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ベートーヴェン⽣誕 250 年記念に寄せて 

 

 昨年 2019 年に⼭梨市と協⼒して⾏った「ドイツ歌曲講習会＆コンサート」は多くの

参加者からご好評をいただき、ぜひ今年も開催したいと考えておりましたが、新型コロ

ナウィルスの影響により、講師と講習⽣が親しく触れ合えるような形での催し物は困難

で、今年はやむなく講習会の内容と演奏会の模様を放送及び動画配信するという形にな

りました。 

 本来であればベートーヴェン(1770-1827)の⽣誕 250 年という今年 2020 年は世界中

で彼の曲が流れ、多くの貴重な演奏が⾒られるはずでした。オリンピックも延期となり

明るい話題もない中、私たち⾳楽家は⾳楽を奏でることでしか協⼒はできませんが、限

られた条件の中で少しでも市⺠の憩いになることをやろうという気持ちで今回の「ベー

トーヴェン・コンサート」を企画しました。ベートーヴェンは「楽聖」と称され、⽿が

聞こえなくなるという苦しみのなかから喜びに溢れた⾳楽を⽣み出した天才として世

界中で尊敬されています。しかしながらその反⾯、いくつかの伝記をつぶさに読めばわ

かるように、彼は孤独ではありましたが⼥性を愛し、甥のカールを愛し、ワインを愛し、

⾃然を愛した⼈間味あふれる作曲家でありました。ベートーヴェンはピアノ、交響曲を

はじめ多くのジャンルに名曲を残した作曲家であり、「歌曲」も例外ではありません。

ことばの壁があり、なかなか⽇本では聴かれる機会は少ないのですが、当時としては極

めて斬新な作⾵で作られた繊細かつ味わい深い歌曲が多く残されています。今⽇はピア

ノ曲を新たな次元に⾼めた彼のピアノソナタ 2 曲と合わせて、ベートーヴェンの横顔を

よく表す歌曲をお楽しみいただければと思います。 

 ⼭梨市は⼭梨県のなかでも特にドイツとの交流を推進している⾃治体で、私⽚野とピ

アニストの池⼭洋⼦⽒はともにドイツ・オーストリアで学んだ経験を活かして⾳楽活動

を⾏っていることから、今回の演奏会が実現しました。今回ベートーヴェン・イヤーと

いうきっかけもあり、この素晴らしい⾳響をもつ花かげホールで、名器ベーゼンドルフ

ァー製ピアノにより演奏をご披露できますことはたいへん光栄です。皆様に少しでもド

イツ⾳楽の美しさをご堪能いただければ幸いです。 

 終わりに、このプロジェクトをサポートし、コロナ禍のなか本当にご尽⼒いただいた

⼭梨市と花かげホールのスタッフの⽅々に、ここに⼼より御礼を申し上げます。 

 

⽚野耕喜 テノール ⼭梨⼤学教授 

 

 

表紙 

「⾳楽協会年鑑」 に描かれた「⽥園交響曲を作曲しているベートーヴェン」（Franz Hegi 

1834 年、チューリヒ）ボンのベートーヴェンハウス所蔵。 



    歌手 

  

ピアニスト  

1. Adelaide   

2. Ich liebe dich 

3. Das Geheimnis 

4. Resignation 

5. Der Kuss 

 

アデライーデ 

君を愛す 

秘密 

あきらめ 

接吻 

片野 市川 

6. Neue Liebe, neues Leben 

7. Mit einem gemalten Band 

8. Lebensglück 

9. Gesang aus der Ferne 

新しき愛、新しき生命 

鮮やかな色のリボンで 

人生の幸せ 

遠くからの歌 

  

    

10. Wonne der Wehmut 

11. Wonne der Wehmut 

12. Freudvoll und leidvoll 

13. Die Liebe (Klärchens Lied)  

„Freudvoll und leidvoll“ ~»Egmond« 

 

14. Ganymed  

哀愁の喜び 

- 

喜びに満ち、悲しみに満ち 

 「愛」クレールヒェンの歌（同

詩による。「劇音楽エグモント」） 

 

ガニュメデス 

片野 

髙橋 

 

 

 

 

池山 

    

15. ピアノソロ ピアノソナタ第 8 番 ハ短調  

作品 13『大ソナタ悲愴』 

»Grande Sonate pathétique« 

 市川 

  

～ 休憩 ～ 

 

  

16. An die ferne Geliebte 歌曲集《遙かなる恋人に》 片野 市川     

17.ピアノソロ ピアノソナタ第 32 番 

ハ短調 作品 111 

 池山     

18. Arie von Marzelline “O wär ich 

schon mit dir vereint” 

aus »Leonore« 

歌劇《フィデリオ》からマルツェ

リーネのアリア「もし私があなた

と結ばれたなら」 

 

髙橋 市川 

19.Duette 

Ne' giorni tuoi felici 

二重唱 

おまえの幸せな日々に 

 

片野＆髙橋 

 

池山 

 

20. Duette 

Licht und Liebe (Nachtgesang) 

二重唱 

光と愛（夜の歌） 

片野＆髙橋 市川 

⻘字はシューベルト作品 
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ピアノ曲について  
15. Sonate für Klavier Nr.32 c-Moll Op.13  

»Grande Sonate pathétique« 

ピアノソナタ第 8 番 ハ短調 作品 13 

『⼤ソナタ悲愴』 
 

 

1798 年から 1799 年に書かれたものと考えられている、ベートーヴェンの初期の作品を代表する傑作。

早くからベートーヴェンの後援者であったカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵へ献呈された。 

『悲愴』という標題は初版譜の表紙に既に記載されており、作曲者本⼈の了承のもとに付されたものであ

ろうと考えられる。ベートーヴェンが⾃作のピアノソナタに標題を与えたものとしては他に第 26 番『告

別』があるのみである。この『悲愴』に関するベートーヴェン⾃⾝による解説は知られていないが、この

曲が作曲された時期はベートーヴェンが難聴を意識し始めた頃であり、それが関係しているのではないか

と推測することもできる。しかしこの曲に表れている悲愴感は切実に悲劇的なものというより、あくまで

若きベートーヴェンのものという印象である。この作品は第 14 番「⽉光」、第 23 番「熱情」と合わせて

ベートーヴェン三⼤ピアノソナタと呼ばれることもある。 

 

第 1 楽章 

Grave 4/4 拍⼦ - Allegro di molto e con brio 2/2 拍⼦ ハ短調 

ソナタ形式。従来のピアノソナタにはなかった序奏が特徴的で、これは展開部とコーダにも現れる。こ

の序奏の動機はのちのチャイコフスキーの交響曲第 6 番『悲愴』にも類似のものが⾒られる。トレモロの

伴奏にのって第 1 主題が現れ、緊張の⾼まりを迎えていく。落ち着きを取り戻すと第 2 主題が変ホ短調に

提⽰されるが、さらに変ホ⻑調のもう⼀つの主題が続く。展開部では序奏の動機が組み込まれながら第 1

主題に基づき展開される。 

 

第 2 楽章 

Adagio cantabile 2/4 拍⼦ 変イ⻑調 

ベートーヴェンの作品中最も有名な楽章の⼀つである。A-B-A-C-A の⾮常に整った形式をもち、温かみの

ある美しい旋律が歌われる。 

 

第 3 楽章 

Rondo, Allegro 2/2 拍⼦ ハ短調 

元々はヴァイオリンとピアノのデュオのために構想が練られていたといわれているが、このソナタの最

終楽章となった。第 1 楽章の第 2 主題と通ずるロンド主題は、どこか不安で焦燥感の感じられるものの美

しい旋律となっている。 

市川沙絵 

 

参考⽂献: 

諸井三郎 『ベートーヴェンピアノソナタ −作曲学的研究−』 ⾳楽之友社 (1965) 

バリー・クーパー 平野昭／⻄原稔／横原千史訳 『ベートーヴェン⼤事典』 平凡社 (1997) 

⼤⽊正興 『名曲解説全集』 ⾳楽之友社 (1962) 
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ベートーヴェンの時代 

 

1770 年、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは神聖ローマ帝国ケルン⼤司教領のボンに⽣まれた。

祖⽗と⽗は、ボンのケルン選帝候宮廷の歌⼿であった。1792 年に 22 歳のベートーヴェンがウィーンへ出

るまでの時期はフランス⾰命を⽬前にした時代であり、フランスではすでに 1770 年代はじめにディドロ

を中⼼にモンテスキュー、ヴォルテール、ダランベール、ルソーなどの啓蒙的知識⼈によって、近代哲学

と⾃然科学的知識をもとにした百科全書が完成され、これがフランス⾰命を引き起こす⼤きな原動⼒にな

ったと考えられている。ライン河畔の⼩さな町ボンが歴史的に育み蓄えてきた豊かな⾳楽⽣活と、ドイツ

のなかでも最も先進的に展開された啓蒙主義運動が、ベートーヴェンの思想と⾳楽に決定的な特徴を印づ

けたといってよい。 

 

ベートーヴェンのピアノソナタ 

 

