
365日、毎日 1曲ギター協奏曲 
 

コーナーのご紹介 

 

このコーナーは、2021 年 1 月 1 日から一年間 365 日、毎日 1 曲ずつギター協奏曲を堪能してい

くことを日課にして、その曲を聴いて思い浮かんだ事柄を書き綴っていこうというものです。一日、

一日を大切に、今年 1 年間を過ごしていこうという思いで。（「ギター協奏曲 300 選」の時は、一日

に何曲も聴きまくったので、今回は、1日 1曲じっくりと聴いていきます） 

「ギター協奏曲 300選」の曲目リストから、作曲家名をアイウエオ逆順で 1曲づつ選びます。なるべ

く、その思いを表す写真と合わせて掲載していく予定です。（自分で撮ったもの、河地先生、勝瀬さ

んから送ってもらった写真を中心に）。さて、どんなものになるのやら・・・・2020.12.31 

  



2021.01.01 ギター協奏曲（アンドリュー・ワゴナー） リスト番号 92 

 

この企画の最初の曲は、アメリカの保守的現代作曲家といわれるワゴナーのギター協奏曲です。 

保守的現代音楽ということもあり、とても分かりやすい曲です。また、この手の曲は、なぜか雅楽

を思い出させてくれますが、これは、私の中では、現代音楽というと武満徹という思い・感覚がそ

うさせているのかもしれません。 

ルネサンス・バロック音楽は「語り」。古典派音楽は「唄」。ロマン派音楽は「絵画」と時代的な音楽

の基本的なとらえ方がありますが、同じ流れでいえばこの現代音楽は「環境」ではないでしょうか。

場、空間、時間。そんな自分たちを取り巻く「環境」を土台にした音楽がいわば現代音楽のような

気がしません？ ただこの「環境」とは、サティの言った「家具の音楽」のような BGM 的音楽では

なく、もっと主張を持ったもので、しっかり向き合わなければ存在しない、あるいは消えていくよう

な極めて繊細なものであるような気がします。失われつつある自然環境や、日本の田園風景の

ようなものと同じように。しっかり向き合い、心の耳で聴くようにしたい曲です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユーチューブ画像】 

Guitar Concerto: I. Moderate. Changeable、II. Fast. Dogged、III. Slowly. Elegiac 

Conductor: Julia Tai 

Artist: Kennth Meyer 

Orchestra: Seattle Modern Orchestra 

Composer: Andrew Waggoner 

https://www.youtube.com/watch?v=dNINT7tFhmY 

https://www.youtube.com/watch?v=apSuPlU-jXk 

https://www.youtube.com/watch?v=PHaO4vPkcmA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dNINT7tFhmY
https://www.youtube.com/watch?v=apSuPlU-jXk
https://www.youtube.com/watch?v=PHaO4vPkcmA
https://www.yakateru.com/library/19662-19662-20210101175221-1-l.jpg
https://www.yakateru.com/library/19662-19662-20210101175449-2-l.jpg


2021.01.02 サンルカル協奏曲第 2 番（スタンリー・ワイナー）リスト番号 177 

 

1 曲目に続き、ワイナーもアメリカ生まれの作曲家です。ただ、両親はロシア家ユダヤ人というこ

とで、ヴァイオリニストでもあるワイナーは多作家で 200 曲以上の作品を作っています。ということ

もあり、今回の曲は、わかりやすいどちらかというとポピュラー系の曲です。「サンルカル」は、ス

ペン南部の土地の名前ですが、曲は、スペイン色一色の曲です。。 

1 楽章の印象に強く残るスペイン的メロディとリズム、2 楽章

のヴァイオリンの哀愁のあるちょっとべたついた調べと、ギタ

ーの哀愁あるものの乾いた調べの対比、3 楽章のラベルの

ボレロのように小太鼓によるボレロのリズムが心地よく刻ま

れること等、魅力にあふれる曲です。この曲を聴くと、音楽が

いかに踊りと一体となってきたかも理解できます。昨日のワ

ゴナーの曲が耳と頭で感じる音楽であったのに対し、これは

耳と体で体感する音楽ですね。ということで、この曲を聴いて

いると数年前に行ったスペイン旅行での洞窟フラメンコを思

い浮かべます。いわゆるロマの人たちが躍るたくましいフラメ

ンコの踊りを、洞窟という何か陰のような空間で見たことに、

人間の生命力を感じたのですが、この曲も同じ匂いがしま

す。アランフェス協奏曲のイメージにある明るい華麗なフラメ

ンコではない、飾らないむき出しのフラメンコです。作曲者ワ

イナリーの血というものが表出したのかもと思わされる曲で

す。 

 

【ユーチューブ画像】 

残念ながら見つけることはできませんでした。 

 

 

  

https://www.yakateru.com/library/19662-19662-20210102100817-1-l.png


2021.01.03 ギター協奏曲（A.D.ロワイエ） リスト番号３ 

 

ベートヴェンと同時代のギタリストでもあったロワイエの作品。古典派のモーツアルトのような明る

い曲です。いわゆる「癒し系」の音楽です。また、BGM 的でもありますね。最近はめっきり、じっくり

と音楽を聴くというのは演奏会ぐらいで、音楽はいつも部屋になっているのですが、何か仕事をし

ている間の BGM として聴くことがほとんどになってしまいました。それなりにじっくり聴くのは、移

動中のウオークマン？で聴くぐらいですか。 

特に、このロワイエの曲のように馴染みやすい曲は、どうしてもじっくり聴く気になりません。ただ、

2 楽章の緩徐楽章の音の流れは、作業の手を止めてじっくりと聴き惚れてしまいます。が、3 楽章

のノリノリの曲になると、また、作業の手が動き出す。 

2 日目のところで書いた「耳と頭で聴く音楽」、「耳と体で聴く音楽」という区別をしましたが、「心で

聴く音楽」と「体で聴く音楽」があるのかも。まさしくロックは体で聴く音楽、フォークは心で聴く音楽、

そんな感じでしょうか。 

 

 

Concerto for guitar and strings opus 16 - Runar Kjeldsberg - Guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=yDVdWn3qhLA 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yDVdWn3qhLA


2021.01.04 マラガ協奏曲（セレドニオ・ロメロ） リスト番号 125 

 

フラメンコは、踊り手が 1 番で、カンテ（唄）が 2 番手、ギターは３番手といわれる。ここから、踊り

と唄をとってギターを主役にした曲というのは、どのような位置づけになるのだろう。聴き手が、そ

の踊りと唄を受け継ぐのだろうか。このマラガ協奏曲の本当に聴き方は、自分が、踊り手であり

歌い手になることで曲が完成するのかも。ということで、ずっと静かに聴く曲ではなく体を動かしな

がら聴く曲なのか。 あるいは、フラメンコにおける 3 番手のギターの役割は、JAZZ でいうところ

のリズムセクション的な役割であり、そうであれば、ギターが人の声による旋律をギターが代わっ

て受け持ち、さらに、視覚的な要素を切り捨てたものが、この協奏曲のようなものだろうか。また、

バッロク時代のメヌエットのように、すでに踊りとは切り離されて、聴いて楽しむ音楽に進化した存

在になっているのだろうか。 あるいはさらに、フラメンコで 3 番手ということで欲求不満に陥って

いるギターの存在を表舞台に引き出してくれているものが、このようなフラメンコ協奏曲なのであ

ろうか。1楽章のギターソロや、やたらめったらのラズゲアードからは、この印象も強く感じられる。 

協奏曲の生まれた理由にもかかわるような結構面白い、興味深いテーマのような気がする。今

後も、このことを意識しながら聴いていくことにしよう。 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto de Malaga played by Pepe Romero 

https://www.youtube.com/watch?v=9uphcx-dMsk 

https://www.youtube.com/watch?v=dw0WKLv9yzY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uphcx-dMsk
https://www.youtube.com/watch?v=dw0WKLv9yzY
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2021.01.05 ギター協奏曲（V.ロボス） リスト番号 110 

 

5 日目にして、さっそく名曲の登場です。この後すぐにロドリゴの作品が続きますので、しばらくは

名曲週間になりそうです。 

このヴィラロボスの協奏曲のかっこいい事、また 2 楽章のなんと情緒のある美しい事・・・・と、名

曲であるがゆえに、書き連ねることは山のようにありますが、さて、この「名曲」とはと？ 名曲と

いわれる条件とはなにかについて考えてみると結構難しい。骨董屋、絵画など、目利きといわれ

る人（鑑定士）がいて、本物の良いものとそうでないものを選り分けてくれる。しかし、音楽につい

てはどうだろう。名曲＝人気のある曲になっていないか。かつてのクラシックの名曲とは、「運命」

「未完成」であったり「四季」であったり。これはまさしく人気（レコード、CD 売り上げベスト 1）のよう

な感じであった。今の名曲は、何なのだろう。音楽の目利き、いや耳利きの人の判断なんてもの

もあるようで、ないような・・・。目利きが必要なものには、本物と偽物を見極めるということが必須

条件としてあるが、音楽の偽物というのは何なのか。モーツアルトの曲は本物で、サリエリが作曲

したものは偽物かというとそうではない。偽物という概念が成立しない音楽という世界。優劣のみ

の音楽の世界と、本物偽物の絵画の世界との違いとは？ んんんん・・・（今日は、お酒が入って

るので、やばい）。今日は、頭を使わずに V.ロボスの名曲に心をゆだねることにして、続きは明日

のロドリゴの「ある貴紳のための幻想曲」で・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heitor Villa-Lobos エイトル・ヴィラ＝ロボス： 『ギター協奏曲』 

https://www.youtube.com/watch?v=33G5K_sPqAs 

https://www.youtube.com/watch?v=il5s2DWP-RQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=33G5K_sPqAs
https://www.youtube.com/watch?v=il5s2DWP-RQ


2021.01.06 ある貴紳のための幻想曲（J.ロドリゴ） リスト番号 109 

 

偽物という概念が成立しない音楽という世界。優劣のみの音楽の世界と、本物偽物の絵画の世

界との違いとは？ の昨日の続きです。 

素面の頭で考えるに、まず、絵画は、真っ白なキャンパスに描いたそのものが価値を生み出すの

で、その描かれたそのものの価値を見極める必要があるのに対し、音楽は、確かに作曲家も同

じは真っ白な五線譜に曲を書いていくのですが、その楽譜自体に価値があるのではなく、それを

演奏することによって音楽という無形の価値が生まれる。そのため、本物偽物が入ってくる余地

がないのでしょう。台本があって演じる舞台芸術も似たようなもの

でしょう。画家の絵筆が、作曲家のペンになると思いますが、そこ

から生み出されるのは頭の中に鳴り響く音を記号として取り出した

ものが楽譜であり、五線譜に描かれた記号、設計図をもとに演奏

家は、音楽を紡ぐ。あえて同じように考えるのであれば、画家が、

目の前の山々を写し取っていく、その山々が音楽の場合は楽譜で

あり、楽譜をどう描いていくかが演奏家の役割ということでしょう。

つまり作曲家は、画家でいうところの被写体を生み出しているとい

うことになるのでしょう。そしてその被写体を見て、形に残らない音

楽という芸術を作り出しているのが演奏家ということかな。 

今流れているロドリゴの「ある貴紳のための幻想曲」は、学生の

頃、後輩にピアノ伴奏をさせて弾いた思い出があります。また弾き

たくなってきました。 

 

 

 『ある貴紳のための幻想曲』Fantasia para un gentilhombre 

https://www.youtube.com/watch?v=VWML2y1znEc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VWML2y1znEc


2021.01.07 アランフェス協奏曲（J.ロドリゴ） リスト番号 100 

 

ギター協奏曲としてだけではなく、音楽全体の中で超有名な「アランフェス協奏曲」。Guitar dream

のインタビュー記事に、中国でもとても人気で「アランフェス協奏曲」が演目にあると会場が満席

になるそうな。ただ、2 楽章が終わったとたん多くの人が席を立って帰ってくと。 

さて、私が生演奏として聴いたのは、アギーレと九響、朴キョヒと佐賀響？、ピアノ版伴奏版で数

回ありますし、レコード、CD では何回聴いただろう、100 回ぐらい？・また、これからも何回聴くこと

だろう。 

昨日、三良レッスンでクレンジャンスの「カノンとアリア」の NO2 を取り上げてたが、この曲のカノン

はバッハのオマージュで、アリアは、アランフェス協奏曲 2 楽章のオマジューだと感じた。クレンジ

ャンスが、バッハとアランフェスの 2 楽章を対にして、作り上げたこの曲の言わんとするところは何

なのだろう。 

カノンは、いわゆる音楽の構造美の代表をバッハとし、アリア（唄）はアランフェスの 2 楽章を代表

とする。つまり、「カノン」が代表している音楽は、ルネサンス・バッロク時代に最盛期を迎えた構

造美、ポリフォニィーの音楽で、これは「語り」の音楽。特に、バッハであればこれは、人間が神に

向かって悩みを打ち明け、それに神が答えるというような会話であるのに対し、古典派以降のホ

モフォニィの音楽は、唄であり、主役の一人が自分の想いを切々と歌い、周りがそれを伴奏する。

さらに言えば、人間と神の対話をポリフォニィという音楽という形で記録することは、つまりは物語

であり完結するものに対し、唄は、歌い

手からの投げかけであり未完結状態に

あるものということ。今流れているアラン

フェスの 2 楽章を、自分に投げかけられ

た歌と受け取るか、自分が歌う唄として

とらえるかであり、投げかけられた歌とと

るなら何かを返さなければいけない。さ

て、私は、この曲をどうとらえ、何を投げ

返すでしょうか。 

んんんん・・・・絶望の叫びとあきらめに聴こえてしまうのは、私だけでしょうか。 

『アランフエス協奏曲』（イエペス） 

https://www.youtube.com/watch?v=rQHFHD6IQwI 

       〃     （村治佳織 ピアノ伴奏版） 

https://www.youtube.com/watch?v=MPkzad1RWd8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rQHFHD6IQwI
https://www.youtube.com/watch?v=MPkzad1RWd8


2021.01.08 ある宴の協奏曲（J.ロドリゴ） リスト番号 40 

 

昨日の「アランフェス協奏曲」をロドリゴが作曲したのが、1939 年。ロドリゴが 38 歳の時。この「宴

のための協奏曲」を作曲したのが 1982 年なので、ロドリゴ 81 歳の時の作品。この二つの曲の間

に 40 年以上の時が立っている。今の 66 歳になった自分に置き換えると、23 歳の時の作品がア

ランフェス。考えると、これは結構きついことだ。38 歳の時に作曲したものが世にいう最高の作品

で、その後の 60 年間（ロドリゴは 98 歳まで生き続けた）は、それを乗り越えようとしても乗り越え

られなかったということなのか。この 40 年間の時間が何だったのか。何だか長命のスポーツ選手

が 20 代の時の栄光を引き継ぎながら生きていくこととダブる。誰だったか、今まで作曲してきた曲

の中で一番気に入っているものはどれかと尋ねた答えが、「今作曲している作品です。そうでな

いと人生の積み重ねがなかったということになってしまう」と。また、別の芸術家（能の人だったと

思う）は、「芸への道が見えてくるのは 60 歳過ぎてから。いや、60 代でも若すぎるかも」と。 

アランフェスが超有名曲になったのは、あの 2 楽章の哀愁に満ちた旋律がすべてのような気がす

る。より深みに達した曲というよりは、名曲の条件をそなえた旋律があることが、名曲になった理

由なのだろう（ぐるぐる回る論法だが）。そういえば、モーツアルトが、「フーガなどのポリフォニー

の音楽は、勉強すればだれでもそれなりの曲が作れるようになる。ただ、美しい旋律を生み出せ

るのは天才だけだ」といっていたが、アランフェスのあの旋律は、天才的なひらめきと何かのヒン

ト的なものがたまたまあの時代のロドリゴになかに浮か

んだということなのだろうか。ロドリゴのソロギター曲の

中にも素晴らしいものが沢山あるため、一発屋の作曲

家とは違うのだろうが、ここまで一般受けする名曲の旋

律のある曲は、アランフェスの 2 楽章ぐらいだろう。 

そう思いながら 80 歳になって書いたこの「宴のための協

奏曲」の 2 楽章を聴いていると、アランフェスとは違う長

い人生の重みを噛みしめながら「語っている」ように思え

る。 

 

『ある宴のための協奏曲』Concierto para una fiesta 

https://www.youtube.com/watch?v=LUYd34Y9P2w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LUYd34Y9P2w


2021.01.09 マドリガーレ協奏曲（J.ロドリゴ） リスト番号 39 

 

昨日と同じ話題、作曲年齢でいうと 1968 年の曲というので、ロドリゴ 67 歳の時の曲。ということ

はアランフェス（30 代）と宴（80 代）の間の曲ということになりますが、このことはとりあえず置いと

いて。 

ロドリゴは、ご存知のように、3 歳の時に悪性ジフテリアで視覚を失った視覚障がい者です。同じ

ように、幼児期に視覚に障害を持った作曲家としてはタレガがいます。タレガの場合は、幼児期

のタレガの子守を任された娘？が、ぐずるタレガ赤ちゃんに頭にきて溝に放り投げ放置されたた

め，視覚障害が残ったという記事を読んだ記憶があります。現在の演奏家では、ピアニストの辻

井さんのように生まれつき目が見えない素晴らしいピアニストもいます。というか、視覚という五

感の中で最も多くの情報を受け取る器官が働かない分、聴覚が頑張るというか、視覚の分も聴

覚が担うことで、極めて敏感に多くの音を拾い集めそれを解析する能力が発達することは間違い

なくあると思われるので、これは特殊な才能の一つと言い換えてもいいかなとも思われます。 

私たちが見た映像記憶は、あとでぼんやりですが思い浮かべることができ、それを絵にすること

ができるように、ロドリゴたちは、聴いた音楽や音をよりはっきりと思い浮かべて楽譜にすることが

できるのでしょう。ただ、それと音楽を作り出す才能は、また別のような気もします。ロドリゴやタレ

ガは、視覚障害があろうがなかろうが、作曲家としての才能はあるはずで、ただ、音楽の道を歩

むという生き方が視覚障害者ということで後押しされたのでしょう。 

この 10 楽章からなる「マドリガーレ協奏曲」、目をつむって聴

くことで、よりロドリゴの心に近づけるような気がします。イ

ダ・プレスティに捧げられたこの曲、さも美しいギタリストであ

ろうと思いつつ、その姿を見ることができなかったロドリゴの

想いを想像しながら。 

 

 

 

『2 つのギターのための「マドリガル協奏曲」』 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zkny0Pcm6E 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Zkny0Pcm6E


2021.01.10 アンダルシア協奏曲（J.ロドリゴ） リスト番号 38 

 

ロドリゴのギター協奏曲の 5 曲目は、「アンダルシア協奏曲」で、作曲年でいうと昨日の「マドリガ

ーレ協奏曲」の前年の 1967 年の曲というので、ロドリゴ 66 歳の時の曲。1 楽章、3 楽章のラズゲ

アード的出だし、2 楽章の「チャララ～」という旋律など、この曲もかなり「アランフェス協奏曲」を意

識していますね。 

ちなみに、ロドリゴはピアニストなので、作曲している数は、圧倒的にピアノ曲が多いのですが、

名曲大辞典（音楽之友社）の紹介でも、ギター曲 4 曲、ハープ協奏曲、歌曲 1 曲と、ピアノ曲はな

し。ピアノ曲のイメージが薄いですね。先日、ロドリゴのピアノ協奏曲を聴いてみましたが、印象は

薄いですね。なんというか、スペインの印象＝ラズゲアードとロドリゴが思い込んでいたような感じ

で、同じスペインのピアニスト兼作曲家のアルベニスとは違って、曲づくりへの創造範囲が限定

的であったように思えます、特に、ギター協奏曲を作ることに関しては。ともかく、30 代で生み出し

た「アランフェス協奏曲」の呪縛？からは、抜け出していないように感じるのは私だけでしょうか。

ギターソロ曲、「祈りと踊り」なんかは、独創的で素晴らしいと思うのですが、オケをバックにすると、

ボリュウム的にラズゲアードを多用することになり、そうするとフラメンコ協奏曲になり、アランフェ

スに戻ってくる、そんな印象です。ちなみに、名曲大辞典で紹介されている「ハープ協奏曲」を聴

いてみても、「チャンチャララ、チャンチャララ」というラズゲアード的なパッセージは、しっかり生か

されていますね。 

「チャンチャララ」と「チャララ～」で作り上げられている曲がロドリゴの作品と、SNS でつぶやいた

ら、炎上しちゃうのでしょうね。失礼しました！ でも、ロドリゴの作品は大好きです。 

 

『4 つのギターのための「アンダルシア協奏曲」』 

https://www.youtube.com/watch?v=MKNlEXKoJdo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MKNlEXKoJdo


2021.01.11 フルートとギターのための協奏曲（ワルター・ロス） リスト番号 266 

 

フルート奏者でもあるロスによるコンチェルト。フルートとギターを主役にした協奏曲ですが、どう

しても旋律楽器であるフルートがメインの主役で、伴奏楽器のギターは、サブの主役という感じに

なってしまいますね、この曲においても。というか、フルートには、伴奏という高度な役割を果たす

ことができないため、ギターがやらざるを得ないということだと。確かに音量の問題であるとか、長

く音を引っ張ることができるというのは旋律を担当する場合には重要ですが、ギターの旋律楽器

としてもなかなかですよね、アランフェスの 2 楽章のように。 

1 台の楽器で曲作りを完結できるものとしては、ピアノとギターぐらいしか思い浮かびません。あと

はみな旋律楽器。そのため、ギターは、「小さなオーケストラ」や「楽器の中の女王」などとよばれ

るのでしょう。また、個人的には、ピアノよりも音楽的には数段ギターの方が芸術的で思えます。

確かにピアノは一度に 10 個の音を出せ、かなり複雑な音楽を響かせることはできます。ギターは

指で弾くなら 4 つの音、かき鳴らしても 6 つの音が限界で、この点では負けます。が、ギターが奏

でる和音の響きは、ピアノのガサツな響きとは全く違ってとても高貴な音

に聴こえます。かつて、ダン・タイ・ソンのコンサートを聴きに行ったとき

に、ピアノと思えない真珠のようなコロコロとした和音の響きにはびっくり

しましたが、普通のピアニストの奏でる和音のなんと淡白なこと。それに

比べるとギターの和音の響きは、繊細でかつ暖かく、また、透明感があり

ます。などとブツブツ言いながら、フルートの心地よいメロディと、それを

支える繊細なギターの和音の響きが絡まる「フルートとギターのための協

奏曲」を聴きながら、この曲もいいなあと思いました。 ポポロホバの双子教会

（河地先生撮影） 

 【ユーチューブ画像】 

Concerto for Flute and Guitar: 

‐ I. Festivo、II. Allegretto scherzando、III. Adagio con eleganza、IV. Allegro con brio 

Conductor: Kirk Trevor 

Artist: M. Turner、Radka Kubrova 

Orchestra: Slovak Radio Symphony Orchestra 

Composer: Walter Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=WB9NQDsEJm0 

https://www.youtube.com/watch?v=gOgQfx9SoEY 

https://www.youtube.com/watch?v=5wCar9ah0-g 

https://www.youtube.com/watch?v=ypNAc_3nsp8 

https://www.youtube.com/watch?v=WB9NQDsEJm0
https://www.youtube.com/watch?v=gOgQfx9SoEY
https://www.youtube.com/watch?v=5wCar9ah0-g
https://www.youtube.com/watch?v=ypNAc_3nsp8


2021.01.12 ガウディの協奏曲（C.ローズ） リスト番号 126 

 

