※情報があるものに限ったため、一部掲載されていない演奏曲もございます。ご了承ください。
作曲者

サン・サーン
ス＝リスト＝
ホロヴィッツ
＝加藤ぴょん
子

ベートーヴェ
ン

ショパン

曲名

死の舞踏

ピアノソナタNo. 1
Op. 2

奏者

サン＝サーンスが原曲を交響詩として作
曲していますから、やはりどんな編曲も
のでもまず原曲を研究するべきでしょう。
私が聞いた交響詩は、シャルル・デュト
ワ指揮だったかと思います。
ヴァイオリン＋ピアノ編では「悪魔のダン
加藤ぴょん子
ス」というアルバムがあります。
ヴァイオリンをギル・シャハム、ピアノを
ジョナサン・フェルドマンが演奏していま
す。
リスト～ホロヴィッツ編では「若き日のホ
ロヴィッツ」がおすすめです。

ワルツ第８番変イ長調
op.64-3

チャイコフス
キー

サティ

ハイドン

チェルニー

グラナドス

ソナタ 変ホ長調
Hob.ⅩⅥ/52
第1楽章

の演奏は、彼の悪魔的なピアニ
ズムを堪能できる名演だと思いま
す。

グールド（ＣＢＳ）装飾音がヘンな
のと、わざと拍子を均等にしてい
るのが不可解ではありますが、
不可解さを上回る美しさがありま
す。

新田

太田

当然ホロヴィッツの演奏が一番 リスト＝ホロヴィッツに加藤ぴょん
有名です。「死の舞踏」のピアノ 子さんがどのような編曲を加える
独奏用編曲で無駄が少なくお勧 のか、楽しみです。名編曲を期待し
めなのがリッターの編曲で、ダル ます。ヴォロドスによる演奏も「国
ベールがピアノロールに演奏を 際シフラ友の会日本支部」から手
残しています。
に入ります。

一般的にソナタはグルダの演奏
をお勧めします。前期のソナタに
おいてはシュナーベルの全集も
お勧めです。

ベートーヴェンのピアノソナタ全集
では、アルフレッド・ブレンデルの録
音がよくまとまっていると思いま
す。他にも有名なところでは、バッ
クハウス、ケンプ、そしてアシュケ
ナージ等も全集を録音しています。

リストの演奏で最もお手本にな
る演奏といえばどの曲において
シフラの演奏もなかなか良いが、こ
もまずアラウの演奏があげられ
の曲に関してはキーシンの演奏が
ます（PHCP-3577）。アムランの
まとまっていて良いと思う。
澄んだ演奏（CDA66874）も一聴
に値します。

プレトニョフの演奏しか聴いたこと
ないのですが（グレート・ピアニス
なんといってもプレトニョフの録
ツ）、あまり好きなタイプの演奏家
（識者談）トロップとか、どうでしょ 音が定番でしょう。ライヴでもよく
ではありません。確かリヒテルも
うか。
弾いてます。中村紘子も意外と
録音しているので（Victor）、どな
いい演奏を残してます。
たかのレビューがあるといいので
すが・・・。
マルコ・ポーロ（演奏はAdam
Fellegi）以外でメトネルの曲を聴
いたのはトーザーのメトネル集
Vol.2（chandos)が最初でしたが、
この曲のインパクトは相当に大き
く、メトネルの楽譜とＣＤを買いあ
さるきっかけとなりました。他は、
アムランのLive at Wigmore
Hall(hyperion)は速過ぎますし、メ
ジューエワ(DENON)の瑞々しさも
心に響くにはあと一息、作曲者の
自演もいま一歩。

金子雄一郎

「最後から二番目の思
想」よりⅠ．「田園相聞
歌」，「クロード・ド
ビュッ
シーに」、薔薇十字会
の最初の思想、貧しき
者の夢想

家にある数少ないホロヴィッツの
音源を探してみましたが、全て
1942年の演奏でした。カルメン変
奏曲のように、とまでは望みませ
サン・サーンス＝リスト＝ホロ
んが、是非他のバージョンを聴い
ヴィッツでは、エリック=ハイミー
てみたいものです。それにしても、
が面白いのでは。
ホロヴィッツ版によるホロヴィッツ

リストであればどんな小品でも
（識者談）アラウあたり、いかが
コッテリ聴かせてくれるシフラ
でしょうか？（別の識者談）ペラ
(EMI)がやはり別格かと思います。 イアが素晴らしい。

