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34　Gendai Guitar

デュースで毎年夏に開催してきた「Hakuju ギター・フェ
スタ」が 10 周年を迎えたということで、ファジル・サ
イ〈リキアの王女〉（2009 年）、久石 譲〈Shaking Anxiety 
and Dreamy Globe〉（2012 年）、ローラン・ディアンス〈ハ
クジュ・パルス〉（2014 年）といった、素晴らしいギター
デュオのための委嘱作品も溜まってきましたし、10 周年
という節目の年に、それを録音として形に残そうという
ことで企画しリリースしました。
　今回の『DUO2』は、予定していた「Hakuju ギター・
フェスタ 2020」がコロナ禍のために残念ながら開催中止
になってしまいましたので、それに代わるものとしてレ
コーディングをということで話が持ち上がりました。企
画の詳細については、福田さんと大越さんが中心になっ
て進めて頂きました。
――『DUO2』には「原点回帰～これまで、これから～」
というキャッチコピーが付けられていますが、ここに込
められた意味をご教示ください。
福田：このコピーは、2020 年に記念すべき第 15 回を迎

原点回帰 ～これまで、これから～  
4 人の名手が DUO で奏でる 6 通りのアンサンブル、日本コロムビアより発売！

荘村清志／福田進一／鈴木大介／大萩康司
協力・資料提供：大越美保子（日本コロムビア）

インタビュアー：渡邊弘文（現代ギター社）

Cover Story

1. ミッドナイト・メモリーズ（レイモン）* 世界初録音 ［福
田進一×荘村清志］

2. 「2 台のマンドリンのための協奏曲」より～第 2 楽章アン
ダンテ（ヴィヴァルディ／荘村清志編）　［荘村清志 × 福
田進一］

3. 無言歌 第 20 番 Op.53-2「浮き雲」（メンデルスゾーン／
リョベート編）［福田進一×荘村清志］

4. エレジー風フーガ プレリュード＆フーガ（C= テデスコ）
［荘村清志×福田進一］

5. 組曲「ドリー」より～子守唄（フォーレ／佐藤弘和編）［福
田進一×大萩康司］ 

6. 組曲「ドリー」より～ドリーの庭（フォーレ／佐藤弘和編） 
［福田進一×大萩康司］

7. 椰子の木陰で（アルベニス／リョベート編）［鈴木大介
×大萩康司］

8. 「タンゴ組曲」より～第 2 楽章アンダンテ（ピアソラ）［大
萩康司×鈴木大介］

9. 間奏曲（ポンセ／サラーテ編） ［鈴木大介 × 福田進一］
10. スケルツィーノ・メヒカーノ（ポンセ／サラーテ編）［福

田進一×鈴木大介］
11. 不良少年（武満 徹／荘村清志＆鈴木大介編）［鈴木大介

×荘村清志］
12. どですかでん（武満 徹／鈴木大介編）［荘村清志 × 鈴

木大介］
13. 「対話風小二重奏曲」より～ラルゴとロンド（カルッリ）

［荘村清志×大萩康司］

【ボーナストラック】 
14. 練習曲「月光」 Op.35-22（ソル／鈴木大介編）［鈴木大介

×大萩康司］
15. 【カラオケ】練習曲「月光」 Op.35-22（ソル／鈴木大介編）

［〇〇〇〇×大萩康司］　
16. ナイチンゲール（不詳）［福田進一×荘村清志］
17. 【カラオケ】ナイチンゲール（不詳）［福田進一 ×

〇〇〇〇］
好評発売中！ COCQ- 85513　3,000 円＋税

◆「原点回帰」には、音楽界の伝統を受け継ぎ、次世代
に伝えたいという意志が込められている ―――――――
――2020 年 11 月 18 日に日本コロムビアから CD アル
バム『DUO2』がリリースされました。前回の『DUO』
から 5 年ぶりですね。文字通りギターデュオを収録した
アルバムですが、前作は荘村清志さん、福田進一さんが
プロデューサーを務めていらっしゃる「Hakuju ギター・
フェスタ」10 周年記念盤ということでした。今回、5 年
ぶりに『DUO2』を制作することになった経緯を教えて
ください。
福田進一：日本コロムビアの大越美保子ディレクターか
ら、荘村さんと私の『DUO』が大変好評、かつ好成績
の売り上げだったので、ぜひ第 2 弾をという打診を 2019
年に頂きました。2019 年は『マチネ and more』、そして
ご存知のように映画『マチネの終わりに』のサントラ盤
がヒットし、波に乗った大越さんとの仕事をより発展さ
せたのが、今回の『DUO2』です。
荘村清志：前回の『DUO』は、福田さんと私の共同プロ

