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16　Gendai Guitar

――2021 年がデビュー 30 周年ということで、おめで
とうございます。益田さんの年齢で既にプロとしての
キャリアが 30 年ということで、その神童ぶりが伺われ
ますが、デビュー・リサイタルは 1991 年 4 月 27 日の
NBC ビデオホール（長崎市）での公演ですね？ 当時は
中学生ですか？ 資料を拝見すると、バッハ《無伴奏ヴァ
イオリン・ソナタ第 1 番 BWV1001》やヴィラ＝ロボス

《5 つの前奏曲》、タンスマン《カヴァティーナ組曲》な
どを演奏されていますが、デビュー・リサイタルのこと
は覚えていらっしゃいますか？
益田正洋：当時は中学 2 年生でした。実は前年の春に新
人賞選考演奏会（現クラシカルギターコンクール）で最
年少の 12 歳で優勝したので、そのお披露目も兼ねたリ
サイタルでもありました。地元テレビ局の取材を受けた
り、同郷の尊敬するギタリストである山下和仁さんが聴

きに来てくださったりと、今でも鮮明に覚えています。
――30 年にわたる演奏家としての活動の中で、特に印
象的だったとか、記憶に残ったことはありますか？
益田：最も印象的だったことは、デビュー前の出来事な
のですが、初めて人前で演奏した 4 歳の時、父が主宰す
るギター教室の発表会に出た時のことです。「たこたこ
あがれ」というたった 4 小節の短い曲を弾いたのですが、
演奏が終わると、お花やお菓子、玩具などをたくさん頂
いて、「ギターを弾くと、こんなに良いことがあるんだ」
と子供心に感じたことを覚えています（笑）。
　プロとしてデビューした後は、14 歳の時に村治佳織さ
んとジョイント・リサイタルを開催したことや、アメリ
カの同時多発テロのちょうど 1 ヵ月後の 2001 年 10 月 11
日にジュリアード音楽院内のホールで、ロドリーゴ〈ア
ランフエス協奏曲〉を演奏したこと、紀尾井ホールで行

　益田正洋（ますだまさひろ）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

長崎市出身。幼少時に両親の手ほどきによりクラシックギターを始める。長崎大学経済学部を卒業後、渡米。ジュリアード音楽院修士課程にてシャロン・イズ
ビンに師事、福田進一、藤井眞吾、オスカー・ギリアなどにも指導を受ける。1990 年、第 21 回クラシカルギターコンクールにて史上最年少（12 歳）で優勝
したほか、多数のコンクールに入賞。1991 年の長崎でのデビューリサイタルを皮切りに演奏活動を開始。2001 年にはロドリーゴ生誕 100 周年記念コンサー
トのコンチェルト・ソリストとしてニューヨーク・リンカーンセンターにて海外デビュー。内外で精力的な演奏活動行なっている。ソロのみならず他楽器の演
奏家、オーケストラとの共演、さまざまなガラコンサートや音楽祭等への客演も多数。バロックから現代に及ぶ幅広いレパートリーによる演奏は常に好評を獲
得しており、発表した CD は 30 枚以上におよび、いずれも『レコード藝術』特選盤に選ばれるなど高い評価を受けている。さらに後進の指導にも定評があり、
的確なアドバイスと分かりやすい説明で全国各地でクラシックギターの愛好家のための公開レッスン会が行なわれている。現在精力的に活動を続ける、最も注
目を集める日本を代表する実力派ギタリストの一人。

Cover Story
益田正洋
Masahiro Masuda

デビュー30周年を迎えた
名手が放つバッハの衝撃！
無伴奏チェロ組曲
全曲録音／全曲演奏！

インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）
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20　Gendai Guitar

