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1181/82 年 アッシジ Assisi の富裕な織物商の家に生まれ、アッシジの若者の先頭に立って 

気ままな青年時代を送る。 

 

1202‐03 年 隣町ペルージアとの戦いで捕虜となる。 

 

大病を経験したことで転機が訪れる。 

 

1205 年 すべての現世的な快楽・野望を放棄し、福音書に記されているイエス・キリストの 

模範に従って生きようと決心する。 

 

托鉢しながら人々に罪の悔改めを説き、荒廃した教会を修復するフランチェスコの 

周囲には、やがて彼にならい、福音書の理想に従って生きようとする弟子たちの集団が形 

成される。 

 

1209 年 〈小さき兄弟たちの修道会 Ordo Fratrum Minorum〉(フランシスコ会の正式名称) 

の最初の会則が制定される。 

 

1212 年 彼の影響によって回心したアッシジのクララに修道服を授け、ここにフランシコ 

会第二会 (女子修道会) が成立した。 

 

 

I. (アッシジの)聖フランチェスコ 1181/82‐1226 

Francesco （Ａｓｓｉｓｉ）[伊] Ｆｒａｎciscus [ラ]  

Ｆｒａncis [英] François [仏] Ｆranziskus [独] 

フランシスコ会の創立者。〈もう一人のキリスト〉

と称せられるほど、イエス・キリストの生涯と教え

に忠実に従ったことで有名なイタリアの聖人。  

本名 Giovanni Francesco Bernardone。  

 

生涯 

 

シモーネ・マルティーニ  

(1285 頃-1344)の作 

http://www.kn-concierge.com/@cda2e9c74f39dc522d9a4c28f70073481c9e7bbd3352c90088e5374329bc7880/forlibrary/item/itemcx.pl?corpus=&id=MDE4NTcwMAAA
http://www.kn-concierge.com/@cda2e9c74f39dc522d9a4c28f70073481c9e7bbd3352c90088e5374329bc7880/forlibrary/item/itemcx.pl?corpus=&id=MjQ4MjYwMAAA
http://www.floralmusee.com/photos/uncategorized/simone.jpg
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(世界大百科事典) 

本名はジョヴァンニだったが、父親がフランスに商用で出かけている間に生まれたので、 

フランスをもじって「フランチェスコ」の通称で呼ばれていた。 

 

西欧諸国、特にカトリック教国にはフランチェスコ、フランシスコ、フランシス、フランソワ 

ー、フランソワーズ、フランコなどの名前をもつ人が多い。 

 

フランスの[前]ミッテラン大統領、女流作家のサガン、イギリスの哲学者ベイコンなどい 

ずれもそうであるし、地名のサンフランシスコもこれに当たる。実はこれらの名前はすべ 

て聖フランチェスコの出現以来この大聖人にあやかって生まれた名前なのである。                                                       

(イタリア歴史の旅) 

 

フランチェスコの宣教活動はイタリア内部にとどまらず、シリア、モロッコ、および中近東 

に向けて旅立ったが、いずれも事故や病気のため成功するにはいたらなかった。 

 

他方、会員が増加し、組織が拡大するにつれて内部分裂のきざしがみられたため、 

フランチェスコは会員たちの精神的指導に全力を注ぐと同時に、会則の整備に着手す 

る。 

 

1221 年および 23 年 最終的に改訂された会則を制定し、ローマ教皇ホノリウス 3 世の 

認可を受けた。 

 

晩年のフランチェスコは重病に悩まされ、盲目となったが、悲惨な境遇のただなかにあ 

って、神によって創造されたすべてのものを賛美する 《太陽の歌》 (p.4 参照) を 

作った。 

 

1226 年 フランシスコ会発祥の地、アッシジ近傍のポルティウンクラ(ポルツィウンコラ)修道

院で没す。 

 

1228 年 グレゴリウス 9 世によって列聖された。 

 

フランチェスコの著作としては、イタリア国民文学の最初の作品と称せられる、前述の 

《太陽の歌》のほか、会則、祈り、会員たちに与えた訓戒書簡などが挙げられるが、そこ 

から浮かび上がってくる彼の神学思想の特徴は、徹底的な心の貧しさの強調、教会に 

対するゆらぐことのない忠誠心、および聖体の秘跡に対する信心などである。 
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 アッシジ Assisi 

