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〈歌曲（リート）の森〉～詩と音楽	Gedichte	und	Musik～／シューベルト三大歌曲

クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆
 ミヒャエル・ゲース（ピアノ）
時代と共にある〈歌曲の森〉シリーズ
極地を行くプレガルディエンとゲース　　梅津時比古
〈エスポワール	スペシャル	16〉

アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）
清新な感性で時代を揺さぶる俊英、待望の日本初リサイタル！

 ベルチャ・クァルテット、という名の弦楽四重奏団　		渡辺	和
アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）
モダン・ピアノで紡ぐ、色鮮やかな“ファンタジー”　　西村紗知
  ［ Schedule 2022.10～2023.2 ］
 ［ Information ］
  ［ Review ］	コンスタンチン・リフシッツ	BA-DSCH	Project―室内楽の醍醐味に満ちた2日間
ランチタイムコンサート	Vol.118	中野りな（ヴァイオリン）
小森輝彦＆宮﨑貴子	リートデュオ	Vol.2／第91回	日本音楽コンクール予選

クリストフ・プレガルディエン＆ミヒャエル・ゲース（2009.3.5）© 大窪道治
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❖ 問題意識を持ち込む歌曲
時代の問題意識を共有する音楽芸術は何であろうか？

“現代音楽”を筆頭にさまざまな答えが出るだろう。実は、最も時
代の問題意識を共有しているのは歌曲ではないだろうか。

なぜ歌曲なのか？ 言葉を大きな基点にしているからである。な
らばオペラもあり、そしてオペラは盛んな「読み直し」演出によっ
て、モーツァルトなどの古典すら現代化されているではないか？

その通りであろう。しかし、オペラにはどうしても「見るお話」の
要素がある。たとえばワーグナーの楽劇に核戦争という強烈な問
題意識を持ち込んだとしても、最後は「見る舞台」でエンターテイ
ンメント性に辻褄を合わせなければならない。

一方、歌曲は演奏者が核戦争の問題意識を持ち込んでも舞台で
辻褄を合わせる必要はなく、その投げかけは、聴衆一人一人が持ち
帰るのである。

オペラも歌曲も詩や台詞、筋書きを変えることは出来ない。しか
しオペラは、美術や装置によって、見ただけで核戦争と分かる舞台
を作れる。では舞台装置の無い歌曲は、どのようにして問題意識を
持ち込めるのであろうか？

❖「疎外」を表す《冬の旅》
たとえばクリストフ・プレガルディエンとミヒャエル・ゲース

によるシューベルト《冬の旅》。第1曲〈おやすみ〉冒頭のピアノ前奏
に連続する和音を、あるときゲースは均等に刻まず、不均衡に揺れ

動かせて弾いた。それは《冬の旅》の主人公が彼女の家の前から脱
出する歩行のリアリズムの描写をはるかに超えて、内面のリアリズ
ムによる表現と言っていい。まるで、精神の内で、つまずき、後戻
りし、よろめくかのように。そこにプレガルディエンの甘さを一切
排除した歌が、「Fremd（はずれ者＝疎外）」の言葉をもって始まる。
それは失恋という個人的な感情よりは、更に深く大きく広がる「社
会への絶望」を想起させる。そして、そこに時代が共有されるので
ある。なぜなら、聴衆のほうからもその表現に「社会からの疎外」と
しての概念を読み取るからである。演奏者、聴衆が初めからそうし
た概念を持つというより、互いに刺激し合って変化し合い、時代に
即した新しい解釈が生まれる。

フィッシャー=ディースカウが《冬の旅》に歴史的な名唱を極め
ていた頃、聴衆はそこに人生の絶望を聴いたとしても、社会の「疎
外」の概念に打たれることは無かったであろう（それは当時の内外
の批評などによっても分かる）。

❖ 枠を飛び出したプレガルディエン
フィッシャー=ディースカウが1992年に歌手生活を引退したあ

と、時代は冷戦を核とした東西の二重支配体制が崩壊し、かつての
文化は崩れ去り、歌曲の世界も地盤沈下して省みられなくなった。
その時、ポスト・フィッシャー=ディースカウの歌手たちが、あくま
でもディースカウの枠組みの中での再生産を射程にしていたのに対
し、プレガルディエンは外からの視点を持ち込み、完成された伝統

