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――荘村さんの新譜『ゴッドファーザー 愛のテーマ』が
リリースされるということですが、これは coba さん編曲
の《世界のポップス名曲選》を収録した CD だそうですね。
まずは今回の作品委嘱の経緯からお聞かせ願えますか？
荘村清志：coba さんとの出会いですが、確か武満 徹さん
の関係でお会いしたのが最初ですよね ?  武満さんは coba
さんのことを「物凄い天才アコーディオニストがいるん
だ ! 」と常々激賞されていたんですよ。
coba：武満先生がプロデュースをされていた八ヶ岳高原
音楽祭に呼んで頂いて、その時に初めて荘村さんにお目に
かかりました。普段からテレビで観ていた方でしたので驚
きました。お二人がとてもお親しい仲だとは知らなかった
のですが、後に、荘村さんが武満先生のところへ「ギター
曲を書いて欲しい」と押しかけていったというエピソード

を聞いて、「ああ、そうだったのか」と思いました。
荘村：その後はしばらくお会いしていなかったんですが、
数年後に渋谷のオーチャードホールで開催された coba さ
ん、東儀秀樹さん、古澤 巖さんのジョイント・コンサー
トを聴きに行ったんですよ。その時の coba さんの演奏に
は非常な衝撃を受けました。自分の内面から湧き上がって
くるものを思いっきり表現されている姿を見て感動した
んです。
coba：ありがとうございます !  東儀・古澤・coba の頭文
字を取った“TFC”として定期的にコンサートを行なっ
ていたんですよ。
荘村：coba さんが作曲されたアコーディオンとヴァイオ
リンのデュオ曲も古澤さんと一緒に演奏なさったのです
が、それがまた素晴らしい作品で、coba さんの演奏と作

荘村清志『ゴッドファーザー 愛のテーマ』リリース！
coba 編曲『世界のポップス名曲選』を収録 2022年10月4日／現代ギター社GGサロン

特別対談 coba 荘村清志&
珠玉のメロディーに酔いしれて――――――――――――――――

©Naoya Ikegami
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演奏家として数多くの舞台で活躍する名手、松尾俊介と松田 
弦によるデュオリサイタルが東京・ティアラこうとう小ホー
ルにて開催された。時期は異なるが松尾、松田は共にフラン
スで研鑽を積み、アントニー国際ギターコンクールでの入賞
歴があり、現在では演奏活動の他に GG 学院等で後進の指導
に当たったり、（プログラムの曲間トークで話していたが）お
互いの苗字に「松」の字が使われている等、共通点は多々あ
るが、2 人の共演は意外にも 2021 年 6 月に行なわれたデュ
オコンサートが初めてであり、今回のリサイタルが 2 回目
の共演となったが、全くそれを感じさせない見事な演奏を披
露。今回のプログラムは前半に古典から近現代の作品を時代
順に全てデュオで、後半は中南米の作曲家の作品を、デュオ
の合間にお互いのソロ演奏を交えた構成。プログラム最初の
ソルから最後のニャタリまで、どの作品も傑作・名曲揃い。
中には実演で聴けることは珍しいロワイエ《協奏的二重奏曲
Op.31》もあり、選曲のセンスが光っている。ソロでは松尾
はバリオスの名曲《大聖堂》を、松田は今年がメモリアルイヤー
であるピアソラの作品から〈タンティ・アンニ・プリマ〉と

〈ブエノスアイレスの夏〉を快演。デュオにおいては両名の絶
妙なバランスと息の合ったアンサンブル、松尾のしなやかで
芯のある音と松田の柔らかく周りを包み込む音が良く混ざり
合いながら各時代・各地の音楽を磨き抜かれた技術・表現力
で演奏して聴衆を魅了し、組曲《肖像》で華やかにコンサー
トは締めくくられた。また、使用楽器はお互いに最近使い始
めたもの（松尾は君島 聡製作の Luna モデル、松田はアルカ
ンヘル・フェルナンデス）であったが、使い慣れた愛器のよ
うに自在にコントロールした演奏を繰り広げていた。今後も
松尾・松田デュオの演奏を舞台で聴けることに期待したい。
プログラム：【デュオ】幻想曲 Op.54bis（ソル）、《協奏的二
重奏曲ホ短調 Op.31》より No.3（ロワイエ）、リキアの王女（サ
イ）、バレエ音楽《三角帽子》より市長の踊り、粉屋の踊り（ファ
リャ）、間奏曲（ポンセ）、【松尾ソロ】大聖堂（バリオス）、【松
田ソロ】タンティ・アンニ・プリマ（ピアソラ～佐藤弘和）、
ブエノスアイレスの夏（ピアソラ～アサド）、【デュオ】組曲《肖
像》（ニャタリ～アサド）

