
 

 

 

ジュラシック・トーク   リストの交響詩と「レ・プレリュード」の成り立ち 

「交響詩」という音楽ジャンルはフランツ・リストによって作られたとされています。彼自身は「交響詩」というタ

イトルの作品を生涯で 13 曲作りました。 

番号 タイトル 着手年 完成年 出版年 

1 番(S95) 「人、山の上で聞きしこと(Ce qu'on entend sur la montagne)」 1847 1856 1857 

2 番(S96) 「タッソー、悲劇と勝利(Tasso, lamento e trionfo)」 1847 1856 1856 

3 番(S97) 「前奏曲(Les préludes)」 1849 1855 1856 

4 番(S98) 「オルフェウス(Orpheus)」 1853 1854 1856 

5 番(S99) 「プロメテウス(Prometheus)」 1850 1855 1856 

6 番(S100) 「マゼッパ(Mazeppa)」 1845 1854 1856 

7 番(S101) 「祭典の響き(Festklänge)」 1853 1861 1861 

8 番(S102) 「英雄の嘆き(Héroïde funèbre)」 1854 1856 1857 

9 番(S103) 「ハンガリー(Hungaria)」 1854 1854 1857 

10 番(S104) 「ハムレット(Hamlet)」 1858 1858 1861 

11 番(S105) 「フン族の戦い(Hunnenschalacht)」 1855 1857 1861 

12 番(S106) 「理想(Die Ideale)」 1856 1857 1858 

13 番(S107) 「ゆりかごから墓場まで(Von der Wiege bis zum Grabe)」 1881 1882 1883 

 

 ここでの番号は必ずしも作られた年代順にはなってい

ませんね。それは、これらの交響詩の番号は、おそらく

出版社（ブライトコプフ＆ヘルテル）によって付けられ

たものだからなのでしょう。 

左の画像は、IMSLP のサイトにあった 1885 年に出版さ

れたときの楽譜の表紙です。これは、それまでに出版さ

れていたスコアを、4 曲ずつ 3 巻にまとめて出版した時

のものなのでしょうが、このように番号が付けられてい

ます。 

「13 番」だけは、作曲年代がかなり後期なので、ここ

には入っていないのでしょうね。 

番号の後に入っている「S〇〇」というのは、「サール番

号」です。これは、イギリスの作曲家、ハンフリー・サ

ール（1915-1982）が 1954 年に発表したリストの作

品にジャンル別の通し番号を付けたカタログによるも

ので、現在ではリストの公式の作品番号として広く知ら

れるようになっています。 

 



 
「レ・プレリュード」だけは、多くの録音がありますが、13 曲を全て録音した人はそれほどいません。 

一応、今のところ次の６種類は確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

ベルナルト・ハイティンク／ 

ロンドン・フィル 

（PHILIPS/1968-1971 年） 

 

 

 

クルト・マズア／ 

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 

（EMI/1977-1978 年） 

 

 

 

アルパード・ヨー／ 

ブダペスト交響楽団 

（HUNGAROTON/1986 年） 

 

 

 

ミヒャエル・ハラース／ 

ニュージーランド交響楽団 

（NAXOS/1991-2005 年） 

 

 

 

ジャナンドレア・ノセダ／ 

BBC フィル 

（CHANDOS/2004-2008 年） 

 

 

 

マルティン・ハーゼルベック／ 

ウィーン・アカデミー管弦楽団 

（Gramola/2010 年） 

 



ところで、今回演奏する「レ・プレリュード」のスコアの冒頭には、「ラマルティーヌの《瞑想詩集》による」とい

う注釈があり、その「詩」からの引用とされる文章が掲載されています。音楽之友社のスコアでの日本語訳は、以下

の通りです。 

 

 

われわれの人生は、その厳粛なる第１音が死によって奏でられる未知の歌への一連の前奏曲（Les 

préludes）でなくて何であろうか？  

愛はあらゆる存在の素晴らしい曙光である。しかし、荒々しい一吹きが愛らしい幻影を吹き飛ばし、激し

い電光が祭壇を焼き尽くす嵐の猛威によって幸福の最初のときめきが遮られないような運命が果たしてあ

るだろうか？  

そこには深く傷つけられた魂が見出されるであろう。そのような嵐のあとの、田園生活のここちよい静け

さのなかで、過ぎ去った嵐を忘れ去ろうと努めない者がいようか？  

それにもかかわらず、初めは自然のふところに魅せられていた者も、この慈悲深い平穏のなかに長い間身

を任せていることには、堪えられなくなる。 

そして、「警報のトランペットが鳴り響く」と、彼を戦列に就かせるべく召喚するその戦争がどのようなも

のであれ、戦いのなかで、再び自己の意識を十分に見出し、そして自己の持てる力を完全に取り戻すため

に、彼は危険な部署へ急ぎ赴く。 

 

