
は じ め に

　西洋音楽史において，カロリング期は特別
な意義をもつ。この時期に「グレゴリオ聖
歌」と「記譜法」という西洋音楽の枢要な二

大要素が形成されたからである。音楽は有史
以前より世界にあまねく存在し，古代ギリシ
アやローマにおいては，すでに高度な音楽理
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　いわゆる「グレゴリオ聖歌」は，8 世紀後半よりカロリング朝フランク王国が「古ローマ聖歌」を
王国内の諸教会や修道院に導入し始めたことにより成立したとされる。この時期に由来する楽譜は
ネウマをもたないものですら現存していないため，音楽史家は各種の非音楽史料における記述と典
礼における慣習に基づく論理的推論を駆使して，歴史的な推移の再構築をおこなっている。本稿は，
テクストの重層性や「記憶」という観点を踏まえ，グレゴリオ聖歌に関連する 9 世紀前半までの記
録を再検討した。
　まず『一般訓令』や『学問の振興について』，あるいはカピトゥラリアといった史料が検討された。
これらはカール大帝の時代の記録であるが，ローマ聖歌導入の基本方針は先代のピピンの頃に定ま
っていたものであり，さらに政策の浸透には「ピピンの記憶」が重要な意味をもっていたことが示
唆された。次に，フランク教会の典礼改革の中心地であったメッス教会の状況が，パウルス・ディ
アコヌス『メッス司教事績録』などの史料より検証された。クロデガングとアンギルラムヌスらの
指導者は，単に旋律のみならず，音楽組織やその演奏環境すらローマに準じようとしていた点や，
その一方でフランク教会の独立性を主張する言辞があるがあることが確認された。最後に，フラン
ク王国に送られたとされるローマの聖歌集の問題が検討された。同時代の典礼学者として名高いア
マラリウスの記述の分析により，当時の教会人たちが，いかに「泉源」にこだわっていたのかが明
らかにされた。
　ロザモンド・マッキタリックは，フランク人が強い「歴史志向」をもっており，それは「記憶」
との相互依存関係を形成していたと指摘している。グレゴリオ聖歌に関する各種記録の言説は，ま
さにその特徴を示しているといえよう。「歴史」と「記憶」の激しい相互作用こそ，カロリング世界
でグレゴリオ聖歌が成立するための，大きな原動力だったのではないだろうか。

［省略記号］
CHMM: Everist, M. and Kelly, T. F. (eds.), The Cambridge History of Medieval Music, 2 vols., Cambridge, 2018. 
MGG2: Finscher, L. (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Sachteil), Kassel, 1994-2007.
MGH: Monumenta Germaniae Historica
―――― Capit.: Capitularia
―――― Capit. N. S.: Capitularia regum Francorum, Nova series
―――― Conc.: Concilia
―――― Epp.: Epistolae
―――― LL Fontes iuris: Leges, Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi
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論すら形成されていた1)。それらが中世音楽
に何らかの影響を与えたことは当然ではある
が，上記の二大要素と組織的・継続的な音楽
組織の存在により，人類史上，音楽は初めて

「固定」され，時間と空間において普遍的な
広がりをもち，そしてそれゆえに「発展」と
いう観念をも得ることになったのである。西
洋中世はさまざまな意味で「（西洋音楽の）
すべての始まり」であり2)，カロリング期は，
さらにその「源」と位置付けられよう。
　では「グレゴリオ聖歌」とは何か3)。ある
意味で一般的な名詞ともいえ，あまたのモノ
グラフが著

あらわ

されているものの，その正確な学
術的定義を述べることは必ずしも容易ではな
い4)。それはまず，ローマ・カトリック教会
の礼拝――おもにミサ（通常式文と固有式文
からなる）と聖務日課――で使用される単旋
律の合唱曲（一部に独唱を含む）である。東
方教会とは異なり，歌詞の大半は聖書，特に
詩篇から採られる。その旋律は解釈にもよる
が，中世の全期間を通じて約 25000 曲を数え，
少なくともその内の約 1000 曲は，8 世紀半

ばに存在していたとされる5)。西洋中世の教
会音楽は，あくまでグレゴリオ聖歌の旋律を
基礎としたものであり，ポリフォニーもまた
「定旋律」（cantus firmus）となったそれへの
注釈や補足というかたちで発展したのであっ
た。近世に入ると教会音楽全般の衰退にとも
ない，グレゴリオ聖歌の実践も廃

すた

れてゆくが，
同時にそれは学術的考察の対象となる。19

世紀にはフランスのソレム修道院を中心に学
術的な復興運動が発展し，諸写本の楽譜の分
析・校訂が徹底しておこなわれた6)。この学
術的復興運動の成果として復元された「正統
な旋律」は，『通常定式書』（Liber Usulis：
1905 年）を嚆矢する一連の楽譜で示され，
同時に教皇庁への働きかけがなされた。かく
して第二ヴァティカン公会議を経て公布され
た『 典 礼 憲 章 』（Sacrosanctum Concilium：
1963 年）は，他の賛美歌も奨励する一方で
グレゴリオ聖歌を「ローマ典礼に固有の歌」
として，各種の教会音楽の「首位」に置き，
『ローマ・ミサ聖歌集』（Graduale Romanum：

1974 年）という公式楽譜のもとで演奏すべ

―――― SS: Scriptores
NG2: Sadie, S. (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2nd edition), London, 2001.
西脇
―――― ①：西脇純「グレゴリオ聖歌研究⑴」『南山神学』32号（2009年），209-28頁。
―――― ②：西脇純「グレゴリオ聖歌研究⑵」『南山神学』33号（2010年），327-58頁。
山本
―――― ①：山本成生「スコラ・カントールムの生成と伝播」『西洋中世研究』7号（2015年），56-72頁。
―――― ②：山本成生「スコラ・カントールムの礼拝機能と組織構造――『ローマ式次第書Ｉ』の分析を通じて」『学習
院大学教職課程年報』2号（2016年），35-47頁。

1）　古代世界の音楽遺産については，以下を参照。Jeffrey, P., “Musical Legacies from the Ancient World”, CHMM, vol. 1, 
p. 15-68. また西洋最古の本格的な音楽組織であるローマのスコラ・カントールムについては，山本①を参照。

2）　CHMM, vol. 1, p. 3.
3）　「グレゴリオ聖歌」に関わる代表的な文献は，以下の通りである。Apel, W., Gregorian Chant, Bloomington, 1958; 

Hiley, D., Western Plainchant: A Handbook, Oxford, 1993; Crocker, R., An Introduction to Gregorian Chant, New Heaven, 2000; 
McKinnon, J., “Gregorian Chant”, NG2, vol. 10, pp. 373-74; Hucke, H. and Möller, H., “Gregorianischer Gesang”, MGG2, vol. 3, pp. 
1610-21. 邦語では以下を参照。水嶋良雄『グレゴリオ聖歌』音楽之友社，1966 年；ジャン・ド・ヴァロワ（水嶋良雄訳）

『グレゴリオ聖歌』白水社，1999 年。
4）　代表的な音楽事典の定義にも，この用語の悩ましさが滲み出ている。例えば「伝統的に西洋の単旋律聖歌の本流

に適用される用語。まったく正確ではないものの，実用的な理由で使用され続けている」(McKinnon, art. cit., p. 373)。「中
世におけるローマ典礼の歌唱伝統，ないしは典礼書に編纂された声楽レパートリーのための呼称。あるいはその伝統に基
づいて後代に改訂または創作された新しい楽曲のこと」(Hucke and Möller, art. cit., p. 1610)。

5）　Cf. CANTUS: A Database for Latin Ecclesiastical Chant (http://cantus.uwaterloo.ca/)［2020-08-13 閲覧］; Pfisterer, A., 
“Origins and Transmission of Franco-Roman Chant”, CHMM, vol.1, pp. 69-91 (exp. p. 91).

