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はじめに  

 チェロを始めてから、20年を超えました。大人になってチェロを習い始めた時、「大

人になってレッスンなんか受けても上手くはならないよ」といった事をよく耳にしまし

た。でもそれは今、間違いであると自信を持って言えます。上達のスピードや、どこま

で上達するかは人によって違うと思います。ですが、「ぜんぜん、まったく、これっぽ

っちも上達しない」なんてことはありません。人それぞれのペースで、それぞれに上達

できるものです。そしてそれぞれの能力に応じていろんな楽しみ方があるものです。 

 チェロという楽器は大人になってから始める人がとても多い楽器です。今までに、大

人になってからチェロを始めたアマチュアを沢山見てきましたが、上達を妨げている一

番の原因は「大人から始めても上手くなんかならない。上達しないのが当たり前」とい

う先入観と思い込みです。「練習したって上達はしない」と思い込むあまり、最初から

何もしようとしないのは、あまりにももったいない…と、いつも思ってしまいます。 大

人は子供のような記憶力は持っていません。でも、いろんな知識や経験があります。そ

れらの知識と経験を武器にして練習すれば良いのです。私の場合も、過去の数々の失敗

を生かすことができました。この本では、私が１９年間、仕事とチェロの両立に悩みつ

つ試行錯誤してきた練習の工夫をまとめてみました。ぜひ皆さんの練習のヒントにされ

てください。 

最後の章では、楽器を練習する上でぜひ知っていて欲しい、物理学の基礎を書いてみま

した。物理的なものの見方は、チェロの練習にも非常に役に立ちます。どうか毛嫌いせ

ずに読んでいただけたら嬉しく思います。 

2015年 10月 竹内千寿 
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第一章 チェロを始めよう  

私がなぜチェロを始めたのか  

 「チェロの低音がロマンチックでたまらない」「チェロを弾いてみたい」 「でも、

いまさらチェロを習うなんて無理…」と尻込みしてしまう人が沢山います。でも、そん

なに怖い楽器ではありません。チェロを始めるのに立派な理由は必要ありません。バイ

オリンと違って、いつでも必ず座って弾くことができます。ゆっくりとした曲も多いで

す。大人から始めるにはもってこいの楽器だと思います。 

 私は２６歳の時にチェロを習い始めました。自分がチェロを弾くようになろうとは、

それまで全く想像もしていませんでした。そんな私がなぜチェロを始めたのか？きっか

けは、あまり積極的なものではありません。私が住んでいる市が文化ホールを建設し、

それと同時に市民オーケストラが作られ、市報に団員募集の記事が掲載されました。そ

れを見た友人が 「入ってみたい。でも１人で入るのは不安。一緒に入ろうよ」と、私

を誘ってきたからです。 

 その頃の私は職場と家の往復生活を送っていました。何か楽しい事をしたいと思って

いる時でした。私は子供時代にピアノを習っていたので、楽譜は読めるし、弦楽器にち

ょっと興味があるし、行って話を聞くだけでもと思い、友人に付き合って入団する事に

しました。ちなみに私は弦楽器は全く経験無し。触った事もなし。市民オーケストラの

世話役の方に話を聞いてみると、「弦楽器は初心者も OK。ただしレッスンを受けてく

ださい」とのこと。 そこで私は「バイオリンかな、それともビオラかしら」と考えて

いました。でも、コンサートミストレスの方が「未経験ならバイオリンでもチェロでも

どっち で、もいいでしょう。チェロがいないからチェロにして」と言われ、その場で

チェロの先生まで紹介され、否応も無くチェロをする事になってしまいました。運良く、

チェロの先生は自宅から歩いて５分。職場の上司の理解も得られ、チェロのレッスンに

週一回通う事になりました。 

 普通はレッスンを数年受けて、ある程度弾けるようになってからアマチュアオーケス

トラに入団するものですが、私は順番が逆。先にアマチュアオーケストラの入団が決ま

り、その後チェロを習う事が決まりました。今考えると本当に無謀な事でした。若かっ

たからなんとかなったのでしょう（皆さんは真似をしないでくださいね）。初めの頃は

楽譜を目で追うこともできず、弾けるところだけ弾くという状態。ですがオーケストラ

の練習後の仲間との飲み会を楽しみに、 毎週せっせと真面目に通いました。このよう
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に、私がチェロを始めたきっかけは非常に受身で、積極的にチェロがやりたくて始めた

わけではありませんでした。でも気が付くと、チェロの魔力に囚われてしまい、どっぷ

りとハマってしまいました。 

急がば回れ  

 最初の目標は、とにかくアマチュアオーケストラでちゃんと弾ける ようになること

でした。オーケストラの他のメンバーに迷惑をかけないように、一日でも早く戦力にな

れるように、とにかく早く上達したかった。なので、レッスンに熱心に通いました。 

 幼稚園の頃から中学１年までピアノを習っていましたが、中学になる頃には、自分で

好きな曲の楽譜を買ってきて家で演奏して楽しんでいました。レッスンに通わなくても

適当に弾いて適当に楽しめるので、レッスンは辞めてしまいました。しばらくはそれで

満足していました。ところがある日、レッスンをずっと受けている友人のピアノを聴く

機会がありました。ショックでした。簡単な曲でしたが、とても丁寧に音楽的に美しく

演奏していました。それに比べて私の演奏は、難しい曲を自己流で強引に無茶苦茶に弾

いているだけ。ただの騒音。「もしレッスンを辞めず今も続けていたら、私だってもっ

と綺麗に弾けたのに…」。この時、ピアノのレッスンを辞めてしまった事を心底後悔し

ました。なので、後で後悔しないように、チェロのレッスンは続けられるだけ続けよう

と思いました。 

 自己流で練習してもそれなりに弾けるようになります。独学でも凄く上手い方がいま

す。才能が有り、意志の強い方なら、独学でかなり弾けるようになると思います。でも、

大多数の人間は（私も含む）、それほどの才能もないし、意志も強くはないので、レッ

スンに通うのが賢明かと思います。レッスンに通って基礎をしっかりやれば、それだけ

高いところに辿り着けます。少しでも上手くなれば、 それだけ余裕を持って音楽の演

奏を楽しめます。「急がば回れ」という言葉はチェロの練習にも当てはまると思います。

早く上達したかったので、じっくりと基礎から練習しました。 

どうすればチェロが上達する？  

レッスンさへ受ければ必ず上手くなる・・・というわけではありません。楽器の練習

は登山のようなものです。先生は生徒が道に迷わないように、正しい道を教えてくれる

だけで、先生が抱っこしてくれて頂上まで連れて行ってくれるわけではありません。目

指す山が低くても高くても、自分の足で登っていくしかありません。 
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 初心者の頃は分からないことだらけです。でも、分からないなりに少しでも自分の頭

で考えて、理解しようと努力してください。先生に教えてもらった指番号を丸暗記して

弾いているばかりでは、いつまでたっても上達しません。たぶんチェロという楽器は、

丸暗記タイプの人には向いていないかもしれません・・・。 

チェロを始めるには、まず何をする？～先生を探す  

先生の探し方としては、以下のような方法があります。 

 楽器をやっている人に聞いてみる。何か情報を持っているかもしれない。 

 インターネットで検索してみる。 

 電話帳を調べる。音楽教室の電話番号がのっている。 

 楽器店に問い合わせてみる。 

 先生との相性があるので、ピンときた先生に出会うまでは、先生を変るつもりで良い

と思います。合わないのに無理にレッスンに通う必要はありません。人間的に尊敬でき

る先生なら Goodですね。先生がブログなどをやっていれば、それを読むことで、先生

の人柄や、レッスンの様子がなんとなく分かって参考になると思います。 

 私の最初の先生は地元のプロオーケストラの団員の方でした。アマチュアオーケスト

ラで紹介してもらいました。偶然にも私の家から歩いてすぐの場所に先生は住んでいま

した。その先生のもとで８年間チェロを習いました。８年も経つと、生意気にも他の先

生のレッスンも受けてみたくなり、自主的に卒業しました。その時の私の心境は、そう

ですね、なにか変化というか、刺激が欲しかったというか、違う世界が見たかった（笑）

のです。最初の先生に相談すると、嫌な顔一つせず私の事を理解してくださり、暖かく

送り出してくださいました。本当に感謝しています。定期的なレッスンは受けなくなり

ましたが、今でも時々音楽の事で相談することがあります。 

 二番目の先生はインターネットで探しました。生意気にも（笑）、音楽大学で教えて

いるチェリストに習ってみたくて、まずは日帰り可能な場所にある音楽大学をネットで

探しました。残念なことに、九州の日帰り圏内には音楽大学が無いことが分かりました。

でも、そんな事で私は諦めません。私は福岡に住んでいます。博多です。新幹線があり

ます。新幹線を使えば大阪くらいは日帰りで行けます！そこで、新幹線駅の近くに音楽

大学がないか調べました。すると、広島駅の近くにエリザベト音楽大学がありました。

駅から歩いて１０分程度。さっそくエリザベト音楽大学のホームページを調べました。 
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 エリザベト音楽大学のホームページを調べてみると、エクステンションセンターとい

うものがありました。そこのレッスン部門では、大学で教えている先生が一般の人向け

にレッスンをしてくださると書いてあります！さっそくドキドキしながら担当者にメ

ールを書いて送りました。大人から始めたアマチュアの社会人なんて、相手にしてもら

えないんじゃないか？という不安がありました。でも、大学のエクステンションセンタ

ーの担当の方は親切に対応してくださり、先生を紹介してくださいました。これがきっ

かけで、今の先生に習うことになり、現在までレッスンを継続しています。 

楽器を買う  

チェロの買い方としましては、以下のような方法があります。 

① 先生に予算を伝えて先生に選んでもらう。 

② 街の楽器店に行って自分で選んで買う(国内、海外）。 

③ 楽器製作者さんに依頼して製作してもらう(国内、海外）。 

④ 楽器を買い換える人から買う。お店よりも安く買える可能性大ですが、そ

うそう機会はありません。  

 

初めての人は、①の買い方をお勧めします。先生に予算を伝えて先生に選んでもらうの

が一番良いと思います。信頼できる楽器店も紹介してもらえるでしょう。20数万円く

らいあれば、使い物になるチェロがセット（チェロ、ケース、弓）で購入できます。そ

れより安いものは、やめた方が良いと思います（すぐ壊れそう・・・）。それ以外の買

い方は、もう少し経験を積んでからが良いと思います。  

 

------- コーヒーブレイク～チェロと大震災 ------- 

 私はチェロを２本所有しています。一台目は最初の先生に選んでいただきました。古

い楽器のため、頻繁にメンテナンスが必要です。メンテナンスに出している間は練習す

ることが出来ません。そこで二台目として、新作のチェロを買うことにしました。 

二台目の楽器は、製作者に依頼して制作してもらうことにしました。毎年音楽講習会

でレッスンを受けている、ザルツブルク在住のチェリストの方が楽器製作者さんを紹介

してくださいました。先生は価格交渉までやってくださいました。人気の製作者さんだ
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ったため、一年ほど順番待ちをしました。そしてやっと自分の順番になり、チェロ制作

