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Artist Interview

山根一仁（ヴァイオリン）

バッハは一生涯のテーマ、遺伝子が求めてしまうほど魅力的な存在

谷 昂登（ピアノ）

ぼくも人を感動させたい その想いが、ピアノを弾く原点

佐藤晴真（チェロ）

瑞々しい響きと歌、そして活力

山崎浩太郎

［ Schedule 2022.3〜 8 ］
［ Information ］
［ Review ］トッパンホール

ニューイヤーコンサート 2022 ― 究極のシューベルト像を体現
ランチタイムコンサート Vol.115 三原未紗子（ピアノ）
プロジェクトQ・第19章〜若いクァルテット、ベートーヴェンに挑戦する

P R E S S

J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのための
ソナタ＆パルティータ全曲演奏会 Ⅰ

K a z u h i t o Ya m a n e

― ついに、バッハへの挑戦のときが訪れまし

然 であろうとすることはすごく難しくて、一生

たね。

のテーマだとも思います。 自然 がすごく自由で

はい。実はバッハは、いちばんと言えるくらい

決まった形がないのと同じように、バッハも自由

身近に感じる音楽なので、すごくワクワクしてい

でいろいろな遊びを受け止めてくれます。でも自

ます。全曲は初だし、初めて弾く曲もあるので自

然もバッハも、基本やルールに忠実。難しいから

ずと身構えるところはありますが、生涯をかけて

こそ追求し続けていきたいですし、それが魅力で

学んでいく作品の最初の一歩、きっと特別な演奏

す。

会になると思います。

― 今回のプロジェクトは2回にわたりますが、

― 8年前、
〈エスポワール〉Vol.1での人生初の

先にパルティータとなりました。

無伴奏のときに、 何もないステージに立ってみ
たい と、凛と仰っていたのを思い出します。
ぼくはコロナ禍で独りぼっちになったときに、

パルティータとソナタを組み合わせることも
考えましたが、まだバリエーションを探せるほど
経験がないので、まずはパルティータでまとめま

いいことがまったくなかったと思ったくらい、ひ

した。1、3、2の順にしたのは、やっぱりシャコ

とりでは生きていけないタイプ。室内楽やオケな

ンヌで終わりたいと思ったからです。

ど、共演者と呼吸や気持ちを合わせて、そのとき

― 初めて演奏するのは？

にしか生まれない音楽をつくることに、ものすご

1番です。ぼくにとってこの曲は大人のイメー

く喜びを覚えます。ただ、ぼくは本番中でも作曲

ジで、ドイツに行ってから勉強できてよかったと

家に質問しまくっているのかも知れなくて、そこ

思います。クリストフ・ポッペン先生から舞曲的

でパッパッと生まれる閃きを、探したり捕まえた

なことなどを教えていただくなかで、テンポ感も

り表現したり…ということが、共演者と一緒だと

変わりました。プレストの華やかさや技巧的な部

簡単にはできない。ひとりきりで否応なく音楽に

分は聴衆を惹きつけるので、それをいかに美しく

集中し続け、ひたすら自分と作品に向き合う無伴

まとめられるかを考えつつ、パガニーニが弾かれ

奏だとそれが思うようにできるので、いちばん自

るときのように技巧に走りすぎても、それは演奏

然体でいられる、という点で、唯一ひとりになり

家のエゴで音楽の本質ではないですし。技巧の

たい場所なのかも知れません。…きっと、無伴奏

高さって、感心 はさせられても、
それは 感動

くらいでしか独りぼっちになりたいとは思わな

とは違いますよね。技巧的なことだけだと、感心

いんだろうな…。いま気がつきました（笑）
。

にとどまると思うんです。ぼくは感動していただ

― 身近に感じるという、バッハの魅力とは何で

きたいし、自分も感動したい。技巧を超えたとこ

しょう。

ろで、自然さ、自由さをどこまでバッハの表情に

ひと言 で 表 す の は 難しい で す が、 自然＝

合わせられるかを大切に考えています。

