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2018 年 2 月 19 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 49 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.49 
 

 

第 49 回定例研究会報告 

 

 

日時：2018 年 1月 20 日(土) 14：00～17:30 

場所：明治学院大学 白金キャンパス 2201教室 

司会：岡部真一郎（明治学院大学） 

 

〈研究発表〉 

1．「教会音楽」と「宗教音楽」 

―アルベルト・ゲレオン・シュタインの教会音楽論 

    清水康宏（東京大学大学院） 

 

2．国際音楽コンクールと戦後日本 

―西洋音楽演奏文化における「高度成長」とその背景― 

   神保夏子（日本学術振興会／東京大学大学院） 

 

〈講演〉 

海老澤 敏先生 講演会（例会委員会企画） 

「回想：日本音楽学会と私、そして私の専門分野」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈研究発表〉 

1．「教会音楽」と「宗教音楽」 

―アルベルト・ゲレオン・シュタインの教会音楽論 

    清水康宏（東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本発表では、19 世紀の教会音楽家でありケルンの

ウルスラ教会の司祭でもあったアルベルト・ゲレオ

ン・シュタインの 1860年代の教会音楽論を取り上げ、

当時の他の教会音楽論、とりわけ「新ドイツ派」周辺

の批評家たちの論考と比較しつつ読むことで、教会の

現場にいた彼がどのように教会音楽を考えていたの

かを明らかにし、また、彼や他の批評家たちが当時の

教会音楽についてどのような問題を共有していたの

かを考察する。 

彼は、論考のなかで、オペラや器楽など世俗的なも

のの影響を教会に必要以上に持ち込むことに対して

異議を唱えていたが、この考え方は当時隆盛を迎えて

いた教会音楽改革運動であるセシリア運動の信条と

共通するものであった。彼は初期セシリア運動の主導

者ヨハン・ミヒャエル・ザイラーの神学に依拠しなが

ら、ウィーン古典派のミサ曲を礼拝にそぐわないもの

と考えていたのである。しかし彼の論考には、一般的

によくイメージされるようなセシリア主義的な議論

（「ア・カペラ様式の復興」や「ウィーン古典派ミサ

曲の排除」）とは異なる方向性も含まれている。彼は、

古典派のミサ曲を単に教会の礼拝から外れて「堕落」

してしまったものと考えてしまうのではなく、教会の

外へと飛び出した新しい時代の宗教性を表現する芸

術として捉えようとしていた。これは、教会音楽を礼
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拝から切り離して考えるフランツ・ブレンデルやフェ

ルディナント・ペーター・ラウレンツィン、ルートヴ

ィヒ・ノールなど「新ドイツ派」に近いところにいた

批評家たちの論考を支持していたことによるもので

ある。そして彼は教会の礼拝に適う「教会音楽」と、

古典派のミサ曲のような「宗教音楽」を異なるものと

して分けて考えることを提唱し、教会の現場にいる立

場として教会音楽のあるべき姿を示しつつ、古典派の

ミサ曲についても教会の礼拝の観点から非難するの

ではなく別の評価基準で捉えようとしていたのであ

る。つまり彼は、古典派のミサ曲を評価しようとする

とき、教会の現場からの声よりも、むしろ「新ドイツ

派」のような新しい芸術音楽を追求する論者たちの論

考を積極的に自らのものにし、新時代の「宗教音楽」

がもはや教会典礼のなかでは図ることのできない芸

術的な内容を持っていることを率直に認め、またそこ

から、真の「教会音楽」のとるべき道を考えていこう

としていたのである。 

「教会音楽」と「宗教音楽」という二つの要素には、

宗教音楽における神学と美学との複雑な絡まり合い

が見て取れる。ドイツでは、19 世紀後半より教会音

楽のあり方に関する論争が大きく展開していくこと

になるが、そのような神学と美学の交差する複雑な問

題を先取りしたものとして、シュタインの論考は検討

に値するテキストである。 

 

