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研究成果の概要（和文）：　詩『彩られたリボンを添えて』の考察では、ゲーテの詩から民衆的な要素を取り出
して民衆に効果的に伝えることで、ゲーテと民衆の橋渡しをしたベンケルゼンガーの役割を、小説『若きウェル
テルの悩み』の考察では、ゲーテの作品を民衆に分かりやすく、求められている形で伝えることで、近代化の時
代に民衆の意識形成に寄与していたベンケルゼンガーの役割を明らかにした。
　ベンケルザングを通じて新しい考え方や表現に触れた民衆が、それを自分たちの歌文化にも取り入れ、民謡と
して歌い発展させていた過程を検証したことで、人々が「近代的自我」を確立し、真の近代的社会の実現へと向
かう過程で「歌」が果たした重要な役割も明らかになった。

研究成果の概要（英文）：　　In the discussion of the poem "Mit einem gemalten Band", the role of 
Baekelsaenger was clarified, who extracted the popular elements from Goethe's poems and effectively 
conveyed them to the people. In the consideration of the novel "Die Leiden des jungen Werthers", 
Goethe's work was conveyed to the people in an easy-to-understand and required form by 
Baenkelsaenger. In this way, Baenkelsaenger was found to have contributed to the formation of a new 
consciousness of the people in the era of modernization.
　　The people, who came into contact with new ideas and expressions through Baenkelsang, 
incorporated them into their own singing culture. From this, the important role that "songs" played 
in the process of people establishing "modern consciousness" was also revealed.

研究分野： ドイツ文学・音楽文化学

キーワード： ゲーテ　民衆音楽　ベンケルゼンガー　ベンケルザング　彩られたリボンを添えて　若きウェルテルの
悩み

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　民謡がゲーテに与えた影響については、様々な先行研究で触れられているが、その逆に、ゲーテの作品がベン
ケルゼンガーによって民衆音楽に取り入れられていたことについて論じる研究は少ない。本研究の成果は、芸術
作品と民衆文化、及び、文学と音楽の関係性に新たな双方向の視点をもたらし、今後もこの分野における作品解
釈の可能性を広げるものである。
　研究成果は論文の他、「レクチャーコンサート」という形でも発表し、実際に掛図や小道具等を用意して、ベ
ンケルザングを再現した。実演と解説によって多くの来場者にドイツ文化への興味と理解を深めてもらうことが
できたことで、研究成果を社会にフィードバックできたと考えている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
これまでの研究において、民謡がゲーテの作品に与えた影響、及び、民謡から影響を受けたゲ

ーテの詩がどのように歌われたかについて考察してきた。ゲーテの詩は、シューベルトやシュー
マンらの作曲による「芸術歌曲」としてだけではなく、民謡調の曲が付けられ、上流市民や民衆
の集いで歌われてもいた。民衆は、ゲーテの詩をさらに改作したり、新たなメロディーを付けた
りして、自分らの音楽文化に取り込んでいたようである。 
ドイツの歌文化では、民謡と芸術歌曲（芸術詩）、詩と音楽がまるでキャッチボールをしてい

るかのように影響を与え合ってきた。民謡はゲーテの詩に取り込まれ、ゲーテの詩は再び民衆に
よって歌われ、その民衆の歌が後の詩人に取り込まれ…という具合である。従って、ドイツの歌
文化、及び、ゲーテの作品について総合的に理解するためには、民衆文化と芸術作品の関連を双
方向から捉える必要があると考えるに至った。 
ドイツの民衆文化・音楽研究所 Zentrum für Populäre Kultur und Musik で資料収集を行っ

た際、特にゲーテの詩『彩られたリボンを添えて（Mit einem gemalten Band）』には民衆が作
ったメロディーや詩のパロディー（改作）が多く存在することが分かり、まずはこの詩と民衆の
音楽文化の関わりを考察する事から始めることとする。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では、民謡から影響を受けたゲーテの詩が再び民衆の歌文化に取り入れられる過程を

検証し、「民謡」と「芸術歌曲」が相互に影響する事で、どのような効果が生まれたのかを追究
する。 
考察対象は、特に民衆の音楽文化の中で親しまれ歌われていたゲーテの詩『彩られたリボンを

添えて』である。この詩は、絵解き師「ベンケルゼンガー」の歌によって民衆に伝えられたと言
われる。そこでまずは、ゲーテと民衆をつないだベンケルゼンガーの役割に注目し、ベンケルゼ
ンガーがゲーテの詩をどのようにアレンジして民衆に伝えたのかを考察する。そして、ベンケル
ザングを精読することで、民衆はゲーテの詩のどのような点に魅了され、何ゆえに好んで歌った
のかを解き明かす。 
民衆は、この詩のパロディーをたくさん作っているが、いずれも「バラのリボン」という詩句

はそのまま残している。従って、この詩句こそが、ベンケルゼンガーや民衆の心を掴んでいたと
いうのが、研究開始当初の推察である。この詩句が当時の民衆文化の中で持つ意味を調査し、そ
れを一つの手がかりとして、ゲーテの詩が民衆の中で歌われ、影響を与えた経緯を明らかにする。 
可能であれば、他の作品にも考察対象を広げ、古くから根付く民衆の音楽文化と、近代的な詩

や音楽を相互に影響させながら、ドイツの歌文化を発展させたゲーテ、及び、伝達の役割を担っ
ていたベンケルゼンガーの功績を明らかにする。 
 
 
３．研究の方法 
ベンケルゼンガーは、物語を語る際に詩を挿入して歌い語りしていたと言われており、『彩ら

れたリボンを添えて』も、物語の中に挿入して歌われた可能性が高い。そこでまずは、この詩が
どのような物語の中で歌われていたのかを調査するため、フライブルクの民衆文化・音楽研究所
に赴き、関連資料に目を通す。 
民衆が作ったこの詩のパロディーは、既に 100 点ほど収集済である。これらの資料をさらに精