四季」より１月
「炉辺にて」

「忘れられた調べ」より
「祝祭の舞曲」

守屋

ルービンシュタイン（RCA）の晩
年の演奏は、できるかぎり原版
に忠実に演奏していて、いろい
ろ勉強になります。年の功を感じ
グレートピアニスツシリーズのラフ コルトー（ＥＭＩ）は絶品。心地よ ます。リパッティのスタジオ録音 個人的にはシフラ(Georges Cziffra)
マニノフがとても上品で曲にマッ いルバート、旋律と和音の絶妙 （EMI）とブザンソン音楽祭におけ の演奏をお勧めしたい。ワルツ全
チしてます。録音状態が悪いのは なバランスがあります。この人の る最後のリサイタル（EMI）でのラ 集ならばアシュケナージやカツァリ
仕方ないところですね。
ショパンは本当に見事です。
イヴどちらも壮絶で華麗で、天 スの演奏が手に入れ易いでしょう。
すみません。メジャーな曲なので特にコ
才的な演奏です。コルトー（1934
レといったオススメはもちあわせていま
年録音）では、外しまくってます
せん。
が、変幻自在の音色とニュアン
スが神業です。

２つの演奏会用練習
曲より「森のささやき」

メトネル

大渕

初期の作品はピアニストのテク
ニックとセンスを楽しみたいので、
グルダ（amadeo）の演奏が好みで
す。あとは、ドライで構築感があっ
て時折ちょっとしたニュアンスを楽
しめるナットやハイドシェクあたり
でしょうか（どちらもEMI）。いずれ
も作為的ではないけど決して飽き
させない演奏です。

白石潤一

小代康世

リスト

奏者の推薦

「薔薇十字会の最初の思想」サ
ティの曲集はチッコリーニしか
チッコリーニの演奏が定番で
持っていませんが、面白い演奏 す。
です。

峯岸涼太

松岡秀光

自作自演（Dante）をまず聴くべ
きでしょう。その他ではアムラン
がライヴ録音（CDA66765）で洗
練された演奏を残してます。

やはりホロヴィッツの演奏に深い
感銘を受けます(APRCD 0057な
この曲を弾こうと思うきっかけになった、
ど)。あの威風堂々とした冒頭部
キーシンのＣＤ（1994年の録音、SONY）
分はホロヴィッツのピアノでガ
のパンチの効いた演奏を挙げたいと思い
ツーンと鳴らされるととても印象に
ます。そのほか、リヒテル（1987年）、シフ
残ります。グールドの演奏もグー
（1997年）の演奏も気に入っています。
ルドらしさが出ているので、とても
楽しめます。

Mejouevaのメリハリのついた演奏
がお勧めです。他にはGeoffey
Tozerのメトネル全集にも収録され
ています。

パスカル・ロジェがサティのピアノ
作品集を出しています
（LONDON）。曲のせいかもしれな
いが、あまり印象に残っていませ
ん。

ブレンデル（Great Pianists12収
録）の音の使い方がユニーク。そ
れに比べるとリヒテル（ＤＥＣＣＡ）
は地味ですが、それはそれでよ
く考えられた演奏だと思います。
グールド(ＣＢＳ)もいいですねえ。
フォルテピアノではChristine
Schornsheim（Ｃａｐｒｉｃｃｉｏ）が面
白い。全集で２千円台という驚異
的な安さも加え、ダントツです。

この曲は、今のところYaarl Tal &
Andreas Groethouysenの Carl Czernyの
連弾曲集のみしかみつけられていませ
ん。さすがこのお二人の演奏は、浪漫的
で息の長い旋律と華麗なピヤニズムに
「性格的で華麗な序 小平美弥子＆
溢れた曲を素晴らしく輝かしく演奏してい
曲」Op.54
山本深雪
ます。 ライヴでは2004年5月15日（耕心
館）の「中井恒仁氏＋武田美和子氏」に
よる演奏も、聴いているものが幸せにな
れる位それはそれは素晴らしかったで
す。

「ゴィエスカス」より
第1曲 愛の言葉

やはり、ラローチャに勝る演奏はないよう
に思います（私が聴いたのは、BMG
BVCC-37269）。こんな難曲を弾いてみ
ようなどと私に勘違いさせる元になった
演奏でもあります。それほどまでに軽々
と弾いているのです。きらきらとした輝き
ラ・ローチャでは、完璧な77年の
を放ちながら零れ出てくる音の美しさに
演奏(DECCA)も円熟味を増してカ
は、本当にため息が出ます。
ドが取れた89年の演奏(RCA)も共
坂爪あや子 一方、あえて他の演奏を探して手に入れ
に素晴らしいです。個人的には89
たのが、ダグラス・リヴァ（Naxos,
年の味わい深さを取りたいところ
8.554403）。グラナドスの楽譜校訂も行っ
です。
ているピアニストだそうです。肝心の演
奏はというと、ラローチャの流麗さに比べ
ると若干「言葉に詰まっている」ような印
象を受けます。照れ屋でいささかぶっき
らぼうなマホという感じです（笑）。

ラローチャ（デッカ）。ステージを
ゆっくり歩いて入場する瞬間から
感動するほど、オーラがありまし
たが、もう聞けないとは残念で
す。

Ele Peleleならグラナドスの自作
この曲はあまり聴いたことが無い
自演がピアノロールと録音
のですが、ラローチャ(Larrocha)の
（VAIA/IPA 1001）の両方で残っ
演奏は素晴らしいと思います。
てます。

