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曲目解説 
 

Ｍｅｓｓａ ｄａ Ｒｅｕｉｅｍ  レクイエム イ短調 

【作 曲】１８７４年 

【初 演】１８７４年５月２２日 ミラノ サン・マルコ教会 

【編 成】独唱（Ｓ、Ｍｚ、Ｔ、Ｂ）、合唱（混声４部）、管弦楽 

 

【作曲の背景】 

１８６８年、イタリア最高の作曲家のひとりであるロッシーニの死を悼み、ヴェルディは ある追悼事業を提案した。一

周忌の追悼演奏会として、「イタリア人作曲のレクイエム」を「イタリア人音楽家の手で」演奏しようというものであった。人

一倍愛国心が強いヴェルディは、当時の新政府の情けない現状や、若手イタリア人音楽家に影響を与え始めたワーグ

ナーの台頭などから、新国家イタリアの行く末を非常に危惧していたのだった。そのため、イタリアのアイデンティティを

確立させるこの素晴らしい計画に、彼は非常に大きな意義を見出していたのだ。 

計画は多くの賛同を得て、１３人の作曲家（ヴェルディは最終楽章の「Ｌｉｂｅｒａ ｍｅ」を担当）により曲そのものは完成

したものの、寄付金集めや歌劇場とのスケジュール調整の失敗、指揮者とヴェルディの諍いなどから、演奏会の計画は

頓挫してしまった。理想高く高潔なヴェルディの怒りと落胆は激しいものだった。 

それから４年後の１８７３年、イタリア人の精神ともいえる大作家マンゾーニが死去。ヴェルディは心から彼を尊敬・崇

拝しており、葬儀に出席できないほど大きなショックを受けた。そして葬儀から数日後、墓前で、マンゾーニのためにレ

クイエムを作曲しこの偉大な詩人の名を永遠に残そうと決意したという。ロッシーニのために作曲した「Ｌｉｂｅｒａ ｍｅ」は、

「マンゾーニのためのレクイエム」に生かされることとなった。 

曲は驚異的速さで仕上げられ、マンゾーニ一周忌の初演では、１２０名のコーラスと１００名のオーケストラ、スカラ座

及びヴェルディ作品を代表するソリストたち（シュトルツやヴァルトマンら）が舞台に揃い、ヴェルディ自らが指揮をした。

演奏はかつてない大成功に終わり、その後の世界各国での演奏も、いずれも熱狂的に受け入れられた。あまりにも劇

的でオペラティックなため「教会音楽にふさわしくない」と、ヴェルディのことを「イタリア芸術趣味の全能なる破壊者」と

まで辛辣に評した評論家もいたが、この批評も後年公けの場で撤回されたという。 

ヴェルディは、当初の望みであった「イタリアの音楽と文学を世界中に知らしめ」、「イタリア国家・イタリア国民の面目

を保つ」ことに成功したのだった。 

 
【楽曲解説】 

第１曲．Ｒｅｑｕｉｅｍ ＜e Ｋｙｌｉｅ＞  安息を ＜と憐れみの賛歌＞ 

四重唱と合唱 アンダンテ、イ短調、４分の４拍子  

チェロが先導する「レクイエム」のモチーフに他の 

弦楽器が応答し、男声合唱、続いて女声合唱が 

「Requiem 安息を」と呟くように歌い継ぎ、「レクイ 

エム」の幕が開く（譜例①）。 

弦楽器が主旋律を奏でる中に合唱が「祈りの呟き」 

を挿入する形式の後、イ長調に転じてからはア・カ 

ペラで「Te decet hymnus, Deus in Sion あなたを 

賛美します、シオンの神よ」と迫力をもって歌い上 

げる。中間部からは「Kyrie eleison 主よ憐れみた 

まえ」とテノールを先頭に独唱が華やかに登場す 

る。独唱の上昇音型に対するファゴットとチェロの 

下降音型も壮大さを印象付ける。最後は全員で 

「Christe eleison キリストよ憐れみたまえ」を繰り返 

し、厳かに１曲目が終わる。 

 

