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「チェロ名曲を銘器で楽しむ」

＜フランスのチェロ音楽＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】

プーランク作曲チェロ・ソナタ
フォーレ作曲「夢の後に」他

【使用楽器】
フランチェスコ・ルジェーリ
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(土)

レクチャーと演奏

＜英国のチェロ音楽＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】

ディリアス/チェロソナタト短調
エルガー/チェロ協奏曲他

【使用楽器】
カルロ・アントニオ・テストーレ
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＜東欧のチェロ音楽＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】

ヴィエニアフスキー/チェロソナタ
ポッパー「コンチェルト・ポロネーズ」
他

【使用楽器】
フランチェスコ・ルジェーリ
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(土)

＜2020年演奏予定曲＞

1月4日（土）
バッハ・無伴奏チェロ組曲第3番他

2月1日（土）
ベートーヴェン・チェロソナタ第3番他

3月1日（日）
ブラームス・チェロソナタ第1番他

4月4日（土）
休 止

5月2日（土）
休 止

6月6日（土）
ラロ・チェロソナタト短調他

7月4日（土）
ヴィエニアフスキー・チェロソナタ他

8月1日（土）
ディリアス・チェロソナタト短調他

9月5日（土）
プーランク・チェロソナタ他

10月3日（土）
サン・サーンス・チェロソナタ第1番他

11月7日（土）
シューベルト「アルペジオーネ」ソナタ他

12月5日（土）
バレンティーニ・チェロソナタ他

＊日程、曲目は変更になる場合があります。



東欧のチェロ音楽

■フレデリック・ショパン（1810年-1849年、ポーランド）
チェロソナタ ト短調 作品65
序奏と華麗なポロネーズ ハ長調作品3
「悪魔のロベール」の主題による協奏的大二重奏曲 ホ長調

■ヨゼフ・ヴィエニャフスキ（1837年-1912年、ポーランド）
チェロ・ソナタ ホ長調 作品26 

■アントン・ドヴォルザーク（ 1841年-1904年、チェコ）
チェロ協奏曲 ロ短調作品104
「ロンド」 ト短調作品94
「森の静けさ」 作品68-5

ポロネーズ イ長調 B.94
■ダーヴィト・ポッパー（1843年-1913年、チェコ）

チェロ協奏曲第1番ニ短調作品8
チェロ協奏曲第2番ホ短調作品24
チェロ協奏曲第3番ト長調作品59
ハンガリー狂詩曲 作品86
組曲 作品69
演奏会用ポロネーズ作品14
演奏会用ポロネーズ作品28
夜想曲
演奏会用練習曲作品55-2「狩」
マズルカ 作品11-3
マズルカ 作品12
森のなかで 作品50
蝶々 作品3-4
タランテラ 作品33
妖精の踊り 作品39

■レオシュ・ヤナーチェク（1854年-1928年、チェコ）
おとぎ話 VII-5 
プレスト ホ短調VII-6 

■エルンスト・フォン・ドホナーニ（1877-1960年、ハンガリー）
チェロ小協奏曲 ニ長調 作品12
チェロ・ソナタ 変ロ短調 作品8 

■ジョルジェ・エネスク（1881-1955年、ルーマニア）
チェロ・ソナタ第1番 嬰ヘ短調 作品26-1
チェロ・ソナタ第2番 ハ調 作品26-2

■ゾルターン・コダーイ（1882年-1967年、ハンガリー）
チェロソナタ嬰ヘ短調 作品4
無伴奏チェロソナタ ロ短調 作品8
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲 作品7
叙情的ロマンス
奇想曲
ソナチネ

■ボフスラフ・マルティヌー（1890年-1959年、チェコ）
チェロ協奏曲第1番 H. 196  
チェロ協奏曲第2番 H. 304 
チェロ・ソナタ第1番H.277
チェロ・ソナタ第2番 H. 286 
チェロ・ソナタ第3番 H. 340 
ロッシーニの主題による変奏曲 H. 290 
スロヴァキア民謡による変奏曲 H. 378 

■ヴィトルト・ルトスワフスキ（1913年-1994年、ポーランド）
チェロ協奏曲
グラーヴェ
ザッハー変奏曲

■ジェルジュ・リゲティ
（Ligeti György Sándor、1923-2006年、ハンガリー）

チェロ協奏曲(1969年)
無伴奏チェロソナタ(1968年)

