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東京藝術大学附属音楽高等学校を経て、同大学を卒業。
日
本音楽コンクール第2位及び増沢賞受賞。2007年より文化
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庁海外派遣員としてウィーン音楽演劇大学に留学。ARDミュ
ンヘン国際音楽コンクール第2位及び聴衆賞受賞。
ウィーン
国立歌劇場の契約団員を半年間務める一方、
ソリストとして、
数々のリサイタルや、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団や新
日本フィルハーモニー交響楽団など内外のオーケストラと共

＜休
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演。田中千香士レボリューションアンサンブル音楽監督･指揮
者。2013年度より神戸市室内合奏団コンサートマスター。

セレナーデ ホ長調 Op.22, B.52
Serenade Op.22, B.52

Moderato
Tempo di Valse
SCHERZO : Vivace
Larghetto
FINALE : Allegro vivace
2014年度 定期演奏会

1981年、神戸市によって設立された神戸市室内合奏団は、
実力派の弦楽器奏者たちによって組織され、神戸、大阪、東
京などを中心に、質の高いアンサンブル活動を30数年に亘
って展開している。弦楽合奏を主体としながらも、管楽器群
を加えた室内管弦楽団としての活動も活発で、バロックから
近現代までの幅広い演奏レパートリーのほか、埋もれた興味
深い作品も意欲的に取り上げてきた。
また、定期演奏会以外
にもクラシック音楽普及のための様々な公演活動を精力的
に行っている。
1998年、巨匠ゲルハルト・ボッセを音楽監督に迎えてから
の14年間で、演奏能力並びに芸術的水準は飛躍的な発展を
遂げ、日本を代表する室内合奏団へと成長した。毎年のシー
ズンプログラムは充実した内容の魅力あふれる選曲で各方
面からの注目を集め、説得力ある演奏は高い評価を受けて
いる。
内外の第一線で活躍するソリストたちとの共演も多く、
2011年3月の定期演奏会でのボッセ指揮によるJ.S.バッハ
「ブランデンブルク協奏曲全６曲」の名演はCDとしてリリー
スされている。
また、2011年9月にはドイツのヴェストファー
レンクラシックスからの招聘を受けてドイツ公演を行い、大
成功を収めている。2013年度からは、日本のアンサンブル
界を牽引する岡山潔が音楽監督に就任し、ボッセ前音楽監
督の高い理念を引き継ぎ、合奏団のさらなる音楽的発展を
目指して、新たな活動を開始した。

チェコとハンガリーの 3 人

2014 年 10 月 18 日（土）14：00 開演
神戸文化ホール

中ホール
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それぞれの時代から作品たちが語りかける…

■2014 年12月5日
（金） 19：00開演

神戸新聞 松方ホール

ハープ独奏：西山 まりえ／コンサートマスター：白井 圭

「バロックから古典派への転換期 オーストリアでは」
W V 281
G.Ch.ヴァーゲンザイル ハープ協奏曲 ヘ長調
交響曲 第6番 ニ長調 「朝」Hob.Ⅰ：6 ほか
F. J.ハイドン

■2015年３月11日
（水）19：00開演 神戸文化ホール 中ホール
14日
（土）14：00開演 紀尾井ホール（東京）
ヴァイオリン独奏：岡山 潔／指揮：石川 星太郎

「ドイツロマン派の響き シューマン、苦悩を越えて」
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 WoO 23
R.シューマン
交響曲 第2番 ハ長調 Op.61

