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◆チェロ：カルロ・アントニオ・テストーレ（ミラノ、1746年頃）
◆弓 ：フランソワ・ペカット (パリ、1840年頃）



「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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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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＜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。



英国のチェロ音楽

■ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル（1685年 - 1759年）
チェロ・ソナタハ長調
チェロ・ソナタト短調

■エドワード・エルガー（1857年 - 1934年）
チェロ協奏曲ホ短調作品85(1919年）

■グスターヴ・ホルスト（1874年 - 1934年）
「祈り」 Op.19-2 （1911年）

■ヴォーン・ウィリアムズ（1872年-1958年）
サセックス民謡による幻想曲（1929年）
イングランド民謡による6つの習作（1926年）

■ウィリアム・ウォルトン（1902年 - 1983年）
チェロ協奏曲 (1956年）

■フレデリック・ディーリアス（1862年 - 1934年）
チェロ協奏曲（1921年）
チェロとピアノのためのロマンス（1896年）
チェロとピアノのためのソナタ（1916年）
チェロと管弦楽「カプリースとエレジー」（1930年）

■フランク・ブリッジ（1879年 - 1941年）
スケルツェット（1902年）
マズルカのテンポで（1903年）
悲歌（1904年）
旋律嬰ハ短調（1911年）
チェロソナタニ短調（1917年）
「朝の歌」（1918年）
「肺炎の世界」（1924年）
4つの短い小品 - 第2番春の歌
チェロ協奏曲『祈り』（1929-30年）

■ベンジャミン・ブリテン（1913年 - 1976年）
チェロ交響曲作品68 （1963年）
チェロソナタハ長調作品65 （1960年）
無伴奏チェロ組曲第1番作品72（1964年）
無伴奏チェロ組曲第2番作品80（1967年）
無伴奏チェロ組曲第3番作品87（1972年）

■アーノルド・バックス（1883年 - 1953年）
チェロとピアノのための「民話」（1918年）
チェロとピアノのためのソナチネニ長調（1933年）
チェロとピアノのための「伝説ソナタ」嬰ヘ短調
（1948年）

イギリスでは17世紀中頃にオリバー・クロムウェルの清教徒を中心とする議会派が、革命を起こした
（ピューリタン革命）。クロムウェルは議会を解散して独裁政治を初め、競馬、賭博、売春、演劇、音
楽も人間を堕落するものとして禁止した。その結果、教区教会のオルガンは破壊され、礼拝堂合唱団も
解散させられた。多くのイギリスの作曲家たちは国外へ逃亡し、この時期のイギリス音楽は、それ以降
低迷期を迎えることになる。これがバロック中期以降に、イギリスでクラシックの作曲家が生まれな
かった原因の一つと言われている。ヘンリー・パーセル（1659年 - 1695年）とヘンデルがバロック時代を
代表的する作曲家である。ヘンデルは、ドイツ出身であるがイギリスに帰化し、宮廷音楽家として活躍
した。
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ディーリアスとその作品（1）

主な作品
フレデリック・ディーリアス

（Frederick Albert Delius, 1862年-1934年）

1862年（0歳） イギリス・ヨークシャーに生誕
ハレ管弦楽団バウアーケラーに
ヴァイオリンを師事
ヴュータンの弟子のジョージ・ハドック
にヴァイオリンを師事

1874年（12歳）ブラッドフォード・グラマー・スクールに学ぶ
1875年（13歳）ロンドン王立劇場で「ローエングリン」を見る
1878年（16歳）アイザルワース・カレッジで学ぶ
1880年（18歳）グロスタシャー州ストラウドの商社代表

フランスの会社に派遣
1881年（19歳）ドイツ（ケムニッツ）の会社に派遣
1880年（20歳）ハンス・ジットのバイオリン・レッスン受ける

スウェーデンの会社に派遣
1883年（21歳）ノルウェーの会社に派遣、イプセンと知合う
1884年（22歳）アメリカ（フロリダ）へ派遣

トーマス・ウォードから
音楽理論(対位法と作曲等)を学ぶ
最初のピアノ曲「カーニバルに」ポルカを出版

1885年（23歳）バージニア州へ移る、バイオリンを教える
1886年（24歳）ライプツィヒ音楽院入学

カール・ライネッケにピアノを学ぶ
ハンス・ジットからの再びバイオリン指導

1887年（25歳）ライプツィヒ音楽院になじめず
グリーグと会う

1888年（26歳）グリーグらと「フロリダ組曲」を演奏
グリーグがデーリアスの父を作曲家に説得
パリへ移住
ムンク、ゴーギャンらと親交

1891年（29歳）交響詩「頂にて」オスロで初演
1892年（30歳）歌劇「イルメリン」、バイオリン・ソナタ作曲
1894年（32歳）ゴーギャン、ムンク、ミュッシャ、

