
国際音楽資料情報協会（IAML）日本支部
2007年総会報告
・日時：2007年5月19日(土)午後1時半～2時半
・場所：東京芸術劇場小会議室１
・出席者：荒川恒子、伊藤真理、加藤信哉、佐々
木勉、佐々木裕香、佐藤みどり、関根和江、関根
敏子、藤堂雍子、長谷川由美子、樋口隆一、森佳
子
委任状提出者：朝倉紀之、石田康博、伊東辰彦、
植田栄子、加藤修子、金井喜一郎、加納マリ、菊
池修、岸本宏子、斎藤容子、末永理恵子、杉本ゆ
り、住川鞆子、手代木俊一、寺本まり子、土田英
三郎、平岩寧、遠山一行、福中冬子、ホアキン・
ベニテズ、細田勉、正木光江、松橋麻利、三田智
子、美山良夫、森節子、山田高誌、林淑姫
上野学園大学音楽・文化学部図書館、エリザベト
音楽大学附属図書館、大阪芸術大学図書館、国立
音楽大学図書館、相愛大学・相愛短期大学図書
館、東京音楽大学附属図書館、同志社女子大学図
書情報センター、同朋学園大学部附属図書館、桐
朋学園大学音楽学部附属図書館、名古屋芸術大学
附属図書館、日本近代音楽館、フェリス女学院大
学附属図書館、民主音楽協会民音音楽資料
館、武蔵野音楽大学図書館
・出席者12人+委任状43通で総会成立

(会員総数個人会員61団体会員17の過半数）
・開会の辞：荒川恒子支部長
・議長選出：加藤信哉氏

Ⅰ．報告事項
１）会員の異動
退会：蒲谷朋子氏、鹿島享氏、草野妙子氏

東京藝術大学附属図書館
入会：茂手木潔子氏、福中冬子氏、三田智子氏

斎藤容子氏
２）2006年活動報告（３頁参照）

３）2006年会計報告と会計監査報告
４）会計監査承認（配布資料参照）
意見：会員会議参加補助基金は現在積立金が多

いため、来年は基金の募集をいったん中止しては
どうか。
ニューズレターの紙質を上げてはどうか。
５）会員会議参加補助基金への応募結果
一名の応募があったが、図書館、資料館の職

員、あるいは非常勤の研究者で、IAMLの会員で
あることという、基金設立の条件に合致しなかっ
たため、不採用となった。
６）ニューズレター
発行後、ホームページ上でも掲載するという手

順が確立。

Ⅱ．協議事項
１）2007年活動計画（３頁参照）
２）2007年予算案（配布資料参照）
会計年度が1～12月だが、総会はその時期から

大きくずれるため、例年、予算案提出時期には予
算の約半分が執行してしまっており、会計報告の
わかりにくさが指摘され続けてきた。その上、会
計年度内で予算が執行されず、次年度にまたがる
事態も生じている。役員会で検討する必要があ
る。(議長より)

３）シドニー会議への代表参加者
荒川恒子支部長
４）日本音楽楽学会とRISM

荒川支部長より以下の報告があった。
2005年の日本音楽学会全国大会にて日本の音楽
資料のシンポジウムがもたれた。反響は大きく、
日本音楽学会内で日本の音楽資料を考えるグルー
プが金澤正剛、荒川恒子、星野宏美の３氏をメン
バーとして発足。
しかしRISMと直接関係を持つものではなく、

学会が関与できる課題を検討することとした。
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なお、本年度は、新メンバーが継続審議するは
ずである。
一方、RISMへの情報提供は支部組織を通さず

にも可能であるが、情報提供と、そのノウハウに
関しては当面IAML日本支部を窓口とすること、
日本音楽学会のホームページからIAML日本支部
のホームページへのリンクを張ることが決まっ
た。
リンクはすでに張られている。
これに対して、シンポジウムを主催した樋口隆

一氏より、明治学院大学での以下の取り組みが報
告された。

RISMからドイツ語による筆写資料データ入力
のマニュアルを手に入れ、博士後期課程の授業の
一環として日本語訳をつけている。マニュアルを
理解することで、現在オンラインで公開されてい
るデータの利用も容易になる。日本語訳は来年度
に完成の予定等。
参考：
日本音楽学会   http://wwwsoc.nii.ac.jp/msj4/

IAML日本支部  http://www.iaml.jp/index.html

５）会員会議参加補助基金とその他の寄付
会員会議参加補助基金について以下のことが確

認された。
会員会議参加補助基金は、一定の目的のために

会員の方々から寄付を募ったという性格上、その
目的以外の使い方は出来ない。従って、別の目的
で資金が必要な場合は、別途寄付を募るというこ
とがありうる。
６）RILM（音楽文献目録委員会）への寄付につ
いて

RILM日本支部はIMSとIAMLの共同プロジェク
トの支部（RILM国内委員会）として、今年で35
年余の歴史を持ち、日本の音楽資料の情報を海外
へ発信する他に、日本国内における新しい音楽資
料を一覧できる冊子の発行という重要な仕事を行
なっている。

IAML日本支部はRILM国内委員会に、年間6万
円の分担金を、またRILM国内委員会の財政逼迫
を理由に、寄付として4万円をこの2年間拠出して
きた。寄付拠出の根拠は、RILMを組織する他の
団体と異なり、規模が小さいため、RILMが求め
た恒常的な分担金の倍増には応じられず、払える
ときに払うという寄付の形になったことによる。
しかし、今年度の国内委員会は、従来の仕事に

加えて、IAML本部の機関紙Fontesへ音楽関係単
行本情報を、新たな書式で送る仕事が加わった。
従来のFontesの書式はRILM国際版への情報提

供とほぼ同様だったが、今年度から編集方針が変
わり、新しいやり方で送付せねばならなくなった
ため、その分余分な手間とお金がかかっている。
この分を2年間続いた寄付という形ではなく、

Fontes編集費としてRILM側に支払う案が役員会
で検討されている。

Fontes編集費については、IAML日本支部から
の申し出に応えて、RILM国内委員会事務長から
総会の席で若干の説明があったが、さらに詳しい
調査と検討がIAML役員会においてなされること
となった。

＆ ＆ ＆ ＆ ＆

総会後、以下のようにIAML日本支部第43回例
会が開催された。
例会出席者は、個人会員15名、機関会員より3

名、非会員3名の合計21名であった。題目に対す
る関心の高さが伺われよう。
大角欣矢氏は、例会での意義深い発表に加え、
当日の報告をまとめて、ニューズレター今号にご
寄稿くださった。心より厚く御礼申しあげます。

IAML日本支部第43回例会

・日時：2007年5月19日(土)
午後2：45～4：45

・場所：東京芸術劇場小会議室１
・題目：近代日本における音楽専門教育の成立と
展開に関する研究
・発表者（発表順）
関根和江氏
（東京藝術大学音楽学部音楽研究センター）
大角欣矢氏
（東京藝術大学音楽学部楽理科）
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 2006年活動報告と2007年活動計画

2007年6月25日
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文京シビックホールに団体登録
日本図書館年鑑2007年度に寄稿

その他

1回
サーバ変更

1回更新
3回更新

ホームページ
ニューズレ
ター掲載

第30号 総会・例会報告
第31号 シドニー大会報告ほか

第27号2006年3月
第28号2006年9月
第29号 2006年12月

ニューズレ
ター

第42回例会 5月19日（東京芸術劇場）
題目：近代日本における音楽専門教育の成
立と展開に関する研究
発表者：関根和江、大角欣矢

第43回例会 秋
MLAJと協賛あるいは「文化庁調査につい
て」（未定）

第40回例会 5月20日（東京文化会館）
題目：IAML日本支部の可能性を考える
―Rプロジェクトを中心に
発題についてのコメント：荒川、藤堂 

RILM国際会議出席報告・RISM所感：
金澤正剛
総会後懇親会
第41回例会 

11月22日（民音音楽博物館）
題目：音楽図書館と著作権―映像資料と
楽譜を中心に
MLAJとの共同開催

例会・集会

第1回：3月5日（東京文化会館）
第2回：5月7日（東京文化会館）
第3回：秋

第1回：1月27日（東京文化会館）
第2回：5月20日（東京文化会館）

役員会

2007年5月19日（土）
場所：東京芸術劇場小会議室
内容：2006年度報告、2007度活動計画､
年間予算

2006年5月20日（土）
場所：東京文化会館小会議室
内容：活動計画､年間予算

総会

シドニー会議2007年7月1-6日
出席者：荒川恒子、伊藤真理、井上公子、
藤堂雍子、樋口隆一、茂手木潔子、上法茂
（予定）
代表出席者：荒川恒子
*発表：MUSIC INFORMATION SERVICES 

