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戦後日本の音楽学とフランスの音楽学の邂逅

―日本におけるデュフルクおよびシャイエの影響に関する試論―

田　崎　直　美

１．はじめに

　本研究は、戦後日本におけるフランス音楽受容の在り方を、音楽学の分野にて考察することを目的とす

る。第二次世界大戦前の日本では、ドイツ系音楽家とその作品の崇拝傾向が強かった。しかしフランスの

「演奏家」および「近代フランス音楽作品とその作曲技法」という音楽実践面において、フランスの音楽

文化は着実に日本の音楽界に存在を示していた。文学者、音楽愛好家、評論家による近代フランス音楽の

紹介に始まり、1920年代以降はフランス留学した日本人作曲家たちによる一種のフランス楽派の形成、演

奏会やレコードを通じた聴取体験及び音楽批評家たちによる紹介、が行われていた１。フランスからの働

きかけとしても、４度にわたる来日（1925-1937年）にて文化交流活動を行ったフランス人ピアニストの

ジル＝マルシェックス（GIL-MARCHEX, Henri: 1894-1970）の存在が挙げられる２。そうした戦前のフ

ランス音楽受容の動きは、第二次世界大戦後に加速したと考えられる。フランス人演奏家が1950年よりほ

ぼ毎年来日公演をした背景には、文化使節として芸術家を派遣するというフランス外務省の積極的な国際

文化政策と、社会の要請に応えて外国人演奏家を積極的に受け入れた日本の民間団体（新聞社）の方針が

あった３。また、戦前の留学生たちが築いた人的ネットワークの活用と共に、フランス外務省の政策であ

る政府給費留学生制度が活用されることで、戦後にフランス留学をした日本人演奏家・作曲家は確実に増

えていく。

　このように、フランスの政策と日本人の発意により創作・演奏面でのフランス音楽受容が進む中、学問

としてのフランス音楽、すなわちフランスの音楽学 musicologie はどのような状況にあったのか。折し

も1952年に新たな音楽学会（現・日本音楽学会）が設立され、西洋の音楽学の本格的な研究が目指された

中、フランスの音楽学はどの程度、どのように受容されたのか。フランスの音楽学普及に、フランス政府

の政策は関係していたのか。戦後日本の音楽学史構築の試みは、近年その萌芽がみられるものの４、詳細

な検証に基づく研究はまだない。そこで本研究は、日本音楽学会が設立された1950年代初頭から、その方

向性の反省期となる1970年頃までを対象とし、当時発行された音楽学関連の書籍、音楽専門誌・学会誌

記事を検証することで、フランスの音楽学に対する日本の音楽学界の認識について考察する。その上で本

研究は特に、かつて日本人留学生を受け入れ、来日講演も果たした二人のフランス人音楽学者、すなわち

N.デュフルク（DUFOURCQ, Norbert: 1904-90）とJ.シャイエ（CHAILLEY, Jacques: 1910-99）に着

目し、彼らの著作及び来日講演の内容とその影響を検証する。検証に際しては、フランス政府の文化政策

による人的交流の影響も考察を試みる。
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２．戦後日本（1952-70）におけるフランスの音楽学に対する認識

　1952年４月、音楽美学者の加藤成之（1893-1969）を初代会長とする（日本）音楽学会の設立総会が開

催された。「本格的な欧米の音楽学研究を日本において推進する」５ことが学会の目的である。「初期の音

楽学会の研究活動は、欧米における音楽学の現状の紹介、戦時中および戦後に現われた欧米学者の研究の

紹介あるいは批判、研究の方法論をめぐる論説がその中心であり、それに音楽理論関係の報告が加わった

形で始まった。」（柿木 1970: 49） 

戦後直後の日本は「未だ西洋音楽に関しては啓蒙時代」（辻 1952: 17）であるという認識、特に美術史

学者の長広敏雄（1905-90）が指摘するように「日本の音楽学はほかの芸術研究にくらべて話にならない

ほどおくれて」（土田他 1953: 55）いるという認識が、日本の研究者間で共有されていた。さらに、「欧米

では戦中戦後を通じて内容の高く新らしいすぐれた研究書が相次いで刊行されているようである」（皆川 

1953: 42）という発言からは、日本でも最近の欧米の目覚ましい発展の成果を吸収する必要性がある、と

いう考えが窺える。一方で、日本と欧米における制度や伝統の違いも指摘されていた。音楽美学者の野村

良雄（1908-94）は、「ヨーロッパの音楽学の主体は音楽史学」すなわち「現状では音楽作品を中心とする

実証的な専門学」（野村 1959a: 11）だが、日本では東京帝国大学時代の「ケーベル＝田村的伝統」６が強く

音楽美学が研究の中心であること、本格的な音楽学の講義は東京藝術大学音楽学部の楽理科（1949年設立）

で始動したばかりであること（野村 1959b: 211）を指摘している。

こうした背景から、戦後初期の日本の音楽学界は主に二つの方向性を持っていた。一つは、本格的な音

楽史研究への志向である。これは単に欧米の流儀に追従することが目的ではなく、音楽史研究の堅固な方

法論を獲得した上での応用が期待されたためである。例えば日本音楽研究者の片岡義道（1918-2002）は、

日本音楽史研究の方法論が未確立のため、「一応西洋の音楽史というものを十分勉強して、そのメトーデ

を身につけてからやらなければ、本当のものは出ない」と主張した（土田他 1953: 54）。さらに、野村は、

音楽学の領域で「特に世界的協力が切実な問題になってきている」ことを指摘、音楽美学者の土田貞夫

（1908-90）は「欧州では学問的関心が旺然として東洋に向いている」ことを指摘している（ibid.: 59）。
日本の音楽学者として世界で貢献するための学的基盤づくりの必要性が意識され始めた時期だと考えられ

