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第 74 回 定例研究会報告 

日時：2022 年 3 月 19 日（土） 14：00〜 

司会：上尾 信也（東日本支部） 

＊ オンライン開催 

 

ラウンドテーブル 

「アルボー著『オルケゾグラフィ』をめぐって」 

 

コーディネーター：今谷和徳 

登壇者： 今谷和徳（東日本支部） 

関根敏子（東日本支部） 

森 立子（東日本支部 日本女子体育大学） 

石川弓子（東日本支部） 

 

 

【概要】今谷和徳 

ヨーロッパの音楽の歴史の中で舞曲が占める割合

は非常に大きいが、舞曲は本来、舞踏会などで踊られ

る舞踏の伴奏音楽である。音楽の歴史の中では舞踏そ

のものについての言及はそれほど多くないが、中でも、

フランスにおける舞踏に関して全体的に紹介し、その 

踊り方を具体的に詳細に記し、16 世紀の後半にフラ

ンスで出版されたトワノ・アルボー著『オルケゾグラ

フィ』は重要である。 

この書では、当時のフランスで踊られていたさまざ

まな舞踏の踊り方を具体的に紹介するとともに、その

背景にある社会状況についても触れられている。1982 

年に発足した古典舞踏研究会では、初めからこの有意

義な著作を読み、翻訳することを行なってきた。その 

間さまざまな問題に直面した結果、翻訳に 37 年もの

歳月を費やすこととなったが、著者アルボー（本名ジ

ャン・タブロ）の生誕 500 年の誕生日、2020 年 3月

17日に、ようやくその翻訳書が出版されるに至った。

その間、のべ 67 人がその翻訳作業に参加したのだが、

最終的にその翻訳出版のメンバーとして名前を連ね

ることになったのは 11 名である。 

このラウンドテーブルでは、その『オルケゾグラフ

ィ』の翻訳に携わったメンバーのうちの 4 名が、それ

ぞれの立場からこの書のさまざまな側面についてコ

メントする。それによって、この書の重要性が広く認

識されることになれば幸いである。 

 

 

今谷和徳：『オルケゾグラフィ』とその翻訳  

まず、アルボー著『オルケゾグラフィ』についてそ

の具体的な構成を紹介し、著作の翻訳過程について述

べたあと、最終的にまとめられた翻訳書の構成につい

て説明する。その翻訳書では、単に本文の翻訳のみを

掲載したわけではなく、詳細な訳注を付し、さらに『オ 

ルケゾグラフィ』の理解のための手引きとして、訳者

のうちの数名が、著作に関わるさまざまな側面につい

ての論文を執筆して添えたのである。そうした点につ

いても触れる。 

 

関根敏子：『オルケゾグラフィ』における拍子、テン

ポ、旋法  

『オルケゾグラフィ』の翻訳にあたっては、拍子、

テンポ、旋法などに関する解釈について長らく議論が
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重ねられ、訳語も何度か変更された。しかし『オルケ

ゾグラフィ』に詳細な定義や体系化は見出されない。

そのため、個々の用語を詳細に検討することによって、 

本書の歴史的位置を明らかにし、続く世紀におけるフ

ランス独自の音楽理論と興味深い関 係があることに

も触れる。 

 

森 立子：舞踊史における『オルケゾグラフィ』  

『オルケゾグラフィ』とその著者アルボーの名は、

後世に出版された舞踊関連の文献の中にもしばしば

現れる。これらの文献において、アルボーの『オルケ

ゾグラフィ』がどのような形で言及されているのか、

またとりわけ舞踊史に関する記述の中で『オルケゾグ

ラフィ』がどのように捉えられているのかについて検

討を試みる。これにより、『オルケゾグラフィ』が舞

踊史上いかに位置づけられてきたのかを考察したい。  

 

石川弓子：『オルケソグラフィ』をめぐる舞踏書  

16 世紀中頃〜17 世紀初頭において『オルケゾグラ

フィ』はいかなる位置を占めていたのか。この時期の

他の舞踏書で論じられた舞踏について、Ad suos 

compagnones...(1531)、Instruction pour 

dancer...(c1610)、Louange de la danse(c1619)、

Apologie de la danse (1623)を取り上げ、『オルケゾ

グラフィ』と比較考察する。 

 

 

【傍聴記】（斉藤基史） 

西洋音楽史を知るうえで舞曲研究は大切であるが、

本邦でこの分野の原典文献の翻訳が出版される機会

は少ない。そうした中、16 世紀後半にフランスで出

版された、当時の舞踏の実践を知るうえで最も重要な

舞踏書、トワノ・アルボー（本名ジャン・タブロ）著

『オルケゾグラフィ』の翻訳が、著者の生誕 500 年で

ある 2020 年に出版された1。翻訳には 1982 年に発足

した古典舞踏研究会の分科会である原書講読会があ

たった。今回のラウンドテーブルでは分科会メンバー

 
1 トワノ・アルボー著 今谷和徳、中村好男、服部雅

好 編著 古典舞踏研究会原書講読会 訳「 『オルケ

ゾグラフィ』全訳と理解のための手引き」(道和書院 

2020 年) 

