
 1 

2020 年 10 月 16 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 64 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.64 
 

 

第 64 回定例研究会報告 

日時： 2020 年 9 月 19 日（土）14：00〜17：00  

司会： 野本由紀夫（玉川大学） 

＊ オンライン開催 

 

 

〈修士論文発表〉 

1．19 世紀中葉のパリ・オペラ＝コミック座における

「滑稽な」オペラ＝コミック 

 ――「ジャンル」に関する批評研究―― 

木内 涼（東京藝術大学大学院） 

 

2．演奏会プログラム分析から見る日本のオーケスト

ラ演奏史 

山口恭正（東北大学大学院） 

 

〈研究発表〉 

１．植民地朝鮮におけるメディアと音楽  

 ――音楽関連新聞広告からみる実像を中心に―― 

金 志善（日本学術振興会 RPD、東京大学大学院） 

 

2．ソ連における J.S.バッハ解釈  

 ――A.シュヴァイツァー受容の側面から―― 

新田 愛（東京大学大学院） 

 

 

 

〈修士論文発表〉 

１．19 世紀中葉のパリ・オペラ＝コミック座におけ

る「滑稽な」オペラ＝コミック 

 ――「ジャンル」に関する批評研究―― 

木内 涼（東京芸術大学大学院） 

【発表要旨】 

 パリのオペラ＝コミック座における上演作品は、歌

と台詞によって劇が進行する形式を採る必要があり、

これをもって「オペラ＝コミック」の定義とされてい

る。一般に、高尚化し、猥雑なものを排除する傾向に

あったとされる 19 世紀中葉のオペラ＝コミック座の

レパートリーにおいて、実際には、さまざまな性格を

もった作品がみられた。本研究は、同時代のジャンル

美学を踏まえたうえで、当該劇場で上演された「滑稽

な」オペラ＝コミックの批評研究を通して、ジャンル

受容の一側面を明らかにすることを目的としている。 

 本発表では、まず、当時の批評家のジャンル認識に

ついて検討する。七月王政期以降、世紀中葉のオペラ

＝コミック批評において、「コミック」という属性に

対するさまざまな見解がみられ、名称がもつイメージ

から逸脱したジャンルの実態に対する議論が確認さ

れた。また、グラントペラやイタリア・オペラとの対

比から、歌と台詞による上演形式によってジャンルが

定義される一方、元来、「歌の入ったコメディ」であ

るオペラ＝コミックにおける音楽的な部分が次第に

増加したことにより、形式上の問題にも直面した。こ

のように、「性格」と「形式」という二つの側面から

ジャンルの定義を試みたことで、その認識に曖昧性が

生じた。 

 続いて、「滑稽な」オペラ＝コミックに対する当時

の批評家の見解を分析する。19 世紀中葉のオペラ＝
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コミック座で初演された作品の印刷台本、出版楽譜、

および主要な定期刊行物の批評にみられる「ジャンル

名」に着眼すると、「オペラ・ブーフ」に準ずる作品

が 1850 年前後に多く確認された。修士論文では、そ

のうち史料の確保が十分になされた、トマの《カイド 

Le Caïd》(1849)、アダンの《闘牛士 Toréador, ou l’

accord parfait》(1849)、グリザールの《こんばんは、

パンタロンさん！ Bonsoir, Monsieur Pantalon !》

(1851)、以上 3 作品の初演評を分析対象とした。批評

記事において、こうした喜劇的なオペラ＝コミックは、

かつての定期市劇場を想起させるような「過去の様

式」であり、フランス独自のものではなく、「イタリ

ア的」なものであると評価される傾向が確認された。

その一方で、一般に認識されるようなジャンルの「高

尚化」という全体的傾向にも拘らず、こうした喜劇的

な作品の成功を認め、継続的な上演を期待するなど、

批評家は必ずしも否定的な見解を示していたわけで

はない。 

 本研究の成果は、ジャンル史記述においてほとんど

顧みられて来なかった 19 世紀中葉の「滑稽な」オペ

ラ＝コミックについて、同時代の評価を網羅的に検証

することにより、そうした作品が、批評家から十分な

必要性を認められ、聴衆からも好意的に受容されてい

たことを示した点にある。このことは、のちのオペレ

ッタ文化の直接的な基盤として評価することができ

るだろう。 

 

