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セルゲイ・プロコフィエフ

交響曲第７番ヴァイオリン協奏曲第１番
独奏田野倉雅秋

バレエ音楽｢ロメオとジュリエット｣抜粋
語り光枝明彦
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水ｊｉ４交稗楽|､jl巡消委興長

袖松降治

戸
一

本口はお忙しいI|I、私ども水星交枠楽I,jｌ（略称：水響）の演奏会に

ご来場いただき、誠にありがとうございます。

さて、今回は２０世紀ロシア・ソビエトの作曲家プロコフイエフに

焦点をあてたプログラムです｡プロコフィエフは､音楽の授業では｢ピー

ターと狼」の作IllI者として、侍さまも一度はその名前を耳にされたこ

とがあると思いますが、火は、クラシックの淡奏会でも、意外に取り

上げられる機会が少ないように感じます。むしろ、一般的には、本日

も演奏する「ロメオとジュリエット」あるいは「シンデレラ」といっ

た曲を、バレエ上演の際に聴かれることが多いのではないでしょうか。

もちろん、バレエ冴楽は彼の棚めて咽喋なレパートリーであることは

言うまでもないのですが、このほかにも、７１''1の交紳lHIや彼自身が名

手の誉れ高かった５曲のピアノ|茄奏'111や、ヴァイオリンやチェロのた

めの協奏曲など、ソリストはもちろん、オーケストラにとっても非常

に取り組みがいのある名曲を数多く残しております。

そこで今回は、彼の代表的なオーケストラレパートリーとして、バ

レエ音楽・協奏曲・交響Illlの各分野からlIllIずつ、しかも、作品年代

としても､初期（ヴァイオリン協奏曲)･Ｉｌ,1期（ロメオとジュリエット)．

そして後期（交響曲第７番）に分けておIillけすることと致しました。

ロシア革命前と直後、そして亡命からソビエトに復附し、さらにソビ

エトでの音楽に対･する容赦ない統制を経て、彼の作風は一見大きく変

貌していきますが、そこに底流するものは意外に変わっていないよう

に私には思えますが、皆さまはどのように感じ取られるでしょうか。

また、今回は、豪華ゲストをお招きしての演奏会となりました。ヴァ

イオリン協奏曲での田野倉雅秋さんとは、２００６年３月にバーバーの

コンチェルト以来の共演になります｡広‘';‘li交群楽卜jlコンサートマスター

としてご多忙なおり、何度もI･'1立の練習場所にお越しいただき、オケ

プレイヤーとして非常に勉強になるご指導をいただきました。また、

ロメオとジュリエットで語りをお願いする光枝Iﾘl彦さんは、劇団阿季

での名舞台を挙げるまでもない名優で、その語りのあまりの素晴らし

さに、練習時に自分の川訴を忘れてしまう|､jl型が多数でてしまうほど

でした。お二人に伍してなどとはおこがましすぎますが、本Ｈは岡員

一同、お二人の情熱に負けないよう粘一杯淡奏させていただきます。

最後に、個人的な話で大変恐縮なのですが、尖を言いますと、プロ

コフィエフは私個人としても「命」の作'''1家のひとりでして、水響初

の敵独作曲家プログラム（マーラーを除く）で彼を取り上げられて、

無上の喜びを感じております。「乾いた叙情」とでもいうべき彼独特の

世界を、一人でも多くの皆さまにご理解いただければと思います。

ぜひごゆっくりとお楽しみください。

『
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ベートーヴェンなど時

２００８年の４０回記念定期では愛知県芸術劇場とすみだトリフオニーホールで「春の祭典」「

昨年２５周年を迎え、常任指揮者・酉:藤氏が選曲した「家庭交響曲」などを特別プログラムと

ご挨拶

気あふれる演奏で聴衆の感動を誘う。

､に結成。マーラーはもちろん､バーンスタイン､ラヴェル､ウオルトン、管弦楽団出身者を中ノ

テ代を超えた名曲の熱
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本日のプログラム
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セルゲイ。プロコフィエフ

交響曲第７番(約40分）

SymphonyNo､７，op､１３１

Ⅲ

ヴァイオリン協奏曲第１番(約22分）

‘ViolinConcertoNo､１，oｐｌ９ｄ

．
『

．，′”バレエ音楽「ロメオとジュリエット」抜粋(約５コ

４分）

、RomeoandJuliet,op､64,Balletexerpt
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京都大学にて音楽学を、国際基督教大学大学院にて美術史学を

