YOUR NEXT PERFORMANCE
IS WORTH IT

日本語

Bärenreiter Urtext:

THE MUSICIANS’
CHOICE
Bärenreiter Urtext その他の特徴
ベーレンライター原典版は、信頼に値する楽譜を
提供するだけではなく、演奏家をサポートするための工夫
としてさまざまな情報を掲載しています。
• 作品が執筆されるまでの経緯とその後の歴史
• 源泉資料の解説
• 演奏時に役立つ演奏慣習の説明
• 源泉資料ごとに異なる表記の揺れや編集者の判断
(楽譜内の細かな各部分において、
どの資料をもとに
その音を表記したのか、
しなかったのか、
それはなぜか
などの説明)を記した校訂報告書
ウアテクストは音楽学の知識だけで完成するものでは
ありません。ベーレンライターは楽譜が実際の演奏に適した
状態であることにも重きを置いています。演奏家の実践的な
ニーズを満たす気くばりで、使い込むほどに信頼感の深まる
つくりを目指しました。
• 必要に応じた折り込み製本や譜めくり記号の採用
• 弦楽器のための作品については、追加の パート
譜に運指と運弓を表記
• 独奏協奏曲や声楽作品に伴奏用ピアノ譜を掲載
• 使いやすいサイズと読みやすいレイアウト
• 最高の印刷クォリティ
• 演奏家の視点に立った紙質と製本へのこだわり
• ドイツ製ならではの気品ある仕上がり

私たちは長い時間をかけて、
日々レッスンやコンサートに向
けて練習を重ねます。
ところであなたは、
自分の演奏している
楽譜が作曲家の意図を忠実に汲んでいると自信をもって言えま
すか?
あらゆる作品は版を重ねるたびにその時代の演奏慣習や流行
を反映した編集が加えられます。たび重なる編集作業の結果、
作曲家の描いた作品本来の姿から楽譜が外れていくこともある
というのに、
この事実をきちんと受けとめている演奏家は多く
ありません。
現在インターネットなどから入手できる楽譜は、あまりにも
古い版や過度の編集が加えられたものばかりで、不完全な状態
のまま出回っているものさえあります。心血を注いで織り上げ
る音楽の基盤であるべき目の前の楽譜が、実は信頼に値しない
と気付いてしまったとき、あなたが受ける落胆の大きさは計り
知れません。
楽譜の信憑性を疑うことなく音楽に集中できることが、
ベーレンライター原典版を選ぶ最大の利点と
言えるでしょう。

Urtext (ウアテクスト/ 原典版)とは
ベーレンライターでは、
あらゆる資料を学術的に調査した
うえで編集する批判校訂版のみを“Urtext”と呼びます。
楽譜が作曲家の本来意図したものと同じかどうかを調べるのは
難しいと言われてきました。すでに出版されている楽譜はどれも
編集者が自由に手を加えたものばかりで、疑わしい加筆や曲解が
加えられることもしばしばでした。手元の楽譜が作曲者本人の
意図をどこまで正確に反映しているかを判断するためには、独力
で手稿譜や源泉資料を検討しなければならなかったのです。
現時点での音楽学における最先端の調査結果を詰め込んだ
ベーレンライター原典版は、
この検証作業をすべて
済ませた状態であなたに届きます。
それぞれの専門分野に分か
れた編集者たちは、
その作品を作曲家本人が望んでいた姿に
近づけるために努力を積み重ねていきます。
ウアテクストの編集作業には気の遠くなるような時間と忍耐力
が必要です。ベーレンライターの音楽学者たちは、手掛けた作品の
源泉資料を求めて世界を旅することも少なくありません。時には
探偵のように判読不能な手稿譜を読み解き、解釈の異なる資料を
比較検討しながら作曲家の意図を探します。

Sonate pour violoncelle et piano
(クロード・ドビュッシー
チェロ・ソナタ)
ドビュッシーによる自筆譜

ほんの一例ですが
クロード･ドビュッシー後期の傑作、チェロ･ソナタ(1915) を
例にとりましょう。源泉資料として集められた資料は11点に
のぼり、
その他にも膨大な量の手紙が残されていました。
ドビュッシーが複数の友人に注釈つきで渡した楽譜の複写など
もありましたが、一次資料として採用されたのは草稿
(スケッチ)
、
自筆譜
、初版の3つです

彼の自筆譜を研究するだけでは、
この問いへの答えは見つかり
ませんでした。
そこで私たちはもう一段階年代をさかのぼり、
チェロソナタのスケッチを調べることにしました。するとそこには
問題の記号とともに、
「pizz」の表記が書き込まれていることを
発見したのです。
該当部分に対するピチカート奏法の指示はこれまでの楽譜には
一度も掲載されたことがないため、
この部分がピチカート奏法で
演奏されたことは一度もありませんでした。音楽史上はじめて、
ベーレンライター原典版がドビュッシー本人の意図を
導き出した瞬間です。

初版は自筆譜に忠実に作られていますが、第2楽章第18小節の
チェロ･パートに書かれた記号については長い間誤解されたまま
でした。
これまでに出版された楽譜では、
この記号 を
開放弦での演奏として扱っています。
これは本当にドビュッシー
の意図どおりだったのでしょうか?

