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マエストロ都築の「音楽の聴き方と楽しみ方」

－ メーキング・オブ・ミュージック －

んだかわけの分らない音楽があります。例えば、バッハの「トッカータとフーガ

ニ短調」です。この最初の「チャチャチャーン・チャカチャカチャンチャン」と

いうのは、一体、なんでしょうか。これが｢トッカータ｣で、イタリア語の「トッカーレ」

(引っ掻く)からきた言葉です。まず、鍵盤を手で引っ掻いて、音が合っているかどうか見

ているのです。すなわち、「トッカータ」は「フーガ」を弾く前に、鍵盤楽器の調律をす

るために弾く、「試し弾き」の音楽なのです。本番なのに練習から始めるなんて、なんだ

か変ですね。本日は、「本番で練習する変な音楽」についてお話ししましょう。

も、そういえば、音楽の始めに、なんだか調律めいたことをする音楽がたくさん

あります。それを分類してみると、「音階から始める音楽」「分散和音から始める

音楽」「和音（カデンツ）から始める音楽」といった３種類になります。バッハの「平均

律クラヴィア曲集全２巻」（Das Wohltemperirte Clavie）はまさに「分散和音から始め
る」調律の音楽です。"Wohltemperirt" は「よく調律された・良い気持にしてくれる」と
いう意味です。ヘンデルのハープシコードのための｢調子のよい鍛冶屋｣は原題を「よくハ

ーモニーした鍛冶屋」（The Harmonious Blacksmith）といいます。これも「カデンツ」
(終止形)の音楽です。こういった「調律めいた音楽ではじまる作品」を順に紹介していき

ましょう。

タリア歌劇の序曲を「シンフォニア」と言いました。オペラが始まる前にオーケ

ストラだけで｢音合わせ」(シン=Sym：合わせる・フォニア＝ Phonia：音)をし
たのです。それが発展して「シンフォニー」(交響曲)になりました。「交響曲」は、もと

もと音合わせの曲だったのです。

習風景をそのまま作品の中にとりいれたものもあります。ロルツィングの歌芝居《ロ

シア皇帝と船大工》の中でオランダの軍港都市ザールダムの市長ヴァン・ベットが、

ロシアからの逃亡兵ペーター・イワノフをロシア皇帝のペーター・ミヒャエロフと間違え

て、市を挙げて偽皇帝を歓迎するときのことです。市長は、自分の作った詩を仲間に作曲

させてそれを市民に歌わせようとします。市民は、配られた楽譜を手に勝手に歌い始めま

す。市長はあわてて、「そうではない」と歌の指導をします。まるでわが国に数あるアマ

チュア合唱団の練習風景さながらのシーンが展開されます。

り直しする音楽もあります。最初に弾き始めた音楽が、「どうもよくない」と思っ

て、一度、消しゴムでドガチャガと「ミセケチ」にしてからまた最初から弾き始
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める音楽のことです。これはシューベルトの｢ピアノ・ソナタ変ロ長調 Ｄ 960 ｣とショパ
ンの「英雄ポロネーズ」でしょう。また、ベートーヴェンの「第九」の第４楽章で、これ

まで出て来た各３楽章の動機を次々に消しゴムで打ち消して、その挙げ句に、バリトンの

ソロが「おお、友よ、このような音楽ではなく、もっと楽しく喜びに溢れた調べを歌おう

ではないか」と歌い出すところなどは秀逸です。また、ワーグナーの《ニュルンベルクの

マイスタージンガー》にも、やり直しの歌が歌われます。ヴァルターの懸賞歌をベックメ

ッサーが盗んで下手くそに歌います。大衆の批難を浴びて、ベックメッサーは｢ザックス

が作った歌だ｣といいます。ザックスは、「実は、この歌はこんなに美しいのだ」と当のヴ

ァルターに改めて歌い直させるのです。

A 引っ掻きで始まる音楽

１ バッハ トッカータとフーガ ニ短調

２ ショパン スケルツォ第２番

「交響曲」（シンフォニー）は「シン=Sym：合わせる・フォニー＝Phony音」

３ モーツァルト フィガロの結婚 序曲 (シンフォニア)

