
 

 

 

 

 

 

 

 

【ドヴォルザークと音楽について】 

ドヴォルザークは音楽的な才能には恵まれていたが、決して早熟な天才ではなかった。音楽家になるための教育はプラハ

のオルガン学校ですべて終わりだった。18 歳でオルガン学校を卒業したものの、すぐにオルガニストとしての就職口が得られ

るわけではなかった。ある教会のオルガニストの席をねらって受験したが結局「演奏は悪くないが、まだこのポストを与えられる

『徳』が足りない」という理由で落ちてしまった。音楽家として成功したいと思っていた彼はプラハに留まり、小さな楽団でヴィオ

ラ奏者としてわずかな収入を得るしかなかった。生活の糧を得るためピアノの家庭教師などをして忙しく過ごしていた。そんな

中でも、彼はワーグナーのオペラやハイドン、モーツアルト、ベートーヴェンなどの交響曲を自分なりに分析し、研究していた。

常に自己に厳しい努力家であった。 

 作曲活動はオルガン学校在学中から習作は行っていたが、24歳の時「交響曲第 1番」「交響曲第 2番」を書き作曲家として

の人生をゆっくり、誰にも知られずに歩み始めた。「第 1 番」はドイツのコンクールに提出するが受賞することはなかった。彼が

作曲家として認められるようになったのは 32 歳のとき「賛歌〈白山の後継者たち〉」が成功した時であった。この間彼はずっと

作曲を続けていたがその多くを気に入らないと破棄してしまっていた。 

 彼はまた、オペラの作曲にも力を注いだ。『国民を楽しませるためにはオペラが最もふさわしい音楽形式だ。オペラは幅広

い階層の人々に聞いてもらえる…』と彼は述べている。1870 年（29 歳）、第１作「アルフレート」を皮切りに 11 作（2 作、3 作は

同じ台本に全く異なった曲をつけた）のオペラを作曲したが今日でも上演されるのは第 10作の「ルサルカ」だけで、あとはほと

んど上演されることはない。これは彼の台本選びにもあった。チェコ語にこだわったことと、台本がすぐれていなかったことだと

言われている。 

肉屋の息子に生まれ貧しい生活の中から自分で一つ一ついろいろな知識を求め身につけていった。そして、立派な芸術

家として認められてからも決して自分が貧しい出身であることを恥じることなくまた、常に自分を民衆のレベルに位置づけ、決

して傲慢にならなかった。彼の音楽は独自性や個性に満ちているだけでなく誰が聞いても理解できるような音楽であるといえ

るのではないでしょうか 
 

【チェコ語の名字について】 

 チェコでは男性用の名字と女性用の名字が少し異なる。女性用の名字はいつも男性の名字に「オヴァー」という語尾がつく

か「アー」という語尾に変わる。例えば、ドヴォルザークはドヴォルザーコヴァー。チェルマークはチェルマーコヴァー。チェル

ニーはチェルナー。ですからアントニーン ドヴォルザークはチェルマーク家の娘アンナ チェルマーコヴァーと結婚したので

ある。                                                          【生涯班： Ａ．鵜飼】 
 

【エピソード】 

♦ ドヴォルザークは毎日同じ鉄道を利用しており、その列車が奏でる走行音を楽しんでいた。

しかしある日、いつもと微妙に違う走行音が聞こえたため、ドヴォルザークが車掌にその旨を

伝えたところ、車両から故障個所が見つかった。彼が鉄道ファ

ンであることと、鋭い聴力を持つことが列車事故を防いだ。 

♦ １８８４年、ドヴォルザークが建てたヴィソカーの別荘に鳩舎を

造り、鳩の飼育も大きな楽しみのひとつであり、そのことをいつもうれしそうに話していたという。ま

た、知人の招きで食事に出かけたところ、鳩料理を出され、憤然として席を立ち帰ってしまったと

いう。                                          【生涯班： Ｓ．矢口】 

《参考文献》  「ドヴォルジャーク」 内藤久子著 （音楽之友社）  /  ドヴォルザーク関連Ｗｅｂ．検索 
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ヴィソカーの別荘で鳩と戯れる 

ドヴォルザーク 

ドヴォルザークが大好きだった 

当時の蒸気機関車 
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■ ドヴォルザークが渡米した頃のアメリカ 

