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◆分析結果考察、その他――――――――――――――
　前号（2022 年 10 月号）の特集『ソル〈グラン・ソロ
Op.14〉を解明する』では、〈グラン・ソロ〉の作品構造を
詳細に分析していった。
　ブライアン・ジェファリは〈グラン・ソロ〉のことを『厳
格なソナタ形式による作品というよりは、むしろ、主題の
再現をともなう⾃由な幻想曲』［註 1］としている。
　しかし、分析的には典型的な古典派のソナタ形式を呈し
ているため、ジェファリの主張と分析結果は異なる。ただ
し、モチーフを単純化する分析⽅法は、必ずしもソルの作
曲過程を⽰してはいない。
　モチーフの分布や、モチーフと装飾⾳との密接な関係か
ら、〈グラン・ソロ〉における理論的な構築は、ソルの作
曲上の気質的なものが反映されていると言えよう。
　アグアドは⾃⾝の版の序⽂でオーケストラ性に言及し
ているが、ソルも⾃⾝の教本の中で度々言及している。こ
れらからギターで再現するオーケストラ性について共通
の認識があったことが考えられる。
　分析で取り上げたそれぞれのモチーフは装飾的要素等
を除くと跳躍が存在せず、⾳域が⾮常に狭い。これらのモ
チーフを様々な⾳⾼に配置することによって⽐較的狭い
ギターの⾳域内で、オーケストラ的な⾳響をより効果的に
⽣み出していると言えるだろう。

◆各版の特徴と相違点―――――――――――――――
　前回の作品構造の分析を受け、本稿では〈グラン・ソロ〉
の原典と目される、①カストロ手稿譜、②カストロ版、③
メッソニエ初版、④メッソニエ改訂版、そしてアグアドが
⾃分の弟子のために本作を改訂した、⑤アグアド版、以上
5 つの版について見ていくことにする。
　それぞれの版の間には細かな違いが無数に存在する。印
刷ミスを始めとして、即興性のある恣意的な⾳選びや、
アーティキュレーションの違い、印刷や写譜の際の間違い
や出版社の編集上のルールの変更等が見受けられる。

　それらを逐⼀列挙することは本稿の主旨からは外れる
ため、各版固有の特徴的な要素、共通する要素等、〈グラン・
ソロ〉の本質に触れる部分のみを取り上げて⽐較すること
にしたい。
　なお、前回に引き続き筆者が作成した 5 つの版の「比較
譜」もダウンロード可能としたので参照されたい。
　以下、小節番号は、 1 、 2 、 3 ……のように四角内
の数字で⽰す。

◆拍子 ――――――――――――――――――――――
　 31 の Allegro からはアグアド版のみ 2 拍子になっている

（譜例 1）。

◆調号 ――――――――――――――――――――――
　展開部で転調する 137 では、カストロ⼿稿譜、カストロ
版、アグアド版はフラット 4 つ、メッソニエ改訂版は 5 つ
となっている（譜例 2）。分析上は Des dur（変ニ長調）な
のでフラット 5 つが理論的には正しい。

◆小節数の違い ――――――――――――――――――
　版によって小節数は異なり、この違いはいくつかの種類
に分けられる。小節数の違いは以下に分類できる。

［意図的な追加、和声の延⻑等］
・メッソニエ初版 21 ～ 24  ：繰り返し。

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〉各版の比較と応用
特集

註 1：前号「ジェファリとアグアドの見解」（21 頁）を参照のこと。
………………………………………………………………………………………

譜例 1：アグアド版（ 31 ）

譜例 2：メッソニエ改訂版（ 137 ）

010-18：特集／グラン・ソロ比較分析.indd   10 2022/10/05   14:42:44
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――11 月 22 日（火）に開催される東京オペラシティ リ
サイタル・シリーズ「B → C（バッハからコンテンポラリー
へ）」へ出演されるとのことですが、このシリーズにはど
ういう印象をお持ちですか？
小暮浩史：若手の登竜門というイメージがあります。これ
までギターでは益田正洋さん、益田展行さん、松田 弦さん、
村治奏一さん、松尾俊介さん、藤元高輝さん、徳永真一郎
さんといった錚々たる方々が出演されていますので、凄く
意義深いコンサートだと思っていますし、今回指名を受け
てとても嬉しく光栄に感じています。
――このシリーズはバッハとコンテンポラリーを必ず入
れた上で奏者が独自のプログラムを組むというコンセプ
トですが、今回のプログラムはどういう意図で選曲された
のでしょうか？
小暮：バッハは必須ですが、それ以外は「スペイン」で統
一しました。一番古い時代のものがサンスの《スペイン組
曲》ですが、僕の恩師である高田元太郎先生が 19 世紀ギ
ターをバロックギターの調弦にするというアイディアで
弾いていらっしゃって、それが凄く格好良かったので、い
つか自分でもやってみたいなと思っていたんです。

