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◆�20世紀最大の音楽家の一人、バーンスタインの生誕100年を記念して、ソ
ニー・クラシカルに残されたCD200枚にのぼる膨大な録音から、バーンス
タインの魅力がダイレクトに伝わる50枚のディスクを厳選。
◆�名門ニューヨーク・フィル史上初のアメリカ人の音楽監督への就任から、ヨー
ロッパに軸足を置いたワールドワイドな演奏活動に移行し始める、1957年
から1976年までの約20年間に録音された名演の数々。

◆�音楽の喜びと躍動感に満ち、しかも作曲家としての視点で緻密にアナリーゼ
された演奏。
◆�矢印に囲まれた特徴的なステレオ・ロゴで知られる、鮮明かつワイドレンジな
コロンビアの「360サウンド」が、名手揃いのニューヨーク・フィルの超弩級
のヴィルトゥオジティを刻印。

◆�1960～70年代という時代を色濃く反映した、カラフルな米国初出のオリ
ジナル・ジャケット・デザインが復活（一部を除く）。
◆日本初発売音源
　［22］ゴルトマルク：交響曲第1番「田舎の婚礼」
　［42］コープランド：交響曲第3番

◆日本初CD化音源
　［10］ベルリオーズ：交響曲「イタリアのハロルド」

クラシック音楽の百科事典
ジェイミー・バーンスタイン

　12歳の夏に父の自作「チチェスター詩編」の録音セッショ
ンを覗きました。おそらく学校も夏休みで、父が「いらっしゃ
い」と誘ってくれたのでしょう。父はよくリハーサルやツアー
に連れて行ってくれました。とても興味深い経験でしたね。
父が実際に毎日何をやっていたのか、それを目の当たりにす
ることが出来ましたから。
　父はニューヨーク・フィルと録音することが大好きでした。
録音は、一回限りで消えてしまう「演

パフォーマンス

奏」を形として残して
おくことができる魔法のようなものです。父はコロンビア・レコー
ドがこれらの膨大かつ多彩なレパートリーをニューヨーク・フィルと録音する機会を与えてくれたことをとても感謝してい
ました。今となっては、父とニューヨーク・フィルとの録音はまさにクラシック音楽の百科事典、素晴らしい音楽の資料と
でもいうべきものです。図書館や学校に置いてあってもおかしくないほどです。
　この時代、父のレコードは、今では考えられないようなスピードで次々と録音されていましたが、これは指揮者とオー
ケストラとの間に深い信頼がなければ、またオーケストラが機能的でなければ実現できなかったでしょうね。もちろん録
音の前に定期演奏会で同じ曲を弾きこんで、録音の時点では父もオーケストラの楽員も作品に親しみ十分な準備がで
きていました。とても効率的なやり方でした。マーラーの交響曲第3番のような大曲でさえ、最小限のテイクで、1日で
すませることもできたのです。
　コロンビアの録音は、デジタルではなくアナログ時代でしたから、今聴くとサウンドに温かみがあります。私が特に好き
なアルバムを挙げると、2種類あるストラヴィンスキー「春の祭典」、それにコープランドのアルバムでしょうか。父はコー
プランド作品の最上の解釈者でした。お互いのことを完
璧に理解し合っていましたからね。「ロデオ」、「ビリー・ザ・
キッド」などのバレエ音楽、交響曲第3番も最高の演奏で
すね。ガーシュウィンも同様です。「パリのアメリカ人」の
録音は本当に素晴らしい。マーラーの録音については言
うまでもないでしょう。ヴェルディの「レクイエム」も忘れら
れません。もし私が何か望むものがあるとすれば、ショスタ
コーヴィチの作品がもう少し録音されているとよかったかな、
ということぐらいでしょうか。（談）

［2018年7月、札幌のパシフィック・ミュージック・
フェスティヴァルにて］

作家、ナレーター、放送作家のジェ
イミー・バーンスタインは、1952年
生まれのレナード・バーンスタイン
の長女。2018年、父に関する思
い出をつづった『Famous Father 
Girl-A Memoire of Growing Up 
Bernstein』（Harper Collins）を
出版。

1965年7月26日、「チチェスター詩編」の録音セッションにて
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		1918年	 		8月25日	 アメリカ合衆国マサチューセッツ州	
ローレンスに生まれる。

	 �1928年	 	初めてピアノ・レッスンを受ける。ボストン・ラテン・
スクール入学。

	 �1931年	 	ニュー・イングランド音楽院でピアノを学ぶ。

	 �1939年	 	ハーバード大学卒業。続いてカーティス音楽院で、
ピアノ、指揮、作曲を学ぶ。

	 �1940年	 	タングルウッド音楽祭でセルゲイ・クーセヴィツキーに	
師事。

	 �1943年	 	ニューヨーク・フィルの副指揮者に任命される。
		 	11月14日	ブルーノ・ワルターの代役でニューヨー

ク・フィルを指揮（シューマン「マンフレッド」序曲、
R.シュトラウス「ドン・キホーテ」他）。

	 �1944年	 	自作の交響曲第1番「エレミア」、バレエ「ファンシー・
フリー」、ミュージカル「オン・ザ・タウン」初演。

	 �1945年	 	ニューヨーク・シティ交響楽団の音楽監督に就任。

	 �1946年	 	プラハの国際音楽祭でチェコ・フィルを指揮して	
ヨーロッパ・デビュー。

	 �1947年	 	パレスチナ・フィル（現イスラエル・フィル）を初めて	
指揮。

	 �1949年	 	クーセヴィツキー指揮で交響曲第2番「不安の時代」
初演（バーンスタインはピアノ・ソロを担う）。

	 �1950年	 	ニューヨーク・フィルとの初録音（交響曲第2番	
「不安の時代」）。

	 �1951年	 	チリ出身の女優、フェリシア・モンテアレグレと結婚。

	 �1952年	 	ブランディス大学で歌劇「タヒチの騒動」を指揮して	
初演。

	 �1953年	 	ミュージカル「ワンダフル・タウン」初演。アメリカ
出身の指揮者として初めてミラノ･スカラ座に登場、
マリア・カラス主演のケルビーニ「メデア」を指揮。

	 �1954年	 	音楽を担当したマーロン・ブランド主演の映画	
「波止場」公開。

			 	CBSテレビで「オムニバス」の放映を開始。

	 �1956年	 	「キャンディード」初演。

	 �1957年	 	「ウエスト・サイド・ストーリー」初演。ミトロプーロス	
とともにニューヨーク・フィルの共同首席指揮者に
就任。

	 �1958年	 	1月	「音楽って何?」で「ヤング・ピープルズ・コンサー
ト」のテレビ中継を開始。

		 ニューヨーク・フィル音楽監督に就任。
		 	10月2日	音楽監督としての最初のコンサートを	

指揮（アイヴズの交響曲第2番、ベートーヴェンの	
交響曲第7番他）。

	 �1959年	 	ニューヨーク・フィルとヨーロッパおよびソ連へ	
演奏旅行。

	 �1960年	 	マーラーの生誕100年に際し、マーラー・フェスティ
ヴァルを開催。

�1961年	 	ケネディ大統領の就任式で自作の「ファンファーレ」
初演。

� �1962年	 	リンカーン・センター内フィルハーモニック・ホール	
のこけら落とし公演で、コープランド「コノテーション
ズ」初演。

		1963年	 	テル・アヴィヴで交響曲第3番「カディッシュ」世界
初演を指揮。

� �1964年	 	ヴェルディ「ファルスタッフ」でメト・デビュー。
1964/65年シーズンは休暇をとる。

� �1965年	 	「チチェスター詩編」初演。

� �1966年	 	「ファルスタッフ」でウィーン国立歌劇場デビュー。

� �1968年	 	ウィーン国立歌劇場で「ばらの騎士」指揮。
			 	ロバート・ケネディの追悼式でマーラーの交響曲	

第5番から「アダージェット」を指揮。

		1969年	 	5月17日、マーラーの交響曲第3番の指揮を最後に、
ニューヨーク・フィル音楽監督を退任、桂冠指揮者
となる。

� �1970年	 	メトで「カヴァレリア・ルスティカーナ」指揮。
			 	アン・デア・ウィーン劇場で、ベートーヴェン生誕

200年を記念して「フィデリオ」上演。

� �1971年	 	ワシントンのケネディ・センターのオープニングで	
「ミサ曲」世界初演。

� �1972年	 	ビゼー「カルメン」をメトで指揮、同曲をドイツ・	
グラモフォンへ初録音。

� �1973年	 	ハーバード大学での「エリオット・ノートン講座」	
第1回。

� �1976年	 	「ペンシルヴァニア・アヴェニュー1600番地」初演、
7日で打ち切り、失敗に終わる。

� �1977年	 	カーター大統領の就任式で「ソングフェスト」を	
指揮して初演。

� �1978年	 	妻フェリシアが癌で亡くなる。

� �1979年	 	ベルリン・フィルを初めて指揮、マーラーの交響曲
第9番を演奏。

		1983年	 	歌劇「静かな場所」、ヒューストン歌劇場で初演	
（ジョン・ド・メイン指揮）。

� �1984年	 	「ウエスト・サイド・ストーリー」をドイツ・グラモフォン	
に録音。

� �1985年	 	原爆投下40周年に際して、ECユース管とヨーロッパ	
と広島へ「平和の旅」。

� �1988年	 	タングルウッド音楽祭で70歳記念祝賀コンサート。

		1989年	 	ベルリンの壁崩壊を祝い、ベートーヴェン「第9」を指揮。

		1990年	 	札幌にパシフィック・ミュージック・フェスティバル
（PMF）創設、同フェスティヴァル管とロンドン響を指揮。

			 	8月19日	タングルウッド音楽祭で生涯最後の指揮。
			 	10月9日	指揮者引退を宣言。
		 10月14日	ニューヨークの自宅で亡くなる。

レナード・バーンスタインの生涯



2

06

ロッシーニ＆スッペ：序曲集

ロッシーニ
①歌劇「セビリャの理髪師」序曲�②歌劇「アルジェのイタリア女」序曲�
③歌劇「ウィリアム・テル」序曲�④歌劇「どろぼうかささぎ」序曲�⑤歌劇「セ
ミラーミデ」序曲�⑥歌劇「絹のはしご」序曲
スッペ
⑦喜歌劇「軽騎兵」序曲�⑧喜歌劇「詩人と農夫」序曲
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年3月27日（①）、1963年1月15日（④）、1967年10月26日（⑦）、1963年1月21日（⑧）、ニュー
ヨーク、フィルハーモニック・ホール、1960年4月10日（⑤）、1963年12月2日（②）、1960年9月28日（⑥）、
ニューヨーク、マンハッタン・センター、1960年2月8日、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル（③）

