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１．本海外調査の目的と必要性

報告者は、1999年１月に提出した修士論文『ジョル

ジュ・ミゴとジャポニスム―《Hagoromo》を中心に』
及びそれに引き続く一連の研究において、作曲家ジョ

ルジュ・ミゴの舞台作品、《Hagoromo》にあらわれた
日本の表象について論じた。本研究では、1920年前後

のパリにおける日本文化の流入状況を踏まえながら、

ミゴが日本についてどのような情報を持ち、創作にど

のように活用したかについて分析を行った。

この作品の成立過程において、ミゴに日本の題材を

紹介したのが、今回の海外調査研究の対象である音楽

学者ルイ・ラロワ（以下、「ラロワ」）である。ラロワ

は、1874年にフランス東部オート・ソーヌ県グレに生

まれ、1944年にジュラ県ドールで没した、音楽学者・

音楽批評家である。高等師範学校を卒業後、1899年に

入学したスコラ・カントルムでは、ヴァンサン・ダン

ディ、シャルル・ボルドらに師事した。主要な音楽雑

誌の編集長やオペラ座の事務局長を務めたほか、パリ

大学やパリ国立音楽院で音楽史の講義を担当した。

ラロワは、様々な作曲家たちと頻繁に交流し、アジ

アの知識を周囲に与えていた形跡がある。クロード・

ドビュッシーが東洋的色彩の濃い《版画》等の作品に

着手したのは、ラロワと知り合ったすぐ後のことであ

る。また、ラロワは1906年以降、毎週定期的に、音

楽家や文学者たちと交流の場をもっていた。そこに出

席していたのは、イゴール・ストラヴィンスキー、エ

リック・サティ、リカルド・ヴィニエス、デジル・エ

ミル・アンゲルブレシュト等で、彼らの間には、アジ

アへの興味という、共通した志向が存在している1。

このことから、報告者は、ラロワを、アジア音楽と

フランス楽壇との間の「媒介者」として位置づけられ

るのではないかと考えた。学位論文では、フランスに

おけるアジア音楽の受容プロセスを検証することを目

的とし、なかでもラロワを媒介者として位置づけ、そ

の媒介システムを明らかにすることを目指す。

しかし、公刊されたラロワの著作だけでは、ラロワ

がアジア音楽に対して多大な関心を寄せていたこと

や、実際に、特に中国の音楽や文化全般に精通してい

たことはわかるものの、実際に、どのようなプロセス

でどの程度研究し、それをどのようにアウトプットし

ていたかという、時局性を持った様相が浮かび上がっ

てこない。そこで、今回の調査では、ラロワと、当時

のフランス音楽界との間に存在している影響関係を明

らかにするための、根拠資料を収集することを目的と

する。具体的には、日本では入手困難な、ラロワが執

筆した新聞・雑誌記事、及び、書簡や手稿等の一次資

料の収集を調査対象とする。

本調査申請前の準備は、書簡等の所有者の所在を確

認し、調査の許可を得ることから始まった。2006年に

『ルイ・ラロワ遺品目録2』がフランス国立図書館に納

本されたことを2006年末に知り、同目録の複写を得

るため、著作権者の所在を探したが、同目録は私版で

あるため、その連絡先も手段も得られない状態であっ

た。そこで、ラロワに関する唯一の先行研究 “Louis 
Laloy (1874-1944) on Debussy, Ravel and Stravinsky” の
著者デボラ・プリースト氏に情報提供を依頼したとこ

ろ、協力を得ることができ、直接同目録の編者と連絡

を取れる態勢となった。編者であり、ラロワの孫にあ

たる、ヴァンサン・ラロワ氏（以下、「資料提供者」）

には、資料提供と調査への協力に応じていただくこと

ができた。

　以上の準備段階を経て、今回の調査では、①『ル

イ・ラロワ遺品目録』の収集、②同目録に基づく、書

簡・手稿類の閲覧、収集、③ラロワ執筆の新聞・雑

誌記事の閲覧、収集、④ラロワについての研究、評

価資料収集（ドール市立図書館におけるルイ・ラ

ロ ワ 特 集 展 示 Louis Laloy (1874-1944)：ecrivain et 
musicologue originaire de Franche-Comté : exposition, 

根來　章子 比較社会文化学専攻

期間 2008年２月４日～2008年２月27日

場所 フランス　パリ、ラオン

施設 資料提供者自宅（パリ及びラオン）、フランス国立図書館
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Dole, Bibliothèque municipale, 1 mars-1avril 1975）を主
な柱とし、実施する計画を立てた。

