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チェロ・ソナタ第２番ト長調作品５の２

◆ベートーヴェン作曲
チェロ・ソナタヘ長調作品64第1楽章

◆モーツァルト作曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

チェロ：水口貴裕
ピアノ：弓削田綾美

Ludwig van Beethoven（1770年-1827年）

演奏楽器/弓

◆チェロ：フランチェスコ・ルジェーリ（クレモナ、1675年）
◆弓 ：フランソワ・ペカット (パリ、1840年頃）

P
4
5
9

10

14
18
19
20



「チェロ名曲を銘器で楽しむ」

＜ドイツ・オーストリアのチェロ音楽2＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】
ベートーヴェン/チェロ・ソナタ作品17
モーツァルト/バイオリン・ソナタ第18番
第1楽章/他
【使用楽器】
フランチェスコ・ルジェーリ

1/10
(日)

レクチャーと演奏

＜バッハのチェロ音楽＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】
バッハ/無伴奏チェロ組曲第2番
バッハ/無伴奏チェロ組曲第3番より他
【使用楽器】
ダビット・テヒラー

2/7
(土)

＜ドイツ・オーストリアのチェロ音楽1＞

【レクチャー】生涯、作品・チェロ音楽
【演奏】
ベートーヴェン/チェロ・ソナタ第2番
ベートーヴェン/チェロ・ソナタ作品64他
【使用楽器】
フランチェスコ・ルジェーリ

3/7
(日)

＜2021年演奏予定曲＞

1月10日（日）
ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第2番ト短調他

2月6日（土）
バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調他

3月7日（日）
ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタヘ長調作品17他

4月3日（土）
フランク作曲 チェロ・ソナタ イ長調他

5月1日（土）
ブラームス作曲チェロ・ソナタニ長調作品78「雨の歌」他

6月5日（土）
フォーレ作曲チェロ・ソナタ第1番ニ短調作品109他

7月3日（土）
ドヴォルザーク作曲ソナチネ ト長調作品100他

8月7日（土）
メンデルスゾーン作曲チェロソナタ第1番変ロ長調作品45他

9月4日（土）
カバレフスキー作曲チェロ・ソナタ作品71他

10月2日（土）
グリーク作曲チェロ・ソナタ・イ短調作品36他

11月6日（土）
リヒャルト・シュトラウス作曲チェロソナタヘ長調作品6他

12月4日（土）
ストラビンスキー「イタリア組曲」他

＊日程、曲目は変更になる場合があります。



ベートーヴェンのチェロ曲

◆ソナタ

チェロソナタ第1番ヘ長調 Op.5-1（1796年）
チェロソナタ第2番ト短調 Op.5-2（1796年）
チェロソナタ第3番イ長調 Op.69（1808年）
チェロソナタ第4番ハ長調 Op.102-1（1815年）
チェロソナタ第5番ニ長調 Op.102-2（1815年）

◆変奏曲

モーツァルトの『魔笛』の主題による12の変奏曲ヘ長調 Op.66（1796年）
ヘンデルの『ユダ・マカベア』の主題による12の変奏曲ト長調WoO 45（1796年）
モーツァルトの『魔笛』の主題による7つの変奏曲変ホ長調WoO 46（1801年）

◆他の曲からの編曲

チェロ・ソナタヘ長調op.17 （ホルン・ソナタ）（1800年）
チェロソナタ変ホ長調 Op.64（弦楽三重奏曲作品3の編曲）（1807年）

◆協奏曲

ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲ハ長調Op.56（1805 年）
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ベートーヴェンとその作品（1）

主な作品
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（Ludwig van Beethoven,1770年-1827年）