少年時代の習作ソナタから始まり、晩年の宗教的ともいえる境地のソナタまで、ベートーヴェンは⽣涯に

渡ってピアノソナタを書き続けた。時代の推移やピアノという楽器の発達も作品に⼤きな影響を及ぼして

おり、全 32 曲のピアノソナタには、ベートーヴェンの⼈⽣とその時代が克明に記されている。 

ベートーヴェン以前の作曲家にとって、ピアノソナタは広い意味での教育⽤の作品であり、概して家庭⾳

楽的な雰囲気を持つ親しみやすく理解しやすい楽想であることが必要であった。それに対してベートーヴ

ェンは、ソナタを単なる教育⽤の作品ではなく、芸術家の創作意欲の対象と考えていた。ソナタ⼀作⼀作

を⾃⼰の芸術的意欲を表すものとして書き、その姿勢は結果的に記譜のあり⽅やピアノ奏法に変⾰をもた

らした。 

ベートーヴェンは⼤きく移り変わる時代の過渡期に、難聴という⼤きな苦悩を抱え、芸術によって⽣かさ

れ、芸術のために⽣きた。⼀⼈の⼈間の尊い⽣命の⿎動が刻まれた彼の⾳楽は、時代も国境も超えて、今

を⽣きる私たちをなんと勇気づけてくれることだろう。ここに、芸術の存在意義を思わずにはいられない

のである。 

 

ピアノソナタ第 32 番 ハ短調 作品 111 

 

作品 109、110 のピアノソナタと同様、1821 年から 1822 年にかけて《ミサ・ソレムニス》と並⾏して作

曲された。ベートーヴェンのピアノ⾳楽はさらに翌年の《ディアベリ変奏曲》のような⼤作をはじめ、バ

ガテルと題された⼩品集などまだいくつかがこの後に作曲されるが、ピアノソナタはこれが最後のものと

なった。ベートーヴェンの最⼤の⽀援者であり、友⼈であり、弟⼦でもあったルドルフ⼤公に献呈されて

いる。 

ソナタとは、器楽曲または室内楽曲の形式の⼀つで、古典派では 3 つまたは 4 つの楽章からなるものが

多数である。ハイドン、モーツァルトを経てベートーヴェンがこの形式を確⽴させたといっていいだろう。

しかしこの曲は 2 楽章の形に圧縮されている。終楽章の最後、精神が遥か⾼く孤⾼へ登りつめていくのを

⾒つめるとき、このソナタがこれ以上なにも付け加える余地のないことを実感するのである。 

17. Sonate für Klavier Nr.32 c-Moll Op.111 ピアノソナタ第 32 番 ハ短調 作品 111 
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第 1 楽章は対位法的⼿法を駆使したソナタ形式、第 2 楽章は変奏曲となっている。その⼆つの楽章は鋭

く対照づけられており、第 1 楽章はハ短調で烈しさと緊張感が漲り、第 2 楽章はハ⻑調で、遥かかなたへ

精神を開放していくような趣を感じさせる。「苦難を突き抜けて歓喜へ⾄れ」と語ったベートーヴェンの⽣

涯を象徴するかのような作品である。 

 

第 1 楽章 Maestoso - Allegro con brio ed appassionato ハ短調 

ハ短調は、ベートーヴェンを代表する調性である。彼は交響曲第 5 番《運命》やピアノソナタ第 8 番《悲

愴》でもこの調を選んでいる。ハ短調のもつ引き締まった強靭さが、ベートーヴェンの表現内容に合致し

たのであろう。 

序奏マエストーソは激烈な跳躍の和⾳に始まる。この序奏は、前述のピアノソナタ第 8 番 ハ短調 作

品 13《悲愴》の第 1 楽章の序奏と共通するものがある。若々しい⻘春の苦悩が発露する《悲愴》から約 25

年の時を経て、その⼈⽣の歩みを踏みしめるかのように、激しい葛藤を伴いながら深く⼤きなエネルギー

が沸き⽴つ楽章となっている。 

 

第 2 楽章 Arietta. Adagio molto, semplice e cantabile ハ⻑調 

主題と 5 つの変奏からなり、その⼿法は⾳型変奏の極致ともいえる精妙なものである。 

主題は「アリエッタ」つまり「歌」と表⽰されており、限りない深みと静謐さを湛えた歌で始まる。簡素

なうちにも無限に豊かな可能性を秘めた主題に、第１変奏では律動が伴われ、第 2 変奏から第４変奏にか

けて次第に細分化されていく。レチタティーヴォのような間奏を経て、第 5 楽章では再び主題が姿を現し、

拡⼤され、歌いつがれていく。最後はこの時期のベートーヴェンのピアノ作品に特有の⾼⾳域のトリルを

伴いながら主題が回顧され、楽曲は静寂のうちに幕を閉じる。 

変奏曲にはいくつかの様式があるが、作品 111 の終楽章でベートーヴェンが⽤いたのは主題の旋律を保

持しながらこれをめぐって深く思索する⼿法で、主題の内的可能性を抽出していくことで主題の本源を明

らかにしようとするものである。このような変奏曲の在りようが、ベートーヴェンがその⽣涯を通じて追

及してきた真理の探究と合致するように思われる。⼈間とはなにか、いかに⽣きるべきか、という哲学を

⾳楽で思索し続け、ここに⼀つの美しい到達点を打ち⽴てたのである。  

 

池⼭洋⼦ 
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歌曲について 

 

 ⽇本ではベートーヴェンのピアノ曲と交響曲が特に愛聴されてはいますが、器楽曲においては室内楽

や弦楽四重奏曲、協奏曲やいくつかのソロ楽器のためのソナタがあり、また声楽曲の分野においてもじ

つは多くの作品が残されています。このことから、ベートーヴェンは時代の要請に応えられる職⼈的作

曲家であり、様々な楽式で書ける柔軟性のある流⾏作曲家であり、⼀⼈の⼈間として⽣涯を「芸術」に捧

げた偉⼤な芸術家でもありました。 

 「楽聖」と呼ばれるベートーヴェンは畏敬の対象でありつづけてきましたが（シューベルトにとっても

そうでした）、冒頭のごあいさつにも書いたように、歌曲を聴いてみるとそのテキストの選択からベート

ーヴェンの崇⾼な精神に直接触れることができるのはもちろんですが、ちょっと意外なその⼈間味あふ

れる横顔にも接することができます。そしてそれらはけっして偉⼤な作曲家の筆安めのごとき⼩品では

なく、⼀つ⼀つが個性あふれるユニークな歌曲であり、きっと“ルートヴィヒくん”に親しみがわくことで

しょう。このコンサートではシューベルトの歌曲も少しご紹介いたしますが、ドイツ歌曲史においては

ベートーヴェンはモーツァルトと多少異なるアプローチではありますが、独唱歌曲の分野を⾶躍的に発

展させ、直接的にシューベルトに影響を与えた重要な作曲であると⾔えます。 

 各曲の解説は対訳とともに短く載せましたが、ここで 2 曲だけ特に紹介します。最初は 2 曲⽬の Ich 

liebe dich「君を愛す」として知られる「優しき愛」です。これはベートーヴェンの歌曲のなかでほぼ唯⼀

⼀般に知られている曲ですが、その伝来にはとてもおもしろいお話があるのです。この曲はとても素朴

で優しい愛情に満ちたテキストに、ベートーヴェンが真摯に作曲した歌曲で、冒頭の⻑六度跳躍の旋律

線がその後も繰り返され、愛らしい印象を与えます。後半には神への信頼と、愛しあう⼆⼈の加護を願う

ことばが繰り返し歌われます。この曲はベートーヴェンが 25 歳のときに作曲したもので、かなり後にな

ってから作品番号無しで出版されるのですが、この⾃筆はなんとシューベルトが何らかのルートで⼊⼿

して持っていたのです。そして彼はその五線譜の裏に、D567(568)というピアノソナタの草稿を書き記し

ているのですが、これは尊敬するベートーヴェンへのオマージュということではないらしく、ただ五線

譜がなく、うっかり使ってしまったらしいという説が有⼒だそうです… ! 。その⾃筆はその後幾⼈かの

⼿を経て、楽譜収集家でもあった J.ブラームスの⼿に渡り、以下のような署名がなされました。 

これにより、⼀枚の楽譜にベートーヴェン、シューベルト、ブラ

ームスの筆跡が同居するという奇跡が⽣じたのです。この Ich 

liebe dich が今⽇世界中でよく歌われるのはこのような事情もあ

り、多くの歌⼿が⼤事に歌ってきたことがあるのでしょう。 

もう 1 曲はベートーヴェンらしくない
．．．．．

おどけた内容の 5 曲⽬ Der 

Kuss 「接吻」ですが、ことさら諧謔的な内容で吹き出してしまい

そうなほどです。この Ariette（⼩さなアリア）と題された曲をベートーヴェンは 1798 年頃（28 歳頃）に

スケッチしました。そしてその後なんどか⼿を⼊れながら、なんと 1822 年に完成させて公表したのです。

道徳的な内容の詩に曲が付けられることが多かったこの時代に、こんな通俗的なオペラチックな歌を書

いていたとは驚きです。内容はたわいもないものではありますが、ベートーヴェンは曲全体に渡ってピ

アノパートに細やかな装飾を施し、若い男とクローエちゃんのほほえましいやりとりを⽣き⽣きと描い

ています。また歌唱部はことばをまるで演劇のように繰り返し、描写的な⾳型でなぞります。 

四半世紀近くも引き出しにしまっておいて、歴史に残る偉⼤な作品を作曲中も、弟⼦の⽬を避けるよう

にそれをときどき取り出してはにんまりしながら⾳符を書き⾜しているベートーヴェン先⽣の姿を、皆

さんは想像できるでしょうか？ 

不滅なるベートーヴェンの 

自筆譜 

・・・ 

ヨハネス・ブラームス、1872 年 4 月。 
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1. Adelaide Op.46 

 

Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten， 

Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen， 

Das durch wankende Blütenzweige zittert， 

Adelaide! 

