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福
田
進
一Shin-ichi Fukuda

写真：池上直哉

福田進一が 2019 年より開始したコンサート・シリーズ『新
たなるスタンダードを求めて〜其の弐』が東京文化会館小ホー
ルで開催された。本来は昨年 5 月に行なわれる予定であった
がコロナ禍のために一年持ち越しとなったもの。もちろんチ
ケットは完売、ホールには巨匠の演奏を渇望するギターファ
ンが詰め掛けた。
コンサートの前半には 100 枚を超える福田のディスクから最
近作の 2 枚、昨年発売の『バロック・クロニクルズ』と今年
リリースされる続編の『異邦人〜バロック・クロニクルズⅡ』
の収録曲が演奏され、後半には映画と小説『マチネの終わりに』
にまつわる楽曲が演奏された。幕間には原作者である平野啓
一郎とのトークセッションが行なわれ、満場の聴衆が狂喜乱
舞するサプライズ・ゲストまで登場、もとより福田の演奏と
選曲は大向こうを唸らせるものであり、休日の上野で久方振
りに心ゆくまで芸術を堪能出来る贅沢なマチネとなった。
プログラム：【第 1 部／ 2 つのバロックアルバムからの音楽集】
アリアと変奏「ラ・フレスコバルダ」（フレスコバルディ〜福
田進一）、私を泣かせてください（ヘンデル〜レーモン）、ソ
ナタ K.380、ソナタ K.9「パストラール」、ソナタ K.322（ス
カルラッティ〜福田）、ロジー伯の墓に捧ぐ、プレリュード〜

ファンタジア〜パッサカリア（ヴァイス〜福田）、【トークセッ
ション】音楽と文学〜響き合う二つの世界（平野啓一郎 × 福
田進一）、【第 2 部／『マチネの終わりに』音楽集〜小説から
映画から】プレリュード、ジーグ〜無伴奏チェロ組曲第 3 番
BWV1009 より（バッハ〜福田）、幸福の硬貨（菅野祐悟）、
アストゥリアス（アルベニス〜セゴビア／福田改編）、ガヴォッ
ト・ショーロ〜ブラジル民謡組曲より（ヴィラ＝ロボス）、間
奏曲 Op.118-2（ブラームス〜鈴木大介）、大聖堂（バリオス）

［5 月 23 日／東京文化会館 小ホール］

新たなるスタンダードを求めて其の弐

018-19：福田／大萩・宮田.indd   18 2021/07/06   10:34:02
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パット・メセニー
Pat Metheny

● Pat Metheny──────────────────────────────────────────────

1954 年 8月 12 日、米国カンザス・シティで音楽一家に生まれる。8歳でトランペット、クラリネットを始め、12歳でギターに転向。'72
年に後に同音大学長となるゲイリー・バートン (vib) の推薦で、バークリー音楽院（当時）の講師を務める。その後、ゲイリ－・バートンの
グループに参加。'75 年に初リーダー・アルバム『ブライト・サイズ・ライフ』（ECM）を発表。'77 年に長年のソングライティング・パートナー
になるライル・メイズ（p）と“パット・メセニー・グループ”を結成。同グループで、前人未到の 7作品連続グラミー賞を受賞。これまで、
パットは 12の部門で 20回グラミー賞を受賞している。
彼はまた“新世代”のギタリストとして、ジャズ・ギターのサウンドを再構築し、楽器の可能性を模索してきた。共演者はスティーヴ・ライヒ、オー
ネット・コールマン、ハービー・ハンコック、デヴィッド・ボウイなど多岐にわたる。編成もソロ・ギターから、小編成のグループ、オーケ
ストラ、バレエ作品、映画音楽とジャンルを越境している。また、ソプラノ・アコースティック・ギター、42弦ピカソ・ギター、Ibanez の
PM-1000 ジャズ・ギターなど、さまざまなカスタム楽器や新しいギター開発にも携わってきた。またソレノイド駆動の“オーケストリオン”
プロジェクトで、5人の研究者と共に“自動演奏システム”を構築した。1974 年以降、50年近い音楽活動において、年間 120 ～ 240 回の
公演をコンスタントに行なってきたパット・メセニー。初のクラシック・ギター作品集である『ROAD TO THE SUN』は、コロナ禍で作曲
に集中する時間をプラスに変えて完成した。

