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ミト・デラルコの新しい航海が始まる。
●１２／１３
（土）ミト・デラルコ第６回演奏会
長い間奏曲でした。第 2ヴァイオリンのドミトリ

以下は eメールによるインタビューです。

ころもあるぐらいで、もう少し肩の力を抜いて演奏
すれば、と思うこともあります。

ー・バディアロフが 2002 年 4 月の第 4 回演奏会を
最後に退団してから約 1 年半。その間、3 人編成

Q1：寺神戸さんがソフィーさんに出会ったのはい

彼女の演奏の一番の美点は、人を感動させること

を余儀なくされたミト・デラルコは、フォルテピアノ

つですか。そのとき、彼女の音楽からどのような印

ができる、ということです。

の小島芳子をゲストに迎えた「18 世紀風」プログ

象を受けましたか。

派手な表現に走らず、音楽の本質に迫っていこう

ラム構成によるモーツァルトの音楽会という、ふだ

─確か 94 年、オーストラリアのパースで講習会を

とする姿勢をいつも崩さず、そのための努力を惜

んのカルテット編成ではなかなか試みる機会のな

したときにはじめて会いました。

しみません。

いチャレンジを行いました。しかしその間にも新し

パース大学音楽学部のヴァイオリン科教授ポー

ヴァイオリンから深みのある音を引き出し、真っ向

いメンバー探しは続いていました。試演を重ねた

ル・ライト氏の方針でバロック・ヴァイオリンに親し

からむかって行く、正統派の演奏家だと思います。

結果、メンバーたちがこれからのパートナーとして

むことを強く勧められた生徒たちが何人か受講し

選んだのはソフィー・ジェント。オーストラリアの西

ていました。

Q3：ミト・デラルコでソフィーさんを加えたリハーサル

海岸パースに生まれ、モダン楽器のヴァイオリニ

ソフィーはその 中の 一人だったのですが、そのと

をやってみて、どのような印象を受けられましたか。

ストとして頭角を現しながら、オリジナル楽器演奏

きから彼女の 才能はずば 抜けていて、非常に強

─まずアンサンブル全体がしっくりいく感じだった

の世界に深く心を魅せられ、ハーグ音楽院で学ん

い印象を受けました。

のには驚かされました。

だ若き俊才です。この 度ハーグ音楽院を最優秀

このような人が本気でバロック・ヴァイオリンを勉

相手を立てる、ということをよく心得ていて、伴奏

の成績で卒業しましたが、すでにラ・プティット・バ

強する気になってくれたらどんなにいいだろうと思

に回ったときは徹底的にサポートします。しかし単

ンドやカプリッチョ・ストラヴァガンテなどヨーロッ

いましたし、これからこのような才能がバロックの

なる内声、伴奏としての役割だけではなく必要な

パを代表するオリジナル 楽器アンサンブルと共

世界にどんどん出てこなければいけないと思いま

ところでは十分に自分を主張します。このことに

演、また自らのグループ「オペラ・クァルタ」や「グ

した。

よってこれからさらに各声部の有機的な関係が磨

ラナディラ・
トリオ」の 一員として活躍しています。

かれていく可能性を感じます。

去る 9 月にグラナディラ・
トリオ（フォルテピアノの

Q2：Q1と重なる部分もありますが、寺神戸さんが

彼女は弾きながらいたずらにみんなと目を合わせ

平井千絵、
クラリネットのニコラ・バウドとのトリオ）

考えられるソフィーさんの演奏の特徴についてお

たりはしませんが、よく周りを聴いていて勘がいい

は来日公演を行いましたが、颯爽とした演奏で古

聞かせください。できれば、彼女のキャラクターに

ので、リハーサルに多くの言葉を必要としません。

典派の 名曲秘曲に生気を吹き込み、聴衆にさわ

ついても併せてお聞かせください。

結果的にリハーサルの 時間が短縮され、能率的

やかな印象を与えていました。

─今まで主に教師と生徒と言う関係で付き合って

に曲が仕上げられるようになっていくと思います。

ソフィー・ジェントについてはまず、ハーグ音楽

きましたので知らない部分がまだまだあるとは思

また彼女はリズム感が非常によいので、内声部

院で彼女を指導した、MDAメンバーの寺神戸 亮

いますが、音楽に対しては非常に真摯であり、まじ

のリズム的な構築性がより安定し、結果的に上声

（同音楽院教授）に紹介してもらうことにしましょう。

めで研究熱心です。しいて言えばまじめすぎると

部はより自由に表現できるようになります。

写真左から；
寺神戸 亮
ソフィー・ジェント
森田芳子
鈴木秀美

Q4：今後、彼女が加わったミト・デラルコはどのよ

7 月に MDAとのリハーサルで日本に行ったのです

ずれも 1790 年代、モーツァルトの死後に書かれた

うな可能性の広がりをみせるとお考えですか。

が、奇しくも私にとってそれははじめて日本を訪れ

もの。私たちはどうも歴史的に「ハイドンが先でモ

─アンサンブルとしての 機能性がより増し、表現

る機会でもありました。リハーサルも日本滞在も、

ーツァルトが後」という順番で考え勝ちですが、モ

に自由さと柔軟性が出てくれば、近い将来古典派

どちらも忘れ難く楽しい体験でした。グループはと

ーツァルトが世を去った後も深化しつづけたハイド

を抜け出て、初期ロマン派の方へレパートリーを

てもよいスタートを切ったと思いますし、私はとて

ンの音楽を、モーツァルト作品と比較しつつ聴くこ

広げていけるといいと思います。

も心地よく皆さんに歓迎されました。リハーサル

とによって、気がつかなかったハイドンの凄さもま

の間、12 月のコンサートのためにたくさん曲を弾

た見えてくるかもしれません。ロンドンの聴衆を意

MDAは去る 7 月にソフィー・ジェントを迎え今回

いたのですが、すばらしい弦楽四重奏のレパート

