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毎年、年末の開催が恒例である大萩康司の東京文化会館で
のリサイタルだが、今年はひと月早い 11 月に行なわれた。
2020 年がデビュー 20 周年ということで、今回は記念リサイ
タルとして開催されたのだが、大曲がずらりと並んだプログ
ラムにも表われているように近年の大萩は意欲的なレパート
リーに取り組み演奏家として増々の深化を遂げ、いよいよ大
家の域に踏み込みつつあるように感じられる。
前半に演奏されたのは、リサイタルのタイトルにも用いら
れた〈ギターは耐え、そして希望し続ける〉とバッハの組
曲。池辺作品は作曲者がナチスのユダヤ人収容所跡地でホロ
コーストの犠牲者によって作られた楽器を目の当たりにした
際の強烈な思いを音に託したものだけに、重く苦渋に満ちた
楽曲であるが、大萩の気迫を込めた演奏は、一抹の希望を求
めて耐え続けるその想いを見事に楽音として描出し、聴く側
の魂を根底から強く揺さぶる。《BWV1006a》においてもプ

レリュードと 6 つの舞曲から成るこの大曲を堂々と演じ切っ
たが、大萩が奏するバッハは高い精度で形作られるポリフォ
ニーの様式美、がっちりとした構築性に加えて、しなやかで
瀟洒な美しさと拍感際立つ高揚に満ちており、もっとこの人
が奏するバッハを聴きたいと思わせた。後半の《大聖堂》も
風格を感じさせる秀演であり、《コンポステラ組曲》の〈プ
レリュード〉の流麗なカンパネラ、〈カンシオン〉の詩情溢
れる歌い回し、〈ムニェイラ〉の舞曲感とバグパイプ様の音
色もまた絶品であった。アンコールには大萩の代名詞でもあ
り、時節にも相応しい〈11 月のある日〉が演奏された。
プログラム：ギターは耐え、そして希望し続ける（池辺晋一
郎）、組曲ホ長調 BWV1006a（バッハ）、大聖堂（バリオス）、
想いの届く日（ガルデル～ビリャダンゴス）、コンポステラ
組曲（モンポウ）

［2020 年 11 月 15 日／東京文化会館小ホール］

大
萩
康
司

Yasuji O
hagi

撮影：東 昭年
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――完全帰国されたのは 2019 年でしたか？ 帰国後にコ
ロナ禍に見舞われて出鼻を挫かれた感もありますが。
小暮浩史：はい、2019 年 9 月末でした。帰国のご挨拶を
兼ねてのコンサートも幾つか企画して頂いていたのです
が、2020 年 3 月以降の演奏会はすべてキャンセルになっ
てしまいました。
――再開できたのは 10 月に入ってから？
小暮：いえ、7 月に一度、大阪の茨木六弦堂さんで演奏さ
せて頂きました。少し収束の兆しが見えていた頃で、状況
を見ながらソーシャルディスタンスにも配慮して開催し
て頂いたのですが、その後すぐに状況が悪化してしまいま
した。おっしゃる通り 10 月に入ってからは少しずつ再開
できるようになりましたが、また新規感染者数が増えつつ
ありますし、今後もどうなるのか心配です……。
――活動自粛要請期間中、小暮さんはどうされていました
か？  動画もアップロードしていらっしゃいましたね？
小暮：ええ、動画も作りましたし、必要に迫られてカメラ
とか映像関係、録音についても勉強をしていました。自分
で機材などにこだわってやったことがなかったので、編集
用ソフトも操作できるようになりたいと考えて勉強をし
ていました。
――現在は教えてもいらっしゃるのですか？
小暮：高田元太郎先生のアルトフィールド音楽教室で教え
ていますし、個人レッスンの問い合わせを頂くこともあり
ます。
――レッスン動画も上げていらっしゃいましたね。
小暮：コロナ禍で急に暇になってしまいましたので、自
分の勉強も兼ねて投稿してみようかなと。レッスン動画

