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曲目解説
天野乃里子

バッハは、バロック時代の作曲家の中でも、最も重要な芸術家として有名ですが、
ある意
味では、彼の作品は、当時の典型的なバロックの作品からも、遠大にまた孤高にかけ離れた
とも言えるもので、“バッハ“というジャンルが存在すべきかもしれません。彼の作品は、和声、
メロディ、
リズムを精緻に組み合わせた独創性で、
それまでの音楽で表現されていたものの
境界を遥かに超える質を達成していますが、
この６曲計２５楽章の中に、
その要素は豊かに
表現されていて、我々もリハーサルをどれだけ積んでも、
さらに新たな発見が常にあります。
イタリア様式の華麗なる楽章の数々、
フランス様式の装飾音をたおやかに散りばめた緩
徐楽章、小節線を超える変拍子等、快い緊張が続く長大な旋律、彼の創造性は実に無限で
孤高です。
一般にヴァイオリンソナタと呼ばれる作品は、
まず通常は鍵盤楽器が伴奏をする、
と思わ
れがちです。
またチェンバロが活躍したバロック時代に限っていっても、
この頃までは、通奏低
音と呼ばれる左手のみが作曲され、
そこに右手の和音（ハーモニー）を決定する数字が、左
手の楽譜に明記されているパターンが一般的でした。つまり、右手を具体的に作曲されて
いなかったということです。
そうした中で、
このバッハの全6曲に関していえば、画期的に右手
も全てバッハ自身が作曲し、
しかもほとんどの曲で、ヴァイオリン1声、チェンバロの右手1声、
左手1声、の合計、3声のトリオの形で書かれているので、
これは、鍵盤パートも、単なる伴奏
ではなく、2声を担う独立したそれぞれソロパートなのです。
ヘンデルとバッハ、両氏とも1685年の同じ年生まれのドイツ人。でも、ヘンデルが、
ロンド
ンに出て、後年独立した音楽家として、人生を歩むことができたのに比べて、バッハは雇用
されている立場を生涯ドイツ国内のみで取り続け、その職に応じて曲を作曲しています。
そ
れでも、
ワイマールからのケーテンへの転職に関わるくだりでは、芸術家の社会的地位の変
化、向上が見られ、バッハの行動は、当時の社会体制に必要とあらば、正面から挑戦するこ
ともあったようです。
この曲集は、ケーテン時代（1717-1723）、音楽を愛し、音楽に造詣の奥深い領主レオポ
ルドのために作曲しました。宮廷楽団を率いて世俗音楽を演奏することがバッハの職務であ
ったわけです。
この宮廷楽団は、当時の小宮廷にしては、18名による名手揃いの水準で、
こ
のケーテン時代の最初の3年間に膨大な量の器楽曲が作曲されたのも、
この名演奏家たち
がバッハの周囲にいたことが影響していると思われます。
この時期に、有名な無伴奏ヴァイ
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オリンのためのソナタとパルティータ
（全6曲）、
また数々のヴァイオリン協奏曲（ワイマール時
代から既に）
も作曲されています。無伴奏ヴァイオリンが、
オルガンの影響や舞曲の影響を得
ており、ヴァイオリン協奏曲は、
イタリア様式で書かれているのに対し、
このバッハの6曲は、
他のヴァイオリン曲を経験したのち、様々なバッハの実験が、
トリオの様式を多分に取り入
れ、ヴァイオリンとチェンバロの両手を使用した中で、緊張感の持続する和声、継続する集中
力、25楽章どれをとっても、
すべて多種多様な無限なる可能性を追及している傑作。
残念なことに、バッハ自身の手稿譜が残存していません。弟子達と息子達、幾つか現存
する写譜による推敲が、
ここ数十年おこなわれています。

CDⅠ
4番、1楽章が、マタイのアルトのアリア、Erbarme dichの出だしによく似ている。
この曲、た
とえ初めてこれを聴く人でも、心をとらえて離さないところがある。
シシリアーノのリズムに乗
って進む。2楽章、
これもまた、重厚にできた長大な3声トリオのフーガだ。
テーマに現れる跳
躍と、半音階的なエレメントなど、複雑に展開しつつ、長いのだが、長く感じさせない。3楽章
は、大らかさを持つホ長調に。終楽章は、3声のフーガだが、小節線をも超える変拍子を取り
入れるなど、
スケールを拡大しつつ終曲する。

