
文化人たちとの架け橋になった綾との結婚

　1920 年に来日し、日本陸軍の下での生活をスター
トさせたミハイル・グリゴーリエフは、日露両方の
言語に優れた能力を発揮するとともに、幼い頃から
学び親しんできた音楽を通じて、新天地日本での自
立を目指します。その中で、妻となる荒川綾に出会
うことになるわけですが、彼女との出会いと結婚は、
言語・文学研究者としてのグリゴーリエフにとって、
とても大きな意味を持っていました。

　1922 年１月 22 日、2 人は神田駿河台のニコライ
堂にて挙式。新郎たっての希望でロシア正教に改宗
した新婦は、「ヴェラ・アレクサンドロヴナ」の洗礼
名を得ることとなります。当時、目新しい西洋文化
を積極的に取り入れることに躍起になっていた大正
期の日本の中にあって、彼女はその明るく華やかな
側面を体現した若者と言えるでしょう。茨城県の農
家から訳あって独立し、一代で財を成した実業家の
父荒川寅吉と、武士の末裔にして、当時の女性とし
ては稀な高等教育を受けていた母ていの次女として、
綾は何不自由なく育ちました。娘のキーラが自身の
手記において、「私の母は、甘やかされ、過保護に育
ちました。料理はもちろん、一切の家事ができなかっ
たので、結婚に際して母の両親は、そうしたことの
全てを代わりに行ってくれる人を雇いました」と述
べているほど、現実的な生活感には乏しい女性だっ
たようです。その一方で、未来の夫グリゴーリエフ
との出会いのきっかけとなった音楽を学びに出かけ
たり、結婚後は、雑誌『婦人之友』にロシア風のファッ
ションや料理を紹介する文章を寄稿したりと、新し
い国際的な文化ごとへの好奇心はとても強かったよ
うです。

　そんな綾の周りには、当時の文芸人・文化人サー
クルで精力的に活動していた人物がいました。姉せい

（または「せいこ」）の夫である詩人、川路柳虹です。
川路の祖父の川路聖謨は、1853 年の黒船来航に際し
開国を唱え、長崎に来航したロシア使節エフィム・
プチャーチンと交渉したり、翌 1854 年の日露和親条
約の締結に当たったりした、ロシアとの縁が深い人
物として知られています。そして奇しくもその孫で
ある柳虹もまた、ロシア人グリゴーリエフが日本文
学研究者・文学翻訳者としての才能を開花させるきっ
かけを作りました。

　綾の父寅吉の死後、母ていは神楽坂の豪邸を売り
払い、下落合に大きな土地を購入して、次女綾とグ
リゴーリエフの家族と共に移り住みます。落合地区
は、明治期より当時の代表的文芸人・思想家らが数
多く住まい、文化人サークルを形成していたことで
知られていますが、この街には、姉のせいと川路の

家族（息子は、のちに日本バレエ界をけん引した川
路明）が暮らしていました。川路の放蕩ぶりは、グ
リゴーリエフの娘キーラも認めるところで、落合へ
の転居後は特に義母にお金を借りに訪れていたとい
いますが、そうした折に、“義理の弟” グリゴーリエ
フとの親交を深めたのでしょう。元々は画家志望で
あった川路は、東京美術学校（現・東京藝術大学）
を卒業しましたが、画家としての自身の才能に見切
りをつけたのち詩人に転向し、さらにはパリ大学に
て東洋美術史を学んで美術評論家としても活躍、当
時の文芸界・西洋思想界の中心的人物でもありまし
た。

　ロシア語・日本語両言語において極めて優秀な使
い手であったグリゴーリエフは、文学研究者として
も、芸術を解する能力に長けていましたが、そうし
た義弟の才能に着目した川路と共にロシアの詩を翻
訳し、1925 年 7 月『日本詩人』にて発表しました。
その後グリゴーリエフは、川路を通じて女流作家林
芙美子ら落合地区の住人との付き合いを深め、1935
年に創設された日本ペンクラブの活動にも関わるよ
うになりました。例えば、フランスの詩人ジャン・
コクトーが 1936 年に来日した際には、ペンクラブの
例会でコクトー関連行事が行われ、グリゴーリエフ
も川路や林と共に出席していた様子が、文芸評論家
の中島健蔵の手記にも書かれています。

