
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：ラデク・バボラーク
Radek Baborák, Conductor

1976年チェコ生まれ。ミュンヘン国際コンクールで優勝、「美しく柔らかな音色」「完璧な演奏」「ホルンの神童」
と評されるなど、世界の注目を集めた。以来、欧米アジア各地で活発な演奏活動を展開。小澤征爾、バレン
ボイム、レヴァインなどトップクラスの指揮者の信頼も厚い。これまでチェコ・フィル、ミュンヘン・フィル、
バンベルク響、ベルリン・フィルのソロ・ホルン奏者を歴任。近年は指揮者としての活躍も目覚ましく、自
ら創設したチェコ・シンフォニエッタの定期的なシリーズも開始。日本でも2013年10月水戸室内管弦楽団
定期演奏会にデビュー、オーケストラの楽員、聴衆から絶大な支持を集めた。

ピアノ：仲道郁代
Ikuyo Nakamichi, Piano

国内外での受賞を経て、1987年ヨーロッパと日本で本格的にデビュー。温かい音色と叙情性、卓越した音楽
性が高く評価され、人気、実力ともに日本を代表するピアニストとして活躍している。これまでに国内外の
オーケストラと共演を重ねているほか、リサイタルも全国各地で実施。2016年秋からはデビュー30周年を迎
え、ゲヴァントハウス弦楽四重奏団、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団との共演、記念コンサート
などが予定されている。CDはソニー・ミュージックと専属契約を結び多数リリース。新著の『ピアニストは
おもしろい』(春秋社)も版を重ねている。http://www.ikuyo-nakamichi.com

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

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

【創　　設】	 	1956年６月創立。楽団創設の中心となった渡邉曉雄が初代常任指揮者を務めた。
【指 揮 者】	 アレクサンドル・ラザレフ（首席指揮者）、小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、山田和樹（正指揮者）、
	 ネーメ・ヤルヴィ（客員首席指揮者）、イルジー・ビェロフラーヴェク、
	 ピエタリ・インキネン（以上、首席客演指揮者）、西本智実（ミュージック･パートナー）、
	 ルカーチ･エルヴィン、ジェームズ・ロッホラン（以上、名誉指揮者）、渡邉暁雄（創立指揮者）
【楽団員数】	 107名
【ホーム・コンサート・ホール】	 サントリーホール、杉並公会堂、横浜みなとみらいホール、東京芸術劇場、大宮ソニックシティホール、
	 相模原女子大学グリーンホール
【楽団ウェブサイト】	 http://www.japanphil.or.jp/

■出演者プロフィール　Profile

©	Kiyotaka	Saito

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

「オーケストラの醍醐味  バボラークの『英雄』」

■曲目　Program	 ※演奏時間は目安です

ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
Carl Maria von Weber: “Der Freischütz” Overture, Op. 77 ( J. 277)	 〔10分〕

クーラウ：ピアノ協奏曲 ハ長調 作品7
Friedrich Kuhlau: Piano Concerto in C Major, Op. 7	 〔30分〕
第1楽章：アレグロ　Allegro　　第2楽章：アダージョ　Adagio　　
第3楽章：ロンド（アレグロ）　Rondo: Allegro　　

 ─　 休憩〔20分〕　Intermission (20 min.)	　─

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 “Eroica”	 〔50分〕
第1楽章：アレグロ・コン・ブリオ　Allegro con brio

第2楽章：葬送行進曲（アダージョ・アッサイ）　Marcia funebre: Adagio assai

第3楽章：スケルツォ（アレグロ・ヴィヴァーチェ）　Scherzo: Allegro vivace

第4楽章：フィナーレ（アレグロ・モルト）　Finale: Allegro molto

■公開リハーサル 11: 30 ～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
■出演 指揮：ラデク・バボラーク　Radek Baborák, Conductor

 ピアノ：仲道郁代　Ikuyo Nakamichi, Piano

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

8/7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。 



ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲 作品 77
　19 世紀はじめのヨーロッパの国々では、自国の民話や民謡を母国語で歌うオ

