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渡辺香津美
デビュー
50周年
インタビュー

● 2021 年 7 月 6 日
●インタビュアー：鈴木大介 （ギタリスト）

●ギターとの出会い ──────────────────
鈴木：香津美さんの初期のレコードを改めて聴かせて頂きま
したが、『Endless Way』の〈On The Horizon〉のイントロは、
クラシックギターで弾いていらっしゃいますよね。
渡辺：あの時代は必ずガットギターで、ちょこっとイントロ
を弾いたり、小品的なものをやったりしていたね。
鈴木：『現代ギター』読者やクラシックギターファンの皆さん
にとって、香津美さんがソロのレコーディングで、スチール
弦より先にナイロン弦を使っていたというのは非常に嬉しい
ポイントだと思います。
渡辺：そうなの？（笑）
鈴木：そうなんですよ。ですから、今日はなるべくナイロン
弦の部分にスポットをあって質問していきたいと思いますが、

まずは、ギターとの出会いについてお伺い出来ますか。
渡辺：出会いとしては、ギターよりもピアノのほうが先なん
だけど、ピアノの前に若干だけどオルガンをやっていた時期
があってね。小学校 2、3 年くらいの時かな。足踏み式オルガ
ンで、〈ドナウ川のさざなみ〉とかを弾いていた。専門の先生
に就いて習っていたわけではないし、小学校にオルガンを弾
く先生がいたとも思えないんだけど……なんだか記憶があや
ふやだね（笑）。それで、小学校 5､6 年生くらいになると、自
宅に突如、アップライトピアノと共に見目麗しいピアノの教
師が登場してね。知らないうちにバイエルとかのレッスンが
始まったんだよね。
鈴木：ギターについては、道玄坂のヤマハに通っているうち
に慣れ親しんだと、CD ライナーに書いてあったのを読んだ

Kazumi Watanabe
名実ともに日本が世界に誇るトップ・ジャズ・ギタリスト。17 歳で衝撃のアルバムデビュー。驚異の天才ギタリスト出現と騒がれて以来、ジャズフィールドに留まらない「ギ
ターの可能性」を探求し続け今に至る。その速いテンポで繰り出される魅惑のアドリブと芳醇な旋律、演奏技術を緻密に組み合わせることで、音の一つ一つに豊かな表現力
を含ませ独自の“カズミサウンド”を創り出すことでも定評がある、まさしくワン・アンド・オンリーの存在。‘79 年、坂本龍一と結成した伝説のオールスターバンド『KYLYN
キリン』を皮切りに、YMO のワールドツアーへの参加が KAZUMI の名を世界的なものにする。続く‘80 年の記録的な大ヒットアルバム『トチカ』に代表されるジャズ・フュー
ジョン界のアイコンとして名声を確立し、これまでに歴史に残る音楽家をはじめ、内外トップミュージシャンからのファーストコールとしてその共演数も群を抜く。
現在はジャズ・フュージョンにおける多様なプロジェクト、特に 2019 年に 10 周年を迎えた「ジャズ回帰プロジェクト」と並行し、アコースティックを中心としたソロワー
ク「ギター・ルネッサンス」シリーズでのアルバムリリース、ライブツアーを行ない、海外からもソロおよび自身のプロジェクトで招聘され、国内と半々のバリューで活動
を展開中。生粋のインプロヴァイザーたる資質を活かし、作・編曲においても独自の世界を構築。クラシックギター界からの委嘱作品も好評を博す。さらに舞台音楽のプロ
デュース、映画音楽への演奏提供など活動は多岐にわたる。近年では《アランフエス協奏曲》を軸にオーケストラとの饗宴など求道心とギターへの愛はゆるぎない。エッセ
イ執筆、テレビ、ラジオ等のメディアでの露出も多く、「いち国民いち楽器」を提唱し、広く音楽文化に貢献。洗足学園音楽大学ジャズコース客員教授。

