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DUO × DUO 

荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司という、我が国を
代表する 4 人の名手が一堂に会すギターファン垂涎のコン
サート「DUO × DUO」が 6 月 25 日に東京・トッパンホール
で開催された。2020 年にはこの 4 人が録音した CD『DUO2』
が発売されたが、コロナ禍による順延を経てようやく今年の
6 月から全国各地で 4 人によるコンサート・ツアーが実現し
たもの。東京では 2 回目の公演となったトッパンホールでの
コンサートには 4 人の登場を心待ちにしていたギターファン
が大挙詰め掛け文字通りの満員御礼となった。互いの手の内
も気心も熟知し合った 4 人の名手達が繰り広げる 6 通りの組
み合わせによるデュオは、和気藹々とした中にも丁々発止の
スリリングな掛け合いが全編で聴かれ、その選曲、完成度の
高さ、めくるめく多彩な表現が聴衆を惹き付けて止まない。
さすがは当代一流奏者達の競演である。各々のデュオの妙技
を味わい尽くした後に、カルテットでの〈チュニス・チュニ
ジア〉が演奏されるという好事家にとっては堪えられない充

実の内容でコンサートは大団円を迎えた。
プログラム：荘村清志＆大萩康司／対話風小二重奏曲
Op.34-2（カルッリ）、鈴木大介＆福田進一／間奏曲、スケル
ツィーノ・メヒカーノ（ポンセ～サラーテ）、福田＆荘村／『無
言歌集』第 4 集より～浮き雲 Op.53-2（メンデルスゾーン～
リョベート）、ミッドナイト・メモリーズ（レーモン）、鈴木
＆大萩／《タンゴ組曲》より第 2 楽章・第 3 楽章（ピアソラ）、
荘村＆鈴木／不良少年（武満 徹～荘村清志／鈴木大介）、ど
ですかでん（武満 徹～鈴木大介）、鈴木＆大萩／椰子の木陰
で（アルベニス～リョベート）、アランブラの想い出（タレガ
～サグレラス）、福田＆大萩／組曲《ドリー》より～子守唄、
ドリーの庭（フォーレ～佐藤弘和）、荘村＆福田／ 2 台のマ
ンドリンのための協奏曲 RV532 より第 2 楽章（ヴィヴァル
ディ）、エレジー風フーガ（C= テデスコ）、荘村・福田・鈴木・
大萩／《ハムサ》より第 5 楽章チュニス・チュニジア（ディ
アンス）　　　　　　　　［6 月 25 日／東京・トッパンホール］

荘村清志 福田進一 鈴木大介 大萩康司
写真：大窪道治／提供：トッパンホール

左より、福田・荘村・大萩・鈴木

荘村・鈴木 福田・大萩

012-13：DUO2／徳永.indd   12 2022/08/05   13:25:11
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An Interview with Marcin Dylla

――前回の来日から 6 年が経ちましたね。日本の聴衆は
あなたの演奏を高く評価しており、再来日を心待ちにし
ていました。久しぶりの来日になりますが、ディラさん
も日本で演奏することを楽しみにされていますか？
マルシン・ディラ：日本でのコンサートツアーは、コロ
ナ禍の影響による規制のために 2 度も延期になってしま
いましたが、今年はようやく実現できることになり、本
当に嬉しく思っています。
――これまで何度か日本で演奏されましたが、あなたか
ら見て聴衆の反応はいかがですか？ どんな印象をお持ち

でしょうか？
ディラ：私はインタビューを受ける際にはいつも日本は
コンサートを行なうのには最適な国であり、日本人が聴
衆として世界中でも一番好きだと答えています。これは
決してお世辞ではなくて心底からそう思っているので
す。その理由の一つは、非常に質の高いコンサートホー
ルが各地にあることです。東京や大阪、名古屋といった
大都市だけでなく、地方にも驚くほど音響や環境の優れ
たホールがありますよね。でも最も重要な理由は、日本
の聴衆の質の高さです。皆さんはアーティストに対して

