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朴 葵姫が東京・紀尾井ホールでデビュー 10 周年記念となる
リサイタルを開催した。2010 年に 1st アルバム『スエーニョ
～夢』をリリースして以来、昇竜の如き勢いで、世界的ギタ
リストとして注目を集める存在になった。そこに至るには、
朴自身の弛まぬ努力に加え、恩師や友人、関係者、そして何
より朴の音楽を愛する多くのファンのサポートがあってこそ。
公演の 1 カ月前には、名工ダニエル・フレドリッシュが逝去
したが、その存在も大きかっただろう。
この日のプログラムは、これまで自分を支えてくれた人々に
対する感謝の気持ちを音に込め、ソルのエチュードやタレ
ガ、アルベニスなどのスペインものやバリオス作品など、朴
の愛奏曲が披露されたが、中でもひと際、輝きを放ったの
は、2016 年に惜しまれつつこの世を去った佐藤弘和がアレ
ンジを手掛けた〈交響曲第 5 番より第 4 楽章アダージェッ

ト〉。甘美で壮大な管弦楽曲をトレモロの美しい響きが会場
を優しく包み、感動的な演奏であった。3 月にはこの〈アダー
ジェット〉を含む自身初のセルフ・プロデュースアルバム『Le 
Départ』をリリース。これからの 10 年がさらに期待される。
プログラム：エチュード Op.6-11（ソル）、ラグリマ“涙”（タ
レガ）、アラビア風奇想曲（タレガ）、カタルーニャ奇想曲～
組曲「スペイン」Op.165 より（アルベニス）、コルドバ“夜
想曲”～「スペインの歌」Op.232 より（アルベニス）、アストゥ
リアス“伝説”～「スペイン組曲」Op.47 より（アルベニス）、
詩的ワルツ集（グラナドス～ペゴラロ）、旅立ち～劇的幻想
曲 Op.31（コスト）、交響曲第 5 番より第 4 楽章アダージェッ
ト（マーラー～佐藤弘和）、フリア・フロリダ、ワルツ第 3 番、
ワルツ第 4 番、大聖堂（以上バリオス）
　　　　　　　　［2020 年 12 月 3 日／東京・紀尾井ホール］
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――現在のコンサートの開催状況はいかがですか？
岡本拓也：有難いことに、昨年末には何とかクリスマス・
コンサートが開催できて、1 月 9 日には武蔵野市民文化会
館でレオナルド・ブラーボさんと共演させて頂きました。
万が一のことがあってはいけませんから、主催の皆さんは
感染症対策に細心の注意を払っていらっしゃいましたし、
重圧もあって本当に大変だと思います。極端なことを言え
ば僕は演奏するだけなのですが、それでも舞台の上で話を
する時にはマスクを着けました。
――何かと気を使わないといけませんね。
岡本：お客さん側の気持ちになってみると、客席に向かっ
て喋っているのは不安かもしれませんし……。
――それでは本題に入りますが、先日レコーディングをさ
れたと伺っています。アルバムの発売はいつですか？
岡本：4 月 23 日に発売されます。その前の 4 月 21 日に東
京文化会館小ホールでリサイタルをやらせて頂けること
になって、会場での先行販売も予定しています。
――アルバムのタイトルを教えてください。
岡本：『One』というタイトルです。これはジャズ・ギタ
リストのパット・メセニーが 2019 年の GFA 国際ギター
コンクールの課題曲として書き下ろしたクラシックギ
ター作品の名前なんです。ブックレットに詳しい曲の誕生
経緯を書いてますが、曲の内容はもちろんアイディアやク
ラシックギターへのアプローチがとても面白いと感じ、今
回レコーディングしました。この曲からアルバムのタイト
ルを取りました。
――レーベルはマイスター・ミュージックですよね。福田
進一さんが有望な若手ギタリストをプロデュースする「ギ

