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巻頭言 在任期間を振り返って 
 

支部長 輪島裕介 
 

 

2019 年 3 月をもって、西日本支部長の任期が満了する。肩の荷やら胸のつかえやら頭痛

の種やら憑き物やらいろんなものがとれたり落ちたりするような思いだ、といいたいとこ

ろだが、全国大会を勤務校で引き受けざるを得なくなった。自由の身にはまだ遠い。 

と、嘆いていてもはじまらない。どの口が言うか、と各方面から盛大に突っ込まれるこ

とを覚悟で言うが、二年間の在任期間を通じて、例会・研究会を開催する単位として、支

部にはまだ存在意義が十分にあるのだなあということをしばしば感じた。 

2018 年度にはじめた発表者の公募は、ある面では発表者が少ないことに対する窮余の一

策ではあったのだが、結果として 3 人の応募があり、非常に多岐にわたる座組の例会を開

催することができ、懇親会での議論も非常に盛り上がった。また、シンポジウム形式の例

会を 2 回開催することができた。2017 年度の演歌を主題にした会は、私自身が企画したこ

ともあり、あまりおおっぴらに誉めることはしたくないが、音楽業界関係者が聴講に来た

り地方新聞にとりあげられるなど、思わぬ反響を得た。つい先日、2019 年 1 月に開催され

た「音・機械・身体：レコードをめぐる諸実践」も、九州と関東からパネリストを迎えて、

きわめて充実した会を持つことができた。さらに、年度をまたいで 3 月、4 月にも特別研

究会が開催される。これは、例会担当委員のルーティンとは別に、会員からの希望に基づ

いて行われるものだ。 

1 月のシンポでは、きわめて優れた創作家・実践者であるパネリストたちが、今や録音

物は、20 世紀にそうであったように音楽作品そのもの、あるいはその忠実な写しであるよ

りも、活動を知らしめるための「物販」にすぎない、と明言し、膝を打った。逆に言えば、

手段、ないし方便としての意義はまだある、ということでもある。それになぞらえて言え

ば、学会が研究活動の中心として研究動向を設定したり競争的資金の配分において主導的

な役割を担ってゆく時代は終わったとしても、誰がどんな関心に基づいてどんな活動をし

ているか、ということを互いが知るための場として、まだ意義はあるだろう。中央集権的

な体制のもとで管理と収奪の対象となる地方単位ではなく、人とその研究が対面的に交流

する場を組織するファシリテーターとしての支部には、まだまだできることはある。 

 

2019 年 3 月 7 日 
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□定例研究会報告□ 

 

■西日本支部 第 43 回（通算 394 回）定例研究会  

日  時 ： 2018 年 10 月 13 日（土）14:00-17:00  

会  場 ： 大阪市立大学梅田サテライト文化交流センター大ホール（大阪駅前第２ビル６F） 

例会担当 ： 増田聡（大阪市立大学） 

内  容 ： 修士論文発表・研究発表 

  

 

修士論文発表 

１ 日本における「自律した西洋音楽」観の形成―明治 20 年代の演奏批評の展開から― 

西澤 忠志 

 

 

発表者による要旨 

西澤 忠志 

 

