
 

 

 

 

 

即日発表用  

２０１８年 2月１6日 

ニューヨーク・フィルハーモニック 連絡先：  

Katherine E. Johnson / (212) 875-5700 
johnsonk@nyphil.org 

 

２０１８年 アジア・ツアー 
次期音楽監督ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック  

２０１８年３月８日〜１８日 

 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンと NY フィルによる初の海外公演ツアー 

 

北京、京都、東京、名古屋、台北 

 

ユジャ・ワンによる、ブラームスのピアノ協奏曲第１番、プロコフィエフのピアノ協奏曲第３番  

NY フィル初共演の五嶋龍による、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲 

 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮 

ストラヴィンスキーの「春の祭典」  
マーラーの交響曲第５番 

ワーヘナールの序曲「シラノ・ド・ベルジュラック」 
 

ニューヨーク発 — 次期音楽監督に指名された指揮者ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンがニューヨーク・フ

ィルハーモニックを率い、２０１８年３月８日から１８日にかけて２０１８年アジア・ツアーを行う。１０日間に

渡るこのツアーはヤープ・ヴァン・ズヴェーデンと同楽団による初の海外公演となり、５都市８公演が予

定されている。公演都市は、北京、京都、東京、名古屋、そして台北。今回のツアーでソロを務めるの

は、北京生まれのピアニスト、ユジャ・ワンと、日系アメリカ人のヴァイオリニスト、五嶋龍。  

 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンの指揮でニューヨーク・フィルハーモニックが演奏するのは、ストラヴィン

スキーの「春の祭典」、マーラーの交響曲第５番、ワーヘナールの序曲「シラノ・ド・ベルジュラック」。ユ
ジャ・ワンは、ブラームスのピアノ協奏曲第１番、そしてプロコフィエフのピアノ協奏曲第３番でマエスト

ロ・ヴァン・ズヴェーデンおよび楽団と共演。NY フィルと初の共演を果たす五嶋龍は、メンデルスゾー

ンのヴァイオリン協奏曲でマエストロ・ヴァン・ズヴェーデンと楽団に加わる。公演会場となるのは、中

国国家大劇院（北京）、京都コンサートホール（京都）、サントリーホール（東京）、名古屋市民会館（名

古屋）、そして、国家両庁院（台北）。 
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「６年前の初共演以来、この素晴らしい楽団とは大変楽しく音楽活動を続けてきました。今回、ツアー

という徹底して集中できる場で共演するのは、非常に楽しみです。」と、次期音楽監督に指名されたヤ

ープ・ヴァン・ズヴェーデンは語る。「ニューヨーク・フィルハーモニックの優秀な奏者たちは、マーラー

に洞察力を、ブラームスに美をもたらし、全てにおいて見事な規律と驚くべき技巧、また情熱をもって

臨んでくれます。ユジャ・ワンとの再共演、五嶋龍との共演、またアジアに戻り、年を重ね交流を深め

てきた、洗練された観客の皆さんと再会するのも楽しみです。」 

 

「ニューヨーク・フィルハーモニックは世界的な楽団です。」そう語るのは、会長兼 CEOのテボラ・ボル

ダ。「この楽団には、３月に訪れる各都市も含め世界各地からの奏者が集まっています。幅広いツア

ー経歴の中でアジア圏を何度も訪れました。東京での初演は１９６１年、台北初訪問が１９８４年、北京

での初演は確か１９９８年でした。今回の公演をご覧になるお客様は、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンと

ニューヨーク・フィルハーモニックの相性がどんなものかをいち早く知ることができます。」 

 

