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〈修士論文発表〉 

1．覚意の『博士指口伝事』の研究 

―五音博士の源流を探る― 

デュラン、ステファン・アイソル 

（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

  修士論文は、日本の真言声明で現在も用いられる

五音博士という記譜法に関する最古の口伝書『博士指

口伝事』の解明を目的とした。この口伝書の著者、13

世紀の僧・覚意(1237〜？)は、五音博士の考案者とも

される。論文では、『博士指口伝事』とはどのような

資料か、五音博士の付し方に元来いかなる基準があり、

声明の旋律はどう五音博士に表わされたのか、といっ

た疑問の解明に挑戦した。そのために『博士指口伝事』

の書き下し文を作り、現代日本語に翻訳して、解釈を

行った。『博士指口伝事』の原本は現存しないが、 写

本が複数ある。本論文で主に扱ったのは宝暦 6 年

(1756)の奥書を有し霊瑞が書写した写本で、他の写本

２点についても霊瑞書写本との相違点を記述した。い

ずれの写本の内容は、(1)博士の姿、(2)詞章の文字の

音韻構造、(3)表白（法会の開白にあたりその趣旨を

本尊に申し上げる文）の作り方、の三部分に分けられ

る。 

 本論文では、表白の博士の付け方とその音韻基準に

着目し、博士との関連を解明した。『博士指口伝事』

では旋律の動きの説明にあたって、「平仄」「音便」

「三内点」という三つの専門用語が現れる。 それら

の音韻基準は歴史的にサンスクリットにルーツを持

つことを確認し、これらと博士との関係もインドに由

来すると論じた。三内点と五音博士との関係を見るた
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め、現行の声明曲の五音博士や『新義真言声明大成』

の五線譜と比較し、博士が示す旋律と詞章との密接な

関係を確認した。 

 「平仄」「音便」「三内点」の三つの専門用語と同様

に、これ以外の音楽専門用語もインドにルーツを持つ

可能性を論じた。すなわち、三つの音域を示す下重・

中重・上重がインド音楽の mandra・madhyama・tara

と対応し、文字の出合いにより生じる音である「声」

という言葉はインド音楽の svaraと重なる。 

 インドの仏教儀式を原型とするチベット仏教声楽

で用いる sbrul shadという時計周り式の音譜方法は、

五音博士と近い機能を持つ。五音博士と sbrul shad

の両者は、大導師や合唱指揮者などの印相や撥の動き

の合図を元に出来た可能性が高く、五音博士と sbrul 

shad は、失われたインドの仏教声楽の音譜方法から

日本やチベットの仏教声楽に伝わった可能性が高い。

本論文では、五音博士の起源が大陸にあると確認され

たため、チベットなどに現存する仏教声楽の口伝書と

の比較を行う必要がある。とくに、チベットの仏教声

楽の詞章と音韻構造との関係を解明し、五音博士の決

定方法と比較することを、今後は重視したい。 

 

【傍聴記】（近藤 静乃） 

  『博士指口伝事』とは、声明の節
ふし

博士
はかせ

の「指
さ

し」

方、すなわち文言に対してどのように記譜するかを指

南した鎌倉期の口伝書である。節博士の最初期の形状

は文字の発音を示す声点から出発するもの（声点博

士）であった。いっぽう、後世に考案された五音博士

は、声点を離れて五音（宮・商・角・徴・羽）の音高

を一定の線分で示す記譜法で、覚意の創案とされるも

のは右旋で 45 度ずつ角度を変えて音高が上昇する。

発表では、この声点博士から五音博士への展開を紹介

し、本書を端緒として文字の発音と旋律との関係に着

目したこと、さらには「覚意の五音博士」の形状や機

能面がインド音楽に共通する可能性を指摘し、五音博

士の淵源をインドやチベットに求めるという壮大な

構想が示された。 

 「声明」の語源が古代インドの学問「音韻学」であ

るように、文字の発音と節の関係は本来密接な関係に

ある。そして、言葉と音との関係をどのように視覚化

するのか、という問題は洋の東西を問わない究極のテ

ーマであり、デュラン氏の着想に対して聴衆が抱く高

揚感はまさにそこにあると思われる。フロアから、記

譜されたものが確かにそのとおりに唱えられるのか、

その実証性の境界はどこにあるのか、五線譜を説明に

使うことの是非等の質疑があった。大きな構想を保ち

つつも、まずは論拠とする個々の資料の歴史的位置づ

けを明確にし、それを如何に実証するかが今後の課題

であろう。近年では、仏教学の見地から新井弘賢氏が

博論のなかで「覚意の五音博士」の成立に言及してい

るので、こうした最新の研究成果も視野に入れた実証

的な研究に発展することを期待する。 

 

 

2．17 世紀の音組織の様相 

―アドリアーノ・バンキエーリの教会調を中心に― 

松本 彩友美（東京藝術大学大学院） 

 