作曲者

スクリャービ
ン

曲名

幻想曲 Ｏｐ.28

奏者

実方康介

奏者の推薦

大渕

守屋

スクリャービンの薫りを備えた後
期ロマン派の曲ということで、い ザラフィアンツ（ＡＬＭ）、初めのメ
わゆるスクリャービン弾きはこの ロウな響きから並外れた集中
ソフロニツキの演奏が素晴らしいと思っ 曲を得意としない場合が多いよう 力。フレーズ間の絶妙なコントラ
ています。他の演奏はグレムザー
に思うのですが・・・。例えばゲン スト、移り行く和音のヴィヴィッド
（NAXOS）を
リヒ・ネイガウスの演奏はとても な動きでこの上なくドラマチック
聴いたのみ。そちらはあまり好きではあ 薫ってくるのですが、後半ちょっと な展開に圧倒されます。強弱の
りません。
キツイのは否めないところです。 レンジが広く、さらに音に色や匂
現代の人では、やはりアムランの いを感じる、つまり聴覚だけでな
演奏が高レベルにバランスが取 く五感を刺激される演奏。絶対
れていて私は好きです（他のソナ オススメ！
タはあまり共感できませんが・・）。

新田

太田

ロシアのスクリャービン博物館で
買い込んだ謎のテープに入って
いたソフロニツキの演奏が素晴
らしかったですが、いつの録音
なのか不明な所が残念です。ア
ムランの演奏（CDA67131/2）も
素晴らしいですが、スクリャービ
ンでなくアムランに聴こえます。

台湾生まれのピアニストGwhyneth
Chenの演奏がお勧め。
(1999,ProPianoRecords)ヴォロドス
の演奏はこの曲にしては軽い演奏
だと思う。ザラフィアンツ
(1999,Kojima Recordings)はかなり
ゆっくりな演奏が特長。全く違う曲
だが、２台ピアノで「幻想曲」(遺作)
が存在する。曲想からして若い頃
の作品だと思われる。こちらはラ
ベック姉妹が録音している。
(1994,Philips)

バッハ

フーガの技法よりコン
トラプンクトゥス9

まずhyperionのニコラーエワ
（CDA66631/2）。どの曲もしっとりと各声
部が歌い上げられ、芸術的価値の非常
に高い作品であることが一聴して判る。
ALBAというレーベルのRisto Lauriala
（ABCD151）も充実した演奏で全集では
お勧め。SonyのEssential Classicsシリー
ズのバッハのアルバム２枚組（SB2K
63231）に含まれるCharles Rosenの全曲
演奏も次にお勧め。現代曲を得意とする
人らしくテンポの速い曲が秀逸。グール
ドは全曲聴きたかった。

シチェドリン

24の前奏曲とフーガよ
り第3番

メロディア（BMG 74321 36906 2）の自作
自演で十分。切れ味鋭い演奏が特徴。
25のポリフォニックな手帳と24の前奏曲
とフーガが収録されており、共に驚嘆に
値する佳作。

メロディア（BMG 74321 36906 2）
の自作自演。

カプースチン

24の前奏曲とフーガよ
り第24番

自作自演以外があれば是非聴いてみた
い。しかし本人を凌駕する演奏の出現は
期待薄。

自作自演のCD以外は今のところ
カプースチンの曲は自作自演に 無いと思います。24の前奏曲とフー
勝る演奏はないと思われます。 ガはいろんな意味で革新的な曲だ
と思います。

アムラン

前奏曲とフーガ

アムランの出世作となったザ・コンポー
ザー=ピアニスツ（hyperion CDA67050）
に収録。自分で譜読みしてから改めて聴
くと、信じられないほど無茶苦茶上手い。

本人のCD以外、音源は出ていな
アムラン本人によるザ・コンポー
いと思います。非常に難易度が高
ザー=ピアニスツ（hyperion
いこの曲、生演奏を聴ける機会は
CDA67050）に収録。
滅多に無いでしょう。

ボルトキエ
ヴィチ

Ｅｓｑｕｉｓｓｅｓ de Ｃｒｉｍ
ｅｅ Ｏｐ 8 ＮＯ．1
Les rochers d'
Outehe-Coche.

メトネル

ソナタ・ロマンティカ
op.53 No.1 第2楽章

大渕良弘

この曲は未聴です。ボルトケヴィ
チはカツァリスのアルバム
（Piano21 21004）とCoombsのピア
ノ曲集２（hyperion CDA67094)の
み持ってます。前者は清々しい演
奏ですが、後者はあまり印象に残
らず・・・。なお、Coombsの曲集１
にもOp.8は含まれていません。

長谷川和代

吉川恵太

２楽章に限定するなら、いささか
アムラン／ピアノ・ソナタ全集
速度超過気味ですがアムラン
東京エムプラス（ハイペリオン）MCDA- (hyperion)は楽しいです。他の楽
67221～24（99年4月）
章も十分に素晴らしいのですが、
やはりちょっと違う気が。メランコ
どんな曲も、最初に聴いた音源がいちば リックな曲については他のソナタ
んいいと思ってしまう、という傾向は
も含めてトーザー(chandos)の解
私だけでなく多くの方にあると思うが、今 釈が自然ではないでしょうか。ミ
のところ、やっぱりこれが好き。
ルン(CRD3498)のように骨組みを
浮き立たせる演奏もこの２楽章で
は許容されるでしょう。

