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ドイツ・ルネサンスにおける世俗歌曲は， 16世紀

に入ると印刷楽譜の出版が始まり，多数のポリフォ

ニー・リートが世に出ることとなった。初期の印刷譜，

たとえば Oglin(Augusburg， 1512)， Schoffer (M泊lZ，

1513)， Arnt von Aich (Koln， c. 1519)などには作曲家

の名前は記されていないが，その後の曲集になると，

Adam von Fulda (c. 1445-1505)， Heinrich Isaac (c. 

1450-1517)， Heinrich Fink (1444/45-1527)， Paul 

Ho血eimer(1459-1537)等の名前が見られる。彼らに

よって16世紀の新しいタイプのリートが確立されて

いったと言われているが，今回この研究では， Isaac 

の作品を中心に考察を進め，ポリフォニー・リートの

中核をなすテノール・リートの特性を明らかにしたい

と思っている。

テノール・リートとは，文字どおりテノール声部に

cantus finnus (定旋律，以下 c.f.と略記)を有する歌

曲で， c.f.には民謡やホーフヴァイゼ(宮廷風の歌

曲)と呼ばれる旋律が用いられた。概してデイスカン

ト，アルト，テノール，パスの 4声部からなり，ゆっ

たりとした動きのテノールが中心となって，他の声部

は，より生き生きとしたリズム，時には器楽的な旋律

を思わせる速い動きを示すこともある。

なかでもホーフヴ7 イゼを c.f.とするリートは質

量ともに他を凌ぎ，テノール・リートの典型と考える

ことができる。ただし，ホーフヴァイゼという用語の

使用に関しては異論を唱える学者もおり円安易に用

いたくはないのだが，今でも多くの学者たちが使用し

*音楽学科

ているし，これに代わる適当な用語が見あたらないの

で，本論文では敢えてこの語を用いることにした。元

来，ホーフヴァイゼとは中世の単旋律の歌曲で，宮廷

風の洗練された求愛の歌であり，ミンネゼンガーに

よって創始され， 15-16世紀のマイスターゼンガーに

も受け継がれた。形式の面ではパール形式と呼ばれる

3部形式が用いられている。

本稿は Isaacの全22曲のリート却を分析し，その性

格を明らかにすることを目的としているが，今回はそ

の中のパール形式に基づく 8曲についてのみ言及する。

なぜなら，バール形式はホーフヴァイゼの基本形式と

考えられるからである。使用した楽譜は Denkmaler

des Tonkunst in Osterreich XIV. 1. (ed.]. Wolf)，歌

曲番号は 1・5・8・13・14・16・17・18である。

I テクストと主旋律(ホーフヴァイゼ)の関係

テクストと音楽の関係は，主としてテノールに置か

れたホーフヴァイゼにおける関係を問題にすればよい。

なぜなら他の諸声部は副次的な存在であり，装飾的な

機能に甘んじているからである。実際，この頃の歌曲

集では，テノールにだ、け歌詞付けされたものも多いの

である。

1. テクストの韻律法とホーフヴ‘ァイゼのリズム

韻文をテクストとする歌曲の場合，それぞれの言葉

の持つ意味や情緒と音楽の関係が重要であると同時に，

詩のリズム.I!Oち韻律と音楽の関係も考慮する必要が

ある。研究の対象となったテクストの意味内容は後述

することにして，まずテクストの韻律法とホーフヴァ

イゼのリズムとの関係を考察する。

ホーフヴァイゼの主要形式であるパール形式とは，
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aabという形の 3部形式で，音楽形式であると同時

に韻文形式の一つでもある。同じ構造を持つ 2つの

Stollen (a)から成る AufgesangとAbgesang(b)で構

成され 2つの Stollenには同じ旋律があてられる

(諮例 1参照)。

次に Nr.13(譜例1)の韻律構造を示す3)。

(×××××××× (L) 

xxxxxxx (L) 

Aufgesang 2.Stonenf {×××××××× (L) 

xxxxxxx (L) 

XXXX (K) 

XXXX (K) 