1991 年に地元長崎で開催されたデビュー・リサイタル以来、
常に第一線での活躍を続け、今年でデビュー 30 周年を迎え
て益々円熟の域に達しつつある益田正洋と、高品質な演奏動
画や秀逸なアレンジを発表するなど、若手・中堅奏者の中に
おいても俄然その存在感を増している林 祥太郎という、技巧
派として知られている 2 人のギタリストによるオール・デュ
オ・コンサートが、東京・ティアラこうとう小ホール（9 月
10 日）、新宿区立新宿歴史博物館（9 月 11 日）で、2 日間に
わたって開催された。両日共にコンサートの前半が編曲を含
む古典派音楽集、後半が 20 世紀に書かれたギター二重奏の
ためのオリジナル作品というプログラムが組まれた。《ロンド
ン》はハイドンが作曲した最後の交響曲であり一連の「ロン
ドン交響曲」のうちで最も良く知られている作品で、その第
1 楽章をカルッリがギター二重奏に編曲したもの。壮大な序
奏と軽快なソナタから成る。ソルによる《幻想曲 54bis》は
序奏と変奏曲とラスゲアードを伴うスペイン舞曲で構成され
るギター二重奏曲の傑作。《トナディーリャ》はプレスティ＆
ラゴヤ、《タンゴ組曲》はアサド兄弟という、ギター史に残る
名ギター・デュオのために書かれた非常に難易度の高い作品
である。益田＆林デュオはいずれの楽曲においても聴衆の期

待に違わぬ快演を聴かせてくれたが、当夜の白眉は何といっ
ても《幻想風ソナタ》であろう。演奏されたのは古楽や古典
作品の秀逸な録音盤を発表しているイタリア人ギターデュ
オ、ロレンツォ・ミケーレとマッテオ・メーラの編曲にさら
に益田が手を加えたもの。“月光”の愛称で有名な第 1 楽章
はタレガの編曲などもありギターで演奏されることも多いが
全楽章となると実演の機会は皆無に近いだろう。軽快な舞曲
である第 2 楽章はともかく、第 1 楽章の 3 連符の主題を展開
した急速な上昇アルペジョから開始される激情的で緊張感に
満ちた第3楽章Presto agitatoは、迸る激流のようなスピード、
頻繁に繰り返される転調、3 オクターヴにも及ぶ音域の広さ、
強烈なスフォルツァンドの多用など、ギターでの再現は不可
能にも思われたが、益田＆林は驚異的な精度をもって一気呵
成に畳み掛ける凄まじい演奏を聴かせ満場の喝采を浴びた。
プログラム：交響曲第 104 番 Hob.I:104『ロンドン』より第
1 楽章（ハイドン～カルッリ）、幻想曲 Op.54bis（ソル）、ピ
アノ・ソナタ第 14 番 Op.27-2『幻想風ソナタ（月光）』（ベー
トーヴェン～ミケーレ＆メラ／益田正洋改編）、トナディー
リャ（ロドリーゴ）、タンゴ組曲（ピアソラ）

［9 月 10 日／東京・ティアラこうとう小ホール］

林 祥太郎
Shotaro Hayashi

益田正洋
Masahiro Masuda 写真：堀田力丸
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真夏の風物詩「Hakuju ギター・フェスタ 2021」が、8 月
20 日～ 8 月 22 日に開催された。昨年はコロナ禍により延期
を余儀なくされてしまったが、1 年後の仕切り直しである今
回は無事の開催となった。第 15 回という節目を迎えた当フェ
スタだが、「原点回帰」と銘打ち我が国を代表する 5 人のギ
タリストによる独奏を中心としたプログラムが組まれ、3 日
間にわたるギターの祭典が繰り広げられた。

● 8 月 20 日（金）
【大萩康司／ソロ】※アンコールゲスト：荘村清志
今年は大萩康司のソロ演奏で開幕した。ギター独奏に特化し
た“原点回帰”の幕開けに相応しく「ギタリスト作曲家によっ
て書かれた変奏曲」が集められ、ギターの代名詞的な傑作ソ
ル〈魔笛〉、作曲者自身がいずれは〈シャコンヌ〉に匹敵す