［9 月 23 日／東京・ティアラこうとう小ホール］

写真：宮島折恵

松尾俊介
Shunsuke Matsuo

松田 弦
Gen Matsuda
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◆初見力を高め、譜読みを速くする ―――――――――
　「Points of Guitar Technique」第 9 回は特別編（特集記事）
として、「初見」と「譜読み」を取り上げます。
　これってギターテクニックなの？という方もいらっ
しゃるかとは思いますが、ギターは楽譜を見て演奏を行
なうまでのプロセスに技術的な要素を多く含む楽器です
ので、初見や譜読みも重要なテクニックだと言えるで
しょう。
　ピアノのように 1 音＝ 1 鍵盤と決まっているわけでは
なく、管楽器のように基本的に 1 本の旋律を弾くわけで
もない、それなのに弦楽器 1 本でピアノや弦楽四重奏の
ような曲を演奏させられるという、ある意味、理不尽な
要求を課せられる楽器がギターなのです。当然、譜読み
や初見は難しくなりますし、そのための技術も必要とな
ります。
　読者の皆様が何かの曲を練習するとき、「譜読み」に
かかる時間はどれくらいでしょうか ? どこを押さえてど
こを弾くという問題解決までの時間を短くするのが今回
の目的、これまでの連載でギターを「弾く」技術は細か
く取り上げてきましたので、今回はそれらを実際に活か
すテクニックです。
　現代の「初見演奏」は、初めて見る楽譜をただちに演
奏する演奏技術を指し、「譜読み」は、楽譜を深く読み
込む読譜力の部分と、後の反復練習に備えて楽器を使っ
て試演するという、2 つの意味で使われることが多いよ
うです。
　ヨーロッパでの初見演奏は音が正確に並ぶことより
も、1 度の演奏でどれだけ音楽の内容を実演できるかに
重きが置かれることが多く、つまるところ「初見」と「譜
読み」の目指すところは同じになります。
　今回は「初見＝譜読み」のテクニカルな側面と音楽的

な側面の両方からアプローチします。自信のある方は実
践編から、挫折したら基本編に戻りましょう（笑）。

◆基本編 ―――――――――――――――――――――
［初見の鉄則］
　読者の皆様にはギターを始めたばかりの方から、私よ
り遥かに長くギターに触れている方もいらっしゃること
でしょう。その全員に共通する初見演奏の鉄則がありま
す。それは「決して止まらない」。ギターを始めたばか
りでこの連載に出くわした方は、ある意味幸運です。「譜
読み＋練習＋演奏」、これが密接に関わるのがクラシッ
ク音楽なので、最初からこのスタンスで練習できるとギ
ターは間違いなく上手くなりますし、音楽にも強くなり
ます。
　「止まらない ? そんなの無理だ！」という方、ご安心
ください。「速く」と書かれた曲を文字通り速く美しく
カンペキに弾くことができれば素晴らしいですが、まず
はどれだけ速度を落としてでも止まらない、間違えても
音楽を止めないことが大切。全体を見渡して一番難しい
と思われる箇所が弾ける速度でスタートできるようにし
ましょう（譜例 1）。
　ここではソル〈エチュード Op.35-1〉を例として出し
ましたが、この曲をやったことがある方はまったく別の
簡単なものをやって頂いても構いません。「絶対に止め
られない」となると、完奏できる速度は一気に落ちるも
ので、実はここが演奏の地力になります。

［ギターの初見の特徴］
　ギターに限った場合、先を見据えた運指を作れるかが
一番のポイントでしょうか。丁寧な運指が付けられた楽
譜でも、指使いの意味が分からないと実践できないもの