XXXXXXX (L) 
Abgesang i 

XXXX (K) 

XXXX (K) 

XXXXXXX (L) 

(Lは長行， Kは短行を意味している。)

回繰り返されている。この 2つのタイプの詩行は，

Isaacのパール形式による作品にかなり多く見られた。

ただし， 2-2-4 hebigの形は拡大されて， 2 hebigの詩

行が4-6行も繰り返すことがある。この形 (KKL

型)は Stollenにも Abgesangにも見られたが， 4-4 

hebigのタイプ (LL型)は Stollenだけに用いられて

いる。全8曲のテクストの韻律は<表 1>の通りで

ある。

さて，音楽のリズムは，このテクストのリズムにど

う対応しているのだろうか。テクストの l行自は 6

小節であるが，フレーズの後半は装飾のメリスマと考

えられるので，このリズムは次のような形に還元でき

ょうめ。

ロ I0 0 I 0 。I0 0 I口|
Kein frewd hab ich vff erd， () () 

<図 1>

この詩の Stollenは奇数行に 4個，偶数行に 3個の 2行目は 5小節だが，基本的には同じリズムといえる。

へーブング(揚格，強音を持つ音節)を持つヤンブス このリズム型ならば 4hebigの詩行は 5小節になるが，

(~iH虫格)引であるが，奇数行の場合はへーブングで終 フレーズの終わりには装飾メリスマが一般的に用いら

わり，偶数行の場合はゼンクング(抑格，強音のない れるので，メリスマの長・短で小節数が異なってくる

音節)でL終わっているので， 3hebig は4hebigの脚足 のである。 Abgesangも大体同じだが， 2hebigの短い

らずと見なすことができる叱一方 Abgesangは， 2 詩行は分けられないでつの大きなフレーズにまと

hebigが 2行続いた後に 3hebigが 1行という形が2 められている。副次的な装飾を排除して，このリズ

<表 1>

1. Stollen 2. Stollen Abgesang 

[寸K 「「「寸 L 「「K 「「 「「 11 " " ~ 
l KKKKL KKKKL KKKKLKKKKL 

L 「「K K 
n 「一一一-， iーーー「

5 LKK KKKKKL 

n I寸 n n 「一寸 「一寸

8 KKKKL KKKKL K K L L一K一一K一一」L 

13 LL LL K 「「KL K 「「K L 
」一一一」

n n 
14 LL LL KKKLKKL 

L一一一一一」

n n K 「「K 「寸 n n 
16 KKL KKL KKKKKKL 

K 「寸KK 「「KK 「ーKl L 「寸 K「「K 「「 n 「一寸

17 KKKKKKL KKLKKL 
」一一」

18 [寸KK 「-KlK 「寸KL  L 「「K 「「「寸
KKKKL 

K 「「K 「「「「「「「「「「
KKKKLKKKKKKL 

~ L--Jは脚韻を示す。
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小音価の音符は，付点音符の後か，メリスマのフレー