【傍聴記】（森 佳子） 

 オペラ＝コミックとは、18 世紀初頭の定期市の舞

台を起源とする、台詞と歌を交互に行うフランスの音

楽劇の一種である。しかし、その長い歴史において変

容し続けたこのジャンルを、形式と性格の両面から正

確に定義することは容易でない。本発表は、一般に「高

尚化」したとされる 19 世紀中葉のオペラ＝コミック

作品の中に、オペレッタの萌芽と呼ぶべき「滑稽」な

ジャンルが含まれることを、批評研究の面から明らか

にしたものである。 

 発表では、当時の批評家のジャンルに対する見解、

「滑稽」なオペラ＝コミックの受容についての考察の

後、例としてトマ、アダン、グリザールの作曲による

3 作品の分析が行われた。その結果、これらの作品に

はコンメディア・デッラルテとの共通点、イタリア的

かつ懐古的な傾向が見られるという。 

 そもそも初期のオペラ＝コミックは、いわゆるファ

ルス（笑劇）に近く、ヴォードヴィル、パロディなど

を上演していたコメディ＝イタリエンヌの影響を大

きく受けている。18 世紀の「国民的ジャンル」と見

なし得るこうした特徴が、19 世紀中頃の作品にも存

在している可能性がある、という事実は大変興味深い。 

 フロアからは、分析対象となる作品の範囲をもっと

広げた方が良いのではないかという意見や、異国趣味

との関係などについて質問があった。今後の展望とし

て、発表者はオッフェンバックのオペレッタとの影響

関係を明らかにしたいとのことで、さらなる成果が期

待される。 

 

 

２．演奏会プログラム分析から見る日本のオーケスト

ラ演奏史 

山口恭正（東北大学大学院） 

【発表要旨】 

 本研究では日本国内のプロオーケストラの活動の

「顔」である定期演奏会の演奏記録に着目し、その特

質や傾向を追った。近年の文化事業に関する法律や制

度の改正、情報通信社会の発展、音楽と聴衆の社会的

な役割や性質の変化を背景として、アートマネジメン

トおよび社会学等の観点から、日本におけるオーケス

トラ作品の演奏史を見直した。 

 本研究で使用する演奏記録のデータ収集には、日本

オーケストラ連盟に所属するプロオーケストラ事務

局から提供していただいた記念誌等の資料を活用し

た。合わせて、『日本のプロフェッショナル・オーケ

ストラ年鑑』と、小川昂による「新編日本の交響楽団：

定期演奏会記録」とその追補による 1927 年から 2000

年までの公演記録を活用した。データ収集の都合上、

本研究では一部のオーケストラの特定の期間のデー

タのみを扱った。 

 論文では、西洋市民社会における演奏会文化やレパ

ートリーの発達と変遷、日本のオーケストラ文化につ

いて文献をもとに論じた。また、仙台市の音楽ホール
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建設運動を例に挙げ、文化施設や文化事業の現状につ

