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――本誌に登場して頂くのは 2021 年 7 月号に続いて 2
回目ですね。よろしくお願い致します。
アレグザンドラ・ホイッティンガム：はい、よろしくお
願いします。まず最初に『現代ギター』12 月号の表紙に
抜擢して頂き大変光栄に思っています。読者の皆様に深
く感謝を申し上げます。
――あなたの簡単な経歴を教えてくださいますか？
アレグザンドラ：私は 6 歳の時にギターを始めました。
父が家でギターを弾いていて身近な楽器でしたので私も
それで遊ぶようになったんです。父は基本的な弾き方を
教えてくれました。8 歳になると地元の小学校でもギター
のグループレッスンを受けることになったのですが、先
生は私が音楽に興味を持っていると感じて、個人レッス
ンを受けるように薦めてくださったのです。
――最初からクラシックギターだったのですか？
アレグザンドラ：いいえ、アコースティックギターでし
た。ポップスやロックの曲を遊びで弾いていました（た
まに歌うこともありましたが）。初めてのギターの個人
レッスンの時に先生がスペインの曲を弾いてくださった
のを覚えています。私はそれまでクラシックの演奏スタ
イルを聴いたことがなかったので、すぐに夢中になって
練習するようになりました。11 歳でマンチェスターの
チータム音楽学校に入学しウェンディ・ジャクソン先生
に師事しました。そこに 7 年間在籍した後で奨学金を得
てロンドンの王立音楽院に進学してマイケル・レヴィン
教授の下で学士号を取得しました。さらに修士課程に進
んで、今年の 7 月に首席で卒業することが出来ました。
――学校を卒業されたばかりなのですね。これまで国際
的なギターコンクールに挑戦されたことはありますか？
アレグザンドラ：チータム音楽学校に在籍していた頃に
は幾つかのコンクールに参加しました。スコットランド
のエディンバラ・ギターコンクールで入賞、ハンガリー
のブダペストで開催されたカルパティアン国際ユースギ
ターコンクールで優勝、ウェールズのグレッグノッグ音
楽コンクールでは第 2 位とヤング・ギタリスト・オブ・ザ・
イヤーを受賞しました。王立音楽院に進んだ後は、演奏
活動やレコーディングに専念しましたのでコンクールに
は参加していません。
――現在はロンドンを拠点に活動されているのですか？ 
それともマンチェスターなのでしょうか？ 
アレグザンドラ：この 6 年間はロンドンを拠点にしてい
ましたが、ごく最近マンチェスターに戻りました。マン
チェスターはロンドンとはまったく違う街ですが、私の
故郷ですから、ここに戻れてとても嬉しいです。ロンド
ンに行く機会はこれから何度もあるでしょうし、それも
また楽しみにしています。
――あなたは多くの演奏動画をオンラインで公開されて

　アレグザンドラ・ホイッティンガム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　Alexandra Whittingham

アレグザンドラ・ホイッティンガム

Cover Story

Alexandra Whittingham

2,500万回を超える驚異の演奏動画再生回数、
美貌と人気だけではなく、 高い実力も兼ね備え、
デビュー盤も好調な英国のギターフェアリーが
本誌表紙と巻頭インタビューに登場！

イギリス・マンチェスター出身。マンチェスターのチータム音楽学校で学び、
奨学生として進学したロンドンの王立音楽院修士課程を首席で卒業。エディン
バラ・ギターコンクール、カルパティアン国際ユースギターコンクール、グ
レギノグ若手音楽家コンクール等で入賞。精力的に演奏動画を公開している
YouTube では過去 4 年間で 17 万 5 千人以上の登録者を獲得し、2,500 万回を
超える驚異的な動画総再生回数を叩き出した。オンライン上の圧倒的な支持に
加えて、アイルランドの世界的シンガーであるイメルダ・メイのアビー・ロード・
スタジオでの共演者に抜擢されるなど幅広いジャンルで活躍を繰り広げている。
2021 年には高品質なクラシックギター CD の制作と才能豊かなギタリストの
発掘に定評のあるスコットランドのデルフィアン・レコーズより、デビュー盤『マ
イ・ヨーロピアン・ジャーニー』をリリースし、好評をもって迎えられている。