ズの中に現れるのが普通である。前者の場合は，当然

の事ながら，付点によって次の Semibrevis(0)の音

価が奪われた結果である。後者は，古い音楽にはよ

く見られるのだが，終止の前のアクセントのある音節

に置かれる装飾的なフレーズで， Penultima Melisuma 

(最後から 2つ自のメリスマ)と呼ばれるものである。

ところが諮例 2の場合はどちらにも該当しない。こ

の場合は，前述したように，テクストの韻律と関係が

ある。この詩の脚もまたヤンブスであるが，この部

分では破格が生じていて， xxxxであるべき所が

x x x x (Schrifftlich vnd Sunst)となっている。これ

に対して音楽は Schrifftlichの -lichの箇所にアクセン

トが付かないように短い音符を用いたと考えられる。

また habich以下の部分も同様に破格になっているの

で (xえxxxえ×え)，付点音符や小音符でかなり

不規則なリズムになってしまったのだろう。

しかしこの説には矛盾がある。なぜなら最初に述べ

たように，この時代の楽譜には小節線は存在せず，

ホーフヴ7 イゼのリズムは Semibrevisで均一化され

ているので， Schr世凶chの2音節に強弱の差は生じな

いはずだからである。故に， rSchr笥tlilchの -lichの箇

所にアクセントが付かないように」という前提そのも

のがおかしいということになる。それでは何のために

Isaac はMinimaを用いたのか。

この間いに対して次のような事が推測でないだろう

か。この時代にはまだ拍節のはっきりとした概念はな

いというのは事実だが， Brevis (解読譜では 1小節に

相当)を一つのまとまりとしてとらえ，現代の拍節リ

ズムほどではないにしても， 1 Brevis間に含まれる 2

-3の Semibrevisにある程度の強弱関係があったの

ではないだろうか。もしそうであれば， Semibrevisだ

けの単調なリズムも，破格の詩行に用いられた付点音

符やMinimaも理にかなったものとなるめ。

晴JII 

ムの骨格を示すと<図2>のようになる。

このリズム型はテクストの韻律と一致しない7)。な

ぜならばこの時代にはまだ拍節の概念がなかったから

である。何拍ごとかにアクセントが設定され，それが

小節線によって区切られる記諸法はまだ出現していな

い。従って，言J業の強弱に対する手段は音符の長短と

いうことになる助。ところ治宝このリズムはフレーズの

最後を除くと殆ど同じ音価なので，テクストのヤンブ

スのリズムは感じられなくなってしまっている。しか

しテクストのリズムが完全に無視されているわけでは

ない。リズムの骨格ではなく，肉付けされた原曲のリ

ズムを見ると，いくつかの付点音符が使われているの

がわかるが，この箇所には必ずヘーブングの音節があ

てられている。また Nr.17(譜例 2)では付点音符と

共に小音価の音符(j)が使用されているが，これら

の音符もテクストの韻律に一致させるための手段と考

えられる o Minima (j )や Semin由也na(J)のような

日
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2. テクストの意味内容とホーフヴ、アイゼの旋律

盛期ルネサンスの一つの傾向として「ムジカ・レゼ

ルヴ7ータ musicareservataJ という用語が使われる

ことがある。この言葉の意味するところは諸説あって

未だ明確にはされていないが，一般的にテクストの言

葉の意味と音楽の一致を意味すると考えられている。

この用語は1552年のA.P. Coclicoの著作及び詩篇モ

テット集に初めて登場したのだが1円 彼 は Josquin

des Pres (c.1440-1521)がその創始者であると言って

いる。確かに Josquinの作品では，言葉の持つ意味や

情緒が，半音階・不協和音・特殊な音型などで効果的

に表現されていることが多いが，当時 Josquinと並ん

で高い評価を得ていた Isaacの場合はどうであろうか。

ホーフヴァイゼのリズム，旋律動向，旋法と言葉の関

係などを調べてみた。

リズムに関しては，前述した基本リズムが保たれて

いない箇所，つまり付点音符，シンコペーション，音

価の拡大・縮小， Minima. Semiminimaなどの小音符

が用いられている箇所の言葉の意味を調べ，両者の対

応関係を検討した。その結果，これらの特殊なリズム

の役割は， a.装飾， b.テクストの韻律との一致， c. 

