フォーレとその弟子たち
ガブリエル・フォーレ (Gabriel Fauré 1845-1924) は、1896 年に、ジュール・マスネの後任としてパリ音楽院作
曲科教授に就任。多くの弟子たちを育てることになります。ラヴェルの弟子の一人で音楽評論家として活躍した
ロラン＝マニュエルは、フォーレの授業をマラルメの「火曜会」になぞらえていますが、それも道理で、マラル
メの周囲に当代次代をになう文学者たちが集ったように、フォーレのクラスには多くの優れた音楽家たちが集ま
っていました。
なかでもラヴェルとケクランは重要ですが、この二人については、すでにこのシリーズの演奏会で扱いました
ので、今回はそれ以外の人たち――エネスコ、シュミット、オベール、ブーランジェ――を取り上げることにし
ます。いずれおとらず個性的な面々で、その作風の多様なことは、本日のコンサートをお聴きいただければ実感
していただけるでしょう。裏返せば、作曲教師としてのフォーレには、それだけの度量と包容力が備わっていた
ということです。やがてその弟子たちが、
「ラヴェル事件」をきっかけに、フォーレをパリ音楽院の院長の座に
押し上げることになるのは、周知のとおり。
もっとも、今回、さまざまな事情で取り上げることのできなかった弟子たちも少なくありません。特に、フォ
ーレの高弟でピアノの達人だったロジェ=デュカス (Jean Roger-Ducasse 1873-1954) が欠けてしまったのは、まこ
とに残念。彼と親しかったナディア・ブーランジェは、いま天上で、フォーレ以上に怒っていることでしょう。
また、イタリア人の弟子カゼッラ (Alfredo Casella 1883-1947) も取り上げられて然るべき重要な音楽家ですが、
これらの人々については次の機会に。

フォーレのピアノ曲(1) : 《夜想曲》第 4 番 ＆《即興曲》第 1 番
まずはフォーレのピアノ独奏曲を。フォーレは 13 曲の《夜想曲》を書きました。
《夜想曲》第 4 番 作品 36 (1884
年頃) はフォーレ初期の作品。よく言われるように、冒頭に示される下降４度の音形は鐘の音を想わせますが、
ジャン・ミシェル=ネクトゥーは、この個所に、アールヌーヴォーに通じる性格を見出しています。
「うねくねし
続ける旋律線、ふんわりとそれに寄り添う和音の伴奏、そして憂いにおかされたリズム表現のたゆたいが、この
頁に、80 年代フランス音楽の一原型と見做すべき価値を与える」
。もっともこの曲の真骨頂は、中間部のほうで
しょう。冒頭部分から受け継がれた「鐘の音」――「うねくねし続ける旋律線」の先端の 2 音――が、オクター
ヴを隔てて何度も呼び交わすうち、いつしか音楽は大きなクライマックスを築きます。
フォーレはピアノ独奏のための《即興曲》を 5 曲書きましたが、ハー
プのための《即興曲》もあり、そのピアノ独奏用の編曲版を含めれば 6
曲、ということになります。
《即興曲》第 1 番 作品 25 (1881 年) は初期
の作品。初演はフォーレの師にして生涯の友人、カミーユ・サン=サーン
スが行ったとのことですが、活発な両端部分 (Allegro ma non troppo) はサ
ン=サーンスの演奏スタイルによく馴染んだことでしょう。一方、これに
続く中間部には、どことなく舟歌の趣きがあり、アルフレッド・コルト
ーは「夕暮れどきの水面」
「様式化されたコケットリーと悔恨」と述べて
います。いささか文学的に過ぎるという気もしますが、技巧的で急速な
両端部分に比べて、中間部がより落ち着いた音楽となるのは事実。ただ
し、調号 (♭三つ) も拍子 (6/8) も先行する部分から引き継いでおり、テ
ンポも meno mosso でいくらか緩むといった程度ですから、過度のコン
トラストは作曲者の意図するところではないでしょう。
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エネスコ 《クレマン・マロの七つの唄》
ジョルジュ・エネスコ(Georges Enesco 1881-1955) はルー
マニア出身の音楽家。その意味では「ジョルジェ・エネス
ク 」と片仮名表記すべきかもしれませんが、ここでは「フ
ォーレに作曲を学び、フランス語の詩で歌曲を書いた作曲
家」として扱いますので、本人がフランスで用いた Georges
Enesco の綴りとその片仮名表記を用います。
かつてエネスコといえば「往年のヴァイオリンの巨匠」
で「バッハ演奏の権威」でした。メニューインの師として
その名を記憶している方もおられるでしょう。しかし、近
年、作曲家としての再評価が著しく進み、その作品をコン
サートで耳にする機会も増えてきました。
《クレマン・マロの七つの唄》7 Chansons de Clément Marot 作品 15 (1908 年) は、エネスコの歌曲の分野での
代表作。フランスのルネサンス期の詩人クレマン・マロ (Clément Marot 1496 or 97-1544) の詩から七編を選んで、
擬古的な様式の歌曲に仕上げました。エネスコがこの詩人を取り上げた理由はよくわかりませんが、あるいはラ
ヴェルの歌曲《クレマン・マロの 2 つのエピグラム》(1898 年) に刺激されたのかもしれません。いずれにして
もこの歌曲集は、ピアノのための《組曲》第 2 番 (1901/1903 年)と並んで、エネスコがもっともフランス近代音
楽の様式に接近した作品と言ってよいでしょう。今日は全 7 曲のなかから、第 1、第 2、第 4、第 6、第 7 曲をお
聴きいただきます。
第 1、第 7 曲の簡潔な筆法は、かえって曲の情趣を深めています。第 2 曲はリュートを思わせる古雅な伴奏。
そこにときどき、東欧の民俗楽器ツィンバロムが混ざって聞こえる、というのは、私の考えすぎでしょうか？ 第
4 曲は「赤いバラ」の由来を語る詩で、この歌曲集の核心ともいうべき逸品。第 6 曲は愉快で野卑な酒飲みの歌。
終わりそうでなかなか終わらないのもユーモアのうち。第 7 曲は一転して、胸の苦しみを訴える痛切な歌となり
ます。

Sept chansons de Clement Marot

クレマン・マロの七つの唄

1. Estreines à Anne

1. アンヌへの贈り物

Ce nouvel an pour Estreines vous donne

新たな年の贈り物としてお前に捧げよう

Mon cueur blessé d'une nouvelle playe:

新たな傷を受けた私の心を。

Contrainct y suis, Amour ainsi l'ordonne,

そうせずにはいられない、恋が私に命じるのだから、

En qui ung cas bien contraire j'essaye:

その恋で、私は逆風に吹かれてばかりだというのに。

Car ce cueur là, c'est ma richesse vraye,

なぜならこの心、これだけが私の真の富で

Le demeurant n'est rien où je me fonde:

その他に私は自らを支えるものを持たないのだから。

Et fault donner le meilleur bien, que j'aye,

私は捧げなければならぬ 私のこの最高の財産を、

Si j'ay vouloir d'estre riche en ce monde.