インタビュアー：渡邊弘文　写真提供・取材協力：デルフィアン・レコーズ
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■ベストアルバム『ミュージック・ギフト・トゥ』は癒しとエー
ルに溢れた“音楽の贈り物”──────────────
──緊急事態宣言が解除され、少しずつコンサートが開催さ
れる状況になりましたが、村治さんはコロナ禍において、ど
のように過ごされていらっしゃいましたか？
村治佳織　昨年の 3 月から 7 月までは予定されていた全ての
公演がなくなってしまって……その時は担当していたラジオ
の収録が定期的にあるくらいで、いつコンサートが再開され
るのか、いったい何に向けて練習したらいいのか分からなく
なり、1 週間くらいギターを弾かない時もありました。この
ままだと指も鈍ってしまうと思い、こういう時に昔弾いてい
た曲を思い出してさらってみるのもいいかなと、パガニーニ
の〈カプリス 24 番〉だったり、ソルの練習曲を取り出して弾
いてみたりしていました。8 月に公演が再開することになり
ましたが、また状況が刻々と変化して、いったんやると決まっ
ても公演直前までは分かりませんでした。そして一番状況が
変わったのは、配信される公演が増えたということですね。
ある公演で《アランフエス協奏曲》を弾く予定だったのですが、
配信の権利の問題もあり、私がそれまで一度も弾いたことの
ない、〈虹へ向かって、パルマ〉はどうかという提案をオケ側
から頂きました。準備期間も短かったのですが、こういう状
況でなければきっとレパートリーにならなかった曲で、結果
的には弾くことが出来て良かったと思っています。

──コンサートの中止や延期が続く時、ご自分の中でどのよ
うにコンディションを調整し、モチベーションを維持されて
いらっしゃいましたか？
村治　コロナがまん延する何年も前、自分が 30 代半ばから「成
り行きを大事にしよう」と思って生きてきたのは大きいです
ね。これは自分だけの問題じゃなくて世界中がそうなんだか
ら、そういう時は抵抗せず、前向きに生きたほうがいいなと
いう、これこそ成り行きが大事なんだなぁって感じました。
──出来るだけ物事をポジティブに捉えられた訳ですね。
村治　そうですね。そして演奏する機会があった時には、自
分が不安だとか心配だとかということよりも、聴いてくださ
る皆様に元気になって頂かなくてはいけません。そのために
は自分自身が心も身体も元気でいることが大切です。やはり
演奏家として人様にも元気を感じて頂ける、そんな存在であ
りたいので、常に食生活には気を使い、身体を動かしたりし
ていました。
──今回、7 年ぶりのベストアルバムのタイトルが『Music 
Gift to』、これは“音楽の贈り物”ということですが、「to」
の後が空白で、送り先が書かれていないんですね。
村治　はい、聴いてくださる方に自由に決めて頂きたいんで
す。“自分のため”と思ってくださったら「me」でもいいですし、

“私からあなたへ”だったら「you」でもいいんです。今回、
これだけ多くの愛される曲たちを選んだアルバムが出来たの

村
治
佳
織

K
aori M

uraji

7 年振りのベストアルバム
『Music Gift to』は、
癒しと励ましに満ち溢れた

“音楽の贈り物”

2021 年 10 月 22 日
ユニバーサル ミュージック
インタビュアー：安藤政利（本誌副編集長）
撮影：池上直哉
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渡辺香津美や木村 大、押尾コータロー、小沼ようすけとのコ
ラボレーションなど、ジャンルレスな活動を行なうフラメン
コギタリストの沖 仁が東京文化会館小ホールにおいて、朴 
葵姫、そしてスペシャルゲストに大萩康司を迎えてコンサー
トを開催した。人気ギタリスト３人の初共演ということもあ
り、約 600 の客席は満員の聴衆で埋め尽くされた。第 1 部は
沖 仁のソロでスタートしたが、自身のオリジナル作品の中で
も人気の高い 3 曲が披露されると、会場内のボルテージは一
気に最高潮に。これを受けて登場した朴 葵姫は、ロマンティッ
クに〈フリア・フロリダ〉を奏で、佐藤弘和によるアレンジ、
そして最後はロック色の強いディアンス〈フォーコ〉という
心憎い演出で場内を沸かせた。第２部の冒頭で弾かれた〈マ
ドリードの花市場〉は、“Jota（ホタ）”の形式を採つ、スペ
インの街並みを感じさせるような陽気な曲調の作品だが、朴
が演奏に加わることにより、さらに明るく鮮やかな光を放っ

