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――9 月 24 日にマイスター・ミュージックから新譜が
発売されますね。アルバムタイトルの『Feria』というの
は、どういう意味なのでしょうか？
菅沼聖隆：今回の新譜にボリビアのギタリスト、アルフ
レド・ドミンゲスが作曲した〈Feria〉（フェリア）とい
う曲を入れました。これは農村での豊作を願う曲でして、
そこから新譜のタイトルを取りました。
――収穫祭、フェスタといったところでしょうかね。こ
のアルバムは若手演奏家を発掘する「福田進一 ギター・
ディスカバリーシリーズ」の第 7 弾とのことですね？
菅沼：はい、そうです。福田先生から「ギター・ディス
カバリーシリーズというのをやっているのだけれども、
君も参加してみないか？」とお声掛けを頂いて、「ぜひ
やらせてください」ということで参加させて頂きました。
――レコーディングはいつ行なったのですか？

菅沼：今年の 4 月 11 日と 13 日に行ないました。
――横浜で録ったのですか？
菅沼：そうです。相鉄線の二俣川駅に隣接する横浜市旭
区民文化センター「サンハート」で録音を行ないました。
ここは僕が高校 1 年生の時に初めてクラシックギターの
コンサートを行なったホールでして、想い出の場所での
レコーディングはとても感慨深かったですね。
――それは良かったですね。収録曲は菅沼さんご自身で
選曲されたのでしょうか？
菅沼：福田先生とも相談させて頂きましたが、基本的に
は僕が選びました。
――ヒナステラの〈ソナタ〉などは、これまでも弾いて
いらっしゃいましたが、〈フェリア〉を作ったドミンゲ
スという人はどういうギタリストなのですか？
菅沼：アルフレド・ドミンゲス Alfredo Dominguez（1938-

Cover Story

菅沼聖隆／Masataka Suganuma
――――――――――――――――

菅沼聖隆

2022年8月19日／現代ギター社
インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）

©Kana Kondo

Masataka Suganuma

新譜『Feria』発売！
福田進一ギター・ディスカバリーシリーズⅦ

Hakuju Hall リサイタル開催！
2022 年 10 月 21 日（金） 19:00 開演

1996 年東京生まれ。5 歳より村治 昇ギター早期才能ギター教室にて村
治 昇、坪川真理子、金 庸太に師事。作曲、和声学、ソルフェージュを
三上 徹に師事。2014 年よりスペインのセビーリャ高等音楽院へ留学、
フランシスコ・ベルニエールに師事。第 34 回ジュニア・ギターコンクー
ル、第 36 回 GLC 学生ギターコンクール、第 30 回スペインギター音楽
コンクール 、第 44 回クラシカル・ギターコンクール、第３回イースト・
エンド国際ギターコンクール、第 41 回日本ギターコンクール、第 8 回
セビーリャ国際ギターコンクールで優勝、第５回グレドス・サン・ディ
エゴ国際ギターコンクール、第６回セビーリャ国際ギターコンクール、
第 31 回アンドレス・セゴビア国際ギターコンクール（アルムニェーカ
ル）などで上位入賞。2015 年セビーリャ高等音楽院にてギター最優秀
生に贈られる ｢Matrícula de honor」を受賞。
クラシックのみならず、フォルクローレ、ラテン、フラメンコなど、
ジャンルを超えた幅広いレパートリーを持つ。小林智詠との共演盤『El 
baile de la Juventud（若者の舞踏）』、ラテン系のレパートリーを集め
たソロ CD『Seriously Laughing（シリアスリー・ラッフィング）』、ス
ペイン楽曲を集めた『A La Española（ア・ラ・エスパニョーラ）』、
世界的チャランゴ奏者 Willy Ríos と“Dúo Fusión Masawi” として

