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「アンサンブル
むろまち

,室町」  

ヨーロッパと日本の≪古楽器≫、すなわちヨーロッパのルネサンス・バロック時代の楽器と日本の伝統

楽器による、世界で初めてのアンサンブル。2007 年にフランス人チェンバロ奏者で作曲家のローラン・テ

シュネを代表として結成され、同年『豊臣秀吉の夢』と題する旗揚げ公演を北とぴあ国際音楽祭（つつじ

ホール）でおこなった。室町という名称は、ヨーロッパの楽器が日本へ伝来した室町時代（16 世紀）への

オマージュである。	 

毎回の公演では、さまざまな作曲家、ダンサー・舞踊家、俳優、声楽家など、多彩なジャンルのアーテ

ィストに協力を頂き、「ヨーロッパ＋日本」という複文化の対話から新しい芸術的表現の創造をめざしたコ

ラボレーションを続けてきた。現在のアンサンブルメンバーは、３0人以上の邦楽奏者、西洋古楽器奏者を

数える。	 

「アンサンブル室町」は、2013 年 2 月までに 7 回の公演、2009 年には教育的側面を加えるための第 1回

ワークショップ、2012 年にはレクチャーコンサートをおこなった。	 

今後は、定期公演に加えて、次代の作曲家や演奏家を育成するための教育的ワークショップ、さらには

国際作曲コンクールの開催など、活動範囲をさらに拡大していく。そして音楽が輝きを与え、糧を与え、

役立つと考えられる土地や場所（学校、大学、病院、刑務所、各種施設など）でのアウトリーチ活動も行

う予定である。	 

	 

 

2007 年        ローラン・テシュネ（フランス人チェンバロ奏者、作曲家）を代表として結成 

2007 年 11 月 『豊臣秀吉の夢』 北とぴあ国際音楽祭（つつじホール） 

2008 年 12 月 『邯鄲の夢』（サントリーホール・ブルーローズ） 

2009 年 9 月   ワークショップⅠ（東京藝術大学） 

2010 年 2 月 『ポール・クローデルの百扇帖』（日本大学カザルスホール） 

2011 年 1 月 『ポール・クローデルの百扇帖 II』（東京文化会館小ホール） 

2011 年 7 月    『元素』（サントリーホール・ブルーローズ） 

2012 年 3 月    『塔にみる夢、未来に捧げる祈り』 

             （江戸東京博物館伝統芸能フォーラム・東京スカイツリー完成記念特別展関連公演） 

2012 年 10 月   『レクチャーコンサート１・尺八＋リュート＋バロック・チェロ』（近江楽堂） 

2012 年 12 月   『源氏物語』（紀尾井小ホール） 
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主宰者からのご挨拶	 

	 

はじめに	 

世界で唯一の、そして 21 世紀の新しい「時の流れ」を代表するアンサンブル室町は、意欲のあるアーテ

ィスト達とコラボレーションしながら、今日と明日の芸術の創造に挑戦しております。そのためには断固

たる意志をもって公演テーマを選び、質の高い作品を委嘱し、さらには複雑な芸術表現を音にしていく作

業などが欠かせません。アンサンブル室町は、人間的にも芸術的にも、いっそう高いレベルを目指して進

んでいます。同じことは、徐々に増えている聴衆の方々にもあてはまるのではないでしょうか。なぜなら、

「たとえ路が険しくとも、前へ進もうとする気持ちが衰えることはない」ことを証明するために、公演に

足を運んでくださるのですから。	 

	 

アンサンブルの結成まで	 

	 これまで私は、生命力にあふれた音楽を創り出そうと情熱的に取り組んできました。その音楽が、過去、

現在、未来のどれであるかは、まったく関係ありません。それよりも、生命力にあふれているかどうかが

重要なのです。	 

	 私はピエール・ランディの音楽学的な著作『日本の音楽』（Buchet/Chastel, Paris 1970）を読み、日本の芸

術に衝撃を受け、日本へ移り住みました。1995 年から東京に住み、言葉、習字、そして特に日本の伝統的

な音楽を勉強することによって、少しずつ日本の文化や芸術の知識を深めていったのは、私を受け入れて

くれた国にあって、ごく自然なことでした。	 

	 さまざまな探求を行う過程で、人間国宝である尺八奏者、山本邦山氏と出会い、また同僚や作曲家の友

人たちの助言により、その当時はまだかつてなかったチェンバロと和楽器の合奏を試みました。こうして

コンサートが開催され、さらにＣＤ「チェンバロ＋日本Ｉ」(ALM	 Records	 ALCD-9045)と楽譜（マザーアー

ス株式会社）が出版されました。この経験から、異文明の古楽器の融合によって生まれる音色の「新しい」

色彩が途方もない創造の可能性を秘めていることを、私はすぐに理解したのです。	 

	 以来、山本邦山氏の御好意、また大学の同僚でもある作曲家の方々からの誠実な友情と篤い支援を得る

とともに、市瀬陽子氏（古典舞踏）や関根敏子氏（音楽学）から多大な助力をいただきました。そこに、

大学を卒業した教え子たちによる柔軟な精神や活気、さらには新しいものへの渇望が加わったのです。	 

これらの多種多様な要素が、2002 年のコンサート『チェンバロ+日本 I』から 2007 年の「アンサンブル室

町」の結成へと、少しずつ明確な形をとっていきます。要するに、個人による芸術的冒険から、新しい 21

世紀にふさわしい集団（アンサンブル）による錬金術へと発展してきたのです。	 

2007 年、北とぴあ国際音楽祭（東京都北区文化振興財団主催）から、私は独創的な公演の企画をするよ

うに提案を受けました。私が「アンサンブル室町」を結成して「チェンバロ＋日本」に集団的な広がりを

与えようと夢に描いたのは、まさにこの時でした。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

ローラン・テシュネ	 
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ローラン・テシュネ	 

1959 年	 パリに生まれる	 

1973 年	 ブールラレーヌ市立音楽院卒業	 

1978 年	 パリ・スコラカントルム卒業	 	 

1980 年	 パリ市 16 区立音楽院、ヴィロフレ市立音楽院、	 

	 	 	 	 	 	 コンピエーニュ市立音楽院講師	 	 

1986 年	 パリ国立高等音楽院卒業	 	 

	 	 

