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2017 年 7 月 8 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 44 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.44 
 

 

第 44 回定例研究会報告 

 

日時：2017 年 6 月 10 日（土）14 時〜17 時 

場所：桐朋学園大学 調布キャンパス 212教室 

司会：沼野 雄司（桐朋学園大学） 

 

〈修士論文発表〉 

 

1.  マーラー《交響曲第 4番》の修正作業における「自

己解釈」――指揮活動と作曲活動を通じて―― 

内藤 眞帆（東京藝術大学大学院） 

 

2.  近現代の音楽から考える鑑賞教育の可能性 

小原光織（弘前大学大学院） 

 

3.  能の「平ノリ」地拍子における実践研究 

 ――現行運用と拍の伸縮性を中心に―― 

坂東 愛子（東京藝術大学大学院） 

 

4.  近代日本と博物館―音楽展示の構想と実践― 

高瀬 真邦（国際基督教大学大学院） 

 

5.  1910〜20年代ロシア・ソ連における「革新的音楽」

の創作語法 ――先行者 A. N. スクリャービンの N. A. 

ロースラヴェツへの「影響」を例に―― 

山本明尚（東京藝術大学大学院） 

 

1.  マーラー《交響曲第 4番》の修正作業における「自

己解釈」――指揮活動と作曲活動を通じて―― 

内藤 眞帆（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

  グスタフ・マーラー（1860– 1911）が自筆総譜を

完成させたのち、演奏や出版の機会に応じて修正を加

えたことはよく知られている。こうした修正作業に関

しては、1950年代に E. ラッツを校訂責任者として始

まった批判全集版の校訂作業において初めてまとま

った研究が行われたが、全集版の校訂内容に対する

H. レートリッヒの批判（1966）をはじめ、マーラー

の原典資料研究には、原典資料に関する記述の不徹底

さや資料そのものの調査不足が、長らく指摘されてき

た。これらの問題点を踏まえた上で 2008 年より刊行

され始めた新批判全集版が示すように、マーラーの創

作過程の研究においては、スケッチ、草稿、簡略譜、

浄書譜といった資料だけでなく、印刷譜への作曲者の

書き込み、さらにはマーラーと直接関わりがあった指

揮者の楽譜や出版社との往復書簡に至るまで、満遍な

く調査する必要がある。 

 修士論文は近年のこのような研究を立脚点とし、マ

ーラーが《交響曲第 4番》（1892、1899– 1900年作曲、

1902 年初版）の自筆総譜成立（1900）以後に行った

修正の批判的再検証を通じて、修正作業に見られる彼

の指揮活動と作曲活動の関係を解明することを目的

とした。マーラーが出版の機会のみならず自ら指揮を

した機会にも修正を行った事実に焦点をあて、マーラ

ーの指揮者としての楽曲解釈を考察し（第 1部）、《交

響曲第 4番》の自筆総譜総譜以後における修正作業の

分析を行い（第 2部）、これらの検証結果の比較から、
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マーラーの修正作業における指揮活動と作曲活動の

不可分な関係を明らかにした（第 3部）。 

 本発表では、以上のうち第 2部の内容に焦点をあて、

批判全集版の校訂作業における最終稿 Fassung 

letzter Hand の完成という目的のもとで捨象されて

きた《交響曲第 4番》の自筆総譜成立以後における全

修正作業について論じる。発表者は、マーラーの修正

作 業 が 少 な く と も 時 期 を 隔 て て 4 度

（1901– 02/05/10/11）行われたことを示す修正入り

総譜 4点を、テンポ、休止、強弱指示、オーケストレ

ーションの 4つの観点から個別に検証した。その結果、

1901– 02、05 年の段階では、テンポ、休止、強弱指

示など、演奏会場や演奏者に応じて行われた一時的な

加筆修正が多い傾向にあるが、1910、11年になると、

重複声部の削除や、音域、楽器の変更など、楽曲の響

きそのものにまつわる修正が多く施される傾向にあ

ること、加えて、演奏状況を考慮して行われた一時的

な修正を含む殆どの修正が、校正刷りや改訂版といっ

た後続版にその都度反映されていることが判明した。

先行研究では、マーラーの修正は「明晰さの追求のた

めに行われた」と一括りに論じられることが多いが、

以上の検証によって、マーラーの修正には様々な次元

が混在し、時期によって傾向が異なることが明らかと

なる。 

 