 

In der spiegelnden Flut, im Schnee der Alpen， 

In des sinkenden Tages Goldgewölken， 

Im Gefilde der Sterne strahlt dein Bildnis， 

Adelaide! 

 

Abendlüfte im zarten Laube flüstern， 

Silberglöckchen des Mais im Grase säuseln， 

Wellen rauschen und Nachtigallen flöten: 

Adelaide! 

 

Einst, o Wunder! entblüht auf meinem Grabe 

Eine Blume der Asche meines Herzens; 

Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen: 

Adelaide!  

アデライーデ （マッティソン）(1794〜1795)* 

 

ひとりぼっちで君の友は春の庭をさまよう 

愛らしい魔法の光にやさしく包まれて 

光は揺れ動く花でいっぱいの枝の間より漏れてくる 

アデライーデ！ 

 

光を映すせせらぎに、アルプスの雪の中に 

⼣暮れに⾦⾊に映える雲の中に 

星の世界に 君の姿が輝いている 

アデライーデ！ 

 

⼣べのそよ⾵は若葉の中でささやく 

五⽉の⼩さなスズランは草むらの中で鳴っている 

波はざわめきナイチンゲールは歌う 

アデライーデ！ 

 

いつの⽇か、おお奇跡よ！ぼくの墓の上に咲き出るのだ 

ぼくの⼼臓の灰より⽣まれた⼀輪の花が 

その紫の葉の⼀枚⼀枚にくっきりと映し出されるのは 

アデライーデ！ 

 *作曲年が推定できるものは括弧付きで記してある。 

 アデライーデという女性に向けて歌う情熱的な愛の歌。前半は美しい自然のなかになぞらえて彼女の面影を探し、

後半はアレグロに転じ華やかに歌い上げる。初版では「ピアノ伴奏と独唱のためのカンタータ」とタイトルが付け

られているように、2 部からなるカンタータと見ることもできる。 

 

2. Ich liebe dich (Zärtliche Liebe) WoO.123 

 

Ich liebe dich, so wie du mich， 

Am Abend und am Morgen， 

Noch war kein Tag, wo du und ich 

Nicht teilten unsre Sorgen. 

 

Auch waren sie für dich und mich 

Geteilt leicht zu ertragen; 

Du tröstetest im Kummer mich， 

Ich weint in deine Klagen. 

 

Drum Gottes Segen über dir， 

Du, meines Lebens Freude. 

Gott schütze dich, erhalt dich mir， 

Schütz und erhalt uns beide. 

 

君を愛す（優しき愛） （ヘロゼー） 

1795 作曲、1803 出版 

ぼくは君を愛しています、君がぼくを愛するように 

⼣べにも そして朝にも 

⼀⽇たりともないのです、君とぼくとが 

互いの悩みを分け合わない⽇など 

 

そうすればその悩みは君とぼくにとって 

容易に耐えられるものになるのです 

君はぼくの悲しみを慰めてくれ 

ぼくは君の悲しみに涙を流すのだから 

 

だから君に、神様の祝福があるように 

君よ、ぼくの⼈⽣の喜びよ 

神よ彼⼥を護り、ぼくのために彼⼥を⽀えてください 

ぼくたち⼆⼈を守り、⽀えてください 

 原題は「優しき愛」であるが、冒頭の歌詞から「君を愛す」でよく知られた作品。Andante 2／4 拍子で書かれ

ているので、本来軽やかな曲であると思われるが、歌詞のとても誠実な内容から、ゆったり歌われることが多い。 
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3. Das Geheimnis WoO.145 

 

Wo blüht das Blümchen, das nie verblüht? 

Wo strahlt das Sternlein, das ewig glüht? 

Dein Mund, o Muse! dein heil'ger Mund 

Tu' mir das Blümchen und Sternlein kund. 

 

“Verkünden kann es dir nicht mein Mund， 

Macht es dein Innerstes dir nicht kund! 

Im Innersten glühet und blüht es zart， 

Wohl jedem, der es getreu bewahrt!”  

秘密 （ヴェッセンベルク）(1815) 

 

決して枯れない花はどこに咲いているの？ 

永遠に輝く星はどこで光っているの？ 

あなたの⼝で、おおミューズよ！あなたの聖なるお⼝で 

私にその花と星の秘密を教えてください 

 

「それをお前に告げることはできぬ、私の⼝からは 

 それをお前の内なる⼼が分からぬならば！ 

 ⼼の底に それらは優しく輝き 咲いているのだ。 

 誰であれ それらを誠実に守る者に！」 

 詩を書いたヴェッセンベルクはカトリックの聖職者だったひとで、永遠の真実は自分の心の中で探さなければな

らないと、と諭す内容はベートーヴェンの心に響いたに違いない。前半と後半で歌やピアノがテキストの内容に従

って変化しているところに細工が見られる。 

 

4. Resignation WoO.149 

 

Lisch aus, mein Licht! 

Was dir gebricht， 

Das ist nun fort， 

an diesem Ort 

Kannst du's nicht wieder finden! 

Du mußt nun los dich binden. 

 

Sonst hast du lustig aufgebrannt， 

Nun hat man dir die Luft entwandt; 

Wenn diese fort geweht， 

die Flamme irregehet， 

Sucht, findet nicht; 

lisch aus, mein Licht!  

あきらめ （ハウクヴィッツ） (1817) 

 

消えてしまえ わが灯りよ！ 

お前が必要とするもの 

それは今や失われた 

この場所では 

お前はそれを⾒つけることはできないのだ！ 

お前は今こそお前の束縛を打ち破らねばならない 

 

かつてお前は陽気に燃え上がっていたが 

今はお前から空気が奪われてしまったのだ 

それが奪われてしまえば 

炎は消えることだろう 

探したところで ⾒つかりはせぬ 

消えてしまえ わが灯りよ！ 

 ロマン・ロランも高く評価したベートーヴェンの歌曲を代表する傑作。ここにはすでにヴォルフを思わせるよう

なきわめて精緻で表現力豊かなピアノ伴奏部が見られ、歌唱部においてはシュプレヒゲザング（朗唱的歌唱法）が

すでに取り入れられており、歌唱表現の先駆的な試みが随所に見られる。楽譜冒頭に「歩く速度で ♪=76（メト

ロノーム） 表情豊かに しかし決然と よくアクセントを付けて、話すように演奏せよ」と細かくドイツ語で指示

が付いている。Lisch aus「消えてしまえ」と何度も繰り返す音型が重い足取りのリズムのなかに際立っている。な

おこの時期にメトロノームの速度表示を発表したことから、ここにもその表記がある。 

 

5. Der Kuss Op.128 

 

Ich war bei Chloen ganz allein， 

Und küssen wollt ich sie: 

Jedoch sie sprach， 

Sie würde schrein， 

Es sei vergebne Müh. 

 

Ich wagt es doch und küßte sie， 

Trotz ihrer Gegenwehr. 

接吻 （ヴェイセ） 

 

ぼくはクロエのそばでふたりっきり 

だから彼⼥にキスしようとした。 

だけど彼⼥は⾔ったんだ 

叫ぶから 

しようとしても無駄よって 

 

それでもぼくはあえてキスしたんだ、 

彼⼥の抵抗をものともせず 
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Und schrie sie nicht? 

Jawohl, sie schrie， 

Doch lange hinterher.  
それで、彼⼥は叫ばなかったのかって？ 

もちろん、彼⼥は叫んだよ 

でも、ずっと後でね。 

解説は 7 ページをご覧ください。 

 

6. Neue Liebe, neues Leben Op.75-2 

 

Herz, mein Herz, was soll das geben? 

Was bedränget dich so sehr? 

Welch ein fremdes neues Leben! 

Ich erkenne dich nicht mehr! 

Weg ist alles, was du liebtest， 

Weg, warum du dich betrübtest， 

Weg dein Fleiß und deine Ruh'， 

Ach, wie kamst du nur dazu! 

 

Fesselt dich die Jugendblüte， 

Diese liebliche Gestalt， 

Dieser Blick voll Treu und Güte 

Mit unendlicher Gewalt? 

