京都フランス歌曲協会 25 周年記念コンサート
フォーレとその周辺(2)

〜フォーレとラヴェル〜
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はじめに: フォーレとラヴェル
ガブリエル・フォーレ(1845- 1924)とモーリス・ラヴェル(1875- 1937)。この二人の作曲

家は師弟の関係にありますが、両者の作風はかなり違います。世代の差もあるでしょうが、作曲家
としての性格の違いも小さくありません。もちろん、フォーレとラヴェルが生きていた時代は、い

わゆる世紀末を中心に重なりあっていますから、二人は似たようなテーマを取り上げてもいます。
しかし、むしろそのような場合にこそ、両者の様式の違いが際立ってくるのではないでしょうか。
そして、この相違を通して、フォーレの、そしてラヴェルの音楽の本質が、あらためて見えてくる
ことでしょう。そこで、
「フォーレとその周辺」第 2 回では、いくつかのテーマに即して、フォー
レとラヴェルの作品を 対 にして取り上げることにしました。

子ども達の世界 (1)
《ドリー》は連弾のための組曲。フォーレは、妻のマリーを通じて、銀行家の妻エンマ・バルダ

ック（後年のドビュッシー夫人）と親しくなります。そのエンマの娘が 1892 年に生まれたエレ

ーヌで、フォーレはエレーヌの二歳、三歳、四歳の誕生日祝いに小さな曲を書きました。これに他
の曲を加えて編まれたのが組曲《ドリー》です。「ドリー」はエレーヌの愛称。フォーレはこの曲
集をエレーヌに献呈しています。

全部で 6 曲からなりますが、今日は第 1 曲〈子守唄〉
、第 2 曲〈ミ・ア・ウ〉
、第 5 曲〈優しさ〉
、

第 6 曲〈スペインの踊り〉の四曲をお聴きいただきます。第 2 曲のもともとのタイトルは「メッ
シュー・アウル（Messieu Aoul!)」で、エレーヌが兄のラウルを呼ぶ幼児言葉だったのだが、出

版社の勘違い(？)で、猫の鳴き声を示すこの名前になってしまったと言われています。第 5 曲〈や

さしさ〉の中間部のカノンは和声的に手が込んでいて、音楽的にはなかなか高度。また、
《ドリー》
の終曲は、おそらくフォーレ唯一のスペイン趣味の作品。ラヴェルと違って、フォーレは異国趣味
にほとんど無縁でした。

この《ドリー》と対をなすラヴェルの《マ・メール・ロワ》は、このコンサートの最後に。

▲《ドリー》を連弾するフォーレ

▲エンマ・バルダック
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ヴォカリーズと聖女
フォーレは 1906 年に、パリ音楽院で声楽を教えていた A. L. エティックの注文で、ヴォカリ

ーズの練習曲を書きました。
「基本的には教育目的で書かれた、歌詞のない、声部とピアノのため

のこの作品は、演奏家たちからはほとんど顧みられてこなかったが、これはきわめて残念なことで
ある。なぜなら、この曲はその静寂さ、透明感、分かりやすさからいって、フォーレの作品の中で
もとりわけ繊細な閃きを得て書かれたものの内に数えられるからである」(ネクトゥー)。この佳品

を耳にする機会が少ないのは、ネクトゥーのいわゆる「静寂さ、透明感、分りやすさ」が、かえっ
て演奏を難しいものにしているからかもしれません。

《後光に輝く聖女》は、歌曲集《優しき歌》(1892- 94)の第 1 曲。ヴェルレーヌの同名の詩集

への附曲です。この詩集に収められた 21 篇は、ヴェルレーヌが婚約者マチルドへの恋文をしたた
めるようにして書いた詩。そこからフォーレは 9 篇を採って歌曲集を編みました。第 1 曲に歌わ
れている「聖女」とはほかならぬマチルド。詩そのものが愛しい婚約者のポートレイトといった趣
きです。なお、この歌曲集は、
《ドリー》の項で触れたエンマ・バルダックに献呈されました。
一方、ラヴェルの《聖女》(1896)は、ステ

ファヌ・マラルメ (1842- 98) の詩への附曲。
この詩は、当初は「天使ケルビムの羽を奏でる
聖チェチーリア」と題され、
「昔の歌と絵姿」と
いう副題が付いていました。つまり、
「聖女」と

は音楽の守護聖人・聖チェチーリアで、その聖
チェチーリアの「絵姿」を絵解きしたのが、こ
の詩です。……夕暮れ時、聖女は、古びたヴィ
オールが立てかけてある窓辺にいて、色艶やか
な祈祷書を広げています。窓の外には天使ケル
ビムが飛んでいて、その羽はあたかも竪琴のよ
うに広がっています。そして聖女が伸ばした両
の手は、まるでこの竪琴を奏でているよう。も
ちろん音はしませんから、聖チェチーリアはこ
こでは
「沈黙の女楽士」
ということになります。

▲サラチェーニ画「聖チェチーリアと天使」
。

この神秘的な詩に、ラヴェルは、和音の柱が厳

この絵では聖女は天使の翼ではなく楽器を

かに並ぶサティ風の音楽を書きました。

弾いている。

ラヴェルも 1907 年に A. L. エティックの注文でヴォカリーズのための練習曲を書きましたが、

面白いことにこの曲は「ハバネラの形式」を取っています。ハバネラはその名の通りキューバの首

都ハバナに由来するものですが、ビゼーの歌劇《カルメン》の影響もあって、当時のフランスでは
スペイン音楽の典型と見なされていました。引きずるようなハバネラのリズムの上に、抒情的であ
ると同時に技巧的な歌が繰り広げられます。
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優しき歌

LA BONNE CHANSON
Paul Verlaine / Fauré

ポール・ヴェルレーヌ／フォーレ

Ⅷ

VIII
Une Sainte en son auréole,
Une Châtelaine en sa tour,
Tout ce que contient la parole
Humaine de grâce et d’amour ;

後光に包まれた聖女

La note d’or que fait entendre
Un cor dans le lointain des bois,
Mariée à la fierté tendre
Des nobles Dames d’autrefois !

