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歌謡と都市市民

―大阪における <ゲーテ生誕の夕べ >を手がかりに―

大阪市立大学教授　松 村 國 隆

　わたしに与えられました課題は「歌謡と都市市民」という大きなテーマですが、さしあたり大
阪市におけるゲーテ愛好家のための集い「ゲーテ生誕の夕べ」をご紹介しながら、日本における
ドイツ詩、ドイツ歌曲の受容について話したいと思います。これは大阪市民に開かれた講演と音
楽の夕べであり、毎年、ゲーテの誕生日である 8月 28 日に開催されています。この日大阪市民
はドイツの詩人ゲーテを偲んで、講演と歌の夕べを楽しんできました。この集いは日本ゲーテ協
会の主催、大阪日独協会、神戸日独協会、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、毎日新聞社、
大阪ドイツ文化センターの後援で、もうかれこれ 40 年近く続いております。 今夏は「ゲーテ生誕
の夕べ」には 130 名余の聴衆が一堂に会し、ゲーテの 255 回目の誕生日を祝いました。それに会
場が「大阪倶楽部」という第一級の建物であることは、ゲーテの誕生日を祝うためにまことに相
応しい配慮であると思います（この建物についてのちほど詳しく紹介いたします）。この集いは
2部構成になっておりまして、第 1部はゲーテに関する講演、第 2部はたいていはピアノ演奏と
ゲーテの詩による歌曲独唱（ピアノの伴奏付き）ですが、ときには歌曲の独唱のみということも
あります。したがいまして大阪における「ゲーテ生誕の夕べ」は日本におけるゲーテ受容である
だけでなく、ドイツ歌謡（リート）の受容でもあります。わが国では、ゲーテに関する限り、学
会レベルでのシンポジウムやコロキウム、あるいは講演会や報告会にはこと欠きませんが、市民
レベルでのゲーテ受容となりますと、はなはだ心許ない限りです。わたし自身かつてこの催しの
司会等でお手伝いしたこともありまして、毎年大阪の地で開かれておりますこの集いが、小規模
ながらも市民レベルでの日独国際交流の場として、大切に守られるべきものと考えております。
　それではここで、これまでのプログラムのなかから 1、2 ご紹介いたしましょう。資料(１)を
ご覧ください。これは 1987（昭和 62）年のプログラムです。音楽の部はシューベルトの歌曲の
オンパレードでして、その選曲はゲーテ詩の愛読者やシューベルト歌曲の愛好者にとりましてま
ことに贅沢なものでした。講演の部では本学の名誉教授薗田宗人先生が「ゲーテとヴェネチア」
と題する講演をしておられます。その内容はゲーテとニーチェの日記や旅行記を対比させながら、
都市ヴェネチアの魅力について深く掘り下げたものでした。先生は著名なニーチェ研究者として
活躍され、本学在任中にはハンブルク大学との国際学術交流協定締結に積極的に取り組まれまし
たし、ご退任後もデュッセルドルフにあります「ドイツ『恵光』日本文化センター」の初代館長
として 10 年間センターの基礎固めにご尽力なさいました。とても残念なことですが、先生はこ
の春ご病気で入院され、そのまま帰らぬ人となってしまわれました。この場を借りて、いま一度、
日独文化交流をご自身のライフワークであると考えておられた先生のご冥福を心から祈りたく存
じます。資料(２)は今夏のプログラムです。わたしはここハンブルクを訪ねます数日前に、この
集いに出席してきたところであります。講演の部では、大阪大学名誉教授平田達治氏の「詩聖の
墓所・ワイマル歴史墓地」と題する講演が行われました。これは、ワイマルにありますヤコブ教
会の墓地および歴史墓地をしてゲーテを初めそこに眠る人々のひととなりを語らしめる講演でし
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た。また音楽の部では、ゲーテの詩によるシューベルトとリヒャルト・シュトラウスの歌曲のほ