た。そしていよいよスペシャルゲストの大萩康司が登場。ト
リオで演奏された《アランフエス協奏曲》第２楽章が演奏さ
れたが、ギターアレンジならではのスリリングな世界に大き
な拍手が送られた。
プログラム：【沖 仁ソロ】／ Esperando ～まっているよ（沖 
仁）、メルチョールの家（沖 仁）、グリママ（沖 仁）、【朴 葵
姫ソロ】／フリア・フロリダ（バリオス）、Tears in Heaven

（クラプトン～佐藤弘和）、花は咲く（菅野よう子～佐藤弘和）、
フォーコ（ディアンス）、【沖 仁・朴 葵姫デュオ】／マドリー
ドの花市場（沖 仁）、アストゥリアス *（アルベニス）、リベル
タンゴ *（ピアソラ）、【沖 仁・大萩康司デュオ】／「カルメン
組曲」よりセギディーリャ *（ビゼー）、【沖 仁・朴 葵姫・大
萩康司】／「アランフエス協奏曲」より第 2 楽章アダージョ *（ロ
ドリーゴ）    ＊沖 仁編

［10 月 9 日／東京文化会館小ホール］

沖 仁 Con 朴 葵姫
　　　　　　           ［Special Guest］大萩康司

写真：池上直哉
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◆ナポリとウィーン ――――――――――――――――
　ナポリとウィーン、この 2 つの首都において活動する
ことは、19 世紀初頭の音楽家にとっては成功を獲得する
ための大きな手掛りであった。なぜならこの 2 つの街は、
当時の音楽界で最も重要視されたオペラと交響曲、ある
いは大衆の人気を獲得した芝居とサロン音楽で溢れてお
り、音楽家達がそれらに携わるための絶好の機会を多々
もたらしてくれる理想的な舞台であったからだ。
　いつの時代においても、音楽家の子供として生まれる
ことは、その子供が自分の親と同じ道を志すのであれば、
大きなアドバンテージとなることは間違いない。音楽的
な才能を遺伝的に受け継いでいる可能性に加えて、身近
な所に音楽家達が存在し、日常的に多くの音楽と接して
いる、そうした環境で育ったならば、子供は自ずと音楽
を始めるであろうし、一から音楽を学ぼうとする者に比
べて、スタートラインは高い所にある。
　本稿の主人公であるエミリア・ジュリアーニ（1813-
1850）もそうした子供の一人であった。比類なきギター
の才能を持ち、ウィーンで活躍するギター演奏家として、
カリスマ的な存在であったマウロ・ジュリアーニの娘で
ある。
　ジュリアーニの人気は凄まじいものであった。ウィー
ンで最も格式の高いコンサート・ホールでは彼が奏でる
小さなギターの音が鳴り響いた。そして彼はオーケスト
ラを従えたソリストとしてもステージに登場し、また、
彼が作曲した曲がベートーヴェンの名曲と同じコンサー
トのプログラムに組み込まれて一緒に演奏されたのであ
る。ジュリアーニのおかげでギターという楽器が独奏楽

