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2019年度日本音楽学会支部横断企画シンポジウム  2019年 12月 14日（土） 国立音楽大学 

周縁か中心か？―音楽史の中のベルギー           朝山奈津子（東日本支部） 

第 2回 ロマン主義とフェティス              asayaman@live.jp 

 

「ネーデルラント楽派」から「フランス=フランドル音楽」へ： 

「楽派」概念の成立と変容 

「フランス=フランドル音楽」という用語によって、作曲家たちの出自には 2 つの異なる言語圏があったことを明らかにすべきだ、というのであ

れば、この言葉にも大した意味はなかろう。かつての低地地方に 2 つの言語圏があったことは周知の事実であって、ことさら強調するまでも

ないからである。［中略］Niederlande, Low Countries, Netherlands, Pays-Bas、これらの言葉には長い伝統があり、一般的なあるいは各

分野の歴史記述の中で用いられている。［中略］いにしえの低地地方について語ることはできても、それは現在のオランダやベルギーやフ

ランスが彼らの国民意識に対して誉められたり貶されたりするわけではない。政治的・文化的統一はいまだかつて存在しないのであり、地

理的概念としての昔の低地地方は、今日せいぜいテレビの天気予報の筆頭に出てくるくらいなものだ。（Dunning 1997: 58-59） 

0．研究の主旨 

発表の目的 

・15-16世紀のポリフォニー音楽の作曲家を指す言葉「ネーデルラント楽派」=>「フランス=フランドル音楽」  

用語の変遷をたどる 

 

調査対象 

・1815-1914年のドイツ語圏の音楽雑誌のうち、RIPMおよびWiki Resourceに登録されている記事 

-検索ワード：niederland*、belgiesch*、Belgie*, flämis*（含 vlämis） 

-総数：294件（オランダの「音楽振興協会 Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst」に関連する記事 69件は対

象外） 

・Allen 1962および New Grove 2ndの”Historiography”の文献表に掲載されている音楽史書および音楽事典 

・20世紀後半に出版・改訂された主な音楽史書と音楽大事典  

 

調査結果の概要 

・15-16世紀のポリフォニー音楽の作曲家が「ネーデルラント人」が呼ばれるようになったのは、オランダ連合王国の成立

（1815）とベルギーの独立（1830）の歴史に関係する 

・用語の提唱は、キーゼヴェッターとフェティスがそれぞれ執筆した論文（1829）を契機とする。この用語に対する反論や代

案は当初からあった。 

・ドイツ語圏では 19世紀を通じ、ほぼ「ネーデルラント楽派」が用いられた。 

・P. H. Langによって「ブルゴーニュ楽派」、「フランス=フランドル楽派」が提唱されたのは 1939年。だが、その後も用語の

統一はなされず、議論が続いている。 

-ブルゴーニュ楽派 burgundisch/bourgogne/burgundy：概念としての有効性は、現在ではあまり認められていない 

-フランス=フランドル楽派 franko-flämisch/franco-flemish：賛否両論 

-ネーデルラント楽派 niederländisch/néerlandaise/netherlands：現在でも有効性を主張する声がある 

-フランドル楽派 flämisch/flamand/flemish：現在ではほとんど用いられない 

 

=>音楽史における「楽派」概念の機能とは何か？ 

=>音楽作品や作曲家を土地と結びつけて捉えることにどのような意義があるのか？ 

 

発表の概要 

1．提唱：キーゼヴェッター（1829）まで 

2．反響：音楽専門誌の記事から 

3．定着：19世紀の音楽史書から 

4．更新：ラング論文 

5．議論：20世紀の音楽事典から 

6．収束？：21世紀の音楽史書と音楽事典から  
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1．提唱 

1.1 キーゼヴェッターまで 

・同時代の資料 

-ティンクトーリス『対位法技法 Liber de arte contrapuncti』（1477） 

-グラレアヌス『ドデカコルドン Dodecachordon』（1547） 

-グイチャルディーニ『低地地方についての覚書 Descrittione …di tutti i Paesi Bassi』（1567） 

  ↓ 

・オケゲム以降、ジョスカンを中心を紹介 

-バーニー『古代から現在までの音楽の通史 A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period』（全 4 巻、1776-

89） 

-ホーキンズ『音楽の理論と実践の通史 A General History of the Science and Practice of Music』（全 5 巻、1776） 

  ↓ 

・オケゲムに先行するダンスタブル、デュファイ、バンショワに言及 

-フォルケル『音楽通史 Allgemeine Geschichte der Musik』（第 3 巻以降未刊、1788-1801） 

 

1.2 オランダ王立アカデミーの論文公募（1829）：キーゼヴェッターとフェティス 

1.2.1 公募の経緯と概要 

・経緯 

1815年：ネーデルラント連合王国 成立 

1825年：王立科学・文学・芸術研究所第四部門が論文を公募 

1826年：再募集（1828年 3月 1日〆）  

1830年：ベルギー王国の独立 

 

・課題：ネーデルラント人は、特に 14, 15, 16世紀に音楽の分野でどのような貢献を果たしたか。また、当時イタリアへ赴い

たネーデルラント人音楽家は、その直後の時代にイタリアで形成される楽派に対し、どのような影響を持ち得たか。 

 

・Kiesewetterが 1等賞、Fétisが 2等賞。1829年に合本として出版。 

 

1.2.2 キーゼヴェッター論文の概要 

・章立て：本文は課題に対してさらに独自に 4つの問題をたてて論述。第 4章ではネーデルラントの音楽家のリストを掲げ、

3つの時代に区分して叙述する。さらに補遺として 7節を巻末に設定。 

-第 1 章「ネーデルラント人は和声、いわゆる単純対位法の発明、あるいはその発展にどのように関与したか」 

Hucbald, Guido d’Arezzo, Franco von Cöln, Johann de Muris, Adan de le Hale, Francesco Landino Tinktris, Garnerius, Hycart, 

Franchinus Gafurius 

-第 2 章「ネーデルラント人に技巧的な、あるいは我々にとってはより新しい、いわゆる二重対位法の発明を帰しうるか」 

Pietro Aaron, Rota, Canon, Fuge, Burney, Zacconi, Tinktoris, Duray, Binchois, Dunstable, Busnois, Regis, Caron, Adrianus Petit 

Coclicus, Johannes Godendach, Franchinus Gafurius, “Summer is comen in” 

-第 3 章「ネーデルラント人には、芸術的な対位法の最初の実践的な導き手であった、という栄誉がふさわしいか」 

Ockeghem/Ockenheim, Josquin, Isaak, Gombert, Coclicus, Willaert, Busnois, Regis, Obrecht 

-第 4 章「ネーデルラント人はいつ、如何なる方法で、他の国々の芸術の発展、とりわけさまざまな地域で成立した楽派に影響を及ぼしたの

か」 オケゲムからラッソの死までを 3つの時代に区分：1450-1500, 1500-40, 1540-90 

 

・論文全体を通じて、さまざまな観点から「ネーデルラント人」の貢献を強調。 

[25] オケゲム以降、あらゆる技法はネーデルラント楽派を起点・通過点として広まっていくこととなった。Alles weiset darauf, dass seit 

Ockenheim alle Kunst aus und durch die niederländische Schule weiter vererbt werden ist. 

[25] 「フランス楽派」、フォルケル以外にこの概念を用いている著者はいない。[…] 15 世紀半ばには、この楽派の痕跡は失われ、世紀後

半になると、この楽派と初期の活動のあとも完全になくなってしまったのではないか。なぜなら、世紀末から 16 世紀前半に及んで、フラン

スで活躍した音楽家はみな、ネーデルラント人か、あるいはネーデルラント楽派に育てられたフランス人となっていたからである。von einer 

französische Schule […] Unser Forkel hat eine solche angenommen, von welcher, meines Wissens, kein Autor (selbst Bonner nicht, 

der sonst den Niederländern ihr Verdienst als Lehrer gern streitig macht) etwas gemeldet hat. […] Man erlaube mir, mich hierüber 

näher zu erklären. Nachbenannte vier Meister sind es, welche Forkel aus jener vermeynten französischen Schule ableitet: [Pierre de 

la Rue, Brumel, Mouton, Loyset] 

[27] ルイ XV世、あるいはピレネー戦争の頃まで、ピカルディ Picardie やボローニャ Bolonais もフランスの辺境州であったわけで、地理上の

「フランス」は当時まだ画定しなかった。しかしそれ故に、ネーデルラント人が活躍した時期を通じて「フランス系ネーデルラント」は存在しない
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し、従って「フランス系ネーデルランド人」も居ない。[…] sie vergessen in solchen Augenblicken, dass bis auf die Zeit K. LUDWIG XIV 

und eigentlich bis zu dem pyrenäischen Frieden, die Picardie und Bolonais auf dieser Seite die französischen Gränzprovinzen waren, 

über welche die Geographie Frankreichs damals nicht hinausrückte *); dass es mithin während der ganzen Dauer der 

niederländischen Künstlerperiode keine französischen Niederlande‚ daher auch keine französischen Niederländer gab. 

[75] イタリア人が続く世紀に音楽を洗練し、発展させ、完成の領域にまで高めてゆくことになるが、その音楽はそもそもネーデルラント人からも

たらされたものだったと言える。Man sieht also, dass die Italiener diejenige Musik, welche von ihnen, in den folgenden Jahrhunderten‚ 

veredelt und verschönert, auf den höchsten Grad der Vollkommenheit erhoben worden ist, ursprünglich den Niederländern 

verdanken. 

[78] （16-18 世紀に音楽の好みは大きく変化するが）現在の音楽も多くが対位法に負っており、その土壌を作ったのはネーデルラント人だっ

たのである。Wenn nach allem diesem klar einleuchtet‚ was unsere heutige Musik dem Contrapunkte verdanket, so ist damit zugleich 

ausgesprochen: wie viel die Welt den Niederländern für die von ihnen zuerst ausgebildete und uns überlieferte Kunst schuldig ist. 