もしこの世で富みたいと望むなら。

(Epigramme II,7)
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2. Languir me fais

2. お前は私を苦しめる

Languir me fais sans t'avoir offensée,

お前は私を苦しめる、お前を傷つけたわけでないのに

Plus ne m'escriptz, plus de moy ne t'enquiers,

もう文もよこさず、私を気づかってもくれない。

Mais nonobstant aultre Dame ne quiers:

にもかかわらず、他の奥方を私は求めはしない。

Plus tost mourir, que changer ma pensée.

死んだ方がましだ、自分の心を変えるくらいなら。

Je ne dy pas t'amour estre effacée,

私は言わぬ、お前の愛が消えてしまったとは。

Mais je me plains de l'ennuy que j'acquiers,

だが私が訴える、私が受けてきた苦しみを。

Et loing de toy humblement te requiers

お前から遠く離れて、私は慎ましくお前に訴える、

Que loing de moy, de moy ne sois faschée.

私から遠く離れて、私に気を悪くしないでほしい、と。

(Chanson XIII)
4. Estrene de la Rose

4. バラの贈り物

La belle Rose à Venus consacrée

美しいバラ、ヴェヌスに捧げられた花は、

L'oeil & le Sens de grand plaisir pourvoit;

その姿と香りとで大いなる喜びを与えてくれます。

Si vous diray Dame qui tant m'agrée

教えてさしあげましょう、かくも快い貴婦人よ、

Raison pourquoy de rouges on en voit.

バラが赤く見える、そのわけを。

Ung jour Venus son Adonis suyvoit

ある日、ヴェヌスは恋するアドニスを追って

Parmy Jardins pleins d'Espines & Branches，

茨や枝でいっぱいの庭園を抜けていったのです

Les Piedz tous nudz & les deux Bras sans manches，

足は裸足で 腕には袖がなかったので

Dont d'ung Rosier l'Espine luy mesfeit.

バラの木はとげで彼女を引っ掻きました

Or estoient lors toutes les Roses blanches，

そのころバラはみな白かったのですが

Mais de son sang de vermeilles en feit.

彼女の血で赤いバラができたのです。

De ceste Rose ay ja faict mon prouffit

このバラを私は自分のために役立てたとろです、

Vous estrenant，car plus qu'à aultre chose

あなたへの贈り物として、なぜなら他の何よりも、

Vostre Visage en doulceur tout confict

甘く優しい色にすっかり染まったあなたのお顔は、

Semble à la fresche & vermeillete Rose.

瑞々しく赤いバラに似ているのですから。

(Estrene Ⅱ)

6. Changeons propos

6. 話題を変えよう

Changeons propos, c'est trop chanté d'amours:

話題を変えよう、愛のことばかり歌いすぎた。

Ce sont clamours, chantons de la Serpette:

あれはやかましいだけだ、歌おう、小さな鎌のことを。

Tous Vignerons ont à elle recours,

ブドウづくりはみな、それを使っている。

C'est leur secours pour tailler la Vignette.

ブドウの蔓を切るのにうってつけだ。

O Serpillette, ô la Serpillonnette,

おお小さな鎌よ おお可愛い小さな鎌よ、

La Vignolette est par toy mise sus,

ブドウの木はお前のおかげで整えられて

Dont les bons Vins tous les ans sont yssus.

美味しいワインを毎年生み出す。

Le Dieu Vulcain forgeron des haults Dieux,

神々の鍛冶ウルカヌスが

Forgea aux Cieulx la Serpe bien taillante

天で鍛えたのだ、このよく切れる小さな鎌を。

De fin acier trempé en bon vin vieulx,

良質の鉄を古い良いワインに漬けて

Pour tailler mieulx, et estre plus vaillante:

これをもっと良く切れ、丈夫なものにした。
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Bacchus la vante, et dit qu'elle est seante,

バッカスがこれを讃えて言った、この小さな鎌は

Et convenante à Noé le bonshom

あの善良なノアにはうってつけだ、

Pour en tailler la Vigne en la saison.

ブドウの木を刈りこむ時季に役に立つ、と。

Bacchus alors Chapeau de treille avoit,

そこへバッコスがブドウの葉の帽子をかぶって

Et arrivoit pour benistre la Vigne:

ブドウの木を祝福しにやってきた。

Avec Flascons Silenus le suivoit,

これに続くは、酒瓶を手にしたシレノスで、

Lequel beuvoit aussi droict qu'une ligne:

彼は瓶から口へとまっすぐ酒を流し込み、

Puis il trepigne, et se faict une bigne:

それから酔って転んで大騒ぎ、瘤をこしらえた。

Comme une guigne estoit rouge son nez.

サクランボのようにその鼻は赤かったものだ。

Beaucoup de gens de sa race sont nez.

多くの人々が彼の血をひいている。

(Chanson XXXII)
7. Du confict en douleur

7. 苦しみに満たされ

Si j'ay du mal，maulgré moy je le porte;

もし私が苦しんでいても、私はそれを耐えしのぶ。

Et s'ainsi est qu'aulcun me reconforte，

そしてもし誰かが私を慰めようとしても

Son reconfort ma douleur point n'appaise;

その慰めは私の苦しみを少しも和らげはしない。

Voylà comment je languis en mal aise，

こうして私は苦しみにあえぐのだ、

Sans nul espoir de lyesse plus forte.

一層大きな喜びを得る望みもなく

Et fault qu'ennuy jamais de moy ne sorte，

そして苦しみは決して私から去ることがない、

Car mon estat fut faict de telle sorte，

というのも私はそうなるよう定められているのだ、

Dès que fuz né; pourtant ne vous desplaise

生まれた時から。でも、あなたが気に病むことはない、
もし私が苦しんでいても。

Si j'ay du mal.

