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1981 年にパオロ・ファツィオリによって設立されたイタリアのピアノ・メーカー。2008 年日本の総代理店、ピアノフォルティ株式会社が活動を始める。
1997 年より世界で最も有名なジャズフェスティバルの一つである、ウンブリアジャズフェスティバルで使用される。2010 年ショパン国際ピアノコンクール
の公式ピアノとして採用される。2011 年チャイコフスキー国際コンクールの公式ピアノとして採用される。〈公式 HP〉http://fazioli.co.jp/
ファツィオリ（Fazioli）

さくらホールには現在４台のコン
サートグランドピアノがあります。
その中のファツィオリ社製ピアノに
ついて、保守をご担当頂いている、
ファツィオリ日本総代理店ピアノフォ
ルティ株式会社 越智晃さんにファ
ツィオリ社製ピアノについてお話を
（ 企画事業課 千葉）
伺いました。

という印象を持っています。そのファ
ツィオリを 年前に導入されたとい
うのはすごいことだと思います。
千葉 最近ファツィオリピアノが世
界で活躍する場面が増えていて、世
界的なコンクールでも演奏されてい
ると伺いましたが。
越智 大きなコンクールですと、２
０１０年ポーランドで行われたショ
パン国際ピアノコンクールに始まり、
翌年２０１１年のチャイコフスキー
国際コンクール、昨年イスラエルで
行われたルービンシュタイン国際ピ
アノコンクールです。今年６月のチャ
イコフスキー国際コンクール、秋に
行われるショパン国際ピアノコンクー
ルでも公式ピアノとして参加してい
ます。まだ少ない人数なのですが、
ファツィオリの良さをピアノ選定で
分かってくださったピアニストが弾
くので、コンクールの期間中は若い
素晴らしい演奏を聴くことができ、
楽しく充実の時間を過ごしています。
最新のニュースは、今年のワルシャ
ワ（ショパン国際ピアノコンクール）
にファツィオリピアノがコンクール
の公式ピアノとして参加するのです
が、そのピアノをワルシャワ国立フィ
ルハーモニー管弦楽団がお買い上げ
くださって、ショパンコンクールが
行われるホールにそのまま常設され
ることになりました。
千 葉 世界的なコンクールでのニュー
スを伺うと、 年前にさくらホール
にファツィオリピアノを選定し、導
入した方々の先見の明に驚かされま
す。さて、そのさくらホールのファ
ツィオリピアノは、ピアノの巨匠故
アルド・チッコリーニさんが特別に

※ピアノを使用したアンサンブルや伴奏練習など 5 名以内の
複数名での使用が可能です。
※１時間とりっぱなしの録音料を含みます。

千葉 日本のピアノメーカーで
すとヤマハやカワイという会社名が
一般的かと思います。ファツィオリ
社はどちらの国のメーカーですか。
越智 ファツィオリ社はイタリアの
メーカーです。観光地で有目なヴェ
ニスから北東方面に約 キロ、高速
道路を使って約 分くらいでファツィ
オリ社のあるサチーレという街に到
着します。１９８１年に会社を設立
して、 年余りで約２５００台のピ
アノを生産しました。
千葉 日本でさくらホールの様な公
共ホールにファツィオリピアノがあ
るのはめずらしいのでしょうか。
越智 現在は全国で６カ所です。一
番は滋賀県栗東市にある〈栗東芸術
文化館さきら〉、次が〈北上市文化
交流センターさくらホール〉で、最
近では東京都江東区の新しいホール
に常設されました。さくらホールが
オープンした２００３年は、まだファ
ツィオリという楽器が日本にあるこ
と自体が知られていない時代でした。
私の会社（ピアノフォルティ株式会
社）が２００８年にファツィオリを
輸入する日本総代理店としてショー
ルームを作って以来約７年の間にファ
ツィオリを皆さんに知って頂く活動
をしてきたのですが、でもまだまだ
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越智 演奏会や発表会のためにピア
ノを調律する時間は約２時間です。
ピアノの音を整えることととタッチ
の修正がメインですが、私が一年に
２回行っている作業は２日間かけて、
鍵盤をばらして掃除から始まり、土
台となる鍵盤の高さや深さなど基本
の寸法をファツィオリ社の基準に合
わせてもう一度リセットする作業で
す。さくらホールのピアノは一年に
２回の保守作業をさせていただいて
いるのでとても良い状態で管理でき
ています。常に弾かれるのを待って
いますので、ぜひ皆さんに弾いて頂
けるとうれしいです。