以上に基づき、報告者は、資料提供者自宅及びフラ

ンス国立図書館にて、調査を実施した。今回の調査で

入手した資料は、今後、詳細に検討する必要があるが、

ここでは、資料の概要と、それらの概見から得た現時

点での見解を述べる。

２．調査の概要

⑴　『ルイ・ラロワ遺品目録』閲覧

当該目録については、編者である資料提供者の好意

により、渡航前に一部を入手することができた。資料

は、ほぼ全てが、フランス東部ドール市近郊のラオン

村にある資料提供者自宅（ラロワ旧宅）に保管されて

いる。しかし、現在、そこには常時人が住んでおらず、

資料提供者がラオンに滞在している期間以外は、訪問

調査は行えないため、必要な資料を資料提供者がパリ

の自宅まで運搬し、それを閲覧する形をとることに

なった。そのため、事前に閲覧範囲を限定し、資料提

供者に依頼する必要がでてきた。

同目録は、「ルイ・ラロワ関係資料」、ラロワの妻で

ある「シューシック・ラロワ関係資料」、シューシッ

クの姉でピアニストであった「マルグリット・ババイ

アン関係資料」の３部に分かれ、さらに、「付録１：

ルイ・ラロワ作品一覧」「付録２：ルイ・ラロワ執筆

記事一覧」が付されている。これらはすべて、種類及

び年代別に整理されており、このうち、ラロワ関係資

料だけでも、大項目は資料番号102番までを数え、そ

れぞれについて小項目が多いもので200点を超えるな

ど、膨大なものとなっている。今回、これらを全て参

照することは時間的、物理的に不可能であること、ま

た、資料提供者によると、本調査の対象となる資料と

は内容的に遠いものも多く含まれているとのことか

ら、資料提供者の助言を得ながら、閲覧資料を限定

した。まず、目録の「ルイ・ラロワ関係資料」の中

から、アジアとの接点を明らかに示しているものを選

んだ。また、書簡類のうち、特にアジアへの関心を

強く持っていたと思われる人物からの書簡を中心に閲

覧を依頼した。なお、書簡のうち、作曲家クロード・

ドビュッシーからラロワ宛の資料は、2005年にガリ

マール社から出版された『クロード・ドビュッシー書

簡集 :1872-19183』にすべて収録されていることが確
認できたため、今回の収集対象から除外した。

⑵　書簡・手稿類の閲覧及び収集

①　ラロワの中国研究に関する資料

ラロワのアジアへの興味は、両親の遠縁にあたる 
“Dr. Gabriel Frilley” という人物 が中国旅行の経験を持
ち、彼から聞かされた中国の話がラロワの関心を惹き

つけたことに始まる。彼はラロワに、フランスの東洋

学成立の立役者であるアベル・レミュザによる中国語

の文法書を与えたという4。

ラロワの長男で、資料提供者の父、ジャン・ラロワ

によると、中国語を学習し始めたのは、1800年代の末

からとのことである5。ラロワが実際に中国の地を踏

むのは、政府から文化大使として派遣される1931年

のことであるが、1913年にも中国への渡航を計画し、

公的機関に予算を申請した文書も残されている。こ

れは実現しなかったようであるが、「中国旅行計画　

PROJET d un voyage en CHINE」の中で、研究旅行の
重要性を熱心に説く文面からも、ラロワの熱心さが伝

わってくる。

　また、ラロワ関係資料のうち、資料番号71は、中国

音楽を採譜したとみられる数多くの断片である。この

うち、表紙に大きく「楽 musique chinoise」と書かれ
た一連の草稿には、それが書かれた年月日を特定でき

る記述が見られないが、ラロワの著書『中国の音楽6』

を参照してみると、その内容と草稿が合致する。また、

ラロワの筆跡とは違う、おそらく中国人が書いたと思

われる「手本」も残っており、中国語や中国音楽を学

び、研究する環境が身近にあったことをうかがわせ

る。ただ、残念なことに、ラロワは日記や手帳類を残

しておらず、この時期にどういった人物と交流があっ

たかは、その他の資料から知る以外には手段がなさそ

うである。

　興味深いのは、『洞天春暁』『萬壽』等とタイトルが

付された、中国音楽の採譜である。どういった経緯で

これらの音楽を耳にしたのかは現時点では不明だが、

五線譜上に、調性記号や拍子記号を用いながら、ラロ

ワがどのように中国の音楽を「翻訳」していったのか

という問題は、その後のヨーロッパでの中国音楽理解

の広がりと程度を知るために、明らかにしていきたい

と考えている。

資料番号96「中国 Chine」、資料番号97「中国関連
テクスト texts relatives à la Chine」からは、ラロワの
中国語学習のノートなどを見ることができた。単語帳

