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沢 口 氏 の言葉

アルモニア第五周年記念記録より（昭和 6年）

或る仕華を継続的に保たうとすることは並大低のことでない。まして一般的でないプ

レットロ音楽に於ては尚更のことで、それは困難過ぎることなのだ。この困難にどうし

て耐え得るかが何時も問起になるのである。が自分はア）レモニアに依つて何時も何もの

かを得つ .1.あったと思ふ。困難時に際してはそれに対する方法を兄出すと同時に何もの

かを暗示されて居たかに思われる。其の謡味に於てア）レモニアは強い存在であった。曲

折は致し方ない、たゞ仕方がないと云つて不問に付する華が不可ないのである。ア）レモ

ニアはとに角苦処して来てこ .1.に5年の歴史を作つた。今後過去 5年を反省してもつと

よい 5年を重ねる日を持ちたいと思・ふ。 ． 
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マンドリン系楽器を用いた近代音楽 天野秀延

Contemoo -Contemporary music with fretted instrument H. Amano (Fukushima) 

ドピュッンイ、(ClaudeDebu和~y 1862.:_1918)のピアノ曲 「十二の前奏曲」第ァ輯の第jh、

血 「とだへたるセレナーデ」には、ギターの様にと演奏上の指示が与えられているb 同じ此

の楽家の管絃楽 「イベ．リ ヤ」の第三楽貨 「祭の日の朝」の中でも、絃楽器群に対しての同様

の指示が見られ、此処では特にヴアイオリンやヴィオラを抱えて弾く様に要求している。マ

ニュエル • ド ・ フアリヤのピアノ曲や歌曲の伴奏のピアノには、 随所に、 ギタ ーの効果を

ねらつたり 、ギターの和音から迎かれた音が用いられている。交響詩 「スペインの庭の夜」

第一楽章 「ヘネラリフにて」の冒頭のヴイオラのトレモロ (Sulponti<,ello駒に近づけて演

奏する）の主題旋律や、同じ楽章の再現部の冒頭＇、ヴアイオリンのピッツイカートに助けら

れ、同音連打のピアノで演奏される主題旋律は、いづれもマンドリソのエフエクトを予想し

ている様に思う。此の種の、ギターやマンドリンのエフエクトを表現している作品は、近代

音楽に無数に数えられるので、此の方は暫らく措き、こ.I.ではマンドリンやギターを用いて

-いる近代音楽の二、三に触れて見たいと思う。

作風から観て近代とけ云えないが、広い意味の近代作家として、イタリヤの写実派ヴェリ

ズモの歌劇作家スピネ｝ソ・り（NiccolaSpinelli 1865-1907)の歌劇 「南方の港にて」の間奏

曲に、マンドリンを独奏楽器として用いている。此の独奏部にはカデンツア等もあって、一

応マンドリン独奏曲としての体裁を具えているが、普通のオルケストルを伴奏とするソロと

しては用法ほ如何にも古い。此の作品は 1894年の作曲であるから丁度六十年前のことで、

普通のオルケス トルの中に於ける独奏マンドリンの能力をこの程度にとゞめて阿いた方が賢

明であると考えたか、或は、マンドリンは抒情的な小曲の弾奏以外には殆ど用い難いと云つ

た観念で、おづおづと用いたか、いづれかであらう。楽器用法の近代性ということから離れ

抒情的な感情の表現といくう点では、此の曲は必ずしも魅力がないわけではない5殊に調性の

選択が適当であるため（主として二長調と二短調との間を動いている）ン＇ノリテ ーも充分で

あり 、傑れた美しい音性を持つていることは特筆してい .I.と思う。

レスピイギ (OttorinoRespighi ・1879ー1936)の有名な三篇のローマの交智詩では 「ロー

マ9の祭」の第三楽章 「十月祭」の終りに、 マンドリンが用いられている。I「やがて楽しいタ

経れになると、ロマンティックなセレナーデが聞えて来る」という作者の解説に従へば、マ

ンドリンはセレナーデを表はしているのであらう。従つてこ .1.では特別な近代奏法によつて

いない。此の現代管絃法の巨匠は、楽器の能力の限界 ．（大管絃楽の中に於ける。此の曲は三

