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日本にやって来たモ ー ツァルト畠•
―日本のモ ー ツァルト百面相を語る——

I . 《魔笛》の王子タミ ー ノは日本人
JI. 日本で初めて鳴り響いた曲は？

m.

『小学唱歌集』に顔見世のモ ー ツァルト
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日本のモーツァルト変幻—―日本のモ ー ツァルト変奏曲を聴<-
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加えて、ザルツブルクという教会小国家では宗教劇のジャンルで学校劇などが盛んに試

みられていた。その題材として、イエズス会による東洋の、そして日本のキリスト教布教

と殉教の物語がしばしば取り上げられ、かつ、モーツァルトの親しい友、ヨーゼフ・ハイ

られた。残念 ながら、ミヒャエル・ハイドンの音楽は失われてしまったが、モーツァルト

敏著 「
モー ツ ァル ト の回 廊」 （
春 秋社 ・ニ 0 0 八 年 ）

ドンの弟ミヒャエルは一七七0年にラテン語劇《 敬虔なキリスト者》を作曲、これは一七
「
モーツァルト、日本に来る」| |＇
こう今夕のレクチャー・コンサートは謳われている。

がこの作品を知っていたことは彼のユニークなオラトリオ《 救われたベッリアの町》k-

七四年にドイツ語版も上演されており、
《 ゆるぎないキリスト教徒テイトゥス》と名づけ
このタイトルを字義通りに、というか、生身の十八世紀人だったヴォルフガング・アマデ

一
八 の最後の独唱と合唱、第十六曲〈 偉大なる神をほめたたえよう〉の中で、ミヒャエル

のこの作からの引用をおこなっている事実から確認することができる。とすればモーツァ
ルトはミヒャエルの作品を通じて、日本のカトリック教徒の決然たる殉教行為を、そして

ー・モーツァルトが生前、はるか極東の日本を訪れたことがあるなどと信じる者は一人も
だが一方でモーツァルトの最後のオペラ作品、名高いドイツ語歌劇《 魔笛》k六二0の

日本での特異な布教活動についてもなにがしかの知識を持っていたことが推測されるので

いないことは確実である。
冒頭で大蛇に追われた王子タミーノが「華美な日本の狩衣を身に纏って」岩山を駆け下っ

ある。

プ リン ツ

て来ると卜書にあるのも、大方の皆様はご存知だろう。つまりこの卜書では、王子タミー

は東洋も東洋、極東の日本の皇子であって、彼は日本からはるばる西方の国、エジプトあ

しれないとは、かつてモーツァルトは日本の「に」の字も知らなかったと信じて来た私に

《 魔笛》に登場する王子タミーノはひょっとして日本の出身として位置づけられるかも

ノは、なんと日本の皇子ということになる。この物語の設定を信じるとすれば、タミーノ

たり の中近東まで、あるいはさらにヨーロッパ、すなわち西洋にまでやって来たというこ

理解 していたものか、はっきりとは見極めがたいように思われる。『新全集版』に採 録さ

こうした論議は、結構かまびすしいもので、大体モーツァルトが台本の卜書自体をどう

とっては彼に対する親近感には、思わぬ根拠や理由があったのだ。そこで私は考えたので

邪教の極印を押されての禁教と弾圧迫害、そして殉教まで知っていたとすれば、私たちに

うなかたちではないが、日本における切支丹伴天連の普及、すなわち伝道の経緯、そして

キ リ シ タ ンパ テ レ ノ

とっては大きな考え方の転換であろうか。しかもモーツァルトが、私たちの知っているよ
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( ヤヴォーニッシュ） とあるが、同年ヴィ ーンで初演（ 一
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ある。こんなモーツァルトなのだから、彼が、いや、タミーノが日本に立ち戻って来ても

・

とになるのだ。

） に先立って刊行された台本初版（ ヴィーン、イグナーツ・アルベルティ刊） には
九月三十 日

おかしいことじゃない、と。

いや、本当に、モーツァルトは東洋の、そして、とりわけ日本の皇子、プリンスとして
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（ ヤパーニッシュ） と読めるが、ja

