
                 

 
オラトリオ「四季」Hob.XXI:3 は、2年をかけて 1801年ハイドン 69歳の時に完成した作品で、ハイドン芸

術の集大成である。台本は、スコットランドの詩人トムスンによる同名の長大な抒情詩を、ドイツの詩人ブ

ロッケスがドイツ語訳したものを基に、「天地創造」の台本も手がけたスヴィーテン男爵が作成した。当時

ウィーンで親しまれていた 2人の詩人ビュルガーとヴァイセ、そしてスヴィーテン自身の詩も用いられてい

る。舞台はハイドンに馴染み深い下オーストリアの農村に移され、春・夏・秋・冬の四つの部分から構成さ

れる。独唱者には小作人シモン、その娘ハンネ、そして若い農夫ルーカスという親しみやすい人物が登場す

る。この 3人が中心となって、季節によって移り変わる田園の牧歌的光景を背景に、農民の生き生きとした

生活を映し出しながら、神への素朴な感謝を高らかに歌っている。 

初演は 1801年 4月 24日、ウィーンのシュヴァルツェン侯爵邸の大広間で、ハイドン自身の指揮で行われ、

オーケストラと合唱を合わせて 180人以上出演したと伝えられている。 
   （Hob.XXI:3 とは、ハイドンの作品をオランダの音楽学者アントニー・ヴァン・ホーボーケンがジャンルごとにまとめた 

「ホーボーケン目録」による作品番号で、XXI はオラトリオ、3 は「四季」を表す。ちなみに 1 は「トビアの帰還」、2 は 

「天地創造」である） 

 

 

「春」Der Frühling  

  Nr. 1   序曲 ラルゴ→ヴィヴァーチェ、ト短調、（2/2）と レチタティーヴォ（シモン、ルーカス、ハンネ）  
冬の厳しさを思わせる主題を中心とした序曲で始まる。 

「見よ、厳しい冬の逃げ去り行くのを」やがて３人の独唱者が、冬が遠のき、雪が溶 

け、春が訪れたことを告げる。オーケストラもなごやかな旋律を奏でる。  

Nr. 2   農民たちの合唱 アレグレット、ト長調、（6/8） 

「来たれ、なごやかな春よ」全員合唱が、女声合唱と男声合唱を挟んで、春の訪れ 

を待ち望んでいた農民たちの喜びを素朴な旋律で美しく歌う。 

Nr. 3ａ レチタティ―ヴォ（シモン）                                 

「白洋宮から今こそ明るい陽ざしが」晴れやかな早春の田園風景をシモンが語る。   

Nr. 3b アリア（シモン） アレグレット、ハ長調、（2/4） 

「早くも歓びの声をあげ」農耕のアリア。民謡調の楽しげな旋律に乗って、口笛を 

吹き、鍬を入れ、種を撒く、畑仕事に精を出す農夫の楽しげな姿をシモンが歌う。 

伴奏の一部[譜例 1]に交響曲第９４番ト長調《驚愕》の第２楽章からの引用がある。 

 

  

 

 

    

