
寄稿       続 オーストリア･ドイツのオペラ旅行 
春日 義男 

 
 会報 23 号に昨年 3 月のオーストリア･ドイツへのオペラ旅行記を書かせていただいた。柴

富編集長の了解を得て、後半を書かせていただきます。 
 
昨年のヨーロッパは 30 年振りの寒さだったらしく、３月 

12 日になってもベルリンの池は凍りつき、ドレスデンの公 
園は雪が凍り付いて真っ白、石畳の歩道や広場もつるつるで 
歩くのも危なかった。15 日には寒気も少し和らぎ、15-16 日 
と雨が降った。17 日の朝に散歩に出て驚いた。氷が解けた公 
園にスノードロップスが咲いていた。枯葉を背負って真っ白 
い可憐な花が沢山あちこちに開いている。見回すと紫色のク 
ロッカスも咲いていた。自然の営みの不思議さ。私は北国で 
春を迎えたことがないので驚いたのかも知れません。北海道 
の春はこのように訪れるのでしょうか。 
ベルリンに戻ったら、10 日前にはかちかちに凍っていた動 

物園横の池の氷が融け始めていた。｢氷解けさり葦は角ぐむ、 
さては時ぞと思うあやにく、今日も昨日も雪の空｣は吉九一昌 
詩｢早春賦｣の第二節です。神奈川在住の私にはこの感覚は難 
しいのですが、今の季節、ラジオから｢早春賦｣が流れると、 
一年前のベルリンを思い出します。25 日になると暖かいそ 
よ風を感じました。春だ!!と身も心も衣服も軽くなる。とは 
いっても気温は８℃くらいですから、人の感覚は不思議なも 
のです。 

 
ボヘミヤのヤン・フスの 100 年後に、西洋世界を二分する 

ことになる宗教改革がマルティン･ルターによって始まった。 
ライプツィヒからベルリンへ戻る途中でヴィッテンベルグ= 

ルーテルシュタットで途中下車した。雨もよいの一日を、ル 

ター一家が住んでいた｢ルターハウス｣で、勉強部屋、寝室、 

書庫、塔の体験(回心)の部屋。ルターを助けたメランヒトン 

が住んでいたという｢メランヒトンの家｣、クラナッハの家も 

あります。ローマ法王からの破門状をこの木のそばで焼いた 

｢ルターの樫の木｣など。 

 

ベルリンに戻って翌 3/21su、国立歌劇場でバレンボイム指 
揮の｢トリスタンとイゾルデ｣を聴いた。トリスタンにペーター 
･ザイフェルト、イゾルデにワルトラウト･マイヤー、マルケ王 
にルネ･パペという、この三人のうちの一人が日本に来るだけ 

 
ドレスデン：雪解けの翌朝 3/17w 

 
ヴィッテンベルク：ルターハウス 

 

