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2022 年 8 月 2 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 77 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.77 
 

第 77 回 定例研究会報告 

日時：2022 年 7 月 9 日（土） 14：00〜17：00 

司会：上尾 信也（東日本支部） 

＊ ハイブリッド開催 

 

〈修士論文発表〉 

１．明治時代後期における西洋音楽普及への取り組み 

――前田久八の活動を中心に―― 

髙濵 絵里子（東京大学大学院） 

 

２．20 世紀初頭における清国留学生・曽志忞の音楽

思想と実践 

郭 君宇（東京藝術大学大学院） 

 

３．山田耕筰の初期歌曲作品について 

――プロソディ解析から見える楽曲構造の変遷―― 

服部 葉子（東京藝術大学大学院） 

 

４．戦後日本の吹奏楽文化 

――吹奏楽と学校教育の関係性は如何に形成された

か―― 

都賀 城太郎（東京大学大学院） 

 

５．デジタル楽譜のコモンズ化 集合知が導く楽譜文

化とその構造 

関 慎太朗（東京大学大学院） 

 

 

１．明治時代後期における西洋音楽普及への取り組み 

――前田久八の活動を中心に―― 

髙濵 絵里子（東京大学大学院） 

【発表要旨】 

本研究は、明治時代後期に活躍した音楽家、前田久

八（1874～1943）の活動と、彼が日本の洋楽受容に果

たした役割を明らかにしようと試みたものである。 

前田久八は明治 43 年に博文館より、婦人・女学生

を主な読者対象とした「家庭百科全書」のうちの一編

として、『洋楽手引』を出版している。同書には音楽

史の概略的内容から、楽典、声楽や器楽の様々な曲種

や楽器についての解説、さらにはオルガン、ピアノ、

ヴァイオリンという当時の教育に直結する器楽と声

楽の練習方法が詳細にわかりやすく記されていた。一

般向けの啓蒙書の性格を優に越えた内容に発表者は

大きな関心を持ったが、この書に関する先行研究はな

く、著者の前田久八に関する先行研究も一件のみとい

う状況であった。なぜこれまで前田に焦点が当てられ

ることが殆どなかったのかという疑問を抱き、教育、

演奏、創作の各分野で洋楽受容に関わった前田久八の

活動を明らかにすることによって、日本の洋楽受容史

の研究に対して少なからず貢献できる部分があるの

ではないかと思ったことが、本研究の動機である。 

研究は、前田久八及び東京音楽学校に関連する新聞

記事、文献、記録資料等の調査、そして前田が残した

出版物及び創作作品については同時代の他の出版物

や創作作品との比較を交えながら確認及び分析を進

め、明治時代後期に前田が音楽家としてどのように洋

楽受容に関わっていたかを検証した。 

前田及び東京音楽学校に関連する資料調査からは、

前田が同時代を代表する音楽家であったことを実証

した。また、前田のキャリアの出発点を確認すること



 2 

によって、「音楽を才能ある一部特殊の人のものでな

く誰にでも親しめるもの」として普及に努めた、前田

の専門教育を越えた洋楽啓蒙活動の原点も見出した。 

出版物の確認からは、前田が西洋音楽について広汎

で豊富な知識を習得していたことだけでなく、西洋音

楽が一つの学問であり芸術であることや、音楽におけ

る聴覚の重要性をよく理解した上で、西洋音楽を広く

普及しようとしていたことを明らかにした。 

創作作品では《新曲 残夢》（杉谷代水作詞、明治

39 年）に特に焦点を当て、1900 年代の日本のオペラ

受容状況や日本語による音楽劇の創作状況を確認し

た上で詳細な分析を行い、音楽自体に用いられた和声

進行や終止形、転調といった「音楽語法」や、間奏に

よる場面転換といった音楽構成から、同時代に創作さ

れた北村季晴、小松耕輔、東儀鐵笛らの音楽劇作品よ

りも、はるかに西洋の「オペラ」に近い作品であった

ことを確認した。この作品の歴史的意義を初めて明ら

かにできたことは、本研究の大きな成果であったと考

える。 

以上の結果から、前田久八の音楽家としての活動の

全体像をおおよそ明らかにし、これまで注目されるこ

とのなかった前田の主な業績を掘り起こすことによ

って、彼が洋楽受容に果たした役割を示すことができ

たと言えよう。 

 

