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音楽に於ける理念と方法論の研究

-日本人が西洋音楽を如何に受容 し創造するか-

泉 恵 得

はじめに

1872年 (明治5年)明治政府によって学制が領布され ｢唱歌｣が小学校の

教科書に､又､｢奏楽｣が中学校の教科書に取り入れられた｡そして1879年

(明治12年)文部省によって音楽取詞掛が設置され､伊沢修二 (東京師範学

校校長)が､御用掛 (責任者)に任命され､日本に於ける音楽教育の最初の

戸がこの様にして開かれた｡この事は､周知の事実であるが､爾来､今日ま

で百年以上を閲し､今や西洋音楽は､日本に完全に定着したかに見える｡子

供の音楽教室は､全国津々浦々に在るし､毎年､音楽系の大学を卒業する者

は何千人にも上る｡又､世界中の著名な音楽コンクールに毎年大勢の日本人

が､優勝又は入賞するし､世界の主要オーケストラの団員として､数多くの

日本人奏者が活躍している｡又､全世界から日本に､実に多数の演奏家が続々

とやって来て､音楽市場としても日本は世界有数だとの声が聞こえる様になっ

て久しいoこの様に見てくると､一見日本は音楽大国､音楽先進国の様に見

えるが､視点を換えると､それは上辺だけの繁栄であるのが判ってくる｡世

界のコンクールで日本人演奏家に共通して言われる批評は､技術は優秀だが､

音楽が何も無いという事である｡これはもう殆んど致命傷的な欠点である｡

これを言い直せば､日本の音楽家は､自分の音楽がないから猿真似をしてい

るという事だ｡何故､そうなるのだろう｡西洋音楽導入百年余のひずみか｡

或いは日本の国民性だろうか｡いや､これは､先を急ぎ過ぎた余り､西洋人

の真似さえすれば良いという姿勢でずっと来た為に模倣が習い性になって､

模倣から脱皮して創造に発展するという事が､いっ迄たってもできない所に､

その大部分の原因があると思う｡即ち声楽で言えば､バカデカイ声さえ出せ

ればそれで良しとする考え方 - どんな大きな声が出ても､それだけでは

単なる喉のスポーツにすぎない- がある限り､音楽不在で技術のみとい
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う非難は続くのである｡では､日本人にとって西洋音楽を受容し､創造する

理念とその方法論はどうあるべきか､そして又､日本人としてのアイデンティ

ティとはどう繋がるのかということに関して､この小論で述べてみたい｡

私に於ける音楽教育

ここで､私自身が体験して来た音楽教育を一度振り返ってみたい｡音の体

験として先づ考えられるのは､母の胎内で聞こえてきた諸々の音である｡そ

れは母の心臓の鼓動の音であり､外から聞こえてくる人の話し声であり又､

さまざまな生活雑音であったはずだ｡二歳頃になって､私の音楽教育の第一

歩が始まった様だ｡当時､戦後4-5年頃の沖縄の離島の状況は - 私は

人口三千人ぐらいの小さな島で生を享けたのだが - 生活としては惨膿た

るものだったはずだが､いや､それだからこそ､どさ回りの劇団が屡々訪れ

て蒸される"娯楽 "に対する期待と思い入れは､想像以上のものがあったと

推察されるO｢ときわ座｣｢でいご座｣｢大伸座｣｢双児座｣｢乙姫劇団｣等々

数多くのグループが､入れ替わり立ち替わり島にやってきては1-2週間逗

留し､興業を打った｡その興業期間中､毎日夕方になると､打ち出しの太鼓

を打ち鳴らすのが慣例だった｡すると､2-3歳の私は喜んで､その太鼓の

音に合わせて戸板を手で叩いたという｡この事は､興業期間中の私の習慣と

なり､少し年齢を重ねてからは､外で遊んでいても､太鼓の音を耳にした途

端に家へ騒け込んで､何十分も倦む事なく戸板を叩いていた記憶がある｡す

なわち､これが､私に於ける音楽教育の紛れもない第一歩と言える｡

その次に続く音楽教育は､三味線等の琉球音楽によるものであった｡私の

父 - 本業は散髪屋だった - が趣味で三味線をやっていて､同好の士十

数人を集めて屡々稽古を自宅でやるようになっていた｡その初めの頃には､

私は小学校に入っていたが､十数人の父親達が車座に坐って三味線や琴など

を弾奏するのは見るだけでも壮観だったし､それに何より合奏と合唱 - こ

こでは斉唱だったが - による音楽の魅力が私を圧倒した｡稽古の一部始

終を､胸をときめかし乍ら聴いた記憶がはっきり残っている｡そして次第に

次の稽古日が待ち遠しく感じられるようになっていった｡これが私の音楽教
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青の謂わば第二弾である｡