日本が世界に誇るジャズ・ギタリスト、渡辺香津
美がデビュー 50周年を迎えた。
17歳の衝撃のアルバムデビュー以来、常にトップ
ランナーとして、ギター界を牽引し続けてきた渡
辺に対して、“大の香津美ファン”を公言し、CD『ど
ですかでん』でのデュオなど、数々の共演歴のあ
る鈴木大介にインタビュアー役をお願いした。ギ
ターとの出会い、クラシックギターに対する想い
などを語ってくれたので紹介しよう。

Cover Story

KW 50

Kazumi Watanabe

Ⓒ photo Yosuke Komatsu (ODD JOB)
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写真：東 昭年

ギタリスト、そして「アンサンブル・ノマド」の音楽監督、
指揮者としても活躍する佐藤紀雄が古希を迎えたのを記念し、
佐藤がこれまで勤めたエリザベト音楽大学、桐朋芸術短期大
学専攻科、日大芸術学部音楽学科の卒業生と現役生たちが出
演する『壁のない無限教室コンサート』が行なわれた。各大
学とも、佐藤によるアンサンブル・クラスはギター以外のど
んな科目の学生も自由に参加できる、まさに開かれた“壁の
ない無限教室”であることからこのようなバラエティーに富
んだコンサートを可能になったもので、充実した内容で盛り
上がりを見せた。今後も恒例イベントとし
て行なわれることを期待したい。
プログラム：【ギター三昧】渡邊 茜・佐藤
紀雄／愛の喜び（クライスラー～佐藤）、
杉田 文・深沢みなみ／アラベスク第 1 番

（ドビュッシー～佐藤）、森田綾乃・土橋庸
人／ファンタジア第 12 番（パーセル～ゲー
リッツ）、ソナタ・ニ短調 K.141（スカルラッ
ティ～ゲーリッツ）、大坪純平・渡邊 華／ E・
マーチン作品によるブーケ（ヨハンソン）、
宇高靖人・松本 努／アトム・ハーツ・クラ
ブ・デュオ（吉松 隆）、山田 岳・岡本和也
／月と水（ロミチッリ）、佐藤紀雄・山下
俊輔／揺れ動く不安と夢の球体（久石 譲）、

【異種アンサンブル】佐藤洋嗣（Cb）・山田・

岡本・渡邊 茜／ペンティメント（グバイドゥーリナ）、アネ
モネ・佐藤紀雄／スペイン舞曲（ファリャ～藤井眞吾）、佐藤
紀雄・佐藤洋嗣・原田亮子（Vn）・木村麻耶（箏）／ヴァイ
オリン協奏曲第 1 番イ短調 BWV1041（バッハ）

【もうひとつの異種アンサンブル】出演者全員／ブルガリアン・
ロック（ウルクズノフ～佐藤紀雄）
＊プログラムは抜粋
　　　　 ［5 月 25 日／東京オペラシティ リサイタルホール］

壁のない無限教室コンサート
佐藤紀雄 Norio Sato

杉田 文、森田綾乃、佐藤紀雄、深沢みなみ、渡邊 茜
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◆レニャーニ作品の欠落 ――――――――――――――
　ルイジ・レニャーニ Luigi Legnani（1790-1877）が作曲
した膨大な数の作品については、作品番号の有無を問わ
ず、長年にわたって多くの研究者により出版譜や手稿譜
についての研究が進められてきた。
　2009 年にはイタリアの研究者マルコ・ムスタルディー
ノによってレニャーニのギター作品目録が発表され、現
在、彼は改訂版となる完全な作品目録を作成中である［註 1］。
　しかし、研究者の間では周知のことだが、レニャーニ
の作品番号には幾つかの欠落が見られる［註2］。これらの「失
われた作品」は、そもそも作曲されていなかったか、作
曲されていたとしても出版には至っていなかった可能性
がある。
　これらの作品が失われてしまった理由をすべて明らか
にするためには膨大な調査が必要となるが、こうしたレ
ニャーニの失われた作品群の中で最も初期の作品番号が
与えられているのが〈作品第 9 番（Op.9）〉である。こ
れまで作成されたレニャーニの作品リストにおいても