■クシシュトフ・エウゲニウシュ・ペンデレツキ
（1933年～、ポーランド）
チェロ協奏曲第1番
チェロ協奏曲第2番
合奏協奏曲
ラルゴ
チェロと管弦楽のためのソナタ
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ヴィエニアフスキーとその作品（1）

主な作品
ヨゼフ・ヴィエニャフスキ

（Józef Wieniawski, 1837年- 1912年）

1837年（0歳） ポーランドのルブリンで誕生
母よりピアノを学ぶ
フランシス・シュニックにピアノを学ぶ
ジョセフ・エルスナーに作曲を学ぶ

1847年（10歳） パリ音楽院入学
ピエール・ジメルマン(作曲、ピアノ）と
アントワーヌ・マルモンテル(ピアノ)に師事
ワレンティ・アルカンに作曲を師事
叔父のエドワード・ウォルフにピアノ師事

1849年（12歳）ピアノ、ソルフェージュ、和声クラスで1等賞
フランク、ビゼーに作曲を師事

1850年（13歳）パリ音楽院卒業
1851年（14歳)  兄ヘンリクと演奏活動

ポーランド、ロシア、ドイツ、オーストリア
フランスなど
ヨゼフ・ヴィエニャフスキはショパンの優れた
演奏者として認められる。

1852年（15歳) 兄ヘンリクとロシア、ポーランド、西ヨーロッ
パ演奏旅行
ヴィエニアフスキ兄弟はパガニーニ、リスト
と比較される

1853年（16歳)  ピアノのヴィルトゥオーソとして独立活動
ロッシーニ、ベルリオーズ、ワーグナーと交友
ナポレオン3世お気に入りのピアニストとなる

1855年（18歳)  ワイマールでフランツ・リストに師事
1856年（19歳）ベルリンでアドルフ・マルクスに音楽理論、

作曲を師事
1859年（21歳）ワルシャワに移る
1860年（23歳）ピアノソナタ ロ短調 作品.22 作曲

ヴァイオリンとピアノのためのソナタ、アレグロ Op.2 
（兄ヘンリクとの共作）(1848年）
華麗なるポルカ Op.11(1852年）
2つの牧歌 Op. 1(1854年）
演奏会用ワルツ第1番 変ニ長調 Op.3(1854年）
ヴァイオリンとピアノのためのポーランド風大二重奏曲 Op.5
（兄ヘンリクとの共作 (1854年）
「夢遊病の娘」による演奏会用幻想曲と変奏曲 Op.6(1854年）
タランテラ第1番 Op.4(1855年）
サロン用ワルツ Op.7(1855年）
バルカローレ・カプリス Op.9(1855年）
ロマンス練習曲 Op.10(1855年）
束の間の思い Op.8 (1856年）
ポロネーズ第1番 ハ長調 Op.13(1858年）
ワルツの思い出 Op.18(1858年）
ロンド Op.15 (1859年）
2つの歌曲 Op.17(1859年）
ルブリンの思い出、ロマンスと変奏 Op.12(1860年）
即興曲第1番 ロ長調 Op.19(1860年）
ピアノソナタ ロ短調 Op.22 (1860年）
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ヴィエニアフスキーとその作品（2）

主な作品
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ポロネーズ第2番 変イ長調 Op.21(1862年）
8つのマズルカ Op.23 (1865年）
8つの無言歌 Op.14(1869年)
子守歌 Op.14bis(1869年）
ピアノ協奏曲 Op.20 (1873年）
ヴァイオリンソナタ ニ短調 Op.24(1875年）
幻想曲とフーガ Op.25(1875年）
チェロソナタ ホ短調 Op.26(1875年）
演奏会用練習曲第1番 ト長調 Op.33(1875年）
即興曲第2番 ヘ長調 Op.34(1875年）
タランテラ第2番 イ長調 Op.35(1875年）
演奏会用練習曲第2番 イ長調 Op.36(1875年）
4つの歌曲 Op.38 (1875年）
ポロネーズ第3番 イ長調 Op.27 (1879年）
舟歌 Op.29 (1884年）
大洋で Op.28 (1887年）
弦楽四重奏曲 イ短調 Op.32 (1880年）
演奏会用ワルツ第2番 Op.30 (1880)
バラード 変ホ短調 Op.31 (1884年）
夜想曲 ホ短調 Op.37 (1884年）
ピアノ三重奏曲 ト長調 Op.40 (1885年）
演奏会用マズルカ ニ長調 Op.41
2台のピアノのための幻想曲 Op.42 (1886年）

