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＜盛況だった市民参加型プログラム＞
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今年のPMFを振りかってみると、なんといってもプログラムや入場

料の見直しなど、徹底して市民に寄り添った企画運営を心がけていた

のが特筆されると思う。「カナディアン・ブラス演奏会」の販売企画

をはじめチケット販促等を初めて担当したPMF組織委員会の太田英里

さん（ファンドレイジング担当主任）によれば、前年、キタラで行わ

れた公演で空席が目立ったことへの反省を踏まえ、「PMFオーケスト

ラ演奏会」のチケットについて、求めやすい価格帯の席数を増やすな

どの工夫をしたという。さらに、既存のアウトリーチ活動や教育セミ

ナー、オープンリハーサルに加えて、今年は小中高生がPMFのファカルティ（教授陣）やゲストアーティストから

合唱や吹奏楽の手ほどきを受け、アカデミー生とともに演奏会に参加できる機会がいくつか設けられた。22日に

開催された「リンクアップ・コンサート」では、札幌市内の６つの小学校から約450名が参加し、客席で歌ったり、

リコーダーを吹くなどしてオーケストラとの協演を楽しんだ。PMF芸術顧問のサー・クライヴ・ギリンソン氏

（同ホール総支配人）の提案により、ニューヨークのカーネギーホールが開発した教育プログラムを、今年はじめ

てPMFが取り入れたもの。札幌市教育委員会と連携して学校の音楽教育の一環として行われ、子供達は学校で

練習を重ねて本番に臨んだ。

７月６日、札幌芸術の森・野外ステージのオープニングセレモニー＆コンサートで開幕したPMF2013。いつにも

まして演奏技術の高いアカデミー生や、豪華なアーティストによるパフォーマンスは聴きどころ満載だったが、

紙幅も限られているので、今回は、企画、運営面にポイントを絞って気づいた点を明らかにしてみたい。
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また、中高生を対象とした吹奏楽のレクチャーもはじめて導入され、12日に行われた「ラデク・バボラークによる