〈Op.9〉は欠番となっている（編註 1）。
　筆者は今回、レニャーニの失われてしまった作品群の
中で、この〈Op.9〉の存在について明らかにすることが
出来たので、以下に報告することにしたい。

◆「失われた」作品第 9 番 ―――――――――――――
　レニャーニの〈Op.9〉再発見のきっかけとなったのは

筆者と共同研究者によるルイジ・サグリーニ Luigi Sagrini
（1809-1874）についての近年の研究である［註 3］。それによっ
て我々はレニャーニとサグリーニを結びつける新たな文
献を発見し、予想外の興味深い結果を得ることが出来た
のだ。
　ここでルイジ・サグリーニという 19 世紀のイタリア
人ギタリストについて説明しよう。サグリーニは、ピエ
モンテ地方のシャンベリ（現：フランス領）に生まれ、
8 歳で故郷においてギタリストとしてデビューし、14 歳
の時にパリに出て演奏会を行なった。彼は 1829 年まで
フランスで演奏活動を続け、その後、イギリスへ移住し
た。英国から時々はヨーロッパ大陸に戻って演奏を行
なったという記録も残されている。
　サグリーニは 60 曲以上の作品を発表しているが、そ
の半数はギター独奏曲と二重奏曲であり、残りの半分は
ギター伴奏による声楽用の編曲作品群である。
　このサグリーニとレニャーニとの関係を示すものとし
て、お互いの作品に見られる献辞が挙げられよう。サグ
リーニは 1825 年に出版した〈大変奏曲 Op.4〉をレニャー
ニに献呈しているのだ。同作の出版譜の扉には以下の記
載が見られる（写真 1）。

Grandes Variations / pour / Guitare, / sur un thême de 

Racio Calupo / Dédiées / á Mr. L. Legnani / par / L. 

Sagrini / Opera: 4 (1038, Lemoine).  

［ラチョ・カルポの主題によるギターのための大変奏

執筆：ロバート・コールドウェル（ギター音楽史研究家） Luigi Legnani's Missing Opus 9 by Robert Coldwell

ロバート・コールドウェル／ Robert Coldwell
アメリカ・オクラホマ州タルサ生まれ。16 歳でギターを習い始める。1994 年にサンノゼ州立大学（カリフォルニア州）
卒業、1998 年東京藝術大学で芸術学修士号を取得。現在は米国テキサス州ダラスに在住。
1991 年にギターの研究を始め、1997 年に日本のギターの歴史に関する最初の記事を執筆。
2005 年よりデジタル・ギター・アーカイブと DGA エディションを開始。

［デジタル・ギター・アーカイブ］https://www.digitalguitararchive.com/
50,000 ページ以上のギター雑誌と 30,000 の出版譜のデータベース。

［DGA エディション］https://www.dga-editions.com/
歴史的ギタリストに関する出版物を公表。

執筆者紹介

（初出：『イル・フロニモ』2021 年 4 月号 No.94 ／ Originally published in il Fronimo No. 94, April, 2021）

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
註 1）マルコ・ムスタルディーノ「ルイジ・リナルド・レニャーニ／テーマ別ギター作品初版譜目録」、イル・フロニモ、2009 年 7 月号／ 8 月号。
　　　Marco Mustardino. "Luigi Rinaldo Legnani: catalogo tematico delle prime opere a stampa per chitarra." il Fronimo, July 2009, pp. 36-50 and August 2009, pp. 43-56.
註 2）欠落した作品番号は次の通り。Op.13-15, 17, 33, 35-39, 41-59, 63, 65-86, 88-200, 205-221, 223, 225-236, 239-249.
編註 1）中野二郎が作成したレニャーニの作品リストにおいても、〈「アルジェのイタリア女」の合唱とロンド Op.8〉と〈スケルツォと 2 つの変奏曲

Op.10〉の間の〈Op.9〉は不明とされている。（現代ギター別冊「ギター音楽便覧」1969 年）
註 3）ルイジ・サグリーニについては、バーナード・ルイスが執筆した評伝と、ロバート・コールドウェルが編纂した膨大な数の作品アーカイブスが