【傍聴記】（長屋晃一） 

 指揮者グスタフ・マーラーは、作曲家マーラーの作

品をどのように解釈し、手を加えたのか。発表者は、

マーラーの《交響曲第 4 番》の自筆総譜成立（1900

年）後、生涯をなぞるようにしてなされた 4度にわた

る修正を綿密に分析した。先行研究ではそれらの修正

を一括りに「明晰さ」を求める結果としているが、発

表者は時期によって二つの傾向に分けられることを

明らかにした。 

 発表者によると、1901〜2 年の最初の校正刷り

(BA1901)と 1905 年のグラーツ初演用の初版総譜

(DP-Graz)では、主にテンポや休止、デュナーミクの

加筆修正が行われた。それは彼が指揮台に立ち、楽団

員に指示をする中で、細部のニュアンスを正確に演奏

できるようにする目的があった。その一方、1910 年

の改訂版のための校正刷り(BA1910)と、その修正に基

づく 1911 年の校正刷り(BA1911)への修正は、主にオ

ーケストレーションに修正を施しているという。 

 発表は豊富な譜例によって分かりやすい反面、その

傾向の意味については、時間の制約上やや物足りず、

質疑の関心はそこに向けられた。「休止」が演奏上の

ニュアンスにとどまらず、時間軸上の輪郭というべき

大きな問題を含むという指摘があった他、この研究の

今後の着地点に関する質問がなされた。発表者は《交

響曲第 4番》以降に作曲された交響曲と比較し、総体

的にマーラーの創作手法の変化を追いたいとし、その

例として、《交響曲第 4 番》の修正過程においても重

複声部の削除など、室内楽的と言われる晩年の手法が

見られることをつけ加えた。 

 19世紀後半から 20世紀初頭の指揮者による作品解

釈の理念と実践を軸においた、作品成立過程の研究は、

十分に掘り下げる余地のある研究領域である。指揮者

であり作曲家、この両面が分かちがたく結びついたマ

ーラー像に肉薄する第一歩、という印象を得た。今後

の研究に期待したい。 

 

2.  近現代の音楽から考える鑑賞教育の可能性 

 

小原光織（弘前大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 文部科学省の制定する教育基本法において，学習指

導要領での共通教材廃止以降，中学校の音楽教科書で

は，ジャズや民族音楽，日本の伝統音楽などのジャン

ルが増えたことによる鑑賞教材の多様化が進んでい

る。しかし，西洋クラシック音楽に関しては，教材や

授業展開の幅は多様化しているとは必ずしも言えな

い。依然として，19 世紀末までの音楽を中心とし，

情景描写や喜び，悲しみといった人間の感情を端的に

表わすと思われがちな標題音楽を取り上げる傾向が

強い。こうした鑑賞教育においては，音楽そのものを

聴くことよりも文章を書くことに重点が置かれる傾

向が危惧される。文章の内容は，例えば，その音楽が

何を表すか，作曲者はどのような心情だったか，或い

はどのような時代背景を生きたかなどである。 



 3 

 このような，曲目も方法も画一的な鑑賞教育が行わ

れているのか，その実態を調査するため，まず「共通

教材」が制定された第３次学習指導要領（昭和 33 年）

から第６次学習指導要領（平成元年）までの鑑賞共通

教材の分析を行った。そして同様に，第７次学習指導

要領（平成 10 年）での「共通教材」廃止以降，現在

までの 2社（教育芸術社，教育出版）の音楽教科書に

掲載された鑑賞教材の分析も行った。その結果，鑑賞

で扱われる西洋クラシック音楽作品は，昭和 43 年の

改訂頃から現在まで継続して掲載されているものが

多いことが分かった。またいわゆるロマン派音楽は，

共通教材廃止以降も全体の約４割を占めている。さら

に，19 世紀末までの調性音楽が中心となっており，

20 世紀以降の音楽はほとんど掲載されていないこと

が明らかになった。 

 次に，教科書出版者が作成した教師用指導書と，文

科省が実施した「特定の課題に対する調査」の目的と

出題内容を分析した結果，鑑賞教育では，言語活動の

充実の面から，言葉で説明し意見交流することが重視

しされていると分かった。 

 中学校鑑賞教育では，平成 10 年に共通教材が廃止

され，教材や授業展開の多様化が期待されてきた。し

かし，本研究によって，現在も，曲目も授業方法も画

一的であることがわかった。また，鑑賞教育では言語

活動が中心に行われ，その活動を行うための教材が選

ばれている可能性も否定できない。本研究は，教科書

や指導書等の分析のみであったため，今後，実際の学

校現場では，どのような曲目と方法で鑑賞授業が行わ

れているのか，調査していきたい。 

 