管編成）と特性とを知りつくした上で、最も単純な手法を以て絶妙なエフエクトを挙げてい

る。妖艶なヴアイオリンのソロと交錯して響くマンドリンの甘美なセレナーデは、何びとの

心をも強く捉えずには措かない。

レスピイギの此の曲はレコードされて居り 、又よく演奏されるので割合に知られているが

彼よりももつと新し い作風のアルフレド ・カセルラ (AlfredqCas.eIla 1883-1947）、の管絃

楽曲にマンドリンが用いられている のを知る人は捗い。 1911年から12年にかけて、デイアギ

レフのロ i/ヤ舞踊団のために書いた二幕の舞踊喜劇 「ヴエネチャの僧院」の、演奏会用組曲

の第四楽章 「老婦人達のお練り」の中で、通計十二小節に亘つてマンドリソを用いた。カセ

ルラの此処での用法は、スピネルリの様な所謂ソロ楽器としてではなく．、又レスピイギの様

に、具体的な目的と結合した用法そもなく 、管絃楽中の一楽器として、バ合もチエレスタやハ

ープを用いると同様の観念である。此の楽章では特に「滑稽に」といふ表情の上の指示が与

えられているだけに、普通のオルケ スト ルには異例の楽器を採用して特殊なエフエクトを表

現しよう と意図したものであらう。元来此の曲は四管編成の太管絃であるが、勿論テュッ

的 ( I) 
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テイの中で．マンドリンを用いているのではない。最初は、オーポ工、パスクラリ ネット 、・フ
アゴヅト各々一本、ホルンニ挺、ヴアイオリン、ヴイオラ 、独奏チェロといふ編成の中で、
オーポ工、フアゴツトのスタッカート ；独奏チェロのピッツイカートとユニゾンしているc

・トナリテーはホ短調であるからソノリテーも音性もよく 、此の楽器の組合はせから想像して
エフエクトは充分である。他は、グロ’ッケンッュピー）レ、連弾のチエレスタ、二台のハープ
絃のピッツイカートといふ編成の中で、第-ハーズとユニゾンしている。 fのチェレスタを
除いては、他の楽器は全部 Pかpp、マンドリンのみが mp。 奏法としてはスタッカートと
トレモロ．とが用いられている。ロココ風な俊雅さとユーモラスな案囲気との混滑からなる此
の部分の表現は、エフエクトも美しく又他の楽器を以てしては代へ難い。こ .I.の トナリテー
はホ長調である。管見の及ぷところでは、カセルラは此の後、マンドリンをオルグストルの
中で使用していないが、此の作品は彼の第一作曲期から第二作曲期への過渡的なもので、こ
れ以後作風は大きく変貌し、 最早マンドリンを必要とする様な音楽は書かなかつたのであ

る。
以上は近代現代イタリヤ作家の音楽であるが、最後に現代スペインのホアキーン • テュリ

ーナ (joaquinTurina 1882ー1949)の、．1926年に出版された絃楽四璽奏「闘牛士の物語」
を一幣してみたい。これはゴードン絃楽四重奏団の演奏で録音さ れているから御聴きの方も
あらうと思．うが、此の原曲はリュ ウト四重奏用＠ものである。楽譜を一見してもレコードを
聴いても、直ちにエステュウデイアンテイナ系の楽器への構想と フ．イギュランヨンが感じら
れる。リュウトは近代のリュウトであることは云うまでもないが、 リュウトのみの四重奏で
ないことはヴアイオリンの音域から想像出来る。ー 原曲が手元にないのではつきり云へなーいが
マンドリンニ個、マンドラー個、 リュウトによる四童奏ではなからうか。此の曲にスペイン
風の香の浜厚なのは当然として、それとともに、原編成から必然的に生れるリズム、フィギ，
ュランヨン、そしてそれは同時に作品の構想をも規定していることが瞭然と府取される。従
．つて、絃楽四甫奏としては、技法上の特殊性によつ、て表現や感党が一種生鮮な色彩を帯びて
いることは否定出来ないが、此の作品が原編成によづて油奏されるならば、更らに自然な美
しさを示すことであらう。 (1954.3.14) 
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ヤマハ音楽教室が 5 月 1 日から•a E1 本楽