ヨゼフ・ヴィエニャフスキ
（Józef Wieniawski, 1837年- 1912年）

1862年（25歳）A.ルビンシュタインがペテルブルグ音楽院設立
兄ヘンリク、教授に就任（3年契約）
以後兄ヘンリクとロシア演奏旅行
バラキレフ、ボロディンらロシア5人組
と知り合う

1864年（27歳）モスクワ移住
1866年（29歳）N.ルビンシュタインがモスクワ音楽院設立

モスクワ音楽院ピアノ科教授就任
チャイコフスキーと初めて出会う

1871年（34歳）ワルシャワ音楽協会設立(理事）
1872年（34歳）ドレスデンで演奏会開催
1873年（36歳）兄ヘンリック、ブリュッセル音楽院教授就任

ピアノ協奏曲作品20作曲
ウィーン・フィルでピアノ協奏曲演奏成功
ワルシャワ音楽協会でヨアヒムと会う

1875年（38歳）ワルシャワ音楽協会総裁就任
ブリュッセルで演奏会開催
海外の演奏家をソリスト、交響曲演奏会開催
ヴァイオリンソナタ ニ短調 作品24作曲

1878年（41歳）サンクトペテルブルク音楽院教授就任を断る
ブリュッセル王立音楽院ピアノ科教授就任
パリ音楽院ピアノコンクール審査員

1880年（43歳）弦楽四重奏曲 イ短調作品32作曲
兄ヘンリク死去
ロンドンで演奏会 (2カ月）

1881年（44歳）ドイツ、デンマーク、スウェーデン、
ノルウェー、パリで演奏会
チェロソナタ ホ短調 作曲

1885年（48歳）ワルシャワ他で演奏会
ピアノ三重奏曲 ト長調 作品40作曲

1886年（49歳）オランダで演奏会
1887年（50歳）パリ、サンクトペテルブルクで演奏会



ヴィエニアフスキーとその作品（3）

主な作品
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ヨゼフ・ヴィエニャフスキ
（Józef Wieniawski, 1837年- 1912年）

1888年（51歳）ワルシャワ音楽院長就任打診
ワルシャワに戻る

1889年（52歳）イザベラ・ハンプトンと結婚
1893年（56歳）チャイコフスキーと会う

パリ、ライプツィヒで演奏会
1896年（59歳）ワルシャワ音楽協会名誉会員
1900年（63歳）ピアノコンサート・シリーズ開始
1902年（65歳）再度ブリュッセルに住む
1910年（73歳）ルブリンで最後のコンサート
1912年（75歳）ブリュッセルで死去

4つのロマンティックな小品 Op.39 (1889年）
ピアノのための技巧と様式の24の練習曲 Op. 44 (1890年）
ピアノのための夢 Op.45 (1890年）
ヴァルス・カプリス Op.46 (1890年）
「目覚めよ！」 2声とピアノの歌曲 Op.47 (1895年）
序曲「沈黙公ウィレム」 Op.43(1897年）
ピアノのための4つの小品 Op.51 (1898年）
管弦楽のためのロマンティック組曲 Op.41(ca. 1905年）
管弦楽のためのロマンティック組曲 Op.41(ca. 1905年）



ヴィエニアフスキの作風と特徴

＜作風＞

ヨゼフ・ヴィエニャフスキは、ピアニストとして自身の演奏会のために書いた作品のほか、数多くの
協奏曲、独奏曲を演奏した。名バイオリニストの兄ヘンリークの作品ほとんどのピアノ・パートはヨゼ
フが書いたものと言われ、奔放な兄とは対照的に堅実な性格がその書法からうかがえる。フランツ・リ
ストによれば、難曲として知られるショパンの練習曲全曲を最初に公開演奏をしたとされ、先進的なピ
アニストであった。自身の演奏会のために書いた彼の作品は、優れた芸術性と最高水準の技術的難度を
持ち、作曲者の演奏技術の高さがわかる。作品はピアノ曲が多く、自身の演奏会のために書いたピアノ
以外の作品は、兄のヘンリク・ヴィエニャフスキのために書かれたバイオリン、チェロを含む室内楽の
みである。

ヨゼフ・ヴィエニャフスキの作品は、流麗な旋律を持つ、名技性に富んでおり、演奏様式とテクニッ
クを駆使し、繊細で美しい装飾を持った作品を作曲した。

作風は、19世紀のロマン派の流れの中から生まれたもので、旋律や和声あるいはリズムの独自性は、
ピアニスティックな発想から生まれ、ポーランドの音楽に由来しており、民俗舞曲のマズルカやポロ
ネーズも作曲し、ショパンとの共通性も見られる。また、ラロ、サンサーンスなどの影響も受けている。