034-39：DUO2インタビュー.indd   34 2020/12/07   13:06:17



40　Gendai Guitar

荘村清志が東京・浜離宮朝日ホールにてリサイタルを開催し
た。11 月に入って都内ではコンサートの開催数も増えてきた
が、厳しい条件下での新型コロナウイルス感染防止対策が求
められ、まだまだ万全のコンディションとは言えない状況で
ある。この日も客入れが定員の半数に限られたことから、収
支や配席の都合等により、当初の夜公演に加えて追加公演と
して同一プログラムによる昼の部が設けられた。諸事情を鑑
みると、こうした 1 日 2 回公演もやむを得ないとは言え、演
奏家に大きな負担を強いることになるのは間違いない。
とは言え、荘村は 1 回目のマチネ冒頭から全力をもって入魂
の演奏を行なった。いかなる事情があろうとも、会場に足を
運んでくれた聴衆に対して常に渾身の演奏を披露し、心ゆく
までコンサートを楽しんで貰って満足させる。演奏家として
当然の矜持ではあろうが、そこに荘村の心意気を観る思いが
した。当日のプログラムは荘村の新譜『ノスタルジー～郷愁
のショーロ』で取り上げられたタレガ、バリオスの作品を中
心にソルの名曲と映画音楽を挟んだもの。序奏なしの〈魔笛〉、

ド・ヴィゼーの曲を挿入した組曲風〈愛のロマンス〉などレ
トロなスタイルでの演奏も聴かれたが、バリオスという彼に
とっては新しい作品群に果敢に挑戦したりと進取の意欲も
益々盛んである。また十八番と言えるタレガ作品、〈アラン
ブラの想い出〉で聴かせる絶妙な間合いのトレモロや〈グラ
ン・ホタ〉のタバレット変奏での近づき遠ざかる鼓笛隊の行
進の描写などには、この巨匠ならではの味わい深さがある。
アンコールには〈聖母の御子〉〈アンダルーサ〉〈ベネズエラ・
ワルツ第 3 番〉を披露、驚異的な集中力と疲れを微塵も見せ
ぬその様には、ただただ脱帽するのみである。
プログラム：ラグリマ、アデリータ、メヌエット（タレガ）、モーツァル
トの『魔笛』の主題による変奏曲 Op.9（ソル）、アルボラーダ、
エンデチャとオレムス、アランブラの想い出、グラン・ホタ（タレガ）、
11 月のある日（ブローウェル）、カヴァティーナ（マイヤース）、愛の
ロマンス（ルビーラ）、マドリガル＝ガボット、ビダリータ、フリア・フ
ロリダ、ワルツOp.8-4、郷愁のショーロ、パラグアイ舞曲第 1 番（バ
リオス）　　　［2020 年 11 月 13 日／東京・浜離宮朝日ホール］

荘
村
清
志

Kiyoshi Shom
ura

撮影：堀田力丸
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ピアソラ生誕 100 年
特 集

1921 年：3 月 11 日、アルゼンチンのマル・デル・プラタでイタリア系移民の
家庭に生まれる。

1925 年：一家でニューヨークに移住する。［4 歳］
1929 年：父親が質屋で手に入れたバンドネオンを弾き始める。［8 歳］
1931 年：ブロードウェイのラジオ局でバンドネオンの演奏を録音。ステージ

やラジオなどに出演。［10 歳］
1932 年：処女作〈42 番街に向けて着実に〉を作曲。［11 歳］
1934 年：カルロス・ガルデルの主演映画『想いの届く日』に新聞配達の少年