AT PUBLIC LIBRARIES IN JAPAN
発表者：伊藤真理
*発表：教育、継承、創造活動における日本
の伝統音楽の現在 発表者：茂手木潔子

ヨーテボリ会議2006年6月18-23日
出席者：荒川恒子、伊藤真理、金澤正剛
藤堂雍子、樋口隆一 

代表出席者：荒川恒子 

国際会議

2007年活動計画中間報告2006年度報告



IAML日本支部第43回例会報告
近代日本における音楽専門教育の成立と展開
に関する研究

研究の概要 大角欣矢
本発表は、2005～07年度科学研究費補助金・基
盤研究 (B) を受け、9名から成る研究チーム"の共
同研究として行われている、「近代日本における
音楽専門教育の成立と展開に関する研究」の中間
報告である。明治12（1879）年にさかのぼる音楽
取調掛設立の経緯やその活動内容に関しては、こ
れまで一通り詳細な研究がなされており、その全
体像は相当程度明らかになっていると言えよう。
しかしながら、明治20（1887）年の東京音楽学校
発足以降、同校で具体的にどのような教育活動が
なされてきたかに関しては、音楽教育史の分野に
おける、教員養成や唱歌教育といった観点からの
言及や、特定の人物や出来事にまつわる記述など
はあるものの、体系的・包括的な調査研究はこれ
まで行われてこなかった。近年、『東京芸術大学
百年史』の完結に伴い、最も重要な史料ならびに
データがまとまった形で利用できるようになった
ことは画期的な成果であるが、こうした素材を用
いて同校の教育・研究活動の全体像を描き出す作
業はなお課題として残されており、また当然のこ
とながら『百年史』といえどもあらゆる史料を網
羅しているわけではない。
そこで本研究では、東京音楽学校において、西

洋音楽及び日本音楽の実技と理論の専門教育がど
のように成立し展開したのか、その具体相を細部
にわたり明らかにし、かつその成果を一般の研究
者の利用に供するためのアーカイヴ構築を目指
す。周知の通り、東京音楽学校は第二次世界大戦
前まで唯一の官立音楽学校としてわが国の近代音
楽文化の発展に大きな役割を果たしてきたので、
本研究を通じて、近代日本における専門的な職業
音楽家養成の実像が、具体的なデータとその年代
的変化に即して明らかになることが期待される。
以下、主な調査項目ごとに、本研究の概要を簡

単に紹介する。
１．附属図書館における楽譜・音楽関係図書（日
本音楽・西洋音楽・その他）の受入状況を、受入
原簿等をもとに確認しテータベースを作成、教育
方針やカリキュラム、行事等、年代毎の実際の教
育態勢や活動、及びその変化との関係を明らかに
する。

２．東京音楽学校時代に授受された公文書を改め
て調査し、目録データベースを作成する。現在の
ところ、主として教務関係の文書について作業中
であるが、特定の個人に関わる内容が多いため、
個人情報保護法との関係で、どのような形で公開
が可能かについては、今後十分に検討する必要が
ある。
３．明治40（1907）年に設置された邦楽調査掛
が行った諸事業について、これまで学内に蓄積さ
れている研究成果を踏まえて再調査を行い、これ
についてもアーカイヴ構築及びその公開を目指
す。
今日の発表では、先述１．のうち、附属図書館
の受入原簿に基づき、明治28年頃までの楽譜の受
入状況を中心に、その概要や傾向、また主として
学校における演奏会の曲目との関わりから浮かび
上がる教育研究の実情など、現時点までに明らか
になったことを報告する。
注
研究チームの構成は次の通り。植村幸生、遠藤衣穂、大
角欣矢（研究代表者）、片山千佳子、関根和江、塚原康
子、土田英三郎、橋本久美子、舩山隆（以上五十音順）

近代日本における音楽専門教育の成立と展開
に関する研究##音楽取調掛時代楽譜受入
／所蔵状況の概要
   関根和江

近代日本における音楽専門教育の成立と展開に
ついて、音楽取調掛所蔵の楽譜資料にスポットを
当てて考察する。音楽取調掛の所蔵楽譜886件に
ついて受入及び所蔵状況を概観し、演奏された曲
目に注目して、おおよその受入時期を探り、音楽
専門教育の成立事情を楽譜資料に語ってもらう試
みである。
明治20年（1887）、音楽取調掛が閉じられ東

京音楽学校に移行するまでの間に、多くの図書・
楽譜が購入された。現在東京芸術大学附属図書館
に残されている原簿は、明治36年一括受入の形を
取ったため、各資料の正確な購入年代、購入順序
を知ることは困難な状況である。
しかし、楽譜については、明治36年の図書受入
原簿に、「明治28年4月1日受入」として一括して
記され、更に、記載の元になったと思われる明治
28年の目録、さらにその原簿と思われる明治18年
の目録の存在が確認されたことにより、28年受入
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の内容が概ね把握できること、さらに、音楽取調
掛以来今日まで、同一部門内では受入順に番号を
付ける習慣が保たれてきたことによって、受入の
前後関係をほぼ正確に推察することができる。函
架番号を参照することによって、わが国にどのよ
うな順序で各演奏部門の楽譜が入ってきたかを知
ることができるのである。
明治28年4月1日受入資料は、受入番号1～617

までの777件、さらに、明治28年4月11日受入が
618～692までの109件で、両者を合わせると886
件になる。また、4月1日記載の元になった原簿と
思われる明治18年の目録には1～692に至る楽譜
の目録が記載されている。692という数字は、4月
11日までの原簿記載点数と一致する。このことか
ら、まず4月1日付けで取調掛の蔵書を記載し、そ
の後同11日付けで記載漏れの蔵書を補充して、取
調掛の蔵書の一括受入を終えたものと考えられ
る。そこで、本発表では、受入番号692までの楽
譜886件について受入及び所蔵状況を概観し、演
奏された曲目に注目して、おおよその受入時期を
探る。
明治18年

の目録表紙
には、「明
治十八年楽
譜仮名目録
音楽取調所
教 本 及 楽
譜」と記さ
れている。
また、目録
の背には、
「楽譜目録
原簿 自一
至六九二」
と記した見
出しが貼り
付けられて
いる。
目録は、文部省の罫線に記入され、カタカナ書
き、欧文、またその後、カタカナ書きと何度か加
筆訂正が施されている。筆跡は数種あり、筆記具
はインク、赤インク、鉛筆、毛筆等さまざまであ
る。
概観すると1からカタカナ書き、477から欧文表
記になり612まで続き、この間一部カタカナが併
記されているものもある。613からは、別の筆跡
になり、カタカナ書きに戻る。

訂正も多数あり、更に、別の曲名を上書きした
りと、状況は様々である。
この明治18年の目録が、明治28年4月1日に書き
写されたものの原本だったと考えて問題はないと
しても、目録記載の内容等をさらに精査する必要
があると思われる。18年の目録の記載内容を詳細
に分析する作業は、現在すこしずつ進めていると
ころであるが、今のところまだ全体像はつかめて
いない。今後、明治28年の原簿と、18年の原簿を
照合することにより、18年の所蔵状況がより明確
になると同時に、18年以降、28年までの資料の異
動状況が明らかになることが期待される。
一例として、『小学唱歌集』を取り上げると、

これは、61という受入番号を持つが、明治18年の
目録には、受入番号61番に別の曲が登録されてお
り、28年付けで受け入れた時点で、以前の登録が
抹消され、新たにこの61の番号が、唱歌集に付さ
れたことがわかる。明治21年（1888）から27年
（1894）在職のお雇い外国人教師ディットリヒ1

が和声付けした『小学唱歌集』の手書き楽譜2が、
61という若い番号を持つ意味が説明されるという
わけである。これ以外にも同様の例があることが
容易に想像され、今後解決すべき課題である。
それでは、音楽取調掛が最初期に所蔵していた

楽譜がどのようなものであったか、そして、音楽
取調掛が20年東京音楽学校に発展的に移行するま
での間にどのような楽譜を購入していったかを
探ってみよう。
音楽取調掛の蔵書目録で最も時代をさかのぼる