nature を感じるからだと思います。ぼくは北海

― ポッペン先生はどんな先生ですか？ いい刺

道生まれで、もともと自然が好きでしたが、ドイ

激を受けていらっしゃるのですね。

ツ留学してから自然に

先生がぼくにどうい

触れたい意識がとても

う印象を持たれている

強くなりました。ぼく

かは分かりませんが、

バッハは一生涯のテーマ
遺伝子が求めてしまうほど魅力的な存在

山根一仁

Artist

トッパンホールがその成長の足跡を
まもなく臨む勝負のステージを前に、
その

写真：藤本史昭／取材・

い、ということで、いいラーメン屋さんや焼き肉

ぼくもだんだん人生が長くなってきて、ぼく

のバッハ演奏は自然か

本番を聴いてくださっ

屋さんを人に教えたくなるのと一緒で、いい音楽

がこれまで歩んできた時間の積み重ねが、演奏

らインスピレーション

たときに、ご自分が教

があるということをみんなに知らせたい、届けた

にも強く投影されるのだなと、改めて感じていま

をもらっていると思う

えたことを無視してぼ

いと思ってきました。でも以前は、演奏する意味

す。作曲家や作品と真摯に向き合うことはもちろ

し、バッハに接するた

くが遊び心を出したと

を、作曲家の思いを正確に表現することや自分

ん、自分がいろいろなものをしっかり感じてちゃ

びに、自然を求めて旅

しても、
「よかったよ」

の音楽を追求することなど、どれかひとつに考え

んと生きていくことが、お客さまの心に何かしら

したくなったりもしま

とポジティブな言葉を

がちな傾向もあって、聴いてくださるかたに寄り

の感情が生まれたり、音楽に触れる喜びを感じて

す。遺伝子レベルとい

かけてくださるような

添う気持ちが弱かった面があったかも知れませ

いただけることにつながっていくのかも知れな

うか、生物としてバッ

先生です。レッスンで

ん。でもコロナ禍を経たいまは、ぼくの演奏を通

い。そんな思いも胸に、今回の舞台へ向かいたい

は本当に細かくて、楽譜に書かれたとおりに！と

して、音楽に触れて喜んでいただけることの意味

と思います。

り旅した時には「あ、バッハだ」と思った瞬間が

厳しくて遊ばせてもらえない。留学当初は、自分

や使命感を強く感じています。

とてもたくさんありました。原生林に覆われた島

の直感を出したい気持ちと、楽譜に忠実である

― 山根さんの無伴奏は、これまでも得難い足跡

全体はとても野性的で荒々しく、鬱蒼とした森の

ことのバランスにすごく苦しみました。でもそれ

をトッパンホールの舞台に刻んできました。今回

なかには、2 〜 3ｍくらいある大きな岩がゴロゴ

は、基本を知ることの大切さを学ばせるために課

はまた、いっそう特別な時間になりそうですね。

ロしている。でも近づくと、フワフワした苔に水

されている試練なのだと、いまはそう思います。

バッハは自分の現在地がいちばんわかる作曲

滴が光って反射している。繊細さも含めた動植

コロナ禍の難しい状況を経験して、音楽家の

家でもあるので、その日その時間、舞台で思う存

ハの音楽が合うというか…。以前、屋久島にひと

（2022年1月）

物の躍動感というか、ちょっと怖さを感じるくら

存在意義は、音楽の素晴らしさを 人の心 に届

分集中して弾けるよう、よく準備したいと思いま

いの地球本来の生命力を全身で感じました。そし

けることにあると、改めて思うようになりまし

す。3曲それぞれの新しい側面を見つけること、

て、そのなかに潜む美しさやそこに感じる奥行き

た。ぼくが音楽を続けるモチベーションのいちば

どう表現していくか。本番での発見もあるでしょ

が、すごくバッハな感覚だったんです。でも、 自

んはこれまでも、人に音楽の素晴らしさを伝えた

うし、本当に楽しみです。

Haruma Sato

瑞々しい響きと歌、そして活力

〜佐藤晴真チェロ・リサイタルへの期待
チェロの佐藤晴真が、トッパンホールでは初めての機会となるリ
サイタルを行なうという。
本紙をお読みの方ならよくご存じのことだろうが、2年前からの
コロナ禍は、クラシックの音楽界にもさまざまな苦境をもたらして

