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If you think that what I say is true, agree with me; 
if not, oppose it with every argument and take care 
that in my eagerness I do not deceive myself and 
you and, like a bee, leave my sting in you when I go.
Φαίδων, Πλάτων. 91ξ.
Socrates (according to Plato), trans. G.M.A. Grube
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  『音楽哲学入門』 （Peter Kivy, Introduction to a 

philosphy of music, Oxford University Press, 2002.）は音
楽哲学の創始に多大な貢献を果たしたPeter Kivy
（1934-2017）による音楽哲学の入門書です。 
   音楽哲学（Philosophy of music）という言葉をは
じめて聞かれた方もおられるかもしれません。これは
音楽美学（Aesthetics of music）と問いを共有しつつ、
分析哲学的手法を取り入れ、音楽作品や演奏の存在論、
あるいは情動との関係など、音楽に関するさまざまな
哲学的問いを問う分野です。また、分析哲学とも関係
しつつ、この数十年、音楽哲学は英米圏を中心に発展
してきており、日本でもさまざまな分野で分析哲学、
分析美学が興隆しはじめています。 
   著者であるピーター・キヴィはこの分野の発展に寄
与した著名な哲学者です。その晩年に書かれたこの本
は、音楽哲学へのコンパクトな導入書となっており、
現在この領域でどんなトピックが扱われているのか、
そしてどのような論争が繰り広げられているのかを概
観するために役立ちます。 
  そうした価値がありながら、邦訳はいまだなされて
おらず、現代の音楽哲学にアクセスするための邦語文
献は充実しているとは言えません。 
    
   そこで読書ノートとして、全13章を読み進めてゆき、
そのときにつくったまとめと部分訳とを合わせてここ
にPDFデータとして公開することとしました。 
  音楽哲学に興味のある方、あるいは演奏をしつつ音
楽に関する理論的疑問を覚えた方にとり、このノート
がすこしなりとも学習の手がかりになってほしいと思
います。そしてなにより、この2017年の5月6日に惜
しくも亡くなられたピーター・キヴィそのひとに対し
て、彼の豊かな研究をわずかでも受け継ぎたいと思っ
ている、極東の僻地に住む名もない人間からのささや
かな感謝のしるしになれば、と思う次第です。 

   このノートはまずはじめSNSやブログにおいて一章
ごとに公開し、さまざまな方からご指摘や助言をいた
だきました。とくに訳語に関する重要なご指摘を多数
いただき、じぶんの誤読を訂正することができました。

直接お名前をあげることはできませんが、ここに感謝
を記しておきたいと思います。 

平成29年盛夏 難波優輝 
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   この章では、大きく二つの話題を扱っている。 
  ひとつめの話題として、音楽の哲学についての本格
的な導入の前に、そもそも「哲学」とわたしたちが呼
ぶようなものとは何か、という問いを立て、それに対
して、哲学の三つの特徴を述べることで答える。加え
て、ふたつめの話題として「音楽哲学」という研究分
野が学問として問うに値するような意味を持っている
か、という問いを立て、価値はあるということを、音
楽の扱いに関する歴史にふれつつ示している。 

1.哲学とは何か 

  キヴィはまず、野球における格言をひいている。
「バッターがどこにボールを打つべきか」という問い
に 'Hit'em where they ain't'「誰もいないとこに打て」
と答えた人物の話を紹介する。この格言は、言ってみ
れば「野球の哲学」の第一公理に置かれるべきような
ことがらだ。 
   これは、一見したところ内容のない自明なことのよ
うに思えるし、あまりに自明なので、あえてはっきり
と述べる必要がないもののようにも思える。しかし、
とキヴィは言う。この格言は、野球という実践を基礎
づけているような最も基本的なことを言い表している
のだ。 
   これだけではよく分からないので、次に彼は「結果
主義」の例をあげる。結果主義とは倫理学における主
義のひとつで、'Do what will turn out to be best.'「最
良の結果をもたらすことを為せ」という命題を基礎と
している。 
   これも、'Hit'em where they ain't'と同じく一見無
意味なもののように思える。しかし、次のような例を
あげるとどうだろう。真実を言うことは良いことだ。
痛みを与えることはもっとも悪いことだ。しかし、真
実を言うことで痛みを与えてしまう場合はどうすれば
よいか？ 

   このとき、結果主義者は'Do what will turn out to 
be best.'という原理にしたがって、真実をいわないこ
とを選択することができる。 
   キヴィはこの例で、一見無意味な言葉が、わたした
ちの実践を基礎づけている前提を言い当てたものだと
いうことを示している。 
   ここから彼はわたしたちが「哲学」と呼ぶものの特
徴をまとめる。1.一見したところ内容のない自明なこ
とにのように思える。2.あまりに自明なので、あえて
はっきりと述べる必要がないもののようにも思える。 
3.しかし、よく考えると、それらの言葉は、暗黙のう
ちにある、実践の基礎に光をあてる。 

2.　音楽の哲学は問うに値するのか？ 

   次にキヴィは、哲学として成立するものとそうでな
いものとの違いについて述べる。 
   彼はまず、ある対象に関する哲学は、ときに成立し
たりしなかったりするものだということを述べる。 
   プラトンにおいては、「体操の哲学」というものが
考えられていた。なぜなら、彼の思想のなかでは、身
体の運動と精神的なものとがいまのわたしたちがふつ
う思い描くよりも強く結びついていたためだ。言って
みれば、プラトンにとっては、身体の運動が、人間存
在の根本的な条件を成していると考えられていたため
に「体操の哲学」が成立していたのだ。けれども、今
は成立していない（ように思える）。なぜなら、体操
は人間存在の根底を成すとは思われなくなっているか
らだ 。 1

   音楽の哲学はキヴィたち以前には成立していなかっ
た。なぜなら、以前の思想家においては、音楽は人間
存在の根底を成すとは思われていなかったからだ。 
   たとえば、もう一度プラトンに例を取ると、彼は音
楽の実践を靴製作や陶器作りと同様の活動とみなして
おり、詩文や演劇とは異なるカテゴリーに割り当てて
いた。 

 現在〈スポーツ哲学〉（Philosophy of sport）にはゆたかな学問的蓄積がある。Resource Guide to the Philosophy of Sport and 1

Ethics of Sport. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network, October 2008. を参照。(https://www.heacademy.ac.uk/system/files/
philosophy_ethics_sport.pdf)
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   時代は下り、ようやく18世紀に至って、音楽は詩文
や演劇と同じ「芸術」というカテゴリーに参入するこ
とができたが、依然として思想家たちは散発的にしか
音楽を扱わなかった。ようやくキヴィらの時代にあっ
て、音楽は哲学的に扱われるようになってきた。音楽
の哲学の興隆は遅れてきたものだったが、決して偶然
に起こったものではないとキヴィは考える。なぜなら、
キヴィは音楽と人間の関係を非常に深いものと考える
からだ。 
  疑いようもなく音楽は、芸術そのものと同様、
人間という種の仄暗い前史にまで遡り、そして地
球全体に広がっている。つまり、みずからの音楽
をもたない文化はどこにも存在しなかったのだ。
そして音楽がわたしたちの血と骨に深く入り込ん
でいることは、思うに、まったく議論の余地がな
い 。（p.9） 2

  
   音楽と人間の関係の深さは直観のみならず、18世紀
以降の音楽学によっても示されてきた、とキヴィは述
べる。 
  歴史的な音楽学と民族音楽学のおかげで、音楽
は人類のうちにある、深く永続的な力だというこ
と。そして、いつどこで人類が繁栄したとしても
そうであったという、つねにかわらないことにはっ
きりと気づくことができた 。 3

   こうした音楽と人間との深い関わりこそが、音楽の
哲学が問うに値する学問であることを証し立てるのだ、
とキヴィは主張する。 

まとめ 
  哲学者の研究領域や教室の外で「哲学的だ」と
呼ばれがちな、ある種の格言や主張は、次の三つ

の特徴をもつ傾向にある。いちばんはじめ、それ
らのものは、意味のない分かりきったことのよう
にみえる。それらはあまりに明白なことなので、
述べられずにいる。よく考えられた反省において、
それらは説明的なものとして、（しばしば）暗黙
のうちにある、実践やルールに光をあてるという
ことにわたしたちは気づくようになる。このよう
な格言は孤立していて、体系立っておらず、たと
えば、わたしたちが冗談半分に「野球の哲学」と
呼ぶようなかたちで、どこにでもあらわれうる。
けれども、真の「…の哲学」の部分としてそれら
〔格言、そしてそれから一歩進んだ前提や議論〕
があらわれるところでは、それらは、わたしたち
の人間としての生の意識の核心にあるなにかしら
の実践やルールを扱っているのだ。そしてそれら
があらわれるとき、それらは「やつらがいないと
ころに打て」や「攻撃は最大の防御」といった、
たんなる格言や警句の雑多な集まりではなく、推
論や議論の体系を形作るのだ。そういうわけで、
科学の哲学や道徳の哲学を、あるいはいまこうし
て音楽の哲学を参照する際には、そういったこと
〔つまり、ほんとうの意味での哲学〕を冗談半分
にではなしに、真剣に考えているのだ。したがっ
て、音楽の哲学は、おそらく、はじめは、それは
明示的に述べる価値がないような意味のない自明
なことにみえるが、けれども、よく考えてみると、
それら〔音楽の哲学における前提や主張〕が基礎
づける実践の、すなわち、辿れるかぎりふるくか
らわたしたちの生の中心を成していたし、かつま
た、わたしたちを人間として定義するために役立っ
てきた実践〔つまり、音楽〕の豊かな理解になる
前提や主張の体系になるだろう 。（p.12-13） 4

 Surely music, like art itself, stretches back into the dim prehistory of the race, and spreads over the entire globe. In other words, there 2

never has been, anywhere, a culture without its music; and that music penetrates to our blood and bones hardly, I think, needs argument. 
（p.9）

 It is historical musicology and ethno-musicology that have made us keenly aware of what has always been so: that music is a deep and 3

abiding force in the human family, no matter when or where that family has flourished.（p.9）

 The kinds of precepts and propositions we tend to call 'philosophical,' outside the philosopher's study or classroom, tend to have the 4

following three features: they seem, on first reflection, to be vacuous truisms; they seem to be so obvious they tend to remain unstated; on 
more considered reflection they come to be seen as casting light on, as explanatory of, the practice or discipline for which they are 
the(frequently) unspoken foundations.

Such precepts, isolated and unsystematic, can occur anywhere, as, for example, in what we only half-seriously call a 'philosophy of 
baseball.' But where they occur as a part of a true 'philosophy of...' is where they deal with some practice or discipline that lies at the 
heart of our consciousness, of our lives as a human beings. And when they do occur there, they form a system of inferences and 
arguments, not really a loose collection of percepts or aphorisms , like 'Hit'em where they ain't' or 'The best offense is a good defense.'. 
That is why we mean it with it with full seriousness, not merely half-seriously, when we refer to a philosophy of science, a philosophy of 
morality, or, as we have now come to see, a philosophy of music.

A philosophy of music, then, will be a system of precepts and propositions, perhaps, on first reflection, vacuous truisms not worthy of 
being made explicit, but, on reflection, richly illuminating of the practice they underlie, a practice that as far back as we can trace it has 
been the center of our lives and helped to define us as human beings. （p.12-13）
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この章では音楽と情動の関係についての歴史が粗描さ
れる。 
   古代ギリシア期、プラトンとアリストテレスが提起
した説からはじまり、とんで16世紀後半、後期ルネサ
ンスの音楽サークル「カメラータ」の提起した説、そ
して17世紀中頃のルネ・デカルトの情念論、19世紀初
頭および中期には、アルトゥール・ショーペンハウ
アー、エドゥアルト・ハンスリックの音楽論、そし
て、20世紀に現代の音楽哲学につながるランガーの同
型的という概念。これら大きく6つのトピックが取り
上げられる。 

1.古代ギリシア期ープラトンとアリスト

テレス 
   まずは、第一パラグラフをみてみよう。 

 音楽の哲学において、もっともふるく、そして何
度も繰り返し言及されてきた考えとは……人間の
情動と音楽のあいだには、ほかの芸術と人間の情
動とのあいだに想定されているような関係を越え
ている、ある特別な関係があるというものだ 。5
（p.14） 

   こうした考えの原型をわたしたちはプラトン（Πλά
των - Plato, 427-347 BC）の『国家』第3巻に見るこ
とができる、とキヴィは言う。 

 つまり、プラトンは、一般に、旋律はひとびとが
発話・叫びや感嘆の声によって情動を表現する様
態を、模倣しあるいは表象することで、聴き手に
情動を惹き起こす力をもっているのだと主張した

と考えられているし、実際そう解釈された 。6
（p.16） 

   すなわち、プラトンは、旋律が人間の情動の表現を
模倣していると考えた 。 7

   時代はくだり、アリストテレス（Ἀριστοτέλης - 
Aristotle, 384-322 BC）は、音楽は人間の情動の物理
的な表現を模倣したものではなく、人間の情動そのも
のである、と主張した。この主張ははっきりとは理解
されていない、とキヴィは述べる。また、この章の後
に取り上げる、レンガーによる音楽の同型的なものの
概念と関連している可能性がある、と示唆されている。

   
2.後期ルネサンスーカメラータ〈惹起説〉

〈傾向性説〉〈共感説〉 
   時代をまたいで、16世紀の終わり、フィレンツェで、
カメラータ（camerata）と名づけられた音楽サーク
ルが生まれた。カメラータは、当時の著名な詩人や作
曲家、理論家といった文人たちのサークルで、ギリシ
ア悲劇の再興を意図し、のちにわたしたちが「オペラ」
として知るものの素地を作った。 
   彼らは、「音楽が人間の情動を惹き起こす力をもっ
ているのは、それがさまざまな情動を表現する際の人
間の話し声を旋律によって表象するからだ」と考えた。
この考えは上にみたようにプラトンの理論に基づいて
いることが分かる。 
   ここで、キヴィは、カメラータの説を整理するため
にいくつかの術語を定義する。ひとつひとつ見てゆこ
う。 
   まず、'expressive'〈表現的〉という言葉について次
のように定義する。 

 The oldest and the most continuously reiterated precept in the philosophy of music ......is that there is a special connection between 5

music and the human emotions, beyond the connection there might be supposed between emotions and any other of the fine arts. （p.

14）

 In other words, Plato can be taken, and was, by many, to have claimed that, in general, melodies have the power to arouse emotions in 6

listeners by imitating or representing the manner in which people express them in their speech and exclamations. （p.16）

 人間の情動そのものを表現しているわけではない。7
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◾ 表現的→「ある作品Wが、ある感情Xを聴き手に惹
き起こす力をもっているとき、その作品Wは感情Xに
ついて表現的である」といわれる 。 8

   そしてこのような考えに基づく理論を音楽表現にお
ける〈惹起説〉（'arousal' theory）と呼ぶ。 
また、そうした理論を〈傾向性説〉（'dispositional' 
theory）とよぶ。なぜなら、そうした理論は、「音楽
は聴き手に情動を惹き起こすような情動的要素を〈傾
向性〉として持っている」と考えるからだ。 
   最後に、カメラータの説は、どのようプロセスで音
楽が聴き手に情動を惹き起こすかについて、〈共感
説〉（'sympathy' theory）を唱えたと考えられる。
共感説において、「音楽は、人間の情動表現を模倣す
る。そして聴き手はその音楽がなにを模倣しているか
を同定することで、模倣されている情動そのものを感
じる」というプロセスが説明される。 
   もう一度整理すると、カメラータは、音楽そのもの
に着目した場合、音楽がある〈傾向性〉をもっている
という、〈傾向性説〉を唱えた一方、他方で、音楽と
聴き手のあいだで起こる情動〈惹起〉のプロセスを
〈共感説〉というかたちで定式化した。 
   キヴィはここで注意を促す。これらふたつの分析は
異なる問いを問うものだ、と。 
   言い換えれば、傾向性説と共感説がそれぞれ扱う問
題の違いは、以下のふたつの問いとなってあらわれる。

・傾向性説と共感説が扱う問い 
 ◦ 傾向性説→音楽が人間にある情動を惹き起こ

すのは、音楽に属するいかなる傾向性によっ
てであるのか？ 

 ◦ 共感説→音楽が人間に情動を惹き起こす、そ
のプロセスはいかなるものか？ 

   以後、このふたつの問題をめぐる歴史が語られてゆ
く。 

3.17世紀中期ーデカルトの情念論 

   前節でみた二つの問題（傾向性とプロセス）は、同
等の扱いを受けてきたわけではなかった。カメラータ
たちによる問題提起の後、数十年に渡り、音楽の〈傾
向性〉については注意が払われてきたものの、音楽が
情動を惹き起こす「プロセス」について十分な議論が
なされてきたわけではなかった。 

   そんななか、17世紀中期、正確には、1649年、ル
ネ・デカルト（René Descartes, 1596-1650）による
『情念論』（Les passions de l'ame）が出版され、状
況は変わった。 
   彼は、人間の情動の発生メカニズムを「動物精気
（英：vital spirit 仏：esprits animaux）」によって
説明する。これは、液体の媒体で、みずから形を変え
ることにより、基本的な情動を惹き起こすとされる。
例えば、危険を知覚した際、神経系において、動物精
気は恐怖を惹き起こすように形を変え、身体を駆け巡
り、実際に恐怖を惹き起こす、とされる。 
 こうした「生理学的理論」は、当時の音楽家たちに、
音楽が情動を惹き起こすプロセスのすぐれた説明とし
て受け入れられた。デカルトの理論に深くコミットす
る立場はドイツで'Affektenlehre'として存在感をもっ
た。 

 4.19世紀初頭ーひとつめの革命、ショー

ペンハウアー 
   音楽のプロセスについての研究の進展は、カメラー
タたちやデカルト以後、実に200年の時を待たなけれ
ばならなかった。 
  最初の革命は1819年、アルトゥール・ショーペンハ
ウアー（Arthur Schopenhauer, 1788-1860）の『意
志と表象としての世界（Die Welt als Wille und 
Vorstellung）』の出版によって始まった、とキヴィは
述べる。 
   ショーペンハウアーによれば、音楽は、あらゆる存
在の根源となっている意志を、他のあらゆる芸術が成
しうるよりも本質的に表象しうるがゆえに、芸術のな
かでもっともすぐれたものなのだとされる。細かな説
明はされえないが、このショーペンハウアーの宣言に
よって、音楽の哲学における、三つの画期がなされた
と言われる。 
   ひとつは、彼の結論が、18世紀において音楽が置か
れていた低い地位を引き上げ、むしろ、音楽は芸術の
なかでもっともすぐれたものだという考えを生んだこ
と。 
   ふたつには、音楽が意志を表象しているという結論
から、音楽における表現性が聴き手において生まれる
のではなく、そもそも音楽のうちにあるということが
確認された。キヴィはこれを「音楽が表現している情
動が、聴き手から、音楽そのものへと一挙に移動した」
と表現する 。（p.21） 9

 It was expressive of sadness in virtue of arousing sadness in listeners. （p.17）8

 The emotions music is expressive of were moved, at a stroke, from the listener, and into the music （p.21）9
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   最後に、彼は、音楽はじしんの表象の力によって情
動を表現しうるのであり、それによってなにがしかの
情動が模倣されているために、情動を表現するのでは
ないということを示した。まとめよう。 
・意志-表象-音楽-情動／情動の表象-模倣-音楽-情動 
 ◦ 意志を表象する→音楽→情動を惹き起こす 
 ◦ 情動の表象（叫び、嘆きの声やしぐさ）を模

倣する→音楽→情動を惹き起こす 

5.19世紀中期ーふたつめの革命、ハンス

リック 
   19世紀に起こった、音楽哲学におけるふたつめの革
命は、185 4年、エドゥアルト・ハンスリック
（Eduard Hanslick, 1825-1904）『音楽美論（英：
On the Musically beautiful 独：Vom Musikalisch-
Schönen）』の出版によって起こった。 
   キヴィは彼の議論を次のようにまとめる。 

   音楽は、芸術のひとつとして、月並みな情動を
惹き起こしたり、あるいは表象したりはしない。
それゆえに、音楽の芸術としての唯一の、あるい
は主要な目的は、月並みな情動を惹き起こしたり、
あるいは表象することではありえない 。10
（p.22） 

   ここで、'garden-variety emotions'とは、キヴィ
による用語法で、よろこび、ゆううつ、怒り、おそれ、
愛といった、ありふれていて、月並みで、基本的な人
間の情動のことである（p.18）。 
   ハンスリックは、彼以前に流通していた「音楽は月
並みな感情を惹き起こしたり、表象することを目的と
する」という考えを完全に否定した。同時に、彼は「音
楽は〈芸術としては〉月並みな情動をいっさい惹き起
こしたり、表象しない」と断言した。付け加えれば、
〈芸術としてではなければ〉音楽も月並みな情動を惹
き起こしたり、表象したりしうる。これはつまりこう
いうことである。わたしたちが音楽が月並みな情動を
惹き起こすと勘違いしているのは、ある情動のうちに
あるわたしたちがたまたまある音楽を聴いたときに、
じぶんの情動と音楽とを関係付けてしまっていること
によるものなのである。 
   ここで、注意しておくべきは、ハンスリックが扱っ
ている音楽は純粋に器楽的な音楽、'absolute music'
〈絶対音楽〉であり、歌や舞台の伴奏曲ではないとい
うことだ。 

   さて、ハンスリックは上の主張を正当化するために、
ふたつの議論を用いている。 
   ひとつめは、今日、〈情動の認知理論〉
（'cognitive theory of emotions'）と呼ばれている
ものである。たとえば、おそれが惹き起こされる場合
を考えよう。おそれを感じているひとは、通常、その
情動を経験するに足るある信念をもっている。そし
て、ある対象をそのひとはおそれる。そしてたいてい
の場合、さまざまなおそれと呼ばれうる情動のなかで、
ある特定の感じを感じている。 
   こうした分析を、ハンスリックは絶対音楽に適用す
る。ある情動を惹き起こすような信念、対象、そして
月並みな情動のカテゴリーに属するようなある特定の
感じを感じるだろうか？ ハンスリックはすべて否定
する。ゆえに、音楽は芸術としては、月並みな情動を
いっさい惹き起こしも、表象しもしないと結論づける。

   以上の議論に加え、彼はふたつめの議論を提出する。
それは、〈不一致に基づく議論〉（'argument from 
disagreement'）と呼ばれるものである。 
   ある音楽の聴き手に、その音楽がどんな情動を惹き
起こしたかを尋ねる。そうすると、全員の一致が得ら
れるか？ もちろん得られない。ある聴き手は悲しみ
を惹き起こされたと語り、別の聴き手は怒りを惹き起
こされたと語るうるだろう。ここから、音楽は月並み
な情動をいっさい惹き起こしも表象しもしないと結論
づけられる。 
   こうしたハンスリックの〈不一致に基づく議論〉は
強力で、理にかなっているように思われる。しかし、
彼は次のふたつのことを説明できていない。まず、音
楽の〈傾向性〉がいかなるものなのかについては何も
説明できていない。加えて、音楽がどのようになにが
しかの情動を惹き起こすのかという〈プロセス〉もま
た触れられていない。 

6.20世紀ーランガーの'isomorphonic'な

シンボル 
   ハンスリックののち、このあとの章で扱うことにな
る、エドモンド・ガーニー（Edmund Gurney, 1847-
1888）のThe Power of Soundが1880年に出版され
たのちは、60年に渡って、音楽哲学の議論は沈静化し
ていた。しかし、1942年、ランガー（Susanne K. 
Langer, 1895-1985）のPhilosophy in a New Key
の出版によって状況に変化が訪れた。 

 Music, as an art, cannot either arouse or represent the garden-variety emotions. Therefore, it cannot be the sole or primary purpose of 10

music, as an art, either to arouse or to represent the garden-variety emotions. （p.22）
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   彼女は、音楽が、月並みな情動の個別的なアイコン、
あるいは表象ではないという点ではハンスリックを支
持している。しかし、彼女は、音楽は、情動の〈同型
的〉'isomorphic'なシンボルだと考えた。これは心理
学者Carroll C. PrattのThe Meaning of Music（1931）
における卓越した比喩によって言い換えることができ
る。すなわち「音楽は情動が感じるように響く」とい
う比喩である 。（p.28） 11

   ゆえに、彼女は、「音楽のなかに情動を惹き起こす
ものがあり、聴き手の側にではない」という点でショー
ペンハウアーに同意する一方、他方、ハンスリックの
結論、すなわち、「音楽はいかなる月並みな情動を惹
き起こしも、表象しもしない」という点には批判的で
ある。 
   彼女の議論そのものは、同型的の意味の曖昧さゆえ
に、当時広く受け入れられていたしていた月並みな情
動と音楽との結びつきの直観を越えることができなかっ
た。しかし、キヴィは彼女が次のような認識の素地を
作った点を指摘する。 

 すなわち、ランガーの説明によって、音楽が悲し
いだとかよろこびにみちているだとか述べること
はばかげているが、そこに情動があると言うこと
は、何と言おうと、きわめて正しいということが
分かるのだ 。（p.29） 12

こうした音楽の哲学をめぐる歴史を辿って、わたした
ちはさまざまな問いの形成と変化とをみることができ
た。これ以後、以上の議論を洗練させた現代における
議論を見ていこう。 

 music sounds the way emotions feel （p.28）11

 In short, Lager's account allowed them to think that it was silly to call music sad or happy but quite all right to say that there was 12

emotional in it for all of that. （p.29）
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   この章では、音楽がどのようにして情動をもつのか
という問いに対する応答として、汎心論・音楽と情動
の関係・〈輪郭説〉の大きく3つのトピックが扱われ
る。 
  まず、わたしたちの一般的な直観についてふれなが
ら、ハーツホーンの汎心論を検討する。次に、音楽と
情動の関係（複合的・創発的・潜在下にあること）に
注意を向け、それからキヴィが支持している'contour 
theory'〈輪郭説〉による音楽と情動の関係について
の３つの説明が述べられる。この説がうまく説明でき
ない和音と関係する情動については、西洋音楽の和声
システムに基づく説明を取り入れることで補強する。
最後に〈輪郭説〉の検討が行われる。 

予備的考察 
   ハンスリックの否定にもかかわらず、わたしたちは
往々にして、音楽は月並みな、あるいはその他の基本
的な情動を表現すると考えている。 
   一般的に、わたしたちが、「この音楽の楽節がある
情動である（この音楽の楽節は悲しい）」というとき、
そのような情動をわたしたちに惹き起こすような音楽
の傾向性を記述しているわけではなく、そのような知
覚された情動の原因を、わたしたちにではなく、音楽
それ自身に帰属させている。こうした考え方を、アメ
リカの哲学者ブーウスマ（O. K. Bouwsma）が情動は、
りんごに対する赤性のようなものであり、サイダーに
対するげっぷのようなものではない とうまく表して13

