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福田進一

※『愛器を語る』は今月号より休載致します。本欄の取材においては密閉空間での長時間にわたる撮影・計測等を
　　行なうため、ゲスト、撮影者、スタッフの安全を考慮し、当面の取材を回避することに致しました。
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恒例の福田進一プロデュース GG ニューイヤーコンサートが、
今年も Hakuju Hal で開催された。今回は新型コロナウイル
ス感染症対策として、ホール定員を半数に留め、マチネとソ
ワレの２公演で行なわれたが、ともに休憩なし 70 分、さら
に別プログラムとあって、体力、精神面ともに負担を強いら
れるところだが、そこは世界のマエストロ福田、妥協のない
渾身の演奏を披露した。使用楽器は、アントニオ・デ・トー
レス（1859/FE10A）と桜井正毅（2017/50 周年記念 RF
マエストロ）。過去と現代の名器の音色の違いを聴き比べるの
も非常に魅力的だ。ブクステフーデの組曲は、昨年惜しまれ
つつもこの世を去ったジュリアン・ブリームの編曲だが、福
田の改編によって巨匠へのオマージュとした。マチネ、ソワ
レ共に演奏された映画『マチネの終わりに』のテーマ《幸福
の硬貨》は、ギター作品の新たなスタンダード・ナンバーになっ
たと言える。

プログラム：［マチネ］パドゥマーナ（ロイスナー～ノイマ
ン）、ファンタジーとパッサカリア（S.L. ヴァイス～福田進
一）、組曲ホ短調 BuxWV236（ブクステフーデ～ブリーム／
福田進一改編）、間奏曲 Op.118-No.2（ブラームス～鈴木大
介）、幸福の硬貨～映画『マチネの終わりに』より（菅野祐梧）、
スペインのフォリアによる 20 の変奏とフーガ（ポンセ）、［ソ
ワレ］ファンタジア第 8 番、第 12 番～“エル・マエストロ”
より（ミラン）、アントレ～クーラント～サラバンド～メヌ
エット（組曲第 25 番“異邦人”より）～トンボー、ロジー
伯爵の墓に捧ぐ（S.L. ヴァイス）、椿姫による幻想曲（タレ
ガ）、幸福の硬貨～映画『マチネの終わりに』より（菅野祐梧）、
ガボット・ショーロ～ブラジル民謡組曲より（ヴィラ = ロボ
ス）、ソナタ“ボッケリーニ讃歌”Op.77（Ｃ = テデスコ）
　　　　　　　　　　　　［1 月 16 日／東京・Hakuju Hall］

福
田
進
一Shin-ichi Fukuda

撮影：池上直哉

GGニューイヤーコンサート 2021
　　　　　　　　新しい年に期待を込めて
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●毎日、音楽の喜びのために演奏しています─────
──結成 40 年、デビュー 35 年おめでとうございます。

『現代ギター』誌にご登場頂くのは初めてなので、基本
的なことを伺って申し訳ありませんが、お二人がギター
を始めたきっかけを教えてください。
ゴンザレス三上（以下G）：小学校 6 年生の頃からでしょ
うか、友人がギターを学校に持ってきていて、それを放
課後に触らせてもらったのが最初です。友人はクラシッ
クギターを習っていたので、それを又聞きの状態で教え
て貰っていました。
──特に影響を受けた音楽やアーティストはいました
か？
G：明確に影響を受けたアーティストはいません。ギター
の音色や楽器の形に憧れていました。

──松村さんはいつ頃からギターを始められましたか？
チチ松村（以下 T）：ギターを始めたのは高校 1 年の時
です。中学時代に高田 渡さんの歌が好きになり、ノート
に歌詞を書きアカペラで歌っていました。ギターを弾く
のが流行っていたので、天の邪鬼の自分は「絶対弾かな
い！」と心に固く決めていました。ところが親戚のギター
を弾くまこちゃん（神様のような優しい性格）の所に遊
びに行った時、「まさちゃん（僕のこと）も弾いてみた
ら？」とギターを手渡され、断り切れず弾いたのがきっ
かけです。それ以来、伸ばしていたゴムが元に戻るが如
くギターにのめり込んでいきました。
──“まこちゃん”の勧めがなかったら、ギターを弾い
ていなかったかもしれないのですね。それはアコース
ティックギターでしたか？