皇帝ヨーゼフ2世葬送カンタータWoO.87（1790年）
皇帝レオポルト2世戴冠式カンタータWoO.88（1790年）
ピアノ三重奏曲第9番変ホ長調WoO.38（1791年）
ピアノ三重奏曲第10番変ホ長調「14変奏曲」 Op.44（1792年）
弦楽三重奏曲第1番変ホ長調 Op.3（1794年）
ピアノ三重奏曲第1番変ホ長調 Op.1-1（1794年）
ピアノ三重奏曲第2番ト長調 Op.1-2（1795年）
ピアノ三重奏曲第3番ハ短調 Op.1-3（1795年）
ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15（1795年）
ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19（1795年）
チェロソナタ第1番ヘ長調 Op.5-1（1796年）
チェロソナタ第2番ト短調 Op.5-2（1796年）
「魔笛の主題による12の変奏曲」ヘ長調 Op.66（1796年）
「マカベウスのユダ」主題12変奏曲ト長調WoO.45（1796年）
ピアノ三重奏曲第4番変ロ長調「街の歌」 Op.11（1797年）
ヴァイオリンソナタ第1番ニ長調 Op.12-1（1798年）
ヴァイオリンソナタ第2番イ長調 Op.12-2（1798年）
ヴァイオリンソナタ第3番変ホ長調 Op.12-3（1798年）
弦楽三重奏曲第2番ト長調 Op.9-1（1798年）
弦楽三重奏曲第3番ニ長調 Op.9-2（1798年）
弦楽三重奏曲第4番ハ短調 Op.9-3（1798年）
ピアノソナタ第8番ハ短調「悲愴」 Op.13（1799年）
交響曲第1番ハ長調 Op.21（1800年）
ホルンソナタヘ長調 Op.17（1800年）
弦楽四重奏曲第1番ヘ長調 Op.18-1（1800年）
弦楽四重奏曲第2番ト長調Op.18-2（1800年）
弦楽四重奏曲第3番ニ長調 Op.18-3（1800年）
弦楽四重奏曲第4番ハ短調 Op.18-4（1800年）
弦楽四重奏曲第5番イ長調 Op.18-5（1800年）
弦楽四重奏曲第6番変ロ長調 Op.18-6（1800年）
弦楽五重奏曲ハ長調 Op.29（1801年）
「魔笛の主題」7変奏曲変ホ長調WoO.46（1801年）
ヴァイオリンソナタ第4番イ短調 Op.23（1801年）

1770年（0歳）ボンに生まれる
1778年（8歳）最初の公開演奏会、エーデンにオルガンを師事

公立下級学校ラテン語学科入学
1779年（9歳）ブファイファーにクラヴィアを学ぶ
1780年（10歳）ロヴァンティーニからヴァイオリン/ヴィオラ、

ツェンゼン/コッホからオルガンを学ぶ
ミノリーテン教会でオルガン演奏

1781年（11歳）クラヴィア、オルガン、作曲をネーフェに師事
1782年（12歳）エーデンの葬儀でオルガン演奏

初作曲「ドレスラー主題９変奏曲」出版
1783年（13歳) 音楽雑誌ベートーヴェン記事掲載

国民劇場管弦楽団でチェンバロ演奏
「３つの選帝侯ソナタ」（Wo047）献呈

1784年（14歳）宮廷第２オルガニスト就任
1785年（15歳）３つのクラヴィア四重奏曲(Wo036)作曲
1787年（17歳）宮廷楽師としてウィーン留学、モーツァルト訪問

母マリア・マグダレーナ死去
1788年（18歳）宮廷楽団/国民劇場オーケストラ奏者就任
1789年（19歳）ボン大学聴講生入学
1790年（20歳）ヨーゼフ２世追悼カンタータ作曲