聞こえてくる金の音符は

Avec cela le charme insigne
D’un frais sourire triomphant
Éclos dans des candeurs de cygne
Et des rougeurs de femme-enfant ;

これとともに格別な魅惑、

Des aspects nacrés, blancs et roses,
Un doux accord patricien.
Je vois, j’entends toutes ces choses
Dans son nom Carlovingien.

真珠色の、白色の、また薔薇色の姿、

塔に住むお姫様
人の言葉に含まれる
優雅と愛のすべて。

森の奥深くで角笛が奏でるもの
昔日の貴婦人のやさしい
誇りに結ばれたもの。

勝ち誇ったさわやかな微笑が
白鳥の純白のうちに、また童女の
紅潮した肌のうちに花開く。

高貴なる人の静かな諧調、
ぼくは見る、ぼくは聞く、これらすべてを、
彼女のカロリング王朝風の名のうちに。
[山田兼士訳]

SAINTE

聖女

Stéphane Mallarmé / Ravel

ステファヌ・マラルメ／ラヴェル

A la fenêtre recélant
Le santal vieux qui se dédore
De la viole étincelant
Jadis selon flûte ou mandore.

その窓が匿しているのは

Est la sainte pâle étalant
Le livre vieux qui se déplie
Du Magnificat ruisselant
Jadis selon vêpre ou complie

その窓辺に蒼ざめた聖女が

A ce vitrage d’ostensoir
Que frôle une harpe par L’Ange
Formée avec son vol du soir
Pour la délicate phalange

その聖体台の玻璃窓を

Du doigt que sans le vieux santal
Ni le vieux livre elle balance
Sur le plumage instrumental.
Musicienne du silence.

その指で古い白檀も

色褪せた古い白檀
そのきらめくヴィオールは
かつてフルートやマンドラを伴ったもの

古い本を開いている、その本の
繰り広げる玉虫色のマニフィカトは
かつて晩課や終課に用いたもの

かすめていくのは「天使」のハープ
夕暮れの飛翔とともに
繊細な指骨のために作られたハープ

古い本も顧みず操るのは聖女
その羽の楽器を
沈黙の女楽士よ
[山田兼士訳]
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雅な宴
『雅な宴』は、アントワーヌ・ヴァトー（1684- 1721）
の絵画にちなんだ詩集。薄幸の天才画家ヴァトーは、フラン
スの宮廷を舞台に、あでやかに着飾った貴族たちの姿を描き
出して評判をとりました。これら一連の作品を「雅宴画」
（fêtes

galantes）と呼びます。その雅宴画にイタリア喜劇の登場人物
たちがしばしば登場するのは、当時のフランスの宮廷でイタ
リア喜劇がもてはやされていたため。かくして、ヴァトーに
あやかったヴェルレーヌの詩のなかにも、ピエロ、アルルカ
ン、コロンビーヌらが現われることになります。
「詩人は彼ら
にはなやかな繻子（しゅす）の美服をまとわせて、恋愛の三

昧境に遊ばせるのだが、そこには一脈の懐疑と懸念があって、
詩趣を深めている」
（堀口大學）
。
たとえば「月の光」では、仮装した人々は、自らの「愛の
勝利と日和見生活」を、なぜか「短調」で歌います。
「ひそや

▲ ヴァトー「メズタン(セレ
ナードを贈る男)」

かに」でも、木陰で身を寄せ合う恋人たちの至福の時を歌う

と見せて、その締めくくりは、
「やがて夕べが厳かに／黒い樫から降りて来て、／望みなきふたり
の声を／ナイチンゲールが歌うだろう」
。
この「懐疑と疑念」はおそらくヴァトーの画布にすでに胚胎していたものでしょう。
「このみや
びなる宴に揺曳している人たちは、果たして身を忘れて歓楽し、心の底から愛と幸福とに浸ってい
るであろうか」
「人はこの『幸福』と『歓楽』の讃頌のうちに、
『不幸』と『諦念』との哀歌を聴か
なければならない」
（林達夫）
。

フォーレはこの詩集から〈月の光〉
〈マンドリン〉
〈ひそやかに〉を選んで曲をつけました。いず

れもフランス歌曲の定番ともいうべき名曲ですが、これらの曲でフォーレは、
「一脈の懐疑と疑念」
をどう音楽化したでしょうか？
一方、ラヴェルは『雅な宴』から一篇だけ、
《草の上》を選んで曲をつけています(1907 年)。
宴に興じる人物たち――正確な人数は不明ですが、男女同数でしょう――の、しばしば婀娜っぽい
会話が、断片的に聞こえてきます。詩人はいわば「隠しマイク」に徹していて、きれぎれの会話を、
自分の主観で注釈したりしません。だからこそ、互いに噛み合わない言葉の隙間で、読み手の想像
力が働くというもの。
こんな風変わりな詩をラヴェルが選んだのは、すでにこの詩集の多くの詩が師フォーレやドビュ
ッシーの手で歌曲になっていたためか、それとも、いつもの伝で、難しいことに敢えてチャレンジ
したかったのか……。いずれにせよラヴェルの音楽は、てんでんばらばらのセリフに寄り添いなが
らも、これらを夜の空気に包んで、一幅の音画にまとめあげています。
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月の光

CLAIR DE LUNE
Paul Verlaine / Fauré

ポール・ヴェルレーヌ／フォーレ

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

あなたの魂は洗練された風景画、

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonneur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

口をそろえて短調で歌う

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

悲しくも美しい月の光に、

その引き立て役、マスクとベルガマスクが
リュートを弾いたり踊ったり、でも何やら
悲しそう、その風変わりな仮装の陰では。

愛の勝利と日和見生活、
だが幸せを信じてはいない様子、
彼らの歌は月の光に溶けてゆく。

鳥たちは木の間に夢心地、
噴水は恍惚に啜り泣き、
大理石に囲まれて細く高く吹き上げる噴水。

マンドリン

MANDOLINE
Paul Verlaine / Fauré

ポール・ヴェルレーヌ／フォーレ

Les donneurs des sérénades
Et les belles écouteuses
Échangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

セレナード奏でる男たち

C’est Tircis et c’est Aminte,
Et c’est l’éternel Clitandre,
Et c’est Damis qui pour mainte
Cruelle fait maint vers tendres.

