイ・ヒップホップにおける「新しいロー・

ファイ」 

──制作に関する技術的変化に注目して── 

   中村 将武（東京大学大学院） 

 

3.【研究発表】 

ドホナーニのピアノ教育とテクニック 

──教育作品とピアノ独奏曲をめぐって── 

   鈴木 啓資（甲斐清和高等学校） 

 

4.【修論発表】 

新即物主義の意義と評価を巡る音楽史記述 

──戦前から戦後にかけての変遷── 

   千葉 豊（東京藝術大学大学院） 

1.【研究発表】 

The Musical Idea of “ Saturation”  as a New 

Aesthetic Universe 

Federico Favali 

 (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos 

Aires） 

 

【発表要旨】 

The saturation (in French: saturation) is a new 

idea of music that implies the birth of a new 

musical aesthetic. It is the consequence of an 

excess of energy and sound in a limited musical and 

mental space. Its characteristic is to push 

towards the limits several parameters like timbre, 

intensity and instrumental gestures. Listening 

such a type of music, the listener must get lost 

and surprised by the “catastrophe”, simply 

because will be overwhelmed by the amount of sounds. 

This happens –  among other reasons - because 

anything is organized or predictable in the 

philosophy of “saturation”. Thus, the loss of 

space-time coordinates causes the listener to be 

overwhelmed by a beam of energy. Following the idea 

to link music to other field of knowledge, this 

aspect can be seen also from a sociological point 

of view: large-scale economic systems can harm the 

individualities of nations. In this sense there is 

a connection between dynamics in music and 

sociology. 

The most representative figures of this movement 

of the “saturation” are the French composers 
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Raphaël Cendo (1975-) and Frank Bedrossian 

(1971-).  

Given these premises, the paper will consider in 

detail the characteristics of this saturation. It 

will be considered how the aspect of pushing all 

parameters to the limits can generate beauty even 

if it happens without any balance and how these 

aspects can represent the sociological phenomenon 

that has been pointed out above. 

Secondly, it will be analysed if a new definition 

of musical artwork can be given, especially 

according to the one that the French philosopher 

Jacques Maritain (1882-1973) has explained. It 

will be discussed if Maritain's descriptive 

definition of art as a virtue of the practical 

intellect ordered to the creation of beautiful 

physical objects seems to be adequate for the 

saturation and, if not totally, which aspect could 

be integrated. 

 

【傍聴記】（福中冬子） 

音楽学者であり作曲家でもあるフェデリコ・ファヴ

ァリ氏の発表は、「saturation 浸透・飽和」という概

念を通じて２人のフランス人作曲家（Raphaël Cendo

および Franck Bedrossian）の作品を考察することを

目的とするものだった（結果的には Cendo の作品のみ

が音源として使用されたが）。特定の作曲家の作品群

の分析や批評に際し、特定の（あるいは新たな）概念

を用いる際、次のことが考慮されるべきであろう。１）

当該の概念を通じて考察して初めて、見えてくる属性

はなにか。２）その概念が純粋に音楽的な概念や用語

でない場合、その概念を使うことで必然的に示唆され

る外音楽的側面はなにか。本発表では残念ながら、そ

のどちらも明らかに提示されることはなかったと思

う。そもそも論として、なにかしらが（＝この場合は

音楽作品、音楽的時間ということになるだろうが）

saturated という状態にある場合、それが「何により

その状態にあるのか？saturated with what?」という

問いが想起されようが、発表を聞く限り、とりわけ先

駆例としてスペクトル楽派に言及していることを踏

まえれば、「音の複雑なネットワーク」による

saturation が答えのようである。もしそうであるな

らば、従来どおりの音楽用語を通じた分析でも基本的

に事足りるわけであろう。発表では Cendo の引用――

社会批評としての現代音楽の役割についての彼の見

解――が紹介されていたが、もしこれが saturation

の内実であるのであれば、どのような瞬間に音楽作品

が社会批評者としての機能を満たすのか、そしてそう

した本質的な問題に saturation 概念が与え得る視座

について、踏み込みが足りなかったという印象は拭い

きれなかった。発表者によれば進行中の研究というこ

となので、この先の展開に期待したい。 

 

