
 1 

2022 年 6 月 9 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 75 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.75 
 

 

第 75 回 定例研究会報告 

日時：2022 年 5 月 14 日（土） 14：00〜17：00 

司会・ホスト：友利 修（国立音楽大学） 

＊ オンライン開催 

 

〈修士論文発表〉 

１．F.シューベルトのミサ曲におけるテクストの操作 

──教義の解体と再解釈── 

中島 瑞稀（東京藝術大学大学院） 

 

２．ジェルジュ・クルターグ作曲《カフカ断章》の楽

曲構成法 

    長 道香（一橋大学大学院） 

 

３．長唄《越後獅子》の楽曲の構造  

──他種目からの旋律の「引用」に着目して── 

    向田 瑞貴（お茶の水女子大学大学院） 

 

４．唐代燕楽の箏と平安時代の雅楽の楽箏の比較  

──日中両国の音楽受容の考察を通して── 

    李 嫣寒（国立音楽大学大学院） 

 

５．「ポーランド文化」として形成されたクリスマス

歌曲「コレンダ」 

新井 みぎわ（一橋大学大学院） 

 

 

 

F. シューベルトのミサ曲におけるテクストの操作  

――教義の解体と再解釈――  

中島瑞稀(東京藝術大学大学院) 

【発表要旨】  

本研究の目的は、F. シューベルト (1797~1828) の

ミサ曲におけるテクストの自由さと、テクスト操作に

よるカトリック教義への介入とを、同時代のミサ曲と

の比較を通じて明らかにすることにある。シューベル

トのテクストの扱い、とりわけ重要な信仰告白文の省

略は幾度も俎上に載せられてきた。その中でいくつか

の先行研究は、1800 年前後のウィーンにおいて、テ

クストに手が加えられているミサ曲は珍しくなかっ

たと示唆している(L.M. Kantner, 1978; E. Benedikt, 

2017)。この文脈の延長線上で、執筆者は、オースト

リア国立図書館音楽部門の「宮廷礼拝堂アーカイブ 

Hofmusikkapelle-Archiv」を調査した。本論文は、シ

ューベルトと他の作曲家のテクストの共通点・相違点

を質的かつ量的に評価することを新たに試み、その上

で彼の宗教観と信仰を探ったものである。 

第 1 章では、教会音楽作曲家としてのシューベルト

のキャリア戦略に焦点を当てた。第 2 章では、シュー

ベルトによるテクスト操作の全体を概観した。第 3 章

では、附録にまとめた調査結果を元に、シューベルト

と他の作曲家のテクストを比較し、シューベルトは教

義の中心をなすテクストの省略・挿入に意図的であっ

たこと、他の作曲家よりも大幅に教義に介入していた

ことを裏付けた。  

一本論文の後半では、省略による教義の解体と挿入

による再解釈というかたちで、介入の仕方とその内容

を二側面からたどった。第 4 章では、シューベルトだ
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けが省略していた「神の全能性」、「処女マリアの懐胎」、

「教会信条」、「死者の復活」を議論の足がかりとした。

着眼点は、啓蒙主義という 一般的文脈のみならず、

初期ミサ曲の成立と同時期に彼が傾倒していた F.ク

ロップシュトックと J.ゲーテにある。第 5 章では、

シューベルトに特徴的なパッチワーク型・アーチ型の

挿入を分析の出発点とし、初期ミサ曲からの変化をた

どった。後期ミサ曲になるにつれて、リートの発想や

シンフォニックな構想がミサ曲の形式を規定するよ

うになったが、彼がテクストを挿入したのは音楽的理

由だけでなく、分裂した二面的なイエス像を表現する

ためでもあった。  

上記の調査および考察から、本研究では、シューベ

ルトがテクストを極めて慎重に操作していたことを 

明らかにした。これは、旧来の偏った作曲家像に基づ

く長年の否定的評価、すなわちテクスト改変の理由 

を作曲家の不注意、記憶ミス、ラテン語能力の不足等

に求めるのとは対象的である。シューベルトは J. ハ

イドン、M. ハイドン、J. アイブラーと同じように、

テクストの正確さよりも芸術的な創造性を重視した。

それによって、変奏有節形式を想起させるセット構造

を部分的に挟みつつ、全体としてはシンフォニックな

構想を実現できた。そのような芸術的ミサ曲、特に人

生の底を味わった後に作曲された最後のミサ曲では、

一方でカトリック啓蒙主義的、プロテスタント的、超

宗派的な態度を保持しつつ、同時に「シューベルトに

とっての神」に救いを希求している。 

 