常に明朗快活、もったいぶった深刻さとは無縁
のロッシーニの音楽は、バーンスタインの陽性
な気質と相性の悪いはずがない。よく弾むリズ
ム、熱い血の通ったフレージング、それに各セク
ションの名技性は、バーンスタイン＆ニューヨーク・
フィルならではといえ、この時代に響いていたで
あろう勢いのあるサウンドを堪能することができる。
目まぐるしい楽想の変化にすべて対応してみせ
るスッペの2曲もまた、同様に愉しい。ロッシーニ、
スッペのいずれもバーンスタイン唯一の録音で
あることも、本盤の価値を高めている。

闊達な語り口で、楽しく聴かせるロッシーニとスッペ。

ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス

ベートーヴェン
ミサ・ソレムニス�ニ長調�作品123
アイリーン・ファーレル（ソプラノ）／キャロル・スミス（メゾ・ソプラノ）／リチャード・ルイス（テノー
ル）／キム・ボルイ（バス）／ウェストミンスター合唱団（ウォーレン・マーティン指揮）／ニューヨー
ク・フィルハーモニック

［録音］1960年4月18日＆21日、ニューヨーク、マンハッタン・センター

1960年、まだ40歳代前半の気迫に満ちた、若々
しいバーンスタインが聴ける「ミサ・ソレムニス」。
「第9」と並ぶ大作であるにもかかわらず、深刻
な、あるいは荘重な演奏になりがちなこの曲を、
ベートーヴェンの魂からの声としてダイレクトに
表現するあたりがバーンスタインの真骨頂。独唱、
合唱を含めてこれほどの熱量が聴ける「ミサ・ソ
レムニス」は滅多にない。なお、1枚に全曲を収
めた形での発売はこれが国内初となる。

※歌詞対訳は付いておりません。

ベートーヴェンの「魂の声」を奥底から救った名演。05

0403 爽快な喜びに包まれる「田園」、柔軟で自在な「第８番」。

ベートーヴェン
①交響曲�第6番�ヘ長調�作品68「田園」
②交響曲�第8番�ヘ長調�作品93
③「シュテファン王」序曲�作品117
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年5月13日（①）、1963年10月7日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、
1966年10月4日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（③）

バーンスタインの記念碑的な第1回目の「ベートー
ヴェン交響曲全集」から。「ベートーヴェンの書
いた音にはすべて必然性がある」と語るバーン
スタインの、作曲者と作品への畏敬と愛がどの
録音のどの部分からも感じることができる名全
集であり、後年のウィーン・フィルとの全集とは
異なり、よりダイナミックでストレートな特徴を備
えていることからも、再び見直されるべき全集で
もある。ここではヒューマンな温かみと喜びに加え、
爽快な力強さも感じさせる「田園」、驚くほど柔
軟な表情を見せる第8番と、バーンスタインの多
彩な表現力にも圧倒される。

ベートーヴェン：
交響曲�第6番「田園」＆第8番�他

溢れるパッションと知性の絶妙な調和。今も新鮮なベートーヴェン。

ベートーヴェン
①交響曲�第2番�ニ長調�作品36
②交響曲�第7番�イ長調�作品92（1964年録音）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1964年1月6日（①）、1964年5月4日＆26日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・セ
ンター

ベートーヴェンがバーンスタインにとって、マーラー
と並んで「最重要」な作曲家であったことは疑
いようがない。1960年代にニューヨーク・フィル
と残した数々のベートーヴェン録音は、滾るパッ
ションと豪快なサウンド、そしてそれらが野放図
になるのを止める確かな知性が圧倒的な輝きを
放っている。ベートーヴェン青年期の覇気を映
した第2番、同じニューヨーク・フィルとの1958
年以来の再録音となる壮大な第7番、いずれも
ベートーヴェンを演奏する喜びが横溢し、聴く喜
びとなって返ってくるような演奏である。

ベートーヴェン：
交響曲�第7番（1964年録音）＆第2番

0201 ハイドンの本質を改めて思い出す、ヒューマンな温かみ。

ハイドン
①交響曲�第93番�ニ長調�Hob.I:93
②交響曲�第94番�ト長調�Hob.I:94�「驚愕」
③交響曲�第95番�ハ短調�Hob.I:95
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1971年12月7日（①）、1971年12月14日＆16日（②）、ニューヨーク、フィルハー
モニック・ホール、1973年2月12日、ニューヨーク、30丁目スタジオ（③）

ハイドンはバーンスタインが多くの録音を残した
作曲家の一人で、ソニー・クラシカルには第82
番から第104番までの後期18曲の交響曲の他
に5曲のミサ曲を録音、他レーベルや映像作品
も含めるとかなりの数になる。現代ではピリオド
楽器での演奏が主流となっているハイドンだが、
バーンスタインの確かな様式観に基づく、温か
みのあるユーモアを湛えた演奏には、楽器の問
題をむしろ些事と感じさせる説得力がある。とり
わけ表題の由来となった「驚愕」の第2楽章な
ど、指揮台上で微笑むバーンスタインの表情が
想像できるほどである。

ハイドン：
交響曲�第93番、第94番「驚愕」＆第95番

モーツァルト二大交響曲の哀切と激情とを描き尽くす。

モーツァルト
①交響曲�第40番�ト短調�K.550
②交響曲�第41番�ハ長調�K.551�「ジュピター」
③歌劇「フィガロの結婚」K.492：序曲
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年5月20日（①）、1968年1月23日＆25日（②）、1968年3月5日（③）、ニュー
ヨーク、フィルハーモニック・ホール

残された録音こそ多くはないが、バーンスタインが
ニューヨーク・フィルと共演したモーツァルトの交
響曲演奏は、小編成でこぢんまりとまとめられるこ
とが多かった20世紀の典型的なモーツァルト像
を鮮やかに打ち破ってみせた。1963年録音の第
40番ト短調では哀切の嵐が吹き荒れ、1968年
録音の第41番「ジュピター」では、壮大な伽藍が
聳え立つかのような威容に圧倒される。ロココ趣
味の冷たい人形ではなく、熱い血の通った喜怒
哀楽のある人間としてのモーツァルトの姿が浮か
び上がってくる名演だ。強靭な生命力が湧き出
すような「フィガロ」序曲の躍動感もお見事。

モーツァルト：
交響曲�第40番＆第41番「ジュピター」他
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熱く爽やかなロマンが香るシューマン。「第2番」はバーンスタインの愛奏曲。

シューマン
①交響曲�第1番�変ロ長調�作品38「春」
②交響曲�第2番�ハ長調�作品61
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1960年10月31日（①）、1960年10月10日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・セン
ター

シューマンの交響曲第2番はバーンスタインの
愛奏曲で、亡くなる3ヶ月前、最後の来日の際に
もPMFオーケストラと演奏している。ここに収
められたシューマンの2曲はそれよりも30年ほど
前、まだバーンスタインがニューヨーク・フィルの
音楽監督としてのキャリアをスタートさせたばか
りの頃の録音で、全米を魅了した奔流のような
勢いそのものが聴ける。鳴りにくいシューマンの
オーケストレーションに手を加えていないのはこ
の時代としては先進的で、熱く爽やかなロマン
が香る。

シューマン：交響曲�第1番「春」＆第2番

12熱い血の共鳴が聴ける「スコットランド」、はち切れんばかりの「イタリア」。

メンデルスゾーン
①交響曲�第3番�イ短調�作品25「スコットランド」
②交響曲�第4番�イ長調�作品90「イタリア」
③序曲「フィンガルの洞窟」作品26
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1964年1月13日（①）、1966年2月17日（③）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホー
ル、1958年1月13日、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル（②）

バーンスタインがニューヨーク・フィルの音楽
監督に就任したのは、紆余曲折があった末の
1958年だった。そこから誰もが知る快進撃が始
まるわけだが、ここでの「イタリア」はその門出
を自ら全力で祝うかのような、まさにはちきれん
ばかりの演奏である。「スコットランド」はその6
年後の収録。バーンスタインはメンデルスゾー
ンと同じユダヤ系であり、ここでは血の共感とも
呼ぶべき熱い共感、情感が全編を貫く。オーケ
ストラ全体を掌中に収めた、堂々たるパフォーマ
ンスが展開される。

メンデルスゾーン：
交響曲�第3番「スコットランド」＆第4番「イタリア」他

11

10

ベルリオーズ：交響曲「イタリアのハロルド」＆
ビゼー：交響曲�ハ長調

ベルリオーズ
①交響曲「イタリアのハロルド」作品16　 日本初CD化

ビゼー
②交響曲�ハ長調
ウィリアム・リンサー（ヴィオラ）（①）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1961年10月23日（①）、1963年5月27日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

ヴィオラ独奏を伴う交響曲、といういかにもベル
リオーズらしい奇想天外な作品となった「イタリ
アのハロルド」。バーンスタインはこの一筋縄で
はいかない作品を高い集中力と巧みな演出で
一気呵成に聴かせ、決して飽きさせない。ここ
で見事なソロを披露しているヴィオラのウィリア
ム・リンサーは1943年から1972年までの、ニュー
ヨーク・フィルの首席奏者である。一方のビゼー
は、快活極まりない若書きの魅力を一杯に放出
した、この曲の隠れた名演。