言葉の意味の強調という 3つのタイプに分類すること

ができた。そのうち最も多かったのは aで，全体の約

8割を占めている。特に PenultimaMelisumaの中に

このようなリズムが集中して現れる(譜例 l参照)0b 

の例としては既に説明した譜例 2が該当する。 cの例

としては譜例 3 (Nr. 13)を挙げておく。この例では

「私を慰めて trostmichJ という言葉が付点音符と上

行 6度の大きな跳躍進行で強調されている。しかし

b.cのタイプは小数で，特殊なリズムと言葉の結び

付きは希薄なようである。

旋律の動きはなだらかな曲線を描く順次進行が大

部分で，所々 3-6度の跳躍が見られる。しかし大

きな跳躍の後には必ずと言っていいほど逆方向への順

次進行が続き， 自然な旋律の流れを損なうような強

引な動きは全くない。何箇所か言葉を強調している

と恩わせる所もあるが(譜例 3一大きな跳躍)，大半

は旋律に適宜の変化を与えるための常套手段にすぎな

い。言葉との関係はむしろ譜例4のような象徴的音型

一一hohem(高い)に対して最も高い音を使用ーーや，

譜例 5のように最も大事な言葉に旋律のクライマック

スがくる一一「わがBよ，汝はわが慰め，わが喜び」

という歌詞の部分で，旋律は順次上行して fBJで最

高音に達している。一ーといった工夫て保たれている。

musica reservataでは， しばしばこのような手法が用

いられるのであるが， Isaacのホーフヴァイゼではそ

れほど多くの例は見つからなかった。

旋法による情緒表現も古来多くの理論家によって言

及されてきた11)0 Isaacのホーフヴァイゼでも特定の

旋法と情緒が結び付くのであろうか。 8曲の歌調はい

ずれも高貴な女性に対する賛美あるいは求愛をテーマ

とし，表現の方法は違っても，内容的にはかなり似

通っているように思える。強いて相違点を指摘すると

すれば， Nr.8・13・14・17・18が憧れの女性の美し

い容姿や徳の高さを誉め讃えているのに対し， Nr. 

1・5では報われない愛に対する悲しみや嫉妬が，ま

た Nr.16では不実な行為に対する怒りが歌われてい

る。各テクストの示す情緒と，各楽曲の旋法の関係を

<表2>に示す。この表から見る限り，歌詞の情緒と

旋法の聞に特別な関係はないように思える。実際，当

時の理論家のすべてが旋法特有のエトス論を認めてい

たわけではない12)。概してホーフヴァイゼの文学的価

値はあまり高くないので13) 作曲家は歌詞にあまり注

意を向けなかったのかもしれない。それではホーフ
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<表2>
歌詞の情緒 旋 法

悲しみ イオニア (0

5 悲しみ ヒポミクソリディア

8 賛美 フリギア

13 賛美 イオニア (0

14 賛美 イオニア(f)

16 怒 り ヒポエオリア (d)

17 賛美 ドリア (g)

18 賛美 イオニア(f)

ヴァイゼの魅力は何かというと，それはおそらく長い

間宮廷で培われてきた様式化された作詞の技法であろ

う。たとえば

Das ist mir leyd; eyd 

sey mein zeug. Treug 

mich nicht also! 0， 

といったような韻の踏み方や， Akrostichon (折り句)

など修辞学的な特徴が目立つ14)。

ところで各曲の旋法にもう一度目を戻してみよう。

12旋法のうち使われているのは僅かに 5旋法， しかも

丁度半分をイオニア(f)旋法が占めている。周知の

通り，イオニア旋法とエオリア旋法は16世紀に入って

から正式に認められた旋法で，現在の長調・短調と同

じ音組織を有している。 Isaacのイオニア旋法に対す

るこの偏愛ぶりは， 16世紀が旋法から近代的な調体系

へ向かう過渡期であったことの一つの反映と見なしで

もよいだろう。しかも，さらに興味深いことには，イ

オニア(f)以外の旋法においても構成音の変更があ

り，いずれの場合も調的な性格を帯びる結果となって

いる。譜例 6にその例を示して説明する。

Nr.5はヒポミクソリディア旋法で、ある。この旋法

は( )内に示したように， gを終止音とし， d-g-d 

の音域を中心として動かねばならない。ところが実際

には，譜例でも明らかなように， c-g-cで動いている。

従って終止音は違うものの，イオニア旋法(もしくは

C-dぽ)に同化してしまっている。 Nr.8はフリギア旋

法だが，これは e-c-eという本来の動きではなく，

e-a-eとなってヒポエオリア旋法(もしくは a-moll)

的な旋法に変化している。 Nr.16もa-d-aが g-d-g

に変わり，音域的には移行されたドリア (g) と同じ

である。この場合は d-moll的な性格を持つことにな

る。そうすると，この 8曲の旋j去は，次のようなグ

ループに分けることができる。

〔譜例 6J 
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(1) F-dur的・.............1・13・14・18

