
 

ララララ････ヴォーチェヴォーチェヴォーチェヴォーチェ････オルフィカオルフィカオルフィカオルフィカ    第第第第２２２２３３３３回公演回公演回公演回公演    

スペインスペインスペインスペイン音楽音楽音楽音楽のののの５００５００５００５００年年年年    
500 años de música española500 años de música española500 años de música española500 años de música española    

 
２００８年２月２９日（金）１９時開演 東京カテドラル聖マリア大聖堂 

 

音楽監督、指揮、コルネット & リコーダー：濱田芳通 
 

＜アントネッロ＞ 

バリトン：春日保人 ／ ソプラノ：藤沢エリカ 

フィーデル、ヴィオラ・ダ・ガンバ：石川かおり 

歌、オルガネット、アーリー・ハープ：西山まりえ 

オルガン、プサルテリー：矢野薫 ／ スライド・トランペット：中村孝志 

パーカッション：わだみつひろ  
 

＜合唱＞ 

ラ･ヴォーチェ･オルフィカ 
 

       ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  プログラム  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
 

Cantigas de Santa Maria ～ Alfonso X 

 

聖母マリアのカンティガ集 
～アルフォンソ１０世(1221-1284) 

Prologo 序 

Des oge mais quer’eu trobar 詩を作り歌います 

Rosa das rosas 薔薇の中の薔薇 

Quen quer que na Virgen fia 聖処女を信頼する者は誰でも 

A que por muy gran fremosura その大変な美しさゆえに 

Alegria , alegria 喜びよ、喜びよ

Llibre vermell de Montserrat モンセラートの朱い本(13～14 世紀) 

O Virgo splendens おお、輝かしい乙女よ 

Stella splendens 輝く星 

Cuncti simus concanentes 声を合わせて歌おう 

Mariam Matrem Virginem 乙女にして母なるマリアさまを 

Ad mortem festinamus 死に近づく者達は 

 

                ◆ Intermisión  休憩１５分  ◆ 

 

Estas noches atan largas：Anonyme 

 

こんなにも長いこの夜々：作曲者不祥 

（カラブリア公家の歌曲集：1556） 

Riu riu chiu：Anonyme 

 

リウ・リウ・チウ：作曲者不祥 

（カラブリア公家の歌曲集：1556） 

O Domine Jesu Christe ：Francisco Guerrero おお、主イエス・キリストよ：フランシスコ・ゲレーロ(1527-1599) 

Ave Maria：Francisco Guerrero アヴェ・マリア：フランシスコ・ゲレーロ(1527-1599) 

Versa est in luctum：Alonso Lobo わがハープは哀しみの調べにかわり：アロンソ・ロボ(1555-1617) 

Desde las torres del alma：Juan Blas de Castro 

 

あまたの裏切りにさいなまれた心の高みから： 

フアン・ブラス・デ・カストロ(1561-1631) 

Cachua al Nacimiento de Christo：Anonyme 

 

キリスト誕生のカチュア：作曲者不祥 

（マルティネス・コンパニョン写本：1713) 

 

聖母マリアのカンティガ集

に描かれた細密画 

＊曲順を変更する場合があります ＊器楽曲が追加挿入されます 



 

カミーノ camino  ～ 交錯するスペインの銀の道と巡礼の道 ～  
 

南ヨーロッパは、緯度こそ日本の東北や北海道と変わりませんが、ジブラルタル海峡を挟んで対岸のサハ
ラ砂漠から吹き寄せる熱風のため、雨は少なく夏は高温です。とくに標高数百メートルの台地がひろがる
イベリア半島は大陸性気候そのもので、真夏の夕刻は摂氏 50 度に迫る日もあり、赤茶けて乾いた荒野が
どこまでも広がる独特の景観を生み出しています。ジブラルタル海峡の巾は、たったの 14 キロです。 
 
イベリア半島には古くから人が住んでいます。アルタミラの洞窟壁画を残したクロマニヨン人と私たちの
祖先ホモサピエンスとが共存したと言われていますし、それほど古い話ではなくとも、3 千年前には交易
の民フェニキア人がカディスに都市を築き、北部の山地に産出する金銀を求めて人が集まり、2 千年前の
ローマ時代にはセビージャ（セビリヤ、セビーリャ）とヒホンの間に銀をはこぶ道がととのいました。当
時、銀は莫大な富をもたらし、セビージャの街にはサラセン文化が花開きましたし、いっぽう、ローマ人
の居住地には彼らお得意のインフラつまり上下水道や道路や公衆浴場が整備され、熱狂渦巻く円形闘技場、
お楽しみのローマ劇場も造られるなど、人々は豊かな暮らしを謳歌しています。 
 