る作品として完成させたいと述べるブローウェル〈ラ・グラ
ン・サラバンダ〉2019 年ヴァージョン、沖縄音階、変則調弦、
特殊奏法を駆使した藤井敬吾の大作〈羽衣伝説〉が颯爽と演
奏された。また今回は各出演者の独奏に続きアンコールとし
て二重奏が披露されたが、大萩のコーナーには荘村清志が登
場しカルッリ〈対話風小二重奏曲 Op.34-2〉を演奏した。

［プログラム］：モーツァルトの「魔笛」の主題による変奏曲
Op.9（ソル）、ラ・グラン・サラバンダ［*Ver 2019］（ブロー
ウェル）、羽衣伝説～山入端 博の旋律に基づく（藤井敬吾）

【福田進一／ソロ】※アンコールゲスト：鈴木大介
初日後半の福田進一のソロ演奏は、大萩の演奏曲を引き継ぐ
形での選曲がなされた。すなわち、サラバンドとよく似た起
源と性格を持つ舞曲フォリアとチャコーナである。〈ティエン

第 15 回 Ｈａｋｕｊｕ ギター・フェスタ2021
Hakuju Guitar Festa 2021  原点回帰

写真：三好英輔

8 月 20 日：大萩康司 8 月 20 日：福田進一
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26　Gendai Guitar

の際には楽器もあるので車に乗った方が楽なのですが、
それを我慢して敢えて歩くことで、筋肉も内臓の機能も
活性化するように思います。歩いていると「ここに、こ
んな物があったのか？」という発見もありますから、脳
も活性化するのかな？ もちろん電車も使いますよ。駅ま
で歩いて、ホームへの上り下りもエスカレータではなく
階段を使ってね。それから今はコロナの影響でなかなか
できませんが、テニスやゴルフなどのスポーツもやって
います。気分転換にもなるし、良い運動になります。あ
とは、あまりクヨクヨしないことです。物事をポジティ
ブに考えるように、頭をプラスの方向に持っていくよう
にしています。
――演奏家として、コンサートの当日に向けてモチベー
ションとコンディションを高めていくための、そして演
奏する瞬間にピークを持っていくためのルーティーンは
あるのでしょうか？
荘村：もちろんありますよ。まずは準備、自分の使うギ
ターをしっかり調整します。それから完璧に弾こうとし
て、楽曲の細かいところに拘り過ぎて、パッセージばか
りを練習し過ぎないこと。通し練習が中心で、しかもそ
れを楽しみながらやる。やはり練習も楽しんで弾かない
と続かないですよ。そうすることで、楽曲に対する理解
も、より深まるように思います。だいたいは演奏会に向

荘村清志

2021 年 9 月 9 日　ユニバーサル ミュージック合同会社
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）　

――約 1 年ぶりの新譜『旅の思い出～アルベニス作品集』
が 10 月 13 日に発売されますね。
荘村清志：はい、そうです。10 月 13 日は私の誕生日な
んですよ。
――そうでしたか。おめでとうございます！
荘村：もう結構な古株になってしまいましたが（笑）。
若い頃には、50 歳くらいでもうギターも弾けなくなっ
て引退するんだろうなぁと考えていましたが、よもや 70
歳を超えて現役でいるとは思ってもみませんでした。
――まだまだ活躍して頂かないと（笑）。いつも若々し
くてお元気ですが、秘訣があるのですか？
荘村：もちろん健康第一です。身体が弱ってしまっては
続けられないですから。それから、こうして長くやって
いると、有難いことに「応援するよ！」と言ってくださ
る方がどんどん増えてきて、そういう皆さんからパワー
やエネルギーをたくさん頂いていることも大きいです
ね。
――健康維持のために何かされていますか？
荘村：ギタリストに限らず演奏家は、どうしても室内で
の活動が多いですし、椅子に座って演奏したりしますの
で、ダンサーやスポーツ選手と違って身体を大きく動か
すことが少ないですよね。ですから体力の低下を軽減す
るために、できる限り歩くように心掛けています。移動