【傍聴記】（瀬尾文子） 

シューベルトがミサ曲の創作に際して行ったテク

スト操作に確たる芸術的意図を読み取り、それを作曲

家独自の信仰告白であったと主張する修論。先行研究

と違って新しいのは、同時代のウィーンのミサ曲 74

作との比較から（大変な力業！）、テクスト省略の作

法の一貫性や時間的制約のない盛儀ミサでの省略の

多さにおいてシューベルト作品が際立つことを指摘

した点、省略によって「解体」された教義の内実にク

ロップシュトックのプロテスタント神学およびゲー

テの汎神論からの影響を見た点、そして、従来の研究

が音楽的解釈に終始してきたテクストの挿入（ミサ式

文の切り貼り）に、「二面的キリスト像」や「救いの

希求」などの意味を読み取り、教義の「再解釈」とし

て論じた点である。 

一連のテクスト操作を作曲家の宗教観と結びつけ

る論述には、しかしやや脆弱性が感じられた。堀朋平

氏からの以下の質問もそこを鋭く突いていた。ここで

語られる作曲家独自の神学は、はたして二詩人の影響

からのみ生まれたものか。ゲーテの汎神論は「超宗派

的」というより「異端的」ではないか。ミサ曲で「解

体」したという復活の教義を、シューベルトは別作品

では主題化しているが、どう整合性がとれるか。典礼

式文のような重厚なテクストにおいて、省略が「解体」

で挿入が「再解釈」と捉えるのは単純すぎないか。―

シューベルトの意図を正しく読み解くには、より丁寧

な思想的背景の考察が必須と思われる。 

 

 

 

２．ジェルジュ・クルターグ作曲《カフカ断章》の楽

曲構成法 

 長 道香（一橋大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本発表はハンガリーの作曲家であるジェルジュ・ク

ルターグ György Kurtág（1926-）が《カフカ断章 

Kafka-Fragmente》Op.24（1985-1987）で用いた楽曲

構成法について以下の二点を明らかにするものだ。一

つ目はフランツ・カフカ Franz Kafka（1883-1924）

の小説『審判 Der Process』（執筆：1914-1915／出版：

1925）の執筆方法との近親性である。加えて、同曲で

用いられている共同制作の手法が 1970 年代にブダペ

ストで創設された「新音楽スタジオ」での作曲活動か

ら影響を受けている可能性についても指摘する。 

《カフカ断章》は、1985 年にハンガリーのソンバ

トヘイで開催されたバルトーク・セミナーで一部の小

品のみが初めて抜粋演奏された。ソプラノ歌手、アド

リエンネ・チェンゲリ Adrienne Csengery（1946-）

とヴァイオリニスト、アンドラーシュ・ケッレル

András Keller（1960-）によるものだった。 

同作品は、４つのセクションにカフカによる詞がつ
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いた 40 もの小品がそれぞれ配置されている。フラン