識した交響的スケールの広がりが特徴的な〈アッ

のプログラム決定のためのリハーサルおよび試演

リーを体験することもまた喜びでした。このクァル

ポニー四重奏曲 第 2 番〉、晩年の精緻をきわめた

を行い、確実な手応えを得ました。寺神戸 亮への

テットの一員となることにほんとうに興奮していま

境地〈エルデーディ四重奏曲 第 1 番〉どちらもた

インタビューにもあるように、初共演ながら積極

すし、これはほんとうに楽しく、そして私にとって学

いへんな聴き応えのあるものです。もちろんモー

的にアンサンブルに食い 込み、精彩ある音楽的

ぶべきことの多いものになると思います。

ツァルトの〈ホフマイスター〉も、中期の傑作〈ハ
イドン四重奏曲集〉から晩年の〈プロイセン王四

対話を展開して行く彼女の演奏は、ミト・デラルコ
の演奏をいっそう活気づけ、力強い推進力を与え

今回のプログラムはハイドン（〈アッポニー四重

重奏曲集〉をつなぐ充実の名曲。精妙さと迫力と

る活性剤となってくれそうな気がします。つづいて

奏曲 第 2 番〉および〈エルデーディ四重奏曲集

を共に備えたオリジナル楽器四重奏の響きで、存

は、ソフィー・ジェントからのコメントをご紹介しまし

第 1 番〉）、およびモーツァルト（〈ホフマイスター〉）

分にこれらの名曲をお楽しみいただきたいと思い

ょう。

というウィーン古典派の巨匠による名作 3 曲とい

ます。12 月 13 日、ミト・デラルコの新しい船出に

う、
「王道」のプログラムです。ハイドンの 2 曲はい

ご期待ください！

《矢澤》

あっと驚く仕掛けに満ちた聖夜の音楽会
●１２／２３
（火・祝）クリスマス・プレゼント・コンサート２００３
多彩なプログラムでご好評をいただいているク

ンサートでは、
「KEIKO Carmenの贈り物」
と題し、

続くことを願うというもの。本来は、地歌・箏曲と

〈カルメン〉の 中でもとりわけ有名な 3 曲――〈ハ

して演奏が行なわれる作品ですが、今回はなんと、

え、ヴァラエティーに富んだプログラムでお届けし

バネラ〉、
〈セギディーリャ〉、
〈ジプシーの唄〉が演

演奏に合わせてお茶のお点前も披露されます。水

ます。企画・おはなしは、お馴染みの畑中良輔が

奏されます。妖艶な魅力のカルメンを演じるのは、

戸芸術館「茨城の名手・名歌手たち 第 12 回」
（01

務めます。

メゾ・ソプラノの青山恵子さん。青山さんは、これ

年）に出演し、さらに水戸市内を拠点に全国各地

まで「日本の歌・この 100 年」
（00 年）や「畑中良

で精力的に演奏活動をされている水木結さん（三

輔の 日本の 歌セミナー」
（01、02 年）などで水戸

絃）をはじめ、岡村慎太郎さん（箏）、横田鈴琥さ

リスマス・コンサート。今年も、豪華な出演者を迎

ＡＴＭ初登場！
！小原孝のピアノようたえ！
ピアノ曲といえば誰もが一度は演奏を試みる最

芸術館のステージに登場していただいており、表

ん（尺八）という邦楽奏者の方々と共に、水戸市

強ナンバー！
？〈ねこふんじゃった〉をパラフレーズ

情豊かで芝居心に溢れた歌唱を披露してくれてい

内に所在する関口社中の倉田涼子さん、仲田明

し、ショパンやリストなどクラシックのピアノ曲の

ます。実は、今回の KEIKO Carmenには、ある隠

子さんがお点前を披露してくれます。

演奏はもちろん、吉田拓郎、スマップ、宇多田ひ

された演出が考えられています！
！青山さんもノリノ

かるなどの J-POPを鮮やかにピアノ曲として生ま

リで、目下、共演の小原孝さんも巻き込んで目論

れ変わらせる、今最も多忙で人気のピアニストの

みはエスカレートするばかり！
？さて、どんなステー

ひとり小原孝さんが、水戸芸術館のステージに登

ジになるのか乞うご期待！
！
！

日本の音楽をテーマにしたプログラムにはさら
に、
「滝廉太郎 没後 100 年に」と「母から子へ、
受け継がれる歌の宝物――二つの愛唱歌と作曲

場します。現在も放送中の NHK・FM「弾き語りフ
ォーユー」や多くの CDなどから、小原さんのお名

私たちの愛する歌

日本の伝統美

者による変奏曲」の 2つのステージが挙げられま

前や 演奏をご存知の 方もきっと沢山いらっしゃる

今年のプログラムの大きな特徴は、ヨーロッパ

す。前者は、タイトルの通り、没後 100 年となる滝

のではないでしょうか。さて、今回のクリスマス・

で育まれた、いわゆるクラシック音楽のみならず、

廉太郎の作品が取り上げられます。彼の〈荒城の

コンサートは、幕開けとなる第 1ステージ「ピアノ

わが国の伝統的な芸能や音楽の要素が盛り込ま

月〉が、わが国で最初の芸術歌曲と評されること

ようたえ！《小原孝の世界》」で小原さんが登場し

れている点です。そうしたわが国の伝統美をじっく

からもお分かりの 通り、滝廉太郎は、日本の「う

ます。どのような演奏を披露してくれるのでしょう

りとご堪能いただけるのが「茶音頭――三曲合奏

た」の伝統と西洋音楽の要素とを融合させた最初

か？それは当日のお楽しみです！
！

とお 点前による――」のステージです。作曲は

の 作曲家であったのです。今回の 演奏会では、

「京物」の地歌三絃曲の名作を多く残した菊岡検

彼の歌曲に加え、生涯にたった 2つだけ残された

校（1792-1847）
。八重崎検校（1776?/85?-1848）

ピアノ曲〈メヌエット〉と〈憾〉が演奏される貴重な

オペラの中でも、もっとも知られた作品の 1 つ

によって替手式の箏の旋律が付されています。歌

機会でもあります。出演は、前述の青山恵子さん

であるのがビゼー作曲〈カルメン〉。クリスマス・コ

詞は茶の 湯の 用語をつづり、男女の 仲が末永く

（メゾ・ソプラノ）、
「茨城の名手・名歌手たち」や市

ＫＥＩＫＯ Ｃａｒｍｅｎに隠された秘密？

(2)