本発表は、2017 年度に立命館大学へ提出した博士予備論文（修士論文相当）に基づくものであ

る。 

本発表の目的は、明治 20 年代の演奏批評の展開を通じて、日本における「自律した西洋音楽」

観の形成過程とその背景を明らかにすることである。これまでの先行研究では、「自律した西洋音

楽」観の形成過程の概要が語られるのみで、その具体的な展開や背景については触れられていない

ため、この先行研究の課題を解決するために、本発表では当時の音楽観を示す史料として演奏批評

を取り上げた。 

本発表では明治 20 年代の演奏批評を媒体ごとにまとめ、それぞれの特徴、共通と差異を明らか

にした。 

日本人による最初の演奏批評が掲載されたのは『音楽雑誌』においてである。その中では、演奏

以外の部分を指摘し、演奏については短く感想を述べるのみであった。 

しかし、明治 26 年に第一高等学校の『校友会雑誌』で掲載され始めた演奏批評では、演奏され

た曲の紹介や一高に西洋音楽を受容する意義を説きつつ、演奏技術に対し評価をし始めた。その際

の評価基準は、楽譜の通りに演奏ができているか、曲の内容を表現しているかどうかである。この

背景には、明治 20 年代の第一高等学校において同校の音楽部が他の一高生による批判により廃部

の危機に瀕していたことである。この背景と同時代の批評に求められていた役割を併せて考えると

『校友会雑誌』の演奏批評は、演奏技術に対する批評をすることにより音楽部の技術向上を目的と

すると同時に、曲の紹介や西洋音楽受容の必要性を論じることにより一高生への啓蒙を目的とした

ことを指摘した。 

また、これと同時期に『校友会雑誌』の演奏批評の筆者の一人である上田敏による演奏批評が『文

学界』に掲載された。上田敏は演奏批評で、演奏や曲に対する指摘と美文による聴いた印象を著し

た。その際の評価基準は『校友会雑誌』と同様であるが、特に上田敏が演奏で重視したのは、「エキ

スプレッシヨン」の有無である。この「エキスプレッシヨン」は演奏のミスを無くした上で「神来

の情熱」により、曲の精神や感情を表現することである。また、その背景として当時の上田が受容
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していたロマン主義を背景とした芸術思想が考えられることを指摘した。 

以上により、演奏批評における「自律した西洋音楽」という見方の形成過程の背景には、ロマン

主義を受容した上田敏をはじめとした旧制高等学校の学生の存在を指摘した。 

 

 

レポーターによる報告 

大嶌 徹 

  

修士論文をもとにした西澤氏の発表は、明治 20 年代の演奏批評の分析を通じて、「自律した芸術」

としての西洋音楽の見方が日本で成立した過程を検討するものだった。芸術音楽の観念が明治 20

年代に普及したことは先行研究で確認されてきたが、西澤氏はそれが、演奏会での演奏を論じる言

説でいかにあらわれたかを、日本初の音楽雑誌『音楽雑誌』、第一高等学校の学内誌『校友会雑誌』、

及び上田敏の批評を主な分析対象として論じた。 

明治 23 年音楽教育者の四竈訥治が創刊した『音楽雑誌』は、当時の音楽界における事柄を広く

扱い、全国で開催される演奏会の論評を掲載していた。ただし、演奏会という場の様子を報じるこ

とに比重が置かれており、演者の身なり等に関心が及ぶのに対して演奏自体に関する記述は少ない。

批評の方法や評価基準にも連続性を見て取ることはできない。 

これに対して、明治 23 年第一高等学校文芸部が創刊した『校友会雑誌』では、演奏内容が主題

とされ、技術の巧拙や感情表現の是非が論じられた。西澤氏によれば、音の美しさや表現を評価す

ることのできた「日本で初めての演奏批評」であるが、これが高等学校の学内誌であらわれた背景

には、学生文化のなかでの西洋音楽の低い評価があった。音楽軽視の学内の気風に対し、演奏批評

は音楽的価値を説明することで、一般生徒を啓蒙する目的をもっていた。 

『校友会雑誌』と同時期、文芸誌『文学会』に寄稿されていた上田敏の文章では、「自律した芸

術」としての音楽観がさらに色濃くあらわれていた。執筆の動機を演奏の美しさから受けた衝撃だ

と言明する上田は、作品に関する知識と演奏を聴いた感想を結び付けた批評スタイルを提示し、評

価においては技術の巧拙以上に「エキスプレッション」を重視した。西澤氏はここに「近代的な音

楽鑑賞」の端緒を読み取り、とりわけ「エキスプレッション」の用法に着目した分析を行いながら、

ロマン主義思想からの影響を指摘した。 

質疑応答は活発に行われた。上田が用いた語彙や表現方法の由来、その後の言説への影響、他の

主体(演奏家や高等学校内の体育会)との関係など話題は多岐に及んだが、全体を通して、演奏批評

が生起した文脈の複数性が浮き彫りになったと思われる。本発表が扱う対象の範囲は、音楽ジャー

ナリズム、学生文化、文芸批評に及んでいたが、複数の文化領域の接点に芸術音楽の観念が浮上し

たことは、演奏批評に特殊な問題なのか。そうしたことも含め、今後の研究のさらなる進展が期待

される発表だった。 

 

 

 

修士論文発表 

２ ショパンが使用した楽器についての一考察 

―ブーフホルツ・ピアノとプレイエルのユニコード・ピアノを中心に― 

當舎 加那絵 
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発表者による要旨 

當舎 加那絵 

 

