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2017 年 7 月 28 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 45 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.45 
 

 

第 45 回定例研究会報告 

 

日時：2017 年 7 月 8 日（土）13 時半〜16 時半 

場所：青山学院大学 青山キャンパス 7 号館 2階 

   720 教室 

司会：那須 輝彦（青山学院大学） 

 

〈ワークショップ〉 

『ソルミゼーション理論の理解と実践』 

宮崎 晴代（武蔵野音楽大学） 

辻 康介（ゲスト、声楽家） 

 

ワークショップの趣旨 

宮崎晴代（東日本支部） 

 本ワークショップは、昨年度の日本音楽学会第 67

回全国大会で行ったパネルディスカッション『音楽理

論と演奏実践における諸問題について』の続編となる

ものである。大会のパネルディスカッションでは、

「音楽理論を理解する際、その理論を実践に移し体現

することによって、初めて真の理解にいたる」という

コンセプトに基づき、3名のパネラーが理論の解釈と

その実践の両方を発表した。しかし理論書の実践を伴

う理解は、演奏者に限定されるものではなく、広く聴

衆にも共有されるのが望ましい。したがって今回の発

表では、支部例会に参加する方々にも実際に歌ってい

ただき、真の理解を共有したいと考えている。そのた

めワークショップという形にした。 

 今回のワークショップでは、まず宮崎がソルミゼー

ション理論の変遷を 17 世紀冒頭まで、ごく大まかに

たどり、ワークショップで取り上げる理論書 Pietro 

Cerone, Le regole più necessarie per 

l'introduttione del canto fermo (Napoli, 1609)

につなげる。 

 

『音階・旋法論から pronuntiatio へ 

――ソルミゼーションを演奏解釈に結びつける試み

――』 

    

 辻康介（声楽家・ソルミゼーション指導者） 

 

 このワークショップでは聖歌を歌うための必須入

門書 Pietro Cerone Le regole più necessarie per 

l'introduttione del canto fermo (Napoli, 1609)

を実際の演奏、とりわけポリフォニー音楽に活用して

みる。Le regole では Ut re mi fa sol la の六つの

シラブル（階名）によるソルミゼーション（六音階名

唱）と旋法 tonus が主に論じられるが、いずれも、古

人が旋律構成や旋律の特徴をどのように捉え分類し

ていたかを理解する助けになる。 

 まずソルミゼーションであるが、六音階 Ut re mi fa 

sol la では mi-fa が半音で他は全音の関係にある音

階なので、ピアノの白鍵だけの音の並びの場合、e-f

と h-cが mi-fa となり、上下のシラブルが連なる。 

 さて、Gと Aの音には二つのシラブルがあるが、ど

ちらを選ぶのか？また、選ぶことに意味があるのか？

Le regole の教えに従えば、A の音はその先の音が降

りていくなら La で上がっていくなら reである。つま

り、シラブルは旋律の上下方向によって違う。なお、
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シラブルを選ぶ基準は時代や人によってと異なるが、

