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――リスト、ベルリオーズ、ユゴーにおける鐘 
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はじめに 

 作曲家にして名ピアニストだったフランツ・リスト（1811-1886）が、ニッコロ・パガニーニ

（1782-1840）のヴァイオリン協奏曲第 2 番第 3 楽章のロンド「ラ・カンパネッラ」を主題とし

て書いた一連の作品がある。1831 年に『パガニーニの「ラ・カンパネッラ」の主題による華麗

なる大幻想曲』、1838 年に『パガニーニによる超絶技巧練習曲』第 3 番、1845 年に『パガニー

ニの「ラ・カンパネッラ」と「ヴェニスの謝肉祭」の主題による大幻想曲』、そして 1851 年に

は現在もっともよく知られている『パガニーニによる大練習曲』第 3 番が世に出された。名ヴ

ァイオリン奏者パガニーニと肩を並べるヴィルチュオーゾを目指したリストは、連打、跳躍、

トリル、それらの同時遂行など技術的な難題をこれらの曲に詰め込み、ピアノ演奏技術の精髄

の一面を表現している。ただし、 終版『パガニーニによる大練習曲』第 3 番に聴かれるのは、

単なる技の断片の羅列ではないようだ。鐘を連想させる凛とした音色、繊細な振動と変奏を通

し、嬰ト短調の哀愁をまとった主題からは自然な叙情が漂い出て、精緻な技は曲の劇的な濃度

を高めていく。 

 リストは鐘の音を主題とするさまざまな作品を晩年に至るまで書いた。なぜ彼は鐘の音を主

題としてしばしば取り上げたのだろうか。天空の音楽と地上の音楽、外界の音と内面の声、聖

なる響きと楽器および音楽家の関係が、これらの曲の中に絡み合っている。ほぼ半世紀に渡る

リストの創作活動の中で、鐘というテーマ、鐘の音から導き出されるモチーフの扱いは変化し

ていった。そこには、芸術潮流と不可分な表現方法の変遷と、鐘の音にまつわる感覚や記憶の

流れがある。 
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 フランス大革命が約十万個の鐘を取り外し、鐘の象徴体系の解体を試みるまで、鐘の音は教

会の鐘楼から共同体全体に響き渡り、人間の生活のリズム、喜怒哀楽を刻んでいた。アラン・

コルバンは『音の風景』の中で書いている。「当時の鐘は人々の生活に区切りをあたえ、警報を

発し、喜びの感情を表し、情報を伝え、人々を集合させ、祈りへと誘った。その役割は社会的

なものであると同時に宗教的なものであった」[コルバン 2001 :2]。そうした時代へのノスタル

ジーを、ロマン派の壮大で高邁なものを求める精神が、独特の方法で音楽表現に昇華したとし

ても不思議ではない。空気を振動させ、時間を刻み、精神に染み渡るとされる鐘の音が、音の

芸術と交差することも理解できる。ただし、リストの作品の中でも、同時代の他の作曲家の作

品においても、鐘の音の示唆するもの、鐘が紡ぐディスクール、鐘の音に連なるモチーフの使

われ方は驚くほど変化に富んでいた。鐘の音は内面と外界の関係を映し、想像による世界の変

革を告げ、音の効果の探求を導き出していったのである。 

 