　綾との結婚は、図らずも大正・昭和初期の日本を
代表する文豪や芸術家たちとの交流をグリゴーリエ
フにもたらし、さらにそうした交流は、異国の地で
懸命に生きる彼にとって、本来の自分を保ち続ける
ための大いなる糧となったのです。
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Historyミハイル・グリゴーリエフ
Mikhail Petrovich Grigoriev

このたびは Alacrity 通信 第 2 号を発行いたしましたのでご案内いたします。
本コンサートへご来場いただいたお客さま限定で、この物語の主人公ミハイ
ルと綾、演奏された作品と作曲家について、そして編集部コラムでは大正か
ら昭和初期までの日本に西洋文化が取り入れられてきた歴史について
6 回にわたりご紹介いたします。
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Original Concert シリーズ
クラシック音楽と日本の歴史

Courtesy of Paul Gregory



文化人たちとの架け橋になった綾との結婚

　1920 年に来日し、日本陸軍の下での生活をスター
トさせたミハイル・グリゴーリエフは、日露両方の
言語に優れた能力を発揮するとともに、幼い頃から
学び親しんできた音楽を通じて、新天地日本での自
立を目指します。その中で、妻となる荒川綾に出会
うことになるわけですが、彼女との出会いと結婚は、
言語・文学研究者としてのグリゴーリエフにとって、
とても大きな意味を持っていました。

　1922 年１月 22 日、2 人は神田駿河台のニコライ
堂にて挙式。新郎たっての希望でロシア正教に改宗
した新婦は、「ヴェラ・アレクサンドロヴナ」の洗礼
名を得ることとなります。当時、目新しい西洋文化
を積極的に取り入れることに躍起になっていた大正
期の日本の中にあって、彼女はその明るく華やかな
側面を体現した若者と言えるでしょう。茨城県の農
家から訳あって独立し、一代で財を成した実業家の
父荒川寅吉と、武士の末裔にして、当時の女性とし
ては稀な高等教育を受けていた母ていの次女として、
綾は何不自由なく育ちました。娘のキーラが自身の
手記において、「私の母は、甘やかされ、過保護に育
ちました。料理はもちろん、一切の家事ができなかっ
たので、結婚に際して母の両親は、そうしたことの
全てを代わりに行ってくれる人を雇いました」と述
べているほど、現実的な生活感には乏しい女性だっ
たようです。その一方で、未来の夫グリゴーリエフ
との出会いのきっかけとなった音楽を学びに出かけ
たり、結婚後は、雑誌『婦人之友』にロシア風のファッ
ションや料理を紹介する文章を寄稿したりと、新し
い国際的な文化ごとへの好奇心はとても強かったよ
うです。

　そんな綾の周りには、当時の文芸人・文化人サー
クルで精力的に活動していた人物がいました。姉せい

家族（息子は、のちに日本バレエ界をけん引した川
路明）が暮らしていました。川路の放蕩ぶりは、グ
リゴーリエフの娘キーラも認めるところで、落合へ
の転居後は特に義母にお金を借りに訪れていたとい
いますが、そうした折に、“義理の弟” グリゴーリエ
フとの親交を深めたのでしょう。元々は画家志望で
あった川路は、東京美術学校（現・東京藝術大学）
を卒業しましたが、画家としての自身の才能に見切
りをつけたのち詩人に転向し、さらにはパリ大学に
て東洋美術史を学んで美術評論家としても活躍、当
時の文芸界・西洋思想界の中心的人物でもありまし
た。