ニューヨーク・フィルハーモニックは、１９６１年、当時の音楽監督レナード・バーンスタインに率いられ

ての初のアジア公演から、これまでに東京を１４回、名古屋を１１回訪れている。台北へのツアーは、

当時の音楽監督ズービン・メータ指揮の１９８４年の初演から７回。そして今回の２０１８年アジア・ツア

ーは、１９９８年、当時の音楽監督クルト・マズアの指揮による人民大会堂での初演以来、四度目の北

京訪問となるだけでなく、２００８年、当時の音楽監督ロリン・マゼール指揮で初めて訪れた中国国家

大劇院の舞台に再び戻る形となる。また今回、京都へは五度目の訪問になる。 

 

アーティスト 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンは、ここ十年の間に三大陸で国際的に知られる存在になった。ダラス交

響楽団の音楽監督として十年間の任期が終了する２０１７/１８年のシーズンは、ニューヨーク・フィルハ

ーモニックの次期音楽監督に指名され、正式に音楽監督となる２０１８/１９年の就任シーズンを待つ

重要な年となる。２０１２年より継続する香港フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督のポストは引き続

き担当する。２０１７/１８年シーズンのハイライトは、ニューヨーク・フィルハーモニックと NYおよびツア

ーでの共演の他、シカゴ交響楽団、アムステルダムの ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、ロッテル

ダム・フィルハーモニー管弦楽団、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団、他との再演がある。 

 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンはまた、クリーブランド、フィラデルフィアの各管弦楽団、ボストン、ロンド

ン、上海の各交響楽団、ロサンジェルス、ウィーン、ベルリン、ミュンヘンの各フィルハーモニー管弦楽

団、フランス国立管弦楽団、パリ管弦楽団で客演を行ってきた。２０１５年には、毎年行われる「ソルー

ナ国際音楽芸術祭」の運営をダラス交響楽団と共に開始した他、ワーグナーの「ニーベルングの指輪」

を香港で初演・指揮するという四年がかりの企画を香港フィルハーモニーと共にスタートさせた。後者

はナクソス・レーベルからリリースされる予定。２０１７から１９年まで夏期の間は、グシュタード祝祭管弦

楽団とグシュタードアカデミーの首席指揮者を務める。 

 

絶賛を浴びたヤープ・ヴァン・ズヴェーデンのレコーディングには、ストラヴィンスキーの「春の祭典」 

「ペトルーシュカ」、ブリテンの「戦争レクイエム」、またベートーベン、ブラームス、ブルックナーの各交

響曲全集がある。 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と共にマーラーの交響曲第５番、またフィルハ

ーモニア管弦楽団とダヴィッド・フレイが共演するモーツァルトのピアノ協奏曲も録音している。彼の名



演とされるワーグナーの「ローエングリン」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」、「パルジファル」

（ヴァン・ズヴェーデンはこの作品で２０１２年、栄誉あるエジソン賞最優秀オペラ・レコーディング賞を

獲得）は CD、DVDで聴くことができる。ダラス交響楽団のレーベルでは、チャイコフスキー、ベートー

ベン、マーラー、ドヴォルザークの交響曲、またスタッキーの「１９６４年８月４日」の世界初レコーディン

グを指揮。２０１７/１８年シーズンには、ユニバーサル・ミュージック・グループの米国クラシック部門と

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮下のニューヨーク・フィルハーモニックとの間で新しいレコーディング

契約が結ばれる予定だ。 

 

アムステルダム生まれのヤープ・ヴァン・ズヴェーデンは、１９歳でロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

の歴代最年少コンサートマスターに指名された。指揮者としてのキャリアはそれより２０年後の１９９５年

に始まる。２００５年から１３年まで首席指揮者を務めたオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団の名

誉首席指揮者、またオランダ放送室内管弦楽団の名誉指揮者である。さらに２００８年から１１年までロ

イヤル・フランダース・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者も務めた。２０１２年、マエストロ・ヴァ

ン・ズヴェーデンは「ミュージカル・アメリカ」誌の年間最優秀指揮者に選ばれている。 

 

１９９７年、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンとアールチェ夫人は、音楽療法士や音楽家の養成も含めて、

