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コンツェルトハウス協会と楽友協会の音楽マネジメントに見る
音楽都市ウィーンのコンサート・シーン
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はじめに
ウ ィ ー ン の コ ン サ ー ト・ シ ー ン を 知 る 手 が か り と し て す で に 考 察 し た 楽 友 協 会（Gesellschaft der
Musikfreunde in Wien）の自主企画には，次のような特徴があった（注１）
。
第一に，Das Goldene Musikvereinsabonnement Ⅰ，Ⅱがあり，それぞれ一シーズンに７回ずつのコンサー
トが行われている。いずれも世界第一線の指揮者や海外の名門オーケストラを起用した聴き応えのあるシ
リーズであるが，Ⅰでは幅広い層にアピールする名曲名演プログラムが中心であり，Ⅱではビエロフラー
ベクのヤナーチェク＜グラゴール・ミサ＞やティーレマンのブルックナーなど，この指揮者ならこの作品
をといった旬の組み合わせで，より踏み込んだ内容となっている。ネルソンスやノットなど中堅どころの
起用はごく僅かであり，出演はすでに国際的な名声を確立しているマエストロ陣に限定されているのもこ
のシリーズの特徴である。当然ウィーン・フィルのコンサートもこれに含まれる。また，基本はオーケス
トラ・シリーズでありながらバレンボイムのピアノ・リサイタルが組み込まれるなど，往々にしてジャ
ンル別に構成されることの多い日本のコンサート・リシーズとは異なる点も興味深い。このDas Goldene
Musikvereinsabonnementにヴァリエーションを加えたものが Meisterinterpreten Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（各８公演ずつ）
であり，ムーティやメータといったスター性の強い指揮者やラトルとベルリン・フィルなど強力なライヴァ
ルも加わって，より多彩で個性的なコンサートが展開される。
第二に，Die Grosse Symphonie A&Bシリーズがあり，どちらも９公演中の８公演をウィーン響が担当し，
ホーネックのようなベテランからアフカムなどの若手までがこのオーケストラを振り分ける趣向になってい
る。つまり個々の指揮者の実力を聴き比べることになるわけで，
当然ながらこのオケの首席を務めるフィリッ
プ・ジョルダンの活躍が目立つが，エルツやヴァルチュハも登場するなど次世代を占うシリーズである点
も見逃すことはできない。このDie Grosse Symphonieにヴァリエーションを加えたのが Wiener Symphoniker
Zyklus A&B（各５回公演）であり，やはり主役となるウィーン響でフェドセーエフの＜シェエラザード＞
やブロムシュテットのニールセン交響曲第５番など，プログラムは多彩さを増す。
第三に，これらのシリーズを通して最も頻繁に現れるのは，ウィーンでは別格扱いのアーノンクールや
ムーティを除き，ヤンソンス（バイエルン放響，ロイヤル・コンセルトヘボウ管，ウィーン・フィルと登場
し，プログラムも４種類），ネルソンス，そして同世代ながらネルソンスと同格扱いとはいかないジョルダ
ンなどが中心であり，最も頻繁に演奏される作曲家はシューベルト，ベートーヴェン，ブラームス，ブルッ
クナー，マーラーと，音楽史上ウィーンに縁の19世紀以降の作品が上位を占めている。面白いことにモーツァ
ルトは全シリーズを通してヴァイオリン協奏曲ニ長調の１曲のみであり，現代作品と同じく極めて少ない状
況で，アーノンクールの Concentus Musicus シリーズを含めてもせいぜい＜リンツ交響曲＞が加わる程度で
ある。これも日本のコンサート・シーンとは大きく異なる点である。
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１ ウィーン・コンツェルトハウス協会のWiener Symphoniker (WS)，Matineen der Wiener
