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 資料の館26
---------------------------------------

作曲された作曲家 －OPACで遊ぶ－
---------------------------------------

石川  泰子

OPACで資料検索をしてヒットしたデータの中に、実在の作
曲家の名前がタイトルに織り込まれた音楽作品が混じること
があります。自分が探している資料ではないのだけれどなぜ
か気にかかる…。ある人の名前を自分の作品のタイトルにす
る、その理由はさまざまあると思いますが、どんな名前が曲
のタイトルになっているのか調べてみました。

作曲家しりとり
まずは、ためしに J.S.バッハから。

ヨハン・セバスティアン・バッハ
ヴィラ・ロボス，エイトル　前奏曲，ギター 

第３曲のサブタイトル：バッハへの讃歌
ヴィラ・ロボス，エイトル　バキアナス・ブラジレイラス 

「ブラジル風バッハ」とも訳されます。第１番から第９番まであり、 
それぞれ演奏手段が異なります。

オネゲル，アルテュール　バッハの名による前奏曲，アリオーソと 
フゲッタ　(ピアノ)

カセッラ，アルフレード　BACH の名によるリチェルカーレ　(ピアノ)
ケシュラン，シャルル　BACH の名による音楽の捧げもの　 

様々な演奏手段による１２の部分から構成される作品。当館では第７番 
（ピアノ）の録音資料を所蔵。

シューマン，ローベルト　バッハの名によるフーガ　(オルガン)
田辺恒弥　バッハによる変容　(弦楽四重奏)
野平一朗　トランスフォルマシオン　バッハのシャコンヌ（２０００）　

（ヴィオラ四重奏)
野平一朗　トランスフォルマシオン　バッハのシャコンヌ（２００１）　

（ヴィオラ四重奏）
ブゾーニ，フェルッチョ　J.S.バッハによる幻想曲　(ピアノ)
プーランク，フランシス　バッハの名によるワルツ−即興曲　(ピアノ)
ペルト，アルヴォ　バッハ主題によるコラージュ　（ハープシコード、 

ピアノ、オーボエ、弦楽合奏）
尹伊桑　大王のテーマ　(ヴァイオリン) 

サブタイトル：Köigliches Thema after J.S. Bach
リスト，フランツ　泣き、嘆き、悲しみ、おののき　(オルガン) 

サブタイトル：バッハのカンタータ第１２番の主題による前奏曲
リスト，フランツ　Ｂ-Ａ-Ｃ-Ｈの主題による幻想曲とフーガ　(ピアノ)
リスト，フランツ　バッハの動機による変奏曲　(オルガン)
リスト，フランツ　バッハの名による前奏曲とフーガ　(オルガン)
リムスキー・コルサコフ，ニコライ　バッハ主題による変奏曲　(ピアノ)
ルーセル，アルベール　前奏曲とフーガ，ピアノ，作品４６　 

サブタイトル：BACH の名によるフーガ
レーガー，マックス　バッハの主題による変奏曲　(ピアノ)

ずいぶんいろいろありますね。バッハが作曲したフレーズに
もとづくもののほかに、音名としてのＢ-Ａ-Ｃ-Ｈ、つまりシ
♭ラドシという音形をモチーフにした作品もあります。

さまざまな作曲者の名前が並んだのを見て、この中にも “作
曲された作曲家” がいるのじゃないかしら、と思いつきまし
た。しりとりよろしくその名前がまた別の作曲家の作品に織
り込まれている人物を探してみたところ、リストなどたくさ
んありそうだと思ったのですが意外にも見つからず、出てき
たのがローベルト・シューマンの名前。

ローベルト・シューマン
クルターク，ジェルジー　ローベルト・シューマンへのオマージュ　 

(ヴィオラ、クラリネット、ピアノ)
シューマン，クララ　ローベルト・シューマンの主題による変奏曲　(ピアノ)
チャイコフスキー，ピョートル・イリッチ　子供のアルバム　(ピアノ) 

サブタイトル：24 pieces faciles (a la Schumann)

