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どちりなきりしたんⅠ 楽曲構造分析まとめ 

kin 

１．楽曲構造分析 

（１）曲想、テンポ、調、旋法＊1 

練
習
番
号 

詞 曲想 
テ
ン
ポ 

調＊2 教会旋法 コメント 

0 ありとせあらうるも
の…其れはじめなく
て叶わず 

Moderato deciso 

中ぐらいの速さで決然
と 

80 g-Moll(ト短調)  

最も美しい調性。真面
目さと快活さ、愛らし
さを併せ持つ 

  

1 はじめあれば…自ら
始まる事叶わず 

  

2 見給え…いよやかに
して 

Poco meno mosso 

estaticamente 

それまでより少し遅
く、（法悦に浸り）うっ
とりと 

   

3 日は昼を照らし…時
をあやまたず 

Poco piu Mosso 

少し速く 

88   

4 三十日を…四つの時
違わず 

Piu Mosso 

速く 

96 d-Moll(ニ短調)  

敬虔で安らぎをもたら
す。同時に何か大いな
るもの、満ち足りたも
のももつ。 

 最初の転調 

5 O－ ミクソリデ
ィア 

主音 G(ソ) 

属音 D(レ) 

シに付いている♭にわざわざ♮を
つけ、調の色を消している 

6 春夏秋冬と…霜来る
有様 

Moderato 

ほどよい速さで 

80 a-Moll(イ短調) 

嘆き、立派さ、沈着。
眠りを誘いもするが、
決して不快ではない。
クラヴィーア曲に向い
た調 

 二回目の転調 

7 いにしえに…天地の
間に示され候 

  

8 Veni creator h-Moll(ロ短調。英語 B 

minor) 

奇怪で不快、メランコ
リックである。 

ミクソリデ
ィア 

主音 E(ミ) 

属音 H(シ) 

 

三度目の転調。 

 

練習番号 11 と両方を合わせて検
討。引用箇所は短く、半音階が
出てこないので、ミクソリディ
アと考えて差支えない 

9 下に…君の在します
故なり 

Maestoso,un poco 

sostenuto 

荘厳に、威風堂々と、
それぞれの音を少し長
めに 

   

10 天地の間に…真の主
一体在します為なり 

Piu Mosso 速く 96 fis-Moll(嬰ヘ短調) 

大きな悲しみ。望みが
ないのに恋い焦がれ
る。孤独、厭世的。 

 四度目の転調 

11 Veni creator Moderato ほどよい速
さで 

84 b-Moll(変ロ短調。英語, 

B flat minor) 

ゆったりした感じを出
す 柔和な輝かしさ、静
かで 冥想的な所もある
＊3 

ミクソリデ
ィア 

主音 As 

(ㇻ♭) 

属音 Es 

(ミ♭) 

五度目の転調 

12 真の御主…崇められ
たもうべき事 

Andantino 歩くような
速さよりやや速く 

72 g-Moll(ト短調) 

 

 六度目の転調 

13 当来生天の…仰ぎ奉
る 

Meno mosso,pregare 

それまでよりも遅く、
祈る。嘆願する 

  



（２）楽式＊4・音楽様式＊5・作曲技法の分析の試み 

練
習
番
号 

詞 

楽式 

（Veni Creator Spiritus 旋律の動
機による動機労作＊6） 

様式 作曲技法 
様式・作曲技法を
用いた作品例 

コメント 

0 ありと
せあら
うるも
の…其
れはじ
めなく
て叶わ
ず 

A1 

（0~3 g-Moll） 

 

「ありとせ」⇒ソファソ
シ♭を動機と見る。 

 

この音型が様々な旋律に
変化し、転調したり、音
価変化、速度変化して曲
を作っていくと見る 

 

他に、レ♭ミ♭ファミ♭
の音型等も出てくる 

出だし単旋律
（グレゴリオ聖
歌と同じ様式） 

語りウタ書法＊7 グレゴリオ聖歌 

 

「Dies Irae」 

「Veni Creator 

Spiritus」 

など名曲揃い 

 

語りウタ書法  

効果的に演奏する為、アルシス・テ
ーシスを意識する事は有効 

楽式 Veni Creator Spiritusの動機
による動機労作 

 

ソファソシ♭という動機は 77~78 小
節「tu creasti」の音型からの引用と
解釈する 

 

他にも例えば 74~75 小節「_visita」
から引用のレ♭ミ♭ファミ♭の動機
は、10・13・50・61 小節に現れる 

5 小節目から、
鮮烈なホモフォ
ニー 

ヘンデル 

（1685- 1759） 

「メサイア」 

ホモフォニーの効果
が顕著 

 

1 はじめ
…叶わ
ず 

「くてかな」(5 小節)⇒
ありとせの反行変奏？ 

「叶わず」（11 小節）⇒
ド・レ・（ミ♭）・レ 

練習番号 0 と同
じ 

   

