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モーツァルト年表 

ザルツブルクにて出生 

ミュンヘン、ウィーン旅行 

西ヨーロッパ公演旅行（-1766) 

※英仏蘭他を旅する 

10代のうちにウィーンへ２度、 

イタリアへ３度、ミュンヘンへ１度

旅行 

パリ旅行 

母の死 

ザルツブルク宮廷オルガニストに任命 

ウィーンへ 

コンスタンツェと結婚 

経済状況の悪化 

《レクイエム》作曲中に病死 

1756年（０歳） 

1761年（５歳） 

1762年（６歳） 

1763年（７歳） 

1764年（８歳） 

1767年（11歳） 

1774年（18歳） 

1775年（19歳） 

1777年（21歳） 

1778年（22歳） 

1779年（23歳） 

1780年（24歳） 

1781年（25歳） 

1782年（26歳） 

1783年（27歳） 

1784年（28歳） 

1785年（29歳） 

1786年（30歳） 

1787年（31歳） 

1788年（32歳） 

1791年（35歳） 

初めての作曲 

初めての出版（K6, 7） 

最初の交響曲（K16） 

《ファゴット協奏曲》K191 

一連のヴァイオリン協奏曲 

《パリ交響曲》 

《オーボエ協奏曲》K314(1778?) 

《フルート協奏曲》K313 

《フルート協奏曲》K314?(1778?) 

《協奏交響曲》K.Anh9 ? 

《フルートとハープのための協

奏曲》K299 

《戴冠式ミサ》 

《アンダンテ》K315 (1780?) 

《ホルン協奏曲》K417 

一連のクラヴィーア協奏曲 

《ハイドン四重奏曲》 

《フィガロの結婚》 

《ホルン協奏曲》K495 

《プラハ交響曲》 

《ドン・ジョヴァンニ》 

《ホルン協奏曲》K447 (1787?) 

３大交響曲 

《魔笛》 

《クラリネット協奏曲》K622 

《レクイエム》 

《ホルン協奏曲》K412/514 

「名曲解説ライブラリー」にもとづく 

作曲年については Oxford music online による 

年号の後に?とあるものは推定年 
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I. モーツァルトの協奏曲と管楽器 

  ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 

  Wolfgang Amadeus Mozart（1756-1791） 

・モーツァルトの管楽器協奏曲の３つのタイプ 

①音楽愛好家の依頼で作曲された作品（フルートとハープのための協奏曲など）は、演奏

者の技量にみあったそれなりの親しみやすさを備えている。

②親しい友人のための協奏曲（ホルン協奏曲）には冗談交じりの書き込みもなされ、社交

的要素が前面に押し出されている。

③当時の名演奏家であったアントーン・シュタードラーのために作曲されたクラリネット

協奏曲のように、内容的に深みのある古今の名曲中の名曲も存在する。

（「モーツァルト事典」より） 

●当時の楽器――アーノンクールは語る

モーツァルトの時代には、木管楽器は、より管（くだ）の、ある

いはシャルマイのような音がした。ホルンとトランペットは、自然

楽器だったために今日のバルブ式楽器に比べて遙かに楽器の全長

が長かった。そのためにその音色は豊かで倍音の数も多かったので

ある。その上、特に朝顔の部分の直径は狭くて肉が薄かったので、

中位のフォルテのデュナーミクでも鋭い音を鳴らすことができた。

このような金管楽器の鳴らすフォルテのアインザッツ（音の出だ

し）は、当時は木製のばちを用いていたティンパニと一緒に演奏さ

れると、突き刺すような、雄々しい、攻撃的な、堂々とした響きに

なった。従って、今日、いわゆるモダンのオーケストラでモーツァ

ルトを演奏する場合、それに適した響きや作品に相応しい明瞭さを

得るためにも、モーツァルト・オーケストラの音響上の特性を知る

必要があるだろう。（「音楽は対話である」より） 

 ファゴット、フルート、オーボエ、ホルン、クラリネット

といった管楽器のための協奏曲は、作曲依頼のあった作品か、

親しい友人や特定の優れた演奏家のために作曲されたもので

ある。したがって、作曲時期や作品の内容も多様である。 
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II. 管楽器のための協奏曲

