
半世紀余の眠りから覚めた「奇跡の録音」が、伝説の公演を甦らせました！是非お聴き下さい。

ボッケリーニ＆ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
平井丈一朗とカザルスの師弟愛が響き合う、貴重な日本公演のライヴ録音。
カザルスの肉声も収録。
【収録内容】
アナウンサーによる解説
ボッケリーニ（グリュッツマッハー編）：チェロ協奏曲 変ロ長調
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

〈スペシャルトラック〉
カザルスのあいさつ（羽田空港到着時の記者会見より）
平井丈一朗インタビュー
http://www.universal-music.co.jp/genres/classics/tbs-vintage-classics/

平井丈一朗（チェロ）
パブロ･カザルス指揮、東京交響楽団
録音：1961年4月14日 日比谷公会堂
SACDハイブリッド  品番：TYGE-60021
価格：￥3,394（税込）
ユニバーサル ミュージック
■このディスクは通常のCDプレーヤーと
　SACDプレーヤーのどちらでも再生できます。

絶賛発
売中

TBS Vintage Classicsシリーズ

平井康三郎　Kozaburo Hirai（1910-2002）
　作曲家・指揮者。本名保喜（やすき）。高知県生まれ。東京芸大バイオリン科卒。プリングスハイム、ポラック両教授
に師事。1936年、同研究科作曲部修了後直ちに芸大教官就任。第5回日本音楽コンクールにて交声曲「不尽山を見
て」で作曲部門第1位。文部省教科書編集委員、NHK専属作曲指揮者。日本音楽著作権協会理事。「詩と音楽の
会」会長などを歴任。1956年音楽を担当した影絵アニメーション「幽霊船」がベネチア映画祭特別賞を受賞。1973
年紫綬褒章、1993年毎日出版文化賞特別賞、1997年JASRAC功労賞。作品は、器楽・声楽、邦楽など多岐に亘り
総数5000曲。全国の校歌、社歌、県民歌等は1500曲にのぼる。尚、本公演で演奏する「ふるさとの」は、1935年岩手
への演奏旅行の折に作曲し、自ら初演した作品。その後、全国で愛唱されている。

プログラム
●平井康三郎
　とんぼのめがね／ふるさとの（石川啄木 作詞）／スキー

●平井秀明
　砂の子守歌 ～被災地への祈りと子供たちの幸せな未来を願って～（2011）

●大西民子の短歌による平井丈一朗合唱曲
　きららかに／明日ありと

●J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調

●ベートーヴェン：チェロソナタ 第３番 イ長調

休　憩

●平井元喜：Grace and Hope〈祈り、そして希望〉（2011）

●平井丈一朗：幻想曲「和」（Wa）

●平井丈一朗：祈りのアリア（2011）

●パブロ・カザルス：鳥の歌

●ポッパー：ハンガリー狂詩曲　

主催／IBC岩手放送　企画／TBSヴィンテージ クラシックス　協力／もりおか民子の会　協賛／

＊この公演は東日本大震災からの復興支援を目的に開催しています。収益の一部は岩手県を通じて寄付され、被災地の復興に役立てられます。

2015年10月15日［木］午後6：30開演 岩手県民会館 中ホール
■出演 ： 平井 丈一朗（チェロ）　平井 元喜（ピアノ）　平井 秀明（指揮）

岩手県立盛岡第二高等学校音楽部（合唱）　鈴木 恵（合唱伴奏）

「明日ありと…」
 愛弟子平井丈一朗が
 楽聖カザルスに捧げる演奏会

震災復興チャリティコンサート平井丈一朗　Takeichiro Hirai （作曲、チェロ）
　1937年東京生まれ。高名な作曲家平井康三郎の長男。巨匠カザルスの高
弟であり、日本が世界に誇るチェリスト、作曲家。「Who’s　Who　in　the　World」