2 見給え
…にし
て 

「見給え」⇒レミ♮ファ
ミ♮ 
「て日はひ」⇒ラソラド 

応唱 

バリトンが歌い
出し、他が続く 

 「応唱聖歌」冒頭 

Responsorium  

 

応唱 ローマ‐カトリック教会の典
礼で、先唱者の朗詠に続いて合唱隊
や会衆が唱和すること＊8 

3 日は…
あやま
たず 

「月」⇒レドレファ 

「夜を」⇒ソファソシ♭ 

「西に」⇒ ソラド 

「夜昼」⇒ソファソシ♭ 

対位法 

（カノン） 

 ジョスカン 

（1455 頃-1521）
「Ave Maria」 

 

「日は昼を照らし」「西に入り東に」
部分的にカノン。日と月の交互に現
れる様子、日が没し、出てくる様子 

4 三十日
を…四
つの時
違わず 

A2 

（4~5 d-Moll） 

 

「にの月」⇒ラソラド 

 音型論 パーセル 

（1659- 1695）
「When I am laid in 

earth」 

laid の詞をのせてい
る音型に注目  

音型論 音型から詞が見えるように
するバロックの作曲技法＊9。 

「三十日を積りて」は、音価短く刻
む。「年を迎うるに」音価の長い音符
でレガート風になっている 

5 O－ 「O（バス）」⇒ラ・
ソ・ラ 

教会旋法（ミク
ソリディア） 

 サティ(1866-1925） 

「ジムノペディ第１
番」  

教会旋法効果 独特の浮遊感 

練習番号 5 は、スピリトゥスの浮遊
して来る様を表現している？ 

6 春夏秋
冬と…
霜来る
有様 

A3（6~７ a-Moll） 

「春夏」⇒ラソラド 

「来るあ」⇒「ありと
せ」の反行変奏？ 

出だしは単旋律  「交唱聖歌」
Antifona   

 

交唱 キリスト教聖歌の隊形の 1

つ。合唱を 2 つに分け交互に歌う＊10 
出だしに交唱の
要素あり 

7 いにし
えに…
天地の
間に示
され候 

「教え」⇒ラシレ 

 

「候」⇒レミファミ 

ホモフォニーの
み(練習番号 1

とは違う) 

 

 ガブリエリ 

（1554 頃- 1612） 

「ピアノとフォルテ
のソナタ」  

ガブリエリ ピアノとフォルテの対
比表現。交代の間隔が徐々に狭くな
る作曲技法を始めた最初期の人。 

強弱法 強弱法 Ⅰは、P と F の強弱対比多
用。7 番以外にも、練習番号を跨ぐ
箇所にも強弱対比が多数 

8 Veni  

creator 

A4（8~９） 

主音 E のミクソリディ
ア旋法 

調⇒B minor 

 

Veni Creator Spiritus の
冒頭さわりだけ。 

教会旋法（ミク
ソリディア） 

グレゴリオ聖歌
の引用 

ラフマニノフ 

（1873-1943） 

「パガニーニの主題
による狂詩曲」  

 

「Dies Irae」の引
用・変奏がある 

中世のオルガヌム・モテットは、グ
レゴリオ聖歌を引用&編曲または他
声部を創作して作曲した。 

パガニーニの主題による狂詩曲  

第 7 変奏~第 10 変奏の「Dies Irae」
の変奏が参考になる 

9 下に…
故なり 

調⇒B minor 

「ゆえな（り）」⇒レミ
ファ♯（ファ♯） 

    



練
習
番
号 

詞 

楽式 

（Veni Creator Spiritus 旋律の動
機による動機労作） 

様式 作曲技法 
様式・作曲技法を
用いた作品例 

コメント 

10 天地の
間に…
為なり 

A5 ( fis-Moll) 

「天地の」（65 小節）⇒
ド♯シド♯ミ 

    

11 Veni 

creator 

A6 

主音 A♭ミクソリディア 

（B flat minor） 

 

Veni Creator Spiritus 長
めの引用。 

ここで初めて主要動機の
引用元の箇所を演奏。 

 空虚五度の響き
の中でグレゴリ
オ聖歌の旋律 

 

空虚五度は、寺
院や宮殿の現出
する様を表現す
るのに適する 

ドビュッシー
（1862–1918） 

「沈める寺」冒頭 

 

空虚 5 度の響き&グ
レゴリオ聖歌模倣の
旋律 

 

空虚五度 

楽曲中における完全五度のみの響き
を指す音楽用語。長三和音、短三和
音の第 3 音を欠いていることで、長
調、短調いずれの性格も持たない＊11 

12 真の…
たもう
べき事 

A7 （12~13  g-Moll） 

 

「真の」⇒ファミ♭ファ 

応唱（レスポン
ソリウム） 

   

ドリア教会旋法 

13 当来生
天の…
仰ぎ奉
る 

「当来」⇒ソファソシ♭
に戻る。 

 

練習番号 0（A1）の出だ
しと音型が完全に一致。 

 

その後の旋律は A1 とは
異なり変化していく＊12 

13 の出だしは
カノン 

 