ファゴットのための協奏曲 

１．K191（186e）変ロ長調：1774年 

モーツァルトは５曲ものファゴット協奏曲を作曲した可能性があるが、現存するのは１

曲しかない。この協奏曲は、ザルツブルクの大司教に雇われていた２人のファゴット奏者、

ヨハン・ハインリヒ・シュルツまたはメルヒオル・ザントマイヤーのどちらかのために作

曲されたものと思われる。（「モーツァルト全作品事典」より） 

本格的な協奏曲としては《ヴァイオリン協奏曲第１番》と《ピアノ協奏曲第５番》に続

く３番目の作品で、ギャラントな書法はなお素朴さを感じさせるが、そのことがかえって

ファゴットののどかな音色とマッチする結果となっており、明るくはつらつとした曲想に、

レガートとスタッカートの対比、幅広い跳躍といったファゴットの特性をみごとに織りこ

んだ、この楽器の曲目を代表する名曲である。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

※楽器の図版および説明については「浜松市楽器博物館所蔵楽器図録」、「楽器の歴史」、「リチェルカール

古楽器ガイド」、「上野学園所蔵楽器目録」にもとづく。 

18 世紀のファゴット ヘッケル式ファゴット 

・材質：楓やボックスウッド 

・キー：一般的に 4 個 

・リード：大きい 

・吹き込み管：真鍮 

・材質：楓に塗装 

・キー：一般的に 29 個 

・リード：小さい 

・吹き込み管：弱音キー付き 

・右手のキー操作のための 

ハンドレスト付き 
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オーボエのための協奏曲

２．K314（285d; K271k?）ハ長調：1778年？ 

オーボエ版とフルート版、どちらが原曲か 

1920 年に、指揮者・モーツァルト学者として名高いパウムガルトナーによって筆写譜が

発見され、厳密な考証を経てフルート協奏曲第２番の原曲と確認され、1949 年にようやく

出版された作品。 

 こちらが原曲であることは、フルート協奏曲第２番ではヴァイオリンの最低音がイ音に

とどまっていることや、ある手紙にモーツァルトがドジャンのための協奏曲は１曲しか書

かなかったと書いていることから明らかだが、さらに 1971 年にこの曲のハ長調（ニ長調で

はない）のスケッチが発見されたことで決定的に確証された。（「クラシック名曲ガイド３」

より） 

ところが異説も！ 

 ブリュッヘンは、原曲のオーボエ協奏曲自体が本来フルート用であったものをオーボエ

用に編曲したもので、モーツァルトはそれをさらにもう一度フルート用に直したのではな

いかと推測している。（「モーツァルト事典」より） 

18世紀のオーボエ コンセルヴァトワール式 

オーボエ 

・材質：ボックスウッド等 

・キー：左右両側から使える 

オクターヴキーなし 

高い音はファルセット 

・リード：大きい 

・最低音：C 

・リコーダーの様に小さい音孔

が並んでいるところもあり 

・材質：グラナディラ 

・キー：オクターヴキー複数 

高い音は管を短く使う 

・リード：小さい 

・最低音：B 
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フルートのための協奏曲

ドジャンとフルート協奏曲 

 パリに向かう途中４ヵ月ほど滞在したマンハイムで、モーツァルトの主要なフルート作

品が連作されたが、これらは宮廷楽団の名手ヴェンドリングの紹介で知り合ったフルート

愛好家ドジャンなる人物の注文のおかげで成立した作品である。協奏曲は２曲完成された

が、オリジナルの作品は第１番だけで、第２番はザルツブルクからたずさえてきたオーボ

エ協奏曲からの編曲作品であった。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

３．K313（285c）ト長調：1778年 

できあがったのはとても愛好家向けの作品とは思えない、フルートという楽器の特性に

見事に適った優れた作品であり、フルート協奏曲の屈指の名曲として広く愛好されること

になった。おそらく、名手ヴェンドリングの演奏が大いに影響しているものと思われる。

（「モーツァルト事典」より） 

４．K315（285e）アンダンテ ハ長調:1780年? 