【傍聴記】（福田 弥） 

本発表は、教会音楽家、ケルンの司祭アルベルト・

ゲレオン・シュタイン（1809-81）の 1864年の著作か

ら彼の教会音楽観を明らかにし、同時代の人々との教

会音楽に対する共通の問題意識を考察することにあ

る。彼はヴィーン古典派（三巨匠）のミサ曲を、礼拝

に適さない「宗教音楽」と呼び、かたや礼拝にふさわ

しい音楽を「教会音楽」と称して区別した。前者は「敬

虔な感情」を有しつつも、世俗の影響を受け、宗教的

興奮をもたらす華やかな音楽であるとする。一方、後

者は信者の「教化」（理性と結びつく）を目的とし、

そこでは技巧的で華美な性格や不協和音は避けるべ

きとした。注目すべきは、セシリア主義者たちのよう

に、シュタインが前者を非難したのではなく、礼拝か

ら切り離された新しい時代の宗教的表現と捉えてい

た点にある。そのことは、新ドイツ派周辺のブレンデ

ル、ラウレンツィン、ノールなどの論考を支持してい

たことからも窺えるという。こうしたシュタインの教

会音楽論は、カトリック教会の懐古的な後進性ではな

く、むしろ新しい時代に適応しようとするカトリック

知識人の意識の表れであると発表者は結んだ。 

 これまであまり研究されてこなかった教会音楽家

シュタインの言説を丁寧に読み解いていく学究的態

度には頭が下がる思いで傾聴した。礼拝にふさわしく

ないにもかかわらず、ベートーヴェンの《ミサ・ソレ

ムニス》を高く評価しようとする「新ドイツ派」周辺

の論考とシュタインの教会音楽論との間に共通点を

見出したこと、シュタインによる「教会音楽」と「宗

教音楽」との区分を明らかにした点は、新しい知見と

して評価されよう。ただし今日とは異なる用語法によ

る二項対立は判り易い反面、発表者も指摘していたよ

うに、どちらも「敬虔な感情」に基づくならば、その

区分は不明瞭になるであろう。最後に、「教化」とは

教義の理解を意味するのか、それとも「宗教音楽」に

認められる「敬虔な感情」を高めることとも結びつく

のか、という質問が出たことを付しておく。 

 

 

2．国際音楽コンクールと戦後日本 

―西洋音楽演奏文化における「高度成長」とその背景― 

   神保夏子（日本学術振興会／東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本発表は、第二次世界大戦後に世界的に急発展を遂

げた国際音楽コンクールが、今日のグローバルなクラ

シック音楽文化の形成に与えた影響を検証する研究

の一環として位置づけられるものである。戦後、若手

音楽家のキャリア構築の手段として定着した国際音

楽コンクールは、既に音楽大国としての確固たる地位

を築いていたフランスのような国にも、国際競争を念

頭に置いた音楽教育上の改革を迫った（神保 2017）。

これに対し、西洋音楽の分野における「後進国」とし

て出発した昭和期の日本は、同時代の国際コンクール

をどのような形で経験したのだろうか。本発表では、
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1930～80 年代の国際音楽コンクール関連の国内の新