吹奏楽クリニック」では、札幌市立啓明中学校と北星学園大附属高校の吹奏楽部の百十数名が吹奏楽コンクールに向

けて練習中の曲を演奏し、バボラークらから直接指導を受けた。このほか、24日は「カナディアン・ブラスによる金

管楽器クリニック」で、東海大付属第四高校吹奏楽部の金管セクション20名が、29日には「PMF吹奏楽セミナー・仙

台」で、仙台市と山元町の中学校の吹奏楽部員がそれぞれ、カナディアン・ブラスやPMFアメリカ（会期後半の教授

陣）から管楽器演奏の手ほどきを受けた。

さらに、「PMFオーケストラ演奏会（プログラムS）」では札幌旭丘高校合唱部が参加し、ワーグナーの歌劇でPMF

オーケストラと協演、「GALAコンサート」の「PMF賛歌～ジュピター」でも美しい歌声を響かせた。ちなみに、今

回が2度目となる「GALAコンサート」には新国立劇場オペラ研修所の４名の修了生が初参加。そのうちの一人で北広

島出身のソプラノ歌手、倉本絵里さんが「まさかキタラで歌える日が来るとは」と、涙にむせぶ姿も印象的だった。

去年は空席が目立ったが、今回は満席。「歌って参加できる」企画にリピーターも多かったようだ。

これら市民参加型の企画について太田さんは、「キーワードは“共有”と“次世代”」と語ってくれた。「もともと

のPMFファンとこれからのファンがPMFを共有し、次世代を担う多感な若者にも聴いてもらう。新しい聴き手を

増やし育てる。そんな販売企画をやりたいと思いました。なるべく多くの方々、とりわけ学生さんに来ていただき

たいので、チケットもお求めやすくしました」。また、金管アンサンブ

ル「カナディアン・ブラス演奏会」のPR活動にも太田さんの心意気が

感じられる。「カナディアン・ブラス」は、ハイレベルな演奏技術を駆

使してバロックからジャズまでを飄々とこなす楽しいステージが売りも

のだが、太田さんが作成したチラシは、５人のメンバーがめいめいに楽

器を持って並ぶ、腰から下のみのカットで、トレードマークの白色のス

ニーカーと紺色のユニフォームが強調されたデザインになっている＝写

真。「そろいの紺のユニフォームと白いスニーカーに、制服と上靴のイ

メージを重ねて身近に感じてもらうのが狙い。また、金管楽器を目立た

せることで、吹奏楽部の学生さんが使う楽器と変わらないことに改めて

気づいてもらいたかった」と太田さん。自らジャズなどの公演へチラシ

の折り込みに出かけ、学校の吹奏楽部だけではなく自衛隊や消防、警察

などの音楽隊へのアプローチにも努めたという。そのかいあってか、演

奏会当日は、まさに次世代を担う小学生からコアな音楽ファンまで、バ

ラエティに富んだ客層で販売席の９割が埋まった。

太田さんによれば、「アカデミー生の育成はもちろんのこと、

市民や客席が舞台とひとつになって音楽を知り、音楽を楽しむ、

これこそがバーンスタインの願いだったのではと思います。バ

ーンスタインの理念の原点に戻り、まずは地元の共感を得るこ

とに専念したい。もちろん、既存の音楽ファンにも喜んでいた

だけるような企画でなければならないし、東京のファンへのア

プローチも欠かせません」。

創設から24年が経過した今、PMFアカデミーで学んだ約

3,000人の修了生が世界の200を超えるオーケストラで活躍して

いることを思えば、海外でのPMFの知名度の高さは想像に難

くない。しかし、開催地札幌に関するPRや、地元や国内での

PMFの周知には課題を残す。

「まずは地域に愛される音楽祭でありたい。今後も地に足の着いた取り組みを重ねていきたいと思います」と太田

さん。PMF2013は今後の方向性を決定づけるターニングポイントだったのかもしれない。（了）
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PMFは2014年に創設から25回目となる記念の年を迎えます。本誌は、まもなく迎える節目の年まで、毎回、

特集としてこれからのＰＭＦについて、「その飛躍にかける夢と期待」を皆さまとご一緒に考えていきます。

７月６日、札幌芸術の森で開催されたＰＭＦ2013オープニング・セレモニー＆コンサートの後、ＰＭＦ創成

期からその基盤や財政面、あるいは運営や芸術面などの各方面でＰＭＦを支えてきた小林敦さん、木村俊光さん、

竹津宜男・当会会長に札幌パークホテルのチャペル前の緑陰にお集まりいただき、今年24年目を迎えたＰＭＦ

の誕生から現在にいたるまでの成果や課題、今後の展望などについて、それぞれの思いをざっくばらんに語っ

ていただきました。（司会・文責：本誌編集部）

司会：本日はお集まりいただきましてありがとうございます。PMF誕生のいきさつなどについては、何度かお聞きす

る機会がありましたので、今日は“その後”についてお話を伺いたいと思います。早速ですがPMFは来年で25回目を

PMFの誕生当時、広告代理店（旭通信社：現アサツー デイ・ケイ）のマーケティング開発事業担当。PMFの基

礎となる大手協賛社の理解と支援の獲得に尽力。1990年第１回PMFの終了後に提唱者Ｌ．バーンスタインが逝去し、

その年ニューヨークで行われた追悼ミサに当時の札幌市長・板垣武四氏らとともに参列。同年（株）PMFセンタ

ーの設立に参加、99年まで同社社長を務める。

札幌出身、バリトン歌手。桐朋学園大学、ウィーン国立音楽大学を卒業。日本音楽コンクール第１位。ヴェルヴ

ィエ（ベルギー）、F. ヴィニャス（スペイン）など国際コンクールで優勝。ライン･ドイツ･オペラと契約し16年に

渡り専属歌手として活躍。1985年同歌劇場より東洋人として初めての終身雇用の権利を得た。国内外で数多くのオ

ペラに出演。新国立劇場では「建・TAKERU」「魔笛」「修禅寺物語」に出演した。芸術選奨文部大臣新人賞、日

本芸術院賞、紫綬褒章を受賞。二期会会員。PMF組織委員会の理事・芸術顧問。

札幌交響楽団の創立楽団員（ホルン奏者）として活躍後、愛される札響を目指し事務局長として全国を奔走。透

明感のある札響演奏は黒澤映画 「乱」 の音楽演奏の指名を受けた。その後、ＰＭＦ組織委員会のオペレーティング・

ディレクターとして活躍。現在は「ハイメス」副理事長、「PMFを応援する会」会長、「PMFボランティア ハーモ

ニー」顧問等を務めているなど札幌の芸術・文化に貢献、2012年「札幌芸術賞」を受賞。
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数えますが、この間延べ2900人の若き音楽家が集い、聴衆は100万人を超えるといわれています。この四半世紀直前

