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当時の僕の中では「当たり前」というと強い言い方になっ
てしまいますが、まず明確なビジョンがあって、それに
向けて努力をして、目標を達成できたという訳なので、
特に気負うこともなく、ごく自然な感覚だったように思
います。
――小学生の頃から 17 歳でのデビューを見据えていた
というのは凄いですね。それを実現したことも、なかな
かできることではありませんね。
木村：ただ、いざデビューをしてみた時に、その当時の
ソニーの一番偉い方に「大君、プロってどういうことな
のか、分かっている？」って言われて、「分かってます！」
と答えたんですね。まだ走り始めたばかりで、経験もな
い子供でしたから、分かっているような、分かっていな
いような……（笑）。
――「分かっていない」とは言えませんからね（笑）。
木村：今、あの当時を振り返ってみると、色々な道を皆
さんが教えてくださったり、導いてくださったように思
います。僕もそれに応えようと思って努力してきたつも
りです。そして、プロとしてのキャリアを積んだ現在で
も、「あの頃とこれだけは変わらない」というものがあ

　木村 大（きむら だい）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1982 年、茨城県生まれ。5 歳よりギターと音楽理論を学ぶ。1996 年、世界最高水準と言われる第 39 回東京国際ギターコンクールで見事 14 歳で優勝。バルセロナ音楽祭
に招待されヨーロッパ・デビュー。17 歳でソニーより CD デビュー。デビュー・アルバムが異例の大ヒットを記録し、『トップランナー』『情熱大陸』等、テレビ・ラジオ
に多数出演。日本を代表するギタリストとして、スペイン王立セビリア交響楽団全国ツアー（14 公演）にソリストとして参加。2002 年より英国王立音楽院に留学。2004
年帰国第一弾として、ソリストとしては異例の NHK 交響楽団と 3 夜連続共演。これまでソニーから 6 枚、キングレコードから 4 枚のアルバムを発表。国内外から注目を集
める実力派ギタリスト。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

17 歳での CD デビューは当初からの目標でした――

――今回の『memory-go-round』はデビュー 20 周年記
念アルバムということですが、CD デビューは 1999 年
にリリースされた『ザ・カデンツァ 17』でしたね。17
歳で CD デビューというのは、普通では体験できないこ
とだと思うんですけれども、あの当時、木村さんご自身
はどういう感覚でした？
木村 大：17 歳までには自分の CD を出してプロ・ギタリ
ストとしてデビューするというのを、僕と父は小学生の
頃から目標として設定していたんですよ。そのためには、
プロ・デビューするまでの道のりを一つずつ押さえてい
かないといけない。まず中学生までに東京国際ギターコ
ンクールで優勝する、これは 14 歳で優勝してクリアで
きました。その次にはレパートリーやテクニックを始め、
プロとして活動できるだけのスキルを身に付ける、これ
も順調に押さえていけたと思います。高校生になってか
らは、色々なレーベルの方とお会いする機会も増えて、
具体的なレコーディングのお話もできるようになりまし
た。そういう意味では、17 歳で CD デビューしたことは、

Dai Kimura
デビュー20周年記念アルバム
　 駿馬の輝きに優しさが加わった
　　  “大人のための子守唄”

　『memory-go-round』
　　　　　　　　　　リリース！

木村 大 オフィシャルサイト
http://www.kimuradai.com/

2021年3月25日／キングレコード
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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「麗らかな春」と、「旅立ち、出逢い、別れの季節としての春」
がテーマのコンサート。前半の〈さくらさくら〉〈早春賦〉〈朧
月夜〉は春の色彩が鮮明で、その彩りは〈神田川〉から〈卒
業写真〉で描かれる人間模様、苦悩、願望など、心情のささ
やきとなって昇華する。
後半の〈翼をください〉は希望、〈時には昔の話を〉から〈Ｍ
Ｉ・ＹＯ・ＴＡ〉は述懐や別離、〈時代〉は輪廻が描かれ、〈花〉
で春爛漫の季節へと回帰する。人間の生き様を反映した絶妙
な構成だ。武満作品は、ジャズの如く自由と諧謔が鮮明な演
奏。フォークやニューミュージック作品は、やるせなさ、心
の移ろい、希望が実感される。藤木と荘村による、言葉の背
景、織り成す情感がモノオペラのごとく展開し、ジャンルを
超えた作品群が春の装いを照射する演奏で、これこそが「うた」
の神髄だ。藤木の明晰な言葉、繊細な弱音、たゆまぬ響きが、
荘村の語りかけるギターと共に聴く者の心を打つ。特に〈さ
くらさくら〉の妖艶さ、〈酒と泪と男と女〉の実直さ、〈翼を
ください〉のひたむきさ、〈ぽつねん〉の諦め、〈時代〉の優
しさは、記憶に刻印される名演だ。（戸ノ下達也）
プログラム：三月のうた（作詞・谷川俊太郎／作曲・武満 徹）、
さくらさくら（日本古謡）、早春賦（吉丸一昌／中田 章）、朧
月夜（高野辰之、岡野貞一）、神田川（喜多条忠／南こうせつ）、
うたうだけ（谷川俊太郎／武満 徹）、なごり雪（伊勢正三）、