(2) C-d町的..............5 

(3) a-moll的.............8 

(4) d-moll的.....…....16・17

この4グループが更に長調と短調の 2系列にまとめら

れることは言うまでもない。

E 対 位 法

ドイツ・リートにフランドル楽派の豊かなポリフォ

ニー技法を導入したのは Isaacと言われている。 Isaac

に至るまでのドイツ・ポリフォニー音楽の歴史は，僅

か1t止紀余りの短いもので， ドイツの世俗音楽はフラ

ンス・イタリア・イギリスなどに比べると，かなり稚

拙なものであった。たとえば譜例 7と諸例 8は， 15 

世紀初めの作曲家 Oswaldvon Wolkenstein (c. 1377-

1455)のリートであるが，諮例 7は14世紀のフランス

の作曲家].Vaillantのシャンソンにドイツ語の歌詩を

付けて編曲しただけのもの，譜例 8はオリジナルだが，

非常に単純素朴な音楽である。アルプス地方には古く

から単芦の音楽を即興で多声的に演奏する習慣があっ

たそうだが， Wolkensteinのこの作品はそのような即

興演奏の伝統を受け継いだものであろう。

15世紀後半に入ると，リートの多声化は加速化され，

歌曲集が次々と作られていったが15) まだ3声が主流

で，デイスカントに c.f.が置かれたものも多い。譜

例 9はグローガウ歌曲集からの例であるが，テクス

チャーは不均質で，下2声は器楽のために書かれたと

思われるo なぜなら下2声は複雑なリズムを持ち，明

確な歌唱行の区切れなしに進行しているからである。

ルネサンス・リートの第3世代， 15世紀末から16世

紀中葉まで，ここに Isaacは属するのであるが，この

時期にリートは飛躍的な発展を遂げた。最初に述べ

たリートの諸々の特徴は，この時代に形作られたもの

である。またドイツの世俗音楽が，他の諸国の影響下

から抜け出て，真のドイツ国民様式を見出した最初の

時代でもあった。 Isaacはリートの芸術性を高めるこ

とに貢献しただけでなく，国民的財産とも言える民謡

をリートの c.f.に採用した最初の一人でもあった。

彼以後は，ホーフヴァイゼ・ザッツよりもフォルクス

リート(民謡)・ザッツの方が好まれるようになった

が，その原因のーっとして，両者の作曲l法の違いが関

係しているのではないかと思う問。フォルクスリー

ト・ザッツは次回のテーマに予定しているので，両者

の比較はそのときに行うが，今ここではホーフヴァイ

ゼを c.f.とする 8曲について，その対位法の特徴を

考察する。

譜例10は Isaacと同時代の作曲家 HeinrichFinkの

リート，譜例11はIsaacの Nr.5，譜例12はNr.18の

冒頭部分である。 Finkの作品は比較的単純なテノー

ル・リートで， Semibrevis主体でゆったりと動くテ

ノールに対して，上 2声は Min加1llや Sem卸由也naの

速い動きで主旋律を飾っている。パスの動きも細かい

が，ここには 4度・ 5度あるいは 8度の跳躍進行が頻

繁に現れ，手口声的なパス進行に近づいている。始まり

の数小節，およびこの後にもうー箇所，会声部が同じ

リズムで動くホモフォニックな音B分がある。しかし，

模法的な扱いはなく 4声部の関係は平等ではない。

一方 Isaacの2作品では模倣カf行われ，対旋律が単

なる装飾ではなくなっている。模倣によって声部関の

結び付きを強め，関係をより平等なものにしている。

まだテノール優位で完全に均質なテクスチャーとは言

えないが，フランドル楽派らしい手法がここにも見ら

れる。しかし模倣は全作品を特徴付けるものではない。

たとえば Nr.13(譜例 1)のようにホモフォニックな

動きが目立つもの，または Finkの例のように旧式な

対位法による作品 (Nr.16・17)もある。ホモフォ

