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復 刊に 際 して

沢口清美

第二次世界大戦勃発のため昭和16年10月第90号をもつて休刊いたしました 「アルモニ

ア」誌は、その後昭和21年 1月11日に主幹沢口忠左衛門の迦去に迎い、そのま l.今日に

至りました。その間木曽有の大戦争のため、わが国ギター音楽界も極度に疲弊いたしま

したが幸い多数の良識あるギタリストによつて新しい動きが展開され、戦前以上の隆盛

をみるに至りましたことは誠に御同炭に存じます。

殊に今年はセゴピア氏およびマリア ・ルイザ ・アニード女史といった一流油奏家の来

朝が実現されようとしています。 この絶好の機会に 「アルモニア」誌は創刊当時の協力

者であった高橋功氏の御厚、意に依り 、高橋氏を主幹に、斯楽の重鋲小介俊、小西誠一、

中野二郎の諸氏を顧問として復刊 し再出発致すことになりました。

邸稿功氏並びに顧問の諸先生方によつて成る 「アルモニア」は必ず皆様J)御期符に添

い得るものと確信いたします。誌友の皆様におかれましても何卒IU{iIの御支援を賜りま

すよう御劇い申上げ御挨拶といたします。
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アルモニアの復刊！ご寄す ・

小 、 倉 俊（東京）
r 

高橋功君が 「アルモニア」を復刊することは非常に喜ばしい。

故主幹の沢口君がよくも育てて行つナことたんに亡くなられたのであるから残念でたまらな
．かつた。

沢口君は、ギターを往んとうによく愛していたと思う。『読者はひどいものだよ、パンを食

わんとして石を食わされた』等と言ってくるんですよと笑つて居られたのは忘れられない。

裏付のある信念で通したのであれだけの大紐の仕挙を残したのである。

雑誌を出すことは決してた品いものではない。十分の用意と主幹一人でも孤峰を守れなけ

れば節と主張は通せるものではない。
I ` 

高橋君の決意に敬意を表し、沢口氏御家族の喜びをはるかに拝察する。

中 ・野 二 郎（名古屋）

高橋功氏の手によつて愈々アルモニアが復刊されることになったo， このことは多少とも本

邦のギターの麿史を知つている者なれば同氏を措いて他にないことに気付かれるに違ひな

い。本邦の ギター界も漸く曙光を見つ .1.ある時、改めて故沢口氏のアルモニアえの努力の跡

を想わざるを得ない。、私との交友は20余年前アルモニア 5周年記念演奏会以来であるが、・私

ならずとも恐らく全国のギター愛好家は洩れなくアルモニアの恩恵を直接間接に受けている

と言っても言い過ぎではないであろう。

高橋氏は人も知る健策家。 仙台郊外に在つて世界の著名ギタリストと交友があり 、斯界の

状勢に明るきこと亦言うまでもない。斯界も之によつて必ずや新しい息吹きを与えられるに

違いない。一言お祝の言葉まで。
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古賀政男（東京）

復刊おめでとうございます。

アルモ1ニアは私の学生時代の唯，ーのギター研究詰でした。その頃私は燃えるような情熱を

ギターに抱き日夜勉強を怠らなかつたので、何かと思出すことが多く 、アルモニアも私の深

い思出の一つです。

払のクラッツクギターに対する情熱はその頃と変りありません。私はギターを愛するが故

に、ギターを大衆に結びつけることを私の使命と考え、努力して来ました。 ' 

此度アルモニアが復刊されることは、ひろくギター音楽全般のために非常に喜ばしいこと

で今後の活躍を期待し、降盛ど発展を祈つて居ります。

野崎浩一（大阪）

「アルモニア」の復刊に当り在りし日の沢口先生の面影を偲ひてハ万腔の謝意と祝意を捧げ

たい。仙台は本邦ギター音楽のメッカである。利害を度外視したアマチュアーの業設として

沢口先生のなされたギター音楽への献身と貢献は世界的なものであつて、ギターを志す者の

胸に永劫に刻みつけて置かねばなるまい。アルモニアの大精神の中にはギターの孤高性、諜

虞なる音楽、得も云はれぬ芸術境、信仰に似かようアマチュアー精神が油ち溢れて居た。私

がピプリオテーカ・アルモニアを通じて本誌を手に入れ喰ひ入る様に読み耽つたのは十周年

記念号が発刊された昭和十一年頃であった0-

あの不滅のアルモニアの伝統と梢神が、アメリカ文化の進歩と流行の洗礼を受けた時代の

波を蹴つて毅然として再現される様に祈つて止まない。
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私は時々「誰についてギターを勉強しましたか」と 1紺かれます。その時聞く人は多分演奏

上の先生のつもりなのでせうが、 そういう意味での先生は石巻 1•Iiの甘ノ又氏でした。しかし
私にはもつと大きな忍味での先生がもう一人いるのです。それはギター音楽の精神を教えて

下さつた沢口忠左エ門先生です。そして「アルモニア」はその教科魯でした。

私は今どうにか一人立ち出来、ギター道に精進していますが、時ぐ、今でも教科逼がIiし

いと思ふことがあります。今「アルモニア」が復刊されるを聞い・て非常に力強く頓もしく思

います。主策に高橋功氏が任じられることは、まことに人を得たと申すぺきでせう。復刊を

よろこぷと共に、その活躍を期待します。

溝 渕 浩 五 郎 （東京）

「アルモ乞ア」は実に懐しい雑誌だつた。未だ 「アルアンプラの想出」や「アラピア風狂想

曲」などが奏けない初心者の頃から熱心に愛読した当時のことが偲ばれる。．仙台にあつてい

わゆる一党ー派にかた よらぬ立派な雑誌を作つておられた沢口氏の努力、人物、それらが今

日の飛躍した高度のギター界を作る原因の一つであつたことは華実である。それが「戦争＿

「沢口氏の死」によつて中絶されていたことは本当に残念であつた。

今回沢口夫人と高橋功氏との協力に依り同誌再刊の連びとなつた幸は、今日の涵度のギタ

ー界をより ー朴1高めてくれることと心から嬉しく思つている。これからは外国のギタリスト

も来訪するだろう 、新しいレコードもたくさん輸入されることだろう。そして日本のギクー

界もぐんぐん伸びることだろう 。 「アルモニア」の使命ほ益々重大になつて来る。私も微カ

ながら本誌の発展に寄与したい。

こ.1.に沢口、高橋両氏の御健康と「アルモニア」が限りなく発展してゆくことを祈つて祝

辞とする。

阿湖保）；（東京）

ー
加 納 尖（名古屋）

なつかしいアルモニア誌が再出発するとのこと本当にうれしいニュースです。

金もうけにも何もならないギター誌をあれだけ続け得たのは沢口さんなればこそと思y・ヽま
す。ギター’の色々の雑誌を見る度に沢口さんは偉いなあと何時も思います。 し

戦争中何年頃だつたか忘れましたが北海道え行った帰りに沢口さんに御迷ひした＜仙台で

下車してある楽器屋さんで尋ねましたがはつきりわか りませんのでお逢ひすることも出来ず

心を残しながら帰りました。

再出発後も相当の困難がともなふことと考えますが幸た邸橋さんが主箪となって頑張つて

下さるなら乗り］つて行くことが出来ると思います。ギター愛好者の為に是非御発展下さるこ

とを心からお祈りします。

小 林 博（大阪）

昨年の務大阪の近藤恒夫氏と、いろいろとア．）レモニァ誌休刊のことを心措く語つた折とて

今再刊の御報知を承り、特に貴女様の名に於て御通知を頂き深い惑激をうけました。

アルモニアが存在し且つ愛されたのは実に亡き御夫君の床しい人格の故でした、そのお人

柄は誰もが忘れることの出来ないものです。この便りがつく頃は御夫君の）L回忌かとイfじま
す。謹んで在天の御夫君の御冥福を祈る次第です。

再刊協力者並に主箪も期界では第一流の先輩ですから 11~1に劣らぬ降盛と指l1J, }Jを復活する

とと信じます。主箪，謁橋」））氏小介、小西、中野氏の協）JlC.より必ずやア）レモニア精神が復

活するでせう。アルモニアを復刊するからには亡き沢口忠左エドリ先生の名を恥かしめぬもの

であれかしと祈りに祈る も^のであります。
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アルゼンチンのギター界

Guitar in Argentine 

＇小 、貸 俊

by S. {?s¥lra (Tokio) 
．
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アルゼンチン共和国のギタマを蜜くにほ、リカ ル

ド・ムニ弓スも畜かざるを得なかつた新大陸の先住

民朕から始めねばならないが、私は、我々にもっと

直接である記録を参考に、そして先づ大きいすじを

追つて見る＿ことにする。 ． 

有名な航海者フアン • デイアス ・ ｀デ 9 ． ソリーろ
(Juan Dias de Solis)が、プエノズ・ア．イレスの

• あるリオ • デ ・ラ• プラ ータ （河）を発見したとさ
れている。

彼は；この河マ）レ • デウルセ（淡油）く を発見し、
河口の小島に上つた際、土人に殺された (15_16年） 、

のであるが、こ の折、彼の帆船は、長今はないヴィウ

エラ（ギターの前身の楽器）をアルゼンチンヘ運ん

だのであろうとされている。

土着人ば、ヴイウ エラをまねてチヤラン ゴ(Cha-

rango) というギターによく似た四絃のものを作っ

た。
リヨベットのスケッチ したミミタ（アニード）一

この楽器で先住アメリカ人は、・彼等の栄枯盛衰を

歌つたのであるが、彼等の運命を神に祈る深い悲しい歌は、それ等の音楽に特に深い特徴を

与えたものである 。

それから、世紀もたてば、土滸の処女地で西班牙ギタ ーは、野原の雑草のように歌と一緒

に生長して行つた。 ．`． ． ． ・

1816年アルゼンチンは独立を宜言したが、之より約40年間は内乱や独故政治に苦しみなが

ら1853年漸く平静になり憲法を制定共和制となつた。

この間に、 トウリステス (Tristes)、サンパス (Zambas)、ヴイダリータス (Vidalitas)、

ンエリートス (Cielitos)、 ペリ コーネス (Pericones)等の種類の歌や、舞踏音楽が西班牙

風に生れたのである。

十九世紀の中頃、プエノス ・アイレスには、欧洲の大家が何人か来てカルー．リ派は一般化

されていつた。
． ;- . . . 

その後、西班牙の大家ペルナルド ・トロンコーソ lBernardoTroncoso)、 ガスパル ・サ

グレラス (GasparSagreras -Julioの父であ るo)、 カルロス • ガルツーア ・ トルサ (Carlos
Garcia Toiza) 等がきて 、 ＾ アルゼ文チン人フアン • アライス (Juan Alais)と一緒i、ギタ

ー音楽と技術に確実な地盤を作ったのである。

そして、ごれ等の人々に、もう一人盲のヴアスク人のアントニオ ・ヒメーネス ・マンホー

ン (AntonioJimenes Manion)が十一弦のギターで一派をなしたのである。

今世紀のはじめにドミンゴ • プラート (Domingo Prat)が、・フランンスコ ・タ....:・レガ派
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． 
を伝へて、放奏会と教授をはじめ、こりにアルゼンチンのギタラ ・クラーンカの凶金時代の

先駆をなしヤ....。
プラ ート の門下から多くの侵秀なるギタリストが輩出し、オリチナ）レのギター作品は心か

れ、 ギターヘの編曲も作られ毎年毎年研究発表会は続いて行われるようになつた。

大家リヨペート 、セゴピア、プホール、ロプレード、サインス ・デ・ラ・マサ等の亜国の

訪問は度々になるし、楽譜の出版、雑誌の刊行、講演会、著魯、教授所の増加、国立、巾立

音楽学校のギター科の設骰となつてギターは驚くぺき発展をした。

言語学の大家エ ソウテリオ ・ ペー •テ スゴルニア (Elevterio P. Ti沈 ornia)は、 ギター

曲のコレクンヨンで、リガルド • ムニョスは政府の年金研究生として、ア）レゼンチン国産の
村料によるアルゼンチンギターを創成し、1946年に 1939年以来の研究を L.R.A．放送屈か

らこれを発表した。

実に1910年から1940年の30年の進歩は素晴らしい。

プラー トに関係のある当時のギタリズトに、 Carmelo Rizzuti, Leon Gazc6n1 Luis F. 