写真提供：東京・春・音楽祭実行委員会／撮影：増田雄介

東京・春・音楽祭 2021

（Ct）

昨日のしみ（谷川俊太郎／武満 徹）、酒と泪と男と女（河島
英五）、卒業写真（荒井由美）、翼をください（山上路夫／村
井邦彦）、時には昔の話を（加藤登紀子）、めぐり逢い（荒木
一郎／武満 徹）、オリビアを聴きながら（尾崎亜美）、あの素
晴らしい愛をもう一度（北山 修／加藤和彦）、秋桜（さだま
さし）、ぽつねん（谷川俊太郎／武満 徹）、今日の日はさよう
なら（金子詔一）、ＭＩ・ＹＯ・ＴＡ（谷川俊太郎／武満 徹）、
時代（中島みゆき）、花（武島羽衣／瀧 廉太郎）
　　　　［3 月 20 日／東京・上野学園 石橋メモリアルホール］

にほんの歌を集めて

 Kiyoshi Shomura
荘村清志 

Daichi Fujiki
藤木大地
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山田 岳

クラシックギターのススメ
クラギの魅力、教えます !

おススメ
POINT !

クラシックギターについて

　さて、「クラシックギター」ってなんでしょう？
　そりゃあ「クラシック音楽」を演奏するためのギター
でしょ？とお思いの方は多いと思いますが、はい、確か
にそうなんですが、厳密に言うと少し違いまして、皆さ
んが今イメージされている、いわゆる現在のクラシック
ギターの形ができたのは実はおよそ 100 年前ですから、
まだ比較的新しい楽器でもあるんですね。
　いわゆるクラシック音楽の時代（古典期）にもギター
はありましたが、もう少し小ぶりで、今の楽器とは少し
違うものでした。その当時はナイロン弦なんてものはあ
りませんので、羊の腸を拠り合わせて作られたものを弦
として使っていました。これをガット弦と言います。そ
う、よく耳にする“ガットギター”というのは、ここか

ら来てるんですね。
　ただ、現在では基本的にはナイロン弦を張ります。

（ガット弦も売ってはいますが、クラシックギターでは
ほとんど使われません）。
　クラシックギターを使って演奏される音楽はクラシッ
ク音楽のみでなく、例えば、ボサノヴァ、タンゴなどの
南米音楽などでもナイロン弦ギターを使いますし、内部
の構造は少し違いますが、フラメンコギターもナイロ
ン弦を張ってあるので、どちらかといえばクラシックギ
ターに近い分類になると思います。
　つまり、「クラシックギター」は、“クラシックを専門
で弾く楽器”というよりは、古くからある、すなわち、“ト
ラディショナルな”という意味での「クラシック」と考
えた方が良さそうです。そして、エレキギター、アコー
スティックギターとの大きな違いの一つには弦の種類の
違いが挙げられます。前者の 2 つはスチール弦を用いる
のに対し、クラシックギターでは上に書いたようにナイ

現代音楽の分野で多くの独奏曲や室内楽、協奏曲の初演に携わり、その数は 100 曲を超える。
アコースティックギター、エレクトリックギターに加え、19世紀ギター、バロックギター、リュー
トなどの演奏も得意とし、時代にとらわれない幅広いレパートリーを持つ。
桐朋学園芸術短期大学 ､福山平成大学非常勤講師。GG学院講師。
Official Home page　https://www.gakuyamada.com/