皇帝レオポルト2世戴冠式カンタータ作曲
1792年（22歳）ウィーン移住、ハイドンの弟子となる

父親ヨハン死去
1793年（23歳）ヨハン・シェンクに対位法を習う
1794年（21歳）アルブレヒツベルガーに対位法を習う

シュパンツィヒからヴァイオリンレッスン
ボン宮廷の給付金停止

1795年（25歳）ウィーン音会家協会慈善演奏会出演
ブルク劇場出演デビュー
ハイドン主催音楽会でピアノ協奏曲Op.15演奏

1796年（26歳）フリードリヒ・ヴィルヘルム２世御前演奏
-チェロ・ソナタOp.5-1、Op.5-2

リヒノフスキー侯爵とプラハ旅行 5



ベートーヴェンとその作品（2）

主な作品

ヴァイオリンソナタ第5番ヘ長調「春」 Op.24（1801年）
ピアノソナタ第12番変イ長調「葬送行進曲」 Op.26（1801年）
ピアノソナタ第14番嬰ハ短調「月光」 Op.27-2（1801年）
ピアノソナタ第15番ニ長調「田園」 Op.28（1801年）
ピアノソナタ第17番ニ短調「テンペスト」 Op.31-2（1802年）
ピアノソナタ第21番ハ長調「ワルトシュタイン」Op.53（1803年）
交響曲第2番ニ長調 Op.36（1803年）
ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37（1803年）
ヴァイオリンソナタ第6番イ長調 Op.30-1（1803年）
ヴァイオリンソナタ第7番ハ短調 Op.30-2（1803年）
ヴァイオリンソナタ第8番ト長調 Op.30-3（1803年）
ヴァイオリンソナタ第9番イ長調「クロイツェル」 Op.47（1803年）
ピアノ三重奏曲第8番 Op.38（Op.20の編曲）（1803年）
ピアノ三重奏曲第11番ト長調Op.121a（1803年）
交響曲第3番変ホ長調「英雄」Op.55（1805年）
オペラ『フィデリオ』Op.72（1805年）
ピアノ、ヴァイオリン、チェロ三重協奏曲ハ長調 Op.56（1805年）
ピアノソナタ第23番ヘ短調「熱情」 Op.57（1805年）
ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61（1806年）
弦楽四重奏曲第7番ヘ長調「ラズモフスキー1番」Op.59-1（1806年）
弦楽四重奏曲第8番ホ短調「ラズモフスキー2番」Op.59-2（1806年）
弦楽四重奏曲第9番ハ長調「ラズモフスキー3番」Op.59-3（1806年）
チェロとピアノ二重奏曲変ホ長調 Op.64（Op.3編曲）（1807年）
交響曲第4番変ロ長調 Op.60（1807年）
ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58（1807年）
『コリオラン』序曲 Op.62（1807年）
『レオノーレ』序曲 Op.138（1807年）
交響曲第5番ハ短調（運命）Op.67（1808年）
交響曲第6番ヘ長調「田園」Op.68 (1808年)
チェロソナタ第3番イ長調 Op.69（1808年）
ピアノ三重奏曲第5番ニ長調「幽霊」Op.70-1（1808年）
ピアノ三重奏曲第6番変ホ長調 Op.70-2（1808年）
ピアノ協奏曲第5番変ホ長調「皇帝」Op.73（1809年）

1797年（27歳）ロンベルクのウィーン演奏会出演
ピアノ五重奏曲Op.16演奏
オーケストラ舞曲演奏

1799年（29歳）宮廷楽長サリエリに作曲を師事
1800年（30歳）自主演奏会ブルク劇場で主催

-交響曲第１番、ビアノ協奏曲第１番初演
ホルンソナタ初演
チェルニーにピアノ指導開始

1801年（31歳）傷病兵救済の慈善演奏会出演
親友の医師に耳の病気について告白

1802年（32歳）ハイリゲンシュタットの遺書
1803年（33歳）アン・デア・ウィーン劇場と作曲契約

自主演奏会開催、ピアノ協奏曲第３番初演
クロイッエルソナタ初演

1805年（35歳）弦楽四重奏団ベートーヴェンシリーズ演奏
交響曲第３番初演
＜フランス軍ウィーン占領＞
オペラ「レオノーレ」初演、失敗打切

1806年（36歳）リヒノフスキー侯爵と仲違い
1807年（37歳）交響曲第４番とピアノ協奏曲第４番初演

「コリオラン」序曲初演
ミサ曲ハ長調初演、失敗

1808年（38歳）三重協奏曲（P/Vn/Vc）初演
交響曲第5番「運命」初演
ピアノ協奏曲第４番初演

1809年（39歳）カッセルの宮廷楽長就任を断念
３人の貴族から年金受給約束
オランダ王立科学文芸美術院外国人名誉会員

1810年（40歳）「エグモント」序曲初演
1811年（41歳）ロブコヴィツ侯爵の年金停止

ピアノ協奏曲第５番初演
1812年（42歳）文豪ゲーテと会う、キンスキー侯爵年企停止
1813年（43歳）「ウェリントンの勝利」の初演

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（Ludwig van Beethoven,1770年-1827年）
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ベートーヴェンとその作品（3）

