
室内楽コンサートは指定席です。開始時刻までに余裕をもってご来場いただき、ご自席にお着きください。演奏中の入退場はできません。

公開リハーサル中のみ自由席です。指揮者や演奏者が本番に向けてコンディションを整える目的で行っているため、全曲演奏するとは
限らず、予定よりも早く終了する場合があります。なお、オーケストラによって、リハーサル時間は異なります。また、開演の 1時間半
前には終了しています。公開リハーサル終了後～開演30分前までは会場準備のため、客席内にはお入りいただけません。

公開リハーサルについて

＊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：チョン・ミョンフン
Myung-Whun Chung, Conductor

1953年韓国ソウル生まれ。マンネス音楽学校とジュリアード音楽院でピアノと指揮法を学ぶ。74年チャイコ
フスキー・コンクールピアノ部門第2位。その後、ロサンジェルス・フィルにてジュリーニのアシスタント、
副指揮者を務める。ザールブリュッケン放送響の音楽監督および首席指揮者、オペラ座バスティーユの音楽
監督、ローマ・サンタチェチーリア管の首席指揮者、フランス国立放送フィルの音楽監督（現・名誉音楽監督）
を歴任、アジア・フィルハーモニー管（本人創設）の音楽監督も務める。2001年東京フィルハーモニー交響楽
団のスペシャル・アーティスティック・アドヴァイザーに就任（現・桂冠名誉指揮者）。ソウル・フィルハー
モニー管弦楽団の音楽監督（2006～15年）、シュターツカペレ・ドレスデン首席客演指揮者（2012年～）を
務める。アジアの若い演奏家への支援、ユニセフ親善大使、アジアの平和を願う活動など、多岐にわたり活
躍している。

ヴァイオリン：クララ=ジュミ・カン
Clara-Jumi Kang, Violin

2009年ハノーファー国際ヴァイオリンコンクール第2位、いしかわミュージックアカデミーIMA音楽賞、10
年インディアナポリス国際ヴァイオリンコンクール優勝、15年チャイコフスキー・コンクール5位入賞など
数多くの受賞歴を持ち、指揮者バレンボイムより「彼女は間違いなく、後世にその名を残す演奏家となるだ
ろう。」と絶賛される。13年にチョン・ミョンフン指揮ソウル・フィルとの韓国ツアー、16年にベルリン・
フィルの首席オーボエ奏者ジョナサン・ケリーおよび同団の弦楽アンサンブルであるベルリン・バロック・
ゾリステンとのソウル公演を行い、大成功を収める。ドイツ・マンハイム出身の韓国系ドイツ人で、父はバ
イロイト音楽祭の常連として有名なオペラ歌手のフィリップ・カン。ミュンヘン在住。

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

東京フィルハーモニー交響楽団
Tokyo Philharmonic Orchestra

【創　　設】	 1911年、「いとう呉服店（現・大丸松坂屋）」の少年音楽隊として誕生。現在の名称は1948年から。
【指 揮 者】	 チョン・ミョンフン（桂冠名誉指揮者）、尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー（以上、桂冠指揮者）、
	 ミハイル・プレトニョフ（特別客演指揮者）、アンドレア・バッティストーニ（首席客演指揮者）、
	 渡邊一正（レジデント・コンダクター）、チョン・ミン（アソシエイト・コンダクター）、
	 大賀典雄（永久楽友・名誉指揮者・故人）
【楽団員数】	 130名
【ホーム・コンサート・ホール】	 Bunkamuraオーチャードホール、東京オペラシティコンサートホール、サントリーホール
【楽団ウェブサイト】	 http://www.tpo.or.jp/

■出演者プロフィール　Profile

©ヴィヴァーチェ 東京フィルハーモニー交響楽団
Tokyo Philharmonic Orchestra

「チョン・ミョンフンの情熱」

■曲目　Program	 ※演奏時間は目安です

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35	 〔35分〕

第1楽章：アレグロ・モデラート　Allegro Moderato　	

第2楽章：カンツォネッタ（アンダンテ）　Canzonetta: Andante

第3楽章：フィナーレ（アレグロ・ヴィヴァーチッシモ）　Finale: Allegro vivacissimo

 ─　 休憩〔20分〕　Intermission (20 min.)	　─

チャイコフスキー：交響曲第 4 番 ヘ短調 作品36
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36	 〔44分〕