この曲は、フルートが巧みな音楽愛好家ドジャンのために書かれたフルート協奏曲第１

番[K313]の第２楽章が、素人音楽家には難しすぎたため、その代替楽章として新たに書か

れたものと推定されている。しかし、確かな裏付けがあるわけではなく、ドジャンのため

の３曲目のフルート協奏曲の一部ではないかとも推測されている。（「モーツァルト事典」

より） 

18 世紀のフルート 

１鍵式 ４鍵式 

ベーム式フルート 

・材質：ボックスウッド、黒檀、象牙 

・音孔：多くは直接指で押さえる 

・最低音：基本的には D 

 →1750 頃から C へ拡張する試みも 

・内部の形：先細りの逆円錐形 

・材質：金属（金、銀、白金など） 

・音孔：キーで開閉 

・最低音：C または H 

・内部の形：頭部を除いて円筒形 
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５．K314（285d）ニ長調：1778年？ 

ドジャンの注文をこなすべく、第１番に続いて仕上げた作品。 

おそらく新しいフルート協奏曲を書く時間的余裕のなかったモーツァルトが、旧作のオ

ーボエ協奏曲を長２度高く移調し、フルートに適うように編曲して間に合わせることを思

いついたのであろう。（「モーツァルト事典」より） 

《フルート協奏曲》と原曲である《オーボエ協奏曲》は１音高さが異なるだけで、オー

ケストラ・パートもソロ・パートもほぼ同じであるが、フルートの演奏法を考慮に入れた

音型的な変奏がみられる。譜例に示すように、フルートのパートにはオーボエのパートよ

りもいっそう華やかで生気をおびた箇所があり、さらに第２楽章のフルートの多くの出だ

しの音には装飾音が付けられており、モーツァルトがドジャンのために筆を加えたあとが

うかがわれるのである。（「名曲解説ライブラリー」より） 

６．K299（297c）フルートとハープのための協奏曲ハ長調：1778年 

ド・ギーヌ伯と協奏曲 

 パリ到着後まもなく、旧知のグリム男爵の紹介で知り合った有力な貴族ド・ギーヌ伯爵

の注文で作曲された。手紙に、「令嬢はぼくの作曲の弟子です。公爵（注：伯爵の誤り）は

この上なく上手にフルートを吹き、令嬢も立派にハープを弾きます」とあるように、父と

娘の共演を目的に書かれた曲である。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

当時の、均一な音を出すのが難しいフルートと、半音階が自由にできないハープの性能

上の限界を考慮してか、調性は最もわかりやすいハ長調が選ばれ、モーツァルトとしては

珍しく、意外な転調やシンフォニックな展開は避けられている。それを補うためか、いず

れの楽章も、新しい楽想を次々に登場させることによって構成に変化を持たせるよう工夫

がこらされている。（「モーツァルト事典」より） 

 K299（297c）では、フルートに低い変ニ音（d♭’）や１点ハ音（c’）が出てくるが、これ

はド・ギーヌ伯の楽器にこれらの音の演奏が簡単になる足部管が付いていたからである。

（「モーツァルト大事典」より） 
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自筆譜冒頭の献辞は「1783年 5月 27日、ウィーンにてロバ、牛、阿呆のロイトゲープにあわれみを覚えて」という珍妙なもの 

