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＜プログラム＞
B.ブリテン：弦楽の為のエレジー
Benjamin Britten : Elegy for Strings

A.パヌフニク：ヴァイオリン協奏曲（1971年、メニューヒンによる委嘱作品）
Andrzej Panufnik : Violin Concerto
Ⅰ.

Rubato

Ⅱ.

Adagio

Ⅲ.

Vivace

＜休 憩＞

F.メンデルスゾーン=バルトルディ：シンフォニア 第１番 ハ長調 MWV N1
Felix Mendelssohn-Bartholdy : SinfoniaⅠC-dur MWV N1
Ⅰ.

Allegro

Ⅱ.

Andante

Ⅲ.

Allegro

B.ブリテン：フランク・ブリッジの主題による変奏曲 Op.10
Benjamin Britten : Variations on a Theme of Frank Bridge Op.10
Ⅰ.

Introduction and Theme

Ⅱ.

Variation 1: Adagio

Ⅲ.

Variation 2: March

Ⅳ.

Variation 3: Romance

Ⅴ.

Variation 4: Aria Italiana

Ⅵ.

Variation 5: Bourée Classique

Ⅶ.

Variation 6: Wiener Waltzer

Ⅷ.

Variation 7: Moto Perpetuo

Ⅸ.

Variation 8: Funeral March

Ⅹ.

Variation 9: Chant

Ⅺ.

Variation 10: Fugue and Finale

プログラム・ノート

中村 孝義
（大阪音楽大学名誉教授・音楽学）

芸術においては、独創性と言うことがよく言われる。確かに芸術行為においては、ただ先人の後を
なぞるだけのようなものは価値を認められない。その人ならではのもの、その人しか発想し得ないも
の、その時代ならではのものがそこに認められて初めて、その価値が評価される。しかしここで間違
ってはならないのが、そうした独自の発想に満ちたものも、決して無から生じたものではないと言う
ことだ。先人の業績をしっかりと学んだ後、初めてその前提の上に、新しい発想というものが生まれ
る。そうしたものを知らなければ、何が新しく独自であるかさえ分からないのだから。今年の神戸市
室内合奏団のコンセプト「時流を読むものー正統から独創を築き上げた人々ー」の意味は、まさにそ
こにある。
今回は、そうしたことを成し遂げた芸術家の中で、没後40年を迎えたブリテンと生誕100年を迎え
たメニューヒンに光を当て、彼らにまつわる作品が「戦争と弾圧」というタイトルの下に集められた。
今ではその認識も徐々に改められつつはあるが、かつてイギリスは、パーセル以来優れた作曲家を生
み出し得なかったと言われてきた。しかしそれを打破したのが、他でもない20世紀に登場したブリテ
ンその人であった。彼の名は、20世紀最大の傑作の一つと讃えられる「戦争レクィエム」一つをとっ
ても分かるように、戦争を忌み嫌い、良心的に兵役を忌避するほど強い反戦思想の持ち主であった
が、それを音楽で表現することを勧めたのが、彼の師であったブリッジであった。
一方、メンデルスゾーンやポーランドの作曲家パヌフニクが、政治的な弾圧の対象となったことは
知る人ぞ知るところである。メンデルスゾーンの父はハンブルクの裕福な銀行家であったが、差別を
受けるユダヤ人であることに悩んだ結果、家族に洗礼を受けさせ、ユダヤ教からルター派プロテスタ
ントに改宗している。にもかかわらず、彼を始めとするユダヤ人音楽家が、ナチス政権下においては
大きな迫害を受けたことも、忌わしい過去の記憶として残っている。そしてパヌフニクもまた、共産
主義政権下では当たり前であった体制宣伝としての作曲を忌避しイギリスに亡命したことから、母国
ではその作品の演奏や出版が長く禁止されるという弾圧を受けた。今回は、メニューヒンが彼に委嘱
したヴァイオリン協奏曲が取り上げられる。
音楽や芸術というものは、時に俗世を離れた別世界のようなものと思われることがあるが、生身の
人間が作り出すものである以上、彼が生きる同時代の様々なものから影響を受けざるを得ないもので
もある。その意味で、後世のものがそこから受け取れることも少なくない。今回は、音楽と、時代や
その精神との関わりを考える上でも貴重な機会となろう。