第２曲．Ｄｉｅｓ ｉｒａｅ 怒りの日 

通常、この「Dies irae／怒りの日（Sequentia／続唱）」の前に「Graduale（昇階唱）」が置かれており、「ミサ曲」では聖歌

として歌われる。「レクイエム」では、ケルビーニやドヴォルザークの作品には用いられているが、ヴェルディやモーツ

ァルトの作品には含まれない。 

 

 

 

（譜例①）第１曲めの冒頭 
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＜Ｄｉｅｓ ｉｒａｅ 怒りの日＞ 

四重唱と合唱 アレグロ・アジタート、ト短調、４分の４拍子  

第１曲の静寂を破り、生者も死者も眠りからたたき起こす 

かのように、突然のｆｆで爆発的に曲が始まる。全合奏での 

強拍の連打と、細かい動きの音符の中で、合唱が「Dies  

irae, Dies illa その日こそ怒りの日」と叫ぶように歌う。この 

部分は映画、ＴＶ番組、ＣＭで多用され、誰もが耳にした 

ことがある名曲中の名曲である。弦楽器、木管楽器が連奏 

する１６分音符の上昇・下降音型からは「人々の恐怖と混 

乱」が、また４拍めのみ強打する大太鼓の重みからは「人 

々の心臓の鼓動」が感じ取れる（譜例②）。 また後半で 

合唱が囁くように歌う「Quantus tremor その慄きはいかほ 

どであろう」にも「その日に対する恐怖」が表れており、オペラ 

作曲家ヴェルディの表現力が遺憾なく発揮されている。 

 

＜Ｔｕｂａ ｍｉｒｕｍ 不思議なラッパの音＞ 

合唱 アレグロ・ソステヌート、ヘ短調、４分の４拍子  

前曲の最後の囁きに応じるかのように、遠くからラッパの音が聞こえてくる。徐々にトランペットの和音が増え、合唱が

バスを先頭に「Tuba mirum spargens sonum 不思議なラッパの音が響きわたる」と叫び歌う。「不思議なラッパは全土

の墓の上に響きわたり、死者も生者もすべての人が玉座の前に集められる」という歌詞の通り、隠れ逃れることができ

ぬ有無を言わさぬ迫力に満ちており、一曲を通してｆｆ・全合奏での演奏となる。 

 

＜Ｍｏｒｓ ｓｔｕｐｅｂｉｔ 死は驚く＞ 

バス独唱 モルト・メノ・モッソ、ニ短調、４分の４拍子  

一転してｐｐｐで始まる、バス独唱、弦楽器、大太鼓のみの短い曲。バス独唱が「Mors stupebit et natura 死は、そして

自然は驚くだろう」と歌う中、弦楽器の不思議な動きと、大太鼓の規則正しさのアンバランスさが、曲全体のミステリア

スな雰囲気を醸し出し、「人が死から蘇る」ことの不可思議さを強調している。 

 

＜Ｌｉｂｅｒ ｓｃｒｉｐｔｕｓ 書き記された書物が＞ 

メゾ・ソプラノ独唱 アレグロ・モルト・ソステヌート、ニ短調、４分の４拍子  

静寂の中、メゾ・ソプラノ独唱が「Liber scriptus proferetur （すべてのことが）書き記された書物が差し出される」と歌

い出す。独唱が劇的に歌う一節ごとに、合唱の「Dies irae 怒りの日」という一言がユニゾンで挿入されている。独唱が

最後に「Liber scriptus proferetur！」と絶叫した後、合唱の「Dies irae」は速度を増し、冒頭の「Dies irae, Dies illa そ

の日こそ怒りの日」に戻り、嵐のように繰り返す。 

 

＜Ｑｕｉｄ ｓｕｍ ｍｉｓｅｒ 哀れな私は＞ 

三重唱（ソプラノ、メゾ・ソプラノ、テノール） アダージョ、ト短調、８分の６拍子  

「Quid sum miser tunc dicturus そのとき哀れな私は何を語ればよいのか」と、メゾ・ソプラノから始まり、テノールとソプ

ラノが加わって三重唱となる。ファゴットの分散和音が、その動きと音で不安を表しながらも終始曲を美しく彩る。中間

部の４小節のア・カペラは、不思議な調整の下降音型であるが、非常に美しい。最後にア・カペラで３人が順に１節ず

つ歌い、次の曲への予感を感じさせながら終わる。 

 