から飛び出した。プレガルディエンが、ツェンダーのオーケストラ伴
奏の創作的編曲による《冬の旅》を積極的に取り上げたのはその頃
である。ツェンダー版《冬の旅》は、楽器編成や繰り返し、カットな
どによって詩句を大胆に意味づけし、徹底して「疎外」を中心に据え
る。日本にもプレガルディエンは、この編曲版と、原典のピアノ（ゲー
ス）とのアンサンブルの二つを比較する超重量級のプログラムで来
日公演を行っている（2002年）。その後もプレガルディエンは管楽
器編成とのアンサンブルによる《冬の旅》や、シューベルトの信頼し
た歌手・フォーグルが声楽パートを装飾したフォーグル版《水車屋
の美しい娘》に取り組むなど、伝統を読み直す世界を広げている。

❖ 異端の盟友・ゲース
ディースカウの次の時代を作ったプレガルディエンは、ディース

カウが200人近くのピアニストと共演したのとは対照的に、ゲース、
シュタイアー、アイゼンロールほか、極めて共演者の数が少ない。

中でもゲースは、プレガルディエンの芸術を、より革新的なもの
に成し得ている。ゲースは8歳でスタインウェイ・コンクールに最
年少で優勝し、テレビで騒がれ諸外国で活躍する「神童」であった。
ところが16歳で突然、「いやになった」と放浪生活に入る。豪華客船
の乗組員をしていた19歳のとき、かつてのピアノの先生にばった
り会い、ハノーファー音大を受けに来い、と言われ、何も準備して
いないので入学試験で20分間即興演奏をしたところ合格した、と
いう異端者である。それだけに、どこからアイディアが生じるのだ

史上初の常設団体とされるシュパンツィック弦楽四重奏団（以下Q）に
始まり、ヨアヒムQ、イザイQ、カペーQ、ブッシュQ…歴史に名を刻む草
創期の名弦楽四重奏団のほとんどは、「第1ヴァイオリンと仲間達」だった。
音楽学校での室内楽教育が本格的に始まった20世紀後半、「対等な4人の
アンサンブル」探求がジャンルの水準を飛躍的に高め、第1ヴァイオリン
が君臨するグループは姿を消す。あれほど個性的な第1ヴァイオリンを擁
し、その才をアンサンブルに納めるには互いを知り抜く固定メンバーが不

可欠だった団体も、ブレイニンQならぬアマデウスQを名告った。ハーゲ
ンQやヘンシェルQが確かに第1ヴァイオリンの名を冠しても、あくまで
も幼年期から家庭内で高水準の室内楽に親しみ、結果的にアンサンブル

の早期英才教育が達成されてしまった団体、所謂ファ

ミリー・クァルテットである。21世紀の今、第1ヴァ
イオリン名を団名に掲げる「国際的」団体は…ベルチャ

QとクスQ、あとはケレマンQくらいかしら。
＊　　＊　　＊

ベルチャなる団体を初めて聴いたのは、1997年の
ロンドン国際弦楽四重奏コンクールだった。この年で

最も印象に残るのは、名の読み方も判らぬ東欧系のお

嬢さんが座るロイヤル・カレッジ連中の第1ヴァイオ
リンから聞こえた飛び抜けた音。メニューイン翁が発

見したコリーナ・ベルチャなるルーマニアの逸材で、

独奏コンクールにも勝っているそうな。ああ、また「ソ

リストが若い頃にクァルテットを経験」という経歴か、

このくらいの才が室内楽に専念してくれればねぇ…。

その後、チェロを交代したベルチャ嬢チームは本格的に常設団体を目

指し、2年後の初夏に大阪国際室内楽コンクールにやってくる。アマデウ
スQの第2ヴァイオリンを務め「尖った第1ヴァイオリン扱い」にかけては

40余年の実績を有するニッセル翁が審査席に座る前で、文句なしの圧勝。
勢いのままボルドーへと転戦、危なげなく勝利した。

今世紀に入りウィグモアホールのレジデンシィを得、英国系団体の出

世印たるEMIとも契約、アマデウスQやリンゼイQなき英都で、個性的解
釈やデフォルメをウリとする所謂イギリス趣味とは一線を画した王道の

音楽を展開。コンクール時代を過ごしたチェロが教育界に転身したあと

も、ベルチャの魅力を前面に出したロマン派や、一転して息が詰まるほど

精密な作り込みに徹したベートーヴェンなど、資質の良さに磨きをかけて

いく。創設以来の第2ヴァイオリンがBBCスコティッシュ響コンミスに転
出、英国人がいない欧州団体となった今、エベーヌQと東西横綱を張る現
役最高団体と評されるに至る。