5番、ヘ短調ヴァイオリンソナタ。
ヘ短調とは、
フラットが4つの調である。れ、
ら、み、の4つのヴァ
イオリンの弦のうち3音が、ヘ短調にないので、
サウンド的にも音程としても、ヴァイオリニスト
泣かせの調である。わざわざヴァイオリンのためには使わない方が良い調である。にもかか
わらず、
メンデルスゾーンも、僅か11歳のときに、不思議なことに多分初めてのヴァイオリンソ
ナタを、なんとこのヘ短調で深遠なる名曲にしている。天才の由縁であろう。
この曲は彼の作
品の中でも、最も難解な曲とも云われる。表示もラルゴ、
ラメント、
と版によって異なる。冒頭の
旋律が、転調を繰り返しながら、
どこかのパートに出てくる。チェンバロが常に3声を維持し、
その上にヴァイオリンが、単純だが、深い哀愁の漂う不思議な旋律を声楽のソロのように歌
うが、如何にもバッハである。2楽章、典型的な3声のフーガ。
それぞれが同等に、順番にテー
マを奏でつつ、かけがえのない3声の会話が続く。
この5番すべて短調で仕上げており、
この3
楽章、
アダージョも実に不思議な曲である。単純に聴こえるヴァイオリンの重音、動きのあるチ
ェンバロ。
これもまた、バッハならではの独特な楽章である。4楽章もまた、3声のフーガ。
テー
マはシンコペーションと半音階的な音の動きで、
それに対峙するのが、極めて長い音階進行
で、縦横無尽に、かなりの音域を駆け巡る。
この5番、実に究極で底無しの深遠さがある。
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3番、ホ長調 チェンバロが、5声の和音で室内オーケストラを奏でているような伴奏上に、ヴ
ァイオリンの朗々と長大に歌われるアリア。実に華麗な緊張感の続く楽章である。快活なフ
ーガの2楽章。3楽章は、天界に上りゆくような美しいヴァイオリンソロが、チェンバロの低音
と和音からなる伴奏の上に、
まるでシルクのリボンが空を舞うかのように奏でられる。
これも
また、チェンバロの右手とヴァイオリンの美しい絡みにもなり、変奏が15回にわたって出てく
る。4楽章は、華麗なフィナーレに相応しい協奏曲の手法の躍動感に溢れた楽章。

CDⅡ
2番、
イ長調 1楽章、一貫して伸びやかな曲。速度表示がないが、1小節目にあるドルチェ
を、速度表示として、我々はそれを使用。2楽章、和音で表示されているヴァイオリンパートは
演奏者のアルペジョ技法に任されている。3楽章、左手のリュート風と悲しげなヴァイオリン
とチェンバロの右手のカノン、4楽章、3声部の朗らかな、品のよいピクニックのようなフーガな
ど、朗らかな曲。
1番、
ロ短調 ロ短調の出だしに相応しい運命的な緊張感のある右手の3度で弾かれる4小
節の冒頭の後、ヴァイオリンはなんと、1小節半以上の長ーい音がアリアのようにしっとりと演
奏されるというパターン。続いてシリアスな趣のフーガ。3楽章は、平行調の二長調で、
それま
でと打って変わって、和やかな喜びにあふれ、ヴァイオリンとチェンバロの右手の絡みも本当
に美しい。4楽章、
フーガ書法と協奏曲手法が取り混ぜられ、情熱的な緊張感が継続する。
こ
れは、バッハの4男の死後に書かれていてその影響もあるという説もある。

6番、
この曲のみ、チェンバロのソロ曲があることで5楽章。いきなり速い楽章での軽快なス
タート。
トリオだが、
ソロとトゥッティが交互に登場する協奏曲風でもある。2楽章は、がらりと
哀愁の漂うフレンチ風の装飾音も使われている楽章。
そのままチェンバロソロの3楽章へ。
こ
れは、25楽章中、ただ1つのチェンバロソロである。
この1曲だけを、チェンバロリサイタルの1
曲に持って来たくなるほどの名曲。4楽章、あえてロ短調に調を変え、
シンコペーションと半
音階が展開する典型的な3声の曲で、
こと切れそうな程美しい、
としか言いようがない。一転
し、明るく軽快なト長調のフーガ書法のフィナーレ。
また、
この６番に、バッハが初稿譜として書き残したものから、今回３曲録音している。バ
ッハは、バイオリンソロ曲、チェンバロソロ曲、いづれも、
この曲集での作品にはしないことに
し、のちにチェンバロのパルティータ６番（BWV830）用に、書き直している。バイオリンソロは、
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ガボットのテンポで と称し、調も転調している。チェンバロソロ曲は、
コレンテと称し、同じ調
で若干の改善を試みているので、
このC Dでは、
１回目は初稿を、繰り返しではパルティータ
６番のコレンテを演奏している。最後のアダージョは、
これは、
この初稿だけで、
どこにも出版
のお目見えをしていない曲だが、何とも深遠な、
こときれそうな音楽である。
これをこのC D
で出版することにより、世に送り出せることは、法外な喜びである。


LINER NOTES
Noriko Amano

B

ach is known to us as one of the greatest masters of Baroque music, yet both the
wide range of styles he used and the construction of his music far exceed what
was typical of that era. The unique synthesis of French dance movements, Italian
toccatas and sonatas, and numerous other compositional devices remain singular
to Bach. Lyrical qualities combine with strict counterpoint to produce music of
unusual beauty and sophistication.
To illustrate one example, pieces with the title “violin sonata” are commonly
scored for a solo violin accompanied by a keyboard instrument. During the Baroque period, the most usual notation for the accompanying instrument was in
the form of a figured bass line, or “basso continuo:” one in which the left hand
notes are written out, but with numbers instead of notes to indicate which harmony
should be played by the right hand. However, for the six pieces here, Bach wrote
out every note for the right hand as well as the left, so the three voices combine to
form a trio. In this case, the harpsichord is not an accompaniment, but completely
independent with its two solo parts.

