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１．はじめに
西洋における楽譜の表記方法は大きな変遷を遂げてきた。すなわち，譜線が 13 世紀以降
ネウマ譜で初めて使われ，その後バロック，古典，近現代と時代が進むにつれ，より詳細
に記されるようになっていった。中でも，ベートーヴェンの時期にあたる 18 世紀後半から
19 世紀初頭は大きな変貌を遂げた時期であり，強弱やフレージング，アーティキュレーシ
ョン，メトロノームによる速度表記なども数多く示されるようになった。現在，世界では
プロフェッショナルな指揮者や演奏家の多くが，作曲家自身が残した手稿譜や初版等を厳
密に調査し校訂されているエディションである“原典版”を重要視している。すなわち，
オーケストラでは主としてベーレンライター版が，ピアノではヘンレ版やウィーン原典版
等がそれにあたる。そのような中，ピアノ曲においては，同じ楽曲でありながら原典版と
は内容の異なる非常に多くの楽譜が存在している。著名なピアニストや作曲家等が，音楽
上あるいは奏法上の自身の解釈を原曲に付加したエディションである“解釈版”が多く出
回っているのである。同じ楽曲であっても出版社や校訂者によって違った表示がされてい
る箇所が多々あり，音の高さそのものが異なっていることも確認できる。そのような数多
くのエディションにどのような特徴や差異があり，学習者はどのようにそれらの楽譜と向
き合うべきなのかという疑問が本研究の動機となっている。
２．研究の目的・対象および方法
2.1 目的
本研究の目的は，第 1 に芸術音楽における原典版および解釈版の内容の特徴と差異を明
らかにし，第 2 に学習者がそれらの版をどのように扱っていくべきなのかについて考察す
るところにある 1。
本研究は，相馬彩乃「芸術音楽のエディションに関する考察―ベートーヴェンのピアノ・ソナタ Op.53
『ワルトシュタイン』第 1 楽章の分析を通して―」(修士論文)2018，に新たな分析および考察を加えたも
のである。なお，中島は全体構成および考察に対する批判的検討を行い，主として考察部分に加筆を行っ
た。
1
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2.2 研究の対象
研究の対象とする楽曲は，ベートーヴェンのピアノ・ソナタ Op.53「ワルトシュタイン」
の第 1 楽章である。なお，反復記号の 1 番括弧の 2 小節は対象として除外した。
研究の対象とする原典版は，以下のヘンレ版とする。ヘンレ原典版の他にウィーン原典
版やベーレンライター原典版などの原典版が存在するが，次の 2 つの理由からヘンレ版を
選択した。1 つは，ピアノ曲の原典版として最も一般的に広く使用されていると推測され
るため，2 つは， 2016 年にピースで出版された最新版が入手可能であり，歴史的な調査
研究が精査され最も反映されていると考えられるためである。
Norbert Gertsch，Murray Perahia，
『Urtext Beethoven Klaviersonaten Nr.21 C-dur Opus53 HN946』，
G. Henle Verlag，München，2016 （以下，ヘンレ版と記す）
研究の対象とする解釈版は，以下の 9 つのエディションとする。
① Hans von Bülow，
『New and Carefully Revised Stuttgart Edition of Beethoven’s sonatas』,
Oliver Ditson and Company,Boston,1876 （以下，ビューロー版と記す）
② Alfredo Casella，
『Sonate per pianoforte di L.van Beethoven』,RICORDI，Roma,1919
（以下，カゼッラ版と記す）
③ Harold Craxton，Donald Francis Tovey，
『Beethoven Sonatas for Pianoforte Vol.Ⅱ』,Associated Board of the Royal
Schools of Music,London,1931 （以下，クラクストン版と記す）
④ 諸井三郎，
『ベートーベン ソナタ アルバム 2』,全音楽譜出版社,東京,1956
（以下，諸井版と記す）
⑤ Artur Schnabel，
『32 Sonatas for the pianoforte volume two』,Simon & Schuster,NewYork,1963
（以下，シュナーベル版と記す）
⑥井口基成，
『Beethoven Klavier Werke 2 Sonaten』,春秋社,東京,1989
（以下，井口版と記す）
⑦Heinrich Schenker，
『Five Great Piano Sonatas “Waldstein” Ludwing van Beethoven』,Dover
Publications,NewYork,1999（以下，シェンカー版と記す）
⑧ Claudio Arrau，
『Ludwig van Beethoven SonatenⅡ』,C. F. Peters Musikverlag,Leipzig,2010
（以下，アラウ版と記す）
⑨ 園田高弘，
『ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第 21 番ハ長調作品 53「ワルトシュタイン」』,
春秋社,東京,2015
（以下，園田版と記す）
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これらのエディションを研究対象として選択した理由は，国際的に活躍し著名な作曲
家・音楽学者・演奏家などの専門家によって校訂されたものであり，現在入手可能な楽譜
であるためである。なお，校訂者の氏名が確認できない楽譜は対象としていない。また 1857
年に「最初のベートーヴェン全集」を目指して出版されたリスト版は，運指など一切施さ
れておらず，初版の内容とほぼ一致するため本研究では対象としていない。
2.3 用語の規定
・芸術音楽
「知的エリート階級（聖職者ならびに貴族）によって支えられ，主としてイタリア・フ
ランス・ドイツを中心に発達した，紙に書かれ設計される音楽文化 2」とする。五線譜
に示されたものとし，娯楽音楽や現代音楽は含まれない。

