アンドレス・オロスコ＝エストラーダ
*招聘ｵｰｹｽﾄﾗとの来日
Andrés Orozco-Estrada
*appeared with visiting orchestra only
アンドレス・オロスコ＝エストラーダは、2014/15 シーズンに新たに就任したフランクフルト放送交
響楽団（hr-Sinfonieorchester）の音楽監督である。同時期に、ヒューストン交響楽団の音楽監督
も引き継いでいる。2013 年には、世界最高峰のオーケストラ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽
団が、2015/16 シーズンから彼を首席客演指揮者とすることを決定した。コロンビアで生まれ、ウィ
ーンで学んだアンドレス・オロスコ＝エストラーダは、同世代の指揮者のなかでもっとも人気のあ
る一人である。2004 年、急遽、ウィーン楽友協会でウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団のコ
ンサートを指揮することになり、一躍国際的注目を浴びることとなった。そのコンサートはウィー
ンのメディアで「ウィーンの奇跡」と称賛された。2009 年、オロスコ＝エストラーダはウィーン・
トーンキュンストラー管弦楽団の首席指揮者に任命された。大きな成功を収めたこの組み合わせも、
2014/15 シーズンで終わりとなる。オロスコ＝エストラーダは 2009 年から 2013 年まで、バスク国立
管弦楽団（エウスカディ交響楽団）の首席指揮者を務めてもいた。
オロスコ＝エストラーダは現在までに、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ミュンヘン・フ
ィルハーモニー管弦楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、マーラー室内管弦楽団、ロ
ンドン交響楽団、バーミンガム市交響楽団、ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、フランス国立
管弦楽団などのオーケストラと共演している。最近のデビューおよび今後のデビュー予定としては、
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団（アムステルダム）、ロイヤル・ストックホルム・フィルハー
モニー管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ピッツバーグ交響楽団、クリーヴランド管弦楽団と
の共演がある。また、オペラの指揮者として、シュトゥットガルト州立歌劇場やグラインドボーン
音楽祭などに招待されている。
1977 年、コロンビアのメデジンに生まれる。音楽はヴァイオリンから始め、15 歳のとき指揮の勉
強を始める。1997 年、ウィーンへ渡り、権威あるウィーン国立音楽大学で、伝説的指揮者ハンス・
スワロフスキーの弟子であるウロシュ・ラヨビチに指揮を学ぶ。ウィーン在住。
（2015 年 6 月現在 約 950 字）

＊プロフィールの一部を使用する場合、日数が経過している場合は、ジャパン・アーツの校正チェックを
お受け頂きますようお願い申し上げます。
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Andrés Orozco-Estrada (Conductor)
*appeared with visiting orchestra only
Andrés Orozco-Estrada is the new Music Director of the Frankfurt Radio Symphony Orchestra
(hr-Sinfonieorchester) from the start of the 2014/15 season. At the same time he took over as Music
Director with the Houston Symphony Orchestra. In 2013 one of the world's most renowned
orchestras, the London Philharmonic Orchestra, elected him Principal Guest Conductor from
2015/16 on.
Colombian-born and Vienna-trained, Andrés Orozco-Estrada is one of the most sought after
conductors of his generation. He first came to international attention in 2004 when he stepped in at
short notice to conduct a concert with the Tonkünstler Orchestra Niederösterreich at the Vienna
Musikverein, for which he was acclaimed by the Viennese press as the “wonder of Vienna”. In 2009
Orozco-Estrada was appointed Principal Conductor of the Tonkünstler Orchestra. This very
successful collaboration draws to a close with the 2014/15 season. From 2009 to 2013
Orozco-Estrada was also Principal Conductor of the Basque National Orchestra (Orquesta Sinfónica
de Euskadi).
Andrés Orozco-Estrada is currently working with orchestras including the Vienna Philharmonic
Orchestra, the Munich Philharmonic Orchestra, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Mahler
Chamber Orchestra, the London Symphony Orchestra, the City of Birmingham Symphony Orchestra,
the Santa Cecilia Orchestra in Rome and the Orchestre National de France. Débuts include the Royal
Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, the
Philadelphia, the Pittsburgh and the Cleveland Symphony Orchestras. As an opera conductor
Orozco-Estrada has been invited to the Stuttgart State Opera and the Glyndebourne Festival Opera.
Born in 1977 in Medellín (Colombia), Andrés Orozco-Estrada began his musical studies on the
violin and had his first conducting lessons at the age of 15. In 1997 he moved to Vienna, where he
joined the conducting class of Uroš Lajovic, a pupil of the legendary Hans Swarowsky, at the
renowned Vienna Music Academy.
The main focus of his artistic work is on the Romantic repertoire and the Viennese Classical School,
but Orozco-Estrada also shows a keen interest in contemporary music and regularly performs
premières of Austrian composers as well as compositions of Spanish and South American origin.
Orozco-Estrada currently lives in Vienna.
2014/15
2015/16 season only. Please contact Japan Arts if you wish to edit this biography.
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