アムラン／ピアノ・ソナタ全集（ハ アムランのピアノソナタ全集以外で
イペリオン）MCDA-67221～24 は、Geoffey Tozerのメトネル全集
（99年4月）
が比較的手に入り易いでしょう。

シフラ編は２通りありますが、どち
らで演奏されるのでしょうか？EMI
（超絶のブラームス）で両方聴くこ
とができますが、
HUGAROTON(HCD31596)では長
いバージョンのみ聴くことができま
す。

この手の編曲物ではまずは自作
自演を聴くのが一番です。ちな
みにブラームス＝シフラのハン シフラ本人以外の録音は無いと思
ガリー舞曲第5番は2種類の編 います。ちなみに、シフラの「５つの
曲があります。原曲では、子供 演奏会用練習曲」の最後も「ハンガ
の頃きいたディノ・チアーニの研 リー舞曲第５番」の編曲です。やた
ぎ澄まされた演奏が忘れられま ら派手な編曲ですが、難易度はや
せんが、音源が探せずにおりま や低いと思います。
す。見つけた方がいたっしゃった
らご連絡下さい。

ブラームス＝
ハンガリー舞曲第5番
シフラ

塩田紘子

モーツァルト
＝ヴォロドス

トルコ行進曲

8つの演奏会用練習
曲より第1番「プレ
カプースチン
リュード」、第6番「パス
トラル」

メトネル

牧歌ソナタ op.56

◇ハンガリー舞曲第5番：「La
Campanella」Georges Cziffra（EMI,
TOCE-59703）←楽譜付
◇トルコ行進曲：「Piano Transcriptions」
Arcadi Volodos（Sony, SK62691）
共に、編曲者本人による演奏。（コメント
はあえて割愛、耳の良い方々にお任せし ヴォロドス・デビュー(SONY)に収
ます。）
録されていますが、この編曲アル
原曲ですが、編曲モノに耐えうる
バムはホロヴィッツ、シフラ、フェ
インパクトある演奏を。イグナツ
インベルグらに自作を交えていて
＝フリードマン（Naxos)、一音一
とても楽しめる１枚です。改めてホ
音の練り上げられた音が、SPの
ロヴィッツの演奏の素晴らしさを
雑音の中から浮かび上がってき
実感させられたような気もします
ます。
が、演奏家の試みは評価したいと
ころです。

この手の編曲物ではまずは自作
自演を聴くのが一番です。原曲 ヴォロドス(Volodos)の演奏会では
では、録音は古いですが、エミー 必ずアンコールで演奏されます。
ル・フォン・ザウアーが繊細な
「国際シフラ友の会日本支部」にも
「ザウアータッチ」を聴かせてくれ 多数の音源が存在します。
ます。

小幡創

作曲者本人による自作自演に勝るもの
は今のところないと思います。アムランも
8曲弾いていますが、音にいまいち「粘
り」がなくて、自演を聞いた後だと物足り
ない感じ。

自演を初めて聴いた時は本当に
衝撃でした。聴く分にはこれで必
要十分な気がしますが、何曲か
自分で弾いてみた後で自演とア
ムランの演奏を聴き比べると、ア
ムランの演奏の凄さを実感しま
す。

現在のところ、自作自演が一番の
カプースチンの曲は自作自演に お勧めです。こだわり～の演奏会
勝る演奏はないと思われます。 で名演奏が生まれることを期待し
てます。

大和誉典

手元のソナタ全集はM.A.Hamelin による
ものしかないのですが、他にもG.Tozer，
H.Milneあたりが手に入りやすいと思われ
ます。Hamelinによる牧歌ソナタはちょっ
とあっさりしていて（特にクライマックスの
ところ等）、その辺をもう少したっぷり弾
いてくれた方がいいと思うのですが如何
でしょう。
ちなみに個人的にはこの曲との出会い
はE.WildのCheskyへの録音（メトネルと
の出会いもこのＣＤだったように記憶して
います）だったのですが、こちらも非常に
バランスのいい演奏をしていて、メトネル
入門の一枚としてお勧めです。

14曲のうち最も叙情的なこのソナ
タに求められるもの・・・重要なフ
レーズをいかに艶やかかつ印象
的に奏でることができるか・・・とい
う観点からは、トーザー(Chandos)
が圧倒的な名演です。ワイルド
(Chesky-Records)はややモタつき
気味、Fellegi(MarcoPolo)は控え
めなテンポ設定ですが、共に曲の
要求に忠実な演奏で、メジューエ
ワ（音楽之友社）もほぼ同様で
す。アムラン(Hyperion)はこの曲
に限っては淡白すぎるため、オス
スメできません。

