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五木ひろし

五木ひろし
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Hiroshi Itsuki

1948 年 3 月 14 日生まれ、福井県三方郡美浜町出身。本名・松山数夫。
1964 年に「コロムビア全国歌謡コンクール」で優勝し、コロムビアレコー
ドよりデビュー。
1970 年「全日本歌謡選手権」でグランドチャンピオンに輝き、翌 1971
年「五木ひろし」として「よこはま・たそがれ」を発表。この曲の大ヒッ
トにより数多くの賞を受賞し一躍ミリオンセラー歌手となる。
NHK 紅白歌合戦 50 回連続出場（歴代第 1 位）の他、日本レコード大賞“大
賞”２回、“最優秀歌唱賞”3 回（歴代第 1 位）、“金賞”10 回（歴代第 1
位）をはじめ、数々の大記録を打ち立てている。
年間多数の公演をこなし、これまでに実施したコンサートの回数は 7,000
公演以上。劇場公演数は 5,000 公演以上を誇り、それらの観客動員数は
延べ 2,000 万人以上である。
海外でも多数の公演を行ない、ラスベガス（ヒルトンホテル）、シドニー（オ
ペラハウス）、ニューヨーク（リンカーンセンター）をはじめ、ホノルル、
サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、トロント、ブラジル、イスタン
ブール、アンカラ、ソウル、台北、高雄など世界各都市での実績を持つ。
また、近年各方面からの評価が高まり芸術選奨文部科学大臣賞（2004 年）、
紫綬褒章（2007 年）、旭日小綬章（2018 年）などを受章した。
2021 年には五木ひろしとしてデビュー 50 年を迎えた。

五木ひろし公式サイト : https://www.itsuki-hiroshi.co.jp/

村治佳織、 清塚信也とのコラボレーション・アルバム発売！

Cover Story

DREAM ―五木ひろし
　 J-POPを唄う―

ファイブズエンタテインメント設立20周年特別企画

［収録曲］
  1. 少年時代   ●清塚信也（Pf）   ◆井上陽水
        作詞：井上陽水／作曲：井上陽水、平井夏美／編曲：清塚信也

  2. 木蘭の涙   ●村治佳織（G）   ◆スターダスト☆レビュー
        作詞：山田ひろし／作曲：柿沼清史／編曲：小関佳宏、坂本裕介

  3. 糸   ●清塚信也（Pf）、村治佳織（G）   ◆中島みゆき
        作詞・作曲：中島みゆき／編曲：清塚信也

  4. メロディー   ●村治佳織（G）   ◆玉置浩二
        作詞・作曲：玉置浩二／編曲：村治佳織

  5. 三日月    ●清塚信也（Pf）   ◆絢香
        作詞：絢香／作曲：西尾芳彦、絢香／編曲：清塚信也

  6. ハナミズキ   ●清塚信也（Pf）   ◆一青窈
        作詞：一青窈／作曲：マシコタツロウ／編曲：佐藤和豊

  7. 桜坂   ●村治佳織（G）   ◆福山雅治
        作詞・作曲：福山雅治／編曲：山下康介

  8. 雪の華   ●清塚信也（Pf）   ◆中島美嘉
        作詞：Satomi ／作曲：松本良喜／編曲：清塚信也、坂本裕介

  9. 最後の雨   ●清塚信也（Pf）   ◆中西保志
        作詞：夏目 純／作曲：都志見 隆／編曲：清塚信也、坂本裕介

10. 日本に生まれてよかった   
      ●清塚信也（Pf）、村治佳織（G）  ◆五木ひろし
        作詞：都倉俊一、照井 卿／作曲：都倉俊一／編曲：佐藤和豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆はオリジナル歌唱者定価 3,300 円（本体 3,000 円＋税）　FKCX-5100　好評発売中
制作・発売：（株）ファイブズエンタテインメント
販売：キングレコード株式会社

昨年「五木ひろし」の芸名でのデビュー 50 周年を迎
えた国民的歌手の五木ひろしが、2022 年 3 月 16 日に
自身初となる J-POP のみを収録したカバーアルバム

『DREAM ～五木ひろし J-POP を唄う～』をリリースし
た。今作のレコーディングには、本誌でもお馴染みのギ
タリスト村治佳織とピアニストの清塚信也が参加。ギ
ターファンも注目のこの新作について、五木ひろしにお
話を伺うことができたので紹介したい。

◆ J-POP カバーアルバム『DREAM』リリース―――
――この度リリースされた新譜『DREAM ～五木ひろし
J-POP を唄う～』には、クラシックギタリストの村治佳
織さんとピアニストの清塚信也さんが参加されています
ね。どういう経緯でお二人とアルバムを制作することに
なったのか教えてください。

インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）

012-18：五木ひろしインタビュー.indd   12 2022/04/06   9:57:46
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リリース記念ライブ
『DREAM―五木ひろし J-POP を唄う―』

CD『DREAM―五木ひろし J-POP を唄う―』をリリースし
た五木ひろしが、発売記念ライブを 3 月 22 日・23 日に東京・
丸の内 COTTON CLUB で開催した。レコーディングに参加
した村治佳織、清塚信也も出演し豪華な布陣でのライブとなっ
た。CD ジャケットと同じ衣装を纏った五木が颯爽と登場し

〈VIVA・LA・VIDA !〉を歌い始めると会場は一気にヒートアッ
プし観客はノリノリで手拍子を贈る。やんやの喝采の中、五
木の紹介を受けた村治佳織が舞台に登り CD 収録の 3 曲を演
奏。雰囲気は一転し、しっとりとした美音をたおやかに奏で
る村治のギターに五木の情感溢れる歌声が絡み、コロナ禍に
疲れた人々を慈しみ心根に沁み入るようなバラードが歌い上
げられた。村治はソロで〈禁じられた遊び〉〈タンゴ・アン・
スカイ〉も披露した。続いて清塚信也が登場、こちらも 3 曲
を演奏し五木と息の合ったところを聴かせる。五木をボスと
呼び軽妙なトークで湧かせるかと思えば、ソロの〈ラプソディ・
イン・ブルー〉ではアドリブを織り込んだ超絶技巧をビシッ

とキメてみせるところも心憎い。3 人の揃い踏みでは今回の
レコーディングのきっかけになった〈糸〉とアルバムの掉尾
を飾る〈日本に生まれてよかった〉が演奏され一流奏者なら
ではの見事なアンサンブルを聴かせてくれた。最後は再び五
木のソロで 2 曲、そして次回のシングル曲であり自ら作曲も
手掛けた〈北前船〉も特別に披露されてライブは締め括られた。
プログラム：五木ひろしソロ／ VIVA・LA・VIDA ! ～生きて
るっていいね !、五木ひろし＆村治佳織／桜坂、メロディー、
木蘭の涙、村治ソロ／禁じられた遊び、タンゴ・アン・スカイ、
五木＆清塚信也／少年時代、三日月、ハナミズキ、清塚ソロ
／ラプソディ・イン・ブルー、五木・村治・清塚／糸、日本
に生まれてよかった、五木ソロ／遠き昭和の…、夜明けのブ
ルース、北前船　
出演：五木ひろし（Vo）、村治佳織（G）、清塚信也（Pf）、山
根旦裕 （Key）、石井夕紀 （Vn）

［3 月 22 日／東京・COTTON CLUB］

五木ひろし   村治佳織   清塚信也
Hiroshi Itsuki Kaori Muraji Shinya Kiyozuka

012-18：五木ひろしインタビュー.indd   16 2022/04/11   13:01:09
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写真：池上直哉

共に人気・実力を兼ね備えたヴァイオリンの礒 絵里子とギ
ターの河野智美によって結成されたデュオ・パッシオーネの
デビュー CD『グラシア』発売記念コンサートが東京・銀座
の王子ホールで開催された。CD 収録曲が中心のプログラム
であったが、冒頭の 2 曲は CD 未収録のものが演奏された。〈カ
ンタービレ〉はヴァイオリンとギターのためのオリジナル作
品であり、ヴァイオリンはもとよりギターも名手であったと
伝わるパガニーニによる。〈中国の太鼓〉はこれも名ヴァイオ
リニストのクライスラーがサンフランシスコのチャイナタウ
ンで耳にした中国の音楽に触発されて書いたものとされるが、
今回演奏された編曲版では冒頭のタンボーラなどギターが打
楽器的な役割も受け持ち効果的に使われていた。《ルーマニア
民俗舞曲》は素朴ながらも力強い小舞曲集であるが、特に終
盤のリディア調による〈ルーマニア風ポルカ〉から〈速い踊り〉
への展開では、礒と河野は抜群のコンビネーションで一気呵
成に畳み掛けた。その後はスペインと南米作品を演奏。ユニッ

