フランツ・リスト編

6 Franz Liszt

2022年10月10日
（月祝）13：30開演（13：00開場）
三井住友海上しらかわホール

チケットお申込み（岡山公演を除く）

Pコード：221628
https://www.confetti-web.com/
Tel：0120-240-540（受付時間 平日10：00〜18：00）

▶会場住所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15
▶会場HP

▶チケット

地下鉄「伏見駅」5番出口より徒歩3分
https://shirakawa-hall.com
一般4,500円／学生2,500円

岡山公演

※主催・お問合せ：一般社団法人The MOST

▶会場住所 〒700-0824 岡山市北区内山下1-6-20
▶最寄駅

JR
「岡山駅」
より市内電車
（岡山電気軌道）
「東山行き」
で約7分
「県庁通り」電停下車すぐ
▶会場HP
https://renaiss.or.jp
▶チケット
一般3,500円／学生2,500円

鳥取公演

2022年10月31日
（月）18：30開演（17：45開場）
米子コンベンションセンターBIG SHIP 小ホール
▶会場住所 〒683-0043 米子市末広町294
▶最寄駅

▶チケット

JR「米子駅」
より徒歩5分
http://www.bigship.or.jp
一般3,500円／学生2,000円

2022年11月7日
（月）19：00開演（18：15開場）
広島県民文化センター 多目的ホール
▶会場住所 〒730-0051

広島市中区大手町1丁目5-3
「紙屋町西駅」
より徒歩約2分
「紙屋町東駅」
より徒歩約4分
「本通駅」
より徒歩約3分
▶会場HP
https://www.rcchall.jp/bunkac
▶チケット
一般4,000円／学生2,000円
▶最寄駅

東京公演

〈広島公演〉エディオン広島本店

〈栃木公演〉 宇都宮市文化会館

配信チケットご希望の方はこちら

ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ongakuisan/shopcart/168236
※別途サービス利用料100円／枚が掛かります。

東京公演／栃木公演

栃木公演

2022年12月26日
（月）14：00開演（13：15開場）
宇都宮市文化会館 小ホール
▶会場住所 〒320-8570 宇都宮市明保野町7-66
▶最寄駅

▶会場HP

▶チケット

JR「宇都宮駅」
よりバス約20分
東武宇都宮線「南宇都宮駅」
より徒歩10分
http://www.bunkakaikan.com
一般4,000円／学生2,000円

YouTube

1912年6月19日生まれ。製造番号
#156975。
ホロヴィッツが最も愛した
伝説の楽器として有名。晩年の全米
ツアーの他、1982年のロンドン公
演、1983年の初来日NHKホールで
も使 用され た 。良く鳴る枯 れ たボ
ディーと弦圧の低い響板。
これによ
り響板のダンパー効果が弱いので、
サスティーンが長い。特にピアニシ
モの音の伸びは素晴らしく、低音域
から最高音域に至るまで各セクショ
ンの鳴りムラもないので、非常に音
量バランスが良い。ピアノに必要な
全ての資質を持ち合わせた類いま
れな名器である。

HP

感染症対策を講じた上で実施致します。
内容は変

更させて頂く場合がございます。
詳細及び最新情
報はウェブサイトをご確認下さい。

主催：世界音楽遺産実行委員会（岡山公演を除く）
制作協力：株式会社タクトミュージック
（岡山公演
（愛知公演）
を除く）
・クラシック名古屋
協賛：柏屋楽器（東京公演）
後援・楽器提供：タカギクラヴィア株式会社
（東京公演・宇都宮公演）

後援：一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会
（ピティナ）
（岡山公演を除く）
・米子市（鳥取公
・米子市教育委員会（鳥取公演）
・名古
演）
屋音楽大学（愛知公演）
協力：ピアノファームジャパン
（広島公演）
お問い合わせ：ongakuisan@gmail.com
©Takafumi Yamanishi
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シリーズ第 6 回

フランツ・
リスト編

悪 魔 の調べ

※ライブレコーディングを実施致します。
※収録及び配信を実施致します。座席の位置によりお客様のお顔が映る可能性
がございます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