いる。（p.32） 
   しかしこの見方は、どのように情動が音楽のうちに
存在しうるのかについては何も答えてはいない。 
   「悲しいニュース」について考えてみよう。それ
は、それを聞いたひとを悲しくさせる。 
   この意味は、悲しさが、ひとびとを悲しくさせるそ
のニュースの単なる傾向性という意味で、ニュースの
うちにあるということだ。ここに形而上学的問題はな
い。 
   また、「悲しんでいるひと」のことを考えてみよ
う。そのひとは、じぶんじしんが悲しい気分にあると

意識的に知覚している。それゆえ、わたしたちは「そ
のひとは悲しい（そのひとは悲しんでいる状態にあ
る）」と述べることができる。しかし、発言者が必ず
しも悲しさという情動を感じているわけではない。 
ここにも形而上学的問題はない。 
   けれども、音楽それ自身は、悲しんでいるひとのよ
うには悲しさを経験しない（音楽はじぶんじしんを知
覚しない）。かつまた、最初に述べたようなわたした
ちの理解に従って、音楽が傾向性や、表象としては悲
しさをもたないのだとしたら、それはいったいどのよ
うにして悲しさをもつのだろうか？ ブーウスマの言葉
通りにであろうか？ しかし、この考えは答えになっ
ていない。赤性がりんごにどのように内在するかにつ
いてのすぐれた理解をわたしたちがもっていたとして
も、情動が音楽にどのように内在するかのついてのす
ぐれた理解をわたしたちがもっているわけではない。 
   さて、哲学者は、問題的な事例と問題のない事例の
あいだに類比関係を見つけることで、問題を扱うこと
がある。現在扱っている問題について、そうしたやり
方をとってみよう。すなわち、通常の経験のうちで、
知覚的な情動の要素の観念が物体に属していると認め
られる場合を考えてみよう。 

１.汎心論 

ハーツホーンの汎心論的な説明とその穏健な説につい
て 
   こうした議論を進展させたアメリカの哲学者、ハー
ツホーン（Charls Hartshorne）の著作、The 
Philosophy and Psychology of Sensation（1934）
がある。 
   彼は、黄色が「快活な」色だと言われるとき、それ
は、「黄色がわたしたちを快活にさせるからではなく、
その快活さが、知覚された性質の一部分であり、それ
自身の黄色さから分離できないものであるがゆえに、
そう言われる」のだと主張した。そして同じことは音
にも言える、と述べる。 
   それではなぜ、黄色いものがわたしたちにある情動
を与えうるのだろうか？ 

 'the emotion is more like the redness to the apple than like the burp to the cider' （p.32）13
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   ここで言われているハーツホーンの説明は、それほ
ど明らかではない。 
   キヴィは、彼の説は汎心論的なものであり、すべて
のものは、生命のないものも含め、なにがしかの感覚
をもつ、とするものだと説明している。 
   黄色いものに対してわたしたちが快活さを感じるの
は、おそらく、「悲しいひと」と同じように、「黄色
いもの」が「快活さを感じている」ためだ、と彼は説
明しようとしているのだ。これは受け入れがたいが、
傾向性説をとらないのであれば、論理的な道筋と言え
るかもしれない。 
   しかし、彼の議論に反対する者は、音楽がどのよう
にして知覚的性質として情動をもつのかという問題
を、音楽以外の色といった例に訴えて説明しようとし
ても、依然として解決されてはいないとする。それど
ころか、色と情動の関係そのものについてもなんら説
明がなされていないとすれば、問題がふたつに増えた
ようなものだ、とすら述べる。 
   加えて、彼の哲学は、すべてのものは、生命のない
ものも含め、なにがしかの感覚をもつ、と結論づける
ものであり、受け入れるには大きな飛躍が必要になっ
てしまう。 
   こうした彼の説を穏健な形に言い換えたとしても、
依然として、音楽がどのようにして知覚的性質として
情動をもつのかという問いをうまく扱えているように
はみえない。 
   よって、ここで、傾向性説以外の音楽の情動の理論
についてはいったん掘り下げることをやめ、次に、音
楽と情動にはどのような関係があるかを考えていく。 

２.音楽と情動 複合的・創発的・潜在下に

あること 
   さて、この節では、以前の議論を直接には引き継が
ず、新しい論点を扱う。 
   まず、「単純な（simple）」情動と「複合的な
（complex）」情動を比較しよう。 
   たとえば、あるひとが「この布は黄色い」と述べ、
べつのひとが「いやこの布はオレンジだ」と反論した
とき、はじめのひとが彼自身の主張を擁護するために
「いや、かくかくしかじかにより、この布は黄色いの
だ」と述べることはできない。そうではなく「これは
黄色い。なぜなら黄色いから」としか答えようがない。

   同様に、黄色は、ほかの知覚された質（quality）に
よって快活なのではなく、ただ、黄色さによって快活
であるとしか言えない。よって、黄色における快活さ
は「単純な」要素なのだ。 

   しかし、これに対して、音楽が快活である、あるい
は憂鬱であると主張するとき、わたしたちはさまざま
な要素を列挙して、その主張を弁護することができる。

   たとえば「はやいテンポ、明るい長調の響き、概し
ておおきな音量、跳ねるような主題」によって音楽が
「快活である」と主張することができる。 
この意味で、あらゆる音楽の情動的な質は「複合的」
なものであると言える。黄色の快活さといったような
単純なものではない。 
  次 に キ ヴィは、音楽の情動が「創発的
（emergent）」なものであると述べる。 
 音楽の快活さは、明るい長調の響きや、はやいテンポ
や、大音量といった諸要素の結合によって、新たに生
み出された質である。つまり、創発的な質は、それを
生み出す諸要素とはべつに区別されたそれ自身の質を
もっているのだ。 
   例えるならば、これは、ケチャのリズムがそうであ
るように、ひとつひとつの要素が組み合わさって、は
じめて全体として新しいリズムが生まれる現象に似て
いる。 
   最後に、キヴィは、ある情動を知覚している聴き手
が、音楽の複合的な質の諸要素をひとつひとつを明確
に意識している必要はないと述べる。特に術語として
定義されているわけではないが、理解のために、こう
したキヴィの指摘に基づいて、複合的な質は「潜在
下」に知覚される、とまとめておこう。 
   この節では、音楽の情動は、複合的（complex）で
あり、創発的（emergent）であり、潜在下で知覚さ
れるものだと述べられた。 

第3節 contour theory 〈輪郭説〉 

音楽が表現する情動と、人間の表現との類比関係 
  前節で確認された音楽についての分析を一歩進めて、
キヴィは次の問いを発する。 
 わたしたちは、なぜ、暗い短調の響き、抑えられたダ
イナミクス、遅くためらうようなテンポ、弱々しいメ
ロディーを聴くだけではなく、これらに加えて憂鬱を
聴くのだろうか？ 
   この問いに対して、キヴィは、わたしたちの一般的
な認識を指摘することで、回答のヒントを示す。 

...ひとびとが月並みな情動を表現しているときに
彼らがどのように見えるか、聞こえるか、という
ことと、同様の情動を表現していると音楽が知覚
される際に、音楽がどのように聴こえ、記述され

�12



るかということのあいだには直接的な類比がみら
れる 。（p.37） 14

   キヴィは、彼の1980年の著作The Corded Shell（の
ちにSound Sentimentに改訂）において、「音楽の表
現性は、音楽の表現性と人間の表現とのあいだにおけ
る類比関係に基づいている」と主張した。以下、この
主張の詳細をみていこう。 

セントバーナードの顔 
   セントバーナードの顔を思い浮かべてみよう。その
表情はいかにも悲しそうにみえる。 
   しかし、セントバーナードの顔は悲しさを表現して
いるわけではない。喜んでいても、セントバーナード
は悲しい表情をしているようにみえる。その顔は、む
しろ、悲しさについて表現的であると言える。 
   セントバーナードの顔について考えることが、音楽
の情動についての理解の助けになるのは、以下のふた
つの理由からだ。まず、その顔における悲しさは、黄
色さにおける快活さに似ている。次に、その顔は知覚
における、音楽と同様な複合的な対象である。 
   さて、それではどうしてセントバーナードの顔は私
たちに悲しさを惹き起こすのだろうか？ 
   それは、その顔が、わたしたち人間が悲しんでいる
ときの顔のある種のカリカチュアとしてみえることに
よる。悲しげな目、シワのよった額、垂れ下がった口
や耳、喉袋…こういったものたちが、悲しげな人間の
顔の誇張された反映にみえるのだ。 

〈輪郭説〉 

   こうした議論から、音楽の表現性について考える手
がかりが得られたところで、わたしたちがこれから扱っ
ていかなければならないだろう、３つの音楽の特徴を
取り上げておこう。 
 1 音楽は、人間が自身の情動を表現する音に「似

たように響く」 
 2 音楽は、人間の視覚的な表現的ふるまいと類

比関係がある 
 3 メジャー・マイナー・ディミニッシュコード

から、それぞれわたしたちはある情動を受け
るが、これらは人間的な声やふるまいには似
ていない。 

   まず最初のふたつについて考えてみよう。最後のも
のについては、後ほど扱う。 

1.音楽は、人間が自身の情動を表現する音に「似たよ
うに響く」 
   音楽における音と、人間の表現における音との間に
は類比関係があるように思われる。 
たとえば、憂鬱なひとは、ちいさく、低く、抑制され
た声をしており、ゆっくりと、ためらいがちに話す。
同様に、憂鬱な音楽は低い音域で、遅く、抑制された
テンポやダイナミクスである。 

2.音楽は、人間の視覚的な表現的ふるまいと類比関係
がある 
   聴かれた音楽の要素と、視覚的な人間のふるまいの
あいだにも類比関係があると思われる。 
たとえば、音楽のフレーズについて、喜びで跳ねるよ
うな、うなだれるような、 よろめくような、といっ
た表現がなされる。 

   以上のような音楽の表現性についての経験から組み
立てた説を、キヴィはThe Corded Shellのなかで、〈輪
郭説〉（'contour theory'）と名付けた。というの
も、以上のような説は音楽の音型、すなわち音楽の輪
郭を、人間の聴覚的、視覚的な情動表現への類比の基
礎としているからである。 
   これは表象説ではないことに注意しよう。ある像
（表象）を認知して、それからわたしたちは情動をも
つというわけではない。わたしたちは音楽を聴くと、
すぐさま（immediately）に、そして、音楽の各要素
を個別に意識するのではなく、無意識（unware）
に、音楽に情動を聴きとるのだ。 

〈輪郭説〉の擁護 

   この主張には、さらなる説明を要する。以下いくつ
か議論をしておこう。 
・なぜ他でもなく人間の声やふるまいを聴くのか 
・なぜ潜在下で情動が聴かれるのか 
   キヴィはこの問いに対して、視覚における誤認の例
をあげる。 

はっきりと形がわからないものを提示されたとき、
わたしたちはそれを無生物としてではなく、生物
として見がちである 。（p.41） 15

 ... there seems to be a direct analogy between how people look and sound when they express the garden variety emotions... and how 14

music sounds or is described when it is perceived as expressive of those same emotions. （p.37）

 When presented the with ambiguous figures, we tend to see them as animate rather than inanimate forms: as leaving rather than non-15

leaving entities.  （p.41）
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   たとえば、雲や、壁のシミや、森に潜む影にわたし
たちは生物のすがたをみる。これは、おそらくは、自
然淘汰の働きによって獲得され、わたしたち人間に実
装されている性質のように思われる。棒だと思って蛇
に噛まれるよりは、蛇だと思って棒を恐れるほうが生
存には理に適っているというわけだ。 
   さて、こうしたわたしたち人間の傾向は、聴覚にも
また及んでいるのではないだろうか。とキヴィは仮説
を立てる。無生物によって鳴らされた音に、生物の声
を聴くのは、ない話ではない。確かに、わたしたちは、
茂みがガサゴソと音を立てるのを聞いたとき、風以外
の理由を見つけようとするだろう。 

・なぜ表現的に聴くのか 

   わたしたちは、音楽のさまざまな要素、和音やメロ
ディーを、それぞれ個別に聴くだけで、それに加えて
べつに情動を聴きとる必要はないように思われる。こ
れに対してキヴィは、前の議論を引き継ぎ「情動を生
じさせることで、すぐさま行動に移ることができ、そ
れは生存に役立っている」からではないかと予想する。

・なぜ像そのものを知覚しないのか 

   音楽を聴くと、わたしたちは、表現的な要素を意識
する、すなわち情動を意識する。しかしながら、わた
したちは、人間の声やふるまいそのものを、音楽の輪
郭から聴きとるわけではない。 
   これに対して、キヴィは、聴覚は視覚に劣位である
ことによって応えようとする。 
   自然淘汰のうちで、わたしたちは徐々に視覚優位の
知覚を獲得するに至った。そのため、視覚においては、
誤認の際にはある程度はっきりと、棒を蛇だと意識す
るようなことは起こるが、聴覚においては、その知覚
が人間においてはある種の退化を起こしているがゆえ
に、そういったはっきりとした意識は発生しない。 
   さて、いささか込み入った議論がなされたので、こ
こでいったん、〈輪郭説〉についてまとめよう。 

 〈輪郭説〉まとめ 

ここでは、憂鬱や快活さといった表現的な質が、
音楽にいかにして備わるのかについての、ひとつ
の説を示した。特定の一般的に受け入れられた特
徴によって、音楽が憂鬱、あるいは快活であると
言うことは、反論の余地なく合意されている。そ

うした音楽の特徴は、人間の身体的、身振り的、
発声的、言語的な表現的ふるまいとの類比によっ
て支持されているということは、つねに言及され
ている。どのようにして、そしてなぜ、この類推
を意識下・潜在下で知覚するのかということの、
そして、そうした類比が、セントバーナードの顔
に悲しさを知覚するように、音楽を憂鬱、あるい
は快活なものとしてわたしたちが知覚することに
ついての、進化論的な物語を組み立てることがで
きる 。（p.43） 16

和音と情動 

   さて、ここで、答えられずにおいた、音楽の特徴に
ついての３つ目の記述をキヴィは扱う。 

3.メジャー・マイナー・ディミニッシュコードから、
それぞれわたしたちはある情動を受けるが、これらは
人間的な声やふるまいには似ていない。 

   まず、キヴィはこうした音楽の要素に対する説明の
難しさを述べる。「メジャー、マイナーコードのあい
だにおける情動的な質の違いに対する広く認められた
ような説明は存在しない」。（pp.43-44） 
   そして、キヴィは輪郭説に基づいて、なぜC-E-Gと
いったメジャーコードが明るく、そして、C-E♭-Gと
いったマイナーコードが暗く響くのかを説明する。彼
によれば、後者のコードは前者に比べ、第三音のEが
半音下がっている。これは、憂鬱なひとの声が暗く、
沈んだ調子であることに類似している。よって、これ
らふたつのコードにわたしたちは異なる情動を聴くの
だと言う。 
   これは彼自身も認めるように、十分に説得的ではな
い。そこでキヴィは、マイナー・メジャーコードがわ
たしたちに与える情動についての原因を、西洋音楽の
和声システムに求める。 

西洋音楽の和声システム 

 ここでキヴィは、ディミニッシュコードの進行、そし
てマイナーコードによる終止の例をあげているが、もっ
とも一般的なコード進行の例に置き換えて説明してみ
よう。 

 Here, then, is one theory of how music comes to embody expressive qualities like melancholy and cheerfulness. It is agreed on all 16

hands that music is melancholy, and cheerful, and so on, in virtue of certain standardly accepted features. It is perennially remarked on 
that these features bear analogy to the expression behavior, bodily, gestural, vocal, linguistic, of human beings. One can construct an 
evolutionary story of how and why we might be subconsciously, subliminally aware of this analogy and that this should cause us to 
perceive the music as melancholy or cheerful or the like as we perceive the sadness of the St Bernard's face. I have named this theory the 
contour theory of musical expressiveness.（p.43）
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   G7-Cという進行を考えてみる。G7は、いま、G-F-
B（ソ-ファ-ミ）からなる三和音と考えよう。そして、
CはC-E-C（ド-ミ-ド）からなる。G7を構成する音の
うち、F-Bは+4th、増4度のインターバルをつくってお
り、これは不協和な音程である。このふたつの音が、
それぞれ半音上行・下降することで、Cという、非常
に安定した響きになる。こうしたことは、西洋音楽の
和声システムのうちでの取り決めであり、（多年にわ
たるある種の取り決めによって知覚されるようになっ
た情動だとキヴィは述べる。 

 いわば、その音楽的機能によって、それは落ち着
かないのだ。すなわち、それが曲の中の構造のう
ちに現れたときーー西洋音楽の和声システムの歴
史のなかで、少なくともごく最近まではーーそれ
はそれと同時に響いているメロディの輪郭に自身
の落ち着かなさを加えているのだ。それは、〔メ
ロディなどと〕連携することで、あるいは、〔そ
れ〕単体であったとしても、その落ち着かなさを、
すなわち「不安な」情動的な音色を、音楽のなか
での自身の「統語論的」「文法的」な役割から手
に入れているのだ 。（p.45） 17

４.〈輪郭説〉問題点の検討 

   さて、この章の最後に、以上で述べてきた輪郭説の
問題を検討していこう。 
   まず、そもそも、音楽と、人間の表現の「かたち
（shape）」との類推はほんとうに成り立っているの

か。すなわち、音楽の響きと人間のふるまいという異
なる感覚のあいだに類比がほんとうに成り立つのかど
うかはまだはっきりしていない。 
次に、〈輪郭説〉において用いられた心理学的な説明
は推測の域を超えていない。 
最後に、用いられたような進化論的（進化論そのもの
ではないような）説明は、実際の検証を経ていない机
上のものであるに過ぎない。 

まとめ 

   さて、この章では、音楽がどのようにして情動をも
つのかという問いに対する応答として、汎心論的説
明・音楽と情動の関係・〈輪郭説〉の大きく3つのト
ピックが扱われたが、結局決定的な答えを導くことは
できなかった。このままこの問題に留まるのではなく、
いったん置いておいて、後続の章では、この章では触
れられていなかった情動惹起の〈プロセス〉について
扱われるだろう。その前に、次の章ではもう少し基礎
的な話題が取り扱われる。 
  

 It is restless, so to say, in its musical function; when it occurs in a compositional structure, at least until fairly recently in the history of 17

the Western harmonic system, it imparts that the restlessness to the contour of the melody it accompanies. From its 'syntactic' or 
'grammatical' role in music it gains, by association, as it were, even when alone, its restless, 'anxious' emotive tone. （p.45）
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  第4章では、18世紀後半から19世紀末にかけて、表
象説とは別のしかたで、音楽がいかなる存在だと考え
られえたのかを、〈形式〉（form）キーワードに、
カント、ハンスリック、ガーニーの3名の思想家の思
索を辿ることで概観する。 

   まず、18世紀後半に至る、声楽から器楽への流れに
目をやり、音楽が芸術においてどんな位置を占めてい
たかを、〈美しい技術〉というカテゴリーの誕生と
〈表象〉というパスワードを軸に確認する。そして18
世紀末、音楽哲学的問題をはじめてとりあげたカント
の音楽観をまとめ、次に、19世紀中期、カントの問題
設定を継承したE. ハンスリックの議論を「非-意味論
的・統語論的」な音楽論として捉え直し、最後に、ハ
ンスリックの影響を受けた、19世紀末の哲学者、E. 
ガーニーの「メロディーの形式主義」という説明を追
う。この章では上記の5つのトピックを扱う。  

1. 声楽から器楽へ 〈18世紀へ〉 

   わたしたちがいま扱っているのは主に絶対音楽、つ
まり歌詞を持たない器楽曲である。しかし、現在この
世界に住むひとびとのおおくにとっては、むしろ音楽
とは歌われるものを意味する（ 'music' means sung 
music）。かつまた、人類の歴史を紐解いてみても、
ひとびとが耳を傾けてきたのは歌われる音楽だった。
（p.49, par.1） 
  第2章では、音楽と情動の問題を扱う音楽の哲学が
長きにわたって、すこしずつしか深まっていかないさ
まが概観されたが、それは、ゆえのないことではない。
音楽が言葉とつよく結びついているあいだは、音楽と
情動をめぐる問題は表立ったものにはならなかった。
わたしたちが問うている問題の発生と、純粋な器楽曲
の誕生とは深く関連したできごとなのだ。情動を表現
しているわけではないように思える絶対音楽の出現こ
そが、音楽と情動をめぐる問いを可能にした。 
 この事態を「現代の「音楽の問題」は純粋器楽曲、
すなわち絶対音楽、〈音楽だけの音楽〉が産んだ子ど

もである」という言葉でまとめてることができる 。18

（p.49, par.2） 

2. 〈美しい技術〉というカテゴリーの誕

生、表象というパスワード  〈18世紀後

半〉 
器楽曲の前史 

 それでは、器楽曲はどのような状況のなかで誕生した
のだろうか。そして、わたしたちが問うている問題は
その誕生とどう関わっているのだろうか。 
 18世紀以前、中世、ルネサンス期、そして17世紀に
おいて、作曲家の人生のほとんどすべては声楽曲
（vocal music）の作曲のために捧げられていた。教
会、世俗的な行事、そして、後にはオペラハウスや、
国家的な行事のために作曲をしていたのだった。
（p.49, par.3） 
  このような状況のなかで、純粋な器楽曲は、声楽曲
を編曲したものに限られ、用いられる楽器もオルガン、
ハープシコード、リュートといったいくつかに限定さ
れていた。 
 しかし、18世紀の後半、器楽曲を取り巻く状況は大
きく変わった。その「社会的地位」は上昇し、作曲家
の人生において、彼らの創造の時間は器楽曲のために
費やされるようになった。いったいどのような変化が
起こったのか。その変化にいたる過程を追うことにし
よう。（p.49, par.4） 

〈美しい技術〉というカテゴリーの誕生 

 18世紀まで、詩や絵画、建築や舞踊といった表現の
カテゴリーをまとめ上げるような概念は存在しなかっ
た。けれども、18世紀になってはじめて〈現代的な
（諸）芸術のシステム〉（modern system of the 
arts）すなわち〈美しい技術〉〈ファインアート〉
（fine arts）というカテゴリーが登場した。そしてそ
の〈ファインアート〉というカテゴリーには、いまま
で「工芸」だとみなされていた数々の活動が分類され
うることにひとびとは気づいたのだ。（p.50, par.1） 

 The modem 'problem of music' is the child of a pure instrumental music: absolute music; music alone. （p.49, par.2）18
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もうすこし歴史の話を
   



  詩や絵画、彫刻といった活動がつぎつぎにファイン
アートへと編入されていくなかで、そのカテゴリーに
入ることになった最後のものは、もっとも問題含みの
もの、つまり、音楽だった。（par.2） 
 音楽のいったいなにが問題なのか。実のところ、そ
の問題こそは、わたしたちがここまで問うてきた問題
なのだ。回答を急がず、いますこし歴史を辿っていこ
う。 
 はじめにみたような状況からも分かるように、プラ
トンから18世紀中期にいたるまで、声楽曲（vocal 
music）こそが「音楽」を意味していた。そして、プ
ラトンから18世紀中期にいたるまで、音楽は人間の話
し 声 を 表 象 す る こ と か ら 〈 表 象 的 な 〉
（representational）活動である、という見方が支配
的だったのだ。表象説は、声楽曲をもっとも説得的に
記述するために生まれたのだ。（par.3） 
 しかし、器楽曲をうまく説明できないことにひとび
とは不満を覚えなかったのだろうか？ 
 その時点では、純粋器楽はいまだ周縁的なもの、そ
してたんなる余興にとどまっていたため、それに気を
煩わせる必要はなかった。声楽曲についてのすぐれた
理論があれば、それで事足りたわけである。（par.4）

表象というパスワード 

  ここで、〈ファインアート〉のカテゴリーと音楽の
関係に戻ろう。 
  新しく生まれた〈ファインアート〉のカテゴリーに
入るためには、音楽の全体を包括するような「理論」
が必要だった。というのも、現代的な諸芸術のシステ
ムがそれを求めていたからだ。もしそれが〈ファイン
アート〉なら、それを〈ファインアート〉足らしめる
ような定義された特徴がなければならなかったのだ。 
  その条件とは何か？ 
 当時、ファインアートたらんとすれば、表象的でな
ければならなかった。〈表象〉はパスワードだったの
だ。そして、声楽曲はその秘密の言葉を持ってい
た 。（par.5） 19

 しかしながら、18世紀後期に器楽曲が現れ、すべて
は変わった。器楽曲は声楽曲に対する「競合相手」と
なった。とはいえ、声楽曲のように、その素性が明ら
かであるわけではなかった。器楽曲がなにがしかを表
象するのかどうか、議論の余地はあったのだ。すなわ
ちここで、器楽曲がファインアートかどうかが問われ
ることとなった。（p.51, par.1） 

  もし器楽曲がファインアートでないとしても、声楽
曲から器楽曲を切り離して、声楽曲のみが音楽だとみ
なすことは難しくなっていた。というのも、当時、す
でに器楽作品は周縁的なものとして無視できるもので
はなくなっていたからだ。たとえば、当時の著名な器
楽曲の作曲家であるハイドンの作品は、すでに国際的
な名声を博していた。（par.2） 
  こうした現実のなかで、しかしながら、なおも、音
楽が〈ファインアート〉かどうかははっきりしていな
かった。というのも、問題は、つぎの信頼できる古い
定説がまったくうまくいかない、少なくとも、はっき
りとわかるかたちではうまくいかなかったことにある
その定説とは「〈ファインアート〉は、表象の諸芸術
である。音楽は情念的な喋り声を表象する。ゆえに、
音楽は〈ファインアート〉である」というものであっ
た 。（par.2） 20

3. カント：その思考、その思考の音楽へ

の適用  〈18世紀末〉 

その思考 

 前節で取り上げたように、18世紀のあいだ、ファイ
ンアートに関する哲学者たちの中心的な研究課題は、
表象としてのファインアートの基礎を確立することだっ
た。そこで、表象説ではうまく説明することができな
い絶対音楽、純粋器楽はつまづきの石となっていた。
（p.52, par.1） 
 といっても、18世紀、音楽には表立って哲学的関心
が払われていたわけではない。たとえば、リード
（Thomas Reid 1710-96）は音楽の協和的な響きは
よく整った会話であり、不協和な響きは怒りの表現で
ある。と単純に説明するにとどまっていた。 
 そうした状況で、音楽の哲学の進展におおきな役割
を果たした哲学者がいた。その哲学者とは、イマヌエ
ル・カント（Immanuel Kant 1724-1804）である。
（par.2） 
  ここから、彼が美についてどのように思考したかを
たどろう。のちにみるように、彼の思考はその後のハ
ンスリック、ガーニーへと受け継がれていくさまざま
な可能性を秘めたアイデアの集まりなのだ。 
  わたしたちがこれから扱うのはカントの『判断力批
判』（Cri t ique o f Judgement , Kr i t ik der 
Urteilskraft）（1790）である。これはふたつの部分
から成り立っている。ひとつは「感性的判断力批判」

 'Representation' was the password; and vocal music was in on the secret. （p.50, par.5）19

 The fine art are the arts of representation, music is a representation of the passionate speaking voice, so music is one of the fine arts. 20