ルターが｢95 箇条の論題｣を 

張り出した城教会とその扉 

   アイウエオ 



でも大騒ぎになる人たちが集った公演である。配役だけでもバレンボイムの威力か。これは素

晴らしかった。二回の休憩を挟んで 5 時から 11 時過ぎまで、6 時間超を一睡もせず、集中して

聴き続けられることが出来るという発見でもあった。同行したドイツ文学教授の夫人は、｢バイ

ロイト、ドレスデン、ミュンヘン他で何回もこの曲を聴いて来ましたが、うとうとしないで全

曲を聴き通せたのは今回が初めてです｣と感想を述べましたが、どうやら、それほどに見事な｢ト

リスタン｣だったらしい。 
幕間の休憩で話をした 50 歳くらいの男性はフランクフルトから来たと言う。｢今日はベルリ

ンに泊まって明朝帰る｣と。｢ザイフェルトの声が聴きたくて、ミュンヘンとハンブルグとベル

リンに行く。先週はミュンヘンでタンホイザーを聴いた。フランクフルトは３都市から

200-300km くらいだから、丁度良いのです｣と。ザイフェルトが出演するたびに、その地に一

泊するという熱心なファンである。 
それでも生の公演に付き物の失敗はあるものです。前号に書いたマーラーの第三交響曲で実

に見事な演奏をしたオーケストラが、緊張感に満ちた前奏曲が始まって間もなく、トリスタン

の眼差しのテーマをヴァイオリンが強く奏する 17 小節６拍目で、第一クラリネットのレ音が

割れてピーと耳障りな音を立てた。私は飛び上がりそうになったし、指揮者もオーケストラの

人たちも、息を止めて聴きいっていた全聴衆もびっくりしたのは間違いない。音楽は何事もな

かったように進んでいったが、主席クラリネット奏者の気の毒なこと。一番驚いたのは本人だ

ったでしょう。 
一幕後の盛大な拍手のカーテンコールが終わり、オーケストラ･ピットが空になっても、バレ

ンボイムが楽譜を見つめていた。暫くして彼がポーンと手を打った。ピットから出て行って少

し後に、｢マエストロ･バレンボイム･･･｣と場内アナウンスがあり、客席に残っていた人たちが

皆、ロビーに出て行ったので私も出た。無人の劇場で何が行われたのだろう。 
 

3/22m ｢カルメン｣は人気曲ですから、若い人が沢山いて、 
白髪ばかりだったこれまでとは違い、華やかな雰囲気で始ま 
った。教授夫妻は２幕が終わったところで｢音楽が単調で詰 
らないから帰る｣と。そんな面もあるが、これはこれで、媚 
薬とか悪魔とかが出ない純然たる人間ドラマの面白さがある。 
二幕でドン･ホセが有名な｢花の歌｣でカルメンに対する綿々 
たる愛を歌い上げた後で、カルメンが｢私は何にも囚われな 
い。自由よ。自由！｣と歌う場面では耳には Liberté と聞え、 
字幕には Freiheit と出るから分かり易い。 

 
 オペラのない 23tu、ポツダムへ行った。会報 21 号に寄せ 

られた谷口会員の｢ポツダムでの感想｣は大変参考になりまし 

た。ツェツィーリエン宮殿の展示は第二次大戦終了間際の領 

土問題の交渉経緯が詳しく、スターリンのソ連が領土拡張に 

どれほど貪欲であったかが良く分かりました。ソ連崩壊後に 

独立したラトヴィア三国は戦前にはドイツ領でした。 
 サンスースィ宮殿裏で｢菩提樹｣を吹いていたフルーティス 

トが、私を見て｢荒城の月｣に替えたので、横に並んでフルー 

 
寒々としたサンスースィ宮殿 

 
ポツダム会談のツェツィーリエン宮 
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ト伴奏で「春高楼の･･･昔の光今いずこ」ここまではテナー 

で、続けてバスで、｢天上かーげはかわらねーど、栄枯は移 

る･･･夜半の月」と歌ったら、上手なフルートと変な歌が注 

目を浴びたらしく、拍手が起こって目の前に置かれた缶に 

コインが幾つか入ったのでフルーティストに寄付した。 

辻音楽師のお見事な Customer Satisfaction でした。 

 
3/24f 鴎外記念館をゆっくり観た。ペルガモン博物館他。 
夜はベルリン･ドイツ･オペラで｢ランメルムーアのルチア｣。 

NY メトロポリタン歌劇場で出産のため降板した A.ネトレプ 
コの代役で絶賛されたディアナ･ダムラウのベルリン凱旋興 
業のはずだった。何とダムラウが風邪のため代役。恋人役 
のエドガルドを歌ったロベルト・アラーニャだけが素晴ら 
しく、この晩の演目はオペラ｢エドガルド｣になった。３幕 
の｢ルチア狂乱の場｣を見るに忍びないと考えたのか、２幕 
までで帰った客がかなりいた。21 日のトリスタン幕間で会 
った若い日本女性から｢昨日のダムラウのルチア初日を聴 
くために頑張ってチケットを買い、休暇をとって来たのに、 
ヘナヘナの代役でがっかりしました｣と聞いていたので、 
中 4 日中に風邪が治れば良いがと淡い期待を抱いていたが 
残念だった。聞いていた通りにヘナヘナの代役だったと云 
えばそれまでだが、この公演は€120 という今回の旅行中 
でも破格の高値でした。参考：このルチア公演は 3 回あっ 
て、初めの二回はダムラウ、三晩目はルチア役だけ別のソ 
プラノが歌うことで€86.00。ダムラウの人気のほどが知れ 
ます。まあ、こういうこともあるか。 
ちなみに、昨年ドイツでがっかりした先生の 近の感想。 

