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福田進一

　福田進一
――――――――――――
　Shin-ichi Fukuda
1955年大阪生まれ。1981年パリ国際ギターコンクールでグランプリ優勝。以後、約40年にわたり、ソロ・
リサイタル、主要オーケストラとの協演、超一流ソリストとの共演を続け、ボーダーレスな音楽への姿勢
は世界中のファンを魅了している。2017年からウィーン・フィル元コンサートマスターのライナー・キュッ
ヒルとの演奏活動を開始。
大阪音楽大学、広島エリザベト音楽大学、上海音楽院（中国）、アリカンテ大学（スペイン）各音楽大学
のギター科客員教授。東京、アレッサンドリア、ハインスベルグ、コブレンツ、GFA（全米ギター協会）
など、主要国際ギターコンクールの審査員を歴任。また、2021 年に始まった「メルカリ・コンサート／
ギターオーディション」では審査員を務めている。2019 年公開の映画『マチネの終わりに』（監督：西谷 弘、
主演：福山雅治、原作：平野啓一郎）では、クラシックギター監修を担当した。
ディスコグラフィーは既に 100タイトルを超える。2020 年はフルートの工藤重典とのアルバム『音の旅
～夜明けのセレナーデ』（マイスターミュージック）、荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司のギタリ
スト 4名によるデュオ曲集『DUO2』（日本コロムビア）をリリース。
最新アルバムは 2021 年 7月にリリースされた『バロック・クロニクルズⅡ～異邦人～』（マイスターミュー
ジック）。
2022 年 5月にはアストル・ピアソラの生誕 100年・没後 30年にちなんだピアソラ作品集CDをマイス
ターミュージックより、また、ドイツのバロック・リュートの大家シルヴィウス・レオポルド・ヴァイス
作品のギター編曲譜を現代ギター社より発売予定。
インターネットラジオOTTAVA で 2020 年 9月から 2021 年 5月にわたって放送されたクラシック専門
番組『6弦上のアリア』でパーソナリティを務めた。ネットでは『福田進一 ザ・ギターレッスン』を開講。
OTTAVA-TV、ぶらあぼ cafe で配信、好評を得ている。
平成 19年度「外務大臣表彰」受賞。平成 23年度芸術選奨「文部科学大臣賞」受賞。

福田進一オフィシャルウェブサイト : https://shin-ichi-fukuda.themedia.jp

2022. 5/15（日）
東京文化会館 小ホールにて
リサイタル開催！

Cover StoryCover Story 新たなるスタンダードを求めて新たなるスタンダードを求めて

福田進一
Shin-ichi FukudaShin-ichi Fukuda

委嘱新作
杉山洋一／断絶のバラード初演
CD 「ピアソラ作品集」リリース
ヴァイス作品集出版

インタビューインタビュー

2022 年 2 月 8 日　東京・現代ギター社
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）
Photo：Takanori Ishii
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新春恒例の GG 福田進一ニューイヤーコンサート。2022 年
も未だ収束しないコロナ禍で旅行もままならぬ中、音楽でヨー
ロッパと南米を巡るべく「内に秘めた旅への想いを……」と
題してマチネとソワレの 1 日 2 回公演で開催された。かつて
はよく耳にしたけれども最近は聴く機会が少なくなった名曲
たち、しかも巨匠セゴビアのレパートリーがたっぷり取り上
げられて懐かしさを漂わせる中、福田らしい新ネタもしっか
り用意されていた。それはメルツの〈リゴレットによる幻想
曲〉。福田はメルツの手書き譜をインターネットの片隅から発
掘し、解読したという。ヴェルディのオペラ「リゴレット」
からテーマを採った幻想曲だが、減七の和音が指板を駆け巡
るようなメルツの激しい部分が強調された曲で、正月気分を
吹き飛ばしてくれた。