ソワ・ポロリによると、曲全体の構成を意識せず作曲

したバラバラな断片（小品）を組み合わせることで楽

曲は成立しているという。同様の手法でクルターグは

Op.7、Op.17、Op.20、Op.36、Op.37 も手掛けている。 

さらにウィリアム・キンダーマンはパウル・ザッハ

ー財団が所持する二つの資料をもとに《カフカ断章》

を読み解いている。一つ目は完成型に含まれなかった

５つの小品の草稿だ。最終的な完成型をつくる際に含

めなかったこれらの草稿は、小品それぞれが全体の構

成を意識せずつくられたものであることを証拠づけ

ている。 

二つ目の資料は音楽学者、アンドラーシュ・ヴィル

ヘイム András Wilheim（1949-2022）が書いた小品配

置のメモ書きだ。《カフカ断章》の小品配置はクルタ

ーグではなく、ヴィルヘイムによって考えられたのだ。

クルターグがその位置をあらかじめ指定したのは冒

頭に〈良いことは足並みが揃う...〉（Ⅰ-1）、中ほど

に〈真実の道〉（Ⅱ）、最後に〈目もあやな月夜...〉

（Ⅳ-8）を持ってくることのみだった。この共同制作

こそが、クルターグの他作品と比べた時に《カフカ断

章》がとりわけ特異である点だ。 

クルターグがリスト音楽院時代に初めて手に取っ

たカフカ文学は『審判』だった。カフカは同小説の執

筆にあたり、最初と最後の章のみを予め決め、その隙

間を区切って断片的な草稿を差し込む手法を試みた。

しかし作家はこの組み合わせ作業を行う前に亡くな

り、結果として断片の組み合わせを担ったのはカフカ

の友人マックス・ブロート Max Brod（1884-1968）だ

った。パウル・ザッハー財団が所持する小品配置に関

するメモ書きが明らかにしているように《カフカ断

章》も、クルターグと交友関係を持っていた音楽学者

ヴィルヘイムによって小品配置が決定されている。 

ヴィルヘイムは、1970 年にブダペストで創設され

た「新音楽スタジオ」のスポークスマンを務めた人物

だ。同スタジオは積極的に作曲家同士の共同制作によ

る作品を発表。こうした状況がクルターグとヴィルヘ

イムによる共同での作品創作に繋がったとも考えら

れる。 

 

 

【傍聴記】（太田峰夫） 

長道香氏の発表はジェルジ・クルターグの《カフカ

断章》（1985-1987）に関するものだった（ここではハ

ンガリー人名も姓・名の順で表記する）。当該作品に

関するポロリとキンダーマンの先行研究にふれた上

で、発表者はカフカが長編を書くのにあたり、最初と

最後の章の断片をあらかじめ決め、その隙間をほかの

断片で埋める「工区分割方式」をとっていたことにふ

れる。この作家の作品の多くがブロートによる組み立

てを経て出版に至った事実はよく知られているが、長

氏によればクルターグも《カフカ断章》において、よ

く似た手法をとったという。また、これに関連して、

パリへの留学やブダペストの「新音楽スタジオ」との

関わりを経て、クルターグが「作曲者がすべてをコン

トロールしない」考え方を持つに至った可能性を論じ

る。 

あらかじめつくった小曲を後から「再統合」する構

成法をクルターグは《カフカ断章》以前からも試みて

おり、その場合も印象の強い曲、規模の大きい曲が構

造の節目に配置することはあったので（作品７など）、

《カフカ断章》に限ってカフカの構成法との近似性を

論じることには、やや危うさを感じたが、質疑応答で

のやりとりを見るかぎり、発表者の関心はむしろ、ク

ルターグの活動に通底する作品観や創作観など、美学

的問題の解明にあるようだ。ヴィルヘイムとの共同作

業の内実など、掘り下げるべき「工区」、もとい課題

はまだ多いとはいえ、ユニークな着眼点ではある。今

後さらなる成果が聞けるのを期待したい。 

 

 

 

３．長唄《越後獅子》の楽曲の構造 

――他種目からの旋律の「引用」に着目して―― 

向田 瑞貴（お茶の水女子大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究は文化８（1811）年 3 月、九世杵屋六左衛門

（不明-1819）によって作曲された長唄《越後獅子》

が他種目の楽曲から旋律を「引用」しながら長唄独自
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に楽曲を成立させたことについて、元の旋律と詳細な