 

 

1.2.3フェティス論文の概要 

・章立て：世紀ごと。 

-導入：Hucbalde, Francon, Adam de le Hale 

-第 1 部：14-15 世紀 Johannes Carthusinus, Guillaume Dufay, Hobrecht, Ockeghem, Tinctoris, Josquin des Pres, Louis Compére, 

Guillaume Crespel, Pierre de la Rue 

-第 2 部：16 世紀 Nic. Gombert, Jacques Arkadelt, Ben. Ducis, Richefort, Jcques Clement, Adrian Willaert, Cyprien Rore, Jean 

Mouton, Verdelo, Créquillon, Canis, Courtois, Hollander, Dussaulx, Claudein, Cornet, Verdonck, Orlando di Lasso, Rinaldo de 

Mele, Philippe Mons, Svvelinck, Berchem, Lecock et Autres, Van der Eycken, De Paep, Pierre Maillart, Hubert Waelrant, Anzelme 

van de Futte, Gogava etc. 

-結論：17 世紀における音楽の没落；18 世紀の音楽作品の作曲家たち 

 

・「ネーデルラント Neerlandais」、「ベルギーBelge」、「ゴール=ベルギーGallo-Belge」、「低地地方 Pays-Bas」を使い分け

つつ、「ベルギー」を強調 

[10, *] 公募課題となっているよりも前の時代を取り上げてもよければ、ベルギー生まれの宮廷楽人や吟遊詩人がフランスやプロヴァンスのそうし

た人々にけっしてひけを取らない、ということを示すことができたのだが。S'il m'était permis de m'étendre sur une époque antérieure à celle qui 

est fixée par le programme de concours, je ferais voir que les ménestrels ou poètes-musiciens nés en Belgique, n'ont cédé en rien à ceux 

de France et de Provence. 

[10] 以上が 13 世紀までのヨーロッパの音楽状況である。ネーデルラントないしゴール=ベルギーGallo-Belges の音楽家がその発展に大きな

貢献をしてきたことが充分に見て取れた。ではいよいよ、公募課題に掲げられた時代に入り、低地地方諸州の祝福の地と、この偉大な芸術

の進歩に多大な影響を与えた天才たちの所産に目を向けよう。Telle était la situation de la musique en Europe à la fin du treizième siècle. 

On a vu que long-temps auparavant les musiciens Neerlandais ou Gallo-Belges avaient déjà contribué puissamment à ses progrès; nous 

arrivons maintenant à l'époque, fixéepar le programme du concours, et nous verrons sortir, par la suite, des heureuses Provinces des 

Pays-Bas, des hommes de génie dont l'influence sera plus grande encore sur les progrès de ce bel art. 

[12] 14 世紀のベルギーとネーデルラントの作曲家については音楽史はほとんど何も教えてくれないが、1380 年頃に低地地方に称賛に値する

人物がいたことは、疑う余地がない。なぜなら、この国の音楽家たちの 15 世紀における卓越性から、この地で音楽が断絶なく前進していた

ことは明白だからだ。L'histoire ne nous apprend rien sur les compositeurs Belges et Neerlandais du quatorzième siècle; on ne peut douter 

cependant qu'il y ait eu des hommes recommandables sous ce rapport dans les Pays-Bas vers 1380, car la supériorité des maîtres de 

cette nation au quinzième siècle, prouve que la musique a dû y faire des progrès non interrompus. 

[23] ジョスカン・デプレがカンブレの生まれだというのが事実なら、彼をゴール=ベルギーの人とみても間違いではなさそうだ。現在フランス=フラン

ドルと呼ばれる地域は、これを一部としている低地地方と同様に長らく独立していたが、ブルゴーニュ公爵とフランドル伯爵が同盟して公国に

まとまり、ルイ 14 世が獲得して初めてフランスの一州に加えられたことを思い出そう。そのように獲得されたからと言って、それが起こる以前に生

まれた人物をフランス人と見なすことはできない。Quand il serait vrai que JOSQUIN DESPRÉS naquit à Cambray, on ne serait pas moins 

en droit de le considérer comme appartenant à la Gaule Belgique, car il ne faut pas oublier que la partie des Pays-Bas, qu'on nomme 

aujourd'hui la Flandre française, fut longtemps indépendante, comme le Pays dont elle est un démembrement, qu'elle fut ensuite réunie 

au duché de Bourgogne par l'alliance des Ducs avec les Comtes de Flandre, et qu'elle ne devint une province Française que lorsque 

LOUIS XIV en fit la conquête. Cette conquête ne peut donner le droit de considérer comme Français ceux qui étaient nés avant qu'elle 

se fit. 

 

=>K も F も「ネーデルラント」と「フランス」を峻別するが、Fはさらに、「ネーデルラント」のなかに「ベルギー」を区別する 

 

2．反響 

・K論文の目的 
[1] あらゆる音楽はイタリアからヨーロッパに広まった、イタリア人こそが芸術において他の諸民族の導き手 Lehrer であった、と子どもの頃から当

たり前のように思っているが、実は、イタリアもそれ以外の国々も、諸声部をひとつの調和した歌へと結びつける試みに関してはまだ貧しかった
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時代に、早くも高度に発展した対位法技法の楽曲を成し遂げていたのがネーデルラント人であったということを知れば、たいへんに驚くことだろ

う。Man wird von Jugend auf so sehr an die Vorstellung gewöhnt, alle Musik sey von Italiän aus über Europa verbreitet worden, und die 

Italiener die Lehrer der übrigen Völker in dieser Kunst gewesen, dass man auf eine sonderbare Art überrascht wird, wenn man 

irgendwo zum ersten Mal erfährt, dass es Niederländer waren, welche, zu einer Zeit, wo in Italien und in andern Ländern kaum noch 

schwache Versuche einer Verbindung mehrerer Stimmen zu einem harmonischen Gesang gewagt Wurden, mit Werken einer schon 

sehr hoch getriebenen contrapunktischen Kunst auftraten; […] 

 

2.1「先駆者としてのネーデルラント人」をめぐって 

2.1.1 音楽専門誌の反応 

（1830BAMZ229） K論文書評 

[229] （要約）長らくドイツ人の先達はイタリア人だと考えられてきたが、K 氏はそれが実はネーデルラント人であることを明らかにした。Man hat 

bisher meist die Italiener für die ersten Lehrer und Meister in der Tokunst gehalten, und darüber die ausgezeichneten Verdienste der 

ältern Niederländer vergessen. Herr K. zeigt uns mit entschiednem Erfolge, dass die neue kunstvollere Musik von den Niederländern 

ausgegangen sei, ja dass sie die berühmtesten Künstler und Lehrer fast anderthalbhundert Jahre besessen und die Italiener lange Zeit 

mit Eifer und Bewunderung von ihnen gelernt haben. 

（1832AMZ773, C. W. Fink） Friedrich Rochlitz, Für Freude der Tonkunst. Vierter Band. Leipzig: Carl Cnobloch. 1832 書評 

[777] 我々は急速に前進している。ネーデルラント人がとりわけイタリア人の前任者であり教師であるとことがようやく実証されようとしている。気

の利く者はさらに、この退け得ない結論をつとめて広めるだろう。 

（1843NZfM45, Albert Schiffner） F. Brendel, musikalische Vorlesungen 書評 

[46]ブレンデルはすぐにローマへと話題を移してしまう。たしかに彼の地は、ドイツほど直接でないとしても、ネーデルラントで引きちぎられた糸が

再び結びつく場所ではある。（この考えは筆者と完全には一致しない。筆者自身の考えでは、1520 年頃までのドイツはネーデルラントに対して

後れを取っていたわけではなく、むしろ比肩していた。その後、多くのネーデルラント人がドイツの礼拝堂で雇用されると、ネットワークが形成され

ていった。）[…] über die in Spanien wie zufällig erstandenen Meister Morales und Vittoria (es haben aber Enzina und Ortiz sich kaum 

minder rühmlich gezeigt) ging Br. sogleich nach Rom über, welches zwar minder unmittelbar als Deutschland den in den Niederlanden 

gerissenen Faden wieder aufgenommen habe. (Diese Darstellung stimmt nicht völlig mit meiner Ansicht, nach welcher vielmehr bis 

etwa zum J.1520 Deutschland neben, nicht hinter den Niederlanden einhergegangen, erst dann durch Berufung vieler Niederländer in 

die deutschen Capellenin ein Filialver hältniß gekommen ist.) 

（以下、要約）Kiesewetter によれば、すべての楽派の始まりは Ockeghem（ただし筆者は、K氏が名前を挙げている人物たち、各楽派の創

始者がすべて Ockeghemに結びつくとは到底思われない。）［中略］ネーデルラント人はやがてイタリアに音楽的覇権を譲る。その音楽はロー

マや、バッハとヘンデルに至る時代にとっての鍵となっている（？）。［中略］ネーデルラントとローマの音楽は、個々の作品ではなく、作品の総

体、時代の全体的な性格を追求すべき。ドラマ性とは対照的な叙事性の様式であり、バッハとヘンデルにも通じている（??） 

（1844Caecilia258, Anton Schmid） 作曲家を紹介する連載の 1記事。これまでの歴史記述における人名の混同について整理 

[260]アルノルト・ブルックはネーデルラントの優れた音楽家のひとりである。彼らは 15 世紀から 16 世紀にかけてヨーロッパ各地で活躍し、ドイ

ツ人と手を取り合って藝術を賛美し導いた。Arnold de Prug, auch Arnoldus Flandrus, oder häufiger Arnoldus de Bruck (Brucq), von den 

Italienern Arnoldo de Ponte (a), oder glattweg Arnoldo genannt, ist Einer von jenen niderländischen Künstlern, die gegen das Ende des 

15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts an den Höfen Europa's als tüchtige Chor-Regenten, Comonisten und Sänger ihr Glück 

machten, und Hand in Hand mit den Deutschen die Kunst verherrlichen halfen. 