る。 

昭和三十年（1955年）代に入ると間もなく音楽学会の会員が相次いで海外の大学や研究所に留学するよ

うになり、それまでの音楽美学及び音楽理論中心に対して「本格的な音楽史研究が次第に前面に現われ、

研究発表の主流をなすようになった。」（柿木 1970: 50） そして1970年頃には、「現在のわが国における西

洋音楽史研究が中世から現代までのひろい時代にわたって、多様な角度でなされている」（皆川 1970: 37）

と報告されるに至る。その過程で重要視されたことは、研究の実証性、科学性である。例えば、第二次世

界大戦後に「ドイツをもしのぐ程の興隆を見せている」（野村 1959c: 4）アメリカ合衆国に留学してC.ザッ

クス（SACHS, Curt: 1881-1959）に師事した皆川達夫（1927- ）は、ヨーロッパ（ドイツ）で伝統的に

音楽史学の基礎とされている「資料の実証性操作」（紙のすかしの鑑定に始まる古文書学的な仕事）を一貫

してたたきこまれた、と回想したうえで、こうした地道な基礎研究の労を惜しんで、ただ外国書の焼き直

しに終始することや、いきなり観念的な方法論とか音楽史観などを論じることへの警鐘を鳴らしていた

（皆川 1959: 22-23）。

　戦後日本音楽学界のもう一つの方向性は、必ずしも音楽史一辺倒ではない様々な音楽学分野の可能性の

模索である。野村は1959年に「現状では傍系に過ぎない」としつつも、「広義の音楽学のなかには音響学、
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音響生理学のように純自然科学的なものもあるし、音楽理論のように実践学乃至技術に所属せしむべきも

のもあり、音楽美学、音楽哲学、音楽神学のような哲学関係の部門もない訳ではない。したがつて研究

方法も、非実証的非専門学的なものがあつて然るべきなのである」（野村 1959a: 11）と主張、以後も美学

を追究し続けた。また日本音楽・民族音楽学者の小泉文夫（1927-83）は最近の傾向（1966年頃：筆者注）

として、音楽史の専門家も相当に音楽理論の知識があり、逆に理論家も相当に歴史の知識がある（徳丸他

1966: 40）、というように、歴史的音楽学と体系的音楽学の接近傾向を指摘していた。

以上のように、1952年以降日本では、欧米学者の研究の紹介とそれに基づく議論が積極的に行われ、

徐々に「音楽学に対する関心がたかまりつつある」（海老沢 1959b: 37） 状態になった。この時期の特徴と

して、ドイツにおける音楽学こそがこの学問の主流であるという考えが優勢であった７にも関わらず、そ

の他の欧米諸国の音楽学状況も常に参考対象として考慮され、視察や紹介がなされていた点は重要であ

る。

フランスの音楽学に関しては、ドイツと異なり「音楽学の講ぜられている大学は非常に少ない」（野村 

1959a: 14）、「パリ大学だけに集中している」（野村 1959b: 210）という批判があったものの、次の二点に

おいて注目されていたことが判る。一つは音楽美学の独自の発展である。野村は「ドイツでは余り哲学

的には音楽美学ということを言わないのに対して、逆に今度はフランスの方で音楽美学を哲学的にやる」

という、ハイデッガーやヤスパース等の哲学からの「新しい発展」に、早くから着目していた （土田他 

1953: 58-59）。彼はフランスが「音楽美学では断然第一線に立つことになった」として、G.ブルレ（BRE-

LET, Gisèle: 1915-1973）、B. deシュレゼール（SCHLŒZER, Boris de: 1881-1969）を紹介した（野村 

1954: 121）。もう一つは、音楽学への接近方法の変化である。1951年に渡仏した評論家の遠山一行（1922-

2014）は、帰国後の1953年に、「今のフランスの音楽史学界というものが過去の伝統から一応切離れている」

ことを指摘、若い音楽学者（デュフルク、シャイエ）の台頭により学界に変化の兆しがみられることを伝

えていた（柴田他 1953: 64）。1950年代末には、パリ大学に充実した音楽学研究所8が存在すること（野村 

1959a: 14）、フランスで初めて体系的な音楽学概説書（シャイエ編『音楽学概説』:本稿３で後述）が出

版されたこと（海老沢 1959b: 39）が紹介されている。

　その後、フランスでの「音楽学」の用法が独・英・米における用法とは異なっていることを初めて理論

的・体系的に示したのが、音楽学者の海老澤敏（1931-）である。1970年彼は、音楽学における「ドイツ・

アメリカ系統」と「フランス系統」を対立的に捉えて、次のように説明した。まず「ドイツ・アメリカ系

統」は、音楽学を「音楽を対象とする諸科学の集合」として認識する。言い換えると音楽学は「音楽に関

する科学であり、したがって、もっとも広義における音楽および音楽生活のあらゆる所与の学的把握」を

意味した。具体的な音楽学の領域には、音響学、音響生理学（心理学）、音楽美学、音楽実践論（音楽理論）、

音楽史、が挙げられるが、これらはドイツの音楽学者リーマン（RIEMANN, Hugo: 1849-1919）からの

伝統である。それに対して「フランス系統」は、「ひびきの芸術、あるいはひびきの世界としての音楽の

内部にひそむ法則性を明らかにする学問的な操作」を音楽学と呼ぶ。当時のフランスの音楽学者シャイエ

の考え方に基づくと、音楽学は「哲学的な思弁や史学的なアプローチの方法を離れて、音楽に内在する法

則性といったものを、きわめて厳格な学的方法によって追究していく活動」と定義することができる。以

上の略図を踏まえて海老澤は、フランス系統の音楽学が音楽の把握の仕方として、古代および中世の伝統

である「ムーシケー」および「ムシカ」の名残りをとどめているからではないか、と推論する。日本人が

一般に慣れ親しんでいるのは「ドイツ的な音楽学の捉え方であり、また、それに密接なつながりをもつア

メリカの音楽学観」だとした上で、彼は「そろそろ直輸入的な概念に対しても真剣な検討がおこなわれて
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しかるべき時点に到達している」と主張した（海老沢 1970: 28-29, 31）。