の打ち合わせのためにドイツの楽器製作者さんの工房まで行きました。 

 制作してもらう場合は、使用する木材、ニスの色や大きさ、ネックの太さなど、演奏

者の体格・好みに応じて作ってくれます。工房の中を見学させてもらったり、材料の木

材を見せてもらったり、ニスの作り方を説明してもらったり、奥様の手料理をご馳走し

てもらったり！（この時、生まれて初めてウサギを食べました）、本当に良い経験にな

りました。完成したチェロは、チェリストさんが来日の際に持ってきてくれるはずだっ

たのですが…なんと！直前に東日本大震災が起こり、来日予定はすべてキャンセルとな

ってしまいました。 

 本当ならば私がドイツまで完成したチェロを引き取りに行かねばならないのですが、

なんといっても東日本大震災直後です。九州に住んでいるとはいえ、やはりあの時の私

はパニックでした。私は物理学が専門です。原子力発電の基本的な仕組みは知っていま

す。最悪の事態を想像し、東京の親戚には九州に避難するように勧めていました。そん

な状況の時に、ドイツまで楽器を取りに行くことはできませんでした。日本を離れ、家

族と離れるのは、たとえ数日でもとても怖かったのです。 

 結局、チェロは送ってもらうことになりました。郵送代は１０数万円かかりました。

届くまで本当に心配で心配で。でも無傷で無事に届きました。楽器を見ると、いつもそ

の時のことを思い出してしまいます。 

大人からはじめても楽しめる  

 「大人になって楽器を初めても、あまり上達はしない」とよく言われます。ほとんど

の人が信じているように見えます。これを英会話教室でアメリカ人の先生に言ってみた

ことがあります。すると「そんな話は向こうでは聞いたことが無い。それよりも才能が

あるか無いかが重要視される。 才能の無い子供に小さい時からやらせても意味が無い」

と言っていました。私も本当にそう思います。ですから、プロの演奏家になりたいのな

ら、大人からでは遅いかもしれないけど、趣味として楽しむのなら全く問題ないと思い

ます。 

 「大人になって楽器を初めても、あまり上達はしない」と思い込むあまり、最初から

諦めて「どうせ弾けないんだから」と決め込んで、まともに練習すらしない人を時々見

かけますが、それはもったいないです。ピアノと違って、チェロは初心者でも楽しめる

簡単なアンサンブルの曲が沢山あります。ぜひ、この楽しみを味わっていただきたいと

思います。 
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上司の理解・近所の先生  

 レッスンがある日は、上司を拝み倒して早く帰宅。せっせとレッスンに通いました。 

私がチェロを習う事に対して理解があり、非常にありがたかったです。また、最初のチ

ェロの先生は自宅から歩いて５分の所に住んでいたため、チェロを持って先生の家まで

走って行くことができました。なので、仕事で疲れている日でもレッスンに行く事がで

きたのだと思います。もし遠い所だったら途中で挫折してしまったでしょう。この点私

は非常に恵まれていたと思います。 

第二章 練習をはじめよう  

メトロノームの使い方  

 アマチュアならではの典型的症状は「走る」「周りの音が聴けない」ことです。それ

を防ぐためにも、音階、セブシック、アンサンブルの曲はメトロノームを使って練習す

ることをお勧めします。メトロノームにすらキチンと合わせることができない人は、指

揮者に合わせたり、アンサンブルで周りの音を聞いて、他の楽器に合わせることなど到

底不可能です。また、アマチュアはリズムがあいまいになりがちです。メトロノームを

使って、自分がちゃんとリズムがとれているか確認しましょう。 

 ソロの曲では、逆にメトロノームに合わせすぎるのも問題になります。テンポをゆら

したり、タメを作ったり。あまり機械的に一定のテンポできっちり弾きすぎると、音楽

にならなくなってしまいます。メトロノームは状況い応じて上手に使いましょう。 

 

録音を利用しよう  

 自分の演奏を録音してチェックすると、大変勉強になります。録音機が家庭教師の役

割をしてくれます。自分が出している音をチェックしながら練習するのは時間がかかり

ますが、ぜひやって欲しい練習方法です。 録音を聴くと、大抵は自分が思っているよ

りも下手です。録音は一番怖い先生です。自分の下手さを、まざまざと見せ付けられま

す。自分の録音は絶対に聴かないという人も多いようです。「聴くと落ち込むから…」

というのが理由。でも聴いた方が絶対に進歩が速いと思います。自分の演奏の録音を聴

いて、弾けない原因や音程が上手く取れない原因を探したりすることもできます。 
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 録音を聴くときの注意としては、「先生やプロの演奏と、どこがどう違うのか？」と 

常に考えながら聴くことです。音程の精度、音の美しさ、強弱のつけ方、間の取り方な

ど、 自分の良いところ悪いところをしっかり把握して練習することが大事だと思いま

す。 

楽譜を買う  

 私はインターネットで買っています。なぜなら地方に住んでいるので、チェロの楽譜

はなかなかお店で手に入らないからです。お店に注文すると時間がかかるうえ高い・・・。

いつも複数のネットショップで価格を比較して安い方で買っています。円高の時期は、

主に海外の楽譜屋さんに注文します。 

古い著作権切れの曲の楽譜は、IMSLP ( http://imslp.org/ ) で無料でダウンロードする

こともできます。 

エンドピンストッパー  

 エンドピンストッパーとは、エンドピンで床を傷つけないためのものです。床に置い

て、その上にエンドピンを置きます。楽器店に行くと、いろんなエンドピンストッパー

が売られています。自作するのも簡単です。１００均、ホームセンター、手芸店などに

行って、好きな形の板を買い、裏側にカーペット用すべり止めをボンドで張り付ければ、

立派なエンドピンストッパーになります。私は丸、四角、ハート形など、いろんな大き

さ・形のものを作って持っています。表面に好きな絵を描いても面白いです。皆さんも、

オリジナルなエンドピンストッパーを作ってみてはいかがでしょうか？ 

 

スノコを使用した簡単な防振対策  

材料：すのこ、防振ゴム（ホームセンターで購入できます） 

スノコを使用して簡単な防振対策ができます。これはチェロの振動が部屋の床や壁に伝

わりにくくするものです。これだけでは音が小さくなりませんが、少しでも防振になれ

ばと思い作成しました。マンションなどで階下に振動が伝わるのが心配な方など、エン

ドピンストッパー代わりに試してみてはいかがでしょうか？ 

http://imslp.org/
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私は組み立て式簡易防音室の中で使用しています。チェロから防音室に伝わる振動がか

なり減りました。 

 

どんな先生に習ってみたい？～レッスンの効用  

 今まで、何人もの先生に楽器のレッスンを受けたことがあります。子供時代の最初の

ピアノの先生は本当に怖かったです。ヒステリー系だったな…と今では思います。怖さ

のあまり、弾けるところも弾けなくなってしまったものです。二番目のピアノの先生は

評判の良い方で、東京芸大ピアノ科に何人も現役で合格させていました。レッスンは落

ち着いた雰囲気で、怒鳴ることは無く、穏やかに忍耐強く教えるタイプの先生でした。

この先生が大好きで、それはもう熱心に練習したものです（笑） なので、必ずしも「怒

鳴る＝熱心な先生」ではないし、「優しい＝いい加減な指導」というわけではありませ

ん。怒られると「やる気がでる」と喜ぶ人もいますが、そもそも怒られないとヤル気が

出ないのなら、 最初からやらない方が…と思ったりします。   

 私の最初のチェロの先生は、地元のプロオケ団員。８年間週に一度レッスンを受けま

した。家も近く、所属していたアマチュアオーケストラのトレーナーでもありました。

まるでチェロのお父さんのような存在でした。レッスンで少しでも上達すると、大げさ
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なくらい褒めてくれました。社会人になると、「褒められる」という事はほとんどあり

ません。努力が必ずしも評価されるわけではありません。でも、チェロのレッスンでは

評価され、褒めてもらえるのです。これは私にとって癒しとなりました。レッスンに行

ってエネルギーをもらってくる感じでした。なにかと悩み多き独身時代を、チェロと共

に乗り切ったように思います。 

 最初の先生を卒業し、次についた先生は、ユーモア溢れる素敵な先生でした。とても

ユーモアたっぷりに注意されるので、思わず一緒になって笑ってしまいます。でも言っ

ている内容は非常に厳しくて、家に帰ってからガックリすることもありました。できな

い所はできるようになるまで、ず～～～～～っとしつこく言い続ける先生でもありまし

た。数か月の時もあれば、数年間言われ続けたこともあります。その度に、まるで初め

て教えるかのように丁寧に論理的に分かりやすく説明してくださいました。それが逆に

怖いというか、怒られた方が、まだ気が楽というか・・・。こんだけ丁寧に毎回教えて

もらっているのに、できない私ってバカかしら？と落ち込んだものです。 

何度も同じことを説明されるたび、「先生、ごめんなさい！毎回毎回同じことを言わ

せてしまって！本当に出来の悪い生徒でごめんなさい！」と心の中で平謝りして、とに

かく、なんとかマスターしようと練習しました。数年経ち、いつしか注意されなくなり、

無意識でできるようになっていました。「しつこい先生」というのは、案外良いかもし

れませんね（笑）。 

 生徒の演奏をよく観察し、分析し、何が良くないのか、どこを改善すれば良いのか、 

論理的に科学的に説明してくれて、どんな練習をすれば弾けるようになるのか、具体的

な 練習方法を示してくれる…そんな先生が私の理想です。論理的に教えてもらえれば、

自分で考えて解決策を探し、具体的な対策を立てることもできるようになります。（子

供の場合は当てはまらないかもしれませんが）「毎日たくさん練習してください！きい

い～～！！」とヒステリーを起こしたり、怒鳴りちらすだけの先生は勘弁してほしいで

す。 

先生を変わる時  

 何年もチェロを習っていると、今の先生が嫌なわけじゃないけど、違った先生にも習

ってみたくなる時があります。武者修行に出たくなる時があります。そんな時は先生を

変わることを考えても良いと思います。我慢するのは、先生・生徒、お互いにとって不

幸であると思います。 
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先生選び～①とにかく上手くなりたい方  