の到達点や成果をどう評価されますか？ 

竹津：PMFの修了生が世界のメジャーオーケストラに入団し続けているのはものすごく嬉しい。PMFがスタートし

て７年目ぐらいのある日、品川のホテルに宿泊していたら目の前を外国のオーケストラの一行が通って、口々に声を

かけてきました。みんな修了生でした（笑）。その瞬間、心から「PMFをやっていてよかった。札幌市もよく引き受け

てくれたな」と思いました。

小林：今ではクラシック音楽はいいものだと思っていますが、スタート時は（PMFセンター時代）とにかく五里霧中

でした。資金担当者の情熱に惹かれてPMFに係わったのですが、今はPMFの理念もより深く感じとることができ、

あの頃はとてもいい仕事に就いていたのだと思います。

木村：２年目に声をかけていただいて、まず疑問に思ったのは「なぜ札幌で」ということでした。それから開催時期

の問題でした。当時日本の音楽大学は、新卒者が毎年１万人くらいいました。他の国に比べて弦楽器専攻も多い。し

かし学生は７月中旬に前期が修了して、その前後に試験があるわけですからPMFには参加できない。誰のための教育

音楽祭なのか、と。ウィーン・フィルの講師陣がザルツブルク音楽祭に行く前に（札幌に）寄るにはこの時期しかな

いわけだけど、僕は改善策をとるべきだ、と言ってきました。日本から参加できるのは卒業した人だけですから。

竹津：印象深かったのは、それまで引っ込み思案だった学生が、PMF参加をきっかけに海外へ行くようになったこと

です。PMFでの１カ月間の経験が、海外への壁を取り払ってしまうのですね。

木村：きっかけになっているのは確かですね。

竹津：ところで89年、僕が札幌市にこの「教育音楽祭」の構想を持ち込んだ時は、アカデミーメンバーだけではなく、

市民の教育も担うという考えでした。そういう意味では文字通り札幌市民は成熟しました。市民のおかげで札幌コン

サートホール・キタラの建設も早まったし、札幌芸術の森も充実しました。

木村：それが一番じゃないかと思います。けれど、誰が一番得しているかと言えばアカデミー生かもしれませんね。

その学生たちが成果を自分の国に持ち帰って、札幌市のことを宣伝してくれるかといえば疑問ですが。持ち出しもな

く己のためにやっているわけだから。

小林：アカデミー生は全員が顎足（あごあし）付きのパッケー

ジ型ですものね。しかし、もともとクラシックの愛好家の絶対

数は東京の方が多いけれど、今では札幌もその浸透率は高いと

聞きました。そういう意味ではPMFは役立ったのかな、と思い

ます。

竹津：札幌市民がPMFによって得た利益は大きいと思いますね。

PMFが十分に活用・利用されているかどうかは別として。

木村：ただ、PMFがもっと全国的なもの、あえて言えばグロー

バルなものになっていないとマズイのでは・・、と思います。

札幌発信の催しというだけでとどまっていてはいけないと思う。

竹津：PMFをやったことで札幌は全国に知られたわけですよ。

オーディションに付いてアメリカや中国へ行くと、現地の音楽

関係者もPMFをちゃんと意識していた。北京の中央音楽学院の院長先生が、文部省の仕事で東京へ来たその足で札幌

まで訪ねていらっしゃったのは驚きでした。

司会：私は当時TV局にいましたので「PMF－東洋と西洋の新たな出逢い」というタイトルで番組を作りました。そ

の時、上海音楽学院の男性と西ドイツの女性という２人のヴィオラのアカデミー生を取材しました。男性の方は「父

親も西洋音楽が好きだけど文化大革命の影響で何もかも厳しい」と、高価とはいえない楽器とオープンリールのテー

プレコーダーを聴いて自己練磨し、女性の方は恵まれた環境のなかで練習してきた。番組で彼らに「音楽とは何？」

と聞いたとき、男性は「（絹織物の）錦のようなものです」と。一人だけの独奏ではなく、音色・ハーモニーを織り

込むという意味ですね。それも東洋的な布に例えて「錦」のようなものだと。感動しました。

木村：たいしたものですね。

司会：一方、ドイツの女性に聞いたら、「それは（宗教的な）愛です」と。好対照のコメントが出てきて、“東西”

それぞれの特質について考えさせられることがありました。

司会：PMFのこの24年の歴史のなかではオペラも結構やりましたね。

木村：ただオーケストラの要員を育成する教育音楽祭という認識では、オペラをやるという発想は生まれにくいと思

います。

竹津：オーケストラの楽器を勉強している学生はオペラの“伴奏”より、オーケストラの曲をやりたいんです。オペ

ラを取り上げた年は受験者が減ります。
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木村：オペラを特に意識する必要はないと思います。それよりも通常の倍ほどの120人編成のオケができるのだから、