 

2.【修論発表】 

ロー・ファイ・ヒップホップにおける「新しいロー・

ファイ」 

──制作に関する技術的変化に注目して── 

   中村 将武（東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

発表者は修士論文においてロー・ファイ・ヒップホ

ップというポピュラー音楽の一ジャンルに注目し、そ

のロー・ファイ(lo-fi)という側面がこれまでの音楽

に関するロー・ファイとは異なることについて論じた。

本発表では、その一部を抜粋・拡張し、当ジャンルの

ロー・ファイが変化していることについて、作品の制

作に関する技術的な要素に注目して議論を行う。 

本発表で扱うロー・ファイ・ヒップホップは 2010

年代以降、インターネット上で世界的に流行している

ジャンルである。流行においては作品の視聴覚的特徴

がノスタルジアを喚起する点などにより、リラックス、

あるいは作業のための音楽といった実用的側面が重

要視されている。 

そのジャンル名から明らかなように、このジャンル

の特徴としてロー・ファイであることが挙げられる。

ロー・ファイとはロー・フィデリティ(low fidelity)、

つまり低忠実の略語である。音楽における忠実性

(fidelity)は、主に録音再生技術に関連し、その音響

的・聴覚的なコピー(録音)のオリジナル(多くの場合
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は生演奏)に対する忠実性の度合いを指すものとして

用いられる。この文脈ではハイ・ファイが好まれるが、

一方で特定の音楽ジャンル、作品がロー・ファイであ

ることにより評価される事例も多い。ロー・ファイ・

ヒップホップにおいても、そのサウンドがロー・ファ

イであることは好意的に受け止められている。 

ロー・ファイなサウンドとレコードやカセットテー

プなどのアナログメディアはしばしば結び付けられ

る。ロー・ファイ・ヒップホップの場合にも、作品の

サウンドがレコードやカセットテープのものとされ、

そのことがこのジャンルがロー・ファイとみなされる

要因の一つであると考えられる。 

録音再生技術、音楽作品の双方において、しばしば

ハイ・ファイ/ロー・ファイはメディアの透明/不透明

と重ねあわされる。特定の音楽作品、機器の持つロ

ー・ファイなサウンドは、聴衆にコピーとオリジナル

の差異を認識させ、そのサウンドを生み出す原因であ

るメディアが不透明であることを示すものとして理

解される。従ってロー・ファイ・ヒップホップの場合

にも、そのサウンドのソースであるアナログメディア

が不透明なものとして認識されていると考えられる。

しかし、実際にこのジャンルにおいてロー・ファイな

サウンドを生み出しているのは多くの場合プラグイ

ン、つまりコンピューター上のプログラムである。そ

れにも関わらず、サウンドがアナログメディアのもの

と認知されていることから、それを生み出すプログラ

ムは透明性を獲得しておりハイ・ファイな側面を持つ

といえる。つまりロー・ファイ・ヒップホップは表面

上のロー・ファイと実質的なハイ・ファイというパラ

ドキシカルな特徴を持っており、この点でロー・ファ

イ・ヒップホップにおけるロー・ファイが録音再生技

術や音楽作品に関するこれまでのものと異なる「新し

いロー・ファイ」であることを主張する。 

 

【傍聴記】（川本聡胤） 

“Lo-Fi Hip Hop,” “Sleep Music,” “Morning Jazz” 