聞・雑誌記事および当時の音楽関係者らの言説を通じ

て、現代日本の演奏者たちが「西洋」音楽を「自分自

身の音楽」（高柳 1981）とするに至ったプロセスとそ

の背景の一端を明らかにすることを目的とする。 

国際音楽コンクールへの日本人の参加の初期の例

は 1930 年代に遡るが、国内楽壇においてそれへの関

心が高まっていくのは、日本から複数の上位入賞者が

輩出する 1950 年代以降のことである。入賞者は当初

はヨーロッパ留学中の若手にほぼ限定されていたが、

1950 年代末頃になると正式な留学を経ずして国際音

楽コンクールでの入賞を果たす「国産」音楽家も現れ

る。いずれにしても、当時の多くの日本人音楽家にと

って、国際音楽コンクールへの挑戦はキャリア自体の

ためというよりはむしろ、西洋音楽の「本場」で経験

を積むという目的と一体化したものであった。 

1960 年代の入賞ラッシュを経て、国際音楽コンク

ールにおける日本人の参加者数・入賞者数は 1970～

80 年代に飛躍的な増加を見せた。国内外で日本人音

楽家の存在感が増すと共に、「技術的には優れている

が音楽的には貧弱な日本人」という紋切り型のイメー

ジが生まれるのもこの頃である。日本人の国際コンク

ール熱は参加者以外にも及び始め、1970 年代には一

般向けの「見学」ツアーも誕生、1980 年代以降は幾

つもの日本企業が海外大手コンクールのスポンサー

を名乗り出るようになった。日本初の国際音楽コンク

ールの創立（1980）や、1985 年のショパン・コンク

ールを発端とする有名な「ブーニン現象」も、こうし

たブームの延長線上に位置づけられる。 

その数量的な「わかりやすさ」ゆえにしばしば「楽

壇」そのものの成長のバロメータと見なされてきた国

際音楽コンクールは 20 世紀後半の日本にある種の夢

を与え、更なる高みへの欲望を喚起し続けてきた。そ

の背後には、いうまでもなく日本社会全体の記録的な

経済成長や「舶来崇拝主義」（中村 1988）と結びつい

た音楽教育の過熱が存在した。そうした流れはやがて、

演奏家志望者の過剰供給やコンクール事業の商業化

といった欧米同様の問題に日本の音楽界を巻き込ん

でいくことにもなった。 

 

【傍聴記】（越懸澤麻衣） 

 20 世紀以降の音楽文化において、国際音楽コンク

ールが重要な存在であることは異論のないところだ

ろう。音楽学の関心が「演奏」にも広げられて久しい

が、発表者もはじめに指摘していたように、コンクー

ルについて、とりわけ日本における状況については、

報道やエッセイはあれど、研究となるとほぼ未開拓の

分野である。本発表は、そうした現状に新たな光を当

てるものであった。 

 発表の大部分は、1930～80 年代の日本の新聞・雑

誌記事などの言説の緻密な調査と分析の報告であっ

た。日本人の国際音楽コンクール参加の黎明期ともい

える第二次世界大戦前から、入賞者が続出し始める

1960 年代を経て、「見学ツアー」が誕生した 1980 年

代まで、10 年刻みでその状況が描き出された。しば

しば写真付きの記事の切り抜きがスライドで投影さ

れたのも、理解の助けとなった。 

 フロアからはいくつもの質問やコメントが出たが、

なかでも 1980 年代までの状況と毎月のように入賞者

が報道されるようになった 21 世紀の状況とでは何が

異なるのか、日本人コンテスタントがコンクール開催

国ではどのように報道されていたのか、は興味深い観

点であり、こうした視点を加えることで日本における

国際コンクールの意義がより明確になるであろう。ま

た、本研究は国際音楽コンクール研究の一部と位置付

けられている。他国の状況との比較を通して、本発表

の内容がさらに立体的に浮き上がってくることを期

待したい。 

 

 

〈講演〉 

海老澤 敏先生 講演会（例会委員会企画） 

「回想：日本音楽学会と私、そして私の専門分野」 

 

【講演要旨】 

私は日本音楽学会の会員としては第二世代の一人

です。尊敬する先輩の皆様は学会を創設された方々、

そして後輩の皆様は新制大学発足後に音楽学徒とし

て登場された方々。その間に挟まれた中間の世代とし

て、草創期の学会の様子をお話しいたしましょう。こ
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うした時期の学会についてご存知の方は、今やすでに

お亡くなりになってしまわれたか、ごく少数になって

しまわれました。 

そんな状況の中で、私がやって来ました西洋音楽研

究者としての仕事もちょっぴり振り返ってみること

にいたしましょう。 

 