Nr. 4   レチタティーヴォ（ルーカス） 

「農夫は自分の仕事を成し遂げた」仕事を終えた農夫が、天の加護を祈る姿を 

ルーカスが語る。ホルンの響きに導かれて次の曲へ移る。 

Nｒ. 4ｂ 三重唱（ルーカス、シモン、ハンネ）と 合唱 ポコ・アダージョ、ヘ長調、（3/4）                      

「今こそ恵みを、慈悲深い天よ」祈願の歌。大地を潤してほしいと天に恵みを求 

める祈りが、３人の独唱者と合唱の応唱によってコラール風な旋律で歌われる。 

後半はややテンポを速めて（ウン・ポコ・ピゥ・モート）「我らにはその時こそ豊穣 

の芽が吹き」とフーガへと発展していく。   

Nr. 5ａ レチタティーヴォ（ハンネ） 

「我らの祈りは聞き届けられた」農民の願いがすべて聞き届けられたことをハンネが語る。 

Nr. 5ｂ 喜びの歌・三重唱（ハンネ、ルーカス、シモン）と 若者たちの合唱 アンダンテ、イ長調、（2/4） 

「おお、なんといとしき眺め」二つの部分から構成され、前半は緑の森、花が咲きこぼれる牧場や草原、限り

なく広がる畑の様子が歌われ、飛び跳ねる仔羊、群れをなす魚、浮かれる蜜蜂、飛び交う小鳥などが生き

生きと表現される。そして神への感謝を声高らかに歌い曲は高まっていく。後半、マエストーソ、変ロ長調

(2/2)に転じ、オーケストラが力強く鳴りわたり、「永遠にして、全能の、寛大なる神よ」と合唱の呼び掛けに

始まり、合唱を交えた優美な三重唱ポコ・アダージョ(3/4)となって、神への感謝が歌われる。その後アレグ

ロ(4/4)に転じて、神を讃える壮大なフーガに発展し、輝かしく「春」は結ばれる。 

 

 

 

「晩鐘」ミレー 

[譜例 1] 

「仕事に出かける人」 

    ミレー 

曲目紹介 
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「夏」Der Sommer   

Nr. 6a 序奏 アダージョ、ハ短調、（4/4）と レチタティーヴォ（ルーカス、シモン）  
日の出前の、もの憂い雰囲気をかもしだす半音階に満ちた序奏。 

「灰色のヴェールをかぶって」陰気なフクロウとともに夜が消え去る情景をルーカスが語る。ハ長調に転じ朝

日の光が強くなる描写の中、オーボエが奏でる鶏の鳴き声を交えながら、シモンが夜の明けたことを語る。 

   Nr. 6b アリア（シモン） アンダンテ、ヘ長調、（6/8）と レチタティーヴォ（ハンネ） 

「陽気な羊飼いが、今」ホルンのソロが角笛を描写、羊の群れを追いながら日の出を待つ羊飼いの姿をシ

モンが歌う。日の出の輝きと呼応するようにイ長調に変化していき、空が赤く染まる朝焼けの光景をハンネ

が語る。 

Nr. ７ 三重唱（ハンネ、ルーカス、シモン）と 合唱 ラルゴ、ニ長調、（4/4） 

「昇ってくる、太陽が、」三重唱が半音階の上昇音型によって日の出を描写[譜例2]。アレグロに転じ合唱が 

光り輝く太陽への賛美を力強く歌い、三重唱と合唱が創造主への感謝をくり広げる。アンダンテ（3/4）の短 

い三重唱の後、さらにアレグロ（4/4）となり、メリスマを多用した合唱と重唱による自然への感謝が高らかに 

歌いあげられる。 

 

 

      

 

  

 

 