6）　その成果は，1889 年から今日まで出版され続けている Paléographie musicale（2014 年出版の最新刊まで計 25 巻を
数える）で示されている。
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きとする7)。
　このような膨大なレパートリーは，いつ，
どのような意図で，誰によって創られ，そし
ていかなる制度のもとで維持／伝播されてい
ったのであろうか。音楽の明確な姿が我々の
眼前にある一方で，グレゴリオ聖歌の起源は
まさに薄闇に包まれている。むろん，グレゴ
リオ聖歌の研究者たちはこれまで多くの説を
提示してきたが，いまだ決定的な学説は確立
されていないといえる8)。それにはさまざま
な理由があるが，ここでは楽譜写本の現存状
況と典礼音楽がもつ特殊性という 2 点のみ，
指摘しておく。
　表 1 は，グレゴリオ聖歌の最初期の楽譜
――正確には「グラドゥアーレ」（graduale）
と「カンタトーリウム」（cantatorium）――
を示したものである9)。上 6 点はネウマ（音

符）をもたず，歌詞のみが記された「楽譜」
であり，当時において楽曲の伝承が口頭を主
体におこなわれていたことを示す証拠でもあ
る10)。これらの楽譜の製作年代については，
写本自体がそうした情報をほとんどもたない
のはもちろんのこと，文書史料・叙述史料の
ように内容から推測することも困難であるた
め，研究者により異なる諸説が提示されてい
る状況である。他方で，写本の伝来状況，聖
人祝日などの典礼上の地域性，そしてネウマ
の形状等の特徴から，これらの最初期の写本
群がすべて，フランク王国内の修道院や教会
で作成されたものであることは確実とされる。
つまり，我々が知るグレゴリオ聖歌の楽曲は，
すべてフランク王国の史資料から伝わってい
るのである。
　これがなぜ問題になるかというと，後述す

7）　Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore & de Sanctus, Solesmis, 1974.
8）　20 世紀半ばまでは，ヘルムート・フッケ，ファン・デイク，ブルーノ・シュテープラインらにより，ローマ起源

の探究がさかんになされていた。近年では，カロリング期を対象として，口頭伝承の問題やいわゆる「史料論」の議論を
踏まえた楽譜写本の再検討などが注目されているといえよう。その代表的な研究として，以下を挙げる。Levy, K., Gregori-
an Chant and the Carolingians, Princeton, 1998; Rankin, S., Writing Sounds in Carolingian Europe: The Invention of Musical Notation, 
Cambridge, 2018.

9）　これらの写本は，ソレム修道院のジャン＝ルネ・エスベールによる詳細な分析がなされている。Hesbert, R.-J., 
L’Antiphonale Missarum Sextuplex, Bruxelles, 1935. ただし，表 1 の推定年代は最新の研究成果を踏まえ，ダイアーに依る。
Dyer, J., “Sources of Romano-Frankish Liturgy and Music”, CHMM, vol.1, pp. 92-122 (esp. p. 98). なお「グラドゥアーレ」は使
徒書簡の朗読に続き歌われる「昇階唱」に由来し，ミサにおける音楽すべてを記した書物に対して使われる名称である。
他方で「カンタトーリウム」は一部の楽曲――特に独唱者のためのもの――を収めたものを指す。

10）　口頭伝承の問題はグレゴリオ聖歌研究においてさほど重要視はされていなかったが，1970 年にレオ・トレイト
ラーが発表した論考により本格的な議論が始まったとされる。Treitler, L., “Homer and Gregory: The Transmission of Epic 
Poetry and Plainchant”, The Musical Quarterly, 60 (1974), pp. 333-72. そこで音楽の口頭伝承は，不完全で便宜的な手段として
ではなく，文字による伝承とは別個に存在していた認知のメカニズムとして位置付けられる。そして口頭伝承による旋律
の継承は，音楽形式と文法規則を文字テクストに適応したものと理解されている。Cf. Pfisterer, art. cit., pp. 77-78.

表 1　グレゴリオ聖歌の最初期の楽譜群
所蔵先・資料番号 推定作成地 推定製作年代

（ネウマなし）
Bruxelles, Bibliothèque royale, 10127-10144 ヘント 8 世紀第 3 四半期
Zürich, Zentralbibliothek, Rheinau 30 北フランス／スイス 790 年頃
Monza, Basilica S. Giovanni, CIX 北東フランス 8-9 世紀後半
Paris, Biblithèque Nationale, ms. lat. 12050 コルビー 853 年頃
Paris, Biblithèque Nationale, ms. lat. 17436 コンピエーニュ／ソワソン 870-880 年頃
Paris, Biblithèque Sainte-Geneviève, 111 サン＝ドニ／サンリス 872-882 年
（ネウマあり）
Chartres, Bibliothèque Municipale, 47 トゥール／ブルターニュ 9-10 世紀
St. Gallen, Stiftsbibliothek, 359 スイス 922-925 年頃
Laon, Bibliothèque Municipale, 239 ラン 930 年以降
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る各種の非音楽史料により，グレゴリオ聖歌
が 8 世紀後半以降，いわゆる「古ローマ聖
歌 」（Alter römischer Gesang/Old-Roman 
Chant）がフランク王国に導入されたことに
より生じたのは確実である一方で，古ローマ
聖歌を蒐集した楽譜写本は 11 世紀末以降の
ものが 5 点現存するだけであり，しかもその
旋律の様式はグレゴリオ聖歌のそれとは大き
く異なっているからである11)。また，ローマ
聖歌が導入される以前にフランク教会・修道
院で使用されていたとされる「ガリア聖歌」
にいたっては，その存在を窺わせる記録はあ
るものの，まとまった楽譜写本は 1 点も残っ
ていない12)。要するに，グレゴリオ聖歌がロ
ーマ聖歌やガリア聖歌，あるいは東方のビザ
ンティン聖歌などの各種の音楽的諸要素が混
淆した結果であることは明確であり，さらに
それらの諸要素を現存する楽譜写本に記され
る潤沢な楽曲から分離・抽出することは理論
上可能であるが，残念ながら音楽様式上の特
徴のみから判断することは難しく，雑多な非
音楽記録からの情報の補足が不可欠なのであ
る。
　グレゴリオ聖歌はいうまでもなく，キリス
ト教の「礼拝」（liturgy）で使用される音楽
であるが，典礼行為の歴史的考察には独特の
問題が存在する13)。キリスト教の礼拝はユダ

ヤ教の祭儀に遡り，古代末期から初期中世に
かけて綿々と受け継がれ，またその都度，改
訂や改革がなされ，盛期中世には安定し，あ
る意味で「完成」の域に達したとされる。ま
た，例えば教義をめぐる言説に比すれば微々
たるものであるが，礼拝に関する記録も，1

世紀以降から継続的に存在している。したが
って，どのような礼拝上の改革または言及も，
グレゴリオ聖歌に関係する可能性があるので
ある14)。もうひとつの問題は，礼拝という行
為の形態とその本質に関わるものである。ま
ず，礼拝はキリスト教会や修道院で習慣的に
おこなわれるものであり，その文書化は必ず
しも必須とはされていなかった。よって，前
述のグレゴリオ聖歌の楽譜写本についても，
それらの製作年代――繰り返しになるがその
確定は容易でない――はテクスト／儀礼自体
の「起源」を保証するものではない。礼拝の
文書化には何らかの特殊な事情が多いことや，
礼拝慣習は一般的に長期にわたり持続するこ
とを考慮すると，想定される「起源」が写本
の作成時期よりも数世紀遡ることも，充分な
蓋然性をもつからである15)。
　かくして，グレゴリオ聖歌の成立史は，⒜ 
歴史学が主として扱う記録（文書史料・叙述
史料等），⒝ 音楽の記録（楽譜・理論書等），
⒞ その他の同時代記録（典礼書・学問著作・