執筆：松尾俊介（ギタリスト）

パリ国立高等音楽院ギター科首席卒業。東京国際、アントニー国際など内外の国際ギターコンクー
ルでの受賞歴多数。2005 年に 1st.CD『Varie1』でデビュー。NHK-FM 名曲リサイタル、ベオグラー
ド国際ギター芸術祭、サラエボの冬、東京オペラシティ「B → C」、東京春音楽祭などに出演し多
彩な演奏活動を展開している。CD『Varie4/Ponce Guitar Works』『ギターが奏でるバッハの世界』

『トリアエラ～ディアンス作品集』『エキノクス～武満徹へのオマージュ』を発表し、いずれもレコー
ド芸術特選盤に選出されている。
Website http://shunsukematsuo.com/

初見演奏に強くなる

特集

～初見力を高め、譜読みを速くする～

［Points of Guitar Technique 特別編］
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　2019 年春の開催以降、コロナ禍の影響により 2 度の延
期を余儀なくされた「イーストエンド国際ギターフェス
ティバル」が 3 年ぶりに帰ってきた。第 10 回目の今回
は 2022 年 9 月 16 日〜 19 日シルバーウィークの 4 日間、
東京・豊洲シビックセンターホールで開催された。この
フェスティバルは内外の素晴らしいギタリストの演奏を
集中して聴くことができる貴重な機会であり、ギター愛
好家もイベントに参加可能である。手弁当一つでコツコ
ツと実直に回を積み重ね、今や国内有数のギターフェス
ティバルへと育て上げた主催者の EEIGF：樋浦靖晃氏・
伴子夫人に、心からの敬意を表したい。
　第 10 回のゲストはマルシン・ディラ、ホルヘ・カバジェ
ロ、ヤマンドゥ・コスタ、藤元高輝。その他、コンクール、
アンサンブルコンサート、ライジング・サン・コンサート、
ギター展示会と展示楽器を使った試奏コンサート（小暮
浩史、徳永真一郎、河野智美、岡本拓也、他）、マスター
クラスと、盛沢山のイベントが開催された。

☆マルシン・ディラ：ギターリサイタル（9 月 16 日）
　ギターフェスティバルの幕開けは、ポーランドの名手
マルシン・ディラのリサイタル。その流麗な技巧と素晴
らしい表現力で聴く者を魅了し、音楽に対する彼のスト

2022 年 9月 16日～ 19日　　豊洲シビックセンターホール

第 10回イーストエンド
国際ギター・フェスティバル
East End International Guitar Festival 2022

主催：EEIGF　レポート：編集部／写真：粟戸智之

イックな姿勢もまさに日本人好みであり絶大な人気を獲
得している奏者である。6 年ぶりの来日とあって会場に
は期待に胸を躍らせる満場の聴衆が詰め掛けた。
　《リュート組曲 BWV996》から始まったディラの演奏
は見事と言うしかない。フーガの対旋律を一糸の乱れも
ない精度で紡くかと思えば、〈悲歌風幻想曲〉の美しく
も切ない哀悼が胸を打つ。〈悪魔の綺想曲〉の躊躇いつ
つ彷徨うような楽想から一転しての終盤の怒涛の畳み掛
けも圧巻であったし、《内なる想い》では感情過多では
ない淡々とした筆致でこの組曲に込められた心象風景を
的確に描き出す。おそらく日本では初演だと思われる〈そ
れは太陽と混ざりあう海だ〉での変化の激しい複雑な前
半の曲調とあたかも凪のように穏やかな後半との対比も
秀逸であった。
　バロック、古典派、ロマン派（新古典派）、印象派、
現代曲と音楽史を俯瞰するようなレパートリーを一度に
揃え各々の楽曲の性格に応じた的確な表現を聴かせてく
れるディラは通好みのギタリストであり、その人気は当
面不動のものであろう。
☆マルシン・ディラ　リサイタル・プログラム ――――――――
リュート組曲ホ短調 BWV996（バッハ）、悲歌風幻想曲 Op.59（ソル）、悪
魔の綺想曲「パガニーニへのオマージュ」Op.85（Ｃ = テデスコ）、内な
る想い（アセンシオ）、それは太陽と混ざりあう海だ（ヘヨスゴー）

