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第 66回 定例研究会報告 

日時： 20221 年 1 月 9 日（土）14：00〜16：30 

司会： 上尾 信也（上野学園大学） 

＊ オンライン開催 

 

 

〈修士論文発表〉 

ブラームスとドイツのナショナリズム 

―1933 年の生誕 100 周年記念に伴う言説を中心に― 

石井 萌加（東京大学大学院） 

 

〈研究発表〉 

１．ウズベキスタンの交響曲 

――タシケントにおける 1960 年代の西洋音楽作曲活

動――  

河村 龍廣 （東京大学大学院） 

 

２．ルトスワフスキの言葉と音楽に関する一考察 

松尾 梨沙（一橋大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈修士論文発表〉 

ブラームスとドイツのナショナリズム 

―1933 年の生誕 100 周年記念に伴う言説を中心に― 

石井 萌加（東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究は、1933 年 5 月のブラームス生誕 100 周年

記念に焦点を当て、ブラームス（Johannes Brahms, 

1833-1897）に関する言説の分析を通して、当時のド

イツにおけるブラームス像がいかにナチスの時代に

適応するものとして記述されていたのかを考察する

ものである。 

 従来の研究の欠陥として、ブラームス受容と 20 世

紀前半のドイツのナショナリズム、とりわけナチズム

との関わりが見過ごされてきた点がある。ナチス体制

下の音楽に関する研究では、体制下でヴァーグナーの

オペラやベートーヴェンの交響曲などが国威高揚の

ために受容されたことが記される一方で、ブラームス

に関する言及は見られない（J. Huener; F. Nicosia ed. 

The Arts in Nazi Germany (2006)など）。ブラームス

受容に関する従来の多くの研究では、十分な資料調査

を経ることなく、人種主義的なナショナリズムの影響

がほとんど無視されているというのが実情である。 

ブラームスの受容とドイツのナショナリズムにつ

いて論じる際、1933 年 5 月は重要な時期である。と

いうのも、同年 1 月にナチスが政権を奪取したわずか

3 か月あまり後であるこの時期は、ブラームスの生誕

100 周年の時期にあたるからだ。出生地であるハンブ

ルクでは大規模なブラームス生誕 100 年祭が開催さ

れ、連日ハンブルクの新聞でブラームスについて取り

上げられた。またドイツの音楽（芸術）雑誌でも、1933
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年 5 月を中心にブラームスに関する多くの特集が組

まれた。 

人種主義的なナショナリズムを背景にしたこの時

期のブラームス像を明らかにするために、発表者は、

生誕 100 周年記念に伴ってブラームスの人物像や作

品を論じたハンブルクの新聞記事、およびドイツ国内

の複数の雑誌記事を分析した。分析を通してみえてき

たのは、アーリア人種至上主義における理想を体現し、

ドイツ文化の純化を成し遂げるための重要な存在と

しての、人種主義的なブラームス像が描かれていたと

いうことである。その内容は、以下の二つの観点にま

とめられる。 

第一に、ナチスが排斥した「退廃」音楽に対抗する

理念としてのブラームス像である。ブラームスは数百

年に渡って続いてきたドイツの音楽を見渡し総括し

た作曲家であったと同時に、それゆえにドイツ文化の

純化に貢献しうる作曲家であると考えられていた。す

なわち外国のもの、ユダヤ的なものの排除を成し遂げ

るという意味で、ブラームスはナチスにとっての

「我々の時代」に最適な作曲家として描かれている。 

第二に、「北方アーリア人種」を称揚する際に用い

られた「北方性」という語でブラームスを形容した、

「北方的」ブラームス像である。ブラームスの「北方

性」は単に北ドイツ出身の作曲家であったことを述べ

るだけにとどまらず、ドイツの文学やドイツの精神、

信仰に結びつけられることで「ドイツ性」が強調され

る。「北方性」から「ドイツ性」が導かれる語り方を

みると、ブラームスこそをドイツ音楽の巨匠でありド

イツの精神を体現した人物として描こうとした書き

手の意図が読み取れる 

 

 