や、文字練習の痕跡は、ラロワの情熱を知るのに十分

なものである。これらがそれぞれ、いつ頃書かれたも

のなのかは明らかではないが、ラロワが音楽家たちと

の共同作業や、オペラ等の台本制作といった活動を広
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げていった背景には、こういった緻密な蓄積があった

のである。

②　書簡

　今回の調査で入手したのは、アルベール・ルーセル、

クロード・ファレール、ヴィクトール・セガレンから

ラロワに宛てた手紙である。特に、ルーセルとのやり

取りは、いずれもラロワが台本を執筆したオペラ・バ

レエ《パドマーヴァティ》(1923年 )に関わるもので、
その構想当初の対話も含まれており、興味深い。同時

に撮影することのできた台本のマニュスクリプトに

は、ルーセルとラロワ双方の筆跡で、何度も修正がほ

どこされており、出版社との契約書とともに、その成

立の過程を探るのに有益な資料である。

　残念なことに、資料提供者によると、ラロワは書簡

等の保管に頓着しなかった人物であったようで、親交

のあった様々な人物からラロワに宛てられた書簡は、

いずれも疎らにしか残っておらず、これらだけで網羅

的な研究は実現しがたい。ただし、未だ公刊されてい

ない書簡も多く、今回目を通せなかったものについて

も、今後、収集していきたいと考えている。

③　ラオンのラロワ宅訪問

　ラオンは、フランス東部ジュラ県の都市ドールか

ら、南東約10kmに位置する村である。ラロワ一族は、
長くラオンに住み、ラロワもまた、1905年からたびた

びラオンで過ごすようになった。自宅はラロワの没後

も一族によって受け継がれ、現在は資料提供者によっ

て管理されている。報告者は、ここに保管されている

一部の手稿や写真、遺品類を閲覧するため、ラオンを

訪問した。資料提供者は、約２週間ごとにパリからラ

オンに来ており、当地訪問は、このスケジュールと合

わせて行った。

ラロワの生前、彼を訪ねて多くの友人たちがラオン

にやって来た。自宅内には、ラロワが友人たちと撮っ

た写真が数多く残されている。また、ストラヴィンス

キー作曲『春の祭典』の２台ピアノ編曲版を、作曲者

本人とドビュッシーが弾いたという、プレイエル・ピ

アノが居間に置かれていた。邸内は、中国から持ち

帰ったとみられる仏像や経本、アンコールの出土品、

アジア的な家財道具に彩られ、ラロワの収集熱が伝

わってくる。

ほかにも、デオダ・ド・セヴラックのピアノ曲集《ラ

ングドックにて》をはじめ、ラロワに献呈された作品

の、作曲者の自筆サインが記された楽譜等が保存され

ている。

ラロワ宅に近いラオン教会 Eglise de Rahon は、特
にドビュッシーとゆかりが深い。資料的根拠を報告者

自身が確認したわけではないが、教会入口に貼られた

案内文によると、ラロワに献呈された、ドビュッシー

のピアノ曲集《映像第２集》第１曲〈葉ずえを渡る鐘

の音〉は、この教会の鐘の音にインスピレーションを

得て書かれたという。

⑶　『コメディア Comoedia』紙のラロワ執筆記事収

集

　今回の調査のもうひとつの柱は、日本での収集がで

きない、ラロワ執筆の新聞記事を複写することであ

る。

ラロワは、様々な雑誌、新聞等に多数の音楽批評記

事を寄稿していたが、このうち、『コメディア』は、

1910年から出版の始まった、日刊の芸術情報紙であ

る。取り扱うジャンルは、演劇、音楽、バレエ、オペ

ラ、美術、映画、文学、カフェ・コンセール、モード

に至るまで、多岐にわたり、当時のパリで花開いてい

た催事や文化芸術全般に関する話題が各面にひしめき

合うように掲載されている。ほかにも、ラロワは様々

な新聞や雑誌に記事を書いているが、日本国内の図書

館にまとまった所蔵がなく、かつ継続的に記事を書き

続けていたこの『コメディア』を今回の収集対象とし

た。

ラロワは、『コメディア』に、1913年からほぼ毎週、

木曜日前後に、読者向けの紙上音楽講座ともいえる連

載記事、“ La musique chez soi ” を書いていた。1919年

９月からは、アンリ・コレ Henri Collet がラロワに代
わって連載を担当するようになり、以降、ラロワは不

定期に批評記事を掲載するようになる。

ラロワの書いた記事は、あらゆるジャンルにわたる

が、主にオペラやオペレッタ等の舞台芸術に関するも

のが多い。なかでも、ドビュッシーや、バレエ・リュ

ス、ストラヴィンスキーなど、その時々における新世

代の芸術を積極的に紹介していた。その一方で、折に

ふれて、アジア的な作品の批評（オペレッタ『ゲイシャ 
La Geisha』［1920年５月12日号］、オペラ『シンShin』
［1921年10月19日号］や、ときには『中国の劇場　Le 

Théâtre Chinois』［1924年７月24日号］）など、アジア
の芸術そのものを紹介している。これらの記事は、多

くが一面扱いであり、その影響力は小さくはなかった

はずである。

また、前述の連載記事においても、西洋の音楽を扱

う記事の中で、中国やカンボジア等、アジアの音楽に

言及するなど、ラロワ独特の切り口をたびたび見るこ

とができる。こういった記事では、アジアの音楽への
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言及とともに、古代ギリシアの音楽についても比較対

象として述べられることが多い。1904年に、論文『ア

リストクセノスと古代の音楽 Aristoxène de Tarente et la 
musique de l Antiquité』で博士号を取得したラロワに
とって、古代ギリシア文明もまた、オリエントから極

