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１．はじめに
演奏解釈と言っても，演奏する者が10人いれば10通りの考えが生まれる。人には個性があり，それぞれ

の考え方が存在している。全く同じになることはあり得ない。様々なアイディアを駆使して実践できるとこ
ろが，演奏の面白さでもある。

演奏とは自由である。一人の人間が何度も同じ曲を演奏する場合，弾くたびに表情を変えることもできる。
さらに即興演奏のように思いつくまま，次々と音を奏でることもできる。

実際に演奏する人がどのような視点で楽曲を捉えているか。その視点は各人の培った立場や環境から生み
出される。例えば，演奏する者が作曲家であれば，楽曲の構造を深く理解しようと分析することによって思
考を生み出すであろう。演奏活動を主としているピアニストであれば，自らの演奏能力や経験を踏まえた上
で，個々の感性を持って楽曲を見つめることができる。

演奏解釈については，一流のピアニストによって楽曲の表現方法を論じられているものが説得力を持つ。
また一流の作曲家自らが分析した成果を書き記すことも貴重な資料となる。

演奏解釈とは，楽譜に記載された情報をどのように読み取り，何を表現しようとするのか，その意図を形
成することであり，その意図を音としてどのように表明するかを述べることである。楽曲を考察した上で表
現するための意図が示されており，その意図を実現するための提言が為されているのが通常である。

演奏では表現しようとする意図を具現化するためには，どうしても楽器に対する技術力が必要だ。
ピアノの場合，楽曲を構成する音数も多く，様々な技巧が存在する。そのために技術力がないと演奏する

ことが難しいのが現実である。
私が日頃接している学生らの演奏は未熟である。学生らの演奏の様子を見ていると2つの特長がある。ま

ず1点目として，表現したい欲求があっても技術が至らない。そのために実現することが難しい場合が挙げ
られる。「この曲が大好きでこのような表情で弾いてみたい。」という気持ちは感じられるが，技術が追いつ
かず上手く表現できない。2点目として，何を表現したいのかよく考えずに，ただ技術面での不安を口にす
る場合が挙げられる。このような学生らの不安は，そもそも「出来ない」という先入観から生まれているよ
うだ。その学生らの不安は，演奏する者にとって当たり前のことが上手く出来ない場合に生じるように見え
る。例えば，各調性の音階を弾く場合，すでにその弾き方を身に付いている人にとっては当たり前の技術で
ある。不安は生じない。音階を弾く上で必要な音の構成や指使いの習得など，初歩的なことが身に付いてい
ない者にとっては，弾くたびに不安になる技術となる。

プロの演奏家など，熟達者にとって演奏するための技術力の習得は，当たり前あるいは自然なことである。
そのため演奏技術に対する不安など生じないはずだ。従って技術的な視点よりも，演奏表現についての演奏
解釈を述べる場合がほとんどである。
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私自身ピアノ演奏に取り組んでおり，その経験から意見を述べることはできる。と同時に日頃接している
学生らを通じて，技術的に未熟な演奏に対してどのように取り組めば改善できるか，そのような視点で述べ
ることも可能である。日頃の授業では，自らまずどのように弾きたいのか，話し合いをする。互いに様々な
ことを話し合うことによって少しずつではあるが，どのように表現したいのかアイディアを生み出されてい
く。そしてそのアイディアを実現するために，技術的な未熟さやそこから派生する不安に対してどのように
考えて取り組んでいけば良いのか。どのようにしたら意図した表現に近づくことができるか。そのような視
点からL.v.ベートーヴェンの作品31の３つのピアノ・ソナタについて考察を試みたい。なお，この論文に
おける小節数や譜例などはヘンレ版により，音名についてイタリア語により表記する。

２．楽曲の背景
Op.31の3つのソナタは，並行的に1801年から翌年の1802年初めころに創作されている。L.v.ベートー

ヴェンは，これらのソナタに至る以前の過程において，これまで以上に様々なアイディアによる作曲を試
みている。第12番変イ長調作品26のソナタでは，第1楽章に変奏曲を取り入れて，第2楽章にスケルツォ，
第3楽章に緩徐楽章としての葬送行進曲，第4楽章にソナタ形式に基づく楽章であり，演奏時間の短い無窮
動的に進行する楽曲を配置している。その後に作曲された作品27の2つの幻想風ソナタでは，その名前の通
りに楽章構成を自由に捉えており，楽曲全体の中心になるソナタ形式の楽章を最後に配置されている。

Op.31の3つのソナタでは，これまでの試みをさらに進化させて，従来のソナタ形式の枠を維持したまま，
その枠の中で主題における素材の使用方法や主題間の転調関係，展開部における発展的な転調の技術など，
新たな試みがなされていると考えられる。この新たな試みの成果が，後に傑作とされるOp.53の「ワルトシュ
タイン」，Op.57の「熱情」の各ピアノ・ソナタを生み出すことになる。

３．L.v.ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第16番ト長調 Op.31-1
第１楽章　Allegro vivaceト長調
まずどの位のテンポで演奏するべきか考える。参考までに校訂譜などに記載されているいくつかの例を挙

げる。第16番の第1楽章では♩=138 ～ 160と多少の誤差はあるが，これは第1主題で登場する16分音符の
動きと第2主題の左手の8分音符の刻み方について，ぞれぞれのテンポの関係をどのように考えるかによっ
て生まれる誤差，と考えられる。ちなみに一番速いテンポを表記しているA.Schnaberuは，第1主題の♩
=160に対して，第2主題では♩=144と少しテンポを落とすことを求めている。

校訂者（出版社)1 テンポ（第1楽章） テンポ (第２楽章） テンポ (第３楽章）
C.Czerny ♩＝144(*) ♪＝116 ＝96 
Claudio Arrau (Peters) ♩＝152 ♪＝104 ＝100

Artur Schnaberu(Curci) ♩＝160 ♪＝112 ＝100

Frederic Lamond (Breitkopf&Härtel) ♩＝144(*) ♪＝120 ＝88

Bülow-Lebert(G.Schirmer) ♩＝138 ♪＝112 ＝80

(*)C.CzernyとF. Lamondの版では2分音符で72と記載されているが，拍子に合わせ，他の版と
同様に4分音符単位で記載している。 

第1主題は，アウフタクトを伴い16分音符と付点4分音符がタイで結ばれて持続される音と16分音符の軽
快な動きと16分音符と付点8分音符がタイで結ばれて持続される音の組み合わせ，3つの8分音符での和音
と8分休符との交代による3つの音型で構成されている。（譜例1）