B.ブリテン(1913〜1976)：弦楽の為のエレジー
Benjamin Britten : Elegy for Strings

1913年生まれのブリテンにとって、その生涯はまさに戦争とともにあったといっても過言ではな
い。戦争のおぞましさは、結果的に幼いブリテンの心を深く傷つけ、彼の強い反戦思想へと繋がるこ
とになる。今日演奏される14歳の時に作曲された「弦楽のためのエレジー」に、そうした思想が顕著
に刻み込まれているというわけではないが、そのエレジー（悲歌）というタイトルには、ブリテンと
いう作曲家の原点のようなものが窺えなくもない。比較的最近の伝記的な資料でも触れられていない
この作品は、作曲者が14歳の時の1928年のイースター・ホリデーの1週間の間に、まさに音楽という
大海に船出していこうとした時に作られた記念すべき作品の一つである。ブリテンの最初のよく知ら
れた作品である「シンフォニエッタ作品１」に先立つ多くの原稿の中から発見された。この作品の作
曲後すぐから、彼はフランク・ブリッジについて作曲の勉強を始めており、師の指導を得て、来るべ
き時代に「戦争レクィエム」や「ねじの回転」などで開花する彼のすばらしい着想をもった音楽的才
能が、ここにはすでに暗示されている。タイトルに示された「悲歌」的な雰囲気よりも、むしろエネ
ルギッシュな力が横溢する作品で、若さゆえにタッチは少し粗いが、書法の点ではすでに熟練と豊か
さを示すなかなかの力作である。

A.パヌフニク(1914〜1991)：ヴァイオリン協奏曲
Andrzej Panufnik : Violin Concerto

パヌフニクといっても、わが国では未知に近い作曲家だが、1914年にワルシャワで生まれたポーラ
ンドの作曲家である。ウィーンやパリで研鑚を積んだ後、戦中、戦後とポーランドを代表する指揮
者、作曲家として活躍したが、1954年に政治的理由によりイギリスに亡命。その後はバーミンガム市
交響楽団の音楽監督を務めるなどしたが、次第に作曲に活動をシフトし、故郷ポーランドと関係の深
い作品を数多く世に送り出した。
今日演奏されるヴァイオリン協奏曲は、1971年に彼の友人であったメニューヒンからの委嘱によっ
て作曲された。パヌフニクにとっては、母が優秀なヴァイオリニストであったことや、父が弦楽器製
作者であったことからヴァイオリンという楽器には子供時代から親しみをもっていたため、作曲には
さほど時間はかからなかったようだ。この作品における彼の意図は、温かい表現を持つ楽器としての
ヴァイオリンを示すことにあったようで、実際に表現の深さやヴァイオリンの音の美しさが精一杯繰
り広げられており、その洗練された音の世界は、聴くものを魅惑せずには措かない。そしてそれはま
た父や母との子供時代の思い出に強く結びついていたようで、作曲はポーランドの雰囲気の詰まった
自分の過去への一種の巡礼の旅になったと、彼自身が後年語っている。
形式的には伝統的な３楽章形式をとるが、各楽章の内的構造はそれぞれ独自の方法で作られてい
る。パヌフニクがいうポーランドの雰囲気は、特に最後の楽章で、「オベレク」と呼ばれる民族舞曲
のリズムを使うことや、第2楽章の叙情的で愁いを帯びた表情で表現されている。1972年7月18日
に、ロンドン音楽祭の期間中にメニューヒンのヴァイオリンと作曲者の指揮で初演された。

F.メンデルスゾーン=バルトルディ(1809〜1847)：シンフォニア 第１番 ハ長調 MWV N1
Felix Mendelssohn-Bartholdy : SinfoniaⅠ C-dur MWV N1