【ヨーロピアン・マチネ・プログラム】
トリスタンの嘆き（13 ～ 14 世紀、作者不詳）／テルプシコー

レ舞曲集よりクーラント I ～クーラント II ～バレエ～ラ・ヴォ
ルタ（プレトリウス）／リゴレットによる幻想曲（メルツ）
／6つのカタルーニャ民謡（リョベート）／ポーランド組曲（タ
ンスマン）／組曲「スペインの城」より 8 曲（M ＝トローバ
～セゴビア選）

【ラテンアメリカ・ソワレ・プログラム】
ベネズエラ組曲より前奏曲、4 つのベネズエラ・ワルツ（ラ
ウロ）／コロムビア組曲第 4 番よりボゴタ風ノスタルヒア、
同第 2 番よりポロ（モンターニャ）／前奏曲第 3 番、マズル
カ・ショーロ、ガヴォット・ショーロ、前奏曲第 5 番（ヴィ
ラ＝ロボス）／ 5 つの南米風前奏曲（カルレバーロ）／情熱
のマズルカ、フリア・フロリダ、追憶のショーロ、パラグア
イ舞曲第 1 番（バリオス）
                                     ［1 月 15 日／東京・Hakuju Hall］
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　今月号から 4 年振りに復活する本誌の技術講座『Points 
of Guitar Technique』のコーナーを担当することになりま
した松尾俊介です。今シーズンの連載ではギターの本当
の基本的な技術を一つ一つフォーカスしていきます。よ
ろしくお願いいたします。
　初回は特別編として、クラシックギターには切っても
切れない「爪」について特集します。

◆指頭奏法がおススメ !?
　読者の皆様のなかには、私よりも長い期間ギターを弾
いていらっしゃる方や、クラシックギターを始めて色々
なな知識を集めて『現代ギター』誌に辿り着いた……と
いう方、等々、様々な方がいらっしゃると思います。こ
の様々なレベルの方に共通の味方であり敵にもなるのが

「爪」でしょう。
　クラシックギターも大雑把に言うとフェルナンド・ソ
ル（1778-1839）の時代までは指頭奏法が主流でしたし、
現在でも少数派ではありますが、指頭奏法の演奏家もい
らっしゃいます。
　しかし、楽器の性能が格段に進化した現代のクラシッ
クギターにとって、爪を使うことのメリットはあまりに
も大きく、ギター演奏の右手には、指先部分だけに限定
しても、「右手の動作」と「爪の形」の 2 つの安定が求
められるようになりました。したがって、爪を上手く作
るためには右手の自然な動きが大切なのです。
　もし、時間が許すのであれば（覚悟と根性があるのな
ら）、一度爪を切ってしまい指頭だけでギターを弾いて
みることが、右手の自然な動きを知るために何よりオス
スメです。私が最初に師事した故・渡部延男先生は、教

ギター演奏に適した爪の作り方
特集／ Points of Guitar Technique

ギタリストにとって永遠の課題であり悩みの種でもある右手の爪。演奏に適した爪とは何か？ その形状、
コンセプト、作り方、メインテナンス、等々。今月号より復活する「Points of Guitar Technique」特別編と
して、ギター演奏に適した爪の作り方を取り上げる。解説は爪について飽くなき探究を続けているギタリス
トの松尾俊介。加えて森田綾乃によるモデルを使った爪の作り方の実演も紹介する。

わり始めた最初の 2 年間ほどは「まだ爪は必要ない」と
おっしゃって、爪に惑わされずに、右手の自然な動きと
指先の感覚が体得できるように、とても丁寧に教えてく
ださいました。この経験は今でも役立っています。
　とは言え、さすがにいきなり爪を切って一定期間は
指頭奏法で……というのはハードルが高過ぎますので、
様々な爪の形やアプローチに可能な限り対応できる爪の
作り方について解説していきましょう。

