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前稿(第25号， 1992)では， Isaacのリートのうち，

ホーフヴァイゼに基づいて作曲された作品について考

察を行ったが，今回は民謡を素材とする作品をとりあ

げ，両者を比較しながら，ルネサンス・リートの一面

を明らかにしたいと思う。

16世紀に出版されたリート集には，民謡を cantus

finnus (定旋律，以下 c.f.と略記)とするポリフォ

ニー・リートが多数収められているが， N. Boker-Heil 

は Isaacがその創始者であると述べている 1)。しかし

実際には，もう少し前から民謡を用いたポリフォ

ニー・リートが作られていたようである。例えば〔譜

例 1Jの(キリストはよみがえりたまえり Christist 

erstanden)は15世紀半ば，大体1450年頃の作品と思わ

れるが，デイスカントに置かれた旋律はドイツの古い

宗教的民謡といわれている。しかしこの作品はドイツ

ではなく，イタリアの写本に含まれており，様式的に

も当時のドイツの作品とはタイプが異なるように思え

る2)。

同じ頃， ドイツでは「ロッハイム歌曲本 Locheimer

LiederbuchJが成立しているが，この歌曲集に含まれ

る3声楽曲は 5曲で，すべてテノールにc.f.が置か

れている。〔譜例 2Jはその中の(森の木の葉は落ち

Der Wald hat sich entlaubet)であるが，このテノール

旋律も民謡である3)。だがこのような例は極めて少な

し民謡リートの作曲が本格化するのは16佐紀に入っ

てからで，特に1512年に始まる印刷楽譜の出版が大き

な役割を果たしている4)0 Isaacがインスブルックの

宮廷に入ったのは1484年，さらにウィーンの宮廷作曲

家となったのが1497年であるから，創始者ではないに

しても，民謡リートの確立に多大な功績があったこと

は認めざるを得ない。

前回考察を行ったホーフヴァイゼ・リートはすべて

テノールに c.f.が置かれたテノール・リートで，構

造的にはホーフヴァイゼを核として，上2声が装飾的
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に絡まり，パスは和声的な支えとしての機能を呆たす

という形のものであった5)。民謡リートも基本的には

この形を踏襲しているが，ホーフヴァイゼ・リートに

特徴的であったパール形式は用いられていないし，対

位法の技法の面でもより変化に富んでいる。従って楽

曲分析においては，対位法を重点的に調べ，その多様

性を明らかにすると共に，ホーフヴァイゼ・リートと

の関係を考察した。

I テクストの韻律法と音楽リズムの関係

ホーフヴァイゼのリズムが自然な朗唱を放棄して，

様式化の進んだ高尚なリズム;様式をとっていたのに対

しめ，民謡では言葉のアクセントと音楽のリズムが自

然に結び付いている。例えば DTOXIV. 1.の Nr.20

のリート〈私が朝早く起きると Wrumich des morgens 

〔譜例 3) 
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〔譜例 4) 