Benitez, Haydee Fiorini, Benigno Di Martino, Ju.,;to T. Morales, Adolfo Luna, Obdul:o 

Lima, Amilcar Verdier, Irma Haydee Perazzo と IsabelMaria Luisa Anidoが挙げら

れる。

その他に、HilarionLeloup, Juan Pa,;tor, Antonio Sin6poli, Julio S. Sagneras, Mario 

Rodriguez Arenas, Agustin P. Barrios, • Ana Schneider de Cabrera,-f..alita Delfina 

Almiron 等が活動を続けたのである。

現在のアルゼ‘ンチンギター界は、上記の人々の後継者の若人も交えて、はつきり と、世界

ギター分布図の中に、アルゼンチンギター音楽を作りつ Lある。

アルゼンチンのギター音楽は、甘い西班牙の味がする 。郷愁とも云えるものであるが、土

着人との交流では、ラテンアメリカ風と云うものも作ったのである。

アルゼンチンの現代ギター界へ君臨するマリア ・ ルイサ • アニードと篤学のリカルド • ム
ニョス氏の活動は、現代ギター界の大きな支柱の一つであると思われる。

けれども、ギター音楽の出版で、直要な仕幸を沢山したロメロ ・イ・，フエルナンデス社

が消えた華は淋しいが、リコ）レデイ ・アメリカ ーナが、旧刊の引つぎと新刊を次々に刊行し

ているのは喜ばしい。

参考であるが、アメリカ合衆国の手ター誌 ',theGuitar Review" が1949年その第IO号

をア）レゼンチンギター音楽特輯としているし、ア）レゼンチンの....:.般音楽に関するものとして

は、 ArturoC. Schianca著の Historiade la mu.'lica Argentina（中版200頁のもの）が、

ある華を書き添えて府く。

中南来 音楽の粋は

' discos de Crismar 

クリスマールーレコー ド

で鑑買して下さい
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ギター と亜 国の郷 土昔楽 ．（一）
Guitar and folk-song in Argenline 

野崎浩
by K Nozaki (Osak,i) 

近代西班牙のギター音楽はタルレガを誇り得る挙に依つて革命的であった。タルレガのギ

ター奏法の黄金時代がその高弟リヨベット、プホール、或はセゴピアに依つて築かれ、南米

に於ては亜国に帰化したプラトと其の弟子アニー ド、欧州に於てはオ ーストリイのヴアルカ

ー等に依つて継承された。夕）レレガ奏法はギターを完全なる独奏楽器としての合理性に力強

く再現したもので、そのレパ ト，リイにはソルを初め、バッハ、バガニーニ、ポツケリーニ、ッ

ュウベルト、アルベニス、ポンセ、プラト等あらゆる国の作曲家を持つものであり 、南米の

ギター音楽もプラトやアニードを取上げる限りに於ては、西班牙本国のギター音楽と何等の

＇ 差異はない。 アニー ドの奏いた『グラナダ』やヴアルカーの『ホタ ・アラゴネーザ』を聞け

ばタルレガ派の西班牙ギターが恰もカザ）レスのチェロの如＇く国境のない孝が解る。その真面

． 目な気品と演奏態度には一様にリ ヨベットやプホ ールが初彿と• して浮んで来るからである 6
本稿の目的はプラト 、アニード或はンノポーリ 、レ）レー、 サグレラス等の如き夕I!レレガ派

の亜国に於ける活動を安易な文献の抜苓に依つて記述するのではなく 、西班牙のアンダ）レン

アにモ、ントヤー族、バダホース一家の如きフラメンコのギタリストが固有の芸術を誇るが如

く、亜国が枇界に誇るクリオジョのギター音楽と云うものの本質と精神に就いて若干払見を

述ぺて見たい。

此の華はギターに志すものにも、西班牙及びラテン ・アメリカの音楽を眼指す者にも誠に｀

重要な意義を持つ。例えばベートーヴエン、ンヨパン、 リス 、卜をマスターしたピアニス トが

何等の予備知識も概念もなくア）レベニスを奏く場合を想像すれば充分である。

グレゴリアン 、チヤン トやサエータの旋律は何等の指示もされず容赦なく出て来る。ファ

ンタンゴやフラメンコの奇妙なダンサがあるかと思えば、不可思議な神秘に包まれた西洋音

楽の常識にないコプラの旋律が流れる。リズムは千変万化し、テンポの指示はなくてコプラ

と書いてあったり無かつたりする。楽階を一寸見ただけでは良心的なピアニストには手がつ

けられない。ピゼーの『カルメン』的西斑牙は、 アルペニスのサルセーラ『ペピタ • ヒメネ
ス』やフア リアの『三角帽子』の中には見当らなくて、却つてサルセーラに共通するものが

旦本の能狂言の中にあるのは皮肉である。・リストを奏き こなしても、 ドピュッ i/イに歓喜し

ても、そ9の様なゲルマン式常識秩序や或はそれに反抗する自由の名に於て巴里に生れた近代

楽派のオ能だけを以てしては西班牙の音楽の魂を再現する華は至難である。西欧の音楽がそ

の絶えず進歩を眼指す哲学と共に行詰り其の突破口を猿洋の神秘に求めついちる孝は目下来

朝中のヴ イオラ奏者ミ ハエル • マンに依つて述ぺられて居る。彼等が何故に身近なイベリア
半島に之を発見し得ないかに就いては、彼等の呼号する神秘と云う ものが或は東洋風怪奇趣

味と同義語では無かるうかと云う気がする。

ゲルマ ジゃァソグロサクソンと西班牙の芸術に就いて考察すれば両者の間に本質的に絶大

なる差界が生じて居る挙が解る。西班牙音楽の最も璽要な要索は宗教的にはカトリックとサ

ラセン、民族的にはラテン、アラプ、ムーアの全く異質のものの融和統合の中にあり 、之を

最も雄弁に敷世紀に亘り象徴して来たサラ・セン起源の楽器ギターの神秘に満ちた精神にある

と断定し ても過言ではあるまい。ギターは芸術の貴族たる西班牙民族の法悦を諸う最良の伴

5
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侶であり、歴史的考寮に於てもピアノはギターの代弁者として出発した乎がlリj燎である。ギ

ターが謳う西班牙魂の究lリJがあつて初めて、 ピアニス トは‘コープランドやヴイニエスを志す

華がIII米、 ギタリ ス トに就いても1iilじ手が云える。

私は西班牙と雖も政治家や jflj人にはl}il心を片つて居ない。• lJil牛の如き殺伐なゲームにも典

味はない。私がたまらなく心を、はかれるのは冗談好きな、皮肉たつぶりの、敬虔なカトリツ

ク信者で、 言茉をf：んじ、礼儀．,Eしく、威信を尚び、伝統とtl'ti門を誇り 、孤邸の法悦と情熱

を傾到して而も謙成に楽しむ芸術の費族たる西班牙人である 。

名作『ドン ・キホーテ』は西疵牙語を話す民族の血液の中に永久に流れ、我々 の共感を呼

んで止まない。絵両にしてもグレコは永遠の生命を持つて居り 、さながらアクロパットに落

ち行くノイエ • タン ツ派のパレエに対する西班牙舞踊の如き観がある。内面にひそむ精神の

乏しきものは外面を糊塗する挙に懸命であり遂には裸踊りや軽菜に迄発展する。エロテイ i,I

ズムが全裸になる華を意味しない手は我が国の浮世絵が既に雄弁に警告済みである。伝統と

恨閃を破壊するデフォーメーンヨン的モダン ・アートの世界、或はアメリカ文化の要請であ

るとは云え自漬行為を聯想せしめるが如きジャズのソロイストの精力的芸当の連続に依る官

f印 ll戟などが如何に悪徳であるかに就いては云う迄もない。今更ギリンヤ哲学を担ぎ出す迄

もなく真普美の三位一体があらゆる芸術の目指す窮極の境地だと云うオーソドックスの立場

は不変である。

芸術や宗教には進歩と云うものはない。機械文明や物質主義の国に於ては進歩と云う言菓

が煎視される為、音楽の如きもの迄進歩熱に巻込まれると云う奇妙な華が起る。先代の業蹟

を無視したーゼナレーンョンの流行芸術家が進歩の名に於て横行する。 ・之がアメリカであ

り、我々の不幸はアメリカの先進困たるラテン ・アメリカをアメリカ文化を通じて学んだ処

にある。両者の芸術餃の必楳はアングロサクソンと西班牙民族の対照に通じ、之を蚊も単的

に述ぺる為には西班牙ギターに対する評価を学げる孝が一番Ihi白い。

プメリカ人はガツトを取外してステイールに代え、之に金属片をスライドさせたり 、沿気

を応用して在の増大を計り 、●庚に右手の五本指の使用を止めー・個のプレクトラムに託してや

つとギターがアメリカ文化の生命を呼吸し初めたと云う処である。此の進歩は原子爆弾から

水索爆弾への移行であり 、エムバイア ・ステート ・ビルより高いピルを作る孝であり 、罐詰

より便利な食固を考案する華と共の精神に於いては同じである。彼等が今世紀に至つてゼス

チュアよろしく主唱する民主々義、女祁の美徳、或は今や天然記念物と化するに至つた北米

インデイ アンの稀少価値の存在理由を考案するのは本稿の目的ではない。あらゆる芸術が此

の種類の開拓発展途上の進歩の洗礼を受ける処が了メリカである。再び繰返して云う 、芸術

に進歩と云うものはない。芸術と云うものは芸術作品を起脱して居るからである。

• 南米の、亜困のギター音楽に触れる為に以上の如き雑音が必疫である華を私はあらゆる機

会に痛述し舷けて来た。それ程南米の斉楽の伝統や本質は等閑に附されて居り 、アメリカ人

に毛の生えた程度の、挽言すればプエノス アイレスの巷の音楽に皮相なる感似主義から共咀

した程度で、 ラテン • アメリカを征服したかの如く考えて居る楽天家達にとつては、 亜国は

何時迄経つても彼等の思う方向にはなくて何千哩も北の方へ寄つて居る華になる。

何と云つても西班牙ギターの第-::の故郷は南米、特に亜国を措いて他にない。ギターと共

に悔を渡つた西班牙魂が南米の土と太［品に育まれ四百年の歴史を経て全くイペリア半島のも

：のと巽つたアルゼンチン固有の（クリオジョ）の音楽を創迎した華は鵞哭的と云4える。第一

の特徴はアラプ、ムーアを含むラテン系と．、中世の欧州（国境のなかつた頃）の伝統、及び

モノトナスなインカ芸術の名残り がカトリンズムに依つて相互に特性を認め合いつ .1.統合さ

れて居る挙である。第只の著しい特徴はアメリカの官能に珍屯される中米アズテ ッ・クスの怪

奇趣味や、ジヤズのス 中ングに投ずる ニグ ロリズムの見当らない挙である。
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南米の音楽の中で西班牙の影勢を比1咬的強く保持して居る三拍子のヴ 4ダラ、ガト、エス

