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2017 年 6 月 7 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 43 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.43 
 

 

第 43 回定例研究会報告 

 

日時：2017 年 5 月 13 日（土）14 時〜17 時 

場所：青山学院大学 青山キャンパス 11 号館 3 階 

   1134 教室 

司会：広瀬 大介（青山学院大学） 

 

〈修士論文発表〉 

1.  明治期東京音楽学校におけるオルガン演奏をめ

ぐって 

千田 寧子（東京藝術大学大学院） 

 

2.  横浜、神戸、長崎における中華街と芸能―獅子

舞と龍舞の伝承の実態とその役割― 

凉松 育子（国立音楽大学大学院） 

 

3.  バイフとル・ジュヌの韻律音楽制作における意義 

砂川 巴奈歌（東京藝術大学大学院） 

 

4.  十九世紀の日本におけるバッハ受容史―新聞

記事と未検証資料からの再考― 

クレッシ，トマス（東京藝術大学大学院） 

 

5.  バッハ旧全集の成立とその校訂方針―1850 年

に刊行された関連テクストと作品の校訂プロセスか

ら― 

藤田 瞳（東京藝術大学大学院） 

 

1.  明治期東京音楽学校におけるオルガン演奏をめ

ぐって 

千田 寧子（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究は、日本のオルガン演奏の黎明期を明らかに

する試みである。日本のオルガン導入ルートは、教会、

学校、居留地など複数考えられるが、東京藝術大学音

楽学部の前身である東京音楽学校の明治期（1887～

1912）に焦点を絞った。現在東京藝術大学には震災

戦災を免れた当時の資料が多く残されているが、オル

ガンに関する研究は未だなされていない。そこで明治

期東京音楽学校におけるⅠ楽譜、Ⅱ楽器、Ⅲ教育実際

の 3 つの視点から、Ⅰ明治期受入の楽譜（9 割以上が

現存）、楽譜関連会計資料『楽譜原簿』『圖書出納帳』、

Ⅱ学内外の現存楽器（5 台）、楽器関連会計資料『楽

器器械原簿』『楽器機械出納帳』、1907 （明治 40） 年

のオルガン調査記録『楽器品目員数表 （付 オルガン

リスト）』、Ⅲ「東京音楽学校関係公文書（教務関係）

文書綴」に含まれる成績関係資料、『東京藝術大学百

年史』の調査を行い、オルガン演奏について考察した。 

 オルガン楽譜は二系統の分類 「Org-ped」「OH、

Org-sol, Org」で管理され、Org-ped には Peters 版９

巻からなる J. S. バッハのオルガン曲全集をはじめ、

ペダルを伴う本格的なオルガン曲が分類され、OH, 

Org-sol, Org には、手だけで演奏すること想定した作

曲、編曲、練習曲、教則本が分類された。明治期に受

け入れられたオルガンは全部で 103 台であり、常時

60～70 台が学内に存在した。最も多いタイプは一段

鍵盤、61 鍵、７ストップ前後であるが、受入番号 34
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番「メーソン＆ハムリン社製二段鍵盤ペダル付リー

ド・オルガン」と、59 番「ルドルフ社製一段鍵盤ハ

ーモニウム」（この二台は現存する）は奏楽堂に置か

れ、特に演奏面に影響を与えたと考えられる。 

 これらを用いて行われた教育及び演奏には、「学校

教育用楽器」と「専門楽器」というオルガンの二つの

側面を見ることができる。前者は、当時の学校教育現

場の楽器がオルガンであり、東京音楽学校が全国の師

範学校への教員派遣を担っていたことから必然とい

える。今回、後者の側面が、明治期すでにみられるこ

とが明らかになった。一段リード・オルガンしかなか

った時期から、オルガンの専門知識と技術を持った教

師ルドルフ・ディットリヒ Rudolf Dittrich （1861

～1919）は、一段リード・オルガンによる連奏 （2

台 4 手）、手だけの編曲にする等の工夫をし、本格的

な曲の教授を行った。その後、彼の弟子である島崎赤

太郎 （1874～1933） は、ディットリヒ帰国後に受

け入れられた前述のペダル付オルガンを用いて試行

錯誤を行っている。明治 30 年代にはノエル・ペリー 

Noël Peri （1865～1922）の影響でフランスのレパ

ートリーも扱われるようになった。島崎が日本人初の

オルガン留学から帰国した明治 40 年代からはバッハ

のパッサカリア他を演奏する学生があらわれ、オルガ

ン演奏レベルが向上したと考えられる。 

 今回の調査によって、日本のオルガン演奏の基礎の

部分がわかってきた。明治期に築かれたものがどのよ

うに受け継がれ、発展していったのか、今後さらに明

らかにしていきたい。 

 