 ・アメリカの発展と安定回復に向けて 

１８９２年ドヴォルザークが渡米した頃のアメリカは、農業国から世界第一の工業国への転換期だった。鉄道建設を足がか 

りに経済成長著しく、巨大な独占企業（それらの巨頭に鉄鋼王カーネギーや石油王ロックフェラー、金融資本家モルガン

などがいた。）が出現するが、やがて政治の腐敗を生むこととなった。また以前からの農業不況、急増する移民、鉄道網の

行き過ぎた拡大、労働運動、人種問題そして１８９３年からは深刻な恐慌が始まり、アメリカ社会の秩序と安定が脅かされ危

機感が高まっていた時代でもあった。その９３年にはグロバー・

クリーブランド（民主党）が２４代アメリカ合衆国大統領に就任し

ている。（２２代目にも就任しており、唯一大統領を２回経験し

た。） 

打開策としてひとつは海外への経済進出で、ハワイやフィリ

ピンの領有、中国に対しての門戸解放宣言など国内の体制

的危機回避が図られた。セオドア・ルーズヴェルトの大海軍建

設、日露戦争（１８９４年～９５年）への介入、パナマ運河地帯の

獲得（１９０３年）など世界への拡大政策は、発展と安定を回復

する道としてアメリカ帝国主義となっていった。 

もうひとつは国内改革で、市政の浄化と合理化を中心に進

められた改革は、各地の州政改革へと拡大していった。腐敗

政治、大資本の横暴、人種問題など多様な問題が山積してい

た。それらに対して民衆の直接の政治参与、鉄道などの公共

的企業に対する規制、婦人参政権運動、婦人・小児労働の保

護立法そして都市スラムと取り組んだ社会事業など、様々な

出身の人々によって改革運動が展開されていった。 

・その頃の音楽事情 

ドヴォルザークがアメリカに渡った当時、ニューヨークは  

アメリカの音楽の中心地だった。メトロポリタン歌劇場では 

ヨーロッパのオペラが上演され、またニューヨーク・シンフォニー・ソサエティーやニューヨーク・フィル、ボストン交響楽団が

活躍し、数多くの合唱団がオラトリオを歌っていた。演目はドイツの古典派とロマン派のも

のがほとんどだったが、ドヴォルザークの作品のいくつかはニューヨークですでに知られ

ていた。しかし、アメリカ独自の芸術音楽というものはまだ存在せず、アメリカ国民音楽創

立に向けて音楽教育、特に作曲分野を充実し若い音楽家を養成するため、ジャネット・サ

ーバー夫人によってナショナル音楽院（当時として珍しく人種差別がなかった）が創設さ

れた。彼女はメトロポリタン歌劇場に対抗して、アメリカ人作曲家による英語のオペラ上演

を行うことが夢だった。そしてアメリカでもすでに高名な作曲家として知られていたドヴォル

ザークに白羽の矢が立ったのだった。  

民衆の間ではゴスペルやブルース、ジャズ、ラグタイム、ブギウギ、チャールストン、そしてミュージカルなどが誕生して

いる。19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、ロシアや東ヨーロッパなどから迫害を逃れて多くのユダヤ系移

民がアメリカにやってきたが、アメリカの音楽界での彼らの活躍はめざましいものがある。ガーシュインもバーンスタインも彼 

らユダヤ系移民の子孫で、ともにミュージカルの世界で活躍した。 

ドヴォルザークはアメリカ国民音楽の創始者になることはなかったが、ドイツを規範とする傾向が強かった当時のアメリカ

作曲界に、国民音楽の潮流を生み出したことは間違いない。              【時代背景班： Ｓ．天野】 

                                          

 

旧メトロポリタン歌劇場の内部 

《参考文献》 「ドヴォルザーク」 クルト・ホノルカ 岡本和子訳 音楽之友社 / ドヴォルザーク関連Ｗｅｂ．検索 

「世界歴史シリーズ 合衆国の発展」 世界文化社 

 