役で出演する。［13 歳］
1935 年：ガルデルのツアーにバンドネオン奏者として参加するように誘われ

るが、年齢の関係で断念。直後にガルデルとバンドのメンバーが飛
行機事故で衝撃的な死を遂げる。［14 歳］

1936 年：アルゼンチンに帰国、本格的にタンゴ音楽に目覚める。［15 歳］
1939 年：アニバル・トロイロの楽団にバンドネオン奏者として参加。［18 歳］
1940 年：作曲家のアルベルト・ヒナステラに師事、音楽理論を学ぶ。［19 歳］
1943 年：デデ・ヴォルフと結婚。初めてのクラシック作品である〈ヴァイオ

リンのためのプレリュード第 1 番〉《ピアノとハープと弦楽器のため
の組曲》を作曲する。［22 歳］

1944 年：トロイロ楽団を脱退、フランシスコ・フィオレンティーノの楽団に
加入する。［23 歳］

1946 年：自らの楽団「オルケスタ・ティピカ」を結成し、先鋭的なタンゴを
展開するが失敗に終わる。［25 歳］

1947 年：カルロス・リオス監督作品の一連の映画音楽を手掛ける。［26 歳］

Astor Piazzolla 100th Anniversary

アストル・ピアソラ（1921-1992）

1950 年：オルケスタ・ティピカを解散。バルトークやストラヴィンスキーに傾倒し、ジャズの手法を採り入れた現代音楽作品を志向する。
タンゴ音楽とバンドネオンの演奏を放棄。［29 歳］

1954 年：クラシック音楽の作曲家を目指して渡仏。パリで作曲家ナディア・ブーランジェに師事し対位法を学ぶ。タンゴ音楽の演奏家であ
ることを隠し、コンテンポラリーな方向性を模索して迷走するピアソラに対して、ブーランジェはタンゴこそが彼の音楽の本質で
あることを指摘、新たなタンゴ音楽の可能性を追求するように勧める。タンゴの作曲を再開したピアソラは弦楽オーケストラと共
に幾つかの録音を残す。この頃からバンドネオンの立奏スタイルを始めた。［33 歳］

1955 年：アルゼンチンに帰国。エレキギターを導入した「ブエノスアイレス八重奏団（オクテット）」を結成する。前衛的なタンゴを推進す
るが、保守的な楽壇や聴衆から拒絶され、「タンゴの破壊者」の悪名を被る。ブエノスアイレス八重奏団は幾つかのアルバムを録音
し、ヨーロッパや北米では注目されたものの、アルゼンチンでの成功は得られなかった。［34 歳］

1958 年：ニューヨークへ拠点を移す。実験的な「ジャズ・タンゴ・クインテット」を結成したが短期間のうちに失敗に終わる。［37 歳］
1959 年：父の訃報を受け〈アディオス・ノニーノ〉を作曲する。ピアソラ独自のタンゴを確立した代表作となる。［38 歳］
1960 年：再びアルゼンチンに帰国。バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ、コントラバス、エレキギターという編成による「五重奏団（第

一期キンテート）」を結成する。この編成が彼が組んだ多くのアンサンブルの基盤となり、今日では最も高い評価を得ている。［39 歳］
1963 年：「新八重奏団（ヌエボ・オクテット）」を結成。ヒルシュ賞を受賞。［42 歳］
1966 年：デデ・ヴォルフと離婚、歌手のアメリータ・バルタールと同棲。詩人のオラシオ・フェレールの台本でタンゴ・オペラ『ブエノス

アイレスのマリア』を作曲、バルタールがマリア役を務める。［45 歳］
1967 年：第 1 回イベロアメリカ音楽祭の作曲部門で〈ロコへのバラード〉が第 2 位を獲得。［46 歳］
1971 年 ：「九重奏団（コンフント 9）」を結成。ピアソラの民族的ルーツであるイタリアでレコーディングを行なう。［50 歳］
1973 年：心臓発作を起こして一時演奏活動を休止。イタリアでのレコーディングを頻繁に行なう。［52 歳］
1974 年：5 月にミラノでアルバム『リベルタンゴ』を録音。［53 歳］
1975 年：エレクトリック編成による「八重奏団（コンフント・エレクトロニコ）」を結成する。この年に逝去したアニバル・トロイロを悼ん