中部イタリアのウンブリア州の町。人口 2 万 4440（1981) *1。スバジオ山地南麓に位置 

し、中世都市の外観を呈する。古くは古代ウンブリア人の町で、アウグストゥス帝の時代 

に栄え、 アシシウム Asisium と呼ばれた。古代ローマ時代の繁栄は、ミネルバ神殿、 

円形劇場、フォルムなどの遺跡にしのばれる。しかし、町が知られるのは、フランチェス  

コがここで生まれ、彼とフランシスコ会ゆかりの聖所が町や近郊に残されているためで、 

イタリアの主要な巡礼地である。                     (世界大百科事典) 

 

聖人の遺体を安置したサン・フランチェスコ修道院教会(1228‐53) は、上下 2 堂からなる 

独特の重層形式による、イタリア初期ゴシック様式を示す。上堂には、G.チマブエ、ロー 

マ派の J.トリーティの壁画、特にジョット筆とされる 28 場面からなる《フランチェスコ伝》が 

あり、下堂には、ジョット派のほかに、シエナ派の S.マルティーニ、ピエトロ・ロレンツェ 

ッティの壁画がある。これら 13 世紀末から 14 世紀の巨匠たちの壁画は、近世絵画発展 

の端緒となった重要な作品である。                   (世界大百科事典) 

 

 

サン・フランチェスコ聖堂 

 

アッシジ 

*1  2 万 5000 人（2004）(マイペディア) 

http://www.kn-concierge.com/@61ede145b5d300c2f482f7a5474351b39e93701175d7b6107e72a8989d150e16/forlibrary/item/itemcx.pl?corpus=&id=NzYzODEwMAAA
http://www.kn-concierge.com/@61ede145b5d300c2f482f7a5474351b39e93701175d7b6107e72a8989d150e16/forlibrary/item/itemcx.pl?corpus=&id=NzYzODEwMAAA
http://www.kn-concierge.com/@61ede145b5d300c2f482f7a5474351b39e93701175d7b6107e72a8989d150e16/forlibrary/item/itemcx.pl?corpus=&id=NzYzMjgwMAAA
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  太陽の歌 Cantico de Frate Sole 

 または 被創造物者の歌 Laudes creaturarum 

 

「いと高く全能のよき主よ、賛美と栄光と誉れとすべての祝福は汝のもの」 

“Altissimu onnipotente bon Signore 

tue so le laude, la gloria e l'onore et onne benedictione“ 

(ニューグローヴ世界音楽大事典 

「ラウダ・スピリトゥアーレ」より) 

 

Italy Assisi, Sacro Convento di S Francesco, Biblioteca-Centro di 

     Documentazione Francescana 338 所収 

この写本には空白の譜表が詩とともに書かれている 
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II. 聖フランチェスコを題材とした作品 

イタリアの画家、彫刻家、建築家。フィレンツェ近郊のコルレ・ディ・ヴェスピニャーノ 

に生まれ、フィレンツェで歿。中世イタリア最大の画家。 

1290 年代にアッシージのサン･フランチェスコ聖堂上院の『旧・新約聖書』壁画の一部を 

担当、つづいて『聖フランチェスコ伝』連作を制作した（この壁画をジオット作とするこ 

とを否定する説もあるが、とくに前半部にはかれが大幅に関与したとする見方が一般であ 

る）。                           (新潮世界美術辞典) 

 

ジョット（ジオット）・ディ・ボンドーネ Giotto di Bondone 1266 頃-1337 

 

「小鳥への説教」 ジョット作フレスコ画 

アッシジ サン・フランチェスコ聖堂 

 

II.-1. ジョットの壁画 
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 II.-2. 聖フランチェスコの小さな花  I Floretti di San Francesco 

 

 