自閉症の子を持つ家族を支援するパパゲーノ基金を設立。２０１５年８月、自閉症の若者や児童のホ

ーム、パパゲーノ・ハウスをオランダのラレンで開設した際には、マキシマ王妃も参列された。 

 

ヴァイオリニストの五嶋龍は、７歳の時に札幌のパシフィック・ミュージック・フェスティバルでデビューし、

それから活動を続けている。以来ソリストとして、国立、ウィーン、シドニー、モントリオール、フランクフ

ルト放送、ハンブルク、上海の各交響楽団、ロンドン、ミュンヘン、ウィーンの各フィルハーモニー管弦

楽団、またフィラデルフィア管弦楽団やリヨン国立管弦楽団といった多くの世界の一流オーケストラと

共演してきた。共演指揮者には、ウラディーミル・アシュケナージ、チョン・ミョンフン、タン・ドゥン、ファ

ビオ・ルイージ、ロリン・マゼール、ケント・ナガノ、ヤニック・ネゼ＝セガン、ジョナサン・ノット、アンドレ

ス・オロスコ＝エストラーダ、レナード・スラットキンなどがいる。五嶋氏は、カーネギー・ホール、ケネデ

ィ・センター、サントリーホール、シドニー・オペラハウス、上海大劇院、台北の国家両庁院、ウィーン学

友協会、ミュンヘンのヘルクレスザールやガスタイクなど、世界的に有名な会場で演奏している。２０１

８年１月には NHK交響楽団とバーンスタイン百周年記念祝典で共演する他、ニューヨーク・フィルハ

ーモニックと２０１８年アジア・ツアーで初共演する。五嶋氏は慈善活動として全世界の音楽生たちと

関わり、練習の助言指導やマスタークラスを行っている。ニューヨーク市教育局と共に「五嶋龍エクセ

レンス・イン・ミュージック・イニシアティブ奨学金」を設立、またジュリアード音楽院やハーバード大学

バッハ・ソサエティ管弦楽団と共に様々な活動に携わる。レコーディング・レーベルは、ユニバーサル

クラシックス・ジャパンと提携するドイツ・グラモフォン。２０１１年５月にハーバード大学で物理学の学士

課程を修了した五嶋氏は、現在アナ・チュマチェンコにヴァイオリンを師事している。米日カウンシル

の会員でもあり、日系アメリカ人弁護士協会から日系米人の先導者として賞を授与された。日本空手

協会公認の黒帯三段保持者であり、また英、日、仏、中など数カ国語を流暢に操る。日本音楽財団よ

り貸与された１７２２年製のストラディヴァリウス「ジュピター」を演奏している。ニューヨーク・フィルハー

モニックとは今回が初共演となる。 

 



ピアニストのユジャ・ワンは、２０１７/１８年シーズンのリサイタル、またコンサートシリーズやツアーで、

世界で最も敬慕される合奏団や指揮者たちと共演している。２０１７年夏期、まずロンドン交響楽団と

マイケル・ティルソン・トーマスのツアーに参加、プログラムの主演目であるブラームスのピアノ協奏曲

第２番を演奏。次いでヴィニア音楽祭では、シカゴ交響楽団とライオネル・ブランギエとの共演で、ブラ

ームスのピアノ協奏曲第１番を披露した。その後、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とヴァレリ

ー・ゲルギエフ共演で複数コンサートを行い、ヴェルビエ音楽祭で一連の公演をこなした上、サンクト

ペテルブルグ・フィルハーモニー管弦楽団とドイツ三都市ツアーも行なった。さらにマーラー室内管弦

楽団、ヨーロッパ室内管弦楽団とそれぞれ弾き振りのツアーが始まる他、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン

就任後初のニューヨーク・フィルハーモニックのツアー、またヤニック・ネゼ＝セガンが監督する最後の

ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団のツアーにも参加予定。他にも、香港、マイアミ、プラハ、テ