11）　「古ローマ聖歌」という用語は，グレゴリオ聖歌に対比されるものとして，シュテープラインによって導入され
た分析概念である。Cf. Huglo, M., “Le chant « vieux-romain »: Liste des manuscrits et témoins indirects”, Sacris erudiri, 6 (1954), 
pp. 96-124; Apel, op. cit., pp. 484-505 (by Snow, R. J.). この二者を対比することは必ずしも有益ではないが，便宜的な理由か
らいまだ使用する研究者もいる。また「ローマ聖歌」（cantus Romanus）がカロリング期に生まれた概念である点も注意さ
れたい。Cf. Hucke and Möller, art. cit., p. 1611. 本稿はこれを踏まえ，以下では「ローマ聖歌」を表記する。

12）　ガリア聖歌の概要については，以下を参照。山本成生「ガリア聖歌――フランス音楽の古層」中野隆生・加藤玄
編『フランスの歴史を知るための 50 章』明石書店，2020 年，29-35 頁。

13）　中世キリスト教の礼拝に関しては，以下に挙げるように優れた概説書が存在するものの，音楽に関する言及や考
察は乏しいと言わざるを得ない。Vogel, C., An Introduction to the Sources, Washington, 1986; Chupungo, A. (ed.), Handbook for 
Liturgical Studies I: Introduction to the Liturgy, Collegeville, 1997; Palazzo, E., Liturgie et société au Moyen Age, Mayenne, 2000. 邦
語では，Ｊ・ハーパー（佐々木勉・那須輝彦訳）『中世キリスト教の典礼と音楽』教文館，2000 年を参照。これは音楽と
礼拝の密接な関係を踏まえた良書であるが，おもな対象は 10 世紀以降であり，初期中世に関する記述は少ない。

14）　一例を挙げると，グレゴリウス 2 世（位 715-731 年）は四旬節における聖木曜日のミサを導入したとされること
から，グレゴリオ聖歌の成立への強い関与が指摘されている。Cf. Duchesne, L., Le Liber pontificalis: Texte, introduction et 
commentaire, Paris, 1886, vol. 1, p. 403.

15）　例えば最古のミサ式書とされる『サクラメンタリウム・レオニアヌム』（Sacramentarium Leonianum）は，ミサで
実際に使用するためではなく何らの歴史的記録として編纂されたとされる。またそれは 7 世紀の写本 1 点のみから伝来す
るが，その儀礼慣行自体は 450 年頃まで辿ることができるとみなされている。Cf. Feltoe, C. T. (ed.), Sacramentarium Leonia-
num, Cambridge, 1896.
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文学等）を根拠として，それぞれの研究者が
独自の論理的推論を組み立てて説明している
ものにすぎない。これがグレゴリオ聖歌に独
特の研究上の問題といえるであろう。さて，
本稿はグレゴリオ聖歌の起源の解明を，直接
的に目指すものではない。そうではなく，近
年の重要な研究を踏まえ，カロリング朝の成

立前後からグレゴリオ聖歌に関する「記憶」
のある程度の確立がみられる 9 世紀前半まで
の諸状況を，史料の伝来状況等を配慮しつつ
詳述することを目的とする16)。以下では，ま
ずカロリング朝フランク王国の音楽政策を確
認し，次にヒトとモノの交流の諸相を検討し
よう。

1　カロリング朝の音楽政策

　まずグレゴリオ聖歌の起源とされる「ロー
マ聖歌」の状況を，簡単に確認しておこう。
参照し得る同時代史料はきわめて乏しいもの
の，7 世紀のローマ教皇庁では大規模な典礼
改革がなされていたという。その中心にある
のは，典礼暦の整備と，それぞれの時期にふ
さわしいテクストと音楽の選択／創造である。
具体的には，ミサにおける「固

プ ロ プ リ ウ ム

有式文」――
入
イントロイトウス

祭唱，昇
グラドウアーレ
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聖
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体拝領唱等――の膨大なレパートリーが形
成された。ジェームズ・マッキノンは，これ
を「降誕節プロジェクト」（Advent Project）
と呼ぶ17)。そして，これらの楽曲の実践と継
承には，恒常的な音楽組織が必要となる。
『教皇列伝』（Liber pontificalis）や『ローマ式
次第書Ｉ』（Ordo Romanus I）等の記録か
ら18)，少なくとも 7 世紀後半には存在してい
たと想定されるスコラ・カントールムは，ま
さしく「降誕節プロジェクト」の中心的な担
い手であった。ただし，ローマ聖歌の使用は
都市ローマとその周辺の諸教会に限られてい
た。また同時代史料には楽譜や記譜法理論の
痕跡すら見受けられないことから，聖歌の継

承は人間の記憶力に大幅に依拠したものであ
ったと推定されている。
　一方，カロリング朝フランク王国では，古
典や自由学芸を始めとした諸学問の振興を目
指した文化的発展――いわゆる「カロリン
グ・ルネサンス」――が生じたとされるが19)，
その根源的な目的は王国内の諸教会や修道院
における礼拝の統一や聖職者の知的水準の向
上にあったといえ，「古典」や「教養」はそ
のための手段にすぎなかったとされる。グレ
ゴリオ聖歌や記譜法を始めとしたカロリング
世界における音楽上の革新もまた，まずはこ
の文脈で捉えなければならない20)。
　これを踏まえ，まずカロリング朝フランク
王国の文化・教育政策とそこにおける教会音
楽の位置付けを検討しよう。著名な『一般訓
令』（Admonitio generalis：789 年）と『学問
の振興について』（De litteris colendis：年代
不明）では，フランク王国の諸教会や修道院
における教育水準の低さ――「粗野な言葉遣
い」（sermones inculti）と「無学な舌」（lingua 
inerudita）等――や聖書を始めとする各種の
テクストの不備が縷々指摘されており，改善

16）　本稿は，近年の中世音楽史研究の金字塔のひとつといえるクリストファー・ペイジの著作に負う面が大きい。
Page, C., The Christian West and its Singers: The First Thousand Years, New Heaven, 2010. また，西脇純氏の論考も大変参考にな
った（西脇①②）。ただし，原典史料のあらたな検討により，本論にはいくつかの新しい知見があることも付記しておく。

17）　McKinnon, J., The Advent Project: The Later-Seventh-Century Creation of the Roman Mass Proper, Berkeley, 2000.
18）　後者については，山本②を参照。
19）　カロリング期の文化全般については，McKitterick, R. (ed.), Carolingian Culture: Emulation and Innovation, Cambridge, 

1994 を参照。邦語では，ピエール・リシェ（岩村清太訳）『ヨーロッパ成立期の学校教育と教養』知泉書館，2002 年を参照。
20）　この問題については膨大な研究が存在する。さしあたり，山本①，69-70 頁を参照。
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のための教育組織の整備や文書改訂などが要
請されている21)。例えば，しばしば引用され
る『一般訓令』の文言は，以下のようなもの
である。

　  また，子供たちを教育するための学校の創
設も願う。個別の大修道院あるいは司教区
ごとに，詩篇（psalmi），記号（notae），歌
詞（cantus），計算，文法，そして教会が
正統なものと認定している書物を充分に校
訂せよ。それはある者たちがしばしば，神
に正しく祈ることを願いながら，出来のよ
くない書物のために，間違ったやり方で祈
ることがあるからである22)。

上記の引用内容についての確認は不要であろ
う。補足しておくべきことは，これらの文書
はカール大帝（位 768-814 年）の治世期に出
されたものであるが，その内容の多くは先代
のピピン 3 世（位 751-768 年。以下「ピピ
ン」とする）の頃に作られたものであり，父
の政策の継承という面が強かったという点で
あろう。ただし，『一般訓令』にはピピンに
関する記述は乏しい。
　『一般訓令』とほぼ同時期に編まれたとさ
れる『公会議の結論を反駁する王カールの書

（カールの書）』（Opus Caroli Regis contra Syn-
odum [Libri Carolini]）は，典礼聖歌に関する
明確な言及がある反面，さまざまな問題を孕
み，その扱いには注意が必要なテクストであ
る23)。この文書は偶像破壊運動および偶像破
壊論者を否定した第二ニカイア公会議（787