難曲を内容豊かに聴かせるバーンスタインの至芸。ビゼーも活力満載。初演の地で行われたモニュメンタルな記録。

ベルリオーズ
①レクイエム�作品5�②カンタータ「クレオパトラの死」�③劇的交響曲「ロ
メオとジュリエット」作品17（抜粋）（1）ロメオ一人。哀しみ。～遠くから
聞こえてくる音楽会と舞踏会～キャピュレット家の饗宴（2）愛の情景（3）
マブ女王のスケルツォ
ステュアート・バロウズ（テノール）（①）／フランス国立放送合唱団（①）／フランス国立管弦楽団、フラン
ス国立放送フィルハーモニー管弦楽団（①）／ジェニー・トゥーレル（メッゾ・ソプラノ）（②）／ニューヨーク・フィ
ルハーモニック（②、③）

［録音］1975年9月28日～30日、パリ、アンヴァリッド寺院（①）、1961年9月10日（②）、1959年10月
26日（③）、ニューヨーク、30丁目スタジオ

ベルリオーズ畢生の大作、「レクイエム」は初演
と同じ場所、パリのアンヴァリッド（廃兵院）寺
院での録音。フランス国立管、フランス国立放
送フィルという2つのオーケストラを従えての一
大プロジェクトであり、演奏全体に漂う熱気はた
だごとではない。こうした大規模な作品をまとめ
上げるバーンスタインの手腕は見事としか言い
ようがなく、しばし唖然とさせられる。併録の2曲
とあわせ、いずれもバーンスタイン唯一の録音。

※歌詞対訳は付いておりません。

ベルリオーズ：
レクイエム＆劇的交響曲「ロメオとジュリエット」（抜粋）他

09

バーンスタインらしい爆発力充分な第1回目の「幻想」。

ベルリオーズ
①幻想交響曲�作品14
②歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」作品23：序曲
③ラコッツィ行進曲（劇的物語「ファウストの劫罰」作品24より）
④序曲「ローマの謝肉祭」作品9
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年5月27日（①）、1960年10月31日（③）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、1967年
10月26日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（②）、1959年10月26日、ニューヨーク、
30丁目スタジオ（④）

バーンスタインは「幻想」を生涯で3回録音して
おり、当録音はその最初のもの。後の録音の影
に隠れることが多いが、いわゆる「バーンスタイ
ンらしい」同曲の演奏という点では、当録音を
一番に指折るべきかもしれない。くっきりとしたメ
リハリを付け、要所では爆発力充分、なおかつ
細部の彫琢にも抜かりのない完成度の高さは、
改めての評価を強く促したくなる。余白の3曲も
バーンスタインならではの燃焼が聴ける、同様
の名演。

ベルリオーズ：
幻想交響曲（1963年録音）＆序曲集

08確信に満ちた足どりが快い、骨太なシューベルト。

シューベルト
①交響曲�第8番�ロ短調�D.759「未完成」
②交響曲�第9番�ハ長調�D.944「ザ・グレイト」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年3月27日（①）、1967年1月17＆19日（②）、ニューヨーク、フィルハーモニッ
ク・ホール

「未完成」「ザ・グレイト」ともに、1960年代の
絶好調のバーンスタイン＆ニューヨーク・フィル
の姿を刻印した、堂々として確信に満ちた名演。
「未完成」では骨太に、朗々と歌わせ、「ザ・グ
レイト」は歌謡性に流されないがっちりとした構
成感が耳に残る。バーンスタインが当時から、
堅固な理論的バックボーンを持った音楽家だっ
たということがよく分かるシューベルトである。

シューベルト：
交響曲�第8番「未完成」＆第9番「ザ・グレイト」

07
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往年の名ソプラノ、ファーレルのスケール豊かな歌唱が聴ける隠れた名盤。

ワーグナー
①歌劇「タンホイザー」序曲
②楽劇「神々のたそがれ」～ブリュンヒルデの自己犠牲
③ヴェーゼンドンクの5つの詩
④楽劇「トリスタンとイゾルデ」～第1幕への前奏曲と愛の死

アイリーン・ファーレル（ソプラノ）（②、③）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1967年10月26日（①）、1967年5月9日、20日（④）、ニューヨーク、フィルハーモニッ
ク・ホール、1961年9月30日（②、③）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

このアルバムで中心となる2曲を歌っているソプ
ラノのアイリーン・ファーレルは、極めて広いレパー
トリーを誇ったアメリカの名ソプラノで、ここで
のバーンスタインとのワーグナー録音は1962年
にグラミー賞を獲得している。威力のある深い
声質はワーグナー歌唱にうってつけであったが、
本人の意向もあったのか、ワーグナー作品での
舞台上演の記録はない。隠れた名盤の一つで
あり、バーンスタインの情感豊かな指揮も、もち
ろん聴き逃がせない。

ブリュンヒルデの自己犠牲～ワーグナー名演集

18重量感たっぷり、豪放なサウンドで堪能するワーグナーの世界。

ワーグナー
①歌劇「さまよえるオランダ人」序曲�②歌劇「リエンツィ」序曲�③歌劇「ロー
エングリン」第1幕への前奏曲�④歌劇「ローエングリン」第3幕への前
奏曲�⑤楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲��
⑥楽劇「ワルキューレ」～ワルキューレの騎行�⑦楽劇「ワルキューレ」～ヴォー
タンの魔の炎の音楽�⑧歌劇「タンホイザー」～第2幕の大行進曲
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1968年1月25日（①、③、⑦）、1968年2月2日（②）、1967年10月26日（④、⑥、⑧）、
ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1964年4月27日、5月1日（⑤）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタインのワーグナーといえば1981年に
全曲を録音した歴史的な「トリスタンとイゾルデ」
があまりに有名だが、全曲の録音はそれが唯一。
いわゆる管弦楽曲集も1960年代に各曲を散発
的に録音したのみで、その意味でも貴重な音源
である。演奏は浮沈の激しいワーグナーの音楽
にじっくりと対峙した味わい深いもので、「リエン
ツィ」や「タンホイザー」第2幕の大行進曲での
爆発力はバーンスタイン＆ニューヨーク・フィルな
らでは。

ワルキューレの騎行～ワーグナー：管弦楽曲集

17

ニューヨーク・フィルが誇る名手たちのソロも聴き逃がせない、ド派手な小品集。

リスト
①ハンガリー狂詩曲�第1番�ヘ短調�②ハンガリー狂詩曲�第4番�ニ短調
エネスコ
③ルーマニア狂詩曲�第1番�イ長調�作品11の1
ブラームス
④ハンガリー舞曲�第5番�ト短調�⑤ハンガリー舞曲�第6番�ニ長調
リスト
⑥交響詩「前奏曲」

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1969年12月16日（①、③）、1971年1月12日（②）、1970年10月22日（④）、1963年2月3日
（⑥）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1965年10月12日（⑤）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタインがニューヨーク・フィルとともに築
いた黄金時代には、数多くのスター奏者たちが
各セクションのトップとして君臨していた。その
顔ぶれにはコンサートマスターのジョン・コリリアー
ノ、フルートのジュリアス・ベイカー、オーボエの
ハロルド・ゴンバーグ、クラリネットのスタンリー・
ドラッカー……と、綺羅星のような名が並ぶ。オー
ケストラの名技性が問われるリストやエネスコの
作品では、こうした名手たちの妙技をたっぷりと
堪能することができる。

リスト：ハンガリー狂詩曲�第1＆4番
エネスコ：ルーマニア狂詩曲�第1番�他

16リストの野心的な大作を、細大漏らさず伝えきる献身的演奏。

リスト
ファウスト交響曲
チャールズ・ブレスラー（テノール）
コラール・アート・ソサエティ（合唱指揮：ウィリアム・ジョンソン）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1960年11月7日、ニューヨーク、マンハッタン・センター

ゲーテの「ファウスト」を音楽化することを目指し、
3つの楽章それぞれに登場人物の名を冠したリ
ストの大作。マーラーの「千人の交響曲」の先
駆けとも言えるこの作品はバーンスタインのお
気に入りで、後に再録音も果たしている。4日間
連続の公演後に満を持して行われたこの録音
は、バーンスタインの思い入れの深さを物語る
充実した内容。近年のリマスタリングによりオル
ガンとオーケストラ間のピッチの問題が修正され、
従来盤よりも格段に聴きやすくなっている。

リスト：ファウスト交響曲

15

「ピアニスト」バーンスタインの懐深い芸風が聴ける、貴重なシューマン＆モーツァルト。

シューマン
①ピアノ五重奏曲�変ホ長調�作品44
モーツァルト
②ピアノ四重奏曲�第1番�ト短調�K.478
レナード・バーンスタイン（ピアノ）
ジュリアード弦楽四重奏団

［録音］1965年4月28日（①）、1965年4月4日（②）、ニューヨーク、30丁目スタジオ

作曲家として、指揮者として、ピアニストとして。
バーンスタインは生涯、二足の草鞋ならぬ「三
足の草鞋」を履き続けた音楽家だった。ピアニ
ストとしては弾き振りの「ラプソディ・イン・ブルー」
やモーツァルト他のピアノ協奏曲で名盤を残し
ているが、意外にも唯一の室内楽曲の録音が
このシューマン＆モーツァルト。当時世界最高
峰と謳われたジュリアード弦楽四重奏団との丁々
発止のやり取りが聴けるシューマン、楽しみなが
らの共演が目に浮かぶモーツァルト、共に絶品。

シューマン：ピアノ五重奏曲＆
モーツァルト：ピアノ四重奏曲�第1番

14荒ぶる魂が全開し、一杯に鳴り渡る「ライン」、迷いなく突き進む「第4番」。

シューマン
①交響曲�第3番�変ホ長調�作品97「ライン」
②交響曲�第4番�ニ短調�作品120
③「マンフレッド」序曲�作品115
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1960年10月17日（①）、1960年10月10日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・セン
ター、1958年1月6日（③）、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル

バーンスタインにとって最初の「シューマン交響
曲全集」は、ニューヨーク・フィル時代の初期と
言える1960年に、4曲が一気に録音された。こ
の時期のバーンスタイン＆ニューヨーク・フィル
の演奏会及びレコーディングのペースはまさに
驚異的で、1960年だけで50曲を超える録音件
数が確認できる。オーケストラを思い切りよく、
ブンブンと唸るように鳴らした「ライン」、深刻さ
よりも燃えるようなロマンを表出した第4番、い
ずれも極めて魅力的。

シューマン：交響曲�第3番「ライン」＆第4番�他

13
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高まる熱気に深い陰影と情感、がっしりとした構築力を備えたブラームス。