ブラームス，ヨハネス　シューマンの主題による変奏曲　 
同じタイトルで、ピアノ独奏用の作品（作品9）とピアノ連弾用の作品 

（作品23）があります。

モシコフスキ，モーリツ　シューマンを讃えて　(ピアノ)

さらにしりとりをしてみたところ

ヨハネス・ブラームス
パリー，ヒューバート　Elegy for Brahms　(管弦楽)

ピョートル・イリッチ・チャイコフスキー
アレンスキー，アントン・ステパノヴィチ　チャイコフスキーの主題に 

よる変奏曲　(管弦楽)

どうやら、しりとりのルールで言うと、この流れではブラー
ムスとチャイコフスキーが　ん　にあたるようです。

お題を「モーツァルト」にしてみるとどうなるでしょうか。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
青島広志　魔法の鈴　（フルート四重奏） 

サブタイトル：モーツァルト「魔笛」の主題による変奏曲
アダン，アドルフ　ああ、お母さん聞いて　（歌劇　「トレアドール」　より） 

サブタイトル：モーツァルトの「ああ、お母さん聞いて」による変奏曲
アルカン，シャルル・ヴァランタン　ドン・ジョヴァンニによるファンタ

ジー　(ピアノ) 
サブタイトル：Variations-fantasie on themes from Mozart Don Giovanni

アーン，レイナルド　モーツァルト　（ミュージカル）
グリンカ，ミハイル・イヴァノヴィチ　モーツァルトの主題による変奏曲 

(ピアノまたはハープ)
シニートケ，アリフレード　モーツ・アルト・ア・ラ・ハイドン　 

(ヴァイオリン2台と弦楽合奏)
篠原敬介　ドン・ジョバンニのテーマによる協奏曲　(ヴァイオリン、管弦楽) 

サブタイトル：モーツァルト「ドン・ジョバンニ」のテーマによる協奏曲
ショパン，フレデリック　お手をどうぞ　(ピアノ、オーケストラ) 

サブタイトル：Variationen über W.A. Mozart "Reich mir die Hand mein 
leben" aus "Don Giovanni"

ソル，フェルナンド　モーツァルトの主題による序奏と変奏　(ギター独奏)
ダンツィ，フランツ　協奏曲，チェロ，管弦楽，第１番，イ長調　 

サブタイトル：モーツァルトのドンジョヴァンニの主題による変奏曲
チェルニー，カール　フィガロのモティーフによる華麗な幻想曲　(ピアノ) 

サブタイトル：Fantaisie sur des motifs de l'opéra Le nozze di Figaro de 
W.A. Mozart

橋本国彦　モザートの子守唄　(ヴァイオリン、ピアノ) 
“モザート” ＝モーツァルト、です。この作品は、一般に「モーツァルトの子守
唄」と呼ばれているフリース作曲の子守唄にもとづいています。

橋本国彦　Mozart風のrondino　(ヴァイオリン、ピアノ)
ブゾーニ，フェルッチョ　青春にジーグ，ボレロと変奏曲　(ピアノ) 

サブタイトル：モーツァルトの主題によるジーグ，ボレロと変奏曲
ブゾーニ，フェルッチョ　モーツァルトによる協奏的小二重奏曲　（ピアノ2台）
ベートーヴェン，ルートヴィヒ・ヴァン　お手をどうぞによる変奏曲　

（オーボエ2台とイングリッシュホルン） 
サブタイトル：Variations on Mozart's "Là ci darem la mano"

ベートーヴェン，ルートヴィヒ・ヴァン　恋を知る男たちはの主題による
変奏曲　(ヴィオラ、ピアノ) 
サブタイトル：7 variations sur "Bei Männern, welche Liebe fühlen" de 
"La flûte enchantée" de Mozart

ベートーヴェン，ルートヴィヒ・ヴァン　変奏曲，ヴァイオリン，ピアノ， 
WoO 40，ヘ長調　 
サブタイトル：Zwölf Variationen über das Thema Se vuol ballare aus 
Mozarts Oper Le nozze di Figaro