ヴィエニャフスキのポーランドの民俗的な音楽の影響としては、旋律や和声の特徴、旋法性や、リズ
ムやアクセントの特質、テンポなどが含まれており、豊かで美しいメロディーと和声法を調和させて音
楽を創り出した。一方、古典的伝統や当時のヨーロッパ音楽のボリフオニックな書法に生かして、自由
な形式でありながら、論理的統一性や独自の主題の取扱いがある。和声は独特の自在な和声法で、大胆
な転調、調性の不明確な動きはあまりみられない。

また、ヴィエニャフスキは、ピアノの表現能力の可能能性を追究し、自身のピアノのヴィルトゥオー
としての高度な技巧を発揮できるように作曲した。華麗で力強いヴィルトゥオーゾ的奏法とレガートな
音楽を調和させ、リズムやアクセントの変化と微妙な音色の変化とで細かな表情を作り出すピアノ奏法
が曲に反映されている。同時代のロマン派の作曲家と同様、演奏においてルバートを使用する。
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■ヴィエニアフスキ作曲チェロ・ソナタ ホ短調 作品26

ユゼフ・ヴィエニャフスキ（Jozef Wieniawski 、1837-1912年）はロシア帝国の一部であった
ポーランドのルブリン（Lublin）で医師の父タデウシュと母レギーナの間に誕生した。弟はヴァイオリン
協奏曲第2番 ニ短調 作品22で有名なポーランドが生んだ名バイオリニストのヘンリック・ヴィエニャフス
キ（Henryk Wieniawski 、1835- 1880年）である。ヴィエニャフスキ家はルブリンにおけるサロンと
なっており、一流の芸術家が訪問し、頻繁にコンサートや芸術交流が行われた。この家庭環境はヴィエ
ニャフスキのその後の人生にも大きな影響を与えた。

ヴィエニアフスキはパリ音楽院教授のエドゥアール・ヴォルフ（Eduard Wolff、 1816～1880年）を父
とする母よりピアノのレッスンを受け、 10歳で兄のいるパリ音楽院に入学し、1847年から1850年までパ
リ音楽院で学び、ピエール・ジメルマンとアントワーヌ・マルモンテルに師事した。２年後には一等賞を
得て、活動の初期は兄ヘンリクとともに演奏活動をしていたが、やがて独立しヴィルトゥオーゾとして
ヨーロッパを演奏旅行し、当時、ポーランド王を兼任していたロシア皇帝より奨学金を得て、1855年にワ
イマールでフランツ・リストに、1856年から1858年までベルリンでアドルフ・ベルンハルト・マルクス
に音楽理論を師事した。

1851年から1853年までのヴァイオリン奏者の兄ヘンリックとのヨーロッパ演奏旅行では、ユゼフのピ
アノ協奏曲ト短調などの兄弟の自作のみならず、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、リ
スト、シューマン、ウェーバーの作品も演奏された。リストによると、ショパンの練習曲の全曲を初めて
公開演奏したのはユゼフ・ヴィエニャフスキである。パリ、ロンドン、コペンハーゲン、ストックホルム、
ブリュッセル、ライプツィヒ、アムステルダムにてショパン・リサイタルを開催した。パリに戻るとロッ
シーニ、グノー、ベルリオーズ、ワーグナーと友好関係を築き、宮廷に出入りして、ナポレオン3世の愛
好する音楽家となった。その後モスクワに移り、1866年に設立したモスクワ音楽院のピアノ科に招かれ、
1878年にはブリュッセル王立音楽院のピアノの教授となり、1902年から再びブリュッセルで過ごした。

ヴィエニャフスキーのチェロソナタ ホ長調作品26は1878年に作曲され、チェロを演奏し、音楽を愛し
たオランダ国王ウィリアム二世に献呈された。このチェロソナタは親しみやすいロマンティックな作品で
ある。叙情的に歌う息の長いメロディの第1楽章、抒情的な第2楽章、優雅さと情熱的な第3楽章の3楽章の
構成である。ピアニストのヴィルトゥオーソの作品だけあり、ピアノパートは華やかで技巧的である。

演奏曲目解説（1）
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●第1楽章Allegro maestoso - Poco più lento 4分の4拍子