年）を受け，その直後の 790 年頃に作成され
たとされる。カール大帝自身が語る形式で記
されているが，実際の作者はテクスト内に引
用されている著作――特に詩篇――の傾向や
内容から，西ゴート出身で後にオルレアン司
教（位 798頃-818 年）となるテオドゥルフと
想定されている。現在，ヴァティカン図書館
が所蔵しており，オリジナルにきわめて近い
とされる写本（Vatican, lat. 7207）は，かつ
てミュンスター司教管区マリーエンフェルト
のシトー会修道院が所蔵していたという。
　音楽史家により度々引用される箇所は，第
6 項「正統な使徒の教会たる聖ローマ教会は，
信仰の事項に関して問題が生じたため，他の
諸教会から照会を求められた」（Quod sancta 
Romana, catholica et apostolica ecclesia ceteris 
ecclesiis prelata pro causis fidei, cum quaestio 
surgit, omnino sit consulenda）の後半部分であ
る。そこでカール大帝は，フランク教会が古
きよりローマ教会とともにあり，わずかな分

21）　『一般訓令』の最新の校訂版は，MGH LL Fontes iuris 16 を参照。邦訳は，河井田研朗訳「カロルス大帝の『万民
への訓諭勅令』（Admonitio Generalis）（789 年）の試訳」『キリスト教文化研究所年報（ノートルダム清心女子大学）』27 号
（2005 年），117-150 頁。邦語による考察は，同「カロルス大帝の『万民への訓諭勅令』（Admonitio Generalis）（789 年）の
注解（1）」『福岡大学人文論叢』36 巻 4 号（2005 年），1273-95 頁；多田哲『ヨーロッパ中世の民衆教化と聖人崇敬――カ
ロリング時代のオルレアンとリエージュ』創文社，2014 年，31-72 頁を参照。『学問の振興について』のテクストは，
MGH Capit. 1, p. 79 を参照。邦訳は，上智大学中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成 6　カロリング・ルネサン
ス』平凡社，1992 年，48-49 頁；リシェ，前掲書，368-69 頁。

22）　“Et ut scolae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel epis-
copia, et libros catholicos bene emendatos; quia saepe dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male 
rogant.”（MGH LL Fontes iuris 16, p. 224; 河井田，前掲論文，144 頁。訳文は河井田訳に基づくが，ラテン語を付記するなど
一部変更した。なお，MGH の旧版に基づく河井田訳では第 72 条，最新版では第 70 条に該当する）。なお，上記の引用の

「記号」（notae）が，何らかの「音楽的記号」を意味するかどうかについては諸説がある。西脇氏はフッケの説を紹介しつ
つ，音楽的記号である可能性を指摘している（西脇②，249 頁）。しかし，前述のネウマ付き楽譜写本や音楽理論書の現存
状況から，そう捉えるのは難しいだろう。ハイリーは，⑴『一般訓令』や類似史料の語法から，“nota” は “notarius”（書
記）と強く結びついた語彙であり，この場合は単純に「読み書き」を意味している，⑵ アーヘン集会（816 年）を受け発
布され，カントルの職務内容を関する記載がある『参事会規則』（Institutiones canonicorum）にも記譜法に関する言及はな
い――等の理由から「音楽記号」とみなす立場を説得的に否定している。Cf. Hiley, op. cit., p. 364.

23）　MGH Conc.2, suppl. 1. 以下に述べるこの史料の概要は，左記刊行本の編者であるアン・フリーマンとポール・メ
ードの解説に依拠する。
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断であった典礼上の作法，とりわけ「詩篇唱
の規則」（psallendi ordo）においても，父ピ
ピンの政治的決断と教皇ステファヌス 2（3）
世（位 752-757 年）のガリア巡行により齟齬
は解消されたと，力強く述べる。またローマ
式の詩篇唱の導入を拒むフランク教会も少な
くはなかったが，教皇ハドリアヌス 1 世（位
772-795 年）の意向を汲み，現在はそれに準
じているという24)。
　さて，このテクストはどのように読めばよ
いのであろうか。先に述べたように，実際に
起草をおこなったのは前述のテオドゥルフあ
るいはフランク王国の聖職者集団と推定され
るが，そこにはカール大帝の意向はどの程度，
含まれていたのであろうか。また，この文書
は当時において広く流布していたわけではな
く，16 世紀の宗教改革期にいたるまで，ほ
とんど忘れられていた点も踏まえなければな
らないであろう。多くの音楽史家が表面的な
理解にとどまるか，あるいは積極的な解釈を
避けているようにみられるなか，ペイジの見
解は卓見といえる。彼によると，カール大帝
はある種のジレンマを抱えていたという。す
なわち，彼はローマ聖歌を受け入れていなか
った自分の祖先らを断罪することができない
だけではなく，父ピピンや自己の時代の典礼
改革を強調することで，メロヴィング朝との
断絶が明瞭になる――カロリング朝が一種の

「簒奪王権」とみなされる――ことも避けな
ければならなかった。よって，ここで意図さ
れることは「変革」あるいは一般的な意味で

の「改変」ではなく，あくまでフランク人の
統治者と教皇との間の「友愛」（amicitia）で
あった。かくして，「詩篇唱」と明記されて
いる典礼改革は，フランク教会とローマ教会
の間の礼拝様式の不一致が，信仰上のそれと
混同される危険性があるゆえに，明言しなけ
ればならなかった事項にすぎないという25)。
ここでは，カール大帝の文化政策の基本路線
は先代ピピンのそれを継承した面が大きい点
と，カロリング朝にとって「改革」はむしろ
憚られるものでもあったことを確認しておき
たい。
　最後に「カピトゥラリア」（capitularia）と
呼ばれる史料群 2 点を検討する26)。まずは，
フォントネル修道院長アンセギスが蒐集した
カピトゥラリア集成（827 年成立）を取り上
げよう27)。この史料は，カール大帝とルイ敬
虔帝（位 814-840 年）の時代の聖俗に関わる
約 400 条項が，全 4 巻と付録において記され
たものである。ここで該当するのは，第 1 巻
第 78 項「修道士が習得すべきローマ聖歌に
ついて」（De cantu Romano a monachis per-
agendo）である。

　  修道士たちは聖務日課であれ，ミサであれ，
聖務はローマ聖歌で十分に，かつその規則
を遵守しつつ執りおこなうべし。それは余
の善き記憶の父君ピピンが，いまだガリア
聖歌が通用していた往時に，［礼拝におけ
る］聖庁との統一と聖なる教会の平和的調
和のためになし遂げたものゆえに28)。

24）　Ibid., pp. 135-36. 邦訳は，西脇①，218 頁を参照。
25）　Page, op. cit., pp. 294-95.
26）　「カピトゥラリア」という史料類型やその研究動向については，菊地重仁氏，津田拓郎氏らの一連の仕事を参照。
27）　MGH Capit. N. S. 1 (Schmitz, G. [ed.], Die Kapitulariensammlung des Ansegis, Hanover, 1996). この文書については，津

田拓郎「西フランク王国の統治行為における文書利用――いわゆる『カピトゥラリア』を中心に」『エクフラシス――ヨー
ロッパ文化研究 』4 号（2014 年），13-28 頁を参照。なお，上記の記事は博覧強記のペイジを含め，音楽史家にはほとんど
取り上げられていないことも付記しておく。

28）　“Monachi ut cantum romanum pleniter et ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragant, secundum quod beat-
ae memoriae genitor noster Pippinus rex decertavit ut fieret, quando gallicanum cantum tulit ob unanimitatem apostolicae sedis et 
sanctae dei ecclesiae pacificam concordiam.” (MGH Capit. N. S. 1, p. 471) なお，この文言は，前述の『一般訓令』から引かれた
ようだが，そこにもすでにピピンの名前が明記されている。MGH LL Fontes iuris 16, p. 230; 河井田，前掲論文，147 頁（前
者では第 78 条，後者では第 80 条に該当）。菊地重仁氏によるご指摘に感謝する。
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ここにあるのは，簡素ながらも洗練・定式化
された表現といえる。そして，そのなかに
「記憶」（memoria）というキーワードが含ま
れている点は，あらためて注目しておきたい。
つまり，フランク教会においてローマ聖歌を
徹底させるためには，ローマ教皇やカール大
帝の権威のみでは不十分であり，「ピピンの
記憶」が不可欠な要素であった可能性がある
からである。
　なお，この史料により名目的な意味でも 9