テイロ、ペリ コン等を主としてプロカやプラト の トラ ソスクリプンヨンに依り 、我が国のア

マチュアーギタリストが好んで癸きこなして米た様に、ギターとアラプのエロテイツズムを

生命としたカルロス ・ガルデルが戦前 （今でもそうであるが）所謂ポルテニャ音楽愛好者の

渇仰の的たり得なかつた手は本稿に於ては触れる必要がない程にその理由は明白である。試

みにガルデルに関する讃美の言策を読んで見ると、11(｛；偉大な歌手、不出世の歌手と蜜いてあ

るだけで、何処が面白いかに就いてはi！ドいてない。それ程ガルデルが気に入って居るならガ

ルデル論のー・つや二つ出て大いに亜国の音楽とガルデルの関連が論議されても良いと思うの

に、レコード屋の宣伝文を一歩も出てないものばかりである。亜国で人気があつて胡像に成

ろうと成るまいと面白くない物を亜国流に褒め讃える必要はない。人気投票の結果や？アソ

レターの数多きに侯つと云うのであれば、流行の言薬で言えば芸術の民主化と云う 北米の思

想で全く戦慄を党える。ガルデルのギターと歌の背景が考察されてないから下ある。あの独

特のガルデルの歌の存在に対する興味が持たれなかつたからである。

アマチュアーギタリストの活動を除けば、亜国の郷土音楽はコロ少ピヤ ●レコードのカル

ロス ・ガルデルに依つて二十年前に我が国に紹介されたと云える。ギターと街のガウチョの

精神が、全ての西班牙系新大陸の人達の胸にぴたりと来た手がガルデルを一世の英雄に祭り

上げた。 若し日亜交換放送の民謡の解税をして居たアナ •エセ •カプレラが廿年前プエノス ・

アイレスの歌をレパートリイに持つて居たら、そして又現在南米随一の名歌手と云われるア

ントニオ ・トルモがギターを手にして街の歌を唄つたとしたら、最早ガルデルは影をひそめ

るかも知れない。其の昔欧州各国にギタ-を手にしてサンバ、ヴイダラ等の亜国の民謡を歌

つて粕限を博したカプレラのレコードは遂に聞く機会に恵まれなかつたが、アントニオ ・ト

ルモを聞いた時、私は直ぐ彼が若し街の歌を歌つたらと思つた。街の歌をレパートリイに持

たぬ手がカントー．ル・ク！、オジョの跨りであり慣科と伝統のクさらしめる処であろう。最近ヴ

オリュームを誇るワグーナ歌手ヘレン・トラウベルがナイ トクラプでジヤズを歌つたと伝え

られて居る。アメリカと異る所以でもあろう。亦孤高の ラテン派を代表するエドアルド ・フ

アルーが仮りにあの至芸を以つて『エル • チョクロ 』 を吟じたら、どんなに索晴らしい孝で

あろうかと想像して見ると一翔よくカルロス ・ガルデルが解る。 『ペサメ•ムーチョ』は与

太`者仲間の女の鼻唄である。純惜な女学生が歌えば親が泣くだけで興醐の挙である。ガルデ

ルの歌い方の真似をする歌手が居ると云う手であるが、ガルデルの精神を体得して自分の歌

の本分を発押する方が良い手は去う迄もなし；。 その為にはギ、ターに精進する以外に方法は

ない。

ギターのガ；；； トと指頭の肉が奏でる没我の音色を胸に感じつ口歌えば喉の筋肉は緊張する

孝なく版の底から自然に声は出て来る。オーケストラの前奏では此の様な感興は朔いて来な

• いし 、 ピア ノの金属音が耳から来ると喉の筋肉が余程注意をして居ないと緊張して生硬な感

じで歌うのが嫌になる。私はヴイダラが好きでチャサレタの『マス・トリステ・ミ • コラ ソ

ン』と云うのが品しいのでピアノを奏いて歌つて見るが、芍入部のアルペヂオがピアノでは

どうしても感じが出て来ない。あのギターのアルペ ヂオをピアノを奏き乍ら想像する幸に依

/ つて初めてヴイダラの人間味豊かな歌が自然に発声出来る。此の様な挙が去えるかどうかに

就いては専問家の意見に譲るとして、発声が母音の多い言薬から来る為か、ギターの音祖：か

ら来るのか、西班牙系音楽の発声は非常に自然である手が特徴である。ピアノの人工的に調

律された音色と鍵盤によつては、西班牙語の歌の情感は湧いて来ない。ギターの音色とギタ

ー独特の自在に指で細工の出来るアルペヂオ、スラー、レガート、スタッカートがどうしても

必要である。楽典の整然たる秩序とピアノで歌われる独逸の発声法は自然性を鉄き、音色は

内にこもつて暗い、発音にも舌と辱を用いて複雑な技術を要するが、独逸浪慢派の歌の而白
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さは同一音色に対するビッチの低さであり、手堅い整然たる払礎の上に築かれた美しさであ

る。斯くなれば喉も多少緊張せざるを得ぬ訳でもあろう。西班牙語の歌の同一音色に対する

ビッチは高い。喉は緊張する手なく自然な発声は腹の底から来て頭に抜けるが如くである。
亜国の郷土音楽の特色はギターが最も通俗に広く用いられて居ると云う挙である。ピアノ

の諸以外は、仲々見当らない孝から見ても、ギターえのトランスクリプンヨンが誰にでも容

品に行ひ得る程に粋及して居る孝が解る。其処には前記のカプレラ、 トルモ、フア）レー或は

インデイオ出身のユパンキの如き傑出したギタリストが自ら作曲しギターを炎して歌う 。そ

してガルデルも立派な作曲家でありギタリストであつた処にその名声の偶然で無かつた挙の

根拠があると云わねばなるまい。
払が今此処で副業の亜国レコードに就いて触れる李は甚だ面白からざる孝であるが、ユバ

ンキ作曲の『牛車に揺られて』にまつわる誠に申訳ない孝実、と云つても私の所為でも、 H

本のレコード会社の沢任でもない華なのだが、何時かの機会に芸術の名に於て発表したいと
考えて居た時でもあるし、又其の挙に就いて述ぺる手が最も本稿を有意義たらしめると思う

ので、エピソードとして発表し併せ七南米の螂土音楽の精随にも触れて見たいと思う。

私がアタウアルパ ・ユパンキの名前を知つたのは一咋年聞いた彼の作曲になる「ラ ・アリ
ペニア」（高原の女）のレコー・ドであつた。芍入部のギタ ーの而白さと優雅と神秘に満ちたナ

ンパの本場の演奏を聞いてユペンキに関心を持つに至り 、更に1lfJ奏曲一番、ビアノの為のマ
ランボ、インデイオ拌曲『ウアフラ』、サンバ ．『ツクマンの月』、ヴイダラ『メ ・ヴオイ』等

を私のピアノの先生に奏かせて見て異常な興味を究えた。プエノス ・アイレスの代理店に問

合せた結果、ユパンキは学者であり 、詩人であり 、作曲家であり、ギタリストてあり、非凡
な歌手でもある孝が判明した。その後ベニテスと云う オデオンの歌手が：牧つたミロソガ
『牛車に揺られて』のレコ ードが、私には一向に面白くなかつたが、面白いと云う人が統々

と現れたので、作曲者を見たらユパンキであり、大いに裔売気も出して第一回の郷土 且榮

（之が楽しみで私はやつてる）を『牛車に揺られて』に決定してスタ ー トすることにした。
（以下次号）

ヽ

箪者紹介 ：―- 野崎浩一氏はアルモニアの誌友岡山県のギタリスト野

崎齢太郎氏の御令弟で、ギタ....:と歌曲を好まれ、現在大阪市北区梅ケ枝町

宇治屯ピル東亜貿品株式会社の社長、一般輸出入某の外副業として昨年手 ― 

業部を創設され、レコード母盤、楽譜の版権代理、油外音楽家マネージメ

ント等を企図され、レコードは既に同氏の選曲、解説、訳洞によつて、タ

ンゴはもとより珍菫すぺきアルゼンチンの郷土音楽 「牛車に揺られてJク

ージャの哀歌」「ツクマンの月」「カムピーチャの踊り」「カルドーソの

サンパ」「帰れツクマン」 「ミンオネーラ」等が 1打販されて居る。

（高橋 ●識）
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＇ ギターを含む室内楽への経験
Guitar in Charnbermusic 

中 野 二．． 郎 →
by J. Nakano (Nagoya) 

戦後一時危まれた本邦ギター界も東西の コンクール開催や先輩各氏の啓蒙運動等によ -CJて

漸く軌道にのり 、有望なる新人に期待がかけられるようになつたのは誠に御同殿に堪えない

が、往時あれ程旺であったギターを含む室内楽が一向に顧られないのは淋しい。然；し之は一

面理のあることで、第一に楽譜の入手困難と他楽器奏者との交流が思うに任せないのが最大

の原因と考えられる。特にギター奏者にあつてはその勉強法はギターの中に閉需もる傾向が

強く 、ひをすらギターを駆使することに専念し、広く 一般音楽に対しては比較的無関心で、

従つてアンサンプルヘの慾望も起きないという のが実惜ではなかろうかと思われる。独逸等

ではゾリス・トと雖もアンサンプルの経験のない者は一人前として扱われないときいているが

華実私等はこの経験によつて、その演奏の結果はど ぢぁろうとも測り：知れない勉強をしたと

思つている。ソリストの陥り易い唯我独尊式の解釈等は一笑に附されて了うであろうし、厳

正なテムポ感が養はれるのに之れ以上のものはない。又他楽器との組合わせによつてギター

という楽器の長所と短所をハツキリ知らされることになる。従つて其処に工夫も生まれ、行

くべき道も会得する次第であるが、私が斯くアンサンプルをおすいらずる所以は、右手.:/i.手
の技術以外に音楽表現上の重要なる種々なポイントを知り 、併せて自身の気付いていない欠

点を是正するには最も身近かな方法であると思われるからである。 ＇ 

西紀千八百年代の初期にはウヰフン • パ リーを 中心にし て ギターを含む室内楽で出版され
た楽譜は実に移しい数に上つてい年或は独奏曲以上であったかも知れない、殊にレオナル

ド • ド ・ カルとキュフナー等はフリユート・ ヴイオラ • ギタ ーの組合わせで大半の作品が埋
つているし、ヴア イオリン とギターの組合わせは無数にある。仏蘭西では特にフリュートと

ギターが多く 、稀にホルン、クラリ ネッ ト、 チェロ、 ピアノ等とのものもある。戦前迄に入

手出来た楽譜で且つ一度又は腿々放送にかけたものを挙げてみれば、 、

Bl血 Serenade （五楽章）．（F.VI.G) ・ ,、 ：‘ , 

Boccherini (1743-1805) Quintett in D （三楽章） （2V, VI, VC, G) 

op. 57 " in C dur （四楽章） （ ／I ) ｀ 
op. 50 " in E moll (. ,/,） （ /I)' 、

Gragnani (1767) op. 8 No. l Sonata in L) dur（三楽章） （V.G) 
11 No. 2 ・ 11 in C dur (11) G 11) 

11 11 No. 3 11 in A dur（二楽章） （”） 

Haydμ ・ ,, • . ・ ,Quartett in D dur （五楽章） （V, VI, VC; L) 
Hirai Trio in G dur (,;) (F, VI, G) • 
” 音詩「秋の阻が庭一杯に輝いている」 ((V, G) 

Hwnmel op. 63 Grande, serenade (F, V,_ C, G, VC, P) 

Legnani op. 23 Duetto concertante （三楽竜） （F, G,) 
Matiegka op. 26 Serenade (")  (F, VI; G,) 

Molino op. 45 Trio in D dur ( ~') (F, VI, G,) 

" op. 2 No. I Sonata in G dur (11) ・(G, V,) 

．．．．．．．．．．．．．．． 

，
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Molino op. 2 No. 2 Sonata in C dur（三楽章） （G, V,) 

11 11 -No.3 11 in.F dur（二楽章） （G, V,) 

Molitor op. 3 Gros.~e Sonate in F dur（四楽章） （V, G,) 

11 op. 5 Crosse Sonate in F dur（三楽章） （V, G.) 
Paganini (1782-1840) Quartetto in D dur ( 1 1 )  (V, VI, VC, G,) 

Schnabel Quintett ・ (2V,VI, VC, C) 

Schubert . Quartett in G dur（五楽京） （F, VI, VC, G) 
Tocci Sogno di Gioia (F, M, G,) 

Weber Menuetto in A dur (F, VI, G) 

討（にこ塁n v塁ii゚alr↑nett:ご？::)
M=M皿dolin

等があるが、之等の外に機を得ずに手がけられないものが多々ある。

• Giuliani op. 25 Sonate in E moll （四楽章） （V, G,) 
• Mayseder op. 3 Variations (V, G) 

• Giuliani & Moschele.'l Grand Duo (,,) (G, P,) 

• Paganini op. 2 Sonata (V, G,) ・. ． op. 3 (II) 

等はその主なものでこの他にフリュートと の小品キュフナー及カルの F,VI,Gのス須姿を

学げれば限りがない。私は倖いにも環境に忠まれて他梨摺奏者と祝しくする機会が多いので

奏者の優劣はともかくとして一応先人の努力の跡に接することが出来た。加えて二年程前よ

りヴアイオリン、ヴイオラ、ギターによる三軍奏の編曲を試み屈々「音楽だより」．に出して

いるが、後に録音できいてみるとギターの扱ひ方が意外につまらなかつたり 、案外効果があ

つたりして、目下大凡その見‘りを掴みつ .1.ある状態である。その効果に就いては後に述ぺる

が私が手がけてみた上記編成による柘曲を学げてみれば、

• Albeniz Sevilla, Cuba 

S. Isach Gavotte 

Barvinsky Moi;quito, Light Rain 

Beethpven ・ Menuetto, Scherzo, Rondo 

Beeth9Ven Variationen uber die Arie von Mozart 
Bra血 s Walze 
Grieg Elfentanz, Berceuse 

Granados Jota, Menuelto, Danza spagnola N. 5 

Haydn.Menetto de! Bove 

Kullak Kinderleben （小品8曲）

Lemmens Fuguetta. 