ことのできるものは、取調掛が明治13年7月29日
付で、文部省内記所に回付し登録を受けた楽譜の
目録である3。
この目録には、「予テ当掛ニ備居候書籍」とし

て、図書楽譜184冊の内、洋楽楽譜が78冊記され
ている。
内容は、東京芸術大学附属図書館が1969年に出

版した『音楽取調掛時代（明治13年～明治20年）
所蔵目録（１）洋書・楽譜』4に紹介されている
が、この目録の出版からすでに38年が経過してお
り、逸失した資料もいくつかあるので、ここで現
在の状況を確認しておく必要がある。
なお、本発表に用いる作曲者名、曲（集）名の

表記は、原則として原簿等のままとする。
洋楽楽譜78冊は、ピアノ教則本、ピアノソナ

タ、ピアノデュオ、ピアノソロ5に分類される楽譜
で、各分類において、最も若い番号が与えられて
いる。

2007年6月25日
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ピアノ教則本PM1-126

バイエル、フライジー、ウイク、セロニー、
ベルチニー、ケーレル、ミュルレル、リトルフ

ピアノソナタP. Son 1-3
クレメンチー、クーロー
ピアノデュオP. Duo 1-3
ジアバリー、ケーレル、エメリース
$アノソロP. Solo 1
ケーレル
78冊の内、20冊を関東大震災等で逸失し、現在

は27件58冊を所蔵している。明治13年の受入から
120年以上経った現在、74％の保有率が高いのか
低いのか一概には言えないが、これらの楽譜は、
日本における音楽教育、ピアノ教育の事始めを示
す資料でもあり、約4分の3の資料が残されたこと
は、幸いと思わざるを得ないであろう。
事始めを物語る楽譜を、受入番号1という栄誉

ある資料バイエル「メトデ」から紹介する。
バイエル、メトデ7

明治13年の目録：
20冊、分類番号PM1、受入番号1
明治18年の目録：

20冊中、5,7,13/20の3冊欠、17冊
明治28年の目録：16冊
明治37年：1冊 売却し15冊
大正12年：9月1日の関東大震災で6冊焼失
昭和44年：7,11,13,16/16 の6冊欠 10冊
平成19年：10冊

10冊それぞれに様々
な書込（音名イロハ、
運指、強弱、音符分
割、和音度数、欧文メ
モ、用語の日本語訳：
dolceやはらか/comodo
静/Moderato中位等、
人の顔カリカチュアな
ど）があり、資料の傷
み具合から使用頻度の
高さが伺われる。楽譜
の破損部分は、手書き
（外国人の筆致か）で
補修されている。
現在は貴重楽譜の扱

いになっており、マイ
クロフィルムで閲覧す
ることができる。

フライジー、スタジース8：1冊 PM2
受入番号2 書き込み 後半は使われていない
様子 現在も1冊所蔵
ウィク、メトデ9：1冊 PM3 受入番号3
現在も1冊所蔵
セロニー10：2冊 PM4 受入番号4 Wien  版と

N e w  Y o r k版それぞれ 1冊ずつ計 2冊購入
現在は、Wien版を欠き、1冊所蔵
クレメンチー11：1冊 P. Son 1 1/2 受入番号5  
拍子やリズムの書き込み 巻末にテンポの変化
について 1冊を大正12の関東大震災で焼失
現在1冊所蔵
クーロー12：4冊 P. Son 2, 3 受入番号6

2巻各2冊の計4冊購入 第2巻の1冊を焼失
明治18年の目録ですでに1冊除籍 現在3冊所蔵
ベルチニー13：6冊 PM 5 2/2  PM 6 2/2
受入番号7 5部5冊を抹消し、3部3冊に書き直し
明治37%2冊売却 PM5 1/2除籍
PM 6に2/2拍子の取り方、メトロノーム数字、
裏表紙見返しに書込「我等の差せる、日本刀。
唯ハ差さぬぞ、此刀・・・」 現在2冊所蔵
ジアバリー14：2冊 P. Duo 1 受入番号8
現在2冊所蔵
ケーレル、キンデルユーブンゲン15：2冊

PM 7 1-2/2 受入番号9 現在2冊所蔵
ミュルレル、ユーブンクスチュック16：2冊

PM 8 受入番号10 2/2に書込 「バイアル氏教
科書ニ次グベキモノ、手形練
習」 現在2冊所蔵
ケーレル、ホルクスメロジー17：

2冊 PM 9
受入番号11 現在2冊所蔵
ケーレル、ダンセスポプレー18：

1冊 P. Duo 2 受入番号13
明治13年目録の記載「ケーレ
ル、ダンセスポプレー」は、
明治18年以降の目録では、
「フォルクステンゼー」ある
いは「フォルクスタンゼー」
と訂正 現在1冊所蔵
ケーレル、ホルクスタンツエ19：

1冊 P. Solo 1 受入番号12
現在1冊所蔵
エメリース20：20冊 P. Duo 3
受入番号14 現在20冊所蔵

IAML 日本支部ニューズレター 第30号
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リトルフ21：12冊 PM 10&PM11&PM12
受入番号15 明治13年の目録に記載された「リ
トルフ」は出版者名で、資料はケーラーの教則
本 明治18年の目録で「ケーロー氏」と訂正、
1冊減11冊 明治37年に2冊売却 現在9冊所蔵
以上、明治13年に初めて音楽取調掛が購入した
楽譜資料に関する確認作業によって次のことがわ
かる。
・当初購入した78冊中、20冊を焼失等で逸失し、
現在58冊を所蔵。
・逸失の理由として、原簿には、明治37年売却、
あるいは大正12年9月1日の関東大震災での焼失
と明示されているものがあるが、理由の記載も
なく除籍されているものもある。
・ 売却5点、焼失7点、不明8点。
残された記録として次にくるものは、明治13年
末、文部省会計局に対して提出された、「来十四
年中音楽取調掛需要之外国品見積書」22である。
ここには、ピアノ以外の各種楽器を学ぶための教
則本20冊を請求するリストが記載されている。
取調掛では、明治14年以降、メーソン23が教師

として雇われ、取調掛の助教と特別生徒に毎週1
時間管弦楽の実習を行うことになる。そのための
教則本が請求された。
 クラリネット（タイラル氏著）、クラリネット
（クロース氏著）、ダブルベース（ボテッシ氏
著）、ダブルベース（著者名なし）、フルート
（ラスセル氏著）、ホーボイ（著者名なし）、
ホーボイ（バレット氏著）、バイヲリン（ラスセ
ル氏著）、バイヲリン（トムソン氏著）、バイヲ
リンセロ（ブラックマン氏著）、各2冊合計20冊
である。
明治13年受入楽譜は受入番号15までなので、受
入番号16以降で教則本に分類される資料を、明治
18年の目録から拾い出すと、次の数点がそれに該
当する。
受入番号16 ドービー氏 ヴァイオリン 1冊   
後に内容変更
受入番号17 リー氏 ビオロンセロ 1冊
受入番号18 ドロウス氏 フリュート 1冊  除籍
受入番号19 ガイド、ド、レクチューア ［ピア
ノ］ 1冊
受入番号25 ヘルマン氏 ヴァイオリン 1冊
受入番号30 アラード氏 ヴァイオリン 1冊
受入番号34 ［ロンベルグ氏］ ヴィオロンセロ

1冊

受入番号35 フィルケッツ氏 ヴィオラ 1冊
受入番号36 ドウェット、トロイ、ヴィオリン

1冊
受入番号37 クウムメル氏 モルソー ヴァイオ
リンセロ 1冊
受入番号39 クウムメル氏 モルソー ヴァイオ
リンセロ 1冊
受入番号40 ヴァイオリン 1冊 後に内容変更
これらは、どれも、明治13年末に購入希望が出

された先述の教則本と合致せず、残念ながら、蔵
書目録からは、所蔵の有無を確認することができ
ない。何らかの事情により、購入予定の資料とは
別の資料を受け入れたかと思われる。
これ以後は、楽譜の原簿に当たるものは、現時

点で、18年の目録まで存在しない。そこで、資料
の受入経緯を探る手段として、取調掛が行った演
奏会の記録や、授業のカリキュラム等に目を向け
る。
記録によれば、明治14年5月24日、東京女子師

範学校皇后行啓の際に、はじめて管弦楽が演奏さ
れた24。演奏したのは、音楽取調掛伝習人一同で
あった。この時の演奏曲目は明らかにされていな
いが、音楽取調掛では、このころ、唱歌、ピアノ
の他に、管弦楽伝習の授業が、助教及び別生徒に
対し、週1回1時間行われており、簡単な室内楽は
伝授されていたと思われる。
ここで、明治15年1月31日に神田昌平館におい