あれはチルシス、あれはアマント、

Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queues,
Leur élgance, leur joie
Et leurs molles ombres bleues

彼らの絹地の短い上着と

Tourbillonnent dans l’extase
D’une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.

渦を巻いて恍惚にひたる、

Les donneurs des sérénades
Et les belles écouteuses
Échangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

セレナード奏でる男たち

耳傾ける美女たちが
月並みな言葉を交わす宵、
風が歌ってる梢の下。

あれはまた永久の青年クリタンドル、
あれはダミス、つれない女たちに捧げんと、
甘い歌の数々をつくってる。

彼女らの裾をひく長い衣裳が、
その優雅、その歓喜と、
それにその柔らかく青い影が

薔薇色と灰色の月光を浴びて。
そこにマンドリンが鳴り響く、
微風ざわめくただ中で。

耳傾ける美女たちが
月並みな言葉を交わす宵、
風が歌ってる梢の下。
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ひそやかに

EN SOURDINE
Paul Verlaine / Fauré

ポール・ヴェルレーヌ／フォーレ

Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font,
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond.

ひそやかに、くらがりで

Fondons nos âmes, nos coeurs
Et nos sens extasiés,
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers.

溶けてしまおう、ふたりの心も魂も、

Ferme tes yeux à demi,
Croise tes bras sur ton sein,
Et de ton coeur endormi
Chasse à jamais tout dessein.

眼を半ば閉じておくれ、

Laissons-nous persuader
Au souffle berceur et doux
Qui vient à tes pieds rider
Les ondes de gazon roux.

ふたりの心を委ねよう、

Et quand, solennel, le soir
Des chênes noirs tombera,
Voix de notre désespoir,
Le rossignol chantera.

やがて夕べが厳かに

高い梢の射す陰で、
ふたりの愛に注ぎ込もう、
この深い静寂を。

うっとりした感覚も。
松と山桃の醸し出す
ぼんやりとけだるい風情の中で。

腕に腕を合わせておくれ、
そのまどろんだ心のまま、
何も思わずそのままで、ずっと。

やさしくゆするそよ風に、
きみの足もとに吹いてきて
褐色の芝草の波をたてる風に。

黒い樫から降りて来て、
望みなきふたりの声を
ナイチンゲールが歌うだろう。
［以上、山田兼士訳］

草の上

SUR L’HERBE
Paul Verlaine / Ravel

ポール・ヴェルレーヌ／ラヴェル

L’abbé divague. — Et toi, marquis,
Tu mets de travers ta perruque.
— Ce vieux vin de Chypre est exquis
Moins, Camargo, que votre nuque.

「神父殿は呂律が回っておらんな」
「いや侯爵殿、

— Ma flamme… — Do, mi, sol, la, si.
— L’abbé, ta noirceur se dévoile.
— Que je meure, mesdames, si
Je ne vous décroche une étoile.

「我が胸の熱き想いは…」
「ド・ミ・ソ・ラ・シ」

— Je voudrais être petit chien !
— Embrassons nos bergères, l’une
Après l’autre. — Messieurs, eh bien ?
— Do, mi, sol. — Hé ! bonsoir la Lune !

「わしゃ仔犬になりたいわ！」

そなたこそ鬘を斜にかぶっておるぞ」
「このキプロスの酒の何と美味なること、いや、
カマルゴさん、貴女のうなじには及びませぬが」

「神父殿、そなたの悪計は露見しておるぞ」
「私は死にましょう、貴女方に
星のひとつも取ってこれぬようでは」

「羊飼いの娘たちを抱きましょうぞ、次から次へとな」
「あ
ら殿方、何をなさいます？」
「ド・ミ・ソ」
「よう、今晩は、お月さん！」
[大棟幸太郎訳]
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船と旅立ち (1)
《幻想の水平線》(1921) はフォーレ最後の歌曲集。その歌詞は、若くして戦死した詩人ジャン・
ド・ラ・ヴィル・ド・ミルモン (1886- 1914) の詩集『幻想の水平線』から採られました。この
詩集は詩人の死後に出版され、全部で 14 の詩篇を含んでいます。フォーレはそこから四篇を選ん
で、この歌曲集を編みました。

フォーレ晩年のさまざまな作品を聴いたあとで、この歌曲集の第 1 曲〈海は果てしなく〉を聴く
と、簡潔な表現のなかにも、初期の作品の若々しさが戻ってきているかのような印象を受けます。
事実、この曲は、老境の諦念どころか、果てしない海と狂おしい夢を歌うのです。
第 2 曲〈私は船に乗った〉では、海の波にもまれて前後左右に激しく揺れる船が、そして、その
船の教えてくれる海のリズムが、詩人に陸(おか)のことも、別れの悲しみのことも、忘れさせてし
まいます。それどころか、陸に憎しみの言葉さえ投げつけるのです。それほど詩人にとって海は魅
惑的だったのでしょう。
第 3 曲〈ディアーヌよ、セレネよ〉は、一転して、月と夜の詩。澄み切って穏やかな月の光を、
詩人は「心乱れた貧しき者たちをあざ笑うかのようだ」と非難しますが、そういう詩人自身も、心
の疲れと苛立ちのゆえに、月の光の静穏さを欲さずにはいられません。
第 4 曲〈船たちよ、我々はお前たちを〉では、詩人は陸から、旅立っていった船たちに語りか

