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日本音楽学会 

東日本支部通信 第 68 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.68 
 

 

第 68 回 定例研究会報告 

日時： 2021 年 5 月 8 日（土）14：00〜16：50 

司会： 友利 修（国立音楽大学） 

ホスト： ヘルマン・ゴチェフスキ（東京大学） 

＊ オンライン開催 

 

〈修士論文発表〉 

１．シューベルトの室内楽作品に見られる「詩的理念」

の表現とその洗練 ――《ピアノ三重奏曲 変ホ長調》

Op. 100（D 929, 1828）における引用の方法―― 

   野村 瑶子（青山学院大学大学院） 

 

２．リヒャルト・シュトラウスのオーケストラ・リー

ト研究  

――リートにおけるオーケストラ伴奏の意義―― 

   伊藤 美祈（東京音楽大学大学院） 

 

３．1920 年代までの上海の中国人社会における社交

ダンス ―― ジャズ受容の基盤として ―― 

   陳 麟（東京藝術大学大学院） 

 

〈研究発表〉 

上海パテと日本コロムビア(日本蓄音機商会)を通し

て見た日中レコード産業の連鎖と交差 ――1920年代

後半から 1940 年代初頭までを中心に―― 

滕 束君（東京大学） 

 

 

〈修士論文発表〉 

１．シューベルトの室内楽作品に見られる「詩的理念」

の表現とその洗練 ――《ピアノ三重奏曲 変ホ長調》

Op. 100（D 929, 1828）における引用の方法―― 

   野村 瑶子（青山学院大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究は、フランツ・シューベルト（Franz Schubert, 

1797-1828）の《ピアノ三重奏曲 変ホ長調》Op. 100

（D 929, 1828）を、主題や動機などの引用による「詩

的理念 Poetische Idee」の表現に着目して取り上げ

た。作曲家の力作たるこの作品は、楽曲構造に焦点を

当てた研究（Hinrichsen 1988 等）が多いが、「ベー

トーヴェンへの別れ」という詩的理念を有する

（Gerhard 2002）、または「ベートーヴェンへのオマ

ージュ」である（Gibbs 2014）といった、作曲動機や

表現方法の観点からも研究されている。しかし、これ

らの詩的理念やベートーヴェンとの関係に着目した

研究は、シューベルトの一連の創作活動におけるある

一点としてこの作品を扱っており、どのような創作の

流れのなかで作曲されたのか、また、流れのなかで見

た場合にどのような固有の特徴を持つのか、といった

視点を十分に持ち合わせているとは言い難い。そこで

本研究は詩的理念を切り口に、その表現手段としての

引用が、シューベルトの創作活動でどのように発展し

D 929 に至ったのかを明らかにすることを目的とした。 

この研究にあたり、「詩的理念」を有すると指摘さ

れてきた点で D 929 の重要な先行例である《弦楽四重

奏曲 ニ短調》「死と乙女」（D 810, 1824）を比較対象

として、両曲を分析し、それぞれの特徴を比較、考察
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した。その結果、一つの歌曲を引用して詩的理念を表

現し、それをさらに補足的な他作品の要素と組み合わ

せるという点は両曲に共通していた。D 929 において

はスウェーデン民謡《太陽が沈み Se solen sjunker》

が引用の中心となる歌曲であり、ベートーヴェン作品

を暗示させる複数の素材が補足的な要素となってい

る。また、D 929 はベートーヴェンの《交響曲第 3番 

変ホ長調》「英雄」Op. 55 や《ピアノ三重奏曲 変ホ

長調》Op. 70-2 からの影響がこれまでに論じられて

きた。しかし、本研究ではベートーヴェン《ピアノ三

重奏曲 変ホ長調》Op. 1-1 との関連性も新たに指摘

し、D 929 とベートーヴェン作品のさらなる結びつき

を提示した。D 929 においては同じ調で書かれたベー

トーヴェンのピアノ三重奏曲のパッセージが詩的理

念のために用いられた可能性がある。 

相違点としては、D 929 では D 810 よりも引用が複

雑で間接的かつ大胆になっていたことが挙げられる。

このことは、中心的に引用した歌曲の物語性よりも

「詩的理念」を表出することや、既存の複数楽曲の継

ぎ接ぎのような印象を減らすことに役立っていた。ま

た、D 929 にはソナタ形式の修辞的な役割を無視した

各部分の反復が見られるが、これも詩的理念の表現を

優先してこそのものであると考えられる。一見絶対音

楽的である D 929 には、以上のようなシューベルトの

引用技法の熟達に伴う詩的理念表現の洗練が表れて

いた。 

 