専門：ソルフェージュ、和声、対位法、フーガ、管弦楽法、	 

	 	 	 	 	 	 チェンバロ、室内楽、ピアノ、教育法、伴奏法、作曲	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 フランスのモンルージュ市立音学院の教授、後に院長を務める。	 

1995 年に日本に移り、昭和音楽大学助教授、桐朋学園大学助教授を歴任、現在、東京芸術大学准教授。「ア

ンサンブル室町」の主宰者・監督。	 

	 

	 

主要な活動：	 

教育的連続コンサート『ソルフェージュ大好き！』。独奏者としては、法倉雅紀、糀場富美子、Sebastien 

Beranger、金子仁美などに作品を委嘱して初演、室内楽では、Pascal Bertin、宮田	 まゆみ、藤原道山、篠崎

和子等と共演。またポール・クエンツ・オーケストラ、東京シティーフィルハーモニック管弦楽団などと

も共演。さらに、作曲や編曲をおこなうとともに、音楽コンクールの審査員なども務めている。	 

	 

主要著書：	 

『フランスバロック舞曲集』（音楽之友社）、『18 世紀フランス王朝時代からの	 鍵盤曲集』（全音楽譜出版社）。

ソルフェージュや音楽教育に関する論文多数。	 

録音録画：コレクション『チェンバロ+』（マザー・アース株式会社）を監修、CD+DVD	 『チェンバロ+日

本 I』、『チェンバロ+ハープ II』、『チェンバロ+パーカッション III』（ALM	 RECORDS）、『聴音』（フォンテッ

ク）。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



 5 
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「豊臣秀吉の夢」	 
～東京都北区文化振興財団主催《北とぴあ国際音楽祭》	 

日時：2007 年 11 月 16 日	 

	 場所：北とぴあ、つつじホール	 

	 

	 公演テーマ：芸術を愛好した豊臣秀吉は、イエズス会の宣教師たちを通じて西洋音楽の演奏に接してい

たばかりか、２台のチェンバロをはじめ幾つかの西洋の楽器も所持していた。本公演のタイトルは、秀吉

の辞世の句「露と落ち	 露と消えにし	 我が身かな	 浪速のことは	 夢のまた夢」から想を得ている。また、

秀吉が生前に書いた多くの書簡の幾つかを、公演のライトモチーフとし、曲と曲の間に能楽師の謡いによ

って読み上げた。	 

	 色彩による視覚効果:	 楽器奏者と日本舞踊の舞踏家の衣装は藤色、能の役者は黒、３人の俳優がそれ

ぞれ青・黄・緑の衣装を身に着ける。舞台は白と金を基調として、光と陰などを表す。本公演では、舞台

だけでなく客席も使って、スペクタクルを展開した。	 

	 公演概要：多様なバックグラウンド	 をもつ若い 11 人の作曲家による 11 の小品が、さまざまな編成で

演奏された。11 人の作曲家は以下の通り――伊東	 光介、上田	 真樹、木下	 愛子、小林	 弘人、松浦	 真沙、

斎藤	 圭子、篠田	 大介、鷹羽	 弘晃、築田	 佳奈、中本	 芽久美、張替	 夏子。さらに、エリック・サティ作

曲『スポーツと気晴らし』（1914 年）（本公演のためのオーケストラ編曲版）が、アンサンブル全員によっ

て演奏された。	 

	 公演は、いわゆる「歴史再現的な」コンサートにすべきではないと考え、エリック・サティのシュール・

レアリスムという強烈な様式によってバランスをとることにした。これによって歴史/重量感/現実感と想

像/軽やかさ/現実逃避の間の均衡を通じて、感情表現と人間性という共通点を追求する。能楽師が謡う豊

臣秀吉の書簡がコンサート全体を貫き、サティの「タンゴ」が音楽と演劇のクライマックスを作り上げた。	 

	 

演出：市瀬陽子	 

芸術監督：ローラン・テシュネ	 

	 

出演	 

	 日本舞踊：花柳美輝風	 藤間豊彦	 

	 謡：	 	 佐野弘宜	 	 

	 俳優：石川絵美	 池田舞美	 石川博章	 

	 演奏：アンサンブル室町	 
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演奏作品	 

	 松浦	 真沙『古の歌』	 

	 木下	 愛子『ホタル』	 

	 斎藤	 圭子『笙と箏(十七弦)とチェンバロのために』	 

	 築田	 佳奈『NODE for 4 performers』	 

	 中本	 芽久美『After a hundred years ... for Biwa, Baroque Violin and Harpsichord』	 

	 上田	 真樹『森のうた-18 本の管と 9 本の絃のために-』	 

	 鷹羽	 弘晃『MP』-	 I	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 鷹羽	 弘晃『MP』-	 II	 -	 