（世界紳士録）に載る数少ない日本人の一人。幼少より音楽の神童として鳴ら
し、小学時代既にピアノ協奏曲など100曲を作曲、ピアノで演奏会、放送にしば
しば出演。桐朋学園でチェロを斉藤秀雄に師事。第23回日本音楽コンクール
第1位特賞、第1回文化放送音楽賞特賞、第1回カザルス国際コンクール特別
賞、ソ連作曲家同盟特別賞など数々の内外コンクールで受賞。1957年より5年
間、「チェロの神様」パブロ・カザルスに師事。師と共に欧米各地を楽旅しつつ
研鑽を積み、音楽の蘊奥を究めた。1961年4月、巨匠カザルスは愛弟子の晴れ
の帰国デビューを飾るため生涯唯一度の来日を果たし、平井は恩師の指揮に
より、東京と京都で ドヴォルザークなど四大協奏曲を演奏。日比谷公会堂での
公演は、皇太子・美智子妃殿下（当時）がご来臨されるなど歴史的演奏会とな
り、ゴールデンタイムにTBS系で全国テレビ放送された。以来ソリストとしての
演奏活動は、世界40カ国を超え、各地で輝かしい成功を収めている。1988年、
米国ワシントンで開催された「第1回世界チェロ大会」に、ナンシー・レーガン
大統領夫人より招待を受け、特別ゲストとして演奏、多大の感銘を与えた。また
1992年～93年、世界飢餓救済のワールド・ハンガーコンサートに尽力。1995
年、ポーランドで開催の「平井丈一朗アウシュビッツコンサート」は、人間愛に
溢れ現地で感動をよんだ。2011年、東日本大震災にあたっては、直ちに「被災
地支援チャリティリサイタル」を開催。その際、特別に作曲した新作「祈りのアリ
ア」は、被災者の痛みを和らげたいとの平井の切なる願いがこもった作品として、
また2013年初演の「幻想曲“和”」は、カザルス由来の「世界平和」精神と日本
情緒を結晶させた作品としていずれも大きな反響を呼んだ。

www.takeichiro-hirai.com

平井秀明　Hideaki Hirai （指揮者・作曲家）
　平井丈一朗の長男。幼少よりチェロを父平井丈一朗に、ピアノと作曲を祖父
平井康三郎に師事。米国ロチェスター大政治学科卒業。97年第6回フラデッ
ツ・クラーロベ国際指揮者コンクール（チェコ）で第１位。2000年、ヤナーチェ
ク・フィルの定演にデビュー。東京フィルをはじめ、殆どの国内主要オケに度々
客演する一方、オペラ指揮者としても各地で活躍し、新国立劇場では「フィガロ
の結婚」、「セルセ」ほかを指揮して絶賛された。自作オペラ三部作の「かぐや
姫」、「小町百年の恋」、「白狐」はザルツブルク、プラハ、豪州など内外で30回以
上再演を重ね、本年8月、「かぐや姫」ロサンゼルス公演を予定。10年、チェコ・
ヴィルトゥオージ室内管の首席客演指揮者に就任し、チェコ国立ブルノ歌劇場
モーツァルト・ホール定演を指揮するほか、2012年、ウィーン国立歌劇場にて
鮮烈なデビューを飾り、13年にも同歌劇場に再登場。更に、同年12月米国カー
ネギーホール指揮デビューで圧倒的成功を収め、直ちに14～15シーズンより、
ニューヨーク祝祭管弦楽団の音楽監督・指揮者に就任。

www.hideaki-hirai.com

平井元喜　Motoki Hirai （ピアノ、作曲）
　平井丈一朗の次男。祖父康三郎にピアノと作曲を、祖母友美子（桐朋学
園大名誉教授）にヴァイオリンを学ぶ。桐朋高校、慶應義塾大学文学部哲
学科を経て、99年、英王立音楽院大学院ピアノ科卒。同年、サー・ジャッ
ク・ライオンズ音楽賞受賞。これまでロンドンを拠点に世界各地を演奏旅行。
米カーネギーホール、蘭コンセルトヘボウ等でしばしばリサイタルを行う。ま
た音楽を通じて、平和、教育、医療、環境問題にも積極的に取り組み、アフ
リカ、中東、中南米、アジア各地を歴訪。3.11以降、復興支援コンサートを
継続し、これまで1,500万円以上を被災地へ寄付。BBCはじめ世界各地で
テレビ・ラジオに出演。「平井元喜ピアノ作品集」などCD録音も多数。

www.motoki-hirai.com

プロフィール

大西民子ときららか歌碑
　大西民子は大正13年５月８日、盛岡市八幡町生まれの歌人です。城南小、県立盛岡高女、奈
良女高師を経て釜石高等女学校教諭となり、国語と音楽を教えました。結婚後の昭和24年に
埼玉・大宮へ移住し、木俣修に師事します。長男の死産、夫の家出、離婚。最後の身寄りの妹も死
去します。そうした中で歌人としては高い評価を受け、現代女流歌人の一角を占めるようになり
ました。歌誌「波濤」創刊直後の平成６年１月５日、69歳で死去しました。歌集に「まぼろしの椅
子」「風水」など10冊。迢空賞、紫綬褒章、詩歌文学館賞などたくさんの賞を受賞しています。