ター・ディスカバリー・シリーズ」としての発売ですか？
岡本：はい、そうです。このシリーズに抜擢して頂いて、
とても光栄です。福田進一先生にはレコーディングにも立
ち会って頂きました。
――福田さんは別室で聴かれたのですか ? レコーディン
グのアドバイスもしてくださいましたか？
岡本：ええ、福田先生は舞台袖のモニター室のような場所
でエンジニアの方と一緒に聴かれて、基本的には僕のやり
たいようにさせて貰えたのですが、「ここは、こうしてみ
たら？」という感じでアドバイスもして頂きました。
――緊張はしませんでしたか？
岡本：しました！（笑）  壁を一枚挟んだだけのすぐ向こ
う側で聴いていらっしゃるので。今回はレコーディングで
したが、2 日間にわたって集中的にマスタークラスを受け
させて頂いたような感じで、とても勉強になりました。
――マイスター・ミュージックといえばワン・ポイント録
音で有名ですよね？
岡本：前回のアルバムの時はホールに 7 本くらいのマイ
クを立てて収録したのですが、今回のマイスター・ミュー
ジックのレコーディングではマイクは 2 つだけなんです
よ。ちょっと不安になって平井義也社長に尋ねたら、大丈
夫だと。それで収録された音源を聴いてみると僕の息遣い
まで鮮明に捉えていて、あれには驚きました。僕もマイク
には興味があるので調べてみたのですが、あのマイクは世
界でも有数の高性能なものだと分かって、本当に失礼なこ
とを申し上げてしまったなと冷や汗を掻きました（笑）。
――そうでしたか。では、収録曲を教えて頂けますか？
岡本：これから福田先生にも立ち会って頂いて編集を行な

岡本拓也
 Cover Story

Takuya Okamoto

新譜『One』 4月23日発売！
福田進一プロデュース～ギター・ディスカバリー・シリーズV

　岡本拓也（おかもとたくや）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

千葉県出身。10 歳よりギターを始め故平塚康史、篠原正志、ウィーン国立音楽大学にて
アルバロ・ピエッリに師事。2018 年 11 月、同大学院修士課程を満場一致の最優秀成績
で修了。歴史的演奏法をインゴマー・ライナー、リュート演奏法をルチアーノ・コンティー
ニのもとで学ぶ。福田進一、大萩康司、松尾俊介、デイヴィッド・ラッセル、ライナー・
キュッヒルのマスタークラスも受講。
アルハンブラ国際ギターコンクール（スペイン）、東京国際ギターコンクール、クラシカ
ルギターコンクール他、内外の多数のコンクールにおいて優勝・上位入賞。第 9 回千葉
市芸術文化新人賞受賞。
ソロ演奏はもとより、他楽器やオーケストラとの協演も多く、海外・国内で高い評価を得る。
2015 年からはタレガ・ギターカルテットのメンバーとしても活動中。2019 年に 1st ア
ルバム『7 つの指輪～ Sete Aneis ～』（レコード芸術特選盤）をリリース。2020 年には
カウンターテナーの中嶋俊晴のアルバム『私の好きな日々』に参加、2021 年には福田進
一プロデュースのディスカバリーシリーズに抜擢され、アルバム『One』（マイスター・
ミュージック）をリリース。
公式 HP：http://takuyaokamoto.site/

2021年1月27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
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世界的ギターデュオに訊く二重奏の秘訣

特集／ギター二重奏の楽しみ

インタビュアー・翻訳／生田直基（ギタリスト）

Kupiński Guitar Duo

公私共にパートナーであるエヴァ・ヤブルチンスカとダリウス・クピンスキーによるギターデュオ。その卓越した音楽性と情熱、最高レベルの演奏技術
によりトップ・ギターデュオとしての世界的な高評価を得ている。共にカロル・シマノフスキー音楽院（ポーランド・カトヴィツェ）、ベルリン芸術大学、
ワイマール音楽院で学び、ソリストとしてもヴァイカースハイム国際ギターコンクール（ドイツ）、ティヒ国際ギターコンクール（ポーランド）、パルマ
国際ギターコンクール（イタリア）などで入賞。2011 年の冬にギターデュオを結成した。ヨーロッパ諸国、アメリカ、メキシコ、中国、日本等でリサイ
タルを開催し絶賛される。演奏に加えて教育者・研究者としても活動、2018 ～ 19 年にはポーランド国家奨学生として米国のルイヴィル大学へ赴き現代
ギター音楽の研究を行なった。これまでに自編作品を中心とする 2 枚のアルバムを発表している。

