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アラン・ギルバート指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 
2014年冬 アジア・ツアー 

期間：2月6日（木）～19日（火） 
 

東京（日本）・ソウル（韓国）を再訪  
大阪・名古屋・横浜（日本）でも公演  

ギルバート指揮ニューヨーク・フィルハーモニック、台北（台湾）デビュー 
 

＜ハイライト＞ 

  

アラン・ギルバートによる日本語ナレーション付 

ブリテン：青少年のための管弦楽入門（東京）  

 

マリー&ジェームス・G.ウォラック記念アーティスト・イン・レジデンス 

イェフィム・ブロンフマンとの共演 

マグヌス・リンドベルイ：ピアノ協奏曲第2番  

（ニューヨーク・フィルハーモニック委嘱作品） 

 

マリー=ジョゼ・クラヴィス記念コンポーザー・イン・レジデンス 

クリストファー・ラウス作曲：《狂喜》 

 

リサ・バティアシュヴィリとの共演 

ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番  

 

ピアニスト小曽根真＆ダ・ソル・キムと共演 

 

『ベリー・ヤング・コンポーザーズ』プログラム（ソウル／東京） 

 

(次ページへ) 
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＊＊＊ 

 

ニューヨーク・フィルハーモニック グローバル・スポンサー：クレディ・スイス 

◆◆◆ 

 

【ニューヨーク】 

2014年2月6日（木）から19日（火）まで、音楽監督アラン・ギルバートがニューヨーク

・フィルハーモニック（以下、NYフィル）の2014年冬のアジア・ツアーを率います。2

週間にわたるツアーはNYフィルがギルバートの指揮のもと行う7度目の海外ツアーに当

り、3か国――韓国（ソウル）、日本（名古屋・大阪・東京・横浜）、台湾（台北）―

―にて計10公演が予定されています。ソリストとして同ツアーに参加するのは、イェフ

ィム・ブロンフマン（ピアノ／NYフィル：マリー&ジェームス・G.ウォラック記念アー

ティスト・イン・レジデンス／東京・台北公演）、リサ・バティアシュヴィリ（ヴァイ

オリン／東京・台北公演）、ダ・ソル・キム（ピアノ／ソウル公演）、小曽根真（ピア

ノ／ソウル・大阪・東京・横浜公演）です。 

なおツアーでは、クリストファー・ラウス（NYフィル：マリー=ジョゼ・クラヴィス記

念コンポーザー・イン・レジデンス）のオーケストラ作品《狂喜》が5回、かつてコン

ポーザー・イン・レジデンスを務めたマグヌス・リンドベルイのピアノ協奏曲第2番が2

回、取り上げられます。後者はNYフィルが委嘱ならびに世界初演（共演：ブロンフマン

）に携わった作品です。 

 

◆◆◆ 

 

今回のツアーは、NYフィルにとってギルバートとの2度目のアジア・ツアー。2009年秋

に新音楽監督ギルバートが楽団との初のアジア・ツアーを行ってから、実に5年ぶりと

なります。楽団にとっては、クレディ・スイスの支援のもと行う7度目のツアー、また3

度目のアジア・ツアーとなります。楽団のグローバル・スポンサーであるクレディ・ス

イスに加えて、2月12日（水）のサントリーホール公演（東京）では三井物産株式会社

にご協賛いただきます。2014年冬／アジア・ツアーの全公演スケジュールにつきまして

は、本プレス・リリースの最終ページをご覧ください。 

 

アラン・ギルバート（NYフィル 音楽監督）： 

 

「私がNYフィルと過ごした一年目のシーズンの中でも、2009年10月のアジア訪問の折に

日本・韓国で行った公演は、最も鮮明で喜ばしい思い出の一つです。再び両国を訪れ、

また楽団と共に初めて台北で演奏できることを、心より楽しみにしております。今回の

ツアーは、私どもの最高のパートナーたちの力によりいっそう充実したものとなるでし

ょう――楽団の「コンポーザー・イン・レジデンス」クリストファー・ラウスの作品を

演奏し、かつて「コンポーザー・イン・レジデンス」を務めたマグヌス・リンドベルイ

の作品も紹介いたします。また「アーティスト・イン・レジデンス」のイェフィム・ブ

ロンフマン、私たちNYフィルが常に共演を心待ちにしている素晴らしい、かつ自然体の 

(次ページへ) 
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音楽家リサ・バティアシュヴィリも、ツアーに同行してくれます。彼らと手を結び、韓

国、日本、台湾のインスピレーションに富んだ聴衆の皆さまに、今日のNYフィルの姿を

ありのままに披露したいと思っております。」 

 

マシュー・ ヴァンベシェン（NYフィル エグゼクティブ・ディレクター）： 

 

