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冬の旅 - 苦悩と孤独 -笈田ヨシと根本雄伯 

2012年2月20日／クロード・サミュエル／クロードサミュエルの視点 

 

クラシック音楽の著名なレパートリーは果たして神聖かつ冒されざるべきものなのか？条件付で、と

いう事であれば必ずしもそうとは限らない。黄金のルールは『尊重と閃き』である。あえてここでは引

用しないが、特にオペラの分野では様々な新演出や新解釈が、胡散臭い創造性の大名義の下に

行われ、実際には観客の驚愕、動揺、スキャンダルを作り出しているに過ぎないという現実がある。

原作者の中には悔しさの余り墓の中でもんどりを打っているのがいるに違いない。 

 

しかし時には良質の、いや大変に優れた驚きに出会う事もある。先週アテネ劇場で『冬の旅』の24

曲のリートを使ったスペクタクルの、シューベルトの音楽をを聴きながら感じた驚きは正にそれだっ

た。ドイツリートのモニュメントであるこの『冬の旅』は、深いうつ病に苦しむシューベルトが、死の前

年に密かに作曲した遺作であり、傷ついた愛の歌また同時に絶望的な嘆きでもある。ヴィルヘルム·

ミュラーのこの24の詩に巡り合ったばかりのシューベルトは友人たちに『私はこれから不吉な歌曲集

を歌おうと思う。』と打ち明けている。33歳に差し掛かろうとしていた二人の若い芸術家は、今しも一

方がもう片方の後を追うようにして亡くなろうとしていた時に出会ったのだ。 
 

我々はずっと平穏な音楽生活から外れた人生を送った作曲者(600曲のリートの作者 !)の最後の告

白、その不穏な詩、そして孤独の苦しみ、死の予感、不安を伝えるメッセージについて広く解釈をし

てきた。『他所者としてやって来た。他所者として去る。』この歌曲集の導入部『おやすみ』が始まる

と共にすべてがミュラーの言葉とシューベルトの音符によって表現されつくしている。だからといって

舞台化するということ自体が余計な行動、もしくは非常識な行為なのだろうか。 

 

この当然といえる懸念に対して、笈田ヨシの脚色と演出は優れた答えを提供している。傑作には

様々な真理が存在するということである。3人の歌手が交替で歌い、根本雄伯が8つの楽器のため

に行った非常に巧みな編曲は、オリジナルのピアノパートを全く損傷することなくそれに取って代わ

っている。私は笈田ヨシがピーター・ブルックとパリで仕事をする前に能楽の優れた伝統教育を受け

ていたことを知っても驚かなかった。巧妙に構築された登場人物の交差は、様々な響きを持つこの

作品の不思議な力をさらに豊かにしている。最後の一言は、声質も表現も良質なメラニー・ボワヴェ

ール、ギヨーム・アンドリユー、ディディェ・アンリの3人の歌手へ捧げたい。 
. 
 

 

笈田ヨシ、パリアテネ劇場で冬の旅を舞台化 

2012 年 2 月 12 日／ブルーノ・セルー／今日のクラシック音楽＆La Croix 紙 
 

(…) 演出家笈田ヨシはこの歌曲集を 3 人の歌手へ託している。シューベルト自身の亡霊かとも思

わせる詩人(熱烈なバリトン歌手ギヨーム・アンドリユー)、彼と共に旅をする吟遊詩人(成熟し心を揺

さぶるバリトン歌手ディディエ・アンリ)、過去に詩人を愛した女性(カナダ人ソプラノ歌手メラニー・ボ

ワヴェール)、スペクタクルの冒頭で吟遊詩人が女性に今は亡き詩人の旅日記を手渡し、2 人は詩

人の墓を目指して旅立つ。 

(…) 作曲家であり指揮者である根本雄伯は編曲に当たって 1824 年に作曲されたシューベルトの

素晴らしい『八重奏』の編成 (クラリネット、ファゴット、ホルン、2 本のバイオリン、ヴィオラ、チェロと



コントラバス) を使いシューベルトらしい高貴な郷愁に二重のオマージュを捧げている。彼の編曲は

原曲に忠実であり、また豊かさがあり、鉱物的で凍りついた音色と非常に劇的な緊張感で満たされ

た驚異的なオリジナルピアノパートに、独特のレリーフを与え、原曲の荒廃した雰囲気を強く引き出

している点から見て魅力的である。 
 

素晴らしいライティングを施され、霜に焼かれた沢山の小枝が重なり合う雄大な樹を中心にして、エ

ルザ・エシェンランとジャン・カルマンによって作られた装置と照明には凍りついた様な美しさがある。

また根本雄伯が創設し自ら指揮をするアンサンブル·ムジカ·ニゲラは、精度と信念をもった演奏でこ

のスペクタクルに輝きをもたらすのに一役買っている。 

 

