
連符？？！！わから～ん！！ 

いつのまにか NO18 までたどり

着いたが、第 3 部だけでも NO45

まであるので、まだ半分にも達し

ていない。しかし、今、練習曲と

いう分野に少し目覚めて、楽譜棚

から探してくると、あるはある

は・・・・。ソルはもちろん、コ

スト、タレガ、アグアド、・・。楽

譜だけ買って、ほとんど弾いてい

ない。積んどくの本より始末に悪

いかも。改めて、ページめくって

弾いてみると、その理由がわかっ

た。「コスト 25 のエチュード」「タ

レガ 35 のエチュード」、どれも高

度なレベルで弾きこなせないのだ。

解説にも、上級者向けと書いてあ

る。ちなみに、とても弾けそうに

ない難曲が、普通に楽器屋や書店

で売っているのはなんなのだろう。

市販して儲かるほど売れるのか。

そんなにハイレベルでギター弾い

ている人が、ここ福岡にいるのか。

本屋の七不思議の一つではないか。 

 

さて、今回の NO18。んんんん！

大っ嫌いな連符が出てきた。それ

も、3 連符などと生易しいものでな

く 6 連符。まあ、3 連符の倍なので、

感覚は 3 連符の倍弾きで対応する

ということになるが、ただ、この

連符のリズムイメージが取れない。

音符の長さは、最初の 8 分音符の

2/3 か？わからん！それと、これは、

2 分音符の 6 連符なので、4 分音符

に換算すると 3 連符ということに

なる。それならわかる、なぜそう

書かないのか？それは、このアル

ペジオの形になるのかも。高音弦

32123 のアルペジオでなく 32132

の変形パターンであり、3 連符で書

くとこの流れがでなくなるのだろ

う。頭ではわかる。さて、弾き始

める前に、楽譜を見て、リズムイ

メージをとるが、いやあだめです

ねえ。弱起部分がなければまだイ

メージは入れそうだが、どうして

も、冒頭の 8 分音符との違いを見

出そうとする。あきません。でも、

弾いてみると、それとなく感覚と

しては分かる。特に難しいことは

ない、そんな曲である。弾いてみ

ると、なんと哀愁に満ちた曲なの

だということも、わかる。 

最初の「シミ、・・」アルペジオ、

そして次の「シシ、・・」アルペジ

オ。この違いを弾き分ける。最初

の出だしは、「シ」から「ミ」へと

上昇し、ストンと落とすふんわり

感がいい。しかし次の「シ」「シ」

と同音が繰り返されるので、何か

粘りつくというか、だめ押しされ

ているというか、強調的な導入で

ある。そして、アルペジオも冒頭

の 1 個目と 2 個目のアルペジオが

逆転し（Em,B7,Em が、B7,Em,B7

のコード進行になっている）、曲を

盛り上げ、②で、目まぐるしくコ

ードが変わっていくのにあわせク

レッシェンドする。その高みの C

音から始まる Am7、Dm7 の心地よ

い違和感のコード進行がおわり、G

コードで締める。 

そして、③ではまた、同音の粘

りから始まる導入に続きアルペジ

オ、そして今度は、「ミ」「レ」と

下降音による導入とアルペジオで

全体の流れを鎮める。この鎮魂の

ような静けさは何とも言えない。

そこから、また復活するように④

の 1 小節目での上昇スケールで、

最初のパッセージに戻り、静かに

終わりを迎える。いやあ、なんと

哀愁に満ちた、「静」を感じる曲な

のでしょう。そういえば、マーラ

ーのシンフォニー弟 5 番のあの有

名なアダージョ。カラヤンだった

かな、この曲を、「静けさを表現し

た音楽だ」と評したが、音を出す

ことによって「静か」を表現する、

この矛盾に見えるが、全く矛盾し

ない音楽表現はすごいと思うが、

この NO18 も、同様な感じがする。 

 

