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ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ研究
――二楽器のアンサンブルの視点から――
宮﨑

智子

要旨
本論文は、ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン Ludwig van Beethoven (1770-1827)のヴ
ァイオリンソナタ全 10 曲の第 1 楽章について、ピアノとヴァイオリンのアンサンブルに着
目し、ヴァイオリン、ピアノ右手パート、ピアノ左手パートの 3 パートの組み合わせ方を
分類・整理することにより、その特徴を明らかにしようと試みるものである。2 楽器 3 パー
トによる様々なアンサンブルの特徴を確認するとともに、その様相が変化することにより、
いかなる音楽的効果が得られるのか、また、その知見はいかに演奏に役立てうるのかにつ
いて論じる。
第１章では、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第 1 楽章におけるアンサンブルを便
宜上 9 種類に分類し、その現れ方を見た。9 種類のアンサンブルの種類①～⑨のうち、出現
頻度が高いのは「③主旋律と和音の 2 つの要素」、
「⑤主旋律、副旋律、和音の 3 つの要素」、
「⑦応答」であり、古典派の楽曲によく見られるタイプである。尚、最も出現頻度の低か
ったものは「①1 声の主旋律」と「⑨響きの集合体」であった。
「⑨響きの集合体」は第 10
番にしか用いられておらず、ベートーヴェンの他の編成の作品においても稀にしか見られ
ない形であることから、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタに見られたアンサンブルは、
古典期において多く用いられているものを基本にしながら、⑨のような特殊なものを織り
込んでいることがわかった。また、第 10 番は他の 9 曲と作曲年代が明らかに離れているこ
とから、時代が下ると共に用いられているアンサンブルの種類が一部変化していることも
わかった。
第 2 章では、まず第 1 章で見出した 9 種類のアンサンブルが、各曲のソナタ形式の構造
の中でどのような分布で用いられているのかを検討した。アンサンブルの種類の分布には、
「a.一極支配型」
、
「b.バランス型」
、
「c.二極支配型」という 3 つの顕著な型が見られる。提
示部、展開部、再現部、コーダの全体を見ると、1797-98 年にかけて作られた第 1 番から第
3 番においては、いずれかの部分で必ず「b.バランス型」が用いられているのに対して、1800
年以降に作られた第 4 番以降の作品においては、「a.一極支配型」の分布が多く見られると
いう変化が確認できた。作曲年代で見ると、第 9 番（1802-03 年）と第 10 番（1812 年）の
間に時間的な隔たりがあるが、アンサンブルの種類の分布を見ると、むしろ第 3 番（1797-98
年）と第 4 番（1800 年）の間に変化のポイントがあり、時代が下ると共に用いられるアン
サンブルの種類の分布型に偏りがあることがわかった。この時期はちょうどベートーヴェ
ンの作風における初期の終わりの時期と重なっている。また、提示部第 1 主題と第 2 主題

において、第 7 番以降は全て第 1 主題が「c.二極支配型」、第 2 主題が「a.一極支配型」とな
っていることがわかった。こちらも、アンサンブルの種類の分布型は時代が下ると共に変
化することが確認できた。
第 3 章では、第 1 章で 9 種類のアンサンブルに分けきれなかったものを全て挙げ、前後
関係と共に、
「例外」として分類されることによって現れる効果を考察した。この「例外」
には、1．1 小節ごとにアンサンブルが変わるものと、2．複数のアンサンブルが共存するも
のの 2 つが見られた。前者は全てフレーズの終結部にあたり、切迫感を生み出したり、音
楽に動きと変化が加わったりする効果をみることができた。後者においては、その曲の顔
とも言える要素を、「⑦応答」の要素とブレンドすることで、より強調する効果をみること
ができた。すなわち、
「例外」の部分はあくまで曲の細部であるが、この細部の引き立たせ
方ひとつで、演奏の印象が変わりうるような、演奏の工夫の可能な箇所ということができ
る。
このように、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタの第 1 楽章を「ヴァイオリンとピア
ノの 2 人によるアンサンブル」ではなく、
「ヴァイオリンとピアノが織りなす 3 つのパート
のアンサンブル」として詳細に見ていくことにより、演奏者は楽曲全体のみならず、細部
についても多くの示唆を得ることができる。演奏者が 3 つのパートの組み合わせ方の多様
性に気づき、またそれが楽曲構造のどのような箇所でどのように生かされているかについ
て知見を深めることにより、楽曲の中に有機的な関連をさらに見出し、それを投影した演
奏をすることが可能になるであろう。
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Study on Beethoven’s Violin Sonatas
――from the Perspective of Two Instrument Ensembles――
Tomoko Miyazaki