普段できないことをやるべきです。一般的には資金面においてもなかなか実現できない大規模編成なわけですしね。

竹津：モーツァルトなんかを３つのオケに分けてやればいいと思う。みな一緒だと大きな曲はできるけれど、モーツ

ァルトは勉強できない。

木村：僕もずっとそれを言ってきた。ルイジのときにコントラバスだけで10人もいる大編成でオペラの“伴奏”をや

っていたけど、実際はありえないですよ（笑）。よく弾けるＡグループとちょっと落ちるＢグループ、２通りのオーケ

ストラを作ってもいいんじゃないかと思う。そして最終プログラムで120人編成の曲

をやれば、と申し上げたが、なかなか実現しない。

司会：竹津さんにとって、PMFのこの先は？

竹津：うーん、PMFが一皮もふた皮もむけるには、さらにあと25年が必要ですね。

そして、もっとアカデミー生が市民の中に入ってこなければだめだと思いますね。

司会：小林さんはいかがですか？

小林：（ヒトの体の新陳代謝のように）毎回15％ぐらいずつ変えていくようにすると、

“新しい細胞”が生まれてくるでしょ。数年もたつと“元の自分”がなくなるのだ

けれど。だけど急に変えようとすると革命みたいになってしまう。PMFには総じて

この“15%の変化”が足りなかったんじゃないかという気がしています。

木村：予算的なことなどを考えると２年に１回の開催でもいいのでは。

小林：そうですね。

木村：日本は一般に単年度決算、終身雇用、年功序列という制度や風土が根深くあ

る以上、「芸術」（事業の運営）は難しいと思います。予算だって、いい歌い手や指揮者にお願いしたら高くなるのは

当然だけど、そうじゃない時でも「これだけ予算とっているから・・・」となってしまう。

竹津：今の日本の公益財団の会計基準は、年度末でゼロにしなければ翌年の公的補助金は大幅に削られる。貯めてい

けるなら２年に１回の開催でもいい。貯めることができない仕組みになっている・・・。

司会：お金のことや開催周期の問題も短期のみでなく「中期の視点」でとらえ直す必要があると？

小林：見直すことが明確にあって見直すことができるならいいけど、まずは見直すべきテーマ・項目をハッキリと認

識・整理しなければならない。「企業寿命30年法則」というのがありましたね。30年たってもまだ古い社長がいて、

権威的に固まってしまうと企業は持たない。つまり毎年15％ぐらいは新人が入ってこないといずれサドンデス（突然

死）になる。

竹津：その通り。オーケストラだって120人いるとすると、１年に20人ずつ変われば６年後には全部新しくなる（一

同笑）。定年というのも大事かもしれませんね。

木村：PMFはまず、日本で認知されるようになってもらいたい。「おらが村」という

狭隘な意識の強いこの国で、どうやって日本的なものにできるか。まずそこから始め

てそれから世界発信だと思います。

竹津：まずは札幌市民が楽しんでお祭り（PMFの「F」はFestival、祝祭）をやって

いたら、よそからも見に来ますよね。

木村：ザルツブルク（次項下記注１）だって人口は多くない。しかし、風光明媚なと

ころだし、観光ともうまいことタイアップしているんですよ。ホテルが潤沢にあるわ

けじゃないけれど、安くて快適で親切。

小林：音楽祭と観光ね。

司会：私たち「PMFを応援する会」でも札幌市・圏の観光やホテル業関係者を呼んで、

「PMFという良質のコンテンツで優れた社会貢献やビジネスをしましょう」という

ワークショップを２年連続で開催しました。さっそくホテルの企画担当者などから「ス

ペース（部屋）を切り売りするだけではもったいない。例えばシェフとかパティシエと

か、自分たちは人財や強みをいっぱい持っているじゃないか。PMF弁当やPMFケー

キをはじめとして、いろいろな可能性を追求しよう」という提言がありました。

竹津：ザルツブルクはまさにそうですよね。本当にいい広がりですね。

木村：そしてPMFは本州に出向いて公演するより、聴衆が札幌に来てもらうようにする。演奏会のチケットと航空券

をタイアップして、格安ツアーのように仕立てて限定販売すればいい。さらにいえば、ウィーン・フィルなどの講師

陣とは、PMF前後の３カ月なり半年は日本で演奏しない、などと契約を取り交わすのも必要です。

小林　敦さん

木村俊光さん
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司会：私たちの会は「ただ音楽を楽しむという音楽の“消費者”だけじゃなくて、やれることはもっとある」という