写真左から；
小原孝、青山恵子、
クリスマス・コンサート2002より

民オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
（98 年）など水

美の大合唱」の 2 つのステージです。メシアンの

スマスを迎えて――讃美の大合唱」のステージで

戸芸術館のステージに度々出演している会沢明

ステージに登場するのは水戸市在住の中村佳代

す。出演は、水戸芸術館のステージにも度々出

美さん（ソプラノ）、水戸芸術館初登場となる 2 人

さん（ピアノ）。昨年のクリスマス・コンサートでも

演している水戸の 名門合唱団あひる会。指揮は

の男声歌手――小野勉さん（テノール）、堀野浩史

本作品の中の 1 曲が中村さんによって演奏された

同合唱団の 常任指揮者である鈴木良朝さん、ピ

さん（バス）、伴奏は小原孝さん（ピアノ）です。

のですが、その 時のステージがあまりに神々しく

アノ伴奏は山田陽子さんです。あひる会が得意と

後者は、誰もが愛する名歌、山田耕筰作曲〈か

聴衆の胸を打つものであったことから、今回も再

するのは中世、ルネサンス期の 合唱作品。今回

らたちの花〉と成田為三作曲〈浜辺の歌〉が取り

登場していただくことになりました。
〈幼子イエス

はそのレパートリーの中からグレゴリオ聖歌とルネ

上げられます。しかし、一筋縄ではいかないのが

に注ぐ20のまなざし〉は、そのタイトルからもお分

サンス期の 作曲家ビクトリアのモテットが取り上

今年のクリスマス・コンサート！
？実はこの 2 曲はい

りの通り、飼葉桶の中で生を受けた幼子イエスに

げられます。そして、最後は〈あら野のはてに〉と

ずれも作曲者自身の手により変奏曲に仕立て上

注がれる、様々なまなざしがテーマになっていま

〈オー・ホーリー・ナイト〉という世界中で愛されてい

げられており、今回はこの変奏曲もお楽しみいた

す。それは、父なる神のまなざしにはじまり、聖霊、

だきます。出演は会沢明美さん（ソプラノ）、青山

聖母、天使、予言者、占星術の 学者、そして時、

恵子さん（メゾ・ソプラノ）
、小原孝さん（ピアノ）
。

十字架、沈黙といった抽象的な存在によるまなざ

クリスマス・コンサートの定番となったプレゼン

しにまで至ります。そして、最後は愛に満ちた教

トが当たる大抽選会を今年も行います！是非、大

会のまなざしで閉じられる感動的な作品です。今

切な人とご一緒に、聖夜の音楽会をお楽しみくだ

回は第 1 曲〈父なる神のまなざし〉と第 14 曲〈天

さい。

祈りの音楽
聖なる夜に音楽の祈りを添えるのが「聖夜に捧
げる現代の祈り――メシアン：
〈幼子イエスに注ぐ
20のまなざし〉より」と「クリスマスを迎えて――讃

るクリスマス音楽が奏されます。

《中村》

使たちのまなざし〉が演奏されます。
クリスマス・コンサートの掉尾を飾るのが「クリ

師走の水戸に高らかに響き渡る

アートタワーみとスターライトファンタジー
クリスマス・コンサート
［市内小中学校 芸術館コンサート］

よ

●１２／６（土）
第８回

ろ

こ

び

の

う

た

Ａｎｄ
ｉ
ｅＦｒｅｕｄｅ
●１２／２１
（日）水戸の街に響け！３００人の〈第九〉

冬の夜空を彩る幻想的なイルミネーション――水戸芸術館や水戸駅をライ

日本の年末の風物詩といえばベートーヴェンの〈第九〉―― 99 年と2000 年

トアップするアートタワーみとスターライトファンタジーの季節が今年もやって

に水戸芸術館でも公演を行い、大きな話題となった 300 人の〈第九〉が帰って

きました。コンサートホールでは、同イヴェントの一環として、水戸市内の小・

きます。

中学生が日頃の音楽活動の成果を披露する「クリスマス・コンサート」を開催

ドイツの楽聖ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（1770 〜 1827）が残した 9

しています。この日の舞台は子供たちが主役！ちょっと緊張した面持ちで、しか

曲の交響曲は、
〈英雄〉
〈運命〉
〈田園〉など、それぞれが意義深く、個性的な

し誇らしげにステージに上るその姿が、毎年とても印象的です。今年は、17

光を放つ作品ばかりですが、とりわけ〈第九〉は、この作曲家の交響曲創作の

校、20 団体が出演を予定しています。金管合奏や吹奏楽をはじめ、合唱、器

総決算とも言える傑作です。終楽章に独唱と合唱が加わるのがユニークで、