ラヴェルと親交

管弦楽組曲「フロリダ」（1887年）
イプセンによる交響詩「頂にて」（1888年）
ヴァイオリンと管弦楽のための「組曲」（1888年）
弦楽四重奏曲（1888年）
ヴァイオリンとピアノのためのロマンス（1889年）
歌曲「シャクンタラ」（1889年）
歌曲「モード」（1891年）
ヴァイオリンとピアノのためのソナタロ長調（1892年）
歌劇「イルメリン」（1892年）
弦楽四重奏曲（1893年）
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ディーリアスとその作品（2）

主な作品
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1899年（37歳）アルフレッド・ヘルツがロンドンで
ディーリアス・プログラム演奏会
父ユリウス死去
管弦楽曲「パリ:大都会の歌」作曲
健康悪化の兆候

1901年（39歳）管弦楽曲「パリ:大都会の歌」初演、成功
1902年（40歳）歌劇「赤毛のマルゴー」作曲
1903年（41歳）イェルカ・ローゼンと結婚

合唱曲「海流」作曲
1904年（42歳)  ピアノ協奏曲ハ短調」、

管弦楽曲「生命の踊り」初演
1905年（43歳)  管弦楽曲「アパラチア」初演

合唱曲「人生のミサ」作曲
1906年（44歳)  ノルウェイ訪問、グリークと会う
1907年（45歳) 歌劇「村のロメオとジュリエット」ロンドン

初演、ビーチャムがディーリアスの音楽を知る
1908年（46歳) ビーチャム「アパラチア」を指揮演奏
1909年（47歳） 管弦楽曲「パリ:大都会の歌」英国初演

合唱曲「人生のミサ」英国初演（ビーチャム）
1910年（48歳） ロンドンのロイヤル・オペラでシーズン開催

「村のロメオとジュリエット」など
チューリッヒでバルトーク（礼賛者）と会う

1914年（52歳） ＜第一次世界大戦＞
ドイツでディーリアス作品の演奏途絶
ヴァイオリン・ソナタ第1番作曲

1916年（54歳)  チェロ・ソナタ作曲
ヴァイオリン協奏曲作曲
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲作曲

1918年（56歳)  チェロ・ソナタ初演

ヴァイオリンと管弦楽のための「伝説」（1895年）
歌劇「魔法の泉」（1895年）
チェロとピアノのためのロマンス（1896年）
管弦楽幻想的序曲「丘を越えて遥かに」（1897年）
歌劇「コアンガ」（1897年）
管弦楽夜想曲「パリ:大都会の歌」（1898年）
交響詩「生命の踊り」（1899年）
歌劇「村のロメオとジュリエット」（1901年）
管弦楽曲「古い黒人奴隷の歌による変奏曲「アパラチア」
（1902年）
歌劇「赤毛のマリゴー」（1902年）
合唱曲「海流」（1903年）
合唱曲「人生のミサ」（1905年）
合唱曲「日没の歌」（1907年）
歌曲「シナーラ」（バリトン独唱と管弦楽）（1907年）
管弦楽曲イギリス狂詩曲「ブリッグの定期市」（1907年）
ピアノ協奏曲ハ短調（1907年）
管弦楽幻想曲「夏の庭で」（1908年）
管弦楽曲「高い丘の歌」（1911年）
歌劇「フェニモアとゲルダ」（1911年）
歌曲「アラベスク」（1911年）
小オーケストラのための2つの小品（1912年）
管弦楽曲「川面の夏の夜」（1912年）
管弦楽曲「楽園への道」（1912年）
管弦楽組曲「北国のスケッチ」（1914年）
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番（1914年）
合唱曲「レクイエム」（1914年）
チェロとピアノのためのソナタ（1916年）
弦楽四重奏曲ト長調（1916年）
管弦楽曲音詩「おとぎ話」
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲（1916年)
ヴァイオリン協奏曲（1916年）
歌曲「水の上の夏の夜に歌うこと」（1917年）

