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自由ハンザ都市ハンブルクを，ビューローは最後の居住地に選択した。当時，歌劇
場の総監督を務めていた B. ポリーニと一連の公演を指揮する契約を偶然に結んだこ
とも，外的要因のひとつではあった。しかしビューローにとってはむしろ，このドイ
ツの古都が経済の中心地だけでなく，苦い思い出とも無縁で束縛される心配のない文
化の中心地でもあったからだ。帆に風をいっぱい受けて高い目標に向かってまっしぐ
らに突き進み，最後にはいつも難破ばかりする漂流者ビューローのような人物にとっ
て，ハンブルクは優れた芸術上の種子が最後には開花し，豊かな実りをもたらすこと
が可能な新天地だったのかもしれない。青年だったビューローが，それまで経験した
ことのなかったピアニストとしての初めての成功を収めた
地を選択した一因だったかもしれない。さらにまた，

年の思い出も，この
年秋にビューローに対し

て引き起こされた抗議活動に，ハンブルクが関与しなかったことも，一因であろう。
その抗議活動の最初の発端は

年

月 日，マイニンゲン宮廷楽団のプラハで

の二回目のコンサートにまで遡る〔プラハの二回のコンサートの詳細は補足資料 を参照〕。
このときビューローは「光栄なことに，巨匠ドヴォルザーク自身が序曲《わが家》を
指揮します」と，ドイツ語ではなくボヘミアの言語で，冗談半分に聴衆に告知したの
だった。ビューローはボヘミアの言語をまったく知らなかったので，コンサートの前
にボヘミア人にその文を書かせ，その紙片を読み上げた。ドイツ的なものすべてに対
するボヘミア人の政治的頑強さを知らなかったビューローの軽率な冗談が，重大な誤
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りであることが判明した。およそ二年後，芸術家協会 ― あらゆる国家の偉大な芸術
家が名誉会員として所属し，指導者たちは特にヴァーグナーの作品に対抗する潮流か
ら脱却することを支援した協会 ― の招待を受け，人気の催物で演奏することを承諾
した。二年前の些細なエピソードがなければ，注目されることもまったくなかったで
あろうが，今回は抗議活動がまずベルリンで，それからライプツィヒとドレスデンで
起こった。とりわけ憤慨のもととなったのは，ビューローが自分の名前をボヘミア風
に翻訳した「ハヌシュ・ズ・ビューロー Hanuš z Bülowu」と表記したことだった。
こうした表記は，ハンガリー，ポーランド，トリエステなどの二言語併用の国々では
昔からの風習で，気にする芸術家もいなかったし，怒りを引き起こすこともなかっ
た。しかし今回は突然，
「前代未聞」の売国奴扱いされたのだった。芸術家協会での
活動についてのビューローの報告によると，この協会はビューローの契約を解除しよ
うとした。しかし，ビューローの性格から，
「ますます意地になる」ことは目に見え
ていた。プラハでは参加せざるを得ない祝宴が催され，不幸な事態を完結させるかの
ようにビューローは謝辞を述べ，ボヘミア人の音楽に対する才能を賛美した。ブラー
ムスとドヴォルザーク（周知のように，ブラームスはドヴォルザークを高く評価し，
強力に支援した）を結びつけ，スメタナに万歳を唱えた。問題は，チェコ人自身がド
イツ人の芸術家が自分たちの首都にいるだけのことを政治的に利用しようとしたこ
と，しかもいつも献身的な人物〔＝ビューロー〕の関心を強く求めた状況を思慮深い配
慮をもって扱わなかったことである。
それが発端となり，ビューローへの非難攻撃が始まり，それまでの人生では経験し
たことのない激しいものとなった。それが頂点に達したのは，

年

月

日，

生まれ故郷ドレスデンでのデモだった。ビューローはソリストとしてベートーヴェン
のピアノ協奏曲の第 番と第 番を演奏する予定になっていた。代理人のヘルマン・
ヴォルフは，スキャンダルが起きそうだと伝えてきたが，
「勇気をもって勝利を」と
助言してきた。もっとも「残念ながら，私は立ち会うことはできないが」とヴォルフ
らしく付記していた。ビューローは耐え抜いた。果てしなく続く罵声，口笛，舌打ち
する音が，ビューローが演奏を始めようとすると何度も繰り返し起こり，ビューロー
は冷静に落ち着いた態度で応じた。やがてビューローはポケットから手紙を取り出し
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て読み始めた。ビューローは勝利者となり，以前よりも見事に演奏した。しかし，郷
里ドレスデンはビューローの姿をもう二度と見ることはなかった。流行病のように，
国粋主義的なコレラ（
「ヴィーナー・ブラット」紙がそう命名した）が収まるには，
時間が必要だった。
しかしハンブルクでは，このようなビューローへの抗議活動はまったく見られな
かった。

年

月 日と

月 日，ヘルマン・ヴォルフにより企画された六回

のオーケストラ演奏会のうちの最初の二回が，ビューローの指揮で開催され，見事な
成功を収めた〔この二回のコンサートの詳細は補足資料 を参照〕。
「ダルベールが弾き，ビュ
ーローが指揮し，ルビンシテインが拍手喝采する。ヴォルフ，貴方はこれ以上，何を
お望みですか？」とビューローは上機嫌で記し，その後，マイニンゲンに戻ってから
「くたくたに疲れたものの，大いに満足して，私は今朝，ここに戻ってきました」と
書き送った〔

年

月

。宮廷楽団を辞任したとはいえ，まだマ
日付ヴォルフ宛書簡〕

イニンゲンに住んでいたのだった。その後すぐ，ビューローはマイニンゲンからサン
クトペテルブルクへ向かい，十回のオーケストラ演奏会を指揮した。ビューローには
帝室ロシア音楽協会との契約が残っていた。この地でも，ビューローは「改革者のい
やな役割を演じて」自分流のやり方で感化しようとした。改革に衝突がつきまとうの
は困ったことだが，ビューローは自分の個性，機知，巧みな能力によって最悪の事態
を防ぐのに成功した。しかし，精神力をかなり消耗してのことだったので，ペテルブ
ルクでこうした活動を続ける提案をする気力は失った。

年 月にビューローが

学校の貧しい生徒のために開催したピアノ演奏の「講座」に対する現地の音楽院の教
授陣の態度も，とりたてて驚くにも値しなかった。講座への正当な評価は現地のドイ
ツ語新聞ではなく，フランス語新聞の「サンクトペテルブルク・ジャーナル」に見ら
れ，
「公的機関」からの拒否的態度に対して，
「ヘルムホルツやパストゥールがペテル
ブルクで講演したとしても，大学教授たちが聴講に行くのを禁じるようなもの」だと
評した。
同様の「講座」は，

年から

年にかけての四年間，フランクフルトのラフ

音楽院でも四週間にわたって開催された。ラフの記念碑建立が目的だった。試験に合
格した演奏家，聴講にきた巨匠，音楽文筆家，その他の興味を持った人々が午前中か
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らビューローの周囲に集まり，ビューローはコメントや模範演奏で，音楽ばかりでは
なく，真の「芸術の時間」― 才能のある参加者がそう呼んだ ― を提供した。こうし
た講座は，

年春，ベルリンでも開催され，さらにはジュネーヴで開催されたこ

ともあったが，もちろんビューロー自身の金銭的利益になったわけではなかった。
ビューローが自分を「名誉ある説教好きの教師」と呼んだのは，
「浅薄でいい加減な
音楽教師や公開講座」とは違うことを示したかったからだが，こうした講座での活動
成果は，プファイファーの『ハンス・フォン・ビューローのもとでの勉強』（

）と

ヴィアンナ・ダ・モッタによるその『補遺』
（

）の二冊に記されている。教育活

動の全体像は，ビューロー書簡集の第三巻（

年）で見ることができる。これら

の記録に書かれている生徒の独自性の追求，生徒の指導における情熱的な誠実さ，個
性を伸ばす能力，人間的な思いやりの記述は他に類を見ない。
こうしたハードな仕事の疲れをスイスで癒していた

年 月中旬，ルートヴィ

ヒ二世がシュタルンベルク湖で亡くなったとの報せが届いた。心を強く動かされた
ビューローは，次のように記した。
「真に国王的なものの終結！ アイスキュロス−
シェイクスピア！ 我々のメルヘン王が初めて即位したときからの出来事のすべて
が，精神の眼前で絶え間なく派手に繰り広げられた」
。いつものように，個人的な回
顧の苦悩は，高い次元での芸術活動で救済された。

年秋，ベートーヴェンのピ

アノ曲での四日間でのツィクルスをドイツの主要都市で開催し，

年と

年に

は，ニューヨークとシカゴでも演奏した。
ハンブルクで始まったオーケストラのコンサートに，ブレーメンでこれまでライン
ターラーが指揮していたコンサートの仕事も加わった。ラインターラーにはコンサー
トの少なくとも半分は指揮してもらうよう，ビューローがブレーメンの楽友協会に指
示したのは，思いやりからだった。ビゼーの《カルメン》へのビューローの昔からの
愛着，またこのオペラを従来のようにオペレッタ風に浅薄に上演するのではなく，芸
術作品として相応しい洗練された装いのもとに上演したいという希望から，ビューロ
ーはポリーニと手を結ぶことに心を奪われた。しかし，周囲の人々は皆，警告を発し
た。芸術的要求においては容赦しなかったが，実務家としては子供に過ぎなかった
ビューローと，劇場仲間から抜け目がない「北の商人」と呼ばれていたポリーニとの
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コンビがどこへ行き着くかは，容易に予想できたからである。ビューローの目指した
芸術的成果など，ポリーニにはまったく重要ではなかったし，ビューローの名前も，
「チケットが売り切れになる」ことだけが重要で，ビューローが指揮することなど，
どうでもよかった。

