亡き クラ シ ック ハー モ ニカ巨匠

フラ ンツ ・クメ ルの人、音楽、 ハー モ ニカ
在 米国
林 （
リ ン）敦 子

私 は、 ２００５年 の暮 れ にふと したき っかけ でク ロマチ ック ・ハー モ ニカ のことを知 った。 ハ
ー モ ニカ でクラ シ ック音楽 が自在 に吹 け る こと、多 く の奏者 が クラ シ ック部門 で活躍 して いる こ
と に驚 いた。中 でもオー ストリ ア住在 のフラ ンツ ・クメ ルさ ん の音色 に惚 れ、彼 から ＣＤを直接
買 い求 めた。 サラサー テ、 パガ ニー ニなど の困難な曲 でも、 一音 一音 が明瞭 で聴き心地よく、毎
日 のよう に こ のＣＤを聴 いて いた。
バイオリ ンを断念 してから ３０年近く音楽 から遠ざ か って いた私 は、 こ の小さな楽 器 に喜 びを
見 い出 し、毎 日 ５時 間程吹 き鳴ら した。 そ して、どう しても フラ ンツさ ん の微妙な ビブ ラート の
音色 を習 いたか った。初心者 で、富も才能 もなく、す でに ６０歳 を過ぎ た私など にまさ かと思 っ
たが、 「
学費など は心配す るな。 上 手にな ってくれたら、 それが自分 に取 って最高 の褒美だ」と
言 って教え てくれ る こと にな った。信 じられな い好意だ った。
彼 は自分 のウ ェブ サイト で ハー モ ニカ の直 し方、楽 器 の推薦などを損得な しに率直 に述 べて い
た。 そ のウ ェブ サイト で、さら に彼 の書 いた エッセイ の コピーも載 せ て いた。 ハー モ ニカが クラ
シ ック音楽 の 一流 の楽 器と して社会 に認められ るには、音質 の大 切さ、 ビブ ラート の掛 け方など
相応 の訓練 の必要があ る ことを強 調 した記事だ った。 手 の動き で作 るビブ ラート奏者 が大半 であ
る ハー モ ニカ の社会 で大 胆な発言 のよう に感 じ、 反発を食ら った のではな か ったか聞 いてみた。
「
本音 を話 しただけだ。 反感を買 っても し ょうがな い。数 人 でも解 ってくれたら、 それ で良 いの
だ。」と。 そうだ、私もそ の エッセイに感銘 した 一人 であ った。
こ の エッセイはあくま でクラ シ ック音楽奏者 を対象 に書 いたも のであ ったが、ジ ャズ、ブ ルー
スが主 のアメリカ の奏者 間 からも、 反感を買 ったようだ った。 またあ るとき、知 人 のアメリカ の
ベテラ ンジ ャズ奏者 が私 に言 った。 「
アメリカ の ハー モ ニカ祭 で、 フラ ンツに握 手を しようと思
ったらさ っさと通り抜け てしま った。な んと傲慢な 人だと思 った。 」と。 こ のことも フラ ンツに
聞 いてみた。 「
自分 は生来恥ず かしが り屋、知らな い人と会話が怖 く てできな い。 また臆病 で、
舞台 に立 つのが怖 か った。」ま してや苦 手な英語 で話をす るなど は、苦痛 であ ったろう。友好的
な米国人には、名 の知 れた奏者 が これ ほど に内向的な ことなど考え も しな か っただ ろう。傲慢な
人と は程遠 いのに、招 いた誤解 は大き か った。
大きな舞台 で の演奏 より、知 人 の集 まり で吹 く のが 一番嬉 し いと言 って いた。 そして、大きな
演奏会 には大抵自分 のピ ア ニスト のジ ムを同行 したそうだ。長年 の付き合 いの伴奏者 で、演奏 し
易 いと同時 に舞台 の恐怖感を和らげ る役を してくれた のかも知 れな い。彼 の住 むサ ンクトパ ルテ
ンは、兵庫 県 の倉 敷市 と、姉妹都市 であ る。 １９９７年 に、文化交流団 の 一員 と して、倉 敷市 で
ハー モ ニカを演奏 した ことがあ った。 そ の時 もジ ムを 同行 した。 大変楽 し い旅行だ ったと聞 いた。
余談 だ が、 お土産 に何 が欲 し いかと市 長 に聞 かれ、 マンホー ルの蓋 と言 ったそうだ。 帰 国 した後、
３枚 も の鉄 の蓋が届けられ てび っくりしたそうだが、 一枚 は、大きなオー ク の切り株 の上 に座椅
子と し、 二枚 は、庭 の踏 み石と して、今 でも大 切 に使 って いる。
サ ンクトパ ルテ ンは文化都市 で種 々の画展や音楽会 の催 しがあ り、何度 も同行さ せ てもら った。
国際 バイオリ ン学生 コンテ ストなどもあ った。客席 で、 フラ ンツは い つもす べて の演奏者 に人 一
倍大きな拍 手を最後ま で惜 しまず し続けた。演奏者 への敬意と励ま しと心 の優 しさが拍 手に感 じ
られた。彼 はまた ユー モア の好きな 人 で、話題が豊富 でお互 いに他国語 の英語 で話 した にも関わ
らず、会話が途 切れ て困 った覚えが 一度 もな い。楽 し い人 であ った。
初 め、 ビブ ラート奏法を教わ る積 り で生徒 にして貰 った のだが、結 局 ハー モ ニカ の直 し法を含
め、あら ゆる面 で指導 を受けた。 十年来、 ３回 の訪問 で計 ６ ヶ月彼ら夫婦 の近く に滞在 し、週 に