冬の舞台化 

2012 年 2 月 16 日／フィリップ・ヴェンチュリーニ／Les Echos 紙 
 

純粋なクラシック愛好家は顔を顰めるだろう。シューベルトの 『冬の旅』を舞台化する事は異端な行

為かもしれない。独唱とピアノのために書かれた 24 の歌曲を 3 人の歌手と八重奏のために書き直

すのは誤った解釈かもしれない。永遠の旅人のこの寒々とした放浪が果たして舞台を必要としてい

るのだろうか？詩人が一人称で語る片思いの物語に視覚が入り込む余地があるのだろうか？アテ

ネ劇場の笈田ヨシ演出による舞台は、正にこの様なプロジェクトが可能であることを示している。 
 

彼の演出は、シンプルな装置の美しさ、感情の冬を示唆するかの様な柔らかな照明に既に価値が

ある。根本雄伯の編曲は時々アカデミックすぎるきらいはあるが巧妙で、しばしば夕暮れ時のような、

ブラームスを髣髴とさせる色合いを使っており、それはアンサンブル・ムジカ・ニゲラのメンバーによ

ってエレガントに演奏されている。若いギヨーム・アンドリューは不運な詩人を高貴な表現力を持っ

て演じ、ディディエ・アンリは圧倒的に心を揺さぶる存在感で、浮浪者の格好をした吟遊詩人を演じ

ている。少々消え入るような、遠い記憶のようにとらえどころのないメラニー・ボワヴェールは愛され

つつ詩人のもとを去った女性を繊細さを持って演技している。もしこの『冬の旅』が原曲に取って代

われるものではないとしても、シューベルトのドラマの核心である永遠の苦痛に真っ直ぐ導いてくれ

るものであると言えよう。 

 

 

二つのアダプテーション、二つの旅 

2012 年 2 月 13 日／シモン・コーレイ／Concertonet.com  
 

先ずは楽譜のアダプテーション。2010 年に結成されたアンサンブルの音楽監督であり、ホルン奏者、

ピアニスト、そして作曲家である根本雄伯はピアノパートを『八重奏』とまったく同じ編成 (クラリネット、

ファゴット、ホルンと弦楽五重奏) のために編曲をしており、それによってシューベルトの時代のスタ

イルへの忠実さを主張している。(…) 根本の抑制の利いた指揮と上質なアンサンブルによって自ら

演奏している編曲は、何曲かのリートが他のものよりも勝って聴こえる感は否めないにしても、全体

の結果には説得力がある。殊に細部にわたって細かく注意を払っており、例えば繰り返しごとにアレ

ンジを変化させたりと、非常にこだわった仕事をしている。 
 

次は舞台のアダプテーション。笈田ヨシは故意に、『美しい水車小屋の娘』のようにナレーションの基

礎となるべきミューラーの 24 の詩を、我々が通常聞き慣れている順番から変えている。音楽が始ま



る前に、短いパントマイムのシーンがあり、物語の行方を示唆する。放浪する吟遊詩人が若い女性 

(現実か想像かは定かではないが詩人の最愛の人) へ詩人から託された手紙と本を手渡し(日記、

小説か？)、それをきっかけに彼女は詩人と同じ道程を辿ろうと決心する。24 の歌曲に沿って詩人と

女は年老いた吟遊詩人に付き添われつつ先へ進む。フラッシュバックが重なり様々な時期の間で

物語が行き来をするが、冬の厳しさに見舞われたこの２人の旅路は結果的に詩人の墓へと導かれ

ていく。 
 

(...) エリザベート・ドゥ・ソーヴェルザックによるデザインの衣装 (長いコート、スカーフ) のように、ジャ

ン・カルマンとエルザ・エシェンランによる装置と照明は、シンプルさにその真髄がある。わずかに段

差のあるひな壇は最初黒い布に覆われており、それが除かれると雪に覆われた地面が現れる。あ

とは 2 つのベンチと落葉後の樹が 1 本のみ。冒頭のシーンは鮮明にフリードリヒの絵画を思い起こ

させる。 

 