Cover Story ジャズ界の
スーパースターが放つ

初のクラシックギターアルバム
『ROAD TO THE SUN』

TEXT：中川ヨウ /Yo Nakagawa（音楽評論家）©Jimmy Katz

024-27：メセニーインタビューその2.indd   22 2021/07/09   12:47:38
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 なぜ楽器管理が必要か～故障を防ぎ、音色を育てる～

　不十分な楽器管理のまま、ある日気が付いたらネック
が反っていたり、表面板が割れてしまった、あるいは鳴っ
ていた楽器が全然鳴らなくなってしまった……こういっ
た「大事故」を起こして初めて楽器管理の重要性に気づ
く、といった経験は愛好家やギタリストなら一度はある
のではないでしょうか。取り返しのつかない「事故」を
起こす前に、楽器管理の重要性をしっかり認識すること
は、たとえば自動車の手入れと同じように大切なことで
す。
　それだけではありません。単に故障を防ぐというだけ
ではなく、楽器管理は皆様が奏でる「音色の美しさ」に
も大きな影響を及ぼします。たとえば、普段から食事や
運動などで健康に気を使い、体調管理をしている人と、
全く何もしていない人とでは健康・体力面で大きな差が
出ることは明らかです。一流のアスリートであれば、な
おさらでしょう。
　同様のことが楽器管理と音色についても当てはまりま
す。楽器管理を怠れば、どれほど素晴らしい演奏家が奏
でても、楽器はそのポテンシャルを十分に発揮すること
はできません。
　

クラシックギターは「製品」ではなく「生き物」

　主に木材で構成されているクラシックギターは人間の
ように呼吸をしています。このため、クラシックギター
は周囲の環境の影響をまともに受けます。この点でクラ
シックギターは「製品」というよりも「生き物」として
扱うのが妥当でしょう。また、完成したギターの板の厚

さは、一部の例外を除いて 2 ～ 3mm の範囲である場合
が多く、楽器の大きさを考えると非常に薄く作られてい
ます。板が薄く、塗装も薄いクラシックギターは湿度・
温度の変化から大きな影響を受けます。このため、クラ
シックギターは 1 年を通してとてもデリケートに扱う必
要があります。メンテナンスという「体調管理」によっ
て楽器の能力を最大限に引き出し、良い響きを保つよう
にすることが大切です。　

夏場の「湿度管理」が楽器管理の要！

　「ネックが反ってしまった」「表面板が割れてしまった」
といった典型的な故障は夏場よりも冬場に経験される方
が多いのではないでしょうか。しかし、実はこうした故
障の根本的原因は高温多湿の「夏場」にあります。以下
に詳しく解説していきますが、楽器管理上の故障の多く
は、急激な湿度変化が原因で起こります。つまり、夏場
にたっぷりと吸った湿気が、冬場に急激に乾燥していく
際に起こるのです。
　日本の湿度を再確認してみましょう。気象庁の 2020
年のデータによると、湿度が高い日本のイメージ通り東
京と大阪の各月の平均湿度はほぼ 60％を超えています。
しかも、当月の最小湿度との落差も 30％から 50％程度
あり、季節に関わらず湿度変化に大きく落差があります。
年間を通して最大湿度と最低湿度を見渡すと、東京、大
阪共最大湿度が 80％を超える 7 月と、最低湿度が 30％
以下になる 12 月と 2 月とでは 50％以上も湿度差があり
ます。楽器にとって 20％以上の急激な湿度変化は厳禁で
すから、日本の気候が楽器にとってどれほど過酷な環境
かがわかると思います。

製作家がズバリ答える ‼
高温多湿、夏場のギターの湿度対策

はじめまして。大阪にギター工房を構える松本吉史です。今回、「夏場の湿度対策」についてお話をさせて頂きます。
高温多湿な日本の夏場において、どのようにして楽器を管理するかは私たち製作家はもとより、愛好家やギタリス
トの皆様にとっても喫緊の課題と言えるでしょう。今回の記事では楽器管理の必要性と基本から、最先端の技術を
駆使した湿度管理法まで、幅広くご紹介したいと思います。全自動湿度管理の初心者の方から上級者の方まで、今
回の記事によって少しでも楽器のトラブルを防ぐ手助けになれればと思います。

1975 年生まれ。2001 年大阪府門真市に工房を構える。　
こ れ ま で、 阿 部 康 幸、 立 石 正 人、Victor Diaz 、Francisco Manuel Diaz、J.L.Romanillos、
Gerhard Oldies、Manuel Cacere 各氏に指導を受ける。ギター演奏を徳武正和、松永一文、エリ
カ・シュトローブルに、声楽を松村雅美に師事している。コンサート、講座、講習会主催など積
極的に活動している。
YouTube：yoshifumi matsumoto luthier　／　Facebook: matsumoto guitar studio

