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詩の音楽化について（ある日・ヒスイ） 改訂版 

kin 

１．目的と方法 

（１）目的は、「詩の音楽化がどのようになされているか」についてその一端を解明すること。 

（２）方法としては、「詩に対して作曲家がどう感じ、どのように音楽作品という形の表現にしていったか」という点に迫るための分析枠組の模索を試みる。 

そのために歴史上の作曲家たちが用いた方法を振り返りつつ、「ある日」、「ヒスイ」の理解・分析のために使用する。 

特に、古典派の様式である動機労作、ロマン派の作曲家・ベルリオーズの固定楽想、およびワーグナーの示導動機の方法を参考にして曲理解に迫る。示導動

機については、ワーグナー自身が執筆した論文からの引用もしてあるのでご参照いただければと思う(３．詩を音楽化する技法「ワーグナー」の箇所)。 

 

２．着目する詞 

 

 

 

 

 

 

 

３．詩を音楽化する技法 

 

 作曲家/作品 
音楽
形式 

演奏形式 作曲手法 説  明 「ある日」・「ヒスイ」について(コメント) 

バ
ロ
ッ
ク 

パーセル/ When I'm laid in 
earth 
バッハ/マタイ受難曲（冒頭） 

  

音型論 

ある音型によって言葉を「見える」かたちへと「音画化」
する手法＊1 

ある日：ポリフォニーを用いて同じ問いを反
復。問いかけの強調 
37-38の A－は日が暮れる様子。 
ヒスイ：U－は遠い草原に吹く風のイメージ 

モンテヴェルディ/オルフェオ  
 オペラ 

（舞台化・感
情表現） 

 
 

独唱（登場人物が通奏低音の上で語るように歌う） 
コントラスト（静動、強弱、明暗）＊2 

独唱あり 

ヴィヴァルディ/協奏曲第１番
ホ長調 RV.269「春」第１楽章  

 協奏曲 
(対比の原理)  

単数または複数の独奏楽器とオーケストラからなり，両者
の対比と調和を構成原理としつつ，多かれ少なかれ独奏者
の演奏技巧を発揮させるように作られた楽曲＊3 

独唱あり 
ヒスイ：3小節単位のフレーズ。動機の掛け合
い（88）。旋律の一致（95-96） 

 

 ある日 ヒスイ コメント 

作曲家が追加したもの 

B.O. U－ 作曲家がどのように詩を解釈したか、一方の詩と他方
の詩の関係をどのように解釈したかのヒントになる。 B.F. O－ 

A－ A－ 
lalala 

元からある詞 
海が 涙 ヒスイにおいて、「涙」・「ヒスイ」・「きみ」は最重要キ

ーワードと思われる。 子に ヒスイ 
何が きみ 

https://youtu.be/D_50zj7J50U
https://youtu.be/D_50zj7J50U
https://youtu.be/ba9TMBUAmMc
https://youtu.be/Vz6Z4sbX32E
https://youtu.be/DI3r3FWJsx8
https://youtu.be/DI3r3FWJsx8


 作曲家/作品 音楽形式 
演奏
形式 

作曲手法 説  明 「ある日」・「ヒスイ」について(コメント) 

古 

典 

派 

ハイドン/交響
曲第 101 番「時
計」 

多楽章形式 

  楽章⇒ 
音楽用語。西洋音楽の大きな楽曲（ソナタ、交響曲、協奏曲など）におい
て、それを構成する完全に独立した部分、ないしは比較的独立性の強い
部分をさす。各部分は第 1楽章、第 2 楽章などとよばれる。多くの場合、
それぞれに速度の指示がなされており、速い楽章を急速楽章、遅い楽章
を緩徐楽章といったりする。こういった構成法をもつ楽曲の形式を多楽
章形式という…ベートーベンの交響曲第 5 番や同第 9 番のように、楽章
が存在していても、一部切れ目なく演奏される楽曲も多い＊4 

「ある日」から終曲「ヒスイ」へも attaccaの指
示がある 

ベートーヴェン
/交響曲第 9 番  

ハイドン/交響
曲第 104 番「ロ
ンドン」 

ソナタ形式 
  ソナタ形式の原点⇒ 

調性という音楽の土台によって、「純音楽的に音楽を劇化する発想」＊5 
61 小節で転調。85小節で転調（もとの調に戻る）。
101小節で転調（調号ベース） 

ベートーヴェン
/交響曲第 5 番 

 

 暗黒から
光明 
(フィナー
レ追求性) 

