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2019 年 5 月 22 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 57 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.57 
 

 

第 57 回定例研究会報告 

 

日時：2019 年 4 月 27日（土）14:00～16:30 

場所：東京藝術大学音楽学部 5号館 109室 

司会：植村 幸生 

 

〈修士論文発表〉 

1. バレエ・リュスの音楽における虚像としての「オ

リエント」表象――《クレオパトラ》の制作を巡って

―― 

 鈴木 和音（成城大学大学院） 

 

2. ドビュッシーと《雅やかな宴 Fêtes galantes》

――ヴェルレーヌの詩に喚起されたイマージュの音

楽表現―― 

高徳 眞理（国立音楽大学大学院） 

 

3. ムツィオ・クレメンティの音楽ビジネスと創作活

動――ピアノフォルテ製造業の視点から―― 

菅原 修一（武蔵野音楽大学大学院） 

 

4. ゼレンカのザクセンにおける伝承 ――《Missa 

Sancti Spiritus》の資料的系譜と 18世紀中葉のライ

プツィヒにおける演奏実態―― 

    松橋 輝子（東京藝術大学大学院） 

 

 

 

〈修士論文発表〉 

1. バレエ・リュスの音楽における虚像としての「オ

リエント」表象――《クレオパトラ》の制作を巡って

―― 

鈴木 和音（成城大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究は 20 世紀初頭に、主にパリで活躍したバレ

エ団「バレエ・リュス Ballet Russes」（1909－1929）

におけるオリエンタリズムの再考を目的としている。 

バレエ・リュスは興行主セルゲイ・ディアギレフ

（1872-1929）によって設立されたバレエ団であり、

その名称が表しているように、核となるメンバーがロ

シア人で構成された私営のツアリング・カンパニーで

ある。バレエ・リュスはロシアでは公演を行わなかっ

たため、先行研究では常に西欧の文脈に位置づけられ

ており、このバレエ団の「オリエンタリズム」は、東

洋的特徴としてのみ語られてきた。しかし、バレエ・

リュスはロシアにおいて西欧派に分類されるグルー

プである。本研究ではバレエ・リュスのオリエンタ

ル・イメージの核とされる《クレオパトラ Cléopâtre》

（1909）の分析を用いて、このバレエ団のオリエンタ

リズムが特定の要素を備えた「様式」であることを主

張する。 

 《クレオパトラ》は 1909 年にパリで行われたバレ

エ・リュスの最初の公演の演目の一つであり、前年に

マリインスキー劇場で上演された《エジプトの夜》の

焼き直し作品である。改変の際、興行主ディアギレフ

の指示によりプロットと音楽に大きな変更が加えら

れた。《エジプトの夜》はアントン・アレンスキー
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（1861－1906）の同名のバレエ曲を使用しており、そ

の音楽は一言で言えば「ロマン派」的な音楽である。

《クレオパトラ》ではアレンスキーの音楽を一部削除

し、替わりにタネーエフ、リムスキー＝コルサコフ、

グリンカ、グラズノフ、ムソルグスキーの楽曲が使用

された。 

 本研究では《エジプトの夜》の音楽を便宜上「西欧

音楽」とし、《クレオパトラ》の音楽をオリエンタリ

ズム音楽として比較分析を行なった。その結果、《ク

レオパトラ》で差し替えられた音楽には、メリスマ的

蛇行メロディーや、第 5 音と第 6 音の特徴的な使用、

イングリッシュホルンが多用されていることが明ら

かとなった。これら《クレオパトラ》の音楽要素は、

音楽史家リチャード・タラスキンの論である「ロシア

のオリエンタリズム音楽」の音楽要素とも合致する。

またプロットは、人情が前面に出されたハッピーエン

ディングの物語から、「魅惑的な東洋の女性が男性を

誘惑する／悲劇的結末（死）」というドラマへと変わ

った。 

 これらのことから、一見オリエンタル作品に数えら

れそうな《エジプトの夜》は、ディアギレフにとって

は「オリエンタル色」の足りない作品であり、オリエ

ンタル作品にするべく変更を加えたと推測すること

が出来る。ディアギレフにとっての「オリエント」と

はサイードの主張する植民地主義的な「想像上のオリ

エント」と同類のものであり、バレエ・リュスのオリ

エント作品に恣意的に用いられた音楽は、オリエント

を虚像として表象するオリエンタリズム音楽と言え

るだろう。以上より、バレエ・リュスのオリエンタリ

ズムは、非西欧的特徴ながら、このバレエ団の西欧性

の表れだと結論づける。 

 