｢去る 3/6 日本オペラ振興会(藤原歌劇団)のルチアは、一年 

前のベルリン公演よりも断然よかった。日本人の出演する 

オペラでは珍しく熱狂的な拍手になりました｣。同じ公演を、 

なぎあひるさんは、｢ルチアを観ました。ちょー感動。しあ 

わせ｣とブログに書いていました。 

   

3/25th ベルリン空襲の記念碑のような｢カイザー・ヴィル 
ヘルム記念教会｣(広島原爆ドームに似た扱い)。国立絵画館。 
ここは、中世から現代までの絵画や古い教会の祭壇などが集大成されていて実に素晴らしい。

エジプトの女王ネフェルテテの頭部像が売りの新博物館。ボーデ美術館など。 
晩はドレスデンでも聴いたトスカをドイツ･オペラで。何と半世紀前の演出をそのまま使って

いた。今風の難しく凝った、あるいはえらく簡略化した舞台よりも安心して鑑賞出来る。また

またお金の話で恐縮ですが、ルチア同様人気抜群の曲ですから、一階バルコニー(日本の２階)
ほぼ中央 前列が€86.00。トリスタン、カルメンは同じ席が€66.00。イタリア・オペラの人気

 
CS 精神の辻フルーティスト 

 
鴎外留学当時の建物(上)と部屋(下) 

 

 

ペルガモン博物館ペルシャ陶器壁画 



曲とドイツ・フランスの名曲でこれほどの差があるのも不思議な感じです。そういえばドレス

デンのトスカも、指輪 4 部作より、３割ほど高価でした。 
 
 3/26f. ブランデンブルク門から徒歩 5 分でポ 
ツダム広場に隣接する一等地に建設された｢虐殺 
されたヨーロッパのユダヤ人を記録する記念碑」 
It happened, so it may happen again.の文字が 
不気味に輝く。ある展示室では、ヨーロッパ全 
域で虐殺された犠牲者一人ひとりの名前とその 
生涯を読み上げながら、その人の写真などをス 
ライドに映していました。犠牲者数が何名なの 
か詳らかでないが、全てを読み終わるまで 6 年 
８ヶ月掛かるそうである。 
学生時代に観た J.L.ゴダール監督の｢気狂い 

ピエロ｣に出てきたマリアンヌの台詞｢･･･ベト 
コン側も 115 名戦死。無名って恐ろしいわね。 
ゲリラ 115 名戦死だけでは何も分からないわ。一人々々の事は何も分からない。妻や子供がい

