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 ――第 2 曲「あだなる願い」を中心に―― 
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３．パウル・ベッカーの作曲論：新音楽（1917-1923

年）を中心に 

小島 広之（東京大学大学院） 

 

４．洒落本に見る吉原遊廓における音楽とその機能  

――日常的奏楽と年中行事に着目して―― 

青木 慧（東京藝術大学大学院） 

 

 

 

 

〈修士論文発表〉 

１．ヴェルレーヌの詩による歌曲から探るフォーレの

歌曲創造の美学 

四十物 麗子（一橋大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究は、ガブリエル・フォーレ （Gabriel Fauré, 

1845-1924） の歌曲の芸術性を、ポール・ヴェルレー

ヌ （Paul Verlaine, 1844-1896） の詩との関係性を

もとに読み解く試みである。発表内では具体的に、歌

曲〈憂愁 Spleen〉（1888）のキーワードである「憂い」

に注目して、《レクイエム Requiem》（1893）に至るま

でのフォーレ作品に共通した美学が表れている可能

性を提起する。 

 先行研究でも、フォーレとヴェルレーヌの特別な関

連 性 は 注 目 さ れ て き た （ ネ ク ト ゥ ー 2000 、

Jankélévitch 1974 など）。フォーレにとってヴェル

レーヌが特別な立ち位置にいた証左の中でも、本研究

が特に重要と考えるのは、ヴェルレーヌの『詩法 Art 

poétique』（1882）である。本作品を読み解くことで、

先行研究では言及されていない、ヴェルレーヌの詩学

とフォーレの芸術性の比較検討ができると考える。

『詩法』のなかでヴェルレーヌは、詩は「あいまい」

でなければならないとくり返し主張している。一方で、

フォーレも「形式 la forme」を重視する高踏派の詩

に曲をつけることに苦手意識を持っており、詩人をよ

く理解し、言葉で表現しきれないものを音楽で表現す

ることに注力していたと証言している（Divoire 1911, 

38）。 

 歌 曲 〈 憂 愁 〉 に つ い て 、 ボ ー ド レ ー ル 

（Charles-Pierre Baudelaire, 1821-1867）が生み出



 2 

した 19 世紀フランス文学特有の概念である 

「spleen」の、ヴェルレーヌとフォーレ双方の解釈を

比較する。ヴェルレーヌは妻マチルドをはじめとする

愛する人の失踪に対する嘆きを表現し、フォーレも

「愛と不安の嘆きこそが重要」と発言している

（Divoire 1911, 38）。また、曲中では不安を表すシ

ンコペーションと、「平安」を表すドリア旋法（水嶋

1966）が交互に使われていることは、フォーレにとっ

ての「憂い」が劇的な憂鬱の感情ではないことを示し

ているといえる。よって〈憂愁〉に現れる「憂い」の

概念について、フォーレとヴェルレーヌの解釈が近し

いことを確認する。 

 次に、ヴェルレーヌの詩による歌曲と同時期の 1890

年代周辺に作曲された《レクイエム》を考察する。フ

ォーレの《レクイエム》には、通常「死者のためのミ

サ」には含まれない〈イン・パラディスム〉が一つの

セクションとして付されていることから、フォーレに

とって死後の世界には「楽園」の存在が重要だったと

思われる。加えて《レクイエム》の中で、ニ短調から

ニ長調への転調が象徴的に登場することから、フォー

レにとっての「楽園」とは、憂いと喜びが背中合わせ

に存在する場所であったといえる。そして、この「楽

園」の概念は、ヴェルレーヌが詩集『艶なる宴』の執

筆にあたって参考にしたアントワーヌ・ヴァトー 

（Antoine Watteau, 1684-1721）の絵画に着想を得て

いると考えられる。ヴァトーの「楽園」のイマージュ

をフォーレに提供したヴェルレーヌの詩は、《レクイ

エム》の中でもその影響が見られる。 

 このように、ヴェルレーヌの詩はフォーレの複数の

音楽作品に文学的なインスピレーションを与えてお

り、フォーレの作曲美学に重要な役割を果たしたと考

えられる。 

 

