小山実稚恵 の ピアノシリーズ (全６回)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ベートーヴェン､そして…
最初のクライマックス､第２回演奏会

プログラムは ｢ハンマークラヴィーア｣ ほか

サブタイトルに《決意表明》
ベートーヴェンのピアノ・ソナタの後期５曲

クラヴィーア」が演奏されます。雄大で起伏に

富み、激情もほとばしります。そして長大です。

ゆえに、
「ハンマークラヴィーア」は、当時の

ーマにした小山実稚恵のピアノシリーズ「ベー

れの演奏家の「生きざま」を表現することをテ

『ハンマークラヴィーア』はピアノという楽器

りたいこと〉に決然と挑むのがベートーヴェン。

でした（今も「難曲」に変わりありませんが… 。)
しかし、小山さんは「
〈できること〉ではなく〈や

ピアノの性能では演奏するのがとても難しい曲

トーヴェン、そして…」
。第２回はモーツァルト

を含めた音楽会全体に向けた勇気と決意のメッ

（第 ～ 番）を軸に、バッハ モ､ーツァルト ､
シューベルトのピアノ曲も組み合わせ、それぞ

との取り合わせです。

セージ」と言い切ります。

明」とした理由でもあります。

●プログラム
モーツァルト：デュポールの主題による変奏曲 K.573
モーツァルト：ピアノ･ソナタ第13番 K333
ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ第29番 変ロ長調
作品106 「ハンマークラヴィーア」

それが、小山さんがサブタイトルを「決意表

とくに今回のプログラムでは、ピアノ ソ･ナタ
の最高峰、全ベートーヴェン作品においても最
番「ハンマー
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＊今年 11月24日、大阪新音は創立70年を迎えます。
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高傑作の一つとまでいわれる第
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メトロ ノー ム記号 の指 示 は間違 って

に入ってからでも「ベートーヴェンの

「やりたいこと」を追求したベートーヴェン
小山実稚恵さんの大ファンの春子と、西欧音楽の歴史に関心をもつ
秋子の、大阪の女子学生２人が、またまた話しています。
（第２回）
バッハ顔負けの「フーガ」が展開され
春子