ニックな楽曲構造は，おそらく青春時代を過ごしたイ

タリアの世俗音楽の影響であろうし，模倣のない著し

く不均質なテクスチャーは， Isaac以前のドイツの伝

統的なリート書法であった。 Isaacはこのように多彩

なザッツをリートの世界へ持ち込んだ。彼以後のポリ

フォニー・リートは更に技巧的となり，豊かで洗練さ

れた知識層へ幅広く受け入れられて発展したのだが，

その流れの中心にいたのは Isaacの弟子であった

Lud~g Senfl (c.1486-1543)である。その Senflが12

節からなる長大なホーフヴァイゼの中で語ったよう

に17)，Isaacなしではルネサンス・リートの豊かな実

りはありえなかったであろう。

全体の響きは明瞭で，半音階や不協和音などは用い

られていなし3。このことは前述したホーフヴァイゼの

テクストの特徴一一意味内容よりも韻律形式や修辞学

的技法に重点が置かれている一一一と関係していると思

われるが，本来 Isaacは複雑・不明瞭な響きを好まな

いタイプの音楽家だったのかも匁lれない。というのは

IsaacがJosq由1と共にフエラーラ宮廷の楽長候補に

挙げられた時，フエラーラ公の家臣が主人に宛てた手

紙の中に次のように書いているからである18)。

「私は，彼(Isaac)が新しさより，むしろ魅力ある
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人好きのする手法をものにしております故に，ジョス

カンよりも殿にお仕えするに一層ふさわしい人物と考

えます。もっともジョスカンの作曲はより巧妙です。

ただジョスカンは大衆の好みに従おうとしないで，自

分の欲求と楽しみのままに作曲致すので、す。」

この文章は Isaacの対位法について語っているわけ

ではないが r魅力ある人好きのする手法」の一つに

濁りのない明快な響きを挙げることができるのではな

いだろうか。

皿結 び

15世紀後半に始まるドイツ・リートの隆盛，この

きっかけを作った最大の功労者は Isaacだ‘ったと言っ

ても過言ではあるまい。確かに時期を同じくして，マ

クシミリアン I世が帝国統一に乗り出し，その結果国

粋主義的な風潮が生まれ， ドイツが自国の伝統的な文

化に関心を持ち始めたことや，科学技術の発展によっ

て楽譜の印刷出版が始まったことなど，リートが発展

する土壌は充分にあった。しかし Isaac以前のリート

はどれも似たような単純な音楽であったこと，そして

Isaac以後にはそれまでとは比較できないほどの多彩

で豊富な音楽が現れたことを考えると，小数であって

も， Isaacのリートが呆たした役割は決して小さなも

のではない。

Isaacのリートの魅力は，淡々とした流れの中にそ

れとなく技巧の冴えを見せ，しかも心の琴線に触れる

何物かを持っていることである。イタリアのマドリ

ガーレのように大胆な表現で魅了することはないし，

フランスのシャンソンのように洗練された酒落っけの

ある音楽でもない。どちらかというと保守的で、地味で

ある。そのためか音楽史で脚光を浴びることは少なし

研究もあまり進んでいない。しかし，後世のロマン派

のリート作曲家たちにつながるドイツの魂がここには

ある。ドイツ音楽の父とも称される Schutzが，イタ

リア様式に心酔した後に再び立ち戻ったドイツの心で

もある19)。ドイツ語を母国語としない Isaacの音楽

が-20) rドイツ独自の祖国的芸術」の一つに数えられ

て賞賛され21) 後に続く音楽家たちのための基盤にな

りえたということは驚くべきことである。堅固な形式

に支えられ，バランスのとれた節度ある表現，しかも

それが決して形式に縛られることなく，常に聴く人に

心に暖かく浸透していくのである。音楽の理想的な姿

の一つであろう。

本稿の研究対象となった 8つのホーフヴァイゼ.