Marcin Dylla 待望の日本ツアー開催！

マルシン・ディラ／Marcin Dylla
――――――――――――――――
ワシントン・ポスト紙により「この地上で最も才能あるギタリストの一人」と激賞されたポーランドの名手マルシン・ディラは、世界中の音楽評論家、愛好家に
よって現代を代表するトップ・ギタリストであると認められている。1996～2007年にかけて19もの国際ギターコンクールを制覇し、世界最難関と言われる
GFA国際ギターコンクールで2007年に優勝し有終の美を飾った。コンセルトヘボウ、カーネギーホールを始め世界各地の名門ホールへの出演も果たす。ヨー
ロッパ、北米、南米の各国、日本、台湾などでコンサートを開催、世界各地のほぼすべての著名な音楽祭へも招聘されている。ソロの他、多数のオーケストラ、室
内楽団とも共演し、アレッサンドリア国際ギターコンクールの審査員も務めた。2006年には新たに発見されたロドリーゴのギター独奏曲〈トッカータ〉の初
演者として指名され、マドリッドのソフィア王妃芸術センターで初演を行なった。1976年ポーランド・ホジュフ生まれ。オスカー・ギリア、ソーニャ・プルンバ
ウアー、カルロ・マルキオーネらに師事。現在はカトヴィツェ音楽院（ポーランド）およびヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学（ドイツ）でギター科教授とし
て教鞭も執っている。

世界に冠たるトップ・ギタリストの一人として、我が国でも圧倒的な支持を集めるポーランド
の名手が、9月 9日〜 21 日の約 2週間にわたって待望の来日公演シリーズを全国各地で開催
する。コロナ禍による二度の来日延期を経て、満を持して日本の聴衆の前に登場するディラに、
今回のツアーにかける意気込みを語って頂いたので以下に紹介したい。

マルシン・ディラ
来日直前インタビュー

©東 昭年

インタビュアー：渡邊弘文（編集部）

017-19：マルシン・ディラ・インタビュー.indd   17 2022/08/05   9:55:36
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◆はじめに――――――――――――――――――――
　『現代ギター』誌の読者諸氏はルイジ・サグリーニと
いうギタリスト兼作曲家をご存知だろうか ? おそらくは
大多数の方がその名前を耳にするのは初めてであろう。
それも当然のことで、サグリーニの名前はギターの世界
では、ほぼ知られていない。イギリスのギター史の書籍
でほんの少し触れられている程度である。
　近年、サグリーニの作品として出版されたものは、リ
チャード・ロング 1）がトスカーナ出版から刊行した、〈ロッ
シーニのアリアによる華麗な変奏曲 Op.12〉（1986）と〈ア
ルマン『皿と平鍋』の主題による華麗な変奏曲 Op.11〉

（1998）だけである。

　筆者はこれらの出版譜によって、初めてサグリーニの
音楽に触れた。そして、この作曲家には、この 2 曲以外
にも、もっと多くの作品があるに違いないと感じたので
ある。こうして、私は何十年にもわたって、彼の音楽を
さらに探し続けることになったのだ。
　筆者が米国『サウンドボード』誌の「Return With Us 
Now」（今、我々と共に蘇る）部門の編集責任者に就任し
て最初に書いた記事は、『サグリーニのボヘミアの想い
出（Sagrini's Souvenirs de Bohème）』であった 2）。
　その当時はまだ、彼の生涯に関する情報はあまり得ら
れていなかったが、筆者はいくつかの貴重な初版譜を入
手し始めていた。

◆ 2 冊の研究成果『サグリーニを求めて』『ルイジ・サ
グリーニの音楽』の刊行――――――――――――――
　2011 年に筆者はイギリスでサグリーニの研究を行なっ
ていたバーナード・ルイスと出会った（写真 1）。
　ルイスがサグリーニに興味を抱いたのは、彼の父親が
1962 年に購入したギターに "Guitare à la Sagrini en 1825 "

執筆：ロバート・コールドウェル（ギター音楽史研究家）

Luigi Sagrini: A Forgotton Virtuoso by Robert Coldwell

アメリカ・オクラホマ州タルサ生まれ。16 歳でギターを習い始める。1994 年にサンノゼ州立大学（カリフォ
ルニア州）卒業、1998 年東京藝術大学で芸術学修士号を取得。現在は米国テキサス州ダラスに在住。
1991 年にギターの研究を始め、1997 年に日本のギターの歴史に関する最初の記事を執筆。
2005 年よりデジタル・ギター・アーカイブと DGA エディションを開始。

［デジタル・ギター・アーカイブ］https://www.digitalguitararchive.com/
50,000 ページ以上のギター雑誌と 30,000 の出版譜のデータベース。

［DGA エディション］https://www.dga-editions.com/
歴史的ギタリストに関する出版物を公表。

ルイジ・サグリーニ～忘れられたヴィルトゥオーゾ

特集

翻訳：渡邊弘文（本誌編集長）

1）リチャード・ロング Richard Long：アメリカのギタリスト、ギター音
楽史研究家。主に 19 世紀のギター黄金期の作品研究で知られている。

2） Sagrini's Souvenirs de Bohème, Soundboard, Volume XXXVII, No.1, 2011.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

