ベーレンライター新シューベルト全集に拠るピアノソナタ全曲演奏会

全 8 回連続演奏会

第1回

シューベルト没後200年＝2028年へ向けて

Franz Peter

Schubert
Saiki Shuko
2021

1 28
月

日

午 後 7 時開演
木 （午後6時15分開場）

東京文化会館 小ホール
〒110-8716 東京都台東区上野公園5-45
◉ＪＲ上野駅公園口徒歩１分／☎03-3828-2111
チケット
（自由席）

￥3,000

（学生券 ￥1,000）

Ⓒ宇都宮保

Program

ピアノソナタ第19番ハ短調 D958「遺作」
ピアノソナタ第1番ホ長調 D157 + D566/2 (4楽章)
ピアノソナタ第12番ハ長調 D613 + D612 + D780/6(4楽章)

お問合せ

※当日、曲目が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

東京文化会館チケットサービス／ 03-5685-0650
ピアノミュージックジャパン／ 080-5528-3281 http://blog.goo.ne.jp/piano̲music/
主催： ピアノミュージックジャパン
（タカモト）
後援： ベーレンライター社（ドイツ・カッセル）
オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム東京
洗足学園音楽大学/大学院、
一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)

佐伯周子
YouTube チャンネル

PassMarket にて
電子チケットも取り扱っております。

佐伯周子が 15 年の歳月をかけて練り上げたシューベルト像を、
没後 200 年＝2028 年へ向けて、今回は全 8 回かけて演奏する
2003 年ベーレンライター新シューベルト全集ピアノソロ曲全 7 巻の最終巻＝ピアノソナタ第 2 巻が刊行した。
1984 年に初めて出版されて 20 年がかりの快挙であった。それを機に「佐伯周子

ベーレンライター新シュー

ベルト全集に拠るピアノソロ曲完全全曲演奏会第 1 回」
が開始された。2004 年 8 月である。
2019 年 8 月 19 日完結編「佐伯周子ベーレンライター新シューベルト全集に拠る完全全曲演奏会第 26 回」
を以て全曲を演奏した。15 年の月日を要した。ドイツ・カッセルのベーレンライター社公認である。
全曲を演奏した佐伯周子が新たに取り組むのが
「ピアノソナタ全曲」である。

ウィーンの銘器＝ベーゼンドルファーインペリアル使用
【シューベルティアーデのためのピアノソナタ第1番 D157

1815.02】

初の傑作「糸を紡ぐグレートヒェン」D118 が 1814 年 10 月 19 日に作曲されてから、
シューベルトの周りに友人たちが集まるようになった。
「シューベルティアーデ」である。
ピ
アノソナタ第 1 番 D157 第 1 楽章は 1815 年 2 月 18-21 日に書き直された。
ちょうど
書き終えた 2 月 21 日に エコセーズ ニ短調／へ長調 D158 Brown, Ms. 8 が作曲
されている。初のエコセーズである。
ワルツを踊った後の退場の曲であり、当日友人たちが
集まったのである。聴かせた曲は D157 第 1 楽章である。第 2-3 楽章を書き直した後、
2 月 27 日には、
「流れのほとりに」D160,「ミニョンに」D161,「恋人の身近に」D162,「歌
びとの朝の歌」D163 がほとばしった。1 日に 4 曲もの作曲をしたのはこの日が初めてで
あった。
この 1815 年末までに「墓」D330 までを一気呵成に作曲する。
ドイチュ番号を
見て頂ければお分かりだが、ピアノソナタ第 1 番 D157 以前に 4 年間書き溜めた曲数
を越す曲数をわずか 10 ヶ月で作曲したのである。
「野ばら」D257,「魔王」D328 など
シューベルトを代表する作品も含まれる。
エコセーズもいつも D158 だけを使い廻すわ
けにはいかず、10 月 3 日に 8 曲が作曲され親友シュパウンの妹マリエ・シュパウンに献
呈された。
この時期のシューベルティアーデの賑わいの一端である。