Karganof Marcia dei Soldatini di Piombo, Balls dei Nonni 

Martini Gavotte 
Mozart Benedictu!', Valse, Menuetto Varie 

Mendelssohn 1° Ba.rcarolla Veneziana, 2°,, ・ 

Miland le Menuetto 

Pacherbel Fuga 

Saint-Sains Minuetto 

Sibelius Andantino 

•• 
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• Scaratti Siとiliano,Scherzo, Tempo di Ballo, Menuetfo 

9.. ・ 9, ・ • .. Schu恥rt . ~alze, Marshe Eroique, Qalop, Menuetto 
• Visee Gigue 

等で斯くして並ぺてみる＇と意外にかさんでいるのに自分ながら誘く 。

抜このような経験を梢んだ挙句の私の感想は従来のギターの常套的な扱い方、例えば西班

牙風何何々と言う曲に用いられる形或は千九百年前後盛にマンドリン合奏曲に用いられた手

法は少数の例外を除いて案外効果も魅力も炒いと言うことである。我々の見慣れ且つき叶貫

れている所謂ギターの伴奏郡（和声をリヅミツクに刻む）は色々あるにせよギターヘの魅力

＇ となつて我々の耳に想いて来ない。このよい例がパガ・ニーニ（ギターの大ソナタ等沿いてい

てよくギターを知つている）の四巫奏曲又はギター伴奏のヴアイオリン11l1に見られるがギタ

ーは単にお役目を果していると言うだけに過ぎなぃ。当時のギターえの概念に捉われて取扱

われたためにギターによつてプラスされるものが極めて彫いのである。、キュフナー又はド ・

カルの数多の作品が又この常套的手段に陥つているため極めて徴温的で一定の型の範囲を出

ない。然し之はその一定の型が魅力を持たないのではなく 、そのよい例がウエーパーのビア

ノとギターの慰楽曲或はンユナーベルの五重奏に見られる何の変哲もないギターのアルペヂ

オが実に美しい効果を齋して永く印象に残るのである。同じリヅムを刻むにも ラコムのアン

ダルーナの如きは終始単純な和音を掻嗚らすだけであるが禅然と一つの美しい雰囲気を作

る。要ほ我々がき叶軋れている形が魅力を齋さないのではなく使用時の適否にか よつている

わけであ知同じバガニーニの四重奏曲の中に三声のカノ ンの楽章があるが之を試みにヴア

イオリン • ヴイオラ • ギタ...:.の三重奏に改編して演奏してみたo初め擦絃楽器 と弾絃楽器の組

合わせで斯かる企ては無駄ではなかろうかと危まれたが（原曲は擦絃楽器のみの三声カノン'

でトリオの部分にギターの和音が挿入される）結果はむしろトリオの和音はなくもがなの効

果で最初のカノンの部が予想外に面白くきかれるのである。私は之に力を得て其の後出来る

だけギターも旋律的に扱うような編曲を試み実際の演奏にかけ、録音によつてその結果を静

かに反省してみると、室内楽にあつてもギターは旋律の楽器、歌ふ楽器として扱つた方が遥

かによいと言う結論にほゞ達している。出来れば個々に曲名を挙げてその経緯を述ぺたいの

であるが煩雑に至るので此処には私の貧しい経験による大体の結論を与えて一先ず此の稿を

終ることいする。

タレガの愛器トレスをモデルにした

特製手 ・エギター

（音質清純 • 音鼠翡富 •価格低廉）

楽器製作家 カll 納 実
名古屋市昭和区長戸町2の28
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マドリット国立高等昔楽、院

に於けるギター教育コース
Guitar-Course at Madrid Conservatoire 

スペインの首府マドリッ トの国立高等音楽院の教育課目にギタ ーが加えられたのは、たし‘

か1935年で、 その主任教授は＇レ ヒー ノ • サインス •デ•ラ• マサ Regino Sainz de la Maza 

である。

あ毎年10月に開講し、6コー スあって 1コーースは 3ヶ月だから、3ヶ月毎の試験に順調にバ

スすれば一年半で卒業ということになつている。勿論ギタ ー科に編入される前に、2コース

の音楽理論の受講を必要とするから、点与局約二年の修業ということになる。レッスンは毎週

2回となっている。

20人）り至30人の受講者があり 、大部分は女である。デ ・ラ・マサに言わせると 、やはり女

は男の生徒に劣るそうである。流石は有名な音楽学校だけに、ヨーロ ッパ各国から、速くア

メリカからも生徒が米ているという。各コ ース毎の試験は主任教授によつて行われるが、最

終試験は校艮及び副校・長の審祉を受けることになつている。その上で公開；真奏を行つて特に

俊秀な生徒には特別演技貨 P~emio Extraordinarioが授けられる。この貨を授けられたギ

タリス トはギタ ー科開設以来すでに20年その間僅かに 3人というから、修業のきびしさは想

像され得るわけである。

次にその各コ ースの教材を紹介する。

第 1 コ ー ス ： Aguado 教本（デ• ラ • マサ編）殷初の24の練習 illJ 。 Carcassi の 6 の狂想曲。

第2コース： Aguado教本第2部錬習曲15,16, 17, 19, 20の各練習曲。

第3コース ：Costeの23の錬習曲から 4曲 Sor教．本第 2部の錬習曲 13,14, 16, 18, 20。

第4コース： Louis~ilan の 6 のパバー ヌ 。 Mudarraのガリアル ド。 Costeめ6の練習

曲。Carcassiの6の錬習曲。 Giulianiの6の練習曲。 Tarregaの5の前奏曲。

第5コース ：Aguado教本中の練習曲 16,17, 20, 25。Sorの練習曲。23,24, 25, 26。

Tarrega練習曲 2。Giulaniのソナタ。 ．ドイツ、イギリ ス、イタリア等の リュート作

- ．曲家及び十七世紀ギタリスト等の作品若千。 GasparSanzのガ リアル ド、バパーヌ、

フオリア等。•-Roberto de Viseoのペク＝ナ組曲。

第6コース ：Tarregaの前奏曲 3と錬習曲 3。 Sorの変奏!Ill若干とソナタ 1。 Costeの練

習曲 3。 Luis Navaezのフアンタジア 1。 B,achのリュート 又はヴァイオリソのた

めの組曲中から若千。 -

尚 、 デ • ラ ・ マサはこの高等音楽院の生徒の中で特に成紐がよく而も特に希望する生徒の
ために、校外特別レッスンを行っているそうである。 （蒻橋 ●訳編）

、-ヽ
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カステルヌオポ・テデスコの

ギクー協奏曲について

Concerto for guitar and Orchester of 

M. Castelnuovo-Tedesco ,,,, 

• *,9, 、 t_ 

，，， 

吉 '
向 橋、 ，功 ．

． 
by I. Takahashi (Sakamoto) 

セゴヴィアの演奏したマリオ ・カステルヌオポ ・テデス コのギター協奏曲 MarioCastel, 
nuovo-Tede.<;co: 1st Concerto in D for guitar and Orchestra op. 99についてはすでに

二、三の音楽雑誌に紹介と感想を書いた。ところがその記華には誤報を鵜呑みにじて誤り伝

えたところもあり 、又書き足りなかつたこともあつたので、 こりに再びこの曲の、こ の Lp
レコ-ドに就いて杏いて置きたい。それは次の二つの理由による。 ， 

その一つは、近くこの Lpレコー ドが廿本コ ロムピアから発売されることになつたそうで、

その前にもつと正しい、そして少しでもし心紹介をしたかつたのと、もう 一つは、 この Lp

レコー ドを聞くにつけて、これを正しく理解するにはどう しても楽譜を読む必要があるの

で、まだ出版されていないのは承知の上で何とかならないものか、と直接作曲者に無心した

ところ、私の切なる願ひに感じてくれて、数日前、そのギ ター とピアノのためのスコアを贈

られる光栄に浴した。そしてこの原曲を手にして改めてレ コー ドをきくと、、その感激は又一

しほ深く 、再び紹介の労を取らずにいられなくなつたのである。 ＇ 

昨年9月6日附のマリオの手紙に 「この協奏曲は1939年にイタリアで作曲したものです。

これは私がアメリカに帰化する前に、祖国で作曲 した最後の大作です。そしてあなたの気に

入ったという第 2楽甑はフ ロレンスの丘に対する哀しい別れの挨拶なのです」と 藝いてあ

る。、

マリオの最初のギター曲は1932年作の変奏曲 Variationsa Travers a Siecles ~ある9.

それから殆ど毎年 1曲づ .I.ギター曲を作り 、この協奏曲はマ リオの第 7番目のギター曲にあ

たつている。

50頁に及ぷマヌスクリプ t の大型写真版のピアノ ・ ス コ｀アの冒頃にアンドレス • セゴヴ ィ
アに捧ぐと書いてある。これは近くンョッ トから出版されることになつているそうである。

ギターの部には一切運指が書いていない。ピアノの伴奏部にはフ リュート、 オーポ工、 クラ

リネット 、ホルン等の指示や絃部のピッチカード などの指示がしてあり 、すぐれた指揮者は

すぐにも管絃楽にアレンヂ出来るようになつている。一緒に送つてもらつた外の自箪楽譜と

ちがつて入念に書かれ、そのま .1.出版してもいりまど立派に読み易く出来ているが、，記号な

どにやはりマ リオの箪蹟が偲ばれて、印刷楽譜に対するのとは別な親しさが感じられる。，

指定はされていないが、ギターの第6絃は予めDに調絃されて演奏される。

• 第一楽箪 Allegretto 
第二楽箪 Andantino-Ana・Romanza・ 
第三楽章 Ritniico e Cavalleresco 

Lp レ・コードのジャケットにイギリスの有名な音楽評論家フ ーベル ト•フォス Hubert F，o箔

が解説を嚇いている。そのフオスに よると、 この協奏曲は歓喜 del逗ht を讃め称える • to 

3
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pleaEeする意図の下に作曲されたのである。後期ロマン派的作品でそこではスペ イン的な

