
マーラーのセルフカバー  by JURASSIC 

マーラーの「交響曲第１番」を演奏するのは、1999 年４月の第 30 回定期演奏会（指揮は末廣さん）以来の

ことになります。その時にこの作品と歌曲との関係について「かいほうげん」に掲載したトークを若干手直し

して、再掲します。 

 

マーラーが生涯に作曲したのはほとんど交響曲と歌曲だけだと言うことができるでしょう。さらに、マーラー

の中では、同じ楽想・モチーフをこの２つの異なった形態で別々に表現することがごく日常的に行われていま

した。交響曲第１番の場合でも、多くの人が指摘しているように、第１、第３楽章には「さすらう若人の歌」

からの歌曲、第２楽章は「若き日の歌」の中の歌曲と同じ楽想が用いられています。 

 

まず、第１楽章は、序奏に続く提示部以降が「さすらう若人の歌」の２曲目、「Ging heut' morgens übers Feld

（朝の野を歩けば）」とほとんど同じ楽想です。この歌曲は全体が４コーラスで出来ています。右ページに楽

譜を掲載しましたが、マーラー自身が書いたその歌詞を日本語に訳してみました。 

 

 

①今朝ひとりで野原を歩いていると、夜露は草から垂れ下がり、 

元気な小鳥は私にこう話しかけた 

「おい、君！おはよう！ 今日は素晴らしい世界になるとは思わないかい？ 

チュンチュン！美しく輝かしい世界にね。私はこの世界が大好きさ」 

 

②そして野原の釣鐘草も私を愉快にしてくれた。なんて素晴らしいんだ。 

クリン、クリンというかわいらしい鐘の音で、朝の挨拶を響かせる。 

「今日は素晴らしい世界になるとは思わないかい？ 

クリン、クリン！素晴らしい世界にね。私はこの世界が大好きさ！ハイヤ！」 

 

③そして、太陽の光の中で、世界は光り輝く。 

すべてのものが太陽の光の中で音をたてはじめ色づいてくる。 

花や鳥、大きいものも小さいものも呼びかける。 

「こんにちは！素晴らしい世界じゃないかい？おい、君」 

 

④ところで、私はこれから幸福になれるのだろうか？ 

いいや！私はこう思っている。私は決して花開くことは出来ないのだと 

 

 

 

１番と２番は殆ど同じ形の繰り返し、キーもニ長調で交響曲と同じです。３番はロ長調に

転調、４番はテンポがぐっと遅くなって、曲想も歌詞に対応して暗くなります。この４番

の部分は交響曲には引用されていません。全曲をこちらで聴いてみて下さい。 

 

 



Ging heut' morgens übers Feld 

                   ① Ging heut' mor-gens ü-bers Feld,    Tau noch auf den Grä-sern hing;   sprach  zu   mir der lust'-ge  

                   ② Auch die Glok-ken-blum' am Feld     hat   mir   lu-stig, gu-ter Ding'     mit den Glöck-chen, klin-ge, 

      Fink:          "Ei,   du!   Gelt?          Gu-ten    Mor  -   gen!  Ei     Gelt?  Du!    Wird's nicht ei – ne 

        kling,          klin - ge,   kling,          ih-ren    Mor – gen-gruß  ge - schellt:         Wird's nicht ei – ne 

           Schö  -  ne   Welt?            Schö  -  ne  Welt?                                   Zink!            Zink! 

           Schö  -  ne   Welt?            Schö  -  ne  Welt?                              King, kling!      King, kling! 

            Schön         -      und    flink!          Wie             mir    doch  die    Welt     ge - fällt!" 

            Schö        -       nes     Ding!           

            Wie        mir   doch   die   Welt    ge - fällt!  Hei-a!                                          ③ Und da 

         fing im Son-nen-schein                                     gleich die Welt zu fun-keln an;               al-les, 

           al         -         les,   Ton und   Far    -     be     ge  -  wann      im  Son  -  nen - schein! 

                   Blum' und   Vo -  gel,  Groß  und  Klein!                    "Gu - ten   Tag,        gu  - ten 

           Tag”              Ist's nicht ei-nes schö-ne Welt?      Ei,   du!   Gelt!?        Ei,   du!   Gelt!? 

                   “Schö - ne      Welt!”                               ④ Nun fängt auch mein Glück wohl an? 

           Nun fängt auch mein Glück wohl an?       Nein!  Nein!        Das ich mein'   mir nim-mer nim-mer  blü-hen 

           Kann!” 