比較分析を行い、引用の多様性を明らかにすることを

目的としている。 

長唄《越後獅子》は、地歌《越後獅子》と地歌《晒》

からの詞章や旋律の引用が多く見られる。この事象は

先行研究において「取り入れる」「借用」「利用」「参

考」など様々な表現で語られてきた。このことに鑑み

れば、長唄《越後獅子》において地歌の旋律が取り入

れられたという事象は、統一された言葉では説明しが

たいのではないか。すなわち長唄《越後獅子》におけ

る地歌の引用のされ方が統一的ではなく、多様性があ

ることを表していると考えられる。 

長唄《越後獅子》における楽曲全体の構造における

他種目の楽曲の活用や、他種目の旋律を引用した部分

の比較分析を行ったところ、以下の三つが明らかにな

った。 

第一に、長唄《越後獅子》は地歌《越後獅子》《晒》

の楽曲構造を借りる形で旋律や詞章を取り入れ、長唄

の舞踊形式にあてはめたということである。楽曲の構

造、詞章、旋律・リズムなど諸要素において前半は地

歌《越後獅子》の影響を、後半は地歌《晒》の影響を

強く受けている。 

第二に、長唄独自の旋律については反復が多く見ら

れた。楽曲の前半においては 45 小節の大規模な反復

が行われ、後半においては 2、4 小節などの小規模な

反復が多く行われる。後半における小規模な反復は、

地歌《晒》の手事で見られる 2 小節単位の反復の多用

の影響を強く受けているためだと考えられる。 

第三に、長唄《越後獅子》にみられる他種目の旋律

の引用において、様々なレベルがあることである。楽

曲の題目、主題の引用という大規模なレベルに始まり、

その中では楽曲構造の引用やそれに基づいた楽曲の

旋律の引用といった中規模な引用が行われている。さ

らに下位区分として、詞章はそのままで旋律を改変さ

せるパターン、勘所が共通しており奏法を引用したパ

ターンなど、多彩な類型が見られた。 

長唄《越後獅子》は全く構造の異なる他種目の楽曲

の構造と旋律を組み合わせ、長唄独自の旋律で引用部

分を繋ぎ、均しながら新たな楽曲となった。他種目の

楽曲の構造そのものを活用し、いわばダイジェスト版

のように要所要所で地歌の旋律を取り入れているの

は、この楽曲における特徴的な他種目の旋律の活用だ

といえる。そして引用部分を、楽曲の構造を示すラン

ドマークのように配置したうえで、随所に他種目の旋

律型を様々に変形させながら登場させる。長唄の舞踊

形式に沿った地歌や富本の旋律の適切な配置、地歌の

旋律型の活用、長唄独自の旋律の中で起きる反復とい

った要素の巧妙な組み合わせにより、他種目を多く引

用しながら創作されたのにもかかわらずその境目は

明らかでなく、新たな一楽曲として成立したといえる。 

 

【傍聴記】(小塩さとみ） 

長唄曲の《越後獅子》が地歌や富本など異なる三味

線音楽ジャンルの先行作品の旋律を取り入れて作曲

されたことはよく知られている。向田氏はこれを長唄

における「引用」と考え、詳細な楽曲分析に基づいて、

長唄《越後獅子》が先行作品をどのように引用してい

るのかを楽曲構造との関連から考察した。引用元の楽

曲構造にも注意を払い、長唄曲で引用した旋律をどう

変化させているかなど細部にも注目して分析した研

究は、長唄《越後獅子》という楽曲の理解を促すもの

であると感じた。特に、地歌《晒》の手事の旋律を引

用した長唄の合方で「拍感」の違いや原曲にはないフ

レーズの反復が見られるという指摘は、地歌と長唄の

音楽性の違いを考える上で重要である。総じて日本の

伝統音楽の楽曲分析研究は数が少ないが、１つの楽曲

を丁寧に分析することで見えてくるものがあると感

じさせてくれる発表であった。一方で、先行研究との

つながりが明確に位置付けられるとよいと感じた。長

唄は、成立期から他の三味線音楽との親密な関係の中

で作品を生み出してきたジャンルであり、引用を考え

る時に成立史との関わりに目を向けると研究の新た

な視点が見えてくると思われる。また William P. Malm

をはじめとする長唄の楽曲分析の先行研究との関連

も明示できると本研究の独自性がより明確になった

と思われる。学校教育で日本の伝統音楽を積極的に教

えるようになっている現在、楽曲分析研究が果たす役

割は大きい。今後の発表者の研究の広がりに期待した

い。 
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４．唐代燕楽の箏と平安時代の雅楽の楽箏の比較 

――日中両国の音楽受容の考察を通して―― 

李 嫣寒（国立音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本論は、唐代の宮廷音楽（燕楽）と平安時代の雅楽、