さて、冒頭で書いた練習曲につ

いて、このカルカッシがひと段落

ついたら（NO45 まで？）、次は、

コストの練習曲に挑戦してみたい

と思う。ほとんど、ギターをガン

ガン弾いていた昔（学生時代）に、

全く向き合っていなかったコスト、

あるいはカルリ。最近、ラテン系

のギター曲にはまると同時に、彼

らの時代の曲にもはまりつつある。 

それは、最近、少しづつではあ

るが、コスト、カルリなどの 1770

年代後半に生まれた人たちの曲の

「お作法」が分かりかけたからか

もしれない。あと、メルツ、カー

ノもいるこの時代。ともかく、こ

の時代は、表現が、気分丸出し的

に、純情で、素朴で、明るい曲作

りで成り立っている。この「古典

派」の朴訥さを嫌って、この後、

斜に構えた「印象派」の連中が出

てくるのだが、年取ったせいか、

この朴訥さに惹かれる今日この頃

である。一方、ラテン系にはまる

のは、もっと「生」を感じたいか

らかも。これも、年の性か。（続く） 
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ギターレター from yakateru(練習曲編 第 15号) 
練習曲には、昔、何を練習するかというと、練習というとメカニック的なことに限っていたような気がする。これは、体育

系の「基礎練習」からきているのだろう。たしかに、「基礎練習」は、無機質なスケール、アルペジオ等の練習なのだろう
が、「練習」となると、いかに曲として作り上げていくための「練習」もあるだろうし、そのための曲の解釈をするという「練
習」もあるだろう。「練習曲集」というと、「基礎練習」と思い込んでいたことを反省する今日この頃です！！！ 

カルカッシ教則本より 第 3部 NO18 



今後のギターコンサート  

 ATO ギタートリオ（松下隆二、加藤優太）（12 月 23 日）甘カラ館（福岡 唐人町） 

 佐銀 ウェンズディ・コンサート（塩見大二郎）（1 月 20 日）佐銀本館（佐賀） 

 壇遥＋池田慎司 ギターコンサート（1 月 23 日）（瀬高） 

 パブロマルケス ギターコンサート（1 月 29 日）（福岡） 

 福田進一 還暦コンサート（2 月 26 日）（福岡 あいれふ） 



■ F. カ ル ッ リ Ferdinando 

Carulli(1770 ナポリ生まれ～

1847 パリ没) 

ナポリでギターを修得した

後,1808年にパリに出て活動を始

めたが,その非凡な才能は瞬く問

に脚光を浴び,演奏家・作曲家・

教授と,すべての面で名声を高め

るに至った。またギター製作家,

フランソヮ・ラコートとも親交が

あり,ギターの性能改善にも大き

な貢献を成した。非常な多作家で

あったため,400 曲以上の作品が

残されているが,中でもギター二

重奏曲は今でもコンサート・プロ

グラムに載り,演奏される機会が

多い。 

■F.ソル Fernando Sor(1778 バ

ルセロナ生まれ～1839 パリ没) 

音楽愛好家であった父の影響を

受け,幼くしてすでに非凡な才能

を見せていた。その才能はモンセ

ラートの修道院に預けられ,一流

の音楽教育を受けたことで大き

く開花した。19 歳のとき,バルセ

ロナで最初のオペラが上演され,

以後オペラ,バレエを主とした作

曲活動を始める。1813 年パリに

出てからは,当時ギターの人気が

高かったこともあり,本格的にギ

ターの演奏,作曲活動を始め,瞬く

問にギタリストとしての名声を

高めた。またギター製作家とも親

しく交わり,彼のアドバイスを受

けたルイス・パノルモ及びラコー

トは名工として名を成した。ソル

の作品はソナタ,変奏曲,二重奏曲,

メヌエット集,エチュード集とど

れをとっても名作揃いで,古典ギ

ター曲の最高峰として今なお盛

んに演奏されている。 

■ M. ジュリアーニ  Mauro 

Giuliani(1781 バルレッタ生まれ

～1829 ナポリ没) 

幼少よりヴァイオリンやギター

に親しんでいたが,やがてギター

に専念するようになり,メキメキ

と実力をつけていった。20 歳に

なる頃にはイタリアで彼の右に

出る者がないほどのヴィルトゥ

オーゾに成長を遂げた。1800 年

よりヨーロッパ演奏旅行に旅立

ち,パリなど各地を経た後,ウィー

ンに長く留まることになる。ウィ

ーンでは多くの貴族や大作曲家

のハイドン,ベー卜-ヴェンをはじ

めとする多くの音楽家と交友を

持ち,第一級の演奏家として成功

をおさめた。彼の作品は,ソナタ,

序曲,ギターを含むアンサンブル

曲,歌曲,ギター協奏曲と多岐にわ

たるが,いずれの作品も華やかな

テクニックを駆使しており,作者

自身の卓越したヴィルトゥオー

ゾぶりが表われている。 

■D.アグアド Dionisio Aguado 

(1784 マドリッド生まれ～1849

同地没) 