か、直接ゲーテには関係がないのですが、大阪人のサービス精神が働きまして、楽しいフランツ・
レハールのオペレッタ『フリーデリーケ』と『メリー・ウィドー』から 4曲を独唱者に歌ってい
ただきました。前者ではレハールの「野バラ」を聴くことができましたし、アンコールではヴェ
ルナーの「野バラ」が聴衆とともに歌われました。　　
　先ほど紹介しましたこの催しの会場についても、簡単に触れておきましょう。しばらくの間
「ゲーテ生誕の夕べ」は毎日新聞社横の「毎日文化ホール」で開催しておりましたが、1994（平成 6）
年以来、淀屋橋近くの古い欧風建築「大阪倶楽部」に会場を移しました。資料(３）をご覧ください。
「大阪倶楽部」はもともと 1914（大正 3）年に野口孫一氏によりイギリス中世の城館を模して造
られた木造 4階建の建物でしたが、1922（大正 11）年の火災により焼失、1924（大正 13）年に
当時新進の建築家であった安井武雄氏に依頼し、氏の斬新な設計により再建されました。南欧風
の様式（軒の出の少ない寄棟屋根、アーチを伴った量感のある外観、古代ローマの集合住宅を思
わせる構造）に東洋風の手法（玄関両脇の装飾列柱、露台のデザイン等）を取り入れたこの建物
は、大阪市の数少ないＡ級建築物として、1997（平成 9）年に登録有形文化財に指定されました。
　それでは、つぎにこの集いの主人公であるゲーテに話題を移しましょう。ゲーテのことは、い
まさら多くを語る必要はありますまい。それに、わたしは「オーストリア学」を専門にしており
ます関係上、ゲーテについてお話するだけの材料も能力も持ち合わせておりません。けれども日
本におけるゲーテ受容ということでは、少しご紹介することができるかもしれません。ゲーテの
作品がわが国で好まれる理由としまして、①自然へのまなざし（とくに抒情詩）、②汎神論的な
ものの考え方（抒情詩、『若きヴェルテルの悩み』）、③東方への関心（ことに『西東詩集』）を挙
げることができるのではないしょうか。これまでにも彼の作品の多くは複数の出版社からたびた
び刊行され、かつ版を重ねております。ご承知の通り、明治の時代にベルリンに留学しました森
鴎外も、逸早くゲーテの『ファウスト』を美しい日本語に訳しております。鴎外が樹立したこの
金字塔の価値は今日でも少しも減じておりません。戦後になって相良守峯氏や高橋義孝氏の訳が
でました。最近ではかつての芥川賞受賞作家で独文学者の柴田翔氏、独文学者で著述家の池内紀
氏が現代語に訳しております。このことはわが国の若者たちにとって、森鴎外訳の『ファウスト』
がすでに難解な古典になっているという現実を物語っております。いまひとつ愛読されているの
が、彼の抒情詩です。わが国ではドイツにおけるような詩の朗読会という伝統がありませんので、
ゲーテの詩は個人の蔵書の形で読みつがれてきたか、あるいは「歌曲（リート）」として愛唱さ
れてきたかのいずれかです。その意味で、シューベルトの「歌曲（リート）」はわが国における
ドイツ文学・文化の受容にじつに大きな役割を演じてきたと言えるでしょう。
　ところで「歌謡（リート）」と呼ばれるジャンルは、一体どのようなものだったのでしょうか。
このジャンルはかなり広範囲に亘っており、その歴史も古く、しかもドイツでは他のヨーロッパ
の国々よりも継続性を形成していたと言われております。なかでも1200年前後の「ミンネザング」
と称される中世歌謡の時代（1150 ‒ 1250）およびシューベルト歌曲の時代（1810 ‒ 1830）は「ド
イツ歌謡」の最も豊穣な時代であり、世界に誇ることのできる作品を数多く生み出しました。『文
学事項事典』で「歌謡（リート）」の項を引いてみますと、「人間の自然との相互関係における感
情の最も純粋で最も直接的な表現のための最も重要にして最も簡素な形式、徹頭徹尾リズムとメ