カタロニアの建築家ガウディの建築物等から発想を得た曲ということですが、なかなかにスッとは

理解できそうにはありません。が、面白そうな雰囲気は十二分に持っています。ギターとオーケス

トラが掛け合うというよりは、言い合いをしているような 1 楽章。これは、自然を相手にたたかうガ

ウディの姿そのものなのでしょうか。主役のギターはガウディを表し、オーケストラは、風（空気）

や地震（地盤）のような建築を行うための克服しなければいけない何者か、そんな感じですね。 

ちなみに、ガウディの最高傑作といわれるサグラダファミリィア大聖堂。未だ未完成というこの壮

大な建築物を実際に見たときは、圧倒されました。ただ、私が圧倒されたのは、壮大さよりは、そ

の細部の隅々にまでいきわたっているこだわり、それと全体のプロポーションに。ここに施されて

いる彫刻のような細工は、装飾というような付けたし的なものではなく、人間の細胞の中のような

厳密な仕組みのような感じで、この一つ一つの複雑な細胞が寄り集まって体を形作っているよう

に、一つ一つのパーツに施された彫刻がいくつも重なって壮大な建築物を形作っているような生

物的な雰囲気を感じる建築物です。 

この協奏曲を聴いていると、「ガウディ協奏曲」の

作曲者C.ローズは、ガウディが建築物を創るとい

う行為を、音楽として表現することにあるようで

す。全体をいかに必然的な構成とするか、自然

に逆らわず不要なものを一切排除しつつ、かつ、

構造物を維持するために必要なものは細部にわ

たってその表現にこだわる、そんな意識で作られ

た曲のように思えます。ということで、モーツアル

トのように、天才の心に浮かんだイメージを自然

に音符に落とした曲とはまったく違い、一つ一つ

の音符が、慎重さと、時には大胆さを持って書か

れた曲のようにも思えます。 

 

 

 

『ガウディ協奏曲』Concerto de Gaudí 

 https://www.youtube.com/watch?v=FXofelsbUpQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FXofelsbUpQ


2021.01.13 ギター協奏曲（J.レンティーニ） リスト番号 69 

 

若い頃は、ロックで鳴らしたギタリストだったレンティーニ。ヘビメタ系の現代音楽的なコンチェルト

かと思いましたが、とても分かりやすい優しい曲です。この分かりやすさは、何だろうと、再び思い

ながら聴いていますが、心に浮かんだメロディを流れるように作曲すれば、普通は、分かりやす

い曲になりそうですね。一方でわかりにくい曲というは、昨日のガウディ協奏曲のように、一つ一

つ積み上げられて作った曲がそうなのかもしれません。やはり、世間的にバッハの曲は難しいと

思われているのは、そこが原因なのかも。厳密な設計図に基づいて、積み上げられた構造物の

ような曲は理解するのにも、作り上げた努力と同じような努力を必要とするのかも。 

というのも、今チャレンジしているタンスマンの「ギターのためのインベンショ

ン」という曲。なかなか印象に残りにくい曲で、かつ技術的にも極めて難し

い、というかいやらしい曲（ギタリストでないタンスマンの曲なので指が演奏

の流れの中で不自然に移動する運指が頻繁に出てくる！）ではあります

が、結構今は曲としてはまっています。わからないものがわかるようになって

くるというこのプロセスも楽しめる曲ですが、言い換えると見えなかったもの

が見えてくるという感じ。聞こえてこなかった音が聞こえてくる感じですね。そ

ういえば、昔、放送禁止用語「美人は飽きるが、ブスは慣れる」ということわ

ざ？がありました。そのころは、美人さんでない人は付き合っていくうちにそ

の人の良さがわかってくる、一方で美人さんは付き合っていくうちにその人

の悪いところが見えてくる、そんなことなのかと思っていましたが、今日は、

分かりやすいものというのはシンプルで、分かりにくいものは奥が深いというこという意味に捉え

てみてはという考えに変わりました。・・・いやいや、話が脱線してしまいましたが、こう綴っている

間に、レンティーニの協奏曲は終わってしまいました。なんだか、さわやかな風のように、この曲

は過ぎ去っていってしまいました。 

 

『ギター協奏曲』 

https://www.youtube.com/watch?v=IPEx7vNoB-U 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IPEx7vNoB-U


2021.01.14 ギター協奏曲（J.レシノフ） リスト番号 9 

 

作曲者ジョナサン・レシノフは、リリシズムの作曲家といわれているそうですが、リリシズムとはな

じみのない言葉。和訳すると「抒情性（じょじょうせい）」ということですが、音楽分野における抒情

性とは、辞典によると「自由闊達な自己情緒の表現で、人間の喜怒哀楽をすなおに表明し、リズ

ミカルな音楽性を伴い、主題としては生、死、愛が中心になる」ということですが、なに、これは音

楽全般に通用する定義のように思えますが。ちなみに、この定義を裏返えすと・・「制約された自

己情緒の表現で、人間の喜怒哀楽をこねくり回して表明し、リズミカルでない音楽性を伴い、主

題としては生、死、愛以外のものを取り扱ったもの」・・・なんじゃこら！！？？ 

ということで、このリリシズムなんたらかんたらは置いておいて、素直に音楽に耳を傾けることにし

ましょう。とても分かりやすいし、１楽章や 3 楽章は、自由でリズミカルなギターが心地よく響いて

います。確かに、「自由闊達」「すなお」「「リズミカル」という点はまさしく当たっていますね。曲が複

雑でなく（こねくり回したものでなく）、イケイケのノリで流れるように曲が流れています。このことが

「リリシズム」ということなのでしょうか。そうであれば、言葉の定義をこのように変えてはいかが。 

「生死や愛についての喜びや悲しみを、自由闊達に思い描いたままリズミカルに表現した音楽」

んんん、これでは、やはりジャズを含めて音楽全般に通用しそうな定義ですねえ・・・困った！しか

し、あえて、レシノフに対して「現代アメリカのリリシズムを先導する作曲家」と評されるのであれば、

何か違うのでしょうねえ。すみません、私には、「ノリのいいギター協奏曲」以上のことはわかりま

せん。 

 

『ギター協奏曲』 

https://www.youtube.com/watch?v=rVfAuvQwrfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ifmgf_ov468 

https://www.youtube.com/watch?v=QIO9G8g0_KE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rVfAuvQwrfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifmgf_ov468
https://www.youtube.com/watch?v=QIO9G8g0_KE


2021.01.15 ギター協奏曲（J.M.レスカーノ） リスト番号 209 

 

おっ、この懐かしさを感じるリズムは何だ、日本の祭り太鼓そのものではないか！と、聴きながら

思ってしまったレスカーノ「ギター協奏曲」の 3 楽章。この 3 楽章の副タイトルが「エクアドルの風

景（Ecuadorian Landscape）」となっていることから、エクアドルのお祭りのイメージなのでしょうか。

お祭りの太鼓の音は、確かに、日本でも、アフリカでも似た感じではありますが、このエクアドル

の太鼓のリズムは、日本の太鼓そのもの。このノスタルジア感は、どこから来るのでしょうか。 

今読んでいる本「日本人にとって美しさとは何か（筑摩書房）」に、日本の聴覚の特徴として、オノ

マトペ（擬態語）があることといってます。雪が降るシーンを「シンシン」、音のない状態を「シーン」、

音もなくすり抜ける状態を「スルスルスル」。これは外国の人には全く理解できないそうです。また、

歌舞伎では、太鼓を「ドーォン」と叩くのは戦いの音、「トン、トン、トン」は雪が降る音という風に太

鼓一つで音響表現をやるそうです。もしかしたら、エクアドルの人も、日本人と同じような感覚を持

った人たちなのかもしれません。ただ、今ふと思い出したのが、マーラーの交響曲の有名な緩徐

楽章のアダージオを、「これは、静けさを表した、いや、静けさ以上に静けさを表した音楽」という

表現をした外国人の評論家がいたことを思い出し、これは「シーン」と同じ発想では思い、まんざ

ら日本人だけの特性とは言えないかもと思い返しました。 

今聴いているレスカーノ本人のギターによる協奏曲。作曲家でもあるレスカーノは、映画音楽の

仕事が多いそうですが、その仕事は、映像として描かれているシーンに音楽を張り付けることで

すが、この作業は、つまりは、音のない映像だけで表現されてい

るシーンに、それにあった音を張り付ける作業ということで、オノ

マトペを生み出そうとする作業そのものではないのでしょうか。

確かに、映像シーンの中には、列車の動きや人の賑わいのよう

な音のあるものをまねる「擬音」もあるかもしれませんが、「擬態

音」も数多くあるような気がします。今度、映画を見るときに、映

像とともに流れてくる音に注目してみると楽しいかも。 

 

『ギター協奏曲』 

https://www.youtube.com/watch?v=VmKS1kzTZuI 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZRV2ID-1MM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VmKS1kzTZuI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZRV2ID-1MM


2021.01.16 ギター協奏曲第 1 番「プルサルモディーズ」（P.ルーザス）リスト番号 261 

 

協奏曲のタイトルになっている「プルサルモディーズ（Psalms）」とは、和訳すると「詩編」のことだ

そうで、「詩編」とは、旧約聖書に収められた 150 篇の神（ヤハウェ：エホバ）への賛美の詩のこと

だそうです。この 11 の小品からなっている最初の曲は、ギターソロで「Entrance for One」。「One」

が誰をさすのかわかりませんが（「神」なのかな？）、導入部ということですね。 

特に、バロック時代の曲を弾く時には（例えば、バッハ）、カンタータのような宗教音楽的なものは

もちろん、プレリュード・フーガ・アレグロのような宗教色べったり感がなさそうな曲でも、神との対

話が音楽の中で表現されていたりするので、それなりに、キリスト教の知識は必要なのかも。と

思って、キリスト教の歴史を学ぼうと「聖書物語（木崎さとこ）」を読んだりしますが、物語としては

面白いところもあるのですが、だからと言って信仰とする気にはなかなかなれません。ただ、信仰

心がない状態で神との対話を表現するといっても・・・・・。とも思いますが、ハンスリュックの音楽

理論（音楽構造美）という理論武装もあるので、こっちでいいかとも思いますが、今一つつまらな

い。そこで、禅の精神を持ち込み、「無」の境地で弾くと恐

らく、構造美も宗教的美も満足できるのではないでしょう

か！！ところで、「無」の境地で弾くとは、どうすればいい

のか？ん？  

きえぃ！！その「どうすればいいのか？」という煩悩を捨

て去って弾くのです！！？？・・・・・・ 

このルーザスの協奏曲も、「無」の境地になって聴けば、

わかるのかも。 

ヨハネ大聖堂（トリノ）（河地先生撮影） 

【ユーチューブ画像】 

Poul Ruders: Psalmodies 

Guitar Soloist - Petri Kumela 

Zagros ensemble conducted by Petri Komulainen 

https://www.youtube.com/watch?v=_3ytgylJw58 

 

 

 

 

                                         ユーチューブ画像 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3ytgylJw58


2021.01.17 ギター協奏曲第２番「パガニーニ変奏曲」（P.ルーザス）リスト番号 255 

 

超絶技巧のパガニーニ。彼の有名な主題をテーマに変奏曲にした作品で、パガニーニに負けず

に超絶的技巧をギターに求めており、ギタリストの D.スタロヴィンは、相当に苦労しているみたい。

パガニーニがギターにも精通していたことは知っていますが、今回、パガニーニのギター曲を調

べてみるとあるわあるわ。多くは１，２分で終わる小品が多いのですが、ギターソナタが 37 番まで、

43 曲からなる「気まぐれ MS43」と、これだけでも 80 曲にもなる。ただ、曲へのこだわりはなくあっ

さりとしたものが多く、弾きたくなるような曲が少ないのも事実のようである。音楽そのものよりは、

超絶技巧に魅入られた作曲家かなと思ってしまう。 

変奏曲という形式は、バッハのシャコンヌや、タンスマンのパッサカリアのように、1 曲 1 曲が曲の

展開に従って変化するものと、ソルの魔笛やリョベートの変奏曲のようにテクニック的なものが 1

曲 1 曲かわる技巧見本市のような変奏曲の二通りあるように思う。明らかに、音楽的には前者の

方は、変奏曲というものの曲のつながりが極めて重要で明らかに全体で 1 曲をなすもので音楽と

しての格は上のような気がする。一方の後者は、かなり 1 曲 1 曲が独立しており、小品の集合体

という意味では、音楽的な価値はちょっと下がるのかな。 

このルーザスの「パガニーニ変奏曲」というギター協奏

曲、パガニーニの作風に従ったのか、1 分程度の小品

が 20 数曲次々に出きて、かなり技巧的な曲ではある

が、パガニーニと違い？かなり工夫が凝らしてあるし、1

曲 1 曲は小品であるものの曲の繋がり、流れはきわめ

て重要で、密度の濃い１曲として聴くこととなる。昨日の

「プルサルモディーズ」よりは数段分かりやすい、ある意

味楽しい曲である。 

イタリアの田舎町トスカーナ（河地先生撮影） 

【ユーチューブ配信】 

Poul Ruders: Paganini Variations (Guitar Concerto No. 2)  

David Starobin, guitar 

David Starobin, guitar 

Odense Symphony Orchestra 

Jan Wagner, conductor 

https://www.youtube.com/watch?v=ph8GTtJ3D6s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ph8GTtJ3D6s


2021.01.18 ギター協奏曲（A.ルービン） リスト番号 260 

 

原曲は、ロック界のレジェンド、ジョン・アンダーソンが書いた曲ということですが、ルービンが自分

のピックング奏法用にアレンジしたものです。ギターをかき鳴らすやり方は、この曲のようにロック

やポップス系では普通ですし、フラメンコに至ってはかき鳴らすやり方はラズゲアードという奏法

によりますが、どこか共通なにおいもします。一方で、クラッシックギターの世界ではかき鳴らすの

は、最近の曲ではあるものの、バロック時代の曲ではないだろうとつい先日まで思っていました。

ところがどっこい、バロックギター奏者の松本富有樹さんに出会ってからは、全く思い描いていた

のが違っていたことがわかりました。ルネサンス、バロック時代のギターは、肩からギターを吊る

し立ったままで演奏するスタイルが一般的で、ギターも即興的にかき鳴らすのだそうで、このこと

は雑誌 Guitar dream の冒頭インタヴューでカルドーソも同じように話していました（「ギターアラカ

ルト」「ギター雑誌紹介」のコーナに掲載しています Guitar dream 

NO25 参照）。この時代の宮廷で演奏されるリュートには、また違った

のでしょうが、庶民の楽器としてのギターラ？は、唄の伴奏楽器として

の役割が主だということのようです。ただ、私めは、やはりギターの美

しさは、一音一音が繊細に重なるところにあると思うので、なかなかそ

の良さを理解するには至っておりません。 

今回のルービンのギター協奏曲、明るくてノリのいい曲ではあります

が、いまいち私の心に響くというところまではいかないようです。 

 

【ユーチューブ配信】 

Jon Anderson & Andrew Rubin's "Guitar Concerto" 

Movement I 

Movement II 

Movement III 

https://www.youtube.com/watch?v=GQrcm95JHGE 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GQrcm95JHGE


2021.01.19 ギター協奏曲（A.ルオフ） リスト番号 217 

 

ルオフという作曲家は、アバンギャルド現代音楽という分類にあたる作曲家だそうですが、アバン

ギャルド（前衛）とはいったいなんぞや。絵画の世界等ではよく耳にしますが、音楽の世界での

「前衛音楽」とはいったいなんぞや。言葉そのものの意味からいえば「先駆的」「時代の先駆け」と

いうことでしょうが、現代音楽が生まれる切っ掛けになった音楽ということで・・・・。つまり、先駆け

とは、これまでのルールや習慣をぶち破ることができたということで、岡本太郎の「芸術は爆発

だ！」ではありませんが、ルオフの曲はかなり激しい過激な音楽かなと思いきや、静かというか、

のんびりとした雰囲気の曲です。いや、むしろ、逆に、ギターの奏でる一つ一つの音に意識を集

中したような緊張感のある曲かも。 

すでに、現代音楽何でもありの時代ですので、その先駆けとなった曲は、現在の時点から見ると、

むしろ郷愁を覚えるぐらい理解されやすい曲だったのかもしれません。 

 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることはできませんでした。 

 

 

 

 

 



2021.01.20 協奏的幻想曲（ホルヘ・リッター） リスト番号 78 

 

ホルヘ・リッター。この作曲者のことを調べようとネット検索しても、なかなか情報が上がってきま

せんでした。今現在、作曲家といわれる人はどの程度存在しているのでしょうか。そしてこれまで、

どのくらいの人がいたのでしょうか。数万人というオーダーではもちろんないでしょう。約 400 年間

のあいだに生まれてきた人口の作曲家の比率は 0.01％（1 万人に 1 人）？これで行くと日本には

1 万人の作曲家がいることになる。こんなのものでしょうか？もっと少ない 0.001％？ 

なぜこんなことを今日は気にしているのか？今読んでいる「宇宙の音楽を聴く（伊藤玲阿奈）」と

いう指揮者である伊藤氏の本を読んでいて、この世界にどの程度の音楽が生まれたのかと思っ

た次第です。一生涯の間に聴ける曲は？ 毎日 1 曲 50 年間聴き続けても 18,000 曲程度。 

ちなみに、大型本屋に行って、その本の数に圧倒されて、自分は一生涯に何冊の本を読むのだ

ろうと考えて、5 日で 1 冊とすると、毎日１曲聴く音楽の 5 分の 1 の 3,600 冊。えええええ、少な

い！！ 

本当に、自分の本当に小さなそして短い人生で出会える音楽、本、人、・・すべてがやはり、無限

に近い中のほんの僅か、いやあ、これは毎日を充実して生きるということに加えて、出会ったもの

との「一期一会」ですねえ。と、今日はかなり感傷的になっています。 

何とも、とりとめのないように思えるこの、リッターの協奏曲（最後の 4 楽章は楽しいですが）。無

限にある音楽の中から、今日出会えたということは、素晴らしい事なのです！ 

 

【ユーチューブ配信】 

Fantasia Concertante: IV. Allegro 

Artist: Juan Carlos Laguna 

Conductor: Benjamin Juarez Echenique 

Orchestra: Mexico City Chamber Orchestra 

Composer: Jorge Ritter 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj7vHFk7Fec 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Rj7vHFk7Fec


2021.01.21 ラピス・ラズリ（ショーン・リグニー） リスト番号 275 

 

曲のタイトルとなっている「ラピス・ラグリ」とは、瑠璃色（るりいろ）といわれる紫みを帯びた濃い青

色の代名詞にもなっている「瑠璃」のことだそうです。語

源的に言うと「ラピス」はラテン語で「石」、「ラグリ」はアラ

ビア語で「天」「空」の意味だそうです。似たような色に

「翡翠（ひすい）」がありますが、こちらは、深い緑いろの

石ですね。中国でお守りにして売ってますね。 

ここで個人の好みの問題を出すのは気が引けますが、

私が、最近一番好きな色はブルーですね。かつては、茶系がお気に入りでしたが、今は、圧倒的

に青色ですね。なぜか、青色のどこに惹かれるのか。世間的には、青色は「落ち着く」色というの

はありますが、私にとっては逆で「興奮する」色ですね青色というのは。さらに付け加えれば「クー

ルな興奮」色が青です。 

さて、そのクールな興奮の気持ちを持って、リグニーのギターコンチェルトを聴いてみましょう。 

オーストラリア人のリグニーにとっての「瑠璃」のイメージなのでしょ

うが、私にとってはむしろ「翡翠」ですね。天、空でなく、森や大地の

緑のイメージですね。クールではなく、ウオーム、さっぱり乾燥したイ

メージの曲というよりは、じっとと湿った感じの暖かさを感じる曲です

ね。 

 

 

香港の翡翠市場で買ったカワセミ 

【ユーチューブ配信】 

Rigney: Lapis Lazuli 

Concerto for Guitar and Orchestra –  

1. Sonata da camera 

https://www.youtube.com/watch?v=9NwCcVTHNjQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9NwCcVTHNjQ


2021.01.22 ギター協奏曲「板目に沿って」（P.ランスキー） リスト番号 71 

 

「瑠璃色」に続いて、ランスキーの「木材」をテーマにしたギター協奏曲です。 

ギターにとって、木材は命。表面板が、「松」か「杉」かで全く音色や響きが変わる。「松」は落ち着

いて渋く芯がある音でやたらに響かない。一方、「杉」は明るくあっけらかんとしてよく響くなどと言

われていますし、その通りかと。また、裏板や側面版にも、最高級品と言われる「ハカランダ（ジャ

カランタ）」や、「ローズウッド」「メイプル」等も使われますが、正直こちらは、その材料によってど

のように響きや音色が変わるかイマイチ理解していません、残念ながら。 

もちろん、木材はギター以外にも多くの楽器に使われており、ヴァイオリン、チェロ等の弦楽器、

ピアノ、フルート等の木管楽器・・・・・んんんん？ もし、木材、木がなかったら音楽という文化は

どうなっていた？ 人が歌うことは木があろうがなかろうが生まれていると思われますので、歌は

ある。次に、西欧でいえば、パイプオルガンのようなものが生まれたであろうか。ちなみに、パイプ

オルガンは、息を吹きかけて音を出すということで、人間の声と同様に聖なる楽器に位置付けら

れ、教会で使われていると読んだ記憶がありますが、このパイプオルガンも、パイプは金属で作

れるので、鍵盤等を木以外のもので工夫するれば製作可能か？似たようなものはできるかも。と

いうことで、パイプオルガンをバックにトランペット等の金管楽器が奏でる音楽が主流になってい

る？ 結構、騒々しい音楽が多い世界になっていたでしょうね。そこに、陶器を使ったオカリナが

登場して、弦楽器の代りに繊細なメロディはオカリナが！？ この木のない世界にオーケストラが

あるなら、ファースト・オカリナ群、セカンド・オカリナ群、バス・オカリナ群がステージ前に陣取って

いて、後ろに金管楽器や打楽器軍が・・・・・  いやいや、その前に、木がないと火が起こせなか

ったであろうし、人類はまだ石器時代のままかも。・・・・・ 

という妄想を抱きながら、ランスキーのギター協奏曲を聴いています。この協奏曲は、どの楽章も

とても心地よい響きで、しばらくは何度でも聴いていたくなる曲です。 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることができませんでした。 

 

 

 

 

 

ハカランダ（ジャカランタ）の木（ネットから） 

 



2021.01.23 ロマンチック協奏曲（クレイグ・ラッセル） リスト番号 276 

 

「ロマンチック」という言葉は、元々は「ロマンス」という単語とともに、本来は「ローマ風の」という

意味です。古代ローマの時代からローマ帝国が各地ヨーロッパに向かうため支配するために作っ

た全ての道はローマに通じるでもお馴染みの道路のことをロマンティック街道とよびます。ロマン

ティック街道を題材に書かれた物語の多くが恋愛に関するものが多かったために、現在の様な意

味で使われる様になりました・・・・・・・ウキペディアからの引用でした。が、調べるとそんな単純な

ものでなさそうです。音楽や絵画の「ロマン派」「ロマン主義」は、それまでの体制的な「古典派」か

らの開放を目指したもので、それまでのラテン語から、庶民的な言葉が発生し、恋物語等が綴ら

れ・・・・いやあ、書き続けるとまだまだ続きますのでこの辺で。 

ちなみに、「観光」でしられるロマンチック街道は、ドイ

ツのヴュルツブルクからフュッセンまでの約 400km の

街道ルートで、中世都市のローテンブルク、ディズニー

ランドのシンボルにもなった美しいノイシュヴァンシュタ

イン城も街道沿いにあり、私も新婚さんグループに交

じって行った経験があります。 

今聴いているラッセルのロマンチック協奏曲は、第 1

楽章の表題が「lively with optimism：楽観的に生き生

きと」、2 楽章が「slow and reflective：ゆっくりと反射」、

3 楽章が「フーガ」で、4 楽章は「主題と変奏」ということ

ですので、恋物語的なロマンチックではなく、ロマン派

の音楽としての、「過去にとらわれずに」の方が当たっ

ているかも。いやあ、3 楽章のフーガは、バッハ的で、

いいですねえ。ギターソロの楽章ですので、弾いてみ

たい！ 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることできませんでした。 

 

  



2021.01.24 ギター協奏曲第 1 番（A.ラウロ） リスト番号 15 

 

ヴェネズエラ・ワルツで有名なラウロのギター協奏曲。ベネズエラ・ワルツは、3/4 と 6/8 のポリリ

ズム（各声部異拍子）の曲として有名ですね。ちなみにこの聞き

慣れない「ポリリズム」とは、１つの曲の中で複数の違うリズム

（拍子）が同じ場所に重なって使われている多重リズムのことで

す。これは、拍の異なるリズムによって独特のリズム感（グルー

ヴ）が生まれるため、各国の民族音楽にもよくみられるということ

ですが。いやあたいへんでした。いや、過去形でなく、今でもこ

の 2 つの拍子が重なるベネズエラワルツ 2 番は、きちんと理解

しているとはいいがたいですね。無意識であれば弾けるのが、拍子を意識したとたんに弾けなく

なる。訓練で、右手で 3 拍子、左手で 2 拍子を同時に叩くというのがありましたが、今でも、きちん

とできるかは、あやしい。 

実は、このポリリズム、バッロク時代の曲にも使われていることを知りましたが、その話はまた別

の機会に。 

というようなソロ曲のことは置いといて、このラウロのギター協奏曲にもこの「ポリリズム」は出てく

るのでしょうか。とても懐かしい昭和の時代を思い出させてくれるこの協奏曲。耳がよくないのか、

よく理解していないのか、ポリリズムが使われているかどうか聴いているだけでは、分かりませ

ん！残念ながら。 んんん、今のノリがいいところがそうなのか！？ 

 

