
室内楽コンサートについて 室内楽コンサートも指定席です。演奏中の入退場はご遠慮ください。

＊演奏中の入退場はご遠慮ください。＊ホール内客席では携帯電話、スマートフォンなど全ての電子機器の電源をお切りください。タ
ブレット端末など光を発する機器も、周囲の方の鑑賞の妨げとなりますので、ご使用にならないようお願いいたします。＊写真撮影、
録音、録画は固くお断りいたします。＊時計のアラーム・時報などは設定の解除をお願いいたします。＊鈴のついたアクセサリー、お
手荷物などは演奏中に音が出ないよう、十分ご注意ください。また、アメの包み紙を開ける音にもご注意ください。＊客席内での飲食
はご遠慮ください。
【補聴器をお使いの皆さまへ】補聴器が正しく装着されていることをご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ホール内は小さな音でも
よく響きますので、
ご協力をお願いいたします

主催：川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）　 
後援：川崎市教育委員会、公益社団法人 日本オーケストラ連盟　  特別協賛：株式会社 東芝　  

助成：平成28年度文化庁
　　　劇場・音楽堂等活性化事業

指揮：上岡敏之
Toshiyuki Kamioka, Conductor

東京藝術大学で指揮、作曲、ピアノ、ヴァイオリンを学ぶ。卒業後にハンブルク音楽大学に留学し、クラウ
スペーター・ザイベルに指揮を師事。キール市立劇場のソロ・コレペティトール及びカペルマイスター、エ
ッセンの市立アールト劇場第一カペルマイスター、ヘッセン州立歌劇場音楽総監督、ザールランド州立歌劇
場音楽総監督、ヴッパタール市立歌劇場インテンダント兼音楽総監督などを歴任。2016/17シーズンよりコ
ペンハーゲン・フィルの首席指揮者。国内では新日本フィル、読売日響などとしばしば共演。ザールブリュ
ッケン音楽大学指揮科正教授。渡邉暁雄音楽基金音楽賞・特別賞、齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。15年
4月に新日本フィルのアーティスティック・アドバイザーに就任、16年9月には同団音楽監督に就任する。

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

新日本フィルハーモニー交響楽団
New Japan Philharmonic

【創　　設】	 1972年、小澤征爾を中心に自主運営のオーケストラとして創立。
【指 揮 者】	 	ダニエル・ハーディング（Music	Partner	of	NJP）、
	 上岡敏之（アーティスティック・アドヴァイザー）、小澤征爾（桂冠名誉指揮者）、
	 ゲルハルト・ボッセ（ミュージック・アドヴァイザー）、齋藤秀雄（永久指揮者）、
	 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（フレンド・オブ・セイジ）、
	 久石譲（新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ音楽監督）
【楽団員数】	 94名
【ホーム・コンサート・ホール】	 すみだトリフォニーホール
【楽団ウェブサイト】	 http://www.njp.or.jp/
【楽団紹介】	 	「一緒に音楽をやろう！」1972年、指揮者・小澤征爾のもと楽員による自主運営のオーケストラと

して創立。97年より墨田区のすみだトリフォニーホールを本拠地とし、定期演奏会のほか、地域に

根ざした演奏活動も特徴的。2010/11シーズンよりダニエル・ハーディングが “Music	Partner	of	NJP”
を務めている（～2015/16まで）。その他、久石譲とは04年から“新日本フィル・ワールド・ドリー
ム・オーケストラ”を立ち上げ、幅広い人気を集めているほか、映画「千と千尋の神隠し」「ハウル
の動く城」「崖の上のポニョ」などでは管弦楽を担当。2016年9月よりドイツの歌劇場で研鑽を積ん

だ指揮者・上岡敏之が音楽監督に就任する。

■出演者プロフィール　Profile
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新日本フィルハーモニー交響楽団
New Japan Philharmonic

「シェフ上岡敏之のスペイン・ラプソディー」

■曲目　Program	 ※演奏時間は目安です

シャブリエ：狂詩曲「スペイン」
Emmanuel Chabrier: Rapsodie “España”	 〔6分〕

ビゼー：「アルルの女」第1組曲
Georges Bizet: “L’Arlésienne” Suite No. 1	 〔18分〕
第1曲：前奏曲		Prélude　　第2曲：メヌエット		Menuet　	
第3曲：アダージェット		Adagietto　　第4曲：カリヨン		Carillon

リムスキー =コルサコフ：スペイン奇想曲 作品34
Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol, Op. 34	 〔15分〕
1.	朝の歌（アルボラーダ）		Alborada　　2.	変奏曲		Variations　　3.	朝の歌		Alborada　　
4.	シェーナとジプシーの歌		Scena e canto gitano　　5.	アストゥリア地方のファンダンゴ		Fandango asturiano