で《トロイロ組曲》を作曲・録音。［54 歳］
1976 年：アルゼンチンの軍事独裁政権を嫌ってイタリアに移住（～ 1983）。［55 歳］
1978 年：「新タンゴ五重奏団（キンテート・タンゴ・ヌエボ／第二期キンテート）」を結成し 11 年間活動を行なう。この五重奏団でのワール

ドツアーも組まれるなど、ピアソラの名前を世界中に知らしめた。この頃から室内楽や協奏曲等の作曲を再開する。［57 歳］
1982 年：マルコ・ベロッキオ監督の映画『エンリコⅣ世』のために、アルバム『オブリビオン』を録音。11 月には新タンゴ五重奏団を率い

て初来日。［61 歳］
1985 年：3 月 15 日、第 5 回リエージュ国際ギターフェスティバルにて、ギターのカチョ・ティラオ、レオ・ブローウェル指揮、リエージュ・

フィルハーモニー管弦楽団と共に、ギターとバンドネオンのための協奏曲《リエージュに捧ぐ》を初演。この時の演奏はアルバム『リ
エージュに捧ぐ』に収録されている。ギターとフルートのための《タンゴの歴史》も初演された。［64 歳］

1988 年：4 回の心臓バイパス手術を受ける。映画『スール（南）』の音楽を担当。歌手のラウラ・エスカルダと結婚。［67 歳］
1989 年：最後のアンサンブルとなる「新タンゴ六重奏団（セクステト・ヌエボ・タンゴ）」を結成。彼らを率いて 6 月にブエノスアイレスの

テアトロ・オペラにおいてメネム大統領の前で演奏。これが故国での最後の演奏となる。［68 歳］
1990 年：8 月 4 日、パリの自宅で脳溢血を起こし昏睡状態に陥る。意識不明のまま大統領専用機でアルゼンチンに搬送される。［69 歳］
1992 年：約 2 年間の闘病生活の末、意識を回復することなく、7 月 4 日、ブエノスアイレスの病院にて死去。［71 歳］
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──大竹さんは、NHKの朝ドラ『エール』（※放送は 2020
年 11 月 27 日で終了）で、ハーモニカ指導を担当されてい
たと伺っていますが、私も毎日楽しみに拝見しておりまして、
今日はあのドラマに関わる方とお会い出来て非常に嬉しいで
す。
大竹　ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
──古関裕而がモデルのドラマということですが、ハーモニ
カを演奏するシーンもよく登場しますね。
大竹　思っていたよりも多く扱ってくださったので嬉しいで
すね。
──主人公が恩師からハーモニカを習って物語が展開してい
くなど、いくつかの重要なポイントにも登場していますね。
大竹　本当にありがたいことですし、あの時代にハーモニカ
という楽器が、一般に広く浸透していたということがよく分
かって頂けると思います。
──私も第 2次世界大戦中の小学生の頃には自宅にあったハ
ーモニカをよく吹いていましたよ。すぐに音が出なくなって
しまうような安物でしたけれども（笑）。複音ハーモニカで
したから、色々な音が出て面白かったですね。

大竹　ハーモニカは基本的にダイアトニックスケールという
単純なつくりになっていますので、吹いたり吸ったりしてい
るだけで、曲を演奏出来るのが魅力なんです。
──今日はハーモニカという楽器の奥の深さを色々と伺いた
いと思っています。以前、この対談ではハーモニカ奏者の崎
元 讓さんに出て頂きましたが、崎元さんはどちらかというと
クラシックをメインに吹かれますよね。
大竹　そうですね。崎元さんはクラシックを中心に現代音楽
などにも取り組まれていらっしゃる、ハーモニカ界の第一人
者です。
──大竹さんはロックやジャズ、ブルースなどを聴いてこの
世界に入られて、ポピュラー系のものを演奏されることが多
いそうですが、そういう経歴も面白いですね。ブルースのハ
ーモニカと言いますと、ソニー・テリー※が印象的です。　
大竹　ああ、ソニー・テリーは素晴らしいですね。彼のよう
なブルース音楽が日本に入ってきた当時は、衝撃的だったん
じゃないでしょうか。単純なコード進行の中にブルース特有
の節回しがあって、そこにハーモニカから溢れる気持ちが込
められている訳ですから。
──私もひと頃、ブルースをよく聴いている時期がありまし