研究。この間、指揮法を尾高忠明、田中一嘉、円光寺雅彦の各氏

に師事。１９８１年には京都大学交響楽団と２週間に渡り、ドイツ、

オーストリアにて演奏旅行を行い、ザルツブルグ音楽祭などにて

指揮。′８２年には関西二期会室内オペラ・シリーズ第９回公演、

ブリテン作曲「ねじの回転」（関西初演）の副指揮者を務める。

１９８４年に水星交響楽団の常任指揮者に就任。水星交響楽団、

オルフ祝祭合唱団との共催で、佐多達枝振り付けのバレエ「カル

ミナ・ブラーナ」（'95年、東京文化会館)、「ダフニスとクロエ」（'９９

年、新宿文化センター）を指揮した。その後、「カルミナ・ブラー

ナ」のバレエ公演では、神奈川フィル、東京シティ・フィルも指揮

した。２００５年には､同曲を含むオルフの「トリオンフイ」３部作（４

台のピアノと打楽器）を指揮している。

明治学院大学文学部芸術学科教授。また、著書に「往還する視

線１４－１７世紀ヨーロッパ絵画におけ

芸社)、｢振っても書いてもしょせん酔狂」

る視線の現象学」

(水響興満新報社）

色



劇団青年座を経て劇団四季に入団。圧倒的な歌

唱力とコメディーセンスを持ち合わせた卓越した演

技力で３０年余にわたり、四季の主要キャストとし

て活躍し、「ジーザス･クライスト＝スーパースター」
｢キャッツ」「アスペクツ・オブ・ラブ」などに日

本のミュージカルに名を残す名作に数多く出演し
た。2006年の退団後は「ウーマン･イン･ホワイト」

｢ドラキュラ伝説」「アイーダ」「グレイ・ガーデン

ズ」など話題のミュージカルに出演している。アル

バム「DreamWithMe」やライブなど音楽活

動も好評だ。

・マス
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雅秋(たのくらまさあき）

東京雲大附属音楽高校を経て、東京雲術大学

に進学。スカラシップを得てニューヨークのジュ

リアード音楽院へ留学、学士号を取得。その後、

平成１２年度文化庁派遣芸術家在外研修員として

研修を行った。

これまでにアスペン音楽祭、モスクワ・コンセ

ルバトリア・マスターコース・イン・ジャパン、

京都フランス音楽アカデミーに参加している他、

1995年日本音楽コンクール第２位、第６回カー

ル・ニールセン国際ヴァイオリンコンクール優勝

ほか、数多くの著名コンクールで優勝、上位入

賞を果たしている。また、渡避一正指揮日本フィ

ルハーモニー交響楽団、大友直人指揮Ｎ響団友

オーケストラ等、国内有数のオーケストラとの共

演しており、２００１年にはヤン・ワーグナー指揮

オーデンセ交響楽団とコルンゴールドのヴァイオ

リン協奏曲のデンマーク初演を飾り、２００４年に

はプラハ市で開催された国際音楽祭ヤング・プ

ラハにソリストとして招かれ、チェコ国民劇場管

山野倉

とジュリエット」語り手

明彦(みつえだあきひこ）

弦楽団と共演するなど、各方面かＥ

いる。

現在、広島交響楽団のコンサート

エリザベト音楽大学准教授。

ら好評を得て

｢ロメオ

光枝

一橋大の前身の東京商大出身なんです

｢自分の学校は一番だ」と言われ

光枝さんより淡奏会に寄せて
僕は何をやるにも緊張するんですけど､オーケス

トラに合わせてナレーションをするのは初めて。特

に緊張していますも稽古をやる中で自分なりの語り
を作っていきたいですね。

シェークスピア作品では、「ロメオとジュリエット」

では大公役、「ハムレット」ではクローディアス役
をやったことがありますも素晴らしい原作ですから、

語りで汚さないようにしたい。説明と原作のセリフ

の部分をうまく仕分けてやりたいですね。

プロコフィエフの音楽も素晴らしいですもロメオ

とジュリエットがその中に生きているみたい。僕の

語りも作品の中に参加出来るレベルまでに持って

行きたいですね。

今回の共演は不思議な縁を感じてし

４



められた不協和音がその魅力
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ピアノの名手でもあったため卒業演奏会では