【傍聴記】（永井 玉藻） 

 バレエ《クレオパトラ》は、ディアギレフ主宰のバ

レエ・リュスが、1909 年の最初のパリ公演で初演し

た作品である。バクストによる舞台装置やきらびやか

な衣装が醸し出す異国情緒は、当時のパリで評判とな

った。鈴木氏のご発表は、この《クレオパトラ》と、

その下敷きとなったアレンスキー作曲のバレエ《エジ

プトの夜》の比較から、ディアギレフにとっての「オ

リエント」のイメージを明らかにすることを目的とし

ている。 

《クレオパトラ》は、翌 1910 年の公演で上演された

《シェエラザード》と共に、第一次世界大戦以前のバ

レエ・リュスが持つ「エキゾチックな」イメージの核

となる作品であり、この点に光をあてた本発表の意義

は大きい。しかし、ディアギレフの発案で差し替えら

れた楽曲のうち、2曲を特定するための音楽面での根

拠については、慎重な意見があるだろう。グリゴリエ

フらの証言だけでなく、作品の制作過程に関わる一次

資料に基づいた分析があれば、「《クレオパトラ》が

植民地主義的な“想像上のオリエント”を描くもので

あった」という本発表の結論に、より説得力を持たせ

ることが可能だったと思われるからである。 

  フロアからは、一次資料の現存状況についての質問

や、鈴木氏が同定した差し替え曲とその同定方法につ

いての質問、また《エジプトの夜》の「ユダヤ人の踊

り」と《ルスランとリュドミラ》の「東洋の踊り」に

ついて、持続音による効果の違いに関する指摘があっ

た。 

 

 

2．ドビュッシーと《雅やかな宴 Fêtes galantes》 

――ヴェルレーヌの詩に喚起されたイマージュの音

楽表現――   

高徳 眞理（国立音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究は、文学、特に詩から大きな影響を受けたと

言われる作曲家クロード・ドビュッシーとポール・ヴ

ェルレーヌの詩集『雅やかな宴 Fêtes galantes』と

の関係を明らかにすることを目的とする。生涯に 90

あまりの歌曲を創作したドビュッシーが、一番多く付

曲したのはヴェルレーヌの詩集『雅やかな宴』であっ

た。歌曲創作は 1882 年から始まり、歌曲集《雅やか

な宴》第 1 集（1891 年）、歌曲集《雅やかな宴》第 2

集（1904 年）、とほぼ 10 年ごとであり、1912 年から

1915 年にかけて計画されたバレエ・オペラ《雅やか

な宴》を入れると、ドビュッシーが詩集『雅やかな宴』

に向き合った年数は 33 年の長きに亘る。本研究では
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詩集の源泉と言われるアントワーヌ・ヴァトーの絵画、