No.92写真  宮島折恵
2020 年 11月9日　GGサロン

56　Gendai Guitar

大竹英二
11 歳でドラム、14 歳でギター、その後ハーモニカを始め、卒業後渡米。
ニューヨークで本場ミュージシャンと初のブルースセッション。帰国
後、続木 力氏に師事、師匠の影響を受けて渡仏。パリでジャズセッシ
ョンを中心にストリート演奏に挑戦。後に、日本・アジアでのコンテ
ストに出場し好成績を残す。2001 年国際ハーモニカフェスティバル（ド
イツ）では Blues,Rock,Folk,Country 部門優勝。日本人として史上 2 人目
のハーモニカ世界チャンピオンとなる。全日本ハーモニカ連盟より「日
本ハーモニカ賞“奨励賞”」を受賞。東京都より「ヘブンアーティスト」
に認定される。その実力は、世界的なハーモニカプレイヤー Lee Oskar

（リー・オスカー）氏にステージマイクをプレゼントされるほど。ハク
ラレーベルより「GHIBLI the Harmonica」で待望のメジャーデビュー。
相葉雅紀氏（嵐）、早乙女 光氏（氣志團）、JONTE 氏（施鐘泰）、舞台
役者等へハーモニカ指導をする他、様々なアーティストの作品に参加。
阿川泰子氏、伊集院 光氏、たんぽぽ、加藤健一氏等とも共演。TV ド
ラマ『名探偵コナン（実写版）』や映画『ふるさとがえり』『莫逆家族』
等の BGM に参加。
NHK 連続テレビ小説『梅ちゃん先生』では傷痍軍人として出演。2020
年 4 月発売のゲームソフト『FINAL FANTASY VII REMAKE』の BGM

に参加。同年放映の NHK 連続テレビ小説『エール』にてハーモニカ
指導を行なう。
http://harmonica.jyoukamachi.com/index.html

（ハーモニカ奏者）

Eiji Ohtake
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写真：木田新一

愛器を語る 杉田	文／ゲルハルト・オルディゲス（2011）

杉田 文 （すぎた あや）
1995 年生まれ。13 歳でクラシックギター合奏を、16 歳で
独奏を始める。これまでにギターを松本 努、佐藤紀雄、藤澤
和志の各氏に師事。岩崎慎一氏、藤井眞吾氏のマスタークラ
スを受講。桐朋学園芸術短期大学 音楽専攻卒業。同大学専攻
科を修了。
第 36 回スペインギター音楽コンクール第 3 位、第 45 回日本

ギターコンクール オヌール（プロフェッショナル）部門第 3
位などを受賞。第 48 回神奈川新人ギタリストオーディショ
ン主席入賞。
全日本ギター協会委員、神奈川ギター協会会員、ギターリー
ダースクラブ会員。
ギターカルテット アネモネ、ギターデュオ さつきメンバー。
演奏活動の他、ギター講師としてレッスンを行なっている。

Talk about my favourite guitar   Aya Sugita / Gerhard Oldiges 2011
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　日本・スペインギター協会が主催し今
回で 38 回目を数えるスペインギター音
楽コンクールは、「日本におけるスペイ
ンギター音楽の普及と向上を目指すとと
もに、優秀な新人ギタリストを見出して
世に送り出す」ことを目的として毎秋に
開催されている。
　例年ならば、音源審査による第 1 次予
選を通過した応募者がまずは第 2 次予選
で本選出場を競い、選出された数名の本
選出場者がいずれも同一日にホールでの
公開審査に臨むというスケジュールであ
る。しかし今回は新型コロナウイルス感
染症の予防対策として出演者の安全を第
一に考え、第 1 次予選は例年と同じく音
源審査だが初のオンライン形式による在
宅審査、第 2 次予選は動画審査、また本
選はホールでの無観客審査に切り替える
という変則的な形式で実施された。
　また、本選の審査員も“密”状態を避
けるべく例年より人数を絞って協会理事
の中から中島晴美（会長）を審査委員長
とし、河野智美（会長代理）、岩永善信、
建 孝三、樋浦靖晃ら計 5 名のギタリス
トが務めた。
　課題曲はいずれも、日本・スペインギ
ター協会編「スペインギター音楽名曲コ
レクション」（現代ギター社刊）の収録