・原典版（Urtext Edition）
「校訂上の追加ないし変更なしに，原典を厳密に提示することを特に目的とした 3」楽
譜とする。したがって，原典版では，作曲者自身が残したもの以外の付加はなく，原曲
を忠実に再現している。出版社の名前を冠して「ヘンレ原典版」
「ウィーン原典版」な
どと呼び分けたりする場合もある。また，原典版には批判版，批判校訂版など様々な呼
称が存在するが本研究では「原典版」に統一する。
・解釈版（Rivised Edition）
作曲家・音楽学者・演奏家などの専門家が，楽譜に音楽上あるいは演奏上の解釈または
注釈を書き加えた楽譜とする。ここには校訂者の手が加えられており，校訂者の解釈や
比べ合わせた資料により差異が生まれるということになる。校訂者の名前を冠して「シ
ュナーベル版」
「カゼッラ版」などと呼ばれることもある。解釈版は，実用版，改訂版
など様々な呼称が存在するが，本研究では，それぞれの校訂者の名前を冠して呼ぶこと
でそれらを区別し，総称して「解釈版」と呼ぶこととする。
2.4 研究方法

方法として，まずヘンレ版を基として各解釈版に付加された記号等の量を分析視点
ごとに数値化し,それぞれの版の特徴や差異を明らかにする。次に，量的な付加数では
捉えることのできない音楽の質的内容と関連させた比較分析および考察を分析視点ご
とに行い，各解釈版の特徴や差異をより明らかにする。そして，その結果を踏まえつ
つ学習者がそれらの楽譜とどう向き合えばよいのかについて考察する。
分析視点は，①速度②強弱③発想標語④アーティキュレーション（ⅰ.テヌート，ⅱ.ス
タッカート，ⅲ.アクセント，ⅳ.スラー，ⅴ.その他）⑤ペダリング⑥フィンガリング⑦そ
の他，の 7 視点とする。各解釈版に付加された記号等の数を視点別に色を用いてグラフ

化する（速度＝赤，強弱＝水色，発想標語＝桃色，アーティキュレーション＝橙色，
ペダリング＝黄色）。
2
3

岡田暁生(2012),『西洋音楽史』, 中央公論新社, pp.10－11 より引用。
講談社(1997),『ニューグローヴ世界音楽大事典 第 6 巻』, p.387 より引用。
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2.5 分析視点の規定
(1)速度
速度を示す表記に関しては，
「楽曲の速度を示す記号。絶対的な数字で示す方法（メト
ロノームなどを使用）と，
「プレスト」
「レント」などの単語で示す方法がある。4」と定義
されている。言葉による表記では，付加語（molto，assai，sempre，ma，quasi）または，
接尾語（―issimo，―ento，―into）なども含むものとする。従来の速さに比較して指示
する表示や，曲途中で一時変更，または一時変化した速さを元の速さになおすために用い
られる表示なども含む。
(2)強弱
音の強弱による表記に関しては，「強弱法」「ダイナミクス」「ディナーミク」など様々
な名称があるが，本研究では「強弱」に統一する。楽曲内で使われる強弱記号には大きく
3 種がある。1 つ目に，一定の強さを表す記号や，補助的に用いられる記号，さらにこれ
らの記号に従来の強さに比較して指示する強弱記号である。2 つ目に，強さを次第に変化
させることを表す記号である。3 つ目に，強さを局部的に変える強弱記号である。
(3)発想標語
楽譜上に記された，曲の性格や表情，雰囲気を表示する単語を「発想標語」「表情記号」
「曲想用語」などと呼ぶが，本研究では「発想標語」に統一する。ここには強弱記号・強
弱標語や速度記号・速度標語は含まないが，速度を示す冒頭部分で単独に使われた場合
（Animato，Vivo，Agitato など）は速度を示す意味として用いられる。一方で Allegro con
brio，Andante sostenuto のように，基本速度標語のあとに発想用語が結び付いた場合は，
本来もっている曲想を示す。このように，単独で使用された場合と，速度標語と併記して
使用された場合と意味は異なってくるが，本研究ではそれらを全て「発想標語」に分類す
る。単語の前に付加語「con」や「senza」をつけたものも含む。
(4)アーティキュレーション
記号による表記と用語による表記とがあり，フレーズの一部に対して，具体的な奏法を
指示したもののことをいう。本研究では，アーティキュレーションをさらに，
「テヌート」，
「スタッカート」，
「アクセント」，
「スラー」，「その他」の 5 項目に細分化し，分析を進め
る。
「sempre」や「senza」
「poco」といった付加語が用いられているものも含むが，
「non
stacc.」
「legato」は「その他」の項目に分類する。また，微妙なニュアンスを表すアーテ
ィキュレーションの例（staccato＋tenuto，slur＋staccato，portato，mezzo staccato，
accent＋staccato）は，一つひとつ独立したものとして分類する。
(5)ペダリング
鍵盤楽器におけるペダルの表記として，小節内外に示される記号や単語のことである。
作曲者や校訂者によって表記は様々である。