第1楽章：アンダンテ・ソステヌート	-	モデラート・コン・アニマ　Andante sostenuto - Moderato con anima

第2楽章：アンダンティーノ・イン・モード・ディ・カンツォーナ　Andantino in modo di canzona

第3楽章：スケルツォ（ピッツィカート・オスティナート	-	アレグロ）　Scherzo: Pizzicato ostinato - Allegro

第4楽章：フィナーレ（アレグロ・コン・フオーコ）　Finale: Allegro con fuoco

■公開リハーサル 15: 30 ～最長17: 30（公開リハーサル中のみ自由席）

■本開場 18: 30　

■開演 19 : 00　

■終演予定 21: 00
■出演 指揮：チョン・ミョンフン　Myung-Whun Chung, Conductor

 ヴァイオリン：クララ=ジュミ・カン　Clara-Jumi Kang, Violin

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

7/27水

【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。 



ドラマティックな人生を送った 30 代から 40 代  
　現在は日本においても、ベートーヴェンやブラームスらと並んで人気がある、

ピョートル・チャイコフスキー（1840-93）の音楽。彼が作曲家としての人生

を本格的に歩み始めたのは 1860 年代後半だったが、それはロシアが国際的な作

曲家や音楽を輩出し始めた時期でもあり、チャイコフスキーは開拓者の一人で

あると言ってよい。 

　1840 年に生まれたチャイコフスキーは法務省勤務を経て、22 歳のときにサ

ンクトペテルブルグの音楽院へ入学。27 歳のときに法務省を辞職して本格的に

音楽の道へ入ったが（ただしすでに 23 歳で休職扱いとなっていた）、30 代前半

までは作品を発表してもさほど高い評価は受けず、決して成功者とは言えなか

ったのだ。しかも 37 歳のときに結婚したものの 20 日後には別居し、自殺騒ぎ

を起こしたり海外逃亡を図ったりするという激動の日々を送ることになる。 

　そうした傷心の彼を励まし、新しい音楽の誕生を助けた一人が支援者となっ

ていたナジェージダ・フォン・メック未亡人。彼女は多くの手紙で精神面を、

経済的支援で生活面を支え、チャイコフスキーは作曲家としての自信を深めて

いく。メック未亡人との交流はチャイコフスキーが 50 歳を迎えた 1890 年まで

約 14 年間も続いたが、彼女なくして私たちは交響曲第４番やヴァイオリン協奏

曲を聴けなかったかもしれない。

作曲・初演当時はまったく人気がなかった名曲  
　多くの才能豊かな音楽家を輩出する『チャイコフスキー国際コンクール』で

も、ヴァイオリン部門における本選でコンテスタントたちが演奏するヴァイオ

リン協奏曲。結婚生活から逃れてイタリアのフィレンツェ、そしてスイスのク

ラランという街へ住居を変えていた 1878 年の初春に、わずか１か月ほどで意気

揚々と書き上げた曲である。しかし完成した作品を見たヴァイオリニストのレ

オポルド・アウアーは「演奏困難」と判断。チャイコフスキーも一度は挫折す

るものの、モスクワ音楽院の教授を務めていたアドルフ・ブロツキーが作品に

共感し、1881 年 12 月にウィーンで初演されている。しかしその初演も、多く

の聴衆や批評家から理解を得られないものだった。作品への批判もあっただろ

うが、「ロシア人による音楽など聴くに値しない」といった偏見も一因だった

と伝えられている。もちろんそれが意味のないことであったのは、その後のチ

ャイコフスキー人気、そしてヴァイオリン協奏曲の人気が証明していると言え

るだろう。一度は演奏を断ったアウアーも、後に考えをあらためて曲の普及に

努めたという。 

　曲は３つの楽章から成り、第１楽章は全体の半分に迫ろうとする長大さを誇

る。「カンツォネッタ（小さな歌）」と題された第２楽章は麗しい旋律が魅力。

休みなく始まる第３楽章はロシア舞曲をベースにした激しく燃える音楽である。   

苦しい中で書かれた「私たちの交響曲」  
　ヴァイオリン協奏曲を完成させた約１年半前の 1876 年 12 月より手紙での交

流を始めていたチャイコフスキーとメック未亡人は、互いの芸術観を伝え合う

ようになる。そうした中で作曲を開始した交響曲第４番にメック未亡人は期待

し、チャイコフスキーからの支援申し込みにも気軽に応じた。作曲の途中であ

るその年の夏、チャイコフスキーは突然結婚して間もなく破局。メック未亡人

は大いに嫉妬したと伝えられるが、チャイコフスキーもまた手紙に「あなたを

熱愛しているピョートル・チャイコフスキー」と署名するほどだったという。 

　交響曲第４番はロシアから……というより新妻から離れ、イタリアへ逃避し

ている間にも書き進められ、1878 年１月初旬に曲は完成する。作曲中にチャイ

コフスキーはメック未亡人への手紙で「私たちの交響曲」と紹介し、全４楽章

の詳細なプログラムを説明した。第１楽章の冒頭には圧迫感のあるファンファ

ーレ（＝運命）が演奏され、それは第４楽章で回帰するが、まるで「逃れられ

ないのだ」と悟っているようでもある。 

　第１楽章は「運命」に導かれて劇的に展開する長大な音楽。第２楽章は哀愁

に満ちた旋律が印象深い緩徐楽章。第３楽章は弦楽器のピツィカート奏法によ

るスケルツォと、木管楽器が中心になって演奏される舞曲風のトリオ（中間部）。

第４楽章は豪快な勝利の音楽が展開される中、中ほどで「運命」のファンファ

ーレが鳴り響く。

21 世紀の東京フィルの門出を演出
　チョン・ミョンフンは、2001 年東京フィルの（新星

日響との）合併後初の定期演奏会でマーラー「復活」を

指揮して、熱い高揚をもたらし、新たな門出に光を与

えた。興奮に包まれた 02 ～ 03 年の「ベートーヴェン

交響曲全曲演奏会」がそれに続いた。さらに夏には教

育プログラム「こども音・楽・館」を始めた。かくし

て培われた両者の “絆 ”は深く、12 年に同楽団の創立

100 周年特別演奏会を指揮したのも彼だったし、直近

では今年２月のマーラーの交響曲第５番で聴衆を感嘆

させた。

■コラム

チョン・ミョンフンと東京フィル
培った“絆”が生み出す名演

“一期一会”の名演を生む名コンビ
　肩書きこそ「スペシャル・アーティスティック・ア

ドバイザー」（2001 ～ 10 年）と「桂冠名誉指揮者」（2010

年～）だが、結び付きは「音楽監督」以上。肩書きや

国籍に囚われる者はなく、楽員と聴衆はただ彼の音楽

を待っている。これは真の国際交流ともいえるだろう。

　当コンビの演奏会は “一期一会 ”だ。この言葉の意味

は “一生に一度の出会い ”なのだが、あえてそう言いた

くなるほど、集中力と熱気が漲る感動的な名演が続く。

　今回もまた “一期一会 ”の日となるに違いない。
	 （文＝柴田克彦）
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