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4,500メートルの高地にも行きました。そうした旅で出会っ
た人々のことを忘れることはありませんが、長年山積して
いたこれらの関係資料をようやく紐解く時間ができつつ
あります。
――山下さんは世界各国を旅されていますので、そこで蒐
集された膨大な資料をお持ちなのですね？
山下：はい。でも、コロナ禍でできた時間で何よりも先に
始めたのは、師匠である山下 亨が遺した父自身に関する
資料の整理です。実はそれにのめりこんで自分のことは忘
れてしまいました。父の偉大さを改めて実感しましたね。
レッスンは常に生徒さん達が最優先でしたので、身内の私
に教えてくれることはほとんどなくて、どうしたら教えて

　山下和仁
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　Kazuhito Yamashita

Cover Story

Kazuhito Yamashita

1961 年長崎市出身。8 歳より父、山下 亨にギターを学ぶ。また作曲家の小船幸次郎に師事。15 歳で全国コンクール（現 : 東京国際ギターコンクール）優勝、16 歳でラミ
レス、アレッサンドリア、パリの世界三大国際ギターコンクールで、いずれも史上最年少優勝という快挙を成し遂げた。1980 年発表の自身の編曲による〈展覧会の絵〉が
大反響を得、以後〈火の鳥〉〈シェエラザート〉〈新世界より〉などオーケストラ用大曲をギター用に次々アレンジ、さらに「バッハ：無伴奏ヴァイオリン、チェロ、フルー
ト、リュート組曲 BWV995-1013（5CDs）」を全て編曲。かたわら「ソル：ギター曲全集（16CDs）」「ヴィラ＝ロボス : ５つの前奏曲と 12 の練習曲」「C ＝テデスコ : ゴ
ヤによる 24 のカプリチョス、プラテーロとわたし（いずれも世界初録音）、3 つのギター協奏曲」などギター本来のレパートリーも名演の誉れ高い。ソロ活動の他、世界的
指揮者やオーケストラ、他楽器、他ジャンルの名手とも数々共演。世界各地で公演を開催しその名声を不動のものとしている。演奏活動の傍ら、雅楽および古楽の調査・研
究をかさね、その範囲は国内のみならず韓国・カンボジア・ベトナムにも及ぶ。2016 年は 20 年に一度の春日大社「式年造替」でも演奏。国内外の同時代の作曲家、特に
アジアの作曲家たちの新作委嘱初演にも意欲的で献呈された作品は 60 曲を越えている。自身の作曲活動もあり 2019 年モスクワ公演でも披露。また新プロジェクトとして
Creative meeting with maestro Kazuhito Yamashita をサンクト・ペテルブルグでスタート、2021 名古屋しらかわホールでも開催。CD『黎明期の日本ギター曲集』で平成
11 年度文化庁芸術祭大賞を受賞。長崎大学工学部を経て経済学部卒業。

山下和仁オフィシャルウェブサイト : https://kazuhitoyamashita.com

2022 年 1 月 20 日　インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）　　

山下和仁ロングインタビュー
～伝説、そしてさらなる未来へ～

ペルー・クスコにて

◆コロナ禍のなかで  ――――――――――――――――
――この 2 年間、世界中がコロナ禍に苛まれてきました。
音楽家の皆様もコンサートの中止などで大変な思いをさ
れていますが、山下さんはどのようにお過ごしでしたか？
山下和仁：時間ができましたので、世界各地を回って集め
た音楽資料のボックスを順番に開け始めています。たくさ
んあるので実際にはようやくこれからという感じですが、
フォルクロアなどの民族音楽、植民地時代や第二次世界大
戦前や戦後のものなどです。ギター関係は少ないですが貴
重な楽譜などもあります。果てしなく探検したときの記録
とかも。聴いたものは頭と体の中にありますが、補完資料
として持ち帰っていました。とても暑い所、寒い所、標高
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村治佳織が 2 年ぶりにサントリーホール大ホールでのリサイ
タルを開催した。この大バコを文字通り満場の聴衆で埋め尽
くすことができる動員力はさすがと言うより他はない。今回
はブローウェルへの委嘱作品〈青いユニコーンの寓話〉の世
界初演ということもあり、作品にちなんで、村治の衣装、演
奏椅子、照明、プログラム冊子も青でトータル・コーディ
ネートされ、視覚的にも作品世界に惹き込まれるような演出
がなされていた。〈青いユニコーンの寓話〉はキューバのシ
ンガーソングライターであるシルビオ・ロドリゲスの楽曲

