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河野：本日は貴重な機会を頂き、ありがとうございます。
また、ボストンでは、思いがけずアンコールで〈マラゲー
ニャ〉を一緒に演奏させて頂いて、満席の聴衆に温かく迎
えられてとても光栄でした。あなたの出演は私にとっては
サプライズでしたが、いつ頃決まったのですか？
フィスク：コンサートの 2 日くらい前のミーティングで、
妻のザイラや通訳の真木英俊が「智美、ぜひ私とあなたの
3 人で演奏しましょう」と提案してくれたことがきっかけ
でした。リハーサルを含め短い時間でしたが、とても楽し
かったです。
河野：本当に素晴らしい経験でした。
フィスク：「スバラシイ」です（笑）。また、今回は素敵な
質問を送ってくれてありがとう。とても重要なので話が尽
きないですが、できる限り私の考えを日本の皆様にお伝え
できればと思います。

◆日本に対する想い ――――――――――――――――
河野：最初に、あなたと日本の関わりについて伺いたいで
す。あなたが前回、来日したのは 1998 年ですが、もう 25
年も前になります。実は、私はその時の東京でのあなたの

リサイタルを聴いています。あなたのオリジナリティ溢れ
る演奏に大変感銘を受けました。
フィスク：あの時の演奏会を聴いてくれたんですね。それ
はありがとう。ずいぶん時間が経ってしまいましたが、実
は私は日本に対して昔から興味を持ってきました。日本人
には皆が創意工夫する、知恵を絞るという才能があると感
じています。例えば折り紙にしても想像力をかきたてます
し、寿司にしても素晴らしい。印象深かったのは、和食を
頂いた時に料理が少しずつしか出てこなくて驚きました
が、食べ終わってみるとちょうど良いのです。それと、日
本はアメリカと比べて、極端なお金持ちも少なければ極端
に貧乏な人も少なく、割と皆が中流であると感じました。
中間層が多いということは、私は社会の在り方として良い
ことだと考えています。だからこそ日本は、精神的なこと
に集中することができたのではないでしょうか。何ごとも
極端にならず、配慮が行き届いていて、シンプルであるこ
との素晴らしさを感じました。このことは日本の文化で一
番感銘を受けていることで、日本の友人たちにも感じてい
ることです。たとえば智美や、かつて自分の生徒だった鈴
木大介、村治奏一らを生み出してきた精神的な土壌がある

特別インタビュー①Eliot Fisk

©Naoya Ikegami

インタビュアー　

河野智美

2022 年 10 月 31 日から 11 月 10 日まで、株式会社 ID ホールディングスの企画・協賛により「河野智美アメリカツアー」が開
催され、ボストン公演では現代アメリカを代表するギタリスト、エリオット・フィスクと夫人でギタリストのザイラ・メネセス（Zaira 
Meneses）と河野の共演も行なわれ、大きな反響を呼んだ。後日、フィスクと河野によるオンラインインタビューが行なわれた
のでその模様を紹介する。「セゴビアの最後の愛弟子」として一世を風靡したかつての神童も本年で 69 歳を迎える。音楽、社会
に対する深い洞察に裏打ちされた巨匠の箴言の数々をお楽しみ頂きたい。

2022 年 11 月 26 日ズームインタビュー／通訳：真木英俊

エリオット・フィスク　
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河野：私はかねてより、あなたのギターソロ作品を演奏し、
私のアルバム『リュクス』にも収録しました。ライナー
ノーツにも素敵なメッセージをいただき、本当に感激しま
した。この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。今
回のアメリカツアーでもあなたの代表作である〈トリロ
ジー〉を演奏できてとても幸せでした。残念ながら、諸事
情があってお会いすることは叶いませんでしたが、ボスト
ンで Zoom にてお話することができ、大変光栄です。
　さて、あなたはニューヨークで生まれ育ち、周囲の環境
はジャズの音楽に溢れて、仲間にも恵まれていたと以前
仰っていましたが、あなたが生まれ育った環境とクラシッ
クギタリスト、作曲家を目指すことになった経緯について
詳しくお聞かせください。
ハンド：6 歳の時に母が私をニューヨーク市でのセゴビア
のコンサートに連れて行ってくれました。コンサートの直
後、私は大きくなったらクラシックギタリストになりたい
と彼女に話しました。彼女は最初は私を真剣に受け止めま
せんでしたが、私はギタリストになりたいと言い続け、9 
歳のときにギターを買ってくれました。レッスンを受け始
め、13 歳で初めてのリサイタルを行ないました。数年後、
私はニューヨークのハイスクール・オブ・ミュージック・
アンド・アートに通い、作曲を学び、多くの素晴らしい音
楽家に出会いました。私が住んでいたアパートには、音楽
業界の最大のスターたちと仕事をしている偉大なスタジ
オ・ギタリストがいて大きな影響を受けました。
河野：イギリスでジュリアン・ブリームのもとで学ばれた
と伺いました。