ブラームス
①交響曲�第4番�ホ短調�作品98
②大学祝典序曲
③悲劇的序曲
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1962年10月9日（①）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1963年10月7日
（②）、1964年5月1日（③）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタインはモノラル時代の1953年にもブ
ラームスの第4番を解説付きで録音しており、こ
の交響曲への思い入れの深さをうかがわせる。
「バーンスタインのブラームス」として世間によ
り浸透しているのはウィーン・フィルとのライヴ
録音だが、ニューヨーク・フィルとの勢いある演
奏にも看過できない魅力がある。特に第4番は、
主情的な解釈に傾いた後年の録音とは性格が
異なり、熱気に加えて堅固な構成感が光る。2
曲の序曲もまとまりの良い快演。

ブラームス：
交響曲�第4番、大学祝典序曲＆悲劇的序曲

24気宇壮大、それでいて温かく豊か。ブラームスの魅力をストレートに表出。

ブラームス
①交響曲�第2番�ニ長調�作品73
②交響曲�第3番�ヘ長調�作品90
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1962年5月29日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール（①）、1964年4月17日、
ニューヨーク、マンハッタン・センター（②）

バーンスタインがニューヨーク・フィルと1960～
64年に録音したブラームスの交響曲全集は、後
年の主情的、ロマン的解釈が前面に出たウィー
ン・フィルとの録音と比べ、40代の若さ溢れるダ
イナミズムが印象に残り、格別の高揚感がある。
バーンスタインを愛する聴き手としてはぜひニュー
ヨーク盤、ウィーン盤両方を手元に揃えておきた
い。第2番は新装なったフィルハーモニック・ホー
ルの開場前に行われた最初の録音。

ブラームス：交響曲�第2番＆第3番

23

素朴な味わいが格別なゴルトマルクの代表作は、バーンスタインお気に入りの一曲。

ドヴォルザーク
①スラヴ舞曲�第1番�ハ長調�作品46の1�②スラヴ舞曲�第3番�変イ長調�作品46の3
ゴルトマルク
③交響曲�第1番�「田舎の婚礼」作品26� 日本初発売
フンパーディンク
④歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より夕べの祈り
スメタナ
⑤歌劇「売られた花嫁」より（1）ポルカ（2）フリアント（3）道化師の踊り

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年10月7日（①、②）、1965年2月1日（⑤）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、
1968年3月21日（③）、1970年10月22日（④）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール

ゴルトマルクはハンガリー出身、ドヴォルザーク
やブラームスとほぼ同世代のユダヤ人作曲家で、
ヴァイオリン協奏曲や、ここに収められている「田
舎の婚礼」と題された交響曲第1番が代表作と
して知られる。ただし日本での知名度は高くなく、
この録音もこれが国内初発売である。ブラーム
スも称賛したと言われるこの作品をバーンスタイ
ンはたびたび演奏しており、愛情を込めてきめ
細やかに再現している。時代的、地理的に近い
カップリング曲も愉しい。

ゴルトマルク：交響曲�第1番「田舎の婚礼」他

22浮き立つような「バーンスタイン流」がとくと味わえるワルツ＆ポルカ集。

J.シュトラウス2世
①ワルツ「美しく青きドナウ」作品314�②ワルツ「ウィーン気質」作品354�③常動曲�
作品257�④トリッチ・トラッチ・ポルカ�作品214�⑤ワルツ「ウィーンの森の物語」作品
325�⑥皇帝円舞曲�作品437�⑦ワルツ「春の声」作品410�⑧ワルツ「芸術家の生活」
作品316�⑨ポルカ「狩り」作品373�⑩ワルツ「南国のばら」作品388
J.シュトラウス1世
⑪ラデツキー行進曲�作品228

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1969年2月6日（①、⑥）、1967年10月24日（②）、1970年10月22日（③）、1970年10月20日（④、⑪）、
1968年10月24日（⑦）、1971年1月12日（⑨、⑩）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1975年4月14日（⑤）、
ニューヨーク、30丁目スタジオ、1965年10月12日（⑧）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

いずれもバーンスタイン唯一の録音。バーンス
タイン流の工夫が凝らされた、濃厚なウィンナ・
ワルツ＆ポルカ集ではあるものの、どの曲も不
必要に則を外すのではなく、むしろ丁寧に紡が
れている。各セクションの名人芸も相まって、い
わゆる「ウィーン風」の土着的な演奏とはひと
味もふた味も違う仕上がりを楽しむことができ、
J.シュトラウスの作品がウィーンの演奏家たちだ
けのものではない、懐の深い音楽であることも
改めて確認できる。

J.シュトラウス2世：
ウィンナ・ワルツ、ポルカ＆マーチ集

21

きらびやかなオーケストラの響きが理屈抜きに楽しめる一枚。

オッフェンバック
①バレエ「パリの喜び」（抜粋）（ロザンタール編）
ビゼー
②「アルルの女」第1組曲
③「アルルの女」第2組曲
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1969年12月16日（①）、1968年1月25日、2月2日、3月5日（②、③）、ニューヨーク、
フィルハーモニック・ホール

名指揮者ロザンタールがオッフェンバックの名旋
律「ホフマンの舟歌」や「カンカン」といった名旋
律をつないだ「パリの喜び」からの9曲と、やはり
ビゼーの名旋律がたっぷりと楽しめる「アルルの
女」の組合せ。バーンスタインの音楽づくりはい
わゆるフランス風の洒脱な表現とは方向を異に
するが、シンフォニックでゴージャスな響きが理屈
抜きで楽しめるという点が得難い魅力となっている。
1971年に発売されたLPのオリジナル・カップリン
グを再現した1枚。

オッフェンバック：パリの喜び＆
ビゼー：アルルの女

20巨大なロイヤル・アルバート・ホールを揺るがした大熱演の記録。

ヴェルディ
レクイエム（死者のためのミサ曲）
マーティナ・アーロヨ（ソプラノ）／ジョゼフィン・ヴィージー（メゾ・ソプラノ）／プラシド・ドミンゴ（テ
ノール）／ルッジェーロ・ライモンディ（バリトン）／ロンドン交響楽団合唱団（合唱指揮：アー
サー・オールダム）／ロンドン交響楽団

［録音］1970年2月23、24、26日、ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール

ロンドンの巨大なロイヤル・アルバート・ホールで、
3日間にわたり当時流行の4チャンネル録音によ
り収録されたエポック・メイキングなヴェルディの
「レクイエム」。収録に先立って催されたコンサー
トは超満員を記録し、当時のロンドンはその話
題で持ちきりだったという。歌手陣の豪華さも特
筆もので、テノールには若き日のドミンゴが名を
連ねる。収録からすでに半世紀近くが経過して
いるが、全奏者が一丸となった凄絶な熱演は今
も色褪せず、バーンスタイン唯一の録音として
かけがえのない価値を持つ。
※歌詞対訳は付いておりません。

ヴェルディ：レクイエム
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伸縮自在・豪快無比、圧倒的な熱量。「新世界より」の決定的名演。

ドヴォルザーク
交響曲�第9番�ホ短調�作品95「新世界より」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1962年4月16日、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタイン＆ニューヨーク・フィルの黄金時
代を象徴する録音であり、収録後半世紀以上
を経た現代でも、「新世界より」の代表的名盤
として君臨する大名演。深く物思いに沈むよう
な冒頭からこのコンビの美質が最大限に活かさ
れており、聴き手の耳を呪縛する。その後の伸
縮自在、豪快無比な展開はバーンスタインの独
壇場であり、曲と演奏者との相性が奇跡的なま
でに合致した、最高に幸福な瞬間が連続する。
いまだに色あせない録音の良さと相まって、まさ
しく決定盤の名に相応しい。

ドヴォルザーク：交響曲�第9番「新世界より」

30熱い情感とともに作品の魅力をストレートに引き出した「悲愴」。

チャイコフスキー
①交響曲�第6番�ロ短調�作品74「悲愴」
②幻想序曲「ハムレット」作品67
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1964年2月11日、ニューヨーク、マンハッタン・センター（①）、1970年10月19日、
ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（②）

1964年録音の「悲愴」では、アダージョで終わ
るこの特異な交響曲のフォルムを明快に表出し
つつ、熱い情感があふれ出てくるのは、ニューヨー
ク・フィルと一心同体となったこの時期のバーン
スタインならでは。後の1986年盤よりも普遍性
が高く、作品の魅力をストレートに味わえる。カッ
プリングの「ハムレット」は、ニューヨーク・フィル
退任後の1970年の録音で、作曲者が作品に盛
り込んだドラマを濃厚に描き出している。

チャイコフスキー：
交響曲�第6番「悲愴」＆ハムレット

29

ライヴのようなうねりと高揚感。迷いなくひたすら突き進む「第5番」。

チャイコフスキー
①交響曲�第5番�ホ短調�作品64
②スラヴ行進曲�作品31
③序曲「1812年」作品49
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1960年5月16日（①）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、1963年1月21日（②）、
1962年10月2日（③）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール

バーンスタインはこの時期、ニューヨーク・フィル
とチャイコフスキーの交響曲全集を完成しており、
さらに最晩年に同じオーケストラと第4番～第6
番の3曲を再録音している（第4番～第6番には
1970年代のライヴ映像もある）。いずれもバー
ンスタインならではの、オーケストラと聴衆を次
第に巻き込んでいく形の圧倒的な演奏だが、ラ
イヴ収録ではないこの1960年盤も、オーケスト
ラとの緊張感高いやり取りがはっきりと聴き取れ、
ライヴ会場にいるかのような錯覚に陥る。

チャイコフスキー：
交響曲�第5番、スラヴ行進曲＆1812年序曲

28じっくり、たっぷり。腰の据わった「第4番」、充実と風格の再録音。

チャイコフスキー
①交響曲�第4番�ヘ短調�作品36
②幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1975年4月28日（①）、1960年10月31日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタインはニューヨーク・フィルの音楽監
督時代、再録音にはあまり積極的ではなかった。
交響曲に限ると、この時期に2度録音されたのは、
ライヴ録音を除けばベートーヴェンの第7番とチャ
イコフスキーの第4番、ベルリオーズの「幻想
交響曲」、プロコフィエフの第5番、それに自作の
「不安の時代」だけである。当録音は1958年
以来、約17年ぶりの再録音。さらに1989年に
もレーベルを移して再録音しているが、激情的
な1958年盤、主情的な1989年盤と比して、最
もバランスのとれた解釈が聴ける。

