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概念的枠組みとしてのセミオロジーに基づく研究と 
その方法論 

 
佐々木悠 

 
The Research Method based on the conceptual framework ”Semiology” 

in Gregorian Chants 
Yu Sasaki 

 
This paper is to consider the method of the research based on semiology as 

a conceptual framework. In generally, the term of semiology in the field of 
Gregorian Chants research is well known. But the research method itself isn’t 
completely comprehended by the majority. Because of this, I’m going to 
analyze the criteria of the basic methods. In the first chapter, the development 
of research until the 70’s is overviewed. The main theme of this paper in the 
second chapter is the explanation of the basic theory how neumes are 
examined in the musical context of chants. In the last chapter, the direction of 
future research is suggested, and associated problems are shown. On the one 
result of this paper is that the researches of semiology led to the completion 
of one basic semiological goal, the Graduale Novum in 2018. From this time on, 
it is expected that applied research based on this new book of chants will 
follow. On the basis of this new knowledge of research in semiology Japanese 
researchers also should follow these new trends. 
 
はじめに 

2018年 9月 14日から 16日にかけて，日本グレゴリオ聖歌学会第 20回全
国大会が執筆者の勤務校・エリザベト音楽大学において開催された。大会に
は国際学会A. M. シュヴァイツァ会長が招聘され，3日間の参加者は延べ 200
名近くにのぼった。氏からは，聖歌の歴史，研究の変遷，モデル合唱隊を用
いた実践指導，ミサにおける指揮を通して，「セミオロジーに基づくとは何か」 
ということが語られた。 
本稿では，大会におけるシュヴァイツァ氏の指摘も踏まえ，概念的枠組み
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（conceptual framework）1 としてのセミオロジーに基づく研究とその方法
論の特質を検討する。 
 
1．研究の変化 
 国際グレゴリオ聖歌学会とその日本支部・日本グレゴリオ聖歌学会の目的
は，E. カルディーヌ（E. Cardine, 1905-1988）によって確立された「グレゴ
リオ聖歌セミオロジー Gregorian Chant Semiology」（以下，セミオロジー）と
いう概念的枠組みに基づき，研究活動を展開することにある。 

今でこそ，グレゴリオ聖歌（以下，聖歌）の成立についてかなりの情報（フ
ランク王国内で，8 世紀から 11 世紀頃にかけて作曲された）が明らかになっ
ているが，19 世紀の段階では，教皇が直々に作曲したと思われることも珍し
くなかった。その状況下において，ソレムのサン・ピエール修道院では，聖
歌の復興とそれに基づいた典礼の整備が行われた。そこで大きなテーマとな
ったのは，当時未解読であった手書き「写本」の研究であり，それは他分野
の写本解読の方法論に因み，「パレオグラフィ」と呼ばれた。これにより，各
地に散逸していた写本の整理と，旋律におけるネウマの役割（音の上行・下
行）の解明が進み，聖歌集『グラドゥアーレ・ロマーヌム』2（1908, ヴァチ
カン版）や，写本集成『パレオグラフィ・ムジカル』3 の出版が実現した。ま
た，聖歌の求めたサウンドをどのように再現するかという課題に関して，主
に 2 つの視点 ̶̶ 聖歌のリズムは現代のリズムの起源であるという仮定と，
再現を考える基本は角符記譜法（厳密にはここで使われている四角符はネウ
マではない）とする ̶̶ に基づく実践理論が考案された。世界各地に普及
したソレム・メソッドやそれに基づく様々なアイディア（アメリカのワード・
メソッドなど）はその一例である。 

しかし第二次世界大戦後，研究の進展に伴い，手書きの写本に書き込まれ
ている情報とヴァチカン版との相違に焦点が当てられるようになる。そして
四線譜ではなく，写本とネウマに基づいたサウンドの再現が試みられるよう
になった。その主導的な役割を果たしたのはカルディーヌであり，アグスト
ーニ（L. Agustoni），ヨッピヒ（G. Joppich），フィッシャー（R. Fischer），そ
してゲシュル（J. B. Göschl）等が彼の研究を支えた。彼らにより，パレオグ
ラフィの主要なテーマであったネウマの形状を考察する姿勢に加え，ネウマ
を音楽的コンテクスト（音楽的文脈）の中で分析し，それに基づくサウンド
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の構築にも主眼が置かれるようになった。その結果，従来の研究やその基礎
理論が抜本的な見直しを余儀なくされた。この新しい概念的枠組みは，カル
ディーヌ自身によって「セミオロジー」と命名され4，国際グレゴリオ聖歌学
会がそれに基づいた研究の推進役を担うことになった5。 
 