GONTITI

Cover Story

インタビュアー 安藤政利（編集部）

結成 40 年、デビュー35 年を迎えた「地球一番快適音楽」デュオ

シンプルで優しい響きと尖ったデジタルサウンドで多くのファンを持つ、ゴンザレス三上とチチ松村によるインストゥ
ルメンタル・アコースティックギターデュオ GONTITI（ゴンチチ）。彼らの作品は TVやラジオ、CM、映画音楽等にも
数多く使用されており、日々聴こえてくるその音楽は、私たちの日常と深く結びついていると言えるだろう。
代表作のひとつ〈放課後の音楽室〉は、高校音楽教科書にも掲載されており、ギターのみならずウクレレやピアノ、ヴァ
イオリンなど様々な楽器のレパートリーとして親しまれている。
今回、結成 40 年、デビュー35 年を迎えたGONTITIの二人に話を伺う事が出来たので、紹介したい。

014-18：Gontitiインタビュー.indd   14 2021/03/10   9:21:07



特集／ギター名曲総選挙

【プロ・ギタリスト編】―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　まずはプロ・ギタリストへのアンケート調査から。国内で活動するプロ・ギタリスト 200 名に下記の設問を送付した。
そのうち締切日までに回答を返信してくれたギタリストの人数は 90 名。残念ながら僅差で半数には届かなかったが、ア
ンケートとしては、まずまず説得力のある数字になったのではないかと思う。

1. プロ・ギタリストのイチオシ作品―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　設問 1 に対する回答結果を表 1 に示す。アンケートの回答者総数は 90 名であったが、「1 曲だけ選ぶ」ことは相当な
難問だったようで、本項目については無回答であったり、絞り切れないとの理由で複数の曲を挙げた人もあったため、
合計数は 90 を超える。第 1 位は〈アランブラの想い出〉、第 2 位が〈魔笛の主題による変奏曲〉、第 3 位が〈シャコンヌ〉、
以下、〈大聖堂〉〈愛のロマンス〉など。大曲や技巧的な難曲もあるが、自分がギターを始めるきっかけとなった曲や得
意とするレパートリーなど、想い入れの深い作品を挙げる人が多かったようだ。

2. プロ・ギタリストが選んだ独奏曲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　設問 2 の「独奏曲」の集計結果のうち得票数の多いものから順に 18 曲を表 2 に示す。3 曲選んだものの得票合計数に

1. あなたの「イチオシ」のギター作品を教えてください。対象は「ギターのためのオリジナル作品」「ギターのレパー
トリーとして定着している編曲作品」。時代・国・様式は問いません。

2.「①独奏曲」「②重奏曲」「③室内楽・協奏曲」の項目別にお好きな曲を 3 つずつ挙げてください。
3. アマチュアのギター愛好家にお勧めしたい曲（上達に役立つ曲、必ず練習すべき曲）を挙げてください。

［設問］

順位  作品名（作曲者） 票数

1 アランブラの想い出（タレガ） 22

2 魔笛の主題による変奏曲 Op.9（ソル） 8

3 シャコンヌ～ BWV1004 より（バッハ） 6

4
大聖堂（バリオス） 5

愛のロマンス／禁じられた遊び（ルビーラ） 5

5 アストゥリアス（アルベニス） 3

6

プレリュード、フーガ、アレグロ BWV998（バッハ） 2

ラグリマ（タレガ） 2

アラビア風綺想曲（タレガ） 2

ソナタ「ボッケリーニ讃歌」Op.77（C= テデスコ） 2

5 つのバガテル（ウォルトン） 2

表 1：プロ・ギタリストのイチオシ曲（2 票以上）

ギター名曲総選挙
特集

～あなたのイチオシのギター作品を
　　　　　　　　　　　教えてください～

イチオシ曲（1 票のみ）

 作品名（作曲者）

涙のパヴァーヌ（ダウランド）
ファンタジー P.1（ダウランド）
リュート組曲第 4 番 BWV1006a（バッハ）
アンダンテ・ラルゴ Op.5-5（ソル）
エチュード Op.29-17（ソル）
村人の幻想曲 Op.52（ソル）
ソナタ Op.29-2（ディアベッリ）
グランド・ソナタ Op.39, MS.3 （パガニーニ）