陽の賛歌、神への感謝が高らかに歌いあ譜例[２]                        Nr. 8a  レチタティーヴォ（シモン） 

「今、すべてのものがあちこちで動き回る」シモンが畑で働く農民の仕事ぶりを語る。 

Nr. 8ｂ レチタティーヴォ（ルーカス） 

「真昼の太陽は今、赤々と燃えさかり」ルーカスが大地に激しく照りかえる真昼の太陽の光景を語る。 

Nr. 8ｃ カヴァティーナ(ルーカス) ラルゴ、ホ長調、（4/4） 

「強い力に自然も耐え切れず」弦楽器主体のオーケストラが弱音に終始し、中音域までしか使われないテ 

ノールの独唱で、厳しい暑さに生気を失いすべての自然が地上にうち伏している様を歌う。 

   Nr. 9ａ レチタティーヴォ（ハンネ）   

「おお嬉しい、今、暗い森は」太陽を避けて入り込んだ森の描写。木々の囁き、小川 

のせせらぎ、昆虫の羽音などが描かれ、涼しい木陰が憩いの場であると語る。羊飼 

いが吹く笛の音をオーボエが響かせる。  

Nr. 9ｂ アリア（ハンネ） アダージョ、変ロ長調、（3/4） 

          「感覚にはこよない蘇生」葦笛を模した心地よいオーボエの伴奏とともに、ゆったり 

としたテンポで始まり、暑い夏のオアシスとなる木陰や、涼しい微風に身も心も生き 

返る有様が歌われる。後半アレグロ・アッサイ（4/4）に速め、華やかなコロラトゥーラ 

を織り込んだ旋律によって、生気を取り戻した歓びの感情が爽やかに歌いだされる。 

Nr.10a  レチタティーヴォ（シモン、ルーカス、ハンネ） 

「おお、見よ、蒸し暑い大気の中からまきおこり」刻々と変化する空、迫る嵐の恐怖を描写的なオーケストラ

伴奏を従えて、３人の独唱者が語っていく。 

Nr.10b 嵐の合唱 アレグロ・アッサイ、ハ短調、（4/4）と 三重唱（ルーカス、ハンネ、シモン） 

        「ああ、荒天が近づく。天よ我らを助けたまえ」フルートによる稲光で始まり、激しい嵐の光景と人々の恐怖 

そして天への祈りが歌われる。描写的手法を駆使し自然の脅威を際立たせるオーケストラ、単旋律と多旋

律を融合させた密度の高い合唱は聴きどころである。「たれ込めた雲は切れて」アレグレット、ヘ長調（2/4）

嵐が去り美しい夏の夕暮れとなる。鶉のさえずり、こおろぎや蛙の鳴き声を模倣する伴奏をしたがえて、３

人の独唱者が代わるがわる田園の夕暮れを歌っていくと、教会の鐘が、８回ホルンに託されて奏でられる。

その後アレグロ・モデラート、変ホ長調（3/4）となり、セレナード風な管楽器群のソロが満天の星空を表すな

か、短い三重唱に続き、合唱で夜の訪れと眠りへの誘いが歌われる。 

         

 

 

「木陰に座る羊飼いの少女」

ミレー 

[譜例 2] 
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    「秋」Der Herbst                 

Nr.１１  序奏 モデラート、ト長調、（3/4）と レチタティーヴォ(ハンネ、ルーカス、シモン) 

序奏は付点リズムを多用したメヌエット風の音楽で、豊かな収穫を得た農民の喜びを表現している。 

「花によって春がまず約束したもの」と３人の独唱者が農夫の活気に満ちた姿を語っていく。 

Nr.１２  三重唱（シモン、ハンネ、ルーカス）と 合唱 アレグレット、ハ長調、（4/4） 

「こうして自然は、勤勉に対して報いる」すべての幸せの源となる勤勉への賛美が、独唱、重唱、合唱に 

よって華やかに繰り広げられる。後半は応唱を伴うコラール風音楽で、中間部にテンポを速めた（ピゥ・アレ

グロ）フーガが展開する。「おお勤勉よ、おお気高い勤勉よ」と意欲に満ち疲れを知らぬ人間の勤勉さ、 

その精神を賛美する中に、神への心からの感謝が込められる。 

Nr.１３ａ レチタティーヴォ（ハンネ、シモン、ルーカス） 

「ほら、あそこのはしばみの繁みの方に」三人の独唱者が、果物を取り入れる若 

者と娘たちの楽しげな姿を語る。 

Nr.１３ｂ 二重唱（ルーカス、ハンネ） アレグレット、変ロ長調、（2/4） 

「君たち町のきれいなお嬢さん、こちらにきて」町と田園の生活を対比させつつ 

誠実な若い農夫ルーカスと、素朴で健康な村娘ハンネが永遠の愛を誓い歌う。 

田園社会の愛に相応しく田舎の舞曲風旋律で魅惑的に歌われ、後半の二重 

唱はアダージョ（3/4）、アレグロ（2/4）という２段階のテンポ変化を伴い、二人 

の愛の高まりを描く。 

Nr.１４ａ レチタティーヴォ（シモン）  

「裸にされた畑が示すのは」鳥や獣が畑を荒らす有様と、狩りに臨む農夫の心意気が語られる。 

Nr.１４ｂ アリア（シモン） アレグロ、イ短調、（4/4） 

「見よ、この広い野辺を」猟犬を従えて鳥を射落とす光景が描写的に繰り広げられる。獲物を求めて草原を

注意深く歩むさまが低音で表現され、その後２回のピゥ・モートによるテンポ変化で、獲物を見つけてひた

走る猟犬の様子を表す。後半イ長調に転じ、猟犬が「近づく敵から逃れんとして」舞い上がる鳥を追う様を、

ヴァイオリンがスピード感を出して表すなか、ティンパニーの一撃により、鳥が打ち落とされたことを描写る。 

Nr.１５ａ レチタティーヴォ（ルーカス） 

「こちらは勢子がしっかりと環をつくり」兎が猟師や犬に追われて逃げ惑う、兎狩りの光景が語られる。 
  ＊勢子（せこ）：狩猟の時、声をあげ鳴り物を鳴らして鳥獣を追い立てる人。 