L.v.ベートーヴェンの作品では，進行する拍がそのまま表情を担う場合がある。ある時は力強く，ある
時は軽快に拍を刻むことによって表現される。例えば拍と進行を印象付ける作品として，第10番の第2楽章
が挙げられる。この第2楽章では，拍を縁取る8分音符と8分休符に対して厳格な拍感を持ってどのように
打鍵しあるいは無音の空白を生み出すか，演奏者の感性が求められる。その拍に対する感性がそのままテー
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マの表情を決定しており，その表情を土台にして変奏曲として展開される。
一方，第16番の第１楽章の第１主題では，左手で拍を刻むスタッカートを伴った8分音符と8分休符の刻

みに対して，常に右手は16分音符分先行する。このリズムによる拍感のズレがL.v.ベートーヴェンの工夫
である。この特殊なリズムを演奏する際，まず正確に拍を感じることが求められる。この部分では左手の拍
感を強く意識することができれば，右手の音を「伸ばす」「動く」のコントラストをより楽しく演奏するこ
とができるはずである。

第66小節からの第2主題は8分音符の刻みの中，楽しげな旋律を提示する。本来第１主題はト長調であれ
ば，第2主題はニ長調のはずであるが，この楽章ではロ長調という3度上の調を使用している。これまでの
ソナタにおいて楽章ごとに3度上の調を使用するケースとして，第3番の第１楽章（ハ長調）と第2楽章（ホ
長調）などに見ることができる。楽章単位の転調であれば，楽章間の休みによって雰囲気を変える効果も生
み出すことが可能だ。1つの楽章の中で進行している状態の中で3度上の調に移行するためには高度な転調
技法が必要だが，L.v.ベートーヴェンはいとも簡単に成し遂げている。第1主題と第2主題の関係の中で生
み出される転調，第１主題のト長調から，第12小節アウフタクトに見られるいきなり2度下のへ長調への変
換，さらにハ長調が垣間見られるといつの間にか元のト長調に戻り，第30小節より16分音符のユニゾンが
ピアノの技巧をアピールする。この部分では劇的な表現が求められるが，決して音がずれたりしないように
自ら奏でている音をしっかり聴くことが大切である。

第46小節アウフタクトより再度第1主題が登場するが，その後半の音型も使用して53小節最後の和音よ
り一気にロ長調に転調する。1つの和音より3度上の調に移るという離れ業を示している。

第66小節からの第2主題では，左手の8分音符による刻みから陽気な表情の旋律を奏でる。左手の8分音
符の動きは，小指で弾くことになるバスの音の動きが大切である。弱拍にあたるその他の3音による和音の
刻みに対して手の位置の比重がかかり過ぎると，細い小指での打鍵が疎かになる。バスの音を少し強めに打
鍵して音をしっかり聴き取ることが鍵になる。

第74小節からは，両手の役割が逆になり，左手が旋律を右手が伴奏を担う。左の旋律に対して，右手の
伴奏の16分音符の動きが音の数も多く音域も高い。そのため左の旋律よりも右手の伴奏の音量が大きくな
り，旋律が聴こえなくなる。両手の音のズレも気をつけなければならないため，両手の音をそれぞれよく聴
き，音量のバランスなどに配慮する必要がある。

第93小節からは，強弱の推移が面白い。cresc. の後，fまで到達すると第98小節からいきなりp，ロ長調
からわずかなロ短調への変化に対するppより再度cresc.があり，第108小節よりいきなりp，というように
L.v.ベートーヴェンの楽曲の特長である唐突な強弱の転換がある。

第112小節アウフタクトから始まる展開部は，主に提示の第1主題の2つの動機，アウフタクトを伴い16

分音符と付点4分音符がタイで結ばれて持続される音と16分音符の軽快な動き，そして16分音符と付点8分
音符がタイで結ばれて持続される音型を使用して，目まぐるしく転調しながら表現の激しさを増していく。

　　　　　　譜例1
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第1主題がそのまま fで現れると，後半の16分音符と付点8分音符がタイで結ばれて持続される音の組み
合わせをpと fの対照によって描き，最後は fの状態で徐々に高揚する。その間ト長調→ハ短調→へ長調→変
ロ長調と転調しながら第134小節の激烈な両手のユニゾンへ導く。ここでも変ロ長調→ハ短調→ニ短調→ト
短調と転調しながら進む。途中 sfを加えることで16分音符の表情に劇的な印象を与えている。劇的な印象
を残すためにも，ただむやみに速くなり己を見失わず，両手の音がしっかり噛み合っているかよく聴きなが
ら弾くことが重要である。

第170小節より左手で軽快に拍を刻み，右手で付点のリズムで後打ちを行う。両手を交差するため，リズ
ムを一定に保つことは簡単ではない。拍感を保つためにも，右手の動きに気を取られることなく，左手で正
確に拍を刻むことが求められるであろう。

第194小節アウフタクトから始まる再現部も，第2主題がまず6度調であるホ長調で現れて，ホ短調を経
由して見事にト長調に戻っている。その後，ほぼ提示部と同じ形で進行するが，最後の第296小節アウフタ
クトからの終結部が興味深い。主に第1主題の後半の音型を使用して進むが，強弱の幅がこれまで登場した
最弱のppでしばらく進み，第320小節でいきなりffになり驚く。と思ったら最後はpで和音が2つ聴こえ，
後は静寂だけが残る。静寂は，最後の休符と休符の上に記載されたフェルマータによって実現される。この
第1楽章は，軽妙な曲調の中で様々なアイディアが自然な形で表現されている。

第２楽章　Adagio grazioso ハ長調
第2楽章ではピアノの技能を念頭に置きながら，L.v.ベートーヴェンのピアノ作品の特長でもある室内楽

的な書法が見られる。校訂楽譜によるテンポについては前述の表の通り，♪＝104~120となっている。第１
主題の右手で奏するトリルや半音階などの音型を使用した伸びやかな旋律と左手で奏する弦楽器のピチカー
トを想起させる伴奏型から始まる。（譜例2）

　　　　　　譜例2

第9小節目より第１主題の変奏になるが，伴奏との役割は1小節ごとに右手と左手で交互に奏する。これ
に伴い，旋律も両手交互で奏する。まず左手でトリルを伴った動機を奏すると，次に右手でピアノ技術とし
てよく見られる32分音符のパッセージを奏する。そのことによって対話のような効果が生じる。2度対話を
試みると，右手によって複雑に変化した旋律を奏する。

第16小節の2拍目より8分音符の一定した動きを伴ってそれぞれの声部の動きが交わり合う部分である。
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複数の楽器におけるアンサンブルを想起できる。
第26小節ではピアノ協奏曲のカデンツァ的な部分も挿入されている。細かな音が連続するが，滑らかに1

つ1つの音を丁寧に弾きたい。
曲の冒頭よりハ長調で進行していたが，第34小節の終止形でハ短調に変化して中間部へ移行する。
第35小節からの中間部は，主に16分音符の動きによって支配される。1小節分の前奏より16分音符の伴