ト名そのままの情熱的な演奏もさることながら、〈ブラジル
風バッハ〉のアリアや〈オブリビオン〉で聴かせた情感溢れ
る艶やかな歌心もこのデュオが持つ強力な武器であろう。最
後は〈スペイン舞曲第 1 番〉を華やかに奏でて締め括り、満
場の大喝采を浴びた。
プログラム：カンタービレ（パガニーニ）、中国の太鼓（クラ
イスラー～原 善伸＆島根 恵）、ルーマニア民俗舞曲（バルトー
ク～レヴァリング）、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）、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）、
タンティ・アンニ・プリマ（ピアソラ）、オブリビオン（ピ
アソラ～啼鵬／河野智美）、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）、
スペイン舞曲第 1 番～歌劇『はかなき人生』第 2 幕より（ファ
リャ～ラゴスニック／クライスラー／河野智美）

［2 月 4 日／東京・銀座王子ホール］

Eriko Iso
礒 絵里子（Vn）

Tomomi Kohno
河野智美

Duo Passione デュオ・パッシオーネ
デビュー CD『グラシア』発売記念コンサート

022-23：河野智美／徳永真一郎.indd   18 2022/04/06   10:29:15



22 Gendai Guitar

クラシックギター検定試験
楽器（ギター）、ギタリスト、作曲家、音楽史、雑学……クラシックギターの様々なジャンルから出題される難問・
奇問揃いの“誌上検定試験”です。「我こそはクラシックギター通」という方はぜひ力試しを。

【特集】

検定試験の受け方
  試験問題は全部で 100 問あります。60 分を目安に解答
してください。
   結果は自己採点です。［1 問（1 点）× 100 問 =100 満点］
グレード別の点数制。
　回答は四肢択一式ですが、記述問題、正解複数の設問も
あります。
　※弊社に解答をお送り頂いても採点いたしかねますのでご了承ください。

 　

69 ～ 60 点
シルバークラス

GGマイスター

スコア別グレード

89～ 80 点

100 ～ 90 点

プラチナクラス

79 ～ 70 点
ゴールドクラス

出題：編集部

1. クラシックギターの標準的な弦長とナット幅は？
　①弦長：640 ㎜／ナット幅：50 ㎜
　②弦長：650 ㎜／ナット幅：52 ㎜
　③弦長：650 ㎜／ナット幅：54 ㎜
　④弦長：660 ㎜／ナット幅：52 ㎜

2. ギターの塗装で昆虫の分泌物が原料なのは？
　①セラック
　②ウレタン
　③カシュー
　④ラッカー

3. 表面板内部に補強として接着し、音色にも大きく影響
する木製の骨組みを何という？
　①力木
　②指板
　③駒
　④魂柱

4. ギターのブリッジにサドル（骨棒）を取り入れた 19
世紀のギタリストは誰？（記述問題）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5. クラシックギターの標準的な弦高は？
　① 1.5mm ～ 2.5mm
　② 2.5mm ～ 3.5mm
　③ 3.5mm ～ 4.5mm
　④ 4.5mm ～ 5.5mm

6. ギター製作家で糸巻まで自分で作った人は？
　①ロベール・ブーシェ
　②シュテファン・シュレンパー

　③マティアス・ダマン
　④トーマス・ハンフリー

7. 写真に示した力木構造を何という？（記述問題）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

8. 最も重いギターは次の 4 つのうちどれ？
　①ホセ・ラミレス 3 世
　②グレッグ・スモールマン
　③イグナシオ・フレタ
　④河野 賢

9. 杉製の表面板の主な特徴は？
　①表面板の色は明るく、軽快な音色
　②表面板の色は明るく、重量感のある音色
　③表面板の色は濃く、軽快な音色
　④表面板の色は濃く、重量感のある音色

10. 手工品ギターの表面板によく使われるスプルースの
種類は？
　①シトカ・スプルース
　②アディロンダック・スプルース
　③ルッツ・スプルース
　④ジャーマン・スプルース

クラシックギター検定試験
超難問！ 全100問！

◆楽器編 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

022-28：特集／検定試験（問題編）.indd   22 2022/04/11   11:06:01
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An Interview with The Castellani-Andriaccio Duo

