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巻頭言 真に地域に根ざした音楽研究の振興をめざして 
 

支部長 輪島裕介 
 

 

 この巻頭言を書いている時点ではまだ決定ではないのだが、本学会の支部制度が大きく

改変される見通しだ。にもかかわらず（という接続詞が相応しいのかどうかもわからない

が）、2017 年度の全国大会については、前期の委員会で、開催校中心に実行委員会を組織

するのが、各大学の音楽学講座の現状等からもはや無理と判断され、支部で運営すること

に決まっていた。私自身は、新支部長であるという理由で実行委員長を引き受けることに

なったが、アメリカ民族音楽学会大会でのパネル発表と重なっており、当日の出席が叶わ

なかった。そのような状況にもかかわらず、また荒天にもかかわらず全国大会の開催にご

尽力いただいた、開催校の田中多佳子さんや実行委員会事務局幹事の竹内直さんをはじめ

とする実行委員および学生スタッフのみなさんと、大会に参加されたみなさんに心よりお

礼を申し上げたい。と同時に、支部通信で書いても詮無きことなのかもしれないが、支部

が中心になっての全国大会運営は、さまざまな意味で困難をきわめるものであり、これが

前例とならないことを切に願っている。 

 このような異例の事態もあり、今年度は例会の開催を例年より減らさざるを得なかった。

さらに、1 月の例会においてもプログラムが決まらず、僭越ながら私がシンポジウムを主

催することになった。非学会員の登壇者を迎えることができ、企画自体は有意義であった

と自負しているが、いわば中間管理職である私や他の委員が登壇者としてしゃしゃり出て

よいものか、という疑念もなしとはしない。近い時期に西日本で全国大会があったとはい

え、例会という場でより長い時間をとった発表と集中的な議論をしたい、と考える会員も

潜在的には多いはずだ。例会を運営する側と潜在的な発表希望者の間のマッチングをより

積極的かつ効率的に推進する仕組みが必要なのではないか。 

 ということで、2018 年度の例会発表者を広く募集いたします（詳細は次頁を参照くださ

い）。支部制度がどのように変化するにせよ、地域に基づいた定例研究会の運営が、学会誌

発行や全国大会と並んで、学会にとって最重要の活動であることに変わりはない。例会が、

比較的キャリアの浅い研究者が、所属機関の枠を超えて研究の意義を問い、議論を交わす

のに相応しい場であることは間違いないが、いわゆる若手に限らず、老若男女、何らかの

形で音楽または音に関わる限りで研究対象や方法論を問わず積極的に応募していただけれ

ばと願っている。 
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＜西日本支部例会発表者募集のお知らせ＞ 
 

日本音楽学会西日本支部では、2018 年度（2018 年４月ー2019 年 3 月）に５回の例会開

催を予定しております。例会開催の時期と予定会場は下記のとおりです。 

 

５月中旬（関西開催）神戸大を予定 

６月中旬（関西開催）同志社大を予定 

７月中旬（九州開催）九州地区を予定 

９月下旬から１０月上旬（関西開催）大阪市立大を予定 

１月下旬（関西開催）同志社女子大を予定 

 

上記例会での発表希望者を募集いたします。 

 

発表者・所属・予定発表題目・希望発表例会（時期・会場）を下記までお知らせください。 

 

５、６、７月の例会については、〆切は 3 月 31 日といたします。９月以降の例会について

もご希望あればお知らせください。 

 

支部役員例会担当者において検討の上、発表者を決定いたします。 

 

※修士論文・博士論文の発表も歓迎いたします。指導教員からの推薦もいただけましたら

幸いです。 

（修論・博論発表は基本的に５月例会・６月例会・７月例会を中心に行いますが、それ以

外の時期の例会をご希望いただく場合はできるだけ配慮いたします） 

 

※非学会員を外部から招聘したシンポジウムなどを支部例会にて行う場合、謝金などをお

支払いできることがあります。シンポジウムなどの企画を検討している会員がおられまし

たら相談に応じますので、ご連絡くださいましたら幸いです。 

 