両者の音楽の管理機関の調査と、それらの音楽管理機

関を演奏する場の変化の調査に基づいている。目的は、

唐代の宮廷音楽や平安時代の雅楽に用いられた箏を

演奏する場の変化を明らかにすることである。また、

平安時代の箏が唐代の箏を踏まえた上で、どのように

変化したのかを検討した。 

本論の研究方法は主に唐代と平安時代の音楽の管

理機関と、資料や文献を用いての箏の調査から、唐代

の宮廷音楽、平安時代の雅楽を知り、両国の音楽の背

景を探った。博物館に所蔵されている箏の画像データ

に基づく調査や研究も行った。 

唐代の宮廷音楽は宴会で鑑賞する音楽であったこ

とから、その性質が大きく変化せずにジャンルだけが

歴史の過程で変化した。しかし、そのことは箏を演奏

する場にはさほど大きな影響を与えなかった。唐の時

代には、燕楽における箏の使用は幅広く、合奏の曲の

みならず、独奏の演奏にも用いられることが多かった。

合奏においても独奏においても、箏の演奏では感情表

現が求められる。感情を表現するためには、箏に繊細

な音色が必要だと考えられ、そのため、当時の箏の構

造には組み立て式構造が適用されていたと推測した。 

他方、日本の平安時代の雅楽は、中国の礼楽思想の

影響を受けたもので、本来は儀礼行事の中で演奏され

ていた。時代の変化に伴って礼楽思想が浸透するにつ

れて、音楽の習得は天皇の徳の一部として必要なもの

と位置づけられるようになった。これによって、雅楽

を演奏する場が変化し、次第に日常の宮廷生活の一部

となっていった。 

雅楽が日常の宮廷生活の一部となると、雅楽を演奏

する場も変化した。これらの変化は、天皇や貴族の生

活と関わって箏の用いられ方にも影響を与えたと推

測される。平安時代の箏は、主に合奏に用いられ、ま

たリズム楽器として、音量の面で他の楽器の音量にか

き消されてしまわないように、音量の大きさが求めら

れていたと考えられる。箏の構造が唐の箏と同じ構造

から、一本の木材でできた一木槽の構造に変化したの

も、箏の音量を安定させるためであったと考えられる。 

唐代の箏と平安時代の楽箏を演奏する場と、構造を

比較することで、平安時代の楽箏が変化した主な要因

は、合奏と独奏という二つの演奏方式を追求すること

による違いにあると推測できる。 

本論に取り組んだ時期は新型コロナ感染症の拡大

と完全に重なってしまったため、楽器の実地検分を行

うことが困難であった。今後はこの方面の調査に重点

的に取り組みたい。また、今回は実施しなかった日本

の中世文学に現れる箏に関する記述や同時期の絵巻

など描かれた箏の演奏場面など、周辺的な情報を渉猟

することにより、当時の使用の様子の跡付けをしたい。 

 

【傍聴記】（高瀬澄子） 

李嫣寒氏の発表は、唐代の燕楽と平安時代の雅楽の

音楽管理機関を比較することによって、箏の演奏機会

や演奏の場が、唐代の中国と平安時代の日本とでどの

ように変化したかを探ろうとしたものであった。おお

むね、論文の構成、研究目的、中国の燕楽と雅楽、平

安時代の雅楽、唐代の音楽管理機関、平安時代の音楽

管理機関、大常寺と雅楽寮についての比較、教坊と衛

府についての比較、唐代の燕楽と日本の雅楽の管理機

関の演奏機会の変化、まとめ、今後の課題、という手

順で発表が行われた。会場からは、音楽の場を探る手

がかりとしてはどのような資料があるか、唐代以前の

箏の由来について、等の質問があり、箏の比較文化史

的な位置づけについても話題となった。 

箏がテーマであるにもかかわらず、箏の話が少なか

った、というのが傍聴者の率直な感想である。箏より

は、音楽管理機関の比較が中心となっている印象を受

けた。それ自体は意味のある作業と思えるので、テー

マの方向性を考慮した方が良かったのかもしれない

とも感じられた。箏を中心に据えるのであれば、発表

者自身も今後の課題で述べているように、文学や絵巻

を資料として演奏の場や機会を探るという方法もあ

ったであろう。むしろその方が、古箏の演奏家として

の発表者の視点を活かすことができたかもしれない。 

 しかし、中国と日本の宮廷音楽のあり方を俯瞰した、
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スケールの大きな視点は評価したい。いろいろな方向

に発展する可能性を秘めていると思われる。今後の健

闘を期待したい。 

 

 

 

５．「ポーランド文化」として形成されたクリスマス

歌曲「コレンダ」 

新井 みぎわ（一橋大学大学院） 

 

