
マルティン・シュタットフェルト（ピアノ）    

 ”ゴルトベルク“で鮮烈なるデビューを飾った天才ピアニスト。 

 

 

1980 年、ドイツのコブレンツに生まれたピアニスト、マルティン・シュタットフェルトは、2002 年ライプツィヒでのバッハ国際

コンクールで、東西統一後初のドイツ人ピアニストとして優勝を飾り、正統的なバッハ音楽の後継者として不動の地位を

築いてきた。 

コンクールの 2 年後、ソニー・クラシカルより J.S.バッハ「ゴルトベルク変奏曲」の CD をリリース。この CD では伝説となっ

ているグールドの録音 (1955 年)と比較され各方面で大きな話題を得ると、たちまちドイツ・クラシック・チャートの第 1 位

を飾り、エコー・クラシック賞を受賞した。以後これ に続く CD で 3 度もエコー・クラシック賞を受賞している。 

今や欧米や日本の音楽シーンで最も重要な演奏家の一人として、演奏活動は多忙を極めており、ミュンヘン・フィル、

アカデミー室内管、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、シュターツカペレ・ドレスデン、チェコ・フィル、ザルツブルク・ モーツァルテ

ウム管、新日本フィルなどと共演するほか、東京のすみだトリフォ二―ホール、ウィーン・コンツェルトハウス、ウィー ン楽友

協会、チューリッヒ・トーンハレ、アムステルダム・コンセルトヘボウなどの世界的なホールに出演、さらにザルツブルク音楽祭、

ライン音楽祭、ロッケンハウス音楽祭、メニューイン音楽祭などにも定期的に参加している。 

最近では青少年のための音楽活動も盛んに行い、学校訪問を通しピアニストとしての音楽観を若い世代と共有して

いる。日本へは 2005 年、すみだトリフォ二―ホールの「ゴルトベルク変奏曲」公演で初来日。その後、このシリーズは 12

回を数えるまでに続き、シュタットフェルト自身も来日を重ねている。 

 
5 種のリサイタル・プログラムは別紙ご参照。 

協奏曲希望 モーツァルト：ピアノ協奏曲第 15 番 KV450／ブラームス：ピアノ協奏曲第 2 番 

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 1 番／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2番 

 

 公演予定期間：2020 年 6月 13日（土）-25日（木）   
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マルティン・シュタットフェルト（ピアノ） Martin Stadtfeld, Klavier 

 

1980 年 10 月 19 日ドイツのコブレンツに生まれる。６歳でピアノを始め、９歳で初のリサイタル（イタリア協奏曲を

演奏）をひらいた。14 歳のときフランクフルト・ムジークホッホシューレ（音楽アカデミー）に入学を許可されこの年齢で入

学を許可された初の生徒となった。ここで伝説的なレフ・オボーリン（＝第１回ショパン・コンクールの優勝者）の弟子レ

フ・ナトチェニーに師事。また、ボザール・トリオのメヘナム・プレッスラーをはじめ、ウラディミール・フェルツマン、ヴィタリー・マル

グリス、イーゴリ・ラズコ、 ペーター・アイヒャーらのマスタークラスを受け、さらにはカレ・ランダル、トマス・ブランディス（ベルリ

ン・フィルの第１コンサートマスターだった）、イダ・ビーラー（メロス弦楽四重奏団の第２ヴァイオリン奏者） の３人によ

る室内楽プロジェクトに参加し、そのピアニズムに磨きをかけた。 

1997 年、パリでおこなわれたニコライ・ルビンシテイン・ピアノ・コンクールで優勝。同年ベルリンでのドイツ音楽コンクール

の５人の奨学金受賞者の１人に選ばれた。 

 2001 年にはボーゲンで行われたブゾーニ国際ピアノ・コンクールで入賞を果たし、センセーションをまきおこした。各紙がそ

の才能を絶賛し、南ドイツ新聞は「大規模なコンクールにはおとなしい、隠れた才能の持ち主を見つけられるという良い面

もある。それは、グローバル化の進む音楽ビジネスの向こう側に、名人芸という誰にもわかりやすい表現よりも個性的な表

現の方が大切だと感じている聴き手のために、そして自分自身のために、ニッチ＝市場の隙間を見つけた人たちである」と

付け加えた。 

そしてシュタットフェルトは、2002 年 7 月ライプツィヒで開かれた第 13 回国際ヨハン・セバスティアン・バッハ・コンクール

*に最年少で優勝した。長い伝統を誇る権威あるこのコンクールで東西ドイツ統一後優勝した初のドイツ人ピアニストとな

ったのである。(* 第１回目が 1950 年、第２回目の 1964 年から４年に１度、1996 年から２年に１度開催され

ている。アファナシェフもこのコンクールの優勝者である) 

これまでにミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、アカデミー室内管弦楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、シ

ュターツカペレ・ドレスデン、ウィーン交響楽団、チェコ・フィルハーモー管弦楽団、ザルツブルク・ モーツァルテウム管弦楽団、

新日本フィルハーモニー交響楽団などと共演するほか、東京のすみだトリフォニーホール、ウィーン・コンツェルトハウス、ウィ

ーン楽友協会大ホール、チューリヒ・トーンハレ、アムステルダム・コンセルトヘボウなどの世界的なホールに出演、さらにザル

ツブルク音楽祭、ライン音楽祭、ロッケ ンハウス音楽祭、メニューイン音楽祭などにも定期的に参加している。 

シュタットフェルトはバッハの音楽に大いなる情熱を注いでいる。しかし彼のレパートリーはバロックから現代作品までと幅

広い。協奏曲のレパートリーは ベートーヴェンの協奏曲全曲、ロマン派の作品やガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」

といった伝統的なクラシック作品のカテゴリーにあてはまらないものも含む。ソリストとして、また室内楽、歌曲の伴奏にも意

欲的に取り組んでいる。                                               

デビューCD の「ゴルトベルク変奏曲」（Sony Classical）は 2004 年３月ドイツでリリースされるやいなやメディアの

注目を集め、短期間にドイツのクラシック・チャートで１位になり大ヒットを記録している。 

趣味は読書とドライヴ。国内の演奏会にはほとんど自分で運転して移動するという。 

そして、ワイングラスを傾ける静かな夕暮れ時が好きだという・・。 

日本へは 2005 年、すみだトリフォ二―ホールの「ゴルトベルク変奏曲」公演で初来日（初来日後、ウィーンでもデビュ

ー）。その後、この「ゴルトベルク変奏曲」シリーズは 12 回を数えるまでに続き、シュタットフェルト自身も来日を重ねてい

る。 

 



マルティン・シュタットフェルト 2020 リサイタル・プログラム 

 

1. バッハ＆シュタットフェルト・プログラム：バッハと本人の作品の組み合わせ（彼としては

2020/21 シーズンのメイン・プロ） 

 

バッハ :イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808  

J.S.Bach：English Suite No. 3 in G minor BWV 808 

 

3つのカノン～「8つの基礎音に基づく種々のカノン」より 

Three canons over the first 8 fundamental notes  

 

M.シュタットフェルト：幻想曲 変ホ長調 

M.Stadtfeld： Fantasia in Es 

 

***  Interval ***  

 

バッハ：パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825  

J.S.Bach：Partita No. 1 B flat Major BWV 825 

 

M.シュタットフェルト ： 幻想曲 変ホ長調 

M.Stadtfeld： Fantasia in Es  

 

バッハ： 幻想曲 ハ短調 BWV.906 

J.S.Bach：Fantasia C Minor BWV 906 

 

 

2. バッハ＆ロマンティック・プログラム：バッハとシューマン「子供の情景」、ショパンの組み合

わせ（自作の入らないプロ） 

 

バッハ：カプリッチョ 変ロ長調 BWV 992「最愛の兄の旅立ちに」(12’) 

J.S. Bach：Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo b flat major BWV 992 (12’) 

バッハ：カノン～「8つの基礎音に基づく種々のカノン」より 

J.S.Bach：Canon on from the first eight fundamental notes of the Aria (7’)  

シューマン :子供の情景 Op.15 

Schumann： Kinderszenen op. 15 (20’)  

*** Interval ***  

バッハ：「平均律クラヴィーア曲集 第1巻」～前奏曲 第1番 ハ長調 BWV846 



Bach： Prelude in C major from the Well-Tempered Clavier I (2’)  

ショパン：エチュード 第1番 ハ長調 Op.10-1  

Chopin： Etude C major No. 1 op. 10 (2’)  

バッハ : 「平均律クラヴィーア曲集 第2巻」～前奏曲 第20番 イ短調 BWV889 

Bach ： Prelude in A minor from Well-Tempered Clavier II (1’) 

ショパン : エチュード 第2番 イ短調 Op.10-2 

     エチュード 第3番 ホ長調 Op.10-3 「別れの曲」 

     エチュード 第4番 嬰ハ短調 Op.10-4  

     エチュード 第5番 変ト長調 Op.10-5 「黒鍵」 

Chopin ： Etude in A minor No. 2 op. 10 (1:30’)  

Etude in E major No. 3 op. 10 (4’) 

