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終演後のホワイエが、感動を語り合う聴衆の熱気に包まれた。
ギターの演奏会では久しぶりの光景である。菅沼聖隆、26 歳。
体格と実力、共に文字通り大物の登場である。
菅沼は 5 歳から村治 昇主宰のギター早期才能教育教室で学
び、10 代で国内の主要ギターコンクールをすべて制覇。18
歳でスペインのセビーリャ高等音楽院に留学し、フランシス
コ・ベルニエールの薫陶を受けた。2017 年 10 月、第８回セ
ビーリャ国際ギターコンクールにて優勝。2019 年 5 月にセ
ビーリャ高等音楽院の最終試験にて、審査員満場一致で合格
し、ギター最優秀生に贈られる「栄誉賞 Matrícula de honor」
を受賞。コロナ禍を経て帰国後の 2022 年、福田進一のプロ
デュースする「ギター・ディスカバリーシリーズ」第 7 弾に
選ばれ、マイスターミュージックから CD『フェリア』をリリー
ス。今回のリサイタルはこの CD の発売記念でもある。
大きくふくよかな手はギタリストとして恵まれているが、左
利きであることは楽器選びの面では不便である。しかし、菅
沼の才能に惚れ込んだギター製作家、桜井正毅と君島 聡が
彼のためにギターを製作。リサイタルでは桜井 PC Maestro 
Preferente 2018 年、桜井 RF Maestro 2022 年、君島 SOL 
2021 年の 3 本が使われた。そのこともあり、プログラムは
小品と大曲を交互に配してバランスを取っていた。
菅沼の特質の 1 つは美しい音。まろやかで心に染み入るよう
な美音は単音のメロディーでこそ際立つ。ウォルトンのバガ

テルをこれほど美しく歌った演奏があるだろうか？ また、「や
さしい曲です」とコメントして弾いたドミンゲスの〈フェリア〉
は、複雑なリズムが交錯して南米の祭りの太鼓や笛が聴こえ
て来た。クラシックのみならず南米音楽、フラメンコなど、ジャ
ンルレスにこなす菅沼聖隆。これからが楽しみだ。
プログラム：前奏曲第 5 番（タレガ）、ギター・ソナタ Op.47（ヒ
ナステラ）、アデリータ（タレガ）、コントラダンサ（ベネズ
エラ伝承曲）、ギター・ソナタ第 3 番（ポンセ）、ベネズエラ
組曲（ラウロ）、フェリア（アルフレド・ドミンゲス）、ラグ
リマ（タレガ）、《3 つの社交界の小品（第 2 集）Op.36》よ
り第 1 番〈テンポ・ディ・メヌエット〉と〈アルマンド〉、5
つのバガテル（ウォルトン）

［2022 年 10 月 21 日／東京・Hakuju Hall］

写真：東 昭年
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特集／バルエコ70歳記念『ワーナ録音全集』

◆マヌエル・バルエコ（b.1952）――――――――――
　マヌエル・バルエコは、8 歳のときに故郷キューバの
サンティアゴ・デ・クーバのエステバン・サラス音楽院
で音楽の訓練を始めた。数年後、まだ 10 代だった彼は
家族でアメリカに渡り、ボルチモアのピーボディ音楽院
でアーロン・シアラーに学び始め、そこですぐに彼の並
外れた才能が認められるようになった。ほどなくして、
彼は現在も続く国際的なキャリアをスタートさせたので
ある。
　マヌエル・バルエコは、自らの受けた教育に非常に近

い位置にあり続けている。キューバ音楽は彼の心と芸術
活動の両方で常に重要な位置を占めており、ピーボディ
音楽院と強い絆を保ち、毎年全世界から集まった学生達
にマスタークラスを提供している。

◆バルエコの音楽スタイル ―――――――――――――
　自分の音を追求することは、すべての楽器奏者にとっ
て人生の中心的な部分だ。演奏の中で最初にその人の個
性を反映する部分であり、演奏家は皆、生涯を通じて「自
分の音」に磨きをかけ続ける。「自分の音」は楽器を学