r

水星交響楽団第44回定期演奏会Ｉ

予想を裏切る、時に奇妙とも呼べるような特徴的

な旋律は非常に感情的で、バレエ音楽においては

踊りが無くても情景や心情が即解できるほどに雄弁

です。

「ロメオとジュリエット」における「騎士達の踊り」

では舞踏会の場面であるにも関わらずワルツ形式

ですらありません。四拍子の重厚な音楽が流れる

ことで聴衆は一瞬にしてキャピレット家の尊大さや

内角|うり面の厳格さ、そしてモンタギューに歩み寄る

ことなど考えもしないであろう冷徹さを感じ取ること

が出来ますｂ

またタイボルトと戦うロメオの場面。ロメオは親

友マキューシオを殺された復讐心に囚われている

筈なのに、その音楽は激しいながらも軽快で明る

ささえ感じます６働突や憤怒よりも決闘による興奮

と高揚を連想させ、その後に続く葬列の悲劇性も

相侯ってロメオの若さ故の軽率さを噸笑しているか

のようです。

向作のピアノ協奏曲第１番を演奏してアント

コフイエフのロ

の時期の作品は実験的な試みを多く取り入

Ⅱ三つのオレンジへの恋」

私がセルゲイ°プロコフィエフの音楽を

初めて強く意識したのは１４歳の時でした。

b罷誕３－とX、≦…２，a色旦も埴､迅昌空く､SこＳｍ･巳､、藍や，舎心寺､&ごいく､略bふぐ、Ｅｂ＜、烏よいべﾐ噌ｭﾆ園丙匡瀧､当戸弐『>２Kど閏ご可ＳＬｇ－寺電くさ一こ雨、号齢へニーぐ、●白ぐ、､＞ぐ●守寺、､ユペ画●宅押＜幹迫ざ、誤昌世ぺ、詠昌＝令ご承ご凸＜強謹

「ロメオとジュリエット」のバレエでその音楽に触れ、複雑

な和音の上に流れる情緒豊かな旋律の美しさに感動しました。

会場は近所の公民館で、音楽も録音テープという舞台でした

が、その音楽の素晴らしさを知るには｜-分で、私と友人は感

動の余り号泣しながら帰路に着きました。

必夙

ａ

β度
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ン。ルビンシテイン賞を受賞していますろこ

r(包含多>く＝

このように豊かな音楽性をもつプロコフィエフの

音楽は、彼が身を置いていた環境により大きく三

つに分類することが出来ます。

１１．帝政ロシア時代（～２６歳)、

れ、現代的な響きを残していますも

プロコフィエフの音楽は明‘快なリズムとロシアら

ところどころに散りば

を際立たせています。

１３歳～２３歳までをサンクトペテルブルク
しい豊かな叙情性で彩られ、

音楽院で過ごし、作曲・ピアノを学びました。

ピアノ協奏曲第３番

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇Ｃ●◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ＯＣ◇○◇◇ｃｃ◇◇●&◇◇◇◇◇◇○◇◇