ものをねらつていず、国民的なところはない nonnational ともフォスは宙いているが、私

もこの評言には全く讃成する。この作品に限らず、マリオの作品は佃れも超国民的、超民俗

的なところがあり 、その困際性 intemationalityこそマリオの音楽の特色であると 、私は日

頃考えている。まことにこの協奏曲は一名「歓喜の協奏曲」と呼ばれても＂ ‘.I.ものである。

ォックスフォード大学新聞に音楽欄を新設し、爾来17年この欄の執隼者として活躍したブ

オネは昨年 5月に54オの生涯を閉ぢ、その早迦を惜しまれた。フオスはイギリス音楽評論界

のエキスパートで、・早くからギターのよき理解者であり 、彼の主箪だつた 「音楽愛好者」と

ぃぅ雑誌には時々ギクーの問題を取上げていた。このマリオの協奏曲を演奏したセゴヴイア

の Lpレコー Fの解説も、短いながら実によ くまとま つた紹介だと思う。余談はさ て措いて ， 

私は、1914年1月13日ニューヨークのカーネギー・ リサイタルホールの演奏会でセゴヴイ

ァはカステルヌオポ ・テデスコとマヌエル ・ポンセのギター協奏曲を初油して非常な喝采を

博した、と杏いたことがあった。しかしこれはアメリカに於ける初派で、これより先、この
曲が作曲された1939年の10月28日にすでにモンテヴイデオで世界初演が行われたことを、最

近になって知つた。アメリカに於ける初演の際は、ニューヨーク ・フイルハーモニーのメン
パー20'名を以て編成した小オーケス トラがイグナス ・ンユ トラスフォーゲ）レ IgnatzStras.5-
vogelの指揮で伴奏をつとめた。その後 トーマス ・ンヤ，-マン ThomasS?ermanの率し，,る

小オーケス トラと組んで方々で演奏して好評を博し、今では七ゴヴィアの阪要なレパー トリ
ーになつている 。、 ， 

一昨年イギリスに渡つたセゴヴイアは11月20日パー ミンガムのタウンホールに於ける演奏

会で、パーミンガム ・ンンフォニーオーケス トラの伴奏 で、こ のマ リオの協奏曲を演奏し

た。同年 5月フローレンスの音楽祭に招かれて室内オペラ「オウカッ ジン とニ コレッテイ、」

の上演のため， 13年ぶりに祖国の土を踏んだマリオは、、6月8日附の手紙で「ギター協奏曲

はセゴヴィアとロンドン室内オ ーケストラの演奏で、イギリス • コロムピア盤に吹込まれ
（外にタランテラも）近く発売されますが、実にすばらしいレコー ドです」 と私に書き、その
Splendid というところにアンダーラインまで附しているのをみると、マリオもこのレコー

ドには大変満足しているらしい。そのオーケストラはアレック ・ンヤーマン AlecSherman 
の指揮するものである。

又昨年9月6日附の手紙には 「数週間前にギターとオーケス トラのための第 2協奏曲を完

成しました。これは11月にロンドンでジョン • バルピ ロ リイの指揮で初演されることになっ
ています。けれどもセゴヴィアは霞い眼病に罹つていて、失明するかも知れないということ

で心配です」と書いてある。幸、セゴヴイアの眼病も全快し、昨秋の イギリスの演奏も実現

されたようである 。 そしてスケ ジュールによるとジョン • パルピロリイ指揮のJヽレ交響楽団
との協奏でマリオの協奏曲を演奏することになつている。それが果して新作第 2協奏曲なの
か、或は練習の関係上、第 1の協奏曲が再演されたのか、それは判明しないが、何れマリオ
は次便でその辺の華情を報らせてくれるものと信じている。

附記 ： 最近のニュースによると昨年10月25日、病気全快後最初の イギリスに於けるセゴ

ヴィアの演奏会で、演奏される予定になっていたマリ オの協奏曲は、イタリアから来るはづ

のパート譜が間に合わなかつたとめに急に取止めとなり 、全部独秦に切り韓えられて、聴衆
の期待を裂切り 、失望させた由。
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昨 年 のギタ ー コ ン ク ー ル

日本ギター連盟とギタルラ社の主催に依

るギターコソクールも昨年には第五回目を

迎えた。毎回のコンクールには何時もその

＇寺々の相、若くは特徴と云つたものが見出

されて非常に興味が深かつたが、第五回に

もそう云う挙が発見された。その特徴は我

人審在貝、少く共私には力強い感じと未来

に対する希望を抱かせた。

はつきりは記憶していないが第一回、第

一回のコンクールには応幕名が多く 、予選

を行つて師をかけねばならなかつた。とこ

ろが第デ．回目からは応卒者が少くなつて予

選の必要がなくなった。この応募者の多か

つた場合と、少くなつてからの褐合とを比

較する と、多かつた場合には」子．下の実）Jの

相迎が大きかつた。それに反し少かつた時

はその相迩の内団が縮められた。これは沈目

すFL［き華だつた。回を経るに従つて参加者

が自分の実力を知つて、その実力に省顕て

参加を決心したり、断念したりしたと云う

華が主な原因、少く共大きな原因であると

考えられるから，である。

世の中には自己の実力を過大視する人が

少くない。そう云う人は一，二回コンクー

ルに出て見れば 自分の実力がどの位のも

のであるがを認識する筈である。そうして

本当に実力に自信がつく迄は参加を控える

に追いない。若しそうでなくて入選しなか

つた為に審査会に反感を持つて今後参加し

ないと云う様な孝があれば可笑しな挙にな

る。私はそう云う華のなかつた学を祈る。

もう 一つ、実）Jはあっても人の前で奏 く

時にひどく上つて充分実力を発揮し得ない

人のあった華も考えられる。そう云う人が

あつたとすれば誠に御気の消な手ではある

15 
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が万止むを得ない。 コンクールでは実際に

発揮された実力に基づいて審査するより他

はないから。

それは兎に角として第三回以後は応募者

．が減ると同時に上下の差が少くなった。．と

云つても第三回、第四回は入買者に俊秀な

人が居た為上下の差ははつきりして居り、

その相巽の術は相当大きかつた。所が第五

回に於てはその幅が著しく狭くなっだ。こ

れが第五回コンクールの大きな特徴だつた

と私には思われた。審査貝の何人かも私の

この見解に同感せられた。

所でその差が如何縮まつたかと云うと、

上が下り 、下が上つたのだつた。余りはつ

きり云つて入買者諸君には失礼である者は

分つて居るが、卒直に云うと今回の入共者

のレヴエルは第さ回、第四回の時のそれに

比ぺると梢低い様に思われる。之に反し入

裳しなかつた参加者の実力は水準が店まつ

て居るのを感じないでは居られなかつた。

そこでこの孝実を如何見る可きだろう

か。入宜者の水準低下を残念に思う可きだ

ろうか。入賞しない人々の水準の向上を喜

ぷ可きだろうか。私は断然後者の態度を取

り度い。

一国全演奏界の中で一部分の演奏者丈が

俊秀で大部分が低いと云う華は全般的に見

て必ずしも喜ぷ可きではないと私は考え

る。発達の途上にある我国ギター界に於て

は一番大華な孝は全体の水準の向上である

と私は何時も考える。一部分の人が優秀で

あれば他の人人・がこれに追附こうとして努

力する手になるのは勿論あり得可き華であ

り、又意義のある手でもある。けれ共全体

の水準が低い時はそれは容易に実現出来な

、(、15)



いに違いない。全体の水準が」サ．れば優秀者

に追附く可能性も多くなると考えてし心と

私は思う。

のみならず、甚だ失礼な申分であるかも

知れないが、我国の優秀なギタリストの実

力と云つても世界的に見て非常に高い水準

に達して居るとは云い難い。そうであつて

見れば一般の水準を高めて徐々として、同

時に堅実に、確実に高められた水準をしつ

かりした足場としてそこから本当に実力あ

る、立派な演奏の生れ出る のを期待するの

が手堅い進歩の迅を固める所以である と思

われる。

屈々そう考えて居る私に取っては第五回

コンクールに見出された特徴は日本ギター

界の水準の向上の一つのきざしと考えられ

て非常に愉快であり 、日本ギター界の前途

に対して明るい希望を抱く喜びを私は持つ

たのだつた。

然しこの水準の向上の証左はこのコンク

ール丈けに現われて居るものではない。私

の側聞する所ではコンクールに関係のない

人々の間に於ける不断の努力の中にもそれ

に役立つものが見出される様である。即ち

コンクールの与える剌戟とコンクールの外

にある動きとの二つが平行して水準の向上

に役立つて居る形勢が歓取せられるのであ

＇る。こ の両者の力が相待つて日本のギター

界の進歩の推進力を勤めて居るのを知る挙
‘―̀ は甚だ愉快な孝である。

二、三年前払は「ギタルラ」誌上で思い

切つた直言をギター界に呈した。その頃私

は日本のギター界にはすつかり悲歓して居

た。同じ頃小原安正氏はある演奏会で日本

ギター界の黄金時代がこれから来るかの様

に云はれたが、私の考えは全く反対だつ

た。アマチュリズムの横溢、地理的、人間

的セクンヨナ、リズムの存在、自己批判の不

足の為に日本のギター界は何時迄経つても

低い水準で足踏みをしそうな気がした。私

は不安でたまらなかつた。その為私はあか

らさまに私の感じた所を述ぺて苦言を呈し

たのだつた。然し今日に至つて見るとそれ

が杞憂であるらしい挙が分つて米た。（必ず

(16) 

しも全部が杞憂とは云えないが）それは私

の考え過ぎであつて右の欠点が少し宛なが

ら除かれたらしく 、水準向上の証左が現わ

れて来た手は誠に以て喜ばしい挙である。

私は上に 「コ ンクールに関係のない人

々」と云つた。そしてそれらの人々の努力

に就いても触れて見た。それ等の人々の努

力は私が認める丈けではなく総ての人に依

つて認める可きである。然し願わしい孝は

それ等の人々がコンクールを閑却しないで
それに協力、参加せられる挙である。個々

のグループが別々に努）］する挙に依つて全

体の進歩の為に為し得る孝を払は否定しな

ぃ。けれ共全体が気脈を通じ、心を一つに

して助け合い、刺戟し合う宰の方が一層大

きい結果を齋すだろう孝は誰も疑わないだ

ろう。実力のある人々が技を競う場合、参

加者の範囲がJj;_ければ広い丈けコンクール．

はい .1.結果を生み出すに違いない。私はも

つと広い範囲の人々、もつと多くのグルー

プの人々が参加するのを祈らざるを得な

ぃ。

コンクール主催者は勿論、審査員一同も

日本ギター界の水準の高まるのを目的とし

てその任に当つて居る。その為に審査員一

同は極力審査の公平の為に謡を用いて居

る。審査貝の中でもギター演奏家は比較的

テクニックの方に、評論家の方は比較的音

楽性の方に注窟を払つて居る。従つて仮に

一方でテクニック丈けに重点を確く様な華

があつても、 一方でその音深性を尊重する

為に奏演の全体的値価、ギター音楽の内

的、外的値価が一方に偏する様な評価を与

えられる様な華は起り得ない。私は審査会

は信頼されてし心と信じる。従って出来る

限り広い範囲のギタリス トが審査会を信頼

してコンクールに参加せられる華を祈り度

ぃ。

小異は常に存在する。あらゆる場合人問

のあらゆる染りには意見や見解の小異の起

るのは免れ難い。然しそれが故に弧立が生

じるのは穎わしくない。グ）レープ的孤立は

全体の進歩の為に役立たないのみならず時

には迎歩を阻止し若くは遅延させる場合が

: 1 6 



少くない。

何と云つても日本のギター界の水準は高

いとは云い難い。その進歩、発展の為には

極力それを阻止し、遅延させる要索を取除

かねばならない。その為には小異を捨てて

大同を取る華が極めて緊要である。種々の

グループの存在は決して否定す可きもので

・はない。否定す可きはその存在が弧立的で

ある孝である。グループとし ．て存在しつ

.I.、一方で協力する孝が必要である。それ

が犬同を取る所以である。

この華はギターコ ンク ールに就いて考え

られると同時にギター作IIIlコンク7ルに就

いても考えられる。咋年の第一回ギター作

曲コンクールには作品の応募も少＜．、作曲

の水準も余り高くなかつた。 そそれには第一

回だるた為と云う挙もあり 、演奏とは迎つ

た作曲コンクールである為の特殊の幸梢や

原因があつたかも知れない。然し若し邦人

にギクー作Ilhの意慾とその実現があり 、実

際作曲が為され七居たとするならば、もつ

と積極的な協力があつて然る可きであった

と思う。少く共第二回には一層の協力が望

ましい。

•••••••• 
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④考えてみると昨年度私は随分色々な雑誌

に色々なことを魯いたものである。こと生

業たる医学に関するものを除いて、ー音楽に

関するものを拾つてみると次のようであ

る。

レコード音楽2月及3月号ギターのLp

レコード

レコード芸術4月号 アンダーソン物語

II 11月号セゴヴィアのギター

協奏曲レコード

学鐙2月号 ンユワイツア博士の近況

＇，功

＇ 
;. 

