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ベー トーヴ ェン・ ピア ノソナタにお けるス ラーの解釈 について
An Interpretation of the Slur of the Piano Sonata composed by Beethoven
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I.は じめに

:

ある楽曲の演奏 に際 して重要 な ことのひ とつにスラーについての解釈法が あげられ る。作曲
者 の記 したスラー記号 を演奏者 はどのよ うに解釈 して演奏 に反映 してい った らよいのであろう
か。本論 では、ベ ー トー ヴ ェンの ピアノソナタの中か ら熱情 ソナタ・ 作品57を 取 り上 げて現在
解釈 の仕方 について考察 したい と思 う。
出版 されてい る各楽譜 を比較検討 しなが ら、 スラ
述 べてお きたい。
それに先立 ってスラーの1内 容 やその演奏 について
=ρ

H.ス ラー について
スラー とは、 2つ またはそれ以上の音符 の上、 または下 につ ける弧線 の ことで あ る。 スラー
で表 されるものには、 レガー ト、 タイ、 フレー ジ ング、 アー ティキ ュレーションが ある。その
中で、 レガー トスラーはフレー ジ ング、 アー ティキュレーションのスラー としばしば混 同 され
る。 そのため、誤解 を避 けるため にレガー トのス ラー を廃止 して、 ス タッカー ト符号 のついて
いない ところは全て レガー トで演奏 し、 スラーはフレー ジ ングのみを示す、 とい う使われ方が
は⇒
された時期 もあった。
Ⅲ .フ レージング とアーテ ィキ ュレーシ ョンについて
「楽旬区切
フレー ジング とい う言葉の意味 について、音楽之友社 の標準音楽辞典 で調 べ ると、
り法、 の意味。す なわち フレーズ (音 楽 の意味内容)の 切 り方 の こ とで、 それの良否 は演奏上
ひじ ょうに重要で あ る。」 と記 されてい る。
下方アーティキ ュレーション とは、 ヴァイオ リンの運弓法 や吹奏楽 の気息 の中絶、 または舌
切法 にた とえられる。 つ ま り、音 と音 を結合 する こと、 ない しは分離す る ことで ある。
ところで、以前 はフレー ジングの言葉 はアーテ ィキ ュレーションの意味 も含めて使 われてい
た ようである。 ギーゼ キ ングの著書や トー ブィの叙述 をみ ると、すべ てフレー ジングの言葉 で
「 フ レー ジング とアー ティキ ュ
統一 されて い る。 この ことにつ いてはケラー も指摘 してお り、
レーションの相違 がはっき り判 ってい る音楽家 に出会 うのは希 で あ る。」 と述 べ、又、「多 くの
」 とも述 べ て い
人 はアー テ ィキ ュレーション を フ レー ジ ングの領域 にい れて しまつて い る。
は2)著 者 も両者 の区別 が あまりな く、本論 の当初 の題名 は「 ベ ー トー ヴ ェン
・ピアノソナタに
る。
お けるフ レー ジングについて」 で あつた。 しか し、研究 を進 めてい くうち にアー ティキ ユレー
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シヨンの ことが クローズアップしてきたために、 フレー ジ ング とアーティキ ュ,レ ーションを含
めてスラーの言葉で言 い表わす ことにした。
Ⅳ .ス ラーの演奏 について
｀
、 スラーのかかった音 のグル ープで は、 その始 め と終 わ りは明確 に認識 される。 スラーでまと
められたい くつかの音 のグループ を膨 らませた り、内容 の豊 かな ものにす る ことが、演奏 す る
こ
.上 で配慮 されなければな らない大事 な こ,と で あ る。 フレ ズにはダイナ ミックの頂点 がひ とつ
存在す る。 その頂点が常 に中央 に位置す るとは限 らないが、 その頂点 にむけてクレ ッシェン ド
を して行 き、頂点 の後 はデ ィ ミヌエン ドしてい くのが普通 で ある。演奏 に当たって注意 しなけ
ればな らないのは、往 々 にして このデ ィ ミヌエ ン ドが乏 し く、す ぐに弱音 にな りがちな ことで
,あ る。又、 テ ンポにお いて も頂点 に向かって速度 をやや速 め、頂点 を過 ぎた らやや緩 めるよう

｀
にするのが基本 のや り方で ある。 しか しなが ら、過度 の表現 はかえって曲想 を損 なうことにも
なるめで、演奏 に当たっては、演奏者 の感性やバ ラ ンス感覚 に委ね られるところが大 きい。

