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大萩康司

　大萩康司
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　Yasuji Ohagi

高校卒業後にフランスに渡り、パリのエコール・ノルマル音楽院、パリ国
立高等音楽院で学ぶ。1998 年ハバナ国際ギター・コンクール第 2 位、審
査員特別賞受賞。その後 4 年間イタリアのキジアーナ音楽院でオスカー
･ ギリアに師事し、4 年連続最優秀ディプロマを取得。ギターを萩原 博、
中野義久、福田進一、キャレル・アルムス、アルベルト・ポンセ、オリヴィ
エ・シャッサンの各氏に、ソルフェージュを山田順之介、リュート、テオ
ルボ、バロック・ギターをエリック・ベロックの各氏に、室内楽をラスロ・
アダディ氏に師事。
国内外で精力的に演奏活動を展開し、ソロはもとより、他楽器の一流奏者
や室内楽団、オーケストラとも多数共演。国際的なギターフェスティバル
にも定期的に招聘されコンサートやマスタークラス等を開催。メディアへ
の露出も多く、「NHK トップランナー」「スタジオパークからこんにちは」

「クラシック倶楽部」「ららら♪クラシック」「情熱大陸」「題名のない音楽
会」「たけしの誰でもピカソ」等に出演。
2000 年のデビュー以来、20 枚以上のソロ・室内楽の CD と 2 枚の DVD
をリリースし、いずれも音楽誌等で高い評価を得ている。2019 年にはセ
ルフレーベル「MARCO CREATORS」より波多野睦美との C= テデスコ
の傑作「プラテーロとわたし」の全 28 曲録音をリリース。2022 年には
第 2 弾として「ヴィラ＝ロボス作品集」の発売を予定している。
第 6 回ホテルオークラ音楽賞、第 18 回出光音楽賞受賞。
洗足学園音楽大学、大阪音楽大学各客員教授。

Cover Story

除いた現段階で既にトータルで 75 分以上となっており、1
枚分の CD の収録可能時間を超過してしまいますので、今
回は外しました。どうしても聴きたいという方は、ぜひ『ア
クアレル』をお聴きくださいということで（笑）。
　《5 つの前奏曲》については、これから先のコンサート
で改めて取り組んでみたいと考えています。そうすれば、
また新たな発見もあるでしょうし、解釈も変わってくるで
しょうから、それらがある程度の形になってきたら再録音
を行なってもいいかなと考えています。
――〈ヴァルス・ショーロ〉は 2005 年に発見されたもの
ですね？
大萩：はい、そうです。《ブラジル民謡風組曲》第3曲の〈ヴァ
ルサ・ショーロ〉とは別の曲ですね。
――《12 の練習曲》はマックス・エシッグ刊のノード編
とジガンテ編のどちらを使われたのですか？
大萩：良い所取りというか、両方を少し混ぜながらという
感じです。でも、いわゆる「1953 年版」よりも以前の版、

「1928 年版」には手を出していません。基本的には先に出
版されていたノード編の方に寄せて、ちょっとしたアー
ティキュレーションなどはジガンテ編のものを使わせて
もらいました。

2022 年 4 月 25 日 現代ギター社
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）／写真：宮島折恵

Yasuji Ohagi
セルフレーベルCD第2弾は
ヴィラ＝ロボス作品集！

――大萩さんのセルフレーベル「MARCO CREATORS」
から待望の第 2 作目のアルバムが間もなく発売されると
伺いましたが、今回はどのような内容でしょうか？
大萩康司：今回はヴィラ＝ロボス作品集です。アルバム・
タイトルは『メロディア・センチメンタル』を予定してい
ます。
――ということは当然〈メロディア・センチメンタル〉も
収録されるわけですね。原曲は歌でしたか？
大萩：はい、ヴィラ＝ロボスの最晩年に書かれた声楽と管
弦楽のための《アマゾンの森》という組曲の中の 1 曲です。
元々はオードリー・ヘップバーンとアンソニー・ホプキン
スが主演した映画『緑の館』（1959 年公開）の映画音楽と
して書かれたのですが、後にヴィラ＝ロボス自身が改作し
て《アマゾンの森》となりました。
――その他にはどの曲が収録されていますか？
大萩：《ブラジル民謡風組曲》と《12 の練習曲》を全曲入
れました。それと〈ヴァルス＝ショーロ〉に〈ショーロス
第 1 番〉、そして〈メロディア・センチメンタル〉です。
――《5 つの前奏曲》は入らないのですか？
大萩：《5 つの前奏曲》は以前の『アクアレル』（2007 年）
というアルバムに収録していますし、《5 つの前奏曲》を