Will ich rasch mich ihr entziehen， 

Mich ermannen, ihr entfliehen， 

Führet mich im Augenblick 

Ach, mein Weg zu ihr zurück. 

 

Und an diesem Zauberfädchen， 

Das sich nicht zerreissen läßt， 

Hält das liebe, lose Mädchen 

Mich so wider Willen fest， 

Muß in ihrem Zauberkreise 

Leben nun auf ihre Weise. 

Die Verändrung, ach wie groß! 

Liebe, Liebe, laß mich los!  

新しき愛、新しき⽣命 （ゲーテ） (1809) 

 

⼼よ、我が⼼、⼀体どうしたのだ？ 

何にそんなにも困り果てているのか？ 

何て不思議な新しい⼈⽣なんだ！ 

私にはもうお前を⾒分けられない！ 

すべては消え去った、お前が愛していたものは皆 

消え去ったのだ、お前を悲しませたものも 

お前の勤勉さも お前の安らぎも消え去った 

ああ、お前に⼀体何が起こったんだ！ 

 

お前を捕まえたのは若い花 

その可愛らしい姿が 

誠実で優しそうなその瞳が 

途⽅もない⼒でもって？ 

私は急いで⾝を引き 

⾃分を奮い⽴たせ、彼⼥から逃げ出すが 

私はたちまちのうちに連れ戻されるのだ 

ああ、彼⼥のもとへと戻る道へと！ 

 

そしてこの魔法の⽷は 

断ち切ることもできず 

この愛らしい、ふしだらな娘は縛り付けるのだ 

私を有無を⾔わせぬ⼒で 

彼⼥の魔法の輪の中で 

⾔いなりになって⽣きなければならぬ 

この変化は、ああ何て⼤きいんだ！ 

恋よ、恋、私を放してくれ！ 

 1798～1799 にかけて作曲した第 1 作の WoO.127 を 10 年後に改作した第 2 作。恋愛というものにかき立て

られ、身の回りが一変する困惑と青年の情熱が、ベートーヴェンが得意とする変化の速いリズムに表されている。

作品 75 は 6 つの歌曲からなり、うち 4 曲はゲーテの詩に作曲されている。この第 2 曲はゲーテのリリー・シェー

ネマンへの熱烈な気持ちを歌ったものとされている。 

 ゲーテとベートーヴェンという二人の偉大な人間は２度会っていて、従来この二人の巨匠の関係はロランの著作

などにより不仲であったことが定説となっていましたが、青木やよひ氏が丹念に資料を調べて著した『ゲーテとベ

ートーヴェン―巨匠たちの知られざる友情』によれば、じつは 20 歳年下のベートーヴェンからのゲーテに対する

敬愛の気持ちは変わらなかったらしい。ゲーテのほうはというと取り巻きに音楽家も多くおり、複雑な面もあった

ようだ。それはしかし歌曲というものにおける詩人とそれに詩を付ける作曲家の関係そのものでもあろう。 

（つづきは第 10 曲の解説に） 
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7. Mit einem gemalten Band Op.83-3 

 

Kleine Blumen, kleine Blätter 

Streuen mir mit leichter Hand 

Gute, junge Frühlings-Götter 

Tändelnd um* ein luftig Band.  (Goethe:auf) 

 

Zephir, nimm's auf deine Flügel， 

Schling's um meiner Liebsten Kleid; 

Und so tritt sie vor den Spiegel 

All in ihrer Munterkeit. 

 

Sieht mit Rosen sich umgeben， 

Selbst wie eine Rose jung. 

Einen Blick, geliebtes Leben! 

Und ich bin belohnt genug. 

 

Fühle, was dies Herz empfindet， 

Reiche frei mir deine Hand， 

Und das Band, das uns verbindet， 

Sei kein schwaches Rosenband!  

鮮やかな⾊のリボンで （ゲーテ） (1810) 

 

⼩さな花たちを、⼩さな葉っぱを 

その軽やかな⼿で私に投げかけてくる 

優しくて若い春の神々が 

軽やかなリボンの上でふざけながら 

 

ゼフィールよ、そのリボンをお前の翼に乗せて 

私の愛する⼈のドレスにそいつを巻きつけてくれないか 

そうしたら彼⼥は鏡の前へと踏み出すのだ 

思い切り気持ちを浮き⽴たせて 

 

バラで包まれた彼⼥の姿は 

まるで⼀輪の若いバラの花のように⾒える 

⼀⽬だけでも、愛する⼈よ！ 

それだけで私は⼗分に報われるのだ 

 

感じておくれ、この⼼が感じていることを 

開いて伸ばしておくれ 私にお前の⼿を 

そして私たちの間を結ぶリボンが 

か細いバラのリボンだったりはしませんように！ 

 ゲーテの詩による 3 つの歌 Op.83 の三曲目。とても素朴で単純な旋律から始まるとても愛らしい歌である。一見

地味な歌曲に見えるが、バラに包まれる彼女の様子を歌う中間部などは官能的なまでの美しさをもっている。ピア

ノは全編にわたって 3 連符を奏で、軽やかな西風を描き、歌唱部は曲尾

にアリアのカデンツァのような華やかなパッセージを歌い、この曲を彩

っている。この冒頭の旋律、そう「喜びの歌」の原形が見られると解説

している本もいるが、歌詞の内容になんの共通性もなく、私はただ単に

似ているだけだと思う。しかしこんな単純なモティーフから第九の合唱

が作られているということが改めて認識される。 

 

8. Das Glück der Freundschaft (Lebensglück) 

Op.88 

 

Der lebt ein Leben wonniglich， 

Des’ Herz ein Herz gewinnt; 

Geteilte Lust verdoppelt sich， 

Geteilter Gram zerrinnt. 

 

Beblümte Wege wandelt ab， 

Wem trauliches Geleit; 

Den Arm die gold'ne Freundschaft gab 

In dieser eh'rnen Zeit. 

 

Sie weckt die Kraft und spornt den Mut 

Zu schönen Taten nur， 

Und nährt in uns die heil'ge Glut 

Für Wahrheit und Natur. 

 

友情の幸せ（ティートゲ） (1803) 

 

⼈⽣を歓びをもって⽣きる者は 

⼼と⼼を通わせるのだ 

分かち合えば喜びは倍増し 

分かち合えば悲しみは流れ去るだろう 

 

いつもの⼩径は花咲いて 

⼼地よい同伴者と変わり 

⻩⾦の友情が腕を差し出してくる 

この厳しい時代に 

 

それは⼒を⽬覚めさせ 勇気を掻き⽴てる 

美しい⾏いへの 

そして燃え上がらせる われらの聖なる炎を 

真実と⾃然のための 

 

幸せの⽬標に達するだろう 
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Erflogen hat des Glückes Ziel， 

Wer sich ein Mädchen fand， 

Mit dem der Liebe Zartgefühl 

Ihn inniglich verband. 

 

Entzückt von ihr, mit ihr gesellt， 

Verschönert sich die Bahn; 

Durch sie blüht ihm die Welt 

Und alles lacht ihn an. 

 

⾃分に⼀⼈の少⼥を⾒出した者は 

その愛のやさしさが 

⼼に結びついた者は 

 

彼⼥に魅了され 彼⼥と共にあれば 

歩む道は 美しくなり 

彼⼥を通じて 世界は花咲き 

そしてすべてのものがほほ笑みかけるのだ 

 とても軽快に流れる明るい曲調。題名が「友情」を歌っているので、そう思って歌っていると、後半は女性を求

める内容になるのでおもしろい。しかも原詩が「“Freundin”（ガールフレンド）を見つけられれば幸せ」と書いて

あるのに、ベートーヴェンは”Mädchen”（少女）と変えて、さらには冒頭の旋律が細かくなって繰り返され喜びに

震える様子を描いているため、余計に微笑ましい？感じを受ける。これを作曲者名を伏して歌ったらどれだけの人

がベートーヴェンと思うだろうか。 

 

9. Gesang aus der Ferne WoO.137 

 

Als mir noch die Träne der Sehnsucht nicht floß， 

Und neidisch die Ferne nicht Liebchen verschloß， 

Wie glich da mein Leben dem blühenden Kranz， 

Dem Nachtigallwäldchen, voll Spiel und voll Tanz! 

 

Nun treibt mich oft Sehnsucht hinaus auf die Höhn， 

Den Wunsch meines Herzens wo lächeln zu seh'n! 

Hier sucht in der Gegend mein schmachtender Blick， 

Doch kehret er nimmer befriedigt zurück. 

 

Wie klopft es im Busen, als wärst du mir nah， 

O komm, meine Holde, dein Jüngling ist da! 

Ich opfre dir alles, was Gott mir verlieh， 

Denn wie ich dich liebe, so liebt' ich noch nie! 

 

O Teure, komm eilig zum bräutlichen Tanz! 

Ich pflege schon Rosen und Myrten zum Kranz. 

Komm, zaubre mein Hüttchen zum Tempel der Ruh， 

Zum Tempel der Wonne, die Göttin sei du! 