カー）レ ・サンドバークのこ5月号

と

” 10月号 Pelican 音楽文庫 ゞ

中南米音楽 9月号 オヤングレーンの

ラテンアメリカ Lpレコード

II ' 11月号 サビア ・クガー物

語
II 12月号

アニー ド女史

ギタラ 13号 海外のタレガ誕生百年祭

” レヒノ ・ サインス ・ 、デ ・ ラ • マサ

II 

マリア ・ルイギ ・

＇ 
.． 

松

＝フ ランス音楽愛好者必読の名著 ＝

本太郎著

今日のフランス昔楽
（音楽新聞1953年度
ベストテン第 2位）

フランス昔楽を語る
（全音文庫）

白 水社発行

全音楽譜出版社発行
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ギター芸術 2け セゴヴイアの近況など

II • 3号 セゴヴィアの LPレコ

ード
.,9 ,， 映画とギター

音楽世界 1月号 ライムライトの音楽

音楽新聞 11月21日り ノーペル貨に輝

くアルペルト ・ンユワイツア博士

" 10月20L1号 ．映画 「禁じられ

た迫び」の音楽

河北新報 11月24日 秋の東北地方楽壇

を顧みて （座談会）

よくも濫きなぐつたと自分ながら思う 。

このエネルギーを今年はアルモニアに傾注

して腰を落付けて、じつくりと瞥きたいと

思つている。

＠咋年12月ピクターがフラメンコ歌謡を

発売した。 モスターソ作曲 • 勝田保世作詞
編曲「オレンヂの花」・「セビリヤ港」がこ

れで、小倉、勝田両氏が、生田恵子の唄に

伴奏している。これは最初の日本盤フラメ

ンコ歌曲で、或る意味で将来日本歌曲の進

むぺき逍を示唆していると思う。小倉氏は

咋秋川崎静子のスペイン歌曲の伴奏をして

好評を博し、スペイン大使から御褒美を頂

減してい、その道のエキスバー トであるこ

とは周知の通りである6そのレコードで小

倉氏のフラメンコを聞いて学ぷ所が多いは

----'-

I 
ギター 舷は

づである。尚小倉氏は最近 「ギタラ記閉怯

• 演奏法」を全音出版社から出版される
(500淵地誼、定価l,50p円） 予定で、これ

は昭和18年出版の 「ギタラ特殊奏法 ・記譜

法」の改訂版かと思われるが、そうとすれ

ばこれからフラメンコが漸次流行する傾向

がある時に、 実に有意義な貴屯な出版とい

うぺきである。前著は私の知る汎囲で、こ

の種のものでは唯 -•無比の文献であり、教
密であり、参考甚である。この名著を日本

が持つことは世界に誇つてい .I.と信ずる。

④日本映画がギターを取入れる傾向にあ

ることはよぢこばしい。大映のモンテンル

バ映画では小倉俊氏のギター独奏（音楽担

当 • 津川主ー氏でフィリソビン旋律によ
る）講談社製作映画でも同じく 小倉氏が独

奏と蛮謡の伴奏（音楽担当 • 箕作秋吉）が

聞かれたし、東映は 「この太賜J（音楽担

当 ・小杉太一郎）に阿部保 夫氏の クアル

テットを取り入れ、 又 「女の谷」 （音楽担

当・小杉太一郎）は全編ギターを流して効

果を上げている。ギターが映画音楽の方面

に進出する可能性は十分にあると思う。こ

の方面の開拓には並々ならぬ苦労があるら

しいが、諸氏の活躍を期待すると共に、自

璽を祈る。

硬質東洋ナイロン絃乙

(18) 

楽絃製造元 ・小 ．石 ．川商 会

三直県三璽郡河原田村

笙話河原田局 18番
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Nい 海外斯界近況

スペイン：一一 弁一
時年7月右眼網股剃離症のためにマドリ

ッドのサナトリオ •デル • ロザリオに入院し／

一時は失明を免かれまいなどい尊されたセ

ゴヴィア Segoviaは手術がうまくいつて、

9月には退院した。視力を失つても、わが

宮城道雄の場合のように寧ろ心眼が開けて

必ずしもマイナスにはならないと云う前例

もあり、セゴヴィア自身も手術を前にして

自分は失明してもギターを弾き続けると断

言したそうだが、視力があるとないでは、

深譜を直接読み取る点だけを考えても大変

な相異なはずである。彼の手術の上首尾は

彼にとつては勿論、広く世界のギター愛好

家にとつて大きなよるこびであった。そし

て全恢後最初のリサイタルは昨10月1日チ

ユーリッヒで行われたはずである Q セゴヴ

イアはスペインの内乱をのがれて久しく南

米ウルグアイに移住していたが、1950年に -

16年ぶりにスペインを訪れ、それ以来殆と

毎年祖国で演奏会を開いている。昨年はサ

ピオ王アルホンゾ十世大十字章を授与され

多年に亘る国民楽器ギターのために尽した

功紐に報いられた。

タレガの高弟の一人であり、楽譜出版社

ピプリオテカ • フォルテアの名で親しまれ
ていたがダニエル • フォルテア Daniel

Fortea が昨年3月5日に脳溢血で亡くな

つた。フォルテアは1878年4月28日に生れ

たのだから、 75才だつたわけである。1921

年初版の教則本は、ソル、アグアド、タレ

ガの教則本と並び称されている往 どの名著

で、マドリットのコンセルパトリ ーではフ

オルテアの教則本によつてレッスンを課し

ているしまどである。「タレガに捧ぐる悲歌」

外多くの作品を発表し、作曲家としても認

められていたが、ギター曲の出版に尽した

功級は甚大である。 5月レリダに於ける演

奏会をはじめとして彼の追仲演奏会がスペ

ng 

インでは方々で盛大に行われたそうであ

る。 （本誌次号に於てフォルテアを詳述す

る予定）

ヴアレンンアのコンセルパトリーは昨年

クペド ManuelCubedoに 「特別演技賞」

を贈つた。クベドは16オの若いギタリスト

'で、この賞によつて洋々たる将来が約束さ

れたわけである。この賞に添えて校長パラ

ゥ DonManuel Palauが、自作のギター

曲を捧げたそうである。

イギリス：一― 仝 f～と

戦後のイギリスに於けるギターの降盛は

大へんなものである。セゴヴイアが殆と毎

年イギリスに演奏旅行をし、その度に喝采

を博し成功を収めているのが、その何より

の証拠である。而もセゴヴィアはアメリカ

に於てよりもイギリスに於て新III]の初演を

している点が注目に価する。眼病全恢後の

セゴヴイデはチューリッヒの演奏会後イギ

リスに渡つて次のスケヂユールで演奏会を

持つた。

10月25日 バーミンガムの公会堂

II. 27日 ロンドンのロイヤ）v•フエ ス
デイパルホール

II 28, 29日 マンチエスターのフリー

• トレードホール

" 30日 i,/エフィールドの公会喝t
11月4日 イ）レクレイ（独奏会）

// 10日 ロ ンドンのロイヤル • フエス

テイパルホール（独奏会）

11 12日 バーンモースのウインターガ

． ーデン（独奏会）

IO月25日はパーミンガム交響楽団と協演

し、 IO月27,28, 29, 30日の演奏会ではジ

ヨン•バル ピロリ卿指揮のハレ ・ オーケス

トラに客演してカステルヌオポ • テデスコ
Castelnuovo-Tedescoの協奏曲を演奏し

た。尚予定ではヴィリア ・ロボス Villa-

C l 9) 



Lobosの協突曲のはずだつたが、恐らく大

患の＇ために練習が間に合わず、テデスコの

協奏曲に変更された。勿論テデスコは昨年

第2協奏曲を作曲し、これを私宛の手紙に

よると、バルピロリ指揮で初演されること

に予定されていたのだが、前のような理由

で第 1協奏曲が演奏されたのではないかと

推定される。詳細は追つて報告したい。

ロンドンではジュリアン • プリ - ム
Julian Bream 刻評判が大へんである。彼

は1933年の生れだから本年21オという若さ

である。ギターの歴史を繍いてみると 、イ

ギ＇リスにはこれぞという大ギタリストが出

ていない。その意味ではプリームこそ イギ

リスが生んだ最初の大ギタリストになるか

も知れない。 1947年にセゴブ イアの指芍を

受けて＇から、彼の演技はめきめきと上達し

たそう，である。 1951年11月26日ロシドンの

ウイグモアホールに於ける最初のリサイタ

ルは大成功で、タイムスやテレグラフなど

の有ガ誌が競つて彼の叙奏に限辞を呈した

ほどであった。私達はイギリス映画 「悲歌

（原名 • 死せる恋人に捧ぐるサラパンダ）」

でプリ ームのギターを聞いているはずだが

気がつかないでいた人達が多かつたのでは

なかろうか。

ホアキン ・ロドリゴ JoaquinRodrigo 

のギター協奏曲 Conciertoqe Aranjuez • 

は、スペインの作曲家による最初のギター

協奏曲で、而も歴代スペイン王の離宮の美

娯を活写してまことに壮麗な、いかにもス

ペイン的な大作である。デ ・ラ・マサ

Regino Sainz de la Mazaのギターとア -

トウルフォ・アルヘンタ At_aulfoArgenta 

指揮スペイン国立管絃楽の伴奏によるレコ

ード （スペイン • コロムピア盤）をきいて

私も感激措く能わざるものがあった。これ

がロンドジのスト ール劇場で昨年10月上演

され、三週間続演で大成功を収めた。これ

は舞踊家ピラー）レ' • ロペス Pilar Lopez 

の率いるスペイン • バレエによつて上演さ

れたので、 ルイス • マラヴィ リ アス lttls

Maravillas のギタ ーにオーケストラの伴

(20) 

奏がついた。振付ば勿論ロペスである。マ

ラヴィ 9アスはフラメンコ ●ギタリス トと

してすでに有名で Lpレコ ー ドも出ている

のだから、演技は上々と言えよう。口じリ

ゴのこの協奏曲がそもそもフラメシ コ的な

気分が浪厚なのだから、マラヴィリアスの

ギターがこの曲には寧ろ打つてつけだつた

かと思われる。

ンエルテンハムに本部を説くイギリスの

クランツクギタ ー協会はウイルフリッド ・

ァップルピー WilfridAp-plbyの主宰す
＼ 

るものたが、咋年 6月以降その組織を拡大

．して国際クランツクギター協会と改称し、

従前の機関誌 Guitar・Newsは引つゞきア

ップルピー氏を主策として続刊されてい

る。中判16頁隔月刊の小冊子だが、さすが

国際の名称を冠したゞけに世界各国のニュ

ースが網羅されている。・私のこの欄のニュ

ースもこの Guitar-Newsに負うところが

多い。咋秋同市タ ウどホールに於ける同協

会の例会でアップルピー氏は武井守成氏の

「念踊」を演奏して好評を博し、何度もア

ンコ ー・ルを余儀なくされたそうである。尚

ァップルピー氏は 「念箭」をテーマに幻想

曲を作曲したい意向をもらしている。 ' 