Quand je mourray ma douleur sera morte;

私が死ぬとき、私の苦しみも死ぬだろう。

Mais ce pendant mon povre cueur supporte

けれどそのときまで、私の哀れな心は耐え続ける、

Mes tristes jours en fortune maulvaise，

私の悲しい日々を、不幸な運命の中で。それらに

Dont force m'est que mon ennuy me plaise，

強いられて、私は自分の苦しみを愛するようになり、

Et ne fault plus que je me desconforte

もはや不満に思うこともなくなるのだ、
もし私が苦しんでいても。

Si j'ay du mal.
(Rondeaux XXVII)

[大棟幸太郎訳]

フロラン・シュミット: ロンサールの 4 つの詩
フロラン・シュミット (Florent Schmitt 1870-1958) と聞いて、管楽器奏者たちが思い出すのは、吹奏楽曲《デ
ィオニソスの祭り》でしょう。このほか、バレエ音楽《サロメの悲劇》や、雄大な《ピアノ五重奏曲》、熱狂的
な《詩編 47》 などが代表作として知られていますが、いずれも後期ロマン派と、いわゆるフランス印象派――
必ずしも正しい呼称とは言えませんが――との豪奢なアマルガムで、師フォーレの音楽とはかなり隔たりがあり
ます。ともあれ、あまり結論を急がないようにしましょう。シュミットは多作家で、さまざまな傾向の作品を書
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いているからです。ピアノ曲集《夕暮れ》作品 5 や《ロマンティックな小品集》作品 42、二集からなる《内密な
音楽》作品 16＆29 を紐解くなら、師フォーレとの接点も少なからず見つかるでしょう。
しかしながらシュミットの声楽曲は、私たちにとっても、まだまだ未知の世界です。本日お聴きいただく《ロ
ンサールの 4 つの詩》作品 100 についても、作曲の経緯など、詳しいことはわかりません。ロンサールといえば
16 世紀プレイヤド派の代表で「フランス詩王」と称される大詩人ですが、一時はすっかり忘れられ、その再評価
は 19 世紀を待たねばなりませんでした。1924 年にフランスの音楽雑誌『ルヴュ・ミュジカル』がロンサール生
誕 400 年記念特集号を刊行、これに、デュカス、ルーセル、ラヴェルらが、ロンサールの詩による歌曲を寄稿し
ましたが、シュミットの歌曲集はこの特集号とは無関係。楽譜には 1942 年と記されていますから、第二次世界
大戦中に占領下のパリで出版されたことになります。シュミットはその姓から窺われるようにドイツ系の血筋で、
もともとドイツの音楽文化に親しみを感じていました。そのためもあってか大戦中は対独協力の姿勢を示し、こ
れが原因で、戦後、批判されることになるのですが、あたかもその大戦中に、シュミットは、フランス詩王たる
ロンサールの詩に曲をつけているのです。作品番号が「100」であることも、この作品が作曲者にとって特別の
ものであったことを推測させます。
なお、シュミットは、作曲にあたって、原詩の綴りを現代風に改めるとともに、ところどころ手を入れていま
す。対訳は楽譜に掲載された歌詞に基づいています。また、第 2 曲の題名〈その人だけのもの〉は作曲者による
もの。第 2 曲、第 4 曲は、プーランクによっても作曲されています(《ロンサールの 5 つの詩》)。

Quatre Poémes de Pierre de Ronsard

ロンサールの４つの詩

1. Si...

1. もしも……

Si mille oeillets, si mille lys j'embrasse,

もしも私が、千の撫子、千のユリを、

Entortillant mon bras tout à l'entour,

両腕で抱えるようにして抱きしめるとすれば、

Plus fort qu'un cep qui, d'un amoureux tour,

葡萄の蔓が、愛おしげにカールしながら、愛する木の枝に

La branche aimée, en mille plis enlace :

幾重にも絡みつくより、もっと強く抱きしめるとすれば、

Si le souci ne jaunit plus ma face,

もしも憂いが、もう私の顔色をくすませないとすれば、

Si le plaisir fait en moi son séjour,

もしも喜びが私のうちに滞在するとすれば、

Si j'aime mieux les ombres que le jour,

もしも私が日向よりも日陰を愛するとすれば、

Songe divin, cela vient de ta grâce.

至上の夢よ、それはみな、おまえのおかげなのだ。

En te suivant je volerais aux cieux :

あなたの後を追いかけて、空を飛べればよいのだが。

Mais ce portrait qui nage dans mes yeux,

だが、その姿は、わたしの眼のなかを漂い、

Fraude toujours ma joie intrerompue.

いつもわたしの喜びを断ち切るのだ。

Et tu me fuis au milieu de mon bien,

そしておまえは私から逃げてゆく、わたしの幸福のさなか、

Comme un éclair qui se finit en rien,

稲妻が無に帰するように、

Ou comme au vent s'évanouit la nue.

雲が風に吹き払われるように。
(『恋愛詩集』ソネ 29)
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2. Privilèges

2. その人だけのもの

Les épis sont à Cérès,

穂は豊穣の神ケレスのもの、

Aux chèvre-pieds les forêts,

森は角笛を持つ牧神たちの、

A Chlore l'herbe nouvelle,

初草は春の女神クロリスの、

A Phoebus le vert laurier,

緑の月桂樹は太陽神アポロンの、

A Minerve l'olivier,

オリーヴの木は知恵の女神ミネルヴァ(アテナ)の、

Et le beau pin à Cybèle;

そして美しい松の木は大地の女神キュベレのもの。

Aux Zéphyres le doux bruit,

優しいさざめきは西風の神ゼフィロスに、

A Pomone le doux fruit,

甘い果実は果物の女神ポモナに、

L'onde aux Nymphes est sacrée,

水はニンフたちに捧げられる、

A Flore les belles fleurs;

美しい花々は花の女神フローラに。

Mais les soucis et les pleurs

けれど、憂いと涙は

Sont sacrés à Cythérée.

愛と美の女神ヴェヌスに捧げられる。
(『オード四部集』よりオードレットⅩⅤ)

3. Ses deux yeux bruns...

3. 彼女の褐色の二つの眼……

Ses deux yeux bruns; deux flambeaux de ma vie,

彼女の褐色の二つの眼、私の命の二つの松明は、

Dessus les miens répandant leur clairté,

その光を私自身の二つの眼に注いで、

Ont esclavé ma jeune liberté,

若かりしころの私の自由を奴隷にし、

Pour la damner, en prison asservie.

獄に繋いでしまった。

Par ses yeux bruns ma raison fut ravie,

彼女の褐色の二つの眼に私の理性は奪われてしまい、

Et quelque part qu’Amour m’ait arrêté,

アモル (愛の神) がどこで私を引き留めようと、

Je ne sus voir ailleurs d’autre beauté,

別の場所に別の美を見ることは私にはできなかった、

Tant ils sont seuls mon bien et mon envie.

彼女の二つの眼だけが私の富、私の欲望なのだから。

D’autre éperon mon maître ne me poind,

他の拍車を以て、わが君 [恋] が私を駆ることはなく、

Autres pensers en moi ne logent point,

他の想いが、わが胸に宿ることもなく、

D’un autre feu ma Muse ne s’enflame :

他の炎に、わが詩神[霊感]が燃え立つこともない。

Ma main ne sait cultiver autre nom,

私の手は他の名を敬うすべを知らず、

Et mon papier de nulle ne s’émaille, sinon

私の白い紙は飾られることはない、

De leurs beauté que je sens dedans l’âme.