1. ヴィルチュオーゾの音楽から鐘の伝説へ 

 『パガニーニによる大練習曲』第 3 番「ラ・カンパネッラ」は、すでに書かれていた同主題

の曲よりも技術的難度を下げたものだとはいえ、華麗な技巧を次々に展開していく。名演奏家

の身体は楽器を通して、現実の鐘では演奏不可能な、複雑で精密な彫りを施された音楽を空間

に放つ。鐘の音色は、金属的な嬰音の中に響き続ける。作曲家は、近代的なピアノが、ヴァイ

オリンに比べてはるかに鐘の音色を表現するのに適していることに気づいていただろう。エラ

ール社は 1821 年にダブルエスケープメントの機能を開発し、よりすばやい打鍵、速いパッセー

ジの演奏を可能にした。この曲は、ピアニストの可能性だけでなく、ピアノというますます精

緻になっていく打楽器の可能性を探る試みでもあり、演奏家と楽器へのオマージュである。 

 ヴィルチュオーゾの音楽に表面的な華美さがつきものだとしても、鐘の音は、技術を引き立

てるための演出要素にすぎないのだろうか。冒頭の主題は、ロンド形式で繰り返されるたびに

新たな離れ業を伴って現れ、不規則な陰影を刻んでいく。連打や跳躍、トリルは、軽やかな衝

撃と空気の細かい震動を旋律に添え、芸術家の内面と外界に旋律を反響させる。冒頭の主題と

対比的に長調の＜スケルツァンド＞は、気まぐれな転調から始まり、歓びに満ちて跳躍する。

音楽家が、湧き出る詩想に導かれ、自由に鐘の音楽を変奏していくような即興性と内発性が随

所で糸をひいている。そしてこの曲がロマン派的な作品であるためには、鐘の響きからにじみ

出る一種の神々しさが魂の響きとなり、即興性や内発性が、霊感の発露と感じられる必要があ

っただろう 1)。さらに――リストという音楽家のカリスマ性を考えるとなおのことだが――、

司祭にとって代わる芸術家像がしばしば語られた時代の文脈に作品を置き直すと、魂の声に導

かれた音楽家が鐘の音色を自在に操り、聴衆とのあいだに共鳴させるというシナリオが透けて
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見える。ピアノの周りに生まれる鐘の響く空間は、ある精神的な共同体となり、鐘にまつわる

宗教的・社会的な契約の比喩が、演奏者と聴衆を結びつけただろう。 

 崇高なものへの志向、そして宗教的な信念は、ピアニスト、作曲家としてのリストの鐘への

関心を別の局面へと導いていった。彼は 1874 年に書いた合唱曲『ストラスブール大聖堂』の第

１曲をピアノとオルガンのために編曲し、「さらに高く！ストラスブール大聖堂の鐘へのプレ

リュード」として残した。ストラスブール大聖堂の尖塔は 142 メートルの高さがあり、1674 年

から 1874 年までのほとんどの期間、 も高いキリスト教建築だったという。その高さも、鐘楼

から鳴り響く鐘の音も、まさにカトリック教会による天空支配の象徴である。アラン・コルバ

ンは、さまざまな脅威から共同体の空間を守ってくれる鐘の力を人々が信じ、その信念が鐘の

音と住民の絆を保証していたことを詳述している 2)。雷鳴、悪魔、悪魔が引き起こす疫病や害

虫被害や洪水、天使たちの往来や天と地の交流を阻害する有害な雲を鐘が追い払ってくれると

いう考えは 19 世紀まで人々の記憶に残り、実際、かなり多くの地域で根強く信じられていた 3)。

合唱曲『ストラスブール大聖堂』で、Ｈ・Ｗ・ロングフェロー作の詩は、悪魔が尖塔の十字架

を破壊しにやってくるが、大聖堂の鐘の音が悪魔たちを追い払うという物語を語っている。曲

は、まさに上を求めるように上昇するモチーフを繰り返しつつ、熱を帯びた希求を通して、天

と地を結ぶ壮大な空間、天使と悪魔の闘いの舞台、鐘があらゆる悪を追い払う、叙事詩的な空

間を立ち上げる。 

 「さらに高く！ストラスブール大聖堂の鐘へのプレリュード」の冒頭、＜レント＞で厳かに、

付点を含んで上昇する５音のモチーフ A（譜例１ 冒頭）は、合唱の「もっと高く(Exelsior) !」

のフレーズのリズムと旋律に、部分的に受け継がれる。５小節目からは＜アンダンテ・マエス

トーソ＞で、A のモチーフがフォルティッシモで３度ずつ上っていき（譜例１ 後半）、左手の

ダイナミックな跳躍と付点を交えた上昇音階、クレッシェンドにつながる。鍵盤楽器の版では

任意に加えられる歌が、「もっと高く(Exelsior) !」のフレーズをささやく声で重ねる。13 小節

目からは曲線的なモチーフ B（譜例２）がオクターヴできらめくカーヴを描く。中間部では、

A と B のモチーフはわずかに形を変えながら、透明感のある繊細な音の模様を刻んでいく。末

尾ではふたたびモチーフ A がオクターヴで力強く鳴り響き、モチーフ B が上下逆の鏡像と連結

して輝かしいクライマックスへと導く。曲は、ホ調主和音の上昇で締めくくられる。鐘のイメ

ージを通じて、天を目指し上昇する圧倒的な響きと、内面的な祈りが結びついている。上昇す

るモチーフはその付点によって言葉の抑揚を想起させ、曲線のモチーフは空間をおおらかに切

り取っている。A と B のモチーフは、リストの他の作品にもあるように、中間部では瞑想の契

機となり、その音の動きは、想念の動きそのものを音のマチエールに移し替えたようである。 

 これらのモチーフは、実際の鐘の音楽の特徴を模しているにせよ、写実的な役割を大きく超
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えている。それは概念的なもの、地と天、壮大なものと繊細なものをつなぎ、簡素だが雄弁な

要素として機能している。19 世紀後半に、音の景観の多様化、機械音の増殖、脱キリスト教化、

鐘による情報伝達の必要性の減退などによって鐘のメッセージが意味を失っていくにつれ色褪

せる伝説を、作曲家は壮大な色調で、「もっと高く(Exelsior) !」という声を透かし彫りにした曲

に映し出したのだ。 

 