を作ろうと思ったきっかけですが、僕がクラシックギター
を始めた頃は先生に習いに行くのが当たり前で、そうしな
いと上手くならないと考えていたのですが、今の時代には
YouTube もありますし、これを活用して気軽にクラシック
ギターに入門できる教材があったら良いなと思って作っ
てみることにしました。
――反応はありますか？
小暮：まだ 10 本くらいしか投稿していないのですが、皆
様にご覧頂けているようで、お陰様でチャンネル登録者も
1,000 人を超えました。登録者数 1,000 人を最初の目標に
していましたので、それがクリアできて嬉しいです。
――オンライン・レッスンもなさっているのですか？ 実
際にやってみて感想は？
小暮：はい、少しずつではありますが、始めています。長所・
短所はありますが、基本的には良いものだと思います。遠
方でもやりとりができる、物理的な障害がないことがとて
も良いと思います。もちろん、一緒に弾くことができない、
楽器の音色が生で聴こえないという欠点もありますが。
――具体的にはどういう形でレッスンを進めていらっ
しゃいますか？
小暮：僕の場合は、生徒さんの演奏を動画に録って送って
貰っています。ある程度は音のクオリティも保たれます
し、生徒さんの演奏の雰囲気が分かりますから、それを
聴かせて頂いてレッスンを進めています。でも対面のレッ
スンであれば一緒に弾いたり、演奏をこっちが引っ張って
いったりとかができますが、それができないのは少し残念
ですね。オンライン・レッスンをさせて頂いた生徒さんと
の間でも「対面でのレッスンをやりたいね」という話には

小暮浩史
 Cover Story

Hiroshi Kogure

格好良くギターを弾きたい！  それに憧れて
ギターを始めました。自分がそうなれるよう
に現在も奮闘中です。―――

　小暮浩史（こぐれひろし）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1988 年東京都生まれ。16 歳より独学でアコースティックギターを始め、その後 18
歳より本格的にクラシックギターを始める。これまでギターを高田元太郎、福田進一
に師事。M. バルエコ、E. フェルナンデス、P. シュタイドルら国内外のギタリストの
マスタークラスを受講。福田からは「晩学の天才」と評される。
東京国際ギターコンクール、ヴェリア国際ギターコンクール（ギリシャ）の優勝を始
め、国内外のコンクールで多数優秀な成績を残している。
2014 年よりフランス・ストラスブール音楽院にてギターをアレクシス・ムズラキス、
スサナ・プリエトに、古楽解釈および通奏低音を今村泰典に師事。2016 年音楽研究
資格を審査員満場一致で取得。2019 年 9 月に完全帰国、以後も精力的な活動を行なっ
ている。
2013 年 7 月に 1st CD『舞踏の旋回』、2018 年 10 月 2nd CD『オブリビオン』（い
ずれもマイスター・ミュージック）をリリース。

2020年12月24日／現代ギター社GGサロン
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）／写真：宮島折恵

016-19：小暮浩史インタビュー.indd   16 2021/01/05   11:09:56
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特集

フレドリッシュ講演録
「ギターの表面板と力木」

The classical guitar soundboards and their bracing:
The luthier´s dilemma - symmetry or asymmetry in the structural design of the soundboards.

Symposium "Acoustics and ancient instruments: construction, music and science" 
Organized by the Société Francaise d'Acoustique

SFA/Cité de la Musique – 1998
Daniel Friederich (1932-2020)

luthier 
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──今回、宮田さんが大萩康司さんと一緒に出された
CD『Travelogue（トラヴェローグ ）』を聴かせて頂き
ましたが、これは本当に素晴らしい内容ですね。私が特
に感動したのは、ピアソラの〈オブリビオン〉なんですよ。
チェロをとてもデリケートに弾いていらして。
宮田　〈オブリビオン〉は、大萩さんの演奏で始まりま
すが、ギターにあそこまで繊細に弾かれたら、自分もそ
れに合わせるしかないな、と（笑）。
──あそこまでデリケートなチェロの響きはこれまで聴
いたことがありません。今回は大萩さんとお二人で、本
当に素敵な世界を作られましたね。
宮田　ありがとうございます。〈オブリビオン〉は、実
際にはフランス語の歌詞が付けられているので、それを
大萩さんと一緒に分析してみたのですが、大人の恋愛を
歌った、とても深い意味合いを持った作品なんですね。
───宮田さんの演奏は以前から伺っていまして、チェ
ロをこんなにバリバリと弾かれたら、いったいギター
はどうしたらいいんだろうと思っていたのですが（笑）、

