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助成 文化庁文化芸術振興費補助金
（舞台芸術創造活動活性化事業）
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定期演奏会
ヴァイオリン界の新星と
円熟マエストロの融合
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高崎芸術劇場 大劇場
19：00開演

協賛



群馬交響楽団演奏会プログラムAD

Program

主　催：公益財団法人 群馬交響楽団
助　成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会
後　援：群馬県・群馬県教育委員会・高崎市・高崎市教育委員会・上毛新聞社・群馬テレビ・FM GUNMA
協　賛：群馬銀行

第 556 回 定 期 演 奏 会

指揮／大友直人
ヴァイオリン／荒井里桜

2020年３月 21日〔土〕19時 00分
高崎芸術劇場 大劇場

Conductor / Naoto Otomo
Violin / Rio Arai
Saturday, March 21, 2020 7:00PM
Takasaki City Theatre

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品 47

Ⅰ．アレグロ・モデラート

Ⅱ．アダージョ・ディ・モルト

Ⅲ．アレグロ・マ・ノン・タント

エルガー

交響曲 第２番 変ホ長調 作品 63

Ⅰ．アレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・ノビルメンテ

Ⅱ．ラルゲット

Ⅲ．ロンド

Ⅳ．モデラート・エ・マエストーソ

Jean Sibelius

Violin Concerto in D Minor, Op. 47（約 31 分）

Ⅰ . Allegro moderato

Ⅱ . Adagio di molto

Ⅲ . Allegro ma non tanto

Edward Elgar

Symphony No. 2 in E-Flat Major, Op. 63（約 53 分）

Ⅰ . Allegro vivace e nobilmente

Ⅱ . Larghetto

Ⅲ . Rondo

Ⅳ . Moderato e maestoso
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　大友直人は桐朋学園在学中に 22 才で NHK 交響楽団を指揮し
てデビュー以来、日本の音楽界をリードし続けている我が国を代
表する指揮者のひとりである。これまでに日本フィル正指揮者、
大阪フィル専属指揮者、東京交響楽団常任指揮者、京都市響常任
指揮者、群響音楽監督、琉球響（沖縄）音楽監督を歴任している。
また東京文化会館の初代音楽監督として東京音楽コンクールの基
盤を築いたほか数々の自主制作の企画を成功に導いた。海外オー
ケストラからも度々客演として招かれ、ハワイ響には旧ホノルル
響時代から 20 年以上にわたり定期的に招かれている。
　幅広いレパートリーでも知られ、その中には日本を代表する数
多くの作曲家の様々な作品の初演やジェームス・マクミランの幾
つかの作品及びジョン・アダムスのオペラの日本初演などがある。
　1958 年東京生まれ。桐朋学園で小澤征爾、森正、秋山和慶、尾
高忠明、岡部守弘らに学ぶ。
　NHK 交響楽団指揮研究員時代にはＷ・サヴァリッシュ、Ｇ・ヴァ
ント、Ｆ・ライトナー、Ｈ・ブロムシュテット、Ｈ・シュタイン
らに学び、タングルウッドミュージックセンターではＬ・バーン
スタイン、Ａ・プレヴィン、Ｉ・マルケヴィチからも指導を受けた。
　現在、高崎芸術劇場芸術監督

Profi les
指揮｜大友　直人

Conductor / Naoto OTOMO

　1999 年東京都出身。東京藝術大学附属音楽高等学校を経て現
在、東京藝術大学２年在学中。第 68 回全日本学生音楽コンクー
ル東京大会高校の部第１位。台湾２都市にて台湾日本国際交流演
奏会に出演。ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール
2017 ユース部門第１位。第 15 回東京音楽コンクール弦楽部門第
１位及び聴衆賞。2018 年第 87 回日本音楽コンクールバイオリン
部門第１位、併せてレウカディア賞・鷲見賞・黒柳賞を受賞。他数々
のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団と共演。藝大内にて福島賞受賞。NHK FM「リ
サイタルノヴァ」出演。第 11 回ミュージック・アカデミー in み
やざき 2018 にて優秀賞受賞。いしかわミュージックアカデミー
2018 にて IMA 音楽賞受賞。これまでに小泉博司、奥村智洋、ジェ
ラール・プーレ、永峰高志、澤和樹、山崎貴子の各氏に師事。現在、
堀正文、玉井菜採の両氏に師事。平成 29 年度東京藝術大学宗次
徳二特待奨学生。

ヴァイオリン｜荒井里桜
Violin / Rio Arai

©Rowland Kirishima
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Program Notes
渡 辺  和 彦   （音楽評論家）