チャイコフスキー：
交響曲�第4番（1975年録音）＆フランチェスカ・ダ・リミニ

27

バーンスタイン唯一の「展覧会の絵」は、濃厚かつダイナミック。

ムソルグスキー
①組曲「展覧会の絵」（ラヴェル編）
リムスキー=コルサコフ
②スペイン奇想曲�作品34
チャイコフスキー
③イタリア奇想曲�作品45

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1958年10月14日（①）、1960年2月16日（③）、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホ
テル、1959年5月2日、ニューヨーク、カーネギー・ホール（②）

バーンスタインの師クーセヴィツキーがラヴェル
に管弦楽編曲を委嘱した「展覧会の絵」は演
奏効果の高い曲だけに多くの名演、名録音が
存在する。これはバーンスタインがニューヨーク・
フィルの音楽監督に就任した1958年の収録で、
細部を練りに練って構成するバーンスタインの
意欲的な解釈が耳を惹きつける。フィルアップ
されたリムスキー=コルサコフとチャイコフスキー
では、当時のニューヨーク・フィルの名人芸も堪
能できる。3曲ともバーンスタイン唯一の録音と
いう点でも貴重。

ムソルグスキー/ラヴェル編：展覧会の絵�他

26名旋律の宝庫である人気二作を、この上なくドラマティックに。

ビゼー
①「カルメン」第1組曲
②「カルメン」第2組曲
グリーグ
③「ペール・ギュント」第1組曲�作品46
④「ペール・ギュント」第2組曲�作品55

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1967年5月15日、20日（①、②）、1967年1月2日、10日、31日（③、④）、ニューヨー
ク、フィルハーモニック・ホール

ビゼーの傑作「カルメン」は情熱の女カルメンと
竜騎兵の伍長ドン・ホセの悲劇的な愛が描かれ
た不滅のオペラで、この組曲にはオペラの主要
音楽がすべて網羅されている。グリーグの「ペー
ル・ギュント」は、ノルウェーの伝説の冒険児ペー
ル・ギュントの波瀾万丈の生涯を描いた劇音楽
から選ばれた組曲。ともに民俗色あふれる旋律
で紡がれた名作を、天才的な聴かせ上手である
バーンスタインが、ドラマティックに描き尽くして
いる。

ビゼー：カルメン＆グリーグ：ペール・ギュント
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知性と熱を共に備えた、充実のシベリウス。ヴァイオリン協奏曲も定評ある名演。

シベリウス
①交響曲�第5番�変ホ長調�作品82
②交響詩「ポヒョラの娘」作品49
③ヴァイオリン協奏曲�ニ短調�作品47
ジノ・フランチェスカッティ（ヴァイオリン）（③）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1961年3月27日（①）、1964年5月1日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、
1963年1月15日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（③）

シベリウスの7曲ある交響曲のうち、最も外向的、
英雄的ともされる第5番は、バーンスタインが特
に愛好した曲の一つ。後にウィーン・フィルと再
録音も残しているが、ここではニューヨーク・フィ
ルとのキャリア初期特有の勢いの良さと、考え
抜かれた確かな解釈がぴたりとハマった名演が
聴ける。ヴァイオリン協奏曲はフランチェスカッティ
の例えようのない美音と知性的な解釈、キレの
いいテクニックから、LP時代にこの曲の決定盤
とされた。

シベリウス：
交響曲�第5番＆ヴァイオリン協奏曲�他

36師匠クーセヴィツキー譲り、熱い血の通うシベリウス。

シベリウス
①交響曲�第2番�ニ長調�作品43
②交響詩「フィンランディア」作品26
③悲しきワルツ�作品44の1
④交響詩「トゥオネラの白鳥」作品22の3

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1966年5月15日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（①）、1965年2月16日
（②）、1969年12月8日（③）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、1973年3月8日、ニュー
ヨーク、30丁目スタジオ（④）

バーンスタインが師事したセルゲイ・クーセヴィ
ツキーはシベリウスの名指揮者で、その影響か
らバーンスタインも早くからシベリウスに取り組
んでいる。当時は珍しかった交響曲全集も完成
しているほどであり、隠れたシベリウス指揮者で
あったと言っても過言ではない。最も有名な第
2番は再録音も残しているが、この録音も熱い
共感に彩られた見事なもの。「フィンランディア」
他のオーケストラ曲もインターナショナルなシベ
リウス演奏の先駆けとも言える貴重な記録であ
る。

シベリウス：
交響曲�第2番＆交響詩「フィンランディア」�他

35

バーンスタインゆかりの曲。当時の首席2人のソロも見事！

R.シュトラウス
①交響詩「ドン・キホーテ」作品35
②祝典前奏曲�作品61
③楽劇「サロメ」作品54より�7枚のヴェールの踊り
ローン・マンロー（チェロ）（①）／ウィリアム・リンサー（ヴィオラ）（①）／ニューヨーク・フィルハー
モニック

［録音］1968年10月24日（①）、1962年10月2日（②）、ニューヨーク、フィルハーモニック・
ホール、1965年10月12日、ニューヨーク、マンハッタン・センター（③）

「ドン・キホーテ」は1943年に、ワルターの代役
としてニューヨーク・フィルの指揮台に初めて上っ
たバーンスタインが指揮したコンサートのメイン・
プログラム。ただし正規録音はこの1968年の
ものが唯一である。描写力に優れた演奏はさす
がで、次々と変わる情景が目に浮かぶようである。
オルガンと5管の巨大編成を擁する「祝典前奏
曲」は、フィルハーモニック・ホールの開幕週間
で取り上げられた直後に録音された。

R.シュトラウス：
交響詩「ドン・キホーテ」＆祝典前奏曲�他

34大きくうねり、深く沈み込むバーンスタイン一流のリヒャルト・シュトラウス。

R.シュトラウス
①交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」作品30
②交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」�
作品28
③交響詩「ドン・ファン」作品20
デイヴィッド・ネイディーン（ソロ・ヴァイオリン）／ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1970年10月5日（①）、1963年2月3日（③）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホー
ル、1959年4月20日（②）、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル

1971年録音の名盤、「ばらの騎士」を例に持ち
出すまでもなく、複雑なスコアとケレン味のある
オーケストレーションが特色のR.シュトラウスは
バーンスタインと相性が良いように思えるが、こ
こに収められた3曲はいずれも唯一の録音である。
強奏部ではオーケストラを一杯に鳴らし、静かな
部分ではガクンとテンポを落としてじっくりと歩
みを進めるバーンスタイン節は、「ツァラトゥストラ」
で特に顕著。「ティル」「ドン・ファン」の2曲はよ
りライヴ的な、闊達な演奏である。

R.シュトラウス：
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」�他

33

ホットな情感に彩られた、バーンスタインだけに可能なドビュッシー。

ドビュッシー
①交響詩「海」
②牧神の午後への前奏曲
③バレエ「遊戯」
④夜想曲より（1）「雲」（2）「祭り」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1961年10月16日（①）、1960年9月28日（②、④）、1960年5月2日（③）、ニュー
ヨーク、マンハッタン・センター

「印象派」という茫洋としたイメージだけで捉える
のではなく、精密なスコア・リーディングから導き
出されたバーンスタインのドビュッシーは、一種
独特の説得力を備える。フランス系の指揮者、
例えばクリュイタンスやマルティノンのドビュッシー
とはだいぶ肌合いが異なるものの、聴き進むう
ちに違和感は解消され、むしろ独特の熱っぽさ
に魅了されるようになる。バーンスタインの豊か
な音楽性、包容力だけがなせるマジックである。

ドビュッシー：
交響詩「海」＆牧神の午後への前奏曲�他

32バーンスタインとスペインの組み合わせは、期待通りの熱さ。

シャブリエ
①狂詩曲「スペイン」
ファリャ
②バレエ「恋は魔術師」（全曲）�③祭りのためのファンファーレ�④バ
レエ「はかなき人生」～間奏曲と舞曲�⑤バレエ「三角帽子」第1組曲��
⑥バレエ「三角帽子」第2組曲
マリリン・ホーン（メゾ・ソプラノ）（②）／ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年1月21日（①）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1976年11月29日、ニューヨー
ク、30丁目スタジオ（②、③）、1965年2月16日（④）、1964年11月23日（⑤）、1961年11月
6日（⑥）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

バーンスタインの非常に広いレパートリーのなか
でも、いわゆる「スペインもの」は珍しい部類に
入る。ここに収められている曲はいずれも唯一の
録音だが、バーンスタイン特有の鋭く浮き立つよ
うなリズムによって、独特の光彩が与えられている。
我流の解釈で作品本来の形を歪めるようなこと
は決してしなかったバーンスタインだけに、スペイ
ン的なエキゾティシズムにも不足はなく、濃厚か
つダイナミックな「三角帽子」はとりわけ堂に入っ
た演奏。

※歌詞対訳は付いておりません。

シャブリエ：狂詩曲「スペイン」＆
ファリャ：恋は魔術師�他

31
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作曲者にとって最良の理解者による、最高の演奏。

コープランド
①交響曲�第3番� 日本初発売
②オルガン交響曲（交響曲�第1番）
エドワード・パワー・ビッグス（オルガン）（②）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1966年2月17日（①）、1967年1月3日（②）、ニューヨーク、フィルハーモニック・
ホール

18という歳の差があるものの、バーンスタインと
コープランドは早くから厚い友情で結ばれ、その
友情は1990年、同じ年に二人ともが世を去るま
で続いた。そうした背景もあり、バーンスタイン
のコープランド録音は全てが最上級の演奏で、
おそらく今後も超えるものは出てこないだろう。
23歳という若さで書き上げた「オルガン交響曲」、
フィナーレの冒頭に「市民のためのファンファーレ」
を置き、コープランドの最高傑作ともされる交響
曲第3番、ともに非の打ち所がない。