いても触れた。調査分析は収集できたデータを活用し

3 つの観点から分析を行った。1 つ目は年代別調査と

して、日本国内で比較的古い 4 つのオーケストラの演

奏記録から公演数 1049、作品演奏会数 2936 のデータ

を用いて 1970年代から 1990年代にかけて分析を行っ

た。2 つ目は 1981 年から 2017 年にかけての年ごとの

分析を行った。これは最近のデータを収集できた 4 つ

のオーケストラの公演数 1111、作品演奏会数 3236を

分析した。3 つ目はオーケストラの詳細分析として、

特に詳しい情報の集まった 2 つのオーケストラの運

営や歴史、文化施設の建設と演奏記録とを結びつけて

論じた。 

 調査の結果、データからは Beethoven, Mozart, 

Brahms の 3 人の割合が突出して高いが、その割合は

減少傾向にあることと、その他の作曲家の扱い方が楽

団の傾向を特徴づける事が分かった。一方で、「定期

演奏会で演奏される作品」の傾向は時代とともに変化

している事が分かった。特に、時代が進むにつれ人気

作品は定期演奏会では演奏されにくくなり、「名曲コ

ンサート」等の聴衆のターゲットを絞った演奏会の発

達を示唆する結果が現れた。分析を通して、オーケス

トラ文化の発展と定着には文化施設の建設が大きな

役割を果たしており、これまで問題視されてきた「ハ

コモノ行政」にも一定の功績があったと言えると結論

づけた。 

 今回のデータサンプルは当初の計画より大幅に小

さくなってしまった。故に、限られたサンプルから集

計された事例的意味合いを含み、全体の傾向とは必ず

しも言い切れない。今後の課題として、より多くのデ

ータ収集とデータベース構築と可視化、そのためのア

ルゴリズムの開発を考えている。データの性質上、電

子的な管理や可視化と相性が良く楽団のマーケティ

ングにもつながり、本研究は音楽愛好家の裾野を広げ、

クラシック音楽業界に貢献しうるものと考える。 

 

【傍聴記】（井上登喜子） 

 山口氏の発表は、日本のプロ・オーケストラの定期

演奏会プログラムの分析を通じて、1970 年代から今

日までのレパートリーの演奏動向の時代的変化を量

的に捉えるとともに、事例研究から明らかにしようと

したものだ。修士論文では、(1)4 団体を対象とした

年代別調査（1970 年代～1990 年代）、(2)別の 4 団体

を対象とした年ごとの分析（1981 年～2017 年）、(3)

仙台フィルと新日本フィルを対象とした詳細な事例

研究という３つの観点から分析している。情報公開未

承認の団体があり、楽団名を伏せての発表となったが、

質疑応答で具体名が示された。対象期間全体を通して

の結果が期待されたが、データ収集上の事情から、(1)