たのか、芝居より映画が好きだったか、何も分からない。115 名戦死というだけ｣を思い出した。

xxx 万人の一語で済ますか、あるいは、7 年掛けて一人ひとりの生涯を読み上げてゆくか。 
 
夜は、国立歌劇場でエフゲニ･オネーギンを聴いた。｢愛の妙薬｣､｢椿姫｣､｢ボエーム｣などで

A.ネトレプコの恋人役で登場し、今や若手テナー人気 No.1 の R.ビリャソンは喉の手術後の復

帰公演。彼も代役になるかと心配したが、レンスキー役を見事に歌いきった。上に挙げた 3 曲

の DVD で観るよりは、声を若干セーブするようになったようである。この晩はビリャソンの

追っ駆け小母さんが多かったようにみえた。 
 

3/27sa はオペラ旅行 後の公演である。三大テナーで有名なプラシド・ドミンゴが 69 歳で

バリトンに転向しての｢シモン･ボッカネグラ｣である。ところが、2 月初旬の NY メトロポリタ

ン公演後、日本で２夜のコンサートに出て、NY に戻って手術を受けたため、これも代役。 
指揮者がバレンボイムなので、彼の眼鏡に適っ 
た歌手を選ぶだろうから、オペラ｢フィエスコ｣ 
にはならないだろうと思いつつ出掛けた。フィ 
エスコ以外の準主役 2 人も聞き覚えのない歌手 
に代わったが、さすがはバレンボイムでこれも 
見事だった。ウィーンでこの旅行の 初に聴い 
た｢シモン｣も代役で、それでもウィーン国立歌 
劇場の名に相応しい立派な公演だったが、ベル 
リンの代役で聴いた｢シモン｣の方が圧倒的に素 
晴らしい。結局、オペラは音楽劇であり、音楽 
面を統率する指揮者が公演の成否を決めるとい 
うことらしい。 

 
バレンボイム指揮の公演では、終演後、 

オーケストラ楽員が舞台上に勢揃いする 

要塞あるいは墓石の集積の如き外観の「虐殺されたヨー

ロッパのユダヤ人を記録する記念碑」(展示は地下) 

アイウエオ 



いずれ、世界に名を轟かすであろう代役の三名を書いておきます。Simon Boccanegra: 
Andrezej Dobber、Maria: Ailyn Perz、Gabriele Adorno: Aquiles Machad。唯一変わらなか