 「師は達人につけ」という言葉がありますが、本当にそうだと思います。先生という

のは、自分ができることは生徒にも要求します。「それくらい出来なくちゃ。練習すれ

ば必ずできる！」と言います。そして、できるようになるまで言われ続け、結果、でき

るようになります。もしも「趣味だけど、やれるところまでやってチェロを極めたい！」

と思っているのなら、できるだけ良い先生につくべきです。コネクションがないと良い

先生に習うのは難しいですが、やる気と熱意があれば、意外と受け入れてもらえます。 

先生選び～②アマチュアオーケストラが目的の方  

 可能ならばプロのオーケストラ団員の先生につくと良いと思います。オーケストラの

曲を見てもらえますし、プロオーケストラの裏話などを、レッスン時に雑談で聞けたり

して非常に面白いものです。アマチュアオーケストラに関する相談（ボーイングなど）

にも乗ってもらえると思います。地元にプロのオーケストラが無い地域にお住まいの方

は、アマチュアオーケストラの団員の方に先生を紹介してもらってはいかがでしょう

か？オーケストラの曲に詳しい先生を紹介してもらえるかもしれません。 

先生選び～③マイペースでやっていきたい方  

 趣味としてのんびり楽しむのが目的であると言って、先生を探すことです。先生のレ

ッスン方針と生徒さんの目的が違っていると、お互いに大変なこととなります。 

現在習っている先生が厳しすぎて辛い（泣）という方は、チェロが嫌いになる前に、

先生と話し合ってみてください。我慢することはないのです。場合によっては先生を変

わっても良いのです。 

「変わることは許されない」と思い込んで、ず～っと悩んでいる人と出会ったことが

あります。「先生を変わると、先生に裏切ったと思われるのではないか？その業界で自

分の悪い噂が立って、自分の立場が悪くなるんじゃないか？」と心配していました。で

も、よほどの非常識な理由でない限り、先生を変わったからといって、悪い噂が流れる

ことなんてありません。先生に自分の気持ちを素直に話してみましょう。きっと理解し

てくれるはずです。理解してくれなかったら？そんな先生、さっさとやめて正解です。 

 私も先生を一度代わりました。その時の気持ちを先生に素直に話しました。違う先生

に習って刺激を受けたいこと、違う世界が見てみたいこと、武者修行したいこと、など

など。先生は理解してくださいました。 
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エチュードで練習の仕方を学ぶ  

 ウェルナー、ドッツァー、デュポア、ポッパー、ピアッティ、グリュッツマッヒャー、

セブシック… エチュードは果てしなく続きます。何のためにこれらのエチュードをす

るのでしょう？一つには、基本的なことをしっかりと身に着け、弱点を克服し、テクニ

ックを磨くという目的があります。それ以外に、エチュードの練習をすることで、練習

の仕方が上手くなるように感じました。 

 難しい曲を練習するとき、ただ長時間練習すればよい・・・というわけではありませ

ん。できるようになるための、意味のある効果的な練習をしなければなりません。でも、

最初からそれができるわけではありません。 

まずは先生のアドバイスを受け、自分でいろいろと考え、自分自身をじっくり観察し、

工夫をこらし、試行錯誤してみてください。そのうち自分なりの練習スタイルが確立さ

れることでしょう。 

初見は苦手・・・  

 チェロを始めて一番困ったことは、初見が苦手だったこと。ピアノをやっていたので、

チェロの楽譜なんて簡単簡単と高をくくっていましたら、とんでもなかったです。ピア

ノを弾いていた時は、右手と左手の相対関係でリズムを把握していました。でもチェロ

はそれができない。なんとかしないと！（大汗）と思い、リズム練習の沢山掲載された

本を買って、寝る前に少しずつ練習しました。同じ本を三回ほど繰り返してやりました。

これでかなり初見が出来るようになりました。少しでも早く正確に楽譜が読めれば、時

間の余裕が出きます。下記の本を使用し、練習しました。 

「リズム練習とソルフェージュ リズムを叩きながら歌おう」 

久木山 直, 当摩 泰久, 渕上 祐子 

レッスンを録音する  

 私の場合、社会人になってからチェロを始めました。チェロもレッスン代もすべて自

分で働いて稼いだお金で支払いました。24時間いつでも練習できる防音室付きの一戸

建ての家が欲しくて、頑張って働いて家も買いました。住宅ローンも支払っています

（汗） 。なので、レッスンを受けるときは、「もとはとらなくっちゃ」というセコい

考えが頭に浮かんでしまいます。 レッスンはいつも気合を入れて受けに行きます。必

ず録音。家に帰って録音を聴きながら復習します。 
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 レッスンの録音を聴くのは大変勉強になります。なぜなら、レッスンを受けている時

はとても緊張するので、頭に入っているようで入っていないことが多いのです。自宅で

リラックスした状態で楽譜を見ながら録音を聴くことで、先生の言っていることが良く

理解でき、また、自分の演奏を客観的に聴くこともでき、とても勉強になります。録音

は通勤途中で聴くこともできます。時間の無い方は、ぜひレッスンを録音して活用しま

しょう。（先生の許可を取って録音してください） 

先生は忙しい仕事の合間に、生徒のために時間を使って教えてくださっているのです。

先生のレッスンが無駄にならないように、できるだけ沢山の事を学ぶのが、先生への一

番のお返しだと思っています。 

私の練習の進め方  

 私は譜読みがとても速いらしい。「次はこの曲をしましょう」と言われ、曲の説明を

受けたら、次のレッスンではとりあえず全部弾ける状態にして行きます（音程や音質は

別として…）。あんまり驚かれるので、私のやり方をここに書いておきます。 

 弾けても弾けなくても、とりあえず最後まで楽譜を見て試しに弾いてみま

す。これをすることで、どこが一番難しい箇所か、 どの辺が簡単なのか、

曲の構成はどうなっているのか、おおざっぱに把握できます。そして大ま

かな攻略法を考えます。 簡単な所は早い時期に弾けるようにしてしまい

ます。それと並行して難しい個所を一小節ずつ牛歩のように練習します。 

 最初の段階では、音程が少々怪しくても、どんなにゆっくりでも、引っか

かりながらでも良いので、なるべく早い時期に最初から最後までとりあえ

ず弾ける状態にもっていきます（絵に例えると、下書きができた状態でし

ょうか）。 

 次の段階では、音程の悪いところ、ゆっくりしか弾けない箇所、音質の汚

いところなどをピックアップして集中的に練習します。全体を通して練習

→上手く弾けない個所を部分練習→全体を通して練習→上手く弾けない

箇所を部分練習・・・これを繰り返すことでだんだん仕上がっていきます。

毎回同じ場所ばかりピックアップしないように気をつけます。 

 いつも最初のページから練習していると、最初ばかり練習して 最後のページの練習

量が少なくなりがちなので、 日によって最後のページから練習したり、中間から練習

したり・・・練習を始めるページを変えます。 
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 私は弾けない個所に付箋を貼ります。弾けるようになったらはずします。すると弾け

ない個所と弾ける箇所が目に見えて、ハッキリわかります。演奏する際の注意書き、 練

習するべき課題など、とにかくなんでも書いてペタペタ貼っています。必要が無くなれ

ば簡単にはがせますから。 

 曲の仕上がりの遅い人の練習を見ていると、同じところばかり部分練習して、いつま

でたっても先に進んでいないようです。上手く弾けない箇所があっても、まずは先にど

んどん進んで、全体像を大まかに把握しましょう。その後で細かく練習していきます。 

上達の仕方 ～ある日突然～  

 上達の仕方はなだらかな上り坂ではなく、どちらかというとデジタルだと感じました。 

いくら練習しても弾けない期間がず～～～っと続いて（何ヶ月も）、ある日ひょっこり

弾けるようになったり、 昨夜何時間も練習して弾けなかったのが、 次の日になんとな

く弾いたら、難なく弾けてしまった経験もあります。 きっと脳の中で情報が整理され

たのでしょう。 

 「いくら練習してもぜんぜんできるようにならない。しかも何ヶ月も。 」という時

期に辞めてしまう人が多いようです。表には現れなくても、 脳みその中では変化が起

こっているかもしれない時期なので、練習の成果が表に現れる日を気長に待ちましょう。

いくら練習しても弾けない時は、さっさと寝てしまうのも手かもしれません。 気分転

換に違うことをするのもいいかも。 「そのうち弾けるようになる」と、のんびり構え

るのが一番です。 アマチュアなのです。のんびりいきましょう。明日突然できるかも

しれません（笑） 

右利き、左利き  

 とくにどちらが有利という事はありません。 私は左利き。利き目も、利き耳も、利

き足も、全部左です。右手ではお箸もまともに持てないのに、その右手で弓を持つのは

本当に大変でした。チェロを習い始めてから１０年経っても、まだまだ違和感を感じる

状態でした。最近になってやっと、左手よりも右手の方が弓が持ちやすいと感じるよう

になりました。ですので、左利きを羨ましがるのはまったく無意味です。 

・・・・・↑↑↑と、以前は考えていましたが、教えるようになってから考えが変わり

ました。右利きの人も私と同じくらい弓を持ちにくそうにしているのを見て、「やはり

弓を持つのは右利きの人にとっても難しいのだ」と分かりました。右利きの方が左手を
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使うのを見ていると、本当に大変そう。涙ぐましい努力でもって左指を動かしている。

私は左利きなので、生まれて初めてチェロを触った日から左手にはまったく違和感がな

く、いくらでも指が自由に動きました。左指を強くするための練習曲を弾いたら、「左

手がとても強い。あなたには必要のない練習だ」と呆れられるほど。ちなみに左手の握

力は平均点ありません。握力無くても腕の重み、重力を使って弾いています。てことで、

右利きの皆さま、本当にごめんなさい。 

時間の使い方  

 社会人は時間がありません。学生のようにたっぷり時間を使って練習するのは不可能

です。 チェロのために時間をたっぷり使えなければ、頭を使うしかありません。頭を

使って工夫して、できるだけ短時間で 最大の効果が出るように、練習を心がける必要

があります。 

 具体的には、弾けないところを練習する！漫然と練習しないように、その日の目標を

決めて練習すること。 目標といっても、たいしたことではありません。「今日は 3分

間、この一小節だけ練習する！」 「今日は音階を 2往復したら終わり」など、小さな

目標。 そうすることで、一日の練習時間がたとえ 3分でも 5分であったとしても、 集

中してやれば効果抜群です。それもできないほど時間がない時は、イメージトレーニン

グをします。イメトレをする気もしない時は、諦めて何もしません。趣味ですから（笑）。

楽しめる範囲で練習するのが長続きのコツだと思います。 

時間が無い時のイメージトレーニング～頭を使って練習  

 仕事が忙しい時、毎日残業が続くことがあります。 練習する時間も気力も体力も無

い時があります。でもチェロの練習がしたくてたまらない！そんな時、苦し紛れに休憩

時間に 想像の中でチェロを練習しました。 

 弾けないところを想像の中で弾いてみると、やっぱり弾けない。 毎日想像の中で弾

けない個所を練習していたら、想像の中で弾けるようになりました。 休みの日に実際

にチェロでその箇所を弾いてみると、なんと本当に弾けるようになっていました！ こ

れは驚きでした。考えてみると、手を動かしているのは脳。だから脳を練習させれば良

いのですね！ 闇雲に弾いて練習する前に、まずはイメトレで頭の整理をしてから練習

すると、 無駄な時間を浪費せずにすむし、手も痛めない。グータラな私にはピッタリ

の練習方法です。 
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 イメトレでもかなりの練習ができます。難しい箇所の部分練習、リズム変奏までやっ