012-15：大萩康司インタビュー.indd   12 2022/05/06   10:12:52
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写真：池上直哉

プラテーロとわたし

山下和仁が東京・代々木上原の MUSICASA で次男の山下波
父とジョイント・コンサートを開催した。ゲストとして長女
の山下紅弓も出演し演奏を披露。MUSICASA は 100 席程度
の小規模なコンサートホールであるが、至近距離で山下和仁
の演奏を聴くことができる訳で、これはファンにとっては堪
えられない体験であろう。山下親子の「プラテーロとわたし」
公演は福岡、名古屋、東京で開催され、3 月 17 日の東京公
演はマチネとソワレの 2 回公演で行なわれた。当日は会場の
中 2 階席の座席を取り払ってステージとし演奏者は上階から
階段を降りてそこへ登場して来るスタイルで、さながらバル
コニーで繰り広げられる演奏を階下から見上げるような風情
を感じさせた。最初は和仁・紅弓の CD 収録曲を中心とする
デュオ演奏が行なわれ、続いて和仁、紅弓のソロ演奏と続い
たが、豊かな音量が打ちっぱなしの壁の反響で増幅され、彼
らの楽音が四方から聴き手の全身へと響く。波父・和仁の『プ
ラテーロとわたし』では、長身の波父が良く通る澄んだ声で

ヒメネスの詩篇を朗誦し、和仁のギターと共に詩人と銀色の
毛並みのロバとの魂の交流を鮮やかに描き出した。波父の歌
唱も織り交ぜ見事に音律を紡ぐパフォーマンスは、各曲で描
かれる情景が眼前に浮かぶような出色の出来栄えであった。
プログラム：山下和仁＆山下紅弓デュオ／ロンド（カル）、ス
ライドワルツ（作者不詳／伝エリス）、エア（ヘンデル～山
下和仁）、セレナータ（ハイドン～フォルテア）、カノン（テ
レマン～山下和仁）、グラ―ヴェ（テレマン～山下和仁）、山
下和仁ソロ／ロシアの黎明期の作品より、アダージョ～無伴
奏ヴァイオリン・ソナタ第 3 番 BWV1005 より（バッハ～山
下和仁）、山下紅弓ソロ／シャコンヌ～無伴奏ヴァイオリン・
パルティータ第 2 番 BWV1004 より（バッハ）、山下波父［朗
読］＆山下和仁／『プラテーロとわたし』より～プラテーロ、
アンジェラスの鐘、井戸、月、ロンサール、子守むすめ、死、
愁い、モゲールの空にいるプラテーロへ（C= テデスコ）

［3 月 17 日／東京・MUSICASA］

Kazuhito Yamashita
山下和仁 &

Namifu Yamashita
山下波父

山下紅弓［ゲスト］

写真：池上直哉

Koyumi Yamashita

016-17：山下和仁／鈴木大介.indd   16 2022/05/06   11:16:10
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◆リョベートの時代精神 ――――――――――――――
　クラシック音楽史の研究において、往時のコンサート
評、演奏家や作曲家が交わした個人的な書簡や契約書、
手稿譜、写真画像、録音などの歴史的なアーカイブ資料
は最も重要なものである。これらの資料を調査・分析す
ることで、我々は過去を垣間見ることができ、当時は主
流であった演奏法についてもより深く理解することがで
きるのだ。
　筆者はこうした貴重な資料を遺した人物としてミゲ
ル・リョベート（1878-1938）（写真 1）に注目した。リョ

ベートは 1925 年から 1929 年にかけて、クラシックギター
における最初期の録音音源を遺している。これらの音源
には、J.S. バッハやフェルナンド・ソルなどの作曲家の
作品をリョベートがソロで演奏したものや愛弟子のマリ
ア・ルイサ・アニード（写真 2）とのギターデュオでの
演奏が含まれている。
　20 世紀初頭に活躍したリョベートの演奏法は、19 世
紀においての演奏慣習から大きな影響を受けている。そ
れらの中には文献として記録されているものもあるが、
多くは文字通り演奏上の「慣習」として人伝に受け継が
れてきたものである。19 世紀の演奏慣習の影響を伺わせ
るものはリョベートの録音や楽譜原稿の随所に見られ、
彼もまたそれを弟子たちに伝えていったのである。
　リョベートが生きた世紀末から新世紀の幕開けにかけ
ての「時代精神」を意識しながら演奏するのと、現代の
感覚で演奏するのとでは、彼の音楽の印象は大きく異な
る。彼が前世紀から何を受け継ぎ、それを咀嚼した上で、
何を新世紀に伝えていったのかを考察することは、ギ
ター音楽史を捉える上では重要であろう。
　本稿では、リョベートが遺した録音音源と手稿譜、特
に J.S. バッハ作品についての演奏解釈に基づき、彼に見
られる 19 世紀の演奏慣習からの影響と、そこから彼が
作り出したギター演奏における改革について考えていき
たい。