決して力強いだけではなく、細やかな部分もお持ちで、
本当に感動いたしました。CD にあるニャタリの《チェ
ロとギターのためのソナタ》は珍しい曲ですが、これも
素晴らしい演奏ですね。
宮田　あの曲はもう絶品ですね。変拍子なんですけれど
も、それを感じさせない独特のリズム感があります。日
本の民謡もそうなんですけれども、現地に根付いたリズ
ムとメロディーなのでしょうね。
──ブラジルの大地というか、そういったものから出て
きた音楽ですね。
宮田　第 1 楽章は重く始まりますが、まるでサンバでも
踊るようにハッピーな感じで終わるところが（笑）。
──いかにもブラジル風ですね。その間にアダージョが
入っていて。よくできていますよ、この曲は。
宮田　イメージが次々と湧いてくる素晴らしい曲なの
で、この作品を通じてニャタリという作曲家をもっと多
くの人に知って頂けたら嬉しいです。
──一般的にはあまり知られていない作曲家ですから

No.93
写真  宮島折恵

2020 年 11 月24 日
取材協力：日本コロムビア
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宮田 大
2009 年、ロストロポーヴィチ国際チェロコンクー
ルにおいて、日本人として初めて優勝。これまで
に参加した全てのコンクールで優勝を果たしてい
る。その圧倒的な演奏は、作曲家や共演者からの
支持が厚く、世界的指揮者・小澤征爾にも絶賛され、
日本を代表するチェリストとして国際的な活動を
繰り広げている。
これまでに国内の主要オーケストラはもとより、パ
リ管弦楽団、BBC スコティッシュ交響楽団、ロシ
ア国立交響楽団、フランクフルトシンフォニエッ
タと共演。また、小澤征爾、E. インバル、 L. スワロ
フスキー、 C. ポッペン、 D. エッティンガーをはじ
めとした指揮者と共演。2019 年には名匠トーマス・
ダウスゴー指揮・BBC スコティッシュ交響楽団と
の共演で初となるコンチェルト録音『エルガー：チ
ェロ協奏曲』をリリース。
使用楽器は、上野製薬株式会社より貸与された
1698 年製 A. ストラディヴァリウス“Cholmondeley”
である。
公式ホームページ：https://daimiyata.com/

（チェリスト）
Dai Miyata

034-37：jiromiyata.indd   34 2021/01/05   11:45:27



38  Gendai Guitar

写真：木田新一

愛器を語る 渡邊	茜／シュテファン・シュレンパー（2000）

渡邊 茜　
12 歳よりギターを始める。
桐朋学園芸術短期大学芸術科音楽専攻卒業。同大学専攻科修了。こ
れまでに森田綾乃、宇高靖人、金 庸太、佐藤紀雄、田口秀一、各氏
に師事。 
第 4 回フォルマールギターオーディション最優秀賞受賞、第 38 回
GLC ギターコンクール大学生の部第 1 位受賞、第 23 回山陰ギター
コンクール プロフェッショナル部門最優秀賞受賞。
2018 年にオペラシティ近江楽堂にてソロリサイタル開催。
現在はフルートとのデュオ「ステラ」、ギターカルテット「アネモネ」 
として活動している他、楠音楽教室、Music joy 神田店、自宅から
のオンラインレッスンにてギター講師を務める。

Talk about my favourite guitar   Akane Watanabe / Stephan Schlemper 2000

050-53愛器を語る.indd   38 2021/01/05   12:34:17
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❶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 69 番、第 70 番を掲載する。
　第 69 番〈Passo Italiano〉。歌謡風の旋
律を持つ 2 つの部分で構成される軽快な
イタリア舞曲。
　第 70 番〈Passo mezzo〉冒頭の印象的
なメロディーから 2 声部の掛け合いに移
行して展開していく。　　　　（編集部）