遠くからの歌 （ライシッヒ） (1809) 

 

私がまだ憧れの涙を流さず 

そして嫉妬が遠くに恋⼈を閉じ込めていなかったとき 

なんと私の⼈⽣は花でいっぱいの花輪のようで 

ナイチンゲールのいる森のようであったことか、遊びや踊りに満ちて 

 

今や私を憧れがしばしば追い⽴てるのだ ⼭の⾼みへと 

あの微笑みを⾒られるという私の切なる願いを 

私の苦悩に満ちた⽬はその辺りで探すが 

しかし満⾜して戻ってくることはない 

 

胸がときめく まるでお前が私のそばにいるかのように 

おお来てくれ、いとしの⼈よ、お前の恋⼈がここにいる！ 

私はお前にすべてを捧げよう、神様が私にくれたものすべてを 

お前を愛したようには、私は今まで誰も愛したことはないのだから！ 

 

おお⼤切な⼈よ、急いで来ておくれ 結婚式のダンスの場へと 

私はもうバラやミルテで冠を編んだのだ 

来ておくれ、私のあばら家に魔法をかけて安らぎの神殿にしておくれ 

喜びの神殿では、⼥神はお前なのだから！ 

 

 4 つの部分に分かれた規模の大きい曲で、前奏として長大なピアノがこの曲の情景をすでにすべて提示している

という特異な作品。もはやリートという範疇を超えて、序奏付きのカンタータのような形になっている。前半は牧

歌的に憧れと自然を歌うが、中間部では突如として慌ただしく急迫し、元に戻る第 4 節は同じ音楽ながらも、それ

よりも速く歌うように指示され、恋人への情熱を歌い上げる。 

 

10. Wonne der Wehmut Op.83-1 

 

Trocknet nicht, trocknet nicht， 

Tränen der ewigen Liebe! 

Ach, nur dem halbgetrockneten Auge 

Wie öde, wie tot die Welt ihm erscheint! 

哀愁の喜び （ゲーテ） (1810) 

 

乾かないでくれ。乾かないでくれ 

永遠の愛の涙よ！ 

ああ、この半分乾いてしまった眼にさえも 

何と荒涼とした、死の世界のように映ってしまうのか！ 
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Trocknet nicht, trocknet nicht 

Tränen unglücklicher Liebe! 

 

乾かないでくれ。乾かないでくれ 

不幸な愛の涙よ！ 

 

 第 7 曲と同じゲーテの詩による作品の 1 曲目。「哀愁の喜び」などとはおかしな題名と思われるかもしれないが、

ドイツリートの世界というものはほぼこの感覚に貫かれている。イタリア人が悲哀をストレートに歌い、二流の作

曲家の手によると演歌調になってしまうのに対し、ドイツ人はわざわざ格調高くそれを歌い上げ、その孤独と寂寥

の中に内的自由を見いだし、喜びに浸るという、一種屈折した感情を愛するのである。 

 この詩には歴代の歌曲作曲家が作曲しているが、おそらくベートーヴェンのものはもっともこのドイツ的精神を

表しているのではないか。この曲では歌とピアノは一体となって、涙と寂寞の世界を歌い上げている。 

 

11. F.Schubert / Wonne der Wehmut  D 260 

 

シューベルト作曲 哀愁の喜び （ゲーテ） (1815) 

 

 ベートーヴェンの同詩による作品の発表から 5 年後に作曲されたシューベルトの作品。きわめてシンプルに、し

かも他の作曲家がゆっくりとしたテンポで作曲するのと対照的に、”Etwas geschwind”（少し速く）と指示してい

る。原調はハ短調で、比較的高い位置で書かれており、ソプラノやテノールが歌うと少し悲壮感が漂う。バリトン

歌手が低く移調して歌ってしまってはこの曲の良さは出ないのではないか。さて、皆さんはどちらの曲が好みでし

ょうか。ちなみにシューベルトがこの曲を作曲したのは 18 歳である。 

 

12. Freudvoll und leidvoll Op.84 

 

Freudvoll 

Und leidvoll， 

Gedankenvoll sein; 

Langen 

Und bangen 

In schwebender Pein; 

Himmelhoch jauchzend 

Zum Tode betrübt; 

Glücklich allein 

Ist die Seele, die liebt.  

喜びに満ち、悲しみに満ち（ゲーテ） (1810) 

 

喜びでいっぱい 

そして悲しみでいっぱい 

思いでいっぱいなのです 

あこがれ 

そして不安になる 

絶え間ない痛みの中で 

天⾼く歓呼し 

死ぬほどに⼼沈む 

幸いなるはただ 

恋する魂だけなのです 

 どこかファウストのグレートヒェンに通じる世界をもつ詩。劇音楽『エグモント』のなかでクレールヒェン

（Klärchen=klar「透き通った」から来ている人名）がエグモントを想って歌うアリアである。激しいフォルテと、

力の抜けたピアノが交互に現れ、テキストをストレートに表現しているが、曲全体としては「恋する魂だけが幸い

である」ことを強く歌っている。 

これも次のシューベルトの曲と比べて聴いていただきたい。 

 

13. F.Schubert / Die Liebe  D 210 

(Klärchens Lied »Freudvoll und leidvoll«)   シューベルト作曲 「愛」（ゲーテ）(1815) 

（クレールヒェンの歌「喜びに満ち、悲しみに満ち」） 

 

 第 11 曲と同じく 1815 年に書かれた曲。作曲家にとってゲーテの詩に作曲して音楽界で認められることはメイ

ンストリームであった。シューベルトもゲーテの存命中に 2 度、楽譜を送って賛辞を得ようとしたが、まったく反

応はなかったことが記録されている。 

 ベートーヴェンが劇音楽のなかの一つのアリアとして現実的な作曲をしたのとは対照的に、シューベルトの歌で

はクレールヒェンは空想の世界に高く舞い上がってしまっているかのような印象を受ける。テンポはドイツ語の表

示の中では最も遅い指示である”Sehr langsam”と記され、これもまたとても高い声を要求する曲となっている。拍

子は 2／4 で書かれているが、ピアノパートが終始 3 連符で流れているため、よどむことがない。そして強拍では

アルペッジョを用いて羽ばたくように歌を高みに運んでくれるのである。秀逸なのは、わずか 4 小節であるが後奏

の印象的なピアノパート。主人公の浮遊感を見事に鍵盤上に表現している。 
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14. Ganymed D 544  
Wie im Morgenglanze 

Du rings mich anglühst， 

Frühling, Geliebter! 

Mit tausendfacher Liebeswonne 

Sich an mein Herze drängt 

Deiner ewigen Wärme 

Heilig Gefühl， 

Unendliche Schöne! 

 

Dass ich dich fassen möcht’ 

In diesen Arm! 

 

Ach, an deinem Busen 

Lieg’ ich und schmachte， 

Und deine Blumen, dein Gras 

Drängen sich an mein Herz. 

Du kühlst den brennenden 

Durst meines Busens， 

Lieblicher Morgenwind! 

Ruft drein die Nachtigall 

Liebend nach mir aus dem Nebeltal. 

Ich komm’, ich komme! 

Ach wohin, wohin? 

 

Hinauf! strebt’s hinauf! 

Es schweben die Wolken 

Abwärts, die Wolken 

Neigen sich der sehnenden Liebe. 

Mir! Mir! 

In euerm Schosse 

Aufwärts! 

Umfangend umfangen! 

Aufwärts an deinen Busen， 

Alliebender Vater! 

ガニュメデス （ゲーテ） シューベルト作曲 (1817) 

 

朝⽇の輝きの中で、 

あなたが私のまわりでどれほど熱く⾒つめるか、 

春よ、愛する春！ 

数えきれない程の愛の喜びと共に、 

あなたの限りなく続く 

暖かい神聖な感情が、 

私の胸に迫る 

限りなく美しいものよ！ 

 

あなたをこの腕の中に抱きたい！ 

 

ああ、あなたの胸に横たわり、 

恋いこがれ、 

するとあなたの草花が 

私の胸に迫ってくる 

あなたは私の胸の 

激しい渇きを 

冷やしてくれる、 

愛らしい朝の⾵よ！ 

ナイチンゲールが霧の⾕間から、 

愛情を込めて私を呼んでいる 

私は⾏きます、⾏きます！ 

ああ、でもどこへ？どこへ？ 

 

上へ、上へと進もう！ 

漂っている雲たちが 

下に降りて来て、 

憧れの愛へと⾝を傾ける 

私に！私に！ 

雲に抱かれて 

上がっていこう！ 

抱き合いながら！ 

上へ、あなたの胸まで、 

最愛の⽗よ！ 

髙橋侑希 

 ゲーテの有名な詩を通作した傑作。ゼウスに見初められた美少年ガニュメデスが天に召される様子を描いたもの

だが、ゲーテの手によるとそこにはもっと濃密な感情が溢れ、ガニュメデスは自ら天に焦がれて昇っていく様子が

表現される。シューベルトは前半、ゆったりとしたテンポで自然描写を行うが、「草いきれ」を作曲する段ではピア

ノのユニークな動きを使って湿度の高い様子を表現する。中間部では、ナイチンゲールの登場を告げるピアノの高

い位置でのトリルによって暑苦しさは一瞬にして消え、夜のしじまへと誘われる。後半の天に昇っていく場面の音

楽は息をのむほど劇的で、最後は信頼する父のもとへ輝きながら吸い上げられていくガニュメデスが描かれている。 

 