	 張替	 夏子『追憶の風』	 

	 小林	 弘人『接点』	 

	 篠田	 大介『TWINE』	 

	 伊東	 光介『松露	 -Choro-』	 

	 鷹羽	 弘晃『MP』-	 III	 -	 

	 松浦	 真沙『古の歌』	 

	 エリック・サティ	 Erik Satie：『スポーツと気晴らし Sports et Divertissements』（1914 年）	 

	 	 （本公演のためのオーケストラ編曲版）	 

	 	 『ヨット競技』、『恋愛ごっこ』『目かくし鬼』、『海水浴』、『花嫁の目覚め』	 

	 	 『タンゴ』『ブランコ』、『競馬』、『花火』『魚釣り』、『陣取り遊び』、『ゴルフ』	 
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「
かんたん

,邯鄲の夢」	 
日時：2008 年 12 月 12 日	 

	 場所：サントリーホール・ブルーローズ	 

	 

	 公演テーマ：能楽の有名な作品	 「
かんたん

,邯鄲」と、その 20 世紀版にあたる三島由紀夫の戯曲「邯

鄲」	 

	 公演概要：本公演は、前年の北とぴあでの公演の、いわば延長線上に位置づけられる。前回の公演では、

次のような豊臣秀吉の手紙の一節が能の謡として謡われた――「かくて時過ぎ	 此去れば	 かくて時過ぎ	 

此去れば	 	 五十年の	 栄花も尽きて	 まことは夢の中なれば	 皆消え消えと	 失せ果てて	 ありつる邯

鄲の	 枕の上に	 眠りの夢は	 覚めにけり」。	 

	 「邯鄲」とは、『枕中記』に含まれる故事で、盧生(ろせい)という青年が、邯鄲で道士呂翁から枕を借り

て眠ったところ、富貴を極めた五十余年を送る夢を見たが、目覚めてみると、炊きかけの黄粱（＝大粟）

もまだ炊き上がっていないわずかな時間であったという話である。また、人生の栄枯盛衰のはかないこと

のたとえでもある。（『デジタル大辞泉』より）	 

	 今回の公演では、日本舞踊、能、演劇に加えて、16 世紀イタリア・ローマの宮廷へ派遣された「天生遣

欧少年使節」へのオマージュとして、ルネサンス期のヨーロッパ舞踏を踊ることで「時間と空間」の二重

の交差から生み出された芸術の融合をめざした。	 	 

振付け：イタリア･ルネサンス・ダンス―チェザーレ・ネグリ Cesare Negri (1535-1605)、オラツィオ・ヴェ

ッキ Orazio Vecchi (1550-1605)	 、ファブリティオ・カローゾ・ダ・セルモネータ Fabritio Caroso da Sermoneta 

(1526-1605)の著作からの抜粋。	 

コンサート構成：ローラン・テシュネ、市瀬陽子、簑田弘大	 

	 

出演	 

指揮：根本卓也	 

演奏：アンサンブル室町	 

	 和楽器：安藤珠希（胡弓）、金澤裕比子（笙）、久保田晶子（琵琶）、	 田中奈央一（箏）、	 

	 	 	 	 	 日原暢子（箏）、間庭拓夢（篠笛）、簑田弘大（三味線）、盧慶順（打楽器）	 

	 	 	 	 	 守啓伊子（三味線）、渡辺元子（尺八）	 

	 古楽器：大平健介（ポジティヴ・オルガン）、川端勇輝（トラヴェルソ）	 

	 	 	 	 	 小林瑞葉（バロック・ヴァイオリン）、佐藤亜紀子（リュート）、平山亜古（チェンバロ）	 

	 	 	 	 	 廣海史帆（バロック・ヴァイオリン）、目等貴士（打楽器）森吉京子（リコーダー）	 

	 	 	 	 	 山澤慧（バロック・チェロ）	 
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	 謡：	 佐野弘宜	 加藤俊彦	 

	 演劇：高橋亜季、西山知秀	 

日本舞踊：花柳美輝風、花柳源九郎、藤間豊彦	 

ルネッサンス・ダンス：市瀬陽子	 

	 

	 

演奏作品	 

	 	 

成田和子『相聞Ⅰ』（委嘱作品・初演）	 

ファブリティオ・カローゾ・ダ・セルモネータの曲‐ルネサンス･ダンス（16 世紀イタリア）	 

成田和子『相聞Ⅱ』（委嘱作品・初演）	 

権代敦彦『1,576,800,000 秒』（委嘱作品・初演）	 

チェザーレ・ネグリとオラツィオ・ヴェッキの曲：ルネサンス･ダンス（16 世紀イタリア）	 

山下恵『夢遊び』（委嘱作品・初演）	 
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「百扇帖」	 
	 

日時：2010 年 2 月 24 日、日本大学カザルスホール	 

作曲：エディット・ルジェ、末吉保雄、増本伎共子、山口博史、山本和智、高橋喜治、	 

	 	 	 	 ダリウス・ミヨー、グラシアーヌ・フィンズィ	 

	 

