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─クラシック音楽の演奏史を生き生きと伝える音楽史譚家・山崎浩
太郎氏が、東京の音楽生活を彩ってきた数々の音楽ホールやレコード店
などを、その土地の歴史とともに紹介します。今回は音楽学者による発
狂フォーク・デュオ「公魚」の渡邊未帆さんをゲストに上野を歩きま
す。 
 ［2013年3月11日／取材・写真・構成：編集部／イラスト・地図：せとらデザイン］

◉連載

帝都クラシック探訪
─音楽都市TOKYOを歩く

文●山崎浩太郎　ゲスト●渡邊未帆

第5回　タナトスとエロスの街、上野（中）
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─日本でも大ヒットした『ムトゥ 踊るマハラジャ』（1995年）から
『きっと、うまくいく』（2009 年）に至るまで、ハリウッドならぬ“ボ 
リウッド”産を中心とするインド映画は今や世界を席巻している。毎年
インドに通い、古典から最新のサウンドまでインド音楽に精通している
“エキゾライター”が案内するめくるめくボリウッド映画と音楽の世界
にようこそ！

※「ボリウッド映画」は、インド最大の都市ムンバイを拠点に作られるヒンディー
語の映画のこと。20を超える言語で年間総数約1600本もの映画が作られる世界
一の映画大国インドにおいて、もっともメジャーな全国区の映画である。ムンバ
イの旧名「ボンベイ」と映画の都「ハリウッド」をもじってこう呼ばれる。

◉連載

ボリウッド新世紀
─サラームのインド映画＆音楽紀行

文●サラーム海上

第3回　トレンディー・ドラマ化を進めたヒットメイカーたち

ムンバイ市内の映画館のクリーンなロビー
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前口上

　前回のつづき、1984年の年度末からお届けします。30年前だし、今
とはずいぶん違う昭和末期のひところのはずなのですが、入力しなおし
ていて、どうもそんな昔の気がしません。少なくとも本人としては。出
てくる固有名詞が、今日わたくしが仕事で取り扱っているものと、あま
り変わらないせいでしょうか。ようするに進歩がないのです。すでに「雀
百まで踊り忘れず」の世界に入っております。
　前回、「グリコ・森永事件発生前後」と付けたのは、わたくしがこの
事件を知った3月19日の前後をまとめようとしたからです。ところが
量を見誤ってしまって、なかなかそこまで行けず、とりあえず佐藤勝さ
んが出てきた懐かしい日の出来事までを「上」としました。今回は「下」
のつもりでしたけれど、やっぱり3月19日まで行かないのです。じゃ
あ「中」だ。そうさせていただきました。
　前回のぶんもそうですけれど、慶應義塾大学の弁論部のメンバーとし
て大学対抗のディベート・コンテストに出なければならず、その準備に
かなりの時間を費やしております。行きたい芝居や映画もやめてディ
ベートに打ち込んでいるのでございます。演奏会やレコード屋にはきち
んと出かけておりますけれど。しかしその準備も不毛に終わるのです。
　とにかく昭和末期の音楽ファンの生活の一例とでも思っていただけれ

◉連載

片山杜秀の“昭和日記”

第5回　グリコ・森永事件発生前後（中）

文●片山杜秀
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　一般にはあまり知られていないことであるが、もしかしたら日本人
3000余万の音痴化を回避できたかもしれない試みが、明治のはじめに
おこなわれていた。ここでは“幻の唱歌編製プロジェクト”とよぶこと
にしよう。
　プロジェクトが立ち上がってから1年もたたないうちに消滅してし
まったので、唱歌の歴史に書かれることもなく、まさに“幻”となった
プロジェクトであった。この事実を掘り起こし、その重要性をはじめて
指摘したのは『洋楽導入者の軌跡─日本近代洋楽史序説』（刀水書房、
1993）という不朽の名著を遺した中村理平氏である。
　プロジェクトがおこなわれていた当時、東京都は今日の大阪と同様に
「東京府」とよばれていた。プロジェクトを立ち上げたのは、その東京
府である。私のみるところでは、この知られざる唱歌編製プロジェクト
は、新しい日本の歌が進むべき方向にかかわるものであった。つまり、
なぜ日本人が音痴になったのかというこの連載のテーマとも、深くかか