世紀前半のフランク王国でローマ聖歌の権威
が確立した，とみなすことはできないであろ
う。津田氏が指摘するように，そもそもアン
セギスは政治的な理由から，あるいは厳密な
法体系の確立のためにカピトゥラリアを集め
たわけでなく，おそらく個人的な理由から，
彼が利用することができた各種の情報を文字
通り「蒐集」したにすぎないという29)。他方

で，時としてそれは，フランク王国における
重要な政策の決定に利用されることもあった。
その意味で興味深いのは，「ティオンヴィル
のカピトゥラリア」と呼ばれる 805 年の記録
である30)。これは国王により同地で開催され
た集会で議論された 16 の事項をまとめたも
のとされるが，MGH の刊本では「歌唱につ
いて」（De cantu）という項目のみしか記さ
れていない。しかし，写本によってはローマ
教会の規則や慣習に従うことや，メッスの聖
歌隊学校に関わる事項も記されている（これ
については次章で述べる）。ここではピピン
以降の典礼改革の歴史とその記憶に基づくさ
まざまな言説が存在しており，それがフラン
ク王国内の各地域の事情でいわば結晶化しつ
つも，全体ではいまだ統一をみていない様相
が指摘できるであろう。

2　メッスにおける典礼改革

　前章において，9 世紀初頭のフランク王国
ではローマ聖歌導入に「ピピンの記憶」が強
く結びつけられていることが示唆された。本
章ではそれを踏まえつつ，メッスを中心とし
た典礼改革を検討する31)。
　教皇グレゴリウス 2 世の命を受け，カー
ル・マルテルの庇護を得てゲルマニアにおけ
るキリスト教布教をおこなった聖ボニファテ
ィウスの例を除くと，フランク王国によるロ
ーマへのアプローチは，確かにピピンのもと
で本格的に始まったといえる。その根拠とな

るのは，宮宰時代のピピンがガリア典礼の問
題について教えを乞うために，教皇ザカリア
ス（位 741-752 年）に宛てた 746 年の書簡で
ある32)。また，これに対してローマ教皇庁は，
ステファヌス 2 世のフランク王国巡行に随行
したと推測される「754 年の歌手たち」――
その多くがスコラ・カントールムの構成員で
あることに間違いはない――が，ローマ聖歌
の最初の教授をおこなったとされる33)。
　その際，重要な役割を担ったのが，『司教
座聖堂参事会会則』（Regula canonicorum：

29）　津田，前掲論文，16 頁。
30）　MGH Capit. 1, p. 121.
31）　メッスやフランク王国の首都アーヘン以外には，ルアン，リヨン，コルビー，トゥール，ライヒェナウ，そして

ザンクト・ガレンなどが重要な音楽拠点であるが，それらの検討は別稿に譲る。
32）　MGH Epp. 3, pp. 479-82. この書簡については，山本①，67 頁を参照。
33）　Liber pontificalis, vol. 1, pp. 446-47. なお，西脇氏は『教皇列伝』に記されるステファヌス 2 世の随行者リストに，

スコラ・カントールムの「聖歌隊長」（primicerius）と「副聖歌隊長」（secundicerius）が含まれるとしている（西脇①，222
頁）。しかし，これは音楽家よりも地位が高い書記集団（schola notariorum）の構成員のことを指しているという解釈が定
説である。Cf. Page, op. cit., pp. 288-89. なお「754 年の歌手たち」の記憶の継承については，山本①，67-69 頁を参照。
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755/756 年）で知られるメッス司教クロデガ
ング（位 742/748-766 年）である34)。彼の生
涯と事績に関しては，後任のメッス司教アン
ギルラムヌス（位 768-791 年）の求めに応じ
てパウルス・ディアコヌス（ウァルネフリド
ゥス）が記した『メッス司教事績録』（Liber 
de episcopis Mettensibus：783 年頃）がほぼ唯
一の同時代史料となる35)。以下では，ステフ
ァヌス 2 世のガリア巡行と，その後のクロデ
ガングによるメッス教会の改革に関する箇所
を引用しておく。

　  さて，［フランク王国は］あらゆる面にお
いて豊かであったにも関わらず，彼［メッ
ス司教クロデガング］はピピンの宮廷で全
フランク人の代表に選出され，ローマへと
派遣された。そして彼は，［フランク人］
すべてが熱望するものとして，尊き父であ
る教皇ステファヌス［2 世］をガリアへと
招聘したのであった。クロデガングは［メ
ッスの］すべての聖職者を集め，彼らを修
道院の流儀に沿って囲われし場所に住まわ
せ，教会において従うべきものとしての規
則を与えた。また彼らには，雑事に煩わさ
れ［教会を］不在にせず，ひたすら聖務に

励むことができるようにと，生活に必要な
物資を与えたのであった。そして彼は［メ
ッスの］聖職者たちに対して，聖なる法

［の権威］に基づくローマ聖歌（cantilena 
Romana）に習熟し，またローマ教会の慣
習に沿って聖務をおこなうよう命じたので
ある。これはメッス教会においてはかつて
ない出来事であった。同じく彼は，王ピピ
ンの援助により最初の殉教者である聖ステ
ファノの礼拝堂を建立させ，その祭壇に囲
いを作らせ，そして上部がアーチ状になっ
ている司祭の座を据えさせた。さらに彼は，
金銀で装飾されたアンボを造らせ，その祭
壇前には同じく上部がアーチ状になってい
る座を置かせた36)。

「記憶」という観点から，このテクストは二
つの次元から検討しなければならないだろう。
すなわち，一方では 754 年前後のクロデガン
グを中心としたフランク王国の動向が，他方
ではこのパウルス・ディアコヌスに依頼がな
された 783 年以降のメッスの状況が問題とな
る。
　まず「754 年の歌手たち」の問題だが，フ
ランク王国とローマ教皇庁が置かれていた政

34）　Schmitz, W., S. Chrodegangi Mettensis Episcopi (742-766) Regula Canonicorum, Hanover, 1889. 邦訳は，梅津教孝「メ
ッス司教クロデガングによる司教座聖堂参事会会則――Regula Canonicorum 試訳」『史学雑誌』92 巻 10 号（1983 年），
1622-49 頁。また，クロデガングによるフランク教会の改革について，以下を参照。Claussen, M. A., The Reform of the 
Frankish Church: Chrodegang of Metz and the “Regula canonicorum” in the Eighth Century, Cambridge, 2004.

35）　この史料については，ダミアン・ケンプによる最新の校訂版を参照。Kempf, D., Paul the Deacon “Liber de episco-
pis Mettensibus”, Paris, 2013. なお，テクストの正確な成立時期は不明である。カール大帝の 3 番目の妻ファストラーダに関
する言及があるため，783 年 10 月以降に依頼され，遅くともアンギルラムヌスが没する 791 年 10 月まで完成したとされる。