楽合奏、ハンドベルなどの演奏が行われます。入場無料です。お気軽に足を

シラーの頌歌「歓喜に寄す」をテキストに人類の理想的なあり方が歌われます。

お運びください。《中村》

yy
,,
［午前の部（10：00〜12：50）］

常磐小、双葉台小、渡里小、堀原小、千波中、第五中、見川中、石川中

［午後の部（14：00〜16：55）］

公演の主役は、水戸市民を中心とした老若男女 300 人以上からなる大合唱
団です。経験を問わず広く一般の方々に参加を呼びかけ、7 月末日で応募を
締め切ったところ、前回を上回る多数のご応募をいただきました。その一般公
募の方々に、茨城県合唱連盟、水戸市合唱連盟の方々の力強いサポートが
加わります。現在、鈴木良朝さん、菅波ひろみさん、堤五郎さんの指導のもと、

柳河小、五軒小、酒門小、笠原小、飯富中、双葉台中、第二中、常澄中、

猛練習に励んでいるところですが、回を重ねるごとにはっきりと上達してきてお

第四中

り、指揮を務める鈴木良朝さんも「前 2 回より手応えがある」と語っています。
本番では高らかな歌声が、師走の水戸の街に響くことでしょう。
独唱は、
「茨城の名手・名歌手たち」出身者を中心に実力派歌手たちで揃え
られ、またオーケストラ・パートは 2 台のエレクトーン、2 台のピアノ（ヴァーグ
ナー編曲によるピアノ版を演奏）、ティンパニが務めます。
（出演者の詳細は、
同封のちらしをご覧ください。）300 人の大合唱に拮抗し、ともに音楽を盛り上
げる独唱と器楽にも、どうぞご注目ください。
今年一年の締めくくりとして、様々な出来事を思い返しつつ、
〈第九〉の力強
い音楽に浸ってみてはいかがでしょうか。入場無料の広場公演ですので、どう
ぞお気軽にお立ち寄りください。
（悪天候の場合は、コンサートホール ATMで
開催します。
）

《関根》
(3)

■班目加奈トランペット・リサイタル（１０月４日）

最近の 公演か ら

■畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー 第３期
「別宮貞雄」
（１０月１９日）

ヒンデミットやハルトゥニヤンといったトランペット

OCTOBER

1

2

のための難曲で構成した前半は、打掛をアレンジ

山田耕筰からはじまり、日本歌曲の重要な作曲

した和風のドレスで。バーンスタインの〈ウェスト・

家を年代順に取り上げてきた畑中良輔氏によるこ

サイド物語〉を主役に据えた後半は、黒いノースリ

のセミナーも、
とうとう第二次世界大戦後へと進み、

ーヴのドレスで。曲想に合わせ衣装を変える班目

今回は別宮貞雄を取り上げた。研究曲は、歌曲

さんに、観客から快いどよめきの声が上がる。自

集〈淡彩抄〉と〈さくら横ちょう〉。平井康三郎や中

分のコンサートに来てくれたからには、聴いても観

田喜直などと比べ、ポピュラリティという点で若干

ても楽しんでほしい、という班目さんの思いが、熱

劣る別宮貞雄の歌曲が、いかに味わい深さと豊か

演共々伝わってくるステージだった。それをしっか

な抒情性を持っているかを、畑中氏は力説した。

り支えたのが名手・本荘玲子さん。ショパンのノク

レッスンを聞きながら、曲を繰り返し味わうことで、

ターンとガーシュウインのプレリュードという2 曲の

聴講の方々も次第に別宮歌曲の魅力に惹きこまれ

ソロもはさみ、ステージを一段と盛り上げた。確実

ていった様子。4 人の受講の方々も、畑中氏の熱

にファンを県内に増やしつつある班目さんの、これ

のこもったレッスンに必死に食らいついていた。ゲ

からのますますの活躍をお祈りします。アンコール

ストによるミニ・コンサートには、ソプラノの小泉惠

はロイド・ウェッバー〈メモリー〉。《矢澤》アンケー

子さんが登場。別宮歌曲のほか、同時代の柴田

トから●女性ならではの、細やかな表現が印象的

南雄、中田喜直の作品も取り上げ、清らかな歌声

でした（水戸市：K.T.さん）●班目先生、最高のい

で聴衆を魅了した。《関根》アンケートから●音楽

い演奏を聞かせてもらってありがとう（東茨城郡：

というものの本質の深さを知らされた。気のつか

Y.I.さん）●茨城の演奏家が、これからも活躍され

なかった句、音、フレーズを生かし、作者の心を

て我々を楽しませて下さったり、いい影響を与え

読み、思いやる点など、とても参考になり、入口の

て下さったりするとありがたいです（水戸市：K.T.