■参加料 １時間 3,000 円

２
編集後記 越智さんはショパンコンクールやチャイコフスキーコンクール等でファツィオリピアノの調律を担当され、世界中が注目する国際コンクールで活躍されています。さくらホール
でも真剣な眼差しで保守作業をされていらっしゃるのですが（写真左上）、インタビューには丁寧にやさしく答えてくださり、暖かな人柄が伝わるラジオ収録ができました。
今年の秋にはショパンコンクールが開催されます。越智さんの調律するファツィオリピアノを誰が選択するのか、コンクールが少し身近に感じられて鑑賞の楽しみも広がります。
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さくらホールではグランドピアノを通常よりもリーズナブル
に弾くことのできる「オープンピアノＤＡＹ」を実施してい
ます。大ホール舞台上で思い切りファツィオリを弾いてみま
せんか！他のピアノとの弾き比べも楽しいです。
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通りの寸法で完成するように精密に
作られています。ただ、このメカニッ
クに関しても常に研究しているので、
もっと弾きやすくなるような研究が
現在もされています。
千葉 さくらホールのファツィオリ
ピアノを気に入った方が、他のホー
ルやショールームに行って違うファ
ツィオリピアノを弾くことで進化し
ていることを体感できるのですね。
越智 そうです。ファツィオリピア
ノならではの考え方で「完成」はな
い、常により良い楽器ができるはず
だという考え方でピアノを作ってい
ます。それぞれの時代の楽器がそれ
ぞれの特徴のある音がするという面
白い状況であると思います。
まだまだファツィオリが入ってい
る公共ホールが少ないこともあるの
で、そういった面ではさくらホール
にファツィオリピアノが常設してあ
るということで他のホールとの差別
化が図れるのかなと思います。
千葉 ピアノの保守についてお伺い
したいのですが、保守とはどういっ
た作業なのですか、調律との違いを
教えて頂けますか。
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A Michelangelo Con tutti i Auguri e Complimenti Aldo Ciccolini Tokyo. 12 of Oct. 2003
“ミケランジェロ” 全ての幸運と賛辞をこめて！ アルドチッコリーニ 東京にて 2003 年 10 月 12 日
「ミケランジェロ」と名付けています。
ピアノの中にサインを残すほどの巨
匠お気に入りのピアノですが、この
楽器の特徴や音色に合うピアノ曲を
教えて頂けますか。
越智 保守作業の前にピアノを弾く
と、温かい音のする楽器だと感じま
す。温かくて懐の深い音の出る楽器
です。ファツィオリピアノ＝
（イコー
ル）明るい・固いというイメージや
印象を強く持たれている方がいらっ
しゃるのですが、さくらホールのピ
アノはちょっと違い、すごく温かい
音のする楽器だと思っています。
ピアノ曲については、色々な方の
お話を伺うと、バッハの曲が合って
いるとおっしゃる方がいます。
「ファ
ツィオリは多声音楽の一つ一つの声
が出しやすい」と弾かれた方が感想
として持たれています。他にはドビュ
ッシーなどのきれいな音のするピア
ノ曲が合っているのかなという印象
です。ただ、あまり固定概念を持た
ずに、ベートーヴェンやモーツァル
トなどの様々な作曲家の曲を弾いて
いただいて、ファツィオリで弾くこ
とによって得られる新たな発見を楽
しんで頂ければと思います。
千葉 ピアニストとお話しすると、
タッチが弾きやすいという感想を伺
います。どのようなコンセプトで作
られた楽器なのですか。
越智 ファツィオリというメーカー
は、楽器を科学的に作りたいという
考えがあります。しかし、科学的で
あるからといって機械で作ることは
避けたい、手づくりであるけれども
精度をよく作りたいという考え方が
あるので、メカニックに関して設計

オープンピアノＤＡＹでファツィオリを弾こう♪

ピアノ内部
オープンスペースでのコンサート
大ホール舞台上で保守作業中の越智さん
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