フランス：―- F～～^0し

パリのギタ ー界はアンドレ • ヴエルデイ
ェAndreV.erdierの率いる 「ギタ ーの友

の会」、が中心になつて活澄に動いている。

'「禁じ られた遊び」でフランス映画界の

ために多大の貢献をなしたスペインの新迎

ナルンソ ｀ • エペス Narciw Yepezは、昨

年 5月29日ガポオ楽堂でリサイタ）いを開い

て大喝采を博した。 10年以上も前にヴイセ

ンテ • ゴメス Vicente Gomezがアメリカ

映画 「血と砂」にギターを使つて好ましい

効果を上げ、リタ ・ヘイワースとタイロン

•パウア ーを一蹄有名にしたのは私達の記
t稔に尚新らしいことである。あの映画では

ギターを主体としてマンドリンを加えた五

重奏が非常に効県的セぁったが；あの時グ

ラチヱラ • パラガの歌で哀歓をさそつた

20. 
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.「愛のロマンス」が、「禁じられた遊び」で

はエペスの独奏で、より以上の効果を上げ

ていた。

工ペスのリサイタルの翌 5 月~9 日にはン

ョパン •プレイエル楽堂でカルメン •コンザ
レスのリサイタルがあった。そのプログラ

ムにはド ・ヴイゼー、 パッハ、ソル、タレ

ガ、 トウリーナ、プホール、グラナードス

アルペニースの曲が出ている。

イ＇タリア：一' )にムr-
ンエナの町の大富豪キジ ・サラッキーニ

男爵 CountGuido Chigi Sai:-aciniが1931

年に自分の居城を劇場や美術舘や古代楽器

のコレクンヨンを附した美の殿堂に供提し

た。同時に音楽アカデミーも設置され、 19

50年以降ギター科も設けられ、毎年8-9月

にセゴヴィアを講師として特別レツネンが

行われて来た。 1951年にはギ ター作曲コン

クールを行ったので、演奏レッスンは中止

されたが、 195,2年に又行われ、昨年も行わ

れた。但し昨年はセゴヴィアが眼病のため

に、これに代つてエ ミリオ ・プホール

Emilio Pujolが指導に任じた。プホー）レ

は現在パルセロ ーナ とリスポンの コンセ）レ

パトリーのギタ-科教授の地位にある。一

昨年タレガの生誕 100年記念祭に招かれて

同じくタレガの高弟ダニエル ・フォルテア

やホセフィーナ ・ロプレド JosefinaRohl 

edoやペビタ ・ロカ PepitaRoca と共に

サロン • タレガで記念演奏をして 3,000 の

聴衆を魅了した。その時プホールは新作

「タレガに捧ぐる曲 Homenajea Tarre・i;a」

を初演して喝采を博した。セゴヴィアに代

つて大役を買つて出たプホールの友情はま

ことに美しい。

現代洋画の最人巨匠ビカソ Pica落 0 の色

彩映画が今イタリアで製作中だそうであ

る。その中で、 ピカソがパロウリスのアト

リエでギタ ーを弾くンーンがある。ピカゾ

のギターはプラックのフ リュート往どに有

名で、その静物にはよくギターが描かれて

いるのは知る人の知る所である。此度はこ

の巨匠の実演を、見且つ聞けるのが楽しみ

である。

モデナに在る国際ギター協会では、その

創立20周年を記念し、フエラーリ協会

Societa Ivano Ferrari との共催で昨年1q
~11月に、三種のギター コンクールを行つ

た。即ち演奏、 作曲;• 製作の三つの コ ンク

ールである。その結果については詳報を得

ていないが、作曲部門は、独奏、ギターと

ォーケストラのための古典形式による協奏

曲、絃楽四重奏にギターを加える五直奏曲

の三種になっている。アカデミア • キジア
ーナの作曲コンクールでもこれと同じ種目

だつたが、ギタ ーが協奏曲楽器として又室

内楽器として重視されて来ていることがこ

れでわかるっ

アメリカ：—- K処必a―
私達に古くから親しまれているオ）レコッ

ト • ピックフォード夫人 Vahdah Olcott 
→` 

Bickfordが、 夫君マイロン Zahr Myron 

Bickfordと共にロスアンゼルスにギター

協会を作つたのは、 1923年9月だつた。そ

れ力江ら満30年文字通り倦まず椀まずの努ヵ

をつゞけ、その名称もアメリカ ・ギター協

会と改めて今日に及んでいるが、移り気の

多いアメリカにしては珍らじいねばり強さ

であり 、寧ろ鵞異にイ『（する。．オ）レコッ ト夫

人は咋年テレヴィにも出演したし、4月25

日の演奏会では夫君の新作ギターとピアノ

のための協奏曲 ConcertoRomanticaを

初演して、喝采をヤ担した。たしか60オを過

ぎた初老の夫人だが、若年壮者を凌ぐ活躍

ぷりには敬服の外はない。

ニューヨークのウラジミー）レ ・ポプリイ

'Vladimir Bobri は、極めて高級なギター

専問誌 'Guitar-Review を刊行し、戦後ア

メリカのギター界をリードして来た。ポプ

リイが商業図案家で、SMCの Lp レコー

ドのジャヶッ トのデザインなどもしている

往どその道でば有名である。それにギュス

ティ Giusti,デイ・ゴdeDiego,アレッ％オ

Gregory d AleSl或ioなどの美術家が協力し

2t C 21,) 
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ているので、見る目にも恐しい雑誌になっ

ている。はじめ隔月刊でik切つていたが、

咋年役も一昨年度も年二回になってしまつ

たのは惜しい。セゴヴィアの自叙伝は貴巫

な文献だったが、中断されているのは残念

である。それにポプリイのグループの演奏

会も最近はどうやら社交場と化し ている風

にみえるが、これは私の僻目であってくれ

1.ば幸である。

昨年 3月ニューヨ ークのタウンホールで

リ吹イタルを開き、評者をして 「セゴヴィ

ア以外にとれ以上のギタリ ストはある ま

い」 と 言わせたのはレイ • デ ・ ラ ・ト レ
Rey de la Torreである。 トレはメキン

コ生れの若いギタスド でリ ヨベッ トの指導

をう けた。すでに Lp'レコー ドに六枚も吹

込んでいるのだから、それだけでも トレの

実力は窺ひ知ることが出来る。今年はヨー

ロッパ各地の油奏旅行を準備しているが、

日本にも是非行きたいと言って来ているか

ら、何とかして招聘じたいものと思う 。

ワル I・• ホイツ ト マシ以後アメリカ の生

んだ最大の国民詩人と呼ばれているカール

・サンドパーク CarlSandburg．は、ギタ

ーを弾きながら歌う歌手である。特に西部

一帯にギ ターを伴奏とする民謡が好んで行

われているが、サンドパークもその民謡歌

手の一人である。すでに78回転のデッカレ

コードで私は彼の名を知つていたが、それ

がアメ 9カでは近頃大へんな好評で、すで

にデッカ盤 Lpで二枚も発ぅ＇しされている。

芸術的にはどうかわからないが、ギターに

托した自作の、或は古来の民謡調は不思議

にぴつたりと聴く者の心を打つ、それが民

謡．の民謡たる所以と いう ものかも知 れな ＾

いサンドノ'...:クの代表作「リンカ ーン伝」

がわが皇太子殿下の立太子式のお祝に贈ら

れたことは、私達の聞き知つているところ

であった。そのサンドパー クが、昨年ノ ー

ベル文学貨の有力な候補者に推されながら

遂に光栄をイ ギリス首相チャーチルに譲ら

ねばならなかつたことは＇火に梢し いことだ

った。

ア）しゼンチン： 一 勺←」ぃん． 
，プエノスアイレスでは「ギターの友の会」

Amigos de la Guitarraが中心となつて

活液な動きを見せている。Ii',：年はイギリス

のエリザペス女王の賊冠式を祝つて、イギ

リス音楽だけの演奏会を開いているのは国

際親善の好ましい光景と言えよう。その第

一部はアルミンダ ・カンテロス Arminda

Cantero.'> de Farruggia のピ•アノ独奏でイ
ギリスの古典音楽を紹介し、第二部はグラ，

チエラ • ポンポニぇ• Graciela Pompopio 

とホルゲ • マ・ルチネス ・ サ．ラ-テ Jor:;e

Marntiez Zarate のギターニ重奏でパー

セル、 エルガー、ポ，ーン • ウイリ アムス 、

アルバート•コーツなどの近代現代イギリ
ス音楽が紹介された。編曲はホルグ ・サラ

ーテ。

ギター研究家としてあまりにも有名なリ

カルド ●ムーニ ョス ;RicadoMunoz が昨

年 「アルゼンチンのギター製作論

Tecnologta,de la Guitarra Argentina」.
を出版してセンセーンヨンを捲き起こし て

いる。 233頁に及ぷ大作でギター製作家必

携の良溢である。

アントニオ・ジノポリ AutonioSinopoli 

は現代アルゼンチン ギタ ー作曲界の代表者

である。その作品はすでに50以上になつて ，

いるが敢近 「クリオージャの三つの小品」

と 「子守唄」を出版して好評を博してい

る。

プラジル：―- B四るよし

プラジルではサンパオロのギタ ー協会

Associacao Cultural, do Violao を中心と

した盛んな演奏活動がみられ、たしか一昨

年 ホセ ・ソプリーノ Jose Martins Sob 

rhinhoを会長とするギタ ーのアカデミ ー

が開校され、新人の養成にも尽力してい

る。プラジルではギターはヴイオラオと呼

ばれている。 ． ヽ l 
サンバオ ロには恐らく 世界 一のギターレ

コー ドの蒐集家と言われている ロノール ・

(22) 訟



ツモース Rohol Sim心がいる。ギター

のレコー＇ドだけで600面、ギター代奏の歌

曲を加えるとi実に 1,200面に及ぷというの

だから驚く外はない。演奏しているギタリ

ストが 140人を数えるという。そのコレク

ンコンから選んでギター音楽の連続放送を

行つているそうで、，まこと に羨しいことで

ある。

セゴウイアは大患前の 6月にサンパオロ

9で演奏会を開いて非常な成功を収めた。プ

ラジルはセゴヴィアの協力者の一人ヴィリ

ア •ロ ポス Hector Villa-Lobosの祖国で

ある。ヴィリ、ア・ロポスは最近バリで、ギ

夕..:.とピアノのための 「プラジルの詩曲」

を出版したそうである。

オルガ• ク Jレオ Olga Coelhoはプラジル

生れのギターを弾きながら歌うソプラの歌

手である。オルガ夫人はセゴヴィア曲の指

導を受け、特別の被護をうけているようで、

セゴヴィアは夫人のために編曲したり 、独

奏曲を作曲したりしている。ギターもうま

いし歌も上手で、イギリスのヴィクトリア

・キングスレー VictoriaKingsley と双

壁と称されている。現在はアメリカを中心

に活躍し、昨年はイギリスに渡つて好評を

博した。

メキシコ：一一 M~-,.i’ • 

メキンコはマヌエル•ポンセ Manuel M. 