勉強になりました。大変感銘を受けました。
（日立

さん）

市：T.K.さん）●詩の解釈がわかりやすく、楽しい
中で受講できた。詩を読むことが、やはり大切だと

3

■佐藤篤 ピアノ・リサイタル（１０月１８日）
「シリーズ 同世代を生きた作曲家達〜その 2 20

わかった。声の出し方をもう少し、特に日本語の
歌い方を教えて欲しかった。
（滋賀県：無記名の方）

世紀作曲事情――実験か創造か？その伝統破壊

●本当にありがとうございます。毎回楽しみにして

のウソほんとう 」と題して、20 世紀に作られたさま

います。
（那珂郡：R.N.さん）

ざまなピアノ作品が取り上げられた。現代作品で
は、その構造やテクスチュアの複雑さから、ピアノ
4

5

6

■ヴェルサイユの舞踏会（１０月２５日）

曲と言えど楽譜を見ながらの演奏が一般的なのだ

アナ・イエペスが踊った！というだけでも、コンサ

が、この日の佐藤さんの演奏は、ダラピッコラの 12

ートホール ATMの歴史に残る夜。リチャード・ブー

音音楽も含めすべてが暗譜で行われた。その姿

スビーのガンバの熱演をバックに、紫色のドレスを

勢から佐藤さんのこの演奏会に対する気概が感じ

まとったイエペスがフォリアを踊り始めると、たちま

られた。佐藤さんは、可憐なイベール作品からプ

ちステージにはスパニッシュな香りがただよい始め

ロコーフィエフの大曲に至るまで、各作品の性格

る。もちろん他のダンサー 3 人もイエペスの薫陶を

の違いを見事に弾き分けていった。アンコールは

受けた見事な踊りで、ビョークに似たベゴーニャ

「ショパン：ノクターン 嬰ハ短調〈レント・コン・グラン・

のソロや、男性 2 人の時にコミカルな振る舞いが観

エスプレッシオーネ〉」、
「シューベルト：4 つの即興

客を魅了。さらにスージー・ル・ブランが歌に演技

曲 D.899より 第 2 曲 アレグロ」の 2 曲。《中村》ア

に舞踊にと八面六臂の大活躍。衣装の早変わり

ンケートから●とてもきれいな音を奏でていて素晴

に芸術館の衣装スタッフも大活躍。音楽家たちの

らしかったです。ピアノを弾いている姿もとても美

精度の高いアンサンブルに支えられ、17 世紀ヴェ

しかったです。
（日立市：R.S.さん）●プログラム構

ルサイユ宮廷の「軽やかな荘厳さ」が芸術館の時

成、演奏者の技術、音響、全て文句なしのリサイ

を止めた。《矢澤》アンケートから●あっという間

タルでした。印象に残る好演だったと思います。

に time tripしてヴェルサイユに行っていました（ひ

（世田谷区：A.U.さん）●大変意欲的プログラム！

たちなか市：K.M.さん）●友人の「vivo」で知り上

プロコーフィエフ、プーランクの 順で好きでした。

野から特急で来ました（松戸市：Y.Y.さん）●音色

元々、力のある人だと感じました。
（大洗町の方）

を帯び、踊り手という花を得て蘇る古の躍動に、
静かな感動（水戸市：T.N.さん）●音楽、歌、おど
り、すべて満足です（水戸市：MAMAさん）●人

7

間に踊りという文化が生まれた理由を感得できた
気がした（水戸市：T.T.さん）●フォリアやサラバン
ドがこんなに情熱的だったとは（東茨城郡：K.M.
さん）

8
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1〜2. 班目加奈トランペット・リサイタル
7〜8. ヴェルサイユの舞踏会

3〜4. 佐藤篤 ピアノ・リサイタル

5〜6. 畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー

僕はこれらを聴く前に、最近出て話題となったア
＊nettama=ネットワークする猫、タマ。
芸術館のコンサートをサカナに
いろんなところへnettamaします。

ーノン ク ール 指 揮 ウィー ン ･ フィル 盤（ R C A
BVCC34080 〜 81）を聴くことをおすすめした
い。この盤は、3 楽章までの全曲演奏（コールス校
訂版）のほかに、ブルックナーが書き残した第 4 楽