器銀附支店に開設された。洗づアコーデ

オンとギターの二科目だけだが、遂次各

楽器の教室が開設される由。 ビター科教

授は小倉俊、伊藤翁助の二氏で、速成科
(1,000円）、高等科 (1,500円）共に三ケ

月外に入会金 300円。その案内書申込沿

希望者は日本楽器ヤマハ音楽教室に請求
されたい。

全音楽譜出版社から溝渕浩五郎編の解

説付タレガ傑作全集が出版された。 45曲

；，の全集が 5OO円で入手出来るのだから幸

なことである。

アメリカではタレガのアルハンプラの

思出が-tllJで60セント、 邦貨約 200円も

しているのである。 • 
「ギター芸術」第 4号がこのほど発行

された。表紙にオヤングレンの近影を出

している。執策者は松川良雄、小林博、

近藤恒夫、近藤敏明の諸氏。詳細は下記

に照会されたい。

大阪市東淀川区木川西 2-62 近藤方

日本ギター芸術協会

:・・・・!・・・・・・・・・・・・・・・;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・::.................,................ :........ 
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オウグステインの業績 扁橋 ・ 功

Albert Augustine't3 Tribute to the Guitar ・Isao Takahashi (Sakamoto) 

私は今昭和 4年に発ぅしされた、セゴヴィア A. Segovia の日本ピクダー盤 6766のソル作

「モ ツアルトの主題と変奏」 と1953年吹込のデッカ盤 J:;p(DL-9638)の同じく 、セゴヴィ

アの同一曲のレコードをかけて比較してみて今更證嘆の声をもらさざるを得ない。そこには

明らかにセゴヴィアの芸術の進境がみられ、円熟の境地を感じとれる。その間に25年の歳月

が流れているのだから、演技が進歩し円熟の境に到達するのは、考えようによっては当り前

のことである。しかしそれだけでは両レコードの相異の秘密は解かれない。そこで又考えら

れるのはレコーデイングの技術の進歩ということである。 Spから Lpえというほどの側期

的な発明があったのだから、そこに相異のあるのは又当然である。しかしそれでも尚、セゴ

ヴィアのギターの進境は解きあかされない。セゴヴイアはラミレスとハウザーの手になる楽

器を持つてい、それを代えたということを闘かない。そごで私が最後に考えついたのは、そ

の秘密は絃に存するにちがいないと考えるようになつた。否そう考える外にこの秘恕を解く

鉱が私にはどうしても見つからないのである。

ナイロンの発見に着眼して、その張性と耐性を吟味し、音性と音盪について検討を加え、

3 年に互る実験の結果1949年にアルパート • オウグステイン Albert Augustineが発売した

のが、所割オウグステイン絃である。彼は早速試供品をセゴヴィアに送つた。日頃絃に関し

て非常な関心をよせていたセ ゴヴイアは、これを用いてみたところが、それが今まで用いた

どの絃よりも凡てに於てすぐれてい、それどころか、現在考え得る最裔のものであることが

判り 、逸早くオウグステインに讃辞を呈した。セゴヴィアは杏いている。

' 「オウグステイン絃が成しとげた最大の貢献は 、この絃が発売されてからまだ 3年しかた

.I.ない今日、ヨーロツバでもアメリカでも 誰もがこの絃を使用して満足の意を表してい

る、という孝実によくあらわれている。非常な努力と忍耐によって漸く完成したこの絃の

すばらじい音性は、益々多くの関心を呼び起し、諸国から註文が殺倒しているようであ

る。払は、全世界のギタリスト達に非常な利益を齋らした、このオウグステインの無私な

勇気に誇りを感じるものである。」

いさ.¥.か広告めく けれども、セゴヴィアは1949年にこのような推臆の首梨を寄せた。更に

エミリ がプホール EmilioPujolは「払がこれまで長年経験した中で、オウグステイン絃は ．

その音性に於て、又その持久性に於て外のどれよりもすぐれている。特に低音絃は澄んでい ' 