海老澤の提唱した「フランス系統」の音楽学は、先の遠山が指摘した新しい世代の音楽学者（デュフル

ク、シャイエ）に関連すると考えられる。デュフルクは1941年よりパリ国立音楽院にて音楽史と音楽学の

教授（-1975年）であり、フランス音楽学会 Société française de musicologie 会長も務めた（1957-59）。

シャイエは、戦後にパリ国立音楽院教授（1951-53）および1952年にパリ大学音楽学研究所での音楽史教

授兼所長に就任し、フランス音楽学会副会長であった（1959-73）。彼らと「フランス系統」の音楽学は、

実際にどのような形で日本に紹介され、受容されていたのか。次の節では、デュフルクとシャイエの研究

及び業績を中心に、日本に紹介されたフランスの音楽学書籍について状況を整理し、それらの特徴につい

て考察を行う。

３．日本に紹介されたフランスの音楽学書籍 ： デュフルクとシャイエを中心に

⑴　フランス音楽史（邦訳有り）　　

　戦後は「フランス音楽全般についての手頃な、まとまった本」が、日本だけでなくフランス本国でもま

だ数少ない時期であった（小松 1958: 1）。そうした中で、1949年にフランスで刊行されたデュフルク著

La musique française （『フランス音楽』）は、おそらく少数とはいえ1970年頃までに「わが国の研究者に

とっても、最も基本的なフランス音楽通史として親しまれてきた。」（遠山 1972: 575） このデュフルク『フ

ランス音楽』の特徴を、以下で他書との比較を交えながら整理・考察する。

デュフルク『フランス音楽』（1949; 1970改訂; 1972邦訳）

デュフルクは専門分野であるオルガンに関する研究成果を中心に論文や書籍を発表していたが、戦後直

後の1949年、体系的なフランス音楽史を初めて著す。これは1970年に改訂されるが、旧版（1949）と改

訂版（1970）の間には基本的な相違は必ずしもなく9、著者の史観と方法論は一貫している（ibid.: 576）
と考えられる。

　この音楽史の特徴は、排他的ではないにせよ他者を意識したうえでのフランス音楽のプロパガンダにあ

ることが指摘できる。デュフルクはポリフォニーの誕生から現代にいたるまでに、四度の「黄金期」10を

設定しており、これらが「フランス音楽に普遍的な名声をもたらした」（デュフルク 1972: 560）と主張す

る。1972年にこの本を邦訳した遠山一行はこの時代区分の問題に関して「ドイツを中心とした音楽史学の

つくりだした歴史的常識とは多分に違った見方をもっている」と説明、日本人読者の戸惑いを予測したう

えで「訳注その他の方法で調整」を図った（遠山 1972: 577）。遠山は「ドイツ音楽史学の自律的な学的

方法論」とは異なる「フランス文化の底を流れるユマニスム（ヒューマニズム）の大きな伝統」の上にデュ

フルクが立っているため、彼が「歴史に対する一見主観的な「判断」を行なうことを恐れない」ことも指

摘している（ibid.）。
この本（改訂版）の邦訳版は1972年に刊行される（本稿第４節にて後述）。それまでの時期、1950年代

には既に、フランス音楽史という題名で二つの著書が邦訳紹介されていた。二つは19世紀末から20世紀初

頭にフランスで書かれた著書の翻訳であるが、戦後に書かれたデュフルクの『フランス音楽』の歴史的視

点と記述の仕方を比較したとき、両者の立場が融合されていることが指摘できる。
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（比較１）ロラン『フランス音楽史』（1899 -1908; 1954年邦訳・編集）

小説家、劇作家として有名であったR.ロラン（ROLLAND, Romain: 1866-1944）の著作は戦前から多

くの日本人に愛好されており、ほとんどが訳出されていた。彼は音楽研究で博士号を取得し、1900年代

初頭にパリ大学で初めて芸術史の講義として音楽を取り上げた、音楽学における先駆者でもあった。しか

し彼の音楽史研究、すなわちMusiciens d ’autrefois（『ありし日の音楽家たち』）（1907）とMusiciens d ’

aujourd ’hui（『今日の音楽家たち』）（1908）は、1952年までの日本ではあまり読まれていない11。そうし

た中1954年に、上記２冊よりフランス音楽に直接関係ある論文が抜粋され、新たに邦訳・編集したものと

して『フランス音楽史』が出版される（ロラン 1954）12。ただし時代やジャンルごとに系統立てて構築さ

れた音楽史ではなく、作曲家13や音楽諸制度といった、テーマごとの小論を寄せ集めた形であった14。

ロランの音楽研究上の業績は、音楽評論家の園部三郎（1906-80）によると、「音楽を、彼の思想の根

底にあつたヒューマニズムに照らし合せて、その歴史的・社会的意義をきわめ」る努力にあった（園部 

1954: 164）。J.コンバリュー（COMBARIEU, Jules: 1859-1916）やM.エマニュエル（EMMANUEL, 

Maurice: 1862-1938）と協力してロランは、従来ドイツに限られがちであった「音楽研究の精神史的分野

に、フランス人の立場から新らしい斧をきりこんだ」（ibid.: 163）。彼の音楽史研究に示された方法と歴史

観は彼の全著作を一貫しており、その意義は音楽社会学者の北沢方邦（1929-）によると「疎外された人

間性にふたたび使命をあたえ」、「人間を《信仰》と行動にふるいたたせること」（北沢 1959: 367）であった。

このように、ロランのフランス音楽史に関する著作は、音楽学や歴史学といった専門領域の枠組みの中で

読み解かれる性質のものではなく、むしろ領域の不可分性、総合性が大きな特徴であった、と捉えられよ

う。

（比較２）ラヴォア『フランス音楽史』（1891; 1958邦訳）

　パリ大学出身でパリ国立図書館員とサン・ジュヌヴィエーヴ図書館長を務めたH.ラヴォア（LAVOIX, 

Henri （Marie François）: 1846-1897）は、1891年、「美術教育文庫 Bibliothèque de l’enseignement 

des Beaux-Arts」（音楽、絵画、建築その他芸術百般にわたる文庫）の一つとしてLa musique française 
（『フランス音楽』）を著した。それを、パリ国立音楽院留学経験（1920-23）を持つ作曲家の小松耕輔

（1884-1966）とその弟の小松清（1899-1975）が、1958年に共同で邦訳する。フランス音楽を歴史的に概

観したこの本の著者ラヴォアは、著述に際して極力客観性を重視したことが窺える。「諸々の作品や芸術

家を、その環境の中に置いて紹介することに全力をつくし」、「できるだけどんな偏見をも排し」、「著者の

個人的な印象や、性癖、好みなどは排除しようと全力をつくした」（小松 1958: 2）。その時代区分は基本

的に、「中世：15世紀から16世紀まで」「17世紀と18世紀」「19世紀」の三区分15で、それぞれの時代に特徴

的な音楽ジャンル（喜劇、交響曲など）と代表的な作曲家に即して説明が行われている。

このようにみるとロランとラヴォアの著作は、同じフランス音楽史を対象としながら、目的においても

著述の仕方においても異なる方向性を持っていたことが判る。デュフルクの場合、ロランのようにフラン

ス音楽の歴史的・社会的意義を追究の目的に据えているがために、他国の音楽文化と比較した際のフラン

ス音楽の価値の問題に踏み込んでいる。一方でラヴォアの客観性重視の態度も併せ持っており、価値判断

はあくまで実証的な根拠に基づく研究成果の上である。
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⑵　フランスの音楽学概説書（邦訳なし）