クピンスキー・ギターデュオ
Ewa Jablczynska & Dariusz Kupinski 

クピンスキー・ギターデュオ

――（生田直基、以下同）エヴァ、ダリウス、久しぶり！
今回があなた方への二度目のインタビューになります
ね。色々と訊いていきたいのだけれど、良いかな？
エヴァ・ヤブルチンスカ＆ダリウス・クピンスキー：
もちろん！ 何でも訊いてね！

（註：前回インタビューは 2017 年 8 月号に掲載）

◆最近の活動について ―――――――――――――――
――それではまず一つ目の質問から。二人は以前はアメ
リカに住んでいたけれど、現在はどこに住んでいるのか
な？ それから、ここ数年の君たちの目立った活動につい
て教えてくれるかな？
エヴァ・ヤブルチンスカ：私たちは、2019 年の 9 月に
１年半過ごしたアメリカ合衆国での生活を終えて、母国
であるポーランドに戻ってきたの。アメリカにいた時は

デュオとして、欧米を始め、日本や台湾でもツアーを行
なったり、ルイヴィル大学でギターの研究をしたり、ソ
ロで現代音楽の音源を録音したりと、それはそれは刺激
的な毎日でした。それでも、やはりいつかは故国に帰り
たいという気持ちもあったので、現在はポーランドに拠
点を戻して、家族や友達と一緒に過ごしているの。もち
ろん、それから数ヵ月もしないうちに新型コロナウイル
ス感染症が蔓延して、まさか世界中がこうした状況にな
るなんて思いもしなかったけれど……。
　それから、私たちは数年前にギター演奏の博士号を取
得したのだけれど、研究の一環として、珍しく各々のソ
ロ音源も録音したのよ。その録音では、ダリウスは武満 
徹、私（エヴァ）はハンス・ヴェルナー・ヘンツェの音
楽を専門として取り組んだの。
――母国に戻って、現在は音楽大学で教えていたりもす

2017 年に初来日し、その超絶的な技巧と完璧にシンク
ロするデュオ・ワーク、自編作品を含むレパートリー
の妙味、さらに高度な音楽性によって、一躍注目を浴
びたクピンスキー・ギターデュオ。故国ポーランドの
みならず世界各地で高い評価を獲得しているトップ・
ギターデュオである。
彼らと深い親交を持つギタリスト生田直基が、世界的
ギターデュオの凄技の秘密に迫るべくインタビューを
敢行した。レパートリーについて、二重奏の調弦につ
いて、練習方法について、その他、コロナ禍の中での
現在の活動状況やプライベートな話題についても気さ
くに語ってくれたので、本稿にて紹介したい。
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──こんにちは。お久しぶりですね。恐らく 5年ほど前
にピアニストの高木洋子さんとのコンサートでお会いし
たのが初めてでしょうか。
アレクシス・バジェホス（以後 V）　はい。3 年前に銀座
王子ホールでエルネスト・コルデロのギターコンチェル
トを演奏した時もお越しくださいましたね。
──ああ、そうでした。素晴らしい日本初演でしたね。
今は日本で生活されているんですか？
V　1 年の半分を日本とチリで交互に暮らしています。チ
リでは音楽大学で教えています。
──このコロナ禍では行き来が難しいですね。
V　飛行機があまりありませんし、渡航規則が厳格です。
現在はオンラインで学生にレッスンをしています。私は
日本に住んでいる女性と結婚したので、日本にも滞在ビ
ザがあります。
──まずお尋ねしたいのは、バリオス国際ギターフェス
ティバルについてです。いつ始められたのですか？
V　5 年前（2016 年）ですね。東京でコンサートを行な