続・未完成交響樂―完結編

つづいて〈第 10 番〉にあたる交響曲を〈第 9 番〉

章の断片資料を編集し、第三者の補筆を加えない

前回の「未完成交響樂」のラストで「続編をや

として完成した後、
「これは実は第 11 番なんだよ

状態で演奏したものがアーノンクールの解説つき

れ、というお声があれば喜んで」などとうっかり書

ー」と自分にも皆にも言い聞かせ作曲したものの

で収録されている。そのためオーケストレーション

いたところ、すごい量の続編希望の声が手紙やネ

天網恢恢疎にして漏らさず、途中で死んでしまい

が薄くなったり音楽が途切れたりする部分が生じ

ットに殺到してさあたいへん業務停止状態、
という

未完に終った交響曲。ただし全 5 楽章のスケッチ

るが、これを聴くとブルックナーが描いていた終楽

ことは全然ないのだが（涙）
、いくつかのご好評の

はほぼ出来上がっており、オーケストレーションも

章の構想がよくわかる。完成していたら間違いな

声に調子込んで（←茨城弁）
、いろんな作曲家の

第 1 楽章、第 3 楽章が大体完了しているのをはじ

くそれまでのブルックナーのどの終楽章をも凌駕

めある程度進んでいた。そんなわけで、1960 年

する、凄い音楽になっていたんじゃないか。得体の

①ほんとかな？ パターン／ベートーヴェン：交響

代に登場したクックによる補筆完成版をはじめさ

知れない異常な主題、耳をつんざく不協和音、複

曲第１０番；いままさに年末の広場での大合唱にむ

まざまな完成版（マゼッティ版、カーペンター版、フ

雑なフーガ、啓示のようなコラール。そしてアーノ

けて練習が続けられている〈第 9〉
、その後にベー

ィーラー版など）が現在までに登場している。この

ンクールは、最後のコーダは、第 7 番から第 9 番ま

トーヴェンはいったいどんな交響曲を？ と色めく

曲の「完成」に至る経緯や、数多くの完成版の異

での交響曲の主要主題が積み重なる大聖堂のよ

が、これはクーパーという英国の学者がベートー

同については一冊の本ができるくらいで、実際金

うな壮大な音楽になったのではないか、
と言う。だ

ヴェン晩年のスケッチをもとに復元した第 1 楽章

子健志氏に『こだわり派のための名曲徹底分析

が少なくとも現在、僕たちはそれがどんなものだ

の再構成版。ただ、ベートーヴェンが本当に具体

―マーラーの交響曲 2』
（音楽之友社）
という本が

ったかは推測するしかない。その部分はほとんど

的に 10 番の交響曲を構想していたのか、この復元

ある。まるで上質の推理小説のようにおもしろい

断片しか残されていないからだ。しかし肝心なの

版からは正直見えない。旋律といい展開といい、

ことこの上ない一冊だ。一般的にはクック版に基

は、手付かずだったわけではなく、スケッチは完成

切れ切れの音楽の中からなんとかベートーヴェン

づ くラトル 指 揮 ベ ル リン ･ フィル 盤（ E M I

していたが散逸しどこかに眠っている可能性があ

を聴き取ろうしても、逃げて行く。素材が少なくて

TOCE55155）がおすすめだろうが、僕個猫として

る、ということだ。彼の死後これらの草稿は世界

無理があったんじゃないかなあ。僕が持っている

は踏み込んだオーケストレーションで聴かせるマ

中に散らばってしまった。完全復元のために、これ

の は モリス 指 揮 ロ ンドン 響 の 演 奏（ 英 I M P

ゼッティ第 1 版も気に入っている。スラトキン指揮

ら草稿の収集作業は現在も続いている。アーノン

PCD911 輸入盤）。オリジナルはたぶんもう入手

セントルイス交響楽団盤（RCA BVCC8136˜7）

クールはふたたび言う、あなたの自筆譜のコレク

不能、中古盤屋さんにたまにあるかも。雲をつか

あり。水戸室内管弦楽団を指揮したバルシャイも、

ションに、これらの断片が混ざっているかもしれな

む度★★★。

昨年自分の版を東京都交響楽団を指揮して披露

い、ぜひもう一度お調べください！と。校訂者コー

②作曲家破棄！ パターン／シベリウス：交響曲第

している
（僕は未聴）。とにかくこの曲は名曲。第

ルスはどんな些細な情報でも歓迎する、自分の元

８番；シベリウスは 1920 年代の半ばに〈交響曲第

1 楽章展開部の頂点に出てくる荘厳な不協和音

に送ってくれと言う
（CD ブックレット内に本人の住

7 番〉
〈タピオラ〉の深遠幽玄な傑作 2 曲を完成さ

の塊が大規模な終楽章の中盤に再度出現する瞬

所が記入されている。マジだ）。この作品は、まだ

せた後、死ぬまでの約 30 年、作品の発表をほぼ完

間の戦慄、そしてその後の浄化されるような展開

完成への余地があるのだ。完成してほしいぞ度★

全に絶つ。人呼んで「謎の沈黙」。まあ上記の 2 曲

といったら。マーラー自身の魂が昇天してゆく様

★★★★だ。もしかしたら、日本にもその手がか

を聴くと、
「行くところまで行った」感があるのは確

を見るようだ。未完成ながら傑作度★★★★。こ

りがあるかもしれない。なんと胸おどる話だろう

かだが、実はシベリウス、その後 1930 年代に〈第 8

のパターンではエルガーの交響曲第 3 番ペイン

か。主治医のヘラー博士にブルックナーがピアノで

番〉の交響曲を完成していたらしいのだ。しかし

補筆版というのもあり、これはシベリウス同様晩年

弾いて聴かせたという最後の「讃美の歌」を、聴い

総譜は厳しい自己批判によって暖炉にくべられ

沈黙状態に陥ったエルガーが BBC の委嘱を受け、

てみたいと思いませんか？いやあ、未完成って、本

（！）
、幻と化した。なんてもったいないことをした

最後の気力を振り絞って取り組んだが完成できな

当にわくわくさせてくれますなあ。次回はオペラで

んだ、
タイムトリップしてシベリウスの手から強奪し

かった草稿に基づく。僕はエルガーについてあま