※各例会では、大学院生・各種研究員・非常勤講師などの立場にある若手会員を対象に、

例会レポーターをお願いしております。レポーターには例会内容について年二回発行の支

部通信に報告原稿を執筆していただきます。遠隔地からのレポーターには交通費を支給す

ることができます。遠隔地で開催の例会のレポーターをご希望の若手会員はお申し出くだ

さい。 

 

日本音楽学会西日本支部事務局（大阪大学音楽学研究室） 

輪島裕介 

msjwestathandai@gmail.com  
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□ 定例研究会報告 □ 
 

■西日本支部 第 39 回（通算 390 回）定例研究会  

  

日  時 ： 2018 年１月 20 日（土）13:30-17:00  

会  場 ： 同志社女子大学今出川キャンパス 純生館 ３階 301 教室 

例会担当 ： 仲 万美子（同志社女子大学） 

内  容 ： 研究発表・シンポジウム 

  

 

I 研究発表 

「S.ゼヒターを巡る音楽的系譜と A.ブルックナーの指導法 

      ― F.エックシュタイン著「音楽理論体系」序文の考察―」  

 

梅林 郁子 

 

発表者による要旨 

梅林 郁子 
 

アントン・ブルックナー Anton Bruckner（1824–1896）の弟子兼秘書フリードリヒ・エックシ

ュタイン Friedrich Eckstein（1861–1939）は、ブルックナーから学んだ音楽理論を『アントン・

ブルックナー。音楽理論体系 Anton Bruckner. System der Musiktheorie』（オーストリア国立図

書館蔵・未出版）にまとめた。ブルックナーがジーモン・ゼヒター Simon Sechter（1788–1867）

に音楽理論や作曲法を師事したことを受け、エックシュタインは「音楽理論体系」序文において、

ゼヒターを巡る音楽的系譜を詳述している。発表ではこの記述から、⑴ゼヒターが受けた音楽的影

響、⑵ゼヒターの弟子・孫弟子によるゼヒター理論の伝播、⑶ゼヒターの高弟としてのブルックナ

ーの指導法の三点を検討した。 

⑴ゼヒターが受けた音楽的影響 

ゼヒターは、レオポルト・コツェルッフ Leopold Kozeluch（1747–1818）や、ヨハン・ゲオルク・

アルブレヒツベルガー Johann Georg Albrechtsberger（1736–1809）の弟子に作曲を学んだが、

古い教会旋法の使用や和声感の薄さから、エックシュタインは、彼らがゼヒターに及ぼした音楽的

影響は弱いと考えた。一方で、フリードリヒ・ヴィルヘルム・マールプルク  Friedrich Wilhelm 

Marpurg（1718–1795）とヨハン・フィリップ・キルンベルガー Johann Philipp Kirnberger（1721–

1783）は、ジャン＝フィリップ・ラモー Jean- Philippe Rameau（1683–1764）に端を発した調性

的対位法や、和声を意識した通奏低音を採用したため、エックシュタインは、ゼヒターが彼らの書

物からは強い音楽的影響を受けたとした。 

⑵ゼヒターの弟子・孫弟子によるゼヒター理論の伝播： 

 ゼヒターには多くの弟子がいたが、エックシュタインは特に、楽友協会音楽学校音楽監督を務め

たゴットフリート・フォン・プライアー Gottfried von Preyer（1807–1891）と、彼の弟子カール・

マイアーベルガー Karl Mayrberger（1828–1881）に焦点を当てた。特にマイアーベルガーは、リ

ヒャルト・ヴァーグナー Richard Wagner（1813–1883）の和声に関する自著をヴァーグナーに献

呈し、ヴァーグナーもこれを熱狂的に支持したことから、ヴァーグナーがブルックナーに対して好

意的な評価を下した理由は、ブルックナーもマイアーベルガー同様、ゼヒターの音楽的影響を強く

受けたからと、エックシュタインは評価した。 

⑶ゼヒターの高弟としてのブルックナーの指導法 

 ブルックナーはゼヒターの教えを踏襲し、弟子たちに対位法を学ばせる前に、何年にもわたって
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基礎となる和声学を学ばせた。また、ラモーの提唱した根音バスの考え方を徹底させ、課題では根