ロディによって形成されており、それゆえに音楽および作曲への志向と近い関係にある」と説明
されています。そして具体例としてシューベルトに始まり、シューマン、ブラームス、フーゴ・
ヴォルフ、ペーター・コルネーリウス、マックス・レーガー、ハンス・プフィッツナー、リヒャ
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ルト・シュトラウスような近・現代の作曲家の名前が挙がっております。
　「歌謡（リート）」というジャンルが都市の市民生活に深く浸透したのは、おそらくウィーンに
生まれ、ウィーンで亡くなったシューベルト（1797 ‒ 1828）の時代になってからのことではない
でしょうか。同じくウィーン生まれでユダヤ系の文化史家、エーゴン・フリーデルはおおよそ次
のようなことを言っております。すなわちグリム兄弟がドイツの童話（メルヒェン）を創作した
のと同じ意味で、シューベルトは民謡を高度なものに引き上げ、他の最高の芸術形式と比肩し
得るものにしたと。「童話」の原点に古来より伝承されてきた「民話」があったように、「歌謡（リー
ト）」の原点には「民謡」がありました。同時代の詩人たちが創作した詩には実際に民謡を素材
にしたり、民謡の素朴な形式を踏襲したものが少なくありませんでした。皆様もご承知の通り、
シューベルトは音楽のために、とりわけ「歌曲（リート）」のためにこの世に生まれてきた、と
申しても過言ではありません。それほどに彼は「歌曲（リート）」に自らの才能を発揮したので
した。多くの詩人たちの詩がシューベルトの心の琴線に触れたために、彼らを通じてこの作曲家
は言葉の世界にまで分け入りました。こうした詩と音楽の共同作業の最も成功した例を、わたし
たちは作曲家シューベルトの「歌曲（リート）」に見ることができます。
　シューベルトの「歌曲（リート）」を見渡しますと、最も多くの詩が採用されていますのがゲー
テ（1749 ‒ 1832）の 70 曲で、ヨーハン・マイアーホーファー（1787 ‒ 1836）の 46 曲、ヴィルヘルム・
ミュラー（1794 ‒ 1827）の 45 曲（そのうち 44 曲は『美しい水車小屋の娘』と『冬の旅』に含ま
れています）、シラー（1759 ‒ 1805）の 44 曲がそれに続きます。ゲーテとシラーは古典期ワイマ
ルの 2巨星ですから、この採用数は驚くにあたりません。さらにマイアーホーファーはシューベ
ルトの無二の親友でしたから、彼の詩が多く採用されていても何ら不思議でありません。しかし
疑問がひとつ残ります。ヴィルヘルム・ミュラーの詩がどうしてこんなにも多く採用されたので
しょうか。彼はドイツ詩の歴史に大きな足跡を残したわけでもありませんし、何か特別な貢献を
したわけでもありません。また彼はシューベルトに会ったこともなければ、その名前を聞いたこ
ともありませんでした。ただ同じ時代の空気を吸っていたシューベルトは、ミュラーの詩に見出
される「愛」と「憧れ」と「さすらい」のテーマにいたく共感し、作曲したのでした。これらは
もともと抒情詩に普遍的なテーマですが、同時にまたドイツ・ロマン派が好んで用いたテーマで
もありました。しかもシューベルトはこれら同じテーマの歌を、多くの詩人たちに捧げています。
　わが国で最もよく知られている彼の「歌曲（リート）」― わが国では「リート」のことを「歌
謡」ではなく「歌曲」と呼び習わしています ― から 1曲だけ取り上げるとしますと、それは『冬
の旅』の第 5曲「菩提樹」ではないでしょうか。この「歌曲」は戦前戦後を通じて歌い継がれて
きただけでなく、戦後の一時期まで、必ずと言ってもよいほどに中・高校生用の音楽教科書に採
用されておりました。しかもこの歌曲には、わたしがいま触れました 3つのテーマ「愛」と「憧
れ」と「さすらい」が凝縮されています。資料の（４）をご覧ください。