◆リョベートのギター編曲譜と録音 ―――――――――
　バルセロナ市立音楽博物館所蔵の「ミゲル・リョベー
ト・コレクション」には 2,500 点以上の資料があり、そ
のうち 717 点が彼自身の筆による手稿譜や第三者が筆写
した楽譜と出版譜である 1）。 
　そこには、メンデルスゾーンの無言歌〈5 月のそよ風
Op.62-1〉、シューマン《子供の情景 Op.15》、ショパン〈ノ

リョベートによる J.S. バッハ作品の演奏解釈 

執筆：ケネス・カム（ギタリスト・リューティニスト）

特集

Nineteenth-Century Performance Practice : Miguel Llobet’s Interpretation of J.S.Bach by Kenneth Kam

〜資料から読み解く 19 世紀の演奏慣習からの影響〜

ケネス・カム／ Kenneth Kam

ギタリスト兼リュート奏者。香港出身、現在は米国ニューヨークのロチェスターを拠点に活動中。ロチェスター大学イー
ストマン音楽学校にて博士号を取得。ギターをニコラス・ゴルセスに、リュートをポール・オデットに師事。現在はイー
ストマン音楽学校ギター科、ニューヨーク州立大学ブロックポート校で教鞭を執ると共に『サウンドボード』誌の客員
編集者も務めている。香港ギターアンサンブル、イーストマン音楽学校コレギウム・ミュージカムのメンバーとしても
活動している。より詳しい情報は、https://kennethkam.wordpress.com./ を参照のこと。

執筆者紹介 翻訳：渡邊弘文（編集部）

写真 1：ミゲル・リョベート

022-31：特集／リョベートによるバッハ解釈.indd   22 2022/05/06   9:59:52
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コンポーザー・アコースティックギタリスト。
大阪生まれ。12 歳からギターを始める。

“一極集中 " になりがちな活動拠点の考え方に捉われず、現在は奈良・生
駒山の麓に居を移し、自然のエネルギーを受けつつ、自己作品の創作に勤
しむ。
日本および東アジア・東南アジアを中心に、ヨーロッパやアメリカなど
で演奏活動を展開し、また自己の作品群が世界各国の iTunes や Apple 
Music のトップチャートにランクインするなど、日本に留まらずその音
楽のフォロワーを世界に拡大している。
自身の作品の他、TVCM、ラジオ CM、企業 PV の楽曲制作及び演奏や、
CHAGE and ASKA、佐藤竹善氏、神野美伽氏のレコーディングやコン
サートなどにも参加。その存在感のあるギターの音色が各方面から高く評
価された。
モーリス・フィンガーピッキング・コンテスト 2004 で最優秀賞含む
4 部門受賞、全世界規模の作曲家のコンペティション、"International 
Songwriting Competition"2013 及び 2015 Instrumental カテゴリセミ
ファイナリスト。
 アコースティックギターを岸部眞明氏、クラシックギターを古川忠義氏、
ジャズギターを馬淵昌宏氏に師事。 

公式 HP：https://www.gogosatoshi.com/
Facebook：https://www.facebook.com/SatoshiGogo

 2022 年 3 月 29 日
インタビュアー：安藤政利（編集部）

●ナイロン弦やスティール弦に拘らずに自分の好きな音楽を
追求していきたい。──────────────────
──伍々さんはいつ頃からギターに興味を持たれましたか？
伍々　ギターを始めたのは 12 歳の頃で、当時、TV 番組の企
画で、Something Else（サムシング・エルス）というバンドが、
マンションの一室に監禁されながら曲を作って、「次に出した
シングルがオリコン 20 位以内に入らなければ即解散」という
のがあったのですが、彼らの演奏がとてもカッコ良かったん
ですよね。母親が昔、趣味でギターを弾いていたこともあり、
自宅に楽器があったので、すぐにギターを始めてそのままの
めり込んでいきました。
──それはアコースティックギターですよね。 最初は弾き語
りをやられたのですか？
伍々　はい。当時は、ゆずや 19（ジューク）など“ネオフォーク”
と呼ばれるアーティストたちがもの凄い人気で、路上ミュー
ジシャンもたくさんいた時代でした。それがとてもカッコ良
くて、僕も「いつかあんな風にギターを弾いてみたい」と憧
れていました。
──ギター弾き語りからソロギターを弾くようになったきっ
かけは？
伍々　ギターを始めて 1 年くらい経った時にゴンチチさんの
音楽を聴いて、「ギターだけの音楽の世界」というものを知っ
たんです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Satoshi Gogo