ルアビブ、ベルリン、ワシントン D.C.でメジャーな公演が予定されている。２０１７年冬、これまで度々共

演してきたヴァイオリニストのレオニダス・カヴァコスと再び組み、ヨーロッパで室内音楽ツアーを行う。

２０１８年春には、ニューヨーク、サンフランシスコ、ローマ、ウィーン、ベルリン、パリなど欧米の一流会

場を巡るリサイタルツアーも始まる。ユジャ・ワンは北京市の音楽一家に生まれ育ち、子供時代に中国

でピアノを学んだ後、カナダと、フィラデルフィアのカーティス音楽学校のゲイリー・グラフマンの元で

それぞれ上級指導を受けた。２００７年、マルタ・アルゲリッチに代わってボストン交響楽団の独奏者を

務めたことから世界的にブレーク。二年後にドイツ・グラモフォンと独占契約して以来、高い評価を受

ける演奏やレコーディングを次々と行い、今や世界のトップアーティストとしての地位を確立した。２０１

７年、ユジャ・ワンは「ミュージカル・アメリカ」誌の年間最優秀アーティストに選ばれている。ニューヨー

ク・フィルハーモニックとの初共演は２００６年７月のコロラド州ヴェイルのブラボー音楽祭で、ブラムウェ

ル・トーヴェイの指揮でリストのピアノ協奏曲第１番を演奏した。新しいところでは２０１６年３月、エサ＝

ペッカ・サロネン指揮でメシアンのトゥーランガリラ交響曲を共演している。 

 

ニューヨーク・フィルハーモニックについて 

ニューヨーク・フィルハーモニックは、ニューヨーク、合衆国、そして世界において文化的リーダーの役

割を果たしている。 ニューヨークでの公演活動、世界各地でのツアーや研修プログラム、またデジタ

ル録音シリーズ、国際放送、教育プログラムを通して、毎シーズン５千万人の音楽愛好家たちとつな

がっている。２１０７/１８年シーズン、次期音楽監督に指名されたヤープ・ヴァン・ズヴェーデンの元、

NY フィルはその大いなる強さと本質である献身を称えると同時に、斬新でグローバルなアンサンブル

として将来を見据え、奏者や共演者、新しい音楽への取り組み、幅広いレパートリー、教育プログラム、

アクセスのしやすさに光をあてていく。 

 

NY フィルは１８４２年の創立以来、各時代を代表する作曲家に作品を委嘱し、世界初演を行ってきた。

ドヴォルザークの交響曲「新世界より」、ガーシュインのピアノ協奏曲ヘ長調、９/１１の被害者に捧げら

れピューリッツァー賞を受賞したジョン・アダムズの「輪廻転生論」、エサ＝ペッカ・サロネンのピアノ協

奏曲、ウィントン・マルサリスの「ザ・ジャングル」（交響曲第４番）などがそうである。また新しい音楽への

取り組みから現代音楽シリーズ「コンタクト！」が生まれ、現在９シーズン目を迎えている。 

 

地域および世界の資産である NY フィルは、ニューヨーク市内各所で毎年無料コンサートを行ってい

る。これには、ディディ・シェイファーとオスカー・シェイファー提供の「コンサート・イン・ザ・パークス」の

他、「フィルハーモニック・フリー・フライデーズ」や、長年続くおなじみの「ヤング・ピープルズ・コンサー



ト」などがある。また明日を担う楽団奏者の養成に従事すべく、NY フィルはニューヨーク・フィルハーモ

ニック・グローバル・アカデミーを設立。現在、上海オーケストラ・アカデミーおよび共同研修制度、サ

ンタバーバラのミュージック・アカデミー・オブ・ザ・ウエストなどと提携し、さまざまなプロジェクトに取り

組んでいる。またミシガン大学ミュージカル・ソサエティとの共同研修制度も続けられている。世界的に

有名な同楽団は、これまでに６３カ国４３２都市で公演を行ってきた。主要な公演としては、草分けとな

った１９３０年ヨーロッパ・ツアー、それまで前例を見なかった１９５９年ソビエト連邦ツアー、２００８年の

米国の楽団としては初の歴史的な北朝鮮・平壌訪問、２００９年ベトナム・ハノイでの初演などが挙げら

れる。 

 