 Der Lindenbaum　　　菩提樹

 Am Brunnen vor dem Tore, / Da steht ein Lindenbaum:
 Ich träumt’ in seinem Schatten / So manchen süßen Traum.
 　　泉にそいて /繁る菩提樹、
 　　慕いゆきては /うまし夢見つ。
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 Ich schnitte in seine Rinde / So manches liebe Wort;
 Es zog in Freud’ und Leide / Zu ihm mich immer fort.
 　　幹には彫りぬ /愛の言葉、
 　　うれし悲しに /訪いしそのかげ。

 Ich mußt’ auch heute wandern / Vorbei in tiefer Nacht,　　　　　　　　　　　 
 Da hab’ ich noch im Dunkel / Die Augen zugemacht.　　　　　　　　　　　　
 　　今日もよぎりぬ /暗き小夜中、
 　　真闇に立ちて /眼とずれば。

 Und seine Zweige rauschten, / Als riefen sie mir zu:　　　　　　　　　　　　
 Komm her zu mir, Geselle, / Hier findst du deine Ruh’ !　　　　　　　　　 
 　　枝はそよぎて /語るごとし、
 　　「来よいとし侶、/ここに幸あり。」

 Die kalten Winde bliesen / Mir grad’ ins Angesicht,　　　　　　　　　　 
 Der Hut flog mir vom Kopfe, / Ich wendete mich nicht.　　　　　　　　　　　
 　　面をかすめて /吹く風さむく、
 　　笠は飛べども、/棄てて急ぎぬ。

 Nun bin ich manche Stunde / Entfernt von jenem Ort,　　　　　　　　　　　 
 Und immer hör’ ich s rauschen: / Du fändest Ruhe dort!　　　　　　　　　　　　 
 　　はるか離りて /佇まえば、
 　　なおも聞こゆる、/「ここに幸あり。」「ここに幸あり。」（近藤朔風　訳詞）

　全体に流れる基調は喪失感です。愛する者、故郷を離れてさすらう旅人のあこがれの心境が
歌われています。変わりゆくもののなかにあって、泉のほとりの菩提樹だけが詩人の記憶に甦っ
てくるのです。第 1連冒頭から登場する「菩提樹」、この木を古来ドイツ人は愛と憧れのシンボ
ルとして崇拝してきたことを皆さんはよくご存じです。北欧のゲルマン神話では、「菩提樹」は
神聖な樹木として女神フリッガに捧げられました。また、この女神は古代ギリシア神話のアフロ
ディーテ（ローマではヴィーナス）に相当します。「菩提樹」が歌われるとき、こうした歌謡の
伝統を前提にしていることは自ずから明らかです。都市の住民でありながら、一所に定住するこ
とのないさすらい人に強く惹かれた詩人ミュラーもまた、生涯抱き続けたテーマ「愛」と「憧れ」
と「さすらい」をひたすら歌い続け、近代人の不安な心の風景を綴ったのでした。
　ここに歌われています「菩提樹」を文学の歴史に辿ってみますと、1200 年前後に隆盛をみた
ミンネザングにまで溯ります。初期ミンネザングをまとめたものとして『ミンネザングの春』が
あります。その歌集に収められたディートマル・フォン・アイストの歌をここに挙げておきましょ
う。資料（５）をご覧ください。
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L 34,3   Ûf der linden obene   dâ sanc ein kleinez vogellîn.
 vor der walde wart ez lût.   dô huop sich aber daz herze mîn
 an eine stat, dâ ez ê dâ was.   ich sach dâ rôsebluomen stân,
 die manent mich der gedanke vil,   die ich hin zeiner frouwen hân.
 　　菩提樹のこずえで、小鳥が囀っていました。
 　　森の前でその声は大きくなりました。そのときわたしの心は再び高まりました、
 　　かつていたことのある場所で。薔薇の花が咲いているのを見ますと、
 　　それらの花はわたしの心に甦らせるのです、ひとりの婦人に抱いている多くの思いを。