その絵画を喧伝したゴンクール兄弟の著書にも言及

し、詩の分析と楽曲分析、楽曲成立の背景を通して楽

曲の変遷を辿り、ドビュッシーが何故これだけ長く詩

集に魅了されたのかを考察した。 

 詩集『雅やかな宴』は 18 世紀の貴族たちの享楽的

な歌や踊り、恋の駆け引きといった華やかな宴の様子

が謳われている。しかし、一見華やかで享楽的な表層

の下に、ゴンクール兄弟が指摘する「メランコリー」

や、ヴェルレーヌ自身が抱える愛への絶望、ポストロ

マン的な主題といったものを包括する多面的な内容

である。また詩集は、音楽性、演劇性に富み、ヴェル

レーヌの繊細な感性を反映した心象風景を謳った象

徴主義の詩篇が多い。楽曲分析を行うと、ドビュッシ

ーが詩集に取り組んだ時期によってその解釈が変遷

していき、年を経るごとに詩集の深部へのアプローチ

が成されたことが分かる。 

 若い頃はコメディア・デラルテの演劇を扱った詩へ

の付曲が多く、1891 年の《雅やかな宴》第 1 集にお

いては、ドビュッシーの関心は詩集の持つ象徴主義的

な側面に移る。楽曲は象徴主義の曖昧さ、暗喩、多義

性を表現するために、モチーフや音楽要素の多層的な

使用、違う調の組み合わせが行われている。1904 年

の《雅やかな宴》第 2集では、詩集の最後に明らかに

されるヴェルレーヌの「絶望」をドビュッシーは深く

理解し、それまでの豊かな和音の優位性は影を潜め、

テクスチュアは薄くなり、楽曲は「線」的な要素が強

く意識された。 

 詩集がドビュッシーを長く魅了した理由としては、

ヴェルレーヌとドビュッシーの感性の近似性、ヴェル

レーヌの詩が持つ音楽性、18 世紀貴族という「フラ

ンス的」な設定が挙げられる。そして大きな要素とし

て象徴主義の側面がある。ドビュッシーは象徴主義に

傾倒し、音楽こそが象徴主義の美学を体現できる芸術

だと確信を持っていた。この確信が、詩から喚起され

た世界を音楽で表現するべくドビュッシーを突き動

かした。ヴェルレーヌの詩集『雅やかな宴』は、謂わ

ばドビュッシーの五感を刺激する「イマージュの装

置」であり、詩集の多面性、多層性が、その都度違う

「イマージュ」をドビュッシーに喚起させ、重要な音

楽語法の獲得へと導いたと考える。 

 

【傍聴記】（永井 玉藻） 

 高徳氏のご発表は、ドビュッシーが 33 年の長きに

わたって取り組んだヴェルレーヌの詩集『雅やかな

宴』と作曲家の関係を、詩と音楽の双方の分析から解

き明かすことを目的としていた。ドビュッシーの歌曲

全般や、歌曲集としての《雅やかな宴》に関する研究

はこれまでにも著しい成果があるが、作曲家が歌曲と

して発表した全 11 曲を包括的に分析した研究はなか

った。したがって、まずこの点に本発表の意義がある

といえるだろう。 

 1884年の《ヴァニエ歌曲集》から 1904年の《雅や

かな宴》第 2集に至る経緯において、象徴主義の「多

義性、曖昧さ、ほのめかし」の音楽的表現が増してい

く点、楽曲に「線」的な要素が意識されるようになっ

ていった点は興味深い。このような変化の過程を踏ま

え、作曲家に多様な解釈を可能にさせた詩集の多面性

こそが、『雅やかな宴』にドビュッシーが取り組み続

けた理由である、という考察結果が導き出された。 

 楽曲分析で明らかになったドビュッシーの音楽的

表現の変化は、《雅やかな宴》のみならず、例えばテ

オドール・ド・バンヴィルの詩を用いた歌曲などにも

応用可能であろう。フロアからの質疑に見られたよう

に、用語の定義や用い方、先行研究との線引きなどが

もう少し丁寧に示されていたら、さらに説得力のある

結論になったと思われる。今後の課題として《雅やか

な宴》第 2集と後期の作品との関連性をあげておられ

たので、自筆譜などの一次資料も用いた充実した研究

への発展を期待したい。 

 

 

3．ムツィオ・クレメンティの音楽ビジネスと創作活

動――ピアノフォルテ製造業の視点から―― 

菅原 修一（武蔵野音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 ム ツ ィ オ ・ ク レ メ ン テ ィ  Muzio Clementi

（1752-1832）は、ロンドンを中心に鍵盤楽器奏者、

作曲家、指揮者、教育者、楽器製造業、出版業など多
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岐にわたって活躍した。とりわけ、1800 年頃からは