曲という版指定があり、第 1 次予選が〈ワ
ルツ Op.32-2〉（ソル）～第 1 集№ 24、
第 2 次予選が〈マリア〉（タレガ）～第
1 集№ 36、本選が〈マジョルカ〉（アル
ベニス）～第 3 集№ 40 であった。

【第 2 次予選】
　課題曲の〈マリア〉（タレガ）はイ短
調のガボット形式で書かれた珠玉の小
品。タレガの美しいメロディーを、微妙
な速度や強弱の変化を織り込みつつ歌わ
せることや、ギターならではの演奏技巧
たるポルタメントの効果的な使い方がポ
イントであろう。技術的な難易度は高く
ないため、むしろ演奏者の音楽性を見る
には格好の課題曲だったかもしれない。
　音源審査による第 1 次予選を通過した
のは 54 名だが、これは例年より 10 名以
上多い数字だとのこと。第 2 次予選は棄
権した 2 名を除く 52 名により前述のよ
うに動画審査で行なわれ、6 名が本選に
進出した。
　また 3 年前から新設された「第 2 次予
選出場者中で佳演した 45 歳以上の男女

（本選出場者を除く）」に与えられるマ
ドゥーロ賞（男性）には神谷光昭、箭田
昌美、近藤 勲、鈴木博之、マドゥーラ
賞（女性）には浅野由美子が選ばれた。

「マドゥーロ」「マドゥーラ」とはスペイ
ン語で「成熟」を意味するが、彼らは対
象年齢層の中では一歩先んじていたとい
えよう。
　また本選には進めなかった奏者の中
では、大蔵奏太郎、直井正敏、原 昌弘、
村松 淳、小林政貴、伊倉雅之らの演奏
も印象に残った。各々、次回の再チャレ
ンジを期して頑張っていただきたい。

【本選】
　課題曲の〈マジョルカ〉（アルベニス）
はピアノ原曲は嬰ヘ短調だがギター編曲
版では 6 弦をレに下げニ短調で演奏され
る。6/8 拍子のゆったりした舟歌だが、
速度指定はアンダンティーノなので遅す
ぎないこと、また後半の più mosso でも
速くなりすぎないこともポイントであろ
う。自由曲はスペイン人作曲家の作品で
10 分以上 15 分以内の独奏曲となってい
る。以下、出場者 6 名の演奏順にコメン
トを記す。

渡邉 華（東京）／ドロール～バスク風
前奏曲（ドノスティア）、バレンシア組
曲（アセンシオ）
　1997 年生まれで 9 歳からギターを始
め日大芸術学部音楽学科卒。

第 38回スペインギター音楽コンクール
2020 年 10 月 18 日／東京：ミレニアムホール
主催●日本・スペインギター協会　レポート●宮林 淳　写真●東 昭年
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❶〈ナイチンゲール〉の邦訳が当てられ
ているが、原題の〈ロッシーニョール〉
と呼ばれることもある。ロッシーニョー
ル（ナイチンゲール）はヨーロッパを中
心に棲息する小鳥で、夕暮れ後や夜明け
前に美しい声で鳴き、 グリムやアンデル
センの童話の題材になるなど広く親しま
れている。作者不詳のこの曲にも小鳥の
囀りを思わせる音型が登場する。
　ロンドンの大英図書館所蔵の 1616 頃
のものとされる「ジェーン・ピカリング
のリュート・ブック」（Jane Pickering's 
Lute Book）という譜本にリュート二重
奏のタブラチュアが収載されており、本
掲載譜はそれを現代譜として再現したも
のである。　　　　　　 　　　（編集部）