然し乍ら､私がすぐさま三味線を弾くという行動に出たかと言うと､そう

ではなく､音楽に対する興味は違った形で現われた｡つまり､それは当時の

沖縄の - 多分､日本全部を含めての - 時代性や社会性だったと思うが､

第2次大戦終戦時の反省期に反省し過ぎた余り､過去のいいもの迄捨て去り､

伝統文化や伝統音楽を軽視し､非伝統的なもの､即ち外から入ってくる物を

重視する風潮からの影響で､所謂､洋楽の方により強く興味を抱き､接近し

て行ったのである｡学校音楽とも呼ばれたりする､音楽の授業等で行なわれ

る音楽に魅かれて､もっと上手に歌いたい､もっとうまく楽器等を弾きたい､

もっと長く音楽に浸っていたいという気持ちに堪られて行ったoラジオから

流れてくる音楽も- それはクラシック音楽だけでなく､主としてジャズ

や歌謡曲だったが - よく聴いた｡中学校三年の終わり頃になって､将来

は音楽家に成る決意をし､それからピアノを習い始めた｡その後も高校､大

学､大学院と継続して音楽を学び､昭和53年にイタリアに留学するという風

に音楽を勉強して来たのである｡

環境と音楽

この様な経緯を辿って私は音楽を学んで来たのであるが､私のやって来た

音楽は､専ら洋楽である｡然し乍ら､前項で触れた様に､音楽へ導いた最初

の契機というのは､芝居興業の打ち出しの太鼓であり､その芝居の中で上演

される琉球歌劇や琉球舞踊であり､長じて後は､父親達の演奏する琉球古典

音楽であったのである｡何故､伝統音楽をやらずに西洋音楽にたずさわって

来たのか｡この事について考えてみる必要がある｡

幼年時代という時期は､色々なものに興味を示すものである｡先づ､鉢を

動かす事｡何でも鉢を動かしてする遊びやスポーツ- 例えば､騒けっこ

や鬼ごっこ､竹馬､石蹴り､或いは水泳､サッカー､野球等々 - 坐って

いる時でさえ､じっとしていないで常に鉢をゆさぶっているのが幼児の習性

である｡一万､.音楽に対しても､子供は顕著な反応を示すものである｡音楽

のジャンルを問わず､童謡､唱歌､民謡､ロック､ジャズ､歌謡曲と何でも
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好んで聞き､流れてくる音楽に合わせて鉢をゆすってリズムを取ったりする｡