4

音楽之友社(2012),『新訂音楽標準辞典』, p.372 より引用。
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(6)フィンガリング
楽器を演奏する指使いを指す。
(7)その他
前述した視点に当てはまらないもの。
2.6 付加数の算出方法
量的な付加数の特徴を浮かび上がらせるために，以下のような方法で付加された記号等
の算出を行った。
・記号等の付加数を，2.4 の分析視点ごとにカウントする。
・ヘンレ版と同様の箇所は一切カウントせず，新たな付加箇所のみをカウントする。
・両声部に付加してある場合は，それぞれを 1 つずつカウントする。
・次の小節にまたぐスラーは，小節が変わるごとにカウントする。
３．各エディションの付加数に関する分析結果および考察
3.1 各エディションの合計付加数と分析視点別付加数

前節のカウント方法を用いて算出したデータを表 1 に示した。
表１

ビューロー版

カゼッラ版

クラクストン版

諸 井 版

シュナーベル版

井 口 版

シェンカー版

アラウ版

園 田 版

各エディションの合計付加数と視点別付加数

速 度

強 弱

発想標語

テヌート

スタッカート

アクセント

スラー

その他

ペダリング

その他

合 計

20

176

11

13

90

44

131

1

41

44

571

4%

31%

2%

2%

16%

8%

23%

0%

7%

8%

100%

15

106

46

80

15

58

164

7

391

52

934

2%

11%

5%

9%

2%

6%

18%

1%

42%

6%

100%

1

6

2

15

3

0

107

0

115

0

249

0%

2%

1%

6%

1%

0%

43%

0%

46%

0%

100%

0

46

0

0

12

5

91

2

27

1

184

0%

25%

0%

0%

7%

3%

49%

1%

15%

1%

100%

35

129

19

5

17

18

361

18

83

52

737

5%

18%

3%

1%

2%

2%

49%

2%

11%

7%

100%

0

48

0

0

27

4

100

0

0

1

180

0%

27%

0%

0%

15%

2%

56%

0%

0%

1%

100%

0

15

0

0

0

0

30

0

0

3

48

0%

31%

0%

0%

0%

0%

63%

0%

0%

6%

100%

1

50

0

0

0

33

32

2

35

12

165

1%

30%

0%

0%

0%

20%

19%

1%

21%

7%

100%

0

4

0

0

21

0

73

6

456

2

562

0%

1%

0%

0%

4%

0%

13%

1%

81%

0%

100%
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3.2 各エディションの合計付加数
表 1 の各エディションの合計付加数を棒グラフで示したものが図 1 である。カゼッラ版
の書き込みが最も多く，実に 934 ヶ所にものぼる。そして，シュナーベル版が 737 ヶ所，
ビューロー版が 571 ヶ所，園田版が 562 ヶ所と続く。解釈版に如何に多くの書き込みが施
されているかが分かる。カゼッラ，シュナーベル，ビューロー，園田は名立たるピアニス
トであり，彼らが校訂した楽譜は付加数が非常に多い。一方，9 つのエディション中で最
も少ないシェンカー版でさえ 48 ヶ所に付加がある。これらのエディションのどれか 1 つ
を学習者が最初に目にしたとすれば，作曲者自身の真意を捉えづらくなると考えられる。