「NYフィルの2014年冬のアジア・ツアーの活動を通して、オーケストラというものがい

かに価値ある財産であるかが示されることでしょう。アラン・ギルバートと楽団の実に

多様なレパートリー（バースタイン、ショスタコーヴィチ、チャイコフスキーの傑作、

クリストファー・ラウスとマグヌス・リンドベルイによる現代作品、そしてジャズの影

響を受けたガーシュウィンの作品）を披露するとともに、私どもは今回のツアーにて、

教育プロジェクトも展開いたします。なかでも、ソウルと東京で行われる『ベリー・ヤ

ング・コンポーザーズ』プログラム、そしてニューヨークの若者たちが福島の若者たち

にインスパイアされて創作した音楽作品の発表にご注目いただけましたら幸いです。 

 

ゲイリー・W.パー（NYフィル 理事）： 

 

「1961年にレオナード・バーンスタインが日本でNYフィルを指揮して以来、楽団にとっ

てアジアは重要な演奏地の一つとなりました。そして過去半世紀のあいだに、その関係

は発展し深化しております。楽団は現在、かつてをしのぐほどの名演を繰り広げており

ますが、それを実現させているのは団員たちとアラン・ギルバートの良好な関係でしょ

う。2007年よりグローバル・スポンサーとして私どもを支えてくださっているクレディ

・スイス、そして日本公演に寛大なご支援をお寄せくださる三井物産株式会社に、この

場をお借りして心より御礼を申し上げます。両社のご支援により、NYフィルはアジアの

聴衆と音楽を共有することができるのです。」 

 

パメラ・トーマス＝グラハム（クレディ・スイス 

人材・ブランディング・広報部長／同社役員）： 

 

「私どもクレディ・スイスは、7年にわたるグローバル・スポンサーとして、NYフィル

と同団の2014年冬のアジア・ツアーを支援することを誇りに感じております。2009年の

NYフィルのアジア・ツアー“Asian 

Horizons”に熱意に満ちた好反応が寄せられたのは記憶に新しいところですが、今回の

ツアーにおいて楽団が、クレディ・スイスにとって非常に重要な地域を訪れることは、

またしても大きな喜びです。NYフィルの音楽家たちが、音楽監督アラン・ギルバートと

ともに提供してくれるに違いないあらゆる機会を、顧客の皆さま、そして従業員が享受

することを期待しております。」 

 

2014年冬のアジア・ツアーはソウル（韓国）の芸術の殿堂（2公演／2月6日・7日）で

幕開けいたします。NYフィルにとっては11度目の韓国訪問、2009年に新音楽監督アラン

・ギルバートとともに行ったアジア・ツアー“Asian  

(次ページへ) 
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Horizons”以来となります。ソウルを経て、楽団は日本へと向かいます。NYフィルはこ

れまで14回、同国を訪問。今回は2月9日（日）に愛知県芸術劇場（名古屋）、2月10日

（月）にザ・シンフォニーホール（大阪）、2月11日（火）・12日（水）・13日（木）

にサントリーホール（東京／3公演）、2月15日（土）に横浜みなとみらいホールで公

演が予定されています。ギルバート指揮NYフィルにとっては、サントリーホールでは20

09年以来の2度目の公演となります。2014年冬のアジア・ツアーの最終地は、台北（台

湾）。音楽監督アラン・ギルバートとNYフィルのコンビにとっては初めての公演地であ

り、楽団にとっては7度目の同地訪問となります（2月18日・19日／国立中正文化中心

）。 

 

演奏曲目 

 

2014年冬のアジア・ツアーのレパートリーには、アメリカ出身の作曲家、楽団の現・旧

コンポーザー・イン・レジデンス、そして今年生誕100年を迎えたブリテンの作品、そ

して名曲が織り交ぜられています。 

 

今回のツアーは、ソウルで演奏されるベートーヴェンの「フィデリオ」序曲で幕開けい

たします。同曲は東京では、ベートーヴェンの交響曲第1番とともに取り上げられます

。ソウルではさらに、ソリストにダ・ソル・キムを迎え、ベートーヴェン：ピアノ協奏

曲第3番が演奏されたのち、チャイコフスキーの交響曲第5番が続きます。チャイコフス

キーの同曲は名古屋、大阪、東京、横浜、台北でも取り上げられます。  

 

東京・台北では、リサ・バティアシュヴィリをソリストに迎え、ショスタコーヴィチの

ヴァイオリン協奏曲第1番、そしてイェフィム・ブロンフマン（マリー&ジェームス・G.