けます。そして、ひとり港に残された己が身を嘆きながら、
「私の中には大いなる出発が満たされ

ぬままに残っている」と歌うのです。日没、港、帆を広げて港を出てゆく船……クロード・ロラン
の絵画を想わせる詩情が漂います。ですが、詩人はすでに第 2 曲で「船に乗った」のではなかった
でしょうか？ 実はド・ミルモンの詩集では「私は船に乗った」が最後に置かれているのですが、
フォーレは詩の順番を入れ替えて、
「船たちよ」を終曲にしたのです。あるいはフォーレは、
「大い
なる出発が満たされぬままに残っている」を、自らの全歌曲の最後の言葉としたかったのでしょう
か……？

▲ クロード・ロラン「日没の港」

▲ ド・ミルモン
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幻想の水平線

L’HORIZON CHIMERIQUE

ジャン・ド・ラ・ヴィル・ド・ミルモン／フォーレ

Jean de la Ville de Millemont / Fauré
Ⅰ

Ⅰ

La Mer est infinie et mes rêves sont fous.

海は果てしなく、私の夢は狂おしい

La mer chante au soleil en battant les falaises

海は太陽に向かって歌う、断崖に打ち寄せながら

Et mes rêves légers ne se sentent plus d’aise

そして私の軽やかな夢は我を忘れる、

De danser sur la mer comme des oiseaux soûls.

酔いしれた鳥のように海の上で踊る喜びに。

Le vaste mouvement des vagues les emporte,

波の巨大な動きに運ばれ、

La brise les agite et les roule en ses plis ;

そよ風に煽られ、その襞に巻き込まれて、私の夢は、

Jouant dans le sillage, ils feront une escorte

船の水尾のうちに戯れながら、船の伴をするだろう、

Aux vaisseaux que mon cœur

その船の逃避行を、私の心は
追ってきたのだ。

dans leur fuite a suivis.
Ivres d’air et de sel et brûlés par l’écume

風や潮に酔って、また、慰めて涙を拭ってくれる

De la mer qui console et qui lave des pleurs

海の泡に灼かれて、私の夢はやがて知るだろう、

Ils connaîtront le large et sa bonne amertume ;

外洋と、その心地よい塩辛さを。

Les goélands perdus les prendront pour des leurs.

迷ったカモメたちは、それを仲間だと思い込むだろう

Ⅱ

Ⅱ

Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse

私は船に乗った、その船は踊る、

Et roule bord sur bord et tangue et se balance.

右に左に、前に後ろに、揺れては戻る。

Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins ;

私の足は忘れてしまった、陸(おか)も、陸の道も。

Les vagues souples m’ont appris d’autres cadences

しなやかな波は、私に別の歩調を教えてくれた、

Plus belles que le rythme las des chants humains.

人の歌のくたびれたリズムよりも、それははるかに美しい。

À vivre parmi vous, hélas ! avais-je une âme ?

お前たちの間で生きて、ああ！ 私に魂はあったのか？

Mes frères, j’ai souffert sur tous vos continents.

兄弟たちよ、私はお前たちのどの大陸でも苦しんできた。

Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent

私には海だけでよい、風だけでよい、

Pour me bercer, comme un enfant,

波の窪みで、赤子のように揺られるために。

au creux des lames.
Hors du port qui n’est plus qu’une image effacée,

港はもはや消え去った幻に過ぎず、そこを出ると

Les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux.

船出の涙も、もはや私の目を熱くしはしない

Je ne me souviens pas de mes derniers adieux...

私は思い出しはしない、今しがたの別れさえ……。

Ô ma peine, ma peine, où vous ai-je laissée?

おお、わが苦しみよ、わが苦しみよ、
私はどこにお前たちを残してきたのか？
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Ⅲ

Ⅲ

Diane, Séléné, lune de beau métal,

ディアーヌよ、セレネよ、美しき金属の月よ、

Qui reflète vers nous, par ta face déserte,

静かに輝く星々の永遠に続く倦怠のなか、お前は、

Dans l’immortel ennui du calme sidéral,

お前の荒涼とした面（おもて）に映して反す、

Le regret d’un soleil dont nous pleurons la perte,

私たちが喪って泣いている、あの太陽への哀惜を。

Ô lune, je t’en veux de ta limpidité

おお月よ、私はお前を恨む、お前はその澄み切った光で、

Injurieuse au trouble vain des pauvres âmes,

空しくも心乱れる哀れな魂たちを貶めているのだから。

Et mon cœur, toujours las et toujours agité,

けれど、いつも疲れ、いつも苛立っている私の心は、

Aspire vers la paix de ta nocturne flamme.

おまえの夜の炎の安らぎに焦がれている。

Ⅳ

Ⅳ

Vaisseaux, nous vous aurons aimés en pure perte ;

船たちよ、我々はお前たちを空しく愛したことになろう、

Le dernier de vous tous est parti sur la mer.

お前たちは最後の一艘までみな海に出て行った。

Le couchant emporta tant de voiles ouvertes

沈む夕陽は開かれた帆をあまた連れ去り、その数の多さに

Que ce port et mon cœur sont à jamais déserts.

この港も私の心も永遠に寂(さび)れ果てた。

La mer vous a rendus à votre destinée,

海はお前たちを送り出したのだ、お前たち自身の運命へと、

Au-delà du rivage où s’arrêtent nos pas.

私の歩みがそこで止まるこの浜辺のはるか彼方へと。

Nous ne pouvions garder vos âmes enchaînées ;

我らはお前たちの魂を繋ぎとめることはできなかった。

Il vous faut des lointains que je ne connais pas.