私が魂の裡に感じる、彼女の眼の美しさ以外には。
(『恋愛詩集』ソネ 25)

7

4. Le soir qu’Amour...

4. その夜、アモルが……

Le soir qu'Amour vous fit en la salle descendre

その夜、アモル (愛の神) があなたを広間に降り立たせたのは、

Pour danser d'artifice un beau ballet d'amour,

アモル (恋) の美しいバレエを巧みに躍らせるため、

Vos yeux, bien qu'il fût nuit, ramenèrent le jour,

貴方の眼は、夜のさなかに昼を呼び戻したほどに、

Tant ils surent d'éclairs par la place répandre.

広間いちめんに光をあふれさせた。

Le ballet fut divin, qui se soulait reprendre,

そのバレエは神々しく、繰り返し巻き返し、

Se rompre, se refaire, et tour dessus retour

ほどけては結び、ひとつまたひとつ、

Se mêler, s'écarter, se tourner à l'entour,

まじって、離れて、まわりを廻り、

Contre imitant le cours du fleuve de Méandre.

メアンドロス川の蛇行する流れを真似せんとばかり。

Ores il était rond, ores long, or étroit,

あるいは丸く、あるいは長く、あるいは狭く、

Or en pointe, en triangle en la façon qu'on voit

あるいは尖って、三角になる、あたかも

L'escadron de la grue évitant la froidure.

空をゆく鶴の群れが寒さを避けてそう並ぶように。

Je faux, tu ne dansais, mais ton pied voletait

言い直そう、君が踊っていたのではない、君の足が

Sur le haut de la terre; aussi ton corps s'était

羽搏いていたのだ、大地の上を高々と。それゆえ君の肉体は、

Transformé pour ce soir en divine nature.

その夜、神々しい性質[たち]のものになっていたのだ。
(『エレーヌへのソネ第 2 巻』よりⅩⅩⅩ)
[大棟幸太郎訳]

フォーレのピアノ曲 (2) : 《舟歌》第 3 番＆第 6 番
フォーレはピアノのために 13 曲の〈舟歌〉Barcarolle を書きました。歌曲にも、
《舟歌》
《水のほとりで》など、
舟歌のリズムを用いたものが少なくありません。メンデルスゾーンやショパンにも増して、フォーレこそ〈舟歌〉
の作曲家だと言いたいところですが、このことに関して作曲家でピアニストのギィ・サクルが面白いことを書い
ています。フォーレが〈舟歌〉というジャンルに惹かれたのは、つまるところ彼がアルペジオを好んだ作曲家だ
からだ、というのです。フォーレは生涯を通じて、このアルペジオの可能性を開拓していくのですが、たしかに
“水の音楽” はこの探求にうってつけでしょう。ドビュッシーの《装飾音のエチュード》が〈舟歌〉であること、
ラヴェルの《海原の小舟》がアルペジオの詩であることを、思い出してみてください。もちろん、舟歌がヴェネ
ツィアのゴンドラに由来する以上、フォーレの音楽もイタリア趣味と無縁ではありませんが、そのエッセンスは
別のところに――船頭の歌を取り巻くアラベスクの諸相に――ありそうです。
たとえば《舟歌》第 3 番 作品 42 (1886 年) では、高音域できらめく装飾音が印象的。もっとも、櫂のリズム
――舟歌の通例である 6/8 拍子――は、曲が始まってしばらくの間は、それほどはっきりと感じられません。船
頭が水面のきらめきや綾織りに見とれているかのよう。小舟が勢いよく進むのは、むしろ中間部に入ってからで
しょう。
これと対照的に、
《舟歌》第 6 番 作品 70 (1895 年頃) は簡潔で率直。櫂のリズムも安定していて、船頭の歌
がアラベスクのなかに埋没することもありません。小舟の速度も、先の曲と比べて、いくぶん速くなるようです。
こうした安定感のゆえに、ギィ・サクルは、この曲から「夕陽に染まった湖面の、眠ったように動かない水」を
連想しています。ただし、油断は禁物。曲の中間部では、意表をついた和声進行がたびたび耳を迷わせ、この曲
がフォーレ中期の作品であることを証 [あかし] するからです。
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フォーレのピアノ曲 (3) : 《舟歌》第 10 番＆第 12 番
「この曲 [《舟歌》第 10 番] が演奏されるとすれば、私のピアノ曲の中でもせいぜい 50 番目くらいでしょう。
しかも、ピアニストたちは私の曲をほとんど弾くこともなく、楽譜は積み上げられたまま放置されているのです。
恐らく、それらの出番は二十年後といったところでしょう」(フォーレ)。 創立 25 周年を迎えた当協会でも、こ
の《舟歌》第 10 番 作品 104-2 (1913 年) を取り上げるのは今回が最初だ、と告白しなくてはなりません。拍子
の取りにくい奇妙なリズム、中音域における声部の錯綜、クライマックスにおける調性感の希薄さ――全音、半
音、全音、半音……と下降していく “和声的な階段” は、スクリャビンが好んだ “八音音階” を想わせます――、
いずれもこの曲を、弾き手にも聞き手にも取りつきにくいものにしています。ですが、6/8 の拍子が掴めれば、
この曲が深い憂いを含みながら、実にリズミカルで生き生きとした音楽だとわかるでしょう。もっとも、この曲
のコーダは、短調と長調の間でぐずぐずと迷ったあげく、憂いに満ちた短調のなかに沈んでしまうのですが。

続く《舟歌》第 12 番 作品 106 bis (1915 年) は、一転して明朗な音楽になります。舟歌のリズムは明確で、旋
律線も辿りやすく、曲の両端部分と中間部のコントラストも明瞭。あたかも初期の様式――本日の曲目で言えば
《舟歌》第 6 番――に立ち返ったかのような印象を受けます。否、たぶんこれも、作曲者晩年の簡潔さの探求の
賜物なのでしょう。フォーレの弟子ケクランは「作曲家は技術があればあるほど単純に書ける。技術の裏打ちの
ない単純さは真の単純さではない」と述べています。再現部では舟歌のテーマがカノンで重ねられるなど、なか
なか手が込んでいますが、聞き手が導きの糸を失うことはないでしょう。コーダで、中間部の主題が遠くこだま
して消えてゆく部分の味わいは格別。なお、この曲はフォーレの師にして友人であったサン=サーンスが特に好
んだものでした。

