
ベルリオーズは、幻想交響曲を演奏するに当たっては、彼が著した “プログラム”を、演奏会場で配布するように指示しています。 

プログラムには、1845 年版のスコアに記載されたものと、1855 年のものの２版がありますが、後者は、本作の続編である「レリオ」

を同時に演奏することを念頭に改訂されているので、本作を単独で演奏する場合は、前者を採用するのが妥当とされています。 

両者の最大の相違は、前者では、阿片による服毒自殺を図ったのが第 3 楽章と第 4 楽章の間で、第 1～3 楽章が現実、第

4，5 楽章が幻覚であるのに対し、後者では、最初に阿片を服用し、曲の全てが幻覚であると設定されていることです。（ちなみ

に 1855 年版には、「幻想交響曲を単独で演奏する場合には、全文を配布する必要は無く、各楽章の表題だけ記載すれば良

い」と指示されています）。 

今回の演奏会では、会場で配布するプログラムでは誌面の制約で全文の掲載は行いませんが、参考として、この場(当団ホー

ムページ)を使って、1845 年の版を掲示します（原文はフランス語。自動翻訳を利用しているため、ぎこちない文章になっている

ことは、ご寛恕下さい）。 

 

Louis Hector Berlioz    ルイ=エクトル・ベルリオーズ  

Symphonie fantastique Op.14  幻想交響曲 作品 14    

Épisode de la vie d'un artiste  ある芸術家の生涯におけるエピソード 

Symphonie fantastique en cinq parties  5 楽章の幻想的な交響曲 

 （訳注：作曲されたのは 1830 年、ベルリオーズ 26 歳） 

（訳注：fantastique は、幻想的な、怪奇幻想の、といった意味があるが、音楽形式としての fantaisie(フ

ァンタジー、幻想曲)を兼ねているとも言える。幻想曲は、形式(例えばソナタ形式など)に縛られない、

自由な発想の音楽である。“Symphonie＝交響曲”と称しながら、ハイドンーモーツァルトーベートーヴ

ェンと構築されてきた交響曲という絶対音楽の形式から、半ば足を踏み外している本作は、“交響曲風

の幻想曲”とも言えよう。） 

 

I. Rêveries-Passions  第 1 楽章 夢-情熱       

II. Un bal   第 2 楽章 舞踏会       

III. Scène aux champs  第 3 楽章 野の情景       

IV. Marche au supplice  第 4 楽章 断頭台への行進    

V. Songe d'une nuit du sabbat 第 5 楽章 サバト（魔女集会）の夜の夢 

（訳注：第 5 楽章には、曲中にも以下のように表題が付されている。 

  Songe d'une nuit du sabbat： サバトの夜の夢 

  Dies Irae： 怒りの日 

  Ronde du sabbat： サバトのロンド（輪舞） 

  Dies Irae et Ronde du sabbat ensemble： 怒りの日とサバトのロンドの合一） 

（訳注：“Songe d'une nuit du sabbat”は“ワルプルギスの夜の夢”と訳されることもあるが、“ワルプルギ

スの夜(Walpurgisnacht)”はドイツ語なので、“サバト（sabbat）=魔女集会”の直訳としては適切ではな

い。しかしながら、ベルリオーズはこの時期、ゲーテのファウスト(ファウスト第一部は 1808 年の発表)

に強い影響を受けており、ファウストにはずばり“ワルプルギスの夜の夢”という場面もあるので、意訳

としてはむしろ妥当かもしれない） 

（訳注：“ワルプルギスの夜(Walpurgisnacht)”とは、ドイツでは 4 月 30 日の日没から 5 月 1 日未明に

かけての夜を指し、魔女たちが中央ドイツ北部にあるハルツ山地のブロッケン山で大規模な祭りを催し

て、春の到来を待つという、言い伝えがある。） 

 

 



Symphonie Fantastique:  Le programme de la symphonie 

幻想交響曲： 交響曲のプログラム 

(訳注：初版(1845 年)のスコアに掲載されたプログラム) 

 

Avertissement 

    Le compositeur a eu pour but de développer, dans ce qu’elles ont de musical, différentes situations de la vie 

d’un artiste. Le plan du drame instrumental, privé du secours de la parole, a besoin d’être exposé d’avance. Le 

programme* suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d’un opéra, servant à amener des morceaux de 

musique, dont il motive le caractère et l’expression. 

 

    *La distribution de ce programme à l’auditoire, dans les concerts où figure cette symphonie, est indispensable 

à l’intelligence complète du plan dramatique de l’ouvrage. [HB] 

 

前書き 

作曲家の目的は、芸術家の人生のさまざまの状況を、音楽的な要素で詳説することです。言葉の助けを受けら

れない、器楽によるドラマの筋書きは、事前にそのプランを説明する必要があります。したがって、次のプログ

ラム＊は、オペラの台詞の言葉のように考慮され、そのキャラクターと表現が、音楽の各部分に動機づけられる

ためのものです。 

 

＊この交響曲が演奏されるコンサートでは、このプログラムを聴衆に配布することが、作品の演劇的な筋書

きの完全な理解に不可欠である。[HB(エクトル・ベルリオーズ)注] 

 

 

Première partie 

Rêveries, passions 

 

    L’auteur suppose qu’un jeune musicien, affecté de cette maladie morale qu’un écrivain célèbre appelle le vague 

des passions, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de l’être idéal que rêvait son 

imagination, et en devient éperdument épris. Par une singulière bizarrerie, l’image chérie ne se présente jamais à 

l’esprit de l’artiste que liée à une pensée musicale, dans laquelle il trouve un certain caractère passionné, mais noble 

et timide comme celui qu’il prête à l’objet aimé. 