バルエコ 70 歳記念
『ワーナー録音全集』

特集

11 枚組 BOX-CD セット発売！

1974 年に 22 歳でカーネギーホールでデビューを果たして以
来、現代の最も重要なギタリストの一人として活躍を続け
てきたマヌエル・バルエコ。その最高の音楽性、驚異的な
テクニック、音色の豊かさ、そしてバロック音楽から現代
音楽、ポピュラー音楽と多岐に渡る幅広いレパートリーは
世界中で高い評価を得ている。この名匠も 2022 年 12 月 16
日に 70 歳の誕生日を迎え、それを記念して彼が旧 EMI に
遺した全録音が、11 枚組から成る BOX-CD セット『ワーナー
録音全集』としてワーナークラシックスよりリリースされ
た（日本でもワーナーミュージック・ジャパンより発売中）。
収録された 11 枚は、いずれも名盤として名高くファン垂涎
の逸品揃いである。本特集では『ワーナー録音全集』発売
に際してのバルエコ自身のメッセージと共に、ワーナーク
ラシックスの許可を得てライナーノーツよりセバスチャン・
リナレスによる解説を日本語訳で掲載し、この記念すべき
貴重な BOX-CD セットを紹介したい。

ワーナーが私の 11 枚の録音を収録したこのコレクションをリリースすることを決定したことを嬉しく思っていま
す。これらの作品には、私のアーティストとしての成長に大きな影響を与えた偉大なミュージシャンたちとの幅広
い音楽体験やコラボレーションが含まれています。
これらの録音が、ギター音楽を愛する人たちに何時間もの美と喜びをもたらすことを願っています。

マヌエル・バルエコ

バルエコ『ワーナー録音全集』解説 ――――― セバスチャン・リナレス
Sebastien Llinares

英語訳：スザンナ・ハウ Susannah Howe ／日本語訳：中里精一（編集部）
※セバスチャン・リナレスによる原文はスペイン語で書かれている。以下に掲載する文章は、それをスザンナ・ハウが英文に翻訳し、それを
さらに中里が日本語へと翻訳したものである。原文（英文）の一部に恐らく筆者の勘違いによる明らかな誤記が見られたが、それは日本語訳
の際に修正してある。なお日本国内で販売されている『ワーナー録音全集』はすべて輸入盤であり、ライナーノーツに日本語の解説は付いて
いないので、ぜひ本稿を参照されたい。

Manuel Barrueco / Complete Warnar Recordings (11CD)
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Marko Topchii、 マ イ ケ ル・ バ ッ テ ン Michael Butten を
2022 年 9 月 23 日から 25 日までの 3 日間の本選に進ませ
ることにした。

　ボルチモア国際ギターコンクールは、本選においても
他のコンクールとは違ったアプローチで臨むことが要求
されている。出場者は 3 夜連続で、3 つの異なるホール
において、異なるレパートリーを演奏しなければならな
いのだ。これは芸術監督を務めるマヌエル・バルエコの
意向によるものである。バルエコは、プロの音楽家がそ
うしなければならないように、出場者も様々なホールに
適応できなくてはならないと考えたのである。
　初日は UMBC（メリーランド大学ボルチモアカウン
ティ校）の 380 席のリネハン・コンサートホールで行な
われた。2 日目はタウソン大学の 500 人収容のコンサー

