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鈴木大介

■武満 徹『ギターのための 12 の歌』再録────────
──今回のアルバムは前作から約1年半後のリリースですね。
その間、世界中が新型コロナウイルス感染症の疫禍に苛まれ
た訳ですが、大介さんは積極的に演奏動画を上げていらっしゃ
いましたね？
鈴木大介　今は（YouTube や配信コンサートなど）目の前に
お客様がいないところで演奏するという、これまでテレビ局
くらいでしかあり得なかったことが、日常になってしまいま
した。自分に起きた変化は予想以上に大きくて、凄く古い曲
を演奏会で弾いてみるなど、演奏活動の原点に立ち返って、
自分を見つめ直してみたりもしたんです。配信については、
皆さんとてもスキルフルになって来ていて、どういった基準
の下で演奏すれば配信しても問題無いかということが分かっ
てきましたが、当初僕は、著作権の切れている古典期からロ
マン派、19 世紀後半くらいまでを中心に演奏することになる
のだろうと思って、そこを集中的にやっていたんです。それ
は結果的にギターの基礎的なことを見つめ直す良い機会にも
なりました。

作曲家の武満 徹から「今までに聴いたことがないようなギタリスト」
と評されて以後、新しい世代の音楽家として常に注目され続けている。
マリア · カナルス国際コンクール第 3位、アレッサンドリア市国際ギ
ター · コンクール優勝など数々のコンクールで受賞。武満 徹、池辺晋
一郎、猿谷紀郎、西村 朗、伊佐治 直、林 光ら、多くの作曲家による
新作を初演しているほか、都立現代美術館、国立新美術館、ブリヂス
トン美術館など美術館でのコンサートも数多く行なっている。
斬新なレパートリーと新鮮な解釈によるアルバム制作はいずれも高い
評価を受け、2005 年度芸術祭優秀賞 (レコード部門 )を受賞。ピアソ
ラ没後20年となる2012年に、世界でも例を見ない多重録音による「タ
ンゴ組曲」を収録した「アディオス · ノニーノ～アストル · ピアソラ作
品集」をリリース。最新作は、2020 年 3 月に ART INFINI より発売
された「シューベルトを讃えて」。
第 10回出光音楽賞、平成 17年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。
洗足学園音楽大学客員教授。横浜生まれ。

● Pro� le

Cover Story

©Naoya Ikegami

Daisuke 50 年の
物語を紡ぐ────
待望のニューアルバム

ギターは謳う
My Guitar's Story

定価￥3,000+ 税
MECO-1064　SACD ハイブリッド盤
アールアンフィニ
2021 年 9 月 22 日発売予定

New Album

収録曲など詳細は、53 頁の新譜案内参照

鈴木大介のニューアルバム、『ギターは謳う My Guitar's 
Story』がリリースされた。
武満 徹没後 25年にあたる今年、『ギターのための 12の
歌』を約 20年ぶりに全曲録音した他、ディアンス作品、
そしてピアソラやデューク・エリントン、ジャン・ルノ
ワールなどの“大介アレンジ”を含む究極のポピュラー
名曲集について大いに語ってもらったので紹介したい。

2021 年 8 月 5 日
GG サロン
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）
撮影：池上直哉

012-17：インタビュー／鈴木大介.indd   12 2021/09/10   14:42:01
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本誌 8 月号のパット・メセニー特集のインタビュアーを
務めた音楽評論家、中川ヨウによるプロデュースライブ

『Playng → Pat Metheny』が渋谷のライブバー「JZ Brat」で
行なわれた。毎年のように来日公演を行なっていたパットだ
が、昨年から今年はコロナ禍の影響で日本でのコンサートは
開催されないまま。そこで中川の発案により実現したのが、
鈴木大介、「orange pekoe」のギタリストでソロ名義でも活
躍する藤本一馬、「Banksia Trio」のベース & チェリスト須
川崇志、ドラマー & タブラオ、作曲家としても注目を集める
大村 亘といった凄腕ミュージシャンたちを集めたパット・メ
セニー楽曲集ライブである。
まずは、鈴木とスチール弦ギターを携えた藤本がステージ
に登場。パット・メセニー・グループの代表曲〈Last Train 
Home〉では疾走感溢れる演奏で会場から大きな拍手を浴び
た。続く〈Four Paths of Light〉は、CD『ROAD TO THE 
SUN』 にジェイソン・ヴィオーの演奏によって収められた
パット初のクラシックギター作品である。本公演での鈴木に
よる全楽章演奏が、日本初演となったが、この 20 分近い難
曲を暗譜で演じ切る集中力とテクニックは流石であった。
後半は、須川と大村が加わったバンドスタイルでパットの
ヒット曲を次々と披露していくが、多彩なアンサンブルはカ
ヴァーライブの域を越え迫力満点。そして、中川のオファー