気持ちで活動しています。賛同者の皆さまから一口千円からの寄付・浄財を預かっておりますが、PMFにはいまだに

財政面や体制面などの課題が山積しているように思えます。今後の道しるべを考えていきたいのです。

木村：一番の課題はいわゆるPMF事務局がより専門的に能力を発揮する、そういう体制が作れているかどうかだと思

う。日本の一番弱いところなのだが、例えばオペラ劇場にはドラマツルギーというのがあって、今年はベートーヴェ

ンが生まれて何年とか、それから今世界中にこういう指揮者とか、こういう歌い手がいる、といった情報網を張って

いる。日本は指揮者が一番えらいと思っているけど、そうではない。欧米では音楽学校で音楽学を学んだような人た

ちが、劇場などに就職して出世してインテンダント（下記注２）になったりする。

竹津：指揮者は本来雇うものですものね。

木村：芸術監督イコール指揮者ではないのですよ。でも最近、PMFの運営は頑張っていると思いますよ。「官」に頼

っていてもだめだっていうことを判っていて、ご意見番も作ったりしている。昔に比べて人をマネージメントするの

は楽になりましたが、それにしてもPMFがしっかりとした組織だってことがわからない限りは、指揮者や演奏家に打

診してもきちんとした答えが返ってこない。ある程度は人の伝（つて）を頼らないとダメ。アーティスト界の価値観

が判る人が必要です。きっかりギャラの査定額しかもらえなくても、意気に感じたらアーティストは応えてくれるも

のです。

小林：今の時代は情報過多で、それを選択できる知識がない。僕が関わっている「FM軽井沢」では、人口1万9000人

のうちのほんのわずかしか聴いていないようなラジオ局でも、いい番組を作れば海外からも「聴いたよ」とメッセー

ジが届くんです。とにかくいいものを作って、まずは発信すればいい。

司会：ＰＭＦ組織委員会のさらなる強化と変革というのも重要なテーマですよね。

木村：それとどこまで（PMFを）スリム化するか。タイトにするか。

竹津：スリム化しなきゃ、生き延びられません。

木村：いろいろと精査して、ギャラの基準などもう一回見直し、プロデューサーや事務局長が必ずしも音楽に精通し

ていなくても、詳しい人をスタッフに何人か置いて、彼らの意見を聞きながら総合的に判断すればいい。

小林：音楽学校で学んで専門の職（音楽家）につかなくても脱落者では全くない。音楽に造詣があれば運営の仕事に

就いても、深みや幅のある優秀な人材になれると思います。

司会：竹津さんは初めは音楽家でしたが、札響やPMFの運営も担ってこられましたが。

竹津：音楽しかやっていない人は経済的なことなどがあまりわからない場合が多いので、少し鍛えて社会的な応対も

できるようにしなければならないことがありますね。

司会：私個人としては一市民として「PMFはこの先どうなるんだろう？」などと、焦燥感

と期待感の入り混じった気持ちで見守ったり、活動したりしているのですが。

小林：市民の側からも知恵が出てくるかどうかですね。

木村：そういうのを待ったほうがいいかもしれません。

竹津：一度破産しても大規模なリストラや市民の寄付などで再生したフィラデルフィア交

響楽団のように何があっても存続や復活することができれば。

小林：一度倒れてもその下には新しい芽がある。自分で井戸を掘って出てくるんです。

木村：そうですね。根っこがきちんとしていればなんとかなります。それにやはり札幌市

民が得しないと札幌でやっている意味が無い。

竹津：これだけ多くの国から人が集まっているのだから、市民としてはそことつながりを持ちたい。「PMFを応援す

る会」はそんな機会も作る会にしたいと考えています。

司会：PMFの課題と未来戦略についてお話がつきませんが、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さま、あ

りがとうございました。

竹津宜男・当会会長

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（注１）ザルツブルク　：モーツァルトの生地。オーストリアのザルツブルクで毎年７月末から８月末まで開催され

るザルツブルク音楽祭は、ウィーン・フィルを始め、世界のトップオーケストラ、歌劇場、

指揮者、ソリストが集い、世界でもっとも高級かつ注目を浴びる音楽祭の一つである。

（注２）インテンダント：劇場やオペラハウスの運営を監督する総裁



―　PMF2013　2年ぶりにウィーン・フィルから教授陣　―

PMF大通公園コンサート
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今年はPMF教授陣にウィーン・フィルの楽団員が２年ぶり