ザッツは，全てルネサンス・リートの典型的な形であ

るテノール・カントゥス・フィルムス・サ。ッツで，同

時代の他の諸国の世俗音楽と比べると，時代の潮流に

乗り遅れた感もある。テノールに c.f.を置き，その

回りに装飾的な声部を張り巡らすという書法は，中世

以来の伝統的なポリフォニー書法であり，宗教音楽の

分野ではルネサンス時代においても継承されていた。

しかし世俗音楽においては，イタリアのフロットラと

これに啓発されたマドリガーレやシャンソンなど，最

上声に主旋律を置き，ホモフォニックな書法を多用す

る新しい様式が主流となりつつあった。放にリートの

様式は一見古めかしいと捉えられがちである。確かに

当時のドイツ音楽の後進性は認めざるを得ない。しか

しリートの様式はただ単に時代遅れですまされるのだ

ろうか。私はそうは思わない。概してドイツの国民様

式には重厚・安定・節度といった要素が感じられるこ

とが多いが，このような性格は形式を重んじ，熟達し

た技巧を駆使することで生み出すことができる。テ

ノール・リートの様式は正にそれで、ある。テノール・

リートは単なる時代遅れではなく， ドイツ人の心情に

よく合った音楽であったと思うのである。

ドイツの伝統的なホーフヴァイゼは，詩・音楽共に

高度に様式化され，時として硬直した感じを与えるこ

とカfある。しかし Isaacのホーフヴァイゼはとても自

然で堅苦しさを感じさせない。 Isaacの流麗な旋律作

法は言うに及ばず，教会旋法が長・短調の音階に姿を

変えつつあることも理由の一つだろう。

最後に，前述した Senflのホーフヴ7 イゼの歌詞を

引用してまとめとしよう。 Senflの自叙伝とも言える

リート〈私は音楽を喜びとし Lusthab ich ghabt zぽ

Musica)の第 4節で， Isaacへの賞賛を歌った筒所で

あるが， Isaacの音楽の特徴をよく言い表していると

思う。

Er ist in aller welt bekanndt 

lieblich an kunst， irolich im thon 

Sein Melodey 

was gstellt gar irey 

darob man sich vervundem thett 

Es war gut ding 

zu smngen nng 

kunstlich darzu die gnad es hett. 

(t皮は全世界に主[1られている。
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快い技，楽しげな調子，

全く自由に流れる旋律，

これらに人々は驚嘆する。

彼の音楽は容易に歌えるが

優れた芸術であり，

天分に満ちあふれでいた。)

注

1) ホーフヴァイゼという用語を初めて用いたのは

Hans Joachim Mosぼであるが (Moser:Die Er-

gebnisse zahlreicher Einzelstudien in Pau1 Hof-

he凶er)，Petzschはパール形式の作品を単純に

ホープヴァイゼ・ザッツと決めてしまうやり方に

異議を唱え，ホーフヴァイゼ・ザッツと見なされ

ている作品の中にも内容的にふさわしくないもの

も含まれていると非難している。 (Petzsch:Hof-

weise in Grove 6) 

2) この他に偽作の疑いがもたれているリートが4

曲ある。

3) 韻律の表記法は「山口四郎:ドイツ詩を読む人

のために一韻律論的ドイツ詩鑑賞」を参考にし

た。×は音節はアクセントを意味している。

4) ドイツ詩の脚の種類としては，ヤンブス (xx)，

トロヘーウス (xx)，ダクテュルス (xxx)，

アナペースト (xxx)がある。

5) この詩の 1・3・5・6・8・9行は脚が完備してい

るので (xえIxえIxえIxx)足り脚， 2・4・7・

10行自はヘーブングの音節が1つ不足している

ので (xxlx xlx xlx)脚足らずと呼ばれる。

しかし行末には常に聞が置かれるので， 1音節

の過不足は問題にならない。なお，行末がへー

ブングで終わっているものは男性的終止(また

は stumpfKadenz)，ゼンクングで終わっている

ものは女性的終止(またはk1ingendKadenz)と

呼ばれ，両者は一般的には交互して使われるo

6) この詩の l行目は 6音節しかないが， 3行目お

よぴ第 2・3節の 1・3行目はすべて 8音節であ

る。放に 8音節を標準形として解釈した。

7) 16世紀の音楽家 LukasWagenriederは，ホーフ

ヴァイゼのリズムが韻律と一致しないと批判的

に述べている。 (FunfBriefe von L. Wagenrieder 

inM即 8)