制iau狂'stehe)がそのよい例で，テクストのヤンブス

のリズムはそのまま音の長短に反映されている。つま

りアクセントのある音節には長音符，アクセントのな

い音節に対しては短音符が用いられ，その関係は 2対

1である〔譜例 3)。その結果，楽曲の拍子は 3拍子

となっているが，これはホーフヴァイゼには決して見

られなかった拍子である。またこの単調なリズムは，

1世紀以上前のノートル・ダム楽派のモード・リズム

を想起させるが， 1390年頃に作られたと言われている

最初のポリフォニー・リート〔譜例 4)が，明らかに

モード・リズムで書かれていることを考えると，これ

はモード・リズムの名残かもしれない7)。

3拍子の例をもう一つ挙げておこう。 Nr.15 (お母

さん，お母さん MeinMuterlein， mein Muterlein)は前

例とはタイプの異なる 3拍子である〔詩例 5)。この

間
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この詩の脚はヤンブスであるが，時折へーブングと

へーブングの関にゼンクングが2つ置かれ，弱強の規

則的な交替がやや損なわれている。実は，へーブング

閥のゼンクングがlつになったり 2つになったりする

のが民謡詩節の特徴で，後世の高名な詩人たちも民謡

風の素朴な詩を作るときには，このような不規則な韻

律を用いている11)。一方，音楽のリズムは， minima 

(J)や semiminima(j )を中心とした細かい勤きが

目立つが，このようなリズムはホーフヴァイゼには全

く見られない〔譜例 8c参照〕。

しかし民謡に最も多く見られるリズムは，やはり

brevis (口)と semibrevis(0)を中心とした単純なも

のである。有名な〈キリストはよみがえりたまえり

Crist ist erstanden) (Nr. 3)ゃく山と深い谷の関に

Z~schen perg vnd tieffe匂1)(Nr.22) (譜倒的など

はその典型と言える。このリズム型は一見ホーフヴァ

イゼ風に見えるが，ホーフヴ、アイゼの+ロ 1001
001001ロ|という定型に従ってはいない12)。ここ

で音楽リズムを規定しているのは唯一テクストの韻律

だけのように思える。

これらの例から言えることは，民謡のリズムは比較

的自由な脚を持つテクストの韻律におおよそ従ってい

るということである。つまりホーフヴァイゼのように

人為的に作られたリズムではなく，言葉から自然に生

み出されたリズムなのである。同時に舞曲の影響も忘

れではならない。この場合は韻律ではなく，ステップ

を踏む動作と関わってくる。 W.Seidel は，曲頭での

アウフタクト 3拍子， minimaを基礎とした動きは

民謡リズムの特徴であると述べている13)。

l11ich 

曲の場合，言葉のアクセントは音楽リズム上に全く生

かされていない。言葉は連続する 2分音符にシラピァ

クに配され，まるでホーフヴァイゼのリズムのように

平坦にならされてしまっている。しかしホーフヴァイ

ゼのリズム様式でもない。これはおそらく舞曲のリズ

ムの影響であろうめ。

民謡のリズムのもう一つの特徴は，テクストの韻律

が比較的不規則であり，音楽もそれに対応して，ホー

フヴァイゼには見られなかった自由で多様なリズムを

持っていることである。例として Nr.lOくある朝私は

そっとある場所にたたずんでいたIchstund an einem 

morgen)の第 1節を見てみようへ

Ich stund an einem morgen 

heimlich an einem ort， 

da het ich mich verborgen， 

ich hort klegliche wort 

von einem freulein， was hubsch vnd fein， 

Er sprach zu seinem b叫en:

Es muss gescheiden sein. 

ある朝私はそっと

ある;場所にたたずんでいた。

私がそこに身を潜めていると

美しく優しい娘の

悲しげな声を耳にした。

恋人が別れねばならないと

彼女に告げたのだ。

このテクストの韻律は次のように分析できる 10)。
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体の規模に大きな影響を及ぽすことになる。そこで民

謡のような単純素朴な短い旋律を基に作曲する場合，

作曲家たちは楽曲を拡大する様々な方法を考案したが，

おおよそ次の3つの方法が頻繁に用いられた。

1. c.f.の音価を引き延ばす。

2. c.f.に装飾音を加えてパラフレーズする。

3. c. f.を何度か反復し，そのたびに変化を与える。

この作品で Isaacが採用したのは 2と3の方法である。

c.f.は4回繰り返され，保持するパートもテノ}ル→

パス→テノール→デイスカントと毎回変わっている。

また 2-4回目は民謡の旋律がほとんど原形のまま保

たれているのに対し〔譜例7bJ. 1回目は少しパラフ

レーズされている〔譜例7aJ。

しかしこの曲で Isaacが強調したかったのは反復に

よる変化であったように思える。なぜなら c.f.に施

された装飾は控え目で，民謡の原型は容易に認識でき

るからである。つまり装飾過剰にして元の旋律が聴き

取りにくくなっては困るのである。ルネサンス・リー

晴)JJ 

c.f.に用いられた民謡は 4声のザッツに組み込む

ために，何等かの形で手が加えられていることが多い。

残念ながら民謡の原形か不明瞭なので，どこがどう変

えられたかということを論ずることはできないが，幸

い同時代の他の作曲家たちが同じ民謡を基に作曲した

例が幾っかある。それらと比較しながら，あるいは言

葉との関連などから独自に.Isaacが民謡を c.f.とし

てどのように処理したか推論することは可能である。

最も興味深い例は Nr.6くある農夫に一人のかわい

い吉良治宝いた Eshet ein Baur e泊 Tochterlein)である。

この民謡は非常に素朴な性格を持っており，ミクソリ

デイア旋法による旋律は，僅か5度の音域で動き，し

かも極めて短い。音楽が芸術作品として一つの完成し

た世界を有するためには，ある程度のまとまりを持っ

た長さが必要と思われるが，既存の旋律を楽曲の基盤

として c.f.に用いる場合，当然 c.f.の長さが楽曲全

森
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トの作曲家は，概して旋律美よりも楽曲構造に興味を 形で，つまりほとんど原形のままで現れる。