 作品名（作曲者）

ワルツ第 3 番 Op.8-3（バリオス）
ワルツ第 4 番 Op.8-4（バリオス）
すべてのための祈り（バリオス）
最後のトレモロ（バリオス）
オペラ・レビュー Op.8（メルツ）
ハンガリー幻想曲 Op.65-1（メルツ）
序奏とカプリス Op.23（レゴンディ）
スペイン風セレナータ（マラッツ）
カタルーニャ民謡集（リョベート編）
3 つのメキシコ民謡（ポンセ）
ソナタ・ロマンティカ（ポンセ）
トリステ第 4 番～アルゼンチンの歌（アギーレ）
ロートレック讃歌（E.S. デ・ラ・マーサ）
祈りと踊り（ロドリーゴ）
アランフエス協奏曲（ロドリーゴ）
祈りと踊り（ロドリーゴ）
トッカータ（ロドリーゴ）
母の涙（ケイロス）
4 つの小品（マルタン）
コンポステラ組曲（モンポウ）
11 月のある日（ブローウェル）
タンゴ・アン・スカイ（ディアンス）
シャンソン作品集 1、2（ディアンス）
スノーフライト（ヨーク）
森のなかで（武満 徹）
羽衣伝説（藤井敬吾）
素朴な歌（佐藤弘和）
チェリー・ブロッサムズ（佐藤弘和）
海のセレナーデ（ウィリス）
パッサーヘ・アビエルト（ソリス）
サンディの肖像（S. アサド）

数多の名曲が存在するギター作品。その中で最も人気の高い曲はどれだろうか？  この単純明快にして超難問を解明すべ
く国内のギタリスト・アマチュア愛好家諸氏にアンケート調査を行なった。本特集ではその結果について報告したい。

Gendai Guitar　23
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── 2 月 9 日に日本福音ルーテル東京教会で、高橋さんが
出演された「ENSEMBLE XENOS（アンサンブル・クセ
ノス）」公演を伺いましたが、滅多に聴けない内容で、非
常に感銘を受けました。（※プログラムは次ページ参照）
高橋　ありがとうございます。こちらこそ、お聴き頂いて
光栄です。
──ルネサンスには宗教音楽だけでなく、今回のような世
俗音楽があるということは、音楽を好きな方でもあまり知
られていないでしょうね。
高橋　そうですね。日本では、古楽がお好きな方は宗教音
楽のほうから入ることが多いと思います。今回、焦点を当
てたジェズアルド（1566?-1613）という作曲家は、古楽の
マニュアルに沿いながらも、独自の世界を非常にピュアに
創造した作曲家で、今でいうとジャズのようなハーモニー
進行になっているんですね。
──彼の人生においては、色々とあるまじき行為をしたと
も言われておりますが。
高橋　私は歴史家ではありませんので、詳しいことは分か

りませんが、彼についてウィキペディアや辞書などで調べ
てみますと、妻の裏切りに対する復讐をした内容が書かれ
ていて、非常に複雑な人生を歩んだようですね。
──当時の貴族にはそういったこと（不貞の妻に対する報
復）が許されていたとも言われていますね。
高橋　その時代の歴史を調べてみますと、高い身分階級で
は名誉のために起こり得ることなのだそうです。
──ジェズアルドのみならず、マレンツィオ（1553/54-
1599）にしても、私たちのイメージの中にあるルネサンス
の声楽とは全然違った作曲法で、これだけのポリフォニー
で綿密に書き上げたというのは凄いことですね。今回歌わ
れた作曲家の情報というのはどこから得られたのですか？
高橋　私は 12 年程前からパリに住んでいまして、「Les Cris 
de Paris（レ・クリ・ド・パリ）」という声楽アンサンブル
に所属しているのですが、指揮者の方がベネツィアとの交
流がとても深く、ベネツィアの図書館でモンテヴェルディ
の知られざる作品やレグレンツィなどを始めとした珍しい
作曲家の研究をしていたので、その縁もあり、私もそれら

No.952021 年 2 月22 日
GG サロン

写真  池上直哉
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高橋美千子

古楽から現代音楽まで幅広いレパートリーを持つ。東京藝大卒業後、
アンサンブル・プラネタとしてポニーキャニオンよりデビュー。古楽
の名歌手アニェス・メロン女史に才能を見出され、渡仏。パリ市立高
等音楽院古楽科で研鑽を積む傍ら、フランスでの演奏活動を始め現在
に至る。A. メロン、H. クルック、I. プルナールに師事。野村文化財団
奨学生、第 10 回プロヴェンツァーレ国際バロック声楽コンクール 第
3 位（第 1 位なし）。
パーセル『妖精の女王』 嘆き役、ラモー『優雅なインドの国々』ジーマ役、