年 月

日，ビューローの指揮による《カルメン》の四回

公演の初日が幕を開け，大評判となった〔マリーは四回と書いているが，ビューローが《カ
ルメン》を指揮したのは，
ンは

月 日，

日，

年 月
日，

日，

年 月

日，
日，

月

月

日，
日，

月

日，

月

日の五回。翌シーズ

日の六回〕。一連の公演で

は，ばかげた協定によって，ビューローはポリーニの単調な仕事に抵抗する術もない
まま奉仕した。最悪だったのは，ビューローの「友人かつ崇拝者」で，信頼できる忠
実な援助者だと言葉巧みに名乗りをあげてきた弁護士が，最初の衝突のあと，ポリー
ニ自身の右腕であったことが判明し，ビューローにとってはまったく何の役にも立た
⑴

なかったことだった。こうした摩擦や騒動により，

年夏，我々が居を移したハ

ンブルクでの最初の一年は不愉快なものとなった。
その数ヵ月前の 月

日，ビューローはベルリンで，王立劇場から追放されると

いう奇妙な体験をした。リューファーのオペラ《マーリン》の初演に立ち会うよう，
作曲家に求められて劇場に出かけたときのことだった。
「ヒュルゼン・サーカス」の
発言から三年が過ぎていたが，そのヒュルゼンはすでに亡くなり，ホッホベルク伯が
後任として職務を引き継いでいた。ビューローに対してなされたぎこちない行動の原
因については，突き止めることはできなかった。おそらく，二つの理由が合体したの
であろう。まず，シュライニツ宮内大臣に宛てたビューローの手紙の草稿が発覚した
ことが挙げられる。この草稿でビューローは，宮廷ピアニストの称号を剝奪されたこ
とに対するシュライニツの遺憾の意をはねつけ，アフリカの王国の芸術教育と争って
いるような，いかがわしい王室の名称で自分の名前を飾られなくなってうれしいと記
していた。ビューローはこの草稿を誰かに渡したのであろう。それが宮内大臣の手に
渡ったのは，あり得る話だ。さらに，ホッホベルク伯の作曲したオペラを，ビューロ
ーはハノーファー楽長時代に上演するよう迫られたが，それに対する当時のビューロ
ーの態度も影響を与えたのかもしれない。しかし，こうした追放の「歴史的瞬間」
は，
（ ） アルスターグラシス

番地。

年に記念プレートが設置された。
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意図したものとはまったく逆の結果を引き起こすことになった。というのは，ビュー
ローに対する共感が一気に高まったからだった。四回のベートーヴェン・ツィクルス
のピアノ・リサイタル〔この四回のリサイタルの詳細は補足資料 を参照〕の初日の 月
日，ビューローがステージに登場すると満員のジングアカデミーでは歓声がしばらく
止むことがなった。ビューローは以前からコンサートのプログラム構成が巧みで，二
つの作品を関係づけるのも得意だったが，最初に二曲〔ピアノ・ソナタ第 番と第 番〕を
演奏したあと，三曲目（
「ロシア舞曲の主題による

の変奏曲」
）の演奏に移り，い

つの間にかこの曲にモーツァルトの《フィガロ》から「伯爵様，踊りをなさりたけれ
ば」のカヴァティーナを引用して，茶目っ気たっぷりに演奏した。ステージ近くの聴
衆からは笑いが起き，やがてステージから離れた客席にも伝播し，翌朝の新聞ですっ
かり有名になり，ビューローの機知は人気の絶頂に達した。
ヘルマン・ヴォルフは独自の手腕と鋭い嗅覚で，この話題の絶頂を利用する術を心
得ていた。ヴォルフはいわゆる「フィルハーモニー協会」の事務局長だった。この協
会は，それまでの指揮者陣では存続できなかったので，

年初頭，解散した。後

援者によって赤字を補塡し，債務を整理したあと，ヴォルフは自己責任で定期演奏会
を引き継ぐことが可能となった。首尾よくビューローを指揮者に得られれば，リスク
もない。

年に一度，ビューローの名前の重みを同様の企画のために利用する依

頼があったが，このときはあまり成功しなかった〔

年 月 日，ベルリン・フィルハ

。このときは，次のよう
ーモニーを初めて指揮したポピュラー・コンサートのことと思われる〕
に返答していた。
「おそらくいずれは，私がベルリンで活動を続けるために，貴兄に
友人としての助力をお願いするでしょう。貴兄の寛大な心に訴えることが無駄にはな
らないでしょう」
。こうして時期が到来し，ベルリンの音楽生活におけるヴォルフの
立場を決定的なものにする保証が与えられることになった。
ベルリンのフィルハーモニー管弦楽団〔以下，ベルリン・フィルと略記〕は，ビューロ
ーの指揮のもと，躍進を遂げ，当面の自主独立と卓越した芸術性の基礎を築く演奏能
力を獲得した。聴衆は毎シーズン十回のコンサートを「時代の先頭に立つ緊張感とい
つまでも余韻を残すような感銘を与え続ける大きな出来事」と感じていた。
「しかし，
かつては世間一般のイメージとしてビューローの登場と結びつけられていたセンセー
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ショナルな要素は消え去っていた。今日では，聴衆を魅了し，期待感や衝撃を与え，
幸福な気持ちにさせ，絶えず新しい発見のある音楽美の奇跡だけが存在する。
」
（アレ
クサンダー・モシュコフスキ）
。
ハンブルクでは，

／

年シーズンまでの六回のオーケストラ演奏会が，翌シー

ズンには十回になり，熱狂的に迎えられ，ビューロー自身は「白熱」と洒落て評した
が，まったく特別な，これまで存在しなかったような状況を呈した。例えば，上流階
級の間では，ビューローのコンサートの日にはディナーをしない習慣も生まれた。こ
れは当地の友人たちから，物質に対する精神の勝利と認められた。ブラームスを礼賛
する風潮が高まったのは，マイニンゲン宮廷楽団による六年前の成果が持続すると同
時に，さらに増幅してきたからだった。そして，ハンブルク生まれのブラームスに，
名誉市民の称号をトロフィーのように授与することで，喜んでもらうことができるの
か，忠実なパイオニア〔＝ビューロー〕が相談をもちかけた。ブラームスは「人間が受
けることのできるもっとも素晴らしい栄誉でもっとも大きな喜びです」と告白した
〔ブラームスがハンブルク市長から名誉市民の称号を受けることが決まったのは

対人関係の面では，ブラームスは
照〕による不和のあと，

年 月

。
日〕

年秋の逸脱行為〔詳細はマイニンゲン時代の章を参

年初頭，ヴィーンで彼の使徒〔＝ビューロー〕とまた親交

を取り戻し，天才の権利を享受するようになった。当時，健康に満ちあふれ，ハンブ
ルクでの記念式典を陽気に楽しんでいたビューローを見た人は，ビューローの残りの
人生がもうあまり長くはなく，絶えず苦しみ，苦痛と死の観念に襲われるようになる
とは，誰も予感すらしなかったであろう。ビューローより三歳若いブラームスが亡く
なったのは，ビューローの死の三年後だった。

年，マイニンゲンにブラームス

の記念碑が，
「公国音楽祭」と「ヘルトブルク男爵夫人の支援により」建立された。
しかし，そもそも記念碑が建立されることが可能となった恩人であるはずの人物の名
前〔＝ビューロー〕が挙げられることはなかった。ハンブルクの名誉市民に言及したヨ
アヒムの偉大な祝辞でも同様だった。しかし当時，ペーターゼン市長と芸術愛好家の
娘に影響を与え，ブラームスの名誉市民を実現させたのはビューローしかいなかっ
た。というのも，ブラームスの名前は，今日ほど知られてはいなかったし，投票権の
ある人でブラームスの名を挙げる人は，まずいなかったからである。
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ビューロー自身は

年春，アメリカに滞在した。いやいやながらアメリカに赴

いたが，天候や聴衆には恵まれ，元気を与えてくれる気分転換 ― これがビューロー
には昔からどうしても必要な人生の魅力 ― となり，苦労はあまり感じなかった。初
日のメトロポリタン歌劇場ではオーケストラから最高の賛辞を受け，さらに聴衆も同
調した。五週間で十二回のコンサートが開催され，そのうちの二回はオーケストラを
指揮したが，東部の大都市だけだったので，ヨーロッパでの仕事のテンポと比較した
ら，ほとんど休養のようなものだった。著名人も面識を求めてやって来たが，カー
⑵