音バスを、和音の下に大文字のアルファベットか、符尾のない黒い符頭で記入させた、とエックシ

ュタインは回想している。 

 まとめとして、エックシュタインが序文で、特にゼヒターを巡る音楽的系譜に焦点をあてた理由

は、ブルックナーの音楽理論の歴史的背景を明らかにするためと考えられる。ブルックナーの音楽

理論を詳述する本文の導入として、エックシュタインはブルックナーが学び、弟子に教えた音楽理

論、ひいては自分が学んだ理論の、歴史的な流れにおける位置付けを明確にしようと努めたのであ

る。 

   

レポーターによる報告 

松田 聡 

   

梅林郁子氏の発表は、ブルックナーの弟子でもあったウィーンの音楽愛好家エックシュタインに

焦点を当て、特に、彼が未完で残した『音楽理論体系』の「序文」を対象として考察を行うもので

あった。オーストリア国立図書館に所蔵されている未出版のタイプ打ち原稿を参照しての意欲的な

研究の成果であり、論旨も明確だった。その内容は、私には、とりわけ、ウィーンの音楽文化史や

ブルックナーの受容史との関連において、興味深いものだった。 

エックシュタインは 1881 年 12 月にブルックナーの弟子となり、音楽理論の教えを受けた。私

的な秘書も務めたが、報酬は受け取らず、レッスンがその代わりとなったという。それどころか、

逆に、《交響曲第 4 番》や《テ・デウム》といった師匠の代表作の出版の金銭的な支援を行った。

ここからは、裕福な愛好家が作曲家の創作や生活を支えた実態が垣間見える。それもまた、音楽文

化の理解には重要な観点となることに気付かされたが、発表後の質疑応答を通じて、愛好家のパト

ロネージュについては、美術と比べ、音楽の分野では、まだあまり解明が進んでいないという実情

を知ることもできた。 

『音楽理論体系』の「序文」については、ブルックナーの師匠であったゼヒターを、音楽理論の

系譜の中に位置づけようとしているのが着眼点となった。エックシュタインは、グルックからコツ

ェルッフを経てゼヒターに至る師弟関係（その検証は今後の課題のようだが）を「偉大なる音楽伝

承の跡」として語る一方で、ゼヒターの弟子プライアー、さらには、その弟子であるハーゼルやマ

イアーベルガーの著作や理論にまで言及している。 

そもそも、全 673 ページからなる（未完の）『音楽理論体系』は全 3 巻からなる構想で、最後の

巻はブルックナーの理論を主題としているとのことだが、「序文」では、まず、その理論の正統性

を、源泉となったゼヒターを権威付けることによって強調しようとしているようにみえる。その「こ

だわり」と、エックシュタインがこれを執筆したと推定される 1920～30 年代におけるブルックナ

ーの受容のあり方とは結びつくのだろうか。そのあたりにも強く関心をそそられる。 

なお、この発表は、平成 28～30 年度科研費基盤研究（C）「19 世紀ウィーンにおける音楽愛好家

の活動―F.エックシュタインの貢献と支援の状況」の一環としてなされた。残り 1 年の研究成果に

ついても、ぜひ拝聴したいものと思う。 

 
第 II 部 シンポジウム 演歌研究の新展開：歴史・実践・越境 

 

１ 「演歌の窮状とトランスナショナル大衆歌謡研究への道」 

 

輪島 裕介 

 

登壇報告者による要旨 

輪島 裕介  

 

 

企画者である輪島の報告は、企画意図の説明、問題提起、それに沿っての各報告者の紹介を中心
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とした。  