◆右手のタッチ～爪が邪魔？
　まずは写真 1 をご覧ください。ここに示した通り右指
がどのように弦と接して発音するかが、爪を考える上で
最も基本的な部分になります。写真 1- ①と写真 1- ②は
弦に対して指の軌道は直角ではなく角度がついており指
の機能はほぼ同じですが、写真 1- ③は爪が関わると、「指
頭→爪で弦を一度ホールド→リリース」とまったく異な
る発音機構を持ちます。どれも間違いではないのですが、
爪に関してはまったくコンセプトが変わってくるため、
ここでは右手をシンプルな運動で演奏できる角度のつい
た奏法をベースに進めていきます。
　最も基本的な動作として、写真 2 の動きのなかで、手
を握る動作と関節の形が変わらず（逆に反らず）、自然
な軌道を爪が邪魔しないことが前提になり、この動きだ
けで音色などを作るのがシンプルで機能的なギターの弾
き方でもあります。
　よく見かける危険な爪の使われ方の代表的なものに、

「爪が引っ掛かる」「横滑りする」（写真 3）、アルアイレ
で「弦を弾き上げる」（写真 4）があります。
　「引っ掛かり」や「横滑り」は、発音に自分の意志で

松尾俊介／ Shunsuke Matsuo
パリ国立高等音楽院ギター科首席卒業。東京国際、アントニー国際など内外の国際ギターコン
クールでの受賞歴多数。2005 年に 1st.CD『Varie1』でデビュー。NHK-FM 名曲リサイタル、
ベオグラード国際ギター芸術祭、サラエボの冬、東京オペラシティ「B → C」、東京春音楽祭な
どに出演し多彩な演奏活動を展開している。CD『Varie4/Ponce Guitar Works』『ギターが奏で
るバッハの世界』『トリアエラ～ディアンス作品集』『エキノクス～武満徹へのオマージュ』を
発表し、いずれもレコード芸術特選盤に選出されている。
Website  http://shunsukematsuo.com/

執筆者紹介

022-27：特集／ギター演奏に適した爪の作り方.indd   22 2022/03/08   19:24:43



32　Gendai Guitar32　Gendai Guitar

噂のアコースティックギタリストを招待し、その
人となりや音楽に懸ける情熱、クラシックギター
との接点などを紹介する新コーナー『アコギ談
義』。第 1回目のゲストは、カントリー・ブルー
スやフィンガースタイル・ギターを日本に浸透さ
せた大巨匠、打田十紀夫が登場です。

1958 年三重県四日市市出身。東京工業大学理学部中退。カントリー・ブ
ルース・ギターの巨匠ステファン・グロスマンに師事し、1987 年にロサ
ンゼルスでステファンのライヴにゲスト出演。その後、当時日本では馴染
みのなかった“カントリー・ブルース”や “フィンガースタイル・ギター”
の魅力を日本に浸透させるべく、音楽誌での原稿執筆、教則本、ライヴ・
クリニック、CD、メディアへの楽曲提供など多方面で尽力する。リットー
ミュージックより発売の『カントリー・ブルース』（1993 年）、『ブルー
スギターの常套句生』(1997 年）は大ヒットしロングセラーになっている。
2007 年には師匠ステファン・グロスマンとのデュエット CD『Bermuda 
Triangle Exit』が米リリース。海外ではアメリカ、フランス、中国など
でライヴを開催した。2011 年 10 月には、米ミシシッピー州グリーンウッ
ドでラジオ局 WABG 主催「ロバート・ジョンソン生誕 100 周年記念フェ
スティバル」にも出演した。また、ステファン、ジョン・レンボーン、ボ
ブ・ブロズマンほか、欧米の世界的ギタリストらを招きジョイント・ジャ
パン・ツアーを継続的に開催した。
TV 番組「Fly Fishing Area Guide」のテーマ曲『思い出の鱒釣り』（1998
年）はアイリッシュ・テイストで美しく、全国的に話題を呼んだ。6 弦の
アコースティック・ギター、リゾネーター・ギター、12 弦ギターなど常
に 3、4 本のギターを持って、全国ライヴ・ツアーも精力的に行なってい
る。ライヴでは、お客様の笑顔が絶えない楽しいショーをモットーにして
いる。独創的で抒情的なそのオリジナル曲は、ルーツに根ざしたものであ
ると同時に、常にギター・ミュージックの可能性に挑んでいる。またプロ
レス・ファンとしても有名で、プロレス・トークはもちろん、楽曲にはプ
ロレスをイメージした曲も多くある。
現在までに、CD、楽譜集、教則本、DVD など、作品多数発表。モーリス・
ギターより打田十紀夫シグネチャー・ モデル発売：SC-123U・SC-16U 
(2014 年）、SC-145U・SC-32U(2020 年）。（株）新上から発売の人気
の商品、TAB サムピック、ジャイアント・ボーン・バー （スライド・バー）
の監修でも知られる。