公演テーマ	 

1927 年に出版された、詩人･劇作家ポール･クローデル Paul Claudel（1868－1955）の俳諧的詩集『百扇帖

Cent phrases pour éventails』（富田渓仙画、有島生馬書）。日仏の芸術的共同作業の成果は、限りなく美しい

作品となり、 高の創造性を発揮した。『百扇帖』は、俳諧の形式で表現された 150 の短い詩句による詩集

(1926)である。	 	 

ポール・クローデルは、日本をこよなく愛し、幾度も滞在。駐日フランス大使として東京に在住した折

りに、この詩集を日本で、それも日本人書道家と共同制作した。戯曲『プロテウス Protée』（ミヨー作曲）

の第２稿（1926 年）を完成し、戯曲『繻子の靴 Le Soulier de satin』（1925 年-1929 年刊）を完成させる少し

前のことであった。	 

本公演は、この実に優美な文学作品『百扇帖』から生まれた。全体は２部構成である。	 

第１部は「チェンバロ+オルガン」という 2つの楽器によるデュオで、これまでの「チェンバロ＋シリー

ズ（１．日本、２．ハープ、３．打楽器）」に続くものである。そして第２部は、「アンサンブル室町」に

よる前代未聞の＜複合文明的＞響きの実験であり、記号・音楽・踊り・現在・未来を結びつける場でもあ

る。	 

	 

出演	 

チェンバロ・芸術監督：ローラン・テシュネ	 

オルガン：早島万紀子	 

ダンス	 ：市瀬陽子、竹田純	 

日本舞踊：花柳美輝風、藤間豊彦	 

指揮	 	 ：鷹羽弘晃	 

演奏	 	 ：アンサンブル室町	 

	 	 

演奏作品	 

	 山口博史	 『チェンバロとオルガンのためのデュオ』（委嘱作品初演）	 

	 増本伎共子『悪魔と神様』（委嘱作品初演）	 

	 高橋喜治	 『ポール・クローデルの『百扇帖』による二重奏詩』（委嘱作品初演）	 

	 末吉保雄	 『JIZO』（委嘱作品初演）	 

	 グラシアーヌ・フィンズィ Graciane Finzi『Toujours plus』（日本初演）	 

	 エディット・ルジェ Edith Lejet『Tryptique』(1987、日本初演)	 
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	 エディット・ルジェ Edith Lejet『Toute la nature sort de l’or...』（委嘱作品初演）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 『Bruit de l’eau sur de l’eau...』（2009、日本初演）	 

	 山本和智	 『図像学』（委嘱作品初演）	 

	 ダリウス・ミヨー	 Darius Milhaud『６つの舞曲による 3楽章	 Six danses en trois mouvements』	 

	 （1970、オーケストラ編曲：ローラン･テシュネ）	 

	 

「公演報告」より	 

音楽、芸術、そして人間をめぐる「アンサンブル室町」の短くも濃密な一週間が終わりました。その山

場となったのが、2010 年 2 月 24 日に日本大学カザルスホールにおける我々の演奏会です。この演奏会は、

「アンサンブル室町」のこれまでの活動の記録と、我々全員（作曲家、演奏家、踊り手、聴衆）の心の中

に深く刻み込まれたことでしょう。	 

メンバーそれぞれがプロとしての自覚をもち、個人練習やパート練習、そしてアンサンブルに取り組む

とともに、指揮の鷹羽弘晃が卓越した力を存分に発揮してくれました。さらに、さまざまな舞踊（バロッ

クダンス、モダンバレエ、日舞）の共演により、視覚的な力が与えられました。	 

演奏会は、ポール・クローデルの「百扇帖」にインスピレーションを得て書かれた作品から生み出され

る音の力によって、素晴らしい高みへと到達しました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

第１部は、チェンバロとオルガンのデュオでした。早島万紀子さんのオルガンと共演ができたことは、

私にとって至福の時でした。チェンバロとオルガンの音における不均衡が予想されましたが、私の演奏し

たチェンバロが類まれな素晴らしい楽器（高橋辰郎 1990 年製、奈津陽子(1953-1996)のために製作）であ

ったことと、カザルスホールのオルガン（ユルゲン・アーレント 1997 年製）の繊細な音質のおかげで、ま

ったく問題ありませんでした。続いて、山口博史、増本伎共子、	 高橋喜治、末吉保雄、各氏による作品の

世界初演とグラシアーヌ・フィンズィの「Toujours Plus」の日本初演（オルガン：大平健介、チェンバロ：

ローラン・テシュネ）がおこなわれました。	 	 

第２部では、素晴らしい２つの初演、エディット・ルジェの	 「Toute la Nature sort de l’Or…」と山本和智

の「図像学」。続いてルジェの「Bruit de l’eau sur de l’eau…」の日本初演は、２人のバイオリニスト（堀内

由紀、長岡聡季）による演奏と、花柳美輝風、藤間豊彦の日本舞踊の共演が見事成功。 後に、ダリウス・

ミヨーの「６つの舞曲による３楽章」が、市瀬陽子のバロックダンス、竹田純のコンテンポラリー・ダン

ス、日本舞踊の上記２人とともに、アンサンブルメンバー全員によって演奏されました。こうして公演は、

錬金術による見事な変容にも似た、「過去・現在・未来」につながる、前途洋々たる舞台となったのです。	 

ローラン・テシュネ	 
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「百扇帖	 II」	 
	 	 日時：2011 年 1 月 4 日、東京文化会館	 小ホール	 

前回公演、ポール・クローデルの「百扇帖」が好評のうちに終わったが、作曲家たちはこの詩集によっ

て、更なる創作意欲をかき立てられた。そうして作曲された作品によって、「百扇帖Ⅱ」公演が実現した。	 

	 