て行われた「音楽取調掛成績報告」の演奏会にお
いて、助教、伝習人等によって披露された洋風管
弦楽の「クワルテット」25が目を引く。
この時の報告には、曲名も作曲者名も記載され

ていないが、状況証拠から結論を導き出す危険を
敢えて冒してみたい。
所蔵目録には、3つの四重奏曲が、それぞれ受

入番号32、33、38に登録されている。
受入番号32 Q1 ビュヒラー：クワルテット26

この曲は、短い5楽章からなるニ長調の四重奏
曲で、各楽章に細かな書き込みが多数見られる。
各声部に渡り、運指の書き込みや、ボーイング、
同じフレーズをリピートする回数等が書き込まれ
ており、まさに初心者が演奏しているさまが想像
される。
それに対し、2つの四重奏は様子が異なる。
受入番号33 Q2 ゲバウアー：ドウエット27

受入番号38 Q3 ヤンサ：ウァリヤチヨーネン28

この3曲はどれも弦楽四重奏曲であるが、Q1と

2007年6月25日
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は対照的に、Q2とQ3どちらにも書き込みはな
く、使い込んだ形跡も見当たらないことを考えれ
ば、この時演奏されたのは、Q1の弦楽四重奏であ
る可能性が高いと思われる。
なお、同時期までに、ヴァイオリン、ヴィオ

ラ、チェロの教則本が複数購入されていることも
弦楽四重奏が演奏されたことを裏付ける材料にな
るであろう。このことから、Q1は明治15年1月31
日の演奏披露以前に購入されたと考えられる。
次に注目するのは、明治16年という年である。

音楽取調掛では、明治15年9月から四年制に移行
する準備を整え、1年の準備期間を置いて翌16年
9月から四年制を実施する。9月に開始される教科
では、第3年と第4年の生徒が、正課として管弦楽
器の実習に参加するよう規則で定められている。
生徒は希望により、ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、ダブルベース、フルート、クラリネット
の内、一つの楽器を選択でき、そのために週5校
時が割り当てられた。16年の教授規則には、「適
当の教則本について之を練習せしむ」29と明記さ
れている。そして、第4年の後期には合奏の授業
が組まれ、そのための教材が購入される。
初めてオーケストラの楽譜が登録されるのが、

受入番号99の「シユツペー：ポルカ、マズール
カ」なので、それ以前の教則本は、器楽の授業の
初期教材として使用されたであろうことは容易に
考えられる。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス、フルートの教則本である。
受入番号99以前でピアノ以外の教則本を挙げて

みよう。
ヴァイオリン11点
受入番号25, 30, 42, 53, 63, 65, 66, 67, 76, 88, 90

ヴィオラ2点 受入番号35, 59
チェロ3点 受入番号17, 34, 54 
コントラバス1点 受入番号55
フルート1点 受入番号18
リード・オルガン4点 受入番号43, 49, 74, 75

なお、受入番号99～118の間に、室内オーケス
トラの楽譜が17点集中している3 0。 Suppe、
Strauss、Bellini、Meyerbeer、Mozartなどの作
品で、すべて序曲や、ワルツ、ポプリなど、小品
とはいえ、このころには、管弦楽の実習がかなり
進んでいたといえよう。
また、同じ16年の教授規則では、ピアノの授業

について、以下のように定められている。
ピアノの授業は、第1年の前期と後期でバイエ

ルを終え、第 2 年からウルバヒを始め、第４年で

完了することと定められている。受入番号122の
ウルバッハの教則本PM1431が、当初13冊と大量に
購入されているのも授業用として理解できる。ち
なみに現在所
蔵は、5冊のみ
であるが、そ
れぞれに、運
指法、強弱、
フレージング
等の書込があ
り、傷みが激
しいものもあ
り、かなり使
い込んだ印象
を受ける。
教授規則が

定められ、授
業が徐々に体
系化されてい
くなかで、特に管楽器、合奏、ピアノについて、
明治16年が一つの大きな分岐点であったと言えよ
う。
そして、管弦楽実習の成果が、明治17年1月23

日、文部卿巡視の際、助教員の演奏により披露さ
れた32。曲は、当時の表記によれば、洋風管弦楽
による「マタ氏ノ演劇音行楽」で、目録では受入
番号114、「フロトー：ウーヴエルチユール」と
記された Martha 序曲である33。
次に、受入番号206 P. Solo 41 に注目する。こ

れは、メンデルスゾーンのピアノ曲「婚礼進行
曲」34である。音楽取調掛では、明治17年5月を第
1回として、「月次演奏会」を開催しており、そ
の第３回にあたる演奏会が、明治18年1月17日に
開かれた35。そこで演奏されたのが、この「マー
チ」である。オクターヴや和音を省略し弾きやす
くする工夫の跡が楽譜に見られる。この楽譜が、
演奏会の明治18年1月までには購入されたことが
わかる。
さらに、5か月後、明治18年6月8日の音楽演奏

会36では、受入番号379、VP 7が演奏された37 。こ
れは、VieuxtempsのFantasie-Capriceで、導入部
と変奏曲にフィナーレが付くというヴァイオリ
ン・ソロの曲で、かなり技巧的である。
これ以降の受入番号については、年代を特定す
る材料となる演奏会の記録は確認できていない。

以上をまとめよう。購入記録、トピックスとな
る演奏会を各区切りとして、その間にどのような
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資料が受け入れられたかを概観すると、次のよう
になる。ただし、先にも紹介した『小学唱歌集』
の例もあるように、番号が付け替えられることも
あるので、あくまでも目安と考えるべきであるこ
とを忘れてはいけない。明治18年、28年の目録を
比較し、受入番号変更の状況等を洗い出す作業は
今後の課題として残されている（11頁の付表1を
参照）。

明治13年7月19日、受入は27点で、すべてピア
ノ曲。内訳は、ピアノ教則本21、ピアノソナタ
3、連弾3。
受入番号1～15の15番号。
その後、15年1月31日までの18か月の間に、17

点が受け入れられる。ピアノソロ、連弾が多く、
ピアノ以外の教則本（vn、vc、fl）が受け入れら
れ、独唱、弦楽四重奏も各1点ある。内訳は、ピ
アノソロ5、連弾5、ヴァイオリン教則本2、チェ
ロ教則本1、フルート教則本1、ピアノ教則本1、
独唱1、弦楽四重奏1。
受入番号16～32の17番号。
16年には、96点の受入である。管弦楽の楽譜が
購入され、ピアノソロ、連弾は相変わらず多いも
のの、独唱、合唱、歌唱法も数を増し、合奏教育
推進のために、弦楽器の教則本（vn、va、vc、
db）が購入される。さらにヴァイオリンデュオ、
ソロ、室内楽が購入され、オルガンの曲も4点あ
る。
受入番号33～122の90番号。
18年1月17日までには、93点が受け入れられ

る。ピアノ連弾、ピアノソロが群を抜いている。
合唱も増え、弦楽器のソロ、教則本も購入され
る。
受入番号123～206の84番号。
18年6月8日までには、受入数が249に達する。

先の1月17日からわずか5か月という短期間に、多
数の蔵書が受け入れられたことになる。これは、
18年2月9日、音楽取調掛が、音楽取調所と改称
し、施設も本郷の文部省用地（現在の東京大学法
文経1号館の場所）から上野の東四軒寺跡（現在
の科学博物館の場所）に移転することと関係があ
ると思われる。この移転措置で、蔵書が増大した
可能性が高い。
 所蔵楽譜の傾向としては、ピアノソロが132と突
出し、合唱、ヴァイオリンソロ、連弾、独唱が続
き、レパートリーの開拓が伺われる。弦楽器だけ
でなく、木管楽器、金管楽器の曲も購入され、多
様な教育が行われるようになったことを物語る。
受入番号207～379の173番号。

20年には、295点が受け入れられる。ピアノソ
ロ、ヴァイオリンソロ、合唱、リード・オルガ
ン、独唱、ヴァイオリンデュオ、連弾と、様々な
ジャンルの曲が増加する。この時期に、ピアノト
リオ38と、クラリネット曲39が初めて購入される。
教則本は、vn、歌唱法、pf、va、vc、fl'('が
購入されるが、割合で見るとかなり少なくなって
いる。楽譜の内容を見ると、約2年の間に、かな
りのレヴェルアップがあったことがわかる。
受入番号380～692の313番号。

明治20年までに受け入れられた楽譜の総データ
を各ジャンルの割合で見てみると、以下のように
なる。
全886件（データ数）
数の多いのは、ピアノソロ、重唱・合唱、ピア

