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2021 年 10 月 16 日、名古屋市中区にある三井住友海上 し
らかわホールに於いて、山下和仁がゲストに山下紅弓を迎え
てギターリサイタルを開催した。今回のステージは二人が
2021 年 1 月に同ホールで行なったコンサートが好評を博し、
そのアンコール公演として開催されたものである。父・山下
和仁のソロ演奏では、普段実演の機会が少ないクロード・ダ
カンやチマローザ、そしてオリジナル作品の〈黄鐘調〉を聴
くことが出来たのは大変貴重であった。また今回、ゲストの
紅弓が抜粋ながら、和仁編曲の「展覧会の絵」を演奏したこ
とも訪れたギターファンを大いに満足させたことであろう。
プログラム：【山下和仁 + 山下紅弓】ソナタ［アンダンテ、
アレグロ、ラルゴ、アレグロ・マ・トロッポ］（ルクレール）*、

【山下和仁】小ロマンス（ワルカー）、ロシア黎明期のギター
作品より、鳥の歌（カタルーニャ民謡）*、涙ながらに～草か
げの小径にて（ヤナーチェク）*、ルイ = クロード・ダガン

［1694-1772］の作品より *、ドメニコ・チマローザ［1749-
1801］の作品より*、ゴールドベルク変奏曲よりアリア（バッハ）*、
黄鐘調（山下和仁）、【山下紅弓】「展覧会の絵」よりプロムナー

ド、小人（ムソルグスキー）*、【山下和仁 + 山下紅弓】ロン
ド（カル）、スライドワルツ（作者不詳 / エリス伝）、エア（ヘ
ンデル）*、セレナータ（ハイドン）　＊山下和仁編曲

［2021 年 10 月 16 日／名古屋・三井住友海上 しらかわホール］

山下和仁
Kazuhito Yamashita

写真：植村耕司

［ゲスト］山下紅弓
Koyumi Yamashita

038-39：山下和仁／松田 弦.indd   38 2021/12/06   12:34:27
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さしたる変化もなく……
濱田滋郎

　西暦 2050 年前後までは元気で生きていたいと考えて
いますが、そのわりに未来への展望たるや貧しく、お恥
かしいかぎりです。
　ギター音楽とレパートリーは、根本的には今とたいし
て変らないでしょう。ものごとはどうしても大戦争とか
天変地異とかが勃発するにしたがって変りやすく、それ
があるかないかによって音楽の変りぐあいもかなり違う
でしょうが、ここでは世の中、一応の平和がつづくもの
として考えます（大戦争があったら、こんどはすべてが
終りでしょうから）。21 世紀になっても、なにしろ前記
の予定によれば前半はこの私が生きているくらいですか
ら、音楽に対する人の好みがにわかに変るとは思えない
のです。日本人の場合、あくせく働くことはこれからだ
んだん意味がなくなってきて、人がもっと今よりだらだ
らと遊ぶようになって、そうなるとやたらにお金も使え
ず、せいぜいギターなど弾いてすごす、そこで家庭音楽
的な楽しみが増えてくる、と考えるのは、あまりにも楽
観的（?）すぎるでしょうか。自分で楽器を手がけるこ
とに初めから絶望的で、カラオケなんぞ発明した日本人
に対して、あまりにも無いものねだりの発言でしょうか。
　現在の前衛音楽に関しては、もう少しだけなら、聴衆
の“聴く耳”が発達し、良いものと悪いものを聴き分け
るようになるかもしれぬとは思います。つまり、いわゆ
る現代音楽の中に、21 世紀まで残り、ある程度スタンダ
ード名曲として扱われるものが含まれているとは思いま

す。しかし、私自身の感受性のありかたにもとづく主観
を告白すれば、将来、いまの実験的音楽が、大方の人間
にとっていわゆる西洋の調性音楽（近代的長・短調の音
楽という意味ではない）、あるいは世界各国にそれぞれ
伝わる民族（俗）音楽以上に感動的なものとなるとは、
どうしても信じられないのです。まあ、これも自分が育
ってしまった環境ゆえかとは思いますが。
　ただし、たとえばブローウェルの《永遠の螺旋》など
は前衛音楽と呼ばれても何かしら人間の音に対する根源
的な喜びの機微に触れた傑作で、もしこういう作品がど
しどし生まれてくるのなら話は別かもしれません。
　演奏スタイルはますます多様化するし、かつ、それぞ
れが互いに長所を認め合って許容し合うようになるでし
ょう。いや、これも希望的観測にすぎないかもしれない
のですが、世界平和の問題と同じで、結局は寛容さがな
ければ音楽の世界も滅びます。もちろん、だらしのない
八方美人ばかりになれと言うのではありません。皆がき
めこまかく、考え深く、自分の世界を守り育くみながら、
ひとつの基本的モラルとしてお互いの世界を尊重し合う
態度が、もっともっと深く浸みわたってほしいと願うだ
けです。
　ギターの演奏でひとつ大いに考えられるのは、楽器の
内部にそれとなくしつらえられ、しかも音色を（ほとん
ど）損わないようなマイクの開発です。独奏の場合はと
もかく、協奏曲、室内楽などの場合には、やっぱり上手
な音量増幅も必要のような気がします。要は不自然でさ
えないならば。
　あとは、〈電送実演〉なんて開発されたらいいですね。