いました。バリオスのレパートリーを日本の皆さんに紹
介するのが第一の目的です。というのは、クラシックギ
ターファンの皆さんでも恐らくバリオスといえば《大聖
堂》と《ワルツ》だけというイメージがあるのではない
でしょうか。私はまだ世間に知られていないバリオスの
隠れた名曲を日本の皆さんに知って頂きたいのです。ま
た、パラグアイで作られたバリオスの伝記映画『マンゴ
レ』の日本語字幕を担当した友人の吉住和宏先生とその
点で一致し、バリオス国際ギターフェスティバルを長く
続けていこうと決意しました。
──映画『マンゴレ』は私も拝見いたしました。アレク
シスさんは、フェスティバルでは音楽監督という立場で
すね。
V　はい。吉住先生がフェスティバルの運営を担当し、
私が出演アーティストのブッキングやレパートリーを監
督しています。日本ではまだまだ南米クラシックギター
界の情報は少ないですから、現地の有能なギタリストに
声をかけ、魅力的なレパートリーを披露してもらうよう

No.942021 年 1月19日
リモート対談

取材協力・翻訳：吉住和宏（ギタリスト）
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アレクシス・バジェホス

18 歳でチリ大学芸術学部に入学。同大学にてロミリオ・オレヤ
ナに師事し、本格的にキャリアをスタートする。後にスペイン
へ留学し、アリカンテ大学クラシックギター・マスターコース
を修了。受賞歴はスペインのリナーレスで行なわれた第 19 回国
際アンドレス・セゴビアギター・コンクールでの優勝を始め、
イタリア、アルゼンチン、チリのギターコンクールにおいて幾
つもの賞を獲得。また、ホセ・ルイス・メルリン、カルロス・
レダーマン、ヘラルド・カヴィエデス等、ラテンアメリカ音楽
界の著名な作曲家が楽曲を提供している。現在は、アメリカ、
ヨーロッパ、アジア等、頻繁に海外ツアー遠征、独奏の他、オ
ーケストラとの共演も行なっている。教育者としては、各国の
音楽大学や音楽学校、国際ギターフェスティバルにおいて、セ
ミナーやマスタークラスを実施している。スペインの弦製造メ
ーカー「ローヤルクラシック社」のオフィシャルアーティスト。
チリの首都サンティアゴのマヨール音楽大学ギター科教授。（同
大学ではホセ・アントニオ・エスコバルも教授として就任）千
葉在住のチリ人女性と結婚し、チリと日本を行き来している。
日本では、ギタリスト吉住和宏と共に南米出身ギタリストをフ
ィーチャーしたバリオス国際ギターフェスティバルを運営。ピ
ライ・ヴァカ（ボリビア）、ロミリオ・オレヤナ（チリ）、エド
ゥアルド・カスタニェーラ（アルゼンチン）を招聘している。
https://conservatorio.umayor.cl/docentes/alexis-vallejos

Alexis Vallejos （ギタリスト）

044-47：jiroVallejos.indd   44 2021/02/09   9:29:22
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写真：木田新一

愛器を語る 深沢みなみ／ホセ・ラミレス1963 年モデル（2002）

深沢みなみ

1996 年生まれ。14 歳よりアンサンブルをきっかけにギターを始め、
17 歳より独奏を学ぶ。これまでに佐藤紀雄、松本 努、藤澤和志の各
氏に師事。2018 年桐朋学園芸術短期大学クラシックギター専修を卒

業。同年第 47 回神奈川新人ギタリストオーディション入賞。
現在音楽教室 PASEO、G ＆ M、ミュージックベア、K スタジオのギ
ター講師を担当。ギターデュオ ｢ さつき ｣、ギターカルテット ｢ アネ
モネ ｣ のメンバー。