アムラン（CDA67221/4）の演奏
がまずお勧め。この手の感情を
ストレートに表に出さない音楽は
アムランにぴったりだと思いま
す。

メジューエワ(Mejoueva)のCDも日
本では比較的手に入り易いでしょ
う。音楽之友者から発売されてい
ます。

作曲者

曲名

クルターク

涙、真の人の追憶の
中に

奏者

奏者の推薦

スカルラッティ

さすがに枚数持ってますが、残念ながら
最初から最後まで全部好きという演奏が
見つかりません。では自分が～と会心の
演奏に達することが出来ないところがも
どかしい。

ノクターンOP.48-1

バッハ

ソナタK45 L265、K193
L142、K198 L22

ベルリーニ＝
リスト、タール
ヘキサメロン（ベル
ベルク、ピク
リーニの「清教徒」行
シス、ヘル
進曲による華麗なる
ツ、チェル
演奏会用大変奏曲）
ニー、ショパ
ン

バッハ

シューベルト
＝リスト

パルティータ 第5番
ト長調 BWV829

水車屋と小川
Ｓ.５６５－２

本間健将

長岡ゆり

田中博幸

太田

クルタークの存在は守屋さんに教
えていただきました。ので、音源情
報も左に同じです。

ショパンのノクターンはフランソワ
(EMI 7243 5 68151 2 4)で聴いて
います。多分プレイエルで弾いて
いるのだと思うのですが、曲とピ
アノと弾き手がピタリとハマってい
ます。あとは、グレートピアニスツ
で聴けるピレスもいいんじゃない
でしょうか。後半を必要以上に鳴
らしている演奏がたまにあります
が、私的には却下かな。

スピード感ではワイセンベルク。
後半の突進力ではギレリス。中盤
の破壊力ではガブリーロフ。どれ
も悪くないのですが、大学入学時
に購入したペトロフの全集が当時
の宝物だったので、この演奏に愛
着を感じています。テンポと重量
感のバランスに優れた好演です。

ピアノソナタ第3番

「イタリア協奏曲」
ヘ長調 BWV971

新田

アシュケナージ DECCA(1997)
冒頭のmezza voceも、中間部の
sotto voceも、再現部のdoppio
movimentoのagitatoも楽譜通り
に弾いているなあと感じますが、
もっとドラマが欲しいなあと思っ
てしまいます。

ピリス（グラモフォン）真珠の様な
美しい音ですが、生のピアノの
音というよりは編集で作ったとい
う感じの音です。ライヴで聴いた
ケマル・ゲキチのアンコールが
衝撃的に美しかったです。こちら
は正真正銘の生の音でした。

この曲の録音は数多くありますが、
誰が何と言おうとマルタ・アルゲリッ
チ様の演奏をお勧めします。EMIか
ら1978年と1979年のライヴ録音を
収録したCDが出ています。

スカルラッティはホロヴィッツ
（SRCR5028）が有名ですが、個
K198はRobert Casadesus(EMI)や
人的にはワイセンベルグの超イ
Szokolay(Naxos)あたりでしょう
ンテンポでも色がでている、宝
か。K193はFou Ts'ong(Collins)と ホロヴィッツ（多数）この曲を弾い
石のような音のスカルラッティ
Queffelec(Erato)を持っていまし てるか忘れましたが・・・スカル
（グラモフォンDCI81201）が一押
た。この３曲は含まれませんが、 ラッティと言えばでしょう。
しです。その他、スカルラッティ
スカルラッティはシフの
＝グラナドス（VAIA/IPA 1001）
Hungaroton録音がお勧めです。
等もなかなか趣があってよいか
と思われます。

