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Today’s Program

宮下直子 Naoko Miyashita : piano
和歌山県出身。第 25 回全日本学生音楽コンクール西日本大会第 1 位。
東京藝術大学音楽学部卒業、安宅賞受賞。1983〜88 年ロンドンに留学、
マリア・クルチョ女史に師事。在英中、オックスフォード・ジャパニー
ズソサエティに招聘され、リサイタルに出演。一時帰国の際、大阪フィ
ルハーモニー交響楽団とプロコフィエフ、ラフマニノフのコンチェルト
を協演。帰国後、
和歌山、
東京、
大阪にてデビューリサイタルを開催。以後、
日本各地にて多くのリサイタル、オーケストラとの協演、室内楽、ドイ
ツリート伴奏、オーケストラの鍵盤楽器奏者としても活躍、NHK-FM
放送等に出演し著名なアーティストとの共演を重ねるなど、多彩な活動
を行っている。また、
和歌山では、
「冬の旅」
「シューベルティアーデ」
「サ
タデーアフタヌーンコンサート」等独自の企画によるコンサートシリー
ズを開催。近年では和歌山放送クラシック音楽番組「音楽の散歩道」を
担当し、同名のコンサートをアートギャラリー Onomachiαにて展開。
2014 年より緑風舎にて「宮下直子デュオ・リサイタルシリーズ」を始め、
その活動が注目されている。さらに一昨年生誕 100 周年を迎えたベン
ジャミン・ブリテンの知られざるピアノ作品全曲演奏と録音を予定。
98 年和歌山県文化奨励賞、2007 年和歌山市文化奨励賞を受賞。出口美
智子、小林仁、井口秋子の諸氏に師事。
現在、相愛高校・相愛大学音楽学部講師。

♪シューベルト : アルペジョーネソナタ イ短調 D. 821
Franz Schubert : Arpeggione Sonata, D.821

♪シューベルト : 楽興の時 D.780 -２・３（ピアノソロ）
Franz Schubert: Moments musicaux D 780 Op.94 (piano solo)
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♪ブリテン : ラクリメ（涙）
〜ダウランドの歌曲の投影 Op.48
Benjamin Britten: Lachrymae op.43

♪武満 徹 : 鳥が道に降りてきた
Toru Takemitsu: A Bird came down the Walk

♪林

光 :ヴィオラソナタ＜プロセス＞

Hikaru Hyashi: Viola Sonata, "Process"

廣狩 亮

♪日本の歌 :「荒城の月」
「浜辺の歌」

Akira Hirokari : Viola
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1970 年神戸市生まれ。東京藝術大学音楽学部卒業。東京現代音楽祭室
内楽コンクール ムーサ弦楽四重奏団で第１位、第１回朝日現音賞 ( 現・
朝日現代音楽賞 )、日本コロムビア特別賞を受賞。東京国際室内楽コンクー
ル ムーサ弦楽四重奏団で第２位、ルフトハンザ賞を受賞。
芸大オーケストラ、広島交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団の首
席奏者をつとめた後、札幌交響楽団首席奏者に就任、現在に至る。
ソリストとして広島交響楽団、札幌交響楽団と共演したほか、木曽音楽
祭、倉敷音楽祭に出演。ソロ・リサイタルを 2004 年に全国 3 都市で、
09 年 5 月に 2 都市で開催し好評を博した。札幌交響楽団の定期演奏会
でもたびたびソリストを務めており、林光や武満徹ら現代日本の作品に
鋭い切れ味を見せる一方、05 年にはバルトークのヴィオラ協奏曲で、
09 年 5 月には R. シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でいずれも
印象深い名演を聴かせた。
豊かな音量と流麗な歌い回しから曲の本質を端的につく演奏ぶりで、現
在わが国でもっとも傑出したヴィオラ奏者のひとりである。
ヴァイオリンを竹内礼二、村田宜子、浦川宜也の各氏に、
ヴィオラを浦
川宜也、兎束俊之、菅沼準二、今井信子、故ウルリッヒ = コッホの各氏
に師事。
現在、北海道教育大学岩見沢校非常勤講師。

♬ピアノ：STEINWAY HAMBURG製
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◇シューベルト：アルペジョーネソナタ イ短調 D.821

アルペジョーネはウィーンのギター製造者により発明された6弦の弦楽器で、チ
ェロとギターの特徴を併せ持ち、「ギター・チェロ」という別名でも呼ばれてい
た。「アルペジョーネ・ソナタ」は、1824年、シューベルトによって、まさしく
アルペジョーネのために作曲されたソナタであったが、曲が出版された1871年
にはすでにアルペジョーネは忘れられた楽器になっていた。シューベルトの最晩
年に作曲されたこの音楽には、美しい叙情性に彩られたシューベルトならではの
世界に色濃く「死の影」が刻み込まれており、その「悲劇性」もまた多く人々の
心を捉える要因となっている。