シベリウス
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

　７つの交響曲や「フィンランディア」他多くの

オーケストラ作品で有名なフィンランドの作曲者

ヤン・シベリウス（1865 〜 1957）は、幼い頃から

ピアノを習っていた。ところが15歳の年からは急

にヴァイオリン演奏に熱中し始め、一時はソロの

ヴァイオリニストを志したほどだった。とはいえ

やはり、「15歳」という年齢からソリストを目指す

のは遅すぎ。結局彼はヴァイオリニストになる夢

を断念した。

　シベリウスがヴァイオリン協奏曲を作曲したの

は1903年夏のことである。当時彼は初期の代表作、

交響曲第２番ニ長調作品43を完成させ、留学先の

ベルリンから故国フィンランドの首都ヘルシンキ

へ戻っていた。

　このヴァイオリン協奏曲のソロ部分は、若い頃

ソリストを目指して精進したことのある人の手に

よるものらしく、重音部分やソロによる対位法、

特殊技法など、技術的に相当高度なものが要求さ

れている。

　初演は1904年に行われた。この時ソロを担当

したのはヴィクトール・ノヴァチェク（1873 〜

シベリウス

1914）。指揮は作曲者自身だった。本来この曲は、

ウィリー・ブルメスター（1869 〜 1933）という、

当時ドイツ語圏で最大のヴィルトゥオーゾとされ

ていた人のために創作されていたもの。しかし初

演の日程調整がどうしても折り合わず、急遽オー

ケストラのコンサート・マスターだったノヴァ

チェクにその役が回ってきたためと言われている。

　ただし初演時の批評は、「美しい部分が多いもの

の全体に冗長である」という主旨のものが大半だっ

た。そのため、シベリウスはただちに大幅な改訂

に乗り出した。

　改訂の具体例はほとんど知られていなかったが、

1990年になって、あるレコード会社がシベリウス

家の許可をとった上で（当時はまだシベリウスの

著作権が“生きて”いた）、初稿による初レコーディ

ングを試みた。現在ではこの初稿は、紆余曲折を

経た上で、正規の印刷楽譜（総譜と、ヴァイオリ

ン＆ピアノによる演奏譜の両方）が刊行されてい

る。

　全体の印象としては、やはり現行の改訂版（本

日の演奏もこの形による）のほうが遥かに整理整

頓されている。初稿では第１楽章に２つのカデン

ツァが配置され、さらに構成上は余計な（とはい

えそれがまた魅力でもある）パッセージが随所に

挿入されている。第２楽章では最後の部分で１小

節だけ突然、全体の流れと関係のないカデンツァ

がまたもや挿入されていた。さらに終楽章冒頭で

は、ティンパニと弦の間のあの秀逸なリズムの“ず

らし”がなく、最初の１小節以外は同一リズムを刻

んでいた。

　このようにシベリウスは、初稿形態を大幅に改

訂。その形よる初演（再演というべきだろうか）は、

1905年に、カレル・ハリル（1859 〜 1909）のソロ、

大作曲家でもあるリヒャルト・シュトラウスの指
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揮によるベルリン・フィルで行われ、今度は大成