フランス語で書かれた音楽学概説書は、戦前のフランスでほとんど出版されていなかった。1950年代に

なってようやく外国の書籍情報が入手可能になったが、その際にいち早く知られることになったのがデュ

フルクの業績である。彼が編纂した書籍、すなわち La musique, des origines à nos jours（『音楽：起源か

ら今日まで』、1947年出版）および Larousse de la musique（『音楽のラルース』、1957年出版）が、学会

誌及び音楽専門誌にて紹介されている。前者（『音楽：起源から今日まで』）は、音楽史を中心としつつも

「比較音楽学の成果を取り入れ」て、非西洋圏の音楽も取り扱っていること（肝付 1954: 234）、「音響学

から音楽美学等々にいたる万般のことがつけ加えられているなかなか便利な本で、使いようでは一種の音

楽事典」（海老沢 1958b: 52）として高く評価された。後者（『音楽のラルース』）は前者と同じ体系的特徴

を備えつつ、フランス内外の150人の執筆者の協力を得て「極めて客観的な性格」による記述で構成され

ている。この書籍の紹介者である海老澤は、このように多くの協力者によって音楽事典が作られたことは

「フランスでは未曾有のこと」と注目した（ibid.）。

シャイエ監修『音楽学概説』（1958）

　上記著作に続き、海老澤が注目し紹介したフランスの音楽学概説書は、シャイエ監修によるPrécis de 
musicologie（『音楽学概説』、1958年）であった。この本は、25人のフランス人執筆者がそれぞれの専門

分野を概説した入門書だが、フランスではそれまでにこの種の書籍が全くなかった。この本の出版年と同

じ1958年にドイツでも新しい音楽学の概説書が出版されたこと16を踏まえて、海老澤はそれらを比較紹介

し、欧州において「既存の音楽学に対する反省が行われるようになった記念すべき年」とした（海老沢

1959b: 39-40）。

　この『音楽学概説』の前書きにて、編集者シャイエは、音楽学を「資料に直接依拠」し、「新しい業

績」をもって価値をなすと定義する。これは音楽学を実証科学と位置付けていることを意味する。彼はま

た、フランス人音楽学者A.ピロ（PIRRO, André: 1869-1943）17の音楽史研究に関する次の言説を引用す

る。「音楽史を書くためには歴史と音楽を知るだけでは不十分で、文献学、哲学、考古学、天文学、物理

学、解剖学、数学など、および、現存する言語と途絶えた言語それぞれ５つから６つは知らなければなら

ない。」（CHAILLEY 1958: ⅸ-ⅹ）すなわち、一つの専門分野の枠に留まることなく複数の学問に精通す

る必要性を示しているのである。この考え方は、この後に出版されたフランス人音楽学者マシャベ著La 
musicologie（『音楽学』、1962年出版）にも継承されている。この本の結論においてマシャベは、学識豊

かな個別研究に留まるだけでは音楽学は「学者の専有物」にしかならないこと、音楽学は堅固に確立され

た論拠に基づく重要な統合を実現しなければならないこと、を主張した。その統合の見本として彼が例示

した著作には、リーマン著『音楽理論史』がある（MACHABEY 1962: 119）。

シャイエ監修『音楽学概説』の構成をみると、第６章から第19章（計14章）が西洋音楽史に関する記述

部分で、最も分量が多い。それでも第１章から第５章を書誌学、文献学等と民族音楽学および古代楽器学

に充てていること、さらに巻末付録として第20章から第27章を設けて、分析、音響学、生理学、舞踊、美

学等について書いていることも特徴である。これら取り上げられた分野は音楽学における「歴史的部門」

「体系的部門」および「比較音楽学（民族音楽学）」三つの領域に亘っており、ドイツの音楽学者H.リー

マンおよびG.アドラー（ADLER, Guido: 1855-1941）の伝統を引き継いだ概念として捉えることができ

よう。しかし一方でシャイエは、「音符を読んだり聴いたりせず」に行う研究や、逆に「楽譜の操作だけ
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で自らを音楽学者にみせかける」研究は望ましくないことを示唆する（CHAILLEY 1958: x-xi）。すな

わち、音楽学を「諸科学の集合」として純粋に理論的に扱うドイツの伝統に対して、シャイエは理論と実

践の不可分性を指摘していたと考えられるのである。

４．日仏の音楽学者の交流と音楽学: デュフルクとシャイエの場合

　ドイツの音楽学伝統とは異なる視点を持ち合わせた前節二人のフランス人音楽学者は、書籍が紹介され

ただけでなく、実際に来日して各地で講演を行った点が特徴である。デュフルクは1966年に、シャイエは

1972年に短期来日した18。彼らの来日中の受け入れ先となり、通訳等で同行したのが、かつてフランス留

学をして彼らの指導・助言を受けた遠山一行および海老澤敏であった。この節では、当時のフランスの文

化政策との関連を交えながら、二人の日本人音楽学者のフランス留学、および二人のフランス人音楽学者

の来日の意義について考察を行う。

⑴　音楽学のためのフランス留学

①　遠山の場合

遠山の回想によると、1950年代初頭において、音楽学発祥の地だが同時に第二次世界大戦の敗戦国であ

るドイツへ日本から留学（渡航）することは困難であった（遠山 1987: 312）。しかし一方で、フランス

は日本が講和条約を締結する前である1950年から、フランス政府給費留学生制度を再開するなど、日本人

留学生を受入れる体制を整えていた19。遠山は、永らくドイツ音楽に関心があったが、作曲家でフランス

留学経験を持つ池内友次郎（1906-91）の助言により、比較的渡航しやすかったフランスをヨーロッパ滞

在の拠点とすべく、1951年に私費留学した。彼はパリ国立音楽院にてデュフルクの音楽史講座を、パリ

大学でシャイエの授業を受講しつつ、欧州各地を見聞して廻り、音楽批評家として独自の研鑽を積む。フ

ランス留学をしたことで遠山は、フランスの「非常に古典主義的な文化、理知的な文化」に距離感を覚え

つつも、日本人がヨーロッパを知るにはそうしたラテン的文化を理解する必要性があることを悟っており 

（遠山 1987: 312-317）、音楽評論等の文筆活動を通じて、それを広く知らしめている。

②　海老澤の場合

　一方海老澤は、少年時代にA.ジイドやJ-J.ルソーなどフランス文学や哲学の薫陶を受けており、早い

時期からフランス語に堪能であった点20が特徴である。東京大学文学部美学美術史学科では卒業論文でブ

ルレの Le temps musical: essai d ’une esthétique nouvelle de la musique（『音楽的時間:音楽についての新

