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アコースティックギタリスト。

2002 年メジャーデビューし、同年 10月全米メジャーデビューを果たす。
また、スイスの「モントルージャズフェスティバル」へは 2002 年から 3
年連続出演。近年ではアジア各地での活動も拡げ、韓国や中国でのソロラ
イブを開催するなど海外での評価も高い。
オープンチューニングやタッピング奏法などのテクニックを駆使した、1
本のギターで弾いているとは思えない鮮やかで迫力あるギターアレンジ
や、あたたかく繊細なギタープレイは世代を超えて多くの人々に支持を受
けている。
MBSラジオでは『押尾コータローの押しても弾いても』が放送中。
ソロアーティストとして全国ツアーなどのライブ活動を中心に、映画音楽、
番組テーマ曲、CM音楽などの作曲も手掛ける。ジャンルを超えたコラボ
レーションも話題で、幅広いスタンスで活躍中。

公式 HP：https://www.kotaro-oshio.com/

●デビュー 20 周年を迎えて────────────
───メジャーデビュー 20 周年おめでとうございます。
押尾コータロー：ありがとうございます。
──押尾さんがデビューされた当時、今ほどアコースティッ
クギターによるフィンガー・ピッキングというジャンルは
世の中に認知されていなかったと思います。
押尾：そうですね、クラシックギターの世界ほどは確立さ
れていませんでした。僕の師匠である中川イサトさんもま
ずは歌のあるフォークソングから始めて、そこに少しずつ
インストの曲を入れ、最終的にインストだけのアルバムを
作っていってましたけれど、（アコギのインストというの
は）そこからですよね。その頃はもっと世間的にはマニアッ
クなジャンルだったかもしれません。

Profile　押尾コータロー  Kotaro Oshio　　
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

KOTARO 
OSHIO

押尾コータロー
20th Anniversary

2002 年にメジャーデビュー、オープン
チューニングとタッピング奏法を駆使
した驚愕のテクニックで、フィンガー
ピッキング界を牽引し続けるアコース
ティックギタリスト押尾コータロー。
デビュー 20 周年を迎える今年 7 月に、
大阪フェスティバルホールでメモリア
ルスペシャル・ライヴを開催。8 月に
は「Hakuju ギター・フェスタ」にゲ
スト出演の他、待望のオリジナルアル
バムのリリース予定と精力的な活動を
行なう彼に話を伺った。今回は、『ア
コギ談義』拡大版として紹介させて頂
く。

Cover Story

 2022 年 5 月 16 日
インタビュアー：安藤政利（編集部）

写真：センキャメ
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福田：押尾さんはこれまでずっとアプローチしていたん
ですけれど、なかなかお互いスケジュールが合わず、今
回やっと出演が実現しました。押尾さんはギター界でも
ジャンルを越えたスーパーヒーローですから、非常に楽
しみにしています。
──「原点回帰」ということは、昨年同様にギターソロ
を中心としたプログラムになるのでしょうか？
荘村：はい。このフェスタには一般の音楽ファンという
よりは、やはりコアなギターファン、ギターという楽器
を心から愛するお客様が数多くいらっしゃるので、昨年
は「ギターだけのフェスタ──これぞ原点回帰」という
思いで臨みました。そして、それがとても評判だったの
で、もう一度今年も同じスタイルでやってみようという
ことになったのです。そこにバリバリ弾ける女性ギタリ
ストが加わったら、さらに素晴らしいフェスタになるだ
ろうということで、朴 葵姫さんと猪居亜美さんをお呼び
した訳なんですね。
──猪居亜美さんは今回が Hakuju ギター・フェスタ初
出演になりますね。
猪居亜美：そうなんです。ギタリストにとって、このギ
ター・フェスタは憧れの舞台、一大イベントですよね。
実は今回、お声を掛けて頂いた時に『旬のギタリスト』
としての出演だと思って喜んでいたのですが、「違うよ、

（本プログラムでの）ゲストだよ」って言われて、さら
に驚いたというか、こんなにも豪華な方々の中に混ぜて
頂いていいのだろうかという思いと、「よし、頑張ろう！」
という気持ちで今からとても楽しみにしています。