コープランド：交響曲�第3番＆オルガン交響曲

423曲いずれも、永遠に古びない歴史的名演。

ガーシュウィン
①ラプソディ・イン・ブルー（グローフェ編）�②パリのアメリカ人
グローフェ
③組曲「グランド・キャニオン」
コロムビア交響楽団（①）／レナード・バーンスタイン（ピアノ）（①）／ニューヨーク・フィルハー
モニック（②、③）

［録音］1959年6月23日（①）、1958年12月15日（②）、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホ
テル、1963年5月20日（③）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール

バーンスタインはニューヨーク・フィルの音楽監
督に就任した1958年から翌年59年の間に頻繁
にいわゆる「弾き振り」をしており、「ラプソディ・
イン・ブルー」はシーズン中に4回、翌年のツアー
では実に7回も取り上げている。「顔見せ」とい
う興行的な意図だけでなく、バーンスタインがガー
シュウィンに強い共感を寄せていたことは間違
いなく、ジャジーでウィットにも富んだピアノ・ソロ
も見事。「パリのアメリカ人」「グランド・キャニオ
ン」も説明不要の名演である。

ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人
グローフェ：グランド・キャニオン

41

ユーモアと切れ味の「古典」、濃密な「第5番」、いずれも聴き応え充分。

プロコフィエフ
①交響曲�第1番�ニ長調�作品25「古典」
②交響曲�第5番�変ロ長調�作品100（1966年録音）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1968年3月5日＆19日（①）、1966年2月7日＆15日（②）、ニューヨーク、フィルハー
モニック・ホール

弾けるような切れ味の良いリズム、豪快なユー
モアで突き進む「古典交響曲」は、細やかさやしっ
とりとした情感にも不足なく、発売当初から同曲
の決定的な演奏として高い評価を得たもの。プ
ロコフィエフとしては例外的なほどのシリアスな
作風を持つ第5番は、ニューヨーク・フィルのパ
ワフルなサウンドを極限まで生かした、雄弁か
つスケール豊かな演奏。

プロコフィエフ：
交響曲�第1番「古典」＆第5番（1966年録音）

40バーンスタイン＆ＮＹＰの初期を代表する爆発的な名演集。

ストラヴィンスキー
①バレエ「春の祭典」［1913年版］
②バレエ「火の鳥」組曲［1919年版］
チャイコフスキー
③幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1958年1月20日（①）、1957年1月28日（②、③）、ニューヨーク、セント・ジョージ・
ホテル

バーンスタインがニューヨーク・フィルの音楽監
督に就任した年、1958年に行われた録音には
大変な熱演が多く、当時の聴衆の熱狂ぶりがま
ざまざと脳裏に浮かぶほどだが、この「春の祭典」
もまさにそうしたエポック・メイキングな演奏の一
つに挙げられる。さらに前年に収録された「火の
鳥」と「ロメオとジュリエット」もまた大変な熱演
であり、オケの威力が凄い。演奏全体に漂う若々
しい熱気が最初期のステレオ録音で鮮明に捉
えられている。

ストラヴィンスキー：
春の祭典（1958年録音）＆火の鳥�他

39

冷徹でも厳格でもない、ヒューマンな温かみを湛えたバルトーク。

バルトーク
①管弦楽のための協奏曲�Sz.116
②弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽�Sz.106
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1959年11月30日、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル（①）、1961年3月20日、
ニューヨーク、マンハッタン・センター（②）

バルトークの2大名曲を1枚に収めたカップリング。
バーンスタインのバルトークには、この2曲の他
にスターンとのヴァイオリン協奏曲やアントルモ
ンとのピアノ協奏曲などがあるが、管弦楽作品
となると「弦チェレ」を1983年にライヴで再録音
している程度で、「管弦楽のための協奏曲」は
これが唯一の録音である。2曲とも難解に陥り
やすいスコアを解きほぐした明快な演奏で、セッ
ション収録ながらライヴ的な熱気も加わる。「管
弦楽のための協奏曲」の終曲などは、大変な緊
張感である。

バルトーク：
管弦楽のための協奏曲＆弦・打楽器・チェレスタのための音楽

38ニールセンへの熱い共感が表明された、緻密な「4つの気質」と、壮大な「不滅」。

ニールセン
①交響曲�第2番�ロ短調�作品16,�FS.29「4つの気質」
②交響曲�第4番�作品29,�FS.76「不滅」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1973年2月12日、ニューヨーク、30丁目スタジオ（①）、1970年2月9日、ニューヨー
ク、フィルハーモニック・ホール（②）

シベリウスと並んで、近代北欧を代表するシン
フォニストがニールセン。バーンスタインはニー
ルセンの生誕100年にあたる1965年にデンマー
クに招かれ、当地のオーケストラと共演して絶賛
されたほどニールセンを得意としていた。ニュー
ヨーク・フィル退任後に録音が行われたこの2曲も、
「4つの気質」での個性豊かな各楽章の描き分
け、「不滅」での彫りの深さ、フィナーレでの圧
倒的なエネルギーなど、ニールセンへの共感の
深さを如実に示している。

ニールセン：
交響曲�第4番「不滅」＆第2番「4つの気質」

37
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明るくカラフルな音色で奏でられる爽快なロシアン・ミュージック。

①グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲／②ボロディン：交響詩「中央アジアの草原にて」
／③グリエール：バレエ組曲「赤いけしの花」作品70～ロシア水兵の踊り／④イッポリトフ=イ
ワノフ：組曲「コーカサスの風景」作品10～（1）村にて（2）酋長の行列／⑤ムソルグスキー：歌
劇「ホヴァンシチナ」～前奏曲（モスクワ河の夜明け）（リムスキー=コルサコフ編）／⑥プロコ
フィエフ：スキタイ組曲（アラとロリー）作品20�⑦組曲「3つのオレンジへの恋」作品33bis～
行進曲�⑧組曲「キージェ中尉」作品60～（1）キージェの結婚（2）トロイカ／⑨ショスタコーヴィ
チ：組曲「黄金時代」作品22a～ポルカ

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年10月14日（①）、1969年12月8日（②）、1971年1月12日（⑦、⑧）、1970年10月22日（⑨）、ニュー
ヨーク、フィルハーモニック・ホール、1964年11月23日（③）、1965年2月1日（④）、1963年12月2日（⑤）、1964
年5月2日（⑥）、ニューヨーク、マンハッタン・センター

チャイコフスキーやショスタコーヴィチ、プロコフィ
エフなど、特定の作曲家以外の作品はまとまっ
て録音していないものの、色彩的でダイナミック、
濃厚な味わいや美しい旋律にもこと欠かないロ
シア音楽は、バーンスタインの持つ美質と相性
の良いものだった。ここに収められているポピュ
ラーな定番曲も、ヴォルテージ高く快調に仕上
げられている。全てバーンスタイン唯一の録音。

ロシア音楽名演集

48極めつけの自作自演。作曲家・バーンスタインの真価を改めて問う。

バーンスタイン
①「キャンディード」序曲
②「ウエスト・サイド・ストーリー」～シンフォニック・ダンス　
③映画「波止場」～交響組曲
④バレエ「ファンシー・フリ－」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1960年9月28日（①）、1961年3月6日（②）、1960年5月16日（③）、ニューヨーク、マンハッ
タン・センター、1963年6月11日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（④）

生涯、自身が「作曲家」であるとの矜持を持ち
続けたバーンスタインの作品は、存命中は賛否
の分かれるものであった。キャッチーで代名詞
的な「キャンディード」序曲、最もポピュラーな「ウ
エスト・サイド・ストーリー」、唯一の映画音楽「波
止場」からの組曲、初期の親しみやすいバレエ
音楽「ファンシー・フリー」と、近年になって再評
価の機運が高まり、演奏、上演の機会が急増し
ている「作曲家・バーンスタイン」の姿を凝縮し
た形で味わえるのがこの1枚。

バーンスタイン：「キャンディード」序曲＆
ウエスト・サイド・ストーリー～シンフォニック・ダンス�他

47

同世代の音楽家として共通点も多いブリテンへの、熱い共感。

ブリテン
①青少年のための管弦楽入門（パーセルの主題による変奏曲と
フーガ）作品34�②歌劇「ピーター・グライムズ」より4つの海の
間奏曲�作品33a�③歌劇「ピーター・グライムズ」よりパッサカ
リア�作品33b�④イギリス民謡組曲「過ぎ去りし時...」作品90
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1961年3月20日、ニューヨーク、マンハッタン・センター（①）、1973年3月8日（②、
③）、1976年4月19日（④）、ニューヨーク、30丁目スタジオ

ニューヨーク・フィル時代にバーンスタインが力
を注ぎ、テレビ放送もされて全米で親しまれた「ヤ
ング・ピープルズ・コンサート」。まるでそのため
に書かれたかのような曲が「青少年のための管
弦楽入門」だが、実際に同番組でも取り上げら
れており、ここでのゴージャスな音源はその直後
の収録（語りはなし）。「4つの海の間奏曲」はバー
ンスタインが最後の演奏会でプログラムに入れ
ていた曲であり、ここでも渾身の演奏が聴ける。
他2曲もブリテンへの共感が熱い。

ブリテン：青少年のための管弦楽入門＆
「ピーター・グライムズ」より4つの海の間奏曲�他

46衒いなく作品そのものと対峙した、純音楽的な「レニングラード」。

ショスタコーヴィチ
交響曲�第7番�ハ長調�作品60「レニングラード」
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1962年10月22日＆23日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール

戦争をテーマとした交響曲として、作品自体の
評価が時代とともに移り変わっている感もある
第7番「レニングラード」。ことさらに深刻ぶるわ
けでも、脳天気に傾くわけでもないバーンスタイ
ンの純音楽的なアプローチは、混迷するショス
タコーヴィチ解釈に対する明快な回答の一つだ
ろう。余計な含みなく、スコアに書かれたものか
ら最大限の誠意を持って再創造するその姿勢
からは、ショスタコーヴィチが本来意図したであ
ろう響きが自然と滲み出るさまを聴くことができる。

