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特集／夏だ！ ジェイクだ！ ウクレレだ！

◆ウクレレはハワイにとって重要な楽器 ―――――――
――今はツアー中だそうですね？ ご多忙のところ本誌に
ご登場頂きありがとうございます。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
ジェイク・シマブクロ：こちらこそ、よろしくお願い致
します。『現代ギター』誌という伝統ある素晴らしい音
楽誌で私を取り上げて頂き大変光栄です。
――それではまず最初にお伺いします。ジェイクさんは
何歳からウクレレを始めたのでしょうか？
ジェイク：最初は母に教わって、4 歳からウクレレを弾
き始めました。
――様々な楽器がある中で、ウクレレを選んだ理由は何
ですか？

ジェイク：ご存知のように私はハワイで生まれ育ちまし
た。ウクレレはハワイの文化において非常に重要な役割
を担っている楽器です。私は幼い頃からラジオでウクレ
レを聴き、テレビでウクレレを見て育ちました。私の身
近な場所には常にウクレレがありましたから、自ずとこ
の楽器を習いたいと強く思うようになったんです。
――最初はお母様に弾き方を教わったとのことですが？
ジェイク：ええ、母が私の最初のウクレレの先生でした。
4 歳の時に彼女にウクレレを弾きたいとねだって、基本
的なコードを教えてもらいました。
――お母様もウクレレを演奏されるのですね？
ジェイク：母はウクレレ奏者であり歌手でもあります。
私の母はたまたまそうでしたが、ハワイの人間にとって

特集

夏だ！
ジェイクだ！
ウクレレだ！

特集

夏だ！
ジェイクだ！
ウクレレだ！
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SHIMABUKUROSHIMABUKUROSHIMABUKURO
ジェイク・シマブクロジェイク・シマブクロジェイク・シマブクロ

ジェイク・シマブクロ／Jake Shimabukuro
1976年ハワイ州ホノルル生まれ。4歳からウクレレを弾き始め、1998年に3人組バンド「Pure Heart」のメンバーと
してデビュー、アルバム『Pure Heart』の大ヒットと彼の卓越したウクレレ・プレイで一躍有名となる。 数々の賞を
受賞後解散し、コロンを結成。コロン解散後はソロ活動に転じた。ウクレレという楽器の即興性を活かしつつ、ロ
ック、ジャズ、クラシックなどジャンルを超えた音楽を吸収したジェイクの演奏スタイルは、ウクレレ＝ハワイア
ンという概念を覆し、世界的に高く評価され多くのフォロワーを生んだ。自らのルーツである日本での人気は特
に高く映画『フラガール』のサウンドトラックの作曲と演奏を手掛け、J-POPアルバムを発表するなど、絶大な支
持を集めている。

インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）
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特集／もう1つの楽器としてのウクレレの薦め

◆はじめに ――――――――――――――――――――
　ギターを弾いてきた私がウクレレに持っていた印象
は、「ギターと同じ形」「弦が 4 本」「小さい、軽い」「5
カポの①～④弦と同じ調弦」といったところでした。
　「ギターで結構複雑な曲も弾いているから、ウクレレ
も少し練習したら大丈夫だろう」と思っていました。と
ころが、弾いてみると全然大丈夫ではありませんでした。
　ウクレレの②弦 3 フレットは「ソ」ですが、　　　  に
反応して③の開放弦を弾いてしまうというような混乱が
頻発したのです。身についたギターのポジション感覚が
邪魔をするわけです。
　「これではちゃんと弾かれへん！」というところから、
ギターの延長線上の楽器と考えないで、ウクレレの弾き
方を身につける練習方法を考えていきました。
　この特集記事では、このような混乱を解決する簡単な
練習方法の紹介や練習曲、ウクレレの愉しみ方、可能性
について書いてみようと思います。ギター愛好家の皆さ
んがウクレレを始めたいと思った時、少しでもこの記事
が参考になれば幸いです。

1. もう 1 台の楽器としてのウクレレの魅力――――――
　ウクレレは「小型、軽量、低価格」とよく言われます。
比較的低価格で入手できるというのは楽器を始めるにあ
たって大変ありがたいことです。そして「小型・軽量」、
これがギターに無い魅力の一つだと思っています。小
さくて軽いので手に取りやすく、ウクレレの前を通りか
かった時、何気なく手にとって 1 曲弾いていたというこ
ともよくあります。持ち運びが楽なことも魅力です。
　ギターの生徒さんで、高齢になり楽器の持ち運びが楽
なウクレレに持ち替える方もいらっしゃいます。ギター
からウクレレに持ち替えて、より長く音楽を楽しめるよ
うになる、これもウクレレの大きな魅力ではないでしょ