これはほんの一例ですが、ベーレンライター原典版が
単なる自筆譜の再版や初版譜の焼き直しではないことを数々の
発見が実証しています。
あらゆる角度から徹底的に作品を調査
することで、論理的にもっとも無理のない自然な姿を映し出した
ウアテクストが生まれるのです。

第2楽章第18小節の最後の音はチェロの最低音、C線の開放
弦です。開放弦でしか出すことのできない音に対して、わざわざ
作曲家が の記号で開放弦での演奏を指示しなければならない
理由など考えられません。では という記号を書き込むことで、
ドビュッシーが演奏者に何か別の指示を伝えたかったのだと仮定し
ます。
どんな指示であると考えられるでしょう? 開放弦での演奏
以外の選択肢としてはフラジオレットも考えられます。
しかし同じく
第2楽章の第8~9小節のフラジオレットに対して、
ドビュッシーは
伝統的なひし形の記号◊ を使っているので不自然です。

Sonate pour violoncelle et piano
(クロード・ドビュッシー
チェロ・ソナタ)
ベーレンライター原典版
(出版番号 BA 9412)
第18小節

Sonate pour
violoncelle et piano
(クロード・ドビュッシー
チェロ・ソナタ)
ドビュッシーによる
草稿(スケッチ)
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“Urtext”言葉の意味は?
ウア(ur)とはドイツ語の接頭辞で「オリジナルの」
「最初に」
という意味をもっています。ウアテクストという単語の歴史は
19世紀文学の世界にさかのぼります。
ゲーテやシェイクスピアの
研究者たちが、過去の編集者による加筆や修正を取り除いた
原文をウアテクストと呼んだのが始まりでした。
音楽の世界においては、現存するすべての資料(源泉資料)に
基づき、学術的な批評をおこなった批判校訂版をUrtextと
呼びます。

Urtext と自筆譜は
同じものではありません
演奏や音楽教育の現場に携わる皆さんは、作曲家本人が作品
のなかで意図したさまざまなことを深く理解する難しさをご
存知でしょう。当時の演奏音源が残っていない場合はなおさ
らです。

ダウンロードした楽譜、
コピーした楽譜
あなたはそれを愛せますか?
1枚1枚プリントアウトした楽譜の整理で時間を無駄にする
のは賢明ではありません。
あなたのレパートリーをベーレン
ライター原典版で集めてみませんか?作曲家の意図を
最も精密に反映した楽譜で音楽を紡ぎ出しましょう。真摯な
研究が導き出した事実や作品情報を活用して音楽への理解を
より深め、今後の演奏生活を通じて使う財産としての楽譜を
育ててください。
一生をともにする楽譜。ベーレンライター原典版は
あなたの演奏に本物の輝きを与えます。




自筆譜が見つかったとしても、
それだけでは作曲家の意図を

   例えば作曲家が自筆で初版
  
知り尽くすことはできません。
  
(出版された最初の版)


に修正や書き足しをしたものが
  発見されれば、

その資料のほうが初版より重要になります。

楽譜はあなたのパートナー

p

たとえ自筆譜であっても、
それはあくまで
作品が完成に至るまでの過程を記録した「資料の一部」に
過ぎません。
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ベーレンライター原典版の編集では、草稿(スケッチ)、
手紙、
自筆譜、手稿譜(マニュスクリプト、作曲家本人以外の
筆跡による手写譜)、校正刷り、初版、初版に自筆の校正が
書き加えられたもの、
当時の評判や批評家によるコメントなど、
pp
現存するありとあらゆる源泉資料を厳密に評価しながら
作業を進めます。

  

       

私たちは、
どんなにコストや労力がかかっても、源泉資料の
すべてを集め、徹底的に私見を排除しながら積み上げるプロセス
を崩しません。源泉資料から編集者が下した判断や、各資料に
見られる表記の不一致はひとつ残らず校訂報告書(クリティカル･
Cédez 校訂報告書は、
//
コメンタリー)に記載します。
ウアテクストに
欠かせないものです。これらの情報を知って初めて私たちは
作曲家の非凡な才能と、作品本来の姿に出会えるのです。
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ベーレンライターのあゆみ
www.baerenreiter.comでは、
これまで神秘のヴェールに
包まれていたウアテクストの編集過程や、用紙や製本への
細やかなこだわりを収めた貴重な映像を見ることができます。
「彼の名前はもはや、比類なき指揮者としての洗練と、
それを
裏打ちする音楽学者としての膨大な学術的知識というふたつの
天才を兼ね備えた者の代名詞となった」
とBBCミュージック・
マガジンで絶賛されたクリストファー・ホグウッド。NHK交響
楽団との共演でも知られる彼が、ベーレンライター原典版の
編集現場を案内します。創立者一族とスタッフが楽譜に注ぎ続け
る想いや出版社の歴史も感じていただけるでしょう。
詳しくは…

www.baerenreiter.com/urtext/

Your next performance is worth it.
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