ショスタコーヴィチ：交響曲�第7番「レニングラード」

45

音そのものに語らせるバーンスタインの解釈はわかりやすく、鋭く、深い。

ショスタコーヴィチ
①交響曲�第1番�ヘ短調�作品10
②交響曲�第6番�ロ短調�作品54
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1971年12月14日（①）、1963年10月14日（②）、ニューヨーク、フィルハーモニック・
ホール

バーンスタインがレパートリーとし、録音を残した
ショスタコーヴィチの交響曲は6曲。いずれも、
作品の生まれた背景を裏の裏まで探るような演
奏とは一線を画し、スコアを丁寧に音にすること
で、音楽そのものの魅力がストレートに表出され、
そこから作曲者の思いが自然と滲み出してくる。
ロシア・アヴァンギャルドの空気を湛えた変幻自
在の出世作・第1番、長大なアダージョを伴う謎
めいた第6番ともに、作品の個性を実にわかり
やすく伝えてくれる名演。

ショスタコーヴィチ：交響曲�第1番＆第6番

44「コープランド入門」として、これ以上は考えられない一枚。

コープランド
①バレエ「アパラチアの春」組曲�②バレエ「ロデオ」組曲（4
つのダンス・エピソード）�③バレエ「ビリー・ザ・キッド」組曲�④
市民のためのファンファーレ（第3交響曲版）
ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1961年10月9日（①）、1960年5月2日（②）、ニューヨーク、マンハッタン・センター、
1966年2月16日、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール（③）、1959年10月20日、ボストン、
シンフォニー・ホール（④）

ベートーヴェンやブラームス、マーラーといった
古今の名曲、大曲を演奏する一方で、バーンス
タインが常に心を砕いたのはウィリアム・シュー
マンやコープランドといった、同時代のアメリカ
の、優れた作曲家の作品を紹介することだった。
とりわけコープランドとは親交も深く、残された
録音は全てが「決定盤」の評価を得ている。特
にこの1枚は「アパラチアの春」を始めとしたコー
プランドの代表作を揃え、「コープランド入門」
にも最適なアルバムとなっている。

コープランド：
アパラチアの春、ロデオ、ビリー・ザ・キッド�他

43
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ハッピーな響きが溢れかえる、多彩で贅沢な音の饗宴。

①モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」K.492�序曲／②ニコライ：歌劇「ウィンザー
の陽気な女房たち」序曲／③レズニチェク：歌劇「ドンナ・ディアナ」序曲／④J.シュ
トラウス2世：喜歌劇「こうもり」序曲／⑤トマ：歌劇「ミニョン」序曲／⑥ウェーバー：
歌劇「魔弾の射手」序曲／⑦ウェーバー：歌劇「オイリアンテ」序曲／⑧ウェーバー：
歌劇「オベロン」序曲／⑨スメタナ：歌劇「売られた花嫁」序曲

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1968年3月5日（①）、1967年5月20日（②、③）、1970年10月22日（④）、1963
年1月21日（⑤）、1963年3月27日（⑥）、1968年1月16日（⑦）、1963年1月28日（⑨）、
ニューヨーク、フィルハーモニック・ホール、1960年10月10日（⑧）、ニューヨーク、マンハッ
タン・センター

歌劇場とはついに縁がなかったため、オペラの
全曲をレコーディングで取り上げることは少なかっ
たバーンスタインだが、残された記録はいずれも
一時代を画した名演揃いである。そもそも楽想
の頻繁な転換や振幅の大きな音楽表現は、バー
ンスタインの最も得意とするところ。ここには様々
な国籍の作曲家による序曲が9曲収められてい
るが、聴かせどころをおさえた演出巧者な演奏は、
それぞれの曲の魅力を十全に伝えて余すところ
がない。

オペラ序曲集

50「指揮台上で跳び、踊る」バーンスタインの面目躍如！

①ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より（1）ダッタン人の娘の踊り（2）ダッタン人
の踊り／②グノー：歌劇「ファウスト」バレエ音楽／③ポンキエッリ：歌劇「ジョコン
ダ」より�時の踊り／④リムスキー=コルサコフ：歌劇「雪娘」より�道化師の踊り／
⑤サン=サーンス：歌劇「サムソンとダリラ」より�バッカナール／⑥ヴェルディ：歌
劇「アイーダ」より（1）巫女たちの踊り（2）ムーア人の踊り（3）バレエ音楽（4）
大行進曲

ニューヨーク・フィルハーモニック

［録音］1963年1月21日（①）、1967年5月20日（②）、1968年1月24日（③、⑥）、
1967年3月21日（④）、1967年5月15日（⑤）、ニューヨーク、フィルハーモニック・ホー
ル

「踊り」をテーマに、様々なオペラから踊りのシー
ンを集めた1枚。一口に踊りと言っても激しい踊
り、緩やかな踊り、妖しい踊り、軽やかな踊りと、
様々な性格があるのだが、バーンスタインはそれ
ぞれの特徴をわかりやすく鮮明に引き出し、曲
によっては大いにケレン味のある演奏を展開し
ている。「明るすぎる」「派手すぎる」という指摘
も部分的にはありそうだが、「指揮台上で踊る」
と喧伝されたバーンスタインの、ある意味で面目
躍如とした演奏集である。

ダッタン人の踊り～オペラ・バレエ名曲集

49

マーラー：交響曲全集 完全生産
限定盤

20世紀マーラー演奏史上最大の金字塔。SA-CDシングルレイヤーで全集化。

レナード・バーンスタイン（指揮）
ニューヨーク・フィルハーモニック（第1番～第7番・第9番・第10
番）／ロンドン交響楽団（第8番）／イスラエル・フィルハーモニー
管弦楽団（亡き子をしのぶ歌、大地の歌）／ジャネット・ベイカー（メ
ゾ・ソプラノ／亡き子をしのぶ歌）／ルネ・コロ（テノール）、クリスタ・
ルートヴィヒ（メゾ・ソプラノ）（大地の歌）他

マーラー生誕100年の1960年に録音された第4番を嚆矢に、1967年まで第1～7番・9番のセッション録音が行なわれ、その間1966年の
ロンドン響客演の折りに第8番が収録。さらに1970年代に「大地の歌」、「第10番アダージョ」が録音され、交響曲全集が完成。2007
年にオリジナル・マルチ・トラック・アナログ・マスターからのリミックスおよびDSDマスタリングされた音源をSA-CDシングルレイヤー9枚にまと
めボックス・セット化。当時のコロンビア・レーベルが誇った「360サウンド」によって細部まで明晰に収録された左右に大きく広がる立体感
のあるサウンドが圧倒的な鮮度で蘇っています。

DISC 1  交響曲�第1番「巨人」 [ 録音：1966 年 ]
 交響曲�第4番 ［録音：1960 年］

DISC 2  交響曲�第2番「復活」 ［録音：1963 年］

DISC 3  交響曲�第3番 ［録音：1961 年］

DISC 4  交響曲�第5番 ［録音：1963 年］

DISC 5  交響曲�第6番「悲劇的」 ［録音：1967 年］
 歌曲集「亡き子をしのぶ歌」 ［録音：1974 年］

DISC 6  交響曲�第7番「夜の歌」 ［録音：1965 年］

DISC 7  交響曲�第8番「千人の交響曲」 ［録音：1966 年］

DISC 8  交響曲�第9番 ［録音：1965 年］
 交響曲�第10番�第1楽章アダージョ ［録音：1975 年］

DISC 9  交響曲「大地の歌」 ［録音：1973 年］

128ページの別冊解説書付き（歌詞対訳掲載）

音匠仕様レーベルコート SA-CD�2ch

日本独自企画 完全生産限定盤

SA-CDシングルレイヤー9枚組
：SIGC 32～40

定価￥22,500＋税

2018年8月22日発売2018年8月22日発売
SA-CDシングルレイヤー9枚組

：SIGC 32～40

定価￥22,500＋税

10

SICC 2212SICC 2211
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ヴィヴァルディ：四季

CD:SICC 2069  ¥1,000＋税

ドヴォルザーク：
交響曲第9番「新世界より」＆
序曲「謝肉祭」  ほか

CD: SICC 30315  ¥1,600＋税

ショスタコーヴィチ：
交響曲第5番（1979年ライヴ）＆
チェロ協奏曲第1番*
*ヨーヨー・マ（チェロ）　オーマンディ指揮

CD:SICC 30316  ¥1,600＋税

ベルリオーズ：
幻想交響曲（1968年第2回録音）
ベルリオーズの
サイケデリックな旅行
CD:SICC 1923  ¥1,250＋税

マーラー：
交響曲第8番「一千人の交響曲」
ロンドン交響楽団

CD:SICC 2015  ¥1,000＋税

ブラジル風バッハ第5番＆
センセマヤ～
ラテン・アメリカン・フィエスタ

CD:SICC 1961  ¥1,190

ベートーヴェン：
交響曲第5番「運命」

「運命」の出来るまで

CD:SICC 1922  ¥1,250＋税

マーラー：交響曲第4番

CD:SICC 2065  ¥1,000＋税

アイヴズ：
ホリデー・シンフォニー、
答えのない質問、
宵闇のセントラルパーク
CD:SICC 1605  ¥1,190＋税

リムスキー =コルサコフ：
シェエラザード＆スペイン奇想曲

CD:SICC 2067  ¥1,000＋税

プロコフィエフ：ピーターと狼＆
サン＝サーンス：動物の謝肉祭 
他

CD:SICC 2016  ¥1,000＋税

バーンスタイン・ソングブック

CD:SICC 1928  ¥1,250＋税

若き日のバーンスタイン～
コンプリートRCAレコーディング 
1945～1949

4CD:SICC 1911～14  ¥4,500＋税

バッハ：
マタイ受難曲 BWV 244 （抜粋）

（英語歌唱）
マタイ受難曲について
2CD:SICC 1919～20  ¥2,000＋税

ドヴォルザーク：交響曲第7番＆
スメタナ：モルダウ

CD:SICC 2014  ¥1,000＋税

ショスタコーヴィチ：
交響曲第5番（1959年録音）＆
プロコフィエフ：古典交響曲

CD:SICC 1791  ¥1,000＋税

ブラームス：
交響曲第1番＆セレナード第2番

CD:SICC 2064  ¥1,000＋税

レスピーギ：
ローマの松＆ローマの祭り

CD:SICC 1673  ¥1,190＋税

音楽の中のユーモア

CD:SICC 1926  ¥1,250＋税

ベートーヴェン：
交響曲第5番「 運命 」＆第7番

（1958年第１回録音）

CD:SICC 1849  ¥1,000＋税

マーラー：交響曲第２番「復活」*＆
なき子をしのぶ歌 **
*ロンドン交響楽団  
**ジェニー・トゥーレル（Ms）
2CD:SICC 1671～72  ¥1,800＋税