 

 

ベネズエラワルツ第 2 番後半（メロディは 2 拍子、ベースは 3 拍子） 

 

【ユーチューブ配信】  

Antonio Lauro: Concerto for guitar & orchestra Nr. 1 

Soloist: Luis Quintero 

Yaracuy Youth Symphony Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=mKTDfm62ZzE 

  

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=mKTDfm62ZzE


2021.01.25 ヴァイオリンとギターのための協奏曲（U.ラヴレディ） リスト番号 138 

 

今回の曲は、ヴァイオリンとギターのための協奏曲ということで、この音質的に両極端にあるであ

ろう 2 つの楽器の聴き比べ的な曲です。ヴァイオリンの情緒的な深い響きに対し、ギターのクー

ルな響きが対照的です。考えるに、ヴァイオリンで弓をボーイングして一つの音を出すときには、

そこに相当の感情がつぎ込まれそうな気がしますが、一方、爪弾きのギターでは、一瞬の思いを

込めることはあっても、持続的な思いは込められません。このことがクールさにつながっているよ

うな気がしますし、ギターを弾く時に、ヴァイオリンほど情感深く弾くことができない理由かも。ギタ

ーの音は、むしろ、鍵盤を通してハンマーで弦を叩いて音を出すピアノと同じですね。 

この協奏曲を聴いていてふと思ったことがあります。それは、パガニーニの協奏曲の時に、パガ

ニーニはギターとヴァイオリンのためのソナタ等をかなり作曲していること。パガニーニは、ヴァイ

オリンの情緒深い音色と、ギターの淡白で暖かい響きのギターの音色の相性というか、対比を自

分の音楽の中に見いだしたのではないかということです。オーケストラでもピアノ伴奏でもなく、ギ

ターとの相性の面白さが気に入ったのかも。そして、この 2 楽章で、ギターとヴァイオリンがユニゾ

ンで同じ音階を弾くところがありますが、なぜか、ヴァイオリンが女性の歌声に、ギターが男性の

歌声に聴こえました。そのあとは、さながら男性と女性が掛け合いながら歌っているように聴こえ

てきます。3 楽章は、ピアソラのような激しい音楽ですが、これも男性と女性の掛け合いのように

思えてしまいます。 

ギターという楽器は、女性をかたどった楽器と言われますが、それを奏でるのは男性でそこから

生まれる音は男性。つまりは、女性を表す楽器から生まれる音は男性であるというなかなか不思

議な楽器ということですねギターというのは。 

 

【ユーチューブ配信】 

William Lovelady –  

Concerto for Guitar and Violin 

Tamsin Waley-Cohen（violin） 

Craig Ogden（guitar） 

Orchestra of the Swan 

 with principal conductor David Curtis 

https://www.youtube.com/watch?v=zLLOJTsKm-0 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zLLOJTsKm-0


2021.01.26 ギター協奏曲「天馬降下」op21 （吉松隆） リスト番号 84 

 

今回聴きまくったギター協奏曲 300 曲近くのうち、日本人作曲家が作った協奏曲は、約 20 曲。結

構、日本人作曲家も頑張っているのだと思う。ただ、その多くは、現代音楽的なものがほとんです

ね。それもそうだと思う。バッハが活躍していた 1700 年ごろは、日本では赤穂浪士が討ち入りを

していたころだし、ベートーベンが活躍していた 1800 年ごろは、日本では、間宮林蔵や伊能忠敬

が日本地図を作ろうと頑張っていた江戸時代後期。バッロク音楽はもとより、古典もロマン派音

楽もリアルタイムでは経験していない。ただ、1580 年ごろ織田信長は、西欧の音楽としてミランの

リュート曲を聴いているとこのことですので、信長以降、明治の初期 1880 年ごろまでの 300 年間

は、モーツアルトやらベートーベンの音楽を聴いた日本人がいてもよさそうですが、その記録は全

くないということは、鎖国をやっている間は、西洋の音楽は一切入ってこなかったということでしょ

う。で、突然、明治維新後、西欧の音楽が入ってきますが、そのころは、ヤナーチェクやマーラー

が活躍していた時代。そのころの日本人が聴いても理解できなかったでしょうね。近代になって、

突然、過去 300 年間の音楽が流れ込んできて、その歴史的経緯も満足に理解することなく、それ

でも日本にも西洋音楽の作曲家が次々と生まれてくる。でも、成功するのは武満徹のように現代

音楽的な作品であり、バッハ的、モーツアルト的、ベートーベン的な音楽を生み出すことはありま

せんでした。まあ、時間をさかのぼって作曲できないので、当たり前といえば当たり前のことです

が。 

この「天馬降下」、日本の「花鳥風月」をテーマにした曲ですが、んんんん、難曲です。今日は、立

て続けに 5 回ほど聴きましたが、それでもスーッと頭にも体にも入ってきません。武満徹の曲は、

最初は理解できなくても、2，3 回聴くとぼんやりと理解できるような気がしてくるのですが、この曲

はなかなかコンセントレートしてくれません。残念ながら。 

 

【ユーチューブ配信】 

Takashi Yoshimatsu [吉松 隆]:  

Concerto for guitar & orchestra ‘Pegasus Effect’, Op. 21 

Craig Ogden(Guitar) 

BBC Philharmonic Orchestra, Sachio Fujioka 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyx8NAbTD2M 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qyx8NAbTD2M


2021.01.27 ギター協奏曲（第 4 版）（山田浩貴） リスト番号 234 

 

昨日に続いて日本人による作品ですが、面白いのは、今回の 300 曲中、作曲家でない人が作曲

した曲です。というもののこの山田さん、趣味が作曲ということですが、その作曲した数は半端で

はありません。また、作曲方法が、作曲家に言わせれば邪道中の邪道と言われそうな方法のよ

うです。なんでも作曲自動ソフト（記譜ソフト）を使ってまず作曲させ（AI？）、その音源を再生しな

がら気になるところに手を加えるというやり方だそうで・・・・・・。作曲ポリシーや思想、想いなどは

ないような？ 「芸術：げいじゅつ」というより「幻術：げんじゅつ」と呼んでよさそうな印象です。この

AI 時代、作曲も人間ではなく AI でということでしょうが、そのような音楽における価値とは何なの

でしょうか？と考えさせられます。確かに、BGM 的な価値はあるのでしょうが、いわゆる「芸術」と

いうものは・・・・・ンんん、そんな難しいこと言わなくてもいい曲だったらいいじゃないのと言われそ

うですね、若い人からは。 

ちなみに、ポップス系の今風の作曲方法は、メロディを浮かべてそれに和音をつけるということで

なく、まず、コード進行を先に決めて、それに合うメロディーをのせるということだそうです（よく知り

ませんが）。つまりは、即興演奏でやるような感じで曲が作られているのでしょうね。そうでなけれ

ば、この大量消費時代に間に合わない？？？ 

今聴いているギター協奏曲、ギター演奏は、森田綾乃さんというギターリストさんが弾いています

が、バックのオーケストラは昔でいうシンセサイザー、今は何というのでしょうか知りませんが、い

わゆる機械？いや、情報で人工的に作られた音ですね。作曲が AI で、演奏も演奏家によらない。

ということは、今はそれぞれの楽器に似せて音づくりをしているようですが、そのうち、オーボエと

トランペットの混じった音色だの、ギターとピアノの中間の音色だの、現実にない楽器というもの

が無限に生み出されるわけで、これは、音楽の世界が広がるのか、退化するのか、どうなるので

しょう？？？いや、もしかしたら、行きつくところはそれこそ「神の音楽」「宇宙の音楽」かもしれま

せん！ 

 

【ユーチューブ配信】 

YAMADA Hiroki 

Guitar Concerto (2016)(complete)  

ソフトウェア音源 

https://www.youtube.com/watch?v=UpYgc7Kk_cI 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UpYgc7Kk_cI


2021.01.28 ３つの協奏的舞曲（H.モンサルバーチゥ） リスト番号 115 

 

モンサルバーチゥのこの協奏曲は、ギター四重奏に編曲したものを聴いています。 

コンチェルトも、ギターソロももちろんいいですが、ギター二重奏はぐっと魅力が大きくなりますね。

伝説的なラゴヤとプレスティの演奏は、今聴いても音楽性テクニックともに素晴らしいものがあり

ます。そしてさらに、三重奏、四重奏になると、ロメロ四重奏団やロサンジェルスギター四重奏団

（LAGQ）は迫力や響きの点でも魅力が爆発しますね。この素晴らしさは、一人一人のギターの音

色の違いがわかり、そのアンサンブルの関りが複雑になるところが魅力のポイントでしょう。ただ、

これはあくまでも個人駅な趣味・好みの問題ですが、オーケストラのように一つのパートを何人も

のギターが受け持つようになると、その音色が絡み合う魅力がなくなり、迫力だけが勝負の世界

になってしまうようで、どうも苦手です。というものの、ギターアンサンブルには私も参加している

ので、あまり強くは言えないのですが。ギター経験年数や実力差がある素人さんでつくるギター

合奏団の場合は、それらのばらつきを覆い隠してくれることで曲作りがうまくいくところがありいい

と思いますが、プロの合奏団の場合はどうなのでしょう？今回のギター協奏曲 300 選を聴いてい

る中で、そのようなプロのギター合奏団が演奏しているものもあり、いくつかは聴いてみましたが、

残念ながらいいなあと思って取り上げた曲はありませんでした。ヴァイオリンやチェロ等の弦楽器

は、団体で同じパッセージを聴くことで深みが出ることもあるような気がしますが、ギターでは・・・。

マンドリン合奏団はピックでトレモロを奏でて音を出すので、一人よりは数人まとまる方が、より音

楽的な音になるのでしょうが、爪弾き一発勝負のギターの場合は、なんか違うような・・・ 

このモンサルバーチゥの協奏的舞曲、地味ですが、味わい深い曲です。 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることはできませんでした 

 

ギターカルテット「南の風」  

 

 

 

 

 

福岡市総合図書館ロビーコンサートにて（右端が yakateru） 

 



2021.01.29 ２つのギターのための協奏曲（Ｈ．モレル） リスト番号 186 

 

「ファンタジア・ラティーナ」とタイトルがついたモレルの協奏曲。有名なソロ曲「ブラジル風舞曲」や

「ミシオネラ」がありますね。ノリノリで弾ける曲ですが、このモレルの協奏曲もノリノリ感は一緒で

すね。モレル自身もバリバリのギタリストです。 

ちなみに、この協奏曲のタイトルになっている「ラティーナ」とは、ラテンアメリカと文化的つながり

を持つアメリカ合衆国の人々を指す女性名詞ということで、この協奏曲のタイトルは、「アメリカの

お嬢さん 幻想曲」とでも言いましょうか。 

異国のお嬢さんは、どの国から見ても神秘的魅力的な存在です

ね。印象的には、異国の同性よりはより身近に感じるのは、動物

的本能のせいでしょうか。ちなみに、このモレル氏は、若いときは

めちゃハンサムですね、びっくりしました。この容姿で、かっこよくギ

ターを弾きこなせば、アメリカのお嬢さんもメロメロに・・・・・ 

今日は、外は雪。暖房の効いた部屋の中で、あったかいスープで

も飲みながら、この「アメリカのお嬢さん」を聴いている至福感を味

わいましょう。 

 

【ユーチューブ配信】 

Jorge Morel: Concerto for 2 guitars "Fantasia Latina"  

Conductor: Karolos Trikolidis 

Soloists: Evangelos & Liza 

1st mvt. - 

https://www.youtube.com/watch?v=Lryle3pC9xQ 

2nd mvt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dnh7ZsMZ5uE 

3rd mvt. 

https://www.youtube.com/watch?v=CP5xe-78W7c 

4th mvt. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMEny0Jjv0s 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lryle3pC9xQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dnh7ZsMZ5uE
https://www.youtube.com/watch?v=CP5xe-78W7c
https://www.youtube.com/watch?v=iMEny0Jjv0s


2021.01.30 ギター協奏曲ホ短調 OP56（F.D.モリーノ） リスト番号 11 

 

カルリと同時代のイタリアの作曲家モリーノのギター協奏曲です。ホ短調ですが、全体はとても明

るくギターの魅力を十分に発揮できる曲だと思います。ただ、この時代のギター協奏曲、マイクも

アンプもなく、かつギターに張ってある弦はガット弦で、かつ爪弾きではなく指頭弾きであることを

考えると、バックのヴァイオリンをはじめ弦楽合奏団に本当に対抗できたのでしょうか？ 

Guitar dreamNO1 のジュリン・ブリームのインタビュー記事にあっ

た大ホールでのセゴビアのコンサートのこと、次のように話してい

ます。 

『ギターの演奏会は初めてだったこともあり、ロイヤルフェスティバ

ルホールを満席にしたが、大きなホールに対しあまりにもギター

の音が小さかった。大勢の人は集中できず、やたらと動き、咳を

し、退屈した。セゴビアは咳に怒っていたが、自分で引き起こした

ことだった』 

セゴビアご本人は、後ほどのインタビューで大成功だったと言って

いたはずですが、実際は、こんな感じだったのでしょう。これは、ソ

ロコンサートですが、200 年前のギター協奏曲の演奏会、本当

は、結構大変だったのではないでしょうか。 

いまは、自宅にいながら CD やネットで、「いい曲だねえ」なんて思いながら聴いていますが、なん

だか当時の演奏会風景を想像すると、ギタリストの悪戦苦闘ぶりが目に浮かびます。 

 

【ユーチューブ配信】 

Francesco Molino:  

Guitar Concerto in E minor, Op.56,  

Pepe Romero (guitar) 

https://www.youtube.com/watch?v=29ii7Nd8QeQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=29ii7Nd8QeQ


2021.01.31 ギター協奏曲「ソノーラ」（Y.V.モッテソン） リスト番号 74 

 

現代音楽に分類されるのでしょうか、このモッテソンのギター協奏曲。もっけから、ヒューウドロド

ロ的な日本の幽霊登場シーンに使われそうな音楽が登場しました。ただ、その不気味さを表現し

ているのはバックのヴァイオリン群で、ギターは結構クールな感じです。 

ギターで表現できる感情的なこと、楽しい・うれしい、悲しい・寂しい等は OK ですが、怖い感じ、そ

れも背筋がぞくぞくするような生理的な恐怖を表現することはできるのでしょうか。恐らくそんなこ

とは絶対できそうにないのはハープですね。ハープは、どこまでも濁りのない清らかな感じですね、

不協和音を響かせても。同じように、ピアノもかなり厳しいかも。やはり、弓でずずずっと弾くこと

ができる楽器と、一発屋的な楽器の違いなのかもしれません。 

今、3 楽章から 4 楽章に入ったころですが、ギターをアルペジオで弾きまくり、続いて一音一音ビ

ブラートで振るわせて、ちょっとは不気味な雰囲気を作り出そうとしていますが、幽霊が出てくる

怖さというよりは、ネズミが出てくるような・・・失礼。そういえば、今までで、ギターを弾いていて、

弾きながらおどろしいなあと思った曲が 1 曲ありました。ロシアの作曲家コシュキンの代表作「ア

ッシャー・ワルツ」ですね。前半はまだしも、後半のおどろしい事、といっても生理的な不協和音で

怖くなるのではなく、音数が減っていくことで表現される恐怖ですね。ちなみにこの曲は、エドガ

ー・アラン・ポーの「アッシャー家の崩壊」というスリラー短編小説を題材にしたものです。このアッ

シャー家、壁に死体が塗りこめてあるのですが、・・・・ギターで紡ぎ出す恐怖は、生理的なもので

なく、精神的なものになるようです。 

 

【ユーチューブ配信】 

Sonora, "Guitar Concerto": 

Artist: Magnus Andersson 

Orchestra: Vremena Goda 

Composer: Jan Wilhelm Morthenson 

 I. Adagio 

https://www.youtube.com/watch?v=xdpICHFCn6Q 

II. Lento 

https://www.youtube.com/watch?v=1E8VVdxWqk0 

III. Adagio molto 

https://www.youtube.com/watch?v=4rwi1HQB0BA 

IV. Poco vivo 

https://www.youtube.com/watch?v=aYj32Ba6Yf8 

https://www.youtube.com/watch?v=xdpICHFCn6Q
https://www.youtube.com/watch?v=1E8VVdxWqk0
https://www.youtube.com/watch?v=4rwi1HQB0BA
https://www.youtube.com/watch?v=aYj32Ba6Yf8


2021.02.01 ギター協奏曲 OP115 （K.メイエル） リスト番号 94 

 

ショスタコヴィッチ研究家でもあったメイエル。ショスタコヴィッチは、いろいろな楽曲を作りました

が、残念ながらギター曲は作曲しませんでした。ただ、作曲したらこんな感じだったろうと思われ

るのがこの協奏曲です。２～4 分程度の楽曲からなるところもギター曲らしいかな。ギター曲とい

うのは、だいたい 5 分以下の短い作品が多いですからね。ただ、ソルも、アグアドも結構長いソロ

曲作っています。アグアドの作品で一番有名である「序奏とロンド イ短調」も弾いていて、いつ終

わるのだろうと思いつつ弾いていますし。組曲や、バッハのシャコンヌのような変奏曲では 10 分

以上の曲もありますが、一つの楽章で 10 分以上のものはなかなか無いですね。器楽曲自体が

そうなのかもしれませんが。これは、聴く側、作曲する側の問題というより、演奏する側の問題か

もしれません。 

よく、一つの演奏会が終わると、演奏者は疲れ切ってしまうとか、体重が一気に減ったなどと言う

ことを聞きますので、全身全霊を打ち込んで演奏する奏者にとって 10 分以上の長い曲は精神が

持たないのかも。ただ、わたくしめ、全身全霊で演奏したことがないこともあり、演奏後に疲れたと

いう現象は起きません。2 時間でも、3 時間でも弾き続けられます。が、一度ぐらいは、全身全霊

で数分間演奏し、ぐったりという経験をしてみたいものです。ちなみに、若い頃は、演奏が乗ってく

ると体の芯からぼわーと暖かくなり、右手なんかポカポカしてきて、自由に指が動くようになる気

がするということが度々ありました。ぐったり来るのと逆ですが、これは今でいう「ゾーンに入っ

た！」ということなのかも。 

 

【ユーチューブ配信】 

Concerto for Guitar, Timpani & Strings, Op. 115: 

‐ I. Deciso、 II. Dolente、III. Inquieto、IV. Lento、V. Presto 

Conductor: Dawid Runtz 

Artist: Piotr Przedbora 

Orchestra: Polish Sinfonia Iuventus Orchestra 

Composer: Krzysztof Meyer 

https://www.youtube.com/watch?v=diFRlNycyik 

https://www.youtube.com/watch?v=w7AbzIT5BOc 

https://www.youtube.com/watch?v=_i7mCyxgrwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HbrsrEhoSU8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9WzKT-zmgY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diFRlNycyik
https://www.youtube.com/watch?v=w7AbzIT5BOc
https://www.youtube.com/watch?v=_i7mCyxgrwQ
https://www.youtube.com/watch?v=HbrsrEhoSU8
https://www.youtube.com/watch?v=Z9WzKT-zmgY


2021.02.02 マンドリンとギター協奏曲（V.ミルズ） リスト番号 279 

 

ミルズのギター協奏曲は、今日と明日の二日続くことになりますが、今回のはマンドリンとの協奏

曲です。もっけから、マンドリンとギターのスケールの掛け合い、途中でハープが参戦しますが、

これらの撥弦楽器（はつげんがっき）の音色の違いがとても面白いですね。個人的には、やはり

マンドリンの音というのは、あまり音楽的に聴こえません。どちらかというと機械音に聴こえますね、

複弦のスチール弦の金属的な響きがそういう印象を持つ原因かもしれません。それに引き換え

ギターの音は、とても人間的ですね。一方のハープは、やはり神話的というか、自然的というか、

「風」のようにさらっと流れて行って、ギターの音のような人間味を感じさせることはありませんね、

私にとってはですが。ハープの音は、恐らくですが、一つ一つの音が次々に重なり合っていくこと

で、人工的なこと（消音する行為のような）と感じることが少ないのかも。風の流れを途中でぶちっ

と魔法のように消すことはできませんからね。また、ギターが人間味のある音に聞こえるのは、マ

ンドリンはピックを介してつま弾くのに対し直接指で弾くことや、ハープは体の外において弾くこと

に対し抱え込むように弾くこと、さらには、ナイロン弦の丸み・暖かさを感じること、そんなところに

ありそうですがいかがでしょうか。 

 

ギター、マンドリン、ハープの 3 つのキーワードで検索してできた画像：

マンドリン、ギター、ハープという撥弦楽器 3 台による三重奏団「シクス

ティ 1 ストリングズ」による素敵な CD 

 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることはできませんでした。 

ただ、「Spotify」に登録すると、無料で聴くことができます。 

https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32I

GE0fpZy8jtCI4 

 

 

 

 

 

  

https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32IGE0fpZy8jtCI4
https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32IGE0fpZy8jtCI4


2021.02.03 ギター協奏曲「キャロランの旅」（V.ミルズ） リスト番号 76 

 

ケルト音楽を題材としたギター協奏曲。アイルランド民謡というのは、なにか他の民謡とは違う普

遍的な魅力を感じます。有名なアイルランド民謡に「ロンドンデリーの歌」がありますね。ちなみに、

「蛍の光」は、スコットランド民謡。同じイギリス圏ですが、かなり曲のイメージは違います。 

ただ、「ケルト」というと地名というより「ケルト人」のという意味の方が強

いそうで、アイルランド地方やスコットランド地方も包括したヨーロッパの

結構広い範囲に広がっているようです。いやあ、ややこしい。 

『アイルランド伝統音楽においてもっとも古くから使用されていた楽器

は、現在、アイルランドの国章になっているハープである。ハープは宮

廷の楽器として中世から吟遊詩人と共に重用されてきたが、18 世紀を

最後に一時完全に途絶えた。ハープはキャロランの曲などハープのレ

パートリーを持ち、後に民衆のダンスの音楽の演奏をするようになっ

た。』（ウキペディアより） 

ということで、昨日も話題になったハープですが、ハープが国章になっている理由は調べるといろ

いろありそうですが、ここでは省略。蘊蓄ついでに、このアイリッシュハープの現在の製作の中心

になっているのは日本の福井県だそうです（青山ハープ）。また、ちなみに、日本の国章は、パス

ポートの表紙に描かれている「菊の御紋」ですね。 

今日は、蘊蓄シリーズになってしまいましたが、このミルズの協奏曲は、実にケルト音楽をそのま

ま題材として使ったこともあり、とてもなじみのいい、癒しの音楽になっています。 

 

【ユーチューブ配信】 

残念ながら見つけることはできませんでした。 

ただ、「Spotify」に登録すると、無料で聴くことができます。 

https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32I

GE0fpZy8jtCI4 

 

 

 

 

  

https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32IGE0fpZy8jtCI4
https://open.spotify.com/album/6LK7xo7VL2Gr4GE4019SDO?highlight=spotify:track:3uXkHS32IGE0fpZy8jtCI4


2021.02.04 ギター小協奏曲（F.マルゴーラ） リスト番号 243 

 

1908 年生まれのイタリアの作曲家マルゴーラのギター協奏曲。この曲も、残念ながら CD 等で聴

くことはできませんでした。ネットのライブ配信映像で聴くことができますが、音質的にはイマイチ

のものもあり、この今聴いているものもそうですね。 

この HP では、映像や音声の配信がなく、ギター音楽を取り扱っている HP としては、一番大切な

もの（音、音楽）が抜けているのですが、その点はご勘弁をという感じです。 

ただ、できるだけ、このギター協奏曲でも音声・映像情報を提供したいと考え、「ファンタジア２５」

さんのサイトに張り付けてあるリンク先をコピーしてますので、是非聴いてください。 

 

フランコ・マルゴーラ：『ギター小協奏曲』 

https://www.youtube.com/watch?v=3IXkYCXc8U4&list=PLo2pIcQ0A_6PHxE46sZzTMCwr9xc1ts

wJ&index=118 ?? 