きららかについばむ鳥の去りしあと長くかかりて水はしづまる
（歌集「光たばねて」収録）

　平成21年に盛岡市の中津川沿い上の橋緑地に大西民子の歌碑が建てられました。「きらら
かに」の楽譜（平井丈一朗 曲）も刻まれています。毎年５月に母校盛岡二高の生徒たちや県内歌
人、波濤短歌会の会員らが出席して碑前祭が開かれています。



岩手県民会館にお越しくださった皆様、
本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。
さて、大震災からもうすぐ5年となります。
私たちは、忘れていません。
音楽でつながりましょう。感動と歓びをともに味わいましょう。
平井丈一朗氏は、世界で賞賛され続けてきた音楽家です。
20世紀、「平和の楽聖」といわれたパブロ・カザルス（1876-1973）の愛弟子です。
至高の音楽と平和への火の出るような思いを受け継いでこられました。
混じり気のない純粋な音楽です。世界の芸術です。
まことの美と出逢ってください。
本物の音楽は、つらい心をやわらげる力があります。
音楽でともに鎮魂しましょう。
平和のとうとさを思いましょう。
パブロ・カザルスの言葉をご挨拶代わりにご紹介いたします。

「音楽は、虹の連続である。
虹だ、虹、虹、虹。すべての音楽は虹なのだ。
音楽は、神であり、啓示であり、魂のあり方である。」

さあ、まもなく開演です。
TBSヴィンテージクラシックス　プロデューサー　小島　英人

◇作曲：平井康三郎／作詞：額賀誠志「とんぼのめがね」
　お馴染みの童謡です。でも、皆さんは、作曲者の名前をご存知でし
たか。答えは、平井康三郎です。当演奏会の主役、世界的音楽家 平
井丈一朗氏の父です。平井康三郎は、明治生まれで大正、昭和期に
たくさんの名曲をかきました。「平城山（ならやま）」は、世界的に有名
で、「スキー」や「ゆりかご」などが今も歌い継がれています。こうした
歌曲、唱歌や童謡に加え、全国の校歌をなんと千数百曲も作曲してい
ます。例えば、岩手県では、若柳小、柏台小、常盤小、前沢高や紫波
総合高の校歌を作曲しています。
　さて、「とんぼのめがね」は、かつて日本のどこにでも見られた懐かし
いふるさとの原風景を詩とメロディで描いています。作詞した額賀誠
志は、福島県広野町のお医者さんです。ほうき平という山間の集落で
子どもたちがとんぼに興ずる様を見て詞を書きました。平井康三郎の
ふるさとは、高知県いの町です。康三郎は、水質日本一に輝く清流 仁
淀川の川原で遊び育ちました。とんぼが飛び交う美しい風景が作曲
家の心にあったことでしょう。
　ところで、ほうき平という集落は、あの原発事故の周辺地域です。震
災前、すでに12人だけの集落でしたが、今では４人のお年寄りが暮ら
すのみとなりました。私たちは、子どもたちが無邪気にとんぼを追っか
ける長閑な風景を失いたくないものです。盛岡二高音楽部のみなさん
もきっとそんな気持ちを込めて歌ってくれるはずです。

◇作曲：平井康三郎／作詞：石川啄木「ふるさとの」
　平井康三郎は、今から80年前の冬、1935年に現在の奥州市前沢
区へ招かれ訪問する際に、主催者からある依頼を受けます。郷土の
天才歌人石川啄木の短歌に曲をつけて欲しいというのです。快諾し
た平井青年（当時25歳）は、当地へ向かう夜行列車の中で若 し々い
感性で作曲し、翌日、前沢小学校で初演を行いました。平井は、啄木
のあふれんばかりの故郷への思いをみずみずしい歌曲に仕上げまし
た。歌曲とは、高い芸術性を持つ独唱音楽のことです。その後、「ふる
さとの」は、長く広く愛唱され、高校の音楽の教科書でも取り上げられ
ています。