◆第一夜（8 月 19 日） ―――――――――――――
──それでは初日から、ご自分のプログラムについてお
話を伺いたいと思います。トップバッターは猪居さんか
らですね。

荘村清志／福田進一／猪居亜美／朴 葵姫　    　　　　　

◆ギター・ヒーロー & ミューズ & レジェンドの饗宴―
――今回の Hakuju ギター・フェスタのテーマが、昨年
に引き続いて「原点回帰 2」とのことですが、これには
どのような想いが込められていますか？
福田進一：これまで荘村さんと一緒にこの Hakuju ギ
ター・フェスタをやらせて頂いて今年で 16 回、もう本
当にあっという間

ま

で。これまで歌の方や管弦楽の方など
色々なゲストをお呼びして、色々なことをやってきたん
ですけれども、荘村さんから「このギター・フェスタには、
ギター好きの非常にコアな人たちが集まっていて、その
リピーターの方々のおかげでここまでやってこれた訳だ
から、ここらで“ギターの原点”というものに徹底的に
拘ってみようじゃないか」という意見があったんです。
私はそれを「原点回帰」と解釈していますが、荘村さん、
いかがでしょうか？
荘村清志：おっしゃる通りです（笑）。　
福田：そういうことで昨年は、「原点回帰 1」というのを
企画して、我々の後を継いでこのギター・フェスタを盛
り上げてくれそうな二人──それは鈴木大介さんと大萩
康司さんしかいないだろうということで、彼らを呼んで
四人でやった訳です。このメンバーでは、一昨年のコロ
ナ禍を利用し『DUO2』というアルバムも作りました。
そして今年は、新たにギター界を担ってくれる期待の女
性ギタリストを探そうということになったのですが、朴 
葵姫さんは以前、このフェスタには『旬のギタリストを
聴く』に出演してくれていますが、今では押しも押され
ぬ世界的ギタリストになっています。そしてその葵姫さ
んの後を追うのが、これも今や大人気の猪居亜美さんで
すから、荘村さんともぜひこの二人を呼んで、フェスタ
をやろうということになった訳です。
──さらにアコースティックギタリストの押尾コータ
ローさんがゲストで非常に豪華ですね。

Interview

クラシックギターの真夏の祭典「Hakuju ギター・フェスタ」が、8 月 19 日（金）～ 21 日（日）の 3 日間、東京・
Hakuju Hall で開催される。第 16 回となる今年は前回に引き続き「原点回帰 2」と題し、クラシックギター界からは同フェ
スタのプロデューサーである荘村清志、福田進一、二人のギター・ミューズ朴 葵姫、猪居亜美に加え、アコースティッ
クギター界からは押尾コータローが初参戦。このメンバーでギターソロ、そしてアンサンブルをたっぷりと聴かせてく
れるのだから豪華としか言いようがない。注目の新進気鋭の若手による「旬のギタリスト」には 2021 年アントニー国際
ギターコンクール優勝の井本響太が登場する。今回出演される荘村、福田、猪居の 3 名にオンラインインタビューでフェ
スタに対する意気込みを伺った。なお、朴 葵姫には後日メールインタビューを行なったので、そちらも合わせて紹介さ
せて頂く。

ギター・ヒーロー & ミューズ & レジェンドの饗宴

第 16 回 Hakuju ギター・フェスタ 2022 ～原点回帰 2 ～ 

インタビュアー：安藤政利（編集部）

8 月 19 日（金）～ 21 日（日） 開催！

018-22：ハクジュギターフェスタ／インタビュー.indd   18 2022/06/09   12:33:33



24　Gendai Guitar

写真：池上直哉

樋
浦
靖
晃

Yasuaki H
iura

イーストエンド国際ギターフェスティバルの主催者であり最
近では落語とギターのコラボレーションを企画するなど、多
彩な活動を続ける樋浦靖晃が東京文化会館で自身のリサイタ
ルを行なった。
樋浦による丁寧な解説を挟みながら進んだプログラム前半は
スペイン作品。その中でも実演の機会がほとんどないという
ソルの〈演奏用断章 Op.54〉は、ソルの作曲技巧がふんだん
に駆使されたソル晩年の作品であるが、18 分におよぶ大曲
を樋浦は抜群の安定感による演奏で聴かせた。後半は日本人
作曲家の作品であったが、〈青い月に震える〉は、抒情的で美
しい音世界にあふれる作品。作曲者である畑中雄大も来場し、
樋浦の胸のすく快演後に会場内はスタンディングオベーショ
ンに包まれた。この先ギターの重要なレパートリーになるで
あろう。