写真 1：バーナード・ルイス（彼が弾いているのがサグリーニ・ギター）
Bernard Lewis with the Sagrini Guitar,  from "In Search of Sagrini"

写真 2：ルイス所蔵のギターに貼られていたラベル「Guitare à la Sagrini 
en 1825」
Sagrini Guitar label,  from "In Search of Sagrini" p.8

020-29：特集／ルイジ・サグリーニ.indd   20 2022/08/05   11:36:51
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 2022 年 7 月 13 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

●インストの魅力は聴き手の想像力を刺激し、ドラマティッ
クな曲の世界を創り上げること─────────────
──矢後さんがギターを始めたきかっけは？
矢後　父が長渕 剛さんの大ファンで、フォークギターを弾い
ていたんです。僕は長渕さんを聴いて育ったくらいでしたか
ら（笑）。それで僕が 15 歳くらいの時に父が押尾コータロー
さんの CD を買ってきたんです。最初は押尾さんが一人で弾
いていると思わなかったんですが、何かの雑誌で一人でプレ
イしていると知って、“ギターって凄い！”と興味を持つよう
になり、父のギターを借りて弾き始めました。当時、クラシッ
クのピアノを習っていたのですが、押尾さんの楽曲はクラシッ
クとは全く違う自由なスタイルですし、歌のない音だけの世
界を教えてくれて、自分にとってはどこか解き放たれたよう
な感覚がありました。それで一気にソロギターの世界にのめ
り込んで行ったのを覚えています。
──ではギターは押尾さんのコピーから始められたのでしょ
うか？
矢後　はい。でも小学校 3 年生くらの時に、父から「長渕く
らい弾けないとダメだろ？」と言われて、「Em をひたすらデ
カい音でストロークしろ！」みたいなことを半分無理やりや

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
矢後憲太

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

Kenta Yago
矢後憲太

6

多彩な奏法を駆使した圧倒的テクニックに加え、
親しみやすくもドラマティックなメロディーを
常に世に放ち続ける矢後憲太。ライブ、CDを始
め多くのジャンルで活躍し、今やフィンガーピッ
キングスタイルシーンには欠かすことの出来な
い、大注目ギタリストの矢後に話を伺ったので
紹介したい。

フィンガースタイルギタリスト。
多彩な奏法を駆使し、アコースティックギター1本で様々な音世界を描く。
独自の音楽性と高度な演奏技術から生まれる色彩豊かな音色は、情景や感
情、物語などを想起させ、親しみやすくもドラマティックなものである。
全国ギターコンテストでは多数の受賞歴を持ち、その音楽性は多方面より
評価を得ている。ライブ・コンサートに加え、楽曲の制作・編曲提供やレッ
スンまで、幅広く活動を展開する。
・2012 年、モリダイラ楽器主催全国規模フィンガーピッキングコンテス
トにて優秀賞を受賞。
・2013 年、同コンテストにて優秀賞、オリジナルアレンジ賞、葉山ムー
ンスタジオ賞（オーディエンス賞）の三冠を受賞。
・2014 年、自身初となるフルアルバム『85.』を葉山ムーンスタジオレー
ベルよりリリース。
・2015 年 8月、1st アルバム『85.』マッチングスコアをリリース。
・2017 年 11月、自身 2作目となるアルバム『Itseemslike』を発表。
・2020 年 6月、3作目となるアルバム『invisible』を発表。
・2021 年よりサブスクリプション配信やダウンロード販売限定のシング
ルを多数リリース開始。

公式 HP：https://www.85kenta.com/
YouTube：https://www.youtube.com/user/kenta0125

030-33：アコギ談義yago.indd   30 2022/08/05   11:25:20
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❶今月号の特集で取り上げたルイジ・サ
グリーニの〈ラチョ・カルーポの主題に
よる大変奏曲 Op.4〉を掲載する。原譜
はロバート・コールドウェル氏よりご提
供頂いた。初版譜のファクシミリは同氏
の『ルイジ・サグリーニの音楽』に掲載
されているので、ぜひそちらをご覧頂き
たい。
　初版譜の扉頁には、

Grandes Variations
pour

Guitare,
sur un thême de Racio Calupo

Dédiées
á Mr. L. Legnani 

opus 4

大変奏曲
ギターのための

ラチョ・カルーポの主題による
L. レニャーニ氏に献呈

作品第 4 番

と記載され、本作はルイジ・レニャーニ
に献呈されている。主題を採った「ラチ
ョ・カルーポ」については不明で、コー
ルドウェルもそれが作曲者名なのかオペ
ラや歌曲の題名なのかは分からず、おそ
らくは綴り間違いではないかと推測して
いる。ラチョがレニャーニの仇名であり、
主題もレニャーニのものとする意見もあ
るが、確証はなく特定されていない。
　第 1 変奏の 4 小節目にド♯（①弦 21
フレット）が出てくるが、現代のギター
で演奏するためには何らかの工夫が必要
であろう。                            （編集部）