 

2.1.2 ネーデルラントとイタリアに対する先入観 

Hawkins, 1776, Chap. LXXII 

[reprint 1875: 333] ドイツ人、おそらくスイスの一部の人々もそこに加えてよいだろうが、彼らが実践的な［訳註：器楽の］作曲技法を洗練させ

た最初の人だった、ということはすでに述べた。とするならば、声楽のコンチェルトが低地地方、あるいはむしろフランドル地方で興隆した、とい

う疑いの余地のある見解をも認めざるを得ないように思えてくる。フランドルは、16 世紀半ば頃にはドイツ皇帝の支配下にあった。このことが根

拠になるだろう。スペイン王の位には、前世紀、アメリカを征服したことによる富と権力がもたらされていた。カール V世はスペイン王にしてドイツ

皇帝であり、商売と取引に長けた低地地方の民の気質を愛していた。ブリュッセルに自身の居城と宮廷を構えたばかりでなく、交易を奨励

し、彼の収入の相当量が、とりわけこの地に集められ、ヨーロッパ全体を巡った末の銀行となった。It has already been related that the 

Germans, to whom may be added the inhabitants of the several parts of Switzerland, were among the first that cultivated the art of 

practical composition ; when this is recollected, it may induce an acquiescence in an opinion which otherwise might admit of a doubt, 

namely, that vocal concerts had their rise in the Low Countries, or rather in those parts of Flanders, which about the middle of the 

sixteenth century were under the dominion of the emperor of Germany. The fact is thus to be accounted for; the crown of Spain had 

received a great accession of wealth and power by its conquests in America in the preceding century: and Charles V. king of Spain and 

emperor of Germany, favouring the disposition of the inhabitants of the Low Countries, which led them to trade and merchandise, not 

only made the city of Brussels the place of residence for himself and his court, but by the encouragement he gave to traffic, and other 

moans, so ordered it, that a considerable portion of his revenues centered in this part of his dominions as a bank from whence it was 

circulated through all Europe. 
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Burney, 1776, II  

[448] ルドヴィーコ・グイチャルディーニとデュボス師に基づいて、対位法の和声はネーデルラントで最初に発展した、としばしば主張されてきた。

しかし私は、音楽史にとって重要な事実を確かめるため、オーストリアとフランスの支配下にある主要都市をわざわざ訪問したが、そこの人々

には、議論に決め手となるような過去の作品例を見出すことがまったくできなかった。実のところ、私は L. グイチャルディーニとデュボス師の証

言を疑わしいものと見なしている。It has been frequently asserted, upon the authority of Ludovico Guicciardini, and the Abbé du Bos, that 

Figurative Harmony was invented and first cultivated in the Netherlands; but though I purposely visited the chief cities there, both in 

the Austrian and French dominions, in order to ascertain a fact so important to the History of Music, the inhabitants were never able to 

furnish such examples of early composition as will put the matter out of dispute. And to confess the truth, I have always regarded the 

testimony of L. Guicciardini and the Abbé du Bos as alike suspicious. 

 

[584] 芸術はすべて、成功した商取引の成果といわないまでも、その副産物だったようにみえる。芸術は概して、現代の尊敬すべき歴史家

が描き出したのと同じコースをたどったと考えられるようになっている。つまり、商業と同じように、需要に応じて、まずイタリアに登場し、次いでハ

ンザ都市、やがてネーデルラントへも現れた、ということだ。さらに移住も起こり、16 世紀を通じて、商業が広まったときに、芸術が育ち、花開

き、熟し、その影響を四方へ、ヨーロッパの隅々へ放ったのではなかろうか。この考えを証明しようとするなら、中世の教会音楽が教皇の礼拝

堂やローマの宮廷から始まったことを思い起こせばよい。対位法はそこで用いられて洗練され、やがてハンザ都市へと運ばれ、ネーデルラント

へ至った。そこは貿易による富が洗練への意欲と余裕を促す場所であった。16 世紀の半ば頃までには、交通と新しい印刷技術が導いた総

合的な交流によって、イタリアと低地地方で生み出されてきたあらゆる進歩が調和しながらヨーロッパの他の地域に伝えられた。各地域の

人々は、刺激されてそれを受け入れ、模倣するだけでなく、独自の発明と洗練を加えてそれを改良し完成させていった。All the arts seem to 

have been the companions, if not the produce, of successful commerce; and they will, in general, be found to have pursued the same 

course, which an admirable modern Historian has so well delineated (q): that is, like Commerce, they will be found, upon enquiry, to 

have appeared first in Italy; then in the Hanseatic towns; next in the Netherlands; and by transplantation, during the sixteenth Century, 

when commerce became general, to have grown, flourished, matured, and diffused their influence, in every part of Europe. If this were 

a place to illustrate such an idea, it would be easy to shew, that Ecclesiastical Music in the middle ages, was all derived from the Papal 

Chapel, and Court of Rome; that Counterpoint was first cultivated for their use; that it travelled thence to the Hanseatic towns, and the 

Netherlands, where the affluence, which flowed from successful commerce, afforded encouragement and leisure for its cultivation; till 

about the middle of the sixteenth Century, when, by the general intercourse which traffic and the new art of printing introduced, all the 

improvements in harmony, which had been made in Italy and the Low Countries, were communicated to every other part of Europe; 

which not only stimulated the natives to adopt and imitate them, but to improve and render them more perfect, by their own Inventions 

and Refinements. 

 

Forkel, 1801, II 

[480] 音楽理論にネーデルラント人が早くから通じていたことは、L. グイチャルディーニの『低地地方についての覚書』に見て取れる。このな

かで、ベルギー人は音楽の真の元祖と呼ばれる。彼らが音楽を再び興し、高度なレベルで完成させたのだ。Am meisten wird aber die 

frühe Ausbildung der Niederländer in den musikalischen Wissenschaften in der Descrizione di tutti i Paesi bassi von Ludov. 

Guicciardini bestätigt. Hier werden die Belgier die wahren Patriarchen der Musik genannt, die sie wieder hergestellt und zu einem 

hohen Grade von Vollkommenheit gebracht haben. 

 

[668] イタリア人はこの頃、対位法の発展と普及にほとんど貢献していなかった。Italien scheint um diese Zeit an der Ausbildung und 

Verbreitung des Contrapuncts wenig Antheil genommen zu haben. 

 

 

2.2 「ネーデルラント」のラベリングをめぐって 

（1835NZfM113, Joseph Mainzer） 演奏家紹介に続けて、K論文による 15世紀の音楽史に言及 

［Ricciaforte, Elziarius, Carpentras, Lemeistre, Willaert, Bruges, Goudeimel, Cyprian Rore, Lasso に言及した後］芸術史上、ベルギー

人の名前は新しくはない。キーゼヴェッターとフェティスはネーデルラントの作曲家の歴史として述べたが、ベルギー人は 15-16 世紀において

フランス、ドイツ、イタリアの音楽の発展に影響を与えた。[113] der Name Belgiens in der Kunstgeschichte ist nicht neu, und Kiesewetter 

und Fetis haben in ihrer Geschichte der niederländischen Componisten bewiesen, welchen Einfluß die Belgier auf die musikalische 

Bildung Frankreichs, Deutschlands und Italiens in dem 15. und 16. Jahrhundert ausgeübt. 

（1844AWMZ419, Gennaro） A. Gaussoin, „Belgische Tonkünstler im 14. Und 15. Jahrhundert [Historischer Überblick über die 

Entwicklung der flämischen Musik]“, in la belgique musical 
（要約）著者［Gaussoin］の挙げる 12 名の作曲家の中で、フランドルの出身者はせいぜい 2 名。これらは厳密には「ワロン音楽」だが、狭い

愛郷心を発揮すべきではない。一地方の名誉は全体の名誉。 
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2.3 過去の栄光としてのネーデルラント楽派 

（1838NZfM52, C. F. Becker） 

[52]（要約）近年は、過去のネーデルラントの教会音楽研究が新たな分野として注目されている。しかし、ネーデルラントの教会音楽はかつて

の栄光は見る影もなく衰退し、不毛の地と化している。 Welche große Verdienste sich vor Jahrhunderten die Niederländer um die 

Tonkunst erworben hatten, ist durch neuere Untersuchungen genügend dargethan worden. Doch so kräftig und schon die Kunst einst 

dort emporgeblüht war und solche liebliche Früchte sie auch trug, daß alle gebildeten Nationen sich beeilten, diese zu brechen und zu 

genießen, so nahte auch, was fast unglaublich scheint, ihr Verfall heran. Immer tiefer sank sie herab, ja man möchte vermuthen, sie 

habe nie dort verweilt, nicht in jenem Lande ihre Wiege gefunden. Fremde Künstler eigneten sich die Stellen der Einheimischen an, 

brachten fremdartige, ungewohnte, syrenengleiche Klänge dahin, und der dem vaterländischen Boden entsprossene, sonst so 

blütenreiche Baum stand nun verdorrt und blätterlos. 