公式 HP http://www.tokiouchida.com/
Twitter https://twitter.com/tokio_uchida

2022 年 1 月 26 日　GG サロン
インタビュアー：安藤政利　写真：宮島折恵

●ブルースをバックボーンにしたフィンガー・ピッキングス
タイルを確立─────────────────────
──まずはギターを始められたきっかけを教えてください。
打田　今の僕からは想像がつかないかもしれませんが、高校
時代は演歌が大好きで、ラジオ局主催ののど自慢コンクール
で優勝するくらいの腕前だったんですよ（笑）。その後、理系
の大学に入ったのですが、どうしても演歌歌手への夢が捨て
きれず、流しになって自分の歌を聴かせたい、そのためには
ギターを練習しよう、と思ったのが最初のきっかけです。
──最初は弾き語りでギターを練習されたのですね。
打田　はい。でも、流しの弾き方入門みたいな教則本はどこ
にも売っていなくて。フォークギター入門を買って練習して
いたのですが、ある雑誌にのちの師匠になるステファン・グ
ロスマンの来日インタビューと、彼が書いた「ブルースの弾
き方」という記事が載っていたんです。それを見よう見まね
で練習していると、フォークを弾いている友人が「上手い！」っ
てとても誉めてくれたんですよ。
──それからブルースを弾くようになった？
打田　そうなんです。ただ、やはり当時はブルースの教則本
もあまり売っていませんでした。ステファンのインタビュー
記事にも「ブルースギターは昔のブルースマンの演奏を聴い
てコピーをするものだ」と書いてあったので、輸入盤屋に出
掛けて、ブラインド・ブレイクなどの古いブルースギタリス
トのレコードを見つけてきては、それを必死でコピーしまし

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

打田十紀夫 Tokio Uchida

2021年8月5日／GGサロン
インタビュアー：渡邉弘文 本編長 
撮影：池上直哉

鈴木大介のニューアルバム、『ギターは謳うMy Guitar's
Story』がリリースされた。
武満 徹 没後25年にあたる今年、『ギターのための12の
歌』を約20年ぶりに全曲録した他、ディアンス作品、そ
してピアソラやデューク・エリントン、ジャン・ルノワール
などの“大介アレンジ”を含む究極のポピュラー名曲に
ついて大いに語ってもらったので紹介したい。

今月の
ゲスト

打田十紀夫
Tokio Uchida

1
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❶ルネッサンス時代に書かれたリュート
曲の 4 曲目は先月号に引き続きゴステナ
のファンタジアを取り上げます。〈ファ
ンタジア・セッティマ（第 7 番）〉は前
号で取り上げた第 25 番とは対照的で、
荘厳かつ作品の規模も大きなものとなっ
ており素晴らしい曲です。
　出だしは他のファンタジア同様、テー
マが単旋律で始まり、他の声部が順を追
って提示されます。ソプラノ、アルト、
テノール、バスという順番でテーマが出
てくるので意識しながら演奏してみると
聴こえ方が変わり、よりこの作品を楽し
めるかと思います。
　中間部から半音進行が含まれた非常に
印象的なテーマが出てきて、その後ディ
ミニューション（メロディーを分割して
細かな音で変奏していくこと）セクショ
ンを通ってエンディングを迎えます。
　ゴステナはリュート奏者以外にはほと
んど認知されていない作曲家ですが、16
世紀のポリフォニー作曲家の頂点に君臨
する人物といっても過言ではなく、もっ
と多くの方々に知って頂きたい作曲家で
す。
　私の CD『ロス・マエストロス』にも
収録していますので、ぜひお聴き頂けれ
ば幸いです。　　　　　　（松本富有樹）