【傍聴記】（栗原 詩子） 

 まず、歌曲《Spleen》をめぐって、詩において奇数

脚や人称詞に与えられた意味・価値、声楽曲における

ピアノ音形の変化、旋法論においてドリア旋法に結び

付けられた情緒状態などの解釈が加算的に積み上げ

られた。 

 19 世紀フランスで継承・教育され、和声語法に調

性外の陰影を与える源となった「旋法性」は、水嶋良

雄が研究対象とするようなグレゴリオ単旋聖歌にお

ける「旋法」とは、音楽語法も聴取の文脈も異なる。

それだけに、両者を一元的に直結させる是非について、

やや疑問の向きもあろう。しかしながら、本発表で丁

寧に解釈されたヴェルレーヌの詩「巷に雨の降るごと

く」については、フランス系の著述家たちが、これま

でフォーレ美学の総合として「言及」ばかりで済ませ、

未消化の懸念もあった中で、発表者が詩の一語一語に

食い込んで解明しようとする姿勢には清々しさが感

じられた。 

 この後の発表は、ヴェルレーヌの詩に基づく歌曲群

と重なる時期の大作『レクイエム』の解釈に進んだ。

フォーレの生前の言説から、この『レクイエム』が宗

教的慣例や機会音楽におさまらない「あの世の幸福に

対する憧れ」の表現であることを確認した後、発表者

は、その楽園イマージュの源泉をヴァトーの雅宴画

「シテール島の巡礼」「舞踏会の喜び」に求める。管

弦楽曲『マスクとベルガマスク』の着想源としてお馴

染みの絵画群である。こうした雅宴画に描かれる「憂

い／楽園」の往復を、『レクイエム』におけるニ調（短

調／長調）の往復へと結び付ける視点を前にして、世

俗画と宗教的歌詞のギャップを易々と超越する発表

者の知的体力に驚嘆した。 

 発表は、一義的には定義不能な「楽園」を希求する

ヴェルレーヌの詩こそ、フォーレにとって「宗教でも

なし得ないこと」を探求する起点であった、と締め括

られた。詩が憂いと楽園を往復し、音楽がニ短調とニ

長調を往復するように、作曲家の着想源もまた、詩と

信仰を往復する可能性はないだろうか。着想源の相補

性をめぐる議論には時間がかかろうが、いずれにせよ、

宗教的職務（マドレーヌ寺院のオルガニスト）と世俗

的職務（パリ音楽院の院長）の両面において多大な功

績をなしていくフォーレを研究する上で、意欲的かつ

大胆な問題提起であったといえよう。 
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２．ドビュッシー『ステファーヌ・マラルメの３つの

詩』におけるテクストの音楽化 

 ――第 2 曲「あだなる願い」を中心に―― 

小阪 亜矢子（お茶の水女子大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本 研 究 は ド ビ ュ ッ シ ー  DEBUSSY, Claude 