  

ただ、ソリストもオケも指揮者もどなたか不明？というか、どこの国の人なのでしょう？なお、ネッ

ト上では、マルゴーラのこの協奏曲は、弦楽四重奏団をバックに演奏しているものもあり、こちら

の方が音質もいいし、全曲がきけます。 

 

【ユーチューブ配信】 

「Franco Margola, Concerto Breve - Fabio Bussola chitarra」 

https://www.youtube.com/watch?v=ELTqMwHec7M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELTqMwHec7M


2021.02.05 水の協奏曲（トマス・マルコ） リスト番号 155 

 

現役時代は、水関係の仕事（河川計画を専門にする土木屋です）をしていた関係で、「川」や「水」

というキーワードには特別に思い入れがあります。 

今回の 300 のギター協奏曲の中で、それらのタイトルがついたものは、このマルコの「水の協奏

曲」ぐらいでしょうか。ということで、聴いていても、特に、感慨深く聞いております。 

スペインの作曲家 T.マルコにとって、「水」とはどのようなイメージなのでしょうか。この曲を聴く感

じでは、意外と日本人、いや私の持っているイメージに近いものがあります。1 楽章は、山奥の水

源で水が生まれるところを描いているような感じですね。続く 2楽章は、日本的なメロディーの中、

穏やかな水、恐らく湖や池の湖面の静けさが表現され、最後の 3 楽章は、ちょっと洪水か、ある

いは大雨のような水の怖いイメージが表現されているように思います。 

ちなみに、この曲を聴こうと思うとネットでは、國松竜次さんが、バルセロナの国際ギターコンクー

ルで、ソリストで演奏しているものが聴けます。 

 

【ユーチューブ配信】 

水の協奏曲 第１楽章 (トマス・マルコ)  

https://www.youtube.com/watch?v=h3N1FPiecV4 

水の協奏曲 第２楽章 (トマス・マルコ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Scuq9GyleWE 

水の協奏曲 第３楽章 (トマス・マルコ) 

https://www.youtube.com/watch?v=wGgkNYys6Yo 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h3N1FPiecV4
https://www.youtube.com/watch?v=Scuq9GyleWE
https://www.youtube.com/watch?v=wGgkNYys6Yo


2021.02.06 ギター協奏曲「グアディアナ」（トマス・マルコ） リスト番号 153 

 

昨日の「水の協奏曲」と聴き比べると、こちらはなかなか意味不明です。ただ、曲のタイトルとなっ

ている「グアディアナ」とは、スペインの西部を流れポルトガルから海に流れる川の名前のようで

すので、昨日が「水の協奏曲」であったのを考えると、マルコさんは、「水」に興味を持たれている

のかなと思います。名前の響きは「グラナダ」に近いですね。（CD ライナーノート参照） 

意味不明と思われる曲でも、何度か聴いているうちにわかってくるのでしょうか。バッハの音楽の

ように構造的に把握するための時間がかかる曲、例えば「フーガの技法」のような曲は、明らか

に聴き続けていると理解できてきます。見えてくるという感じですね。一方、構造的な問題ではな

く、騒音と音楽の間にありそうな音楽は、そこに何を見いだすのでしょう。騒音は、何度聴いても

騒音で、それが音楽に変わることはない・・・いや、秋の虫の音は日本人にとっては音楽的なもの

として捉えますが、西洋人にとっては騒音として聴こえる

そうですが、その差は？ 音を右脳で聴くか左脳で聴く

か？ ・・・・ とか考えていると、突然、この曲が騒音的な

中に一筋の音楽が紛れ込んでいることに気づきました。

あたかも、ジャングルの中を流れる一本の川のように。こ

れが、タイトルに示されているこの曲の姿ですね。見えて

きました、この曲が。・・・ホントかなあ？ 

 

グアディアナ川（ウキペディアより） 

 

【ユーチューブ配信】 

Tomas Marcos 

Concierto Eco  

Narciso Yepes plays  

- part 1、part 2、Part 3 

https://www.youtube.com/watch?v=3gnKUjl0cN8 

https://www.youtube.com/watch?v=l75AJrKotfc 

https://www.youtube.com/watch?v=t8FyeLONULY 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3gnKUjl0cN8
https://www.youtube.com/watch?v=l75AJrKotfc
https://www.youtube.com/watch?v=t8FyeLONULY


2021.02.07 ４つのギターための「バスク」協奏曲（F.マディナ） リスト番号 96 

 

北部フランとスペインの国境付近にあるバスク地方。ネットで調べようとするとまず出てくるのが

「バスクチーズケーキ」ということですが、バスク地方には、この名前のチーズケーキはないそう

で・・・・・。 

さて、このマディナさんは、本業が聖職者ということで、スペイン生まれですが、布教のために 25

歳の時にアルゼンチンへ派遣されます。何でも、バスク人は伝統的に造船、航海を得意とした民

族らしく、主に中南米へ渡っていったそうです。ギタリストについても、同様に、スペインからアル

ゼンチンにわたって活躍したという人が大勢いたと聞いたことがあります。その影響で、ブラジル

やアルゼンチンでクラシックギターの一つの歴史の流れが作られたということでした。 

この 4 台のギターのための協奏曲も恐らくアルゼンチンのブエノスアイレスにいたころに作曲され

たものであろうと思われます（アルゼンチンには 20 数年滞在し、多くの曲はこの時に作られたそ

うですので）。故郷のバスク地方を思い出しながら作った曲なのでしょう。マディナさんは、その後、

45 歳の時にアメリカに移動となり、亡くなられる間際にスペインに戻ったそうです。 

ちなみに、この協奏曲は、ロメロ・ギター四重奏団、バスク国立管弦楽団の演奏で、ユーチューブ

で全曲聴けます。 

【ユーチューブ配信】 

Concierto Vasco para 4 Guitarras y Orchestra: I. Arin（1 楽章） 

https://www.youtube.com/watch?v=i4P4ynXWsAc 

Concierto Vasco para 4 Guitarras y Orchestra: II. Zortziko（2 楽章） 

https://www.youtube.com/watch?v=_4cEFejG01I 

Concierto Vasco para 4 Guitarras y Orchestra: III. Eresia（3 楽章） 

https://www.youtube.com/watch?v=WvIJkvqkVRc 

Concierto Vasco para 4 Guitarras y Orchestra: IV. Fandango（4 楽章） 

https://www.youtube.com/watch?v=AC-73V4Kq3k 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i4P4ynXWsAc
https://www.youtube.com/watch?v=_4cEFejG01I
https://www.youtube.com/watch?v=WvIJkvqkVRc
https://www.youtube.com/watch?v=AC-73V4Kq3k


2021.02.08 南の協奏曲（マヌエル・ポンセ） リスト番号 12 

 

ギター協奏曲の名曲中の名曲、ポンセの「南の協奏曲」です。ポンセには、時々はまる周期のよ

うなものがあって、今は、「スペインのフォリアの変奏曲とフーガ」にはまっております。 

というような私のことは置いておいて、メキシコ生まれのポンセといい、キューバ生まれのブロー

ウェルといい、中米にはギター界に燦然と輝く星のような存在の作曲家が生まれます。スペイン

を中心としたヨーロッパ、ブラジル・アルゼンチンを中心とした南米、そしてこの中米。この大きな

3 つの核が現在のギター界を作っているようで、日本を含め他の地域では、その 3 つの地域で生

まれたギター曲を受け取り享受しているような感じでないでしょうか。 

それにしても、ポンセの曲というのは、不思議と何度聴いても聴き飽きるということがありません。

毎回新鮮に聴こえます。なぜかなあと考えるに、ポンセの曲のメロディは、素朴で明るく、鼻につく

ような派手な旋律でないのが原因の一つかと思います。素朴で明るいメロディというと民謡のよう

なことを思い浮かべますが、心の動きをそのまま曲にしたような感じかと。音楽の流れと心の動き

がシンクロしていれば、飽きるということはないでしょうね。楽しい気持ちに飽きるということがない

のと同じで。 

さて、この協奏曲、「ファンタジア 25」さんの HP に、ユーチューブで聴けるページが紹介されてい

ます。オーケストラ版も、もちろんいいですが、三重奏版も原曲の良さもしっかり取り入れられて

無理のない素晴らしい編曲で、こちらも飽きることがないかと（1 楽章のみですが）。 

 

【ユーチューブ配信】 

マヌエル・ポンセ：『南の協奏曲』Manuel María Ponce 

https://www.youtube.com/watch?v=HhgTKnXZLIU 

マヌエル・ポンセ：『南の協奏曲』1 楽章 ギター三重奏版 

M. M. PONCE-CONCIERTO DEL SUR (I) 

https://www.youtube.com/watch?v=HIrBtSAzIg4 

M. M. PONCE-CONCIERTO DEL SUR (II) 

https://www.youtube.com/watch?v=btuclg7ymVc 

M. M. PONCE-CONCIERTO DEL SUR (III) 

https://www.youtube.com/watch?v=FmAaUj7KxFc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HhgTKnXZLIU
https://www.youtube.com/watch?v=HIrBtSAzIg4
https://www.youtube.com/watch?v=btuclg7ymVc
https://www.youtube.com/watch?v=FmAaUj7KxFc


2021.02.09 冬の協奏曲（R.ポンス） リスト番号 113 

 

昨日のポンセの「南の協奏曲」に続いて、今日はポンスの「冬の協奏曲」。何でしょう語呂合わせ

のような組み合わせは、まさか、ポンスさんがポンセを意識したとか・・・・・ 

ポンスは、ウルグアイの作曲家兼ピアニストです。ピアニストといっても、カフェのバンドメンバーと

してのピアニストということで、バリバリのクラシックピアニストではなさそうです。ちなみに、ウルグ

アイという国は、ブラジルとアルゼンチンに挟まれた位置にある小さな国で、人口は 300 万人程

度と言いますので福岡県の 500 万人にも及ばず、広島県規模です。ただ、そんな小さな国から、

アベル・カルレバーロ（「ギター演奏法の原理」の著者）や、エドワルド・フェルナンデスのような名

演奏家が生まれています。広島県なみの国ですから、当然このお二人は師弟関係であり、ともに

演奏活動も行っていますし、当然、ポンスとも交流があり、このポンスの協奏曲は、フェルナンデ

スによって CD 録音されています。（カルレバーロとポンスが同年代。フェルナンデスは、35 歳程

度若い） 

さて、ポンスの協奏曲で表現されているウルグアイの冬は、7 月―8 月ごろで気温は 7℃まで下

がるそうです。日本でいうと宮崎・鹿児島のような感じでしょうか。結構過ごしやすいかも。というこ

とで、曲も暗くて厳しい冬を表現したというものでなく、全曲通して、ひょうきんな軽い感じの曲で

す。２楽章では、時々、南米ぽいノスタルジックなメロディが流れます。 

 

【ユーチューブ配信】 

ハウレス・ラマルケ＝ポンス：『冬の協奏曲』 （一部） 

https://www.youtube.com/watch?v=kRevnW0qsAc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kRevnW0qsAc


2021.02.10 クラシックギターとジャズピアノトリオのための協奏曲 

 （クロード・ボリング） リスト番号 122 

 

タイトルからもわかるように、これはジャズですね。ただ、ジャズメンに言わせると、本物のジャズ

ではないというかも。恐らく、ジャズの基本である「インプロヴィゼーション」いわゆる即興、アドリブ

で演奏されるものでないから。かといって、この曲をクラシックの曲として紹介することも違うかな

あ。すでにそのような音楽のジャンルでは、区別できないのでしょうね。 

そういえば思い出すのが、学生時代にギターサークルに所属し、定演等で演奏する際に 1 部は

「クラシック合奏」、2 部は「ポピュラー合奏」と呼んでいました。今の後輩の定演に行っても、その

呼び方は変わっていませんが、私たちのころは、タンゴなどのラテン音楽は「ポピュラー」に区分

していたのが、今の定演では、なんと「クラシック」として演奏されます。最初はえっ！ちゃうやろう

という気持ちだったのですが、そういえばクラシックギター演奏会の定番で、南米物もガンガン入

っているし、ブローウェルの「11 月のある日」なんかは、映画音楽、ムード音楽じゃないのと思うよ

うな感じですし・・・ということで、この辺りは気にせずに、ボリングの協奏曲を聴きましょう。 

んんんん、ただ、この曲は、バーボンウイスキーの水割りを飲みながら聴きたくなる！！そうです、

お酒を飲みながら聴きたくなる曲は、クラシックではないのです・・クラシックは、ボートした頭で聴

くのではなく、少し神経を研ぎ澄まし、飲むならコーヒーぐらいで・・・・・酔っぱらいのたわ言になっ

てきましたので、この辺りで、バーボン片手に聴き入ることとします。  

 

【ユーチューブ配信】 

Claude Bolling's Concerto for Classical Guitar and Jazz Piano 

https://www.youtube.com/watch?v=vAKLpQpZodY 

 

 
ユーチューブの画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vAKLpQpZodY


2021.02.11 ギター協奏曲第 1 番（カーミット・ボリング） リスト番号 6 

 

昨日のボリングさんの協奏曲はジャズでしたが、今日のボリングさんの協奏曲は、普通？のギタ

ー協奏曲です。ちなみの昨日ボリングさんはフランス生まれのピアニストで、今日のボリングさん

はアメリカ生まれの指揮者の方です。 

気持ちのいい朝、さわやかな気分で聴くといい感じの曲です。起きがけのコーヒーを飲みながら。 

さて、ギター協奏曲ばかり聴いていますが、この分野の曲は、音楽の世界のほんの片隅にちょこ

っと位置している狭い狭い範囲の曲です。クラッシック音楽の世界はもっと広大で、クラッシックを

含む音楽の世界はさらに広大で、感動すべき曲、死ぬまでに聞いておきたい曲は他にもたくさん

あるはず。人生の限られた時間をこの一部の世界に閉じこもっていいのか？ はい、おおしゃる

通りですが、もともと限りある命。無造作に散歩して、いろいろの分野の曲を聴いていてもいいの

でしょうが、せっかくギター協奏曲という世界に出会ったので、一期一会ということもありますし、

当面は、ギター協奏曲、ギター曲に集中して聴くことで時間を使っていくことに自分で納得させて

おります。 

職業を選ぶときにしろ、奥さんを選ぶときにしろ、出会いの中で決めて行っているので、同じこと

かと。そういえば、「あきらめる」という語源は、確か「あきらかにする」ということで、他を切り捨て

ることこそが、知ることの、明らかにすることである。 

ということで、今、2 楽章が流れていますが、この曲に出会っていることも感謝ですネ。 

 

【ユーチューブ配信】 

Guitar Concerto No. 1 

Artist: Giovanni De Chiaro 

Conductor: Kermit Poling 

Orchestra: London Symphony Orchestra 

Composer: Kermit Poling 

: I. Moving, in 2、II. Adagio、III. Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=pvOEDa0biOs 

https://www.youtube.com/watch?v=35frVObEXpM 

https://www.youtube.com/watch?v=BT3JGRJAAC4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pvOEDa0biOs
https://www.youtube.com/watch?v=35frVObEXpM
https://www.youtube.com/watch?v=BT3JGRJAAC4


2021.02.12 夏の協奏曲 （S.ボドロバァー） リスト番号 274 

 

三日前の 9 日の日に聴いたのは「冬の協奏曲」でした。今日は、一気に「夏の協奏曲」です。さす

がに夏を表現するのは、意味不明な感じではなく分かりやすい情熱たっぷりの曲ですね。また、

リスト番号 273 は、ベンゲレルの「秋の協奏曲」ということで、あとどなたかが「春の協奏曲」を作っ

ていただければ「ギター協奏曲版 四季」が完成します。 

さて、「冬」だの、「夏」だの「四季」で思い出すのは、まずはヴィヴァルディの「四季」です。この中

で一番好きなのは、やはり激しい「夏」ですね。次に思い出すのは、ピアソラの「ブエノスアイレス

の四季」ですが、この曲で好きなのは「冬」がいいかな。どれも好きですが・・・・・・。 

さすがに、この曲はネットでは聴けないだろうなと思って調べると、ちゃんとありました。ただ、アッ

プして 3 年間で、世界中から見れるはずですがアクセスが 270 程度、いいね！はわずか２つだ

け。んんんん。寂しいですね。スロバキアのギタリスト Miriam Rodriguez Brüllová 嬢、結構いい音

出していますが。 

 

【ユーチューブ配信】 

Sylvie Bodorová: Concierto de Estio 

https://www.youtube.com/watch?v=GZi9qtQb7ew 

 

ユーチューブの画像  

https://www.youtube.com/watch?v=GZi9qtQb7ew


2021.02.13 ギター協奏曲ホ長調  （ルイジ・ボッケリーニ） リスト番号 193 

 

イタリアの作曲家ボッケリーニは、チェロの名手でもあったそうです。彼の得意技は、弦楽四重奏

にチェロ（通奏低音）を加えた弦楽五重奏曲で 100 曲以上も作っています。こんな話を知ると、よ

し 100 曲聴いてやろうと思ってしまうところが悪い癖。ギター協奏曲を聴きまくろうという気持ちを

置いといて、そっちに走ってしまいそうです。まあ、せめてギター五重奏曲全 9 曲ぐらいにしておき

ましょう。ということで、チェロ協奏曲を原曲にしたこのギター協奏曲を聴き終わると、ギター五重

奏曲を聴きはじめました。さすがに弦 4 本にギター1 台では立ち向かえませんね。というか、弦楽

四重奏にチェロを加えたのがボッケリーニの五重奏曲であるなら、ギターはチェロの代りで、通奏

低音として加わっているのではないかなと思いました。そしたら主役ではないので、そんなにガン

ガンギターの音を前面に押し出す必要はないし。 ということで、曲全体として聴くことにします。 

残念ながら、ネットではギター協奏曲を見つけることはできませんでした。代わりに、ボッケリーニ

のギター五重奏曲のアドレスを掲載します。ギター中心ではなく、曲全体としてお聴きください。こ

のサイトも、1 年半で 200 回程度のアクセスで、「いいね」が二人。寂しいなあ。 

 

【ユーチューブ配信】 

ボッケリーニ ギター五重奏曲第 6 番第１＆４楽章 サヴィーノ（G）アルタリア Q． 

https://www.youtube.com/watch?v=RBVeMCmPCSg 

 

ユーチューブの画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RBVeMCmPCSg


2021.02.14 旅 Ⅸ 「目覚め」 （細川俊夫） リスト番号 97 

 

細川俊夫氏のギター協奏曲「旅 Ⅸ 目覚め」。この旅シリーズは、1曲目はヴァイオリン協奏曲、

6 番はヴィオラ協奏曲というふうに楽器を変えた連作のようです。生け花の師匠を父親に持って

いることも影響しているのでしょうか、わび・さびの世界に通じるものを感じます。日本の伝統的な

ものに、茶道、武道、華道、書道等の「道」という世界観がありますが、残念ながら雅楽のような

日本の音楽はありますが、それが「音道」「雅楽道」には達しなかったようで。「道」を究めるという

意味では、音楽は、その「道」の世界そのもののような気がしますし、笛にしろ、鼓（つづみ）にしろ、

精神世界そのものを感じますがなぜでしょう。いや、あるのだと思います、知らないだけで。先日

最終回を迎えた「麒麟が来る」のいつかのシーンで、鼓を鳴らす音が、名人の場合は、いかに乾

いたさわやかな音がするか。九響の定演の会場でも、演奏後の拍手という単純な動作をみても、

ベタベタと品のない拍手をする人もいれば、いかにも尊敬と感謝の念がこもったきれいな響きの

拍手をする人もいて、拍手の世界も奥が深そうだと思ったことがありました。 

「音楽道」ということでいうと、演奏の場で緊張であがってしまうなんていうのは、「道」の世界でい

うと全くどうしよううもない低レベルの世界なのでしょうね。生け花、お茶の場で、緊張して手元が

震えるのは、いただけませんからね。風格と品のある自然体が基本の「道」の世界。今からでも

「ギター道」の世界に入っていきたいものです。 

ネットには、残念ながら「旅 Ⅸ 目覚め」は見つけることができませんでした。代わりに、細川氏

を細かく紹介しているサイトをご紹介します。代表作の「ランドスケープ Ⅴ」も聴けます。 

 

【ユーチューブ配信】 

『細川俊夫 音楽を語る』 人は花、人は絃、人は時 

https://uedanobutaka.info/official/2016/12/22/ 

  

https://uedanobutaka.info/official/2016/12/22/


2021.02.15 ギター協奏曲第 1 番、第 2 番（A.ホヴァネス） リスト番号 2, 156 

 

アラン・ホヴァネスのギター協奏曲第 1 番と第 2 番、2 曲まとめてご紹介です。多作家で、交響曲

は 67 曲あるそうです（ハイドンは、その倍の 106 曲ありますが）。また、インドをはじめ東洋の音

楽にも傾倒しているので、何か日本的な旋律も流れてきます。今回の協奏曲もまさしくそんな感

じです。第 2 番の出だしは、微妙に日本的ですし、全般を通して、微妙に日本的な感じがします。 

日本的音階といえば、「ヨナ抜き」ですね。ここでいう「ヨ」「ナ」は、日本の古語「ヒー、フー、ミー、

ヨー、イツ、ムー、ナナ、ヤー、ココノツ、トー」の数え方の、4 番目と 7 番目のこと。そういえば、先

日読んだ「アマテラスの暗号（伊勢谷武）」という歴史小説によれば、日本の古語は、ヘブライ語と

やたら共通しているとのこと。お祭りの際のみこしを担ぐときの「わっしょい」は、ヘブライ語で「主

の救いが来る」だし、「えっさ、ほいさ」の「えっさ」はヘブライ語の「運べ」だそうで、「えっさ、ほいさ、

わしょい、わっしょい」は、合わせると「主の使いが来る、運べや運べ」だそうで・・！！！ 

この日本古来の数を数える言葉も、古代ヘブライ語で、「HI・FA・MI・YO・TSIA・MA・NANE・Y・

KAKHENA・TAWO」 というと、「誰がその麗し女を出だすのやら、いざないにいかなる言葉をかけ

るやら」 という意味になるとか。んんん！！？？ 

大きくホヴァネスの協奏曲からは話がずれました、失礼しました。 

今、2 番の 2 楽章が流れていますが、ここでも微妙に「ヨナ抜き」の旋律が流れます。が、こちらは

日本的というよりはスコットランド的です。ちなみに、スコットランド民謡の「蛍の光」も、ヨナ抜きだ

そうです。 

【ユーチューブ配信】 

ユーチューブで、第 1 番は全曲、第 2 番は 1 楽章を聴くことができます。 

Alan Hovhaness: Guitar Concerto No.1 Op. 325, David Leisner (guitar) 

https://www.youtube.com/watch?v=PnlQTFuzcps 

Alan Hovhaness - Concerto No. 2 for Guitar and Strings, Op. 394: I. Andante, allegro vivace 

https://www.youtube.com/watch?v=6qaw7dJcfXo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PnlQTFuzcps
https://www.youtube.com/watch?v=6qaw7dJcfXo


2021.02.16 コンセール・ド・タードル （X.ベンゲレル） リスト番号 277 

 

数か月前に、この協奏曲を見つけて「ギター協奏曲 300 選」に掲載した時は、「なかなかなじめま

せん」と書いていたこの曲。今日聴くと、なんとなくわかるようになっています。少なくとも意味不明

ではありませんね。これも、多少耳が肥えてきた証拠か。そう思うと嬉しいですが。 

少なくとも、ギターとオーケストラの掛け合い、その合間を縫ってヴァイオリンのピッチカートが仕

掛けてくるなんて、曲の作りがわかるようにはなっています。数か月前は、全体をボヤっと聞いて

いただけのような気がしますし、それで、この曲はわからんと思っていたようです。わかるようにす

るためには、何度も聴くというのもありますが、ごろっとまとまったものでなく、そのごろっとまとま

ったものが何でつくられているのかを知るように聴くことも大切のような気がします。 

ちなみに、この「Concert de Tardor」とは、カタロニア語で「秋のコンチェルト」ということでした。 

ベンゲレル氏のギター協奏曲は、今回は 3 曲取り上げていますが、実は、リスト番号 273 と、この

277 番は同じ曲でした。CD ジャケットが違うので別の曲と思ってしまったようです。続けて聴けば

同じものとわかるのですが、この頃は、間に別の曲が入ると同じ曲とは思わなかったようで。きち

んと理解して聴かないとこういうことになりますね。・・・・・・・反省。 

 

Concert de Tardor 

https://www.youtube.com/watch?v=uE_RX1thuH8 

 