（1852RMZ914）  

[914] 音楽史上、最高潮に達した国が僅かのあいだに力を失うとは、きわめて不思議な現象である。［中略］その功績は［中略］明白で、近

年再び認められるところとなっているが、そのためには自らの業績の過大評価にすら転じている。［中略］ともかく、音楽の女神はいまやネーデ

ルラントを去った。200 年にわたって、それ以外についてはきわめて豊かな地域は、音楽的な成果を何も残せなかった。ばかりか更に悪いこと

に、外国の餌食となった。それも、彼らの由来であるところのドイツ人の国ではなく、フランス人の国の、である。  Es ist eine der 

merkwürdigsten Erscheinungen in der Geschichte der Musik, dass bei einer Nation, bei welcher die Tonkunst eine solche Höhe erreicht 

hatte, dass sie die Lehrerin anderer Völker wurde, die Liebe zu derselben und die Productionsfähigkeit für sie plötzlich so herabsank 

und erschlaffte, dass auch rein gar nichts von der ehemaligen Grösse übrig blieb und die Armuth so drückend wurde, dass dasselbe 

Land, welches seinen künstlerischen Reichthum sonst nach fremden Ländern getragen hatte, von den Fremden borgen musste, um 

daheim der Kunst wenigstens ein Scheinleben zu fristen. So erging es den Niederländern; fast zwei Jahrhunderte lang, im fünfzehnten 

und sechszehnten, stand ihre Kunstschule zuerst als bahnbrechende und dann als herrschende unter allen Nationen obenan, und die 

Verdienste, welche diese Schule, die Schule der harmonischen Verstandesmusik, der speculativen [915] kontrapunktischen Kunst, um 

die Musik überhaupt sich erwarb, sind ganz unzweifelhaft, was denn auch neuerdings wieder sogar in einer Weise anerkannt wird, 

welche in Überschätzung ihrer Leistungen umschlägt. […] So schied denn die Muse der Tonkunst aus den Niederlanden und zwwei 

Jahrhunderte lang bnrachten diese in anderer Hinsicht so reichen Provinzen nichts von musikalischen Erzeugnissen hervor; ja, was 

noch schlimmer war, sie wurden eine Beute des Auslandes, und nicht etwa der grössern Nation ihres eigenen Stammes, der Deutschen, 

sonder der Franzosen. 

 

・ブームの契機：「ネーデルラント楽派」についての記事は 1830-40年代に集中（10/12件） 

・驚嘆と拒絶：「ネーデルラント楽派」がイタリアのルネサンス音楽に先行して対位法技法を発展させたことは、 

フォルケルが『通史』で明確に述べているが、19世紀初頭にはまだ一般に広まっていない。 

・不信感：「ネーデルラント楽派」の業績は、19世紀当時の低地地方の状況と大きな違いがあった。 

=>「過去の栄光」と揶揄する論調がしばしば見られる。 

・名称を巡る議論：「ネーデルラント楽派」は本来は、フランドル、ワロン、ベルギーである、という指摘。 

=>ドイツではこの議論はほとんど発展をみなかった。 

 

3．定着 

3.1 Kiesewetter 1834 

-章立てに「Epoch」を採用：デュファイの時代（1380-1450）、オケゲムの時代（1450-1480）、ジョスカンの時代（1480-

1520）、ヴィラールトの時代（1520-1560）、パレストリーナの時代（1560-1600） 

-デュファイの時代を「古ネーデルラント楽派」、オケゲムを「第 2期」 
 

3.2 Brendel 1852; 6/1878 

-キーゼヴェッターの主張をほぼ全面的に受け入れる 

-ネーデルラント人を「ひとつの民族」と呼び、その業績を当時の国力と結びつける。 

 

[21] 我々は音楽に関して、一つの民族が大きく、力強く現れるのを見る。それこそ、1 世紀を超えてヨーロッパにおける音楽の絶対的な覇権

を謳歌する。前述の理論家たちの師匠は、ネーデルラントにその起源を持っている。そこは、莫大な富をもち、手工業や織物、商取引、海

運、優れた自治によって栄え、生活の物質的豊かさに身を任せることのできたところである。[…] wir sehen jetzt ein V o l k, was 

musikalische Kunst betrifft, gross und gewaltig auftreten, so sehr, dass dasselbe weit über ein Jahrhundert hinaus sich der 

unbedingtesten musikalischen Herrschaft in Europa erfreute. Die Lehren der früher genannten Theoretiker hatten zunächst Eingang 

und heimischen Boden bei den Niederländern gefunden, einem Volke, das bei seiner ausserordentlichen Wohlhabenheit, blühend 

durch Manufacturen und Gewerbe, Handel, Schifffahrt und tüchtiges Gemeinwesen, einer materiellen Behaglichkeit des Daseins 

sich überlassen konnte. 
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[23] オケゲムの楽派によって、芸術があらゆる国へ移植された。キーゼヴェッターの記述によれば、オケゲムがその後の時代のすべての楽

派の元祖であることが系統樹のように辿れるという。Durch Ockenheim's Schule wurde die Kunst in alle Länder verpflanzt, und nach 

einer Bemerkung Kiesewetter ' s soll sich genealogisch nachweisen lassen, dass Ockenheim der Stammvater aller Schulen der 

späteren Zeit gewesen ist. 

 

3.3 Ambros 1862-68, III（1868） 

-「ネーデルラントの没落」：17世紀以降、この地域では音楽的な創造力が枯渇した、とみる。 

[324] 彼［フィリップ・ダ・モンテ］はベルギー楽派の最後の光を投げかける音楽家のひとりである。Er ist einer der Meister, welche auf die 

belgische Schule ein letztes glänzendes Licht werfen. 

[362] オルランドをもってネーデルラント音楽は完成した。それはまた、ネーデルラント人が舞台から突然退場してしまった、という意味でも、完

結なのであった。［中略］こうした現象を説明するのに、「ネーデルラントの没落」の時代の戦争や、宗教的混乱などが挙げられる。しかし、

戦争や混乱のまっただなかで、ネーデルラントの絵画芸術は独特のまったく新しい、まばゆいばかりの花を咲かせ続けたのではなかったか。

17 世紀ネーデルラントの画家たちが歓談の場面に巧く描き出してくれているように、音楽、歌、家庭音楽などの楽しみは途切れなかったの

だろうか。そして、まさに当時はドイツもイタリアも混乱と苦境にあったのではなかったか。 

 あたかも、それぞれの芸術についてそれぞれの民族にある一定の量の才能が予め割り当てられているかのようだ。それが正しいなら、休

閑の時代、あるいは、芸術の日陰の余生は突然に訪れ、それまで支配的だった時代の生命力に対して、芸術の力の喪失が余計に際立

つことになる。In Orlando war die niederländische Tonkunst vollendet — aber auch in dem Sinne vollendet, dass die Niederländer 

plötzlich vom Schauplatze abtreten. Orlando's Söhne, Lambert de Sayve, Alain Gaucquier, Carl Luython und Andere, die wir schon 

genannt. Man hat zur Erklärung dieser Erscheinung auf die Kriege zur Zeit des „Abfalls der Niederlande", auf die religiösen Wirren 

u. s. w. hingewiesen. Aber erlebte nicht mitten in diesen Kriegen und Wirren die Malerkunst der Niederländer eine herrliche, ganz 

neue und eigenthümliche Blüte? Dauerte nicht die Freude an Musik, an Gesang, an Hausconcerten u. s. w. fort, wie uns die 

reizenden Conversationsbilder der niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts zur Genüge zeigen? Setzte es nicht eben damals 

auch in Deutschland, in Italien Wirrsal und Bedrängniss genug? 

Fast scheint es als sei den einzelnen Völkern in den einzelnen Künsten ein gewisses quantitatives Maass Talent in vorhinein 

zugemessen. Ist dieses aufgebraucht, so tritt plötzlich eine Zeit des Brachliegens, höchstens ein schattenhaftes Nachleben der Kunst 

ein, dessen Ohnmacht dann gegen die Lebenskraft der vorübergegangenen herrlichen Zeit doppelt absticht. 

 

3.4 Fétis 1869-76, V（1876） 

-belge, flamand, Flandre française, hollandaise を使用（néerlandaiseはない） 

-可能な限りベルギー人として叙述。 

[320] これから述べる 3 人の巨匠とは、まずデュファイとバンショワ、最初のこの 2 人はベルギー人である。3 人目のダンスタプルは、バーニ

ーの通史によれば、スコットランド生まれである。Des trois maîtres que nous avons mentionnés, les deux premiers, Guillaume Dufay et 

Gilles ou Égide Binchois, étaient Belges; le troisième, Jean Dunstaple ou de Dunstaple, comme l'appelle l'historien Burney, était né 

en Écosse. 

[322] 伝記事項にこだわる理由は、音楽史において多くの重要な論点が密接に結びついているからだ。すなわち、これから詳述するベルギ

ー人音楽家、その大楽派がどこからきたのか、記譜法の変化、15 世紀の有能なフランス人音楽家による一楽派の存在。キーゼヴェッタ

ーはいつもこれをかならず却下するが、真実であることを示そう。Si nous insistons ici sur cette question de biographie , c'est que 

plusieurs points importants de l'histoire de la musique s'y rattachent intimement, à savoir : l'origine de la grande école de 

compositeurs belges, dont nous  aurons à parler longuement; la transformation de la notation; enfin, l'existence d'une école d'habiles 

musiciens français au quinzième siècle, niée systématiquement par Kiesewetter et dont nous démontrerons la réalité. 

[335-336] （デュファイ、バンショワ、ダンスタブルに続いて、オケゲム、ジョスカン、オブレヒトを第 2 世代とみなしたのち）これらの音楽家は、フ

ランス人もわずかにいるが、それを例外とすれば全員、ベルギー人であることは無視できないはずだ。Il n'est pas moins remarquable qu'à 

l'exception de quelques Français, tous furent Belges. 