2. 異空間の出現 

 鐘の音色には、決定的な出来事を告げる不可逆性の響きの他に、日常性とそれを超えた永続

性の響きの両方がある。それは例えば晩祷の時間という日々戻ってくる時間を示し、また、教

会の塔が指し示す天の永遠のイメージを帯びている。だが小説や演劇の「物語る」機能を取り

込みつつ、日常と聖なるものの外側を探った 19 世紀音楽の中には、鐘の音がひびのない現実空

間の音とは異質な響きをもち、そのメッセージが単一かつ明白ではなくなる場面が出現した。 

 特に挙げるべきは、ベルリオーズの『幻想交響曲』第５楽章で鐘が鳴る場面である。1830 年、

ロマン派勝利の年に初演されたこの曲は、複数の意味で革新的だった。その一つは、物語を展

開する交響曲という新しいジャンルを開いたことである。ベルリオーズ自身がスコアに、この

曲が語る劇（drame）の内容を文章にした「プログラム」をつけた。現実と幻想が交錯する不

可思議な内容であり、その表現方法も斬新だった。病的な感受性と燃えるような想像力をもつ

芸術家が、「情念の迷走」を経験し、ある女性に夢中になるが、その女の姿は必ず、気高くつつ

ましやかな楽想を伴って心の中に現れる。この楽想は「イデー・フィックス」と呼ばれる旋律

で表される。自分の愛が無視されたと確信して阿片を飲んだ芸術家は、眠りに落ちて恐ろしい

幻影に包まれ、夢の中で自分の愛した女を殺し、断頭台へと引き立てられていって、自分自身

の処刑に立ち合う。この経緯が、「イデー・フィックス」を遮る断頭台の音も含め、４楽章の「断

頭台への行進」に聴かれる。その後、亡霊や魔女に囲まれた自分に気づくが、彼の愛する女性

は、もはや下品な娼婦にすぎない。５楽章の 21 小節目からクラリネットが奏でる旋律は、「イ

デー・フィックス」のグロテスクな変形である。ここですでにクラリネットは「遠くから」と

指示され、距離感が演出されていることを気に留めておこう。「イデー・フィックス」の変形テ

ーマを中心に展開される異形の者たちの歓呼がいったん静まると、「舞台の裏で」、ドとソの音

の「２つの鐘」が鳴る 4)。弔いの鐘である。芸術家自身の弔いが始まるのだ。続いて、死を暗

示する「ディエス・イレ」（怒りの日）の旋律が、まずバスーンとオフィクレド（多くはチュー

バで代用）で提示される。この第一変奏は金管群で、倍のテンポで精悍に奏される。第二変奏

は弦のピチカートと木管群で奏され、嘲弄しながら跳ねまわるような印象に変貌している。こ

の３つが組となったサイクルが３度繰り返されていくあいだに、鐘はそれを規則的に追って行
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くわけではなく、乱打されていく。 

 鐘に元来与えられていた、聖なる響きのもとに世界の秩序を回復するという役割は、この場

面で巧みに揶揄されている。構造的には、平行して異なったモチーフが不規則なカノンのよう

に重なり合うことにより、分裂した世界が立ち現れる。この楽章の根底にある諧謔の精神が、

音の起源を曖昧にし、「ド―ソ」と下降する鐘のモチーフの意味、それを解読するためのコード

も歪んでしまう。鐘が一度目に鳴る時、ただならぬ空間の入り口が感じられることは確かだろ

う。生や死、洗礼や結婚など人間の生の節目を告げてきた鐘の音は、時間と空間の敷居を記す

という役割を音色に刻んできた。ここで鐘の音の引用は、その記憶をひねり、次元の違うもの

が同居している違和感の手触りをもたらす。 

 劇のシナリオの上で芸術家は、鐘の音を聞いている存在と、鐘の音によって葬られる存在に

分裂している。鐘は、聴覚をその裂け目につまずかせる。同時に鐘は、芸術家の幻想に響き渡

る、別の世界からのこだま、遠いがしかし、あの醒めた金属的な響きをもった音である。鐘の

音はここで、文学的なシナリオ、幻想的なものとの関わりにおいて、複数の方向を指し示して

いる。鐘の保護的な響き、あるいは「もっと高く」、上を希求し、永遠につながる響きは、フィ

クションの中に引用され、パロディーの対象となったとたん、既存の意味づけをかわしていく。

それは意味の一義性や自己同一性を疑問に付す音、世界の裂け目を印す音になる。 

 