と(2)でサンプルと対象期間を分けたとのことだ。限

られたサンプルの中で、作曲家の演奏比率の時代推移

の基本統計を丁寧に読み解いた発表との印象を受け

た。その上で、いくつか指摘しておきたい。まず、質

疑にもあったように、日本全体の傾向を捉えることを

目的とするのであれば、サンプルに東京（と京阪神）

の複数のオーケストラを含めたほうがよい。実証研究

では仮説を検証するために適切なサンプルを選定す

る必要がある。データサンプルの拡充を図られたい。

今回の事例研究から得られた知見（運営形態、文化施

設の建設や音楽専用ホールへの移行、コンサートの多

元化との関連など）に基づいて変数を検討し、演奏曲

目傾向の変化に関わる要因を分析することは、音楽研

究や音楽業界にとって意義あることと思われる。今後

の研究の発展に期待したい。 
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〈研究発表〉 

１．植民地朝鮮におけるメディアと音楽 

――音楽関連新聞広告からみる実像を中心に―― 

金 志善（日本学術振興会 RPD、東京大学大学院） 

【発表要旨】 

本発表では、新聞の音楽関連広告を「消費」という

観点から当時の音楽の実情の一部を、植民地朝鮮にお

いて代表的な新聞メディアであった『京城日報』の音

楽関連広告を通じて、音楽をめぐる様々な事情を多角

度的に捉えることで音楽広告が音楽史においてどの

ような意味を持っていたのかを明らかにする。 

新聞という新たな媒体の登場は、近代的広告を出現

させ、商品の情報を提供する役割を果たした。また、

商品を販売する方法が市場という空間を通じて品を

販売する前近代的な方式から、新聞という印刷媒体の

空間を活用し販売前略を構築する近代的な方式に変

化された。広告は、商品を個別的に説明する代わりに

普遍的な商品の価値を表に出し、消費者はその広告の

要求に積極的に反応していたのである。時代的な実用

価値を追求し、商業主義と結合することで近代的な区

別する認識と感覚を代弁する存在となったのである。

生活の合理化に対する要求は商品の消費として現れ、

これらの要求は資本主義下、消費主義の枠内で成した

のである。 

また、広告は文化人・教養人になるための社会的な

能力に合う趣向という近代的な身分の差を区分し、都

市人・田舎人、文明人・野蛮人など、階級的、民族的

な理解関係が余暇経験を商品化していた。趣向は文化

の獲得の差を本性の差に転換することで、趣向は生ま

れつきであるとのイデオロギーを作り上げるのであ

る。上流階級は、高級的な趣向を先導しており、蓄音

機やラジオ、自動車などがまだ日常品として定着して

いなかった時期から、いち早く購買することができた。 

朝鮮は、1920 年代から在朝日本人コミュニティを

中心に近代的都市の姿が整えられ、近代的な消費文化

が形成されるようになり、蓄音機、ラジオ、新女性、

化粧品、劇場、新派劇、喫茶店などのモダニズムの文

化は資本主義社会へ進入した。朝鮮は西洋の文明を

「日本」を経由し入っていたので、朝鮮の文化享受現

状は階級的な位階秩序のみならず、民族的な位階度も

存在していた。文化は高級と低級が分化する過程の中

で、文化生活、家庭文化の改善は広告でよく採用され

る戦略の一つであった。特に、広告の戦略として中産

層の安楽と嗜好を狙い、「家庭」という消費社会の基

本単位を攻略し、余裕と快楽を強調するようになった

のである。 

広告の消費主義は、近代家庭のイデオロギーを日常

的に普及し、強化していた。そこで、文化生活、家庭

文化を享受するのに欠かせないのが「音楽」であった。

そこで、本発表では、新聞広告に現れている音楽関連

広告を通じて、音楽を商品化する過程で、文化人・教

養人になるために音楽関連商品はどのように使われ

ていたのか明らかにする。 

 

【傍聴記】（酒井健太郎） 

 金氏の研究は、植民地朝鮮で発行された邦字紙『京

城日報』が掲載した音楽関連広告（音楽関連出版物、

楽器、ラジオ（受信機）・蓄音機、レコード、音楽公

演など）を対象とするものであった。蓄音機は家庭に

音楽をとり入れるのに必要な装置と位置づけられた

が（洪蘭坡の論説による）、その広告には蓄音機のイ

メージを伝えるものと具体的な商品を宣伝するもの

があった。また、楽器の広告にはピアノとオルガンが

目立ち、販売に加えレンタルがあった。広告を出した

楽器店の多くは京城の本町や黄金町にあった。ここは

日本人の住居や商業活動の拠点で、近代建築が立ち並

び、新聞広告から日本内地で人気のある音楽（家）の

公演の中心地であったことがわかる。こうした広告を

通じて、当時の朝鮮における音楽という「高級趣味」

の消費のありようを垣間見ることができる。 

 発表は、新聞広告が商品の価値を（実体ではなく）

イメージのレベルで訴える（消費させる）近代的な販

売戦略であることを（先行研究の知見をもとに）前提

としていたが、例えば新聞広告がいかにして音楽に

「高級趣味」のイメージを与えたか明らかにすること

により、この前提を対象化する研究の可能性があるよ

うに感じられた。また、邦字紙に掲載された広告の分

析から、京城の日本人社会の音楽生活は日本内地の音

楽文化を反映していたと論じられたが、他言語の新聞

の広告と比較することで、音楽文化の移入、拒絶、土
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着化などの動態を捉えることができるようにも思わ

れた。『京城日報音樂關連記事・廣告目錄集：

1909-1945』（ソウル：民俗苑、2019 年）を編んだ金

氏ならではの研究になると期待するものである。 

 

 

２．ソ連における J. S. バッハ解釈  

 ―― A. シュヴァイツァー受容の側面から―― 

新田 愛（東京大学大学院） 

【発表要旨】 

 牧師、神学者であったアルベルト・シュヴァイツァ

ー博士（1875-1965）は、その著書『バッハ』（仏語：

J.S. Bach, le musicien poète, Leipzig: Breitkopf 

& Härtel, 1905；著者による独語増補改訂版：J.S. 