 

3.5 RiemannMusik-Lexikon 1882 

-Josquin, Willaertは立項。いずれも Niederländer 

 

[Niederländer (Niederländische Schule)]ネーデルラント人（ネーデルラント楽派） マース河およびスヘルデ河流域の地方で生まれた一連

の対位法の大家を総括してこう呼ぶ。［中略］1600-1700 年のイタリア、その後のドイツと同じく、1450-1600 年はネーデルラントこそが音楽

界で尊敬され、傑作や偉大な音楽家さえも（楽長として）輩出した。Niederländer (niederländische Schule) nennt man summarisch jene 

stattliche Reihe von Meistern des Kontrapunkts, welche, in dem Land an de Maas und Schelde geboren, eine Kunst, die sie beinahe 

erst geschaffen, jedenfalls zuerst in einiger Vollkommenheit [mit technischer Meisterschaft] ausgeübt [(vgl. jedoch Englische 

Schule)], schnell zu einer Blüte brachten, von der wir noch heute staunend stehen, wie vor den gotischen Domen des Mittelalters. 

Wie 1600 bis 1700 Italien und seitdem Deutschland, so waren 1450 bis 1600 die Niederlande das Land, auf welches die 

musikalische Welt bewundernd sah, von dem sie die Meisterwerke und die Meister selbst (als Kapellmeister u.a.) erhielt. 

 

3.6 Grove Dictionary of Music and Musicians (A.D. 1450-1883)（1883） 

-Netherland schoolは立項されていない。 
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-Josquin, Ochkenheimは立項され、The Netherland schoolの音楽家とされる。いっぽう、Obrechtは出身地や楽派に

ついて言及されない。 

-Dufay, Danstable は立項されていない 

 

3.7 Alfred Orel, 1924, „Die mehrstimmige geistliche (katholische) Musik von 1430-1600,“ in Handbuch der 

Musikgeschichte, hrsg. von Guido Adler, Bd. I, S. 295-357. 

-3区分を維持。一貫して「Niederländische Schule」とする。 

-作曲家の出身地に言及はするが、そのナショナリティは議論のテーマとはならない 

 

5.1 Moser 1935, Musiklexikon（2/1943） 

-Niederländische Musik と Vlämische Musik を立項。それぞれ、いわゆるオランダとベルギーを指す。 

 

[Niederländische Musik] ネーデルラント音楽：1425-1575 年頃に栄えた（南部の）フランドル音楽にたいして、きわめて乏しいとされている

（北部の）オランダの音楽を区別する場合の呼び名。宗教や国の成り立ち、民族誌的な情報の不足から、そうした区別もやむを得ない。

15 世紀の音楽家の中では、1450年以降に Berdn op Zoom で生まれたオブレヒト、16 世紀初頭にはクレメンス・ノン・パパが北方人とし

て確認できる。Niederländische Musik: Will man von der (Süd-) *Vlämischen Musik, deren Blüte von etwa 1425 bis 1575 reicht, die 

sehr viel spärlicher bedachte (Nord-) Holländische abgrenzen, was gewiß konfessionell und staatlich, schwächer volkskundlich 

gerechtfertigt wäre, so ist von den Meistern des 15. Jhs. Höchstens der nach 1450 zu Berdn op Zoom geb. J. Obrecht der Nordhälfte 

zuweisbar und aus dem frühen 16. Clemens non papa. [..] 

 

[Vlämische Musik] フランドル音楽：（プロテスタントの北部のネーデルラント音楽とは異なるものとしての）ベルギーおよび北フランスのゲルマ

ン系カトリック住民の音楽。中心都市はアントヴェルペンとブリュッヘ。最も古い遺産としては Croeser von Berhen の歌の旋律、また 16 世

紀の民謡集も部分的には古い時代に遡る。高度なポリフォニー技法はフランドルにおいて、フランス=イタリアのアルス・ノヴァ、イングランド

のダンスタブル楽派以降、もっとも誇るべき精華を生んだ。Vlämische Musik: die (hier von der *Niederländischen Mus. des protestant. 

Nordens geschiedene) Tonkunst des in Belgien u. einem Teil Nordfrankreichs siedelnden kath. Germanenstamms mit den 

Hauptstädten Antwerpen und Brügge. Frühestes Musikdenkmal sind wohl die Liedweisen des Croeser von Berghen (14. Jh., J. Wolf 

i Kongr. – Ber. Basel 1924); auch die Volksliedsammlungen des 16. Jhs (s. Souterliedekens, *Susatos Muziekboexken hg. Von Fl. 

Van Deyse) reichen z. T. weiter zurück als die hohe Kunst der Polyphonie, die in Vlander nach der franz-ital. *Ars nova und der 

engl. Dunstaple-Schule ihr stolzeste Blüte erlebte. 
 

4．更新：ブルゴーニュ楽派、フランドル楽派、フランス=フランドル楽派 

Paul Henry Lang, 1939, "The So-Called Netherlands Schools," in The Musical Quarterly 25 (1), S. 48-59. 

・「ネーデルラント」の意味範囲 

-フランス・ゴシックの音楽がゲルマンの地に引き継がれて発展した、という印象を与えかねないが、14-15世紀の

「Netherlands」は「低地地方」を意味する純粋に地理的な用語。政治的な意味や民族主義的な含蓄を読み取るの

は誤解。 

-ブルゴーニュ公国においてはフランス文化の気配がはっきりと強く、ゲルマン=フランドル文化は主流ではなかった。 

-15世紀には「低地地方」や「ネーデルラント」という言葉はほとんど用いられていない。「ブルゴーニュ」ですらごく稀。 

-ブルゴーニュがフランスに回収されたのち、ラテンとゲルマンの違いが強調されるようになる。ブラーバント、フランドル、ホ

ラント、ゼーラントがゲルマン、エノーとナミュールはロマンス。このうち、エノーが「ネーデルラント楽派」をもっとも多く輩出

している。 

-16世紀には、地理的・政治的な意味で「ネーデルラント」が用いられるようになるが、その住民を「ネーデルラント人」とは

称さない。シンプルに「ゲルマン人」とされ、ロマンスかゲルマンかという人種的・言語的な違いは問題にならなかった。 

 

・3つの時代区分 

-「ネーデルラント楽派第 1期」→「ブルゴーニュ楽派」：デュファイら。人種的・国家的（ナショナル）なラベルではなく、文

化上の作曲家群としてこのように呼ぶべき 

-「ネーデルラント楽派第 2期」→「フランドル楽派」：オケゲム、ジョスカンら。 

-「ネーデルラント楽派第 3期」→「フランス=フランドル楽派」：フェヴァン、カルパントラ、ムートンら。フランドル人だけでなく

フランス人も加わるが、厳密に年代と国に即した区分は不可能。イタリア、ドイツとも人と音楽の興隆があった。 

=>・Lang（1941）Music in Western Civilization（ラング 1975酒井諄・谷村晃・馬淵卯三郎訳）もこの論文の主張に基

づいて書かれている。 
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5．議論 

5.2 Larousse de la musique 1957 

-Belgique, Flamand, Pays-Bas を立項。執筆はすべて Charles Van den Borrenによる。 

 

[Flamand] (Ch. V. den B.) ［ルネサンスの間、差異のよく判らない外国人はフランドル地方についてでたらめな用語をしていた。］19 世紀に

起こった「フランドル楽派」という考えも、それと大差はない。しかしまさに、全体を指すのに部分をとっているのである。そのように考えると、16

世紀にドイツでよく用いられた「ネーデルラント人」とは、グイチャルディーニが記述した当時の低地地方 Paesi Bassi を構成する地域を指して

おり、ベルギー、オランダ、北西フランス出身の芸術家について述べるには、「フランドル」よりはるかに曖昧でない。A la Renaissance, les 

étrangers, qui ignoraient toutes ces distinctions, usent couramment du mot flamand (fiammingo en italien, flamenco ou de Glandes 

en espagnol) pour qualifier les musiciens très nombreux qui avaient émigré et pris du service dans leur pays, sans faire aucune 

différence entre ceux qui provenaient de localités flamandes (Anvers, Gand, Bruges, etc.) […]. De là à concevoir, comme on l'a fait 

au  s., l'idée d'une « école musicale flamande », il n'y a qu'un pas. Mais c'est là prendre la partie pour le tout. A cet égard, le terme 

Néerlandais (Niederlender), fréquemment utilisé en Allemagne, au XVI s., en rapport avec le territoire que formaient alors les Paesi 

Bassi, illustrés par Guichardin, était beaucoup moins équivoque que Flamand, pour qualifier les artistes originaires de la Belgique, 

de la Hollande et du nord-ouest de la France. 

 

[Pay-Bas] (Ch. V. den B.) 音楽的な観点からは、19 世紀以来、「ネーデルラント楽派」という言葉で、15-16 世紀低地地方の特別に優れ

た音楽の潮流を表した。これは便利で、一般に受け入れられている習慣ではあるが、言葉どおりに受けとるのは適切でない。なぜなら、当

時においてさえ、この楽派の代表者たちが傑出した人物だと認められていたとしても、外的な影響に晒されるので、創作の技術や理念の

中で祖国の特徴的な影響力として解釈されうるものを特定するのは困難だからである。Du point de vue musical, ou se sert, depuis le 

XIXe s., de l'expression "école néerlandais" pour qualifier le mouvement musical particulièrement brillant dont les Pays-Bas ont été 

le théâtre au XVe et au XVIe s. C'est là une convention commode et généralement admise; mais il ne sied toutefois pas de la prendre 

trop à la lettre, car, même à l'époque — les confins du XVe et XVIe s. — on les représentants de cette école passent chez leurs 

contemporains pour les maîtres de l'heure, ils sont soumis à de telles influences du dehors qu'il est fort malaisé de déterminer avec 

précision ce qui, dans la technique et dans l'esprit de leur production, peut être interprété comme émanation caractéristique du sol 

natal.  