ホルンのための協奏曲 

ロイトゲープとホルン協奏曲 

 モーツァルトの周辺には、つねに優れたホルン奏者がいた。なかでも、イグナーツ・ロイ

トゲープはザルツブルク時代だけでなく、ウィーンで再会してからも親友であり続けた。

（「モーツァルト “天才”の素顔とその音楽の魅力」より） 

多くの伝記作家がロイトゲープのホルン奏者としての能力を評価してきたが、それを最も

ありありと証言するのは、モーツァルトが彼のために作曲した音楽であろう。（「モーツァル

ト全作品事典」より） 

 ４曲のホルン協奏曲のうち、第１、第３番の作曲年は自筆譜研究によって大幅に訂正され

た。その結果、４曲の成立順は、第２番、第４番、第３番、第１番と修正されねばならない。

（「クラシック名曲ガイド３」より） 

７．K417（第２番）変ホ長調：1783年 

ロイトゲープのための第１作。終楽章では、ホルンをからかうような音型を第１ヴァイオ

リンがたびたび奏するという、成立事情をしのばせるユーモラスな筆致が彩りをそえている。

（「クラシック名曲ガイド３」より） 

 
18 世紀~19 世紀初頭の 

ナチュラルホルン 
ダブルホルン 

・調によって替管を用いる 

・基本的には自然倍音列を演奏 

・他の音はベルに入れた右手で調節 

→このストップ音は音色も特徴的 

・F 管と B 管を切り替え可能 

・ヴァルブで半音階も演奏可能 

・右手は主に音色の変化に用いる 
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８．K495（第４番）変ホ長調：1786年 

 モーツァルトの自作品目録に「ライトゲープのためのヴァルトホルン協奏曲」と記されて

いるこの曲は、自筆譜が青、赤、緑、黒のインクをごちゃまぜに使って書かれていることで

知られる。この色分けはロイトゲープをからかっての冗談と思われてきたが、新全集の校訂

者ギークリングは、こうした色の使い分けによって、モーツァルトは強弱や表情の細かいニ

ュアンスを伝えようとしたのではないかと推測している。（「モーツァルト事典」より） 

９．K447（第３番）変ホ長調：1787年？ 

 意欲的な楽曲構成の中にホルンの個性がのびやかに息づく４曲中の最高傑作。オーボエの

代わりにクラリネットが用いられていることも大きな特徴で、内面的なニュアンスの形成に

積極的な役割をはたしている。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

10．K412/514（386b）（第１番）ニ長調：1791年 

モーツァルトの死によって未完成で残された1791年の作品。（「クラシック名曲ガイド３」） 

 日付の記入されていない自筆譜には、完成した第１楽章の後、独奏ホルンと弦楽器のみの

スコア配置による、フィナーレ全体のスケッチが記されている。この第２楽章には、第２の

完成された筆写譜が存在する。この筆写譜は、フランツ・クサーヴァー・ジュースマイヤー

の筆跡で書かれ、この弟子が師の未完のロンドを完成したものである。 

「ロンド・フィナーレ」のスケッチでは、モーツァルトは、しばしば作曲家の辛らつなユ

ーモアの標的とされたヨーゼフ・ロイトゲープに向けて、一連のこっけいな指示や悪態を書

きとめている。「ああ、悪名高きブタめ」「ここで一呼吸」「羊でさえこんなふうにトリルがで

きる」、そして（ロンド主題を４度目に繰り返した後）「もう４回目でぼくを飽きあきさせる

が、おかげでこれで最後だ」。速度表示さえ冗談である。ホルン・パートにはアダージョ、弦

楽合奏にはアレグロの指示がある。おそらくロイトゲープがテンポを引きずりがちであるこ

とをほのめかしているのかもしれない。（「モーツァルト全作品事典」より） 

・ロイトゲープの衰え！？ 

第３番と第１番では、先に成立した第２番と第４番では使われていた高音域がまったく使わ

れていないのである。ロイトゲープは何らかの理由で、1787 年以降は高音域の吹奏ができなく

なったのであろうか。その理由として、ロイトゲープの高齢化を挙げる研究家がいる。 

この推測が事実ならば、モーツァルトは親友に対する心優しい配慮をもって、ニ長調の協奏

曲を書き始めたのであろう。（「モーツァルト “天才”の素顔とその音楽の魅力」より） 
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クラリネットのための協奏曲 