ノ連弾、ヴァイオリンソロ、独唱曲、ピアノ教則
本の順である。括弧内に、上位のパーセンテージ
を示した。
声楽 193 22％
重唱・合唱99［11％］、独唱曲50［6％］、オ
ペラ・オラトリオ28&歌唱法16

器楽 637 72％
ピアノ独奏曲28 0［32％］、ピアノ連弾90
［10％］、ヴァイオリン独奏曲84［9％］、ピ
アノ教則本48［5％］、リード・オルガン36、
ヴァイオリン教則本35、ヴァイオリン二重奏曲
35、チェロ曲8、ヴィオラ教則本6、チェロ教則
本5、コントラバス曲3、フルート曲2、オルガ
ン2、その他3

管弦楽・室内楽 51 6％
オーケストラ38、室内合奏13、不明5

以上、音楽取調掛の受入楽譜と、演奏会等での
演奏曲目、行事、規則等々を照合することによっ
て、楽譜に関するおおよその受入時期の推定を試
み、楽譜の所蔵状況、さらに所蔵楽譜の内容か
ら、音楽取調事業の推移を考察した。明治20年、
取調掛は、音楽取調の域を超えて、その役目を終
える。この時までに、音楽専門教育の方向へ向か
う態勢が整えられ、音楽取調の事業は、東京音楽
学校へと発展的に引き継がれていったことが、楽
譜の所蔵状況から見えてくる。

注
 1 Dittrich, Rudolf (1861-1919) 1888-1894在職。 
 2 本紙17頁の写真を参照。
 3「音楽書184冊検印のため一時内記所へ回付（目録つ
   き）」、『往復書類、会計局ノ部』明治13年2月-14年
   6月、52丁。
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 4『音楽取調掛時代(明治13年～明治20年)所蔵目録(1) 
   洋書・楽譜』東京芸術大学附属図書館、1969年。
 5 ピアノ教則本（Piano method）分類はPM、ピアノソ
   ナタ（Piano Sontata）分類はP. Son、ピアノデュオ
  （Piano Duo ）分類はP. Duo、ピアノソロ（Piano 
     Solo）分類はP. Solo 
 6 1969年の目録では、ピアノ教則本にPM29（ベルティ
   ーニの練習曲）が含まれるが、東京藝術大学附属図書
   館では受入順に番号を付すという原則を考慮し、29の
   番号をもつ教則本は今回の調査対象からは外すべきと
   判断し、PM1～12に限定した。
 7 Beyer, Ferdinand. Elementary Instruction Book for Piano.
    Boston: Carl Prüfer, n.d.  [PM 1]
 8 Plaidy, Louis. Technical Studies for the Pianoforte. Boston: 
    Carl Prüfer, 1869.  [PM 2]
 9 Wieck, Friedrich. Method of Piano-forte Instruction. 
    Compiled and edited by Alwin Wieck. Boston: Carl 
    Prüfer, 1875.  [PM 3]
10 Czerny, Carl. Die Kunst der Fingerfertigkeit. Wien: Aug. 
    Cranz, n.d.  [PM 4]
    Czerny, Carl. Die Kunst der Fingerfertigkeit. New York: 
    Schirmer, n.d.  
11 Clementi, Muzio. Sonatinen-Album. Hrsg. von Louis 
    Köhler, neu revidiert von Adolf Ruthardt. Leipzig: 
    Peters, n.d.  [P. Son 1]
12 Kuhlau, Friedrich. Sonatinen. Rividirt und mit Finger- 
     satz versehen von L. Köhler. Leipzig: Peters, n d. 
    [P. Son 2, 3]
13 Bertini, Henri. Etudes. Leipzig: Peters, n.d.  
    [PM 5   2/2; PM 6 2/2]
14 Diabelli, Anton. 28 Melodische Uebungstücke für das 
    Pianoforte zu 4 Händen. Wien: Schreiber, n.d. 
    [P. Duo 1]
15 Köhler, Louis. Kinderübungen und Melodien. Leipzig: 
     Peters, n.d.  [PM 7]
16 Müller, August Eberhard. Pieces instructines pour le 
    Piano. Leipzig: Peters, n.d.  [PM 8]
17 Köhler, Louis.  Übungsstücke für das Pianoforte.  
     Braunschweig: Litolff, n.d.  [PM 9]
1 8 Köhl e r , Loui s . V olk s tä nz e für  d as  P ia nofo r te .  
     Braunschweig: Litolff, n.d.  [P. Duo 2]
1 9 Köhl e r , Loui s . V olk s tä nz e für  d as  P ia nofo r te .  
     Braunschweig: Litolff, n.d.  [P. Solo 1]
20 Emery, Stephen Albert. Ein Abend zu Hause: 8 leichte, 
     vier Händige Stücke. Boston: Smith, n.d.  [P. Duo 3]
21 Köhler, Louis. Practischer Lehrgang des Klavierspiels. 
     Boston: Schmidt, n.d.  [PM 10, PM 11, PM 12]
22「会計局より14年度中需用の外国品見積書請求および
    回答(見積書つき)」、『往復書類、会計局ノ部』
    明治13年2月-14年6月、83丁。
23 Mason, Luther Whiting  (1818-1897)  1880-1882在職
24 東京芸術大学百年史編集委員会編『東京芸術大学百
   年史 東京音楽学校篇』第１巻、音楽之友社、1987
    年、2頁。（以下『音楽学校篇』）
25『音楽学校篇』、199頁。
26 Büchler, F. Leichte Serenade für zwei Violinen, Viola und
    Violoncelle. Offenbach : J. Andre, n.d.  [Q 1]
27 Gebauer, J. 12 Leichte Duette. Berlin: Jul. Weiss, n.d.  
     [Q 2]
28 Jansa, Leopold. Variationen über drei beliebte Motive aus

    
     den Opern: Die Braut, Norma, u. Straniera für die Violine 
     mit Begleitung einer zweiten Violine, Viola u. Violoncell. 
     Wien: A. Diabelli, n.d.  [Q 3]
29『音楽学校篇』、50～51頁。
30 Orch 1  Suppe, Franz. Fein Parfümirt. Hamburg: Aug. 
      Cranz, n.d.  [=Orch 99 受入番号99]  Polka mazurka
    Orch 2  Strauss, Johann. Bitte Schön! Wien: C. A. 
     Spina, n.d.  [=Orch 100 受入番号100]  Polka 
       francaise
     Orch 3  Strauss, Johann. An der schönen blauen Donau.  
       [=Orch 101 受入番号101]  Walzer 廃棄
     Orch 4  Strauss, Eduard. Das Leben ist doch schön. 
       Wien: C. A. Spina, n.d.    [=Orch 102 受入番号102]
       Walzer
     Orch 5  Strauss, Johann. Du und Du.   [=Orch 103
   受入番号103]  Walzer
     Orch 6  Suppe, Franz. Teufelsmarsch. Wien: C. A. 
       Spina, n.d.   [=Orch 104 受入番号104]  March
     Orch 7  Fahrbach, Philipp. Frohlocken. Wien: C. A. 
     Spina, n.d.   [=Orch 105 受入番号105]  Polka 
       schnell
     Orch 8  Strauss, Eduard. Baccaccis Quadrille. Hamburg:
       Aug. Cranz, n.d.  [=Orch 106 受入番号106] 
       Quadrille   
     Orch 9  Strauss, Eduard. Wein, Weif und Gesang . 
       Bruxelles: Schott, n.d.  [=Orch 107 受入番号107]
       Walzer
     Orch 10 Bellini, Vincenzo. Norma. Mainz: Schott, n.d.
       [=Orch 108 受入番号108 受入番号108]  
       Potpourris
     Orch 11 Meyerbeer, Guacini. L'africaine. Mainz: 
       Schott, n.d.  [=Orch 109 受入番号109]  Potpourris
     Orch 12 Suppe, Franz. Dichter und Bauer. München: 
       Jos. Aibl, n.d.   [=Orch 111 受入番号111]  
      Ouverture
     Orch 13 Rossini, Gioachino. Ouverture.  [=Orch 113
  受入番号113] 除籍