山根一仁（ヴァイオリン）

J.S. バッハ 無伴奏ヴァイオリンのための
ソナタ＆パルティータ全曲演奏会 Ⅰ
2022 年 3月2日（水）19：00
J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ
第 1番 ロ短調 BWV1002
第 3 番 ホ長調 BWV1006
第 2 番 ニ短調 BWV1004

5,500 円／学生 2,500 円 全席指定
特別協賛：東急建設株式会社

山崎浩太郎

ひとりの聴衆として、失望することが少なくないのだが、しかし
一方ではこの日々が、自国の音楽家たちの存在と活動を、あらため
て見なおすための絶好の機会ともなってきているのだ。
そのなかで、その真価や新たな一面に気づくことのできた演奏家

いる。コンサートはようやく日常的に開催できるようになったが、

たちもいる。また演奏家のほうも、挑戦と実践の機会を多く与えら

昨年12月からは海外の演奏家の来日がきわめて困難になっている。

れるようになったことにより、一回り大きな姿を見せてくれるよう

もともとクラシックは西欧が中心だからか、自分を含む多くの聴
衆の関心は、
「本場」欧米の演奏家に偏りがちだった。数えきれない
ほどたくさんの音楽家が来日して演奏し、一陣の風のようにまたた
くまに過ぎ去り、次の音楽家といれかわるという状況が、東京を中心
とする大都市部では何十年も続いて、それが当たり前になっていた。
ところが今は、第二次世界大戦の敗戦直後以来といってもいい
ような、来日演奏家の旱魃状態が続いている。

になった。とりわけ若手の場合は、その伸びしろが大きい。
昨年12月にトッパンホールで行なわれた藤田真央のピアノ・ト
リオ演奏会は、その典型的な例だった。
本来は藤田とキリル・ゲルシュタインのピアノ・デュオだった
はずのものが、ゲルシュタインの来日が不可能になったことによ
り、藤田が共演したかったという俊英2人、ヴァイオリンの辻彩奈
とチェロの佐藤晴真との演奏会が実現したのである。