Talk about my favourite guitar   Minami Fukazawa / José Ramirez 2002

050-53愛器を語る.indd   48 2021/02/04   11:08:57
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❶主題に用いられている〈ルソーの夢〉
とは、日本では童謡〈むすんでひらいて〉
として親しまれているあの曲である。原
曲は 18 世紀フランスの思想家ジャン＝
ジャック・ルソー（1712-78）が作曲し
たものとされ、彼が脚本と音楽を手掛け
たオペラ『村の占い師』第 8 場のパント
マイム劇で用いられている。だがこの曲
は〈むすんでひらいて〉とはあまり似て
いない。このオペラがイギリスで上演さ
れた後、ルソーの旋律を元にした作者不
詳の〈ルソーの新ロマンス〉という曲が
作られ流行する。
　〈ルソーの夢〉（Rousseau's Dream）と
いう題名がいつ付けられたかは不明であ
るが、ドイツ系イギリス人のピアニスト
兼作曲家ヨハン・バプティスト・クラー
マー（1771-1858）が 1812 年にイギリス
で出版したピアノ曲〈ルソーの夢の主題
による変奏曲〉が初出とされる。クラー
マーが用いた主題は我々が知る〈むすん
でひらいて〉と同じであり、やがて歌唱
曲へと改編されて人気を集め、イギリス
では讃美歌〈グリーンヴィル〉、アメリ
カでは民謡〈ローディおばさんに言っと
いで〉として広まっていく。
　カルカッシが用いた主題もクラーマー
のものとほぼ同じである（シューベルト
も同じ主題で変奏曲を書いたという文献
もあるが、これは歌曲王とは同姓同名の
別人であり、ドレスデンの作曲家フラン

ツ・アントン・シューベルトのこと）。
　序奏に続いて〈むすんでひらいて〉の
主題が提示され、カデンツァを挟んでか
ら、9 つの変奏へと進み、最後はコーダ
に相当するカデンツァを配した Andante 
con espressivo で終わる。この作品にはカ
ルカッシの得意とした音型がふんだんに
盛り込まれている。本掲載譜は 19 世紀
のショット版出版譜を底本として用いた
が、読者の便を考慮して編集部による運
指を追加した。一試案として考えられた
い。　　　　　　　　　　　　（編集部）

❷孫の誕生の喜びからいくつかの曲想が
浮かび、それらをバッハのインベンショ
ンに倣って 15 の調でまとめてみました。

〈眠りのトレモロ〉はその小曲集『小さ
な命』の第 10 曲に当たり、子守歌のよ
うなつもりで書いたものです。
　全体は 16 小節単位の 3 つの部分に分
かれます。第 1 部は下降する主題が展開
して繰り返されます。第 2 部は上行する
主題が同名短調で現れます。第 3 部で主
調に戻り身近なコーダで曲を終えます。
高音域を使用しており、運指の難しいと
ころもありますが、しっとりとした曲に
なったのではと思っています。
　ちなみに、小曲集『小さな命』は、〈朝
のソナチナ〉〈戯れのフゲッタ〉〈笑顔の
ワルツ〉〈ヘンデル風サラバンド〉〈はつ
らつマーチ〉〈バッハ風ガボット〉〈涙の

ロンド〉〈よりそうパストラーレ〉〈情熱
のファンタジー〉〈眠りのトレモロ〉〈人
形のメヌエット〉〈芽生えのロマンス〉〈悲
しみのバラッド〉〈装飾音のポルカ〉〈夜
のシャコンヌ〉となっています。

（乙川利夫）

❸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 71 番、第 72 番、第 73 番を掲
載する。
　第 71 番〈Passo mezzo moderno〉。パッソ・
メッゾは本小品集ではお馴染みの跳躍を
伴う舞曲。「モデルノ」は「モダンな」
という意味。当時は流行の最先端を行く
小粋なステップだったのだろうか。
　第 72 番は「無題の小品」とされている。
3 声ないし 4 声の和音で推移する。マド
リガーレをリュートに移したものか。
　第 73 番〈Pavana〉。パヴァーナは 16
世紀頃からイタリア、イングランド、フ
ランス等に普及した舞曲。イタリア宮廷
では男女のカップルが行列を成してゆっ
たりと歩みながら踊られたようである。
急速なガイヤルドと組み合わされること
が多いが、本小品集では続く第 74 番に
コレンテ（クーラント）が配されている。

（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶カルカッシ／ルソーの『夢』による序奏と変奏曲 Op.17
Matteo Carcassi：Le Songe de Jean-Jacques Rousseau

Introduction et Air Varié

❷乙川利夫／眠りのトレモロ
Toshio Otogawa：Tremolos of sleep

❸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)
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