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2021 年 8 月 18 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 70 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.70 
 

 

第 70 回 定例研究会報告 

日時：2021 年 7 月 10 日（土） 14：00〜17：00 

司会：朝山 奈津子（弘前大学） 

＊ オンライン開催 

 

〈修士論文発表〉 

1. 伝統の創造的再構成の場としてのコンペティショ

ン ─アイルランド伝統音楽の器楽部門を中心に─ 

水上 えり子（東京藝術大学大学院） 

 

2. フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ

による「第 3 のピアノ協奏曲」 ─1840 年代前半にメ

ンデルスゾーンが目指した「ピアノ協奏曲」─ 

鳥井田 詩乃（一橋大学大学院） 

 

3. W. A. モーツァルトのピアノ協奏曲緩徐楽章にお

ける付加的な装飾音 ─録音資料の分析による 20世

紀以後の演奏実践の研究─ 

滝 まりな（お茶の水女子大学大学院） 

 

4. A. シュヴァイツァー著『J. S. バッハ』露訳（1964）

の受容 ─ソ連ポスト・スターリン期の宗教的バッハ

解釈─ 

新田 愛（東京大学大学院） 

 

 

 

1. 伝統の創造的再構成の場としてのコンペティショ

ン ─アイルランド伝統音楽の器楽部門を中心に─ 

水上 えり子（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

音楽の競技会は世界中、地域や音楽ジャンルを問わ

ず様々な種類・規模のものが存在し、競技者をはじめ

とした多くの人がその競技会に関わっている。本発表

では、1950 年代以降のアイルランド伝統音楽を支え

てきたコンペティションの役割を考察することを目

的とする。時代とともに変化するアイルランド伝統音

楽の背景や状況を踏まえた上で、現在のコンペティシ

ョンの役割について、コンペティションという形式を

保つ理由とあわせて考察する。また本発表では、歌唱

やダンスとの結びつきが大きい器楽部門について中

心的に取り上げることを前提とする。本発表が、コン

ペティションやコンクール、コンテストいった音楽の

競技会に関する議論を活性化する一助となれば幸い

である。 

本発表ではまず、アイルランド伝統音楽とそのコン

ペティションについて概観する。アイルランドにおい

て伝統音楽のコンペティションは遅くとも 18 世紀末

から行われており、1950 年代までは、衰退する伝統

音楽の復興のためにコンペティションが意図的に行

われてきた。一方、1960 年代以降の伝統音楽は、演

奏形態の変化や教育活動の活性化により、それまでに

ない規模で国内外において人気を博すようになった。

本発表では、数あるコンペティションの中で、1952

年に開始された最大規模のコンペティションである

フラー・キョールを取り上げ、その目的や実態につい

て概観する。 
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次に、アイルランド伝統音楽のコンペティションに

関する議論について取り上げる。アイルランド伝統音

楽において、特にフラー・キョールが開始されて以降、

音楽の標準化、審査の公平性といった観点から、コン

ペティションは議論の中心の一つとして取り上げら

れてきた。発表者は、これまでに取り上げられてきた

議論を六つに分けた上で、発表者が行った参与観察と

インタビューを取り上げる。そして、インタビューで

は多く語られなかった音楽の標準化の問題と、先行研

究では取り上げられてこなかった伝統音楽とコンペ

ティションという形式の親和性の低さについて考察

する。 

本発表の最後では、1950 年代以降のアイルランド

伝統音楽におけるコンペティションの役割について

述べる。アイルランド伝統音楽のコンペティションは、

多様な背景を持つ音楽に関わる人々の結束を生む場

と、本来は地域や個人によって多様であった音楽のス

タンダードを形成する場という二つの意味で、「多様

性の中の統一」という機能を果たしている。しかし後

者には、地域や個人の固有性を重視する伝統音楽の性

質とのジレンマが存在するため、アイルランド伝統音

楽のコンペティションはこれまでも議論の中心にな

ってきた。筆者は、このような議論が発生することに

こそコンペティションの存在価値があると考える。す

なわち、コンペティションは伝統をめぐる議論を顕在

化し、伝統音楽を創造的に再構成する場としての役割

を果たしていると考察し結びとする。 

 

 