本発表は 2016 年に大阪芸術大学大学院に提出した修士論文についてである。本論文ではショパ

ンが使用した楽器について調査を行い、楽器の特徴からショパンの音楽的好みを考察する。ショパ

ンは生涯を通して様々な楽器に出会う。それらは一括りに「フォルテピアノ」と呼ばれるが、音域、

アクション、ペダル、音色など千差万別であった。ショパンの書簡には、自己の音楽表現に相応し

い楽器を探し求めていたこと、演奏会で使用する楽器を自ら選択していたことが記されている。こ

れはショパンに限らず、楽器が著しく発展していた当時の作曲家にとって珍しい行為ではない。 

はじめに、ポーランドの家庭で使用していた楽器、ブーフホルツ・ピアノについて調査した。フ

レデリック・ブーフホルツ Fryderyk Buchholtz（1792～1837）は 1815 年にワルシャワで工場を

開き、その後博覧会で賞を受賞するなど活躍し、当時のワルシャワでは最も有名な楽器製作者であ

ったという。現存楽器８台についても現地調査へ赴き資料整理を行った。ブーフホルツはウィーン

製の楽器を基に製作を開始したが、後にイギリス製の楽器に出会い、技術を取り入れて独自の楽器

製作を行っていた。 

次にショパンがパリで最初に行った公開演奏会について考察した。ポーランドからパリへ拠点を

移して間もなく、ショパンは生涯愛用することとなるプレイエル・ピアノと出会う。この演奏会は

プレイエル社が所有するサロン、サル・プレイエルにて開催された。ショパンは自身の作品に加え

「６台のピアノのための《序曲と行進曲付大ポロネーズ》」という演目も演奏しており、この演目

には縦型、スクエア、そして一音に対して弦が一本しかない珍しいピアノが使用されている。本論

文ではこの一本弦の楽器をユニコード・ピアノと表記した。楽器の考察に先立ち、作品や会場、ピ

アニスト等について先行研究に相違があった為、当時の状況についても再考した。 

プレイエル社のユニコード・ピアノは 1825 年から 1829 年の間に製作された楽器である。現時

点で確認できた現存楽器は１台のみで、ペダルが紛失し、音色も聴ける状態ではなかった。プレイ

エル社の販売記録によると２本のペダルが備わっていたようだが、その機能、また音色についても

資料が少なく結論づけるには至らなかった。発表では割愛したが、論文中ではショパンのペダル記

号とプレイエル・ピアノのダンパーペダルの関係性という仮説にも触れている。 

 

 

レポーターによる報告 

筒井 はる香 

  

本発表は、2016 年に大阪芸術大学大学院に提出された修士論文に基づいている。「ショパンがど

のような音色を求めていたのか」という問いに対して、ショパンがポーランドで使用したブーフホ

ルツ製のピアノと、パリで最初の公開演奏会で使用した「ユニコード・ピアノ」の調査を通して明

らかにしようとしたものであった。 

発表内容を要約すると、ワルシャワ時代にショパンが所有したピアノは、1815 年に創業したブ

ーフホルツの楽器である。文献上では 8 台の現存が確認できるが、実際に調査を行うと完全な形が

保たれているものは皆無であった。そのため楽器を通してその特徴を明らかにするには限界がある。

一方、ユニコード・ピアノは、一弦式の小型のスクエア型のピアノで、販売記録からプレイエル社

で 1825 年から 1829 年まで製作・販売されていたことが明らかになった。また、ショパンの最初

の公開演奏会で演奏された作品がカルクブレンナー作曲の《６台のピアノための序曲と行進曲付き

大ポロネーズ》であると特定した上で、発表者は「６台のピアノ」に関する考察を行った。評者が
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興味をもったのは、ショパンの書簡と当時のサル・プレイエルの広さや座席数から、これらがグラ

ンドピアノではなく、大型の竪型ピアノ 1 台、スクエアピアノ４台とユニコード・ピアノであった

と推察した点である。 

質疑応答では、「どういった目的でユニコード・ピアノが製作されたのか」について、「1820 年代

にはリラ・ピアノなど様々なタイプの新たな楽器を製作していた時期だったため、ユニコード・ピ

アノもその一環であったのではないか、価格はグランドピアノの約半分で求めやすいものであった」

と発表者は答えた。次に、ショパンが書簡のなかで記した 6 台の「ピアノ」の原語とブーフホルツ・

ピアノの総生産台数についての質疑。前者についてはいずれも「パンタリオン」と記し、後者につ

いては調査中とのことである。また、「この研究はどこに焦点があるのか。楽器学なのか演奏法な

のか作曲家研究なのか」という問いがあった。発表者によれば、当初は、楽器の特色を明らかにし

た後、演奏の問題につなげる計画をしていたが、いざ始めてみると、完全形で残っている楽器がな

く、音域の問題に触れるにとどめざるを得なかったということだった。未解明の問題に対して真摯

に向き合う発表者の姿勢に評者は敬意を抱いている。ただ、丹念に収集した情報を、別のコンテク

ストに置きなおせば、ショパンが求めていた音色や演奏に対して、もう一歩踏み込むこともできた

のではないか。現在ヨーロッパではブーフホルツの修復や研究が活発になってきている。発表者は

イタリアで鍵盤楽器の調査を行っているとのことであり、今後の展開が期待される。 

 

 

 