 
ユーチューブ画像  

https://www.youtube.com/watch?v=uE_RX1thuH8


2021.02.17 コンチェルタンテ（Ｓ．ベンゲレル） リスト番号 278 

 

昨日に続いて、今日も残りのベンゲレルのギター協奏曲をご紹介します。今日の曲は、「コンチェ

ルタンテ」。昨日と同じＣＤに入っていますが、残念ながらこちらはユーチューブにはＵＰされてい

ないようで。「秋の協奏曲」のほうが有名なのでしょうね。 

んんん、困った。この曲は、何度聴いても良さがわからない。しかし、この CD の最後には、盛大

な拍手音まで録音されており、ライブを聴いていた聴衆は感動したのでしょうね。 

でも、これはありえそうなこと。実際の生音で聴く演奏では、その場の空気というか雰囲気という

か場の力というか、理解できないものも理解できてしまう力が働くものです。周りに引きずられて

なんとなく拍手をしてしまうという人もいるのでしょうが、かなりの人が心から拍手をおくっているよ

うに思われます。そこが、生演奏を聴くことの大切なところでしょう。ただ、恐らくそれだけではなく、

ホールに自分一人しかいない場合でも、その場の力が働いて、感動するのだと。演奏者と聴衆

の人間通しが直接同じ場にいることで、何かが伝わる。ちなみに、昔よくやっていたレコードコン

サートのように、演奏者はいないのだけど聴衆だけたくさんいるという場合も、また、それなりの

場の力が働くような。 

この曲も、私もその場にいて直接聴いていたら、全く違った受け止め方ができたのでしょう。 

 

【ユーチューブ画像】 

Concertante 

Artist: Jaume Torrent 

Conductor: Daniel Tosi 

Orchestra: Orchestre Perpignan Mediterranee 

Composer: Xavier Benguerel 

https://www.youtube.com/watch?v=nMY3P_tFzP4 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nMY3P_tFzP4


2021.02.18 フラトレス（A.ペルト） リスト番号 170 

 

「フラトレス」は、ペルトの代表的な作品だそうで、いろいろな楽器による演奏バージョンがありま

す。ギター協奏曲というものではありませんが、ギターとオーケストラの共演としての演奏を取り

上げています。ただ、ヴァイオリンバージョンでは、150 万回再生、1.2 万の「いいね」がついている

ユーチューブのサイトがありますが、ギターバージョンでは、1,500 回再生と 1/1,000 です。何だか

差をつけられているような気がしますねえ。まあ、楽器の値段から言っても、ヴァイオリンの名器

は数億円ですが、ギターの名器は数百万円と 1/100 かな・・・ただ、世界中に出回っている台数

から言うと、ギターはヴァイオリンの 100 倍！以上か・・・・。 

さて、この「フラトレス」、色々な楽器で演奏されていますが、曲の出だしから早いパッセージのア

ルペジオが続くことや、曲の展開から言っても、ギターに結構あっているような気がしますが、ギッ

トリとした粘着質の感情を表現するのは苦手な楽器で、その点は、ヴァイオリンに軍配が上がる

のかも。 

ネット上では、「ギター協奏曲 300 選」で紹介したギター（バルエコ）とオーケストラによる「フラトレ

ス」を見つけることはできませんでしたので、1,500 回再生されているギターのソロによる演奏を紹

介しておきます。 

 

Arvo Pärt Fratres - Klaus Jäckle, guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6LTeag__v0 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6LTeag__v0


2021.02.19 カボクロ協奏曲（P.ベリナティ） リスト番号 34 

 

「ジョンゴ」で有名なベリナティのギター協奏曲です。何だか久しぶりに、肩ひじを張らずに聴ける

1 曲に出会いました。のんびりとしたボサノバ的な雰囲気の第 1 楽章。タイトルの「カボクロ」とは、

地元ブラジルの田舎者を表す言葉だそうですが、今では、蔑称的な意味合いは薄く、愛情を持っ

て使われているそうで。日本でいうと愛情を持って「いなかっぺ」呼ぶようなもの。ん、呼ばれた方

は頭にくる！ただ、この曲を聴かされると、愛情たっぷりのことは伝わるのではないでしょうか。 

ちなみに、ユーチューブにアップされている画面には、「カボクロ」思わしき人がギターを弾いてい

る彫り物が写し込んでありますが、糸巻が 10 個あるということは 10 弦ギターなのでしょう。という

ことで調べてみると、ブラジル 10 弦ギターは複弦でした。コースは 5 コース。確かに、ギターホー

ルのアップの写真をよく見ると、5 コースの複弦ですね。で、この楽器は、ブラジルの伝統楽器で

「ヴィオラ・カイピーラ」というそうで、クラシックギターのような美しい音色を奏でるそうです。 

 

Paulo Bellinati: Concerto Caboclo, for two guitars & orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=AJUDWp0CAQ4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJUDWp0CAQ4


2021.02.20 ギター協奏曲（R.R.ベネット） リスト番号 119 

 

今日は、ジュリアンブリームが弾くベネットのギター協奏曲です。が、これも、結構なじむのには時

間がかかりそうな曲です。そう言えば、昨日のベリナティの協奏曲は、最初から安心してきました

が、結構、今月も意味不明（失礼！）なギター協奏曲が続きます。これでは、なかなかギター協奏

曲ファンは広がりそうにはありませんね。 

私の子供たち（といっても、もう 40 歳に近くなり子供というよりおじさん・おばさんですが）、子供の

ころテレビゲーム全盛期で、その進化とともに育ってきたので、結構、今でもゲームにはまって楽

しくやっていますが、今の子供たちは、この進化してしまったゲーム、特にロールプレイゲームに

は、手が出ないそうでゲーム離れが起きているとも・・・ 

そうなんです、ギター協奏曲が作曲され出したのもこの数十年の話。それまでは、ヴィバルディの

ギター協奏曲とロドリゴのアランフェス協奏曲ぐらいで、突然、現代音楽全盛のころから、ギター

協奏曲が作曲され始めているので、なじみやすい曲なんてものはなく、というか、なじみやすいこ

とを否定することから生まれる音楽が音楽であるという時代からギター協奏曲が作曲され始めて

いるので、これは世の中にギター協奏曲という分野の音楽が広く理解してもらうことは無理かと。 

もう少し微妙に早ければ、ジャズなり、ボサノバなり、ラテンなりの世界で、ギター協奏曲が申し越

し多くつくられてきたかと思われますが、現実は、こんな感じな

のかなあ・・・・ 

このギター協奏曲 300 選で紹介してきた曲のうち、何曲が、す

っといい曲ですねえ、知りませんでしたが今から聴いていきた

いですと言わせることができるのだろうか。100 曲？無理だろう

なあ、50 曲ぐらいですか。んんん、今日は、かなりネガティブな

こと書き綴ってしまいました。 

このベネットのギター協奏曲も、いい曲なのでしょうが、何しろ

とっつきにくい！！ 

 

Richard Rodney Bennett - Concerto for Guitar and Chamber Ensemble (1 楽章) 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ_xDaY1tEc 

Richard Rodney Bennett - Concerto for Guitar and Chamber Ensemble (２楽章) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd1byPLcSwA 

Richard Rodney Bennett - Concerto for Guitar and Chamber Ensemble (３楽章) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkvukm4yUao 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ_xDaY1tEc
https://www.youtube.com/watch?v=Rd1byPLcSwA
https://www.youtube.com/watch?v=Fkvukm4yUao


2021.02.21 ギターとオーケストラのための協奏曲 OP23 イ長調 

（J.N.フンメル） リスト番号 179 

 

ソルと同年代の作曲家フンメルの協奏曲です。フンメルは、ソル以上にというかベートーヴェンと

並ぶ名声を持っていた作曲だそうです。 

昨日の話の続きではありませんが、この時代の音楽はやはり癒されますね。 

音楽が、癒しや感動を与える芸術として存在している時代の作曲家は、心から素直に作曲がで

きたのでしょうね。ただ、そこから 200 年以上の月日がたち、ベートーヴェンは世界中で楽聖と呼

ばれ続けてきているのに比べ、当時は、同じような名声を持っていたフンメルは、知る人は知る存

在になっているのは、当日は、理解できなかった音楽の深みがあったかなかったかの問題でしょ

うか。確かに、フンメルのこの協奏曲も耳あたりがとてもいい気持のいい曲ですが、今でいうポッ

プス的な音楽のように、一過性の流行りの音楽に近かったのかもしれません。というのは、言い

過ぎかな。映画「モーツァルト」で思い出すモーツァルトとサムエリのような関係でしょうか。 

ちなみに、200 年以上たった世界で、聴き続けられている曲というのは、どんな曲なのでしょうか。

美空ひばりの「川の流れのように」は、消え去ってしまっているのでしょうか？ 

 

J.N. Hummel - Grand Concerto For Guitar & Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=JKBSvPt3X8w 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKBSvPt3X8w


2021.02.22 ギター協奏曲（マルシン・プワベヴィッチ） リスト番号 13 

 

ポーランドの作曲家プワベビッチ。Marcin Blazewicz 氏なので、このカタカナでの呼び名はいかが

なものかと思います。ちなみに、日本で使われるヘボン式ローマ字は、日本語をローマ字の表記

にするときに最も広く利用されている方式だそうですが、これを発明したジェームス・カーティス・

ヘボン（James Curtis Hepburn）さん。明らかに、名前はヘップバーンさんですよね。銀幕の美女

オードリー・ヘップバーンといえば、美人の代名詞ですが、彼女が、オードリー・ヘボン嬢と呼ばれ

ていたら、日本でのイメージは違ったものになっていた、かも。 

曲の紹介というと、300 選のところでも書きましたが、特に、3 楽章がカッコいい。マルシン・デラの

はっきりとした厳しくも丸みのある音が決まっていますね。 

ちなみに、この協奏曲は、ユーチューブで、一瞬聴けます。プワベヴィッチ氏の CD 紹介用でしょ

うか、最初の約 1 分間、彼のギター協奏曲が流れます。 

 

Polish Contemporary Concertos | Łomża Chamber Philharmonic | Zarzycki 

https://www.youtube.com/watch?v=2QDj3owfbR4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2QDj3owfbR4


2021.02.23 ギターとオーケストラのための協奏曲「我らの海」 

（S.プロトンズ） リスト番号 143 

 

プロトンズの協奏曲「我らの海」。今日は、すみません、プライベートな話を。 

ネット配信で聴ける「我らの海」で、ギターを弾いている今売り出し中の若手ギタリスト林祥太郎さ

ん。彼は、私の大学時代のギターサークルの同期の林君の甥っ子さん。もしかして、同期の林君

がギターを弾いているのを祥太郎氏が聴いていてギタリストになったのではないかと。 

小さい頃の「何になりたい？」というのは、こんな身近な経験で意識することがほとんどでしょう

し、大人になっていくときに自分の職業を決める際に大いに後押しになってくれるのではないでし

ょうか。と、自分の若いころのことを思い出しながら、林祥太郎氏が弾く「我らの海」を聴いていま

す。もしかして、このタイトルの「我らの海」というのは、若い人が乗り出す人生のことなのかも。 

 

S.ブロトンズ: ギターとオーケストラのための協奏曲 作品 78「我らの海」  第 1 楽章 

https://www.youtube.com/watch?v=jirvmRx6KTU 

S.ブロトンズ: ギターとオーケストラのための協奏曲 作品 78「我らの海」  第 2 楽章 

https://www.youtube.com/watch?v=BtuVndGhP-E 

残念ながら 3 楽章は見つけることができませんでした。 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jirvmRx6KTU
https://www.youtube.com/watch?v=BtuVndGhP-E


2021.02.24 ギター四重奏と弦楽オーケストラのための協奏曲（L.ブローウェル） 

NO  258 

 

遂に今日から約半月は、ブローウェルの協奏曲を聴き続けることになります。番号のついている

ギター協奏曲が 1 番から 11 番まで、それ以外のギター協奏曲が 4 曲の計 15 曲で、もちろんこ

の 300 選シリーズでは最大の作品数です。 

L.ブローゥエルは、今日のギター界の最大の功労者です（雑誌「ギター・ドリーム」の巻頭インタビ

ュー記事でそう書いてあるのを読みました）。 

ということで、今日はまず、サブタイトルが「イタリック協奏曲」とついている 4 台のギターのための

協奏曲です。「ギター協奏曲 300 選」の時は、1 楽章のみ掲載でしたが、残りの 2 楽章、3 楽章も

ユーチューブで見つけました。計 30 分強のかなり大掛かりな協奏曲ですし、それぞれの楽章もさ

すがブローウェルと言える彼らしさ満載の曲です。 

 

I. Las Predicciones de Ítalo Calvino 12:10 

II. La Nostalgia de D’Anunzzio     10:20 

III. Vilanela Napolitana            10:40 

 

Orquestra Sinfônica Heliópolis – Brouwer, Concerto Itálico 1 楽章 

https://www.youtube.com/watch?v=4_ScIXmrvs8 

Orquestra Sinfônica Heliópolis – Brouwer, Concerto Itálico 2 楽章 

https://www.youtube.com/watch?v=F1RlWTQPr1w 

Orquestra Sinfônica Heliópolis – Brouwer, Concerto Itálico 3 楽章 

https://www.youtube.com/watch?v=n2MMoZwiEhg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_ScIXmrvs8
https://www.youtube.com/watch?v=F1RlWTQPr1w
https://www.youtube.com/watch?v=n2MMoZwiEhg


2021.02.25 ギター協奏曲第 11 番「レクイエム」 （L.ブローウェル） NO140 

 

ブローウェルのギター協奏曲二番手は、福田進一のために作曲された、「武満徹の思い出のた

めに」と副題がついた曲です。ブローウェルの曲で、武満徹の思い出のために作曲された曲とし

て「悲歌」は、とても好きな曲ですが、このように協奏曲になって聴けるのは至福の至りです。 

「ギター協奏曲 300 選」の時は、福田進一が演奏している 1 楽章のみの紹介でしたが、今回は、

ユーチューブで、ブローウェル自らが指揮をしている映像を見つけることができました。ギターは、

Ricardo Gallen。ブローウェルの指揮のもとで演奏するだけあって、なかなかの腕前です。特に 3

楽章のめちゃ速いパッセージも難なく弾きこなします。作曲したブローウェル自身もこれぐらいは

弾けたのでしょう。ちなみに、彼は、右手中指の腱鞘炎？で、ギタリストから作曲家・指揮者へ転

向したということでしたが、全身全霊で作曲に打ち込めるようになったのではと思います。ある不

幸を克服し、さらに大きく花開く道を選んだのではないでしょうか。 

 

 『ギター協奏曲第 11 番 「レクイエム」』 

https://www.youtube.com/watch?v=4W2Bp-Lrjv4 

https://www.youtube.com/watch?v=03OWz1tUzpg 

https://www.youtube.com/watch?v=H8MWNyu5WhE 

  

ユーチューブの画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4W2Bp-Lrjv4
https://www.youtube.com/watch?v=03OWz1tUzpg
https://www.youtube.com/watch?v=H8MWNyu5WhE


2021.02.26 ギター協奏曲第 10 番「微の書」（L.ブローウェル） リスト番号 31 

 

番号を遡りながら聴いていくということは、成熟した時に作曲されたものから、だんだんと若い時

代のものになっていくということで、そう思いながら聴くとまた別の面白みが出てくるかもしれませ

ん。第 11 番の「レクイエム」はその名の通り鎮魂歌として、とても厳かな気分になりますが、年を

取るとやはり天国に召される日の近いことを考えるもので、前回の「レクイエム」はまさにそうだっ

たのではないでしょうか。ちなみに、御年 81 歳のブルーウェル氏は、いまだもってご健在でご活

躍中です。 

この 10 番の「微の書」も、通しで聴くと 45 分もかかる大曲です。ただ、1 楽章はベートーヴェンの

主題を基にした変奏曲とちと重たいのですが、2 楽章はビートルズ、3 楽章はキューバの舞曲と、

ロマンチックだったり、楽しげな明るい曲と、曲全体としては結構バラエティに富んだ作品となって

います。円熟期というよりは、まだまだ、好奇心旺盛で元気な感じがする曲です。ただ、このいわ

くありげなタイトル「微の書」は何を暗示するのでしょうか？まさか、遺言書的な意味合いがあ

る？ 

 

The Book of Signs: I. The Signs of Memory. Theme & Variations（出だしのみ） 

https://www.youtube.com/watch?v=0qRFamPWHHc 

The Book of Signs: II. Variaciones sobre un tema sentimental 

https://www.youtube.com/watch?v=opbduq6lICw 

The Book of Signs: III. Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=FbeRUNhDUHA 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0qRFamPWHHc
https://www.youtube.com/watch?v=opbduq6lICw
https://www.youtube.com/watch?v=FbeRUNhDUHA


2021.02.27 ギター協奏曲第 9 番「ベニカシム」 （L.ブローウェル） NO30 

 

タイトルの「ベニシカム」とは、スペインのビーチリゾート地ということで、ユーチューブ画像もその

写真が使われているのかも。手前の歴史的な建物と奥の海岸沿いの街並みは恐らくそうなので

しょう。 

ギタリストのミゲル・トラパガの素晴らしいテクニックと音色も聴きどころです。トラパガ氏は、確か

右手首を捻らないでまっすぐに伸ばし、指を弦に斜めに当てることでより確かな音量と芯のある

音を出す奏法を開拓した人だったような気がします。さらに確か、その奏法を見つけたのは、たま

たま右手首を痛めて包帯で巻かれ曲げられない状態でギターを弾いたことが切っ掛けだったよう

な（違ったらすみません）。この HP の「これからギターを始める人の副読本」にも登場してもらって

いるギタリストですね。私自身も、この右手のタッチに換えてからは、安定した動きと音が出せる

ようになりました、というか、以前がひどかったからですね。 

 

Leo Brouwer: Concierto para guitarra No. 9 "De Benicassìm" 

Galicia Royal Philharmonia conducted by Óliver Díaz. Guitarra 

Guitar: Miguel Trápaga 

https://www.youtube.com/watch?v=brN5aVQQXJg&t=5s 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ユーチューブの画像   

https://www.youtube.com/watch?v=brN5aVQQXJg&t=5s


2021.02.28 ギター協奏曲第 8 番「ペルージャの唄」（L.ブローウェル） NO173 

 

ペルージャは、イタリアのフィレンツェとローマの中間にある山間の町です。このギター協奏曲の

2 楽章 Laude の中で流れる「ペルージャの唄」、どこで聴いたのでしょう？ブローウェルが作曲し

たソロ曲のどこかに、このメロディはあったようななかったような・・・・・・ 

さて、このようなどこかで聴いた曲のようなものを検索することができれば、本当に助かりますが、

近いうちにできるのでしょうね。メロディを口ずさむと曲名を教えてくれるようなソフト。画像検索は、

すでにできるようになっていますので、恐らく遠くない将来、いや、すでに出来上がっているのかも。 

ちなみに、この曲は、下のアドレスのユーチューブで、ブローウェル自身の指揮による演奏が、一

部抜粋版として聴くことができます。（演奏は途中までですが、演奏が終わっての拍手が長々と

続きます。拍手より演奏が聴きたい！） 

 

Cantata de Perugia - Leo Brouwer 

Leo Brouwer, director. 

Pablo Garibay, guitarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=VI5uoDhbx8w 

 

ユーチューブの画像 

その他の配信画像 

Leo Brouwer -Cantata de Perugia -Hallelujah ( 2nd movement ) 

https://www.youtube.com/watch?v=fRk-I2ESX54 

Leo Brouwer -Cantata de Perugia- Dies Irae 

https://www.youtube.com/watch?v=ylDQL4OwL3Y 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VI5uoDhbx8w
https://www.youtube.com/watch?v=fRk-I2ESX54
https://www.youtube.com/watch?v=ylDQL4OwL3Y


2021.03.01 ギター協奏曲第 7 番「ハバナ」（L.ブローウェル） NO139 

 

今、ユーチューブで聴けるギター協奏曲を再度整理してみて、約 107 曲は聴けることがわかり、

以外と聴けるもんだと改めて感心しています。ただ、多くはライブ版で、ちゃんとプロが画像とは

別に音を取っているものは少なく、観客からのビデオ撮影によるものも少なくありません。その場

合は、音は頼りないし、途中でブチ切れていたりと難あるものも多いですね。 

この「ハバナ協奏曲」は、とても良好な音で再生できます。2014 年 3 月 27 日にスイス・ヴインター

トゥールで収録したものだそうです。残念ながら、映像がないので、CD と同じですね。改めて思い

ましたが、画像のある時とないとき、聴き方が変わります。コンサートホールで、生音で聴く場合

は、きちんと音も取りこぼすことなく聴いていますが、PC の画面で見ると、視覚映像的な情報が

優先され、以外と聴いていないように思えます。聴くときの真剣さが少ないのかもしれませんが。

この「ハバナ協奏曲」のユーチューブは、映像情報がないので、よく耳に入ってきます。映像が伴

うと、ギターの奏法を確認すること等はできますが、私にとっては、目をつぶって音楽に浸る方が

好きですね。まあ、そのまま寝ちまうこともありますが。 

 

(ギター)スーフィ・ヤン 

(管弦楽)ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム 

(指揮)レオ・ブローウェル 

レオ・ブローウェル「ギター協奏曲第 7 番“ハバナ”」(アンコール付き) 

https://www.youtube.com/watch?v=ld84epbon4w 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ld84epbon4w


2021.03.02 ギター協奏曲第 6 番「ヴォロス」（L.ブローウェル） NO131 

 

第 6 番の「ヴォロス」協奏曲ですが、残念ながらユーチューブでは聴くことができなくなっていまし

た。ページを開こうとすると、下記の画像が流れ、「この動画は、Juan Leovigildo Brouwer 

Mesquida から著作権侵害の申し立てがあったため削除されました」とのメッセージが。 

Juan Leovigildo Brouwer Mesquida は、Leo Brouwer の本名だそうで、本人からの申し立てだそう

です。残念。この曲は、一応 CD が出ているので、CD 購入ということになるのでしょうが、少なくと

も国内では取り扱っていないようでした。聴けない！！ となると余計に聴きたくなるのですが、さ

て、どうしましょう・・・・・・・・ 

 

 

  



2021.03.03 ギター協奏曲第 5 番「ヘルシンキ」（L.ブローウェル） NO144 

 

ブローウェルの次の協奏曲は、「第 5 番 ヘルシンキ」。なかなかの重量感のある曲です。 

さて、それはさておき、昨日、「荒唐無稽 音楽辞典（高木壮太著）」を購入。ギターという項には

次の解説が。 

「あらゆるジャンルで使用される最もポピュラーな楽器。現在、世界では年間 200 万本のギターが

販売されるが、そのうち 198 万本は F コードが押さえられない初心者によって破棄されている」 

んんん。ギターは、「入りやすく出口が遠い楽器」と言われている通りかと。ちなみに、クラッシック

ギター（ガットギター）は、200 万本のうち 2 万本ぐらいで、こちらの購入者は半分ぐらいが破棄組

かな・・・・ 

なんて考えながら、ヘルシンキ協奏曲のギターカデンツァを聴いています。 

 

Leo Brouwer: Concierto para guitarra y orquesta nº. 5 ‘Helsinki’ 

https://www.youtube.com/watch?v=6JfSSRtXvvw 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6JfSSRtXvvw


2021.03.04 ギター協奏曲第 4 番「トロント」（L.ブローウェル） NO172 

 

「ヘルシンキ」に続いて「トロント協奏曲」です。ジョン・ウイリアムスに捧げられたというこの曲です。 

とりあえずネットで探すと、Marco Tamayo 氏のギターで見つけました。多少、音質、画像ともに悪

いので、ブローウェル自身が指揮している画像があると思い開くと「Music Premium」の会員のみ

視聴可能ということ。お試し期間はあるというものの、1 か月 1,200 円程度かかってしまう。ナクソ

ス・ミュージック・ライブラリィ（NML）は、もうちょっと高いが、どうだろう。この時代、毎月 1,000 円以

上かかるというのは結構お高い。それも、NML のような確定したコンテンツがあるわけでもなさそ

うなのに、ということで、登録はやめた。と思って調べていると、この曲は、ジョン・ウイリアムス全

集に入っているという。確かに入ってました。ということで、すみません、ネットでは、Marco 

Tamayo 氏のギターで、約 9 分のみの演奏しか聴けませんが悪しからず。 

 

Concerto de Toronto-Leo Brouwer composer 

https://www.youtube.com/watch?v=T_Ee5flYpnE 

 

