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Cover Story

11 歳で独学でウクレレを始め、その僅か 3 年後
にはプロ・ミュージシャンのオープニングアク
トを務め「天才ウクレレ少年」と称された、今
最も注目を集めるウクレレ奏者・名渡山 遼が、
ついに本誌表紙と巻頭インタビューに初登場！

ソロ・ウクレレ奏者として世界的に活躍する、トップ・ウクレレ・プレイ
ヤー。エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自在に
弾きこなし、ウクレレファンのみにとどまらず音楽家や業界関係者などか
らも高い評価を受けている。
1993 年生まれ。11 歳からウクレレを弾き始め、14 歳の頃「天才ウクレ
レ少年」としてテレビで紹介され注目を集める。2010 年にはジェイク・
シマブクロのジャパンツアーに出演。2016 年には２作のアルバムが“ハ
ワイのグラミー賞”とも称される「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」にノ
ミネートされ、日本人としては史上最年少となる受賞を果たした。
同じく 2016 年にキングレコードよりメジャー・デビュー。デビュー・ア
ルバム『Made in Japan, To the World』から 2021 年 7 月にリリース
された『Sense』までの 5 年間で 7 作品をリリースするという、ウクレレ・
プレイヤーとしては珍しい、ハイペースなリリースを記録中。
デビュー後はフジロックフェスティバルへの出演や、TOKYO FM「JET 
STREAM」テーマ曲の編曲・演奏、すぎやまこういち氏公認の「ドラゴ
ンクエスト」カバーアルバムのリリースなど、多彩な活動を繰り広げてい
る。海外からも高い評価を受け、これまでにアメリカ、イギリス、イタリ
ア、オーストラリア、香港、タイ、台湾、中国、カナダでの公演を果たし、
そのプレイが絶賛された。
愛用のウクレレは全て自身の手作り。ストラップやケースまで自作するウ
クレレ・ビルダーでもある。
●公式ホームページ：http://ryonatoyama.com/

2021 年 12 月 13 日　GG サロン
インタビュアー：渡邊弘文　写真：池上直哉

●ウクレレは完全な独学
──名渡山さんは、11 歳からウクレレを始められたと
伺っています。 
名渡山：家族でハワイ旅行に出掛けた際、父がお土産に
ウクレレを買って、それを手にしたのがきっかけです。
──お父様が現地でウクレレを買われたということは、
ご家族のどなたかが弾かれていらっしゃったのでしょう
か？
名渡山：父が形から入るタイプなんです。「ハワイに行っ
たらアロハシャツ買うだろう？ 当然、ウクレレも買うだ
ろ ?」みたいな。そんなノリだったんですけれど、実際
は全然弾けない（笑）。
──名渡山さんは、そのウクレレを弾いてみて、「あ、
面白い！」と思われた訳ですよね。それまでは何か楽器
をされていましたか？
名渡山：いえ、楽器は何も弾いていませんでした。
──初めての楽器がウクレレだったのですね。実際に音
を鳴らしてみて、どのようなところに魅力を感じました
か？

名渡山 遼　Ryo Natoyama
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　ウクレレ奏者・製作者／作・編曲家

Profile

名渡山 遼
Ryo Natoyama

驚愕のテクニックで
ウクレレ界の
常識を覆す
若き天才プレイヤー

014-17：名渡山インタビュー.indd   12 2022/01/05   13:48:08
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おススメ
POINT !

　　　ウクレレの魅力 1 ～自分の奏でる音楽が、自分
　　　　自身を幸せにする

　ウクレレの楽器としての特徴として「小さい」という
ことが挙げられます。
　小さいので「可愛らしい」「持ち運びに便利」などの
メリットがありますが、小さいがゆえに「音が小さい」「サ
スティーンがない」という楽器としてのデメリットとも
捉えられる面もあります。
　しかし、「音が小さい」ということは、視点を変えれ
ば「ウクレレの一番良い音色を聴くことができるのは、
その楽器を弾いている演奏者本人である」とも言えるの
ではないでしょうか。
　多くの楽器は構造上、音を演奏者の前方へ飛ばすよう
に作られています。例えばギターの場合、音を響かせる