アイヴズ：交響曲第2番＆
第3番「キャンプ・ミーティング」／
アイヴズについて

CD:SICC 1924  ¥1,250＋税

チャイコフスキー：
交響曲第4番（1958年録音）&
イタリア奇想曲

CD:SICC 2066  ¥1,000＋税

ストラヴィンスキー：
春の祭典（1972年録音）*＆
組曲「火の鳥」（1919年版）
*ロンドン交響楽団  
CD:SICC 1850  ¥1,000＋税

ジョイ・オブ・クリスマス

CD:SICC 1929  ¥1,250＋税

ピアニスト＝バーンスタイン

4CD:SICC 1915～18  ¥4,500＋税

ベートーヴェン：
交響曲第3番「英雄」

「英雄」の出来るまで

CD:SICC 1921  ¥1,250＋税

サン=サーンス：
交響曲第3番「オルガン付き」／
フランク：交響曲ニ短調

CD:SICC 2110  ¥1,190＋税

ホルスト：惑星&
バーバー：弦楽のためのアダージョ

CD:SICC 1792  ¥1,000＋税

ブルックナー：交響曲第9番

CD:SICC 1960  ¥1,190＋税

ラヴェル管弦楽曲録音集成
（一部）フランス国立管弦楽団

3CD:SICC 2111～13  ¥2,800＋税

ジャズとは何か

CD:SICC 1927  ¥1,250＋税

ベートーヴェン：
交響曲第9番「合唱」＆
歌劇「フィデリオ」序曲

CD:SICC 2013  ¥1,000＋税

マーラー：交響曲第5番

CD:SICC 1790  ¥1,000＋税

星条旗よ永遠なれ
～マーチ名曲集

CD:SICC 30317  ¥1,600＋税

チャイコフスキー：
白鳥の湖、眠りの森の美女＆
くるみ割り人形（ハイライト）

CD:SICC 2068  ¥1,000＋税

ストラヴィンスキー：
「ペトルーシュカ」（全曲）&
組曲「プルチネルラ」／
ペトルーシュカについて
CD:SICC 1925  ¥1,250＋税

バーンスタイン自作自演集

10CD:SICC 1901～10  ¥9,000＋税

好評発売中

※特記なき場合、
オーケストラはニューヨーク・フィルハーモニック

- Leonard Bernstein  discography-レナード・バーンスタインの名盤



- Leonard Bernstein  discography-
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レナード・バーンスタイン・リマスタード・エディション
100CD：8898541714-2／直輸入盤／オープン・プライス

100CD レナード・バーンスタイン～ザ・コンポーザー
ソニー・クラシカル自作自演全録音
25CD：8898534531-2／直輸入盤／オープン・プライス

25CD

レナード・バーンスタイン・エディション
～声楽作品、交響曲別録音、初期ＲＣＡ録音集
56CD：1907586048-2／直輸入盤／オープン・プライス／8.17発売

56CD

レナード・バーンスタイン　ザ・ピアニスト　
協奏曲・室内楽・歌曲録音集
11CD：8898548379-2／直輸入盤／オープン・プライス

11CD

レナード・バーンスタイン・シンフォニー・エディション
60CD:8869768365-2／直輸入盤／オープン・プライス

60CD

レナード・バーンスタイン・
アット・ハーバード
～1973年ハーバード大学での
「ノートン講義」音声記録
13CD:1907585047-2  
直輸入盤／オープン・プライス
8.17発売

13CD

レナード・バーンスタイン　
グレイテスト・レコーディングズ
16CD：1907586186-2　
直輸入盤／オープン・プライス
8.17発売

16CD

ベスト・オブ・
レナード・バーンスタイン
2CD：1907585361-2  
直輸入盤／オープン・プライス
8.24発売

2CD

バーンスタイン・ロマンス
2CD：19075881612
直輸入盤／オープン・プライス
8.24発売

2CD

輸入盤 直輸入盤につき輸入盤取扱店でお求めください。

NOW ON SALE

NOW ON SALE

NOW ON SALE

NOW ON SALE



商品リスト� 1CD￥1,000+税／ 2CD￥1,500+税

チェック欄 No. 品番 掲載ページ タイトル

■ 1 SICC 2161 P.2 モーツァルト：交響曲�第40番＆第41番「ジュピター」他

■ 2 SICC 2162 P.2 ハイドン：交響曲�第93番、第94番「驚愕」＆第95番

■ 3 SICC 2163 P.2 ベートーヴェン：交響曲�第7番（1964年録音）＆第2番

■ 4 SICC 2164 P.2 ベートーヴェン：交響曲�第6番「田園」＆第8番�他

■ 5 SICC 2165 P.2 ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス

■ 6 SICC 2166 P.2 ロッシーニ＆スッペ：序曲集

■ 7 SICC 2167 P.3 シューベルト：交響曲�第8番「未完成」＆第9番「ザ・グレイト」

■ 8 SICC 2168 P.3 ベルリオーズ：幻想交響曲（1963年録音）＆序曲集

■ 9 SICC 2169~70 P.3 ベルリオーズ：レクイエム＆劇的交響曲「ロメオとジュリエット」（抜粋）他

■ 10 SICC 2171 P.3 ベルリオーズ：交響曲「イタリアのハロルド」＆ビゼー：交響曲�ハ長調

■ 11 SICC 2172 P.3 メンデルスゾーン：交響曲�第3番「スコットランド」＆第4番「イタリア」他

■ 12 SICC 2173 P.3 シューマン：交響曲�第1番「春」＆第2番

■ 13 SICC 2174 P.4 シューマン：交響曲�第3番「ライン」＆第4番�他

■ 14 SICC 2175 P.4 シューマン：ピアノ五重奏曲＆モーツァルト：ピアノ四重奏曲�第1番

■ 15 SICC 2176 P.4 リスト：ファウスト交響曲

■ 16 SICC 2177 P.4 リスト：ハンガリー狂詩曲�第1＆4番�エネスコ：ルーマニア狂詩曲�第1番�他

■ 17 SICC 2178 P.4 ワルキューレの騎行～ワーグナー：管弦楽曲集

■ 18 SICC 2179 P.4 ブリュンヒルデの自己犠牲～ワーグナー名演集

■ 19 SICC 2180~1 P.5 ヴェルディ：レクイエム

■ 20 SICC 2182 P.5 オッフェンバック：パリの喜び＆ビゼー：アルルの女

■ 21 SICC 2183 P.5 J.シュトラウス2世：ウィンナ・ワルツ、ポルカ＆マーチ集

■ 22 SICC 2184 P.5 ゴルトマルク：交響曲�第1番「田舎の婚礼」他

■ 23 SICC 2185 P.5 ブラームス：交響曲�第2番＆第3番

■ 24 SICC 2186 P.5 ブラームス：交響曲�第4番、大学祝典序曲＆悲劇的序曲

■ 25 SICC 2187 P.6 ビゼー：カルメン＆グリーグ：ペール・ギュント

■ 26 SICC 2188 P.6 ムソルグスキー/ラヴェル編：展覧会の絵�他

■ 27 SICC 2189 P.6 チャイコフスキー：交響曲�第4番（1975年録音）＆フランチェスカ・ダ・リミニ

■ 28 SICC 2190 P.6 チャイコフスキー：交響曲�第5番、スラヴ行進曲＆1812年序曲

■ 29 SICC 2191 P.6 チャイコフスキー：交響曲�第6番「悲愴」＆ハムレット

■ 30 SICC 2192 P.6 ドヴォルザーク：交響曲�第9番「新世界より」

■ 31 SICC 2193 P.7 シャブリエ：狂詩曲「スペイン」＆ファリャ：恋は魔術師�他

■ 32 SICC 2194 P.7 ドビュッシー：交響詩「海」＆牧神の午後への前奏曲�他

■ 33 SICC 2195 P.7 R.シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」�他

■ 34 SICC 2196 P.7 R.シュトラウス：交響詩「ドン・キホーテ」＆祝典前奏曲�他

■ 35 SICC 2197 P.7 シベリウス：交響曲�第2番＆交響詩「フィンランディア」�他

■ 36 SICC 2198 P.7 シベリウス：交響曲�第5番＆ヴァイオリン協奏曲�他

■ 37 SICC 2199 P.8 ニールセン：交響曲�第4番「不滅」＆第2番「4つの気質」

■ 38 SICC 2200 P.8 バルトーク：管弦楽のための協奏曲＆弦・打楽器・チェレスタのための音楽

■ 39 SICC 2201 P.8 ストラヴィンスキー：春の祭典（1958年録音）＆火の鳥�他

■ 40 SICC 2202 P.8 プロコフィエフ：交響曲�第1番「古典」＆第5番（1966年録音）

■ 41 SICC 2203 P.8 ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人�グローフェ：グランド・キャニオン

■ 42 SICC 2204 P.8 コープランド：交響曲�第3番＆オルガン交響曲

■ 43 SICC 2205 P.9 コープランド：アパラチアの春、ロデオ、ビリー・ザ・キッド�他

■ 44 SICC 2206 P.9 ショスタコーヴィチ：交響曲�第1番＆第6番

■ 45 SICC 2207 P.9 ショスタコーヴィチ：交響曲�第7番「レニングラード」

■ 46 SICC 2208 P.9 ブリテン：青少年のための管弦楽入門＆「ピーター・グライムズ」より4つの海の間奏曲�他

■ 47 SICC 2209 P.9 バーンスタイン：「キャンディード」序曲＆ウエスト・サイド・ストーリー～シンフォニック・ダンス�他

■ 48 SICC 2210 P.9 ロシア音楽名演集

■ 49 SICC 2211 P.10 ダッタン人の踊り～オペラ・バレエ名曲集

■ 50 SICC 2212 P.10 オペラ序曲集
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