ウォラック記念アーティスト・イン・レジデンス）をソリストに迎え、マグヌス・リン

ドベルイのピアノ協奏曲第2番が演奏されます。後者はNYフィルの委嘱により、楽団の

本拠リンカーン・センターのエイヴリー・フィッシャー・ホールにて2012年10月に世界

初演され、同年カリフォルニア・ツアーにて再演されました。バティアシュヴィリとブ

ロンフマンは、アジア・ツアー直前の2014年1月にもニューヨークにてNYフィルと共演

します。 

 

2014年冬のアジア・ツアーは、アメリカ出身の作曲家の作品をご紹介する機会ともなり

ます。ラウス（マリー=ジョゼ・クラヴィス記念コンポーザー・イン・レジデンス）の

《狂喜》は2014年1月にニューヨークで演奏されたのち、ソウル・名古屋・東京・横浜

・台北で披露されます。ガーシュウィンの《パリのアメリカ人》はソウル、東京、台

北にて、NYフィルの桂冠指揮者バーンスタインの《シンフォニック・ダンス》（『ウ

エストサイド物語』より）はソウル、名古屋、東京、東京、台北にて演奏されます。

ガーシュウィンの《ラプソディ・イン・ブルー》はピアニスト小曽根真との共演でソ

ウル、大阪、東京、横浜にて演奏されます。 

 

(次ページへ) 
 



 

 

ASIA / WINTER 2014 / 5 

 

NYフィルはサントリーホール（東京）にて、特別ファミリー・コンサートもおおくりし

ます。公演冒頭では楽団のアシスタント・コンダクター、ジョシュア・ 

ワイラースタインの指揮でベンジャミン・ブリテンの《青少年のための管弦楽入門》を

取り上げます。鈴木学氏（東京都交響楽団 

首席ヴィオラ奏者）のナビゲート、楽団のヴァイオリン奏者で日本人の建部洋子を母に

もつアラン・ギルバートによる日本語ナレーション付きの上演となります。鈴木氏は、

2009年のアジア・ツアー“Asian 

Horizons”の折には、サントリーホールにてNYフィルの「ヤング・ピープルズ・コンサ

ート」の司会を務めました。《青少年のための管弦楽入門》は、1946年に教育映画 

「オーケストラの楽器 Instruments of the 

Orchestra」（BBC）のために作曲された作品です。この試みは、NYフィルが11月に行う

ブリテンの生誕100年記念プロジェクト（《春の交響曲》《テノール、ホルン、弦楽の

ためのセレナード》を演奏）の一環として行われます。 

 

アジアにおける教育プロジェクト／2014年冬のアジア・ツアー 

 

2014年冬のアジア・ツアーでは、ソウルと東京の『ベリー・ヤング・コンポーザーズ』

プログラムに参加する若者たちの作品が、NYフィルによって紹介されます。これは、音

楽教育を受けた、あるいは受けたことのない若者たちが作曲と記譜に挑戦し、その作品

がNYフィルのメンバーによって演奏される、というプロジェクトです。ニューヨーク市

でスタートしたこの企画は世界中に広がっており、しばしばNYフィルのツアーとあわせ

て行われています。 

 

10歳から12歳までの学生を対象とする韓国の『ベリー・ヤング・コンポーザーズ』では

、彼らの作品が、ソウルで開かれる無料コンサートにて、NYフィルのメンバーらによっ

て演奏される予定です。詳細は、後日お知らせいたします。NYフィルは韓国の『ベリー

・ヤング・コンポーザーズ』を、芸術教育を専門とする政府機関、韓国芸術文化教育振

興院（KACES）との共同で立ち上げました。この『ベリー・ヤング・コンポーザーズ』

では、対面とオンラインによるトレーニング・セッションが10月に開始されています。

NYフィルのティーチング・アーティストたちから訓練を受けたKACESのティーチング・

アーティストたちが、プロジェクトを支援するという仕組みです。 

 

2月11日（火）にサントリーホール（東京）で予定されているファミリー・コンサート

は、公益財団法人ソニー音楽財団の主催で行われます。3人のニューヨーク在住の学生

（11歳～13歳）が『ベリー・ヤング・コンポーザーズ』プログラムを通して作曲する作

品も演奏されます。この3作品は、福島大学の嶋津武仁教授のもとで学んだ10歳～14歳

の若い作曲家たちによって書かれた作品をもとに創作されます。ニューヨークと福島の

若者たちの音楽・文化交流が行われています。 

 

 

(次ページへ) 
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演奏者紹介 

 