as an independent free-lance musician. Bach, on the other hand, never left his
homeland, and was employed as a full-time musician for various German courts
and churches in the towns of Weimar. Köthen, and Leipzig. During Bach’s time
in Weimar, he improved on existing musical structures and incorporated broader
styles of music, influenced in particular by Italian composers such as Vivaldi and
Corelli. Bach also sought to elevate the place of musicians in society and was willing
to confront the higher social hierarchy if necessary. After falling out of favor in
Weimar, Bach moved to Köthen. These six pieces of chamber music were composed
there between 1717-1723 for Prince Leopold, a music lover and an accomplished
musician himself. Leopold had a chamber orchestra within his court, consisting of
eighteen musicians, a sufficient number for the small town of Köthen.
During his time there, Bach composed a huge quantity of work, influenced
by the musicians around him. This period in particular is known for his sonatas
and partitas for solo violin. The violin concertos too were influenced by organ and
dance suites in the Italian style. However, in these six pieces, Bach experimented
with the trio sonata style, the three parts being played by the violin and both hands
of the harpsichord; and through his intricate harmonies and sophisticated construction he achieves a sense of continuous motion and development . In fact, these
twenty-five movements are very unique and full of unlimited possibilities, having
qualities not found in any other pieces.
Unfortunately, Bach’s autograph copy didn’t survive. Luckily, his sons and his
pupils made a few handwritten copies of this work, which in the past few decades
have been uncovered.

Johann Sebastian Bach
George Frederick Handel and Johann Sebastian Bach were both born in Germany
in 1685. Handel moved to London, where he spent the rest of his life working

Compositions
4. C Minor (1017) – From the moment one listens to this composition, they are
captivated. The first movement of this sonata is a Siciliano and has a refined quality similar to the aria ‘Erbarme dich’ in Bach’s St. Matthew Passion. The complex
second movement, a fugue with three voices, uses gradually increasing leaps to
great effect, as well as interesting chromatic elements. And although this fugue is a
long piece to play, it does not feel long to the audience. Calm returns in the third
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movement, offering a dreamy, serene atmosphere of grandeur while the fourth
movement offers a lively three-voice fugue containing irregular beats over the bars.
5. F Minor (1018) – This Bach piece is probably one of the most profound and
difficult of his compositions. This F minor violin sonata contains B, E, A and D
in the key signature. The open strings of the violin are G, D, A and E. You can see
that three of these notes are flat, which means that the violinist cannot use three
of their open strings, making it good sound and intonation more challenging. This
is the reason why this key is not commonly used for violin sonatas (so it is quite
remarkable that Mendelssohn too wrote violin music in this key, even at the young
age of eleven!) The first movement (depending on the edition used) has either
no tempo indication, or is marked Largo or Lamento. The beginning melody is a
repeating moderation in which the harpsichord part retains the three voices, while
the violin plays a simple mournful melody, almost like a human voice. A typical
sonata, a three voice Allegro comes next in the second movement. As for the third
movement, a very rare and complex violin Adagio presents us with music which is
hard to find anywhere else, while at the same time the harpsichord makes ‘weightless dynamics’. Finally, the fourth movement, again a three-voice fugue this time
in a Vivace tempo: brisk, lively and fast with syncopation and chromatic passages.
The scales are long, with wide registration ranging from very high treble to very low
bass, thus underlining it as the ultimate conclusion of the set.
3. E Major (1016) – Following the usual pattern of a Sonata da chiesa, the first
movement of E Major is a harmonious melody of five voices. The grandeur of the
harpsichord supports the upwards aria of the violin like a chamber orchestra. The
second movement, in keeping with the usual pattern, is a vivid fugue, like a royal
family picnic. In the third movement, the violin part ascends above the harpsichord
like a ribbon floating towards heaven. Later on, the violin melody and the harpsichord right hand have a beautiful, lyrical conversation. This theme appears a total
of fifteen times in the third movement. The fourth movement Allegro provides an
uplifting atmosphere in the style of a concerto, giving the effect of a brilliant finale.
00
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2. A Major (1015) – The first movement is a smooth, fluid piece: its melody does
not have a tempo indication, and in the opening bar states that it is to be played
“dolce” (softly, sweetly).
In the second movement in A major, the violin has a chord, so the violinist plays
arpeggios.
In the third movement, the harpsichord left hand accompanies, while the right
hand and the violin have a sorrowful and lyrical canon. Finally, the fourth movement is a fugue with three voices, and gives the impression of a refined party outdoors in the countryside.

We also decided to record three extra movements that are part of an earlier version
of the sixth sonata: a violin solo movement and a harpsichord solo piece, which he
later recomposed as the Corrente and Tempo Di Gavotta movements of his harpsichord Partita #6 (bwv 830). In the harpsichord solo movement, for comparison,
I first play the original version, then on the repeat I play a later version taken from
the Partita (bwv 830), so by listening to these two side by side, we can hear the way
Bach developed the material into a new version. Finally an Adagio of great and
spiritual beauty, almost tragic in its atmosphere. Unfortunately, these extra pieces
are rarely played so we wanted to give them a chance to come to life.

1. B Minor (1014) – In the beginning of the first movement in B Minor, the harpsichord has a right hand melody played in thirds, giving it a dignified and intense
atmosphere. The violin follows with long sustained tones like in a vocal aria, creating an elegant entrance. The second movement, a dignified Allegro in fugal style,
is succeeded by the third movement, which has a completely different atmosphere:
a peaceful but joyful sound with two voices intertwining once more.
Lastly, the fourth movement, a mixed fugue and concerto style, is a continuous flow
of passionate tension. Bach composed the movements in B Minor after the death
of his fourth son and it is possible that this tragic event may have influenced him.