ル・シュルツが一番強い印象を与えた。ビューローのために開催されたディナーにさ
え ― 珍しいことに ― 応じたが，終わりそうになかったとき，部屋を飛び出して，控
え室でタバコを吸って元気を取り戻したりもした。比較的上機嫌でビューローはアメ
リカから帰国した。
ビューローの晩年の六年間の歩みを眺めると，絶え間ない騒動に驚かされる。とき
にはそれを自分でも感じ，この落ち着きのなさによって「自己燃焼のプロセス」を自
分で大幅に加速していると嘆いた。しかし，これは疑いなく不治の病苦と関連してお
り，これがもとでビューローは早すぎる死を迎えることになる。

年夏は，ベル

リン，ハンブルク，ブレーメンでのオペラやコンサートの指揮，その合間でのピアノ
のリサイタルの始まるシーズン前の状況としては，あまり適切ではなかった。特に
ビューローが健康を損なったのは，芸術的にも社会的にも紛糾のもととなったケルン
音楽祭で，
「神経をいらだたせ，疲労困憊させる」ものとなった。長女ダニエーラが
一年前，芸術史家ヘンリー・トーデと結婚したので，ビューローはボンに滞在した。
彼女と一緒にリストの《聖エリーザベト》の演奏を聞いた〔

年

月

日付マリー宛

。ダニ
書簡によると，ビューローは演奏の途中で体調を崩し，途中で退席し，ホテルで横になった〕
エーラもビューローとブラームスの《勝利の歌》を聞きに同行したが，二人とも互い
に苦痛で，そのことはビューローの受けた衝撃を記した手紙からわかる。
「私の娘に
は，一面的な狂信が深く根づいています」とビューローは嘆いた〔

年 月

日付マ

。
「父
リー宛書簡。この書簡によると，ダニエーラはブラームスにまったく関心がなかったらしい〕
（ ） カール・シュルツ（
〜
）は優れた政治家で，
年，ドイツから国外逃亡し，
年，キンケルをシュパンダウ刑務所から解放し，
年以降，アメリカに在住した。
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親の責務は本来，新しい宗教の創始者の前で敬虔にひざを屈めることでなければなら
ないでしょう。天才作曲家はそうした人物と見なされるからです」〔

年 月 日付

。しかし，ビューローの感情を深く害したこうした態度は，彼自身が二
マリー宛書簡〕
人の子供たちと個人的に接触する機会をほとんど排除されていた現実の必然の結果に
過ぎなかった。
ハンブルクの新居に戻ると，かき乱された神経も落ち着きを取り戻した。ビューロ
ーが冗談で「ポリーニ・クリニック」と呼んだハンブルクの市立劇場での仕事が始
まった。モーツァルト・ツィクルスまではすべてが順調だったが，このツィクルスで
はビューローの解釈による気品のある上演をするための前提条件が欠けていた。ビュ
ーローはすでに《カルメン》を指揮した際にも，
「シュパースプローベ」にクレーム
をつけられ，出演者や舞台装置などが完全に揃った本格的なプローベを求められるよ
うな望ましくない経験をしていた。
《イドメネオ》と《ドン・ジョヴァンニ》は，い
かなる満足感も得られずに終わり，聴衆の心のこもった大喝采も代償にはならなかっ
た。
《後宮からの誘拐》のリハーサルのあと，ビューローはヴォルフに「コンサート
のことを考えなかったら，私は指揮棒を投げ捨てたでしょう」と報告した。ヴォルフ
により企画されたこのオーケストラ演奏会は，歌劇場のオーケストラを使う限り，ポ
リーニの存在が重要で，ビューローのオペラ出演の義務は，真の板ばさみだった。こ
うした束縛にもかかわらず，
《後宮からの誘拐》のリハーサルの結果，このオペラの
指揮は手放すことを強いられ，さらに《魔笛》と《コシ・ファン・トゥッテ》も断念
し，
《フィガロ》と《ティトゥス》の上演にだけ自分の名前を残すことに決めた。論
拠は「芸術的な事項に関しては，私の批評上の信念を修正することはしない」という
ものだったが，ポリーニにはほとんど理解されなかった。ポリーニは嫌がらせだと思
い，すでに言及したような衝突が起きたが，ビューローの敗北で終わった。コンサー
トのために新たにオーケストラを調達することが必要となった。ハンブルク市民には
大事な存在となっている古くからの「フィルハーモニー・コンサート」の指揮を長年
務めているユーリウス・フォン・ベルヌトは，こうした事態を利用して注目を浴びよ
うとした。自分の芸術的な能力だけでは，これまで成果をあげることができなかった
のだ。ベルヌトは事務局の支持を受け，彼のオーケストラの楽員がビューローのオー
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ケストラに参加することを公式に禁止した。よそ者を支援することを許さない過度の
郷土愛に呼びかけた。まさにこの同じ理由で，ビューローは他所から招聘したオーケ
ストラをハンブルクで指揮することを拒否した。ハンブルクでは多くの優れた音楽家
たちが生活し活動しているのだから。
この事態は気まずい状況ではあったが，とても喜ばしい反響も引き起こした。一流
のヴァイオリン奏者で，当時ライプツィヒで教授として活動していたアードルフ・ブ
ロツキーがビューローに，ハンブルクでのすべてのコンサートへの「出演」を，出演
料や旅費を辞退した上で申し出てきた。
「必要なときに私をお使いください。第二ヴァ
イオリンでもヴィオラでも，私が一番お役に立てるパートで構いません」
。こうした
動きに火がつき始め，ビューローはすぐに新しいオーケストラの指揮台に立った。こ
のオーケストラはもちろん，ビューローの指導で緊密なアンサンブルを奏でるように
なる。

年

月

日付の〔ヴォルフ宛〕書簡では，次のように書かれている。
「あ

りがたいことに，リューベックはキャンセル。本日のリハーサルのあと，診療所にい
るようなイメージが心に浮かばずにはいられなかった。私のような狂信的なムーア人
の洗濯屋だけが，体が麻痺せずにそこにいるような。しかし，私はこれ以上，体力を
消耗してはいけない。わかったときには，もう遅すぎるのだ」
。
こうした警告は，この頃からヴォルフとの文通では頻出するようになる。ヴォルフ
は回避可能な過労や不快の種，気分を害させる材料，例えば，旅行での列車の接続，
部屋の暖房などのような案件でトラブルが起きないように注意深く配慮した。それで
もビューローに不満があれば，一時的な「神経質」と見なし，そうすることで，ヴォ
ルフは自分の業務やそれに相応しい仕事の組み合わせが妨げられないようにした。次
の手紙が，この二人の根本的立場が，いかに違っていたのかをも示している。
「コン
サートではお金以外の心配もあるのですか」とビューローは不機嫌に呼びかけた。
「私は商品であるつもりはありませんし，プログラムの主人なのです」
。あるいは
「ヴォルフの抱える出演可能な著名演奏家の活用を促進する手助けをし，このメイン
の目的のために ― 譲歩に譲歩を重ね ― 自分の芸術的傾向からも外れた活動を強いら
れる店員であるつもりはありません」
。何度も同じ作品を繰り返し演奏することはで
きないし，そうすれば批評が不利になるだろうというヴォルフの異議に対しては，次
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のように返信した。
「そうなのですか？ ならばベルリンの批評と大衆は同じなので
すか？ あまり教養のない大衆に教養を与えるような批評は，もう不可能なのです
か？ そうであれば，我々は単に大衆という権威に従うしかないし，私はもう協力は
しません。状況がそうであるのなら，吐き気がしますし，ピアノの演奏に専念します」
。
ビューローは苦痛が増したり，体力の消耗が激しくなっても，すべてを克服して，
驚くほど誠実に粘り強く努力した。
「年をとるにつれて，仕事がきつくなる。オーケ
ストラ，聴衆，特に作品を『演出』する作曲家に対しては，私が

歳若くて，きわ

めて快適であると思い込ませなければならない」
。
作曲家との関係については，
「プログラミング」において明らかになる。もっとも
注目されるのは，かつては神のように崇拝していたリストとの関係である。
から

年

年までの十年間，リストの管弦楽曲から疎遠になっていった状況は，嫌悪

感にまで達した。ビューローにとってかつては貴重な作品だった《ファウスト交響曲》
は今や「非音楽，偽りの音楽，反音楽」だった。
《聖エリーザベト》は，ビューロー
に「恐ろしいほど空虚で偽善的な陳腐さを気づかせてくれる自分の過去の深淵を端か
ら端まで覗かせてくれる」
。ヴォルフは何度もビューローにリストの交響詩を取り上
げるように説得してきたが，拒否された。
することで合意したが，
年から

年 月

年 月，
《レ・プレリュード》を演奏

日にベルリンで一度演奏されただけだった。

年までのプログラムで，序曲が演奏されるだけのヴァーグナーの演

奏回数が第三位であるのに対し，ベートーヴェンが第一位，ブラームスが第二位，
シューマンが第四位，リストが第五位だった。しかもリストはピアノ作品がほとんど
だった。ヴォルフ宛の書簡では，次のように書かれている。
「私の保守的な心情は，
絶えず強まってきています。私のこれからの人生では，それを確認し，自分の第一期
と第二期の人生の罪を償うつもりです」
。
若き日のビューローを心から愛した人なら誰もが衝撃を受けるような辛辣な表現
が，