〈トゥーランドット〉や〈ファウスト博士〉
、いやいやモ

たい度★★★★。ただこの曲の一部はある葬送

り詳しくないのでうかつなことは言えず、よって★

ーツァルトの〈レクイエム〉もあるぞ、ファリャの〈ア

音楽に流用されているという。生前破棄のパター

マークは省略します。ただしこの完成版、各所で

トランティダ〉はスクリャービンの〈神秘劇〉は、あ、

ンではチャイコーフスキイの交響曲第 7 番という

高い評価を受けた。ダニエル指揮ボーンマス交響

そうだバッハの〈フーガの技法〉も忘れちゃいけな

のがある。これは第 5 番と第 6 番の間に計画しな

楽団盤が入手し易い（ナクソス 8.554719 輸入

い、ああどうしようかなあ、うひ、うひ、うひひひひひ

がら挫折し、ピアノ協奏曲第 3 番などに素材が回

盤）。もう1 曲大物がある。ブルックナー：交響曲第

（註：この話題、編集部の判断によりこれにて強制

「未完成交響曲」をパターン別にご紹介します。

されたのをボガトリェフが再構成したもの。面白い

９番だ。晩年 4 年がかりで作曲に取り組みながら

部分もあるけど、途中で放棄した交響曲を他人に

第 3 楽章までしか完成できなかった超大作。従来、

完成された作曲者の気分を想像すると微妙度★

終楽章となる第 4 楽章は断片的にしか作曲され

★★。ヤルヴィ指揮ロンドン･フィル盤が入手し易い

なかったと言われてきたが、近年の研究でスケッチ

（シャンドス CHAN9130 輸入盤）。

的に完結）。

はほぼ完成しており、あとはオーケストレーション

③死によって心ならずも未完成！／マーラー：交

を残すのみという状態だったことがわかってきた。

響曲第１０番；これは有名ですね。9 番のジンクス

そこでブルックナーが書き上げた部分をもとにサ

（ベートーヴェン以降の大作曲家は交響曲を 9 番

マーレ＆マツッカ（およびフィリップス）版などの完

まで書くとみな死ぬという―シューベルト、
ドヴォジ

成版が作られており、これらはインバル指揮フラン

ャーク、ブルックナー、マーラー以降ではヴォーン・

クフルト放送響盤（テルデック WPCS6049）やア

ウィリアムス）に怯えたマーラーが、実質的な〈第 9

イヒホルン指揮リンツ･ブルックナー菅盤（カメラ

番〉を〈大地の歌〉という番外交響曲にして回避、

ータ 20CM275 〜 6）で聴くことができる。ただ

アーノンクール盤

(5)

information
■チケットに関するお問い合わせ
…水戸芸術館チケット予約センター／ 029-231-8000
営業時間／ 9：30〜18：00（月曜休館）
■公演内容や企画に関するお問い合わせ
…水戸芸術館音楽部門／ 029-227-8118
■【ATM 便り】毎月１回茨城新聞に不定期登場。
■ NHK-FM 水戸【FM 水戸アップデート】木曜日 18：15 頃〜 15 分ほど（不定期
登場）
。水戸周辺 83.2MHz、日立周辺 84.2MHz。

チケット・インフォメーション〈１２月６日（土）発売分〉

ＡＣＭ劇場
■子供たちのクリスマス 入場無料
□聖母幼稚園 １２／１０
（水）
［午前の部］
９
：
４５開演 ［午後の部］
１３
：
４５開演
□五軒・柳河・上大野幼稚園 １２／１６
（火）
１０
：
００開演
□愛恩幼稚園 １２／１７
（水）
１０
：
３０開演
■水戸医師会看護専門学院 クリスマスコンサート２００３
１２／１９
（金）
１４
：
００開演 入場無料
現代美術センター
■「ＹＥＳ オノ・ヨーコ」展
１０／２５
（土）〜１／１２
（月・祝）
９
：
３０〜１８
：
００
（入場は１７
：
３０まで）
休館日：月曜日 年末年始１２／２８
（日）〜１／３
（土）
入場料：一般￥８００ 前売・団体（２０名以上）￥６００ 中学生以下、
６５歳以上、
各種障害者手帳をお持ちの方は無料

◎ ATMアンサンブル第 19 回演奏会
生誕 150 周年記念−ヤナーチェク、生命の森の音楽−
2/1（日）18：00 開演 料金（全席指定）
：A席￥3,500 B 席￥2,500
ペア・チケット（A席50 組限定）￥6,000 ※水戸芸術館のみの発売です。
◎ちょっとお昼にクラシック3〈ピアノ・トリオの大旋風！〜世界を目指す若き才能〜〉
2/6（金）13：30 開演 料金（全席自由）
：￥1,200（ドリンク付）
※この演奏会では、託児サービスをご利用いただけます（定員 20 名）
。
◎現代音楽を楽しもう−XVII アンサンブル・ノマド
2/21（土）18：30開演 料金（全席指定）
：￥3,000
◎小杉武久コンサート〈メディア・ミックス〉
2/29（日）14：00開演 料金（全席自由）
：大人￥1,000 小・中・高生￥500
※ ATMアンサンブル第 19 回演奏会には、12 月 3 日（水）より友の会の先
行電話予約があります。

これからの演奏会・残席情報
〇…残席あり（２０席以上） △…残席わずか（２０席未満） ×…残席なし
ブロック 左右・裏…左右ブロックおよびステージ裏 補助…補助席

◎ミト・デラルコ 第 6 回演奏会 12/13（土）

中央…中央

…中央×、左右・裏○

◎クリスマス・プレゼント・コンサート 2003
12/23（火・祝）

…中央×、左右・裏△

◎ニュー・イヤー・コンサート 2004 1/5（月）

…中央×、左右・裏△

◎兼氏規雄 クラリネット・リサイタル

1/17（土）

◎畑中良輔の〈日本のうた〉セミナー 第 3 期 1/18（日）

…自由席○
…自由席○

※11/12（水）現在の状況です。
※公演当日に残券がある場合、開演 1 時間前より水戸芸術館チケットカウ
ンターでお得な 学生券を発売いたします。ご購入の際には学生証（記名
章）をお持ちください。公開セミナ−など、学生券のない公演もございます
ので、予めお問い合わせ下さい。
※固定席が売り切れ次第、補助席を販売いたします。