――それでは 19 世紀ギターを使って弾かれるのですね。
弦は 6 本張るのでしょうか？
小暮：はい、高田先生のアイディアで高音弦にはフロロ
カーボンの釣り糸を使い、③④⑤弦をオクターヴ上げて調
弦しています。さらに、D マイナーの曲でずっとオープン
で鳴らせるように⑥弦は D 調弦にします。
――なるほど。ラスゲアードも多用されるのですね？
小暮：バロックギターにはもちろんソロの作品もあります
が、古楽のアンサンブルではリズムを刻む打楽器的な役割
を担うことも多いんです。サンスの作品にもそうしたリズ
ミカルな掻き鳴らしが登場しますが、それを高田先生の秀
逸なアイディアをお借りして表現してみたいなと考えて
います。バロックギターから時代が下っていくにつれて、
楽器自体もその性能も変わってきますが、ギターで歌うと
いうことがフィーチャーされてきますよね。
――リョベートの《カタルーニャ民謡集》の編曲はまさに
そうですね。これまではあまり弾いていない？
小暮：〈聖母の御子〉〈アメリアの遺言〉〈盗賊の歌〉くら
いでしょうか。人前で正式に弾くのは今回が初めてです。
――実際に弾いてみていかがでした？

小暮浩史／Hiroshi Kogure
―――――――――――――

2022年9月21日／現代ギター社
興梠徳子（公益財団法人 東京オペラシティ文化財団広報）、インタビュアー／渡邊弘文、五十木翔太（現代ギター社編集部）

©Waki Hamatsu

Hiroshi Kogure

1988 年東京出身。19 歳よりギターを始めこれまでに高田元太郎、
福田進一の各氏に師事。ギターを始めて 2 年目の GLC 学生ギター
コンクール（大学生の部）での第 1 位を皮切りに、クラシカルギター
コンクール、スペインギター音楽コンクール、九州ギターコンクー
ル、日本ギターコンクール（オヌール部門）などで優勝する。2017
年には東京国際ギターコンクール、ヴァリア国際ギターコンクール

（ギリシャ）にて優勝するなど国内外でも優秀な成績を残している。
2021 年には㈱メルカリ主催のメルカリコンサート・ギターオーディ
ションでグランプリを獲得。福田進一より「晩学の天才」と評され
同氏のプロデュースによりマイスター・ミュージックからデビュー
盤『舞踏の旋回』をリリース。その後も同レーベルより『オブリビ
オン』『リブラ・ソナチネ』をリリースしている。2014 ～ 19 年フ
ランスのストラスブール音楽院に留学、ギターをデュオ・メリス（ア
レクシス・ムズラキス、スサナ・プエリト）に、テオルボおよび通
奏低音を今村泰典に師事。NHK-FM『リサイタル・ノヴァ』に出
演するなど、現在は東京を拠点に各方面で精力的な活動を行なって
いる。2016 年度文化庁新進芸術家海外研修員。
Website：https://hiroshi-kogure.com

小暮浩史

東京オペラシティ リサイタル・シリーズ B→Cバッハからコンテンポラリーへ

11 22月 日（火）開催

若き名手がスペイン音楽を軸に紡ぐ
クラシックギターの幅広い魅力！

019-21：小暮浩史インタビュー.indd   19 2022/10/07   15:04:38
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真夏の風物詩、Hakuju ギター・フェスタ 2022 が、8 月 19
日～ 8 月 21 日に開催された。第 16 回目となる今回は昨年
に引き続き「原点回帰 2」をテーマに掲げ、ギター本来の魅
力を伝えるべく独奏を中心とした構成が採られたが、今回は
朴 葵姫、猪居亜美という気鋭の女性ギタリスト、カリスマ
的な支持を集めるアコースティックギタリストの押尾コータ
ローが出演し、新たな息吹をフェスタに持ち込んだ。

● 8 月 19 日（金）
【猪居亜美／ソロ】※アンコール・ゲスト：朴 葵姫
第 1 夜の前半は今年の第 39 回 GFA 国際ギターコンクールの
ファイナリストになった猪居亜美のソロで開幕した。同コン
クールに関連した曲で選曲され、2012 年の課題曲として委
嘱された、ギターならではの特殊奏法を駆使したヨーク〈Just 
How Funky Are You〉から猪居の演奏が始まった。続く 2 曲
目には第 38 回の 2 次予選課題曲のロックバーグ〈カプリス
変奏曲〉からの抜粋を、最後に第 36 回の 2 次予選曲のシエッ
ラ《ギター・ソナタ》演奏し、世界最高峰のギターコンクー