奏型が始まる。これまでの穏やかな曲調に比べ，短調になり音楽の進行も刻み方が細かくなることによって
風雲急を告げる。すぐに第36 小節目より変イ長調に転調することで曲調は一時的に安定する。しかしながら，
そのことが第46小節よりへ短調，第49小節目からのハ短調への転調や小節の頭の音に記された sfによって
さらに危機感を強めることになる。

第49小節目からの右手について，8分の9拍子を3拍子とられた場合の2拍目にあたる16分音符を高い音
域で挟む。切迫する気持ちを煽る効果なのか，あるいは苦悩の中の何らかの啓示なのか，演奏する者の想像
を駆り立てる。

さらにこの中間部の第42小節目より2小節単位で右手・左手と交互に２回ずつ旋律的な音型を描く。まる
でオーケストラの演奏のようである。弦楽器の細かな刻みの中を，例えばフルートやオーボエなどの管楽器
とファゴットなど低い音域の管楽器あるいはチェロやコントラバスの低弦楽器を想像する。第53小節目の
冒頭で切迫した表情が頂点を迎えると第65小節の再現部までどのように音楽を繋ぐか。一旦少しずつ音域
は下り第58小節目に底を達すると今度は徐々に再現部に向かって音域を上げる。2小節（1小節×2）+3小
節（同じ音型×9，ただしタイや休符などで微妙な違いを生み出す）+3小節（1小節×3）+4小節（ヘミオ
ラも見られるがその後はなだらかに次に移行できる音型）と個々の部分で微妙に音型を変容させることに
よって再現部に至る。

第65小節からの再現部は，１部よりも複雑な変奏になる。まず伴奏型が8分音符から16分音符による細
かな動きに変わる。特に2つの重音による伴奏形は弾きづらい。この音型はおそらく2つの弦楽器によるピ
チカートをイメージしている。弦楽器で演奏すると軽妙な雰囲気が醸し出されて効果的であろう。しかしピ
アノで弾く場合，同じ音を連続して奏しなければならない。そのために音が欠けることなく，音が綺麗に分
離して聴こえるように，鍵盤に対して指が的確に動いているか確認する。この弾く事が厄介な伴奏型の上で
冒頭の旋律をさらに自由にした変奏が展開される。音の数も増え，動き方もより複雑で細かくなっている。

第26小節で登場したピアノ協奏曲のカデンツァ的な部分も，第90小節ではより長くより高度な技術を
伴った形に変化している。再現部ではより高度な技術が求められているが，あくまでも表現への意識を持っ
て演奏に臨みたい。

第３楽章　Rondo Allegretto ト長調
ソナタ形式による楽章。全体を支配する曲調は，第１楽章と比較すると穏やかに進行する。校訂楽譜によ

るテンポについては前述の表の通り，   ＝80 ～ 100の記載がある。
第１主題は装飾を伴ったターンの音型から始まり，すぐに１オクターヴ音域を下げると１音ずつ徐々に音

高をあげる。この形を2度繰り返し終止形へ導く。さらに後半では4分音符による半音階的な音型とターン
の形を使用した音型での終止を交互に行う。この主題も左手の動きも含め，室内楽的な要素があり，滑らか
な流線型が特長である。丁寧なフレーズ感の構築やレガートへの意識が求められる。また，滑らかな動きの
中で左手による sfの音の響きは，トランペットのような持続音であり，主題の表情にアクセントを与える。

（譜例3）
第17小節目アウフタクトより，主題は左手に移行するが，その上の音域で右手が3連音符の動きを奏して

交わり合う。左手の主題に対して，右手の方が聴きやすく音の数を多いため，どうしても強く弾いてしまう。
両手の音量のバランスに配慮することが大切である。

第31小節目アウフタクトより，主題冒頭の断片2小節分と3連音符による分散和音の動きを両手で交互に
奏して交わり合う。さらに第37小節目アウフタクトから主題冒頭の断片1小節分に短縮されてp+cresc. +sf
が加わることで表情の切迫感や方向性を強く打ち出している。

第42小節目より右手に3連音符による動きが様々な形に変化しながら進む。その際，左手は主に4分音符
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で奏するが，その表情が全体の雰囲気を支配する。当初は滑らかな動きに sf，第52小節からは休符とスタッ
カートにp+cresc. +f +sfが伴いながら，4小節×2，2小節×2と短縮されていくことによって表情に高揚感
を与えている。

第65小節目より主題に戻るが，左手の伴奏型が3連音符による動きになる。後半は8分音符に変化するが，
Eの音がEsに変化することで次に登場する中間部の音楽を予感させる。

第83小節目アウフタクトより，中間部がト短調で始まる。冒頭の動機を両手で交互に対話し，ト短調→
ハ短調→変ホ長調と転調する。

第98小節目より4小節間の左手の3連音符による動きを伴い，第1主題後半の sfによるトランペットのよ
うな持続音と4分音符による半音階的な音型を使用する。変ホ長調→ハ短調→ヘ短調と転調し，第117小節
より伴奏が8分音符によるオクターヴのトレモロの音型に4小節間のみ変わり，その間変ロ短調→変イ長調
と転調する。ト短調になると3連音符による動きに戻り，ドミナントの響きが再現部への橋渡しとなる。

再現部では，3連音符による動きを中心に進む。第1主題は主に4分音符を主に動いていたが，ターンの
音型が8分音符であったため，その音型が現れる時は，3連音符と8分音符の噛み合わせがリズムの肝になる。
拍感が崩れないように正確なリズムが聴こえてくるように配慮が必要である。

第224小節より休符を挟んで，AllegrettoとAdagioとの交代が見られる。「動」の中にある対話と休符によ
る「静」の緊張感が表現の対比を演出している。その間に記載されているp+cresc. +f+rf +fpなどを表現に生
かすことが大切である。tr.が見えるとcresc.して第244小節アウフタクトにてPrestoにて一気に曲を終わり
に導く。その際，強弱が fに始まり，一旦pに落とし，cresc.して再び f。再度pになるとさらにppに表情の
底を作り，cresc.してffに至る。第266小節よりffを連発するが1小節分の休符を挟むと急激にp→ppと弱く
なり消えるように曲を閉じる。最後の1小節分のフェルマータを伴った休符では無音による間を感じること
を求められるであろう。

この第3楽章は，両手における旋律と伴奏の役割が頻繁に変わっていく。弾き手には意外と厄介であるが，
それだけ充実した感覚を味わうことのできる楽章でもある。

　　　　　　譜例3
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４．L.v.ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第17番 二短調 Op.31-2「テンペスト」
「テンペスト（嵐）」の名称は，弟子のシントラーがこの作品を理解するための鍵をベートーヴェンに訊