2．概念的枠組みとしてのセミオロジーとそれに基づく研究の方法論 
セミオロジーは，パレオグラフィの研究結果を踏まえ，ネウマの空間にお
けるサウンド（響き），すなわちネウマの聴覚的意味（音楽的意味）を考え，
実際に再現することを目的とする聖歌学の研究領域であり，研究の概念的枠
組みでもある。これは，その目的からも明らかなように，「ネウマが具体的な
サウンドを表している」という前提がなければ成り立たない。しかしその点
も含め，セミオロジーの定義，前提条件，研究領域，研究方法などは明確に
整理されていない。そして基礎研究と応用研究の境界も曖昧になっている。
そこで以下ではセミオロジーを，ネウマが空間に鳴り響くサウンドを表現し
ているという仮説を基に，ネウマを研究するという概念的枠組みと捉え，そ
れに基づく研究の変遷と，その方法論を整理する。 
 
2.１ 研究全般に共通する方法論 
セミオロジーに基づく研究について，その方法論を包括的に記したハンド
ブックのようなものは未だ存在しない。そのため本稿では，ゲシュルが自ら
の博士論文で指摘したものと6，これまでの研究におけるものとを基に，次の
ように整理を試みた。 
 
（１）ネウマ自体の考察 
・ カルディーヌ等による『グレゴリオ聖歌セミオロジー』7 を基礎文献
とする。 

・ いずれの研究においても，他の写本との比較を基本とする。写本によ
って同じネウマでも形状が異なる場合があり，正確なネウマの理解に
は「原典資料（写本）比較」が不可欠である。 

・ 聖歌を考察する際には，旋律の原型を記録していると考えられるアデ
ィアステマタ（音高が明示されず，線譜の無い楽譜）写本を検討の対
象とし，参照する。特に，ラン 239 のメッス系ネウマ（L）とザンク



 

 

4 

ト・ガレン系ネウマ（SG）の比較が重要である。 
 
（２）音楽的コンテクストにおけるネウマの考察 

・ ネウマを，テキストのリズム感，ネウマのテンポ感，旋律の観点から
分析する。 

・ テキストのリズム感やネウマのテンポ感は，音高非明示写本 
（adiastematic manuscript）から読み取ることのできる要素を前提と
し，「アーティキュレーション」 の概念で捉える。したがって，20世
紀前半に考案された実践理論や計量的リズム論は排除される。なお明
確な指摘は見られないが，セミオロジーにおけるアーティキュレーシ
ョンは，古楽器の演奏習慣研究で用いられるその概念と類似している。 

・ テキストのリズム感（各単語の音節音価も含む，テキスト全体のもの）
は，テキスト分析において行われる方法 ̶̶ リズム・アーティキュ
レーション（後述）̶̶ を採用する。 

・ ネウマのテンポ感は 3 つの分類（独 kurrent, nicht kurrent, partiell 
kurrent）を前提とする（後述）。 

・ テキストのリズム感とネウマのテンポ感を統合し，ネウマのアーティ
キュレーションを検討する。 

・ 旋律の音程に関しては，それが記されている音高明示写本 
（diastematic manuscript）を前提とするが，原型はあくまでも音高非
明示写本に記されており，音高明示写本のみに比重を置いた議論は避
ける。 

 
2.２ 研究分野 
セミオロジーに基づく研究分野は明確に分化されていないが，ドイツ支部
の学会誌『グレゴリオ聖歌学研究』8 に掲載された膨大な量の研究などを大
別すると，表 1のようになる。この他に，表 2に示したように，成立の歴史，
典礼における聖歌の位置付けなど，聖歌の周囲に位置する副次的な事項も，
聖歌の全体の意味を考える上で重要な観点であり，考察が進められている。 
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研究分野 内容 進展状況 

パレオグラフィ 写本研究，ネウマの形
状比較 

広範囲に渡り研究が進んで
いる。 

旋法 

中世の音楽理論書の解
読（特に聖歌に関す
るもの） 

旋法理論 
詩編唱 

広範囲に渡り研究が進んで
いる。 

リズム 

音楽的コンテクストに
おけるネウマの考察 
̶ 言葉のリズムとネ
ウマの関係 

広範囲に渡り研究が進んで
いる。 
・リズム・アーティキュレー

ション 
・ネウマのテンポ感：3 分類 
→ ネウマのアーティキュ

レーション 

融化  融化の原則，言葉や旋律との
関係が明らかにされている。 

 
 