ルで鍛え上げられた圧倒的な音楽と技術で会場に響かせた。
［プログラム］：Just How Funky Are You ※GFA 委嘱作品
（ヨーク）、「カプリス変奏曲」より（ロックバーグ）、ギター・
ソナタ（シエッラ）

【押尾コータロー／ソロ】※アンコール・ゲスト：荘村清志、
福田進一
第 1 夜の後半は、デビュー 20 周年を迎えた押尾コータ
ローが登場。独自のタッピング、パーカッシブな奏法や特
殊調弦を駆使した演奏で坂本龍一の名曲〈Merry Christmas 
Mr.Laurence〉からスタート。曲ごとにギターを変えながら
演奏を行ない、〈黄昏〉ではオールドのギブソンを用いていた
が、Hakuju Hall の音響も相まって、クラシックギターの銘
器を彷彿とさせる柔らかく優しい響きで会場を包み、プログ
ラム最後は押尾作曲の〈翼～ you are the HERO ～〉で鮮や
かに締め括られた。そしてアンコール・ゲストには荘村、福
田が登場。クラシックギター界のレジェンド 2 人とアコース
ティックギター界のスターによるジャンルを超えた歴史的な

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

写真：三好英輔

8 月 19 日：猪居亜美 8 月 19 日：押尾コータロー

022-26：ハクジュ／大阪ギター.indd   22 2022/10/11   13:55:55
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 2022 年 9 月 9 日
GG サロン

インタビュアー：安藤政利（編集部）
写真：池上直哉

●大人気の “SEIJI IGUSA YouTube Channel”───────
──本日はどうぞよろしくお願いいたします。井草聖二さん
は、CD や演奏活動はもちろん、YouTube 動画がとても人気
ですね。今、チャンネル登録者数はどのくらいいらっしゃる
のでしょうか？
井草聖二：何人だろう、ちょっと確認してもいいですか？（笑）
……大体 62 万人です。
──それは凄い人数ですね。ソロギタリストの YouTube と
しては一番ではないですか？
井草：国内のギタリストとしてはそうかもしれないですね。
本当にありがたいことです。韓国には登録者 100 万人を越え
る YouTube チャンネルを持つギタリストがいるんですよ。子
供の頃からずっとアップしているから、皆、その成長ぶりも
楽しんでいるようで（笑）。
──井草さんはいつ頃から YouTube に動画をアップされる
ようになったのですか？
井草：十数年くらい前でしょうか。まだ YouTube が世の中に

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

井草聖二

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

Seiji Igusa
井草聖二

8

ジャンルを問わずどんなギターでも縦横無尽に
弾き分ける──驚愕のテクニックを持つジャン
ルレスのギタリスト井草聖二が「アコギ談義」に
登場。自身の YouTube チャンネルの総再生回数
は 1億回、登録者数も 60万人を超えるなど“ユー
チューバー”としての顔も持つ、注目の新世代
ギタリストである。

アコースティックギタリスト / 作曲家 / アレンジャー
牧師家庭に生まれ幼少より讃美歌、ゴスペルに親しむ。 
11 歳でドラム、15 歳よりギターを始める。
2009 年アコースティックギタリストの登竜門『FINGER PICKING 
DAY2009』に出場。「最優秀賞」「オリジナルアレンジ賞」受賞。同年
Tommy Emmanuel ジャパンツアーのオープニングアクトを務める。
2010 年、アメリカ・カンザス州で開催された世界的なギターコンテスト

「39th Walnut Valley Festival」に日本代表として出場し、Top5 に選出
される。
2015 年から韓国、中国などアジアでの演奏活動を開始。
2019 年、全 15 都市を巡る中国ツアーを開催し好評を博す。
2021 年発売の雑誌『Acoustic Guitar Book 53』では表紙に抜擢され、
アコースティックギター界の旗手の一人として注目を集めている。
これまで 10 枚のアルバムをリリースし、その緻密なフィンガーピッキン
グ奏法の楽曲は海外の SNS で話題となり、YouTube のチャンネル総再
生回数は 1 億回を超え、Instagram のフォロワーは 35 万人を超える。
ソロ・ギタリストとしての活動のほか、作曲家 / アレンジャーとしてジャ
ンルを問わず様々なアーティストのレコーディングにも参加している。
公式 HP：https://www.igusaseiji.com/