このワークショップではいくつかの基準を引用する。

シラブルを選ぶ基準の音楽的な意味を考え、シラブル

を選ぶこと自体が、旋律のフレージングなどを明確に

する上で有効に機能するのだ。「シラブル」は本来、

言葉の最小構成要素の「音節」であるが、これを適切

に選んで旋律を構成する小さなフレーズを明らかに

することは、ちょうど、ひらがなだけで書かれた文章

の中に単語を見いだすのと同じである。 

 Le regole の旋法論の第一の論点は「オクターブ音

階の種類」である。ここでは、フィナーリス（主音）

と音域によって旋律が分類されるが、オクターブ音階

は、半音の位置の異なる各種の完全五度音階と完全四

度音階の組み合わせとして説明される。このことは、

旋律のフレージングなどを考える上でも興味深いだ

けでなく、五度や四度のフレーズが旋律の転調をもた

らすとされている点でも重要である。ここでの「転調」

はほかのパートとの音程関係や和声とは別に、旋律の

問題としてとらえられているが、ポリフォニーの「転

調」を考える上でも興味深い。 

 旋法論のもう一つの論点は詩編唱朗唱の旋律であ

る。詩編唱朗唱は、繰り返される音（ドミナント音）

によって八つに分類されていて、この音とフィナーリ

スの関係から正格・変格の別が明確になる。またその

結果、それぞれの旋法を特徴づける「旋律運び」が明

らかになり、やはり五度や四度のフレーズが旋律を構

成する重要な要素になっている。 

 Le regole の旋法論は、以上のように旋律の基本的

なデザインを明らかにするとともに、tonus（旋律）

の完全性について論じる。すなわち、一オクターブち

ょうどの範囲に展開する旋律は完全、それに満たない

場合は不完全、オクターブを越える場合は完全以上と

なる。tonus の完全性は Le regole 以外でも頻繁に言

及されるが、ポリフォニーにおいても、旋律を丹念に

読んでいくと、時間軸で変化する旋律の完全性が、歌

詞と有機的にかかわって変化していく姿がはっきり

見えてくる。 

 Le regole の旋律論に従って旋律を分析すると、ア

ルカデルトのマドリガーレ楽譜 O felici occhi 

miei (1539)やパレストリーナのモテト Sicut cervus 

(G.P.da Palestrina, 1588)においても、旋法はパー

トによって異なり、また同じパートの同じ歌詞でも繰

り返し歌う中で旋法が変わることになる。様々な言葉

や異なる旋法が当時に歌われアルモニアを奏でてい

る。 

 旋法にはそれぞれの旋法にふさわしい歌詞があり、

各旋法の固有の性質があると古来論じられているが、

これに関して Le regole は「正格は先生、変格は生徒」

と述べるに留まる。が、この一言をとっても正格と変

格は（現代的に言えばフィナーリスを共有し、音域だ

けが違うほぼ同じような音階であるにもかかわらず）

対照的な性格を持っていると言える。 

 ヨーロッパの音楽史において音楽の手本とされて

いた弁論術の最終的な段階は pronuntiatio、つまり

いかに表現するかである。それぞれの旋法をどのよう

な強さの声でどんな速さで歌うかということは、Le 

regole に限らず、ほとんどの著述で触れられていな

い。ポリフォニーにおいても異なる旋法は異なる歌い

方をするのか？いずれにしても、日夜詩編を唱える現

場にいた人々にとって、旋法の違いは、常に具体的に

明らかなことだったに違いない。彼らが歌っていたポ

リフォニー音楽の旋律を、彼らの視点で見直し歌って

考えてみたい。 

 

 

【傍聴記】（吉川文） 

 

 今回の定例研究会は、昨年度の全国大会でのパネル

ディスカッションからの展開として企画されたもの

である。中世・ルネサンス期の理論とその実践に関し、

身体を使って理解するとはどういうことなのかを体

験する機会を提供するため、通常の研究発表ではなく

ワークショップという場が設けられたとのこと。まず、

今回テーマとされたソルミゼーションとムタツィオ

の概略について宮崎氏からの説明があった。ドレミの

ようなシラブルを付けて音を歌うソルミゼーション

の大本にあるのは、グイド・ダレッツォが聖歌の歌唱

を容易にするために提示した聖歌《Ut queant laxis》

である。聖歌の各句の歌い出しが C音から順に上行し、

各音にあてられた歌詞のシラブルが ut re mi fa sol 
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la であることから、これらのシラブルがソルミゼー