アラン・ギルバート 

2009年9月にNYフィルの音楽監督に就任。生粋のニューヨーカーが同ポストに選出され

たのは史上初。楽団とはマリー=ジョゼ・クラヴィス記念コンポーザー・イン・レジデ

ンス、マリー&ジェームス・G.ウォラック記念アーティスト・イン・レジデンスを創設

し、さらに現代音楽シリーズ「CONTACT！」を成功させている。2014年春には新プロジ

ェクト「NY PHIL 

BIENNIAL」を開始予定。地元紙ニューヨーク・タイムズからは「重要な遺産を打ち立て

つつあり、またアメリカのオーケストラが目指しうる“ひな形”の変化を促している」

と称えられた。 

「NY PHIL 

BIENNIAL」の導入に加え、2013/14年シーズンには、モーツァルト晩年の3作の交響曲、

マーク＝アンソニー・タネジの《Frieze》のアメリカ初演、ベートーヴェンの交響曲第

9番「合唱付き」、4作品の世界初演、ブリテンの生誕100年を祝うオール・ブリテン・

プログラム公演、映画『2001年宇宙の旅』の映像とのコラボレーション公演、ソンドハ

イム作曲のミュージカル《スウィーニー・トッド》（演奏会形式／出演：ブリン・ター

フェル、エマ・トンプソン）等を指揮。現在進行中の「ニールセン・プロジェクト」は

数年をかけて同作曲家の交響曲・協奏曲を演奏・録音するもので、最初の録音は、米紙

ニューヨーク・タイムズで2012年の年間最優秀クラシック音楽レコーディングに輝いた

。2014年冬には楽団のアジア・ツアーを率いる。 

昨シーズンのハイライトとしては、J.S.バッハの《ロ短調ミサ曲》やアイヴスの交響曲

第4番の演奏、2013年春のヨーロッパ・ツアーなどが挙げられる。同シーズンの閉幕時

に上演された《A Dancer’s Dream》は演劇カンパニー「Giants Are 

Small」がストラヴィンスキーの《妖精の接吻》と《ペトルーシュカ》を元に再構成し

たあらたな舞台作品で、ニューヨーク・シティ・バレエのプリンシパル・ダンサー、サ

ラ・マーンズがこれに出演した。 

ジュリアード音楽院にて、指揮とオーケストラ科の主任を務め、音楽科のウィリアム・

シューマン・チェアーのポストを任されている。現在、ロイヤル・ストックホルム・フ

ィルハーモニー管弦楽団の桂冠指揮者、ハンブルク北ドイツ放送交響楽団の首席客演指

揮者を兼任。世界屈指のオーケストラより定期的に招かれている。2008年にはジョン・

アダムスの《ドクター・アトミック》を指揮してメトロポリタン・オペラにデビュー。

DVDとしてリリースされた同公演はグラミー賞に輝いた。ルネ・フレミングの録音『ポ

エム』（DECCA）にも指揮者として参加し、2013年にグラミー賞を受賞。このほか、数

々の録音がシカゴ・トリビューン紙やグラモフォン誌で高評価を得ている。 

2010年5月にカーティス音楽院より名誉音楽博士号を、2011年11月には「アメリカの作

曲家の作品と現代作品の演奏への優れた貢献」を称えられコロンビア大学よりディット

ソン指揮賞を授与されている。 

 

 

(次ページへ) 
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ジョシュア・ ワイラースタイン 

ニューイングランド音楽院にて指揮とヴァイオリンを学び、同院を卒業直後の2011年5

月にNYフィルのアシスタント指揮者に任命された（現在、同ポストの定員は2名）。200

9年、若手指揮者のためのニコライ・マルコ国際指揮者コンクール（コペンハーゲン）

で満場一致の優勝を果たしたのち、2009年6月にエーテボリ交響楽団を指揮し、指揮者

としてのキャリアをスタートさせた。以来、ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモ

ニー管弦楽団、デンマーク国立交響楽団、ノールショッピング交響楽団、マルメ交響楽

団、ロサンゼルス・フィルハーモニック等を指揮。ヴァイオリン・ソリストとしてボス

トン・ニュー・ミュージック・イニシアティヴと、客演奏者としてファー・クライ室内

管弦楽団と共演。2011/12年のシーズンには、トロント交響楽団、フランクフルト放送

交響楽団、オスロ・フィルハーモニック、ドイツ放送フィルハーモニック、フィンラン

ド放送交響楽団、ノーザン・シンフォニア、スウェーデン室内管弦楽団にデビュー。翌

シーズンのハイライトとしては、ロサンゼルス・フィルハーモニック、トロント交響楽

団、ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団との再共演、BBC交響楽団

、ウィニペグ交響楽団、バンクーバー交響楽団、BBCスコティッシュ交響楽団、フロリ

ダ管弦楽団への客演が挙げられる。 

アスペン音楽祭でデイヴィッド・ジンマンに師事。同音楽祭でロバート・J.ハース指揮

者賞ならびにアスペン指揮賞を受賞。2011年5月に、ニューイングランド音楽院のヒュ

ー・ウルフのもとで指揮、ルーシー・チャップマンのもとでヴァイオリンの修士号をそ

れぞれ取得している。 

2007年にシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラ（現：ベネズエ

ラ・シモン・ボリバル交響楽団）にヴァイオリン・ソロ奏者として招かれ、2007年音楽

監督グスターボ・ドゥダメルのもと、同楽団のアメリカ・ツアーに外国人（非ベネズエ

ラ人）として初めて第一ヴァイオリン・セクションのメンバーとして参加。2010年1月

には同楽団に客演指揮者としてデビューを果たしている。現在、ニューヨーク在住。子

供向けの学校コンサートやコミュニティ・コンサートを行うために若手演奏家によって

結成された室内オーケストラ「ディスカヴァリー・アンサンブル」（ボストン）のコン

サートマスターを務めている。  

 