第１楽章は２部のソナタ形式で、チェロとピアノのヴィルトゥオーソ的取り扱いが特徴となっている。
冒頭からチェロが叙情的で哀愁を帯びた息の長い旋律を歌い、続いてピアノがそれを繰り返す。それを受
けてチェロがやさしく語りかけるような第２主題を奏し、さらに発展し第１部を終える。第２部は第１主
題のモチーフをピアノが奏した後、チェロが独特の付点のリズムで技巧的な動きを見せ、第１主題のモ
チーフを奏した後、これらテーマの要素は形を変え付点のリズムをさらに複雑にして上行、下降を繰り返
し静まる。ここで冒頭の旋律を再現し、ピアノの技巧的な動きの上にチェロが上行、下降してコーダとな
り、華やかに楽章を結ぶ。

●第2楽章Andantino イ短調 ４分の３拍子

第2楽章は抒情的な楽章である。チェロの低音のシンコペーションとピアノの序奏の後、表題の
Tristezza（悲しみ）の名の通り、哀愁を帯びたチェロのレシタティブで始まり、感性的な微妙な変化を経
て、やがて曲は激しく劇的な中間部となり、冒頭の旋律が再現され、静かに曲を結ぶ。

●第3楽章Finale. Allegro brillante e molto grazioso 

第3楽章は優雅さと情熱にあふれ、ピアノのヴィルトゥオーソとしてのヴィエニャフスキを彷彿させ華
やかな楽章である。チェロは序奏の後、第１楽章の雰囲気をもった少し明るい優雅な主題を奏しこれを発
展させる。楽章の冒頭の旋律を再現した後、長いピアノのソロを挟み、最後にコーダとなりピアノの技巧
的で華やかな動きの上にチェロがアルペジオを奏した後に、高音から下降し、力強く曲を曲結ぶ。

演奏曲目解説（1）
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■ポッパー作曲「コンチェルト・ポロネーズ」ニ短調作品14

ダーヴィト・ポッパー（David Popper、1843年- 1913年）は、オーストリア＝ハンガリー二重帝国の
チェロ奏者・作曲家。ユダヤ系チェコ人。
プラハの音楽教師の家庭に生まれる。プラハ音楽院に学び、ハンブルク出身のチェリスト、ユリウ
ス・ゴルターマンにチェロを師事して間もなく注目を集める。1863年に最初の演奏旅行を行い、ドイ
ツでとりわけハンス・フォン・ビューローの称賛を浴びる。引き続きスイスやオランダ、イングラン
ドでも成功を収める。1867年にウィーンにデビューし、ウィーン宮廷歌劇場管弦楽団の首席チェロ奏
者に就任。しかし1873年にオーケストラを退団し、ヨーロッパ全土で演奏会を催した。1882年にフラ
ンスのヴァイオリニスト、エミール・ソーレとともにスペインとポルトガルで演奏会を開く。また、
1890年にはブダペストでブラームスのピアノ三重奏曲第1番の初演でブラームスと共演している。
1896年よりブダペスト音楽院で教鞭を執る。フバイと親しかったが、バルトークと犬猿の仲であった
といわれる。オーストリアで亡くなった。
ポッパーは当時のチェロの巨匠であっただけでなく、幅広いレパートリーを誇る演奏家であった。作
曲家としてチェロのために数多くの作品を残し、4つのチェロ協奏曲や、3台のチェロと管弦楽のため
の《鎮魂歌 Requiem 》（1891年）があるが、今日でも演奏されるのは、《タランテラ》などのおびた
だしい数のサロン小品である。
「コンチェルト・ポロネーズ」作品14は、1877年頃の作曲のポッパーの初期作品の一つである。国民
的ダンス、3つのタランテラ、6つのマズルカ、２つのポロネーズOp. 28とOp. 65/3がある。ポッパーの
他の小品と同様にチェロ/ピアノ、チェロ/オーケストラ版がある。

曲はピアノのポロネーズリズムにのせてチェロのテーマで始まり、このテーマをピアノが繰り返す。
チェロのソロのカデンツァ風の技巧的なパッセージを経て、テーマの展開となる。その後、抒情的な
穏やかな第２のテーマをチェロが奏し、クライマックスとなる。少し明るい第3のテーマをアルペジオ、
重音、スピッカーなどの技巧的を交えながら展開し、最初のテーマを交えながら華やかに曲を結ぶ。

＜ポッパーの主な作品＞
ハンガリー狂詩曲作品68
タランテラ作品33
妖精の踊り作品39
High School of Violoncello Playing Op.73

演奏曲目解説（2）

David Popper

（1843年- 1913年）
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■ショパン（グラズノフ編曲）／エチュード嬰ハ短調Op.25-7「恋の二重唱」Lento 4分の3拍子