代表作

ロアラとロリー（スキタイ組曲)」

望郷の念を募らせ、リ滞同を決意します。

交群''''第一番「古典交響'''1」

ヴァイオリン協奏曲第１審等

い海外生活を送ります。活動は主に自作IMIの

◇◇◇◇く｡◇◇◇◇◇◇◇◇画◇◇◇◇◇◇◇◇･く●◇◇。◇。◇◇◇◇Ｃ◇<>◇◇◇◇<×>◇◇◇Ｃ

代表作

ピアノ協奏IMI第１番

第２希

ロシア蕊命を期にアメリカやパリで２０年近

ピアニストとしてのものでした。やがて彼は

(２．海外生活時期（２７歳～４３歳)，

自由で発展的な環境での創作活動を求め



ピアノソナタ６器～８帝（戦争ソナタ）

Ⅱ戦ｲﾄと､1部Ⅲ

象に晒されますｂ批判の対象となった作lMI家たち

は社会的制約を受け、中には「蒸発」したまま行

方が分からなくなった者も居ましたが、それでも彼

らは制限された中で砿極的に自LL表現を行ってい

きますｂ作品を発表しては批判され、時には迎合

しながら両:び作品を発表してという繰り返しの''1で

｢社会主義リアリズム」が確立していきました。

ソヴィエト時期(４３歳～６２歳)〕

３歳の時に社会･腹護となったソヴィエト４

へ正式に州｢I;Ｉします。しかしスターリン政権

に翻弄され、音楽的新天地を求めたプロコ

フィエフは反対に多くの制約を受けることと

なりますt，

《
ロ

◇◇◇。◇◇◇Ｃ則･◇臆◇Ｃ◇。。◇Ｏ◇Cゆ◇◇ＣＣＣＣ◇･ＣＣＣ◇Ｃ◇◇◇◇◇◇◇･ＯＣＣ◇

代表作
当時の西欧諸国における流行はいわゆる「現代

音楽」であり、斬新さや急進的であることが求めら

れていたため晩年のプロコフィエフの作'1,11,は決して

高い評価を得ていなかったようですｂしかし皮肉な

ことに、後年、名作と呼ばれる彼の作I1ii'１の多くはこ

の時期に作られたものでした。

シンプルさを求められたことにより、快活なリズ

ム、旋律の美しさ、和音が作り川す独特な|Ⅱ:界観

という彼の個性がより際立ち、その↑』f楽1ｌｉを確'1K

させていったとも言えます。

生命の危機のI-l1で作り上げた汗楽は必ずしも彼

が真に追い求めたものではなかったのかもしれま

せん。しかしⅦ1時の社会的背蛙が関ノルない今川

においても尚、彼の作,1111,は確かに「人氏が即解し

やすく受け入れやすい」ものであり続けています。

そうしてその音楽は世界の人々を魅｣'し続けてお

り、数十年を経た遠い異国の地で１４歳の少女た

ちを感動の涙に暮れさせたのですｂ

（Ｍ）

交科Illl第５蒋～第７霧

バレエ畜楽「ロメオとジュリエット’