ションに利用されることになる。グイド自身はこの 6

音からなるヘクサコードの各シラブルを音名として

歌うことまでは提唱していないが、彼の理論を解釈し

継承していった理論家たちの手によって、ソルミゼー

ションの理論が整えられていった。6つのシラブルは、

C 音から始まるヘクサコード、G 音からのヘクサコー

ド、F音からのヘクサコードを重ね合わせて配置して

いくことで、当時の理論書で扱われていたΓ音から

ee 音までの 2 オクターブを超える音域の音すべてに

割り振られた。各音のアルファベット音名と、その音

に付されたソルミゼーションのシラブルはセットと

して扱われ、下からΓut、A re、B mi、C fa ut、D sol 

re 等と音が名付けられることになった。このソルミ

ゼーション・シラブルを左手指の各関節に割り当て、

音の関係性を感覚的に覚えるために利用されたのが、

いわゆる「グイドの手」と呼ばれる教育的ツールであ

る。旋律をソルミゼーションのシラブルで歌うために

は、それがひとつのヘクサコードに収まらない場合、

隣接するヘクサコードへと移動していく必要がある。

これがムタツィオ（推移、交替）と呼ばれるものであ

る。「グイドの手」もムタツィオも、グイドの理論の

中で直接説明されてはいないが、彼の理論書『ミクロ

ログス』で論じられる 5 度関係の音の「親近性

affinitas」の考え方には、ヘクサコード間の関係や

ムタツィオの理論に通じるものがあることも指摘さ

れた。 

 こうした内容が資料に沿って示されたところで発

表は一旦辻󠄀氏の手に移り、ムタツィオを実際に体験し

てみることになった。ムタツィオを行うには、ヘクサ

コードのシラブルの中で半音関係にある mi faをひと

つの指標にし、半音を mi faと歌えるようヘクサコー

ドを移動するとの指示があり、まずは《さくらさくら》

を歌ってみた。普通のドレミファで歌えば、「ララシ 

ララシ ラシドシラシラファ ミドミファミミドシ」と

なるところ、ソルミゼーションでは「re re mi  re re 

mi  re mi fa mi re mi re fa  mi ut mi fa mi mi fa 

mi」と歌うことになる。先々の旋律の流れを考えつつ

ヘクサコードを移動していかなくてはならないこと

が、まずは実感される。 

 では、旋律の流れの中のどの位置でムタツィオを行

えばよいのか。これについては、宮崎氏が 13 世紀の

ガルランディアから 16 世紀初頭のコッホレーウスま

での理論書におけるムタツィオに関する記述を紹介

した。複数のシラブルがあるところならどこでもムタ

ツィオが起こりうるという説明に始まり、やがて多声

音楽での広い音域をカヴァーするに相応しいムタツ

ィオのあり方が意識されるようになること、さらには

オクターブの音域をそのまま歌えるよう 8 つのシラ

ブルを示した 15 世紀末のラモス・デ・パレハの例も

示された。 

 体験しながらムタツィオを明らかにすべく、再び辻

氏から資料に沿った説明があり、ティンクトリスの理

論書に含まれるムタツィオの譜例等を歌いながら確

認した。ムタツィオが実際には旋法のフィナーリスな

どの重要なポイントを意識して行われること、4度や

5度の旋律の枠組みが透けて見えること等が示された

後、16 世紀末のディルータの理論書での説明も引き

合いに出され、ムタツィオを簡便に行えるようにする

ため、laと reをムタツィオのポイントにしてヘクサ

コードを移動していく方法が紹介された。さらに三全

音の音程を避けるべく B♭音が必要とされること、B

♭音を含んだ F 音からのヘクサコードについても踏

まえた上で、譜例を歌いながらムタツィオの実践を体

感した。 

 小休止を挟んだ後、いよいよ配布された楽譜を実際

にソルミゼーションで歌うことになる。曲はパレスト

リーナのモテット《Sicut cervus》で、カントゥス、

テノール、バス声部を順に見ていき、常に先の音の流

れを見ながらシラブルを選択しなくてはならないこ

とを改めて体感した。同じ音であっても、mi と歌う

のか la と歌うのかによってその音の方向性や意味が

変わってくる。さらにそれは歌詞の意味合いとも関わ

ってくることになる。また、オクターブの枠組みその

ものはとても重視されており、オクターブに満たない

旋律が「不完全なもの」、オクターブにわたる旋律が

「完全なもの」、さらにそれ以上に及べば「完全を越

えたもの」と認識されていたとのこと。オクターブ全

体を単一のヘクサコードのシラブルでは歌えないが、

オクターブは常に 5度と 4度を組み合わせたものとし
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て把握されており、これが旋法を考える上での枠組み

ともなる。実際に 5度や 4度をどのようなシラブルで

歌うのかは、旋法の違いに直結することも示された。

5度と 4度の組み合わせの差は正格旋法と変格旋法の

差にも通じ、当時の理論書で必ず触れられる正格と変

格の性格の差異の意識を、歌唱にどう反映させていく

のかも考察の対象となる。パート毎の歌唱だけではな

く、合唱も体験したが、旋律の先を見ながらムタツィ

オを行うことの難しさを実感させられた。ソルミゼー

ションでの歌唱は、旋律の流れをしっかりと把握しな

ければならず手間のかかるものではあるが、フレーズ

の区切り、歌詞の割り振り、旋法性などを把握する上

で有効であり、音楽の実体に即したものとして実践に

活かすことができるとの説明があった。 

 最後の質疑応答では、ムタツィオが行われる場所と

フィナーリスの関係についての問題から、ムタツィオ

と旋法性との関連が話題となった。16 世紀の器楽曲

などでも強い旋法性が感じられるものでは、ソルミゼ

ーションによってその旋法性が抽出され得ることが

参加者から指摘された一方、ソルミゼーションによる

歌唱が旋法性を明瞭にすることに通じるものである

のか、特に 5度と 4度の関係にある音が同じシラブル

で歌われることの意義をどう考えるのかといった点

についても、議論が交わされた。これは、同時に歌わ

れるオクターブや 5 度の音程関係の音、「同じ音」と

して考えられる音とは何かということとも関係して

いる。 

 「ソルミゼーション理論の理解と実践」のため、実

際にムタツィオを考えながらシラブルで歌う体験は、

ふだん音を無意識のうちに固定ドで聞いてしまう傍

聴記筆者にとって相当に難しいものだった。しかし、

当時の旋律の捉え方と自分の聞き方とがどれほど異

なっているものか改めて振り返り、オクターブの枠組

みとソルミゼーションの関係を考える機会となった。

ワークショップならではの実体験に基づいた気づき

や議論の展開もあった貴重な例会の場だっただけに、

参加者が少なかったことは惜しまれる。 
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