ショパンはエチュード（練習曲）を27曲作曲した。 一般によく演奏される作品10, 25それぞれ12曲
の練習曲である。 ショパンのエチュードは従来の作曲家による練習曲とは異なり、高い次元の芸術作
品となってる。

エチュード嬰ハ短調Op. 25 -7は1837年に作曲され、ゆっくりとした夜想曲風の作品で、ショパンの
詩的な音楽の特徴がよく表れている。指揮者のフォン・ビューローは、この曲をフルートとチェロの
２重奏のようだと評している。

曲は３部に分かれ、第１部は小節の刻まれていないピアノの序奏で始まり、チェロが夜想曲風のレ
シタテーィブの主題を奏する。経過句を経て第2部に移る。第2部では、数々の転調を見せチェロの速
い飛翔する上行を繰り返した後頂点に達し、第１部の終わりの経過句を奏した後第３部に移る。第3部
は第１部を再現し、前に奏した経過句を転調して奏しコーダを導き、静かに曲を結ぶ。

編曲のグラズノフ（Alexander Konstantinovich Graznov、1865−1936）はチャイコフスキーの次世代の
ロシアの作曲家で、師であるリムスキー・ニコルサコフに代表されるロシア国民楽派と、チャイコフ
スキーの西欧派の要素を融合して、近代ロシア音楽への橋渡しをした。グラズノフはチェロと管弦楽
のために「吟遊詩人の歌」、 「アラビアのメロディ」、「スペインのセレナード」などの美しい小品
とチェロ協奏曲「バラッタ」作品108などを作曲している。

演奏曲目解説（3）
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フランチェスコ・ルジェリ
（FRANCHESCO RUGGERI）

それに次ぐチェロの銘器として、マッテオ・ゴッ
フリラ、ダビット・テヒラーなどとならびソリス
トに求められている。今日、ルジェリのチェロは
バイオリン以上に高く評価されている。ルジェリ
は、ニコロ・アマティの最初の弟子とされ、弟子
の中でもストラディバリとともに優れた製作者で
ある。50歳になるまでN.アマティの下で、 N.アマ
ティの名で楽器製作に携わってわっていた説が有
力であり、 N.アマティのパターンを踏襲している
楽器が多く、そのラベルを貼った楽器も多く見ら
れている。 N.アマティの楽器の中にはルジェリの
製作したものが含まれていると言われており、ル
ジェリの製作した楽器はN.アマティと同等に評価
されている。「シャコンヌ」で有名なヴィターリ
がルジェリのラベルの上にN.アマティのラベルを
貼ったバイオリンを購入、当時裁判になったこと
もある。ルジェリは今日のチェロのサイズに近い
チェロを最初に製作し、ストラディバリ等にも影
響を与えた。ストラディバリの初期の楽器がル
ジェリと似ており、ストラディバリの最初の先生
との説も最近の研究で有力である。ルジェリの
チェロは裏板が楓ではなくポプラが使われている
楽器が多く、この楽器も裏板はポプラである。ま
たラージ/スモールの2パターンがあり、このチェ
ロはラージパターン（胴長約68ｃｍ）である。ル
ジェリの楽器は独特のメロウ（甘美）でブリリア
ント（輝かしい）な音色と音の強さ、透りに特徴
がある。ルジェリのチェロはデュプレが使用し、
ベルリンフィルの第1首席奏者のルートヴィヒ・ク
ワント氏も使用している。

チェロの銘器は、アントニオ・ストラディバリとドメ
ニコ・モンタニャーナが双璧である。フランチェスコ.
ルジェリ（Francesco Ruggeri 、1620- 1698年）は

【Francesco Ruggeriチェロ 1675年イタリアのクレモナで製作】
鑑定書：「Moening, Philadelphia, 1974年」

使用楽器（1）
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ダビット・テヒラーはストラディバリに次ぐチェ
ロの銘器としてソリストに求められている楽器であ
る。約50台のチェロが現存している。テヒラーを使
用したチェリストとしては伝説の巨匠フォイヤマン
（1741.年製 ）、デュプレ（1696年製 ）、リン・
ハレルなどが知られており、現代ではウィーンフィ
ルの前首席奏者（Franz Bartolomey 氏）などが使
用している。テヒラーはオーストリアのザルツブル
グで生まれ、ベネチアの後、その多くをローマで製
作した。特にそのチェロは高く評価されている。テ
ヒラーの楽器は音の力強さに特徴があり、驚異的な
パワーを持った楽器といえる。音響学的な分析によ
ると低音-中音および最高音域ではストラディバリ
をしのぐパワーをもっていると報告されている。