     Orch 14 Flotow, Friedrich. Martha.  [=Orch 114 受入
     番号114]  Ouverture
     Orch 15 Mozart, Wolfgang Amadeus. Die Zauberflote. 
       [=Orch 115 受入番号115]  Ouverture
     Orch 16 Rossini, Gioacchino. Guglielmo Tell. Mayence:
       B. Schott, n.d.  [=Orch 116 受入番号116] 
       Ouverture
     Orch 17 Alkan, Maxime. Les Lanciers. Paris: Choudens,
       n.d. [=Orch 118 受入番号118]  Quadrille
31 Urbach, Karl. Prize Piano School. New York: Edward
     Schuberth, 1881.
32『音楽学校篇』、214頁。
33 注30参照
34 Mendelssohn(-Bartholdy), Felix. The Wedding March. 
     N.p.; n.d.
35『音楽学校篇』、218頁。
36 同上
37 Vieuxtemps, Henry. Fantasie-Caprice pour le Violon. 
     N.p.; n.d.
38 Schumann, Robert. Stücke im Volkston, op. 102; Duo für
    Piano u. Cello (ad. lib. Violine). N.p.; n.d.  [Trio 1]
39 Mozart, Wolfgang Amadeus. Larghetto. N.p.; n.d.  
    [雑 CL 22]
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東京音楽学校時代の演奏曲目と楽譜所蔵状況
との関連について

大角欣矢

明治28（1895）年4月1日記入開始の東京音楽
学校図書課の楽譜受入原簿は、同年月日付受入の
受入番号1番から617番をもって始まり、同年4月
11日付の618番から692番がこれに続く。これら
は明治18（1885）年記入開始の受入原簿『楽譜仮
名目録』から引き継がれたものであり1、これによ
り明治28年時点での東京音楽学校における楽譜の
所蔵状況を一覧することができる。これを『東京
芸術大学百年史』演奏会篇第1巻2に記されてい
る、明治20（1887）年の東京音楽学校発足時から
明治28年までの演奏曲目と照らし合わせてみる
時、当時の教育研究を巡る数々の興味深い実情が
浮かび上がってくる。以下、この照合の結果を報
告するが、対象となるのは東京音楽学校及びその
関連団体（同好会・学友会）主催の演奏会のう
ち、内容の概略がわかる15回の演奏会である3

（13頁の表1を参照）。この時期は、日清戦争準
備に伴う緊縮財政のため同校が東京高等師範学校
の附属となる明治27年9月まで、及び21年11月か
ら27年7月にわたる外国人教師ルドルフ・ディッ
トリヒ Rudolf Dittrich（1861-1919）の赴任期間
とほぼ重なる。
まずレパートリー全般に関して言えば、取調掛

時代同様、声楽、ピアノ、ヴァイオリンが中心で
ある。カリキュラム上は、管楽器も選択できたは
ずだが、実際に管楽器の演奏を披露している学生
は1名のみである。すなわち、井上京次郎（『東
京音楽学校一覧』明治25/26年版と26/27年版に
撰科生として名前が挙がっている）が明治25年11
月27日の学友会演奏会で、モーツァルトのクラリ
ネット五重奏曲中のラルゲット（ピアノ伴奏版）4

を、また、26年6月11日の学友会「男子部」練習
会で、ヴァイオリン、ハルモニウムとともに「ラ
スト・ローズ・オヴ・サマー」5を演奏している。
このうち、モーツァルト曲に関しては28年時点の
図書館蔵書中に確認できる唯一のクラリネット曲
楽譜として現存している。この楽譜が上述の演奏
の際に用いられたのならば、A管クラリネット用
のこの曲はB管で演奏されたものと推察される。
ピアノ伴奏譜が、オリジナルのニ長調から変ホ長
調に移調された手書きの楽譜となっているからで
ある。どちらにも、練習時のものと見られる若干
の書き込みが認められる。
レパートリー全体の時間的変遷を正確に追うこ

とは、史料における曲名表記が不完全であるた

め、困難である。例えば、ピアノ曲では「ソナ
タ」という記載がしばしば現れるが、特定はでき
ない。最も目立つのは、「メヌエット」「セレ
ナーデ」「インテルメッツォ」といった小品風の
タイトル、あるいは、取調掛時代からの定番の独
奏及び連弾曲である。後者には、ヴェーバーの
《舞踏への勧誘》、シューベルトの軍隊行進曲、
メンデルスゾーンの結婚行進曲などが含まれる。
ピアノ・ソナタで作曲者名が判明しているの

は、26年のフンメル6、27年のディアベッリ（四
手連弾)7、28年のクレメンティとベートーヴェン8

のみだが、このうちフンメルの変ホ長調ソナタ
（作品13）を演奏したのは、当時研究生だった橘
糸重である。その演奏については、翌年、上田敏
が雑誌『文學界』誌上で「されど秋風たちてまた
シイゾンの帰り来らむ折にはフムメルがソナタや
うのもの橘嬢に望みたく」9と述べ、さらにその翌
年28年にもこのフンメルの演奏に言及しているこ
とから10、よほど印象に残ったものとみえる。フ
ンメルのソナタ集については、明治18年の『楽譜
仮名目録』の413番に「ハムメル氏ソナテン・ウ
ンド・スチユッツケ 甲乙」として記載されてい
る。橘は27年に東京音楽学校講師となり、28年7
月6日の卒業式において、音楽学校の演奏会で確
認できる限り初めてベートーヴェンのソナタを披
露しているが、上田はこれにつき「曲名を逸した
れど、後にきけばベエトオヴエンのソナタＣヅル
よりＧに移り又Ｃに帰り、所々に妙趣を抜粋して
一曲と作したるものなり」11と述べている。これ
については、上田の言うように果たしてメドレー
だったのかどうかも含め、曲目の同定は困難であ
る。いずれにせよ、ベートーヴェンのソナタ集の
楽譜は、取調掛時代購入の3巻本のうち2冊が現存
するが（受入番号341）、一部の平易な曲を除い
て使用された形跡はほとんどない。したがって橘
が28年の演奏で用いた楽譜は、これとは別のもの
だったと考えられる。
  一方、同じ28年の演奏会では、ある男子学生が
クレメンティのソナタ12を演奏しているが、上田
はこれについて、今まで女子学生より常に劣って
いた男子学生のレベルに、近年目を見張る向上が
見られるとして、次のようにコメントしている。
「卒業生前田久八氏〔24年専修部入学〕が彈奏せ
られしはクレメンチイのソナタにして頗る高等の
洋琴樂ならずや。之を廿五年卒業の成川氏がエン
ゼンのセレナアドを奏せしに比して大いなる差異
あり。又類を當日の曲目中に求めて稀なる難曲た
り」13。事実、25年の卒業式では、成川熊雄（22
年専修部入学）がアドルフ・イェンゼン Adolph 
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Jensen (1837-1879) のピアノ練習曲集作品32よ
り、第9番 Serenade を弾いており、赤インクによ
る書き込みの多数入ったその楽譜が現存している
（受入番号504）。上田の発言と併せて見ると、
当時の音楽学校の平均的レベルについて、おおよ
その察しがつこうというものである。
ヴァイオリンに関しては、同定できる曲がさら

に少ないのであるが、「ロマンス」「無言歌」

「シチリアーノ」といっ
た曲名等からおおよそ判
断する限り、少なくとも
音楽学校初期の演奏レベ
ルはそれほど高いもので
はなく、例えば23年10月
18日の第8回同好会で演
奏されたシュポアーの練
習曲変ホ長調1 4は、この
時点としてはやや高めの
部類ではないかと推察さ
れる(受入番号380）。
そう考えると、26年の

卒業式における頼母木駒
子の活躍ぶりは画期的で
ある。まず、彼女はハイ
ドンの《告別》シンフォ
ニーで第1ヴァイオリン
を担当している15（ピア
ノとハルモニウムで伴
奏、詳細な編成は不
明）。この曲のパート譜
は28年の受入原簿に254
番として挙げられてお
り、現存する。第1ヴァ
イオリンパート譜には相
当数の書き込みが見られ
る。同じ演奏会で、頼母
木はさらにモシュコフス
キのセレナータ、ビゼー
のスケルツォ、「シツ
ト」（Hans Sitt?）のタ
ランテラを披露している
が、残念ながらいずれも
楽譜の同定には至らな
い。さらに、翌27年1 6、
そして28年1 7には、幸田
延の妹、幸田幸がヴィ
オッティ、ピエール・
ロード  P i e r r e  R o d e  
(1774-1830)、シャルル

＝オーギュスト・ド・ベリオ Charles-Augste de 
Beriot (1802-1870) らの「コンチェルト」と題さ
れた曲（特定不可）を演奏しており、特にヴィ
オッティに関しては上田の絶賛を得ている 1 8。