　ロシア語・日本語両言語において極めて優秀な使
い手であったグリゴーリエフは、文学研究者として
も、芸術を解する能力に長けていましたが、そうし
た義弟の才能に着目した川路と共にロシアの詩を翻
訳し、1925 年 7 月『日本詩人』にて発表しました。
その後グリゴーリエフは、川路を通じて女流作家林
芙美子ら落合地区の住人との付き合いを深め、1935
年に創設された日本ペンクラブの活動にも関わるよ
うになりました。例えば、フランスの詩人ジャン・
コクトーが 1936 年に来日した際には、ペンクラブの
例会でコクトー関連行事が行われ、グリゴーリエフ
も川路や林と共に出席していた様子が、文芸評論家
の中島健蔵の手記にも書かれています。

　綾との結婚は、図らずも大正・昭和初期の日本を
代表する文豪や芸術家たちとの交流をグリゴーリエ
フにもたらし、さらにそうした交流は、異国の地で
懸命に生きる彼にとって、本来の自分を保ち続ける
ための大いなる糧となったのです。

参考文献
澤田和彦「〈ロシアのラフカディオ・ハーン〉 —ミハイル・グリゴーリ
エフの生涯と翻訳活動—」（望月恒子他共著『20 世紀前半の在外ロシ
ア文化研究』平成 25~27 年度科学研究費補助金研究成果報告書、
2016 年）
    
西川正也「ジャン・コクトーの日本訪問 ( 補 )」（『共愛学園前橋国際
大学論集』No. 6、2006 年 3 月）

Alacrity 通信 第 2号 2022.09.26 発行
編集　Alacrity Inc. 　　　     https://alacrity.jp

東京都大田区西蒲田 8-24-1    TEL　03-5408-9755                                               

2

Courtesy of Paul Gregory



稀有な才能を開花させた稀有過ぎる出会い

　チャイコフスキーは、5 歳の頃より家庭教師マリア・
パリチコワからピアノを習い始め、その才能を見せ
ます。しかし、20代以前は音楽家としての活躍はなく、
法学を学ぶために 1850 年、サンクトペテルブルクの
法律学校（男子寄宿舎）に入学、卒業後は法務省に
就職しました。しかし、音楽家への夢を諦められな
かった彼は、1862 年、帝室ロシア音楽協会（1862
年にぺテルブルク音楽院と改組）へと進み、ここで
和声学と対位法を学び、また編曲と作曲をアントン・
ルビンシテインのクラスで学び始めました。この出
会いは本格的に作曲家になることを決意するチャイ
コフスキーにとって大きな転機になりました。
そして 1863 年、官僚というエリートコースへの道を
捨て、勤めていた法務省を辞職し、23 歳からようや
く作曲家としての本格的な音楽教育を受けることに
なります。
　1865 年 12 月にペテルブルク音楽院を卒業、翌
1866 年 1 月に帝室ロシア音楽協会モスクワ支部で教
鞭を執るためにモスクワへ移りました。同年 9 月に
モスクワ音楽院に招かれて音楽理論の講師として 12
年間教えることになります。モスクワを活動拠点に
したチャイコフスキーは、1878 年に辞職するまでの
間に幻想的序曲「ロメオとジュリエット」など多く
の作品を作曲しました。また、1872 年から 1876 年

ワルツ・スケルツォ
Valse-Scherzo, Op. 34

　チャイコフスキーが 1877 年に作曲したバイオリン
と管弦楽のための作品。ウィーンの優雅なワルツに
ロシア民謡を取り入れた、華やかで上品な作品。

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
（1840 年 5 月 7 日 ‒ 1893 年 11 月 6 日）

　1840 年、ウラル地方ヴォトキンスク生まれのチャ
イコフスキーは、ロシアを代表する偉大な作曲家で
あり、天才的なリズム感で「白鳥の湖」、「眠れる森
の美女」、「くるみ割り人形」の 3 大バレエ音楽を作
曲し、バレエの発展に貢献した世界的な作曲家でし
た。そして、交響曲、協奏曲、独奏曲、室内楽、オ
ペラに至る多くの作品を作曲しました。