オベール《6 つのアラブの詩》
フォーレの《レクイエム》第 1 稿初演 (1888 年) で〈ピエ・イエズ〉を歌ったボーイソプラノが、少年時代の
ルイ・オベール (Louis Aubert 1877-1968) 。奇しき縁というべきか、やがて彼はフォーレ門下で作曲を学び、歌
劇《青い森》
、交響詩《ハバネラ》
、ピアノ曲集《航跡》などの秀作を世に送ることになります。オベールはまた
ピアニストとしても優れ、同門の作曲家ラヴェルの《優雅で感傷的なワルツ》の初演を手掛けました。
歌曲集《6 つのアラブの詩》(1917 年) はオベールの代表作のひとつで、フランツ・トゥサンの詩集『愛撫の庭』
(Le Jardin des Caresses, 1914) 中の六篇に附曲したもの。トゥサン (Franz Toussaint 1879-1955) はフランスの東洋
学者で、オマル・カイヤム『ルバイヤト』の仏訳で知られます。
『愛撫の庭』――「愛の園生」と訳した人もあ
ります――は、
「10 世紀頃にスペインで書かれたムーアの詩の翻訳」だそうですが、原典は不明。翻訳の名を借
りたトゥサンの創作ではないかとも思われますが、いずれにせよテキストは翻訳詩の常である散文詩で、押韻も
分かち書きもありません。官能的な内容が多分に含まれているのは、マルドリュス版『千一夜物語』と同様。そ
の『千一夜物語』に挿絵を描いたレオン・カレが、この詩集でも口絵を担当しています。
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オベールの《6 つのアラブの詩》は管弦楽伴奏による歌曲集と
して構想されましたが、ピアノ伴奏版も作られ、こちらのほうが
先に初演されました。六つの歌曲は「アラブの主題」 [譜例] に
よって相互に結びつけられており、こうした「曲集」としての有
機的統一は、師フォーレの歌曲集《ヴェネツィア歌曲集》
《優し
き歌》を想わせます。もっとも、大胆な和声法と、これに由来す
る色彩は、むしろラヴェルやドビュッシーに連なるもの。詩のこ
とばに音楽を寄り添わせてゆくプロゾディのきめ細かさも、オベ
ールをこの二人の先達に近づけていますが、濃密な東洋趣味につ
いていえば、やはりラヴェル《シェヘラザード》(1903) がお手本
でしょう。なお、フランスの哲学者ジャンケレヴィッチは、《6
つのアラブの詩》を「ドビュッシーの最良の作品にも比肩しうる
傑作」と激賞しています。本日は全 6 曲のうち、第 1、第 2、第 4、
第 5 曲をお聞きいただきます。

Six Poèmes Arabes

６つのアラブの詩
フランツ・トゥサン

Franz Toussant
Le Mirage

幻影

Je m'étais endormi, et je faisais un rêve.

私は眠り、夢を見ていた。

Je revais qu’une caravane exténuée

その夢で私は、疲れ切ったキャラバンが

traversait un désert, où je la guidais.

砂漠を横切るのを導いていた。

Et qu’un fabuleux mirage surgissait devant nous.

すると凄まじい幻影が私たちの前に現れた。

Et que ce mirage était toi-même

その幻影はきみ自身で

avec les lacs de tes yeux et les vergers de ton corps.

きみの目の湖ときみの体の果樹園を伴っていた。

Et que tu t’élançais vers moi,

そこできみが私の方に身を投げると、

et que mes compagnons désespérés

絶望した私の仲間たちは

se couchaient pour mourir.

横たわり死んでいった。

Je viens de pononcer ton nom

私はきみの名を呼んで

afin de recommencer ce rêve…

その夢を再び見ようとしたが……

Hélas ! on ne voit jamais deux fois la même mirage !

ああ！ 二度と同じ幻影は見えないのだ！
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Le Vaincu

敗者

Je ne veux que te meurtrir de caresses,

私がしたいのはきみを強く愛撫することだけ、

et je n'en désire aucune.

ほかには何も望まない。

Je ne veux qu'écouter la mer

私が聴きたいのは海の音だけ、

dans tes mains creuses,

きみのくぼんだ手の中の海、

puis mettre tes mains sur mes yeux,

それからきみの両手を私の両目に置いて、

comme de la nuit.

夜のようにすること。

Je ne veux que me griser

私がしたいのは郷愁に陶酔することだけ、

de nostalgie en soutenant ton regard.

きみの眼差しに耐えながら。

Je ne veux qu'entendre ta voix,

私が聞きたいのはきみの声だけ、

qui me rappellera les voix

それは私に祖国の

des femmes de mon pays,

女たちの声を呼び覚ます、

Je ne veux que caresser sur ton corps

私がしたいのはきみの体を愛撫することだけ、

des souvenirs et des regrets.

思い出や後悔で。

Et si je baise tes lèvres,

もし私がきみの唇に口づけをしたら、

leur suc me sera très amer.

その味はとても苦いだろう。

Mais j'ai baisé tes lèvres,

だが私はきみの唇に口づけをした、

et leur suc m'a enivré.

するとその味は私を酔わせた。

J'ai caressé ton corps,

私はきみの体を愛撫した、

et ma main tremblait.

すると私の手は震えるのだった。

J'ai entendu ta voix,

私はきみの声を聞いた、

et les voix des femmes de mon pays

すると故郷の女たちの声は

n'étaient plus qu'une musique barbare.

もはや野蛮な音楽でしかなかった。

J'ai soutenu ton regard,

私はきみの眼差しに耐えた、

et j'ai baissé les yeux.

それから私は目を伏せた。

J'ai écouté la mer dans tes mains creuses,

私はきみの手のくぼみの中に海を聴いた、

et cet océan m'a submergé.

するとその大海は私を呑み込んだ。
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Le Sommeil des Colombes

鳩のまどろみ

Dans le cèdre, des colombes

ヒマラヤスギの木立に、鳩たちが

se sont posées pour la nuit.

夜にそなえてとまっている。

Longtemps hésitantes,

長い間ためらいながら、

elles avaient tournoyé au-dessus

鳩たちはまわっていたのだ、

de l'arbre solitaire.

ただ一本の木の上空を。

Maintenant elles vont s'endormir.

今や鳩たちは眠ろうとしている。

Comme chaque nuit, au sommet

毎夜と同じように、

de la plus haute branche,

いちばん高い枝の天辺で、

un rossignol chantera.

ナイチンゲールが歌うだろう。

Ainsi je berce souvent ton sommeil

そんなふうに私はしばしばきみの眠りを揺らす、

de paroles d'amour.

愛のことばで。

Je crois que le même instinct

まさに同じ直感が

guide les colombes et les jeunes filles

鳩たちと娘たちとを導くのだ、

vers les jardins où chantent les rossignols.

ナイチンゲールたちが歌う庭の方へと。

L’Adieu

別れ

Quand, pour me faire ce geste,

私にそのしぐさを示そうと、

tu as passé le main

きみが手を

à travers le grillage de ta fenêtre,

窓の格子越しに差し出した時、

toute la vie de mon corps s’est arrêtée,

私の体中の命がすべて静止した、

Ni la fleur du magnolia,

マグノリアの花も、

ni la neige de la montagne,

山の雪も、

ni la marbre, ni le jasmin

大理石も、ジャスミンも、

ne sont plus blancs que tes doigts

きみの指ほど白くはない、

où tes ongles brillaient

きみの爪の輝きは

comme des flammes.

