リヒャルト・ワーグナー

トリスタンとイゾルデ
自筆スコア・ファクシミリ版

Bärenreiter

“このオペラが上演禁止になるので
はないかと恐れている。一貫してひ
どい上演で掛けられない限り、それ
は大いにあり得る。凡庸な上演はむ
しろ私にとって救いだ！
完璧なまでに素晴らしい上演に立ち
会った人々は間違いなく狂気に陥る
だろう。”
リヒャルト・ワーグナー

『トリスタンとイゾルデ』に取り組んで
いる間、ワーグナーはこの新しいオペラ
を巡る自らの興奮と喜びをこのように
表現しています。実際、この作品の徹底
した独創性は類を見ないものであると
ともに時代に大きく先んじたものでし
た。150年余り前、
『トリスタン』は音楽
における近代の „夜明け“ を意味する象
徴的な作品であり、その輝きは今日に至
るまでいささかも衰えてはいません。
ワーグナーの整った手跡は彼の生涯に
わたる誇りでした。

彼は常日頃、極めて美しい筆致の楽譜
を書くことを心がけていました。
『トリス
タン』の自筆譜は極めて明晰な筆致で
書かれています。その一方で、他のどの
作品にもまして、創作過程の痕跡が明
白に現れています。この自筆譜の意義は
まさしくその点にあります。この自筆譜
を読む者はワーグナーの高度に集中し
た、力強く、妥協を許さない音楽書法を
目の当たりにすることでしょう。この自
筆譜はあらゆる点において比類のない
音楽資料といえます。そこには並外れた
天才のオーラがにじみ出ています。

2013年のワーグナー生誕200年を記念
して、この偉大な作品がBÄRENREITER
FACSIMILE として出版されます。これは
リヒャルト・ワーグナー財団（バイロイ
ト）の国立資料館との共同事業です。全
曲スコアに加えて、
「前奏曲」の演奏会
用終止の自筆譜、最終的に削除した3ペ
ージもファクシミリ化されています。
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ライプニッツ賞を受賞した卓越した音楽学
者、ウルリヒ・コンラートが作品の成立と受
容に関する詳しい解説を寄せています。解
説中ではワーグナーの音楽語法を巡る考察
とともに、この自筆譜の外観と意義につい
ても言及しています。

自筆スコア・ファクシミリ版
リヒャルト・ワーグナー財団（バイロイト）国
立資料館の所蔵品に基づく
解説：ウルリヒ・コンラート
Documenta musicologica II, 45
ファクシミリ 354 + 10ページ
解説約10ページ
解説は英語およびドイツ語
半皮装丁
ISBN 978-3-7618-2270-8
2012年10月刊行予定

BÄRENREITER FACSIMILE
最高の権威の証

BÄRENREITER FACSIMILEは
ベーレンライターが刊行するファクシミリ版のうち、
学術的水準、造本技術の両面において
最高水準を満たしものだけに与えられる
最高級の証です。

その特筆すべき特徴は：
›高
 品質のカラー印刷によるファクシミリ版
› 魅力的な装丁
› 学術的な解説

George Frideric Handel
Messiah HWV 56
Bärenreiter Facsimile
Johann Sebastian Bach
Mass in B Minor
BWV 232
Facsimile of the autograph
score in the Staatsbibliothek
zu Berlin.
Edited by Christoph Wolff.
Documenta Musicologica
II, 35 (2007).
218 pages of facsimile and
36 pages of introduction
(English/German/Japanese);
Format: 23.5 x 35 cm
Linen-bound with silver
embossing
ISBN 978-3-7618-2194-7
“This facsimile edition is a
model for the presentation
of musical sources, both
in appearance and in
documentation”.
Notes, December 2008

Facsimile of the autograph
score of the British Library,
London. Edited by Donald
Burrows.
Documenta Musicologica
II, 40 (2008).
284 pages of facsimile and
a 48-page introduction
(English/German/Japanese);
Format: 32 x 25.5 cm
half-linen, hardback
ISBN 978-3-7618-2109-1
The British Library and
Barenreiter have joined
forces to make the autograph
score of Messiah available
to a wider public in a
meticulously reproduced,
lavishly published facsimile.
British Library edition
(English text) distributed in
the UK.

Felix Mendelssohn
Bartholdy
A Midsummer Night’s Dream
Overture op. 21
Bärenreiter Facsimile
Facsimile of the autograph
score in the Biblioteka
Jagiellónska, Krakow. Edited
by Friedhelm Krummacher.
Documenta Musicologica
II, 41 (2009).
60 + 12 pages of facsimile
and 40 pages of introduction
(English/German/Japanese);
Format: 34 x 26.5 cm
half-linen, hardback
ISBN 978-3-7618-2116-9
This high-quality facsimile
has been designed for the
bibliophile, vividly bringing
the composer’s handwriting
to life.

Antonín Dvořák
Koncert op. 104 pro violoncello s průvodem orkestru
Concerto op. 104 for
Violoncello and Orchestra
Bärenreiter Facsimile
Facsimile of the autograph
score and the autograph
piano reduction in the
Narodní Muzeum Prague.
With a commentary by
Jan Smaczny.
Documenta Musicologica
II, 43 (2010).
122 + 32 pages of facsimile
and 12 pages introduction
(English/German/Czech);
Format: 37 x 40 cm
half-linen, hardback
ISBN 978-3-7618-1849-7
This exceptional composition
which Dvořák wrote during
his second stay in the USA is
now considered to be one of
the most popular orchestral
works today. The facsimile
includes not only the
complete manuscript score
but also the piano reduction
written by Dvořák himself.

Your Music Dealer

Bärenreiter-Verlag · 34111 Kassel · Germany · www.baerenreiter.com · info@baerenreiter.com
Errors excepted; price changes and delivery terms subject to change without notice.
Printed in Germany · 1/1209/2 · SPA 311

Ludwig van Beethoven
Symphony No. 9 op. 125
Bärenreiter Facsimile
Facsimile of the autograph
score in the Staatsbibliothek
zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, the BeethovenHaus Bonn and the
Bibliothèque nationale de
France.
With articles by Lewis
Lockwood, Jonathan Del
Mar and Martina Rebmann
Documenta musicologica
II, 42 (2010).
422 +11 pages of facsimile
and 40 pages introduction
(English/German/Japanese)
Format: 37 x 40 cm
half-linen, hardback
ISBN 978-3-7618-2169-5