Bach, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1908）におい

て、独自の観点からバッハの「音言語」を明らかにし

た。当時は画期的だったアプローチだが、その後音楽

修辞学の再発見が進み、現在、西側の音楽学研究では、

あくまで主観的な考えとして一定の距離をもって見

られている。 

 しかし、ロシアのバッハ理解では、これが今もアク

チュアリティをもって参照されている。コンサートの

曲目解説から、子供向けの解説書、さらに作品分析の

研究書に至るまで、多くの場面でシュヴァイツァーの

名が挙がる。その参照頻度は、他の西側のバッハ研究、

またロシア・ソ連本国のバッハ研究より群を抜いてお

り、シュヴァイツァーのバッハ解釈がロシアに深く根

付いていることを証明している。 

 本発表は、ロシアにおけるこのシュヴァイツァー重

視の原点を、ソ連時代に遡って検証する。 

 シュヴァイツァーをいち早く受容したのは、音楽理

論家のボレスラーフ・ヤヴォールスキイ（1877-1942）

である。彼は 1910 年代から亡くなるまで、モスクワ

音楽院等で「バッハセミナー」を行い、《平均律クラ

ヴィーア曲集》をはじめとするバッハ作品に旧約・新

約聖書の内容を読みとった（ピアニストの M. ユーデ

ィナや G. ネイガーウス、T. ニコラーエヴァらがこ

のセミナーを聴講している）。この解釈の根底にはシ

ュヴァイツァーの音言語アプローチがあり、彼はこれ

を原語で学んで自分の分析に取り入れている。 

 おそらく、このヤヴォールスキイの活動が影響し、

彼の弟子が翻訳、同僚が編集をして 1934 年にシュヴ

ァイツァー『バッハ』初露訳が出版された。 

 しかしながら、ヤヴォールスキイ自身のバッハ観は

無神論国家ソ連で受け入れられず、当時活字になるこ

とはなかった。 

 では、ソ連「公式」のバッハ観はどうだろうか。先

行研究で、ソ連公式のバッハ理解として紹介されるの

は、音楽ジャーナリストのゲオールギイ・フーボフ

（1902-1981）による一般向けのバッハ伝記『セバス

チャン・バッハ』（1936）、および音楽学者タマーラ・

リヴァーノヴァ（1909-1986）による研究『バッハの

音楽ドラマツルギー』（1948）である。どちらも、ソ

連末期に至るまで参照され続けた影響力の大きい著

作である（特に、リヴァーノワの研究は現在でも参照

される）。先行研究で両著作は、ソ連独自の「マルク

ス主義」「無神論」的解釈として位置づけられている。

確かに、当人たちはシュヴァイツァーの翻訳を批判的

な形で参照している。しかし、その内容を検討すると、

実は記述全体を通して、シュヴァイツァーのアプロー

チの影響が色濃く見られるのである。 

 以上の検証により、スターリン時代、一部の音楽家

のみならず、ソ連公式音楽学の領域においても、「西

側」のシュヴァイツァーを下敷きにして「ソ連」のバ

ッハ観が形成されていたことが明らかになるだろう。 

 

【傍聴記】（松原薫） 

 新田氏の発表は、スターリン期のバッハ研究におけ

るシュヴァイツァー批判（特に音画論）を検討するも

のであった。質疑ではまず、発表のキーワードである

「誤読」の意味が確認された（ハロルド・ブルーム「影

響の不安」）。次いでロシア、ソ連において 19 世紀以

降一貫してベートーヴェンの方がバッハよりも重要

な位置を占めてきた中で、あえてソ連音楽美学におけ

るバッハ解釈を取り上げることの意義が問われたほ

か、ソ連以外の社会主義圏（例えば東独）におけるバ

ッハ受容の実態にも質問が及んだ。 

 ロシア、ソ連のバッハ論には、シュヴァイツァーに

よるバッハ伝の影響が 20 世紀初頭の刊行直後から現

在に至るまで非常に大きいとのことである。新田氏の
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発表ではソ連「公式」のバッハ解釈を打ち出すために、

外来的なバッハ解釈であるシュヴァイツァーがどの

ように批判されたのかが検証され、興味深かった。し

かし同時に、確かにソ連の論者はシュヴァイツァーの

音画論を「誤読」したのであるが、それがソ連的なバ

ッハ解釈の構築にどれほど貢献したのだろうかとい

う疑問が残った。シュヴァイツァーは、西側のバッハ

論という単なる仮想敵と見なされたのか、それとも乗

り越えるべき大いなる先行解釈例として扱われてい

たのだろうか。ただし筆者が抱いたこのような疑問は、

シュヴァイツァーのバッハ論が刊行直後から積極的

に受容されたという 1910 年代の状況を踏まえること

によって解決すると思われる。今回の発表内容が、ソ

連のバッハ解釈史にどのように位置づけられるのか、

今後の研究に期待したい。 
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