普通メンデルスゾーンには5曲の交響曲があることが知られている。第１番をのぞいてどの曲も結構
な演奏頻度があり、初期ロマン派を代表する交響曲といっても過言ではない。これらは、メンデルス
ゾーンが25歳から43歳にかけての、まさに円熟した時期に作曲したものであった。しかし彼には、実
はこれらの交響曲の作曲以前に、「シンフォニア」と呼ばれる曲が13曲も存在している。これらは作
曲後長い間忘れられていたものであったが、1950年に東ベルリンの国立図書館で発見され日の目を見
ることになった。シンフォニアという術語も、日本語に訳せばもちろん交響曲なのだが、これらは弦
楽器のみで演奏されるもので、メンデルスゾーンの意識の中では、ウィーン古典派によって完成され
た交響曲をイメージするよりも、それ以前のイタリア風の序曲から派生したシンフォニアをイメージ
していたのではなかろうか。全13曲のうち第6番までは、彼がわずか12歳の時に作曲されたもので、
基本的には急緩急の3楽章構成からなっている。第1番から第4番までは、両端楽章がアレグロ、中間楽
章がアンダンテとなり、調構成も中間楽章が平行調をとる。
このハ長調をとる第1番では、基本的には大バッハやハイドン、モーツァルトなどからの影響も見ら
れない訳ではないが、第1楽章や第3楽章などでの表出的で劇的な曲調を考えると、彼が根ざす北ドイ
ツにおいて生み出されたC.P.E.バッハあたりのシンフォニアを念頭に置いていたといえるかもしれな
い。また第2楽章アンダンテでは、主部のイ短調によるメランコリックな音調と、イ長調による中間部
の爽やかに流れる音調が実に美しいコントラストを描いている。いずれにせよ、わずか12歳頃の手に
なるものとはとても思えない作品で、メンデルスゾーンの早熟ぶりを表す例の一つといえよう。

B.ブリテン：フランク・ブリッジの主題による変奏曲 Op.10
Benjamin Britten : Variations on a Theme of Frank Bridge Op.10

人間にとって出会いとは極めて重要である。どんな人と出会い、どんなものと出会うかが、その人
の一生を左右するといっても決して過言ではない。ブリテンは非常に早くから音楽に関心を示すと同
時に、並々ならぬ才能の持ち主であった。すでに音楽のレッスンを受けていたとはいえ、わずか10歳
の頃、彼はコンサートでブリッジが作曲した交響組曲「海」を聴いてショックを受ける。演奏会後ブ
リッジに会ったブリテンは、おそらくその感激を告白したに違いない。すぐにレッスンを受けること
にはならなかったが、3年後の13歳の時からブリッジにつき、本格的な作曲の勉強を始める。ブリッジ
もこの弟子の音楽的才能が特別であることをすぐさま認識し手厚い指導を行った。
この出会いこそがブリテンという類希な作曲家を生み出すことになる。その後約10年の修行を経て
その能力が評価され、1937年にあのザルツブルク音楽祭から作曲の委嘱を受けるが、そのとき作曲し
たのがこの弦楽オーケストラのための作品であった。そのスコアには「感動と賛美をもって、フラン
ク・ブリッジに捧ぐ」と献呈の辞が添えられているが、まさに二人の出会いと師弟の深い絆がこの作
品に結実したといってもよいだろう。
作品は序奏につづいてブリッジの「弦楽四重奏のための3つの田園曲」の第2番から採られた主題が
提示される《序奏と主題》に始まり、その後①アダージョ②行進曲③ロマンス④イタリア風アリア⑤
古典的なブレー⑥ウィンナ・ワルツ⑦無窮動⑧葬送行進曲⑨聖歌と名付けられた９つの変奏と、最後
にフーガとフィナーレが置かれている。どの変奏もブリテンの魅力的な着想と鮮やかな作曲技法が冴
える見事な音楽で、この作品をもって彼が一躍国際的な名声を得ることになったのも当然のことであ
った。