 ─　 休憩〔20分〕　Intermission (20 min.)	　─

ラヴェル：スペイン狂詩曲
Maurice Ravel: Rapsodie espagnole	 〔16分〕
1.	夜への前奏曲		Prélude à la nuit　　2.	マラゲーニャ		Malagueña　　
3.	ハバネラ		Habañéra　　4.	祭り		Feria

ラヴェル：ボレロ
Maurice Ravel: Boléro	 〔15分〕

■室内楽コンサート 18: 20 〜18: 35
 ヴァイオリン：崔
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　Munsu Choi, Violin　他

■開演 19 : 00　
■終演予定 21: 00
■指揮 上岡敏之　Toshiyuki Kamioka, Conductor

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

7/25月

【特別賛助会員】
NTTアドバンステクノロジ株式会社
川崎幸病院
川崎信用金庫
キヤノン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
大本山川崎大師平間寺
株式会社東芝
三井不動産グループ
株式会社ヨドバシカメラ

【賛助会員】
有限会社アイエムシー
税理士法人あおぞら会計
味の素株式会社 川崎事業所

アルファクス株式会社
株式会社イープラス
神奈川臨海鉄道株式会社
カナケイ株式会社
川崎アゼリア株式会社
公益社団法人川崎市医師会
公益社団法人川崎市歯科医師会
川崎市信用保証協会
公益社団法人川崎市病院協会
一般社団法人川崎市薬剤師会
川崎鶴見臨港バス株式会社
かわさきファズ株式会社
川崎フロンターレ
川崎臨港倉庫埠頭株式会社
株式会社きんでん

ケイジーケイ株式会社
京浜楽器株式会社
株式会社さいか屋 川崎店
公益財団法人 JFE21世紀財団
株式会社シグマコミュニケーションズ
セレサ川崎農業協同組合
株式会社デイ・シイ
東亜石油株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場
東洋ロザイ株式会社
日本窯炉株式会社
ぴあ株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
株式会社ムーブエイト
　　＊
大宮町町内会
遊園電子工房
他　1 法人

【個人賛助会員】
阿部　孝夫
磯野　和久
宇治橋　哲
遠藤　智和
小笠原　将
岡田　　元
岡野　　功
小野　洋彰
喜多　紘一
小菅みつほ
後藤　　実
斉藤　隆徳
佐藤　　亨
鈴木　純夫
鈴木　　徹
関口　浩・三代子
高橋　美子
竹内　啓介

都築　　豊
中村紀美子
西山　英昭
野口　泰司
橋本ゑみ子
長谷川喜代江
林　　浩一
林　　直人
尾藤　敏雄
平野　信子
前田　　泉
松本　武巳
山内　利夫
山下　啓史
山田　昌克