（p.51, par.2）
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（Critique of Aesthetic Judgment）もうひとつは「目
的論的判断力批判」（Critique of Teleological 
Judgment）である。この章で扱うのは美についての
判断を論じた前者のみである。（par.3） 

感性的・普遍的な判断 

  それでは、カントはどのように美についての判断を
論じたのか。 
  彼はまず、判断という行為を〈感性的〉判断と〈普
遍的〉判断のふたつに分ける。 
 まず〈感性的〉（aesthetic）とは判断する者の主観
的な感情や信念に基づいた判断のことである。たとえ
ば「このステーキはおいしい」という言葉は「このス
テーキはわたしにとっておいしい」ということを意味
している。 
 これに対して〈普遍的〉（universal）な判断とは、
判断する者の主観的な感情に基づいているのではなく、
普遍的に真であるような判断のことを意味する。 
 たとえば「命題Pは命題Pそれじしんと等しい」と判
断を下すとき、ひとは感性的判断のように、「わたし
にとって命題Pは命題Pそれじしんと等しい」というこ
とを意味するわけではない。「わたしにとって、かつ
すべてのひとにとって、ある命題Pは命題Pそれじしん
と等しい」という判断を下しているのだ。（p.53, 
par.1） 

美の判断 

 こうした判断の批判を終えて、次なる主要な課題は、
美についての判断（judgment of the beauty）はどの
ようになされるのかということだった。 
 「これは美しい」という判断は、食の好みのように
単に感性的であるのだろうか？　それとも、命題のよ
うな普遍的なものなのだろうか？ 
 この問いに対してカントは、美についての判断とは、
「感性的に、かつ普遍的になされる」のだと主張し
た。p.54par.1 
 これこそが感性的判断力批判において主題的に扱わ
れた問題である。 

無関心性・形式 

  さて、それではこの主張をするためキヴィはある例
を用いる。 
 あるひとAとべつのひとBとがおなじ夕陽を見た。A
は「なんて美しいんだ。まさに神の栄光を示している」
と感嘆し、Bは「ニュージャージー州の大気汚染のせ
いでこんなふうに光って見えるんだよね」と述べた。 
 このときどちらもがカントが主張するような美につ
いての判断を下していないと言える。なぜなら、Aは

感性的な判断を下しているかもしれないが、それは普
遍的な判断ではなく、Bは普遍的な判断を下している
かもしれないが、感性的な判断を下してはいない。 
  このふたりに共通している判断の態度は、夕陽に対
して判断を下すときに、夕陽以外の他の要素を加えて
判断を下していることだ。Aはその信仰上の信念、B
は自身の知識を加えてしまっている。 
 そこで、カントは主張する。AとBとがともに、こう
した個人的な要素をすべて取り除き、夕陽の視覚的な
かたちそのものに集中したとき、すなわち〈無関心
性〉（disinterestedness）のもとで夕陽を見たと
き、ふたりは「夕陽が美しい」という判断を同時に下
すに違いない、と。（p.55, par.2） 
 しかし、対象から、対象以外の信念や感情をすべて
取り除いたとき何が残るだろうか？ 答えはその〈形
式〉（form）である。夕陽が美しいと同意すると
き、無関心性の態度を持って夕陽に向かうとすれば、
そのとき話題にしているのは夕陽の視覚的なあらわれ
（visual appearance）の〈形式〉なのである。
（par.3） 
  夕陽がどのような状態で存在していても、夕陽の視
覚的なあらわれは変わらないままでいる。そして趣味
の純粋判断においてわたしたちが反応しているのは、
その〈形式〉なのだ。これがカントの〈形式主義〉（ 
formalism）である。（par.3） 
 しかし、 もしかすると、わたしたちの美についての
判断は、たんにわたしたちが獲得してきた信念や概念
によってではなく、生得的に（inherently）異なって
いるのかもしれない。つまり、わたしたちが無関心性
のもとで夕陽に向かったとしても、生得的な違いによっ
て、異なる判断を下すかもしれない。（p.56, par.1） 
  こうした疑問を、カントは人間に共通して備わって
いるとされる能力に訴えることで退ける。 
彼によれば、ふたつの共通の基本的な人間の能力があ
る。すなわち、構想力（ imaginat ion）と知性
（understanding）である。このふたつの能力が、無
関心性のうちでかたちに向かうとき、それらは〈自由
な戯れ〉（free play）の状態におかれる。そしてこの
〈調和的〉（ harmonious）状態では、構想力と知性
とははたらくことなく、ただそれ自身で喜びをもつ。
ゆえに、美の判断は感性的でもありかつ普遍的な判断
になるのだ。（par.2） 

その思考の芸術作品への適用 

  それではつぎに、芸術作品を美しいと判断すると
き、どんな判断がなされているのかを見ていこう。 
注意しておかなければならないのは、ファインアート
の哲学においては、カントは形式主義者（formalist）
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ではなかったということだ。形式主義が、ファインアー
トにはその形式しかないとするものだとすれば。むし
ろ、カントはファインアートが表象であり、核となる
内容（content）と意味（meaning）をもっていると
考えていた。（par.4） 
 それではその内容や意味とはどういうものであるの
か。カントは、内容をふたつのレヴェルに分割した。
〈明白な内容〉（manifest content）と〈感性的な観
念〉（aesthetic ideas）である。（p.57, par.1） 
  これを説明するためにキヴィは詩の例をあげている。
すこし言い換えて説明してみたい。 
 前者は、たとえば「古池や蛙飛び込む水の音」とい
う芭蕉の句の内容の「蛙が古池に飛び込み、それによっ
て水の音がした」というような具体的な内容のことを
指す。これは、すぐれた作品でなくとも、多くの作品
がもっている性質である。 
 後者は、芭蕉の句の、たんなる具体的な内容ではな
く、芭蕉の句そのものがもつ美である。 
 こうした天賦の才（genius）だけが作り出し得る
〈感性的な観念〉は、汲み尽くしえないような内容
（ineffable content）であり、ふれたものに、ゆた
かな観念の連合（rich chain of ideas）を惹き起こ
すものであると言われる。そしてこの〈感性的な思
考〉こそが構想力と知性とによる〈調和的〉な〈自由
な戯れ〉を生み出しうるとカントは考えた。par.2 
  そして、カントはフォーマリストではないにせよ、
芸術作品にも、それが美しいものであるためには、当
然前述したような〈形式〉が必要であると考えた。さ
らにここで、芸術作品における〈形式〉について議論
を深めよう。 
 カントは、芸術作品における〈美〉（beauty）と〈魅
力〉（charm）とをはっきりと区別した。par.3 
たとえば油彩画を例にあげてみよう。 
 油彩画には、〈形式〉としてさまざまな輪郭や物が
描かれており、これをわたしたちは〈美〉だと判断し
うる。同時に油彩画は、さまざまな「色」が見られ
る。こうした色は、カントにとっては〈形式〉ではな
く〈魅力〉であって、〈自由な戯れ〉を惹き起こすこ
とはなく、ただ、物理的な感覚として快い（the 
pleasure of physical sensation）だけのものだとされ
る。 

それではここまでをまとめよう。 

 天才による芸術作品は次のふたつの決定的な性格
を持つとカントは考えた。すなわち、形式の美し
さ、そして表象的な深い内容、つまり汲み尽くし
えない観念の連合を惹き起こしうる、感性的な観
念である。後者はかたちの美しさと同様、構想力
と理解力との調和的な自由な戯れを生むのだ 。21

（p.58, par.1） 

その思考の音楽への適用 

 以上のカントの説に従えば、ある対象が芸術である
ためには〈形式美〉（formal beauty）と〈感性的な
観念〉（aesthetic idea）を触発するような内容
（content）を備えていなければならない。 
 さて、それでは音楽はカントの芸術の定義を満たすの
だろうか。 
 カ ン ト自身の説明によれば、音楽は振動
（vibration）という形で形式美を備えている。しかし、
音楽は、身体の緊張をほぐしたりすることはでき、ま
た、月並みな情動を惹き起こすものの、精神に対して
は関係することがない。つまり、音楽は感性的な観念
を触発するような内容を備えていない、とカントはみ
なす。このため音楽は「形式的には芸術のようなもの
だが、内容は備わっていない」 とされる。（p.59） 22

4. E. ハンスリック：非意味論的、統語論

的な音楽  〈19世紀中期〉 

 以上のカントの説は、しかし、音楽を深く聴き、あ
るいは音楽実践のうちで生まれた思考ではなかったと
言える。とくに、彼が音楽は月並みな情動を持つもの
の、内容を備えていないというとき、それはとくに音
楽の実践者にとっては説得的ではないだろう。そこで、
カントの説を受け継ぎつつも、みずからの幅広い音楽
経験をもとに思索した、E. ハンスリック（Eduard 
Hanslick 1825-1904）の議論を見ていこう。（p.59, 
par.1） 
 ハンスリックは第2章でふれた『音楽美論』のなかで、
もうひとつ別の主張をしていた。 
 彼は、音楽を〈響き動く形式〉（tonally moving 
forms）と定義した。この詳細を見ていこう。 
 カントは音楽をギリシャ様式（à la grecque）、すな
わち静的な模様のかたちにたとえたが、ハンスリック
は音楽を音の万華鏡にたとえた。（p.60, pa.3, 4）

 To sum up, then, Kant thinks that works of the fine arts, the works of genius, exhibit two definitive characteristics. They possess 21

beauty of a form; and they possess representational deep content: the power to excite a chain of ineffable ideas, the aesthetic ideas, 
which, like the beauty of form, engage the harmonious free of the imagination and understanding.（p.58, par.1）

 It is artlike in form, but not in content.  （p.59）22
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刻々とかたちが変化していく万華鏡との類比は、音楽
の動きをうまく言い表したものと言える。 
 ハンスリックはこうした音楽の動きを指摘すると同
時に、カントが音楽を感覚の美しい戯れ（beautiful 
play of sensations）と表現したことに対抗するかた
ちで、音楽がたんに耳を喜ばすだけの響きではないこ
とを主張した。そのことを裏付けるためにハンスリッ
クは音楽をさまざまなかたちで定義する。（p.61, 
par.1） 
 音楽は模様ではなく、絵画である。しかしその内容
を言い表すことはできない。音楽は意味とは論理をもっ
ている。しかしそれは科学や歴史におけるようなもの
ではなく、ただ音楽においてのみあらわせるようなも
のである。そして音楽は模様ではなく、言葉である。
発話や理解はできるが翻訳することはできないような
言葉である。（p.61, par.2） 
 ハンスリックはこのように、音楽が論理的なもので
ありつつ、具体的な意味内容を持たないことを認めて
いた。 
 こうした論理と意味の関係の比較例をわたしたちは、
わたしたちの言語に見つけることができる。わたした
ちの言葉は、ある内容をもっている。それは、言葉の
並び方、助詞や名詞の正しい配列によって生み出され
る統語論（syntax）的はたらきと、言葉のひとつひと
つの意味論（semantics）的に具体的な、あるいは抽
象的な概念との対応によって生み出されている。 
 以上をふまえると、現代のわたしたちは、彼の主張
をこう整理することができる。 
 ハンスリックは、絶対音楽を、非-意味論的かつ統語
論的な音楽（syntax without a semantics）とみなし
ていた。つまり、具体的な意味を持たないものの、論
理的な諸要素の結合によって内容を生み出す力をもっ
た芸術だと考えていたのだ。（p.63, par.2） 

5. E. ガーニー：メロディーの形式主義  

〈19世紀末〉 

 以上のようなハンスリックの説は、音楽の形式主義
的理解の発展に方向性を示した。次に、ハンスリック
の音楽理解の直接的な後継者といえる、E. ガーニー
（Edmund Gurney 1847-1888）の1880年の著作 
The Power of Sound『音楽の力』を取り上げよう。 
 ハンスリックの形式主義的理解を受け継いだガーニー
は音楽を理解するにあたって、そのメロディーに注目
した。この意味で、彼は、メロディーの形式主義
（formalism of melody）を唱えたと言える。（p.63, 
par.1, 2） 

 彼は、音楽の内容は、メロディーの連結性
（connectedness of melody）によって生み出される
と主張した。確かに、よくないメロディーを耳にする
と 、 わ た し た ち は 、 音 が 連 結 して い な い
（disconnected）と感じる。（p.64, par.1） 
 こうした議論によって、ハンスリックにおいて抽象的
であった説明を彼は具体的なメロディーの連結性によっ
て裏付けようとしようとしたのだ。 
 しかしガーニーのメロディーの形式主義にはふたつの
問題がある。 
 ひとつには、音楽は要素はメロディーだけではないと
いうことだ。ガーニーが聴いていただろう音楽、たと
えばベートーヴェンの作品からメロディーとそれ以外
を切り離して理解することはできない。 
  ふたつには、ガーニーのメロディーを音楽理解の中
心に据える視点から言えば、中世、ルネサンスの音楽
は十分にメロディーを重要視していたとは言えないこ
とになってしまう。そうすると、それらの音楽が音楽
的に「未発達」だというステレオタイプによって理解
されることとなってしまう。（p.64, par.2） 
  さらに、メロディーの連結性とは一体なんなのかを
考えてみると、疑問が生じる。 
 そこにはなにか法則があるのだろうか？ あるいは人
間のふるまいや声に範例を求めるなら、たちまちに表
象説へと転じることになる。こうした疑問に対して、 
彼は、理想的な音型（ideal motion）が、わたしたち
の一般的な知覚を超えて存在し、わたしたちはそれを、
音楽的能力（musical faculty）によってのみ知覚する
のだと説明した。 
 けれどもこうした理想的な音型を仮構することなし
に、わたしたちは、さまざまな事例を集めることで彼
の理論を補強することができるかもしれない。
（p.65, par.1, 2） 

まとめ 
 この章では、18世紀後半から19世紀末にかけて、音
楽がいかなる存在だと考えられてきたかを、〈形式〉
をキーワードに、カント、ハンスリック、ガーニーの
3名の思想家の思索を辿ることで概観した。その過程
の中で、音楽の形式主義的理解の可能性が浮かび上
がってきた。 
 次の章では形式主義についてさらなる論考をすすめ
よう。 
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   この章では、形式主義について検討するために以下
の3つのトピックを扱う。まずformalismという表現
について、次にMeyerの情報理論。最後に音楽理解に
ついて扱う。 
   第1節では、formalismという表現が生むふたつの
誤解について注意を促し、第2節ではメイヤー
（Leonard B. Meyer）の〈情報理論〉（information 
theory）によってわたしたちの音楽享受のあり方を〈出
来事〉（event）〈予想〉（expectation）のふたつの
側面から説明する。第3節では、音楽理解についての
条件を〈志向的対象〉（intentional object）と〈音
楽理論〉（music theory）にふれつつ検討し、最後に
第4節では扱えない問いとして、ゲームの楽しさと
個々の音楽要素の美そのものについてふれる。 

１.Formalism：不適切な言葉 

   まず、今回取り扱う形式主義（formalism）という
言葉そのものについて注意を向けよう。〈形式主義〉
（formalism）は、実のところ、音楽の形式主義につ
いて定義するためには不適切な言葉なのだ。この言葉
は以下のふたつの点で不適切であるといえる。
（p.67, par.1） 

音楽の純粋主義 

   まず第一に、フォーマリズムは、音楽について、そ
の評価に関係するただ一つの側面が、形式のみである
と提案してしまっている。この観点は、カント、ハン
スリック、ガーナーにおいては正しいかもしれない。
しかし、以下で見直すような、現在提案されているよ
うなフォーマリズムに関してはあてはまらない。
（p.67, par.2） 
   フォーマリズムは、まず否定的な言葉、すなわち、
音楽が何ではないかという言葉によって定義される。
絶対音楽は意味論的、あるいは表象的な内容を持たな
い。そして音楽は〈純粋〉（pure）な音の構造である。
それゆえに、フォーマリズムというドクトリンは、音
楽の〈純粋主義〉（purism）であると呼ばれること
がある。（p.67, par.3） 
   しかし、もちろん、音楽にはその形式のみならず、
その他にも芸術的な面白さがある。それは個別の音や
和音、さまざまな楽器による音色といったもので、こ

れらはまたそれぞれの魅力を持っている。（p.68, 
par.1） 
なので、カントやハンスリックのような形式主義では
なく、ここで扱う形式主義においては、わたしたちは
音楽的に、音楽作品における〈感覚的〉（sensous）
な要素を享受（enjoy）していると考えよう。最も重
要なものであるにせよ、形式もそのひとつなのだ。
（p.68, par.2） 

空間的・時間的 

   第二に、形式主義という言葉は、もっぱら視覚的な
形式、静的で空間的な諸形式（static spatial forms）
を示唆してしまう。けれども、もちろん、音楽の〈形
式〉は時間的（temporal）なものだ。そのため、言い
換えの案として〈時間的パターン主義〉（temporal 
patternism）のほうがより適切かもしれない。けれど
も、形式主義は長らく使われてきたものなので、いま
ここで変更してしまうと誤解を生むかもしれない。
（par.3）なので、あえて変更はせずにおく。 
以上の二点の不適切な点に注意しつつ、ここでは形式
主義という表現を用いることにしよう。 

2. 情報理論 

   キーワードの確認を終えたところで、いよいよ形式
主義に基づいて、音楽の哲学的な問題に取り組んでゆ
こう。 
  さて、まず第一に、絶対音楽に関する形式主義者の
問いとは次のようなものであるすなわち、音楽の構造
を把握する際、わたしたちは何を享受しているのだろ
うか？ という問いである。（par.4） 
   この問いに直接答える前に、次の予備的な問いを考
えてみよう。 
   わたしたちは小説を読むとき、あるいは映画を観て
いるとき、何を享受しているのだろうか？ 
まず指摘できるのは、わたしたちは小説や映画が展開
するフィクショナルな出来事（fictional event）を享
受しているはずだということだ。そしてまた、文字を
用いた作品なら、言葉の美しさを、映画ならば画面の
構成を楽しんでいるだろう。加えて、話の筋の構成や、
作品が提示する哲学的、倫理的な問いに楽しみを見出
すかもしれない。 
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   いずれにせよ、主としては、物語（story）を享受し
ているといえる。（p.69, par.1） 
   それでは、わたしたちは絶対音楽の形式的、感覚的
な要素を聴いているとき、何を享受しているのだろう
か？ 
   もし形式主義者なら、わたしたちが享受しているの
は、フィクショナルな出来事ではなく、純粋に音楽的
な出来事、すなわち、音の〈出来事〉（sound 
'event '）、これを享受していると答えるだろう。
（par.2） 
   ここで予備的な問いに注意を向けよう。 
  音楽的な出来事（musical event）の知覚、そして享
受と、フィクショナルな物語（fictional narratives）
の理解、享受とのあいだには、共通の性質があるとい
うことである。大まかに言って、どちらの場合におい
ても、わたしたちはただ筋を追っているのではなく、
考えている（think）のだ。（par.3） 
 フィクショナルな物語、たとえば小説をはじめて読む
とき、わたしたちは受動的な鑑賞者（pas s i v e 
spectator）ではなく、何が起こるのかを考えている
のだ。  
   つまり、わたしたちがフィクショナルな物語に心を
向けているとき、わたしたちは、言ってみれば、問い
と答えのゲーム（question-and-answer game）に興
じているのだ。フィクショナルな物語はこうしたわた
したちの問いに対して、当然あるべき予想を裏切った
り、異なる結論に達して困惑させたりする。（par.4）

   次に、わたしたちの〈予想〉（expectation）につ
いて考えよう。 
   すこし考えれば気づくことだが、わたしたちの〈予
想〉はそれまでにどんなジャンルの物語をわたしたち
が読んだかによって条件づけられている。わたしたち
は読んだことのないジャンルの読み方が分からなかっ
たり、次にどんな展開が訪れるのかをまったく予想で
きなかったりする。すなわち、わたしたちの予想は、
つねに流動的な状態にあり、かつ、わたしたちがどん
な思考態度（mindset）を持ち込むかによってその予
想は変化するのだ。（p.70, par.1） 
   物語との比較で気づくように、音楽作品はプロット
（plot）を持っている。もちろん、物語の登場人物の
行動によるものではなく、純粋に音楽的なプロットを
持っているのである。音の出来事は以前ハンスリック
が述べたように、音楽的な〈論理〉（logic）もしくは
〈意味〉（sense）の連結によって起こるのだ。 
   わたしたちがこの音楽的なプロットを追うときの態
度は、フィクショナルな物語を追うのとほとんど同じ
をものだと言える。（p.70, par.3） 

次に、こうした分析を踏まえて、音楽の構造を把握す
るとき、わたしたちは何を享受しているのかを、 メイ
ヤー（Leonard B. Meyer ）の Emotion and 
Meaning in Music (1956)を援用して分析してみよう。
（p.71, par.1） 
   メイヤーは〈情報理論〉（information theory）に
基づいて音楽の分析を行っている。まずこの情報理論
について概略を確認しよう。 
 まず、情報理論において〈情報を伝える〉（inform）
とは、誰かに、そのひとが知らないことを伝えること
を意味している。（par.2） 
   そして、〈出来事〉（event）は、完全に予想でき
るものから、まったく予想できないものにいたるまで、
連続的に（それぞれの値をもって）存在する。ある出
来事が予想可能なものであるほど、それはすこししか
情報を持っていない。逆の場合も同じである。すなわ
ち、予想だにしない出来事は情報が多い（highly 
informed）のだ。（p.72, par.1 ） 

統合論的出来事と形式的出来事 

   こうした情報理論をメイヤーは音楽的な出来事に援
用する。 
  その際、音楽的な出来事のカテゴリーを区分するこ
とでより詳細な議論を行っている。以下、見ていこう。

 まず、音楽的な出来事を〈統合論的出来事〉
（syntactical event）〈形式的出来事〉（formal 
event）のふたつに区分する。（par.2） 
   はじめの〈統合論的出来事〉（syntactical event）
とは、音楽的な文法の規則（rules）に基づく出来事
である。すなわち、和音の進行、解決といった音楽理
論的な規則に基づく出来事のことである。（par.3） 
〈形式的出来事〉（formal event）とは、さまざまな
音楽の形式に基づく出来事である。統合論的出来事よ
りすこしおおきな枠組みでの形式のことである。
（par.4 ） 
   たとえば、ソナタ形式において楽曲はおおきく、提
示部（exposition）・展開部（development）・再現
部（recapitulation）に分かれている。 
提示部では主題が提示され、その主題は展開部におい
てさまざまに変奏される。そして最後に再現部におい
て主題が反復され終わる。このような形式を形式的出
来事と呼ぶ。（p.73, par.1） 
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音楽的な出来事の予想 外的、 内的 

   それでは、出来事そのものについての確認を終えた
ところで、わたしたちの予想について考えよう。わた
したちの予想はいったいどこから発生するのだろうか？
（From whence do these expectations arise?）
（par.2） 
   まず、音楽的な出来事に対する予想は次のふたつに
分類することができる。〈外的な予想〉（external 
e x p e c t a t i o n）と〈内的な予想〉（in t e r n a l 
expectation）とである。 
   前者は、ある特定の音楽環境において育つことで無
意識のうちに獲得される予想のことである。たとえば、
わたしたちは、すでに無意識のうちに西洋音楽的な和
声感を身につけてしまっている。（par.3） 
   後者は聴取者が心を向けている特定の音楽作品の内
的なはたらきによって惹き起こされる予想である。
（p.74, par.1） 

情報理論による音楽の説明 

   以上をふまえて、〈よい〉（good）音楽とはなにか
を考えてみよう。 
   メイヤーによれば、よい音楽とは、予想と予想外の
中間をゆくものでなければならない。完全に予想でき
るものは情報を持っておらず、退屈であり、まったく
予想できないものは情報過多であり、それによって、
わたしたちは混乱に陥ってしまう。 
   たとえば、地理的にあるいは時間的に離れた諸民族
の奏でる音楽を聴く際、わたしたちはそれらのひとつ
ひとつがもつ響きの多様性にしばしば戸惑う。その訳
はこの情報理論に基づいても説明できる。 
それらは、わたしたちの外的な予想の外にあり、それ
ゆえ、そのよしあしを判断できるだけの経験をもって
いないのだ。そして、あまりに情報過多であるがゆえ
に、正当な判断ができない。（p.74, par.2） 

ふたつのゲーム 

   以上までで、情報理論に基づき、出来事、予想のふ
たつの要素についての音楽享受の分析がなされた。次
に情報理論による説明に関して、さらにふたつの問い
を取り上げよう。 

   ひとつは、予想し、そして驚きや満足を得るプロセ
スにおいて、どの程度まで意識的に、どの程度まで無
意識的になされるのかという問いであり、ふたつに
は、何度も聴いた音楽に、つまりすでに展開を知って
しまっている作品にも予想のプロセスを適用できるの
か？という問いである。（p.74, par.3） 

仮設ゲーム 

  まずひとつめの問いについては、意識的でも無意識
的でもありうる（b o t h c o n s c i o u s l y a n d 
unconsciously）と答えることができる。ことの詳細
を見てゆこう。 
   音楽の聴取者は、音楽を用いて〈仮設ゲーム〉
（hypothesis game）を行っている。とキヴィは説明
する。聴取者は、音楽を聴きながら、次になにが起こ
るのかについてのじぶんの仮説を組み立て、その結果、
その予想に対する驚きや確証を得る。（p.75, par.1） 
こうした予想と驚きのゲーム、情報理論に基づいて言
い換えれば、新たな情報を手に入れていく遊びによっ
て音楽の構造を享受しているのだと、仮設ゲームは言
わんとしている。 
   ここで注意しておきたいことがある。あるひとはこ
の仮設ゲームを行いながら、自分が仮設ゲームを行なっ
ていることを自覚していることがある。けれども、仮
設ゲームを行っているものがみなこうした自覚（self-
sonsciousness）を持っているというわけではない。 
   仮設ゲーム説に反論する者が、音楽の聴取は自覚的
な行為ではないと主張するとき、彼らは仮設ゲームそ
のものを批判しているというよりは、「仮設ゲームを
しているという自覚を持つ」ということについて何ら
かの批判を加えているのだ。（par.2）こうした区別
は重要である。 
   また、この説は音楽の聴取をいたずらに知的な活動
に仕立て上げているわけではない。（par.3） 
そうではなく、BGMとして聴くのではなく、真剣に、
注意して音楽を聴いているひとならば、みなこの仮設
ゲームを行なっているのだ。（p.76, par.1）とキヴィ
は主張する。 
   以上より、ここでは、音楽聴取においてわたしたち
は無意識的に仮設ゲームを行なっているし、あるいは
また、仮設ゲームを行なっていることを自覚している
こともある。と主張されている。 

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Simple_sonata_form.png23
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かくれんぼ 