6. G Major (1019) – This composition is unique in the fact that it has five movements rather than four, as it includes a solo for the harpsichord. The opening in G
Major is also different from the other pieces as it starts with an Allegro in concerto
style with three voices, and can be described as quick, light and joyful. In the second
movement, the mood is melancholic and sorrowful, with French style ornamentation. Played in E Minor, the third movement contains the only harpsichord solo
among the twenty-five pieces, an Allegro showcasing the harpsichord; indeed, this
solo could even be considered a masterpiece of its own. For the fourth movement,
Bach changes to the most profound key, B Minor. This movement, typical of trio
pieces which have a lot of syncopation, is beautifully poetic with a soulful violin
melody. The fifth movement, the finale, is a bright, healthy Allegro concerto.
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エッセイ ～
山縣さゆり

バロックヴァイオリンと共に

音楽好きだった私の両親が、16分の1という小さなヴァイオリンを、私のために手に入れ
たのは、私が満2歳になった頃でした。5歳年上の兄が、先にヴァイオリンを始めていて、両親
は、本当はピアノをと思ったようですが、私が兄の楽器を取り上げて
（当然大き過ぎる）弾き
始めたのを見かねて、買い与えてくれたようです。
そしてその約15年後に、私はバロックヴァ
イオリンという物の存在に出会いました。
その頃私は、音楽学校のヴァイオリンの生徒なら、誰もが必ず演奏する、バッハのソロの作
品を練習していました。
その時は漠然と
「ああ、バッハはいいなあ、、、」
と言った風に、
その表
面だけを見て思い、内側に隠された何か大きな物は、分からずに居たのですが、バロック音
楽の、楽譜の読み方を覚え始めた頃の不思議な感覚は、今でも鮮明に思い出すことができ
ます。目の前にかかっていたレースのカーテンがスーッと空いて、さらに目から鱗がぽろぽ
ろ落ちるというか、難しいパズルが魔法のように解けていくといった物です。
そしてその感覚
は、私を全く無抵抗に、バロックヴァイオリンへの道へと誘ってくれました。
その当時、バロックヴァイオリンを手に入れるのは、当然容易な事ではなく、
まずは兎に角、
その時持っていた、自分のモダンヴァイオリンで挑戦。顎あてを取り外し、裸ガット弦を張り、
ピ
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ッチを半音下げて、、、
この時再び、鳥肌が立つような驚き、動揺、感動、、、
きつく締めていた
ベルトを、不意に緩めた様な解放感、
そして心地よい風呂に浸かった時のような、温く染み入
る音色。
といった具合に、私はその時から、
すっかりバロックヴァイオリンの虜となったのです。
そしてこの出会いが、言うまでも無く、私の歩む道を示す事となり、当時バロック音楽のメッ
カであったオランダへと留学。
そして、
３年間デンハーグで勉強し、
その後現在に至るまで、バ
ロックヴァイオリンと共にオランダに住み着いてしまったわけです。
「モダンヴァイオリンとバロックヴァイオリン」
そして
「モダン弓とバロック弓」の違いを、短く
説明してみましょう。バロック時代の演奏会場は、教会、
あるいは宮殿、貴族の公邸などであ
ったのですが、時代が進むに従って、演奏会が一般の人々にも広まるようになり、会場も拡大
し始め、徐々に音量の増量が要求されて行きます。
その為に、ほとんどの弦楽器は、更に高
い張力に耐えられるように、
ネックや内部の構造が、作り直されて行きます。弓も、音を均等
に出すために、その弓型の反りが次第に無くなり、逆向きの反りになっていきます。
そして、
弓は19世紀中頃、楽器は19世紀後半には、既に今現在の形にたどり着き、スタンダードとし
て定着しています。
ではここで、私が「バロックヴァイオリンの道を歩んだメリット」の様な事を書いてみましょ
う。
日本で音楽学生をやって居た頃、シェーンベルクやプロコフィエフのような複雑な和声
音楽、又は和声が壊れかかった、そして和声から離れてしまった音楽などを、
しばしば演奏
していました。そして、オランダへ留学、最初に手掛けたのは、
フォンタナやカステッロなど、
1７世紀前半の作品。
この、時代逆行のギャップはかなり大きく、一体何をどうすればいいの
かと戸惑いながらも、自分の耳を白紙に戻し、約４００年ほど遡った感覚を見つけ出す事を
試みました。
オランダに数々ある、石造りの教会の、美しい響きなどにも助けられ、次第にこ
れらの作品の魔力に引き込まれ、その魅力に浸ることに成功して行きました。
そして、時の
流れにに逆らって歩むのではなく、時代の変化に沿って作曲されていった、
その当時の斬新
な作品を、再び手掛けていきました。
そのメリットというのは、和声音楽が、時代と共に、
さら
に美しく、
さらに刺激的にと変化して行くのを、自分の耳や肌で、改めて経験しながら、感動
を持って徐々に歩むことが出来た事です。
あまりにも有名な、モーツァルトやベートーヴェン
の作品なども、以前とは全く違った新鮮さをもって経験する事が、可能となった訳です。
私にとって、バロック音楽の多くの魅力のうちのひとつは、その不協和音の美しさです。
そして、それが必ずしもいつも美しいわけではないのですが、その肌に沁みこんでくる様な
感覚が、協和音（解決音）によって快く溶ける瞬間も、本当に魅力的です。
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今回、
これらのバッハの作品を、天野乃里子さんと共に、練習を重ね、
コンサートを数回経
験し、
そして今、
このレコーディングまでたどり着きました。バッハの作品は、何回演奏しても、
全く飽きの来ない、
それどころか、毎回新たな発見があり、益々魅力が増していく、不思議な
世界です。
もし、
このCDを聞いてくださった方が、新らしい魅力の発見、又、不協和音と協和
音の魅力を、
どこかで経験して頂ければ、大変嬉しく思います。