 

    Ce reflet mélodique avec son modèle le poursuit sans cesse comme une double idée fixe. Telle est la raison de 

l’apparition constante, dans tous les morceaux de la symphonie, de la mélodie qui commence le premier allegro. Le 

passage de cet état de rêverie mélancolique, interrompue par quelques accès de joie sans sujet, à celui d’une passion 

délirante, avec ses mouvements de fureur, de jalousie, ses retours de tendresse, ses larmes, ses consolations 

religieuses, est le sujet du premier morceau. 

 

第 1 部 

夢、情熱 

 

作者は、有名な作家が情念の迷走と呼ぶこの内面の病の影響を受けた若い音楽家が、彼の想像力が夢見た理想



の魅力をすべて備えた女性に、狂ったように恋に落ちる、と想定します。奇妙なことに、芸術家の心には、愛す

る人のイメージが、楽想を伴って現れます。彼は、愛する対象に、情熱的でありながら、高貴で慎ましやかなキ

ャラクターを見出します。 

 

彼女の姿と、それを反映した旋律は、絶えることなく、二重のイデー・フィクスとして彼を追いかけます。こ

れが交響曲のすべての楽章に、最初のアレグロの旋律が出現する理由です。彼は、憂鬱な思いの状態から、疑い

のない喜びによる中断を経て、妄想的な情熱に至り、怒りを覚え、嫉妬し、優しい気持ちに戻り、涙し、宗教的

慰めを得たりする、これが最初の楽章(第一楽章)のテーマです。 

（訳注：第一楽章冒頭の旋律は、少年時代に作曲し、のちに破棄した“恋歌（ロマンス）”をそのまま使

用している） 

（訳注：“イデー・フィクス”は固定観念、固定楽想と称される。本作では恋人を示す旋律） 

（訳注：“イデー・フィクス”は、後のワーグナーの“ライトモチーフ（主導動機）”や、フランクの“循環

形式”へとつながるものだが、まだ、曲全体を強力に統一する革新的要素、という程のものではなく、第

２～4 楽章では、断片として現れる程度である。） 

 

 

Deuxième partie 

Un bal 

 

    L’artiste est placé dans les circonstances de la vie les plus diverses, au milieu du tumulte d’une fête, dans la 

paisible contemplation des beautés de la nature; mais partout, à la ville, aux champs, l’image chérie vient se 

présenter à lui et jeter le trouble dans son âme. 

 

第 2 部 

舞踏会 

 

芸術家は、自然の美しさへの穏やかな熟考の中で、お祭り騒ぎの喧噪の中で、人生の最も多様な状況に置かれ

ています。しかし、街でも、野原でも、どこにあっても、愛する人のイメージは、彼の前に姿を現し、彼の魂を

かき乱します。 

（訳注：1845 年版では、表題が「舞踏会」でありながら、プログラムは全く関係のない内容になってい

る。1855 年版では、「彼は舞踏会で愛する人の姿を見出す」という内容が記されている。） 

 

Troisième partie 

Scène aux champs 

 

    Se trouvant un soir à la campagne, il entend au loin deux pâtres qui dialoguent un ranz des vaches; ce duo 

pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs 

d’espérance qu’il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé, à donner à ses 

idées une couleur plus riante. Il réfléchit sur son isolement; il espère n’être bientôt plus seul… Mais si elle le 

trompait!… Ce mélange d’espoir et de crainte, ces idées de bonheur, troublées par quelques noirs pressentiments, 

forment le sujet de l’adagio. A la fin, l’un des pâtres reprend le ranz des vaches; l’autre ne répond plus… Bruit 

éloigné du tonnerre… solitude… silence… 



 

第 3 部 

野の風景 

 

ある夕べ、彼は２人の羊飼いが吹き交わすラン・デ・ヴァッシュを耳にします。この牧歌的な二重奏、あたり

の風景、風にそっと混ざる木々のかすかなざわめき、彼が最近考えている微かな希望、これらが、彼の心により

明るい、しかし不慣れな穏やかさを与える理由になっています。彼は自分の孤独を振り返り、もう一人ではなく

なることを望んでいる・・・しかし、彼女が彼を裏切ったら！・・・希望と怖れのこの混合物、いくつかの暗い

予感によって、幸福な思いが妨げられてゆく。これがアダージョ(第三楽章)のテーマです。最後に、羊飼いの一

人がラン・デ・ヴァッシュを吹きます。しかし、もう一人はもはや答えない・・・遠雷の轟き・・・孤独・・・

静寂・・・ 

（訳注：champ には放牧場という意味もあり、羊飼いが歌を呼び交わす、という意味では、こちらの方

が適切であるが、語感を考慮してか、野、または田園、と訳されることが多い） 

（訳注：“ラン・デ・ヴァッシュ”は、伴奏なしに歌われるスイスの伝統的な牛追い唄の、フランス語圏

での呼称。) 

 

Quatrième partie 

Marche au supplice 

 

    Ayant acquis la certitude que son amour est méconnu, l’artiste s’empoisonne avec de l’opium. La dose du 

narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné des plus étranges visions. 

Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est condamné, conduit au supplice, et qu’il assiste à sa propre exécution. 

Le cortège s’avance aux sons d’une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle 

un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants. A la fin de la marche, les quatre 

premières mesures de l’idée fixe reparaissent comme une dernière pensée d’amour interrompue par le coup fatal. 

 

第 4 部 

断頭台への行進 

 

彼の愛は報いられぬという確信を得て、芸術家はアヘンで自殺を図ります。麻薬の量は、彼を殺すには少なす

ぎ、彼は奇怪な光景を伴う眠りに陥ります。彼は、自分が愛する人を殺し、有罪判決を受け、処刑場へ連行され、

自分自身の処刑に立ち会う夢を見ています。行列は、時には暗く激しく、時には華麗で厳粛な行進曲とともに進

み、重々しい足音は、最も大きな轟音へと変わります。行進の終わりに、恋人の旋律の最初の 4 小節が、再び、

最後の愛の思いのように現れるが、（ギロチンの）致命的な一撃によって遮られます。 

（訳注：ベルリオーズが実際にアヘンを服用したことがあるかどうかは不明。ただ、医学生であったこ

とを考えれば、アヘンの効果（往時は医薬品でもあった）についての知識はあったはずである。ちなみ

に晩年には、父親と同じ病（腸神経痛）の苦痛から逃れるためアヘンを服用するようになった。） 

（訳注：かのバーンスタインは、この曲を、“史上初のサイケデリック(幻覚剤による心理的感覚や様々

な幻覚、イメージの表現)な交響曲”と評した。） 

（訳注：“supplice”は拷問、刑場といった意味で、直接に“断頭台（ギロチン）”を指すものではないが、

往時の死刑はギロチン刑であり、曲中にも落とし斧の落下や、首がてんてんと転がるさまの描写がある

ことを考慮し、さらに語感のインパクトから、“断頭台”と意訳されたものと思われる。なお、古いスコ



アでは、“絞首台”と訳されている物もある。） 

（訳注：第四楽章は、未完に終わったオペラ“宗教裁判官”の、“衛兵の行進”をそっくりそのまま転用し、

４小節のイデー・フィクスを付け加えたものであり、プログラム・ノートに従って作曲された訳ではな

い。しかしながら、この交響曲のために作曲された、と云われても違和感がないほど、両者は不思議な

整合性を見せている。） 

 

 

Cinquième partie 

 Songe d’une nuit du Sabbat 

 

    Il se voit au sabbat, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis 

pous ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d’autres cris semblent 

répondre. La mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité; ce n’est plus 

qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque; c’est elle qui vient au sabbat… Rugissement de joie à son arrivée… 

Elle se mêle à l’orgie diabolique… Glas funèbre, parodie burlesque du Dies irae**, ronde du sabbat. La ronde du 

sabbat et le Dies irae ensemble. 

 

**Hymne chanté dans les cérémonies funèbres de l’Église Catholique. [HB] 

 

第 5 部 

サバト（魔女の集会）の夜の夢 

 

彼は、自身がサバトの中に、彼の葬儀のために集まったあらゆる種類の怪物、魔女、あらゆる種類の恐ろしい

亡霊の群れの真っ只中にいるのを見ます。奇妙な音、うめき声、高笑い、何かの叫び声とそれ応えるかのような

遠くの叫び声。恋人の旋律はまた再び現れますが、それは高貴さとつつましさの性格を失っています。それは野

卑で下品でグロテスクな踊りの旋律にすぎません。彼女はサバトにやってきました・・・彼女の到着を喜ぶ咆哮・・・

彼女は悪魔との宴会に加わる・・・弔いの鐘、「怒りの日」（ディエス・イレー）＊＊のバーレスク・パロディ（風

刺的喜歌劇）、サバトのロンド（輪舞）。サバトのロンドと「怒りの日」は渾然一体となります。 

 

＊＊カトリック教会の葬儀で歌われた聖歌。[HB] 

（訳注：古いスコアでは、“惡魔會議の夜の夢”という味のある訳もある） 

（訳注：ここでの“ロンド”は音楽的なロンド形式というよりは（形式的にはフーガと言える）、

大勢が輪になって踊っている様子、の方が適切かもしれない。魔女や怪物や亡霊達が輪になっ

て踊り狂っているのである。） 

 

 