うか。
　演奏面の魅力としては、 ネックが細く、弦長が短いの
で左手の押さえが楽なことが挙げられます。
　また、ウクレレは、①＝ A、②＝ E、③＝ C、④＝ G
で調弦しますが、普通は④弦に細い弦（High-G）を張り
ます。しかし、これだと③弦開放の C よりも低い音が出
せないため、音域を広げるために、④弦に High-G より
も 1 オクターヴ低い弦（Low-G）を張ることがあります。
この Low-Gの場合、開放弦はギターの①～④弦の5フレッ
トと同じ音高ですので、ギターを弾く方にとっては高音
域が扱いやすくなります。
　ソロで弾くことはもちろん楽しいのですが、その軽や
かなサウンドをギター合奏に加えると、ギターだけの合
奏とは一味違う響きが生まれます。ウクレレの音はギ
ターの音と溶け合いすぎず、主張しすぎず、ちょうど良
い感じに響いてくれるのです。
　またギターと同じように、ウクレレも素材によって木
目、音色、鳴り方に違いがあります。数ある中から好み
の音を選ぶ楽しいものです。それが高じると「あれも欲
しい、これもいいな」と深みにはまる危険性があるので
ご用心ください。
　かく言う私も、現在はコア材のコンサートウクレレを
使用していますが、マンゴー材の木目や音色に心惹かれ
始めています。あぁ、どないしょー！

2. ギターを弾いている方へのお薦め練習法――――――
［ウクレレの構え方］
　ウクレレの持ち方は、本誌の 2022 年 2 月号のウクレ
レ特集 27 頁に掲載された写真が分かりやすく参考にな
ります（次頁：写真 1）。
　椅子に座ってウクレレを弾いているうちに楽器が下が
り気味になる人がいらっしゃいます。椅子に座って弾い

もう 1 つの楽器としてのウクレレの薦め
執筆：山田直樹（ギタリスト）

大阪生まれ。クラシックギターとウクレレの演奏、指導を関西中心に行なっている。
11 歳よりクラシックギターを始め、後にウクレレを弾き始める。ギターで身につけた奏法や音楽表現を活かして、「美しいウクレレ・サウンド」
を追求している。
2018 年、2019 年と（公財）伊賀市文化都市協会主催の「ウクレレ・ワークショップ」の講師を担当し、延べ 60 名の受講生と舞台で演奏を行ない
好評を得る。
第 24 回日本ギターコンクール第 3 位、第 19 回日本ギター重奏コンクール第１位などを受賞。
現在ソロの他、「OSAKA ギターカルテット」のメンバーとして活動。日本ギター協会正会員としてコンクールの審査員などを務める。

特集②

ギター愛好家のための
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福
田
進
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Shin-ichi Fukuda
福田進一のリサイタル・シリーズ「新たなるスタンダードを
求めて 其の参」が東京文化会館小ホールで開催された。毎回
テーマを設定し、それに基づくプログラムが組まれ、邦人作
曲家による委嘱新作も初演される注目のコンサートであるが、
今回は昨年が生誕 100 年、今年が没後 30 年となるアストル・
ピアソラが取り上げられた。演奏曲は、この日会場で先行発
売された福田の新譜『ピアソラ・トリビュート』に収録され
た楽曲と、このコンサートのためにイタリア・ミラノ在住の
作曲家である杉山洋一が書き下ろした委嘱新作〈ラス・マド
レス〉、タイトルはスペイン語で「母たち」という意味で、南
米チリの〈母のうた〉とアルゼンチンを始めスペイン語圏で
広く歌われる子守唄に基づく作品とのこと。ピアソラ作品は、
名編として知られるブローウェル編〈天使の死〉、ビリャダン
ゴス編〈オブリビオン〉の他、鈴木大介が新たに編曲した〈リ
ベルタンゴ〉、プホールの編曲による 3 曲が演奏された。鈴
木編〈リベルタンゴ〉はピアソラ五重奏団やタンゴ・ミュー
ジカルでの演奏も参照にしたとのことで、疾走感に満ちた無
性に格好良いアンコール・ピースとなっている。それに加え