V.考

察

,ベ ー ドー ヴ ェンのソナタを勉強 してい るとき、各出版社 の版 を参照 してい く中で、 スラーの
記載 に様 々な相違 が ある ことに集 がついた。現代 t原 典版 が 中心 に使用 されてい く傾向 にある
が、本論 で は、作品57の 熱情 ソナタを取 り上 げて、い ろい ろな校訂者の版 を比較検討 しなが ら、
考察 をしてい きたい と思 う。 なお、対象 とす る版 は次 の 7点 で ある。
ヘ ンレ版 (原 典版 )BEETHOVEN Klaviers6naten BoA.WALLNER

G.HENLE VERLAG

アラウ版 (原典版 )BEETHOVEN SONATEN CLAUDIO ARRAU EDITION PETERS
ユニバ ーサル版 (原典版 )BEETHOVEN KLAVIERSONATEN HoSchenker und E.Ratz
｀
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BEETHOVEN SONATEN Frederic Lamond EDITION BREITKOPF
トー ヴィ版 BEETHOVEN SONATAS H.CRAXTON D.F.TOVEY EDITION ZEN‐ ON
ビューロニ版 BEETHOVEN SONATAS BULOW… LEBERT G.SCHIRMER

ラモン ド版

シュナ∵ベ ル版

32 SONATAS FOR THE PIANOFORTE LUDWIG VAN BEETH‐
OVEN ARTUR SHUNABEL SIMON AND SCHSTER
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べ 早 トー ジ ェ ン・ ピア ノ ソナタ にお けるス ラー の解釈 について
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譜例 1は 、冒頭 か らの 4小 節 で ある。原典版 の中で もユニバ ーサル版 はヘ ンレ版 とは違 い、
第 3小 節 の高音部譜表 の所 に 1小 節 にまたが るスラーがかかってい る。 また、原典版 では冒頭
か ら第 2小 節 まででスラーが切れてい るのに対 し、他 の版 では冒頭 か ら第 4小 節 の第 1拍 目ま
で続 いてい る。 4小 節 にわた る大 きなスラーにす る ことで、 この動機 主題 をひ とつのまとまり
として提 示 し、強調 で きる。一 方原典版 にみるように分割 した場合 は、 トニ カ、 ドミナ ンテの
和声感 が 明確 に区別 で きる。ベ ー トー ヴ ェンが意図 した ことは、 この主題 をひ とまとめにする
ことよりも、和声 に基づ く変化 を強調 したかったのではないだろ うか。 そのためには第 3小 節
の低音部譜表 の和音 は、テメー トぎみにはっきり弾 く必要が あ る。同 じ小節 の高音部譜表 の前
半 のスラー (a)の 場合、頂点 は第 1拍 のハ音 で あ り、続 く二音 にかけてはい くらかデ ィ ミヌ
エ ン ドされる。 このような ことか ら、ベ ー トー ヴ エンは この ドミナ ン トを明確 に響 かせ る こと
を示唆 してい るように思 う。 シュナーベ ル版 のように 4小 節 にわたって レガー トでつ なげてし
まうと和声感 が薄 れるであろう。ベ ー トー ヴ ェンの意図 した ことは この 4小 節 の中 に頂点 が 3
つ ある ことで あ る。 それは皆同 じ高 さではないが、 そのひ とつひ とつを丁寧 に表現す るために
は、 テ ンポ も考慮 してフレーズ感 が生かせ る音 の響 きを作 る ことが大切 で あ る。 ところで、再
現部 では この主題 は譜例 2の ようにスラーが書 かれてい る。
剖
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なぜ、ベ ー トー ヴ ェンは ここでは 3つ の部分 に区切 ったのであろうか。 トーiブ イ版 において
は、 この135小 節 か ら137小 節 にか けて何 のスラー もかかっていない。分割 す る ことに よって全
体 のなめ らかさをつ くる ことよ りも、各 フレーズの最初 の音 を明確 に聞 き取 りた い、 または意
識 した い、 とい う意図が ここには感 じられ る。 ピア■ ッシモで、 しか も低音 に属音 が続 ぃてぃ
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る中での主題 の再現 にはこの ことが必要 だったので ある。 トー ブィもそのような意向なので あ
ろ う。 トー ヴィは、続 く139小 節 か らはスラー をかけてい る。
コ∵ダに も同 じよ うなベ ー トー ヴ ェンの意図がみ られ る。257小 節 か らの左手 で奏 され る主
題 の旋律 には、ヘ ンレ版 ではスラーはかかっていない。 (譜 例 3)
譜例 3