ぼくも人を感動させたい
その想いが︑ピアノを弾く原点

Interview

谷 昂登
A k i t o Ta n i

たいこと、出したい音が素直に響いて、コンサー
トでは、客席からお客さまの共感がよく伝わっ

・文：トッパンホール

両親ともに音楽が好きで、子どもにピアノを

てきます。ピアノも高音から低音まで多彩な音

弾かせたかったみたいです。ぼくは男3人兄弟の

色のパレットがあって、自分の手やイメージと

末っ子なのですが、物心ついたころにはふたりの

うまくマッチして、すごく弾きやすいです。2度

兄がピアノを習っていました。それを真似ている

目の〈ランチタイムコンサート〉で千葉百香さん

うちに自然とはじめた感じです。小さいころは遊

と2台ピアノに挑戦したときは、ふたりのバラン

んでいる感覚のほうが大きかったかな。でも、親

スをとって音楽をつくる作業がとても難しかっ

がいろいろな演奏を聴かせてくれるなかで、聴い

たのですが、本当の意味での、音楽を一緒につ

て感動する経験を何度かするうちに、どうしたら

くるという感覚を学びました。このときの経験

人の心を動かす演奏ができるのかを考えるよう

がきっかけで室内楽にも意識が向くようになり

になりました。ぼくも人を感動させたい、それが

ましたし、オーケストラとの共演なども含めて、

いちばんの原点になっていると思います。

いまの自分の音楽に活きていると思います。

兄ふたりとは今も仲がよくて、特に上の兄は

―〈ランチタイムコンサート〉では2回とも、ロ

音楽に熱心だったので、一緒にコンクールを受

シア音楽を取り上げました＊1。この秋からはモ

けたり、連弾したりもしていました。部屋に呼ば

スクワで学ばれる予定ですね。ロシア音楽への

（カール・
れては、
ブラームスのシンフォニー 1番

関心のきっかけを教えてください。

ベーム指揮）を何十回、何百回と聴かされて、
「こ

地元の先生が、モスクワ音楽院で学んだ方

。下の兄はデ
の4楽章がいいんだよ！」って（笑）

だったんです。レッスン曲もロシアものが多かっ

ザイン系に進んでいて絵を描く人で、その影響

たし、あとは自分がいろいろなピアニストを聴

で絵に触れる機会も多いです。

くなかで、いいなと思った多くがロシア人でし

絵と音楽には深い関係性があると感じてい

た。小学生の終わりごろには、自分はロシア音楽

て、視覚か聴覚かという違いはあるけれど、ど

が合うのかなと感じていました。

ちらも記憶に残す方法には共通点があるような

ロシアの作曲家ではラフマニノフが大好き

見守り続けている、
ふたりの俊英。
現在地やかける想いについて聞きました。

してピアノを弾きはじめたのでしょう。

気がします。絵だといちばん見せたい色や目立

です。小学2 〜 3年の時だったと思いますが、

つ色、音楽だと和音のハーモニーやメロディー

YouTubeでラフマニノフが自分で弾いているコ
ンチェルトの3番を聴いて衝撃を受けました。そ
れ以来いろいろな演奏家で3番を聴き比べては、

など、作品の構成に共通するものを見出せます。
それで、曲のイメージを深めるために絵画展に
行ったりもします。

同じ曲でも何通りも歌わせ方があり、それで感

― 最後に、谷くんが感じるピアノという楽器

動の質が変わることも知りました。演奏家では、

の魅力とは。

エミール・ギレリスやグリゴリー・ソコロフか

ピアノは88鍵あってどの楽器よりも音域が広

ら入って、もっと古いロシア人ピアニストにも

く、そのなかに秘めている可能性はすごく大き
い。ピアノ1台でどう

興味が広がり、ロシア
― 少し時間が経ちましたが、
日本音楽コンクー

ヴェンを勉強していてそこここにシューマンの

のいろいろな流派を聴

やっていろいろな楽器

きました。ぼくはひと

の音色を出せるかを、

ル第1位、おめでとうございました。第3予選で

気配を感じることがあって、シューマンやドイ

つきっかけがあると、

常に探っています。ピ

のリストの《ロ短調ソナタ》は、音楽に肉薄して

ツもの全体への興味がだんだんと自分のなかで

そこから興味をつなげ

アノの音は減衰します

いく姿勢が非常に素晴らしくて、まるで円熟の

蓄積されてきていることがあります。それで今

てどんどん調べるとこ

が、それをどうやって

巨匠のコンサートを聴いているようでした。

回、リストのソナタと関連づけて組み合わせる

ろがあって、気になっ

歌わせるか、また逆に

ありがとうございます。自分としてはコン

には《幻想曲》がいいと思いました。文学作品

たことはとことん追究

それを利用することも

クールというよりも、そのときできる最大限を

なども読み込みながら本番へ向けてよく研究し

します。いまは桐朋で

ある。本当に可能性は

やりきることを目標にしていました。作品の持

て、シューマンの本質に迫った演奏ができるよ

学んでいますが、学校

無 限 大 だと 思 っ てい

つ本質的な部分をしっかり捉えて、それをどう

う準備したいと思います。

の授業でも、何をもっ

て、自分の想いや表現

お客さまに発信できるか、曲の持つ力や背景を

― どうアプローチなさるか非常に楽しみです。

て曲が構成されているのか、そのモチーフが課

したいもの、自分にはピアノがいちばんあって
いると感じています。