 

5.3 Riemann-Lexikon, 12th（1967） 

-「フランス=フランドル音楽」を巡って正反対の見解が提出されている 

 
[Burgundische Musik] (Suzanne Clercx-Lejune) Ch. Van den Borren はこの用語を採用するにあたり、この時代を「イタリア=ブルゴーニュ」

の時代と呼んでイタリアと結びつけるようなニュアンスを加えた概念とした。後年ベッセラーは、初期の考えを改め、「ワロン」、とくにエノー出

身の 15 世紀の音楽家に目を向けた。しかし、複数の音楽的拠点と関係を結んだこの楽派をうまく表す語が見つけられず、昔の「ネーデ

ルラント楽派」という呼び名に立ち戻り、「ブルゴーニュ音楽」は 15 世紀の宮廷のシャンソンに限定して用いた。Ch. Van den Borren 

übernahm den Terminus, nuancierte jedoch den Begriff, indem er vorschlug (Geschiedenis van de muyiek…I, S. 69 ff.), dieses 

Zeitalter „italo-burgundisch“ zu nennen, um Italien mit einzubeziehen. Später revidierte Besseler seine frühere Auffassung und 

berücksichtige den Anteil der „wallonischen“ und besonders der aus dem Hennegau stammenden Musiker des 15. Jh. (Bourdon und 

Fauxbourdon, S. 193ff.); da er keinen akäquaten Terminus fand, um eine Schule zu bezeichnen, die mehrere Musikzentren 

umschließt, kommt er auf die alte Bezeichnung „Niederländische Schule“ zurück und behält lediglich für die höfische Chanson des 

15. Jh. die Bezeichnung für die höfische Chanson des 15. Jh. die Bezeichnung „Burgundische Musik“ bei. 

 

[Niederländische Musik] (Heinrich Besseler) この言葉は、フランドル=ワロン=フランスの人々が住む歴史的な「低地地方」の遺産、という

ロマン主義的な意味で受けとられた。14-16 世紀の当地の音楽家の貢献についてを課題とした懸賞が 1824 年に行われ、キーセヴェッ

ターとフェティスがこれに応じた。そのさいキーゼヴェッターは、当地がフランスに属さないこと、1659 にはじめてフランスに征服されたことを示

した。音楽家はアルス・ノヴァの伝統の意味では、フランス人ではなかった。「フランス=フランドル」という呼び方も出来るが、「ネーデルラン

ト」のほうが適切である。なぜなら、いつの間にか「オランダ」＋「ベルギー」に押しのけられた「ネーデルラント」という言葉はこんにち、古い政

治的統一体をもっとも端的に表しているからである。その歴史についてはすでに Fr. シラーが研究している。Für die ältere Zeit ist die 

Bezeichnung mißverständlich, weil nicht das heutige Holland allein gemeint ist, sondern das Königreich der Vereinigten 

Niederlande 1815-30. Hier fühlte man sich im Sinne der Romantik als Erbe der historischen »Niederlande« mit flämisch-wallonisch-

französischer Bevölkerung und stellte 1824 die Preisfrage nach ihren musikalischen Verdiensten im 14.-16. Jh., die 1829 durch R. G. 

Kiesewetter und Fr.-J. Fetis beantwortet wurde. Dabei erkannte Kiesewetter zunächst, daß jene Gebiete nicht zu Frankreich 

gehörten, das erst 1659 kleine Teile davon erobert hat. Die Musiker waren nicht Franzosen im Sinne der Ars nova-Tradition. Man 

kann sie als »franko-flämisch« bezeichnen (-* Franko-flämische Schule), doch ist auch »niederländisch« angebracht, weil das 

inzwischen durch »Holland« + »Belgien« verdrängte Wort »Niederlande« heute am besten jene alte politische Einheit umschreibt, 

deren Geschichte lange vor Fr. v. Schiller erforscht wurde. 

 

[Franco-Flämische Musik] (anon.) キーゼヴェッターとフェティスの論文（1829）が「古ネーデルラント人」を取り上げて以来、1430－1560年

頃の多声音楽作品にとって規範的で、こんにちではフランス=ベルギーの国境地帯を生まれ故郷とするひとつの楽派があったことは自明



10 

となっている。この楽派のために用いられる名称としては、ブルゴーニュ音楽、ネーデルラント音楽などがあるが、近代の新しい国（ネーデル

ラント、ベルギー）とも結びついてしまうので、充分ではない。また、フランス=フランドル楽派がフランスの音楽の伝統と固く繋がっていること

をまったく示していない。これに対し、フランス=フランドルという名称は、問題の地域が今世紀初頭、2つの国家（フランスとドイツ帝国）と言

語（フランス語と、低地ドイツに属する部分ではフランドル=オランダ語）の境界を超越して固有の文化を形成していた、という音楽史に基づ

いた事実をもよく表している。フランス=フランドル楽派の作曲技法はイングランドやイタリアの技法と絶えず入り交じりながら作られてきた。しか

し、この名称は、ここに属するほとんどの作曲家がフランス=フランドルに出自をもち、教育を受けたことを表す点で適切だと思われる。Seit 

den Arbeiten Kiesewetters und Fétis‘ (1829) über die „Alten Niederländer“ ist die Einheitlichkeit einer um 1430-1560 für die 

mehrstimmige Komposition normgebenden, hauptsächlich im Gebiet beiderseits der heutigen französisch-belgischen Grenze 

beheimateten Schule unbestritten. Die meist für sie verwendeten Namen, *Burgundische Musik, *Niederländische Musik, sind 

jedoch insofern unbefriedigend, als sie mit neueren Staatsbildungen (Niederländisch, Belgisch) verbunden sind. Auch geben sie 

keinen Hinweis darauf, daß die Fr.-fl. Sch. mit der französischen Musiktradition eng zusammenhängt. Dagegen soll die Bezeichnung 

franko-flämisch die auch für die Musikgeschichte grundlegende Tatsache festhalten, daß das in Frage stehende Gebiet seine eigene 

Kultur seit Beginn unseres Jahrtausends über die Grenzen zweier Staaten (Frankreich und das Kaiserreich) und Sprachen 

(französisch und flämisch-niederländisch, das zum Niederdeutschen gehört) hinweg ausbildete. Die Kompositionsart der Fr.-fl.n 

Sch. wurde in ständiger Auseinandersetzung mit der Kunst Englands und Italiens geschaffen; dennoch erscheint er angebracht, durch 

die Benennung darauf hinzuweisen, daß die meisten ihr zugezählten Komponisten nach Herkunft und Ausbildung aus dem franko-

flämischen Gebiet kommen. 

 
5.4 MGG 1949-86 

-「ブルゴーニュ楽派」の用語を巡る議論に言及。事典中には Burgundische Musikは立項されない。 

[Niederländische Musik] (Peter Gülke)（要約）「ブルゴーニュ楽派／時代」を巡る議論：19 世紀には、オケゲムを大きな区切りとして、ネー

デルラント楽派第 1 期を設定した。しかし、様式上の決定的な断絶は、たとえば、ワロン人のデュファイがイタリアに赴いたときに起こってい

る。また様式上の変化が教会音楽と世俗音楽を含めたあらゆるジャンルにわたるわけではない。世俗音楽においては特に、高度に様式

化されたブルゴーニュのミンネザングがその後の音楽の土台となっている。生活様式や教養など、文化史上の意味としてのブルゴーニュ

時代は有効であろう。 

 

5.5 Grove Dictionary 5th., 1954 

[Burgundian School] (Erna Dannemann) 1360-1480 年にブルゴーニュ地域で作曲された音楽がゴシックおよびネーデルラントの音楽と異な

る特徴をもつのか、という問題がある。かつてはその違いをシャンソンに求めた。従って、新しい時代は 1430 年頃に始まり、これに従った教

会音楽がネーデルラント楽派の初期段階に属するとされた。「ブルゴーニュの」という言葉はあくまで、ブルゴーニュ宮廷の音楽を記述する

のに留めるべきである。The question is whether the music composed in the Burgundian territory between 1360 and 1480 has features 

distinct from the Gothic as well as from that of the Netherlanders. Its emphasis on the chansons was conservative. A new era began 

about 1430, and the church music after this date belongs to the early stages of the Netherlands school. The term “Burgundian” is best 

employed merely to describe the music at the Burgundian court. 

 

5.6 Grout 1960, A History of Western Music （グラウト 1971 服部幸三・戸口幸策訳） 

-用語をめぐる議論を紹介するが、「地理的な意味で理解する限りは問題ではない」とする。 

-「ルネサンスの時代：オケゲムとジョスカン」の章に「ネーデルラントの作曲家 The Netherlands Composers」を設ける 

-邦訳本文中では「ネーデルラント」を用いる。初出時は原文通り「Low Countries」と併記されている。 

 

[212] ネーデルラント楽派の作曲家たち：音楽史上において、1450年と 1550 年のあいだの時期は“ネーデルラント人の時代“と呼ばれてい

る。この時期のあいだ、ヨーロッパ大陸における重要な音楽上の地位はたいてい、ネーデルラント Low Countries――すなわち、こんにち

のオランダ、ベルギーの領土と、ベルギーとの国境に近いフランス領を含む地域――出身の作曲家たちによって占められていた。15-16

世紀には、“ネーデルラント“という言葉は、あるひとつの国籍を占めるものではなかった。こんにちの言葉の用い方からすれば、ネーデルラン

トの作曲家のある人たちのことはフランス人と呼ばなければならないし、また他の人たちのことは、ベルギー人あるいはオランダ人と呼ばなけ

ればならないだろう。音楽史の書物の中には、“ネーデルラント楽派“を 3つの群に分けているものがあるが、その際第 1 の群は、本書で

“ブルゴーニュ楽派“と名づけたものである。またときには、フランドル Flemish 楽派やフランコ・フランドル Franco-Flemish 楽派の用語が

用いられることもある。しかしそれらの名称が単に地理的な表現として理解される限り、どの名称が用いられようと大して問題ではない。 

 

5.7 Honegger/Massenkeil 1978, Das grosse Lexikon der Musik 

-「楽派 Schule」概念自体の意味範囲に言及 

 
[Franco-Flämische Schule, Franco-Flämische Musik] (P. Weber-Bockholdt) 師と弟子の関係がごくわずかの作曲家のあいだにしか証明

できない以上、「楽派」という語には語弊がある。さらに、2 世紀に渡る作曲の所産はけっしてひとつの規則に集約されうるものではなく、むし

ろ、作曲上の可能性は全体に増大してゆき、それが同時代の、あるいは後代の作曲家たちに示され、かれらは、音楽の定理を修めること

に全力を傾けた。Das Wort „Schule" ist insofern irreführend, als ein Lehrer- und Schülerverhältnis nur zwischen sehr wenigen dieser 

Komponisten nachweisbar ist. Hinzu kommt, daß sich die kompositorischen Errungenschaften beider Jahrhunderte nicht ohne 

weiteres in einer Regelsammlung zusammenfassen lassen, sondern die Gesamtheit der wachsenden kompositorischen Möglichkeiten 
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gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten arbeitender Komponisten darstellen, deren aller einheitliches Bestreben das der 

Beherrschung des musikalischen Satzes war.  