クレメンティ社（楽器製造業、出版業）を経営するな

ど、当時の音楽ビジネスに深く関わった第一人者と見

なされている。 

 近年、クレメンティが携わった音楽ビジネスについ

て研究されるようになり、クレメンティ社の音楽ビジ

ネス、クレメンティ社製ピアノフォルテのデータ収集

について研究が進んでいる。しかし、クレメンティ社

製のピアノフォルテそのものの物理的な考察や、ビジ

ネスマンとしてのクレメンティの理解、創作活動への

影響については、まだ明らかにされていない。そこで

修士論文では、クレメンティ社の楽器の製造業のうち、

特にピアノフォルテを取り上げ、クレメンティがピア

ノフォルテに求めた音色や機能と創作活動への影響

を明らかにし、ビジネスマンとしてのクレメンティ像

を解き明かすことを目的とした。 

 クレメンティ社製ピアノフォルテの弦を数値的に

分析した結果、同時代のメーカーに比べて弦が長く、

張力も大きいことが分かった。このことは、クレメン

ティ社のピアノフォルテが明るくハリのある音色で

あり、大きな音量を獲得していたと言える。また、イ

ギリスの最大ピアノフォルテ会社であったブロード

ウッド社と比較すると、ダンパーの機構に違いがあり、

クレメンティ社のピアノフォルテはブロードウッド

社と比べて、残響が少ないことが推測された。これは、

当時のウィーンのピアノフォルテに見られる「音を止

めるという意識」（筒井 2002）を感じさせられる。そ

れとは対照的に、1821 年にクレメンティ社が特許を

取得したハーモニック・スウェル・ペダルは、当時イ

ギリス人が好んでいた、ダンパー・ペダルとは別種の

「音の持続性」（Burnett 2004）を生んでおり、クレ

メンティ社のピアノフォルテは異なる２つの特性を

持ち合わせていたと言える。 

 クレメンティは音楽家でありながらも、徐々にビジ

ネスマンとしての在り方を徹底していった。クレメン

ティがピアノフォルテに改良を加えたのは、理想の音

色を求めていたためというよりも、その地域で求めら

れている音色を理解し、その音色に近づけたピアノフ

ォルテを製作するためであり、そのようにして作り上

げた楽器を販売していたのである。そして、クレメン

ティのアイディアから生まれた 1821 年特許のハーモ

ニック・スウェル・ペダルは、古典派からロマン主義

に向かおうとする、1820 年代に試みられた重要な事

象の一つと言える。クレメンティの楽器製造業を中心

とした音楽ビジネスの視点から、「時代の動きを察知

し、さらにその先を見通す有能な音楽ビジネスマン」

という新たなクレメンティ像を描くことができたと

言えよう。 

 

【傍聴記】（岡野 宏） 

 菅原修一氏による発表はピアニスト・作曲家として

知られるムツィオ・クレメンティの実業家としての側

面に照点を当てる発表であった。菅原氏はクレメンテ

ィ社製造のピアノフォルテの弦の張力を分析するこ

とで、明るく大きな響きをもった楽器であったことを

明らかにし、そこに時代の趣味を先取りするクレメン

ティの先見性を見出す。またクレメンティ社が特許取

得したハーモニック・スウェル・ペダルのメカニズム

からは、その持続的な音響が分析される。 

 菅原氏はクレメンティ社製ピアノの持つ両面性を

明らかにする。即ち一方ではダンパー機構により達成

される、同時代のウィーンにおける残響の少ない音響

への嗜好、他方ではハーモニック・スウェル・ペダル

によりもたらされる、同時代のイギリスにおける「音

の継続性」への嗜好である。二つの地域の趣味に対応

するピアノの製造もクレメンティの商才によるもの

とされる。 

 質疑では、クレメンティ自身が創作者であることが

そのピアノ製造にもたらした影響について質問があ

り、菅原氏は具体的にはまだ不明ながら、演奏旅行に

行った際に地域ごとの趣味を把握した可能性を指摘

した。またハーモニック・スウェル・ペダルがクレメ

ンティの作品で使用されている箇所についても質問

があり、発表者は明確に楽譜上で明記されている箇所

は存在しないが、使用が推測される箇所はあるとした。

ピアノ音楽史と製造史が有機的に絡まりあう魅力的

な研究となる可能性を感じた。 
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4．ゼレンカのザクセンにおける伝承 ―― 《Missa 

Sancti Spiritus》の資料的系譜と 18世紀中庸のライ

プツィヒにおける演奏実態―― 

松橋 輝子（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究の目的は、ヤン・ディスマス・ゼレンカ（1679