第一に考えて自分なりに表現したことが、あの

谷くんは最初に出会った中学2年のころから、

題になると、基礎から学ぶようにしています。何

演奏に繋がったと思います。

やりたいこと、興味があることがハッキリと感

のためにモチーフがあって、それがどう使われ

― これはぜひ、さらに一段磨いたものをトッ

じられていました。今度が3度目の出演になり

ると聴く人の心に届くのか。その仕組みみたい

パンホールのお客さまに聴いていただきたい

ますがトッパンホールにはどんな印象をお持ち

なものが知りたいし、探りたい。

と、今 回のコンサートをオファーしました。

ですか？

モスクワに留学したら、ロシア音楽の背景に

シューマンの《幻想曲》を組み合わせる素晴ら

最初は試演で、誰もいないホールで弾きまし

触れられる絶好の機会なので、とにかくたくさ

しいアイディアを出してくださいましたが、こ

たが、当時は、地元の北九州から東京に出るこ

んコンサートに行って、いろいろな演奏、演奏家

の2曲を並べるのはとても大変でしょう？

と自体が壁のように感じられていたので、すご

を聴きたいし、建物を見たり、文学作品もロシア

そうですね。でも、作品の成り立ちを勉強し

く緊張したのを覚えています。でも、最初からと

語で読めるようになりたいと思っています。

たいという思いがあるのと、あとは、ベートー

ても親しみを感じるホールでした。自分のやり

― ぐっと話がさかのぼりますが、谷くんはどう

4本足の机というのは、4本の足の長さをうまくそろえないとガ

ラー ショットの代役としての出演だった。チャイコフスキーの
《ロ

タつくが、三脚というのは必ず安定する。それと同じ理屈かどうか

ココ風の主題による変奏曲》のオリジナル版と、アンコールの《鳥

わからないけれども（笑）
、ピアノ三重奏というのはそれぞれが優

の歌》を演奏したのだが、期待に違わぬ俊英だと納得させられた。

秀なら、個性や方向性が多少違っていても面白いアンサンブルにな

その響きは豊かでコクがあるが、重すぎない。品格があるのに、

（2022年1月）

＊1 2018年11月：ストラヴィンスキー《ペトルーシュカ》
／
（千
2019年12月：チャイコフスキー《くるみ割り人形》
葉百香さんとの2台ピアノ）

谷 昂登（ピアノ）

2022 年 4月27日（水）19：00

ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第 24 番 嬰ヘ長調 Op.78《テレーゼ》
シューマン：幻想曲 ハ長調 Op.17
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 S178

4,500 円／学生 2,000 円 全席指定

楽章での若々しい活力と運動性への変化が心地よい。
しかもこの若者は、まだ成長のさなかにある。3月に弾くのは、
メンデルスゾーンとシューマン、前期ロマン派の作曲家たちの円熟
期の作品と、20世紀の武満徹とショスタコーヴィチ。理性と感情

る。むしろ3人で張りあうくらいのほうが、聴く側としては楽しかっ

冷たくはない。とてもバランスがよく、響いてきた瞬間、ああいい

のバランスを、どのように音にしてくれるのか。また初共演という

たりする。このときも、前半のラヴェルでは少し遠慮気味だった藤

音だな、と聞きほれる美音である。

加藤昌則とは、どんなデュオになるのか。楽しみである。

田が、後半のチャイコフスキーではガンガン出てきて、若い世代な
らではの意欲的な音楽になった。

CDも2枚出ていて、ブラームスのソナタ集と、ドビュッシー &フ

（やまざき・こうたろう／演奏史譚）

ランクのソナタ集が出ているが、いずれも瑞々しい歌心から、快速

そしてこの晩、艶やかに歌う辻のヴァイオリンと、緩急自在の藤

佐藤晴真（チェロ）

田のピアノを相手に、低声部を支えながら豊潤な響きで歌いあげた

2022 年 3月23日（水）19：00

佐藤のチェロは、さすがに見事なものだった。

加藤昌則（ピアノ）
メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ第 2 番 ニ長調 Op.58
シューマン：アダージョとアレグロ 変イ長調 Op.70
武満 徹：オリオン
ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ ニ短調 Op.40

佐藤晴真は、いうまでもなく日本のチェロ界のホープである。

2019年のミュンヘン国際音楽コンクールで、日本人として初めて
チェロ部門で優勝してからの活躍は、まさに目を瞠るほどだ。
自分は、佐藤をナマで聴く機会がなかなかなく、初めて聴けたの

2021/12/15

はこのトリオの数日前、東京芸術劇場でのNHK交響楽団の演奏会

「藤田真央 ピアノ・トリオ
with 辻 彩奈＆佐藤晴真」
公演より

だった。これもまた、来日できなくなったドイツのダニエル・ミュ

PRESS 116

5,000 円／学生 2,500 円 全席指定
特別協賛：鹿島建設株式会社

日時

公

演

日時

（水） 山根一仁（ヴァイオリン）
19:00 J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全曲演奏会 Ⅰ