Symphoniker (MWS)，Fridays@7 (FR@7)
一方，ウィーン・コンツェルトハウス協会（Wiener Konzerthausgesellschaft）の自主企画は楽友協会とは
異なった方向性を打ち出している。こちらでは，まずウィーン響のみを主役とするWiener Symphoniker (WS)，
そのマティネー・シリーズであるMatineen der Wiener Symphoniker (MWS)，そして若者をターゲットとする
Fridays@7 (FR@7) の３種類が看板シリーズとして最初に紹介されている。
ＷＳシリーズ（全10公演）
① ジョルダン指揮（10/2）→シューベルト：交響曲第１番，ヤナーチェク：＜グラゴール・ミサ＞（ウィー
ン・ジングアカデミー合唱団）
② ノセダ指揮（11/11）→ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番（Pf：トリフォノフ）
，リムスキー－コルサ
コフ：交響組曲＜シェエラザード＞
③ ロト指揮（12/9）→ベルリオーズ：序曲＜リア王＞，リヒャルト・シュトラウス：＜四つの最後の歌＞
（Sop：ハーテロス），サン＝サーンス：交響曲第３番＜オルガン交響曲＞（Org：ダニエル・ロト）
④ ジョルダン指揮（2015/1/10）→シューベルト：交響曲第５番，リーム：ヴァイオリン協奏曲第３番（Vn：
カプソン），ドヴォルザーク：交響曲第８番
⑤ サラステ指揮（2015/1/30）→シベリウス：＜ペレアスとメリザンド＞，
ニールセン：フルート協奏曲（Fl：
ピッチニーニー），チャイコフスキー：交響曲第４番
⑥ エルダー指揮（2015/2/26）→ワーグナー：＜パルシファル＞前奏曲，ブリテン：ヴァイオリン協奏曲
ニ短調（Vn：エーネス），メンデルスゾーン：交響曲第５番＜宗教改革＞
⑦ ジョルダン指揮（2015/3/28）→バッハ：＜マタイ受難曲＞（シェーンベルク合唱団他）
⑧ ティチアーティ（2015/4/21）→シューマン：ヴァイオリン協奏曲（Vn：テツラフ），ブルックナー：交
響曲第４番＜ロマンティーク＞
⑨ フィッシャー指揮（2015/5/20）→モーツァルト：交響曲ニ長調 K. 385，ハ長調K. 425，＜プラハ交響曲＞
⑩ ヴァンスカ指揮（2015/6/18）→ペルト：＜ブリテンへの思い出に＞，カレヴィ・アホ：打楽器とオー
ケストラのための協奏曲（Pc：グルビンガー），シベリウス：交響曲第１番
このシリーズではフィリップ・ジョルダンを中心に，ジャナンドレア・ノセダ，フランソワ＝クサヴィエ・
ロトといった実力派の中堅どころに，ユッカ＝ペッカ・サラステやアダム・フィッシャー，そしてオスモ・
ヴァンスカらのベテラン勢を加えた指揮者陣になっている。そこに「ライジング・スター」のロビン・ティ
チアーティが加わる。
オペラ畑の長かったジョルダンは2007年のニューヨーク・フィル・デビュー以降コンサートにも少しずつ
力を入れているが，ウィーン響の首席という理想的なポストに就いて目下シューベルトに没頭している。コ
ンツェルトハウスのシリーズでは交響曲の第１，２，５番，そして楽友協会のシリーズでは第４，６，７，８番
とほぼ網羅しており，オペラに比して極端に少ないシンフォニックな作品のＣＤ録音がその後に企画されて
いても不思議ではない。ウィーン子が最も好むレパートリーでコンサート指揮者としてのキャリアを充実さ
せていけば，国立歌劇場にもメトロポリタン・オペラにもすでに出演済みのこの41歳の指揮者の信頼度は高
まることだろう。一方でパリ国立オペラとの蜜月ぶりも伝えられており，ライフワークはオペラであること
にも変わりはなさそうである。その10歳年上のノセダはMusical America＇s 2015 Conductor に選ばれ，今年は
ベルリン・フィルとザルツブルク音楽祭へもデビューを飾り，ロンドン響やフィラデルフィア管など世界有
数のオーケストラとも安定した関係を築き，加えてメトやスカラ座も手中に収めているから，まさに巨匠へ
と向かう充実期を過ごしていると言えるだろう。若手の注目株トリフォノフとのラフマニノフも面白いだろ
