


CONCERT PHOTO REPORT

10 岩永善信
	 大萩康司＆宮田	大（Vc）

	 益田正洋、林	祥太郎
	 第 3回令和京都博覧会 2022
	 鈴木	豊
	 津田昭治、川島洋介
	 関根彰良

REPORT

45 追悼：横尾俊佑
49 英国・王立音楽大学
　　　～ジュリアン・ブリーム・トリビュート
　　　　　　　　　　　　（テレーゼ・ワシリー・サバ）

INTERVIEW

16 荒井一穂
30 村治	昇

READING ／ ESSAY ／ LECTURE

36 アコギ談義／ゲスト：わたなべゆう〔12〕

	　　　　	海の見える街（久石 譲）※タブ譜付き

48 動画のすすめ〔最終回〕	 　　　	（福山日陽）
54	 ジュリアン・ブリーム伝［第2部］：
　　　　	キャリア構築の芸術〔12〕　　							（ワシリー・サバ）
60	 アンドレス・セゴビア物語〔12〕　　（手塚健旨）
68	 ポインツ・オブ・ギターテクニック〔最終回〕

　　　			名曲の難所克服Ⅱ・総集編	 （松尾俊介）
74 レパートリー充実講座〔287〕																 
　　　		ロシアの想い出Op.63 ②（ソル）	 （益田展行）
78	 ギターのお悩み相談室〔36〕

　　　　曲の完成度を高めるためのテクニック
　　　　　　　　　　　　	 （猪居	謙）

Vol.57 No.3 March
2023 No.714 March

●表紙
　荒井一穂
●写真
　アーニーズ・スタジオ
　井村重人

80	 弦のおはなし〔最終回〕　　　　　　	（竹内太郎）
84 ジュリアーニ／ 24の練習曲Op.48〔7〕																 
　　　　　　　　　　　　　			（校訂 ･運指	荒井一穂）
88	 ポピュラー・ヒット・アレンジメント〔60〕

		　		　ラスト・タンゴ・イン・パリ（バルビエリ）※タブ譜付き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　					（竹内永和）
93	 名曲料理人～あの名曲を、こんな味付けで～〔最終回〕
　　　　		黄昏のアンダンテ・カンタービレ
　　　　　　　　　　　　　　   （壺井一歩 作曲／校訂･運指 金 庸太）

98	 オールド・ポップス・コレクション〔107〕

					　恋人もいないのに（シモンズ）※タブ譜付き	（たしまみちを）
103	 ヤング・ポピュラー・ミュージック〔60〕
							　Subtitle（Official 髭男 dism）※タブ譜付き	（岡崎	誠）
108	 渡辺和彦の a	tempo 日記［Disc 編］〔155〕

110	 秋岡	陽の新音楽時報Yo	Yo	Classics〔最終回〕

 20   特集　編集長、アンダルシアへ行く！
　            ～スパニッシュギターとフラメンコの聖地を巡る旅～　執筆：渡邊弘文

INFORMATION

46 ギター弦測定
64	 新譜案内
66	 外盤案内
114 今月のみどころききどころ
116	 イベント&コンサートガイド
119 コンクールインフォメーション

ENSEMBLE

112	 アンサンブルの広場

SCORE

129	 今月の楽譜解説
130 別れ（シューベルト［ヴァイラウフ］～タレガ）
132 ギターソナタ第1番ホ短調Op.1（乙川利夫）
141 LA・LA・LA	LOVE	SONG
　　　　　　　　（久保田利伸～平倉信行）	※タブ譜付き

144 マイ・フーリッシュ・ハート（ヤング～関根彰良）

大萩康司、宮田	大

© 堀田力丸

002：目次.indd   2 2023/02/09   14:16:19



10　Gendai Guitar

Yoshinobu Iwanaga岩永善信
写真：堀田力丸

10 弦ギターの名手・岩永善信が 2022 年 11 月 30 日、東京・
Hakuju Hallにおいてリサイタルを開催した。コロナ禍により、
2 年間の演奏活動休止を余儀なくされた岩永だが、昨年 7 月
の新潟市りゅーとぴあ公演で本格的に活動を再開、東京公演
に至っては 2019 年の 11 月以来、実に 3 年振りということ
もあり、会場には早くから多くの聴衆が詰めかけ、たちまち
満席となった。
日本に数少ない 10 弦ギター奏者であることに加え、独自の
選曲センスとアレンジの妙技で高いカリスマ性を持つ岩永。
今回は、ヘンデル〈泣くがままにさせて〉〈オンブラ・マイ・フ〉、
マスネ〈タイスの瞑想曲〉のアリアの他、バッハ〈チェロ組
曲第 1 番〉、グラナドス、ピアソラに加え、ギターソロでは
滅多に演奏されることのないマックス・レーガーの〈チェロ
組曲第 1 番〉を取り上げるなど、意欲的なプログラムで臨んだ。
岩永はこれまで一切 CD 録音を行なっていないため、その演

