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日本音楽学会 

東日本支部通信 第 62 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.62 
 

 

第 62 回定例研究会報告 

 

 日時：2019 年 12 月 14 日（土）13：30〜17：00  

 場所：宮城教育大学 2 号館 210 教室 

 司会：福中冬子 

 

〈発表〉 

ショパンのピアノ作品における単旋、オクターヴ、総

休止を介したコミュニケーション   

――《バラード》、《ファンタジー》、《ポロネーズ・フ

ァンタジー》の場合――  

 林 香里（武蔵野音楽大学） 

 

〈シンポジウム〉 

音楽を競技する：コンクールを考える 

 

コーディネーター：小塩 さとみ（宮城教育大学） 

パネリスト：神保 夏子（日本学術振興会特別研究員

PD・東京大学）・丹野 裕子（非会員：公益財団法人仙

台市市民文化事業団音楽振興課）・増野 亜子（東京藝

術大学非常勤講師）・宮入 恭平（非会員：国立音楽大

学非常勤講師） 

 

 

 

 

 

〈発表〉 

ショパンのピアノ作品における単旋、オクターヴ、総

休止を介したコミュニケーション   

――《バラード》、《ファンタジー》、《ポロネーズ・フ

ァンタジー》の場合――  

 林 香里（武蔵野音楽大学） 

【発表要旨】 

 ショパンの楽曲の分析的研究は、Rink によれば、

次の二つの立場に区別される。第一に、和声や装飾な

どの細部にのみ注目してきた研究（Abraham 1939 他）、

第二に、楽曲全体における（従来の形式から逸脱した）

「調構造」に注目した研究（Samson 1985, 1992, 1996/

サムソン 2012, Rink 1989）である。本研究は、単旋

（単音しか鳴っていない響き）、オクターヴ（１オク

ターヴ以上の同一音名のみの響き）、総休止というミ

クロな現象に注目する点では第一の立場を、楽曲全体

の構造と即興性との関係に着目する点では第二の立

場を批判的に継承する。 

 そもそも第二の立場のうち、サムソンは、ショパン

の調構造を伝統モデルと比較し歴史的、様式的な文脈

のなかに位置付けた。しかしその記述は時系列的でな

く、小節箇所が特定されない箇所もあるなど網羅性を

欠くため、各楽曲の特徴ひいては様式全体を発展的に

捉えられないという問題点を残している。 

 他方、Rink は、Schenker 分析を援用して、ジャン

ルを超えて見られるショパンの「構造様式」を規定し

た。Schenker は「即興的なひと弾き」が同時に楽曲

全体のまとまりを生むとしたが、Rink はそれをフレ

ーズの長さとして捉え直した。そして年代とともにフ

レーズが拡張して構造様式が成熟したことを実証し、

様式を発展的に捉えた。しかし Rink は即興演奏の結
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果にのみ注目し、即興演奏の実践（すなわちショパン

の創作のプロセス）そのものである音の仕組みには踏

み込んでいない。そのため Rink は様式の発展に即興

演奏が大きく関与したと結論づけるが、当の即興演奏

の定義が曖昧であるという問題点を残している。 

 そこで本研究は、ショパン独自の音の仕組みに、単

旋、オクターヴ、総休止の３要素が、Schenker が即

興演奏で特に重視する箇所である曲冒頭、セクション、

フレーズの入り付近において関与していることを、楽

曲分析によって明らかにしたい。というのも、単旋、

オクターヴ、総休止は和声や音自体をなさず、後続す

る音の運びを決める際の「自由」（Schenker の即興演

奏概念の本質）を最大限に保証するからである。 

 分析対象は、ショパンが著しい様式の変化を見せた

４つの《バラード》（順に 1835、39、41、42-43 年作

曲）、《ファンタジー》（41 年）、《ポロネーズ・ファン

タジー》（46 年）とする。分析の結果、３要素の用法

には年代につれて次の変化、あるいは発展が見られた。

まず、（１）既存の形式からの逸脱を可能にさせる（《バ

ラード第１～３番》、《幻想曲》）。その上で、（２）形

式からの逸脱を曖昧化させたりもする（《バラード第

４番》）。最終的には、（３）中断や割り込み楽句によ

って聴き手に直接音楽展開の行方を問いかけ、コミュ

ニケーションを生む（《ポロネーズ・ファンタジー》）。

（３）によって Rink が曖昧にしていた即興演奏の定

義が明らかになる。以上の表現はピアノという楽器が

可能にした。なぜなら容易に転調でき、かつ聴き手と

の間合いを測りながら音のタイミングをすべて一人

で決められるからである。 

 