器としてウィーンの市民に認知されることとなったの
だ。
　このような音楽家の娘であったエミリア・ジュリアー
ニは、ナポリとウィーンを行き来した、その短くも鮮烈
な人生において、芸術的には最良の環境の下に誕生した
のである。
　だがエミリアは勝者ではなかった。人生には矛盾がつ
きものであり、どんなに優れた前提条件を与えられたと
しても破滅的な結果に至ることがある。彼女の場合がま
さにそうであったと言えるだろう。
　まずエミリアの人生の始まりからして、最初の難関が
待ち構えていた。彼女は非嫡出子であったのだ。マウロ・
ジュリアーニは 2 つの家庭を持っていた。彼は自分の両
親と妻、そして 3 人の子供達をイタリアのトリエステに
残したまま一人でウィーンに移り住み活動した。当時、
この 2 つの都市の間の距離は現在の我々が考える以上に
遠かった。こうした場合、ハンサムで魅力的な物腰を身
に着け、進取の気性に富んだマウロが、ウィーンで愛人
を見つけるのは至極当然のことであっただろう。
　マウロの愛人の名前はマリア・アンナ・ヴァイゼンベ
ルガーといい「ニーナ」という愛称で呼ばれた女性であっ
た。良家に生まれた子女であったが、既婚男性であるマ
ウロとの「親密な関係」によって、それを探ろうとする
ハプスブルク家の警察組織による捜査の影と、不貞罪に
よる刑事告発への恐怖に常に怯え続けていた。
　マウロとニーナの間には全部で 4 人の娘が生まれたが、
最初の 2 人については、ニーナの名誉を守るためと彼女
が母親ではないと偽装するために「ウィルムチ」という

執筆：ニコレッタ・コンファローネ（ギタリスト／ギター音楽史研究家）

Emilia Giuliani, A Life as a Novel by Nicoletta Confalone

ニコレッタ・コンファローネ／ Nicoletta Confalone
イタリア・ロヴィーゴ出身。フランチェスコ・ヴェネッツィ音楽院でギターを学び、フェラーラ大学で
法学の学位、ヴェネツィア大学で音楽学の学位を修得。ギターをジョヴァンニ・モレッティ、オスカー・
ギリア、ステファノ・グロンドーナに師事。エミリア・ジュリアーニの作品研究と再発見に努め、その
功績が高く評価され、2014 年には第 19 回アレッサンドリア国際ギターカンファレンスにおいてゴール
デンギター賞を授与された。2017 年にはケンブリッジ大学シドニー・サセックス・カレッジのギター研
究評議会メンバーとして選ばれ、2018 年にはコンコルディディロ・ヴィーゴ・アカデミーのメンバーに
選ばれた。近年はシューベルトの研究に力を入れており、幾つかの論文・エッセイを発表した後、2017
年にはボローニャのオルフェウス出版より、著書『失楽園の天使～シューベルト』を刊行した。

執筆者紹介

［CD『Emilia Giuliani Opera omnia per chitarra』（TACTUS）ライナーノーツより許可を得て翻訳掲載］

エミリア・ジュリアーニ～小説のような人生

特集：エミリア・ジュリアーニ～その生涯と作品

翻訳：渡邊弘文（本誌編集長）
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◆エミリア・ジュリアーニの作品における逆説 ――――
　『驚くべきテクニックとアクロバットのようなパ
フォーマンス』。当時の史料にはエミリア・ジュリアー
ニの演奏について、このように記されている。
　彼女はギターに戦いを挑み、聴衆は舞台上の演奏者の
妙技に対して驚嘆の声を挙げ熱狂的な拍手を贈る。だが、
そうした興奮を呼び覚まし熱狂の渦を巻き起こす超絶的
な技巧を、いとも易々と何の苦労もなく平然とやっての
けるのがヴィルトゥオーゾという人種なのだ。
　こうしたヴィルトゥオーゾの一人であったエミリア・
ジュリアーニの作品を演奏しようと思うならば、高度な
技術力が必要である。それに加えて、彼女が作品中にち
りばめた「声の響き」を認識し、その繊細さに細心の注
意を払わねばならない。それは挑戦に次ぐ挑戦と言って
もよい。
　この作曲家の特徴は、イタリア・オペラ、特にヴィン
チェンツォ・ベッリーニへの限りない情熱である。彼女
の作品のほとんどが、このシチリアの巨匠が書いたアリ
アのモチーフを用いた変奏曲や幻想曲であることは偶然
ではない。
　ギターを演奏しない作曲家がギター作品を書く際に
は、この楽器の特徴やテクニックを熟知しているギタリ
ストの助言が必要となる場合が多いだろう。なぜなら作
曲家が書いたすべてのパッセージをそのまま 6 つの弦で
弾くことが出来るわけではないからだ。
　一方、ギタリスト・コンポーザーであるなら 6 本の弦
を持つこの楽器に適した音楽を書くことが出来るだろ

