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2020 年 2 月 3 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 63 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.63 
 

 

第 63 回定例研究会報告 

 

日時：2020 年 1 月 11 日（土）14：00〜17：00  

場所：青山学院大学青山キャンパス 7 号館 720 教室 

司会：那須輝彦（青山学院大学） 

 

〈発表〉 

１．音楽評論家の言説は信頼しうるのか 

―― 野村光一における事実の捏造と歪曲 

            畑山千恵子（東日本支部） 

 

２．アジアの現代音楽における間文化性の再考 

―ホセ・マセダの晩期における文化的実践を事例に― 

李 惠平（東京藝術大学） 

 

３．音楽史における新即物主義のリヴァイヴァル 

――アドルノによる音楽論の「修正」を通して―― 

    千葉 豊（東京藝術大学） 

 

４．G. フォーレ《レクイエム》の 1888 年初演と 1890

年代の再演をめぐって 

――C. ブノワが語る 19 世紀末のミサ曲と演奏―― 

林 直樹（一橋大学） 

 

 

 

 

〈発表〉 

１．音楽評論家の言説は信頼しうるのか 

―― 野村光一における事実の捏造と歪曲 

            畑山千恵子（東日本支部） 

【発表要旨】 

 私たちは、音楽黎明期から戦後にかけて活躍してき

た、日本を代表する音楽評論家たちの言説を何の疑問

もなく受容してきた。その言説に対する疑いもなく、

今日も受容している。ただ、彼らが活動を始めた大正

期から 100 年、しかも昭和から平成・令和の今、彼ら

の言説の信憑性を問うことがあっただろうか。特に、

明治期から 150 年余りたった今、日本近代・現代音楽

史での言説は本当に信頼できるか。その信憑性が問わ

れてきた。 

 殊に、日本を代表する音楽評論家、大田黒元雄、野

村光一、堀内敬三の言説は、今日の一つの規範となっ

ている。その言説の信憑性について、私たちは何ら疑

いなく受容している。しかし、2013 年から日本のベ

ートーヴェン受容史の礎となったピアニスト、久野久

子（1885－1925）を研究してきた今、大田黒、野村、

堀内の言説への信憑性、特にピアノ関係の音楽評論家

の第一人者だった野村の言説への信憑性が揺らぎつ

つある。 

 本研究では、野村の言説を主要著書≪音楽青春物語

≫≪ピアノ回想記≫、および野村と中島健蔵・三善清

達との鼎談≪日本洋楽外史≫を中心に考察、野村の生

い立ち、大田黒元雄・二見孝平・堀内敬三との出会い、

「音楽と文学」との関係から、久野に関する野村の言

説があまりにも史実の捏造・歪曲に満ちていたことを

明らかにした。大田黒が 1916 年 12 月 3 日、久野の恢

復記念コンサートに行き、あまりにもジャーナリステ
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ィックな雰囲気、久野の演奏を酷評、且つ批判したた

め、「音楽と文学」の仲間たちは久野のコンサートに

行かないよう、申し合わせたことが原因である。 

 野村が 1921 年～1923 年までイギリスに渡り、多く

のピアニストたちを聴いた一方、大田黒たちと申し合

わせて、久野のコンサートも聴かずに、ベートーヴェ

ンの≪アパショナータ≫を弾いたと強弁していたと

はまことに無責任、かつ史実の捏造・歪曲であったこ

とは事実である。その背景には、音楽黎明期の音楽エ

リートたちの偏った優越感、その大部分が自己流にピ

アノ・オルガンを弾いてきたことはむろんのこと、本

格的に音楽を学んだ女性音楽家たちへの蔑視、ひいて

は「男が音楽とは何事か」という日本社会の潮流があ

る。そうした日本社会の構造も日本の近代・現代音楽

史の捏造・歪曲を進めた面がある。 

 今こそ、音楽黎明期から戦後にかけて活躍した日本

の音楽評論家たちの言説を再考すべき時期ではなか

ろうか。戦後の原智恵子への音楽評論家たちのバッシ

ングにもつながる重要な課題である。 

 

 