てしまう私。 本当に演奏する時と同じだけの集中力が必要です。 仕事の合間・すきま

時間にできます。はたから見ると、 ボーっとしているように見えますが・・・。 時間

の無い方はぜひ試してみてください。 

 イメトレで完璧に弾けるようになる＝暗譜もしっかりできているようです。 暗譜で

ちゃんと弾けるのに、イメトレだと途中で分からなくなる・・・という状態が私は一番

ヤバイようです。 かなり不安定な暗譜。「指で覚える」「体で覚える」「脳みそに丸

ごと録音」「分析し、理屈で覚える」など、 複数で覚えると、より安定して暗譜でき

るように思います。暗譜のセーフティーネットを幾重にも張り巡らす感じでしょうか。 

防音室、夜間練習用チェロ、消音器  

 チェロを始めて間もないころ。まだヤマハからサイレントチェロが発売されておらず、

防音室をもっていない時。アメリカの楽器メーカーからエレクトリックチェロを個人輸

入し、夜間練習用に使用していました。  

どうすれば音が最も小さくなるのか試行錯誤し、いろいろ試した結果、エレクトリッ

ク（サイレント）チェロに、さらに金属製の消音機を付けるのが一番音が小さくなりま

した。 駒から楽器本体に振動が行かないように、できるだけ消音機を駒に密着させて

取り付けるのがコツです。  

普通のチェロに消音機をつけると、高音は小さくなるけれど、低音に対しては効果が

弱いようです。それでも、かなり小さくなります。ですが夜中に演奏するには音が大き

すぎるようです。 

仕事・家事・チェロとの両立  

 そもそも両立しようと思っていません。思わなければ、さして悩むこともありません

（笑）。 そんなの無理です。なるようになっています。 ある程度の開き直りは必要か

もしれません。理解ある配偶者と上司で助かりました。 

 私は職場で仕事内容が急に増え、チェロどころか家事さへも難しくなってしまったた

め、長年勤めた大学を退職することにしました。そして非常勤講師として大学で教える

ことにしました。給料は減りましたが、多くの時間を趣味に費やせるようになりました。

配偶者さんがしっかり稼いでくれていたので、できたことです。とても感謝しています。 
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夜中は危険  

 社会人は仕事の関係でどうしても練習時間が夜遅くなってしまいます。 私もよく夜

中に練習し、新しい曲のフィンガリングを考えたりします。 ですが、休日の昼間にあ

らためて指使いを見てみると、意味不明なことが多いです。 「なんじゃこりゃ？なぜ

私はこんなヘンテコリンな指使いを書いているのだろう？」と我ながらビックリするこ

とがあります。 夜中はやはり脳みそがちゃんと機能していないようです。 夜中の 1時

間より朝の 10分。分かってはいるけれど、なかなか実行は難しいです。朝方の人が羨

ましい…と、よく思います。というわけで、無理はしないで早く寝ましょう。 

めざせ一万時間  

 人間は一万時間なにかを練習したり、勉強したりすると、その道の達人になれるらし

い。一万時間練習するだけで達人になれるのなら、やります！一万時間練習するために

は、毎日どれくらい練習しなければならないか計算してみました。 

1 日 1 時間練習の場合・・・・10000/（１×365）＝27 年 

1 日 2 時間練習の場合・・・・10000/（2×365）＝13.6 年。 

1 日 3 時間練習の場合・・・・10000/（3×365）＝9.1 年。 

1 日 4 時間練習の場合・・・・10000/（4×365）＝6.8 年。 

1 日 5 時間練習の場合・・・・10000/（5×365）＝5.5 年。 

1 日 6 時間練習の場合・・・・10000/（6×365）＝4.6 年。 

1 日 7 時間練習の場合・・・・10000/（7×365）＝3.9 年。 

1 日 8 時間練習の場合・・・・10000/（8×365）＝3.4 年。 

一万時間の道は長そうですね。 

 才能と言っても人それぞれ。大輪のバラのような才能、スズランのような才能、ドク

ダミの花のような才能（汗）を持った人もいるでしょう。一万時間もの練習は、赤いバ

ラのような才能を持った、プロの演奏家を目指す人達に任せるとして、アマチュアは細
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く長く続けていくことで、自分の才能を花開かせて、少しずつでも上手くなれると信じ

ています。 

まっすぐなボーイング  

 弓をまっすぐに動かすことは、美しい音を作るための基本です。この「まっすぐに動

かす」というのは、意外と難しいものです。私など左利きで、右手で弓を持つだけでも

本当に苦労しました。おそらく数年かかりました。右手の親指が腱鞘炎になってしまっ

たこともあります。つい力を入れて弓を持ってしまい、そのため、右手の親指に負担が

かかり、腱鞘炎になってしまったのです。右利きの人がうらやましいです。 

 自分の弓がまっすぐに動いているかどうか、確かめながら練習する方法をいろいろと

模索しました。そのうちの二つをご紹介しましょう。 

 チェロの駒にテープを貼る。自分の弓とテープを見比べることで、弓の傾

きや位置が分かりやすくなります。 
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 鏡を使う。図のように、鏡を少し手前に傾けるのがコツ。先生と同じ目線

で自分の弓と駒の位置関係を見ることができます。弓と弦が直角になって

いるか確かめながら弾きます。 

 

 

 

 弓をまっすぐに動かすというのは、練習すればすぐにできるというものではありませ

ん。無意識に出来るようになって、初めてマスターしたと言えます。右手の動きは、放

っておくと、すぐに変な癖がついてしまいます。ですから、たとえできるようになって

も、定期的に練習して自分の弓の動かし方を確認する必要があります。 

音程の取り方  

 なんといってもソルフェージュ力が重要だと私は思っています。私の場合、楽譜を見

てチェロを弾く時、無意識に頭の中でドレミで歌っています。頭の中でドレミで正しく

歌えなければ弾くことができません。自分の出している音と、頭の中で鳴っている音が

どれくらいズレているかを比較し、ズレていれば修正します。ただし、頭の中で鳴って

いる音が正しくなければ、この方法は使えませんが…。演奏する時は頭の中でドレミで
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歌いながらしましょう。まちがっても「13132424」と、頭の中で指番号を言いながら

弾かないことが大事だと思います。 

ドレミで歌うとき  

ドレミならいいのですが、＃ド、＃レ、＃ソやらフラット系などが出てきたとき、どう

歌えばいいのでしょう？ 私は以前は＃や♭は無視して、たんにド、レ、ソなどと歌っ

ていました。でもなんだか気持ち悪く…。 ある時、MIXIの知り合いが、モスラ読み

なるものを考え出しました。＃や♭のついた音の読み方を、独自に決めて歌ってしまう

というもの。名付けて「モスラ読み」。 

 たとえば＃ド、♭レはチ、＃レ、♭ミはディ、＃ファ、♭ソはフィ、＃ソ、♭ラはギ、

＃ラ、♭シはベ と読むことにすると、ソルフェージュの時に便利です。「＃ソーラー

＃ソーラ」は「ギーラーギーラ」、「♭シラ♭シラ」は「ベラベラ」となります（笑）。 

これでやっと長年の気持ちの悪さが解消できました（笑）。考え出したMさんに感

謝します。皆さんもいかがでしょう。オリジナルな読み方を考えるのも楽しいですよ

（笑）。 

左手の押さえ ～腕力より重力  

 チェロの弦は、腕の重み、上半身を利用して上から押さえます。重力を利用するので

す。けして親指と他の指で弦をギュッと挟み付けてはいけません。弦を押さえるときは、

指だけでなく、肘の位置がとても重要です。 

親指はネックの中指の後ろあたりにそっと置きます。指や腕の動きに従って、親指の

位置が自由に動くようにそっと置きましょう。「親指は中指の後ろの位置」を死守しよ

うとする人がいますが、それだと薬指や小指が弦に届かないこともあり、うまく弦を押

さえることができません。また、すぐに指が疲れてしまい、長時間演奏することができ

ません。指を痛める原因にもなります。 

肘の位置も重要です。とくにハイポジションで演奏する時、肘を前に出していかない

と指が届きません。時々肘を後ろに下げたまま、ハイポジションで指が届かなくて苦労

している方がいますが、肘をちょっと前に移動しただけで、あっというまに改善する人

もいます。無理なく弦が押さえられる肘の位置を探してください。 
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ポジションの覚え方  

 初心者の時、仕事の合間にポジションを覚えました。「D線の第一ポジションの３の

指は何の音？そのすぐ隣の G線の３の指は何の音？」「C線の第四ポジションの１の

指は何の音？その右隣は何の音？」といった質問を、自分自身に投げかけて覚えていき

ました。家事をしながらでもできます。お風呂の中でもできます。ポジションを少しで

も早く覚えれば、それだけ練習が楽になります。一年も経つと、無意識に求める音程の

位置に指が行くようになりました。 

移弦  

 プロの方の演奏をよく観察してみると、腕の筋肉には無駄な力が入っていません。無

駄な動きもありません。重力、作用・反作用、弓のモーメントといった自然の力（物理

の法則）を上手く利用して演奏しているからです。力任せに弾くのではなく、作用・反

作用、重力、弓が自ら動こうとする方向を、注意深く捉えて練習すると良いと思います。

こんなことを書いている私も、ついつい力任せに勢いで弾こうとしてしまいます。「弓

を巧みに操れるようになる」＝「物理の法則を上手に利用」することだと思っています。

第八章も参考にされてください。  

 具体的には、セブシックを地道に練習するのが良いと思います。理屈はいろいろあり

ますが、まずは弾いて慣れるのが大事。すぐに結果は現れませんが、じわじわと右手が

上達し、移弦もスムーズになると思います。 

ビブラート  

 初心者の頃、音にビブラートをかけようとすると、気合が入りすぎて体中に力が入っ

てしまい、上手くかけることが出来ませんでした。無理にかけようとすると、楽器の方

が動いてしまう始末…。そこで、なんとか力を抜こうと色々試しました。 

 ある時、部屋でチェロを練習していました。目の前にある書棚のガラス戸に、自分が

映っていました。ガラスに映った自分の手をなんとなく見ながら、ビブラートをかけて

みたら、これが上手くいったのです。でも、見ずに弾こうとすると、手に力が入ってし

まってビブラートが上手くかかりませんでした。鏡に映った手を見ることで、自分の意

識が手から鏡の方に向かい、うまく力が抜けたようです。 それからは、ビブラートの

練習は必ず鏡を見ながらするようになりました。そのうち鏡を見なくてもビブラートが

出来るようになりました。 
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 とても分かりやすいビブラートの練習方法を、youtubeで発見しました。英語ですが、