てプホールがピアソラに捧げた《あるタンゴ弾きへのエレ
ジー》とピアソラ唯一のオリジナル・ギター独奏曲である《5
つの小品》も演奏された。福田はこの作品を逸早く 1987 年
に録音しているが、今回演奏されたのはピアソラの手稿譜に
基づくオリジナル版であり、普及版に比べ演奏の難度は増し
ているが、その分ピアソラ色が濃厚で楽曲本来の魅力が一層
鮮明になったように思う。コロナ禍も回復へと向かう中、こ
の日はコンサートに飢えた聴衆で会場は埋め尽くされたが、
鳴り止まぬ大喝采を受けて、アンコールには〈ブエノスアイ
レスの夏〉〈春〉、モンテス〈別れの前奏曲〉が演奏された。
プログラム：南へ帰ろう（ピアソラ～プホール）、アディオ
ス・ノニーノ（ピアソラ～プホール）、5 つの小品（ピアソラ）

［1980 ／オリジナル版］、あるタンゴ弾きへのエレジー（プホー
ル）、ラス・マドレス（杉山洋一）［2022 ／福田進一に献呈］、ロ
コへのバラード（ピアソラ～プホール）、天使の死（ピアソラ
～ブローウェル）、オブリビオン［忘却］（ピアソラ～ビリャ
ダンゴス）、リベルタンゴ（ピアソラ～鈴木大介）

［5 月 15 日／東京文化会館小ホール］

写真：池上直哉
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2002 年 11 月に徳岡慶也（写真右）と三浦拓也（写真左）で結成された、
2 人組ギターインストゥルメンタルユニット。アコースティックギター 2
本で、さわやかなメロディーとアコースティックギターの柔らかな音色で
心象風景や喜怒哀楽といった感情、四季折々の情緒を表現する。
詞がないのに、唄っている様に聴こえるアコギの音色は耳なじみが良く、
多種多様な所で楽曲が使用されている。ライブ・コンサートでは、アコギ
2 本だけの演奏から、バンド編成までその場所に合わせて様々な感動を提
供している。対照的な 2 人のキャラ、絶妙なトークも魅力の一つ。
2005 年アルバム『Let's Go!!!』でメジャーデビュー。インストの音楽
CD としては異例の 15 万枚販売数を突破する。インストゥルメンタルの
アーティストのデビュー作品としては、日本音楽史上初のオリコンベスト
10 内第 7 位にランクインした。第 20 回日本ゴールドディスク大賞にて、
ニューアーティスト・オブザイヤーとインストゥルメンタル・アルバムオ
ブ ザイヤーの二冠に輝く。翌年もインストゥルメンタル・アルバムオブ
ザイヤー等、各賞を受賞。日本国内であらゆるライブ活動を展開し続け
ている。そして国内だけにとどまらず、海外でも人気の高い DEPAPEPE
は、2008 年からタイをはじめ、韓国、インドネシア、台湾、シンガポー
ル 等で CD をリリースをすると共に、アジア圏でも毎年ライブを行なっ
ている。タイでワンマンライブも開催し 3,000 人もの動員、翌 2014 年
のインドネシアでの FES では DEPAPEPE だけで 10,000 人以上もの観
客を動員。
2015 年は日本を含む、タイ、韓国、台湾、インドネシア、マレーシア、
香港でリクエストを受けたベストアルバムをも発売。
2020 年にはメジャーデビュー 15 周年を迎え「インストミュージックを
ポピュラーに !」を掲げ、さらに世代、国境も越えて勢力的に活動中 !!

 2022 年 6 月 7 日
GG サロン

インタビュアー：安藤政利（編集部）
写真：堀田力丸

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

DEPAPEPE

2002 年 11 月に徳岡慶也と三浦拓也により結成
されたアコースティックギター・インストウルメ
ンタルデュオDEPAPEPE（デパペペ）。
爽やかなメロディーと疾走感のあるサウンドで、
多くの世代から絶大な人気を誇る。自分たちのラ
イブ活動やCDリリースはもちろん、映画のサン
トラやアニメの挿入歌なども手掛け、海外でのラ
イブやフェスにおいても多数の観客を動員するな
どその活動は今や国内に留まらない。
2020 年にメジャーデビュー 15 周年を迎え、な
おも精力的な活動を行なう二人に話を伺った。

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

DEPAPEPE
（デパペペ）

5
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第 53 回クラシカルギター・コンクール
2022 年 5月 3日／東京：日本橋公会堂
主催●日本ギタリスト協会　レポート●小川和隆　写真●東 昭年