【傍聴記】（小寺未知留） 

 音楽評論家、野村光一（1895– 1988）を主題とする

畑山氏の主張は、ピアノ音楽・ピアノ教育・ピアニス

ト（久野久子など）に関する野村の評論が多くの捏造

を含んだものであり、それらを無批判に受け入れるべ

きではない、というものであった。その主張内容は概

ね理解されたが、それを支える論証に不備が目立った

ため、その妥当性・信憑性には疑問が残った。論証を

堅固なものにするためには第一に、情報の典拠を逐一

明記する必要がある。フロアからも質問があった点だ

が、例えば、氏の主張の要点のひとつである、野村が

他の評論家らと久野のコンサートに行かないように

申し合わせた、という情報の出典は発表中では示され

ておらず、質疑応答で初めてハラダミノルなる人物の

自費出版された著作だと明かされた。この著書の書誌

情報をこそ参考文献表に掲載すべきである。第二に、

資料の読解には綿密さが求められる。久野の演奏を酷

評する野村と好意的に捉える江馬修の著述のうち、前

者のみを批判的に論じる氏の見解には恣意性が感じ

られる。江馬が久野と恋愛関係にあったのであれば、

江馬の記述をこそ批判的に読み直すべきではないだ

ろうか。第三に、主張の新規性を担保するためにも、

先行研究が言及されてしかるべきである。野村の評論

を批判的に論じた研究者は他にいないのか、いるとす

れば氏の着眼点はそれとどう異なるのかなど、重要な

疑問が解消されておらず、氏の主張の新規性も不明瞭

なままである。今後、論証をより着実なものにされる

ことを期待する。 

 

 

 

２．アジアの現代音楽における間文化性の再考 

―ホセ・マセダの晩期における文化的実践を事例に― 

李 惠平（東京藝術大学） 

【発表要旨】 

 本発表は、アジアの現代音楽における間文化性

interculturality の概念的系譜をなぞりながら、ホ

セ・マセダ José Maceda（1917〜2004）の、晩年期作

品に見出される「文化実践」――「自己」対「他者」

の二項対立的枠組みから明らかに逸脱する「文化実

践」――が、間文化性の文脈においてどのように捉え

られるべきなのかについて考察するものである。 

 第二次大戦後、アジアの作曲家の多くが、自身の音

楽作品と自らが位置する文化との関係性を巡る問い

をつきつけられてきたことは今更強調の必要はない。

またポスト・コロニアル主義が文化批評において市民

権を獲得した後も、多くの音楽学領域の研究はアジア

の作曲家による作品をオリエンタリズム orientalism

やエキゾティシズム exoticism の枠組みで論じてき

た。こうした研究が、個々の作品における「伝統」の

由来を不問にし、同時代的社会・文化・思想との関係

性から分けて考えがちであり、文化における表象

representation、私物化 appropriation、権力関係

power relations などの問題点に注意を払わない傾向

にある。それに対し、近年の学術的潮流では、アジア

の現代音楽における間文化性の有効性と構築を批判

的な視点で再考すべきであると指摘されている。 

 長年東南アジア、特にフィリピンの伝統音楽を研究

し、そこから自身の作品の着想を得て作曲したマセダ
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は、1990 年代からアジア諸国の宮廷音楽に強い関心

を持ち始める。民族音楽学的研究に支えられた音楽創

作において、彼の関心における地理的転移――東南ア

ジアの宮廷音楽と土着音楽」から「東アジアと東南ア

ジアの宮廷音楽」へと――が明らかに見られるが、こ

うした文化的「自己」や「他者」でもないものに基づ

いた文化的実践は従来の枠組みに当てはめられない。 

 こうしたマセダの音楽創作を受け、本発表は

Western Music and Its Others（2000）、Locating East 

Asia in Western art music （2004）、Beyond Exoticism

（2007）、Musical Exoticism (2009)、Contemporary 

Music in East Asia （ 2014 ）、 Aesthetics of 

Interculturality in East Asian Contemporary Music 

（2017）といった現代音楽の間文化性に関する代表的

な先行研究を再考し、こうした文脈において「西洋」

－「非西洋」の図式は超えられるかどうかという問題

を提起した上、マセダの「文化的実践」の考察におけ

る「間文化性」の可能性と限界を探る。とりわけ、本

研究では、アジアの現代音楽に間文化的な含蓄を、マ

セダ作品における美学的に自己完結的なものとして

ではなく、むしろ、「文化的な隣接性を持つ他者を知

ることは、自らを知ることでもある」という視座に再

配置した上で、一つの創作的過程として捉えることを

目指す。 

 

