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演奏会 とい うものは、 ただやみ くもに曲を並 べれば 成立す るというものではない。 どのような出をいかに
並ベプ ログラミングするかによって、聴き手 に一定 の メッセ ー ジを発するものでなければな らな い し、 また

実際耳にすることによって、そのメッセージが確かめられるものでなければならない。素晴しい演奏家によ

るコンサ ー トが面白い原因の一つはそ こにある。
ゲルハル ト ・ボッセさんが神戸市室内合奏団の音楽監督 に着任 されて以来、そ の豊かな音楽経験 とヨすロッ
パ音楽 に対する該縛な知識によ って、神戸市 室内合奏団の定期演秦会 シリニズは、毎 年、毎回興味深 いテー
マ を掲げるようになった。2008年度 のシ リーズは、来年にハイ ドン (1732〜1809)の 没後 200年 を控えて、
彼 の音楽 をよ り深 く理解す るために様 々な工夫が施 されている。つま り彼 の音楽を先導 した り、 支え豊かに
してきた作曲家たちや作品に光が当て られつつ進め られて いるのだ。
ところで今 日の プ ログ ラムを見た人 の 中 には、ハ イ ドンよ りだ いぶ先輩に当たるC,RE.バッハ (1714〜
1788)は ともか くも、後輩のモ ー ツァル ト (1756〜1791)の 作品が2曲 も入っていることをいぶか しく思
われた方 がお られるか もしれな い。モー ツ ァル トはハイ ドンよ りずっと年下なのに、ハ イ ドンの音楽 を先導
した り影響 を与えることな どあったのだろうか と。穣かにハイ ドンとモー ツァル トは親子ほども歳が離れて
いるのだが、実は互いに深 く尊敬 しあう仲 で、 実際 モー ツァル トはハイ ドンか ら多大な影響を受けると同時
に、またハイ ドンの音楽にも少なか らず影響を及ぼす存在だ ったのだ。
モー ツァル トがハイ ドンの弦楽四重奏曲作品33《 ロシア ・セ ッ ト》か ら大きな影響を受け、 自らの内発的
な意志 (注文 によ る創作を基本 としていたモー ツァル トには非常に珍 しいことだった)に よって 《
ハイ ドン ・
セ ット》 と呼ばれる6曲か らなる弦楽四重泰曲集 を作曲 した ことは余 りにも有名だが、 この作品集を献呈さ
れたハイ ドンは、モー ツァル トの私邸 に招かれ これ らの作品を耳 にした時 (モー ツァル ト父子 も演奏に加わっ
た と伝 え られている)、籍きの限差 しでモー ツァル トの父 レオボル トに 「
あなた のご子息は、私が今 までに
出会った最高の作曲家です」 と語 って いる。 この言葉 ほどハ イ ドンとモー ツァル トの両者 の関係 のあ り方を
示 しているものはない。彼 らは年齢 の差な ど関係な く、互 いに影響を与 え合 う、 まさに音楽的盟友だ ったの
である。
さて今 日の演奏会 には、《時代 の流れ そ の変革 の時、 1780年》 というタイ トルが冠せ られている。 1780
年頃といえばハイ ドン48歳 、モTツ ァル トが24歳。ハイ ドンが先に触れた弦楽四重奏曲の世界に革命をもた
らした 《ロシア ・セ ッ ト》 を完成 したのがまさに1781年。 同 じ年 にモー ッァル トはザルツプルク大司教 と決
別 しウ イ‐ ンで固定 した雇い主か ら離れて独立 した音楽家 としての道を歩み始める。その意味で、 この頃は
音楽が大きな出が り角を迎えていた とき といえるだろう。 今 日は、そ の時期に いたる少 し前にC.P.E.バ
ッハ
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とモ ーツ ァル トが作出 した作品を前半 に、 後半 にはモー ツァル トがそ の晩年 の1788年 に作出 した交響曲第
40番 を聴 くことによ り、時代 の流れ と変革 の時 を耳で確かめることになろう。作曲家 として のクリエイティ
ヴな視点 と、作曲家 の心が分かる類稀な演奏家 としての立場か ら、常に深 い問題意識をもって作品の核心に
切 り込む解釈を示す野平一郎 さんが、果た して今 日のプ ログラムにどのような新鮮な光を当てて くれるか、
ゲス ト ・ピアニス トのコー ラ ・イルゼ ンの演奏 に対する期待 も含めて楽 しみな演奏会だ。
CPEバ ッハ :シ ンフォニア ヘ長調 Wは 183‑3
大バ ッハの次男 として1714年 にヴァイマールで生まれたエマ ヌエルは、 実は 18世紀後半 においては、 父
親 の大バ ッハをはるかに上回る著名な作曲家 と知 られた人物である。 1738年 にベル リンの宮廷 にチェンパ リ
ス トとして雇われ、 さらに1767年 にはテ レマンの後任 としてハ ンプルクの5つの教会 のカン トール となつた
彼 は、大バ ッハか ら直接蒸陶を受けて育ちなが ら、父親 とはまった く異なる新 しい音楽世界を展開 した。そ
の多彩で劇的な変化 をもった奔放な力のみなぎる作品は、 ハイ ドンやモー ツァル トな ど後 につづ く作曲家た
ちにも大きな影響 を及ぼ した。その代表的な作品は、 200曲 に及ぶクラヴィー ア ・ソナタだがtそ の他 にも
50曲 になんなんとするクラヴィー ア協奏 曲、 19曲の交響曲、その他多 くの宗教作品などを生み出した。
今 日演秦されるのは、 1775年 か ら76年 にかけてハ ンブルクで作曲 され、1780年 にライプツィヒで出飯さ