浅野稔子

プロコフィエフ

守屋

○ アデス―２０世紀ピアノ音楽のミニア
チュア
アデス EMI（2000）
クルタークの演奏は、このＣＤしか知りま
せん。別の曲なら自作自演があります。

守屋明彦

ショパン

大渕

グールド(Sony)は今更の感があり
ますので、ここはファジル・サイ
(Warner Music 3984261242)を挙
げておきます。リズム感に溢れ、
一音たりとも曇りのない見事な演
イタリア風コンチェルト集
奏です。２番目にはワイセンベル
リナルド・アレッサンドリーニ、コンチェル ク(EMI)あたりでしょうか。この曲
ト・イタリアーノ
はバッハでは比較的自由に弾か
OPUS 111 OPS 30301 2004-08-01
れているようですが、彼の個性的
すがすがしい限りの演奏です。
な演奏スタイルを、特に３楽章に
おいて楽しむことができます。ま
た、シュタイアー（チェンバロ）のア
ゴーギクに富んだ演奏（BMG）も
個人的には大変面白いと感じま
す。
この曲のＣＤを購入した記憶がな
いのですが、オマケ扱いのものが
２枚ありました。１つは
Kersenbaumという人の演奏で、オ
フチニコフの超絶技巧練習曲集と
セットになっている２枚組の
Etudes de virtuosite（EMI 7243 5
72783 2 4)に収録、もう１つは
Lewenthalの演奏で(ELAN
CD82276)、アルカン作品集との
カップリングでした。なお、前者の
オフチニコフの超絶は素晴らしく、
後者のアルカンもとても豪快な演
奏で、共に聴き応え十分のＣＤで
す。曲については企画・構成・主
演の全てがリストですので悪しか
らず・・・。
バッハの演奏家というとグールド、シフ、ニコ
ラーエワ、リヒテル、ヒューイットなどがよく挙
げられるが、それらよりも私が優れると思う
録音を3つほど紹介したい。以下のCDは第5
番だけでなくパルティータ全曲が収録されて
いる。（なお2005年4月現在、ニコラーエワも
リヒテルも、この曲の録音は出ていないと思
われる）
１）ウラディーミル・フェルツマン（ピアノ）,
Camerata CMCD-15042-3
パルティータ全曲を通して、私が最も優れ
ていると思う演奏。聴いていると惹きこまれ
る感覚を持つ。決して奇をてらう演奏解釈で
はないが、時折他の演奏家に見られない装
飾音が入ってきてハッとさせられる。ジーグ
のリピートでは、声部ごとに音程が低くなった
り高くなったり、その組み合わさり方も自然で
ある。
２）セルゲイ・シェプキン（ピアノ）, Ongaku
Records 024-109
「自由かつ軽妙」という言葉がぴったりだろ
う。全体的に速度は速めで、リピートでは装
飾音がこれでもかというほどたくさん入る。気
楽な気分で楽しく聴ける演奏である。
３）スコット・ロス（ハープシコード）, Erato
3984-28167-2
やはりオリジナル楽器による演奏も挙げず
にはおけない。美しい音の出し方でいて、躍
動感に溢れている。

この曲は鈴木弘尚さんの演奏で知りまし
た。 この原稿を書いている今はまだ
発売されていませんが、この曲も収録の
デビューCD “ETUDES
木沢麻由子
SYMPHONIQUES” はきっと素晴らしい、
是非、聴いて頂きたい一枚であると確信
しています。

Murray McLachlan(OLYMPIA)全
集の３番目で私の好きな６番、
「悪魔的暗示」などとも一緒に収
録されていて、コストパフォーマ
ンスが（個人的に）良い。趣味は
あるけど、ガブリーロフ（グラモ
フォン）みたいな一気呵成なのも
アリでしょうか。

Evgeni Koroliov（hanssler)、考え
抜かれた構成、一音も無駄にし
ていない丁寧な姿勢は感動的。
物凄い宇宙が広がります。ゴル
ドベルク変奏曲で生演奏を聴い
たことありますが、素晴らしいピ
アニストです。面白いのはブーニ
ン（ＥＭＩ）、明快な音でスリリング
かつ楽しい演奏です。天才で
す。

Lewenthal（ＢＭＧ）ジャケットのコ
ワモテ写真に怯えましたが、期
待以上？に音楽していてお気に
入り。ダイナミックな展開とフレー
ズの美しさに惹かれ、イッキに聴
いてしまいます。
Marshev(Danacord)所々驚くとこ
ろがあり、かなりのテクニシャン
のようです。Kersenbaum(EMI)2
枚組みでノルマの幻想まで入っ
ているのでコスト的にはオスス
メ。

１番、２番そして４番には強い思い
入れがあるのですが、５番はあま
り注意して聴いておりませんでし
た。ただ、３番と５番を偏愛してい
る知人からグールドの５番のプレ
アンブレムのフレージングについ
て繰り返しレクチャーを受けて擦
り込まれてしまったため、この５番
だけは困ったことにグールド以外
の解釈では満足できなくなってお
ります。それはさておき、パル
（識者談）シフがすばらしい。
ティータを各演奏家のアプローチ
の仕方を楽しむ格好の素材として
認識しているのは私だけでしょう
か？バッハのライプツィヒ時代の
鍵盤音楽にはあらゆる解釈を許
容できる普遍性があるため、でき
ればこれからのピアニストには、
グールドのように曲の持つ可能性
を私達に知らしめて欲しいと思っ
ています。

リストは基本的に守備範囲外の
ため、知らない曲だらけです。
シューベルトの歌曲はカツァリス
が弾いていたような気もします
が、音源を知りません。・・・などと
書いた後に、CDの曲名にある
「der Bach」が「小川」の意だと知
り（あのBachは日本では小川さん
になるのですね！）、私も守屋さ
んと同じ'92年のフーズム珍曲祭
の音源で聴いていたことに気付き
ました。この年のＣＤはお宝入り
のためか？２枚所持しておりま
す。

Yefim Bronfmanの演奏がお勧めで
す(SME)。他にはBoris Bermanのピ
アノ曲全集やMatti Raekallioが「ソ
ナタ全集＋束の間の幻影」などが
手に入り易いかと思います。