  次に、第二の問い、すなわち、何度も聴いた音楽を
聴取する際、わたしたちはどのように仮設ゲームを行っ
ているのかを考えよう。（par.2） 
   この問題は音楽再聴問題（problem of rehearing 
music）と呼ぶことがある。（par.3） 
まず、絶対音楽は、フィクションと同じように、〈錯
覚の持続性〉（the persistence of illusion）と呼ばれ
る性質を持っている。（p.77, par.1） 
   たとえば誰かが自分を殴るふりをしたとき、それが
ふりだとわかっていても、わたしたちは身構えからだ
をこわばらせてしまう。こういった染み込んだ反応を
わたしたちはしてしまう、とキヴィは述べている。同
じように、何度も聴いた曲でも、急激なテンポの変化
や、ダイナミクスの変化にわたしたちは毎度驚いたり
感動したりできるというわけである。 
   けれども、たしかに、錯覚の持続性は、すぐれて音
楽特有の性質というわけではない。そこで、キヴィは
音楽特有の性質を取り上げるために〈かくれんぼ〉
（hide and seek）というキーワードを用いる。
（par.2） 
  西洋古典音楽において、19世紀の終わり頃から、旋
律はさまざまに変形、変奏されて楽曲に埋め込まれる
ようになった。そしてそうした変形され隠された旋律
を探し当てることが聴取者の音楽享受のひとつの要素
となったのだ。（p.78, par.1-par.2） 
   組み立てられた音楽的な構築物から主要な旋律を認
識することが聴取者の課題となった。同時に、旋律を
多様化させ、隠し、変化させ分割し、聴取者に解くた
めのパズルを与えることが作曲家の課題となった。
（p.78, par.3） 
   その手掛かりとして、絶対音楽は主題を何度も循環
（recurrence）させる（par.4） 
   こうしたいとなみを、作曲家が埋め込み、楽曲のう
ちに隠れている旋律と、それを聴き取ろうとする聴取
者との、そのあいだでのかくれんぼになぞらえること
ができる。 

まとめ 

それではここで以上をまとめよう。 

   
    絶対音楽（あるいはテクストを伴った音楽）と
向き合うとき、わたしたちが何を享受しているの
か。わたしたちは、この問いに対する説得的な説
明を、仮設ゲームとかくれんぼという、音楽聴取
のふたつのプロセスを用いて組み立てることがで
きる。これらのゲームが示唆しているのはある種
のパズル遊びである。そしてこれらのパズル遊び
において起こっていることは、先に述べたように、
小説を読んでいるときに起こっていること、ある
いは、劇や映画を観ているときに起こっているこ
と、そうしたフィクショナルな物語に没入すると
きに起こっていることにとてもよく似ている。物
語のうちに、わたしたちがとりこになっているの
は、何がこれから起こるのかを、すなわち、どん
なふうにものごとが進展するのかをわたしたちが
知りたがっているからなのだ。しかし、フィクショ
ナルな物語が進行する際、わたしたちはまったく
受動的な鑑賞者であるのではない。知的には受動
的であるわけではないのだ。というのも、フィク
ショナルな物語の体験をする際のわたしたちの喜
びのかなりは、何が起きるのかいぶかしむこと、
何が起きるのかについて推測すること、そしても
ちろん、何が起こるのかを見つけ出すこと：たと
えその推測が適切であろうとなかろうと……こう
したいとなみによって掘り出す宝物にあるからだ。
物語はわたしたちが解こうとする謎を提出するの
である 。（p.77, par.5） 24

   絶対音楽の形式とは、内容のないプロットであ
る。あるいは、純粋に音楽的な物語であると言っ
てもいい 。（p.79, par.1 25

音楽の反復性 

   ここで、いったん、後に8章でも扱うことになる音
楽の特徴について触れておこう。 
音楽がフィクショナルな物語と異なる点は、それが高
度に〈反復的〉（repetitive）なのもであるという点
である。（par.2） 

 We can now put together the two processes of musical listening, the hypothesis game, and the game of hide and seek, into a plausible 24

account of what we enjoy in our encounters with absolute music (and a music with texts as well). What both of these games suggest is a 
kind of puzzle play, much like, as I suggested earlier, the kind of thing that goes on when we take in a fictional narrative, whether read 
(as in novel) or seen (as in plays and movies). In a story we are held captive because we want to know what is going to happen: how 
things will turn out. But we are not completely passive observers of the fictional proceedings: not intellectually passive, that is. A great 
deal of our pleasure in the experience of fictional narrative is the treasure we take in wondering what is going to happen, making 
conjectures about what is going to happen, and, of course, finding out what is going to happen: finding out if our conjectures on the 
money or not. Narratives pose riddles we try to solve.（p.77, par.5）

 The forms of absolute music are plots without content. Or, if you like, they are purely musical stories.（p.79, par.1）25
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   旋律は変奏されながら何度も繰り返される。さらに、
形式的な構造としても、響きは繰り返される。 
この点をふまえると、仮設ゲームは物語的なものと音
楽的なものとに共通しており、かくれんぼは文学的で
あるというより、音楽的であると特徴付けることがで
きる。 
   むろん、物語においても、言葉や比喩の反復性は重
要な役割を果たしており、そうした反復を見つけ出す
ことが文学作品の楽しみにもなってはいる。けれども、
こうしたテクストを持つものは、反復性そのものより
もむしろ論述の構造が作品の主題探求の手がかりに寄
与している。そして内容を持たず、プロットのみを持
つ絶対音楽においてこそ、反復性が重要になる。 
   加えて、テーマの回帰が見られるような作品がしば
しば「音楽的」であると言われるのは、まさにこの音
楽の特徴を謂ったものである、とキヴィは述べている。
（par.3） 

３.音楽を理解すること 

  さて、次に、わたしたちは音楽の何を理解している
のかについて考えよう。 
   ここでも、まず、物語との類比から考えよう。 
フィクショナルな物語を理解するとは、その物語のな
かで何が起こっているのかを把握することである。
（p.80, par.1） 
   たとえば、オースティンの『高慢と偏見』を子供が
読んでもその全体を理解することは難しいだろう。な
ぜなら物語を理解するために必要な経験を、彼あるい
は彼女は持ち合わせてはいないからだ。（p.80, par.2）

   しかし、それでは、音楽を聴く者は何を理解してい
るのだろうか？（p.80, par.3） 
   もちろん、まったく無意識に、夢見心地で、音に浸
かるようにして音楽を聴くという態度もありうるだろ
う。しかし、それはここで探求しようとする態度では
ない、とキヴィは述べる。（p.80, par.4） 

志向的対象 

   ここで、キヴィは、音楽理解の深さを記述するため
に〈志向的対象〉（intentional object）という言葉
を導入する。 
   たとえば、あなたと友人の前にある男が現れる。あ
なたはその男がハムレットの演技で有名な役者である
ことを知っており、友人は何も知らない。このとき、
あなたの志向的対象は、「背が高く、格好の良い、ハ
ムレットの演技で有名な役者」というものになるが、
友人の志向的対象は「背が高くて格好の良い男」とい

うものになる。つまり、あなたと友人は同じ男を目の
前にしているが、異なる志向的対象と向き合っている
のだ。（p.81, par.1） 
   音楽も同様に、聴き手の音楽的な知識や経験によっ
て異なる志向的対象として記述される。音楽的な知識
や経験が多いほど、おおきな志向的対象となるであろ
うし、音楽について知るほどに、より手の込んだ記述
ができるようになるだろう。（p.81, par.2） 

音楽理論の扱い 

 さて、上述したこととの関係で、〈音楽理論〉
（music theory）について考えよう。音楽理論は音楽
的な出来事についての技術的で精巧な記述であり、ほ
かの芸術分野には類比的なものが見られないようなも
のである。（p.82, par.1） 
   まず注意しておきたいのは、音楽理論の知識は豊か
な音楽鑑賞の必要条件（requirement）ではないとい
うことである。（p.82, par.2） 
   しかし他方、音楽理論の知識は音楽享受にはなんら
寄与しないという結論も避けなければならない。とキ
ヴィは述べる。（p.82, par.3） 
  音楽の記述には音楽理論の知識は有用であり、それ
によって志向的対象が拡大する。加えて、誰にでも学
べるものであり、絶対音楽以外の音楽を鑑賞する際に
も有用だと述べる。（p.83, par.1-2） 

４.扱えない問い 

  以上でこの章の本題は終わった。次に、キヴィは、
それ以上はここでは扱うことのできないふたつの問い
を取り上げる。ひとつめは、なぜ、いかにしてゲーム
は楽しいのか（How, why, are these games 
enjoyable?）という問い。（p.83, par.4）ふたつめ
は個々の音楽要素の美そのものについて（concept of 
beauty itself）の問いである。（p.84, par.4） 

なぜゲームは楽しいのか 

   キヴィは、なぜ、いかにしてゲームは楽しいのか、
という問いに答えるためには、心理学的、生理学的な
研究が必要になると述べる。そしてこの問いは哲学者
が扱える範囲を超えているとも述べる。（Perhaps it 
goes beyond even what the philosopher of 
anything can or is obligated to explain. ）（p.84, 
par.3） 

�25



美しさ 

   音楽の美そのものについては、わたしの問いではな
い、とキヴィは述べている。（p.86, par.2） 
   ただし、個別の事例においては、それらの事例がな
ぜ美しいか説明をすることは可能であると付け加えて
いる。（p.86, par.3-4） 

まとめ 

以上、第5章では形式主義について検討した。もう一
度内容をまとめておく。 
Summary 
 1 Formalism：不適切な言葉 
 2 メイヤーの情報理論 
 3 音楽理解について 
 4 扱えない問い 
 第1節では、formalismという表現が生むふたつの誤
解について注意し、第2節ではメイヤー（Leonard B. 
Meyer）の〈情報理論〉（information theory）によっ
てわたしたちの音楽享受のあり方を、〈出来事〉
（event）〈予想〉（expectation）のふたつの側面か
ら説明した。第3節では、音楽理解についての条件を
〈志向的対象〉（intentional object）と〈音楽理論〉
（musical theory）にふれつつ検討し、最後に第4節
では扱えない問いとして、ゲームの楽しさと個々の音
楽要素の美そのものについてふれた。 
  続く第6章では、形式主義について、さらに詳細な議
論を展開していく。 
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 この章では、音楽における情動をうまく扱うため
に、強化された形式主義についての議論とそれに対す
る反論を概観してゆく。 
まず第1節で、伝統的な形式主義について確認し、第2
節では強化された形式主義を統語論的な要素、そして
その要素と情動的な要素との関係から組み立ててゆ
き、同時にそれらに対する反論に応答する。第3節で
は、強化された形式主義に対する〈歴史主義的要因〉
〈機能的要因〉〈社会環境的要因〉、以上の三つの要
因に基づく反論を検討する。 

1. 伝統的な形式主義について 

   まず、伝統的な形式主義（traditional formalism）
が音楽の情動についていかなる主張をしていたかをか
んたんに振り返ろう。 
   ハンスリック、ガーナーそしてその系列の形式主義
は、音楽が情動的な言葉によって記述されることを否
定した。たとえば、ハンスリックは〈傾向性〉
（disposition）ならびに〈表象〉（representation）
を否定した。（p.88, par.1） 
   また、ガーナーはハンスリックほど厳格に情動その
ものを否定したわけではないものの、音楽に関して情
動的な言葉を用いることは、その音楽の美的な
（aesthetic）構造や特徴とはなんの関わりもないと
主張した。（par.2） 
   以上のように、伝統的な形式主義においては、情動
は厳しく排除されており、キヴィはこうした事態を
「もし形式主義の友であるなら、情動の敵である」と
まとめている 。（par.3） 26

   しかし、音楽を聴いたとき、わたしたちがある情動
を抱くことはかんたんには否定しがたい。そのことを
ハンスリックのように偶然性に帰することは無理筋で
はないとはいえ、わたしたちの経験にうまくそぐわな
い。形式主義に反しないで、音楽が情動を持つことを
主張できないだろうか？ 

2. 強化された形式主義 

   そこでキヴィは、音楽がある〈情動的な要素〉
（emotive properties）を〈聴かれた要素〉（heard 
properties）として持つ、と考えることを提案する。
（p.89, par.1） 
   このように、音楽が情動の要素を聴かれた（heard）
ものとして持つことを認める形式主義を、哲学者アル
パーソン（Philip Alperson）は〈強化された形式主
義〉（enhanced formalism）と呼んだ。この章では
この強化された形式主義がどんな議論を展開している
かを紹介してゆく。（p.90, par.1） 

統語論的説明 

  まず取り組むのは、情動的な要素が音楽の構造のう
ちでどのようなはたらきをしているのかという問いで
ある。（par.2） 
   情動的な要素を傾向性や表象説によって説明するこ
とは可能だが、聴かれた要素としてどのように説明す
ることができるのだろうか？（par.3-4） 
   ここで基本的なことを確認しておく。音楽の情動的
な要素や、関連する芸術的な要素は、本来的に興味深
い要素（interesting properties）である。そしてこれ
らの要素は美的な要素（aesthetic properties）であ
り、かつ〈反復〉（r e p e t i t i o n）・〈対比〉
（contrast）であるとキヴィは述べる。（p.91, par.1）

   そしてこれらの情動的な要素は基本的に、音楽の構
造、つまり音のパターン（sonic patterns）によって
説明しうる。と主張する。（par.2） 
   以上の問題意識から、絶対音楽における情動的な要
素の役割を、パターンと対比という用語や、ほかの〈表
層的〉（surface）特徴のみを用いて説明するのでは
なく、音楽の統語論や深い構造によって説明してゆく。
（p.92, par.3） 

 If you were a friend of formalism, you were an enemy to the emotions. （p.88, par.3）26
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第６章�
強化された形式主義
   



カデンツ 

   西洋音楽においてもっとも際だった統語論的な特徴
とは〈解決〉（resolution）である。これは安定した
状態からはじまり、緊張を経て、その緊張が解かれ、
最後にふたたび安定にいたる動きを意味する。
（p.93, par.1） 
   こうした緊張から安定にいたる解決を〈ケイデン
ス〉（cadence）と呼ぶ 。 27

具体的には、不協和（dissonance）な音を含む和音か
ら、協和音（consonance）へといたる進行を言う。
（par.2） 
   たとえば、G7からCへと進行するとき、G7は、Bと
F という増四度の不協和な音程を含んでいるため、緊
張感を持っている。それがそれぞれ半音上行・下降す
ることでCとEという協和な短六度（展開すると長3度）
の安定した音程に解決する 。（par.3） 28

記譜すると以下のようになる（譜例1）。 

  
   はじめの和音は、下からG-F-BからなるG7、次の和
音はC-E-CからなるC。 
キヴィがあげているのはつぎの例である。（譜例2 一
部改変） 

  
   長三度、長二度、それから短三度、最後に解決する。
（p.94, par.1-2） 
  こうした響きが解決へと向かうように聴こえるのは、
自然言語と同じように、歴史的に変化してきた統語論
的なものである。（par.3） 
こうした安定-緊張-安定の動きは、18世紀、19世紀に
おける西洋音楽を支配している重要なものなのだ。
（p.95, par.1） 

統語論的説明への反論 ：音楽のはたらきとしての緊張

と情動としての緊張 

   以上、まずわたしたちが注目しようとしている音楽
の統語論的な要素のあらましを述べた。次に、この時
点で予想できる反論を紹介し、それに対して応答を加
えてゆく。まず、前述の音楽の緊張と解決に関する反
論がひとつ。それから、音楽の統語論的要素と情動と
に関する議論をしたあと、それに関する反論を取り上
げる。 
   不協和な音程は緊張の状態にあるというとき、それ
を聴くわたしたちはどういう状態にあるのだろうか。
ある論者たちは、わたしたちが音楽の動きを緊張の動
きと述べる際、音楽はわたしたちを実際に緊張させて
おり、同様に動きを、解決や解放の動きであると述べ
るとき、音楽はわたしたちを実際に弛緩させているの
だ。と主張する。（par.2） 
   キヴィはこれに対し、緊張や安定は、月並みな情動
と同じく、聴き手の側にではなく、音楽のうちにあ
る、と反論する。（par.3） 
   さらに詳細をみよう。 
   緊張にはたとえば、歯を抜く前や舞台でスピーチを
するときのような緊張があるが、しかし、こういった
緊張と音楽に緊張を聴く際のわたしたちの態度とは異
なるはずだ。とキヴィは述べる。（p.96, par.1） 
これに対する再反論として、前章で扱った仮設ゲーム
に訴える議論がある。わたしたちが予想をしていると
いうことは、その予想が外れることや的中することに
関して緊張しているのではないか、というものだ。
（par.2） 
   キヴィはこれに対し、すべての予想が緊張を伴うわ
けではないとして退ける。 
   肘掛け椅子に座り、歯の治療を待っているときと、
友人がお土産を持って訪ねて来るのを待っているとき
では、どちらも予想をしているとはいえ、両方が緊張
を伴っているわけではない。（par.3） 

月並みな情動と統語論的要素の関係 

   次にいったんべつの話題として、月並みな情動と統
語論的要素とがどのような関係にあるかを、解決にお
いて考えよう。（p.97, par.1） 
   キヴィはつぎのふたつを指摘する。 

 日本においてはドイツ語のKadenz, カデンツのほうが一般的である。27

 ここでキヴィは、G7はFとGという長二度の音程を含んでいるゆえに不協和であると述べている。しかしこの場合強調したい28

ことは解決の動きであるので、ここでは属七の和音から主和音に解決するさいに注目される、以上述べたような増四度の音程
を取り上げている。
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   まずひとつに、緊張や解放、解決が人間の精神的な
状態として起こるとき、月並みな情動もそれに伴って
起こる、ということを指摘する  。（par.2） 29 30

   ここで述べているのは、たとえば、怒りの情動が惹
き起こされたあとで、音楽の動きが緊張から解放へと
向かうなら、その怒りの情動は解決する、すなわち解
消される、といったことである。 
   そしてふたつに、月並みな情動は、メジャー・マイ
ナーといった調性と深く結びついているということで
ある。（p.98, par.1） 
   歴史的に短調の音楽はマイナーコードでは終わらず、
必ずメジャーコードで終止していた。（par.2） 
そして、この動きは暗い響きの短調から明るい響きの
長調への劇的な変化を感じさせる。（par.3） 
 さらに言えば、こうした劇的な動きは、たんなる不
協和音から協和音への進行よりもより強い解決である
と言える。（par.4） 
   以上の二点から見えて来るように、西洋音楽の中心
は、緊張と解決の統語論である、と言える 。（p.99, 31

par.1） 

関係性への反論：音楽と内容 

   ここでもうひとつの反論を取り上げよう。 
   いままで議論では、強化された形式主義の枠組みの
うちで、情動の要素を統語論的要素を用いて説明しよ
うとしてきた。しかし、これに対して、次のような反
論がみられる。 
「もし音楽が情動的な言葉を用いて記述されるのなら、
すくなくとも、最小限の意味論的な内容（minimal 
semantic content）を持っていることになる。しかし、
形式主義は意味論的な内容を完全に否定している。こ
れをどのように正当化するのか？」（p.99, par.2） 
   この議論は次のように展開する。 
   まず、論者たちは言語学的な指摘をする。 
   言葉や表現のもっとも基本的な意味論的な内容は〈指
示〉（reference）である。これは、指示的な言葉や
表現がなにかを指し示すはたらきである。 

   そして、憂鬱な音楽は、必ず憂鬱を指示している。
つまり、ある音楽が憂鬱だと言われるのは、その音楽
が「憂鬱」という漢字二文字と同じように、憂鬱を指
し示している、と主張しているのだ。 
   そして、こうした情動的な要素を扱う強化された形
式主義は、最小限の内容を扱ってしまっている、と主
張する。（par.3） 
  これに対してキヴィはふたつの点で反論を加える。 
まず、わたしたちは音楽を情動以外の要素で記述する
ことがある。たとえば、「激しい川のような」「甘い」
「快活な子供のような」。しかし、音楽がそうした対
象を指示しているとはにわかには信じがたい。
（p.100, par.2） 
   これに対して、次の再反論が考えられる。 
   そうであれば、音楽が指示しているというよりも、
対象に〈関している〉（be about）のだと主張する。
（par.3） 
   しかし、これは無意味な主張に過ぎないとキヴィは
述べる。たとえ、こういった主張が万が一真だとして
も、音楽の興味深さを生み出しているのは、強化され
た形式主義が認識している非-意味論的な特徴なので
あり（those non-semantic features that enhanced 
formalism recognizes）、この特徴を取り扱わないこ
とは無益であるとする。（par.4） 

まとめ 

   ここまでの議論をいったんまとめよう。 

   これまで、強化された形式主義について紹介した。
強化された形式主義とは、絶対音楽は意味論的、表象
的内容を持たないが、聴かれた要素として月並みな情
動をときおり、部分的に持ちうるような音の構造であ
るとするドクトリンである。すなわち、伝統的に理解
された形式主義を後者の点で強化している。 
   そして次に、絶対音楽を情動的な言葉で記述するこ
とは、形式主義の範囲を越えている、なぜなら、音楽
が情動的に記述されるということは、それが意味論的

 ここでキヴィが言いたいのは、音楽の動きとしての緊張が直接的にわたしたちの緊張の情動を惹き起こすというわけではな29

く、ある情動がおさまったり、逆に高まったりする動きと音楽の緊張-解放とが連動しているということである。

 when tension, release, and resolution occur as mental states in human beings, the garden-variety emotions occur along with them （p.30

97, par.2）

 the most central one in Western music, which is to say, the syntax of tension and resolution （p.99, par.1）31
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な内容を持っており、何かを指示することを意味して
しまっている、との反論に対して再反論を加えた 。32
（p.101, par.1） 

３. ３つの反論 

   さらに以下では三つの反論を取り上げる。 
〈歴史主義的要因〉（historicist factors）〈機能的要
因〉（functional factors）〈社会環境の要因〉
（factors of 'social setting'）（p.101, par.2）。 

〈歴史主義的要因〉からの反論 

 ときおり、形式主義は〈非-歴史的〉（a-historical）
なドクトリンであると言われる。しかしその主張は間
違っている。（par.3） 
 まず、形式主義の主たる対象である絶対音楽は歴史的
なものであるし、形式主義が注目する形式にしても同
様である。キヴィは、音楽の形式に関して、次のふた
つの歴史的な側面を提示する。（p.102, par.1） 
 まずひとつに、音楽の形式的構造は芸術-歴史的（art-
historical features）な特徴をあらわしている。たと
えば、ベートーヴェンのピアノソナタにおけるソナタ
形式は、彼以前のハイドンやモーツァルトが作り上げ
た形式に拠っている。（par.2） 
   ここでキヴィはすこし本筋から離れ、芸術-歴史的な
特徴は、〈歴史的な出来事〉（historical events）と
して 捉 えら れ る べ き な の か 、 〈 美 的 要 素 〉
（aesthetical properties）として捉えられるべきなの
か、議論がいまなお行われていることを言い添えてい
る。（par.3） 
   次に、キヴィは、イギリスの音楽学者ベント
（Margaret Bent）が指摘した事例、ある中世の音楽
の動きを、現在の和声システムにおける基本的な出来
事として〈聴き間違える〉（mishear）事例をあげ
る。（譜例3 一部改変） 

  
   これはへ長調における和音の進行で、ふつうわたし
たちはGからCへの進行、とくにドミナントからトニッ
クへの、つまり緊張から安定への動きとみなす。つま
り終止を聴く。（p.103, par.1） 
   しかし、中世、および初期ルネサンス期においてこ
の音型は、継続するもの（continuing）として聴かれ
ていた。（p.104, par.1） 
   このように音楽の形式は、歴史のうちで異なるもの
として認識されるのであり、当然、形式主義もその変
化に注意を払っているのである。強化された形式主義
は、音楽の形式が無時間的、非-歴史的であるとは主
張しない。 

〈機能的要因〉〈社会環境の要因〉からの反論 

   つぎに〈機能的要因〉（functional factors）〈社
会環境の要因〉（factors of 'social setting'）に基づ
くふたつの反論をみていこう。これらふたつは関連し
合っているので同時に扱ってゆく。（p.104, par.2） 
   まずこれらの反論の前提となっている、歴史的な事
実を確認しよう。 
   18世紀以前は、器楽曲はさまざまな社会的、さまざ
まな状況で聞かれた。家庭や領主の館、宮殿や教会、
あるいは式典といった状況で聴かれたのだ。（par.3）

   けれども、18世紀中頃に〈コンサート〉（public 
c once r t）が誕生することで状況は一変した。
（p.105, par.1） 
   コンサートホール（concert hall）において、主に
絶対音楽が、傾注し美的な注意を払って聴かれるよう
になった。そして、この環境下において、そのほかの
過去の社会環境的、機能的な要素は排除されてしまっ
た。（par.2） 

 I have a presented, in the preceding pages, a version of what I have been calling 'enhanced formalism': the doctorine that absolute 32

music is a sound structure without semantic or representational content, but, nevertheless, a sound structure that sometimes importantly 
possesses the garden-variety emotions as heard qualities of that structure --an enhancement, in effect, of formalism as it has traditionally 
been understood. I have, furthermore, tried to defend enhanced formalism against the charge that, in allowing absolute music to be 
describable in emotive terms, I have gone beyond the bounds of formalism property so-called, because, if music is describable in a 
emotive terms, then it must, ipso facto, denote emotions, be 'about' them, and, by consequence, have a semantic content.（p.101, par.1）
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   このように器楽曲はコンサートの誕生以前に長い歴
史を持っていた。（par.3） 
そして、コンサートの誕生以前、器楽曲は機能的な面
で美的な満足をひとびとに与えていた。 
   そして、形式主義はこうした美的な要素を扱うこと
ができない、と反論される。（par.4-p.106, par.1） 
キヴィはこの反論に対してふたつの応答をする。 
まず、形式主義が扱う音楽の構造については、コン
サートホールの誕生以前の音楽にももちろん適用でき
る。そのため、この点では形式主義に問題はない。
（par.2） 
   しかし、コンサートホールの誕生以前に音楽に伴っ
ていた形式以外の要素については、確かに、形式主義
が扱えていない部分である、と認める。（par.3） 
   そして、形式主義がうまく扱えないような機能的、
社会的な要素については後続の章で議論をすることと
して保留する。たとえば、〈歴史的に正統的な〉
〈historically authentic〉演奏に関する問題ものちに
ふれることにする。（p.107, par.1-2） 

４.さらなる問題 

   以上のことをまとめると、強化された形式主義は、
月並みな情動を聴き手から音楽へと移動させた、と言
える 。（p.109, par.1） 33

   この考え方から言えば、情動は感じられる（felt）
のではなく、〈認知される〉（cognized）と言える。
ゆえにこれを〈情動の認知主義〉（emo t i v e 
cognitivism）と呼ぶ。これに対して次の反論がある。

   それは「もし情動の認知主義が正しいのなら、わた
したちは音楽によって情動的に動かされているわけで
はないことになる。けれども、わたしたちは音楽によっ
て情動的に動かされている。ゆえに、認知主義は誤り
である」という反論である。（par.2） 
   次の章ではこの反論を扱ってゆく。（par.3） 
                                   