お前たちには必要なのだ、私の知らない遠い世界が。

Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre.

私は、その欲望が陸の上に在る、そんな者の一人だ。

Le souffle qui vous grise emplit mon cœur d’effroi,

お前たちを酔わせる風は、私の胸を恐怖で満たす。

Mais votre appel, au fond des soirs, me désespère,

だがお前たちの呼び声は、黄昏の奥底で、私を絶望させる、

Car j’ai de grands départs inassouvis en moi

なぜなら、いまだ果たされぬ大いなる出帆が
私の裡にあるのだから。

[大棟幸太郎訳]

………………………………………………………………………………………………………………
船と旅立ち (2)
ラヴェルもまた、歌曲集《シェエラザード》
（1903 年）の第 1 曲〈アジア〉で、船出を歌っ

ています。この歌曲集は、ラヴェルと親しかった詩人トリスタン・クリングソールの同名の詩集

から３篇を選んで曲をつけたもの。シェエラザードとは言うまでもなく『千一夜物語』の美しき
語り部です。ラヴェルの異国趣味が存分に発揮されたこの曲は、本来は管弦楽の伴奏で歌われる、
ペルシャ絨毯にも比すべき豪奢な音の絵巻です。
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マルドリュスによる『千一夜物語』仏訳の挿絵。レオン・
カレ画。クリングソールの詩集『シェエラザード』は、
この翻訳の影響下に書かれた。

その第１曲〈アジア〉は、遠いアジアへの憧憬を歌ったもの。語り手は、ペルシャや、ダマスカ
スや、インドや、中国を、次々と夢想します。それに応じて千変万化するラヴェルの音楽は、さな
がら音楽漫遊記。語り手が夢見るアジアが現実から遠ければ遠いほど、憧憬はますますつのり、歌
はいよいよ昂揚します。ですが「アジア、アジア」と熱っぽく連呼するこの語り手は、詩の最後で
語られるように、帰国して土産話を語る喜びを、まだ旅立たぬうちから早々と先取りしてもいるの
です。あるいはこの語り手は、
『海底二万海里』を書いたジュール・ベルヌと同様、書斎の旅人、

想像の旅人なのかもしれません。そして、恐らくここでの「アジア」は、歌い手の願いにもかかわ
らず、決して到達できない対象なのです。畢竟、ラヴェルにとってオリエントとは、決して行き着
けぬ領域、それゆえ憧憬をかき立ててやまぬ領域だったのではないでしょうか。

シェヘラザード

SHEHERAZADE

トリスタン・クリングソール／ラヴェル

Tristan Klingsor / Ravel
1. Asie
Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice,
Où dort la fantaisie
Comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystères,
Asie,
Je voudrais m'en aller avec ma goëlette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieuse et solitaire,
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or.

1. アジア

Je voudrais m'en aller vers les îles de fleurs
En écoutant chanter les mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur ;

私は船出したい、花咲き匂う島々に向け、

アジアよ、アジア、アジア――
古くして摩訶不思議なおとぎの国よ、
そこには幻想が眠っている、
神秘に満ちた森に
眠れる王女のように。
アジアよ、
私は帆船に乗って出かけたい、
今宵、謎に包まれ、ただひとり
港にたゆたっている、あの船で。
船はついに紫色の帆を広げる、
金色の空のもと、まるで巨きな夜の鳥のように。

邪(よこしま)な海が、いにしえの
呪文のリズムにのって歌うのを聞きながら。
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Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air ;
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires ;

私は見たい、ダマスカスを、ペルシャの街々を、

Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges ;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longue franges ;

私は見たい、まるでオレンジのような

Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbes blanches ;
Je voudrais voir d'âpres marchands aux regards louches,
Et des cadis et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
Accordent vie et mort au gré de leur désir.

私は見たい、真っ白な口ひげを生やした口に

Je voudrais voir la Perse et l'Inde et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines
et les lettrés qui se querellent
sur la poésie et sur la beauté ;

私は見たい、ペルシャを、インドを、そしてシナを、

Je voudrais m'attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d'un verger ;

私は魔法の宮殿に長居をしたい、

Je voudrais voir des assassins souriants
Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
Avec un grand sabre courbé d'Orient ;
Je voudrais voir des pauvres et des reines ;
Je voudrais voir des roses et du sang ;
Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine,

私は見たい、東洋式の曲がった大きな刀で

Et puis, m'en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves,
En conservant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec l'art...

そうして、永い年月の後、私は故郷へ帰り、

街々の寺院の尖塔が軽やかに空に伸びるのを。
私は見たい、美しい絹のターバンを巻いた
黒い顔が、真っ白な歯をのぞかせるのを。

黄色い顔のなかで、眼が愛に曇り、
瞳が喜びに輝くのを。
私は見たい、ビロードの服を、
長い縁飾りのある衣裳を。

くわえられた長い煙管(きせる)を。
私は見たい、やぶにらみの貪欲な商人たちや、
ほんの少し指を曲げてみせるだけで
生殺与奪は思うがままの
裁判官や大臣たちを。

日傘をさした太鼓腹の高官たちや、
華奢な手をした貴婦人たちを、
また文人たちが、詩歌について、
美について、論争するのを。

そして、異国の旅人のように、
心行くまで眺めたい、
樅の額に縁どられた画布に
果樹園の真中にいる人物を描いた風景画を。

笑いながら罪もない者の首を斬る
死刑執行人たちを。
私は見たい、貧しい人民たちや、女王たちを、
私は見たい、バラの花々や、血を、
私は見たい、人が恋に死に、憎しみに死ぬのを。

夢想を好む人たちに、私の冒険を話してやりたい。
あのシンドバッドみたいに、古いアラビアの盃を、
ときどき口もとにあげて
巧みに物語を中断しながら……。
[大棟幸太郎訳]