1

ヘ ンレ版

譜例 3に ついて他 の版 をみると、多少 の違 い はあ るもののスラーがつ けられ
てい る。譜例 4は 第51小 節 か ゃの ところで あ る。高音部譜表 に注意すべ き点 がみ られる。ベ ー
トー ヴ ェンはなぜ こ こにス ラー記号 を用 いて い な い のだ ろうか。す ぐ前 に大 きな レガー トス
ラー のついてい る下降音型 が あ る。 それ と対照的 に ここはフォル テで 1音 1音 きわだたせて弾
上 記 の譜例

2、

くどころなので、彼 はレガー トスラー との誤解 を避 けた と思われ る。しか しなが ら、メ ロディー
ライ ンを浮 き立たせ るためにはビューローのような工夫 は必要 で ある。アー ティキ ュレーショ
ンは譜例 5の ように書 けるだろ う。
謹諮可4 1
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ベー トー ヴ ェン・ ピアノソナタにおけるスラーの解釈 について

譜例 6は 更 に問題 を投 げか けてい る。 ビューロー版 とシュナーベル版 に興味深 い ものが見 い
出せる。右手 で奏 される譜表 をみる と、 ビューロー版 では音 のグループごとにスラーがかかっ
てい る。 また点線 で示 されてい るようにそれぞれ の右手 の音 が、左手 のメロディー にかかって
い く。ここで は、あたか も左手 のメロディーの前打音 のような扱 い になってい る。右手 のスラー
が左手 までかかってい ると読 んで もよいだろう。この場合 のアーテイキ ュレーションの頂点 は、
左手 のメ ロディー に位置 して くる。
次 に左手 で奏 される方 のスラー をみる と、 ビューロー版 では第62小 節 の第 2拍 目か ら第63小
節第 1拍 目のフレーズにな らって、第61小 節 のスラー を書 いてい る。 ヘ ンレ版 では不規則 なか
けかたになってい る。 ここは、 スフォルツ ァン ドピア ノのアクセン トが どこも 4拍 目にきてい
る ことや、全体 の流れ にも類似性 が あ るところだけに、不可解 に思 えるところであった。 シュ
ナーベ ル は この ところを両者 の意 を汲 んだ ように 2種類 のスラー を使 ってい る。しか しなが ら、
ヘ ンレ版 の意図 としては、第61小 節 をアーテ ィキ ュレーションの最初 のアクセン トとして印象
づ け、第62小 節 のアクセン トはアー ティキ ュレーションの中 に包み込 み、第 63小 節 のアクセ ン
トはアー ティキ ユレーションの終 わ りのしめ くくりとしてなされた もの、 と考 えられる。 そう
する と、 この楽節 は単 に同 じことの繰 り返 しが 3回 あるのではな く、第61小 節 か ら第 63小 節 に
わたる大 きなフレーズ として とらえる ことがで きるだろう。
譜例 6
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第 2楽 章
緩除楽章 においては、早急 なア ング ロ楽章 よ りも音 と音 の関係 が よリー層緊密 な ものになっ
て くるために、 アーティキ ュレー ションの扱 い は丁寧 になされな ければならない。ヘ ンレ版 に
於 いてはアー ティキ ュレー ションの指示が少 ない。 それだけにい ろい ろな解釈 の余地 が残 され
てい る こ とが考 えられる。演奏上の問題 としては、打鍵 のタッチを工夫 して微妙 なニ ュア ンス
を表現す る ことが課題 となる。譜例 7は 主題テーマで あるg
剖
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ベー トー ヴェン 0ピ アノソナタにおけるスラーの解釈 について