図１

各エディションの合計付加数

3.3 各エディション内の分析視点別付加数の割合
図 2 には表 1 の各エディション内の視点別付加数の割合を円グラフで示した。緑色で示
されているスラーの付加数がシェンカー版では 63％と突出しており，井口版が 56％，シ
ュナーベル版と諸井版が 49％と続く。付加数の半分あるいはそれ以上がスラーにあてられ
ていることが大きな特徴である。
また，黄色部分のペダリングに関してもエディションに特徴が出ている。園田版は実に
81％がペダリングにあてられている。次にクラクストン版の 46％，カゼッラ版の 42％と
続く。ベートーヴェンはこのソナタの第 1 楽章には一切ペダルの指示を行っていない。す
なわち，ペダリングは演奏者に委ねられる。我が国の本格的なピアニストとして名を馳せ
た園田は，現代のピアノにおける演奏家としてのペダリングの提案に重きを置いたと考え
られる。裏を返せばベートーヴェンが残した楽譜にペダリング以外の記号等をあまり付加
しなかったとみることもできる。作曲者に対する敬意がそこにあるように思える。
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図２

各エディションの分析視点別付加数の割合
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3.4 各エディションの分析視点別付加数の比較
図 3 は，分析視点別付加数をエディションごとに比較したものである。立体的なグラフ
で見ることによって，
エディションによる特徴を一目で判断することができるようにした。
特に園田版，カゼッラ版の「ペダリング」，シュナーベル版の「スラー」，ビューロー版の
「強弱」の付加が圧倒的に多く，当然のことながら版によって特徴が異なっており，大き
な差異が認められる。したがって，学習者がどのエディションを使用するかで曲に対する
イメージや解釈に大きな影響を与えるものであると考えられる。

図３

分析視点別付加数の比較

４．音楽の質的内容と関連させた比較分析および考察
4.1 速度
表２

冒頭の指定速度

第 1 楽章の冒頭に速度が示されていたのは 9 つの版
のうち 3 つの版であった。それらの版は全てメトロノー
ムによる明確な速度の表記が付加されているが，示され
た速度は♩＝170 前後で極端な差はない。カゼッラ版は
168～176 の範囲とされており，学習者に委ねられてい

る部分が大きい。
特に特徴的なのはシュナーベル版である。譜例 1 のように数小節単位で速度表記がある
部分が随所にあり，非常に興味深い。ピアノ教育界では，古典派の音楽において「速度」
はほぼ均一に演奏することが一般的とされている。そのことに問題提起するかのように，
シュナーベルは速度の扱い方について非常に音楽的で柔軟な見解を示しており，誠に興味
深く貴重な資料であると言える。彼の死後およそ 70 年を経た今，我々は世界的なピアニ
ストであったシュナーベルの音楽に対する姿勢や解釈をここに垣間見ることができる。
9 つの解釈版の中には，厳密な速度を示したもの，あるいは速度に幅を持たせ学習者に
委ねているもの，ヘンレ版通り「Allegro」以外に何も付加していないもの等があった。
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譜例１

bar 49-54

4.2 強弱
ベートーヴェン自身が残した強弱は，自筆譜でもはっきりと確認することができる。付
加していないもの，非常に細密な付加を加えたものなどが存在した。シュナーベル版では，
強弱記号を小さく示すことで，校訂者による付加であることを学習者が一目見て判断でき
るように表記している。このことからシュナーベルは，原典を重視・配慮して校訂作業を
行っていることがわかる。
カゼッラ版で特徴的だったのは，松葉型の図形によるクレッシェンド
レッシェンド

やデク

である。新たにクレッシェンドを付加する際，言葉による表記

（cresc.）ではなく，松葉型のクレッシェンドを用いている場合がほとんどであった。自
筆譜には「cresc.」と言葉であった表記を，あえて松葉型のクレッシェンドに書き換えて