 

ネットの画像 

 

ジョンウイリアムスの CD 

https://www.youtube.com/watch?v=T_Ee5flYpnE


2021.03.05 ギター協奏曲第 3 番「エレジアコ」（L.ブローウェル） NO25 

 

ブルーウェルの協奏曲も山場を越えて、第 3 番の「エレジアコ」、和名「哀愁の協奏曲」「悲しみの

協奏曲」です。恐らく、ブローウェルのギター協奏曲の中では、一番よく聴かれている協奏曲では

ないでしょうか。ユーチューブでも、「ブローウェルのギター協奏曲」で検索すると一番多く上がっ

ているように思えます。確かに、今まで聞いてきた 10 曲の中では一番印象に残る曲です。という

ことで、今日は、余計な蘊蓄は書かず、聴き比べてください。ちなみに、ナクソスミュージックライ

ブラリィでは 5 枚の CD が登録されています。ユーチューブでは、下記の 4 つのサイトに加えまだ

まだ出てきそうです。 

 

'Concerto Elegiaco' by Leo Brouwer 

Artyom Dervoed plays Guitar 

Orchestra: 'Musica Viva' conducted by Andrey Rein 

https://www.youtube.com/watch?v=iWHWeJoNQM0 

第 11 番と同じブローウェル自身の指揮による映像はこちら 

https://www.youtube.com/watch?v=9Si9Lf8IGO0 

女性ギタリスト、ダニエラ・ベラの演奏映像はこちら 

https://www.youtube.com/watch?v=R9EFSvbUBI4 

ジュリン・ブリームのギターで聴きたい方はこちらから 

https://www.youtube.com/watch?v=Tps_AdvFkpk 

このギタリストの演奏もいいですね。Alí Arango 氏。 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh8s1rfuOKk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWHWeJoNQM0
https://www.youtube.com/watch?v=9Si9Lf8IGO0
https://www.youtube.com/watch?v=R9EFSvbUBI4
https://www.youtube.com/watch?v=Tps_AdvFkpk
https://www.youtube.com/watch?v=Xh8s1rfuOKk


2021.03.06 ギター協奏曲第 2 番「リエージュ」 （L.ブローウェル） リスト番号 171 

 

リエージュは、ベルギーの都市です。ベルギーは、ドイツ、フランス、オランダとの国境を持つ人口

1,000 万人程度の国です。ここでの国際ギターフェスティバルの委嘱により作曲されたコンチェル

トです。確かに、ヨーロッパの工業都市をイメージすることができそうです。工業地帯＝躍動的、

農村地帯＝牧歌的、都会＝喧騒のように場所のイメージは、そのままプロトタイプで音楽的に表

現されそうです。そこに固有の地域名が重なり、曲がイメージされる。「ギター協奏曲 福岡」をブ

ローゥエルに作ってもらったらどんな曲になるのでしょう。山笠の時に締める「博多祝い歌」をテー

マにしてみたらきっとカッコいい曲ができるような・・・・・ 

 

『ギター協奏曲第 2 番 「リエージュ」』 

https://www.youtube.com/watch?v=R5F9FokL84c 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R5F9FokL84c


2021.03.07 ギター協奏曲第 1 番（L.ブローゥエル） リスト番号 157 

 

ブローウェルのギター協奏曲の第 1 番が、一番わかりにくい、つまりは、現代音楽的な曲だという

ことです。私的には、普通の？曲を作っていいて、ありきたりなものに飽き足らず、現代音楽的な

無調性の音楽に手を出す方が自然な感じですが、ブローウェルは、まず、現代音楽的な曲作り

に取り掛かり、年を経るにしたがって、分かりやすい音楽に進化していったということになります。 

前出の「荒唐無稽 音楽辞典（高木壮太）」による「現代音楽」とは・・・ 

『現代音楽：はっきりした定義は存在しないが、発表した時に顰蹙（ひんしゅく）を買う、というのが

条件の音楽』 

だそうで、ブローウェルも、それを覚悟で書いたのでしょうか？ 

残念ながら、ユーチューブで聴けるものは、「この動画を視聴できるのは、Music Premium のメン

バーのみです」というコメントが出るジョン・ウイリアムスの CD 版の演奏のみです。 

今、この 1 番が CD で流れ来るのを聴いていますが、まさしくバリバリの現代音楽的というか前衛

的というか、その典型的な曲ですね、この協奏曲は。 

 

 

 

 

 

  



2021.03.08 カタルーニャ賛歌「カタロニアの肖像」（L.ブローウェル） NO178 

 

さて、番号付きのブローウェルのギター協奏曲は終わり、番号なしのギター協奏曲の最初はカタ

ルーニャの歌をテーマにした協奏曲です。1 楽章は、「モンポウ」というタイトルがついていますが、

流れるテーマは、カタルーニャ民謡の「先生」ですね。2 楽章は、「ガウディ」。そして、サブタイトル

の「La puesia」と「El ritmo」は、あわせて「歌と踊り」。モンポウの得意とするところですね。 

カタルーニャは、「カタルーニャ民謡」で知られるリョベートの出身地。スペインがフランスと国境接

する付け根のところになるカタルーニャ州の州都はバルセロナです。もちろん、今回の協奏曲の

楽章のタイトルになっている「モンポウ」も「ガウディ」のバルセロナ出身です。 

 

フェルナンデスの CD 版は下のサイトで聴けます。 

Retrats Catalans, I. F. Mompou (La puesia), 2. Gaudi (El ritmo) 

https://www.youtube.com/watch?v=KUGCZyJQBxs 

https://www.youtube.com/watch?v=GUOPAznPIf4 

また、フェルナンデスのライブ版は次のサイトで聴けます。 

https://www.youtube.com/watch?v=nteVaolrLlk 

https://www.youtube.com/watch?v=GpTnAuFMqEA 

 

 

 

               ユーチューブ画像（CD 版）         ユーチューブ画像（ライブ版） 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KUGCZyJQBxs
https://www.youtube.com/watch?v=GUOPAznPIf4
https://www.youtube.com/watch?v=nteVaolrLlk
https://www.youtube.com/watch?v=GpTnAuFMqEA


2021.03.09 3 つの協奏的舞曲（L.ブローウェル） NO29 

 

さあ、ブローウェルのギター協奏曲も残り 2 曲のところまで来ました。今日は、ブローゥエル 19 歳

の時に作曲したという 3 つの協奏的舞曲。さすが、天才は、この年代からも能力を発揮する。しか

も、若いパワーというものも 3 楽章のトッカータでは、ロック的な躍動感に加え、ロマンチックな情

緒性を感じて、しっかりつかみ取れます。それと、あっさりと曲を閉じてしまうところも、粘着質的な

ところが感じられる熟年した時の曲と違って好感がもたれますね。 

ということで、この曲は、ギタリストにも人気の曲のようで、ユーチューブでは、オケをバックにした

ものより、ピアノ伴奏で聴けるものが圧倒的に多いです。が、ここは、オケバックでのサイトをご紹

介するにとどめます。 

 

Tres Danzas Concertantes, Gitarre Marisa Minder、Allegro, Andantino, Toccata, 

https://www.youtube.com/watch?v=axwLYv7KxiM 

https://www.youtube.com/watch?v=6odsiSx8zmU 

https://www.youtube.com/watch?v=ChAYM7fYZJU 

こちらのサイトも画面は荒いですが、なかなかです。Juan Almada, guitarra Allegro, Toccata, 

https://www.youtube.com/watch?v=BX7JdZFANBw 

https://www.youtube.com/watch?v=b3OkI26XeQs 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=axwLYv7KxiM
https://www.youtube.com/watch?v=6odsiSx8zmU
https://www.youtube.com/watch?v=ChAYM7fYZJU
https://www.youtube.com/watch?v=BX7JdZFANBw
https://www.youtube.com/watch?v=b3OkI26XeQs


2021.03.10 ギターとヴァイオリンのための協奏曲（L.ブローウェル） NO166 

 

さて、最後のブローウェルのギター協奏曲は、めちゃカッコいい協奏曲です。「パガニーニへのオ

マージュ」というタイトルがついていますが、まず、1 楽章で流れてくる旋律は、ダウランドの「涙の

パバーヌ」で、このテーマが変奏曲風に変化し、早いパッセージでブローゥエルに戻ります。2 楽

章は、いかにもブローウエル的なアルペジオと、細い 1 本のメロディラインがからみあい静かに流

れます。そして、度肝を抜くようなカッコいい 3 楽章に。低音の迫力に、ヴィバルディのような軽快

な旋律が絡み、最後は沈黙の中に沈んで終わります。 

ところで、最近、ブリテンの「ノクターナル」の練習に入りましたが、こちらもダウランドの「来たれ、

深き眠りよ」がテーマになっています。ダウランドの曲というのは、格調あるなかに、なぜか心に

響く旋律が流れます。タイトルは、「パガニーニ」ということですが、ヴァイオリンの超絶技巧的なと

ころはそうかもしれませんが、「ダウランドへのオマージュ」のような気がします。 

残念ながら、ユーチューブ等のネットでは、3 楽章しか聴けませんが、この 3 楽章もめちゃカッコい

いので、是非聴いてください。 

 

Omaggio a paganini, final (Live) 

https://www.youtube.com/watch?v=n8AwKeKhhIo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n8AwKeKhhIo


2021.03.11 ギター協奏曲（A.プレヴィン） NO50 

 

元々はピアニストで、今は指揮者として有名になったアンドレ・プレヴィンのギター協奏曲です。 

僅か 9 歳でパリ音楽院に入学というから神童だったのでしょうね。また、色々なことに手を出して

いるようで、ギター協奏曲もこの 1 曲だけですね。才能があふれ出るというのも、本人にとっては

どうなのでしょうか。器用貧乏、とは言えない「器用金持ち」さんではありますが、一つのことに熱

中して、そのことのみを究めるような芸術家、職人にはなれなかったのかなあ。 

というのも、このギター協奏曲も、2 楽章までは、極めてクラッシック音楽的な流れで来るのです

が、3 楽章で、突然エレキギターが鳴り響く。静かに、無難に流れる曲に飽きてしまい、ギターだ

からエレキギターでもぶち込むか！と考えたのか、もともとこの 3 楽章がやりたくて 1，2 楽章をつ

けたのか、あるいは、この 3 つの楽章全体で、きちんとした作品として構想していたのか、どうな

のでしょうか、プレヴィンさん。 

 

Concerto for guitar and orchestra (1971) 

https://www.youtube.com/watch?v=HIotmdfftSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HIotmdfftSE


2021.03.12 プラタの協奏曲（C.フランツェッティ） リスト番号 114 

 

アルゼンチンの作曲家フランツェッティによるギター協奏曲。タイトルの「プラダ」は、あのファッシ

ョンブランドのプラダでしょうか。以前、「プラダを着た悪魔」という映画がありましたが。 

プラダは、プラダ兄弟が皮革製品店から一台ブランドに成長した企業のようです。と、この協奏曲

のプラダをファッションメーカーと決めつけての話をしていますが、んんん・・失礼、「プラダ」でなく

「プラタ」でした。といっても、「プラタ」が何なのかは不明。ただ、カルレバーロは「プラタ協奏曲」は、

プホールも「プラタ組曲」という曲を作曲しているので、ギター関係の何か？人の名前？ 

・・・・・・・と思い調べると、ありました。 

『1960 年代終りごろに発売された国内盤の 2 枚組 LP レコード。マニタス・デ・プラタ（銀の手とい

う意味である）というフラメンコのギタリストは、南フランスのアルルで生まれ育った人で、スペイン

のフラメンコとはまた違った素晴らしい音楽を奏で、まさに至芸である。』という記述がありました。 

恐らく、このギタリストのことかと。 

 

残念ながら、この協奏曲のユーチューブ版は見つけることができませんでした。そのかわり、プラ

タの情報と彼のギター演奏の映像をのせているサイトがありましたので紹介しておきます。 

まあ、ともかく、右手の動きの神業的に早いのはすごい！！ 

 

音楽あれこれ：マニタス・デ・プラタの芸術/フラメンコの素晴らしい世界 

http://musickp.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-31df.html 

 

 

 

  

http://musickp.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-31df.html


2021.03.13 ギター協奏曲（J.フランセ） NO130 

 

彼も少年時代に、モーリス・ラベルに神童と言われた作曲家である。ラベルといい、このフランセ

といい、そして今、はまっている F.クレンジャンスといい、フランス生まれの作曲家の持つ独特な

和音感は魅力的です。おしゃれな和音、一言で言えばそんなところですが、ジャズの 7th、９th と

はまた違う、なにか空間に漂うような感じの和音。日本人のギター作曲家佐藤和弘さんの曲作り

にも共通しているような気がします。フランス、特に、パリといえば、「エスプリ」ですが、ウキペディ

アで調べると・・・ 

『精神、霊魂などの意味の他、心のはたらきの意味もある。・・・・・・・。ラテン語の spiritus (空気・

風の一吹き、息吹き) を語源とし、「湿気」を語源とするユーモアと違って、乾いた知的な営み』 

そうですね、まさしく「乾いた知的な営み」ですね。この感覚は、とても好きです。 

 

Concerto per chitarra e orchestra d'archi (1982/1983) 

https://www.youtube.com/watch?v=A4U1PnHOtFE 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A4U1PnHOtFE


2021.03.14 ギターとオーケストラのための協奏曲（M.フランシス）NO95,248 

 

フランシスのギター協奏曲は、第 1 番、第 2 番がありますが、第 2 番をフルで聴けるサイトを見つ

けました。それが、「INSTANT ENCORE」というサイトです。このサイト、膨大な楽曲が登録されて

いて、今回の M.フランシスの楽曲だけでも 91 曲が登録されています。 

このサイトはどこが運営しているのか、すみません、探しきれていません。が、かなりのまともな

大掛かりな組織でありそうな気がします。知っておいて損がないサイトかなと思います。 

さて、とりあえずは、このフランシスの協奏曲を聴いてみてください。そして、フランシスの残りの

90 曲も・・・・・・・ 

 

「INSTANT ENCORE」 

InstantEncore は、芸術および文化組織が視聴者を引き付け、維持するのに役立ちます。今日の

テクノロジーを活用して、世界クラスの常連客体験を提供できます。 

https://go.instantencore.com/ 

 

「INSTANT ENCORE」の NO81 番目に、「ギター協奏曲 NO2」が登録されています。 

https://www.instantencore.com/contributor/music/works.aspx?CId=5157148&PageNum=5 

 

 

 

  

https://go.instantencore.com/
https://www.instantencore.com/contributor/music/works.aspx?CId=5157148&PageNum=5


2021.03.15 ギター協奏曲（フィリップ・ブラカニン） NO70 

 

オーストラリア出身のブラカニンのギター協奏曲。最近までよく知りませんでしたが、オーストラリ

アの作曲家、特にギターの作曲家が目立つようになってきたような気がします。ナクソスの CD「オ

ーストラリアのギター音楽集」のライナーノート？にも、ジョン・ウイリアムスの故郷でもあるオース

トラリアの作曲家に、故郷の作曲家にギター曲を書いてくれと要望したこともあるようだと記され

ています。セゴビアの時代にも、セゴビアからの依頼で曲を書いてほしいと頼まれた、あるいはセ

ゴビアに弾いてほしいと思い曲を書いたという人のなんと多い事か。そんな中から名曲も生まれ

ています。ギターの作曲家のモチベーションというか、曲を作るきっかけになるのは、他の作曲家

の曲に刺激されるよりは、演奏家に影響を受けているような気がしますが、まだまだ、曲の世界

が狭いからでしょうか。 

この曲がユーチューブで聴けるサイトのアクセス数は、2 年半でたったの 86 回（私が開いたので

87 回）。寂しいですねえ・・・・ 

  

Bračanin: Guitar Concerto - 1. Allegro assai、2. Doloroso、3. Allegro vivace 

https://www.youtube.com/watch?v=CbZn8mZbJpU 

https://www.youtube.com/watch?v=hWRteH3McEY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-HG2qAhMnc 

 

 

ユーチューブの画像 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CbZn8mZbJpU
https://www.youtube.com/watch?v=hWRteH3McEY
https://www.youtube.com/watch?v=Y-HG2qAhMnc


2021.03.16 地中海協奏曲（藤井敬吾） NO146 

 

ここから、二橋潤一、藤家渓子、藤井真悟と日本人作曲家のギター協奏曲が続くのですが、なん

とこの御三人とも、ネットでの配信はありませんでした（見つけ切れていないだけかもしれません

が）。これまで、海外の作曲家のギター協奏曲は、一部限定版はありましたが、ネットでも聴くこと

がほとんどできたのに、なんと、日本の作曲家のものは聴けないのは何とも残念というか、少し

悲しいですねえ。唯一、ここでは、藤井敬吾氏の「地中海協奏曲」がありました。しかし、それも残

念ながら 3 楽章のみです。カトイッテ、ナクソス・ミュージック・ライブラリィにも出てきませんね。 

世界中で一番楽譜が売れるのは日本ということを聞いた覚えがありますが、素材となるというか、

楽譜のもとになる音楽を作る人は限られているということでしょうか。日本では、クラシック音楽の

作曲家は飯が食えない？ 

 

「地中海協奏曲」より３楽章 | ARTE TOKYO 静岡公演から 

https://www.youtube.com/watch?v=HKF-VSQ34Rs 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HKF-VSQ34Rs


2021.03.17 ギター協奏曲ト短調（フォルケンハーゲン） NO72 

 

バッハと同時代、そして同郷のフォルケンハーゲンのギター協奏曲。実は、ギター協奏曲 300 選

で紹介したのは、Guitar concerto と名の付くソロ曲を紹介していたのですが、ネットで、同名のト

短調のコンチェルトを見つけたので、こちらを紹介します。 

それにしても、この時代の音楽は、素直に体が浮かれてきます。ユーチューブで聴けるのは、ギ

ターでなくリュートで、オケでなくリコーダーとチェロによる三重奏版ですが、落ち着いた感じは、こ

れはこれで魅力的です。残念ながら、3 楽章（もしかして Allergo が 3 楽章かも？）を見つけ切れ

ていませんが、十分に味わえます。 

 

 

Concerto in G Minor: by Adam Falckenhagen  Allegro、Largo 

John Schneiderman  ~ baroque lute 

Jeffrey Cohan ~ baroque flute 

William Skeen ~ baroque cello 

https://www.youtube.com/watch?v=QZAR-LfYMrg 

https://www.youtube.com/watch?v=nGwIuYL-E9g 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QZAR-LfYMrg
https://www.youtube.com/watch?v=nGwIuYL-E9g


2021.03.18 ギター協奏曲ニ短調（J.F.ファッシュ） NO199 

 

昨日のフォルケンハーゲンに続いてバッハと同時代に活躍したファッシュのギター協奏曲です。こ

の曲もユーチューブで聴けるのは、ギターでなくリュート版です。 

そういえば、この時代のギター協奏曲、あるいはリュート協奏曲として知っているのは、バッハ、

ヴィヴァルディ、以前聴いたロワイエ、そして、昨日のフォルケンハーゲンとファッシュ。この時代

のヘンデルはオルガン協奏曲、テレマンはトランペットやリコーダー協奏曲、コレルリは合奏協奏

曲と、私の知っているのはこんな感じでギター協奏曲は限定的です。今も昔も、ギター・リュートに

興味を持ってくれる作曲家は限定的ということでしょうね。 

 

下記のサイトの演奏は、3 楽章を見つけられませんでした。 

Lute Concerto in D Minor: Allegroecond、Andante 

https://www.youtube.com/watch?v=rxSZtUSASiU 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLdnL-5AuY 

 

また、全曲通しで下記のサイトからも聴けます。 

Concerto for lute in D minor [FWV L:d 2] 

Performed by Hopkinson Smith (13-string baroque lute) 

Chiara Banchini, David Plantier (violin I/II) 

David Courvoisier (viola) 

Roel Dieltiens (violoncello piccolo) 

https://www.youtube.com/watch?v=UNpHP0XE4W4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rxSZtUSASiU
https://www.youtube.com/watch?v=sfLdnL-5AuY
https://www.youtube.com/watch?v=UNpHP0XE4W4


2021.03.19 ギター協奏曲「Transit」（S.ファーゲルルンド） NO19 

 

バロック時代のギターコンチェルトが続きましたが、今日は、1975 年生まれのファーゲルルンドの

ギター協奏曲です。タイトルの「Transit」は、ひこうきの乗り換えの時のトランジット、つまり「通過」

ですね。 

バロック時代の曲を聴いた後に現代曲を聴くとやはり、バロックや古典は、時間を表現しているの

に対し、印象派やこの現代曲は、空間を表現しているなあと思ってしまいます。リズム性が強い

か弱いかの違いはあるかと思いますが、音の動きも止まっていわけでもなく、動いているのです

が、このファーゲルルンドの曲も時間より空間を感じる。そう思いませんか。 

ネットの配信で見つけたのは、「bilibili」という中国のユーチューブのようなサイトです。ギターソロ

は、フィンランドのギタリスト、イスモ・エスケリネンというギタリスト、指揮もオケも、おそらくフィンラ

ンドのメンバーでしょう。ただ、残念ながら最初の約 10 分間ぐらいしか聴けません。でも十分にこ

の曲の魅力は伝わってきます。 

 

Ismo Eskelinen finnish guitarist Sebastian Fagerlund- Guitar Concerto 'Transit' 

https://www.bilibili.com/video/BV16C4y1b71K?from=search&seid=167092218357403048 

 

 

ネットの画像 

 

  

https://www.bilibili.com/video/BV16C4y1b71K?from=search&seid=167092218357403048


2021.03.20 ギターと管弦楽のための「タブラス」 （A.R.ピポー） リスト番号 52 

 

「歌と踊り」で知っているピポーの協奏曲。ライナーノートに描かれているように（300 選参照）、チ

ューバ、トロンボーン、トランペット等の金管楽器も参戦して、ギター協奏曲を作り上げるという曲

です。これらの金管楽器にも負けないぞう！という強い意志で演奏しないとギタリストは埋もれて

しまうのでは、と考えながら演奏すると力んで音楽にならないかも。大変なのはむしろ指揮者かな。

曲を構成するための音量バランスを考えるのは指揮者の務め。かといってこの曲は、トランペット

もガンガン鳴らしています。録音ではそれもできると思いますがライブではどうなのだろう。ギター

にアンプ・スピーカをつけて頑張らせるのか・・・ 

そういうことが気になること自体が、ギターを前に進めるのを阻んでいる、と、以前、ギター・ドリー

ムのカルド―ソのインタヴュー記事を読んだような。ギターの音は思っているほど弱くない！そう、

日本は小さな国と思い込んでいるのと同じことかな。4 楽章が流れていますが、イエペスもラズゲ

アードをガンガン鳴らして対抗しています。 

 

 

Tablas para guitarra y orquesta - 1. Canto libre、2.Scherzando、3. Elegía、4. Molto vivace 

https://www.youtube.com/watch?v=WKk80cGLVd4 

https://www.youtube.com/watch?v=wEhu0-fkGvk 

https://www.youtube.com/watch?v=eadeBiafL_4 

https://www.youtube.com/watch?v=SYU3Fko8FQY 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WKk80cGLVd4
https://www.youtube.com/watch?v=wEhu0-fkGvk
https://www.youtube.com/watch?v=eadeBiafL_4
https://www.youtube.com/watch?v=SYU3Fko8FQY


2021.03.21 ギターとバンドネオンのための協奏曲「リエージュ」（A.ピアソラ）NO66 

 

ピアソラのギター協奏曲です。バンドネオンとピアソラ色満載の協奏曲です。ネットで検索すると、

さすがピアソラ、結構多く出てきますね。このピアソラの独特のメロディというか節回しというか、ど

こから来るのでしょうか。付点のついた音型が並んでガラガラガラと崩れ落ちる感覚は、独特です。

この形で曲を作ると、どんな曲でもピアソラの曲になってしまうような。ということは、ピアソラ以外

の曲も、この独特のリズムと崩れ落ちる音型を取り入れると、ピアソラ風〇〇になるっていうこと

かも。 

それにしても、ヤマンドゥの人気はすごいですね。このギター協奏曲のサイト紹介で最高の 380

万回再生で、「いいね」も 3.7 万です！！ 

Piazzolla, Guitarra, Bandoneón y Orquesta de Cuerdas 

Richard Galliano – Bandoneón  

Yamandu Costa- Guitarra 

https://www.youtube.com/watch?v=Un9sXWWuChU 

 