ここでは、ヘ ンレ版 のアーテ ィキ ュレーションはわずかにつ け られている,が 、 ラモ ン ド版、
シュナーベル版 では細部 にわたってスラーが施 されてい る。第 2小 節、第 3小 節 の高音部譜表
に解釈 の違 いが見 られ る。 ラモ ン ドは第 2小 節 のアウフタク トか ら第 4小 節 にかけてスラー を
か けてい るのに対 し、 シュナーベル はそ こを 2つ に分 けてい る。 ここで第 2ガ ヽ
節 のアウ フタク
トか らのアーティキ ュレーシ ョンが適切 か どうか、 とい う疑間が生 じて くる。 とい うの も、 こ
の楽章 の終わ りに出て くる主題の回想 の ところでは、譜例 8よ うになってい るか らである。第
81小 節 は 2つ の音 にまたがってスラーがかかってい る。 このようにみて くる と、冒頭 の第 2小
節 を分断せず につなげて弾 く方法 もあ りえないだろ うか。ラモン ド版 の第 9、 第 10小 節 のス ラー
や、 シユナーベ ル版 の第 3小 節 のスラーが その ことを暗示 してい るよ うに思 う。 また、 この こ
とは同時 に第 3小 節 か らのフレーズの始 まりをも意味する。譜例 8の 83小 節 にベ ー トーヴ ェン
がアーティキ■レー ションで記 してい るように。
譜例
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第 5小 節 のアーティキ ュレーションは、 また違 って考 えられる。 このスラーは次 の小節 の第
1拍 までかか るであろう。 それはスフォルツ ァン ドピア ノのアクセン トが弱拍 にある ことや、
譜例 8の 第86小 節 の低音部 アウフタク トか ら始 まるスラーをみて も察す る ことがで きる。第 9
小節 か ら第 12小 節 にかけて も、 ラモン ドとシュナーベ ルに興味あ る相違 がみ られる。 シュナー
ベル は譜例 8の 第89小 節 か ら第92小 節 に基 づいてスラー をつ けてい る。 それに対 して、 ラモ ン
高音部 では違 った スラー をつ けてい る。
ドは低音部 はシュナーベル と同 じように扱 ってい るが、
第 12小 節第 1拍 高音部 をみると、 シュナーベルで はアーティキュレーションの終 わ りを示 して
い るが、 ラモ ン ドはそ こか らを始 ま りにしてい る。 この ことを演奏上 か らみると、ラモ ン ドの
場合 では、第 1拍 の符点 8分 音符 に新 たなエネル ギー を蓄積 して次 の音 に膨 らませてい ける。
それに対 して シュナーベ ル の場合 は、 アーティキ ュレーションの終 わ りなので音 のエネル ギー
は弱 まってい く。次 に弾 かれる音 がク レ ッシェン ドされた音 で あ るので、 よほどタ ッチ をコン
トロール しない と豊 かな響 きを伴 ったハ ーモニー をつ くるのは難 しい。 ￨
第 2変 奏 は この楽章 の中でベ ー トー ヴ ェンが スラー を几 帳面 に書 き込 んで い る ところで あ
る。譜例 9は その前半 で ある。
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ここで16分 音符 で流 れる高音部 には、 このソナタで一番長 い 8小 節 にわたるレガー トスラー
がついてい る。低音部 で は第 36小 節 に二重のスラーが み られる。ベ ー トー ヴェンが この二重 の
スラー を使 うのは希 で あった。この変奏 の後半 にはベ ー トー ヴェンは、はっき りとしたアーテ ィ
キ ュレーションを書 き込 んで い る。 (譜 例 10)彼 は譜例 11の よ うには書 かなかった。
奇罫修可10

譜例 11
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続 く第 3変 奏 では第 2変 奏 とは対称的 に、低音部 では軽快 な32分 音符 で、 はぎれ よく弾 かれ
るところで ある。 シュナーベル は ここにレガー トスラー をかけてい るが、 それについては疑 問
に長
累う。(:譜 確町12)
譜例 12
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第 3楽 章
長大 な 3楽 章 に もかかわ らず、ベ ー トー ヴ ェンは限 られた ところにしかスラー を入れてい な
い。曲全体 に駆 け廻 る16分 音符 の流れにどのようなまとま りをもたせてい くのかが課題 となろ
う。 レガー トか らス タッカー トに至 るタ ッチの使 い分 けや、音 のつなが りのニ ュア ンス を単 に
スラーひ とつで正確 に表す には無理 が あ るだ ろ う。た くさんのスラー を書 き入れて い るシュ
ナーベル版 をみるとき、 ひ とつひ とつの音のつ なが りに留 まら:ず 、 スラー単位 のつ なが りが 曲
想 に大 き く反映 して くると思 う。 ところで、他 の版 の間 にも多少 の相違 がみ られるので検討 し
てみる。
譜例13で 第 125小 節 の高音部 のスラーにヘ ンレ版 とラモ ン ド版 で は違 いがみ られ る。ヘ ンレ
版 のようにスラー をかけるとその頂点 はオクター ブの F音 にかかって くる。そうす る こ とで こ
この ドミナ ンテの主音 が よ り意識 されて、次小節 の トニ カヘ のつなが りが明確化 される。又、