◇シューベルト：楽興の時 D.780-2・3

「楽興の時」（Moments Musicaux）D780 は、シューベルトが作曲した 6 曲構成の
ピアノ曲集。1823 年から 28 年にかけて作曲され、28 年に作品 94 として出版された。
特に日本で有名なのは、第 3 曲ヘ短調で「エール ルス」（ロシア風歌曲 ) として有名。
繰返しを除くとわずか 54 小節という小さな曲で、終始一貫して単純な伴奏に乗って旋
律が流れる何の変哲もないように見える曲だが、愛らしく親しみやすい魅力に満ちた曲
である。NHK ラジオ放送「音楽の泉」のテーマ曲としてもおなじみ。

（涙）
◇ブリテン：ラクリメ
〜ダウランドの歌曲の投影 Op.48

ベンジャミン・ブリテン（1913 〜 76）はイギリスのロースロフトに生まれ、オールドバラ
に没した 20 世紀最大の作曲家である。ピアノの名手としても知られたが、少年期には
ヴィオラに熱中し研鑽を積んでおり、「ヴァイオリンとヴィオラのための二重協奏曲」「反
映」「エレジー」などの他、かなりの数の試作品を含むヴィオラのための作品が残され
ている。
1950 年彼の主宰するオールドバラ音楽祭で初演された「ラクリメ」は、イギリス・ル
ネッサンス期の作曲家ジョン・ダウランドのリュート歌曲「流れよ、わが涙」に基づく
もので、ブリテンはこれを主題に 10 の変奏曲を作曲した。主題にあたる第１曲目は弱
音器付きのヴィオラとピアノで始まりダウランドの歌曲が切り刻まれた形で現れる。そし
て恐ろしく冷たい風が吹きつけるようなトレモロの影でやっと聞こえる主題の断片は、
第２変奏曲以降様々に形を変えて、ようやく第 10 変奏曲の後半にその全容を現すとい
った手法で書かれている。なお、この曲はヴィオラとオーケストラ、さらにはヴィオラと
ハープなど色々な形で演奏される。

◇武満 徹：鳥が道に降りてきた

「鳥が道に降りてきた」
は武満徹の最後の作品のひとつで、
すぐれたヴィオラ奏者、今井
信子への友情と敬意を表すPersonal Giftとして作曲され、彼女によって1995年ウィー
ンで初演された。

この曲の中でヴィオラによって繰り返される主題は、作曲者のオーケストラ曲
「鳥は星形
の庭に降りる」
の鳥の主題に基づいている。五音音階の鳥を表す主題は、武満自身の言
葉によると、〜微妙な変化をともないながら、絵巻のような、静的な、地上の風景の中を
歩いていく。
ひっそりとした白日の庭。〜と描写している。
ピアノが「鳥の囀りのように」
と指定された音形を２度繰り返すが、
ここは日本の都節音
階と１音を除き合致している。武満はこれを鳥が羽ばたいている様子で、
あまりテンポは
速くなくと語ったとのこと。

◇林

光：ヴィオラソナタ＜プロセス＞

「ヴィオラソナタ＜プロセス＞」は、今井信子さんらのムーヴメント「ヴィオラスペース」
２０周年記念の委嘱作品として 2002 年に作曲、初演された。初演後、同年秋のレコ
ーディングにあたって、若干の加筆改訂をおこなった。初演、レコーディング、どちらも
演奏は、店村眞積（Va）小川京子（Pf）のお二人。曲は自由な一楽章形式をとって
いて、１オクターブの 12 の音を行きつ戻りつしながら下降してゆく、冒頭のヴィオラの
静かなメロディーが、全曲をつらぬく、いわば主題。この主題から派生した第二主題
的なエピソードも続いてあらわれて、前半を終わる。後半部は、これも主題から派生し
たグロテスクなマーチや、いつのまにかそこから飛び移ってのミュージックホール風バー
レスク音楽などが、あらわれては消え、やがてヴィオラの長いカデンツァを経て主題が
凝縮されて再起し、曲を終わる。
余談になるが、廣狩さんは藝大在学中、仲間と組んでわたしの「弦楽四重奏曲＜レゲ
（1989/90）を演奏し、現音（日本現代音楽協会）主催の演奏コンクールで優勝
ンデ＞」
（1995）の札幌初演をしていただいた。
した。数年前には「ヴィオラ協奏曲＜悲歌＞」

生まれて間もない作品は演奏家という母に育てられ「作品」になっていく。心から感
謝を。

＜林光「廣狩亮、宮下直子デュオリサイタル 2004」プログラムより＞

ヴィオラ編曲版
◇日本の歌：
「荒城の月」
「浜辺の歌」
「荒城の月」
：土井晩翠作詞、瀧廉太郎作曲。1901 年に中学校唱歌の懸賞の応募
作品として作曲された。原曲は無伴奏の歌曲であった。歌詞は、
東京音楽学校（現・
東京藝術大学）が土井晩翠に懸賞応募用テキストとして依頼したもの。原題は『荒

城月』
。
「浜辺の歌」
：林古渓作詩、成田為三作曲。詩は 1913 年東京音楽学校の校友会誌
『音楽』の８月号に発表された。曲は 1916 年同校の生徒だった成田為三によっ
て作られた。成田が音楽学校時代の後輩、
倉辻正子にラブレターとして譜面を送っ
たといわれている。メロディーが、ヨハン・シュトラウス 2 世のワルツ『芸術家
の生涯（人生）』の一部と非常によく似ていることで知られている。