譜例２

bar35-43
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いる部分も確認できた。譜例 2 がその例である。bar37 と bar41 に見られる松葉型のクレ
ッシェンドは，自筆譜ではもともと「cresc.」という言葉の表記であった。再現部でも同
様の書き換えが確認できた。
S.バーンスタイン(2005)は，「楔型のヘアピンは，ディナーミクだけではなく，リズム
上の自由，つまりルバートを示すものである。
」と主張している。その中では，ベートーヴ
ェンのピアノ・ソナタ 1 番ヘ短調 Op.2 の中で付加された数多くのヘアピン(松葉型のクレ
ッシェンドの意)を例にあげ，今日一般的にヘアピンの意味として捉えている単純なクレッ
シェンド，ディミヌエンドではないことを示した。そのことを踏まえると，カゼッラによ
って付加された新たな松葉型のクレッシェンドは，ルバートの意を込めて付加したものと
考えることもできる。確かに bar37 では bar38 の sf に向かってディナーミクの変化も必
要であるが，ルバートを加えることによって，より音楽的にこの部分をカンタービレにす
ることができる。また bar41 でも，多少のルバートをかけることによって bar42 の p に自
然な音楽的流れで入ることができ，右上声部の h-c#¹-d#¹-e¹のフレーズを収めやすくなる
と考えられる。
このようにカゼッラ版で付加された多くの松葉型クレッシェンドをルバートを含む記
号だと捉えると，カゼッラ版では随所に速度の柔軟性が示されていることとなる。しかし
ながら，ベートーヴェンが言葉によるクレッシェンドと図形によるクレッシェンドを明確
に区別して表記していたとすれば，それらの変更あるいは混同は作曲者の意思に反するも
のであり，慎むべきものであろう。
他に，アラウ版ではベートーヴェンの音楽の最も代表的な特徴の 1 つである「急激なダ
イナミック・コントラスト」を「ⓢ」（subito の意）といった独自の記号を用いて強調し
ていた。
4.3 発想標語
発想標語の新たな付加が確認されたのは 9 つの版のうち 4 つの版であった。最も多かっ
たのがカゼッラ版の 46 箇所で，次いでシュナーベル版の 19 箇所であったが，それぞれに
特徴的な発想標語が記されていた。
特に興味深いのはビューロー版であり，オーケストラの「楽器名」が各音型に記されて
いる(譜例 3)。すなわち，ファゴット，フルート，クラリネット，オーボエといった楽器の
音楽的な掛け合いとその特徴的な音色をイメージして演奏するように提案している。ピア

譜例３ bar 98-99
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ノの名手でありながら，指揮者という職業を確立した人物でもあるビューローは，自身の
経験を生かしてオーケストラに使用される楽器名を楽譜上で示し，学習者へ幅広い視点か
らピアノの音色に向き合うよう助言をしているように思われる。
カゼッラ版では，カゼッラによって付加された「Ampiamente e molto sonoro（十分に
朗々と響かせて）」や「lontano e molto confuso（遠くから微かに，そして漠然と）」
「sfiorando appena le note（正しく音を打つ）」といった珍しい発想標語が幾つか確認さ
れた。
今回使用されていた全ての発想標語を表 3 に示した。なお，同一エディション内での同
一発想標語の使用回数は表に反映されていない。
表３

使用されていた発想標語一覧

付加があったのはシュナーベル版，ビューロー版，カゼッラ版，シェンカー版の 4 版の
みだったものの，特徴的で明確なイメージを持たせる発想標語が多数確認できた。発想標
語を声部ごと書き分け表情を区別しているもの，小文字によって校訂者によるものである
ことを判断できるようにしているもの等が存在した。発想標語は，その曲想に対するイメ
ージや音楽的な質をより具体的に感じ取ることのできる標語である。校訂者がその部分の
曲想を如何に捉えていたかを知りえる重要な標語であり，学習者はそれらをもとに更に
様々な発想を膨らませていくことができよう。
4.4 アーティキュレーション
アーティキュレーションは大きく 3 つの役割で使用されていた。フレーズ構造を示すた
め，奏法上の注意を促すため，音楽的に重要な声部を示すためである。
特にカゼッラ版では，テヌートの表記が 80 箇所に確認でき，言葉による「tenuto」と，
記号による「―」の表記を区別して使用している点が特徴的であった。譜例 4 はカゼッラ
版のアクセントとクレッシェンドが付加された部分である。アクセントが付加された音を
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譜例４

bar54-56

抜き出してみると f#²-g#²-a#²-d#³-e³となり音楽的に重要な音が示されている。さらに，ア
クセントの前に松葉型のクレッシェンドを付加することによって，g#²-f#²，a²-g#²，b²-a²
のように音楽的な声部を動きをもって浮き立たせるアーティキュレーションを示している。
ビューロー版でのアクセントの役割は，和声を明確に示すため，細部における強弱を強
調するため，フレーズを示すため等，様々な役割で用いられていた。譜例 5 は和声を明確
に示すために付加されたと考えられる。長いペダリングで演奏することで和声的な音響が
増幅すると共に，右声部のアクセントが新たなラインを浮かび上がらせ，拍節感をも生み
出している。それによって，響きが散漫にならない効果も期待できるであろう。