＊公演プログラムより（「演奏会に寄せて」）	 

アンサンブル室町による連続公演は、文学と絵画の優美さを湛えたクローデルの詩集『百扇帖』を土台

としています。第 1 回公演は、2010 年に東京の日本大学カザルスホールで開催されました。そして、これ

から第 2回公演を皆様にご覧いただきます。	 

クローデルが愛した言葉「目で聴く」は、「心と魂の耳」とともに、アンサンブル室町の複文明的な響き

の実験に刺激を与え続け、過去･現在･未来と記号･音楽･舞踏を統合したスペクタクルへと導いてくれまし

た。	 

ローラン・テシュネ	 

	 

出演	 

チェンバロ・芸術監督：ローラン・テシュネ	 

能謡	 ：青木涼子	 

ダンス：市瀬陽子、竹田純、香野竜寛、粕谷さやか	 

日本舞踊：花柳美輝風	 

プレトーク司会：関根敏子	 

演出：福正大輔	 

指揮：鷹羽弘晃	 

演奏：アンサンブル室町	 	 

	 

演奏作品	 

トン・タット・ティエット	 Tôn Thât Tiêt 『AI VANⅡ』（1972）	 

阿部俊祐『音の影』（委嘱初演）	 

酒井健治『ハイパーリンク』（委嘱初演）	 

エディット・ルジェ	 Edith Lejet『Toute la nature sort de l’or…』（2010）	 

アラン･モエーヌ	 Alain Moene『Monogatari/la Rencontre	 物語―出会い―』（委嘱初演）	 

末吉保雄『JIZO	 2』（委嘱初演）	 

ジャン＝フェリ・ルベル	 Jean-Ferry Rebel『Les caractères de la danse』（1715、ローラン･テシュネ編曲）	 
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「元素」	 
〜サントリーホールやってみなはれプロジェクト〜	 

日時：2011 年 7 月 25 日	 サントリーホール	 ブルーローズ	 

朝日新聞文化財団助成公演	 

公演テーマ	 

	 西洋では、古代ギリシャの時代から、元素の数は４つ（水、地、火、空気）であったが、時には５番目

の元素として、宇宙を意味するエーテルが加わることもあった。東洋では、元素は５つ（地、火、風、水、

空）と考えられることが多く、とくに日本では「五大元素」と呼ばれている。	 

この公演は、既存の曲と委嘱新作との「対面」を通して、西洋と東洋の異なる元素の概念について考えよ

うとするものである。	 

権代敦彦の作品「キンタ・エッセンチア」は、ジャン＝フェリ・ルベル Jean-Ferry Rebel（1666－1747）（１

８世紀フランスの音楽学校におけるヴァイオリン教育に多大な影響を及ぼしたヴァイオリン奏者、作曲

家。）の作品「四大元素」（1737）から創意を得て構想された。ルベルの作品は、ヴェルサイユ宮殿が世界

の中心と考えられていた時代に、西洋の４つの元素のイメージを描いた音楽であるが、権代はそこに自身

の精神概念とアジアや日本の五大元素の考え方を結びつけた。また、舞踏家である伊藤キムは、ダンサー

達に４つの元素を表現させるとともに、第５の元素も暗示させる。	 

	 約７５分の公演は、この世界とそこに住む人間へのオマージュである。2011 年３月の大震災による被災

者すべてに祈りを捧げ、これから友愛にあふれた素晴らしい未来を創りだして行く私たち全てに対する希

望のメッセージにしたいと考えた。	 

	 

演奏作品	 

	 権代敦彦	 『キンタ・エッセンチア	 –Quinta Essentia-』（委嘱初演）	 

	 

演出・舞踏：伊藤キム	 

舞踏：輝く未来	 

声明：斎藤説成	 

指揮：鷹羽弘晃	 

演奏：アンサンブル室町	 

芸術監督：ローラン･テシュネ	 
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「塔にみる夢、未来に捧げる祈り」	 
〜江戸東京博物館第２回伝統芸能フォーラム・東京スカイツリー完成記念特別展関連公演〜	 

日時：2012 年 3 月 11 日	 江戸東京博物館１階ホール	 

＊公演プログラムより（「演奏会に寄せて」）	 

	 昨年３月１１日の突然の恐ろしい出来事から１年たちました。アンサンブル室町は、全世界を震撼させ

た大災害で被災者となった方々への想いを、心から分かち合いたいと思っております。	 	 

	 本日の公演は、二つの相補う部分に分かれています。ひとつは「塔」（夢/	 シュールレアリスム）、もう

ひとつは「元素」（儀礼/	 祈り）です。シュールレアリスム的な夢と儀礼的な祈りが互いに補いあい、音楽

/舞踊/演劇が融合する場で、鷹羽弘晃指揮によるアンサンブル室町は、さまざまな表現形態をとりながら、

絶えず人間の想像力に敬意を表しています。	 

ローラン・テシュネ	 

	 

第一部	 塔	 

	 ジャン・コクトー	 Jean Cocteau（1889-1963）のバレエ演劇作品「エッフェル塔の花嫁花婿	 Les 

Mariés de la tour Eiffel」(1921)を、オリジナル楽曲、アレンジ、演出によって上演。	 

「エッフェル塔でのブルジョワ的な結婚式。写真撮影を行っていると様々なおかしなことが起き

て・・・」その様子を２つの蓄音機が語る、という支離滅裂で滑稽な戯曲。エスプリをたっぷり

含んだコクトーの世界が、ダンスと演劇、そして濃密な音楽の融合によって、美しい夢の様にた

ち現れる。	 

	 エッフェル塔は、パリ万国博覧会のモニュメントとして誕生し、近代を迎えたパリの人々の、

未来への夢と希望の象徴となった。東京の新しい塔の誕生に合わせて上演された今回の作品には、

塔が象徴する私たちの新しい未来への夢と希望も託されている。	 

	 