うが，熟練の棒での＜シェエラザード＞にも期待大である。その二人の間に位置するロトはジョルダンとは
反対にコンサートでの活躍が目立ち，リヒャルト・シュトラウスの交響詩の録音などでも高い評価を得てい
る。ベートーヴェンの交響曲においても，優雅な踊りのしなやかさと躍動感のある＜英雄＞を奏でて度肝を
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抜いた。
その中で若手の最有力として起用されたティチアーティは，ロイヤル・コンセルトヘボウ管やロンドン響
などのメジャー・オーケストラを指揮してコンツェルトハウスで行われる他のシリーズにも登場する。1983
年，ロンドン生まれのこのイタリア系イギリス人は，ヴァイオリン，ピアノ，打楽器を学んでイギリス国立
ユース・オーケストラの団員であった時，同郷の先輩デーヴィスとラトルの勧めにより15歳で指揮に転じた。
2005年，スカラ座においてムーティの代役として最年少でセンセーショナルなデビューを飾って以降，破竹
の勢いで活躍の場を広げている。20代半ばでスコティッシュ室内管の首席指揮者となり，その契約は2018年
まで延長されたばかりである。2014年からは，ユーロフスキの後任としてグラインドボーン・オペラの第７
代音楽監督にも就任している。日本でも一部では知られていたが，ジョルダン同様，本格的な来日公演が待
たれる。シューマン，ブルックナー，ワーグナーといった19世紀ドイツの王道もので録音も評価されている
彼が，テツラフと共演するシューマンのヴァイオリン・コンチェルトやブルックナーの＜ロマンティック＞
を指揮するだけで，ＷＳシリーズの注目度はぐんと変わってくるだろう。
ティチアーティは公式カタログの冒頭に１ページ大の写真入りで紹介されているが，同様にマティアス・
ゲルネやパトリシア・コパチンスカヤも１ページ大の写真入りで紹介されており，今シーズンでコンツェル
トハウスが最も看板にしたいアーティストがひと目でわかるようデザインされている。しかも，楽友協会の
カタログではマエストロたちの陶酔的（または大鉈を振るうような鋭角的）な写真が多いのに対し，こちら
はスナップ風で生き生きとした表情が印象付けられるもので，こういった親しみのある目線が楽友協会と対
照的である。コパチンスカヤの微笑みに惹かれてチケットを買う層が，明らかに意識されていると言わなけ
ればならない。
プログラムはさらに興味深く，②③⑦⑧のような名曲プロもあれば，④⑤⑥のようにポピュラーな名曲と
現代曲との組み合わせで幅広いレパートリーに関心を誘うもの，また⑨⑩のように一定の作曲家や傾向に特
化するものなど，一つのシリーズの中で多彩な組み合わせが見られる。これも，シリーズごとに大きな一つ
の特色を打ち出す傾向のある楽友協会とは異なっており，シリーズ１本の中にさまざまな趣向の働きかけが
見られる。楽友協会のシリーズと共通する曲目を挙げるとすれば①のヤナーチェク＜グラゴール・ミサ＞
で，これは表現のはっきりとした小品の固まりから成る聴きやすい作品であり，楽友協会がDas Goldene
Musikvereinsabonnement Ⅱの中で，ビエロフラーベク指揮のチェコ・フィルと楽友協会合唱団で取り上げ
るのに対し，こちらはジョルダン指揮のウィーン響とウィーン・ジングアカデミー合唱団のコンビである。
聴き比べというほどではないだろうが，ウィーンでは定番の一曲なのだろうか。
いずれにしてもＷＳでのプログラミングは，まずウィーン響でさまざまなコンサートを手軽に聴きたいと
いう聴衆が対象であることは論を待たない。あるいは演劇や映画，ミュージカルや単発で行われる他のコン
サート等と同じ感覚で，選択肢の一つとしてウィーン響を選ぶ聴衆がターゲットのようである。つまり楽友
協会の看板シリーズは，指揮者，オーケストラ，曲目ともに，音楽都市ウィーンでの第一線のコンサートを
堪能しようと世界中から集まってくる聴衆を意識しているのに対し，コンツェルトハウスの看板シリーズで
はまず音楽好きのウィーン市民が意識され，街の看板オーケストラ，ウィーン響を好む常連への働きかけが
強いということである。もちろんコンツェルトハウス協会でも国際的なオーケストラ・シリーズはあるが
（後