主な作品

弦楽四重奏曲第10番変ホ長調「ハープ」Op.74（1809年）
ピアノソナタ第24番嬰ヘ長調「テレーゼ」 Op.78（1809年）
ピアノソナタ第25番ト長調「かっこう」 Op.79（1809年）
ピアノソナタ第26番変ホ長調「告別」 Op.81a（1809年）
弦楽四重奏曲第11番ヘ短調「セリオーソ」Op.95（1810年）
『エグモント』序曲Op.84（1810年）
ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調「大公」Op.97（1811年）
ヴァイオリンソナタ第10番ト長調 Op.96（1812年）
交響曲第7番イ長調 Op.92（1813年）
『ウェリントンの勝利』（戦争交響曲） Op.91（1813年）
交響曲第8番ヘ長調 Op.93（1814年）
チェロソナタ第4番ハ長調 Op.102-1（1815年）
チェロソナタ第5番ニ長調 Op.102-2（1815年）
ピアノソナタ第29番変ロ長調
「ハンマークラヴィーア」 Op.106（1818年）
交響曲第9番ニ短調（合唱付き）Op.125（1824年）
弦楽四重奏曲第12番変ホ長調Op.127（1825年）
弦楽四重奏曲第13番変ロ長調Op.130（1825年）
弦楽四重奏曲第15番イ短調 Op.132（1825年）
弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調Op.131（1826年）
大フーガ変ロ長調 Op.133（1826年）
弦楽四重奏曲第16番ヘ長調 Op.135（1826年）

1814年（44歳）ピアノ三重奏曲「大公トリオ」初演
フィデリオ初演
リヒノフスキー侯爵死去

1815年（45歳）キンスキー侯爵家と年金訴訟和解
ロブコヴィツ侯爵家と年金問題和解
弟カール死去。弟カールの遺書不服上訴
チェロ・ソナタ第３番初演

1816年（46歳）メトロノーム使用
1817年（47歳）「総合音楽新聞」メトロノーム速度指示掲載
1818年（48歳）スランプ、体調悪く、渡英断念

メトロノームの信頼性と有用性を発表
1819年（49歳）ライバッハ音楽協会名誉会員
1821年（51歳）シュタイアーマルク音楽協会名誉会員
1822年（52歳）ロッシーニの訪問
1823年（53歳）スウェーデン王立アカデミ一名誉会員

ウエーバーが訪問
1824年（54歳）交響曲第９番、「ミサ・ソレムニス」初演
1825年（55歳）ロンドン行きを承諾
1826年（56歳) ウィーン楽友協会名誉会員

弦楽四重奏曲「大フーガ」初演
1827年（56歳）シューベルトが見舞

死去

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（Ludwig van Beethoven,1770年-1827年）

ジャン・ルイス・デュポール
Jean-Louis Duport (1749 –1819)

ベルンハルト・ロンベルク
Bernhard Heinrich Romberg（1767 - 1841年）

アントン・クラフト
Anton Kraft（1749年-1820年）

ベートーヴェン
とチェリスト
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ベートーヴェンハウス

1800年リヒノフスキー公から贈られた弦楽四重奏一式
（左より）
第１ヴァイオリン：ニコロ・アマティの弟子、1700年
第２ヴァイオリン： C.F.ランドルフィ？、18世紀
ビオラ：ヨハン・アントン・ゲーラー、18世紀後半
チェロ：ニコロ・アマティの弟子（A.グァルネリ？）、17世紀