イェフィム・ブロンフマン 

2013/14年シーズンのNYフィル・マリー&ジェームス・G.ウォラック記念アーティスト・

イン・レジデンス。チャイコフスキーからリンドベルイまで多様な作曲家の協奏曲をレ

パートリーとしている。室内楽ではエサ＝ペッカ・サロネン、マーク＝アンドレ・ダル

バヴィ、マーク・ナイクルグ、シューベルト、バルトーク等の作品を積極的に取り上げ

ている。2014年冬のNYフィルのアジア・ツアーでは、リンドベルイのピアノ協奏曲第2

番を演奏。NYフィルの今シーズンの終わりには、ベートーヴェンの全5曲のピアノ協奏

曲を網羅する「A Philharmonic Festival」シリーズに登場予定。 

これまで、ピンカス・ズーカーマンとのデュオで北米ツアー（オタワ、シカゴ、ロサン

ゼルス、サンディエゴ、バークレー、バンクーバー）を行う。またズービン・メータ指

揮ベルリン・フィルハーモニックとバーデン=バーデンでベートーヴェンを共演。この

ほかロサンゼルス・フィルハーモニック、サンフランシスコ交響楽団、フィラデルフィ 

(次ページへ) 
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ア管弦楽団、ボストン交響楽団、パリ管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽

団、ベルリン・フィルハーモニック等に招かれている。ロイヤル・コンセルトヘボウ管

弦楽団とは同団の創設125周年記念世界ツアーのソリストとして共演。 

2009年にエサ＝ペッカ・サロネンのピアノ協奏曲を作曲者の指揮で録音（ドイツ・グラ

モフォン）し、グラミー賞にノミネート（同曲はNYフィルが共同委嘱し、2007年にブロ

ンフマンと初演している）。このほか、1997年にサロネン指揮ロサンゼルス・フィルハ

ーモニックとの共演による『バルトーク：ピアノ協奏曲集』でグラミー賞を受賞。2011

年にルツェルン・フェスティバルでアンドリス・ネルソンス指揮ロイヤル・コンセルト

ヘボウ管弦楽団と共演したベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番はDVDとしてリリースさ

れている。最近では、ブロンフマンのために委嘱されアラン・ギルバート指揮NYフィル

と共演した『リンドベルイ：ピアノ協奏曲第2番』（Dacapo）が好評を得ている。 

1958年、旧ソ連のタシュケント生まれ。1973年に家族と共にイスラエルへ移住し、同地

でテル・アヴィヴ大学のルービン音楽院学長アリエ・ヴァルディに師事。その後に渡米

し、ジュリアード音楽院、マールボロ音楽祭、カーティス音楽院で学び、ルドルフ・フ

ィルクスニー、レオン・フライシャー、ルドルフ・ゼルキンに師事した。1989年7月に

アメリカ国籍を取得。 

 
リサ・バティアシュヴィリ 

2013/14年シーズンには、NYフィルのアジア・ツアーへの参加はもとより、ロッテルダ

ム・フィルハーモニー管弦楽団とのヨーロッパ・ツアー（指揮：ヤニック・ネゼ＝セガ

ン）に出演。ネゼ＝セガン指揮フィラデルフィア管弦楽団、デイヴィッド・ジンマン指

揮バイエルン放送交響楽団、マリス・ヤンソンス指揮ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦

楽団、ウラディーミル・ユロフスキ指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、エサ＝

ペッカ・サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団と共演。 

パリ、ブリュッセル、ハンブルグでピアノ奏者ポール・ルイスとの共演によるリサイタ

ル・シリーズや、オーボエ奏者フランソワ・ルルーとのバッハ・プロジェクトを継続中

。昨シーズンにはシュターツカペレ・ドレスデンのカペル・ヴィルトゥオーゾを任され

、同団の首席指揮者クリスティアン・ティーレマンの指揮による北米ツアーをはじめ多

様な公演に出演した。このほか、ケルンWDR交響楽団のアーティスト・イン・レジデン

ス、ダニエル・バレンボイム指揮シュターツカペレ・ベルリンの野外公演（38,000人の

聴衆が集まった）のソリストとしても活躍 。 

ドイツ・グラモフォンとの専属契約を結んでおり、2013年1月にはクリスティアン・テ

ィーレマン指揮シュターツカペレ・ドレスデンとの共演で、『ブラームス：ヴァイオリ

ン協奏曲』をリリース。2011年、ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番を収

録した『時の谺（こだま）～ECHOES OF 

TIME～』（共演：エサ＝ペッカ・サロネン指揮バイエルン放送交響楽団）でエコー・ク

ラシック賞を受賞。 

アナ・チュマチェンコ、マルク・リュボツキーにヴァイオリンを師事。弱冠16歳でシベ

リウス国際コンクールにおいて2位に入賞し国際的な注目を浴びる。これまでベートー

ヴェン＝リング賞、音楽見本市MIDEMのクラシック賞、年間最優秀「ショック」賞、シ 

(次ページへ) 
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ュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭レオナード・バーンスタイン賞等を受賞。 