©2022 粟戸智之
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　私、テレーゼ・ワシリー・サバは、今年の 6 月に公演
のためにロンドンを訪れたフラメンコギタリストのトマ
ティートにインタビューを行なう機会を得た。ロンドン
公演で彼はフラメンコを演奏したのだが、筆者はかねて
よりトマティートが 2019 年にドイツ・グラモフォンか
らリリースしたアルバム『アランフエス協奏曲』（Concierto 
de Aranjuez）に非常に興味を抱いており、その話を聞き
たいと考えたのだ。
　『アランフエス協奏曲』はタイトルが示すように、あ
のホアキン・ロドリーゴの名曲を収録したアルバムであ
る。フラメンコギタリストがオーケストラを従えて《ア
ランフエス協奏曲》を録音した先例としては、かの偉大
なるフラメンコギターの巨星パコ・デ・ルシア Paco de 
Lucía によるもの、そしてクラシック音楽にも精通したフ
アン・マヌエル・カニサレス Juan Manuel Canizares によ
るものがある。
　トマティートのアルバムはそれらの後を継ぐものであ
り、クラシック音楽の名門レーベルであるドイツ・グラ
モフォンから発売された。彼はここでマドリッド州立管

弦楽団と共に《アランフエス協奏曲》の他に、アストル・
ピアソラの〈オブリビオン〉〈フーガと神秘〉、エグベルト・
ジスモンチの〈水とワイン〉のギターとオーケストラ編
曲版も録音している。
　2019 年末に本盤がリリースされた時、筆者はぜひトマ
ティートに話を聞きたいと考えていたのだが、残念なが
ら新型コロナ・ウイルスの影響もあって、その機会は得
られなかった。だが、ようやくコロナ禍の終息が見えて
きた今年、コンサートも次第に再開されるようになり、
彼がロンドンを訪れたことで、念願のインタビューが
適ったのである。

　フラメンコギタリストのトマティート Tomatito（本名
ホセ・フェルナンデス・トーレス José Fernández Torres）は、
2019 年 7 月 12 日にマドリッドのサルスエラ劇場におい
て、ビクトル・パブロ・ペレス Victor Pablo Perez が指揮
するマドリッド州立管弦楽団（ORCAM：Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid）と共にロドリーゴ《アランフ
エス協奏曲》を演奏した。

トマティート、《アランフエス協奏曲》を弾く !

Tomatito Performs Rodrigo’s Concierto de Aranjuez : 
A Legendary Flamenco Guitarist’s Path to Interpretation
An interview by Thérèse Wassily Saba

テレーゼ・ワシリー・サバ

 トマティート
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
  Tomatito

本名ホセ・フェルナンデス・トーレス。スペイン・アンダルシア州アルメリア
出身のフラメンコ・ギタリスト。トマティートは「小さなトマト」の意。名ギ
タリストであった祖父のミゲル・エル・トマテという芸名に因んだ愛称。名だ
たるギタリストを輩出したヒターノ一族に生まれ、10 代の時に史上最高のフ
ラメンコ歌手と言われるカマロン・デ・ラ・イスラから指名を受け 20 年近く
彼を支え続けた。パコ・デ・ルシアの影響を受け、その後継者と目されている。
ジャズ・ピアニストのミシェル・カミロと共に制作した『スペイン三部作』は
高い評価を受けている。

伝説のフラメンコギタリストが歩む
解釈の道  ―――――――――――

トマティート、《アランフエス協奏曲》を弾く !