【傍聴記】（千葉 優子） 

本研究は、明治以後の我が国におけるオルガン音楽

の学術的な研究があまり進んでいない中で、その端緒

となる研究といえよう。 

『東京芸術大学百年史』の演奏会記録などにより、

東京音楽学校では、かなり初期からオルガンを単に唱

歌の伴奏楽器としてのみならず、芸術的な作品をも演

奏することを目指して指導していたことは推測でき

たが、その実態は不明であった。それに対して、千田

氏は東京音楽学校所蔵の楽譜や楽器の状況などを丹

念に調べることによって、より明らかにしたものであ

る。 

たとえば、1892 年(明治 25)の演奏会では「オルガ

ン(二人連奏)」としてショパンとシューベルトの作品

がすでに演奏されていたが、ペダル付オルガンの導入

以前にどのように演奏したかは推測の域を出なかっ

た。それが、本研究でペダルパートを手鍵盤に移す書

き込みのある楽譜が発見されたことによって、演奏の

実態により近づけたわけである。 

なお、フロアよりピアノなど他楽器との比較におけ

るオルガンの特徴についての質問がなされ、千田氏は

明治期においては師範科が全員、他科もかなり多くの

学生がオルガンを受講していたが、大正以降から減少

傾向とのことであった。そこで、ピアノの所蔵台数の

変遷との関係について質問をしたが、未調査とのこと

であった。東京音楽学校ではオルガン(科)をどのよう

に認識していたかなど、同校全体の中での位置という

視点も加えることによって、さらに有意義な研究とな

ったものと思われる。 

また、明治４年には早くもパイプオルガンを設置し

た教会があったことから、確かに震災や戦災の影響も

大きく困難を伴うものではあるが、東京音楽学校以外

での調査は日本におけるオルガン研究にとって必須

であり、今後の研究に大いに期待するものである。 

 

 

2.  横浜、神戸、長崎における中華街と芸能―獅子

舞と龍舞の伝承の実態とその役割― 

凉松 育子（国立音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 修士論文では、横浜、神戸、長崎の三都市における

中国獅子舞（以下、獅子舞）と龍舞の現在までの伝承

の実態を探り、どのように受容され変容してきたのか

を明らかにした。各都市の中華街のまちづくりと 2 つ

の芸能の関係にも着目し、その過程からみた芸能の変

遷や役割を考察するとともに、三都市の比較を通して

各都市の伝承の特徴や地域性についても言及した。 

 本発表では、今回の調査で明らかになった各都市に

おける獅子舞・龍舞の伝承の実態や中華街との関係を

述べるとともに、三都市における獅子舞・龍舞の在り
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方を示す。 