て、柔らか味があって、よく 怒き、そのためにこの絃を使用すると楽器そのまで一段とすぐ

れたものになる。そしてまるで聞く人をうつとりさせるようになる」と凌き、レヒノ ・サイ

ンス・ナ ・ラ・マサ ReginoSainz de la Mazaは「オウグステイン絃は、各絃共清純で、

特に低音はノープ）レで、明る＜ 、而も力強くてすばらしい。あなたのこの粟紐は、ギター並

に多くのギタリス トを成功に迎く立派なものである と、私は信じて疑わない」と溢き、イダ

• プ Uスティ Ida Prestiは 「私のコンサート をきいて、音が強く而もきれいに澄んでいる

と評されますが、それはオウグステイン絃の賜物で、その点私はあなたに心から感謝してい

ます」 と 魯き 、 又）レイゼ • ワルカ ー Luise Walker も 「ギターのために偉大な業祓をなし

とげたア）レバー ト・オウグスティン氏のために、あなだの創製したオグステイン絃が広く全

批界にゆき亘り 、凡ての ギター愛好家によろこびを齋らすように心から希望してやみませ

ん」と何れもお世辞抜きの讃辞を呈している。こうした世界有数のギタリヌト逹の貨聞の言

採に目を通したセゴヴィアは1950年に更に次のように虚いているC¥ • 

． 「以上の諸氏が異口同音にオウグステイン絃を賞讃しているのを説んで私は渦足してい -

る。俗世間にたえず背反や対立や反目が存在するようにゞ楽しかるべき音楽の世界にも常

51 (3) 



に共嗚と調和があるとばかりは限らない。私逹の目をギターという狭い汎囲に限つて見渡

しても、お互に協和を欠いたり 、気まづさや悪意のために不愉快なことがあるのに驚くこ

とがある。ところが、こ.1.1こ幾人かのギタリストが害いた言菓を読み、又以外の人の意中

を付股すると 、こ.I.では一致してア）レパート ・オウグステイン氏への讃美に尽きている。

彼は、このオウグステイン絃が完成する前に、払達が等しく抱ていた不安を務散ーiij}する
ほどの業船を成しとげたのである。凡てのギクリストがこ .1.に心を一つにして宜讃と推殿

を捧げているのは美しいことだ。」

セゴヴィアのこの言媒を私達は注意して読む必要がある。却々痛いところを突いているよ
うでもある。しかしそれは皮肉や諷剌ではなく 、ひたすらにオウグステインの業船を讃美す

るための伏線なのである。要するにオウグステインの菜紐は、誰が不平も不満も反対も言え

るはづがないほど偉大で、決定的で、又革命的であるとも言うのである。こうしたふくみの

あるセゴヴィアの讃辞に払は感心しないではいられない。

セゴヴィアはすでに 5年も前からガツト絃を去つて、オウグスティン製のナイロン絃を使
用していたのである。1952年11月25Uイギリスのンエルテンハムに於けるリサイタルの後の

クイーンスホテルに於ける座談会の席上、セゴヴィアは次のように芦つた。

…•••第 3 絃に銀巻絃を使うこ との rII否について呼ねた時・セゴヴィアは、 ギタ ーの絃には一絃
絃犬々の音色があり 、第 3絃を銀巻絃にすると第4絃の音色と区別がつかなくなるから

好ましくない、と 意見を述ぺた。

…・・・セゴヴィアは、ナイロン絃を使用する前は、特に熱帯国に於ける演奏では、第 1絃な

どすぐにゆるんでしまつて30分毎に取り換えなくてはならないようなこともあったが、今

ではこの第 1など（オウグステイン絃なのだが） 4年も張りつばなしで少しも狂いが来な

い、と答えた。

こうしたセゴヴィアの述懐を読むと 、昭和 5年来朝時、帝劇のリサイタルで、演汝中に何

度も何度もペッグに手をやって調絃したのを思出し、 大へんな苦労だったろうと今更らに思

う。あの調絃の神のような早業に驚いたものだったが、若し来年秋1収び来朝するならばもう
あの早業には接し得ないかも知れない。 しかしセゴヴィアはあ .I.した余計な苦労をしないで