テヒラーのチェロは大型のものが多く、その多く
はサイズを通常の大きさに縮めたものが多い。この
楽器も通常のサイスに縮小されている。

ダビッド・テヒラー
（DAVID TECCHLER）

【David Tecchlerチェロ 1730年頃イタリア・ローマ製作】
鑑定書：「Domitory Gindin, London, 2010年」

■音の強さ（DB）/周波数比較
DAVID TECCHLERチェロ（赤）/ANTONIO STRADIVARIチェロ（青）

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団所有楽器

使用楽器（2）
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テストーレはグランチーノと並ぶミラノの古くか
らの製作家の家系で、ジョバンニ・グランチーノの
弟子のカルロ・ジュゼッペ・テストーレの息子で弟
子のカルロ・アントニオ・テストーレ(Carlo 
Antonio Testore, c. 1690-1760) は父の製作法を継
承し楽器を製作した、テストーレ家最後の製作者で
ある。 カルロ・アントニオ・テストーレの楽器には
ミラノ派のランドルフィ（C. F. Landolphi、c. 
1714 – 1787) の手が入った楽器もある。テストーレ
家のスタイルはグランチーノ家と同様、1500年代後
半から1600年代のクレモナ派のアマティやブレシア
派のマッジーニやサロの影響も大きく受け、ミラノ
派の始祖ジョバンニ・グランチーノの影響が色濃く
残っている。木目のないシンプルな材料選択、裏板
パフリングの省略（ナイフで印をつけてイミテー
ション）、塗り重ねる必要のない薄い色のニス、ペ
グボックス裏側の装飾の省略などの技法を駆使した。
こらの特徴は、のちにテストーレ・ファミリーの作
品の代名詞となった。特にカルロ・アントニオ・テ
ストーレの楽器では、パフリングを省略している楽
器がほとんどで、ペグボックスの裏側が平らである
ことが多い。H. Seb Wakeの鑑定書によると、この
楽器にはこれらのカルロ・アントニオ・テストーレ
の特徴がよく出ていると記載されている。カルロ・
アントニオ・テストーレのチェロは力強い音が出る
ことが魅力で、多くのソリストに使用され、齋藤秀
雄氏の愛用楽器（1746年製）であったことも知られ
ている。

カルロ・アントニオ・テストーレ
（CARLO ANTONIO TESTORE）

【Carlo Antonio Testore チェロ 1746年頃ミラノ製作】
鑑定書：「H. Seb Wake, U.S.A., 1996年」

使用楽器（3）
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1930年に第1位となった。特に、1910年（チェロ）、1912
年（バイオリン）は、ストラディバリを含めた会場を暗
くしたブラインド・テストの比較で、音の鳴り響きにお
いてPAUL KAULはストラディバリをしのぐと評価された。
PAUL KAULの楽器は、ジョルジュ・エネスコ（Georges 
ENESCO）、ユーディ・メニューイン（Yehudi MENUHIN）
といった伝説的バイオリンの巨匠にも愛用された。

この楽器は、力強い音とよく透る優れた音色の楽器で
ある。
＊ 1912年にチェロの巨匠パブロ・カザルスも弾き比べの
ための楽器の演奏に参加し、次のように記している。
「 1910年に私は友人と楽器の弾き比べをすることにして、
ストラディバリ「Davidoff」を含む、よく知られた製作者
のチェロ40本のチェロを集めた。私は暗くしたホールで
それらすべてを弾き、ナントのPAUL KAULが一位となった。
PAUL KAULはストラディバリ以来最も優れた製作者だ。」

PAUL KAUL（ポール・コール）チェロ

【 PAUL KAULチェロ 1909年フランス・ナント製作】
ラベル： Paul Kaul, 22, Nantes An 1909

PAUL KAUL（ポール・コール）はフランス・ミル
クールに生まれ、父親の働いていたJérôme 
THIBOUVILLE LAMY工房で13歳から働き、その後1900 
年から1905年までSILVESTRE & MAUCOTEL(Paris)で働
いた。1907年に独立しナントに工房を構え、1926年
にパリに工房を移した。PAUL KAULは、弦楽器の
「音の鳴り響き」コンクール*で1910、年1912年、

使用楽器（4）

←1位PAUL KAUL
←2位STRADIVARI

（Davidoff）
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アンドレア・アマティ
Andrea Amati
(1505-1579)

ニコロ・アマティ
Nicol Amati
(1596-1684)