36）　“Cumque esset in omnibus locuples, a Pippino rege omnique Francorum caetu singulariter electus, Romam directus est, 
Stephanumque venerabilem papam, ut cunctorum vota anhelabant, ad Gallias evocavit. Hic clerum adunavit, et ad instar coenobii 
intra claustrorum septa conversari fecit, normamque eis, instituit, qualiter in ecclesia militare deberent; quibus annonas vitaeque sub-
sidia sufficienter largitus est, ut perituris vacare negotiis non indigentes, divinis solummodo officiis excubarent. Ipsumque clerum 
abundanter lege divina Romanaque imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit, quod usque ad 
id tempus in Mettensi ecclesia factum minime fuit. Hic fabricare iussit una cum adiutorio Pippini regis rebam [sic] sancti Stephani 
prothomartyris, et altare ipsius atque cancellos, presbiterium arcusque per girum. Simililer et in ecclesia beati Petri maiori presbiteri-
um fieri iussit. Construxit etiam ambonem auro argentoque decoratum, et arcus per girum throni ante ipsum altare.”(Kempf, op. cit., 
p. 86) この訳文は筆者による。西脇①，220 頁に途中の 1 文のみの訳があるが，「神の法（聖書）とローマ聖歌とに習熟し」
という解釈は適当とはいえない。これはラテン語の文法的にも文脈からも「聖なる法（の権威）に基づくローマ聖歌」と
みなすべきであり，他の英訳者もそのように解釈している。Cf. Levy, K., “A New Look at Old Roman Chant - II”, Early 
Music History, 20 (2001), pp. 173-97 (esp., p. 179). なお，sic を施した “reba” は Du Cange によると，「守られた場所」を意味す
るという。他の写本では “sedes”（「座」）とするものもあるので，一種の礼拝堂であると解釈した。ただし，それがメッス
大聖堂の内部にあったかどうかは不明である。
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治的状況を別にすると37)，「聖職者の共住
化」の施策がステファヌス 2 世の招聘とロー
マ聖歌の関する内容の間に挟まれていること
に注目したい。多くの音楽史家はこの記述を
無視ないしは看過しているが38)，ローマ聖歌
の導入と無関係ではないといえるからである。
マッキノンが指摘するように，ローマ教皇の
輝かしいスコラ・カントールムを目にしたク
ロデガングが，自身の司教座があるメッス大
聖堂に同様の音楽家組織を設置しようと望ん
だことは間違いない39)。だが，それは必ずし
も音楽家集団として独立したものではなく，
修道院を模した在俗聖職者のそれ――後の

「参事会」――に含まれる存在であったとみ
なすべきであろう40)。またクロデガングにと
ってのローマ聖歌の導入は，単なる礼拝で使
用される一群のレパートリーの輸入にとどま
らず，それを担う聖職者組織の改革でもあっ
たのだ。
　そして管見の限りこれを指摘する音楽史研
究者はいないが，クロデガングがメッス大聖
堂内に「金銀で装飾されたアンボ」，すなわ
ち豪華な朗読台を設置させたことも特筆すべ
きであろう。なぜなら，『ローマ式次第書
Ⅰ』で規定されるように，アンボは福音書を
朗読する助祭のみならず，アレルヤ唱などを
独唱で演奏する歌手も登壇する，ローマ典礼
における重要な場所であったからである41)。
したがって，クロデガングはローマ聖歌の音
楽自体や継続的な実践のための音楽組織のみ
ならず，ローマ聖歌が鳴り響く空間そのもの
もメッスに移植しようとしていたのであろう。
クラウセンはクロデガングの教会改革を，メ

ッスを「聖
ハ ギ オ ポ リ ス

なる都市」にすることであったと
評しているが42)，このアンボもまたローマ聖
歌の「聖なる法による権威」を可視化するた
めに，欠くことのできないものであったと思
われる。
　次に，「記憶」という観点からこの史料を
みてみよう。すでに述べたように，ローマ聖
歌導入に関わるクロデガングの活動は 754 年
頃から彼が没する 766 年にかけてなされた一
方で，この史料はアンギルラムヌスが彼の後
任としてメッス司教に選出された 768 年から
少なくとも 15 年以上がすぎた時期に，パウ
ルス・ディアコヌスに依頼されたものである。
よって，この史料はクロデガングのみならず，
その事績がまったく記されていないアンギル
ラムヌスや，あるいは当時のフランク王国の
政治的態度について語っているとみなすこと
もできよう。
　アンギルラムヌスの経歴で注目すべきは，
784 年にサン＝ドニ修道院長フルラドゥスの
死去にともない，彼がカール大帝の宮廷礼拝
堂長となったことである。いまや王国の中枢
にあるアンギルラムヌスの依頼を受けたパウ
ルス・ディアコヌスの著作は，ロザモンド・
マッキタリックが述べているように，カロリ
ング朝の正当化などあくまで政治的な理由が
その根底にあった43)。これを踏まえると，先
に引用した『メッス司教事績録』における
「［フランク王国は］あらゆる面において豊か
であったにも関わらず」（Cumque esset in 
omnibus locuples）というなにげない表現も，
周到な政治的意図に基づくものとみなすべき
であろう。また，これを単なるレトリックと

37）　当時の政治的状況とフランク王国における典礼改革の関連性はベイジが詳しく論じているため，ここでは立ち入
らない。Page, op. cit., pp. 282-88.

38）　例えば，Levy, art. cit., p. 179.
39）　McKinnon, op. cit., pp. 75-76, 396.
40）　そもそもローマ教皇のスコラ・カントールムも，その原初的形態は修道院や慈善施設と関係があるといわれてい

る。山本①，65-66 頁を参照。
41）　山本②，40-41 頁を参照。
42）　Claussen, op. cit., passim.
43）　McKitterick, R., History and Memory in the Carolingian World, Cambridge, 2004, pp. 60-83.
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みなすことはできない。ローマ聖歌の導入は
必ずしも容易であったわけではなく，ある種
の困難やフランク教会側の反発が存在してい
たとみられるからである。いずれにせよ，こ
のような表現は後代の叙述史料において一種
の常套句となり44)，フランク王国の教会人の
一種のアイデンティティとなっていく。
　前述のように『メッス司教事績録』に記述
は乏しいものの，アンギルラムヌス自身がメ
ッス大聖堂において典礼改革をおこなってい
たことを示す史料も存在している。それは現
在，大英図書館に所蔵されているある写本に
含まれている45)。この写本は 10 世紀頃のブ
ザンソン大聖堂に由来するもので，約 90 葉
の羊皮紙に『ローマ式次第書』や『ゲラシウ
ス教令集』（Decretum Gelasianum）などが収
められているが，そのなかに「司教アンギル
ラムヌス」のものとされる『カントルと読師
の 規 約 』（De cantorum et lectorum ordinatio-
ne）という文書が含まれている。この文書は
簡潔ながらも，メッス大聖堂のカントルたち
の聖務規定を記したものであるが，この時代
においてはきわめて異例なことに，カントル

たちの報酬も明記されている（図 1）。注目
すべきことに，カントルの集団は「スコラ」
と呼ばれており，さらにその序列はローマの
スコラ・カントールムのそれとまったく同じ
なのである46)。
　それでは実際に聖務に携わっていたカント
ルたちは，どのような状態に置かれていたの
であろうか。この点については，ペイジが興
味深い調査をおこなっている47)。彼はまず，
前述の「ティオンヴィルのカピトゥラリア」
の二つの写本にみられる “De cantu ut discatur 
et ut cantores de Mettis revertantur” という記
述に注目する。その後半部分には，⒜「メッ
スで学んだ（他の教会の）歌手たちはメッス
より（自身の教会へ）戻るべし」，⒝「（各地
の教会で聖歌を教えていた）メッスの歌手た
ちは，メッスへ戻るべし」という二通りの解
釈が存在する。これらは，ロマンス語の影響
を受けた中世ラテン語において前置詞の “de” 
の意味内容が曖昧になっていることのみなら
ず，歴史的事実からも支持されるのゆえに悩
ましいものである48)。さてペイジは，カント
ルを経て司教となった人物や，修道士として

44）　山本①，68 頁を参照。
45）　BL, Add MS 15222, fols. 73r-79v. この文書の概要と翻刻は以下を参照。Andrieu, M., “Règlement d’Angilramne de 

Metz (768-793) fixant les honoraires de quelques fonctions liturgique”, Revue des sciences religieuses, 10 (1930), pp. 349-69.
46）　“Primus scole accipiat ipsa die sol[idum] I. Secundus uero den[arios] VIII. Tertius aut[em] den[arios] VI. Quartus den[ari-

os] IIII.” (BL, Add MS 15222, fol. 71v) なお，ローマのスコラ・カントールムにおけるこれらの役職の詳細については，山本
②，41-43 頁を参照。

47）　Page, op. cit., pp. 347-53.
48）　例えば，アルクインの最愛の弟子として知られるシグルフは，760 年代にヨーク大聖堂からメッスに派遣され，

