
きっかけは映画
『テルミン』

テルミン、マトリョミンを演奏する相田康一郎
さんの本業は、上場前の会社を探してキャピタル
ゲインを得るベンチャーキャピタル。「半分
営業的な仕事」だ。
「投資とはいえ、足で稼ぐような仕事です。忙しい
けれど仕事のペースは自分でコントロールできる。
土日は完全に休みなのでテルミンに没頭でき
ます」
ロシアの科学者、テルミン博士のドキュメン

タリーで、世界初の電子楽器を日本人
に知らしめた『テルミン』
という映画がある。
相田さんが、
テルミン

を知ったきっかけもこの映画だった。日本
公開は2001年だ。

「前売り券を買うと８cmサイズのCDがついて
きたんですよ。その音にシビれましたね。前後
して、やの雪さんという演奏者のカルチャー
スクールの講座に通い、その後は竹内正実（※１）
さんのレッスンに行くようになりました。
演奏家でもある竹内さんはテルミンを普及
させたい思いがすごくあって、そのための方策
として“とっつきやすい簡易型のテルミン”、
つまりマトリョミンが作られたんです」
人形の中にテルミンの機能を入れるという
画期的な発明は、日本人が考え出したのだった！
そういえば、人形が何体も入っているマト
リョーシカも、日本の入れ子細工がもとに
なったといわれている。

人形なのに楽器
という驚異

マトリョミンを知らない人には、どのように
説明するのだろうか。
「テルミンという楽器があることから説明します。
テルミンはアンテナに向かって手を近づけると
音程が上がっていくので、空中で手を動かして
コントロールする。手を触れずに演奏するテルミンを
ロシアの民芸品に組み込んだのがマトリョミン
です」
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「人 形 な の に 楽 器 」と い う

「マトリョミン」という楽器を知る人は、そう多くないだろう。

その正体は、ロシアのマトリョーシカ人形にテルミンの機能を収めた楽器である。

空間に手をかざして演奏する世界最古の電子楽器、テルミンが人形の中に？

演奏方法、仕組み、原理が謎だらけのマトリョミン。

そんな不思議な楽器をアンサンブルで演奏する「ニチェボー！」というサークルがある。

主宰者の相田康一郎さんをはじめメンバーの皆さんが、その魅力を奏でてみせてくれた。

マトリョミン

左から
橋本裕子さん、
織戸義隆さん、
相田さん、
金子由加さん。
和気あいあいとした
雰囲気が真骨頂。

ロシア人形のマトリョーシカ。東京・西麻布の
ギャラリー「食とギャラリー コライユ」にて。

マトリョミンの魅力

「マトリョミンは１台
で演奏するよりも、
アンサンブルでやる
のが楽しいですね」と、
相田康一郎さん。

※１ 竹内正実さん
テルミンの演奏家、研究家。1993年、ロシアに
渡りテルミン博士の愛弟子にテルミンを師事。帰国
後はテルミンの指導や教室運営など、テルミンの
普及に力を注ぐ。2003年、自身が運営する楽器
メーカー「マンダリンエレクトロン」からマトリョーシカ型
テルミン「マトリョミン」を発売した。名古屋地区で
マトリョミン・アンサンブル「マーブル」を主宰し、ロシア
やヨーロッパ公演も実現させている。

  



座って足を組んだ状態が演奏するのに
最も安定する。

右手はゲンコツの形を作る。 練習の合間には笑顔がのぞく。

初心者が取り組むのは簡単だろうか。
「難しいともいえるし、歌を歌うのと同じで簡単
ともいえます。音程を決めているのは手の動きと
耳の働きだけなので、ものすごく音痴の人以外は
だいたい弾けるようになると思います。一方、うまく
演奏しようとするとかなりの修練が必要です」

一見、楽器とは思えないが、練習場内には
“ブインブイン”という音が響いている。どうやら
チューニングの最中らしい。
「チューニング音が消えるポイントをゼロ
ポイントといいます。ブイブイいわせているのは
これを調整している音です」
左手でマトリョミンを持ち、右手を近づけたり
遠ざけたりして音の高低を表現する。演奏中は
一点を見据えるかのように真剣な、あるいは
半眼のような表情だ。手と指のわずかな動き
以外は、体でリズムを刻むこともない。
右手はまるで糸を引っ張っているようだ。音が

なければ“見えざるパワー”を
操る気功集団にみえるかもしれ

ない。ライブの時は白衣と聴診器姿になる。
「合奏すると自分の音なのか人の音なのかが
わからないので、聴診器は自分の音のモニター用に
使います。演奏中に怖い顔なのは、集中している
から。体を静止させているのは、音程が狂ってしまう
からです」
音が最も安定するのは座っている状態だ。演奏
しているのに「静」な感じ。ライブでの白衣姿は
強烈なビジュアルで、思わず笑いを誘われる。

個性あふれる
メンバーたち

相田さんが主宰する「ニチェボー！」の
メンバーは総勢８人。この日の参加者は相田さん
のほか、主にピアノ伴奏を担当する橋本裕子さん、
ドラムやパーカッションの経験もある織戸義隆さん、
ユニット「賃貸人格」や「リョン♪リョンズ（コスプレ
マトリョミンユニット）」としても活動していること
から、メンバーから「賃貸さん」とも呼ばれる
金子由加さんだ。
メンバーは職業も楽器経験もさまざまだが、
テルミンへの興味という点では共通していた。
マトリョミンの魅力は「音色とアンサンブルの