フレデリック・ディーリアス
（Frederick Albert Delius, 1862年-1934年）



ディーリアスとその作品（3）

主な作品
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ハープシコードのためのダンスイ短調（1919年）
チェロ協奏曲（1921年）
劇付随音楽「ハッサン」（1923年）
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番（1923年）
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番（1930年）
チェロと管弦楽「カプリースとエレジー」（1930年）
管弦楽組曲「夏の歌」（1931年）
歌曲「田園詩曲」（1932年）

1919年（57歳）ドイツでディーリアス作品の演奏再開
歌劇「フェニモアとゲルダ」初演

1920年（58歳）ヴァイオリンとチェロのための協奏曲
イギリス初演

1921年（59歳）チェロ協奏曲作曲
1923年（61歳）ヴァイオリン・ソナタ第2番作曲

「夜明け前の歌」作曲
「ダンス・ラプソディ第2番」イギリス初演

1928年（66歳） 失明
1929年（67歳）ディーリアス音楽祭開催（ビーチャム総監督）
1930年（68歳）バイオリン・ソナタ第３番作曲

管弦楽組曲「夏の歌」、「告別の歌」作曲
チェロと管弦楽「カプリースとエレジー」作曲

1933年（71歳）エルガーが訪問
1934年（72歳）死去

フレデリック・ディーリアス
（Frederick Albert Delius, 1862年-1934年）



ディーリアスの作風と特徴

＜作風＞

ディーリアスの音楽はどの楽派にも属さず、いかなる伝統も継承せず、音楽の形式や内容において他
のいかなる作曲家とも異なった独創的な語法を用いた。ディーリアスは初期には伝統的なスタイルから
出発し、創造的な経験を経て、独自の旋律的、詩的で散文的な音楽を作曲し、他の誰の作品とも違うス
タイルへとたどり着いた。
＜初期＞
ディーリアスの初期作品の多くが管弦楽とはかけ離れたもので、「黒人霊歌やフォークソングをしの

ばせる」、組曲「フロリダ」（1887年）などがある。ディーリアスはライプツィヒでワーグナーの熱心
な信奉者となり、息の長い旋律を作り上げるワーグナーの無限旋律技法と半音階的和声法による果てし
なく増大する音の官能性を習得した。最も大きな影響を与えたのは友人のノルウェーの作曲家グリーグ
で、グリーグはディーリアス同様に自然と民謡から着想を得る作曲家で、ノルウェー風の曲想、軽やか
で非発展的な半音階の用法などをグリーグから触発された。またディーリアスは、最初期にはショパン
から、その後は同時代のラヴェルや「パリ:大都会の歌」（1899年）に見られる作品ではリヒャルト・
シュトラウスの管弦楽法などから影響を受けた。また、ディーリアスの音楽にはフランスの同時の作曲
家ドビュッシーと美的感覚において類似点がある。ドビュッシー自身は、ディーリアスの音楽を「曲は
非常に甘美で淡い。裕福な隣人が病から脱しようとする時にいたわるような音楽である。」と評してい
る。一方のディーリアスはドビュッシーの管弦楽法を称賛しつつも、その作品は旋律を欠いていると考
えていた。
＜発展・円熟期＞
ディーリアスは、初期に作り上げた意欲的な作曲法を、対照性や発展性加え、さらに豊かな和声構造

を伴う円熟した作法へ発展させた。ディーリアスは楽器の既知の能力から音楽を考えず、響きを第一に
考え、特定の響きを生み出し、ソナタ形式や協奏曲形式などの伝統的な形式にとらわれなくなっていっ
た。このためディーリアスの音楽は絵画、特に点描で描かれたものとの類似性があると言われている。
1907年頃にその独自の様式を完成し、この時期の作品には、名声を得た「ブリッグの定期市」、オペラ
オペラ「フェニモアとゲルダ」（1910年）などの一連の主要作品がある。「チェロソナタ」（1917
年）は、慣れ親しんだ管弦楽の用法を使用せず、メロディーの取り扱いにより成功を収めた。
＜晩年＞
晩年の1929年からの4年間、フェンビーの助けを得て、ディーリアスは管弦楽曲「夏の歌」と「告別

の歌」の2つの主要作品を生み出し、いくつかの小品を書き上げた。
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■ディーリアス作曲チェロ・ソナタニ長調