年 月と 月のブロンザルト宛の二通の書簡で見られるのも，こうした心

情の延長である。
「私が何十年も心酔してきた『巨匠』〔＝ヴァーグナー〕の作品やその
名前さえ，今日では嫌悪の対象となりました。この点では，完全にヨアヒムの側に
立っています」
〔

年 月

。さらにまた，
「ブラームスによっ
日付ブロンザルト宛書簡〕
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て，私は正統派となり，平和と ― 自分の無価値さを認識したときでさえ ― 自足を見
い出しました」
。そしてビューローは「音楽界で有益な道具となるよう尽力するので，
（…）その意味では，まだ十分に生きる喜びに満ちています」〔

年 月 日付ブロン

。
ザルト宛書簡〕
かつて信じて闘争していた時代の昔の仲間たちとの再会のときのわずかの例外を除
けば，死ぬまで存続したこうした過去に夢中になった音楽との決別と際立っている驚
くべきエピソードがある。しかし，それはまさに，ビューローの雅量の大きさを示し
ている。
年秋，ジークフリート・ヴァーグナーがベルリンの大学で勉強していること
を知り，ビューローはどうしたら会えるのかとヴォルフとの会話中に尋ねた。
「一番
簡単なのは，ベルリン・フィルのコンサートのチケットを贈ることです」とヴォルフ
は答えた。ジークフリート・ヴァーグナーはやって来て，ビューローは顔を見て驚く
でしょうと。ビューローは個人的に会いたいという希望を表明し，ヴォルフはそれを
ジークフリート・ヴァーグナーに伝えた。その後の情報によれば，ジークフリートは
まず母に相談しなければならなかったが，数日後，許可がおりた。ビューローはジー
クフリートに会いに出かけたが，私への手紙によれば，娘たちを「大喜びさせるため」
だった。
「私の最初の印象は強烈でした」
。ビューローはそのあとすぐ，私に伝えてき
た。「ジークフリート・ヴァーグナーは昨日 時，一時間ほど私のところに来ました。
奇妙でエロチックで心地よいエピソードです」
。
「遺恨」と呼ばれるようなものとは，ビューローの性格は無縁だった。

歳の誕生

日にハンブルクで，一万マルクがビューローの自由に使える優れた目的のために委ね
られた。ブラームスと相談し，半分を古い楽器を調達するために使うことにし，当時
の博物館が楽器を購入するいい機会となった。また残りの半分は音楽学者フリードリ
ヒ・フリュザンダーによるヘンデル校訂版の出版に活用されることになった。フリュ
ザンダーがかつて，ビューローを芸術家や人間としてきわめて卑しいと公然と非難し
たことなど，ビューローの念頭にはまったくなかった。
ビューローは余命がわずかであり，急がなければならないことを予感していたかの
ように，他人に何かを示そうとする衝動が次第に強まっていった。
「役に立つことは，
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いつも有益である」とビューローは思い，オイゲン・ダルベールを支援して励まし，
彼の作曲活動にも意見交換することで手助けした。最初の出会い（

年）から最

後の出会いまで，ビューローにはダルベールは，温かみがあり，感嘆の対象であり，
さらには熱狂の対象でもあった。ビューローの指揮したあるオーケストラ演奏会での
ダルベールの「卓越した見事な演奏は，私に必要な上機嫌を与えるのに十分だった。
ダルベールが私のどのコンサートに出演しても，反対しません」
（

年）
。しかし，

二年後，関心が薄れたわけではないものの，ダルベールが変わったと思った。
「驚嘆
に値するし，啞然とさせられるが，ほとんど非芸術的」
。ビューローが批評を書かね
ばならなかったなら，こう表題をつけたであろう。
「名人芸の弊害と競争の呪い！
できるだけ強く，できるだけ速く，神秘のあらゆる根本条件を犠牲にして，明晰さ，
繊細さ，論理的一貫性，美しさ。コンサートでの誇張した演奏！」
しかし，ビューローはこれ以上，批評は書かなかった。それどころか，昔の論説を
集めて新たに出版するというヴォルフの提案すら断った。芸術的な題材における自分
自身の見解の変遷や誠実さの点で，同じような関心を持てるかどうか熟慮した上での
ことだった。著名な批評家が当時，ビューローに軽率にも公開の場で，犯してもいな
い独断の罪をきせた。ビューローは ― 個人的に ― 彼の「耳の誤り」の罪を認めさせ，
この批評家が ― 個人的に ― 間違ったかもしれないことを認めると，ビューローは抗
議した。きわめて頻繁に彼も判断を誤ったが，決して厚かましくはなかった。
よい演奏の機会が地方の不都合で失われるのに，ビューローはいつも心苦しい思い
をしてきた。例えば，

年のハンブルクでの商工産業博覧会の期間中，ビューロ

ーのために作られた精巧なティーセットを受け取らなかった。三回の祝賀コンサート
⑶

の報酬なしでの指揮に報いようと委員会が用意したものだったからだ。理由は不明
だったので，ビューローの機嫌や気まぐれが原因だと思われた。そうしたことがあっ
たとしても，決して通例ではなかった。ビューローの弟子と見なされ，ビューローも
推薦した指揮者については，
「いわゆるビューローのような気まぐれ，あるいは常軌
を逸した振る舞いを，K 氏が自分のレパートリーから削除してくれるといいのです
（ ）「私が無料コンサートの手配をどれだけ愛しているか，君は知ってるね」
（
の私宛書簡）

年

月 日付
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が」と言われもした。ベルリン・フィルが

年，ビューローのベートーヴェン・

ツィクルスのために八千マルクを提供しようとしたとき，当時の彼には高額な報酬
だったが，
「ありえません，
《悲愴ソナタ》をそんな粗悪なホールで演奏するなんて」
と返答した。四百ダブルクローネの響きで音楽はしません。音響がいい，すなわちい
い演奏ができる場所でしか私は演奏しません。そうでなければ，私は自分を裏切るこ
とになります」
。ビューローはピアノ会社から一ペニヒももらわなかった。アメリカ
でももらわなかったが，そのかわり，アメリカでは一般的だった広告のポスターの
ついたピアノには決して座らなかった。ピアノ譜の再校訂の申し出と報酬も断った。
「出版者をせり落とすことは，あまり紳士的ではありません」と出版者に書き送った。
別の出版者はショパン全集の校訂を依頼したが，すでにビューローが高く評価した版
が出版されていたので，懸念を示した。
「私は課題を，クリントヴォルトと同様に理
想的な見地からのみ解釈することができます。彼が数年前にすでに同じ課題を解決し
たので，私の今の状況は，盗作者になるか，気の弱い改悪者になるかのどちらかです。
正しいと識別したものを抹消することに，私はさんざん苦労しています。かなり侮辱
的な仕事です。こうした風変わりな仕事の馬鹿馬鹿しさは明白です」
。それでビュー
ローはこの仕事を断念した。
リストはビューローを「真のベートーヴェン演奏家・思想家・精通者・達人」と呼
んだが，作品

から作品

までの校訂版（

）を「感嘆に値するもので，
『私の

教えの成果』として私に捧げられている。しかし，ここでは教師が生徒に学ばなけれ
ばならない」と書いた。また別の場所では，
「一ダースもある音楽学校の教育を上回っ
ている」と記してもいる。しかし，クララ・シューマンの陣営や彼女と懇意な音楽グ
ループなど，この版に反対する人々もいた。ビューロー自身も，出版されて

年も

たつと，自分の仕事にもはや満足していないように見え，クリントヴォルト版に利点
を認め，それを使用した。ビューローの熱狂的な信奉者として，フリードリヒ・ニー
チェが意見を述べた。ニーチェにとって，
「文献学の文献全部の中で，深みや批判的
鋭さの点で，そばに置いておける本は一冊も存在しません」
。
ビューローとニーチェの関係は，エピソード的性格しかないとはいえ，重要性がな
いとは言えない。二人の関係は

年，ニーチェがビューローに送付した「悲劇の
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誕生」へのきわめて暖かな気持ちで始まった。さらに，同年のミュンヘンでビューロ
ーが指揮した《トリスタン》を観劇しての「聳え立つような体験」へのニーチェの深
い感謝が続いた。感謝を表現するために，ニーチェは自分が作曲した曲をビューロー
に送った。それに対するビューローの返信（

年 月

日）は，あまりにも歯に

衣着せぬ表現で，もっともビューローらしい面白い手紙のひとつである。それに対し
て，こうした「打ちのめす」ような手紙へのニーチェの対応は，控え目かつ穏便で，
諦念の心情にあふれ，きわめて高貴で魅力的な哲学者としての側面を見せている。ニ
ーチェがときどきビューローについて書いた第三者への手紙には，共感と理解がみな
ぎっている。それを示す感動的な証拠となるのが，

年

月，ビューローに宛て

た書簡である。
「私の人生において，貴兄ほど称賛してきた人間はほとんどいないと
思います。お許しください。私には貴兄を称賛する素晴らしい権利があるのです！」
それからビューローは沈黙した。

年秋，ニーチェが「古いヴァグネリアンが

解説する新たなヴァグネリアン」と題する小冊子を出版するという噂が広まった。そ
のあと出版権を求める出版社が殺到したので，このテーマで執筆するという気まぐれ
は消えてしまったが，同時期に「ヴァーグナーの場合」と題する同様のテーマでの執
筆を進めていたからでもあった。ビューローはこの小冊子を「狂気が混じっている
（もみ殻の中に小麦の穀粒がたくさん含まれている）
」と呼んだ。その一年前（
年