奏を聴くことができるのはステージの上のみ。ファンは岩永
の音楽を枯渇していたのだろう。鳴りやまない拍手に、アン
コールでは、グラナドス「詩的ワルツ集」より第 6 番ワルツ、
バッハ〈ミュゼット〉、デ・クルティス〈帰れソレントヘ〉の
3 曲が演奏された。
プログラム：泣くがままにさせて、オンブラ・マイ・フ（ヘ
ンデル）、チェロ組曲第 1 番 BWV1007［プレリュード / ア
ルマンド / クーラント / サラバンド / メヌエット I.II/ ジーグ］

（バッハ）、みなし子、エピローグ、スペイン舞曲第 3 番、ゴ
ヤの美女（グラナドス）、ブエノスアイレス午前零時、ブエノ
スアイレスの春（ピアソラ）、タイスの瞑想曲（マスネ）、組
曲第 1 番 Op.131c［プレリュード / アダージョ / フーガ］（レー
ガー）］
＊全曲岩永善信編曲
　　　　　　     ［2022 年 11 月 30 日／東京・Hakuju Hall］
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――前作はジュリアーニ作品集でしたが、今回は 20 世
紀のギターソナタ集ということで、一気に時代が進みま
したね。3 曲とも傑作ですが、2 枚目を 20 世紀のソナ
タ集にされた理由をお聞かせ願えますか？
荒井一穂：嬉しいことにジュリアーニは各所から高い評
価を頂きましたが、1 枚目で古典作品を扱ったので、2
枚目は何にしようかと凄く悩みました。せっかく 1 枚
目が良い評価を頂いたのに 2 枚目で尻すぼみになってし
まってはいけませんから。色々と悩んでいる時に、ちょ
うどポンセの〈ソナタ・ロマンティカ〉を練習していま
して、これがとても良いと感じたものですから、それな
ら〈ソナタ・ロマンティカ〉を軸にして、20 世紀のギター
ソナタを揃えてみようかと思ったんです。
―― C= テデスコとホセを加えたわけですね？
荒井：はい。昔から弾いている〈ソナタ「ボッケリーニ
讃歌」〉を加えて、あと 1 曲はホセのソナタにしました。
ホセは今回のレコーディングのために初めて練習しまし
た。『現代ギター』2 月号の「新譜案内」で、『20 世紀の
ギターソナタ集』をレビューして頂きましたが、そこで
書いて頂いたように、〈ソナタ・ロマンティカ〉を真ん

中に置けば、それが良いクッションになって、この 3 曲
がバランス良く並ぶのではないかと考えたんです。
――もちろん 3 曲とも名曲ですが、20 世紀のギターソ
ナタという括りで言えば、トゥリーナやマネン、ヒナス
テラ、ブローウェルなどもありますよね？
荒井：ヒナステラのソナタも候補には挙がっていたんで
す。ヒナステラかホセかで迷ったのですが、ヒナステラ
やブローウェル（ソナタ第 1 番）は前に弾いたことがあ
るんです。ホセはこれまでまったくやったことがなかっ
たので興味があったというのも大きな選曲理由です。そ
してホセの方が自分の趣味に合うというか、ヒナステラ
よりも僕にとっては分かりやすくて、感情移入もしやす
いなと考えてホセに決めました。
――〈ボッケリーニ讃歌〉〈ロマンティカ〉はセゴビア
版ですね？
荒井：そうです。原典版も見ましたが、今回はレコー
ディングの準備期間が少し短かったこともあってセゴビ
ア版を使いました。原典版はそのままでは弾けない箇所
もあります。特に C= テデスコはそうですね。原典版を
基に自分で演奏譜を作っていくのは労力も掛かりますか