8) この法則は後に Giose百OZarlino(1517-1590)に

よって確立された。 (Z訂lino:Le istitutioni h訂-

moniche， Venezia， 1558) 

9) Ockeghemのミサ曲における不協音程の研究で，

宮崎晴代氏が似たような見解を示している。(武

蔵野音楽大学研究紀要XIX，1987) 

10) A. P. Coc1ico: Compendium Musices， 1552 (渡辺

恵一郎・藤江効子共訳「音楽提要J)ib.モテト

集〈ムジカ・レゼルヴァータ〉

11) 古代ギリシャのエトス論に始まり，中世・ルネ

サンスを通じて多くの説があるが， 16世紀の著

作で最も重要と考えられるのは G1areanusの

Dodecachordonであろう。

12) Tinctorisは，音楽のエトスは調のみでなく，多

面的な要素の相乗作用から生み出されると論じ，

客観的に真のエトス論は設定しえないと述べて

いるo (磯山 雅:].テインクトリスとルネサン

スの音楽理念， 1979) 

13) 16世紀の出版業者 GeorgForsterは，テクストよ

りも音楽を重視してホーフヴァイゼ曲集を編纂し

たと序文に書いている。 (Forster:Der ander 

Theil kurzweiligen guter仕ischerTeutscher Lie-

dlein， 1540) 

14) 詩の各行の頭(末)の文字を集めると詩題または

語句となる詩形。ホーフヴァイゼのテクストに

はしばしばみられるが， Isaacのこの 8曲では発

見できなかった。

15) Lochmer Liederbuch (c. 1450)， Schedelschen Lie-

derbuch (1461-67)， Glogau Liederbuch (c.1480) 

などがあるo

16) Senflの場合は両者の違いがはっきりしているの

で，彼の師である Isaacの作品においても同様

の傾向が見られるのではないかと予想している。

17) Senfは (Lusthab ich ghabt zぽ Musica)の中で，

「彼 (Isaac)は私 (Senfl)に作品の写譜を命じた。

姉の音楽は完壁なものであり，私は多くのものを

この仕事から得ることができたJ と述べている。

18) 皆川達夫:西洋音楽史ー中世・ルネサンス， p. 

298-299 

19) Schutzの GeistlicheChormusik以降の作品では，

ドイツの伝統的様式への回帰が顕著で、ある。

20) Isaacの出身地は不明であるが，フランドル人で

ある。

21) Goethe は16世紀初頭を「ドイツが独自の祖国的

芸術を持ったことを誇り得る唯一の時代」と評
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価した。(成瀬治:ドイツ史， p.95) 
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Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Musik加 Deutschlandweist seit dem 16. Jahrhundert bedeutende Fortsc凶 tteauf. 

Zwischen den mehrstimmigen Liedsatzen Oswa1d von Wolkensteins， eines der letzten Auslaufer des MiImesangs， 

und den Schopfungen der Jahrhundertwende besteht ein groser Abstand. Diese rapide En士wicklungwar kaum 

ohne Einflusse der Niederlander zustandgekommen， und es war Isaac， der die kunstvollen Techniken des 

niederlandischen Stils in Deutsch1and einfuhrte: verschiedenartige Arbeiten mit dem cantus finnus， Kanongeruste， 

Imitation. Sein Liedsatz blieb jedoch trotz dieser Stilprinzipien stets durchsichtig. 

In dieser Abhandlung untersuche ich Isaacs 8 Hofweisensatze in der Barform. Die Hofweisen bearbeitet Isaac 

iIn vierstiInmigen Tenor -cantus-自rmus-Satz，der von kunstvollen kontrapunktischen Dispositionen charakterisiert 

wird. 1m Zentrum des Hofweisensatzes steht jed口chdie Weise. Dort白ldetman die hofische Thematik， zwei 

Strophentypen der Barform， einen rhythn1ischen Bauplan， der auf der Semibrevis-Deklamation beruht und eine 

Neigung zu den neuen Modi. 