【傍聴記】（橋本久美子） 

 発表者は修士論文にて前田久八（1874-1943）の西

洋音楽受容、著書『洋楽手引』（M43/1910）と『著名

進行曲』（M43/1910）、オペラ作品《新曲 残夢》

（M39/1906）を精査し前田の再評価を試みた。本発表

ではそのうち発表者による研究が初となる可能性が

高い《新曲 残夢》の分析に力点が置かれた。発表者

は東京音楽学校の公文書類から前田が在学中に学ん

だ内容を精査し、職歴、演奏記録、作曲活動などあわ

せて検討し、前田が当時を代表する演奏家、教育者、

作曲家であったと結論づける。『洋楽手引』*は音楽史、

音響理論、楽典などを網羅し、バッハからリストまで

「著名音楽家」18 人を紹介する内容で、前田の豊富

な知識を裏付けるものであるという。(*国立国会図書

館デジタルコレクションで公開されている) 

 オペラ《新曲 残夢》については、ウェーバーの《魔

弾の射手》の旋律の引用を指摘し、作品の構成や技法

も西洋のオペラに近いことを発表者自身が会場での

演奏（ピアノと歌）によって例示し、《新曲 残夢》が

日本のオペラ受容史と創作史における重要な作品で

あると位置付けた。 

 前田の先駆的な活動が明らかにされたことで、日本

近現代音楽史研究に新たな視点が生まれた。前田の作

曲家としての位置付けが検証されたように、教育家、

演奏家としても同様に検証されれば前田の歴史的位

置がさらに明確になり、前田と今日とのつながりも見

えてこよう。発表後に前田の音楽的環境、邦楽との関

係、《新曲 残夢》の初演等について質問があった。 

 

 

 

２．20 世紀初頭における清国留学生・曽志忞の音楽

思想と実践 

郭 君宇（東京藝術大学大学院） 

【発表要旨】 

本研究の目的は、曽志忞(1879〜1927)の音楽思想と

実践を対象に、これまであまり検討されていない曽の

日本と中国での音楽活動の連続性を明らかにするこ

とである。曽は上海の篤志家の家庭に生まれ、1901

年に来日し、1903 年東京音楽学校に入学し、1904 年

に「亜雅音楽会」を創設すると同時に、日本で幅広い

音楽活動を始めた。日本の音楽教育に影響を受けた曽

は、1908 年に帰国後、中国近代初の西洋管弦楽団「上

海貧児院音楽隊」を結成し、洋楽の導入を目指す「中

西音楽会」をも設立した。 

本論では、先行研究の欠を補う形で、日中両国に散

在する史料を利用し、とくに上海貧児 院に関する一

次資料を収集した上で、曽が日本で行った音楽活動が

如何に帰国後の音楽活 動に影響をもたらしたのかを

研究し、その音楽活動の連続性を捉えることによって、

より立 体的・連続的な曽の人物像を描き出す。さら

に、曽志忞を通じて、日本が中国における西洋 音楽

の受容及び音楽教育に与えた影響を解明し、中国近現

代音楽史の新たな課題を明らか にした。本論文は以

下のように構成される。 
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第一章は、曽の生い立ちと前半生における音楽思想