〈Unicornio〉の歌詞にインスパイアされたとのことで、緩や
かな前半部分はどことなく〈こだまの谷を～〉を想わせ、後
半部分は民謡風の美しい旋律が快速のうちに変奏され、コー
ダで締め括られる。ブローウェルの最近作〈ラ・グラン・サ
ラバンダ〉にも通じる佳曲であり、今後もギター・レパート
リーとして広く愛奏されるに違いない。その他、2021 年が
アニバーサリーイヤーであったピアソラ、ロドリーゴ作品や
村治の自作曲なども演奏されたが、〈ラ・グラン・サラバン

ダ〉に続けてド・ヴィゼー〈サラバンド〉を演奏するなどプ
ログラム構成も心憎いものであった。アンコールとして〈カ
ヴァティーナ〉と村治の最新ベスト盤に新曲として収録され
たミュージカル『キャッツ』より〈メモリー〉が披露された。
プログラム：愛はきらめきの中に（ギブ～佐藤弘和）、エター
ナル・ファンタジア：薬師寺にて（村治佳織）、映画『ロミオ
とジュリエット』～愛のテーマ（ロータ～キャンベル）、黒
いデカメロン～ II. こだまの谷を逃げていく恋人たち（ブロー
ウェル）、舞踏礼讃（ブローウェル）、禁じられた遊び（ルビー
ラ）、ブエノスアイレスの四季～ブエノスアイレスの冬（ピ
アソラ）、タンゴ・アン・スカイ（ディアンス）、祈りと踊り（ロ
ドリーゴ）、ラ・グラン・サラバンダ（ブローウェル）、サラ
バンド（ド・ヴィゼー）、青いユニコーンの寓話（ブローウェル）
※世界初演、戦場のメリークリスマス（坂本龍一～佐藤弘和）、
いのちの停車場：同名映画エンドロール曲（村治佳織～海田
庄吾）
［2021 年 12 月 12 日／東京・サントリーホール 大ホール］
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特集　

比留間賢八と

明治期のお宝ギター“ペルフーモ”

文責：中里精一（本誌編集部）

❶明治の先駆者 比留間賢八と平岡 煕

　明治時代の比留間賢
けんぱち

八という人がヨーロッパから初め
て日本に持ち帰ったペルフーモというギターが今も健在
である、という知らせが編集部に届いた。その人物とギ
ターの写真を筆者は本誌の過去の記事で見た覚えがあっ
たが、そのギターが演奏可能な状態で現存しているとは
思いもよらないことだった。
　調べてみると、日本に最初に入ったギターは平岡 煕

ひろし

という人物が 1876 年にアメリカから持ち帰ったもの、
と判明した。しかしこのギターは行方不明で、製作者も
不明、国内で弾かれた記録もなく、残念ながら日本に根
をおろしてギターの文化を実らせることはなかったよう
だ。
　比留間賢八は明治時代に現在の東京藝大音楽科の前身
である「文部省音楽取調掛」でチェロを専攻して西洋音
楽を学び、卒業後は欧米に留学。帰国後は藝大教授職へ
の要請を断って民間でマンドリンとギターの指導に専念
し、多くの弟子を育てた。彼の持ち帰ったギターはフア
ン・ペルフーモ Juan Perfumo 1843 年作、スペインはカ
ディスの産。実質的にはこのペルフーモ・ギターが日本
に最初に根付いたギターであると言って良いだろう。
　編集部ではこのギターの所有者であるマンドリニスト
の片岡道子さんと連絡をとり、取材の許可を頂いた上で、
現在それを預かっているギタリスト 槐

さいかち

 智明さんに楽
器をお持ちいただき、詳細に写真撮影して特集記事とし
て紹介することになった。ここでは楽器の紹介はもとよ
り、激動の明治時代にギターを日本にもたらした 2 人の
先駆者の生涯を辿ってみる。

◉日本の音楽政策は富国強兵から
　日本の鎖国は 17 世紀前半から徐々に始まり、アメリ
カのマシュー・ペリー率いる黒船の浦賀来航の翌年、安
政元年（1854 年）の日米和親条約締結をもって約 230 年
間閉ざされた門を開いた。日本が 230 年間にわたる天下