 

[Burgundische Schule] (anon.) 最新の音楽史記述においては、ブルゴーニュ宮廷、とくにフィリップ善良公とシャルル豪胆公の元に集まった

作曲家の集団をこのように呼ぶ。Eine erst in der neueren Musikgeschichtsschreibung eingeführte Bz. Für eine Gruppe von 

Komponisten, die am burgundischen Hofe, vor allem unter Philipp dem Guten (1419-1467) und Karl dem Kühnen (1467-1477) 

wirkte. 

 

5.8 Larousse de la Musique 1982 （=>2005 まで改訂なし）（『ラルース』1989 遠山一行・海老澤敏編、以下、訳はすべて日本語版より） 

 
[Belgique] (Jean Jacque Rouveroux et Marc Vignal) ベルギーでは、歴史的な理由によって、明確な国家意識がかなり遅れて成立したた

め、独自の芸術もなかなか育たなかった。確かに、リエージュでは早くも 10 世紀から音楽が発展し始め、14 世紀になるとリエージュ、ブリ

ュージュ[…]［中略］しかしながら、この時期にすでにこの地域でベルギーの音楽が生まれていたとはいえない。前述の音楽家たちの活動

については、〈ブルゴーニュ〉および〈フランス－フランドルの音楽〉の項目で述べられている。オルランドゥス・ラッススの死（1594）以後に訪

れる〈不幸な世紀〉には、第一級の作曲家は一人も登場していない。 

 

[Pays-Bas] (André Gauthier et Marc Vignal) ネーデルラント（フランドル地方と現在のオランダ）の音楽は、ルネサンス期に栄光の時代を享

受した（「ネーデルラントは、現在、音楽の源である Li Paesi Bassi sono oggi il fonte della musica」）。しかし、外国の偉大な名人や作曲

家たちが営んできた、密度の高い音楽活動にもかかわらず（彼らはヨーロッパの他の地域にはみられない出版がこの地では可能であるこ

とをみてきた）、また進歩の最先端にある何代にもわたる楽器製造者がいたにもかかわらず、早くも 16世紀後半から衰退が始まり、これは

1880 年頃まで続くことになる。 

 

[franco-flamande (musique)] (G. C. =Gilles Cantagrel)：〈フランドルの音楽〉とも呼ばれる。フランス－フランドルの音楽という言葉は、〈アル

ス・ノヴァ〉期以後でルネサンス最後の開架の前、つまり 14 世紀末からほぼ 15 世紀全体を通じて、世俗的・宗教的声楽ポリフォニーが

発展した広大な温床を指し示すために、音楽学者たちによってよく使用されている。［中略］〈フランス－フランドルの音楽〉という概念が正

確に定義され、見識を持って使用されることが要求されるとしても、フランス－フランドルに見出される音楽の中心地の多様性と作曲家の

多様性という事実を考えれば、しばしば用いられる〈フランス－フランドル楽派〉という概念は、いかなる歴史的・芸術的現実を包含してい

ないのである。 

 

 

・「楽派」概念への問題提起：文中で明確に述べていないとしても、楽派名として立項を回避する傾向がみられる 

-地域名・国名で立項し、ローカルな音楽文化史を記述する 

-様式上のまとまりについて記述する際には、「楽派」に代えて「音楽」を用いる 

・あらたな用語を巡る問題提起 

-「ブルゴーニュ時代」「ブルゴーニュ楽派」としての時代区分は可能か？ 

-「フランス・フランドル」の語に妥当性はあるか？ 

=>妥協点としての「ネーデルラント楽派／音楽」 
 

6．収束？ 

6.1 New Grove 1980-  

-Netherlands, Belgiumは立項するも、Low countriesへの参照のみ 

-Netherlands Styleは文中に現れるが、Netherlands Schoolはない 

 
[Low countries] (Albert Dunning) 「ネーデルラントの」という言葉は、ネーデルラント連合王国が解体されたあとも（アンブローズその他の著

者によって）「ネーデルラント人の時代」として時代区分に使用され続けた。近年は、時代全体を「ブルゴーニュ」、「フランドル」、「フランス=

フランドル」に分けて呼ぶことが試みられているが、そうすると部分的な側面を過度に強調するきらいがあり、この時代にネーデルラントにあっ

た文化的な統一性や独立性を見失う。さらに、こうした提案から、多様な国家概念的・地理的名称に関わる概念上の解釈に直面して学

者が当惑していることが明らかにみてとれる。「オランダ」という名称も誤解を生む。なぜなら、これは厳密には、当時のネーデルラント（まだ

王国の頃）のごく 1 州を指すに過ぎないからである。英語の「ダッチ」は、現在のネーデルラント王国にのみ適用すべき言葉である。さらに、

15-16 世紀の史料において「ファイミンゴ」、「ベルガ」、「バタヴィア」などがネーデルラント全体を指して用いられており、混乱を極める。（拙

訳）Even after the collapse of the United Kingdom of the Netherlands the period continued to be called (by Ambros, among others) 

‘the Age of the Netherlanders’. Attempts made by modern research to label parts of the period as a whole ‘Burgundian’, ‘Flemish’ or 

‘Franco-Flemish’ emphasize too often only a partial aspect of fail to recognize the cultural unity and independence which was 

centred at that time in the Netherlands as a whole. Moreover, such attempts show the embarrassment of scholarship when faced with 

the conceptual interpretation of a variable national-geographical name. It should be added that the name ‘Holland’ is misleading 

because it strictly applies to only one province of the Netherlands of that time (still in the Kingdom of the Netherlands). The English 

word ‘Dutch’ should be used only with reference to aspects of the present-day Kingdom of the Netherlands. The confusion is 
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increased when it is realized that 15th- and 16th-century documents use ‘Fiammingo’, ‘Belga’ or ‘Batavus’ and similar terms as pars 

pro toto for Netherlands. 

[Burgandy] (Craig Wright) 音楽の保護者としての歴代ブルゴーニュ公の重要性は、この時代が「ブルゴーニュ・エポック」と呼ばれ、この時

代の作曲家たちが「ブルゴーニュ楽派」と呼ばれるようになったことからも明らかである。しかし、こうした呼称は、ブルゴーニュ生まれの音楽

家やブルゴーニュ固有の音楽が重要視されていたことを示すものではない。ブルゴーニュの宮廷は言語と文化の点でフランス的であった

が、さまざまな国から人が集まる場であり、そこで生まれた音楽は国際的な様式を持っていた。（日本語版より、浅井香織訳）A region of 

France south-east of Paris. During the Middle Ages Burgundy was successively a kingdom (c500-800), a group of counties (800-

956) and a duchy (956-1477). Under the dukes of Burgundy of the house of Valois (1364-1477) the Burgundian domain became the 

most powerful political entity in western Europe and the Burgundian court a centre of musical activity. The importance of the dukes 

of Burgundy as patrons of music was such that the entire era has come to be called ‘the Burgundian epoch’ and the composers of the 

period ‘the Burgundian school’. These designations do not mean that music or musicians native to Burgundy were important. The 

Burgundian court was a cosmopolitan centre, French in language and culture, and the music that emanated from it was international 

in style. 