 

色で夢見るシューベルト 

２０１２年２月１４日／エリック・ダアン／Libération 紙 
 

(…) 純粋に音楽のみを聴くことに躊躇を覚える人々のために、笈田ヨシは現在、アテネ劇場におい

て自ら脚色し、若き根本雄伯の編曲を使用した、彼なりの視点から見た『冬の旅』を公演している。

(…) 往年のクラシックファンはここですぐに安心して欲しい。笈田ヨシは曲順を変更し、更にソプラノ

と２人のバリトンにリートを配分してはいるが、ここアテネ劇場では、印象主義的な余分な小節も誇

張されたダイナミクスや極端なハーモニーも、馬鹿げた音色の羅列も聴こえては来ない (嗚呼、ツェ

ンダーのマリンバ！)。根本雄伯はシューベルトの八重奏ヘ長調 D.803 の書法の枠に自らの編曲を

流し込んでいる。 
 

(…) この舞台化は、本来の意味から外れ、心理学的な要素が分散してしまっている感はあるものの、

ジャン・カルマンによる装置と照明による美しい舞台であると言えよう。アンサンブル・ムジカ・ニゲラ

の心をこめた演奏、２人の素晴らしいバリトン、詩人を演じ、明確な発声と明るく彩られた声質と声

の通りの良さを持つ若いギヨーム・アンドリユー、そして放浪吟遊詩人を演じ力強い声質で恐るべき

表現力を持ディディエ・アンリ、そして完璧なテクニックを持つソプラノ、メラニー・ボワヴェール (…) 

一言で言えば、かつてボブ・ウィルソンがシャトレ劇場で披露した大失敗 - 学生のようなチュン・ミュ

ン・フンの拙いピアノに合わせて、それはひどい音程でうなり声を上げていたジェシー・ノーマン - と

比べて、この『冬の旅』は、シューベルトに対する造詣の深さを見せてくれる。 

 

 

八重奏と三人の歌手のための冬の旅 

２０１２年２月１８日／ダヴィッド・ル・マレック／Carnets sur sol  

 

(…) アンサンブル・ムジカ・ニゲラのメンバーによる八重奏は非常に良くバランスが取れている。弦

楽四重奏によるハーモニーとリズムの基盤、響きの基礎となるコントラバス、そして音色のためにク

ラリネット、ホルンとファゴットが使われている。全くこの曲に合った編成だ。フルートではあまりにも

明るく優雅過ぎ、オーボエでは率直で鋭角過ぎたであろう。アンサンブルのメンバーの個々のレベ

ルは驚くほど高い。(…) クラリネットはその滑らかさによって魅了し、アナベル・ブレイのチェロは驚く



ほど官能的に芳醇な響きをもたらし、第一ヴァイオリンは繊細な音色と卓越した、そして非常に洗練

されたフレージングとを兼ね合わせており (まるで最高のバロック·ヴァイオリン奏者をシューベルト

の時代に持ってきた様である)、僅かにいびつで斬新な何かを持っており、歓喜溢れる結果をもたら

している。奇妙に聞こえるかも知れないが、私は今までこれほど自己のしっかりした第一ヴァイオリ

ンをオーケストラやアンサンブルで聞いた例しがない。 

 

(…) 根本雄伯のアレンジは管楽器によるヴァラエティに富んだ音色の面から言って (弦楽四重奏の

ためのアレンジで脆弱、またモノトーンに聞こえる場所があるのに対して) 大変上手く構成されてい

る。例えば『おやすみ』の中の繰り返しの部分で三連符を使用している様に、彼はシューベルトの楽

譜のロジックを更に奥深く突き詰めたオーケストレーションをするために、いくつかのディティールを

追加している。(…) 編曲家としての優れた技術を感じ取ることができる。 (…) 彼の指揮は先ずその

柔軟性に驚かされる。時には柔軟なあまり、この音楽特有の執拗なまでな厳格さがその犠牲になっ

てしまう事はあるものの、フレージングの質の高さとその自然さは、マイナス面を補って余りあるもの

である。 

 