Serge Babayan
（Danacord)"Rarities of Piano
Music at Schloss vor
Husum"1992に収録。アムランと
か一緒に入っていて「マニアック
なのはちょっと～」と思う人もいる
でしょうが、レガートの美しい演
奏。原曲だと、フィッシャー＝
ディースカウ、ジェラルド＝ムー
ア（P)が泣けてきます。

アムラン：何を弾いてもアムラン
に聴こえる彼の演奏ですから、
当然アムランに聴こえる演奏で
す。レーヴェンタール：いつも熱
い彼らしく、大変エネルギーのあ
る、19世紀的な演奏です。

調べてみると結構重要な作品であ
るみたいですが、あまり知りません
でした。EMIから出ているリストのピ
アノ作品集(２枚組み)の中に入って
います。聞いてみると曲の大部分
がリストが作っているような気がし
ます。

ロザリン・トゥーレックの若い頃
の録音をお勧めします。

安定したテクニックと表現力では
Alexander Gindinの演奏がかなり
良いと思います(2000,Triton)。
Gindinの演奏ではラヴェルの「ラ・
ヴァルス」Gindin編が素晴らしいで
す。

作曲者

ドビュッシー

伊藤康英

曲名

映像第１集（水に映る
影、ラモー讃、運動）

奏者

金子一朗

琉球幻想曲 （ピアノ 森原百合＆
連弾版）
新田英之

奏者の推薦
ミケランジェリの録音が一般に評価され
ているようです。しかし、それも２０年ほ
ど前の情報なので、最近はもっと素晴ら
しいものがでているかもしれません。ミケ
ラ
ンジェリのものは、音の美しさにおいて他
の追随を許さないと思っていました。しか
し、いまは、恐らく、歌いまわしなどで一
時代前を感じさせるかもしれません。

大渕

守屋

モラヴェッツは凄いですね。グ
レートピアニスツ・シリーズで聴け
ますが、当シリーズの一番のオス
スメがこのモラヴェッツのフランス
ものの演奏です（かなりアクティブ
ノエル＝リー（naïve)の演奏、高
な演奏なので、好みは分かれると
低のコントラストが美しく、聴いて
思います）。その他では、上杉春
いて気持ちよい。
雄（EMI TOCE-55524)の豊かな響
きとクリアな音がとても印象的で
す。ドビュッシーは往年の録音よ
りは現代のピアニストによる現代
の録音の方がいいと思います。

新田

太田

音の美しさではミケランジェリの
名盤（aura）がお勧め。「水に映
る影」は意外にもローゼンタール
が演奏を残しています、似合い
ませんが。

個人的にはブーニンの演奏がいい
と思います。その昔レーザーディス
クが存在しましたが、その後DVDが
発売されたかどうか不明です。

１．交響詩「時の逝く」・・・伊藤康英吹奏
楽作品集
“As Time is passing on” Band Works by
ITO Yasuhide CACG-0015
（ピアノ独奏と吹奏楽のためのバージョ
ン）
ピアノ：伊藤康英 山田昌弘指揮、NTT
東日本東京吹奏楽団
1999年東京初演の時のライヴ録音で
す。
２．琉球幻想曲 伊藤康英ピアノ作品集
MK-0007
ピアノ独奏版
作曲者本人による演奏で、かなりうまい
です。

リスト＝ヴォ
ロドス

ハンガリー狂詩曲13
番

武満徹

雨の樹素描Ⅱ

太田整

聴いたことあるのが小賀野久美さ
あまり音盤を知らないですが、日頃聞い
んという方の演奏です。昔テープ
ている岡田博美（カメラータ、
に落としたものなので、ＣＤレーベ
28CM-568）の演奏は自分では気に入っ
ルもわからないのですが、諸井誠
てます。
と武満徹のカップリングでした。

松林伸生

シェーンベル 5つのピアノ曲op.23よ
ク
り第5番「ワルツ」

カプースチン

ベートーヴェ
ン

リスト

ピアノソナタ第1番より
第4楽章

ピアノ・ソナタ第22番
ヘ長調作品54

ドン・ジョバンニ幻想
曲

アルカディ・ヴォロドス，マイアミ，
３／９／２０００「国際シフラ友の会日本
支部」を参照してください。
http://www4.osk.3web.ne.jp/~cziffra/
昨年12月の日本公演では上記のCDより
もさらに派手な演奏＋
信じられないスピードで弾ききっていまし
原曲ではブゾーニが録音を残し
た。
ヴォロドス編は聴いたことがあり
原曲ですが、シフラ（ＥＭＩ）の早 てます（Pearl）。あまりにも素晴
ません。原曲については、アムラ
いパッセージの弾き方には関心 らしい演奏で感服してしまいま
リスト作曲の原曲ならば音源は多数ある ンの演奏が笑えるくらいハイス
します。
す。当然シフラの2回の録音は
はず。
ピードで面白いです。
定番です。
お勧めはシフラ(Georges Cziffra)の演
奏。
「Marc-Andre Hamelin plays Liszt」
(hyperion)では
ほんの一部アムランが編曲している部分
がある。