功した。この時もブルメスターへ初演打診したが

またもや調整が付かなかったという。

　じつはこの協奏曲、当初は現在ほど人気作品で

はなかった。ヌヴーやハイフェッツなどの録音は

存在したものの、日本も含めて全世界に普及する

ようになったのは、作曲家の死の前後、1950年代

頃からである。演奏があまりに難しかったからだ

ろう。今ではこの曲はシベリウスの全作品中でも

１、２を争う人気作品となり、ヴァイオリンのソ

リストで、これをレパートリーに入れない人は皆

無と言ってもよい。国際ヴァイオリンコンクール

の本選でこの曲を演奏する人も多く、ヴァイオリ

ン協奏曲史上でも指折りの傑作とみなされている。

第１楽章　アレグロ・モデラート　ニ短調。中間

部に大きなカデンツァ（オーケストラが沈黙し、

ソリストだけで演奏される部分。ソリストのテク

ニックの見せ場）をもつ変則的なソナタ形式。一

種の幻想曲のようにとらえることもできるが、「カ

デンツァ＝展開部」として聴くと判りやすい。主

要主題は３つで、突然の転調、付点リズム、３連

符など、シベリウスの音楽の特徴がよく出ている。

ソロは重音、大きな音の跳躍、速いアルペジオな

ど華麗な技巧を披露する。

第２楽章　アダージョ・ディ・モルト　変ロ長調。

前の楽章とは対照的な深い祈りの音楽に変わる。

ヴァイオリン・ソロは複雑なリズムを重音で奏し

なければならない個所があり、ここも難しい。

第３楽章　アレグロ・マ・ノン・タント　ニ長調。

ティンパニとヴィオラが特徴あるリズムを刻んで

始まる（相互の微妙なズレに注意）４分の３拍子

の終曲。全体は変則的なロンドで、２つの対照的

な主題がこのリズムを基調に展開・対峙される。

ソロはかなり華やかに動き回り、重音もさかんに

使用されるので、相当な技巧派でないと完璧に演

奏するのは難しい。

〔楽器編成　ヴァイオリン独奏、フルート２、オー

ボエ２、クラリネット２、ファゴット２、ホルン

４、トランペット２、トロンボーン３、ティンパニ、

弦楽器五部〕

エルガー
交響曲 第２番 変ホ長調 作品63

　エドアード・エルガー（1857 〜 1934）は、ブルッ

クナーやフランクなどと並んで、大器晩成型の作

曲家だった。彼が交響曲第１番変イ長調を完成さ

せたのは51歳の時、続く第２番変ホ長調はさらに

３年後の作である。ちなみにブラームスの交響曲

第１番の完成は42歳時、ブルックナーのそれは42

歳前後、フランクは66歳でようやく唯一の交響曲

ニ短調を完成させている。

　エルガーの交響曲第２番の楽譜には、1910年５

月に亡くなった「エドワード７世国王陛下の追悼

に」捧げられる旨の献辞がある。作曲の動機と、

イギリス国王エドワード７世（1841 〜 1910）の死

去とは直接は関係ない。ただ国王とエルガーは個

人的に親交があったのは事実で、そのためこの曲

にはそれまでの英国の繁栄と栄光への挽歌の意味

がこめられている、と解説されることが多い。

　もうひとつ大切なのは、この交響曲のスコア（総

譜。現在はノヴェロ版のほか、オイレンブルク中

型版が入手可能）には、ロマン派の詩人シェリー

（1792 〜 1822）の詩の一節が掲げてあることだろ

う。それは「稀にしか、稀にしか来ない、喜びの

聖霊よ」という意味で始まる。ただこの詩の引用

エルガー
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をめぐっては様々な説があるので、ここでは深入

りしない。オイレンブルク版には原詩がそのまま

採録してある。

　創作は1910年から1911年２月28日まで。初演は

1911年５月24日ロンドンで、作曲者指揮、クウィー

ンズホール管弦楽団によって行われている。

　なおエルガーはこの第２番の後、交響曲第３番

ハ短調作品88の創作を試みたが、創作途中で死去

している。ところが1997年になって、アンソニー・

ペインが補筆再構成した「完成版」が出現、楽譜

も出版され、日本でもこれまで繰り返し演奏され

ている。一般にエルガーの交響曲は「２曲」とされ、

エルガー＆ペインによる『第３番』は番外扱いさ

れている。ただこの『第３番』はかなり聴きごた

えがあるので、エルガー・ファンは知っていて損

はない。たとえ第４楽章がペインの創作による「エ

ルガー風楽章」であるにしても。

第１楽章　アレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・ノビ

ルメンテ　変ホ長調。エルガー愛用の「ノビルメ

ンテ」（ノーブルに）の指定をもっており、冒頭か

ら活力ある第１主題が現れる。この主題の３〜４

小節目、降りてきて再び上がる動機は、以後、全

曲の随所に顔を出し、第４楽章最後ではクライマッ

クスを形成する。第１楽章にはこの動機を含めて、

少なくも３つ以上の主題が混在。ソナタ形式なが

ら、後期ロマン派の曲によくある展開部と再現部

の区切りを不明瞭にしている。響きも、明るく明

快な部分と、トランペットの鋭い叫び、ティンパ

ニや大太鼓の鈍い音による不気味な雰囲気とが同

居している。

第２楽章　ラルゲット　ハ短調。葬送音楽または

エレジーのような雰囲気の楽章。イギリス系の音

楽解説書はどれも、この楽章を絶賛している。ヴィ

オラ、オーボエなど中声部の音域の響きの溶け合

いが美しい。終結近くに大きなクライマックスが

ある。なおこの楽章にも前記のモットー的な動機

が出現する。

第３楽章　ロンド。プレスト。楽譜は８分の３拍

子で書かれ、「ロンド」とあるものの事実上のス

ケルツォ楽章。前の楽章とは全く対照的な明るい

主題が提示され、以後何度も戻ってくる。弦楽器