『プラテ』フォリー役、『遍歴騎士』アルジ役、ボワモルティエ『公爵
夫人家のドン・キホーテ』公爵夫人役などのオペラに出演、高い演技
力と圧倒的な存在感を評価される。宗教音楽では、バロック主要作品
のソリストとしてアンブロネ音楽祭、ボーヌ音楽祭、ペリグー音楽祭
などに招かれるほか、ヴェルサイユ宮廷礼拝堂での『テ・デウム』（H. マ
ダン作曲）ライブ録音など、 時代やスタイルを心得た的確な歌唱と表
現力、透明感のある歌声はフランスの数々の指揮者から信頼を受けて
いる。Les Cris de Paris、Stradivaria、Le parlement de Musique、 Ensemble 
la Fenice、Le tendre amour などと共演。2015 年にはドミニク・ヴィス
とのデュオで日本ツアーを行ない好評を博す。日本では、欧州での経
験を生かし、古楽や民族音楽などを独自の視点で集めたテーマ性の高
いコンサートを展開している。2009 年からパリ在住。　
公式 HP：https://www.takahashimichiko.com/

Michiko Takahashi
（ソプラノ）

032-35：jirotakahashi.indd   32 2021/03/05   11:05:39
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　ギターを愛する人は、ギターを音楽のための「道具」
としてではなく自分の思いを伝えてくれる親しい「友」
として感じているはずです。
　でもギターはとても難しい！……つい友の気持ちを考
えずに力まかせにギターを鳴らそうとしてしまいがちで
す。そして無理をして自分が手や指を痛めてしまうこと
もある……。

◆弦の気持ちを感じてみよう！
　左手をチョキにして、その 2 本の指を弦に見立てて右
指で弾く動きをしてみてください。左中指を i で弾いて
人差し指に止めるアポヤンド、空中に離れるアルアイレ
……左指に触れる右指先の角度・深さ・強さによって左
指の受ける感じが変わります。i を指先で曲げて強く弾
くと爪が当たって痛い！ i を伸ばし気味にして撫でるよ
うに弾くとソフトで良い感じ……これが『弦の気持ち』
です。
　左指が気持ち良く感じたときは右指も楽で、身体全体
が良い気持ちになるはずです。そういった動きをギター
の上でできたら、ギターはどんな音を出してくれるで
しょう？
　この連載はいわゆる「ギター入門」ではなく、初心者
から相当長く弾いているベテランの愛好家の皆さん、そ
してプロのギタリストまで、ギターへの指と身体の触れ
方を考えてみようというものです。
　現在の一般的な奏法とは異なる点があるかもしれませ
んが、なぜそうするかを考えて、身体の実感としてとら
えるための『再

・

入門』なのです。元になるのは、身体の
作りと動き方＝関節と筋肉の働きです。
　YouTube での説明もありますので、こちらもぜひチェッ
クしてください。
　そして奏法と共に楽譜の読み方や練習法についても触
れていきます。

◆本連載の内容について
　本連載では以下のようなテーマを考えていますが、ど
こまで行けるやら……どうぞお付き合いください。
　１. 右手
　・アポヤンドで弦と仲良くなる＝アーチが大切

　・各指と各弦の個性を知る
　・指先だけでなく腕の重さを使う：腕全体が指？
　・アルアイレは指のどこを曲げる？
　・和音は腕で奏く：空手チョップとジャブ
　・和音は弦を「つかむ」か「つまむ」のか？
　・p 指の活躍：手のフォームの支え・先取り・消音 etc.
　2. 左手
　・腕の重さを使う：脱力は指を上げるのでなく重さを
       外す
　・巻貝型とカニ型：2 つのフォームの使い分け
　・ネックの裏にいる親指と手首・肘・腕・肩が表の指
      の動きやすさを作る
　3. 身体のつくりと音楽理論など
　・手指のしくみと動き：関節・筋肉・神経
　・弦と音のしくみ：振動・倍音・調弦
　・しゃべればできるリズムとアーティキュレーション
　・テクニックノート：無理せず上手くなる練習法

　第１回はアポヤンドです。

【アポヤンドで弦と仲良くなる】
　ご存知のようにクラシックギターの右手の弾弦法には
弾いた指が、1）隣の弦上に留まる「アポヤンド」と、2）
空中に離れる「アルアイレ」の 2 つの方法があります。
皆さんも弾いた時の感覚や音色の違いを感じながら使い
分けていると思います。弾弦法として“2 つ”といっても、
単純に 2 種類の性質があるわけではありませんが、大雑
把に言えば次のように捉えられるでしょう。
　1）アポヤンド
　太い・大きい・重い・柔らか・メロディー向きで和音
は弾けない。
　2）アルアイレ
　細い・弱い・軽い・繊細・メロディーも和音も弾ける。
　「確かにそう言えるけれど、アルアイレだって太くて
大きな音は出せるし、アポヤンドで繊細な音も出せる。
出せないとまずいでしょ」といった声が聞こえてきそう
です。その通りです。
　しかし低音弦を右 p 指で深く捉えてたっぷりと弾くア
ポヤンドの柔らかく深い音、高音弦を右 a 指の先端で弦