本誌No.213（1983 年 12 月号）の特集です。この号では 12 人
の方々に「演奏」「出版」「教育」「作曲」「楽器」の 5部門に渡り
執筆して頂きましたが、ここでは頁の都合で 6人の方に絞りまし
た。原則として当時の記事のまま再現します。占いの答え合わせ
ではなく、39年の時の流れを感じ取って頂ければ幸いです。各記
事の後に筆者紹介と編集部のコメントを添えます。

ギター未来学《21世紀のギター界》

041-47：特集未来学.indd   42 2021/12/09   11:50:50
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　ここはさる X 次元空間にしつらえられた会議室、かな
りな広さ。テーブルについている人、数人、取り囲むオ
ブザーバーたち不確定数。扉らしいものは 3 つあり、そ
れぞれの現在・過去・未来の意を超文字的ウルトラ・エ
スペラントで記してある。未来への扉のみ、今日は堅く
とざされており、誰もそちらとは往来できなくなってい
る。過去の扉は出るとすぐ天国と地獄に分かれているが、
きょうは音楽家という結局おめでたい種族の会合ゆえ、
来場者はおおむね前者から入って来る様子。現在の扉か
らも入場者があり、脚を 1 本ずつ相互に踏み出して歩い
てくる……はい、当然のことに。しかし一方、過去の扉
からの入場者は、みなスイスイと空間を飛んで来る……
おおむね安穏な、むしろ眠たげといった表情で。
　会議室の空気にはどうやら会話遠達エーテルを適量ま
ぜてあるらしく着席者たちの発言がよくとおってきこえ
る。現代の扉から来た人以外は全然マイク馴れしていな
いのだから、これは当然の措置だ。さて私は、ここで翻
訳レシーバーを耳に当てるとしよう。私の機械は英仏独
伊西葡語に適合するようになっているから――もっとも
独は故障がちで困るが――、そうした言語がみな、すっ
かり日本語に翻訳されて耳に入るはずなのだ……さて、
用意は整った。
　おや、あちらの人品いやしからぬ御仁が、こんなこと
を言っている。

●自己紹介

くだんの“ある貴紳”　……それにしてもよろしいんで
すかな皆さん。わしは、じつのところきょうは間違って
ここへ来ましたのじゃ。

「生前（地球上滞在中）において 7 弦以上のギターを御
使用の方がたは、どうか万障お繰り合せの上、当社主催
の座談会に御出席ください、会場日時はこれこれしかじ
か、ゲンダイ・ギター社」
……みなさんと同じようにこういう書状をもらいまして
な、ちと、わしは思い迷ったのだが来てしもうた。コル
ベッタ師匠もド・ヴィゼ君も「どうせ場違い扱いされる
のがオチだからやめろ」と言うてくれたんじゃが……。
が、わしは几帳面なタチでのう、たしか弦が 10 本、い
やいちばん上は単弦にして 9 本だったかな、そのへん忘
れてしもうたが、とにかくわしのギターは 6 本弦よりは
多いと思うと気になって、スイッと飛んできてみたとこ
ろが、どうもコルベッタ師匠のいうとおりじゃ、様子が
ちがう。で、帰ろうとすればつかまえられて、司会役な
どやれとの仰せじゃ。弱ったのう、複弦はこのさい勘定
に入れぬと書状に書いてさえあれば、出て来なんだもの
を。複式ノー・カウントならばじゃ、わしの場合は 5 コ
ースじゃから多弦どころかマイナス・ワンじゃよ、なに
やら照れてしもうて……
近くにいた 1 人　いやいやサンス師匠。それがかえって、
願ってもないのです。司会者ないし議長は、なによりも
公平な立場のお方でないといけませんし、それにサンス
さん、あなたはここでは抜群のご年長者、ぜひお引受け
いただきたいのです。いいですね、皆さん（……満場の
拍手）。
サンス（以下司会）　やむをえません。では、不肖、
三
サ ン ス