研究発表 

３ やわらかなバッハ ―フーガの啓蒙活動― 

橋本 絹代 

 

 

発表者による要旨 

橋本 絹代 

 

本研究はフーガの演奏が難しいというアマチュアの現状をふまえ、《バッハ平均律クラヴィーア

曲集》（以下 WTC）を編曲せずにハ長調とイ短調に移調し、異種混合のアンサンブルを試みる「や

わらかなバッハの会」の実践例を示しながら、バッハが WTC における調をどのように考えたのか

について解明を試みたものである。 

ハ長調とイ短調だけは見たままで機能を表す「ドレミ」、即ち移動ド読みができる。WTC のフー

ガについては SDT を持つ完全なカデンツよりもむしろ調的浮遊性のゼクエンツに支配されており、

旋法、12 音、転調主題、復調など、調が複雑に変化し一つの調に長く留まらないという意味で転調

が無いともいえるため、途中で「ド」を読み替える必要性に乏しいと言える。異種混合アンサンブ

ルにおいて、管、弦、唱は通常１声のみであることに鑑み、鍵盤楽器も１～２声に減らすと楽に演

奏できるのみならず声部進行を目のあたりに学びとることができる。 

バッハは編曲や転用の際、同時に移調も試みた。当時は教会ごとにオルガンのピッチが異なり、

他の楽器と合奏するためにオルガンのパート譜を移調した。古楽は標準ピッチより低い音で演奏す

る。本来、調とピッチは無関係であるが、我が国の絶対音感教育は調とピッチを固定するのみなら

ず、固定ド読みで「ドレミ」本来の機能を無視し、純正のハーモニーを知らない耳を作るという副

作用をもたらした。 

富田庸の研究（1998）によって、WTC は順に作曲されたのではなく、先に簡単な調から完成さ
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せ、遠隔調については移調を試みた痕跡の残る調の存在が明らかとなった。バラエティーに富む 24

の調は同一調ですら性格的共通性の認められないものがあり、バッハは理論上考えられる 24 すべ

ての調を網羅したが、同時に 24 すべての性格を確立したとは言えない。一例として 2 巻の「嬰へ

長調」は「ヘ長調」からの移調であるが、両調は遠い関係にあり、単に臨時記号を変えるだけで移

調可能な調を選んだ結果と考えられる。 

遠隔調を演奏可能にする調律はミーントーンより 12 等分平均律に近づくことは理論上明らかで

ある。そこでは調ごとの性格の違いはほとんど消えかかっており、12 等分平均律はただ高さのみ

によって識別される 2 つのモードすなわち長調と短調が存在する。すべての調を演奏可能にする調

律によって調ごとの響きの違いは実証的なものから、音符の上だけに存在する精神的なものに属す

ることになったと言える。バッハ自身の移調の試みも踏まえた上で調の選択について、特に WTC

の 24 調は必然性が薄いと結論付けた。今後も引き続き、宗教性や地域性を超えたバッハの音楽を

広め、受容の一つの試みとして簡単に演奏できる「やわらかなバッハ」の活動を継続発展させる予

定である。 

 

 

レポーターによる報告 

杉山 恵梨 

  