現在の欧州団体の規範たるアルバン・ベルクQの精密なアンサンブル
構築から出発したベルチャQは、年を経て往年のアマデウスQ流キャラク
ターも隠さなくなった（本人らに訊ねれば「私たちはみんなが対等です」と

笑うだろうけど）。大輪の華の魅力を損なわず、そんな華が輝くために必

要なアンサンブルのあれこれをバックステージ仕事と感じさせることも

なく、「第1ヴァイオリンを団体名に据えるクァルテット」の伝統を今に伝
える4人は、やっぱり「ベルチャのクァルテット」。だけど、誰ひとり欠けて
もダメな、ホンモノの民主的クァルテット。

 （わたなべ・やわら／音楽ジャーナリスト）

ベルチャ・クァルテット
2022年10月10日（月・祝）15：00
コリーナ・ベルチャ、アクセル・シャハー（ヴァイオリン）
クシシュトフ・ホジェルスキー（ヴィオラ）／アントワーヌ・レデルラン（チェロ）
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第7番 ヘ長調 Op.59-1《ラズモフスキー第1番》
シューベルト：弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D810《死と乙女》
6,500円／U-25 3,000円　全席指定
特別協賛：株式会社竹中工務店
協賛：株式会社トッパンインフォメディア／株式会社トッパン保険サービス
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―ヴァイオリンをはじめたきっかけと、影響を受
けた音楽家がいらしたら教えてください。

5歳のとき、両親とクラシックのコンサートに行
きました。そこでコントラバスを見た私は、「見て！

大きなヴァイオリン！」と叫びました。その後、私

たちはホールから追い出されてしまったのですが

（笑）。それから両親にヴァイオリンを買ってほしい

と頼み、今に至ります。両親は音楽家ではありませ

んが、私はいつもレコードやCDを聴いたり、ラジオ
で放送されるコンサートをカセットテープに録音し

たりしていました。11、12歳のとき、初めてマリア・
カラスのレコードを聴きました。彼女は、私が意識

的に尊敬するようになった最初の音楽家です。その

後はワーグナーに、そしてオペラ全般に夢中になり

ました。現代の演奏家のなかでは、イアン・ボスト

リッジとトーマス・ツェートマイヤーが好きです。

―日本の印象、聴衆の印象をお聞かせください。
初めて日本を訪ねたのは確か2004年、「若い音楽

家のためのチャイコフスキー国際コンクール」に参

加したときでした（編注：この年は倉敷市で開催。プ

リッチンが優勝）。まるで別の惑星に来たみたいに、

すべてが異なりました！ どこへ行っても、日本のよ
うな聴衆を見つけることはできません。その素晴ら

しさは世界的に知られています。日本でのコンサー

トは、まるで150年前、ベルリンでヨーゼフ・ヨアヒ
ムがベートーヴェンの弦楽四重奏曲を弾いたときの

ようで、人々が演奏のどんな細かいところも聴き逃

すまいと、固唾をのんでいたときを彷彿とさせるの

です。日本で演奏できることをいつも光栄に思って

います。

―さまざまなピアニストと共演されていますが、
初めての共演者と弾くときにどんなことを考えます
か？ 共演の条件や選曲のこだわりはありますか？
いい質問ですね！ 私にとって、共演者と共鳴する

ための適切なプログラムを選ぶことは、とても重要

です。たいてい、まずは二人が合意する1曲を探しま
す。それから良い組み合わせとなる曲を考えます。

私は共演者と話し、ディスカッションし（これによっ

てお互いをより知ることができます）、二人ともが

気に入ったプログラムを完成させます。私は、常に

新しいアイディアや弾いたことのないレパートリー

を探し求めているので、プログラムを決めるプロセ

スはとても楽しいのです。

―音楽家として譲れない信念はありますか？
音楽は文法とルールを持つ言語です。無意識にナ

ンセンスな演奏をしているのを聴くと、とても悲し

くなります。

―音楽に触れている時間以外では、どのようなこ
とをするのがお好きですか？
練習したり教えたり勉強したりすることに忙し

く、音楽を聴く時間すら十分にとれていないので、

答えるのが難しいですね（笑）。珍しい楽譜、例えば

初版などを集めるのが好きなんですよ。

―トッパンホールは、コパチンスカヤの日本のホー

〈歌
リ ー ト

曲の森〉～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 
第25篇～第27篇

〈シューベルト三大歌曲 1～ 3〉
クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆
ミヒャエル・ゲース（ピアノ）