【傍聴記】（高松 晃子） 

水上氏の発表は、アイルランド伝統音楽のコンペテ

ィションが果たしている役割を明らかにするもので

あった。伝統音楽の振興が目的ならフェスティバルで

十分という考え方もあるが、なぜ競わせるのか、とい

う点に水上氏の問題意識がある。これに対する答えは、

コンペティションが人々の結束の場となり、音楽の伝

承・演奏・再創造の場を提供して伝承を担保している、

というものだった。 

単なるフェスティバルなら、伝統的な音楽とは何か、

という本質的な問題について立ち止まって考える契

機になりにくい。先進的な試みはたくさん行われてい

るから、反対のベクトルをお膳立てしてバランスをと

る必要はあるのだろうと思う。では、アイルランド音

楽の「伝統」とは何かと聞かれると、非常に答えにく

い。これに類するフロアからの質問−「コンペティシ

ョンは“伝統性”を測るのか」「“新曲”という部門の

位置づけは」−に対する発表者の回答の歯切れが悪か

ったのには同情の余地がある。英国やアイルランドで

いう“traditional music”には音楽の「型」とふさ

わしい演奏習慣があるには違いないが、それは地域や

個人によって様々に捉えられている。だから年に１回

みんなで集まって共通理解し直す必要がある、という

主張はよく理解できた。水上氏は今後、ダンスのコン

ペティションも研究対象に加えるとのことだが、器楽

よりもダンスの方が「型」や習慣がわかりやすいので

新たな展開に期待したい。 

 

 

 

2. フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ

による「第 3 のピアノ協奏曲」 ─1840 年代前半にメ

ンデルスゾーンが目指した「ピアノ協奏曲」─ 

鳥井田 詩乃（一橋大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本研究では 19 世紀初期のドイツの作曲家フェリッ

クス・メンデルスゾーン・バルトルディ（Felix 

Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847）が 1844 年まで

取り組んだ未完成のホ短調のピアノ協奏曲について、

それが仮に完成に至っていた場合、どのような作品に

なっていたのか考察した。 

未完成のホ短調の協奏曲は、創作時期が近いこと、

主調が同じこと、主題のかたちが似ていることから

《ヴァイオリン協奏曲 ホ短調》作品 64（1844 年作曲）

へ成ったと考えられつつある。確かに、ふたつの協奏

曲の作曲時期が近いことは見逃せない。だが一次資料

を参照すると、調の選択と主題の類似に関して未完成

のホ短調のピアノ協奏曲が《ヴァイオリン協奏曲》に

再利用されたことを証明する充分な材料になり得な

いことがわかる。よって本研究では、未完成のピアノ
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協奏曲が「第 3 のピアノ協奏曲」として完成する可能

性のある作品であったと考察した。そしてこの作品に

どのような意義があったのか重ねて考えている。 

メンデルスゾーンが「第 3 のピアノ協奏曲」に着手

したのは 1842 年であるとされているが、手紙による

と 1839 年 11 月に構想していた可能性がある。1839

年 1 月、作曲家兼評論家ロベルト・シューマン（Robert 

Schumann, 1810-1856）は音楽評論誌『音楽新報 Neue 

Zeitschrift』で、最近のピアノ協奏曲はピアノとオ

ーケストラが乖離していると訴え、ピアノ協奏曲の在

り方に警鐘を鳴らした。またメンデルスゾーンはピア

ノ作品の古典としてのルートヴィヒ・ヴァン・ベート

ーヴェン（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）らが

忘れられていると手紙に書いており、現状を危惧して

いる。結局、ふたりの作曲家の深憂が現実となったの

か、1840 年に入るとピアノ協奏曲はほぼ作られなく

なり、シューマンが《ピアノ協奏曲 イ短調》作品 54

（1845年作曲）を完成させるまで空白の時間が続く。 

対して、メンデルスゾーンはピアノ協奏曲において

も古典を尊重していた。彼のピアノ協奏曲の、特に複

数楽章間に統一感をもたらす考え方や手法について

は、ベートーヴェンの作品から影響を受けており、そ

れは《ピアノ協奏曲 第 1 番 ト短調》作品 25（1831

年作曲）において顕著である。これは「第 3 のピアノ

協奏曲」にも散見され、メンデルスゾーンが「第 3の

ピアノ協奏曲」でもベートーヴェンを模範としていた

と言える。 

メンデルスゾーンは 1840 年というピアノ協奏曲にと

っての空白の時代において、それまでのピアノ協奏曲

と同様、ピアノ作品の古典として忘れられつつあった

ベートーヴェンに倣った作品を創作しようとしてい

たのだろう。「第 3 のピアノ協奏曲」が完成を迎えて

いた場合には、当時のピアノ協奏曲の在り方を問う作

品が確立されていたかもしれない。 

 

 