15. Sonate für Klavier Nr.8 c-Moll Op.13 

»Grande Sonate pathétique« ピアノソナタ第 8 番 ハ短調 作品 13 

『⼤ソナタ悲愴』  (1798) 
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16. An die ferne Geliebte Op.98  歌曲集《遙かなる恋⼈に》（ヤイテレス） (1816) 

 

 ベートーヴェンが 46 歳の円熟期に書かれた大作で、「連作歌曲集」という歌曲史上最初の例がこれである。しか

も「遙かなる恋人」に伝わるのは「愛の歌だけ」というテーマに貫かれているため、第 6 曲目の最後に冒頭の旋律

へと回帰し「だからこそこの歌を歌おう」と閉じる一つの輪のような楽曲形式で構成されており、Zyklus（ツィク

ルス）すなわち「循環形式」になっているのである。 

 詩人のアロイス・ヤイテレスは医学生であったが、劇場にも出入りしており、ベートーヴェンと共通の知人がい

た可能性がある。、この作品のみで後世にその名が残っている人物であるが、ベートーヴェンがヤイテレスの戦争負

傷者に対する慈善活動を支援したことへの答礼としてこの詩を受け取ったという。題名の「遙かなる恋人に」はベ

ートーヴェンを語る上で不可欠の「不滅の恋人」を当然思い起こさせる。この（投函されなかった）手紙は 1812 年

頃のものと推定されているが、この 1816 年というベートーヴェンの創作活動のどん底の時期に、「不滅の恋人」へ

の深い愛情はしっかりと燃えていたに違いない。ベートーヴェンがオペラを《フィデリオ》しか残さなかったのは、

本質的に不道徳な台本を指向するオペラというもの世界そのものへの苦手意識があったことがあると思われるが、

ここにもベートーヴェンの誠実で、純朴なまでの愛情が見事に表されており、ヤイテレスとの間にあらかじめ内容

についてのやりとりがあったのではないかと想像されるほどである。「少年が書いたようなとるに足らない詩」と揶

揄されることもあるこのヤイテレスの詩であるが、ベートーヴェンはこの作品を芸術のパトロン、ロプコヴィッツ

侯爵に献呈している。芸術を愛する人間はすべてこのような純朴な世界を愛するものではないか？ このベートー

ヴェンの自筆譜を観察すると、ピアノパートもきわめて細かく、入念に作曲されていることが分かる。声部にもド

イツ語のテキストを生かすべく随所に歌い回しの工夫が見られ、シューベルトに直結する歌唱法がすでに用意され

ている。まさしくこの歌曲集はベートーヴェンの全作品のなかでも最良のものであるといって間違いない。 

 

1 Auf dem Hügel sitz ich spähend  

 

  Auf dem Hügel sitz' ich, spähend 

  In das blaue Nebelland， 

  Nach den fernen Triften sehend， 

  Wo ich dich, Geliebte, fand. 

 

  Weit bin ich von dir geschieden， 

  Trennend liegen Berg und Tal 

  Zwischen uns und unserm Frieden， 

  Unserm Glück und uns'rer Qual. 

 

  Ach, den Blick kannst du nicht sehen， 

  Der zu dir so glühend eilt， 

  Und die Seufzer, sie verwehen 

  In dem Raume der uns teilt. 

 

  Will denn nichts mehr zu dir dringen， 

  Nichts der Liebe Bote sein? 

  Singen will ich, Lieder singen， 

  Die dir klagen meine Pein! 

 

  Denn vor Liedesklang entweichet 

  Jeder Raum und jede Zeit， 

  Und ein liebend Herz erreichet， 

  Was ein liebend Herz geweiht! 

 

 

1 丘の上に登って座り  

 

丘の上に登って座り、 

 ⻘い雲を⾒つめ、 

 遠くの牧場を探すのだ。 

 愛する君と始めて会った場所を 

 

 君から遠く離れて、 

 僕らの間には⼭や⾕があり、 

 それが我々⼆⼈を、⼆⼈の安らぎや 

 幸せや悲しみをも引き離している。 

 

 ああ、このまなざしに君は気付かないのだ 

 君を求める僕のまなざしに 

 そしてため息も消えてしまうだろう 

 この隔たりの中では 

 

 君のところへ届くものは何もないのか、 

 愛の便りになるものは？ 

 僕は歌おう、歌を歌おう 

 この嘆きを君に届ける歌を 

 

 何故なら愛を歌う声は、 

 この遠い隔たりで消えることがないのだ、 

 そして君を愛する⼼はかなえてくれるだろう。  

 こころから⼤事にしているものを 
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2 Wo die Berge so blau  

 

  Wo die Berge so blau 

  Aus dem nebligen Grau 

  Schauen herein， 

  Wo die Sonne verglüht， 

  Wo die Wolke umzieht， 

  Möchte ich sein! 

  Möchte ich sein! 

 

  Dort im ruhigen Tal 

  Schweigen Schmerzen und Qual， 

  Wo im Gestein 

  Still die Primel dort sinnt， 

  Weht so leise der Wind， 

  Möchte ich sein! 

  Möchte ich sein! 

 

  Hin zum sinnigen Wald 

  Drängt mich Liebesgewalt， 

  Innere Pein, 

  Ach, mich zög's nicht von hier， 

  könnt' ich Traute, bei dir， 

  Ewiglich sein! 

 

3 Leichte Segler in den Höhen  

 

  Leichte Segler in den Höhen， 

  Und du Bächlein klein und schmal， 

  Könnt mein Liebchen ihr erspähen， 

  Grüsst sie mir viel tausendmal. 

 

  Seht ihr Wolken sie dann gehen 

  Sinnend in dem stillen Tal， 

  lasst mein Bild vor ihr entstehen 

  In dem luft'gen Himmelssaal. 

 

  Wird sie an den Büschen stehen， 

  Die nun herbstlich falb und kahl， 

  Klagt ihr, wie mir ist geschehen， 

  Klagt ihr, Vöglein, meine Qual! 

 

  Stille Weste, bringt im Wehen 

  Hin zu meiner Herzenswahl 

  Meine Seufzer, die vergehen 

  Wie der Sonne letzter Strahl. 

 

  Flüstr' ihr zu mein Liebesflehen， 

  Lass sie, Bächlein klein und schmal， 

2 そこでは、⼭々が⻘く  

 

そこでは、⼭々が⻘く 

 灰⾊の霧の中から 

 そびえ、⾒下ろしている、 

 太陽の光が消え⼊るところ、 

 雲が集まっているところ 

 そこへどうしても⾏きたい。 

 そこへどうしても⾏きたい。 

 

 静かな⾕があり、 

 悲しみや苦しみは静まり 

 岩の間に 

 静かに桜草が憩い、 

 ⾵がたおやかに吹く、 

 そこへどうしても⾏きたい。 

 そこへどうしても⾏きたい。 

 

 ここからもの悲しい森へと 

 僕を追い⽴てようとする。愛の情熱や 

 この⼼の苦しみは、 

ああ，私をここから連れ去るものなどありはしない 

 いつまでも君の傍にいたいのだ。愛する⼈よ、 

 永遠に！ 

 

3 空⾼く⾶ぶ雲よ  

 

 空⾼く⾶ぶ雲よ、 

 ⼩さい⼩川よ、 

 愛する⼈を探し出して 

 何千という僕の挨拶の⾔葉を伝えておくれ。 

 

 雲よ、彼⼥の後を追い 

 静かな⾕間で憩う彼⼥の前に 

 僕の姿が⾒えるようにしておくれ。 

 神々しい空のもとで 

 

 もし彼⼥が繁みの傍らに⽴っているのなら 

 秋の葉の落ちかけた繁みの傍に 

 彼⼥に伝えてくれ 私がどうしているか、  

 彼⼥に伝えてくれ、⿃達よ、この悲しみを 

 

 ⼼和ませる⻄⾵よ、やさしいそよかぜで 

 僕の変わらぬ気持と、 

 僕のため息を伝えてくれ。 

 最後の太陽の光のように消えようとしているため息を 

 

 僕の愛の望みをささやいてくれ、 

 ⼩さい⼩川よ、 
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  Treu in deinen Wogen sehen 

  Meine Tränen ohne Zahl 

 

4 Diese Wolken in den Höhen， 

 

  Diese Wolken in den Höhen， 

  Dieser Vöglein munt'rer Zug 

  Werden dich, o Huldin, sehen. 

  Nehmt mich mit im leichten Flug! 

 

  Diese Weste werden spielen 

  Scherzend dir um Wang' und Brust， 

  In den seid'nen Locken wühlen. 