述），それが決してメインとしての位置づけでないところが両者における根本的な違いである。言い換えれ
ば楽友協会の「名曲・名演・マエストロ主義」と異なり，コンツェルトハウスでは音楽好きのウィーン市民
が「おらがオーケストラ」を楽しむシリーズをまずアピールしていると言える。
チケット料金も，全10公演のシーズン券最高額が約９万円（640ユーロ）であるから，楽友協会のDas
Goldene Musikvereinsabonnement Ⅰの全７公演の最高額649ユーロとほぼ同じで，手軽な料金設定になって
いることがわかる。
ＭＷＳシリーズ（全７公演）
① フルシャ指揮（10/26）→レッシュ：＜ランド＞，スメタナ：＜わが祖国＞
② ジョルダン指揮（11/23）→シューベルト：交響曲第２番，ショスタコーヴィチ：ピアノとトランペッ
トと弦楽オーケストラのための協奏曲（Pf：ブニアティシヴィリ，Tp：キュブルベック）
，ベートーヴェ
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ン：交響曲第７番
③

ペトレンコ指揮（12/21）→ブラームス：二重協奏曲（カプソン兄弟）
，ベルリオーズ：＜幻想交響曲＞

④

サラステ指揮（2015/1/24）→シベリウス：＜ペレアスとメリザンド＞，
ニールセン：フルート協奏曲（Fl：

⑤
⑥
⑦

ピッチーニ），チャイコフスキー：交響曲第４番
アダムズ指揮（2015/3/15）→ストラヴィンスキー：＜３楽章の交響曲＞，アダムズ：弦楽四重奏とオー
ケストラのための＜Absolute Jest＞（ドリック弦楽四重奏団）
，ベートーヴェン：交響曲第４番
パーヴォ・ヤルヴィ指揮（2015/4/26）→モーツァルト：ピアノ協奏曲ハ長調 K. 503
（Pf：アンデルジェフスキー），ブルックナー：交響曲第２番
ヴァン・ズヴェーデン指揮（2015/5/31）→ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第２番（Pf：フライ），ショ
スタコーヴィチ：交響曲第５番

ＷＳシリーズより３公演少ないＭＷＳの指揮者陣ではジョルダンは１度のみの登壇で，他に若手のフル
シャ，中堅どころのペトレンコ，ヤルヴィ，ヴァン・ズヴェーデン，そして年代も傾向もかなり異なるジョ
ン・アダムズ（自作自演）等で構成されている。
ロヴロ・フォン・マタチッチ国際指揮者コンクールでの優勝（2003年）で道が開けたフルシャも，国家予
算などとの軋轢が起こったデンマーク王立歌劇場での苦い経験を通し，歌劇場に住む魔物の洗礼を受けてい
る。チェコ・フィルやプラハ・フィルでのポストを経て都響での首席客演指揮者も務めるが，録音では主と
して出身地チェコを含む東ヨーロッパの作品が多く，ＭＷＳシリーズでも＜わが祖国＞を振る。30代半ばの
これからが正念場だろう。ロシア生まれのキリル・ペトレンコは同世代のジョルダン同様，
1995年のデビュー
当時からオペラでキャリアを築き，フォルクス・オーパーやコーミッシェ・オーパーでのポストを経てバイ
エルン州立歌劇場の音楽監督を務めている。メトやコヴェント・ガーデン，ウィーン国立歌劇場もすでに経
験済みの彼は，ラトルの後任としてベルリン・フィルの次期首席指揮者に選ばれたことで大きな転機を迎え
ようとしている。
このシリーズでは，サラステが指揮する④がＷＳの⑤と重複するのみで，他はＷＳシリーズとすべて異な
るこのシリーズ独自の指揮者陣とプログラムである。今シーズンの楽友協会には全く出演していない実力派
のパーヴォ・ヤルヴィも大きな期待を抱かせ，単に時間軸をずらしただけのマティネー企画と異なる独立し
たシリーズとしての特色が鮮明である。プログラミングは，フルシャの①，ペトレンコの③やヤルヴィの⑥，
ベートーヴェンと現代を組み合わせる⑤など，心置きなく聴ける定番から冒険まで幅広く，基本コンセプト
はＷＳシリーズと似ているが，両シリーズともにチケットを購入する層が十分に期待できる内容である。と
りわけペトレンコの振るブラームスの二重協奏曲とベルリオーズ＜幻想交響曲＞や，ヤルヴィのブルック
ナー第２番，またシカゴ・サン・タイムズの評論家パットナーをして「この指揮者が振るならどの曲でも，
