
＊購入のご参考にどうぞ ０６年１２月１２日　名古屋市民コーラス　技術委員会

指揮者 オーケストラ 合唱団 独唱 １枚目 ２枚目 計 録音 ひとこと レーベル

クラウディオ・
アッバード

ミラノ・スカラ座
管弦楽団

ミラノ・スカラ座合唱団
（合唱指揮；ロマーノ・
ガンドルフォ）

カーティア・リッチャレッリ（Ｓ）
シャーリー・ヴェレット（Ｍｚ）
プラシド・ドミンゴ（Ｔ）
ニコライ・ギャウロフ（Ｂｓ）

0:48:54 0:40:22 1:29:16 1980年2月
全編にわたって「聞かせる」名盤。ソリス
ト、合唱団、オケともに花丸。

輸入版・グラモ
フォン（４１５９７６
－２）

ヘルベルト・
フォン・カラヤ
ン

ウィーン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ウィーン国立歌劇場
合唱連盟、ソフィア国
立歌劇場合唱団（合
唱指揮；ヴァルター・
ハーゲン＝グロル）

アンナ・トモナ＝シントウ（Ｓ）
アグネス・バルツァ（Ａ）
ホセ・カレーラス（Ｔ）
ヨセ・ファン・ダム（Ｂｓ）

0:47:05 0:39:36 1:26:41 1984年6月

小気味よいテンポのキリエでスタート。若
き日のホセ・カレーラスも秀逸。「カラヤン
の２度目の録音で、ヴェルディを終生愛し
たカラヤンの演奏の中でも秀演といわれ
ている。（帯コメントより）」

グラモフォン（ＰＯ
ＣＤ－２００２２／
３）

ジュゼッペ・パ
ターネ

ライプツィヒ放送
交響楽団

ライプツィヒ放送合唱
団（合唱指揮；ホルス
ト・ノイマン）

リリアナ・モルナール（Ｓ）
マルガリータ・リローヴァ（Ｍｚ）
ルイージ・オットーニ（Ｔ）
ボナルド・ジャイオッティ（Ｂｓ）

0:47:19 0:40:35 1:27:54
１９７４年１
０月、１９７
５年８月

全体的に激しい演奏。少々荒削りな面も
あるが聞いていると引き込まれ、飽きさせ
ない。

ドイツシャルプ
ラッテンレコード
（徳間ジャパン）
（ＴＫＣＣ－１５１６
０）

フリッツ・ライ
ナー

ウィーン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ウィーン楽友協会合
唱団

レオンティン・プライス（Ｓ）
ロザリンド・エリアス（Ｍｚ）
ヨッシ・ビヨルリンク（Ｔ）
ジョルジョ・トッツィ（Ｂｓ）

1:04:45 0:31:59 1:36:44 1959年

テンポゆっくりめ、合唱団の声は小さく気
付いたら終わっているような演奏だが綺
麗である。２枚目には聖歌四篇（メータ＆
ロスフィル）収録。

ロンドン（ポリドー
ル）ＰＯＣＬ－３８
５６／７

セルジュ・チェ
リビダッケ

ミュンヘン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ミュンヘン・フィルハー
モニー合唱団

エレーナ・フィリポーヴァ（Ｓ）
ラインヒルデ・ランケル（Ｍｚ）
ペーター・ドヴォルスキー（Ｔ）
クルト・リデル（Ｂｓ）

1:08:16 0:36:01 1:44:17 1993年
非常にゆっくり。特にＳａｎｃｔｕｓは音とりＣ
Ｄによいかも。セカンドＣＤとして持つと面
白い。

ＥＭＩ　ＣＲＡＳＳＩ
ＣＳ（５　５７８４８
２）

カルロ・マリ
ア・ジュリーニ

ミュンヘン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ミュンヘン・フィルハー
モニー合唱団（合唱指
揮；ウィルヘルム・ピッ
ツ）

エリザベート・シュワルツコップ
（Ｓ）
クリスタ・ルートヴィヒ（Ｍｚ）
ニコライ・ゲッタ（Ｔ）
ニコライ・ギャウロフ（Ｂ）

1:13:40 0:54:47 2:08:27
1963年9月
&1964年4
月

フィルハーモニア管弦楽団／フィルハーモ
ニア合唱団で、２枚目には聖歌四編(独唱
同じ+ジャネット・ベイカー（Ａ）)　2,854円
帯コメント「巨匠ジュリーニの歴史的名
盤。精緻にして格調高く雄大なスケールで
表出してい深い感動を誘います。仏ADF
ディスク大賞受賞。」

EMI CLASSICS
Grandmaster
SERIES (TOCE-
3319・20)

レオナルド・
バーンスタイ
ン

ミュンヘン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ミュンヘン・フィルハー
モニー合唱団

Marthia Arroyo(S)
JosephineVeasey(MS)
Placido Domingo(T)
Ruggero Raimondi(B)

0:50:15 0:40:24 1:30:39
1970年2月
23,24日
（ロンドン）

London  Symphony Orchestra　Royal
Editionと書かれており，まさに王室推薦
盤？　表紙イラストはウェールズ王子殿下
によって描かれている。全体的にバランス
の取れた演奏だと思います。名盤でしょ
う。

