
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：小泉和裕
Kazuhiro Koizumi, Conductor

京都生まれ。東京藝術大学指揮科にて山田一雄氏に師事。1970 年第 2 回民音指揮者コンクール第 1 位受賞。
73 年第 3 回カラヤン国際指揮者コンクールに第 1 位入賞。その後ベルリン・フィルを指揮してベルリン・デ
ビュー。ベルリン・フィル、フランス国立放送管、ウィーン・フィル、ミュンヘン・フィル、バイエルン放
送響、シカゴ響、ボストン響、デトロイト響、シンシナティ響、トロント響、モントリオール響など世界の
主要オーケストラに客演、ルービンシュタイン、ロストロポーヴィチなど世界の優れたアーティストと協演し、
欧米各地において精力的な指揮活動を行った。ロンドンのロイヤル・フィルには定期的に招かれ、数々の名
演を残すとともにチャイコフスキーの交響曲第 4、5、6 番のディスクを完成させた。これまでに新日本フィ
ル音楽監督、カナダ・ウィニペグ響音楽監督、九響首席指揮者、都響レジデント・コンダクター、日本セン
チュリー響音楽監督などを歴任。現在、東京都交響楽団終身名誉指揮者、九州交響楽団音楽監督、名古屋フ
ィルハーモニー交響楽団音楽監督、仙台フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者、神奈川フィルハーモニ
ー管弦楽団特別客演指揮者。

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

東京都交響楽団
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

【創　　設】	 	1965 年、東京オリンピック開催の記念文化事業として、東京都が設立。2015 年、創立 50 周年を迎えた。
【指 揮 者】	 大野和士（音楽監督）、小泉和裕（終身名誉指揮者）、エリアフ・インバル（桂冠指揮者）、

	 ヤクブ・フルシャ（首席客演指揮者）
【楽団員数】	 93 名
【ホーム・コンサート・ホール】	 東京文化会館、サントリーホール、東京芸術劇場
【楽団ウェブサイト】	 http://www.tmso.or.jp/
【楽団紹介】	 	定期演奏会などを中心に、小中学生への音楽鑑賞教室、多摩・島しょ地域での訪問演奏、ハンディキャップ

を持つ方のための「ふれあいコンサート」や福祉施設での出張演奏など、多彩な活動を展開。CD リリースは、
インバルによる『マーラー交響曲集』の他、ゲーム音楽『ドラゴンクエスト』（全シリーズ）まで多岐にわたる。
2015 年 11 月にはベルリン・ウィーンなど 5 ヶ国 6 都市をめぐるヨーロッパ・ツアー（指揮／大野和士）を行い、
各地で熱烈な喝采を浴びた。

■出演者プロフィール　Profile

© 堀田力丸 東京都交響楽団
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

「オーケストラの醍醐味  ドイツ２大交響曲」

■曲目　Program	 ※演奏時間は目安です

ベートーヴェン：交響曲第2番 ニ長調 作品36
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D Major, Op. 36 〔35分〕

第1楽章：アダージョ・モルト	-	アレグロ・コン・ブリオ　Adagio molto - Allegro con brio　	

第 2 楽章：ラルゲット　Larghetto　　第 3 楽章：スケルツォ-	アレグロ　Scherzo - Allegro　	

第 4 楽章：アレグロ・モルト　Allegro molto

 ─　 休憩〔20 分〕　Intermission (20 min.) 　─

ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 作品73
Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Major, Op. 73	 〔45分〕

第1楽章：アレグロ・ノン・トロッポ　Allegro non troppo

第 2 楽章：アダージョ・ノン・トロッポ	-	リステッソ・テンポ、マ・グラツィオーソ　
　　　　　Adagio non troppo - L’istesso tempo, ma grazioso

第 3 楽章：アレグレット・グラツィオーソ（クアジ・アンダンティーノ）	-	プレスト・マ・ノン・アッサイ　
　　　　　Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai

第 4 楽章：アレグロ・コン・スピーリト　Allegro con spirito

■公開リハーサル 12: 00 ～最長13: 30（公開リハーサル中のみ自由席）

■本開場　 14: 30
■開演 15: 00　

■終演予定 17: 00
■指揮 小泉和裕　Kazuhiro Koizumi, Conductor

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

7/31日

【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。 

© 堀田力丸



ベートーヴェンの第２番は「遺書」の半年前に書かれた!
　1802 年春、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（1770-1827）が静養先