【発表要旨】 

ポーランドは 18 世紀末に他国の侵略を受け、123

年にわたり世界地図から姿を消すという歴史を辿り

ながらも、見事復活を遂げ、伝統ある豊富な文化を現

代に伝える国である。しかしそのポーランドにおいて、

近年急激に加速するナショナリズムには不安を覚え

る。民族主義に傾倒する社会的風潮の中で、文化が利

用されている可能性はないだろうか。この視点を持っ

て「ポーランド文化」を捉えてみたい。 

フ リ デ リ ク ・ シ ョ パ ン （ Fryderyk Chopin, 

1810-1849）の《スケルツォ第 1 番 ロ短調》Op. 20

の中間部に引用されている《おやすみ、イェス様

（Lulajże Jezuniu）》は、現在のポーランドでもクリ

スマスの時期に家庭や教会で好んで歌われる歌の 1

つである。このようなクリスマスの歌はポーランド語

で「コレンダ（kolęda）」と呼ばれる。本発表ではポ

ーランドのコレンダを取り上げ、その歴史や特色を述

べる。さらにポーランドの民族意識とコレンダの関係

に焦点を当て、コレンダ研究が抱える問題について考

察する。 

現存するコレンダの大部分は 17～18 世紀に成立し

ている。この時代はポーランドにおいて、プロテスタ

ントの宗教改革に対抗するカトリックの運動が結実

する時期と重なっており、コレンダの歌詞にはカトリ

ック的特色が色濃く表れている。19 世紀になるとポ

ーランド分割の影響を受け、新しく生み出されるコレ

ンダは減少したが、実質的なコレンダ研究・普及は

19 世紀から始まった。列強の支配下に置かれたポー

ランドでは、民族的な連帯感や民族意識の表出として、

それまで口承で伝わっていた各地の民謡を収集・出版

する作業が進められた。コレンダも「自国固有の文化」

としてその対象に含まれたのである。 

したがってコレンダ研究自体が、ポーランド人の愛

国心や民族意識を前提として成り立ってきたといえ

る。それゆえにコレンダはしばしばポーランドに限定

された特有の文化であるかのように語られ、「ポーラ

ンドの国民的宗教である伝統的なカトリックの精神

を反映したもの」として広く認識されている。しかし

コレンダの起源を辿ると、ポーランド建国及びカトリ

ック受容以前のスラヴ世界（10 世紀以前）にまで遡

り、他のスラヴ諸国にも同じ起源の風習が残されてい

ることが確認できる。さらにコレンダの歌詞を検証す

ると、カトリック的特色のみならず、スラヴ圏の広範

囲にみられる土着文化が反映されていることがわか

る。 

本来、他のスラヴ地域の風習と地続きのものであっ

たコレンダは、19 世紀以降の民族意識の高まりによ

って「スラヴ文化」から切り離され、ポーランド人の

アイデンティティとして掲げられた「カトリック」に

取り込まれつつ、「ポーランド文化」として形成され

た。これに伴い、コレンダが内包する「スラヴ文化」

としての側面が忘れ去られている可能性がある。今後

のコレンダ研究においては、「ポーランド文化」とい

う枠組みに囚われることなく、コレンダの多面的な性

質を丁寧に紐解く必要があるだろう。 

 

【傍聴記】（松尾 梨沙） 

新井みぎわ氏の発表は、現在ポーランドで一般的に

クリスマス・キャロルとして親しまれている「コレン

ダ kolęda」について、その歴史をカトリック受容以

前のスラヴ世界から今日に至るまで概観したもので

ある。特に新井氏は近年加速するポーランドのナショ

ナリズムへの危機意識を起点に、いわゆるカトリック

の歌としてのコレンダが宗教改革期に多数生み出さ

れたことや、19 世紀の民族運動の高まりから「コレ

ンダ研究」が始まってきたことを例に挙げ、それが現

在の「ポーランド国民的カトリック精神を反映した

歌」という認識に繋がっているのではないかと考察し

た上で、「カトリックではないコレンダ」、すなわちス

ラヴ世界土着の文化としての側面を振り返り、「ポー
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ランド」にとらわれないコレンダの多面的な性質を紐

解いていく必要性を説いた。 

紀元前後から現代に至る非常に長いスパンが扱わ

れ、さらには語源、民族音楽、思想など着眼も多岐に

わたる発表であったため、質疑では様々な疑問点が指

摘された。コレンダがスラヴ世界に限らず、ルーマニ

アを介した古代ローマに由来する冬至の風習も含む

点。近代ポーランドのコレンダに民族音楽的な共通性

は見出せるかという点。本研究は今後さらに着眼を絞

る必要があるが、その反面様々な切り口から追究でき

る可能性を秘めている。特に新井氏自身が意欲を示す

10 世紀以前のスラヴを中心とした諸地域のコレンダ

調査が、国家や民族的枠組にとらわれない、比較文化

研究の大きな一歩を築くものとなることを筆者は期

待してやまない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日本音楽学会東日本支部通信 第 75 号 

 

2022 年 6 月 9 日発行 

発行：日本音楽学会東日本支部 

http://www.musicology-japan.org/east/ 

 

                                

日本音楽学会東日本支部事務局 

〒102-0072 

東京都千代田区飯田橋 3丁目 3番地 3号生光ビル 303 

TEL&FAX：03-3288-5616 

E-Mail：higashi@musicology-japan.org 