(1862-1918) による歌曲集《ステファーヌ・マラルメ

の 3 つの詩》Trois poèmes de Stéphane Mallarmé 

(1913) (以下、《3 つの詩》と表記）第 2 曲〈あだな

る願い〉Placet futile の作曲において、詩のテクス

トの持つ音声、特に音素がどのように扱われているか

明らかにすることを目的とする。 

 ドビュッシーと象徴派詩人ステファーヌ・マラルメ

MALLARMÉ, Stéphane (1842-1898) の協働は《3 つの

詩》の他に、歌曲《出現》 (1884)、詩を題材にした

管弦楽曲《牧神の午後への前奏曲》(1894) がある。

いずれについても既に少なくない研究があるが、多く

はテクストの象徴的意味と作曲におけるその模倣を

指摘するに留まってきた。しかし、詩作において音の

響きに多大なこだわりを持つマラルメと、テクスト音

声が直接的に演奏時の音響を左右する歌曲という形

態の作品を論じるにあたって、音素の問題は無視でき

ない。 

 近年、《3 つの詩》の特に第 1 曲〈ため息〉Soupir と

第 3 曲〈扇〉Éventail について、ドビュッシーが詩

の意味のみならず語の音声や構文の特徴を捉え、作曲

によってそれを再構築している、とする研究が進んで

いるが、第 2 曲については詩人・作曲家両者の 18 世

紀ロココ趣味に対する傾倒や意味内容の解釈が注目

される一方、音素・音声的側面からのアプローチが見

られない。 

 そこで発表者は第 2 曲のテクストを音素の単位に

解体し、楽曲と照らし合わせて分析を行った。まず、

作曲に用いられた詩『あだなる願い』 (1887)を IPA 国

際音声字母に置き換え、フランス語の音素の配置を分

析した。その際に詩の異稿『願い』Placet (1884) を

同様に IPA 変換し、決定稿と比較した。その後、決定

稿の音素の配置をドビュッシーの楽曲と照らし合わ

せ、どの音素を持つ部分がどのように作曲されている

かを分析した。 

 分析の結果、詩『あだなる願い』において多用され

る音素があり、詩の印象を決定づけていること、また、

対照的な響きの音素を持つ語句同士を前後に配置す

ることで、特定の語句を浮かび上がらせたり、コント

ラストを生じさせたりしていることが明らかになっ

た。 

 またドビュッシーの楽曲〈あだなる願い〉において

は、マラルメの詩で浮かび上がった音素が緻密に音価、

リズム、音高、和声で強調されていた。ラヴェル RAVEL, 

Maurice (1875-1937) による同題・同テクストの楽曲

に比べ、ドビュッシーの楽曲は音域、手法、テンポ指

定、技巧の上で抑制されている。しかし、後半になる

につれ逸脱が増える構成で書かれており、その傾向は

詩の意味内容のみならず、テクスト音声の特徴とも対

応している。また、本論の研究手法に基づいて《3 つ

の詩》全 3 曲を通してみると、第 1 曲及び第 3 曲でも

テクスト音声に対する直接的な働きかけが見られる

ことを確認した。 

 ドビュッシー本人が音素について言及している資料

は発表者の知る限り見当たらない。しかし、他の声楽

作品、特に作曲家自身の作詩による歌曲を同様に分析

することでドビュッシーの音素の扱いについてより

正確な知見が得られると考えられるため、今後の課題

としたい。 

 

【傍聴記】（栗原 詩子） 

 本発表は、母音の響きの明暗をめぐって音声学者モ

ーリス・グラモン（1866-1946）が音素(phonème)と詩

的表現の関係を論じた複数の研究を下敷きに、歌曲

「あだなる願い」を論じるという、画期的な論述スト

ラテジーに立脚している。従来広く行われてきた詩の

語彙やその配置、そして詩行の長短リズムについての

分析は、マラルメの詩にドビュッシーが何を感じ取っ

たかのヒントになり得たし、歌曲の和声分析もドビュ

ッシーがどんな作曲をし、楽曲の聴き手が何を聞き取

るかについてのヒントを提供するが、音素分析の場合

は、マラルメとドビュッシーと聴き手の３者にまたが

る想像力の鍵を開けるだろう。ドビュッシーが詩や戯

曲の細部に綿密すぎるほど注視する作曲家であるこ
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とは、つとに知られてきたが、音素のレベルでの先行

研究はまだ少なく、小阪氏の声楽家・翻訳家としての

慧眼が感じられる。 

 グラモンによれば母音は、明るく響くもの（i, u, é, 

è, in, œ , y, e, ɛ , ø）と暗く響くもの（ó, ou, on, 

o, u, ɔ̃）に大別されるというが、マラルメの著書『詩

の危機』からの引用によって、グラモンとマラルメの

感じ方との符合が示され、発表に説得力を与える。曰

く「くぐもった影（ɔ̃ː br）に比べ、闇（tenebr）は

暗くない。また昼（ʒ uː r）に夜のような暗い響きを

与え、夜（nчi）という語に昼のような明るい響きを

与える矛盾した背徳行為を前に、裏切られる思いだ」

（発表者訳）。 

 本発表で分析対象となった楽曲《あだなる願い 

placet futile》の場合、マラルメの原詩に３種のヴ

ァリアント（1862, 1884, 1887）が知られる。第１節

については、1884 年稿から 1887 年稿への変更により

鼻母音が大幅に減少する行があり、この改稿がなされ

た行について、ドビュッシーがフレーズ途中では稀有

な変格終止や、ピアノが先行かつリズム変更すること

によって歌唱の音形を強調し、味わいを深める作曲が

行われたことが紹介された。第２節については、1887

年稿への変更により音素の多様化する行があり、この

行についてドビュッシーが、歌唱とピアノのユニゾン

で鳴らし、歌唱声部に完全終止の根音をあてた上で、

全音音階を歌わせる、といった多彩な強調手法を展開

していることが紹介された。 

 質疑では、近代フランス歌曲における音素研究の動

向、文学史における音素研究の動向、子音についての

検討状況、同じ詩「あだなる願い」をめぐるラヴェル

との比較状況など、多彩な質問がとび、フロアへの刺

激の強さが窺えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．パウル・ベッカーの作曲論：新音楽（1917-1923

年）を中心に 

小島 広之（東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 第一次世界大戦後の音楽家の多くが、19 世紀音楽