譜例５

bar29-30

スラーに関しては，9 つの版全てに付加がなされていた。同じ旋律でも捉え方は様々で
あり，校訂者によって多様な解釈があることが確認できた。スラーの中でも校訂者の独自
の解釈が顕著である箇所について，フレーズ構造を視点とした比較を行った。各エディシ
ョンを分析していくと校訂者によるフレージングの差異を様々な箇所で発見することがで
きる。
図 4 は，縦線が小節を，横線上部が右手で奏される部分，横線下部が左手のそれを示し
ている。3 種類の版で比較すると，それぞれのスラーのつけ方に驚かされる。3 つの版で
共通しているのは開始の 2 小節間のみである。その他のスラーは明らかに異なる捉え方を
しており，音楽の表情や意味が全く違ってくることが分かる。
図 5 は bar112 からの展開部第 1 群から 2 群にかけての小節を示している。共通点は，
どの版も 4 小節ごと繰り返される同様の音型を，同じフレージング構造で捉えている点で
ある。しかし，その捉え方は様々であり，全く同じ旋律でも校訂者によって異なる解釈が
なされている。
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【ヘンレ版】

【アラウ版】

【シェンカー版】

図４

bar35-41 のフレーズ構造による比較

【ヘンレ版】

【シェンカー版】

【ビューロー版】
図5

bar112-119 のフレーズ構造による比較

例えば，シェンカー版では左手を 4 小節間のフレーズで長めに捉え，左右のフレーズを
別々に捉えている点が特徴的である。長めのフレーズによって大きな音楽の流れをつかむ
ことができフレーズの頂点を感じやすいが，小さなまとまりでフレーズを捉えることも忘
れてはいけない。それに対しビューロー版では，1-1-2 と非常に細かく捉えることによっ
てフレーズの細かな構造を示している。その反面，フレージングが細切れになりかねない
ので学習者は大きなフレーズで捉えることを念頭に置く必要が出てくる。
スラーは校訂者の解釈を具体的に読み取ることができる重要な要素であるが，学習者自
身がフレーズに対する意識をしっかりと持つことが必要不可欠である。また，校訂者の付
加したフレーズを部分的・断片的に捉えるのではなく，全体の中の一部分であることを踏
まえた上で参考にしなければならない。
4.5 ペダリング
全 9 つ中，7 つの版でペダルに関する付加が確認できた。ペダル記号表示については表
4 を参照されたい。
「una corda」
「tre corde」などソフト・ペダルによる指示や，
「legato ped.」
など，ペダルにも多様な表示方法があった。中でも園田版は 4 種類のペダル記号，すなわ
ち「①踏み込んではなす」「②連続して踏み変える」「③特定の音または和音を強調する場
合」
「④ゆっくりとはなす」を区別して楽譜上に表記している。1 楽章内では見ることがで
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きなかったが，他の楽章では「ゆっくりと踏み込む」という 5 種類目のペダリングも現れ
る。園田版のペダリングの付加は，全体の 81 %を占めていることは前述した。量的に多く
の付加を行っているだけでなく，多様なペダル記号を付したことは園田版の大きな特徴で
あり，演奏向けの実用的な版であると言える。学習者はこれらのペダリングを試すことに
よってその効果を実感することであろうし，響きに対する意識の向上も期待できるであろ
う。
一方，ペダル記号が全く付加されていない
のは，井口版とシェンカー版の 2 つのみであ

