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ハイドンは「交響曲の父」そして「弦楽四重奏曲の父」と呼ばれる古典派の大作曲家である。その生涯で千曲以上を

作曲し、沢山の傑作があるが、オラトリオ《天地創造》と《四季》はその中でも最高の傑作と評価されている。 

作曲家ハイドンの集大成の曲ともいわれる、この二曲ができるまでには長い道のりがあった。ここでは、ハイドンの作

曲家人生を中心に、オラトリオ《四季》が出来るまでを簡単にたどってみる。 

 

幼少期から青年期のハイドン 

 ハイドン（１７３２-１８０９年）は、オーストリアの東部、ハンガリーとの国境沿いのローラ

ウ村で生まれた。ハイドンの両親の先祖に音楽家はいなかったが、父親が趣味でハー

プを弾くことから、家庭には音楽が絶えることがなかった。幼いハイドンが板きれと木の

棒を擦り合せてヴァイオリンを弾く真似をする様は、拍子のとり方やイントネーションが、

子供とは思えぬほど正確であったと伝えられている。またハイドンの美しい声は村中の

評判であった。 

６歳になる前、叔父に引き取られてハインブルクに移るが、ここで読み書きを学び、

ヴァイオリンやクラヴィーアを弾き、教会の合唱隊でミサ曲を歌った。 

８歳のとき、ウィーンの聖シュテファン大聖堂の合唱長に見出され、同寺院の合唱童子になる。この頃ハイドンは初見

の楽譜を正確に歌うことが出来たそうである。 

１７歳のとき、ボーイ・ソプラノとして用をなさなくなったハイドンは、聖シュテファン大聖堂を追い出される。両親は聖

職者になることを望んでいたが、ハイドンには音楽以外の道に進む考えは毛頭なかった。当時は貴族政治の黄金時代

であり、音楽家が糧を得るには、王侯貴族が抱える宮廷楽団に就職するか、教会に雇われるのが一般的であった。ま

た、主な宮廷の就職先はイタリア人音楽家によって占められており、その他の音楽家にとっては誠に狭き門であった。

このような状況から抜け出して良い職に就くには、イタリアオペラが作曲できるように、彼の地に行ってイタリア音楽を習

得することが近道であった。無一文になったハイドンは、当時流行っていたセレナーデ楽団に入り、ウィーンの街を流し

て歩くその日暮らしの日々、イタリア遊学が実現できる状況とは程遠かった。 

しかし、ハイドンには少ないチャンスを活かす強運があった。たまたま部屋を借りていた

建物に有名なオペラ台本作家が住んでおり、この人の紹介でイタリア人の高名なオペラ作

曲家ポルポラの弟子になることが出来た。ポルポラの下では、弟子は従僕や下男と同じ扱

いだった。ハイドンはさまざまな雑用をこなしながら、ポルポラの許へ通う裕福な生徒達への

レッスン内容を見聞きして、声楽や作曲そしてイタリア語などの知識を盗み取ったのである。

また、ポルポラの周りに集まる有名な音楽家や、音楽愛好家の貴族達と顔見知りになること

が出来た。ハイドンのクラヴィーア独奏や伴奏の腕前は、貴族達の間で評判になり、噂は少

しずつウィーンに広まっていった。やがて、音楽愛好家として名高いトゥーン伯爵夫人に声

楽とクラヴィーアの教師として雇われるようになる。 

 その後27歳でボヘミアのモルツィン伯爵家の楽長に、さらにはハンガリーの大貴族エステ

ルハージ侯爵家の副楽長職に就くという幸運が開けてきた。いよいよ、ハイドンの作曲家と

しての才能が、開花する機会が訪れたのである。 

 

宮廷音楽家としてのハイドンの仕事   

 ハイドンがエステルハージ侯爵家の副楽長（後に楽長）に就任するときの契約書が残っているが、求められている仕

事をざっと見てみよう。 

 

オラトリオ「四季」ができるまで 
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第一の仕事は音楽監督として演奏の細目を決め、指揮者としてリハーサルを行い、侯爵や賓客の前で演奏すること