言葉が分からなくても問題ありません。ぜひ皆さんも試してみてください。 

Teaching Cello Vibrato to Beginning Cellists Part I    

http://www.youtube.com/watch?v=BRHHu2_fq34 

  ビブラートにも、実は数種類あります。が、ここでは特に書きません。私も一種類

しかできないからです。それすらも満足にできていません（大汗）。先生によっても得

意のビブラートの種類があるようです。ロマン派の曲などは、ビブラートが重要になっ

てきます。美しいビブラートがかけられるようになるためには、日々の研究が必要なよ

うです。 

右手首は柔軟に  

右手首が柔軟かどうかで、弾きやすさが俄然違ってきます。手首が固くて動かないと、

代わりに腕や肩全体で動かすので、非常に腕の筋肉が疲れます。楽に弾けるようになる

ためにも、右手首が柔軟に動かせるようにしましょう。これは意外と難しくて、すぐに

できるものではありません。音階練習をするときなど、手首の動きに気を付けて、気長

に練習してみてください。 

弾きすぎは手によくない  

エルガーの二楽章を練習していたころでした。 難しい個所が何か所かあり、重点的に

練習しました。練習するとだんだん弾けるようになっていきました。ところが、ある時

を境に、今度は指が思うように動かなくなっていきました。発表会も近かったので、 ま

すます練習しました。すると、ますます左の手～指がかすかに痺れたような感じになり、

どんどん弾けなくなっていきました。発表会は散々でしたが、その後必要以上に弾くこ

とをやめたら回復しました。 

 エルガーの次は、チャイコフスキーのペッゾカプリチオーソを練習することになりま

した。この曲も速くて難しい。 今度はエルガーの二の舞にならぬように、なるべく弾

かないようにしました。そのかわりにイメージトレーニングを取り入れました。難しい

個所を仕事の合間に何度も何度もイメージトレーニングで練習。 部分練習やリズム変

奏などをやりました。指を動かしているのは脳です。なので、 脳を練習させました。

この作戦はうまくいき、発表会では最高のコンディションで弾くことができました。手

を傷めないためにも、お勧めいたします。 

http://www.youtube.com/watch?v=BRHHu2_fq34
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手のトラブル予防  

 何度か右手親指が腱鞘炎になってしまったことがあります。友人たちは「なぜ右

手？？？左手ならわかるけど・・・」という反応でしたが、左利きの私にとって、右手

の方が難しく、弓を持つだけで力んでしまっていたのです。親指が痛くてドアノブも回

せず、鍵も回せず、お菓子の袋も開けられない・・・という状態になってしまいました。 

 手の治療で評判の整形外科病院に行きました。すると先生がテーピングを教えてくだ

さいました。親指にグルっとテーピングをすると、親指への負担が軽くなるのです。そ

の後一か月、チェロはまったく弾かずにすごしました。そして普段はしないであろう理

論を勉強したり、ソルフェージュをやったりして過ごしました。その後２－３年ほど指

に違和感が残りましたが、やがて完治しました。その経験から、チェロを長時間弾く時

は、かならず腱鞘炎予防としてテーピングをしています。 

心をこめる  

 音楽を表現するために絶対忘れてはいけないのは、心を込めることだと思います。ず

いぶん前、一流の俳優さんのインタビュー記事を読んだことがあります。”一流の俳優

というのは演技をしているのではない。完全になりきっている。悲しい演技をしている

のではなく、本当に悲しいと思っている” そういった事を言われていました。もしか

すると、これは音楽の表現にも通じるのかもしれません。そんなことを思い出しつつ自

分の演奏の録音を聴くと、「大根役者だなあ」と思うことが多いです（大汗）。 

  言葉は語尾でニュアンスが変化します。 「今日は天気が良いです」「今日は天気が

良かね～」「今日は天気がよろしいおすなあ」など、 語尾で雰囲気違ってきます。音

楽も同じです。フレーズは音楽の言葉のようなものです。どんな風にその音を終わらせ

るかで雰囲気が変ってしまいます。 

 自分の演奏の録音を聴くと、ひどく機械的に聴こえる時があります。そんな時は、あ

りとあらゆる想像力を働かせ、その曲が何を表現しようとしているのか考え、その音楽

の物語の主人公になりきったつもりで弾いてみます。そして録音を聴いてみます。する

と…もう全然違います！まるで雑誌の怪しい広告にあるような、使用前・使用後くらい

の差があります。難しい曲は弾くだけで必死になってしまい、なかなか心を込める…と

いう余裕がないのですが、非常に大事なことだと実感しました。小手先で弾いてはいけ

ない。なかなか難しいですが…。  
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発表会  

 発表会は絶対に出るべし！と思います。目標があると練習に張り合いが出ますし、 一

年で自分がどれくらい変化したのかが分かります。他の生徒さんの演奏を 聴くのは非

常に刺激になります。大人の場合は終わった後の打ち上げが楽しいですね。 私はほと

んど、この「打ち上げ」が目標。発表会後のビールは最高です。 

  発表会前の練習方法ですが、私は朝起きぬけに、なにもウォーミングアップせずに、

いきなり発表会の曲を弾きます。その状態でちゃんと弾ければ、発表会も大丈夫なよう

です。発表会当日は、会場で練習する時間がほとんど無い時があります。練習できたと

しても短時間です。自分の出番までは楽器を弾くことが出来ません。そういう状況でも、

ちゃんと弾けるかどうか…。発表会ではそれが重要になってきます。そういった状況に

慣れるために、朝の起きぬけ練習は役に立ちます。 

音楽講習会に行ってみる  

 音楽の講習会やマスタークラスは音大生が行くところで、 アマは関係無いと思いが

ちだですが、中にはアマチュア OKの講習会もあります。 マスターコースに参加する

メリットとしては、同じ曲でも先生によって解釈が違うため、曲の違った側面を見るこ

とができます。同じことでも、説明の仕方が異なることで、急に理解できることもあり

ます。自分と同じように社会人として働きながらチェロをやっている人や、音大を目指

す高校生、音大生など、いろんな人と知り合え、いろんな演奏を聴くことができ、とて

も刺激になります。モチベーションを維持するのにも役に立ちます。 

 たまに音楽講習会に参加して、いつもと違う先生にレッスンを受けると、今まで指摘

されたことは無いけれど、なんとなくウスウス感じていて、はっきりと意識することの

なかった弱点を思い切り指摘されることがあります。そんな時は本当にラッキー。弱点

が自覚できないと上手くなれませんから。気が付かせてくれた先生に感謝です。チェロ

の先生といえども、１００％完璧な先生はいらっしゃいません。ビブラートにこだわる

先生、左手にこだわる先生、右手にこだわる先生…やはり先生によって個性があります。 

 音楽講習会は自分がレッスンを受ける以上に、人のレッスンを聴講するのが勉強にな

ります。自分がレッスンを受けていると緊張しちゃって、何を言われても緊張のあまり

上手くできない(大汗）。ですが、人のレッスンの聴講は落ち着いて聞けます。「あ、

私も同じことやっている！気を付けないと！」と気が付くことが沢山あります。 
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 私はチェロを始めて 3年目の時に、初めて音楽講習会に参加しました。無謀にも、初

心者の分際で、有名な先生のレッスンを受けに、わざわざ福岡から盛岡市まで行きまし

た。私のようなアマチュア初心者に対してもきちんとレッスンをしてくださり感謝して

います。講習会ではチェロアンサンブルをやったり、発表会に出演したり、参加者と飲

みに行ったり、とても楽しいチェロ三昧の数日間を過ごすことが出来ました。 その後、

長崎県五島列島の小値賀島で毎年開催されている「おぢか国際音楽祭」の音楽講習会に

参加するようになりました。数年ごとに先生が変わります。私はここで一流の演奏者の

レッスンを受けることができました。 

 おじか国際音楽祭はレッスンもさることながら、食事がすごかったです。私は漁師さ

んがやっている民宿に宿泊したのですが、毎日その民宿の人が捕ってきたブリ、イカ、

アジ、ナマコの刺身を食べ、目の前の海でさっき採ってきたばかりのアオサの入ったお

味噌汁を頂きました。音楽祭のパーティーでは何十個もの大きなアワビが！豪快なアワ

ビのバター焼きは本当においしかったです。アワビのワタの味噌煮というものも、ここ

で初めて食べました。甘く味付けした、ちょっとほろ苦いアワビのワタを熱いご飯にか

けて頂くのは最高でした。グルメな方にもおすすめの音楽祭です。  

 音楽講習会でいろんな音楽家の方とお話しすることができました。共通するのは皆さ

んとても暖かで、ユーモアあふれる素敵な先生方だったことです。厳しい指導というの

は、暖かさがなければできません。プロの音楽家として生きていくには、腕だけでなく、

人間性も重要なのでしょう。どんなに上手くても、イヤな奴とは一緒に仕事をしたくな

い・・・と思うのが人間の自然な感情ですから。まあ…私がプロの演奏家になっても生

き延びられなかったでしょう。性格悪いですし（笑） 

 

おぢか国際音楽祭 

リンクを張りたいところなのですが、ウェブサイトが毎年新しく立ち上がり、そのたび

に URLが変わります。Googleで検索すると、古いサイトが複数出てきます。最新のサ

イトを見つけるのが非常に困難な音楽祭です(泣)。「おぢか国際音楽祭 ２０１５」の

ように、西暦を入れて検索することをお勧めします。頑張って最新のサイトを見つけて

ください。または小値賀町のホームページ http://www.ojika.net/ から辿っていくか、

日本チェロ協会の情報をチェックけすれば、最新の情報をゲットできるかも？きっとウ

ェブサイトが分かるスタッフが島にいないのかもしれません…。 

 

http://www.ojika.net/
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綺麗な安定した音～チェロを科学してみる  

 物理学や数学の知識が、楽器練習に役立つことは意外と多いです。初心者の頃は分か

りませんでしたが、何年もセブシックなどを練習していくうちに、「そうだ！これは弓

のモーメントを利用しているのだ！」「ああ、重力を利用するのだな。」など、いろい

ろと気が付くようになりました。レッスンの時に、ちょっと物理的な視点から先生の動

きを観察してみると、新たな発見があるものです。 

 プロの方の弓の動きを見ていると、非常に勢いを感じます。それに比べて、下手な人

の弓の動きは勢いが感じられません。どうしてそのように感じるのか？いつも疑問に思

っていました。そこで実際に科学的に調べてみました。 試しにプロのチェリスト、初

心者のボーイングを簡易的な方法でざっと運動解析してみました。比較するために、同

じ曲（荒城の月・滝廉太郎）を同じテンポ（四分音符＝６０）で演奏してもらい、最初

の二小節を抜き出して運動解析してみました。 

 プロは出だしや弓の切り替えしの速度が非常に速い。かといって変なアクセントはつ

いていません。右手で弓に加える圧力をコントロールしているのでしょう。また、弱音

やフレーズの最後などは弓の速度は遅く、等速直線運動気味になっていることが多いで

す。プロの演奏は、加速、減速、等速直線運動を使い分けながら、緩急自在に弓を動か

し演奏しています。 

 一方、下手な人はどうかといいますと（私の配偶者など（笑））、全体的に弓の速度

が遅く、特に音の出だしなどは、恐る恐る弾き始めている印象を受けます。緩急が少な

く、ワンパターンに最初から最後まで等速直線運動で弓を動かしていることが多いです。

下手な人は綺麗な安定した音を出そうとするあまり、最初から最後まで一生懸命一定の

スピードと力で弓を動かそうとします。それが汚い音の原因になっているようにみえま

す。 

 弓は、ただ左右に機械的に動かしているのではなく、曲に応じて、一番ふさわしい弓

の速さ、使う量、力加減などを上手にコントロールして、表情豊かな音を作っているの

ですね。それができるようになるためには、やはりセブシックなどで右手の基礎練習を

することが重要。今回は弓の速さしか調べませんでしたが、いつか右手の力加減も調べ

てみたいものです。 

  