表4

ペダル記号表示の比較

る。このようにペダリングが付加されていな
い楽譜を使用することによって，学習者は
様々なペダリング方法を試行錯誤しながら解
釈を深めることができる。反面，ピアノ初級
者にとってはどう扱えばよいかに迷いが生じ
てしまうことは否めない。ペダリングは演奏
する会場の響きや楽器によって使用方法を変
化させることが求められる。楽譜上で示され
たペダリングは 1 つの提案であり，最終的に
は学習者自身の耳で判断することが必須となる。
4.6 フィンガリング
フィンガリングは全ての版で付加されていることが確認できた。こちらも校訂者により
様々な運指方法があり，例えばどのようにフレージングするのかをフィンガリングを通し
て窺い知ることができた。また，
「演奏面（音質や響き）」を重視するもの，
「手のポジショ
ン」を重視するものなど，使用する運指にもそれぞれ根拠や意図が隠されていることが分
かった。
「なぜこの運指が使われているのかを考えること」は，その楽曲の解釈を深めるこ
とにもつながっていく。フィンガリングについては，学習者が熟考し選択する力をつける
ことは，演奏技術と楽曲解釈の総合的な力をつけていくことにつながる。様々なフィンガ
リングに遭遇する時，学習者は自身が考えもしなかったような発見をし，新鮮な驚きを感
じることであろう。フィンガリングに対する自己の枠を広げていくことが期待される。
4.7 その他
その他には，楽譜上で用いられた校訂者独自の記号や注釈が分類された。シュナーベル
版のローマ数字（Ⅰ～Ⅷ），カゼッラ版やアラウ版の独自の記号「❜」，などである。ビュ
ーロー版は全体に情報量が極めて多く，自筆譜やヘンレ版には存在しない記号や音までも
多数付加されており，本来の姿が見極めづらくなっている。譜例 6 のビューロー版では，
bar92 の左声部ではもともと表記されていた G が右声部に移され，E₁が追加されているこ
とが確認できる。この件に関しては，当時の楽器の音域が F₁までであったことを解消する
ための E₁の付加であると推測される。この他にも 3 箇所で新たな音の付加が確認できた。
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譜例 6 のように，符頭を周りのもの
よりやや小さめに表記することで学
習者が一目で区別できるようになっ
ているものの，他の符頭と全く同じ
譜例 6

大きさで付加されている部分も存在

bar90-92

した。原典版に触れないままこのビ

ューロー版を見てしまえば，ベートーヴェンが示した音の表記とは異なったものを学習し
まうこととなる。ビューロー自身の解釈が楽譜上に示された大変興味深い版ではあるもの
の，独自の解釈が大胆に示されており，やはり最初に原典版から触れていくことの必要性
を再確認できた。
「音そのものの差異」は，bar105 の右声部の 16 分音符拍頭でも確認できた。エディシ
ョンによって「F♭」か「F」という 2 つの音の場合が存在した。（F♭…園田版，井口版
F…初版，ヘンレ版，アラウ版，シェンカー版，ビューロー版，カゼッラ版，シュナーベ
ル版，シェンカー版，諸井版）この部分に関して，多くの校訂者が注釈にて以下のように
意見を述べている（表 5 参照）。
表5

bar105 の右声部の 16 分音符拍頭に関する校訂者の注釈

ギーゼキング 5の晩年のノートによったこの「変へ音」は，多くの版では「へ音」
井口版
諸井版

となっている。
この音は自筆譜では「Fes 音」であるが，初版では「F 音」である。
多くの校訂版は左手 16 分音符は f となっているが，ボンのベートーヴェンハウス

園田版

に保管されている自筆譜 6 では明らかに♭があり fes となっている。またそれにつ
いてギーゼキングの確認のコメントがある紙片を見ることができる。

「F」を使用している版が大半であり，初版やヘンレ版も「F」を表記している。だがベー
トーヴェンが残した自筆譜を見るとこの箇所には明らかに「♭」を確認することができ，
Fes が表記されている。
このように，自筆譜で「F♭」と明らかに表記さ
れているにも関わらず，ほとんどの版が本来の音と
は異なる「F」の音を使用しているのである。この
譜例 7

bar105 の自筆譜及び初版譜

ような音の表記の差異が生まれた要因は，大きく 2
点が考えられる。1 点目は，ベートーヴェンが初版

譜に改変を加え，もともと存在した「♭」を消去したのではないかということである。2
点目は，印刷上のミスや訂正が受け継がれて，
「♭」での表記が一般的になってしまった，
5
6

Walter Wilhelm Gieseking（1895～1956）, ドイツのピアニスト・作曲家。
原文には「原稿」と記されている。
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ということである。しかし和声学的概念から見ると，
「F」を使用した場合，右声部「Ges」
，
左声部の「Ges」と「F」で 2 度接触が生じ，それによって緊張感も損なわれてしまうため，
和声学上の解釈に沿った「F♭」を使用する方が，和声的な連結が整っていると考えられ
る。学習者にとってこの部分の音の選択は難しい。

