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ギターレター（名曲紹介編） from yakateru
「ギター名曲 100 選」といわれて、さて、あなたは何曲ぐらい知っていると言えますか？ 半分？ いや、8 割 OK？
再度、復活の運びとなりました「ギターレター」。これまで、ギター演奏編、ギターCD 紹介編、カルカッシ練習曲編を書
いてきましたが、今回は、「ギター名曲編」です。知られざる？未知？のギター音楽の世界へようこそ。

本日紹介する曲：
ギター曲、作曲家を知らないなあ！
これを書く切っ掛けになったの
が、朝川博著の「まるごと 1 冊クラ
シック・ギターの本 ギター音楽
リスナーズ・バイブル」の第 2 章ギ
ター名曲 100 選を読み、ここで紹
介されているギター名曲 100 選の
うち、なんと、知っている曲が 3 割
程度に留まったことです。
いやあ、これは、結構ショックで
した。小学生の時からギター弾き
始め、それなりにギターについて
は知っていると思い込んでいた私
にとって、試験で落第点（60 点以
下？）どころか、30 点しか取れな
かったのですから。
しかし、それには原因も。
この知らない 70 曲のほとんどが、
私が、ギターから遠ざかっていた
社会人時代である 1970 年代から
1990 年代の作曲されたものだった
ため、学生時代に知った曲を持っ
て、ギター曲を知っていると思い
込んでいたという証だったのです。
逆から見れば、この 1970 年代か
らが、大きくギター史が動き、作ら
れていった時代だったということ
です。セゴビア、イエペスなどのギ
ター界の巨匠が活躍したことに触
発され、多くのギター曲が作曲さ
れたということなのでしょう。
ということで、恐らく、これを読
まれている方々も同様に、この激
動の時代をスルーして、
「禁じられ
た遊び」の学生時代から、一足飛び
にこの現代社会にワープしてこら
れた方が多いのではと思い、筆？
を取った次第です。

さて、別表のギター名曲 100 選
の作曲家、何人ご存知ですか？
まずは、古典の 8 名。ソルとジ
ュリアーニは、もちろんご存知で
すね。ただ、ここに挙げられている
代表曲でいうと、
「グランソロ」と
「魔笛」ぐらいで、あとはあやしい。
カルリについては、初級練習曲で
名前は知っているが、彼の代表曲
「ソナタイ長調 OP21－1」は？？。
ましてや、他のフェランディエレ、
モリーノ、モレッティ、フォッサ、
デアベルリィに至っては何をか言
わん的状況だと思います。ちなみ
に、バッハ、ヘンデル、ダウランド
等は、編曲（例えば、リュート曲の
ギター編曲）としてあとで別枠で
紹介されていますので、ここでは、
純粋にギターのために作曲した作
曲家を対象としています。
つまり、古典の時代の曲でも、私
（達）は、ギター用に編曲された曲
を、ギター曲として楽しんでいる
ということで、本来のギターのた
めに作曲された曲は、あまり見向
きもしなかったということです。
さて、次のロマン派に行ってみ
ましょう。この時代になると、ギタ
ーのためつくった作曲家の曲が主
流になってきますので、結構知っ
ている。というか、私（達）がギタ
ーを弾いていた学生時代に、楽譜
として出版されていた多くの曲が
この時代の曲だということです。
それでも、11 名の作曲家のうち、
レニャーニ、レゴンディ、ビーニャ
ス、アルカスあたりは、怪しい。と
いうか、当時も知らなかった。なお、
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ルビーラは、あの禁じられた遊び
「愛のロマンス」の作曲家として、
最近、判明した話題の？作曲家で
す。まあ、それでも、古典時代と同
様に、作曲家は知っているが、彼ら
の代表作となるとタレガの「アル
ハンブラの思い出」
「アラビア風奇
想曲」
「マリエッタ」ぐらいでない
でしょうか。ギター界のロマン派
の代表的な作曲家である、メルツ、
コストの曲は、ほとんど知らない
のではないでしょうか。コストは、
練習曲ぐらいかな。
いやあ、この古典時代、ロマン時
代を通してわかることは、弾いた
ことがある曲、あるいは、先輩諸氏
が弾いていた曲を知っているだけ
で、その作曲家が作った代表作は、
素人が弾けるような曲でないため、
知らないで来たということなので
しょう。弾くことに興味があり、ギ
ター曲として鑑賞することにはあ
まり興味がなかった。この傾向は
今でも残っており、ギターの演奏
会にいって、知らない曲をやられ
ると、
「今日の演奏会は参考になら
なかった！」という感じで、鑑賞目
的ではなく、自分の演奏の参考に
聴きに行くということにも表れて
います。まあ、これは、私だけのこ
とではないような、アマチュアギ
タリストの多くの人のことに通じ
ているような気がします。
さて、弾いたことも、聴いたこと
もない作曲家が目白押し状態の
近・現代にいきましょう。
ポンセ、バリオス、ビラ・ロボス、
ロドリーゴ、ラウロは、よく知って
いると思います。唯一の日本人で