◇作曲：平井康三郎／作詞：時雨音羽「スキー」
　1942年に平井康三郎が作曲した文部省唱歌です。変ロ長調、4/4
拍子。皆さんは、スキーをなされますか。白銀の中を颯爽と駆け抜ける
あの爽快感や解放感に溢れています。旋律のなめらかさ、美しさ、た

のしさ。それは、天性のもの。息子の平井丈一朗氏や孫の秀明氏、元
喜氏に受け継がれています。盛岡二高音楽部は、若 し々く弾むように
歌ってくれることでしょう。

◇平井秀明
　「砂の子守歌 ～被災地への祈りと子供たちの幸せな未来を願って～（2011）」
　子ども達の明るい未来と、東日本大震災被災地への深い祈りを込
めて、2011年に作曲されました。曲中の歌詞“さしすせさらさら さしす
せそ～”には、呪文のような言葉遊びの妙や、サ行の美しい響きがあり
ます。同年、若手音楽家らが集まり設立された、子ども育成音楽プロ
ジェクト”こどおん”の制作により、音楽を通して子ども達の情操教育へ
貢献することを願い、平井秀明の作詩・作曲により誕生した、紙芝居こ
どもオペレッタ“あっくんと魔法の歯ブラシ”」にも本曲が含まれ、砂の妖
精がすやすや眠る子どもを夢の世界へと誘います。（平井秀明記）

◇大西民子の短歌による平井丈一朗合唱曲
　「きららかに／明日ありと」
　平井丈一朗氏は、2001年、委嘱を受け、薄幸の歌人 大西民子

（1924-1994）の短歌10首を二組の美しい歌曲集に編みました。二年
がかりの難産でした。それは、「民子の歌に毅然として人を寄せ付け
ない雰囲気があった」（丈一朗氏）ためです。大西民子は、石川啄木
に私淑した郷土の歌人です。人生の苦難を歌に詠み、歌で生き、歌に
生きた歌人でした。父康三郎は、啄木の短歌に作曲しました。息子丈
一朗氏は、啄木の影響を受けた大西民子の短歌から歌曲をつくりまし
た。「きららかに」と「明日ありと」は、そんな多生の縁ある歌曲です。今
回の演奏会に向けて、平井丈一朗氏は、独唱曲を合唱曲に編曲しな
おしました。作曲者は、それぞれの曲について、「《きららかに》は、歌も
ピアノも無垢の心をもってカンタービレの粋をきかせてほしい」「《明日
ありと》を私は、絶望ではなく、むしろ明日に向かっての〈希望の歌〉と捉
えた。ピアノは前奏から後奏まで終始噴水の動きを表し、歌と渾然一
体となって生きる喜びを高らかに歌ってゆく」と書いています。

◇J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調
　平井丈一朗氏の芸術の極みともいうべき一曲です。恩師パブロ・カ
ザルスは、バッハの権威としてつとに有名です。カザルスは、目覚めると
ピアノでバッハの平均律を順番に弾いて一日をはじめました。無伴奏
チェロ組曲を若くして再発見し、その後も生涯研究し続けました。カザ

ルスは「バッハは、永遠だ。バッハは、私の一番の親友だ」と言っていま
す。平井氏は、そんなバッハの大家から厳しい指導を受けました。平
井氏は、この音楽の難しさと魅力を次のように語っています。「無伴奏
組曲は、解釈が一番難しい。伴奏が無いのではなくて、伴奏も全部含
めてチェロで演奏する。複雑な内容を持ちながらも、点と点を結ぶよう
な独特の書き方で作曲された楽譜をわかりやすく表現しなければいけ
ません。１番は、〈希望〉という言葉が一番ぴったり来そうな美しいハー
モニーの流れを持っています。前奏曲に始まり、アルマンド、クーラント、
サラバンド、メヌエット、ジーグの５つの舞曲が続きます。」