＜Ｒｅｘ ｔｒｅｍｅｎｄａｅ 恐るべき大王＞ 

四重唱と合唱 アダージョ・マエストーソ、ハ短調、４分の４拍子  

バス合唱が印象的な下降音型で「Rex tremendae majestatis 恐るべき偉大なる王よ」と呼びかけ、３部に分かれたテノ

ールがｐｐｐで応じる。ティンパニのどろどろという音は、天国よりも地獄を連想させ、審判者への恐れが伺われる。長

調に転じ、バスを筆頭に独唱が歌う「Salva me, fons pietatis 私を救いたまえ、泉のごとき慈悲の御方」に合唱が

「Salva me！」と歌い加わるところは圧巻。加えて、バス合唱、ファゴットやチェロが冒頭の下降音型を繰り返し、「Rex 

王」の存在を強調する。中間部の、静寂をひそやかに破るソプラノ独唱の美しい懇願「Salva me」からこの曲の最大の

見せ場に向かい、クライマックスではソプラノ独唱がハイＣに到達。その後、バス独唱に導かれ、合唱が「Salva me」と

何度も繰り返し、最後に全員で感動的に歌い上げる。 

 
（譜例②）弦楽器の細かい動きと、対照的な大太鼓の刻み 

（大太鼓は２行目の「Ｇｒ．Ｃ．」） 
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＜Ｒｅｃｏｒｄａｒｅ 思い出してください＞ 

二重唱（ソプラノ、メゾ・ソプラノ） ロ・ステッソ・テンポ（アダージョ）、ヘ長調、４分の４拍子  

ここから３曲、独唱の聞かせどころが続く。まずは美しい二重唱から。 

弦楽器の柔らかな導入に導かれ、メゾ・ソプラノ、続いてソプラノが「Recordare Jesu pie思い出してください優しきイエ

スよ」と歌う。二つの旋律の動きの中で、上昇と下降の音型を対比させたり歌いだしに２オクターブの差をつけるなど、

細部まで凝った作りで、オペラの二重唱のような美しい曲である。 

 

＜Ｉｎｇｅｍｉｓｃｏ 私は嘆息し＞ 

テノール独唱 ポコ・メノ・モッソ、ハ短調、４分の４拍子  

続いてテノールが「Ingemisco tamquam reus 私は嘆息します、罪人として」と短調で歌い出し、すぐ弦楽器が絡んで

長調に転ずる。「Qui Mariam absolvisti あなたはマグダラのマリアを赦し」からは木管が加わり、合間にファゴットの３

連譜が色をつける。最後に独唱が変ロ音まで達し歌い上げるさまはまるで壮大なオペラの一幕。 

 

＜Ｃｏｎｆｕｔａｔｉｓ 呪われた者たちが＞ 

バス独唱 アンダンテ、ホ長調、４分の４拍子  

間髪をいれず激しい弦楽器のうなりが起こり、バスが「Confutatis maledictis 呪われた者たちが口をふさがれ」と訴え

る。呼応するオーケストラの劇的な導入部を経て、対照的な静けさの中で「voca me cum benedictis 私を祝福される

側へと導いてください」と切なく懇願する。中間部では再度「Confutatis maledictis」と、冒頭の音型と歌詞を繰り返す

が、弦、木管楽器ともに動きが増え、さらなる力強さと迫力が加えられる。そして最後に、バス独唱が言葉を言い終わ

るや否や３度目の「Dies irae 怒りの日」でオケ・合唱ともに爆発的嵐に突入する。 

 