【傍聴記】（朝山 奈津子） 

 発表では、1933 年 5 月のハンブルクでのブラーム

ス音楽祭に関する新聞記事や講演記録を通じ、ブラー

ムスを「純粋な」ドイツ文化の象徴と見なす言説が展

開されたことが明らかにされた。発表冒頭の問題提起

によれば、「ブラームスの『ドイツ性』とは何か」と

いう大きな問いが研究の出発点。従って、ナチスの文

化政策や人種差別主義とブラームス表象の関わりは、

その一事例と位置づけられるだろう。 

 発表後は予定の時間を超える活発な質疑応答が行

われた。以下にごく一端を報告する。 

 調査対象となった 3 つの新聞にイデオロギー上の

偏向の違いはあるか、との質問には、3 紙に際立った

違いはないが、ハンブルクのナチスに迎合する雰囲気

が新聞に反映されていた、とのこと。また、音楽祭に

どのような人が出演したか、との質問には、ユダヤ人

が排除された経緯がある、とのこと。 

 さらに、同年に他都市で行われたブラームス百年祭

と比較してハンブルクの特徴はいかに、という質問に

は、たとえばヴィーンでの周年祭にヒンデンブルク大

統領が関わっていたことに対抗し、ハンブルクはヒト

ラー招聘を試みたが叶わず、ヒンケルが講演を行った。

ハンブルクはナチスに対していわゆる忖度が働いた

と発表者はみているが、ブラームスの北方性の強調は、

当地特有というよりドイツ語圏に全体にあり、また

1933 年以前からの連続性の中で捉えられるだろう、

との回答がなされた。 

 発表者はすでに、今年度の全国大会で、1920 年代

の伝記記述にみられる「北方性」について報告してお

り、今後、20 世紀前半のブラームス表象が次々と明

らかになると期待される。 

 

 

 

〈研究発表〉 

１．ウズベキスタンの交響曲 

――タシケントにおける 1960 年代の西洋音楽作曲活

動――  

河村 龍廣 （東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本発表では、1960 年代を中心としてウズベキスタ

ンにおける交響曲の作曲活動を扱う。ウズベキスタン

という一例を通じて、ソ連領中央アジアにおける西洋

音楽の発展の特徴、そしていかに中央アジアの作曲家

が、交響曲という最も高度で複雑な西洋音楽の楽曲形

式において伝統音楽の要素や十二音技法や偶然性な

どの前衛的手法を取り入れたかを概観する。 
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ウズベク・ソビエト社会主義共和国(以下ウズベキ