Gaku Yamada

　こんにちは、ギタリストの山田 岳です。
　ギターという楽器はおそらく世界中で一番演奏者が多い楽器ではないかと思います。とはいえ、ひとくちにギターと
言っても様々なタイプがありますね。ざっくり分類するとエレキギター、アコースティックギター、そしてクラシック
ギター。このうち前者２つは最もポピュラーなギターと言えますね。見たことも聴いたこともない、という方は恐らく
ほとんどいないでしょう。
　さて、それではクラシックギターとは？  もちろんその音色は印象的に知っていても、実際にはどんな音楽を弾くもの
なのか ?　アコギに似てるけどどう違うのか？ などなど、興味はあってもなかなか知る機会がないという方が多いかも
知れません。しかし、そこには知れば知るほどにハマってしまう魅力があるのです。
　かくいう僕もギターを始めた当初、中学生の頃ですが、ジミ・ヘンドリクスに始まりバンドを組んでライブハウスに
出て、というような絵に描いたようなロック少年だったわけですが、それがある日突然、十字路で……じゃなかった、徐々
に生音の、それもクラシックギターの魅力にハマってしまいまして、結局それが仕事になってしまいました。
　実は結構、私の周りにもそういうクラシックギタリストが少なからずいたりして、一体クラシックギターの何が私を
含めて多くのギタリスト達を魅了するのでしょうか？　本稿ではその魅力に迫ってみたいと思います。
　というわけで、今回の特集テーマは「クラシックギターのススメ」です。

特集
The Feature Articles

028-34：特集／クラシックギターのススメ.indd   28 2021/05/11   14:15:43



製作現場から見るクラシックギターの魅力
河野ギター製作所探訪記

こだわり
POINT !

河野ギターの「材」へのこだわり

――まず、「世界で通用するクラシックギターの条件」
を教えてください。
桜井：当然「音色が美しいこと」ですが、前提として丈
夫で長持ちすることがとても重要な要素です。そして、
その条件を満たすためには、何よりもまず、「良い材」
を確保することが必要です。クラシックギターの美しい
音色は基本的には木材に負っています。だから、耐久性
を兼ね備えて、かつ美しい振動を生むような良い材を確
保することが重要なんです。
――「どの材が良い材か」ということは、桜井さんや君
島さんは見て触っただけでわかるものなんですか？
桜井：わかる。
君島：わかります。
――素朴な疑問ですが、木材から完成品のギターの音色
をイメージできるものなのでしょうか？

桜井：実際に出来上がってみないとわからないことも沢
山ありますよ。でも、私たちは材を選ぶところから、ギ
ターを完成させて出荷するまでが仕事だから、材の良し
悪しの判断力は経験と勘で自然と身につくものです。逆
にそれがいつまでもわからないようなら、ギター製作家
には向いてないですね。スプルースや米杉にもいろいろ
なものがあって音色は千差万別です。だから、材の性質
で耐久性はもとより、音色も必ず異なるものです。
君島：私たちは木材の性質や振動を知るために科学的な
アプローチも行なっていますが、それに偏りすぎてはい
けません。音を捉えて評価するのはあくまでも芸術的な
感性だからです。材を叩いて音を聞き、最終的に脳の中
でイメージする音に近づけるように振動学を駆使して設
計をします。ギターができたら、また理論的な先入観は
一切排除して感性だけで音を評価するように心がける。
そこから、感性と理論のずれを修正してゆきます。
――なるほど。五感を駆使して木材と深く付き合うこと
がギター製作において決定的に重要だということです
ね。

　ギターにはエレキギター、アコースティックギター、フラメンコギターなど様々な種類がありますが、その中でもナ
チュラルな音色の美しさという点で際立っているのがクラシックギターと言えるのではないでしょうか。ナイロン弦（古
くはガット弦）の振動が木製のボディを共鳴させて創り成される音色の美しさに魅了され、多くのギタリスト、作曲家、
そして製作家が「至高の響き」を求めて歴史の中で創意工夫を積み重ねてきました。特集 2 では、そんなクラシックギター
の魅力を「クラシックギターの製作現場」からお伝えします。今回訪問したのは 50 年以上の歴史を誇る国内を代表す
るクラシックギター工房「河野ギター製作所」。数あるギター工房の中でも国内屈指の規模のクラシックギター専門の製
作工場で、国内外で高い評価を得ている河野ギターの製作現場を通して「クラシックギター製作現場の最前線」をお届
けします。「世界で通用するクラシックギターの条件とは何か？」「製作家はクラシックギターとどう向き合っているの
か？」そんな率直な疑問を、河野ギター製作所の桜井正毅さん、デビュー作となる「STELLA」を発売したばかりの君島 
聡さんに伺いました。

特集 2
The Feature Articles ②

桜井正毅
1944 年東京生まれ。1967 年上智大学電気電子工学科卒後、河野ギター製作所に入社。
1988 年第四回パリ国際ギター製作コンクール第 1 位。河野ギター創始者、河野 賢と 30
年以上にわたり制作活動を行なう。河野 賢のデザインを継承しつつ、独自の製作技術
を展開。桜井ブランドを確立。2017 年 9 月 30 日、日本版イグノーベル賞を RF ギター
の開発により受賞。

Masaki Sakurai

取材日・2021 年 4 月 12 日（月）　於・河野ギター製作所
インタビュアー・本誌広告担当 高久弦太
取材協力・河野ギター製作所
楽器写真提供・（株）S.I.E.