◇ベートーヴェン：チェロソナタ 第3番 イ長調
　ベートーヴェン（1770～1827）は、生涯に５曲のチェロ・ソナタを残し
た。バッハの無伴奏チェロ組曲全６曲をチェロ音楽の「旧約聖書」と
呼ぶのに対し、ベートーヴェンのチェロソナタ全５曲は「新約聖書」に
例えられるがまことに言い得て妙である。
　本日の第３番は、楽聖の全作品の中でも最高傑作の一つであり、
1808年に作曲された。この年は有名な交響曲「運命」や「田園」が完
成を見た頃であり、曲想も雄大で自信と輝きに溢れている。形式から
見れば３つの楽章から成っているが第３楽章に緩やかな導入部を置
いていることから実質的には４楽章に近い内容となっている。
　第１楽章は、イ長調2/2拍子。悠然たる第１主題はチェロのみで奏
され、ピアノのパッセージを経て充実した主部に入る。第２主題はチェ
ロとピアノの流麗な対話が聴き所。
　第２楽章は、イ長調3/4拍子。急速なテンポで奏されるスケルツォで
あり、シンコペーションを多用した極めて独創的な音楽。
　第３楽章は、ホ長調2/4拍子のゆっくりした序奏で始まるが、この部
分は短いながらも、そこにベートーヴェンの人間的な優しさが感じられ
る。続く主部は、イ長調2/2拍子のソナタ形式で書かれ、明るく軽快、
かつ自由闊達な二重奏が繰り広げられる。（平井丈一朗記）
　なお、ひとつ付け加えますと、このチェロソナタ第３番には、平井丈
一朗氏にとって忘れられない恩師の思い出があります。1971年12月、
カザルス95歳の誕生日に世界の名士が駆けつけました。カザルスは、
人々の前で演奏するつもりでした。しかし、突然疲れからか、カザルス
は、お祝いの席にいた平井丈一朗氏を指名し代わりに演奏しなさいと
いったのです。34歳の平井氏は、カザルスから愛器を手渡され、その
場で堂 と々演奏しました。そして、大喝采を浴びたのです。

◇平井元喜（1973-）：Grace and Hope〈祈り、そして希望〉（2011） 
―震災の犠牲者と被災者に捧ぐ詩

うた

―
　この曲は、レクイエムやエレジー（哀歌）といった曲想ではなく、むしろ

「哀しい過去を乗り越え、勇気と希望を持って未来へ前進する」、そ
んな願いにつつまれた祈りの詩

うた

である。2011年10月29日に、“室内楽
の殿堂” ウィグモアホール（ロンドン）の全面協力を得て行った震災復
興チャリティ・ピアノリサイタルで初演した。日本初演は、“海が見えるス
テージ”で知られる被災地の七ヶ浜国際村ホール（宮城県）で翌月に
行った。その後、被災地の小中学校や世界各地で演奏してきた中で、
現在では『Grace and Hope ～祈り、そして希望～』に、3.11で被災し
た人々のみならず全人類の幸福と平和を願う、普遍的な“賛歌”として
の響きを感じるようになった。実際、作曲前に内なる耳に鳴り響いた音
はピアノではなく人間の声、「歌」であった。曲中には、天から崇高なる
ものが降り注ぎ、魂が天へと昇華する瞬間がある。私はこの曲を弾き
ながら、「一人一人が苦しみや哀しみを乗り越え、そして得た心の平
和が身近な人 を々いたわる余裕を生み、この小さな連鎖がやがて世
界平和・人類幸福へと繋がってほしい」と願う。（平井元喜記）

◇ 平井丈一朗：幻想曲「和」（Wa）
　チェロとピアノのための自作“幻想曲「和」（Wa）”については、先に
発表し、欧米でのリクエストも多い“無伴奏チェロ幻想曲「北斎」”と対
を成す作品という位置付けになるが、「和」とは「日本的な」という意味
に加え、平和の「和」を念頭に置いた作品なのである。日本人としての
アイデンティティーを世界に示すためにも、日本的な作品（自作）の必
要性をかねがね感じてきた私だが、どういうわけか、チェロのためのそ
うした作品を書くのは後回しになってしまった。ちなみに、20代の頃に
作曲した「ピアノのための詩曲」は日本的な味わいのあるピアノ独奏曲

としてニューヨーク、ロンドン、ブダペストなどで演奏され、米国で出版さ
れた「現代ピアノ名曲事典」に詳細な解説付で紹介されている（日本
では楽譜が未発売）。
　さて、“幻想曲「和」”については、今回敢えて各部の解説なしで聴
いていただけたらと、思う。作曲に際しては、日本人の感性を表現した