済むわけである 。 そうとすればヽ それはオウグステインの業績の賜物と 』えるのである。 • こ
の小文に提出したセゴヴィアの芸術の進境には、オウグステイン絃が人役を果していると私

は思い、こ.I.1こ秘密の乱が存在していると考えるのである。 ． 

チェロの名手ガスバル • カサード Gaspar ·Cassado は近くエチロもナイロン絃を使用す

るようになるだろうと予言したそうだし、昨年 8月8日ロンドンの BBCI))第二放送でレオ

• ウルムセル leo 'Wurmser 指揮ミドランド ・ ライト ・ オーケストラでプンメルの 「マソド
リンとオーケストラのための卜調の協癸曲」を演奏して注目・されたマンドリニスト 、五ーゴ

ー • ダルトン Hugo D'Altonはナイロン絃を張ったマンドリンを使用しているそうである。

そのようにナイロン絃はこれから先益々活路を見出すことになるだろう。

ナイロンの発明という近代科学の辿歩がギターに齋らした功絨、就rI1これを改良工夫して

セゴヴィアをして最上飛良の絃と折紙をつけさせたア）レパー ト・オウグステインの業絞に対

して払は万腔の敬意と感謝を捧げるものである。

アルゼンチンクシゴの決定盤！

Discos de C R I S M A R 

クリスマール・レコード
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ギター独奏のLpレコード
Lp-record of guitar 

lギターレコード特集

Iii 橋）•IJ

・1. Takahashi (Sakamoto) 

私が現在所有し ているギ ター独奏の Lp・レコー ドはクランツ ク、 フラメンコ併せて 16枚

だけである。この外セゴヴィアのが 1枚、モン トヤのが数枚発売されていることは承知して

いるのだが、まだ入手の述びになつていないのである。派 奏家 別 に別記して短評を試みよ

つ。
1. Andres Segovia 

し1)Columbia 33C x 1020（日本コロムピア XL.5008、12吋）

Ailiiに Castelnuovo-Tedesco 作二長調ギター協奏曲が AlecSherman指揮の New
London Orchestraの伴癸で入っている。作曲者自身 Splendidな出来ばえだと言って

いるのだから決定盤と 言えよう。

B面に Ponceの SonatinaMeridional（南欧風ソナテイナ）と Torrobaの Suite
Castellanaから Aradaと Fandanguilloと Turinaの Fandanguillo が入つている。

後者は20年も前にピクターから Spで出ているが、それと比較すると流石にセゴヴィア

はIIJ熟したと思う。

(2) MGM (E-123, 10吋）

凡て Bachの曲で Sp盤アルバムで出ているものの再録と思われる。A而はヴアイオリ

ソ炎叫曲第 4番の Chaconne。ヴァイオリソではいかにも無理な難かしい曲にきかれる

が、セゴヴィアは、まるでギターのために作曲された音楽であるかのようにすらすらと

淀みなく弾いている。 B面にはリュートのための Prelude無伴奏チェロ組曲第 2番の

Courante,リュート糾IIll')11番ホ短潤 Sarabandeと 恥uree それにリユー トのため

の Fugue の五曲が入っている。セゴヴィアのパッハはいかにも甘すぎると評する人も

あるが、これはギター自身の廿災さのせいとも考えられもしよう。
(3) Decca (DL-8022,12吋） GuitarSolos 

A而に Albeniz の Granada,Torre Bermeja, Sevilla, Granados の Tonadilla,

Danza Espanola No. 5及 No.11。何れもこれ以上は望めない名演奏。 B而には Luis
Milan と Gaspar • Sanzの TresP11vanasと Canzonee Saltarello, Torroba の

Arada,二つのカタラナ民諜 El Noi de la Mareと ElTestamento de Amelia, 

Tarregaの DanzaMoraと Minuet,Robest de Viseeの Entraday giga, Bouree 
y Minuetという盛沢山なプログラム。1949年の録音。

(4) Decca (DL—9633, 12吋） GuitarRecital 
A而に Alonsode Mudarraの Romanesca,Sylvius. Leopold Weiss の糾曲から