しい美学試論』）の考察を行っている。ルソー研究のために211962年に渡仏、パリ大学でシャイエに師事

し22、音楽学研究所にて研修を受けながら、ヨーロッパ各地で保管されているルソー等に関する一次史料

を調査収集して廻った。音楽史研究を終えて帰国（1964年）した彼は、モーツァルト研究の第一人者とし

ての活動と並行してルソー研究を継続し、研究成果を『ルソーと音楽』（東京：白水社、1981年）等23で発

表した。またブルレの著作 Esthétique et création musicale（『音楽創造の美学』） を笹淵恭子と共同で邦

訳する（東京：音楽之友社, 1969年）など、美学分野の研究も推し進め24、遠山との共編で『ラルース世

界音楽事典』（1989）の出版も行っている。1968年からは東京大学教養学科「フランスの社会と文化」を

担当する（海老澤 2000: 311）他、1960年より東京藝術大学音楽学部楽理科の講師として後進の育成にも

あたり、フランス留学を志す研究者25を輩出した。



―168 ―

海老澤が恩恵を受けた制度が、フランス政府により日本では戦後1950年から再開された年一度の「政府

給費留学生boursiers」招致である。1952年度から1962年度の資料26によると、約１年の留学期間27におい

て、滞在費、学費、および帰国渡航費をフランス政府が負担する。希望者は推薦状を添えて応募し、日仏

合同の選考委員会による選考試験を経て決定された28。制度は年々拡充されて、1952年には６名だった政

府給費留学生は1960年には約30名になる（【表１】）。内訳をみると、音楽実技の留学生は、毎年２～４名

選抜されていた。

1960年に、留学生の選考に際して四つの専攻部門29が設けられた。この四部門に、専攻が判明するすべ

ての年度（1953年度から1962年度まで）の留学生の専攻を分類したうえでその推移をみると（【図１】）、

【表１】フランス政府給費留学生とその内訳の変遷（1952-1962）

年度
給付留学
生人数

専攻の内訳 （数字は人数） 音楽専攻者氏名 （専攻） 備考

1952 ６
音楽２、不詳４ 田中希代子（ピアノ）、

矢代秋雄（作曲）
1950年に田中希代子、1951年
に矢代秋雄が渡仏している

（遠山 1987: 312）。

1953 13
文学２、語学１、理学３、建築学２、科
学１、物理学１、医学１、芸術２

山岡優子（ピアノ）

1954 13
物理学２、数学２、文学２、哲学１、史
学１、美術史１、音楽３、医学１

有松洋子（ヴァイオリ
ン）、篠原真（作曲）、岡
村梨影（ピアノ）

高階秀爾（美術史）：最初の
美術史専攻

1955 14
文学４、化学２、数学２、生理学２、海
洋学１、結晶学１、音楽２

前田郁子（ヴァイオリ
ン）、三善晃（作曲）

1956 15
文学３、化学２、医学２、音楽２、美術
１、法学１、言語学１、哲学１、数学１、
細菌学１

IWAMOTO Yoshiya（ピ
ア ノ ）、MATSUOKA 
Rie（ピアノ）

漢字表記の情報なし

1957 18
文学５、医学３、化学２、音楽２、美術
２、考古学１、法学１、幾何学１、地質
学１

広瀬悦子（ヴァイオリ
ン）、HAYAMA Hiroshi 

（対位法）
漢字表記の情報なし

1958 21
文学５、音楽２、法学２、美術１、美術
史１、哲学１、演劇１、医学４、数学２、
生理学１、物理学１

加藤恕彦 （フルート）、
松本千歳 （声楽） 村上暁子（美術史）

1959 20
文学４、史学３、音楽２、哲学１、文献
学１、美術１、建築１、医学３、化学２、
数学１、物理学１

三本一郎 （チェロ）、石井
志都子 （ヴァイオリン）

1960 29

文学部門12 細野孝興（クラリネット）この年度より、審査が四部門
制になる。29名に加えて、音
楽コンクールで優勝した小沢
征爾（パリで私費留学中）も
新たに給費生として認定。

社会科学部門５ 丹波明（作曲）

自然科学部門８（理工系５、医学系３） 山田富士子（ピアノ）

芸術部門４（美術系１、音楽系３）

1961 29

文学部門９ 二宮和子（クラリネット）

社会科学部門６ 松田京子（声楽）

自然科学部門７（理工系３、医学系４） 平尾はるな（ピアノ）

芸術部門７（美術系３、音楽系４） 原博（作曲）

1962 28

文学部門９ 佐藤美代子
（ヴァイオリン）

海老沢敏 （音楽学）：最初の
音楽史専攻

社会科学部門６ 藤田厚生
（和声学・作曲等）

自然科学部門６（理工系３、医学系３）

芸術部門７（美術系５、音楽系２）

外務省外交史料館　I’ 1-1-0 2-3：在外本邦留学生及び研究員関係 フランスの部 に基づき、筆者作成。
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1960年以降に文学専攻生（第一部門）が飛躍的に増えたことが大きな特徴である。そして、初期において