『Encuentro（出会い）』をリリース、いずれも高い評価を得ている。
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やまとみらい主催、やまと名手の響シリーズとして 7 月 18
日に荘村清志とテノールの錦織 健によるデュオコンサートが
神奈川県・大和市文化創造拠点シリウス 芸術文化ホール メ
インホールにて行なわれた。併設されている市立図書館と共
に 2016 年に開館された比較的新しく、オーケストラなども
公演を行なう 1000 人以上収容できる大きなホールであるが、
チケットは早々に完売となり、2 人の名手の久しぶりの共演
を楽しみにしていた大勢の聴衆によって 2 階席まで全て、文
字通りの満席となった。
プログラムは荘村によるフレスコバルディのギターソロから
始まり、ギターにとっては広い会場であることを忘れさせる
かのような、ホールの隅々まで荘村の奏でるギターの音が響
き渡った。荘村のソロの後に錦織が登場し、モーツァルト〈夕
べの思い〉からギターとテノールのデュオが演奏されたが、
ソロ・デュオ共に全曲、PA 等の増幅装置を全く使わない、
荘村と錦織の長い共演歴による、お互いを知り尽くした絶妙
なアンサンブルと、良く響くホールの特性を活かした生音で
演奏された。曲間のトークでは当日演奏される曲目の紹介の
みならず、お互いの出会いの経緯や、これまでの共演の際の
エピソードなどを交えて会場を盛り上げた。前半は黒を基調

としたシックな衣装でカッチーニやヘンデル、モーツァルト
といったバロック・古典音楽や山田耕筰、武満 徹、菅野よう
子といった邦人作曲家の曲が演奏されたが、後半では華やか
な衣装を身にまとって登場した。荘村によるグラナドスのギ
ターソロから始まり、錦織とのデュオではオペラのアリアや
カンツォーネを、最後はラカジェのスペイン音楽、モドゥー
ニョやララといったラテンの音楽を会場に響かせて華やかに
締め括った。
プログラム：アリアと変奏※（フレスコバルディ）、夕べの思
い（モーツァルト）、麗しのアマリッリ（カッチーニ）、オンブラ・
マイ・フ、私を泣かせてください（ヘンデル）、モーツァルト
の『魔笛』の主題による変奏曲※（ソル）、この道、箱根八里
は（山田耕筰）小さな空、死んだ男の残したものは（武満 徹）、
花は咲く（菅野よう子）、アンダルーサ※（グラナドス）、《ドン・
パスクァーレ》より〈なんというやさしさ〉（ドニゼッティ）、

《セビリアの理髪師》より〈空はほほえみ〉（ロッシーニ）、ア
ランブラの想い出※（タレガ）、歌と舞曲第 1 番 ※（ルイス =
ピポー）、私は家を建てたい（ドニゼッティ）、アマポーラ（ラ
カジェ）、グラナダ（ララ）※ギターソロ

［7 月 18 日／神奈川・大和市文化創造拠点シリウス］

錦織 健
Ken Nishikiori

（T） 荘村清志
Kiyoshi Shomura
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◆ソルとソルの作品の研究―――――――――――――
　フェルナンド・ソル（1778-1839）はギタリストにとっ
て重要な作曲家であり、今⽇もなおソルの作品は世界中
で演奏され続けている。ソルについての研究はブライア
ン・ジェファリによって躍進を遂げ、その⽣い⽴ちを知
ることができるようになった。さらに、ソル⾃⾝が執筆
したギター教則本からも、さまざまな情報を得ることが
できる。しかし、肝⼼なソルの作品⾃体の詳細な分析や、
作品同⼠の⽐較はあまりされていない。
　ソルの最も主要な作品の⼀つである〈グラン・ソロ 
Op.14〉には異なる版が存在する。しかし、版ごとの相
違点や優位性はもとより、作品の構造や内容⾃体につい
ては論じられてこなかった。
　本稿ではカストロ版の出版と同時期に存在する⼿稿
譜、カストロ版、メッソニエ初版、メッソニエ改訂版、
アグアド版を⽤いて〈グラン・ソロ〉を分析、⽐較する。
また、それらの応⽤についても考察し、〈グラン・ソロ〉
への新しいアプローチを試みる。
　まず、今回（2022 年 10 月号）は、〈グラン・ソロ〉の
作品の構造について詳細に見ていきたい。それに続いて
次回（2022 年 11 月号）は、各版の⽐較とその応⽤、そ
れに基づく試案としての〈グラン・ソロ〉の筆者による
校訂譜を掲載したいと思う。

◆グラン・ソロの基本情報―――――――――――――
　〈グラン・ソロ〉はソルの活動初期のスペイン時代［註 1］ 
に作曲された。ただし、〈Op.23〉までは作品番号が年代
順ではないため、具体的な作曲時期を特定することは難
しい。
　〈グラン・ソロ〉には多数のファクシミリが現存するが、
原典と呼べるものは以下の 3 つに分類することができる。