B 音階で始まる音楽

４ ベルリオーズ 幻想交響曲第３楽章

５ ショパン 英雄ポロネーズ

C 分散和音で始まる音楽

６ バッハ＝グノー アベ･マリア

７ ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第１４番月光

８ 英雄交響曲
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９ 第９交響曲

１０ アルバン・ベルク ヴァイオリン協奏曲

D 和音で始まる音楽

１１ ヘンデル 調子のいい鍛冶屋 (カデンツ)

１２ ベートーヴェン 交響曲第１番 (カデンツ)

１３ 運命交響曲

１４ ピアノ・ソナタ第２９番ハンマークラヴィーア

E 練習する音楽

１５ ロルツィング ロシア皇帝と船大工

F やり直しをする音楽

１６ ベートーヴェン 第９交響曲第４楽章

１７ シューベルト ピアノ・ソナタ変ロ長調 Ｄ 960

１８ ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第１２番 第３楽章 (良い見本)

１９ ワーグナー ニュルンベルクのマイスタージンガー終幕

ヴァルターの歌（元歌） ベツクメッサーの歌（パロディ歌）

１［第一のシュトルレン］"Stollen "
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Morgenlich leuchtend Morgen ich leuchte
im rosigen Schein in rosigem Schein,
朝はばら色に輝きて、 朝、我はばら色に輝き、

von Blut' und Duft von Blut und Duft
花とその香りに 血とその臭いに

geschwellt die Luft, geht schnell die Luft;
大気はふくれ 大気はたちまちに漂へば、

voll aller Wonnen, nie ersonnen, w o l h b a l d g e w o n n e n , w i e
無上の喜びに溢れ、えも知れず zerronnen,

ein Garten lud mich ein － 急ぎ勝ち得て、消え去るごとし、

庭は我を誘い im Garten lud ich ein
Gast ihm zu sein. 庭へと我が招けば、

賓客として迎えぬ。 garstig und fein.
汚くもまたいさぎよし。

２［第２のシュトルレン］

Wonnig entragend dem seligen Wohn' ich ertraglich im selbigen
Raum, Raum,

幸ある園は嬉しくも 我はしかと住みぬ馴染みの室に

bot gold'ner Frucht, hol' Geld und Frucht, －
黄金の果実を 金と果実を持ち、

heilsaft'ge Wucht, Bleisaft und Wucht...
恵みの力として与える。 鉛の汁と力を持つ。

mit holdem Prangen Mich holt am Pranger
優雅に誇り持ちて、 依頼人のさらし台に

dem Verlangen, der Verlanger,
喜びに満ちて。 我は招かれ、

an duft'ger Zweige Saum, auf luft'ger Steige kaum,
良き香りある枝振りの かるやかに階段を昇るや

herrlich ein Baum.！ hang' ich am Baum.
見事なる樹あり。 我は木にて首吊りぬ。

３［アプゲザング（終節）］"Abgesang"

Sei euch vertraut, Heimlich mir graut,
信じ給え、 密かに我を怯えさすは、

welch hehres Wunder mir weil es hier munter will hergehn
gesche: かく快活に進まんが故なり。
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偉大な奇跡の起こるを。 an meiner Leiter stand ein Weib;－
an meiner Seite stand ein Weib, 我が梯子に立つは乙女、

我が傍らに乙女立ち、 sie schamt und wollt' mich nicht
so hold und schon ich nie besehn;

gesehn: 恥じて我を見ず。

かほど愛らしく美しきもの見えず。 bleich wie ein Kraut
gleich einer Braut キャベツのごとく青白き、

花嫁のごとく、 umfasert mir Hanf meinen Leib;
umfasste sie sanft meinen Leib; 麻と乱るる我が身を掴みぬ。

汝は我を優しく抱けり。 mit Augen zwinkend－
mit Augen winkend 目をしばたきつつ、

まなざしにて語り、 der Hund blies winkend,
die Hand wies blinkend, 犬は尾を振り息を吐く、

み腕にて示すは、 was ich vor langem verzehrt,
was ich verlangend begehrt, 我がかつてより食べしもの、

我が切つなる望みなり。 wie Frucht so Holz und Pferd
die Frucht so hold und wert そは肝臓の木に実る

そは生命の木に実る vom Leberbaum !
vom Lebensbaum. 果実のごとき木ぞ馬ぞ。

いと可愛くも尊き実ぞ。