であった。第二は侯爵の求めに応じて、あらゆるジャンルの作曲を行うことである。ハイドンは、三重奏曲から弦楽四重

奏曲、色々な楽器編成による嬉遊曲、協奏曲や交響曲、オペラ、芝居のための伴奏曲、ミサ曲やオラトリオと非常に幅

広く作曲した。その他の仕事として、楽団員の人事や楽器の管理、侯爵家の楽団の質を高めるために優秀な演奏者や

歌手を採用するといったことも、すべてハイドンの肩にかかっていた。この頃は超多忙な毎日で、作曲に取り掛かれるの

は就寝前とあって、居眠りをしながら作曲することも度々あったようである。 

 洋の東西を問わず「宮仕えは辛い」ものであるが、適応性に富み穏健な性格のハイドンに

とって、宮仕えは辛くはなかったようである。主人であるニコラウス侯とハイドンは、非常にウ

マが合った。侯がチェロに似たバリトンという楽器が得意であったので、侯のためにバリトン

用の曲を二百曲あまり作曲し、合奏を楽しんだ。ニコラウス候はハイドンの作品、そして楽長

としての仕事に充分満足していたし、それ以上にハイドンを抱えていることを誇りに思ってい

た。ハイドンの待遇は年々よくなり、楽譜出版などの制約も緩くなってきたが、ハイドンは侯

爵家楽長としての分をわきまえ、忠実に仕えていた。 

１７７０年代の半ば頃、ハイドンは多くの曲が出版されたこともあり、ヨーロッパで最も有名

な作曲家の一人となっていた。音楽活動の盛んな都市からハイドン招聘
しょうへい

の話が次々に舞い込んだが、ハイドンはエス

テルハージ侯爵家にとどまったままであった。 

 

ハイドンに影響を与えた人々 

 ハイドンが宮廷音楽家として出世する契機となったのは、ポルポラの弟子になったことであったが、ちょうどその頃 

ハイドンは一冊の音楽理論の教科書を手に入れた。著者は大バッハの次男エマヌエル・バッハである。ハイドンは熱心

に勉強し、その後刊行されたソナタ曲集にも多大な感銘を受けた。二人は書簡の交換を続け、エマヌエル・バッハは

「自分の書いた本を完全に理解し、かつ利用することの出来た随一の人」とハイドンを褒め、ハイドンもまた彼を終生尊

敬していた。 

１７８０年代のはじめ頃、ハイドンは若きモーツァルトと出会うが、この二人の天才は互いに相

手を敬愛していた。モーツァルトは６曲１組の弦楽四重奏曲《ハイドンセット》をハイドンに献呈

して敬意を表した。モーツァルトの音楽を知ってから、ハイドンの作品は幅が広がり、深みが増

して表現力が豊かになったと言われている。一方、モーツァルトはハイドンから音楽の骨格に

ついて多くを学んだ。 

 この二人の周辺にハイドンより１歳年下のスヴィーテン男爵という人物がいた。男爵の本職は

オーストリアの外交官で、後に王室図書館長を勤めた。彼は音楽に造詣が深く、特に音楽家

のパトロン活動に熱心で、ベートーヴェンの初期のパトロンの一人であった。《交響曲第１番》

はこの男爵に献呈されている。男爵は大バッハの作品に心酔する人達のリーダーでもあった。彼はハイドンとモーツァ

ルトにバッハの楽譜を見せたり、音楽会を開催してバッハの音楽を紹介した。ハイドンは《平均律クラヴィーア曲集》と

《ロ短調ミサ曲》の楽譜を持っており、曲の全体を熟知していたようである。また、男爵はヘンデルのオラトリオを積極的

に紹介し《ユダス・マカベウス》のウィーン公演にも貢献した。 

 

ハイドンの渡英、そして《メサイア》に出会う 

 １７９０年ハイドンのよき理解者でもあった、ニコラウス侯が世を去った。これを機にハイドンは、２９年勤めていた侯爵

家の楽長職を辞し、名誉楽長の名称と年金を貰ってウィーンに居を構えた。高名なハイドンを宮廷楽長に迎えたいとの 

 