ハンド：ニューヨークのマネス音楽院卒業後（マネスはア
メリカでクラシックギターの学位を設置した最初の大学
でしたが）、フルブライト奨学金を獲得し、ロンドンでブ
リームに師事し、彼の自宅で 1 年間学びました。マエスト
ロはほとんどツアーをしていたので、私は月に 1 回（全部
で 10 回）しかレッスンを受けませんでしたが、私がレパー
トリーをすべて演奏するまで、彼は決してレッスンを終わ
らせませんでした。一部のレッスンは 4 時間続きました。
ジュリアン・ブリームのような天才に自分の演奏を聴いて
もらい、彼に演奏してもらうことは本当に大きな経験でし
た。些細なことでも、学んだことは吸収されます。ミュー
ジシャンシップ、音色、拍感やリズム、音楽表現のレベル
を聴き、それらを吸収して自分の音楽形成をしていきま
す。ジュリアン・ブリームはギターを弾いた史上最高の
ミュージシャンであり、私の人生で彼に出会えたことをと
ても幸運に思っています。
河野：あなたの作品からは、ギターに熟知していることは
もちろん、クラシック音楽の偉大な伝統と共に、ジャズや
映画音楽からも強く影響を感じますが、そうした豊かな経
験が背景にあるのですね。
ハンド：その点、私はとても恵まれていたと思います。高
校時代の親友はジャズピアニストで、その影響もあって私
は 3 年間ジャズギターを習っていましたが、ジャズのハー
モニーとリズムは私の音楽魂に深く浸透し、後に多くの私
の作品に表現されていきました。また、1984 年にメトロ
ポリタン歌劇場でリュートを演奏する仕事を始めました。
翌年、ギタリスト兼リュート奏者としてオーケストラに参

特別インタビュー②／ フレデリック・ハンド

 フレデリック・ハンド  
キャリアと自作を語る

――――――――――――――――――――――――――――――

インタビュアー：河野智美

フレデリック・ハンドは全米、ヨーロッパで高い評価を受けているギタリストであり、作曲家である。ギター、クラシック、ジャ
ズ、即興演奏、商業音楽のすべてに深い見識を有しており、演奏と作曲の両面で注目を集めている。日本では河野智美が精力的
にハンドのギター作品を採り上げており、2022 年の河野のアメリカツアーでもギターソロ作品〈トリロジー〉が演奏された。鬼
才ハンドとハンド作品に精通する河野との貴重なメールインタビューの模様を紹介する。

 Frederic Hand（1947-）
――――――――――――――――――――――――――――――

ギターをイギリスでジュリアン・ブリームに師事。1984 年にメトロポリタン歌劇場のギタ
リスト兼リュート奏者に任命され、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、レニー・
フレミング、その他多くの著名な歌手の伴奏を務めたほか、フルート奏者ポーラ・ロビソ
ンとの共演でサミュエル・サンダース賞を授与された。作曲家としては、〈Prayer〉がグ
ラミー賞にノミネートされたほか、映画『This Boy's Life』『Kramer vs. Kramer』『The 
Next Man』や、テレビ番組『Sesame Street』『As the World Turns』『Guiding 
Light』で音楽を担当し、1996 年にはアメリカ合衆国で放送される優れたテレビドラマ、
番組、テレビ業界の功績に与えられる最も権威ある賞であるエミー賞を受賞している。
Website  https://frederichand.com/　
※ハンドの譜面の大多数が本フェブサイトから購入可能
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写真：堀田力丸
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2022 年 11 月 19 日に、荘村清志リサイタルシリーズ「ギター
名曲選 Vol.3」が、同年に開館 30 周年を迎えた東京・浜離宮
朝日ホールで開催された。同シリーズの第 1 回では、《禁じ
られた遊び》や《アランブラの想い出》など「これぞギター
作品の王道」と言えるプログラムが組まれ、続く第 2 回は、
アルベニスやトゥリーナ、グラナドスなど、これもギターに
は欠かせないスペイン作曲家の作品を集め、いずれも好評を
博した。第 3 回となる今回は、「ギターで新たに蘇る、往年
の名曲たち」と題し、第 1 部に日本が世界に誇る作曲家であ
り、荘村とも親交のあった武満 徹の作・編曲作品から、「ギター
のための 12 の歌」より、まずは《オーバー・ザ・レインボー》