【傍聴記】（小中 慶子） 

 現在、優れた近現代音楽作品が演奏・研究される一

方で、音楽を専門に学ぶ者の間にさえ、近現代音楽に

対する拒否感が見られるのも確かだろう。こうした状

況を鑑みれば、本発表は、専門家養成も含めた音楽教

育のあり方について問題提起した点で高く評価でき

る。 

 しかし、課題も散見された。特に、発表テーマであ

る「近現代音楽を鑑賞教育に取り入れるべき説得力の

ある理由」が、今一つ明確化されなかったことは、今

後の課題として指摘しておきたい。 

 また、教育現場における鑑賞指導の主流は、今なお

「曲の感想を文章化し、意見交換する」ことだとの指

摘には疑問が残るが、仮にそうだとしても、この種の

鑑賞指導について丁寧なフィールドワークを行い、学

術的に検証する姿勢が求められるのではないだろう

か。本発表で示された参考文献には、こうした観点か

らの検証に示唆を与え得る議論も多く含まれるだろ

う。 

 本発表が中心に据えた教科書や指導書等に関する

研究もむろん重要だが、教育現場はその時々の児童・

生徒のあり方によって常に変化するものである。そこ

には、「作曲―演奏―聴取」というサイクルにとどま

らない、広い意味での「音楽受容」の持つダイナミズ

ムがあるだろう。このような広がりのうちにこそ、本

発表で指摘された「鑑賞から創作につながる」道筋が

見出されるのではないだろうか。同時にそれは、音楽

学が音楽教育学と共有すべき重要な視点を含むはず

だ。こうしたテーマをあえて音楽学研究の場で取り上

げる意義は大きく、質疑で示された課題を踏まえた今

後の研究の深化を強く期待したい。 

 

3.  能の「平ノリ」地拍子における実践研究 

 ――現行運用と拍の伸縮性を中心に―― 

坂東 愛子（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 能の謡には、七五調の詞章を基本に、八拍子を単位

とする拍子合のリズム形式があり、そのうち「平ノリ」

は、全ての演目で最も多用されている。この詞章の詩

型と拍配置の関係を体系化したリズム法則を「地拍

子」と称する。 

 本研究では、能の「平ノリ」地拍子の実践における、

現行運用と拍伸縮の実態について、➀…現行の運用実

態、➁…拍の伸縮性と演奏技法の関係、➂…運用型の

歴史的変遷、から明らかにすることを目的とした。 

 「平ノリ」の地拍子は、１文字の母音の音価に対し

て、「モチ」と称する半拍分の延長が加えられ、不等

拍性が生じやすい特徴がみられる。この八拍子内の

「モチ」の拍配置を、上ノ句の奇数拍（1 拍目・3 拍
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目・5拍目）に当てる運用パターンが、昭和初期頃に