❷ソルの作品番号なしの「アリアと変
奏」。1810 年頃にパリでサルバドール・
カストロ・デ・ヒスタウ（c.1770-f.1831）
が刊行した「Journal de Musique Etrangèe 
pour la Guitare ou Lyres」（ギターまたはリ
ラのための外国音楽ジャーナル）に掲載

されたものである（プレートナンバー
2）。カストロはスペイン出身で、このジ
ャーナルの大半は彼自身が作曲したギタ
ー曲やギター伴奏を付けたスペイン・イ
タリア歌曲で占められており、その中に
ごく一部ではあるが、ソルやモレッティ
の曲も掲載されている。ソルの名前は

「FERNANDO SORS」と表記されている。
　カストロはソルの〈主題と変奏曲〉を
3 曲出版している。うち 2 曲は後のメッ
ソ ニ エ 版 で〈Op.3〉〈Op.12〉〈Op.20〉
として、追加を添えたり、改編されたり、
同一主題を用いた別の変奏曲として出版
されたが、本掲載譜の〈主題と変奏曲〉
はカストロ版のみ存在している。半音階
的な主題と 6 つの変奏で構成されてお
り、他のカストロ版出版譜と同じくソル
のスペイン時代に書かれたものと推測さ
れる。　　　　　　　　　　　（編集部）

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 40 番の
ワルツを掲載する。　　　　　（編集部）

❹ 1976 年の TV アニメ『母をたずねて
三千里』のオープニングテーマです。イ
タリアの少年マルコがアルゼンチンに出
稼ぎに行った母を探す長い旅を描いた作
品。制作には巨匠・高畑 勲、宮崎 駿ら
も関わっており、当時のアニメとしては
珍しい海外ロケも敢行するなど、妥協せ
ず緻密に制作された名作です。
　このテーマ曲はケーナやチャランゴを
使用したフォルクローレのリズムが取り
入れられ、広大なアルゼンチンを旅する

マルコのひたむきな姿を思い起こさせま
す。
　冒頭の物悲しいミロンガ風のリズムか
ら、24 小節目からのアルペジョに向か
って徐々に力強さを増していくことを意
識しましょう。36 小節目からは勇敢な
マルコの旅立ちをイメージして演奏して
ください。　　　　　　　　（米阪隆広）

❺ 1985 年に、テレビ番組から誕生した
女性アイドルグループ「おニャン子クラ
ブ」が活動を開始しました。彼女達は後
のモーニング娘や AKB48 のようなアイ
ドルグループによるパフォーマンスの始
まりだと言えるでしょう。この〈バレン
タイン・キッス〉は「国生さゆり with
おニャン子クラブ」というユニットで歌
われヒットしました
　曲調は、明るく、リズミックに楽しさ
を感じて弾きましょう。 A メロは 2 拍・
4 拍を少し強めに 8 ビートのノリを意識
しましょう。 B メロは 3+3+2 のベース
のリズムに乗せて軽やかに対比を出して
ください。 C は 4 つで刻むベースの上
にメロディーを元気に乗せるようにしし
ょう。コーダの繰り返しの 2 小節には少
しアドリブのようなフレーズを入れてみ
ました。他の音型で自由に弾いてみるの
も面白いでしょう。　　　　（平倉信行）

※平倉信行氏による参考演奏動画を QR コード
からご覧頂けます。

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 7 番
Giovanni Battista Dalla Gostena / Fuyuki Matsumoto：Fantasia No.7

❷ソル／アリアと変奏 WoO
Fernando Sor：Air Varié WoO

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

❹坂田晃一（米阪隆広 編曲）／草原のマルコ
Koichi Sakata / Takahiro Yonesaka：Marko on the meadows

❺瀬井広明（平倉信行 編曲）／バレンタイン・キッス
Hiroaki Sei / Nobuyuki Hirakura：Valentine Kiss
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