11．K622イ長調：1791年 

 モーツァルトがクラリネットのために書いた唯一の協奏曲であるこの曲は、ヴィーン宮廷

楽団に仕えるクラリネットの名手で、彼と同じフリーメイスン結社員でもあったアントー

ン・シュタードラーのために作曲された。モーツァルトが死の２か月前に書いた彼の完成し

た形での最後の協奏曲である。 

 この曲は、クラリネットと共にモーツァルトが愛好したバセットホルンのための未完の協

奏曲 K6621b を編曲したものを第１楽章とし、それにアダージョとロンドの２つの楽章を新

たに書き加えて作ったものと考えられている。（「モーツァルト事典」より） 

 今日われわれが知っているのは、通常のクラリネットのためにだれかが編曲した版である。

シュタードラーの楽器で出る一番低い音域に当てられた音は、この版では書きかえられてし

まっている。（「モーツァルト全作品事典」より） 

●楽器と版の違い

・原曲とされるバセットホルンのための協奏曲 K6621b(584b) 

最低音部（記譜音 C～）はヘ音記号で記譜されている 

・通常のクラリネットのための版 

原曲の譜面においてヘ音記号で記譜されている 

最低音部は記譜上２オクターヴ高く編曲されている。 

・バセットクラリネット（シュタードラーの楽器）復元版 

最低音部はヘ音記号で記譜されている 

→跳躍によって低音と高音の音色の差が際立つ 
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番外：協奏交響曲

 協奏交響曲（サンフォニー・コンセルタント）とは、18 世紀の後半に、演奏会活動が盛ん

に行われていたパリや、マンハイム、ロンドンなどで流行していたジャンルで、各独奏楽器

の名演奏家たちの競演を売り物として書かれた公開演奏会用の作品である。これは、複数の

独奏楽器がオーケストラと協奏するという点でバロック時代のコンチェルト・グロッソに似

ているが、古典派の協奏曲形式に基づいている。（「モーツァルト事典」より） 

12．協奏交響曲 K. Anh. 9（297b）：1778年? 

この作品は今日なおその真偽をめぐって揺れ動いている作品である。 

パリ到着まもないモーツァルトは、ちょうどパリに居合わせた４人の名手、フルートのヴ

ェンドリング、オーボエのラム、ファゴットのリッター、ホルンのシュティヒ（プント）を

独奏者に１曲の協奏交響曲を書き上げ、コンセール・スピリチュエルで演奏するために支配

人のル・グロに自筆譜を売り渡した。ところがパート譜作成の段階でなぜか自筆譜が紛失し、

作品は演奏されずに終わった。問題の作品はそのまま失われたと考えられていたが、今世紀

はじめ、ヤーンの遺品の中からフルートの代わりにクラリネットを用いた筆写譜が発見され、

これが紛失した原曲からの編曲譜と結論された。ところが最新の［ケッヘル］第６版では、

詳細な検討を通じて偽作と結論された。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

しかしながら、現在のところその真偽についてはまだはっきりと結論を出すことは出来な

いと言えよう。（「モーツァルト事典」より 

●クラリネットの可能性を求めて――モーツァルトとシュタードラー

 18 世紀に登場した新興の楽器クラリネットは、モーツァルトとシュ

タードラーの協力のもとに個性を見いだされ、性格を確立された楽器

といっても過言ではない。他の管楽器と比べた時のクラリネットの特

色は、広い音域をもつとともに、高・中・低音域で音色がことなって

おり、人声にも匹敵するニュアンスの豊かさを有することにある。シ

ュタードラーは、この中・低音域の開発に力を注ぎ、楽器の改良にも

貢献した奏者であった。（「クラシック名曲ガイド３」より） 

アントーンは常にクラリネットの低音域に魅力を感じていたので、

オーケストラとハルモニー（管楽合奏）では弟のセカンドとして座っ

た。さらに関心が高じると、ヴィーンのクラリネット奏者兼楽器製作

者テオドール・ロッツと共同して、通常より２全音低い音の出る楽器

をデザインした。この楽器では、記譜上、真ん中のＣから２オクター

ヴ下のＣまで出すことができる。（「モーツァルト全作品事典」） 

アントーン・シュタードラー 

（1753-1812） 

）

偽作！？ 
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