｢シンデレラー

ﾛｲ･『の花」

Ｉ

｢ピーターと狼一

｢アレクサンドル・ネフスキーー

_塁

〔胃］

』

締まられ、教育や思想、些術も厳しく制約されてい

ました。音楽は全てIKIの監視下に慨かれ検閲され、

許可が下りなければ淡奏する機会すら得られませ

んでした。

１９４８年には「ジダーノフ批判」が始まります。

この芸術統制は集会や会談、マスコミ等で大々的

に告知され、無調や不協和音という現代的で自由

な表現は批判され、和音と旋律、氏族音楽や古典

作品といった伝統を継承していくことが強要されま

した。

多くの作'111家と共にプロコフィエフもまたこの対

Ｅ

猟
》

｜
■

■

■ー▲■守伊

Ｉ
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交響曲第７番

７

r身

水星交響楽団第４４回定期演奏会
r

1Ａ
1

SymphonyNo､７，op､１３１

伽圏紹介Ｉ

まずは、第二次世界大戦の戦中・戦後の混乱。

５０代にて発症した心臓病の悪化による諸活動のド

クターストップも作曲ですら１日３０分までに制限

されますも次に、最初の妻との離婚。この後、こ

のスペイン生まれの彼女は、ＫＧＢに逮捕され、シ

ベリア送り（オケ面がよく音をはずした時に言われ

るものでなく、本物の）となり、プロコフイエフの

死後まで解放されないこととなります（その真相に

はまだ謎もあるようですが)。

そして、戦後の独裁者スターリン政権下で社会

主義リアリズムを求められる中での行動の制約。

成果を自ら批判させられるジダーノフ批判という芸

術での言論統制等もありました。交響曲第７番の

前に書いた第６番についても、「形式主義的傾向」

という言葉で呼ばれる、労働者にとって難しい曲で

ありソヴィエトにそぐわない曲としてレッテルを貼ら

れ、政権より猛烈な非難を受けました。また、そ

の他の曲についても、演奏の禁止等の描置をとら

れ、収入を絶たれることによって、生活も困窮しま

した。

ただし、唯一の例外が、国民から異常なまでに

人気があったために禁止することができなかった、

｢ロメオとジュリエット｜でした。

このような苦難の晩年の中で作曲されたのが、

プロコフィエフ最後の交響曲、第７番でした。プロ

コフイエフが１９５２年、６１歳の時の作品です。こ

の曲の初演演奏会が、人生最後の演奏会への州

席であったといわれています。そして彼は、翌年の

1953年３月５口、鬼籍に入ることになりますｂ命

日がヨシフ・スターリンと同年同月同'－１であり、い

わゆる「雪どけ」時に、もう一度活躍できなかった

のも、非常に皮肉なものでした。この口は、スター

凶必{■

Ｉ

プロコフィエフの老年期は、

年の悲劇と

「青春｣ヘの想い

リンへの追悼で街中がごった返し、友人のカバレフ

スキーがなかなかたどり着けず、葬式のための献

花のための花も確保もできなかったとのことです６

さて､この交饗曲は､ラジオ局からの依頼でソヴィ

エトのピオネール(青少年)向けに書いた曲ゆえに、

｢青春」交響曲と呼ばれています。本人もその主

旨のことを言っていますｂ西側諸国等の批評家等

からは、懐古主義的等という批判もありました。ス

ターリン政権下、社会主義リアリズムを実現すると

いう政治的圧ﾉJから、平易でわかりやすい作品を

求められたことがそのひとつの理由でしょう。

芸術的水準を保持しつつ平易でわかりやすい曲

を作曲するというのは、もちろん難度が高いもの

であり、プロコフイエフのその才能と技量がうかが

いしれるところです。この曲以外でもピーターと狼

等が想起されるでしょうか。また、晩年の難儀の

中、様々な波乱ﾉ丈の過去が走蛎灯のように浮か

び上がり、このような曲想になったとも考えられま

すｂ若い頃は相》Iｲの自信過剰気味だったのですが、

この頃は、自分の家の電話番号ですら思い出せず〈

弱気になって泣き出した、との逸話もあります。実

際、演奏してみても、若い人から見た青春というよ

りは、青春時代を振り返っているという感覚が湧き

上がってきます。

初演は、ソヴィエト国内でもアメリカでも大好評

でした。またこの曲は、同家からもレーニン賞の称

呼を受け、国からも評価されることになりますｂた

だし､それは死後５年を経過してからのことでした。

苦難の連続でした。

戦中・戦後の混乱。



第４楽章

ヴィヴァーチェ、複合３部形式。満者の快活さ

がそのまま表現されているような活き活きとした曲

です。最後は第１楽噸のはるか遠くを思い出すよ

うなテーマヘ戻り、淡く消えゆく夢のようにIlllは終

わります。

［
Ｐ
。

第２楽章

練習後の宴会の場、最初は「マスター!生ビールね」

くらいで、始まりますｂ部屋を遮る扉もまだありません

でした。みんなが集まって来て、ちょっとテンポが速く

なったところで乾杯があり、盛り上がりが始まります。

いろいろなメンバーがいますｂ美しき弦楽器弾き、軽

いノリの木管メンバー、途中で乱入して来るちょっと道

化役の○～さん…ちょっと悩ましい話、噂話、笑い声、

あの曲やろう、この曲やろう…

==窪琴壱＝垂二罰三秀垂≦衿

=g＝≦ご＝君＝

青春交稗曲は、４楽章構成になっていますも

第１楽章

モデラート。もの愛いロシア民謡のような第１１；

題と、胸からあふれるばかりの希望を抱いていた

青春時代の思い出が湧き上がってくるような第２

主題からなるソナタ形式の|M1です６

第３楽章

アンダンテ・エスプレッシーヴオ。ゆっくりともの

思いながら歩いているような簡潔な間奏IMIです。

第２楽章

アレグレット。チャイコフスキーにも後期の交禅ＩＩｌｌ

の途中にワルツ(風）の楽章がありますが、そのよ

うな流れもあるのでしょうか。シンデレラを蛎頭とす

るプロコフィエフのお得意芸バレエの一場而を想起