 横浜、神戸、長崎の三都市は日本の中で共通した歴

史を辿ってきたものの、各都市の歴史や華僑の置かれ

た状況によって、異なる獅子舞・龍舞の伝承形態が形

成されていた。また、その都市の中においても、2 つ

の芸能の披露する機会や担い手の相違などによって、

違う文脈で 2 つの芸能が捉えられると結論づけた。 

 開港当初から強固な華僑コミュニティが形成され

た横浜では、現在まで獅子舞・龍舞ともに横浜山手中

華学校、横濱中華学院の 2 つの華僑学校を中心として

伝承がなされていた。横浜の中華街ではイベントの他、

中国や台湾などの国や地域に関係する行事も行われ

ており、ここで獅子舞や龍舞が披露されることが特徴

の一つとなっていた。２つの芸能は、横浜を象徴する

ような芸能というよりも、「横浜華僑の」芸能、「中華

街の」芸能として位置づけられると考察した。 

 横浜と同時期に開港した神戸では、神戸華僑総会舞

獅隊の華僑を主体とした団体、神戸市立神港橘高等学

校龍獅團の日本人を主体とした団体の大きく 2 つに

担い手が分かれていた。神戸では、日本人も伝承主体

となっていることで、2 つの芸能が「神戸華僑の」芸

能としてだけではなく、「神戸の」中国芸能として受

け入れられている。また、舞獅隊では、子どもたちが

所属する幼獅班を組織しており、幼獅班の太鼓のリズ

ムには舞獅隊のリズムの要素が用いられていた。担い

手の違いによって各団体が独自の伝承形態を確立し

てきたことで、舞獅隊では「神戸華僑の」芸能、龍獅

團では「学校の」芸能且つ競技的側面をもった芸能と

して伝承がなされてきたと考えた。 

 長崎の龍舞である龍踊(じゃおどり)は、江戸時代に

当時の中国人から習得したものとされ、本来中国の芸

能であった龍舞を長崎独自のものに変化させて伝承

されてきた。今日では日本人が担い手となり、諏訪神

社の秋の大祭である長崎くんちでも披露されている

ことから、「長崎の」芸能として広く認知されていた。

一方、獅子舞は近年新たに伝承が開始され、長崎唯一

の獅子舞団体である長崎吼獅会で華僑と日本人が共

に活動している。日本人が伝承に加わっていること、

近年では中華街と長崎市が共同で開催する長崎ラン

タンフェスティバルという「長崎市の」祭りで披露さ

れることから、獅子舞も徐々に「長崎の」芸能として

受け入れられてきたと考察した。 

 

【傍聴記】（有澤 知乃） 

「伝承」がテーマとなっているが、実際に芸能を担っ

ている人たちは自分たちがやっていることが「伝承」

だという意識はあるのだろうか。移民社会で行われる

芸能は「もともと」の伝承系譜からは断絶し新たな様

式で再編されているものが多い。日本の中華街でも、

戦争や華僑人口の減少で一度は途絶えてしまった芸

能がほとんどであるし、報告の中でも「ビデオを見て

練習した」とか「シンガポールで習った」という例が

出されていた。また質疑応答でも、伝承の「変容」の

部分が抜け落ちてはいないかという意見が出たよう

に、まさに、その時々のニーズに合わせて誰がどのよ

うにこれらの芸能を再編もしくは創造してきたかと

いう観点が必要だと思われる。他の質問者からは、先

行研究と自分の研究における発見の境界が曖昧であ

るという指摘があった。新たに採譜を行って音楽面に

ついて考察を行った点などがオリジナルな要素であ

るという回答であった。音楽面にフォーカスするので

あれば、稽古の方法、リズムの習得過程、即興的要素、

獅子舞・龍舞の「舞」との関わり、三都の芸能グルー

プが交流することでのリズムや演奏スタイルの変化、

そして演奏者の「伝統」「伝承」「アイデンティティ」

「コミュニティへの帰属感」の変化、といった点につ

いて今一歩つきつめた議論があるとなおよいと感じ

られた。 

 

 

3.  バイフとル・ジュヌの韻律音楽制作における意義 

砂川 巴奈歌（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

ルネサンス期におけるシャンソン創作の変遷は常に、

詩をいかに歌い上げるかという意識の下に展開され

てきたが、その中で最も究極的ともいえるアプローチ

で創作されたジャンルが「韻律詩 vers mesuré 」お

よび「韻律音楽 musique mesurée 」である。本研

究は、韻律音楽制作の意義を作品生成の問題から検討
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するものである。これらの mesuré という語は、「拍