により公演数日前に急遽ゲスト参加が決定したというバンド
ネオン奏者の北村 聡が加わり、これも名曲の〈Antonia〉を
演奏。パット・メセニー作品の魅力を堪能出来る聴きどころ
万歳のライブであった。
プログラム：【藤本一馬 & 鈴木大介デュオ】Always and 
Forever、Last Train Home、【鈴木大介ソロ】Four Path of 
Light ※日本初演、【藤本一馬、鈴木大介、須川崇志（Wb、
Vc）、大村 亘（Drs、タブラ）】Bright Size Life、The Red 
One、Letter from Home、【藤本一馬、鈴木大介、須川崇志

（Wb、Vc）、大村 亘（Drs、タブラ）、北村 聡（バンドネオン）】
Antonia、New Year、Beat 70
　　　　　　　　　   　　　  ［7 月 20 日／東京・JZ Brat ］

鈴木大介
Playing → Pat Metheny 
Daisuke Suzuki

左より、北村 聡、鈴木大介、須川崇志、藤本一馬、大村 亘
写真：朝日啓司

018-19：鈴木大介／徳永真一郎.indd   18 2021/09/10   14:46:07
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◉特集

楽譜は紙から

タブレットへ！
松尾俊介

聴き手：中里精一（本誌編集部）
写真：宮島折恵

「譜面を手でめくることなく演奏できたら、
どんなに楽だろう！」これは全てのクラシッ
ク系楽器奏者の夢だった。今や楽譜は紙か
らデジタル情報となり、タブレットとフッ
トペダルを使うことによってその夢が叶う
時代になった。本特集ではデジタル派の最
先端を行くギタリスト、松尾俊介氏に楽譜
管理の苦心談と、タブレット方式の譜読み
について大いに語っていただいた。

0：特集タブレット方式indd.indd   20 2021/09/07   11:13:45
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　筆者はかつて『現代ギター』誌の取材のためにマドリッ
ドのホアキン・ロドリーゴ宅を訪ねたことがある。その
際、大巨匠に「自分の作品の中で、あなたご自身がお気
に入りの曲はどれですか？」と尋ねたところ、彼は即座
に「《アランフエス協奏曲》です」と回答した。その次
に好きなのがヴァイオリンと管弦楽のための《夏の協奏
曲》であり、続いて《ある貴紳のための幻想曲》、4 番目
が 2 台のギターと管弦楽のための《マドリガル協奏曲》
とのことであった。
　したがって、作曲者自身が好きな自作品上位 4 つの中
には、何とギター作品が 3 曲も含まれていることになる。
第 2 位に彼が挙げた《夏の協奏曲》も、元々はギターの
ために書いたものが第 1 楽章として転用されているから、
4 曲すべてがギターに関連していると言えるだろう。ロ

ドリーゴは心底、ギターという楽器が好きだったのだ。

◆《アランフエス協奏曲》―――――――――――――
　ホアキン・ロドリーゴ（1901-1999）が作曲した《アラ
ンフエス協奏曲》は 20 世紀以降に書かれた音楽作品の
中で、最も美しい曲と言われる。現にこの曲が初演され
た 1940 年以降、最も多く演奏され、最も多く聴かれて
いるスペイン音楽である。CD の売り上げは長くヒット
チャートの第 1 位の座にあり、ポピュラー、ジャズなど
あらゆるジャンルの音楽にも編曲されている。有名な第
2 楽章〈アダージョ〉のメロディーは大人から子供まで
誰もが口ずさんでおり、世界中に浸透していった。
　さて、ロドリーゴが、この曲で描きたかったのは何だっ
たのだろうか？

執筆：手塚健旨（ギタリスト・スペインギター音楽研究家）

R.S. デ・ラ・マーサとアランフエス協奏曲
第二特集

レヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサ （1920 年）

～レヒーノ生誕 125 年、没後 40 年～

036-43：第二特集／R.S.デ・ラ・マーサとアランフエス協奏曲.indd   36 2021/09/07   11:00:51



44　Gendai Guitar

ジュリアン・ブリーム伝：その類まれなる聴力

　ジュリアン・ブリームの初期の人生についての連載の
第 7 回である。彼のキャリアがどのようなアプローチに
より形成されたかを調べ、いかにして彼をギター史の中
で最高のギタリストの 1 人としたのかを解明したい。 