荒井一穂／Kazuho Arai
―――――――――――――

2023年1月27日／現代ギター社
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）

© Orie Miyajima

Kazuho Arai

神奈川県横須賀市出身。洗足学園音楽大学卒業。8 歳よりギターを
始める。第 26 回、第 27 回 GLC 学生ギターコンクール小学生高学
年の部第 1 位。2003 年にドイツで開催されたヴァイカースハイム
音楽祭でファイナル・コンサートに出演。第 39 回神奈川新人ギタ
リスト・オーディション合格。第 42 回、第 43 回クラシカルギター・
コンクール第 2 位。JT 主催の「期待の音大生によるアフタヌーン・
コンサート」に出演。平成 23、24、25 年、洗足学園の特別選抜演
奏者に認定される。これまでにギターを志田英利子、原 善伸、鈴
木大介、藤井眞吾の各氏に師事。現在ヤマハ大人の音楽レッスンで
クラシックギターを始め、アコースティックギター、ウクレレの講
師を務める傍ら、執筆や演奏活動も幅広く行なう。2021 年 5 月 26 日、
ファースト・アルバム『ジュリアーニ作品集』を発売、レコード藝
術誌特選盤に選ばれる。

荒井一穂
新譜『20 世紀のギターソナタ集』
発売 !  C= テデスコ、ポンセ、ホセ
の傑作ソナタを収録した意欲作！

Cover Story

016-19：荒井一穂インタビュー.indd   16 2023/02/06   10:38:28
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◆アンダルシアへ行こう！  ―――――――――――――
　昨年、スペイン政府観光局から当編集部へ、スペイン南
部のアンダルシア州観光局が主催する取材旅行へご招待頂
いた。この申し出を有難くお受けし、2022 年 11 月 16 日
～ 23 日、スパニッシュギターとフラメンコの聖地である
アンダルシア州の各地を巡ってきたので報告したい。
　旅行の行程は、マラガ→リナーレス→グラナダ→カディ
ス→へレス・デ・ラ・フロンテーラ→セビーリャ→マルチェ
ナ→ラ・プエブラ・デ・カサージャ→エシハ→マラガ。
　ツアー参加者は日本とアメリカのプレス関係者で、永倉
由以子（地球の歩き方）、渡邊、ソフィア・ペレス（Sofia 
Perez）、リチャード・フリスビー（Richerd Frisbie）、エリック・
トリニダッド（Erik Trinidad）、トマス・ロドリゲス（Tomás 
Rodriguez）とツアーリーダーを務めるスペイン政府観光局
のロラ・ぺオン（Lola Peón）の 7 名である。

◆ 11 月 17 日：マラガ～リナーレス ―――――――――
アタラサナス中央市場（Atarazanas）
　ツアーの最初の訪問場所はマラガ市街にあるアタラサナ
ス中央市場であった。屋根付きの広い施設内に軒を並べひ
しめき合う店々の棚には色鮮やかな海産物、食肉、野菜、
果物等が山積みにされている。日本では馴染みのない食材
も多く、生ハムの塊がぶら下がっているのを見てスペイン
に来たのだと実感する。市場中に売り子の威勢の良い呼び
声が飛び交い、人々は陽気に笑いさざめき活況を呈してい
た。どこの国でも河岸で働く人はいなせで気風が良い。

　市場内にはタパス（Tapas ／小皿料理・軽食）を提供す
る店舗もあり、生ハムや海鮮フライ、チーズ各種、ドライ
フルーツなどを摘みながらワインを楽しむこともできる。
 …………………………………………………………………
アタラサナス中央市場：昔ながらの屋根付き市場。エンカルナ
シオン大聖堂やピカソ博物館、音楽博物館にも近い。
営業時間 8：00 ～ 15：00（月～土）、日曜休。
所在地：C. Atarazanas, 10, 29005 Málaga

 …………………………………………………………………

セゴビア博物館（Casa Museo Andrés Segovia）
　アンダルシア州北部のハエン県リナーレスは、クラシッ
クギターの歴史に偉大な足跡を記したアンドレス・セゴビ
アの生誕地である。当地にはアンドレス・セゴビア財団が
運営するセゴビア博物館が開設されている。
　リナーレスのホテルに到着すると現地の音楽院で教鞭を
執るピアニストのマヌエル・クエンカが私を迎えに来てお
り、彼の車に同乗してツアーの仲間より先にセゴビア博物
館へと向かった。石造りの外壁が連なるカノバス通りの一
角に博物館はあり、鉄格子の窓と重厚な鉄鋲打ちの玄関扉
の脇に所在を示す数枚のプレートが掲げられている。屋内
には中庭があり、白を基調とした 2 階建ての建物がそれを
取り囲み、屋上は巨大な天窓となっていた。
　博物館 1 階にはコンサートホールや事務室が、2 階には
各種展示室や資料室がある。「SALA DE MÚSICA TAKESHI 
TEZUKA」という一室に案内されると、本誌の連載でお馴
染みの日本人ギタリスト手塚健旨が満面の笑みで出迎えて