【発表要旨】 

 本発表では、アドリアーノ・バンキエーリ Adriano 

Banchieri (1568-1634)が彼の著作のなかで記述した

教会調 church keys を中心に、西洋音楽における 16

世紀末から 17 世紀前半の音組織の一つの側面を明ら

かにする。 

 16世紀末から 17世紀前半の音組織に関する先行研

究として、J. レスターや H. パワーズ、G. バーネッ

トらの研究が挙げられる。彼らの研究では、以下のこ

とが明らかにされている。24 の長・短調が理論とし

て確立される以前、音楽の分類や作曲は、旋法 mode

や詩編唱定式 psalm tones、そして教会調といった音

組織に基づいて行われていたと考えられ、17 世紀は

これらの音組織の考えが共存している状態だった。特

に教会調は、旋法理論が長短調の理論へとどのように

変遷したかを考えるうえで、重要な鍵であるとされた。

教会調は八つの調の枠組みであり、フィナリスと調号、

三和音の組み合わせによって示される。もとは典礼の

場で用いられていた教会調の枠組みは、やがてソナタ

などにも用いられるようになり、この枠組みに基づい

て書かれた曲集が現れるようになっていく。さらに、
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八つの教会調を移調することによって、徐々に認めら

れる調の数が増加し、最終的に 24 の長・短調に至っ

た。 

 また上記の先行研究では、教会調はカトリック典礼

における詩編唱定式に由来し、16 世紀にイタリアの

理論家たちによって体系化されたものと考えられて

いる。彼らのなかで教会調について記述した最初期の

人物として挙げられるのがバンキエーリである。彼は

16～17 世紀当時のイタリア音楽界では最も重要な人

物の一人であり、古い音楽と新しい音楽に対して中立

の立場にあった。特に彼の著作の一つである『カルテ

ッラ・ムジカーレ Cartella musicale』(1614)は、教

会調に関して最も古い記述があるものとして重要視

されてきた。しかしながら、先行研究では『カルテッ

ラ・ムジカーレ』の教会調についての記述に焦点を当

て、分析をしたものがなかった。 

 そこで本発表では、『カルテッラ・ムジカーレ』の

なかから詩編唱定式、教会調、旋法などの音組織に関

する部分を取り上げ、バンキエーリがこれら３つの音

組織の関係性をどのように捉えていたかについて説

明する。今回著作の分析から明らかとなったのは、バ

ンキエーリは、教会調がどのようにして生み出された

のかは明確に説明していないものの、教会調は詩編唱

定式とその移調から導き出されたものであると示唆

していたこと、そして教会調と 12 の旋法の違いにつ

いて、教会調は聖務日課で歌われる賛歌やミサ曲など

の宗教的な曲に用いられるのに対し、旋法は宗教的な

曲とは関係のない器楽曲に用いられるものとして区

別され、さらに旋法は楽器の音域に適するようにより

自由に移調されていたことの二点である。このように

バンキエーリの著作から明らかになったことを踏ま

え、先行研究における 17 世紀の音組織に関する記述

の妥当性について考察する。 

 

【傍聴記】（荒川 恒子） 

 (教会)旋法から長短調(旋法) へ移行する時代にあ

って、同時代者の証言を通して作曲の基盤にある音組

織の変化の過程を説明しようとする意欲的な発表で

ある。例として取り上げたのはバンキエーリの著書

『カルテッラ・ムジカーレ Cartella musicale』(第

3 版 1614) である。移行にあたってバンキエーリの

用いた用語 tuono ecclesiastico(発表者の訳語は教

会調)をキー・ワードとして、その実態、由来等の説

明がなされた。  

 筆者の浅学の故であることは言を俟たないが、非常

に理解しにくく、配布資料を何度も読み返して、内容

の解明に努めねばならなかった。発表者による簡潔な、

バンキエーリまた彼の著作の説明はうがったもので

ある。しかし簡潔すぎ、そこから本発表の理解のため

に何を受け取るべきか、イメージすることは難しい。

彼の論の理解・説明にあたっては、先行研究者パワー

ズ、バーネット等の見解に引きずられ、バンキエーリ

の視線に立つことを忘れてしまった。また様々な長短

調で作曲、演奏することに関心が強まった、約 100年

後の J.C.フィッシャーや J.マッテゾンの理論と、

「教会調」を関連付けたのは短絡的ではなかろうか。

なお日本語の音楽用語である(教会)旋法、教会調、音

組織、詩編唱等の一般的な理解と、発表で使用された

言葉には、ずれがあるように感じられた。 

  バンキエーリの生きた時代の音楽環境、彼の関心と

音楽活動をきちんと踏まえて初めて、その説明は時代

の証言として理解できるのではなかろうか。同じよう

な主題に関心を持つ研究者と、活発な討論をなさるこ

とをお勧めしたい。 

 

 

〈研究発表〉 

フランツ・ベンダ（1709-1786）の協奏曲 

―第１楽章における様式的同時代性および特殊性に

関する考察― 

田中 伸明（レーゲンスブルク大学） 

 