◆ビクトリア・キングスリー ――――――――――――
　第 6 回では BBC ラジオ番組『ノクターン』へのジュ
リアンの出演や、待望のアンドレス・セゴビアの再来と、
そこで明らかとなったジュリアン・ブリーム基金の終焉
について考察した。
　ギター音楽愛好協会はセゴビアが（ジュリアンをツ
アーに連れて行くという）申し出を撤回したことに大き
く失望したが、しかし同時にそれに迅速に対応した。委
員会は 1948 年 11 月 7 日に臨時会議を招集し、ジュリア
ンの将来について話し合い、J. ヴォラーズ嬢、ボリス・
ペロット博士、A.P. シャープ、ビクトリア・キングスリー、
デリック・ケナードからなる諮問委員会を結成した［註 1］。
　諮問委員会の最初の 3 人のメンバー、ギター音楽愛好
協会代表のボリス・ペロット博士、秘書のミス・ヴォラー
ズ、『BMG』誌編集者の A.P. シャープは以前からジュリ
アン・ブリームを支援し、ジュリアンの父に助言してい
たお馴染みの顔ぶれである。
　ビクトリア・キングスリーはギター音楽愛好協会の副
会長の 1 人で、デリック・ケナード［註 2］はこの会報の定
期的な寄稿者であった。
　ビクトリア・キングスリーについては、彼女がいかな
る人物なのかを説明する必要があるだろう。今日ではそ
の名前を知る人は僅かだが、当時、彼女は重要な音楽家
とみなされていた。
　ビクトリア・キングスリーは、歌手およびギタリスト
として秀でた経歴の持ち主であり、定期的にコンサート・
ツアーを行なって世界中を飛び回っていた。彼女はツ

アーの最中に蒐集した世界各地の民謡をコンサートのプ
ログラムに採り入れて、自ら弾くギター伴奏で歌い、一
部はアカペラで歌って披露した。彼女がどれほどの人気
を集め、多忙を極めていたかは、当時のコンサート・ツ
アーのスケジュールを辿ってみれば分かるだろう。
　例を挙げると、ビクトリアは 1948 年 10 月 13 日にカ
ウドレイ・ホールでリサイタルを行ない、同年 11 月 17
日には BBC の『子供の時間』というタイトルのラジオ
番組に出演して、ギターを弾きながら 20 分間のリサイ
タルを行なっている。翌1949年1月19日にはウィグモア・
ホールでリサイタルを開催し、その年の後半には彼女は
ウルグアイとアルゼンチンを巡るコンサート・ツアーを
行ない、その様子は各種メディアで定期的に報道された。
　そして、彼女は『BMG』誌の 1949 年 10 月号の表紙に
も登場している（写真 1）［註 3］。
　ジュリアン・ブリームの将来に関する諮問委員会の一
員となったビクトリア・キングスリーは、1948 年 11 月
10 日付で王立音楽大学の学長であるジョージ・ダイソ
ン卿に手紙を書き、ジュリアンが王立音楽大学において
フルタイムで学ぶ可能性について話し合いたいと提案し
た。ダイソン学長は 1948 年 11 月 17 日にキングスリー
とミス・ヴォラーズと会い、協議の結果、彼女らの申し
出を受け入れることにした。
　ジュリアンは王立音楽大学で作曲とピアノを学べるこ
ととなり、同時にギター演奏と在学中のコンサート活動
も許可するという決定がなされたのである［註 4］。

◆王立音楽大学への入学許可 ――――――――――――
　連載第 5 回目（8 月号）で、ジュリアンがイーリン
グ・スタジオ初のカラー映画であるベイジル・ディアデ
ン監督の『死せる恋人に捧ぐる悲歌』（Saraband for Dead 
Lovers）でギター演奏を担当したことを紹介した。この

連載❼

テレーズ・ワシリー・サバ
Thérèse Wassily Saba

翻訳：森井英朗（ギタリスト）

Julian Bream: The Art of Listening
A Series of 12 Articles on the Early Life of Julian Bream
By Thérèse Wassily Saba

註 1：スチュアート・バトン著『ジュリアン・ブリーム：キャリア
の礎』（アルダーショット：アッシュゲート 1997）p.108
Stuart W. Button, Julian Bream: The Foundations of a Musical Career (Alder-
shot: Ashgate, 1997), p.108.
註 2：デリック・ケナードの名前は出版物によってスペルが異なっ
ている。ここではショット社のシルヴィウス・レオポルド・ヴァイ
ス編曲楽譜で使われている「Deric」というスペルとした。

註 3：ウィルフリッド・アップルビーは、1949 年 10 月号の『BMG』
誌で彼女の短い経歴を紹介している。それによれば、彼女はオック
スフォード大学と王立演劇大学で学び、その後ツアー演劇会社に所
属した。ギターはエミリオ・プジョールに学び、歌手としては 16
の言語で歌ったとある。
註 4：バトン著『ジュリアン・ブリーム：キャリアの礎』p.108-109
Button, Julian Bream, p.108-109.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