Ponce の祖国である。ポンセのセゴヴィ

アに対する協力は実に大であり 、ギタ ー音

楽のレバートリーを飾つた功績は不滅であ

る。そのメキンコに 「ギターの友の会

Amigos de la Gui~arra」 があって 、 現A:
はフロ ー レス • メ‘ンデス Don Guillermo 

Flores Mendez がその会長をつとめてい

る。又メキ ンコンテイの国立コンセルバ ト

リーのギター科教授はサ リーナス Franci-

sc9 Salinas だつたが；一昨年辞馘し、そ

の後任としてフロー レス ・メンデスが選ば

れ、後進の指導に任じている。メキンコ民

謡 ロ マン • カステイジョ Roman Castillo 

外二三の作品を通して知る汎囲ではやはり

メンデスは中心的人物たり得ると思われ

る。

マドリットのコンセルパトリーのギター

科の教授の任にあるデ ・ ラ • マサ Regino
Sainz de la, Mazaは昨年メキンコに演奏

旅行をして、メキ ンコの国立交葬楽団の伴

奏でホアキン•ロドリゴの「アランフエス
の協奏曲」を演奏して喝采を博した。

尚昨年度のメキンコ音楽コンクールに入

賞した若い苓タリスト、ペドラ ・パレラ 、

Pedra Castro Varelaは、パッハの前奏曲

を演奏して好評を博した。

ソ 連：ー一 比．s←‘←
鉄のカ ーテンの彼方の斯界のニュースは

殆ど知る由もないが、イギリス経由のニュ

ースによると、モスクワ放送局からイ ワノ

フ ・ クラムス五ィ•·_Alexander Ivanov-

KramskoiがII姐々ギター独奏を放送してい

るそうてある。自作や編曲が多く 、7)どベ
ニースのレイエンダやグラナードスの舞曲

第五番が最近のプログラムに出ていた由。

アルモニアの連絡所を下記に設砿しますから東京方面の方は御利用下さい。

東京都新宿区新宿治船町2の5
--” 

阿部保夫 ヵ
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0カステルヌオポ•テテスコの作品
Mario Castelnuovo-Tede効

アンドレス ・セゴヴィアがあれだけ多く

のレパートリーを持つことが出来たのは、

従前のギタ::-曲を手当り次第に手がけたか

らではなくて彼がパッハ及びパッハ以前の

ヴィウエラ（ギ ターの前身と言われる楽器）

のための作品に目をつけてこれを 自らギタ

ーに移入 transcript，したこと 、ア）Vベニー

スやグラナードスの音楽をギターのために

作りかえた :,irrange：したこと、そして硬に

重要な点は彼の卓越した演奏を以て有能な

作曲家にインヌピレーンヨンを与え作曲の

ペンを執らせたからである。そうした作曲

家として、特にセゴヴィアのために全面的

な協力を惜しまなかつたのはカステルヌオ

ポ • テデスコである。

カステルヌオポ • テデスゴのギターの作

品は全部で16曲（福曲 2を含む）あつてそ

の中出版されているの．は5曲だけである。

私の熱望に応えて下記の 4曲（未出版手稿

の写真版）を送られたことは甚だ光栄であ

る。詳細は別に紹介する・つもりであるが、

まづ曲目だけを紹介しておく。

ギターとオ-ヶ、ス トラのための協奏曲

（但しピアノ • スコア）
Concerto per chi tarra e Orchestra op,99 

組曲（ギター独奏）

Suite op. 133 

ギターとピアノのための幻想曲

_fant<1sia per chitarra e pjanoforte, 
op. 145 

ギターと絃楽四重奏のための五重奏曲

Quintetto per chitarra e quartetto. 
d'archi, op. 143 

0ヴイセンテ・ゴメスの作品

Vicertte Gomez—spanish Music Center 
少し古いアメリカ映画だけれども、、リタ

• ヘイワース主派の「血と砂」 Blood and 

Sandをみた人は、 あの映画音楽の甚だフ、

ペイン的なのに感心・し盤l炭もしたこと .1.‘思

う。それもそのはず、あの映画音楽を担当

したのは生枠のスペイン人ヴイセンテ •• ゴ

メスだったからである。あの音楽はアメリ

•力で大へん好評だったので、デツカでは三

枚のア）レバムに編集し後にLpで発売して、

このレコードも大変な売行を示したそうで

ある。これで大当．りをとつたゴメスは引つ

ゞき 「征服への遥 • 原名 Captain f.rom 

、 Castile」「戦う人 Fighter」「キリマンヂヤ

ロの雪 • Snows of Kilimanjaro」「日なた

の争ひ Duelin t!le. S1,1nj「コスタリカの謝

肉祭 Carnivalof·•Costa Rica」「踊る海賊

Kis.<;ing Bandit」など数多くのアメリカ映

画に出演している。

映画やレコードでゴメスを闘いた人は感

じ取ったこと .I,思うが、彼の音楽の特色は

クランツクギターにフラメンコのスタイ）レ

をふんだんに取り入れて多彩なものにして

いる点にある。それは作品をみれば尚更は

つきりする。私の手元にあるゴメスの作品

は20曲だがその中約半数はフラメンコスタ

イルである。即ち

フアルッカ ．Farruca 
アレグリアス Alegrias 

疇パナデロス Panaderos de la 
Flamenca 

ジプン一の咽き Lamento Gitano 
ソレア ・ Solea 

アラピア人のグラナダ
Granada Arabe 

（この曲はサンプラ ZambraArabe 

としてギターニ重奏に自ら編曲し

ている）

三つの花の組曲

日まわり El Girasor.(Buleria) 

すみれ La Violeta (Malaguena) 
パラ Rosas (A!egrias) 

その外は何れも小品だけれども、やはり

ゴメスらしいスペイン的な香りが濃厚であ

1る。

（沼 ・) 24 

一 .、



姫君 Princess 
居酒屋 La Venta 

Studio Capricioso 狂詩曲風錬習曲
悲しみの聖‘占，: Triste Santuario 
春の歌 Cancion de Primavera 
愛のロマンス Romance de Amor 

（これは 「血と砂」に用いられ、ゴメス

のテーマミュージックになっているもの

で、後に映画 「禁じられた遊び」のテー

マに使つたのも、この曲であつた）

編曲に次のものがある。

ラ・クンパルツータ La C umparsita 
(Motos Rodoriguez) 

悲しきカンンオン Canci<in Triste 
(Calleja) 

マラゲニア Me!aguena (Ernesto 
Lecuona) 

ェクスタンイ El Delirio (A.Cano) 

0ミグエル・アプロニスの作品

Mignel Ab!oniz-Berben Editore 

アプロニスは1917年に近東ギリンヤの酋

肘カイロに生れた。マドリットのコンセル

バトリーに学び、 エミリ オ • プホールとフ
アン •パラス •デル ・ モラールに就いてギタ

ーを学んだ。すでに演奏家として名を成

し、ヨーロツバに演奏旅行をした際、パリ

ではジヤン ・ラフォン JeanRafonが 「ア

プロニスの手はタレガ奏法を完全に学びと

つている」と評し、ロンドンではペロッ．ト

博士 Bor;s Perottが 「アプ ロニスは第

二のセゴヴィアだ」と讃辞を呈した、それ

仕どの成功を収めた。先生のプホ ールは勿

論セゴヴィアもイダ ・プレステ ィ Ida
Prestiも一様にアプロニスの演奏を匠めて

いる。プレステイは1951年度イタリアの演

奏会にアプロニスの編曲を 3曲も演奏して

いる。

作曲家としては今のところイタリアのモ

デナにあるべ｝レベン社から自作3、編曲 2

が出版されているにすぎず、まだ未知数で

はあるが、私の持つている下記の 4曲を見

れば、彼が俊秀な且つ有望な作曲家である

ことがわかる。

タンギロ Tanguillo 
マラゲニア Malaguena 

イ長調組曲 Suite in La Magg. di 
L.S. Weis.'> 

ジーグ Giga di Legrenzi 

タンギロはイ調三部形式の佳作で、フエ

ルラリー教授 R.Ferrariに棒げられてい、

マラゲニアはカプリチオの副頭を持ちバリ

で活躍しているイダ • プレステイに捧げら
れている。マラゲニアは演奏会曲目として

も充分に通用する作品である。ジーグの原

曲作者ジョパンニ ・レグレンツイ (1626-

1690年）組曲のレオポルド ・ソルピウス ・

ワイス (1686-1750年）共に古代音楽のチ

ヤンピオンで、アプロニスがこうした方面

に作曲上の追究を試みているのは、今後の

彼の作曲活動に大きなプラスになるものと

思われる。この外、ロマンツア Pequena
Romanza も出版されているが、私の手元

にまだ届いていない。未出版の編曲にスカ

Jレラッテイのアリエッタ、バッハのガボッ

トとミユゼツ トがある。

0現代8本のギクー昔築（第一集）ギタラ社

現代 1:.1本のギター曲作家として第一線に

活蹄している10人の作曲家の代表的な作品

をこの曲狛は網羅している。中には立派な

作品も見受けるが、又中には模索の域にあ

つてギター的なもの i追求に懸命な過程の

作品と思われるものもある。しかし稚拙で

もデッサンに意を用いているような作品に

は好感がもてる。多くのギタリス トがこの

曲集を手にし、真面目にこれらの作品を演

奏し、批判し、 進んで自らのレパ-卜J-
に加えるべきは加えることによって、はじ

めてこの曲集は意義を持つに至るわけであ

る。私自身はこの曲集を手にし一時代前の

大河原武井両氏の作品が一しほなつかしく

なつたことを告白する。そして又古賀政男

氏の作品をも考えてみる契機となつた。

小原安正氏の音頭取りでこの度日本ギタ

ー作曲連盟が誕生した。これは必要欠くペ

からざるものだけに期待する所大きい。

極言すれば日本のギター作曲家の活動如何

によつて、日本のギターは浮きもし、沈み

もすると 言えるかも知れないからである。

( I 月 12 日 • 高橋記）
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アルモニア版ギター楽譜

武井守 J戎 • 作曲 遅日の丘

” 流れに沿ひて

／， あけがたの夢を追ひて

30円

50円

30円

昭
和
二
十
几
年
二
月
十
一

H
組曲（ロマンツア、スケルツォ、カプリチェット） 100円

斎藤太計雄 • 作曲 第三薪訥曲

” ー寸法師の踊り

II 秋草

大河原汲術 ・作曲 糾曲 「花束」

松虫草 • あぢさいの唄 ● 鬼げしの踊り ・

タベの木迎 ・アマリリスのポレロ

70円

50円

50円

150円

④残部が在駆していますから、お頒けします。

④送料 3部まで 8円、4部以上16円を添えて仙台市流IIIJ165番地沢口）jアルモ

ニア楽譜部に申込んで下さい。

0振替を御利用の方は宮城県亘理郡坂元村高橋方アルモニア（振替口座仙台

8681番）に願います

垢
集
兼
発
行
者

縞集後記

復刊第一りをおくる。 小倉俊氏の仲介と小原安正氏

の奔走によつて、アニー ドの来朝がしきりと伝えられ

ている。本誌も第一号をアニード歓迎の意味でアルゼ

ンチン特集を意図したが、本稿メ切までに決定してい

ないので、折角梨つたアニードに関する記孝は、後の

機会にゆづることにした。

梨譜は、今回だけ持合わせの武片守成氏の作品を添

附する。次号からは新しい邦人作品を計画している。

、が真も次さに珍らしいものを添附してゆく。

誌友諸氏の寄稿、投稿を歓迎する。但し採否は編集

子にまかせられたい。 「私の頁」はなるぺ＜誌友に解

放したい考えである。次号の原稿は 2月末メ切とし、

3)]中に発行したいと考えている。

演奏会のプログラムは出来るだけ収録したいから忠

送をお願ひする。

一次号 (3月）朦告一

小紅 ・ アニード女史を迎う

悩橋 ・ アニード女史 （伝記）

野崎 ・ ギターと亜国の郷土音

楽 (2)

中野 ・ ソJレとアグアド

小介 ・ タレガ

凶柏 ・ ダニエル • フォルテア

•
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の夕ギ
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'ru-汐近界斯＇ト夕梅

コード ●其の他

沼祁付‘がJ'i アニードとフォル/

テア

添附楽譜小れ俊氏の前奏曲



近く日本コロムピア盤 Lpで発 ぅ＇しを予返されている

ギ ター 協奏曲の作曲溢マリオ ・， カステルヌオポ • テデスコ

Mari_o Ca~telnuovo-Tedesco 



クリスマール ・レコード「牛車に揺られて」の人々

discos de Crismar "Los Eies de mi Carreta" 

」．．． ：作曲者アタウアルパ ・ユパンキ Atahualpa Yupanqui 
ス ・ ルヘ‘ノプイナス VocesArgentinas 下；演奏者ヴォセ ア

向つて左よりカルロス ・ライネ Juan Carlos Laine 

ネスト）レ ・ンカ）レディ Nestor Sicardi 

ロベルト ・クエ ジョ Roberto Cuello 