脚本	 ジャン・コクトー	 「エッフェル塔の花嫁花婿」	 

	 

音楽	 

	 酒井健治	 『Music for 2 kotos and Baroque string quintet』	 (委嘱初演)	 	 

	 山下恵	 	 『夢遊び	 -Les pieces d’un reve-』(2008)	 

	 

演出	 石丸さち子	 	 

演劇	 秋草瑠衣子、河内大和、長尾純子、野口卓磨	 	 

振付	 山本裕、	 ダンス	 山本裕,	 池川恭平、高橋純一	 、船木こころ	 	 

指揮	 鷹羽弘晃、	 演奏：アンサンブル室町	 

芸術監督	 ローラン・テシュネ	 
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第二部	 元素	 

	 2011 年７月初演作品。江戸東京博物館ホールに合わせ、新たな演出で再演された。	 

「天と地」「火と水」「動と静」、「生と死」・・・地球上に存在する様々な対極を、多様な表現方法

の組み合わせによって現出しようとした作品。	 

	 作品の 後は、般若心経の響きのなか、深い祈りとともに暗転して終わる。震災１周年を迎え

たこの日、被災したすべての方々に捧げる祈りとしての作品であった。	 

	 

演奏作品	 権代敦彦	 『キンタ・エッセンチア -Quinta Essentia-』（2011）	 

芸術監督	 ローラン・テシュネ	 	 

ダンス監修	 伊藤キム	 	 	 

振付	 	 井上大輔	 

ダンス	 井上大輔,	 入手杏奈,	 辻田	 暁,	 山下	 彩子	 

声明	 	 斎藤説成	 

指揮	 	 鷹羽弘晃	 演奏	 	 アンサンブル室町	 
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「レクチャーコンサート１」	 

〜尺八、リュート、バロック・チェロ〜	 

日時：2012年 10月 4日（木）	 近江楽堂	  

 

 アンサンブル室町初めての試みとして、室内楽によるレクチャーコンサート第１回を開催。 

今後も様々な編成にて、普段あまり知られていない楽器にもスポットをあてていきたいと考えている。 

 

新シリーズの目的は以下の通り。 

１）	 聴衆と演奏者が、芸術的表現の空間を親密に共有すること 

２）	 日本の伝統楽器と西洋古楽器とが渾然一体となった響きを、デュオ、トリオ、カルテットな	 	 	 	 	 	 	 	 	 

どの小編成での演奏によって、繊細に感じ取ることができるようにすること 

３）	 古今の膨大なレパートリーのなかを柔軟に旅すること 

４）	 演奏家や作曲家自身が、それぞれの楽器や作品について聴衆に生き生きと語り紹介すること 

 
内容：演奏＋奏者による各楽器の紹介＋２人の作曲家による作品紹介 

 

演奏作品 

	 桑原	 ゆう『またたきのあわい』 （委嘱作品・初演） 

	 李	 義敬	 『Let me die in the spring beneath the cherry blossoms』（委嘱作品・初演） 

 

	 ジャック・オトテール Jacques Hotteterre（1674-1763） 

	 フランソワ・クープラン	 François Couperin  (1668-1733)  
	 ジャン＝フィリップ・ラモー	 Jean-Philippe Rameau  (1683-1764) 
	 ドメニコ・ガブリエッリ	 Domenico Gabrielli (1651-1690) 
	 フランチェスコ・ダ・ミラノ	 Francesco Canova da Milano (1497-1543) 

	 ジョヴァンニ・ジローラモ・カプスベルガー Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651) 

	 ファエンツァ写本117 (1390-1420)より、コンスタンチア Constantia, Faenza Codex 117 

	 ペトルッチ編150曲からなる曲集Cより(1503/4)、ラ・スパーニャ  La Spagna , Canti C n.150 Petrucci 

出演 

 

                    
      尺八	 黒田	 静鏡        リュート	 佐藤	 亜紀子    バロック・チェロ 山澤	 慧 
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「源氏物語」	 
日時：2012年12月15日	 昼・夜２回公演	 

14時開演（１３時半開場） 

18時開演（１７時半開場） 

於：紀尾井小ホール 

	 

内容 

	 世界 古の心理小説と言われる「源氏物語」。 

４人の作曲家に、光源氏の恋愛模様からインスピレーションを得た新たな作品を委嘱し、アンサンブ

ル室町７本目のスペクタクルが誕生する。 

音楽、芝居、舞踊を通じて、宮廷の洗練された、また人間的な世界を、全く新しい現代的な方法で描く。 

 

音楽 

	 網守将平	 『OFFULA』（委嘱初演） 

	 一柳慧	 『ミラージュ』	 （1998年）（日本初演） 

	 金子篤夫 『INTERMEZZO』（1977年）（テシュネ編曲、初演） 

	 オレリアン・デュモン	 Aurelian DUMONT『KAIMAMI』（委嘱初演） 

	 福田恵子	 『花摘む末に』（委嘱初演） 

	 増本伎共子『葵之上』（委嘱初演） 

	 

出演	 

                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
ソプラノ	 	 野々下由香里	   カウンターテナー  上杉清仁      	 笙  石川  高  

	 能	 安田登／青木涼子 

	 演劇	       河内大和 

	 日本舞踊	 藤間豊彦／花柳美輝風 

	 指揮	 	 	 	 鷹羽弘晃	 芸術監督	 	 ローラン・テシュネ 
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これからの公演予定  