2021 年に DGA エディション（https://www.dga-editions.com/）から刊行予定である。

レニャーニの失われた出版譜発見！
特集

翻訳：渡邊弘文（本誌編集長）

020-31：特集／レニャーニの失われた出版譜発見！.indd   22 2021/08/04   10:26:26
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瀬尾：実は私がパリ国立高等音楽院の大学院に進んだ頃、
ちょうど大萩康司さんがギター科に入学して来て誘われ
たのがきっかけでしたね。大萩さんとは、室内楽のクラス
で一緒に勉強しながら、よくデュオで演奏会の機会があっ
て、以前からこの編成でやりたかった主要なレパートリー
に取り組むことができました。その時に譜めくり役として
手伝ってくれたのが、大萩さんの 1 年後輩にあたる留学し
てきたばかりの松尾さんだったんですよ（笑）。
――そうでしたか。それで今回のレコーディングに至った
経緯は？
松尾：瀬尾さんと一緒に京都で開催したコンサートがきっ
かけだったと思います。ジュリアーニの《協奏大二重奏
曲 Op.85》と〈軍隊風ロンド〉を含む《協奏大二重奏曲
Op.52》の 2 曲を取り上げたコンサートをやろう、という
演奏会だったのですが、プログラムの構成上、他に同じく
らいの長さで時代が合うものも欲しかったので、思い切っ
て「シューベルト《アルペジョーネ・ソナタ D.821》はど
うですか？」と僕から提案したように記憶しています。
瀬尾：ギター伴奏による《アルペジョーネ・ソナタ》は聴
いたことがありましたし、フルートとギターで演奏するの
も面白いかな、ちょっとやってみたいなと思って賛成した
ように思います。
松尾：その演奏会が自分にとっては非常に感触が良くて、
この時のフルートとギターとの演奏が純粋に楽しかった
のですね。やりたい放題できるというか。後期古典派～ロ
マン派の音楽には様々な作品がありますが、こうした室内
楽作品を、瀬尾さんと一緒にもっと深く掘り下げてみた
い、そうしたら、自分もまだ見たことのない世界に行くこ
とが出来るんじゃないのか？と感じたんです。
瀬尾：松尾さんについては、最初に C= テデスコ《ソナチネ》
を共演した時から、同じフィールドで話せるデュオ・パー
トナーだなという感覚がありました。C= テデスコのあの

瀬尾和紀＆松尾俊介

2021 年 7 月 13 日
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）　

フルーティストの瀬尾和紀とギタリストの松尾俊介が
デュオ・アルバム『ビーダーマイヤー／ウィーン 1820』
をリリースした。タイトルにあるように本盤は 19 世紀前
半のドイツ・オーストリアで勃興した市民階級の文化様式

“ビーダーマイヤー”と彼等に愛好された室内楽に焦点を
当て、同時代のウィーンで活動したシューベルトとジュリ
アーニの作品を収録した意欲作である。刮目すべきこのフ
ルート＆ギター・アルバムについて演奏者の二人にお話を
伺ったので以下に紹介したい。
 …………………………………………………………………
――まず最初にお伺いしますが、瀬尾さんと松尾さん、お
二人の共演歴は長いのでしょうか？
松尾俊介：瀬尾さんはパリ国立高等音楽院の先輩で、私が
入学した頃にはまだ大学院在籍中だったでしょうか。顔見
知りではありましたが、実際に共演させて頂いたのはずっ
と後のことです。瀬尾さんが音楽監督をされている、山口
県で毎夏開講されている秋吉台ミュージック・アカデミー
に、2014 年から私も講師としてお招き頂いているのです
が、初回の参加時の講師陣のガラ・コンサートで一緒に演
奏させて頂いたのが、二人の初共演だったと思います。
瀬尾和紀：もちろん松尾さんのことは学生の頃から知って
いましたが、実際に共演したのは 2014 年が初めてでした。
毎年秋吉台には講師として来て頂いているので、それから
も度々共演して、いろいろな曲を一緒に演奏させてもらっ
ています。
松尾：2014 年のガラ・コンサートでは、カステルヌオーヴォ
＝テデスコ《ソナチネ Op.205》を瀬尾さんと演奏させて
頂きました。その他に生徒さんのためのミニ・コンサート
もありまして、そちらでは、ジュリアーニ《協奏大二重奏
曲 Op.85》を演奏しましたね。
――瀬尾さんがギターと共演されるようになったきっか
けは何だったのでしょうか？