Abstract
This thesis examines the ensemble of piano and violin in the first movements of ten violin sonatas
by Ludwig van Beethoven (1770–1827). It attempts to categorize the type of three-part combination
by two instruments and check how they are used in the sonata-form movements, and what effect is
produced by combinations and changes of ensemble-types, which would offer helpful information
for performances.
Chapter 1 categorizes the ensemble-types found in the first movements of Beethoven’s violin
sonatas into nine categories and examines where and how they appear. The most frequently found
ensemble-types are the followings: “(3) Two elements of main melody and chord,” “(5) Three
elements of main melody, secondary melody, and chord,” and “(7) Response,” which all are very
common in music pieces in the Classical period. “(1) Single voice melody” and “(9) Aggregates of
sound” appear the least frequently. “(9) Aggregates of sound,” only used in No.10, is a rare texture
not really found in Beethoven’s other works. To sum up, in Beethoven's violin sonatas,
ensemble-types common in the Classical period are used with special ones like (9) found in No. 10
which was written 10 years later than No.9, indicating that the kinds of ensembles used partially
changed in the course of time.
In Chapter 2, I examined the distribution of the nine ensemble-types in each part of sonata form:
exposition, development, recapitulation, and coda; the first and the second themes. I found three
distribution patterns of ensemble-types: “(A) Monopolar concentration,” “(B) Balanced
distribution,” and “(C) Bipolar distribution.” (B) is found always somewhere in exposition,
development, recapitulation, or coda in the sonatas No.1 to No.3, which were written in 1797 and
1798, whereas (A) is found more frequently in the sonata No.4 and later ones, which were written
from 1800 onwards. That means, distribution pattern of ensemble-types changed between 1797/98
and 1800, the last years of Beethoven’s early period, although we find a bigger gap of the date of
composition between No.9(1802-03) and No.10(1812). Concerning the distribution patterns of
ensemble-types in the first and second themes in exposition and recapitulation, I could confirm
another chronological change: In No.7(1802) and the later sonatas, all the first themes have
“(C)Bipolar distribution” pattern, and all the second themes “(A) Monopolar concentration” pattern.
Chapter 3 covers the cases which I was unable to classify into the nine aforementioned
ensemble-types in Chapter 1. I examined both their context and the effects they produce. I observed

two kinds of such “exceptional” phrases: {1} one in which the ensemble-type changes in each
measure, and {2} one in which multiple ensemble-types reside together. {1} is found at the end of a
phrase with the effect of acceleration or motivation. As for {2}, in all the cases one finds “(7)
Response” and another ensemble-type co-existing to emphasize the thematic materials. The
examples that I discuss in Chapter 3 are rather minor parts of the sonatas, but they are important
because the impression for listeners may change according to how they are treated by players.
In conclusion, by re-examining Beethoven’s violin sonatas from the perspective of three-part
ensemble by two instruments, it is sure that performers can understand how he treated three parts
and connected ensemble-styles to each functional section of sonata structure. In such a way it
enables them to understand the sonatas more deeply, find structural dynamics, and make more
sophisticated performances based upon the analytical consideration.
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