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

Satoshi Gogo
（伍々 慧）

3

わずか 15 歳にしてモーリス・フィンガー・ピッ
キング・コンテスト最優秀賞を含む 4 部門を受賞、
その圧倒的な演奏テクニックに加え、コンポー
ザーとしても優しく温かみのあるメロディーラ
インで多くのギターファンの心を掴んで離さな
い Satoshi Gogo（伍々 慧）。日本のみならず東
アジア・東南アジアを中心にアメリカ、ヨーロッ
パなどワールドワイドに活動の場を拡げつつあ
る伍々に話を伺ったので紹介したい。

（伍々 慧）
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❶今月はジョバンニ・マリア・ダ・クレ
マの〈リチェルカール第 5 番〉を取り上
げます。
　クレマは 16 世紀半ばにイタリアで活
躍したリューティストで、1546 年に 15
曲のリチェルカールを含むリュート曲集
を出版しており、どれも各声部の流れが
非常に美しい曲です。
　多くのファンタジアやリチェルカール
は厳格な対位法で始まり徐々に即興的な
要素が加わってきますが、この第 5 番の
リチェルカールは曲の最後までテーマが
各声部で繰り返されます。
　短い曲ですが最も印象的なリュート曲
の一つです。この曲は一世代後のリュー
ト奏者の J. マテラルトがリュート二重
奏用として編曲をしています。

（松本富有樹）

❷ルイジ・レニャーニの《新メロディー
集 Op.222》より、今月は〈グラン・ポ
プリ第 2 番〉を掲載する。先月の〈第 1 番〉
と同じく当時の人気オペラからアリアな
どの旋律を引用しパラフレーズした作品
である。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。原曲の作曲者であるヴィンチェンツ
ォ・ベッリーニ（1801-1835）とガエタ
ーノ・ドニゼッティ（1797-1848）はイ
タリア・オペラの大家としてロッシーニ
とヴェルディを繋ぐ存在である。
　ベッリーニのオペラ『夢遊病の女』と

『ノルマ』は同時代のスイスと帝政ロー
マ時代のガリアを舞台としており、共に
1831 年にミラノで初演された彼の代表
作、ドニゼッティの『ランメルモールの
ルチア』はウォルター・スコットの小説、

『ルクレツィア・ボルジア』はヴィクトル・
ユゴーの戯曲、『べリサリオ』はジャン
= フランソワ・マルモンテルの小説に基
づく。
　引用された旋律は、132 頁の『ランメ
ルモールのルチア』は第 1 部のエドガル
ドとルチアの二重唱〈私の裏切られた父
が眠る墓の上で／ Sulla tomba che rinserra 
il tradito genitore〉、ベッリーニ『夢遊病
の女』は第 1 幕・第 1 場のアミーナのカ
バレッタ〈私の胸に手を当てれば／
Sopra il sen la man mi posa〉である。残り
の曲については、よく似た旋律はあるも
のの残念ながら特定できなかった。

（編集部）

❸サザンオールスターズは 1978 年にデ
ビューして以来、今日までずっと第一線
を走り続けています。この曲は 1990 年
に発売され、この年の第 32 回日本レコ
ード大賞でロック・ゴールド・ディスク
賞、最優秀ロック・ボーカル賞、作曲賞
を受賞しています。優しく切ない心象風
景を描いた名曲です。
　 A の C → G/B → Am7 と下降していく
ベース（ド→シ→ラ）を全音符で繋げて
ください。 B はサビに繋がる展開です。
和音での展開になりますがトップ・ノー
トがしっかり聴こえて来るように意識し
ましょう。 B の最後の拍（G7）をしっ
かり鳴らし、 C へ繋げます。 C のサビ
は 8 小節繰り返しのフレーズですが 2 回
目は音数を増やして盛り上げるようにし
ました。　　　　　　　　　（平倉信行）

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 44 番ア
ルマンド、第 45 番マーチ、第 46 番レン
ドラーを掲載する。　　　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ダ・クレマ（松本富有樹 移曲）／リチェルカール第 5 番
Giovanni Maria da Crema / Fuyuki Matsumoto：Recercar

❷レニャーニ／グラン・ポプリ第 2 番～新メロディー集 Op.222-2
Luigi Legnani：Un Grand Pot-pourri - Recueil mélodies modernes

❸桑田佳祐（平倉信行 編曲）／真夏の果実
Keisuke Kuwata / Nobuyuki Hirakura：Manatsu no Kajitsu

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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