SONY
CLASSICAL
(SM2K 47639)

ＶＥＲＤＩ　ＲＥＱＵＩＥＭ　おすすめＣＤ



サー・ゲオル
グ・ショルティ

ウィーン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

ウィーン国立歌劇場
合唱団（合唱指揮；
ヴィルヘルム・ピッツ）

ジョーン・サザーランド（Ｓ）
マリリン・ホーン（Ｍｚ）
ルチアーノ・パヴァロッティ（Ｔ）
マルッティ・タルヴェラ（Ｂｓ）

0:45:31 0:37:43 1:27:54 １９６７年

軽快なテンポ。オケ・ソロ・合唱のバランス
が良く、ハーモニーが調和している。ソロ・
合唱の発声も無理がない感じ。ただし、ア
ナログ録音をＣＤに起こしたものなのでビ
ビッドな音質をお好みの方には向かない
かも。

LONDON
POCL-4517/8

クラウディオ・
アッバード

ベルリン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

スウェーデン放送局
合唱団、エリック・エリ
クソン室内合唱団、オ
ルフェオン・ドノスティ
アーラ合唱団

アンジェラ・ゲオルギュゥ（S)
ダニエラ・バルチェッローナ（Mz）
ロベルト・アラーニャ（T)
ジュリアン・コンスタンティノフ(B)

0:44:41 0:38:15 1:22:56
2001年1月
25＆27日

早めのテンポ、緊張感漲る演奏、ソリスト
合唱ともにGood　ライヴ録音、同じ演奏で
衛星放送録画映像あり

ＥＭＩ　ＣＲＡＳＳＩ
ＣＳ

リッカルド・
ムーティ

ミラノ・スカラ座
管弦楽団

ミラノ・スカラ座合唱団
（合唱指揮；ジューリ
オ・ベルトーラ）

チェリル・ステューダー（S)
ドローザ・ジッチ（Ms)
ルチアーノ・パヴァロッティ（T)
サミュエル・ラメイ（Bs)

0:48:37 00:39.2 1:27:54

1987年6月
Live
Recordein
g

熱い演奏。快速のSanctus、深い
Liberame。

東芝ＩＥＭ

ワレリー・ゲ
ルギエフ

サンクトペテルグ
ルク・キーロフ歌
劇場管弦楽団

同合唱団

ルネ・フレミング（S)
オリガ・ボロディナ（Ｍｓ）
アンドレア・ボチェッリ（Ｔ）
イルデブランド・ダルカンジェロ
（Ｂｓ）

0:47:27 0:39:27 1:27:54 2000年7月
今世界がもっとも注目するロシア人指揮
者が手兵を率いての極めて劇的な演奏。
ウオッカがのどを通る感じか。

ピエール・ジョ
ルジュ・モラン
ディ

ハンガリー国立
歌劇場管弦楽団

同合唱団

エレーナ・フィリポーヴァ（Ｓ）
グロリア・スカルキ（Ｍｓ）
ゼザル・エルダンデス（Ｔ）
カルロ・コロンバーラ（Ｂｓ）

２枚組み２０００円を切る廉価版
ナクソス
8.550944-45

ニコラウス・
アーノンクー
ル

ウィーン・フィル
ハーモニー管弦
楽団

アルノルト・シェーンベ
ルク合唱団（合唱指
揮；エルヴィン・オルト
ナー）

エヴァ・メイ（Ｓ）
ベルナルダ・フィンク（Ｍｚ）
ミヒャエル・シャーデ（Ｔ）
イルデブラント・ダルカンジェロ
（Ｂｓ）

２００４年１
２月６日～
１１日

フルトヴェングラー没後５０周年記念コン
サートのライブ録音。アーノンクール手兵
のアルノルト・シェーンベルク合唱団の仕
上がりは瞠目に値。コーラスに寄り添う
オーケストラも本当に神経を使った演奏
振りで、結果的に個々の「音形」のもつ意
味が鮮明に浮かび上がり、歌詞の意味が
誇張なく、しかし深みを備えて耳に迫って
くる。（ライナーノーツより）

アルトゥーロ・
トスカニーニ

NBC交響楽団
ロバート・ショウ合唱
団

ヘルヴァ・ネッリ（Ｓ）
フェドーラ・バルビエーリ (Ｍｓ)
ジュゼッペ・ディ・ステファノ（Ｔ）
チェザレ・シエピ （Ｂｓ）

1951年1月
米RCA
（74321.72373）

アラン・ロン
バール

ストラスブール・
フィル

スロヴァキア・フィル
ハーモニー合唱団

Joyce Barker（S）
Mignon Dunn（Ａ）
Ermanno Mauro（Ｔ）
Paul Plishka（Ｂｓ）

1975年
欧州Ultima
（0630.18967）

●コメントは団員の方にご協力いただきました。　　●他にもまだまだ販売されています。

●なおＣＤの定価はだいたい４０００円くらいが平均のようです。２０００円代なら儲けもの。中古ＣＤ屋さんなら半額くらいで手に入ったりします。