というから、やっぱり永遠の難曲よ。

いる」と騒いだ大物ピアニストがいた

る。その結果、演奏もチョー難しくな
化する時代に生き、ピアニストの改良

ろ う」 と 言 うた ら し い もん ネ 。

曲

決｢意表明 と
｣は？

ベー トーヴ ェン は ピアノ が進

らざる をえ なかっ たと 私 は理解 して
にやたら敏感やったと聞いたけど…

オーケストラ曲並みの雄大さ
春子
る。なにしろ当のベートーヴェンでさ

６月の、小山さんのピアノシリ

ーズ第１回、めちゃ良かったワ。あん
え、
「 弾きこ なすの に

ごめん。いろいろあって…

年はかかるだ

た、何で聴きに来んかったんよ！
秋子
秋子

小山 さんの 意気 込 みが伝 わっ

秋子
てくるね。

なってる。その指示通りに弾いたら、
ノ、第４楽章はブロードウッドという

職人が 改良 した高 音部 を 出せる ピア
ーア」に組み合わせるのはモーツァル

ムについて、大曲「ハンマークラヴィ

例えばこんな話があるんよ。

「ハンマークラヴィーア」の第１～３

ベ ー トー ヴ ェ ン のソ ナ タ第

ある ピ ア ノ ソ
･ナタで、メトロノーム
による 速度 記号を 残し た 唯一の 曲や

春子
番も勿論良かったけど、一緒に弾きは
春子

ものすごく速い。そのくせ、変奏あり

秋子

トしかないとも言うてはった。

を着実 に演 奏する のは 至 難の業 とい

四月、ウィーンへ旅行したとき、モー

ベー トーヴ ェン は 一七八 七年

われてる。ベートーヴェンは、ピアニ

ツァルトに会いに行ったそうで、ベー

いて、すっご～く美しかった。この次
春子

違うと思うけど…

ど、〈外出中で会えなかった〉という

ストからこれまでに〈ピアニスト泣か

ィーア」というたら、批評家やピアニ

秋子

春子 「指が６本あるのか」とまで言

秋子

っと分かりやすく言うてよ。

シック音楽には初心者やねんから、も

春子

ピアノはさらに進化する、将来

何で、そんなことに？

アノが必要だったということになる。

の作曲当時は、演奏するにも２台のピ

いわれてる。つまり、ベートーヴェン

るピアノ、と２台を使って作曲したと

春子

賛したと。真実は不明やけど。

きっと世間の話題となるだろう」と称

た人に「諸君、彼を見守り給え。彼は

奏したら、モーツァルトはその場にい

モーツ ァル トが与 えた 主 題を即 興演

聞いてて、しんどなってきた。

は絶対よ！ なにしろ「ハンマークラ

別の説もある。〈会えた〉方によると、

せ〉
〈真に近寄りがたい作品〉
〈ソナタ
われた「ピアノの魔術師」やろ？
秋子

モーツァルトの「デュポールの主題に

ホン マや ！ 「ハ ン マー ク ラヴ

の 怪 物 〉〈 あ ま り に 力 強 い 自 己 主 張 〉
ートー ヴェ ンが会 って 超 絶技巧 を讃

１台のピアノで必ずこの曲が弾ける、

よる… 」の 、デュ ポー ル って人 の名
前？

リストは、知ってる？

〈音楽史上、いかなる作品をも凌駕し、
えたとか、コンサートでは女性ファン

とベートーヴェンは考えたんやろね。

秋子

ベ

寄せ付けない〉〈弾くのに莫大な努力
が多数 失神 するほ どの 人 気を博 した

ちゃうのか。そういうたら小山さんも、

● 小山実稚恵さんのプロフィル
人気・実力ともに日本を代表するピアニスト。チャイコ
フスキー国際コンクール、ショバン国際ビアノコンクール
の２大コンクールに入賞以来、今日までコンチェルト、リ
サイタル、室内楽と、常に第一線で活躍を続けている。
2006年から17年まで、12年間・24回にわたる壮大なシリ
ーズ ｢ピアノ・ロマンの旅｣(いずみホールほか各地でも開
催)は、その演奏と企画性において高い評価を受けた。
これまでに国内の主要オーケストラはもとより、チャイ
コフスキー･シンフォニー･オーケストラ､ベルリン交響楽
団、ロイヤル･フィル、ＢＢＣ交響楽団、ワルシャワ･フィ
ル、モントリオール交響楽団など世界の著名オーケストラ、
国際的指揮者と数多く共演している。協奏曲のレパートリ
ーは60曲を超える。