う。だが同時に、それに捉われ過ぎてしまうというリス
クも伴う。つまりギターが効果を発揮する書法を用いて
魅惑的な音を出せたとしても、ただ美しく楽器が鳴るこ
とだけで満足してしまう危険性を含んでいるのだ。
　真の音楽芸術というものは、楽器を必要としながらも、
その楽器を超越せねばならない。
　そしてこれこそがエミリア・ジュリアーニのパラドッ
クス（逆説）なのだ。彼女はギターのための完璧な作曲
を行ないながらも、その作品はギターという楽器そのも
のを超越している。例えるならば、ギターで演奏可能な
ありとあらゆる組み合わせのアルペジョを弾いてみせな
がら、聴いている人にそれがギターで演奏されていると
はまったく気づかせないようなものだ。

◆《ベッリーニアーナ》に込められた逆説の秘密 ―――
　エミリアがこの逆説的な試みに成功した理由は、彼女
が取り上げたアリアの素材を練り上げる際にプリマドン
ナの歌声を模倣することに拘らなかったからである。実
際のところギターの音域は狭く、発音後の減衰を余儀な
くされる楽器である。こうした弱点を持つ楽器で荘厳な
メロドラマをそのまま模倣しようと試みたところで、そ
れはただの虚しい徒労に終わるに違いない。
　エミリアは賢明にも「ギターが絶対に成り得ないもの
に成ろうとする」ことを放棄し、ただの「表面的」な転
写ではなく、その背後に存在する真に重要なものに目を
向けたのである。
　一見すると彼女が書いた音楽的なパラフレーズは、オ

執筆：フェデリカ・アルトゥーソ（ギタリスト／ギター音楽史研究家）

Emilia's Paradox by Federica Artuso 

フェデリカ・アルトゥーソ／ Federica Artuso
ヴィチェンツァのペドローロ音楽院でステファノ・グロンドーナに師事。同学院大学院過程首席卒業。キジアーナ
音楽院、チェチリア財団奨学生としてオスカー・ギリア、ポール・ガルブレイスらにも師事。パドヴァ大学にて哲
学の学位も取得。イタリア国内外のギターコンクールで多数の入賞を果たし、ヨーロッパ各国のギターフェスティ
バルにも招聘されている。CD『ギタロマニー』『ヴィラ＝ロボス／ギター手稿譜集』の録音プロジェクトに参加し
た他、TACTUS レーベルよりエミリア・ジュリアーニの全作品を収録した『エミリア・ジュリアーニ／ギター作品集』
をリリースし高い評価を受けている。2006 年にアンドレア・ビゾッリと共にギターデュオ「フェードル・アドロイト」
を結成。音楽学者のニコレッタ・コンファローネと共に女性ギタリストや作曲家の作品の再発見と普及に務めるプ
ロジェクトも行なっている。現在はパドヴァのポリーニ音楽院、ヴィチェンツァのピガフェッタ音楽院で教鞭も執っ
ている。

執筆者紹介

［CD『Emilia Giuliani Opera omnia per chitarra』（TACTUS）ライナーノーツより許可を得て翻訳掲載］

エミリアのパラドックス
～《ベッリーニアーナ》ギターを超えた作曲技法～

翻訳：渡邊弘文（本誌編集長）

特集：エミリア・ジュリアーニ～その生涯と作品
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❶今月号の特集執筆者であり、エミリア・
ジュリアーニのギター作品全集 CD をリ
リースした、フェデリカ・アルトゥーソ
の提供により、エミリア作品の楽譜を 2
曲掲載する。
　1 曲目は現存するエミリアの作品のう
ち、最後に出版された《6 つの前奏曲
Op.46》の第 1 番。この前奏曲集は彼女
の作品としてはオペラから題材を得てい
ない唯一のものである。特集記事にもあ
るように、第 5 番ではヴィラ＝ロボスの
エチュードを予期させるディミニッシ
ュ・コードの押さえによる指板上のポジ
ション移動が登場する。その他にもオク
ターヴ音型のみで作られた第 2 番など、
各曲に様々な奏法をエチュード的に配し
た、彼女の卓越した演奏技術を伺わせる
小品集となっている。
　第 1 番は小節ごとのポジション移動を
伴うアルペジョ練習といった趣きの作品
であるが、頻繁に半音で推移する低音が、
近代的で不思議な感覚を伴う和声を生み
出している。
　本掲載譜は 19 世紀の初版譜を忠実に
現代譜へと改めたものである。運指やポ
ジション指定もエミリア・ジュリアーニ
によるものだが、校訂者のフェデリカ・
アルトゥーソによる運指案を（　）内に
示した。　　　　　　　　　　（編集部）