13

白鳥と水鏡
フォーレはブリモン男爵夫人の詩集『幻影』から四篇
を選んで、歌曲集《幻影》
（1919）を作曲しました。
〈水
上の白鳥〉はその第 1 曲。湖の上を静かに滑っていく鳥。
この鳥は「白鳥」cygne で、バルビエによる挿絵にも白
鳥が描かれていますが、詩の終盤では cygne noir すな
わち「黒鳥」と呼ばれています。対訳で「白鳥」の訳語
を避けているのはそのため。詩人は、遥かな国へと幻影
を追っていく優美な鳥――自身の欲望でもあるでしょう
――に、空しい夢を棄てて、この湖にとどまるよう念じ
ます。晩年のフォーレにとって、それは諦念の境地でも
あったでしょうか。
第２曲〈水に映る影〉は、文字通り水に映る影を歌っ
たもの。しかしながら詩人が眼をこらすとき、水底に見
えてくるのは、おそらくは自身の還らぬ過去であり、内
奥なのです。なお、原詩には、古代ギリシア神話のさま
ざまな登場人物が次々に歌われていますが、フォーレは

▲詩集『幻影』にジョルジュ・バルビエ
が添えた挿絵。

これをカットしています。あるいは〈アジア〉に曲をつ
けたラヴェルなら、これらもみな音にしたのでしょうか。
そのラヴェルも、歌曲集《博物誌》(1907) で、白鳥と水鏡を歌っています。歌詞はジュール・
ルナール(1864- 1910)の『博物誌』から取られていますが、これは詩(韻文)ではなく散文。田舎
で観察した動物たちの姿を、簡潔にしてユーモラスな筆致で描いたものですから、同じ白鳥を扱っ
ても、その扱い方はまるで違っています。ルナールとラヴェルの〈白鳥〉は、象徴派の詩人もさな
がら、水面に空しい影を追う……と見せて、その実、池の底に虫を漁り、鵞鳥のように肥え太るの
です。高貴な鳥が、曲の終盤で急転直下、家禽扱いされるところにご注目。(^皿^)
〈カワセミ〉では、詩人は水鏡におのれの倦怠や過去を見るどころか、そこに釣糸を垂れる始末。
ところがその釣竿に一羽のカワセミが停まり、詩人は息を止めます、この色鮮やかな鳥を怖がらせ
ないように……。否、詩人ばかりか、作曲家も演奏家も、そして聴衆も、この水鏡の静謐のなかで
息を殺すのです。

「白鳥」
。ロートレックが『博物誌』
に描いた挿絵。
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幻影

Mirages
Renée de Brimont / Fauré

ルネ・ド・ブリモン／フォーレ

1. Cygne sur l’eau
Ma pensée est un cygne harmonieux et sage
qui glisse lentement aux rivages d’ennui
sur les ondes sans fond du rêve, du mirage,
de l’écho, du brouillard, de l’ombre, de la nuit.

１．水の上の鳥
私の想いは、優美で慎ましい一羽の鳥（スワン）、
鳥は緩やかに滑りゆく、倦怠の岸に向け、
底知れぬうねりとなった、夢の、幻影の、
こだまの、霧の、影の、夜の上を。

Il glisse, roi hautain fendant un libre espace,
poursuit un reflet vain, précieux et changeant,
et les roseaux nombreux s’inclinent lorsqu’il passe,
sombre et muet, au seuil d’une lune d’argent;

鳥は、気高い王は行く、自由な空間を切り拓きつつ、
空しく、精妙で、移ろいがちな影を追って。
そして数知れぬ葦がひれ伏すのだ、鳥の暗い影が、
無言のまま、銀の月明かりの縁を通るとき。

Et des blanc nénuphars chaque corolle ronde
tour à tour a fleuri de désir ou d’espoir…
mais plus avant toujours, sur la brume et sur l’onde,
vers l’inconnu fuyant glisse le cygne noir.

そして、白い睡蓮の円い花冠が、
一つまた一つと花開く、欲望に、あるいは希望に……
けれども、常にその先へと、霧の上、波の上を、
逃れ去る未知のものに向かって、黒い鳥は滑りゆく。

Or j’ai dit: Renoncez, beau cygne chimérique,
à ce voyage lent vers de troubles destins;
nul miracle chinois, nulle étrange Amérique,
ne vous accueilleront en des havres certains;

そこで私は言った。お止しなさい、美しい幻の鳥よ、
惑いに満ちた宿命をたずねて長い旅をするのは。
不思議な中国も、奇抜なアメリカも、決して
あなたを確かな停泊地に迎えてくれはしない。

Les golfes embaumés, les îles immortelles
ont pour vous, cygne noir, des récifs périlleux;
demeurez sur les lacs où se mirent, fidèles,
ces nuages, ces fleurs, ces astres et ces yeux.

香りたつ入り江や、不滅の島々では、
黒い鳥よ、あなたを危険な岩礁が待ち構えている。
この湖に留まりなさい、ここには偽りなく映るのだ、
この雲、この花々、この星々、そしてこの眸が。

ド・ヌンク画「黒鳥」
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2. Reflets dans l’eau
Étendue au seuil du bassin,
dans l’eau plus froide que le sein
des vierges sages,
j’ai reflété mon vague ennui,
mes yeux profonds couleur de nuit
et mon visages.

２．水に映る影
泉の縁に身を伸ばして、
貞淑な処女の乳房よりも
冷たい水のなかに、
私は映し見た、とりとめもない私のもの悲しさを、
夜の色をした深い私の目を、
そして私の顔を。

Et dans ce miroir incertain
j’ai vu de merveilleux matins…
j’ai vu des choses
pâles comme des souvenirs,
sur l’eau que ne saurait ternir
nul vent morose.