 Enhanced formalism has, however, moved the garden-variety emotions from the listener into the music. （p.109, par.1）33
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 この章では、音楽がいかにして情動を持つのか、そ
してどのようにわたしたちに情動を惹き起こすのかと
いう問いに答えることを試みる。 
まず第1節では、音楽と情動に関する問いを確認す
る。次に第2節では、ペルソナ説と性向説というふた
つの惹起説の検討をする。最後に第3節では、もし音
楽がわたしたちに不快な情動を惹き起こすなら、なぜ
わたしたちはその音楽を聴くのか、という問いを検討
する。そのなかで、キヴィの自説が展開される。 

１. 音楽と情動に関する問い 

音楽と情動をめぐるふたつの問い 

   音楽と情動めぐってふたつの問いがあった。 
それは、音楽の表現性（expressiveness of music）
と音楽がわたしたちを情動的に動かす力（music's 
power to move us emotionally）とに関する問いで
ある。（p.110, par.1） 
   単純な惹起説（arousal theory）では、これらふた
つの問いを、傾向性（disposition）を用いて説明す
る。（par.2） 
   けれども、わたしたちが前章で見てきたように、現
在はこうした単純な惹起説は一般的に受け入れられて
はいない。傾向性を用いた説明は十全ではないのだ。 
 わたしたちは、音楽が持つ情動を認知するのであり、
それを感じるわけではない、という考え方が一般的で
ある。しかしそうであるなら、日常でみられるように、
音楽がわたしたちを情動的に動かしているように思わ
れ、決してたんに認知しているわけではないように思
える事例をどう説明できるだろうか？（p.111, par.1）

偶然性 

   こうした日常的な体験において、音楽が月並みな情
動を惹き起こす理由を、ハンスリックは音楽の〈病的
な〉（pathological）効果によるものだと説明した。    
 この表現がうまく内容にそぐわないとして、キヴィは
これを〈わたしたちの歌〉（our-song）効果と言い換
える。この効果は、わたしたちがある特定の情動の状
態（emotional state）において、また、特定の環境

（circumstance）において音楽を聴くことで生じる。
（par.2） 
   それぞれについて例をあげつつ説明しよう。 
   まず、情動の状態について、キヴィはつぎの例を挙
げる。 
   3年の長い軍役生活から帰郷したひとりのアメリカ
人が、船から降り、故郷の土を踏んだ。そのとき彼の
耳に飛び込んできたのは、軍楽隊が奏でる《星条旗》
（The Star-Spangled Banner）だった。彼は涙し、
そして激情に呑まれた。帰郷の喜び、友との死別、そ
のほかの情動の激流に呑まれたのだ。 
   特定の情動の状態で聴かれた《星条旗》はこのよう
に、確かに彼の情動を動かす。 （par.3） 
   つぎに環境による情動惹起の例をあげる。 
   映画『カサブランカ』において、バーを経営する主
役のリックは、友人のピアノ弾きのサムに《時の過ぎ
行くままに》（As Time Goes By）を演奏することを
禁じている。なぜならその曲は彼が昔別れた女性のこ
とを思い出させるからであった。その旋律を聴くと、
リックは深い哀しみ、そして怒りの情念を覚えてしま
うのだ。（p.112, par.1） 
   こうした状態と環境において、ひとは音楽の情動を
認知するのではなく、ある情動を確かに感じるのだ。 
以上のふたつの例は非常に説得的である。しかし、こ
れらは音楽の美的に、芸術的に重要な特徴
（aesthetically or artistically significant features）
とは関係を持っていない。《星条旗》は勇壮な歌であ
り、《時の過ぎ行くままに》はセンチメンタルな愛の
歌であるが、それらと聴き手の情動とは関係していな
い。（par.2） 

２.ふたつの惹起説 ペルソナ説と性向説 

   ここからすすんで、情動は偶然感じられるのではな
く、わたしたちが音楽が持つ聴かれた要素（heard 
properties）を認知し、そしてそのことによって惹き
起こされる、と考えることはできないだろうか？ と
キヴィは問いかける。（par.3） 
   第2節では、こうした問題意識を持ちふたつの惹起
説、〈ペルソナ説〉と〈性向説〉とを紹介し、それら
を検討する。 
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第７章�
あなたのうちにある情動
   



ペルソナ説 

 まずひとつめは、〈ペルソナ説〉（pe r s ona 
theory）である。 
 この説は、わたしたちは音楽作品を人間の発話として
聴くということを主張する 。（p.113, par.3） 34

   どういうことだろうか？ 順を追って見てゆこう。 
わたしたちは、例えばある交響曲を聴くとき、ある情
動を受ける。その交響曲の情動は、ペルソナが、つま
り、虚構のキャラクター（fictional character）が表
現している情動なのだ。とペルソナ説は述べる。
（p.114, par.1） 
   そして次に、そのペルソナが表現している情動にちょ
うど〈共感〉（empathize）することで、わたしたち
は音楽作品を聴く際に情動を惹き起こされるという訳
なのだ。 
   あたかも、友人が泣いていることから彼女が悲しん
でいることに気づき、彼女に同情するようにして、と
キヴィは説明する（par.2） 
   しかし、現実の人間に対しては彼が感じている情動
に共感することはあり得ようが、虚構のキャラクター
に対して同じように共感するだろうか？（par.3） 
けれども、わたしたちが小説や演劇、映画に触れてい
る際、実際に、虚構のキャラクターの悲しみや喜びに
共感していることは経験から確かだ。（p.115, par.1）

   むろん、とキヴィは指摘する。虚構のキャラクター
がいかにしてわたしたちに現実の情動を発生させるか
は問題である。として、この問題についてはこの章の
後半で扱う。（par.2） 

3つの検討 

   さて、ペルソナ説についてひと通り述べたところで、
この説を3つの観点から検討し、その疑問点を取り上
げておこう。（par.3） 
   まずひとつに、経験から言って、わたしたちは音楽
的ペルソナがそれ自身の情動を表現しているとはまっ
たく気づくことなしに、音楽に深く感動する。これは
ペルソナ説を知る以前も、そしていまもそうである。
（par.4） 
   これに対して、ペルソナ説に賛同する者は、ペルソ
ナに意識的に気づくことなしに、ペルソナが表現して
いる情動はわたしに効果をもたらす、と述べる。 
しかしこれに対してキヴィは疑念を呈する。彼らの主
張はあたかも、わたしたちがアンナ・カレーニナに共
感することで、不幸な気分になる際に、別段、アンナ・

カレーニナの不幸に意識的に気づくかなくともよい、
と述べているようだ。これは受け入れがたい。
（p.116, par.1） 
   けれどもこの点をこれ以上深掘りすることはしない。
というのも、この点に対してはレヴィンソン（Jerrold 
Levinson）の有力な反論があるためだ。（par.2） 
   第二に、ペルソナ説は、音楽的なペルソナ
（mus i c a l p e r s on a）とフィクションの物語
（narrative fiction）のキャラクターとのあいだの類
比（analogy）に立脚している。しかしこれは成り立
たない。（par.3） 
   というのも、音楽的なペルソナとはいったいどんな
存在なのか、いかなる性かもわからないような、ひじょ
うにあいまい（vague）な存在なのだ。なんとなれ
ば、小説、劇や映画のなかでさえ、それがよくない作
品であれば、キャラクターが浅い（shallow）と言わ
れたりする。そうしたキャラクターは共感を呼ばない。
それにも増して音楽的なペルソナとははっきりしない
存在なのだ。（par.4） 
   このあいまいさの理由はかんたんで、小説や演劇で
はキャラクターは言葉を持ち、そして描写された姿を
持っていけれども、ひるがえって音楽的ペルソナはそ
うした要素を持ち得ないからだ。言ってみれば、ピー
ター・ラビットのほうがよっぽど〈パーソナリティ〉
（personality）を持っている、とキヴィは述べる。
（p.117, par.1） 
   最後に、ペルソナ説は、しばしばあやまった情動を
たどってしまう。ゆえに成り立たない。（par.2） 
   実生活から考えてみよう。 
   生活において、他のひとの情動表現に対するわたし
たちの反応は単純ではない。わたしがどんな情動を感
じるかは、わたしが反応するそのひとがどんなひとか、
わたしにとってどんなひとか、どんな状況下であるか
によって影響される。 
   たとえば、あなたが怒っているとき、わたしは怒り
ではなく、恐れや怯えを感じるかもしれない。わたし
の敵が不幸であるとき、わたしは喜びを感じるかもし
れないのだ。 
   ときおりわたしはあなたと〈自身を同一化〉し、あ
なたの情動を感じるが、けれどもつねにではないし、
ましてや原則としてではない。（par.3） 
   もちろん虚構のキャラクターに対しても同じである。
（p.118, par.1） 
   それゆえ、ペルソナ説は音楽と情動の関係をうまく
説明できない。 

 The persona theory has it that we hear a piece of music as a human utterance. （p.113, par.3）34
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   以上の検討に対して、ペルソナ説の擁護者は、ふた
つの反論をする。 
   まずひとつに、彼らは、音楽的ペルソナにおいての
み、つねにそのペルソナが表現する情動とそれに対す
るひとが抱く情動とは一定にある。と主張する。しか
し、それではなぜ音楽においてのみそうした一定の関
係が成り立つのかについて説明しなければならない。
（par.1） 
   さらに再反論として、音楽的ペルソナが位置するの
はつねに一定の状況下（circumstances）である。と
する。しかしその状況下とは何かが答えられていない
点では納得しがたい、とキヴィは述べる。（par2） 
   そしてふたつに、擁護者は、実生活やフィクション
の物語と同じように、わたしたちは状況下ごとに、あ
る特定のペルソナが表現する情動に対しても、そのつ
ど異なる情動を抱く。と主張しうる。しかしこれは、
ペルソナ説の根本をひっくり返してしまう反論であり
認められない。（par.3） 
   以上からキヴィは、ペルソナ説は音楽と情動の関係
を説明するには不十分であるとして退ける。 

性向説 

 それでは次に、ふたつめの説、〈性向説〉
（tendency theory）を検討しよう。（p.119, par.1）

  まずは一般的な〈性向〉（tendency）について考え
る。 
  一般に黄色は快活な色、そして黒は陰鬱な色だとさ
れている。そしてわたしたちは色そのものに快活さや
陰鬱さを知覚する。これらは色の知覚された質
（perceived quality）の部分を成している。そして、
〈常識〉（common sense）に基づけば議論の余地な
く、黄色はひとびとに快活にする〈性向〉を持ってい
る、と言える。（par.2） 
   さらに性向説論者は、同じく〈常識〉に基づいて、
以上の議論を音楽の表現的な要素にも適応する。 
そして、ある音楽の表現的な要素がこうした情動を惹
き起こす性向を持つなら、ときおり、わたしたちにそ
の情動を惹き起こす、と結論する。アスピリンが頭痛
に効かない場合があるにせよ、頭痛を癒すようなある
性向性を持っているのと同じように。（par.3） 
   性向説の論者であるデイビス（Stephen Davies）は
次のような比喩を使って説明する。 

   あなたが演劇用の、とくに悲劇用の、憂鬱を表現し
ているような仮面を作る工場で働いているとする。そ
して1日8時間、週に5日、周りをぐるりとその悲劇的
な仮面に囲まれて仕事をするのだ。 
   そうすると、とデイビスは結論づける。あなたはきっ
と憂鬱な情動を抱くだろう。憂鬱を生み出す仮面の性
向は、最終的にあなたに影響するのだ。そしてこれは
憂鬱な音楽にも成り立つ。このように性向説は主張す
る。（p.120, par.1） 

   それではキヴィによる反論を見てゆこう。 
キヴィはまず、〈常識〉を用いることを疑う。議論の
手法として常識を多用することは得策ではない、とす
る 。 35

   そしてこの性向説、すなわち、すべての表現的な要
素は、特に、音楽の表現的な要素は、みずからが表現
している情動を受け手に生じさせる性向を持ってい
る、とする説に反論する 。（par.2） 36

   まず、一般に、性向のうちには、発揮されない性向
もあり得るということを指摘する。例えば、時速90マ
イルで走るとハンドルを切らなくても左に曲がってし
まうという性向を持った車は、もちろん、時速90マイ
ル以下ではその性向を発揮しない。（par.3） 
   それでは、音楽についてはどうか。ある音楽の情動
を惹き起こす性向は、実現されるのだろうか？ それ
とも車の例のように、発揮されないままなのだろうか？
（p.121, par.1） 
デイビスの例を取るなら、憂鬱な音楽はどれぐらい聴
けば聴き手を憂鬱にさせるのか？ 
憂鬱な仮面と同じく、1日8時間、週に5日聴けばいい
のか？ 
   こうした問題について性向説は答えていない。ゆえ
に、性向があるという証拠は存在しないし、もし存在
していたとしても、以上のような効果を持っているか
どうかも定かではない。したがって、性向に訴える議
論はうまくいかない、とキヴィは結論づける。 
   さてこれらふたつのペルソナ説、性向説に対する批
判を加えたところで、より一般的に、惹起説全体に対
する批判を行う。そしてその議論をしつつ、キヴィの
持論へとつないでゆく。 

 ここでキヴィが言いたいのは、すべての予断を排除せよ、と言うものではない。情動に関する議論において、わたしたちの感35

覚に照らし合わせることは重要な論拠となり、説得感を生む場合が多々あるが、流布されている説に従うことは賢明ではない、
ということだ。

 all expressive properties, and, in particular, the expressive properties of music, have a tendency to produce in the perceivernthe 36

emotions they are expressive of （p.120, par.2）
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３. 音楽と情動 

   まずそもそもの前提から考える。 
   もし音楽が月並みな情動を惹き起こすことができる
なら、おおくの音楽は不快なものになってしまう。す
なわち、憂鬱な音楽は憂鬱を惹き起こし、怒りの音楽
は怒りを惹き起こすなら、ひとびとはなぜわざわざそ
れを聴くのか？ 選択の問題として、いったい誰が無償
で憂鬱や怒りや恐れの体験をしたいのか？（par.2） 
   この基本的な疑問に対してさまざまな応答がある。
ここでは代表的ななものを扱う。（p.123, par.1-2） 

教育説 

   おおくの論者は、本来的に不快な情動は快いものに
変えることができ、なおかつ受け入れられなかった当
の情動は残り続ける。という考えをおよそばかばかし
いものとみなす。そして、不快な情動は、より深い道
徳的、心理学的教育のために役立つと考える。
（par.3） 
   たしかに、すべてではないにせよ、ある種の小説や
映画、劇〔あるいは、伝承の民話や寓話〕は不快であ
るが、教訓を与えるものとしてある。けれども、音楽
作品に対してはこの説明は的外れである。 
   たとえば、ベートーヴェンの交響曲第5番がわたし
たちにいかなる教訓を教えてくれるのだろうか？ そし
てわたしたちが交響曲に教訓を求めることは正当だろ
うか？ 
   そうした要求は不当であり、過剰な解釈（over-
interprets）である、とキヴィは批判する。（p.124, 
par.1） 

対象・信念・感じ 

   上で述べたような説に反対して、キヴィは次のよう
に主張する。 
すなわち、わたしたちが憂鬱や恐れといった不快な情
動を惹き起こされているという前提そのものを否定す
る。 
   わたしたちはなぜ音楽がわたしたちを動かす不快な
月並みな情動を享受しているのか、という問いに答え
る必要はない。というのも、音楽は快、不快のどちら
にしても、わたしたちに月並みな情動を与えないの
だ。とキヴィは述べる。（par.2） 

   この説を説明するために、情動一般がいかにして惹
き起こされるのかについて基礎的な確認をしよう。
（p.125, par.1） 

   わたしたちが情動を経験するとき、そこには、その
情動に関する〈対象〉（object）とその情動を生じさ
せる〈信念〉（belief）そしてその情動から惹き起こ
される〈感じ〉（feeling）が存在している。（p.126, 
par.3） 
   例えば、あなたがポーカーをしていて、友人のイカ
サマに気づき、腹を立て怒ったとしよう。このとき、
あなたの怒りという情動の対象は友人であり、信念は
友人がイカサマをした、ということであり、そして感
じは腹立ちである 。（p.126, par.2） 37

（p.125, par.2-p.126, par.1, 2, 3） 
   こうした整理を経て、まずペルソナ説、性向説を含
む惹起説一般の議論の前提にキヴィは問いを投げかけ
る。 
   惹起説は、月並みな情動を表現しない音楽は、わた
したちの情動を動かすことはない と主張している。38

（p.127, par.1-2） 
   しかし、14世紀後期、15世紀、16世紀はじめにお
ける作曲家の作品のおおくは、清廉な（serene）な音
楽であり、月並みな情動とは関わりのないものである。
（p.128, par.1） 
   また、合唱曲、とくに児童合唱は水晶のように透明
で、情念のない、天上の声（cystal-clear, almost 
passionless, ethereal voices）であると言われる。
（par.3） 
   こうした音楽は、怒りや恐れといった月並みな情動
をなんら表現していない。にもかかわらず、ひじょう
に感動的な音楽である。これらは清廉さや静謐な美し
さ（tranquil beauty）といった月並みな情動では表現
できないものによってわたしたちを感動させる。
（p.129, par.1） 
   ゆえに、情動が惹き起こされるか否かとその音楽が
感動的であるかどうかとは、関わりがない。この点か
らキヴィは持論を展開していく。 （p.127, par.3, 
p.128, par.1, 2, 3, p.129, par.1, 2） 

 ここで感じの扱いを確認しておきたい。怒りというのは一般的な情動である。しかし、つねに同じ怒りをわたしたちは感じ37

ているわけではない。ときどきに爆発的な怒りや、くすぶるような怒りを感じている。とキヴィは説明する（p.126, par.2）。こ
うしたそれぞれの感じ（feeling）は、情動とは区別される。

 music not expressive of the garden-variety emotions cannot be deeply moving: cannnot move us emotionally （p.127, par.2）38
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音楽への適用 

   さて、それではいよいよ〈対象〉〈信念〉〈感じ〉
の３つの観点から、わたしたちが音楽に対するときど
のような情動があらわれるのかを考えよう。 
まず、わたしたちが〈音楽的情動〉（mus i c a l 
emotion）を感じる際に〈対象〉としているのは、も
ちろん〈音楽〉（music）である。より正確に言え
ば、わたしたちが対象としているのは、聴き手が美し
いと、見事であると、あるいはそのほか、かなりの程
度、美的に賞賛できると信じているような、音楽のう
ちにある特徴のセットである 。（par.2） 39

   つぎにわたしたちが抱く〈信念〉とは聴き手が、音
楽にどのような美しさや美的な要素があるかについて
抱いている信念そのものである。（p.129, par.3） 
   ゆえに、信念が変わることで、同じひとつの音楽か
ら受ける情動が変化することがある。以前はある音楽
に感動していたものの、その単純な仕組みを知ったこ
とで、感動しなくなる、ということもありえる。
（p.130, par.1, 2） 
   最後に、わたしたちが感じる〈感じ〉どのようなも
のだろうか。 
   音楽を聴いたときにわたしたちが感じる感じは、興
奮（excitement）、陽気さ（exhilaration）、驚き
（wonder）、畏敬（awe）、熱狂（enthusiasm）と
いったなにかしら高揚した（high）ものである、とキ
ヴィは述べる 。 40

   そして、情動の対象は、その情動がなにかではなく、
それがどのように感じられるかを定義したり決定する
ことを助ける。たとえば、どのように愛が感じられる
かは、なにが愛されているかを参照することでもっと
もよく説明される。 

あるいは、あなたが息子を愛するとき、飼い犬を愛す
るとき、そしてヴァイオリンを愛するときに感じる情
動は、みな愛の情動と言える。けれどもその感じはそ
れぞれに異なって感じられるのだ。とキヴィは説明す
る。ゆえに、感じはその対象を名指すことなしにはそ
の違いを説明することができない。（par.3, 4） 

まとめ 

   以上の３つの要素をまとめよう。 
  情動の〈対象〉は、ひとことで言えば、音楽の
美である。そして〈信念〉はその音楽が美しいと
いうことであり、〈感じ〉は、ある種の興奮や陽
気さや崇高や驚きである。……これらが、このよ
うな美を習慣的に惹き起こすのだ 。（p.131, 41

par.1） 

具体例への適用 

   それでは、キヴィのこの説を具体例を通して確認し
よう。 
   試みにベートーヴェンの交響曲第7番の第2楽章を聴
いてみよう。ここには、さまざまな音楽的要素
（musical properties）が含まれている。そのうちで、
たとえば悲しく憂鬱な要素がわたしたちを深く感動さ
せたとしよう。（par.2） 
   このときわたしたちは悲しく憂鬱な情動にさせられ
たのではなく 、音楽のうちにある悲しく憂鬱な情動42

によって心を動かされ、それによって興奮や喜びの情
動へと動かされるのだ 。 43

わたしたちはその音楽的な美に感動する 。もしそれ44

が憂鬱なものなら、それがどれほど美しく憂鬱

 the set of features in the music that the listener believes are beautiful, magnificent, or in some other ways aesthetically admirable to a 39

high degree （p.129, par.2）

〈ハイ〉な感じ（high）と訳したほうが分かりやすいかもしれない。けれどもそれだとあまりに多義的だと考え、まだしも意40

味が狭い〈高揚〉と訳した。

 The object of the emotion is, in a word, the beauty of the music; the belief is that the music is beautiful; the feeling is the kind of 41

excitement or exhilaration or awe or wonder...that such beauty customarily arouses. （p.131, par.1）

 not to be moved to funeral melancholy （p.132, par.1）42

 But to be moved by funeral melancholy to excitement and enthusiasm and joy over its musical beauty is, on the contrary, to be moved 43

to an emotion devoutly to be wished. （p.132, par.1）

 We are moved by their musical beauty. （p.132, par.1）44
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（beautifully melancholy）であるかに感動するの
だ。 
   音楽はそれ自身の美によって、あるいはほかのはっ
きりとした美的な質によってわたしたちを感動させ、
情動的に高揚させる 。（p.132, par.1） 4546

  以上でキヴィの自説の説明はなされた。以下では、
補論として、つぎのふたつを取り上げておく。（par.2）

準-情動 

   この章の第2節で扱ったふたつの情動説において、
わたしたちに惹き起こされる情動は情動そのものでは
なく、〈準-情動〉（quasi-emotions）であると述べ
られている。というのも、音楽が惹き起こすような恐
怖や怒りといった情動はじっさいにわたしたちをある
行動へ駆り立てることはないからだ。（par.3） 
   そう考えると、第3節で展開した説においても、美
しく憂鬱な音楽がわたしに惹き起こす音楽的な情動は、
憂鬱ではないにせよ、その対象として憂鬱さを持って
おり、それゆえに、準-情動と言えるかもしれない、
とキヴィは言い添えている 。（p.133, par.1, 2） 47

情動の勘違いについて 

   キヴィの説が正しいとすれば、なぜ、ひとびとは音
楽がかれこれの情動を惹き起こす、と主張するのだろ
うか。キヴィは、はっきりとした証拠はないものの、
次のように述べる。 
   高揚した情動の興奮（high state of emotional 
excitement）は恐れや怒りを伴っている。しかし、ひ
とびとは、前者と後者のセットを、後者のみと誤解し
ているのではないか。（p.133, par.3） 

おわりに 

   さて、この章では、音楽がいかにして情動を持つの
か、そしてどのようにわたしたちに情動を惹き起こす
のかという問いに答えることが試みられた。 
まず第1節では、音楽と情動に関する問いを確認し、
つづく第2節では、ペルソナ説と性向説というふたつ
の惹起説の検討をした。最後に第3節では、もし音楽

がわたしたちに不快な情動を惹き起こすなら、なぜわ
たしたちはその音楽を聴くのか、という問いを検討し、
そのなかで、キヴィの自説が展開された。 
キヴィの説はわたしたちが音楽にある情動を認知し、
そこで終わるのではなく、さらにポジティヴな感じを
感じる、ということを主張しようとしている。 
つぎの章では、強化された形式主義を用いて絶対音楽
の輪郭を描くこと、そして強化された形式主義を反論
から擁護することを試みる。（p.134, par.1, 2） 

 They move us by their beauty, or other positive aesthetic qualities, to an emotional high over the music （p.132, par.1）45

例をあげて考えてみよう。わたしたちは音楽を対象として、そこに陰鬱な美があるという信念を抱く。そしてその陰鬱さその46

ものを認知することで、畏敬や驚きの高揚感を得る。とすると、わたしたちは陰鬱さそのものの認知を楽しむことができる。
惹起説が説明するように、わたしたちが陰鬱な情動をじっさいに抱いてしまうなら、それを楽しむことはできない。陰鬱な曲
にちょうど陰鬱なエピソードが付随してしまっている場合、わたしたちは陰鬱な情動を抱くため、その曲を楽しめない。

 the musical emotion that beautifully melancholy music arouses in me , though not melancholy, has melancholy as its object （p.133, 47

par.1）
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  この章では、絶対音楽がなんらかの内容を持つとす
る非形式主義者の議論を検討、批判する。 
   第1節では、非形式主義者の議論の動機を確認し、
第2節では非形式主義の代表例として、絶対音楽に対
するふたつの解釈を扱う。まず、第1に弱いナラティ
ヴな解釈としてのプロットアーキタイプ説を検討し、
第2にMcClaryとSchloederの強いナラティヴな解釈を
批判する。最後に第3節では絶対音楽の特徴として反
復と内容のあり方を指摘する。 

１. 非形式主義 

絶対音楽とナラティヴフィクション 

  〈絶対音楽〉（absolute music）は〈視覚的表象〉
（visual representation）と〈ナラティヴフィクショ
ン〉（narrative fiction）とに対して、はっきりとし
た対照をなしている。（p.135, par.1） 
   厳密には、視覚的表象とナラティヴフィクションは、
完全に区分できるものではない。映画や演劇における
ふたつの形式の混在をどう扱うかは、いまなお議論さ
れている。けれども便宜上ここでは区分できるものと
する。（par.2） 
   さて、形式主義とは相反する形で〈非形式主義者〉
（non-formalist）は、絶対音楽をナラティヴフィクショ
ンに基づいて解釈してきた。というのも、彼らにとっ
て、音楽とナラティヴフィクションの両者ともが〈時
間的〉（temporal）に展開（unfold）されるものであ
るからだ。（par.3）絵画や彫刻の経験は時間を要す
る。小説、演劇、映画、そして交響曲の体験は厳密に
順序決められた時間の経験を要する 。後者の類似性48

に非形式主義者は絶対音楽の解釈の手がかりを求める。
（p.136, par.1） 

非形式主義 

   こうした点からはじめて、絶対音楽の非形式主義的
な説明がなされる。その前に、なぜ多くのひとびとが

絶対音楽に対する形式主義的、強化された形式主義的
解釈に満足していないのかを見てゆこう。（par.2） 
   非形式主義者にとって形式主義的説明は、音楽を意
味のないノイズ（meaningless noise）であると述べ
ているように感じられる。（p.137, par.1, 2）という
のも、非形式主義者は音楽は言葉のように、話者の何
かしらの意図を伝える意味（meaning）のあるもの
だと感じているからだ。 
   たとえば、自転車や帽子のような人工物に作者の意
図や、道徳的教訓を伝えるような意味がない、と述べ
ても誰も何も思わないだろうが、音楽にはそうした意
味はない、と言われると彼らは違和感を覚える。
（par.2） 
   こうした考えを持つひとにとって形式主義は、音楽
を音の壁紙（sonic wallpaper）のようなものとして
扱っているように見える。（par.3）そして、形式主義
的解釈は、〈人間性〉（humanities）とは関係のない
ものにしてしまう、と彼らは感じている。（par.4） 
   ゆえに非形式主義者は、音楽が物語（storyline）
や内容（content）を持つと主張する。それらは意味
を持つからである。（p.138, par.1） 