どこへでも聴きに行く」と言わしめたヴァン・ズヴェーデンの得意とするショスタコーヴィチ第５番など，
注目される人選と選曲と言えよう。また，ミニマル・ミュージックの旗手の一人として知られるジョン・ア
ダムズが自作とストラヴィンスキー，そしてベートーヴェンの交響曲第７番を指揮する⑤は，楽友協会のシ
リーズでは考えられない。７公演のうち５公演で20世紀以降の作品が取り上げられているのもWSシリーズ
に無い特色である。また，ヴェーベルン，マルティヌー，グバイドゥーリナ，リゲティなど古典化した現代
作曲家が取り上げられている楽友協会のシリーズよりずっと踏み込んだ選曲であることも興味深い。
７公演とは言え，最高額のシーズン券が６万２千円程度（448ユーロ）とさらに求めやすくなっているの
もＭＷＳの特徴である。
ＦＲ＠７（全４公演）
① ジョルダン指揮（11/21）→シューベルト：交響曲第２番，リスト：ピアノ協奏曲第２番（Pf：ブニアティ
シヴィリ），ワーグナー：＜タンホイザー＞序曲
② ジョルダン指揮（2015/1/9）→リーム：ヴァイオリン協奏曲第３番（Vn：カプソン）
，ドヴォルザーク：
交響曲第８番
③ アダムズ指揮（2015/3/13）→アダムズ：弦楽四重奏とオーケストラのための“Absolute Jest”
，ベートー
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ヴェン：交響曲第４番
④

フィッシャー指揮（2015/5/22）→モーツァルト：＜魔笛＞序曲，オーボエ，クラリネット，ファゴッ
トとオーケストラのための協奏交響曲変ホ長調（Ob：カイザー，Cl：ヴィーザー，Hr：クシュナー，
Fg：リティス），＜プラハ交響曲＞

金曜の夜７時から開演するFR@7シリーズは他の２本と異なり，公演数を４回に減らした上，26歳以下の
若者向けに半額のコンサートも用意されている。このシリーズで演奏される曲目は，
ジョルダン指揮のシュー
ベルト交響曲第２番はＭＷＳシリーズの②，ドヴォルザークの第８番はＷＳ④，
アダムズ作品とベートーヴェ
ンの第４番がＭＷＳ⑤，そして＜プラハ交響曲＞はＷＳ⑨という具合に，それぞれ前２シリーズに含まれて
おり，曲数を減らしたり他の曲と組み合わせたりするなど工夫されている。コンサートの開始を早め，若者
世代（クラシック初心者も含む）を飽きさせないよう時間を短くし，ウィーン響のジャズ・プロジェクトや
ドリック弦楽四重奏団の出演する割引コンサートも用意して，教育的な配慮に富んでいる。

２ Orchester international (OI), Meisterwerke (MW), RSO Wien (RSO), Symphonie
Classique (SC), Matineen des Wiener KammerOrchesters (MA)
次に「オーケストラ」シリーズに着目したい。これは下記のように５つに分かれており，Orchester
international (OI), Meisterwerke (MW), RSO Wien (RSO), Symphonie Classique (SC), Matineen des Wiener
KammerOrchesters (MA) から成るが，ここでは考察するに相応しい内容の前３つのシリーズに限定しよう。
OIシリーズ（全９公演）
① ウェルザー＝メスト指揮クリーヴランド管（9/16）→ブラームス：＜悲劇的序曲＞，
交響曲第４番，
ヴィッ
トマン：“Teufel Amor”
（シラーに基づく交響的賛歌）
② ゲルギエフ指揮マリインスキー劇場管（10/28）→プロコフィエフ：交響曲第６番，ピアノ協奏曲第３
番（Pf：アブドゥライモフ），ピアノ協奏曲第４番（Pf：ババヤン）
，ピアノ協奏曲第５番（Pf：ヴォロディ
ン）
③ ティチアーティ指揮ロイヤル・コンセルトヘボウ管（11/18）→フォーレ：＜ペレアスとメリザンド＞
（Mez：ガランチャ），ベルリオーズ：＜クレオパトラの死＞，ラヴェル：＜高貴で感傷的なワルツ＞，
ドビュッシー：交響詩＜海＞
④ ティチアーティ指揮ロンドン響（2015/1/22）→細川俊夫：“Blossoming Ⅱ”