フレデリック・ディーリアス（Frederick Delius、1862年-1934年）は、ドイツ移民の子供としてイギ
リスの Bradfordに生まれたイギリスの作曲家である。イギリスの他アメリカ、ドイツ、フランスなどに
住んだが、そのうちの多くの時間をフランスで過ごした。このチェロ・ソナタは、1916年に、イギリスの
チェリスト、ベアトリス・ハリソン（ Beatrice Harrison、1892年 - 1965年）のために作曲され、作曲２
年後の1918年にベアトリス・ハリソンによりロンドンのウィグモア・ホールで初演された。
ディーリアスのチェロ・ソナタは、「ソナタ」と名付けているが、伝統的なソナタではなく自由な単一

楽章からなる幻想曲風の作品で、 1つの継続的な動機を用い、3つの部分に明確に分けられた簡潔で見事な
作品である。
曲は全体的にゆるやかで、ある意味捉えどころがなく、曖昧なままに、漂うような音楽であるが、ゆっ

たりとしたチェロの流れが続くが、遅い中間部が他のロマンチックな流れと対比している。ピアノの役割
はチェロの流れを支え、ディーリアスに特有な和音の豊かな詩的音楽を支えている。チェロ奏者とピアノ
奏者は絶えず動き続け、次から次へと曲想が変化する。チェロ奏者の場合は息を吸う間もなく、264小節
のうちのわずか13小節のみの休符となっている。

●第1部 Allegro ma non troppo

第1部では、冒頭からチェロが上行する叙情的で中間フレーズのように漂うようなフレーズをラプソ
ディックに奏し、その主題を中心に、優しく、流れるような展開が行われる。それをピアノが模倣し、次
第に両方の楽器が溶け合っていく。曲全体で支配的なのもははなく、チェロが自由な長い流れを作ってい
る。オクターブの6小節のピアノのソロの後、チェロは第2主題を奏し、それがより力強く、鋭角的に発展
していく。再び、ピアノのソロとなり、その後、2小節単位のフレーズを通じて音楽的な流れを拡張し、
速いテンポの３連音符のパッセージを経て静まる。情熱的な音楽で高まった後に、緊張を緩め、構造的な
と動きの変化がある。テンポを落として第２部に入る。

演奏曲目解説（1）
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●第2部 Lento, molto tranquillo

第2部は静かな、ささやくようなソスタルジックな幻想的音楽で、ゆっくりしたテンポで始まる美しい
旋律的なラインにより、ドビュッシーを思わせる夢見ごこちの雰囲気の曲想が展開される。ここでは、静
かなチェロのメロディ・ラインと、夢のような上行音型の三連音符の優しいピアノ伴奏により特徴付けら
れている。この第2部は、中心的な部分の始まりのように見えるが音楽的な変遷として扱われている。最
も美しく変えられて、伸ばされる旋律的なラインを持つ。 4分の4拍子のこの遅い動きは、やがて4分の6
拍子に拡張される。やがて4/4拍子へ戻り、徐々に、冒頭の旋律が回顧されて、何回か繰り返し、第３部
が始まる。

●第3部 Tempo primo

第3部は第1部のモチーフを、1/3の長さに圧縮して冒頭のモチーフを再構築する。第1部の転調で第１部
と同じような展開となるが、徐々にスピードと活気を増し、明るく、きっぱりとした表情も持つようにな
る。チェロは、冒頭の2小節を除いて1オクターブ高く置かれる。第1部の曲想が再現され、高音域でモ
チーフを正確に繰り返す。その後に、第1部を入れ換え再現したピアノのソロの後、三連音符の速いテク
ニカルな動きを経て、コーダになる。コーダは、最終に英国風の力強く荘厳な雰囲気の中で、チェロの高
音のDと、重音で力強く曲を結ぶ。

演奏曲目解説（1）
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■エルガー作曲チェロ協奏曲ホ短調作品85 第1楽章

エルガーは「エニグマ（謎）変奏曲」や「威風堂々」によって知られる近代イギリスの作曲家であ
る。チェロ協奏曲はエルガーの代表作の１つで、欧米の演奏会で取り上げられることが多いチェロ協
奏曲である。この曲は1919年６月に完成された。エルガーが62才の作品である。エルガーが作曲家と
して成功し、大作を相次いで発表した創作活動の最盛期である、41歳から62歳にかけての円熟期の最
後の大作となった。
エルガーは第１次世界大戦の惨状に深く心を痛めており、終戦と同じ年の1918年の夏に作曲を開始