＜Ｌａｃｒｙｍｏｓａ 涙の日＞ 

四重唱と合唱 ラルゴ、変ロ短調、４分の４拍子  

長かった Sequentia（続唱）の最後の曲。弦楽器の規則正しいリズムに乗って、メゾ・ソプラノ独唱が「Lacrymosa dies 

illa その日こそ涙あふれる日」と歌い出し、続いてバス独唱が同じ旋律を歌うと、メゾ・ソプラノと木管楽器が呼応するよ

うに「Lacrymosa」を呟くように歌う。このリズムはまるで涙がポタ、ポタとこぼれる様である。（譜例③） 

「Huic ergo parce Dues どうかその者に赦し 

を願います、神よ」から長調に転じ、美しいソ 

プラノ独唱と女声合唱にメゾ・ソプラノ独唱が 

絡み、祈りのハーモニーを生み出す。続いて 

独唱・合唱・オーケストラの全合奏で冒頭の 

「Lacrymosa」のテーマとシンコペーションを 

絡まり合わせた壮大な見せ場を歌い上げる。 

場面転換後のア・カペラの独唱四重唱「Pie  

Jesu Domine 慈悲深き主イエスよ」は感動的。 

直後に再度合唱が加わり、「dona eis requiem彼らに安息を与えたまえ」と歌い継ぐ。最初から短調で悲しみの色を漂

わせていたハーモニーは、長調に転じたバス独唱により最後に力強く打ち消され、続く合唱が希望を灯しつつ全員

でアーメンを唱え、荘厳な雰囲気の中 長い Sequentia（続唱）が終わる。 

 

第３曲．Ｏｆｆｅｒｔｏｒｉｕｍ 奉献唱 

四重唱 アンダンテ・モッソ、変イ長調、８分の６拍子  

独唱による四重唱。チェロの流麗な導入を受け、メゾ・ソプラノとテノールが「Domine Jesu Christe, Rex gloriae 主、イ

エス・キリスト、栄ある王」と歌い始め、続いてバスが歌詞とは対象的な美しい旋律を、そしてソプラノが加わり大きな流

れの中で歌い継いでゆく。「Quam olim Abrahae promisisti かつて主がアブラハムとその子孫に約束されたように」か

らは、バスから順に同音で層を重ねるように歌い合わせ、クライマックスを作り出す。 

続いてテノールが「Hostias et preces tibi, Domine 生贄と祈りをあなたに、主よ」と厳かに導入し、短調に転じてのち４

声で揃えた後、再び「Quam olim Abrahae」が繰り返される。最高潮に盛り上がる中、「promisisti 約束されたように」の

言葉を力強く３度繰り返して強調し、最後は大きなレガートで落ち着いた雰囲気の中、幕を閉じる。 

多くの作曲家はこの「Offertorium」に合唱を起用しているが、ヴェルディはそうしなかった。冒頭の「Domine Jesu 

Christe」や２度現れる「Quam olim Abrahae」など合唱風な箇所もあるが、独唱者のみで歌われている。 

 

 

（譜例③）メゾソプラノとバスの独唱が交互に歌う 
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第４曲．Ｓａｎｃｔｕｓ 聖なるかな 

二重合唱のフーガ アレグロ、へ長調、４分の４拍子  

独唱四重唱の直後に二重合唱を取り入れることで、より迫力・壮大さを表す効果を生んでいる。高らかなファンファー

レに呼応して男声合唱が「Sanctus 聖なるかな」と２度叫び、３度目の「Sanctus」は全声部・全合奏での迫力の導入部

となっている。直後から始まるフーガは、第１コーラス、第２コーラスがそれぞれの主題をパートごとに繰り返し、時にテ

ーマを交換し合い、歓喜・祝福の気持を歌う。最後は「Hosanna」を力強く何度も連呼した後、足りなかったかのように

もう一度「Hosanna in excelsis いと高くオザンナ！」と喜びを叫び、終了する。 

ヴェルディは「テ・デウム」でも二重合唱を用いているが、その中にも「Sanctus」の歌詞が含まれている。 

 

