




■世紀末ウィーンとシェー ンベルク～自由な音楽を求めて～ 一め求を楽音な由自～
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ベン工シとンイウ末紀世．

 ●曲について調べるなら
最新名曲解説全集（音楽之友社）が便利。
「浄夜」は室内楽曲1l1に、「月に憑かれたピエロ」は声楽曲Wに

解説が出ています。

（エーう
●主なCDをご紹介しましょう
浄夜（弦楽六重奏版）

ブー レーズ指揮／アンサンブル・アンテルコンタンポラン 9 匡t,
シェーンベルク ・アンサンブル＂日這と＇
カルミナ四重奏団ほか阿：

’

塁日

月に憑かれたピエロ
ミハーイ指揮／シクライ声＂匹Z団
ブーレーズ指揮／クリスティーネ ・ シェーファー声 E四国田'
エトヴェシュ指揮／ジュルソン声 ＇．、目

●こんなCDも
「美しき星の下に」福澤アクリヴィ訟必田』

「月に憑かれたピエロ」の日本初演（放送・1954年8月3日）が収
録されています。

演奏会の初演は同年10月9日に同じメンバーで行われました。
福澤アクリヴィは戦後来日し、活発な演奏活動を行いました。

「バッハ＆ブラームス／シェ ー ンベルクオーケストレー ション」
一

クリストフ・エッシェンバ；；ハ（指揮）ヒューストン交巻楽団
シェーンベルクによる管弦楽編曲作品集

「ユ ーゲントシュティー ル時代の歌曲集j
ルチア・ポップ（ソプラノ） ，胃El,
早逝した名ソプラノ、ルチア ・ ポップによる19世紀から20世紀にか

けての作曲家の歌曲集。
亡くなる2年前(1991年）の録音です。

●レコ ー ドは約150点あります
中にはこんな珍しい録音も

「月に憑かれたピエ□ 作品21 」 アルノルト・シェーンベルク指
揮量贔2E冒

シェ ーンベルク自作自演のLPです。1912年の初演に参加したピ
アニスト、シュトイア ーマン(1892-1964)がピアノを担当しています。
1940年9月24日録音。

（エー）
「黄昏の陶酔～世紀末ウィー ン（マ ーラーとシェー ンベルク）」

9 

19世紀末から20世紀初頭にかけてのウィー ンを背景に、そこで
育った音楽文化が語られています。

「浄夜」、「月に憑かれたピエロ」の第1曲「月に酔う」、第7曲「病
める月」、モノドラマ「期待」などが演奏されています。

rリー ヴィング ・ ホーム 20世紀の管弦楽曲ーラトルのガイド
による音楽旅行」厄四韮回'
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指揮者サイモン ・ ラトルが演奏とともにレクチャ ーし、シェーンベル
クについても語っています。

浄夜1917年改訂版が演奏されています。
「シェー ンベルク：5つの管弦楽曲J I!胃序辟〗
難解といわれるシェ ーンベルクの作品と人物について、リハ ーサ

ルと演奏でわかりやすく解説されています。

「NHK名曲アルバム」駅胃序隕|
短い番組ですが、山本直純編曲東京フィルハ ー モニー交糊楽

団演奏の「消められた夜（浄夜）」とともに、シェー ンベルクがアメリ
力に亡命後過ごした自宅や8年間教鞭を取ったカリフォルニア大学
のシェー ンベルクホ ールなどの映像が紹介され大変典味深い内容
です。

オペラはシェ ーンベルクが作曲した4つの作品のうち次の2つが
観られます。
「モーゼとアロン」 『”””
「今日から明日へJ , 9 冤'

楽譜をみてみよう
ショット社による全集(Samtlilche Werke/ Arnold Schonberg)

が刊行中です。音楽を聴きながら楽譜をみることもできます。今回
の演目はどちらも所蔵しています。
［月に憑かれたピエロ】 Pierrot Lunaire 
【浄夜】 Verklarte Nacht 

弦楽合奏版(1917)は

ー四I

ー四I
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東京文化会館とシェ ー ンベルクl
東京文化会館でも繰り返しシェ ー ンベルクの音楽が演奏されて