まるで炎のよう。

A mes compagnons qui s’étonnaient

驚いたのは私の仲間たち、

de sentir soudain une odeur délicieuse,

突然甘い香りをかいだものだから。

J’ai dit: c’est le bras de ma bien aimée

私は言った、私の恋人の腕だよ、と。

Qui vient de passer à travers ce grillage,

この格子越しに伸びてきたんだ、

Ce sont les roses de ses ongles

爪のバラが

Qui ont embaumé le carrefour.

十字路を香りで満たすんだ、と。
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Que la bénédiction de Dieu soit sur cette demeure

なんという神の恩寵！この住まいに

Où ma bien aimée est prisonnière!

私の恋人が囚えられていたとは！

Et mes compagnons s’attristèrent,

すると私の仲間たちは悲しみに暮れ、

et mon cheval se mit à hennir,

私の馬はいななき始めた、

car l’arôme du bras de ma bien-aimée

なぜなら恋人の腕の芳香が

lui rappelait le parfum des grandes plaines

馬に思い出させたから、それは海の彼方の、

qui sont au-delà de la mer!

大平原の香りだったからだ！
[山田兼士訳]

プーニョ＆ブーランジェ: 《明るい時》
作曲の名教師として名高いナディア・ブーランジェ (Nadia Boulanger 1887-1979) は、自らは作曲の筆を折って
しまいましたが、若いころはさまざまなジャンルの作品を手がけています。歌曲集《明るい時》 Les Heures claires
(1909 年) はラウール・プーニョとの合作。プーニョ (Raoul Pugno 1852-1914) は高名なピアニストで、とりわけ
名ヴァイオリニスト・イザイとのデュオで知られていますが、生前は作曲家としてもひとかどの存在でした。プ
ーニョは若いナディアの才能を早くから評価しており、ナディアがローマ大賞に挑戦することができたのもプー
ニョの後ろ盾があったからと言われます。やがて二人は一緒に演奏活動をするようになり――プーニョはしばし
ばナディアの指揮で協奏曲を演奏しました――、さらには合作を試みるに至ります。歌曲集《明るい庭》が作曲
されるに至った経緯や、二人の作曲家の共同作業の内実については不明ですが、歌詞を書いた詩人ヴェルハーレ
ンはプーニョ家の常連客でした。この歌曲集のあと、二人はダヌンツィオの戯曲に基づく歌劇《死都》を合作。
初演も日程に上っていましたが、ロシアへの演奏旅行中にプーニョが急死したこと、その直後に第一次世界大戦
が勃発したことで、初演は流れ、歌劇はついに日の目を見ずに終わりました。一般には、ナディアが作曲を止め
た原因は妹リリの死であるとされますが、あるいは師であり愛人であった――二人の間柄は師弟の関係を超えて
いたと見られています――プーニョを喪ったことも、ナディアに作曲の筆を折らせた一因だったかもしれません。

ナディア・ブーランジェ(左) と、
ラウール・プーニョ(右)

歌曲集《明るい時》はベルギーの詩人エミール・ヴェルハーレン (Emil Verhaeren 1856-1916) の『時』三部作
――「明るい時」
「午後の時」
「夕暮れの時」――によるもの。この詩人と詩集については、高村光太郎に語って
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もらいましょう。
「……この 3 巻は皆『私の傍に生きる者』
、即ち夫人マルトに捧げられたもので、由来彼は夫人
に関してしか恋愛詩を書いていない」
。
「真の恋愛は夫人となったマルト・マッサン嬢との間に初めて生れ、又其
以外に彼は恋愛を知らない。夫人マルトに対する彼の敬愛は殆ど礼拝の域にまで達する。彼はあの恐ろしい心身
の危機に際して此の善き女性に救われた事を終生忘れなかった」
。
「彼と彼女と四辺の自然とは単純素朴な婚姻生
活を天上のものとする」
。――余談ですが、高村光太郎はヴェルハーレンに深く傾倒し、大正 10 年から 14 年に
かけて「明るい時」
「午後の時」の全訳を行いました。あるいは高村は、マルトに智恵子の姿を重ねていたかも
しれません。
プーニョ＆ブーランジェの歌曲集では、ヴェルハーレンの『時』三部の第 1、第 2 部から八篇が選ばれていま
す。本日はそのなかから、第 1、第 5、第 6 曲を。第 1 曲は、その瞑想的な深い響きによって、
「彼と彼女と四辺
の自然」を、早くも「天上のもの」と感じさせるようです。情熱的な第 5 曲で、ひょっとすると二人の作曲者は、
フォーレの《優しき歌》を思い浮かべてはいなかったでしょうか？ 第 6 曲のピアノ伴奏の和音連打は、フォー
レの歌曲の或る系列のもの――本日の曲目で言えば《消えない香り》――を連想させずにはいません。

明るい時

Les Heures Claires

エミール・ヴェルハーレン

Emil Verhaeren
Ⅰ

Ⅰ

Le ciel en nuit s’est déplié

夜の空はひろがり

Et la lune semble veiller

睡れるしづけさの上を

Sur le silence endormi.

月は見張つてゐるかのやう。

Tout est si pur et clair,

すべて実にきよくあかるく

Tout est si pur et si pâle dans l’air

すべて実にきよく実にほのかだ、

Et sur les lacs du paysage ami,

空のなか、愛らしい風景の湖水の上。

Qu’elle angoisse, la goutte d’eau

湖水をさわがすものとては、水のしづくが

Qui tombe d’un roseau

蘆から落ちて

Et tinte et puis se tait dans l’eau.

ひびいて、やがて水に消えてしまふばかり。

Mais j’ai tes mains entre les miennes

だが私はあなたの手を自分の手の中に取り、

Et tes yeux sûrs, qui me retiennent,

あなたのしつかりした眼は、その誠に満ちた力で、

De leurs ferveurs, si doucement ;

かくもやすらかに私をおさへてゐる。

Et je te sens si bien en paix de toute chose,

そして私は真によく一切事の平和の中にあなたを感ずる、何

Que rien, pas même un fugitif soupçon

ものも、ほんのいささかの
怖れの影さへ、

de crainte,
Ne troublera, fût-ce un moment,

たとひ一瞬間でも、乱せはしない、

La confiance sainte

この聖なる心の落ちつきを、

Qui dort en nous comme un enfant repose.

安らかに睡る幼児のように
われらの中に睡ってゐるこの心の落ちつきを。

(Les Heures Claires IV)
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(詩集『明るい時』第 4 篇)

Ⅴ

Ⅴ

C’était en juin, dans le jardin,

六月であつた、庭でのこと、

C’était notre heure et notre jour ;

われらの時間又われらの日であつた。

Et nos yeux regardaient, avec un tel amour,

われらの眼は、あんな愛を以て、

Les choses,

万物を見た、

Qu’il nous semblait que doucement s’ouvraient

さればやさしく心をひらいて

Et nous voyaient et nous aimaient

われらを見われらを愛するかと見えた、

Les roses.