ボディの表面板にはスプルースやシダーなど比較的柔ら
かい木材を用い、裏板や横板にはローズウッドなどの
硬い用材を組み合わせます。これにより弦の振動エネル
ギーを受け止めたボディの表面板が、硬い裏板・横板に
ガッチリと支えられて、音を前に飛ばすように振動する
のです。
　それに対してウクレレの場合は、ボディを 1 種類の木
材で製作するのが一般的です。そのため「音を前に飛ば
す」のではなく、楽器の周りに「ふわっ」と音が広がる
感じになります。ボディも小さいので遠くまでは音を飛
ばせません。
　しかし、その代わりにウクレレという楽器は演奏者の
胸元から耳までの範囲で最も良い音色が鳴るようになっ
ているのです。
　ウクレレを部屋でポロンポロンと弾いていると、その
音色だけで「癒される」という方が多くいらっしゃるの
も頷けます。

島村楽器でウクレレ部門を担当しています！

ウクレレの商品開発を始め、全国の店舗を駆け巡り入門セミナー等のイベント

もやっています !!

島村楽器の YouTube ウクレレチャンネルで様々な情報を発信しています !!!

特集

覗いてみよう！

　ウクレレの世界

KA'ALA 猪古 Jr.

著者紹介！

 https://twitter.com/kaala_iko_jr

YouTube「島村楽器 KA'ALA 猪古 Jr. ／ウクレレ」
https://youtube.com/channel/UC1PYCYqlAjrLtf_YHweMfzA

Twitter

2020 年から世間を悩ませたコロナ禍の中での、いわゆる「巣籠り需要」の影響もあり、ウクレレブームが訪れま
した。「自宅で一人でもできる習い事にウクレレ」「キャンプにギターを持っていくと音が大きくて NG なのでウ
クレレ」「カラオケにいけないのでウクレレで自分で伴奏して歌っちゃう」などなど……コロナ禍の中、改めて考
えさせられた時間や場所の使い方に、ウクレレがマッチする部分があったのだと思います。
今回の特集が、普段はギター演奏を楽しまれている『現代ギター』誌の読者の皆様にも、ウクレレならではの「楽
しさ」「ゆるさ」「奥深さ」を感じて頂けるきっかけになれば嬉しいです。（KA'ALA 猪古 Jr.）

♬
♪

♬
♪♩

♫ ♩

♪

（カアラ・イコ・ジュニア）

018-32：特集／覗いてみようウクレレの世界.indd   18 2022/01/05   10:39:21
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毎年秋頃に開催され、古楽から現代のクラシック音楽と、世
界の伝統音楽を楽しめる北とぴあ国際音楽祭 2021 の参加公
演として、レオナルド・ブラーボとタンゴヴァイオリンの近
藤久美子によるタンゴ・デュオコンサート『ブエノスアイレ
スの街角』が 2021 年 11 月 12 日に北とぴあ つつじホール
にて行なわれた。
2021 年が生誕 100 年となったピアソラの作品を中心とした
プログラムとなっており、ピアソラ〈オブリビオン〉からブ
ラーボと近藤の 2 人によって静かに語りかけるように始まっ
た。その後、タンゴの初期の作品であるビジョルド〈エル・チョ
クロ〉では、演奏者曰く大まかな形のみを決めた編曲を土台
にしており、2 人の即興演奏を交えた活気と勢いのある演奏
で、時折パーカッションのような表現も加えて古典タンゴを
熱演。続くピアソラの代表作の 1 つである〈ブエノスアイレ
スの冬〉はキンテートの演奏を基にギターとヴァイオリンの
二重奏ヴァージョンで演奏。その後に演奏されたプホール《ブ
エノスアイレス組曲》の各楽章には、ブエノスアイレスの音

楽の歴史の中で重要な地域の名前が曲のタイトルとして用い
られており、ブラーボの解説による各地の街角の様相が 2 人
の奏でる音で見事に表現されていた。休憩を挟んだ後半では、
ブラーボのソロでピアソラ〈天使の死〉のノリとキレの良い
見事な快演から始まり、その後、再び近藤と共に伝統的なタ
ンゴの作品であるガルデル、パドゥラの 3 曲、そしてラミレ
ス〈アルフォンシーナと海〉、ピアソラの〈レビラート〉、プ
ログラムの最後には《タンゴの歴史》から前半の 2 曲を抜粋。
2 人は息の合ったノリで熱演し、会場をタンゴの熱い情熱的
なリズムと響きで満たした。
プログラム：オブリビオン（ピアソラ）、エル・チョクロ（ビ
ジョルド）、ブエノスアイレスの冬（ピアソラ）、ブエノスア
イレス組曲（プホール）、鮫、天使の死（ピアソラ）、首の差で、
想いの届く日（ガルデル）、7 月 9 日（パドゥラ）、アルフォ
ンシーナと海（ラミレス）、レビラード、タンゴの歴史より 
カフェ 1930、ボルデル 1900（ピアソラ）