おもしろさに
ある」と口々に言う。
レパートリーは『エーデルワイス』、『ムーン
リバー』など10曲以上で、ロシア民謡から
ポップスまで幅広い。哀愁漂うロシアの曲と
マトリョミンはよく合うが、橋本さん作曲の
『ニチェボー！ な日曜日』の明るくのほほんとした
雰囲気にもマッチ。無伴奏四重奏で賛美歌に
挑戦するなど、相田さんが所属するアンサンブル
「マーブル」とは異なる独自性を追求している。

「ニチェボー！」は毎月のようにライブに出演し、
他のアーティストとのコラボレーションも活発だ。
「忙しくて大変というのはありますけど、できる
範囲内でやっています。声がかからなければ、
逆に自分で企画してでもやりたいという感じで
演奏させてもらったりします」
講師としても活動する相田さんは、間違い
なくマトリョミンの親善大使の一人だろう。
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テルミンとJAZZ
http://blog.goo.ne.jp/tsnyk/
相田さんのブログ。「ニチェボー！」の活動記録
やライブ告知、マトリョミン関連の情報が満載。

有限会社マンダリンエレクトロン
http://www.mandarinelectron.com

マトリョミンのほか、関連グッズも販売している。

研究者か医者のようにも
見える。
チームワークは抜群。

マトリョミンとミニアンプ。マトリョミン本体
にもアンプやスピーカーがある。
マトリョミンの価格は44,016円（税込み）。

気難しいお医者さんのよう。

マトリョミンの中には
テルミンの機能である
電子回路が入っている。

F R E A K  F I L E



「マイブーム」化到来か？

テルミンも日本生まれのマトリョミンも、日本の
演奏人口が世界で最多という。
「なんでだろうと思うのですが、音色が哀愁を
帯びているので、それが日本人の心に響くのかも
しれません。私が惹かれているのも音色そのもの。
シンプルだけれど物悲しげ、そういうところが
大好きです。
もう一つの理由は、先生が普及させようという
使命感を持っていることですね。お弟子さんに
引き継がれた教室もたくさんあるし、教則本など
いろいろな普及活動によってファンが増えています」

テルミンとマトリョミンの違いはどこにある
のか。
「テルミンを演奏する人にとって、マトリョミンは
非常に簡単なんですよ。テルミンの音質はいわゆる
電子音で、人間がそれを制御することによって
ビブラートなど豊かな味をつけていくのですが、
マトリョミンはシンプルな電子音にプラスして
木製の筐体部分が少し鳴っている感じ。愛嬌の
ある音ではありますね。
マトリョミンは一定の音量にしたら演奏中に
音量を大きくしたり小さくしたり、音を区切る
ということもできないので、演奏する楽器としては

やや不自由な面があります。逆にいえば音量の
変化をつけなくていい簡単さもある。テルミン
とマトリョミンのどちらが簡単か一概にはいえ
ませんが、初めて演奏するなら片手だけ使えばよい
マトリョミンのほうがやさしいといえるかもしれ
ません」

マトリョミンは昨秋、1000体記念バージョン
が作られた。少なくとも1000人以上の愛好家
がいる。
「マトリョミンの演奏人口が増えている感触
はありますね。ジワジワときているのかな」
日本の人口比率からいえば約12万8000分の1。
まだまだマイナーな部類だ。それでも、カルチャー
スクールのマトリョミン講座は人気が高い。自分が
熱中しているものを自己完結させずに外へと広め
ようとする“マイブーム化”がマトリョミンにも
起きているのかもしれない。
見た目のかわいらしさ、人形に楽器が入っている
意外性、音の個性、とっつきやすさ。おまけに
新型はスピーカーからの音をミュートしてステレオ
ヘッドホンを使うこともできるので「新幹線の
中でも他のお客さんにあまり迷惑をかけません」
（相田さん）。音が漏れることを周囲に気兼ねする
肩身の狭さもない、現代人の生活にピッタリの
楽器である。
興味を抱かれた人は、マトリョミンの演奏を
自分の目と耳で“体感”してみてはいかが
だろうか。
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座席と近く、演奏風景
がよく見える。

「食とギャラリー コライユ」でのライブの様子。

カルテを見ている
と思いきや…。

ライブの合間に
ほっと一息の笑顔。

着飾った
マトリョミン。

思い思いの帽子を
かぶったマトリョ
ミン。

P R O F I L E 相田　康一郎さん（AIDA   KO ICH IRO）

千葉県在住。会社勤めをしながらテルミン、マトリョミンの演奏家として活動中。テルミン奏者の
やの雪さん、竹内正実さんに師事したのち、竹内さん主宰のマトリョミン・アンサンブルの
「マーブル」に所属する。2005年、千葉県柏市での演奏会を機に「ニチェボー！」を結成した。
ニチェボーとはロシア語で“気にしない”という意味。９月18日にはテルミン奏者の藤野純也
さんらと「Cafe FLYING TEAPOT」（東京都練馬区）でのライブに出演予定。

資料を眺めている
女医さんのよう。

真剣な表情の相田さん。あたかも哲学者のよう。

マトリョミンはテルミンに比べ電力が
小さいので、互いの音が干渉せず、
並んでのアンサンブルが可能になる。

Text by：保戸場標

マ 　 ト 　 リ 　 ョ 　 ミ 　 ン

手を近づけると音が上がっていく
ので、空中で手を動かして音程を
コントロールする。
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