し、約１年で曲を完成した。曲は1919年10月26日、ロンドンのクィーンズ・ホールにおいて、フェ
リックス・サルモンド（Felix Salmond）の独奏、作曲者指揮によるロンドン交響楽団の演奏で初演
された。この協奏曲の初演は不評であったが、エルガーの知人のチェロ奏者ビアトリス・ハリソン
（Beatrice Harrison）の演奏により次第に知られるようになり、今日ではチェロ協奏曲の名曲の１つ
となっている。この曲はイギリスの作品らしい高貴な風格と威厳を備えている一方で、ロマン的な抒
情性を併せ持っている。冒頭のチェロのカデンツァの主題が全曲中の随所に形を変えてとりあげられ、
各部のモチーフや主題に関連して曲全体の雰囲気を支配している。また、３楽章の主題が４楽章で生
かされ、最後に冒頭のチェロのカデンツァが再現されるなど独創的な構想で作曲されている。
全曲は４楽章から構成されているが、第１、２楽章は続けて演奏されるため３つの部分に分けられ

ているといえる。

演奏曲目解説（2）

HMVスタジオでエルガーのチェロ協奏曲の録音に
臨む作曲者エルガーとハリスン（1920年）
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●第１楽章アダージョホ短調４分の４拍子モデラートホ短調８分の９拍子

第１楽章では冒頭からチェロによる「孤高のモノローグ」と題された、悲痛なレシタティーブが奏
され、これが全曲を通してさまざまに姿を変えて用いられる。第１楽章は序奏と２つの部分で構成さ
れている。
冒頭で独奏チェロによる荘重な堂々としたカデンツァ風の無伴奏の序奏が奏された後，モデラート

に変わり、第１主題を弦楽器が奏しチェロがこれを反復して奏する。この８分の９拍のテーマにはエ
ルガーの悲嘆がこめられている。このテーマは２分音符と４分音符の間に揺れ動き、安らぎと苦悩の
狭間に揺れ動く様を表現している。やがて頂点に達したのちチェロが主題を繰り返す。このテーマは
この後の12分の８拍子の生き生きしたテーマに結びつく。木管群がモチーフを弱く奏するにつれて、
チェロが表情豊かに第２主題のモチーフを奏する。これが変奏され何度か甘美に奏された後、緊張感
を持って反復されエピソードを終える。再び８分の９拍子に戻り第１主題のモチーフが奏され、静ま
り第２楽章へと進む。

演奏曲目解説（2）
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■ブリッジ作曲4つの短い小品第2番春の歌（バイオリンのための作品）作曲者によるチェロ編曲

フランク・ブリッジ（Frank Bridge, 1879年- 1941年）は、イギリスの作曲家、弦楽奏者、指揮者であ
る。ホルストやヴォーン・ウィリアムズらによる民謡に依拠した作風が20世紀初頭のイギリス楽壇の
主流となる中、同時代のヨーロッパ大陸のさまざまな新音楽（フランス印象主義、ロシア象徴主義、
ドイツ表現主義）に触発されつつ、独自の前衛音楽を作曲した。ベンジャミン・ブリテンの師であり、
10歳の時にブリッジの交響組曲「海」を聴き衝撃を受けたブリテンは、その3年後にブリッジから作曲
のレッスンを受けることになる。ブリッジの音楽はしばしば「サロン風」と評されることもあるが、
先進的な音楽を作曲した。
原曲は1912年に作曲したバイオリンのための作品で、作曲者自身がチェロに編曲した。「春の歌」

は1.Meditation 2. Spring Song 3. Lullaby 4. Country Danceの第2曲である。
曲は、ゆったりとしたピアノの４小節の序奏の後、チェロがのどかな旋律を歌う。第２の旋律で盛

り上がった後、静まり、最初の旋律を再現し、第２の旋律が変化を見せ、静かに曲を結ぶ。

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
子のパオロ・アントニオ・テストーレ(Paolo 
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。パオロ・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。特にパオロ・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
らのパオロ・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。パオロ・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。

パオロ・アントニオ・テストーレ
（PAOLO ANTONIO TESTORE）

【Paolo 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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