 

【傍聴記】（上田 泰史） 

 林氏の研究は、調構造に基づく従来の作品理解に対

して批判的見地に立ち、個別の音符や音型の振る舞い

がショパン作品の音楽的語りの独自性に寄与してい

ることを明らかにしようとするものである。氏の分析

は、用語こそ借りていないが、実質的に近年再興の兆

しを見せている修辞学的視点に立っている。分析対象

としたのは、ショパンの《バラード》第 1～4 番、《幻

想曲》作品 49、《ポロネーズ＝ファンタジー》作品 61

である。林氏は、「単旋」、「オクターヴ」、「総休止」

を「3 要素」として設定し、各々が J. Samson の指摘

する「コンセプト」との一致するように機能している

かどうかを確認することを目指した。そして、《幻想

曲》以外に顕著な一致を認められたことから、各要素

が作曲者により戦略的に使用されていたという見解

を示した。 

 質疑応答では、まずこれらの３要素がショパンに固

有であるか否かについて複数の質問が出た。これに対

し林氏は、「３要素」による分析は、ショパンの作曲

戦略の変遷を辿ることにより、独自の語り口を獲得し

ていく過程を追跡することを目指しているのであり、

必ずしもショパンの個人様式の特性を明らかにした

いのではない、と述べ、自身の研究意図を確認した。

氏の研究は、トピック理論を含め、修辞学的観点から

なされた近年の分析的研究の成果を取り入れること

で、今後分析手法の洗練が期待されよう。 
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〈シンポジウム〉 

音楽を競技する：コンクールを考える 

 

コーディネーター：小塩 さとみ（宮城教育大学） 

パネリスト：神保 夏子（日本学術振興会特別研究員

PD・東京大学）・丹野 裕子（非会員：公益財団法人仙

台市市民文化事業団音楽振興課）・増野 亜子（東京藝

術大学非常勤講師）・宮入 恭平（非会員：国立音楽大

学非常勤講師） 

 