子のある」という意味ではなく、「韻律的である」と

いうことを意味しており、古代ギリシア・ローマの詩

法における、長短格を基本とする古代韻律を指してい

る。つまり韻律詩は、本来シラブルを長短で区切らな

いフランス語に、古代ギリシアの詩法に倣った長短の

システムを当てはめるという極めて特異なフランス

詩なのである。この詩作法はルネサンス期から一部の

詩人たちによって取り組まれ、17 世紀初頭まで続い

ていた。16 世紀後半には、この韻律詩に音楽を付け

る試みである韻律音楽が創作されていた。本論では、

韻律音楽創作の中心的な人物であった詩人ジャン＝

アントワーヌ・ド・バイフ（Jean-Antoine de Baïf, 

1532-89）と作曲家クロード・ル・ジュヌ（Claude Le 

Jeune, c1530-1600）の作品に焦点を当てることで、

韻律音楽制作の意義について考察した。 

本論は 2 部構成となっている。 

第 1 部では、フランスにおける韻律詩創作の系譜を見

た上で、バイフの韻律詩における特徴と批判を先行研

究から整理し、彼の韻律詩に欠如しているとされる

「自然さ（naïveté）」について考察した。この「自然

さ」は、バイフが古代韻律という形式を重視したため

に失われた、脚韻と音節数を基本とする伝統的なフラ

ンス詩の音の流れや素朴さであるということを明ら

かにした。 

第 2 部では、バイフとル・ジュヌの韻律音楽の生成を

見ていくことによって、バイフの韻律詩に音楽がどの

ように結びついたかを分析し、フランス詩と音楽の歩

み寄りというテーマに対する彼らの韻律音楽制作の

意義を見出した。その韻律音楽の生成には改訂を経た

2 段階の作品の状態があり、そこから詩と音楽の結合

を目指す彼らの意識が垣間見えた。バイフが古代韻律

を重視し、フランス語としての多少の「不自然さ」に

目を瞑ったか、あるいは前衛的に言葉を表現した箇所

を、ル・ジュヌはフランス語の「自然な」ディクショ

ンを重視して、よりフランス語らしい言葉の流れとな

るような音楽を作曲した。つまり、詩人の野心的な試

みに対して作曲家は客観的な目線で作曲をしていた

ことから、2 人の芸術家の視点が相互に影響し合う、

共同制作としての韻律音楽制作の意義を見出すこと

ができた。そこから、韻律音楽という試みはフランス

における詩と音楽の結合の探求の出発点であったと

結論づけた。 

 

【傍聴記】（安川 智子） 

 フランスの声楽曲において、詩（あるいはフランス

語）が音楽と同等あるいはそれ以上に重要な存在であ

ることは、ルネサンス期から 20 世紀にいたるまで一

貫した特徴である。その出発点として、16 世紀の詩

人バイフと作曲家ル・ジュヌの共同制作による韻律音

楽に焦点を当てた本研究は、印象では 6:4ほどの比率

で文学と音楽の研究領域に等しく目を配っている点

で、ようやくこうした研究が聞けたという満足感を得

ると同時に、短い発表時間ではそれが逆に物足りなさ

にもつながった。 

 フロアからの質問は、結論の重要な根拠となる「共

同制作」の実態に関わる部分に集中した。バイフの手

稿とバイフ死後に出版された楽譜における 2 度の改

訂を比較して、バイフ批判の中心である「自然さの欠

如」が音楽によって改善されていく過程ととらえられ

たが、バイフ自身の改訂の指示が残されていない状況

で、二人の「共同制作」もしくは「相互の影響関係」

とどこまで言うことができるのか。 

ここで必要なのは、やはり文学領域の議論をもっと深

めることであろう。ひとつは「自然さ（naïveté）と

は何か」という概念的考察。単にフランス語としての

アクセントや脚韻が「自然である」という以上に、当

時の人々が求めた「自然さ」とは何か、それが 18 世

紀の「自然」とどうつながるのか、という省察は、音

楽にとっても重要な問題である。もう一点は、発表に

もあったアカデミーの問題である。バイフが「詩と音

楽のアカデミー」、すなわちフランス最初の公式なア

カデミーの創立者であることはもっと強調されてよ

いし、16 世紀のアカデミーが途絶えたとしても、古

典か流行かという文学的議論は、19 世紀のアカデミ

ー・フランセーズにおいても繰り返されている。詩人

と作曲家の個人的共同制作ではなく、アカデミーとい

う組織の中と外の動きとしてとらえれば、結論もより

説得力があったであろう。 
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4.  十九世紀の日本におけるバッハ受容史―新聞

記事と未検証資料からの再考― 

クレッシ，トマス（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 日本のバッハ受容に関する先行研究は少なからず