の形成過程を把握した。また、曽が日 本留学中に受

けた音楽教育の状況及び明治時代の日本における音

楽の発展が曽に与えた影 響に着目し、鈴木米次郎・

ケーベルとの師弟関係を中心に、日中両国における西

洋音楽の受 容について明らかにした。 

第二章は、当時の留学生・曽が、学校に通う以外に、

集会場であった清国留学生会館で、 音楽に関する文

章や教科書を翻訳して発表したり、音楽講習会を行っ

たりしたことにふれ た。その中で、亜雅音楽会は 20

世紀初期の東京音楽界で一定の位置を占めており、そ

の卒 業生も音楽教育の普及を通して中国の音楽界に

おいて重要な役割を果たしたことが窺えた。  

第三章は、上海の現状を軸に、曽の日本での活動が

帰国後の活動に及ぼした影響について 分析した。曽

は日本にいる間、音楽を学びながら多くの福祉施設を

訪れた。なかでも石井十 次の岡山孤児院は、内部の

管理制度だけでなく、音楽隊を発展させていたことで

も曽の貧児 院に大きな影響を与えた。本章は岡山孤

児院及び上海貧児院の双方に関する報告、新聞記事 

などを中心に調査し、上海貧児院に見られる日本的要

素を明らかにした。  

第四章は、曽が 1908 年に設立した上海貧児院音楽

隊の発展とその影響を考察した。この音楽隊は中国近

代初の、全員が中国人による西洋管弦楽団で、「子ど

もによる音楽隊」のイメージを、全国ツアーによって

定着させたという。この音楽隊の発展状況から、新式

学校・児童音楽教育への影響を明らかにし、曽の音楽

活動の実態・連続性を捉え直した。本研究により、曽

の音楽思想と実践を通じて、中国の音楽及び慈善事業

の発展に果たした重要な役割を示すことができた。こ

のような発展の過程に日本がもたらした影響も疑う

余地がない。また、上海貧児院とその音楽隊は、日中

の児童音楽教育上の交流の切り口となるという意味

で、今後も解明すべき重要な課題であることを指摘し、

本論文の結びとした。 

 

【傍聴記】（橋本久美子） 

 中国における西洋音楽受容において中国人留日学

生が果たした役割は大きい。その一人、曽志忞（そう 

しびん 1879-1927）の音楽思想と活動を、史料的裏付

けによって従来の欠落を補い、日本が中国における洋

楽受容と音楽教育に与えた影響を解明しようとする

のが本発表である。曽志忞は 1901（明治 34）年、上

海から洋楽黎明期の日本に渡り、東京音楽学校選科で

ピアノと唱歌を学んだ。作曲と唱歌の指導に当たった

鈴木米次郎は、R.v.ケーベル、E.S.パットンら外国人

教師から学んだ当時の最先端の音楽理論、教授法、歌

曲の創作を中国人留学生に熱心に教え、鈴木の門下生

たちは日本における西洋音楽教育を中国に持ち帰り、

日本の学校制度や音楽教育を参考にして中国の学校

音楽を牽引した。 

 なかでも篤志家の家庭に育った曽志忞は岡山孤児

院等の音楽隊に触発されたことで、帰国後に上海貧児

院で音楽隊を育成する慈善事業や女子教育に尽力し、

自作の唱歌集や音楽理論書を用いて勉強会や講習会

を開催する活動へとつながったことを指摘し、とくに

上海貧児院の音楽隊をさらに解明することが必要で

あるとした。 

 本発表は、曽とその時代について、中国人留学生に

関する日本での先行研究に東京音楽学校時代の公文

書調査を反映し、中国内で知られていなかった基礎資

料を提示した点で注目されよう。先進的な家庭に生ま

れ育ち、留学経験をもとに学校音楽や音楽による慈善

事業に尽力した曽の思想と実践について、日中の国内

事情、国際事情とあわせさらなる解明に期待したい。 

 

 

 

３．山田耕筰の初期歌曲作品について 

――プロソディ解析から見える楽曲構造の変遷―― 

服部 葉子（東京藝術大学大学院） 

【発表要旨】 

本論文は 1910〜1920 年の間に作曲された初期歌曲

作品に見られる楽曲構造の変遷から、山田耕筰が確立

した日本語の詩による芸術歌曲の創作手法を明らか

にすることを目的とする。主な論点は、(1)山田耕筰

の初期歌曲作品(1910-20)における作曲手法の変化、

(2)日本語の詩による芸術歌曲の作曲手法を確立した

時期の解明、の 2 点である。本発表は論点(2)を中心
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とし、論点(1)のために取り上げた 2 つの歌曲集《山