アッシジのこの著名な聖人をめぐって生み出された文学作品の中の最古のもの、も 

っとも美しいものの一つである。・・・本書は、ひとりの作者が一定の方針のもと 

に書き上げた著作ではなく、『三人の伴侶によるフランチェスコ伝』、『完全の鏡』 

などと同様、数種の材料をもとにまとめ上げられた編集物に属する。 

「小さな花」という語は、あちらこちらに散らばっている花々、見捨てておくには 

惜しい美しい残片、小さな資料・文献の集録という程の意味に使われていた。 

（「聖フランチェスコの小さな花」解説） 

 

こうして、心を燃えたたせながら道を行かれるうち、ふと目をあげられると、道端の木立ち 

に、かぞえきれないほどたくさんの小鳥がとまっているのに気づかれた。これを見て聖フラ 

ンチェスコはひどく感動して、連れの者たちに言われた。「あなたがたはこの道の上で待っ 

ていてほしい。わたしはこれから、姉妹なる小鳥たちに説教をしてくるから」と。そして、野 

原の中へはいりこみ、地面にいた小鳥たちに向かって説教をおはじめになった。するとす 

ぐに、木にとまっていた小鳥たちも舞いおりてきて、聖フランチェスコの説教が終わるまで、 

みながじっとおとなしく聞き入るのだった。・・・ 

 

聖フランチェスコの説教というのは、次のような内容のものだった。「兄弟なる小鳥たちよ、あな

たがたを造ってくださった神さまのご恩を深く感じていなければなりませんぞ。そして、いつ 

でも、どこにいても、神さまをほめたたえなくてはなりませんぞ。・・・」 

 

ようやくこうして説教が終わると、聖フランチェスコは、小鳥たちにむかって十字を切り、行って

よいと言われた。すると、小鳥たちは、それはそれは美しいうたごえをあげ、群れをなしていっ

せいに飛び立ったと思うと、四つのグループにわかれ、聖フランチェスコからさっき受けたばか

りの十字の形をとった。ひとつのグループは東へ、他のひとつは西へ、他のひとつは南へ、の

こるひとつは北へと向かって飛び去った。どの群れも飛び去りながら、美しいうたごえをあげ

た。 

第十六章より 

十四世紀にイタリア語で書かれた聖フランチェスコの伝記の一つ (イタリア歴史の旅) 

) 
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ハンガリー生まれのドイツの作曲家、ピアニスト、教師。 

リストは、想像力、技術の両面において新しい作曲法を発展させた。 

 

1847 年 2 月、リストはキエフで演奏し、同地で彼の後半生に多大の影響を与えることになるザイン‐

ヴィットゲンシュタイン侯夫人カロリーネと出会った。侯夫人はリストに演奏旅行に明け暮れるヴィル

トゥオーソの生活をやめ、作曲に集中するよう説得した。 

1861 年 彼は誕生日に侯夫人と結婚することを望んでいたが、土壇場になって教皇が侯爵と侯夫 

人の離婚許可を取り消したため、その望みは実現されなかった。 

続く 8 年間、リストは主としてローマに住み、もっぱら宗教音楽と取り組んだ。 

1863 年 リストはモンテ・マリオ丘にあるマドンナ・デル・ロザリオの修道院に転居した。 

1865 年 リストはカトリック教会の 7 つの下級聖職者のうちの 4 つ（守門、祓魔師、読師、侍祭）に叙

せられた（しかし彼はついに司祭にはならなかった）。     （ニューグローヴ世界音楽大事典） 

III.-3. 聖フランチェスコと作曲家･作品 

 
リスト Liszt, Franz, 1811-1886 

 1811-1886 

 

小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ (伝説. 1) 

St. Francois d’Assise : la predications aux oiseaux (Legendes. 1) 

「2 つの伝説」は 1861 年から 63 年にかけてローマで作曲され、1865 年 8 月 29 日、リスト

によりブダペストにて初演された。             (最新名曲解説全集 ; 15) 

 

ピアノ独奏稿(コージマに献呈)は第 1 曲が<小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ>、第 2