リサイタル当日は、折からのコロナ禍でまん延防止等重点措
置期間であり、また、朝からあいにくの雨で真冬並みの寒さ
であったが、樋浦の人柄の所以であろう、ギタリストや関係
者を含む多くのギターファンが詰めかけた。アンコールとし
てタレガ〈アランブラの想い出〉、カタルーニャ民謡〈聖母の
御子〉が奏され、リサイタルは締め括られた。
プログラム：ファンタシア第 10 番（ミラン）、皇帝の歌（ナ
ルバエス）、ルドヴィーコのハープを模したファンタシア第
10 番（アロンソ・ムダラ）、モーツァルトの魔笛の主題によ
る変奏曲 Op.9、演奏用断章 Op.54（ソル）、他人の顔 Waltz

（武満 徹～清水 悠）、ギターのためのトッカータ（伊福部 昭）、
Merry Christmas Mr.Lawrence（坂本龍一～押尾コータロー）、
青い月に震える（畑中雄大）

［3 月 18 日／東京文化会館小ホール］

写真：堀田力丸

024-25：樋浦靖晃／岩崎慎一.indd   24 2022/06/06   10:37:51



32　Gendai Guitar

　1828 年、フランスのギタリスト、シャルル・ド・マレ
スコー Charles de Marescot は、ギターのための気取らな
い小曲集『ラ・ギタロマニー La Guitaromanie』註 1 と題す
る小冊子を出版した。この中でとりわけ有名なのが、楽
器を武器にして註 2 野蛮に戦うギターの 2 つの派閥を描い
た戯画『カルッリ派とモリーノ派の論争 Discussion entre 
les Carulistes et les Molinistes』（図版 1、以下『論争』と略す）
である。

　この敵対行為の原因は、数人のギター研究者によって
さまざまに指摘されてきたが、今まで綿密な調査をされ
たことはないようだ。この記事では、既存の説を再検討

し、2 人のギタリストが教本で採用した異なる理論と技
法に焦点を当てて新しい説を提案し、この有名な『論争』
にもっと光を当てることを望んでいる。

I. ラ・ギタロマニーの時代

　批評家アンリ・ブランシャーによると、1810 年頃、彼
が「ギターのカルトに対する狂信」註 3 と呼んだものが流
行していたパリでは、ギターは「あらゆる社会層でファッ
ショナブル」になった。この熱狂ぶりはこの楽器のため
の楽譜出版に顕著に表れている。30 冊以上の定期刊行物
と約 80 冊の教本がすべて、19 世紀初頭の 30 年間にフラ

19世紀パリのギ
ギ タ ロ マ ニ ー

ター狂
『カルッリ派とモリーノ派の論争』の真相

Unraveling the Discussion entre les Carulistes et les Molinistes (Paris, 1828） by Damián Martín-Gil, 
First published in the Soundboard Scholar No. 6 (2020), 11-21, translated by Seiichi Nakazato

執筆：ダミアン・マルティン＝ヒル  翻訳：中里精一（本誌編集部）

図版 1：シャルル・ド・マレスコーの『ラ・ギタロマニー』（パリ、1828 年 33 頁）にある『カルッリ派とモリーノ派の論争』

032-47：特集ギタロマニー.indd   32 2022/06/06   9:55:07
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　コロナ禍により 2020 年は中止、そし
て 2021 年は無観客での開催となったギ
ター音楽大賞。たくさんの方のご助力に
より、今年は 3 年ぶりに待望の有観客で
の開催の運びとなった。その影響もあっ
てか例年以上に熱のこもった演奏を聴く
ことができた。「演奏後に聴衆からの拍
手があるということは、こんなにも素晴
らしいものなのか」と、皆が口々に話し
ていたのが印象的であった。