東アジアへと広がっていく関心の経路上にあったもの

だと言えるかもしれない。1906年１月15日に開催さ

れた、コンサートつきの「極東（中国、日本、ジャワ）

の音楽についての講演会」で、ラロワがアジアの音楽

を「時を探検する強力なマシーン」と表現し、ヨー

ロッパの音楽理論の成立と比較して、その歴史の長さ

と理論の確かさをアピールしたという傍聴記も、雑誌

『メルキュール・ミュジカル』誌上に紹介されている7。

ラロワにとって、アジアは “exotique” な存在であると
いうよりも、称揚すべき古代文明の地であったとも言

える。

⑷　ラロワについての研究・評価資料

ラロワの没後、彼の活動を評価するいくつかの講演

や展示が開催されている。その際のカタログや講演資

料等は、市販されておらず、図書館等に保管されてい

る性質のものでもない。先行研究の少ないラロワ研究

においては、彼の活動をまとめたこれらの資料は、参

照すべき重要な資料であるが、公刊されていない以

上、日本での入手は困難である。

報告者はまず、1975年３月１日から４月１日まで

ドール市立図書館で開かれた「ルイ・ラロワ展」のカ

タログを資料提供者より直接入手した。この資料は、

計画当初では、ドール市立図書館にて閲覧する予定で

あったが、著作権者である資料提供者が同カタログを

持っており、閲覧・複写の許可も得られたため、パリ

にて収集を済ませることができた。カタログによる

と、この展示では、ドビュッシーをはじめ、ヴァンサ

ン・ダンディ、ジョルジュ・オーリック、ジャン・コ

クトー、アンドレ・ジイド、ロマン・ロランらからラ

ロワに宛てられた書簡や、贈られた品々、写真等が陳

列された。カタログには、資料提供者による序文のほ

か、ドビュッシー関連が11点、その他が19点、合計30

点の展示品についての解説、書簡については解題が添

えられている。このカタログは、ラロワの同時代人と

の多岐にわたる交流を概観できる点で興味深く、すべ

ての書簡に目を通している資料提供者が主要なものと

判断した書簡を選別してある点でも、一読の価値があ

る。

もうひとつの講演資料が、前述のジャン・ラロワに

よる1980年３月18日付レジュメ「ルイ･ラロワと中国 
Louis Laloy et la Chine」である。これは、ラロワの活

動のうち、中国との関わりに焦点を当てた唯一のもの

と言ってもよいもので、「なぜ中国なのか？」「中国に

ついての知識」などの項目に沿って、膨大なラロワの

著作から、中国についての彼の考えが表明されている

部分を抜粋したものである。この資料は、ラロワと中

国の接点を考える際の、有用な案内役となろう。

３．調査の成果及び今後の展望

　今回の海外調査研究を通して、ラロワのアジアへの

関心の中心はまず中国にあったのではないかという、

以前からの漠然とした予測が、確信へと変わった。日

本やインドネシア等への理解も、そこから派生して深

められていったようである。報告者が修士論文で扱っ

た、ミゴの《Hagoromo》のように、1900年頃からフ
ランス音楽に日本がしばしば表れる要因として、美術

や工芸分野等でのジャポニスムの余波を挙げることが

できるが、ラロワに関して言えば、古代ギリシアから

中国音楽の研究という、東洋学の流れと同じアプロー

チで、日本やその他の極東アジアへの関心が広がって

いったと言えそうである。

　本海外調査の成果発表については、当時のフランス

における中国文化の研究状況、流入状況について、今

後調査を進めつつ、入手した資料を詳細に検討し、い

くつかのテーマに分けて、お茶の水女子大学大学院

『人間文化論叢』での論文発表や、日本音楽学会等で

の口頭・論文発表を目指す。

今回の調査では、現地でしか収集することのできな

い資料を入手することができたことはもちろんのこ