Interview

瀬尾和紀（Fl）、松尾俊介（G）
VIRTUS CLASSICS   VTS-010
￥3,080（本体￥2,800 ＋税）　発売中

【収録曲】
協奏大二重奏曲 Op.52（ジュリアーニ）
アルペジョーネ・ソナタ D.821（シューベルト）
協奏大二重奏曲 Op.85（ジュリアーニ）
セレナード～歌曲集『白鳥の歌』D.957 より（シューベルト）

新譜『ビーダーマイヤー／
　　　ウィーン 1820』リリース
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　コロナ禍のあおりを受け、中止となっ
た 2020 年のギター音楽大賞。そして今
年も再び緊急事態宣言の期間と重なり一
時は開催が危ぶまれたが、多くの方々の
ご助力により無観客という形ではあるが
辛くも開催されることとなった。感染症
対策に十分に配慮し、参加者にも様々な
ご協力をいただいての特殊な状況下での
開催となったが、期待を上回る素晴らし
い演奏の数々を聴くことができた。
　大賞部門の第 2 次予選は、2020 年に
実施した第 1 次予選（録音審査）の通過
者 13 名によって行なわれた（第 1 次予
選課題曲：25 のエチュードより Op.60-
14（カルカッシ））。第 2 次予選は課題曲

〈プレリュード・ホ長調〉（ポンセ）と自
由曲合わせて 10 分以内により行なわれ、

接戦のため今回は 6 名が本選へ進出する
ことになった。あと一歩及ばなかった綾
田日向子、中島健哉が審査員賞を受賞し
た。

【大賞部門：本選】
審査員：猪居 謙、岩崎慎一、谷辺昌央、
米阪隆広、西森久恭、橋爪皓佐、浜野茂
樹、藤村 良。
　本選は課題曲として《南のソナチネ》
より第 1 楽章〈カンポ〉（ポンセ）と自由
曲合わせて 20 分以内によって行なわれ
た。通常とは異なる環境での演奏は思わ
ぬミスを招き、委縮して思うような演奏
ができなくなる。そのため例年以上に様々
な状況に対処できる安定した技術と集中
力が要求される厳しい本選となった。

　順位と結果は演奏順に以下の通り。

奥垣内 健（京都）／ BWV826 より〈サ
ラバンド〉（バッハ）、ソナタより第 3、
第 4 楽章（ホセ）
　丁寧で端正な演奏で音も美しいが、表
現が固く淡白に聴こえる面も。時には勢
いに乗った大胆な演奏を目指すことも必
要だろう。（本選賞）
中子拓矢（大阪）／コルドバ、朱色の塔

（アルベニス） 
　他の演奏もぜひ聴いてみたいと思わせ
る、表情豊かで味わいのある演奏。しか
し音量が非常に小さく、広い空間では細
部が聴き取りづらく迫力が出せないのが
残念だった。（第 4 位）
福山日陽（愛知）／主題、変奏と終曲（ポ
ンセ～セゴビア）、タレガ讃歌（トゥリ
ーナ）
　力強くエネルギッシュな演奏。細かく
速いパッセージも余裕を持って弾きこな
せる抜群の安定した技術と集中力を持っ
た奏者だ。若々しい勢いだけではなく、
繊細な音色の変化や温かな表情も聴かせ
ることができる魅力的な演奏だった。（第
1 位、大阪府知事賞）
渡邊 華（東京）／ソナタ K208、K209（ス
カルラッティ）、大序曲（ジュリアーニ）
　繊細でダイナミクスやテンポも落ち着
いた好演。しかし速い箇所が弾ききれず
に音が消える、小さいミスが散見される
など、やや集中力に欠ける面があった。