ESSAY – LIFE WITH A BAROQUE VIOLIN
Sayuri Yamagata

W

hen I was about two years old, my parents, who loved music, gave me a tiny
1/16th size violin. I have a brother who is five years older and he was already
playing the violin, so my parents wanted me to play the piano. However, I took my
brother’s violin (which was far too big for me) and started to play, so my parents
then bought me one of my own. And about fifteen years later, I had my first encounter with a Baroque violin.
 	 While a student at the music conservatory in Japan, I practiced the pieces by Bach
for solo violin just as everyone else did. At that time, I very much liked these pieces
but hadn’t yet discovered a big part of the hidden meaning of Bach’s music. After
some time, I began to learn how to read the notes of Baroque music in an authentic way. This feeling is something I remember so clearly even now: it was as if I had
opened a lace curtain and – like magic – the difficult puzzle started to solve itself. This
unique experience led me to surrender myself to the world of the Baroque violin.
At that time, finding a Baroque violin wasn’t easy, so I took up the challenge with
my own modern violin, taking off the chin rest, putting unwound gut strings on it
and tuning it half a step lower (to 415 hz). And again, I got goosebumps…I was
completely surprised, almost confused, and very impressed. It felt like such a relief,
13

as if I had removed a corset that was constraining me; as though the warm sound
was enveloping me like a soothing bath.
Since then, I have fallen completely in love with the Baroque violin.
This encounter was, of course, the reason that I came to the Netherlands, as it
was one of the best places to study Baroque music. For the first three years, I studied at the Royal Conservatory in The Hague and have been living and working as a
Baroque violinist in the Netherlands ever since.
First, a few words about the differences between the modern violin and the
Baroque violin and also about the modern and the Baroque bow.
In the Baroque period, music was played in churches, palaces or in the castles
of aristocrats. From the first half of the 19th century, the general public also began
to listen to music, and the need for performance venues grew. As the concert halls
became larger in size, the instruments were required to produce a louder sound.
The neck and the construction of the string instruments were changed in this way
in order to endure higher tensions. And the arched, convex curve of the Baroque
bow disappeared and was turned in the opposite, concave direction in order to
make the sound resonate evenly in all parts of the bow.
This later bow became the standard already in the middle of the 19th century, and
by the second half of that century the string instruments were about the same as the
instruments we have today.
Now let me share with you the great merits I have experienced since entering
the world of the Baroque violin.
While a student at the music conservatory in Japan, I was playing the music of
composers from the early 20th century such as Schoenberg and Prokofiev. This kind
of music had complicated harmonies, and the harmonic systems themselves started
falling apart during this musical period.
When I arrived in the Netherlands, I first studied the pieces of the early 17th-century Italian Baroque composers Castello and Fontana. The difference in style between this music and what I had been playing in Japan was immense, and I really
didn’t know how to play it. But I tried to start from a clean slate and to go back and
understand the musical emotions from four hundred years ago. In the Nether-

lands, I was aided in my quest for this feeling by the many churches made of stone,
which had beautiful acoustics. Gradually I became attracted to the magic of this
style of music and immersed myself in that different world.
It was then that I started to play the music by transporting myself back in time to
the period when the music was being composed. And I started my musical journey
back through time with this historical order: early Baroque  Baroque  Classical
 Romantic  Modern.
With each developing period, this harmonic music was changing with the times
in order to offer something ever more stimulating and increasingly impressive. At
the time, the music sounded very fresh and innovative, but unfortunately it is quite
difficult to experience this freshness now. By transporting myself back in music
history, however, I was able to experience with my own ears and heart the novelty
of this music. Even the most famous pieces by Mozart or Beethoven, pieces I had
already listened to thousands of times, were transformed into totally avant-garde
music…that was the great merit I gained and the grateful gift I received in my musical life.
For me, one of the most fascinating elements of Baroque music is the beauty
of dissonance (harmony which builds up tension) that becomes resolved in consonance, creating a magical moment of peacefulness.
 	 In the hours spent rehearsing, playing concerts, and recording Bach’s fabulous
music with Noriko Amano, I never became bored of these pieces. Each time I made
new discoveries, and each time I became even more fascinated by Bach’s world.
When you listen to this cd, if you are able to make a new discovery or to experience
the magic created by the dissonance and consonance—if you can experience this,
I will be very happy.
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使用楽器について

ハープシコード アンソニー サイデ (Anthony Sidey) 1998 年制作
オランダに来て、間もないころ、
この楽器の音を、
あるチェンバロ製作家のアトリエで１枚
のCDから聴くことがあり、私の身体全体が耳になって釘づけになってしまうかのような感動
があり、オリジナル楽器かと思い、調べてみると、現代に現存している製作家だとわかりまし
た。パリの住所を調べ、
すぐに訪問してみたのでした。一度は、
この楽器を注文することを断
念したこともありましたが、やはり数年間忘れることができず、
それから４年経過した後、やは
り注文し1998年に、出来上がってきました。演奏家やチェンバロ製作のプロ達も、
この楽器は
オリジナルと相対し得る、或いは超えられる、
とまで言われることが多々あります。私にとって
は、特に下鍵盤１本の音色の深遠なる美しさと、限りなく一緒に叙情的に詠ってくれるこの
楽器と出会いは、私にとってかけがえのないものでした。
アンソニー自身、
この楽器のオリジナル楽器である Jean-Henri Hemsch 1751年制作
のフレンチ2弾鍵盤楽器の修復に携わっており、そのコピー楽器を自らその高さまでに引き
上げたものを制作しています。