〈トッパンホール22周年 バースデーコンサート〉
2022年10月1日（土）18：00
ベートーヴェン：連作歌曲 《遥かなる恋人に寄す》 Op.98
シューベルト：白鳥の歌 D957より
 第7曲 別れ／第4曲 セレナーデ／第1曲 愛の言づて／
 第6曲 遠い地で／第5曲 居場所／第2曲 兵士の予感／
 第3曲 春のあこがれ
ブラームス：《リートと歌》より 〈きみの青い目〉 Op.59-8
ブラームス：《4つの歌》より 〈とわの愛〉 Op.43-1
ブラームス：《低音のための6つのリート》より 
  〈野にひとりいて〉 Op.86-2
ブラームス：《プラーテンとダウマーによるリートと歌》より 
  〈わたしは夜中にふいに跳び起き〉 Op.32-1
ブラームス：《低音のための5つのリート》より 
  〈墓地で〉 Op.105-4
シューベルト：白鳥の歌 D957より
 第10曲 魚とりの娘／第12曲 海辺で／第11曲 町／
 第13曲 もう一人の俺／第9曲 あの娘の絵姿／第8曲 アトラス

2022年10月3日（月）19：00
シューベルト：水車屋の美しい娘 D795

2022年10月5日（水）19：00
シューベルト：冬の旅 D911

（各日）6,500円／U-25 3,000円　全席指定

3公演セット券
16,770円／トッパンホールクラブゴールド会員14,820円

特別協賛（1日、5日）：株式会社 安藤・間
協賛（3日）：東京書籍株式会社
 東洋インキSCホールディングス株式会社
 図書印刷株式会社／トッパン・フォームズ株式会社

ろうと思うほど音型、音色などに多義的な意味を
見出し投げかける。プレガルディエンは、ゲース
の一音一音の変化を敏感に捉えて即応し、自らも
問い返す。二人が相互に刺激し合い、その場でし
か聴けない音楽が誕生する。

❖ 期待が高まる“三大歌曲集”
プレガルディエンとゲースの最大の魅力は、

演奏ごとに解釈、向き合う姿勢を彼らの内で変
化させ、常に新しいものを提示してくれるところ
にある。

曲を解釈する視点は、その時代の社会がかか
わってくる。作品は社会から隔絶したものではな
く、その時々の社会の中に位置づけられている。
それは安易に結びつけられるものではなく、表現
者に体内化されて表出される。シューベルトが短
い人生の晩年に結晶させた《水車屋の美しい娘》
《冬の旅》《白鳥の歌》、さらに時代的に前後する
ベートーヴェンとブラームスを付け加えたプロ
グラム。コロナ禍、ロシアによるウクライナへの
侵攻という凄惨なこの時代に、彼らがどのような
表出をしてくれるか、期待は高まるばかりだ。

トッパンホールの歌曲シリーズはまさに「時代
と共にある」。

（うめづ・ときひこ／音楽評論家）

2019年、クルレンツィス率いるムジカエテルナのゲスト・コンサートマスターとして来日し、静かな佇まいのなかにも衝撃的インパクトを残したプリッチン。
2014年のロン=ティボー覇者でもあり、その活躍はヨーロッパを中心に広く世界中に及んでいます。待望の日本初リサイタルを前に、メール･インタビューで
彼の人柄と今回の聴きどころに迫りました。初共演となる北村朋幹からのメッセージも、併せてお届けします。

共演に寄せて― 北村朋幹
アイレン・プリッチンの名前は、数年前から色々な方が口にするのを聞いておりました。なかには、もしかした

ら合うのではないかと仰ってくださる方もいたのですが、僕はまだ彼の生演奏に触れたことがありません。
しかし今回、トッパンホールさんからいただいた共演のお誘いに添えられた、彼からの3通りの曲目案を拝見し、
そのとても美しい独自の感性に心から惹かれました。メトネルのソナタからリサイタルを始めようと誘ってくれる
人が、どこにいるでしょうか。また、エネスクの3番という、触れるのも躊躇うほどの恐ろしい名作に初挑戦するの
に、これほど素晴らしい機会はあるでしょうか。
チャットでの何気ない会話（返事のスピードが驚くほど速い！）からも、強いこだわりと、開いた心が同居した
音楽家であることが分かります。作品、人…新たな出会いを今から楽しみにしています。

＊メッセージ全文はWEBで公開中！

ムホールでもあります。ムジカエテルナでは、コン
サートマスターとして彼女と共演されましたが、彼
女から受けた影響や感じたことはありますか？
パトリツィアは、パフォーマンスの限界を超え、音