メディア先駆者でもある NY フィルは、１９１７年より２０００件以上のレコーディングを行い、米国の主要

オーケストラとしては初めてライブ収録コンサートのダウンロードを可能にした。２０１６年には史上初の

Facebook ライブ配信コンサートを製作、同シーズン三回の放映はネット上で１００万人以上に視聴さ

れた。同楽団の長い歴史は、ニューヨーク・フィルハーモニック・レオン・レヴィ・デジタルアーカイブス

でネット上から無料閲覧できるようになっている。１８４２年以来印刷されてきた各プログラムに加え、マ

ーラーやバーンスタインなどの音楽監督や奏者に書込みされた楽譜・パート譜が見られる。２０１８年

末までには３００万頁以上の資料が閲覧可能になる予定だ。 

 

１８４２年、米国生まれのユーレリ・コレルリ・ヒルを筆頭に地元の演奏家たちによって結成されたニュー

ヨーク・フィルハーモニックは、全米最古、また世界でも最古の部類に入る交響楽団である。NY フィル

を導いてきた著名な作曲家・指揮者には、チャイコフスキー、リチャード・ストラウス、ストラヴィンスキー、

コープランド、ミトロプーロスなどがいる。ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンは、アラン・ギルバート、マゼー

ル、マズア、ズービン・メータ、ブーレーズ、バーンスタイン、トスカニーニ、マーラーといった音楽的指

導者たちの後を継いで、２０１８/１９年の音楽監督を任されることになる。  

 

招商銀行 

１９８７年に設立され、中国深セン市に本拠地を置く。招商銀行は中国初の株式商業銀行であると共

に、中国銀行業界の改革を奨励する為に政府外部が取組んで進められた全国的な実験に初めて参

加した銀行でもある。３０年前の開業以来、中国経済の進歩と共に、小さな地域銀行から上海・香港

株式市場で６番目に大きな上場商業銀行へと成長した。同銀行は、世界の競合銀行の中でも利益で

１２位、時価総額で２６位にランクする。また中国で最も評価されるウェルス・マネジメント銀行に選ばれ

ている。 

招商銀行は、商業銀行業、金融リース業、資金管理、生命保険、海外投資銀行業の金融免許を持つ

銀行団体である。革新的な開発を何年にも渡り続けてきた招商銀行のサービスの多くは、今や中国

の銀行業界の手本とされる。同銀行はこれまで何年もの間、「中国最高の小口金融業」「中国最高の

プライベート・バンキング」「中国最高の取引銀行」等として、一流メディアに認められてきた。 

 
台北公演協賛者 

２０１８年３月１７日（土）: リチャード・M・ツァイ氏 最も包括的に事業を行う台湾最大の金融持株会社の一つ、

富邦金融ホールディングス会長。同社の大手子会社には、富邦生命、台北富邦銀行、富邦銀行（中国）、富邦

銀行（香港）、富邦保険、富邦証券などがある。今日、台湾から香港、中国、ベトナムにかけて事業を展開する

富邦金融ホールディングスの時価総額は、２０１７年末の時点で１７３億８千万米ドル。ツァイ氏は２０１６年にハ



ーバード・ビジネス・レビュー誌より「台湾の CEO ベスト５０」の栄誉を受けた。現ニューヨーク・フィルハーモニッ

ク国際諮問委員会会員。  

 