３度程 のレ ッスンを貰 った。 米国 に帰宅後も、 スカイプ で のレ ッスンを貰 った。だが彼 は レ ッ
スンと呼ばず い つも会合 と呼んだ。教え るときも、 「
私 は、 こ の様 にす るが、」と遠慮 がち に言
った。 私を見下りした ことがな か った。
彼 はまた非常 に真 面目な 人 であ った。 二人 の兄と“ トリオ ・ピ ッ コロ”と して活躍 して いた頃
の話だ。 イタリ ア の コンサート の前夜、 兄達 は飲 みに出たが、自分 は翌 日 の演奏 が心配 で外出な
ど できな か ったそうだ。好きな バ ツ ハ、 シ ュー ベ ルト、 サラサー テ、 パガ ニー ニ等 々の曲 を吹 く
にも、各 々の作曲家 の意 図 に従 って吹 く 必要があ ると言 い、ご ま かす こと のできな い人 であ った。
簡単な評価 を期待 し私が練習録音 を送 ると、 一面に注意書き の ついた譜 面が送られ て来 た。難 し
か ったら 百回 でも千 回 でも繰 り返せと忠告 をくれた。忙 し い人だ ろう にと、 そ の親 切さが嬉 しか
った。
彼 は、大きな音 で自 由自在 に吹 け る楽 器を長 い間夢 見 て いた。製造会社 に当 た ったが相 手にし
て貰えな か った。 ２００４年頃、優秀な技術者 で、会社経営者 のノレさ んと いう協 力者 が でき、
思 い切 って新型 ハー モ ニカ ＮＣ６４の製造 に踏 み切 った。成功失敗を繰 り返 し、 十年 以上 かけ て
作成 した品だ った。 不運 にも途中 ノレさ んが病 で亡くな った。 また、精密な コンピ ュータ制御 の
ＮＣ装置 で作 った にも関わらず さら に自分 で二百時 間も の手を かけ てリードを削 り調整す る必
要があ った。 そ のうえ、彼自身 の体 調が年 々悪くな って来 て いた。結 局三本だけ完成 できたと思
う。プ ロ奏者 を対象 に作 ったも のの、彼が 一本、 ドイ ツ人 の愛弟 子と私と で 一本ず つ買 い取 って
しま った。 売 り物 はもうな いと思う。
ＮＣ６４は、 スー パー ６４と 比較 す ると大 きく重 い。 リー ド の長さ も異な る。 す べてが精密 で、
プ レート は沢山 のネジ でぴ ったり押さえられ、 スライダ ー にも隙 がなく空気 もれ の心配がな い。
上質な ステ ンレス ・スチー ルのリードは、 しなや かで大きな音 も出 せる。暖 めなく ても、 バ ルブ
がプ レート にく っつく恐れもな い。 私 に取 って、 一番あ りがた いのは、 手入れが簡単な こと であ
る。 ２、 ３週間 に 一度、丸ご と 石鹸 温水 に浸け て洗うだけ で十分だ。
と ころが 一年 目頃、 スライダ ーがギ シギ シす るよう にな った。 よく見 ると、 スライダ ーが曲が
って いる。ボ タ ンの押 し方が悪 いのかと案 じ て聞 いた。彼 は答え た。 「
１ミリ の厚 み のあ る スラ
イダ ーだ。 そんな に簡単 に曲が る筈がな い。」と。 そ して、郵便 で、新 し いのと取 り替え てくれ
た。 一年程 して、 また スライダ ーが同様な状態 にな った。 「
不思議だ。落とさな い限り、曲が る
ことなど考えられな い。」と彼 は言 った。 ああー、考え てみたら、 ３回程、脇 の下から落 と した
ことを思 い出 した。体 温 で暖 める必要も無 いのに、 スーパー ６４の習慣 で つい脇 の下 で暖 め て い
た。重 いので、落と した のかも しれな い。自分 の不注意 が悔 しく、 恥ず かしか った。だが彼 は、
私 の間違 いを叱 ったり、愚痴を言 ったりせず、 「
送 って来たら、直 してや るよ。」とま で言 って
くれた。だが病中 の彼 に迷惑 を かけたくな か った。落 と した シ ョック でリード にも少 しず れが出
て いる のが解 った。直 しを教え てもら って いたお陰 で、根気 よく自分 で直 して、今 は、殆どまた
スムーズ に使え る様 にな った。
彼 は普 通 の家 に住 み、普 通 の車を 一台持ち、贅 沢な生活を して いる様 子はな か った。だが、 ハ
ー モ ニカ奏者 から金を儲 け る積 もりはな いと言 って いた。 オー ストリ アで音楽 のＣＤを作成、 販
売す る のには、厳 し い検査と許可が必要 で、随分 お金が かかるそうだ。海外 への郵送料を いれ る
と、恐らく儲 けなど はな か った に違 いな い。 そして、買 って呉れた人には、 い つも 丁寧な感謝状
を同封 して送 って いた。後輩奏者 を理解 し、励ま し、 ハー モ ニカを惜 しげなく困 った人に送 った
りした こともあ ったようだ。 私 にも部品など、 よく送 ってくれた。 月謝も 「
友達 から取れ ると思
う か。」と言 って 一度 も要求 しな か った。 私が ＮＣ６４を買 いた いと言 ったとき、 「
高値 にな っ
て申 訳な い。」と恐縮 して いたが、投資、上質な材料、種 々の経費 を考慮す ると、儲 けなど は殆
どな か った に違 いな い。好きな ハー モ ニカが い つの日か正式 の楽 器と して世 に認められ る ことを
願 って努力を続け、 人生を捧げ たような大 人物だ ったと私 は思 って いる。