あるが、いずれも概観的なものに留まっており、特に

明治時代以前に着目したものは少ない。さらに、従来

の西洋音楽受容研究では、十九世紀に西洋音楽は、軍

楽、宮内庁の雅楽家による奏楽、文部省唱歌などとい

う形で日本人に普及したと説明する傾向にあるが、バ

ッハの音楽はそれらの活動とはあまり直接的関係が

なかったように思われる。ところが、メンデルスゾー

ンを除けば、バッハの音楽はベートーヴェンと同じく

明治 29 年～45 年の間に東京音楽学校の定期演奏会

と卒業式で最も多く演奏され、上田敏や当時の『音楽

雑誌』と読売新聞記事はたびたびバッハに言及してい

る。したがって、本論文では、バッハの音楽がどのよ

うにして日本で普及したのかを検討し、その受容の実

態を解明することを目的とした。 

 音楽取調掛設立以前のバッハ受容に関しては、横浜

居留地の資料（英字新聞や当時の雑誌記事）と海外に

渡った日本人の記録を参考にした。特に、横浜居留地

で行われたコンサートに関連する資料は、先行研究で

はほとんど参照されていない。筆者は、一次資料とし

ては、横浜開港資料館所蔵の 1900 年までの全ての英

字新聞とフランス語新聞をはじめ、音楽取調掛及び東

京音楽学校の演奏会情報と購入楽譜、『音楽雑誌』及

び日本の新聞中の批評記事を、二次資料としては『東

京芸術大学百年史』等を精査した。その際、曖昧に記

載されている曲名を可能な限り同定した。さらに、東

京藝術大学のアーカイブセンターにある未検証の資

料（特に授業記録や試験問題）より当時の授業で教え

られていた曲目を分析したところ、日本のバッハ受容

に貢献した重要な人物と彼らの活動内容が明らかに

なった。とりわけ、幸田延・幸田幸姉妹、島崎赤太郎

の演奏・教育活動は、後にヴァイオリニストやオルガ

ニストとして活躍した日本人の弟子たちに多大なる

影響を及ぼし、彼らの活動はまさに大正時代における

バッハ音楽普及の基礎になったと考えられる。また、

先行研究では日本でバッハの音楽が最初に演奏され

たのは 1890 年とされていたが、それよりも約 20 年

前の 1869 年にはすでにバッハの音楽が演奏されて

いたことも、本研究によって初めて明らかになった。 

 さらに、上記資料から、演奏された曲目と奏者、演

奏会場や地域と曲目の関係、及び日本人や日本在住の

外国人が抱いていたバッハの音楽に対する印象も解

明できた。例えば、グノーがバッハの曲を編曲して作

った《アヴェ・マリア》は、横浜居留地でたびたび演

奏されただけでなく、取調掛や音楽学校でも頻繁に演

奏された。そして英字新聞でも読売新聞でもバッハの

音楽として紹介され、日本人のアマチュア音楽活動の

中でも高い人気を得ていたことが判明した。加えて、

《富士登山の歌》、《樂徳》、《宇佐神託》など、バッハ

の合唱曲が異なる内容の日本語の歌詞をつけて歌わ

れていた事例からは、日本特有の精神的風土の中でバ

ッハの音楽の宗教性が天皇崇拝や国家主義と結びつ

いて政治的な意味合いを帯びていたことが見てとれ

る。これは、西洋におけるバッハ受容には見られない

特徴であり、これまでの研究では光が当てられてこな

かったバッハ受容の新しい一側面であろう。 

 

【傍聴記】（加藤 拓未） 

 明治期における日本のバッハ受容に関する画期的

な研究である。多くの新事実や新見解が指摘された。

特に重要な成果は、発表者が横浜居留地の英字新聞や

雑誌記事を調査し、音楽取調係設置（1879 年）以前

にも、同居留地でバッハの音楽が演奏されていたこと

を明らかにしたこと。最古の記録は 1869 年に遡り、

以降、同居留地ではバッハのヴァイオリン曲、オルガ

ン曲、そしてバッハ／グノーの《アヴェ・マリア》や

《瞑想曲》がたびたび演奏されていたという。こうし

た成果は、笠原潔の研究（笠原潔著『西洋音楽の諸問

題』放送大学教育振興会、2005 年）とリンクし、意

義深い。 

 また発表者は、Ｒ・ディットリヒが東京音楽学校在

任中（1888～94年）、授業でバッハの作品を取り上げ

たことを明らかにし、彼が日本における本格的なバッ

ハ音楽の紹介者として、決定的な役割を果たしたと評
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価した。これも新しい見識である。さらに音楽学校と

横浜居留地の演奏家の間には人的交流があったこと

も指摘された。 

 発表内容よりもレジュメで気になる点があった。発

表者は今回の成果をレジュメの表２「修士論文で新た

に明らかとなった日本の十九世紀におけるバッハ受

容史」で年代順に示していたが、その表にはなぜか先

行研究で判明している事例も含まれており、紛らわし

かった。先行研究の情報は「網掛け」機能などで識別

可能にすべきだった。こうした課題はあったものの、

本研究は充実した成果であり、後続の大正・昭和期の

バッハ受容史の研究も大いに期待したい。 

 

 

5.  バッハ旧全集の成立とその校訂方針―1850 年

に刊行された関連テクストと作品の校訂プロセスか

ら― 

藤田 瞳（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 1851 年に刊行が開始された「バッハ協会版