このジャンルを問わず音楽が好きという事が大事なポイントであって､即ち､

私の場合､音楽教育の最初のきっかけは前述した通りであるが､一番身近に

ある楽器 - ハーモニカやリコーダー等 - に親しむうちに一番身近な音

楽 - 学校音楽 - に自然に入って行ったという事だろう｡学校音楽の殆

んど全てが､西洋音楽であるから､私は何の疑問も抱かずに西洋音楽を学び

始めたというわけである｡何故､学校音楽の大部分が西洋音楽一辺倒で､而

もその西洋音楽の中でも古典派からロマン派あたりまでの､せいぜい二百年

ぐらいの限られた時代と様式しかやらないのかという問題は､この小論で取

りあげるには余りに大きすぎるので､ここでは敢えて言及しない事にする｡

私が伝統音楽でなく､西洋音楽をやる様になった理由は､他にもいくつか

考えられる｡その一つは､楽器の魅力であろう｡ハーモニカ等に始まり､オ

ルガンやピアノ等の鍵盤楽器､トランペットやトロンボーン､クラリネット

等の吹奏楽器等､色々な西洋音楽の楽器を楽しむ事ができるという一面も確

かにあった｡又､漠然としているが時代性や社会性という因子も影響してい

たと思われる｡伝統音楽より西洋音楽の方が何となく上等でシャレていて時

代にマッチしているという風潮があったし､伝統音楽は年輩者の音楽､西洋

音楽は若者の音楽という気分も何となしにあった｡これは､明治維新からの

文明開化､西洋化の流れや､終戦後の価値観の-大転換から来た伝統文化の

否定的な見方､そして昭和30年代から始まった高度成長化の波によって培わ

れた社会性､時代性の風潮だったわけである｡

発声と国民性 ･民族性

この様に深く考えて西洋音楽を選び取ったのではなく､たまたま偶然の流

れの中で携わったのが西洋音楽だったわけで､そのまま何十年も走り続けて

今日に至ったのである｡この状況は､何も私個人に関してだけでなく､おお

よそ､日本人で洋楽をやっている人には言える事ではないかと思う｡それで､

何十年も走り続けて来た歩みを止めて､ここで一度原点に戻る形で､日本人

が西洋音楽をやる意義や理由､理念､方法等について考えてみたい｡即ち､
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ただ音楽が好きだという事で西洋音楽をやって来たわけだが､国や民族を含

め､文化的背景が全く違う日本人に､変な言い方だが､物まねでなく､本物

の音楽をやる事ができるかどうかと言う事である｡

私は声楽家のはしくれだから､どうしても歌の事を先づ考えてしまうのだ

が､歌の場合､発声という避けては通れない大問題が横たわっている｡国民

性や民族性の違いによって発声が違うし､一つの国でも北と南で違うし､東

と西でも違う､又､個人でも違うという様に極めて複雑で厄介な問題がある｡

声楽界で金科玉条の如くに謂われるベル･カントという事について言及す

ると､この発声法は､オペラ発祥の地イタリアで生まれ､発達してきたメソー

ドだが､このベル･カントにイタリア語を載せて､或る選ばれたイタリア人

が歌った時にのみ価値と輝きを生ずるものだと私は考える｡無数の日本人が､

この百年間ぐらい大変な努力と犠牲を梯ってこのメソードを獲得しようとし

たが､誰一人成功した者は居なかった｡古くは三浦環を筆頭に､近くは砂原

美智子や､大橋国一等を思い浮かべてみるがよい｡彼らは抜きん出た才能と

人並みはずれた努力でもって自分の道を切り拓き､次々と壁を打ち破ってベ

ル･カントの真髄に迫ろうとした｡然し乍ら､日本人としては可成いい所迄

行ったが､結局は本物のベル･カントには成り得なかった｡この､日本人と

してはという所が問題なのであって､言葉や食べ物､宗教､生活習慣､文化

構造や価値感､美意識等の複雑な諸因子の中から生み出され､立ちのぼって

来たのがベル･カントなのだから､言葉や食べ物は言うに及ばず､諸因子が

全く違う日本人にとって､ベル･カントの完全なる習得というのは､至難の

業だと断言するのは､当然の事である｡イタリアで生まれイタリアで育った

日本人には､今の事はひょっとして当てはまらないかも知れないが､彼我の

遠い､即ち､言葉が違い､喉と声帯が違い､鉢格､鉢力が違うイタリア人と

日本人とでは､同じメソードでやるという事に矛盾が在るわけで､日本人に

は､その鉢格､鉢力等に合った日本人的ベル･カントメソードが在るべきだ

と私は考える｡その事に気附かず､イタリア人のメソードを無批判に追求 し
つい

たとしても､収穫は､少なく､何十年やっても､最後の河は越えられず､終

いには､エピゴーネン (模倣者)に堕するしかないのではなかろうか｡
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模倣と創造