世界音楽遺産実行委員会ウェブサイト、
SNS
HP：www.ongakuisan.jimdofree.com
@ongakuisan
@ongakuisan

今 ︑松 本のリスト を 聞 く

使 用ピアノ

◎松本和将 YouTube 更新中！
チャンネル登録お願いします♪

﹁あまりにも感覚が分かりすぎて怖い﹂
と一旦リストから

CD75

スタインウェイ
（NY）

離れた松本が 年の時を経て再びリストと向き合う︒

▶チケット

028-634-6244

※別途システム利用料及び発券手数料等が掛かります。金額は条件により異なります。
※未就学児入場不可

ま すま す洗 練された松 本のピアノが︑聖なるリストと

▶会場HP

082-247-5111

〈東京公演〉 東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650 t-bunka.jp
世界音楽遺産実行委員会ストア ※セット券のみ販売
https://sekaiongakuisan.stores.jp

▶会場住所 〒110-8716
▶最寄駅

台東区上野公園5-45
JR「上野駅」公園口改札より徒歩約１分
地下鉄「上野駅」7番出口より徒歩約5分
京成電鉄「京成上野駅」正面口改札より徒歩約7分
https://www.t-bunka.jp
一般4,700円／学生2,700円／昼夜セット券8,000円（一般のみ）
配信2,500円（夜公演のみ）

〈鳥取公演〉 米子コンベンションセンター 0859-35-8111
米子市文化ホール 0859-35-4171
米子市淀江文化センター
（さなめホール） 0859-39-4050
アルテプラザ（米子駅前ショッピングセンター4階） 0859-38-5127
島根県民会館チケットコーナー 0852-22-5556
トミヤ楽器店 米子店 平田ミュージック 0859-33-4501
井上楽器店 0852-21-2918
タカキ楽器店 0852-21-4509

魔性のリストを鮮やかに描き分ける︒

2022年11月17日
（木）
【昼公演】15：00開演（14：15開場）
【夜公演】19：00開演（18：15開場）
東京文化会館 小ホール

〈岡山公演〉 ルネスホール 086-225-3003
岡山シンフォニーホールチケットセンター 086-234-2010
The MOST事務局専用フォーム https://x.gd/1Qadt
チケットぴあ（予定）

フランツ・リスト：ダンテを読んで
森のざわめき
愛の夢 第3番
ラ・カンパネラ
オーベルマンの谷
バラード第2番
ハンガリー狂詩曲 第2番
ピアノソナタロ短調

Franz Liszt

広島公演

〈愛知公演〉アイ・チケット 0570-00-5310 https://clanago.com
ローソンチケット https://l-tike.com
しらかわホールチケットセンター 052-222-7117
芸文プレイガイド 052-972-0430

※会場ごとに演奏曲が異なります。
詳細は世界音楽遺産ウェブサイトをご確認下さい。
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▶会場HP