ベートーヴェン，ルートヴィヒ・ヴァン　娘か女房がいればの主題による
変奏曲　(チェロ、ピアノ) 
サブタイトル：モーツァルトの「魔笛」の「娘か女房か」の主題による
１２の変奏曲

細川俊夫　月夜の蓮　(ピアノ、管弦楽) 
サブタイトル：モーツァルトへのオマージュ
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⃝ いしかわ  やすこ　しばらく前に聴いた、コブクロが忌野清志郎を偲んで作った歌「サヨナラHERO」。
この記事を書くためにOPACに向かいながら、通じるものがあるなとふと思いました。

ライヒャ，アントン　モーツァルトの主題による変奏曲と幻想曲　 
(フルート、ヴァイオリン、チェロ)

ランナー，ヨーゼフ　モーツァルト党　 
当館では弦楽アンサンブル、管弦楽による録音資料のほか金管アンサンブル用
の楽譜を所蔵。

リムスキー・コルサコフ，ニコライ　モーツァルトとサリエリ　（歌劇）
レーガー，マックス　モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ，管弦楽

J.S.バッハをしのぐ数の作品が見つかりました。オペラから
テーマを借りた変奏曲が多いのはなるほどとうなずけるとこ
ろでしょうか。モーツァルト自身を登場人物にしたオペラや
ミュージカルもありますね。

次に、「モーツァルト」の中で一番作品数の多いベートーヴェ
ンをたどってみます。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

クライスラー，フリッツ　ベートーヴェンの主題によるロンディーノ　
(ヴァイオリン、ピアノ)

サン・サーンス，カミーユ　ベートーヴェンの主題による変奏曲　 
(ピアノ2台)

シューマン，ローベルト　ベートーヴェンの主題による自由変奏形式練習曲 
(ピアノ)

田中カレン　At the grave of Beethoven　(弦楽四重奏)
ベーム，テオバルト　ベートーヴェンの主題による幻想曲　(フルート、 

ピアノ) 
オリジナル・タイトルは “ベートーヴェンの” ですが、実際はシューベルトの
作品にもとづいています。

リスト，フランツ　ボン・ベートーヴェン記念像除幕式のための祝典 
カンタータ　

レーガー，マックス　ベートーヴェンの主題による変奏曲とフーガ　 
(ピアノ２台)

リストの作品は “作曲者の名前を織り込んだ作品” と言って
よいか難しいところですが、せっかくなので加えてみました。

アニヴァーサリー
バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンと来たので、今年没
後200年のハイドンについても調べてみました。
ヨーゼフ・ハイドン

グランジャニー，マルセル　ハイドンの主題による幻想曲　（ハープ）
鶴田睦夫　ハイドン風カリプソ・ソナタ　（ヴィヴラフォン、マリンバ）
デュカ，ポール　悲歌風前奏曲　（ピアノ） 

サブタイトル：Prelude elegiaque sur le nom de Haydn
ドビュッシー，クロード　ハイドンを讃えて　（ピアノ）
ブラームス，ヨハネス　ハイドンの主題による変奏曲　（管弦楽）
ラヴェル，モーリス　ハイドンの名によるメヌエット　（ピアノ）

記念年つながりで、来年生誕200年を迎えるショパンはどう
でしょうか。
フレデリック・ショパン

安藤由布樹　ショパンの心臓　（混声合唱とピアノ）
ヴィラ・ロボス，エイトル　ショパンをたたえて　（ピアノ）
ゴドフスキ，レオポルド　ショパン練習曲　（ピアノ）
シューマン，ローベルト　ショパン　（「謝肉祭」から）(ピアノ)
シューマン，ローベルト　ショパンの夜想曲による変奏曲　（ピアノ）
タンスマン，アレクサンドル　ショパンを讃えて　(ギター )
パヌフニク，アンジェイ　ショパン讃　(ヴォカリーズ、ピアノ) 