ナラティヴフィクションの重要性について 

   けれども、なぜ物語を伝えること、そしてそれを聴
くことが重要でなければならないのかは、なぜ純粋に
形式的な音のパターンが物語を伝え、それを聴くこと
が重要なのか、という問いと同じくらい厄介な問題で
ある。（par.2） 
   この問いに対して、非形式主義者のなかには、ナラ
ティヴフィクションは、いかに生きるべきか（how 
to live）という知識の重要な源であるがゆえに重要な
のだ、と主張する者もいる。（par.3, 4） 
   けれども、こうした非形式主義者のように、意味や
物語をすべての芸術に求める必要はないはずだ。 

 The experience of paintings and statuary take time. The experience of novels, plays, movies, and symphonies takes strictly ordered 48

time. （p.136, par.1）
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   というのも、人間にとっての重要性という点では、
ナラティヴアートも純粋なデザインのアートも、たが
いを支え合っているからだ 。（p.139, par.1, 2） 49

   ここで、キヴィは「あるナラティヴフィクションの
重要な特徴のひとつは重要な知識の主張である」とい
うことを認める。 。しかしこうした知識供給の機能50

（knowledge-providing function）が、すべてのナラ
ティヴフィクションに求められるべきではもちろんな
い。そして、仮に、絶対音楽にこうした知識供給の機
能があったとしても、それで絶対音楽の美的な要素の
すべてが説明できるわけではない。（p.140, par.1） 

２. 非形式主義者の主張 

非形式主義者による三つの解釈 

   さて、非形式主義者の議論の動機を確認したところ
で、実際に彼らの解釈を検討してゆこう。 
非形式主義者による絶対音楽に対する解釈には、次の
三つがある。 
   まず、ひとつは、絶対音楽はナラティヴフィクショ
ンとして扱うことができ、それは語り（narration）
を通して、明確な知識の主張や仮説を〈表現する〉
（express） とするものである。 51

   次にふたつには、絶対音楽を、フィクショナルなナ
ラティヴを経ずに知識の主張や仮説を表現できる
〈ディスコース〉（discourses）として捉えるもので
あるとする解釈がある 。 52

   最後に、絶対音楽はナラティヴフィクションではあ
る が 、 そ の 〈 エ ン タ ー テ イ メ ン ト 〉
（entertainment）としての価値を越えた重要性は持
たない、とする考えがある 。（p.141, par.2） 53

   以下では上のふたつを批判することにしよう。とい
うのも、非形式主義者の動機に基づけば最後のものは
それほど重要ではないからだ。 

強いナラティヴな解釈と弱いナラティヴな解釈 

   上の3つの区分に加えて、絶対音楽がどの程度詳細
な内容やナラティヴを持つと主張するかに基づいて、
〈弱いナラティヴな解釈〉（weak na r r a t i v e 
in t e rp re ta t i on）と〈強いナラティヴな解釈〉
（strong narrative interpretation）とに大別するこ
とができる。 

弱いナラティヴな解釈 プロットアーキタイプ説 

   まず、ひとつめの〈弱いナラティヴな解釈〉から検
討しよう。弱いナラティヴな解釈の代表例は〈プロッ
トアーキタイプ〉（plot archetypes）説である。これ
は絶対音楽に対する過度に詳細な解釈を避ける考え方
である 。（p.142, par.1） 54

   たとえば、『オデュッセイア』（The Odyssey）と
『オズの魔法使い』（The Wizard of Oz）とを比べ
てみよう。 
   オデッセウスは、満ち足りた故郷を離れ、戦いに赴
き、そして、さまざまな苦難を乗り越え、ふたたび故
郷に戻って妻とともに幸福な人生を送る。 
 また、オズの魔法使いの主人公ドロシーは、家ごと
台風に飲まれ、オズの魔法の国へと飛ばされ、いくつ
もの試練を乗り越え、最後には故郷のカンザスへと辿
り着く。（par.2） 
   この両者を比較すると、これらはプロット（plot）
においては非常に異なっている。しかしそうした差異
を取り払えば、「故郷への長い旅」（the long 
voyage home）というプロットの構造（plo t 
structure）は、すなわち〈プロットアーキタイプ〉は
同一であると言える。（par.3） 
   キヴィは続いて、「素晴らしい休日」（Holiday）
と「赤ちゃん教育」（Bringing Up Baby）というふ
たつのコメディ映画の例をあげ、これらも、「主人公
にそぐわない女性からぴったりの女性へ」（wrong 
girl-ight girl）というプロットアーキタイプをもつと
述べる。（par.4, p.143, par.1, 2） 

 in regard to importance for human beings--narrative art and the arts of pure design may well be on all fours with one another （p.139, 49

par.2）

 one of the important features of some narrative fiction is the expression of important knowledge claims （p.140, par.1）50

 as narrative fictions...through their narrations, 'express, significant knowledge claims or hypotheses （p.141, par.2）51

 'discourse' that express such knowledge claims or hypotheses directly, without the use of fictional narrative （p.141, par.2）52

 as fictional narratives that have no further significance beyond their 'entertainment' value as fictional narratives （p.141, par.2）53

 This… is a strategy that is supposed to avoid the extreme of overly detailed interpretations. （p.142, par.1）54
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   そして、弱いナラティヴな解釈は、音楽的な解釈に
おいて、絶対音楽はプロットを持たないが、プロット
アーキタイプを持つ、と主張する 。 55

 例えば、ベートーヴェンの交響曲第5番は、逆境-闘争
-勝利（struggle-through-adversity-to-ultimate-
triumph）というプロットアーキタイプを持つと言わ
れる。（par.3） 
   この作品は、はじめ、Cマイナーの重く暗い響きか
らはじまり、終局のコーダではかがやかしいCメジャー
のファンファーレで終わる。と解釈される。この「力
強い5番」（Mighty Fifth）というプロットアーキタイ
プは、ブラームスの交響曲第1番（Cマイナーから喜
びのテーマで終わる）や、メンデルスゾーンの交響曲
第3番（Aマイナーから、Aメジャーへ）といった例に
も見ることができる。（par.4） 
   しかし、キヴィはこのプロットアーキタイプ説を論
理的に空虚なものとして退ける。（p.144, par.3） 
というのも、わたしたちは、プロットからプロット
アーキタイプを抽象する のであって、逆ではないか56

らだ。（par.4） 
   さらに、あとで扱うように、わたしたちは強化され
た形式主義を用いて、ベートーヴェンの第5番のある
部分が闘争を表現しており、別の部分が勝利を表現し
ていることを述べることができる。ゆえに、あえてプ
ロットアーキタイプを持ち出す必要はない。（p.145, 
par.2） 
強いナラティヴな解釈 

   つぎに、絶対音楽はプロットを持つ、すなわちナラ
ティヴフィクションとしての細部を持つ 。と主張す57

る強いナラティヴな解釈を取り上げよう。（par.3） 
   代表的な論者として、アメリカの音楽学者マクラー
リー（Susan McC l a r y）の主張を検討する。
（par.4） 
   彼女のチャイコフスキーの交響曲第4番についての
解釈を取り上げよう。 
   彼女によれば、この第4番以前のチャイコフスキー
交響曲はみな冒険と獲得（adventure and conquest）

という図式に沿ったものだった。しかしこの作品はそ
れらとは異なる。 
   この曲はある男についての物語（narrative）なのだ。
父親の期待と、女性に嵌められてしまった罠のせいで、
真の自己を発展させることを妨げられる男の物語なの
である。父親は、男に女性との異性愛的な関係を持つ
ことを期待することで、男の真の自己、すなわち同性
愛的な在り方を阻害しているのだ。（p.146, par.1） 
   もちろん、この説明にはさまざまな疑問が寄せられ
る。絶対音楽はこのような物語を伝えることができる
のか？  もしそうだとしても、いかなる基準によって58

さまざまな物語を判別できるのか？  ほんとうにチャ59

イコフスキーはこのような物語を意図したのか？  も60

しそうでないとしたら、いったいどんな物語を交響曲
は伝えるのか？ この解釈が正しいとして、この解釈61

はわたしたちが鑑賞している当のものなのだろう
か？ （par.2） 62

   これらの疑問は批評や解釈の哲学における中核的な
問題に触れているため、解答するのは難しい。そのた
めすぐさまに応えるのではなく、反形式主義的な別の
解釈の方法を検討することにしよう。（par.3） 
   もうひとつの強いナラティヴな解釈に基づく絶対音
楽 の 解 釈 と して、 〈 哲 学 的 ディ ス コ ース 〉
（philosophycal discourse）が挙げられる。（par.4）

   代表的な論者であるアメリカの音楽学者シュロー
ダー（David P. Schroeder）によるハイドンの交響曲
第83番の第1楽章の解釈を検討しよう。彼は、ハイド
ンの交響曲は18世紀の啓蒙思想のうちにある寛容
（tolerance）を表現しているとみなす。人間は争いを
避けえないが、意見の異なるものを抑圧したり、教義
を打ち立てることではなく、寛容を通して解決
（resolve）する必要がある、というテーマをハイド
ンのこの曲は主張しているのだ、と彼は述べる。
（p.147, par.1） 
   この解釈も、マクラーリーのものと同じく、さまざ
まな疑問を向けることができる。（par.2） 

 The idea for musical interpretation is that works of absolute music do not have plots, but plot archetypes （p.143, par.3）55

 'abstract' from plot to plot archetype （p.144, par.4）56

 works of absolute music do have plots, details and all （p.145, par.3）57

 Can a work of absolute music really tell such a story? （p.146, par.2）58

 If it can, what criteria are there for determing whether it tells this story or some other story? （p.146, par.2）59

 Could Tchaikovsky really have intended he symphony to tell this story? （p.146, par.2）60

 If he didn't ...couldn't ...intended it to tell this story, could it tell this story anyway? （p.146, par.2）61

 And, if the symphony does tell this story, can it really much matter to our appreciation of it? （p.146, par.2）62
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意図 

   ここで、どちらの解釈にも、作者の意図（auther's 
intention）が持ち出されていることに注意したい。こ
の点についてすこし考えよう。作者の意図、そして作
品の意味（meaning）については、半世紀以上議論が
続いている。〈反意図主義者〉（anti-intentionalist）
は、制作室を離れた芸術作品は厳密に〈公共的な対
象〉（public object）であり、それが意図している意
味に関わらず、批評家が、そしてわたしたちが、思う
ように理解することができると主張する 。（par.3） 63

   これに対して〈意図主義者〉（intentionalist）は、
キャロル（Noel Carroll）が述べるように、聴取者と
芸術的作品との相互作用がアーティストとの〈会話〉
（conversation）を構成する。そして会話はそれぞれ
の参加者が他の参加者が自分たちの言葉で伝えようと
する意図を知ることにかかっている。もし他人の意図
を誤解してしまったなら、コミュニケーションは壊れ
てしまう。コミュニケーションこそが肝心なのだ 。 64

（par.4） 
   ゆえに、意図主義者は、作者が意図を込め間違いう
ることを指摘する。（p.148, par.1） 
さて、こうした整理を経て、改めて上にあげたふたり
の非形式主義者マクラーリーやシュローダーの解釈を
眺めると、ともに意図主義的な説明をしていることに
気づく。（par.3） 
   マクラーリーはその解釈の正当性について、チャイ
コフスキーが同性愛者であったという伝記的事実を根
拠にしている。（par.4）そして同様に、シュローダー
は、自説を補強するために、ハイドンが同時代の哲学
書に親しんでいたということを示そうとしている。
（p.149, par.1） 
   けれどもどちらの場合も、問題は、もし作者が自分
の意図を意味付けようとしたとして、それが成功する
のかどうか、である。（par.2） 
   マクラーリーの解釈には、女性や、父親、男性性や
女性性などさまざまな概念が現れるが、絶対音楽はそ

れを表現することはできるだろうか？（p.150, par.1）

   たとえ視覚的な表象であったとしても、その解釈は
時代や地域によって異なってしまう。（par.3） 
けれども、考えると、わたしたちはあらかじめ対応関
係を取り決めておくことで、暗号のように単なる数字
の並びにも意味を込めることができる。そうすると、
作曲家が音の並びに意味を込めることは可能かもしれ
ない。なので、ここで、意味という言葉について分析
する。 
   まず、ここでは、〈ナラティヴな意味〉（narrative 
meaning）はふつうの話し手や読み手の広い聴き手に
よって理解できるものと考えよう 。（p.151 , 65

par.1） 
次に、ナラティヴな意味を以下の３つに区分する。そ
れらは、明白で単純な意味（meaning plain and 
simple）、私的な意味、あるいは暗号（privete 
meaning or code）、伏せられた意味、あるいはプロ
グラム（suppressed meaning or program）である。
（par.2） 
   暗号としての意味は次のようなものである。 
   歴史的研究によって、作曲家のなかには、仲間内に
だけ伝わるメッセージを作品のなかに忍び込ませてい
た。しかし、これは作曲家が作品のうちに込めた意味
ではないし、わたしたちが知るところでもない 。つ66

まり、私的な意味、あるいは暗号は作品の意図とは関
係がない。（par.3） 
   次に、伏せられた（suppressed）意味について考え
よう。 
   そこで、ショスタコーヴィッチ（Domitri 
Shostakovich 1906-1975）作品を例に取り上げる。
私的な文書から、彼の作品には、当時のマルクス主義
-レーニン主義への痛烈な批判が込められていたこと
が分かっている。（p.152, par.1） 
わたしたちはショスタコーヴィッチが作品に込めたこ
の批判を、彼の作品に正統に属するものとして扱うこ
とができる 。（par.2） 67

 the work of art leaves the workshop, it is a 'public object' of scrutiny that the critic can make of what he will (as can the rest of us), 63

regardless of the intended meaning （p.147, par.3）

 the interaction of the audience with the work of art constitutes a 'conversation' with the artist, and conversation depends upon each of 64

the participants knowing what the other intends to convey by his or her words. If one mistakes the intension of the other, communication 
has broken down: and communication is the whole point. （p.147, par.4）

  narrative meaning to be: understandable by a wide audience of ordinary speakers and readers （p.151, par.1）65

  not part of the work as the composer intended it and as we possess it （p.151, par.3）66

 しかしどこからどこまでが作者の正統な作品なのか、そして特に演奏家にとってどこまで作者を取り巻く社会環境や作者の67

伝記的事実を作品解釈に組み込んでいいのか、という問題は依然として存在する。こうした問題については、前章でも触れら
れたように、キヴィは後の章で議論するとしている。
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   こうした整理を通して、わたしたちはマクラーリー
及びシュローダーの解釈は、それを裏付けるような文
書や記述が発見された場合には正統なものとみなすこ
とができるということが分かる。（par.3, 4-p.153, 
par.1） 

3. さらなる論駁 

反復性 

   以上で、強いナラティヴな解釈への反論を一通り終
えた。けれども、まだ議論されていない点、しかも、
ナラティヴな解釈に対するいっそう深い反論となるだ
ろ う 点 を 取 り 上 げ た い 。 そ れ は 〈 反 復 〉
（repetition）である。反復は音楽的形式にはなくて
はならない部分（integral part of musical form）で
ある。とキヴィは述べる。そして、その反復は〈内的
な反復〉（internal repetition）と〈外的な反復〉
（external repetition）とのふたつに分けることがで
きる。（p.153, par.2） 
   前者の内的な反復とは、繰り返される音楽的な要素
のことである（repeated musical entities）。すなわ
ち、旋律、旋律の断片、さらにちいさな音楽的な〈モ
チーフ〉（motives）である 。（par.3） 68

   そして後者の外的な反復とは、音楽の構造的な反復
のことである。すなわち、ソナタ形式における再現部
のような繰り返しのことである。（par.4） 
   さて上のような音楽には基本的に備わっている反復
を確認した上で、あるナラティヴの形式、例えば演劇
と音楽とを比較してみよう。もし、シェイクスピアの
ハムレットにおいて、毎分ごとに「なすべきかなさざ
るべきか…」（To be, or not to be...）と繰り返して
いたら奇妙に違いない。あるいは、劇が終わった途端
にまた城壁の上での兵隊の会話が始まったとしたら、
驚いてしまう。加えてこうした内的なあるいは外的な
反復は、一般的なナラティヴフィクションにおいては
音楽のようには頻繁にみられない。（p.154, par.1, 2）

   ここから、反復は絶対音楽特有のものであり、ナラ
ティヴフィクションにはみられないことが確認される。
そして、ゆえに、絶対音楽はナラティヴフィクション
ではないのだ。（par.3） 

絶対音楽とその他の芸術とのふたつの違い 

   以下ではさらに絶対音楽がいかに言語的な、図像的
な芸術とは異なるかを、ふたつの重要な点から説明し
よう。 
   まずひとつめの点を思考実験（though t 
experiment）を行うことで説明する。（p.155, par.1）

   ある3人の人物がいる。それぞれをモーとラリーと
カリーとしよう。 
   モーはルネサンス絵画をなによりも愛していて、大
量のコレクションを抱えている。しかし、彼は珍しい
知覚的な障碍を抱えている。彼は表象を知覚すること
ができない。けれども、ルネサンス絵画の美しいパ
ターンや色彩を楽しんでいる。 
   次に、ラリーはドイツ詩のマニアである。詩の朗読
のレコードやCDを数多く所蔵している。けれども、
彼はドイツ語の一単語も知らない。しかし彼は意味な
しにドイツ語の音を楽しんでいるのだ。 
   最後に、カリーはクラシック音楽の愛好者で、とく
に器楽曲を好んで聴いている。彼は音楽のハーモニー
やリズム、メロディや楽器の音色を楽しんでいるが、
ナラティヴな、哲学的な、あるいはその他のいかなる
〈内容〉（conten t）も知覚することはない。
（par.2, 3, 4） 
   さて、この3人のなかで奇妙に感じるのは誰であろ
うか？ 一般的に言って、モーやラリーはルネサンス絵
画やドイツ語を鑑賞しているとは言わない。けれども、
カリーの場合はごくごく一般的な聴取の態度である。
この点がまずひとつめに指摘されるべき音楽と他の芸
術との違いである。（par.5） 
   次に、ふたつめの点について考えよう。 
   冒頭でも触れたように、意味のないノイズを誰が聴
くのか？ という問いに非形式主義者は答えようとして、
例えばマクラーリーやシュローダーのような解釈を持
ち出して、音楽には意味があるのだ（music with 
significance）と主張した。（p.156, par.1, 2） 
 しかしこれらの主張は、絶対音楽がわたしたちに与え
てくる深い満足や、それがわたしたちに喚起するよう
な愛や傾倒の説明になっているのだろうか？ 69

（par.3） 
   さらに、マクラーリーが持ち出すようなナラティヴ
フィクションにおいてわたしたちが享受するのは、た
んにナラティヴの内容だけではなく、その中の数々の
出来事や、会話や記述やキャラクター造形といったも
のだ。そしてマクラーリーの解釈にはそうしたものは

 melodies, melody fragments, or smaller musical 'motives' （p.153, par.3）68

  an 'explanation' for the deep satisfaction absolute music gives, or for the love and devotion it inspires? （p.156, par.3）69
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伴いえない。ゆえに、その解釈は空虚なものでしかあ
りえない。（p.157, par.1） 
   さらに、シュローダーのように哲学的ディスコース
を持ち出しても、そもそも哲学的な主張のみでは、い
かなる哲学的な満足も価値も聴く者に与えない。どん
な哲学的主張も、その後に続く長い論述を伴ってこそ
価値を持つからだ。（par.3）  

   次の章ではこれまで取り上げなかったテクストを伴
う音楽、歌詞がある音楽について主題的に扱おう。
（par.2,3-p.159） 
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この章では、言葉と音楽をめぐる問題を、オペラと
楽劇の歴史を通して検討する。 

第1節ではオペラ以前の歴史を宗教改革との関連か
ら記述し、第2節ではオペラの問題をその形成ととも
に述べ、第3節では音楽と言葉へのまなざしの変化を
情動理論の変化とともに探り、第4節ではオペラと楽
劇の相違点を指摘する。 

１. 言葉と音楽の問題 

これまでの章では、言葉を伴わない音楽を扱ってき
た。というのも、それが音楽の哲学から見て、とくに
情動に関してさまざまな問いを引き起こすからである。
けれども、何度か指摘したように、そういった言葉を
持たない音楽は、音楽のなかで中心的な位置を占めて
きたわけではない。むしろ、言葉を伴う音楽の方が、
歴史的にも、そして現在においても、音楽のなかで存
在感を示してきたし、いまなお示し続けている。ゆえ
に、音楽哲学においても、言葉を伴う音楽を等閑視す
るわけにはいかないし、それは際立ったかたちでわた
したちに問いを投げかけてくるのである。（p.160, 
par.1, 2） 

けれども、それだけ時空間的に広範囲に存在してい
る言葉を伴う音楽を、やみくもに問うてゆくわけには
いかない。わたしたちは問いの範囲を限定しなければ
途方にくれてしまうだろう。そのため、現代的な哲学
においてしばしば問われる、主に西洋音楽史における
言葉と音楽をめぐる問いに限定することにして、この
章、そして続く章でも言葉と音楽に関する問いを問う
てゆくこととする。 

音楽的劇と対抗宗教改革 

 この問いの出発点となる次のふたつの出来事、すな
わち、〈音楽的劇〉（musical drama） あるいは70

〈オペラ〉（opera）の発明、そして〈対抗宗教改
革〉（Counter-Reformation）をこれから扱う。これ

らは16世紀後半、ルネサンスの終末と〈近代〉
（modern era）のはじまりに起こった出来事である。
（par.3） 
 まず〈対抗宗教改革〉とは、プロテスタントによる
宗教改革への対抗としての、あるいはそれ以前から継
続していた一連のカトリック教会内における改革運動
のことである。（p.161, par.1） 

その改革は1554年から1563年にかけて行われた
〈トリエント公会議〉（Council of Trent, （羅）
Concilium Tridentinum）において極まった。ここで
は、カトリックの儀式、哲学、神学などさまざまなも
のが確認、刷新された。そのなかでも、音楽について
の論争に注目しよう。 

そこで問題となっていたのは教会音楽における歌詞
の理解の問題であった。ある者たちは、あまりに複雑
化した音楽のせいで、肝心の歌詞が聴き取れず、理解
できなくなっていることを指摘した。（par.2） 

それでは、そうした非難の的になった当時の音楽は
どのようなものであったのだろうか。 

中世から16世紀中期・後期ルネサンスにかけて、
典礼音楽は複雑化し、〈ポリフォニック〉
（polyphonic）なものになっていた。ポリフォニック
とは何か、すこし説明を加えよう。（par.3） 

ポリフォニー 
〈ポリフォニー〉（polyphony）には広義の意味と

狭義の意味とがある。 
広義のポリフォニーとは、メロディーとそれ以外の

音が同時に鳴っている音楽のことである 。例えば、71

シンプルな和音による伴奏のみの民謡なども広義のポ
リフォニーである。（p.162, par.1） 

そして、狭義のポリフォニーとは、２つかそれ以上
のメロディーが同時に演奏される音楽のことであ
る 。かつまた各々のメロディーは美しく、互いに調72

和的でなければならない。（par.2） 

 ワーグナーの生み出した〈楽劇〉（music drama, （独）Musikdrama）を参照。70

 any music where there are more tones sounded simultaneously than simply those of the melody （p.162, par.1）71

music consisting of two, three, four, or even more separate melodies, sung or played (or both) simultaneously （p.162, par.2）72
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中世の終わり頃からカトリックの教会音楽は、狭
義のポリフォニー音楽であった。各声部がそれぞれの
歌詞を歌い、その内容を聴き取ることは難しかった。
宗教的な意味は音楽の喜びのために消し去られてしまっ
ていたのだ 。ゆえにトリエント公会議では、現状の73

ポリフォニー音楽をどう扱うべきかが問われた。
（par.3） 

ひとつの案として、ポリフォニー音楽を完全に廃止
し、グレゴリオ聖歌のような単旋律（monodic）音楽
に回帰することが提案された。（p.163, par.1） 

しかし、一時は真剣に検討されたこの案は、音楽
の愛好者によって差し止められ、替わりに、作曲者た
ちに、ポリフォニー音楽を簡素化すること、そして通
常の発話のリズムやペースにより近づけることを命じ
ることで決着がついた 。（par.2） 74

こうした解決法は、教会とは別に、第2章で触れた
カメラータ（camerata）にも通ずる点がある。とい
うのも、彼らも、音楽に歌詞を加えつつ、いかにして
その歌詞を聞き取れるものにするかという問題に取り
組んでいたからだ。（par.3） 
カメラータに属するメンバーたちもまた、カトリック
教会とは別の観点からポリフォニー音楽を批判してい
た。彼らはギリシア音楽が聴衆に深い情動的な衝撃を
与え得たと信じており、それは、ポリフォニー音楽の
ように異なるメロディを混濁（garble）させてしまう
方法ではなく、ひとりの歌手が、和声的な伴奏ととも
に、単旋律を理解可能な情動の〈メッセージ〉
（message）として演奏することで実現されうると考
えた 。（par.4） 75

こうした考えから彼らは後のオペラにつながる最初の
音楽劇〈音楽のための劇〉（drama per musica）を
創り出した。（p.164, par.1） 

２. オペラの問題 

  こうした背景をもとに出現したオペラには、音楽と
テキストの関係における問題が潜んでいる。（par.2, 
p.165, par.1, 2） 

音楽は、オペラ内の曲でも同様に、〈循環的〉
（cyclic）な形式を持つ。しかし、ナラティヴフィク
ションは〈直線的〉（linear）な形式を持つ。もちろ
ん、ナラティヴフィクションも回想（flashback）を
伴ったり、物語の途中から開始されることもある。し
かし、本筋はゴールへと向かう一方通行の形式をして

いる。こうしたふたつの形式のあいだの、流れる方向
の違いが〈オペラの問題〉（problem of opera）を生
むのだ。（p.165, par.3, 4, 5） 

オペラ・セリア 
17世紀のはじめ、最初期のオペラは〈音による会

話〉（conversations in tones）、あるいは〈舞台様
式〉（stile rappresentativo）によって構成されてい
た。当時のオペラは言葉を主とし、音楽を従とするも
ので、短い歌や合唱や器楽が含まれていたものの、そ
れらは周縁的なものに過ぎなかった。（p.166, par.1）