アルメニア生まれの女性ギタリスト Lilit Mardiyan の演奏はこちらから。 

https://www.youtube.com/watch?v=dbGilHzNOxM 

 

バックが、マンドリンオーケストラ版もなかなかです。個人的には、マンドリンはちと苦手ですが。 

Orkester Mandolina Ljubljana 

Primož Kranjc - accordion 

Valna Ožbolt - guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=r5z4Q-AWW8o 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Un9sXWWuChU
https://www.youtube.com/watch?v=dbGilHzNOxM
https://www.youtube.com/watch?v=r5z4Q-AWW8o


2021.03.22 ギター協奏曲（ロバート・ビーザー） NO213 

 

アメリカの作曲家ビーザーのギター協奏曲。CD で聴いていた時は、なんと騒々しい協奏曲かと

思って聴いていましたが、今回、「vimeo」という動画サイトの映像を見ながら聴いていると、いや

あなかなか、いいかもと思い返しました。確かに導入部の激しさは映像で見てもおっ！と思いま

すが、より客観的に聴くことができそうです。 

いやあ、この「vimeo」というは配信サイト、高品質の配信をうたっているだけとても映像きれいで

すし、音質も良好ですね。クラシック系の音楽は、この「vimeo」での配信が増えてきそうな気がし

ます。 

・・・どうでもいいことですが、配信映像で、足台代わりに透明のアクリル板の支持器使っているの

を初めて見ました。 

「VIMEO」：クリエイター向け動画共有サイト。「video」と「me」の意味と、「movie」という言葉のアナ

グラムである。 本社をアメリカ合衆国のニューヨークにおく。 

 

Beaser: Guitar Concerto：Eliot Fisk, guitar 

https://vimeo.com/99766112 

 

 

     ユーチューブ画像（vimeo） 

  

https://vimeo.com/99766112


2021.03.23 ギターとオーケストラのためのポップ協奏曲（A.P.デ・リティス） NO291 

 

昨日紹介しました「vimeo」をみていると、ビーザーの協奏曲を弾いていた同じギタリスト・エリオッ

ト・フィスクによるアンソニー・ポール・デ・リティスによるギター協奏曲が UP されていました。 

リティスによる協奏曲は、「ギター協奏曲 300 選」にも掲載がなく、新たに発見？できた 291 番目

の協奏曲になります。ということで、順番とは違いますが、ここで掲載させてもらいます。 

協奏曲のタイトルにある「ポップ」、下の解説にあるように、ポップスやロックの名曲をギター協奏

曲に組み込んだもの。これは受けるでしょう！ギタリストのフィックスもノリノリで弾いています。 

 

【ネット情報】 

アンソニー・ポール・デ・リティスは作曲家で、ボストンにあるノースイースタン大学音楽学部部長で

あり教授を務めています。注目は洋楽をギター協奏曲にアレンジした「ポップ・コンチェルト」。Seal

に、アラニス・モリセット、U2、マイケル・ジャクソンの楽曲を、クラシック・ギター界では知らぬもの

はいないヴィルトゥオーゾである巨匠エリオット・フィスクがオーケストラと共に軽やかに躍動しなが

ら演奏しています。4 作品ともメロディを活かしながらテクニックも音楽性も多彩さを極めています。 

 

De Ritis: Pop Concerto for Guitar and Orchestra 

https://vimeo.com/99766111 

  

https://vimeo.com/99766111


2021.03.24 シエンフゴスの協奏曲（ロレンソ・パロモ） NO272 

 

スペインの作曲家パロモのギター協奏曲。ギター4 台による演奏で、ペペ・ロメロギター四重奏団

がノリのいい演奏を聴かせてくれます。1 楽章「夜、千の幻想の湖」では 4 台のギターにハープが

絡む静寂な雰囲気から、だんだんと緊張感が高まり、そうですね、ちょっとストラヴィンスキー的な

土着と現代風な感じを混ぜたそんな印象の曲で、スペイン色もしっかり入っています。スペインの

第一人者というだけあって、とっても明快なギター協奏曲です。 

ちなみに、「シエンフゴス」とは、キューバの中央部南岸にある都市のことです。この都市は、世界

遺産にもなっている都市歴史地区があり、「南の真珠」の異名をとっています。「シエンフエーゴス」

は言葉どおりに訳すと「百の火」という意味だそうです。 

ネットでは、残念ながら 3 楽章「2 つの海辺」のみしか聴けませんが。 

 

Concierto de Cienfuegos - 3. Las dos orillas, by Lorenzo Palomo 

https://www.youtube.com/watch?v=Quc3lYvQ6_I 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Quc3lYvQ6_I


2021.03.25 アンダルシア夜想曲（ロレンソ・パロモ） NO55 

 

「ギター協奏曲 300 選」で紹介しましたが、1 楽章は日本の越後獅子の節回しでとても懐かしい

感じがする協奏曲です。この曲についてネットで聴けるサイトを探してみると、1 楽章のみ見つか

りました。これも CD のジャケットが映像にでてきて曲が流れるという CD の曲がそのまま聴ける

もので、ライブ演奏を流しているものとは異なります。このパターンの場合は、基本は、CD の紹

介のようなもので、許可を得てないと全曲掲載することはできないのかも。まあ、ライブ版ももちろ

ん許可を得ないといけないかと。ということで、1 楽章のみですがお楽しみください。そしてよけれ

ば、CD 購入、あるいは、NML（有料サイト）への登録をということでしょう。 

 

Nocturnos de Andalucía: I. Brindis a la noche 

Christoph Denoth:guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=CQL58iN--GQ 

 

 

 

 

この「アンダルシア夜想曲」のネットでの掲載を探していた時に見つけたのが、「フルゴレス（輝

き）」という、ギターとヴァイオリンのための協奏曲です。これは、292 番目の協奏曲になります

ね。 

"Fulgores" de Lorenzo Palomo 

Ana Valderrama (violin)、Rafael Aguirre (guitar) 

Jesús López Cobos (conductor)、Orquesta sinfónica de Castilla y León 

https://www.youtube.com/watch?v=_CSMnaBlQKM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQL58iN--GQ
https://www.youtube.com/watch?v=_CSMnaBlQKM


2021.03.26 ギター協奏曲「Harp of Nerves」（H.バリントン） リスト番号 270 

 

アメリカの女性作曲家ヒラリー・バリントンのギター協奏曲です。ユーチューブで聴くことができる

コンチェルトの演奏者は、韓国のギタリスト Jiji さん。わたくしめは、孫ちゃんからジージと言われ

ていますが、・・・。韓国のギタリストは、朴キョヒさんを知っているぐらいですので彼女で二人目。

結構、韓国のギター会との付き合は、日本では活発に行われているらしいのですが、あまり情報

が入ってきませんね。話によると、かなり韓国のギターレベルは高いそうです。 

バリントンのギター協奏曲は、結構大規模なオーケストラをバックにしたもので、映像でもいろい

ろな打楽器が登場してきます。ただ、曲自体は、派手なものというより結構地味かな。 

 

Harp of Nerves (guitar concerto by Hilary Purrington)  

https://www.youtube.com/watch?v=NeNIG4HS58Y 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NeNIG4HS58Y


2021.03.27 ギターと管弦楽のためのカプリチオ NO1（L.パラダ） NO299 

 

またまた、思い違いをしておりました。下に紹介しているユーチューブに UP されているギター協

奏曲を、「ユーチューブで聴くギター協奏曲」のファイルでは「コンチェルト・マジコ」として紹介して

いましたが、実はこれは、また別のコンチェルト「ギターと管弦楽のためのカプリチオ第 1 番」でし

た。失礼しました。（「ユーチューブで聴くギター協奏曲」のファイルは、後日修正します） 

やたらと長いアドレスで、タイトルの掲載もないサイトなので気になって調べなおすと、すっきりし

たアドレスのサイトが現れ、そこには、タイトルとして「カプリチオ第 1 番」とのこと、「コンチェルトマ

ジコ」は 3 楽章なのに、この曲は 7 楽章まであってと、全くの別物でした。 

ということで、この曲は新規登録！ということで、299 番目です。あと 1 曲で、実質的に 300 選に

なります！！ 

ユーチューブの登録方法については何も知らないのですが、このように元の映像を引っ張ってく

ることもできるのだと知りました。 

 

タイトルなし画像 

https://www.youtube.com/watch?v=B4hBPevVxwY&list=PLdjVzVo0TH92sc_Qxr85npTifhJl4q8e

O 

 

Leonardo Balada, Caprichos nº1 para guitarra y orquesta (fragmentos) 

https://www.youtube.com/watch?v=B4hBPevVxwY 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B4hBPevVxwY&list=PLdjVzVo0TH92sc_Qxr85npTifhJl4q8eO
https://www.youtube.com/watch?v=B4hBPevVxwY&list=PLdjVzVo0TH92sc_Qxr85npTifhJl4q8eO
https://www.youtube.com/watch?v=B4hBPevVxwY


2021.03.28 レバント協奏曲（東方の協奏曲）（マヌエル・パラウ）NO107 

 

イエペスの演奏によるバレンシアで活躍した作曲家パラウのギター協奏曲。レコードのライナーノ

ートによれば、タイトルのレバント（東方）とは、スペインの東ということで、イスラム圏のことであろ

うと書かれている。 

それにしても、イエペスの演奏は安定しているというか安心して聴けますね。時々、甘い響きの音

が奏でられますが、セゴビアトーンのように感情を押し付けてくるような感じはなく、いわゆるクー

ルです。3 楽章の躍動感もまた捨てがたいです。時々聴いておきたい 1 曲です。 

 

Narciso Yepes - Concierto Levantino (Manuel Palau) 1°mvt.、2° et 3° mvt. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-Jl-pMiuHs 

https://www.youtube.com/watch?v=2cNpY4HrPTk 

 

 

 

 

2021.03.29 クラシックギター協奏曲ホ短調（ブレット・ヴァフォン） NO180 

 

カナダの作曲家・ギタリストのヴァフォンのギター協奏曲で、結構、古典的な雰囲気もありカッコい

いのですが、このユーチューブ配信版では、ギターではなくチェンバロのような楽器に聴こえます。 

ところで、チェンバロとギターは同じ撥弦楽器なので、音色は比較的似ているところがあります。と

いうことで、バッハのチェンバロ協奏曲や、イタリア協奏曲のギター譜はあり、演奏しているのは

よく聴きますが、逆に、ギター曲ををチェンバロで弾いているのは聴いたことがない。ギター譜は、

単純すぎて弾く気にならないのかな。 

 

Classical Guitar Concerto in E minor (complete) by B Vachon 

https://www.youtube.com/watch?v=y5PvyHFw9UM 

  

 

 

 

ユーチューブの画像 

https://www.youtube.com/watch?v=7-Jl-pMiuHs
https://www.youtube.com/watch?v=2cNpY4HrPTk
https://www.youtube.com/watch?v=y5PvyHFw9UM


2021.03.30 ギター協奏曲（カルロス・パバン） NO203 

 

アルゼンチン生まれのギタリスト・作曲家のパバン。ユーチューブで検索すると、結構彼自身によ

るギター曲解説のようなサイトが UP されています。 

このギター協奏曲は、本人のソロと仲間たち？による 2 楽章のみですが UP されていました。 

ただ、この曲は、1 楽章のなんというか土着的な雰囲気が聴きどころかなと思いますので、是非、

NML か CD でお聴きください。 

 

Concertino for Guitar & Chamber Ensemble by Carlos Pavan：2nd. movement 

https://www.youtube.com/watch?v=J0LCW1umrHA 

 

 

2021.03.31 ギター協奏曲「北の帆船」（林光） NO118 

 

日本の代表的作曲家、林光によるギター協奏曲「北の帆船」です。林光の曲でさえ、ユーチュー

ブでは、谷辺さんが演奏した観客席からのビデオ撮影によるものしか UP されていません。正直、

林光の作品を聴くには音質的にもかなり厳しいですね。また、画像もぼやーとしか映っていない

ので谷辺さんかどうかも確認しずらい。著作権の問題なのでしょう。それにしても、この状況では、

日本の音楽というのは、到底浸透していかないでしょうね。残念ながら。 

鈴木大介氏が弾いている CD で聴きなおすと、本当に素晴らしいギター協奏曲だということがわ

かります。 

 

「Norhern Sail」１st、3rd. ｍov．by Hikaru Hayashi 

https://www.youtube.com/watch?v=tcPls71T2Tk 

https://www.youtube.com/watch?v=cZLdrmIKGEg 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J0LCW1umrHA
https://www.youtube.com/watch?v=tcPls71T2Tk
https://www.youtube.com/watch?v=cZLdrmIKGEg


2021.04.01 ギター協奏曲（マヤ・バディアン） NO210 

 

さすがに、このマヤ・バディアンのギター協奏曲は、ユーチューブでも UP されていないだろうと思

い探してみると、ありました！ それも全曲！ 

いいですねえ、この素朴ななんというか土着的なリズムと旋律。南米の作曲家かと思っていまし

たが、こちらもなんとルーマニア生まれのカナダ人 作曲家、音楽学

者、教授だそうで、1945 年生まれだそうです！ギターを演奏している

のは、マリア・リビア.S.マルコスというブラジルの女性ギタリストです。 

予想外の出会いで、今日は、ちょっと興奮気味です。 

 

GUITAR CONCERTO by Maya Badian 

Gitar: Maria Livia Sao Marcos 

[1] Moto perpetuo (4:33);  

[2] Aria (5:13);  

[3] Marcia e Toccata (5:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=rsTr_S2_B4Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsTr_S2_B4Q


2021.04.02 五大の協奏曲（M.バッツイチェニー） NO134 

 

パスシーズニーは、ポーランドの都市ザモシチ生まれのギタリストです。武満徹へのオマージュと

して書かれたこの「五大の協奏曲」なかなかですが、ついに 300 曲目のギター協奏曲が見つかり

ました。彼が 2018 年に作曲した「ギターと弦楽オーケストラのための協奏曲」です。こちらは、ポ

ーランドの現代音楽・映画音楽の作曲家ヴォイチェフ・キラールへのオマージュの作品です。こち

らもなかなかです！！ 

 

Marek PASIECZNY 五大 GO-DAI Concerto 

 | Toru TAKEMITSU: In Memoriam 

https://www.youtube.com/watch?v=HpiGZgvakFg 

 

 

ギターと弦楽オーケストラのための協奏曲（2018）（ヴォイチェフキラーへのオマージュ） 

マレク・パスシーズニー作曲 

I.ノクターン：アンダンテコンモト 

II。オスティナート（詩篇）：アダージョ–アレグロモデラート–アダージョ 

III。Toccare：Vivace Ardentemente 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxfh7Sd19CI&t=298s 

 

【ネット情報】自動翻訳による 

ポーランドのシレジアの作曲家ヴォイチェフキラーを偲んでのオマージュ。ショスタコーヴィチとエ
ルガーの物語に触発されて、私は「夜想曲–アンダンテコンモト」と題された夜想曲から新しい協
奏曲を始めました。 

第 1 楽章の作曲素材も 1997 年のヴォイチェフ・キラールのピアノ協奏曲に触発されました。弦楽
オーケストラの長い音に支えられた水平方向の倍音構造の使用を借りました。これは、ギターソ
ロパート（キラーの場合はピアノソロパート）のアルペジオテクニックとペアになっています。 

2 番目の楽章（最初の楽章からのアタッカ）は「オスティナート（詩篇）：アダージョ–アレグロモデラ
ート–アダージョ」と題されています。宗教的で、合唱のようでさえ、詩篇の形で繰り返されるテー
マを持つオスティナートのキャラクターを持っています。信仰とカトリックは、WojciechKilar の人生
と仕事において非常に重要な要素でした。 
3 番目のムーブメントは、別のミニマリストであるアメリカの作曲家ジョン・アダムスに触発されまし
た。彼のヴァイオリン協奏曲の第 3 楽章は、この楽章の形とエネルギーについての考えを私に与
えました。「Toccare：Vivace Ardentemente」と題された私の協奏曲のフィナーレは、トッカータ（イ
タリア語：toccare –ヒットする）の形式です。ヴォイチェフ・キラールがマスターとして有名だったミ

ニマリストスタイルの、ソリストとオーケストラの間の一種の音楽の決闘です。 

https://www.youtube.com/watch?v=HpiGZgvakFg
https://www.youtube.com/watch?v=Rxfh7Sd19CI&t=298s


2021.04.03 ギター協奏曲「みちのく」（畑中雄大） NO133 

 

東日本大震災からの復興を願って作曲された畑中雄大の「みちのく」。テーマの影響もあるので

しょう、いくつかユーチューブでも UP されています。代表的なのは、「Xposé Guitar Ensemble」と

いうシンガポール大学のギター部を中心に結成されたギターアンサンブルによるもの。もう一つ

は、新堀ギターアンサンブルのもの。どちらも甲乙つけがたしです。 

 

Xposé Guitar Ensemble "Michinoku" Guitar Concerto 

Composer: 畑中雄大 Yuudai Hatanaka 

Conductor: 寺田和之 Kazuyuki Terada 

Soloist: Jonathan Chiang 

https://www.youtube.com/watch?v=fx6n-qASjF4 

https://www.youtube.com/watch?v=uhhldCD_P_A 

 

 

 

新堀ギターアンサンブル ＜NE＞ギターコンチェルト「みちのく」/ 畑中雄大 

https://www.youtube.com/watch?v=aL0FcqtxjIk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fx6n-qASjF4
https://www.youtube.com/watch?v=uhhldCD_P_A
https://www.youtube.com/watch?v=aL0FcqtxjIk


2021.04.04 ギター協奏曲（キンモ・ハコラ） NO7 

 

フィンランドの作曲家キンモ・ハコラによるギター協奏曲。CD を聴いている時には意識していませ

んでしたが、ユーチューブでは、特殊奏法？ラズゲアードのかき鳴らし的な技法を使って大胆に

演奏している映像が見ることができます。ただ全曲 38 分のうちの 7 分間のみですが。 

 

Guitar Concerto by Kimmo Hakola (Rouvali & Korhonen) 

Santtu-Matias Rouvali, conductor 

Timo Korhonen, guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=hWTEAJiWzZ4 

 

 
ユーチューブの画像 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hWTEAJiWzZ4


2021.04.05 ギター協奏曲イ短調 OP７２（Ｓ．パカリッセ） リスト番号 28 

 

バカリッセのギター協奏曲は、私も知っていたぐらいなので、ユーチューブにあるわあるわ。イエ

ペスの 10 弦ギターで演奏した白黒の歴史的な演奏ものをはじめ、次から次に出てきます。特に、

2 楽章のロマンスは、誰でもどこかで聴いたことがある名曲的な存在なので、その UP 数も多そう

です。改めて、しっかり聴き込むと、やはりいいですね。それこそバッロク時代の宮廷音楽のよう

な華麗さと、ロマンスに代表するような心を揺さぶるメロディー。名曲かと。 

 

Salvador Bacarisse (1898-1963) : Concertino for guitar and orchestra (1952) 

Guitariste : Manuel Cubedo 

Dir : Rafael Ferrerr 

1- Allegro (8.04) 

2- Romanza. Andante (5.32) 

3- Scherzo. Allegretto (2.00) 

4- Rondo. Allegro ben misurato (5.22) 

https://www.youtube.com/watch?v=hmgsNwYphoE 

 

Concertino op. 72 , Narciso Yepes (10-string guitar), Odón Alonso (conductor) 

https://www.youtube.com/watch?v=iAe0gL_hP-k 

 

Salvador Bacarisse - Romanza for guitar and orchestra 

II Romanza, Andante molto cantabile 

Guitar：Marcos Victora-Wagner 

Conductor：Gabriel Delgado Morán 

Orchestra：Orquestra de la Universidad de Granada 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrdyhx-nA_g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmgsNwYphoE
https://www.youtube.com/watch?v=iAe0gL_hP-k
https://www.youtube.com/watch?v=Yrdyhx-nA_g


2021.04.06 ギター協奏曲 （N.パガニーニ） NO306 

 

曲は、私も弾いていた有名なパガニーニのソナタの協奏曲版です。全曲を通してパガニーニその

ものといった感じですが、格調の高い 1 楽章、有名で哀愁のこもった 2 楽章、変奏曲形式でギタ

ーのテクニックの見せ場でもある 3 楽章。それぞれ、ソロのイメージをそのまま残して、オーケスト

ラによる面白みをふんだんに取り入れた曲となっています。この曲は、編曲物とするか悩みました

が、ギター独奏曲でもあり、「ギターとヴァイオリンのためのギターソナタ」が原曲なので通し番号

の協奏曲としました。ちなみに、パガニーニのことはの詳細は触れませんが、ギターとの関係で面

白い？情報がウキペディアに。それは、「パガニーニは、1800 年から 1805 年にかけて表立った活

動をやめ、ギターの作品を数多く作曲している。これは、フィレンツェの女性ギター奏者を愛人とし

ていたためといわれている」ということだそうです。 

 

Guitar Concerto（based on Grand Sonata for guitar & violin） 

Niccolo Paganini/Stephen Goss 

Artyom Dervoed & Mikhail Pletnev（ギター） 

Russian National Orchestra 

Mikhail Pletnev（指揮） 

 

Paganini/Goss Guitar Concerto | Russian National Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=oSea36g1-2k 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oSea36g1-2k


2021.04.07 ギター協奏曲（ハンス・ハウク） NO202 

 

ハンス・ハウクのギター協奏曲は、ネットで掲載されているのは、CD リリース用の映像のみのよう

です。本当は、このようにただで見れる・聴けるのは一部で、ちゃんと聴くのならお金払ってねとい

うことかと思います。ただ、この前、CD ショップの店長さんが言ってました「演奏者への CD 売り上

げ印税は、ほんのわずかだ。日本のギタリストで印税でやっていけるのは福田進一さんぐらいじ

ゃないの」ということでした。CD は、演奏会へ来てもらうための宣伝ツールのようなものだそうで

す。コロナ過の中、本当に演奏者の方々は大変かと。 

 

【ユーチューブ配信】 CD リリース用の映像です 

Hans Haug Concertino per chitarra 

Soloist: Marisa Minder | Guitar (made by Gernot Wagner) 

Conductor: Alexander Zemtsov 

la piccola orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=MEqmQgMv5wA 

 

 

     ユーチューブ画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MEqmQgMv5wA


2021.04.08 ギター協奏曲（ヨーゼフ・ハイドン） NO181 

 

ハイドンのギター協奏曲。元はチェロ協奏曲などの編曲物である。バッハよりは、力をぬけて聴け

るし、ヴィヴァルディほどやんちゃ感はなく、かといってヘンデルのような気どりはなくでもちょっと

高貴な感じがする、どれも、そんなハイドンの雰囲気たっぷりである。 

 

【ユーチューブ配信】 

チェロ協奏曲のギター版 

Joseph Haydn Concerto for Guitar and Orchestra in C Major HobVIIb/1 

https://www.youtube.com/watch?v=CtbuPAj4_-0 

 

Milan Zelenka - Haydn: Concerto for Guitar and String Orchestra in D Major 

https://www.youtube.com/watch?v=mBt4z3YV__k 

 

ラゴヤ・プレスティによる歴史的名演奏はこちら 

Haydn: Concerto for 2 lire organizzate No.2 in G, H.VIIh No.2 

Alexandre Lagoya · Ida Presti （guitar）· 

Kurt Redel (指揮) 

Pro Arte Chamber Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=OtIaghBVHqw 

 

ユーチューブ画像 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CtbuPAj4_-0
https://www.youtube.com/watch?v=mBt4z3YV__k
https://www.youtube.com/watch?v=OtIaghBVHqw


2021.04.09 ギター協奏曲「二人のクリストファーのために」 

（エルマー・バーンスタイン） NO90 

 

クリストファー・パークニングのために書きおろしたというギター協

奏曲。映画音楽を多数作曲した E.バーンスタインの曲らしく臨場

感あふれる曲です。 

ユーチューブで、全曲配信していサイトもありますが、観客席から

の録画で音質はイマイチ。椅子をギイギイ言わせる音も拾ってし

まっています。ただ、画像は揺らすことなくしっかりとっています。 

 

Concerto for Two Christopher's - Elmer Bernstein 

Fred Benedetti（soloist:guitar） 

https://www.youtube.com/watch?v=GXF3CDR84Tc 

 

曲を贈られた当事者のパークニングの演奏で 2 楽章が聴けるサイト 

Concerto for Guitar & Orchestra for Two Christophers II. Reflections 

Christopher Parkening（guitar） 

https://www.youtube.com/watch?v=g4Yo1T-lzeA 

 