Nr.１５ｂ 合唱 ヴィヴァーチェ、ニ長調、（6/8） 

「聴け、あの森で響きわたる、騒がしい物音を」狩りの角笛を模したホルンが高らかに鳴り響くと[譜例 3]、村

中の人々が参加する勇壮な鹿狩りの合唱が始まる。半音高い変ホ長調になるといよいよ鹿狩りが終盤にな

っていく様子がうかがえる。狩人たちの勇ましい掛け声とともに、猟犬と一団となって鹿を追い詰める様子、

やがて狩人たちが鹿を射止めて勝ち誇り、喜びに沸く声などが描かれる。数本のホルンとトロンボーンも起

用して、スペクタクル風な狩りの光景が描写的手法を交えて、生き生きと繰り広げられる。 

 

                  

              

 

 

Nr.１６ａ レチタティーヴォ（ハンネ、シモン、ルーカス）  

「葡萄のつるには今」農民が葡萄を摘み、楽しげに葡萄酒造りに精を出す光景を三人の独唱者が語る。 

Nr.１６ｂ 合唱 モルト・アレグロ、ハ長調、（4/4） 

「それ、それ、葡萄酒だ」豊年を葡萄酒で祝う農民たちのにぎやかな合唱[譜例 4]。後半からアレグロ・アッ

サイ（6/8）に転じ、民族舞曲風のリズムになるとトライアングルやタンバリンも加わり、さらに喜びに沸き返る

様子が描かれる。ト長調に転じると拍子が変則的になり、酔いがまわってきた感じが表現され、その後のハ

長調では拍子が戻って酒盛りも最高潮に達する。「酒を称える歌、声高らかに歌おうよ」と葡萄酒への賛歌

を歌い踊り、歓喜のうちに「秋」が終わる。（歌詞の中に「Juchhe!Juchhe!」という言葉が何回も出てくるが、「それ、それ」

という囃し言葉。「Heisa!Hopsa!」はモーツァルトの「魔笛」、パパゲーノのアリア｢わたしは鳥刺し｣にも出てくる言葉で、ドイツ

語でも「ホイサッサ」というような掛け声のようである。） 

 

- 

 

 

[譜例 4] 

[譜例 3] 

「エラニーでのリンゴ狩り」 

  カミーユ・ピサロ 

 

 

    カミーユ・ピサロ 

「エラニーでのリンゴ狩り」 

  カミーユ・ピサロ 

 

 

    カミーユ・ピサロ 

Juch - he!  Juch - he!      der Wein ist   da; 
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 「冬」Der Winter  