ポリーニ盤（グラモフォン、POCG-2926）
がお勧めです。
構成美を厳密に追求し、しかも切れ味の
いい演奏。私はポリーニのＣＤでは、
このシェーンベルク集は随一だと思いま
す。他に有名な盤としてグールド
（CBS SONY、28CD-5270）があります
が、ポリーニとはかなり異なるアプローチ
をしていて、まったく違う曲にさえ聞えま
す。

小学館より武満徹全集が発売中で
す。全５集で総額15万円くらいにな
ると思います。CDも全部で60枚くら
いあったと思います。

ポリーニのシェーンベルクが決定 Elizabeth Klein(Scandinavian
盤かと思います。ポリーニの良さ Classics)。2枚組で、シェーンベ
はやはりベートーヴェンやショパ ルク、ウェーベルン、ベルクの全
ン・シューマンではなく、現代曲（ド 集になってます。ポリーニ、グー
ビュッシー以降）において発揮さ ルドにくらべれば若干淡いです
れているようです。
が、お徳さが残ります。

その他に高橋悠治、園田高弘、等
もこの曲を録音していますが、やは
りポリーニの演奏がお勧めです。

植松洋史

８つのエチュードのアムランの演
奏では自演がベースになっている
印象を持ちましたが、ソナタ１番
のオスボーン(Hyperion)は自演と
全く違う解釈になっているのが面
白いですね。作曲者の意図とは
違うのでしょうが、私はオスボー
ンの解釈に一票。こういう聴き比
べを沢山できれば面白いのでしょ
うが、まだまだ録音が少ないです
ね。

これも、自作自演が一番良いと思
カプースチンの曲は自作自演に います。最近、この曲は色んな人
勝る演奏はないと思われます。 が録音するようになってきて嬉しい
限りです。

石藤紀子

前述の解説は「ごめんなさい，僕の話し
はとりとめがなくて，しかし，ほんとにこの
曲はとりとめのない，謎めいた曲ですよ。
リズムがね，リズムでもって音楽を生か
すことのできる，強いとか弱いとかコント 普段あまり聞かない曲なのでいろ
ラストをつけながら，で，いわゆるこの歌 いろ聞いてみたのですが、ハイド
わせるってんじゃなくて音楽を作るのがう シェク(EMI)がピッタリでした。中期
まい人が弾くととても面白い。それで僕 の中規模のこの曲のサイズに
がよく知ってるのは，前にも話したグルダ 合った過不足ない表現が説得力
と，それからアルフレッド・ブレンデル。こ があります。それとこの曲はテク
の2人ですけど，まあ，他にもいますけ ニックのしっかりしている演奏の
ど，特にうまいのはこの2人だと思ってい 方がいいですね。期待したグルダ
る。今日はブレンデルの演奏を聴きま
(amadeo)は意外に平板でした。
しょう。」で終わるのですが（テープ起こし
しました（笑））、自分は、バックハウスの
演奏も、特に後半のスピード感が好きで
す。

ベートーヴェンのピアノソナタ全集
シュナーベル（EMI)。音の流れが
では、アルフレッド・ブレンデルの録
非常に自然で表情が豊か。テン
音がよくまとまっていると思いま
グルダの演奏をお勧めします。
ポが心地よい。解釈の深さを感
す。他にも有名なところでは、バッ
じます。
クハウス、ケンプ、そしてアシュケ
ナージ等も全集を録音しています。

不破友芝

こういう曲を完璧に弾いてしまうア
ムランはやはり凄いですね。
Music＆Arts(CD-723)と
hyperion(CDA66874)の２枚ありま
すが、前者は荒削りながらヒート
アップし、後者は超人的な完成度
省略したり一部改定してます
と、どちらも聴き応え十分です。
が、フリードマンがピアノロール
APRのバレル２枚組には２種類の
に残した演奏（NI8805）が最も早
演奏が収録されていますが、突
い演奏です。ボレットが18分くら
オグドン、(Great Pianists73）、頑
然テンポが変わったりしてスリリン
いで弾いている所をフリードマン この曲を弾く時には練習のしすぎ
特にございません。皆それぞれに手を加
張ってます。原曲では、フルト
グで大変面白いです。オグドンの
は9分台で弾いてます。他には で右手を怪我しないように注意しま
えたりして面白い演奏をしています。
ヴェングラー（ＥＭＩ）、序曲の重さ
後半の異常な盛り上がり、ボレの
ケマル・ゲキチのライヴ演奏が しょう。
が強烈。
粋な演奏（この二人はグレート・ピ
壮絶で記憶に残ってます。全部
アニスツから）、更にワイルドのド
ちゃんと弾いている音源としては
迫力な演奏（Brilliant Classics
アムラン（CDA66874）をお勧めし
99273)など、この曲はどの演奏も
ます。
気合が入っていて面白いですね。
あと、ランランの札幌公演（5/17）
にて演奏されるのですが（地元ネ
タで失礼！）、聴きに行けるかは
微妙・・・。