【傍聴記】（村田 千尋） 

 Gerhard、Gibbs という２つの先行研究を道案内と

して、更に独自の考察を加えることにより、《ピアノ

三重奏曲 変ホ長調》Op. 100（D 929, 1828）が「詩

的理念 poetische Idee」という観点から精度の高い

作品であることを明らかにし、シューベルトによる

「ベートーヴェンへのオマージュ」という意図を読み

取ろうというもの。 

 具体的な考察が丁寧になされ、概ね納得ができる、

価値のある研究だと評価したい。そこで、この報告で

は、当日の質問・意見を軸に報告者の感想を述べるこ

とにしようと思う。 

 幾つかの指摘があったように、初演の状況やスウェ

ーデン民謡を引用した理由等、音楽外の状況について

の論及、ドイツ室内楽の伝統の中で捉えるという視点

が（修士論文では検討しているのであろうが）口頭発

表においてやや不足していたことは残念である。 

 それよりも、修士論文の題目にも掲げられている

「詩的理念」について疑問を持った（司会者もこの点

について質問したかったそうだ）。Dürr や Hinrichsen

を引いて「作品の意味上の核」として説明していたが、

重要語句であるだけに、この説明だけではいささか物

足りない。そして、「詩的理念」と「引用」を「重要

な」という一言だけで結びつけてしまった点も問題で

ある。時間的な制約があっても、これらの重要語句に

ついては丁寧な説明が必要であろう。さらに、

poetische Idee の訳語を「詩的理念」とする是非も

再考願いたい。 

 なお、Op.100 という番号が意図的なものかどうか

という議論もあったが、「意図的」とするだけの証拠

はなく、報告者も単なる「巡り合わせ」と考える。 

 意欲的な研究に対し、今後の発展を期待したい。  

 

 

 

２．リヒャルト・シュトラウスのオーケストラ・リー

ト研究  

――リートにおけるオーケストラ伴奏の意義―― 

   伊藤 美祈（東京音楽大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究はリヒャルト・シュトラウス Strauss, 

Richard (1864-1949)のリートにおいて、オーケスト

ラ・リートがどのような意義を持つのかを、創作活動

の調査と編曲作品の分析から考察するものである。 

彼の重要な作品ジャンルにおいて、生涯にわたって

作られた唯一の分野がリートである。中でもオーケス

トラ・リートは、時代特有である点と彼の指揮活動に

関連する点で特別な作品である。しかし、先行研究で

はリートを概観する中で部分的に語られる場合や、演

奏論が多く、作品の創作、演奏活動が相関性を持って

理解できるものは少ない。そこで、本研究ではオーケ

ストラ・リートに焦点を絞り、創作活動と、ピアノか
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らオーケストラに編曲された作品について分析を試