発声の問題以上に重要なのは音楽の内容､即ち表現の問題である｡模

倣 - 人の物まね-でなく､その人個有の表現でなければ､その演奏には

何ら意味がない｡固有の表現というのは､その演奏家の総ての要素 - 人

生観や価値観､社会観は勿論の事､その人の好みや趣味､性格､思考､姿勢

等､生い立ちや行きざまの総て- によってその音楽が把えられて､そし

て演奏そのものにそれら総てが反映されている表現である｡成程､人は誰で

もその手ほどきの段階では､真似る事から始まったであろう｡日く"先生の

弾き方を真似しなさい""レコードを聴いて､その昔色に近づける様に歌い

なさい"等々｡｢模倣は創造の母である｣というアフォリズムは､一理ある

と簡単に片付けるには､重さを持っている言葉である｡世界中の美術館や博

物館に行けば､よく模写や模刻をしている風景にお目に掛かるし､小説家の
そらん

修行時代には､古今の名作の中から素晴らしい文を見出しては､請じたり真

似したりして文休の勉強をする｡ラディゲの ｢ドルジェル伯の舞踏会｣を読

んだ三島由紀夫が､その文体の素晴らしさに感激し､寝ても覚めてもその文

章の真似をしていた一時期があったという逸話は有名であるO又､ベートー

ヴェンの場合も､初期の第三交響曲 ｢ェロイカ｣あたりまでは､モーツァル

トの影響 (模倣)が随所に現われ､例えば､モーツァルト五度の頻繁な使用

(変化形)があげられる｡(譜例①)又､私自身の経験から行っても､優れた

声楽家のレコードやCDを聴き､その呼吸から歌い廻し､発音に至る迄模倣

するというその過程の中で､多くのものを学んで来た｡この様に､模倣する

事は､或る時期に於いて大事な事ではあるが､問題は､いつ､どの様にして

模倣から創造に転じるかである｡模倣に模倣を重ね､蓄積し､発酵したその

後には､鍔を破って創造の世界へ発展しなければならないOその時からが個

有の表現への足掛かりとなるのであり､所謂､ホンモノの音楽への第一歩に

なるわけである｡ところが､日本では修行時代 - 即ち模倣時代 - が長

いせいか - ピアノの場合だと､学校を出る迄20年余りもレッスンを受け

る- 模倣が習い性になったり､或いは､それ以上は求めなくていいと思
つい

い込んだりして､終には模倣に終わっている人が余りに多い｡或いはそれは､
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日本の国民性や風土性､はたまた､西洋音楽摂取の歴史の浅さの成せる業か､

原因は､今ここでは確定できないが､とまれ､創造性の無い､模倣に終止し

た演奏というのは､音楽とはとても呼べず､ましてや芸術とは到底呼べない

代物で､単なる猿真似と言う以外にないのである｡

理念と方法論

声楽に限って言えば､先に書いた模倣の時内に留まらざるを得ないその理

由について思いっく事がいくつかある｡その一つは言葉の問題である｡声楽

家は､当然 ドイツ語やイタリア語､フランス語等を勉強するのだが､どんな

にやっても､NativeSpeakerとは違うわけだから､ ドイツ人が ドイツ語を

歌う様に､或いはイタリア人がイタリア語を歌う様には､言葉の意味や語感

を完全に汲み取り､音楽的ニュアンスを十全に表現するのが極めて難しいと

いう事情がある｡だから､いきおいドイツ人の歌うドイツ語を､又はイタリ

ア人の歌うイタリア語を手本にしてしまい､いっの問にか表現の内容まで真

似てしまう場合が非常に多いのである｡もう一つの理由は､発声に関係があ

る｡声楽というジャンルは､鉢が楽器であると言う事情から楽器を作る作業､

つまり発声法の習得に相当な努力と忍耐､そして長い時間を要する｡その為

に先づ発声を仕上げてから表現の事は考えるべきだという､一見正当性を持っ

ているかの如き方法論が横行し､実に多くの人がよくそれにひっかかる｡と

ころが､神ならぬ人間のする業だから､何十年発声を追求しても完壁な声を

手に入れる事は決して出来ない｡あと五年､あと三年と発声ばかりやってい

るうちに歳を取って声が衰え､やがて引退するという筋書きになるのである｡

もともと音楽をやりたいと出発した筈だが､この様な場合､音楽が殆んど無
お

い上に発声も中途半端という形で音楽人生を蔦わるのである｡

それでは､日本人が西洋音楽をやるのは絶望的で意味が無く､どうやって

もエピゴーネンにしかならないのだろうか｡それに答える前に文学に於いて

示唆に富んだ実例があるので､その事を先づ紹介したい｡それは､日本文学

研究者 ドナルド･キーン氏 (コロンビア大学教授)の事である｡

教授は､戦争中､必要に駆られ- 国の命令で諜報活動等の為 - 日本語
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を学び始めたが､その後日本文学の研究者となった｡その中心を占めるのは