と、実際にラロワの過ごした環境を実際に肌で感じる

ことができたことが、何ものにも代え難い経験であっ

た。自宅の様子や、草稿の筆跡、修正の跡からは、ラ

ロワの個人的背景、人物像、思考の過程や熱意のほど

が、実感をもって伝わってきた。

また、調査に伴い、資料提供者の紹介で、現在ラロ

ワについての研究をしているパリの大学院生とコンタ

クトをとることができたのも、大きな刺激となった。

研究に関する情報を今後も交換し合い、協力し合う関

係を築けていければと考えている。そして、資料提供

者とは、数回の面会を経て信頼関係を築くことがで

き、今後の調査についても協力を約束していただくこ

とができた。今後は、国内外の研究動向を踏まえつつ、

今回収集した資料を、特にラロワの中国音楽研究の内

容、著作、記事等での言説に着目して分析を進め、博

士論文のなかに組み込みたい。
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５．講演のレジュメによる。なお、開催地、主催者等は調

査中。Laloy, Jean, “Louis Laloy et la Chine” par Jean Laloy, 
18 mars 1980. 

６．Laloy, Louis, La musique chinoise, Paris: Henri Laurens, n.d.
７．Synnestvedt, Magnus, “Musique d’extrème-orient ”, 

Le Mercure musical, 2e année No.4, 15 février 1906. 
Réimpression, Scarsdale: Annemarie Schnase, 1968, 
pp.170-173.

ねごろ　 あきこ／お茶の水女子大学大学院　比較社会文化学専攻

【指導教員のコメント】

この研究は、20世紀前半にフランスで活躍した音楽学者のルイ・ラロワを対象として、当時のフランスの音楽

界において、アジアがどのように考えられていたのかを明らかにするための、一次資料の調査である。20世紀前

半のフランスは二つの世界大戦を経て、音楽的にも大きな変化を遂げる時期であるが、その要因としてドビュッ

シーなどに代表されるアジア音楽の影響がこの時期に明確に見られる。

　これまでの研究では、そうした影響があったことは作品や作曲家の行動などから示されてきたが、具体的にア

ジアのどのような音楽や文化が紹介されて、それらがどのように音楽家に浸透していったのか、については、い

まだ議論が十分になされてはいない。

　この研究で根來氏は、アジア音楽とフランス楽壇との「媒介者」として、ルイ・ラロワという人物に焦点を当て、

彼が執筆した記事と、関連する書簡や手稿について一次資料を渉猟した。そして、ラロワを中心としたアジア音

楽と文化の紹介と理解のネットワークがどのように構築されたのかを検討する重要な手がかりを得ている。また、

今後のさらなる資料収集などのための人脈を築くことにも成功している。

　根來氏はすでに修士論文において、ジョルジュ・ミゴの作品を分析するにあたって、音楽におけるジャポニス

ムの表象についての視座を提示している。今回の調査研究では、日本や中国などのアジア文化表象が、ラロワと

いう影響力の大きな人物によって、実際に研究されフランスの音楽文化の中に浸透してゆくプロセスが明らかと

なり、美術や文芸などの諸芸術と比較可能な次元で、音楽においてもアジアを理解するシステムの構築があった

ことが示されると思われる。

　したがって、このたびの調査研究は、根來氏の今後の博士論文執筆にとって非常に重要な資料の獲得であり、

確固たる基盤を築く研究となっていると判断する。

 （人間文化創成科学研究科　教授　永原　恵三）
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