における過剰な感情表現を主観主義的であるとして

批判した。このような趣旨を持つ批判的音楽論を便宜

的に「客観主義的音楽論」と呼ぶ。客観主義的音楽論

の重要性は、この時代の音楽作品に関する研究におい

ても、マーク・ボンズ『絶対音楽』のような音楽美学

研究においても確認されている。本発表は、客観主義

的音楽論の一つであるパウル・ベッカー（Paul Bekker, 

1882-1937）が 1920 年前後に提出した「新音楽論」の

研究を通して、客観主義的音楽論がどのような理論的

（美的）説明によって立論されたのかを明らかにする。 

 客観主義的音楽論が理想としたのは、作曲家を「客

観化」するような音楽作品・演奏実践である。古い音

楽やポピュラー音楽を作品に導入することによる「客

観化」が、言説空間においても作曲実践においても当

時賞賛されたことは、新古典主義や新即物主義という

名称とともによく知られている。しかしながら、新即

物主義のような作曲実践と直接的に結びつかない客

観主義的音楽論が、『フランクフルト新聞』や『アン

ブルッフ』などに発言機会を持った影響力のあるドイ

ツの音楽著述家ベッカーによって提示されていたこ

とは、バウアー『パウル・ベッカー』を除く研究にお

いて等閑視されてきた。このような事例を研究対象と

することなしに、客観主義的音楽論の実態、延いては

戦間期音楽の実態を把握することはできない。 

 本発表では、はじめに、そもそも新音楽論の客観主

義性が自明でないことを踏まえ、新音楽論が「客観的」

であることを確認しながら、ベッカーが提唱した新音

楽とはいかなる音楽なのかを明らかにする。次いで、

客観的であるゆえにある種の作曲家不在の音楽であ

る新音楽を「作曲する」という形容矛盾に対してベッ

カーがどのように対応したのかを明らかにする。 

 新音楽論を三つの期間に分けることによって、この

音楽論の理解は容易になる。前期（1917-1919 年ごろ）

には、ベッカーは、同時代に流行したエネルギー主義
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的な音楽観を取り入れながら新音楽論の基礎を固め、

グスタフ・マーラーの交響曲のような全体が緻密に構

造化された音楽を理想とした。中期（1919-1923 年ご

ろ）には、前期に理想としたような構造性さえも音楽

を束縛するものであると考え、同時代のハンス・プフ

ィッツナーやパウル・クレーが依拠したような形而上

学的な創作論に則った。しかしそのような形而上学的

作曲論は、ベッカーにとって必ずしも望ましいもので

はなく、ある種の妥協案であったように見える。この

妥協を解消するように、後期（1923 年ごろから）に

ベッカーが注目したのは、同時代思潮が注目し始めて

いた「身体」であった。 

 

【傍聴記】（中村 仁） 

 20 世紀前半にドイツを中心に活躍した批評家パウ

ル・ベッカーの「新音楽」をめぐる議論を「客観主義」

という概念に着目しながら読み解いた意欲的な研究

であった。ベッカーの「客観主義」とは、音楽作品を

作曲家の主観的表現ではなく、音自身に内在する運動

性により自己生成した「形式」において捉えることを

意味する。その際ベッカーは作曲プロセスを「自然」、

とりわけギリシャ的な「フュシス」の概念を援用して

説明し、作曲家の手による制作という側面を「疎外」

してゆく。第一次大戦後のドイツ音楽はこれまで「新

古典主義」や「新即物主義」という語により語られ、

「客観主義」というトピックが前景化されることは稀

であった。しかし自己生成する有機体としての音楽作

品という作品・創作理念は 20 世紀の創作史全体に通

底する論点であり、小島氏の着眼点は大きな射程を持

つものである。 

 ただし音楽作品の「運動を内的に導く」「エートス」

(クレネク)、作曲家が「楽器に変容し」身体的に作曲

をする(ヒンデミット)、といった議論が個々の作品論

にとどまるものなのか、それともベッカー独自の「作

曲論」として体系化されていたものなのかは今回の発

表からは判別しがたかった。体系化されたものとして

捉えるならば、こうした「客観主義」を、ベッカー自

身の西洋音楽の変遷をめぐる歴史哲学的な議論や、音

楽と人間の生、共同体との関係性をめぐる議論と接続

することも望まれるだろう。質疑応答でも話題となっ

たエネルギー主義者をはじめとした同時代の音楽論

の中での位置づけも気になるところである。研究の今

後の進展が楽しみである。 

 

 

 

４．洒落本に見る吉原遊廓における音楽とその機能  

――日常的奏楽と年中行事に着目して―― 

青木 慧（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 江戸期吉原遊廓に対する音楽学的研究では、芸者の