最も数の少なかった社会科学専攻生（第二部門）が徐々に確実に数を伸ばしていることが判る。一方、自

然科学系（第三部門）と芸術系（第四部門）の専攻生は年度に関わらず一定の人数のため、留学生数が増

加する全体の割合からみると、占める割合が相対的に減少している。この現象は、留学生選抜の比重が「言

葉の障壁の少ない分野」から「言葉（フランス語）を積極的に使用する分野」へ徐々に拡大・移行したこ

とを示すと考えられる。

募集要項の社会科学部門の例として「音楽史」が明記されたのは、四部門制審査になった1960年から

であった。同じ社会科学部門でも美術史専攻生はすでに1954年と1958年に給費留学生に選ばれていた（そ

れぞれ高階秀爾、村上暁子）のに対して、1950年代の給費留学生の中に音楽史専攻生はいない。そうし

た中で、海老澤が1962年になって最初の音楽学（西洋音楽史、音楽美学）専攻として選ばれたのであっ

た30。

⑵　フランス人音楽学者の来日

①　デュフルクの場合

　デュフルクは1966年に１か月間滞在、10余りの講演会を行った他、日本音楽学会全国大会のレセプショ

ンに出席している。「フランスでは、文字通り、音楽学界の第一人者」でありながら、デュフルクの名前

は当時の日本ではあまり知られていなかった。招聘者である遠山一行は、「ドイツ一辺倒のわが国」の事

情31を多少とも正したい、という思いがあったと語っている。遠山は、わずかな期間に多くを期待するの

は間違っているだろうとしつつも、デュフルクの専門であるオルガン分野にて、大きな成果があったよう

だと評価した（遠山 1966: 40）。

　恐らく最も大きい成果は、来日がデュフルクに『フランス音楽』（本稿第３節参照）の改訂を促した点

である。来日したデュフルクに遠山がこの著作の邦訳許可を求めたところ、デュフルクは、大幅な改訂

と増補を条件に快諾した。デュフルクはフランスで先に改訂版を出版（Paris: Edition A. et J. Picard, 

1970）、その改訂版が底本となり1972年に『フランス音楽史』と銘打った翻訳版が完成したのである（遠

山 1972: 575）。

【図１】　日本からのフランス政府給費留学生の分野別人数とその変還（1953-1962）
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②　シャイエの場合

　一方シャイエは、1972年11月下旬から12月上旬にかけて２週間来日した。彼はフランス外務省が経費を

負担する「フランス政府派遣文化使節」として来日している。すなわち、彼は講演会を開催してフランス

の音楽学事情を披露すると同時に日本文化を体験し本国に報告をするという、文化交流の役目を持ってい

たのである。1972年６月にパリ大学を退任したシャイエは、翌年度にフランスの教育視学官 inspecteur 

général de la musique au Ministère de l’Éducation nationale に就任予定であったため、それまでの

休暇時期を利用して各国の教育事情を視察する目的を持っていた32、と考えられる。同じ時期にスペイン、

ポルトガルにも講演旅行しているが、アジア地域は日本だけである。シャイエにとって日本訪問は初めて

の経験であったが、それが可能となったのは当時国立音楽大学教授となっていた海老澤が受け入れたから

であった。

　シャイエは、日本音楽学会特別例会（東京芸術大学との共催、11月25日）、国立音楽大学での特別講義、

そして関西を含む各地で講演を行った。テーマは多岐にわたる33。ここで指摘できることは、シャイエが

このテーマの多岐性の提示により、ドイツ・アメリカ系統とは異なるフランスの音楽学の特徴を意図して

伝えようとした、と考えられることである。海老澤との対談の中でシャイエは、ドイツやアメリカで行わ

れているように研究分野や学者としての知識を専門化、細分化しすぎず、音楽学は「全体をみわたす」べ

きであるという主張を行っている（海老沢 1973: 76）。

　「モーツァルトのフリーメイスン的オペラ《魔笛》」（国立音楽大学、11月28日）の講演でシャイエは、フ

リーメイスン入会儀式の表現として《魔笛》序曲の「５」つの和音と「女性メイスン」が関連する34とい

う、新しい解釈を提唱した。モーツァルトの時代のウィーン社会におけるフリーメイスンの繁栄という文

化史・精神史的側面と、音楽分析的要素を融合させる試みであった。もう一つの講演「二つの著名にして

知られざる作品の例：シューベルトの《冬の旅》とシューマンの《謝肉祭》」（国立音楽大学、11月29日）

では、シャイエは分析と音楽美学の融合を試みている。音楽そのもの（本質）は「意味」を表すことはで

きない、という「音楽の自律性」へのアンチテーゼとして、彼は「音楽は内部からも外部からも意味を持

ち得る」という主張をし、それをロマン派の有名な二作品にて例証する。まずシューマンのピアノ曲《謝

肉祭》にてシャイエは、作曲家自身が言及するようにジャン・パウル（PAUL, Jean: 1763-1825）の小説『生

意気盛りFlegeljahre』（1804）における仮面舞踏会の場面の影響が見受けられるが、影響はそれに留まら

ないとした。影響は、小説家の文体（最初に事を明示せず、後で徐々に分かるような書き方）とシューマ

ンの音楽書法におけるナラティヴとの類似性にも見出すことができる点を指摘したのである。またシャイ

エは、シューベルトの連作歌曲《冬の旅》で、音楽分析により、歌詞に明示されていないが宗教（カトリッ

ク）からは精神的救済を得ることができない作曲者（シューベルト）の心理的苦悩を読み取ることができ

ることを指摘した。

現段階で記録が入手できた上記二つの講演35にて、シャイエは解説の際に録音資料を使用するだけでな

く自らピアノを演奏しながら解説を行っている。遠山はかつてデュフルクについて「フランスの音楽学者

にしばしばみられるように、自ら音楽の実践に深い経験をもつ人としての職人的な気質も強く持ってい

る」と指摘した（遠山 1972: 576）。同様の指摘が、パリ国立音楽院にて作曲を学び、指揮者としての研

鑽も積んだシャイエにも当てはまることが判る。
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５．考察：結語に替えて

