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リン、そしてヴィオラ、サクソフォン、フルートと、様々
な楽器を学びました。でも私の心を捉え、“初恋の人”
となったのはギターだったのです。
――ギターに惹かれた理由は何ですか？
ステファニー：まず、ギターの魅惑的な音色です。その
響きや音域も心地良く感じました。加えて優れた汎用性
を持つ楽器であるということも理由の一つでした。
　ギターに魅せられた私は、オーストラリア国立大学音
楽学部に進学し、ティム・ケインとミン・レ・ホンの下
で勉強しました。同校を卒業後は、ドイツ・ワイマール
のフランツ・リスト音楽大学に進み、トーマス・ミュラー
＝ペリング教授に師事して修士号を取得しました。
――国際的なギターコンクールには出場されましたか？
ステファニー：はい、出場しました。その結果として、
ハナバッハ国際ギターコンクール、ウプサラ国際ギター
コンクール、ファイン・ミュージック・ネットワーク「ヤ
ング・ヴィルトゥオーソ・オブ・ザ・イヤー」など、数々
のコンクールで優勝できたことに感謝しています。幸運
なことに、私は世界中をコンサート・ツアーで回ること
ができましたし、また、幾つかの CD もリリースしました。

ステファニー・ジョーンズはオーストラリア出身で現在は
ドイツを拠点に活動中のギタリスト。多数の演奏動画を
ネット上にアップロードしているが、うち何本かが視聴回
数 100 万回超を記録するほどの驚異的なハイアベレージ
を叩き出している。その印象的な美貌とスタイリッシュな
ファッションもさることながら、演奏者としての実力も兼
ね備えていることが、注目されている所以であろう。
かねてより、彼女を取り上げて欲しいとの要望が編集部
に多数寄せられており、それにお応えして今回のインタ
ビューを行なった。もし初来日が実現すればブレイク必至、
ステファニーへの一問一答を以下に紹介したい。

――初めまして。今回が本誌への初登場ですので、まず
最初に、あなたの経歴を簡単に教えて頂けますか？
ステファニー・ジョーンズ：初めまして。世界的に有名
な『現代ギター』誌からインタビューを受けるというこ
とで、大変光栄に思っています。ありがとうございます。
　私の略歴ですが、オーストラリアの南西端のパースと
いう海岸沿いの街で生まれ育ちました。幼い頃から楽器
を始めたのですが、最初はピアノを習い、次にヴァイオ
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Cover Story

Stephanie Jones
2021年5月31日
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）

ステファニー・ジョーンズ

驚異の動画視聴回数を誇る
クラシックギタリスト!
注目のクールビューティ
本誌初登場！

Website   https://stephaniejonesguitar.com/

012-15：ステファニー・ジョーンズ／インタビュー.indd   12 2021/06/08   9:37:14
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そのまま押さえて、御厚意でリハーサルの 3 日間も含め
て使わせて頂いたのですが、普通はホールでリハーサル
はさせてもらえません。お陰様で、4 人で 6 通りの組み
合わせという、とても価値のあるデュオ・アルバムを制
作することができました。
福田：荘村さんと一緒に出した『DUO』の評判が良かっ
たので、レーベルから「発売から 5 年経ちましたし、そ
ろそろ続編を」と言われていたんですよね。そうしたら
フェスタが延期になってしまったので、「じゃあ、代わ
りにこの 4 人で録ろう」と。収録曲なども各々の意見で
自然発生的に決まりましたし、良い内容のものが録れた
と思います。

第 15 回 Hakuju ギター・フェスタ 2021 ～原点回帰～ 

荘村清志／福田進一／鈴木大介／大萩康司　Hakuju Hall    インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）　写真：宮島折恵

◆ 2020 ～ Hakuju ギター・フェスタが無かった夏 ――
――昨年はコロナ禍のために開催が延期となり、今回が

「第 15 回／原点回帰」の仕切り直しとなった訳ですが、
皆さん、「Hakuju の無い夏」というのはどうでした？
福田進一：フェスタは無かったけれど、この 4 人で CD

『DUO2』のレコーディング企画が持ち上がりましたので、
非常に有意義に過ごせましたよ。Hakuju Hall で 3 日間の
リハーサル、そしてレコーディングに 3 日間。
大萩康司：フェスタに予定していた日程を、そのままレ
コーディングに充てることができたので、とても充実し
た 3 日間でした。
荘村清志：フェスタが延期になった分のスケジュールを