 

6.2 『ニューグローブ世界音楽大事典』 1994 

-日本語版独自の項目「ベネルクス Benelux」として立項 

=>Netherlands, Low countries, Belgium, Hollandは立項されない。 

 

[フランドル楽派]（金澤正剛）15-16 世紀にかけて国際的に活躍した、フランドル地方出身の音楽家の一派。時には周辺の地方をも含め、北

フランスから南和蘭に及び広範囲な地域出身の音楽家すべてを含めて考える場合もある。以前はネーデルラント楽派、フランコ・ネーデルラ

ント楽派などの名称も用いられたが、さまざまな理由からフランドル楽派という名称が最も適当と考えられるようになっている。また 15 世紀に

活躍したブルゴーニュ楽派の音楽家たちの大部分が、事実上フランドル地方に含まれるブルゴーニュ北部出身であるところから、彼らをもフ

ランドル楽派に含めて考える学者もいるが、いっぽうでは両者を明確に区別して論じる学者もいる。 

[ブルゴーニュ楽派]（金澤正剛）：ただし、より一般的にはブルゴーニュ出身の音楽家、さらにはブルゴーニュゆかりの音楽家すべてをこの楽派

に含めることが多い。事実、この時代における最大の作曲家ギョーム・デュファイ（1445 頃-74）も、最近の調査でブルゴーニュ宮廷とは正式

に何の関係も持っていなかったことが判明しているにもかかわらず、こんにちではブルゴーニュ楽派を代表する音楽家と見なされている。また、

実際にはこの楽派に含まれないものの、首都ディジョンに長期間滞在した可能性があり、イギリス音楽様式を伝えたジョン・ダンスタブルの存

在も忘れるわけにはいかない。［…］ただし、過去におけるブルゴーニュ楽派の定義が一定していなかったために学者間に考え方のずれが生

じていることと、その周辺にリシャール・ロクヴィル、アルノルド・ド・ランタン、ユゴー・ド・ランタンのような、類似の音楽活動を続けた作曲家もいる

ところから、ブルゴーニュ楽派という名称を避けて、包括的に初期フランドル楽派、またはフランコ・ネーデルラント楽派に含めてしまう学者もい

る。［…］ 

 

6.3 MGG2, 1994- 

-フランス=フランドル Frankoflämisch を支持。（ハイフンを含まない 1単語としている。） 

 

[Burgund] (Ludwig Finscher) アンドレ・ピローとジャンヌ・マリスによるフランスの音楽史記述、ドイツではヴィリバルト・グルリットとハインリヒ・ベッ

セラー（その弟子のエルナ・ダンネマンとヴォルフガング・シュテファン）がこの名称を後押しした。20 世紀には、ブルゴーニュが歴史上、音

楽機関として重要な役割を果たしたことが認識されたが、他方、作曲史においての役割は以前ほどは重視されなくなった。die 

Entwicklung wird in der französischen Musikgeschichtsschreibung durch die Namen André Pirro und Jeanne Marix, in der 

deutschen durch Willibald Gurlitt und Heinrich Besseler (mit seinen Schülern Erna Dannemann und Wolfgang Stephan) bezeichnet. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Rolle Burgunds in der Geschichte der musikalischen 

Institutionen bedeutend, in der Kompositionsgeschichte aber weit bescheidener als früher angenommen war. 

 

[Frankoflämische Musik] (Klaus Hortschansky) 広義には、この地域の生まれでなくとも、フランスフランドル音楽の吸引力に引き込まれた

音楽家を含みうる。フランスフランドル音楽の様式と技法がヨーロッパ全体に広まったことに鑑みると、そのような考え方にも妥当性がある。

しかし、必ずついてまわる国や地域に固有の伝統は、断絶することはない。フランスフランドル音楽という概念は、かつて用いられていたブ

ルゴーニュ音楽や、ネーデルラント人の音楽に置き換わるものである。前者はあまりに意味が狭く、後者は現在ではもはや通用しないような

歴史的な前提に基づいている。［中略］この名称［ネーデルラント音楽］は 150 年以上使われ続け、1980 年代になってようやく、新しい概

念に置き換えられた。In einem erweiterten Sinne kann man auch jene Musiker hinzurechnen, die in den Sog der frankoflämischen 

Musik geraten sind, ohne in dem bezeichneten Bereich geboren worden zu sein. Gerade angesichts der europäischen Ausbreitung der 

Stile und Techniken der frankoflämischen Musiker erscheint eine solche Verstehensweise gerechtfertigt, hebt aber die wie auch 

immer zu verstehenden national-regionalen Sondertraditionen nicht auf. Der Begriff frankoflämische Musik ersetzt auf gewisse 

Weise die früher gebräuchlichen Begriffe Burgundische Musik und Musik der Niederländer. Ersterer hat sich als zu eng erwiesen 

(→Burgund), der andere ist aus historischen Voraussetzungen erwachsen, die heute nicht mehr ohne weiteres verständlich sind. […] 

Diese Bezeichnung blieb dann für mehr als 150Jahre gebräuchlich, bis sie in den 1980er Jahren durch den neuen Begriff ersetzt 

wurde. 

 

6.4 Grout/Palisca 1996, A History of Western Music, 5th.（グラウト=パリスカ 1998 戸口幸策・津上英輔、寺西基之訳） 

-The age of the Renaissance: Music of the Low countries 
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-Importation of Flemish musicians, Italian influence on the northerners, Nothern Composers and Their Music, The 

Generation after Ockeghem => Netherlands は用いられない 

-邦訳では、章題 Low countriesのみ「ネーデルラント」、ほかは英語に準じる 

 

6.5 New Grove 2nd., 2004- 

-Low Countries：New Grove初版から改訂なし 

 

6.6 Taruskin 2005, The Oxford History of Western Music 

-従来の用語をほとんど用いない 

[Chap. 11, 439] Du Fay and Binchois: the two most prolific masters of fauxbourdon 

[Chap. 12, 454] The “Tinctoris Generation” 

[Chap. 13, 519] the Franco-Burgundian tradition 

Master Index (Vol. 6): Belgium> English composers in; Flemish composers; musician emigres from 

Master Index: Burgundy>fifteenth-century court composers; L’Homme Arme mass and; Hundred Years War and  

 

6.7 Grout/Palisca/Burkholder 2019, A History of Western Music, 10th. 

-England and Burgandy in the Fifteenth Century と Franco-Flemish Composers, 1450-1520 を別の章に分割 

-本文中では Franco-Flemish はそれほど頻繁に用いられない。西暦で区分し、作曲家の個人の活動に焦点を当てる。 

-用語の問題には言及していない。 

 

 

7．まとめ 

・地理的・歴史的・政治的に完全に一致する用語は存在しない 

=>「純粋に地理的な意味で」、「歴史を踏まえて」など留保をつける 

 

・14-16世紀の音楽は、なぜ地域と結びつけて叙述されるのか？ 

-17世紀以降の音楽はしばしば、作曲家個人の創作として扱われる。文化的・歴史的背景はそれを支えるもの。 

-14-16世紀当時の音楽と音楽家の国際性に鑑みて、地名によるラベリングはきわめて不都合。 

 

・「楽派」概念：美術史から、マルティーニ神父を経てバーニーが音楽史に導入。 

-ヴァザーリ『美術家列伝』（1550, 2/1568）以来、都市ごとの芸術の優劣が競われる 

-「派」：17世紀初頭の美術史に登場した概念。当初から地名を冠して用いられた 

-「様式」  「派」 
 

=>芸術史は「どこが覇権を握ったか」を明らかにする目的で成立。「（楽）派」概念はこれを継承する。 
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資料集 低地地方の歴史 
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系図および歴史地図出典： 

森田安一編『スイス・ベネルクス史』、山川出版社、1998年。 

（新版世界各国史 14） 
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低地地方 ブルゴーニュ公国成立からベルギー王国独立まで 略年表 

 

1369 フランドル伯ルイ・ド・マール louis de Male（1330-1384）の娘マルグリトMarguerite （1350-1405）が 

ブルゴーニュ公フィリップ「豪胆公」（フランス王シャルル V世の弟）Philippe le Hardi（1342-1404）と 

結婚、ブルゴーニュ公がフランドル伯領を獲得 

1477 ブルゴーニュ公シャルル「突進公」Charles le Téméraire（1433-1477）戦死。公女マリMarie de 

Bourgougne（1457-1482）はオーストリア大公マクシミリアン（のちの神聖ローマ皇帝）（1459-1509）と 

結婚。ブルゴーニュ公領はフランス王に奪われる。 

1496 ブルゴーニュ公フィリップ「端麗公」Philippe le Beau（1478-1506）は、アラゴン王フェルナンドとカスティリ

ヤ女王イサベルの娘ファナ Juana（1479-1555）と結婚。その子が神聖ローマ皇帝カール V世にして 

スペイン王カルロス I世（1500-1558）。1555年に退位。息子と弟にスペインとオーストリアを分割して 

譲位、ハプスブルク家が分化。 

1556 スペイン王フェリペ II世（1527-1598）即位。フランドル地方を相続。以後、スペイン領となる。 

1568 オランイェ公ウィレム I世の挙兵。新教徒の勢力と合流し、スペインのアルバ公と戦う。 

1648 ミュンスター条約（ヴェストファーレン条約の一部）締結。 

スペインがネーデルラント連邦共和国の独立を承認。 

1714 スペイン継承戦争終、ラシュタット条約。スペイン王としてフェリペ V世（1683-1746）即位。 

低地地方（およびナポリ、ミラノ、サルデーニャ）は神聖ローマ皇帝カール VI世（1685-1740）が 

獲得。 

1789 ブラーバント革命。ヨーゼフ II世による行政改革に、カトリック教会はじめ旧来の（既得権益を持つ） 

諸階層が反発。 

1789 フランス革命の勃発により、レオポルト II世はプロイセンと同盟、革命の波及に備えた。 

フランスは反革命勢力が外国の支援を受けることを警戒してオーストリアに宣戦。 

1792 リエージュ司教領の反乱をフランス軍が制圧。 

1793 フランス革命軍が低地地方北部へ侵入、バターフ共和国を樹立。 

=>1806ホラント王国（国王ルイ・ボナパルト）=>1810フランス直轄領（総督ルブラン） 

1795 フランスが、旧オーストリア低地地方、リエージュ司教領、スタヴロ＝マルメディ地方を併合。 

行政上はオランダ語使用禁止、フランス語に統一。小学校でもフランス語の教育を徹底。 

1815 ヴィーン会議において、英普は対仏障壁として低地地方とリエージュ司教領をオランダのオランイェ家の

ウィレムの統治下に編入。ブリュッセルで即位式が行われ、ネーデルラント連合王国の国王 

ウィレム I世誕生。 

1830 フランス七月革命。ワロン語地域でも動乱が勃発。 

ネーデルラント軍との攻防の末、連合王国からの独立を勝ち取る。 

 