https://www.youtube.com/c/SeijiIgusa
井草聖二 YouTube チャンネル
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❶ソル〈グラン・ソロ〉の本校訂譜はカ
ストロ版を基に理論的な修正と技術的な
修正を施した。
　カストロ版には様々な⽭盾が存在し、
連続⾳程の出現や限定進⾏⾳の無視等の
理論的に問題がある箇所が多く存在す
る。また、他の版で妥協と思われる箇所
がカストロ版には理想型として書かれて
いることが多いが、演奏が困難ないし不
可能である場合が多い。
　これらの問題はメッソニエ改訂版とア
グアド版を主に参照し、理論的に⼀貫性
を持たせつつも演奏性を追求するように
修正した。
　修正の際に複数可能性がある場合はカ
ッコで⽰した。
　強弱は本質を⼤きく変えて解釈されて
しまう可能性があるため、⼀切⼿を加え
なかった。しかし、271 ⼩節以降は、メ
ッソニエ改訂版やアグアド版とコンセプ
トが異なることを考慮し、カストロ⼿稿
譜の強弱を採⽤した。
　楽器は現代のギターで演奏することを
想定した。運指は 19 世紀ギターで演奏
するには⾮伝統的な箇所が存在する。ま
た、運指の良し悪しには個⼈差があるた
め、各々が原譜と⽐較、検討の上この版
に取り組む事を推奨する。　 （藤元高輝）

❷〈メロディー〉は玉置浩二のヒットナ
ンバーで、僕の最新アルバム『Acoustic 
Solo J-Song Best2 -Progress-』の 12 曲目に
収録されています。旋律の美しさはもち
ろんのこと、歌詞も⾮常に素晴らしいで
す。ぜひ原曲も聴いて、この曲の世界観
を感じてください。
　チューニングはドロップ D チューニ
ング（⑥＝ D、⑥弦のみ 1 ⾳下げる）で
演奏します。
　僕はインテンポではなく少しリズムを
崩しながら弾いています。各々の心地良
いリズムで演奏して良いかと思います。
17 ⼩節目、31 ⼩節目に出てくる 7 フレ
ットのハーモニクスは、次の⼩節にかけ
て⾳を残すと美しいです。最後の C セ
クションは⾳数が少し増えてくるので、
それに合わせて盛り上がるように弾くと
良いでしょう。　　　　　 （龍藏 Ryuzo）

❸〈I LOVE YOU〉の作者である尾崎 豊
は反逆児の象徴的存在として、ヤンチャ
な言動を繰り返し、その暮らしぶりも相
当に破天荒だったようです。彼が歌う思
春期のやり場のない怒りや不満をストレ
ートにぶちまけた楽曲は同年代の若者か
ら絶⼤な支持を集めました。その⼀方で
独自の感性で綴られたこの曲のようなラ

ブ・ソングも高い⼈気を誇っています。
1991 年に発表された〈I LOVE YOU〉は
JR 東海の CM ソングにも起⽤されて⼤
きな話題になりました。
　今回のギターアレンジでは、楽曲全体
にわたってオブリガードがメロディーの
⾳域を上回っている箇所がありますが、
⾳色や⾳量を変えるなどして、上⼿く区
別してください。
　 A 、 B の言葉を繋ぐような流れから、
C メロからの 4 ビートのリズムに乗せて
進んでいくような変化を感じると良いで
しょう。
　 E のメロディーを含んだアルペジョ
はメロディーをしっかり認識して、しっ
かり弾き、アルペジョを⼀歩下がった感
じで響かせてください。　　 （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》より第 55 番アンダンテ
ィーノ、第 56 番アンダンテ、第 57 番マ
ーチを掲載する。第 55 番、第 56 番はヘ
長調で書かれている。第 57 番はハ長調
の⾏進曲であるが、キュフナーはバイエ
ルン王国陸軍の軍楽隊長を長年務めてお
り、⾏進曲はお⼿のものといった感じで
あろう。　　　　　　　　　　 （編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶ソル（藤元高輝 校訂）／グラン・ソロ Op.14
Fernando Sor / Koki Fujimoto：Grand Solo Op.14

❷玉置浩二（龍藏 Ryuzo 編曲）／メロディー
Koji Tamaki / Ryuzo：Melody

❸尾崎 豊（平倉信⾏ 編曲）／ I LOVE YOU
Yutaka Ozaki / Nobuyuki Hirakura：I LOVE YOU

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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