とイングリッシュホルンのユニゾンによるエネル

ギッシュなエピソードも印象的。中間部付近から

は、ティンパニほかの打楽器群が連打される箇所

があり、それが終わってから、第１楽章冒頭動機

などが再帰してクライマックスを築く。

第４楽章　モデラート・エ・マエストーソ　変ホ

長調。ソナタ形式の終曲。全曲の核心部分で、特

に再現部の後半、第２主題が変ホ長調で再帰して

からの箇所では、第１楽章冒頭動機と第１主題、

この第４楽章の第１主題などが出揃って一大クラ

イマックスを形作る。

　楽章全体の雰囲気は、エルガーが尊敬していた

ブラームスの交響曲第３番の終楽章にかなり似て

いる（ホルン、バスクラリネット、ファゴット、チェ

ロによる冒頭主題の提示や、その少し先のヴァイ

オリン、ヴィオラとチェロによるシンコペーショ

ンの動機、ppによる終結など）。「ノビルメンテ」

の指定のある第２主題（変ロ長調）から後は複雑

な対位法と、分厚いオーケストレーションによる

豊かな響きとゴツゴツした音型やヴァイオリンの

高声（これらもブラームス的）の音楽となっていく。

そしてクライマックスの後、最後はppで全体を閉

じる。

〔楽器編成　フルート３（３はピッコロ持ち替え）、

オーボエ２、イングリッシュホルン、Esクラリネッ

ト、クラリネット２、バスクラリネット、ファゴッ

ト２、コントラファゴット、ホルン４、トランペッ

ト３、トロンボーン３、チューバ、ティンパニ、

打楽器（大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン）、

ハープ２、弦楽器五部〕
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事務局　〒370-0841　群馬県高崎市栄町9-1
Tel 027-322-4316（平日10：00〜18：00）　Fax 027-322-4943

Ｅメール office@gunkyo.com
ホームページ http://www.gunkyo.com/

第 557 回定期演奏会
2020 年４月 18 日〔土〕／高崎芸術劇場 大劇場／ 18：45 開演

〈指揮〉大植英次
〈チェロ〉ミハル・カニュカ＊

■ハイドン／ チェロ協奏曲 第２番 ニ長調 Hob.VIIb :2 ＊ 
■ラフマニノフ／ 交響曲 第２番 ホ短調 作品 27

次回
定期演奏会

2020-2021年度 新規定期会員募集中

定期
会員の
特典

お得な料金
20％以上お得。

（1回券と年間を比較）

ご案内
他の群響自主公演を
ご案内いたします。

マイシート
期間を通して同じ座席
でお聴きいただけます。

チケット割引
定期会員の方への特典
として１回券の追加購
入を10％割引。

お名前掲載
プログラム等にお名前
を掲載させていただき
ます。

チケット振替
同じプログラムの主催
公演にチケットを振替
できます。（要予約）

ゲネプロ見学
会員の方を対象とした
定期演奏会のゲネプロ
の見学会を行います。
定員制：対象の回にか
ぎる

チケット寄付
ご来場できない場合、
ご寄付の連絡で他の主
催公演へご招待いたし
ます。

・特別料金制度、U-18割引の取扱いは群響事務局のみ
となります。（群響ホームページ、他のプレイガイドでは
取扱いはありません）
※両制度とも定期演奏会・東毛定期演奏会のみ適用と
なります。
詳細は群響事務局へお問い合わせください。

・車椅子のお客様は群響事務局へお問い合わせください。

■定期会員制度料金

料
金
表

席／券・会員 １回
年間会員

シーズン会員
前期会員 中期会員 後期会員

金額 金額 金額 金額
SS席

（指定）
一般 6,500 47,000 20,800 15,600 15,600特別

S席
（指定）

一般 5,500 42,000 17,600 13,200 13,200
特別 5,000 38,000 16,000 12,000 12,000

A席
（指定）

一般 5,000 38,000 16,000 12,000 12,000
特別 4,500 34,000 14,400 10,800 10,800
U-18 2,500

B席
（指定）

一般 4,000 32,000 13,600 10,200 10,200
特別 3,500 28,000 11,900 9,000 9,000
U-18 2,000

C席
（指定）

一般 3,000 24,000 10,000 7,700 7,700
特別 2,500 20,000 8,500 6,400 6,400
U-18 1,500

賛助会員募集中

種類 口数 金額 条件
法人会員（Ａ） 1口 金10万円 1口以上
法人会員（Ｂ） 1口 金５万円 1口以上

種類 口数 金額 条件
個人会員（A） 1口 金２万円 1口以上
個人会員（B） 1口 金１万円 1口以上

群響の活動を資金面で支援していただく、法人または個人の会員制度です。

次の❶・❷のいずれかの特典を選択できます。（複数口の会費を納入いただき、特典を按分していただくことも可能です。）

❶税法上の優遇措置

特典
❷演奏会の鑑賞 入場回数券を発行いたします。

区分
（令和2年度）

法人会員（A）法人会員（B）

40枚 18枚
入場回数券 （1口につき）
（令和2年度）

個人会員（A）個人会員（B）

8枚 3枚

会費
（年会費）

群馬交響楽団は公益法人
の認定を受けており、特
定公益増進法人にもなっ
ておりますので、会費は
寄付金として税法上の優
遇措置が受けられます。

・群響が指定する演奏会の席に余裕があ
　る場合に、入場回数券１枚につきお一
　人様が鑑賞いただけます。

❸１回券の追加購
入を10％割引（回
数券使用コンサー
トに適用）