 

しかし、最近の研究では、この詩の大部分はリスト自身が書いたものだということが分かっているのだそうです。ラ

マルティーヌからの引用は、「警報のトランペットが鳴り響く」というフレーズだけなのだそうです。 

さらに、この曲は、最初に作られたときにはそんな深淵なタイトルは付いていませんでした。そもそも、この曲は、

以前作られた「四大元素」という男声合唱のための組曲のための「序曲」として作られていたものなのです。その間

の事情は、次のようなものです。 

1844 年に、リストはコンサートのためにマルセイユを訪れます。そこで、「トロテバス合唱協会」という合唱団の

人から合唱曲を作ってほしいという依頼があったので、マルセイユに住んでいた知り合いの詩人、ジョゼフ・オート

ランに歌詞を書いてもらい、それに曲をつけて「Les aquilons（北風）」という２台のピアノと男声合唱のための作

品を７月 24 日に完成させました。それは、８月６日のリストのマルセイユでの４回目のコンサートで初演されまし

た。その時には、リスト自身も第２ピアノを演奏しています。 

さらに続けて 1845 年には「La terre（大地）」、「Les flots（水）」、「Les astres（星）」という、同じオートランの

歌詞による曲も作られ、４つの男声合唱曲が揃います。その時、リストの頭の中には一つのアイディアが浮かびまし

た。これらの４曲のタイトルは、古代ギリシャの「四大元素」、つまりこの世の物質は「土」、「空気」、「水」、「火」

という４つの元素から成り立っているという思想と通じるものがあることに気づき、これらをひとまとめにしてオー

ケストレーションを施し、さらには序曲も作って、「Les quatre élémens（四大元素）」というタイトルの一つの大

きな作品に仕上げようと考えたのです。確かに、「大地」≒「土」、「北風」≒「空気」、「水」＝「水」、「星」≒「火」

でしょうからね。 

実際に、リストは当時の彼のオーケストレーターだったアウグスト・コンラディに合唱曲のピアノ伴奏へのオーケス

トレーションの指示を行い、1848 年にはそれは完成します。そして、1849 年に、その序曲の作曲に着手するので

す。もちろん、その中には合唱曲に使われたテーマもふんだんに盛り込まれていました。 

しかし、なぜかリストは、その形での合唱とオーケストラの作品を仕上げることを断念してしまいます。そして、序

曲として用意された作品だけを、独立した「交響詩」として発表したのです。その際に、その合唱曲はなかったこと

にしたかったのでしょうか、「四大元素」との関係を完全に断ち切るために、タイトルも「Les préludes（一連の前

奏曲）」と変更し、さらに合唱曲の歌詞とのつながりも断つために、オートランの名前も闇に葬り、彼の師匠にあた

るアルフォンス・ド・ラマルティーヌの作であるとでっちあげた前書きを、自ら執筆したのでした。 

 



 

 

誰もが夢中になれること 

これが幸せな時だ 

足元から頭の先まで 

親密な結び目で広がる 

愛するすべての存在 

 

だから私たちの緑のベッドで、 

晴れた日には気持ちを高ぶらせ、 

長いつぶやきを吐き出し、 

神と愛の父に 

自然の歌を歌う。 

 

合唱曲の「四大元素」は、楽譜も出版されていないので誰も聴いたことがないだろうと思ったら、ちゃんと CD にな

ってました。なんでも、自筆稿からピアノ伴奏版を再構築したものがあるのだそうです。その一部の音源を用意しま

したので、聴いてみてください。 

どうです。これらはまさに「レ・プレリュード」で現れるテーマそのものですね。ということは、これらのテーマは

その合唱曲の歌詞と何らかのつながりがある、ということになりませんか？ 「交響詩」とか「標題音楽」というの

はそういうものでしょうからね。 

そこで、このようなテーマによって歌われている歌詞を訳してみました。ここには確かにスコアの「前書き」に通じ

るものがあるのではないでしょうか。 
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「La terre（大地）」より 