  Teilt' ich mit euch diese Lust! 

 

  Hin zu dir von jenen Hügeln 

  Emsig dieses Bächlein eilt. 

  Wird ihr Bild sich in dir spiegeln， 

  Fliess zurück dann unverweilt! 

 

5 Es kehret der Maien, es blühet die Au  

 

  Es kehret der Maien, es blühet die Au'， 

  Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau， 

  Geschwätzig die Bäche nun rinnen. 

  Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach， 

  Sie baut sich so emsig ihr bräutlich Gemach. 

  Die Liebe soll wohnen da drinnen. 

  Die Liebe soll wohnen da drinnen. 

 

  Sie bringt sich geschäftig von Kreuz und von Quer, 

   Manch' weicheres Stück zu dem Brautbett hieher, 

  Manch' wärmendes Stück für die Kleinen. 

  Nun wohnen die Gatten beisammen so treu， 

  Was Winter geschieden verband nun der Mai， 

  Was liebet, das weiss er zu einen. 

 

  Es kehret der Maien, es blühet die Au'， 

  Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau， 

  Nur ich kann nicht ziehen von hinnen. 

  Wenn Alles, was liebet, der Frühling vereint， 

  Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint， 

  Und Tränen sind all ihr Gewinnen. 

 

6 Es Nimm sie hin denn, diese Lieder  

 

  Nimm sie hin denn, diese Lieder， 

  Die ich dir, Geliebte, sang. 

  Singe sie dann Abends wieder 

 さざなみの間に僕の数知れぬ涙が 

 流れていることを彼⼥に話しておくれ。 

 

4 ⾼みにいる雲や、にぎやかな⿃達よ  

 

 ⾼みにいる雲や、 

 にぎやかな⿃達は 

 僕の愛する君を眼にすることが出来るだろう 

 僕もあの空へ上りたい。 

 

 ⻄⾵が戯れるように 

 君の頬や胸に吹きかかる 

 絹のような巻⽑をゆれ動かしている 

 僕も君といて⼀緒にその喜びを感じたい。 

 

 向こうの丘から、 

 君のところへ急ぐ⼩川よ、 

 彼⼥の姿が⽔⾯に写ったなら 

 遅れず、それを僕のところへ持ってきておくれ。 

 

5 五⽉がきて、牧場は繁り  

 

 五⽉がきて、牧場は繁り 

 そよ⾵がやさしく暖かく吹いて 

 ⼩川は⾳を⽴てて流れる。 

 ツバメは、ねぐらの屋根へ帰ってきて 

 花嫁を迎える部屋つくりにいそしんでいる。 

 そこには愛が住みつくのだ 

 そこには愛が住みつくのだ 

 

 ⾊々な所から運んでくるのに忙しくしている 

 柔らかいものをたくさん新婚の寝床に並べ 

 暖かいものを⼦供達のために並べてている 

 結ばれたつがいは信じ合って暮らすだろう。 

 冬が別れ別れにしていたものを、春が結びつけた。 

 春は愛するもの達を結びつけるすべを知っている。 

 

 五⽉がきて、牧場は繁り 

 そよ⾵がやさしく暖かく吹いているが 

 僕だけはここから動くことはない。 

 春が愛し合うもの全てを結びつけているというのに、 

 僕達の愛には春は来ない 

 そしてあるものは涙のみ、そう、あるものは涙のみ 

 

6 さあ愛する君よ  

 

さあ愛する君よ、受け取っておくれ。 

 以前に歌ったこの歌を 

 ⼣⽅、リュートの⽢い伴奏に合わせて 
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  Zu der Laute süssem Klang! 

 

  Wenn das Dämm'rungsrot dann ziehet 

  Nach dem stillen blauen See， 

  Und sein letzter Strahl verglühet 

  Hinter jener Bergeshöh'， 

 

  Und du singst, was ich gesungen， 

  Was mir aus der vollen Brust 

  Ohne Kunstgepräng' erklungen， 

  Nur der Sehnsucht sich bewusst， 

 

  Dann vor diesen Liedern weichet， 

  Was geschieden uns so weit， 

  Und ein liebend Herz erreichet， 

  Was ein liebend Herz geweiht. 

  Und ein liebend Herz erreichet， 

  Was ein liebend Herz geweiht. 

   

 もう⼀度歌っておくれ。 

 

 ⾚い⼣陽が静かな⻘い湖に 

 向って射して⾏き、 

 そして最後の光が 

 かなたの⼭の⾼みに消える頃に 

 

 そう、君は歌う、僕が歌っていた、 

 ⼼の中からほとばしる、 

 なんの飾りもない、 

 ただ憧れだけがこめられた歌を。 

 

 そして、この歌で消してしまおう 

 我々を隔てる邪魔物を 

 そして君を愛する⼼はかなえてくれるだろう。 

 こころから⼤事にしているものを 

 そして君を愛する⼼はかなえてくれるだろう。 

 こころから⼤事にしているものを 

  

17. Sonate für Klavier Nr.32 c-Moll Op.111 

 

ピアノソナタ第 32 番 ハ短調 作品 111  (1822) 

18. Marzelline “O wär ich schon mit dir vereint“ 

(aus »Fidelio«) 

 

O wär ich schon mit dir vereint  

Und dürfte Mann dich nennen!  

Ein Mädchen darf ja, was es meint,  

Zur Hälfte nur bekennen.  

Doch wenn ich nicht erröten muss  

Ob einem warmen Herzenskuss,  

Wenn nichts uns stört auf Erden -  

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust  

Mit unaussprechlich süsser Lust,  

Wie glücklich will ich werden! 

 

In Ruhe stiller Häuslichkeit  

Erwach ich jeden Morgen,  

Wir grüssen uns mit Zärtlichkeit,  

Der Fleiss verscheucht die Sorgen.  

Und ist die Arbeit abgetan,  

Dann schleicht die holde Nacht heran,  

Dann ruhn wir von Beschwerden.  

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust  

Mit unaussprechlich süsser Lust,  

Wie glücklich will ich werden! 

歌劇《フィデリオ》からマルツェリーネのアリア 

「もし私があなたと結ばれたなら」  (1814) 

 

ああ もし私があなたと結ばれたなら 

そしてあなたを夫と呼ぶことができたら！  

でも⼥の⼦はね 思ってることの  

半分も⾔えないのよ  

だけどもしも ⾚くならなくてもいいのなら  

あったかい⼼からのキスのせいで  

もしもこの世では何も悩まなくてよくなるのなら  

希望がもうこの胸にはいっぱいよ  

⾔葉では⾔い尽くせない⽢い喜びで  

何てわたしは幸せになれるのかしら！ 

 

落ち着いた静かな新婚⽣活で  

毎朝 早起きして  

わたしたち 愛情いっぱいに挨拶するのよ  

⼀⽣懸命働けば ⼼配事なんてないわ  

そして 仕事が終わったら  

穏やかな夜がやってくる  

それからわたしたち 疲れをじっくり癒すの  

希望がもうこの胸にはいっぱいよ  

⾔葉では⾔い尽くせない⽢い喜びで  

わたしはなんて幸せになれるのかしら！ 

 
 オペラにおいては主人公と対照的な人物を配することにより、それぞれの役柄がより鮮やかになることがあるが、
この歌劇《フィデリオ》における主役のレオノーレに対する、庶民的な性格を担うマルツェリーナのアリアも、な
かなかどうしてベートーヴェンの筆の軽妙さが十分に現れていると思われる。マルツェリーナは、男装してしてい
るレオノーレ（男性名フィデリオを使っている）に恋してしまい、無邪気にその気持ちを歌うのである。 
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19. Ne' giorni tuoi felici WoO 93  

 

[Megacle:] 

Nei giorni tuoi felici 

Ricordati di me. 

  [Aristea:] 

  Perché così mi dici? 

  Anima mia, perché? 

 

[M:] Taci bell'idol mio 

  [A:] Parla mio dolce amor 

Ah che parlando oh Dio, 

  Ah che tacendo oh Dio 

[a 2:] Tu mi trafiggi il cor. 

 

Nei giorni tuoi felici... 

 

[A:] Veggo languir chi adoro 

Né intendo il suo languir. 

[M:] Di gelosia mi moro 

E non lo posso dir. 

 

[a 2:] Chi mai provò di questo 

Affanno più funesto 

Più barbaro dolor? 

 

Nei giorni tuoi felici... 