みが音楽の担い手として認識され、遊女による音楽活

動は研究対象から外される傾向にある。本論文は、こ

の現状への問題意識に端を発し、江戸文学の記述より

吉原の内情を探るという新たな視点と手法をもって、

吉原の音楽文化を包括的に捉え直すことを目的とす

る。本論文では、人々のやりとりが克明に描き出され

た「動的」な記述を含んだ江戸文学洒落本の記述に基

づき、吉原の「通常の営業日における音楽」と「年中

行事などのイベントのある日における音楽」の２側面

から、遊女と芸者を巡る吉原の音楽文化の分析を試み

た。『吉原評判交代盤栄記』(1754)などをはじめとす

る、宝暦から慶応まで(1751-1868)に刊行された洒落

本のうち、吉原に取材した 192 作品から音楽的記述を

収集し、吉原における音楽の機能を考察した。 

 「通常の営業日における音楽」とは、登楼客に対し

遊女/芸者が座敷や床(とこ)で演奏する音楽を指し、

①主要な使用楽器 ②演奏の場 ③客との関わりとい

う３観点から両者の音楽的機能の考察を行った。遊女

による音楽は、客との音楽の共有体験を通したコミュ

ニケーションの機能から、徐々に自身の癒しや娯楽な

どの、より内向的性質をもつ機能へ変化し、その中で

も一本立ちした遊女と見習いである新造や禿(かむ

ろ)などの若年層とでは、楽器の使用方法や演奏シー

ンに若干の差異が表れていたことが明らかとなった。

一方芸者による音楽は、一貫して座敷での背景音楽や

余興として宴会を円滑に進める機能を有しており、

「遊女側」である新造や禿などの若年層は時にこの芸

者と同様の役割を担うことがあった。 
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 「年中行事などのイベントのある日における音楽」

としては、豊富な音楽要素を含む、新春の大黒舞、燈

籠祭りの玉菊燈籠、滑稽な寸劇芸能である俄を取り上

げた。演者と行事への参加態度に着目すると、芸者や

禿が行事の主な演者となり、新造や禿などの若年層に

とっては諸行事が大きな娯楽となった一方で、遊女は

行事日にも通常の営業日と同じ姿勢で勤めに徹して

いた。しかし、年中行事に限らない音楽文化への参加

態度を参照すると、遊女や芸者が日常的に音楽を息抜

きとみなし、主体的に娯楽性を見出していたことが明

らかとなった。 

 また、物語上への具体的な歌詞の挿入という表現技

法の変遷からは、遊女の音楽への聴取態度の変化を見

出し、遊女がかつての自ら音楽を演奏し発信する側か

ら、より受動的に音楽を享受する側へと変化した可能

性を示した。同時に、当時多くの庶民が目を通し楽し

む洒落本という文学において、歌詞が多く記述されて

いたという点からは、洒落本が音楽情報を伝達する有

用な手段の一つになり得ていたことが推察される。 

 本研究により、洒落本の史料的有用性を再確認する

と同時に、研究手法における課題も浮き彫りとなった。

今後は、随筆などの異なる質の文学による裏付けを中

心に、より多角的な検証が必要とされる。 

 

【傍聴記】（奥中 康人） 

 絵画や彫刻とは異なり、音楽は、鳴り響いた次の瞬

間には消えてしまう特性を持っているため、多くの音

楽研究者は、すでに消えてしまった研究対象を相手に、

悪戦苦闘しなければならない。わたしたちは藁をも掴

む思いで資料を渉猟しつづけているのだが、その意味

で、江戸期吉原遊郭の音楽活動を洒落本から探ろうと

する試みは、素直に羨ましい。 

 必ずしもこの方面の専門ではない私が、発表を聞い

ていて感じたのは、すでに消えてしまった音楽を、な

んとか掬いとり、形あるものとして見せようとしてい

る作業への敬意である。そもそも約 120 年間に刊行さ

れた 192 冊を分析するのが、どれくらい大変な作業で

あるか、おおよそ想像がつくからである。 

 ただし、対象期間が約 120 年という、長大な時間で

あることは、少し気になった。ひょっとすると、今回

の発表時間にはおさめることができず、修士論文に記

載されているかもしれないが、その約 120 年の間の、

洒落本側の変化についての言及があってもよかった

のではないかと思う。これが、仮に 10 年の間に刊行

された 192 冊なら、あまり問題にしなくても良いのか

もしれないが、約 120 年という時間の経過は、音楽活

動が変化すると同時に、洒落本自体―表現の技法や主

題となるテーマなど―も変化したのではないだろう

か（いや、洒落本の世界は時間が止まっているのかも

しれないが）。いずれにせよ、音楽研究者には不案内

な文学史的な説明があれば、より説得力を増すのでは

ないかと思われた。 
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