橋本氏の発表は、「やわらかなバッハの会」の活動事例をめぐって、国内におけるプロ・アマチュ

アを問わない J. S. バッハ作品の参与型演奏実践の可能性を考察するものであった。 

発表の冒頭では、「やわらかなバッハの会」が「固定観念にとらわれず、柔軟に、バッハ作品とそ

の演奏実践に嗜む」ことを目的として橋本氏自身によって立ち上げられた団体であるということと、

同会は演奏会、講演会、「輪読会」、「対話集会」の開催を活動の中心に据えてきたということが、説

明された。演奏会の例には、本年に開催された「バッハ・イン・ザ・サブウェイズ」や「バッハ礼

賛音楽祭」と題されるものが取り上げられ、その実践形態における特徴が述べられた。例えば、「バ

ッハ・イン・ザ・サブウェイズ」では、ミサ曲ロ短調 BWV232（抜粋）が演目の一部とされたのだ

が、その演奏は、アマチュア演奏者の技術を考慮して「やわらかなバッハの会」が独自に考案した

（「イコール式」という呼称をもつ）移調法を用いて行われたものであった。橋本氏は、「演奏の行

い易さ」を優先すること、すなわち演奏者の身体性に留意した手法を採用することにより、「演奏

上のたのしみ」を享受することができる、という論旨をくり返し強調した。 

フロアからは、 (1)『平均律クラヴィーア曲集』を移調して演奏を試みるという例に対しては、

むしろ、全ての調を弾こうとするところに「演奏上のたのしみ」があると考える。移調されること

によって作品がもつ本来の意味は薄れるのではないだろうか。(2) 演奏する対象をバッハ作品に限

る必要性や根拠が、あいまいに感じられる。というような指摘があった。 

本発表の事例自体は、戦後日本における洋楽受容の延長線上に位置するものとして捉えることが

でき、話題性に富むものであった。ゆえに、本事例を「日本的なバッハ受容」の一つとして考察し

ようとするならば、より批判的な視野から検討する余地があると本レポート執筆者は考える。例え

ば、西洋文化に対する同時代の日本人の意識の希薄さと関連付けて問題視することにより、「日本

的なバッハ受容」の特徴を再検討することが可能になるといえるのではないだろうか。橋本氏の今

後の研究活動に期待したい。 
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■西日本支部 第 44 回（通算 392 回）定例研究会  
 （日本ポピュラー音楽学会関西地区 2019 年度第 1 回研究例会との合同開催） 

 

日  時 ： 2019 年 1 月 19 日（土）14:00- 

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 ： シンポジウム「音・機械・身体―レコードをめぐる諸実践」 

 

 

シンポジウム 音・機械・身体―レコードをめぐる諸実践 

１ 針に触れる、音を感じる 

コーディネーター：秋吉 康晴 

 

要旨 

秋吉 康晴 

 

本シンポジウム「音・機械・身体――レコードをめぐる諸実践」は、アナログ・レコードおよび

ターンテーブルを創作に活用してきた城一裕、dj sniff（水田拓郎）氏とともに、レコードに触れる

こと、レコードを聴くことの身体性や感覚性を再考するものである。だが、なぜいま「レコード」

なのか。次々と新しいテクノロジーが登場し、アナログ・メディアの多くが「デッド・メディア」

となりつつ現在において、「レコード」をとりあげる意義はどこにあるのか。開催趣旨を説明する

本発表では、「ニュー・メディア」の状況をめぐる問題を紹介しながら、懐古趣味におさまらないレ

コードの現代的な価値について考えてみたい。 

コンピュータ・テクノロジーに依存する現代のメディアは近年、「ニュー・メディア」と呼ばれる

ようになってきた。わざわざ「新しい」と形容されるのは、ひとつには、それらが「古い」アナロ

グ・メディアとは決定的に異なる性格をもつと考えられているからである。たとえば、音響を「物

理的」にではなく、「数値的」に記録することや、「モノ」から乖離した「データ」中心の流通形態

がそうした性格として挙げられてきた。他方、ニュー・メディアは広告的な価値をもつ言葉として

も特徴づけられる。つまり、ニュー・メディアは時代の先端をいく製品というブランディング・イ

メージと結びついており、つねに最新であることを消費者に求めるのである。そうしたニュー・メ

ディア経済の問題は、「古い」ハードウェアの大量廃棄を促すだけでなく、人工物と身体の双方に

蓄積されていく経験の時間性をなし崩しにしてしまうことにある。 

そうした状況のなか、あえて「古い」メディアの経験をとりあげることは、単なる懐古にとどま

らず、忘却されつつある録音体験の身体性を想起するという意味をもつ。試みに録音技術の原点に

さかのぼってみるなら、発明家のエジソンは指で振動に触れる感覚や、凹凸を擦る感覚から蓄音機

の原理を着想した。そうした起源が示すように、レコードの体験とは元来、楽器の体験にも似て、

人工物と身体の界面において生起するものだったのである。 

こうした背景を踏まえつつ、本シンポジウムでは二人の登壇者とともに、レコードの体験を再考

する。城一裕はレコードを「音を記録するもの」ではなく「音を生みだすもの」として捉えなおす

ようなメディア・アート作品を制作してきた作家であり、彼の作品はレコードの物質性がもつ音響

的な特性を想起することに寄与してくれるだろう。また、ゲスト登壇者の dj sniff はターンテーブ

ルの楽器性を追求してきた演奏者であり、彼の活動はレコードを聴くことの身体性を想起すること
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に寄与してくれるだろう。彼らとの対話を通じて、レコードの体験を想起することの現代的な意義

について考えてみたい。 

 

 

シンポジウム 音・機械・身体―レコードをめぐる諸実践 

２ ポストデジタル以降の音を生み出す構造 

パネリスト：城 一裕 

 

要旨 

城 一裕 

 