（Mez：カーギル）
，ラヴェル：
ピアノ協奏曲第１番（Pf：トレプチェスキ），マーラー：交響曲第４番
⑤ ヘンゲルブロック指揮ＮＤＲ響（2015/2/28）→グバイドゥーリナ：＜オッフェルトリウム＞（Vn：コ
パチンスカヤ），マーラー：交響曲第１番（ハンブルク版）
⑥ ブランギエ指揮チューリッヒ・トーン＝ハレ管（2015/3/7）→サロネン：＜ヘリックス＞，プロコフィ
エフ：ピアノ協奏曲第２番（Pf：ワン），ムソルグスキー：＜展覧会の絵＞
⑦ ハーディング指揮ウィーン・フィル（2015/5/10）→ノイヴィルト：“Masaot. Clocks without Hands”
（コ
ンツェルトハウスによる委嘱作品），マーラー：＜大地の歌＞（Tn：フォグト，Br：ゲルネ）
⑧ パッパーノ指揮サンタ・チェチーリア国立アカデミー管（2015/5/31）→ラフマニノフ：交響詩＜死の
島＞，チャイコフスキー：＜ロココの主題による変奏曲＞（Vc：フォグラー）
，シベリウス：交響曲第
２番
⑨ クリヴィヌ指揮ルクセンブルク・フィル（2015/6/7）→ヴェーベルン：＜パッサカリア＞，マーラー：
＜亡き子を偲ぶ歌＞（Br：ゲルネ），リヒャルト・シュトラウス：交響詩＜ツァトゥストラはかく語り
き＞
９つのコンサートに国際的なオーケストラを起用したこのシリーズは，ウィーン・フィルとロイヤル・コ
ンセルトヘボウ管，そしてクリーヴランド管が楽友協会のシリーズと重複するが，他はこちらのシリーズ独
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自の出演オーケストラである。ただしこれら３団体は，両方の企画に共通する主役であるため，コンツェル
トハウスでの目新しさはティチアーティ指揮のロイヤル・コンセルトヘボウ管とロンドン響，また俊英リオ
ネル・ブランギエとチューリッヒ・トーンハレ管といった若手指揮者たちの台頭にあるだろう。
指揮者陣では，ゲルギエフ，ハーディング，パッパーノらの登場が関心をそそる一方，シリーズとしては
楽友協会のMeisterinterpreten Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに比して貧弱さは否めない。プロコフィエフのピアノ協奏曲３曲
を３人の違ったピアニストで聴かせるゲルギエフの力技よりも，パッパーノがシベリウスの交響曲第２番を
振る⑧，クリヴィヌのマーラー，シュトラウスで構成される⑨などが期待に応えてくれそうである。またティ
チアーティの指揮するオール・フランスものの③，そして彼がすでにあたためてきた細川俊夫とマーラーの
組み合わせである④も聴きどころとなろう。
チューリッヒ・トーンハレと共演するリオネル・ブランギエは1986年，ニースに生まれた若干29歳で，パ
リ国立高等音楽院で指揮と共にピアノとチェロも学んでいる。パリ室内管のアシスタント・コンダクターに
就任した2005年，ブザンソンの青年指揮者コンクールで優勝し，2007年からエサ＝ペッカ・サロネンの下で
ロス・フィルのアシスタントを務めた。しかしドゥダメル時代にレジデント・コンダクターに就任したものの，
ほどなくして辞任。スペインのカスティーヤ・イ・レオン響の首席指揮者を兼務していた2011年，チューリッ
ヒ・トーンハレ管の招聘でこの伝統あるオーケストラの指揮台に立ち，たちどころに才能が認められて2014
年から首席指揮者としての契約を交わしている。ティチアーティと並び，このシリーズにおけるもう一つの
目玉の⑥はこのようにして成立しているが，影響を受けたであろうサロネンの＜ヘリックス＞とユジャ・ワ
ンとのプロコフィエフのコンチェルト第２番，そして＜展覧会の絵＞と今後を占うステージとなるに違いな
い。
ＭＷシリーズ（全６公演）
① ビシュコフ指揮（11/25）→ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第２番（Pf：ゲルスタイン）
，交響曲第
８番
② ティルソン＝トーマス指揮（12/6）→ヴァンハル：コントラバス協奏曲ニ長調（Cb：ラッツ）
，マーラー：
交響曲第５番