図 1　『カントルと読師の規約』（BL, Add MS 15222, fol. 71v）
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ある「記念の書」（Libri memoriales）にその
名を残す元カントルなどを詳細に追跡し，
「ティオンヴィルのカピトゥラリア」におけ
る記述は，少なくとも二つの事実を暗示する
と指摘する。まず記譜法が本格的に登場する
直前とされる 9 世紀前半のフランク教会にお

いて，メッス大聖堂は特権的な音楽資産を有
していたこと。そして，そこで学ぶカントル
たちには大きな可能性――時として高位聖職
者による警戒の対象となるほどの――が存在
していたということである。

3　「ローマ聖歌の楽譜」をめぐって

　フランク王国へのローマ聖歌の導入は，い
かなる手段や方法でなされたのであろうか。
その鍵となるのが，「ローマ聖歌の楽譜」
――ローマ聖歌の演奏慣習に関してローマで
作成されたもの――である。しかし，その記
録は乏しく，楽譜写本はおろか，その間接的
な言及すら 8 世紀以前に遡ることはない。
　残存する最古の史料は，イングランドにお
けるものである。ヨーク司教エグバート（位
732-766 年）の『教会制度に関する対話』

（Dialogus ecclesiasticus institutionis）や，クロ
フェスホク教会会議（747 年）の決議集では，
簡便な文言ながらもその存在や役割が記され
ている49)。またカロリング王国において記譜
法が成立するコンテクストから，このローマ
の聖歌集におそらくネウマはなく，「楽譜」
というより「口頭による歌唱指導ための教
材」という性格が強く，また典礼暦における
歌詞の選択にその存在価値があったと考えら
れている50)。
　さて，フランク王国に持ち込まれたとされ
るローマ聖歌の楽譜に関する言及は，教皇パ
ウルス 1 世（位 757-767 年）がピピンに宛て
た書簡で言及されるものが初出である。そこ

で教皇はアリストテレスの文法書や偽ディオ
ニシオスの幾何学論等などとともに，「アン
ティフォナーレ」と「レスポンサーレ」を贈
ったと述べている。また，書籍に付属してい
たという「夜時計」（horologium nocturnum）
は，おそらく聖務日課用のためのものであろ
う51)。
　フランク王国におけるその次の事例は，8

世紀前半にようやく現われる。これはカロリ
ング期の典礼学者として名高いアマラリウス
の著作に基いている。彼が 831 年から 834 年
にかけて編纂したとされ，現在は失われてい
るアンティフォナリウム（聖歌集）への序文
では，以下のようなエピソードが雄弁に語ら
れている。

　  私はかねてより，自分の地域のアンティフ
ォナリウムに不満をもっていた。それらに
は数多くの異同があり，新しいものはその
規則が古いものとだいぶ異なっていて，ど
れを基準にすればよいのか分からなかった
からである。しかし，あらゆる人間に恵み
をもたらし給う神の御加護により，コルビ
ー修道院において豊富なアンティフォナリ

スコラ・カントールムのもとで学んだ。またリヨン司教レイドラドゥス（位 798/797-814 年）は，カール大帝に懇願し，
メッスのカントルを自身の教会へ招聘したという。MGH SS 15, p. 189；リシェ，前掲書，387 頁。

49）　Haddan, A. W, and Stubbs, W. (eds.), Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland, London, 
1891, vol. 3, p. 367. 同教会会議の第 13 決議では，ミサの挙式や歌唱は「我々が有するローマ教会の書籍」（scriptum de 
Romana habemus Ecclesia）を「お手本」（exemplar）とするよう求められている。

50）　Cf. Hucke and Möller, art. cit., pp. 1613-14.
51）　MGH Epp. 3, p. 529. 邦訳は西脇①，225 頁。この書簡における記述は非常に簡素で具体性が乏しいが，ペイジは

ある写本に加筆された訂正から，古典やラテン語に関するフランク人のリテラシーの変化を炙り出している。Page, op. cit., 
pp. 327-28.
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ウムが発見されたのである［…］。そもそ
も，私がアンティフォナリウムのために，
もっとも敬虔で聖なる皇帝であるルイ陛下
からローマに御座す神聖かつ尊敬すべき教
皇グレゴリウス［4 世］のもとに派遣され
た際，教皇はこのようにおっしゃったので
あった。「親愛なる我が息子である皇帝に
差し上げるアンティフォナリウムはありま
せん。他の使節が来た際に［コルビー修道
院長］ワラに与えたからです。彼はそれを
携え，フランク王国に戻っていきました」
と。かくして，私は前述の［コルビーの］
巻と我々のアンティフォナリウムを照合し，
次のことが分かった。まずコルビーの聖歌
集は我々のものから分岐したのであり，レ
スポンソリウムやアンティフォナの順序の
みならず，歌詞や諸々の点で異なっていた。
それらは，我々がすでに歌っていないもの
だったのである。さらに我々の巻の方が，
それらよりも色々な面においてより合理的
に構成されていることも確認された。母と
娘がかくもかけ離れてしまったことに，私
は驚愕した。また上記の［コルビーの］ア
ンティフォナリウムの 1 巻には，かなり前
の教皇ハドリアヌス 1 世の頃に定められた
ものも含まれていた。［それにより］我々
が有しているアンティフォナリウムの方が，
都市ローマのものよりも，多少古いことが
確実になったのである52)。

すでにトリアー大司教（位 812-813 年）やビ

ザンツ帝国のフランク使節（814 年）を務め
ていたアマラリウスは，831/832 年に正統な
聖歌集（アンティフォナリウム）を得るため
に，教皇グレゴリウス 4 世（位 827-844 年）
治世下のローマに派遣されたという。だが，
上記のようにそれを得ることはできず，彼は
フランク王国に戻り，コルビー修道院まで足
を運び，そこでローマ教会のアンティフォナ
リウムを発見した。それらは当時のフランク
教会の聖歌集――おそらくメッスのもの――
とは大きく異なっていたが，かといって「正
統」というわけではなかった。なぜなら，そ
れらはせいぜいハドリアヌス 1 世（8 世紀後
半）の頃のものであり，少なくともパウルス
1 世（8 世紀半ば）に遡るフランク王国の聖
歌集の方が，より古いものであったからであ
る。
　この記述については，かつてより音楽史
家・典礼学者の関心の的となっており，アマ
ラリウスが検分したアンティフォナリウム，
またはその系統に属する楽譜写本の確定作業
がおこなわれてきたが，ここでは深くは立ち
入らない53)。ローマ教皇はわずかに一組の聖
歌集しか有していないなど，一見して奇妙な
印象を与えるテクストであるが，適切な解釈
をおこなうためには，前述の記譜法の考案／
普及や 9 世紀におけるフランク王国とローマ
教皇庁の関係の変化などを，多角的な検討を
踏まえる必要があろう。それは本稿の考察の
範囲を遥かに超えているため，ここでは典礼
聖歌に関わる「記憶」が一種のアイデンティ

52）　“Cum longo tempore taedio affectus essem propter Antiphonarios discordantes inter se in nostra provincia, moderni enim 
alio ordine currebant quam vetusti, et quid plus retinendum esset, nesciebam; placuit ei qui omnibus tribuit affluenter, ab hoc scrupu-
lo liberare me, inventa copia Antiphonariorum in monasterio Corbeiensi [...]. Nam quando fui missus Romam a sancto et Christianis-
simo imperatore Ludovico ad sanctum et reverendissimum papam Gregorium de memoratis voluminibus, retulit mihi ita idem papa: 
Antiphonarium non habeo quem possim mittere filio meo domino imperatori, quoniam hos quos habuimus Wala quando functus est 
huc legatione aliqua, abduxit eos hinc secum in Franciam. Quae memorata volumina contuli cum nostris Antiphonariis, invenique ea 
discrepare a nostris non solum in ordine, verum etiam in verbis et multitudine responsoriorum et antiphonarum, quas nos non canta-
mus. Nam in multis rationabilius statuta reperi nostra volumina quam essent illa. Mirabar quomodo factum sit quod mater et filia 
tantum a se discreparent. Inveni in uno volumine memoratorum Antiphonariorum ex his quae infra continebantur, esse illud ordina-
tum prisco tempore ab Adriano Apostolico. Cognovi nostra volumina antiquiora esse aliquanto tempore volumine illo Romanae 
urbis.” (Hanssen, J.-M., Amalarii Episcopi Opera Liturgica Omnia, Vatican, 1958, vol. 1, pp. 361-63)