【傍聴記】（安田和信） 

 2018年 1月 20日（土）、明治学院大学において行

われた第 49回定例研究会では 2件の研究発表の後、

海老澤敏先生による講演が行われた。タイトルは「回

想：日本音楽学会と私、そして私の専門分野」。海老

澤先生は、筆者の学生時代の指導教員であったため、

本稿でも「先生」と呼ばせていただきたい。 

 海老澤先生は学生時代から草創期にあった日本音

楽学会の運営等に関わられ、実際に学会誌の第 2、3

号の編集にも携わられたという。国内において音楽学

という学問がほとんど認知されていない状況下で、旧

制から新制大学への移行期と重なった学会の第二世

代 ---ご本人の談--- に属す先生の研究活動は、個人

的な側面のみならず、国内における音楽学の本格的な

確立と研究環境の整備という公的な意味合いを強く

帯びていたのである。 

 このような先生の学問的な歩みは、そのまま学会の

歩みにも重なると言えるであろう。今回の講演会にお

いても、ご自身の研究活動と併せて、日本における音

楽学と学会の発展についての、いわば「生き証人」の

証言を伺うことができた。 

 先生は東大で音楽的時間論を卒業論文に、そしてモ

ーツァルトの短調作品を扱った修士論文を執筆され

た。前述のように、学会との関わりは学生時代に遡る

が、往時は音楽学研究と音楽批評・評論との境界は曖

昧であった。 

 学会設立時の 1950年代は新全集の刊行開始に象徴

されるように、モーツァルト研究の新たな息吹を強く

感じる時代である。アルフレート・アインシュタイン

を超克し、より厳密な資料研究の必要性が認識され始

めた時期でもあった。先生のモーツァルト研究は、欧

米における新たな動向を視野に入れたもので、自ずと

国内の音楽研究を活性化させる原動力となったと想

像される。 

 国内の活性化について言えば、先生は国際的交流の

必要性を強く感じられ、それを実践に移すために尽力

されている。先生ご自身も 1963 年にパリ留学をされ、

ジャック・シャイエのもとでジャン=ジャック・ルソ

ー研究を進められた。1964年、ザルツブルクにおけ

る国際音楽学会の大会でモーツァルト研究が主要テ

ーマの一つとなり、そこでヴォルフガング・プラート

に代表される資料研究重視の潮流を直接知られたこ

とも、国際的交流に対する意識を強められたのではな

いだろうか。 

 海外から音楽学者が来日したのは、1957 年のハン

ス・メルスマンの例があるが、1966年のノルベール・

デュフルク、1972 年のシャイエ来日は、先生も強調

されたように、国内学会の活性化に繋がったのは間違

いない。 

 国際的交流が深められる中、西洋音楽の資料研究に

おいても日本の学会が果たすべき役割が自覚されて

くる。それを象徴するのが「南葵音楽文庫」の、特に

カミングス・コレクションの資料公開である。1967

年に設立された「RILM国内委員会」の活動も、その

推進者の一人であるバリー・S・ブルックの来日とと

もに、海老澤先生の記憶に鮮烈に残っておられるとの

ことで、国内の学会の発展に国際交流と資料研究が果

たした役割を強調されたのが、たいへん印象的であっ

た。 

 学会の発展とともに、先生の研究が深められていっ

た。資料研究の充実のために、モーツァルトの書簡全

集を翻訳されたことなどは講演では触れられなかっ

たが、とりわけモーツァルト研究を志した者にとって、

先生の業績から与えていただいた恩恵は計り知れな

い。 

 講演でようやく最後に触れられたが、モーツァルト

の没後 200年にあたる 1991年、国立音楽大学で開催

された国際シンポジウム「モーツァルト研究の現在」

の開催は、国際的に認められた音楽学者として学会の

発展に尽力されてきた海老澤先生だからこそ可能に

なった貢献である。 

 資料研究で多大な業績を残した先述のプラートや

アラン・タイソン、シンフォニーに関する浩瀚な研究
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書を発表して間もないニール・ザスラウなどが一堂に

会した会議は、学会活動とともに先生の歩んでこられ

た足跡がなければ成り立ち得なかった。学生としてこ

の会議に立ち会う幸運に恵まれた筆者も、国内で高度

な専門性をもつ学術会議が開催されたことの意義を

改めて感じた。 

 最後になるが、例会の一環として「大家」の会員に

よる講演会を開催することが、重要な意味を持つと筆

者は実感する。現在の学会が依って立つ基盤への認識

を深めるために、学会の歴史に関する証言をしっかり

と残しておかなければならない。その意味でも、海老

澤先生の講演会は意義深かった。 
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