　今年で第 53 回となるクラシカルギ
ター・コンクール。未だに新型コロナの
感染予防策がとられる中だが、聴衆の数
も増えたように見えた。
　審査員は小笠原宣夫（協会委員長）、
毛塚功一（副委員長）、委員から井上仁
一郎、菊地通介、志田英利子、高久敏春、
宮下祥子の 7 名。
　録音審査による第 1 次予選の課題曲は
カルカッシの「25 のエチュード Op.60」
第 4 番。この日の第 2 次予選には第 1 次
を通過した 34 名がエントリーし、棄権
の 3 名を除いた 31 名が演奏した。演奏
順は事前に抽選が行なわれていて、参加
者はその時間に合わせて会場入りしてい
た。おそらく感染症対策の一環としての
措置として大勢の集合を避けたと思われ
るが、当日配布のプログラムにはその順
番で記載されていて見やすくなってい
た。

【第 2次予選】
　第 2 次予選の課題曲はバリオスの〈ワ
ルツ Op.8-4〉。技術的に超難曲ではなく、
AB の 2 部分からなるワルツの楽しさや
優雅さと中間部（Lento）での歌、続く
カンパネラの華やかさ、コーダの作り方
など、幅広い音楽的変化をどのように聴
かせてくれるか、興味と期待を持って聴
いた。
　短いイントロはバレエの舞台の挨拶
で、観客の期待を誘うべきものだと思う
が、素っ気なく、時には荒っぽく弾かれ
ることが多かった。ワルツの前の 4 小節
のリズムパターン　　　　の休符を気
にしてか、2 拍目の 8 分音符のアクセン
トが強すぎて、3 拍目のアップビートが
ない演奏がほとんどで、ワルツ（A）の
細かい動きになると指の忙しさにつら
れてさらに平らなリズムになってしま
う。Con brio（活気を持って）の指示が
あるので速さに気が向かうのは分かる
が、弾

はず

むリズムに乗せてほしい。中間部
は Lento の指示があるのに速く弾く人が
多かった。カンパネラの部分は 1 弦開放
弦を含んで技術的な難所だが、皆よく弾

けていて、練習にかける姿勢の違いが感
じられた。コーダは筆者の解釈では、『più 
mosso で駆け回って、レのオクターヴの
繰り返しで rit.　　、A のテーマは静か
に上昇し、頂点からは駆け下りて終わる』
というものだ。この日に限らず、多くの
演奏が速いままで行って、特にレのオク
ターヴは何のイメージもなしに鳴らして
しまうことが多く疑問に思っていたが、
この日は数人が筆者と同じ方向の読み方
をしていて、溜飲を下げさせてもらえた。
　そういった観点で聴いて予選通過はな
らなかったが、筆者の印象に残った演奏
をあげる。
　渡邊洋邦／左手の緊張は大きかった
が、身体全体でのリズムが良かった。
Lento もよく歌い、カンパネラを盛り上
げて　で駆け抜け、たっぷりした歌への
回帰が美しかった。
　乙川利夫／イントロの高いミの音から
惹きつけられる。Lento は速かったが、
カンパネラの盛り上げを rit. して丁寧に
おさめ、コーダでの　　を生かしてス
ケールをドルチェで聴かせるセンスに共
感する。
　赤井香琳／イン
トロを思いっきり
　 で始める。A で
一瞬指のもつれが
あったのが惜しい
が、B のリピートで
の音色の変化も上手
く、Lento ではたっ
ぷりと低音弦の良い
音を聴かせてくれ
る。カンパネラの盛
り上げから歌へ戻る

「間
ま

」が素晴らしい！ 
コーダでの　　とス
ケールの美しい rall.

なども良く、まだ不
安定な面はあるが、
音楽・演奏の面白さ
を感じさせてくれ
た。
　種谷信一／自己を

アピールするのでなく、音楽と真摯に向
き合って丁寧に作り上げてきたことが伝
わる素晴らしい音楽！ 音色は年季を感
じる味わいのある美しさ！ コーダで
の　　からエンディングを静かにおさ
める表現には溜め息が漏れた。
　二上育矢／ A のスケールの上昇感、
倚音の表現、B での動きの変化、Lento

での素敵な歌、カンパネラの brillante な
ど、魅力に溢れた演奏。ミスも目立たな
かったのになぜ本選に進めなかったのだ
ろう？

【本選】
　本選には 6 名が選ばれた。課題曲は
ジュリアーニの〈大序曲〉。古典派の管
弦楽の様式で書かれた華やかな作品。6
名の演奏は全員が様式をよく理解したも
ので、ギターの「クセ」的な歪みを感じ
させることがない。ギター界の古典に対
する理解の広がりを感じて嬉しいと思う
と同時に、きちんとした演奏の中から抜
きん出て聴衆をつかむ力の重要さを感じ
た。演奏順に感じたところを記す。