3. 過去の風景、旅の風景と想像力 

 ヴィクトル・ユゴーは『ノートル＝ダム・ド・パリ』（1831 年）で、パリ中の教会が奏でる

暁の鐘の合奏を高所から聞く場面を描いている。この音の風景の描写は、小説の舞台となって

いる 1482 年のパリを読者の想像の中に浮かび上がらせる試みの一部である。試みはまず、視覚

的イメージを通した探求から始まる。語り手は言う。「だが現在のパリがいかにすばらしく思わ

れても、15 世紀のパリを再現してみてほしい。あなたの想像の中でパリを再構成し、あの驚く

べき、林立する尖塔鐘楼や塔や鐘楼の群れを通して、日の光を眺めていただきたい 5)。」つまり

「再現する（refaire）」こと、「想像の中で再構成する(reconstruire dans votre pensée)」ことが

問題になっている。どこに何をどのように想像するべきか、次々と、輪郭や色、それらの変化

について指示が出される。ついで、「ところで、今日のパリからはもう得られそうにない、昔の

パリの印象を味わいたかったら、大祭日の朝、たとえば復活祭や精霊降誕祭の夜明けに、首都

全体を見渡せるような高い所に登って、暁の鐘声に耳を傾けてみることだ 6)」と語り手は述べ

る。そして視覚的なイメージだけでは構成しきれない過去のパリの印象を音の要素で補うよう

に、かつて音の風景のもっとも支配的な要素だった鐘の音の描写が始まる。 
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まずは、音楽家たちが始まりの合図をする時のように、こちらの教会、あちらの教会と

ばらばらに鐘が鳴る。それから突然、見てほしい、というのも時には耳にも物が見える

ようだから、あらゆる鐘楼からいっせいに音の柱か、ハーモニーの煙のようなものが立

ちのぼるのを。まず、それぞれの鐘の音は、他の音と混ざり合わず、いわば単独でまっ

すぐに、輝く朝空へ登っていく。やがて、だんだん大きくなって、互いに溶け合い、混

ざり合い、入り組み合い、ついに渾然一体とした見事な合奏となる。（中略）だがこの

ハーモニーの大海は、混沌としてはいない。これほど大きく深いにも関わらず、透明さ

をまったく失っていないのだ。 

Ce sont d’abord des tintements épars, allant d’une église à l’autre, comme lorsque des 

musiciens s’avertissent qu’on va commencer ; puis tout à coup voyez, car il semble qu’en 

certains instants l’oreille aussi a sa vue, voyez s’élever au même moment de chaque 

clocher comme une colonne de bruit, comme une fumée d’harmonie. D’abord, la vibration 

de chaque clocher monte droite, pure et pour ainsi dire isolée des autres, dans le ciel 

splendide du matin. Puis, peu à peu, en grossissant elle se fondent, elles se mêlent, elle 

s’effacent l’une dans l’autres, elle s’amalgament dans un magnifique concert. […] 

Cependant, cette mer d’harmonie n’est point un chaos. Si grosse et si profonde qu’elle soit, 

elle n’a point perdu sa transparence. [Hugo 1975 :136-137] 

 

視覚的想像を重ねた音の風景である。音に関する細部の描写もしばしば「見えるでしょう vous 

voyez」といった、視覚の動詞を伴う表現で導入されている。「音の柱」「ハーモニーの煙」など

の表現は、空間に浮かび上がる建築、あるいは悠然と漂う気体のように、鐘の音を想像させる。

この音楽には時間的構成もある。つまり 初、鐘は音合わせをし、独奏を始め、それから各パ

ートが密な関係を築く合奏へと入っていく。ついで、天に響く音楽に海のイメージが重ねられ、

高く広く伝わる鐘の音楽は、逆に「深さ」を得る。そして鐘の音の特徴、「透明さ」が、水のイ

メージに導かれて、この交響的音楽に染み渡る。 

 続く箇所においても、音の風景は視覚的な比喩を借りて描き込まれていく。「銀鐘からはオク

ターヴが、羽が生えているように、軽やかに口笛を吹くように流れ出て、木鐘からは割れて不

揃いに崩れ落ちていくのが見える」« vous les [= les octaves] regardez s’élancer ailées, légères et 

sifflantes de la cloche d’argent, tomber cassées et boiteuses de la cloche de bois » [Hugo 

1975 :137]と、鐘の材質による音の伝播の違いが、上昇して飛び去っていくものと、重力に抗え

ず均衡を失って下方に落ちていくものの対比で示される。また、「澄んだ調べがさっと空を横切

り、きらきら光るジグザグを三つか四つ描いて、稲妻のように消えていくのが見える」« vous 

voyez courir tout au travers des notes claires et rapides qui font trois ou quatre zigzags lumineux 
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et s’évanouissent comme des éclaires » (ibid.) と、音は天空の自然の現象、スペクタクルである