月

日）
，ニーチェは自作の《生への讃歌》という曲をビューローに送った。
「音

楽家としての最近の十年間に何かを学ぶということが可能だった」というのが理由
だった。ビューローは私に礼状を書かせた。ビューローへのニーチェからの最後の直
接の言葉は，
「自分が今日評価する唯一の作曲家」であるペーター・ガストのオペラ
への推薦をビューローが受け入れなかったことへの激怒だった。
ビューローの新作をあまり受け入れない態度は，もうすでに前から始まっていた
が，残念なことに，それがますます強まり，今日の我々もよく知っているような作曲
家の重要で価値のある作品に対してもだった。ビューローの判断を求めて送られてく
る膨大な数の総譜の中にも，優れた作品はあったが，こうした総譜を処理すること
は，健康な音楽家であっても，日常の超多忙な業務の中にあっては不可能だったであ
ろう。ビューローが当初から強い関心をもって接していたリヒャルト・シュトラウス
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に対してでさえ，
「消費する能力が衰えたから」と拒否することもあり，

年

月，
《マクベス》がビューローを改めて感心させるまで続いた。しかし，この曲が聴
衆には大好評だったことも，同時にまたビューローを驚かせた〔ビューローがベルリン・
フィルと《マクベス》を演奏したのは，正確には

年 月

。
日〕

グスタフ・マーラーに対する拒否的な態度も，おそらくは当時すでにビューローを
悩ませ，自由にはならなかった苦痛と関係があるのだろう。

年秋，ハンブルク

でのビューローの指揮するコンサートで，ヨアヒム夫人がマーラーの《子供の不思議
な角笛》を歌う話が進んでいた。すでに

年 月，ビューローはカッセルの第二

楽長を務めていたマーラーからのマイニンゲンのポストに関する問い合わせに対し
て，一年半ぐらいしたら空きができるかもしれないと回答していた。今度はビューロ
ーとマーラーが，同じ都市で仕事をする機会が生まれ，マーラーは「ハンブルク・オ
ペラのピュグマリオン」― ビューローがマーラーに贈った月桂冠の献辞のリボンにこ
う書かれていた ― として輝かしい活動を続けていた。あらゆる機会にマーラーを賛
嘆し，きわめて高く評価した。それにもかかわらず，

年

月

日，ビューロ

ーはマーラーに書き送った。
「私に送っていただいた独特のスタイルの歌曲に何度も
歌の内部にまで没入して感じ取ろうとしましたが，私には

月 日のコンサートで

演奏する責任が持てないことが判明しました。そう確信したので，私はコンサート・
エージェントのヴォルフ氏に，貴方が自作をリハーサルして，指揮できるように要請
しました」〔

年

月 日のハンブルクでのコンサートでは，結局，マーラーの歌曲は歌われな

。
かった〕
「作曲家が指揮者（しかも超一流の）として活動する土地でのコンサートでは，こ
うした男が登場することがよくある」とヴォルフ宛の手紙に書かれている。マーラー
は，ビューローの好意を理解しようとせず，公演は開催されなかった。しかし，ビュ
ーローがマーラーを音楽家と指揮者として高く評価していたことは，ヴォルフに対し
て「ビューロー・コンサート」の後継者として名を挙げていた事実が証明している。
三度目のアメリカ演奏旅行から

年 月に戻ってきたが，このツアーはビュー

ローの懇願にもかかわらず，中断されることなく公演を終えた。しかし，絶え間ない
緊張にはビューローの神経はもう耐えられないことが判明し，その上，西寄りの諸都
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市では，彼のプログラムの真摯さについていけなかったこともあり，成功した演奏旅
行とは言えなかった。その帰国以降，まもなく駄目になるのが近いという確信が，幽
霊のように彼の目の前に現出した。それは，多少引っ込んだり，何時間も逃亡したり
したが，それだけに恐怖が明確となった。痛み，めまい，耳鳴り，無力感。ビューロ
ーはあらゆる治療を試みたが，効果がないのを確認して絶望し，新しい治療に抵抗し
た。
「ホテル，医者，助言！ 駄目だ，絶対に駄目だ！」しかし，秋からの活動が開
始すると，
「練習のあとの反応は，実に恐ろしいものだった」
。その頃に亡くなったベ
ルリン・フィルの理事長の未亡人への弔慰状には，次のように書かれている〔
月

年

。
「存在しない状態だけを，私は幸福であると
日付ヨハンナ・シュナイダー宛書簡〕

称えます。私がこの楽団から引退する日も，間近に迫ってきています。こうした心身
の状態では，どんな人生でも避けられない障害や不当な出来事には耐えられません。
私が指揮をする最後のシーズンは ― 私の身体の苦痛を除外すれば ―，音楽界全体へ
の嫌悪，私に対する批評家や音楽家の恩知らずな態度への不快感を克服できずに終わ
るでしょう」
。それにもかかわらず，このシーズンは「六ヵ月間の不満な冬のシーズ
ン中，道徳的強制によって自分を励ましてくれた」ことへのヴォルフへの儀礼的な感
謝で終わった〔

年 月

。ビューローの頭部の電気治
日付ヘルマン・ヴォルフ宛書簡〕

療により痛みが緩和されたが，持続しなかった。苦痛が完全に治まる奇跡が，
年初頭にやっと起こった。そして，ブラームスに対してビューローは「新しい偶然の
医師がそれを引き起こしたのです。貴殿と同様に名誉市民に列せられている方で，フ
リードリヒスルーからの客人です」と書き送った〔

年 月

。
日付ブラームス宛書簡〕

すなわち，その医師とはビスマルクなのである。
年 月

日，ペーターゼン市長の邸宅でビスマルク一家との祝宴が催され，

我々も招待された。このときの体験の印象とその後の感銘は強烈だった。ビスマルク
夫妻の健康を祝して乾杯したとき，ビューローは起立し，
「ユダヤ人が神を見たとき，
彼らは食事をし，酒を飲みました」と熱狂して叫んだ。
遠くから，しかし若いころからビューローはビスマルクの歩みを，情熱的な関心を
もって追っていた。対立の時代には，ビスマルクの側に立った。この時期，ビューロ
ーはラサールに手紙で次のように書いた。
「自分には，ビスマルクは最後には大衆の
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人気を得るという確信があります。マントイフェルやハイトのように人柄としての人
気ではなく，驚異的な人気です」
。

年初頭，ザクセンに駐在するプロイセン公使

への手紙で，不審の念を表明した。
「ドレスデンのもっとも活気のある通りの製本屋
のショーウインドーで，プロイセン首相の絵の上に公然といかがわしい絵が展示され
ていました。進歩的な商人にもたらされるであろう喜びは，ビスマルク侯の崇拝者や
賛美者（光栄なことに，私もそのひとりです）が感じるに違いない不快感とは比べも
のにはなりません。フランスの公使であれば，同様なことに対し，当該の風紀警察に
逮捕を要請することでしょう」
。二年後の普墺戦争の間，ビューローは感嘆しながら，
「ビスマルクは私の心を満たしてくれる革命だと思う」と叫んだ。母宛の手紙でも「彼
が大臣になる前から，不思議な直感でプロイセンやドイツの守護神だと見抜いてきた
のは，ささやかな満足です。安心してビスマルクを盲目的に信頼できます。私には批
判などありません。これからのことも予感できますし，彼が始めることは何でも喜び
となるでしょう」と書き送った〔
クの才能に関して，
「プロイセンは

年 月

。
日付母宛書簡〕

年 月，ビスマル

年の戦争でゲーム能力を証明したのだから，

⑷

今回も

対

で勝利するのは疑いありません」と記した〔

。
シ ュ ピ ッ ツ ヴ ェ ー ク 宛 書 簡〕
び，

年

月初旬のオイゲン・

年 末，ア ル ニ ム 訴 訟 で の ビ ス マ ル ク の 勝 利 を 喜

年には「全能の神」とまで呼んだ。帝国議会での演説はむさぼり読み，

年 月 日の演説〔「我々は神以外に恐れるものなし」で有名〕を「エポックメーキング」と
呼んだ。ビスマルクへの信頼，敵対者への激怒はいつも変わらなかった。忘れられな
いのは