に戻ってきた。コンサートマスターのライナー・キュッヒル

ら７人が参加し、会期前半、アカデミー生を指導したり、弦

楽四重奏の演奏会を開いた。

PMFには第２回目の1991年から、2012年を除いて毎年参加

しているので、PMFとウィーン・フィルの繋がりはとても深

くて長い。そして今やPMFのシンボル的存在のひとつになっ

ている。

これはもちろん、単なる推測にすぎないことだが、恐らく

札幌と同規模かあるいはそれ以上の街で、特別にマニアック

な音楽ファンでないにもかかわらず、これほど一般市民がウ

ィーン・フィルハーモニー管弦楽団に親しみを感じ、何かと

話題に乗せる街はないのではないだろうか？　

それはひとえにPMF（パシフィック・ミュージック・フェスティヴァル）のせいであり、なかんずく「PMF大通

公園コンサート」のせいであろう。どれほどの多くの人が例年、あの大通公園での野外コンサートで、ウィーンの薫

り高いワルツやおなじみの名曲を楽しんできたことだろうか。それらの市民の体験がウィーン・フィルを身近な存在

にしている要因であろう。

「大通公園コンサート」は1999年から、クラリネット奏者で長らくPMF芸術主幹を務めてきたペーター・シュミー

ドルとウィーン・フィルのメンバーが、札幌市民への感謝の気持ちを込めて、そしてPMFがもっと市民の中へ近づい

ていくために無料コンサートを開こうと呼びかけたのが始まりであった。

ウィーン・フィルといえば、ベルリン・フィルと並んで世界に冠たるスーパーオーケストラの両雄である。その一

方の雄をごく普通の音楽愛好者が普通の日常会話の中で、親しみを込めてキュッヒルさんやシュミードルさんの名前

が飛び交うのだから、何とも楽しいではないか。実際、PMFの期間中、中島公園を歩いていると、リハーサルを終え

たキュッヒルら、楽団員がホテルへの帰るために歩いているのに出くわすことが頻繁にある。

それでは、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団（以下ＶＰＯ）というのはどのようなオーケストラなのだろうか？

日本でもっとも愛されているオーケストラの一つでありながら、知っているようで意外に知らないその実像に迫って

みたい。

ＶＰＯはウィーン国立歌劇場管弦楽団のメンバーで構成される私的なクラブ組織である。これは簡単に言うと、一

つの団体が２つのオーケストラ活動をしていることを意味する。つまり、彼らがウィーン国立歌劇場関係の演奏をす

る時「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」と呼ばれ、歌劇場以外の演奏活動を行うときに「ウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団」と名乗っているのである。このような彼らの存在は、世界的にみても稀である。

ＶＰＯは1842年３月、宮廷歌劇場（現在のウィーン国立歌劇場）管弦楽団の楽長を務めていたオットー・ニコライ

が、自身のオーケストラメンバー64名による自主的な演奏会活動を企画し、実際に演奏したのがその起源とされる。

運営は楽団員による自主運営で各種マネジメントもメンバー自らが行う。例えば指揮者の選定やプログラムは団員総

会によって決定される。誰かから指示されたものではなく、あくまでも自分たちの意思で選んだ指揮者と共演する。

これがＶＰＯの姿勢である。また、常任指揮者＝定期演奏会の指揮を専属的に任せる指揮者を置いたのは、クレメン

ス・クラウスまで。1933年にクラウスが辞任すると、それ以後は客演指揮者制を採るようになった。強力な一人の指

揮者による支配という形は、ＶＰＯ創立時からの民主的な理念と相容れないためであろうが、一方で「指揮者のせい

にできない」というプレッシャーを背負うことにもなるわけである。その時々でベストと思われる指揮者を招聘し、

手合わせ願うことで、自分たちの音楽的次元をより高め、同時に柔軟性も身に付けていくというスタンスを取ってい

るのである。
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ＶＰＯの最大の特徴は、このオーケストラが歌劇場の管弦楽団であること。それがこのオケの特徴を決定づける最