田歌謡曲集 露風之巻》(1910-16)と《風に寄せてうた

へる春のうた》(1920)の間に作曲された《澄月集》

(1917)《幽韻》(1919)と、山田耕筰が表した作曲指南

書『簡易作曲法』(1918)を取り上げる。 

本研究におけるプロソディとは言語コミュニケー

ションにおいて発話時に現れるポーズ(間)、リズム、

イントネーション、アクセント、およびこれらの相互

作用によって生成されるフォーカスなど、言語音声の

機能的な部分を指す。これらは話し手の発話意図や感

情などを聞き手に伝える言語の情報伝達機能に関す

るものであり、本研究のプロソディ解析は史料分析や

楽曲分析を検証し補強するための理論的枠組みであ

る。 

本論文では、まず対象作品に関する山田耕筰の言説、

この期間の活動を通して音楽で受けた影響などを調

査し、次にピアノパートを含む楽曲分析と対象楽曲の

プロソディ構造の分析を施行した。そしてデータ解析

の結果から作風の変化を考察し、楽曲構造の変遷を解

明するという手法をとった。 

山田耕筰は言説の中で日本語のアクセントに対す

る強い拘りを述べている。先行研究では歌唱旋律と言

葉のアクセントの一致率の検証もなされており、山田

耕筰は 1923 年ごろまでには歌曲の作曲手法を確立し

ていたとされている。しかし言葉のアクセントに関す

る言説の中で、日本語の「アクセント」を最もよく表

現する言葉は「抑揚」であろうとも述べ、言葉の勢い

や語調にも着目している。また『簡易作曲法』では言

葉のアクセント及びリズムの詳細な分析を提示しな

がらも、詩の韻律を見出することにより旋律は自ずか

ら生まれ出るという旨を述べている。従って山田耕筰

が目指した日本語の詩による歌曲とは、歌唱旋律に言

葉の抑揚を再現することであったと考えられる。 

「抑揚」とは言葉の音高変化、強弱、速度など、言

語音声のあらゆる構成要素を包括したものであるこ

とから、本研究は山田耕筰の言説における「抑揚」は

詩の文レベルに現れる文プロソディに相当すると仮

定し、歌唱旋律のプロソディ分析を施行した。そのデ

ータ解析の結果、1910〜13 年の作品では歌唱旋律と

詩の文プロソディの関係性が希薄であったのに対し、

1916 年以降の作品では両者の同調性が有意に高まっ

た。これは、詩の文レベルのプロソディを歌唱旋律に

写し取るという手法を見出したことによる変化であ

ると考えられる。この検証結果は言説とも一致する結

果であることから、山田耕筰が歌曲の作曲手法を確立

したのは、従来の考えられてきたよりも 5 年〜10 年

早いことが明らかになった。 

 