ペラが盛んであった。ドイツではカール・マリア・フォン・ウェーバー（1786-

1826）のオペラが人気を呼んだ。「魔弾の射手」は、彼が 34 歳のときに３年が

かりで書き上げた代表作。物語の舞台はボヘミアの森。猟師のマックスは、愛

する婚約者アガーテとの結婚を認めてもらうために、明日の射撃大会で優勝し

なければならない。猟師仲間のカスパールが、悪魔から手に入れる「魔弾」を

使えば百発百中だとそそのかす。マックスは禁断の魔弾で大会に出てしまうの

だが……。「序曲」ではホルンによる賛美歌が聞こえ、やがて不穏なムードの

音楽となる。オペラの中の有名なアリアのメロディーが現れると、オーケスト

ラ全体が迫力のあるクライマックスを奏でる。

クーラウ：ピアノ協奏曲 ハ長調 作品 7
　フリードリヒ・クーラウ（1786-1832）の名は、古典派音楽のピアノ教材「ソ

ナチネ・アルバム」によって知る人も多いだろう（第１～６番が彼のソナチネ

である）。クーラウは、ベートーヴェンとほぼ同世代の作曲家である。軍楽隊

員の息子としてドイツに生まれ、10 歳の頃に事故で右目を失明した。ナポレオ

ン戦争の混乱期に 24 歳でデンマークへ亡命して宮廷音楽家となり、おもにピア

ノ作品とフルート作品を多く手掛けた。1825 年にはウィーンでベートーヴェン

と面会し、即興演奏も行っている。

　このピアノ協奏曲は 1810 年の作品（1812 年出版）。ベートーヴェンのピアノ

協奏曲第１番からの大きな影響が指摘されている。実際、ハ長調の主和音を４

つ奏でたあとに上行音階が続くという第１楽章の出だしは、ベートーヴェンの

作品とかなり似ていて興味深い。急−緩−急の３つの楽章から成り、どの楽章

においても明るく優雅なピアノ独奏が際立つ。

ベートーヴェン：交響曲第３番 変ホ長調 作品 55「英雄」
　「英雄」という言葉を冠したこの交響曲は、市民革命を進めるナポレオンを

讃えて、ベートーヴェン（1770-1827）が 1804 年に作曲した。最終的にはナポ

レオンへの献呈は取りやめており、その経緯は諸説伝えられているが、市民の

味方と信じていたナポレオンが皇帝に即位したことを知ったベートーヴェンは

激怒し、献呈を取りやめたという逸話がよく知られている。

　第１楽章は、力強い２発の和音がオーケストラ全体で打ち鳴らされて開始す

る。朗々たる主題がチェロで提示され、長大なドラマが展開する。重々しい曲

想の第２楽章には「葬送行進曲」と記されている。スケルツォの第３楽章には、

ホルンが活躍するトリオが挿入されている。第４楽章は短い序奏に続いて、弦

楽器のピッツィカート（弦を指で弾く奏法）でテーマが奏でられたあと、７つ

の変奏が続く。演奏時間に 50 分ほどを要する堂々たる記念碑的な作品である。

　クーラウの作品は、「ソナチネ」など子どものための

曲集では有名ですし、私も弾いたことがありますが、

演奏活動を始めてからは彼の作品に取り組む機会はあ

りませんでした。ですから、今回オファーをいただい

た時は、クーラウがピアノ協奏曲を書いていたことを

知らなかったこともあり、とても驚きました。実際に

「知られざる」作品のようで、楽譜を手に入れようと思

って調べてもなかなか手に入らず、とても苦労したく

らいです。

ベートーヴェンとソックリ！ な協奏曲

　どうにか手に入れた楽譜を見てみると、さらにビッ

クリすることが起こりました。ベートーヴェンの「ピ

アノ協奏曲第１番」のアイディア、調性の変化など、

今の時代だったら「真似した」と言われてもおかしく

はないほどに似ているのです！

　特徴的なのがペダルの指示。ベートーヴェンの「ピ

アノ協奏曲第１番」は、第１楽章の展開部から再現部

へと移るところで、ペダルを踏みっぱなしにして濁っ

た響きを作る部分があるのですが、クーラウの協奏曲

でも同じような指示が行われていました。

ベートーヴェン － 頑固 ＝ クーラウ⁉

　弾いていると思わずベートーヴェンの協奏曲にスイ

ッチしてしまいそうなほど似た部分だらけなのですが、

テクニックそのものはかなり違うと思います。クーラ

ウの協奏曲はとても軽やかな作品です。分厚い和音が

出てくるわけではありません。モーツァルトやハイド

 ピアニスト

� 仲道郁代

■インタビュー

日本初演！?
クーラウの「ピアノ協奏曲」で、
みなさんと未知の旅に出発したいと思います

ン、クレメンティからの流れを汲んだものといえるで

しょうか。また、ベートーヴェンの協奏曲が、独奏者

とオーケストラの間に有機的なつながりを持って書か

れているのに対し、クーラウのものはピアニストの妙

技を「魅せる」ことを重視しています。鍵盤を縦横無

尽に駆け巡るので、ピアニストの見せ場がたくさんで

す。また、ベートーヴェンの作風はどこか頑固だったり、

あえて「ん？」と引っかかるような部分があったりす

るのですが、クーラウはいろいろなものが自然に流れ

ていく感じですね。ベートーヴェンから頑固さを抜い

たらクーラウになるといえるかもしれません（笑）。

ファミリーのようなオケと「未知の旅」へ

　日本フィルハーモニー交響楽団は、私が演奏活動を

開始した頃からご一緒する機会が多いオーケストラで、

様々なツアーにご一緒させていただいたり、とても深

いご縁があります。団員の皆さんがとても温かいです

し、ファミリーのように感じています。これまで演奏

してきたピアノ協奏曲は知られた作品ばかりでしたか

ら、ある程度音を想定してリハーサルに取り組んでこ

られましたが、今回はオーケストラがどのようなサウ

ンドを作ってくるかもまだ読めません。舞台で弾き終

わった時に自分が何を想うのかも楽しみですし、マエ

ストロや団員の方々、そして会場にいらしてくださっ

たみなさまと「未知の旅」へと出かける気持ちで、当

日を楽しみに迎えたいと思っています。

	 （取材・文＝長井進之介）
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フリードリヒ・クーラウ