Etude in C sharp minor No. 4 op. 10 (2’)  

Etude G flat major No. 5 op. 10 (2’)  

バッハ : 「平均律クラヴィーア曲集 第1巻」～前奏曲 第8番 変ホ短調 BWV853 

Bach ： Prelude in E flat minor from the Well-Tempered Clavier I (3:30’)  

ショパン : エチュード 第6番 変ホ短調 Op.10-6  

エチュード 第7番 ハ長調 Op.10-7  

エチュード 第8番 へ長調 Op.10-8 

Chopin ： Etude in E flat minor No. 6 op. 10 (3:30’)  

Etude C major No. 7 op. 10 (1:30’)  

Etude F major No. 8 op. 10 (3’)  

バッハ : 「平均律クラヴィーア曲集 第1巻」～ 前奏曲 第12番 へ短調 BWV857 

Bach ：Prelude in F minor from the Well-Tempered Clavier I (2’)  

ショパン : エチュード 第9番 へ短調 Op.10-9 

エチュード 第10番 変イ長調Op.10-10 

Chopin ： Etude in F minor No. 9 op. 10 (2’)  

Etude A flat major, No. 10 op. 10 (2:30’)  

バッハ：「平均律クラヴィーア曲集 第2巻」～前奏曲 第7番 変ホ長調 BWV876 

Bach ： Prelude in E flat major from the Well-Tempered Clavier II (4’)  

ショパン :エチュード 第11番 変ホ長調 Op.10-11 

Chopin： Etude in E flat major No. 11 op. 10 (3’)  

バッハ： カノン～「音楽の捧げもの」BWV1079 

Bach  ： Canon from the "Musical Offering" (2’)  

ショパン :エチュード 第12番 ハ短調「革命」Op.10-12  

Chopin： Etude in C minor No. 12 op. 10 (3’) 

 

 

 



3.  新ゴルトベルク・プログラム：バッハのゴルトベルク変奏曲の独自のヴァージョン（ゴルトベル

ク変奏曲と 1975 年に発見されたゴルドベルク変奏曲初版のバッハの自家用保存本に書き込まれた

「14 のカノン」BWV1098*との組み合わせ） 

＊は正式には「先のアリアの 8 つの基礎音に基づく種々のカノン」というタイトルです。 

 

 

バッハ：様々な変奏曲を伴うアリアと最初の 8 つの基礎音に基づく種々のカノン 

J. S. Bach (1685–1750) ： Aria with different variations and different canons  

on the first eight fundamental notes (60 ') 

 

 

 

 

 

 

4. オール・ベートーヴェン・プログラム：2020 年に生誕 250 年を迎えるベートーヴェンを寿ぐプ

ロ（「熱情」入り） 

 

 

ベートーヴェン :ピアノ・ソナタ 第 2 番 イ長調 Op.2-2  

        ピアノ・ソナタ 第 23 番 ヘ短調 Op.57「熱情」 

 L. Beethoven (1770-1827) ：Piano sonata No. 2 op. 2 A Major  

Piano sonata No. 23 op. 57 F Minor „Appassionata“  

 

*** Interval *** 

 

ピアノ・ソナタ 第 32 番 ハ短調 Op.111 

Piano sonata No. 32 op. 111 C Minor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. オマージュ・プログラム：昨年 11/25 にすみだトリフォニーホールでのリサイタルで演奏した自

作を巡るプロ（自作「バッハへのオマージュ」、バッハ＆シューベルト） 

 

 

バッハ： カノン～「音楽の捧げもの」BWV1079 

J.S. Bach (1685–1750)：A Canon from the‚Musical Offering‘ 

 

シュタットフェルト：バッハへのオマージュ -12 の小品- 

M. Stadtfeld(*1980)： Hommage to Bach - 12 pieces (35’) 

c Prelude, d flat Choral,  d Canoncial variations over b-a-c-h, 

e flat Choral prelude and canon over two themes,  e Minuet 

f. Pastorella,  f sharp Echo,  g Siciliano,  a flat Prelude and Fugue 

a Ricercar,  b Fugue,  h Choral 

 

*** Interval ***  

 

シューベルト：ピアノ・ソナタ 第 21 番 変ロ長調 D. 960 

F. Schubert (1797–1828)：Sonata in B flat major D 960 (40‘) 

Molto moderato Andante sostenuto Scherzo Allegro 

 

バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2番 ニ短調 BWV 1004より「シャコンヌ」（シ

ュタットフェルト編） 

 

J. S. Bach (1685 – 1750)： Chaconne from the partita in d minor for solo violin BWV 1004  

(arr. Stadtfeld) (10‘) 