Interview

クラシックギターの真夏の祭典「Hakuju ギター・フェスタ」が、8 月 20 日（金）～ 22 日（日）の 3 日間、東京・
Hakuju Hall で開催される。第 15 回となる今回は「原点回帰」と銘打ち、クラシックギターの荘村清志、福田進一、
鈴木大介、大萩康司、フラメンコギターの沖 仁という、我が国が誇る 5 人のギタリストが集結し、ギターの魅力をたっ
ぷりと聴かせてくれる。新進気鋭の若手による「旬のギタリスト」には松本大樹が登場。本来は昨年の開催が予定
されていたがコロナ禍のために一年持ち越しとなった今回のフェスタ、名手たちは満を持しての素晴らしい演奏を
聴かせてくれるに違いない。開催に先立ち、今回出演されるクラシックギタリストの 4 名が揃って、フェスタに対
する意気込みを語ってくださったので紹介したい。

日本が誇る 5 人のギタリストがギターの魅力を聴かせる ／ 8 月 20 日（金）～ 22 日（日） 開催！

016-20：ハクジュギターフェスタ／インタビュー.indd   16 2021/06/08   9:53:57
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ウィーン国立音楽大学ギター科に留学してアルバロ・ピエッリの薫陶を受
けた岡本拓也が上野の東京文化会館小ホールでリサイタルを開いた。帰国
後ほどなくしてコロナ禍により演奏活動が出来なくなったが、本人曰く「奇
跡的な幸運でこのホールで演奏できることになった」とのこと。入場者数
が制限されたとはいえ、半分は埋め尽くされたようで、熱い期待感が聴衆
にはあった。岡本は福田進一がプロデュースする「ギター・ディスカバー・
シリーズ」の第 5 弾として抜擢され、CD『One』発売 2 日前の当夜はそ
の記念リサイタルとなった。プログラムは CD に準拠しつつ、バッハの〈組
曲ホ長調 BWV1006a〉を加えたもの。
演奏が始まってしばらくは緊張感があり、バッハでは時に集中が途切れか
かったが、彼にとって新しい楽器が充分に手に馴染んでいないようにも見
えた。後半の現代の作品では緊張も解け、リズミカルな曲で首を振って全
身で表現し始めると“グルーヴ感”が会場を包んだ。この会場の“気”を
コントロールできる資質は演奏家にとって貴重であろう。コロナ収束後に
は大いに羽ばたいて欲しい音楽家である。
プログラム：祈り、母へ、大聖堂（バリオス）、組曲ホ長調 BWV1006a（バッ
ハ）、2 つの舟歌 Op.60、カプリス形式のアラベスク Op.99（クレンジャ
ンス）、3 つの川辺の情景（カラハン）、練習曲第 4 番、第 1 番、前奏曲第
5 番（ヴィラ＝ロボス）、1「4 つの光の道」より＊（メセニー）＊日本初演。               

［4 月 21 日／東京文化会館小ホール］

写真：池上直哉

022-23：岡本／岡本・レオナルド.indd   22 2021/06/14   10:58:59
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　▶ トレモロとスーパースロー動画

　私は本誌 2016 年 9 月号特集『上達のためのスーパースロー活用法』という記事の中で、超ゆっくりで弾く練習法とそ
の効果について書かせて頂きました。この時は、指任せで弾き流す練習の危うさ、左右の指の無駄な動きを見つける、
暗譜の不安を克服するなど、主に「ゆっくり弾く」ことに主眼を置いてきました。
　しかし、今回のテーマ「トレモロ」の場合はゆっくり弾いて練習しても大きな恩恵は受けられそうにありません。な
ぜなら「速く弾けない」、もしくは「速く弾くと問題が生じる」のがトレモロの悩みであって、スーパースローなら誰で
も弾けてしまうからです。
　ということで、今回のスーパースローは弾くときにはゆっくりではなく通常テンポで動画に撮り、それをスーパース
ローで再生することで問題点をチェックするという練習法をもとに進めていきます。

　▶ スーパースロー動画の撮り方

　最近のスマートフォンのカメラアプリには、ほとんどスローモーション撮影のモードがありますので、これを使用す
るのが最も手軽です。
　また、ビデオカメラや一眼レフカメラのようにスローモーション機能がない場合でもパソコンに取り込めば、動画編

スーパースローで探る
　　　　　　トレモロ上達のヒント

　鮮やかなトレモロの演奏にうっとり、いつか自分もあのように弾けるようになりたい、と憧れる方も多いと思い
ます。しかし、トレモロを得意とするギタリストがいる一方で、トレモロに特別な苦手意識を持っている、という
声もよく耳にします。
　私もそうしたトレモロ苦手ギタリストの一人として、これまでに様々な練習法や指の強化トレーニングを試して
きましたが、「繰り返し練習」や「指の鍛錬」だけではなかなか上達につながらず、もどかしく感じていました。
　そこで今回は、私自身や生徒、友人ギタリストなどから集めたトレモロにまつわる問題点をまとめ、動画をスーパー
スロー再生することによって原因を探り、上達の糸口につなげていきたいと思います。