・カストロ版
・メッソニエ初版
・メッソニエ改訂版
　いずれもフランスで出版された後に、ドイツでも複写
と思われる出版が存在する。

［カストロ版／カストロ版手稿譜］
　この中で最も早く世に出たカストロ版は、パリでサ
ルバドール・カストロ・デ・ヒスタウ Salvador Castro de 
Gistau によって出版された。これには〈グラン・ソロ〉
ではなく〈第 1 ソナタ〉（Sonata Prima）とタイトルがつ
けられている。
　カストロ版の出版と同時期のものと思われるほぼ同⼀
内容の⼿稿譜（以下、「カストロ版手稿譜」とする）も〈第
1 ソナタ〉（Sonata Prima）と冒頭に書かれ、表紙には《Dos 
Allegros》（2 つのアレグロ）と書かれている［註 2］ 。カスト
ロ版⼿稿譜が書かれたのは 1810 年頃、カストロ版の出
版は 1810 年頃、遅くとも 1814 年とされているため、カ
ストロ版⼿稿譜がカストロ版の元となった版であるの
か、カストロ版を写譜したかの判断は難しい。

［メッソニエ初版／メッソニエ改訂版］
　次に現れたのが 1822 年にパリでジャン・アントワーヌ・
メッソニエによって出版されたメッソニエ初版である。
ジェファリはメッソニエ初版はメッソニエによって簡略
化された版だとしている（1979）。メッソニエ改訂版は
1825 年から 1839 年の間に出版された ［註 3］。

［アグアド校訂版］
　ソルと親交があったギタリスト・作曲家のディオニシ
オ・アグアド（1784-1849）による〈グラン・ソロ〉の編

執筆：藤元高輝（ギタリスト）

1992 年東京都北区⽣まれ。3 歳より父からギターを習い、7 歳より村治 昇氏に師事。11 歳より新井伴典氏に師事、同時に国内外のギ
タリストのマスタークラスを多数受講。2004 年第 35 回クラシカルギターコンクール第 1 位（11 歳で最年少優勝）、第 29 回学⽣ギター
コンクール GLC 賞、名古屋ギターコンクール第 1 位。2005 年モイスィコス国際ギターコンクール第 3 位（首席）、2006 年⽇本ギター
コンクール オヌール部門ソロの部第 1 位読売賞。2008 年ヴァイカースハイム国際ギターフェスティバル（ドイツ）コンクール部門第
1 位、第 26 回スペインギター音楽コンクール第 1 位。2009 年ハインスベルグ国際ギターコンクール（ドイツ）第 2 位、コブレンツ国
際ギターコンクール（ドイツ）第 3 位。2010 年アジア国際ギターフェスティバル（タイ）コンクール部門第 1 位、2011 年東京国際ギター
コンクール第 1 位。2012 年には小暮浩史とのデュオ「こーき＆ひろし」として⽇本ギター重奏コンクール優勝。
東京音楽大学付属高等学校、東京音楽大学にて荘村清志、江間常夫の各氏に師事。作曲を塩崎美幸、植田 彰、伊左治 直の各氏に師事。
指揮を本多優之氏に師事。ケルン音楽大学にてアンスガー・クラウゼ氏に師事。
これまでに CD『バルトーク／ルーマニア民族舞曲』『フェルナンド・ソル : ギター作品集』『武満 徹 : ギター作品集』『藤元高輝ギター
リサイタル』を発表し、いずれも高評価を得る。2008 年ドイツ 3 都市（ボン、ケルン、デュッセルドルフ）にてソロコンサートを行なう。
2014 年作曲家今村俊博とのパフォーマンスデュオ「s.b.r.」結成。

ソル〈グラン・ソロOp.14〉を解明する
特集

註 1：ソルがスペインで過ごした時期は 1778 年から 1813 年までである。 註 2：カストロ版〈グラン・ソロ〉は〈ソナタ Op.15-b〉と併せて、《2 つ
のソナタ》として出版された。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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●記念アルバム『20VEINTE ～ 20 年の軌跡～』───
──デビュー 20 周年おめでとうございます。フル・ア
ルバムのリリースは何年ぶりでしょうか？
沖 仁：前作『Spain』が 2018 年のリリースでしたので、
約 4 年ぶりになります。
──今回はオリジナル作品を中心とした記念アルバムに
なっていますが、タイトルの『20 VEINTE ～ 20 年の軌
跡』にはどのような意味が込められていますか？
沖 ：2002 年に CD『ボリビアの朝』でデビューさせて頂
いて、今年は 20 周年という節目になりますので、これ
までの演奏活動の集大成と言いますか、この 1 枚を聴い
てもらえれば、今の自分の全てが伝わるんじゃないかと
いう、そういう期待を込めたタイトルになっています。