良い音質で、魅力的な 3 楽章が聴けるサイト h 

Concerto for Guitar & Orchestra for Two Christophers Ⅲ．Celebration 

Max Brenner（guitar） 

Dr. Noreen Green（conductor） 

https://www.youtube.com/watch?v=eWn9eXHVQp0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXF3CDR84Tc
https://www.youtube.com/watch?v=g4Yo1T-lzeA
https://www.youtube.com/watch?v=eWn9eXHVQp0


2021.04.10 ギターとジャズオーケストラのための協奏曲（ポール・ハート） NO163 

ジャズギターとオーケストラのための協奏曲（カトリーナ） NO318  

 

残念ながら、ポール・ハートのギター協奏曲はネットで聴けるものは見つかりませんでした。 

代わりにと言っては何ですが、「ジャズギターとオーケストラのための協奏曲」という曲がユーチュ

ーブにありましたので掲載します。ジム・ホールのようななかなかしっとりしたギターですので、イ

ングウエイのエレキギター協奏曲（NO200）よりはずっとなじめるかも。 

さて、この協奏曲も登録するとなると、318 番目のギター協奏曲ということになります。作曲者の

「Katrina」？というのは不明です。今後要調査対象ですね。 

 

Concerto for Jazz Guitar and Orchestra: Katrina 

Arkansas Symphony Orchestra 

Ted Ludwig, Guitar 

Philip Mann, Conductor 

https://www.youtube.com/watch?v=dgrSIwwDxpQ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dgrSIwwDxpQ


2021.04.11 ギター協奏曲（レノックス・バークリー） NO10 

 

ヴィラ・ロボスのギター協奏曲の二楽章のテーマをモチーフにしたような感じの 1 楽章から始まる

ジュリアンブリームのために書かれた協奏曲は、やはりどこかイギリスの気品というか牧歌的な

雰囲気というか、そんな感じを思い起こさせながら流れていくきれいな曲です。 

 

Lennox Berkeley - Guitar Concerto, Op. 88 

I. Andantino - Allegretto - Meno vivo - Un poco meno vivo  

II. Lento - Tranquillo 

III. Allegro con brio - Un poco meno vivo - Lento - Allegro moderato - Tempo I 

Craig Ogden, Guitar 

Northern Sinfonia 

Richard Hickox, Conductor 

https://www.youtube.com/watch?v=FrFH8yH8MMk 

 

 

Lennox Berkeley Guitar Concert - Part 1 – Andantino 

Chitarra: Marco Vinicio Carnicelli 

Direttore: Nicola Giuliani 

https://www.youtube.com/watch?v=swdxnU2DTyI 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FrFH8yH8MMk
https://www.youtube.com/watch?v=swdxnU2DTyI


2021.04.12 古風な協奏曲（リチャード・ハーヴェイ） NO59 

 

「ギター協奏曲 300 選」の解説でも触れていましたように、この協奏曲は、あらゆる協奏曲の中で

も、つまりギター協奏曲だけでなく協奏曲全体の中でも、親しみやすくかつ崇高で美しい協奏曲

であるような気がします。まあ、多くのジャンルの協奏曲を聴いているわけではないのですが。 

一体何がそう思わせているのだろう。音楽としてのギターの響きがあるかも。このギター協奏曲

は、ギターのために作られたというよりは、音楽を作り上げて行く中で自然にギターが取り上げら

れた、そんな感じだ。この音楽は、ギターでなければ生きてこない。そんな感じです。 

幸い、ジョンのギターで全曲ユーチューブで聴くことができます。この音楽にじっくり浸ってくださ

い。 

 

 

Richard Harvey (b. 1953) : Concerto Antico for guitar and orchestra (1995) 

I. Alborada 

II. Contredanse 

III. Cantilena 

IV. Forlana 

V. Lavolta 

John Williams (guitar) 

the London Symphony Orchestra conducted by Paul Daniel. 

https://www.youtube.com/watch?v=EPczHw5UwuE 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EPczHw5UwuE


2021.04.13 ギター協奏曲（ウルリク・ノイマン）NO208 

 

「別れのプレリュード」で有名なノイマンのギター協奏曲。セルシェルの演奏で聴けます。 

ノルドグレン、野田暉行のギター協奏曲は、残念ながらネットでは聴けないのでパスしています。 

 

Guitar Concerto (arr. K. Andersson) 

Artist(Guitar): Göran Söllscher 

Conductor: Jan Risberg 

Orchestra: Sonanza Chamber Orchestra 

Composer: Ulrik Neumann 

Arr.Composer: Kjell Andersson 

https://www.youtube.com/watch?v=C8Rl3HO9EYM 

 

ついでと言っては何ですが、ノイマンの曲で、pitch pipe（調子笛）のためのコンチェルトとして、ギ

ターと調子笛のコンチェルトというのがアップされていますので紹介しておきます。 

Konsert för stämpipa (Concerto for pitch pipe) 

https://www.youtube.com/watch?v=eisojcMGzOo 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C8Rl3HO9EYM
https://www.youtube.com/watch?v=eisojcMGzOo


2021.04.14 ギター協奏曲「アンダルシアの幻想」（ブライアン・ノーズル） NO73 

 

イギリスの作曲家ブライアン・ノーズルのギター協奏曲です。 

とても勇ましくカッコいい 1 楽章は、ユーチューブで聴くことが

できます。演奏するのはオーストラリアのギタリスト、クレイ

グ・オルデンです。 

 

Visiones de Andalucia: I. Allegro con brio 

Artist(Guitar): Craig Ogden 

Conductor: David Angus 

Orchestra: Opera North 

Composer: Brian Knowles 

https://www.youtube.com/watch?v=WSxyFuerlXg 

 

ちなみに、音楽配信サイト「Spotify」に登録すると、ノーズルのギター協奏曲をはじめ、この CD に

入っている全曲が聴けます。とりあえず、無料登録（期間限定、お試し？）でサイトに入って聴い

ています。 

【Spotify は、スウェーデンの企業スポティファイ・テクノロジーによって運営されている音楽ストリ

ーミングサービス。2021 年現在、2 億 3,200 万人のユーザーを抱えており、音楽配信サービスと

しては世界最大手である。】 

 

ユーチューブの画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WSxyFuerlXg


2021.04.15 ギター協奏曲（ハダメス・ニャタリィ） NO17,41,42,43,316 

 

ニャタリィのギター協奏曲、番号付きが 1 番から 4 番まで、それ以外に、ピアノとエレキギターの

ための協奏曲というのもあります。さすがニャタリィ、多くの画像・録音がユーチューブに UP され

ています。残念ながら第 2 番は見つけることができませんでしたが、第 4 番は、若きヤマンドゥに

よる演奏も聴くことができます。さらに、1 番は、レイズのギター、ピアノとエレキギターはニャタリィ

本人のピアノ演奏で聴けます。歴史的名盤ばかり！！ 

 

Concerto No 1 para violão e orquestra - Radamés Gnattali 

Solista: Dilermando Reis 

https://www.youtube.com/watch?v=ya85hBZndyA&t=532s 

 

Concerto de Copacabana (Radamés Gnatalli) para violão e orquestra NO3 

Alvaro Henrique: violão, guitar 

https://www.youtube.com/watch?v=XN4mn1z76Sg 

 

Yamandu - Concerto à Brasileira - Radamés Gnatalli NO4 

https://www.youtube.com/watch?v=QJa7VkBUgMo 

 

Concerto Carioca  No. 1 for Piano, Electric Guitar and Orchestra (1964) 

Pianist : Radamés Gnattali 

Guitarist : José Menezes 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmqExRwYFE 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ya85hBZndyA&t=532s
https://www.youtube.com/watch?v=XN4mn1z76Sg
https://www.youtube.com/watch?v=QJa7VkBUgMo
https://www.youtube.com/watch?v=QAmqExRwYFE


2021.04.16 ギター協奏曲「グリビッツエ」OP175（ゲラルド・ドロゾ） NO254 

コンチェルト・ラプソディ OP80 （ゲラルド・ドロゾ）  NO128 

 

ポーランドのギタリスト兼作曲家のギター協奏曲を 2 曲ご紹介です。ラプソディは、ギター四重奏

のための協奏曲です。 

 

ギター協奏曲「グリビッツエ」OP175（ゲラルド・ドロゾ） NO254 

【ユーチューブ配信】 

Gerard Drozd - Concierto de Gliwice, Op.175 performed by Goran Krivokapić 

Goran Krivokapić, gitara, solista/guitar, soloist 

AUKSO Chamber Orchestra of the City of Tychy 

Marek Moś, dyrygent/conductor 

https://www.youtube.com/watch?v=Stdp9I3QpKc 

 

 

 

コンチェルト・ラプソディ OP80 （ゲラルド・ドロゾ）  NO128 

GuitArt Quartet plays Concerto Rapsodico op. 80 by Gerard Drozd （演奏時間 19 分） 

1. Allegro ma non troppo 

2. Lento e semplice 

3. Allegretto deciso 

(guitar)GuitArt Quartet  

Lublin Philharmonic Orchestra 

(conducted by) Piotr Wijatkowski. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1BTlgJDDws 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Stdp9I3QpKc
https://www.youtube.com/watch?v=u1BTlgJDDws


2021.04.17 フラメンコ協奏曲（M.トローバ） NO105 

 

今日からしばらくは、トローバのギター協奏曲が続きます。今、分かっているだけで８曲あります。

まあ、ドメニコーニの 16 曲、ブローウェルの 15 曲まではいかないでしょうが。 

トップバッターは、フラメンコ協奏曲です。演奏者は、サビーカス。彼は、スペイン・パンプローナ出

身のフラメンコギター奏者で、フラメンコギター界空前絶後の技巧派と称されています。ロマの血を

引いているそうで本物？のフラメンコが味わえる名盤がユーチューブに UP されています。 

また、映像と一緒に味わえるのは、ペペ・ロメロの演奏しているものもあります。 

 

【ユーチューブ配信】 

Concierto En Flamenco For Guitar And Orchestra Moreno Torroba Sabicas 演奏時間 40 分 

https://www.youtube.com/watch?v=oRqFSaRcL90 

 

Torroba/Sabicas :Concierto en Flamenco, part 1 

Pepe Romero(Guitar) 

Orquesta Filarmonica de Malaga 

Angel Romero（conductor） 

https://www.youtube.com/watch?v=DpUKonzMhV4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRqFSaRcL90
https://www.youtube.com/watch?v=DpUKonzMhV4


2021.04.18 ギターとオーケストラのためのソナチネ（M.トローバ） NO319 

 

さっそく 2 曲目で、新たに登録第 319 番目のギター協奏曲が見つかりました。トローバの独奏曲

の代表作「ソナチネ」のオーケストラ伴奏バージョンです。ギターを演奏しているのはロシアの名

手イリーナ・クリコバです。 

 

Sonatina for Guitar & Orchestra by Moreno Torroba 演奏時間 10 分 

Irina Kulikova(Guitar) 

The State Symphony Orchestra "New Russia" 

Guest conductor: Cesario Costa 

https://www.youtube.com/watch?v=_LaW2wf5tdo 

 

 

 

 

 

 

 

2021.04.19 ギターと管弦楽のための対話（Ｍ．トローバ） NO106 

 

トローバの 3 曲目のギター協奏曲です。CD のライナーノートにも、『ハープやチェレスタを用いた、

星のきらめきのような響きも追求されています』というように、本当に美しいギター協奏曲です。ユ

ーチューブでも、その音の品質は保たれているようで、聴いていて心地いですね。 

 

Torroba : Dialogos pour guitare et orchestre 演奏時間 26 分 

Pepe Romero(Guitar)  

https://www.youtube.com/watch?v=U8w525lcWUU 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_LaW2wf5tdo
https://www.youtube.com/watch?v=U8w525lcWUU


2021.04.20 カスティリャ協奏曲（M.トローバ） リスト番号 37 

 

トローバ、4 曲目のギターコンチェルトは、「カスティリャ協奏曲」です。彼の独奏曲に「カスティリャ

組曲」ありますが、それとは別物です。トローバのオーケストレーションは、本当にいいですね。 

ユーチューブで見つけたのは、Beatrix Kapolcsi という若き女性の演奏しているもの。彼女につい

ては、情報がありません。また、歴史的な演奏としては、レナータ・タラゴによる演奏も聴けます。

ちなみに彼女は、カタロニアのギタリストで、ロドリゴのアランフェス協奏曲を録音した最初の女性

ギタリストだそうです。 

 

Concierto de Castilla - di Beatrix Kapolcsi 演奏時間 22 分 

https://www.youtube.com/watch?v=rfXP4p2IBlc 

 

 

 

 

Torroba / Renata Tarragó, 1962: Concierto De Castilla For Guitar And Orchestra １，２，３ 

Renata Tarragó (1927 - 2005)：Guitar 

Jesús Arámbarri (1902-1960) ：指揮 

the Orquestra de Conciertos de Madrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=7tAb2EAsB9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=yLSBaSWM7Fs 

https://www.youtube.com/watch?v=3dwLA7f187Y 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rfXP4p2IBlc
https://www.youtube.com/watch?v=7tAb2EAsB9Y
https://www.youtube.com/watch?v=yLSBaSWM7Fs
https://www.youtube.com/watch?v=3dwLA7f187Y


2021.04.21 セギディリアへの賛歌 （M.トローバ） NO35 

 

トローバの 5 曲目の協奏曲は、「セギディリアへの賛歌」です。セギディリアとは、恐らく、多くの地

域のバリエーションを持つ 2 人のための速いトリプルタイムの古いカスティーリャの民謡とダンス形

式のことだと思われます。ユーチューブでは、イエペスの演奏で全曲聴けます。 

 

Homenaje a la Seguidilla (Moreno Torroba) 演奏時間 27 分 

Narciso Yepes (Guitar) 

Orchestre Philharmonique d'Espagne 

direction Rafaël Frübeck  

https://www.youtube.com/watch?v=cDleWGzDrpo 

 

 

 

 

2021.04.22 イベリア協奏曲（M.トローバ） NO192 

 

まだまだ続きますトローバのギター協奏曲。6 曲目は、「イベリア協奏曲」。 

この協奏曲は、4 台のギターのための協奏曲だと思うのですが、「3 台のギターのため」という説

明があったり、ギタリスト 6 人で「6 台のギターのための」的な感じでやっているのもあり、本当の

ところはちょっと怪しいですが、このユーチューブ版では、ロメロ一家 4 人の CD ジャケットもある

ので、「4 台のギター」でいいかと。 

 

Concierto Ibérico (Moreno Torroba) 

Celedonio, Celin, Pepe et Angel Romero.（ギター） 

Academy St-Martin-in-the-Fields（オーケストラ） 

Neville Marriner（指揮） 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4dacjUmUy4 

 

     ユーチューブ画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cDleWGzDrpo
https://www.youtube.com/watch?v=Z4dacjUmUy4


2021.04.23 トナーダ協奏曲（M.トローバ） NO36 

 

7 曲目のトローバのギター協奏曲は、「トナーダ協奏曲」。トナーダとは、「カウボーイが単独で歌う

仕事歌」ということで、ミロンガと同系統の音楽ということでしょうか。南米では、牧畜をしながら移

動する民を「ガウチョ」と呼んでいるそうですが、北米のカウボーイのように牛飼いを仕事としてい

る人とはまた違うのかも。 

ユーチューブでは、残念ながら 3 楽章のみ見つけることができませんでした。全曲聴きたい人は、

CD をお買い上げくださいということでしょう。 

 

Tonada concertante:  

Artist: Pepe Romero 

Conductor: Manuel Coves 

Orchestra: Orquesta de Extremadura 

I. Andante – Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=VxufH57Qlnk 

II. Andante 

https://www.youtube.com/watch?v=RqG1xAWCK6Q 

IV. Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=WGRjNSGobqw 

ユーチューブ画像 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VxufH57Qlnk
https://www.youtube.com/watch?v=RqG1xAWCK6Q
https://www.youtube.com/watch?v=WGRjNSGobqw


2021.04.24 2 つのギターと管弦楽のための 3 つの夜想曲（M.トローバ） NO121 

 

さて、いよいよラスト前の 8 曲目のトローバのコンチェルト、「2 つのギターと管弦楽のための 3 つ

の夜想曲」です。 

時代劇にも出てきそうなのどかな田舎のシーンに使われそうな 1 楽章。「Hogueras」とは「焚き火」

だそうですが、2 楽章のタイトル「影」と、3 楽章の「Brujas (Witches)」の「魔女」。スペインの魔女と

いうと中世の魔女裁判を思い出しますが、曲はいたって明るい感じです。 

 

Torroba: Tres Nocturnos 

Mikko Ikäheimo & Rody van Gemert - guitars 

Aholansaari Sinfonietta, Jyri Nissila – conductor 

 I. Hogueras (Bonfires) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_tMZHgXdVk 

 II. Sombras (Shadows) 

https://www.youtube.com/watch?v=prrQK-JnaBM 

 III. Brujas (Witches) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnSIIyN_Ndk 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_tMZHgXdVk
https://www.youtube.com/watch?v=prrQK-JnaBM
https://www.youtube.com/watch?v=vnSIIyN_Ndk


2021.04.25 ２つのギターのための協奏曲「マドリードの門」（Ｍ.トローバ） NO127  

 

さて、今日で最後のトローバのギター協奏曲。7 つのマドリードの門にちなんだ短い曲が連なった

協奏曲です。ギターは、2 台。ユーチューブでは、スペイン北西部に位置するカスティーリャの県

都サラマンカで 1998 年に結成された「+Que2 Guitar Duo」による演奏で、全曲聴くことができます。

「+Que2 Guitar Duo」は、フェルナンド・コラスとオーランド・ヘチャヴァリアによって結成たギターデ

ュオです。各楽章とも 2 分程度の短い楽章です。 

 

Las puertas de Madrid (version for 2 guitars and orchestra) 

Conductor: Jorge Ledezma Bradley 

Ensemble: +Que2 Guitar Duo 

Orchestra: Orquesta del Conservatorio Profesional de Musica de Salamanca 

I. Puerta del Angel 

https://www.youtube.com/watch?v=ykoKJZ-ilGA 

 II. Puerta de Hierro 

https://www.youtube.com/watch?v=PwfsrhwYUv8 

 III. Puerta de Alcala 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-pZABIw2o 

 IV. Puerta de San Vicente 

https://www.youtube.com/watch?v=elUk1ScWALU 

 V. Puerta de Toledo 

https://www.youtube.com/watch?v=8DoGIUjpCmw 

 VI. Puerta de Moros 

https://www.youtube.com/watch?v=mVNYE8ffHlQ  

VII. Puerta Cerrada 

https://www.youtube.com/watch?v=GBBsh3ioXno 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ykoKJZ-ilGA
https://www.youtube.com/watch?v=PwfsrhwYUv8
https://www.youtube.com/watch?v=kR-pZABIw2o
https://www.youtube.com/watch?v=elUk1ScWALU
https://www.youtube.com/watch?v=8DoGIUjpCmw
https://www.youtube.com/watch?v=mVNYE8ffHlQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBBsh3ioXno


2021.04.26 ギターとヴァイオリンのための協奏曲（ジョゼッペ・トレッリ） NO284 

 

コレルリ、アルビノーニと同時代で活躍したトレッリのギターとヴァイオリンのための協奏曲です。 

いやあ、バロック時代の曲というのは、本当に癒されます。素直に、音楽を聴くぞという気合を必

要とせず、すうっと心に入ってきます。ただ、同じような曲がどこかにもあったような気がするとい

うのは時代のせいでしょうか。トレッリらしさというのがどこにあるのかは、すみません勉強不足で

よくわかりません。 

 

Torelli –  

Concerto in A Major for Guitar, Violin & Continuo 

Allegro / Adagio / Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=iMbTmvT0cgE 

 

 

 

2021.04.27 ギター協奏曲「リチェルカーレ 第 6 番」（ジョアン・トリゴス）NO315 

 

メキシコの作曲家トリゴスのギター協奏曲。この曲は、ごく最近見つけた協奏曲です。トリゴスは、

文学的および土語的な音楽の伝統を抽象化し、オリジナルの素材の抽象化と操作に基づいて作

曲している・・なんとかかんとかで、かなり哲学的な背景を持った作曲家のようです。曲もそのよう

な感じで・・・ユーチューブでは、16 分程度の曲ですが、二つのパートに分けて掲載されていま

す。 

 

Trigos: Guitar Concerto "Ricercare VI" 

Jay Sorce(guitar) 

part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=gemH8U907y4 

part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=WVwmOtL0sUE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMbTmvT0cgE
https://www.youtube.com/watch?v=gemH8U907y4
https://www.youtube.com/watch?v=WVwmOtL0sUE


2021.04.28 ギター協奏曲第 2 番「スペイン」（J.トリゴス）NO108 

 

トリゴスの 2 曲目のギター協奏曲です。第 2 番ということですが、第 1 番を見つけきっていません。

タイトルは「スペイン」。原題は、「ヒスパーノ」いわゆるヒスパニックということで、スペイン語、スペ

イン文化、スペイン人等、スペイン全般を指すということですが、昨日の「リチェルカーレ」よりは、

親しみやすかもしれません。ですが、それでも、哲学的な曲を作るトリゴスの作品、ちょっとした気

合はいるでしょう。 

ユーチューブで、トリゴス本人の指揮による演奏が聴けますが、一部（全曲 35 分のうち 9 分程度）

のみで、途中で、ぶちっと切れますのでご了解のほどを。ちなみに、ソリストのギターは、中央で

なく、舞台袖、ハープの隣で弾いているので、ギター協奏曲というものの、ギターを加えたオーケ

ストラ作品ということかもしれません。 

 

Juan Trigos' 

Concierto Hispano (2007) 

Dieter Hennings（guitar） 

Juan Trigos （Premier Conducted） 

Eastman School Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zux0sQ3lEI 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Zux0sQ3lEI


2021.04.29 地中海協奏曲 OP67（カルロ・ドメニコーニ） NO57 

 

さて、今日から、分かっているだけでも 16 曲のギター協奏曲を作曲しているカルロ・ドメニコーニ

の作品紹介に入ります。と、気合を入れてみたものの、ユーチューブで聴くことができるのは、彼

のギター協奏曲では代表作になるのかと思われる「地中海協奏曲 OP67」の第 1 楽章だけ。ま

あ、NML でも、聴けるのはこの協奏曲全曲と、あと同じ CD に収録されている 1 曲「舞曲（オユン）

OP９７のみです。ちなみに、「舞曲」は以前はユーチューで聴けたのですが、今は、サイトは残っ

ていますが聴けるのは彼の代表作ギターソロ曲の「コユンババ」に置き換わってしまったようで

す。CD でもなかなか聴くことができない彼のギター協奏曲、どうすれば聴けるのでしょう！ 

 

 

Concerto mediterraneo, Op. 67: I. Allegro moderato 

Ensemble: Amadeus Guitar Duo 

Conductor: Marc Piollet 

Orchestra: Staatskapelle Halle 

https://www.youtube.com/watch?v=339JZf8-xJI 

 

ユーチューブの画像 

  

https://www.youtube.com/watch?v=339JZf8-xJI


2021.04.30 二重協奏曲（スティブン・ドッジソン） NO159 

 

4 月最後のギター協奏曲は、ドッジソンの「二重協奏曲」です。ただ、ハープシコードとギターの掛

け合いの曲です。イギリス、ロンドン生まれのドッジソンは、生前はブリテンと並ぶほどの知名度

があったものの、死後、急速に忘れられてしまった作曲家だったそうです。ただ、なんとジョン・ウ

ィリアムズの師であり、ギター作品も数多く作曲されているそうです。ユーチューブでは、ジョンの

ギターで聴くことができます。 

 

Duo Concertante Dodgson 

John Williams(ギター) 

Rafael Puyana(ハープシコード) 

https://www.youtube.com/watch?v=8YboomEF10w 

 

 

 

ドッジソンのギター協奏曲は、次の 2 曲もあります。 

 

NO 136 

Concertino for Two Guitars 

Vickers-Bovey Guitar Duo 

https://www.youtube.com/watch?v=pGVCqATPTlE 

 

 

 

 

 

 

Concerto No. 1 for Guitar and Orchestra 

John Williams（ギター） 

Allegro commodo [06.40] 

 Lento [06.17] 

 Molto vivace [06.12] 

https://www.youtube.com/watch?v=KpoI4nF26-8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YboomEF10w
https://www.youtube.com/watch?v=pGVCqATPTlE
https://www.youtube.com/watch?v=KpoI4nF26-8