　マヌエル・バルエコが芸術監督を務める「第 1 回ボル
チモア国際ギターコンクール」が、ボルチモア・クラ
シックギター協会（The Baltimore Classical Guitar Society : 
BCGS）の主催により、2022 年 9 月 23 日から 25 日にか
けて、米国メリーランド州ボルチモアで開催された。
　ボルチモア国際ギターコンクールは、他の国際ギター
コンクールとはまったく異なる審査方式を採用してい
る。
　まず 1 つ目は、本選が 3 日間を費やして行なわれるこ
とである。そして本選の 1 日目、2 日目、3 日目には、各々
異なる課題が設けられており、ファイナリストたちはそ
の課題をすべてクリアしなければならない。
　2 つ目は、本選の最終日を除いて、各ラウンドの審査
は公平性を期すため、すべてブラインドで行なわれたこ
とである。すなわち予選、セミファイナル、およびファ
イナルの最初の 2 日間は、審査員たちはカーテンの後ろ
にいて演奏を聴き、誰が演奏しているかを見ることがで
きない。審査員が演奏者の姿を見ることができたのは、
ファイナルの最終日だけであった。
　このコンクールには、11 ヵ国から予選ラウンドへの応
募があった。その中から、8 名が選出され、9 月 21 日に
ボルチモアのピーボディ音楽院で開催されたセミファイ
ナルへ出場することとなった。
　彼らセミファイナリストは以下の通り。ペドロ・ア
ギアー Pedro Aguiar（ブラジル）、マイケル・バッテン
Michael Butten（イギリス）、リッカルド・カロジウリ
Riccardo Calogiuri（イタリア）、アンゼイ・グリジェー
Andrzej Grygier（ポーランド）、ユンツェ・リン Yunzhe Lin

（中国）、大谷恵理架（日本）、マルコ・トプチィ Marko 
Topchii（ ウ ク ラ イ ナ ）、 テ ン ギ ュ エ・ チ ャ ン Tengyue 
Zhang（中国）。残念ながら、ユンツェ・リンと大谷恵理
架の 2 人は体調不良のため出場を辞退した。
　セミファイナル・ラウンドで素晴らしい演奏を聴い
た長い一日の後、ギタリストのメン・スー Meng Su、フ
ランコ・プラティーノ Franco Platino、トーマス・ヴロー
Thomas Viloteau、マイケル・ニューマン Michael Newman、
ジェイソン・ヴィオー Jason Vieaux から成る審査員団は、
アンゼイ・グリジェー Andrzej Grygier、マルコ・トプチィ

第1回ボルチモア国際ギターコンクール

The Baltimore International Guitar Competition / September 23-25, 2022

レポート：アスガーダ・シグルダルドッティル（ボルチモア・クラシックギター協会会長）　　写真提供：BCGS 事務局

特集／バルエコが芸術監督を務める新たな国際ギターコンクール始動！

コンクールのチラシ

38　Gendai Guitar
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 2022 年 11 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

●自分が目指す音楽をしっかり作っていきたい──────

──まるやまさんはどのようなきっかけでギターを始められ

たのでしょうか？

まるやまたつや　実は具体的にギターをやりたいと思うよう
なきっかけはないんです。中学生まではテニスなどスポーツ
ばかりやっていたので、何となく音楽もできるようになれた
らいいな、と。ある日、楽器屋さんでアコースティックギター
を目にした時、そんなにかさばらないし、アンプも必要ない
ので、手軽に音楽を楽しめるんじゃないかという、簡単な理
由で始めたんです。それで親に頼み込んで、当時 1 万 5,000
円くらいのアコースティックギターを買ってもらったのです
が、なぜかクラシックギター教室に習いに行くことになりま

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まるやまたつや

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

Taｔsuya Maruyama
まるやまたつや

10

「メロディアスで日常に溶け込む音楽」をコンセ
プトにしたソロギタリストとしての活動に加え
て、最近はエレクトロニクスなどの打ち込みを
中心としたソロ・プロジェクト「Mu Ted」を本
格始動させるなど、独自の世界観を放つギタリ
ストのまるやまたつやが本誌初登場。