曲が<波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ>であるが、ほぼ同時期に作曲されたオーケス

トラ稿[G27]では、その順序が入れ替えられている。この 2 つの曲にはそれぞれ標題が付けら

れており、それによると、第 1 曲は『聖フランチェスコの小さき花々』(1860 年出版)から、

第 2 曲はドイツの画家シュタインレの素描（これもコージマが相続する旨、遺書に明記されて

いる）とミシマッラの『パオラの聖フランチェスコの生涯』から着想を得たことがわかってい

る。 

 

第 1 曲の標題には、アッシジの聖フランチェスコが、神をつねに崇め感謝しなくてはならない

と小鳥たちに説いたことが記され、鳥たちは彼が切った十字にしたがって四方に飛び去ったと

書かれている。52 小節のフェルマータのあとに左手で単音で奏されるレチタティーヴォは、

声楽曲<聖フランチェスコの太陽賛歌>の歌詞「ほめられよ」の動機であり、続く高音のトレ

モロは、あたかもフランチェスコの語りかけに応える小鳥のようである(同様のやりとりは

140 小節以降にもみられる)。               （リスト (作曲家 人と作品)） 
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＜掲載楽譜は配付冊子でご確認ください＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜掲載楽譜は配付冊子でご確認ください＞

(C19-762） 

(C19-767) 

 

) 

 

 

アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌のピアノ編曲 S.499 

小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ (伝説 S. 175. 1)  
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サン・サーンス Saint-Saëns, Camille, 1835-1921  

フランスの作曲家、ピアニスト、オルガニスト、文筆家。才能

豊かで速筆多作な作曲家であり、その作品は多くの本質的にフ

ランス的なもの、とりわけ明晰さと秩序を表現している。彼は

また，芸術に対する造詣の深さと鍵盤楽器の演奏に示した明解

な解釈で、一世を風靡した。 

（ニューグローヴ世界音楽大事典） 

リスト作のピアノ曲をオルガン用に編曲したもので、サン＝サーンスの演奏会でも、

又聖マドレーヌ教会の結婚式のミサでもしばしば演奏された。1899 年に出版。サン

=サーンスの演奏会でこの曲を聴いたリストは、1882 年 5 月 14 日に「あなたの『小

鳥への説教』に今だに驚嘆しています。オルガンをオーケストラのように美事にひ

きこなされたが、それはあなたのように偉大な作曲家で、同時に偉大な演奏家であ

る人だけが、成しうることです。世界中の第一級のオルガニスト達も皆、あなたに

脱帽するでしょう」と書き送った。   

（サン=サーンス:オルガン作品全集 CD 解説 シュテファン・ヨハネス・ 

ブライヒャー CD10-751～754） 

 

 

 

F.リストの「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」の編曲 

Arrangement of F.Liszt “Predication aux oiseaux” 

(Ｃ40-425) 

 

＜掲載楽譜は配付冊子をご覧ください＞ 
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メシアン Messiaen, Olivier, 1908-1992 

フランスの作曲家。20 世紀の最も重要な作曲家の一人。メシアン

はいかなる楽派や集団からも全く独立しているが、その作品によ

っても教育活動によっても、第 2 次世界大戦前から現在に至る現

代音楽の展開において極めて重要な役割を果たしてきた。 

1975 年、パリ・オペラ座総監督ロルフ・リーバーマンから新作オペラ

の委嘱を受けたメシアンは、78 年にパリ音楽院の作曲科教授を定

年で辞した後、オペラ〈アッシジの聖フランチェスコ Saint François 

d'Assise〉の創作に専念した。8 年余りの歳月をかけて書き上げられ

た 3 幕 8 場から成る同オペラは、83 年にパリ・オペラ座で小澤征爾

の指揮により初演された。   （ニューグローヴ世界音楽大事典）     

                                             (ニューグ

ローヴ世界音楽大事典) 

[メシアンの言葉] 

第一場は「十字架 La Croix」という題です。それは完全な歓喜のことです。完全な

歓喜とは、自己ならびに他の人々の罪を悔い改め、そのための苦悩を受け入れるこ

となのです。フランチェスコは聖性とは何であるかを理解します。しかし、さしあ

たりは、それを理解しただけにとどまります。 

 

第ニ場は「讃課 Laudes」です。フランチェスコは聖性を欲します。そして癩者に

出会ってこれを愛することができるようにと願うのです。彼は、自分がまだ人生の 

主要な行為を成し遂げていないということを知っています。 

 