③ ガッティ指揮（2015/2/11）→ブラームス：交響曲第３番＆第１番
④ ハーディング指揮（2015/5/9）→ノイヴィルト：“Masaot. Clocks without Hands”
（コンツェルトハウス
による委嘱作品），マーラー：＜大地の歌＞（Tn：フォグト，Br：ゲルネ）
⑤ ラトル指揮（2015/5/28）→ヴィヴィエール：“Lonely Child”，ハイドン：＜（ラトルの構成による）想
像の交響曲＞
⑥ シフ・ピアノリサイタル（2015/6/10）→ハイドン：ソナタ ハ長調 Hob.XVI/50，ベートーヴェン：ソ
ナタ ホ長調，モーツァルト：ソナタ ハ長調 K.545，シューベルト：ソナタ ハ短調 D. 958
これは，オーケストラ５公演にアンドラーシュ・シフのピアノ・リサイタルがついたシリーズである。一
つのオーケストラを５人の指揮者が振り分ける趣向で，その意味では楽友協会のDie Grosse Symphonieに似
ているが，向こうはウィーン響が演奏するのに対し，こちらはウィーン・フィルが全５公演に出演するとい
う贅沢なシリーズである。ビシュコフ，ティルソン＝トーマス，ガッティ，ラトルと演奏の傾向も個性も全
く異なる指揮者たちが並ぶが，いずれもいわゆる「巨匠」か？と問われれば，従来のこの言葉の定義と違う
気がするのは何故だろう。
パリ管，ケルン放響，BBC響などとの仕事を通し，ロシアものに定評があるビシュコフが，最も得意とす
るショスタコーヴィチの交響曲第８番を持ってくるかと思えば，マーラーでの録音が軒並み高い評価を得て
いるティルソン＝トーマスが，やはり十八番の第５番で勝負している。もっともティルソン＝トーマスは，
周知のように本拠地サンフランシスコで行っている教育プログラムやさまざまなメディアを通した聴衆への
働きかけが大きな成果を生んでいることから，あえて手兵のサンフランシスコ響でOIにというのも一考だ
ろう。ヨーロッパ楽壇にこだわらない珍しいアメリカ人指揮者でもあるから，
聴衆にとってはウィーン・フィ
ルとの方が逆に貴重な機会ということか。バイロイト音楽祭を含むオペラ畑を中心に歩んできたダニエレ・
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ガッティも，2016年からはロイヤル・コンセルトヘボウ管の首席指揮者に就任する予定で，現在のフランス
国立管音楽監督のポストとしばらく兼務することになる。③は，マーラー，バルトーク，プロコフィエフ，
レスピーギといったポスト・ロマンから20世紀初期までを得意とするガッティが，あえてウィーンの聴衆の
前に，19世紀ウィーン音楽界の立役者の一人であったブラームスのシンフォニーをウィーン・フィルで問う
という肝いり企画である。そういったラインナップやラトルの⑤から見ても，このシリーズは各指揮者の希
望を最優先に組まれたものではなかろうか。
ＲＳＯシリーズ（全６公演）
① マイスター指揮（10/17）→ハイドン：交響曲 イ長調 Hob.1/64，シュタウト：ヴァイオリン協奏曲（Vn：
Midori）
，リヒャルト・シュトラウス：＜メタモルフォーゼン＞，シェーンベルク：＜ワルシャワから
の生還者＞（朗読：クワストフ，ウィーン・ジングアカデミー合唱団）
② マ イ ス タ ー 指 揮（10/29） → ラ ン グ： Monadologie XXIII…“for Stanley K.”， グ リ セ イ：“Espaces
Acquistiques”より No. 5“Transitoires”，ハース：コンチェルト・グロッソ
③ マイスター指揮（2015/1/21）
→リーム：“Naehe fern 2”
，
シューマン：ピアノ協奏曲イ短調，
マルティヌー：
交響曲第５番
④ クレンツィス指揮（2015/2/20）→ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第１番（Pf：メルニコフ），スクリャー
ビン：交響曲第２番
⑤ マイスター指揮（2015/5/21）→ブルッフ：＜スコットランド幻想曲＞（Vn：ハーン），マーラー：交響
曲第９番