… これらは近年、インターネットの動画サイトから

出現した新ジャンルとして注目に値するが、先行研究

はまだほとんどない。このうちの一つに着目した本発

表は、その成り立ちや特質につき学術的に考察しよう

とする意欲作である。 

発表では、Lo-Fi なものが Hi-Fi メディアにより作

られるという「ねじれた関係性」がこのジャンルには

見出されるとの興味深い結論が導き出された。これに

関連しフロアからは、機械音を合成しノイズを加え自

然な楽器音に聴かせようとする試みもあるとのコメ

ントがあった。これは Hi-Fi なものが Lo-Fi メディア

により作られるという、反対方向の「ねじれ」も他で

はありうるとの示唆と筆者は捉えた。そうした関連事

象との相違点なり共通点を整理して議論に取り込む

ことにより、本研究は一層パワフルなものに育ってい

くと思われる。 

Hip Hop については（おそらく制限時間の都合で）

大きく割愛されたが、フロアからは大元のヒップホッ

プにおけるカウンター・カルチャー性とこの Lo-Fi性

との関連につき質疑があった。発表者からは、直線的

な文化的関係はないとの興味深い回答があったが、こ

の点についてもさらに掘り下げた議論を取り込むこ

とで、より手堅い研究へと発展していくと思われる。 

フロアからは他にも、このジャンルの聴衆、ノスタ

ルジア的要素、それにネット配信全般につき、質疑応

答が活発に交わされた。多くの関心を引き出すことに

成功した、素晴らしい発表であった。この分野の研究

のさらなる発展に期待したい。 

 

 

3.【研究発表】 

ドホナーニのピアノ教育とテクニック 

──教育作品とピアノ独奏曲をめぐって── 

   鈴木 啓資（甲斐清和高等学校） 

 

【発表要旨】 

本研究では、ピアニスト、作曲家、指揮者として活

躍したハンガリーの音楽家、ドホナーニ・エルネー 

Dohnányi Ernő  (1877-1960)の教育作品とピアノ独奏

曲全曲に着目した。ドホナーニの研究において最も重

要な出来事は、ハンガリーの文化遺産省とハンガリー

科学アカデミー音楽学研究所によって、2002 年 1 月

にブダペストにドホナーニ公文書館が設立されたこ

とであり、近年になってその研究はより活発になって
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きている。 

ドホナーニは若い頃より卓越した技術を持ったピ

アニストとして、世界的な名声を得て活躍していたが、

その一方で教育活動にも力を入れ、門下生から優秀な

音楽家を輩出している。しかしながら、教育作品に特

化して詳述した研究は存在していないため、本研究で

は、まずドホナーニの 4 つの教育作品に焦点を当てる

こととした。4 つの教育作品は年代順に《6 つの演奏

会用練習曲》（1916）、《確かなピアノテクニック習得

のための必須の教則本》（1929）、《上級ピアニストの

ための 12 の短い練習曲》（1950）、《上級ピアニストの

ための毎日の教則本》（1960）であり、それらの分析

および比較を行うことにより、それぞれの特徴を明ら

かにし、4 つの教育作品の関連性について検討する。

また、教育作品で重視されたテクニックは「保持音」、

「弾き分け」、「重音」、「和音」、「分散和音」、「音階」、

「跳躍」、「平行移動」であり、これらをピアノ学習者

に練習させようとしていたことが明らかになるとと

もに、練習過程において、「ペダル」、「指遣い」、「テ

ンポ」に特にこだわっていることも判明する。さらに、

教育作品で重視されたテクニックに着目し、それらの

テクニックを用いている小節数がどれくらいあるの

かという視点からピアノ独奏曲全曲の分析および考

察を行い、ピアノ独奏曲におけるテクニック上の特徴

や傾向を明らかにするとともに、教育作品との関連性

についても検討した。その結果、ピアノ独奏曲に用い

られているテクニックは、ほとんどが教育作品におい

て重視されたものであり、教育作品に取り組めばピア

ノ独奏曲もほとんど対応できると結論づけられる。特

にピアノ独奏曲で扱われる「重音」および「重音の音

階」については、そのほとんどが 3 度、6 度、オクタ

ーヴであるため、それらを重点的に扱っているドホナ

ーニの教則本を用いることで比較的容易に習得でき

るとした。また、ドホナーニのピアノ独奏曲は、一般

的に音数が多く、難易度が高い傾向にある。そのため、

楽曲中に現れるテクニックは、「重音」と「音階」の

要素が組み合わせられた「重音の音階」のように、複

数の要素を組み合わせた「複合テクニック」が多い。

したがって、ピアノ独奏曲教育作品で基本的なテクニ

ックを身につけてから、発展的な内容であるピアノ独

奏曲に取り組むことを勧められる。 

 