ったフィエスコ役は、シチリア･マッシモ劇場、ロンドンのコヴェント･ガーデン、マドリッド

王立歌劇場他でも、この役を勤めたフルッチョ･フルラネット。フルラネットも素晴らしかった

が、オペラ｢フィエスコ｣にならなくて本当に良かった。ドミンゴとフルラネット二人が対決す

る｢シモン･ボッカネグラ｣はコヴェント・ガーデンでの公演が DVD になっています。 
 

3/27su 帰国日の朝食時に、同行した教授夫人が｢主人は昨夜、興奮して一睡も出来なかった

らしく、一晩中、机に向かって書いていました。今日はウィーン経由で帰国するだけですから、

飛行機の中で眠れるでしょう｣と。 
 
 さて一ヶ月を振り返ってみると、日本にいたのでは時間的･金銭的に一生掛かっても聴けない

ような贅沢な顔ぶれで素晴らしいオペラとコンサートを聴くという密度の濃い夢のような一ヶ

月でした。それにしても半年前の予告と違うこと。初日ウィーンの｢シモン･ボッカネグラ｣はレ

オ・ヌッチの筈がジェリコ･ルチッチに、マーラー第三交響曲は J.レヴァインが D.バレンボイ

ムに、指輪４夜の指揮者は F.ルイジが私の知らない三人の分担に、カルメンの闘牛士役、残念

だったルチア。ベルリン 終日の｢シモン･ボッカネグラ｣は主役と準主役級の 3 人。インタネ

ットで購入した 18 公演の半分で重要な配役が替わった。まあ、生身の人間なのだから仕方が

ないか。にも拘らず期待外れがルチアだけだったことに、ヨーロッパでの音楽家の層の厚みを

感じました。 
 
 旅行記の終わりに旧東ドイツ圏の TV 番組について。ドイツ語放送局が 4-5 チャンネルと英

語の BBC Int’l と CNN だけ。 大のニュースはギリシャの金融経済危機とその波及懸念、寒

波による大雪でアルプスの南側(北イタリア)でも物資輸送が滞り市民生活が混乱しているなど。

M.シュマッハーの F1 復帰が連日報道されたが、オーストラリア F1 中継はなかった。

Eurosports もないから Snooker や Darts 選手権も見られず。ドイツ語を話すドラえもんもい

ない。15 年前に見たイタリア語のドラちゃんとのび太君の会話は面白かったのに(何となく雰

囲気で判るから不思議です)。そして、一ヶ月間に見た日本のニュースはふたつだけ。日銀が金

融緩和策に苦悩･･･とペットの全身シャンプー･ショップ。｢ぬるま湯シャンプーで温風乾燥です

から犬も猫も飼い主も幸せ｣と店員が話していました。平和な日本。 
 
今回の旅行は準備段階から帰国後まで、多くの方々のお世話になりました。バッハ･ツアの経

験で助言して下さった GH 氏、グラッシ楽器博物館では NY 調律師、谷口会員のポツダム記、

男声合唱団 Traum の SW/NM 両先生と団員の皆様、とりわけチケット購入･ホテル予約から雪

道の歩き方、赤頭巾ちゃんスパークリング･ワインに至るまで全面的にお世話になった MT 先

生ご夫妻。更に続編執筆を快諾された柴富編集長。心から感謝申し上げます。 
 
しかしよく考えてみると、本会の大先輩および同僚の方々にこそ、一番に感謝しなければい

けないようである。電子情報通信技術の淵源を何処まで遡るかは議論があるでしょうが、

C.E.Schannon 通信の数学的理論(情報理論 1948 年)から H.Hertz の電磁波実験(1888 年)、
Maxwell/Heaviside の電磁場方程式(1865-1884 年)と辿っても高々140 年ほどの ICT の進歩発



展のお陰です。インタネットを通して日本の自宅に居 
ながら、ヨ－ロッパの劇場の演目、出演者、好みの席 
と価格を調べて、即座に購入出来る。ホテル予約から 
ドイツ鉄道の一ヶ月券も買えるというシステムが出来 
上がっているからこそ昨年の旅行が可能でした。この 
10 年間の世界の変わりようは将に目を見張るものが 
あります。 
北アフリカのイスラム諸国では民主化要求の波がネ 

ットで広がり政変が起きるし、受験生がネットに回答 
を求めるようになった。そういえば、ドレスデンのア 
パートメントから日本への電話は 8 分で€0.17。耳を 
疑ったが、20 円ばかりで清算した。調子に乗ってベル 
リンのホテルから 10 分ほど電話したら、なんと€48＝ 
¥6,000 を請求された。なかなか難しいものです。 
会員の皆様の事業の発展とご健勝をお祈りします。 

 

あとがきのあとがき 

この原稿を執筆中の３月 11日、午後２時 46 分に東日本大地震が発生しました。本会会員お

よび MWE 関係者も多くの方がお住まいで、安否が気遣われます。関東在住の会員の中にも、

事務所で、あるいはホテルで一夜を過ごしたり、帰宅に数時間歩いたりと苦労された方が多数

おられたことと思います。 
私は1989年10月17日午後５時のサンフランシスコ大地震をパロ・アルトで経験しました。

停電で電子ロックのホテルからは締め出される。唯一開いていた小さなインド料理店で侘しい

ロウソクの光の中でカレーライスを、帰る場所がないので長い時間をかけて食べた。深夜過ぎ

にやっと部屋に入れましたが、TV には真っ暗な画面に道路情報がテロップで流れるだけでし

た。現場に取り残されると、目に見える世界以外は全く見えない。 
今回の報道で津波にのみ込まれたり流されてゆく家々や車両を見ると目を覆いたくなります。

しかし、現場の状況のリアルタイム映像が見られることで、どれほど救助に貢献するか計り知

れない。22 年前のサンフランシスコとは大違いです。これも本会会員の方々と業界の長年の努

力の一端であろうかと考えています。 大の気掛かりは原発事故です。早期安定を祈るばかり

です。それにしても米国の情報収集力と決断の素早さはさすがです。 
1）在日米海軍司令部によると、米原子力空母ロナルド・レーガンが 13 日、日本の東北沿岸

海域に到着した。日本の自衛隊と協力し、災害支援活動を開始する。2011/03/13 14:28p.m.  
2）【ワシントン AFP＝時事】米地質調査所（USGS）の研究者らは 12 日、東日本大震災の

一連の揺れにより、日本列島が 8 フィート（約 2．4 メートル）動いたとの見解を明らかにし

た。3 月 13 日(日)14 時 51 分配信。 
もっとも当事者でないからこそ冷静な情報分析が出来るのだと思いますが。 
 
亡くなられた多数の方のご冥福と、被災地の方々に一刻も早く平安のおとずれることを、一

年前の平和な日本に一日も早く回復できるよう、全会員と共に祈りつつ。 
2011/3/14m_22:36p.m.  
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2010 年、生誕 150年のマーラーに乾杯 

今年は没後 100 年。ウィーン国立歌劇場 
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