戻って来たのだ。時は十九世紀、慶応元年( 八 六五年）、所は横浜の海岸通り、通称バ ン

ド、英国軍楽隊が隊長A・ヘネシーの指揮で《 魔笛》の序曲の「ハルモニームジーク」版

ッシュ）、すなわち「ジャワの」とも読めないだろうか？
私はこの疑問を、かつて一度、カトリック教会のトーマス・インモース神父にぶつつけ

というか、吹奏楽の編成で野外奏楽をおこなった。ただし、これは英字新聞の予告という

だが、いずれにしても、これが現在までのところ、モーツァルトの曲が日本で演奏され

てみた。今は亡きインモース師は言下に、いや、絶対に「ヤパーニッシュ」だと断言され

るという最初の記録である。モーツァルトは、まず、日本に黒船に乗ってやって来たとい

形で報道記事が残されており、当日雨だったら、中止という事態も生じたかもしれない。

だが、私には私なりの理由があったのだ。モーツァルトが青春の旅、マンハイム・パリ

うべきだろうか。こうして明治維 新、文明開化 の幕 が上がったが、モーツァルトが《 魔

たものだった。
旅行 中、マンハイムで出会ったフェルディ ナント・ドゥ・ジャン（ ドウ ジャン） なる人物
はフ ルートを能くする愛好家で、モーツァルトは彼のためにフルート協奏曲やフルート四

笛》とともにやって来たのは、まさに彼モーツァルトが信じていたカトリックの神様の思

ところで、明治政府は新しい欧米方式の教育改革を推し進めたが、とりわけ音楽教育に

重奏曲をいくつか書いているが、そのドゥ・ジャンは東インド会社に勤めた医師で、バ タ

人との間で話題にもなったかもしれない。あまつさえ、ドゥ・ジャンは一七八0年代に入

は途惑いを見せる。明治五年の新学制の発布には「唱歌」と呼ばれた音楽教育はまだまっ

し召しだったと言ってもよいだろう。

ったあたりでヴィーンに定住し、一七九七年同地で死去しており、記録資料は残されてい

たく手がつけられない状態なのであった。

ビア（ ジャカルタ） を中心に活動していた。したがってジャワ王国のことなどが、この知

な いが、あるいはモーツァルトとこの楽都でも接点があったと考えられないこともない。
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一八七九年（明治十二年）に文部 省は「 音楽取調 掛」を
創 設 する。今 から見れば 奇 妙 な
名称だが「 音楽研究 所」 という意味 で、掛長の伊澤修二
はアメリカはボストンから音楽教
育家ル ーサー・ホ ワイティ ング・メイスンを招聘し、教科書 作
り を試みた 。 その成果 が明
治 十五年に刊行が始められる『 小學 唱歌集 」三 巻であった
。その初編が刊行された 明治 十
五年は、また メイスンが早くも離日する年で、神田昌
平館で告別 コンサートが催され、 そ
こで一曲の英語の学校唱歌「 Trut
ha
nd Ho
nes
t
y」が歌わ れて いる。これこそまさに《 魔
笛 》 の第 二幕で歌わ れる鳥刺 しパパゲ ーノの恋人か女房 欲しさの歌「
娘っ子 か可愛い女房
が 一人」の軽やかなメロ ディ ーで、なんと真 面目一本槍の人生 訓の
テキストでおごそかに
合唱 されるのだ。

これは二年後の 明治 十七年、『 小學 唱歌集 』第 三編に「 誠は人の
道」 として 正式に採 用
され 、文部省が少年少女た ちに歌わせることでまるで道徳教育
、いや修身の教科書の副 読
本あ るいは音、声 音による国家主義教育の恰 好な実例とされるのだ。
その後、モーツ ァル トの声楽曲は日本語の歌詞をつけて 唱歌、
合唱曲などのレパート リ

ーに 組み込まれて 行く。そして 同時進行の形で、音楽取調掛か
ら明治 二十年に東京音楽 学
校に 改組され、 音楽の専門家養成が始められる。その年、取調掛
伝習生が音楽演習会で弾
いた ピアノ曲の中に交響曲のメヌ エットが記 録されて いる。当時欧
米ではこうした 大編 成
の曲（歌劇や教会作品なども含む）のピアノや室内楽による編曲 が流
行して いた が、 その 直

輸入 版の実例であろう。
また ピアノやヴ ァイオリンの独奏でさまざまな曲が紹介され、当時
圧倒的に多かった 同
時代 の、すなわちベ ートーヴ ェン以降、 ロマン派や国民楽派のレ
パートリーの演奏活動 の
中 で、モーツ ァル トの曲も、次第 に取り 上げられる機会を増やして 行くのだ。歌曲《 すみ
れ》 k四七六や《 春へ の憧 れ》k五九六が日本語の歌詞 を伴なって 歌われ、 ポピュラリ テ