まで新聞『ロシア報知』の音楽批評欄を任されるなど、
音楽評論家としても活躍しました。

　1875 年には「ピアノ協奏曲第 1 番」を作曲し、ヨー
ロッパ各都市で演奏され大成功を収めました。この
時期に人生のさらなる転機となる 2 人の女性との出
会いがあります。その一人が、大富豪の未亡人ジェ
ジダ・フォン・メック夫人です。1876 年に彼のピア
ノ作品「テンペスト」を聴いたメック夫人は、彼の
才能に魅せられたのでした。音楽愛好家だったメッ
ク夫人は、彼に 6,000 ルーブルという高額資金援助
を申し出ます。しかもその資金援助は、チャイコフ
スキーが 50 歳になるまでの 14 年間継続されました。
また、2 人は 14 年にわたって 1,200 通にも上る手紙
を交わしましたが、驚くことに会食も会話も彼がピ
アノ演奏を披露することもなく、彼らは一度も会う
ことがありませんでした。
　メック夫人と出会った翌年、彼はもう一人の運命
の女性であるアントニーナ・イワノヴナ・ミリュー
コヴァから求婚され 37 歳で結婚します。ロシアをは
じめヨーロッパで既に有名になっていたチャイコフ
スキーに恋をしたアントニーナは、熱烈に、そして
しつこく結婚を迫ったのでしょう。しかし、この結
婚はすぐに破綻します。メック夫人からの援助で経
済的な安定と豊かな生活を手に入れることができた
ものの、結婚生活ではアントニーナの期待に応える

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
Pyotr Ilyich Tchaikovsky Music
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ことができなかったチャイコフスキーは、精神的に
追い詰められていきます。結局、彼は離婚を申し出
ますが、彼女が承諾するはずもなく、10 月には逃げ
るように家を出てペテルブルグへと向かいます。こ
のような状況の中でもチャイコフスキーは、「白鳥の
湖」とオペラ「エフゲニー・オネーギン」という大
作を作曲し完成しているのです。
　その後、執拗に追い掛けてくる妻から逃れるかの
ように、1877 年の終わりから翌年 1878 年の春まで
はスイスやイタリアで過ごすことになります。スイ
ス滞在期間には、「ヴァイオリン協奏曲第 1 番」が作
曲されましたが、これには、この時チャイコフスキー
を訪問したバイオリニストのイオシフ・コテックの
助言や影響がありました。また、1877 年に作曲され
た作品「ワルツ・スケルツォ」はコテックに献呈さ
れた作品でした。実はイオシフ・コテックは、1876
年にモスクワ音楽院を卒業したチャイコフスキーが
作曲を指導した生徒であり、彼とコテックの書簡な
どからこの時期 2 人が恋人同士であったこと、また
チャイコフスキーは同性愛者だったことが後の研究
により明らかになっています。アントニーナとの結
婚の破綻はこのことが原因だったと思われます。「ワ
ルツ・スケルツォ」が作曲された背景には、このよ
うなヨーロッパを旅して育まれたリズム感と繊細な
感性のほとばしりと、複雑に入り組んだ人間関係の
交錯があったのです。

　1890 年、最盛期を迎えつつあった彼は、メック夫
人から突然資金援助の打ち切りを告げられます。チャ
イコフスキーが亡くなる 3 年前のことでした。経済
的に余裕がなくなった彼は、さらに大作の作曲に打
ち込みます。翌 1891 年にバレエ「くるみ割り人形」
を作曲し、アメリカのカーネギー・ホールでの公演
で大成功を収め、1893 年には彼が自身の作品の中で
最高の傑作と語ったとされる交響曲第 6 番「悲愴」
が完成しました。10 月 28 日の初演はチャイコフス
キーの指揮により喝采を浴びましたが、やがて悲劇
が訪れます。そのわずか 9 日後の 11 月 6 日に彼は永
遠の眠りについてしまうのです。53 歳の突然の死で
した。死因については、生水を飲んだことによるコ
レラ菌が原因とする説や、貴族の甥が自身の名誉を
慮って服毒自殺を強要したのではないかというもの
まで、彼の波乱に満ちた生涯を物語るかのように謎
めいた諸説があります。