26年頃から特に顕著となるこの演奏レベルの向
上については、優秀な人材が入学してきたことも
あろうが、ルドルフ・ディットリヒの尽力に負っ
ている部分も大きいと思われる。そのことが特に
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はっきり表れているのは、声楽の分野である。表
1からわかるように、24年以降は学校唱歌が1曲を
除いて全く歌われていない。唱歌の制作とそれを
教える人材の育成は、音楽取調掛の大きな目的の
一つであったから、演奏会でそれを歌うことは、
その成果の発表という重要な意味を持っていたわ
けだが、それが姿を消したことは、教育の重点が
教員の養成から職業音楽家の養成へとシフトして
きたことを示唆している。
唱歌に代わって増えたのが、表1で「その他の

声楽」と分類した項目である。ここには独唱・重
唱・合唱が入るのだが、原資料における表記の不
備から、そのいずれかを特定しがたい場合も多数
ある。しかし、全体として見れば、合唱に最も
ウェイトが置かれていた
ことは明らかで、この傾
向は明治28年までにおけ
る楽譜の所蔵状況に占め
る合唱曲と独唱曲の割合
からも見てとれる。すな
わち、合唱曲の受入点数
は独唱曲のほぼ2倍にの
ぼっている19。

28年までの演奏会曲目
を伝える原資料は、声楽
曲の曲名として日本語の
タイトルしか伝えていな
い。恐らくこの時期、外
国語の声楽曲は原則とし
て原語ではなく、日本語
により歌われていたと考
えられる。その際、日本
語の歌詞は、原詞の多か
れ少なかれ忠実な翻訳と
いうよりも、新たに創作
（「作歌」）された。そ
の内容は、原詞とは全く
無関係な場合もあった
し、原詞に触発され、な
いしはそれと緩やかな関
連を保っている場合も
あった。前者の例が、25 
年 7 月 9日の卒業式20で歌
われ、その後も繰り返し
上演されて評判になった
《薩摩潟》（鳥居忱作
歌、原曲はシューマンの
《Zigeunerleben流浪の
民》）である。この曲で

は、現存する所蔵楽譜に当該の日本語歌詞が鉛筆
で書き込まれているのを確認できる21（受入番号
544）。ここでは、帰る故郷を持たないロマたち
の悲哀が、海の藻屑と消えた尊皇の志士たちへの
哀歌へと読み替えられている。
原詞とゆるやかな関連を保ちつつ新たに作歌さ

れた歌の例には、27年7月7日の卒業式22で歌われ
た《夢》（佐藤誠實作歌、原曲はシューマンの
《Der Traum》 Op. 146-3、受入番号545）や、27
年12月8日の学友会恤兵義捐演奏会23において歌わ
れた《國の光》（黒川眞)*作歌、原曲はメンデ
ルスゾーン《エリア Elias》の最終合唱、受入番
号274）24などがある。ウーラントによる《夢》の
原詞では、生き別れとなった愛し合う男女が再会
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する夢が歌われている。佐藤の歌では、勉学のた
めに故郷を離れて行ったわが子を思うあまり、夢
に現れた子に語りかける（母?）親の思いが歌わ
れる。教育の場では憚られた逢瀬の場面の描写の
代わりに、忠孝の教えが前面に打ち出される。黒
川の《國の光》では、天から稲妻を呼び寄せて預
言の大群に勝利したエリアとその神への讃美にこ
と寄せて外敵を圧倒する天皇の威光が歌い上げら
れる。明らかに時局との関連を思わせる内容であ
る（前頁の歌詞対訳を参照）。
この他、メンデルスゾーンの《森の小鳥たち 

Die Waldvögelein》Op. 88-4に、旗野十一郎の作
歌による《林中ノ音樂》がつけられている（受入
番号437）など、日本語歌詞の書き込みについて
はなお相当数確認されており、日本における洋楽
受容の一側面を示すものとして興味深い。これに
ついては、
今年度の科
研で、どの
ような楽曲
にどのよう
な歌詞が付
されたかが
検索できる
ようなデー
タベースを
構築すべく
作業中であ
る。
いずれに

せよ、上記
で述べた楽
曲はいずれ
もある程度
の技術を要
求する曲で
あり、しか
も 《 エ リ
ア》につい
ての雑誌評
は、以前と比べてかなり男声パートが進歩した、
と次のように賞讃している。「輓近男子部の進歩
も著しく既に當日『國の光』を歌ひし時、『テノ
ル』『ベエス』の勢旧*時の者ならずして女聲と
相頡抗して奏し終わりしは音樂界に於ける新現象
として賀す可きなり」25。伝えられるところで
は、25年7月、上述の《薩摩潟》上演のための練
習の折、ディットリヒの指導が男子学生に対して
あまりに厳しく、そのため彼らが演奏会のボイ

コットを計画したが、事前に事が露見し、首謀者
他3名が15週間の停学処分を受けたという26。演奏
技術の上達は、そうした熱心な指導が功を奏した
ものと思われる。
なお、東京音楽学校がディットリヒに委託した

仕事の一つに、『小學唱歌集』全3編の和声付け
があり、その手稿譜が現存する 2 7（受入番号
61）。これは、鍵盤楽器のための伴奏譜であり、
指遣いや強弱・速度等の演奏記号が詳細に記入さ
れている。ただし、日本旋律による唱歌について
は、和声付けは一部の曲にとどまっている。例え
ば第65番の「橘」という歌は、d音を終止音とす
るいわゆる壱越調律旋とみられるが、ディットリ
ヒは終止部分をト長調の変格終止として扱い、そ
のためメロディが第5音に終止する結果となって
いる。これに続く２曲の日本旋律の曲には和声付

けがなされておらず、その所は空白頁となってい
る。明治32年にこの楽譜が出版された際には、こ
れら和声付けされなかった曲は、単旋律のまま掲
載された。
さらにディットリヒは、邦楽曲の採譜も熱心に

行ったとされる。俗楽をピアノ用に編曲した4点
の出版楽譜はその成果の一部である。附属図書館
には、そのうち箏曲《落梅》の筆写譜28（受入番
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号4 7 8）、及び6曲の俗楽を含む《日本楽譜  
Nippon-Gakufu: Sechs japanische Volkslieder》
の、自筆サイン及び献辞入りの印刷譜が所蔵され
ている2 9（受入番号472）。前者は24年11月の同
好会慈善演奏会で、原曲（箏のみ）と、箏・ピア
ノ・ヴァイオリンによる合奏とを対比させる形で
演奏されている3 0。しかし雑誌評では、ピアノ
パートがあまり曲に調和していない、と次のよう
に批判されている。「茲に遺憾なりとなすべき所
は箏、バイオリンと同時に彈ぜる洋琴の樂曲は非
常に懸隔して別曲の如く聞こへたるやの感あり
し」31。後者の《日本楽譜》についても、6曲中3
曲が、翌 25年 7 月 9 日の卒業式で演奏されてい
る32。
当時の図書館所蔵楽譜中には、こうした、いわ

ば「和洋折衷風の楽曲」が他にもいくつか見られ
る。それらは、陸海軍軍楽隊から出張教授に来て
いたシャルル・ルルーやフランツ・エッケルト、
ディットリヒ赴任前に短期間教師を勤めたギョー
ム・ソーヴレーその他によるものだが、音楽学校
の演奏会でそれらが演奏された形跡は一切ない33。
当時は洋楽の中に邦楽が混じって演奏されること
が普通であり、また箏にヴァイオリンを重ねて演
奏することも、胡弓との合奏と類似するためかご

く自然に行われていた。こうした実践は、洋楽も
邦楽も音階上は大差なく、したがって徐々に「和
洋折衷して新曲を作ること」が可能であり、また
そうすべきである、という伊澤修二の考えと
も合致している。
しかし、26年を一つの境として、そうした演目
は減少する傾向にあり、特に、27年から28年に
かけての3回の演奏会では、一度も邦楽ないし邦
楽器が登場していない3 4。実は、26年の卒業式
で、バッハの「ガボット」（どの曲かは不明）を
多数の箏を用いて大合奏したものの、あまり評判
は芳しくなかったようである35。お雇い外国人に
よる「日本風」と称する曲に、洋風とも和風とも
つかない珍妙なものがあったり、ディットリヒに

よる日本旋律への和声付けに対する違和感なども
相まって、やはり洋楽と邦楽は根本的に違うの
だ、という認識が、学校の内外に広まって行った
のがこの時期なのかもしれない。
そして、一方では幸田延、幸田幸、橘糸重な