Nr.1７  序奏 アダージョ・マ・ノン・トロッポ、ハ短調、（4/4）と レチタティーヴォ（シモン、ハンネ） 

冬の到来を暗示するように、濃い霧を描写する序奏が静かに始まる。 

「今、蒼ざめた 1年が沈み行く」冬の情景をシモン、ハンネがそれぞれに語る。ラルゴ、ヘ長調、（2/2）のカ

ヴァティーナに転じ、ハンネが「光と生命が弱まり」とこれからの長く暗い冬の日々を思って歌う。大いなる自

然の移ろいを受け入れるかのように旋律は穏やかで美しい。 

Ｎｒ.18a レチタティーヴォ（ルーカス） 

「広い湖は枷をはめられたように、横たわり」雪の夜道をさまよい歩く旅人の様子を通して、冬の自然界の荒

涼たる様が語られる。 

   Ｎｒ.18b アリア（ルーカス） プレスト、ホ短調、（4/4） 

「ここで旅人は立ち止まる」プレストで始まり、旅人の不安に駆られる心の動きや道を探してあちこちさ迷い

歩く様が、方向の定まらぬ転調、半音階の多用とスタカートを交えて表現される。やがて疲れ果て力尽きる

旅人の様子が下降音型で消え入るように歌われる。突然のフォルテによって、灯りを見出したことが示され、

そして生き生きとしたアレグロ、ホ長調（2/2）に転じ、元気を取り戻した旅人が足取り軽く小屋へ向かう場面

が歌われる。 

   Ｎｒ.19a レチタティーヴォ（ルーカス、ハンネ、シモン） 

「小屋に近づくにつれて聞こえてくるのは」旅人がたどり着いた暖かい小屋の中の情 

景。楽しげに手仕事をしながら夜を過ごす村人の様子を３人がそれぞれに語る。 

Ｎｒ.19b 合唱付きリート（合唱、ハンネ） アレグロ、ニ短調、（6/8） 

「ころころ、からから、ころころ」女声合唱が、糸車の廻る様子を上下に弾む印象深い 

リズムとメロディー[譜例 5]で繰りかえし、それを受けてハンネが、この糸で織られた 

ヴェールを身にまとう姿を思い浮かべつつ、喜びに胸を弾ませ歌う。最後は「中身は 

無垢で見た目も純白」と娘を称える合唱となる。 

 

 

Ｎｒ.20a レチタティーヴォ（ルーカス） 

「亜麻は紡がれ糸車ももう停まった」仕事が一段落し、村人たちがハンネの話に耳を傾ける様子を語る。 

Ｎｒ.20b 合唱付きリート（ハンネ、合唱） モデラート、ト長調、（4/4） 

「名誉を尊ぶある娘が」ハンネが面白おかしく、賢い村娘と貴族の騎士の物語（F.ヴァイセが J.A.ヒラーの「田舎

の恋」のために書いた台本から取られている）を語り、合唱が愉快に合いの手を入れる。オペレッタ風な笑い声が

繰り返されつつ楽しく歌い終わる。長い退屈な冬の夜にも楽しみを見出す、素朴な村人たちの一夜がユー

モラスに描かれている。 

Ｎｒ.2１ａ レチタティーヴォ（シモン） 

「荒れ果てた東から厳しい氷の風が」迫り来る冬の脅威を語る。 

Ｎｒ.21b アリア（シモン） ラルゴ、変ホ長調、（3/4） 

「愚かな人間たちよ、見よ」冬を人生の終わりに重ね合わせ、厳しい自然に翻弄される人間の営みを歌う。

やがてアレグロ・モルト（2/4）へと移行し、かつての若く輝かしい日々を懐かしむ心情を「あの至福の日々は

いずこへ」と歌う。迷いを残すかのように変ロ音でアリアを歌い終わり、レチタティーヴォ「高潔な徳のみがと

どまって、私たちを導く」に移行する。 

Ｎｒ.22  三重唱（シモン、ルーカス、ハンネ）と 二重合唱 アレグロ・モデラート、ハ長調、（4/4） 

「こうして偉大な朝が明ける」トランペットとティンパニーが高らかに鳴り、シモン、ルーカスが永遠の生への

解放を歌う。二重合唱と三重唱が「その扉を通ってよいのは誰？」「悪しきを避け、善を成した人」と、神の

国へと至る希望と確信を対話形式で歌ってゆく。やがて二重合唱は「おお、神よ！その手で我らを導きた

まえ」と歌うメリスマを多用した４声の輝かしいフーガに移行し、高らかな「アーメン」で終わる。 

 

 

 

参考文献  アイヴォー・ボルトン「四季」ＣＤライナーノート解説 安田和信/「ハイドンの復活」中野博詞著 春秋社 

「ハイドン 106の交響曲を聴く」井上太郎著 春秋社 

「ハイドン」作者別名曲ライブラリー音楽之友社 

 

「糸紡ぎ」ミレー 

[譜例 5] 
 

（ソプラノ：天野美才子、粂定子、山田和子、アルト：三浦松子） 

＊ビュルガーの詞より取材された民謡調の歌 
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