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 資料の館23
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

鍵盤楽譜“○○版”2 ～ソナタとエチュードの楽譜たち～
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

髙田  涼子前号に引き続き、「○○版」を校訂者、出版者、原典版別に紹介します。
ベートーヴェンの≪ピアノ・ソナタ全集≫とショパンの《ピアノ・
エチュード》です。

●Ludwig van Beethoven の「ピアノ・ソナタ全集」

【この曲の探し方】作曲者+タイトル Beethoven + sonatas△piano（※形式（複数形）の後でスペース、
楽器名を入力）

（1）主要な校訂者による楽譜
校訂者 出版者・出版年 請求記号 注釈

ハンス・フォン・ビューロー
(Hans von Bulow 1830-1894) G. シャーマー , c1923 G2-600(1);G13-590(2) 英語

アルトゥール・シュナーベル
(Artur Schnabel 1882-1951)

クルチ, c1949 G2-605(1);G13-513(2) 
G2-602(3)

フランス語、スペイン語、
イタリア語

ムジカ, 1967-1970 G2-843(1);G2-841(2) ロシア語、ドイツ語、英語
クラウディオ・アラウ
(Claudio Arrau 1903-1991)

C.F.ペータース,
c1973-c1978 G16-339(1);G17-463(2) ドイツ語、英語、フランス語

ダルベール (Eugen d'Albert 
1864-1932)

C.フィッシャー ,
c1981

G22-095(1);G22-096(2) 
G22-097(3);G22-098(4) 英語、ドイツ語、イタリア語

園田高弘 (そのだ たかひろ
1928-2004)

春秋社,
2000-2003

G28-454 ～ 457,G29-018
～ 022, G29-578～ 590　
一部の曲は発注中です。

日本語、英語、ドイツ語
所蔵していない曲もあります。

田村宏 (たむら ひろし 1923-) 全音楽譜出版社, c1966 G2-614(1);G2-615(2) 日本語

フランツ・リスト編纂　リスト
によるオリジナル版（1857年）
のファクシミリの複製版

全音楽譜出版社,
1995-1996 G25-870(1);G26-037(2)

日本語、英語、ドイツ語
フランツ・リスト編纂に
よる最初の完全な全集 ;
ヤーノシュ・ツェグレディ , 
ラズロ・シモン注解

出版者 シリーズ名 請求記号・出版年
ヘンレ (Henle) G2-595(1); G2-619(2) (c1952-c1953)

ペータース (Peters) G19-973(1); G13-947(2), G19-974(2) (c1948)　

ユニヴァーサル
（Universal Edition）

G2-606(1); G2-604(2); G13-581(3); G15-114(4)
（1962,1946-c1947）

ムジカ・ブダペスト
（Budapest : Editio Musica） G15-214(1); G15-215(2); G15-216(3) (c1981-1982)

ユニヴァーサル
（Universal Edition） G26-504(1), G26-505(2) (c1946-c1947)

音楽之友社 ウィーン原典版
(Wiener Urtext Edition)

G26-967(1); G27-765(2); G29-029(3) (1997-2002)
諸資料にもとづく校訂 ペーター・ハウシルト;
運指法 アレグザンダー・ジェンナー [ほか]

【探し方】（ビューロー版の場合）人名・団体名 bulow を追加入力して検索

◆ハンス・フォン・ビューロー（Hans von Bulow 1830-1894）
ドイツの指揮者、ピアニスト。現在の職業指揮者の先駆的存在。

◆アルトゥール・シュナーベル（Artur Schnabel 1882-1951）
ピアノ奏者、作曲家。1932-1937年にかけて、世界初の「ベートーヴェン・ピアノ
ソナタ全集」を録音。他にシューベルトやモーツァルト、ブラームスなどのレパート
リーがある。

（2）出版者から原典版（Urtext）として発行された楽譜

【探し方】（出版者：ヘンレ版の場合）出版者= henle（フレーズ検索）を追加入力して検索
【探し方】（シリーズ名：ウィーン原典版の場合）タイトル = wiener urtext

＊全集楽譜
旧全集　カルムス出版社　請求記号●A0-242（第1～12番），A0-244（第13～24番），A0-246（第25～32番）
新全集　ヘンレ出版社　請求記号●A0-283（第1～12番），A0-285（第13～23番）
※全集はOPACでは探せないので、全集目録をご覧ください。
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●前号で「発注中」となっていたイェルク・デームス校訂の楽譜が利用できるようになりました。G31-655（二声），
G31-656（三声）です。