太平を享受する間に欧米諸国は科学技術を飛躍的に発展
させ、強力な武器と経済力、そして宗教をもって世界中
を席巻し、植民地としていった。極東の島国日本は最後
まで抵抗したが、黒船の大砲（空砲）に腰を抜かしてつ
いに開国。それと同時に西洋の近代文明が堰を切って押
し寄せ、庶民の暮らしも衣食住あまねく西洋化していっ
た。
　明治政府が最初に西洋音楽を取り入れたのは陸軍と海
軍の軍楽隊であった。管楽器と打楽器である。次には義
務教育となった小学校に「唱歌」の時間を設け、「富国
強兵」を称揚する歌を斉唱した。その唱歌の指導者を育
成するため、明治 12 年（1879 年）、「学校音楽取調掛」
を開設。それが後に「東京音楽学校」と改称され、さら
に 1949 年に「東京藝術大学」の音楽学部となった。
　国の政策を見てもギターは登場してこない。しかし、
民衆の楽器であるギターは日本でも民衆の中から重要な
立役者を 2 人登場させた。先に記した平岡 煕と比留間賢
八である。ここでは時代順は逆になるが、楽器紹介を兼
ねて比留間賢八を先に取り上げる。本稿の歴史の記述で
は敬称を略すことをお許しいただきたい。また、「明治」
などの和暦は 45 頁以降の年表に表記しているので、文
章では海外との比較のため、西暦表記とする。

◉比留間賢八
　比留間賢八は 1867 年 3 月 15 日、東京四谷で絹織物業
を生業とする比留間安五郎と咲の間に七男一女の末子と
して生を享けた。8 番目の子ゆえ「賢八」と名付けられ
たが、父親は賢八が名前通り賢いことを見抜き、将来は
医師にすべく 12 歳からドイツ協会「外国語学校」に入
れてドイツ語を学ばせた。賢八はその後、ドイツで林学
を学んだ学者、松野 櫚の屋敷に書生として仕えた。「書生」
とは明治・大正期に、他人の家に住み込みで雑用などを
任される学生のことである。松野夫人のクララはドイツ

特集：明治期のギター -本文.indd   28 2022/02/09   14:07:45
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　フェルナンド・ソルは自著『ギター教則本』の“楽器”
の項で、以下のように述べている。

　「私がいつも好んできたギターを挙げてみると次のよ
うである。マドリッドのアロンソ、カディスのパヘスと
ベネディス、マラガのホセ・マルティネスとマヌエル・
マルティネス、このマヌエルの弟子で後継者のラダ、そ
してパリのラコート氏のギター」

　ホセフ・パヘスJoséf Pagés（1740年頃～1822）はセビー
リャのエシハ出身で、1760 年頃にカディスに移ったギ
ター製作家。彼の弟のフアン・パヘス Juan Pagés もま
たカディスで有名なギター製作家である。
　ホセフ・セバスティアン・ベネディッド・ディアス
Josef Sebastián Benedid Díaz（1760-1836）はカディス
出身のギター製作者（ソルの書いた「ベネディス」はフ
ランス語表記）。彼の 9 人の子供のうち少なくとも 3 人、
ホセ、ホアキン、マテオが父親の職業を継いだ。ドン・
ホセフはカディス派の最も重要なギター製作家の 1 人で
あり、扇形力木を使い始めた人でもある。
　パヘスやベネディッドを祖とする 18 ～ 19 世紀のカ
ディスのギター製作家達は「カディス派」と呼ばれ、後
に登場するアントニオ・デ・トーレスにつながる扇形力
木構造などを採用している。
　カディスはイベリア半島の南西、大西洋に面する風光
明媚な港湾都市で、紀元前から貿易港として栄えた。当
時この地で作られたギターの多くは海を渡り、南北アメ
リカ大陸やヨーロッパ各地に輸出された。

　今回紹介するギターの製作者フアン・ペルフーモ・マ
スネア Juan Perfumo Masnea は 1800 年頃にスペインの
カディスに生まれた（ペルフーモは「香水」を意味す
る）。彼のギター製作における師弟関係は分からないが、

「カディス派」の伝統は明らかに引き継いでいる。1835
年のカディス市の記録には彼の職業は「大工」とあり、
1839 年の同記録には「ギター製作家」となっている。
30 代半ばに大工からギター職人になったようだ。彼は
カディスの中で数回工房を移転しているが、1860 年 3
月 31 日に海で溺死している。この楽器のラベルには以
下のように書かれている。

カディスでの自作品
フアン・ペルフーモ
ヌエバ通りを抜けた

フラメンコ通り 197 番地
1843 年

❹ペルフーモ詳解（写真：木田新一）

特集：明治期のギター写真.indd   38 2022/02/07   13:27:37
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❶ルネッサンス時代に書かれたリュート
曲の 3 曲目はジョヴァンニ・バティスタ・
ダッラ・ゴステナ（c.1558-1593）による