第 1回
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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 74 番、第 75 番、第 76 番を掲
載する。
　第 74 番〈Corrente〉。コレンテ（クー
ラント）は、後期ルネサンスからバロッ
クにかけて盛んになった 3 拍子の舞曲。
　第 75 番〈Joseph, lieber Joseph mein〉。
元歌はドイツ語圏およびボヘミア地方で
クリスマス・キャロルとして伝わってき
たもの。14 世紀頃の『ラウディバスの
レゾネット』というラテン語の宗教曲の
ネウマ譜本にこのメロディーが見られ、
1544 年にヨハン・ワルターによって現
在の形で出版された。
　第 76 番〈Passo e mezzo〉。パッソ・メ
ッゾは一歩半という意味の舞曲。

（編集部）

❷放浪の旅に出たペール・ギュントの帰
りを待つ老母オーゼの死をモチーフにし
た曲であるが、そこはかとなく哀愁をお
びた曲である。旋律は、前半は上行の動
きで主題を繰り返しつつ感情を昂ぶら
せ、後半は下行で沈潜化していく。それ

ゆえにさらなる絶望感が感じ取れる。
　原曲は弦楽器だけで演奏されるため、
和音の塊が並べられたような演奏は避け
たい。また低音はできるだけ音を延ばす
ため、指の移動を工夫されたい。

（柴田 健）

❸「19 世紀のギター黄金期」にパリで
活躍したイタリア人ギタリスト兼作曲家
フェルディナンド・カルッリ（1770-1841）
がヴォルフガング・アマデウス・モーツ
ァルト（1756-1791）のピアノ曲を二重
奏用に編曲したもの。底本とした初版譜
扉には「フェルディナンド・カルッリに
よるギター二重奏のためのモーツァルト
のアレンジ」と記載されている。
　〈アンダンテ〉はピアノ学習者の教材
としてもお馴染みの《ピアノソナタ・ハ
長調 K.545》の第 3 楽章ロンド。原曲は
ハ長調アレグレットであるがカルッリは
ニ長調に移調しテンポをアンダンテとし
て序奏的に用いている。
　〈ロンド〉の原曲も広く親しまれてい
る〈ロンド K.485〉であり、冒頭のメロ
ディーを聴けば、あの曲かと思い当たる
だろう。カルッリは〈アンダンテ〉から

〈ロンド〉をアタッカで演奏するように
指定している。調性は原曲と同じニ長調、
テンポはアレグレットに変更されてお
り、前打音を付加した愛らしいメロディ
ーと分散和音中心の伴奏を 2 つのギター
が交互に受け持つように編曲されてい
る。　　　　　　　　　　　　 （編集部）

❹ロベルト・シューマン（1810-56）の
代表作の一つであるピアノ曲集『子供の
情景』から数曲を抜粋しギター二重奏用
に編曲したものを掲載する。編曲は長谷
川雅子氏、校訂は小川和隆氏。今月は第
1 曲〈見知らぬ国〉、三部形式の愛らし
い小品である。        　          （編集部）

長谷川雅子プロフィール
　1976 年東京藝術大学作曲家卒業。作曲を石桁
真礼生、ピアノを鷹取淑子、ギターを堀内朗子、
江間常夫、小川和隆の各氏に師事。
　芸大在学中より、ギター合奏指導・音楽理論
指導を行なっていたが、その後、しばらくギタ
ーを中断。1992 年に研究会・講演会等の運営を
行なう会社を設立、音楽講座・コンサート企画等、
様々な文化活動に関わってきた。
　2005 年、長年の願いであったクラシックギタ
ーをようやく再開。2012 年、東京建物八重洲ホ
ールにて自編曲作品による初リサイタルを開く。
ギター音楽の魅力と奥深さを再認識し、編曲、
演奏活動を楽しんでいる。

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）／オーゼの死
Edvard Grieg / Kén Shibata：Ases Tod

❸カルッリ（モーツァルト原曲）／アンダンテとロンド Op.167  ※ ギター二重奏
Ferdinando Carulli / Wolfgang Amadeus Mozart：Andante et Rondeau Op.167

❹シューマン（長谷川雅子 編曲・小川和隆 校訂）／見知らぬ国  ※ ギター二重奏
～『子供の情景』より～

Robert Schumann / Masako Hasegawa：Von fremden Ländern und Menschen
Kinderszenen Op.15
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