大のファクターであろう。

ＶＰＯは、言うまでもなく、ウィーン国立歌劇場管弦楽団を母体としている以上、当然ながらオペラ演奏のプロ中

のプロである。毎年９月１日から翌年６月３０日までのウィーン国立歌劇場のシーズン中、ほとんど休演日なしに毎

晩、オーケストラ・ピットに入ってオペラ（と若干のバレエ公演）を演奏しているのがウィーン国立歌劇場管弦楽団

だから、ＶＰＯのメンバーは、（むろんローテーションがあって全員が毎晩演奏しているわけではないが、）実に頻

繁にオペラを演奏していることになる。その公演の数は優に300を超える。楽員全員が１年中、オペラ漬けの毎日を

送っているわけである。

以下、少し長くなるが、ＶＰＯが誇る他の追従を許さない世にも稀なる柔軟なアンサンブルはどうやって生まれた

のか・・・その理由を解明するために、ＶＰＯがオペラ公演とどう関わっているかを説明しよう。

オペラ公演にはアクシデントがつきものである。オペラは、生身の歌手たちが身体を楽器にして勝負する場である

だけでなく、演技や舞台装置や照明など、音楽以外の多様な要素が複雑に絡む「総合芸術」である以上、思わぬ落と

し穴が随所にひそんでいる。しかもウィーン国立歌劇場の場合は、更にリスクが大きい。それは１シーズンに、通常

２０人を優に上回る作曲家の５０種ほどの異なるオペラ作品を日替わりで上演するシステムをとっており、また「新

演出」や「校訂上演」のシリーズ以外の、いわゆる「レパートリー上演」は、歌手が替わっても指揮者が替わっても、

練習なしのぶっつけ本番という綱渡りを繰り返しているからである。ほとんど信じがたいことであるが、この歌劇場

では、コンサートマスターが舞台うらで“今夜の指揮者は誰か”と確認をする光景があっても少しも珍しい光景では

ないのである。

そんなわけで、このオーケストラは臨機応変にあらゆる事態や情況に対応し、傷を深めることなく、巧みにカバー

し、世界最高のオペラへの聴衆の期待に毎晩こたえてゆかねばならない宿命を負っているのである。

ＶＰＯの柔軟なアンサンブルは、こうしたオペラの現場で日々培われたものなのである。それだけではない。「比

類なきオーケストラ」として世界第一級のテクニックを備え、何よりも音色の優雅さ、ハーモニーの美しさ、まろや

かでこくのある情感は、同じメンバーが入れ替わり立ち替わり毎晩の本番で顔を合わせて音楽を作ってゆく過程の中

で生まれてきた。柔軟であるだけでなく、つねに互いに音を聴き合いながら以心伝心で自分たちの響き、自分たちの

音楽を作り、結果として練りに練りあがったアンサンブルが形成されたのである。コンサート・オーケストラとして

のＶＰＯの傑出した特質も、こうしたオペラの演奏から育まれたものである。

ＶＰＯは、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の楽員で結成されるため、まず国立歌劇場管のメンバーに採用されること