させるようなワルツです｡時折、３つのオレンジへ

の恋を祐桃とさせるような、道化も乱入してきます６

第１楽章

思い出の時は学生時代も終わりの頃（元号は昭和

から平成になるくらいの頃)、曲は深い木々に囲まれ

た|日東校舎裏の部室（もちろん木造）の夕暮れを思い

出させるような、物憂げな第１主題のメロディーから

始まりますも

校内は桜の木なども多く、市民の憩いの場でもあり

ました。天気のよい時にははるか遠く、山々も眺め見

ることができました。もの思いにふけるふちに、だん

だんと、，懐かしさと感動が胸にこみ上げてきます（バ

イオリンの第２主題)。ホルンやトロンボーンの合いの

手により、その想いがさらに広がります６時に烏の声

なども聞こえます（木管楽器)。いろいろなことが回想

されるうちに、舞台となった、夏はもちろん冷房もな

く暑く、冬は隙間風が入り、ストーブの周りに自然と人

の輪ができた部室に再度思いを馳せ､曲は終わります６

第３楽章

時は秋の夕暮れの大学通り。

演奏会シーズンの谷間でしょうか。前回の曲目の余

韻と次回の作曲家への思いを胸に、桜並木を散歩して

いますｂクリスマスツリーの飾りつけの準備がところど

ころ進みつつあり、イルミネーションの輝きがちょっと

脳裏に浮かびます６

国立の｢青春」

我ら水響メンバーも、初期メンバーは卒業して早くも２０数年。振り返れば

青春は遠い過去になりにけりというところでしょうか。そんなメンバーから見

れば、この交響曲は…

第４楽章

また演奏会に向けた練習が始まりますｂうきうきし

た気持ちで部室へ｡今回は誰が乗るのかな?彼は転勤？

(残念)、彼女は新入生？「ビオラは歌う」ではない

けれど時たまパートが抜けていてもなんのその・新し

い譜面を手にしつつ、夏の暑さや冬の寒い隙間風な

んてなんのその…なんて昔を思い出しつつ、曲は終わ

りますｂ

まだ水響が兼松講堂や国立芸小ホールで本番をし

ていた、あの頃を思い出しつつ…。

（E､，.U､）

そうこうしているうちに、トロンボーンやチューバメ

ンバーの騒ぎ出しをきっかけに､曲は佳境へ。最後は、

もう大盛り上がりの世界。以前に取り上げたラ・ヴァ

ルスを思い出しますもちょっと飲みすぎた輩も居れば、

歌い出す連中も。大盛り上がりしつつ、…「マスター！

締めとお愛想ね｣。



．ｌＨ野倉さんより今回の滋奏について

罰
響

函
醒

この曲をオーケストラと一緒に弾くのは初

年ぶりの共演なので感慨深いで

琴一君一己＝ー密
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棚圏紹介２

ヴァイオリン協奏曲第１番

すね。を作りたいで

ViolinConcertoNo,１，ｏｐ､１９

違うアプローチで新しいサウンド

コメントをいただきました！

|荊lが崩壊したロシ 今凹、この曲の代弾きのお話を幸運にもいただ

いた。アマチュアが弾くとどうなるか？まずく譜読

みの大変さに圧倒される。次に、超高音とトリルそ

して厄介なカデンツァにめげる。最後に、彼の音

楽に惚れこむ。彼が「自分のいい所ばっかりみせ

てやろう!」と思って作ったとの曲だけあり､スラー、

スタッカート、アクセントの書き方が本当に、'1い。

速度記)j･の指示がないにも関わらずテンポが上

がって聞こえるしかけが素敵。アナリーゼの勉強を

したことがない私が見ても、楽譜を見る度に発兇

があるのである。

テルブルグ}‘f楽|塊を

卒業して3年後の26歳であった｡初演は1923年秋、

彼がパリに住むようになった32歳の時である｡初淡

時には､IlllのlWf新さが理解されなかったが､その後、

ヨーゼフ･シゲテイが蝋んに淡奏をして11tの''１に広

めた名lMlである。

＝=＝宅＝至言裁き罰＝詮＝＝

第２楽章

ヴィヴァーチッシモ、イ短調、４分の４拍子。

甘美な第一楽奄に比べると、第二楽竜は協奏曲

としては異例のスケルツオで悪魔的な禅きである。

スル・ポンティチェロという駒よりの場所を弾き耳

障りな音を出す個所もある。

曲は緩一急一緩の三つの楽章からなる。

第１楽章

アンダンテイーノ、二長調、８分の６拍子。

恋人ニーナヘの想いからうまれたメロディである

第一楽竜の始まりを「夢兄るような」と彼は『1分で

言っている。またＩ11折に瀞む複雑な第二主題を｢だ

れかをI」説く要髄で弾いてほしい」とダヴイッド・

オイストラフにいったそうである。

今回は田野倉さんを迎えての演奏です。Ｈ１野南

さんの世界そして田野念さんフィルタを通したプロ

コフイエフの口説き・カッコいい所を堪能してくだ

さい。 （斑FI1由起）

水郷とは４

一マーー

b，＝■-

すｂあの頃と

いますもそれに､ソロのヒントもオーケストラの

パートに隠されていることもたくさんありますと

めてなので、とてもうれしいですもさらっと間

なってしまう。バイオリンの技術的にも相当際

いて下さっていいとは思いますが、その中に

は綴密な仕掛けがなされている。そして、楽

譜に害かれていないことまで考えて演奏しな

いときちっと構成できないし、まとまりがなく

どいところまで行ってますも

昔に比べると、コンチェルトを弾く時、周り

第３楽章

モデラート、二長調、４分の４拍子。

娘後の第三楽章は'''1ｌＩな変奏IHI風で、岐後に第

一楽章の主題が灰ってきて「夢見るような」情緒

を再現する。

の音を聞くようになりました。そのほうがみん

なの力を出し合えて、いい音楽が出来ると恩



１１日

伽同紹介３
－－

パﾚｴ音楽｢ﾛﾒｵとジュリ

Ｋ

デクググ）

ヱｯﾄ｣抜粋 叩｡６４

RomeoandJuliet,op64,Balletexerpt
ナレーション台本赤間美弥原案・蜜藤栄一

参考文献シェークスピア「ロミオとジュリエット」（新潮文庫、訳・中野好夫）

｢ロメオとジュリエット’