楽と聴衆との間にある壁を破る、ユニークな才能の

持ち主です。私たちの多くは、彼女から自由と表現力

を学んでいると思います。特別な人を真似しようと

しても無駄ですが、彼女のエネルギーと、新しい世

界を拓こうとする弛まぬ探究心は素晴らしいです！

―今回のプログラムの聴きどころ、そしてトッパ
ンホールのお客さまへメッセージをお願いします！
〈エスポワール スペシャル〉という素晴らしいシ
リーズに出演する機会をいただき、さらに、とても

才能のあるピアニスト北村朋幹さんと共演できるこ

とを、たいへん嬉しく思いますし、感謝しています。

プログラムはいずれも、極めて近い時代に書かれて

いて、その頃の世界がどうであったかを如実に現し、

バラエティに富んだ表現で私たちに示してくれる、

特別な作品たちです。メトネルでその時代の郷愁を

感じる一方で、ヤナーチェクの音楽からは、平和を

切望する男の苦悩と狂気の世界が垣間見えます。ラ

ヴェルでは自分自身に調和を見出し、エネスクでは

ルーマニア民俗音楽の野性的な美しさの中に深々と

飛び込んでいきます。

トッパンホールの聴衆の皆さんと、このエキサイ

ティングな旅ができることを願っています！

（取材・文：トッパンホール）
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気鋭のピアニスト、アレクサンドル・メルニコフが昨

年1月のリサイタル以来トッパンホールに帰ってくる。

1973年モスクワ生まれ。1989年にシューマン国際
コンクールにおいてわずか16歳で入賞し、ソロ・ピア
ニストとしては96年に初来日。晩年のリヒテルと交流

があったことでも知られる。ピリオド楽器にも造詣が深

く、チェンバロは20代前半から、またアンドレアス・シュ
タイアーにフォルテピアノを学んだ。アルバムの多くは

ハルモニア・ムンディから発表されている。

メルニコフのレパートリーの中心を成すのは、ドイ

ツ・ロマン派と近現代ロシア音楽と言えるだろう。右

手のメロディーの歌い回しも軽やかに、だが他方、特

にラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフと

いった近現代ロシア音楽においては、豪奢な響きの根

源にある暗い影が、白日の下にさらけ出されていくよ

うに感じられる。彼の手にかかれば、作品の「夜」の側

面、つまり「反時代性」が引き出されるのかもしれない。

そうしたメルニコフの演奏スタイルの特性は、昨年

のリサイタルで、なお一層のこと聴衆にアピールされ

たことだろう。ここでメルニコフは「幻想」というテー

マのもと、4台の鍵盤楽器の弾き比べで、バッハから
シュニトケに至るまでの「幻想曲」の系譜を鮮やかに描

き出した。その「幻想」はまさしく闇であり、ホール全

体がほの暗いムードで満たされたものだった。

さて、今回11月のリサイタルでメルニコフが披露す
るプログラムは、ドビュッシーの《前奏曲集 第2集》と
ベルリオーズ（リスト編）《幻想交響曲》の2本立て。使
用するのはモダン・ピアノ1台とあって、上記のような

彼の来歴を踏まえた上だと、少し意外なものに感じら

れる。

ベルリオーズ(1803-1869)とドビュッシー (1862-
1918)。前者は、その色彩ゆたかな管弦楽法とイデー・
フィクスを用いた表現が交響詩の嚆矢となり、後者は、

象徴派詩人から影響を受けつつ、点描のようなパッ

セージや全音音階、教会旋法を駆使して独自の語法を

確立させた。両者の共通点は標題性と色彩感だ。今回

のメルニコフは標題音楽の系譜を描き出してくれるこ

とだろう。

ドビュッシー《前奏曲集 第2集》の録音は2018年に
リリースされたアルバムに収録されており、メルニコ

フはこのとき1885年頃製のエラール・ピアノで演奏
している。〈ヴィーノの門〉のハバネラあるいは〈風変わ

りなラヴィーヌ将軍〉のケークウォークから醸し出さ

れる異国情緒、〈妖精は良い踊り子〉〈花火〉での躍動感

そのもののような音使いなど、バラエティに富んだ魅

力にあふれるレパートリーだが、メルニコフの演奏は、

テンポの揺れも控えめに、時にストイックなまでに叙

情性を節制し、音楽の題材よりもパーツとなる音型そ

のものの運動の軌跡を際立たせるようなものだ。ベル

リオーズ（リスト編）《幻想交響曲》の録音並びに演奏会

での実績について筆者は寡聞にして知らないが、リス

〈エスポワール スペシャル 16〉
アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）
2022年10月17日（月）19：00
北村朋幹（ピアノ）
メトネル：ヴァイオリン・ソナタ第1番 ロ短調 Op.21
ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ
ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ（遺作）
エネスク：ヴァイオリン・ソナタ第3番 
  イ短調 Op.25《ルーマニア民俗風》
5,500円／U-25 2,500円　全席指定

アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）
2022年11月5日（土）18：00
ドビュッシー：前奏曲集 第2集（全12曲）
ベルリオーズ（リスト編）：幻想交響曲
7,000円／U-25 3,500円　全席指定
特別協賛：株式会社竹中工務店

トによるパラフレーズ作品としては《ドン・ジョヴァ

ンニの回想》が2018年に発表されたアルバム「Four 
Pianos, Four Pieces」に収録されており、出色の出来だ。
《幻想交響曲》においてメルニコフは、原曲に備わる

色鮮やかなドラマトゥルギーを、ピアノ1台でいかにし
て引き受けるのか。特に、バンダを採用することで生

み出される遠近感や、4台ものティンパニを鳴らすこ
とで生じる効果音的な音響効果など、ピアノで直接的

には再現不可能な部分にこの作品の本質があるように

思えるが、これらにどう向き合うのか。そして、象徴的

あるいは印象的な表現のはじまりに位置する《幻想交

響曲》と、この創作潮流の最高傑作に類するドビュッ

シーの《前奏曲集》という、異なる歴史的段階にある2
つの作品をピリオド楽器を用いずにどう弾き分けるの

か。今回のリサイタルではここが聴きどころとなるだ

ろう。 （にしむら・さち／批評家）
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Alexander Melnikov

モダン・ピアノで紡ぐ、色鮮やかな“ファンタジー”	 西村紗知

Artist  Interview

アイレン・プリッチン  &  北村朋幹
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さらなる深化で魅せる、珠玉のドイツ・リート

最新情報はオフィシャルWEBサイトでご案内しています 　※WEBチケットもご利用いただけます

※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8月中旬現在

日時 公　　演

10／

1 （土）
18:00

〈歌曲の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 第25篇～第27篇
〈シューベルト三大歌曲 1～ 3〉
クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆ミヒャエル・ゲース（ピアノ）
※10/1は〈トッパンホール22周年 バースデーコンサート〉

 特別協賛（1日、5日）：株式会社 安藤・間
 協賛（3日）：東京書籍株式会社／東洋インキSCホールディングス株式会社
  図書印刷株式会社／トッパン・フォームズ株式会社

3 （月）
19:00

5 （水）
19:00

10（月・祝）
15:00

ベルチャ・クァルテット
	 特別協賛：株式会社竹中工務店
  協賛：株式会社トッパンインフォメディア／株式会社トッパン保険サービス

17 （月）
19:00

〈エスポワール スペシャル 16〉 
アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）
北村朋幹（ピアノ）

11／
5 （土）

18:00
アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）	

特別協賛：株式会社竹中工務店

29 （火）
19:00

ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）

12／
5 （月）

19:00
毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋	唯（ピアノ）	

特別協賛：清水建設株式会社

10 （土）
15:00

郷古	廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ）	
特別協賛：株式会社 安藤・間

16 （金）
19:00

マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）

1／ 11 （水）
19:00

トッパンホール	ニューイヤーコンサート	2023
ユリアン・シュテッケル（チェロ）／山根一仁（ヴァイオリン）／原ハーゼルシュタイナー麻理子（ヴィオラ）

日時 公　　演

2／

3 （金）
19:00

鈴木優人（チェンバロ）J.S.Bachを弾く	2	―パルティータ
	 	 特別協賛：株式会社 安藤・間

15 （水）
19:00

〈歌曲の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und Musik～ 第28篇
 〈エスポワール スペシャル 18〉
アンナ・ルチア・リヒター（メゾ・ソプラノ）＆ティル・フェルナー（ピアノ）

18 （土）
17:00

〈エスポワール シリーズ 12〉 
嘉目真木子（ソプラノ）Vol.3	―ドイツ・リート
北村朋幹（ピアノ）	 特別協賛：清水建設株式会社

21 （火）
19:00

ニコラ・アルトシュテット（チェロ）―無伴奏	
特別協賛：東急建設株式会社

〈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］

11／ 18 （金）
12:15

Vol.118	 中野りな（ヴァイオリン）　新しい世界への憧憬

12／ 22 （木）
12:15

Vol.119	〈ベートーヴェンに挑む 5〉 
	 	 大塚百合菜（ヴァイオリン）、笹沼	樹（チェロ）、兼重稔宏（ピアノ）

2／ 22 （水）
12:15

Vol.120	 特別企画 
	 	 金川真弓（ヴァイオリン）

今号の表紙は、プレガルディエン＆ゲースのお二人。立ち上げたばか
りの〈歌曲の森〉シリーズに登場したときの写真です。いまから13年
前の若 し々い彼らとの再会に、写真をセレクトしながら、懐かしい思
いに耽ってしまいました。記事のほうは、それから7年後の2016年の