Prelude, Ballet, Gigueの3曲、Bach の無伴奏チェロ第 1糾曲中の Prelude と同じ

く第 6組曲中の Gavotte, そして Sor作品 25の第二癸嗚曲中の Allegro,・B面に

Mendelssohn の作品 19の6の無苫歌、Schubert-Tarregaの Menuetto,Torroba の

Sonatina,最後にAlbenizの Leyendaが牧められている。1952年の吹込で、この時か

ら金色ラヴェルになり 、セゴヴィアはデッカ蚊麻演奏家の一人として遇せられることに

なった。

(5) Decca (DL-9638, 12吋） GuitarConcert 
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A而に LuisMilanの Fantasia,Robert de Viseeの Suite,Sorの Variationson 
a theme by Mozart, B面に Haendelの AllegrettoGraziosoと Gavotte,Bachの
ヴァイオリン独癸のパルテイタ第 1番の Boureeと無伴奏チェロ第 3糾llh中の Couran
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te, Giuliani 作品 15番の奏嗚曲第 1楽章 Allegro,de Falla・の Homenaje, それに

vrna-Lobosの Etude。 ジュリアー‘二の奏嗚曲で一小節とばして弾いているのはどう

したわけであらう。 1952年の吹込。 一

この外 Decca(DL-9647, 12吋） Gl!itarProgramというのが 1枚出て．いるはづである。

・ 2. Julio Martinez Oyanguren 

周知の通りウルグアイの生んだ最大のギタリストで1905年の生れだから当年50オ。ニュー

ヨークにデビユーした時はセ ゴヴィアの再来と謳われた。Sp時代 Columbiaに数枚レコ

ードしたが、Lpは Decca ~DL-8018, 12吋） Latin America_n Folk Music と銘打つ

て1枚出ている。アルゼンチン、ペルー、プラ ジル、ウルグアイ 、チリ、バラグアイ、ベ

ネヅエラ、エクア トル、コロンピア、ポリ ピア、メキソコ、＇キ ューパ等中南米12ケ国の民

謡、舞tillが組合されている。だみ声や手拍子や足音や色々な打楽淫を伴う民謡や舞曲が、

個のギターに移されると 、本来の素朴と野趣が失われてしまうのは致し方があるまい。

それにしてもこの種のものとしては矢張り最上のものと言えよう。 恐らく Sp（アルバム

A-174, 186)の再録で、1950年の発売。

3. Vicente Gomez, Decca (DL-8017, 12吋） : 

ゴメスはリタ ・ヘーワース主演映画「血と砂」の作IUI者として一躍名を成した。その後 ＇

「キリマンジャロの雪」「征服への道」等で映画音楽にギターを入れて成功したことは周知

の通りである。1911年にマドリットに生れたゴメスは13オの時マド リットでデ ピューして

認められ、ルピンスタインにす.¥.められてギタリストとして立つことを思立つたと言われ

ている。1938年アメリカに渡り 、現在もアメリカを中心にラ ジオに、テレヴィに、 ンヨオ

に、花々しい活蹄をしている。
このレコー ドの A面には Farruca,Sevillanas y Panaderos, Alegrias, Granada 

Arabe, Candon Triste, Romance・ de Amorなどのフラメンコ調の 「悲しみの歌」以外

は自作のものを入れている。自 作ではあるが、レコー ドではどれも原曲通りは弾いていな

い。フラメンコと言 うのは、時に応じて色々な手を変え、趣向を添えてゆくものらしい。

これはモントヤの場合にも 再えることである。 「アラビア人のグラナダ」は映画 「征服へ

の逆」に 、「愛の歌」は映画「Jfu.と砂」に使つている。 尚 「愛の歌」は後にナルVソ・エ

ペスが 「禁じられた遊び」ですばらしい効果を上げていることは、私達の記憶に新しいこ

とである。B面には自作の Soleaと Rafael Marinの RapsodiaAndaluzaのフラメソ

コ調の外に、Sorの Prelude, Aguado の Estudio de Concierto, Tarregaの二つの

Mazurka, Torrobaの FandangoCastellano (Fandanguillo)が入っている。 クランツク

の曲は、フラメンコ調の曲に比してどうも聞き劣りがするように思う。 これも恐らく Sp