❷《メルカダンテの主題による変奏曲
Op.9》はミラノのリコルディより出版さ
れた作品（プレートナンバー 9492）。主
題と 4 つの変奏と終曲から成る。

　ジュゼッペ・サヴェリオ・メルカダン
テ（1795-1870）はイタリアのオペラ作
曲家。ロッシーニ、ベッリーニ以降の代
表的オペラ作曲家として高い人気を誇っ
たが、晩年はヴェルディの登場により主
役の座を明け渡すこととなった。ヴェル
ディの才能に嫉妬して妨害工作を行なっ
たとも言われる。現在では《フルート協
奏曲ホ短調 Op.57》を除いて、彼の作品
が演奏される機会は少ない。
　原譜にも主題の出典の記載はないが、
イ短調の切なくも美しいメロディーであ
る。第 1 変奏は同音連打やオクターヴ音
型を織り込んだ技巧的なもの、第 2 変奏
ではスラーによる流麗なフレーズとオク
ターヴ音型が組み合わされ、第 3 変奏で
は同主調のイ長調に転調し装飾的に細分
化された音型やグリッサンド等のテクニ
ックが登場する。第 4 変奏では全編に渡
って跳躍を伴うオクターヴ音型が展開さ
れ、そのまま派手なフィナーレへと雪崩
れ込む。
　掲載譜では、オリジナルの左手運指を
太い数字で示し、校訂者によって追加さ
れた運指案を細い斜体の数字で示した。
　細いイタリック体で表示した右手運指
はすべて校訂者によるもので、原典には
記載されていない。
　「P.V」のようにフレット番号がローマ
数字で示されているものは原典に記載さ
れている。セーハを示す場合もあるが、
単にポジションをしている場合もあるの
で、オリジナルの表記のままとした。校
訂者による補足は（C.5）のように（　）

内にアラビア数字で表記した。
　スラーは原典に表記されているものは
実線で示し、校訂者による補足は点線で
示した。また、主題と各変奏の最終小節
の拍数はアウフタクトと合わせて換算す
べきであるが、原譜のままとしてある。

（編集部）

❸フェルナンド・ソルの『ギター教則本』
の第 3 部より《3 度と 6 度の課題》を掲
載する。前月号の 3 度、6 度の両方の運
指を含んだ応用編である。「3 度と 6 度
の知識を身につけてこそ、最も難しいい
かなるギター曲でも運指を付けることが
できる」とソルは述べている。　（編集部）

❹キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より第 18 番～第 23 番。
第 18 番ロマンスでは両パートがシンク
ロする部分が登場し、第 19 番は 3 度、
下降フレーズ、前打音の組み合わせ、第
20 番は 3 度・5 度・6 度、第 21 番エコ
セーズは開放弦を強音でストロークした
直後に弱音、第 22 番マーチは両パート
の掛け合い、第 23 番はシャッス（狩り
の歌）、狩りで吹かれる角笛の合図のよ
うな音型が登場する。　　　　（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」の最終回。
　第 98 番はアレマンダ、第 99 番はガリ
アルダという 2 つの舞曲で締め括られて
いる。　　　　　　　　　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶エミリア・ジュリアーニ／前奏曲 Op.46-1
Emilia Giuliani：Preludio Op.46-1

❷エミリア・ジュリアーニ／メルカダンテの主題による変奏曲 Op.9
Emilia Giuliani：Variazioni su un tema di Mercadante Op.9

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

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)
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