❷ラモーの歌劇『レ・ボレアド』の第 4
幕で登場する〈ポリュムニアのアントレ〉
は弦楽とファゴット、そして通奏低音の

ための曲です。ギターに編曲するきっか
けとなったのはピアニストのヴィキング
ル・オラフソンによるピアノ編曲を聴い
たことです。オラフソンは編曲にあたり
曲のタイトルを「芸術と時間」と自ら改
めています。
　複数の声部による掛け合い、レガート
で弾くことなどを心掛けると曲の美しさ
が一層浮き立つことでしょう。

（岡本拓也）

❸今月はペリーノ・フィオレンティーノ
（1523-1552）の〈ファンタジア〉を取り
上げます。彼は当時最も名を馳せたリュ
ート奏者フランチェスコ・ダ・ミラノの
弟子でしたが、29 歳という若さで亡く
なっています。フィオレンティーノの作
品は数えるほどしか残ってないものの、
ミラノの作品に劣らない素晴らしいもの
です。
　冒頭はまだはっきりとしたテーマが提
示されず、10 小節の間はイントロダク
ションのような印象を受けます。11 小
節目で核となるテーマが出てきて、非常
に短い間隔で他の声部が後を追います。
中間部分は技巧的な部分と、2 つ目のテ
ーマが交互に登場します。後半に出てく
るテーマも最初のテーマと同じようにメ
ロディーが終わらないうちに各声部がど
んどん後を追いかけるので、すべての声
部に意識を向けることが大事になりま
す。
　今回でルネサンス曲の連載はいったん
区切りとなりますが、まだまだ沢山素晴
らしい曲が眠っているので、またまとめ
て掲載できたらと思います。有難うござ
いました！　　　　　　　（松本富有樹）

❹映画『コクリコ坂から』のテーマ曲。
港町に暮らす少年少女の青春を描いた
1960 年代を舞台にしたスタジオジブリ
の作品です。映画では手嶌 葵さんが歌
っていますが、もとは 1976 年のテレビ
ドラマ『さよならの夏』の主題歌で、こ
ちらを歌っているのは森山良子さんでし
た。
　アレンジは映画版を参考にノスタルジ
ックで抒情的な雰囲気を出そうと工夫し
てみました。演奏にあたってはメロディ
ーラインを歌うように滑らかに繋げるこ
とを重視してください。　　 （米阪隆広）

❺ 1986 年に発売された曲で、夏の代名
詞的なバンド「TUBE」の代表曲と言っ
ても良いでしょう。みんなで海で戯れ時
を過ごす、バブル時代の華やかな曲です
ね。ギターソロということで、同じく夏
を感じさせるボサノバにアレンジしてみ
ました。
　 A の歌の入り（アウフタクト）から
いきなりのサビです。元気よく印象的に
入りましょう。全体にわたってですが、
ベースの 2 拍子を意識してしっかり進め
ていくようにしましょう。 Ｂ は少し軽
いノリで柔らかく。 Ｂ の最後ではオク
ターヴのグリッサンドを力強く、次のア
クセントのリズムをしっかり弾きサビメ
ロに戻ってください。 Ｄ の 8 小節はオ
リジナルのアドリブ的フレーズを入れま
した。　　　　　　　　　　（平倉信行）

❻キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より第 50 番と第 51 番
のレンドラーを掲載する。　　 （編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶サグリーニ／ラチョ・カルーポの主題による大変奏曲 Op.4
Luigi Sagrini：Grandes Variations pour Guitare Sur un thême de Racio Calupo

❷ラモー（岡本拓也 移曲）／ポリュムニアのアントレ
Jean-Philippe Rameau / Takuya Okamoto：Entrée de Polymnie

❸フィオレンティーノ（松本富有樹 移曲）／ファンタジア
Perino Fiorentino / Fuyuki Matsumoto：Fantasia

❹坂田晃一（米阪隆広 編曲）／さよならの夏
Koihchi Sakata / Takahiro Yonesaka：Sayonara-no natsu

❺織田哲郎（平倉信行 編曲）／シーズン・イン・ザ・サン
Tetsuro Oda / Nobuyuki Hirakura：Season in the Sun

❻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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