❷オスカー・キレゾッティがリュート・
タブラチュアから五線譜に移曲した「16
世紀のリュート小品集」全 99 曲のうち、
今月は第 67 番、第 68 番を掲載する。
　第 67 番〈Passo mezzo〉。大きく 4 つの
部分から構成されており、最初に歌謡的
な主題が提示され、続いて模倣を伴いな
がらの展開、次に上声部と下声部でメロ
ディーが歌い繋げられ、最後は上声部と
下声部の交互の応唱で締め括られる。
　第 68 番〈Passo e mezzo comune〉歌謡

調の旋律が、3 声、4 声で歌い継がれて
いき、同時代のマドリガーレを思わせる。

（編集部）

❸〈古城〉は 1959 年に発売され三橋美
智也最大のヒット曲となり、売上枚数は
300 万枚を数えました。作曲者の細川潤
一（1913-91）は三橋美智也に多くの曲
を提供しましたが、その中の一つに〈東
村山音頭〉があります。ザ・ドリフター
ズの志村けんが『8 時だョ！全員集合』
の中で歌っていたのが印象に残っていま
すが、その原曲は三橋美智也と下谷二三
子の歌唱によるものでした。
　原曲のニ短調からイ短調に移してアレ
ンジしました。符幹の上向きが旋律、下
向きが伴奏パートとなっています。伴奏
パートのアルペジョ的な部分は響きを大
切に、旋律的な部分はその行き先を意識
して弾いてください。23 小節 4 拍目の

「ミ」は次の小節に入った時、2 の指の
力を抜いて一度消音すると「天守閣」の
旋律が浮かび上がります。   （山田直樹）

❹❺『ファイナルファンタジー』は、
1987 年に第 1 作が発売されて以来、30
年以上にわたって圧倒的な人気を誇るロ
ール・プレイング・ゲーム・シリーズで、

派生作品も含めて世界最多の作品数を有
する RPG シリーズとしてギネス世界記
録に認定されています。シリーズを通し
て多くの音楽が使われていますが、これ
もまた高い人気を勝ち得ています。
　〈オープニング・テーマ〉はまさにそ
の第 1 曲目、第 1 作の冒頭で流れるすべ
ての始まりともいえるオープニングの曲
です。堂々とした感じで始まり、後半は
行進曲のように盛り上げましょう。
　もう 1 曲の〈店〉も第 1 作で使われて
おり、可愛らしい舞曲を思わせるような
雰囲気を持っています。メロディーの繋
ぎはもちろんですが、それを支えるよう
にベースの対旋律もしっかり繋げて楽し
げに弾きましょう。　　　　 （平倉信行）

❻〈決戦は金曜日〉は、1992 年 9 月に
リリースされた DREAMS COME TRUE
の 11 枚目のシングルで、ドリカムのシ
ングルとしては初のミリオンセラー作品
です。
　テレビ番組『うれしたのし大好き〜
Friday Night Live 〜』のオープニング・
テーマとしても起用されています。

（岡崎 誠）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶作者不詳（福田進一 運指）／ナイチンゲール  ※ ギター二重奏
Anonymous / Shin-ichi Fukuda：Le Rossignol

❷キレゾッティ（山田 岳 校訂・運指）／ 16 世紀のリュート小品集より
Oscar Chilesotti / Gaku Yamada：Da Un Codice del Cinquecento

(Transcriptions for lute or guitar, from a 16th century lute manuscript)

❸細川潤一（山田直樹 編曲）／古城
Jun-ichi Hosokawa / Naoki Yamada：The Old Castle

❹植松伸夫（平倉信行 編曲）／オープニング・テーマ
Nobuo Uematsu / Nobuyuki Hirakura：Opening Theme

❺植松伸夫（平倉信行 編曲）／店
Nobuo Uematsu / Nobuyuki Hirakura：Shop

❻中村正人（岡崎 誠 編曲）／決戦は金曜日
Masato Nakamura / Makoto Okazaki：Kessen wa Kinyobi
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