【傍聴記】（上田泰史） 

鈴木氏の発表は、ドホナーニ・エルネーによる教育

的作品の特徴を整理し、彼の自作品との関連を明らか

にすることを目的としている。対象は彼の 4 作の教則

本・練習曲集である。研究方法としては、類型論的に

テクニックを分類し各作品を対照させることにより、

テクニックへの姿勢の変化を読み取ろうとするもの

である。更に、彼の全ピアノ独奏曲に使われる演奏技

法の変遷を、同様の手法で明らかにした。一連の分析

から、最終的に彼の教育的作品が彼のピアノ独奏曲を

弾く上で役立ち得るという、実践的な結論が導かれた。

この視点は、演奏家・指導者としても活動する発表者

ならではのものとして評価できる。質疑でも述べられ

たように、まだ日本であまり知られていないドホナー

ニ作品を普及することの意義は大きく、彼の教育作品

の邦訳が待たれる。一方で、本発表においては、ドホ

ナーニの歴史的・文化的な独自性がやや見えにくかっ

た。歴史研究としては、同時代の文化的背景にも踏み

込む余地があっただろう。この点に関連した質疑では、

ハンガリーのピアノ教育者としてのアイデンティテ

ィ、および先人フランツ・リストの演奏技法との連続

性について問われた。これに対し、確かに連続性が認

められることが示された。また、本人の演奏様式に関

する質問に対しては、非常に指が強いという彼の身体

的特徴と指の訓練を重視する教本の特徴が、関連づけ

られる可能性も示された。今後、こうした論点を史料

研究により補強しながら研究を展開し、同時に日本で

のドホナーニ作品の普及に貢献されることを期待し

たい。 

 

 

4.【修論発表】 

新即物主義の意義と評価を巡る音楽史記述 

──戦前から戦後にかけての変遷── 

   千葉 豊（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究は、音楽史における新即物主義という概念を
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主題とし、美術領域発祥の新即物主義が音楽領域へと