(…) 高度な音楽教育を受けた３人のフランス人歌手のドイツ語発音は全くの正統派である。私は殊

にメラニー・ボワヴェールに興味を持っていた。というのも彼女はかつてフィアケルミッリ役で私を驚

愕させたが、今回のような役は無理だと思っていた。ところが...なんという美しい声だろう！(…) 私は

この夜、ギヨーム・アンドリユーを発見した。彼は現在のフランスで教育を受けたバリトン歌手の特徴

を明らかに持っており、低音に重心を置きつつ大変雄々しい声を作り出している。(…) フランスオペ

ラのスペシャリストで近年バスに移行しつつある (ダマーズのオペラ『相続人』の中のスローパー博

士役ではかなり思い切った低音バス振りを見せていた) 元ペレアス (デュトワ指揮) のディディエ・ア

ンリを聴いた。(…) 声が少し粗雑なところもあるが、とにかくステージでの存在感が圧倒的である。

(...）この舞台においては明らかにもっとも優れており真摯で劇的なヴォーカルを印象付けている。 
 
 

奥の細道 

２０１２年２月１３日／ローラン・ビュリー／Forum Opéra  

 

プログラムノートの中で笈田ヨシは自らの演出を旅行記『奥の細道』書いた俳句の巨匠、芭蕉と結び

付けて紹介している。確かにこのスペクタクルには余分なものをすべて排除した日本的なシンプル

さがあるが、素晴らしい照明を施された舞台のヴィジュアルは、どちらかというとカスパー・ダヴィド・

フリードリッヒの世界を髣髴とさせる。 

 

(…) 音楽的には自らアンサンブル・ムジカ・二ゲラを指揮する根本雄伯が明言しているように、非常

に原曲を尊重、言わば《シューベルト風》なアレンジを行っている。ハンス・ツェンダーを尊敬している

と公言するこの日本人作曲家はツェンダー版とは全く違ったスタイルをとりつつも、たとえば『川の上

で』や『最後の希望』でピチカートを使用したり、ハーディー・ガーディーを弦楽器の陶酔するようなグ

リッサンドで模倣したりと、いくつかの斬新な効果を試みている。 

(…) この『冬の旅』は３人の登場人物、女 (ソプラノ)、詩人 (ハイバリトン) と吟遊詩人 (バスバリトン) 

に振り分けられている。(…) 一番多くのリートを歌うのは当然ながら詩人で、低音がもっと充実してく

ることが望まれはするが、柔軟で美しい響きの声を持つ若手のギヨーム・アンドリユーが演じている。

メラニー・ボワヴェールはフランス派の声楽家独特と思えるその声質で我々に喜びと驚きを与えてく

れる。時折まるでジェオリ・ブエを聴いているかのような気分になり、そして最後には、このアクセント

こそ声楽の標準化が消し去ってしまった独特のスタイルであり、幸いなことにカナダで教育を受けた

僅かなアーティスト達に垣間見る事ができるものである、と理解するのだ。ディディエ・アンリは、は



るかに長いキャリアを持っており、その演技は非常に劇的で、どちらかというと音楽家というよりはア

ルコール中毒に近い吟遊詩人を熱演している。. 
 
 

シューベルト『冬の旅』、様式と詩情、冒険音楽家たちのために 

２０１２年２月１２日／無署名／Quel spectacle ? 
 