［2021 年 11 月 12 日／東京・北とぴあ つつじホール］

写真：池上直哉
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Kum
iko Kondo

（Vn）
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──私もその鎌倉のコンサートを拝聴しましたが、コロ
ナ禍で大ホールのコンサートは久しぶりだったことも
あって、聴いている方も盛り上がりましたね。やはり生
演奏の醍醐味は違うと改めて感じました。
河野智美：あの時は久しぶりに生演奏を聴く方が多かっ
たと思いますし、私たちも人前で演奏することができて、
コンサートができて本当に良かったなと、あの状況でし
か味わえないような不思議な感動がありました。驚いた
のが終演後に、今回のレコーディング・プロデューサー
の武藤敏樹さんが涙ながらに楽屋にお越しになって、非
常に感動したとおっしゃってくださって、いきなりその
場で「このデュオはデュオ・パッシオーネにしよう！」
と……（笑）。もうすでにプロデューサーとしてのモー
ドに切り替わっていましたね。
──もうその時点で実質的に「デュオ・パッシオーネ」
に決まった訳ですね（笑）。
河野：「えっ？ そうなんですか？」という感じでしたが、
でも良い名前なので、それで良いかと（笑）。
礒：私も「それ、いいじゃん」って（笑）。
──「パッシオーネ」は情熱という意味ですね。鎌倉で

──（宮林 淳：以下同じ）まず最初に「デュオ・パッシ
オーネ」結成とレコーディングの経緯についてお聞かせ
ください。お二人の共演歴は 10 年来と伺っていますが？
礒 絵里子：最初は高田元太郎先生からのご紹介でした。
あるコンサートの依頼を受けて、ギターの方と一緒にや
りたいということで高田先生にお尋ねしたら、河野さん
を推薦してくださったんです。その時の初共演がもう 10
年以上前なんですよ。その後も折に触れてご一緒する機
会があったのですが、2020 年 6 月に鎌倉芸術館から「音
楽のチカラ」というコンサートのオファーを頂きまして、
集客は半分で客席を千鳥格子状に配置し、ホールのド
アも開放したまま、お客様にはアルコール除菌と検温の
上でご入場頂く等々、万全のコロナ対策を講じた上での
開催ということでお受けしたのですが、先方のご意向も
ありまして、「ぜひ河野さんに」ということでお願いし
たんです。実際の 9 月のコンサートは半年ぶりの実演の
機会でしたので、人前で演奏できるという嬉しさとも相
俟って非常に気持ちが盛り上がりまして、それで終演後
に「レコーディングができたらいいね」という話が持ち
上がった訳なんです。

［収録曲］
ブエノスアイレス組曲（プホール）
エル・ビート［グラシア］（インファンテ／藤井眞吾編）
7 つのスペイン民謡（ファリャ／リョベート～トレント～

ミュラー＝ぺリング～コハンスキ編）
スペイン舞曲第 1 番～歌劇『はかなき人生』より（ファリャ

／ラゴスニック～クライスラー～河野智美編）
アリア［カンティレーナ］～ブラジル風バッハ第 5 番よ

り（ヴィラ＝ロボス）
ルーマニア民俗舞曲（バルトーク／レヴァリング編）
オブリビオン（ピアソラ／啼鵬～河野智美編）
タンティ・アンニ・プリマ（ピアソラ）
天使のミロンガ（ピアソラ）

デュオ・パッシオーネ『グラシア』リリース！

アールアンフィニ（企画制作：ソニー・ミュージックダイレクト／発売：ミューズエンターテインメント）　 
MECO-1069　￥3,300（本体￥3,000 ＋税 10％）　好評発売中

礒 絵里子（Vn）＆河野智美（G）

インタビュアー：宮林 淳（音楽ライター）　／ 2021 年 12 月 17 日　現代ギター社　取材協力：アールアンフィニ

 デュオ・パッシオーネ
――――――――――――
  Duo Passione

10 年以上共演を重ねてきた礒 絵里子（ヴァイオリン）と河野智美（ギター）によるユニット。弓で奏でるヴァイオリン（4 弦）
と、指で爪弾くギター（6 弦）の合計 10 弦で紡ぐ千変万化の音のタペストリーは、まさにデュオ・パッシオーネの真骨頂。
レコーディング・デビュー作となる CD『グラシア』には、2021 年に生誕 100 年を迎えたピアソラ作品を始め、スペイン・
南米音楽を中心に魅惑の全 23 トラックを収録。