ある武満徹も名前は知っていると
思います。が、この近・現代の作曲
家 44 名のうちのわずか 6 名。これ
に、テデスコ、トローバ、ディアン
ス、
ヨークを加えても 10 名の約 1/4
程度ですね。マルタン、ニャタリ、
ホセ、モー、なんですか？てな感じ
です。が、彼らの曲のなんと素晴ら
しいこと、弾けないですが・・・
さて、前置きは、この程度にして、
さっそくこのギター名曲 100 選の
知られざる作曲家と代表作を紹介
していきましょう。
紹介するに当たっては、次のよ
うな優先順位を付けてみました。
「曲のわかりやすさ」この 100
選の作曲家の 10 名ぐらいは、いわ
ゆる現代曲で、これは、ちょっとや
そっとでは、わからない（という私
の感覚）ということで、紹介は最後
に回します。最近、やっとヘンツェ
の「冬の王宮の音楽」がわかる？
（楽しめる）ようになってきまし
たが、まだまだ意味不明な状況の
曲が多いことによります。
ただ、それでも、これらの曲をわ
からないなりに聴いていくと、だ
んだんとわかるようになっていく
面白さも一面にあるようで、例え
ば、これは、動物の顔、さらには昆
虫や魚の顔、最初は、みな同じ顔に
見えるのですが、何度も何度も見
ていると、人間と同じように個体
差が見えてくるのですが。まあ、今
もって、蟻の顔をみて一匹一匹の
違いが分かるようにはなっていま
せんし、結構、一杯やりながら食べ
ている、アジやサンマの顔もみん
な同じに見える状況ではあります

が。
「今日のサンマは、なかなかイ
ケメンの顔したサンマだね」なん
てことはないですね。
ということで、慣れていくにし
たがって、違いが分かっていくと
いう人間の理解力の面白さが、こ
こにあります。が、その努力はおい
おいしていくということで。
次に、
「弾きやすさ」
。その曲を知
るために最もいいのは、楽譜を手
に入れて、弾いてみるということ
があります。まあ、現代曲のなかに
は、楽譜自体が読めないものもあ
りますが。また、これら 100 選の
曲の中には、楽譜が手に入らない
ものもいくつかあります。現在、こ
のリストを基に、購入できる楽譜
を片っ端から入手しようとしてい
ますが、この入手困難性にあわせ
て、1 曲当たり 2,000 円程度という
経済的な問題で、これはすこしづ
つしか進んでいません。
さて、朝川博著の「まるごと 1 冊
クラシック・ギターの本 ギター
音楽リスナーズ・バイブル」。第 1
章が、
「ギター音楽の歩み」で、ル
ネサンス時代から、現代までを超
駆け足で紹介しています。
最初にここで、コストはメンデ
ルスゾーンと同時代で、ベートー
ヴェンと同時代のソルよりずっと
後の人なんだ、とか、タレガは、コ
ストのさらにあとのドビッシーと
同時代なのだ、とか。演奏技法でい
えば、古典とロマンは、その演奏方
法に違いがあり、例えば、ギターの
構造の違い等より、古典では、ロー
ポジションで開放弦の響きが重要

視されるのに対し、ロマン派にな
ると、ハイポジションの甘い音色
が曲を構成する重要な要素になる
等・・・（ほんとかな？）
楽譜を見ても、コストの曲とメ
ルツの曲は、楽譜の見てくれが似
ている。同様に、ソルとジュリアー
ニ、アグアドも似ている。というこ
とは、技術、奏法も共通点があると
いうことなのでしょう。ちょっと、
話が固くなってしまいましたね。
第 2 章は、これまで紹介した「名
曲 100 選」で、第 3 章は、
「ギター
名作曲家紹介」ということで、ギタ
ー作曲家と思っていた、例えば、ソ
ルは、まずは、19 歳の時にオペラ
作曲家としてデビューし、バレエ
音楽の名曲をいくつか書いていま
すし、歌曲も多く作っている。そん
な、へええと思えることが山のよ
うに記載されています。
最後におまけで、
「ギター作品リ
スト」というものがついていて、日
本人の作曲家、例えば JAZZ ギタ
リストの渡辺香津美（アストラル・
フレイクス）、坂本龍一（プレリュ
ード）、あの林光やピアニストの高
橋悠治はじめ、多くの日本人が作
曲したギター曲が紹介されていま
すが、とりあえす 100 選にでてく
る 200 曲ぐらいのギター曲を攻略
するのが先でしょう！！
ということで、名曲 100 選に戻
って、
「リスナーズ・バイブル」に
基づいて表を作ってみました。自
分の好みや、演奏経歴、楽譜の所持
等について整理してみました。
ご参考ください
（終わり）

「ギター音楽リスナーズ・バイブル（朝川博）」第 2 章ギター名曲 100 選のギター曲リスト