「帝国の建設者」  
2013年６月 11（火）12（水）日	  
北沢タウンホール 
 
テーマ 
ボリス・ヴィアン Boris VIAN (1920-1959)「帝国の建設者あるいはシュムルツ」は、彼の亡くなっ
た年 1959 年に書かれた。あるブルジョワ家庭が、奇妙で不思議な音によって自分の住まいから
少しずつ追われていくという滑稽な悲劇。 
 
作：ボリス・ヴィアン 
翻訳：岩切正一郎 
音楽：久木山直	 （委嘱作品） 

 
演出：石丸さち子 

芸術監督	 ローラン・テシュネ 
出演 
	 演劇：シアター・ポリフォニック 
	 パントマイムダンサー（シュムルツ役） 

 

指揮	 鷹羽弘晃 
	 演奏	 アンサンブル室町 
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「東方綺譚」  
 
2013年 10月 26日（土）公演予定 
於：津田ホール 
 
テーマ 
「東方綺譚」は、1938年に出版されたマルグリット・ユルスナールMarguerite YOURCENAR (1903-1987) 

による 10編の短編からなる短編集。装飾、スタイル、文章のここかしこに魅惑的な東方の国々への憧

れが感じられる。中国、ギリシャ、バルカンの国々から日本まで、各地の伝説や民話をベースに、ユ

ルスナール自身の想像によって幻想的な物語の形で描かれている。 

 
脚本 

マルグリット・ユルスナール「東方綺譚」収蔵「いかにしてワン・フォは助けられたのか」より抜粋 

現代日本作家の作品より抜粋 

 
音楽 

	 ブルーノ・デュコル Bruno DUCOL	 委嘱作品 

	 北爪裕道	 委嘱作品 

	 エディット・ルジェ Edith LEJET	 委嘱作品 

	 鈴木純明	 委嘱作品 

 
出演 

 

ヴァイオリン	 へエ＝スン・カン Hae-sun KANG 

	 俳優２名（フランス人１、日本人１） 

 

指揮	 鷹羽弘晃 

演奏	 アンサンブル室町 

演出・芸術監督	 ローラン・テシュネ 
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批評より	 

時間の流れと共にステージには不思議な空間が生まれ、過去と現在が結びつく。 

「秀吉の夢」評	 (ムジカノーヴァ 2008年２月号) 

 

東西の幸福な融和。文化の内外で起こる「きしみ」ももっと体験したい。 

「クローデルの百扇帳Ⅱ」評（2011.1.11	 読売新聞	 音楽評論家	 舩木篤也） 

 

ジャンルも超えた混淆を昇華させる印象的な公演	  

「元素」評（2011.8.20 公明新聞	 音楽評論家	 山野雄大） 

	 

観客からの感想（今までの公演アンケートから）	 
• 壮大なスケールの世界を感じることができた。生命のみなもとへ共に旅をし、たゆたっている感じだ

った。（2011.7.25） 

• ものすごい化学反応が起きていました！	 （2011.7.25） 

• 3.11以来、これほど魂に響く作品を生み出されたことに大きな感謝と、深い心の底から感じる希望に

満たされました。ありがとう。（2011.7.25） 

• 文学から生まれる音楽空間、未知数ですが、わくわくさせられます。(2011.1.4) 

• 感覚が総動員され、心から素晴らしい体験でした。（2010.2.24） 

 

日本の伝統楽器とヨーロッパの古楽器の結合について	 

• 伝統楽器、古楽器はそれぞれ離れた地で育っているが、現代音楽よりより情報的接点がないにもかか

わらず、人間本来の心を響かせる意味で通じるところがある、それが現代において共通するのは楽し

く、調和すれば意味深い。	 

• これまでバラバラに見聞きするものでしたが、目の前で繰り広げられることによって、体で納得した

ように思う。	 

• 考えることもなかったが、なんとなく釣り合わないものだと感じていたが、それを結合させるとまた

新しい音響が作り出されて素晴らしいと思う。	 

• 楽器の音、素材の音がとても良く聞こえ良かった。	 

• 同時期の西洋と日本の楽器がひとつのアンサンブルの中で展開されるとき、思いがけない共通点と相

違点が様々な関係を作っていて興味深かった。	 

	 

音楽、演劇、舞踏のコラボレーションについて	 

• それぞれの特性を活かしつつ、共鳴して楽しい。	 

• 自然なことだと思う。どんなジャンルであれ音が呼ぶ身体、身体が生み出す音があると思うので。今

晩は良い出会いを見せてもらった。	 

• 演劇を介在させることで、楽器一つ一つの音質の違いが役者のキャラクターのように感じとれ、全体

がビジュアル的になり入っていきやすかった。	 
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アンサンブル室町による委嘱作品	 

 
デュオ  

	 松浦	 真沙『古の歌』	 (2007) 	   笙、打楽器.	 