4 弦＋ 6 弦＝ 10 弦が奏でる、パッションとカンタービレの音の万華鏡

044-48：デュオ・パッシオーネ・インタビュー.indd   44 2022/01/05   11:51:43
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❶ルネッサンス時代に書かれたリュート
曲の 2 曲目はピエトロ・パオロ・ボッロ
ーノ（c.1490-95 - after1563）の〈ファン
タジア〉を取り上げます。
　知名度としてはフランチェスコ・ダ・
ミラノの影に隠れてしまっているもの
の、作品はミラノの曲に劣らないリュー
ト曲を残している作曲家は少なくないで
す。ボッローノもその一人で、この〈フ
ァンタジア〉はカステリオーノによって
1536 年に編纂された曲集（Intabolatura 
de Leuto）の中に収められています。
　ここでファンタジアやリチェルカール
の説明をしたいと思います。ルネッサン
ス時代の作曲のお手本と言えば声楽ポリ
フォニー曲であり、リュート奏者たちは
まず声楽曲をリュートで演奏することを
目指しました。実際リュート曲の半数は
声楽曲が元となっています。
　リチェルカールの語源である「再び見
つけ出すこと」の意味を考えると、リュ
ート奏者たちはただ単に音を移し替える
だけではつまらないものになってしまう
ので、ポリフォニーに楽器のイディオム
を交え即興的要素を加えた独自の楽曲を
生み出していったのでしょう。
　ボッローノのこのファンタジーも例外
ではなく、シンプルなテーマから始まり、

声部が重なり合っていき、またディミニ
ューション（旋律的な装飾の一種）もほ
どよく使われています。掛け合いのセク
ションもとても綺麗です。

（松本富有樹）

❷アイルランドの明るく美しい民謡で
す。ハーモニクスはできるだけ音を残し
て弾いてください。セカンドは特に和音
として響かせます。この部分のセカンド
のリズムは、8 分音符で「1 ト 2 ト 3 ト」
と取るとヘミオラのリズムに乗りやすく
なります。左運指の数字に付いた「-」は、
ガイドフィンガーを示しています。自由
に弾いて楽しんでください。 （小川和隆）

❸現代ギター社所蔵のホセ・フェレール
初版譜コレクションの中から作品番号
Op.17 が与えられている 4 つの小品を掲
載する。アレグレット、メヌエット、ワ
ルツ、ノクターンから成る平易な作品集
であり、〈親密な夕べ〉という表題は「親
しい友人同士が演奏を楽しむ夜の集まり
のために書かれた音楽」というような意
味なのであろうか。原譜には「芸術家ド
ン・フアン・フェレール・イ・カレーラ
スへ」という献辞が添えられている。

 （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、今月は 3 曲を掲
載する。
　第 29 番はスコットランド風という意
味を持つエコセーズ。第 30 番はアンダ
ンティーノ、第 31 番には「あかたもア
レグレットのようなアンダンテ」という
指示がある。漸進的な内容に沿って 1st.
の音型も徐々に細かいものとなりスラー
や付点音符も増えている。　　（編集部）

❺ NHK 連続テレビ小説『カムカムエヴ
リバディ』の主題歌です。歌手の AI の
高い歌唱力と個性を生かした R&B やゴ
スペル風のバラードですが、同時にあら
ゆる世代に通じるような懐かしさも感じ
させる作品。森山直太朗による切ない歌
詞は、先行きの見えない不安な時代を生
きるすべての人に寄り添う優しさを感じ
させます。
　アレンジに際して原曲のソウルフルな
魅力をギターで活かせるように工夫しま
した。メロディーラインは自由に揺らし
て弾いても良いですが、リズムが崩れな
いように注意しましょう。私（米阪隆広）
の YouTube チャンネルにも演奏動画を上
げていますのでぜひお聴きください。

（米阪隆広）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ボッローノ（松本富有樹 移曲）／ファンタジア
Pietro Paolo Borrono / Fuyuki Matsumoto：Fantasia

❷アイルランド民謡（小川和隆 編曲）／春の日の花と輝く ※ ギター二重奏
Irish folk song / Kazutaka Ogawa：Believe Me, If All Those Endearing Young Charms

❸フェレール／親密な夕べ Op.17
José Ferrer：Veladas Intimas, Cuatro piezas para guitarra Op.17

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森山直太朗（米阪隆広 編曲）／アルデバラン
Naotaro Moriyama / Takahiro Yonesaka：Aldebaran
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