このころ、キリストの十二使徒のひとり、聖ヤコブ（Sant Iago、サンチャゴ、サンティアゴ)はエルサレ
ムで殉死しますが、イベリア半島への伝道の功績により、遺骸はこちらへ運ばれ、手厚く葬られたと言わ
れています。 
 
8 世紀以降、イスラム勢力の侵入とともに、イベリア半島にもアラブの建築様式や、日本でも奈良平安の
昔から唐草文様として知られる植物のアラベスク文様が街並みや内装に浸透して精彩を放ちますが、9 世
紀に入り、聖ヤコブの遺骸の埋葬地が再発見されると、その地はサンチャゴ・デ・コンポステーラと呼ば
れてヨーロッパ中から巡礼が集まるようになり、荒れ野には聖堂が建ち、町ができ、キリスト教三大聖地
の一つとしてローマやエルサレムと並び称されるようになりました。そして聖地奪還の悲願を秘めたキリ
スト教巡礼者の往来が活発化すると、彼らのための宿やロマネスク様式の教会が、街道沿いに建てられて
いきました。12 世紀には、年間の巡礼者数は 50 万人をこえたと言われています。 
 
巡礼たちは、その日の目的地にたどり着くと、祈りや食事や休息の合間に、お国の歌や踊りを楽しみます。
カンティガ集や朱い本を紐解けば、そんな彼らの姿が見えてきます。道中は険しく荒涼としていますが、
それでも聖地が近づくにつれ、人々の脳裏に浮かぶのは、どうやら神への仲介者、同行者、聖母マリアの
姿のようです。ピレネー山脈を越えるあたりからだけでも、サンチャゴへの道のりは 800 キロ。故郷をは
なれ、ヤコブを思い、キリストを思い、神を思い、わが身の来し方や不幸をも振り返りながら歩くうち、
しだいに意識は熱狂し、人々は聖母マリアを肌身で感じながら、夢見ごこちの乱舞へと誘われたことでし
ょう。 
 
この熱狂と情熱こそが、「新大陸発見」や「植民地」、あるいは「黄金の国ジパングからの天正遣欧使節の
派遣」や「鎖国」という、まったく異なる 2 種の出会いを歴史にきざむ、原動力だったのかもしれません。 

（佐藤いづみ記）

ピレネー山脈 

マドリッド 

ヒホン 

サンチャゴ・デ・コンポステーラ 

コルドバ 

セビージャ 

カディス 

バルセロナ 

グラナダ 

ジブラルタル海峡 



 

モンセラートの朱い本 

O Virgo splendens の部分 

演奏曲目について 

 

イベリア半島で 13 世紀に流行した数々の「カンティガ（頌歌）」のう
ち、現存するのは「賢王」アルフォンソ 10 世によって編纂された《《《《聖聖聖聖
母母母母マリアマリアマリアマリアののののカンティガカンティガカンティガカンティガ集集集集》》》》だけと言われていますが、この曲集はイタ
リアの「ラウダ」やドイツの「カルミナ・ブラーナ」と並ぶ、13 世紀
のスタンダード・ナンバーでした。聖母マリアを讃える歌詞のほとん
どが庶民の言葉ガリシア語であることからも分かるとおり、この曲集
には当時の民衆の熱狂的なパワーが秘められています。 
 
同じく 13～4 世紀の歌を集めた《《《《モンセラートモンセラートモンセラートモンセラートのののの朱朱朱朱いいいい本本本本》》》》には、上述
のカンティガ集同様に 4～5 本線の黒符定量楽譜が手書きされ、スペ
インの諸方言やラテン語で歌詞や詞書きが書き込まれています。また、
キリストを胸に抱き、モンセラート修道院前の広場で喜びあう巡礼者
たちを厳かに見おろす肌の黒いマリアの姿も、素朴なタッチで印象的
に描かれています。この曲集は、内外からの巡礼たちをもてなし、苦
難の道中をねぎらうために編まれたと言われています。 
 
15 世紀になると楽譜の印刷出版も始まり、音符は黒符から白符に変わ
ります。《《《《カラブリアカラブリアカラブリアカラブリア公家公家公家公家のののの歌曲集歌曲集歌曲集歌曲集》》》》は、スペイン語（カスティリャ
語）・カタルーニャ語・ラテン語などによる 16 世紀の多声歌曲集です 
が、この白符定量法の印刷楽譜は、当時バレンシア地方の領主だった 
カラブリア公爵家の宮廷内の、様々な行事やお楽しみ用に作曲し演奏 
した曲を集大成したものでした。内容は多彩ですが、たとえば Estas nochesEstas nochesEstas nochesEstas noches が「昔はものを思わざりけ
り」と詠嘆すれば、Riu riu chiuRiu riu chiuRiu riu chiuRiu riu chiu では軽やかにステップを刻みながらキリスト生誕を祝ってみせ、どの曲
も、私たちには親しみやすい旋律です。フランシスコ・ザビエルらは、この時代に日本へ伝道にやって来
ました。 
 