古典文学である｡そして､日本文学を汎く世界に紹介したり､自分の研究成

果を発表したりした数々の業績に対して､多くの賞を贈られているが､何よ

りも顕著な業績は､これまでのあまたの日本人研究者や批評家の考え及ばな

かった全く新しい角度から日本文学に光を当てた事である｡つまり､外国人

であるというハンディキャップを逆に武器にして､日本人研究者の中に割っ

て入り､新しい方法論でもって目覚ましい成果を上げたのである｡次にその

一例として､司馬遼太郎との対談集 『世界の中の日本』(中央公論者)から

一部引用する｡
つぼのいしぷみ

〔司 馬 〕 芭蕉が行った多賀城の ｢壷碑｣(宮城県多賀城市)についてキー

ンさんが書いておられたことで感心したのは､われわれは自然が

永遠のものだとどこかで覚えてしまって､文章はどこかに散らばっ

てわからなくなってしまうものだと思っていた｡ところが､芭蕉

というのは面白い人で､自然こそむなしいが､手で書いた文章は

永遠のものだということで感動して､そこまで行ってまた感動し

ている､という箇所です｡こういう見方は､はじめてでしたね｡

だから芭蕉は､自然は好きだけれども､それ以上に文字とか精神

を表した文章が大事だと思っていた人ですね｡

〔キーン〕 そうです｡私は 『奥の細道』を読んで､あのところに一番関心

したんです｡

〔司 馬 〕 私なんか長年読み過ごしていました｡

〔キーン〕 芭蕉は､唐代の詩人､杜甫を崇拝していました｡杜甫の有名な

詩句で ｢国破れて山河在り｣とか､これを芭蕉も一応引用します

が､考えてみると必ずしもこの語句のとおりではないんです｡山

が崩れることもあるし､河は別のところに流れるようになります｡

では何が残るか｡人間の言葉､人間が書いたものです｡ほんとは

書いたものだけではないんですが---｡私たちがエジプトに行っ

たとすれば､エジプトにどんな木があったか､どんな山があった

かなどはどうでもいい｡人間が象形文字でものを書いたことに感
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激しますね｡

〔司 馬 〕 そうですね｡秋田県萎竃に結義等というお寺があって､いまは

小さな丘陵になっているところが､芭蕉のころにはそこまで海が

入り込んでいて島だったらしくて､｢象潟や雨に西施がねぶの花｣

と詠んだ｡日本の秋田県の入江に､古代中国の記録のなかでの美

人が入ってくる｡肉眼で象潟の景色を見ただけでは､そればどの

景色ではない｡あの一句のおかげで景色がいまでもひきしまって

見えますね｡

〔キーン〕 ほんとにそうです｡もし芭蕉が何も作らなかったとすれば､あ

の場所に電車は止まらないと思います (笑)｡しかし､俳句だけ

でなく､『奥の細道』の描写があって､私たちはそこまで行 くと

芭蕉の目をもってその景色を見るのです｡無視できないのです｡

もし 『奥の細道』を知らずに自分の目だけに頼っていたら､象潟

には畑のなかに小さいでこぼこの山があるだけです｡

〔司 馬 〕 ほんとうに ｢壷碑｣は感動的でした｡それが残っているという

ので芭蕉が感動する､それに感動したのだとキーンさんがおっしゃ

る｡

この様に､キーン教授は､これ迄の数多くの日本人研究者とは違う視点から

日本文学を暁め直し､そこから全く新しい価値を見出し､それを世界に紹介

しているのである｡

もう一つヒントを探ってみよう｡今度は､美術に関しての事であり､藤田

嗣治という画家についてである｡彼は佐伯祐三や荻須高徳､里見勝蔵等の少

し前からパリで活躍した人だが､当時 (1920年代)パリに油絵の勉強に行く

留学生の殆んど全部に共通した目標というのは､西洋人の絵の描き方や物の

見方を学ぶ事であった｡それはつまり模倣と言い換えてもいいのだが､いず

れにしても､西洋人の方法論を真似ること､盗む事､近付く事だった筈であ

る｡梅原龍三郎然り､安井曽太郎而り｡だが藤田は違った｡彼も初期に於い

ては西洋人の方法論を模倣したに達いないが次第にそれから脱皮し､日本画

の描線 一 極めてはそいけれどもしなやかで強靭な日本画独特の描線 -
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を油絵に採用したのである｡そして､それによって今まで西洋人が全く考え