君島 聡
1983 年生まれ。武蔵工業大学卒業後、河野ギター製作所に入社し、桜井正毅の下でギター
製作を学ぶ。2019 年自身でデザイン、製作したギターが桜井正毅に認められ製作家と
してデビュー。2021 年エントリーモデル STELLA を発表。ギター製作家、河野 賢の孫。

So Kimishima

完成したばかりの自作品を披露する桜井（右）と君島（左）
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Q1: さまざまな会議、科学の出版物、記事、そして何よ
り自作ギターの音を介して、あなたは現代の多くの人に
とって未知であるスペインの伝統的ギターの音、特に巨
匠トーレスとシンプリシオの知識を広めることに貢献な
さって来たわけですが、あなたにとって「伝統」とは一
体何でしょうか。
セリット（以下、S）：伝統は私たちのルーツ、歴史を表
しており、その過去の知識は概念にとどまらず糧となり、
今日の私たちのあり方、感じ方、生き方の源泉です。ト
ーレスが考案したギターも何も無い砂漠からいきなり湧
いて出たわけではありません。彼は間違いなくアンダル
シアのギター製作の巨匠達とその作品に出会い、それを
自身の作品の基礎に置き、そこにさらに彼の天才的才能
を加えたのです。つまりトーレスの作品はアンダルシア
のギター製作界にルーツを持つ伝統の集大成と進化なの
です。私もそのように、トーレス作品にインスピレーシ
ョンを受け、そこに自分の作品の基礎を見出し、一歩前
進する毎に発見して道を進むべく努めて来ました。元か
ら行く道が存在していたのではなく、発見した道を前進
し続ける必要性にかられたわけです。アントニオ・マチ
ャードの言う「放浪者よ、道は存在しない。それは前進
することによって作られるのだ」ということですね。

Q2: あなたは始めから一貫してスペインの伝統的ギター
の典型である美しい音にインスピレーションを受けてい
るそうですね。スペインの伝統ギターに対するその情熱
はどこから生まれたのですか？
S: まず私の研究はギターの性能に関する抽象的な概念
や、過去に対する抽象的な情熱をきっかけとして始まっ
たのではなく、感性と知性の両面から見た音の美学から
始まったということを明確にしておきたいと思います。
工学を研究する中で得た知識による技術の全ては、私が
本能的に行なっていた選択を科学的に確認するために利
用しています。例えば、ギターの表面板に使う木材に関
してですが、米杉とセコイアよりもスプルースを好む私
の選択を実験で検証しました。つまり分析実験は、どの
木材を選択するかを決めるためではなく、本能的に既に
していた選択を後から“客観的に”立証するのに役立っ
たわけです。実証データに議論の余地はありませんでし
た。スプルースは米杉とセコイアと比較して、より広い
周波数帯で反応し、豊かなハーモニーを生み、そして何
より音の歪みを最小レベルに抑えることができました。

Q3: 伝統的なギターからどのような収穫がありました
か？
S: 間違いなく、かの“音の美しさ”の復元とその強化に

インタビュー■工学博士 マルコ・セリット氏に聞く

クラシックギターのイノベーション

本年 4 月号と 5 月号にアントニオ・デ・トーレスについての記事を執筆したイタ
リアのギター製作にして電子工学博士のセリット氏に、インタビューの形で氏の
ギター開発について伺った。インタビュアーは本誌編集部 中里精一。

An interview with Dr. Marco Sellitto / The innovation of classical guitar
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❶僕の New アルバムからオリジナルソ
ングを皆さんにお届けします。今作のコ
ンセプトは『大人のための子守唄』。こ
の歌は過ぎ去った記憶を思い起こしてみ
たり、かけがえのない思い出にふけてみ
たりなど、ゆったりと皆さんの気持ちの
赴くままに弾いて頂けたら幸いです。
　［手の小さい方へのアドバイス］冒頭
1 小節目の③弦の「ド」の音が難しい方
は、②弦の「ド」にしてもいいです！
　譜面通りでも弾ける方は、音のハーモ
ニーを楽しみながら、音が切れないよう
な気持ちで弾いてください。運指を変え
るのも楽しみの一つですから、僕の書い
たものを参考にして頂きながら、ご自分
の手にあった運指を考えてみるのも良い
かもしれません。　　　　　　（木村 大）