まずは、2010 年に刊行した『創られた「日本の心」神話』以後の音楽業界の変化と、それにとも

なう言説の変化について紹介した。八代亜紀が小西康陽プロデュースのジャズアルバムを発表し、

石川さゆりが椎名林檎や宮沢和史の楽曲を歌う、といったように、「演歌の大物」とされる人々が

「非演歌」の楽曲を歌う傾向が増えている。さらに、五木ひろしやなかにし礼は、その著書におい

て、彼らが関わってきたのは「演歌」ではなく「歌謡曲」であると明言している。2016 年には「演

歌・歌謡曲」の普及・振興をめざす議員連が、インターネットを中心に強い批判にさらされたこと

なども含めて、全体として、演歌をナショナルなものとして特権視する傾向が弱まったことを指摘

した。その一方で、拙著では軽視していたアイドルがオーバーグラウンドに浮上し、地域や国家の

振興イベントに用いられたり、あるいはアイドルを通じて日本社会全体を論じようとする、かつて

の「日本人論」風の議論さえ現れる、といった形で一種の「アイドル・ナショナリズム」が勃興し

つつあり、それは拙著が試みた「演歌ナショナリズム」批判のように批判的に議論されるべきでは

ないか、と問題を提起した。  

続いて、今回の各報告者を、刊行後に気づいた拙著の弱点を補う意図をもつものとして紹介した。

輪島は、一国史的な記述の限界を超えるため、日系ディアスポラや旧大日本帝国圏内における日本

製大衆歌謡の普及の過程と文化的含意について述べる予定であること。斎藤氏には、拙著では「演

歌の女王」という形容を批判するにとどまっていた美空ひばりの特異性について、拙著では扱えな

かった在来の日本の芸能との連続性にも留意しながら映画スターとしての特徴を述べていただく。

そして、カラオケで歌われることを念頭において楽曲が作られることで音楽的に退化したと拙著で

論じたのに対し、その見方が鑑賞的聴取に偏りすぎていたとの反省から、カラオケ教室および喫茶

のフィールドワークを行っているトン氏に実際に歌われる文脈で何が起こっているのかについて

論じていただく。  

その上で、台湾における「黄昏的故郷」（三橋美智也「赤い夕陽の故郷」のカヴァー）のさまざま

なヴァージョンとその歴史的文脈について紹介する予定であったが、時間の関係でその部分を省略

せざるを得なかった。  

 

 

 

第 II 部 シンポジウム 演歌研究の新展開：歴史・実践・越境 

 

２ 「美空ひばり研究の経緯と展望」 
 

斎藤 完 

 

登壇報告者による要旨 

斎藤 完 

  

 美空ひばりを対象とした研究を始めたそもそもの動機は、現在の日本における彼女の位置づけに

違和感を覚えたことにある。 

 没後 20年以上も経つにもかかわらず、美空ひばりは健在である。たとえば 2011年には追悼イベ

ント、2017年には生誕イベントが東京ドームで盛大におこなわれ、そこでは知名度が高い「アーチ

スト」「アイドル」「演歌歌手」がひばりに対する敬愛の情を伝えるとともに、彼女の往時のヒット

曲を歌っていた。会場には 1万人以上の客が集い、その模様は地上波の全国ネットでゴールデンタ

イムに２時間以上にもわたり放送された。平時においても、テレビは彼女を頻繁に「出演」させて

いる。たとえば無作為に選んだ 2016年 11月 12日から 28日にかけての約二週間の間、１０回もの

「出演」を確認した。 

 管見がおよぶ限りこうした例はほかにはない。トルコ共和国を中心に、中近東、ヨーロッパ、中

央アジアなどで、20年以上かけて音楽調査に携わってきたが、レコード歌謡という企業が大量消費

を前提に製作する音楽の担い手が、没後にここまで手厚く遇されるのは世界的に見ても稀な現象で
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あると考えたのである。 