特別協賛：東急建設株式会社

3／ 10 （木）
ティル・フェルナー
19:00

（ピアノ）

特別協賛：清水建設株式会社

佐藤晴真
23 （水）
19:00 加藤昌則

（チェロ）

（ピアノ）

（チェロ）

特別協賛：株式会社竹中工務店

谷 昂登
27 （水）
19:00

（ピアノ）

森谷真理（ソプラノ）＆大西宇宙（バリトン） Viva Verdi ! Ⅱ 中期

27 19:00 河原忠之

（ピアノ）

特別協賛：株式会社竹中工務店

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）BA-DSCH Project
19:00 Ⅰ J.S.バッハ― ソロ

30

（月）

2

（木）

山根一仁、東 亮汰（ヴァイオリン）／川本嘉子（ヴィオラ）／遠藤真理（チェロ）

6／ 16 19:00 上野通明

（チェロ）― 無伴奏

DUO×DUO

11

トーマス・ヘル
19 （金）
19:00

（ピアノ）

〈ランチタイムコンサート〉

トッパンホールが選んだ若手ホープによるミニ・コンサート

［全席指定］

4 ／ 21 12:15 Vol.115

三原未紗子（ピアノ） 青年ブラームスの深き眼差し

Vol.116
7／ 8 （金）
12:15

北田千尋（ヴァイオリン）

Vol.117
8 ／ 24 （水）
12:15

谷口知聡（ピアノ）

（木）

現在、公演開催へ向けては、直近の諸状況
に応じた対応をとっています。最新情報は
WEBサイトをご確認ください。

（ギター）

www.toppanhall.com

※WEBチケットもご利用いただけます

INFORMATION

究極のシューベルト像を体現―鮮烈な新春の夕べ

― ベートーヴェン後期弦楽四重奏曲への挑戦

室内楽の名演が多く刻まれてきたトッパンホールの舞台に、
「プ
ロジェクトQ」がやってきます。若いクァルテットの発掘・育成を
目的としたこのプロジェクトは2001年にスタートし、
今年で19回目。
毎回一人の作曲家をテーマに取り上げ、世界的なクァルテット奏
者による マスタークラス 、
本公演1か月前の トライアル・コンサー
ト を経て、若き才能たちが約半年をかけて弦楽四重奏曲にじっく
りと向き合い、深め、磨き上げたものを披露します。

今回のテーマも前2回に引き続き、ベートーヴェン。生誕250周年
のタイミングに合わせ企画された3年プロジェクトの最終章になり
ます。トッパンホールに縁のある若いアーティストたちも参加する
6組のクァルテットが、ベートーヴェンが最晩年に書きあげた大傑
作、後期6作品へと挑みます。それぞれのクァルテットが思い描く
弦楽四重奏の魅力、そして彼らの成長と飛躍をこの親密な音響空
間でぜひご体感ください。

プロジェクトQ・第19章〜若いクァルテット、ベートーヴェンに挑戦する

ベートーヴェン後期弦楽四重奏曲全曲演奏会

2022年3月20日
（日）14：00

2022年3月20日
（日）19：00

■アーテム・クァルテット

■レグルス・クァルテット

［橘和美優、
佐々木つくし
（ヴァイオリン）
／衛藤理子
（ヴィオラ）
／泉 優志
（チェロ）
］ ［吉江美桜、
東條太河
（ヴァイオリン）
／山本 周
（ヴィオラ）
／矢部優典
（チェロ）
］
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 12 番 変ホ長調 Op.127
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 15 番 イ短調 Op.132
■クァルテット・リ・ナーダ
■タレイア・クァルテット
［前田妃奈、
福田麻子
（ヴァイオリン）
／太田滉平
（ヴィオラ）
／菅井瑛斗
（チェロ）
］ ［山田香子、
二村裕美
（ヴァイオリン）
／渡部咲耶
（ヴィオラ）
／石崎美雨
（チェロ）
］
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 13 番 変ロ長調 Op.130
ベートーヴェン：大フーガ 変ロ長調 Op.133
■ポローニア・クァルテット
■ほのクァルテット
林 周雅
（ヴァイオリン）
／長田健志
（ヴィオラ）
／蟹江慶行（チェロ）
］
［東 亮汰、
岸 菜月
（ヴァイオリン）
／堀内優里
（ヴィオラ）
／小林未歩
（チェロ）
］ ［岸本萌乃加、
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 14 番 嬰ハ短調 Op.131
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 16 番 ヘ長調 Op.135