特集 2

執筆：松本吉史（ギター製作家）

楽器管理はなぜ大切か～夏場の湿度管理の重要性～
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　2021 年 6 月 13 日開催の第 43 回ジュ
ニア・ギター・コンクールには 60 名
の子供たちが参加、3 月 5 日から 4 月
5 日に予選音源を提出。3 月 9 日に新
型コロナウイルス感染症予防と拡散
防止のため、台東区ミレニアムホール
での開催を断念し、前回に引き続き 2
度目の演奏動画による本選とした。
　小学生以上の課題曲による予選審
査は 4 月 8 日、協会役員 4 名（会長・
斎藤明子、会長代理・藤原浩哲、副
会長・坂場圭介、志摩光信）で行な
い、40 名の本選出場者を決定した。
合格者は 6 月 12 日までに自由曲の演
奏動画をドロップボックスにアップ
し、それを審査員が共有。6 月 13 日
に各自自宅で増沢方式により審査を

行なった。審査員は斎藤明子（委員
長）、大畑正幸、椎野みち子、篠原正
志、中島晴美、吉田 修、渡辺 隆の 7
名で、集計結果を受け、同日 6 時か
ら ZOOM での審査会を行なった。中
学生の部第 1 位の山本采和と、高校
生の部第 1 位の福山日陽のどちらに
最優秀賞を授与するか、30 分に渡り
慎重に協議し、両者の音楽について
あらゆる角度からの見解を出し合い、
最終的に僅差で山本に決定した。
　以下、各部門の順位、出場者、演
奏曲、第 1 位から第 3 位の演奏の講
評を記す。

【幼児の部】（自由曲 4 分以内）
第 1 位：片桐凛

り ん こ

子（年長・東京）　
カノン（パーセル）
第 2 位：匿名希望（年
中・東京）

「 全 音 45 の 練 習 曲 」
より第 8 番 Op.246（カ
ルッリ）
第 3 位：工藤憲人（年
長・東京）
エチュード（ソル）
奨励賞：中澤樹里（年
長・東京）
きらきら星と 3 つの
変奏（フランス民謡
〜村治 昇）
奨励賞：藤田 光（年
長・千葉）
作品 59 よりワルツ・
ハ長調（カルカッシ）
　評価がばらついた
が、安定し美しいテ
クニックが際立つ片
桐 が 第 1 位 を 獲 得。
発音が明瞭な（匿名

希望）が第 2 位。旋律と伴奏の弾き
分けを頑張った工藤は片桐と同数の
最高位を獲得したが、第3位となった。

【小学校低学年の部】（自由曲4分以内）
第 1 位：半澤ハナ（小 2・沖縄）
エチュード（コスト）、エチュード
Op.31-3（ソル）
第 2 位：吉村明

あきちか

慶（小 2・東京）
前奏曲とアレグロ（デ・ムルシア）
第 3 位：上原まるい（小 1・東京）
イタリアン・メロディー（スタチャック）
奨励賞：菊地一

か ず と

翔（小 2・山形）　
小さなロマンス（ワルカー）
奨励賞：浅見英

え ま

茉（小 1・千葉）
エチュード Op.60-9（カルカッシ）
奨励賞：匿名希望（小 2・東京）

「全音 45 の練習曲」より第 15 番（カ
ルッリ）
　音楽が求める表現を客観的に捉え、
その再現に果敢に挑戦した半澤が第 1
位を獲得。集中した学びがうかがえ
る。この年齢で「枯れた」雰囲気を
楽しませる第 2 位の吉村の存在は審
査会でも話題となった。旋律を美し
く繋いだ上原が第 3 位となった。

【小学校中学年の部】（自由曲5分以内）
第 1 位：磯部美織（小 4・愛知）
ソナチネ Op.71-3 より第 4 楽章（ジュ
リアーニ）
第 2 位：葉

よう

 郁
い く ね

寧（小 4・台湾）
二人の幼い姉妹（タレガ）
第 3 位：中澤佑太（小 4・東京）
サンブラ・グラナディーナ（アルベ
ニス）
奨励賞：中澤慶太（小 3・東京）
小さなロマンス（ワルカー）
奨励賞：川阪立

り つ き

旗（小 4・大阪）
前奏曲第 1 番（ヴィラ＝ロボス）

第 43回ジュニア・ギター・コンクール
2021 年 6 月 13 日
主催●日本ジュニア・ギター教育協会
レポート●日本ジュニア・ギター教育協会会長 斎藤明子　写真●出場者提供