ベートーヴェン所有弦楽器

補聴器

フォルテピアノ

ベートーヴェンハウス（ボンの生家）
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ベートーヴェン音楽の作風と特徴（1）

モーツァルトやハイドンの影響を受けた非常に明るい作風。
古典派様式に忠実な明るく活気に満ちた作品を書いた。

◆主な曲（チェロ曲以外）：
ピアノソナタ第8番『悲愴』 op.13、第14番『月光』 op.27-2 
ヴァイオリンソナタ『春』op.24 『クロイツェル』 op.47

ウィーン古典派の形式を再発見。動機の発展や展開・変化を重視
し、形式的・構成的なものを追求。コーダの拡張など古典派形式
を拡大。スケルツォの導入、従来のソナタ形式を飛躍的に拡大、
動機やリズムの変化、標題的要素、楽章の連結、5楽章形式など、
革新的な技法を編み出している。古典派の様式美とロマン主義を
きわめて高い次元で両立、音楽の理想的存在として、以後の作曲
家に影響を与えた。「暗→明」、「苦悩→喜び」の劇的構成は、
後のロマン派の多くの作品に影響を与えた。
◆主な曲（チェロ曲以外）：交響曲第3番「英雄」op.55、第5番
「運命]op.67 、第6番『田園』 op.68、ピアノソナタ第23番『熱
情』 op.57バイオリン協奏曲ニ長調op.61ピアノ協奏曲第5番『皇
帝』 op.73、弦楽四重奏曲第7番、第8番、第9番（ラズモフス
キー1-3） op.59、歌劇『フィデリオ』 op.72c

ホモフォニー全盛であった当時においてバッハの遺産、対位法＝
ポリフォニーを研究し、大々的に取り入れた。
ロマン的な雰囲気を持ち、規模の簡略化、旋律性の漂う雰囲気で、
ロマン的な音楽といわれている。ロマン派の代表的代表のロベル
ト・シューマンは、ベートーヴェンの影響を強く受けた作曲家の
一人。
◆主な曲（チェロ曲以外）：
交響曲第9番「合唱付」 op.125

チェロ曲作 風

＜前期＞

-1802年
-32歳

＜中期＞

1803年-
1814年
33歳-
44歳

＜後期＞

1815年-
1827年
45歳-
55歳

チェロソナタ変ホ長調 Op.64
（弦楽三重奏曲作品3の編曲）（1807年）
チェロソナタ第1番ヘ長調 Op.5-1（1796年）
チェロソナタ第2番ト短調 Op.5-2（1796年）
モーツァルトの『魔笛』の主題による

12の変奏曲ヘ長調 Op.66（1796年）
ヘンデルの『ユダ・マカベア』の主題
による12の変奏曲ト長調WoO 45（1796年）
モーツァルト『魔笛』の主題による

7つの変奏曲変ホ長調WoO 46（1801年）
チェロ・ソナタヘ長調op.17 
（ホルン・ソナタ）（1800年）

ピアノ、ヴァイオリンとチェロと
管弦楽のための三重協奏曲ハ長調Op.56
（1805 年）
チェロソナタ第3番イ長調 Op.69（1808年）

チェロソナタ第4番ハ長調 Op.102-1（1815年）
チェロソナタ第5番ニ長調 Op.102-2（1815年）

9
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■チェロ・ソナタ第2番ヘ長調作品５の１

ベートーヴェンは５曲のチェロ・ソナタと３曲のチェロとピアノのための変奏曲を作曲した。チェロ・
ソナタとしてはこの他に作曲者自身がホルン・ソナタをチェロ用に編曲したものがある。特に５曲のチェ
ロ・ソナタは、バッハの無伴奏チェロ組曲が「チェロの旧約聖書」といわれているのに対して、「チェロ
の新約聖書」ともいわれている重要な作品である。
最初のチェロ・ソナタである作品５の２曲は、ベートーヴェンが30歳の頃の作品である。当時ベートー