⼆重唱 おまえの幸せな⽇々に 

 

「君の幸せな時には僕を思い出してくれ」 

 

「どうしてそんな⾵におっしゃるの、愛しいあなた、なぜ

なの？」 

 

 

「ああ黙って、愛しい君よ」 

「話してください、やさしいあなた」 

「ああ神よ、話すなんて！」 

「ああ神よ、黙っているなんて！」 

 

『ああ、君／あなたは僕／わたしの⼼を傷つけている』 

 

 

 

『私が賛美する⼈が傷つくのを⾒ることになる。彼の⼼を傷

つけたくない』 

「嫉妬のために私は躊躇する。それを君には⾔えない」 

 

 

『これほどひどい苦しみ、これほどつらい悲しみを、かつて

だれが感じただろう』 

 

 

「君の幸せな時には僕を思い出してくれ」 

 

 1802 年から 1803 年に書かれたもので、サリエリのもとでイタリア語の声楽曲を学んでいた頃の作品。1800

年には自作品の発表会を開くなどしてすでにウィーンでは知られた演奏家・作曲家であったベートーヴェンは、こ

の時期、声楽を書くことはじつは「専門領域のひとつ」であったのである。すでにベートーヴェンは 30 歳を越えて

いたが、さらにウィーンでの足固めを考えサリエリに師事したのであろう。ここに採られた台本は多くのイタリア

人作曲家が作曲したメタスタージオのオペラ台本《オリンピアーデ》からの抜粋である。これはまさにイタリアオ

ペラそのものと言ってよく、ベートーヴェンの作曲家としての能力にあらためて感心させられる。 

 （大意） メガクレ(テノール)はある事情から親友の代役でオリンピックに出場する。そこでかつての恋人のアリ

ステア（王女：ソプラノ）に再会する。競技会で優勝すればアリステアを妻にめとることができるのだが、代役で

あるためにそれはかなわず、公にすることもできない。互いに傷つく二人が歌う二重唱は苦しみと悲しみにさいな

まれ、緊張度を高めていく。 

 

F.Schubert / Licht und Liebe (Nachtgesang) D 352 

 

(Männliche Stimme) 

Liebe ist ein süßes Licht. 

Wie die Erde strebt zur Sonne, 

Und zu jenen hellen Sternen 

In den weiten blauen Fernen, 

Strebt das Herz nach Liebeswonne: 

Denn sie ist ein süßes Licht. 

 

シューベルト作曲 ⼆重唱 光と愛（夜の歌） 

              （コリン） (1816) 

（男声） 

 愛は⽢美な光。 

 ⼤地が太陽や 

 ⻘いはるか遠⽅にある 

 あの明るい星々を求めるように、 

 ⼼は愛の喜びを求める、 

 何故ならそれは⽢美な光だから。 
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(Weibliche Stimme) 

Sieh! wie hoch in stiller Feier 

Droben helle Sterne funkeln: 

Von der Erde fliehn die dunkeln 

Schwermutsvollen trüben Schleier. 

Wehe mir! wie so trübe 

Fühl’ ich tief mich im Gemüte, 

Das in Freuden sonst erblühte, 

Nun vereinsamt, ohne Liebe. 

 

(Beide Stimmen) 

Liebe ist ein süßes Licht. 

Wie die Erde strebt zur Sonne, 

Und zu jenen hellen Sternen 

In den weiten blauen Fernen, 

Strebt das Herz nach Liebeswonne: 

Liebe ist ein süßes Licht. 

 

（⼥声） 

 ⾒て！なんて⾼く 静かな祝祭の中で 

 頭上の明るい星々がきらめいているのでしょう。 

 ⼤地から暗く 

 憂いに満ちた、陰鬱なベールが取り払われていきます。 

 なんて悲しいことでしょう！ 

 かつて喜びに花開いていた気持ちの中で、 

 私は今深い陰鬱さを感じているのです、 

 孤独の⾝で、愛を失くして。 

 

（⼥声＆男声） 

 愛は⽢美な光。 

 ⼤地が太陽や 

 ⻘いはるか遠⽅にある 

 あの明るい星々を求めるように、 

 ⼼は愛の喜びを求める。 

 愛は⽢美な光。 

 「夜と夢」で有名なコリンの詩に作曲されたソプラノとテノールの二重唱。この曲にも「夜の歌」と副題が付い

ている。心地よい三拍子に乗って流れる旋律はシューベルト独特の素朴さと美しさを兼ね備えている。 

 

歌詞の対訳には「梅丘歌曲会館 詩と音楽」 http://www7b.biglobe.ne.jp/~lyricssongs/copyright.htm を参考にさせてい

ただきました。 

 

「⾃然の中を歩くベートーヴェン」Julius Schmid 1901 
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髙橋侑希 ソプラノ 
⼭梨県中央市出⾝。甲府南⾼等学校、⼭梨⼤

学教育学部を経て⼭梨⼤学⼤学院教育学研究

科修了。⼤学院在学中ドイツに留学し、ハンブ

ルク⾳楽院を最優秀の成績で修了。 餌取智

⼦、⽚野耕喜、川⼝聖加、中嶋彰⼦、イルゼ・

クリスティーネ・オットー、タニア・アスペル

マイヤーの各⽒に師事。2016 年にドイツリー

トのプログラムによるリサイタルを開催。こ

れまでに、ストラヴィンスキー「プルチネッ

ラ」、ブクステフーデ「われらがイエスの御

体」、J.S.バッハ「ロ短調ミサ曲」等でソリスト

を務める。第 10回東京国際声楽コンクール歌

曲部⾨第 2位、第 18回⼤阪国際⾳楽コンクー

ル歌曲部⾨エスポワール賞受賞。第 29 回⽇本

ドイツ歌曲コンクール⼊選。 

 

 

 

 

市川沙絵 ピアノ 
甲府東⾼等学校、⼭梨⼤学教育⼈間科学部芸

術⾝体教育コース卒業。⼭梨⼤学⼤学院休学中

にハンガリーに留学し、ハンガリー国⽴リス

ト・フェレンツ⾳楽⼤学ノンディグリーコース

修了。第 39回ピティナ・ピアノコンペティシ

ョン Yカテゴリー東⽇本グランミューズ地区本

選奨励賞受賞。第 15 回やまなし県⺠⽂化祭県

⺠⽂化祭賞受賞。第 20回万⾥の⻑城杯国際⾳

楽コンクール⼀般 Aの部第２位。これまでにピ

アノを市川ちづる、古屋真⽊⼦、酒匂淳、池⼭

洋⼦、Farkas Gábor、Némethy Attila、室内楽を

Hargitai Géza、Kiss Péterの各⽒に師事。 

⼭梨⼤学⼤学院芸術⽂化コース修了。現在同

⼤学教育学部助⼿。甲斐清和⾼校⾮常勤講師。  
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池⼭洋⼦ ピアノ 
東京藝術⼤学⾳楽学部附属⾼校を経て東京藝

術⼤学卒業。ウィーン国⽴⾳楽⼤学⼤学院修⼠

課程修了。岡⽥⽂化財団より助成を受ける。ピ

アノを⼭⽥つづみ、兼重直⽂、故堀江孝⼦、⾟

島輝治、伊藤恵、P.エフラー、室内楽を P.マイ

ンハルト、声楽伴奏を D.ルッツ⽒の各⽒に師

事。ヨーゼフ・ディヒラ⼀国際⾳楽コンクール

第 1位及び特別賞受賞。マリア・カナルス国際

⾳楽コンクールディプロム受賞。オビドス国際

ピアノコンクール第 1位受賞。2011年東京⽂化

会館でのデビューリサイタル以後、定期的にソ

ロリサイタルを開催。名古屋フィルハーモニー

交響楽団、セントラル愛知交響楽団と共演。室

内楽や歌曲伴奏などでも意欲的な演奏活動を

⾏っている。現在、⼭梨⼤学教育学部准教授。 

 

⽚野耕喜 テノール 
本企画をプロデュース。東京学芸⼤学教育学

部、東京藝術⼤学⼤学院にて⾼橋修⼀⽒に師

事。ハンブルク⾳楽院並びにブレーメン芸術⼤

学古楽科卒。トゥーラ・ニーンシュテット、ハ

リー・v.d.カンプ⽒らに師事。オラトリオの独唱

を得意とし、イギリス、フランス、イタリア、

オーストリア、アメリカなどの多くの都市で演

奏。ドイツ歌曲の分野ではシューベルトやシュ

ーマンなどを⽇独のリサイタルで歌っている。

シューベルト「⽔⾞屋の娘」、シューマン「詩⼈

の恋」「リーダークライス Op.39」などの CDの

ほか、BCJと共演したバッハ「ヨハネ受難曲」

とカンタータ集、ル・パルラモン・ド・ミュジ

クとのブルーンス／カンタータ集などの録⾳

がある。合唱団『甲府コレギウム・アウレウム』を主宰し、バッハ「ヨハネ受難曲」「マ

タイ受難曲」の福⾳書記者を歌いながら指揮して⼭梨初演をはたす。2019年 3⽉には南

アルプス市桃源⽂化ホールにて「ロ短調ミサ曲」（⽂化庁助成）を全曲演奏し、各界から

好評を得た。⼭梨⼤学⼤学院教育学域教授 
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苦難を突き抜けて歓喜に到れ！ 

Durch Leiden Freude. 

 



   

   
ベートーヴェン⽣誕 250 年記念コンサート in ⼭梨市 

 

Sun, September 27th, 2020  

花かげホール 

 

 

主催  ⼭梨市  ⼭梨⼤学（地域振興研究プロジェクト） 

助成  特定⾮営利活動法⼈ ⼭梨メセナ協会  
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