示している14)。宗教音楽や他の世俗音楽にしばしば見 以上をまとめると次の様な結論に達する。民謡を

られる華やかなコロラトゥーラ的装飾は，ここでは無 c.f.として用いる場合，元の旋律はパラフレーズされ

縁のものである。このことは，リートが職業的カペリ る場合とされない場合があるが，パラフレーズされた

スト(歌手)のための音楽ではなく r素朴な歌い手 としても，その装飾は控え目で，原旋律の素朴な性格

たち}5)のために書かれたということとも深く関わつ を失うことはない。作曲家の関心はコロラトゥーラで

ているように恩われる。従ってこの作品で最も重要な 飾られた 1本の華やかな旋律ではなく，あくまでも巧

意味を持つのはテクスチャーの変化である。 みに作られた楽曲全体である。民謡はその中で一つの

Iで例に挙げた Nr.10 (ある朝私はそっと〉のc.f. 素材として用いられたにすぎない。故に c.f.は旋律

もまた若干の装飾が加えられた例であろう。この民謡 線の絡み合いの中に埋没してしまうこともある。この

の原形は資料不足でよくわからないのだが，弟子のゼ ことは次に対位法を検討していく過程でより明らかに

ンフル LudwigSenfl (c. 1492-1555)，および同じフラ

ンドル楽派で後輩の Clemensnon papa (c. 1510-1556) 

も作曲しているので，それぞれのc.f.を比較してみ

なるであろう。

皿対位法

るのもおもしろし，16)。 定型化され，変化に乏しいホーフヴァイゼ・リート

Clemensの c.f.は最も単純であるが，言葉と音楽の とは対照的に，民謡リートのザッツは多彩であり，フ

リズムはホーフヴァイゼ同様平均化されている。また ランドル楽派の大家としての Isaacの技の冴えを窺う

パール形式を用いており，この点でもホーフヴァイゼ ことができる。リートという小宇宙の中で，しかも僅

に近い。だがホーフヴァイゼの様式にはそっていない かな限られた曲数の中で， Isaacはフランドルの語法

〔譜例 8a)0 Senflはこの旋律を 5曲のリートの c.f.に のみならずイタリア音楽の様式， 15世紀初期のブル

用い， しかも各々に非常に個性的なザ、ッツを与えて ゴーニュ楽派の様式，さらにはもっと古い13・14世紀

いる。おそらく，この作品において，彼はポリフオ の音楽に用いられた手法までも取り入れている。ここ

ニー・リートのあらゆる可能性を探ろうとしたのでは では特に興味深いいくつかの例を挙げて，その対位法

ないだろうか。従ってc.f.は各曲で少しずつ異なる の特徴を見ていくことにする。

のであるが，ここでは 3人の作曲家の c.f.作法を比

較するのが目的であるから，最も普通のパターンを例 1. Crist ist erstanden (譜例 9) 