新しい地拍子理論として定着し、その後、これを現行

理論として「現代式地拍子」と称してきた。本研究で

は、運用パターンを文字配分によるリズム型として表

記するものとし、「現代式地拍子」を《１・３・３・

５型》のように、型名称で統一し、運用パターンを運

用型と呼称する。 

 1980年代以降の先行研究によると、「平ノリ」地拍

子の現行理論と実践の運用パターンとの間に、乖離が

生じていることが、既に指摘されている。しかし、上

演記録に基づく検証がなされておらず、理論上、実践

で生じる新たな運用パターンを「現代式地拍子」の変

化に置き換えて、理論付けるという矛盾が多くみられ

る。 

 以上の状況を踏まえ、本研究では、統計調査・音響

測定・聞き取り調査から、「平ノリ」地拍子の実践に

みられる変容についての調査を行った。 

 ➀では、国立能楽堂自主公演 389上演の統計調査か

ら、《３・４・５型》《３・３・６型》《１・２・４・

５型》《１・２・３・６型》《１・３・３・５型》《４・

３・５型》《４・２・６型》の運用型７種を確認した。

使用頻度の上位は、《３・４・５型》と《３・３・６

型》であり、現行理論とされる《１・３・３・５型》

は、使用頻度が低いことが明らかになった。 

 ➁では、《高砂》の「ロンギ」を対象に、観世流を

中心に音源４種から音響測定を行い、《３・４・５型》

と《１・２・４・５型》の上ノ句内に、拍伸縮の差異

が生じ、１拍目の「モチ」の有無と拍伸縮の関係を指

摘した。 

 ➂では、梅若玄祥氏への聞き取り調査より、観世流

において《３・３・６型》の活用時期があるとの証言

から、昭和初期および 1960 年代の音源５種の検証を

行い、《３・３・６型》の活用は、1960年代に確認さ

れるが定着せず、1960 年代から 1980 年代の間に、

《３・４・５型》へと変遷したことを明らかにした。 

 以上から、現行する「平ノリ」地拍子の実践では、

《３・４・５型》《３・３・６型》が主流であり、運

用型の変容には、演者の作品解釈や所作と関係してい

ると結論付けた。 

 

【傍聴記】（平間 充子） 

  能の謡のリズム法則の一つ、「平ノリ」の地拍子

が実践面においてどのように構成・運用されているか

について、先行研究を踏まえたうえで発表者独自の見

解を示した発表であった。論拠となった録音資料は

質・量ともに優れており、分析結果も図表化しパワー

ポイントとレジュメで示された。シテ方の修練を積ん

でいる発表者自身による実演や IC レコーダーの音声

も交えた発表はわかりやすく、録音データのない時期

に関してはシテ方観世流の所謂人間国宝である梅若

玄祥氏からの聞き取り調査を行うなど結論に至るプ

ロセスの提示も効果的に行われ、内容・プレゼンテー

ションともに充実していたと感じられる。 

 フロアとの質疑応答によって、１．60~80 年代に見

られる顕著な変化に比べ 80 年代以降はほぼそれがな

いこと、２．詞章との関連については、80 年代以降

は７・５調のまとまりを重視するのに対し、60 年代

ごろは単語やその繋がりが重視されていること、が補

足された。江戸期は音程に、一方で近代ではリズムに

重きが置かれる傾向があるというのも興味深い。筆者

としては、最後の質問者同様シテの作品解釈との関連

が気がかりである。伝承されてきたリズム運用を敢え

て変化させることによってシテがその思いを表すと

はどういうことなのか、発表者自身も課題に挙げてい

るように、シテの所作・作品への思いと関連させた一

層の研究の発展を期待したい。 

 

 

4.  近代日本と博物館―音楽展示の構想と実践― 

 

高瀬 真邦（国際基督教大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究では、日本における音楽に関する博物館の建

設運動を取り扱う。今まで、一般的にも専門研究的に

も、音楽に関する博物館が顧みられる機会は少なく、

本研究で取り扱う運動についても、現代の制度や実例

との比較は行われてこなかった。そこで、本論では、

昭和初期におこった音楽博物館建設運動について詳

しく検証した上で、現在の同様の制度や施設と比較し、
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現代における音楽に関する博物館の在り方について