突然やけど、あんた、猫飼って

それが、小山さんのコンサート

るやろ。

春子

デュポールとなってたわよ。

ンにチェロ ソ
･ナタが５曲あるでしょ。
その１，２番の初演者はジャン ル
･イ ･

ジャン ル
･イも腕利きのチェロ奏者と
して有名やったそうよ。ベートーヴェ

プロ イセン 宮廷 楽 隊の音 楽監

「ベートーヴェンは〈出来ること〉で

ところで、プログラムにある、

を要する〉〈つかみどころない、盛り

秋子

にして作曲家の…
そのリストが、ベートーヴェン

督でチェロ奏 者のジャ ン ピ
･ エール ･
デュポールのこと。そういえば、弟の

た。その姿勢に勇気や決意を感じます」

並み の ソナタ とは

春子

ドヤ顔せんとき。要するに、弾

はなく、〈やりたいこと〉を作品にし

きこなしたらしいんよ。演奏後、「信

と、演奏会に向けて語ってはる。それ

すご い！

とか言われている、伝説のピアニスト

春子
数 年で 見 事 に この 曲 を弾

じがたい速さで、どんな小さな音符も

で、第２回のタイトルを「決意表明」

の 作曲 後

秋子 「ハンマークラヴィーア」はピ

弾き損じなかった」と驚きと称賛の声

にしたということやけど、納得！

くのがチョー難しいってことやね。

アノ ソ
･ナタやけど、オーケストラ曲
並みの雄大な曲想の作品で、構想実現
があがった。技巧派のリストにして、

んたも絶対聴きに行かなあかんで。

あ

のため ベー トーヴ ェン は あらゆ る技
初 めて 出 来 たわ け 。 し かし 、

世紀

巧を駆使したんよ。第４楽章なんか、

20

……………………………………………………

秋子

小山さん、大の猫好きやて。飼

と何か関係が？
春子

ってる 猫は マズル カの よ うな小 品が
好きで、弾くと、うっとりしてるそう
や。曲の終わりが分かるらしくて、終

にゃ んとす ごい ！

さす がピ

わりに「ニャン」と鳴くって。
秋子

の ソ ナタ が 好き

これまでに飼った猫の中には、

アニストの飼い猫はちゃうなぁ。
春子

ベ ート ー ヴ ェン の

さんから直接聞いた話なんよ。

の好きな猫もいたらしい。これは小山

な猫、バルトークの協奏曲とか現代曲

32

20

ている曲やもんね。

だく さ ん〉 なん て 、さ ん ざん 言 われ

ヴィーア」なんやから。

私は小山さんの大ファンやけど、クラ

トーヴェンの伝記では〈会えた〉けれ

ストを 困ら せるた めに 書 いたん とは

ピアノ 職人 が改良 した 低 音部を 出せ

138

転調ありと盛りだくさん。個々の部分

小山さんは、第２回のプログラ

楽章は スト ライヒ ャー と いうピ アノ

第２回の聴きどころについて小山さんは「ピアノ史
上に残る超大曲､ベートーヴェンのハンマークラヴィ
ーアにどんな曲を組み合わせようかと考えた時、モー
ツァルトの作品しか思い浮かびませんでした。全く個
性も特徴も違う２人の天才同士の作品。調性関係や曲
目バランスにこだわってのプログラミングです。モー
ツァルトからベートーヴェンへのプログラム全体の流
れを感じていただければ嬉しいです」と話しています。

と

● 第２回 の聴きどころ（小山さんの話）

け ど。 第 １ 楽章 は 、 ２ 分音 符 ＝
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ったシ ュー ベルト が歌 心 にあふ れて
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ベートーヴェンと随筆散歩 ～マニア向けのページ～

ベートーヴェン、そして……衿子さん
クララ

モーツァルトのソナタK.333［第13番］というと、岸田衿子さんのエッセイ の一節を思い出

すわ。
「……幼馴染で詩を書き始めたＳ……、彼は……よく手紙をくれて、
『今日はこんなふうに生き

ています』とか、……と書いてきた。
」
ホロヴィ 素敵だね。K.333 な感じの一日かぁ。
クララ

「……『山から帰る日の朝、ラジオから K581［モーツァルトのクラリネット五重奏曲］が

聞こえていた。その日からずっと、僕の中で鳴り続けているテーマだ』 」
ホロヴィ あるある。その日のテーマ音楽って。モーツァルトがずっと頭の中で奏でられている。わかる
なあ。
クララ

「……以前は『僕の恋人は自転車、つぎはベートーヴェン』と云っていた筈なのに」

ホロヴィ

あはは。それも、あるあるだね。熱に浮かされたようにベートーヴェンに夢中になる。でも、

ふっとモーツァルトがそよ風のようにふくと、もう頭の中はすっかりモーツァルトのメロディに上書
きされているんだ(笑)。
クララ

ベートーヴェンとモーツァルトを、行ったり来たりするのよね。

ホロヴィ 心ひかれて自然に意識が行き来するということは、ベートーヴェンとモーツァルトって、全く
違うタイプの音楽世界なんだけど、やっぱりつながっているのかな。
クララ

そうね。どちらも「きらきら」していると思うもの。

ホロヴィ 何というか、
「それでもこの世は美しい」
「それでも人生は美しい」というような……。
クララ

そうなの。肯定的な気持ちになるわ。そして、衿子さんの随筆は次のように続きます。「……

人のいなくなった九月の山村の、透明な光の粒子をあびていると、モーツァルトばかりが身近になっ
ていった」。光を感じると、モーツァルトが聞こえてくるというか、光の中でモーツァルトを感じる
というか……。
ホロヴィ

「光」か。ベートーヴェンはソナタ「ハンマークラヴィーア」のスケッチ帳に書いているよ。

「汝不変なるもの わが魂の喜びたれ わが巌、わが光 永遠なるわが心のやすらぎたれ」
クララ

ベートーヴェンは、モーツァルトを敬愛していたようね。「ヘンデル、バッハ、グルック、モ

ーツァルト、ハイドンの肖像画がわたしの部屋にある。
」
ホロヴィ 憧れの先輩作曲家の肖像画を部屋に貼っていた。あるあるだなあ。なんだか、ベートーヴェン
を人らしく感じさせるね。親近感がわくよ。
クララ

あら、私がベートーヴェンに親近感を持った大好きな彼のメモは、これよ。「毎日五時半から

朝食まで勉強すること！」
ホロヴィ まさしく「決意表明」だ！
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