	 

トリオ  
	 斎藤圭子『笙と箏(十七絃)とチェンバロのために』	 (2007) 	  笙、十七絃箏、チェンバロ	 

	 中本芽久美『After a hundred years ...for Biwa, Baroque Violin and Harpsichord』	 (2007)	    

	 琵琶、バロックヴァイオリン、チェンバロ 

	 桑原ゆう『またたきのあわい』 （2012） 	 尺八、リュート、バロック・チェロ 

	 李義敬	 『Let me die in the spring beneath the cherry blossoms』（2012）尺八、リュート、バロック・チェロ 

 

カルテット  

	 木下愛子『ホタル』	 (2007)    篠笛、トラヴェルソ、琵琶、ヴィオラ・ダ・ガンバ	 

	 築田佳奈『NODE for 4 performers』	 (2007)     尺八、三味線、ヴィオラ・ダ・ガンバ、打楽器 

	 上田真樹『森のうた-18 本の管と 9 本の絃のために-』	 (2007)      

	 	 	 	 	 	 トラヴェルソ、笙、ヴィオラ・ダ・ガンバ、三味線 

	 張替夏子『追憶の風』	 (2007)  笙、トラヴェルソ、三味線、ヴィオラ・ダ・ガンバ	 

	 篠田大介『TWINE』	 (2007)    尺八、箏、リュート、ヴィオラ・ダ・ガンバ	 

	 伊東光介『松露	 -Choro-』	 (2007)    トラヴェルソ、バロック・ヴァイオリン、尺八、三味線	 

 

クインテット  

	 伊東光介『松露２-Choro２-』   (2009)    尺八、笙、三味線、琴、チェンバロ 

 

六重奏  

酒井健治『ハイパーリンク』 (2011) 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 謡、笙、十七絃箏、バロック・ヴァイオリン、バロック・チェロ、チェンバロ 

小林	 弘人『接点』	 (2007)  篠笛、琴、琵琶、打楽器、オルガン、チェンバロ	 

 

七重奏  

	 酒井健治	 『Music for 2 kotos and Baroque string quintet』  (2012)   

	 	 	 	 	 	 二十絃箏２、バロック・ヴァイオリン２、ヴィオラ・ダ・ガンバ、バロック・チェロ、 

	 	 	 	 	 	 バロック・コントラバス 

            

オーケストラ  

	 山下恵『夢遊び』(2008)  

19奏者:	 琵琶、箏、二十絃箏、三味線 2、胡弓、篠笛、尺八、笙、和打楽器、チェンバロ、トラヴェル

ソ、テノール・リコーダー、バロック・ヴァイオリン２、リュート、バロック・チェロ、ポジティブ・オ

ルガン、打楽器 
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	 成田和子『相聞Ⅰ』『相聞Ⅱ』	 (2008)  

16奏者：篠笛、尺八、笙、三味線 2、琵琶、13弦琴、20弦琴、トラヴェルソ、テノール・リコーダー、リ

ュート、バロック・ヴァイオリン２、バロック・チェロ、ポジティブ・オルガン、チェンバロ 

 

	 権代敦彦『1,576,800,000 秒』（初演）(2008)  

16 奏者：能謡役者、役者、能管、篠笛、尺八、笙、三味線、十七絃箏、二十絃箏、トラヴェルソ、バロ

ック・ヴァイオリン、バロック・チェロ、ポジティブ・オルガン、チェンバロ、和打楽器、打楽器 

 

	 エディット・ルジェ Edith Lejet『自然のすべては黄金から浮かび上がる Toute la nature sort de l’or...』(2010)  

15奏者: 篠笛、尺八、トラヴェルソ、テノール/アルト・リコーダー、バロック・オーボエ、篳篥、打楽器

２奏者、箏/十七絃箏、バロック・ヴァイオリン２、ヴィオラ・ダ・ガンバ２、ポジティブ・オルガン、チ

ェンバロ 

 

	 山本和智	 『図像学』 (2010)  

10奏者 : バロック・ヴァイオリン２、三味線、琵琶、打楽器奏者２、チェンバロ、琴、篠笛、リコーダー 

 

	 阿部俊祐『音の影』 (2011)  

13 奏者 :  尺八、笙、三味線、琵琶、二十絃箏２、打楽器、トラヴェルソ、バロック・ギター、バロック・

ヴァイオリン２、バロック・チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ 

 

	 アラン･モエーヌ	 Alain Moëne『Monogatari/la Rencontre	 物語―出会い―』 (2011)  

22 奏者:  能管、篠笛２、尺八２、篳篥、笙、琵琶、三味線２、箏、十七絃箏、二十絃箏、トラヴェルソ

２、リコーダー２、バロック・ヴァイオリン２、バロック・チェロ２、チェンバロ 

 

鷹羽	 弘晃『MP』	 (2007)	    

 

末吉保雄『JIZO	 2』  (2011)   

 

エリック・サティ Erik Satie：『スポーツと気晴らし Sports et Divertissements』（1914）	 

	 オーケストラ編曲版	 ローラン・テシュネ	 （2007） 

 

ダリウス・ミヨー	 Darius Milhaud『６つの舞曲による 3楽章	 Six danses en trois mouvements』 (1970) オー

ケストラ編曲版	 ローラン・テシュネ	 (2010) 

 

ジャン＝フェリ・ルベル	 Jean-Ferry Rebel『ダンスの様相	 Les caractères de la danse』（1715）	 

オーケストラ編曲版	 ローラン・テシュネ	 (2011) 
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	 権代敦彦	 『キンタ・エッセンチア –Quinta Essentia-』	 (2011)   

30奏者 : 能管、篠笛、尺八２、篳篥、笙、和打楽器奏者、琵琶、三味線２、琴４、声明、トラヴェルソ２、

リコーダー、バロック・オーボエ、バロック・バスーン、打楽器、バロック・ヴァイオリン２、ヴィオラ・

ダ・ガンバ２、バロック・チェロ２、バロック・コントラバス、チェンバロ、ポジティブ・オルガン 

 

 

            

青木涼子                           竹田純	 

	 

	 

花柳美輝風 