【大賞部門：第 1 次予選（録音審査）、第
2 次予選】
　大賞部門の第 1 次予選の通過者は 15
名。当日は 3 名欠場の 12 名により第 2
次予選が行なわれた（第 1 次予選課題曲：

練習曲 Op.60-5（カルカッシ））。
　第 2 次予選は課題曲〈タランテラ〉（メ
ルツ）と自由曲合わせて 10 分以内で行
なわれ、5 名が本選へと進出することに
なった。あと一歩及ばなかった古菅裕之
が審査員賞を受賞した。

【大賞部門：本選】
審査員：井谷光明、猪居 謙、岩崎慎一、
太田真佐代、田頭雅法、谷辺昌央、西森
久恭、益田展行、山﨑由規
　本選は課題曲として〈スケルツォ・ワ
ルツ〉（リョベート）と自由曲合わせて
20 分以内で行なわれた。課題曲は技術
的にも音楽的にも困難。ワルツにおける
強迫、弱拍の感じ方、スケルツォらしい

テンポ設定やルバート、ダイナミクスや
音色変化などの表現をいかにして演奏に
落とし込んでいくかが非常に大事になっ
てくる。ただ単にテクニックでゴリ押し
するよりも、技術に加えさらに流麗な音
楽表現が垣間みられた演奏者は評価が高
かった。もちろん自由曲においても同様
である。第 2 位と第 3 位の点数が非常に
近い点数で拮抗していたため、決選投票
という形をとった。
　順位と結果は演奏順に以下の通り。

岩月美玲（愛知）／エレジー（メルツ）
　技術的な問題はほとんど解決している
ように見える。丁寧で速度変化もうまく、
フレーズの処理やテンポ設定もちょうど
良い。メルツのロマン派らしい歌心を表
現するには、ダイナミクスの変化やヴィ
ブラートの使用などがもっとあればさら
に良かったように思う。そして本選で演
奏する自由曲としてはエレジーのみでは
少し弱い。選曲でも差がついてしまう。

（第 4 位）
宮川春菜（奈良）／「ソナタ・クラシカ」
より第 1 楽章（ポンセ）、アロンソの結
婚（ヒメネス）
　非常にテクニックがあり、速いパッセ
ージを駆け抜けていく爽快な演奏。調弦
やイントネーションに少し不安を感じ
た。《ソナタ・クラシカ》は近現代の作
品ではあるが、古典の和声感やフレージ
ングが求められる。そういったところが
もっと聴けたら嬉しい。（第 3 位）
東 光（愛知）／プレルーディウム、フ
ァンタジー（ダウランド）、祈りと踊り（ロ
ドリーゴ）
　レガートで、ダイナミクスの変化も非
常に滑らかな演奏。舞台でも物怖じしな
い堂々とした態度。複数回止まってしま
ったこと、20 分という制限時間におい
て 1 分半も超過してしまったことが審査
に響いた。（第 5 位）
金丸花実（京都）／組曲「エスカラマン」
よりⅠ . ガリャルダ（C= テデスコ）、変
奏曲第 2 番（レゴンディ）

2022 年 4 月 30 日、5 月 1 日／大阪：門真市民文化会館ルミエールホール 小ホール
主催●日本ギタリスト会議　レポート●井谷光明　写真●高安ちから

第 46回ギター音楽大賞

伊藤亘希（第 1 位）
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❶ 1536 年にビウエラのための曲集『エ
ル・マエストロ』を初めて世に出したル
イス・デ・ミランは 6 つの〈パバーナ〉
でよく知られていますが、素晴らしい〈フ
ァンタジア〉も 40 曲以上残しています。
ミランの〈ファンタジア〉は声楽的とい
うよりは器楽的で、各声部の流れが読み
取りにくいところがあります。しかし全
体を通して非常に優雅で心地良く、ミラ
ンのオリジナリティーが溢れています。
　ルネサンス期の〈ファンタジア〉の多
くは、単旋律で始まり、その後声部が加
わっていくという書法で書かれています
が、ミランの〈ファンタジア〉は最初か
ら多声部で始まる曲が多く、今回掲載す
る〈ファンタジア第 8 番〉も例外ではあ
りません。拍子はアッラブレーヴェ（2/2
拍子）で書かれていますが、実際には 1
小節を 1 拍子で捉えるとテンポと流れが
良くなります。　　　　　（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 3 番〉を掲載する。底本はミラノ
のリコルディ刊となっているが（プレー
トナンバー 84522）、扉頁の文字書体や
作曲者名「ルイ・レニャーニ」が第 1 番、
第 2 番と同じであるので、同じ版元から
連作として出版された版下をリコルディ
が流用したものと推測される。
　この〈第 3 番〉にも旋律を採ったオペ
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。