横浜市出身。11 歳からギターを始める。ギターを宇賀神昭、和声学を白石顕雄に師事。スペインにてホセ・ルイス・ゴン
サレスに師事。
第 26 回東京国際ギターコンクール第 1 位（1983 年）。1984 年、横浜にて「堀井義則ギターリサイタル」を開催。以後、 
ソロ、GSN ギタートリオ、各種アンサンブルなど、全国各地で演奏活動を行なっている。
2005 〜 2021 年には横浜市芸術文化振興財団及び横浜市吉野町市民プラザ主催ギターワークショップ講師を務め、 東京国
際ギターコンクール、神奈川新人ギタリストオーディション審査員も歴任。
公益社団法人 日本ギター連盟理事、神奈川ギター協会副委員長、洗足学園音楽大学ワールドミュージックコース非常勤講師、
神奈川県立横浜緑ヶ丘高校クラシックギター部インストラクター。
横浜ギタースクール主宰 　Web サイト http://www.h-guitar.com/

特集

執筆：堀井義則（ギタリスト）

はじめに

写真 1：正面基本位置から撮影 写真 2：右腕の延長線上から撮影 写真 3：ネック方向から撮影

026-35：特集／スーパースローで探るトレモロ.indd   26 2021/06/08   10:06:08
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メルカリコンサート・ギターオーディション
2021 年 4 月 21 日／サントリーホール ブルーローズ
主催／写真提供●株式会社メルカリ　　レポート●渡邊弘文（本誌編集長）

各部門の入賞者と審査員
（前列左より）福山日陽、宮川春菜、わたなべ ゆう、押山一路、小暮浩史、山下俊輔、秋田勇魚
（後列左より）相川浩二、篠田真貴子、斎藤明子、渡辺香津美、田面木宏尚、福田進一、平野啓一郎　（敬称略、新型コロナウイルス感染予防のためマスク着用での撮影）

対策として、出場者、審査員、運営スタッフ、事前登録
したプレス関係者のみが入場を許され、無観客で行なわ
れた。
　審査員は次の 5 名が務めた。福田進一（審査委員長・
ギタリスト）、相川浩二（アコースティック・ギター・
マガジン編集長）、斎藤明子（日本ジュニア・ギター教
育協会会長・ギタリスト）、平野啓一郎（小説家）、渡辺
香津美（ギタリスト・作曲家・プロデューサー）。

◆ジュニア部門――――――――――――――――――
　主催者による開会挨拶とオーディションの趣旨説明に
続いて、ジュニア部門の出場者 3 名が演奏を行なった。
いずれも高校生ではあるが、ギターコンクールでの入
賞歴を持ち、実績もステージ経験も豊富な若者たちであ
る。まず驚いたのは彼らが演奏した楽曲で、本格的な演
奏会用作品、しかも難曲揃いであったこと。高度な技巧
と構成が要求されるブローウェルのソナタや組曲、トレ

　2021 年 4 月 21 日（水）に東京・赤坂のサントリーホー
ル・ブルーローズ（小ホール）にて、「メルカリコンサー
ト・ギターオーディション」の本選会が開催された。
　このギターオーディションはフリマアプリを運営する
株式会社メルカリが新たに立ち上げたもので、「はじめ
るを応援」を標榜し、コロナ禍の先行き不安な状況下、
人々が安らぎや希望を見出す音楽とその文化に寄与すべ
く、前向きに新しいことを始める人々を応援するために
開催を決定したとのこと。
　オーディションの参加資格はプロ・アマ、国籍、年齢、
不問、YouTube の演奏動画で応募し、本選には 6 名を選出。
クラシックギター一般部門の他、高校生以下のジュニア
部門、クラシックギター以外のギター（エレキギター、
アコースティックギター、ウクレレ等）奏者を対象とす
るオールギター部門、ギター演奏を楽しむ写真を公募す
るギター写真部門も設けられている。
　開催当日の本選会は、新型コロナウイルス感染症防止

050-53：メルカリ・コンクール.indd   50 2021/06/08   10:40:49



Gendai Guitar　129  

❶ヤマンドゥ・コスタが敬愛し、パコ・
デ・ルシアやパット・メセニーも称賛の
声を惜しまない、ブラジルが生んだ夭折
の天才ギタリスト、ハファエル・ハベー
ロ（1962-95）。
　〈Sete Cordas〉はデビューアルバムと
亡くなる直前のアルバム双方に収録。「7
弦」という題名ながらいずれの録音も 6
弦ギターによる演奏（ハ調で歌と 7 弦ギ
ターで演奏している動画あり）。テンポ
は 3 拍子の拍節感を保ちながら自由に解
釈されたい。セーハを多用した美しい和
声進行や、ショーロの 7 弦ギターを踏ま
えた低音の動き、時折現れる内声の絶妙
なラインもさることながら、ブラジル音
楽独特ならではのメロディーの美しさが
秀逸。　　　　　　　　　　（関根彰良）