　戦後1970年までの日本の音楽学界は、同時代の欧米諸国の音楽研究動向を注視する中で、主流とみなさ

れたドイツ・アメリカ系の音楽学だけでなくフランスの音楽学にも注意を払っていた。フランスの音楽学

を真剣に理解しようとした最初の時期であったということができよう。

　当時のフランス音楽学界の重鎮であったデュフルクとシャイエの仕事はともに、客観的で堅固に確立さ

れた論拠に基づく実証性を重視する音楽学であり、その点においては、ロランの仕事のような流儀とは異

なる傾向が生じていたと考えられる。しかし、彼らはそれに留まることを潔しとしなかった点が特徴であ

る。デュフルクの場合には、最後に著者の主観的な価値判断を呈することを恐れない。シャイエの場合、

諸領域の「統合」を重視する。この「統合」には専門化・細分化された知識の統合、および理論と実践の

統合（海老澤の提示した「ひびきの世界としての音楽」）が含まれる。音楽学に対するこうした態度や考

え方は、彼らが来日する以前の著作の中に既に見受けられた。恐らく彼らが実際に来日した際には人的交

流を通じて、こうした態度がより具体的に、鮮明に、日本の音楽学者間で認識されたと推測される。ただ

しこれまでの調査では、二人の音楽学者の来日に対する日本人音楽学者の反応を示す資料はほとんど見つ

かっていない。デュフルク来日（1966）を受け入れた遠山の、「ドイツ一辺倒のわが国」の事情を正したかっ

たという思いはあまり報われなかった、という感想（遠山 1966: 40）が、数少ない資料の一つである。

　デュフルク来日と同じ年（1966）に、アメリカ留学を体験した皆川達夫は昨今の音楽学者の研究態度に

関して次のように述べた。20世紀初頭の音楽学（リーマン、ザックス等）の傾向はスケールの広い包括的

な研究であったが、現在はそうした包括的研究が落としていった問題を実証的態度で詳細に再吟味してい

る段階である（徳丸他 1966: 41）。また、ドイツ留学を経験した服部幸三（1924-2009）は、次のように述

べている。過去の大家の研究の欠点は、基礎資料研究とその解釈との結びつきに客観性・厳密性が欠けて

いること、そのためその人があらかじめ持っている歴史観や価値観が先走りしてしまうこと、である。「20

世紀後半の音楽の研究は、まず、資料研究の徹底した厳密な方法と、その上に立って、できるだけ主観的、

恣意的な行き方を排除したザッハリッヒな解釈の態度が追求されるところに特徴がある」（ibid.: 41-42）。
日本音楽・民族音楽研究者の小泉文夫も、統計に基づく客観的なデータの重要性を示唆していた（ibid.: 
42）。こうしてみると、細分化された学問領域を一人の研究者の中で統合しようとする「スケールの広い

包括的な研究」態度（シャイエ）や、資料の解釈にあたり客観性・厳密さの厳守よりも主観的要素の反映

を選択する態度（デュフルク）は、ドイツ・アメリカ系統で学んだ日本人音楽学者にとって、単に受け入

れがたいどころか時代遅れで排除すべき概念となっていたことが窺える。また統計を重視し、一般性や共

通項を導き出そうとする当時の音楽学の傾向も、シャイエの来日講演内容のような、研究対象や研究主題

によって意図的に研究方法を変える態度とは相容れなかったことが推測される。音楽学の実践との関連に

ついても、皆川は「演奏家と学者の理想的な協力がドイツやアメリカにはあります」（ibid.: 44）とする。

ドイツ・アメリカ系統は理論家（＝音楽学者）と実践者（＝演奏家）との協力関係を重視する立場だが、デュ

フルクやシャイエの場合には一人の研究者の中で理論と実践が完結していた。後者は独自の解釈、見解を

発表するには適しているが、学問の伝承および共有の観点からすると継承者を見つけにくく普及しづらい

点が指摘できよう。

　日本の音楽学におけるデュフルクおよびシャイエの影響は、フランス政府の間接的な援助により日仏音

楽学交流の開拓者（遠山、海老澤）を得た36にもかかわらず、根付くことなく終わったといえる。しかし、

現在の日本の音楽学におけるフランス音楽史・音楽学に対する関心の高まり37から、この後フランス音楽
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学受容の第二期とでも呼ぶことのできる時期の存在が考えられる。その後の日本の音楽学者たちは、フラ

ンス系統の音楽学を美学、哲学および（現代音楽の）評論の分野において応用するなど、ドイツ・アメリ

カ系の「音楽学」とは別流儀で発展したのではないだろうか。また、その後のフランス音楽学界において

も、研究に対する理念や態度が変化したのではないだろうか。今後、1970年代以降にフランスで活躍した

音楽学者について、またフランス留学を経験した音楽学者たちの活動について調査、整理することにより、

こうした仮説の検証を行うことが、今後の課題である。
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６　哲学者で音楽家のドイツ系ロシア人ラファエル・フォン・ケーベル（KOEBER, Raphael von: 1848-1923）

は東京帝国大学で教鞭をとっており（1893-1914）、その弟子が田村寛貞（1883-1934）であった。新制の東

京大学（1949-）となった後も、音楽学は文学部の美学美術史学科の中で扱われていた。

７　土田他 1953: 55, 58-59；野村 1959c: 3；遠山 1972: 576参照。

８　l’Institut de musicologie. 1951年に設立され、1970年以降はUER次いでUFRとしてパリ第四大学付属施設

となる（http://data.bnf.fr/12306855/univer site_de_ paris-sorbonne_ufr_de_musique_et_musicologie/）。

発足当時は学生15名教員２名であったが、1970年頃には学生800名以上教員約50名となり、音楽学の研究教

育だけでなく音楽教育学も新たな使命となる（海老沢 1973: 77）。

９　記述上の相違は随所にみられる。改訂版における旧版との主な相違は、古典期以前の記述と分類、第二次大

戦後の章の追加、である（遠山 1972: 576）。

10　「第一黄金期（９-14世紀）：多声音楽の誕生」「第二黄金期（15-16世紀）：多声音楽と近代的語法の成立」「第三

黄金期（1660-1760）：ヴェルサイユ楽派」「第四黄金期（1860-1960）：パリと中央集権」という時代区分であ

る（デュフルク 1972）。

11　1952年のアンケート結果（115名が対象、うち学生54名）によると、最も多かったロラン作品の既読書は、

小説『魅せられたる魂』（88人）と伝記『ベートーヴェンの生涯』（85人）で、『ありし日の音楽家たち』『今日

の音楽家たち』の既読者は、それぞれ２人に留まる（s.n. 1952「調査報告：ロラン讀者は何をよんでいるか」
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『ロマン・ロラン研究』⑶, 76-77.）。