──タブラの U-zhaan さんや海外のアーティストをはじ
め、レコーディング・メンバーが非常に豪華ですね。
沖 ：そうですね。少数精鋭と言いますか、自分にとって
思い入れのあるミュージシャンたちに参加してもらいま
した。
──レコーディングはどちらで行なわれたのでしょう
か？
沖 ：リズムセクションは軽井沢のスタジオがメインで、
ギターはすべて自分のスタジオで録音しました。別々に
録ったものをダビングしたりということもありました
し、海外アーティストについては、それぞれ現地で弾い
てもらって、リモート録音という形で参加してもらいま
した。

沖 仁
JIN OKI
豪華ゲスト陣を迎えた
デビュー 20周年記念アルバム

『20 VEINTE～ 20年の軌跡～』リリース

 2022 年 8 月 10 日
インタビュアー：安藤政利（編集部）

写真：高木由利子
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GFA国際ギターコンクール 2022参戦記

Guitar Foundation of America / International Concert Artist Competition 2022

レポート：猪居亜美（ギタリスト）　　　　写真提供：GFA（Guitar Foundation of America）事務局

加した印象などをまとめてみました。

◆ GFA の歴史と大会運営
　Guitar Foundation of America（GFA・全米ギター協会）
は 1973 年に設立され、1982 年から International Concert 
Artist Competition（インターナショナル・コンサート・アー

快挙！ 猪居亜美が GFA 国際ギターコンクールで第 4 位入賞 !!

（文中敬称略）

猪居亜美

◆ GFA 国際ギターコンクールに参加して
　私、猪居亜美は、2022 年 6 月 28 日〜 7 月 2 日にアメ
リカ合衆国インディアナ州インディアナポリスにおいて
開催された GFA 国際ギターコンクールに出場し、第 4
位を受賞させて頂きました。
　この度、『現代ギター』編集部の依頼により、今回の
GFA 国際ギターコンクールの様子と、実際に大会に参 ティスト・コンペティション／ GFA 国際ギター

コンクール）が始まりました。
　GFA 国際ギターコンクールではこれまでに、
アンティゴーニ・ゴーニ、ジュディカエル・ペ
ロワ、マーサ・マスターズといった巨匠を始め、
ジェレミー・ジューヴ、マルシン・ディラ、ガ
ブリエル・ビアンコといった日本でも非常に人
気の高いトップギタリストたちが歴代の優勝者
として名前を連ねており、現在における世界最
高峰の国際ギターコンクールの一つと言われて
います。
　毎年、アメリカ合衆国内の様々な都市で行な
われる GFA 国際ギターコンクールですが、今
年はインディアナ州インディアナポリス市のイ
ンディアナポリス大学を会場として開催されま
した。
　今回は、エドゥアルド・フェルナンデス、エ
リオット・フィスク、北京ギターデュオ、バン
ディーニ・キアッキアレッタ・デュオ、カナディ
アン・ギターカルテットがゲスト審査員やゲス
トアーティストとして招聘されました。
　大会は、インターナショナル・コンサート・
アーティスト・コンペティション部門（ICAC）
に加えて、インターナショナル・ユース部門

（IYC・14 歳以下のジュニアの部、15 〜 18 歳の
シニアの部）、アンサンブル部門が開設されて
いますが、その他にもゲスト・アーティストに
よるレクチャーやコンサートが毎日開催され、
また世界中の製作家たちによるギター展示会な
どもあり、大会出場者のみではなく、ギターファ
ンにとっても非常に充実したイベントとなって
います。photo courtesy of Guitar Foundation of America
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❶映画『シン・ウルトラマン』の主題歌。
ウルトラマンという誰もが知るテーマを
独自の切り口で解釈した本作は、幅広い
世代のファンの心を掴みました。
　米津玄師さんの主題歌はひとり戦うウ
ルトラマンの孤独で崇高な姿を思い起こ
させます。単純なコード進行をあまり使
わず細かい転調が多い、なかなか一筋縄
ではいかない作品。ギターでは少し弾き
にくいですが、この不思議な浮遊感のあ
る曲調がウルトラマンの未来的な雰囲気
をうまく表現しているように感じます。                            