前年度優勝者：大谷恵理架
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❶今月号ではピエトロ・パオロ・ボッロ
ーノの〈パヴァーナ〉を取り上げます。
ボッローノの作品は、2022 年 2 月号に〈フ
ァンタジア〉も掲載していますので、そ
ちらもぜひご覧ください。
　パヴァーナは 16 世紀初頭のイタリア
に起源を持つと言われている舞曲で、本
来はゆったりとした踊りなのですが、こ
のパヴァーナは非常にノリの良い曲で
す。この曲の明るくなるような性格とは
裏腹に「絶望のパヴァーナ」という曲名
がつけられているのが面白いですね。
　パヴァーナには、これまで取り上げて
きたファンタジアのような厳格なポリフ
ォニーの要素は少なくなり、舞曲的性格
が前面に出ています。ただしボッローノ
は、そこに器楽的な技術の見せ場を作ろ
うと考えたのでしょうか、変奏曲に仕立
て上げています。
　〈絶望のパヴァーナ〉は 1536 年に出版
されたリュート曲集に収められており、
恐らく歴史上最古の変奏曲の一つかと思
われます。　　　　　　　（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 4 番〉を掲載する。底本は〈第 3 番〉
と同じミラノのリコルディ（プレートナ
ンバー 84523）。
　〈第 4 番〉にも旋律を採ったオペラの

作曲者名と題名が示され、接続部分とフ
ィナーレにはレニャーニの名前が記され
ている。この〈第 4 番〉のみレニャーニ
によるオクターヴの跳躍を用いた華やか
なフィナーレが置かれているが、《新メ
ロディー集》の締め括りということだろ
うか。　ドニゼッティとベッリーニのオ
ペラから引用された旋律は以下の通り。
　133 頁：ドニゼッティ『ランメルモー
ルのルチア』第 1 幕・第 2 場でルチアが
歌うアリア〈あたりは沈黙に閉ざされ／
Regnava nel silenzio〉の後半部分。
　134 頁：ドニゼッティ『サン・ドミン
ゴ島の狂人』第 1 幕・第 3 場のカルデー
ニオのアリア〈愛の光が、そう見えた／
Raggio d'amor parea〉
　134 頁：ベッリーニ『夢遊病の女』第
2 幕・第 1 場のエルヴィーノと合唱〈あ
あ ! なぜ僕は君を憎むことができないの
だろう／ Ah! perche non posso odiarti〉
　135 頁：ベッリーニ『清教徒』第 2 幕
の最後に歌われるジョルジョとリッカル
ドの男声二重唱〈ラッパを吹き鳴らせ／
Suoni la tromba, e intrepido〉。　   （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 48 番と
第 49 番のレンドラーを掲載する。

（編集部）

❹ 1999 年公開の北野 武監督作品『菊次
郎の夏』のメインテーマをアレンジしま
した。家を出ていってしまった母親を探
す少年とチンピラじみた中年男・菊次郎
の奇妙な旅を描いたロードムービー。久
石 譲によるテーマ曲は叙情的なピアノ
の美しさが印象的で、夏の風景の BGM
としてもよく使用されています。
　演奏に際してはメロディーを際立たせ
て、伴奏は流れをぎこちなくしないよう
に軽めに弾きましょう。中盤は右手の運
指が少々厄介な部分もありますが、アル
ペジョの練習曲と思って取り組んでいた
だけると幸いです。　　　　（米阪隆広）

❺ 1990 年の TV ドラマ『世界で一番君
が好き！』の主題曲として、日本のロッ
クバンド LINDBERG の 2nd シングルで
あった、この曲が起用され大ヒットしま
した。オリジナルでは勢いの良いサビか
ら始まっていますが、アレンジでは slow
に歌い上げるようにしました。
　A メロの 2 小節手前から倍テンポで
スピードを出します。 A や B の締めに
出てくるベースのリフを親指で力強く弾
きましょう。 C のサビはシンコペーシ
ョンのベースで明るく勢いのあるリズム
を出してください。 D はオリジナルの
コード進行に乗せてアドリブ的なフレー
ズを作ってみました。　   　（平倉信行）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ボッローノ（松本富有樹 移曲）／絶望のパヴァーナ
Pietro Paolo Borrono / Fuyuki Matsumoto：Pavana ditta la Desperata

❷レニャーニ／グラン・ポプリ第 4 番～新メロディー集 Op.222-4
Luigi Legnani：Un Grand Pot-Pourri - Recueil des Mélodies Modernes

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久石 譲（米阪隆広 編曲）／ Summer
Joe Hisaishi / Takahiro Yonesaka：Summer

❺平川達也（平倉信行 編曲）／今すぐ Kiss Me
Tatsuya Hirakawa / Nobuyuki Hirakura：Imasugu Kiss Me
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