バロックヴァイオリン ヤコブ・シュタイナー (Jacob Stainer 1619-1683)
この楽器は、おそらく1669 年頃に、今のオーストリアのインスブルックに近い、
アブサムで
製作された物です。
シュタイナーは、ストラドヴァリウスが有名になる以前のヨーロッパでは、最も重要な楽器
製作者のうちの一人で、
イタリアの一部、
ドイツ、
イギリス、オランダなど、広い範囲で彼の作
風の影響が見られます。18 世紀の後半に入っても、彼の繊細で優美な楽器は、多くの音楽
家たちに愛され、求められていました。
私がこの楽器に出会ったのは、約30年ほど前になりますが、
その当初、モダンヴァイオリ
ン用に調整されていました。
オリジナルのネックは取り外され、モダンのネックが取り付けて
あったので、
その当時、唯一のバロックヴァイオリンの有識者であった、
オランダ人の楽器製作
者、
フレッド・リンデマン氏に、新たにバロックのネックを作って頂き、バロックヴァイオリンとし
て調整し直しました。
このヴァイオリンには、渦巻きがなく、その代わりに美しいライオンの彫刻（オリジナル）が使
われています。
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バロック弓 ルイスエミリオ・ロドリゲス (Luis Emilio Rodriguez 1955-)
私がオランダに留学に来てしばらく経った頃、
この弓とこの弓の製作者に出会い、
あまり
の音色の良さに魅了され、躊躇する事も無く手に入れました。
この製作者はメキシコ生まれで、確かその当時、ヴィオラ・ダ・ガンバの勉強の為に、オラ
ンダのデンハーグに留学、
そしてそのまま現在に至るまで、
デンハーグに住まわれています。
最近では、あまり製作活動しておられないようですが、過去３０、
４０年ほどの間に、あらゆる
弦楽器のための、素晴らしい弓を数多く制作されています。
私の弓は、
シンプルなアーチ型。少し長めで、弓を張ると比較的高いアーチとなり、必ずし
も使い勝手は良いとは言えないのですが、私のバロック人生は、
この弓無しには有り得ない
と言っても過言ではなく、弓が、長年の間に、使い方をすっかり教えてくれたので、今では自
分の右手の延長の様になりました。



ABOUT THE INSTRUMENTS
Harpsichord (Anthony Sidey, 1998)
uite soon after I came to the Netherlands to study the harpsichord, I listened
to a cd recording of this particular instrument. I was surprised, almost startled
by the beauty of its tone, and assumed that this sound came from an original antique harpsichord. However, I discovered that the maker of this instrument, Anthony
Sidey, was actually alive and living in Paris. After visiting him there, I decided not to
order one at that time, but I still couldn’t forget how remarkable his instrument was.
Mr. Sidey had restored an original Jean Henri Hemsch harpsichord from the
mid-eighteenth century, learning from the process and adding a few improvements
of his own. Finally, after a few years, I did order my memorable harpsichord from
him, and it arrived four years later in 1998.
What makes this instrument so unique is the opulent and polished sound of
the treble register with the velvety smoothness of the bass. The beautiful transparent sound of the single string keyboard resounds throughout each venue I play,
whether in a large concert hall, a high ceilinged church or an intimate small space.

Q
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Baroque Violin (Jacob Stainer 1619-1683)
y violin was made by Jacob Stainer (1619-1683) in Absam in the district of
Innsbruck, Austria, around 1669.
Before Antonio Stradivarius, Stainer was one of the most important luthiers in
Europe.
The influence of his style can be seen in many other places, including parts of
Italy, Germany, England and The Netherlands.
Even in the second half of the 18th century, his delicate and elegant instruments
were loved and used by many musicians.
 	 When I first encountered this instrument, it was set up as a modern violin, which
means the neck of the violin was longer and was angled back. So I approached the
Dutch luthier, Fred Lindeman, the most knowledgeable maker of baroque string
instruments, and a specialist in restoring old instruments back to their original
state. He made a new neck in the baroque style and transformed my violin back to
its original condition, that of a Baroque violin.
Additionally, instead of the usual scroll on the end of the neck, Lindeman kept the
beautiful original sculpture of a lion.

M

Bow (Luis Emilio Rodriguez 1955-)
fter I came to the Netherlands to study Baroque violin, I found this bow and
met its maker, Luis Emilio Rodriguez. I was thrilled with its quality of sound, so
I did not hesitate to purchase it.
Rodriguez was born in Mexico and came to The Hague to study viola da gamba,
and was making bows as well. Still living in The Hague today, over the past 30 to 40
years he has produced thousands of splendid bows.
 	 My bow, which is on the longer side, is a very simple arch shape. When you put
tighten the bow, the arch becomes relatively high, making it challenging to play.
But throughout my whole career as a baroque violinist, I could not have managed
without this particular bow; indeed, the bow itself has guided me completely as to
how I should use it, and is now like a part of my right hand.