いたところ，「シェイクスピアの『テンペスト』を読め。」というアドヴァイスがあったからだ，とされてい
る。が，真偽は分かっていない。このソナタでは全楽章が共通の素材を使用して構成されており，それぞれ
の調性の主和音を分散した音構成が素材をして用いられている。

第１楽章　Largo→Adagio→Allegro  ニ短調
校訂楽譜によるテンポについては下記の表の通り，第1楽章におけるLargoでの記載については，有無が

生じている。Allegroでは  ＝104~120となっている。

校訂者（出版社） テンポ（第1楽章） テンポ (第２楽章） テンポ (第３楽章）

C.Czerny Largo記載なし
Allegro   ＝104 ♩＝42(*) ♩.＝76

Claudio Arrau (Peters) Largo記載なし
Allegro   ＝120 ♩＝42(*) ♪＝184

Artur Schnaberu(Curci) Largo記載なし
Allegro   ＝120 ♩＝44 ♩.＝69

Frederic Lamond (Breitkopf&Härtel) Largo ♩＝46
Allegro   ＝120 ♩＝44 ♩.＝72

Bülow-Lebert(G.Schirmer) Largo ♩＝44
Allegro   ＝108 ♩＝50 ♩.＝80

(*)C.CzernyとClaudio Arrauの版では8分音符で84と記載されているが，拍子に合わせ，他の版
と同様に4分音符単位で記載している。

この楽章の構成について，冒頭部分を序奏と受け取るか，第１主題とするかで解釈が分かれる。冒頭より
Largoにおける静寂での分散和音と3小節目アウフタクトから始まる切迫感に満ちた8分音符の動き，さら
にAdagioでのターンによる音の配列と3つの動機で構成されている。この3つの動機がこの楽章を支配して
いるため，私はこの冒頭部分が第1主題であると考えている。（譜例4）

　　　　　　　譜例4

冒頭の2小節は，神秘的な分散和音の響きが求められる。1つ目の低音の分散和音の響きに対して，１オ
クターヴ上の4分音符 (do♯・mi)と付点2分音符 (la)との響きが一体となって調和する。どうしても低音の
響きに対して高い音の方が強く乱暴に聴こえる傾向が生じる。1つ1つの音に対して柔らかで丁寧な打鍵が
求められる。

第3小節アウフタクトから始まるスラーで繋がれた2つの8分音符の動機は，切迫を伴い下降線を辿る。2

度同じ音型を繰り返した後，4度上に上がりAdagioのターンを伴った終止形に至る。スラーで繋がれた2つ
の8分音符の動機は，切迫した表現をスピードのみで追い求めると手首や腕が硬直し，指そのものが動きに
くくなる。特に同じ音を連続して弾かなければならないため，同じ音の1つ目の音で脱力し打鍵を冷静に行
わなければ，次の同じ音を弾く際に余計な負荷がかかる。そのため打鍵が疎かになり，失敗する演奏を耳に
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する。スラーで繋がれた2つの8分音符の動機を弾く際には，手首や肘などの関節を楽にして2つの音の動
きに合わせて，鍵盤にやや力を加える・力を抜く，といった動作を丁寧に繰り返す必要がある。速く弾こう
として必要以上に負荷がかからないように，丁寧に動作を確認することが肝要である。

第7小節では，再度Largoでの分散和音が現れるが，ニ短調という調性の中ではとてつもなく異質な和音
（mi・so・do）で構成されている。この異質な分散和音の表現について，1小節目の最初の和音との相違を
認識してどのような音色の変化を求めるか。様々な表現効果が考えられ，演奏者の感覚の見せ所でもある。
この異質な分散和音の後，再度スラーで繋がれた2つの8分音符の動機が現れるが，第9～12小節の4小節分
を使い高揚し，第13小節冒頭の頂点より第16小節の4小節分を使い下降する。蠢くかのような第17・18小
節の動きの後，第19・20小節で半音階を伴って上行し，3連音符の伴奏を持った分散和音の動機を導く。こ
の第17小節目のアウフタクトより第19小節に見られるsfの表記は，2分の2拍子の裏拍にあり，拍間のズレ
によって緊張感をもたらしている。強固な拍感を持ち，その上で sfの打鍵を捉えることによってさらに緊迫
感を生み出すことが可能になる。

21小節目より登場する3連音符の伴奏を持った分散和音の動機を第１主題とする人もいる。冒頭のLargo
の分散和音と21小節目の左手に現れる動機とAdagioでのターンの動機との対話によって構成される。この
2つの動機は2小節ずつで構成されている。

3連音符の伴奏を，拍感に対して弾き辛く感じる者もいる。原因は2つ考えられる。まず2つの音を反復
する動きに対して，指を動かしづらくしている場合がある。この場合指を動かそうと逆に過度なプレッシャー
を感じて手が硬くなり音を大きくしてしまう。おそらく「音を速く弾かなければ」と考えるからであろう。
過度なプレッシャーにはわざと指の動きに負荷をかけて練習する方法も考えられる。（譜例5）わざと指の
動きに負荷をかけることによって，元の音価に戻した時に気持ちに余裕を持たせることが可能になる。なお，
この3連音符の動きは伴奏なので，控えた音で指を軽く動かすとよい。

2点目として，2つの音が上下に反復する動きが3連音符であるために，反対の手の動きに対して，常に同
じ音が噛み合うとは限らないことが挙げられる。例えば4分音符に対して，16分音符の動きであれば同じ音
が一致するために難しくない。しかし3連音符では上下の伴奏の動きに対して同じ音が一致せず，上の音で
一致したり下の音で一致したりする。頭の中で動きを整理して，実際に響いている音を聴き取り，両手の動
きが的確に動くようになればよい。頭の中を整理するためには，例えば3連音符の動きに弱くアクセントを
入れて，あるいは弱い音のスタッカートで練習する。それぞれの練習を初めはゆっくり始め，徐々にテンポ
を無理のない程度まで速くすると良いだろう。（譜例6）

この第21小節目からの動機を2度反復すると段階的に縮小することで徐々に緊張感を生み出す。第1番第
1楽章第1主題や第8番第１楽章の序奏にも見ることができるL.v.ベートーヴェンの手法である。手の交差
を交え徐々に高揚が増すと減9の和音によって危機感が最高潮を迎え，そのまま第2主題へ導く。

第2主題は，本来第１主題がニ短調であればヘ長調のはずである。しかし，L.v.ベートーヴェンはここで
長調の場合で用いられる5度上の調性であるイ短調を使用している。これも作曲者の工夫であろう。