第３楽章では、もっとはっきりした形で歌曲と交響曲とで同じことが行われているころが分かります。右ペー

ジの楽譜は、「さすらう若人の歌」の第４曲目「Die zwei blauen Augen（恋人の青い目）」の後半（38 小節

～）「Auf der Straße stand ein Lindenbaum」 という歌詞で始まる部分です。ご覧になってお分かりのよ

うに、これは第３楽章の中間部、練習番号 10 番(Sehr einfach und schlicht wie eine Volksweise)から 13

番までを全音低く移調しただけで、メロディーも伴奏のパターンも小節数も全く同じものです。 

この２つの曲は、構想から作曲、改訂までを考えると、ほぼ同じ時期に並行して作られたものであるとされて

います。このように、マーラーにとっては、歌曲も交響曲も本質的な違いはなく、片方の制作過程で得たアイ

ディアを他方でも生かすといったようなことを、ごく自然に行っていたのでしょう。 

 

この曲の歌詞もマーラー自身が書いています。この部分の歌詞はこういう意味です。 

 

 

道のそばに１本の菩提樹が立っていた。 

その菩提樹の下で、私は初めて安らかな眠りについた。 

花びらが私の上に降りそそいでいた。 

そこで私は今までの人生のなせるわざも忘れ、 

すべてのものは元のように素晴らしく感じられるようになった。 

すべてのものが！同情も苦しみも！そして世界も夢も！ 

 

 

ここで主人公は安らかな気持ちになれるのですが、じつは、歌曲にはこれの前の部分があって、そこの歌詞は

こういうものです。この部分は後奏にフルートであらわれる葬送行進曲のようなモチーフに支配されています。 

 

 

私が愛した人の２つの青い瞳。それは私を遠い世界へと旅立たせてしまった。 

だから私は一番好きだった場所から離れなければならなかった。 

おお、青い瞳よ！なぜ私を見つめたのだ。 

今や私は永遠の悲しみと、心の傷とともに生きてゆく。 

私は静かな夜に暗い荒れ地を越えて出ていった。 

だれも私に別れの言葉をかけてはくれなかった。 

さようなら！私は同情と悲しみとともに旅立ったのだ。 

 

 

この歌詞の部分も含めて、歌曲を全曲、こちらで聴いてみてください。 

02:51 付近から、楽譜の部分が始まります。 

 

 

 

このようにとことん落ち込んだ境地から「菩提樹」で束の間の安らぎを得るものの、フルートの後奏でまた現

実に引き戻されるというのが歌曲のシナリオです。一方、交響曲の場合は、この後に待っているものは例のア

イロニカルな本物の葬送行進曲なのです。 



Der Lindenbaum  

 歌 

                                                                                                 Auf der  Stra-ße stand ein  

伴奏 

           (Hp)  

 

 

            Lin-den-baum, da hab'      ich zum er - sten Mal im  Schlaf  ge-ruht!                       Un  -  ter  dem 

 

                                                                      (Fl) 

 

 

            Lin-den-baum, der  hat sei-ne Blü-ten ü-ber mich ge-schneit,                                            da 

 

                                                            (Cl)                                     (Vn)  

 

 

            Wußt     ich        nicht,    wie  das    Le  -  ben  tut,  war     al      -      les    al - les   wie - der  

 

 

 

 

 

             gut,                  ach      al  -  les    wie  -  der     gut! 

 

       (Vn) 

 

 

             Al       -       les!                  Al    -    les!     Lieb'   und Leid! Und Welt  und Traum! 

 

 

 

 

 

                         (Fl) 

 



もちろん、それも、原曲は「Frère Jacques（兄弟ジャック）」という明るいフランス民謡を、ことさら暗～

く作り変えたものですね。 

 

Frère Jacques 

 

 

 

Frè-re   Jac-ques,     Frè-re  Jac-ques,   Dor-mez-vous?     Dor-mez-vous? 

 

 

 

                  Son-nez les  ma-ti-nes,   Son-nez les  ma-ti-nes,  Ding,dang,dong!  Ding,dang,dong! 

 

 

最後は第２楽章。この楽想は、マーラーの歌曲集「若き日の歌第１巻」の３曲目、｢Hans und 

Grete（ハンスとグレーテ）」と共通しています。それはこちらでお聴きください。 

歌詞（マーラー）の内容はこんな感じです。 

 

 

輪になって踊ろう！ 

元気のよいやつは仲間にお入いり！落ち込んでるやつはお家へお帰り！ 

かわいいあの子にキスするなんて、なんて幸せなやつなんだ。 

おい、ハンス坊や、お前は相手がいないのかい！ 

それならかわいい恋人をさがすこった！それがいちばんさ！ 

ユッヘ！ユッヘ！ 

 

輪になって踊ろう！ 

おい、グレーテ嬢ちゃん、どうして一人でいるんだい？ 

ハンス坊やの方をのぞいているんじゃないのかい？ 

 

５月はこんなに緑が濃いんだよ！？そして風はこんなにそよいでいるんだよ！ 

おい、ばかなハンスをご覧！踊りに向かって走ってゆくよ！ 

あいつは恋人を探しにいくんだ、ユッヘ！ 

ほうら、見つけた！ユッヘ！ユッヘ！ユッヘ！ユッヘ！ 

輪になって踊ろう！輪になって踊ろう！踊ろう！ 

 

 

この歌曲は最初は「Maitanz im Grünen（草原の５月の踊り）」というタイトルで 1880 年に作られたもので、

その後一部が改訂されてタイトルも「ハンスとグレーテ」に変えられて出版されています。マーラーが 20 歳

の時の片想いの相手のために作られた数曲の中の１曲ですが、他の曲は破棄されて当時は出版はされていませ

ん。 



Hans und Grete 