A
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音楽家

天野乃里子
横浜雙葉学園高校卒業後、桐朋学園音楽科卒、慶応大学文学部美学美術史学科卒。
そ
の後、オランダに留学し、ハーグ王立音楽院を経て、
アムステルダムスウエリンク音楽院を演
奏家ディプロマを得て卒業。
（国家演奏家資格習得）
数々のアンサンブルとの共演と共に、近年、
アムステルダムコンセルトヘボーでのソロリサ
イタルや、東京上野文化会館でのソロリサイタルでも、好評を博す。
ソロCD,“バロックの真珠
たち”をはじめ、Duo CD など、
ガスパリ―二のオラトリオ世界初演CD録音、
ラジオ生放送な
ど、多彩な活動をしている。
２０１４年、音楽の友、
４月号より、
「天野は、
フランス様式の演奏では、充実した技巧を発揮し、自然な流れを保ちながら、優
雅で落ち着いた趣を印象づけた。バッハ、パルティータの演奏での彼女は、譜面を丹念に読
み、
フレージングを工夫しながら、各舞曲の特徴を明快に描き分けている。安定した運びで
弾き進められるなか、表現にメリハリがあり、特に繊細なニュアンスは印象に残った。」
２０１６年春、幻の名曲、ゴールドベルグ作曲ニ短調チェンバロ協奏曲を東京上野文化に
て日本初演し、好評を博す。
２０１７年、太田彌生氏作曲によるチェンバロと竜笛の為の曲“平けく 安けく”（天より遣
わされた鳳凰と龍が、地を浄め、平安を願い舞う）を東京にて、世界初演。好評を博すと共
に、世界平和のために音楽を通してできることを常に展開中。
２０１７年、三田評論に話題の人として記事が掲載。
２０１８年に、文化パステルの活動として、赤十字の創設者アンリ.デュナン氏をちなんだベ
ネフィットコンサートをオランダアムステルダムにて、企画主催など、多彩な活動を行っている。
２０１９年、浜離宮ホールにて朝日新聞社主催、
オランダバッハ協会コンサートマスターの
山縣さゆりさんとの、バッハのバイオリンとチェンバロの為の演奏会が、好評を博す。
“２人は美意識の根幹を共有し、
ひたすら作品に語らせる路線に徹して、味わい深い。欧州で
の日常生活を土台にした
「地に足のついた音楽」”元日経新聞文化部音楽担当、池田卓夫
氏評
２０１９年、
オランダバロック室内楽団”バロックの真珠たち“を音楽監督として設立。
２０２０
年6月12日（金）
３ヶ月に渡るコロナロックダウン後の初めてのアムステルダムコンセルトヘボ
ウでのオープニングコンサートを、山縣さゆり氏と共に、
このC Dに録音したバッハの曲目で３
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０人の聴衆と共に２回開催。
その模様は、
ライブストリームによって、世界中に発信され、叙情
的で豊かなバッハの音楽であったと大きな反響があり、音楽が人類に必要不可欠であると、
最認識される夜となった。
２０２１年以降、魅力的なバロックシリーズをオランダを拠点とし、欧
州各地、
また日本等で展開予定。

山縣さゆり
東京に生まれる。2歳でバイオリンを始める。
1970 - 1973年、バイオリンを上條尚人氏に師事、大阪「 相愛学園」の音楽教室に通う。
全日本学生音楽コンクール小学生、中学生の部で、1位、2位に入賞。
1974 - 1984年、東京「桐朋学園」音楽教室、高校、大学にて、モダンバイオリンを学ぶ。バ
イオリンを故鷲見三郎、石井志都子両氏に師事。
学生時代より、バロックバイオリンに興味を持ち始め、有田正弘、有田千代子、鈴木正明、
鈴木秀美、若松夏美、寺戸亮氏らと数多く共演。
1984年、
オランダのデン・ハーグ王立音楽院でルーシー・ファン・ダール氏にバロックバイ
オリンを学ぶために渡欧、1987年にソロディプロマを取得 し、卒業。
1985年に、故フランス・ブリュッへン指揮の「18世紀のオーケストラ」のメンバーとなる。
又同時に、
シギスバルト・クイケン指揮のラ・プテイットバンドや、オランダバッハ協会にも加わ
り、2005年からは、バッハ協会のコンサートマスターを務める。
ヨーロッパの多くの国々、
そしてオーストラリア、
アメリカ、中国など、世界の各地で数多く
のコンサートツアー行う。
その他様々ななアンサンブルと多数のレコーディングを行い、
グスタフ・レオンハルト、ボ
ブ・ファン・アスペレン、
アンナー・ビルスマ氏らと、共演する。
また、
メインメンバーとして、
アンサンブル「ムジカアンフィヨン」
、
「ラルモニアソノーラ」等と、定
期的に演奏。
2014年より、
アムステルダム音楽院にてバロックバイオリンの教師に就任。
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ABOUT THE MUSICIANS
Noriko Amano
oriko Amano was born in Tokyo and studied piano at Toho Musical College.
After graduation, she enrolled at Tokyo’s Keio University to study Musical History and Musical Aesthetics. Ms. Amano then came to the Netherlands to study
harpsichord at the Royal Conservatory of The Hague and Sweelinck Conservatory
of Amsterdam, where she received her U.M. Soloist Diploma.
She has been playing in various ensembles as well as solo both in Europe and Japan. Several recordings were made to very positive reviews, including one from the
Concertgebouw in Amsterdam that was broadcasted live on the radio. She played
on a number of cd’s and released a solo harpsichord cd called “Pearls in Baroque”.
In 2014 she gave a prestigious solo recital “King’s Favour” at Ueno Bunka Hall in
Tokyo and the Concertgebouw in Amsterdam. According to the leading Japanese
music magazine Ongakunotomo:
“Ms. Amano displays solid technique while maintaining the natural flow of the music. I
was impressed with the elegant and composed texture of her playing. She portrays the features
of each dance movement with a clarity that is at once inventive in its phrasing and deliberate
in its reading of the score. Conveyed in a controlled manner, Ms. Amano combines a liveliness
in her expression with a delicateness and nuance that stir the emotions.”
In 2017 she played the world premiere of Tairakeku Yasurakeku that was composed for her and Ryuteki (Gagaku) player Masamichi Goi. This piece is very
spiritual, inspired by the idea of world peace. Ms. Amano is married to a Dutch
lawyer who is a relative of the well-known Dutch composer Kees van Baaren, after
whom the main concert hall of the Royal Conservatory in The Hague is named.
On 12 June 2020, together with Sayuri Yamagata, concert master of The Nether
lands Bach Society, she initiated the series Pearls in Baroque, the first concert performed at The Concertgebouw after three months of Corona quarantine. The programme consisted in J.S. Bach’s Sonatas for Violin and Harpsichord, bwv 1016,
1017 and 1019. It was live-streamed and viewed all over the world, receiving praising comments: lyrical, exuberant and spiritual. A prominent critic present at the

