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ヘクサメロン

ーベッリーニの歌劇「清教徒」の行進曲による華麗な大変奏曲S。392について

福井直昭 (武蔵野音楽大学学長)

●ビアノの決闘
―

 「タールベルクは世界で一番のビアニス ト、リス トは世界で唯一のビアニス ト」

19世紀前半のパリでは、リス トをはじめとする数多 くのビアノの名手たちが集まってお り、彼らは社交界にお

いても自慢の腕前を競い合っていた。そんな中、特に過熱していたのが、リス トとタールベルクそれぞれのファ

ン達の対立であった。

そうした騒動をうまく利用しようと、ベルジョイオーゾ公爵夫人によって企画されたのが、名高いリス トとター

ルベルクによる「ピアノの決闘」であった。自らと同様に戦火を避け、イタリアからフランスに逃れてきていた

多 くの人々を支援する目的で、夫人が自身のサロンにおいて開催 した慈善コンサー ト (1837年 3月 31日 )に は、

イベントとしての大きな話題性 も必要だったのである。この対決において、「タールベルクは世界で一番のビア
ニス ト、リス トは世界で唯一のビアニス ト」と称し夫人が下した「引き分け」の判定は、あまりにも有名である。

● 6人のコンポーザー=ピアニス トによる変奏曲

そして、同演奏会のもう一つの目玉として公爵夫人の発案により生まれたのが、 6人の作曲家兼ピアニス トの

合作による変奏曲『ヘクサメロン』である。夫人はリス トに対して、5人の友人と共同で、ベッリーニの歌劇『清

教徒』中の「清教徒の行進曲」から採 られた主題による変奏作品をまとめないかと持ちかけた。 5人の友人とは、

当時高い人気を誇っていたショパン、ツェルニー、エルツ、ピクシス、タールベルクである。彼らがそれぞれ変

奏曲を持ち寄る傍ら、リス トはイントロダクション、主題、第 2変奏、間奏部、そしてフイナーレを作曲して全

体をひとつの作品としてまとめ上げた。また、リス トはツェルニーとショパンの作曲した部分に対して、それぞ

れ全体の繋が りがよくなるよう若干の修正を加えている。この曲は、上述の 6人のピアニス トの演奏で当日初演

される予定だったのであるが、残念ながらそれは実現しなかった。その原因は、企画にあまり乗 り気ではなかっ

たショパンの作曲の遅延にあると、伝えられている。
ヘクサメロンとは、ギリシャ語で「 6編の詩」を意味する言葉で、元々は詩人や作家などの出入 りが多かった

社交サロンの運営者である公爵夫人ならではの命名といえるかもしれない。本曲は、その後いわゆるヴィル トゥ

オーゾ時代を迎えることとなるリス トの主要なレパー トリーとなった。「19世紀におけるトップクラスのコンポー

ザー=ピ アニス トたちの個性 と、彼らとリス トの関係が映し出された、非常に興味深い華麗なる曲」とは、ゲキ

チ教授の弁である。
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「Kemal GekiC ケマル・ゲキチ

1985年 第11回 ショパン国際ピアノコンクールーそのあまりにも強烈な演奏に

審査が分かれゲキチはファイナリス トに選ばれず、これに抗議した審査員が次々

に審査を辞退するという前代未聞の事件が勃発。会場の聴衆からも圧倒的な支

持を得たゲキチは、このセンセーショナルによリー躍世界に名を馳せた。翌年、
これも前代未聞、聴衆の強い要望により〈幻の最終予選)と してワルシャワ。フイ
ルの定期シリーズに招かれ、コンクール本選と同会場、同オーケストラでゲキ

チは演奏を披露。ショパンのビアノ協奏曲第 1番に続きアンコールはピアノ・

ソナタ第 3番全楽章、その圧倒的なピアニズムに聴衆は驚嘆し、今や伝説とし

て語られる世紀のコンサートとなった。

1962年 クロアチア生まれ。'82年ユーゴスラヴイアのノヴィサッド音楽院にお
いて史上最高得点でディプロマを取得、直ちにピアノ科の教員に採用され

る。'81年 リスト国際ピアノコンクール第2位。'85年 ショパン国際ピアノコンクー

ルでの演奏に対 し、ハノーヴアーのショパン・ソサエティから、最優秀ソナタ特別賞を授与され、その録音はド

イツでその年だけで 6万枚、日本で 8万枚を売 り上げた。その後ヨーロッパ10カ 国、日本、カナダ、ロシア、中

東でツアー。彼の演奏 とその半生を綴った ドキュメント番組はイタリア国営放送、NHK、 CBC等 10カ 国で放映

され、大きな反響を呼んだ。'90年代、ゲキチは突然演奏活動から身を引き、より高いレヴェルヘの到達を目指

し集中的に練習に没頭する。この充電期間の成果の一つがリス トの「超絶技巧練習曲全曲集」(ビ クター)であり、

このCDでゲキチはリス トの第一人者として不動の地位を確立。続 く「ロッシーニ=リ ス トの トランスクリプショ

ン集」 (ナ クソス)で は、Penguin Guide to Musicか ら「ロゼッタ賞」を授与される。

近年もゲキチの演奏活動は更に広が り、世界中の熱狂的な聴衆の支持を受け続けている。現在、フロリダ国際

大学教授。武蔵野音楽大学客員教授。
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