ベ ー トー ヴ ェン・ ピアノソナタにおけるスラーの解釈 について

U13
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ラモ ン ド版

第 2拍 目の弱拍 に頂点 をつ くる ことでシ ンコペーションを生ず る ことにな り、次小節 に入 る弾
み もつ くれる。その点、 ラモ ン ド版 のスラーのつ け方ではどうで あろ うか。 この場合 の頂点 は
オクター プの F音 か らA音 にかけてかかるだろう。 その ことで、拍子感 が少 し間延 びになる。
また、次小節第 1拍 目のオクターブの B音 はスラーの終 わ りなので、最 も弱音 になるところで
ある。そのために和声感 はヘ ンレ版 の ときのように明確 に変化す るとい うよ りも、ふ くらみを
もって移 り変 わる、 とい うニ ュア ンスの方が強 くなるで あろう。
著者 は ここでは原典 に添 った方法 を とりた い。 その理 由 は展開部 の非常 に劇的な楽節 が続 く
ところなのでテ ンポをゆるめず に緊張感 をもって進 んだほうが よい と思 うか らである。
ここで、123ガ ヽ
節、124小 節 について も触 れておきた い。 ここはヘ ンレ版 には何 のスラー もな
いが、 ラモン ド版 にはつ けられ てい る。他 にも譜例 14の ようなスラーが考 えられる。 この場合
は第 1拍 のスフォルツァン ドがスラー の起点 になるので迫力 のあ るリズム感 が つ くれる。 しか
しなが らここは高音部 と低音部 の掛 け合 いの ところで もあ り、 ラモン ドのスラーが適 している
で あろう。高音部 にみるよ うなアーティキ ュレーションの終 わ りにスフォル ツ ァン ドが くる例
はベー トー ジェンのソナタの中で他 にもみ られ る。 儒郭狙5)
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Ⅵ .考 察 の まとめ

、
ベ ー トー ヴ ェンのソナタの演奏研究 には、以前か らヘ ンレ版 を使用 して きた こともあ り、今

回の考察 に当たっては、 この版 を基 とした上ヒ
較検討 となった。原典版 の中で も、 アラウ版 はヘ
ンレ版 とほ とん ど同 じで あったが、 ユニバ ーサル版 にはヘ ンレ版 とは異 なるところがい くつか
あった。 それは、 自筆譜 を基 にして編集 された場合 と、初版 を基 に編集 が行 なわれた場合 の相
違 か ら生ず るものであると思われる。 その他 の版 は校訂者 が演奏家 とい うこともあ り、各々の
個性 や演奏解釈 の多様性 がみ られ、演奏解釈上非常 に参考 になるものであった。特 に、 ラモン
ド版 とシュナーベル版 ではアーティキ ュレーションに相違点が多 くみ られた。 しか しなが ら、
ベ ー トー ジ ェンのアーティキ ュレーションの指示 をみるとき忘れてはならないのは、彼 はオー
ケス トラ楽器 の ことも頭 に描 いていたであろ う、 とい うことで あ る。例 えば作品28の 第 3楽 章
第 5小 節 か らの楽節 は、譜例 16の ようになってい る。
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,ピ ア ノにふさわ しい書 き方 にす ると譜例 17の よう
しか し、,こ れは弦楽器的 な書 き方で あ る。

になる。 ピア ノでは、 アーティキ ュレーションの問題 が管弦楽器 のように発音 に直接関係 しな
いだけに、 自由にで きる範囲が大 きい。
又、ベ ー トーブェンはフレーズ としてのスラー はあまり書 いていないが、 アーティキ ュレー
ションのスラーは要所要所 に書 いてい る。 それは第 1楽 章 の冒頭 や第 2楽 章 の81小 節以降 など
にみられる。 スラーの書 いてない ところで、 スタッカー トの指示 もない ところは、全体 のバ ラ
ンスをみなが ら、 シュナーベ ル版 にみるような レガー ト奏法 を取 り入れる とよいだろ う。
新 たにベ ー トー ヴ ェンのスラー についての認識 を深 めることができた。
今回の考察 を通 して、
また、 スラーの記 されていない ところの解釈 について も、音楽 のニ ュア ンス を享受 しなが らス

フレージングやアーテイキユレーショ
ラ■を補つていくことの必要性を感じた。これを機会に、
ンについて、 これか らも課題 として取 り組 んで い きたい。
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