N
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concert concluded: “Bach’s Sonatas were performed with verve, sacred devotion and in
good mutual balance. In style and with deep respect for Bach.”
Sayuri Yamagata
orn in Tokyo. Studied modern violin at the Toho-Gakuen School of Music in
Tokyo.
Became interested in baroque-violin during her studies and gave many concerts
with Masahiro Arita, Chiyoko Arita, Masaaki Suzuki, Hidemi Suzuki, Natsumi Wakamatsu, Ryo Terakado and others.
Came to the Netherlands in 1984 to study baroque-violin with Lucy van Dael at
the Royal Conservatory in The Hague. Graduated with a soloist diploma in 1987.
Since 1985 she has been member of the Orchestra of the Eighteenth Century of
Frans Brüggen.
In 2005 she became concertmaster of the Netherlands Bach society.
She also plays in various other chamber music ensembles and performed concert tours through Europe, America, Australia, China etc.
She has played with Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt, Bob van Asperen,
Anner Bijlsma and others, and made countless recordings.
In 2014 she became a baroque-violin teacher at the Conservatory of Amsterdam.

B
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PEARLS IN
BAROQUE

Recording engineer, editing, mastering
Peter Arts

Pearls in Baroque
earls in Baroque is a chamber
music orchestra founded in 2019.
Noriko Amano is the artistic director.
It’s a group of exceptional musicians
dedicated to authentic Baroque per
formance and united in their desire to
communicate through the intangible
cultural heritage of music. They shared
expertise and knowledge allows them
to recreate beauty for their audiences.
They pursue a shared goal of seeking
a better future for humanity. This
includes partnerships which place a
priority on environmental issues.

P

Recording location
Emmausklooster (1645),
Velp, The Netherlands
Cover design
Ad van der Kouwe, Manifesta
Rotterdam
Photography
Ronald Knapp
Fumitaka Saito
Dorota Kozerska
Akitoshi Higashi
Thanks to
Ad van der Kouwe
Jane Teresa Stevens
Gioia Marini
Katie Rietman
Mai-Loan Bassot-Faurès
Francoise Selosse

Pearls in Baroque（バロックの真珠）

天野乃里子を音楽監督として2019年に結
成。歴史的考察の元にバロック演奏に専念
し、素晴らしい音楽の文化遺産を通じてコミ
ュニケーションを図りたいという願望で結集
した、優れた音楽家のグループです。地球温
暖化等、環境問題に積極的に関与している
企業にご協力いただき、
その概念と演奏の
両方を愛好する方々との3者連携により、人
類のより良い将来を共に模索していこうと
するものです。

www.norikoamano.com

©2021
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PEARLS IN
BAROQUE

J.S. Bach | 6 Sonatas for Violin & Cembalo bwv 1014-1019
Sayuri Yamagata baroque violin Noriko Amano harpsichord
CD 1
Sonata No.4 in c bwv 1017
1
2
3
4

i
ii
iii
iv

Largo (Siciliano)
Allegro
Adagio
Allegro

CD 2
Sonata No.2 in A bwv 1015
5.00
4.54
3.35
5.17

1
2
3
4

Sonata No.5 in f bwv 1018
5
6
7
8

i
ii
iii
iv

(----)
Allegro
Adagio
Vivace

i
ii
iii
iv

Adagio
Allegro
Adagio ma non tanto
Allegro

			

(Dolce)
Allegro
Andante un poco
Presto

3.24
3.30
3.21
4.38

Sonata No.1 in b bwv 1014
5.51
4.55
2.50
2.37

5
6
7
8

Sonata No.3 in E bwv 1016
9
10
11
12

i
ii
iii
iv
i
ii
iii
iv

Adagio
Allegro
Andante
Allegro

3.42
3.05
3.23
3.36

Sonata No.6 in G bwv 1019
4.02
3.04
5.06
4.13

Total time 51.34

9
10
11
12
13

i
ii
iii
iv
v

Allegro
Largo
Allegro
Adagio
Allegro

3.46
1.45
5.07
3.27
3.27

14 Violin solo bwv 1019 Early version
2.19
15 Cembalo solo bwv 1019 Early version 5.22
16 Adagio bwv 1019 Early version
1.58
			

Total time 56.15