⑥ マルッキ指揮（2015/6/12）→バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第２番（Vn：コパチンスカヤ）
，デュティ
ユ：“Metaboles”，ラヴェル：＜ラ・ヴァルス＞
ウィーン放響が全公演を演奏するこのシリーズは，楽友協会のウィーン放響企画と同じくコルネリウス・
マイスターが中心であるが，現代ものを積極的に前面に押し出していることと，今年ニューヨーク・フィル
とのデビューも飾ったスザンナ・マルッキがコパチンスカヤと共演するバルトークは，刺激的なステージに
なるに違いない。

４

全体的な考察

以上，ウィーン・コンツェルトハウス協会のオーケストラ関係のみのコンサートシリーズを概観したが，
楽友協会と比較して次のような特色を挙げることができる。
まず，世界中から一線の指揮者とオーケストラを集めて名曲・名演が組まれている楽友協会のDas
Goldene Musikvereinsabonnementや Meisterinterpreten Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ等と異なり，コンツェルトハウス協会の
シリーズは，ＷＳ（全10公演）とMWS（全７公演）に見られるように地元の実力派オーケストラであるウィー
ン響の良さを旬の指揮者で引き出すことに主眼が置かれている。楽友協会のDie Grosse SymphonieやWiener
Symphoniker Zyklus A&B等と発想は似ているが，いわゆる巨匠クラスを置かず，首席指揮者のジョルダンを
中心にノセダ，ロト，ヤルヴィといったまさに成熟に向っているマエストロたちの「今」が聴けるよう企画
されており，ティチアーティやブランギエなど思い切った若手の登用でも話題性がある。ヤルヴィ，サラス
テ，ペトレンコ，ヴァン・ズヴェーデン，ヴァンスカ，アダムズなど他の指揮者陣も，楽友協会のシリーズ
と重複しないことは言うまでもない。
公式カタログが庶民目線なことも特色の一つである。楽友協会では陶酔感漂う近寄りがたいアーティスト
たちのイメージが先行するが，こちらは冒頭から日常の生き生きした表情をクローズアップする写真が１
ページ大で掲載され，紹介記事がフォローして，より若い層に向けた，あるいはクラシック初心者に向けた
積極的な働きかけが見られる。また常連をして親しみを倍増させる効果も十分である。
最も興味深いのは両者のプログラミングの違いである。楽友協会では，
フェドセーエフのロシアもの，
アー
ノンクールとシューベルト，ヤンソンスとマーラー，ミョンフン＆フランス放送フィルで〈幻想交響曲〉，
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テミルカーノフのショスタコーヴィチ，ネルソンスとリヒャルト・シュトラウス，ティーレマンとブルック
ナー…というように，まさに定番の組み合わせが並んでいて，チケット購入者がどこからどう見ても盤石な
内容である。一方コンツェルトハウス協会のそれは，シリーズを通してバランスや整合性を取ろうとしてい
るとは言い難い。いわゆる名曲の類もあるけれど，19世紀～ 20世紀ものの洪水の中に〈マタイ受難曲〉が
浮かんでいたり（もっとも受難節での上演であるから，社会的暦から言えば当然の流れではあるけれど），
シューベルトの交響曲やブラームスの二重協奏曲の中にジョン・アダムズの自作自演が現れたりするなど，
楽友協会では考えられない企画である。恐らく指揮者の希望を優先に考えているのだろうが，楽友協会との
差別化も意図しているのだろう。だが世界第一線のオーケストラが並ぶＯＩシリーズでも不統一感は否めず，
仮に期間限定でしかウィーンにいられない旅行中の音楽ファンが両シリーズと見比べた場合，ほとんど楽友
協会に行くのではないだろうか。その反面，「名曲・名演・マエストロ」主義に飽きて冒険を求める聴衆を，
コンツェルトハウスは現代作品の積極的な紹介も含めて変化に富んだアーティストと選曲で迎え入れるので
ある。

注
１

横坂康彦「Abonnementkonzert に見るウィーン楽友協会のコンサート・マネジメント」
新潟大学教育学部研究紀要第７巻第２号（2015年３月）