ラ《ダブル・コンチェルト》を収録した CD は、『ファン
ファーレ』誌と『アメリカン・レコード・ガイド』誌で年
間優秀盤に選ばれた。
　筆者はコロナ禍以前にカステラーニ＝アンドリアッ
チョ・デュオと共に国際ギターコンクールの審査員を務め
たことがあるが、彼らの高いプロ意識とレパートリーに対
する深い知識と理解、そして演奏について、何が足りてい
て、何が足りないのかという、音楽的な本質を即座に見極
める審美眼には敬服した。音楽表現と作曲家の意図を伝え
ることは、すべての音楽活動において最も重要なことであ
る。彼らはギタリストからだけではなく、クリーブランド
弦楽四重奏団やブダペスト弦楽四重奏団などの著名な弦
楽四重奏団に所属する弦楽器奏者からも音楽的な指導を
受けることによって、そうした感覚を培ったのだ。
　カステラーニ＝アンドリアッチョ・デュオは「共有の精
神」を常に活動の中心に据えている。すなわち、コンサー
トでは観客と音楽を共有し、指導においては生徒と知識を
共有し、自ら主宰するレコード会社を通じて最先端の現代
音楽と音楽家の発見を我々と共有しているのだ。
　それに加えて、彼らが長年にわたって演奏してきたギ
ターデュオ・レパートリーの拡充にも務めている。そうし
た活動の一端として、この度、メルベイ社から『ザ・カス
テラーニ＝アンドリアッチョ・デュオ・コレクション』が
出版されることとなった。これは彼らが手掛けたギター二
重奏のための演奏会用編曲作品集の第 1 集であり、他の
デュオもそれらを演奏できるように出版譜として共有し
たいという彼らの希望に拠るものである。表紙にはマイケ
ル・アンドリアッチョが描いた絵画が使用されている。
　ジョアン・カステラーニとマイケル・アンドリアッチョ
は共にイタリア系アメリカ人であり、人々との会話と仕事
と食とに情熱を注いでいる。マイケルは素晴らしいワイン
セラーを所有し、特別なワインとオリーブオイルの組み合
わせによる食事を楽しみ、余暇には絵を描いている。
　今回、筆者は ZOOM を介して二人にインタビューを行
なった。彼らの「デュオの遺産」というべき金言の数々を
以下に紹介したい。

――（テレーズ・ワシリー・サバ）この度、あなたがたは
ギターデュオのための編曲作品集を出版されますね。これ
は素晴らしいニュースで、今まで出版されなかったのが不
思議なくらいです。
マイケル・アンドリアッチョ：はい、私たちは何十年もこ

Interview

カステラーニ＝アンドリアッチョ・デュオ
～ギターデュオの遺産について語る～インタビュアー：テレーズ・ワシリー・サバ

�e Castellani-Andriaccio Duo - Discuss �eir Legacy for Guitar Duos / An Interview by �érèse Wassily Saba

ジョアン・カステラーニとマイケル・アンドリアッチョ
によるギターデュオは、結成から 50 年以上を数えるクラ
シックギター界で最も長い歴史を持つデュオである。彼ら
はデュオであると同時に夫婦でもあり、演奏活動と結婚生
活を現在に至るまで両立させて大きな成功を収めてきた。
　カステラーニ＝アンドリアッチョ・デュオはカナダ国境
近く、トロントからそう遠くないアメリカ合衆国の都市で
あるニューヨーク州バッファローを拠点としている。共に
ニューヨーク州立大学バッファロー校で学び、長年にわ
たって同校の教授も務めた。
　二人はデュオ結成直後の 1975 年にトロントで開催され
た「ギター 75」フェスティバルでデビューを果たし、そ
の後は、ニューヨークのカーネギーホールやワシントン
DC のジョン・F・ケネディ舞台芸術センター、ホワイト
ハウスなど、世界各地の一流ホールで演奏を行なってき
た。彼らの活動は多岐にわたり、多忙な演奏と指導の他に
バッファロー・フィルハーモニック・オーケストラとウ
エスト・ニューヨーク公共放送協会が主催するジョアン・
ファレッタ国際ギター協奏曲コンクールの芸術監督も務
めている。
　また、彼らが 1996 年に設立したレコード会社フレウ・
デ・ソン・クラシックスは、現代音楽の素晴らしいカタロ
グを揃えており、録音される機会の少ないレパートリーの
初録音も数多く行なっている。プエルトリコの作曲家ロベ
ルト・シエラは彼らのために《オブ・ディスカバリーズ》
と《ファンタジア・コレッリアーナ》という 2 つの協奏曲
を作曲している。彼らがイスラエル室内管弦楽団と共に行
なった《ファンタジア・コレッリアーナ》の初演とピアソ