ポリフォニーと
ホモフォニーの
融合 

 ハイドン 

（1732- 1809） 

「弦楽四重奏曲第 77

番 皇帝第 1 楽章」 

 

冒頭、動機の和声的
かつポリフォニック
な動き＊13

  

和声的カノン  

86 小節のこのカノンは、18 小節以
降のカノンと異なり、ポリフォニー
的ホモフォニー。 

スペシャル感あり。 

 ピカルディ終止 バッハ(1685- 1750) 

「小フーガト短調」  

 

ピカルディの三度  

伝統的に、長三和音は完全な終結音
とされてきた＊14 

 

（３）どちりなきりしたんⅠ 転調ギミックの解析  

 

どちりなⅠ五度圏図＊15 

 

五度圏図＊16の説明＊17 

 

「Gｍから始まっ（て）、すべて…五度ずつ

の上昇をしている。」 

 

「…シャープが一つ増えるということ…。

調号の最初ってファに♯ですよね。次の調

号っていうのは、そのト音記号のトに対し

て（ソに対して）ファにあたるドに♯が付く

んですよね。ていう風に、♯が一つ付くって

ことはつまりファに♯が付くってことで、

調号的に一個上の階層に上がっている（♯

を「上」とするならば）。…一歩ずつ階段を

昇っている…。五度圏の螺旋階段を一歩ず

つ一歩ずつ神の道へ向かって歩いて行って

いる…。」 



（４）教会旋法について 

 

Q1．旋法ってなあに？ 

旋法＊18とは、ディアトニック音階（ピアノの白鍵を並べたもの）から、例えば二音（第一旋法）などの特定の

音を起点にオクターブの間の音程をとって並べたものと考えてよいです。どの音を起点とするかによって半音階

の位置が変わってくるために、旋律の有する音の力学が変わってくるのです。 

 

グレゴリオ聖歌やオルガヌムは、教会旋法によっています。 

中世の時代は長音階、短音階はありませんでした。つまり、ドを主音として、シ→ドという強い終止感を放つ

半音進行をもった旋法はなかったのです。それゆえに、グレゴリオ聖歌の旋律は、主音に向けて強い方向性をも

たず、独特の浮遊感を醸します＊19。 

 

Q2．ミクソリディア旋法とは？ 

 ト音（ソ）からオクターブを取った音階です。主音はソ、属音はレです。第七旋法とも呼ばれます。なお、留

意点としては、別にソ以外の音から初めても構わないということがあります。ただし、その場合、ソから音階を

始めるのと同じ全音と半音の構造にしなければなりませんので、♯や♭の臨時記号が必要になります。 

 

Q3．グレゴリオ聖歌「Veni creator Spritus」は、もともと何旋法だったの？ 

オリジナルの「Veni creator Spritus 」は、ピポミクソリディア旋法（第八旋法）によって作られています。

ミクソリディアとピポミクソリディアの異同についてですが、主音は同じです。異なる点は音域と属音です。主

音が同じですので、共通点の方が当然重要です。 

 

Q4．旋法と調はどう違うの？ 

16世紀になりますと、教会旋法に追加がなされます。すなわち、「イオニア旋法」（今の長音階）、「エオリア旋

法」（今の短音階）の二つです（変格についてはここでは省略）。 

つまり、長音階、短音階も、もともとは教会旋法の一つに過ぎなかったのです。 

 

いわゆる調の音楽というのは、旋法としては、長音階と短音階を用いています。そして、それらを転調させる

ことで色彩の対比や変化を狙うものです。 

 

Q5．では、長音階・短音階以外の教会旋法は、廃れて歴史の遺物となってしまったの？ 

確かに一度は、廃れました。しかし、ロマン派以降、今度は調性音楽が廃れていく流れが起きていきます。調

性音楽を乗り越えようとしたロマン派の一部の作曲家たちは、教会旋法に目を向け、実際に作品に活かして復活

させました。また、ジャズにおけるモード奏法の流れもあります（モードとは旋法のことです）。 

 

例 1 ラヴェル（1875-1937），「亡き王女のためのパヴァーヌ」 

冒頭の旋律など、長音階・短音階のいずれでもない旋法＊20。 

 

例 2 Miles Davis - Kind Of Blue 

モードジャズの草分け。 

 

 



 

２．その他  

 

≪グレゴリオ聖歌の特色＊21≫ 

・歌詞の側面だけに価値を置く（アウグスティヌスら） 

・音楽的側面は「快楽的」であり、「罪」 

         ↓ 

グレゴリオ聖歌の存在理由は神の言葉である歌詞 

歌詞をもっとも生かす様式として単旋律となる 

 

歌詞を覆い隠したり、音楽を助長する要素は締め出される。 

※ 音楽を助長する要素 → ポリフォニーや複数声部、楽器など 

 

（未完成） 

 

註） 
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＊18 旋法の基本的な考え方については、拙稿「合唱対話篇 第 7回 天体の音楽(2)－テトラコードと古代ギリ 

シャ旋法－」 
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