提言することを目標とする。 

 日本に「博物館」という概念が輸入されたのは江戸

末期から明治初期にかけてである。欧米の文化施設を

視察してきた人々の報告によって、日本は海外の近代

的な「博物館」というものの存在を知り、自国にも取

り入れようとする。世界で万国博覧会の開催が相次い

でいた時代、その予行演習の為にも、実際に日本の文

化を海外に向けて発信していく為にも、「博物館」と

いう形はうってつけだったのである。その後、国家政

策の一環として発展していった日本の博物館は、その

中で皇紀 2600 年記念事業という一大プロジェクトと

融合する。同事業の一環として、様々な専門博物館の

建設計画が立ち上げられたのである。本稿で取り上げ

る音楽博物館建設運動による博物館建設計画もその

一つだ。 

 音楽博物館建設運動は、1939 年に発足した音楽博

物館建設準備委員会による運動である。当時の日本に

は、音楽に関する博物館が存在していなかった。日本

音楽に関する資料収集すら満足に成されていなかっ

たので、研究にあたって必要な資料を国内で集めるこ

とが出来ず、一般民衆への啓蒙も出来ずにいたのであ

る。その状況を憂えた人々が、この運動を発足させた。 

 最終的な目標を音楽博物館の建設に定めた音楽博

物館建設準備委員会は、建設のための指針を定め、更

に建設までの準備として展覧会も開催している。1939

年開催の東亜音楽文化展覧会がそれにあたる。名前の

通り東洋音楽に絞った展覧会で、日本や近接地域の楽

器を主として楽器区分別に展示し、簡単な解説や講演

会なども含む、かなり大規模な展覧会であった。 

 展覧会は好評のうちに幕を閉じ、その後も委員会は

活動を続ける意向であった。が、1940年代に入ると、

第二次世界大戦が近付いてきたこともあり、次第に定

期的な活動を続けることは困難になり、最終的にその

まま立ち消えてしまう。このように、形のあるものは

残せなかった運動であるが、現在の視点で見ても、参

考にできる部分もあるのではないかと考えられる。 

 現在では音楽に関する博物館の数も増え、個々の展

示についてもそれぞれ工夫が凝らされている。しかし

ながら、1939 年に既に求められていた機能について

も、まだまだ万全であるとは言えないだろう。今まで

音楽に馴染がなかった人々に、音楽に対する興味を持

たせるための施設は、現在でも依然として必要とされ

ているのではないだろうか。 

 

【傍聴記】（葛西 周） 

 本発表は皇紀 2600 年を契機とした音楽博物館建設

運動およびその一環として催された東亜音楽文化展

覧会を紹介するものである。この研究対象に関連が深

い音楽学分野での先行研究（植村 2002、戸ノ下 2008、

戸ノ下・長木（編） 2008、葛西 2010、鈴木 2014な

ど）を参照していないようであり、発表内容にはそれ

らで既述の事項が多く、新規性が見られなかったのが

残念であった。 

 また、本発表を聞く限りでは音楽博物館建設運動が

単独の運動であるように受け取れるが、皇紀 2600 年

を記念した博物館の建設運動は 20 件にのぼり、諸分

野で展開されていた運動の一例であることはここで

触れておきたい。加えて、展覧会に参与していた音楽

学者や音楽関連団体、講演・実演の内容などには本学

会員が関心を寄せると思われるので、言及しても良か

ったのではないか。後援団体は皇紀 2600 年の奉祝芸

能際や奉祝楽曲演奏会にも携わっていたため、皇紀

2600年関連行事として検討する余地もあっただろう。 

 さらに、音楽博物館の建設が実現しなかったことを

踏まえると、この事例は東亜音楽文化展覧会という東

京科学博物館にて単発でおこなわれた、いわば貸館企

画展であり、本発表で後続事例として挙げられた武蔵

野音楽大学楽器博物館や浜松市楽器博物館のような

専門博物館とは運営形態が異なるので、展示状況を比

較する妥当性も再考すべきではないか。加えて、質疑

応答の際にも筆者がコメントしたが、日本における音

楽関連物品の展示は国内外の博覧会や共進会、百貨店

における音楽展など 19 世紀末から数多の例を有する

ため、今回取り上げた事例を現在の日本における音楽

博物館の嚆矢として見なす根拠は十分に説明される

べきであろう。今後は音楽展示の歴史的展開や、対象

時期の音楽界の動向を踏まえて事例を位置づけた上

で、さらなる調査が進められることを期待したい。 
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5.  1910〜20年代ロシア・ソ連における「革新的音楽」

の創作語法 ――先行者 A. N. スクリャービンの N. A. 