読することで、民衆が何故ゲーテの詩を好んで歌ったのかを知る手がかりを見出していく。研究
開始時点では、「バラのリボン」という詩句が、一つの手がかりとして挙がっていた。「バラのリ
ボン」が持つ意味を探ることで、ゲーテの詩が民衆の歌として歌われ、その表現を豊かにした過
程を明らかにする。 
「バラのリボン」が、例えば「愛」や「結合」など、民衆にとって共通のイメージを持ってい

たとすれば、ベンケルゼンガーは、そのイメージを利用してゲーテの『彩られたリボンを添えて』
を物語に挿入したということも指摘できる。他にも、ゲーテの詩とベンケルザングに共通する詩
句等があれば、それが民衆文化の中でどのような意味を持っていたかを調査し、ゲーテの詩が民
衆にどの様な影響を与えたのか、具体的に考察する。 
 ゲーテの作品の中で、ベンケルゼンガーによって歌われて、民衆に伝わり歌い継がれた作品と
して挙げられるものは、研究開始時点では『彩られたリボンを添えて』のみであるが、他にもベ
ンケルザングとなった作品の有無を調査し、あれば同様に考察対象とする。 
 
 
４．研究成果 
研究開始時点で考察対象としていた詩『彩られたリボンを添えて』に加えて、同じくベンケル

ゼンガーによって歌われ、民衆に伝えられた小説『若きウェルテルの悩み』の考察にまで及ぶこ



とができた。 
詩『彩られたリボンを添えて』については、ベンケルゼンガーによって語られ、民衆の歌文化

の中に入って行く過程を検証した。ドイツのフライブルクにある民衆文化・音楽研究所には、民
衆がこのゲーテの詩を歌った際のテキストが約 100 点収集されていた。これらを精読したとこ
ろ、いずれのテキストも、「互いに結ばれることを願っていながらもそれが叶わない男女の物語」
に関連する内容であることが分かった。このことから、ベンケルゼンガーは、こうした物語の中
に、ゲーテの詩を挿入して歌っていた可能性が指摘できた。 
これらのテキストはいずれも、ゲーテの原詩から大きく作り変えられているが、「バラのリボ

ン」という表現は、そのまま取り入れていた。この表現は、ゲーテの詩が民衆に好んで歌われた
理由を探るための、一つの手がかりになると考え、「バラのリボン」と言う表現が、民衆文化の
中でどのような意味を持っていたかを調査したところ、「バラ」と「リボン」のいずれも、「愛」
や「結合」を意味する一方で、「不吉な運命」や「別れ」「死」を暗示していることも分かった。 
ベンケルゼンガーは、ゲーテの詩の「バラのリボン」が持つ二つの意味を効果的に物語の中で

表現し、その面白さが民衆に受け、民衆はこれを民謡の中でも歌ったのではないかと考えた。ゲ
ーテの詩は、もともと民謡や民衆の考えを取り入れているからこそ、民衆にとっても受け入れや
すく、広い階層の人々に開かれたものとなったのである。 
本考察により、ゲーテの詩の中から民衆的な要素を取り出し、それを民衆に効果的に伝えるこ

とで、民衆とゲーテの橋渡しをしたベンケルゼンガーの役割、そして、民衆の歌を取り入れなが
らそれを芸術詩へと高めることで、ドイツの歌が階層を越えて発展することに貢献したゲーテ
の功績を明らかにすることができた。 
様々な資料に目を通す過程で、ゲーテの書簡小説『若きウェルテルの悩み』もベンケルザング

として民衆に伝えられ、さらに民謡としても歌われていたことが分かり、次の考察対象とした。
この小説を題材としたベンケルザングについては、大きく 2 つの特徴が指摘できた。1 つ目は、
強い宗教的性格を持ち、「自殺」を「罪」と捉え、自殺への戒めを語っている点。そして、ウェ
ルテルを知的内面に悩む若者ではなく、単純に恋を追い求める若者として滑稽に描いている点
である。 
ゲーテの小説は、時代の転換期に新しい考え方や生き方を提示し、様々な議論を呼んだが、ベ

ンケルザングは、個々の苦悩や時代の重い空気を吹き飛ばしつつ、人間の純粋な心を民衆に提示
している。その後、この小説は民謡としても歌われ、「死への憧れ」や「勝利としての死」など、
新しい考え方と共に歌われるようになった。 
『若きウェルテルの悩み』のベンケルザングは、3月革命の翌年、風刺歌集 Musenklänge aus 

Deutschlands Leierkasten にも採録されており、この歌集との関わりも考察した。政治的混乱
が続いた 3月革命期において、宗教的・道徳的性格を備えつつ、ユーモアを交えて、人間の心を
描いたベンケルザングは、民衆の心や時代の混乱を映し出し、歴史を動かす原動力にもなってい
た。 
本研究により、ゲーテの作品を民衆に分かりやすく、求められている形で伝えることで、近代

化に向かう時代に民衆の新たな意識形成に寄与していたベンケルゼンガーの役割を明らかにす
ることができた。ベンケルザングを通じて新しい考え方や表現に触れた民衆は、それを自分たち
の歌文化にも取り入れ、民謡として歌い発展させていたことから、ベンケルゼンガーとドイツの
歌文化の発展の関わりも明らかにできた。そして、人々が「近代的自我」を確立し、真の近代的
社会の実現へと向かう過程で「歌」が重要な役割を果たしていたことも明らかになった。 
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