Interview

荘村清志（G）
ユニバーサル ミュージック   UCCY-45001
MQACD x UHQCD［ハイレゾ CD］
￥3,300（本体￥3,000 ＋税）　発売中

【収録曲】
1. 朱色の塔（セレナータ）
  　［12 の性格的な小品集 作品 92 第 12 曲］

2. セビリア（セビリャーナス）
  　［スペイン組曲 第 1 集 作品 47 第 3 曲］

3. アストゥーリアス（レイェンダ）
 　 ［スペイン組曲 第 1 集 作品 47 第 5 曲］

4. 入り江のざわめき（マラゲーニャ）
  　［旅の思い出 作品 71 第 6 曲］

5. マヨルカ（バルカローラ） 作品 202
6. グラナダ（セレナータ）
  　［スペイン組曲 第 1 集 作品 47 第 1 曲］

7. サンブラ・グラナディーナ（ダンス・オリエンターレ）
8. コルドバ
  　［スペインの歌 作品 232 第 4 曲］

『旅の思い出
  ～アルベニス作品集』

巨匠が円熟の至芸で描き出す
スペインの情熱……そして光と影……

026-29：荘村清志インタビュー.indd   26 2021/10/06   11:16:38
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◆はじめに ――――――――――――――――――――
　昔、留学していたケルンのアンティークショップで、
ちょっと変わったギターを見つけました。少し小ぶりで
8 の字形のヘッドに木のペグが刺さっていて、ブリッジ
にはフォークギターのように弦がピンで止められていま
す。古い木はだいぶ煤けて黒ずんでいましたが、店主に
頼んで弾かせてもらいました。張りが弱くボソッとした
音でしたが暖かく懐かしい感触でした。値段は確か 5 万
円くらいだったと思います。1973 年のことです。しかし
留学したての貧乏学生には手が出せず諦めざるを得ませ
んでした。
　それから 10 年ほどして、既に日本に帰っていた私に

ドイツの友人が「古いギターを持ってきたので買ってく
れないか」と言ってきました。それは 1820 年代のラコー
トで表面板やヘッドに装飾のある美しい楽器でしたが、
かなり傷んでいたので古楽器製作家に修復してもらい、
1983 年に「古きよき響きを求めて…」と題し演奏会を開
きました（写真 1）。
　ガット弦を張り指頭奏法で弾いたのですが、当時の
ガット弦は湿気に弱く切れやすく、実用には向きません
でした。その後モダンギター（あまり好きな呼び名では
ありませんが）による活動がメインとなり、そのラコー
トは手放してしまいました。一度、2007 年にレプリカの
19 世紀ギターを使い爪奏法で CD『ソナタ・エロイカ』（写
真 2）を発表しましたが、二刀流は長続きせず、気がつ
けば長い年月が経ってしまいました。
　一昨年、カルカッシの教則本に含まれる全練習曲の 2
枚組 CD『カルカッシ完全ギター教則本 Op.59』（写真 3）
を発表してから、次はソルの全練習曲を録音したいと思
い準備を始めました。そうした折、ふとしたきっかけか
ら 1828 年作のラコートを手に入れました（写真 4）。
　今までソルの全練習曲は山下和仁氏やエネア・レオー
ネ氏が CD を出していますが、山下氏はモダンギターで
の演奏（写真 5）、レオーネ氏は 19 世紀ギターですが、
爪奏法での録音です（写真 6）。
　1828 年というと、ソルがヨーロッパ各国での遍歴を経
てパリに定住し、楽譜の出版や演奏活動が大変活発だっ
た時代です。幸運にも同年代のラコートですので、今度
の CD はぜひこれで録音したいと思い、指頭奏法での練
習を始めました。