Alacrity 編集部

編集部コラムは次のページへ



「大正ロマン」のアイコン・竹久夢二

　普通に暮らす人々の生活感覚や行動が世の中を
引っ張り、新しい文化が花開き、現代のベースが築
かれたといわれる大正時代。「大正ロマン」という言
葉で称される側面もその一つです。「大正ロマン」と
は、「大正時代の雰囲気を伝える思潮や文化や芸術の
こと」を指すのだとか。そしてその最大の特徴は、
日本の伝統的な文化と西洋から入ってきた文化が融
合していること。時代が内包していた不安や影の要
素も入り混じって香ってくる古くて新しい特別な
ムード、そこに私たちは、抒情的でロマンチックな
イメージを抱くのかもしれません。
　「大正ロマン」といえば、竹久夢二を思い浮かべる
方も多いのではないでしょうか？　明治から大正、
そして昭和の初めまでと、まさに日本がグローバル
の波の中を泳ぎ始めた時代を生きた芸術家です。“夢
二式美人” といわれる独特の美人画は「大正ロマン」
の象徴として現在も人々の憧れであり、“夢二柄” の
グッズの数々は乙女心をくすぐり続けています。
　長く続いた戦争が終わり平和で自由な空気が広が
ると、女性たちを魅了したのが竹久夢二のアートで
した。大胆でモダンな着物の柄や色、帯との斬新な
コーディネート、ゆるやかで粋な着こなし、そして
スタイリッシュな洋服や髪型など、その全てがお手
本となり、夢二の描く女性が婦人向けファッション
雑誌の表紙を飾ると飛ぶように売れたそうです。大
正のモダンガールを生み出した仕掛け人だったと
言ってもよいかもしれませんね。
　西洋化に向かっていたとはいえ、まだまだ着物が
多数派の時代。そして着物といえば古典柄だったと
ころに、最先端のアール・ヌーヴォーやアールデコ風、
洋花の柄、インド更紗やペルシャの織物など、国際
色豊かな模様が取り入れられたことで、女性たちの
おしゃれ心は大いに刺激されました。さらに、実用
的で安価な絹織物「銘仙」の登場で流行に拍車がか
かります。いきなり髪を切って洋服を着る勇気はな
いけれど、やっぱりモダンなものを着たい！という
わけで、鮮やかで大胆な柄の銘仙と、切らなくても
ショートボブ風に見える耳隠しが大流行したわけで
す。
　古典的な日本情緒と西洋のモダンな香りを同時に
まとった独特のバランスが夢二のアートの魅力の一
つですが、洋雑誌や美術誌などからロートレックや

ゴッホ、ゴーギャン、ルドン、ムンク、そしてビア
ズリーなどの図版を切り抜いて貼ったスクラップ
ブックを残しているそうで、やはり西洋美術から大
きな影響を受けていたようです。
　夢二のすごいところは、画家や詩人としての活躍
だけではなく、雑誌の表紙や広告、絵葉書や便箋・
封筒、団扇や手ぬぐいや浴衣などの日用品、さらに
は商品ラベルやパッケージデザインまでやってしま
うというマルチなアーティストであったこと。商業
デザイナーでもあり、グラフィックデザイナーでも
ありと、一人で何役もこなしてしまったのだから驚
きです。それまで富裕層の楽しむものだったアート
が、夢二によってぐんと大衆に身近なものとなった
のでした。

配信期間：URL より各号配信日から 30 日間閲覧可能（非公開）
2021 年 公演ご来場者さま（6 ～ 11 月まで / 月 1 回）
2022 年 公演ご来場者さま（8 ～ 1 月まで / 月 1 回）

第 3 号のご案内は、10/28 ～ 31 の配信となります。

【お問合せ先】
お問合わせフォーム : https://alacrity.jp/contact/
E-mail: music@alacrity.jp
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