【傍聴記】（三枝まり） 

山田耕筰が、歌曲の詩の抑揚やアクセントに関する

創作理論を唱え、その後の日本歌曲創作へ大きな影響

を及ぼしたことはよく知られている。すでに多くの先

行研究が山田耕筰の歌曲についてあるが、服部氏は文

学的研究、人物研究が大半だと指摘し、言語学の手法

を用いて、山田が日本語による作曲手法を確立した時

期を明らかにしようと試みた。研究方法として、山田

が執筆した作曲指南書である『簡易作曲法』（1918年）

と、ほぼ同時期に作曲、発表された歌曲集の分析結果

が示され、日本語による芸術歌曲の作曲手法が少なく

とも 1917 年には確立していたことが結論として導か

れた。 

日本語による歌曲を追究した山田耕筰の作品の分

析に、言語学の手法を取り入れようという発想は評価

に値する。しかしながら、発表者の結論は、これまで

の先行研究による創作期区分と一致しており、方法論

としてプロソディ解析を用いる意義をより明確に論

及することが求められた。 

フロアからは、メリスマの扱いや、山田耕筰とモー

ラ、音節の考え方などについて質問があがったほか、

ゴチェフスキ氏から「プロソディ」という用語を取り

巻く西洋の状況についての発言があった。服部氏から

は、プロソディの定義について、今後相対的に調べて

いく、ということが補足された。今後の研究のさらな

る発展に期待したい。 
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４．戦後日本の吹奏楽文化 

――吹奏楽と学校教育の関係性は如何に形成された

か―― 

都賀 城太郎（東京大学大学院） 

【発表要旨】 

(1)研究目的 

戦後日本の吹奏楽について、学校の中に根付いた過

程、世界的にも高い技術を持つようになったにも関わ

らず、社会全体にさほど普及しなかった理由、音楽及

び周辺産業の思惑や戦略はどのようであったかなど、

未だ検証されていない問題が多い。加えて近年におい

ては、教員の職務再考の中で、課外活動の意味自体が

問われるようになったが、新たな方向性についても十

分に議論されてはいない。また、日本のスクールバン

ドでは全国大会に繋がるコンクールがあり、そこに如

何に勝ち残るかが、活動のモチベーションともなって

いる。こうした中にあって「戦う音楽」としての側面

を持つ日本の吹奏楽は、自らが閉塞感を創り出してき

たと言えなくもない。これらの多くの問題点について

戦後日本の吹奏楽を俯瞰し、今後の方向性を見出すこ

とが本論の目的である。 

(2)本論文の概要 

戦前におけるスクールバンドの位置づけ、戦後の学

習指導要領における器楽教育と吹奏楽の関係、課外活

動としての位置づけ、学校における役割及び戦前との

違いについて、公文書、著述などから考察を行った。

また、客観的な根拠として戦後の吹奏楽雑誌の全記事

内容を分類し、特定記事の比率を求めることによって、

読者が求めていた内容、あるいは不足していた観点、

更に全国規模で開催された学校吹奏楽協議会におけ

るプログラムや協議内容などを分析することによっ

て、当時の吹奏楽指導者やバンドが抱えていた問題点

を割り出し現在への系譜を辿った。更に加えて楽器業

界と学校との関係を明らかにすることにより、なぜ吹

奏楽が学校を中心とした音楽になっていったのかを

明らかにすることができた。  

(3) まとめと結論 

上記の考察によって、スクールバンドは課外活動の

一環として位置付けられたが、その指導法は当初、精

神性やスパルタ式指導への依存度が高いことが多く、

合理的、科学的指導が立ち遅れる結果となった。加え

てスクールバンドの活動については、吹奏楽を通じた

「道徳教育」、「社会性の教育」であったり、学校行事

に対する「実用音楽」の提供であったりと、音楽教育

という観点が希薄になり、感性を育てるという点には

結びつきにくかった。本来そうした方向に向かわせる

上で非常に大きな影響力を持つのは吹奏楽コンクー

ルであると考えられるが、勝利至上主義、学校や指導

者の名誉の維持といった偏った方向に進んでいった

結果、吹奏楽は音楽ジャンルの中でガラパゴス化して

いった。それは日本の音楽文化の特徴でもあったが、

少子化が進む中で、大きく学校に依存していた吹奏楽

は今後衰退することが予見される。その中で現在まで

のノウハウの維持だけでなく、新たな形態、新たな音

楽表現を試みると共に、地域社会とつながり、一般聴

衆を増やす努力が必要であると考えるものである。 

 

【傍聴記】（三枝まり） 

少子化や学校の働き方改革を背景に、文部科学省は

令和 5 年度から公立中学校等の部活動の地域移行を

段階的に進める方針を示している。戦後、学校教育と

強い関係性を持ち、様々な問題を抱えながらも、発展

してきた吹奏楽は、これを機に消えるのではないか、

という声が上がる。このような状況下、高等学校の教

員として強豪の吹奏楽部の指導を長年行ってきた都

賀氏が、戦後の吹奏楽と学校教育の関係を明らかにし、

今後の吹奏楽の展望を示した発表であった。 

都賀氏は、学校教育における吹奏楽の位置づけの検

討、吹奏楽雑誌の記事内容の分析、楽器産業界と学校

音楽の関係の検証を通して、部活動改革によって吹奏

楽が衰退する可能性を指摘するとともに、より音楽的

な活動、より芸術性を育てる活動ができる好機とも捉

えた。 

現場経験を取り入れた意欲的な内容で、地域移行の

メリット、デメリットが複数の観点から理解できたほ

か、吹奏楽とクラシックに断絶があると言われる理由

の一部を垣間見ることができ、大変興味深い発表であ

った 

フロアからは、マーチング・バンドやこれからの学

校吹奏楽、海外の吹奏楽、地方のアマチュアの吹奏楽
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団などについての質問があがった。活発な質疑応答が

行われ、吹奏楽に対する関心の高さがうかがえた。質

疑にもあったように、各地域によって吹奏楽を取り巻

く事情が異なるなか、上記の「より音楽的な活動、よ

り芸術性を育てる活動」という指摘と関連付けて、そ

の可能性にさらに具体的な論及が望まれた。この分野

の研究の発展に期待したい。 

 

 

 