【開催趣旨】（小塩さとみ） 

 このシンポジウムでは、音楽コンクール（競技会）

について、さまざまな視点から、複数の音楽文化を比

較することで、「音楽を競う」とはいったいどのよう

な行為であり、社会的にどのような役割を果たしてい

るのかを考える。 

 コンクールは私達の音楽活動をいろいろな形で刺

激する。国際音楽コンクールで日本人が入賞すればト

ップニュースとして報道され多くの人々の関心を集

める。中学校や高校の部活動では、コンクール出場が

１年の活動の中で重要な位置を占め、コンクールでの

上位入賞のために長時間の練習に励む学校も少なく

ない。また、主として中学校で行われる校内合唱コン

クールは、多くの人が参加した（参加させられた）経

験をもつと思われるが、そこでは音楽好きな生徒だけ

でなく、音楽にそれほど関心をもたない生徒までも巻

き込んでクラス間の対抗心が煽られ、クラス内の団結

力を促そうとする力が働く。音楽コンクールを「町お

こし」や都市の文化イメージ向上と結びつけて開催す

る自治体もある。コンクールに対する批判は常に存在

してきたにもかかわらず、このように盛んに音楽が競

われているのはなぜなのだろうか。 

 狭義の西洋音楽を対象とするコンクールだけでな

く、日本やアジアの伝統芸能やポピュラー音楽の分野

でも、しばしば技術や表現を競い合う「競技会」形式

の上演イヴェントが見られ、「音楽を競技する」こと

は多くの文化に共通する現象でもある。今回のシンポ

ジウムでは、仙台市文化事業団の丹野裕子氏と社会学

者の宮入恭平氏をゲストとしてお招きし、研究対象を

異にする本学会東日本支部の会員３名も加わり、４名

のパネリストとコーディネーターがそれぞれ自分の

専門分野と関わる事例を紹介した上で、フロアも交え

てコンクールについて議論を行いたい。 

 まず増野亜子が通文化的な競技会の比較研究のた

めの枠組みを提案し、インドネシアのバリ島で近年盛

んに開催されるようになった伝統音楽（ガムラン）の

競技会の事例を報告する。バリの音楽競技会の多くは、

伝統文化の維持と発展を謳う文化政策を背景に地方

政府の主催によって開催される。従来主に儀礼の一部

として演奏されてきた伝統音楽が、競技会という完全

に世俗的で、観客の関心が収斂する演奏の場を得たこ

とで、視覚的要素を強調した新しい演奏様式が生まれ

た。また共同体が演奏者を支援し、勝敗が社会的な栄

誉やアイデンティティと結びつくことで、競争に拍車

がかかる傾向にあることを報告する。 

 次に神保夏子が、クラシックの国際音楽コンクール

の事例を通じて、現代の西洋芸術音楽文化におけるコ

ンクールの特質を検討する。第二次世界大戦後に急増

した国際音楽コンクールは、グローバルなキャリアを

目指す若手の登竜門として、次世代のスター発掘の機

能を担ってきた。一方、こうしたコンクール自体が飽

和状態にある今日では、若手の育成や地域文化への貢

献、アウトリーチなど、単なる「競争」や「発掘」以

上の意義が重視されるようになり、コンクールという

イヴェント自体の機能が多元化していることを指摘

する。 

 続いて、３年に１度開催される「仙台国際音楽コン

クール」の運営に長年携わる丹野裕子が報告を行う。

才能ある若い音楽家発掘のために 2001 年に創設され

2019 年に７回目を開催した本コンクールを仙台市が

主催する主な目的は、子どもたちの育成への寄与、仙

台・宮城への音楽的貢献、都市の魅力とシティセール

スという３点が挙げられる。課題曲のコンチェルトで

共演する仙台フィルハーモニー管弦楽団の手厚いサ

ポート、会場運営や広報宣伝・出場者のサポート、ホ

ームスティ受入れなど、多方面にわたる市民ボランテ

ィアの活躍、次のラウンドに進めなかった出場者によ

る無料コンサートや学校訪問ミニ・コンサートの開催、

審査委員によるマスタークラスの開催など、具体的な

取り組みを紹介する。 
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 宮入恭平は、最近になって話題になっているブラッ

ク部活を踏まえたうえで、吹奏楽部と軽音楽部を例に

あげながら、学校教育における「音楽を競技する」意

味について検討する。ブラック部活をうながす背景に

は、過度な競争をあおる装置が機能している。その大

きな要因のひとつには、学校教育の一環として位置づ

けられた部活動の存在が考えられる。部活動は教育の

枠組みのなかで正当化されることになるが、こうした

部活動に対する認識は、発表会文化の定着による発表

会的心性の醸成とも深く関与している。そこから、部

活動と発表会の近接（連続）性が垣間見えるのだ。 

 最後に小塩さとみが日本の伝統音楽の多様な状況

を報告する。津軽三味線のようにコンクールがプロの

登竜門として機能する場合でも、性別や年齢・上達度

による区分があり、教育・普及の役割も兼ねる。全国

高等学校総合文化祭の日本音楽部門と郷土芸能部門

での常勝校の一糸乱れぬ演奏は、「揃う」ことが、本

来多様な演奏を許容する音楽にとってわかりやすい

目標となっていることを示す。民俗芸能大会は、演者

の技能向上、娯楽の提供、地域文化の発信、新規学習

者の獲得など多様な目的をあわせもつ。地域の祭礼や

流派のおさらい会など音楽活動を促進する他の制度

が充実しているジャンルでは、コンクールへの関心は

低い。 

 コンクールという身近なイヴェントを通文化的に

考えることで、音楽を競うことの意味について改めて

考えてみたい。 

 