スタン)はソビエト・ロシアの植民地下におかれた中

央アジアの国家である。そこではスターリンの独裁体

制下で 1930 年代から音楽文化の西洋化が目指され、

首都タシケントにおいて音楽院、オペラハウス等の建

設が行われた。その一方で単なる西洋化だけでなく民

族性も称揚され、宮廷音楽シャシュマカームなど現地

の伝統音楽の要素をもった管弦楽曲やオペラが求め

られた。その要因として、ロシア人自身も 19 世紀を

中心にヨーロッパの辺境の民族として西欧の後を追

って作曲活動をしたこと、また社会主義革命の実現の

ために民族問題を抑える必要があったことがあげら

れる。しかしその要求を満たす作曲家はウズベキスタ

ンに存在せず、モスクワのロシア人作曲家が移住して

きて作曲活動を行った。その一方でモスクワに上京し

て作曲を学ぶウズベキスタン人が現れたが、1950 年

代まで彼らの交響作品は組曲、交響詩など小規模なも

のに留まり、作風も 19 世紀国民楽派の範疇にあった。 

しかし 1960 年代に状況は変化する。複数の若手作

曲家がモスクワなどに上京することなく、タシケント

音楽院で複数楽章からなる交響曲を作るようになり、

さらには前衛的手法も用いられるようになる。 

本発表では、二人のウズベキスタン人作曲家：ラミ

ル・ジャホンギロヴィチ・ヴィリダノフ(Ramil 

Jahongilovich Vilydanov, 1937 年-1985 年)とミルサ

ディク・マフムドヴィチ・タジエフ(Mirsodiq 

Mahmudovich Tojiev 1944 年-1996 年)の交響曲の楽曲

分析を行う。 

ヴィリダノフに関しては彼の 3 つの交響曲:第 1 番

(1962年);第 2番(67年);第 3番(68年)の分析を行う。

彼は 20 世紀的な作曲技法を中央アジアでは最も早期

から多様に用い、それがタジエフら後続の作曲家に影

響を与えた。 

一方でタジエフは、師のヴィリダノフとは違って、

部分的ながら前衛的手法を伝統音楽の要素と両立さ

せた。彼の交響曲第 3 番(1972 年)は発表当時から注

目され、先行研究も複数存在する。この曲には当時の

中央アジアの作曲家の特徴であるショスタコーヴィ

チの影響が強く、それは楽曲モチーフの模倣にとどま

らず、交響曲における緩急緩急の楽章構成、さらに緩

徐楽章における伝統音楽由来の「叙情的瞑想性」に及

ぶ。ここには前衛性を持ちつつ伝統音楽の構造や様相

を取り入れた新しい楽曲を作る試みが現れている。 

先行研究においてヴィリダノフの楽曲、ならびにその

タジエフなど後続の作曲家との関わりを集中的に論

じたものは存在せず、本発表によりソ連領中央アジア

における戦後の交響楽作曲活動の一端を明らかにす

ることができるだろう。 

 

 

【傍聴記】（山本 明尚） 

河村氏の発表の目的は、ウズベキスタン作曲家によ

る当地での 1960 年代の交響曲創作を通じて、ソ連領

中央アジアにおける西洋音楽の発展の特徴がどのよ

うなものか、中央アジアの作曲家によって伝統音楽・

前衛的手法がどのように自作に導入されたかを提示

することであった。 

発表では主に、レニングラード音楽院出身のゼイド

マン（1909-81）に師事した作曲家ヴィリダノフ

（1939-87）と、以上二者に学んだタジエフ（1944-96）

の交響曲が音源とともに紹介・分析され、彼らとその

音楽がウズベキスタンの芸術音楽創作史においても

つ意義が検討された。こんにち作曲家の名前や作品を

耳にする機会すらほとんどなく、現地でも先行研究の

乏しい 20 世紀後半のウズベキスタン交響楽に関し、

カンファレンス等の言説資料と楽曲の両面からのア

プローチを試みる開拓的研究という点で、意義深い発

表であったといえよう。 

一方で、さらなる検討を必要とする点もいくつか見

受けられた。まず、ショスタコーヴィチの影響という

観点である。発表では、彼とウズベキスタン作曲家の

各交響作品における響きや楽器法の類似が概観され

るのみで、その類似を影響関係として音楽史の文脈に

位置づけるために必要な、歴史的裏付けや解釈が十分

に行われていなかった。また、各曲を論じる部分や結

論部分もやや足早になっているきらいがあった。その

結果、要旨や本稿冒頭に記した発表の目的が完全に達

成されたとは言い難いように思われた。とはいえこれ

らの点は、研究自体の価値を損なうものではない。今

後の河村氏の研究の進展と深化に期待したい。 
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２．ルトスワフスキの言葉と音楽に関する一考察 

松尾 梨沙（一橋大学） 

 