ほか
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（大阪音楽大学教授・音楽学）
神戸市室内合奏団が自分たちの定期演奏会に設定するコンセプトはいつも極めて興味深い。しかも
その意図が音楽監督自らの言葉で明確に語られるのが素晴らしい。今回のテーマは「母語から湧き出
ずるもの チェコとハンガリーの３人」。周知のようにヨーロッパは、ほとんどの国が国境線という
一本の線で分かたれている。我が国のように海が他国との間を隔てていないため、実に容易に隣国や
他国へ行くことができる。しかしこのことは、逆に他国から常に浸食される危険性をはらんでいると
いうことでもある。実際、今日演奏される作曲家たちの出身国であるチェコやハンガリーは、他国の
強い影響下に置かれたり、他国の脅威にさらされたりするという苦難の歴史を歩んできた。しかしそ
れだけに国民たちが自分たちのアイデンティティーを強烈に意識する国でもあった。でなければ、自
分たちの存在そのものが、この世から消滅してしまいかねないからである。そしてそうした地には、
当然自分たちのアイデンティティーを強く意識する文化が生まれる。我々がヨーロッパの音楽の中で
も、チェコやハンガリーの音楽に、とりわけ強い民族性を感じるのは、彼らのそうした意識が強烈に
反映したものであったからである。
音楽は万国共通の言語であるなどということが、よくまことしやかに語られる。しかし万国共通の
言語というものが実際には存在しないように、実は音楽もまた国境を簡単に越えることはできないの
だ。音楽も言語と同じように強烈なローカリティーを持っている。アクセントが強く、拍節感の明瞭
なドイツの音楽は、まさに同じ性格を持つドイツ語からしか生まれ得なかったし、一種の浮遊感を持
った流麗なフランスの音楽は、言葉がリエゾンして流れていくフランス語そのものだ。もちろんカン
タービレに満ちたイタリアの音楽が、歌うようなイタリア語から生まれていることも言うまでもない。
そしてもちろんチェコやハンガリーの音楽も、当然それぞれの言語や、言語との結びつきが強烈な
民謡などから多くの影響を受けてきたことは間違いない。残念ながら、チェコ語やハンガリー語とい
った、我々にはなじみの薄い言語の在り方を理解することは容易ではないが、それぞれの音楽が持つ
独特の語り口は、彼らが日常話している母語や、そこから派生した様々なものからきているのだと言
うことを意識して聴くことによって、彼らの音楽が、単なる抽象的な音の連続ではなく、深い民族的
な意味を担っていることを感じることになろう。今日は3人の作曲家による優れて民族的な音楽が、
しかしそれが極まって普遍的な性格さえ獲得している音楽が、そのことをはっきりと示してくれるに
違いない。
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ヤナーチェクといえば、現在では、20 世紀の最も重要な、また独創的で魅力的なオペラを書いた
作曲家として評価される。ただ使用言語の難しさなどから、わが国ではなかなか上演の機会が得られ
ず、彼の名は、主としてその器楽作品を通じて知られてきた。例えば 2 つの弦楽四重奏曲やトランペッ
トを 12 本も使った《シンフォニエッタ》などを耳にされた方は少なくないだろう。彼の音楽は、一
時期ライプツィヒに留学していたこともあり、やはりドイツ音楽からの影響もなくはないが、むしろ
ブルノの聖歌隊にいた少年時代に教えを受けた、チェコ合唱音楽の巨匠クルシージュコフスキーなど
の影響が強く、早い時期から民族主義的な傾向を強く持っていた。それに、民族的なオペラを作曲す
る上でなくてはならない、人間の話し言葉の描く旋律曲線（発話旋律）の研究にも余念がなく、加え
て 31 歳からは、モラヴァの民謡と方言の収集家として知られたバルトシュの影響のもとに、モラヴァ
民謡の本格的な研究にも従事している。こうしたことから、彼の音楽がモラヴィアの民俗色を色濃く
漂わせるものとなったのは、当然の結果だったと言えよう。

今日演奏される《弦楽の為の組曲》は、ヤナーチェクが、1 年間のプラハ・オルガン学校での修業
を終え、1875 年にブルノに戻ったあと、教師や、修道院聖歌隊の指揮者、さらにはブルノ芸術協会
合唱団の指揮者として活動をしていた 1877 年（23 歳）に作曲されたものである。この時期に彼は演
奏会で、モーツァルトの《レクィエム》やドヴォルジャークの《弦楽セレナーデ》などを取り上げて
いるが、おそらくこれに触発されて、自身でも弦楽のための合奏曲をつくろうとの構想が湧いたのに
違いない。
後半に演奏されるドヴォルジャークの《弦楽セレナーデ》をお聴きになればお分かりのように、そ
れからの影響は確かに少なくない。バロック、古典派、ロマン派といった先立つ時代の様式を取り入
れながら、時にワーグナー風（第 2 楽章）、時にドヴォルジャーク風の音楽が展開されるが、23 歳の
作品だけにまだ技術的に物足りない点も散見される。ただ彼独自のものも顔をのぞかせており、
ヤナー
チェクの原点を聴ける意味で貴重な作品である。
作品は、ほとんどが 3 部形式で書かれた 6 つの楽章からなるが、初め各楽章には前奏曲、アルマンド、
サラバンド、スケルツォ、アリア、フィナーレという舞曲名がつけられたが、1926 年の出版に際し
て削除され、現在は速度標語のみが記されている。
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セレナーデ ホ長調 Op.22, B.52
Serenade Op.22, B.52