（第 5 位）
押山一路（東京）／悪魔の奇想曲（C=
テデスコ）
　輝かしい音色で躍動感がある堂々とし
た熱演だった。しかし勢いと疾走感に頼
りすぎるのか力任せに弾き飛ばしてしま
い、やや乱暴に聴こえる時も。選曲とし
ても、迫力だけでなく、ロマンティック
にたっぷりと聴かせてほしい所もあっ
た。（第 2 位）
宮川春菜（奈良）／グラン・ソロ（ソル
～アグアド）、ソナタ Op.77 より第 4 楽
章（C= テデスコ）

2021 年 6 月 19 日、20 日／大阪：吹田市文化会館 メイシアター中ホール
主催●日本ギタリスト会議　レポート●米阪隆広　写真●高安ちから

第 45 回記念ギター音楽大賞 2021 in すいた

上級部門受賞者

大賞部門受賞者
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❶本号特集で取り上げたレニャーニ〈華
麗な変奏曲 Op.9〉を掲載する。特集記
事ではロバート・コールドウェル氏の提
供により、同氏が自らの所蔵コレクショ
ンの中から発見した本作の 19 世紀の出
版譜のファクシミリを掲載したが、汎用
性を考慮して現代譜に改めたものも掲載
することにした。
　本掲載譜は原則としてファクシミリを
忠実に再現している。例外は序奏での拍
が合わない箇所への 16 分休符の追加や、
臨時記号の補足などで、必要最小限の追
加や補足に留めており、新たな加筆や変
更は行なっていない。
　作品の詳細については特集を参照して
頂きたいが、記事でも言及されているよ
うにファクシミリの扉頁には下記の記載
がある。

Variations
Brillantes

Pour la Guitare
Exécutées dans plusieurs Concerts

à Paris
Par Mr. Sagrini fils
et Composées par

L. Legnani.
Prix 3.f 75.c

A PARIS, 

Chex(z) RICHAULT. Md.de Musique Editeur 
des Œuvres de CH. CZERNY, HUMMEL, 

MAYSEDER, RIES et PIXIS, &c.
Boulevard Poissoniére No.16, au 1er

1215.R. 
［パリの幾つかのコンサートでサグリー
ニ氏により演奏された、ギターのための
華麗な変奏曲／ L. レニャーニ作曲／価
格 3 フラン 75 セント／ツェルニー、フ
ンメル、マイゼダー、リース、ピクシス
らの音楽作品の編集者であるパリのリシ
ョー社／ポワソニエール大通り 16 番 1
番街／（プレートナンバー）1215.R.］

　コールドウェル氏が発見したこの出版
譜はおそらく初版譜だと思われるが、記
事には「レニャーニの作品はすべてパチ
ーニ（ソルの後期作品の版元）から出版
されている」という 1833 年の記述の引
用があり、シャルル・シモン・リショー
の息子で後継者のギヨーム・シモン・リ
ショーは、後にパチーニの版権を買い取
っている。
　楽曲は序奏と主題、途中に Largo を挟
んだ 6 つの変奏曲から成る。主題の出典

（原曲）については出版譜扉にも『リシ
ョー出版目録』にも明示されていない。 

（編集部）

❷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 90 番〜第 92 番を掲載する。
　第 90 番は 3 拍子の舞曲「クーランテ」、
第 91 番は「判読不能なドイツ語タイト
ルの小品」、これはキレゾッティが参照
したタブラチュアにドイツ語で記載され
た標題が彼には判読できなかったという
こと。同じ主題による番号なしの後奏舞
曲「夜の踊り」が続く。第 92 番は「判
読不能なタイトルの小品」とされている。

（編集部）

❸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 3 番〉。アル
ゼンチンのヌニェス社から刊行されたペ
ドロ・ミゲル・キハーノのギター小品シ
リーズ第 19 番〈エル・アリベーニョ〉
という曲を下敷きとしている。（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶レニャーニ／ギターのための華麗な変奏曲 Op.9
Luigi Legnani：Variations Brillantes pour la Guitare

❷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)

❸リョベート／アルゼンチン民謡エスティーロ第 3 番
Miguel Llobet：Estilo Popular Argentino No.3
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