 音楽の循環性とドラマの直線性というオペラの問題
を調停するために様々な提案がなされてきた。その中
で特に満足な解決を図ったものを２つ検討しよう。
（par.2） 

オペラ小史 

それでは、オペラの歴史を辿りながらその解決策を
検討しよう。 

舞台様式を含む最初のオペラは17世紀のはじめに
現れた。その最初の実践者は著名なイタリアの作曲家
モンテヴェルディ（Claudio Monteverdi 1567-
1643）であった。彼の著名な作品《オルフェオ》
（orfeo）は偉大ではあるが、しかし、オペラの問題
を解決するにはいたっていない。やはり〈音楽的会話〉
（musical speech）に止まるものだった。（par.3） 

その後、また別の発展が18世紀の最初の30年間で
なされた。 

英国で活躍したドイツの作曲家ヘンデル（Georg 
Frideric Handel 1685-1759）は〈オペラ・セリア〉
（opera seria）という形式のオペラを創り上げ、音楽
と劇との調停を図った。（p.167, par.1） 

オペラ・セリアは〈番号オペラ〉（numbe r 
opera）とも呼ばれる。これはひとりの歌手の歌唱に
オーケストラが伴う〈アリア〉（aria）という音楽的
な部分と、およびその他の部分として、ほとんど発話
に近い〈セッコ・レチタティーヴォ（乾いた叙唱）〉
（secco recitativo）とにはっきりととのふたつの部
分からなりそれらの各部分に順に番号のついているオ
ペラの形式である。 

セッコ・レチタティーヴォは、聴衆に何が起こって
いるのかを説明したり、登場人物のモノローグやダイ
アローグの際に用いられる。他方アリアは、劇中の出

 The religious message was being obliterated in the interest of musical pleasure. （par.3）73

 The composers were directed to simplify their polyphony, and be more faithful to the rhythm and pace of ordinary speech. （par.2）74

 a lone singer, a single melody, a completely intelligible emotive 'message' （p.163, par.4）75
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来事に対して登場人物が自身の情動を表現する際に用
いられるものである。セッコ・レチタティーヴォとは
対照的に、アリアはA-B-Aという音楽の反復のパター
ンを持っている。こうして、ふたつの部分を導入する
ことで、オペラにおける劇と音楽の調停が図られたの
だ。（par.2） 

ダ・カーポアリア 

  しかし、これはオペラの問題の完璧な解決とは言え
ない。というのも、アリアにおいて、次の問題が生ま
れているからだ。（p.168, par.1） 

オペラセリアのなかのアリアの多くは〈ダ・カー
ポアリア〉（da capo aria）として知られている。こ
れは、楽譜において、ひとつめのセクションAが演奏
され、次にふたつめのセクションBに移り、そして、B
の最後にダ・カーポ（はじめから）の指示が記載され
ており、ふたたびAを演奏して終わる。という形式で
ある。たとえば、ある女性の登場人物が愛を歌い、そ
して嫉妬を歌い、最後にふたたび愛を歌う。（par.2）

ダ・カーポアリアは音楽的には優れているとは言
え、劇的なリアリズムからは疑問の余地がある。現実
のわたしたちは感情をA-B-Aの形式で表現するわけで
はない。つまり、感情を繰り返して表現することはな
い。ダ・カーポアリアは情動をくよくよと悩んでいる
が、実生活の感情は抑えることなしに突き進んでゆ
く 。（p.169, par.1） 76

３. 情動理論の歴史 

けれども当時、ヘンデルのオペラセリアという形
式に以上のような批判が向けられることはなかった。
というのも、18世紀前半のダ・カーポアリアは当時の
哲学的な情動理論と整合的であったし、当時のオペラ
において一般的であったキャラクター（character）
とも合致していたのだ。 

当時の一般的な情動理論は、第2章でも触れたよう
に、1649年に出版されたデカルトの『情念論』によっ
て打ち出された理論であった。この理論のなかでは、
情動は静的なもので、数も限られており、ちょうどダ・
カーポアリアで表現される情動と合致していた。 

それに加えて、当時のオペラにおけるキャラクター
は類型化され、強迫的に情動に取り憑かれ、反復的に
その情動を表現する存在だった。（par.2） 
  けれども、18世紀後半、情動理論の変化が音楽の嗜
好の変化とともに起こった。（par.3） 

まず、イギリスで新たな情動理論が生まれた。それ
は〈観念連合主義〉（associationism）と呼ばれる。
これは、思いついたすべての観念は、それ以前の観念
との〈連合〉（association）によって生れるとするも
のである。よって、観念連合主義者は、情動が生得的
（innate）なものであるというよりは、獲得された
（acquired）ものだと考える。そしてデカルト的な情
動説とは異なり、情動は曖昧で、個人的で、移ろいや
すいものだと考えた。（p.170, par.1, 2, 3-p.171, 
par.1, 2, 3） 

ソナタ形式 
 デカルト的な情動説を採用する者からすれば、ダ・
カーポアリアは現実に即したものだったが、観念連合
主義者はダ・カーポアリアを現実にそぐわないものと
みなす。 
 デカルト的情動主義者においては、ダ・カーポアリ
アのABAというそれぞれの部分は、それぞれの情動を
現し、ひとつずつで完結していること、そしてそれゆ
えに、繰り返しの部分が存在しても、それらが互いに
閉じているがために、不自然ではないと考えられてい
たのだった。他方、徐々に存在感を増していった観念
連合主義者にとってはこうした情動の表現の形式は不
合理なものに思えた。感情は連合によって生まれるの
であり、ここに独立しているわけではないからだ。
（par.4, p.172, par.1） 
  それでは、この新しい情動説に適合するような音楽
の形式はいったいいかなるものだろうか？ 
  それは、観念連合説と時を同じくして現れた〈ソナ
タ形式〉（sonata form）である、とキヴィは述べ
る。（par.2） 
 ソナタ形式は、18世紀後期から19世紀にかけて、す
べてではないにせよ多くの器楽曲に採用された楽曲形
式である。ダ・カーポアリアはひとつのセクションに
ひとつのテーマ（monothematic）しか持っていなかっ
た、すなわち〈単-情動的〉（mono-emotive）であっ
た。しかしソナタ形式はこれとはおおきく異なる。そ
の詳細をみてゆこう。（par.3） 
 以前触れたように、ソナタ形式には３つのセクショ
ンがあった。ひとつはその楽章のテーマを提示する〈提
示部〉（exposition）、次に、そのテーマが変奏され
る〈展開部〉（development）。最後に〈再現部〉
（recapitulation）でははじめのテーマが調を変えて
ふたたび現れ、そして曲が閉じる。（p.173, par.1） 
 このソナタ形式の構造とダ・カーポアリアの構造と
は、おおきく言えばABAという同一の構造である。し

 The da capo aria dwells on emotions; in life emotions rush on unchecked. （p.169, par.1）76
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かし、両者には大きな違いがある、とキヴィは指摘す
る。（par.2） 
 ソナタ形式はダ・カーポアリアとは異なり、さまざ
まなテーマを用いる。まず提示部では3つ以上のテー
マが提示され、展開部では、ちょうど観念連合主義者
の描く情動のように、テーマが変奏されることで、提
示された情動が変化してゆくのだ。（par.3） 
  こうして観念連合主義者とソナタ形式の同時代的な
出現がオペラを新たな方向へ導いたのだ。（par.4） 
  けれども、依然としてオペラには問題があった。物
語の進展はセッコ・レチタティーヴォによって担われ、
ダ・カーポアリアが挿入されると物語の進展は止まっ
てしまう。すなわち、物語の動きのあるところには音
楽がなく、音楽があるところに動きがない という問77

題があった。（p.174, par.1） 
 これに対して、モーツァルト（Wolfgang Amadeus 
Morzart 1756-1791）は今日〈ドラマティックアンサ
ンブル〉（dramatic ensemble）として知られる技法
を用いた。（par.2, 3） 
 モーツァルトの喜歌劇（comic opera）においては、
セッコ・レチタティーヴォによって音楽の流れが中断
されることなく、音楽的な対話（musical dialogue）
によってプロットが進行してゆく。（par.4） 
 この代表例は1786年初演《フィガロの結婚》（Le 
Nozze di Figaro）の第4幕第2場にみられる。ここで
は総勢8名の登場人物を伴って939小節にわたる切れ
目ない音楽が披露される。この音楽は厳密な意味では
ソナタ形式ではないが、アメリカのピアニストで音楽
学者のローゼン（Charls Rosen 1927-2012）が〈ソ
ナタの原理〉（sonata principle）と呼んだ形式がみ
られる。（par.5） 

４. オペラと楽劇 

 ここでキヴィは〈オペラ〉（opera）と〈楽劇〉
（music drama）の区分を導入する。（p.175, par.2）
オペラという語でキヴィが意味するのは、音楽の循環
的な形式を保ちつつも、ある程度許容できるような劇
的な、特に情動的な点での真実味を保とうとするよう
な演劇的な作品のことである 。（par.3） 78

 け れ ど も、オペラにはある〈不条理〉
（absurdities）があると指摘する者もいる。それは、
そもそも、全ての出来事は、歌う暇もなければ、歌う

ことが不可能であるはずなのに、ダ・カーポアリアや
セッコ・レチタティーヴォによってプロット（の進行）
が動機付けられているという点である 。（p.176, 79

par.1） 

ジングシュピール 

 この不条理に作曲家はふたつの方法で対応した。ひ
とつは、オペラ的な形式を修繕してこの問題の解決を
図る方法、もうひとつは、そもそも、〈オペラの問題〉
（problem of opera）を拒否する方法である。前者の
方法は、〈ジングシュピール〉（Singspiel）と呼ばれ
るもので、大筋ではダ・カーポアリアとの違いはない
ものの、登場人物の対話の場面においては〈レチタ
ティーヴォ（叙唱）〉（recitativo）を用いるのでは
なく、ストレートに言葉を用いるものである。
（par.2） 
 この形式はギルバート（William Schwenck Gilbert 
1836-1911）とサリヴァン（Arthur Seymour 
Sullivan 1842-1900）コンビによる〈オペレッタ（喜
歌劇）〉（operetta）に、また、ベートーヴェンの
『フィデリオ』といったシリアスなオペラにも採用さ
れた。（par.3） 
 けれども、この方法も、問題含みである。セッコ・
レチタティーヴォ及びダ・カーポアリアの両者によっ
て構成された、いわばずっと歌い続けるオペラの形式
と、ジングシュピールのような時に歌い、時に歌わな
い形式のどちらがより不条理でないか、という考え方
こそが疑問である。（par.4） 

メロドラマと伴奏付レチタティーヴォ 

 次に、〈オペラの問題〉（problem of opera）その
ものを拒否する方法について取り上げる。 
これについて、キヴィはさきほど取り上げた〈楽劇〉
（mu s i c d r a m a）が採用したふたつの実験
（experiment）を検討してゆく。 
 ひとつは、〈メロドラマ〉（melodrama）という形
式の発明である。オペラの問題が登場人物の語りや歌
唱の混合であるなら、そもそも歌唱を取りやめ、語り
のみにし、かつ、キャラクターの発話を補強するよう
な音楽を伴わせようとしたものである。これは音楽 
そのものの魅力を減退させてしまったが、オペラセリ
アを補強する形で採用された。また、バックグラウン

 The paradox is that where there is action there is no music, and where there is music there is no action. （p.174, par.1）77

 By 'opera' I shall mean those kinds of musical theatr in which an attempt is made to preserve the closed musical forms and still 78

maintain some acceptable degree of dramatic and (especially) emotive verisimilitude: dramatic and emotive 'realism.（p.175, par.3） 

 all of the events that there is no time to sing, or can't be sung, that motivate the plot （p.176, par.1）79
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ドミュージックという点から、現代の映画音楽にも通
じていると言える。（p.177, par.1, 2） 
  ふたつ目の実験はドイツの作曲グルック（Christoph 
Willibald (von) Gluck 1714-1787）によって行われ
た。彼はイタリアのオペラセリア（opera seria）を〈改
革〉（reform）したと言われる。（par.3） 
 その改革の代表例は《オルフェオとエウリディー
チェ》（Oefeo ed Euridice）（1762年初演）である
と言われるが、もっとも良い例は《アウリスのイフィ
ゲニア》（Iphigénie en Aulide）《タウリスのイフィ
ゲニア》（Iphigénie en Tauride）にみられる。これ
らふたつの作品は、形式的にはメロドラマの手法を用
いているが、その内容は革命的であったと言える。
（par.4, p.178, par.1） 
 グルックの改革のひとつはセッコ・レチタティーヴォ
（secco recitative）を排除したことである。チェン
バロを伴い、早口の〈音楽的な発話〉（tone-talk）で
あるセッコ・レチタティーヴォをグルックは、〈伴奏
付レチタティーヴォ〉（accompanied recitative）へ
と改革した。これは、乾いた叙唱と叙唱との間にある
と言えるもので、セッコ・レチタティーヴォよりはずっ
と複雑で洗練されたオーケストラによる伴奏を従え、
しかし語りの要素を含むようなものであった。
（par.2） 
  この改革には３つの利点がある。 
 まず、この改革はオーケストラ伴奏によるアリアと、
チェンバロを伴うセッコ・レチタティーヴォとの不連
続性を解消した。伴奏付レチタティーヴォの採用に
よってオーケストラは切れ目なく奏され、いわば〈ギ
リシャのコーラス〉（Greek chorus）のように、劇的
な出来事の〈コメンテーター〉（comentater）になっ
たと言える。（par.3） 
  ふたつに、チェンバロからオーケストラに伴奏を変
更したことによって、より劇的な、情動的な点を強調
できるようになった。（p.179, par.1） 
最後に、伴奏付レチタティーヴォは音楽そのものの価
値を楽劇に付加できるようになった。（par.2） 
また、グルックのふたつ目の改革として、彼はダ・
カーポアリアの長さを一般的な歌の長さに切り詰め、
劇の進行速度を落とさずに済むようにした。これによ
り、グルックの最後の作品は、ほとんど人間が話すペー
スと同じものになった。（par.3） 
 以上の点から、グルックのふたつのイフィゲニアは〈通
作歌曲形式〉（through-composed）の楽劇と呼ばれ
る。というのも、外的・内的な繰り返しがなく、詩に
伴って音楽が途切れなく展開して行くためにこう呼ば
れた。さらには、音楽の切れ目としての解決も引き伸
ばされている。こうした形式のもっとも際立った使い

手は偉大なドイツの作曲家ワーグナー（Richard 
Wagner 1813-1883）である。（par.4） 

ワーグナー 

 彼の作品のなかにまったく繰り返しがないといえば
誇張になる。しかし、彼はアリアやそのほかの繰り返
しのある形式を完全に排除していることは確かである。
そ の 代 わ り に 、 彼 は 〈ライトモティーフ〉
（Leitmotiv）を導入している。これは、特定のキャ
ラクターや観念、プロットの中の出来事と結びついて
いるフレーズやメロディーの断片のことである。この
ライトモティーフは変化しながら繰り返され、楽劇の
各場面を結びつけ劇的な効果を生み出している。
（p.180, par.1） 
 ワーグナーによる音楽と言葉、そして視覚的な芸術
の統合の欲望は、おそらくは、それらのあいだの断絶
によるものだろう、とキヴィは述べる。この章ではオ
ペラを通して言葉と音楽のあいだの断絶や調停を概観
してきたが、さらに次の章でその断絶を詳しく見てゆ
こう。（par.2, p.181, par.1, 2） 
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   この章では、テキストと音楽の関係、そして表象と
音楽の関係を詳しく分析してゆく。 
   第1節では表象のさまざまな区分を導入する。第2節
では標題音楽を頼りに、テキストと音楽の関係や作用
を分析する。 

１.音楽的表象 

   前章ではオペラのテキストにおける音楽の表現的要
素（music's expressive properties）の役割について
詳しく見てきた。（p.182, par.1） 
   この節では、その表現的要素がテキストとどのよう
に関わるのかを考察しよう。音楽の表現的要素はテキ
ストとうまく適合させることができる。モーツァルト
の《フィガロの結婚》を例に考えてみよう。（par.2, 
p.183, par.1） 
   《フィガロの結婚》とは仲違いをしたカップルたち
が最後には一緒になり、大団円を迎える物語である。
物語の最後の場面、仲違いの解決（resolution）の場
面で、モーツァルトはGメジャーではじまったこの曲
をDメジャーで終わらせている、つまり、音楽を解決
（resolution）させている。これは仲直りを音楽によっ
て〈表象〉（represent）していると言われる。しか
し、それはどのような意味での表象なのだろうか？
（par.2） 

絵画的表象と構造的表象 

   表象という概念をより詳細に定義するため、ふたつ
の区別を導入する。ひとつは〈絵画的表象〉
（pictorial representation）であり、もうひとつは〈構
造的表象〉（structural representation）である。前
者の例はダヴィンチの《モナ・リザ》（Mona Lisa）
であり、後者の例は《フィガロの結婚》におけるGか
らDへの解決である。（par.3） 
   絵画的表象においては、イギリスの哲学者ウルハイ
ム（Richard Wollheim 1923-2003）の用語を借りれ
ば、わたしたちは絵画の中に女性の顔を〈見出す〉
（see in）のだ。 
   音楽においては〈聞き取る〉（hearing in）。しか
し、わたしたちはモーツアルトの作品におけるDメ
ジャーへの解決に、仲違いしたカップルたちの仲直り

を聞き取るのだろうか。もちろん仲直りは聞こえない。
音（sound）がするわけでもないし音楽の中に聞く
（heard）こともできない。ここで、わたしたちは音
楽の構造とカップルたちの仲直りとの間の類比を聞き
そして知覚しているのだ。すなわち、構造的表象を知
覚しているのだ。この構造的表象において、言葉や劇
的な設定がなければわたしたちは音楽的な構造をカッ
プルたちの仲直りとして解釈することはできないに違
いない。（par.4） 

補助された・補助なしの表象 

   この議論から絵画的表象においてさらなるふたつの
区分を設けることができる。それは〈補助された〉
（aided）あるいは〈補助なしの〉（unaided）絵画
的表象である。 
   わたしたちはダヴィンチのモナリザのなかに、解題
や表題の補助なしに絵画的表象を見出すことができる。
しかしターナー（J. M. W. Turner 1775-1851）の
《湖に沈む夕陽》（Sunset over Lake）に関して言え
ば、確かにわたしたちはこの絵に湖に沈む夕日を見出
すのだが、しかしそれはわたしたちがこの作品の題名
を知って初めてそうすることができるものである。ゆ
えに、これを補助された絵画的表象と呼ぶ。（p.184, 
par.1） 
   この補助の有無の区別は構造的表象に関しても用い
ることができる。音楽は補助された構造的表象をしか
持つことができない。それでは、音楽は絵画的表象を
持つことが可能なのであろうか、そして可能だとする
ならば、それは補助されたものなのか、あるいは補助
なしのものなのか。つぎに、この問いを検討しよう。
（par.2） 
 音楽における絵画的表象はつねに〈音〉（sound） 
の表象としてしかありえない。絵画の絵画的表象がつ
ねに〈視覚〉（sight）に関する表象であるのと同様で
ある。もちろん音楽も絵画も音や視覚に関するもの以
外を表彰することはできるが、それは〈絵画的に〉
（pictorially）ではない。（par.3） 
   よって、音楽における補助なしの絵画的表象は明白
なものとしてしかありえない。鳥の声や、オネゲル
（Arthur Honegger 1892-1995）による、蒸気機関
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車の駆動音を表象した《パシフィック231》（Pacific 
231）のような作品以外ではありえないのだ。そして
こうした例は、音楽の美的な可能性のレパートリーに
入れるには稀にすぎる 。（p.185, par.1） 80

   次に補助された音楽の絵画的表象について考えよう。

   ここでもふたつの区別を導入する。ひとつは〈音楽
以外の音の表象〉、もうひとつは〈音楽の表象〉であ
る。（par.2） 
   ひとつめの表象の事例は数え切れないほどある。ド
ラやドラムロールを用いてなされる雷の表象や、弦楽
のたゆたうような旋律による、穏やかな川の流れの表
象などがあげられる。（par.3） 
   また、ふたつめの音楽の表象は、ワーグナーの楽劇
《ニュルンベルクのマイスタージンガー》に見られる。
作中、教会で礼拝客たちが聖歌を歌い出す場面で、ワー
グナーは教会音楽そのものを表象している。（p.186, 
par.1） 
ふたつの問い 

   いまあげた例に関してふたつの問いが提起されてい
る。ひとつは表象と表象されるものの区別に関する問
い であり、もうひとつは絵画的表象において表象さ81

れている何をわたしたちは見出し、聞き取ることがで
きるのか 、という問いである。（par.2） 82

   ひとつめの問いに関して、イギリスの哲学者スク
ルートン（Roger Scruton 1944-）の議論を検討しよ
う。彼は、あるものを表象していると誤ってみなされ
ている音楽は、あるものの表象ではなく、あるものそ
のものであると主張する 。すなわち、ワーグナーは83

作中で教会音楽を表象しているのではなく、教会音楽
そのものを取り込んでいるだけだと主張する。
（par.3） 
   ふたつめの問いに関して、アメリカの哲学者ロビン
ソン（Jenefer Robinson）は、端的に、わたしたちは
表象を聞き取ることができない、と答える。（par.4）

   キヴィはまず、スクルートンの主張に反論する。 

   ワーグナーのオペラ《ニュルンベルクのマイスター
ジンガー》において演奏される教会音楽はもともと16
世紀に作られたものだが、ワーグナーはそれを彼の作
曲した弦楽によるアレンジを挟みながら演奏するよう
に自身の作品を作曲している。つまり、19世紀のワー
グナーの音楽形式に基づいて16世紀の教会音楽が演奏
されている。ゆえに、これはやはり絵画的な表象であ
る、とキヴィは述べる。（p.187, par.1） 
   また鳥の声や雷といった非音楽的なものを表象する
際にも、スクルートンのようにその音があるものその
ものであると考える必要はない。というのもそれらは
楽器によって模倣されるのであり、模倣する対象その
ものではないことは明らかであるからだ。（par.2） 
   つまり、音楽の絵画的表象において表象されている
対象と表象する媒体とが識別できないとする理由はな
い 。（par.3） 84

   次に、ロビンソンの主張を検討しよう。 
   そのためにまず、〈見出す〉（seeing in）ことと
〈錯覚〉（illusion）との区別を導入する。 
   わたしたちは《モナ・リザ》という作品のキャンバ
スに女性の姿を見出すのであり、そこに女性がいると
錯覚するわけではない。（p.188, par.1） 
   音楽の絵画的表象においても同様に、わたしたちは
シューベルト（Franz Peter Schubert 1797-1828）の
《糸を紡ぐグレートヒェン》（Gre t chen am 
Spinnrade）において紡ぎ車の表象を知覚するとき、
紡ぎ車そのものが回っているとは錯覚しない。 
   もちろん、見出すことの生々しさ（vividness）に
比較すると、聞き取ることの生々しさは劣る。とキヴィ
は経験から述べる。加えて、見出すことはふつう補助
なしで行われうるが、聞き取ることはそうではないと
述べる 。（par.3, p.189, par.1） 85

構造的表象 

   それではつぎに構造的表象について検討しよう。音
以外のものや音の出来事（sound events）を音楽で表
象することは西洋音楽の伝統のひとつである。この構
造的表象の手法はルネサンス期にはじまり、1600年

 unaided pictorial representation in music is, if possible at all, too rare a phenomenon to be counted as belonging to music's repertoire 80

of aesthetic possibilities （p.185, par.1）

  a distinction between representation and the thing represented （p.186, par.2）81

  we be able to 'see in, or (in this case) 'hear in' the pictorial representation what is represented there （p.186, par.2）82

  the music just is what it is (mistakenly) described as representation （p.186, par.3）83

  there seems no reason to think that, in pictorial representations in music, medium cannot clearly be distinguished from the object 84

represented （p.187, par.3）

 'Seeing in' is usually unaided. 'Hearing in' probably never is. （p.189, par.1）85
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から1750年にかけて、すなわちバロック時代に頂点
に達した。この伝統のもっとも熱烈な賛同者はバッハ
（Johan Sebastian Bach 1685-1750）である。バッ
ハの〈トーン・ペインティング〉（tone painting）と
呼ばれるものは、宗教的な概念やイメージを〈反映〉
（reflect）し、あるいは〈描いた〉（illustrate）音で
あると言われる。（p.189, par.1, 2） 
   彼は聖書や同時代の宗教的なテキストを元に作曲を
した。例えば、聖書の十戒を、10回繰り返されるテー
マによって表象しようとしたり、キリストの教えと、
それを反復する信徒の様子を同一のテーマの繰り返し
と変奏からなる〈カノン〉（cannon）によって表象
することを試みた。（par.3） 
   これらはテキストに対応している音楽の構造である
がゆえに、キヴィは構造的表象と定義する。（p.190, 
par.1, 2） 
   上にあげた表象の例は音を表象している訳ではない
し、音の出来事を表象しているわけでもない。見るこ
とはできるが聞くことはできないような物事や概念を
表象している。構造的表象においてひとは、音の構造
を聞き、テキストを理解し、そしてそれらの構造的な
類比を知覚・認識するのだ。（par.3） 
   ここで重要なことは、音楽における絵画的表象と構
造的表象はともに補助されたものであるということ
だ。8章でも扱ったように、音楽はなんらかのテキス
トなしでは表象を行うことができない。（par.4） 

2. 標題音楽 

   それでは、表象の区別をふまえて、音楽とテキスト
の関係を分析してゆこう。音楽は少なくとも以下の3
つのやり方でテキストと整合的に知覚されうる。 
   ひとつは、テキストが表現するのと同じ情動を音楽
が表現する場合。 
   ふたつに、テキストの中で言及、描写、暗示されて
いる音の出来事を、音の絵画（sound picture）とし
て描く場合。 
   みっつに、テキストのうちの出来事・イメージ・概
念を構造的な類比として表象する場合。（p.191, 
par.1） 
   ひとつ目は前章で見たように、オペラにおいてさか
んに取り上げられた。残りふたつは19世紀、〈標題交
響曲〉（programmatic symphony）と〈交響詩〉
（tone opera）において探求された。以下、このふた
つを取り扱ってゆく。（par.2） 
   19世紀は、〈ロマン派音楽〉（Romantic Music）
の時代であった。「すべての芸術は音楽に憧れる」
（All art constantly aspires towards the condition 
of music.）という、有名な著述家ペイター（Walter 

Pater 1839-1894）の言葉は、ロマン主義における音
楽と文芸の関係を示している。 
   同時に、19世紀に〈文学的作曲家〉（literary 
c ompo s e r）がはじめて登場した。シューマン
（Robert Schuman 1810-1856）、ベルリオーズ
（Hector Berl ioz 1803-1863）、ワーグナー
（Richard Wagner）の3人がその代表である。シュー
マンとベルリオーズは音楽批評において、ワーグナー
は音楽の哲学的省察において偉大な作品を残した。こ
の時代において、音楽と文学とが接近しつつあった。
（par.3） 
   19世紀には器楽曲に文学的内容を込めようという試
みがなされたが、その試みの哲学的な原点を探ること
は難しい。19世紀に頻繁に参照された偉大な哲学者
ヘーゲル（G. W. F. Hegel 1770-1831）を例にとる
と、音楽が芸術であるためにはそれは内容を持たなけ
ればならない、と主張していることが読み取れる。
（p.192, par.1） 
   そしてまた、オペラにおけるテキストと音楽の統合
も別の道を辿りながら解決が図られようとしたのもこ
の時代であった。（par.2） 