【傍聴記】（小寺未知留） 

 自身の修士論文を発展させるための初歩的考察と

して位置付けられた李氏の発表は、三節からなる。第

一節では、研究対象である 20 世紀フィリピンの作曲

家・民族音楽学者ホセ・マセダ（1917– 2004）の基本

情報（東アジア・東南アジアの特に宮廷音楽に関する

マセダによる研究およびそれを踏まえた晩年の楽曲）

が紹介された。第二節では、氏が研究の方法論として

採る間文化性に関する先行研究が概観された。それら

の研究は、西洋中心主義に対する批判・反省を踏まえ

た上で、東アジア・東南アジアの諸文化と何かしら関

わりのある西洋芸術音楽・現代音楽を対象としたもの

である。発表では、これらの先行研究が提示する諸観

点への言及があったが、それだけに留まらず、その中

から、氏がどのような観点を自身の研究に積極的に援

用するのかについても明言すべきであった。そうする

ことで、続く第三節との関係がより明確になったであ

ろう。また、挙げられている先行研究のうちで、アジ

ア内での間文化性を直接的に対象とするのは一、二件

のみだが、この点についてさらなる考察材料を得るた

めには、西洋芸術音楽以外にも視野を広げるべきであ

ろう。第三節では、今後の研究の方向性として、4 つ

の論点— — 大まかには、（1）マセダの文化的実践その

もの、（2）マセダの文化的実践の背景、（3）マセダ以

外の事例の有無、（4）マセダと他の事例の関係性およ

びその背景— — が示された。これらが具体的に掘り下

げられるであろう氏の今後の研究を待ちたい。 

 

 

 

３．音楽史における新即物主義のリヴァイヴァル 

――アドルノによる音楽論の「修正」を通して―― 

    千葉 豊（東京藝術大学） 

【発表要旨】 

 表現主義から無調、12 音技法への発展を辿る、20

世紀前半の西洋音楽史記述から周縁へと追いやられ

てしまった、新即物主義。なぜ今、新即物主義をリヴ

ァイヴ（＝再興）すべきなのかを考える上で重要なの

は、伝統的な音楽史記述の価値基準に疑いの目を向け

ることであろう。これまでの音楽史記述が、いかに新

即物主義を曖昧な概念として放置してきたかを暗示

する事実は、R. タラスキンが“Revising Revision”

（1993）の中で、歴史の「逸脱」として新即物主義と

類縁関係にある新古典主義を、「歴史学上の難問」で

あると述べていることにも現れている。そして、

Terminologie der Musik im 20. Jahrhundert（1995）

における S. ヒントンの指摘を踏まえ、新即物主義と

いう概念の適用範囲については議論の只中にある、未

解決課題として捉える必要がある。変革と革新を主要

主題とする音楽史（Leo Treitler, Music and the 

Historical Imagination）にとって、ネオ・バロック

的な要素をもつ一方で、当時の大衆文化と軌を一にし

た新即物主義の音楽は、いわば語り難いものであると

言えよう。 

 本発表の主たる視点は、Th. W. アドルノによる新
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即物主義の解釈に向けられる。ここで問題となるのは、