 こうした現状にもかかわらず、美空ひばりに対する認識は、「演歌」という特定のジャンルで傑

出した業績を持つ人、というのが一般的であるようだ。しかしながら、彼女が自らを演歌というジ

ャンルで規定するようになるのは最晩年のことで、彼女のキャリアにおける絶頂期（1950年代～60

年代）においては別の認識が自他共に共有されていた――「歌の女王」ならびに「銀幕の女王」で

ある。 

 「歌の女王」。美空ひばりは流行している音楽は何でも歌っていた。たとえば『踊る昭和歌謡』

（輪島裕介 2015）によると、昭和 30年代には「ニューリズム」と称される外来の流行音楽が次々

に紹介されたのだが、ひばりはそうした最先端の音楽をすべて歌っている。 

 「銀幕の女王」。ひばりは 1949～1971年の間に 170本の映画に出演したのだが、彼女は質の面で

も「女王」に資する。『キネマ旬報』（1960年）が企画した「戦後日本映画人ベスト・テン」では市

川崑（映画監督）、橋本忍（脚本家）、塩次秀雄（映配社長）、大川博（東映社長）、石原裕次郎、市

川雷蔵、中村錦之助、三船敏郎、京マチ子らに並んで美空ひばりの名前が挙げられている。 

 発表では演歌化以前の美空ひばりを再確認したうえで、近年における彼女の位置づけ＝「国民的

大スター」「国民的大歌手」について私見を述べた。 

 

 

第 II 部 シンポジウム 演歌研究の新展開：歴史・実践・越境 

 

３ 人生の黄昏を歌う―カラオケ実践から生み出される老後生活の時間意識 

 

ベニー・トン 

 

登壇報告者による要旨 

ベニー・トン 

 

私は聴取者側から演歌の「伝統」の再生産について調べるために、2016年 2月に来日し、演歌

がよく流れるカラオケ喫茶や教室で 1年間の人類学的なフィールドワークに挑んだ。なぜなら、

演歌に関する先行研究では、「伝統」と「ノスタルジー」との関連性が強調されており、とりわ

け「演歌は日本の心」かどうかという問題が目立つ。原因は、Christine Yano (2002)の構造主義

的な分析や、輪島裕介（2010）の文化史的な分析における制作側中心の言説的なレベルの理解か

らであろう。しかし、大阪市南部にあるカラオケ喫茶と教室に訪れた際、多くの年配の常連客が

「特に気にしていない」や「よくわからない」と発言し、「伝統」と「日本の心」といった言説

には無関心であることが分かった。その上で彼らは、自分が歌っているのが「演歌だけではな

い、歌謡曲も歌っている」と、カラオケ実践におけるジャンル区分の曖昧さと関係性のなさも主

張した。そこで、私は元の研究問題を諦め、カラオケ喫茶と教室での音楽実践における年配の常

連客の関心に近づくために、常連客にとってカラオケ参与とそこで歌われる歌がいかなる意味を

持つかという問題に目を向けた。 

本発表は、Christopher Small (1998)が提唱する「ミュージッキング(musicking)」の概念や

Robert Stebbins (2007)が提唱する「真剣な余暇(serious leisure)」の概念を理論的な基盤に

し、カラオケ実践から生み出される老後生活の時間意識に注目する。そのことによって、演歌や

昭和歌謡が、「日本の心」や「伝統」といった、曖昧だが固定的な過去のイメージに結び付けら

れる傾向に挑戦したい。「日本の心」や「伝統」という過去の賛美として捉えてきた演歌や昭和

歌謡におけるノスタルジーの作用に対し、カラオケのビデオ映像を通じた常連さんによる過去の

回想は、「昔」に対する賛否両論な声であり、より複雑かつ流動的なものである。そして、こう

した歌の現在と未来への作用も、カラオケ実践の視点からは見られる。まず、カラオケ参与の頻
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度と他の常連客との交流の密度からは、高齢生活における生活リズムやライフスタイルへの関心