執筆：原 善伸（洗足学園音楽大学名誉教授・ギタリスト）

ソルの練習曲～その魅力と真価を探る
特集

――ソル全練習曲のレコーディングを終えて――

写真 1：筆者のコンサート『古きよき響きを求めて…』紹介記事
（1983 年／横浜・イギリス館）（『現代ギター』1983 年 8 月号より）

写真 2：原 善伸『ソナタ・エロイ
カ ～ 19 世紀ギターの響き』（2007
年／コジマ録音）

写真 3：原 善伸『カルカッシ 完
全ギター教則本 Op.59』（2 枚組／
2019 年／コジマ録音）
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❶フェルナンド・ソルの『ギター教則本』
（Méthode pour la guitare）の第 3 部より《3
度の課題（Exercices pour les Tierces）》と《6
度の課題（Exercices pour les Sixtes）》を掲
載する。ソルはこの 2 種類の課題につい
て『3 度の課題の第 1 番～第 6 番、およ
び 6 度の課題の第 1 番～第 6 番は、充分
に研究されれば、和声に関する私のあら
ゆる手法を包含していることがお分かり
になるだろう』と述べている。
　ここに付けられている運指はソル自身
によるものであるが、彼は「弦から指を
離すときに必要以上に指板から距離を取
って大きな動きをすることはギター演奏
の難しさに輪をかけてしまう」と否定し、
自分が振った運指は、同じ指での他弦へ
の移動を避け、手の移動をなるべく少な
くすることに意を用いたと述べている。
　『私は私の作品を演奏したいと思う人
でも、見

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

せびらかしをしない美徳を守る
ことの難しさに気づかない人には、私の
運指の練習をそう強く勧めようとも思わ
ない。……（演奏を見て）“ああ、あれ
は難しいに違いない”と言われるよりも、

“彼は何もしていないみたいで、とても

簡単そうだ”と言われる方が良いのだ。
なぜなら、そう見えるということは根拠
があってのことだから』と、ソルは皮肉
を込めて記している。　　　　（編集部）

❷キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より第 11 番～第 17 番
を掲載する。引き続き 1st が旋律、2nd
が伴奏を受け持つ二重奏曲である。第
11 番は 3 拍子の舞曲レンドラー、第 12
番は初めての短調（イ短調）、ロマンス
と題された第 13 番は前打音と和音の練
習、第 14 番で初めて調号が付き（ト長
調）、第 15 番はアウフタクトからの 3 拍
子の舞曲、第 16 番はエコセーズ（スコ
ットランド風舞曲）、第 17 番はスラーを
用いたワルツ。　　　　　　   （編集部）

❸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」もいよいよ大詰
め。今月は第 94 番「パッソ・メッゾ」、
第 95 番は「フィアメンガ」。フレスコバ
ルディの鍵盤楽器用作品に〈フィアメン
ガのバスによるカプリッチョ〉という曲

があるが “Fiamenga” のはイタリア中部の
古い街の名前らしい。第 96 番は「テデ
スカ」（ドイツ風）、第 97 番は「パッソ・
テデスコ」（ドイツ風舞曲）であるが、
ヨーロッパではギター教則本に採用され
て人気があるようで、ジャン＝マリー・
レーモンによる演奏動画も視聴すること
ができる。　　　　　　　 　　（編集部）

❹ NHK 連続テレビ小説『おかえりモネ』
の主題歌〈なないろ〉のギターソロ・ア
レンジです。
　この主題歌を担当したのは結成 25 周
年を迎えてなお老若男女問わず幅広く支
持されている 4 人組ロックバンドの
BUMP OF CHICKEN。スキップしたく
なるような軽快なリズムに、心地良く優
しいメロディーがドラマの世界観をその
まま表現しているかのようです。
　初心者の方でも弾けるようにイントロ
や間奏を省いてシンプルに編曲してあり
ます。原曲はアップテンポですが、ゆっ
くり弾くのもお勧めです。気軽に弾いて
みてください。　　　　　　（小関佳宏）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ソル／ 3 度と 6 度の課題
Fernando Sor：Exercices pour les Tierces et les Sixtes

❷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

❸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)

❹藤原基央（小関佳宏 編曲）／なないろ
Motoo Fijiwara / Yoshihiro Koseki：nanairo
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