のハイリゲンシュタットで完成させた交響曲第 2 番ニ長調は、彼のほかの交響

曲に比べて目立たず、あまり演奏される機会も少ない。明るく抒情的な情熱、

若さ溢れる生気に満ちた名作だというのに。ところがこんな作品を誕生させた

1802 年は、彼にとって苦難の年だった。難聴の進行に怯え、それを人に悟られ

まいとウィーン郊外のハイリゲンシュタットに引きこもり、10 月には「遺書」

まで書いたのだから。これは甥や弟宛ての「ハイリゲンシュタットの遺書」と

呼ばれるもので、「（自分がいなくなったら）兄弟仲良く……」などと書かれて

いる。この「遺書」のわずか半年前に書いたのが、ニ長調という祝祭的な明る

い調性を選び、若々しい歌心や工夫に満ちた作品第 2 番なのだ。

第２番は初めて尽くしの進歩的作品
　第２番には「初めて」が多い。まず、従来はチェロとコントラバスはバスと

して一緒の声部に書かれていたのに対し、それぞれ独自の声部を持たせたのも

この第２番が初めてだった。また、クラリネットやファゴット、オーボエなど

の木管、金管楽器に重要な役割を与えたのも、この第２番からだ。さらに、彼

の交響曲第１番を含めて、以前は「メヌエット」と指定されるのが常だった第

３楽章に、初めて「スケルツォ」と表記したのも第２番が初めてだった。主題

による統一性を図り、各楽章に関連を持たせたことも特徴だ。こんな進歩的な

作品であるからこそ、初演では「奇を衒
てら

い過ぎ」と評されたのだろう。

苦難をバネに跳躍するベートーヴェン！
　ちょうどこの頃、耳の疾患に絶望していた彼にとって心の支えだったピアノ

の教え子ジュリエッタ・グッチャルディとの恋愛は、彼女が貴族の娘という身

分違いゆえに破れ、彼はさらなる苦悩を味わっていた（ちなみにピアノ・ソナ

タ第 14 番「月光」は、1801 年ジュリエッタに捧げた作品）。

　だが、ベートーヴェンは並の人間でない。「遺書」で人生の理不尽を嘆き、

一瞬だが自殺まで考えるが、最終的には芸術家として神から与えられた使命を

全うしようと思い返す。この「遺書」を境に彼は生まれ変わったのだ。この変

身の兆しが第 2 番にあったとみるのはこじつけが過ぎるだろうか。

ブラームスの登頂目標は巨峰ベートーヴェン！
　ヨハネス・ブラームス（1833-97）にとってベートーヴェンは、目の前にそ

びえる巨大な霊峰だった。ベートーヴェンの作曲法を受け継ぎながらも超える

作品をと交響曲に取り組み、第 1 番ハ短調は着想から完成までに 21 年もの歳月

を費やした。もちろん、これは彼の慎重な性格にもより、推敲に推敲を重ねて

出来上がった作品は、指揮者ハンス・フォン・ビューロー（1830-94）に、「第

10 番」と言わしめた。10 番とは、ベートーヴェンの交響曲第９番に続くという

意味。確かにブラームスの第１番はベートーヴェンの第５番「運命」と同じハ

短調で、悲壮感から挑戦へという上昇を見せる。

第１番は21年も費やしたのに第２番は４か月で完成！
　「ブラームスはベートーヴェンの後継者」という評にブラームスはひと安心

したのか、続く第２番は一気呵
か

成
せい

、なんと４か月で書き上げた。第１番のベー

トーヴェン的な壮大さに対し、第２番ニ長調は生気に溢れ、束縛も気負いもな

い、その時のブラームスの穏やかな気分を映したようだ。

　この作品は第１番を完成させた翌年 1877 年の春、オーストリアのユーゴスラ

ヴィア（現スロベニア）国境に近いヴェルター湖畔の村ペルチャッハという風

光明媚な保養地で書かれた。そのせいか「ブラームスの田園交響曲」とも言わ

れる。ベートーヴェンの第５番が人間を、第６番「田園」が自然を描き、ブラ

ームスの第１番と第２番はそれをなぞったとも言えそうだが、ブラームスの第

２番にはベートーヴェンの第６番にある自然描写はない。美しい自然の反映は

あっても、第 2 番はそれだけではない魅力と工夫があるのだ。

魅力と工夫に満ちた第２番、初演も大成功！
　まず、第１番のような序奏はなく、チェロとコントラバスの１小節がホルン

と木管楽器を導いて第１主題を登場させる。チェロとコントラバスによるこの

短いモチーフは第１楽章だけでなく曲全体にしばしば現われ、心地よい統一感

が溢れる。

　1877 年 12 月、ハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルによって初演され、

大成功。この時、第 3 楽章まで聴いた聴衆が感動し、拍手喝采。そこで第３楽

章がもう一度演奏されたという。翌年には生まれ故郷ハンブルグで、自らの指

揮による凱旋公演を晴れやかに行った。

ブラームス派？　ワーグナー派??
　バッハ、ベートーヴェン、ブラームス。指揮者ビュ

ーローは彼らをドイツ音楽３B と名付け、さらに、ベ

ートーヴェンを目指して交響曲第１番を作曲したブラ

ームスを、ベートーヴェンの後継者と評した。

　そのブラームスは、標題音楽である交響詩の創始者

フランツ・リストに対し、反旗を翻す。ウィーンでは

音楽評論家ハンスリックが純粋な器楽音楽「純粋音楽」

を唱え、ブラームスらを支持。「新ドイツ楽派」を名乗

るワーグナー、リストらを批判した。世間ではブラー

ムス派対ワーグナー派に分かれ、かしがましい論争に。

 

■コラム

19世紀に繰り広げられた楽壇の派閥論争
＋その周辺あれこれ

芸術に白黒はない
　それを横目に、バッハを研究したブラームスは交響

曲第４番で、シャコンヌを導入。ワーグナーらはこれ

を古臭いとしたが、そのワーグナーはバッハの「平均

律クラヴィーア曲集」を、さらにベートーヴェンの交

響曲第 9 番をこよなく愛していた。一方、ブラームス

はワーグナーの弟子ブルックナーの葬儀に際し柱に隠

れ号泣したという。蛇足ながら、ビューローはワーグ

ナーに妻コジマを寝取られ、そのコジマはリストの娘

という裏事情も。芸術に白黒はないが、この論争も然

りだ。 （文＝山口眞子）
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