年 月末，ニューヨークに上陸して，ビスマルクの辞任というビューロー

には信じられない予期せぬ報せを知り茫然自失となったことである。我々が大西洋で
前代未聞の嵐と戦っていた間に，祖国で起こった出来事だった。ビューローは自分自
身の破局のようにショックを受け，皇帝ヴィルヘルム二世に対する怒りも，心の中で
次第にくすぶっていった。当時始まっていた彼のひどい苦しみだけが，皇帝への抗議
集会を阻止した。しかしビスマルクの代理を考えたヴォルフへの警告のように，言葉
で怒りをぶちまけた。
「ビスマルクの代わりになる人物などいません。カプリーヴィ
でさえも」
。カプリーヴィはもちろん，そもそも誰かがビスマルクの後継者となると
（ ） フランスのトランプゲーム，トランテ・キャラント。
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考えることに，ビューローは憤慨した。あの祝宴での個人的な印象の影響力，挨拶の
ときの英雄ビスマルクによる頰への接吻，まなざし，会話が崇拝の念を極限まで高め
てくれたので，怒りが静かに長期間にわたって渦巻き始めた。やがて不穏な動きとな
り，爆発に向かって突き進んでいった。
その上，ビューローは別のことでも心が一杯だった。ベルリン・フィルの定期演奏
会の指揮をやめる決心は固く，強い口調で公表された。ヴォルフの絶望，楽団の願い，
ベルリンの著名人の名前が列挙された請願，これまで経験したことのないような何千
人もの熱狂でさえ，ビューローの決心をぐらつかせることは不可能だった。
オーケストラと芸術的に達成できた成果と，ビューローの頭の中の理想との間に，
ズレが生じた。
「私はもっと多くを望む」
。この言葉，すなわち達成された成果の有限
性と天才のまなざしの先にある夢想の無限の世界との相違が，当時は説明できないよ
うに思われたことの説明となる。ずっと以前から，ビューローは〔

年〕

月

日

をベルリンとの告別の日と決めていた。この日が近づいてくるにつれ，ビューローの
言い回しには稲光が走るように，不気味な雰囲気が漂い，偉大なフランス革命への当
てつけが充満するようになった。
特に刺激を受けたのが，皇帝〔ヴィルヘルム 世〕の直近の演説だった。政府に敵対
した国内の不満分子に対し，
「靴からドイツのほこりをぬぐい取る」方がいいと述べ
たのだった。これは抗議活動を続ける公爵〔＝ビスマルク〕と彼の信奉者への明らかな
皮肉だった。それでビューローは，公共の場で侮辱された英雄〔＝ビスマルク〕の名誉
を回復することを自分の「使命」とみなした。首都ベルリンはこれまで沈黙と抑圧の
息づまるような雰囲気に包まれ，こうした機会がなかったのを残念に思っていたの
だった。抗議して忠誠を誓う気持ちで，ビューローの心は張り裂けそうだった。その
少し前，ビューローはハンブルクで市民宣誓をし，まるでプロイセンとはもはや無関
係であるかのように振る舞った。その日〔 月
ズンの

日〕がついにやって来た。
〔このシー

《英雄》の壮大な演奏の最後の音が鳴
回の定期演奏家の〕最後のコンサートで，

り終わったあと，ビューローはスピーチをした。よく熟慮され，形式的にも完璧で，
ベートーヴェンについての内容だった。ベートーヴェンにとって，英雄とは世界の本
質で，自作の《英雄交響曲》をナポレオンに捧げようとしたのだった。しかし，悪い
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仲間とつき合うようになり，狂気の独裁者の仮面をつけるようになると，その献辞を
引き裂き，
「ただの実直な貴族」〔＝ロプコヴィツ侯爵〕に献呈した。
「この雄大な作品に
対するこうした著しい不調和がこのまま続いていいはずがありません。我々は曲の表
紙に誰の名を付すか，長々と考える必要はありません。ベートーヴェン以降，この世
に生まれたもっとも偉大な英雄的人物，ドイツ政界のベートーヴェンであるビスマル
⑸

クに捧げましょう。ビスマルク候，万歳！」
言葉では表現できないほどの大騒ぎとなり，わずかの拍手喝采は，口笛や野次でか
き消された。それからビューローはハンカチを取り，身をかがめ，靴のほこりをぬぐ
い取った。
「この騒動で，ビューローが我々のところで指揮するのはもう不可能であ
ろう」と「ライヒスボーテ」紙は報じた。翌日の私宛の電報には「義務を果たした」
と書かれていた。しかしビューローは，毎年恒例のオーケストラの年金基金のための
コンサートを， 月 日に指揮することを引き受けた。

年の騒動のときと同様，

「脅迫や警告があったにもかかわらず」
，ビューローはステージに登場した。そして驚
いたことに，
「ビューローへの抗議ではなく，ビューローに賛同する示威行為が見ら
れた」と新聞は報じた。ビューローの指揮では最後となった《第九》が演奏され，そ
のあとには，ビューローへの礼賛が延々と続いた。帰りの移動も大変で，
「また戻っ
てきて！」との声が四方八方から聞こえた。
「戻るには，まず立ち去る必要がありま
す」とビューローが言うまで止まなかった。
そうしたベルリンでの一連の出来事の間，ビューローは 月 日，
「ビスマルク候
の

歳の誕生日祝賀と，定期演奏会のオーケストラ楽員の慈善のため」
，ハンブルク

でも《英雄》を指揮した。プログラムには「

〜

年にかけ，ある偉大な人物を

賛美するために作曲された」と記された。ポナパルトの名が消され，その下に「ビス
マルク」と書かれた。そして，終楽章のテーマの下に，ビューローによる歌詞が書か
れた。
「国民の守護者，万歳，貴殿の言葉が新しいドイツ世界を創造する。心の髄ま
であらゆる敵に強力に武装し，貴殿は我々を統一する」
。ベルリンの新聞とは違って，
ハンブルクの新聞は一様に礼賛し，
「音楽がフリードリヒスルーの巨人にもたらす初
めての偉大な敬意」と報道した。 月のアウクスブルクでのシュヴァーベン音楽祭で
（ ） 演説の全文は，ビューロー書簡集の最終巻（

）所収。
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も，
《英雄》が演奏された〔

−223−

。ビューローを称えて開催された祝宴で，
年 月 日〕

ビューローは祝辞に対して次のように応えた。
「この地の新聞で，ビスマルクについ
て『解雇された天才』
を評した優れた記事を目にしました。しかし皆さん，我々にとっ
てビスマルクは，相変わらずわが民族の天才です。我々はそれを公言することを恐れ
ません。我々ドイツ人には，彼が言ったように，神以外に恐れるものはないのですか
ら」
。
〔

年〕

月 日午前，我々はフリードリヒスルーでお祝いの挨拶をしたが，その

ときにビューローは，あの献辞を記した紙をビスマルクに手渡した。このときの訪問
は，長いパイプをくわえたビスマルク，向かい合って座ったビューローの煙草を手に
持った姿が画家アラースによって記録された。そこで我々はレンバッハにも会い，
ビューローの顔に魅了された彼はビューローを描こうと思い立ち，その後すぐ，ミュ
ンヘンで今日でもよく知られているスケッチが描かれた。残念ながら，当初意図され
た絵画に使われることはできなかった。この南への旅行は，ビューローには珍しかっ
た健康な状態の最後の様相を示していた。フィレンツェでは幼なじみのロソ＝ヒレブ
ラントと再会し，パレルモでは二女グラヴィナ伯爵夫人〔ブランディーネ〕と会った。
ナポリでは，国立博物館で芸術鑑賞に身をゆだねた。アウクスブルクでは音楽祭の開
催中で，画家レンバッハ，医師シュヴェニンガー，指揮者モットル，画家アラース，
ピアニストのエーミール・フォン・ザウアーらに囲まれ，ビューローは若者のように
陽気に振る舞い，羽目を外しすぎて警察のやっかいになる学生のような印象すら与え
た。
以前のビューローには見られなかったような浮かれ騒ぎも，この半年間にはまだ見
られた。ポツダム橋でキオスクを開いていた「新聞屋マリー」は，生まれつきの才知
と知性の持ち主として，芸術家仲間ではよく知られていたベルリンっ子だが，彼女と
の交流はビューローにも，その目撃者たちにも満足をもたらした。冗談めかした政治
的信条の表明もあった。パリの「フィガロ」紙は当時，著名なドイツ人にアンケート
を試みていた。
「エルザス＝ロートリンゲンについては，どう思いますか？」 ビュー
ローの「世界平和のための対策」と書かれた回答は次のようなものだった。
「フラン
スはロシアに，バルト海周辺の地域をドイツ皇帝に差し出すように説得すればいいの
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です。フランスはロートリンゲンを手放せば，大いに喜ぶでしょう。さらに従姉妹の
イタリアにニースとサヴォアを返還するべきです。そうすれば，エルザスがまたパリ
の国語破壊者としての古い役割を引き受けることを，我々は保障するでしょう。こう
すれば，全世界が平和に収まるのは，きわめて明白です」
。
残念だったのは，わが国の現在の政治家たちが，哀れで無力なフランスに対して有
名な「安全保障条約」を提案した際，こうした交渉に相応しい「陽気な態度」をとる
ために，ハンス・フォン・ビューローのような人物を使えなかったことである。当時
の「フィガロ」紙はそれを「陽気なメモ」と呼び，ビューローの思考の論理の不愉快
さを隠蔽した。
その後の夏は，ハンブルクで静かに仕事をしながら，ほぼ快適に数週間を過ごした。
市内に蔓延しつつあるコレラの脅威については，何も知らなかった。デンマークで一
ヵ月滞在しようとしたとき，わが街で起こった恐ろしい出来事を初めて知った。それ
と並行して，ビューローの体調も悪化し，年頭にはなくなっていた昔の苦しい痛みが
再発した。それでも，ヴォルフが建設した新しいベヒシュタイン・ザールの杮落とし
のピアノ・リサイタルを