ィ を獲 得して 行く様 は、まるでモーツ ァル トが日本に帰化した 、いやそうではない、 私た
ち日 本人と同じ人間、同胞であった のを確認する思いであった というべきだろう。

そうした モ ーツ ァル トの日本人として の存在感は昭和期に入って いや増し、第 二次世 界
大戦前 後の数多くの外来演奏家のモーツ ァル ト演奏は、 オーケストラやオペラの公演も次

ランド

第 に多くなる一九五0年以降、まことに多彩なものとなって 行く。いわんや日本人の演 奏

もまた 。
日本人が抜きん出て 東洋のモーツ ァル ト国であることの証拠は、こうした おびた だし い

公演活 動ば かり ではない。 私た ちは近 年、三 つの 〈モーツ ァル ト祝年〉
、 すなわち〈生 誕

二0 0 年〉（一九五六年 11昭和三十一年）、〈歿後 二00年〉（一九九一年 11
平成三年）
、そして 今

年の 〈生誕 二五0 年〉（二00六年 11
平成十八年）を持 った 。とり わ け二十一世 紀に入 って

からの今 年の祝年は、異常なほどの盛り 上がり を見せて いる。 その過熱ぶり には、しか し、
いささ か胡散臭さがつきまとって いるのも否定できない。

ジ ャーナリ ズム の世 界では新聞雑誌 そして テレビ で真偽定かならぬ、 否、 正真 正銘の偽
情報が数多く 紹介され、 ひた すら一般読者に修正の利 かない誤報をまるで真 実であるかの
ふん ぷん

ようにイン・プットするのに汲々た る有様である。モーツ ァル ト療法もCD本を売らんか

なのビジ ネ ス臭芥々の無責任ぶり 。モーツ ァル トさんも、今 の日本には住みにくいほどの

虚飾に満ちた 厚化粧をさせられ、急ぎ天国に逃げ帰り た い意向 を持って いるのではなかろ

、。
、
つ力

そんな有様 の厄 払いにお二人の日 本人作曲家に登場 願って 、爽やかなモーツ ァル ト調の

響きでこのコ ンサートを閉じることにしよう。静聴、静聴！
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モ ーツァルト作曲

ドイツ語歌劇くく腐笛�K62り
＿
[1791年9月30 町

�•c 3«uberf[bte.
初演

第1幕

第1場

第1幕

冒頭
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初版台本（エマ ー ヌエル・シカネ ー ダ ー 作）
海老澤 敏＂

応(er Aufzug

第i幕
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Das Theater ist eine felsige Gegend, hie und da
mit':3iiumen ifberwachsen; auf beiden Seiten sind
gangbare Berge加bst einem runden Tempel.

舞台は岩山の風景。 ここかしこに樹々が繁っている。両側には道のつ
いた山があり， かたわらに円形の宮殿がある。

Enter A血“•

第1場

1伽ino kommt in einem priichtigen javonisc!!_叩
JaRdkleid von einem Felsen herunter, mit eil'!.!!!}
脳en, aberohnePfeil;_eine Schlangeverfolgt Jhn.
TAMINO

タミ

タミ ーノ

..

... . ●

助けてくれ！ 助けてくれ！ さもないとやられてし
Lまう。
悪い蛇の犠牲になってしまう。
慈悲深い神々よ！ もう蛇が近づいてきます！
ああ救って下さい！ ああ， 守って下さい！

第1番
導入

（彼は気絶して倒れる。 すぐに宮殿の門がひらかれ， 三人のヴェ ー ル
をかぶった女が出てくるが， それぞれ手に銀の投槍を持っている）
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ノがきらびやかな日本の狩衣をまとって， 岩山のひとつから竪
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けくだってくる。 手には弓を持っているが， 矢はない。蛇が彼を追二
かけてくる，

Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren, Nr. J:
Der listigen Schlange zum Opfer erkon:n. Introduktion
Barmherzige Gt>tter! Schon nabet sie skh!
Ach rettet mich! Ach schiitzet mich!
(Er fiillt in Ohnmacht; sogleich of/net sich die
Pforte des Tempels, drei verse仙ierte Darnen
kommen herein, jede mit einem silbernen Wurf-—
spie/3.)
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