ヴェンはオペラのオーケストラでビオラ奏者をしており、メンバーでチェロ奏者の名手ベルンハルト・ロ
ンベルグ（Bernhard Heinrich Romberg 1767−1821）の演奏に触発されたことが作曲の契機と考えられている。
ベートーヴェンは1792年10月に、故郷のボンからウィーンに移りピアノ奏者として広く認められていた。
この２曲のチェロ・ソナタは、1796年の演奏旅行の際ベルリン滞在中に作曲された。そして音楽の愛好者
でありチェロの演奏が得意なベルリンのプロシア王フリードリッヒ・ウィルへルム２世の前で演奏し、同
国王に献呈された。初演は王宮の第１チェリストで、ウィルへルム２世のチェロの先生であったデュポー
ルJean-Louis Duport(1749−1819)のチェロとベートーヴェン自身のビアノにより行われた。これら２曲の
チェロ・ソナタは、チェロの独奏楽器としての能力を十分発揮させている作品といえる。

作品５の２曲のチェロ・ソナタは、ベートーヴェン初期の曲に特徴的な音階風のフレーズや、簡潔で軽快
な楽想など、ハイドンやモーツァルト的な要素を有している。チェロの旋律はハイドン風の簡潔で親しみ
やすい旋律である。展開部は明快で第１主題を中心に展開する快活な音形をとり、モーツァルト風に短調
で憂いを表現するなど、緊張感とリラックスを巧みに使い分け、ベートーヴェンの初期の特徴がよく現れ
ている。しかしそこに流れている音楽は、メロディ、男性的な言い回しなど、ハイドンやモーツァルトと
は異なった紛れもないベートーヴェンの音楽そのものである。
第１番のチェロ・ソナタは、当時演奏家として活躍していたベートーヴェンが、ウィルへルム２世の前

で演奏するときに自身のピアノの腕前を披露できるように、特にピアノ・パートが技巧的に作られている。
第２番のソナタは第１番より、構成、内容ともさらに充実しており、若々しくエネルギッシュで、明るさ
の中にときおり憂いを含ませた端正な作品である。また、チェロの音域が第１番よりも高く、４オクター
ブの音域まで使用されている。チェロはピアノと対位的な動きをみせ、上行、下行を伴って２弦間の移弦
を繰り返し、高いポジションへ飛ぶなど、第１番よりもさらに技巧的である。
ベートーヴェンはこれら２曲のソナタでは緩徐楽章を省略して、曲の冒頭に序奏を置いているのが特徴

である。
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●第１楽章アダージョ・ソステヌートへ長調４分の３拍子−アレグロへ長調４分の４拍子

第１楽章は序奏付きのソナタ形式をとっている。序奏の冒頭ではチェロとピアノがユニゾンで立ち止ま
りながら進行し、チェロが優雅なカンタービレの旋律を奏する。チェロがアクセントの付いた８分音符で
上昇した後、付点音符の下行音形を繰り返して低音に向かってクレッシェンドする。序奏部の頂点となり、
それが静まるとモーツァルトの音楽を思わせるような生き生きとした主部になる。
主部ではチェロが弓を弦で弾ませる伴奏の和音を奏し、ピアノが愛らしい第１主題を奏した後、チェロ

が第１主題を繰り返し、チェロの大らかな動きの経過句を経て高まり、一時的に終止した後、チェロがや
や暗く歌うように第２主題を奏しすぐに明るくなる。チェロが音階風のフレーズを奏し、スタッカートで
勢いの良いフレーズとなる。次第に高まり、クライマックスになり、音階風に下行し、チェロが新しい軽
快な旋律を奏する。経過句を経てコーダとなる。ピアノに続いてチェロが優雅にフレーズを奏し、高まり
提示部を終わる。展開部では第１主題がさまざまに転調される。チェロの大らかな動きで展開部を終わる。
再現部は第１主題を再現し、第２主題も再現する。経過句を経てカノン風のフレーズとなる。再度、音