月 日に開催することには同意した。記憶が持続するか

どうか，絶えず不安にかられたものの ―「脳のモグラ」がまた仕事した ―，招待さ
れた選り抜きのベルリンの聴衆の前で，プログラムを最後までやり通した。これがピ
アノ演奏での白鳥の歌となった〔このリサイタルのプログラムは補足資料 を参照〕。コレラ
の脅威がまだ収まってはいなかったが，我々はハンブルクに戻り，ビューローは四回
のオーケストラ演奏会を指揮した。しかし四回目のコンサート中に気分が悪くなり，
プログラムの一曲の指揮を，たまたま会場にいた楽長に譲らなければならなかった。
そして，

年

月

日の五回目の演奏会は，土壇場でグスタフ・マーラーが指

揮を引き受けることになった。
この年のクリスマス，我々はベルリン郊外のパンコーにある精神病院にいた。おそ
らくは，途方にくれて困り果てていたビューローを何とかしようと連れて行かれたの
だった。
「私の痛みをなくすために，何をするつもりなのか？」 これが彼の最初の質
問だった。年が明けると，ビューローはすっかり衰弱し，体調も気分も悪くなり，
ベッドで次のように小声で話した。
「死を覚悟した。もう長くは生きられない。やれ

ハンス・フォン・ビューローの生涯
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やれ， 月 日〔ビューローの誕生日〕をもう生きて迎えることができないとは！ 君
は何を始めるつもりかね？ 君のことを誰に頼もうか？」 ビスマルクからの見舞い
の電報がビューローに深い感動を与えた。同情が世間一般に広まり，ビューローの不
在が引き起こした空白が次第に強く感じられるようになってきた。ビューローの代理
を務めたドイツの優れた指揮者たちは，ただひとりの指揮者への渇望を強めたに過ぎ
ないように思われた。
「たとえ神がやって来たとしても，聴衆は誰も神とは信じない
でしょう。貴兄の帰還より大きな音楽上の出来事は存在しないでしょう」とヴォルフ
は報告した。

年の 月

日と

日には，回復した者のチャレンジではなく，

意志力が苦痛と衰弱にどの程度まで打ち勝つのかを新たに証明するためのチャレンジ
がなされた〔

年 月

。これ
日に開催されたコンサートのプログラムは補足資料 を参照〕

は最後の精神の高揚で，幸運な錯覚とも言えるものだった。波打つ聴衆は，ビューロ
ーが登場する直前に突然，魔法にかけられたかのように不動の状態になり，幽霊のよ
うに静まりかえった。不可能と思われたことが実現したかのように，ビューローは
我々の真ん中に立った。静寂の中でオーケストラが立ち上がると，千人を超す聴衆の
大歓声がホール中に鳴り響いた。演奏は以前よりも素晴らしいものだった。
「オーケ
ストラはビューローの指揮のもと，まるで漂うような音楽を奏でた。かつてのビュー
ロー流の精神も楽員たちに浸透しているように思われた。戻ってきた男爵のバラード
を体験していると，誰もが思った」
。
一週間後，ハンブルクでもコンサートが開催され，今度は《英雄》
も演奏され，ビュ
ーローのハンブルクでの別れの曲となった〔

年 月

日に開催されたコンサートのプ

。第二楽章の葬送行進曲については，次のように書かれて
ログラムは補足資料 を参照〕
いる。
「後半のオーケストラのあの絶叫が，我々を深く感動させた。もう一度，喜ば
しい希望が心を満たすように思われたあと，陰鬱な涙ながらに震えるような主要テー
マが始まる個所である。やがてテーマの旋律は断片的になり，寡黙な諦念の中で過酷
な運命に屈して終わる。誰もが忘れられない瞬間だった」
。
ビスマルクの誕生日〔 月 日〕のフリードリヒスルーへの再度の巡礼は，まだ可能
だった。今回はまず，ミュンヘンの指揮者ヘルマン・レーヴィと会い，ビューローは
かつての不愛想な態度を謝罪した。
「地方では，どんな不和も私には我慢できません
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でした」
。ビューローが不和を解消する機会をまったく逃さなかったことも注目され
る。ベルリンでの最後のコンサートやハンブルクでの最後のコンサートでも，そうし
た内容の心からの言葉を聴衆に向かって述べた。
健康が脅かされ，ビューローとも疎遠になりつつあったリヒャルト・シュトラウス
が，幸運な旅行〔肺炎にかかったシュトラウスは，

年

月から

年 月まで，イタリア，

「シュト
ギリシァ，エジプトに保養旅行に出かけた〕のあと，元気になって戻ってくると，
ラウスが救われたのは，ありがたい！ 彼にはまだ，生きるに値する素晴らしい未来
がある」と叫んだ。さらにビューローは，ヴェルディの《レクイエム》について
年に「ジャーナリスティックな生意気な発言」をしたことを思い出し，何ら直接の理
由もないのに，ヴェルディに謝罪の手紙を書いた。
「ミュンヘン」がまた話題となった。

年春，
「ミュンヒナー・ノイエステ・ナ

ハリヒテン」紙に，
「音楽解放戦争の第一級の総司令官たるビューローを招聘し，か
つての黄金時代を復活せよ」との勧告記事が，ミュンヘンのオペラハウスの総監督宛
として掲載された。ポッサールが必要に迫られ，ビューローに「貴殿は，この件に関
わる気持ちはお持ちでしょうか」と問い合わせると，ビューローは次のように返答し
た。
「アメリカで愚かにもすっかり体を駄目にする前だったら，肉体的には可能だっ
たかもしれません。しかし，道義的にはまったくあり得ません」
。
月

日のベルリンでの年金基金のためのコンサート〔ビューローの生涯最後のこの

コンサートの詳細は補足資料 を参照〕をキャンセルするのではなく，オーケストラにい

つもの慈善行為を最後に示そうとする強い意志で，ビューローはまたベルリンへ赴い
た。しかし，これが不幸に終わることになった。というのも，ある医師の手に迷い込
んだからだった。この医師は，上手に勧めたとはいえ，ビューローを無責任に実験材
料にしただけだったことが判明した。この医師により用いられた鼻の焼灼は，適用す
ればメリットのあるケースもあったかもしれない。しかし，ビューローの疲れ果てて
いた身体は，ヴュルツブルクのミヒェル教授の目による診断で，この年の

月に判

明することになるのだが，腎炎という別の病気にも苦しんでいた。そのため，この療
法はビューローには成功の見込みのない，無意味で残忍な虐待でしかなかった。この
「医師」は私をベルリンから遠ざけた。私が不在にした三ヵ月間のわずかの情報は，
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空虚な決まり文句だけだった。そして，私が極度の不安にかられて戻ってきてみると，
私が目にしたのは，拷問者である医師の言いなりになっていた，ただの影だった。私
は医学の権威者を呼ぶように要求したが，彼らも以前はなかった最悪の状態を確認で
きただけだった。すると，耳鼻科の医師は突然，
「転地療養」を急がせた。 月中旬
から二ヵ月間，ザンクト・ブラジエンで過ごしたが，回復しなかった。痛みに苦しみ，
十五分以上はくつろぐこともできなかった。痛みを和らげる注射に抵抗するのは，ま
すます困難になった。催眠術が役に立つかどうか，試してみることに決め，チューリ
ヒの高名なフォレル教授から，アシャッフェンブルクの医師を推薦された。 月下旬，
我々はアシャッフェンブルクへ赴いた。しかし，その試みは失敗しただけでなく，患
者のビューローを怒らせることにもなった。さらに，仕事場からの報せがあり，私の
友人宛の手紙には「ベルリンは，恐ろしいほど人材がいなくなっていると書かれた絶
望的な手紙を，ヴォルフがよこした」と記されている。しかし，三ヵ月間の絵のよう
に美しい小さな諸都市で横になって過ごした滞在では，かすかな希望もときにはあっ
た。ビューローは説得され，アップライトのピアノを部屋に置くことを許した。毎日
一時間，自分のために弾き，痛みをこらえて，シューベルトの《冬の旅》の私の歌の
伴奏もした。彼はかつて（トーニ・ペーターゼン宛の手紙で）言った。
「君に対して，
やるべきことを失していた！ 君の才能を十分に伸ばすことができただろうに。君は
とても正しく音楽的に歌っているよ」
。
ヴュルツブルクの教授の絶望的な診断のあと，私はハンブルクのかかりつけの医師
に，ビューローの娘たちが信頼を寄せているシュヴェニンガー医師のもとに転居でき
ないかどうか尋ねた。
「我々の大きな不幸に直面して，人間の力だけでできることは
すべて実行したという，考えられる限りの保証と安心を，主人の子供たちに与えるこ
とを望んだのです」
。
月 日，ハンブルクに戻った。かかりつけの医師たちは，衰弱の兆候が強まる
のを，ただ確認するだけだった。ビューローの