伝説のフラメンコギタリストが歩む
解釈の道  ―――――――――――

テレーゼ・ワシリー・サバ

Tomatito Performs Rodrigo’s Concierto de Aranjuez : 
A Legendary Flamenco Guitarist’s Path to Interpretation
An interview by Thérèse Wassily Saba

 トマティート
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
  Tomatito
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❶ 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて
のアルメニアの作曲家であるマカール・
イェクマリャン Magar Yegmalian/Makar 
Yekmalyan（1856-1905）の作品を、アル
メニア系レバノン人ギタリストのメゲル
ディチ・ミカエリアンがギター独奏用に
編曲したものを掲載する。
　イェクマリャンはアルメニア使徒教会
のエチミアジン神学校で学んだ後、ロシ
アのサンクトペテルブルクでリムスキ
ー＝コルサコフに作曲を師事し、ジョー
ジア（グルジア）のトビリシで音楽教授・
作曲家として活動し同地で没した。
　イェクマリャンは 1892 年に彼の最高
傑作とされる合唱とオルガンのための宗
教音楽作品《パタラグ Patarag》（聖体儀礼）
を完成させる。これはアルメニア使徒教
会の典礼儀式用定型韻文に基づいており
西欧のミサ曲に相当する。〈Sourp Sourp〉
はこの中の第 19 曲であり "Holy Holy" と
いう英訳が当てられているように“聖な
るかな”を意味する。優美なメロディー
を湛えた〈Sourp Sourp〉は《パタラグ》
において最も良く知られた楽章で、オリ
ジナルの合唱版の他、イェクマリャン自
身によるピアノ編曲版や様々な楽器用に
編曲され、現在も愛奏され続けている。
　メゲルディチ・ミカエリアンによるこ
の曲のギター編曲版は URL と QR コー
ドより編曲者自身による演奏動画が視聴
できるので参照にされたい。　（編集部）

❷メル・トーメ（作曲）とロバート・ウ
ェルズ（作詞）の合作で、ナット・キン
グ・コールの歌唱で聴いたことがある方
も多いかと思います。この曲が誕生した
際の有名なエピソードが残されていま
す。真夏の暑い日に冬の歌を作ることで、
その暑さを少しでも和らげることができ
るのでは、と考え、ものの数分でこの名
曲が完成したそうです。なんともエコで
すね（？）
　ロマンチックで冬ならではの暖かい雰
囲気を壊さないように、またハーモニー
もいじらないように意識して編曲しまし
た。後半は転調させてシンプルなメロデ
ィーに彩りを加える試みをしてみました
が、もちろん転調なしでも楽しんで頂け
ると思います。　　　　　 　  （伍々慧）

❸今月はやはりクリスマスの曲にしてみ
ました。今年で 50 周年目の活動を迎え
た松任谷由実が 1980 年に発表した楽曲
です。
　 A メロは力強い 4 分音符のベースを
刻み、後半に軽やかなシンコペーション
のリズムに移っていきます。
　 B のサビではコードチェンジがもた
つかないようにしっかり確認してくださ
い。 B の 5 小節目からの上昇していく
メロディー（ここが難所）の G → A/G
のコードでは⑥弦の中指をしっかりと置
いたまま弾いていきます。

　 Coda の Em → EMmaj7/D# → Em 7 →
Em6/C# はベースの下行をしっかりと強
調して弾きましょう。
　Strings attack by thumb は右手親指の側
面で④⑤⑥弦を叩きます。　（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》の連載も最終回である。
第 58 番アンダンテは本曲集の中でも比
較的長い曲で中間部に短調を挟んだ三部
形式の舞曲。第 59 番モデラートには「音
を十分にはっきりと」との指示が添えら
れ、「ジプシー風行進曲」という副題が
見られる。最後の第 60 番も行進曲、中
間部のトリオでは生徒が弾く第 1 ギター
によるソロも登場し、勇壮なマーチによ
って曲集は華々しく締め括られる。　　

（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶イェクマリャン（ミカエリアン編曲）／ソープ・ソープ
Magar Yegmalian / Megerdich Mikayelian：Sourp Sourp

❷トーメ＆ウェルズ（伍々慧 編曲）／ザ・クリスマス・ソング
Mel Torme & Robert Wells / Satoshi Gogo：The Christmas Song

❸松任谷由実（平倉信行 編曲）／恋人がサンタクロース
Yumi Matsutoya / Nobuyuki Hirakura：Koibito ga Santa Claus

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

ソープ・ソープ演奏動画（メゲルディチ・ミカ
エリアン）

https://www.youtube.com/watch?v=-Yf4VPolfGs&ab_
channel=CiliciaTV
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