の当たり年でした。ニーナ・アナニアシヴィリ、森ド

洋子､吉1.1LI部という世界に橘だたるべテランバレリー

ナが、 ジュリエット役で至蟹は競ったのです。アナニ

アシヴィリは、少女の成長する姿をくっきり綴り、森

下は「争いをやめて」と祈るように一つ一つのしぐ

さに心を込めました。そして、州11は一途に愛し抜

く姿を情熱的に減じたのですｂ彼女たちの名淡は、

ラブロフスキー、清水折太郎、マクミランとそれぞ

れ異なる振付家のﾉlﾐみ出した淡川によってﾘ|き'|｛さ

れました。

思えば、このバレエ音楽ほど、数多くの淡川版が

'が在するものはありません。ラブロフスキーが１９４０

年にソ連で初演して、この断楽をリアルな人間ドラマ

として立体化して以来、アシュトン、クランコ、ノイ

マイヤー、グリゴロービチ、ヌレエフ、ドウアト、熊

川哲也と、現住に篭るまで歴代の州肢付家が独l'｜

の解釈でバレエ化し続けているのですも

どうして､これほど多くの振付家を魅j'するのでしょ

う？それは言うまでもなく、音楽がよく出来ている

からですｂ特に、珠玉のライトモチーフ、すなわち

①第一幕前奏曲（2.45）

ロメオとジュリエットの愛のテーマで始まり、ジュリ

エットの優しい張題、ロメオの雄々しいｷﾐ題へと続

きます６

｢イタリアの街、ヴェローナ｡この街では二つの家の争いが

絶えません。キャピュレット家とモンタギュー家の争いです」

②騎士たちの踊り（5.36）

携帯電話のＣＭでおなじみの強烈な符点のリズ

特定の人物やその心理、状況を描くために繰り返し

演奏されるテーマが優れているのですか例えば､ジユ

リエットのライトモチーフだけでも、やんちゃなテー

マ、優しくエレガントなテーマなど何種類も書き分け

られていますｂそのため、少し聞いただけでもジュリ

エツトが'二|の前で息づいているように思えますｂそし

て、シェークスピアの原作同様に、心の機微を的確

に捉えているし､人物像や状況のコントラストも鋭い。

その卜、不意打ちのような調性の変化や跳躍によっ

て様々なアクセントが付いている。とにかく、この音

楽を聞いた振付家たちは｢ちょっと踊らせてみようか」

という気緋ちになるのでしょう。

これだけ人物像が多而的に描かれているのです

から、バレエ抜きの音楽だけでも十分に楽しめますｂ

ただ、全521111を演奏すると２時間半近くもかかっ

てしまいますｂそこで、私たちは、おいしいところだ

け１４曲を抜粋し、削った部分は名優・光枝明彦氏

の名調子で補っていただく形で演奏させていただき

ますｂ進んだllllは以下の通り、ナレーシ

ライトとともに紹介しますｂ

(カッコ内は演奏時間。プレヴィン指揮、

群楽団版を参照）

ョンのハイ

…１１
－－><ニテジ

ムが上ドし､ギザギザと動きＭる威圧的な音楽ですｂ

組曲版では「モンタギュー家とキャピュレット家」と

いうタイトル。両家の対立を象徴していますｂその

'ﾉﾘ角四面性や重々しさが、若い２人を描いたラブ

リーな前奏曲と対称的ですね。やがて、ジュリエッ

トが登場し、好きでもなんでもない婚約者のパリス

と師り始めますｂ美しいけど、不安げなメロディー

がその後の悲劇を暗示します６

｢この宴会にはパリスという貴族の男も招かれておりました。



キャピュレットが愛娘ジュリエットの婚約者に、と考えている

男です」

｢密やかな悪戯のはずが、ロメオは思わず驚嘆の声を上げ

てしまいますｂそれは、あまりに美しいジュリエットをその瞳

に映してしまったからです」

③マドリガル（3.41）

モンタギュー家のロメオは、キャピュレット家の舞

踏会に忍び込み、ジュリエットに近付いて思いを告

げますｂこの場面では、ロメオ→ジュリエット→ロメオ

→ジュリエットと２人の気持ちが絡み合うようにそれ

ぞれのテーマが奏でられ､ついには､オーボエが「愛

のI|覚め」のテーマをロマンチックに歌い上げますｂ

｢ロメオはジュリエットのもとを離れがたく、キャピュレット家

の屋敷に再び戻ってきますb一方のジュリエットはバルコニー

でロメオヘの愛を告白しますＩ

④バルコニーの情景（3.46）

⑤ロメオのバリエーション（1.28）

⑤愛の踊り（5.38）

この３曲続けて奏でられる「バルコニーシーン」

は妓大の見せ場です。冒頭で第１バイオリンが奏で