第５曲．Ａｇｎｕｓ ｄｅｉ 神の子羊 

二重唱（ソプラノ、メゾ・ソプラノ）と合唱 アンダンテ、ハ長調、４分の４拍子  

独唱二重唱が先行し合唱が続唱するというパターン 

が３回繰り返される。１回目は独唱部分がア・カペラ、 

続いて合唱とオーケストラが１オクターブ下のユニゾ 

ンで続唱する。 ２回目の独唱部分は突然短調とな 

る。物悲しさに加え、木管楽器が刻む音が心臓の鼓 

動のように不安を表現するが、合唱が入ると長調に 

戻り、安堵感が広がる中、大きく流れるように歌われ 

る。３回目の独唱部分は、フルートの三重奏のみの 

伴奏となるが（譜例④）、フルートは天国を表現する 

音といわれていることから「昇天」がイメージできる。 

最後の合唱部分には途中から独唱も加わり、全員で祈りを捧げて曲が終わる。 

 

第６曲．Ｌｕｘ ａｅｔｅｒｎａ 永遠の光が 

三重唱（メゾ・ソプラノ、テノール、バス） モルト・モデラート、変ロ長調、４分の４拍子  

ヴァイオリンのトレモロに乗せて、メゾ・ソプラノの「Lux aeterna ｌuceat eis, Domie 永遠の光が彼らの上にあらんことを、

主よ」で曲が始まる。しかし後続のバスから短調に転じ、ティンパニのうなりが不安感を煽り、悲観的なムードを作り出

す。美しいア・カペラを経て再度短調に戻るが、加わった大太鼓が先程より深刻な雰囲気を醸しだす。一転して長調

になり、メゾ・ソプラノが甘く「et lux perpetua そして絶えざる光が」と歌うと同時にピッコロが明るく華やかに登場。三重

唱に戻り、２度目のア・カペラから敬虔な祈りが捧げられ、最後はフルートとクラリネットの細かな上昇音型の果てにフ

ルートの最高音、変ロ音を印象に残しつつ、静かに曲が締めくくられる。 

 

第７曲．Ｌｉｂｅｒａ ｍｅ，Ｄｏｍｉｎｅ 私を解き放ちたまえ、主よ 

ソプラノ独唱、合唱とフーガ・フィナーレ モデラート、ハ短調、４分の４拍子  

冒頭、ソプラノ独唱が語りかけるように歌う「Libera me, Domine 私を解き放ちたまえ、主よ」に弦楽器のスタッカートの

動きやティンパニ・大太鼓のリズムが絡み合い、不安要素を効果的に表現。その導入部に続き、合唱が独唱同様、語

るように祈りを捧げる。続いてうねり来る弦楽器の動きと共に独唱が最後の審判の恐ろしさを切々と訴え、４回目にし

て最後の「Dies irae, Dies illa その日こそ怒りの日」が合唱とオーケストラにより炸裂する。 

雰囲気は一変し、独唱と合唱が「Requiem aeternam 永遠の安息を」とア・カペラで神秘的に歌い上げるが、その旋律

は第１曲目で弦楽器が演奏したモチーフである。また、ソプラノ独唱者にとっても、最後にｐｐｐｐで変ロ音で１オクター

ブ跳躍するという難所かつ見せ場となっている。 

一転し、独唱が冒頭の語りを繰り返し、迫力をもって「Quando coeli movendi sunt et terra そのとき、天も地も震え慄

く！」と言い終えると、合唱による「Libera me, Domine 私を解き放ちたまえ、主よ」の大フーガが始まる。アルトのパー

トソロを先頭に、時に微妙な転調を交えながらテーマが繰り返され絡み合っていく。クライマックスでは、独唱、合唱、

オーケストラの全合奏で、「Domine, Domine, Domine, Libera, Libera, Libera」と神に対して繰り返し絶叫したあと、ソプ

ラノ独唱のハイＣとともに気絶しそうなほど圧巻のクライマックスを迎える。 

余韻の中「Libera me」が繰り返され、独唱が最後に「私を解き放ちたまえ、主よ 永遠の死から、その恐ろしい日に」と

語りかけたのち、合唱の「Libera me」の応答をもって敬虔な静けさの中 感動的に全曲の幕を閉じる。 

 

楽譜出典 オイレンブルク・スコア「ヴェルディ レクイエム」㈱全音楽譜出版社 

（ソプラノ 堀尾峰子） 

 

（譜例④）フルート三重奏と女声二重唱 

 