途の川を渡りまして（笑）ほぼ 270 年、元は哲学神学
士のはしくれたる小生がサラマンカ大学の昔を思い起し
て、いやそれはべつだん関係ありませぬが、司会をつと
めさせていただきます。まずご出席のかたがた。ひとこ

No.175（1981 年 2月号）の特集「今、なぜ 10弦か？ 多弦ギターの現在・過去・
未来」に掲載された濱田滋郎氏（1935-2021）の記事。編集部は「過去の多
弦ギターを使用したギタリスト達が霊界で集まって座談会を開くような記事」
を依頼しました。出来上がった原稿はガスパル・サンスを司会として数多の多
弦ギタリスト達が個性的に、ユーモラスに持論を展開する面白さ。改めて濱田
先生の知識の深さと文章の妙味に感動しました。

多弦中継座談会  過ぎたるもなお及ぶべし？
濱田滋郎

054-59：特集濱田.indd   54 2021/12/09   12:11:13
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❶こんにちは。ギタリストの松本富有樹
です。
　この度は私が 2020 年に出した 1st CD

『ロス・マエストロス』に収録した曲を
中心に掲載させて頂くことになりまし
た。『ロス・マエストロス』に収録した
曲はすべてルネッサンス時代に書かれた
リュート曲、もしくはビウエラのための
曲ですが、モダンギターで演奏してもと
ても綺麗に響きます（録音は 19 世紀ギ
ターで行ないました）。
　残念ながらギタリストの間ではダウラ
ンド以外のルネッサンス期のリュート奏
者兼作曲家はほとんど認知されていませ
んし、また音符に書き直されていない（タ
ブラチュアのまま）ということも取っ付
き難い要因となっています。
　しかし、これらの曲は非常に素晴らし
く、もっと多くのギタリストや愛好家の
方々に弾いて欲しいという思いで改めて
編曲してみました。
　今月掲載する 1 曲目はフランチェス
コ・ダ・ミラノ作曲の〈ファンタジア〉
です。フランチェスコ・ダ・ミラノは
16 世紀前半にヨーロッパ中で最も称賛
を集めた人物で “Il divino”（神）と呼ば

れていたそうです。
　この作品の最初は「ファ→ラ→シ→ラ」
という非常にシンプルで美しいテーマで
始まり、割とすぐに即興部分に進んでい
きます。数多いミラノの名品の中でも
一
ひ と き わ

際輝いている作品だと思います。
　ファンタジーやリチェルカーレに関し
ては次号で触れたいと思います。

（松本富有樹）

❷これまでにギターとピアノのための二
重奏を幾つか作曲致しましたが、常にこ
の二重奏での効果的な書き方を模索して
きました。
　ギターもピアノも自己充足的な楽器
で、また、あまりにも同質で同時に異質
なソノリテの組み合わせは安易な方法で
は十分な表現を生み出すことはできない
と感じています。
　今回の作品は、その解決の一つの形で
す。
　題名の〈遥かなる思い出〉には特に深
い意味はなく、“遥か”と“思い出”の
言葉が生み出す幻想的な雰囲気を表現し
ようとしたものです。
　［Ⅰ］は自由な非和声音の海の中に浮

かぶ執拗なリズムが、遠い朧げなイメー
ジを誘い出します。調を転じて、イメー
ジははっきりと心に映し出されますが、
やがて元の朧げな世界に戻って行きま
す。
　［Ⅱ］は遠くから届く木霊から始まり
ます。調を転じて心と思い出の対話とな
ります。そして思い出は、また木霊とな
って遠くに消えて行きます。
　［Ⅲ］はうきうきと楽しげな思い出が
浮かび上がる心の様子です。

（二橋潤一）

❸キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より、今月は第 24 番～
第 28 番を掲載する。
　第 24 番は 1st. が 3 度の重音で移行し、
2nd. がオクターヴの跳躍を伴う伴奏を担
当する。第 25 番からはニ長調で 1st. は
単音と和音の組み合わせ、第 26 番ワル
ツでは 1st.が分散和音のメロディーを奏
で、2nd. が和音で伴奏する。第 27 番は
スラーを伴う単音のフレーズと和音、第
28 番ロマンスは付点音符、前打音、ス
ラーを伴うスケール風のフレーズが登場
する。　　　　　　　　　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ダ・ミラノ（松本富有樹 移曲）／ファンタジア (N.35)
Francesco da Milano / Fuyuki Matsumoto：Fantasia (N.35)

❷二橋潤一／遥かなる思い出  ※ G & Pf 二重奏
Jun-ichi Nihashi：Souvenirs lointains

❸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
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