アテネ劇場で日本人２人による風変わりな『冬の旅』が上演されている。一人は指揮者根本雄伯、も

う一人は演出家笈田ヨシである。このヴィルヘルム・ミュラーの 24 の詩から作曲されたシューベルト

の『冬の旅』の舞台は、脚色のみならず、８つの楽器のため (ピアノ伴奏の変わり代わり) に新たな

編曲と３人の歌手を起用するまでに至っている。純粋なクラシックファンは身震いするかもしれない

が、日本人でなければこの最高傑作とみなされる作品に手を加えることは出来なかっただろう。 
 

シューベルトは亡くなる前年、ベートーヴェンの死に苦悩し、大変なうつ状態にある中で『冬の旅』を

作曲した。ここで使われている詩から愛する人を探し続けること、死による救済、相手を際限なく追

い求める気持ちが感じ取られる。舞台装置には黒から白へ移行するひな壇といくつかのベンチが舞

台上で行き来するのみのミニマルな美しがある。3 人の登場人物、若い男、彼の最愛の女性、放浪

者、彼らは常にすれ違いつつも本当に出会うことは無いに等しく、まるでそれが運命であるかのよう

に彷徨い続けるのだ。それは沈む夕日や昇る朝日の美しさに敏感でありながらも常にどこかに悲し

みがあるという事だ。シンプルな装置が歌を躍動させ、明確にし、関連付けている。しかしこれはあく

まで詩であって構成された台本ではないのだ。シンプルさが音楽、そして表現力豊かな歌手たちに

貢献している。 
 

この舞台はその分野の要素を全て兼ね備えたコンサートである。(…) 八重奏のためのアレンジは

良く機能している。スペクタクルは美しく、極限まで様式化され、伝統的でもあり、音楽家の期待に応

えるものだ。 
 

 

アテネ劇場の『冬の旅』 

２０１２年２月１９日／Fomalhaut  
 

根本雄伯がアンサンブル・ムジカ・ニゲラのメンバー８人を率いて自ら演奏する編曲は、まるで大劇

場のミニチュア版の様なオーケストラピットから観客を柔らかく包み込む。我々はノスタルジックな雰

囲気、荒削りでありながら暖かな色合いに包まれ、それが弦楽器のセクションの身震いするような

響きにかき消されたかと思うと、今度は３つの管楽器の柔らかな音色のモチーフが魂と会話を始め

るのだ。驚いたことにそれは『トリスタンとイゾルド』の悲歌を連想させる。 
 

笈田ヨシの演出は、放浪する詩人、彼の愛に応えない女性、彼の唯一の旅仲間である吟遊詩人の

３人の歌手を使い、彼らの希望の失われた魂の揺れ動きに真っ直ぐ視線を投げかけている。演出

の都合上曲順が少々変えられているが、全曲が演奏される。 
 

この晩の素晴らしい発見は才能あるギョーム・アンドリユーである。この若きバリトン歌手は、同じロ

マン派のレパートリーの大役ヴォルフラム (タンホイザー) を髣髴とさせる声量の軽い調整を駆使し、

詩情溢れる芸術性をもって耐え難き苦痛を表現しており、彼自身の眼差しの中に破滅さえ見て取れ

る程役になりきっている。 

 



美しいメラニー・ボワヴェールは、愛する若い男と彼に無関心な女性との間の感情のギャップを際立

たせるかの様に、もっと世俗的で現実味のある役作りをしている。ディディエ・アンリは、放浪する吟

遊詩人に確固たる父性愛と人間性溢れるキャラクターを与えている。 
 

全体の流れを区切る幾つかの効果音よりも、美しい白樺と寂しげな雰囲気を作り出す照明のバリエ

ーションによる舞台装置の方が際立っていると言えよう。 

 

 

詩情あふれる『冬の旅』  

２０１１年６月４日／ルノー・マシャール／Le Monde紙 
 

笈田ヨシ(１９３３年生まれ)はピーター・ブルックのかけがえのないパートナーであり、１９６８年よりフ

ランスに在住する一流の俳優である。演出家としても、１９９８年のエクサン=プロヴァンス音楽祭に

於いてベンジャミン・ブリテンの能オペラ『カリュー・リヴァー』の素晴らしい演出を行った。それ以来こ

の俳優は進んでオペラ分野の演出を引き受けており、リヨンのオペラ座で彼が行った同じブリテン

の『ヴェニスに死す』の解釈は、我々にとって完璧なスペクタクルの一つであるといえる。(Le Monde

紙２００９年５月２８日参照) 
 

という訳で、彼の演出によるシューベルトの『冬の旅』の舞台版がが２０１２年のパリ・アテネ劇場で

の公演に先立って、モントルイユ=シュール=メール市のユニークかつスマートな音楽祭、ムジカ・ニ

ゲラに於いて初演が行われると知り、迷わすパ・ドゥ・カレ県の海岸沿いへと赴いた。 
 

笈田ヨシの脚色は３人の歌手とシューベルトの八重奏D803の編成を用いた編曲を使用しており、最

小限の空間を使って詩情溢れる演出をしている。一本の樹、ベンチ、そしてそれらの衣装とも言える

のがジャン・カルマンの残酷なまでに的確な照明だ。 


