
 

 

 

ジュラシック・トーク   新ブルックナー全集 

ニューフィルではこれまでにブルックナーの交響曲は４曲取り上げています。演奏順に、交響曲第４番（1996 年/

長田さん）、交響曲第５番（2006 年/末廣さん）、交響曲第８番（2012 年/末廣さん）交響曲第７番（2016 年/篠崎

さん）、ですね。まあ、アマオケとしての定番はクリアしているな、というところでしょうか。いずれ、コロナも収

まれば、また別の交響曲にチャレンジする機会も出てくることでしょう。 

 



 
ところで、ブルックナーの交響曲に関しては、いろいろややこしいことが付いて回ります。まずはブルックナー自

身がそれぞれの交響曲を何度も改訂しているという「稿」の問題、そして、さらにそれを出版するときの校訂、つ

まり「版」の問題です。それらについては、ニューフィルがブルックナーにかかわっているときに適宜「かいほう

げん」で情報を提供してきました。ところが、最近になって、その「版」に関して全く新しい動きがあるというこ

とが分かりました。その前に、これまでのブルックナーの楽譜の出版についてのおさらいです。 

 

第１次批判校訂（旧全集／ハース版） 

そもそも、ブルックナーの交響曲の楽譜の中には、作曲者以外の手に

よって大幅に改訂されていて、必ずしもブルックナーの意思がそのま

ま反映されたものではないとされたものもありました。そこで、きち

んと自筆稿などの信頼できる資料を基に、ブルックナーの作品全集を

編纂するため、自筆稿が保存されているオーストリア国立図書館の学

芸員だったロベルト・ハースを迎えて 1929 年にウィーンに「国際ブ

ルックナー協会」が設立されました。さらに、その成果を出版するた

めに、「MWV（音楽学術出版）Musikwissenschaftliche Verlag Wien」

という出版社も作られました。この出版社は、今日まで継続してブル

ックナーの作品を出版し続けています。そこでハースが校訂作業を行

った楽譜は、1930 年から 1944 年にかけて出版されました。これが

「ハース版」と呼ばれるものです。全 22 巻が予定されていましたが、

第二次世界大戦のためそのうちの 13 巻しか出版されていません。 

 

巻数 曲目 

1 交響曲第 1 番（ロベルト・ハース校訂/1935 年） 

2 交響曲第 2 番（ロベルト・ハース校訂/1938 年） 

3 交響曲第 3 番（ロベルト・ハース校訂/1944 年） 

4 交響曲第 4 番（ロベルト・ハース校訂/1936 年） 

5 交響曲第 5 番（ロベルト・ハース校訂/1935 年） 

6 交響曲第 6 番（ロベルト・ハース校訂/1935 年） 

7 交響曲第 7 番（ロベルト・ハース校訂/1944 年） 

8 交響曲第 8 番（ロベルト・ハース校訂/1939 年） 

9 交響曲第 9 番（アルフレッド・オーレル校訂/1934 年） 

10 未刊 

11 4 つの管弦楽曲（アルフレッド・オーレル校訂/1934 年） 

12 未刊 

13 ミサ曲第 2 番（ロベルト・ハースとレオポルド・ノヴァーク校訂/1940 年） 

14 ミサ曲第 3 番（ロベルト・ハース校訂/1944 年） 

15 レクイエムとミサ・ソレムニス（ロベルト・ハース校訂/1930 年） 

 

 



 
第２次批判校訂（新全集／ノヴァーク版） 

第二次世界大戦後にハースは公職から去ったので、オーストリア国立

図書館での彼の後任となったレオポルド・ノヴァーク（ノーヴァク）

は、1951 年から 1989 年までの間にハースの仕事を新たにやり直し、

複数の改訂稿がある交響曲は、それぞれの稿の形のまま個別に校訂を

行って出版しました。1990 年以降は、ウィリアム・キャラガン、ポ

ール・ホークショー、ベンヤミン＝グンナー・コールス、ベンジャミ

ン・コースヴェット（コーストヴェット）らが、ノヴァークの遺志（1991

年没）を受け継ぎ、校訂が継続されていて、現在はスケッチ帳のファ

クシミリなども含めてすべての作品が出版されています。これらが一

括して「ノヴァーク版」と呼ばれています。 

 