● たかだ りょうこ  公園を散歩したり泳いだりした後の、ハーブにアロマ、
キャンドルで過ごすスローライフな休息が好き。

●Frederic Chopin の「ピアノ・エチュード」　　op.10、op.25

【この曲の探し方】作曲者+タイトル chopin+etudes 

（1）主要な校訂者による楽譜
校訂者 出版者・出版年 請求記号 注釈

レオニード・クロイツァー
(Leonid Kreutzer 1884-1953)

大化書房,1950 G26-292 (op.25) 日本語の解説あり
龍吟社,昭和25 [1950] G3-864(2)
音楽之友社,1977 G21-925

アルフレッド・ドニ・コルトー
(Alfred Denis Cortot 1877-1962)

サラベール, c1916 G3-893 (op.25) フランス語
サラベール, c1930 G3-895 (op.10) 英語
サラベール, c1951 G3-896 (op.25) 英語
サラベール, [1984] G22-006 (op.10) 解説: 日本語
サラベール, [1986] G20-333 (op.25) 解説: 日本語
全音楽譜出版社, 1997 G27-554 (op.25) 解説: 日本語
全音楽譜出版社, 2001 G28-836 (op.10) 解説: 日本語

イグナツィ・ヤン・パデレフスキ
(Ignacy Jan Paderewski 1860-1941)

ジェスク音楽振興会／
アーツ出版, 1992 G25-312 “自筆譜と初版に基づく”

日本語の注解あり

出版者 シリーズ名 請求記号・出版年
ヘンレ (Henle) G3-894 (c1961); E13-676 (c1983)
ショパン・ナショナル・エディション G24-846 (c1990) ヤン・エキエル編　urtext表示なし
ショパン・ナショナル・エディション G28-483 (2000) ヤン・エキエル編

全音楽譜出版社 G17-429 (1979) (op.10) G17-430 (1979) (op.25)
山崎孝・校訂 ; 井口秋子・監修

音楽之友社 G19-463 (c1983) 解説：小林仁ヘンレ社の好意による
原典版(HN124)の許可版

音楽之友社 ウィーン原典版
(Wiener Urtext)

G17-603 (c1973) (Op.10) G16-124 (c1973) (Op.25) 
自筆譜, 手写稿および原版譜にもとづく校訂と運指法 
パウル・バドゥーラ=スコダ

【探し方】（クロイツァー版の場合） 人名・団体名 Kreutzer

◆レオニード・クロイツァー（Leonid Kreutzer 1884-1953）
ロシア生まれのドイツ系ピアニスト。ショパン全ピアノ作品の校訂版（音楽之友社）、『装飾音』などを著作するとともに、
ピアノ曲など作品も残している。

◆アルフレッド・ドニ・コルトー（Alfred Denis Cortot 1877-1962）
20世紀前半のフランスを代表する大ピアニスト、指揮者、教育者、著述家。
サラベール社から出版された、一般にコルトー版といわれる『学習版』の楽譜（ショパン、シューマ
ンなど、一部邦訳あり）や、ピアノ演奏のメカニックを体系化して示した『教則本』（邦訳：『コルトー
のピアノメトード』）も残されている。

◆イグナツィ・ヤン・パデレフスキ（Ignacy Jan Paderewski 1860-1941）
ポーランドのピアニスト・作曲家・政治家・外交官。パデレフスキーとも表記される。

（2）出版者から原典版（Urtext）として発行された楽譜

※ショパン・ナショナル・エディションはエキエル版とも呼ばれる。ショパン生誕150年記念国家事業として新たにエキ
エルが編集をし出版された。2005年ショパン国際コンクールの推奨楽譜に採用された。

【探し方】（ショパン・ナショナル・エディション版の場合） 人名・団体名 ekier
【探し方】（出版者:ペータース版の場合）出版者 = peters（フレーズ検索）を追加入力して検索

＊全集楽譜
PWM社（ポーランド音楽出版社） 請求記号●A0-463, A0-464
※全集はOPACでは探せないので、全集目録をご覧ください。

◆ヤン・エキエル（Jan Ekier 1913-）
ポーランドのピアノ奏者、作曲家。1937年ショパン・コンクール入賞。ショパン・コンクールをはじめ、代表的な国
際コンクールの審査員を務める。

※ショパンは出版後も変更を加えたため、「原典」が複数あり、それら全てが同等に存在するという事実があります。原典
の出典や注釈もしっかり確認しましょう。（引用元：パウル・バドゥーラ=スコダの言葉 G17-603より）

●前号で「発注中」となっていたイェルク・デームス校訂の楽譜が利用できるようになりました。G31-655（二声），
G31-656（三声）です。