ど、優秀な人材の輩出、他方では上田敏のような
教養豊かでかつ耳の肥えた聴衆が徐々に育って
行ったことなどを背景として、東京音楽学校にお
ける教育は、ますますその比重を純粋な洋楽にの
み傾けて行くこととなったのではないだろうか。
明治20年に東京音楽学校が開学してからの8年間
は、試行錯誤を重ねる中で、その後の音楽学校の
進むべき方向性が徐々に固まって行った時期と考
えられるが、今回、演奏会曲目と所蔵楽譜資料を
照らし合わせる中からも、そのことがより具体的
な形として見えてきた。

"

 1 関根和江氏の研究（本紙4*5頁）参照。
 2 東京芸術大学百年史編集委員会編、音楽之友社、1990
年。

 3 同前3～28頁。
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 4 『東京芸術大学百年史』演奏会篇第1巻（以下 「演奏
会篇」と略記）13頁。

 5 演奏会篇18頁。フロトーの歌劇《マルタ》より。いわ
ゆる「庭の千草」。

 6 26年12月17日学友会演奏会。演奏会篇22頁。
 7 27年12月8日学友会恤兵義捐演奏会。演奏会篇26頁。
 8 28年7月6日卒業式。演奏会篇27～28頁。
 9 『文學界』第19号、明治27年7月、 18～21頁。演奏会
篇24～26頁に再録。引用は同26頁より。

10 『文學界』第31号、明治28年7月、28～31頁。演奏会
篇27～28頁に再録。

11 同前。引用は演奏会篇28頁より。
12 これも特定不可、クレメンティのソナタ選集第3巻作
品13-18は現存。8年目録では418番として「クレメン
チ氏ソナテン」2冊が記載されている。

13 注11の文献。引用は演奏会篇27頁より。
14 演奏会編9頁。
15 演奏会編19頁。
16 27年7月7日卒業式。演奏会編24～26頁。
17 28年7月6日卒業式。演奏会編27～28頁。
18 注11の文献。
19 関根和江氏の研究（本紙9頁）参照。
20 演奏会編12～13頁。
21 印影が以下にある。ビクターエンタテインメント
『原典による近代唱歌集成──誕生・変遷・伝播──
別冊付録・原典印影４』p. 90 ～ 100。同CD22には現
代の演奏の録音もある。

22 演奏会編24頁。
23 演奏会編26頁。
24 いくつかの箇所では、テノール声部やソプラノ声部
の高い音が、鉛筆で低い音に書き換えられている。

25 『帝國文學』第1巻第1号、明治28年1月、12～13頁。
演奏会編26～27頁に再録。引用は同所より。

26 遠藤宏『明治音楽史考』（有朋堂1948年、復刻版：
大空社1991年）、293頁。

27 この「自筆譜」の真純性に関しては、現在本研究チ
ームにおいて検証中である。

28 Breitkopf & Härtelより1894年に出版された楽譜から
筆写されたもの。筆記者不詳。

29 表紙裏に次のように書き込まれている。To the 
Imperial Japanese Music-Academy dedicated by 
Rudolf Dittrich. Tokyo 9./6. 1894. なお、ディットリヒ
は明治27(1894)年7月、東京音楽学校の職を解かれ、8   
月1日、ヴィーンに向かって出立した。

30 演奏会篇12頁。
31 『音樂雑誌』第14号、明治24年11月、15～16頁。演
奏会篇12頁に再録。引用は同所から。

32 演奏会篇12～13頁。
33 例えば次のようなものがある。Franz Eckert, 

Souvenir de Tokio: Defilir-Marsch; Charles Leroux, 
Airs Japonais et Chiois; Guillaume Sauvlet, Petite
Musume Polka; Idem, Nippon Valse.

34 演奏会篇23～28頁。
35 「演臺箏を以て滿たし殆んと歩むの餘地をもなく男
女數十名高低和聲(くわせい)に彈せられたるが唯弦
(いと)に規則正しく爪を當らるゝのにしてテンテンヂ
ヤンヂヤンの音のみ聞(きこへ)えて何となく興味薄く
傍に在る人咳(つぶやき)て曰く箏には箏丈の風味ある
が彼の曲は性質も組織(くみたて)も反對せして却てそ
れだけ本邦音樂の價値(ねうち)を損(せん)せり譬(た

と)へは小刀を集めて鋸(のこぎり)の代用に異ならず
と」『音樂雑誌』第34号、明治26年7月、14～15頁。
演 奏 会 篇 2 1 頁 に 再 録 。 引 用 は 同 所 よ り 。

編集注：本文中の旧字体が表示できなかった部分
に*を付した。また、注35の丸括弧内はルビを表
す。

事務局だより
♪2007年度会費納入のお願い
１月１日から新会計年度が始まりました。会費

未納の方は、郵便振替または銀行振込みでご送金
ください。年会費と振込先は以下の通りです。
年会費
個人会員       6,000円
団体会員   14,000円
振込先
郵便振替 00130-5-75629 IAML日本支部
銀行振込 三菱東京UFJ銀行六本木支店

普通1089206 IAML日本支部（イア
ムル ニホンシブ）代表 佐藤みどり

○連絡先の変更も併せてお知らせください。
○会議参加補助基金にもご協力ください。

IAML日本支部会計係 佐藤 みどり

♪RISMデータ送付完了
国立音楽大学附属図書館は所蔵している筆写楽

譜のデータを昨年の7月からRISMへ送付する作業
を行なっていたが、今年の5月に送付作業をすべ
て終了した。総数は140冊、380曲で、添付したイ
ンチピットは533である。楽譜の多くは18世紀の
イタリアオペラのスコアや抜粋曲で、そこに若干
のフランスオペラや器楽曲が加わる。作業当初、
作曲者未詳とされていた作品は、公開されている
RISMオンラインを使うことでかなり作者が判明
した。印刷譜や公開されている主題目録には掲載
されていない楽曲も多く、さらに楽曲の歌詞の変
更や追加、削除の例も数多く見出される。
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データのオンラインでの公開は早くても来年度
以降になる予定である。
国立音楽大学附属図書館では、筆写譜の簡略リ

ストを館内に置いているが、ネットでも検索でき
るようにこれから作業を開始する予定である。

（長谷川由美子）

♪2つの出版物
国立音楽大学では創立80周年を記念して多くの
事業がおこなわれたが、今年以下の2つの出版物
が刊行された。
国立音楽大学附属図書館所蔵 貴重書解題目録
図書館所蔵の貴重書を30点選んで写真付きの解
題目録としたもの
非売品
国立音楽大学 演奏の80年史―東京高等音楽学
院・国立音楽学校時代1926年―1950年3月―
国立音楽大学の創立時より現在までの演奏活動
にかかわる資料を可能な限り収集編纂したもの
でし、冊子とDVDの2形態から成る。
冊子は1950年までの年度ごとの演奏会のプログ
ラム、写真や記録および新聞や定期刊行物など
に掲載された批評や関連記事を収録。
DVDは創立時から現在までの演奏会記録をデー
タベース化したもの。
販売は国立楽器で扱う。
冊子とDVDは定価8000円、DVDのみは2000円

（長谷川由美子）

♪ホームページリンクのお知らせ
IAMLのホームページが、日本音楽学会のホー

ムページからリンクされたことは、総会報告のと
おりですが、さらに、北海道立図書館の情報検索
リンク集にもリンクされました。
リンク先：
         http://www.library.pref.hokkaido.jp/

 「Do-Links」＞調査研究お役立ちサイト＞
         図書館関連団体等

♪事務局への連絡
IAML日本支部では、日本近代音楽館のご好意

により、同館に事務局住所をおかせていただいて
いますが、同館には事務局スタッフが常駐してお
りません。郵便物などのチェックは遅れがちに
なってしまいますので、お急ぎの連絡は、事務局
長の長谷川由美子まで直接お願いします。

    編集デスクより
                   ,%-.'ニューズレター第 3 0 号を      

お届けします。
５月に開催された総会・例会の報告

です。例会発表は、東京藝術大学で行
われている科研の中間報告が２件で
す。大角欣矢氏からの報告書も掲載さ
せていただくことができました。この
場をお借りして御礼申しあげます。
また、東京藝術大学附属図書館に

は、貴重な写真の掲載をご快諾いただ
きました。ありがとうございました。
なお、言うまでもなく、資料の無断

転載は厳禁です。
会員の皆様、今年もよろしくお願い

します。 関根和江

IAML 日本支部ニューズレター 第30号
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