【傍聴記】（瀬尾 文子） 

「歴史に if はない」とは「未練学派」（E. H. カー）

に批判的な立場の常套句だが、「想像力は知識よりも

重要」（アインシュタイン）とする立場もある。メン

デルスゾーンが実際には完成させなかった第三のピ

アノ協奏曲を「仮に仕上げられていたら」と想定し、

そこでの作曲家の狙いを論じようとする本発表は、前

提の部分で堅実な論証があるなら、独創的で示唆に富

むものと思われたが、その期待は意外なところで裏切

られた。 

 というのも、今回のプレゼンテーションは明らかに

失敗だった。鳥井田氏は、第三のピアノ協奏曲の構想

はヴァイオリン協奏曲ホ短調に吸収されたという説

を否定したうえでこの協奏曲の青写真を論じようと

していたが、両作品の成立時期の説明に時間を費やし

すぎてしまった（従来の説への反論が始まったのは、

終了五分前の予告後。）本発表の要点は、この作品で

メンデルスゾーンは一過性の人気しか持ち得ないヴ

ィルトゥオジティを排し、ベートーヴェンを模範とす

る古典への回帰を目指したということであり、それを

1840 年代のピアノ協奏曲の一般的状況とそれに対す

るシューマンの警告、そして作曲家自身の過去の言と

先行作品の特徴から説得的に論じることだっただろ

う。既定の時間を過ぎて発表は最後まで続けられたが、

肝心の部分は端折られてしまった。 

 これに対し、内容不足を補う質問が次々となされた。

第三のピアノ協奏曲の狙いは第一、第二の作品をどう

踏まえたものだったか。メンデルスゾーンにとっての

「古典」とはウィーン古典派よりむしろ、師ツェルタ

ーが理想としていた C. P. E. バッハではなかったか。

ホ短調の選択は、ロマン的なものへの傾向を示すので

はないか。そして、それはピアノという楽器からの発

想ではなかったか。発表者にはぜひいつかどこかで、

これらの建設的な質問に答えていただきたい。 
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3. W. A. モーツァルトのピアノ協奏曲緩徐楽章にお

ける付加的な装飾音 ─録音資料の分析による 20 世

紀以後の演奏実践の研究─ 

滝 まりな（お茶の水女子大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本論文は、W.A.モーツァルト（Wolfgang Amadeus 

Mozart 1756-1791）作曲のピアノ協奏曲を対象に、演

奏者によって付加的に用いられる装飾音について、録

音資料にもとづいて分析を行い、20 世紀以後の演奏

実践における装飾の手法のあり方を明らかにするも

のである。 

モーツァルトのピアノ協奏曲には、ところどころ記

譜の省略が散見され、そのような不完全な書法の箇所

に対しては、彼の生前から現代までさまざまな装飾方

法の提案が行われている。彼の弟子でもあった J.N.