「和」のテーマと、後半に出てくる、もう一方の「和」のテーマが中心と
なっており、規模の大きい曲ではないが、私自信幼少の頃に焼夷弾の
雨をくぐり抜けてきた体験もあり、「戦争は絶対にあってはならない」と
いう強い思いが込められている。（平井丈一朗記）

◇平井丈一朗：祈りのアリア（2011）
　2011年3月11日の東日本大震災。未曾有の災害は、どんな音楽家に
とっても魂を試される試練でした。被害を見て人々は、言葉を失うばか
り。「歌舞音曲の類を禁じよ」という知事まで現れました。しかし、真の
藝術家は、こんな時にこそ音楽を奏でるのです。
　平井丈一朗氏は、被災の現状を見て急きょ、既に計画されていた
東京でのリサイタル曲目を大幅に変更し、早速被災地支援に切り換え
て作曲に取り掛かりました。
　「命の大切さを改めて思った。日々 、人間は、自然の中に生かされて
いる。太陽、空気、水。その自然がひとたび牙をむいたときの恐ろしさ。
この永遠の謎のような自然を畏れ、被害に遭われた方々の痛みを感
じ、被災地に平安が訪れることを祈って、一生懸命作曲したのです」
（平井丈一朗談）
　こうして誕生した被災地への愛の音楽「祈りのアリア」は、2011年の
７月、平井丈一朗氏の被災地支援チャリティリサイタルで初めて演奏
されました。その後も被災地への祈りとして演奏され続けています。

◇パブロ・カザルス：鳥の歌
　1973年にパブロ・カザルスは、亡くなりました。96年の人生は、音楽を
極め、その音楽を通じて平和を訴え続けた一生でした。
　「冷戦が激しさを増し、核戦争の脅威が世界中に広がったとき、私
は自分が自由に使える唯一つの武器、私の音楽を引っ提げて平和運
動に乗りだした。」（パブロ・カザルス）
　中でも、とりわけ「鳥の歌」は、ファシズムにも原爆にも対抗するカザ
ルスの秘密兵器でした。カザルスは、1950年にフランス プラードのカザ
ルス音楽祭でこの曲を演奏したのを皮切りに、1958年の国連総会や
1961年J.F.ケネディに招かれホワイトハウスでも演奏し、1963年、ケネ
ディ暗殺の年、国連総会で２度目の演奏をしました。そして、1971年、イ
ンドパキスタン戦争の年に、94歳のカザルスは、みたび国連総会議場
にチェロを携えて立ちました。この時、カザルスは、「カタロニアの鳥は
ピース、ピース、ピースと歌う」と咽び、命を搾り出すようにして平和を訴
えました。その壮絶な叫びは、Youtubeなどで見ることができます。平
井丈一朗氏は、この曲の重みを次のように語っています。
　「人類にとって平和がいかに大切かをこの曲を通して強く訴えようと
した恩師カザルスにとっては、軽 し々く演奏できる曲ではありませんで
した。長い時間をかけて精神的充電を行った後、凝縮した深遠なる
思いを天の恵みの如く注いでいく行為に他ならなかったのです。です
から、私もこの曲に関しては、軽 に々演奏することを慎んでいます。」
　カザルスの鳥の歌を聞いた人は、音楽として聴くのみではなく魂か
ら清められ、人間として生まれ変わるような体験をいたします。本日、平
井丈一朗氏が弾く「鳥の歌」は、師を髣髴とさせ、その面影や音楽、そ
して平和への思いをただしく伝える唯一無比の音楽です。きっと皆様
にとって一生の宝物となることでしょう。

◇ポッパー：ハンガリー狂詩曲
　19世紀ヨーロッパで大活躍した名チェリスト兼作曲家のD.ポッパー

（1843-1913）がハンガリー民謡を巧みに組み合わせて作曲したのが
この曲で、力強いピアノの前奏に続いて華やかなチェロのカデンツァを
もつ序奏部が繰り広げられる。次に装飾音を持つ短調のラッセン（テ
ンポのゆるやかな舞曲）や熱狂的な長調のフリスカ（速い舞曲）など
が交互に現われ、強烈な色彩の変化を見せながら華麗なフィナーレ
へと進む。この最後の主題は、リストの有名なピアノ曲「ハンガリー狂詩
曲」第６番にも取り入れられているなじみの深いもので、チェロの技巧
を生かした民族色豊かな作品となっている。（平井丈一朗記）

［曲目紹介（解説 小島英人）］