稲妻と比較され、瞬時の輝きと空に描かれる鋭角が、短く鮮烈な音の余韻を喚起する。さらに

は「ルーヴル王宮の組み鐘がきらきら光るトリルをひっきりなしに、四方八方にまき散らして

いる。その上へ、ノートル＝ダム大聖堂の鐘楼から、重々しい片打ちの鐘の音が、規則正しく

間をおいて落ちてくる。すると、トリルは、まるでハンマーでたたかれた鉄床みたいに火花を

散らす」« Le royal carillon du Palais jette sans relâche de tous côtés des trilles resplendissantes 

sur lesquelles tombent à temps égaux les lourdes couppetées du beffroi de Notre-Dame, qui les 

font étinceler comme l’enclume sous le marteau » (ibid.) と、「トリル」のような音の特徴（音楽

作品も当然着目するだろう）が指摘され、音の振動と弾けるような音色が、さざめく光のイメ

ージと連動する。軽やかな震動と重い鐘の響きとの、異質な音同士の衝突、そこで生まれる和

音や倍音の効果は、瞬間に散る光に例えられている。しまいには、音の「かたち」も問題にな

る。「サン＝ジェルマン＝デ＝プレ修道院の三連の鐘から流れ出たあらゆるかたちの音が通り過

ぎていくのも見えるだろう。」« vous voyez passer des sons de toute forme qui viennent de la 

triple volée de Saint-Germain-des-Prés » (ibid.)「三連の音」という指摘は、音楽作品における鐘

の音の三連符としての表記を想起させる。また鐘の音の「かたち」が通っていくという想像は、

図形的な音の模様としての鐘の音の空間移動という、新鮮な感覚をはらんでいる。こうして、

鐘の音は、軽いもの、重量のあるもの、光、かたち、それらの変化に重なりあう。教会の名が

構成する地理の上に、質感と色、光などをちりばめた音の絵が投げかけられ、特にそれぞれの

教会の鐘音の関係が強調されることで、全体の中で各所が動く像が立ち上がる。 

 ここには当然、教会による鐘の音色の違い（「サン＝マルタン会修道院、甲高くひび割れた声

の歌い手」«l’abbaye Saint-Martin, chanteuse aigre et fêlée » (ibid.) や「バスチーユの鐘の陰気で

気難しい声」« la voix sinistre et bourrue de la Bastille » (ibid.) も描き込まれている。鐘の音の

モチーフについての指摘も欠けていない。「サン＝トゥスターシュ教会の七つの鐘の豊かな音階

が絶え間なく下ったり上ったりする」 « la riche gamme qui descend et remonte sans cesse les 

sept cloches de Saint-Eustache » (ibid.) と、音階を上下する鐘の音の循環的な動きが指摘され

（リストの「さらに高く！」のモチーフ B が思い出される）、その素朴なモチーフは、複数の

鐘から流れ出て豊かな重みと幅を得ていく。複数の鐘の関係も描かれる。例えば「代わる代わ

る重々しかったり甲高かったりする、クレセル鐘や大釣り鐘の声の対話がわかるだろう」« vous 

y pouvez suivre le dialogue, tour à tour grave et criard, de la crécelle et du bourdon » (ibid.) とい

う部分では、異なった音色の鐘の呼応、やりとりされるフレーズの関係性が浮かび上がる。ま

た「一つの鐘から別の鐘へと、オクターヴずつ飛び移るのがわかる」« vous y voyez sauter les 

octaves d’un clocher à l’autre » (ibid.) のように、フレーズのやりとりにおける音程の調和も描
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かれ、「星のジグザグのように弾けて輝くアヴェ＝マリア会女子修道院のストレット」«la strette 

de l’Ave-Maria qui éclate et pétille comme une aigrette d’étoiles » (ibid.) と、鐘の音楽の対位法的