本発表では、ポストデジタル以降の音を生み出す構造、として、「音楽は予言である。そのスタイ

ルとその経済組織のなかで、音楽は社会の残余のものに先んずる。というのも、それは所与のコー

ドのなかで、可能性の領野を物質的現実がそれを実現し得る以前に模索するからである。」[Attali、

1977]という言葉を足がかりに、機械・電磁気・生物という物理的な手段を用いて音を生み出す/表

す実践を紹介した。 

音を出すという意図で作られた道具[Sachs, 1913]から、コンピュータ上で動作するソフトウェア

[Roads, 1996]まで、音を生み出す構造、は特に楽器という形で音楽と密接な関係を持ってきた。そ

の中でも前世紀の末よりソフトウェアは音楽を制作し演奏するための主要なツール（楽器）となっ

たが、その音を生み出す構造としてのデジタル音響技術は、一種のブラックボックスとして知覚の

閾値の下へと押しやられている。この構造を顕在化する試みとして、技術の失敗という観点からソ

フトウェアの動作にあえて人為的にエラーやバグを生じさせ音として出力する、ポストデジタルな

いしはグリッチと呼ばれる音楽[Cascone, 2000][Jo, Nagano, 2008]が生まれた。一方で、デジタル

音響技術そのものは、着実な進歩を遂げており、例えば Google によって開発された WaveNet[Oord 

et al, 2016]では、デジタル録音によってサンプル化された音、例えばとある作曲家のピアノ曲、を

対象として、膨大な類似データに基づく機械学習を行い、その特徴を持った別種のサンプル（例え

ば演奏されていない曲）、を人工的に出力する、ということが可能となっている。音を生み出す構

造を意識させる試みとして、失敗に端を発したポストデジタルの音楽は、コンピュータ上において

は、その失敗すらもサンプルという形でブラックボックスに回収してしまうこれらの手法の出現に

より、もはや行く先を見失ってしまっている。他方、音楽においては、生成される音そのものでは

なくその音に関わる人々の行為にこそ音楽の本質がある[Small, 1999]、という議論が行なわれてお

り、音を生み出す構造に対する関心は相対的に低下している。 

この状況を踏まえ、本発表では、音を生み出す/表す構造の動作をコンピュータの外部で物理的に

示す、いくつかの実践を紹介した。具体的には、機械に関わる例として、レーザーカッターやカッ

ティングプロッタによって刻まれた図としての波形に沿って、レコードプレイヤーの針が振動する

ことによりに音を生み出すという構造を持つ《予め吹き込まれた音響のないレコード》 [Jo, NIME, 

2013]、電磁気の例として、スピーカをコイルと磁石とに分割しそれらの組み合わせによりオーデ

ィオプレイヤーに接続されたコイルを、耳に取り付けた磁石に近づけることで、軟骨伝導 [17]によ

って音を聴くことを可能とした《超超短距離電信装置》[johnsmith, 2016]、生物の例として、イカ

の色素胞をディスプレイと捉え音楽の可視化を行なう《Chromatophre》[Yokokawa et al, 2019]を

紹介し、音楽が必ずしも音そのものを意味しない今、音を鳴らすということの意味を改めて問い直

した。 
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シンポジウム 音・機械・身体―レコードをめぐる諸実践 

３ Records as Traces, Records as Instruments 

ゲストパネリスト:dj sniff 

 

 

要旨 

dj sniff 

 

先日のシンポジウムでは「Records as Traces, Records as Instruments」というタイトルで私の

これまでの実験ターンテーブリストの活動を振り返りつつ、その中で特に「聴く」ことと「演奏」

することの可逆性と同時性が私の楽器制作、ライブ演奏、キュレーション、そして作曲作品にどの

ように反映されていったのかを紹介した。フォノグラフの発明当初、重要視されていた書き込む機

械としての機能が１９２０年代以降モホリ・ナギやアドルノの言説の中で再び取り上げられ、

「reproduction から production へ」や「passive listener から active listener へ」など規定されて

いるターンテーブルの機能を別の機能に転用することを根本とする現在の主流とされるターンテ

ーブリズムの言説の土台が形成される。特に実験ターンテーブリズムにおいては「書き込む」とい

うことが作家の表現行為以上に直接レコードに刻み込むことや傷をつけることによって生じる恣

意的な音がメディア自体の特性を表出し、ニザックやマークレーをはじめとする作家間で共有され

る美的感覚やスタイルへと発展してゆく。私が参加したプロジェクト「DRIFT01」も別々のターン

テーブリストが録音された溝が交差するようにレコードにカッティングされることでお互いが決

してミックスすることなく断絶を繰り返しながら作品の音楽性を立ち上がらせるものである。しか

し他方でこのメディア独特の音と断絶を強調する実験ターンテーブリズムの系譜にはリズムや身

体性に重きを置く非西欧的なルーツをもつターンテーブリズムがともに語られることが少ない。私

はマークレーや大友良英などと言った作家以上にキング・タビーやグランドマスター・フラッシュ

の革新性・実験性に影響を受け、それを作品の音楽的なスタイルではなく主に楽器づくりの方法に

反映させている。今回はその中で私が演奏や作品に使用している音を独自の方法で配置したダブプ

レートを紹介し、ヒップホップ・ターテーブリストのバトルレコードと共通する楽器としてのレコ

ードに ついて話した。またレコードが痕跡の再生であるとともに新しい「今・ここ」の刻印でもあ

るという話から私が制作した陶器の楽器やレコードを演奏する作品、また「accumulated memories」

としてのレコードという発想からフリージャズのレコードを使った作曲作品と昭和天皇の玉音放

送を素材に使った作品についても紹介をした。 

 