第2主題は，第1主題（第3小節から）で示されたスラーで繋がれた2つの8分音符の動機から派生してい
る。ただし4分休符がたびたび挟まるために，さらに切迫感が増す。心の葛藤を描いているかのようだ。そ
の動きを支えているのは，左手の動きである。前部分の3連音符の動きから8分音符の動きに変化する。そ
の際に右手の切迫感を伴った動機に惑わされて，必要以上にテンポを速くしてしまう傾向がある。多少テン
ポが上がっても表情を促すためであれば問題はない。しかしテンポを無意識に速くしてしまい，「切迫感を
表現している」というより，ただ慌てふためく演奏者もいる。あくまで左手の支えがあっての表情付けが求
められる。

第55小節からは，sfと伴った劇的な音型とレガートにてフレーズを纏める音型が和音の移動で構成され
る。sfと伴った劇的な音型で気持ちが前向きになるが，そのまま力んだ状態でそのまま進むと，次のレガー
トにてフレーズを纏める音型で体が硬くなり無愛想になる。フレーズを纏めるためにもそれぞれの和音の動
きを丁寧に読み取り，どのような音色が適切か考えるだけのゆとりがほしい。

第69小節からは，左手で8分音符が連続して動く中，右手が休符を伴いながら約１オクターヴずつ交互に
合いの手を入れる。この時，右手の移動に気を取られて左手の音への注意を怠り，上手く弾くことができな
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くなるケースが見られる。左手の音の動きをしっかり聴き取ながら，右手の手の移動を目で追わないでも音
を拾えるような状態にしなければならない。

第75小節からは右手と左手の役割が交代する。おそらく8分音符の音型の方が聴こえるべきだと思うが，
右手で弾く時よりも左手で弾く時の方が少し弱めになる。なぜなら左手の音域の方が低い分聴き取りづらい。
そのため，右手と対等に聞こえるようにするための工夫が必要になる。

展開部は，主に冒頭の静寂での分散和音と3連音符の伴奏を持った分散和音の動機を中心に構成されてい
る。第93小節から冒頭の静寂での分散和音では，拡大された装飾のような音を伴う。両手を交互に使用し
てこの拡大された分散和音を奏するが，両手のそれぞれの指が均等で柔らかな打鍵によって，幻想的な雰囲
気を醸し出さなければならない。do♯ -mi-la，si♯ -re♯ -fa♯ -la，do♯ -fa♯ -la♯で構成されたこの3つの

　　　　　譜例5

　　　　　6連音符に増やした場合

 

　　　　　9連音符に増やした場合

　　　　　譜例6
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分散和音をどのような関係で表情を描き出すかも演奏者にとって腕の見せ所になる。
第97小節のdo♯ -fa♯ -la♯の穏やかで深みのある和音から，第99小節の la♯が laの音になるだけで世界

が劇的に変わり，一気に激しくなる。第１主題の形を用いて劇的な表情に切り替わるが，気持ちの上での冷
静さを失い，音の響きのバランスへの配慮を怠ると，伴奏にあたる3連音符の響きのみが騒々しくなり，重
要な動機が聴き取りづらくなる。どんなに劇的な表現が必要であっても，気持ちにゆとりを持って適切に対
応すべきであろう。嬰へ短調のⅠ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅳ→ハ長調のⅤ→Ⅰ→ニ短調のⅤ→Ⅰ→doppelⅤと続く和音
進行での推進力や第121小節からニ短調のドミナントによるsfを伴った8分音符のうねりには常に緊張感が
伴う。第133小節より全音符の連続を迎えると徐々に穏やかになり，第139小節の sfにて一旦表情の中心を
作ると両手のユニゾンによって再現部へ導く。

再現部は，冒頭のLargoの形にレチタティーボを挟むことで幻想的な世界を描き出す。この部分ではペダ
ルの使用法について様々な意見があり，L.v.ベートーヴェン自身が使用していたクラヴィーアと今日のピ
アノとの違いを鑑みて，その音響効果について指摘されている。

今日のピアノでL.v.ベートーヴェンが指示した通りにペダルを踏んだ状態でレチタティーボを弾いても，
指の打鍵を優しく柔らかく丁寧に行えば可能ではないか，と私は考える。確かに不協和音も交じるが，その
わずかな不協和音の響きもまた幻影的な雰囲気を与える要素に成り得るからである。

その後，第159小節より4分音符と4分休符の交代による緊張感の「静」と分散和音にて音価が細かく走
る「動」によって一気に高揚し，第2主題が登場する。型通りに進むと徐々にエネルギーの衰弱と共に楽章
を静かに閉じる。

第219小節からは，ペダルを伴いつつ左手で8分音符の音型を弾く。その際1つ1つの音を指でしっかり動
かそうとして，騒々しくなる場合がある。なるべく指の動きは最小限に留め，次が鍵盤に吸い付くような状
態で優しく撫でるような打鍵が必要になる。リラックスした状態で打鍵を丁寧に行うことができれば，音の
響きの減衰を聴き取ることが可能となるだろう。仮に指定のようにペダルを6小節間に踏み続けて，どうし
ても音の響きが騒々しくなってしまう場合は，少し細かく薄くペダルを踏み替えていくこともやむを得ない
であろう。

第２楽章  Adagio  変ロ長調
3拍子の緩徐楽章。校訂楽譜によるテンポについては前述の表の通りになっている。
このソナタの象徴でもある分散和音から始まり，第1主題は高低の音域の違いを使い分けて対話のように

進んでいく。まるで楽器の音色の違い，例えば弦楽器の音色の深みと木管楽器の音色の温かみを演出してい
るかのようである。

第5小節目の細かな音型に対して，園田高弘氏は半拍に10個の音を奏するように考えている。2もしこの
パッセージをもっとゆっくり演奏するのであれば，1拍に対して4+6で奏する方法も考えられる。（譜例7）

譜例7

10個の細かな音型より徐々に表情が高まり，6小節3拍目の sfまで高揚すると第7小節の1拍目でいきなり
弱くなる。ベートーヴェンの特徴である唐突な強弱のコントラストである。本来ならば第7小節の1拍目が
第１主題の表情の頂点にあたる音に相当するが，あえて弱くすることで，次の第8小節1拍目に改めて向か
う方向性を示している。

第9小節目より第１主題をさらに複雑に変奏させる。第10小節目と第20小節目にあるターンと伴う音型
に対して，園田高弘氏はそれぞれ2つの場合を想定して演奏の仕方を提言しており，とても参考になる。こ
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こでは，ターンの表記の位置が1拍目の裏拍にあるので，本来ならば前者の弾き方が普通のように考える。
しかし，裏拍にある付点のリズムを重視すると後者の弾き方も視野に入ってくるであろう。また，C.Arau
の版の例を記載する。（譜例8）3 