《幻想交響曲》 

   〈標題音楽〉（program music）は〈標題交響曲〉
（prog rammat i c s ymphony）と〈交響詩〉
（symphonic tone poem）とに分類されうる。この
どちらにも〈音楽外的〉（extramusical）な概念が含
まれており、音楽外的な内容を補強するためにテキス
トを伴っているのだ。 
 交響詩はひとつの楽章、標題交響曲は複数の楽章か
らなり、その〈標題〉（program）はたんなるタイト
ルから完全な物語までさまざまなものがある。
（par.3） 
   まずタイトルのみを伴う標題音楽の例としてブラー
ムス（Johannes Brahms 1833-1897）の《悲劇的序
曲》（Tragische Ouvertüre）を取り上げよう。
（p.193, par.1） 
   そのタイトルから、わたしたちはこの曲を表象的な
側面から鑑賞することができる。けれども、ブラーム
スがそれをつよく希望したというわけではない。
（par.2） 
   次に、この曲よりもずっと詳しいテキストを伴う標
題音楽の例として、ベルリオーズの《幻想交響曲》
（Symphonie fantastique）を取り上げよう。（par.3）

   この曲は5楽章からなり、それぞれに標題がつけら
れており〈夢、情熱〉〈舞踏会〉〈野の風景〉〈断頭
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台への行進〉〈魔女の夜宴の夢〉、加えて作曲家自身
による各章につき数行の文章を伴う。（par.4） 
   こうした物語を音楽そのものが伝えているわけでは
ない、とキヴィは主張する。音楽はテキストを伴わな
ければこのような物語を伝えることはできない。
（p.194, par.1, 2, 3, 4） 
   そしてキヴィは、幻想交響曲のような標題音楽がテ
キストなしでも、その音楽自体で鑑賞できることに注
意を向ける。そしてこのことを標題音楽に対する哲学
的な反論の根拠としてあげている。（p.195, par.1） 
スクルートンも同様のことを述べている。（par.2） 
 標題音楽をその音楽のみから〈十全に〉（fully）に
享受することはできないだろう。というのも、標題を
知らなければ意味の通らない（doesn't make sense）
音楽的要素がありうるからである。（par.3） 
   たとえばリヒャルト・シュトラウス（Richard 
Strauss 1864-1949）の《ティルオイレンシュピーゲ
ルの愉快ないたずら》は、ロンド形式、すなわちテー
マが幾度となく繰り返されると音楽形式を持ち、この
曲ではそのテーマは主人公たるティルを表象している
のだが、音楽的にはいささか唐突にこのティルのテー
マが挿入される。これは標題を知らなければ理解しが
たいであろう、とキヴィは述べる。（p.196, par.1） 
同じことはベルリオーズの幻想交響曲にも言える。
（par.3, 4） 
   ここで〈十全に鑑賞する〉（appreciate fully）と
いう言葉に注意しよう。ベルリオーズの標題音楽をそ
の音楽的側面のみから、ベートーヴェンと比較するこ
とは、彼の作品を十全に鑑賞することにはならない。
（par.2） 

音楽とテキストの関係 

   次にキヴィは、絶対音楽の可能性を指摘する。絶対
音楽はテキストや物語をしばしば付け加えうる。
（p.198, par.1, 2） 
   また、キヴィは、音楽は純粋数学のように、それ自
体はなにも表象しないが、なにかを表象するために用
いることもできるものだと述べている。（par.3） 
音楽それ自体は月並みな情動を惹き起こすことはない
が、テキストが付け加わるとそれが可能になることは
認めてよい。しかし、そもそもなぜフィクションがわ
たしたちの情動を惹き起こすのかは明らかではない。
（par.2, 3, p.200, par.1） 

まとめ 

   さて、これまでとても長い道のりを辿ってきた。い
まいちどかんたんに振り返ることにしよう。 

まず、音楽と情動に関する理論を概観し、形式主義、
そして強化された形式主義を検討し、それを反論から
擁護しテキストを伴う音楽を扱った。 
   次の章では、そもそもわたしたちが扱っているもの、
すなわち、音楽作品そのものと演奏について扱ってゆ
こう。（par.2, 3） 
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  この章では音楽作品の存在論をその演奏との関係か
ら考察する。 
   第1節では楽譜と演奏の関係、第2節では実在論の解
説、第3節では極端なプラトニズムに対する４つの反
論を検討する。 

１. 楽譜と演奏 

   音楽作品（work）とはどんな存在だろうか？ 
   キヴィはこんな例え話を提示する。 
   ある日あなたが新聞を開くと、一面の〈ダヴィンチ
のモナ・リザ盗まれる〉という見出しが目に入る。あ
なたは驚き、犯人の大胆さに舌を巻く。驚きはすれど
も事態自体には当然なんの疑問もない。 
   別の日、あなたが新聞を開くと、一面に〈ベートー
ヴェンの交響曲第5番盗難。警察は犯人を捜索中〉と
掲載されている。あなたは驚くよりも先に訝しむ。ど
うやってベートーヴェンの第5番を盗み取ることがで
きるのだろうか？そもそも第5番はどこかからどこか
へ持ち去ることができるようなものなのだろうか？
（p.202, par.1-3） 
   もちろん、ベートーヴェンの自筆譜や、バーンスタ
インのスコアを盗み出すことはできる。しかしそうし
たとしても、依然としてひとびとは第5番の演奏はく
ことができるだろうし、楽譜を購入することもできる
だろう。ベートーヴェンの第5番そのものを盗むこと
はできない。（par.4） 
   ここから、モナリザとベートーヴェンの第5番とは
異なる在り方をした存在であると考えられる。それで
は、いったい音楽作品とはどのような存在なのだろう
か？（p.203, par.1, 2） 

作品と演奏の存在論 

   それではまず、音楽作品に関係する存在を取り扱お
う。音楽作品に関係する存在として、ふたつの〈物質
的対象〉（physical object）と呼べる存在がある。そ

れらは〈楽譜〉（musica l score）と〈演奏〉
（musical performance）である。（p.203, par.3） 
   まず、楽譜について述べれば、西洋音楽の歴史の中
で、はじめ、楽譜は作品（work）そのものというよ
りも、〈即興〉（improvising）のための覚え書き
（reminder）として存在していた。（p.204, par.1） 
   そしてどの時代においても、楽譜は演奏者への〈指
示〉（instruction）であると言える。（p.204, par.3）

   つぎに演奏について用語法を確定させておく。〈演
奏〉（musical performance）はここでは〈プロダク
ト（＝演奏）〉（product）を指し、〈行為（＝演奏
行為）〉（act）としては用いないことにする。
（p.205, par.2） 
   次に作品と演奏の関係を、21世紀の偉大な哲学者
グッドマン（Nelson Goodman 1906-1998）の主張
を手がかりに考えてみよう。 
   彼は作品と音楽の関係について次のように述べた。 
「楽譜に従ったものが演奏であり、コンプライアンス
クラスが作品である」 。（p.206, par.3） 86

   ここで〈クラス〉（class）とはある規則や事実に
従って集められたメンバーの集合である。 
   そして、グッドマンの主張を言い換えれば、作品は
そのすべての演奏を含むクラスである 。（par.5） 87

   しかし、とキヴィはある思考実験を持ち出す。 
   作曲されたものの一度も演奏される機会のない作品
も存在しうる 。すなわちいかなる演奏のクラス、コ88

ンプライアンスクラスも持たない作品がありうる。グッ
ドマンの主張に従えばこうした作品は存在しないが、
しかし実際の経験に従えば存在しうる。（p.208, 
par.1） 
   そしてまた、グッドマンの主張に従えば、これまで
なされた演奏がすべてがよくない演奏だったとすれば、
その作品がよくない作品であるということになってし
まう。しかし、それは直観に反する。（par.2） 

 The complaints of a score are performances and the compliance class is a work. （p.206, par.3）86

  the work, just is the class that comprises all of its performances （p.206, par.5）87

  musical works that never have a been, and never will be, performed （p.206, par.5）88
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   こうした問題に直接取り組むのではなく、ここで、
いったん、日常の言葉（ordinary language）から問
題を再検討してみよう。 
   キヴィは、すばらしく想像力豊かな子供向けのテレ
ビシリーズ《セサミ・ストリート》の中のあるお話を
例にとる。（p.209, par.2） 
   ある目つきの悪い怪しげな男が現れる。その男は数
字の2（the number two）を騙されやすそうな別の
キャラクターに売ろうとする。彼はトレンチコートか
らけばけばしい色の数字の2の形をしたプレート（a 
number two）を取り出し、あたかも危険な取引人の
ようにあたりを伺いながら、数字の2（the number 
two）を買わないかとキャラクターにこっそり耳打ち
するのだ。 
   このお話は、数字の2（the number two）と2とい
う数字の形をしたプレート（a number two）との違
いを子供に教えるものだ。（par.3） 
   数字の2そのものは売ったり買ったりできるもので
はない。確かに、ベートーヴェンの交響曲第5番は、
その出版権（right）を売買することはできるし、実際
にベートーヴェンは出版社に第5番を売ることができ
るのだが、しかし、交響曲そのものを売買したわけで
はない。（par.4） 
それではいったい音楽作品よは何なのだろうか？ グッ
ドマンの定義以外の可能性を考えてみよう。 

２.実在論 

   ここでこうした存在のあり方に関する問題を扱うた
めに、どういったものが存在しているかについての立
場に関する述語を導入しよう。 
   先ほどあげた数字の2（the number two）のような
ものが存在していると考える立場を〈実在論〉
（realism）あるいは〈プラトニズム〉（platonism）
と呼ぶ 。（p.210, par.3） 89

   より詳細な定義のために、アメリカの哲学者パース
（Charles Sanders Peirce 1839-1914）の述語を援用
しよう。 
   数字の2（the number two）というとき、これを
〈タイプ〉（type）と呼び、その実例を〈トークン〉
（token）と呼ぶ。例えば、セサミ・ストリートで男
が売りつけようとしたのは、タイプではなく、2とい
う数字の形をしたプレート、すなわちトークンである。
（p.211, par.1） 

タイプ 

   それではタイプとはいかなる存在だろうか？ 

タイプとは、時空間に位置を持たず、かつ消えること
がなく、そしてわたしたちの世界とは関係を持たない
ような存在である。 
   こうした存在を認める立場は、1や2、さらには定理
といった数学的な存在はタイプでああるとする。ゆえ
に、数学とはそうした存在を〈発見する〉
（discover）営みであり、〈作り上げる〉（make）
ような営みではないとされる。（p.212, par.1, 2） 
   こうした立場に立つことで、タイプ／トークンの関
係と作品／演奏の関係とを類比的に考えることができ
るようになる。つまり、個々の演奏はある作品のトー
クンであると考えることができるのだ。（par.3） 
   このように数字の2のような存在として作品を捉え
る立場を〈極端なプラトニズム〉（e x t r em e 
platonism）と呼ぶ。加えて、後に触れるように、す
べての演奏はタイプのトークンではあるが、すべての
トークンが演奏ではない可能性もある、とキヴィは付
け加えている。（p.213, par.2） 

３.極端なプラトニズムへの反論 

   ここで、極端なプラトニズムに対する４つの反論を
検討してゆこう。どんな反論が提出されているのだろ
うか。 （par.3） 
   ひとつめは、作品をタイプにみなすことについての
反論である：タイプは数学の定理のように発見される
ものであるが、作品は作り上げられるものである。ゆ
えに作品はタイプではないのではないか。 
   ふたつめ、作品がタイプであるとするなら、それは
純粋な音の構造（pure structure）であるように思わ
れる。しかし、そうした構造もさることながら、どん
な楽器を用いるかということも実際の演奏においては
重要になる。この音色の問題をいかに扱うのか。 
   みっつめ、タイプの発見は〈非個人的〉
（impersonal）な出来事のように思える。しかし音楽
作品には、個人的（p e r s o n a l ）な〈表現〉
（expression）が刻まれているようにも思われる。こ
の矛盾をどのように説明するのか。 
   最後に、タイプはその定義上、無時間的で破壊不可
能なものである。しかし音楽作品は散逸することもあ
りうる。こうした事実をどう説明するのか。 

発見か創造か 

   まずひとつめの反論を検討しよう。 
   キヴィはベートーヴェンの草稿を例に出す。わたし
たちは遺された無数の草稿から、彼がいかにして作品
の完成へと進んでいったのかを確認できる。そしてそ

 それに対して、そうした非物質的な存在者の存在を認めない立場を〈唯名論〉（nominalism）と呼ぶ。89
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の過程は〈発見〉（find）の過程であろう、と主張す
る。（p.214, par.2,3） 
   けれども、極端なプラトニズムを主張するものは、
音楽作品の作曲過程において〈創造〉（creation）と
いう重要な行為がなされうることを否定する必要はな
い。この主張に関してキヴィはアメリカの数学哲学、
言語哲学者であるカッツ（Jerrold Katz 1932-2002）
の〈ファースト-トークニング〉（first-tokening）と
いう概念を紹介する。ファースト-トークニングとは作
曲家が発見した抽象的なタイプを具体的な最初のトー
クンにするという創造行為のことである。（p.215, 
par.1） 
   カッツの主張に従えば、作曲という過程にはまずタ
イプの発見があり、そしてそのタイプをはじめてトー
クンにするという創造がある。すなわち、作曲は発見
と創造の二重の過程なのだ 。（par.2, 3） 90

音の構造と音色 

   極端なプラトニズムは、純粋な音の構造（pure 
sonic structure）が鳴っている限り、それは作品の演
奏である、と考える。しかし、音の構造のみならず、
どのような楽器で作品が演奏されるかは作品の一部を
なしているように思われる。（p.216, par.1） 
   この考えが正しいかどうかは簡単には白黒つけるこ
とができない。というのも、演奏に対する作曲家の態
度は時代によって異なるからだ。ある時代には楽器の
指定は厳格ではないが、17世紀中期から現在に至る時
代は、作曲家が楽器をかなり厳格に指定している。
（par.2, 3） 
   ここで、以前詳しく扱った形式主義を思い出そう。
形式主義は音の構造のみならず〈音色〉（tone color）
も形式として扱っていた。ここから、極端なプラトニ
ズムにおいても、音の構造のみならず、音色もまた作
曲家が発見し、はじめにトークンにする作品のタイプ
としてみなせる。こうしてふたつめの反論はきちんと
対処することができる。（par.4, p.217, par.1） 
   ここで、21世紀に登場した電子音楽について触れて
おく。わたしたちは、シンセサイザーによってオーケ
ストラに登場する楽器の音を模倣することで、ベートー
ヴェンの第5番の演奏をすることができる。しかしそ
れは、作品のトークンではあるものの、キヴィの用い
る意味での演奏ではない。というのも、キヴィによれ
ば、演奏は〈行為〉（act）による〈プロダクト〉
（product）である、と定義されているためである。
（par.3, 4） 

   ゆえにすべてのトークンが演奏であるわけではない、
とキヴィは主張する。（p.218, par.1） 
   さらに、楽譜に記されていないものの、その作品の
トークンと言えるものがあるとキヴィは指摘する。そ
れは視覚的なパフォーマンス（visual performance）
が作品の核をなす場合、例えばオペラのための音楽作
品の場合である。（par.2） 

個人的なものと非個人的なもの 

   みっつめに、音楽作品が発見されるものだとするな
ら、それはニュートンの『プリンキピア』のように、
非個人的なものであるはずだが、そうではなく、作曲
家の個人的な表現が刻まれている、という主張を検討
しよう。カッツは作曲家が作品を発見したのちに、彼
女がどのように〈ファースト-トークニング〉を行うか
によって、作曲家の個人的な表現が刻まれうる、と主
張した。（p.219, par.2, 3, 4, 5） 

散逸するタイプ 

   最後の議論に移ろう。タイプはその定義から、無時
間的で破壊不可能なものである。しかし音楽作品は散
逸することもありうる。こうした事実をどう説明する
のかという問いに対して、キヴィはレヴィンソンの〈条
件付きのプラトニズム〉（qualified platonism）とい
う主張を紹介する。（p.220, par.3） 
   音楽作品は〈創られたタイプ〉（initiated type）で
あるとレヴィンソンは主張する。（p.220, p.2, 3）ちょ
うどコインの鋳造型が創られたタイプであり、各々の
コインがそのトークンであるのと同様に、音楽作品と
演奏の関係を考えることができる。（p.221, par.1） 
   かつまた、こうした創られたタイプはこの世界から
記憶が失われても存在し続ける、とレヴィンソンは主
張した。（par.2, 3） 

まとめ 

   以上で音楽作品と演奏に関する存在論を駆け足で扱っ
た。次に演奏についてさらに詳しく見てゆこう。 
  
  

 Composing, then, turns out to be a dual process of discovery and creation （p.215, par.2）90
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1. 演奏と楽譜 
 音楽作品がどのような存在かという問いに対して、前
章ではみっつの回答を紹介した。すなわち、楽譜のコ
ンプライアンス・クラス（score compliance class）
説、創られたタイプ（created type）説、そして発見
されたタイプ（discovered type）説のみっつである。
（p.224） 
 そのどの説においても、演奏はなんらかの形で楽譜
に従っている（comply）と考えられている。ところで、
楽譜に従うとは、いったいどのような行為を意味する
のだろうか？（p.225, par.2） 
 この問いに答えるために、キヴィはよっつの譜例を提

示する。 
 ひとつめは中
世初期の聖歌
の譜面である。
 

 The Introit 
Gaudeamus 
omnes, 
scripted in 
square 
notation in 
the 14th‒
15th 
century 
Graduale 
Aboense, 

honors Henry, patron saint of Finland  91

 この譜面には音高関係が示されてはいるが、それぞれ
の音の絶対的な基準が示されていないという点で現在
用いられる譜面とは大きく異なっている。 
ここから推測されるのは、いかなる譜面も、その時代
や環境の背景知識なしには読み取ることができないと
いう事実である。（p.228） 

次にキヴィはバッハの《フルートとチェンバロのため
のソナタ》（BWV1034）の譜例を用いる。ここでは、
同時代のパーセルの譜例を用いよう。 
 

 Melody from the opening of Henry Purcell's "Thy 
Hand, Belinda", Dido and Aeneas (1689) with 
figured bass below  92
 譜面上段は主旋律を、下段はチェンバロの左手バスの
みを記している。そのバスのさらに下には変化記号と
数字が付されている。これらの記号と数字が付されて
いることにより、この楽譜は〈数字付き低音〉
（figured bass）と呼ばれる。 
この数字は、書かれていないものの奏者が演奏するべ
き音を示している。記された音から何度離れているか、
どのような和音を奏するべきかが指示されているのだ。

 この次にキヴィは通常の楽譜と、数字付き低音の《フ
ルートとチェンバロのためのソナタ》（BWV1034）
を譜面化した例をあげている。 
 数字付き低音の場合は、通常の譜面に比べて高い自
由度を持っていると考えられている。なぜなら、数字
付き低音は、演奏者がその譜面の指示内でその都度自
由に和音を選択し演奏することができるからだ。しか
し、現代に一般的な楽譜においても、演奏者はそこに
記載されている音のみならず、どのように音量を変化

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Graduale_Aboense_2.jpg#mw-jump-to-license91

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Purcell_diatonic_chromaticism.png#mw-jump-to-license92
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させるか、音の長さを選ぶか、どのような音色を奏で
るかということを考慮し、その都度演奏しているとい
う点で、バッハの時代の演奏者に劣らず演奏しつつ〈作
曲〉（compose）していると言える。 

2.歴史的に真正な演奏 
 以上のような作曲家としての側面を持った演奏家とい
う考えと対立する考えがある。第2節では、〈歴史的
に真正な演奏〉（h i s t o r i c a l l y a u t h e n t i c 
performance）という考えを扱い、反駁を加える。
（p.240） 
 この立場は、過去の音楽作品の演奏に際して、その時
代の楽器や演奏習慣を可能な限り再現することを重要
視する立場である。作曲家が意図した音楽作品を再現
するために、は作曲家が指定した楽器や彼の時代で受
け入れられていた演奏方法に基づく必要があると考え
るのだ。キヴィはこの立場を「考古学的な再建」
（archeological reconstruction）と表現している。
（p.244） 
 この立場に立てば、バッハの作品を現代のピアノで演
奏することや、弦楽器による演奏の際、ビブラートを
加えることは作曲家の意図に反していることになる。
果たしてこの主張は正しいのだろうか。 

ふたつの意図 
 キヴィはこの主張を反駁するために、アメリカの哲学
者ディパート（Randall Dipert）の議論を用いる。ディ
パートは、作者の意図にはふたつのレヴェル（level）
があると主張した。 
 ひとつは、作曲者が望む音楽的効果を達成するため
の〈高次〉（high-order）の意図 であり、もうひと93

つは、その効果を達成するための特定の手段に関する
〈低次〉（low-order）の意図 である。（p.247） 94

 歴史的に真正な演奏を重要視するものは、単に作曲
者の低次の意図を遵守することに注力してしまい、作
曲者の高次の意図を再現することができていない、と
キヴィは述べる。作曲者の〈反事実的条件の意図〉
（counterfactual intention）を想像することができ
ない。もし、作曲家がいまどのように演奏を求めるの
か想像することができない。もうすこしこの論点を詳
しく述べよう。（p.247） 

物理的な音と音楽的な音 
 バッハの作品を当時の楽器や演奏習慣に従って演奏
することで、確かに当時の〈物理的な音〉（physical 

sound）を再現することができるだろう。しかしそれ
はバッハの同時代人たちが聴いたバッハの演奏そのも
のを再現することにはならない。なぜなら物理的な音
が同じであったとしても、それを聴くわたしたちがバッ
ハの同時代人異なっている限り、その音は彼らが聴い
たようには聴こえない。つまり〈音楽的な音〉
（musical sound）を再現したことにはならないのだ。
（p.248） 

 それでは歴史的に真正な演奏は廃止されるべきか？ 
キヴィはそんなことはないと述べる。これまで論駁し
たのは、「もっともよい演奏」が存在するといった主
張を批判するためであった。ゆえに、すぐれた演奏な
らば、歴史的に真正な演奏であろうと、そうでない演
奏であろうと、同時に存在しうるし、それらはともど
もに音楽として享受できるのだ。（p.249） 

 intention to achieve the musical effect he want （p.247）93

 intention to achieve the effect with a certain mean （p.247）94

�57



 この章では、なぜわたしたちは音楽を聴くのか、と
いう根本的な問いを問う 。(p.252, par.2) 95

音楽による解放 
 キヴィはこの問いに答えるために、ショーペンハウアー
の主張を参照する。 
ショーペンハウアーは、音楽の特質を主張するために
〈充足理由律〉（Principal of Sufficient Reason）を
扱った。 
 これは、ライプニッツ（Gottfried Willhelm von 
Leibniz, 1646-1716）が「なにものも理由なしに発生
しない」 と述べたように、すべてのできごとにはか96

ならずその理由があるという法則のことである。
（p.252） 
 ショーペンハウアーにとって、こうした充足理由律は、
わたしたちを動機付けさせ、行為へと仕向け、わたし
たちに変化していってしまう時空間的の中で生きるこ
とを強制し、あれを行なったならばこれを行うことが
できないように論理的な限定を加え、果てしない因果
の連続のなかに引き摺り込むものと考えた。（p.253）

 そして、ショーペンハウアーは、芸術を、上記のよう
にわたしたちを時空間的に、因果律的に、論理的に、
行為的に拘束している充足理由律からわたしたちを解
放するものだと考えた。そして音楽をその最上のもの
と考えたのである。（p.254） 
 キヴィはこのショーペンハウアーの説を発展させ、音
楽は、〈解放する〉（liberating）芸術である、と述
べる。 

 他の芸術はすべてのなんらかのできごとを表象してい
る。例えば物語は登場人物たちの選択を提示すること
で、それを享受するわたしたちに、わたしたち自身が
いかに生きるべきか、という現実的な問いを投げかけ
る。 
 しかし、音楽はそうした物語的内容を持たない。キヴィ
はその無内容性を「音楽は、毎日の生活からわたした
ちを解放する唯一の芸術である」 として評価する。97

（p.257） 
そして、キヴィは、以下のように主張する。 

 わたしは、絶対音楽を聴くことは、とりわけ、わ
たしたちの住むこの試練と苦難とあいまいさに満
ちた世界から脱して、わたしたちの世界の描写の
表象として解釈する必要がなく、その言葉そのも
のによってのみ鑑賞できるがゆえに、苛烈な痛み
の解消とも正当に類比できるような解放の感覚を
与える、純粋な音構造の世界へと誘うことだと述
べているのだ。この解放の感覚は、痛みからの解
放のようにポジティブなものであり、ネガティヴ
な感覚ではないということを強調しておく。それ
は単になにかしら悪いものから自由になることで
あるというよりも、明白な喜びや満足であるの
だ。 。 98

さいごに 
 キヴィはこの本の最後に読者に向けた言葉を書き残し
ている。この本は読者が、これから音楽に関する問い
を問うてゆく助けになるように書かれたのであり、な

 Why should you want this kind of pleasure or satisfaction instead of some other kind? (p.252, par.2)95

 nothing happens withoit reason （p.252）96

 Music, alone of the fine arts, makes us free of the world of our everyday lives. （p.257）97

 I am arguing, then, that listening to absolute music is, among other things, the experience of going from our world, with all of its trials, 98

tribulations, and ambiguities, to another world, a world of pure sonic structure, that, because it need to not be interpreted as a 
representation of a description of our world, but can be appreciated on its own terms alone, gives us the sense of liberation that I have 
found appropriate to analogize with the pleasurable experience we get in the process of going from the state of intense pain to its 
cessation. I have emphasized that this feeling of liberation, like that liberation from pain, is a positive rather than a negative feeling: that 
it is a palpable pleasure or satisfaction rather than simply a release  from something bad.（p.260）
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んらかの定まった真実を教えるために書かれたのでは
ないということを強調する。 
 「わたしが書いたことのすべてを信じてはいけな
い」 。とキヴィは明記する。そして、この本の〔そ99

してこの読書ノートの〕冒頭に掲げられたソクラテス
の言葉をキヴィはもう一度繰り返す。 

 すべての議論に対してそのつど、ぼくの言うこと
が正しい、ともし君が思ったのなら、ぼくに賛成
して欲しい。そしてもし思わなかったのなら、そ
のつど反対して欲しい。じぶんじしんをも、君を
も決して偽りたくないというぼくの思いと、さら
に、ぼくが去ったあとも、蜂のように、君のもと
に針を残しておきたいというぼくの切望に思いを
致して欲しいのだ 。 100

 Don't believe anything I have written. （p.263）99

 If you think that what I say is true, agree with me; if not, oppose it with every argument and take care that in my eagerness I do not 100

deceive myself and you and, like a bee, leave my sting in you when I go.（p.263）
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