 

研究分野 内容 進展状況 

歴史 

起源 

・700 年代にフランク王国で作
られた可能性が高い。 

・それまでの各地の聖歌を参考
にしていた。 

・作曲の状況は資料不足のた
め，不明な部分が多い。 

受容と展開 
発展の過程について，時代区分
が提唱されている。 

典礼 
ミサとの関係  
聖務日課との関係 

広範囲に渡り研究が進んでい
る。 

神学 歌詞であるテキストの 作曲された当時，教父神学が主

表 1 研究分野の一例 

表 2 副次的分野 
 
2  研究分野の
一例 
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解釈 流であったことが判明してお
り，歌詞の選択における教父神
学の影響について研究が進ん
でいる。 

 
2.３ 変遷 
表 3は，表 1と表 2で示した研究の年代ごとの推移である。ここからは，研
究が段階的に明確な方向性を持って行われ，『グラドゥアーレ・ノーヴム』9 を
一つの集大成としていたことが窺える。 
 

 
年代 研究の主な内容 重要な出来事・ 

基礎的文献 
1950年代
-1960年代 

セミオロジー確立へのスタート 
ネウマの分離 
ネウマとテキスト 
言葉のアーティキュレーション
とネウマ 
融化における拡大と縮小 

アグストーニ『グレゴリオ
聖歌』（1963）10 

1970年代 概念的枠組みとしてのセミオロ
ジーの確立  

カルディーヌ，他『グレゴ
リオ聖歌セミオロジー』
（1970）11 
国際学会（AISCGre）設立 
『グラドゥアーレ・トリプ
レックス』（1979）12 

方法論：ネウマ自体の考察と，音
楽的コンテクストにおけるネウ
マの考察の基本方針 

融化の基本的意味 
 写本のネウマを音楽的に再現す

る実験的演奏の試み 
1980年代
-1990年代 

旋律修復へのスタート ドイツ支部学会誌『グレゴ
リオ聖歌学研究』13 の「旋
律修復結果」（現在まで継
続）  

写本精査と旋法理論の諸問題 
（siと si♭の問題など） 

表 3 研究の変遷 
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→ 旋律修復の試み  

音楽的コンテクストにおけるネ
ウマの意味を探るための基礎理
論 
・リズム・アーティキュレーショ
ン 
・ネウマのテンポ感：3 分類 
→ ネウマのアーティキュレー

ション 

アグストーニ・ゲシュル 
『グレゴリオ聖歌解釈へ
の導入』（1987-1992）14 

音楽的コンテクストにおける融
化の意味 
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2.４ 音楽的コンテクストにおけるネウマの意味を探るための基礎理論 
表中に見られる基礎理論 ̶̶ リズム・アーティキュレーション，ネウマ
のテンポ感 ̶̶ は，主に音楽的コンテクストにおけるネウマの意味を考察
する際に用いられる。以下では，その 2つの理論とそれらの統合としてのネ
ウマのアーティキュレーションについて，執筆者のこれまでの研究経験を踏
まえ，その特徴を整理する。 
 
2.４.１ リズム・アーティキュレーション 
シュヴァイツァ氏が講演で指摘し，2019年の国際大会においてテーマとさ
れた 「リズム・アーティキュレーション」は，既に 1980年代に理論化され
ていた。リズム・アーティキュレーションは本来，ヨーロッパ言語の詩文に
ついて，テキスト朗読がどのようになされるべきかを分析する過程で生まれ
た理論である19。下記の図は，アグストーニとゲシュルの『グレゴリオ聖歌解
釈への導入』に記された表20 を基に，執筆者が分析した例である21。その手順
は次の通りである22。 
 
 
 
 
 
 
 
 
検討手順 
① 各単語のアクセント音節（/）と語尾音節（*）を調べる。 
② アクセント音節は，発音する際にいくらか伸ばされることから，単語
を発音する際の「動きの支点（Drehpunkt）」 と考える。この際，1音
節の単語は，この対象から外す。またテキスト全体の始まりのアクセ
ント音節には，「動きの支点」の代わりに，「開始点（N = Neubeginn）」
とする。 

③ 語尾音節は，次の言葉への繋ぎをしようとするもの（DiW = Distinktion 
mit Weiterführung auf der gleichen Silbe）と，次の言葉との区切りを

図 1 執筆者による In. Viri Galilaei 冒頭テキストの分析例 
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付け，次に次の言葉を新しく始めようとするもの（DiN = Distinktion 
mit Neubeginn auf der folgenden Silbe）に分類する。 