５．デジタル楽譜のコモンズ化 集合知が導く楽譜文

化とその構造 

関 慎太朗（東京大学大学院） 

【発表要旨】 

本研究は著作権および版権の切れたクラシック音

楽の楽譜を機械可読な形式で収集するデジタル楽譜

コモンズの構築プロセスを知識コモンズ研究の枠組

みから検討したものである．楽譜が機械可読，すなわ

ちコンピュータが自動的に読み込んで処理できるデ

ータ形式として蓄積されることで，コンピュータ支援

による新しい音楽研究の道が開かれることが期待さ

れている．そのようなコンピュータ支援による新しい

楽譜利用の基盤となるのが機械可読な楽譜の生成プ

ロセスである． 

コモンズにおける財の資源化はコモンプール財か

ら資源として利活用可能なまとまりを持った資源ユ

ニットを切り出すフロー化のプロセスとして捉えら

れる．コモンズに関わるアクターが個人の利益を最大

化しようとすると，コモンズの荒廃が引き起こされ，

結果として集団全体にとっての用益が減少する「コモ

ンズの悲劇」はよく知られた現象だが，知識のような

競合性と排除性の両方が低い財に対して同様のモデ

ルを適用することはできない．そこで，本研究では知

識コモンズを単能的な小規模コモンズが相互につな

がったネットワークとして捉えることを提案した．デ

ジタル楽譜コモンズの構築を支える主要な要素とし

て，デジタル翻刻の対象となる楽譜画像アーカイブの

構築，デジタル楽譜翻刻ツールを提供する技術開発，

そして実際に楽譜の翻刻プロセスにかかわるコミュ

ニティ形成の 3 つに注目し，知識コモンズをネットワ

ークとして捉えることの有効性を検討した． 

デジタル楽譜コモンズのネットワーク上では様々

な財を提供するコモンズが互いのストックから資源

ユニットを切り出すことで知識のフロー化をもたら

している．本論文が議論の中心に据えた機械可読なデ

ジタル楽譜を軸にこのネットワークを観察すると，楽

譜画像アーカイブや楽譜制作ソフトウェアによって

もたらされた財が機械可読なデジタル楽譜の生成に

向けて一方向的に切り出されているかのように見え

るが，実際には資源ユニットを切り出したコモンズが

即時的用益を得る一方で，資源を切り出されたコモン

ズも様々な不可視的用益を得ている．これは，インタ

ーネット上で展開されてきたオープンソース・ソフト

ウェア開発と非常によく似た構造であり，デジタル楽

譜コモンズの形成プロセスがインターネットにおけ

る一種の文化構造を柔軟に取り込みながら資源の形

成に成功している実態が明らかになった． 

インターネット上で展開されてきた知的コンテン

ツの生成プロセスを取り込んだことで，デジタル楽譜

コモンズにはその内部で常に資源を循環させながら

新しい知識を生み出す可能性がもたらされている．こ

れはデジタル楽譜コモンズが楽譜アーカイブサービ

スや楽譜フォーマット，楽譜ソフトウェアなどの多様

なコモンズとそれを支えるコミュニティと密接につ

ながっているからこそ実現可能な知識循環型コモン

ズネットワークにおける新たな知的資源生成のあり

方だと言える． 

 

【傍聴記】（栗林あかね） 

 題目の印象と異なり、発表内容は「デジタル楽譜の

出現と発展メカニズムの構築、およびコモンズ化され

たデジタル楽譜の潜在的可能性について」である。い

わゆる「楽譜文化（史）」や「楽譜アーカイブ」では

なく、コモンズ研究、特に知識コモンズ分野に視点が

据えられ、楽譜は知識コンテンツとして扱われている。 

 以下、発表の概要と個人的な評価を交えて記す。 

 楽譜の出版作業は、従来、トップダウン型の伽藍方

式である。Wikipedia のような匿名筆者らによる水平

型のバザール方式での楽譜作成は、ほとんど見られな

い。一方、バザール方式ではないものの、IMSLP や CPDL
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のような楽譜画像アーカイブサイトが成功したのは、

「紙」の持つページや見開きという概念と特性を崩す

ことなく「デジタル」で再現する方法（PDF）を提供

したからである。バザール方式による「誰でも自由に

使える」ための楽譜のコモンズ化の利点は、迅速さ、

柔軟性、低コストであり、それらはコモン・プール財

と知識コモンズ間の知識循環に効果的で、ネットワー

ク型コモンズモデルの重要点だと言われたが、楽譜を

使用する人間にとって最も重要な部分に、「正確性」

や「オーセンシティ」がある。発表者は、バザール方

式による楽譜のコモンズ化で生まれた楽譜（音楽）が

「だれでも自由に使える」ことを重視視するあまり、

音楽を扱う人間が「楽譜」として使用することを想定

していないようにも受け止められた。それは、質疑応

答を含めた発表内において、コモンズ化された楽譜の

使用目的と対象者について「誰でも」と言うに留めて

おり、楽譜のコモンズ化によって引き起こされる長所

と短所への説明が十分であったとは思えず、具体的に

想像しにくかったこともあるだろう。 

 壇上にて「大量の楽譜データを扱う研究を、音楽学

の人間がどう扱うか考えて欲しい」と問うならば、コ

モンズ研究への共感と理解者の育成を期待して、音楽

学に寄り添った発表構成や話題を意識されると好ま

しい印象を持つ。内容は、音楽の新しい見方や研究、

人間には考えられない分析方法などが出現する可能

性を大いに秘めた取り組みに思われた 
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