な側面も示唆されている。 

 この鐘の音楽の描写は、「昔のパリの印象」を再構成するためになされたのだった。色や光、

かたちや動きも重なる音の風景は、想像を感光板のように使っている。一つの町の鐘の合奏は、

言葉によってこそ、その全体像を描きうるのかもしれない。この作業は、複数の感覚を交錯さ

せ、非常に複雑な想像上の切り貼り、重ねづけ効果を必要としているからである。ユゴーのテ

クストは、その預言者的な想像力を過去に向け、言葉がぎっしりと編んでいく想像の網の目に、

音の風景を投射する。 

 19 世紀に特徴的なもう一つの鐘の風景は、旅人の視点から描写されている。音による旅行記

は、鐘の音と記憶、風景と想像の微妙な関係を表現した。リストが 1836 年に書き始め 1855 年

に出版した『巡礼の年 第一年 ：スイス』は、マリー・ダグー伯爵夫人と行った 1835 年から 1836

年のスイス旅行の印象を音で表す試みだった。『巡礼の年 第一年』の 後、つまり第９曲目の

「ジュネーヴの鐘―ノクターン」のタイトルは、バイロンの『チャイルド・ハロルドの巡礼』

から取られている。この曲にも、『巡礼の年』全般にみられる特徴、すなわち、文学的な引用、

風景画的な側面、音で綴る旅行記としての性格を見ることができる。そこには「ノクターン（夜

想曲）」というタイトルの一部から想像される夢想と叙情性も同居している。 

 「ジュネーヴの鐘」では、冒頭から鐘の音を思わせるモチーフ（譜例３前半）が聞こえてく

る。ピアニッシモで奏でられ、下降５度を形成する三音でできたこのモチーフは、和音を伴っ

て繰り返されると、湿気をおびた空気をはらむ。それらはフェルマータで隔てられ、靄を通し

て、あるいは記憶を通して、断片的になった反響の余韻を聞かせる。５小節目からこのモチー

フは左手の伴奏に流れ込み、右手で叙情的な旋律が歌い出される。だがまもなく歌は途切れ、

低音で鐘のモチーフが鳴る。対岸から響いてくるかのような鐘の音が、風景の奥行きを広げる。

またこの和音は、穏やかな冒頭の鐘と対照的に不穏な響きを秘め、物語の別の局面、嵐、天候

の急変のようなものを告げている。だが一時の幻影だったかのように、鐘の三音から引き出さ

れた分散和音は高音域に移り、低―中音域に先ほどの旋律が戻ってくる。昼間部の＜カンター

ビレ・コン・モート＞ではハープを思わせる分散和音にのせて希望に満ちた歌が紡がれる。情

熱的な＜アニマート＞の後、歌がアルペジオにのって消えていくと、再び、ひとしきり鐘が鳴

り続け、５度を基にする鐘のモチーフは、オクターヴに広がってその中に主和音の五度を聞か

せる（fa#-si-fa#）。 

 この曲における鐘の音は、叙情的なメロディーに対して「枠」の役割を持っている。つまり、

独立したモチーフとして冒頭と末尾を括っている。だが、鐘のモチーフはその暗示性を失って
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分散和音に砕け、和声を担い、旋律にのせた魂の表出を引き出す要素としても機能する。さら

に、聴き手の耳は、フェルマータが示した沈黙に惹きつけられる。それは音の中断ではなく、

想像力を透かして見る空間のたたずまい、聴覚的残像の支持材のような休符である。 

 風景とそこに響く音をたどりながらも、ここで行われているのは単なる描写ではなく、音の

映像を、想像力を通して別の次元へと展開していく再創造にちがいない。簡素化されていくリ

ストの音楽の、脱ロマン派的な傾向も聴き取れる。３つの音からなるモチーフには、意味を剥

奪されかかったかたち、純粋な「動き」が感じられるからだ。 

 

4. 音色と響きの探求 

 鐘の音は、晩年のリストの作品において、一方で『さらに高く！』のような宗教的色調を帯

びた伝説を紡ぎだしたが、他方では抽象性を強め、やがて「無調」に向かう彼の音楽の中で変

質していった。『巡礼の年 第三年 ：イタリア』の第一曲「アンジェリュス！守護天使への祈り」

（1877 年）は、鐘の音のさまざまな姿、つまり３連符の和音で表される組鐘（ユゴーが書いた

組鐘の「きらきら光るトリル」の「ゆったりとした震え」という感覚も思い出される）や、前

打音をともなった付点の緩やかなたゆたい、そして何よりも鐘が消えていった後に残る静寂を、

祈りの旋律と継ぎ目なく結びつけている点が美しい。窓から入ってくる鐘の音が響きを変質さ

せず敷居を越えるように、内面に聞こえる鐘が空間に響く鐘の音とつながり、描写される鐘と

表象された鐘の関係とだぶるような、遠近と異次元を空白の中に透かし合わせた作品である。 

 ほぼ同じ時期、1874 年から 76 年にかけて作曲された『クリスマス・ツリー』は、クリスマ

スをテーマにした 12 曲の小品からなっている。中でも特に『夕べの鐘』と『カリヨン』は、題

名からして鐘が主題だと知れる。『カリヨン』では、ほとんどトリルのような音の震えと、スタ

ッカートで奏でられる鐘の響きが、ニュアンスやリズム、速度を変えつつ、ペダルによる音の

ぼかし、オーバーラップを交え、88 小節にわたって探求されていく。その冒頭は、『巡礼の年 

第三年』の「アンジェリュス！」の冒頭に聞かれる三連符のモチーフ（譜例４）、69 小節目か

らのスタッカートのパッセージとよく似ている。全体にわたって、物語性や、旋律らしい旋律

の展開は見られない。鐘の特徴である繰り返しを用い、鐘の震動が空気に与える効果と印象が

綴られている。 

『夕べの鐘』で、フラットとシャープが生み出す鐘の音の質感の相違、半音ずつ降下する和

音による色彩のグラデーション、中音域で緩やかなトリルのように上下動するオクターヴに重

ね、低音と高音で交互に鳴る和音が繰り広げる空間的奥行きは、後にドビュッシーが『前奏曲

集』等で用いる手法を連想させる。これは、鐘をモチーフにして何かを物語る作品ではなく、

鐘の変化しつづける響きを音に彫り込む作業だ。休符の構成要素としての機能は拡大されてい
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る。ここには、19 世紀末から、ドビュッシーらの音楽に不可欠なものとなっていく沈黙の徴候 7)