編集長、アンダルシアへ行く！
～スパニッシュギターとフラメンコの聖地を巡る旅～

Presstrip "La Guitarra Española"

渡邊弘文（本誌編集長）

◆制作協力

スペイン政府観光局：https://www.spain.info/ja/

アンダルシア州観光局：https://www.andalucia.org/en/home

株式会社地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/

アンダルシア州概略図と取材行程 （図版提供：佐川印刷）

特集

（文中敬称略）

アタラサナス中央市場の野菜売り場

020-29：特集／編集長アンダルシアへ行く.indd   20 2023/02/09   12:44:49
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●ギタリスト、絵本作家として活躍───────────

──本日はよろしくお願いします。ご出身は岡山県だそうで

すが、今はどちらにお住まいですか？

わたなべ　大阪府の枚方市に住んでいます。　

──わたなべさんがギターを始めたきっかけを教えてくださ

い。

わたなべ　ギターを始めたのは 14 歳くらいの時でした。B'z

や LINDBERG といった日本のロックバンドが好きで、毎週の
ように『ミュージックステーション』などの音楽番組を観て
いたのですが、なかでも特にギターが凄くカッコよく見えて、
自分も同じように弾いてみたいな、と。ですからまずはエレ
キギターから入りました。
──最初は周りの友達とバンドを組んだりして？

わたなべ　そうですね。高校生になってからは友達とロック
系のコピーバンドを組んでいました。その当時、ローランド
から“VS シリーズ”と呼ばれる 8 トラックや 16 トラックの
デジタル MTR が発売されたんですよ。それまでの MTR は 4
トラックでしたから、ものすごく画期的ですよね。それに自
分でギターを弾いてドラムやベースを打ち込んで自分で曲を
作って録音して、というのをひたすらやっていました。
──バンド活動からアコギのソロギターに転向されたのは何

かきっかけがあったのですか？

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

わたなべゆう

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

Yu Watanabe
わたなべゆう

12

大阪でのストリートライブ活動
で人気を集め、2006 年に「フィ
ンガーピッキングコンテスト」
で優勝。アコースティックギタ
リストとしてのみならず、作曲
家、絵本作家として活躍中のわ
たなべゆう。そのマルチな活動
ぶりを紹介する。

岡山県出身 
アコースティックギタリスト、作曲家、絵本作家。
2006 年にフィンガーピッキングコンテストで優勝。
翌年アメリカカンサス州で行なわれたウォルナットバレーフェス
ティバルに日本代表で出場。
2015 年活動 10 周年を記念して絵本と CD の作品 『マクの約束』『バ
クの夢』を 2 枚同時リリース。

『くまのマク』が第 6 回絵本出版賞で優秀賞を受賞。
『バクの夢』が第 13 回絵本児童書大賞で読者賞を受賞。
『バクの夢』収録の『初恋』が Sing Like Talking の佐藤竹善氏のベス
トアルバムに収録され話題となる。
2017 年、レベッカの NOKKO のソロアルバム『True Woman』の
レコーディングに参加。
2018 年 17thCD『Cinématic journey』をリリース。 
2020 年活動 15 周年を記念してベスト盤『Gerbera for you』『Beside 

you』を 2 枚同時リリース。
2021 年カバーアルバム第 6 弾の『This cover 6 J-Pop』リリース。
ライブを全国で行ないながら、アメリカ、タイ、香港、中国など海
外での演奏活動も積極的に行なう。
心に届く温かい音色は老若男女問わず圧倒的な支持を得ている。

https://www.watanabeyu.info/
わたなべゆうOfficial Website

 Headway HDC-GERBERA

 2023 年 1 月 11 日
インタビュアー：安藤政利（編集部）

036-39：アコギ談義わたなべ.indd   36 2023/02/06   12:16:58
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❶原曲は“シューベルトの「別れ」”と
されているが、実は同時代のラトビア出
身のドイツ人作曲家アウグスト・ハイン
リヒ・フォン・ヴァイラウフ（1788-1865）
の作品とする説が有力である。ヴァイラ
ウフは 1824 年に自作の歌曲〈東へ〉（Nach 
Osten!）を私家出版したが、1835 年頃の
パリでこの曲がシューベルト作曲の〈別
れ〉（Adieu）として出版された。おそら
くは版元が商業的な理由で作曲者名と曲
名を改竄したのであろう。その後この版
を基にリストがピアノ独奏用に編曲（6
つのシューベルト歌曲 S.563・第 1 番）
するなどして、ヴァイラウフの存命中に
もかかわらずシューベルト作というのが
既成事実化したようだ。
　ヴァイラウフは後年〈東へ〉をベルリ
ンの出版社から再出版しており、その序
文で、『〈東へ〉は 1823 年に私が書き翌
年に出版した。当時シューベルトの名前
は知られておらず、この曲は彼の作風と
も合致しない。現在、あの巨匠の名前で
この歌が語られていることは私にとって
大変光栄ではあるが、パリの出版社の改
竄が私のささやかな成果を奪ったのだ』
と不満を漏らしている。
　タレガは題名を「Adieu」としている
ので、リストかそれに類するピアノ版を
基にして編曲したのであろう。生徒への
課題として与えたのか演奏は比較的容易
である。シューベルト作だと言われれば、
それらしくも感じられる佳曲である。