が前提で、それから３年後に資格審査を経て、ＶＰＯの入団資格が得られる。従来はウィーン音楽院出身の男性しか

採用せず、楽器はウィーン製のものを貸し与え、新メンバー入団にあたっては、楽員が直接教えた生徒が優先される

という伝統が守られていたが、現在はかなり流動的になった。今は女性団員も採用されるようになったし、出身や国

籍より、入団後の適応性がより重要視されるようになってきたが、オーボエやクラリネット、ホルンなどは、楽器が

ウィーン独自のものなので、これらをマスターした人でないと無理。入団希望者に課せられている唯一無二の理念は、

ＶＰＯの音楽スタイルと響きのイメージに同化することである。

ＶＰＯに関して言えば、次のような光景は日常茶飯事に見られる。「楽友協会ホールでマチネのシンフォニー・コ

ンサートを終えた楽員が楽器を抱えて小走りに、あるいはバイクや自転車に飛び乗って、国立歌劇場へと急ぎ、夜に

は歌劇場のオーケストラ・ピットで、数時間のオペラを演奏する・・・」ということもひんぱんにある。

ＶＰＯは年10回の定期演奏会をそれぞれ２～3回開催、定期と同内容の特別演奏会、ウィーン音楽祭への出演、年

始の恒例ニューイヤー・コンサート、夏のザルツブルク音楽祭ではホストを務め、ラヴェンナやルツェルンといった

音楽祭への出演、そして国内・海外演奏旅行など。その他にウィーン国立歌劇場でのオペラの公演が毎日のようにあ

る。メンバーが完全休業できるのは７月前半のみ。この間にPMFなどの教育活動に従事するメンバーがいる。実はこ

れが「PMFにウィーン・フィル登場！！」の舞台裏の真実である。一部とはいえ、ウィーン・フィルのメンバーが、

７月の札幌に滞在しているということは、実に厳しい年間のスケジュールのなかでまさに針の穴を通すような奇跡的

なことであるということがお判りいただけるであろう。（敬称略）



《 ウエルカムフラッグ ・ 大看板 ・ ミニコンサート 》 に挑戦
「PMF2013」を支援・歓迎！！　新しいプロジェクト

9

「ＰＭＦを応援する会」では、毎年 ＰＭＦ期間中は「カフェ・サロン／ピクニックコンサートで会いましょう」

など精力的な取り組みを展開しています。

そして昨年からは、ＰＭＦの主要拠点である「札幌芸術の森」へ至る国道453号の沿線にＰＭＦ歓迎旗をおよそ

200本以上を掲出し、国内外からのアカデミー生とアーティスト、ＰＭＦファンへ、ＰＭＦ2013開催のお知らせと

歓迎の気持ちを発信しております。

今年はこれを更に発展させて、より「地域」「住民」と一体となった企画・実行をめざしました。名づけて「札幌

芸術の森地区 ＰＭＦ歓迎・地域活力発信プロジェクト」。

これは、標題のとおり（１）「ウエルカムフラッグ」の掲出、（２）「歓迎大看板」の設置、（３）「ミニコンサート」

開催の複合的な取り組みです。

この地域では、既に別の住民組織が沿道を花壇で飾る「フラワーロード」活動

が盛んですが、このＰＭＦフラッグ作戦は それと相共鳴して“ＰＭＦウエルカ

ムロード”にしようというのがねらいです。そして今年新たに着手した大看板作

戦はそのターミナルである「札幌芸術の森」入り口にＰＭＦの何の歓迎サインが

無いことに対処するものでした。

そこで５月に「支援サークル」・「地元有志」と懇談会を開き、地元ならでは

のアイディアを交換して上記名のプロジェクトにまとめました。

「支援サークル」と当会が連携して英文と日本語の看板デザインを決定。看板

制作は（株）プランニング・ホッコーに依頼、同社の全面的な協力や「札幌芸術の森」の積極的なご理解をいただい

て実現しました。

制作費は地元の沿線を中心とする住民、施設、会社・店舗、病院などの応援協力金でまかなうことができました。

ご協力をいただいた28社（者）名は 本稿では割愛せざるをえませんが、看板にご芳名を掲載、ミニコンサート（後述）の

当日プログラムでもご紹介しました。ご支援、ご協力をいただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。
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地元の皆様との、この《３部作》の最後は「札

幌市常盤児童会館」（小原館長）との提携でした。

私たちは世界20カ国・地域から参加した108人と

アジアからの特別参加３名のアカデミー生との

ふれあいを志向していますが、今年は是非とも

直接“歓迎”の気持ちを伝えたい－と考えました。

そこで「札幌芸術の森」に隣接する「関口雄揮

記念美術館」のご協力を得て、7月13日「ＰＭＦのお話と工作、ミニコンサート」の開催にこぎつけました。

住民・市民・子供たちにＰＭＦの理解をいっそう深めていただくため第１部は「ＰＭＦってなあに？」、第２部「ア

カデミー生・アーティストにキーホルダー＆メッセージカードを贈ろう 工作会」、第３部「ミニコンサート」です。児

童会館に集う子供たちはこの日まで連日、手づくりでプラスティックによるキーホルダー150個を作成。この日はキー

ホルダーを封入するカードにメッセージを書き込みました。「音楽をとおして やさしさ、楽しさ、を世界の人に伝えて

ネ」（原文）など小学生低学年から高学年、中学生、住民らがそれぞれの思いを伝えました。この心のこもったプレゼ

ントは組織委員会を通じてアカデミー生やアーティストに贈られましたが、世界各地に持ち帰られ いつまでも「PMF2013・

SAPPORO」の記憶と想い出を残すことでしょう。

コンサートでは、アカデミー修了生で現在パリで活躍するヴァイオリニスト伊藤光湖さん（北海道出身）が駆けつけ

ていただき、美しいクラシックの調べをはじめ「となりのトトロ」「サザエさん」「アンパンマン」などのアニメ曲も弾

き、子供たちも目の前でナマの音色を体験しました。

こうした住民・市民ぐるみのＰＭＦ歓迎プロジェクトの取り組みは「地域の誇りや一体感」「まちづくり」に成長す

ることを願っておりますが、この試行が各地域でも更に拡大することを期待しております。

PMFのリハーサルを聴く機会があった。“これだけ緻密で入念なリハーサルを

していながら、どうして本番では心に響いてこないのだろう”というのがこの時

の指揮者の印象であった。前回も同じ感想を持った。理詰めで音楽を作っても必

ずしも感動を呼び起こすとは限らないようだ。そして感動の響きは準備とか計画

が万全だからといって出せるものでもない（らしい）。巡り合って“時と場所”

を共にした音楽家と聴衆とが、本番で背後にいる聴衆の反応を正確に感じ取って、

その瞬間の閃きと霊感を現実の音とする指揮者・・・そのような“神がかり的”

な指揮者のみが歳月を超え、時代や国境を超えて歴史的名演奏という“瞬間”を

音楽史に残すのであろう。考えてみたらここ数年しばらくそのような“神さま”

にお会いしていない。（ち）

〈編集後記〉