がすでに読み取れる。休符はもはや風景の余白でも表象の下地でもない。意味の厚みを取り去

った鐘の音とともに、「鐘が鳴っていない時の無音」が聞こえてくる。 

 

おわりに 

 象徴に満ちた鐘の音は、幾何学的な音の模様でもある。それは、19 世紀ロマン派の音楽と文

学による多彩な試みを引き出した。鐘は、「ラ・カンパネッラ」のような華麗な技巧に満ちた

音楽では、演奏者の身体に新たな概念を付け加え、天才の神話を強調する。時には鐘の音にま

つわる伝説を語り、失われていく記憶をロマン派的な叙情の中に溶け込ませる。幻想的なもの

との出会いの中で、想像力の領域を拡大し、現実と幻想の敷居の曖昧さを示唆する。想像のカ

ンバス上に、過去の風景や遠い場所の風景を、視覚的な像と聴覚的イメージを重ねて動的に立

ち上げる。 

 鐘の音を模したモチーフは、意味に満ちていながら、一つの意味づけを簡単に脱ぎ捨てる。

写実的に響いた鐘は、同じ楽曲の中で旋律を導き、和音に分解される。旋律や伴奏の一部、そ

の他さまざまな役割をもつモチーフに変身する。もともと同音反復、上昇と下降からなる簡素

な音の動きと、トリルや前打音を思わせる変化から構成され、付点、三連符を想起させるリズ

ムを繰り返す鐘は、音楽の中で変幻自在な要素である。ユゴーの小説も語っているように、鐘

の響きは空間のかたちと連動する。そのような鐘のモチーフは、音の動きと響きそのものの探

求を誘い出した。鐘の音楽にもともと含まれている静寂は、音楽の構成要素としての休止の役

割を、別の文脈ですでに表していたのかもしれない。鐘のモチーフは、その可塑性ゆえに、ロ

マン派的なものが別のものへ脱皮していく契機の一端を担ったのではないか。 

 鐘の音は、意味の編み目から逃れていった一方で、19 世紀末から、異なった象徴的機能を担

っていくように思われる。震動、音色、リズム、記号、数に解体されて芸術作品の中で鳴り続

ける鐘は、敷居の向こうに何を喚起したのだろうか 8）。 

 

注 

1)  これについて Furst は次のように書いている。「それまで芸術は一種の技能、創意工夫の要素は含まれてい

るものの、ともかく厳格な規則を巧みに操作する能力とみなされていたが、今やそれは特別に鋭敏な感受性

すなわち芸術家の霊感から生ずるゆえに一種の神秘性に包まれた経験とされるようになった。この変化は明

らかにに新しい芸術家像から生じたものである。芸術家はもはや知識の伝播者すなわち行為者ではなく、一

つの私的な魂すなわち存在者となった。」[Furst 2002:80] 
2)  Corbin 2001 : 138-140. 
3)  こうした鐘の保護力は、啓蒙時代の合理主義や、民衆の信仰体系との差異化の欲望ゆえに迷信とみなされが

ちだったものの、1870 年頃まで、フランス全体で多くの住民に信じられていたという。[コルバン 2001 : 
144-148] 
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4)  実際の上演において、舞台裏で鐘を鳴らすことが困難なため、作曲者自身がスコアに脚注をつけ、十分に低

い音の鐘を２つ見つけることができなければ、舞台前面に置かれた複数のピアノを用いるよう指示している。

現在ではチューブラーベルで代用される場合もある。 
5)  « Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d’à présent, refaites le Paris du quinzième siècle, 

reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à travers cette haie surprenante d’aiguilles, de tours et de 
clochers […] » [Hugo 1975 : 136] 

6)  « Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner, 
montez, un matin de grande fête, au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur quelque point élevé 
d’où vous dominiez la capitale entière, et assistez à l’éveille des carillons. » (ibid.) 