　一般にミンネザングの特徴は、きわめて知的で、編目をめぐらすように技巧を凝らした歌が多
いことであります。しかもここに描かれています自然（風景）は近代以降の自然詩に見られるそ
れとはまったく異なり、いわゆる「ロークス・アモエーヌス」と称される序詞として機能してい
ます。「菩提樹」はすでに触れましたように、愛の理想郷を演出するための「トポス」であります。
ここでは 1行目の「菩提樹」は、同じ行の「小鳥」、2行目の「森」、そして 3行目の「薔薇」と
同様に、愛の交歓を歌うための道具立てでしかありません。いずれにしましても、「菩提樹」が「愛」
のテーマと深く係わっていることが分かります。その典型的な例が、ヴァルター・フォン・デァ・
フォーゲルヴァイデの有名な歌「菩提樹の木蔭で」であります。この歌はリフレインによって民
謡風を装ってはいますが、ディートマルの歌よりもはるかに妖艶に、しかも巧みに男女の「愛の
交歓」が歌われています。時間の関係上、ここでは触れませんが、あとで資料（６）をご参照くだ
さい。
　さて、この歌曲「菩提樹」のわが国への受容に関しまして、ご紹介したいことがございます。
西洋音楽はすでに江戸末期に、蘭学者やその仲間たち、商館に出入りする者たちによって部分的
には受容されていました。けれども本格的に西洋歌謡が受け入れられるようになったのは、よう
やく明治維新以降のことでありました。その際、各種の「歌謡集」がどのように刊行されたのか、
その経緯を歴史的に辿ってみますと、いくつかの興味深い事実が明かになります。明治期に出版
された「唱歌集」、「軍歌集」はおよそ 1400 冊強で、そのなかでも特筆されるべきものとして、『明
治唱歌集』（小学唱歌集）が挙げられます。大和田建樹と奥好義が選曲・作詞したこの『歌謡集』
は、1888（明治 21）年に第 1、第 2集が刊行されてより、第 6集まで続きました。いずれも見開
きに 1曲分の歌詞と五線譜を配した全体で 376 頁の『歌唱集』でした。そこでは日本人が作曲し
た場合には作曲者名が記されるのに、外国の民謡、歌曲、オペラのアリア等の借用曲はいっさい
出所が明らかにされていませんでした。たとえば「故郷の空」の原曲はスコットランド民謡「麦
畑を通り抜けて」（Comin' through in the Rye）であり、歌詞はもとよりリズムまで大きく改変
したものでありました。また「故郷の人々」（Old Folks at Home）はスワニー河上で遥か彼方
の故郷を偲ぶ歌ですが、当時は「あはれの少女」と題した感傷的な歌に換えられました。その他
にもウェーバー作曲『摩弾の射手』の序曲が 3部合唱「別れの鳥」（第 2集）、ワーグナー作曲『ロー
エングリン』の「結婚行進曲」が「春の夜」、ヴェルディ作曲『リゴレット』の「女心の歌」が「夏
の風」（いずれも第 5集）、インガルスの賛美歌「故郷に着いて」（When we arrive at home）が「夢
の外」として採用されております。しかもこれはのちに「真白き富士の嶺　緑の江ノ島」の歌詞
で人口に膾炙したものになりました。シューベルトの「菩提樹」もまた例外ではありませんでし
た。この歌曲も似て非なるもの「雀の子」に換えられてしまいました。これはメロディを借用し
ただけの、歌詞に沿った曲想をまったく無視した替え歌にすぎません。したがって、これは音楽
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性、芸術性を云々する以前の問題であり、必ずしも文学と音楽、つまり「歌詞」と「旋律」が歩
調を合わせての合作ではありませんでした。しかしながら、別の角度から見ますと、かなり早い
時期にわが国に欧米の歌謡が受容される過程で様々な苦労があったことを窺い知ることができる
貴重な資料であると申せましょう。お手許の資料（7）をご覧ください。原曲「菩提樹」と「雀の子」
を並べて掲げていますので、比較してみてください。因みに、ミュラーの訳詞は近藤朔風による
もので、1909（明治 42）年 9月発行の小松耕輔編『新名曲集』に収められたものです。
　わが国におけるシューベルト受容は、その後、大正デモクラシーから昭和初期にかけてにわか
に活気を呈します。例えば、昭和 3（1928）年には岩波書店から兼常清佐著『平民楽人シューベ
ルト ― 平民楽人フランツ・シューベルトの百回忌記念のために』という啓蒙的な書が刊行され
ています。彼はほかにも同書店から『音楽概論』や『音楽巡礼』や『ベートーヴェンの死』等を
上梓しております。その後もシューベルトの歌曲に対する関心は衰えることなく、関西に拠点を
置いた「日本シューベルト協会」も健在です。大阪市民もいまなおシューベルトに代表される「ド
イツ歌曲（リート）」から多くのことを学び、多様な形でそれを享受しております。
　最後に「いずみホール」のことに触れたいと思います。このホールは 1990 年「住友生命社会
福祉事業団」によって設立されました。その立地は申し分なく、淀川の支流大川端、大阪城の近
くにあります。わたしの調査結果をちょっとご覧ください。そこには、どのような「ドイツ歌曲
（リート）」が、誰によって、どれほどの頻度で 1990 年から 2004 年の間に「いずみホール」で演
奏され、歌われたかが記されています。わたしたちは「ドイツ歌曲（リート）」の演奏の多彩さ
に驚かされます。もっとも人気の高いのは、やはりシューベルトの歌曲集『冬の旅』です。この
歌曲集の全曲が内外の著名な歌手によって繰り返し歌われてきたのは、これまた驚きです。その
ほか 1995 年 10 月 25 日には、関西二期会が「ドイツ歌曲の流れ」シリーズを「阪神・淡路大震
災被害者支援チャリティー・コンサート」と銘打ってドイツ歌曲を披露しています。これは時宜
に適った意味深い企画であったと言えるでしょう。今回の調査を通じて、わたし自身ドイツ歌曲
が大阪の地にたしかに定着しているとの感を強くしました。
　ご清聴ありがとうございました。