４楽章の構成において、基本的に短調は「運命の動機」に、長調は「勝利
のファンファーレ」に結びついています。第 3 楽章は第 2 楽章で長調に
傾きかけた音楽を再び短調へ連れ戻します。そして第 3 楽章から第 4 楽
章への「トンネル」部分では真っ暗な坑道を進むうちに、小さな「希望の
光」が差し込み、徐々に大きくなり、第 4 楽章の圧倒的な勝利の出口へ
と至ります。これは「短調から長調へ」、つまり「暗黒から光明へ」、ある
いは「苦悩を通しての歓喜」の決定版に他なりません。 
《運命》交響曲では、形式の完成と「苦悩を通しての歓喜」の表現が、表
と裏のような関係で一体化し、完璧に釣り合っています。「形式」と「表
現」の一致、これこそ古典芸術の証といえます＊6 

「ある日」には lalalaはない。 
 
「ヒスイ」の冒頭や coda等に現れる lalala…は
ファンファーレの一種とも解釈できるか。 
 
ただし、「ヒスイ」は長調・短調の区別が明瞭な
曲とは言えない。その点は、ベートーベン「運命」
と対照的な点であることを踏まえる必要がある。 

ハイドン/弦楽
四重奏曲「鳥」
第 4楽章  

 
 主題(動機)

労作 
「主題」に含まれる音楽的モティーフ ――同一と判断される最小限の
旋律的単位、「動機」ともいう―― を全曲および全声部にちりばめる作
曲法＊7 

 
動機レシド   循環形式の一種か 
 
ある日：（(10),11,12,19-20,22,24,38,39(ソロ)） 
ヒスイ：13-14.32,35,66-67,95-96(ソロ) 
 
 
動機シラシソ 固定楽想 or 示導動機か 
 
ある日:    （4-5,33-34） 
ヒスイ:涙を  （13,17,21,23-24…,solo88,89） 

ヒスイを（上と同様） 

ロ 

マ 

ン 

派 

ベルリオーズ/
幻想交響曲  

 
 固定楽想 標題音楽，特にベルリオーズの『幻想交響曲』 (1830) に用いられた，

全曲を通じて一定の旋律的輪郭を保つモチーフ＊8 

ワーグナー/ト
リスタンとイゾ
ルデ 
前奏曲・第 1幕 
 
第 2幕 
 
第 3幕  
 

 

 示導動機 歌劇など劇的な声楽や標題音楽において，登場人物や事物(剣,城など)，
概念(愛,死など)などを表現，象徴する動機＊9。劇的な展開を促し，意味
づける＊10 
ワーグナー(著）、杉谷恭一・谷本愼介（訳)「オペラについて」＊11 
「われわれは旋律的因子の導きによって、詩人の意図の深淵に隠された
奥義を解き明かす者となり、奥義の実現過程に直接参加する者となる。
…詩人の意図の実現者たる音楽家は、詩人の意図の完全な合意のもとで、
旋律的因子に凝縮された基本動機を意のままに配置し、動機間の均衡を
維持しつつ、交互に反復させながら、至高の統一的な音楽形式がおのず
と立ち現われるようにする」 

≪ヒスイ≫ 
T1 パート solo「きみ～」 
B2 パート solo「ヒスイ」 
 
動機ソラシ 
(T1：1,20,52…) 
 
動機ソファミ 
(T1:6,B2：24,48…) 

フランク/交響
曲ニ短調  

循環形式 

  同一の主題または動機が，2 つ以上の楽章に用いられている多楽章の形
式をいう。 C.A.フランクの交響曲など＊12。 
ベルリオーズの《幻想交響曲》の「固定楽想」から標題性を排したものと
みなせよう＊13 

 

…示導動機的なも
の理解できるか 

https://youtu.be/i1jL80TR79s?list=PLs66GYnrLDSRjcHASJgYMlIS8pKUaH5jo
https://youtu.be/i1jL80TR79s?list=PLs66GYnrLDSRjcHASJgYMlIS8pKUaH5jo
https://youtu.be/i1jL80TR79s?list=PLs66GYnrLDSRjcHASJgYMlIS8pKUaH5jo
https://youtu.be/jl4mW2Mc9is
https://youtu.be/jl4mW2Mc9is
https://youtu.be/zpdR8omAkyA
https://youtu.be/zpdR8omAkyA
https://youtu.be/zpdR8omAkyA
https://youtu.be/teLImamAhLQ
https://youtu.be/ki66qcZ97gY
https://youtu.be/ki66qcZ97gY
https://youtu.be/ki66qcZ97gY
https://youtu.be/bGzGcCPJEBc
https://youtu.be/UevUoaEbiCc
https://youtu.be/UevUoaEbiCc
https://youtu.be/UevUoaEbiCc
https://youtu.be/UevUoaEbiCc
https://youtu.be/pKwPwHl8NOE
https://youtu.be/YPnIaT6WzKI
https://youtu.be/yFjwsCef4j8
https://youtu.be/yFjwsCef4j8
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