お姿。一段と渋さと凄みは増したものの、二人の纏う空気感、音楽へ
の眼差しは変わりませんね。久しぶりの登場となる10月の公演では、
シューベルト三大歌曲を取り上げます。ご無事の来日と、胸に迫り響
く音楽が、いまから待ち遠しいです。 （雪）

編集後記

www.toppanhall.com

表紙：クリストフ・プレガルディエン＆ミヒャエル・ゲース
名物企画〈歌曲の森〉シリーズ最多登場を誇り、いまや本シリーズに欠かせ
ない存在となったプレガルディエン＆ゲースの記念すべき初登場公演より。
彼らは「詩と音楽の融合」という歌曲の本質を誰よりも鮮やかに抉り出し、人
間の本質に問いかける心震わす演奏で、得難い名演を刻んできました。トッ
パンホールとふたりの物語は、2009年のこのステージからはじまりました。

コンスタンチン・リフシッツを招いてJ.S.バッハの音楽をやりたいと
思ったのは、彼がコパチンスカヤと共演した2014年に遡る。加えて、
コロナ禍で一人ひとりが自身と向き合う時間が増えたなか、ますます
バッハの音楽を聴いていただきたいとの想いがむくむくと頭を擡げて
きた矢先、リフシッツ来日の話が舞い込み、バッハとショスタコーヴィ
チを組み合わせた2公演を開催できることとなった。

近年J.S.バッハの音楽は、とりわけモダンのピアノ弾きにとってはな
かなか厄介な存在だ。ピリオド楽器全盛と言えど、子供の頃からそ
んな楽器を嗜める環境は限られるわけで、ピアニストはもっと自らの
意志できちんとバッハと向き合い、彼の音楽を理解し、コンサートの
場で自身の表現を問うべきだと思うのだが、その先鞭を切るにはリフ
シッツはまたとないアーティストだ。第1夜は、彼の望むプログラムで
コンサートを開催。前半だけで80分に及ぶ長大なプログラムで、時に
荘重、時に壮麗、時に劇的に、まったく飽きさせることなくバッハの宇
宙を描いた。解釈が個性的な部分もあるが、独善的なものと感じさせ
ないのは、彼の音楽の中にソフロニツキー、A.ヴェデルニコフやリヒテ
ル、ニコラーエワらロシアン・ピアニズムの系譜に脈 と々流れるバッハ
解釈が生きていることの証左なのだろう。

強く深い音と激しい感情の表出力を持つリフシッツの音楽には、
ショスタコーヴィチがよく似合う。当初、彼が提案してきたチェロ・ソ
ナタはヴァイオリン・ソナタに変更、山根一仁との共演をアレンジした。
山根はリフシッツとの共演に気負うことなく、自分の信じる解釈を共
演者に問い、対等に議論し互いに納得して前に進む。日本人にありが
ちな表面を繕うことをしない演奏家だ。そんな山根にリフシッツも思
う存分自身の強い音楽をぶつけては、その手応えをしっかりと確かめ
共演を堪能していた。結果生まれたのは、作品の深奥に秘められた聴
き手の心を抉るような痛みを伴う作曲家晩年の心象風景だった。

ピアノ五重奏曲の弦セクションは、楽譜と何日も睨めっこしながら
世代の異なるメンバー 4人を選出した。彼らはそれぞれの個性や持ち
味を存分に出し切り、見事に役回りを演じきったが、それにはリフシッ
ツも驚きを禁じ得ず、彼の集中度も一気に高まり、作品の魅力や可能
性を大きく押し広げた圧倒的な演奏が繰り広げられた。それは5人の
優れたアーティストの努力と才能の賜物であり、また室内楽という、
汲めども尽きぬ魅力の宝庫の醍醐味でもあった。