フンメルは著書において、付加的な装飾は「適度に、

適切な場所で ohne Übertreibung und am rechter 

Orte」導入されるべきであると述べた。これは、この

種の装飾音の研究において頻繁に見られる言葉であ

るが、その基準は人によって異なっている。 

そこで本論文では、1930 年代から現代までの録音

資料をもとに、協奏曲の中でも装飾の余地が大きい緩

徐楽章を対象に、演奏実践においてはどのような箇所

で、またどのように装飾が行われているかについて考

察を行う。 

第 1 章では、現在入手可能な録音資料から、全対

象作品について演奏者により装飾の付加が行われた

部分を特定し、装飾箇所の抽出を行った。第 2 章で

は、抽出された箇所を対象に、演奏者による装飾旋律

について記述譜を作成し、装飾方法の分析を行った。 

本論における分析の結果、装飾箇所、装飾方法の二

つの観点において以下のことが明らかになった。 

まず実践における装飾箇所の観点では、演奏者によ

る装飾が広く集中する箇所には、①ピアノの右手の旋

律が抒情的で、②左手または弦楽パートに簡素な伴奏

形を持ち、③主題間の移行部や挿入部に該当する、と

いう 3 つの特質が明らかになった。このような箇所

には、「反復やゼクエンツ」、「骨格的な旋律」、「跳躍」、

「終止形」の 4 つの要素が含まれており、これらの

特質に該当しない箇所でも、「跳躍の連続」や、「作曲

者によって定型的に用いられる音形」のような特徴的

な要素には、局所的に装飾を付加される場合があった。 

また、実践における装飾方法の観点においては、特

定の音形における演奏者間の装飾方法の類似性と、そ

れらが含まれるより大きな装飾箇所における多様性

の両方が見出された。2 音、3 音といった小さな単位

の音符の動きにおいては、演奏者の間で共通する装飾

方法が見られるものがあり、一部の箇所では、ピリオ

ド楽器奏者の演奏において、共通する装飾方法からの

逸脱が確認された。また、特定の音形が連続して記譜

される箇所など、より広範な部分では、前後の繋がり

を保ったまま装飾方法を変化させ、旋律に徐々に有機

的な発展をもたらすようにして演奏され、その結果、

連続する音形の箇所で用いられる方法の不規則性に

より、演奏者間の装飾旋律には多様性が生じることが

明らかになった。 

 

 

【傍聴記】（小岩 信治） 

W. A. モーツァルトのピアノ協奏曲 21 作品の第 2

楽章に関して、1930 年代以来の録音 272 点を検証し、

基本的に作曲者が残していない装飾表現の、実際の演

奏のありようをあきらかにしたのが滝まりな氏の修

士論文である。もちろん曲によって録音数にはばらつ

きがあり、少ない場合は 22 点、最大で 84 点の録音が

比較できた。そして、11 作品 23 箇所に焦点が絞られ

る。そこにはふたつのタイプがあり、まず第一のタイ

プである 7 箇所については、R. レヴィンの言う「ピ

アノ・レチタティーヴォ」の性質を備えたもので、あ

る程度の区間に装飾の契機が連続する。K537（第 2 楽

章）第 44 小節以下に確かめられるように、そこでは

独奏者が簡素な伴奏に乗せて「叙情的」な旋律を担う。

第 2 の検討タイプとしては、より短く「局所的」な装

飾の箇所が見られる。 

モーツァルト自身の残した資料に目を配りつつ、主

に 20世紀の約 80年の間に生み出された録音から採譜

していく作業（そのダイナミックな変転を辿るのは知

的刺激に満ちたものだったと想像される）によって、

モーツァルトのピアノ協奏曲の 20 世紀演奏史を眺望
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する研究である。配付されてはいないものの、発表中

にスクリーンに紹介された表によっても、報告者には

それら多数の録音からある程度の「系統樹」が浮かび

上がるようにも感じられた。そうしてある程度のグル

ーピングが可能な一方、比較的新しい、歴史的楽器を

使う奏者たちがそうした「系統」から自由であること

も、感覚的にはすでに多くの人々の知られていること

だったとはいえ、確かめられた。こうして、かつての

言葉でいえば「オリジナル」（特定の、ひとつのもの、

という語感がある）を指向していたはずのフォルテピ

アノ演奏者たちの録音がむしろ「複数の答え」をもた

らしたこと、そしてそうしたありようが、発表で紹介

された S. von ヴァルテンゼーの言葉（モーツァルト

の死後半世紀以上のちのものとはいえ）が示唆してい

るように、モーツァルト時代の演奏におそらく近いで

あろうこと。これらは、もしかすると滝氏の当初のリ

サーチ・クエスチョンではなかったのかもしれないが、

この研究の成果だと思われる。 

質疑に移ると、用語の定義についての確認のほか、

考察対象の録音を残した演奏者による言説の有無や、

遡ってモーツァルト自身の装飾記譜の変遷など、研究

の射程を反映したさまざまなコメントが聞かれた。最

後に言及された装飾と即興の区分、報告者の表現で言

えば予め準備したものと舞台での「ひらめき」との関

係については、この研究を今後継続していくときに不

可避の論点であろう。また、今回とりあげられた 1930

年以降の状況がどのように成り立ったのか、その約 1

世紀前の J. N. フンメルからあとに何が起きていた

のか、も重要な問いであるはずだ。もちろん録音資料

には頼れないが、当然それも、20 世紀モーツァルト

演奏史を議論する前提だからである。今後の発展可能

性がさまざまに感じられる修論発表であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A. シュヴァイツァー著『J. S. バッハ』露訳（1964）

の受容 ─ソ連ポスト・スターリン期の宗教的バッハ

解釈─ 

新田 愛（東京大学大学院） 

 