るのはロメオのテーマ。「おお、ロメオ！どうしてあな

たはロメオなの｣。ジュリエットの脳内は彼のことで

いっぱいなのでしょう。やがてl1lf突にロメオが現れる

と、仰び「愛の目覚め」のテーマがイングリッシュ・

ホルンとチェロで情感たつぶりに奏でられますｂ

｢二人は秘密の結婚式を挙げました。静かな結婚式とは対

称的に、ヴェローナの広場は賑わっています」

⑦ﾌォークダンス（3.31）

ここからは第２幕。ヴェローナの街はカーニバル

で大にぎわい｡人々は仮面を付け､カラフルに着飾っ

て伽っていますｂ登場人物の血気磯んさを示すタラ

ンテラ風の舞曲です６

｢人々がごった返す中、マキューシオとティボルトがはち合わ

せしてしまいますもマキユーシオはロメオの友人。テイボル

トはジュリエットのいとこ。モンタギューとキャピュレットの鉢

合わせ。雲行きが怪しくなって参りました」

③ティボルトとマキューシオの決闘（1.25）

両家の和解を願うロメオの制止を振り切り、二人

が戦い始めますｂ華麗に剣を振るうマキューシオで

したが、ティボルトの一突きに倒れてしまいます1、

⑨ロメオはマキューシオの死の報復を誓う（2.07）

⑩第二幕終曲（1.53）

数あるバレエの中でも城も激しいバトルシーン。

通例、ロメオが凄まじい勢いで剣をティボルトに叩

き付けるのでケガをしないかハラハラものです６超

|水星交響楽団第44回定期演奏会

高速パッセージを弾き続けるバイオリンも、ええ、

焦ってますよ。終盤の激しい打音の連続がティボル

トの死を表現していますｂ

｢ロメオには罰としてヴェローナからの追放が宣告されます。

ジュリエツトのいる土地からの追放はロメオにとって死罪より

もつらいものでしょう」

⑪第三幕前奏曲（1.27）

この111,の代柘詞ともいえる不協和音による壮絶な

曲。ロメオの追放、そして二人の運命の不条理さを

象徴しているようです６

⑫ロメオとジュリエツトの別れ（5.31）

旅立つロメオがジュリエットの寝室を訪れて別れ

を惜しむシーン｡｢愛のテーマ｣｢愛の蹄り｣と幸せだっ

たころの汗楽が哀切に奏でられますｂ「寝室のパ･ド・

ドｳ」と越されてガラ公減で頻繁に上演されるｲﾉ1場

而ですｂここは泣き所ですよ！

｢ロレンス神父はジユリエツトにある計画を授けますもそれは

仮死状態となる眠り薬を飲み、墓所に安置されるように仕向

ける、というもの。しかし、計画が綴られた手紙はロメオに

届かなかったのです６代わりに、ジュリエットの死の知らせ

が届きました」

｢ロメオは愛するジュリエットの死に顔を一目見てから死の

う、と毒薬を持ち、ヴェローナヘと急ぎます」

⑬ジュリエットの葬式（7.03）

⑭ジユリエットの死（4.02）

むせび泣くような「死の主題」が弦楽器→ホルン

→低音楽器と様々に楽器を変えて歌い継がれますｂ

最愛の娘の死を受け入れるまでのキャピレット家の

人々の葛藤を表しているようですｂやがて駆けつけ

たロメオは、ジュリエットの亡骸（実は仮死状態）

を抱き上げて厳をあおる。ここでは幸せだった頃の

音楽が哀願するように激しく鳴り響きます。眠りから

覚めたジュリエットは、ロミオの死に気付き、短剣を

胸に刺して愛したりjの屍の上に折り重なりますｂ

最後は、｜Ⅲるい和解を示す和音で結ばれます。

それはあらゆる戦いに打ち勝つ愛の力を示している

のでしょうか。州しみ合うことの愚かさを知ったIIlj家

の和解で終わる波出版も多く作られていますも

（祐成秀樹）
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水星交響楽団第４６回定期演奏会

2011/g/１９(月・祝）すみだトリフオニーホール１３時３０分開演(予定）

レスピーギ:交響詩｢□－マの松」「□－マの噴水」

ブラームス：交響曲第２番二長調ｏｐ７３
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水星交響楽団第４５回定期演奏会

2011/5/１（日）ミユーザ川崎シンフォニーホール１４時開演(予定）

ガーシュウィン：「オー・ケイ!」序曲

Ｊ・ウィリアムス：「八リー・ポッターと賢者の石」組曲

ホルスト：大管弦楽のための組曲「惑星」ｏｐＢ２

一量＝＝≦ﾐｺ≦言定室