❷戯曲『人形の家』で知られるノルウェ
ーの劇作家・詩人ヘンリック・イプセン

（1828-1906）は、1867 年に韻文で書か
れた戯曲（詩劇）『ペール・ギュント』
を発表した。9 年後の 1876 年 2 月 24 日
にオスロの王立劇場で初演されたが、そ
の際にイプセンの依頼によって、同国の
作曲家であるエドヴァルド・グリーグ

（1843-1907）が本作の劇付随音楽を作曲
した。
　グリーグは全 5 幕に対して全 27 曲の
付随音楽を作ったが、第 5 幕の最後を飾
るのが〈ソルヴェーグの歌〉である。こ
の劇の粗筋は、主人公のペール・ギュン
トが許嫁のソルヴェーグを捨て、世界各
地を放浪し、年老いて故郷に帰るといっ
た物語であるが、その間、彼の帰りを独
り待っているという純情物語で、彼女の
切々とした思いが込められているのが、
この〈ソルヴェーグの歌〉である。

（柴田 健）

❸ヴァイスの作品が多く収められている
手稿本 Ms. Add. 30387（ロンドン：大英
図書館蔵）にはバロック・リュートとフ
ルートの二重奏曲が 3 曲収められていま
す。残念なことに 3 曲ともリュート・パ
ートのみが残されているだけで、フルー
ト・パートは伝えられていません。
　今回フルート・パートの復元を試みた
のは、そのうちの 1 曲で、タイトルにシ
ルヴィウス・レオポルド・ヴァイス作と
明記されています。原曲のタイトルはフ
ランス語で「Concert d’un Luth avec La 
Flute traversiere del S. L. Weis」と書かれて
います。フランス語ではコンチェルトの
ことをイタリア語で「concerto」という
言い方をすることが多いようですが、当
時の楽曲でリュートとメロディー楽器に
よる協奏的二重奏曲に「concerto」とい
うタイトルがよく付けられていることか
ら、ここでは「コンチェルト」という訳
語にしました。
　原曲はヘ長調で 11 コースのバロック・
リュート用です。編曲するにあたりギタ
ーの調弦を考慮してト長調に移調しまし
た。11 コースのバロック・リュートの
最低音は C ですが、ト長調によるギタ
ー編曲では⑥弦を D に下げ、11 コース
のバロック・リュートと最低音を相対的
に同じにしました。したがってメロディ
ーが高い位置に来るところを除いて、バ
スとメロディーの音程幅は原曲と同じで
す。音階的に連続していたバスが急にオ
クターヴ上の音域に移動する箇所、例え

ば第 1 楽章の 12 小節目や 13 小節目のバ
スの動きは原曲でも同様です。
　原曲で使われている装飾の記号は 2 種
類ですが、付けられている場所や音価に
よって多義的に解釈されます。このよう
な記号の扱いはギタリスト諸氏にはなじ
みがないと思いますので、実音で記入し
たりトリルの記号を付けたりしました。
　それから、バロック・リュートには装
飾記号を使わず複数の弦を使って装飾す
る方法もありますが、ギターでも同じよ
うな弦の使い方ができるところはタブに
書かれているように音符にしました。第
1 楽章の 6 小節目 3 拍目の和音がその例
ですが、ここは「ド #、レ、ミ」を同時
に弾かず、速いアルペジョで弾き、「レ」
の音を出しっぱなしにしないで、①弦の
開放弦を弾いた後、音を適宜止めてくだ
さい。
　第2楽章後半に出てくる6連音ですが、
原曲では「波線」がタブのリズムサイン
の代わりに使われています。これは１拍
を 6 等分して演奏するのではなく、大体
その拍に収まるようになめらかに弾くと
いう意味です。フルート・パートに出て
くる 3 連音、5 連音も同じように演奏し
てください。
　本復元版のフルート・パートは、技術
的には高校や大学でブラスバンドをやっ
ていた方なら演奏できるレベルのもので
すので、ぜひ仲間を探して演奏してみて
ください。　　　　　　　　（中川祥治）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶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)

❷グリーグ（柴田 健 編曲）／ソルヴェーグの歌
Edvard Grieg / Kén Shibata：Solvejgs Lied

❸ヴァイス（中川祥治 編曲）／ギターとフルートのためのコンチェルト・ト長調
Silvius Leopold Weiss / Shoji Nakagawa：Concerto for Guitar and Flute
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