7)  この点について例えばスティーヴン・カーンは次のように述べている。「音楽では、音とリズムを識別する

ために沈黙すなわち無音が必須のものとなる。活字を特定するためには用紙が白くなければならないのと同

じである。音楽史全般において、意義ある無音はあったのだが、総じて無音は楽章の 後にあって、ただ楽

章を区別するだけのことであった。あの時代の新しい音楽では、休止が楽章のなかにあり、その分、構成要

素としての機能を強めた。ドビュッシー、ストラヴィンスキー、ウェーベルンにある顕著な無音に一部の評

論家が注目したが、実際、彼らの音楽には音としての新しい否定性が含まれていた。」 [Kern 2003 : 65] 
8)  本論執筆のための調査の一部は、科学研究費補助金（基盤研究（C））「フランス文学・音楽における自我と

世界の表象」によって行った。 
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[ Liszt  2009 : 149 ] 
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譜例 2． 

 

[ ibid. ] 

 

譜例 3． 

 

[ Liszt 1978 : 57 ] 

 

 

譜例 4． 

 
[ Liszt 1975 : 3 ] 
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De la musique céleste aux impressions sonores 
― Les cloches dans les œuvres musicales et littéraires du dix-neuvième siècle ― 

 

HAKATA Kaoru 
 

La Révolution française a essayé de détruire, matériellement et symboliquement, les rôles 
sociaux et religieux des cloches. Or, la musique et la littérature ont continué à représenter leur 
sonnerie, à décrire cette « musique céleste ». Pourquoi compositeurs et écrivains se sont-ils ainsi 
penchés sur ce sujet et comment l’ont-ils traité ?  
    Franz Liszt, pianiste virtuose et compositeur, écrit, entre 1831 et 1877, plusieurs œuvres qui 
évoquent la cloche par leur titre et par leurs thèmes musicaux. Mais la fonction des cloches dans 
ces musiques évolue au fil des années. Dans La Campanella, qui cite le Deuxième concerto pour 
violon de Paganini, à travers le rythme des coups continus et rapides de la cloche, les difficultés 
techniques mettent en valeur la performance technique du pianiste ; la sonorité transparente de la 
cloche reflète l’inspiration divine surgissant dans l’âme du génie et assure un lien spirituel entre 
l’artiste et le public. Dans les années tardives, le compositeur, de plus en plus attiré par des sujets 
sacrés, célébrera, dans son œuvre dédiée à la cathédrale de Strasbourg, le pouvoir protecteur de 
la cloche. Là, les motifs musicaux imitant la sonnerie dessinent l’aspiration vers le ciel par leur 
forme ascendante mais, en changeant de caractère dans les différentes parties de la pièce, ils se 
montrent assez polysémiques. 
    Mais par ailleurs, certaines œuvres reliant la musique à la littérature et côtoyant la région 
« fantastique », citent les cloches dans un contexte où la réalité et la fiction ne sont plus séparables. 
Dans le cinquième mouvement de la Symphonie fantastique de Berlioz, le système symbolique de 
la cloche, ainsi que l’origine du son, sont remis en question. Le glas, entendu parallèlement aux 
autres thèmes, fait ressentir le morcellement du monde. 
   Certains écrivains de l’époque continuent à représenter le monde en se fondant sur la sonorité 
« inchangeable » de la cloche, mais leur travail ne consiste pas en descriptions réalistes. Victor 
Hugo, dans Notre-Dame de Paris, tente de reconstituer un paysage parisien du quinzième siècle, à 
partir d’un dessin minutieux et vivant du concert des cloches. Ce travail superpose des images 
visuelles, des formes et des lumières changeantes, aux éléments sonores. L’imagination y joue un 
rôle primordial. 
    L’imagination aussi relie la description et la méditation dans La cloche de Genève, qui évoque 
des impressions du voyage en Suisse de Franz Liszt. Quelques œuvres postérieures, L’Angélus, la 
première pièce des Années de Pèlerinage III, et les deux pièces pour piano de L’Arbre de Noël, 
dépouillent les cloches de leurs valeurs émotionnelles et religieuses, recherchant les différents 
timbres, sonorités et rythmes autour de thèmes dérivant de la sonnerie. Ces œuvres ne 
constituent plus un récit, mais impriment dans les sons les effets changeant de la cloche. Le 
silence n’y est plus une marge, mais fait surgir un espace musical qui communique avec le champ 
de l’imagination. 
    La cloche, riche de significations, mais dont la musique est « plastique », facile à transformer 
en mélodie, en accompagnement et en divers motifs, a ainsi servi à développer les différentes 
ambitions des Romantiques : valider le mythe du génie, ressusciter des légendes et les intégrer 
dans son lyrisme, agrandir le champs de l’imagination et évoquer l’irruption du fantastique dans 
le réel, mais aussi se plonger dans un passé et ou dans un paysage lointains. En même temps, les 
motifs géométriques des chants de la cloche ont inspiré des recherches sur l’impression sonore, 
recherches qui pour la musique seront encore développées par les compositeurs postérieurs. 