形を反復し、静まり、Adagioで第１主題のモチーフを回想的に奏する。Prestoで加速して終止し、第１
主題のモチーフを再現してクライマックスとなり、第１楽章を力強く結ぶ。

●第２楽章アレグロ・ビバーチェヘ長調８分の６拍子

第２楽章はロンド形式をとっている。チェロは冒頭より軽快なロンド主題をスタッカートで奏し、これ
とピアノが対話する。ピアノの軽快なフレーズが終ってチェロとピアノが対話した後、ピアノの経過的な
フレーズ、主題モチーフを経て、再びチェロが主題を奏する。その後、転調を繰り返す。
チェロが感傷的な第１副主題を奏しピアノが引き継いで奏し、展開し進行する。主題を再示し、チェロ

保続音の後、主題のモチーフを奏して最後のクライマックスとなる。一時終止しピアノが穏やかな旋律を
奏し、これにチェロが加わる。突然、急速なテンポに戻り冒頭のロンド主題モチーフを奏してクライマッ
クスとなり力強く全曲を終わる。
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■チェロソナタヘ長調作品64

この曲は1794年に作曲された弦楽三重奏曲第1番変ホ長調作品3をベートーヴェンの監督、指導のもとに
ベートーヴェンの手が加えられて作品64として、チェロとピアノに編曲され、1807年にアルタリア社から
出版された。作品64としたのは、ベートーヴェン自身なのか、出版社なのかは、議論の的となっている。
原曲の弦楽三重奏曲（第１番）変ホ長調作品３は、ベートーヴェンが1792年秋にボンを去る以前に作曲

し、1792年末、ハイドンに師事するためボンからウィーンに到着した後で、ベートーベンが全曲を改訂し、
ピアノ三重奏曲へと編曲した。
この三重奏曲は1796年の春にウィーンでアルタリア社から出版され､作曲者の生前にヨーロッパ中で再

版された。この作品がこれほどまでに出版、演奏された理由は、1788年にモーツァルトが作曲した同じ６
楽章の作品で、同じく第２、第４楽章に２つの緩徐楽章をもつモーツァルトの唯一の弦楽三重奏曲K563の
喜遊曲(ディベルティメント）を例外として、この曲は2つの緩徐部分を含む6楽章の構成で、当時のどの
作品よりも大規模で緻密さのある弦楽三重奏曲であったためと考えられている。また、この作品3のこの
構造はモーツァルトの弦楽三重奏曲K563の喜遊曲(ディベルティメント）に直接影響されモデルとして作
曲したと考えられている。ベートーヴェンの三重奏曲も楽器編成は、18世紀に普通だった、ヴァイオリン
２、チェロの組み合わせではなく、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの編成として中声部の厚みを創って
いる。

●第１楽章 アレグロ・コン・ブリオ 変ホ長調 ４分の４拍子 ソナタ形式

作品全体は多種多様のリズムと感性で満たされている。
第１楽章は冒頭から熱を帯びた大胆なオーケストラ的な効果のテーマで開始し、やがてハイドン風のなだ
らかな主題が奏される。シンコペーションのリズムを交えて最初の主題が繰り返される。それが発展し、
転調しながら、再び最初のテーマが再現される。
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■モーツァルト作曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

この曲はモーツァルトが、妻コンスタンツェの療養を世話した合唱指揮者アントン・シュトルのため
に作曲したものである。わずか46小節の小品であるが、絶妙な転調による静謐な雰囲気からモーツァル
ト晩年の傑作とされている。
「アヴェ・ヴェルム・コルプス」は教会音楽の合唱曲で、ラテン語で、「めでたし まことの御体（お
んからだ）」という意味で、キリストへの感謝と賛美が歌われている。
この曲は、メロディーに細かい音符や複雑な音型はなく、シンプルな構造であるが、4回転調し、微妙

にに曲の雰囲気を変化させている。転調は自然な流れで、グラデーションのようにいつの間にか調が変
わっている。こうした隠れた技により最大の効果を生み、この曲の厳かな雰囲気を生み出している。



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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使用弓

19

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。



＜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）
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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