第三場で、フランチェスコは癩者を抱擁します。その瞬間、二重の奇蹟が起こりま

す。癩者は癒え、フランチェスコは聖フランチェスコになるのです。これは決定的

な瞬間で、私のオペラでのキー・ポイントの場面です。 

 

第四場では、天使が、謎めいた美しい蝶のように、親しく人々の間に姿を現します。

しかし人々にはこれがわかりません。 

アッシジの聖フランチェスコ  

Saint Francois d'Assise 

 : scenes franciscaines 



 - 11 - 

 第五場は「音楽を奏する天使 L’Ange musicien」です。天使はもはや親しげに現れるので 

はなく、光と神秘の光背として場面を圧します。フランチェスコは、聖者となったので、 

それがわかります。天使が奏する音楽を聴いて彼は失神します。天なる神秘を伝授され 

たからです。 

 

第六場は「鳥たちへの説法 Le prêche aux oiseaux」です。天使の音楽により解脱を得た聖 

フランチェスコは、鳥たちの言葉がわかるようになり、彼らと話をします。 

 

第七場は「聖痕 les Stigmates」の場で、聖性の最高段階を表しています。 

聖痕とともにフランチェスコは神から承認の印を受け、キリストと同じ傷を有すること 

によりキリストに相似の者となります。 

 

最後に第八場で、聖フランチェスコは死して新生に到達します。ほかのすべてのオペラ 

みたいに死んだところで曲を終わりたくなかったのです。合唱が聖フランチェスコの主 

題で復活を歌い、栄光のコラールとなります。 

(オリヴィエ・メシアン その音楽的宇宙) 

(K00-118) 

 

第六場 冒頭 

＜掲載楽譜は配付冊子をご覧ください＞ 
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パラディーユ Paladilhe, 1844-1926
アッシジの聖フランチェスコ St Francois d'Assise  (1895) ミサ曲

☆アッシジの聖フランチェスコ 1181/82-1226

ジョット 1２２６頃-1３３７

ピエルネ Perne, 1863-1937
アッシジの聖フランチェスコ St Francois d'Assise (1912) オラトリオ

ヘッペナー Heppener, 1925- アッシジのフランチェスコの被創造物の頌歌
Cantico dell creature di S Francesco d'Assisi (1955)

ドノスティア Donostia, 1886-1956 アッシジの聖フランシスコの偉大なる人生
La vie profonde de St Francois d'Assise （1926) 宗教的舞台音楽

ヴェッツラー Wetzler, 1870-1943 交響的伝説曲<アッシｼﾞ> Assisi op. 13 （1924）

ズーター Suter, 1870-1926 
アッシジの聖フランチェスコ賛歌 Le laudi di S Francesco d'Assisi  (1925) オラトリオ

１２００

１５００

１６００

１８００

１９００

マリピエーロ Malipiero, 1882-1973 
アッシジの聖フランチェスコ S Francesco d'Assisi  (1921) オラトリオ

III. 年表

「聖フランチェスコの小さな花」

リスト Liszt, 1811-1886

人物の生年順

サン・サーンス Ssaint-Saens, 1835-1921

メシアン Messiaen, 1908-1992 

レーヴェ Loewe, 1796-1869 

プーランク Poulenc, 1899-1963

ロドリーゴ Rodrigo, 1901-1999

高田三郎 1913-2000

レウコヴィチ Lewkovitch, 1927-

リューム Ruhm,1930- グバイドゥリーナ Gubaidulina, 1931-

オネゲル Honegger, 1892-1955 アッシジの聖フランチェスコ
St Francois d'Assise (1948-9) ラジオ音楽

シュニトケ Schnittke, 1934- Der Sonnengesang des Franz von Assisi (1976)
合唱と６つの楽器

*黒字:  ニューグローヴ世界音楽大事典に
フランチェスコを題材としたタイトルの
記載がある作品 （未所蔵）

*青字: 所蔵リストに掲載した作曲家

White, Louie L., 1921-1979

シュトックハウゼン Stockhausen, 1928-2007
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