が見られる。また、死と健康に対する考えも、カラオケ教室への取り組みやカラオケ教室での飲

食習慣から見られる。最後に、カラオケ教室と喫茶で不定期的に行われるプロ歌手のキャンペー

ンイベントの盛り上がりからは、長期的かつ不定期的な未来に対する考えも見られる。こうした

聴取者側の関心に近づく試みを通して、私は、一方では、従来の演歌研究の言説研究中心のアプ

ローチを乗り越え、他方では、高齢化社会における音楽文化の研究を、ノスタルジーや回想とい

った過去との関連でとらえるだけでなく、現在と未来への志向を含むものとして捉える可能性を

提起したい。 

 

 

第 II 部 シンポジウム 演歌研究の新展開：歴史・実践・越境 

 

デイスカッサントによる報告要旨およびシンポジウム全体のレポート 

 
増田 聡 

 
 

増田 聡 

  

 輪島氏、斎藤氏、トン氏の報告を受け、休憩後に増田によって報告を兼ねた論点整理が行われた。 

 演歌が置かれた現状の一端を示すものとして、1960年（斎藤氏によれば日本における映画興行の

最盛期にあたる）の紅白歌合戦の出演者ならびに曲目を、2000年代のそれが比較された。それをみ

ると明らかに近年の紅白歌合戦において「懐メロ」化が進行していることがわかる。とりわけそれ

は演歌歌手に顕著であり、1990年代ごろまでは同じ年にリリースした「新曲」を歌っていた大御所

演歌歌手が、当年にヒットする曲の減少によって、過去の大ヒット曲を演目として選ばざるを得な

い状況が進行していることが指摘された（他方で「ご当地ソングの女王」として知られる水森かお

りが毎年新曲を歌い続けているといった興味深い例外もある）。 

 しかしそのような現役演歌歌手が「懐メロ」を紅白で歌うこと自体は、視聴者にとって違和感な

く受け入れられていることから、増田は演歌と懐メロ的なもの——より正確に言えばレトロスペクテ

ィヴ性——との親和性を見出す。輪島著が批判したように、演歌はしばしば「日本の心」と結びつけ

られ、ある種のナショナリズム的な語りと接続されがちである一方、（他の大衆文化領域で近年顕

著な）排外主義的な政治意識と演歌が結び付けられることが極めて稀である事実がある。増田は「演

歌的なもの」の本質を（「日本の心」という語りに象徴されるような）ナショナリスティックなもの

ではなく、レトロスペクティヴ性に見出す。 

 その懐旧の方向として増田は三つの側面をあげる。（1）古い音楽内容（伝統音楽類似的な音楽要

素・過去志向の歌詞など）（2）古い音楽制作体制（70 年代以降「前時代的」なものとなっていく、

作詞家・作曲家のレコード会社専属制によって生産される音楽の場）（3）古い「曲年齢」（柴台弘毅

が提起した概念で、曲の発表年から当該音楽の演唱時点での経過年数を示す）の三つである。この

三つのレトロスペクティヴ性が強まるほど、その音楽実践は「演歌」的なものに近接するとみなさ

れるようなポピュラー音楽の言説環境に増田は注意を向け、斎藤氏の挙げる美空ひばりの「演歌の

女王」化のプロセスや、トン氏の指摘する「コモンミュージックとしての『演歌っぽい音楽』」が J

ポップと区分されるメカニズムもこの文脈の中で解釈可能となる、とする。 

 さらに増田は、ポピュラー音楽とナショナルな表象が結びついた他のアジア地域における事例と

して、「中国風」音楽と呼ばれる中国大陸で人気のポップスを演歌と比較する。台湾出身の周杰倫

（ジェイ・チョウ）がその代表的人物として挙げられるが、彼の曲「東風破」（2003）のサウンドや

プロモーションビデオなどに濃厚に現れる中国の伝統文化的な表象は、日本における演歌とは明ら

かに異なった機能を中国社会において果たしている。音楽産業によるポピュラー音楽の発展が日本

より遅れて進行した中国においては、高齢世代が産業的なポップスを聞く習慣が希薄であり、この

ような伝統文化的な表象は（日本の演歌のように）高齢層に向けたレトロスペクティヴな情緒と結
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びつくというより、むしろ若年層の自国文化志向に向けられたものと考えられる。 