マドリッドにおいてバシリオ神

父にギターを学び,やがて実力を

つけたアグアドは練習曲集及ぴ

ギター教本を出版し,教育家とし

ても高い評価を得るようになっ

た.1825年にパリに出て活動を始

めた際,ソルとの出会いがあり,友

情を深めることになる。ソル作曲

の有名な二重奏曲 (二人の友

Op.41)はアグアドと弾くために

作曲され,第 2 ギターの下にはア

グアドの名が言記されている。

1838年故郷マドリッドに戻り,教

育家として尊敬されながら終止

を過ごした。 

■ M. カ ル カ ッ シ  Matteo 

Carcassi(1792フィレンツェ生ま

れ～1853 パリ没) 

フィレンッェで幼少よりギター

を習い、10 代の後半にはすでに

名の知れた弾き手に成長してい

た。ドイツなど国外の演奏でさら

に名声が高まると,パリに拠点を

移し,パリ‐ロンドン問を何度も

行き来する多忙な演奏活動を繰

古典派ギター作曲家名鑑 



り返すようになった。その後もヨ

ーロッパ主要都市を何度も訪問

し,演奏会を開いていることを見

ると,当時相当に人気の高いギタ

リストであったことが分かる。ま

た彼の名を不滅なものにしたの

は,初歩者用の「カルカッシ教則

本」,及び中・上級者用の「25 の

練習曲」の出版で,この 2 冊はギ

ターのバイエルとして全世界の

ギター練習生に,今でも広く活用

されている。 

■N.コスト Napo|eon Coste 

(1800 フランス・ドーブ県生まれ

～1883 バリ没) 

軍人の家庭に生まれたが,11 歳の

時に重病にかかり長い療養生活

を送ったため進路を変え,ギター

愛好家であった母親の影響を受

けてギタリストの道を歩み始め

た。そして 18 歳頃にはすでに教

授,演奏家としての実力を備えて

いた。その後当時多くのギタリス

トが集うパリに出て,そこでカル

ッリ,ソル,アグアド,カルカッシ

などの名ギタリスト連と知り合

ったが,中でもソルに心酔しその

教えを受けた。コストは 7 弦ギタ

ーも使用したので,7 弦用のギタ

ー曲も残っている。 

 

■J.K.メルツ Johann Kaspar 

Merz(1806 プレスブルグ生まれ

～1856 ウィーン没) 

メルッの家庭は裕福でなかった

ため,独学でギターとフルートを

学び,20 歳からはその両方で教授

をしながらさらに研鑚を積む。

1840 年ウイーンに出て演奏会を

開いたが,その卓越した演奏は高

い評価を得,ウィーン宮廷ギタリ

ストに迎えられ,恵まれた生活を

手にした。1846 年以後は持病の

神経痛に悩まされ,回復後に開い

た演奏会は成功したものの,オー

ストリアの暴動やハンガリーの

革命に会って貧困に喘ぐなど,波

瀾に富んだ生涯を送った。またメ

ルツは 10 弦ギターを使用したこ

とでも知られる。 

■A.カーノ Antonio Cano 

(1811 ムルシア生まれ～1897 マ

ドリッド没) 

外科医の息子として生まれたた

め,外科の勉強と平行して好きな

音楽の勉強も続ける。ギターはア

グアドの教本を使って勉強した

が,その後マドリッドに出てから

本格的な勉強を始める。外科医の

資格を得た後,故郷に帰り数年間

を医者としての生活を送った

が,1847年再びマドリッドに行っ

た際,アグアドよりギタリストに

なることを強く勧められ,その道

に進むことを決心する。それから

はスペイン,フランス,ポルトガル

の各都市での演奏を成功さ

せ,1858年スペイン宮廷付きギタ

リストになる。1874 年からは国

立ろうあ学校の教授となり終生

これを続けた。 

■C.ヘンツェ Carl Henze 

(1872 ベルリン生まれ～1946 ポ

ツダム没) 

ベルリンでギターを修得したヘ

ンツェは,主にマンドリン合奏団

に係わって活動の場を持った。

1891～1896 年ファザーノの著名

なマンドリン六重奏団と共に,ド

イツ,ベルギー,オランダ,フラン

ス,イギリス,スイス各地で演奏。

1896 年にはベルリンに移住

し,150 人のメンバーを擁するマ

ンドリンとリュート合奏団を結

成。また 1900 年に生まれた息子

ブルーノには熱心にギターの指

導をし,後にブルーノは演奏,指揮,

作曲,教授で活躍する音楽家とな

った。 

 