【明るさに満ち満ちたピアノソナタ第12番 D613

1818.04】

ピアノソナタ全 21 曲の後半開始になる第 12 番 D613 は人生の転機に作曲された。
1818.01.24 マイヤーホーファー詩「エルラフ湖にて」D586 が
「詩集雑誌の付録」
の
形ではあったが初めて印刷出版される
1818.02
交響曲第 6 番ハ長調 D589 完成 (1817.10 着手 )
1818.03.01 イタリア風序曲 D591 公開演奏会
シューベルト楽譜出版は、1821.04.02「魔王」作品 1 D328 が有名だが、実は
「エルラ
フ湖にて」が初出版作品である。
マイヤーホーファーの詩にこの時までに実に 30 曲もの
リートを作曲していたシューベルト。
マイヤーホーファー自身が最も気に入った作品が「エ
ルラフ湖にて」と思われ、マイヤーホーファーの詩を掲載していた雑誌社にシューベルト
作曲楽譜を印刷出版することに成功した。
シューベルティアーデの友人たちは盛り上が
り、イタリア風序曲公開演奏会でさらに盛り上がった。
この喜びに満ちた日々に作曲され
たピアノソナタ第 12 番 D613 は全 4 楽章が明るさが通して描かれている。
スケルツォ楽章変イ長調 D780/6 が全ピアノソナタ中、初めて出版された曲（楽章）と
なったが、出版の経緯から「吟遊詩人の嘆き」と言う暗い題名になったことは驚きの念を
隠せない。

【ベートーヴェン死後の大ソナタ作曲家を確立した「遺作3大ソナタ」
1828.04-09】

1827.03.26 ベートーヴェン死去
1828.03.26 シューベルト生前唯一の
「シューベルト演奏会」
ベートーヴェン中期以降の弦楽四重奏曲を世界初演していたシュパンツィヒが率いる
「シュパンツィヒ弦楽四重奏団」が、演奏会ではシューベルト弦楽四重奏曲第 15 番ト長
調 D887 を演奏した。
ウィーンの街が「ベートーヴェンの後継者＝シューベルト」と認め
た演奏会となった。翌 4 月から着手し 9 月に清書されたのが、
「遺作 3 大ソナタ」
である。
「第 1 番」
ハ短調 D958 は第 1 楽章第 1 主題が、ベートーヴェン 32 の変奏曲ハ短調
WoO.80 を手本にしていることが明示され、激しいことベートーヴェンのごとしである。
第 2 楽章変イ長調 Adagio は一転して穏やかなドイツリートを思わせる旋律。第 3 楽
章メヌエットは「シューベルト最後のメヌエット」となった。第 4 楽章は 717 小節もある
広大な「タランテラ」でベートーヴェンピアノソナタ第 18 番変ホ長調第 4 楽章を手本と
している。
中間部では第 2 楽章を想起させる息の長い甘い調べ。
「ベートーヴェン風」で
開始されたソナタだが、
シューベルトらしい表現巾が広大な音楽である。

Schedule

（日程未定）

第2回

ピアノソナタ第20番イ長調 D959「遺作」
ピアノソナタ第14番イ短調 D784
ピアノソナタ第2番ハ長調 D279 + D277A + D346(4楽章)
第3回

ピアノソナタ第16番イ短調 D845
ピアノソナタ第8番イ長調 D664
ピアノソナタ第10番嬰へ短調 D571 + D570(3楽章)
第4回

ピアノソナタ第17番二長調 D850
ピアノソナタ第4番イ短調 D537
ピアノソナタ第11番ロ長調 D575
第5回

ピアノソナタ第18番ト長調 D894「幻想ソナタ」
ピアノソナタ第9番ホ長調 D459A + D506(4楽章）
ピアノソナタ第6番ホ短調 D566(3楽章)
第6回

第１５番ハ長調 D840「レリーク」
第１３番ヘ短調 D625＋D505
第７番改訂稿変ホ長調 D568
第7回

「さすらい人」幻想曲ハ長調 D760
ピアノソナタ第3番ホ長調 D459 + D604(3楽章)
ピアノソナタ第5番変ホ長調 or 変イ長調 D557(3楽章)
10 の変奏曲ヘ長調 D156(ピアノソナタ D157 の初期稿)
メヌエット イ長調 D334(ピアノソナタ D157 の初期稿)
メヌエット イ短調 D279/3(ピアノソナタ D279 の初期稿)
スケルツォ 変ロ長調 D593/1(ピアノソナタ D567 の初期稿)
第8回

第２１番変ロ長調 D960「遺作」
第７番変二長調 D567＋D593╱2
嬰ハ短調 D655