〈ファンタジア〉です（次号もゴステナ
を取り上げます）。ゴステナはジェノヴ
ァの大聖堂の楽長を務めた作曲家で、最
期は他殺という不可解な死を遂げたそう
です。
　それ以外のゴステナに関する情報はあ
まり残っていませんが、ゴステナの甥で
リューティストであったシモーネ・モリ
ナーロが出版したリュート曲集にゴステ
ナのファンタジア 25 曲が収められてい
ます。ゴステナの楽曲はリュートにおけ
るポリフォニー音楽の頂点を成すと言っ
ての良いものですが、今回取り上げる〈フ
ァンタジア〉は〈第 25 番〉で最後の 1
曲ですが、他の彼のファンタジアは厳格
で荘厳な印象に対し、このファンタジア
は諧謔味あふれる半音階を交えたテーマ
で始まり、最後までこのテーマが曲を支
配しています。次号では対照的なファン
タジアを取り上げます。
　拍子に関しては音符に書き換えるとき
には 4/4 拍子で書いていますが、実際に
は 2 拍子で捉えると良いテンポ感で演奏
できると思います。他の曲も例外ではあ
りません。
　各声部の繋がりを保つために運指を変
えた所もありますが、この運指が絶対で

はないので、ぜひご自身の運指を見つけ
てみてください。　　　　（松本富有樹）

❷以前にも紹介したセルバンテスの曲
で、題名〈クリクリ〉はニワトリの鳴き
声と思われる。ポルカ調の陽気な曲で、
前半 2 小節目に現れる 8 分音符（「ソ」
の同音反復）はニワトリが「コツコツ」
と鳴くのを描いているようである。生ま
れ故郷のキューバという国に翻弄され、
波乱の人生を送ったセルバンテスだから
こそ、何気ない平和な出来事が彼の目に
は大切なことと映ったのかも知れない。
　演奏にあたっては指運びが難しくなっ
ているため、リズムパターンを崩さなけ
れば、多少の音は省いても良いかなと思
っています。　　　　　　　  （柴田 健）

❸ My Favorite Things （邦題：私のお気に
入り、リチャード・ロジャース作曲、オ
スカー・ハマースタイン 2 世作詞）は、
ミュージカル『サウンド・オブ・ミュー
ジック』（1959）のうちの 1 曲で、ジョン・
コルトレーンの演奏であまりにも有名な
ジャズのスタンダードナンバーであり、
美しい旋律と 3 拍子の軽快なリズムが印
象的な名曲です。
　編曲にあたっては原曲の調性であるホ
短調をそのまま採用して、開放弦（特に
⑥弦 E の音）を多用することで、ギタ

ーの持つ繊細な音色と音楽的な安定感が
共存するようなサウンドを目指しまし
た。
　演奏の際には、軽快な 3 拍子というよ
り、少しルーズな粘りのある 3 拍子を意
識してみてください。そうすることで、
クラシックギターの音色とジャズのエッ
センスが絶妙に融合した素敵な音楽にな
ると思います。
　技術的に難しい箇所もありますが、ク
ラシックギターの新しいレパートリーと
して沢山の方に気に入って頂けると幸い
です。　　　　　　　　　　 （閑喜弦介）

❹キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より、今月は第 32 番～
第 39 番を掲載する。
　第 32 番は古典派の鍵盤曲を想わせる
2/4 拍子の軽やかな小品。第 33 番はア
レマンデ。第 34 番では 1st にオクター
ヴ音型、第 35 番では装飾的なスラーの
音型が見られ、次第に技巧的になってい
く。
　第 36 番からは調性がイ長調に代わる。
第 37 番は 3 拍子の軽快な舞曲、第 38 番
のエコセーズでは同主調のイ短調とな
り、第 39 番はイ長調に復してのマーチ。
この 4 曲を「起・承・転・結」のセット
として通奏してみるのも面白いだろう。

（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ゴステナ（松本富有樹 移曲）／ファンタジア第 25 番
Giovanni Battista Dalla Gostena / Fuyuki Matsumoto：Fantasia No.25

❷セルバンテス（柴田 健 編曲）／クリクリ
Ignacio Cervantes / Kén Shibata：Cri-Crí

❸ロジャース（閑喜弦介 編曲）／私のお気に入り
Richard Rodgers / Gensuke Kanki：My Favorite Things

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
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