薔薇の花も。

Le ciel était plus pur qu’il ne le fut jamais :

空は曽てなかつたほど澄んでゐた。

Les insectes et les oiseaux

昆虫や鳥は

Volaient dans l’or et dans la joie

絹のやうにほのかな空気の

D’un air frêle comme la soie ;

黄金の中又歓喜の中を飛んでゐた。

Et nos baisers étaient si beaux

さうしてわれらの接吻の美しさに

Qu’ils exaltaient et la lumière et les oiseaux.

光も鳥も興奮した。

On eût dit un bonheur qui tout à coup s’azure

語り出でた幸福はたちまち藍碧の色をして

Et veut le ciel entier pour resplendir ;

空いちめんを輝かしめるものであつた。

Toute la vie entrait, par de douces brisures,

全生命が、優しい隙間から、

Dans notre être, pour te grandir.

われらの存在を貫いた、それを成長せしめる為。

Et ce n’étaient que cris invocatoires,

それは訴の叫に外ならなかつた、

Et fous élans et prières et vœux,

又思ひ切つた飛躍に又祈願に又誓に、

Et le besoin, soudain, de recréer des dieux,

又たちまち神々の再生を望むことに、

Afin de croire.

信じたさから。

(Les Heures d’après-midi XXII )

(詩集『午後の時』第 21 篇)
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Ⅵ

Ⅵ

Chaque heure, où je songe à ta bonté

いつでも、かほど純真にふかい

Si simplement profonde,

あなたの善良さを思ふたびに

Je me confonds en prières vers toi.

私は胸を一ぱいにしてあなたに向つて祈ります。

Je suis venu si tard

私は実に遅く来ました、

Vers la douceur de ton regard

やさしいあなたの眼の方へ、

Et de si loin, vers tes deux mains tendues,

しづかに、多くのへだたりを超えて、

Tranquillement, par à travers les étendues !

はるか遠くからさしのべてゐたあなたの二つの手の方へ！

J’avais en moi tant de rouille tenace

私は自分のうちに頑固な錆をたくさんもつてゐました、

Qui me rongeait, à dents rapaces,

其が貪婪な歯で、蝕みました、

La confiance ;

私の心の落ちつきを。

J’étais si lourd, j’étais si las,

実に愚鈍でした、実に疲れてゐました、

J’étais si vieux de méfiance,

狐疑逡巡して実に衰へてゐました、

J’étais si lourd, j’étais si las

実に愚鈍でした、実に疲れてゐました、

Du vain chemin de tous mes pas.

自分の歩みが皆無駄になる道を歩きながら。

Je méritais si peu la merveilleuse joie

あなたの足がわたしのゆく手を照らすのを見る

De voir tes pieds illuminer ma voie,

この不思議なほどの喜に私はあまり値しなさ過ぎます、

Que j’en reste tremblant encore

いまだにわたしは其でふるへてゐます、

et presqu’en pleurs,
Et humble, à tout jamais, en face du bonheur.
(Les Heures Claires V)

殆と涙を流してゐます、
この幸福の前に、永久に、身をへりくだります。
(詩集『明るい時』第 5 篇)
[高村光太郎訳]

フォーレの歌曲: サマンとド・リール
今宵のコンサートの締めくくりに、フォーレの歌曲を。お聴きいただく４曲は、いずれもフォーレが中期から
後期の様式に移行する段階のもの。あるいは二つの歌曲集、
《優しき歌》(1894 年)と《イヴの歌》(1906-0 年)の
間に書かれた歌曲、と言うこともできるでしょう。なかでも、秋と黄昏の詩人、アルベール・サマン(Albert Samain
1858-1900)の詩による三曲は、いずれもテクスチュアに厚みがあり、和声的にも大胆で自由、同時期の《夜想曲》
第６番、第 7 番、
《舟歌》第 5 番などを想わせます。
《アルペジオ》作品 76‑
2 (1897 年)、
《夕暮れ》作品 83‑
2 (1894
年)、
《道づれ》作品 85‑
3(1902 年)、いずれも夜の詩であり、とりわけ《道づれ》は、舟歌のリズムこそ用いな
いものの、フォーレが得意としたアルペジオの音楽、 “流れる水” の音楽。否、小舟は水面を滑るのか夜空を往
くのか、櫂をとる詩人にも定かではありません。もとより、
「夜」は「香り」であり「髪」であり、森も、公園
も、あるいは入り日のなかに混和し、あるいは月明かりのもとで “うつせみ” と化するのが、サマン‑
フォーレの
世界。頻繁な転調も、柔軟なリズムも、ピアノが影のように声に同道してできる精妙なアラベスクも、この漠た
る世界を表現する手立てでしょう。とすれば、これらの歌曲の筆法が《夜想曲》や《舟歌》のそれに似てくると
しても、不思議はありません。詩はいずれもサマンの詩集『王女の庭にて』(Au Jardin de l’Infante, 1893 年)より。
16

アルペジオ

Arpège

アルベール・サマン

Albert Samain
L'âme d'une flûte soupire

一本のフルートの魂が吐息を洩らす、

Au fond du parc mélodieux;

調べよい公園の奥で。

Limpide est l'ombre où l'on respire

影は澄み渡り、そこで人は呼吸する、

Ton poème silencieux,

お前の密やかな詩を、

Nuit de langueur, nuit de mensonge,

倦怠の夜、欺瞞の夜よ、

Qui poses, d'un geste ondoyant,

お前は置くのだ、波打つような仕草で、

Dans ta chevelure de songe

お前の夢の髪の中に

La lune, bijou d'Orient.

月を、すなわち東洋の宝石を。

Sylva, Sylvie et Sylvanire，

シルヴァ、シルヴィーにシルヴァニール、

Belles au regard bleu changeant，

移ろいがちな青い眼差しの美女たちよ、

L'étoile aux fontaines se mire.

星は泉の上にその姿を映している。

Allez par les sentiers d'argent，

行け、銀色に染まった小道を通って、

Allez vite，l'heure est si brève，

急げ、時は短い、

Cueillir au jardin des aveux,

あの誓いの庭に摘みに行くのだ、

Les coeurs qui se meurent du rêve

お前の髪の中で死ぬことを夢見て

De mourir parmi vos cheveux!

死にかけている心たちを！

(Au jardin de l'Infante)

[大棟幸太郎訳]

夕暮れ

Soir

アルベール・サマン

Albert Samain
Voici que les jardins de la nuit vont fleurir.

ここで夜の庭が花開くだろう。

Les lignes, les couleurs, les sons deviennent vagues;

線が、色が、音が漠としはじめる。

Vois! le dernier rayon agonise à tes bagues,

ごらん！ 最後の光が君の指輪にあたって苦しんでいるのを

Ma soeur, entends-tu pas quelque chose mourir?