《早春賦》《ミッシェル》を披露。そして、荘村がデビュー 25
周年に武満に新作委嘱した、オリジナルギターソロ作品《エ
キノクス》を挟み、「12 の歌」からの 3 曲《ロンドンデリー
の歌》《ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア》《ヘイ・ジュード》
へ戻っていくという構成。曲間のトークでは、荘村と武満と
の出会いや委嘱時の裏話などをユーモアを交えながら堪能す
ることが出来た。
第 2 部は、今や幅広いジャンルで活躍するアコ―ディオニス
トであり作・編曲家 coba のアレンジによるポップス名曲集。

coba のポップス名曲集は、荘村のために全 10 曲が編まれて
おり（＊ 2022 年 10 月に荘村による CD『ゴッドファーザー  
愛のテーマ～ coba 編曲 世界の名曲選～』としてリリース）、
今回はそのうち 5 曲が披露された。〈明日に架ける橋〉〈太陽
がいっぱい〉《ゴッドファーザーより～愛のテーマ》など誰も
が一度は耳にしたことがある珠玉のメロディーに、coba のオ
リジナリティに満ちたアレンジと荘村の豊かな歌心が加わっ
て、訪れた聴衆は心行くまでギターの響きに酔いしれた。
プログラム：「武満 徹作・編曲の世界」～ギターのための 12
の歌より（武満 徹編）～オーバー・ザ・レインボー（アーレ
ン）、早春賦（中田 章）、ミッシェル（レノン & マッカートニー）、
エキノクス（武満 徹）、ギターのための 12 の歌より（武満 
徹編）ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）、ヒア・ゼア・
アンド・エヴリウェア（レノン&マッカートニー）、ヘイ・ジュー
ド（レノン & マッカートニー）、「coba 編曲～世界のポップ
ス名曲選」～他人の顔より「ワルツ」（武満 徹）、明日に架け
る橋（サイモン）、太陽がいっぱい（ロータ）、リベルタンゴ（ピ
アソラ）、過ぎ去りし永遠の日々（coba）、ゴッドファーザー
より「愛のテーマ」（ロータ）
　　　　　　 ［2022年11月19日／東京・浜離宮朝日ホール］
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優勝者インタビュー

フィリポス・マノロウディス ● 2022 年 12 月 9日／現代ギター社にて
インタビュアー／中里精一（本誌編集部）

●優勝はギリシャの新鋭、21 歳
――優勝おめでとう！ 21 歳で本線出場者の最年少なん
ですね。何歳からギターを始めましたか？
マノロウディス（以下、M）　7 歳からですからもう 14 年、
ギターを弾いてます（笑）。地元カヴァーラの音楽院に
通っていて、何か楽器を選ぶことになり、最初はエレキ
ギターと言ったんです。でも先生方から「君にはエレキ
ギターは重すぎるから、まずは軽いクラシックギターか
ら始めなさい」と言われて、そうなりました。
――ギターを弾く前から音楽院に入っていた？
M　ええ。両親が私に、なにか普通と違う教育をしよう
と思っていろいろなスポーツや芸術を試してみて、結局
私も望んで音楽を選びました。
――そこでのギターの先生は？

M　最初の 1 年間、アレックス・パリッシディス Alex 
Parissidis 先生に、その後の 11 年間、フォティス・コーツォ
トドロス Fotis Koutsothodoros 先生に就きました。コー
ツォトドロス先生はギリシャの代表的ギタリストの一人
で、欧米で広く演奏活動もしています。彼から演奏に対
する情熱を学びました。
――それで、今はティルマン・ホプシュトックに師事し
ている。
M　はい。2019 年からドイツのダルムシュタット芸術ア
カデミーに入って、今もレッスンを受けています。来年