～1745）のミサ曲《Missa Sancti Spiritus》ZWV 4

の資料研究を通して、ゼレンカのザクセンにおける伝

承においてヨハン・ゴットロープ・ハラー（1703～

1755）の筆写譜が果たした役割を検証し、ハラーがト

ーマス・カントルを務めた時期のライプツィヒ主要ル

ター派教会におけるミサ曲演奏の実態を明らかにす

ることである。 

 1990年代までのゼレンカについての先行研究では、

ゼレンカの作品は、その自筆譜の多くが死後ドレスデ

ン宮廷教会の楽譜庫にしまわれたため、20 世紀以降

までほとんど忘れられていたと考えられてきた。しか

し近年の研究では、ゼレンカの作品が彼の死後も筆写

譜の形で生き残っていたことが示唆されている。本研

究はその中でも重要視されてきたハラーの筆写譜を

対象とした初めてのゼレンカ研究である。 

 特にゼレンカのミサ曲《Missa Sancti Spiritus》

について 18 世紀に成立した手稿譜に関する調査を行

い、ハラーの死後ブライトコプフ社に渡ったハラーの

筆写パート譜が筆写原本となって多くの後続資料が

作成されていたことを明らかにした。一方、ハラーの

筆写スコアがブライトコプフ社に渡っていないこと

も判明した。ハラーの後継者であるヨハン・フリード

リヒ・ドーレス（1756～1789）の遺稿が多く記される

ホフマイスター＆キューネルのカタログにゼレンカ

のミサ曲が一つ上がっていることから、ドーレスがハ

ラーのこの筆写スコアを所有した可能性が考えられ、

ハラーの死後もゼレンカの作品がトーマス教会に存

在していたことが示唆された。 

 続いてハラーの筆写スコア、筆写パート譜について

の詳細な資料検証を行った結果、ハラーの筆写スコア

はゼレンカの自筆スコアではなく、現存しないドレス

デン・パート譜を筆写原本に作成され、筆写パート譜

セットはハラーの筆写スコアを筆写原本に 1750 年以

降にライプツィヒで作成されたことが明らかとなっ

た。つまり、これらの二つの資料はそれぞれこのミサ

曲についてのドレスデン宮廷カトリック教会での演

奏実態、ライプツィヒの主要ルター派教会での演奏実

態を示すことになる。この二つの資料を比較すると、

パート譜セットにはライプツィヒでの演奏意図が強

く読み取れる音楽的変更がみられた一方で、ルター派

教会でミサ曲を演奏する際に礼拝の枠組みや教義の

違いに対応するための編曲は行われていないことが

明らかとなった。また、ミサ曲のテクストの普遍性、

さらにカンタータとの音楽的類似性から、当時ライプ

ツィヒのルター派教会で見られた教会音楽のレパー

トリー化を画策する中心にミサ曲の演奏があり、ミサ

曲が礼拝式文としてではなく礼拝の音楽的中心を担

っていたカンタータの代用として礼拝の中で使われ

た可能性が示唆される。 

 本研究の成果は、ハラー時代のミサ曲の演奏実態を

明らかにすることで、礼拝音楽としてのミサ曲から音

楽作品としてのミサ曲という音楽史にみられる流れ

の一側面を提示したことである。 

 

【傍聴記】（岡野 宏） 

 松橋輝子氏はゼレンカ作のミサ曲《Missa Sancti 

Spiritus》の伝承過程の緻密な考察から同時代のライ

プツィヒにおけるルター派教会音楽の変化をも射程

に入れる考察を提示した。 

 松橋氏は本作の筆写史料の整理を行い、それらの系

図の中心に位置するゴットロプ・ハラーによる筆写ス

コアと筆写パート譜の差異に注目する。発表者は前者

をゼレンカの監修のもとドレスデンで作成されたも

のとする一方、後者を作曲者の死後、ライプツィヒで

何らかの演奏機会のために作成されたものとする。両

者を比較することで、カトリック圏のドレスデンで作

曲された作品が大きな編曲を経ずにライプツィヒの

ルター派教会で上演されていること、さらに後者にお

けるドラマティックな音楽への志向が読み取られる。

ここに発表者は同時代ライプツィヒの教会音楽のレ

パートリー化を見て取る。 

 質疑では宗派間の「超宗派性」をめぐっての質問が

聞かれた。一つは発表中で指摘されたソロとトゥッテ
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ィの交代が宗派的傾向を持たないのかというものだ

ったが、発表者は該当箇所はいずれでも使用される歌

詞であるとしつつ、詳細な宗派的傾向については考察

を深めたいとした。またバッハ《ミサ ロ短調》等の

両宗派で上演されるミサ曲との関連についても質問

があったが、発表者はむしろ一方の宗派から他方へと

移植されてゆく動態に注目したいと述べた。なお本発

表と直接関わる内容の修士論文を Framptonが 2015年

にメルボルン大学に提出しており、この点参考文献で

言及があるべきだったかと思う。 
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