ロースラヴェツへの「影響」を例に―― 

 

山本明尚（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 帝政ロシア期に活動した作曲家・ピアニスト、アレ

クサーンドル・ニコラーエヴィチ・スクリャービン

（1871/72〜1915）を語る際にはしばしば、後世の音

楽界との関係、特に彼が及ぼした「影響」が論の的に

なる。そしてこの影響の対象としてとりわけ頻繁に語

られるのは、ロシア・ソ連において、1910〜20 年代

に活躍した若い作曲家であることが多い。彼らはしば

しば「ロシア・アヴァンギャルド」という用語で一括

りにされて語られる。 

 発表者の修士論文「1910〜20 年代ロシア・ソ連に

おける『革新的音楽』の創作語法――先行者 A. N. ス

クリャービンの『影響』をめぐって」の目的は、以上

のような文脈で語られてきた 20 世紀初頭の若い作曲

家たちが、スクリャービンとどのように関係していた

のかを、仔細に検証することであった。この目的に従

って、同論文ではスクリャービンと 1910〜20 年代の

音楽創作との関係が、資料と楽曲の両面から考察され

た。同論文の意義は、帝政ロシア末期および初期ソヴ

ィエト連邦の音楽界の中で大きなファクターである

と考えられているにも関わらず、従来の研究では、表

面的なイメージや楽曲同士の類似としてのみ語られ

てきた「スクリャービンの影響」が、歴史的視座のも

とで詳細に考察された、という点にある。 

 本発表では、修士論文から、第 2章「スクリャービ

ンのロシア・ソ連における『受容』」の一部、および

第 3章「スクリャービンのロシア・ソ連における『作

用』：革新的作曲家の創作を通じて」のうち第 2節「ニ

コラーイ・ロースラヴェツ」の内容について取り上げ

る。 

 第 2章は、言説空間内外でのロシア・ソ連における

スクリャービンの受容に関して、日記、雑誌記事、回

想、論文集などの資料から知ることのできる歴史的事

実を通じ、通史的な検討を行った章である。本発表で

は、1910〜1930 年のスクリャービン受容の変遷を特

に取り上げ、ロシア音楽におけるカノンとしての彼の

立ち位置の確立、初期ソ連特有のイデオロギー論争と

スクリャービンとの関係性を論じる。 

 第 3章は、当時のロシア・ソ連の若い作曲家から三

人（ロースラヴェツ、ルリエー、ミャスコーフスキイ）

を取り上げ、主に言説資料を通じて、彼らとスクリャ

ービンとの関係性を指摘するとともに、楽曲分析を通

じて彼らの楽曲に見られる先行者との類似点や相違

点の検討を行った章である。本発表では、上記の論に

従って、ニコラーイ・アンドレーエヴィチ・ロースラ

ヴェツ（1880/81〜1940）とスクリャービンとの関係

を検討し、ロースラヴェツの創作や、彼独自の語法「総

合和音」に、スクリャービンがどのように作用してい

たのかを考察する。 

 

【傍聴記】（野原 泰子） 

 発表者の修士論文は、アレクサーンドル・スクリャ

ービン（187～1915）がロシアでいかに受容され、ま

た 1910～20 年代の「革新的音楽家たち」（ニコラー

イ・ロースラヴェツ、アルトゥール・ルリエー、ニコ

ラーイ・ミャスコーフスキイ）にいかなる影響を及ぼ

したのかを明らかにすることを目的としている。本発

表では、おもに 1930 年までの受容、ならびにロース

ラヴェツの創作への影響をめぐる考察が紹介された。 

 受容に関しては、『音楽』誌を始め、当時の定期刊

行物に掲載された数多くの論評が調査されており、相

対する立場（支持／批判）が存在しながらも、スクリ

ャービンの音楽の革新性がロシア革命と結び付けら

れ、カノン化されてゆく道程が示された。 

 ロースラヴェツへの影響に関しては、ロースラヴェ

ツの「総合和音」（音群）の用い方に着目し、それに

は時期によって変化が見られることを指摘した。つま

り、1915 年までは、明らかにスクリャービンの和声

語法との共通項が認められるが、それ以降は、ひとつ

の楽曲のなかで、近親性のある複数の音群が意図的に

選ばれて使われるなど、新たな特徴が加わっていると

いう。こうした変化には、強大な先行者（スクリャー

ビン）からの影響から逃れようとする意図が働いてい
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るのと同時に、シェーンベルクからの影響も加わって

いるのではないかという見解が示された。 

発表者は、「革新的音楽家たち」へのスクリャービン

以外からの影響も調査することを課題に挙げており、

研究のさらなる進展が期待される。 
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