新即物主義と新古典主義という二つの芸術思潮の境

界線である。というのも、アドルノは自著の中で、12

音音楽とは対極に位置する同種の概念として、新即物

主義/新古典主義に言及する場合が多い。そもそも、

ドイツを中心とする新即物主義と、フランスを中心と

した新古典主義、という地域差を根拠とする両概念の

「棲み分け」は、まさに伝統的な音楽史記述の蓄積に

よって固定化された「暫定的な」認識である。だが、

アドルノの音楽論や美術史上の言説から見えてくる

のは、二つの芸術思潮が相互補完的な関係にあると同

時に、それが単なる 12 音音楽のアンチテーゼとは言

えない、ということだろう。新古典主義というある種

の保守傾向に対して向けられてきた見方を、再び歴史

の難問として問題化する試みは、J. ストラウスの『過

去を再創造すること』（1990）を始めとして、いくつ

か示されている。一方で、音楽史における新即物主義

の在り方自体に対峙する研究は、未だそれほど活発化

しているわけではない。 

 新即物主義とは一体何だったのか。第一次大戦後に

ドイツを中心に勃興し、第三帝国樹立とともに静かに

消え去ったこの芸術思潮は、ポピュラー音楽に飲み込

まれていく現代音楽史において、音楽のいかなる意義

を提示するものと言えるか。1920 年代以降の新音楽

の価値評価にとって、アドルノの音楽論は新即物主義

を歴史のメインストリームから降格させる契機の一

つとなったものの、彼のアンビヴァレントな記述に対

して「修正」を迫ることは、新即物主義を歴史のがれ

きから救い出す可能性を創出するだろう。戦間期とい

う、依然として検証の余地のある時代を象徴する新即

物主義を「再考」することで、西洋音楽史の進化論的

軌道が見落としてしまった歴史のピースを「再興＝リ

ヴァイヴァル」することを試みる。 

 

【傍聴記】(中村 仁) 

 アドルノの 1940 年代の未発表原稿と『新音楽の哲

学』における新即物主義をめぐる記述の分析を通じて、

アドルノの新即物主義についての記述が十二音技法

もそこに含めた肯定的評価と、十二音技法とは区別さ

れる反動的な技法としての否定的評価の間で揺れて

いることが説得力をもって明らかにされた。同時にア

ドルノの新即物主義についての記述が、ある時は新古

典主義と重なり、ある時はそれと区別されていること

も明示された。 

 しかし質疑応答においても指摘された通り、1920、

30 年代の音楽状況、それに対する 1940 年代のアドル

ノの議論、その戦後の音楽史記述への影響、という 3

つの異なる問題系が十分に区別されておらず、実質的

な内容は 1940 年代のアドルノの新即物主義評価の分

析に終始したものであった。そのため、音楽史記述の

「修正」、という論点との結びつきには疑問を感じた。

新即物主義についてこれまで語られてきた大衆性や

メディアとの関りよりも、十二音技法もそこに含まれ

るような、音素材に即した客観的、合目的音楽創作と

しての側面に注目することは、一つの視点としてはと

ても重要である。しかしそれを新即物主義の「本質的

要素」とし、音楽史記述における再評価に結び付けよ

うとすることは、かえって新即物主義を従来の発展史

的音楽史記述の中に回収してしまうことにもなりう

る。本来多義的で相互に矛盾する意味の広がりを持つ

新即物主義をめぐる言説の内実を取り逃してしまう。 

 取り上げられたテクストの分析自体は非常に丁寧

かつ精緻であり、これから修士論文に取り組む発表者

の、研究者としての資質を大いに感じさせるものであ

った。今後の研究の進展に期待したい。 

 

 

 

４．G. フォーレ《レクイエム》の 1888 年初演と 1890

年代の再演をめぐって 

――C. ブノワが語る 19 世紀末のミサ曲と演奏―― 

林 直樹（一橋大学） 

【発表要旨】 

 1888 年から 1890 年代にかけて、G. フォーレの《レ

クイエム》は楽章数や楽器編成だけでなく、演奏場所

や演奏会の主旨をも変えながらヨーロッパの各地で

演奏された。その批評には、機会音楽としての死者の

ためのミサ曲が、劇場で演奏される作品としてのレク

イエムへと移り変わる様相と、19 世紀末の批評家が

理想とした宗教音楽像が映し出されている。 
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 1888 年 5 月 4 日に、マドレーヌ教会で演奏された