 演歌を日本社会の文脈で理解するだけではなく、他国におけるポピュラー音楽とナショナルな文

化表象の結びつきの中で比較文化的に検討する可能性を示し、増田のコメントは締めくくられた。 

 

 改めて各パネリストの報告内容を簡潔にまとめておく。 

 輪島氏は『創られた「日本の心」神話』（光文社新書、2010）刊行以降の演歌研究のパースペクテ

ィヴを示すという本ディスカッションの目的が示され、演歌の衰退の現状、および演歌が担ってき

たとされるナショナルな心性を、演歌以外のポピュラー音楽が担うようになってきた（アイドル・

ナショナリズム）現状を指摘する。さらに一国史を越えた視点の重要性が強調され、日系ディアス

ポラの音楽実践や他国における音楽のナショナリズム的な事例との比較の必要が論じられた。 

 斎藤氏は『映画で知る美空ひばりとその時代』（スタイルノート、2013）でまとめられた研究を踏

まえ、生前の美空ひばりが代表するものは「大衆」「民衆」であったとし、他方 70年前後の演歌概

念の成立が「日本の心」（これは 75年の『週刊プレイボーイ』誌上における岡林信康と美空ひばり

の対談で、岡林が語ったものが早期の事例という）と結びつくなかで、演歌成立以前の大衆歌謡後

の体現者であった美空ひばりが代表するものが「大衆」から「国民」へと移行し、死去後の国民栄

誉賞の受賞（1989）により「国民的歌手」ならびに「演歌の女王」という位置づけが決定的になっ

たとする。 

 トン氏は演歌カラオケスナックの長期にわたるフィールドワークの成果から、高齢層の真剣な余

暇 serious leisure、すなわち計画的かつ持続的に専門的な技能を獲得すべく行われる活動として

の演歌歌唱実践を多面的に検討する。そこでは「演歌」概念が実践的に捉え返され、演歌ポップス

やムード歌謡といった演歌に隣接するレパートリー群（それらは増田の枠組みに置き換えれば「三

つのレトロスペクティヴ性」のいずれかを有する点で家族的類似の関係にある）が、J ポップや洋

楽と対比されつつ「コモン・ミュージック」（小泉恭子）として演歌カラオケ実践の中核を形作って

いることが指摘される。さらに実践の中でゆるやかに用いられるポピュラーな「演歌」概念におい

ては、「日本の伝統」といったナショナルなものがほとんど意識されていない事実もまた重要な指

摘であった。 

 