として挙げた。この例では， Senflのリズムは明らか 〔譜例1)に同じ旋律をc.f.とする古いリートを示

にホーフヴァイゼ風で，最も民謡の原形から遠ざかっ したので， 2つを比べてみると面白い。〔譜例1)の

た c.f.である〔譜例 8b)o一方 Isaacの c.f.は逆に最 方は， c.f.がデイスカントに置かれ，装飾されてかな

も民謡の原形をとどめているように思える。少々装飾 り細やかな優美な旋律になっている。 3つのパートは

はあるが，言葉と音楽のリズムが付点音符のおかげで それぞれぱらぱらに固有の旋律を歌っていく。しかし

自然に一致している〔譜例 8c)。 下の2声は歌うのには適していなしミ。特に中声部の跳

また〔譜例 5)で示した〈山と深い谷の聞で〉や， 躍の多い進行は不自然である。おそらく下2声は器楽

後にプロテスタント・コラールにも編曲された有名な を意図して書かれたものだろう。最上声にパラフレー

〈インスブルックよ，さようなら Isbruck，ich muss ズされた c.f.を配し，下声部がそれを支えるという

dich !assen) (Nr. 12)の c.f.にもあまり手が加えられ スタイルは， 15世紀初期のダンスタブル JohnDunst-

ていないように思える。歌詞は serrubrsvisを中心と able (c. 1380/90-1453)やデュファイ GuiJJaumeDufay 

したリズムにシラピックに割り振られ，曲尾に僅かな い.1400-74)等のモテットなどによく見られるもので

メリスマが見られるだけである。このメリスマは当時 ある。

の音楽には慣例である PenuItimaMelisumaで，特別 一方の Isaacの作品においては民謡の旋律はほぼ原

に意図されたものではない。 Isaacはこのインスブ 曲のままで用いられている。そのため〔譜例1)のよ

ルック・リートの旋律が特別のお気に入りで 2曲の うな流麗さはなく，ごつごつとした荒削りな印象を与

リート 17)の他， (ミサ・カルミヌムMissaC捌 inum) える。対位法の菌では模倣が自につく。コントラテ

のキリエにも用いているが，いずれの場合も大体同じ ノール以外の声部では 4節からなる c.f.は，切れ
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〔譜例 9) Crist 1St erstanden 
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切れにではあるが，全体が現れる。いわゆる通模倣様 4回繰り返し現れるが，テクスチャーもその度毎に変

式である。極めて小規模ではあるものの，宗教的な内 化している。以下，その特徴を簡潔に記す。

容を持っていることもあり，フランドル楽派のモテッ l回B……パラフレーズされた c.f.はテノールに

トとの類似性を強く感じさせる作品である。 置かれ，冒頭では下2声と上2声が対になって模倣を

行う対模倣，詩節2行自からは通模倣の形が深られて

2. Es het ein Baur ein Tochterlein (譜例10) いる〔諮例lOa)。
この c.f.については n(諮例 6)で論じた。 c.f.は 2回目……c.f.はパス。冒頭部分に詩節 l行自の旋
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〔譜例10J Es het ein Baur ein Tochterlein 
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10c 

Es hei 飢n Baur mn Toch -tDr - lt!in 

--ー帽、
。 司 r r I r r a 

律が全パートに現れるが，その後は模倣無し。ゆった

りとしたパスの動きに比べ，他のパートの動きはやや

細かい不均質な対位法〔譜例lOb)。

3回目……c.f.はテノール。模倣はほとんどなし。

やや不均質な対位法。

4回目……c.f.はディスカント。 1. 3・4詩節は

ホモフォニック。第 2節のみ対模倣〔諮例lOc)。

このようにテクスチャーカf一定していない楽曲を演

〔譜1?tlllJ Isbruck， ich muss dich lassen 

奏する場合，編成には細心の注意を要する。一般的に

言って，不均質なテクスチャーの場合には主旋律を声

楽で，他のパートを器楽で、演奏するのが妥当だが，均

質な通模倣・対模倣やホモフォニックなスタイルのも

のは均質な音響で，即ちア・カペラの合唱や同族楽器

によるアンサンプルが望ましし 3。となるとこの曲の場

合. 1回毎に編成を替えることになるが，各部分が短

いだけに煩わしいし，まとまりも感じられなくなる恐

，~------------------------------~--------------------------------------------~ 
屯j

Is -bruck id'J sJl思 didl las - sen， ich 

←A 

11 

V 
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3. Isbruck， ich muss dich lassen (譜例11)

この大変有名なリートには 2つの形がある。よく知

られているのはデイスカントにc.f.が置かれた方で，

後のプロテスタント・コラール編曲を予示するような

ホモフォニソクな書j去によっている。テクスト 2行日

の dahinおよび5行自の weissの箇所に用いられた b

音 (Es)や，曲尾のメリスマ中の平行 4度のパヅセー

ジが，最愛の町と女性に別れを告げねばならない男の

寂しさや悲しみを感じさせる。淡々とした流れの中に

豊かな情感を漂わせたこの曲は，今日もなお多くの

人々に愛されている。最上声の主旋律とホモフォニヅ

クな楽曲構成法は，当時イタリアで盛んに行われ，や

れがある。

〔譜例12J Wann ich des morgens加iauffstehe 

" 
U eln stet-ten sin， I dar-到 eln fro -Iichs ge -mu ー te 

. 
可

. 
¥j - 'ν.0-'" '-' 