 

 

レポーターによるシンポジウム全体の報告 

輪島 裕介 

   

秋吉康晴氏の企画で行われた本シンポジウムは、「レコード」というモノを媒介項として、音及

び音楽が機械的に生成される仕組みや、そこでしばしば音響生成のモデルとなり、また表演的な発

音行為を実践する主体ともなる身体について考察する、きわめて視野の広い、野心的なものであっ

た。パネリストの城一裕氏、dj sniff 氏とも、実践者と研究者の視点を高い次元で兼ね備えた人物

であり、興味深い実践の紹介とそれに基づく洞察が随所に示された。 
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プログラムは、秋吉氏による「針に触れる、音を感じる」と題された、企画意図の紹介と問題設

定を兼ねた報告に始まり、城一裕氏の「ポストデジタル以降の音を生み出す構造」、sj sniff 氏の

「Record as Instruments, Record as Traces」に続けて全体討議・質疑応答が行われた。 

秋吉氏は、自身の研究テーマを「音響技術の文化史／文化論」と規定し、その観点から、まず「ニ

ューメディアの状況」を敷衍する。現在のデジタル／コンピュータに依拠する「ニューメディア」

が、「モノからデータへの移行」によって特徴づけられることを指摘した上で、「モノ」と「データ」

が、あたかもデカルトの心身二元論に類似するかたちで分離し、「モノ性」が感化されているので

はないかと問題を設定する。そのうえで、「『モノ』としてのレコード、ターンテーブル」に注意を

促す。そこで、メディア考古学的な観点を採用し、録音技術の起源に遡り、エジソンによる発明の

触覚的な性質を強調し、また、発明者によるパフォーマンスから、フォノグラフの楽器としての性

質を備えていたことに注意を喚起する。これは、発明家、創作家でもあり演奏家でもあり研究者で

もある城氏、dj sniff 氏を呼び込むうえで、きわめて効果的な文脈設定であると感じた。 

続いて城氏は、ジャック・アタリを引用した「音楽は社会に先駆けるのか？ それとも遅れてい

るのか？」という問いを冒頭で提示する。それに対する答えとして、音響技術の進化の系統樹のな

かで、次世代以降には受け継がれなかった「枝」にあたる部分の再検討と、そこに孕まれる「起こ

り得た別の進化」の可能性に基づく創作を行う、という活動の中心的な主題を示した（報告者自身

は、氏の問題意識を完全に理解しているか甚だおぼつかないのだが、そのように理解した、という

ことでご容赦いただきたい）。そうした観点から、モホリ＝ナギや刀根康尚といった芸術家から、

WaveNet や Acoustoflidic といった音響合成技術の先端的な動向までを射程に入れつつ、自身と、

氏の研究室の学生による創作を紹介した。なかでも「紙のレコード」は、氏の代表的な仕事として、

この分野に疎い報告者も知ってはいたが、その理念や創作の文脈について改めて理解を深めること

ができた。その技術はクリエイティヴ・コモンズに基づいて公開されており、私自身も機会があれ

ばぜひ作ってみたいと感じた。また、物理モデルをデータ化したデジタル音源を再物理化する試み

は、「ポストデジタル」の具体的な方向としてなるほどと思わせられ、音響信号を電極でイカに流

し、色素の変化を引き出す作品から、動物の知覚に関する倫理的問題を見出すくだりも印象的だっ

た。 

ゲストである dj sniff 氏は、自身の立場を DJ 音楽と実験音楽を越境し、レコードとレコードプ

レイヤーを楽器として用いるターンテーブリストであると規定した上で、自身の即興的な表現や関

連する諸実践について豊富な実例を基に報告した。報告者にとって興味深かったのは、「聴く」こ

とと「演奏」することの可逆性について、マイク／ヘッドホンの音声入出力の可逆性を参照しなが

ら指摘し、そのことを、即興という表現スタイルと、彼が自覚的に名乗る「DJ」の音楽性と関連付

けて述べたくだりである。さらに、「書く」ことをヨーロッパ的な伝統と結びつけたうえで、さら

に、そこから自由に離脱する特権もまたヨーロッパ白人男性のものなのではないか、という指摘に

は強く膝を打った。「何にもとらわれない自由な表現者／創作者」としての「芸術家」という理念

が、近代ヨーロッパ的な社会制度と規範のなかで特権化されたものであるという指摘自体は決して

珍しいものではないが、ヨーロッパで長く活動する一方、香港で教鞭をとり、アジア各地の実験的

即興演奏家に広く呼びかける「アジアン・ミーティング・フェスティヴァル」を組織する氏ならで

はのきわめて重い指摘であると感じた。デレク・ベイリーに由来する「イディオマティックではな