※関根彰良 YouTube チャンネルに関連動画ア
ップ予定。

❷ギターの響きに合ったシンプルかつク
ラシカルな編曲を目指しました。30 歳
になった時に自分の心境に重ね合わせて
アレンジした作品ですが、たくさんの方
に演奏して頂けたら嬉しいです。

（林 祥太郎）

※本号の 69 頁『動画のすすめ』（林 祥太郎）に
この曲の演奏動画とプロフィールが紹介されて
いますので、ご参照ください。

❸セルバンテスの音楽は主にスペイン・
アンダルシアを起源とする民族音楽を探
究しており、1925 年から 1955 年頃にか
けて広まったロンダン・カトゥルラ様式

（アフロ・キューバのリズムと旋律を主

体にとし、不協和な和声手段を用いた様
式）とは対称的である。
　〈3 つの衝撃〉はキューバ舞曲集の中
で、〈さよならキューバ〉と同様、彼の
代表作と言えるだろう。また、この曲は、
ブラジルのカポエイラ（リズムは「ババ
ンババンバン」）に相通ずるものがある
のは非常に興味深い。
　曲中にアクセント（ ）「その音を強
調して」、スタッカート（ ）「その音を
短く切って」、スタッカーティシモ（ ）

「音をきわめて短く切る・鋭く離す」、ア
クセント・スタッカート（ ）「一音一
音はっきりと際立たせて演奏する」の記
号が出てくるが、各々の違いを明確にし
て上手く使い分けて欲しい。  （柴田 健）

❹〈Beautiful days〉は東野圭吾原作（講
談社）のテレビドラマ『流星の絆』の主
題歌として男性アイドルグループ「嵐」
が歌った楽曲です。発売は 2008 年 11 月、
嵐 24 枚目のシングルでした。ドラマで
は嵐のメンバー二宮和也が主演を務めて
います。1999 年から活動を始めた彼ら
は昨年末をもって無期限の活動休止に入
りました。
　Takuya Harada 作曲の〈Beautiful days〉、
原曲は華やかな音色でゴージャスに作ら
れていますが、今回のアレンジ楽譜の場
合、少しテンポを落として（BPM=96 ぐ
らい）弾いてみてください。なめらかな
メロディーラインとギターの柔らかいサ
ウンドが上手く融け合うと思います。

（山田直樹）

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 83 番〈Ich gieng ein mage Bayern〉、
第 84 番と第 85 番〈Veneziana in semitono〉
を掲載する。　　　　　　　　（編集部）

❻リョベートは〈Estilo Popular Argentino〉
という作品を 3 曲残している。〈アルゼ
ンチン民謡エスティーロ〉という邦題が
与えられているが、"Estilo" は様式・スタ
イルという意味なので、“アルゼンチン
民謡のスタイル”とすべきだろうか。
　この第 1 番は、アルゼンチンのギター
製作家フランシスコ・ヌニェス（1841-
1919）が設立したカサ・ヌニェスから
20 世紀初頭に出版されたと思われるギ
ター小品シリーズの第 16 番と同じ曲で
ある。
　ヌニェス社の楽譜では、アルゼンチン
のギタリスト兼作曲家ペドロ・ミゲル・
キハーノ（1875-1945?）の作品で、タイ
トルは〈Ecos de mi Pampa - Estilo Criollo〉（我
がパンパの響き～クリオーリョのスタイ
ル）とされており、3 番までの歌詞も添
えられている。
　楽譜の内容には若干の違いは見られる
が、リョベート版はキハーノ版のほぼ引
き写し、コピーと言ってよい。この曲が
キハーノのオリジナル作品か民謡の編曲
かは不明だが、タイトルからしても、リ
ョベートはキハーノの楽譜を入手し、そ
こに少し手を加えたものと推測される。

（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ハベーロ（関根彰良 編曲）／セッチ・コルダス
Raphael Rabello & Paulo Cesar Pinheiro / Akira Sekine：Sete Cordas

❷平井夏美（林 祥太郎 編曲）／瑠璃色の地球
Natsumi Hirai / Shotaro Hayashi：Earth in lapis lazuli colours

❸セルバンテス（柴田 健 編曲）／ 3 つの衝撃
Ignacio Cervantes / Kén Shibata：Los tres golpes

❹ Takuya Harada（山田直樹 編曲）／ Beautiful days
Takuya Harada / Naoki Yamada：Beautiful days

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)

❻リョベート／アルゼンチン民謡エスティーロ第 1 番
Miguel Llobet：Estilo Popular Argentino No.1
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