ニコラウス侯爵 

スヴィーテン男爵 

Mineko Horio
テキストボックス
名古屋市民コーラス 



- 12 - 
 

 

 

 

申し入れが幾つかあったがこれを断り、ロンドンで活躍していたドイツ出身のヴァイオリニストで興行師として成功してい

たザロモンのイギリスへの招きに応じた。友人達は、ハイドンが５８歳と当時としては高齢であり大変不安であった。モー

ツァルトからは「言葉が出来ないから止めたほうがよい」との忠告を受けている。しかし、ハイドンは「私の音楽は全世界

に通じる」と言い、1790年末にイギリス行きは決行された。 

 当時のイギリスは産業革命が進み、市民階級が新たな主役として

台頭してきた時代であった。音楽は宮廷や教会中心から、市民階級

のものへと移行し始めていた。宮殿のホールで行われる閉鎖的コン

サートに慣れていたハイドンは、市民階級が主催し入場料さえ払え

ば誰でも聞くことができる開放的コンサートに熱気を感じ、驚き、興

奮したに違いない。 

 ハイドンは１７９４年に再び渡英を果たすが、この２度の渡英は、ハ

イドンに計り知れない収穫を与えた。収穫の一つはロンドンで作曲

した交響曲１２曲《ロンドンセット》が、いずれも円熟味を感じさせる 

傑作揃いで、「交響曲の父ハイドン」に相応
ふ さ わ

しい作品を残せたということである。さらにはロンドンの教会で《メサイア》を

始めとするヘンデルのオラトリオの演奏を聞き、深い感銘を受けたことが挙げられる。ハイドンは、作曲後５０年を経ても

繰り返し演奏されている曲があることに驚嘆した。ハイドンの時代、音楽は消耗品扱いで、繰り返し演奏されることは稀

だった。また、大規模な編成のオーケストラや合唱、独唱者が生み出す感動的音楽に大きな衝撃を受けた。ハイドンが

侯爵家で育ててきたオーケストラは２０名程、そしてザロモンの主宰するオーケストラは４０名程度の編成であったので、

ヘンデルのオラトリオ演奏には圧倒的迫力を感じた。そして解りやすい言葉で書かれた曲に対して熱狂している市民

の姿に多大な刺激を受けたのである。自分もオラトリオを作曲したいという意欲に駆り立てられたハイドンは、《天地創

造》と《四季》の、英語の台本を持ち帰った。 

 

ハイドン、《天地創造》と《四季》の作曲に取り組む 

 イギリスから持ち帰った２本の台本のうち、《天地創造》はスヴィーテン男爵によってドイツ語に翻訳された。１７９８年に

完成したこの作品には、ハイドンが長年にわたって手掛けてきたミサ曲をはじめとする宗教音楽、オペラ、そして交響曲

など、ハイドン音楽のすべての特質が統合されている。同年の初演は、熱烈な喝采をもって迎えられ、ウィーンで繰り返

し演奏された。１８００年には楽譜が出版され、ドイツ語圏に限らず全ヨーロッパ中に広がった。この《天地創造》の大成

功は、さらにハイドンの創作意欲をかきたてた。 

１７９９年からハイドンは、引き続き《四季》の作曲に取り組み全精力を傾けた。しかし、台本

構成を行ったスヴィーテン男爵との、音楽表現の確執から、耐えがたいストレスの下での創

作活動となった。それにも関わらずハイドンは、これまでに蓄積してきたあらゆる技法と豊か

な楽想を、精根が尽き果てるまで《四季》に注ぎ込んだ。冬の楽章に取り掛かった頃ハイドン

は７０歳に手が届く高齢になっており、季節の移ろいを自身の人生と重ね合わせて、感慨深

いものがあったと伝えられている。 

１８０１年ウィーンで初演された《四季》は《天地創造》のときと同じく大絶賛を博した。ハイド

ンはこの後、優れた二曲のミサ曲を作曲しているが、齢も７０歳を過ぎ創作意欲も衰え、ハイ

ドン自身「四季にあまりにも沢山の音符を書き、緊張が続いたので、それ以降はめっきり病

弱になった」と語っている。ハイドンの没後も、この二つのオラトリオはハイドン作品の集大成、最高傑作と評価され、後

世の作曲家に影響を及ぼし、今なお全世界で繰り返し演奏されている。  

ハイドン、イギリスへ向け出港する 
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西暦 年齢 生　　　涯 参　　　考