最優秀賞を受賞した山本采和

050-53：第43回ジュニアギターコンクール.indd   50 2021/07/06   10:38:46
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❶ Pat Metheny Group 名義で 1989 年に発
表されたアルバム『Letter from Home』
収録曲。綿密に計算されたアンサンブル
とブラジル音楽の影響を色濃く受けたリ
ズムが特徴的なパット・メセニーの代表
曲の一つです。
　変拍子におけるアクセントの付け方や
パット・メセニー独特の流れるようなフ
レージングをクラシックギターで表現す
るために、楽器の特性を最大限に活かせ
るような編曲を目指しました。
　クラシックギターの新たなレパートリ
ーとして多くの方に弾いて頂けると幸い
です。　　　　　　　　　　 （閑喜弦介）

❷ 6 月号ではぼくのオリジナル〈memory-
go-round〉をお届けしました。今月号で
も皆さんにぼくがアレンジした新しい
歌、〈星めぐりの歌〉をお届けします。
クラシックギターの芳醇で懐かしみを感
じさせる音は、宮沢賢治の世界観にピッ
タリじゃないかと思います。自由にギタ
ーを奏で、そしてあわせて歌ってみては
いかがでしょうか。詩も素敵だから。
　演奏のアドバイスとしては 10 小節目
の 2 拍目のベース音「レ」は、できれば
譜面通りが良いですが、難しい方は④弦
の「レ」と③弦のメロディー音「ソ」の
2 つの音だけを弾いてみたら良いかと思
います。リハーサルマーク Open のセク

ションでは、自由に音遊びをして自分だ
けの世界を作ってください。難しい方は
譜面通りでも素敵ですよ ! !  ゆったりと
した気持ちで自由に夜空の星をめぐって
ください。
　YouTube で、ぼくの〈星めぐりの歌〉
の MV も公開されているので、ご参考
までにご覧くださいね。良いギターライ
フを! !　　　　　　　　　　　（木村 大）

❸『四季』と聞けば多くの人はヴィヴァ
ルディを思い浮かべることであろう。し
かし、チャイコフスキーもピアノのため
に『四季』という作品集を残している。
個人的には『四季』というより、『一年』
あるいは『12 ヵ月』というタイトルの
方が相応しいように思う。
　今回の〈バルカローレ（舟歌）〉は、
この作品集『四季』の「6 月」に当てら
れている曲である。6 月といえばジュー
ン・ブライドに代表されるように明るく
希望に満ちた印象を持つが、なぜかこの
曲は心にズシンと重くのしかかる。中間
部分では、梅雨の晴れ間のような、鬱蒼
とした気持ちを跳ね返すような部分も登
場するが、すぐさま私たちは元の世界に
引き戻されてしまうのだ。　　（柴田 健）

❹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 86 番〜第 89 番を掲載する。
　第 86 番、第 88 番は、それぞれイタリ
アの都市名に由来するヴェネツィアーナ
とベルガマスコとあり、第 87 番、第 89
番は「無題の小品」とされている。

（編集部）

❺リョベートの〈アルゼンチン民謡の様
式（エスティーロ）〉の〈第 2 番〉。〈第
1 番〉がペドロ・ミゲル・キハーノの〈我
がパンパの響き〉という曲を下敷きとし、
続く〈第 3 番〉（こちらを第 1 番とする
説もある）もキハーノの〈エル・アリベ
ーニョ〉という曲に拠っているので、こ
の〈第 2 番〉もキハーノの曲が元になっ
ているのかもしれないが、原譜は特定で
きなかった。3 曲の中で唯一の長調であ
り、Apacible（穏やかに）というスペイ
ン語の指示がある。　　　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶メセニー（閑喜弦介 編曲）／ハヴ・ユー・ハード
Pat Metheny / Gensuke Kanki：Have You Heard

❷宮沢賢治（木村 大 編曲）／星めぐりの歌
Kenji Miyazawa / Dai Kimura：Hoshi Meguri-no Uta

❸チャイコフスキー（柴田 健 編曲）／舟歌
Pyotr Ilyich Tchaikovsky / Kén Shibata：Barcarolle

❹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)

❺リョベート／アルゼンチン民謡エスティーロ第 2 番
Miguel Llobet：Estilo Popular Argentino No.2

木村 大／星めぐりの歌 ミュージックビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=LWhlRkqR5Fs
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