/Bach-Gesellschaft Ausgabe/」（いわゆる旧全集、以

下このように呼ぶ）は、史料批判の不十分さから「不

完全な批判校訂版」として否定的批判に晒されてきた。

本研究は、この旧全集の刊行理念と編集過程を検討す

ることで、その歴史的意義を再評価することを目的と

している。 

 修士論文では旧全集を２つの視点から考察した。第

I 部では、旧バッハ協会が成立した 1850 年当時の雑

誌記事と、各巻の序文の分析を行い、第 II 部では楽

譜テクストの検討から、その校訂プロセスを明らかに

した。本発表では、このうち第 I 部の言説に関する部

分を重点的に扱う。 

 全 46 巻 59 分冊からなる旧全集には、各巻に校訂

報告を含む序文が付されている。この校訂報告は先行

研究において「前書きの域を出ない」としばしば指摘

されてきた。しかし実際に各序文の内容を精査すると、

分量や性格は巻によって異なり、校訂者ごとに異なる

傾向がみられる。全巻の刊行に 50 年を要したため、

時代ともに校訂方針、序文の内容も変化している。と

りわけ序文の最初期の傾向として指摘できるのが、バ

ッハの全ての「作品の真の姿」を「最も純粋で美しい

形で」提示する「完全な批判版」という文言に表れて

いるようなユートピア的性格である。この傾向は序文

のみならず、協会の設立当時に刊行された雑誌記事に

も同様に見られる。「バッハの完全な批判版」という

理想を掲げることによって、旧全集は 19 世紀前半に

刊行された他の２つのバッハ全集と大きく差別化を

図ろうとしたわけであるが、一方で実際の校訂作業に

おいては、この理想への忠実度度は校訂者やジャンル

によって大きく異なるものとなった。 

 加えて旧全集は、作品目録やファクシミリといった、

それまでの全集には見られない資料的な巻が収めら

れていることも大きな特徴である。特に作品目録は、

数小節のみのインチピットを記した「ブライトコプ

フ・カタログ」のような商業的性格のものではなく、

作品の用途や底本の情報までを細やかに記している

ことから、索引として活用されることを想定されてい

ることが判る。これらの目録及びファクシミリの巻は、

旧全集に記念碑的な意味と「アカデミック」なイメー

ジを付与する役割を果たしている。 

 さらに各巻に掲載されている「会員リスト」には、

当時の著名な研究者や教育者、音楽家の名前が連ねら

れており、彼らがアカデミックな全集を受容する素地

を形成していたことが指摘できる。 

 以上、序文や校訂の傾向の分析を通して、より多面

的な旧全集の姿を提示し、バッハ旧全集を批判校訂版

としてだけではなく、当時の時代性を映し出す歴史的

エディションとして再評価したい。 

 

【傍聴記】（加藤 拓未） 

 本発表は、新バッハ全集との比較から、長年、批判

の対象とされてきた「（旧）バッハ全集」（以下、旧全

集）を、時代のコンテクストのなかでとらえ直し、再

評価を目指すというもの。この課題に対し、発表者は

（1）旧全集の各巻における序文、（2）予約販売の会

員リストの客層、そして（3）単独巻として刊行され

た目録の、3点に着目した。 

 旧全集の序文は、担当校訂者によってその性格や分

量が異なっており、発表者が確認した結果、初期に刊
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行された巻の序文は短く、前書き程度のものだったが、

それは W・ルストによる資料批判的なタイプの序文を

経て、さらに P・ヴァルダーゼーのような、紙の透か

しなど資料の来歴にまで踏み込む、より狭義の資料批

判を扱う序文になっていったという。刊行過程で生じ

た序文の性格の変遷を明らかにした点は興味深いが、

これがいかに旧全集の再評価に結び付くのかという

点は指摘がなかった。 

 さらに、研究用途を意識した目録が存在することか

ら、旧全集は学術的な性格を持っていること、そして

全集を購入した客層の傾向から、旧全集は教養の高い

知識人に販売のターゲットを絞った商業的性格を持

っていること、この 2点に歴史的な意義があると発表

者は結論付けた。しかし、前者は『バッハ事典』（東

京書籍、1996年）の 11～12頁に、後者は大崎滋生著

『楽譜の文化史』（音楽之友社、1993年）の 191～192

頁に、それぞれ同様の見解がすでに指摘されている。

次回の発表では、先行研究と重複しない独自の見解を

期待したい。 
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