④ ② の動きを曲線（図１のテキスト上の曲線）で結ぶことにより，歌
詞の流れ，ないし朗読の流れが視覚化される。 

 
2.４.２ ネウマのテンポ感 
 ネウマのテンポ感に関する 3 つの分類は，ネウマを書く際の羽ペンのスピ
ード具合に起因しているとも言われ，そこには作曲者の頭の中に鳴り響いた
サウンドの状態も反映されていると考えられている。このことから，ネウマ
のテンポ感について，様々な観点から研究され，現在ではネウマのテンポ感
には次の 3 つの動きがあるとされている23。それは「流れる」という意味のク
レント（kurrent）を基準とし，クレントなもの（kurrent），クレントではな
いもの（nicht kurrent），部分的にクレントなもの（partiell kerrent）に分類
される。水嶋は，『グレゴリオ聖歌研究』第 11 号の国際学会ヴェローナ大会
報告において，クレントを「流動体」とも訳している24。 

下記の表はアグストーニとゲシュルの著作に掲載されている表の一部であ
る25。表上段の k がクレント，nk が クレントではないもの，pk が部分的に
クレントなものを指している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.４.３ 2 つの基礎理論から浮かび上がるネウマのアーティキュレーション 
 2 つの基礎理論を組み合わせて音楽的コンテクストにおけるネウマの分析

図 2 アグストーニとゲシュルの著作に見られるネウマの分類表 
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を行うと，ネウマのアーティキュレーション箇所 ̶̶ あるところは拡大さ
れ，あるところは縮小される，など ̶̶ を想定することが可能になる。そ
の際には，ネウマの前後関係や，歌詞のまとまり，付加文字や，旋律の動き
（音程），旋法などの要素も，ネウマのアーティキュレーションを考える判断
材料となる。 
 
2.４.４ 音楽的コンテクストにおけるネウマの意味を考察する際に重要とな

る 2 つのポイント 
ここまで，音楽的コンテクストにおけるネウマの意味を検討する際の 2つ
の基礎理論と，その統合体としてのネウマのアーティキュレーションについ
て述べてきた。しかし，これに関しては，多くの誤解がつきまとい，時には，
的外れな結論が生み出されてきたことも確かである。ここでは，表 3の 2000
年以降の欄に示したゲシュルの反論について，その内容を検討し，考察にお
いて考慮すべきポイントを整理する26。 
事の発端は，コールハース（E. Kohlhaas）が発表した「対話あるいはゲッ
トーへの退却？グレゴリオ聖歌セミオロジーと音楽学」にある27。彼女は，セ
ミオロジーに基づく研究によって示されたネウマのまとまりには一定のパタ
ーンが見られ，計量的なリズムパターンの存在を否定できないのではないか
と指摘した。また，彼女は中世の音楽理論書を，字義通りに聖歌に当てはめ
て考察を試みた。 
ゲシュルはこの主張に対して，「音楽学とグレゴリオ聖歌の対話に横たわる
問題」と題した反論を行った。ゲシュルは，既存のセミオロジーに基づく研
究から，ネウマの多様性が明らかになっており，そこに計量的リズムは存在
し得ないこと，したがって数学的に解決できる問題は存在しないと明言した。
さらに，中世の音楽理論書に基づく研究の失敗例を挙げ，セミオロジーとい
う概念的枠組みに基づく研究の最終目的は，神学としての言葉と音楽として
の音を総合的に考えることにあり，それは一般的な音楽学と一線を画してい
ると結論付けた。 
ゲシュルの記述からは，セミオロジーに基づく研究において，以下の 2つ
のポイントが重要になると考えられる。一つは，ネウマに計量的発想を持ち
込んでいないかを慎重に見極めることであり，これは実践研究にもあてはま
る。例えば，トリストローファはクレントなネウマであるが，それは 3つの
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ストローファが一つのグループとしてクレントと理解される。この前提を崩
すには，トリストローファのいずれかのストローファにエピゼマや融化ネウ
マが見られることが前提となる。したがって，トリストローファの 3音をリ
ズムパターンのように 3連符として捉えたり，ネウマを無視して，ある音は
長く・ある音は短くなどのパターン化をしたりすることはセミオロジーの基
本方針と相容れない。 
もう一つは，中世の音楽理論書の理論は，数学的理論に沿った正しさを求
める発想から生まれていることを念頭におくことである。研究者は，理論書
に書かれている理論を，そのまま聖歌に当てはめて考察していないかを十分
に考える必要がある。したがって，旋法理論に無理やり当てはめようとして，
旋律を変えてしまったり，シの音に理論的に勝手に変化記号をつけてしまっ
たりすることは避けなければならない。 
 