n 
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止一終一z
-

ギ
よγ

-

句
『
J

-F

時

〔譜例13J Zwischen perg vnd tieffe taI 

-ー.、

a 

ゐ1I-S.tha1 p(l r草 vnd

g 

k 

、、

ZWi-剖-m pcrg vnd ti c-ffcn tal 



56 
升ミ之

不市 )11 

がてフランスやドイツにも導入されたのだが，青年時

代をイタリアで過ごした Isaacにとって，このスタイ

ルは馴染み深いものであったに違いない。しかし盛期

ルネサンスのドイツでは異質なスタイルで、あり，典型

的なリートとは言い難い。にもかかわらずルネサン

ス・リートの代表作として常に引合いに出される作品

である。

もう一つのインスブルック・リートは伝統的なテ

ノール・リートで 2つの内声がカノンを構成してい

る。パス声部は旋律的ではあるが， 5度の跳躍が頻繁

に見られ，手口声的な支えとしての機能を有している。

デイスカントは装飾的な対声部にすぎない。

4. Wann ich des morgens fru auffstehe 

〔譜例12)

この曲のテクストは 4節からなり，各節は 3行で構

成されている。民謡のテクストと旋律の関係は大体が

シラピックなので，この曲も当然のことながら非常に

短い。そこで Isaacは〔譜例 9) 同様，反復変化を

行っている。ただしここではテクスト 1・2節をひと

まとめにしているので，旋律は 2回繰り返されるが，

歌詞は異なる。 c.f.は第 1節はテノール，第 2節は

デイスカントに置かれ，テクスチャーも前半はポリ

フォニック，後半はホモフォニックと使い分けている。

またこの曲は Iで言及した折り，そのリズム様式の古

さを指摘したが，曲の終わり方も旧式で， 14世紀によ

く使用されたランディーニ終止が使われている。テク

スチャーも前半は著しく不均質であるし，後半も

フォーブルドン的で，意図的に懐古的に作られている

ようだ。

5. Zwischen perg vnd tieffe tal [譜例13)

c.f.はテノールとパスにあって，カノンで処理され

ている。上 2声は装飾的で，楽曲全体の重心は c.f.

にある。下 2声のカノンはまずパスが先唱し， 1フ

レーズが終わる毎にテノールが模倣を開始している。

しかし c.f.をしっかりと保持しているのはやはりテ

ノール声部で，パスは時々横道にそれてしまうことが

ある。したがってこの曲もまた伝統的なテノール・

リートの範欝に入るのである。

この作品は 3つの手写本18)の他，最初の印刷楽譜

(Oglin， 1512)にも含まれているが，いずれにも歌詞

付けが行われていない。しかし後に Senflが出した改

訂版では，テノールとパスに歌詞がふられ，上2声は

晴 美

器楽演奏を示唆している 19)。

以上， 5つの作品の対位法的特徴を概観したが，テ

クスチャーの面では，他の作品もおおよそこのタイプ

のいずれかと一致する。ただし細部まで検討すると，

模倣の仕方とか対旋律の性格などの点でもっと多様に

なる。この 5作品のテクスチャーを分類すると〔図1)

に示したような 5つのタイプになる。

① ② ③ 

A刊 日N

~~ 

a a 

a a 、J、J、J、，、，、，

(ーは主旋律は副次的旋律，

を示している)

〔図1)

④ 

a 

]主~

a 

b 

⑤ 

-， ，・

-， ，・

・-
iはホモリズム

①は最も典型的なルネサンス・リートのテクス

チャーで，テノールに置かれた c.f.が核となって楽

曲全体を支配している。ゆったりと動くテノールに対

し，和声の支えとしてのパスはやや小刻みに，上2声

はもっと小刻みに c.f.を飾っている。このようなテ

クスチャーを「まるで円柱にからみつく蔦の様な」と

述べた学者がいたが'20) 正鵠を得た表現だと思う。初

期のリートに多く， Isaac以前の作品は大体このスタ

イルで書かれている。 Isaacのリートでは，どちらか

というとホーフヴァイゼ・リートによく見られるが，

民謡リートにも皆無ではない。

②は①同様不均質なテクスチャーだが， 4声のうち

2声がカノンになっている。図では下 2声がカノンだ

が，内声がカノンになったものもある。このスタイル

にはフランドル楽派のミサ曲やモテットの影響が感じ

られる。

③は均質なテクスチャーで， Isaacの場合，模倣技

法がかなり使われている。模倣は作品によって差があ

り，ほとんど通模倣様式に達しているものから，限ら

れた声部しか模倣に参加しないものなど色々である。

Isaacのリートではこのタイプが最も多い。中には①

のタイプと判別しがたいものもあり，特にアルトは他

の声部に比べ，独自の動きをすることがあるo

④も均質なテクスチャーだが，上下それぞれ 2声が
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対になって模倣し合う。これもフランドル楽派の音楽