【発表要旨】 

 ベンダはヴァイオリン奏者として、プロイセン王フ

リードリヒ２世（1712-1786）に彼がまだ皇太子であ

った 1733 年から終生に渡って仕えた。ベンダの作品

の大半は器楽曲で、そのうち協奏曲は 18 曲が真作と

して報告されている（Lee 1984:11-21）。始めに協奏

曲の資料状況について概観した後、今回の発表で検討

対象とすることが可能な 15 曲の協奏曲の第１楽章の



 4 

様式的特徴について、主に形式的側面と技術的側面か

ら考察を行う。形式的にベンダは、北ドイツの音楽家

たちが好んだ「再現トゥッティ」を伴うリトルネッロ

形式を例外なく第１楽章の作曲に用いており、楽章を

三部分から構成するという観点からはイタリア、南ド

イツ地域の音楽家たちとの共通性も指摘できる。一方

でベンダはいくつかの協奏曲において、困難な技巧を

ほとんど用いず独奏パートを平易に作曲しており、こ

の傾向はそれを極めて技巧的に作曲したイタリアの

ヴァイオリニストたちと対極をなしている。発表者は

この技術的易化を、超絶技巧を駆使できる能力を持ち

ながらそれを意図的に避け、「歌唱的」に演奏・作曲

することを試みたと同時代人によって記述されてい

るベンダの演奏表現が、実際に作曲に反映された結果

であると考えた（Hiller 1766:199-200, Schubart 

1806:95-96）。具体的には、急速なパッセージや重音

奏法が多用されないこと、フレーズがより長い音価の

音符によって構成されるといった特徴を「歌唱的な」

独奏パートの要素として挙げる事ができる。 

 同時にこうした特徴は、ベンダの同僚でありフリー

ドリヒ２世の宮廷楽団でコンサートマスターを務め

たヨハン・ゴットリープ・グラウン（1702/03-1771）

の協奏曲の第１楽章の一部にも認められるというこ

とを発表者は確認している。これは、「歌唱性」をも

った表現に重点を置き、曲芸的な技巧に批判的であっ

た「ベルリン古典主義」(Henzel 2009:361-380)の要

請に応える形で、ベンダとグラウンが彼らの協奏曲の

第１楽章において、高度な技巧を披露するイタリア的

傾向から徐々に逸脱を試みた結果として考えること

ができるだろう。彼らの協奏曲の大部分について先行

研究は既に、それらの手稿譜の透かしや写譜者を根拠

とした作曲年代の判定が困難であることを認めてい

るが、発表者によるこの研究は、ベルリン古典主義の

作曲家たちによるヴァイオリン協奏曲に関して、技術

的難易度に注目して作曲時期を推測できる可能性を

示唆している。「ベルリン古典主義」のヴァイオリン

協奏曲全般について更に丁寧な調査を行うことは、18

世紀後半の北ドイツにおけるヴァイオリン協奏曲の

様式的変遷というテーマに関して今後、新たな知見を

提示することに繋がると思われる。 

 

【傍聴記】（荒川 恒子） 

  ベルリンにおけるフリードリヒ 2 世の王室宮廷

楽団での音楽活動は、以前はヴィーン古典派の前段階

として「前古典派」と位置付けられていた。しかし最

近ではベンダ研究家 C.ヘンツェル等により、北ドイ

ツ地域特有かつヴィーン古典派への連続性を持たな

い、音楽潮流として理解すべきとの考えが提唱され、

「ベルリン古典主義」と称されている。ベンダは同王

室宮廷楽団のコンサートマスターとして、139曲のソ

ナタ、18 曲の協奏曲を作曲した。本発表は特にヴァ

イオリン協奏曲の第一楽章に焦点をあて、形式および

様式的特徴を解明するものであった。形式に関しては

イタリアや南ドイツやオーストリアの作品と共通点

を持つことが指摘された。一方ソロ・ヴァイオリン声

部の動きには、イタリア的な傾向(技術偏重)から意図

的に逸脱し、「歌唱的」に作曲するように変化する様

が見て取れる。本発表の中心は、変化の実態とその理

由の解明にある。事実その例は、ベンダの推定作曲年

月の遅い作品に顕著である。発表者は A.ヒラー、C.F.D.

シューバルト等、同時代者の著作からベンダの演奏の

特徴を抽出し、さらに J.J.クヴァンツの『フルート

奏法』を引用して、当時の「よい趣味」である歌唱性

の追求とその結実、との結論を導き出した。フロアよ

り「ベルリン古典主義」という言葉が適切であるか、

「歌唱性」の定義があいまいではないか、さらには歌

唱性をよい趣味とする美学は、当時のどの社会層に普

遍性を持つものか等の問題が提起された。筆者が気に

なったのは、当時の言及はベンダの演奏法に関する点

であり、作曲法ではないことである。作曲法と演奏法

は必ずしも一致しない。発表者が時折これらを混同し

たり、同一視しているように感じられた。18 世紀中

頃のベルリンの音楽活動に関する問題は、非常に興味

深く更なる研究が待たれる。 
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