19世紀に作曲されたセレナーデの中で、ブラームスやチャイコフスキーのものと並んで、現在も最も高
い人気を誇るのがこのドヴォルジャークの《弦楽セレナーデ》である。セレナーデとは、例えばモーツァ
ルトの多くの作品に見られるように、主として野外で、何らかの祝宴や記念行事に際して演奏される機会
音楽であった。それゆえ同じような楽器編成を持ちながら、交響曲などと比べると軽めの性格を持ち、主
題を丁寧に展開したり、手厚い表現に重点を置いたりするよりも、響きの美しさや愉悦感といった感覚的
な面が重視されるものであった。19世紀になると、野外で演奏するとか、儀式や祝宴のために演奏すると
いう機会音楽的な性格は後退したが、もともと持っていた性格は継承され、上述の作曲家たちが、いかに
も耳に心地よい美しい作品を残した。
ドヴォルジャークの作品は、1875年、彼が34歳の時に、多くの作品を集中的に生み出した中の一つとし
て作曲された。実はこの年ドヴォルジャークは、才能はあるが経済的に苦しい若い芸術家に給付される、
オーストリア政府の国家奨学金の受賞者に選ばれたのだ。奨学金は、この頃の彼の収入に比べても破格の
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高額なもので、作曲活動を続ける上で、彼がどれだけ気持ちに余裕が出たかは想像に難くない。この作品
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る。

20世紀を代表する作曲家の中で、バルトークほど時代の波に翻弄され、大きな被害を受けた作曲家もい
ないのではないだろうか。第2次世界大戦の折、迫ってくるナチの恐怖から逃れるためにアメリカに移住し
たものの、彼の実力に見合った理解は得られず、まさに赤貧と病の中に、生活と作曲活動を続けることを
余儀なくされた。この「ディヴェルティメント」は、彼がアメリカに移住する1年前、つまり1939年に、
ヨーロッパに対する別れの歌として、惜別の念を込めて作曲されたものである。
こうした時代の危機的な状況の中、バルトークに救いの手を差し伸べたのがスイスのパウル・ザッヒャー

の、いかにも心を和ませる、落ち着いた美しい響きや音調は、この気持ちを素直に反映したものと思われ
曲は5つの楽章からなるが、最後の楽章が、変則的な一種のロンド・ソナタ形式をとる以外は、いずれ
も3部形式という、あまり肩の凝らない形式で書かれていることも、この作品に親しみやすさを増す要因
となっている。ともあれ、どの楽章のどの部分をとっても、ドヴォルジャークならではの、親しみを込め
て語りかけてくるような郷愁感に満ちた、民族的な美しい旋律が横溢しており、一度耳にすれば、どなた
もきっと彼の懐かしい故郷ボヘミアの風景の中に引き込まれるような感を持たれることだろう。

だった。彼は自身の山小屋をバルトークに提供したが、そこでしばしの休息を与えられたバルトークは、す
っかり萎えていた創作意欲を再び取り戻し、わずか半月という、考えられないような短期間で完成したのが
この「ディヴェルティメント」であった。1939年にいたる3年間は、バルトークの創作人生の中でも最も実
りの大きな時期だったが、この作品は、ヨーロッパでの活動を締めくくる作品として見過ごすことのできな

コンサートマスター
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第１ヴァイオリン

萩原 合歓

前川 友紀

谷口 朋子

幸田 さと子

石田 紗樹

第２ヴァイオリン

西尾 恵子

井上 隆平

黒江 郁子

中山 裕子

奥野 敬子

ヴィオラ

亀井 宏子

横井 和美

中島 悦子

木下 雄介

チェロ

伝田 正則

山本 彩子

田中 次郎

福富 祥子

コントラバス

長谷川 順子

河本 直樹

い重要な意味を担っている。初演は1940年6月、この作品を捧げられたザッヒャーとバーゼル室内管弦楽団
の手によって、バーゼルで行なわれている。
作品は、自由なソナタ形式による第1楽章、三部形式による第2楽章、長いコーダを有するロンド・ソナ
タ形式による第3楽章の3つの楽章からなるが、いずれも随所に民族的色彩がちりばめられた、バルトーク
の作品としては非常に親しみやすい、また分かりやすい音楽である。もちろん書法は非常に集約された緻
密さを持ち、形式も、基本的には古典的秩序を保ちながら、そこに斬新で自在な感覚が見事に盛られてお
り、バルトークの傑作のひとつに数えてもよいだろう。ソロと合奏を対比させる、バロック時代のコンチ
ェルト・グロッソを思わせる作り方も非常に効果的で、弦楽合奏をする団体にとって、なくてはならぬレ
パートリーの一つである。

小川 響子