みた。そしてシュトラウスにとってのオーケストラ・

リートがどのような意義を持つのかを明らかにする。 

まず、個々のオーケストラ・リートについて基本的

な作品情報を提示し、それらの情報を創作時期、初演、

成立の経緯の 3 点からまとめ、創作意図を考察した。

その結果、創作動機となる直接的な要因は、初演の演

奏会と出版にあることが見えた。またシュトラウスが

1906 年から 1918 年の間、リート創作全体を休止した

ことについて、その発端といわれる、妻であり歌手パ

ウリーネ Strauss-de Ahna, Pauline (1862-1950)の

引退(Petersen 1964: 142, Knaus 1996: 19)と、初演

記録の関係を検証した。そしてオーケストラ・リート

の中では特に編曲リート対し、彼女の引退が創作に影

響したと推察した。また書簡の調査から、シュトラウ

スと親交の深いヴィオリカ・ウルズレアク Ursuleac, 

Viorica(1894-1985)も創作における重要歌手である

ことが見て取れ、オーケストラ・リート作曲動機とし

てシュトラウスと関係の深い歌手の存在が根底にあ

ると考察した。 

次に当時の演奏状況の調査として演奏会記録を収

集した。記録からはシュトラウス夫妻の自演によって

オーケストラ・リートが聴取されたと同時に、管弦楽

演奏会の定番曲目として、極めて広範囲の歌手たちに

歌われたことを導いた。また演奏会の曲目構成から、

休止期前後の曲目の変遷、編曲によって生じた連作的

つながりを示した。 

最後に編曲リートについてピアノ版とオーケスト

ラ版の比較分析を試みた。その結果、編曲にあたり、

歌詞と音楽の関係、音楽の方向性を再考したことで、

楽曲の内容に深く踏み込む変化が集中して起きた曲

があることが分かった。またそうした楽曲は編曲年と

作曲年に大きな開きがあることが読み取れた。 

以上を踏まえ、オーケストラ・リートの意義を 2 点

考察した。第 1 点目は、シュトラウスの置かれた個人

的な環境によって発展した作品であることだ。第 2 点

目は、とりわけ編曲リートにおいて、編曲が連作的つ

ながりや、音楽的内容の再考という新しい視座を楽曲

に与えた点である。すなわち、オーケストラ・リート

は 1920 年頃には下火になりつつあったが(Kravitt 

1976: 226)、シュトラウスは歌手との個人的な関係性

の中で生涯作曲を継続し、その過程で新しい価値を見

出していったといえるだろう。 

 

【傍聴記】（広瀬 大介） 

これまで数多くの修士論文発表を拝聴し、多くの発

表者における課題は、論文の内容というよりはむしろ、

発表における内容の取捨選択にあるのでは、という思

いを強くしている。伊藤美祈氏による今回の発表も、

そのような印象をあらためて抱かせるものだった。 

本論文では、リヒャルト・シュトラウスの歌曲創作

活動、そしてオーケストラ・リートの実態・全体像を

明らかにすべく、初演情報、初演を歌った歌手を中心

にデータとして可視化しており、まずはその労を多と

したい。発表では、ピアノ伴奏からオーケストラ伴奏

への編曲の動機付けを、その初演を務めた妻パウリー

ネ、および晩年のヴィオリカ・ウルズレアクに求める、

とする結論を強調しておられたが、そのこと自体は先

行研究でも述べられていること(というよりは自明の

こと)でもあり、データ化することによって創作動機

に新たな事実が浮かび上がる、と言えるほどのインパ

クトには欠けていたように思える。 

むしろ、本論文の第 4 章「楽器編成と分析」におけ

るオーケストラ編成、およびピアノ伴奏とオーケスト

ラの比較分析にこそ、シュトラウスの創作活動におけ

る特徴の一端が示されていた。op. 10-1《献呈》にお

ける歌唱パートの音高変更、あるいは、op. 27-2 《ツ

ェツィーリエ》などにおける編曲時の移調の問題など、

シュトラウスにおける歌曲創作の本質につながると

思われる議論が数多く提起されていたため、当日の発

表ではこちらを主に取りあげるべきではなかったか。

現時点では批判校訂版の出版も進んでおり(初期歌曲

については出版済)、その成果もより積極的に取り入

れるべきだっただろう。これらの問題提起を出発点と

して、さらなる研究の進展を願ってやまない。 
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３．1920 年代までの上海の中国人社会における社交

ダンス ―― ジャズ受容の基盤として ―― 

   陳 麟（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本研究は、1840~1920 年代初頭の上海の中国人社会