れたシンフ ォニ アヘ長調。編成は弦楽合奏 と通奏低音をベースに、 フルー ト、オーボエ、 ファゴ ッ ト、ホル
ン各2本 が加わる充実 した もので、 彼 の最 も優れた シンフォエアの一 つである。ト ゥッティ (全合奏)の ユ
ニ ゾ ンによる力強 い第 1主題 と、管楽器 を中心 とした柔和な第2主 題 による簡潔なソナタ形式 の第 1楽牽、や
や重 く陰霧の濃 い表情 を持 つ援徐楽章 の第2楽 章 (二短調)、ト ゥッティとソロ群 の掛け合 いで奏される舞曲
調 のプレス トによる第3楽章 (へ長調)の 3つの楽章が切れ 目な く続けて演奏される。
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モーツァル ト :ビ アノ機秦曲 第9番 変ホ長調 「
ジュノム」KV271
モー ツァル トの協奏曲は、 いつ どれ を聴 いて も、 聴 くものの心を実に生き生きとさせて くれる。魅力的な
人物が語 りかけて くるような親 密で表情豊かな旋律や、楽器 どうしのいかにも楽 しい談笑を思わせる掛け合
い、 さ らには感覚的な美 しさと知的な美 しさが絶妙 にバ ランスされた構成は、我 々の心や知性 を刺激する機
知 にあふれている。モー ツブル トは彼が生きた時代精神か らして、 自分 の感情 の在 り方 を音楽で表現 したわ
けではな い と考え られるが、だか らこそ逆に万人に訴 えることのできる、よ り普通的な世界を作 り上げるこ
とができた ともいえるだろう。モー ツァル トが 自ら弾 くために作出 したピアノ協奏曲は、彼 の数ある協秦曲
の中でも、とりわけ優れた成果を見せたもので、1777年 にザルツプルクで作曲された この第9番は、彼がウィー
ンに移住するまでに作曲 したものの 中では、最 も優れた ものの一つ といってよいだろう。それぞれの楽章の
規模が大きくなって いるだけでな く、楽想にも楽章構成法にも日の出の勢 いを持った天才的な若者な らでは
の大胆 さが随所にみ られ、ピアノに要求 される演奏技巧 もかな り高度なものとなって いる。
冒頭か らす ぐにソ ロが主題 に関わる とい う、協奏 曲 としてはめうたにない変則的な始 ま り方をす る第 1楽
章をはじめ、 「
ため息 の音型」力fいたるところに散 りばめられ、悲哀感 を漂わせた主題が,心に淋みる第2楽章、
ロン ド形式によって いるが、中間部にロン ド主題 とはおよそ対照的な、典雅な変イ長調のメヌエッ トが挿入
されるという、いかにも独創的なアイデアに満ちた第3楽章の3つの楽章か らなる。なお 「
ジュノム」の名称
は、演奏旅行 の途次ザルツプル クに立ち寄ったフランスの女流 ピアエス ト、 ジュノムのために作曲された と
伝えられる ことによる。
モーツァル ト :交響曲 第範 番 卜短調 KV550
交警曲第40番 と言えば、モー ツァル トの交響曲 の中で もとりわけ有名か つ人気 のある作品だ。わずか2曲
しかない短調の交響曲。またそ の調性がなぜかモエ ツァル トの名曲が集中する 卜短調。ある人はそれをデモー
ニ ッシュ (悪魔的)と 形容 し、 またある人はそれをペシミステ ィック (悲哀的)と 形容 してきた。 この作品
には聴 く人の気持 ちを激 しく揺 り動かさず には措かな い、何か不可解な衝動が リアルに現前するように聴 こ
えるか らだ。 もちろんこのリア リティーは、18世紀後半 の時代精神 を反映 して、 モー ツアル ト自身の個人的
て
感情 の表現 とい うわけではな く、むしろもっと普遍的なものなのだが、だか らこそそれは、単なる一時的な
衝動に終わる ことな く、盛 く者 の心に深 く刻まれることになる。今回の音楽会 の タイ トルにあるように、17
80年 頃 とはまさにこのようなあ り方が音楽 で確立された時であ り、 1788年 に作出 された この作品には、そ
うしたあ り方が何よ りも完成度の高い形で示されているのである。
この作品は、モー ツァル トの早世に先立つこと3年前の1788年 に、俗に言 う3大 交響曲 (第39番、第40番、
41番
第
)の 1曲 として、わずか数 ヶ月の間にまとめて作出された と考え られている。速筆 であったにもかか
わ らず どの曲 も非常 に完成度が高 く、 この第4o番 も改 めてモー ツァル トの並 々な らぬ天才ぶ りを思 い知 らさ
れる作品だ。 「
ため息」風 の短 2度 動機 を用 いた独特 のな劇的パ トスあふれる第 1主題 と、伸びやかなが ら、
やは り短2度 動機 で満たされた第 2主 題 によってソナタ形式が形成 される第1楽章は、全体 を通 して悲痛な哀
切感が漂 う。 同 じくソナタ形 式 による緩徐楽章 の第 2楽 章 も半音 階が多用され、変ホ長調を主調 とするもの
の感傷的な雰囲気が立ち込めて いる。 シンコベー ション ・リズムによるフレーズに始 まる 卜短謡 の メヌエ ッ
トと、それ とは対照的な トリオとの対比が何 とも鮮やかな第 3楽 章を経 て、短調圏 で激 しい転調を繰 り返す
展開部や短調で徹底 される再現部などを持 つ ソナタ形式 によって、悲痛感をよ り高める第 4楽 章 に至るまで、
安易な妥協 でお茶を濁す ことな く、最後の最後 に至るまでそ の世界を貫き通 したところに、 この作品 の他 に
は見 られない独 自性がある。
本

本 森 森

森 お お お

お い

坤 坤 壊

￨