情熱あふれるブラームス
新しい才能との出会いの場として、
毎回多くのお客さまで賑わう
〈ランチタ
イムコンサート〉
。瑞々しい音楽家をご
紹介してきたこのシリーズも、115回を
数えるまでになりました。4月はピアノ
の三原未紗子が登場。2019年ブラー
ムス国際コンクールピアノ部門で優勝
し、一躍注目を浴びた逸材です。昨年
リリースされたデビュー CD「ブラーム
ス／Neue Bahnen 新しい道」
（オクタヴィア・レコード）が、
『レコー
ド芸術』誌で準特選盤に選出されるなど、ブラームスへの想いは
並々ならぬものがある三原。そんな彼女が今回選んだプログラム
は、もちろんブラームス。ベートーヴェンを意識して作曲された若き
日の意欲作、ピアノ・ソナタ第3番に挑戦します。敢えて難曲へと臨
む三原の情熱と、青年ブラームスが曲に込めた熱い想いが交錯す
る、真剣勝負のステージに、ご期待ください。

〈ランチタイムコンサート Vol.115〉
三原未紗子（ピアノ）青年ブラームスの深き眼差し

2022年4月21日
（木）12：15

ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.5

入場無料（要予約／お一人様2席まで）
受付期間：2022/3/10
（木）
〜 3/31
（木）
お申し込み方法：
［一般］ハガキ（抽選制・当選者のみ通知）

〒112-0005 東京都文京区水道1-3-3
トッパンホールチケットセンター「ランチタイムコンサート Vol.115」受付係
（住所、氏名
（フリガナ）
、電話番号、希望席数を明記ください。
）

（各公演）全席自由：2,000円
主催・お問い合わせ：プロジェクトQ実行委員会
（テレビマンユニオン）03-6418-8617

［会員］電話

チケットのお申し込み：トッパンホールチケットセンター

表紙：アレクサンドル・カントロフ
それは、
ホールに
《火の鳥》が舞い降りた奇跡のような時間でした。あふれるイ
マジネーションとそれを表現する高度な技術。ピアノは能力全開で彼を受け止
め、生まれたての音楽は客席を熱狂に包みました。作品に入り込みながらどの
瞬間も自然な佇まいを失わず、どこか聴き手を解放していく不思議な力。24歳
の若者は、音楽芸術の何たるかを私たちに示しました。空恐ろしい才能です。

編集後記
表紙のアレクサンドル・カントロフも含め、期せずして若者特集となった
今号。特集記事では山根一仁さん、谷昂登さんへインタビューをしまし
た。残念ながら割愛となりましたが、山根さんは最近ダーツにハマったり、
車に興味が向いていること、谷さんは読書が好きで日本やロシアの文

学作品のほか哲学書も愛読していることなどもお話しくださいました。
お二人とも共通して語っていたのが、
「音楽で感動を届けたい」という
想い。彼らの音楽家としての原点にもなっているその想いを、
コンサート
で感じとっていただけましたら幸いです。
（雪）

※当紙に掲載している内容について、許可なく複製あるいは転用することを固く禁じます。

若い才能がほとばしる躍動のステージ

導いていく。日によっては深夜まで、次の日は昼から5時間超の集中
リハ、2時間半休憩なしの時もあり…、と5人が全身全霊シューベルト
の世界に没入し、愛で、格闘した結果は、みなさまお聴きのとおり！
どこまでも高い純度、宇宙的なスケール感、これこそ 神と悪魔に魅
入られた男＝シューベルト 究極の姿ではなかったか…。いつまでも
興奮冷めやらぬお客さまの熱い拍手が、迫真の演奏の様子を物語っ
ていた。これでこそトッパンのニューイヤー。もっともっといいコンサー
トを作りたいなと決意新たにした一夜だった。
（西巻正史／プログラミング・ディレクター）