における西洋音楽の受容という大きなテーマを念頭

に置き、その背景となった当時の上海における社交ダ

ンスの社会的位置づけの変遷及び、ダンスホールの誕

生の経緯を明らかにするものである。中国人を単なる

受け入れ側としてみなさず、彼らが自発的に社交ダン

スを自らのライフスタイルに取り入れ、一つの娯楽産

業に発展させたという主体性に注目し、後に「漢化さ

れたジャズ」の創出につながる姿勢の一貫性を確認し

た。 

 租界初期、上海におけるダンスパーティーは、外国

人コミュニティーの間の社会的つながりをより強化

するという社会的・政治的機能を果たしていた。一方、

当時は中国の上流階級しかダンスパーティーに入場

できず、一般大衆はダンスパーティーに対してほとん

ど認識がなかった。その上流階級の人たちからしても、

西洋式ダンスはある種の「戯」として見られていたの

である。1890 年代に入り、中国人の高級官僚はダン

スパーティーを外交手段として利用し、さまざまな名

目で西洋人を招待していたが、当時の文化的主張に対

立することを回避するべき、中国人は踊らずに西洋人

たちの踊りを観賞していた。 

 その後、辛亥革命の勃発につれ、300 年近い歴史を

持つ清王朝が墜落し、アジア最初の共和国である中華

民国が成立した。北京において中国人がダンスパーテ

ィーを一種の外交・政治的な手段として主催・参加す

るのに対して、上海租界においては娯楽のためのダン

スパーティーのニーズが高まり、外国人運営下の商業

施設としてのダンスホールが出現した。さらに、上海

の中国人社会では、女性たちはダンスパーティーに参

加するだけにとどまらず、ある種の「高級」趣味とし

て社交ダンスを身に付け、ダンスパーティーの企画・

宣伝・実行までを手がけるようになった。男性の場合、

文人間のプライベートダンスパーティーが現れ、社交

ダンスは上海上流階級のライフスタイルの一種とし

て彼らの日々の生活に取り込まれていく。 

 こうして上海租界では、ジャズ音楽を取り入れて流

行歌を創り出すために重要かつ不可欠な体勢がよう

やく整い、後に雨後の筍のように林立するダンスホー

ルは初めての中国人バンドを生み出すことになる。こ

のダンスパーティーとの干渉のプロセスにおいて中

国人たちは、決して強制的あるいは受動的ではなかっ

た。彼らは「見る」「踊る」「作る」の過程の中で自分

たちの姿勢を調整しつつ、戦争にせよ、政権更迭にせ

よ、いつでも新しい状況に応じられるように、生活を

彩る「生活の芸術」を徹底した。 

 こうして、本論文は、1840-1920 年代までの約 80

年間の中国における社交ダンスに関わる史料を整理

し、ダンスホールの前史を分析して今後の研究の土台

を作った。今後は、上海の中国人社会におけるダンス

ホール・ダンスビジネスと大衆音楽の誕生とどうつな

がっているのかを念頭に研究を進めていきたい。 

 

【傍聴記】（森本 頼子） 

20世紀の上海ではジャズ文化が大きく開花したが、

その背景の一つとなった上海のダンス文化に関する

研究は、これまで十分に行われてきたとは言い難い。

したがって、陳氏の研究は、上海の音楽史研究を補填

する重要なものだと位置づけられる。 

発表では、上海で発行されていた新聞等の史料や、

先行研究をもとに、おもにイギリス租界におけるダン

ス文化の歴史をたどることで、外国人のダンス文化が

徐々に中国人社会に取り込まれ、1920 年代までに、

社交ダンスが租界の中国人のライフスタイルの一部

となっていったプロセスが描き出された。とりわけ、

時流に沿って、中国人が男女問わずダンスに積極的に

参加するようになっていった様子は、興味深く感じら

れた。 

一方、発表では、上海で踊られたダンスそのものに

ついて踏み込んだ考察が行われなかった。そのため、

質疑応答では、「どのような種類のダンスが踊られて

いたのか」「ダンスパーティーの楽士はどのような

人々だったのか」「中国人はどのようにダンスを学ん

だのか」といった質問が飛び交い、陳氏が補足的な説

明をすることとなった。 
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ダンス文化が上海のジャズ受容に結びついていっ

たとするならば、ダンスの種類や音楽、担い手（踊り

手や伴奏者）などの詳細を明らかにすることは、重要

な課題であろう。とはいえ、陳氏も繰り返し述べてい

たように、本研究は、あくまでも上海におけるジャズ

文化創出の前史を整理するという段階のものである

ため、今後、これらの課題に対してもアプローチがあ

るはずである。この先の研究の深化に期待したい 

 

 

 

〈研究発表〉 

上海パテと日本コロムビア(日本蓄音機商会)を通し

て見た日中レコード産業の連鎖と交差 ――1920年代

後半から 1940 年代初頭までを中心に―― 

滕 束君（東京大学） 

 