アントニオ・ストラディバリ
Antonio Stradivari

(1644-1737)

フランチェスコ・ルジェーリ
Francesco Ruggieri

(1626-1698)

イタリアのチェロの系譜（主なチェロの製作者）

アンドレア・ガルネリ
Andrea Guarneri
（1626-1698）

ジョバンニ・ロジェーリ
Giovanni Rogeri

(1650-1728)

ドメニコ・モンタニャーニャ
Domenico Montagnana

(1683-1760)

ロレンッオ・ガダニーニ
Lorenzo Guadagnini

(1675-1760)

アレッサンドロ・ガリアーノ
Alessandro Gagliano

(1640-1730)

ジョバンニ・グランチーノ
Giovanni Grancino

(W.1640-1690)

ジョバンニ・ガダニーニ
Giovanni B Guadagnini

(1711-1786)

ニコロ・ガリアーノ
Nicola Gagliano

(1675-1763)

ピエトロ・ガルネリ
Pietro Guarneri
（1655-1720）

ダビッド・テヒラー
David Tecchler

(1666-1748)

マッテオ・ゴッフリラー
Mateo Goffriller

(1670-1742)

ロレンッオ・ストリオーニ
Lorenzo Storioni

(1751-1802)

：使用楽器

アントニオ・ストラディバリ

デル・ジェス・ガルネリ
Del Gesu Guarneri

（1698-1744）
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パオロ・テストーレ
PAOLO TESTORE

（1690-1760）



使用弓

フランソワ・ペカットは19世紀の弓製作家でドミニク・ペカットの弟である。 二人の兄弟は時々協力
し合って弓を製作していたと考えられ、非常に良く似たスタイルの弓で、後世に残る美しい弓を残した。
フランソワ・ペカットの製作した弓は兄ドミニク・ペカットと同じ様に力強いスタイルで、均整の取れ
た美しい作品である。ペカット兄弟の弓は、「弓のストラディバリ」として知られるトゥルテに次ぐも
のとして、ソリストに求められている。また、息子のシャルル・ペカットも優れた弓製作者として知ら
れている。

FRANCOIS PECCATE（フランソワ・ペカット） Raffin鑑定書

FRANCOIS VOIRIN（フランソワ・ヴォワラン） Raffin鑑定書

フランソワ・ニコラ・ヴォアランはビョームの従兄弟で、ビョーム工房で、責任ある地位を任されお
り、フランソワ・ペカットの息子のシャルル・ペカットの師匠でもあった。
ヴォアランの弓は力強く豪放なペカットの弓と対極の繊細な美しい音色の名弓として、ソリストに求め
られてきた。細く繊細な美しい作りは他にまねのできない名人芸である。
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＜弓削田綾美：ピアノ＞
国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。
ハンガリーにて研鑽を積む。ブダペストのバルトーク記念
館にてジョイントリサイタルを開催。サントリーホールや
オペラシティでのジョイントコンサートに出演。
国際芸術連盟新人オーディション合格、奨励賞受賞。
ヨーロッパピアノ国際コンクールin Japan銅賞。

講師プロフィール

＜水口貴裕/プロフイール＞

東京生まれ、勝田聡一氏などにチェロを学んだ後、渡米、
ニューヨーク・マネス音楽院に学び、バーバラ・マロウ氏の下
で研鑽を積む。米国オーケストラの副首席奏者を務める。帰国
後、東京文化会館でたびたびリサイタルを開くなど、日本国内
はもとより米国、ヨーロッパ、アジアなどで活躍。オーケスト
ラと共演。MF放送に定期出演。ビオラ・ダ・ガンバを品川聖氏、
福澤宏氏に師事。

万里の長城杯国際音楽コンクール最高位（２位）入賞、ベス
トプレイヤーズ・コンクール審査員賞他受賞。

万里の長城杯国際音楽コンクール、長江杯国際音楽コンクー
ル及び日本クラシック音楽コンクール審査員。文化庁派遣事業
協力芸術家。目黒学園カルチャースクール講師。
CDチェロ小品集「シャコンヌ」をリリース。エルガー「愛の挨
拶」校訂版を出版。
使用楽器：フランチェスコ・ロジェリ（クレモナ、1675年）
ダビット・テヒラー（ローマ、 1730年）、 カルロ・アントニ
オ・テストーレ（ミラノ、 1746年）
使用弓：F.ペカット、F.ヴォワラン
ホームページ：http://home.catv.ne.jp/kk/cellosjp/
メール：cellists@aol.com
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