©TOPPAN HALL 2022.3 KⅠ

されている《4つの即興曲 D899》
。1820年製ヨハン・ゲオルク・グレー
バーの調子はすこぶるよく、この楽器を知り尽くしている川口は、様々
な響きを駆使しながら、この一見綺麗な作品の奥に潜む多様な感情
世界を現出させた。
シューベルトとリートは不可分だ、そしてヴァイオリン曲も美しいだ
けでは事足りない。それを一手に1曲で引き受けてもらおうと周防に
エルンスト《魔王》をリクエストした。ハッとするくらい美しいステージ
マナーと、鬼気迫る圧巻の演奏、周防ならではの美と魔弓に魅了さ
れ煙に巻かれるお客さまを想像しながら選曲したが、実際は自分ま
でその術中に嵌ってしまった。
メインは、畢生の傑作《弦楽五重奏曲 ハ長調 D956》
。ここでのリー
ダーは柳瀬省太に担ってもらった。ホール草創期に大活躍の柳瀬は、
持てる知識と豊富な経験をすべて開陳しながらも、まったく初めての
曲に挑むかのように新鮮な眼と感性で楽譜と音楽を見直し、全員を

印刷：凸版印刷株式会社

今年のニューイヤーコンサート、当初計画していたメンバーのうち、
ズラトミール・ファンと日下紗矢子が、入国規制を受け来日が危ぶまれ
た。そこで、メインの弦楽五重奏だけは変えずに、シューベルトの世界
を追求するプログラムに変更した。一見どこまでも美しく見える彼の
音楽に潜む光と翳、美しさと残忍さ…。こうした様々な感情や情念を、
トッパンホールゆかりのメンバーがいま、どこまでその本質に迫れるか
というチャレンジをすることにした。そこで、ファン、日下に代わって、川
口成彦、周防亮介、伊東裕、3人のメンバーが新たに加わった。
幕開けは、どこまでも美しい《ソナタ ニ長調 D384》
。北田千尋が
初共演の川口の自由な感性と奏法に、
はじめは戸惑いながらもリハー
サルの度に順応し、ついには逆提案するまでに自由に音楽を楽しむ
姿が新鮮、印象的だった。シューベルトの瑞々しい感性と、神に愛で
られた幸せな音楽が客席いっぱいに広がった。
続く川口のソロは、シューベルトが内包する様々な感情、要素が凝縮

https://www.toppanhall.com/ 制作：株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ

最新情報はオフィシャルWEBサイトでご案内しています

特別協賛：株式会社竹中工務店

（木・祝）Trio Rizzle
17:00 毛利文香（ヴァイオリン）／田原綾子（ヴィオラ）／笹沼 樹（チェロ）

ご来場のお客さまへのお願い
➡

25 17:00 荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司
（土）

8／

（ヴァイオリン）
＆阪田知樹（ピアノ）

3/18・19フライブルク・バロック・オーケストラwithベザイデンホウト、6/21トリオ・ヴァンダラーは公演中止になりました。
※開場は開演の30分前となります。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
なお、全主催公演で託児サービスをご利用いただけます
［有料・要予約］
。
お申し込み・お問い合わせは
（株）マザーズ 0120-788-222まで。
2022年2月初旬現在

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）BA-DSCH Project
Ⅱ D.ショスタコーヴィチ― 室内楽＆ソロ
19:00

（木）

演

7／ 14 19:00 辻 彩奈
（木）

〒112-0005 東京都文京区水道1-3-3 (03)5840-2200

ゴーティエ・カプソン
15 （金）
19:00

（金）

5／

特別協賛：鹿島建設株式会社

公

03-5840-2222

広報部

4／

（10：00〜18：00 土日祝休）

発行・編集：

2

トッパンホールチケットセンター

主催公演

発行日：2022 年 3月1 日
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