他　匿名 3 名
敬称略・50 音順

（2016年 7 月 1 日現在）

■ミューザ川崎シンフォニーホール ホールスポンサー
ミューザ川崎シンフォニーホールの公演事業は、
ホールスポンサーの皆様によって支えられています。 



スペインでの思い出を「狂詩曲」に綴ったシャブリエ
　本日のプログラムのテーマは「スペイン」。といってもスペインの作曲家は

ひとりも登場しない。スペインを題材とした作品や、スペインに魅了された作

曲家たちの名が並ぶ。フランスやロシアの作曲家からスペインに向けた憧憬の

眼差しが込められた変則スペイン・プログラムとでもいえるだろうか。

　エマニュエル・シャブリエ（1841-94）はフランスのブルジョワ家庭に生ま

れた作曲家。幼少時より音楽の才能を発揮して神童とみなされたが、法律家フ

ァミリーの両親は息子を法学部で学ばせた。卒業と同時にシャブリエは内務省

に勤務するが、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」上演に接したことを機

に作曲を天職と確信して、役所を退職した。

　作曲に専念してから 3 年後の 1883 年に書かれたのが、この狂詩曲「スペイン」

である。作曲の前年、シャブリエは数か月にわたりスペインに滞在し、アンダ

ルシア地方の歌や踊りに触れている。帰国後、ただちに作曲家はその興奮と熱

狂をこの華麗な狂詩曲に綴った。作品は大成功を収め、シャブリエの名声を一

段と高めることとなった。

親しみやすいメロディにあふれたビゼーの代表作
　ジョルジュ・ビゼー（1838-75）も同じくフランスの作曲家である。ビゼー

はスペインを旅することはなかったが、セビリアを舞台としたオペラ「カルメ

ン」によって、その名はスペインと分かちがたく結びついている。本日演奏さ

れるのは、「カルメン」に並ぶ代表作である「アルルの女」の第1組曲。もとも

とドーデの戯曲のために書かれた劇音楽で、ビゼーならではの伸びやかで親し

みやすいメロディにあふれた名曲である。

　「アルルの女」第 1 組曲は以下の 4 つの曲より構成される。第 1 曲「前奏曲」、

第 2 曲「メヌエット」、第 3 曲「アダージェット」、第 4 曲「カリヨン」。決然と

した「前奏曲」はとりわけ広く知られている。「カリヨン」（鐘）はにぎやかに

祭りの開幕を告げる。

色彩豊かなオーケストレーションを駆使した奇想曲
　ロシアの国民的大作曲家ニコライ・リムスキー = コルサコフ（1844-1908）

にとって、スペインとは遠く離れた異国の地である。幼少期より音楽的才能を

発揮したリムスキー = コルサコフだが、名高い軍人一家の生まれとあって海軍

兵学校に入学した。海軍士官への道を歩み、軍籍のまま音楽活動を続けている。

航海に出た経験もあるのだが、はたして彼はスペインを訪れたことがあったの

だろうか。

　「スペイン奇想曲」で直接の素材となっているのは、既刊の『スペイン民謡

集』に収められた民謡や舞曲である。これらを素材として借用しながら、リム

スキー = コルサコフ一流の色彩的なオーケストレーションによって、活気にあ

ふれた奇想曲が仕立てられた。「朝の歌（アルボラーダ）」「変奏曲」、ふたたび

「朝の歌」「シェーナとジプシーの歌」「アストゥリア地方のファンダンゴ」の 5

つの部分が続けて演奏される。スペイン情緒たっぷりにカスタネットも加わり、

壮麗なクライマックスが築かれる。

バスクの血を誇りとしたラヴェルの二大傑作
　モーリス・ラヴェル（1875-1937）はフランスの作曲家だが、彼にとってス

ペインは「もうひとつの祖国」といったところ。スペインというよりも、より

正確にはその一地方で独自の文化を発達させたバスクというべきかもしれな

い。母親はバスク人であり、ラヴェルはバスクの血が流れていることを誇りに

思っていた。

　「スペイン狂詩曲」では色鮮やかなオーケストレーションによって、濃密か

つ華麗なスペイン情緒が醸し出される。第 1 曲は「夜への前奏曲」。神秘的な予

感を漂わせる。第 2 曲は活発な「マラゲーニャ」。第 3 曲「ハバネラ」を経て、

第 4 曲「祭り」で華々しく曲を閉じる。

　本日最後の曲となる「ボレロ」でもオーケストラのカラフルな響きを聴くこ

とができる。ボレロとはスペイン舞曲の一種。ラヴェルがここで表現したのは

「反復の美学」とでもいえるだろう。冒頭から小太鼓が叩くボレロのリズムは

そのまま延々と最後まで続く。メロディもひたすら反復されるばかり。にもか

かわらず、音楽は変化に富んでいる。同じメロディが次々と楽器とその組み合

わせを変えながら繰り返され、全曲を通してひとつの大きなクレッシェンドを

形作る。最後の 2 小節でついに反復は打ち切られ、突然の解放が訪れる。

新たな時代を迎える新日本フィル
　いよいよ 2016 年 9 月より上岡敏之が新日本フィル音

楽監督に就任する。前任の音楽監督はクリスティアン・

アルミンク。2003 年以来 10 年間にわたって楽団を率

いた。しかしアルミンク退任後は 3 年間の音楽監督不

在が続く。この間も世界的な指揮者であるダニエル・

ハーディングやインゴ・メッツマッハーを指揮者陣に

迎えて意欲的な活動を展開していたものの、楽団の顔

となるべき新音楽監督が待たれていた。すでに昨年 4

月よりアーティスティック・アドバイザーを務める上

岡敏之だが、音楽監督就任に伴って一段と楽団との結

びつきを強めることになる。

 

■コラム

ついに訪れる上岡新時代
慣習を超えた新しい発想への期待

作品の本質へと切り込む大胆な指揮
　上岡敏之は、これまでドイツの歌劇場とオーケスト

ラを中心に豊富な経験を誇る実力者。2 月の記者会見

で「ドイツでは地域の人々が街のオーケストラや歌劇

場を誇りに思っている。以前から同じことを日本でも

実現できないかと思っていた」と語った。楽団と地域

との結びつきという点でも新しい発想をもたらしてく

れるかもしれない。また、慣習にとらわれず作品の本

質へと切り込む大胆な指揮ぶりは、かねてより多くの

ファンを魅了してきた。新時代の到来に胸が躍る。
	 （文＝飯尾洋一）
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