12　上記２冊は1965年に「音楽研究Ⅱ」としてロマン・ロラン全集第21巻に収められた。

13　リュリ、グレトリー、ベルリオーズ、サン＝サーンス、ダンディ、最後にドビュッシーの作品論（《ペレア

スとメリザンド》）が置かれている。

14　同じ形式で、園部三郎もフランス音楽史に関する自身の著作をまとめて1952年に発表している（園部三郎 

1952『音楽史の断章』東京: 音楽之友社）が、その際にロランの著作（『今日の音楽家たち』等）を参照し

ている。

15　ただし第四章「とりのこした問題」として主に19世紀末の歌曲と室内楽の記述を、第五章「20世紀初頭のフ

ランス音楽」として当時の現代音楽の諸傾向に触れる配慮をしている。

16　海老澤は情報が刷新された今日においても十分参考になる文献として、ドイツのフェレラー著『音楽学入門』

（FELLERER, Gustav 1942, Einführung in die Musikwissenschaft, Berlin: Bernhard Hahnefeld.）とフ

スマン著『音楽学入門』（HUSMANN, Heinrich 1958, Einführung in die Musikwissenschaft, Heidelberg: 

Quelle & Meyer.）、そしてフランスのシャイエ著『音楽学概要』を紹介している（海老沢 1959b: 39-40）。

17　1911年パリ大学教授就任。彼の時代に音楽史がパリ大学の正式講座となる（新倉他 編　1997: 384）。ピロは

シャイエの師に当たり、musicologue（音楽学者）とmusicograph（音楽評論家）を区別する「貴重な学問

的な厳密さの必要性」をシャイエに教授したとする（海老沢 1973: 76）。

18　彼らの来日中の講演日程及び講演内容については、現段階ではまとまった資料が入手できない状況である。

当時の記録が今後発見されることを期待する。

19　実際フランス外務省は、講和条約締結後の日本といち早く文化協定を結び（1953年）、文化交流を推進する

ことに対して日本以上に積極的であった（田崎 2015: 152）。

20　彼は少年時代にフランス文学を原語で読みたいと考え、フランス語の勉強を開始する。東京大学の入学試験

はフランス語で受験して合格した（2016年９月５日著者による海老澤敏氏へのインタヴュー）。

21　留学当初は「フランスにおけるモーツァルトの音楽業績調査」で給費留学生の出願をしたが、フランス政府

が費用負担するのに異国のオーストリア人モーツァルトの調査を行う点が当時の審査員に納得されず、やむ

なく「ルソー研究」に変更した（丹羽 1991: 71）。

22　シャイエの紹介により、ルソー研究およびフリーメイスン研究を行っていたリコーダー奏者兼音楽学者の

Roger Cotte（1921-99）とも知り合っている（海老澤敏氏へのインタヴュー）。

23　2012年にはルソー生誕300周年を記念して『ジャン＝ジャック・ルソーと音楽』（東京:ぺりかん社）も刊行し

た。

24　1972年には海老澤の音楽美学に関する著作集が『音楽の思想：西洋音楽思想の流れ』（東京：音楽之友社）と

して編集・刊行されている。

25　楽理科出身者でパリ大学に留学した教え子に、笹淵恭子（1968年フランス政府給費留学生）、小林緑（1971-

72）、船山隆（1972-74）、船山信子（1973-74）、パリ国立音楽院に留学しデュフルクに師事した教え子に内野

允子がいる（海老澤敏氏へのインタヴュー）。

26　外務省外交史料館にて現在公開されているこの内容の史料は、戦後は1952年度から1962年度までである。

27　ただし、申請をすれば多くの場合、１年間延長できた（海老澤敏氏へのインタヴュー）。

28　この他、渡航費、滞在費等の支給などの財政援助はないが、フランス滞在時の資格や便宜において政府留学

生と同等の恩恵を有することができる私費留学制度「フランス政府保護留学生 étudiants patronnés」も存

在した。これらの手続きと選考試験は、政府給費留学生と同様であった。

29　第１部門：フランス文学、言語学／第２部門：哲学、法学、経済学、歴史学、美術史、音楽史、古典文学 

等／第３部門：Ａ．数学、物理、化学、生物学、地理学 等　Ｂ．医学／第４部門：Ａ．絵画、彫刻、建築、

装飾、芸術 等Ｂ．音楽　Ｃ．演出 であった（下線は筆者による）。

30　なお「フランス政府保護留学生」（注28参照）の中には1952年度に「文学（音楽史）」専攻でパリ国立音楽院

に留学した小林恒子がいる（外務省外交史料館 I’ 1-1-0 2-3）。

31　独墺の音楽学者はそれまでに何人か来日公演している。1957年には音楽美学者のH.メルスマン（MERS-
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MANN, Hans: 1891-1971）が武蔵野音楽大学で講演し（角倉 1957: 34-35）、1958年にはモーツァルト研究

家のB.パウムガルトナー（PAUMGARTNER, Bernhard: 1887-1971）が来日した（海老沢 1959a: 50）。

32　実際にシャイエは、遠山一行が所属していた慶應義塾大学附属幼稚舎を視察している（海老澤敏氏へのイン

タヴュー）。

33　本文で言及する講演会以外に、次のテーマで講演会が行われた。「1672年、フランスにおけるオペラ座の波

乱にとんだ誕生」「音楽は意味をあらわす芸術か?」「《ラ・マルセイエーズ》をめぐって」「言葉から音楽へ、音

楽から言葉へ」（海老沢 1973: 74）

34　シャイエによると、男性メイスンを象徴する数字は３だが、女性メイスンを象徴する数字は５である。

35　これら二つの講義内容は、海老澤敏氏が保有する当時の講義録音記録に基づく。

36　遠山一行は音楽評論活動、教育活動と並行して、財団法人遠山音楽財団（日本近代音楽財団）設立（1966）、

国際音楽資料情報協会（IAML）会長（1979‒94）など、日本の音楽界に大きな影響力をもった。海老澤敏

は日本音楽学会会長を務める（1989-95）。日仏文化交流への貢献の点でフランス政府は、遠山へ芸術文化勲

章オフィシエ（1980）を、海老澤へ学術功労勲章オフィシエ（1984）と芸術文化勲章オフィシエ（1996）を

授勲している。

37　2010年に日本人音楽学者による体系的・概説的なフランス音楽史書（今谷；井上 2010）が初めて出版され

た他、19世紀以降フランス人音楽学者が執筆したフランス音楽史の研究（成田 2015；塚田 2015）やフラン

スでの音楽学形成期に関する研究（山上 2011）等がある。
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