水戸芸術館の主な１２月のスケジュール
コンサートホールＡＴＭ
■アートタワーみとスターライトファンタジー 第８回 クリスマス・コンサート
１２／６
（土）
［午前の部］
１０
：
００開演 ［午後の部］
１４
：
００開演 入場無料
■ミト・デラルコ第６回演奏会−新ヴァイオリニスト、ソフィー・ジェントを迎えて−
１２／１３
（土）
１８
：
３０開演 料金（全席指定）
：Ａ席￥３，
０００ Ｂ席￥２，
０００
■水戸の街に響け！３００人の《第九》
１２／２１
（日）
１２
：
００開演／１３
：
３０開演（２回公演） 入場無料
会場：広場（悪天候の場合、
コンサートホールＡＴＭ）
■クリスマス・プレゼント・コンサート２００３
１２／２３
（火・祝）
１７
：
００開演 料金（全席指定）
：Ａ席￥３，
０００ Ｂ席￥２，
０００
エントランスホール
■パイプオルガン プロムナード・コンサート
１２／１４
（日）
１２
：
００／１３
：
３０ １２／２０
（土）
１３
：
３０／１５
：
００
１２／２７
（土）
１３
：
３０／１５
：
００
□〈クリスマス・スペシャル〉 １２／２４
（水）
１６
：
００／１８
：
００
バリトン：マイケル・ディーン・マクレイン 合唱指揮：斎藤由美子
第二高等学校コーラス部 オルガン：福冨由加里
入場無料 ※演奏は各回２０分程度です。

合唱：県立水戸

茨城の主な１２月の演奏会
◆佐川文庫
ＴＥＬ／０２９
（３０９）
５０２０
■佐川文庫サロンコンサート ヘルムート・ヴィンシャーマン指揮
ドイツ・バッハゾリステン 天羽明恵（ソプラノ） １２／１５
（月）
１８
：
００開演
◆常陽藝文センター
ＴＥＬ／０２９
（２３１）
６６１１
■ＩＢＡＲＡＫＩ ＭＵＳＩＣ ＡＣＡＤＥＭＹ第２回定期演奏会 １２／２１
（日）１５
：
００開演
（問）茨城音楽文化振興会事務局 ＴＥＬ／０２９
（２４７）
６０３６
◆茨城県民文化センター
ＴＥＬ／０２９
（２４１）
１１６６
■フィンランド・クリスマス・フェスティバル〜世界のクリスマスソング〜
１２／１４
（日）
１５
：
００開演
■カウント・ベイシー・オーケストラ ＳＷＩＮＧＩＮ ＪＡＺＺ ２００３
１２／１６
（火）
１８
：
３０開演
◆水戸市民会館
ＴＥＬ／０２９
（２２４）
７５２１
■茨城大学管弦楽団 第２９回定期演奏会 １２／２０
（土）
１８
：
００開演
（問）茨城大学管弦楽団 ＴＥＬ／０９０−６１８１−７９１４
■茨城大学混声合唱団 第５３回定期演奏会 １２／２１
（日）
１６
：
３０開演
（問）茨城大学混声合唱団 ＴＥＬ／０９０−４５９８−３１０１
■新ピアニスト協会３０周年記念コンサート「ショパン」 １２／２５
（木）
１８
：
００開演
（問）新ピアニスト協会 ＴＥＬ／０２９
（２５１）
４６９３
◆ひたちなか市文化会館
ＴＥＬ／０２９
（２７５）
１１２２
■クリスマス ゴスペル コンサート １２／６
（土）
１４
：
００開演
■ひたちなか市芸術祭／合唱祭 １２／７
（日）
１３
：
００開演
■水現２１第６回演奏会 １２／１２
（金）
１８
：
３０開演
■ひたちなか市芸術祭／ひたちなか市民吹奏楽団 ２０周年記念定期演奏会
ゲスト：長須与佳（琵琶・尺八奏者） １２／２１
（日）
１３
：
３０開演
◆日立シビックセンター
ＴＥＬ／０２９４
（２４）
７７１１
■日立交響楽団 第９７回定期演奏会 １２／７
（日）
１４
：
００開演
（問）日立製作所 桑原 ＴＥＬ／０２９４
（５５）
２２２６
■ケルト音楽紀行｣ 「ケルティック・クリスマス ｉ
ｎ ひたち」 １２／１７
（水）
１８
：
３０開演
◆大宮町文化センター・ロゼホール
ＴＥＬ／０２９５
（５３）
７２００
リ ン ク ス
（土）
１６
：
００開演
■ロゼ・クリスマスコンサート 「Ｌｙｎｘ」フルート四重奏 １２／１３
◆東海文化センター
ＴＥＬ／０２９
（２８２）
８５１１
■住民参加ミュージカル ｉ
ｎ 東海村 「夢に向かって！」
１２／１４
（日）
１１
：
００開演／１４
：
００開演（２回公演）
◆ノバホール
ＴＥＬ／０２９
（８５２）
５８８１
■矢部達哉 無伴奏ヴァイオリンリサイタル １２／６
（土）
１５
：
００開演
■第１４回オペラグループ・コローレロッソ公演
オペラ・ガラコンサートとスターバト・マーテル １２／１３
（土）
１８
：
００開演
■つくば舞台芸術フェスティバル２００３ ノバホール開館２０周年記念
クロノスクァルテット １２／２０
（土）
１６
：
００開演
■清水和音＆福田直樹ピアノデュオ クリスマスコンサート
１２／２５
（木）
１９
：
００開演
◆イル・ブリランテ（明野町中央公民館）
ＴＥＬ／０２９６
（５２）
５３３３
■新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会 １２／１４
（日）
１４
：
００開演
※「茨城の主な１１月の演奏会」についてのお詫びと訂正
前号インフォメーション欄、
ノバホール『オカリナオペラ「麦の音」
ｉ
ｎ 茨城』 公演のお問合
せ先電話番号が誤っていました。
正しくは 上遠野音楽事務所 ＴＥＬ／０３
（３５６８）
１６５６ です。関係者の皆様およびお客様に
ご迷惑をおかけしたことを、
ここにお詫びして訂正致します。
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