2005年、ショーソンの《詩曲》でNYフィルにデビュー（指揮：ロリン・マゼール）。最

近では2013年6月にアラン・ギルバートの指揮でプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲

第1番を演奏している。 

 

小曽根真 

ピアニスト。幼少時に独学でオルガンを学ぶ。6歳でテレビに初出演し、その後に大阪

毎日放送にレギュラー出演を開始。12歳の時にオスカー・ピーターソンの演奏を聴き、

ジャズ・ピアノを始めることを決意する。1980年に渡米。1983年、ボストンのバークリ

ー音楽大学ジャズ作・編曲科を首席で卒業。同年、カーネギーホールでソロ・ピアノ・

リサイタルを開き、米CBSと日本人初のレコード専属契約を締結、アルバム「OZONE」で

全世界デビューを果たす。同時にゲイリー・バートンのグループに参加、ワールド・ツ

アーを開始。これまで、チック・コリア、ブランフォード・マルサリスら数多くのジャ

ズ・プレイヤーたちと共演。2004年、日本のスター・プレイヤーから成るビッグバンド

「No Name Horses」を結成。 

近年ではクラシックにも本格的に取り組み、シャルル・デュトワ、トマス・ツェートマ

イヤー、ジョゼフ・スヴェンセン、アレクサンダー・ラヴィノヴィッチ、アリ・ヴァン

・ベーク、フランソワ=グザヴィエ・ロト、尾高忠明、大植英次、井上道義らの指揮の

もと、北ドイツ放送交響楽団、パリ室内管弦楽団、オーヴェルニュ室内管弦楽団、シン

フォニア･ヴァルソヴィア、NHK交響楽、新日本フィルハーモニー管弦楽団などと共演。

ガーシュウィン、バーンスタイン、モーツァルト、ベートーヴェン、ショスタコーヴィ

チ、ラフマニノフの協奏曲でソリストを務めている。 

2003年、井上ひさし氏からの依頼で自作のピアノ協奏曲「もがみ」を弾き振りした。20

06年に「ショパンとそのヨーロッパ」音楽祭に出演。2008年に北ドイツ放送交響楽団と

ともにシュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭に出演。2010年、ショパンの生誕200年

を記念したアルバム『ロード・トゥ・ショパン』を発表。2012年、クリスティアン・マ

クブライドとジェフ・“テイン”・ワッツと共にジャズ・トリオを組み、日本ツアーを

成功させる。2013年、自身の世界デビュー30周年を記念し、ゲイリー・バートンと日本

ツアーを行う。 

録音は、グラミー賞にノミネートされた2003年の『Virtuosi』（共演：ゲイリー・バー

トン）、東日本大震災の被災地支援を目的としたチャリティCD『Live＆Let Live-Love 

For Japan』（2011）、バートンとのデュオ・アルバム『Time 

Thread』（2013）等、多数。FM番組のパーソナリティーを務めるほか、TV番組のサウン

ドトラックや舞台、映画音楽を手がけるなど多彩な才能で活躍の場を広げている。国立

音楽大学（演奏学科ジャズ専修）教授。今回のツアーでNYフィル・デビューを果たす。 

 

ダ・ソル・キム 

ピアニスト。今回のツアーでNYフィルにデビューする。これまでエリーザベト王妃、ゲ

ザ・アンダ、ミュンヘン等の国際音楽コンクールに入賞。韓国国内のオーケストラや室

内アンサンブルはもとより、ベルリン室内管弦楽団、ライプツィヒMDR交響楽団、チュ

ーリッヒ・トーンハレ管弦楽団、ベルリン放送交響楽団、ミュンヘン室内管弦楽団、南 

(次ページへ) 
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西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団と共演。2011年夏にラ・ロック・ダンテロン国際

ピアノ音楽祭でリサイタルを開催。コンスタンツ湖の国際鍵盤音楽祭にも出演。2013年

には、韓国の錦湖（クムホ）アートホールのアーティスト・イン・レジデンスとして、

6公演をこなした。2013/14 

年シーズンには、リヨンのフレデリック・ショパン協会やベルリン・コンツェルトハウ

スでリサイタルを行い、ミヒャエル・ザンデルリングとベルリン・コンツェルトハウス

管弦楽団とともに、ヨーロッパの各都市を訪れた。 

1989年に韓国・釜山に生まれる。11歳でバルトークの《子供たちの舞踊》の録音を聴き

独学でピアノを始める。釜山芸術高校を卒業後、渡独。ゲラルド・ファウトゥ、カール

＝ハインツ・ケマーリングに師事。現在はハノーファーを拠点に、ハノーファー音楽大

学のアリエ・ヴァルディ教授のもとで更なる研鑽を積んでいる。 

 