53）　Apel, Gregorian Chant, pp. 79-81; Hiley, Western Plainchant, pp. 569-71
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ティとして枢要な意義をもっていたことを， あらためて確認するにとどめたい。

お わ り に

　本稿は，カロリング朝の文化政策やローマ
聖歌導入の模様を伝えるいくつかのテクスト
を取り上げ，成立時期の重層性や「記憶」と
いう観点に着目しつつ，その内容を検討した。
最後に，その成果を広い文脈に置いて考えて
みよう。
　マッキタリックは，カロリング世界の「歴
史」と「記憶」の問題を扱ったその著作にお
いて，歴史書や年代記のみならず，『教皇列
伝』，聖人伝，殉教者行伝，「著名者列伝」
（De viris illustribus），「記念の書」，カピトゥ
ラリア，書簡など，まさに多種多様なテクス
トをもちいて，カロリング朝フランク王国の

「集合的記憶」のあり方やその社会的機能，
そして言説の担い手と受け手の問題などを論
じている54)。それによると，カロリング期の
フランク人は自らを幅広い歴史――古代ロー
マはおろか，トロイアまで遡る――のなかに
位置付けつつアイデンティティを錬成させよ
うという，強い衝動をもっていたという。そ
こにおいて「歴史」は単なる知識ではなく，
自らを知り，そして未来を切り拓くための
霊
インスピレーシヨン

感 の源であったのだ。彼女が「歴史
熱」（historical mindedness）と呼ぶ，カロリ
ング朝フランク人のこのメンタリティは，同
時代のビザンツ世界やアングロ＝サクソン世
界のそれとも大きく異なるものであり，あら
ゆる知的な営為は「歴史」をその基礎に置い
ていた。
　他方で「記憶」はどうであったか。「歴
史」と「記憶」に密接な関係があることは言

を俟たない55)。歴史意識の形成の根本にある
のは「記憶」であり，他方で歴史記述により
集合的記憶が涵養されるからである。マッキ
タリックは両者の「相互依存関係」（interde-
pendance）を指摘するにとどまっているが，
それに付言すると次のようになるであろう。
人間にとってある意味で普遍的な「歴史」と
「記憶」の間の送受信は，カロリング世界の
知的回路ではとりわけ大きく増幅されていた。
そして，こうしたあたかも激しいピストン運
動のような「歴史と記憶の相互作用」こそが，
カロリング期の各種の優れた文化的遺産の源
であったのだと。また，この文脈において

「ローマ」は宗教的な権威だけでなく，「歴史
的な泉源」としてもフランク人の前に現れる。
そこには無数の学ぶべきものがあり，フラン
ク人が大いなる「友愛」（amicitia）を感じる
一方で，歴史と記憶はアイデンティティその
ものであるゆえに，単純な依存関係ないしは
一方的な文化の受容はあり得ない。かくして，
カロリング世界にとってローマはあくまで，
「拮

エミユレーシヨン

頑」の対象であったのである。
　以上の図

シエーマ

式を，「グレゴリオ聖歌」成立の
一断面を素描した本稿の記述にあてはめてみ
よう。そもそも音楽は記憶に大きく依存し，
それは記譜法が普及する盛期中世以降も根本
的には変わらなかった56)。また，キリスト教
における礼拝は，言語表現と象徴的動作から
なる決まった儀礼行為を日々延々とおこなう
ことで，共同体である教会が神と交わる――
「歴史的アイデンティティ」を確認／創造す

54）　McKitterick, History and Memory (cit.), passim. カロリング朝期の記憶とアイデンティティの問題については，マシ
ュー・イネスの論考も参照。Innes, M., “Memory, Orality and Literacy in an Early Medieval Society”, Past & Present, 158 (1998), 
pp. 3-36.

55）　例えば，ポール・リクール（久米博訳）『記憶・歴史・忘却（上下）』新曜社，2004-05 年を参照。
56）　盛期中世以降における記憶と音楽の関係については，Berger, A. M. B., Medieval Music and the Art of Memory, 

Berkeley, 2005 を参照。
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る――行為ともいえる。それゆえに「754 年
の歌手たち」以降，規範となるローマ聖歌は
旋律やレパートリーのみならず，音楽家組織
や演奏場所にいたるまで模倣されたのである。
しかし，口頭伝承の宿命である楽曲の変質や
何らかの創造的行為により差違が明瞭になる
と，フランク教会の音楽家たちは，自分たち
の音楽を正当化する言説をおこなわざるを得
なくなったのである。むろん，彼らは「創造
性」を誇ることはおろか，それは噯

おくび

にも出さ
ず，しかしながら，あくまで自分たちの音楽
がより古く，「泉源」に近いと主張したので
ある。
　最後に，「カロリングの記憶」が後の時代
においてどのようなかたちで受容され，また
いかなる影響を与えていったのかという本特
集の論点について簡単に触れておこう。本論
の冒頭で指摘したように，グレゴリオ聖歌の
現存する初期写本群は，いずれもフランク王
国に由来する（表 1 を参照）。それらの写本
に含まれる楽曲は，当初より体系的な教授法
を有していたわけではなく，ネウマの表記法
一つをとっても地域により大きく異なってい
たが57)，全体としては統一的な楽曲のレパー
トリーが形成されていったとされる。他方で，
ローマ＝フランク王国以外の地域――イタリ
アも含む――では，地方聖歌の伝統が根強く

存続していた。教会改革期の教皇達はその状
況を危惧し，「（フランク＝）ローマ聖歌」の
導入を推し進めた。ステファヌス 9（10）世
（位 1057-1058 年）は，自身が院長を務めて
いたモンテ＝カッシーノ修道院で歌われてい
た「アンブロジオ（ベネヴェント）聖歌」を
禁止とし，グレゴリウス 7 世（位 1073-1085

年）はアルフォンソ 6 世を説き伏せ，ブルゴ
ス教会会議（1080 年）でモサラベ聖歌を廃
止させた。そしてペイジが指摘するように，
同時期における音楽教授法の革新――特に譜
線記譜法――は，この文脈に捉える必要があ
る。この音楽改革の中心的人物とされるグイ
ード・ダレッツォや，自身が院長を務めたシ
ント＝トロイデン修道院でグイードの理論を
実践したロドルフスらの著作には，いわば結
晶化された「カロリングの記憶」を見出だす
ことはできるからである58)。ただし，そこで
はピピンはおろか，カール大帝の記憶も薄れ，
いわば「ローマ（教皇）の記憶」へ吸収・同
化がなされてしまっているといえる。それは
なぜか。カロリング朝フランク王国の衰退と
いう現実とともに，ローマ側の巧みな情報戦
略が影響していたことは十分に想定される
が59)，音楽をめぐる言説の包括的な調査はい
まだ俟たれるところである。 （昭和女子大学）

57）　したがって，ネウマの分類，音楽理論書に基づく定義や具体的な音の動き，楽譜以前の泉源としての旋律の復元
やその美学的意味などを綜合的に探究する「セミオロジー」が，音楽史研究における一つの学問領域となっている。ユジ
ェーヌ・カルディーヌ（水嶋良雄訳）『グレゴリオ聖歌セミオロジー――古楽譜記号解読解釈』音楽之友社，1979 年を参照。

58）　Cf. Page, op. cit., pp. 443-51, 482-92.
59）　ローマ教皇庁の情報戦略については，以下を参照。McKitterick, R., Rome and the Invention of the Papacy: The Liver 

pontificalis, Cambridge, 2020.