当館では作曲者自身によるフルートと弦楽合奏用編曲の録音資料を所蔵。
ブゾーニ，フェルッチョ　ショパンのハ短調前奏曲による変奏曲と自由な

形式のフーガ　(ピアノ)
モンプー，フェデリコ　ショパンの主題による変奏曲　(ピアノ)
ラフマニノフ，セルゲイ　ショパンの主題による変奏曲　（ピアノ）
リスト，フランツ　ポーランドの歌　(ピアノ) 

サブタイトル：Chants polonais de Frédéric Chopin

ピアノ用の作品が多いのはさすがと言うべきかなるほどと言
うべきか。

作曲家を作曲した作曲家
こうして並べてみて、他の作曲家の名前を織り込んだ作品を
いくつも書いている作曲家、という見方もできることに気付
きました。リストはその代表格かもしれません。これまであ
げた以外の作品をいくつか書き出してみました。
フランツ・リスト

シューベルトの行進曲　(ピアノ)
パガニーニ大練習曲　（ピアノ）
パガニーニの「鐘」による華麗な大幻想曲　（ピアノ）
リヒャルト・ワーグナーの墓に，ハープ，弦楽　（弦楽四重奏とハープ（任意））
リヒャルト・ワーグナー−ヴェネツィア　（ピアノ）

ご存知の通り、リストには他の作曲者の作品にもとづく改作・
編曲がこのほかにも多数あります。こうした作品も、大きな
意味では「他の作曲家（の名前）を織り込んだ作品」と言え
るかもしれません。娘コージマの夫ワーグナーの名前を織り
込んだ作品があることも興味深いですね。

オマージュ、追悼
これまで見てきた中に、誰それをたたえて、などと題される
作品がまじっていることにお気付きでしょう。そうした作品
の中から、日本人が関わるものをもう少しあげておきます。
伊福部昭

黛敏郎　Hommage a A.I　(管弦楽)
ヤニス・クセナキス

湯浅譲二　クロノプラスティック　第３番　(管弦楽) 
サブタイトル：ヤニス・クセナキスの追憶に

ジョン・ケージ
一柳慧　イン・メモリー・オヴ・ジョン・ケージ　(ピアノ)

武満徹
池辺晋一郎　クァトルヴァランス　第１番　(ピアノ四重奏) 

サブタイトル：Memory of T T
一柳慧　時の佇い　第４番　(フルート) 

サブタイトル：武満徹の追憶に
ブロウウェル，レオ　悲歌　(ギター ) 

サブタイトル：イン・メモリアム・トオル・タケミツ
細川俊夫　歌う木　(無伴奏児童合唱) 

サブタイトル：武満徹へのレクイエム
湯浅譲二　協奏曲，ヴァイオリン，管弦楽　 

サブタイトル：イン・メモリー・オブ武満徹
尹伊桑

細川俊夫　メモリー　(ピアノ三重奏) 
サブタイトル：尹伊桑の追憶に

湯浅譲二　礼楽　(アルトフルート) 
サブタイトル：尹伊桑の追憶に

オマージュや追悼のための作品は、“Hommage” “Memory”
などの単語をタイトルに入力してフレーズ検索すると、他に
もたくさん見つかります。

スペースがつきてしまいました。タイトルにひとの名前を織
り込んだ作品はこのほかにもいろいろありますし、これから
も作り続けられていくのでしょう。人名を織り込んだ作品を
書いた作曲家の名前がまた、同世代や後の世代の作品のタイ
トルになり…。

注
▲ 当館で楽譜、録音資料、映像資料のいずれかを所蔵している作品を掲載しました。

編曲版のみ所蔵している作品も含みます。
▲ 日本語で検索できない作品のみ、オリジナルタイトルを掲載しました。
▲ 作曲者名とタイトルの表記は、当館で標準としているものです。
▲ 必要に応じて演奏手段を付記しました。
参考ＣＤ： 「バッハの名による作品集」XD44636 
 「モーツァルティアーナ」XD22229