として訳業に携わった方々が、それぞれこの書に関わ

るテーマを設定してお話しされた。 

まず、今谷和徳氏が「『オルケゾグラフィ』とその

翻訳」と題して、この書の具体的な構成を紹介、翻訳

過程と翻訳本の内容について述べた。この書は著者の

生前に出版された 1589 年の表記があるものと年の表

記がないもの、2 種が出版許可状の要約が付されて残

されており、著者没後の 1596 年、1597 年にも許可状

が省かれて版が重ねられている。このことから、この

書がいかに重要なものとして受け入れられていたか、

うかがえるという2。原典には目次がないので今谷氏

が作成された内容一覧を元に本書の内容を示され、当

時のフランスで踊られていた様々な種類の舞踏に関

する詳細な記述が、舞踏譜とともに網羅的に掲載され

ている貴重な文献であることが説明された。関根敏子

氏は「『オルケゾグラフィ』における拍子、テンポ、

旋法」と題して、翻訳にあたって議論が重ねられたこ

れらの用語について、解釈や訳語の検討結果を紹介し

た。そして、本書の歴史的位置を明らかにしつつ、続

く 17 世紀以降のフランス独自の音楽理論との関係に

ついて触れた。ここで扱われたのは mesure, movement, 

ton 等の用語である。アルボーの著書中での、これら

の用い方を紹介しながら、その特徴などを説明された。

アルボーは楽語を説明する際、当時の教養ある人々が

知っていた言葉を用いて、踊りとどう結びつけるのか

分かりやすく説明している。これが本書の人気を博し

た理由のひとつではないか、と関根氏は説明された。

休憩をはさんで後半では、森 立子氏が「舞踊史にお

ける『オルケゾグラフィ』」と題して、後世に出版さ

れた舞踊関連の文献中に現れる著者アルボーについ

ての言及の様子や、舞踊史に関する記述で『オルケゾ

グラフィ』がどのように捉えられているのか、につい

て検討を試みた。今回は、フランス語圏の出版書に基

づいて考察されたが、アルボーの名前と書名は 18 世

紀後半まで言及され続けている一方で舞踏譜の考案

者としての評価は定着しなかったという。これにはア

ルボーの頃の舞踏を記述するという制約があったこ

 
2 『オルケゾグラフィ』の出版年として 1588 年説が

流布しているが、今谷氏は特許状許可年を根拠とした

この説に疑問を呈され 1589 年説を採用している。ち

なみに、訳書の底本は 1589 年版が使用されている。 
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とが反映しており、後に成立した舞踏譜との比較から

「未完成」とされたのではないか、という。石川弓子

氏は「16 世紀中頃〜17 世紀初頭の舞踏指南書の比較」

と題して、『オルケゾグラフィ』はこの時期の舞踏指

南書においていかなる位置を占めていたかを論じた。

アントニウス・アレナ『学友へ』 Ad suos 

compagnones(1531)、アントワーヌ・エムロー『踊り

の手ほどき』Instruction pour dancer(c1610)、バル

テレミー・ド・モンタギュ『舞踏称賛』 Louange de la 

danse(c1620)、フランソワ・ド・ローズ『舞踏礼賛』 

Apologie de la danse(1623)と『オルケゾグラフィ』

が取り上げられ、互いの影響関係にも言及しながら、

よく整理された記述内容の比較が興味深かった。16 

世紀の踊りについて論じたアレナ、アルボーと、エム

ロー以降の踊りの間にはすでに違いがあり、『踊りの

手ほどき』『舞踏称賛』『舞踏礼賛』の舞踏は世界的に

見てもまだ踊り方が解明されているとはいえないが、

17 世紀の舞踏の実態を示す重要な著作として今後さ

らに注目されていくであろう、という説明があった。 

これらの発表の後、全員による討議が行われた。司

会の上尾氏からの『オルケゾグラフィ』が想定してい

た読者層についての質問から始められたが、これには

登壇者から、この書が法曹職に就いていた著者の甥に

献呈されていることから、一般市民というより、ある

程度、社交の場で上流階層にふさわしい教養を求める

層が想定されているのではないか、という見解が示さ

れた。こうした教養が求められた背景には、貴族階級

が古代に倣って舞踏に関する教養を求めたというこ

と、そして社交に必要であったという複数の理由があ

ったのではないか、という今谷氏の発言もあった。そ

の後、17 世紀フランスの舞踏との関連性について、

いくつか興味深い発言があった。また、いったん忘れ

られた『オルケゾグラフィ』が復興する経緯について、

石川氏と森氏から紹介があった。さらに、『オルケゾ

グラフィ』の舞踏譜の解読と解釈は研究と実践の蓄積

から、現在は一定の型が定着して踊られているが、石

川氏はそれを見直す必要を提唱された。長時間にわた

り、多岐な問題が論じられて聴きごたえのあるラウン

ドテーブルであった。古典舞踏研究会原書講読会は、

すでに次の原典の翻訳に取り組まれているという。こ

の書に続き、いつの日か成果が公表されることを期待

したい。 
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