─西洋クラシック音楽の日本の教育現場への受容史を研究する安田
寛氏が、日本の音楽文化に「音痴」という視点から新たな光を当てる連
載。西洋音楽を核とし、メーソン＝伊澤修二が中心となった文部省の唱
歌教育に、東京府は真っ向から対立するプロジェクトをぶつけた─幻
と終わった「雅楽にもとづく唱歌編製プロジェクト」の顛末を描く。

◉連載

音痴と日本文化

文●安田寛

第3回　幻の唱歌編成プロジェクト
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―ハードコア・パンクのライヴでダイブし、ダンスホール・レゲエ
やドラムンベースのパーティーで踊り続けていた筆者は、2010年に体
験した2つの夏祭りに自らのアイデンティティーを揺さぶられ、そこか
ら日本のフォークロアを巡る旅に出かける─今月は、第2回で錦糸町
を訪ねた河内音頭の歴史に深く分け入り、その根底にある祭りの古層に
迫る！

◉連載

まつりの島　La isla de carnaval

文●大石 始

第8回　「未来の音頭」を夢見るイノヴェイターたち
─河内音頭・歴史編

写真●ケイコ・Ｋ・オオイシ

河内音頭発祥の地と言われる常光寺（大阪府八尾市）での「正調河内音頭」
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─「壁」が崩れる直前、1989年初頭のベルリンに始まり、パリ、
キューバ、エルサレム～ガザ地区、アイルランドと続いてきた、“音楽
の発火点”を求める旅。連載第7回はアフリカ、マリ政府に対する抵抗
運動を続けるトゥアレグの人々の音楽とミュージシャンたちを追う。

◉連載

音のある遠景

写真と文●石田昌隆

第7回　ティナリウェンの新作はなぜカリフォルニアで録音されたのか？
─砂漠の民、トゥアレグの抵抗運動とミュージシャンたち

2005年来日時のティナリウェン（9月2日、東京）
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　セシル・テイラー熱がまだ退かないのでもう一話。1988年の来日時
にインタビューする時間を持てた。古代アフリカ文明からレコード産業
罵倒まで猛烈な速さで話題を転換するのについていけず萎縮していると
ころに、トニ・モリスンを読めといって去っていった。その名前を聞く
のは初めてだった。彼の京都賞受賞記念パフォーマンスで司会をつとめ
ることになり、15年前の会話にけじめをつけるべく1992年の作品『ジャ
ズ』（大社淑子訳、早川書房）を読んだ。
　物語は1926年、ニューヨークの黒人街で18歳の少女が50代の愛人
に射殺され、彼の妻が葬儀の日、少女の骸の顔を切りつけようとして取
り押さえられるところから始まる。男の妻が少女や夫の過去を調べるな
かで、1880年代の綿畑時代の半奴隷生活や都会に出てきた当時の極貧
生活が蘇る。ジャズ演奏の場面もミュージシャンの名前も出てこない。
ジャズという言葉すら一度も使われない。翻訳者は緩急自在の文体、三
角関係の主題を自由に変奏する形式がジャズの即興に通じると解説して
いる。ここでは1926年という設定に注目したい。
　殺された少女ドーカスの両親は1919年のイースト・セントルイスの

─岡田暁生さんと交代で登場する細川周平さんの音楽時評。前回
とりあげたセシル・テイラー（2013年11月京都賞を受賞）の余熱からトニ・
モリスンとアンドレ・シェフネルが描くジャズの原質へ。

◉連載

日々是好音─細川周平の音楽時評

文●細川周平

第3回　イースト・セントルイスのセシル・テイラー



077
FE

B
. 2

0
1

4

─ベートーヴェン研究の第一人者であり、
関西を拠点に批評家としても健筆をふるう横
原千史さん。昨年12月に出版した初の単著
『ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全作品解説』
（小社刊）は、作曲年代順の構成にベートーヴェ
ンの創作史へのこだわりがみられる、横原さ
んならではの意欲作です。ベートーヴェンの
創作史は3期に分けられますが、初期から中
期にいたる時期に書かれたのが、有名な「ハ
イリゲンシュタットの遺書」。横原さんはそこ
に、「死から再生へ」とも表すべき彼の創作上
の決意を見てとっています。