そして、この定かならぬ水鏡のうちに
私は見た、不可思議な朝を……
私は見た、諸々のものが
思い出のように蒼ざめて、
いかなる陰鬱な風も曇らすことのできない
水の面に映っているのを。

Alors ― au fond du Passé bleu ―
mon corps mince n’était qu’un peu
d’ombre mouvante;
sous les lauriers et les cyprès
j’aimais la brise au souffle frais
qui nous évente…

その時――蒼い「過去」の奥底で――
私の細い体は、ほんの小さな
影となって揺れていた。
月桂樹や糸杉の木の下で
そよ風が涼しい息吹きを私たちに吹き付けるのが
私は好きだった……。

J’aimais vos caresses de soeur,
vos nuances, votre douceur,
aube opportune;
et votre pas souple et rythmé,
nymphes au rire parfumé,
au teint de lune;

私は好きだった、折りよく訪れた曙（あけぼの）よ、
姉妹の手のようなあなたの愛撫、
あなたの色合い、あなたの優しさが。
また、私は好きだった、芳香のように笑い声をあげ、
月明かりのような顔色をしたニンフたちよ、
あなたたちのしなやかでリズミカルな歩みが。

Et le galope des aegypans,
et la fontaine qui s’épand
en larmes fades…
par les bois secrets et divins
j’écoutais frissonner sans fin
l’hamadryade,

そして、牧神たちの駆け足が、
味けない涙のように
湧きだす泉が、私は好きだった……。
秘密に満ちた神々の森を通して
私は聞いていた、木の精ハマドリュアスが
いつまでも身を震わせているのを、

O cher Passé mystérieux
qui vous reflétez dans mes yeux
comme un nuage,
il me serait plaisant et doux,
Passé, d’essayer avec vous
le long voyage!..

おお、いとしい神秘的な「過去」よ、
あなたは私の眼のなかに、
雲のように映っている、
きっと楽しく、快いことだろう、
「過去」よ、あなたとともに
長い旅に出かけることは！……

Si je glisse, les eaux feront
un rond fluide…un autre rond…
un autre à peine…
et puis le miroir enchanté
reprendra sa limpidité
froide et sereine.

私が滑ると、水は
流れる輪をつくるだろう……もう一つ……
それからもう一つ、かすかに……
それから魔法にかかった鏡は
再び取り戻すだろう、冷たくて静かな
その透明さを。
[大棟幸太郎訳]
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博物誌

HISTOIRES NATURELLES

ジュール・ルナール／ラヴェル

Jules Renard / Ravel
LE CYGNE

白鳥

Il glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc, de

彼は池の上を、白い橇の如く、雲から雲へと滑りゆく。な

nuage en nuage. Car il n’a faim que des nuages

ぜなら、彼は、水の中に姿を現わし、ゆれ動いては消えて

floconneux qu’il voit naître, bouger, et se perdre dans

ゆく綿雲にしか食指を動かさぬからである。その綿雲の一

l’eau. C’est l’un d’eux qu’il désire. Il le vise du bec, et

つを彼は欲する。彼は嘴でそれを狙い、突如、雪の色をし

il plonge tout à coup son col vêtu de neige.

た首を沈める。それから、女の腕が袖から出てくるように、

Puis, tel un bras de femme sort d’une manche, il retire.

それを引き出してくる。

Il n’a rien.

何もない。

Il regarde : les nuages effarouchés ont disparu.

彼は見つめる。雲たちは怖じけて姿を消した。

Il ne reste qu’un instant désabusé, car les nuages

が、幻滅は一瞬のことにすぎない。なぜなら、雲たちは直

tardent peu à revenir, et, là-bas, où meurent les

きに戻ってくるのだから。ほら、波の息絶えたあのあたり

ondulations de l’eau, en voici un qui se reforme.

に、また雲が一つ、形をなす。

Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne

静かに、その軽い羽根のクッションに乗って、白鳥は漕ぎ、

rame et s’approche…

近づいていく……

Il s’épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu’il

彼は、空しい影を釣るのに疲れ果て、この幻覚の犠牲者と

mourra, victime de cette illusion, avant d’attraper un

なって、息絶えることだろう、ひとかけらの雲さえ捕える

seul morceau de nuage.

ことのできぬまま。

Mais qu’est-ce que je dis ?

いやはや、何 言ってんだか？

Chaque fois qu’il plonge, il fouille du bec la vase

彼は水に潜るたび、嘴で栄養たっぷりの泥をあさって、う

nourrissante et ramène un ver.

じ虫を一匹、くわえてくるんだよ。

Il engraisse comme une oie.

彼はまるまる太って、まるでガチョウのよう。

LE MARTIN-PÊCHEUR

カワセミ

Ça n’a pas mordu, ce soir, mais je rapporte une rare

今夜は、魚はさっぱり釣れなかったが、ちょっといい経験

émotion.

をしてきたよ。

Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un

釣り竿をピンと張ってたらさ、カワセミが飛んできて、そ

martin-pêcheur est venu s’y poser.

こに停まったんだ。

Nous n’avons pas d’oiseau plus éclatant.

あんな色鮮やかな鳥は、このあたりにゃいないだろ。

Il semblait une grosse fleur bleue au bout d’une

何だか大きくて青い花が、長い茎の先に咲いてるみたいで

longue tige. La perche pliait sous le poids. Je ne

ね。重みで竿がしなるんだ。もう息もできなくてね、

respirais plus, tout fier d’être pris pour un arbre par un

カワセミに樹と間違われたのが、何だか妙に誇らしくてさ。

martin-pêcheur.
Et je suis sûr qu’il ne s’est pas envolé de peur, mais

で、僕は信じてる、カワセミが飛び去ったのは、怖かった

qu’il a cru qu’il ne faisait que passer d’une branche à

からじゃない、ただ枝から枝へ移ったつもりだっただろう、

une autre.