【傍聴記】（上田 泰史） 

 2020 年は東京五輪開催年である。これに先駆けて

本シンポジウムでは、登壇者が様々な地域及びジャン

ルの競技文化について各々に報告し、比較に基づく議

論を展開した。 

 シンポジウムは増野氏の報告で幕を開けた。氏はバ

リ伝統音楽の実践が 20 世紀後半に儀礼から分岐し、

世俗の祝祭的文脈で競技化した過程とその社会的・文

化的影響を、ブレガンジュール、グンデル・ワヤンの

実践例を通して示した。競技会は、地方政府、学校等

を主催者として、若者とその保護者・指導者が主体と

なり組織的に運営される。競技会の拡大により、パフ

ォーマンスは視覚への訴求（舞踏の導入と身振りの統

一）を強めていった。競争の過熱は、競技会の多ジャ

ンル化、広域化を促進し、産業界も巻き込んでいる。

増野氏は、こうした競技文化が、文化政策や伝統の維

持よりも、人間の活動に通底する普遍的競争心、「物

語」への参与願望に根差しているとして報告を締め括

った。 

 次に、神保氏が現代の西洋芸術音楽における競技文

化について報告した。国際音楽コンクール世界連盟

（WFIMC）の創設（1957 年）以降、国際コンクールは

世界的に拡大し、1970 年代に飽和状態に至った。今

日 WFIMC が重視するのは、競争よりも若手育成（レパ

ートリー拡大、人脈形成、キャリア支援講習、落選者

へのケア等）である。国籍、ジェンダーの壁は撤廃さ

れ、コンクールは文化ツーリズム、アウトリーチの場

としても位置づけられ、市民ボランティアとの関係の

強化、開催都市のアイデンティティ構築、地域振興型

アートフェスティバルの推進等の機能を果たしてい

る。この文化的土壌は、広く受け入れられる若者の成

長物語形成のトポスとしても機能している（恩田陸

『蜂蜜と遠雷』等）。 

 その事例を示したのが、仙台市市民文化事業団音楽

振興課で仙台国際音楽コンクールの運営に携わる丹

野氏の報告である。３年毎に開催される当コンクール

は、WFIMC の方針に即して若いヴァイオリン及びピア

ノ奏者の育成を目指している。事務局は、会場運営、

広報、出場者支援ももとより、市民ボランティアの参

加を促しホームステイの受入先提供にも取り組む。仙

台フィルも出場者を手厚くサポートする。特に地元と

東京からの来場者が多く、地域経済にも寄与している。

落選者活躍の場も設け、無料コンサートや小中学校訪

問での演奏会も行う。非開催年には、入賞者を招待し

て演奏会を行うなど、市民を巻き込んだ持続的な地域

文化振興事業として機能している。 

 宮入氏は、部活動における競技文化の実態について

報告した。日本の高校における吹奏楽部員の比率は高

いが、全日本吹奏楽連盟への加入の上に部活動が成立

していることから、連盟主催のコンクールが目標化さ

れ、自主的な活動の中に強制的・過熱的心性が生じる

という問題が生じている。他方、首都圏の高校に多く
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存在する軽音楽部にも同様の連盟が存在するが、加入

は任意である。軽音部増加の背景には、メディアの影

響を受けて物語を共有しよういう意識の強まりがあ

る。学校ではバンド活動の「健全化」が叫ばれ、教育

的意義が強調される。宮入氏は合宿や日々の練習を通

して発表会的心性が内面化され、醸成されていること

を強調して報告を締め括った。 

 小塩氏は日本の伝統音楽文化の競技事例について

報告した。日本の伝統音楽においては、ジャンルによ

りコンクールの有無が異なる。津軽三味線の場合、コ

ンクールは演奏家の登竜門としての役割を果たす。全

国高校総合文化祭の予選では地域によって競争意識

に相違がある。「日本音楽部門」は箏曲中心で、「勝つ

ために」新曲が作曲家に委嘱される一方、講評では「古

典の重要性」が語られるなど実践との矛盾もある。他

方、「郷土芸能部門」では、身振りの統一が徹底され

る。これは、「共に努力した」という物語の表現でも

ある。他方、競争意識が比較的薄いのは「神楽大会」

の事例である。宮城県栗原市若柳の大会は競技である

一方、農業の労苦を束の間忘れさせる娯楽でもある。

「競わないジャンル」は、競技行為が社会機能的に必

要とされない場所に位置づけられる（家元制度によっ

て継承が担保される場合など）。 

 

質疑応答（要点）  

１）少子化社会において、コンクール実績は学校の魅

力として機能しているか？ 

――日本音楽では、コンクールに「勝つ」部活は学校

の魅力に寄与するが、メディアでは余り振るわない

（小塩）。軽音楽部の活躍は、実際に志願者数に影響

がある（宮入）。音大ではコンクール実績は学校の「売

り」になる（神保）。 

２）あるジャンル（例えば管弦楽）でコンクールが少

ないのはなぜか？ 

――管弦楽団を持つ学校が少なく競争意識が生まれ

にくい（神保）。実践者の分母が大きく影響している

（増野）。 

３）競う者、競わせる者、競う場を作る者の思惑の関

係性について見解はあるか？ 

――仙台国際音コンでは、競争者の支援と同時に聴衆

に対する支援の動機付けについても配慮している（丹

野）。バリではサポーターの関与が強く、また個別的・

偶発的な人間の意見が力を持つ（増野）。 

４）身振りの統一について何らかの外的影響はある

か？――バリの音楽における身振りの統一は西洋近

代の影響や軍隊教練とは別の心性が働いている。普段

一体となって活動することが日本に比べ少ないため、

一体感の可視化が強いインパクトを持つ。YouTubeの

影響はまだあまりないようだ（増野）。 

 専門分野は違えど、共通の問題意識を持つ研究者は

案外多いものである――本シンポジウムでは、そのよ

うな印象を強く受けた。これを契機として、今後の学

会活動で領域間の対話が促進されることを期待した

い。 
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