 

 

32 

第三章 アンサンブルを楽しもう  

 1人で練習していると、周りの音を聴いて一緒に合わせるという練習ができません。

でも「周りの音を聴く」というのはアンサンブルをやるうえで非常に重要です。チェロ

のソロもピアノと合わせます。ピアノの音を聞いて合わせる必要があります。アマチュ

アオーケストラは「周りの音を聴いて合わせる」という練習には もってこいです。ア

マオケで演奏テクニックの上達は、あまり期待しないほうが良さそうですが、 楽しい

ことは間違いありません。 

 アマチュアオーケストラに入ってみる  

 アマチュアオーケストラ、略してアマオケ。同じ趣味の仲間を見つけたり、飲み仲間

を見つけるのに最適な場所です。また、初見演奏の訓練になる。舞台度胸がつく。いろ

んな楽器の人と友達になれる。アンサンブルの練習ができる。独身の方にとっては、同

じ趣味の配偶者を探すのに絶好の場所（笑）だと思います。何かとメリットがあります。 

アマチュアオーケストラの探し方  

 コネ：先生や何か楽器をやっている人に「アマオケに入りたいと思ってい

るんだけれど、どこか良いところを知らないか？」と聞いてみる。 

 インターネット：アマオケはウェブサイトを持っていることが多いので、

検索してみると良いでしょう。問い合わせ先も載っていると思います。 

 アマチュアオーケストラといっても、さまざまな特徴を持ったアマチュアオーケスト

ラがあります。どこかの大学の卒業生が中心になってできたもの、地域に根差した一般

社会人向け、未成年のジュニアオーケストラ、ひたすら上手くなることを目的としたア

マオケ、とにかく楽しければ良い！というポリシーのアマオケ、一発オケ、特定の作曲

家の作品だけを演奏するアマオケ、etc. 本当に様々です。これはと思うアマオケが見

つかったら、見学に行って団の雰囲気や団員の年齢層などをチェックすることをお勧め

します。できたらプロの音楽家がトレーナーや指揮者を務めているオーケストラが良い

と思います。（そうでないところも多いのです） 
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アンサンブル能力とソロの能力の違い  

ソロ曲を練習している人は、自分の音程や音質に細心の注意を払います。どんな風に

表現するか、どんな音質で演奏するか、すべて自分で考えなければいけません。自分で

自分の出す音に注意するあまり、周りの音を聞けなくなってしまう人も多々います… 

アマオケの場合、 アマオケは周りの音をしっかり聴いて、指揮者やコンマスやトップ

を見て弾き方やタイミングを合わせなければなりません。まわりの音を聞くあまり、自

分がどんな音程や音質で弾いているのか無頓着になりがち… 他の人が綺麗な音を出

しているのに、自分で出しているように錯覚してしまい、弾けた気になってしまう・・・

という危険もあります。その辺を注意して練習しなければいけません。 

 アマオケで弾くような交響曲のチェロパートは意外と難しいです。ソロの曲はメロデ

ィーがあり、覚えやすく弾きやすいですが、交響曲はチェロにあまりメロディーは無く、

覚えにくいです。チェロで弾くのはちょっと無理があるんじゃ？と思うような楽譜もあ

ります。 

 私は一時期アマチュアオーケストラを休団し、ソロばかり集中して練習していまし

た。演奏テクニックは磨かれましたが、アンサンブル能力がガタ落ちしてしまいました。

なので、再びアマオケに復帰しました。やはりどちらか片方に偏るのは、せっかくの音

楽人生もったいない。ソロもアンサンブルもできれば、楽しさ倍増ですから。 

  

いきなり初心者でアマオケに入ることについて  

 私はアマチュアオーケストラの入団が決まってから、チェロを習い始めました。 左

手に楽器、右手に弓！というところから習い始めました。チェロが全然弾けない状態で

アマオケに入って、「なんて無謀な事をしてしまったのだろう」と思っていましたが、

最近、それが良かったのかもしれない…と思い始めています。 

 レッスンでソロの曲ばかり練習していると、楽譜を正確に読んで弾く…ということが

意外と疎かになってしまいます。ソロの曲は耳で覚えやすいため、つい楽譜をテキトー

に見てしまい、耳で覚えて弾いてしまうのです。 オーケストラで弾くようなシンフォ

ニーは、自分のパートの楽譜をしっかりと正確に読んで弾く必要があります。 大勢で

一緒に演奏するのですから、各人が勝手な長さで音を弾いてしまったら、音楽が滅茶苦

茶になってしまいます。周りの音に合わせ、指揮者の指示に従って弾かなければなりま

せん。 
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 アマオケは時にはいろいろと問題があるけれど、読譜能力・初見能力・アンサンブル

能力の訓練にはとても良いと思います。 ずっと個人レッスンを受けていて、ある程度

弾けるようになってからアマオケに入ると、戸惑ってしまう人が多いようです。私の場

合、ソロとアマオケ、同時並行でやってきたのが、とても良かったのかもしれません。

まったくの初心者の頃から「演奏会」「聴衆」というものを意識して練習することがで

きました。もし、アマオケに入りたいけれど自信がない、どうしよう…と躊躇している

人は、 勇気をもってアマオケに入って欲しいです。 

室内楽は楽し！！  

 １０数年前、最初のチェロの先生から「クヮルテットのたのしみ」エルンスト・ハイ

メラン／ブルーノ・アウリッヒ 著 中野 吉郎 訳（アカデミア・ミュージック出版）

を借りて読みました。アマチュア音楽愛好家のために書かれた室内楽ガイドです。かな

り昔に書かれた本ですが、今読んでも非常に面白い内容です。弦楽四重奏曲の難易度が

のっているので、曲を選ぶときの参考になります。弦楽四重奏以外にも、ピアノトリオ

や管楽器の入る室内楽など、いろいろな曲の難易度と解説が書かれています。  

 室内楽をする上で一番大変なのは、仲間を見つけることかもしれません。一口に「楽

器を演奏するのが好き」と言っても、さまざまな「好き」があります。ソロを弾くのが

大好きな人、アマチュアオーケストラで弾くことが大好きな人、レッスンを受けたい人、

レッスンを受けたくない人…。人によって好み・目的・熱意は様々です。できるだけ似

た人同士で室内楽を組むのがトラブルは少ないと思いますが、そう上手くはいきません。

異なった考えの人同士で、どう擦り合わせて、妥協点を見つけて上手くやっていけるか

…でしょうか。 

第四章 理論・分析・聴音  

音楽をつくる  

 音楽を作る、メロディーを歌う、表現する。難しいです。いろいろ悩んで試行錯誤し

た結果、やはり音楽を分析することが必要だと感じました。 分析することで音楽全体

が綺麗に見渡せるようになります。例えるなら、分析もせずに弾くのは、森の中の小道

を地図無しで歩いているようなもの。分析すると空の上から森の道を見渡す感じです。
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「なるほど！この道はこんな風に続いて、ここに泉があって、こっちに行くのね」と全

体が分かります。 全体が分かれば、計画も立てられます。暗譜もしやすいです。 

音楽理論  

 はずかしながら、私が初めて音楽理論を勉強した時、「音楽理論て何を勉強するの？

ガクテンて何？」といった状態でした。なんだか分からないけれど、とりあえず分厚い

本を買いました。しかし、読むと数分で意識喪失…。非常に専門的で詳しかったので、

私にはついていけませんでした。そこで、この本を読むのはあきらめ、もっと薄い本に

しました。 

 「やさしく学べる音楽理論」（桶谷 弘美、 熊谷 新次郎、杉江 正美、高橋 悦

枝著 音楽之友社）という本を購入し勉強しました。薄いので精神的に負担感が少な

くて良かったです。各章ごとに問題もあり、自分がちゃんと理解できているか確かめな

がら勉強できました。その後、英国王立音楽検定のテキストを使用して英語で勉強。（日

本語訳もあり） ついでに英国王立音楽検定・音楽理論のグレード 5を受験し合格しま

した。せっかく勉強したのだから、勉強した「ご褒美」というか「証」というか、なに

かが欲しかったのです。 

 勉強といっても、机に座ってきちんと勉強したわけではなく、職場のお昼休みにパン

を齧りながら勉強していました。仕事が忙しい時やヤル気が出ない時は何か月も中断し

たり…。のんびりと継続したのが良かったようです。最初はぜんぜん理解できなかった

個所が、数か月後にもう一度やると、すんなりと頭に入ることもありました。ゆるくの

んびりと勉強を続けて、ある時「ああ、今なら英国王立音楽検定に合格できるかも！」

という自信ができ、受験申し込みをして、２か月ほど集中して勉強し（といっても昼休

みに勉強したのみ）、合格することができました。職場のお昼休みというのは、非常に

貴重な時間でした。毎日昼休みに１５分も勉強すれば、かなりの事が勉強できます。 

和声  

和声ってなんでしょう？和声は音楽の文法のようなものです。私たちは自由に好き

なように言葉をしゃべっていますが、文法にしたがってしゃべっています。それと同じ

で、音楽にも文法があります。和声では基本的な和音の作り方や、和音の連結の仕方を

学びます。和声の勉強は、曲を理解するために非常に有益です。学ぶことで、曲の見え

方が変わり、簡単な曲の伴奏付、弦楽四重奏、アンサンブルなどを自分で編曲できるよ

うになります。楽典の勉強を卒業したら、ぜひ和声にもチャレンジしてみてください。
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音楽の世界がグンと広がります。可能ならば、先生についてレッスンを受けるのが理想

です。 

曲の分析について  

 曲を練習する時は、楽譜を分析して練習するようにしています。 分析もしないで弾

ことができなくなりました。分析もせずに演奏するのは、なんの道標も無く、地図もな

く、あてずっぽうで目的地に向かうドライブのようです。 とても不安に感じるように

なりました。昔はよく分析もせずに弾いたものです。 若かったから可能だったのでし

ょう。さすがに４０歳を過ぎた今は難しいです。記憶力の低下を補うためにも分析は必

要です（笑） 

 初めの頃は「分析ごっこ」状態でしたが、だんだんこれが欠かせない作業となってい

きました。 自己流なので、かなり間違いだらけのアナリーゼだと思います。ですが、

試験を受けるわけではありませんからいいのです（笑）。曲を理屈で覚えることができ

ます。 

 音楽理論を勉強したり、分析をするようになってから、音楽の聴き方、楽譜の読み方

がずいぶんと変化しました。今まで気が付かなかったことに気が付けるようになりまし

た。視界がぐんと広がった感じです。 

聴音  

 聴音はできないよりは、できた方が何かと便利です。好きな曲を聴いて楽譜にして弾

くことができます。私はチェロ実技のグレード試験に聴音があったので、必要に迫られ

てやりました。メロディーの聴音は簡単だったのですが、和音の聴音に手こずりました。

今思えば、和声の基礎を勉強したあとで聴音をやれば、もっとスムーズに勉強がはかど

ったなと思います。もし和音の聴音をする必要がある方は、基本的な和声の勉強をして

から和声聴音することをお勧めします。 

第五章 エチュード＆曲  

今までに、以下のようなエチュードを練習しました。エチュードの感想などを書いてい

たいと思います。 

 WERNER / PRACTICAL METHOD FOR CELLO, OP. 12 ウェルナー 
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 ウェルナーは、チェロをやっている人ならば、一度はやった事のある教則本でしょう。 