２０１８年３月１８日（日）: チャールズ・チェン氏 ワンハイ・ラインズ、エピスター・コーポレーション、泰安保険、

士林製紙、中華航空の筆頭株主である民営持株会社、イーヤン・ホールディンググループ会長。台湾航空貨

物ターミナル・コーポレーションおよび有限会社泰安保険の副会長でもある。中華航空およびリージェント・ホテ

ルグループの取締役員を務める他、地元また海外でも数多く役員を務めている。台湾の勇源基金の共同社長。

他にも、児童肝臓基金、台湾癌基金、フォルモザ癌基金、台湾整形外科スポーツ医学研究基金を初め、多く

の非利益団体の取締役員に名を連ねる。ニューヨーク大学よりビジネス修士号を取得。ニューヨーク・フィルハ

ーモニック国際諮問委員会会員。 

 

 

* * * 
３月８日・９日の北京公演は、招商銀行（China Merchants Bank Co., Ltd) の提供で行われます。 

 

 

 

* * * 

３月１７日の公演は、富邦フィナンシャルホールディングス（Fubon Financial Holdings) 会長、リチャー

ド・M・ツァイ氏の協賛によるものです。 
 

* * * 

３月１８日の公演は、勇源基金（Chen-Yung Foundation) President、チャールズ・C・Y・チェン氏の協

賛によるものです。 
 

* * * 

シティ： ニューヨーク ・フィルハーモニックの公式クレジットカード。 
 

* * * 

エミレーツ航空はニューヨーク ・フィルハーモニックの公式航空会社です。 
 

* * * 

プログラムの一部は、アンドリュー・クオモ知事およびニューヨーク州議会の協力を得て、市議会、全

米芸術基金、ニューヨーク州芸術評議会との提携により、ニューヨーク市文化事業局から公共基金の

援助を受けています。  



２０１８年 アジア 

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮ニューヨーク ・フィルハーモニック 

公演日程 

下記内容は変更される場合があります。 

日時 会場  プログラム 

3月 8日 

（木） 

19:30  

北京 

中国国家大劇院 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ヴァイオリン：五嶋龍 

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 

マーラー：交響曲第 5番 

3月 9日 

（金） 

19:30  

北京 

中国国家大劇院 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ピアノ：ユジャ・ワン 

ブラームス：ピアノ協奏曲第 1番 

ストラヴィンスキー：「春の祭典」 

3月 11日 

（日） 

15:00  

京都 

京都コンサートホール 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ヴァイオリン：五嶋龍 

ヨハン・ワーヘナール：序曲「シラノ・ド・ベルジュラック」 

メンデルスゾーン： ヴァイオリン協奏曲 

ストラヴィンスキー：「春の祭典」 

3月 13日 

（火） 

19:00  

東京 

サントリーホール 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ピアノ：ユジャ・ワン 

ブラームス：ピアノ協奏曲第 1番 

ストラヴィンスキー：「春の祭典」 

3月 14日 

（水） 

19:00  

東京 

サントリーホール 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ヴァイオリン：五嶋龍 

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 

マーラー：交響曲第 5番 

3月 15日 

（木） 

18:45  

名古屋 

名古屋市民会館 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ヴァイオリン：五嶋龍 

ヨハン・ワーヘナール：序曲「シラノ・ド・ベルジュラック」 

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 

ストラヴィンスキー：「春の祭典」 

3月 17日 

（土） 

19:30  

台北 

国家両庁院 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ピアノ：ユジャ・ワン 

ブラームス：ピアノ協奏曲第 1番 

ストラヴィンスキー：「春の祭典」 

3月 18日 

（日） 

19:30  

台北 

国家両庁院 

指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン 

ピアノ：ユジャ・ワン 

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第 3番 

マーラー：交響曲第 5番 

 
プログラムは変更される場合があります。 

 

新着情報 — 最新情報、動画、スライドショーなどをご覧になれます。 

http://nyphil.org/whats-new/


画像・動画は、ニューヨーク・フィルハーモニックのネット閲覧室（nyphil.org/newsroom/1718）でご覧になるか、  

広報部までご連絡下さい。 電話 (212) 875-5700  メール PR@nyphil.org 

 
   

 

  

http://www.nyphil.org/newsroom/1718