きました。
浄夜（弦楽合奏版）に限ってもこんな公演が行われています。

1963. l 日本フィルハー モニー交醤楽団 渡辺暁雄
1966. 5 読売日本交響楽団

アンドレ ・ ヴァンデルノー ト
1967.12 日本フィルハー モニー交響楽団

ルイ・ フレモー

1968. 3 NHK交営楽団 岩城宏之
1972. 2 東京都交響楽団 森正
1974. 6 新日本フィルハー モニー交響楽団 小沢征爾
1975. 2 読売日本交轡楽団 ハンス ・ ドレバンツ
1976. 4 日本フィルハー モニー交醤楽団 尾高忠明
1977.12 読売日本交響楽団 ズー ビン ・ メー タ
1978. 4 新日本フィルハー モニー交醤楽団 小泉和裕
1982.12 東京フィルハー モニー交響楽団 尾高忠明
1986. 1 読売日本交響楽団 尾高忠明
1991. 9 新日本フィルハー モニー交習楽団

シモン・ ゴー ルトベルク
1997.12 東京都交響楽団 小泉和裕

（参考：日本の交響楽団定期演奏会記録 小川昂編 民音音楽資料館）

また日本を代表するオペラ劇場として、数々の名演の舞台となっ
た大ホ ールですが、2007年のバレンボイム率いるベルリン国立歌劇
場の「モーゼとアロン」、2004年のジェシー・ノーマンのモノ・オペラ「期
待」は記憶に新しいところです。

なお、「モーゼとアロン」の日本初演は1970年3月18日大阪フェス
ティバルホ ール•Expo'70 Classicにてベルリン ・ ドイツ ・ オペラによる
ものですが、続けて行われた東京公演（日生劇場）のプログラムは
所蔵しており、I閲魏することができます。

査料室では開館以来の公演のプログラムを保存しています。
昔聞いた公演のプログラムを見ることもできますよ。

演奏者について知りたい
今回の公演の出演者は、今最も注目されているソプラノ歌手であ

る幸田浩子と、都評のソロコンサートマスタ ーで、ソリストとしても活
躍する矢部達哉率いる楽華メンバーです。

各出演者の詳しいプロフィールは、プログラムやチラシに譲るとし
て、幸田さんと矢部さんそしてニュー ヨ ーク在住の実力派ピアニスト
相沢吏江子さんのCDと雑誌記事をご紹介します。

〇矢部達哉
co 「ソット・ ヴオー チェ」 ・匿国
co rェシェゾー 」 日国国3
CD 「ツィゴイネルワイゼン」 日匡国目

雑誌 『インタビュー矢部達哉』（音楽現代 2003.6) 
雑誌 「対談江川紹子の部屋一矢部達哉j

（音楽の友 2004.11) 
雑誌 「私が音楽する理由ーWhy Music?」

（音楽の友 2007. l 0) 
〇幸田浩子

CD 「モー ツァルト ・ アリア集j '』屈U
雑誌 「インタヴュー幸田浩子」（レコ ー ド芸術 2008.4) 
雑誌 「特別インタビュー佐々木典子（ソプラノ）

＋幸田浩子（ソプラノ）」（音楽現代 2008.6) 
0相沢吏江子

CD 「スクリャ ー ビン・ ショスタコ ー ヴィチ24 の前奏曲」
一

雑誌 「わが師を語る」（ショバン2001.10)
雑誌 「インタビュー」（ショパン2003. l 0) 

音楽資料室を出るころには、現代音楽が身近

になった気分では。

今回の舞台芸術創造プログラムでは、「世紀

末ウィ ー ン」を最新テクノロジーを駆使した3D

立体映像を使って紹介していきます。

立体映像化された東京文化会館音楽監督であ

る大友直人氏がナビゲータ ーを務めます。

20世紀音楽に多大な影響を与え、今なお芸術

家を刺激し続けるシェ ー ンベルク。

舞台芸術創造プログラム「世紀末ウィ ー ンとシ

ェ ー ンベルク」に是非お越しください。

最後に映像スタッフを紹介します。

総括 國重静司(NHKアート）

制作 佐藤俊二(NHKアート）

ディレクタ一 本問由樹子（NHKアート）

立体視技術 泉邦昭(3Dコンソーシアム事務局長・アイスキューブ代表）

プロジェクタ ー NECディスプレイソリューションズ

スクリーン キクチ科学研究所

設営 羽田元昭(NHKアート）

美術 小野裕之(NHKアート）
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