❷どこか懐かしく、少し物悲しいけれど、
生きていく勇気が貰えて、いつまでも心
に沁みる……。
　言葉では言い尽くせないこの名曲の美
しさを、ギターを通して表現してみたい
という思いで編曲に取り組みました。楽
器の響き、音の減衰を大切にし、原曲の
素朴なメロディーにギターの特性を生か
したハーモニーが自然に寄り添うような
イメージで書き進めていきました。
　ふと、好きなうたを口ずさむ時のよう
に、自由に楽しく演奏して頂けると幸い
です。　　　　　　　　　　（閑喜弦介）

閑喜弦介プロフィール
　3 歳で父からギターの手ほどきを受けて以来
今日に至るまで、クラシックをはじめジャズや 
編曲を手がけ、各方面からその卓越したセンス
と技術に称賛を浴びている。ギター音楽大賞コ
ンクールを始め、日本国内外で数々の受賞を経
て、2014 年よりパリ・エコール・ノルマル音楽
院にて研鑽を積み、演奏家ディプロムを満場一
致の首席で取得。2018 年にはリール高等音楽院
にてジュディカエル・ペロワの元でフランス国
家演奏家資格を取得。
　現在、パリ地方音楽院の JAZZ 科に勉学の場
を移し、引き続きフランスを拠点に活動の幅を
広げている。

❸ハバナ生まれのピアニスト・作曲家で
あるイグナシオ・セルバンテス（1847-
1905）は 18 歳の時、フランスのパリ国
立音楽院に留学し、第 1 位卒業を果たす。
当時、パリ在住であったロッシーニ等の
音楽家達と親交を持った。ある日、リス
トが彼の家の前をたまたま通りかかった
時、ピアノの音が聴こえて来たのでリス
トは思わず彼の家のドアをノックし、「あ
まりにも上手な演奏だったので、どなた
が弾いているのか知らずにおれず伺いま
した」と述べたという逸話は有名である。
　〈さよならキューバ〉は第一次または
第二次キューバ独立戦争の時、アメリカ
やメキシコに亡命しなければならない思
いを曲にしたものではないだろうか。

（柴田 健）

❹ 4 月号から 3 回に分けて掲載させて頂
きましたギター二重奏用《「子供の情景」

より 5 つの小品》は今回で終了となりま
す。全 5 曲を続けて弾くと組曲のように
まとまっており、10 分程の演奏会用作
品として使えるかと思います。もちろん、
小品 1 曲だけでも、またどんな組み合わ
せでも、表情豊かなシューマンの音楽を
十分楽しんで頂けるものと思います。
　第 4 曲〈炉ばたで〉：〈トロイメライ〉
に続く曲である。同じ調で、アウフタク
ト 4 度上行の同じテーマで始まるが、曲
調は前曲とはガラッと変わり、明るく軽
快。2nd パートの伴奏形がギター的で、
乗りがよく楽しい。
　第 5 曲〈こどもは眠る〉：同じリズム
がゆっくり何度も交互に繰り返され、ゆ
りかごに揺られるように眠りに誘われ
る。静かに短調で始まり、中間部は同主
長調に転調するも終始変わらず静かなま
まで、最後は眠りの世界が限りなく広が
っていくように、主音が解決されず不思
議な雰囲気で曲が終わる。 （長谷川雅子）

❺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 80 番〈Gagliarda nova〉、第 81
番〈Passo mezzo〉、 第 82 番〈Veneziana in 
semitono〉を掲載する。　　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶木村 大／ memory-go-round
Dai Kimura：memory-go-round

❷中村八大（閑喜弦介 編曲）／上を向いて歩こう
Hachidai Nakamura / Gensuke Kanki：SUKIYAKI

❸セルバンテス（柴田 健 編曲）／さよならキューバ
Ignacio Cervantes / Kén Shibata：Adiós a Cuba

❹シューマン（長谷川雅子 編曲・小川和隆 校訂）／炉ばたで、こどもは眠る  ※ ギター二重奏

～『子供の情景』より～
Robert Schumann / Masako Hasegawa：Am Kamin, Kind im Einschlummern

Kinderszenen Op.15

❺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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