その他プレイガイド

program

World Music Heritage

2022年10月15日
（土）15：00開演（14：15開場）
ルネスホール

全席指定

2022年
10月10日（月祝）13：30開演

愛知公演〈三井住友海上しらかわホール〉

10月15日（土）15：00開演
岡山公演〈ルネスホール〉

10月31日（月）18：30開演

鳥取公演〈米子コンベンションセンターBIG SHIP〉

11月7日（月）19：00開演

広島公演〈広島県民文化センター〉

11月17日（木）15：00開演 / 19：00開演
東京公演〈東京文化会館〉

12月26日（月）14：00開演

−

愛知公演

▶最寄駅

Kazumasa Matsumoto

Kazumasa Matsumoto World Music Heritage

−

シリーズ第 6 回

栃木公演〈宇都宮市文化会館〉

松本 浦久さんとは、公演で何度かご一緒していますが、こうして

松本 だからもう長年リストを弾いてなくて。
でも生徒がレッスン

お話しさせていただくのは初めてですね。

ショパンの顔が浮かんでいて。
で、その気持ちを届けたいと

に持ってくるんです。
それで、ある時ふと「あ、これはもう

浦久 そうですよね、こんな形でお話をするのは本当に初めてで、

いうか…世に存在させたい。

一回弾かないといけない」と思うことがあって。具体的に

楽しみです。
いるんです。
浦久 リストですか。ピアニストから見て、リストとショパンは

松本 リストの恐ろしいところ…。
恐ろしいという表現はいいです

浦久 僕はね、ショパンはピアノになろうとした人だと思うんで

考えが湧いたわけじゃないんですけど、何か新たな回路が

松本 早速ですが、今日はリストについてお話ししたいと思って

白いなあって思いますね。

すよ。

ね。僕はリストを弾きながら、“ひとりミュージカル”みたい
だと思っていて。
オペラというより、ミュージカル。
リスト

ふっと繋がった瞬間があったんです。
「もしかしたらもう

松本 ピアノになろうとした？

の中にはものすごい大きな…今だったらすごいプロデュー

一つ新しい道が見つかるかもしれない」と思って。

浦久 つまりピアノじゃなければ表現出来ないものの世界に入っ

サーになってたんじゃないかと思うんですよね。
そういう

浦久 じゃあまたこれからに期待ですね。

ていったのが、ショパンの音楽であるような気がしていて。

のがあって、それをピアノ一台でも、オーケストラでもでき

19世紀のピアノ界にとって双璧というか、“この二人がいな

松本 結局、他人が作った曲を弾くわけだから、突き詰めると“そ

リストはピアノを超えようとした人だと思うんです。
ピア

る…だからそのリストのパーソナルな部分が結局なんなの

いと 19世紀のピアノの世界はない” という程の存在ですけ

の人を紹介したい” ということなんですよね。
これは若い頃

ノっていうものを超えた、シンフォニックサウンドみたい

か、なかなか見えないんだと思うんですけど。
その空虚さと

ど、
リストに関する資料って少ないですよね。

には思いもかけなかった心境なんですけど…今は「この音

なもの…彼の中にあるポエジーっていうもの、そういう世

か恐ろしさとか、全部ひっくるめてリストという人だと思

松本 そうなんです。
今年はリストを弾くので、なんとか探して読

楽の素晴らしさを聞いてほしいな」っていう気持ちが素直

界をピアノで表現しようとした。
そこが彼の恐ろしいとい

えばいいんだと、
今ちょっとストンと落ちた気がしました。

み漁っているんですけど…読めば読むほどリストがどんな

にすごく大きくて。
例えばショパンを弾いていると、本当に

うか…スケール感でもあるし、ちょっと空虚というか…

人なのか遠ざかっていくような気がします。

うまくいったときは、ショパンと交信しているような気分

そこが、どこまでもピアノというものに向かおうとした

浦久 リストってわかりにくいですしね。

になるんです。
ショパンと会話をしながら、
「あ、こんな気

ショパンと、どこからかピアノというものを超えようとし

松本 僕は若い頃、リストばかり弾いていたんです。
でもある時期

持だったんだね、この時どうだったの？」とか言いながら、

たリストの、ベクトルの違いっていうんですかね。
それが面

から…知らない人の作品を弾いているはずなのに、自分を

すか？
松本 感じなかったですね。
もちろん、誰しも仮面を被って生きて
いるとは思うんです。
例えばショパンはそのプライドの高
さとか、そういう“壁”をつくってますけど、その壁の向こう
に《幻想ポロネーズ》みたいな世界があって、それを見つけ
たら…その “壁” さえ認識できれば、全部「ああショパンな
んだな」ってすごく愛おしくなるんです。
でもリストを弾い
ていると、
「結局、あなたは何だったんですか？」
という問い
に辿りつきたくなる。
浦久 深いですね。