家たちがよく用いた手法で，響きの変化をもたらす。

2声の組合せは常に上2声と下2声で，高音域と低音

域の対比が図られている。このテクスチャーは楽曲

の極一部に用いられ，効果的なアクセントとなって

いる。

⑤はホモフォニックな様式のテクスチャーで，楽曲

解説でも述べた通り，イタリア世俗音楽の影響かと思

われる。ドイツでもルネサンス後期になるとこのタイ

プが多くなるが， 16世紀初期には珍しい。ただし l曲

だけだが， 15世紀に好まれたフォーブルドンないしイ

ギリス・デイスカント様式を思わせるような， 3度・

6度音程の連続によるホモフォニックなスタイルも見

られた。これはまた別のタイプとして分類できたのか

もしれないが曲のしかも 1部分だけなので，ホモ

フォニック・タイプの特殊型として見なした。なお，

このタイプでは， c.f.は常にデイスカントに置かれて

いる。

これら 5つのテクスチャーは単独で用いられること

もあれば 1曲の中に複数で用いられることもある。

後者の場合，最も多い組合せは③と④で，④は部分的

に使用されている。また楽曲の前半は③と④，後半は

⑤でポリフォニーとホモフォニーの対比を強調したり，

c.f.を繰り返す際に①③④⑤とテクスチャーを変化さ

せて， c.f.がいくつかのパートを渡り歩くというもの

もあった。

その他の要素に関しては簡単に触れる。音程関係は

ホーフヴァイゼ・リートと同じで，不協音程が極めて

少ない。従って濁りのない素直な響きがする。各声部

の旋律は大体テクストの 1詩行に対応しており，長す

ぎることも短すぎることもない。故に歌い易いが，時

として単調な印象を与えることもある。しかし家庭音

楽としてのリートの立場にはふさわしい特質なのかも

しれない。

N 結 論

以上，民謡リートの様式について述べたが，最後に

ホーフヴァイゼ・リートとの相違点を明らかにして，

Isaacのリートのまとめとしたい。

ホーフヴァイゼはテクスト・音楽共にi様式化され，

どれも同じ様なリズム，形式(パール形式)で書かれ

ている。対位法としてはテノールにホーフヴァイゼを

置き，その周りに装飾的な声部を張り巡らすというも

のである。一方，民謡はより自然で素朴である。旋律

は狭い音域で構成され，テクストの韻律と音楽のリズ

ムは自然に一致している。しかし対位法的にはホーフ

ヴァイゼ・リートよりもはるかに手が込んでいて，フ

ランドル楽派の技巧的な様式との結ぴ付きが強く感じ

られる。

放にホーフヴァイゼ・リートと民謡リートの本質的

な違いは，単にc.f.となる旋律素材の性格の違いで

はなく，前者は 4声の中で c.f.を強調することに

よって単声的な要素を維持しようとし，後者は声部閲

の関係を均一なものとすることによって，いっそう多

声性を強調しようとするところにあると考えられる。

つまりこの2つのザッツは全く逆の方向を志向するも

のとして捕らえることができるのである。

リートの歴史の中では，この2つの流れは伝統的・

保守的なホーフヴァイゼ・リートと進歩的な民謡リー

トという形で現れている。 Isaac以前のポリフォ

ニー・リートは大部分がホーフヴァイゼに基づくリー

トで，前述した通り c.f.中心の古い対位法によって

いる。 Isaacのホーフヴァイゼ・リートはフランドル

楽派の様式を取り入れてかなり声部の均等化が進んで

はいるが，依然として c.f.の優位は失われていない。

それに対し民謡リートの方は，盛期フランドル楽派の

音楽に特徴的な均質な対位様式で，しかも変化に富ん

だ楽曲構成を示している。 16世紀に入ると，民謡リー

トの方が次第に人気を得ていったようだが，これには

いくつかの理由を挙げることができる。まず第一に民

族的な意識の高揚に伴い，最も身近な民族的遺産であ

る民謡に関心が高まってきたこと，第二に作曲家の技

量を示す場として，型にはまったホーフヴァイゼ・

リートよりも適していたこと，第三には民謡の親しみ

やすさが多くの人々，特に印刷楽譜の消費者となり得

た裕福な市民階級の人々の心を捕らえたことなどであ

る。

これらの音楽は宮廷での華やかな行事や教会での荘

厳な儀式のためにではなく，学校や教養ある市民たち

の家庭，貴篠たちの社交会のために作られた。 16世紀

には音楽愛好家が自ら演奏することが音楽の醍醐味で

あると考えられ，上流階級の子弟たちは楽器を習い音

楽の素養を身につけるのが普通であった21)。当時の絵

画や版画には， 4 -5人が大きなテーブルを囲んで

歌ったり楽器を演奏したりしている姿を描いたものが

数多くある。このような演奏風景から察して，ポリ

フォニー・リートの演奏形態はかなり自由なもので

あったと思われる。Arntvon Aich編纂のリート集に



58 森 川晴美

は「本書には 4部の人声によって華やかに歌われるか，

あるいはブロックフレーテ，フルートその他の楽器に

より巧みに奏されるべき75曲の優れた歌が収められて

いる」と記されているが22) 各曲に具体的な楽器指定

はなし'0Isaacのリートの場合も同様である。またテ