ニューヨーク・フィルハーモニック 

1842年に創設されたアメリカ最古のシンフォニー・オーケストラ。世界的にも最古のオ

ーケストラのひとつで、2010年5月5日には15,000回目の記念すべき公演を行った。  

アメリカ音楽界を牽引するNYフィルは、現代音楽の演奏にも定評がある。過去１世紀の

間に世界的な名声を得、これまで63ヶ国、432都市で演奏。これには2009年10月に行わ

れたヴェトナムでの初公演や、2008年2月に行われた歴史的な北朝鮮・平壌公演も含ま

れる。楽団は後者により、同年にCommon Ground Award for Cultural 

Diplomacy（文化外交の共通基盤）賞を受賞。 

毎週のラジオ放送「The New York Philharmonic This 

Week」はインターネット(http://www..nyphil.org)やシリウス XM 

ラジオでも聴くことができる。1976年以降、アメリカの公共ネットワークPBSの「ライ

ブ・フロム・リンカーン・センター」に毎年出演。1917年以来、約2,000の録音を手掛

け、現在500以上の録音が販売されている。 

2004年にはアメリカのオーケストラとしては初めて、ライヴ録音をインターネットから

ダウンロードできる試みを開始。2009/10年には、アメリカの主要オーケストラとして

は初めて、コンサートのライヴ収録をiTunesのみにダウンロードできるDGコンサートシ

リーズに演奏している。自主プロデュースによるレコーディングも「アラン・ギルバー

トとニューヨーク・フィルハーモニック」として継続。 

教育プログラムにおいては、長年にわたって「ヤング・ピープルズ・コンサート」を継

続し、未就学児のための「ベリー・ヤング・ピープルズ・コンサート」や、学校のカリ

キュラムをサポートする「スクール・デー・コンサート」も展開。このほかニューヨー

クの音楽教育の質を高めることを目的とした「スクール・パートナーシップ・プログラ

ム」など多彩な教育プログラムを開発している。「ベリー・ヤング・コンポーザーズ・

プログラム」では、子供たちに作曲を通じた自己表現の場を提供。また教育者の国際交

流を促進する「ラーニング・オーヴァーチュアズ・プログラム」では、オンラインを活

用しながら世界中の家庭や教室を結ぶ試みを行っている。 

グスタフ・マーラーやアルトゥーロ・トスカニーニら20世紀の巨匠たちからバトンを受

け、2009年、アラン・ギルバートが音楽監督に就任。 

単独グローバル・スポンサーのクレディ・スイスより支援を受けている。 

(次ページへ) 
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クレディ・スイス 

クレディ・スイス（Credit Suisse 

AG）は、世界大手の金融サービス・プロバイダーの一つであり、クレディ・スイス

・グループ（クレディ・スイスと総称）に属します。総合銀行として、プライベー

ト・バンキング、インベストメント・バンキング（投資銀行）、アセット・マネジ

メント（資産管理）の分野において、その高度な専門的知識を顧客に提供。また世

界中の事業法人、機関投資家、個人富裕層、スイス国内個人顧客に対して、専門的

なアドバイスや包括的ソリューション、革新的商品を提供しています。チューリッ

ヒに本拠を置き、世界50カ国以上で業務を展開。従業員数は約46,300名。クレディ

・スイス・グループの株式（CSGN）はスイスで上場（SWX）しているほか、米国預

託証券（CS）としてニューヨークでも上場しています。 

公式ホームページ www.credit-suisse.com 

 

クレディ・スイスのスポンサー活動 

すばらしい永続的な関係は時を超えて発展する――そこに、クレディ・スイスが長

期的な視点でパートナーシップを育む理由があります。なかでもクラシック音楽は

、クレディ・スイスが展開する世界規模の文化支援活動の中心的テーマのひとつで

す。未来のより多様な文化を保証すべく、若い才能をはぐくむ教育プログラムのサ

ポートにとりわけ注力しています。現在、ロンドン・ナショナル・ギャラリー、ボ

リショイ劇場、シドニー交響楽団、ルツェルン・フェスティバル等の支援も行って

おります。 

 

三井物産株式会社 

三井物産株式会社(本社：東京／代表取締役社長：飯島彰己)は、多様かつ包括的な貿易

、投資、サービス事業を展開する世界大手の総合商社です。2013年10月現在、67か国／

地域に147の事務所を有しています。グローバルなネットワークと情報資源を駆使し、

商品の販売、大規模な国際インフラの開発、世界規模のロジスティクスやファイナンス

事業の展開のほか、鉄鋼製品、金属資源、インフラ、機械・輸送システム、化学品、エ

ネルギー、食糧・食品、コンシューマーサービス、イノヴェーション&コーポレート・

デベロプメント・ビジネスなどの諸分野にわたる様々なプロジェクトを、世界を舞台に

多岐にわたり手掛けています。三井物産は世界各地で、グローバル・ビジネスのイノヴ

ェーションをめざし、日々活発に挑戦を続けています。  

公式ホームページ： http://www.mitsui.com 

 

* * * 

クレディ・スイス： ニューヨーク・フィルハーモニック グローバル・スポンサー 

 

* * * 

三井物産株式会社： 2月12日 東京サントリーホール公演協賛スポンサー. 