談
別

松本 本当ですか？へえ！
浦久 余計な装飾もいかなるご挨拶も一切不要で、鎮魂歌も歌わ

松本和将

浦久 そういう感覚は他の作曲家の作品では感じなかったんで

い。
とにかく知人とか友人すらその葬儀に来てくれるなと。

Kazumasa Matsumoto

今それが無くなったわけじゃないんですが…。

Toshihiko Urahisa

そこに仮面がありました、みたいな、そんな感じがして。

対

浦久俊彦

うんですかね。
結局、自分自身をどこまでも掘り下げたら、

と言うじゃないですか。
そういうものや、行列も一切やらな

特

松本 いや、
《ダンテを読んで》
とか、今回弾こうと思っているよう

のを抱えていて…。“作りものっぽさと戦っている” ってい

んですよ。
松本 あんな大スターだったのに。
楽家だったら死ぬときにはこの音楽を流して、みたいなこ

浦久 それはどういう作品でした？晩年の曲とか？

を込めて歌っているところとかでも、常にどこか空虚なも

言。
彼は自分の葬儀がとにかく簡素である事を望んだ人な

浦久 そう。
でね、自分の名誉のための葬儀だとか、音楽…普通、音

見ているような気がしてきて、
だんだん嫌になって。

な作品です。
すごく脚光を浴びて華やかなところとか、情熱

浦久 そうだ、松本さんにご紹介したいものがあって。
リストの遺

れなくていいと。
私はこのリストの言葉を聞いた時、これが
あの、見栄を張って、女をバタバタと失神させたド派手なリ
ストの言葉かと思って！やっぱりその言葉の中にリストの
本当のところって隠されているような気がしたんですよ。
だから、今日この言葉だけは松本さんにご紹介したくて。
そういうものも受けて、
ぜひリストに挑んでいただきたい。
松本 ものすごく大きな宿題をいただいた気がします。
（笑）でも、
それがその“ド派手なリスト像”と重なって、
「これか！」っ
ていうものが見えたら、新たな世界が生まれる気がします
よね。
浦久 その辺りの、松本さんならではのリストが聴けるのを楽し
みにしていますから。
松本 頑張ります。
今日はありがとうございました。
いろいろなお
話が聞けて楽しかったです。
浦久 こちらこそありがとうございました。

©tatsukiamano

Kazumasa
Matsumoto

©Takafumi Yamanishi

ピアノ：松本和将

浦久俊彦

フランツ・リスト

日本音楽コンクール優勝、全賞を受賞。
ブゾーニ国際ピアノコンクール第4位、
エリザベート王妃国際音楽コンク
ール第5位入賞。
これまでにプラハ交響楽団、
プラハフィル、
ベルギー国立オーケストラ、読売日響、
日本フィル、新
日本フィル、東京交響楽団、東京フィルなど、多くのオーケストラと共演。
２０１６年より
「松本和将の世界音楽遺産」
と名付けたリサイタルシリーズを開始、1年間一つのコンセプトを掘り下げることによって他の追随を許さない高
度に凝縮された音空間を達成している。
室内楽にも積極的に取り組み、
イザベル・ファウスト、
前橋汀子、
宮本文昭、
漆原啓子、長谷川陽子、藤木大地、三浦一馬、塩谷哲など多くの名演奏家と共演。上里はな子、向井航とピアノトリ
オを結成し全国ツアーやオーケストラとの共演を重ねるほか、室内楽に特化した
「愛知カンマームジークアカデミ
ー」
を創立し室内楽の普及と人材の育成にも努めている。
これまでに２枚のレコード芸術特選盤（「展覧会の絵」
「後期ロマン派名曲集」）
を含む22枚のCDをリリース。
名古屋音大ピアノ演奏家コース客員准教授として、後進の指導にもあたっている。
公式ＨＰ：http://www.kaz-matsumoto.com
@kazmatsuki
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCrhBnjDRO35kYp64utCNxmg

文 筆 家 、文 化 芸 術プ ロデュー
サー。著書に、
『１３８億年の音楽
史』
（ 講談社）、
『フランツ・リスト
はなぜ 女たちを失神させたの
か』
（新潮社）
『
、オーケストラに未
来はあるか』
（アルテスパブリッ
シング）、
『リベラルアーツ〜「遊
び」を極めて賢者になる』
（ 集英
社インターナショナル）
など。
２０２１
年、
サラマンカホール音楽監督と
して企画した『ぎふ未来音楽展
２０２０』が、サントリー芸術財団
第２０回佐治敬三賞を受賞した。

言わずと知れた
「ピアノの王」。
８年間
で１０００回ものリサイタルを行い女
性たちをバタバタと失神させた華や
かなカリスマでありながら、
４０歳を
目前に演奏活動を引退し後には僧侶
になるなど理解し難い二面性を持ち
合わせる。ピアノの有名曲はほとん
どが２０代か３０代のうちに書かれて
いるが、交響詩を創設したり世界初
の無調の音楽を作ったりと音楽史上
に残る作品も残した。
また多くの弟子
を教え、後のピアノ界に多大な影響
を与えた名教師でもある。

Toshihiko Urahisa

©新津保建秀

Franz Liszt