妹よ、何かが死んでゆくのが聞こえないか？

Mets sur mon front tes mains fraîches comme une eau pure,

ぼくの額に、清らかな水のように冷たい手を、

Mets sur mes yeux tes mains douces comme des fleurs,

ぼくの目の上に、花のようなやわらかいその手を置いてくれ、

Et que mon âme où vit le goût secret des pleurs,

そして、涙の密やかな味の息づくぼくの魂が、

Soit comme un lys fidèle et pâle à ta ceinture!

君の帯にさしている、忠実で青いゆりのようであるように！

C'est la pitié qui pose ainsi son doigt sur nous,

こうしてぼくたちに指を置いているのは憐れみだと、

Et tout ce que la terre a de soupirs qui montent,

そして大地に存在する、昇る溜息のすべてだと

Il semble, qu'à mon coeur enivré, le racontent

ぼくの酔い痴れた心に、君の空を見上げる眼が

Tes yeux levés au ciel, si tristes et si doux!

かくも悲しくかくも優しく語っているかのよう。

(Au jardin de l'Infante)

[中村順子訳]

17

道づれ

Accompagnement

アルベール・サマン

Albert Samain

Tremble argenté，tilleul，bouleau...

白銀のポプラに、菩提樹、樺の樹……

La lune s'effeuille sur l'eau...

月は落ち葉となって散る、水の面に……

Comme de longs cheveux peignés au vent du soir，

夕暮れの微風がくしけずる長い髪のように、

L'odeur des nuits d'été parfume le lac noir;

夏の夜の香りが黒い湖を薫らせる。

Le grand lac parfumé brille comme un miroir.

芳しい大きな湖は鏡のように輝いている。

Ma rame tombe et se relève，

私の櫂は沈んでは跳ね上がり、

Ma barque glisse dans le rêve.

私の小舟は滑りゆく、夢の中。

Ma barque glisse dans le ciel，

私の小舟は滑りゆく 空の中、

Sur le lac immatériel...

空蝉の湖の上を！

En cadence les yeux fermés，

目を閉じつつも拍子を取って、

Rame，ô mon coeur，ton indolence

漕げ、おお、我が心よ、我が心の懶惰よ、

A larges coups lents et pâmés.

大きく、緩やかに、陶然と櫂を引き。

Là-bas la lune écoute，accoudée au côteau，

彼処で月が、丘に肘をつき、耳を欹てている、

Le silence qu'exhale en glissant le bateau...

滑りゆく小舟から立ち上る静けさに……。

Trois grands lys frais coupés meurent sur mon manteau.

切られたばかりの三輪の大きな百合が、私の外套の上で息絶える。

Vers tes lèvres，ô Nuit voluptueuse et pâle，

おお、艶かしくも蒼ざめた夜よ、お前の唇へと立ち上るのは、

Est-ce leur âme，est-ce mon âme qui s'exhale?

花たちの魂か、それとも私の魂か？

Cheveux des nuits d'argent peignés aux longs roseaux.

銀色の夜は 長い葦で髪を梳いている。

Comme la lune sur les eaux，

水の上の月のごとく、

Comme la rame sur les flots，

波の上の櫂のごとく、

Mon âme s'effeuille en sanglots!

私の魂は落ち葉となって散る、嗚咽のうちに！

(Au Jardin de l’Infante)

サマンの詩集『王女の庭にて』
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[大棟幸太郎訳]

最後の１曲は、ルコント・ド・リール (Leconte de Lisle 1818-94) の詩による歌曲《消えない香り》作品 76-1 (1897
年)。詩はド・リールの『悲劇的詩集』(Poèmes tragiques, 1884 年) 中の一篇。ロマン派の主観的・個人的表現を
嫌ったド・リールは、真に普遍的な詩を目差して、世界各地の “古典” ――伝説を含む――に材を求めました。
たとえばショーソンが曲をつけた「蜂雀」はイスラムの詩、フォーレの歌曲「リディア」は古代ローマの詩に基
づいたものです。
「消えない香り」は、
「ラオール」Lahor という地名が出てくるところを見ると、古代インドの
詩をもとにしたものでしょうか。いずれにせよ、
「たとえ聖域が毀たれても、ラオールの薔薇の香りは永遠に残
る」というくだりは、後期の歌曲、とりわけ《閉ざされた庭》の〈砂の上の墓碑銘〉を予告しています。同時に、
この曲の厳粛な歩みは、
《イヴの歌》の〈おお、死よ、星屑よ〉につながるもの。ついさきほど夜の公園に渦巻
いていたアルペジオもアラベスクも、ここにはありません。やがてフォーレは、この質朴な和音の列柱に導かれ
て、サマンの夕暮れの庭を去ることになるでしょう。――そして私たちも、この「消えない香り」とともに、
「フ
ォーレとその弟子たち」をめぐる本日のコンサートを閉じることにしたいと思います。コンサートが終わっても、
フォーレとその弟子たちを包んでいた香りは、いつまでも残る……。ナディアが、この結末を、天上で喜んでく
れますように。
(近藤秀樹)

消えない香り

Parfum impérissable

ルコント・ド・リール

Lecomte de L’isle

Quand la fleur du soleil, la rose de Lahor,

太陽の花、ラオールの薔薇が、

De son âme odorante a rempli goutte à goutte,

そのかぐわしい魂で一滴ずつ

La fiole d'argile ou de cristal ou d'or,

土や水晶や金の小瓶を満たしたら、

Sur le sable qui brûle on peut l'épandre toute.

焼けた砂の上に、人はそれを全部撒くことができる

Les fleuves et la mer inonderaient en vain

波や海が氾濫しても無駄である、

Ce sanctuaire étroit qui la tint enfermée，

魂を閉じ込めた狭い聖域を襲おうが、

Il garde en se brisant son arôme divin

砕けながらも香りは神々しさを失わず、

Et sa poussière heureuse en reste parfumée.

幸福な粉となって香り続けるのだ。

Puisque par la blessure ouverte de mon coeur

私の心に開いた傷口からも

Tu t'écoules de même, ô céleste liqueur，

お前は流れ出す、おお、天上の酒よ、

Inexprimable amour qui m'enflammais pour elle!

言葉にできない彼女への愛に私は燃えていた。

Qu'il lui soit pardonné que mon mal soit béni!

この愛が許され、私の患いが祝福されるように！

Par de là l'heure humaine et le temps infini

人の時間と永遠の時の彼方に

Mon coeur est embaumé d'une odeur immortelle!

私の心は不死の香りで満たされるのだ！

(Poèmes tragiques)

[山田兼士訳]
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マト(Albert Zunc Mathot) : 音楽出版社を興した。
オベール

カプレ
ケクラン
ラヴェル

ヴュイエルモーズ: 音楽評論家として活躍。
ユレ(Jean Huré 1877-1930):
作曲家、オルガニスト。

ピアノ連弾をしている二人のうち、手前がフォーレ。
フォーレの隣で弾いているのがロジェ=デュカス。
※カプレとユレはフォーレの直接の弟子ではない。

20