譜例8

園田：dの上にターンがある場合　　　 ：中間にターンがある場合　　  C.Arauの版の例

第15・16小節目の8分音符と8分休符の関係をどのように感覚で捉えるかによって，緊張感あるいは面白
みなど演出することが可能である。

第17小節目より小刻みに震えるように聴こえる音型については，休符を意識しながらペダルの丁寧に使用
する。その伴奏をベースにして木管アンサンブルを想起させる旋律を奏する。指をなるべく滑らかに移動さ
せながらペダルにて柔らかな音色を醸し出す。特に第23小節目以降，左手の伴奏型と右手による和音の移動
が手の交差を伴って複雑に絡み合うため，音の響きをよく聴いて表情をコントロールする必要が出てくる。

この複雑な動きを通過すると穏やかな第2主題が現れる。へ長調の心温まる主題であるが，32分音符にス
タッカートによる上行型や複付点を伴うリズムによって主題のニュアンスが決定する。その右手の表情を支
えるのが左の8分音符の伴奏の動きになる。この動きをレガートにて安定し進むことで右手の表情が生かさ
れることになる。

第43小節目より第1主題の形に戻るが変容している。特に第50小節3拍目より32分音符の動きを伴って
主題に清らかな流麗さを与える。ただし，その表情を描き出すためにも主題に対して32分音符の動きが騒々
しくならず，鍵盤に吸いつくような打鍵で滑らかに進むことができるか。音域が高い方から低い方に向かう
ため，両手が交差しながら演奏するが，常に音の響きに対する集中力が求められる。（譜例9）

譜例９

第59小節目より再度第17小節からと同様な動きで進む。この楽章の原調である変ロ長調で穏やかで温か
みのある音楽が展開される。第79小節目からも同様な動きで進むが，この部分より sfの表記が所々で見ら
れる。（第84小節目1拍目・第86小節目2拍目・第88小節目1拍目の裏・2拍目の裏など）また，第96・97

小節にある音型とsf・pの表記と第15・16小節目の音型と f・pの表記の相違も興味深い。
第98小節目よりコーダとなるが，最後の小節に見られるcresc.とpはユニークな表記である。
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第３楽章　Allegretto  ニ短調
この楽章では一応ソナタ形式を用いている。常に16分音符の動きの中で，転調や両手における旋律と伴

奏の役割の交代，あるいは強弱の目まぐるしい循環によって，楽章により豊かな表情を与えている。校訂楽
譜によるテンポについては前述の表の通りになっている。

常に16分音符が楽章全体の流れを生み出しており，その流麗な動きの中で様々なドラマが展開される。
冒頭より左手に分散和音の動きがあり，バスの音よりペダルを踏むことによって分散和音の響きに幻想的な
雰囲気を与える。右手には16分音符の連続にわずか１つの16分休符を挟むことによって切迫感を演出する。
右手は常に親指で奏する音を丁寧に打鍵した後，すぐに音域が上がり下降する音型を連続させる。音型は常
に小節の頭の音に向かって動く。上行する音型に比べて下降する音型は，何か欲求が満たされない状態を演
出する。両手の動きには，常に滑らかな動きと柔らかさタッチが求められる。強弱も音域の移動に対して細
かな指示が成されている。冒頭のpから始まり本来音域の移動から考えると徐々に盛り上がり，第9小節目
で fなどの強い表記が考えられる。しかし楽譜には，冒頭のpより第9小節目に初めてcresc.があり，その後
第11小節目にdim. 第13小節目にpとcresc. 第15小節目に f，第17小節目にpとcresc. 第19小節目にdim. 第
21小節目にpとcresc. 第23小節目に fと sf，第25小節目にpとcresc. 第27小節目に fと sf，第29小節目にp
とcresc.と2小節単位で目まぐるしく強弱が変化する表記があり，第30小節目に fに達してようやく到達し
た印象を与える。第30小節目の fより12小節分の劇的な表現が展開される。特に第35小節から第39小節の
左手のスタッカートの表記を考えると，「同じ和音である。」「劇的な表情が必要である。」からと言って，ペ
ダルを踏んだままの状態にするのはいかがなものか。やはり冒頭の音に短いペダルを踏んで奏した後は，指
でしっかり打鍵することで表情を描き出した方が明瞭に音の表情を聴くことができる。

第43小節より第2主題と目されるイ短調の音型は，ヘミオラを使用することによって切迫感を煽る。8分
音符による同じ音型を6度連続して奏してその後の sfの音に向かう。sfより音の流れが下降して落ち着くが，
第51小節目よりヘミオラを16分音符にて使用することによってさらに切迫感を煽る。この音型も6度連続
させて fまで到達するとオクターヴにてそのまま強さを持続させる。第67小節目でいきなりpになり次のフ
レーズを描く。第67~72小節・第73~78小節のそれぞれ6小節の中，4小節分をp，残り2小節をcresc.で盛
り上げる。第79~82小節・第83~86小節では，それぞれ4小節の中，2小節分にて表情に膨らみを付け，残
り2小節を平坦に，第87~90小節では16分音符4つの束で構成されたヘミオラを小節ごとに sfを付けること
によって複雑な動きを演出している。

展開部は，第96小節より4小節ごとにpと fの交代によって始まる。pでは高い音域で天使の声のような，
fでは低い音域から１オクターヴごとに上昇する地獄からの叫びのような表情でコントラストを描く。第
110小節からは，転調や両手における旋律と伴奏の役割の交代によって，スリリングな音楽を展開する。第
110 ～ 118小節では左手がリードしてニ短調のⅤ（4小節）+Ⅰ（4小節），第119小節アウフタクト～第126

小節では右手がリードしてハ短調のⅤ（4小節）+Ⅰ（4小節），第127小節アウフタクト～第134小節では左
手がリードして変ロ短調のⅤ（4小節）+Ⅰ（4小節），第135小節アウフタクト～第142小節では右手がリー
ドして変ロ短調のⅣ７（4小節）+Ⅰ（4小節）と進行した後，第143小節アウフタクトより2小節単位に縮
小された転調が第148小節のffで頂点に達する。

頂点の高揚から急な強弱の転換による第151小節におけるpの変ロ短調よりニ短調に至る過程は，特にsf
の表記が興味深い。第169~ 172小節に3拍目にある sfは本来次の小節の1拍目にあるはずである。あるいは
第179小節・第183小節・第187小節・第191小節のそれぞれ１拍目にある sfはついては，本来第181小節・
第183小節・第193小節にあってもよいはずである。音域に関する sfの位置のずれに対して意識を持つこと
が求められる。この意識によってセオリー通りの第195小節・第197小節のそれぞれ１拍目にある sfをより
強調することができ，第199小節の１拍目にある fに到達することが可能となる。

第215小節からの再現部では，提示部で示された構成をほぼ踏襲している。
第323小節からの終結部では，特に第351小節アウフタクトより提示される第1主題の形に注目する。こ

