
＜アパッシュと鞘当＞ 

 

オルロフスキー公爵主催の舞踏会の翌朝、舞踏会では女中オルガに扮してい

た、アイゼンシュタイン家の女中アデーレは、舞踏会で知り合った刑務所の看

守長フランクのところに乗り込み「女優を目指すのでパトロンになって欲しい。」

と売り込みます。このとき歌うのが「アデーレのクプレ」です。 

4月 20日の練習では、「パリのアパッシュなら。あぁナイフを片手に。あぁ恋

の鞘当てさ。あぁ、誰にも負けない。」（音友版世界歌劇全集・野上彰訳）とい

う部分が「どういう意味だろう？」と話題になりました。今回はこのクプレの

歌詞の意味を考えてみましょう。 

まず言語の歌詞を、できるだけ正確に訳してみましょう。(下表の中央列参照)

といっても“durch die Finger zwar nur,”とか “ein Kind der Natur”, “Spatzen 

auf dem Land” などの成句は、私の知識の及ばぬところでした。また nikken

はおそらく nicke(頷く)のウィーン地域の綴り方ではと推測しましたが、真偽は

不明です。いずれにしても、アデーレは「女王から田舎娘まで、何でも演ずる

ことができる。」と言って自身の才能を誇示します。 

 

原詞 直訳 
音友･世界歌劇全集

14(野上彰) 
Spiel ich die Unschuld vom 
Lande natülich im kurzen 
Gewande, so hüpf ich ganz 
nekkisch umher, als ob ich ein 
Eichkatzerl wär;  

私は短い上着を着て田舎娘を
演ずる。小リスのようにはしゃ
いで飛び跳ねる。 

鄙びた姿で手桶を
くるくると歩いて
通ればオラは村娘 

Und kommt ein saubrer junger 
Mann, so blinzle ich läched ihn 
an, durch die Finger zwar nur, 
als ein Kind der Natur und zupf 
an meinem Schürzenband;  

すると粋な若者がきて、笑いな
がら目配せする。そして ein 
Kinder der Naturのように
（druch die Finger）私のエ
プロンの紐をつまんで 

粋な若者に微笑み
かけたら付いてき
てさ。腰を抱いて優
しくいうのさ。 

so fängt man Spatzen auf dem 
Land. Und folgt er mir , wohin 
ich geh, 

田舎の初心な娘を捕まえる。 
彼は私の行くところについて
くる。 

可愛い娘さん惚れ
てもいいだろ 

Sag ich naiv; “Sö Schlimmer, 
Sö!”  

私は無邪気に「いや」という。 いやいやだめなの 

Sets mich zu ihm ins Gras 
sodann und fang auf d’Letzt zu 
singen an: Lalala 

そして草の上で彼の隣に座り、
ついに歌い始める 

だめならキスして
それから決めよう 
ラララ 

Wenn Sie das gesehen, müssen 
Sie gestehn, es wär der Schaden 
nicht gering, 
Wenn mit dem Talent, mit dem 
Talent ich nicht zum Theater 
ging! 

これを見れば、私のように才能
があるものが、劇場に行かない
とすれば、無念さに耐えがたい
ことがわかるだろう。 

芝居ならいくれで
も素晴らしい役を
十分にするからさ。
見ててちょうだい。 

 



Spiel ich eine Königin, schreit 
ich majestätish hin, nikke hier 
und nikke da, ja ganz, ach in 
meiner Gloria! Alles machat voll 
Ehrfurcht mir Spalier; lauscht 
den Tönen meines Sangs, 
lächelnd ich das Reich und Volk 
regier, Königin par excellence!  
La la la 

私は女王様を演ずる。私は厳か
に歩き、周囲に会釈する。何と
栄光的か！ 群衆は私を畏敬
し、私の歌声を聞こうとする。
私は微笑みながら国と国民を
統治する。すばらしき女王よ！ 

さぁ女王様よ、綺羅
やかな舞台 誉め
る讃える声 我が
恵みに高き歓呼の
中をにこやかに立
つ 世にも気高く
あれ 
我らの陛下ラララ 

Wenn Sie das gesehn, werden 
Sie gestehn, es wär der Schaden 
nicht geringt, wenn mit dem 
Talent, mit dem Talent ich nicht 
zum Theater ging! 

これを見れば、私のように才能
があるものが、劇場に行かない
とすれば、無念さに耐えがたい
ことがわかるだろう。 

芝居ならいくらで
も素晴らしい役を
十分にするからさ。
見ててちょうだい。 

Spiel' ich 'ne Dame von Paris, 
ach, die Gattin eines Herrn 
Marquis, ach da kommet ein 
junger Graf ins Haus, ach der 
geht auf meiner Tugend aus, 

私はパリの貴婦人に扮する。公
爵様の奥方に。あぁ、そこへ若
い伯爵が入ってきて、私の慎み
忘れさせる。 

パリのアパッシュ
なら、あぁナイフを
片手に、あぁ恋の鞘
当てさあぁ、あぁ、
誰にも負けない。 

Zwei Akt hindurch geb ich nicht 
nach, doch ach, im dritten werd 
ich shcwach; da öffnet plötzlich 
sich die Tür, o weh, mein Mann, 
was wird aus mir, ach! 
“Verzeihung” flöt ich er verzeiht, 
ach zum Schluß Tableau, da 
weinen d’Leut, 

第２幕まで私はなびかないけ
れど、第３幕では気弱になる。
するとドアが突然開き、何と! 
私の夫よ、あぁ。どうしよう。
「失礼」とお互いにあやまり、
幕が下りて観客は涙を流す。 

火の出る刃のやり
取り 
手許が狂えばグサ
リと我が喉元へと、
あぁせめてお願い
よあぁ最後の口づ
け、あぁ 

音友版の野上彰氏の訳詞を上表の右列に示します。これはたしかに、超意訳

ですね。シドニー・シェルダンの小説「ゲームの達人」（アカデミー出版・天馬

龍行訳）等に見られる「超訳」も逃げ出すほど、原詞から離れた翻訳となって

います。「火の出る刃のやり取り。手許が狂えばグサリと我が喉元へ。」などの

部分は想像力がかなり強くないと出て来ないですね。 

ちなみに「アパッシュ」とは、アメリカ原住民「アパッチ族」が語源。敵と

か恐ろしい人という意味です。20世紀初頭、パリの巷にたむろするワル・チン

ピラ等のことでしょう。ナイフや拳銃を持ってゴロツキといったところです。

（ドイツ語では Halbstarkeといいます。） 

また、「さやあて（鞘当）」についてもご存知ないかたが多いようなので、少

し解説しておきます。大辞林によれば「武士が道ですれ違ったとき、刀の鞘が

当たったのを咎めだてすること。」と説明されています。武士は刀を左腰にさす

のが儀礼となっていましたので、「鞘当て」を防ぐために、江戸時代は左側通行

が標準だったと中学の日本史の時間にならいました。一人の女性を二人の男性

があらそう「恋のさやあて」という言葉は、歌謡曲の歌詞などで普通に使われ

ていると思います。 
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