歳の誕生日である 月 日，ヴィ

ーンのシャルフが制作することになっている肖像のメダルの鋳造へのビューローの同
意を，崇拝者から求められた。私が書いた手紙にサインしてもらうために，ビューロ
ーのベッドに赴いた。ビューローは満足気にうなずき，サインした。これが最後の筆
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跡となった。
病気が治り，感激してエジプトから戻ってきたリヒャルト・シュトラウスの体験の
印象から，この地への旅行の決定がすぐに下された。ビューローからはほとんど反論
がなかったのも不思議だった。というのも，これまでは治療のための些細な旅行で
も，いつも無駄と呼んでいたからである。それゆえ，長期間の苦痛に彼自身があきら
めかけていたにもかかわらず，心の奥底では，希望の光，生きる意欲がまだ完全には
消えてはいなかったことがわかる。ベルリン ― ヴィーン ― トリエステが我々の経由
地だった。どの駅にも，別れを告げる人たちが来ていた，誰もがビューローと再会す
ることはもうないと見抜いていた。そう思わなかったのは，我々だけだった。〔トリエ
ステからはブリンディジを経由して〕アレクサンドリアまでは船で移動し，そこからは鉄

道でカイロへ向かったが，予期せぬ出来事も起こらなかった。世話する人もなく，
我々だけでこの旅行に出るのを見るのが心配で，ハンブルクから同行してくれた忠実
な友人〔＝トーニ・ペーターゼン〕が，我々を助けてくれた。 月 日正午，目的地のカ
イロに到着した。ビューローはまだホテルの食卓で食事をした。非常に落ち着かない
夜が明けた 月 日，ビューローは起床し，待ちこがれたエジプトの太陽が照らない
のが残念だったが，テラスを歩き回った。医師は診察のあとすぐ，ヘルワンの病院へ
の移動を求めた。医師が帰ると，私はビューローの洗濯物を向かいの部屋に取りに行
こうとした。すると，鈍く倒れる音が聞こえた。喉がぜいぜい鳴る音もした。脳卒中
の発作でビューローが倒れたのだ。ベッドに寝かされると，ビューローは身を起こそ
うと努力した。
「何をしたいの？」と尋ねると，
「自由に動きたい」と返答があった。
これがビューローの明瞭でまとまった最後の言葉だった。
翌日になってやっと，ドイツ社会奉仕病院にビューローを収容できた。まだ完全に
意識はあったが，次第に昏睡状態に陥った。 月

日（月曜日）の早朝，ビューロ

ーは急に黙り込み，遠くから聞こえてくる修道女たちの合唱の方向に頭を向けた。こ
れがこの世で聞いた最後の音楽となった。
晩の七時半，ビューローが敬虔な聴衆に囲まれて楽聖への礼拝をよく始めていた時
刻に，最後のかすかな息をした。この世の住まい，言語に絶する苦しみと闘争の舞台
はまだそこにあった。しかし，神の恩寵に満たされた誇り高い魂は消え去った。
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日，ハンブルクでの葬儀のあと，

遺言にしたがい，荼毘に付された。アードルフ・ヒルデブラントの手になる記念碑が
オールスドルフ墓地の墓を飾っている。

【訳者補足資料】
ビューローの演奏会のデータは，次の文献を参照した。
Birkin, Kenneth : Hans von Bülow. A Life for Music. Cambridge.
．

年

.

月のプラハでのマイニンゲン宮廷楽団の演奏会のプログラムは下記の

通り。
月 日

ベートーヴェン：
《コリオラン》序曲，交響曲第 番
ロンディーノ変ホ長調，大フーガ，交響曲第 番

月 日

ベルリオーズ：序曲《海賊》
，ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 番
ヴェーバー：
《魔弾の射手》序曲，ブラームス：交響曲第 番
ドヴォルザーク：序曲《わが家》
（作曲家自身の指揮）

．

年

月 日

月のハンブルクでのコンサートのプログラム。
ブラームス：悲劇的序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 番（独奏：ダルベール）
ドヴォルザーク：序曲《フス教徒》
リスト：ピアノ協奏曲第 番，交響詩《レ・プレリュード》
ヴァーグナー：
《タンホイザー》序曲
（ピアノ独奏：ダルベール）

月 日

ハイドン：交響曲第

番

ルビンシテイン：ピアノ協奏曲第 番
マスネ：序曲《フェードル》
ラフ：交響曲第 番
（ピアノ独奏：グリューンフェルト）
．

年 月のベルリンでのベートーヴェン・ツィクスルのプログラム。

月 日

ピアノ・ソナタ第 番 イ長調 作品 −
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ピアノ・ソナタ第 番 ヘ長調 作品

−

「森の乙女」のロシア舞曲の主題による

の変奏曲 イ長調

ピアノ・ソナタ第 番 ハ短調《悲愴》作品
ピアノ・ソナタ第 番 ホ長調 作品
ピアノ・ソナタ第

−

番 ト長調 作品

−

創作主題による六つの変奏曲 ヘ長調 作品

月 日

ピアノ・ソナタ第

番 ニ長調《田園》作品

ピアノ・ソナタ第

番 変ホ長調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 嬰ハ短調《月光》作品

−
−

の変奏曲とフーガ 変ホ長調（エロイカ変奏曲）作品
ピアノ・ソナタ第

番 ニ短調《テンペスト》作品

ピアノ・ソナタ第

番 変ホ長調 作品

創作主題による
月 日

−

−

の変奏曲 ハ短調

ピアノ・ソナタ第

番 へ短調《熱情》作品

ピアノ・ソナタ第

番 嬰ヘ長調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 変ホ長調《告別》作品

a

幻想曲 作品

月 日

ピアノ・ソナタ第

番 ホ長調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 変イ長調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 ハ短調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 イ長調 作品

ピアノ・ソナタ第

番 変ロ長調《ハンマークラヴィーア》作品

ディアベッリのワルツの主題による

の変奏曲 ハ長調 作品

ロンド・ア・カプリッチョ ト長調（失われた小銭への怒り）作品
．

年

月 日のベルリンでのリサイタルのプログラム。
モーツァルト：幻想曲ハ短調 K
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第
キール：変奏曲とフーガ

番 変ホ長調《告別》作品

a
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シューマン：ヴィーンの謝肉祭
ショパン：夜想曲，即興曲，スケルツォ，舟歌，大円舞曲
．

年 月

日のベルリンでのコンサートのプログラム。

ハイドン：交響曲第

番

ブラームス：交響曲第 番
ベートーヴェン：交響曲第 番
．

年 月

日のハンブルクでのコンサートのプログラム。

ベートーヴェン：
《献堂式》序曲，交響曲第 番，
《エグモント》序曲，交響曲第 番《英雄》
．

年 月

日のベルリンでのビューロー最後のコンサートのプログラム。

ベートーヴェン：
《フィデリオ》序曲，交響曲第 番，
交響曲第 番，序曲《レオノーレ第 番》

【訳者付記】
マリー・フォン・ビューローのビューロー回想録の最終章「晩年」は，マイニンゲ
ン宮廷楽団を辞任したあと，ハンブルクに拠点を移し，ベルリン・フィルの首席指揮
者に就任し，今日まで続く世界一のオーケストラとしての基礎を築くなどの活躍をし
ながらも，病に苦しみ，カイロで客死するまでのビューローの生涯が綴られている。
この章は

年から始まるが，その前年からビューローはセシル・ゴリッセン＝

ムッツェンベッヒャーというハンブルク在住の女性と親密な関係にあった。

年

春に彼女がヴィースバーデンに転居したあと，ビューローは彼女のもとに赴き，彼女
の家にしばらく滞在し，本章にも言及されている夏のケルン音楽祭にも帯同した。こ
⑴

の女性との関係については，

年に出版された文献で明らかにされている。その

間，マリーはマイニンゲンに住んでおり，ビューローは単身者のような生活を送って
いたわけである。

年夏，マリーもハンブルクに転居し，またビューローと一緒

に暮らすようになるが，近年の研究では，こうした事情も背景にあったと考えられて
いる。もちろん，本書にはムッツェンベッヒャーについては一切触れられてはいない
（

） Heinrich Mutzenbecher : Cécilie Mutzenbecher und Hans von Bülow. Hamburg．

．
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が，当時のビューローの様子の記述に，いささか奥歯にものが挟まったような印象が
感じられるような気がしないでもない。
最晩年のビューローにひどい治療を施した医師について，アラン・ウォーカーは次
のように記している。

マリー・フォン・ビューローが出版した『ビューロー書簡集』では，マリー自身
により匿名にされ，ただ Y 博士とだけ記されている。しかし，ビューローの死
後

年以上経った

年に出版された回想録では，マリーはこの「専門家」を

ジークムント・フロイトの同業者ヴィルヘルム・フリース博士だと特定してい
る。

（Alan Walker : Hans von Bülow.

. S.

）

しかし，今回訳出したマリーの回想録でも，特に氏名は明記されていないので，いさ
さか不可解である。フリースの名前は，ウォーカーも参考文献に挙げているフェッタ
⑵

ーの論文で挙げられている。何らかの理由で，ウォーカーが混同したのであろうか。
いずれにせよ，ビューローの最晩年がこの医師によって散々なものとなってしまった
のは，きわめて残念だったと言わざるを得ない。

（

） Isolde Vetter : Hans von Bülows Irrfahrt durch die Medizin. Mit Briefen und anderen
unveröffentlichten Zeugnissen aus seinem letzten Lebensjahr. In : Beiträge zum Kolloquium Hans von
Bülow−Leben, Wirken und Vermächtnis. Zum
. Todestag Hans von Bülows. Meiningen.
− .
. S.