巻数 曲目・ジャンル        *:ノヴァーク以外による校訂 **:一部ノヴァーク以外による校訂 

I 交響曲第１番（I/1：リンツ稿、I/1A：リンツ稿初期稿*、I/2：ウィーン稿*） 

II 交響曲第２番（II/1：第１稿*、II/2：第２稿） 

III 交響曲第３番（III/1：第１稿、III/2：第２稿、III/3：第３稿、III/1A：第１稿新アダージョ） 

IV 交響曲第４番（IV/1：第１稿、IV/2：第２稿、IV/2F：第２稿フィナーレ、IV/3：第 3 稿*） 

V 交響曲第５番 

VI 交響曲第６番 

VII 交響曲第７番 

VIII 交響曲第８番（VIII/1：第１稿、VIII/2：第２稿） 

IX 交響曲第９番（未完フィナーレの自筆稿断片による復元） 

X 交響曲ヘ短調 

XI 交響曲第０番 

XII 初期のオーケストラ曲と器楽曲（XII/1：ロンド/弦楽四重奏､XII/2：二手 Pf 作品*、 

XII/3：四手 Pf 作品*、XII/4：4 つの管弦楽曲*、XII/5：序曲*、XII/6：オルガン作品* 

XII/7：晩鐘/Vn,Pf*、XII/8：行進曲*） 

XIII 室内楽（XIII/1：弦楽四重奏曲、XIII/2：弦楽五重奏曲、インテルメッツォ） 

XIV レクイエム 

XV ミサ・ソレムニス 

XVI ミサ曲第１番 

XVII ミサ曲第２番（XVII/1：第１稿、XVII/2：第２稿） 

XVIII ミサ曲第３番 

XIX テ・デウム 

XX XX/3：マニフィカート*、XX/1,2,4,5,6：詩篇 114*､22*､146*、112*､150* 

XXI 小規模教会音楽作品** 

XXII オーケストラを伴うカンタータと合唱曲 1,2 

XXII/1：Nos.1-5 命名日カンタータ**、XXII/2：No.6 祝典カンタータ** 

XXII/2：No.7 ゲルマン人の行進**、XXII/2：No.8 ヘルゴランド** 

XXIII XXIII/1：歌曲*、XXIII/2 世俗合唱曲* 

XXIV XXIV/1 書簡 I（1852-1886）*、XXIV/2 書簡 II（1887-1896）* 

XXV キツラー練習帳*                                             

 



第３次批判校訂（新アントン・ブルックナー全集 Neue Anton Bruckner Gesamtausgabe/NBG） 

これが新しい情報です。2011 年に、国際ブルックナー協会は最新の研究結果が反映された新しい作品全集を作るこ

とを決定しました。編集委員はさきほどのポール・ホークショー（イェール音楽大学教授）を中心にしたメンバー

です。その概要は、次の通りです。もちろん出版元は MWV、さらに、ウィーン・フィルがパトロンになっています。 

 

全ての巻は指揮者用のフル・スコアのサイズ（24.5 x 33 cm）で、

表紙は布装丁です。 

ハース版やノヴァーク版のように、リストの最初が交響曲ではな

く、バッハやモーツァルトの新全集のように、声楽曲から始まって

器楽曲に至る、という配列になっているのが面白いですね。ブルッ

クナーは交響曲だけを作っていた作曲家ではない、ということを強

調したかったのでしょうか。ですから、交響曲は「第 III 集」の中

の「第 1 部」というカテゴリーに入っています。たとえば 2016

年に最初に刊行された、トーマス・レダーの校訂による交響曲第１

番の第 1 稿（リンツ稿）は、「NBG III/1: I/1」と表記されること

になります。現時点で刊行済みなのは、その他にコースヴェット校

訂の交響曲第４番の第１稿（NBG III/1: 4/1）、第２稿（NBG III/1: 

4/2）、ホークショー校訂の交響曲第８番の第１稿（NBG III/1: 8/1）

などです。 

 

■第 I 集: 宗教曲 (11 巻) 

 ◇第１部: オーケストラを伴うミサとレクイエム (6 巻) 

 ◇第２部：その他のオーケストラを伴う宗教曲 (4 巻) 

 ◇第３部: 小規模宗教曲 (1 巻) 

 

■第 II 集: 世俗的声楽曲 (3 巻) 

 ◇オーケストラか器楽アンサンブルを伴う合唱曲 

 ◇男声合唱曲 

 ◇混声合唱曲と歌曲 

 

■第 III 集: オーケストラ作品 (23 巻) 

 ◇第１部: 交響曲 (21 巻) 

 ◇第２部: 習作と機会音楽 (2 巻) 

 

■第 IV 集: 小規模器楽曲 (2 巻) 

 ◇室内楽 

 ◇鍵盤楽器のための作品 

 

■第 V 集: 補遺 (およそ 12 巻) 

 ◇第１部: 習作 

 ◇第２部: スケッチ、下書き、断片 

 

 



 

 

NBG による録音１ ポシュナー盤 

すでに、この新全集を使って録音されているものがあります。それは、ウィーンの CAPRICCIO というレーベルが

展開している「#bruckner2024」という、ハッシュタグが付いたしゃれた名前のプロジェクトです。2024 年には

ブルックナーの生誕 200 年を迎えるということで、その年に向けてブルックナーのすべての交響曲のすべての稿を

録音しようという、とてつもない企画です。演奏は、マルクス・ポシュナー指揮のリンツ・ブルックナー管弦楽団

とウィーン放送交響楽団、その第１弾となった交響曲第６番（C8080）では、まだ出版されていないジョン・ウィ

リアムソン校訂の楽譜（NBG III/1: 6）が使われています。 

 これが、その CD のブックレットに掲載されている録音予定リストです。「i. p.」というのは、「印刷中」でしょうか。

2024 年までに新全集でのすべての交響曲の校訂が終わるわけではないので、間に合わない曲では代わりにノヴァー

ク版が使われるようですね。 

 

NBG による録音２ フルシャ盤 

ヤクブ・フルシャとバンベルク交響楽団が、交響曲第４番のすべての稿と、印刷されていない断片などを集めて

2020 年 11 月に録音した、４枚組の CD がもうすぐリリースされます。 

ここでは、全て上記のコースヴェットによって校訂された楽譜が使われています。そのうちの第１稿（1874 年

/1876 年改訂）、第２稿（1878/80 年）、第２稿で没になった 1878 年の第４楽章は新ブルックナー全集、第３稿

（1881 年）はノヴァーク版です。第１稿から第３稿までがそれぞれ１枚ずつの CD に収録されていて、４枚目に

は 1878 年版の第４楽章の他に、第２稿の改訂前と改訂後の音などがピンポイントで聴けるようになっています。 
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