指揮

リューディガー・ボーン

ヴァイオリン

アレクサンダー・シトコヴェツキー

コンサートマスター

白井 圭

第1ヴァイオリン

前川 友紀

谷口 朋子

幸田 さと子

黒江 郁子

萩原 合歓

第2ヴァイオリン

西尾 恵子

井上 隆平

奥野 敬子

中山 裕子

二橋 洋子

山本 美樹子
ヴィオラ

亀井 宏子

横井 和美

中島 悦子

北村 聡至

チェロ

伝田 正則

田中 次郎

山本 彩子

池村 佳子

コントラバス

長谷川 順子

南出 信一

＜プロフィール＞
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䝖䝨䝔䝹䝤䝹䜽䞉䝣䜱䝹䝝䞊䝰䝙䞊㡪ᴦᅋ䚸䝻䜲䝲䝹䞉䝣䜱䝹䝝䞊䝰䝙䞊⟶ᘻᴦᅋ➼䛸₇ዌ䛩䜛䚹᪥ᮏ䛷䛾
༠ዌ᭤₇ዌ䛿㻞㻜㻜㻣ᖺ䛾⚄ᡞᕷᐊෆྜዌᅋ䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ䛾ㄞ᪥ᮏ㡪ᴦᅋ䛻⥆䛝㻟ᅇ┠䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻䝧
䝹䝸䞁䞉䝁䞁䝏䜵䝹䝖䝝䜴䝇⟶ᘻᴦᅋ䛸₇ዌ䛧䛯㻭㻚䝟䝚䝣䝙䜽䛾䞂䜯䜲䜸䝸䞁༠ዌ᭤䛿㻯㻼㻻㻌 䛛䜙㻯㻰䛜䝸䝸䞊䝇
䛥䜜䛶䛚䜚䚸䝅䞊䝈䞁䛿ྠ᭤䛷䝜䝹䜴䜵䞊ᐊෆ⟶ᘻᴦᅋ䜔䝸䜺䞉䝅䞁䝣䜷䝙䜶䝑䝍➼䛸䜒ඹ₇䛩䜛䚹䚷
䚷ᐊෆᴦ䛾₇ዌάື䛻䜒✚ᴟⓗ䛷䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ䛂䝥䝺䝭䜸䞉䝖䝸䜸䞉䝕䜱䞉䝖䝸䜶䝇䝔ᅜ㝿ᐊෆᴦ䝁䞁䜽䞊䝹䛃䠄ఀ䠅䛷ඃ䛧䚸䝸䞁䜹䞊䞁䞉䝉䞁䝍䞊
䠄⡿䠅䛾䇾㻸㼕㼚㼏㼛㼘㼚㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞㻌㻱㼙㼑㼞㼓㼕㼚㼓㻌㻭㼞㼠㼕㼟㼠㻌㻭㼣㼍㼞㼐㼟㻌㻞㻜㻝㻢䇿䛻㑅ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䜋䛛䚸䝴䝸䜰䞉䝣䜱䝑䝅䝱䞊䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛺䛹䛻䜒ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹
䜎䛯㻞㻜㻝㻝ᖺ䛻䛿䝅䝖䝁䞂䜵䝒䜻䞊䞉䝖䝸䜸䜢⤖ᡂ䛧䚸㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻䛿㻮㻵㻿䝺䝁䞊䝗䛛䜙䝕䝡䝳䞊䜰䝹䝞䝮䛜䝸䝸䞊䝇䛥䜜䛯䚹䝢䜰䝜䛾䜴䞊䞉䝏䜵䞁
䛻ຍ䛘䚸㻞㻜㻝㻢ᖺኟ䜘䜚䝏䜵䝻䛻▼ᆏᅋ༑㑻䜢㏄䛘䛶᪂䛯䛺䝇䝍䞊䝖䜢ษ䜛䚹䜎䛯䝢䜰䝜ᅄ㔜ዌᅋ䛂䜰䞁䝃䞁䝤䝹䞉䝷䝻䛃䛾䝯䞁䝞䞊䛸䛧䛶
㻞㻜㻜㻣ᖺ䜘䜚ẖᖺ᮶᪥䛧䚸䝦䞊䝕䞁䝪䝹䜽䞉┤ᶞ䛜㡢ᴦ㢳ၥ䜢ົ䜑䜛⚄ᡞᅜ㝿ⱁ⾡⚍䛺䛹䛻ฟ₇䛧䛶䛔䜛䚹ⱥᅜᅾఫ䚹
බᘧ㻴㻼䚷㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼘㼑㼤㼍㼚㼐㼑㼞㼟㼕㼠㼗㼛㼢㼑㼠㼟㼗㼥㻚㼏㼛㼙㻛