　引用された旋律は以下の通り。
　133 頁：ドニゼッティ『愛の妙薬』第
2 幕・第 1 場のドゥルカマーラ、アディ
ーナ、合唱による〈ゴンドリエラのニー
ナと／ La Nina Gondoliera〉
　134 頁：ドニゼッティ『ルクレツィア・
ボルジア』第 2 幕のオルシーニの乾杯の
歌〈幸せでいるための秘密／ Il segreto 
per esser felici〉
　135 頁：ドニゼッティ『ランメルモー
ルのルチア』第 2 部・第 2 幕フィナーレ
のエドガルドのアリア〈神の御許へと羽
を 広 げ 旅 立 っ た お 前 ／ Tu che a Dio 
spiegasti l'ali〉
　同第 2 部・第 1 幕・第 2 場の合唱〈歓
喜に満ちたあなたへ／ Per te d'immenso 
giubilo〉
　136 頁：ロッシーニ『ウィリアム・テル』
第 2 幕の合唱〈熱き想いを胸に／ con 
ardor richiese il cor〉に似ているが、残念
ながら特定はできなかった。
　137 頁：ベッリーニ『ノルマ』第 2 幕・
第 1 場のノルマとアダルジーザの二重唱

〈お願い、子供達を連れていって／ Deh! 
con te, con te li prendi〉              （編集部）

❸ナット・キング・コールの歌唱で有名
なジャズ・スタンダードナンバー。私の
アルバム『SONGS IN POCKET』（2011
年）に収録、極力音数を減らしつつビッ
グバンドと共演しているようなイメージ
でアレンジしました。
　F メジャーキーはギターの独奏には少
し不利ですが、編曲した当時この曲を管

楽器奏者と演奏する機会が多く（この曲
はFメジャーで演奏されることが多い）、
少々指が忙しいところもありますがその
ままのキーで編曲しました。
　押弦する箇所が増えたことで、ジャズ
ならではの歌い回しやフィーリングの表
現に不可欠なアプローチノート（経過音）
を、スライドなどで滑らかに挿入しやす
くなりました。動画を参考にして頂いた
り、ご自身の気持ち良い歌い回しを探し
て、自由に弾いて頂けますと幸いです。

（Satoshi Gogo 伍々慧）

❹〈どんなときも。〉は 1991 年に発表さ
れた槇原敬之の楽曲で、映画『就職戦線
異状なし』の主題歌になりました。明る
い曲調で数々の CM ソングとしても起
用され多くの人の耳に残っています。
　イントロは流れるようなアルペジョで
すが休符でしっかりリズムを取ってくだ
さい。「×」印の音符は親指側面で低音
弦側を叩く感じです。 A ははっきりと
リズムを感じて弾いてください。 B の
始まりは少し音量も落として落ち着いた
感じで始まり、次第に大きくしてサビに
つなげます。 C のサビはベースの付点
のリズムを感じてノリの良さを出しまし
ょう。 D の間奏は、A メロをもとに作
ってみました。  　　　　　 （平倉信行）

❺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 47 番レ
ンドラーを掲載する。　   　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ミラン（松本富有樹 移曲）／ファンタジア第 8 番
Luis de Milán / Fuyuki Matsumoto：Fantasia VIII

❷レニャーニ／グラン・ポプリ第 3 番～新メロディー集 Op.222-3
Luigi Legnani：Un Grand Pot-pourri - Recueil des mélodies modernes

❸ケンプフェルト（Satoshi Gogo 編曲）／ L-O-V-E
Bert Kaempfert / Satoshi Gogo：L-O-V-E

❹槇原敬之（平倉信行 編曲）／どんなときも。
Noriyuki Makihara / Nobuyuki Hirakura：Donnatokimo

❺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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