【発表要旨】 

 1920年代後半から始まった電気吹込の発展により、

レコードは、1930 年代に新時代を迎えた。1920 年代

後半から 1940 年代初頭までの期間はラジオの登場や、

無声映画からトーキーへと転換した期間でもあり、し

かも日中戦争の前半期と重なっていた。しかし、これ

までの音楽研究においては、楽譜以外の要素、例えば

音楽媒体であるレコードに関する研究が少ないだけ

でなく、「声の資本主義」と位置付けられるレコード

文化の研究が一国史の研究に閉じられていたため、レ

コード文化の共時性と越境性が見えなくなっている。

本発表は、20 世紀前半まで日中それぞれで最も影響

力を持っていたレコード会社である上海パテと日本

コロムビア(日本蓄音機商会の後継)に注目し、1920

年代後半から 1940 年代初頭までの両社の歴史や、関

係者の回想録、レコード目録などを比較した上で、日

中レコード産業の連鎖と交差を明らかにしてみたい。 

 序論では、中国と日本におけるレコードの伝来や中

国のレコード産業の初期段階における日本の影響に

注目し、1920 年代前半の日中レコード産業の全体像

と相互の関係性を明らかにする。 

 第一部分では、まず上海パテと日本コロムビア各社

の歴史や、英国コロムビアと EMI の関係を整理した上

で、両社が外国レコード会社からどのような影響を受

けたのかを示す。また、1920 年代後半から、両社が

如何にラジオの誕生による危機に対応したのかを分

析する。さらに、1920 年代末から、電気吹込とトー

キー映画の登場に伴って、上海パテも日本コロムビア

も専属作曲家と契約しつつあった。それに関わる作曲

家の雇用制度、吹き込み方法、リリース、販売システ

ムなどを比較しつつ分析した上で、日中レコード産業

の連鎖現象を検討する。 

 第二部分では、両社のレコード目録を比較しながら、

聶耳や古関裕而など両社の専属作曲家の事例分析を

通して、1930 年代に両国でリリースされたレコード

の内容の変遷を考察する。1920 年代後半から 1940年

代初頭まで両社が生産したレコードの音楽ジャンル

と各ジャンルの割合に光を当てることにより、レコー

ド産業の発達が両国で流行した音楽ジャンルの変遷

に果たした影響を分析してみる。 

 太平洋戦争の勃発により、上海パテは日本蓄音機商

会に接収管理され始めた。第三部分は、日中両方の資

料を対照しつつ、戦時下の上海パテの運営状況、発売

したレコードの内容、及び両社の関係を明らかにして

みる。日蓄は 1930 年前後から 1940 年代前半まで上海

を拠点とした、上海パテを含む四種類のレーベルを生

産し、1940 年代まで中国で販売していたと考えられ

る。本発表の最後では、戦災を免れて日蓄の川崎工場

に残された上海録音の原盤のデータベースとして整

理された『日本コロムビア外地録音ディスコグラフィ

ー上海編』の研究成果を踏まえ、上海パテと日蓄両社

の歴史の中での交差を示す。 

 

【傍聴記】（井口 淳子） 

1920 年代から 40 年代にかけては、今日では想像し

難いほど、東アジアにおいて国境を越えた交流が盛ん

に行われた時期であった。多国籍都市、上海租界はそ

のような文化交差の結節点であった。 

今回の発表はレコード文化が国境を越えて連鎖、交

差していた事実を、上海パテと日本コロムビア（日蓄）

を例に説明するとともに、やがてレコード会社が専属

の作曲家を抱え、中国においては聂耳、日本において

は古関裕而が、戦争に突入していく両国においてレコ
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ードという音声メディアによって大衆の支持を獲得

し、一方は「人民音楽家」と称され、もう一方も国民

的作曲家としての名声を得ることになる様相を「戦争

とレコード」という視点から捉えてみせた。 

前半のレコード産業の部分はすでに先行研究（ただ

し中国語圏）で明らかになっている事実も多いので、

その部分に発表時間を割くよりも、後半のレコードと

いうメディアが生み出した大衆的作曲家と戦争の関

係に焦点が絞られた方がよかったのではないかと感

じた。 

確かに聂耳はごく短期間の活動しかしておらず、録

音数も比較的少ないのにもかかわらず、瞬時に圧倒的

な人気を獲得し、死後も国家の英雄としてシンボル化

され続けている。戦争がもたらす「即時性、時局性、

大衆性」と、電気吹き込みという音声メディアの革新

期がぴったりと聂耳の活動期と重なったことがもた

らした現象だという発表者の主張は説得力があり、

「戦争とレコード」論の深まりを期待したい。 
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