い即興」が、ある面では「神」に比せられる自由な創造主体としての特権的なパフォーマーのあり

方を含意してしまう傾向に、常々違和感をもっていた私にとって、まさに蒙を啓かれる指摘であっ

た。 

やや余談めくが、懇親会の席で、この発言を承けて、私は「先の発言でのヨーロッパ白人男性中

心主義批判には深く同意するが、そこでアジアでの活動をどう位置づけるのか。結局ヨーロッパ的
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な規範と英語でのコミュニケーション能力を習得した現地エリートとの交流、という地点を越える

ことはできるのだろうか」という、非常に意地の悪い質問をぶつけてみたのだが、氏は、そのこと

を率直に認めた上で、「しかし音楽の場合は、とりわけ即興の場合は、言葉がカタコトであっても、

また表現がカタコト的であってもコミュニケーションが成立するのだ」といった見解を示してくれ

た。本編終了後のことゆえ正確な文言ではないが、これも胸のすくような意見であると感じ入った。 

本編に戻って、パネリストによるディスカッションでは、秋吉氏から「演奏」という行為につい

てどう考えるか、という問いがあり、城氏は、制作プロセス自体を一つのパフォーマンスとして提

示している、と応えた。dj sniff 氏は、即興と録音は別であり、後者についてはコンセプトが必要

だ、と応じた。そして、録音物を制作するのは一種の「物販」であり、名前を認知させるための手

段である、という言葉もあった。続けて、dj sniff 氏から、いわゆるハイファイ志向とは逆の「ノイ

ズ」が作品の中心となっていることの意味についての問いがあり、城氏は、素材の差や継ぎ目など

も、作品を構成する重要な情報である、と応じ、秋吉氏も、「ノイズがのっている」という聞き方自

体がレコードやラジオによる音楽聴取が普及して以降、事後的にできたのではないか、と補足した。 

フロアからの質問では、増田聡会員から、「作品」がどの水準で捉えられているか、という問いが

あり、両者とも、録音物を作品と捉える立場に違和感を表明した。CD が「物販」である、という

文脈で、アカデミアや文化施設も「物販」と同様の、「アーティストを守る場所」としての機能を果

たしているのではないか、という見解もあらわれた。 

この日は、近隣で関連が深いイベントが多く開催されていたこともあり、絶対的な参加人数は必

ずしも多いとはいえなかったが、懇親会への出席率やそこでの白熱した議論から判断する限り、き

わめて質の高い聴衆を得て、大変充実したイベントであったと断言できる。私見では、今回「音」

と「機械」について、そして、音響生成のモデルあるいはメディアとしての感官についての議論は

かなり深められたが、感覚統合的な共感覚的な存在としての身体については、まだまだ議論を深め

る余地があるように思われる。ぜひ今後の続編を期待したい。願わくばパフォーマンス付きで。 
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□ 編集後記 □ 

『西日本支部通信』第 16 号（電子版）をお届けいたします。今号は、10 月と 1 月に開かれた 2 回の定例

研究会の発表要旨と報告を掲載しています。原稿をお寄せ下さった発表者、シンポジウムのコーディネータ

ー、パネリスト、及びレポーターの皆さまには、厚くお礼申し上げます。 

10 月の例会では修論発表と研究発表がなされ、1 月の例会はシンポジウムが企画されました。さらに、支

部通信上での詳しいご報告は次号となりますが、3 月 16 日には神戸大学にて、特別研究会として、ウィリア

ムズ大学のシェパード教授をお招きしての講演会も開かれています。これら、半年の間の多彩な例会に、現

在の西日本支部の皆様の熱心な研究活動が反映されているように思われます。 

私が支部通信を担当した 2 年間は、これからの支部のあり方を、何かと考えさせられた期間でもありまし

た。大きな転換の時期にさしかかっているのは間違いありませんが、やはり、良い面を残す変革こそが望ま

れるはずです。ときには、これまでの通信をご覧いただき、支部が何をなしえてきたのかを振り返ってもい

ただければと存じます。また、今後とも西日本支部の活動にご協力下さい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。（Ｍ） 

 

 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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