（西巻正史／プログラミング・ディレクター）

小森輝彦＆宮﨑貴子 リートデュオ Vol.2
～白鳥の歌、ケルナーの詩による12の歌曲～
2022年10月7日（金）19：00
小森輝彦（バリトン）／宮﨑貴子（ピアノ）
シューベルト：《白鳥の歌》 D957より
  愛の便り／戦士の予感／セレナード／別れ／アトラス／
  漁夫の娘／影法師／鳩の使い
シューマン：ケルナーの詩による《12の歌曲》 Op.35
リスト：愛し合うことはすばらしいことだろう S314　他
全席指定：4,500円／学生2,000円
主催・お問い合わせ：Kollege	M		042-445-2859

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

　お昼のひとときにフレッシュな若手
アーティストの真剣勝負をお届けして
いる〈ランチタイムコンサート〉。11月は、
今年6月の仙台国際音楽コンクールで、
史上最年少かつ2004年以来の日本人
優勝で話題となった、ヴァイオリンの中
野りなが登場。早くからその才能を開
花させ、「題名のない音楽会～未来の
大器～」でも取り上げられた俊才です。

ドイツ音楽を中心に勉強を積み重ねる一方、自身の音楽世界を
拡げることにも意欲的な中野。今回のコンサートでは、初挑戦の
サン=サーンス2曲にモーツァルトのロンドを選曲。新しい世界を眼
差す彼女の意気込みが伝わるプログラムになりました。初共演の
ピアニスト有吉亮治の胸を借りて臨む渾身のステージに、どうぞ
ご期待ください。

〈ランチタイムコンサート Vol.118〉
中野りな（ヴァイオリン）  新しい世界への憧憬
2022年11月18日（金）12：15
有吉亮治（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド ハ長調 K373
サン=サーンス（イザイ編）：ワルツ・カプリス Op.52-6
サン=サーンス：ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ニ短調 Op.75
入場無料（要予約／お一人様2席まで）
受付期間：2022/10/7（金）～10/28（金）
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.118」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。）
	［会員］電話

新たな世界を眼差して…

公演開催状況等、最新情報はWEBサイトをご確認ください。
ご来場のお客さまへのお願い
 ➡

第91回 日本音楽コンクール予選
オーボエ部門 第1予選 8月26日（金）

第2予選 8月28日（日）
第3予選 8月29日（月）

声楽部門（歌曲） 第1予選 8月31日（水）～ 9月1日（木）
第2予選 9月7日（水）

フルート部門 第1予選 9月2日（金）～4日（日）
第2予選 9月5日（月）～6日（火）
第3予選 9月8日（木）

バイオリン部門 第1予選 9月10日（土）～12日（月）
第2予選 9月13日（火）～14日（水）
第3予選 9月15日（木）

ピアノ部門 第1予選 9月17日（土）～21日（水）
第2予選 9月23日（金・祝）～25日（日）
第3予選 9月27日（火）

※シャトルバスの運行はありません。

主催：毎日新聞社　NHK 会場協力：トッパンホール
特別協賛：三井物産株式会社 協賛：岩谷産業株式会社
［前売りのみ／当日券なし］	
全席指定：2,500円／ピアノ・バイオリン第3予選3,500円
お問い合わせ：日本音楽コンクール事務局
	 	 03-3212-0187（平日10：00～18：00）

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

小森輝彦と宮﨑貴子によるリートデュオ。昨年秋に続き、「詩」と
「音楽」が織りなす精緻な芸術「歌

リ ー ト

曲の世界」へと皆さまを誘いま
す。ソロ・室内楽と多彩に活動を続けるなか、宮﨑が特に心を傾け
てきたのがリート。ピアノ、フォルテピアノ、チェンバロに加えて、
リート伴奏法を学び、シューベルト国際コンクール リート・デュオ
部門の覇者でもある彼女は、様々な歌手との共演を重ねてきました。
2017年にはトッパンホール主催のミヒャエル・ゲース（ピアノ）によ
るマスタークラスを受講、多くの
新たな気づきも得て、以降ますま
す熱のこもった演奏を聴かせてい
ます。そんな宮﨑と3年続けての
共演となる小森は、ドイツ宮廷歌
手の称号を得て帰国後、円熟味が
増すと同時に音楽家としての進
化も止まらず、その確かな歌唱と

表現力で聴衆を魅了し続けています。2020年の共演を経て、昨年ス
タートした本プロジェクト。プログラム構成から二人でじっくりと丁
寧に創りあげたリートデュオの、さらなる深化にご期待ください。

INFORMATION

SCHEDULE 2022.10〜2023.2 主催公演 トッパンホールチケットセンター
（10：00〜18：00 土日祝休） 03-5840-2222

コンスタンチン・リフシッツ 
BA-DSCH Project
室内楽の醍醐味に満ちた2日間

J.S.Bach & Shostakovich