　ベートーヴェン（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）の創作時期は、初期、
中期、後期の3つに分けられることが多い。創作様式の変化が明瞭であ
り、この区分は作品受容のごく初期（19世紀半ば）から現代まで説得
力をもって語られてきた。しかしながら、各期の境目についてはさまざ
まな議論がある。
　中期と後期の境は1812年から1818年と幅がある。つまり第8交響曲
から、真の後期の傑作である《ハンマークラヴィーア》ソナタまでの年
である。ベートーヴェンはこの間スランプに陥っていた。めぼしい作品

◉アルテス著者エッセイ

文●横原千史

『ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全作品解説』（叢書ビブリオムジカ）

横原千史『ベートーヴェン ピ
アノ・ソナタ全作品解説』（小
社刊）

ベートーヴェンの「新しい道」
─中期への過渡期と創作の転機
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　本書のもっとも目立つ主張は、ヴィデオ・アートは「ヴィデオ・アー
ト‐ミュージック」であるというものだ。1960年代半ばにナム・ジュン・
パイクらが創始したヴィデオ・アートというジャンルはこれまで、主に
美術の文脈において論じられてきた。また、その理論の中心にはたいて
いヴィデオという装置に特殊な機能が置かれてきた。ロジャースはこれ
に対して、ヴィデオ・アートを美術と、そして音楽という2つの系譜に
連なるジャンルとみなして、その出現を2系譜の絡み合いとして理解し
ようとする。そうすることで、彼女はヴィデオ自体をヴィデオ・アート
論の中心から外し、その代わりに長い歴史をもつ諸実践のネットワーク
を強調する。「アート‐ミュージック」という造語にはこのような意味

─新たにスタートした書評連載、大
谷能生さんには日本語で書かれた本を、
こちら洋書のほうは、美学と聴覚文化論
を専門とする研究者・金子智太郎さんに
選書とレビューをお任せしています。今
月とりあげるのは、ヴィデオ・アートを
美術と音楽というふたつの系譜から新た
に理解し直そうという試み。

◉ブック・レビュー[洋書]

ヴィデオ・アートの2つの系譜

文●金子智太郎

Holly Rogers，Sounding the Gallery: Video and the Rise of Art-Music

Oxford University Press, 2013
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　わたしの名を仮にhmynとしよう。意味はない。埒もなく他愛もなし
に、すなわち放埒に吐き散らかしている自国語が、書いている言語に準
じて、これが日本語であるようにして、わたしは日本人だ。最後のＮは
NationalかもしれないがNoともNothing、Nobody、Nowhere...Never、
もしやNippon、そのぜんぶかもしれないし、そのどれでもないような
気もする。そうしてhymnという日本人男性の右の手、人差し指には傷
というより「ささくれ」が激しく残っている。子どもの頃から今まで完
治したことのある「時間」はほぼない。過労時にはかならずこの「ささ
くれ」は開いてしまい、そしてこの開く傷口こそが、わたしのすべての
突破口となってきた。

　この突破口に未来はない。いや言い直せば、この突破口の先に未来を
約束し保証するなにひとつない。兆しも予感もなければ、そもそも未来
という言葉のニュアンスには、たとえどんなにいまの現状を、後に振り
返って渇望したとしても、その現在の状況はすでにいちど打ち壊された
あとのまつりしか、ダミーしか、稚拙になぞらえ上書きした、無惨にも
戯画化された偽物しか違法コピーでしか帰ってはこない。

　たったひとつ、いまを打ち砕くことだけが、このhymnの傷口のでき
うるわざである。

　すばらしきかな、我がささくれよ！　とhymnは独りごちた。

◉連載フィクション

ロッカウェイビーチ （7）

文●山崎春美
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─「和」の潜在的な魅力と新たな可能性を追いながら、さまざまな
アートシーンを紹介する「和の変容」。本誌連載第2回（『アルテス』Vol.3
掲載）で掲載した鳥養潮（とりかい・うしお）作曲の新作声明《存亡の秋（と
き）》のアメリカ巡演決定を受け、作曲家立ち会いの総稽古を取材した。
（協力：NPO法人魁文舎）