セビージャで生まれたフランシスコフランシスコフランシスコフランシスコ・・・・ゲレーロゲレーロゲレーロゲレーロ(1528-1599)は、同地で没するまでのあいだに、敬虔なキ
リスト教徒として作曲歴を重ねました。彼はイベリア半島各地の大聖堂で歌手、指揮者としても活躍し、
ローマやヴェネツィアを経てエルサレムへの巡礼にも参加しています。今回取り上げた Ave MariaAve MariaAve MariaAve Maria、O O O O 
Domine Jesu ChristeDomine Jesu ChristeDomine Jesu ChristeDomine Jesu Christe は、ともにゲレーロの作品中の白眉です。 
 
トレド大聖堂やセビージャ大聖堂の楽長を務めたアロンソアロンソアロンソアロンソ・・・・ロボロボロボロボ(1555-1617)はゲレーロに師事し、17 世
紀初頭にマドリッドで出版された『ミサ曲集第１巻』に収められた数々のミサ曲やモテットのほか、手稿
譜の形でも多くの作品を残しています。今回演奏する Versa Versa Versa Versa est in luctumest in luctumest in luctumest in luctum は、スペイン国王フェリペ２
世の葬儀のために 1598 年に作曲、演奏されました。ヨブ記の 1 節を借り、貴人を失った慟哭を歌います。 
 
フアンフアンフアンフアン・・・・ブラスブラスブラスブラス・・・・デデデデ・・・・カストロカストロカストロカストロ（1561-1631）はスペインの中でも一段とイスラム色の濃いアラゴンのテ
ルエル地方に生まれました。サラマンカのアルバ公爵家に仕えた 1590 年代半ばから、親友にして詩人、
劇作家のロペ・デ・ベガの詩をもとに、Desde las torres del almaDesde las torres del almaDesde las torres del almaDesde las torres del alma など 13 曲のロマンセを今に残してい
ます。1604 年には失明しますが、その後も王家をはじめ各地の宮廷へ招かれ、優れたビウエラ奏者、歌
手として賞賛されました。高めの音域とへミオラを、彼は好んで用いています。 
 
15 世紀に中南米へ渡ったヨーロッパ古楽は、土着の旋律と融合し、様々な踊りや歌の音楽を生み出しまし
た。カチュアカチュアカチュアカチュアは、キリスト誕生などに託して歌い踊る若者たちの恋の歌ですが、本日は、18 世紀ペルーの
トルヒーヨ司教区の司教マルティネスマルティネスマルティネスマルティネス・・・・コンパニョンコンパニョンコンパニョンコンパニョンが、在任中の 1782 年から 85 年に足しげく区内を
訪問し描き残した風物水彩画集に収められた、19 曲のなかからお届けします。     （佐藤いづみ記）

 

聖母マリアのカンティガ集

に描かれた細密画 



 

【濱田芳通】 
桐朋学園大学古楽器科卒業後、スイス政府給費留学生としてバーゼル・スコラ・カントールムに留学。リコー
ダーを花岡和生、コルネットをブルース・ディッキー、中世音楽理論及びアンサンブルをクロフォード･ヤン
グ、ドミニク・ヴェラールの各氏に師事。コンチェルト・パラティーノ、アンサンブル《ラ・フェニーチェ》、
ルネ・ヤーコプス、エンリコ・ガッティ等と共演。また、アニメ「耳をすませば」の音楽、大河ドラマ「信長」
｢秀吉｣への出演など知られざるバロック以前の音楽や楽器を広めるべく幅広く活動を行なっている。また、こ
の１月には神奈川県立音楽堂でモンテヴェルディのオペラ「オルフェオ」の音楽監督・指揮を務め絶賛を博し
た。合唱団《ラ・ヴォーチェ・オルフィカ》指揮者。古楽アンサンブル「アントネッロ」主宰。 
 

【アントネッロ】 website ： http://www.ne.jp/asahi/anthonello/casa/ 
14 世紀の作曲家アントネッロ・ダ・カセルタの名を冠したこのアンサンブルの音楽は、つねに熱狂と創造の
喜びに満ち溢れている。バロック以前の「霊感に富んだ」音楽をレパートリーとし、テクニック、調律、即興
に至るまで、作品が生まれた当時のスピリットに触発された独自の視点を持ち、音楽のもつ根源的な生命力を
あきらかにすることを目指している。時代の先端を進む古楽アンサンブルとして注目を集めている。 
 