1732 0 3月31日、オーストリアのローラウで生まれる

1737 5
弟ミヒャエル生まれる。この頃、ハインブルクの遠縁J.M.フラ
ンクに預けられ、音楽と読み書きを教わる

1740 8
歌の才能を見出され、ウィーンの聖シュテファン大聖堂合唱
童子となる

フリードリヒ大王即位（プロイセン）
マリア・テレジア即位（ハプスブルグ公国）

1742 10 ヘンデルのオラトリオ《メサイア》初演

1749 17
変声期となり合唱童子を解雇され、セレナーデ楽団で流しを
始める

1750 18 Ｊ.S.バッハ没（ライプツィヒ）

1753 21 ニコラ・ポルポラの弟子になる

1756 24 モーツァルト生まれる（ザルツブルグ）

1759 27 ボヘミヤ、モルツィン伯爵家の楽長となる ヘンデル没（ロンドン）

1760 28 アンナ・マリア・ケラーと結婚

1761 29
エステルハージ侯爵家の副楽長となり、アイゼンシュタットに
赴任。交響曲第6～8番《朝》《昼》《晩》の三部作を作曲

1764 32 イギリスで産業革命起こる

1766 34
同家楽長に就任。この頃から70年代初頭にかけて、精力的
に交響曲群を作曲。　エステルハーザ新宮殿が完成

1768 36 宮殿内にオペラ劇場が完成し、オペラ曲も多数作曲

1770 38 ベートーヴェン生まれる（ボン）

1774 42 鍵盤楽器のための《エステルハージ・ソナタ集》出版 フランス・ルイ16世即位

1779 47 エステルハージ侯との新契約で出版の自由が認められる

1781 49 モーツァルトが大司教と決別ウィーンへ

1785 53
1月、モーツァルトの自宅を訪問、６つの弦楽四重奏曲「ハイ
ドンセット」を献呈される。《十字架上の７つの言葉》を作曲

1789 57 フランス革命始まる

1790 58
9月、ニコラウス・エステルハージ侯没、後継者のアントン侯
が楽団を解散する。ハイドンは名誉楽長となり、ウィーンに移
り住む。12月、初めてのイギリス旅行へ出発（92年7月帰国）

1791 59
ロンドンでザロモン・コンサートに出演、「ロンドンセット」と呼
ばれる交響曲を作曲
オックスフォード大学から名誉音楽博士号を授与される

モーツァルト没（ウィーン）

1792 60 イギリス旅行の帰路ボンでベートーヴェンに会う

1794 62 1月、2度目のロンドン旅行に出発（95年9月帰国）

1797 65 シューベルト生まれる（ウィーン近郊）

1798 66 4月、オラトリオ《天地創造》ウィーンにて初演

1800 68 3月、妻アンナ・マリア没 ベートーヴェンの《交響曲1番》初演

1801 69 4月、オラトリオ《四季》ウィーンにて初演

1803 71 《弦楽四重奏曲83番》を作曲　ハイドン最後の作品となる ベルリオーズ生まれる（フランス）

1804 72 エステルハージ家の宮廷楽長を辞任 ナポレオン、フランス皇帝即位

1805 73 フランス軍がウィーンに侵攻

1808 76 誕生日を祝う《天地創造》演奏会に出席 ベートーヴェンの交響曲《運命》《田園》初演

1809 77 フランス軍が再び侵攻、騒然とするウィーンで、5月31日没 メンデルスゾーン生まれる（ハンブルク）
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(バス：竹内務、ソプラノ：小木曽訓子、山田祐美子、アルト：鵜飼奈都子）
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