譜例 8

bar152-153

譜例 8 はビューロー版の新たな符鉤が付加された例である。この部分は展開終結楽節に
あたり，bar155 の ff に向かって cresc.がかけられ，再現部を引き出す非常に重要な部分で
ある。左声部の符鉤があるのは繰り返される 16 分音符の音型の中でも変化する音
（C-C#-D）
に付加されており，裏拍にあたる変化する音を強調することで和声感が色濃く打ち出され，
動きが増し，この部分の圧倒的エネルギーの噴出を cresc.と共により一層際立たせること
ができる。
ビューロー版では「校訂報告」というものが存在しないものの，楽譜上 30 箇所以上で
注釈としての文章が示されていた。このような「校訂報告」は，校訂者がエディティング
の作業をするにあたり，参照した資料，判断基準や方針などが報告された非常に重要なも
のである。諸井版や井口版は校訂報告自体確認できなかったものの，校訂者が基盤とした
資料や方針によって楽譜の差異が生まれているのであり，解釈版は，
「校訂報告」を読んで
初めてその楽譜を使いこなすことができると考える。
５．まとめ
9 つの解釈版の分析・比較および考察を通して，同じ楽曲でも校訂者の考え方によって
本当に様々なエディションが存在することが明白となった。各解釈版にはそれぞれの校訂
者による独自の解釈や，校訂に対する姿勢や考え方などが色濃く反映されており，それぞ
れに特有の特徴や傾向を有していた。
本研究ではヘンレ版を細部に渡るまでじっくりと読み込み，比較分析するための基準と
した。そして，その基準をもって各解釈版との差異を明らかにしていった。ヘンレ版を含
む 10 ものエディションをただ漫然と分析していたとしたら，おそらく気が付かなかった
ことが沢山あったことと思う。すなわち，それぞれの特徴や傾向を明らかにするには何ら
かの“揺るぎない基準”が必要となる。
このことを学習者がエディションをどう扱うかということに置き換えて考えてみたい。
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まず，芸術音楽を学習する“揺るぎない基準”とは何か。揺るぎない基準となるエディシ
ョンとは当然のことながら自筆譜であったり，作曲者が生存中に出版された楽譜であった
りするであろう。コピー機や PC のない時代に生まれた楽曲では，それらにも差異が存在
する。したがって，学術的に研究して出版されている原典版の楽譜が必要となってくる。
解釈版の中の幾つかでは，
「新たな音」や「符鉤の追加」
，
「記号の変更」などが確認された。
校訂者の独自の解釈が盛り込まれ，作曲者が残した本来の姿とは大きく異なっている。学
習者が最初にある解釈版と出会い，その楽譜のみで学習を進めていくと，原曲との違いに
さえ気づくことができない。そのことを踏まえると，学習者はまずは原典版を“揺るぎな
い基準”として楽曲に向き合うべきであろう。様々な解釈版に触れる前に，学習者が向き
合うべきものは原典版である。
その際，原典版の楽譜を作曲家が記した真実であると信じて学習を進めることも重要で
ある。そうでなければ，解釈そのものが成り立たないからである。原典版を基に真正面か
ら真摯に自身の考えを深めることによって，初めて他者の解釈，意図やよさを理解するこ
とができる。そのことに巡り会えた喜びや驚きを実感することができるのである。
各解釈版の意図するところ，すなわち世界的に有名な作曲家・音楽学者・演奏家などの
専門家による多彩で独自性のある解釈と表現の多様性を，現代に生きる我々は時間を越え
て学ぶことができる。このこと自体が素晴らしい体験である。音楽は時間の芸術であり，
質を対象としている。演奏は時間とともに消え去っていくものの，解釈版に残された記号
や文字等は，誠に貴重な提案として，また時代の記録としても受け継がれていくであろう。
さらに，ある 1 つの解釈版を研究の対象とするのではなく，同時に 9 つの版を分析した
ことで多くの発見がそこにあった。解釈版は，時として我々の思いもしなかった発想，考
え，アプローチの方法を与えてくれる。校訂者がなぜこのような付加を行ったのか，それ
によりどのような解釈や効果が読み取れるのかを熟考することによって，多くの可能性を
発見できた。
以上をまとめると以下のようになる。
①学習者は，まずは原典版を基にじっくりと思考・判断し，演奏表現に対しての解釈をす
る。
②解釈版を使用するにあたっては少なくとも複数の版に目を通し，校訂者の意図や考えに
ついて熟考する。
③上記を踏まえ，感性的な認識と共に自身の解釈の再構成を行う。
本研究を通して，「原曲」に向き合う姿勢が学習者としていかに重要であるかを学ぶこ
とができた。
「原典を知る」ことは学習者として，また教育者として重要なことである。今
後，教育現場でもその姿勢を大切にしたい。
今回の分析の対象はヘンレ原典版のみにとどまった。今後は原典版内での比較，解釈版
が出版された当時の演奏様式や社会的背景を踏まえたより詳細な分析等を行っていくこと
が課題である。
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