フォーレの《レクイエム》について、批評家 C. ブノ

ワは J. W. v. ゲーテのエピグラムから「異教徒的」

という言葉を引用し、それを「古代の精神」という表

現に置き換えつつ《レクイエム》を評価した（Benoît 

1888: 195）。この時ソプラノのパートは、マドレーヌ

教会の方針のもとボーイ・ソプラノが担当した。しか

しブノワはこの《レクイエム》を少女のための音楽と

述べている（Benoît 1888: 195）。翌年 1889 年 2月

13 日に、《レクイエム》はマドレーヌ教会にて普仏戦

争の死傷者を悼む目的のもと演奏される。この演奏会

はフランス赤十字が主催し、フランス第三共和政第 3

代大統領 P. マクマホンを含む多くの政府関係者が列

席した。つまりフォーレの《レクイエム》には、戦争

死傷者を悼む「戦争レクイエム」としての側面があっ

た。だが一方でブノワと同様に《レクイエム》を女性

的な音楽と考えた C. ベレーグは、死者のためのミサ

曲の「彼らに安息を与えたまえ」という歌詞について、

「彼らに」ではなく「彼女に」が適切だと述べている

（Bellaigue 1907: 219）。 

 1889 年以降、《レクイエム》は楽章数と楽器編成を

徐々に増やしながら各地で演奏され始める。初めに改

訂が施された《レクイエム》第 2 稿は自筆譜が消失し

ているため、その調査に先行研究は難航した（Nectoux 

1990: 140-141）。しかし《レクイエム》の複数回の演

奏とその際の改訂に関する研究（Houziaux 2000）に

よれば、1892 年にサン＝ジェルヴェ教会の国民音楽

協会の演奏会で〈リベラ・メ〉のみが、1893 年に再

びマドレーヌ教会で〈オッフェルトリウム〉の一部を

除く全ての楽章が演奏され、楽章構成が現在の形に完

成したとされるのは 1894 年のボディニエール劇場で

の演奏会であったことがわかる。フェミニストの L. 

ラクールが公演を行っていたボティニエール劇場で

の演奏会は、演奏場所が教会から劇場へ変わり、そし

て女性歌手が《レクイエム》のソロを受け持つタイミ

ングでもあった。 

 《レクイエム》第 2 稿の提案者の一人である J. ラ

ターは、フォーレがドイツ系の宗教音楽から影響され

たとしており（Houziaux 2000: 21）、フォーレも J. S. 

バッハの《ミサ曲ロ短調》について高く評価している

（Fauré 1980: 251）。ブノワは 1891 年にパリ初演さ

れた《ミサ曲ロ短調》を「カトリックにとっても、プ

ロテスタントにとっても素晴らしい」と評価しており

（Benoît 1891: 29）、批評家 R. ブリュッセルもフォ

ーレの《レクイエム》について J. S. バッハとの共

通点を見出している（Brussel 1937: 4）。こうした批

評には共通して、国家や宗派を超えた理想の宗教音楽

像が語られていた。 

 

【傍聴記】（木内麻理子） 

 林氏の研究発表は、フォーレの《レクイエム》を例

に、政教分離法の制定（1905）を目前にした 19 世紀

末のフランスにおいて、宗教音楽がどのように受容さ

れたのかを示した点で非常に興味深い発表であった。

発表者は、C. ブノワの批評を中心に、1888 年の初演

から 1890 年代までの複数の演奏会をめぐる新聞・雑

誌批評の解釈から、２つの国家（フランスとベルギー

およびフランスとドイツ）、宗派（カトリックとプロ

テスタント）、そして教会と劇場の様々な二項対立の

狭間に置かれた《レクイエム》がみせる諸相とその変

遷を明らかにした。すなわち《レクイエム》は、再演

の度に楽譜の改訂を繰り返しながら、「異教徒的

païen」なレクイエム（Benoît 1888）から「戦争レク

イエム」（1889）へ、そして国家と宗派を超えた理想

の宗教音楽（1891）として描かれた後に、劇場で演奏

される「作品」としてのレクイエム（1894）へと姿を

変えたのである。 

 一方で、このような《レクイエム》のもつ顔の多様

性に鑑みれば、19 世紀末フランスの、政治と宗教、

思想の変化が複雑に絡み合った社会背景について幅

広い理解と複眼的な言及が求められる。この点につい

ては、発表者も承知している通りである。また、レク

イエムが 19 世紀を通して継続的に書かれた宗教音楽

のレパートリーの一つであることを考えれば、フォー

レと同時代に生きたフランスの作曲家のレクイエム

がどのように受容されたのかも気になるところであ

る。 

 最後に、発表者の研究の端緒となった C. ブノワに

よるフォーレの《レクイエム》批評で用いられた「異

教徒的」なレクイエムという表現は、1900 年代初め
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に発表された《レクイエム》批評のいくつかにおいて

再び強調されたことを指摘したい（Goubault 1984: 

394-395）。《レクイエム》の作品像は、果たして世紀

を跨いでどのように変化したのだろうか。一つ一つの

言葉がもつニュアンスや皮肉な言い回し等を考慮し

ながら、膨大な量の批評を網羅的に読み解くことは容

易ではないが、今後の更なる研究の発展と遂行を期待

したい。 
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