（2023 年）、学士課程を終える予定です。ホプシュトック
先生は素晴らしいギタリストで、作曲、編曲も巧みです。
たくさんの生徒を抱えていて、毎週、熱心に教えてくれ
ます。
――彼はポンセ作品の原典版を出版していますね。今回
の本選であなたが自由曲としてポンセの《主題、変奏と
終曲》を原典版で弾いたのも彼のアドバイスですか？
M　実は私が初めてこの曲の演奏を聴いたのはホプシュ
トックの CD だったんです。もちろん彼は原典版を弾い
ていましたから、私にとってこの変奏曲は原典版なんで
す。その後、セゴビア版も見たり聴いたりしましたが、
それはセゴビアのスタイルを学ぶには良いと思います
が、私は原典版に馴染みがあるのです。また、セゴビア
版は変奏が 3 つ省略されていますが、これらも弾いた方
が良いと思います。
――私は原典版を見た時には演奏不可能な部分が多いと
思いました。
M　たしかに、不可能な部分もあり、私もいくつか音を
省略しています。

●コロナ禍転じて練習期間
――このコンクールについて、いつ知りましたか？
M　かなり前から知っていました。ヨーロッパで活躍し

22　Gendai Guitar

2019年の第62回以降、コロナ禍で2年間延期になっていた東京国際ギターコンクールが2022年、再開された。回
数は中止となった2020年、2021年も数えて今回が第65回となった。参加者数は2019年の半分になったが、その
レベルは非常に高く、才能溢れる新人たちが選出されたことは喜ばしい。主催者の公益社団法人日本ギター連盟
は今回から理事メンバーが一新され、若々しいリスタートとなった。

2022 年 12 月 3 日～ 4 日／ Hakuju Hall　　主催：公益社団法人日本ギター連盟　写真：東 昭年　

第65回東京国際ギターコンクール
65th Tokyo International Guitar Competition

Filippos Manoloudis
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 2022 年 12 月 12 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

●“自分が出したい音”は自分で見つけていくしかない──

──垂石さんがギターを始めたきかっけは？

垂石雅俊　中学に入学した時は吹奏楽部だったのですが、
J-POP 全盛期が到来する前の 90 年代はじめの頃、思春期とい
うこともありましたし、テレビに映るミュージシャンたちが
やたらかっこ良く観える訳ですよ。そして、オシャレな先輩
たちはクラプトンなどのアンプラグド系の音楽を聴くように
なってくる前ですね。そんな時に、ベースを弾いていた従兄
から “クラシックギターとピックとコードブック” という不
思議な組み合わせのプレゼントを貰ったんです（笑）。元々、
その叔母の家にクラシックギターがあって、誰かしら〈禁じ
られた遊び〉などを弾いていましたので、特に誰かに憧れる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

垂石雅俊

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

Masatoshi Taruishi

垂石雅俊

11

クラシックギターとアコースティックギターを
縦横無尽に弾き分けながら、ライヴやレコーディ
ング、アレンジとあらゆるジャンルで活躍する
超マルチプレイヤーの垂石雅俊が登場！

1977 年 2 月 18 日生まれ。

2012 年にメジャーデビュー。様々なタイプのアコースティックギ
ターを自在に弾き分け、ギターにこだわった音世界を拡散してい
る。ギタリスト・プロデューサー・アレンジャー・コンポーザー・
CEO の顔を持つ。
高校進学と同時に国際新掘芸術学院にてクラシックギターを学長、
新堀寛己氏、他教授陣に学び、演奏、指揮、教育などの面に於いて数々
のコンクールで受賞後、演奏活動を行ない、国内外の主要コンサー
トホールに出演。18歳で青山劇場にてホリプロ・ミュージカル『ウィ
ンド・イン・ザ・ウィロー』にてデビュー。

卒業後は金庸太氏、吉田佳正氏に、またドイツに渡欧し、クラシッ
クギターをアレクサンダー = セルゲイ・ラミレス氏、アコース
ティックギターをドン・ロス氏に師事。近年は、さいたま市産業創
造財団の助力を得て、株式会社ジーアンドイーを設立。演奏活動と
共に執筆活動や、音楽教室の展開、「埼玉・浦和ギターカーニヴァ
ル」などのイベントのオーガナイザー、モリダイラ楽器主催「フィ
ンガー・ピッキング・ディ」の審査員など、幅広いスタンスで活動。
日本スイーツ協会認定のスイーツ・コンシュルジュでもある。

キングレコードより『カフェ日和～癒しのギターでくつろぎのひと
とき～』はじめ多数をリリース。そのたおやかなギターサウンドは
TV、ラジオなど、多くの主要メディアでも用いられている。最新
作は和泉聡志（Yuji Ohno ＆ Lupintic Six）とのギターデュオ「The 
Hand Made」より『Hand Made Stories』。