神戸市室内合奏団

Kobe City Chamber Orchestra
䚷㻝㻥㻤㻝ᖺ䚸⚄ᡞᕷ䛻䜘䛳䛶タ❧䛥䜜䛯⚄ᡞᕷᐊෆྜዌᅋ䛿䚸ᐇຊὴ䛾ᘻᴦჾዌ⪅䛯䛱
䛻䜘䛳䛶⤌⧊䛥䜜䚸⚄ᡞ䚸㜰䚸ᮾி䛺䛹䜢୰ᚰ䛻䚸㉁䛾㧗䛔䜰䞁䝃䞁䝤䝹άື䜢㻟㻜ᩘᖺ
䛻ர䛳䛶ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚹ᘻᴦྜዌ䜢య䛸䛧䛺䛜䜙䜒䚸⟶ᴦჾ⩌䜢ຍ䛘䛯ᐊෆ⟶ᘻᴦᅋ䛸
䛧䛶䛾άື䜒άⓎ䛷䚸䝞䝻䝑䜽䛛䜙㏆⌧௦䜎䛷䛾ᖜᗈ䛔₇ዌ䝺䝟䞊䝖䝸䞊䛾䜋䛛䚸ᇙ䜒䜜
䛯⯆῝䛔సရ䜒ពḧⓗ䛻ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䛝䛯䚹䜎䛯ᐃᮇ₇ዌ௨እ䛻䜒䜽䝷䝅䝑䜽㡢ᴦᬑ
ཬ䛾䛯䜑䛾ᵝ䚻䛺බ₇άື䜢⢭ຊⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䚷㻝㻥㻥㻤ᖺ䚸ᕧᨾ䝀䝹䝝䝹䝖䞉䝪䝑䝉䜢㡢ᴦ┘╩䛻㏄䛘䛶䛛䜙䛾㻝㻠ᖺ㛫䛷₇ዌ⬟ຊ୪䜃
䛻ⱁ⾡ⓗỈ‽䛿㣕㌍ⓗ䛺Ⓨᒎ䜢㐙䛢䚸᪥ᮏ䜢௦⾲䛩䜛ᐊෆྜዌᅋ䜈䛸ᡂ㛗䛧䛯䚹ẖᖺ
䛾䝅䞊䝈䞁䝥䝻䜾䝷䝮䛿ᐇ䛧䛯ෆᐜ䛾㨩ຊ䛒䜅䜜䜛㑅᭤䛷ྛ᪉㠃䛛䜙䛾ὀ┠䜢㞟䜑䚸ㄝᚓຊ䛒䜛₇ዌ䛿㧗䛔ホ౯䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䚹
䚷ෆእ䛾➨୍⥺䛷ά㌍䛩䜛䝋䝸䝇䝖䛯䛱䛸䛾ඹ₇䜒ከ䛟䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᐃᮇ₇ዌ䛷䛾䝪䝑䝉ᣦ䛻䜘䜛㻶㻚㻿㻚䝞䝑䝝䛂䝤䝷䞁䝕䞁䝤䝹䜽༠
ዌ᭤㻢᭤䛃䛾ྡ₇䛾䜋䛛䚸䝯䞁䝕䝹䝇䝌䞊䞁䛂➨୕㡪᭤䝇䝁䝑䝖䝷䞁䝗䛃䚸䝧䞊䝖䞊䞂䜵䞁䛂➨ᅄ㡪᭤䛃䛺䛹䛜㻯㻰䚸㻸㻼䛸䛧䛶䝸䝸䞊䝇䛥
䜜䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻥᭶䛻䛿䝗䜲䝒䛾䞂䜵䝇䝖䝣䜯䞊䝺䞁䜽䝷䝅䝑䜽䝇䛛䜙䛾ᣍ⪸䜢ཷ䛡䛶䝗䜲䝒බ₇䜢⾜䛔䚸ᡂຌ䜢䜑䛶䛔䜛䚹
㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ䛛䜙䛿䚸᪥ᮏ䛾䜰䞁䝃䞁䝤䝹⏺䜢≌ᘬ䛩䜛ᒸᒣ₩䛜㡢ᴦ┘╩䛻ᑵ௵䛧䚸䝪䝑䝉๓㡢ᴦ┘╩䛾㧗䛔⌮ᛕ䜢ᘬ䛝⥅䛞䚸ྜዌᅋ䛾
䛥䜙䛺䜛㡢ᴦⓗⓎᒎ䜢┠ᣦ䛧䛶䚸᪂䛯䛺άື䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚹

㼴㻿㼡㼟㼍㼚㼚㼑㻌㻰㼕㼑㼟㼚㼑㼞

指揮 リューディガー・ボーン Rüdiger BOHN