【発表要旨】 

本発表は修士論文「無神論国家ソ連の宗教的バッハ

像：シュヴァイツァーの解釈受容を軸に」の一部を抜

粋したものである。修士論文はソ連の音楽美学におけ

る J. S. バッハ理解と作品解釈を、アルベルト・シ

ュヴァイツァー（1875-1965）の書籍『バッハ』受容

の観点から検討したが、本発表はこのうちポスト・ス

ターリン期に焦点を当てる。 

「西洋音楽の父」ヨハン・セバスティアン・バッハ

はソ連の音楽界でも重視されたが、その一方で、彼の

作品と彼自身の経歴の宗教面は、しばしば無神論イデ

オロギーの観点から問題視された。 

ソ連のバッハ受容を扱った先行研究は、バッハの宗

教面を矮小化した、言わば無神論的解釈の成立過程に

焦点を当てている。またこのような解釈はスターリン

期に確立したとされ、それゆえ、ポスト・スターリン

期は視野の外に置かれている。 

これに対し、本発表は宗教面を受け入れた解釈に焦

点を当てたい。ソ連で書かれたバッハ関連書籍ではな

く、宗教的バッハ像を提示した西欧の著作に着目し、

ソ連での受容を検討することで、宗教面に則したバッ

ハ解釈の例を明らかにする。 

アルザス出身の神学者でオルガニストのシュヴァ

イツァーが書いた書籍『バッハ』（1905 年に仏語で発

表、1908 年に著者自身が独語で大幅な増補改訂）は、

バッハをプロテスタントにとどまらない超宗派的キ

リスト教の作曲家として位置づけるとともに、歌詞を

持つ作品（カンタータやコラール前奏曲）を取り上げ、

主に宗教的歌詞の内容が音楽において「音画」モティ

ーフで描かれていることを実証した。 

『バッハ』はソ連時代の 1934 年と 1964 年に 2 回翻

訳出版されており、特に 1964 年の再訳は当時「爆発

的」人気を呼んだとされる。しかも再訳の人気を証言

した文章は共通して、この著作がバッハの音楽に隠さ

れ た 「 宗 教 的 メ ッ セ ー ジ  духовное 
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послание」を明らかにしてくれるものだと証

言している。つまり再訳の受容を検討することは、先

行研究で等閑視されていた宗教的バッハ解釈の検証

につながる。 

それゆえ本発表は、再訳の人気と結びついていると

される「宗教的メッセージ」が、実際に当時のソ連で

どのように受けとめられたのかを検証する。まず前提

となる再訳の編集作業を検討する。後世の指摘だが、

再訳の編集過程で宗教面は削除や改変を避けられな

かったとされているからだ。これを踏まえてつづいて

読み手の解釈に着目する。この時期、ソ連の複数の音

楽学者、演奏家、作曲家が『バッハ』を参照し、シュ

ヴァイツァーのアプローチを取り入れてバッハの作

品を解釈している。彼らのシュヴァイツァーの参照の

仕方を検討することで、再訳がどう読まれたかを検証

する。 

以上の検証により、ポスト・スターリン期のソ連で

バッハとその作品の宗教的解釈が発展したこと、およ

びこの発展がシュヴァイツァーの『バッハ』再訳の受

容と繋がっていることが明らかとなるだろう。 

 

 

【傍聴記】（中田 朱美） 

本研究は、無神論イデオロギーが敷かれていたポス

ト・スターリン期において、ドゥルースキン兄弟が再

露訳したシュヴァイツァー『J. S. バッハ』（1964年）

から宗教的メッセージが共有されていった様子を検

証した社会学的考察である。再訳において特定の表現

が削除、改変され、にもかかわらず、人々が折り合い

をつけながら独自の「宗教性」を捉えていった様子が

紹介され、大変興味深い発表であった。後期ソ連にお

いてイデオロギーを変容させながら受容していた、

人々の日常的動態を詳らかにするという視座は、発表

者も質疑応答で言及していたユルチャクの『最後のソ

連世代：ブレジネフからペレストロイカまで』（2005

年、邦訳 2017 年）をたしかに髣髴させるが、帰着点

は非常に独創的である。 

他方、『バッハ』再訳の登場が宗教的バッハ解釈の

普及背景としていかに直接的な契機であったとして

も、その後の 20 年にもわたる影響を考察する際には、

シュヴァイツァー以外の脈絡も捉えた方がより客観

的に論が広がることだろう。たとえば質問にもあった

1964 年という時期のソ連音楽界の磁場、再訳出版に

際する検閲事情、バッハ関連文献や定期刊行物の言説

変化、発表者も今後の課題として挙げていた演奏レパ

ートリー等の変化もぜひ検証していただきたい。とな

ると当然、ほかの作曲家の宗教的作品の演奏／創作と

の連動性も気になってくる。今後のさらなる展開を期

待したい。 
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