3．今後の課題 
ミサ固有唱の旋律修復が一段落し，2015 年と 2019 年に開催された国際大
会における発表からは，今後の研究の方向性として，教父神学と聖歌の関わ
りが取り上げられた。聖歌が作られた時代，教会の神学は教父神学に基づい
て形成されていた。その特徴は，アレゴリカル・インタープリテーション（寓
意的解釈）にあり，これは現在の神学観とは異なる部分も少なくない。聖歌
の作者が聖書をアレゴリカル・インタープリテーションに基づいて読んでい
たとすれば，歌詞や旋律の中に置かれた力点は，現在の神学を前提とする解
釈とは異なってくるのではないか。これが少なくとも，未だ不明な点の多い
聖歌の作曲法に一つのヒントを与える可能性があるのは確かである。 
 
おわりに 
本稿では，セミオロジーに基づく研究とその方法論について，その特質を
考察してきた。その結果は，本文において述べた通りである。特に，1970年
代以降，セミオロジーという新しい概念的枠組みが，それまでの理論を根底
から覆し，聖歌学に大きな影響を与えてきたことは，疑いようのない事実で
ある。そして，既に研究の段階は応用研究へと移行しようとしていることも
明らかである。我が国における研究のあり方も，今後否応なく，大きな変化
を求められると思われる。 
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1 もともと看護系・医学系において使われている用語であり，研究の立場（観点）を
指す。聖歌学におけるセミオロジーは，従来のパレオグラフィと異なるネウマの捉
え方を一つの大きな柱にしている。したがって，研究に際し，この立場を是認する
か否かで，研究は大きく変わってくる。その意味で，セミオロジーはまさに研究の
「概念的枠組み」と捉える事が可能であり，本稿ではこの用語を採用することにし
た。この用語の詳細については以下を参照。G. Bordage, Conceptual frameworks to 
illuminate and magnify, in: Medical Education 2009: 312-319. 

2 Graduale Romanum (Solesmes, 1908). 
3 Paléographie musicale (Solesmes etc. , 1889-). 
4 E. Cardine. Semiologie Gregorienne (Solesmes, 1970). 
5 グレゴリオ聖歌セミオロジーの誕生やそれ以前の研究については, 故水嶋良雄の解
説に詳しく書かれている。E. カルディーヌ『グレゴリオ聖歌セミオロジー』水嶋良
雄訳（音楽之友社）：231-240. 

6 J. B. Göschl, Semiologische Untersuchung zum Phänomen der gregorianischen Liqueszenz 
(WWGÖ, 1980): 101-105. 

7 注 4. 
8 Beiträge zur Gregorianik (Con Brio, 1985-). 
9 Graduale Novum, 2 vols. (Con Brio, 2011, 2018) 
10 L. Agustoni. Gregorianischer Choral (Herder KG, 1963). 
11 注 4. 
12 Graduale Triplex (Solesmes, 1979). 
13 注 8. 
14 L. Agustoni, J. B. Göschl. Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 

(Bosse, 1987-1992). 
15 注 9. 
16 Cantus gregoriani per totum annum (EOS, 2017). 
17 S. Klöckner. Handbuch Gregorianik (Con Brio, 2009). 
18 Enzyklopädie der Kirchenmusik (Laaber, 2011-2018). 
19 H. Lösener. Zwischen Wort und Wort, Interpretation und Textanalyse (W. Fink, 2006). 
20 注 14, vol.1, 109. 
21  Yu Sasaki. Der Einfluss der Augustinus Theologie auf Liqueszenz und Rhythmische 

Artikulation in Proprium in Ascensione Domini (AISCGre Congress 2019 in Bautzen 
Germany における発表配布原稿より転載). 図のテキストにおける丸囲み文字は， 
融化ネウマの存在を示している。 

22 図 1は基本的な要素のみを分析したものである。詳細な分析方法などは同書（注
14）を参照されたい。 

23 注 14, vol. 1, 82-95. 
24 水嶋良雄 「ヴェローナ学会に見られるグレゴリオ聖歌の研究事情 その 1」『グレゴ
リオ聖歌研究』第 11号（日本グレゴリオ聖歌学会，1991）：4. 

25 注 14, vol.1, 186. 
26  J. B. Göschl, Zum Problem des Dialogs zwischen Musikwissenschaft und 

Gregorianischer Semiologie, in BzG 31 (Con Brio, 2001): 53-57. 詳しくは，佐々木悠
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