「Les flots（水）」より 

「Les astres（星）」よりその１ 

「Les astres（星）」よりその２ 

「La terre（大地）」より 

Des ivresses unanimes 

Voici les momens heureux, 

de nos pieds jusqu’à nos cimes 

S’élancent en nœuds intimes 

Tous les êtres amoureux 

 

Alors nos lits de verdure, 

Échauffés par un beau jour, 

Exhalent un long murmure, 

Cantique de la nature, 

A Dieu, Père de l’Amour. 

 



 「Les flots（水）」より 

Nous sommes les vagues profondes, 

Où les yeux plongent vainement, 

Nous sommes les flots et les ondes 

Qui déroulent autour des mondes 

Leur manteau d’azur écumant. 

 

 

私たちは深い海だ、 

目は無駄に沈んでいる 

私たちは水であり波だ 

それは世界中に広がっている 

泡立つ紺碧のマントとなって。 

 

「Les astres（星）」よりその１ 

Hommes épars sur ce globe qui roule, 

Enveloppé, là-bas, de nos rayons, 

Peuple errans que la mort chasse en foule, 

Et précipite à la tombe, où s’écoule 

Le long torrent des générations! 

 

Ne dites pas, insensés que vous êtes, 

Que nous n’avons ni langage, ni voix; 

Ne croyez pas les étoiles muettes, 

Car nous formons des accords sur  

vos têtes, 

Que vos ayeux recueillaient autrefois. 

 

Quand vient la nuit vous couvrir de son aile, 

Si vous montiez sur les sommets déserts, 

Vous entendriez sous la voûte éternelle 

Une musique auguste et solenelle 

Qui de nos chœures s’épanche dans les airs. 

 

Nous vous dirions, mortels, ce qu’il faut croire, 

De ses grands mots: La vie et le trépas 

Nos lyres d’or vous chanteraient la gloire, 

De Jéhova, qui jette à la nuit noire, 

Mille soleils, poussière de ses pas. 

「Les astres（星）」よりその２ 

Nous vous dirions – vers un but éphémère 

Dans quel espoir courir de jour en jour? 

Vos meilleurs vins ont une lie amère, 

Et parmi vous, enfans, tout est chimère, 

Gloire, Plaisir, fortune – hormis l’amour. 

 

Seul l’astre pur qui parfois illumine, 

Comme un de nous, vos ténébreux chemins, 

Quand l’œil au ciel, que votre âme devine, 

Couple hereux, plein d’extase divine, 

Vous soupirez en vous tenant les mains. 

 

 

この回転する地球に散らばった男たち、 

私たちの領土に包まれて、 

群衆の中での死によって追い出されたさまよう人々、 

そして、流れる墓に急げ 

世代の長い急流！ 

 

あなたが誰であるかわからなくなっていることは、 

言うのではない、 

私たちには言葉も声もないのだ。 

愚かな星を信じるのではない、 

なぜなら、私たちはあなたの記憶に調和を形成するからだ、 

それはかつてあなたが集めて持っていたものなのだ。 

 

夜があなたをその翼で覆うようになるとき、 

人けのない山頂に登ると、 

あなたは永遠の天蓋の下で聞くだろう 

尊く厳かな音楽を、 

私たちのコーラスが空中に広がる。 

 

私たちはあなたに死と、何を信じるべきかを教える 

彼の大きな言葉から：生と死 

私たちの黄金の竪琴はあなたに栄光を歌う、 

暗い夜を投げかけるエホバから、 

千の太陽、彼の足跡。 

 

私たちはあなたに言うだろう－つかの間の目標に向かって 

日々どのように希望を巡らすのか？ 

あなたの最高のワインには苦い澱がある、 

そして、あなた、子供たちの間では、すべてが空想だ、 

栄光、喜び、幸運 － ただし、愛は別だ。 

 

時々光を放つ純粋な星だけ、 

私たちのように、あなたの暗い道、 

空に目を向けると、あなたの魂はそれを予言する、 

神のエクスタシーに満ちた幸せなカップル、 

手をつないでため息をつく。 