◉連載

和の変容

文・写真●小野幸恵

第6回　ニューヨークで初演される「9.11」の声明

《存亡の秋》2012年公演より（撮影：青木司）
僧侶の装束は、それぞれ階位に準じた衣に五條の袈裟を用いている。
袈裟は、壊色（えしき）・混濁色（梵語）を意味するカシャーヤ（Kasaya）の音訳。僧侶は財産をもつことが禁じられてい
たため、粗末な布をはぎ合わせて身を覆った。在家者は白をまとったので、これと区別するため草木や錆（さび）で染め
た布を用いた。布の枚数ごとに五條、七條、十五條、二十三條とあり、数が多いほうが格式が高い。
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括弧なしの音楽

　音楽関係の文章の編集をしていると、各種の括弧類をどう使い分ける
かに頭を悩ませることが多い。音楽作品名は《　》、組曲のなかの1曲
は〈　〉などと使い分けるときもあれば、すべてを「　」で通すことを
好む執筆者もいて、一筋縄ではいかない。
　そのなかで、扱いに困るのが交響曲とか弦楽四重奏曲などの「曲種名」
だ。厳密にいえば、「タイトル」ではない。ベートーヴェンの交響曲第
5番は「ベートーヴェンが書いた5番目の交響曲」という意味でしかなく、
それに後世の人が《運命》というタイトルを付した。だから、ぼく個人
としては、交響曲第5番《運命》という表記を用いることにしている。
　交響曲第1番、ピアノ協奏曲第1番などといった「括弧なしの曲」には、
括弧付きの曲にはないオーラがある。そこには、「括弧なしの作品を書
いてこそ一流」というような作曲家にとってのステイタスがあるのでは
ないか─。そんなことを感じたのは、7年ほど前、書店の音楽書の棚
に『交響曲第一番』という名の書籍を見かけるようになったころだ。
　最初、その本が何について書かれたものか、よくわからなかった。た
だ、『交響曲第一番』というタイトルがかもし出す重厚な雰囲気と「佐
村河内守」というなんだか戦国大名のような著者名があいまって、異様
な存在感を放っていた（しかも堂々たるハードカヴァーには、日本を代
表する大手出版社の名が記されていた）。その後、それが広島出身の被
爆2世の作曲家が書いた自伝的書物だということを知ったが、手にとる
ことももないまま時が過ぎた。
　数年後、その曲が交響曲第1番《HIROSHIMA》というタイトルで
CD化されたことを知ったとき、ぼくはなぜだかちょっとがっかりした。
聴いたこともなく、たいして興味ももっていなかったのに、なんとなく
『交響曲第一番』という書名から感じていた一種異様な存在感が消えて
しまったのを感じ、「惜しいなあ」と思ったのだ。「けっきょく、普通の

編集後記
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音楽だったのか」と─。
　その作品と作者をめぐって、今年2月になって明らかになったさまざ
まな事実については、ここで書くまでもないことだが、結果的にCDが
18万枚を売り上げ、テレビ番組などで繰り返し取り上げられるまで、
世の大多数の人はその作品を聴いたこともなく、「書名」として知るの
みだった。このことはもっと強調されてもよいのではないかと思う。
　「誰も聴いたことのない音楽」が、まず「本」として人々のあいだに
流通する─。この異様な事態を可能にしたのは、やはり「交響曲第一
番」という曲種と序数によってのみ示されるきわめて抽象度の高い曲名
ではなかったか。「最高の音楽は人間には聴くことができない」という
中世から伝えられるロマンティックな音楽観ともあいまって、世の多く
の作曲家が憧れる「括弧なし」の交響曲が、ある意味、究極のかたちで
実現したのである。
　その抽象的な音楽が《HIROSHIMA》というタイトルを得て、CDと
いうパッケージに収められ、武将のような名の作曲家がテレビの画面を
通じて人前に姿を現したとき、括弧なしの音楽は括弧を得て、「究極の
交響曲」は夢と消えた。ぼくはそれを見て、なんだかがっかりしたの
だ。 ［木村］