まるやまたつや Official Website

モーリス SC-123U 打田十紀夫モデル（上）、ローデン O-38（下）
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❶フェルディナンド・カルッリ（フェル
ディナンド・マリア・マインラード・フ
ランチェスコ・パスカーレ・カルッリ）は、
1770 年 2 月 9 日 に ナ ポ リ で 誕 生 し、
1841 年 2 月 17 日にパリで没したギタリ
スト兼作曲家である。
　フランスのコントラダンス（カントリ
ーダンス）を基にした彼のギター二重奏
作品《6 つのコントラダンス Op.58》は、
19 世紀前半のフランスのブルジョア階
級が好んだ音楽と舞踏の典型的な例を示
し、彼らが形成した社会風俗や社交界の
様子を伺わせる作品となっている。カル
ッリは多様性に富んだ膨大な数の室内楽
作品を書いたが、今なお未発見のものも
多い。そうした中で《6 つのコントラダ
ンス》は、彼が当時のパリの楽壇におい
て名を揚げようとする大きな野望を抱
き、人々の嗜好に迎合した作品を書く柔
軟さと開放性を合わせ持っていたことを
伺わせる作品である。
　いずれの楽曲も比較的平易にシンプル
な構成で書かれており、適切な伴奏者が
いれば演奏者に対する技術的な要求は高
くない。この種のレパートリーは時代と
共に音楽や舞踏の嗜好が変化した結果、
取るに足らないものとして見捨てられて
しまったが、今後のギター音楽史研究の

上では着目すべき分野であろう。
　カルッリは熟練した演奏家、教師であ
り、ギター独奏曲、二重奏曲、室内楽、
管弦楽作品の作曲家として、すべてのギ
タリストに知られた存在であるが、《6
つのコントラダンス》のようなギターと
舞踏のための作品が人気を得たおかげ
で、パリやヨーロッパの中流階級のサロ
ンに参入することが適い、そこから大き
な恩恵を受けたのである。こうした作品
を再発掘することは、ギターが花形楽器
として幅広く活躍していた、かつてのサ
ロン音楽の姿を蘇らせる上で、非常に重
要な方法と見做すことができるだろう。

（ジュゼッペ・デル・プラト／ギタリスト・
ギター音楽史研究家）

❷数多くのジャズミュージシャンに愛さ
れ、歌い・演奏し継がれている数ある楽
曲の中の 1 曲ですが、個人的にはビル・
エヴァンスの演奏が印象深いです。
　主旋律が極めてシンプルなこの曲、作
曲したクルト・ヴァイルが恐らく当初書
いたであろうメロディーの形で（色々な
音源や譜面をチェックして、最後は想像
をするしかありませんでしたが……）ア
レンジしました。シンプルである分、メ
ロディーをフェイク・発展させやすい、

その面白さがあります。運指的にその余
裕を残しておきましたので、オリジナル
のメロディーを楽しみつつ自由に歌って
みてください。
　今回はテーマ部分の譜面のみですが、
コード進行に沿ってアドリブ・ソロにも
ぜひ挑戦してみてください。    （伍々慧）

❸「プリンセス・プリンセス」は元祖ガ
ールズ・バンドと言える存在で、現在で
も伝説的なバンドとして語り継がれてい
ます。〈Diamonds〉は 1989 年にリリー
スされた曲で、CM 曲にも起用され大ヒ
ットしました。オリジナルは 8 ビートの、
ノリノリのロックですが、今回のソロ・
アレンジではカントリースタイルのよう
な感じにしました。スピード感を感じて
軽快に弾きましょう。
　伴奏のベースは、2 拍、4 拍も親指で
弾いていくようにするとアメリカン・ス
タイルの感じが出ます。 A の入りでは、
D → Dmaj7 → D7 に含まれる半音下降を
意識しましょう。D のサビは上声のメロ
ディーと下声を明確に弾き分けるように
注意しましょう。 Ｅ のサビはコードの
みのプレイですが、スタッカート、アク
セントの効果をしっかりと出すようにし
てください。　　　　　　　（平倉信行）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶カルッリ／ 6 つのコントラダンス Op.58  ※ ギター二重奏
Ferdinando Carulli：Six Contre-danses Op.58

❷ヴァイル（伍々慧 編曲）／スピーク・ロウ
Kurt Weill / Satoshi Gogo：Speak Low

❸奥居 香（平倉信行 編曲）／ Diamonds
Kaori Okui / Nobuyuki Hirakura：Diamonds
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