及ばなかった新しい方法論の一つを提出したのである｡

さて､では音楽に於ける新しい方法論というのはあり得るのかという問題

である｡これは､先述した文学と美術､二つの例が既に示唆してくれている

ように､先づ､西洋の方法論を鵜呑みにし､追随しない事｡そして､新しい

視点から全く新しい光を当てる事｡この二つが要点であり､謂わば基本理念

であるOしからば､この理念を如何に顕現化するかO言うは易く､行なうは

難しという言葉があるが､将にこの場合もその通りで､一朝一夕には仲々出

来ない｡そこで､一つの試みとして､私は､日本の ｢陀び｣や ｢寂び｣｢い

き｣､或いは ｢幽玄｣の美学から､あらためて西洋音楽を瞭め直し､新 しい

光を当てる事を提唱したい｡｢柁び｣や ｢寂び｣等は､極めて日本的な美学

であり､情緒であるから､西洋の美学とは余りにかけ離れていて､全く相反

するものだと人は先づ考えがちだが､勿論､短兵急にはできないが､この様

な固定観念にとらわれてはならない｡藤田嗣治の場合も､油絵の中に日本画

の技法を持ち込む事について恐らく多くの日本人が将に水と油だと非難し､

或いは無謀と思った筈である｡匡l定観念や陳腐な常識論､ありふれた常套手

段からは､新しいものは生まれないものだ｡ここで私の方法論の一例を上げ

てみよう｡平井康三郎作曲の ｢平城山｣と大中寅二の ｢梯子の実｣について

であるが､そのどちらの歌詞にも 『涙』という言葉が出てくる｡(『平城山の

道に涙落としぬ』『たぎり落っ異郷の涙』)涙という言葉に関して､日本と西

洋ではその美意識に於いて大きな違いがある｡即ち､涙を見せるのは慎みが

無く､恥ずべき事というのが日本の美学であるのに対し､喜怒哀楽をストレー

トに出すのが西洋の美学である｡この美意識が音楽に表わされている例を譜

例で示しておく｡(譜例②)この譜例からもよく判るように､涙というもの

に対する美意識の違いが､音楽にもはっきりと反映している｡涙を肯定的で

なく､否定的に把える日本的美意識を西洋音楽の演奏に持ち込み､その事に

よって何か新しい価値観を創造できるのではないかというのが私の試論であ

るが､それでは譜例②のマーク部分を弱音で歌えば良いのかと言うと､事は

又､そんな短絡的には解決しない｡現段階では私自身もこれと言って明快な
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解答を用意してないが､その細かいテクニックについては､今後の研究の課

題である｡

二番目の試みとしては､解釈学からの援用が考えられる｡プレンタ-ノや

フッサール､ハイデッガー､--シュと続く現象学や解釈学の考え方に学び､

それに日本や､特に琉球の伝統文化を活用する事によって､真に自己のアイ

デンティティに則った演奏表現､再創造が出来ると信ずる｡既に私自身､こ

の試みをいくつか実行していて､可成確かな手応えを得ている｡その詳細に

ついては､もう少し実績を積み重ね､データを揃えた上で論述したいと思っ

ているので､今B]は示唆するのみにとどめ､次稿に回す事にする｡
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【語例 (か】

ベー トーヴェン :交響曲第 3番 ｢英雄｣
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〔語例 ② 〕

な ら や ま

平 城 山 (平井康三郎作曲)

≡ _f'･;';;I.:'f･II:::聖.:I:!!ii;ll:聖霊:'･=;f';;喜f:IitJTU r!･!Flり:?,_臼J.･I星]

;I.:-I-_:ill;:;,;:学 宇 :.i:;_'::::.tiI.I:-.'>-:

〔註 〕(a)の部分では､その前のフォルテの続きとして書かれているが､

(b)では､(a)と同じ旋律ながらmpと明記されており､明らかに

作曲者が ｢涙｣という言葉にどう反応して作曲したかという事がよく

判る｡
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〔語例 ② 〕

郁 子 の 実 (大中寅二作曲)

〔註〕｢たぎり落っ異郷の涙｣という歌詞の部分では､その前の音から1オ

クタ-ヴ下りて､旋律線が急降下し､｢涙｣という言葉を､小さく押

さえて歌う様に､作曲家の工夫が読み取れる｡
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〔謙例 (参〕

歌曲集 ｢詩人の恋｣(シューマン作曲)より

grl･･lYCInet.mlr

･ntrも=Mrrl･･Ch suL･lcl-yachlLt Aur, =111nocl'

きIR ._ 司 ∃.∃

〔註〕Tr'dnenflut(とめどなき涙)という言葉のところで音楽が最高潮に達

するので､どうしてもこの部分は大きく歌われるのが判る｡所謂 ドイ

ツ語で言うBetonungの場所になっている｡
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〔語例 ② 〕

日 ∴ 日 :( _

〔註 〕piangi(泣け)という言葉が高い音でしかもアクセントが付加されて

書かれている｡
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