ウェブサイトをリニューアルします！

　2014年2月号をお届けします。今月はやむなく休載となってしまっ
た連載が多く、いつもよりボリュームが少なくなりましたが、休載分は
次号以降、挽回していきますので、どうぞお許しください。その分、ひ
とつひとつの記事の面白さをじっくりご堪能いただければと思います。
　さて、ちらちらっとアナウンスしていましたが、もう間もなく、3月
頭にこの『アルテス』電子版のウェブサイトを全面的にリニューアル・
オープンします。急ごしらえだったこれまでのサイトに比べて格段に見
やすく、楽しんでいただけるものになっています。ウェブサイトだけで
公開するオリジナル・コンテンツもどんどん充実させていきますので、
ぜひアクセスしてみてください。新しいURLなど詳細は公開と同時に
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ブログやツィッター、facebook、メルマガなどでお知らせします。
　また、一部からご要望のあった『アルテス』の紙版（プリント・オン・
デマンドのシステムを使う予定です）と、Kindle対応のmobiファイル
も準備中です。
　新しいサイトは、東浩紀さんが主宰する「ゲンロン」の刊行物やサイ
トも手がけている「ラボラトリーズ」のチームにお願いして、デザイン
はもちろんシステム全体をイチから新しく作り上げました。その打ち合
わせでは、ふだん慣れている紙の出版物とは異なる発想で考える必要が
あり、頭の違うところを使う感覚が新鮮で楽しいものでした。
　アルテスはおかげさまでこの4月に創業7周年を迎え、刊行物に付け
るISBNも最初の100をまもなく使い切ろうとしています（先日新しい
出版者記号を申請しました）。紙の書籍、ウェブサイト、メルマガ、
facebook、twitter、そしてこの電子版雑誌『アルテス』とそのウェブ
サイトと、新旧さまざまなメディアを通じて、これからもアルテスは質
の高い「出版」を続けていきますので、引き続きどうぞ応援とご愛読を
よろしくお願いします。 ［鈴木］



2014年2月28日　初版発行

Web http://www.artespublishing.com/dbook_artes/
Twitter https://twitter.com/artespublishing
Facebook https://www.facebook.com/magazineartes

発行者 鈴木茂・木村元
発行・発売 （株）アルテスパブリッシング
 〒155-0032　東京都世田谷区代沢5-16-23-303
 http://www.artespublishing.com/

デザイン 折田烈（餅屋デザイン）　http://www.mochiya.nu/
表紙イラストレーション へびつかい　http://hebi.soragoto.net/
ロゴ・デザイン 宮一紀
DTP 浜田淳
Web制作 小濱海代
編集協力 公魚（渡邊未帆、高橋智子）
 
 ISBN978-4-903951-84-3

※本誌に関するお問合わせはウェブサイトのフォームよりお願いいたします。
http://www.artespublishing.com/dbook_artes/contacts.html
※本誌に掲載されている文章、写真、イラストレーションなどの著作権はそれぞれの著作者に帰属します。本誌の内
容の引用あるいは複製、転載など著作権に関わる行為については現行の著作権法に従って行なってください。また、
本誌のご紹介、ご批評は大歓迎ですが、転載をご希望の際は上記のお問合わせフォームから弊社までご連絡ください。
※本誌は原則として毎月１回配信します。


	表紙
	このファイルについて
	目次
	山崎浩太郎／帝都クラシック探訪──音楽都市TOKYOを歩く
	サラーム海上／ボリウッド新世紀──サラームのインド映画＆音楽紀行
	片山杜秀／片山杜秀の“昭和日記”
	安田寛／音痴と日本文化
	大石始／まつりの島 La isla de carnaval
	石田昌隆／音のある遠景
	細川周平／日々是好音──細川周平の音楽時評
	横原千史／ベートーヴェンの「新しい道」──中期への過渡期と創作の転機
	金子智太郎／ブック・レビュー［洋書］
	山崎春美／ロッカウェイビーチ
	小野幸恵／和の変容
	編集後記
	奥付