044-51：ジュリアン・ブリーム伝.indd   44 2021/09/07   11:45:09
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❶佐藤弘和の名曲〈素朴な歌〉のマンド
ラとギターのための二重奏版を御遺族の
許可を得て掲載する。この二重奏版は、
マンドリン属の楽器で通常のマンドリン
よりも一回り大きいマンドラとギターの
ために佐藤自身が 1999 年に編曲したも
ので、これまで未出版であった。マンド
ラ・パートはト音記号譜表で書かれてお
り、そのままギターで弾くことができる。
ぜひギター二重奏でも演奏されたい。
　なお、この二重奏版は「サチマリ・ギ
ターデュオ」（宮下祥子＆坪川真理子）
が 2019 年 11 月 24 日にティアラこうと
う小ホールで行なった演奏会のアンコー
ル曲として演奏された。最近、演奏者に
よってその動画がアップロードされ、楽
譜を求める声が多数編集部に寄せられた
ため、佐藤弘和夫人から御許可を頂き掲
載することにした。サチマリ・ギターデ
ュオの演奏動画の URL と QR コードも
演奏者の許可を得て掲示する。宮下、坪
川は途中でパートを入れ替えながら演奏
を行なっている。　　　　　　（編集部）

❷アラベスクとは「唐草模様」、あるい
は「アラビア風装飾様式」を指し、ドビ
ュッシー、ブルグミュラー等も同じタイ
トルで書いている。しかし、この題名を
使ったのはシューマンが最初だと言われ
ている。中間に位置する短調部分は非常
に興味深く、この部分だけを抜き出して
みた。これでもかと言わんばかりに繰り
返される悲愴感を伴ったモチーフは聴く
人の心に突き刺さる。もう少し和音を充

実させたかったが、ギターで歌わすには
このくらいが程良いかも知れない。

（柴田 健）

❸現代ギター社刊『ギター名曲ミステリ
ー』（手塚健旨著）の掲載曲、タレガの 

〈Preludio〉に触発されて編んだものです。
嬰ヘ短調というギターでは珍しい調です
が、タレガの意図を活かすべくあえて弾
きやすい調への転調を避けました。
　主題は原曲の 7 小節を基に 16 小節の
2 部形式としました。第 1 変奏は分散和
音、第 2 変奏は 3 連符での動きです。第
3 変奏では装飾的な動きが上声と下声に
交互に現れます。第 4 変奏は同名長調に
転調し、第 5 変奏は主調に戻ってのトレ
モロです。最後に短いコーダを加えまし
た。それほど長くもなく、じっくり取り
組めば難しい曲ではないと思います。

（乙川利夫）

❹ヨーゼフ・キュフナー（1776-1856）
は南ドイツのバイエルン王国で宮廷ヴァ
イオリニストや軍楽隊長を務めた人物で
あり、作曲家としては、7 つの交響曲、
協奏曲、室内楽など、作品番号にして
330 曲以上の作品を遺している。クラリ
ネットやオーボエ、ファゴットなどの管
楽器やギターを含む室内楽曲が多い。ギ
ター二重奏曲集も幾つか遺しているが、
その中から漸進的な内容を持つ《初心者
のための 60 のレッスン Op.168》を今月
より連載する。底本としたのは 19 世紀
にマインツのショットから刊行されたも

の（プレート・ナンバー 2469）。
　今月は第 1 番から第 10 番まで掲載す
る。すべてハ長調で 1st が旋律、2nd が
伴奏を受け持ち、生徒と教師との二重奏
に最適である。1st は第 1 番～第 4 番ま
では単旋律、第 5 番でスタッカートと重
音、第 6 番で旋律と重音のコンビネーシ
ョン、第 7 番で 3 度、5 度、6 度の重音、
第 8 番で三和音の練習、ここまでは 3 フ
レットまでのローポジションで弾くこと
ができる。第 9 番は重音による旋律と 5
フレットまでの練習、第 10 番はアクセ
ントとスタッカートによる 3 拍子の舞曲

（レンドラー）。 　　　　         （編集部）

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 93 番の「判読不能なタイトル
の小品」と同じ主題による番号なしの後
奏舞曲「夜の踊り」を掲載する。

（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

                        ❶佐藤弘和／素朴な歌  ※ マンドラとギター二重奏
Hirokazu Sato：A Simple Song

❷シューマン（柴田 健 編曲）／アラベスク Op.18
Robert Schumann / Kén Shibata：Arabeske Op.18

❸乙川利夫／タレガの主題による変奏曲 Op.42
Toshio Otogawa：Variations on a Theme of Tárrega Op.42

            ❹キュフナー／初心者のための 60 のレッスン Op.168 より  ※ ギター二重奏
Joseph Küffner：60 LEÇONS-à l'usage des commençants

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)

https://www.youtube.com/watch?v=C3h1GJ6oOMc&ab_
channel 

宮下祥子＆坪川真理子による〈素朴な歌〉
二重奏版の演奏動画URLと QRコード
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