クストは，特定の声部(多くの場合テノール)にだけ

付けられたもの，楽譜の終わりに別個に書かれたもの，

全声部に割り振られたものなど様々で，作曲家自身で

はなく楽譜編集者によって歌詞付けされたものも多い。

おそらく当時は集まったメンバーの顔ぶれで演奏の形

が決められたのだろう。しかし今日われわれがこれら

の作品を演奏する場合には，やはり個々の作品の性格

を充分に吟味した上で，最もそれにふさわしい演奏形

態を採るべきである。あるパートを歌わせるか楽器で

演奏するか，楽器を用いるとすれば何を使うかなど，

色キと考えねばならないことは多いが，見方を変える

と，これほとー演奏者の裁量に任された音楽は少ないと

も言える。高度の演奏テクニックは要求されないが，

譜面から音楽の真実の姿を読み取る能力や，それを効

果的に表現する能力が重要なのである。つまり現代に

おいても，ルネサンス・リートは，職業的音楽家のた

めの音楽ではないが，教養あるディレッタントのため

の音楽と言うことができるのかもしれない。
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Zusammenfassung 

In den Liedem von Isaac konnen zwei Liedsatztypen ge釦ndenwerden， die Hofweisensatze und die Volkslied-

satze. Isaac und seine Zeitgenossen bearbeiteten die Hofweisen im vierstimmigen Tenor-cantus-finnus-Satz， der 

kUDstlichen kontrapunktischen Dispositionen unterworfen wird. 1m Zentrum des Hofweisensatzes steht jedoch 

die Weise， und die Begleitstimmen fungieren als Omament. In Volksliedsatzen dagegen demonstrierte Isaac die 

Kunst des polyphonen Satzes. Er polyphonisierte bekannte Gesange in vielen gleichwertigen Dispositionen. 

Man kann in Isaacs Volksliedsatzen etwaぬnfSatztypen unterscheiden. 

1. Satze mit c. f.加 Tenor

2. Satze mit c.f. im Discant 

3. Satze凶twandemdem c.f. 

4. Satze mit Kanongerusten 

5. Bicinienkombinationen im vierstimmigen Satz 

Die Hofweisensatze und die Volksliedsatze bezeichnen deshalb kontrare Positionen. In der traditionellen Hof-

weise paste er die Polyphonie der Monodie an， in den Volksliesatzen die Monodie der Polyphonie. 

Man versteht diesen Gattungsstil nicht im Sinne eines nationaIen Musikstiles. Isaac pragte innerhalb der 

deutschen Musik den europaischen Musikstil aus， der sich von der niederlandischen Polypho凶eherleitete. Aus 

diesem Grunde machte die Gattung Lied bedeutende Fortschritte. 

Das polyphone Lied w訂Liebhabermusik. Es diente vorzuglich der privaten Geselligkeit von Schulem， 

Studenten studierten Burgern und Adligen. Seine Ausfuhrung gaIt aIs enie der schonsten Tatigkeiten. Die 

Besetzung im Spiel in dieser Gesellschaft war nicht bestinnnt. Die Konkretisierung war jeweils individuell und 

einmalig. In der heutigen Zeit mussen wir die Regeln der Ausfuhrung ;u由andsprachlicher， melodischer， 

rhythmischer und kontrapunktischer AnaIysen aufstellen. 