 

(次ページへ) 
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* * * 

クリストファー・ラウス： 

マリー=ジョゼ・クラヴィス記念コンポーザー・イン・レジデンス 

 

* * * 

イェフィム・ブロンフマン： 

マリー&ジェームス・G.ウォラック記念アーティスト・イン・レジデンス 

 

* * * 

ニューヨーク・フィルハーモニックのゲスト・アーティストの出演は、ヘドウィグ・ヴ

ァン・アメリンゲン・ゲスト・アーティスツ基金を通じて実現しています。 

 

* * * 

Classical 105.9 FM WQXR： ニューヨーク・フィルハーモニック ラジオ局 

 

* * * 

プログラムの一部は、以下の公的基金からの援助を受けております。ニューヨーク市

文化政策課 

（協力：ニューヨーク市議会）／国立芸術基金（NEA）／ニューヨーク州芸術評議会（

協力：ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモ、ニューヨーク州議会） 

 

 

 

 

(次ページへ) 

 



 

 

ASIA / WINTER 2014 / 13 

 

2014年冬 アジア・ツアー 

アラン・ギルバート指揮ニューヨーク・フィルハーモニック 

コンサート・スケジュール 

 

      
日時 

会場・出演者 曲目 

2月6日 

（木） 

20時00分 

 

芸術の殿堂 

ソウル／韓国 

アラン・ギルバート, 指揮 

ダ・ソル・キム, ピアノ 

ベートーヴェン：「フィデリオ」序曲 

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番  

チャイコフスキー： 交響曲第5番  

2月7日 

（金） 

20時00分 

芸術の殿堂 

ソウル／韓国 

アラン・ギルバート, 指揮 

小曽根真, ピアノ 

クリストファー・ラウス：狂喜 

ガーシュウィン： ラプソディ・イン・ブルー 

バーンスタイン： 

『ウエストサイド物語』より「シンフォニック・ダンス」 

ガーシュウィン： パリのアメリカ人 

2月9日 

（日） 

14時00分 

愛知県芸術劇場 

名古屋／日本 

アラン・ギルバート, 指揮 

クリストファー・ラウス：狂喜 
バーンスタイン： 

『ウエストサイド物語』より「シンフォニック・ダンス」 

チャイコフスキー： 交響曲第5番 

2月10日 

（月） 

19時00分 

ザ・シンフォニーホール 

大阪／日本 

アラン・ギルバート, 指揮 

小曽根真, ピアノ 

ブリテン： 青少年のための管弦楽入門 

ガーシュウィン： ラプソディ・イン・ブルー 

チャイコフスキー： 交響曲第5番 

2月11日 

（火） 

18時00分 

サントリーホール 

東京／日本 

アラン・ギルバート, 

指揮＆語り 
ジョシュア・ ワイラースタイン, 指揮 

鈴木学, 司会 

小曽根真, ピアノ 

ブリテン： 青少年のための管弦楽入門 

『ベリー・ヤング・コンポーザーズ・プログラム』作品 

バーンスタイン： 

『ウエストサイド物語』より「シンフォニック・ダンス」 
ガーシュウィン： ラプソディ・イン・ブルー 

2月12日 

（水） 

19時00分 

サントリーホール 

東京／日本 

アラン・ギルバート, 指揮 
イエフィム・ブロンフマン, ピアノ 

クリストファー・ラウス：狂喜 
マグヌス・リンドベルイ： ピアノ協奏曲第2番 

チャイコフスキー： 交響曲第5番 

2月13日 

（木） 

19時00分 

サントリーホール 

東京／日本 

アラン・ギルバート, 指揮 
リサ・バティアシュヴィリ, 

ヴァイオリン 

ベートーヴェン：「フィデリオ」序曲 

ショスタコーヴィチ： ヴァイオリン協奏曲第1番 

ベートーヴェン： 交響曲第1番 

ガーシュウィン： パリのアメリカ人 

2月15日 

（土） 

15時00分 

みなとみらいホール 

横浜／日本 

アラン・ギルバート, 指揮 

小曽根真, ピアノ 

クリストファー・ラウス：狂喜 
ガーシュウィン： ラプソディ・イン・ブルー 

チャイコフスキー： 交響曲第5番 

2月18日 

（火） 

19時30分 

国立中正文化中心 

台北／台湾 

アラン・ギルバート, 指揮 
リサ・バティアシュヴィリ, 

ヴァイオリン 

ショスタコーヴィチ： ヴァイオリン協奏曲第1番 

バーンスタイン： 

『ウエストサイド物語』より「シンフォニック・ダンス」 

ガーシュウィン： パリのアメリカ人 



 

 

2月19日 

（水） 

19時30分 

国立中正文化中心 

台北／台湾 

アラン・ギルバート, 指揮 
イエフィム・ブロンフマン, ピアノ 

クリストファー・ラウス：狂喜 
マグヌス・リンドベルイ： ピアノ協奏曲第2番 

チャイコフスキー： 交響曲第5番 

# # # 
 