埋葬地

また、彼が、 ハー モ ニカに専念 できた のには、奥さ ん の強 い支えがあ った。 一度離婚 し間もな
く再婚 したが、 二十数年間 ハー モ ニカから遠ざ か って いた。 四十歳代 にまた ハー モ ニカ生活 に
戻れた のも、奥さ ん の熱 心な勧 めと協 力があ った。鉄道会社 で の仕事 と ハー モ ニカだけ で明け暮
れた毎 日で、滅多 に旅行など できな か ったと奥さ んは苦笑 した。彼が昨年亡くな る数 ヶ月前 に、
録音 して持 って いたす べて の曲 を ユーチ ューブ に載 せた のも、奥さ ん の立 って の勧 め であ ったそ
うだ。
私がオー ストリ アに滞在 中 の２０１３年 の夏、私 の娘が立ち寄 った。夫婦 は、 近く の山 に案内
してくれた。 スキー用 のリ フトが中腹迄運ん でくれ るが、後 は歩 いて登らなければならな い。 そ
の頃す でに体 調 の悪 か った フラ ンツであ ったが、苦情 を こぼ さず立ち 止まり立ち 止まりしながら
も つきあ ってくれた。頂上 で、 「
どうだ、 あ んた の住 むと ころ の山よりず ー っと高 いだ ろう ？」
と明 るく笑 った。自分 のことを自慢 した こと は 一度 もな か ったが、郷里 のこと は自慢 し愛 して い
た。
フラ ンツは、 二〇 一六年 八月十八 日に七十六歳 の若さ で障害 を終え た」。 そ の愛す る郷里 の静
かな 公園 の 一角 に埋葬さ れた。今年 は、雪 の多 い冬だ ったそうだ。美 し い芸術 を愛 した彼 のこと
だ。 き っと自然 の美 しさをも満喫 して いる ことだ ろう。 （
２０１７年 ２月 ４日）

左からフランク夫妻、筆者、娘

