ヴェンツェル･フックス
Wenzel Fuchs (Clarinet)
オーストリアのインスブルク生まれ。名門音楽一家に生まれ、子供の頃からすでに様々な管楽アン
サンブルでクラリネットを吹いてきた。ウィーン音楽大学で学び、オーストリア科学芸術省賞を受
賞。この頃、フックスは代役メンバーとしてウィーン・フィルで演奏する機会を得ている。
ウィーン・フォルクスオパーの首席クラリネット奏者、オーストリア放送(ORF)交響楽団の首席クラ
リネット奏者を歴任し、1993 年にベルリン・フィル首席クラリネット奏者に就任。ベルリン・フィ
ルの活動に加えて、ソリスト及び室内楽奏者としても活躍しており、ベルリン・フィルハーモニー
管楽アンサンブル、ベルリン・フィル木管ソロイスツ、ベルリン・フィル八重奏団、フィルハーモ
ニック・フレンズ・オブ・ウィーン＝ベルリン等で演奏している。
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団アカデミーで教えるほか、ハンス・アイスラー音楽大学ベル
リンで教授（2008 年 10 月より）
、日本の東京芸術大学及び岡山の作陽音楽大学の客員教授、上海音
楽院の名誉教授を務め、世界中でマスタークラスを行っている。

＊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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Wenzel Fuchs (Clarinet)
Born 1963 in Innsbruck, Austria

What makes working with the Berliner Philharmoniker so unique?
Communication, joy in playing, comradeship and quality.
Wenzel Fuchs comes from a region where traditional wind music is highlyvalued. The Innsbruck
native, scion of a musical family, was alreadyplaying the clarinet as a child in various wind
ensembles. After firststudying in Kitzbuehel and Innsbruck, he went to the
ViennaMusikhochschule,He got a Prize of the Austrian Ministry for science and Art. In these time he
had the opportunity of playing as a substitutewith the Vienna Philharmonic. He began his rofessional
career as principal clarinettist of the Vienna Volksoper, then moving to the Austrian Radio (ORF)
Symphony Orchestra and in 1993 in the same position to the Berlin Philharmonic. In addition to his
work in the orchestra, Fuchs is active as a soloist and chamber player in, among other groups, the
Philharmonic Wind Ensemble, Philharmonic Wind Soloists, Philharmonic Octet and the
Philharmonic Friends of Vienna-Berlin. He also teaches in the Berliner Philharmoniker`s Orchestra
Academy, holds a professorship at the Hochschule fur Musik "Hanns Eisler" Berlin (since October
2008), a visiting professorship at the Gedai University Tokyo and at the Sakuyou Music University
in Okayama, Japan and an honorary professorship at the Shanghai Conservatory, and he gives
master classes all over the world. Wenzel Fuchs enjoys skiing and likes most of all to spend his free
time with his family.
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