おそらく日本で一番有名なチェロのエチュード。1ポジション、4ポジションまではす

ーっと進みます。が、3ポジションあたりから怪しくなり、 その後ギブアップしてレ

ッスンを辞めてしまう知り合いが多かったです。ここで辞めてもアマオケで楽しめると

思います。ソロを楽しむにはちょっと難しいかもしれません。 ウェルナー前半はルン

ルンと鼻歌でも歌いながら進む事ができますが、 後半は意外と難しく、まるでロック

クライミングのようでした。一週間で一段しか進まなかったこともあります。ここはチ

ェロ人生最初にして最大の難所でした。ですから、なかなか先に進まなくても、「そう

いうものだ」と思って焦らないのが良いと思います。 

 DOTZAUER/ 113 EXERCISES ドッツアー 

 ウェルナー後半からは、並行してドッツアー一巻の練習を始めました。一巻はウェル

ナーとそんなに差を感じませんでしたが、2巻から難しくなっていきました。なんとな

く練習していては、弾けるようにならないので、この頃から計画的に練習するようにな

りました。2巻が弾ければ、アマチュアオーケストラに余裕で入れると思います。 3

巻は「ああ、私、もう限界かも…バタリ… 」という感じで、息も絶え絶えに練習した

ような気がします。楽譜を読むのも弾くのも大変でしたが、テクニックは身につきまし

た。また、「計画的に練習する」ということが習慣になりました。3巻をやると、オー

ケストラのチェロパートの楽譜が可愛く見えてきます。アマチュアオーケストラで弾く

ことが目的の方は、2巻終了を目標に頑張れば、アマチュアオーケストラで大活躍でき

ることでしょう。 

 FISCHER DUPORT/ 21 ETUDES デュポア 

 Duportの発音はデュポールか、それともデュポアか？ずっと悩んでおりました。ドイ

ツ人、カナダ人の発音を聞いてみると、Duporのｒはアでもなくルでもなく、ノドの奥

でうがいするみたいな感じの音でした。それはさておき、このエチュード、とても綺麗

な曲で、演奏会のアンコールで弾く方もいるようです。 非常に難しいですが、とても

綺麗な曲です。 結局、私は綺麗に弾くことはできませんでした。音符を音に変換する

だけで満足せず、「音楽」として完成させるよう頑張って練習したいエチュードです。 

 POPPER/ HIGH SCHOOL OF CELLO PLAYING, OP. 73 ポッパー 

 ポッパーは難しいというか、弾きにくいです。なんでこんなに意地悪なことばかりす

るの！と怒りたくなるエチュードでした。これ以上書くと、ポッパー先生の悪口ばかり
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になりそうですので、もうこの辺でやめます。ポッパーを練習中の皆さん、健闘を祈り

ます！ 

 FEUILLARD/ DAILY EXERCISES 

 毎日の練習の始めに、ウォーミングアップとして練習するのに最適の本です。まずは

これで基礎練習を行うと良いと思います。左手の動きを良くするための練習、ポジショ

ン移動の練習、音階、重音、ボーイングの練習など、これ一冊でさまざまな練習ができ

ます。 

 J.LOEB /ARPEGGIOS AND SCALES 

 様々な種類の音階がのっています。私はこの本で音階の練習をはじめました。一通り

全部練習したあと、Feuillard/ Daily Exercisesをするようになりました。 

 SEVCIK FOR CELLO - OPUS 2: SCHOOL OF BOWING TECHNIQUE 

セブシック 

 これで右手のボーイングをみっちり仕込まれました。part1と part4をしました。7

年はやりました。 漢方薬のごとく毎日地味に練習。地味で退屈な練習ですが、まあ我

慢。特にアマチュアは左手ばかり練習して、右手の練習はしないことが多い。でも右手

は非常に重要です。音楽を作るのは右手です。 これは独学だとあまり意味が無いと感

じます。先生にチェックしてもらわないと、 「なんちゃってスピッカート」や「なん

ちゃってソティエ」になりかねません。 手首も柔軟になったし、より繊細に弓を操れ

るようになりました。と言ってもまだまだですが。 右手は奥が深いです…。 

 自作オリジナル基礎練習用楽譜 

私は今までにやった、様々な基礎練習用の楽譜から必要な部分を抜き出して一つにま

とめ、自分専用のオリジナル楽譜を作って、ウォーミングアップ用として使用していま

す。皆さんも作ってみてはいかがでしょう。 

今までに弾いた曲    

 大人から始めたアマチュアでも、頑張ればかなりの曲が弾けます。以下は私が今まで

に演奏した曲のリストです。基本的にどれも難しかったのですが、どうにかなりました。

鑑賞に堪えうるかと言われると・・・微妙ですが。皆さんも憧れ 曲に向かって頑張っ

てみてはいかがでしょうか。曲を選ぶ時はチェロ曲の難易度表

( http://www.cello.org/libraries/references/syllabus.html)を時々参考にします。 

http://www.cello.org/libraries/references/syllabus.html
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チャイコフスキー/PEZZO CAPROCCIOSO 

ポッパー/ハンガリアン・ラプソディ 

ポッパー/タランテラ 

シューマン/幻想小組曲 

バッハ/無伴奏チェロ組曲、1番-4番 

フォーレ/エレジー 他小品をいろいろ 

ブルッフ/コル・二ドライ 

ブロッホ/ジューイッシュ ライフ 

ブロッホ/シェロモ（発狂しそうだった） 

サン・サーンス/アレグロ・アパッショナート 

ベートーベン/チェロソナタ 3番 

ブラームス/チェロソナタ 1番 

ブラームス/チェロソナタ２番 

ショパン/チェロソナタ 

ショスタコービチ/チェロソナタ 

シューベルト/アルペジョーネソナタ 

ボッケリーニ/チェロソナタ 

ヴィバルディ/チェロソナタ 

ラフマニノフ／チェロソナタ 

ボッケリーニ/チェロコンチェルト B-DUR 

ハイドン/チェロコンチェルト 1番 

サンサーンス/チェロコンチェルト 

ラロ/チェロコンチェルト 

エルガー/チェロコンチェルト 

ドボルザーク／チェロコンチェルト（やっと到達！） 

ポッパー/3本のチェロとピアノのためのレクイエム 

メンデルスゾーン/ピアノトリオ 

ベートーベン/クラリネットトリオ「街の歌」 

フォーレ/ピアノトリオ 

ブラームス/クラリネットトリオ 

プロコフィエフ/SEXTET "OVERTURE ON HEBREW THEME" 

その他ちょこまかと… 
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第六章 英国王立音楽検定（ABRSM）  

チェロの検定試験について  

 チェロもピアノのように、なにか検定試験はないものかと探していましたら、英国王

立音楽検定（ABRSM）http://www.kakehashi-foundation.jp/abrsm/というものを発見し

ました。公益財団法人かけはし芸術文化振興財団が日本代表事務局として検定の運営を

行っています。日本に居ながら日本語で受験できます。さまざまな楽器で受験すること

ができます。音楽理論、ジャズななどもあります。グレードは１から８まであり、初心

者から音大入学レベルまでと幅が広く、どんなレベルの方でもチャレンジすることがで

きます。 

 この検定試験の魅力は、国際的に通用するということ。１００年以上の伝統がある試

験であること。基準がしっかりしていることです。私もチェロのグレード８を受験し合

格しました。受験して分かったことは、この検定試験は実技だけでなく、音楽をバラン

スよく勉強することができることです。 

 危険な点としては、グレード資格を取るために検定試験の曲ばかり練習して、なんと

か合格しようする人がいるであろうことです。いろんな曲を弾いて楽しむことができな

くなるし、音楽的視野が狭くなってしまいそうです。グレード合格を目標にして練習す

るよりも、復習として利用した方が良いように感じます。私も数年前に練習した曲を再

び練習して受験しました。以前練習した時よりも、もっと深く練習することができ、、

様々な発見があり、とても勉強になりました。 

 グレード試験は賛否両論あるようです。たしかにグレード合格を目標に練習するのは、

なんだかつまらないし、ちょっと違うな…と感じます。アマチュア演奏家の場合は、楽

器が上達していろんな表現ができるようになって、アンサンブルを楽しめるようになる。

そして音楽を通して人生が豊かになる…というのが一番の目標だと思います。でも、ず

っとレッスンを受けていると、「自分の実力って、客観的に見てどのくらい？先生はい

つも褒めて（もしくは叱って）くれるから、よく分からないよ…」という時にとても便

利。グレード試験を通して自分の長所や弱点をあらためて確認できます。モチベーショ

ンもアップします。 

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団  

http://www.kakehashi-foundation.jp/abrsm/ 
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英国の本部・英語サイト  

http://jp.abrsm.org/en/ 

チェロ実技グレード試験  

 実技試験はグレード１からグレード８まであります。グレード８が最高グレードです。

実技はスケール・課題曲・オーラルテストも含まれます。スケールはすべて暗譜で弾か

なければなりません。 

 オーラルテストではコードの進行や、転調を聴き取って、試験官の質問に答えなけれ

ばなりません。緊張の中で和声を聴き取って答えるのは、結構難しかったです。初見の

テストはテンポが速く、重音も出てきて、非常にやりごたえがありました。リズミカル

な曲だったので、パッと見て、すぐにリズムを理解して演奏しなければなりませんでし

た。リズムのソルフェージュが役に立ちました。 初見演奏は、日頃アマチュアオーケ

ストラで大量の楽譜を短期間に読む…ということに慣れていたため、その経験がとても

役に立ちました。 

 スケールの試験は、試験官が次々と「何調の長調をスラーで」「何調の旋律的短音階

を一音ずつ区切って」と指定するので、それを暗譜で次々と弾いていきました。みっち

りと弾かされました。スケールは寝てても弾けるくらいにしっかり練習しておく必要が

あると感じました。 

 課題曲と初見演奏以外はまったく自信がなかったのですが、なんとか合格することが

出来ました。合格した時の達成感は最高です！皆さんもチャレンジしてみてください。 

音楽理論グレード試験  

 音楽理論もグレード１からグレード８まであります。数字が大きくなるにつれて難易

度も上がっていきます。グレード１は本当に初歩ですが、グレード５以上になると作曲

もあり、難しくなっていきます。 私はまず音楽理論グレード５を受験しました。グレ

ード５に合格しなければ実技のグレード６～８を受験することができないからです。少

しでも受験料を節約するために、音楽理論グレード５→チェロ実技グレード８→演奏デ

ィプロマという最短コースを狙ったわけです。 

 理論の受験勉強として、音楽理論グレード 5のワークブックを勉強しました。これ一

冊勉強しただけです(笑) 。それ以前に他の音楽理論の本を少し勉強していたので、厳

密にはこれ一冊とは言えませんが。解答は別売りとなっております。実際の試験問題は

http://jp.abrsm.org/en/
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ちょっと違いました。引っかけ問題がいくつかありました。丸暗記では引っかかってし