れまでの主題の上に7度の sfの laの音を加えてffで表現される。laの音にインパクトもあるが，ここでこの
楽章で初めてffの表記が現れる。魂の叫びのようなsfと楽章中で最も力の漲ったffには演奏する者は渾身の
気持ちを込めて表現すべきであろう。その後もp→cresc.→dim.→p→cresc.→ f→p→cresc.→dimと頻繁に
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強弱を変化させると第371小節目からp→cresc.→ f→ sfを２度繰り返し，sfの音も１度目が la，２度目が re
と音高を上げ，3度目にp→cresc.→ffと強弱を最もダイナミックにし，音高も faと最も上昇し頂点を迎える。
第381小節2拍目のffの頂点よりその後，半音階で急激に下降すると徐々に終息へ向かう。ただし第393小
節より音の方向性は下降しているのにcresc.の表記があり意外である。第397小節のpにてその表情の膨ら
みも急に萎み，徐々に消えるように楽章を終える。

５．L.v.ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3
前の2曲のソナタが全3楽章で構成されているが，このソナタは全4楽章で構成されている。特長として

緩徐楽章をおかず，第2楽章にスケルツォを，第3楽章にメヌエットをそれぞれ配置している。ゆっくりと
した楽章がないため，テンポによる楽章ごとに表情の相違を生み出すことが難しい。演奏者は，細かなテン
ポの設定や表情への配慮など様々な工夫を求めることになる。

　
第１楽章　Allegro　変ホ長調
校訂譜などに記載されたテンポは次の頁の通りである。第1楽章のテンポは♩=116と144と2つに分かれ

ている。
第1楽章第1主題は1小節の呼びかけのような音型が2回，2小節単位から成る和音による音型が2回，そ

して軽やかにターンの音型の3つの部分から成る。（譜例10）前の2つのソナタの第1楽章における第1主題
と共通した理念で構築されている。

この楽章の表情における土台は，主に左手に登場する伴奏型の変化による。17小節からの8分音符の連打
による，あるいは第2主題における左手でのアルベルティ・バスの軽快な動きによる，さらにその後第68小
節からの8分休符と8分音符の交代によるいわゆる後打ちなどのそれぞれの伴奏型をどのような感覚を持っ
て打鍵すべきか。旋律の表情を生かすためにも，伴奏型の表現を工夫することによって，演奏者が意図した
表現に結びつけることができる。（譜例11）

第2主題はオーソドックスな転調である変ロ長調による軽妙な主題が聴こえる。第53小節から右手による
パッセージ的な動きが連続する。1拍に12連音符なども見られるが，拍にとらわれ過ぎず，むしろ少し拍が
長くなっても1つ1つの音を聴こえるように丁寧に弾いた方がよいであろう。第57小節より第2主題をより
細かな動きを伴って楽しく諧謔的に進む。2つの16分音符の短いスラーの表記もあり，ニュアンスを描くた
めにはなかなか難しい部分ではある。次にある長い滑らかなスラーの対比を生かすためにも，短いスラーへ
の対応も疎かにはできない。

展開部は，主に第1主題を形作っていた3つの音型と第1主題と第2主題の間の推移部で登場した左手の連
打と同時に右手で奏でる2つの16分音符の細かな音型やスタッカートを伴った両手でのユニゾンから構成
されている。それほど長い展開部ではないが，巧みな転調と各音型を効率よく配置している。

再現部もほぼ提示部に従って進むが，最後まで面白みを維持した楽章となっている。

第２楽章　Scherzo Allegretto vivace  変イ長調
4分の2拍子の中で16分音符によるスタッカートの躍動が軸となり，その動きの中にアタックや断片的な

動き，休符を挟むことで曲調に変化を与えている。
スケルツォであるが，演奏者によってテンポ設定に差があるので興味深い。全楽章を俯瞰してみると楽章

ごとの相違を感じさせるためには，この楽章のテンポ設定が鍵を握ることになる。
校訂譜に記載された主なテンポ設定は，第1楽章時に記載した表のようになる。おおよそ♩=80~100の間

で設定されている。演奏する際に考慮すべきことは2点考えられる。まず各楽章とのテンポの関係性，特に
第2楽章から第3・第4楽章の3つの楽章の相関性を考えるべきである。

例えば，C.Arauによれば，第2楽章を♩=100，第3楽章を♩＝88 Trio96，第4楽章を1小節1拍と捉えた
2分音符を100と設定している。第2楽章と第4楽章は同じ数値である。が，拍に対して含まれる音価と数，
打鍵の方法を見ると第2楽章が16分音符4個とスタッカート，第4楽章が8分音符6個とノン・レガートで
ある。そのため曲調としては相違が感じられる。それに対して，第3楽章は♩=88・Trio♩=96としており，
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校訂者（出版社） テンポ（第1楽章） テンポ (第２楽章 ) テンポ (第３楽章） テンポ (第４楽章）
C.Czerny ♩＝144 ♩＝80 ♩＝88 ♩.＝200（♩.に統一 )

Claudio Arrau 
(Peters) ♩＝144 ♩＝100 ♩＝88 Trio ♩＝96 ♩.＝200（♩.に統一 )

Artur Schnaberu
(Curci) ♩＝116 ♩＝100 ♩＝96 Trio ♩＝108 ♩.＝200（♩.に統一 )

Frederic Lamond 
(Breitkopf&Härtel)

♩＝116
 (nach Bülow) ♩＝92 ♩＝88 Trio ♩＝96 ♩.＝184

Bülow-Lebert
(G.Schirmer) ♩＝116 ♩＝100 ♩＝88 Trio ♩＝96 ♩.＝168

譜例10

譜例11

・17小節からの8分音符の連打

・第2主題のアルベルティ・バスの軽快な動き
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少しゆったりしている。メヌエットであることから第2楽章と第4楽章よりも落ち着きのあるテンポを選択
している。

一方C.Czernyは，第2楽章を♩=80，第3楽章を♩=88，第4楽章を1小節1拍と捉えた2分音符を100とし
ており，徐々に加速するような設定を行なっている。さらにユニークなのがArtur Schaberuであろう。第2

楽章を♩=100，第3楽章を♩=96・Trio=108，第4楽章を1小節1拍と捉えた2分音符を100としており，ほ
ぼ同じテンポを設定している。

このように様々なテンポを想定することができる。この第3楽章のメヌエットという中庸で気品のある舞
曲であるという制約，第4楽章のPresto con Fuocoと示されたようにスピード感が求められる曲調であるこ
とを考えると，第2楽章のテンポ設定に各演奏家の思考が反映されていると考えられる。