ヨーロッパからの移民 
1890年代にはイタリア、ブルガリア、ポーランド、

ギリシャ、ロシアからの移住者が増加し、その数 600

万人以上になった。 

船でヨーロッパからアメリカに 

渡ってくる移民達が最初に上 

陸するのがニューヨーク港で、 

1892年から 1943年の間は E 

llis Island と呼ばれる 

島が玄関口だった。 

ここでアメリカ政府に 

対して身分証明書類 

を提出すると同時に 

健康診断を受けた。 

1日に 5000人以上の移民達がこの Ellis Islandを通

過することがあったという。ドヴォルザーク一家が入

国した時も、たぶんここを通ったと思われる。その後

アメリカ市民たちの職を脅かしたり、貧困や犯

罪を持ち込むのではないかという懸念がアメリ

カ市民の間に広がり、政府は移民の入国を管理

する法律を制定することで、移住を制限するよ

うになった。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1893%E5%B9%B4


 

 

 

 

 

 

 

続唱は sequentia（セクエンツィア）の日本語訳です。「ミサ」はローマ・カトリック教会の礼拝集会の通称で、もともとは

「最後の晩餐」を模した式から発展したものです。時代とともにミサのテキストや形式がととのえられてきましたが、やがて

定められた式文だけでは信者の願いや気持ちに応えきれず、あらたに詩や旋律を書き加えることが流行します。それら

のなかの、ミサの式次第の中間あたりに歌うアレルヤ唱（歓喜や感謝の叫びを表わす）に「続いて」用いられたものが「続

唱」と呼ばれました。中世後期にはローカルな詩と曲を含め数千曲が作られました。私たちが知っている死者のためのミ

サ「レクィエム」の Dies irae（怒りの日）や、「アヴェ・マリア」をはじめ数々のマリア讃歌なども続唱のひとつなのです。 

高まるマリア崇拝のなか「聖母のあわれみを記念するミサ」が新たに設けられると、「スターバト マーテル」も１５世紀末、

ミサの続唱に採用されました。そして以後さまざまな曲がつけられてきたのです。次々に続唱ができていったのですが

やがて、内容が教義から逸脱しているとしていったん典礼からほとんどが排除されます。しかし人気は衰えずイタリアを

中心に歌われ続け、スターバト マーテルのように後に復活したものもありました。 

 

 

 

Ｓｔａｂａｔ Materは、ヨハネ福音書の Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus Maria  

Cleophae, et Maria Magdalene （イエスの十字架の傍らにはその母と、母の姉妹でクロバの妻マリアと、マグダラのマリア

が立っていた）からとられたもので、母は小文字の materでした。そして dolorosa (悲しみ) という表現もありません。しか

しこの詩の作者はそこに極めて人間的な心情を込めマリアに熱烈に共感したのです。さらに Mater と聖母を表わす大

文字を用いました。人間として共感しつつ崇拝の対象ともしたのです。 まず Stabat と、最初に言うことによって聖母マリ

アが凛として悲しみに耐える姿が鮮明に描かれます。現代の私たちでさえ胸打たれます。まして当時の人びとは深い感

動をおぼえたことでしょう。 

 また、Fac （～させてください）という言葉がたびたび出てきますが、これは聖母の苦しみ痛みをともにさせてくださいと

真情を吐露するもので、マリアに向かって迫るように呼びかけています。Facは、この詩全体に流れる宗教観を表わすキ

ーワードといってもよいでしょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作品班： Ａ．三浦】 
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深読み「スターバト マ―テル」 

★ 「スターバト マーテル」 の詩は、ミサの続唱に用いられたことによって後世に伝わったのですね。

ところでミサの続唱ってなんですか？ 

★ この詩が人気を博した理由ついて考えてみましょう。 

 

「スターバト マーテル」 の パロディを発見！ 

   １５世紀ごろ書かれたもので、イエスが誕生したときのマリアの喜び

を描いて「悲しみの聖母」と対をなす内容になっています。 

 

Ｓｔａｂａｔ Ｍａｔｅｒ ｓｐｅｃｉｏｓａ      美しい御母は立っていた、 

ｊｕｘｔａ ｆｏｅｎｕｍ ｇａｕｄｉｏｓａ     おさな子が眠っているあいだ。 

dum jacebat parvulus,         飼葉桶の傍らで喜びにみちて、 

Cujus animam gaudentem          喜びはずむその魂を、 

Laetabundam et ferventem         嬉しさにわく魂を 

pertransivit jubilus.            歓喜が貫いていた。 

フィリップ・シャンパーニュ 

「イエス生誕」 

 

 

今回は「スターバト マーテル」の詩

について調べてみました。 

 

《参考文献》 「宗教音楽対訳集成」 国書刊行会 

 



 

 