まうかもしれません。ちゃんと理解していれば余裕で解答できると思います。 

 グレード 6はグレード 5の延長ではなく、まったく別物のようです。いきなり難易度

が上がります。和声学をしっかりと勉強する必要があります。 

ABRSMのテキストやワークブックは MUSIC ROOM http://www.musicroom.com/ や

アマゾンなどで注文できます。 

ABRSM パフォーマンスアセスメント  

 いきなりチェロ実技グレード８を受けるのは、さすがに無謀と思い、自分の実力を客

観的に知る目的でグレード試験を受験する前に、パフォーマンスアセスメントを受験し

ましたこの試験は合否が無く、聴音も無く、２１歳以上ならだれでも受験可能です。 

 わざわざイギリスから福岡まで試験官がやってきて、一人づつ審査してくれました。

私の演奏を聴いて、アドバイスを A4の紙に英語でびっしり書いてくれました（翻訳を

頼むことも可能。私は自力で読みました。ネイティブの癖字は解読が大変でした）。 ア

ドバイスを読んで自分の長所・短所をあらためて確認しました。専門家の意見はとても

ありがたいものです。お友達だと「よかったよ～」としか言ってくれませんから（＾＾； 

こうゆうのがあると、とってもモチベーションが上がって楽しいですよ♪ パフォーマ

ンスアセスメントなら合否もないので、わりと気軽に受けられます。アガリ対策で受け

るのも良いかもしれません。場数が多い方が本番でのアガリも減りますから。 

ディプロマ試験  

 実技グレード８に合格すると、さらに上のディプロマ試験(下記の３つのレベル)を受

験することが出来ます。 

 Dip ABRSM Diploma of The Associated Board of the Royal Schools of 

Music （音大一年次終了レベル） 

 LRSM Licentiate of the Royal Schools of Music（音大卒業レベル）   

 FRSM Fellowship（大学院レベル）  

 

私も２０１４年に Dip ABRSMに無事合格することができました。試験は 35分間の

演奏と初見演奏と口頭試問。合計７０分近く行われました。そして自分で書いた英語の

http://www.musicroom.com/
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プログラムノートも提出しなければなりませんでした。試験官は私の書いたプログラム

ノートを見ながら、かなり突っ込んだ質問をしてきました。試験官はチェロではなくギ

ター科の教授でした。チェロの曲はそんなに詳しいわけではありません。答えの内容よ

りも、いかに堂々と自信を持って答えているかを見ているようでした。確かに、ちゃん

と勉強していれば余裕と自信を持って答えられるし、そうでなければ、それが態度に出

てしまいますよね。 
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第七章 物理学の基礎  

 物理学を知らなくてもチェロは演奏できます。が、知っているとお得なこともありま

す。楽器を演奏する人に、ぜひとも最低限知って欲しい物理学の基礎をまとめてみまし

た。 

音とはなにか？  

 音は空気の振動です。空気の振動を耳が捉え、鼓膜が振動し、音として聴こえます。

振動には横波と縦波の二種類がります。空気の振動は縦波（または粗密波）です。  

 

 

波が１秒間に振動する回数を振動数 f (Hz)。波の長さを波長 λ(m)といいます。振動の縦

の大きさを振幅といいます。振動数が大きいほど音程は高くなります。波長が短いほど

音程は高くなります。  

 

 音速 c (m/s)、周波数ｆ (Hz)、波長 λ (m）の間には 
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c = λ f   

という関係があります。また、音の速さは気温によっても影響を受けます。 

c =331.45+0.607 t    

ｔ は温度[℃]です。以下は実際に計算した結果です。  

気温 0度なら、音速 331.45[m/s]  

気温 20度なら、音速 343.59[m/s]  

気温 40度なら、音速 355.73[m/s]  

 気温が上がるにしたがって音速が速くなっているのがわかります。 管楽器の場合、

気温が下がって寒くなると、楽器内の空気の温度も下がり、音程が下がります。暑いと

ころでは楽器内の空気の温度が上がり、音程も上がります。なぜなら音速が変わっても

波長は変化しませんが、振動数が変化したからです。 弦楽器は管楽器とは逆で、寒い

場所では金属の弦が少し縮み、弦の張力が上がり、音程も上がります。暑いところでは

金属の弦が延びるため、弦の張力が下がり、音程も下がります。これについては「音程

と弦の関係」の節で詳しく説明します。 

------- コーヒーブレイク～真冬の演奏会 -------   

 以前、私は弦楽四重奏＋フルートという編成でアンサンブルをやったことがあります。

時期は雪のちらつく真冬。場所はデパート前の屋外広場。 

 暖房が効く控室で練習をし、屋外の会場でリハーサルをすると、大変なことが起こっ

てしまいました！フルートは冷えてしまって音程が下がり、弦楽器は寒い屋外で楽器が

冷えてしまい、音程が上がってしまったのです！まったくハモりません！ 事情があり、

屋外で本番まで待つことは不可能でした。幸いにもアンサンブルのメンバーは全員理系。

何が起こったか理解できました。そこで弦は半音近く下に調弦、フルートは少し音程を

上げて調整をしました。そうすると、寒い屋外で音程が変化しても、本番をなんとかこ

なすことが出来ました。 

 弦楽器の人も、管楽器の人も、お互いの楽器の基本的な仕組みや性質を知っていれば、

こんな状況の時に、「おまえ音程悪いぞ～！どうにかしろよ！」などと言ってお互いを

責めたり、無用な喧嘩を避けることが出来ます。 
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音程と弦の関係  

 弦の振動は横波になります。弦は同じ長さならば、重いほど低い音が出て、軽いほど

高い音がでます。A線は高い音を出すために細く軽く作ってあり、Ｃ線は低い音を出す

ために、重く太くなっています。  

 密度の高い素材で弦を作れば、細くても低い音が出せます。タングステンを使用して

作られたＣ線は、スチールで作られた一般的な弦よりも細身ですが、低音が出ます。な

ぜならタングステンの密度が非常に高いからです。タングステンの密度は 19.25 g/cm-3 

で、鉄（スチール）の密度 7.874 g/cm-3の２．４倍にもなります。 

 また同じ弦でも、引っ張る力（張力）が強ければ音程は高くなり、弱くすると音程は

下がります。弦を押さえて振動する範囲を狭くするほど、音程は高くなっていきます。 

 

 低い音を出すためには、張力を緩めれば良いのですが、やはり限界があります。弦に

ハリが無ければ良い音は出ません。弦を太くすることでも低い音を出すことができます

が、これも限界があります。あまりにも太い弦は押さえにくくなります。 ハリのある

美しい低音を出すには、張力を大きくする必要があります。また、演奏しやすい太さで

なければなりません。そのためには、できるだけ弦を長くしなければならないのです。

そして、長い弦を張るためには楽器が大きくなければならないわけです。バイオリンが

一番小さくて、ビオラ、チェロ、コントラバスと低音になるにつれて楽器が大きくなる

のは、少しでも綺麗な低音を出すためなのです。 

フラジオレットとは   
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 弦のある特定の場所をそっと触れると、まるで裏声のような音が出てきます。これを

フラジオレットと呼びます。では、フラジオレットとは、いったい何でしょうか？ 弦

の振動の図を見てみましょう。A線を開放弦で演奏しているとき、弦は下の図のような

振動をしています。物理学では基本振動と呼びます。 

 

 次に弦の真ん中を指でそっと触れると、A線の開放弦の音よりも、一オクターブ上の

フラジオレットの音が出ます。この時、次の図のような振動が起こっています。一番振

幅の大きい場所を腹、振動のくびれの部分は節と呼びます。 この振動を物理学では２

倍振動と呼びます。 

 

フラジオＡ線の１/３の位置を指で触れると、次のような振動が起こります。物理学で

は３倍振動と呼びます。 
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 同様に 1/4、1/5の位置を触れても同様な振動が起こりますが、だんだん振動が起き

にくくなってきます。頻繁に使うのは 1/2や 1/3のフラジオレットでしょう。 これら

を式であらわすと次のようになります。 

f n= c n /2 L ( n=1,2,3,…) 

f n ：周波数(Hz)、c ：音速(m/s)、L ：弦の長さ(m) 

  指でしっかり弦を押さえた場合、同じ音程が出ますが、振動の様子は以下のように

なり、フラジオレットとは異なっています。指で押さえた部分から先の方しか振動して

いません。 

 

 整数で割り切れない中途半端な位置を指で触れても、フラジオレットの音は出ません。

フラジオレットを理解するためのキーワードは「整数」です。皆さんもご自分のチェロ

を使って、ぜひ実験してみてください。 
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後書き  

 私のチェロのハマリっぷりに、呆れる人が多いようです。最近はちょっと熱意も冷め

てきて、のんびりペースに変わった気もします。でも、やはりチェロは大好きです。 

 ２６歳で生まれて初めてチェロを触ったとき,「こんなに面白いオモチャがこの地球

上にあるなんて、26年間知らなかった！ なんてもったいないことをしてしまったんだ

ろう！」と悔しく思ったものです。 子供のころから好奇心の赴くままに好きなことに

ハマってきました。石の収集、貝の収集、植物、天文学、お絵かき、お菓子つくり、物

理学…。最終的に物理を職業に選んだわけですが、物理を職業に選んだ直後、チェロと

出会ってしまったのは、良かったのか悪かったのか…。学生の時にチェロと出会ってい

たら、きっとマトモに大学を卒業できなかった可能性が高いので、まあ、これで良かっ

たのでしょう。 

 いろいろやって辿り着いたチェロなので、迷わずチェロが一番大好きと言えます。 幸

いにも、子供の頃にピアノをやっていたため、わりと早く上達することができました。

子供の頃にいやいやながらやらされた聴音やソルフェージュですが、今になって役に立

っています。小さいころからピアノを習わせてくれた両親に感謝です。  

いったいチェロの何が、こんなにも私を魅了してしまったのでしょう。私にもよく分か

りません。恋に落ちるのに理由はありませんから。初めは熱い恋心でやってきたチェロ

でしたが、最近は家族になれたように思います。これからもずっと、チェロは家族の一

員として、一緒に人生を歩んでいきたいと思っています。 

竹内千寿 
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参考  

チェロ曲・難易度表(英語のみ）  

http://www.cello.org/libraries/references/syllabus.html 

英国王立音楽検定のグレード別課題曲リスト  

http://jp.abrsm.org/en/our-exams/bowed-strings/cello/ 

物理学基礎 原康夫著 学術図書出版社 

MIT 物理 振動・波動  A.P. フレンチ著 培風館 

  

http://www.cello.org/libraries/references/syllabus.html
http://jp.abrsm.org/en/our-exams/bowed-strings/cello/
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