導入されて以降、同概念によって象徴される音楽がど

のように語られてきたかを明らかにすることを目的

とする。ここでは、新即物主義に言及した音楽史記述

を戦前と戦後の 2 つの枠組みから検証するとともに、

アドルノによる戦前から戦後にかけての論考を参照

することを通して、音楽史における新即物主義の意義

と評価の変遷を辿る。 

まず、戦前の音楽史記述が示唆する新即物主義の本

質として、「職人性」と「音楽の機械／自動化」に注

目する。「職人性」とは、作曲家の社会からの孤立化

に対する問題意識に由来する創作理念であり、「音楽

の機械／自動化」は、新即物主義の必要条件である「客

観性」を実現するための手段として解釈され得る。新

即物主義の精神的基盤にあるのは、第 1 次大戦後の大

衆社会におけるモダニズムであり、戦前はその先進的

価値が強調されていたと言える。 

次に、戦後の音楽史書や音楽事典における新即物主

義の意義と評価の変遷と、同概念の音楽史記述上の傍

流化の過程を示す。その際、新即物主義の位置付けを

客観化するために、同時代に隆盛した新古典主義を比

較対象に据える。戦後の音楽史記述における両概念の

代表的作曲家、代表的作品、説明内容を一覧化するこ

とで、新即物主義と新古典主義に付与されたパワー・

バランスの不均衡を露にし、前者に比べて後者が重視

されたことを可視化する。そして、新即物主義の意義

と評価の変遷の顕現として、同概念が「ネオ・バロッ

ク」というキィワードを共通項として新古典主義へと

包摂されて語られる傾向にあることを提示する。 

一方で、アドルノの音楽論は、戦後の音楽史記述が

呈する両概念の「一般的認識」を再構築する機能を有

するものである。新音楽を主題とするアドルノの 1940

年代の記述は、彼にとって新即物主義が戦間期の音楽

のアンビヴァレントな性質を象徴するものであった

ことを示唆している。また、アドルノの音楽論に見出

される新即物主義と新古典主義の親和的価値を捉え

直すことにより、両概念の音楽史上の位置付けを再構

築する方策について考える。 

最後に、音楽史記述における新即物主義の意義と評

価の変遷を踏まえ、本研究の射程をさらに拡張すると

ともに、今後の研究課題として「概念としての新即物

主義」と「実体としての新即物主義」という視点を提

示する。つまり、創作理念であると同時に、実践的価

値を内包するものでもある新即物主義を形成してき

た歴史上の言説（研究者）と音楽作品（作曲者）を対

象とし、両者の相関性を考究する必要がある。そして、

新即物主義の音楽的実体として「新即物主義的音楽語

法」を特定することで、音楽が何をもって新即物主義

へと帰着されられ得るか、という問いを実証し、同概

念への記述がその創作理念に関する内容に偏向して

いる現状を更新するべきであろう。 

 

【傍聴記】（畑野小百合） 

本発表で報告されたのは、音楽史記述に見られる新

即物主義の概念を、新古典主義概念との関連において

検証した言説研究の成果である。20 世紀初頭の音楽

思潮を示す用語のひとつとして無批判に多用されが

ちなこの語が意味する内容の戦前から戦後にかけて

の変遷を、原典を整理しつつ紐解こうとした意義は大

きい。戦後の音楽史記述において新即物主義が新古典

主義に包摂されていく傾向が見られること、その一方

で、新即物主義にドイツ性を、新古典主義に汎ヨーロ

ッパ性を見出すことで、両者を差異化する動向も見ら

れるという指摘は、多くの聞き手の実感を裏付けるも

のであっただろう。その上で発表者は、「新即物主義

を新古典主義に付随するドイツ的現象として切り詰

めること」に警鐘を鳴らし、「復古性をもちながら進

歩性も併せもつ新即物主義の方が新古典主義を内包

することのできる概念」であるとの見解を提示してい

た。 

質疑応答の内容も踏まえて、次の 2 点を指摘してお

きたい。 

まず、新即物主義との対比において新古典主義を復

古的な動きへと収斂させることは、実体を見誤ること

になるのではないか。過去の素材を用いることは、あ

くまで新しい音楽を創造する手段であったはずだか

らだ。主観や具象からの距離にせよ、用いる素材との

時間的な距離にせよ、新即物主義も新古典主義も、「距

離」という観点を利用したモダニズムの傾向として理

解することができる。発表の終盤で示された「新即物
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主義が新古典主義を内包しうる概念である」という見

解よりも、（これらの語によって意味される内容はあ

まり変わらないとしても）「創作上の音楽語法に関連

づけやすい新古典主義の語の方が戦後に多用される

ようになった」という、中盤で提示されていた考えの

方が、説得力をもっていたように感じられた。 

また、「戦前から戦後の音楽史記述」を掲げる割に

は、少なくとも発表で示された限りにおいては、検証

対象となる言説がドイツ語、あるいはドイツ音楽学の

影響下にある文献に偏りがちであった。新即物主義が

極めてドイツ的な概念であるからこそ、それに対する

認識や位置付けが文化圏によって異なることは想像

に難くない。「ドイツ語圏の音楽史記述」という限定

を設けるか、より多様な言説を文脈への配慮をもって

取り上げるか、検討の余地があったかもしれない。 

これまでの「概念としての新即物主義」の研究を前

提として、発表者は今後、非ドイツ語圏の音楽も視野

に入れて「実体としての新即物主義」の研究に取り組

むという。「新即物主義」というドイツ的な概念の検

証から出発していることにも留意しつつ、西洋音楽史

上の「モダニズム」のより良い理解に導かれるような

研究が展開されることを期待する。 
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