2点目として，テンポの設定には現実的に技術的な問題も生じる。この楽章では，基調となっている16分
音符の軽快な動きに対してさらに32分音符による音型がある。（第42小節から第49小節，第70小節から第
75小節，第147小節から第154小節など）(譜例12)

この音型は連打になっていて，2つの音を綺麗に聴こえるように奏するためには指の俊敏性が求められる。
従って基調である16分音符を極度に速く弾こうとして速度を上げると，32分音符による音型を弾く際に，
必要以上に気持ちに負荷がかかり演奏を難しく感じてしまう可能性が生まれる。この32分音符による音型
を的確に演奏するためにも，第2楽章全体のテンポをどのようにするか熟考すべきであろう。

譜例12

　第３楽章　Menuetto moderato e grazioso　変ホ長調
穏やかなメヌエットの楽章である。この楽章では，前述の第2楽章が16分音符4個とスタッカート，第4

楽章が8分音符6個とノン・レガートの拍に対して含まれる音価と数，打鍵の方法に対して，3拍子の中で8

分音符のレガートの滑らかな伴奏に乗って，旋律が優しく伸びやかさを持って歌う。
トリオの部分では後にC.サン＝サーンスが2台ピアノのための変奏曲で使用した主題が現れる。4分音符

と2分音符にて構成された和音の跳躍による問いかけとその後の付点4分音符と8分音符による軽妙さ，あ
るいは付点のリズムと4分音符をオクターヴでの主張など音の対話を見ることができる。トリオ部のテンポ
設定が少し速くなる理由として，主題の穏やかな曲調に対して表情の変化を与えるために自由に動くことを
目的にしていると考えられる。

・68小節からの8分休符と8分音符の交代による後打ち
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第４楽章　Presto con Fuoco　変ホ長調
ソナタ形式であり，無窮動的に動き回るスピード感に満ち溢れた楽章である。確かに意外性に富んだ転調

もあるため，動きと変化を兼ね備えた楽章となっている。
確かにPresto con Fuocoであるので，速さと勢いが求められる。ただ，やみくもにスピードを上げ疾走し

ても，自らが音をしっかり把握していなければ，演奏が崩壊してしまう。
崩壊しないための要点として主に3点考えられる。まず左手に動きに注意を向けたい。左手の動きがスピー

ド感を生み出す源になる。この動きをむやみに弾くのではなく，拍感を大切にする。拍の頭にあたるつまり
8分6拍子の場合，2拍子として捉えた各拍頭にあたる音を演奏者が聴き取れているかを確認する。そのため
には，最初にゆっくりとしたテンポで左の各拍頭にあたる音に意識的にアクセントを付けて音を聴きながら
練習する。徐々にテンポを上げながらアクセントを弱めていく。最後に自身が弾きたい速度で無理なく音を
聴きながら演奏できているか確認する。拍を中心に1つ1つの音の動きを把握できているかが重要である。

2点目に両手の動きを理解して，その噛み合わせがしっかり一致しているか確認する。例えば両手で弾く
際，まずゆっくりとしたテンポで両手の音量のバランスを色々と変えて練習する。右手よりも左手の方をか
なり強く弾いたり，少し強めに弾いてみたり，その逆もしかり。様々な音量のバランスで弾くことにより頭
の中を整理することが可能になる。

 3点目に休符の存在が挙げられる。速い速度に気を取られていると案外休符が疎かになる。この楽章の場
合，8分休符を伴った音型では焦らずに正確にリズムを表現し，フレーズの終止後にある休符では，呼吸を
意識して体を楽にする瞬間を作り出すことが求められる。

６．最後に
演奏解釈とは，演奏する人によってそれぞれ意見を持つ。私も自らの視点で意見を述べている。当然，他

者とは相違する意見も含まれると想像する。意見を持たずに漠然と演奏するより，個々の演奏者が自らの意
図から様々な表現方法を駆使して，楽曲に彩りを加えてくれた方が良い。漠然と演奏している際の曖昧な状
態から，他者の意見を知ることで，自らの演奏に対するヒントになる場合がある。それは仮に自分と全く違っ
たものであったとしても，反対意見として自らの意図をより強く持つこともできるからだ。私自身の意見が
他者から批判させることになっても，それは何らかの刺激を与えたことになる。ボクシングのサンドバック
のように叩かれてもそれが強くなるトレーニングになるように，私の意見が叩かれることで，他者が何か意
見を考える上でのきっかけになれば良いと考えている。演奏解釈の難しいところは，音で聴こえるものを言
葉に置き換えるところにある。上手く他者に伝わるかは分からないが，何か演奏する上での一助になること
ができれば幸いである。

1 この論文でのテンポの表は，それぞれC.Czernyが，ベートーヴェン　全ピアノ作品の正しい奏法　カール
・ツェルニー著　パウル・バドウラ＝スコラ編・注釈　古荘隆保訳1971初版　第5版1994 全音楽譜出版社よ
り，Claudio Arrau (Peters)がLUDWIG VAN BEETHOVEN SONATEN FÜR KLAVIER ZU ZWEI HÄNDEN 
BANDⅡHERAUSGEGEBEN VON CLAUDIO ARRAU MUSIKWISSENSCHAFTICHE REVISION VON 
LOTHAR HOFFMANN-ERBRECHT C.F.PETERS 1978より，Artur Schnaberu(Curci)が，BEETHOVEN 
32 SONATE PER PIANOFORTE VOLUME SECONDO(13-23) EDIZIONE TECNICO -INTERPRETATIVA 
DI ARTUR SCHNABEL EDIZIONI CURCI 1949 (Renewed 1977)より，Frederic Lamond (Breitkopf&Härtel)
が，LUDWIG VAN BEETHOVEN Sämtjiche Sonaten für Klavier zu zwei Händen BandⅡHerausgegeben von 
Frederic Lamond BREITOPF & HÄRTEL WIESBADEN 1986より，Bülow-Lebert(G.Schirmer)が，LUDWIG 
VAN BEETHOVEN Sonatas For the Piano Revised and Finger by DR.HANS VON BÜLOW and DR.SIGMUND 
LEBERT G.SCHIRMER 1923より，それぞれのソナタの楽章における記載を抽出している。
2 べートーヴェン ピアノ・ソナタ 第17番 二短調 Op.31-2「テンペスト」 園田高弘【校訂】春秋社P.9
3 べートーヴェン ピアノ・ソナタ 第17番 二短調 Op.31-2「テンペスト」 園田高弘【校訂】春秋社P.9
LUDWIG VAN BEETHOVEN SONATEN FÜR KLAVIER ZU ZWEI HÄNDEN BANDⅡ
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HERAUSGEGEBEN VON CLAUDIO ARRAU MUSIKWISSENSCHAFTICHE REVISION VON LOTHAR 
HOFFMANN-ERBRECHT C.F.PETERS 1978 ANHANG P.332
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