 事後の討論では、演歌における時間意識やノスタルジー、およびナショナルな意識との関係が中

心的な論題となった。その議論を仔細に追うことは難しいが、個人的には斎藤氏が討論の中で述べ

た、戦後大衆文化史における「国民」という語のタブー化と、1970年前後にようやくそのタブーが

風化したことで、それまでの「大衆」「民衆」に代わって用いられるようになったのでは、との主旨

の指摘が重要におもえた。敗戦後の日本社会において nation の扱いが諸々の事情で敏感なものと

なっていたことは周知だが、かつての美空ひばりが「"民衆"の心情を代表する歌手」と呼び習わさ

れたことは、ある意味では戦後日本の大衆文化における nation の屈折した表象であったのかもし

れず、また 70 年前後の「演歌」の生成と「日本の心」言説との結びつきはその屈折のある意味で

の解消（または別の形での新たな屈折）としてあったのかもしれない。 

 演歌の生成と来歴、また現在のあり方の検討は、大衆文化と nation の関係、さらにいえば日本

における「ポピュラー」（「大衆的」「民衆的」「人民的」といった単独の訳語におさめることができ

ず、学術的な空間でわれわれは未だ座りの悪いこのカタカナ語を濫用している）という概念の有り

様についてまでも新たな問いを投げかける。輪島『創られた〜』は、演歌が nation を象徴すると

いう「創られた伝統」を批判的に扱うことで、演歌＝「日本の心」という「神話」は相対化される

ことになった。だが nationと演歌の関係は単に「創られた伝統」として一蹴できるものではなく、

より一層の詳細な検討を必要としている。音楽ジャンルとしての演歌の盛衰にかかわらず、演歌が

持つ社会意識論上の重要性に新たな角度から光をあてたシンポジウムであったようにおもう。 
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□ 編集後記 □ 

 『西日本支部通信』第 14 号（電子版）をお届けいたします。今号は一回分（第 39 回）の定例研究会の報

告を収録しました。例会発表・報告者とレポーターの皆様に厚くお礼申し上げます。 

 本定例研究会は、前半はブルックナー研究への新たなアプローチを提言する意欲的な研究発表が行われ、

後半のシンポジウムでも、山口大学の斎藤完氏、オーストラリア大学のベニー・トン氏を迎え、演歌研究の

新展開についての活発な論議が行われました。シンポジウムについては『京都新聞』紙面にも報告記事が掲

載され、会員以外の方々にも研究の新たな展開が告知されました。今後の例会でもシンポジウムや意欲的な

研究発表もレポートされれば、西日本支部の活発な研究活動の広報につながるのではと感じました。 

 巻頭言の支部長の言葉にもあるように、老若男女、また、地域や学会の枠を超えた定例研究会となるよう、

来年度の研究例会予定をご覧いただき（本紙 p.1-2）、発表希望の申し出を積極的にいただければと思います。

そして次号刊行予定の支部通信紙上にその研究成果を記録できれば幸いです。 

今後とも西日本支部の活動にご協力いただけますようお願いいたします。最後に、各種学会関連情報のア

クセス方法についてお知らせします。（N） 

 

 FILE 西日本支部通信 

年に2回、PDFで発行され、西日本支部のホームページより随時閲覧可能ですが、下記の

「西日本支部メーリングリスト」（msj-k）にご登録いただくと、直接お手元に配信されま

す。個々のご事情で、紙面版の送付をご希望の会員は支部事務局にご相談ください。 

 MAIL 日本音楽学会Information Mail 

学会本部より毎月1回、各支部の例会、支部横断企画、研究発表奨励金など、多様な情報

が送信されています。登録ご希望の方は、日本音楽学会本部事務局 office (at) musicology-

japan.org 宛に、件名を「インフォメーションメール登録希望」としたメールを送って下

さい。 

 日本音楽学会西日本支部メーリングリスト（msj-k） 

支部会員のコミュニケーションを促進し、音楽（学）や学会活動などについて議論や情報

の交換をおこなうことを目的としたメーリングリストです。登録ご希望の方は、担当の増

田聡委員 masuda.satoshi(at)gmail.com までご連絡ください。 

 WEBSITE 日本音楽学会 http://www.musicology-japan.org/ 

 日本音楽学会西日本支部 http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/ 

 

 当通信へのご意見・ご質問、ならびに原稿掲載のご希望がございましたら、編集担当委員までご連絡（連

絡先は末尾に記載）ください。あわせて、本部・支部の事務局等に宛てて原稿をたまわる折、ＰＣ上の記号

の用い方について、以下ご参考くださいますと幸いです。 

・ 以下の記号は、ウェブサイト上で適切に表示されない場合があります。 

文字内の補助記号（ウムラウトやアクサンなど） /  半角カタカナ 

文字装飾（丸付き文字や全角データとしてのローマ数字） 

・ 文中に傍点や書式設定（ゴシック・イタリックなど）を設定なさりたい場合は、メール本文でなく、

Microsoft Wordのファイルに記入して、メールに添付してください。 
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