ってね。
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[大棟幸太郎訳]

子守唄
フォーレの作品中もっともよく知られているのは、ヴァイオリンとピアノのための《子守唄》で
しょう。フルートとピアノのための版や、ヴァイオリンと管弦楽のための版も、のちに作られまし
た。Berceuse とは berceau [ゆりかご] を揺らす人の意味。ゆりかごがゆれる動きを、6/8 拍

子で表現しています。舟歌にも通じるこの複合拍子はフォーレが好んで用いたもの。子守の歌は、
テンポや強弱や気分の変化が少ないものですが (そうでないと子どもは眠れません)、音楽が狭い振
幅の中で淀みなく変化して、単調にならないのは、フォーレの得意とするところ (もっとも、これ
が、
「フォーレの音楽は力強さに欠ける」という誤解の種でもあるのですが……)。その意味でこの
小品は、フォーレの音楽のエッセンスを示していると言えそうです。
では、ラヴェルが子守唄を書くと、どうなるでしょうか……？ 1922 年、フランスの音楽雑誌
『ルヴュ・ミュジカル』(La Revue Musicale)は、フォーレの特集号を出しました。この特集号に
は、ラヴェル、エネスコ、シュミットら、フォーレのもとで学んだ作曲家たちによる小品の楽譜が、
附録として掲載されました。いずれの作品も、フォーレの名による主題(GABRIEL FAURE の名
をドイツ音名に読み替えたもの)に基づいています。

ラヴェルは与えられた主題を用いて、ヴァイオリンとピアノのための《フォーレの名による子守
唄》を作曲しました。おそらくラヴェルの念頭には、フォーレ自身の《子守唄》があったでしょう。
なるほど、曲がト長調とミクソリディア旋法(ソの旋法)の間を行ったり来たりするところはフォー
レを連想させますが、フォーレの《子守唄》が流れる水のように流動的であるのに対して、ラヴェ
ルの《子守唄》は、単調なリズムと保続音の多用により、呪文のような執拗さを感じさせます。曲
の最後では、単調な呪文を繰り返すピアノと、高音域に登ってゆくヴァイオリンとが乖離してゆき、
何とも不思議な空気のなかで、この《子守唄》は閉じられます。

子ども達の世界(2)
コンサートの最後に、もう一度、子ども達の世界に戻りましょう。ラヴェルは生涯独身で通し、

子供を持ちませんでしたが、大の子供好きでした。ピアノ連弾のための組曲《マ・メール・ロワ》
Ma mère l’oye は、家族ぐるみで付き合いのあったゴデブスキ家の二人の子供、ミミ(妹)とジャン(兄)
のために、1908 年から 1910 年にかけて作曲されました。曲は、フランスのいろいろなおとぎ
話にもとづく五つの小品からなっています。
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タイトルの《マ・メール・ロワ》とは、「がちょうお
ばさん」の意味。
「がちょう」は言うまでもなく家禽で、
その世話は主婦の仕事でした。そこから、子供たちにお
とぎ話をしてくれるおばさんのことを「がちょうおばさ
ん」
、おとぎ話のことを「がちょうおばさんのお話」と
呼ぶようになりました。こうしたおとぎ話のなかでもっ
とも有名なのは、17 世紀のフランスの作家シャルル・
ペ ロ ー (Charles Perrault

1628- 1703) が 書 い た

『がちょうおばさんのお話』(1697)。ラヴェルの《マ・
メール・ロワ》では、第 1 曲〈眠りの森の美女のパヴ
ァーヌ〉と第 2 曲〈おやゆび小僧〉が、ペローの童話
集にもとづいています。前者の物語については、解説は
不要でしょう。曲は、古めかしい宮廷舞踊の形を借りた
一種の子守唄で、フォーレ《ドリー》第 1 曲との聴き
比べも一興。後者は、貧しい樵の両親に捨てられた兄弟
たちが、森のなかをさまよう様子を描いたもの。末っ子
ながら兄弟でもっとも賢い「おやゆび小僧」は、帰り道
▲ G. ドレ画「親指小僧」

の目印にパン屑をまいておきますが、鳥たちに食べられ
てしまうのでした。

第 3 曲〈パゴダの女王レドロネット〉はドルノワ夫人(1650- 1705)のおとぎ話「緑の蛇」

Serpentin vert が原作。「レドロネット」は「ブス子ちゃん」くらいの意味。心優しいレドロネッ
トには「ベロット」(キレイちゃん)という双子の姉妹がいますが、ラヴェルの曲には出てきません。
ここで描かれているのは、レドロネットが海を渡って不思議な国にたどりつき、そこでパゴダ(中

国の首振り人形)たちに世話されて入浴する場面。この国を治めているのが「緑の蛇」、すなわち、
魔法で醜い姿にされてしまった王様です。
「決して王の姿を見ない」という約束で、二人は結婚す
るのですが……。なお、本日の演奏では、ロジャー・ニコルス校訂の楽譜 (Peters Edition) にも
とづき、中間部の銅鑼の音を補っています。
第 4 曲〈美女と野獣の対話〉はド・ボーモン夫人のおとぎ話が原作。詩人コクトーの映画やディ
ズニーのアニメでおなじみの物語です。ラヴェルの曲は、いわば美女(ソプラノ)と野獣(バリトン)

のデュエット。美女が野獣の求婚を受け入れると、野獣は魔法がとけて王子様(テノール)の姿にな
ります。第 5 曲〈妖精の園〉には特に原作はないようです。というのも、メシアンによれば、
「そ
れは、幼年時代の庭であり、人間の心の庭園」なのですから。――「涙を流しながら思い出す使い
古した昔のおもちゃ、そこに触れるやいなや壊れてしまうような過去といった、幼年時代のすべて
の夢幻劇」(オリビエ・メシアン)。
(解説: 近藤秀樹)
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…Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent
Pour me bercer, comme un enfant,
au creux des lames.

…Je voudrais m'en aller vers les îles de fleurs
En écoutant chanter les mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur…
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