【ラ･ヴォーチェ･オルフィカ】 website ： http://www.ne.jp/asahi/voce/home/ 
濱田芳通と彼の音楽に共鳴する人々により、1986 年に結成。ヨーロッパの中世からルネサンス、バロック時
代までの音楽作品の真の姿を、その当時のスタイルによって現代に再現することを目指し、研鑽を重ねている。 
2005 年秋、ラ･ヴォーチェ･オルフィカとして初めてのＣＤである、モンテヴェルディの「聖母マリアの夕べ
の祈り」をリリース。2007 年 10 月には目白バ・ロック音楽祭のオープニングで演奏したモンテヴェルディ
「聖母マリアの夕べの祈り」のライブ録音盤も発売された。 
 

ソプラノ 
 今井瑛里子、大石陽子、大木里美、北田美子 

計良道子、小暮容子、柴田幸子、鈴木はるみ 
鈴木由利子、田宮菊恵、菱沼洋子、藤沢エリカ 
湯浅敦子 
 

アルト 
新井紀子、岩崎美香、岩舩佐智子、木山祐美 
栗原佳江、小松婦佐子、コーネル久美子、佐藤純子 
杉村泉、鈴江美秋、田頭則子、中谷仁美、濱田真理 
細岡ゆき、曲渕美夏

テノール 
 伊藤誠悟、大平紀之、川崎徹朗、鈴木克精 

藤田幸介、細川大介 

バス 
春日保人、小玉有三、中村幸司、前田知義、横尾優 

 

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員ごごごご芳名芳名芳名芳名 
 

押山民子様、株式会社豊玉青柳様、小松雄一郎様 

柴田幸雄様、砂金フミ子様、横尾桂様 

＜ラ･ヴォーチェ･オルフィカ メンバー募集中＞ 

e-mail ： vocesyoukai@yahoo.co.jp 

website ： http://www.ne.jp/asahi/voce/home/ 

アントネッロアントネッロアントネッロアントネッロ定期公演定期公演定期公演定期公演 2008 Vol.2008 Vol.2008 Vol.2008 Vol.１１１１    

ヴェネツィアヴェネツィアヴェネツィアヴェネツィアのののの霊感霊感霊感霊感    
「１７世紀イタリア・ヴェネツィアの即興的器楽音楽」 

 
2008 年 5 月 9 日（金）19:00 開演 

東京文化会館 小ホール  
演奏：アントネッロ 濱田芳通、石川かおり、西山まりえ 

 
S 席 ４５００円  A 席 ３９００円  B 席 ３０００円 

お問い合わせ・お申し込み 

チケットぴあ 0570-02-9999  Ｐコード 279-431 

東京文化会館チケットサーピス 03-5815-5452 

アントネッロ・コンサート制作実行委員会 

03-6413-8864（月～土 10:00～18:00） 

 anthonello.concert@gmail.com 

アントネッロアントネッロアントネッロアントネッロのののの最新最新最新最新ＣＤＣＤＣＤＣＤ    

「「「「デュファイデュファイデュファイデュファイ・・・・ラメントラメントラメントラメント」」」」    
 

ギョーム・デュファイのシャンソン集 
中世のセクシー・ラヴ・ソング！  

ピアフのように自由な愛の語らいは、 
時代を超えて宇宙を包む！ 

 
花井尚美、濱田芳通、石川かおり、西山まりえ 

なかやまはるみ、及川豊、藤沢エリカ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMOE-10006 オープン価格 

2008 年 1 月発売 

ララララ････ヴォーチェヴォーチェヴォーチェヴォーチェ････オルフィカオルフィカオルフィカオルフィカののののＣＤＣＤＣＤＣＤ    

モンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディ    

「「「「聖母聖母聖母聖母マリアマリアマリアマリアのののの夕夕夕夕べのべのべのべの祈祈祈祈りりりり」」」」    
指揮：濱田芳通 

アントネッロ ＆ ラ・ヴォーチェ・オルフィカ 
 
C&B-0007,0008 ２枚組 税込価格￥3,500 

2005 年 11 月発売 

モンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディ    

「「「「聖母聖母聖母聖母マリアマリアマリアマリアのののの夕夕夕夕べのべのべのべの祈祈祈祈りりりり」」」」    
≪目白バ・ロック音楽祭 2007 ライブ録音≫ 

指揮：濱田芳通 

アントネッロ ＆ ラ・ヴォーチェ・オルフィカ 
 

AMOE-10007-8 ２枚組 オープン価格 

2007 年 10 月発売 
 
いずれもホームページからお買い求め頂けます。 

 