（米阪隆広）

❷ 1991 年に放映されたテレビドラマ
『101 回目のプロポーズ』の主題曲とし
て採用され、大ヒットしました。ヴォー
カル・デュオのハーモニーと掛け合いの
素晴らしさも聴き応えがあります。
　全体のテンポは、オリジナルより少し
ゆっくり目で、響きを感じるようにしま
しょう。イントロは開放弦とハーモニク
スの響きを大事にしてください。A メ
ロの始まりはコード進行の上昇するベー
スとともに盛り上がりを出しましょう。
B の最初は 4 分刻みのコード・チェン
ジですが、トップ・ノートのメロディー
を意識しましょう。 C からのサビでは
コードチェンジの動きが大きくなりま
す。ベースに使用する指でしっかりポジ
ションを捉えて移動しましょう。1 カッ
コの最後の小節ではラスゲアードの奏法
でハーモニクスを弾き、 少し派手にして
サビに戻るようにしてください。

（平倉信行）

❸キュフナー《初心者のための 60 のレ
ッスン Op.168》より第 52 番ポロネーズ、
第 53 番アンダンティーノ、第 54 番アン
ダンテを掲載する。ポロネーズは「ポー
ランド風」という意味の同国を起源とす
る舞曲。3/4 拍子で「タン・タ・タ、タン・
タン・タン・タン」というリズムが典型
的であるが、第 52 番は 1 拍目に強拍が
置かれているものの必ずしもこれには準
じていない。本曲集中でも最も長い楽曲
の一つであり、ラスゲアードを用いるな
ど演奏効果に優れた作品となっている。

（編集部）

❹エリック・サティ（1866-1925）はフ
ランスの作曲家・ピアニスト。同時代の
作曲家ドビュッシー、ラヴェルらからも
その才能を認められていたにも関わら
ず、パリの文学酒場でシャンソン歌手の
伴奏等、ピアノを弾くことで糊口をしの
ぐ不遇な人生を長く過ごしている。生来
の気質である、奇人変人ぶり、理解し難
いユーモアがその故かもしれない。
　しかし、他者の後を追わず、飽くまで
自分だけの音世界を追い求め続けた純粋
さが彼の作品の柱である。40 歳で対位
法を学び直すために大学に入ったのも、
強い向上欲求の証だろう。
　繊細で豊かな感性の表現を複調や予測
不可能な転調、従来の 3 度和声の無視、
ジャズ的自由度、感覚的な和音等に求め、
これらから創造された音世界は絶えず斬
新で奇抜でありながら当人の言う「家具
のような音楽」、その存在を意識させな
いの意味であろうが、逆に個性的で強い

印象を感じる曲を残している。
　《3 つのグノシエンヌ》は 1890 年に作
曲されたピアノ曲。「グノシエンヌ」に
具体的な意味はなく、古いギリシャ語か
らインスパイアされた造語らしい。
　サティは年齢と共に作曲技法が変化し
ているのだが、グノシエンヌは 24 歳時
の作品であり、まだ調性感はある。だが
既に拍子記号と小節線はない。厳選され
た必要不可欠な音だけで書かれているた
め各音に充分な配慮が求められる。
　本質的に他の音楽（ギター音楽だけで
はなく）と異なるので、古典派、ロマン
派音楽等で慣習化している演奏表現にな
らないで欲しい。そして決して力演すべ
き曲ではないと思う。さりげなく聴こえ
て、なおかつ緻密な緊張感を表現して欲
しい。

（杉浦栄次郎）

杉浦栄次郎プロフィール
広島大学ギタークラブ出身、エリザベト音楽大
学卒業、オスカー・ギリア・マスタークラス東
京ファイナルコンクール第 1 位、第 1 回学生ギ
ターコンクール企画設立、元広島ギタリスト協
会会長、現ポコアポコギタークラブ主宰、『音楽
力養成のための教則本』（全音楽譜出版）、『バッ
ハ鍵盤曲からギター独奏編曲集』（ドレミ楽譜出
版）を出版、サティ、モンポウのピアノ曲集の
編曲も手掛け、テレビ、ラジオへの出演の他、
コンサート活動も精力的に行なっている。

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶米津玄師（米阪隆広 編曲）／ M八七
Kenshi Yonezu / Takahiro Yonesaka：M87

❷飛鳥 涼（平倉信行 編曲）／ SAY YES
Ryo Aska / Nobuyuki Hirakura：SAY YES

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サティ（杉浦栄次郎 編曲）／ 3 つのグノシエンヌ
Éric Satie / Eijiro Sugiura：Gnossiennes
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