出会いとは不思議なものである。もしドヴォルザークがブラームスに出会っていなかっ 

たなら、作曲家として世に出るまでにはもっと時間がかかったことだろう。ドヴォルザーク 

がオーストリアの国家奨学金に応募した事、審査員の一人がブラームスだったことの僥 

倖を思わずにはいられない。ブラームスはドヴォルザークの才能に惚れ込み、また人柄 

に魅せられたのであった。 ここでとっておきの秘話を紹介したい。 

シューマン夫妻の第 7子であるオイゲーニエ・シューマンの回想に出てくる話である。そのまま引用しよう。 

｢・・・次はドヴォルザークで、彼には温かい評価をしていた。ドヴォルザークを見出したのはブラームスだったといえ

る。ブラームスは母（クララ）にドヴォルザークの音楽を好きにさせようと躍起になったが、だめだった。少女時代に

ベッリーニを擁護し、スタンデール・ベネットを評価せず父（シューマン）と対立したように、母には母の判断基準が

あり、意を異にしたのだ。ブラームスの計らいで、ドヴォルザークの作品が出版社から大量に届けられた。母は、連

弾作品はブラームスと二人で演奏し、それ以外の作品にも念入りに目を通していた。親しき友に 1 曲でも賛同でき

たら、嬉しかっただろう。ところがそんな作品はほとんどなく、そのことを率直にブラームスに語っていた。・・・」 

私はクララを恨み、ブラームスの友情に涙を浮かべるのである。           【時代背景班： Ｂ．池田修平】   

《参考文献》 『ブラームス回想録③ブラームスと私』 音楽之友社 

 

 

《参考文献》 『ブラームス回想録③ブラームスと私』 音楽之友社 

 

 

３５年前に体験した出来事ですが、取引先の輸出業者に誘われてフィリピン・ミンダ

ナオ島サンボアンガに遊びに行きました。 

バンガというアウトリガーのカヌー２隻に、私ども８人が乗って２キロ沖合のサンタク

ルス島でシュノーケリングをしようと準備をしていると突然、自動小銃を持ったフィリピ

ンの軍人３人が乗り込んできました。 

島に到着すると、軍人たちは海岸を背にして、森に向かって時々威嚇射撃を始めまし

た。森の方からも、時折反撃の銃声が聞こえました。ホテルからメイドが持ち込んだ昼食

をはさんで、３時間位の滞在でしたが、自然の美しさとは裏腹に、生きた心地がしません

でした。ここでは日常的に起きる出来事のようで、直接の原因はフィリピンでは少数派の

イスラム教徒の就職口がない為の抗議行動らしく、それにアブサヤフというイスラムの過

激テロ集団が、同調してこの島の森に潜んで抵抗しているとのことでした。しかしこの国

では英語がしゃべれないと、宗教宗派に関係なくほとんど就職口はないのです。この争いの根底には、キリスト教（フィリピン

はカトリック教国）とイスラム教の宗教感情の根強い対立があるようです。 

私たち信仰心の薄いほとんどの日本人には理解できないことが多いのですが、信仰とは、自分の総てであり憧れや生き甲

斐でもあり、どんな些細なこと(我々にはそう思われること)でも、少しも譲ることができないものなのです。現在でもこの対立は

変わってないようです。 

世界中で起きている紛争も、宗教の対立からといっても過言ではないのです。宗教関連の記述をする人は、争いごとを避

けるためにも、特別な配慮が必要だと思います。たとえ少数派といえども、自分と違った想いを持つ人の気持ちも大切にしな

ければなりません。  

信仰心の強い人と向き合っていると、理解できない面も沢山あるけど、社会のしがらみに押し流されて生きがいを見いだせ

ないままの自分と照らし合わせると、なぜか羨ましくなります。 

ドヴォルザークは“スターバトマーテル”を、当時でも教会のミサ聖祭の典礼でしか使われないラテン語にこだわって作曲し

たことからも、熱心で一途な信仰心を感じます。信仰に生きることができる人は、凄く幸せな生き方をしているのではないかと

思います。                                                    【作品班： Ｂ．岡嶋 恒夫】 
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コラム 

バンガ（カヌー） 

サンボアンガ・サンタクルス島 

コラム 

信仰と宗教感情 

 

ブラームスの友情 
 

ブラームス ３７歳頃の 

ドヴォルザーク 
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