東京を拠点に活動するフィンガースタイルギタリスト。
1993 年北海道札幌市出身。

13 歳の頃にクラシックギターを始め、14 歳から YouTube
への動画投稿をきっかけに音楽活動を開始。
フィンガースタイルギターを主軸としつつも、ゲーム音楽や
エレクトロニック、EDM、J-POP 等から影響を受けた独自
の世界観で楽曲を制作している。
2014 年 に は フ ィ ン ガ ー ピ ッ キ ン グ コ ン テ ス ト (Finger 
Picking Day) の決勝にてオーディエンス賞を受賞。
Instagram のフォロワーは 10 万人を超える。

また、近年ではラジオ番組や舞台、映像作品などへの楽曲提供・
制作など活動の幅を広げている。

https://tatsuyamaruyama.com/
まるやまたつや Official Website

Maton Guitars EBG808 ARTIST
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❶メルツによる 2 つのスペイン舞曲〈エ
ル・オレ〉と〈マドリッドの女〉を掲載
する。ミュンヘンで JOS AIBL によって
刊行された 19 世紀の出版譜を底本とし
た。扉には「EL OLE / LA MADRILEÑA」
と 2 つの曲名が併記され、その下に

「Spanischer Nationaltänz」と記載されてい
る。プレート・ナンバーは 1298・1299
となっているが楽譜には 1298 としか書
かれていない。扉頁には作曲者の記載は
なく楽譜の 1 頁目に〈El Ole〉のタイト
ルと共に「J.K.Mertz op.89」と表記され
ている。
　〈El Ole〉〈La Madrileña〉共にこのメル
ツ以外の編曲例が幾つか見られることか
ら、当時は比較的知られたスペイン舞曲
であったと思われる。　　　　 （編集部）

❷〈浪漫飛行〉は米米 CLUB の 3 枚目
のアルバム『KOMEGUNY』（1987 年）

に収録された楽曲です。録音にはギタリ
ストの Char もゲスト参加したとのこと。
メンバーは当初からこの曲が航空会社の
CM タイアップ曲となることを意図して
制作したそうですが、アルバム発売から
3 年後に JAL から夏のキャンペーンへ
のオファーがあり、念願の CM ソング
の座を射止めました。CM 起用に伴いシ
ングルカットされオリコン・ヒットチャ
ート第 1 位を獲得、ミリオンセラーを記
録する大ヒット曲となりました。
　全体的なテンポはオリジナルよりも遅
く設定しています。
　イントロは開放弦の響きを活かしてく
ださい。 A はベースの A ペダル音にも
注目です。 Ｂ は連続するシンコペーシ
ョン（アンティシペーション）でリズム
を軽快に出します。 Ｃ のサビは最初の 4
小節を次の 2 小節で受け止めるような形
になっています。 Ｄ のフレーズでは高

声部のロングトーンのメロディーを消さ
ないようにして下声部のアルペジョを弾
きましょう。 Ｅ は少しトリッキーなフ
レーズですが、2 小節のリズム割りが

「3+3+3+3+2+2」（8 分音符）となって
います。　　　　　　　　　 （平倉信行）

❸ジャズプレイヤーに限らず、ポップス
やロックのミュージシャンなどにもカバ
ーされ愛されている、美しいメロディー
とハーモニーを持つ一曲。
　今回のアレンジは前半は自由なテンポ
で朗々と歌わせるイメージ、そして後半
はスイングさせてジャズっぽい雰囲気を
加えてみました。前半は音を保ってたっ
ぷり弾いてみてください。後半では、ベ
ースプレイヤーを自分の中にもう一人作
って、音のレイヤーを楽しんでください。
重めの低音で弾けるとなお良さそうで
す。　　　　　　　　　　　　 （伍々慧）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶メルツ／ 2 つのスペイン舞曲 Op.89
Joseph Kaspar Mertz：Spanischer Nationaltänz Op.89

❷米米 CLUB（平倉信行 編曲）／浪漫飛行
Kome Kome CLUB / Nobuyuki Hirakura：Roman hiko

❸カーン（伍々慧 編曲）／煙が目にしみる
Jerome David Kern / Satoshi Gogo：Smoke Gets In Your Eyes
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