【発表要旨】 

ルトスワフスキ Witold Lutosł awski（1913〜1994）

は、第一次世界大戦勃発前年のポーランドに生まれ、

二度の大戦とナチによる占領、戦後の社会主義リアリ

ズム、「雪解け」、共産体制崩壊と冷戦終結に至るまで、

まさに激動の 20 世紀を生き抜いた作曲家であった。

そのことも影響し、様式は年代ごとに変化したと一般

に評されるが、少なくとも「言葉と音楽」という観点

からすると、私見では彼は独自の理念を生涯貫いてい

る。 

彼は自身の声楽作品に（ごくわずかな例外を除く

と）ポーランド語とフランス語のテクストしか用いな

かった。しかも各言語の使われた時期や傾向はおおよ

そ二分できる。基本的に彼は、民俗的要素を含むもの

や子供向けの歌を書く場合は母国語であるポーラン

ド語の詩を用いたが、他方、新たな手法を取り入れて

いった 1960 年代以降の声楽作品ではフランス語の詩

を用いている。そしてまさにその狭間にある、ポーラ

ンドの「雪解け」直後の 1957 年に声楽・ピアノ版が

完成した《カジミェラ・イワコヴィチュヴナの詩によ

る 5 つの歌曲 5 pieś ni do sł ów Kazimiery 

Ił ł akowiczówny》（以下《5つの歌曲》）は、ポーラ

ンド語テクストを用いた彼の作品の中でも、12 音技

法を起点とした新たな発想での作曲が試みられてい

る点で特異な位置を占めており、まさにその後のフラ

ンス語声楽作品へ向かう分岐点にあるポーランド語

声楽作品である。 

本発表では 1950 年代のポーランド音楽界を踏まえ

た上で、ルトスワフスキにとって言葉と自身の音楽と

の関係がどういうものであったのか、彼の言説からい

くらか引用し考えてみたい。他方、《5 つの歌曲》に

用いられた『子供のための詩歌集 Rymy dziecię ce』

の作者イワコヴィチュヴナ Kazimiera 

Ił ł akowiczówna（1892?〜1983）はリトアニア出身

の女流詩人であり、この詩人がどんな特性を持ったか、

また同詩集がどのような傾向にあるかについて触れ、

ルトスワフスキが作曲に用いた詩の分析、および楽曲

との比較検証を試みる。最終的にはポーランド語とフ

ランス語の共有する特性から、《5 つの歌曲》と 60 年

代以降の声楽作品との繋がりについて考察したい。 

 

 

【傍聴記】（山上 揚平） 

ポーランド音楽界の「雪解け」期に書かれたルトス

ワフスキ作品という本発表のテーマは、「20 世紀とナ

ショナリズム」という本日の研究会に通底する隠れた

「お題」に沿って選ばれたと言う。しかしながら発表

者の関心は、国家や政治の側による音楽への関与やそ

の影響についてよりも、むしろその様な社会的変化の

中でも一貫して変わらなかった作曲家の創作美学に

あったと言えよう。一般的に言えばルトスワフスキは

時代と共に大きく変化していった作曲家と見なされ

る。例えば今回のテーマである声楽で言えば、社会主

義リアリズム期と雪解け以降とでは使用テキストの

言語が波蘭語から仏語中心へとはっきりと変化して

いる。しかし発表者によれば、ルトスワフスキの生涯

変わらなかった部分の一つが、まさに声楽における

「言語と音楽」の関係に見られるという。 

この仮説の検証に向けて、まずは作曲者の言説が参

照される。声楽作品の創作行程や「言葉と音楽」を巡

る姿勢が、波蘭・仏の両言語作品において一貫してい

た事が、彼自身の発言やプログラムノートから示唆さ

れる。その一貫した理念とは要約すれば、言葉そのも

のの音響的価値を重視すると同時に言葉の意味も切

り離さないこと、そして音楽は言葉の持つ表現を描写

するのではないが、音楽と言葉は一体でなければなら

ないこと、となるが、これらは続く作品分析によって、

具体的な表れとして確認されることになる。 

本発表の中核となる《５つの歌曲》第一曲＜海＞の

分析は、イワコヴィチュヴナの詩の分析からルトスワ

フスキの垂直的 12 音技法の音列分析、そして発表者

による新しい内容解釈までと多角的に行われたが、最

も明らかに示されたのは作曲家が如何にテキストの

音響的特性に注意深く呼応して創作を行っていたか

という部分であったと思う。 

最後のまとめと展望でも、あらためて仏語の音声的

特性に対する作曲家の嗜好が紹介され、その観点での
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波蘭語と仏語との類似性と対照性に関する見解が示

された。テキスト言語の変化は単に雪解けから国際化

という外的要因に帰せられる断絶的転換ではなく、作

曲家が声楽テキストに求める音響の美学に従った、つ

まり内的必然性にも沿った漸次的移行であるのでは、

というのが発表者の主張である。 

 尤も、発表冒頭で提起された大きな仮説を検証する

為には、少なくとも両言語、両時代の複数作品を比較

検討する必要があり、その点では、「蝶番」的作品一

点にスポットを当てた今回の発表は、発表者の主張と

発表の内容との関係性が必ずしも分かり易いもので

はなかったとも言える。今後、作品分析が積み上げら

れ、この仮説が説得力のある形で論証される事を大い

に期待したい。 
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