翻訳：渡邊弘文
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❶ルイジ・レニャーニの《新メロディー
集 Op.222》より〈グラン・ポプリ第 1 番〉
を掲載する。この《新メロディー集》に
は 4 曲の〈グラン・ポプリ〉が含まれて
いる。ポプリは接続曲と訳される 19 世
紀前半に流行した楽曲形式で、当時の人
気オペラのアリアなどの旋律を採り、そ
れらをパラフレーズして 1 曲にまとめた
ものである。ジュリアーニによる《ロッ
シニアーナ》が代表的な作例だが、この
レニャーニのポプリも同時代のイタリ
ア・オペラから題材を得ている。
　底本とした 19 世紀の出版譜では版元
が「MILANO F. LUCCA」となっているが、
他に「Jean Canti」という記載もあり、
プレートナンバーも振り直されているこ
とから、複数の版元が同一版下を流用し
たものと思われる。作曲者名は「ルイ・
レニャーニ」と記載されている。
　楽譜には旋律を採ったオペラの作曲者
名と題名が示され、序奏と接続部分には
レニャーニの名前が記されている。以下
に引用部分の原曲を示す。いずれも該当
オペラ中の屈指の名旋律であり、レニャ
ーニの目利きの確かさが伺われる。
　131 頁：ドニゼッティ『ルクレツィア・
ボルジア』第 1 幕・第 3 場のルスティゲ
ッロ、アストルフォと男声合唱〈家訓は
不要／ Non far motto, parti, sgombra〉
　132 頁：ベッリーニ『テンダのベアト
リーチェ』第 1 幕・第 1 場の合唱〈ああ、
殿様 ! こんなにお早く／ Tu, signor ! lasciar 
sì presto〉

　133 頁：ドニゼッティ『ルクレツィア・
ボルジア』第 1 幕・第 1 場のアルフォン
ソ公のアリア〈来たれ、我が復讐よ／
Vieni la mia vendetta〉
　134 頁：ドニゼッティ『ルクレツィア・
ボルジア』序幕・第 1 場、オルシーニの
アリア〈リミニの戦いで／ Nella fatal di 
Rimini〉　　　　　　　　　　  （編集部）

❷今回取り上げる曲はラウレンチーニ・
ダ・ローマの〈ファンタジア〉です。ラ
ウレンチーニの生涯に関してはほとんど
分かっていないのですが、名前から分か
る通り、ローマ出身で 16 世紀半ばから
後半にかけて活躍したリューティストで
す。2 つのリュート曲集（アンソロジー）
に彼の曲が収められています。1 つはラ
ウレンチーニの弟子だったと言われてい
る J.B. ブサールが 1603 年に出版した『調
和の宝庫』というアンソロジーで、当時
の名だたるリュート奏者の曲が収められ
ているのですが、表紙には「神の如しラ
ウレンチーニ」と書かれています。
　もう 1 冊は 1610 年にジョン・ダウラ
ンドの息子のロバート・ダウランドが編
纂した『様々なリュートレッスン』とい
う曲集にもこの〈ファンタジア〉が納め
られており、「もっとも有名で神の如し
ラウレンチーニ」と紹介されています。
フランチェスコ・ダ・ミラノ亡き後は彼
が名声を得ていたようです。
　テーマから始まり各声部が入ってくる
構成は他のファンタジアと同じですが、

この〈ファンタジア〉の特筆すべきとこ
ろは、後半部分に出てくるディミニュー
ション（旋律変奏法の一つ）で、目まぐ
るしく動いていきますが、非常に気品が
あり、この時代のマスターピースと言え
るでしょう。ゆっくりとしたテンポでも
良いので 2 拍子で捉えると流れが良くな
ります。　　　　   　　　（松本富有樹）

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 41 番モ
デラート、第 42 番アルマンド、第 43 番
アンダンティーノを掲載する。（編集部）

❹トレンディー・ドラマと呼ばれた『東
京ラブストーリー』（1991 年）のテーマ
曲としてヒットしました。切なさや心の
動きをバラードではなく、疾走感のある
リズムに乗せています。
　比較的長いイントロですが、ロングト
ーンのメロディーをしっかり感じながら
始まります。9 小節目からの 3 連符のメ
ロディーはこの曲を印象づける一つのテ
ーマのようなものです。ベースの 4 分音
符を均等にしっかり弾いていきましょ
う。 A のテーマは 2 小節で一つのパタ
ーンに作りました。付点のリズムと 4 リ
ズムを 1 セットで感じましょう。 D は
落ち着きをもって弾いてください。メロ
ディーと伴奏の音程が近いので、上手く
弾き分けるように意識してください。

（平倉信行）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶レニャーニ／グラン・ポプリ第 1 番～新メロディー集 Op.222-1
Luigi Legnani：Un Grand Pot-pourri - Recueil mélodies modernes

❷ラウレンチーニ（松本富有樹 移曲）／ファンタジア
Laurencini da Roma / Fuyuki Matsumoto：Fantasia

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小田和正（平倉信行 編曲）／ラブ・ストーリーは突然に
Kazumasa Oda / Nobuyuki Hirakura：Love story wa tosuzenni
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	現代ギター2022年5月号_本文
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