（編集部）

❷高校生の時、ソナタ形式の授業をきっ
かけに作った曲です。残っていた楽譜を
基にビースコアという楽譜点訳ソフトで
データ化し、2014 年に『第 16 回 TIAA
全日本作曲家コンクール』に応募しまし
た。幸い入選し、それが作曲の指導を受
けるきっかけともなりました。それ以来
作品を本誌にも掲載頂いております。
　［第 1 楽章］4/4 拍子・ホ短調・Allegro
　典型的なソナタ形式です。 1 ～ 8 小
節が第 1 主題です。 27 ～ 30 小節は平行
長調の第 2 主題が現れ、経過句を経て
42 小節で提示部を終えます。 43 ～ 72 小
節は展開部で、2 つの主題が絡み合い主
調へ戻ります。 73 小節から再現部で、
第 1 主題に続き 87 から第 2 主題が主調
で現れます。 103 小節からコーダとなっ
て終わります。
　［第 2 楽章］4/4 拍子・ホ長調・Andante
Cantabile
　牧歌的な旋律を和音が支えています。
1 ～ 12 小節は主部で 3 部形式です。 13

～ 24 小節は中間部で並行短調です。 25

小節から主部を再現し、 37 小節から短
いコーダが加わります。
　［第 3 楽章］2/4 拍子・ホ短調・Vivace
　ロンドです。 1 ～ 18 小節が主部で、
19 小節から平行長調の第 1 エピソード
になります。 51 ～ 68 小節は主部の再現
です。 69 ～ 93 小節は同名長調の第 2 エ
ピソードです。 94 ～ 111 小節は主部で、
112 小節からコーダに入り曲を終えま
す。　　　　　　　　　　　 （乙川利夫）

❸ 1996 年に発売され、テレビドラマ『ロ
ングバケーション』の主題歌として採用
され大ヒットしました。色々なミュージ
シャンにカヴァーされ、今でも耳にする
ことが多い曲です。
　 A メロはしっとりとバラードで歌い
上げます。最初の FM7 の押さえ方は、
④弦から上に向かって「1-2-3-4」の指を
指定していますが、薬指を寝かせて②③
弦を押さえる「1-3-3-4」でも良いでしょ
う（以後に出てくる FM7 も同様に）。
　 B の冒頭から速いテンポを設定して
ノリを出していきましょう。終始シンコ
ペーションのリズムになるのでコードチ
ェンジを軽やかにします。
　 C の A♭M7 は少し難しい押さえです
が、ボサノバなどにもよく出てくるコー
ドなので覚えておくと便利です。

（平倉信行）

❹ヴィクター・ヤング作曲のジャズ・バ
ラード。ピアニストのビル・エヴァンス
による名演その他で有名である。
　原曲のメロディーを大切にできるだけ
シンプルなアレンジを施し、簡単なイン
トロとエンディングをつけた。
　アドリブパートはなく 1 コーラスのみ
で、初級者にも演奏しやすくした。
　ゆったりとした拍節感を大切にし、和
音を適宜アルペジョ風に崩すなどしなが
ら演奏されたい。

［参考音源：関根彰良 "Ballads"(2022)］

（関根彰良）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶シューベルト［ヴァイラウフ］（タレガ編曲）／別れ
 Franz Schubert [August H.von Weyrauch] / Francisco Tárrega：Adieu

❷乙川利夫／ギターソナタ第 1 番ホ短調 Op.1
Toshio Otogawa：Guitar Sonata No.1 in E minor Op.1 

❸久保田利伸（平倉信行 編曲）／ LA・LA・LA LOVE SONG
Toshinobu Kubota / Nobuyuki Hirakura：La La La Love Song

❹ヤング（関根彰良 編曲）／マイ・フーリッシュ・ハート
Victor Young / Akira Sekine：My Foolish Heart
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