のアルバムからの再録で1950年発売。

ゴメスは Decca(DL-5380, 10吋）に「血と砂」の音楽を、バンドリアを含むギター四

煎奏で出している。GracielaParragaの歌が入ってい、VerdeLuna（青い月）などは捨

てがたい抒情調である。

4. Rey de la Torre. 

1917年ハヴアナに生れたトレは早くスペインに渡り、 ミゲル ・リヨベッ トに師辛し、19

34年バルセローナのグラナドス ・アカデミーで初の公開演癸をして決定的な名声をかち得

1941年ニューヨークにデピューして 又々絶讃を博し 、今日アメリカに在つて 活躍してじヽ

る。

(1) Philharmonia (PHー106,12吋） 20thCentury Music for the Guitar. 

A面に JoaquinNin-Culmel の Milanの主題による 6の Variations,_Conc1erto de 
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Aranjuezの作曲者として名邸い Joaquin Rodorigoの ZarabandaLejana, de Falla 

(}） Hornenaje a Debussy, Julian Orbonの Preludioe Tocataが牧め られ、 B面

にはAlbenizの TorreBerrneja と Leyenda,Granadoos の laMaia de Goyaと

Spanish Dance 第 5番が牧められている。残靱を適度に入れたレコーデ イングは好ま

しい効果な窟らしている。セゴヴィア と同じ曲を 5`曲も弾いているが、セゴヴィアに肉

迫し得るギタリストであると言えそうである。

(2） SMC (SMC-516, 10吋） Musicof F. Tarrega 

A面に Preludo1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. Endecha y Orernus, B血に Lagrirna,

Recuerdos de la Alhumbra, Adelita, Marietta, Minuetto, Mazurkaが入ってい、 生

きた教本と Lて役立つこと甚だ大きい。

(3) SMC (SMC-517, 10吋） Muskof F. Sor. 

セゴヴィアが編集出版している Sorの25の Etndesの中から 1.2. 3. 4. 6. 8. 9. 

10. 11. 13 14. 16. 20.を入れてい、これ又生きた教則本として大いに学ぷぺきもの

がある。このような指導的なレコードを公開した トレの意のある所を掬み、その誠認に

感謝すぺきである。

この外 トレは Philhalmonia(PHー101,12吋）に StuyvesantString quartet と共

に Boccheriniのギターを含む絃楽li.直奏曲を， Allegro盤に Sorの作品22番の Sonata

＇と Etude数曲、及び E. Rogersの歌に伴奏してドイツの古代の歌曲を夫々 Lpで吹

込んでいる。

5. FeJ;x Aguelles 

アグエレスに関して私は殆と知る所がない。

lll SMC (SMC-506, 10吋）
Tarrega ~ Alborada と DanzaMora, Bach の Courante,Quijano の Estilo,

Albenizの Leyenda，それに自作のフラメンコ Trianeriasと Guajira を入れている

が、何れも名油と は訟い難い。

(2) SMC (SMC-507, 10吋）

Ai出に Malatsの Serenata espanola, Sinopoli O) Vidalita, 自作のフラメン コ

Tientos, Bifliに Alard-Tarregaの Estudiobrillante, Sor(}） ・Minueto, Tarregaの

Capricho Arabe, Orlandiのトレモ ロ Nocturnoが入っているが、これ又上々のレコ

ードとは言い難い。

6. Rolando Valdes Blain. 

ロランド ・ ヴア）レデス • プレー ンはキューパ生れのギ タリスト で、兄ア）レベル ト と共に

現在ニューヨークで •'t 々 l い活¥釦をしている。 レイ. . デ ・ ラ • ト レと I覗l郷で、 従って好敵
手という立場にある。

SMC (SMC-546, 10吋）は恐らく本年か、早くて昨年末のレコーデイングと思われる。

Sorの作品22番の Sonataの全曲で、第 2楽草 AdagioMaestosoが：：：面にまたがつてい

るのは、どう考えても芸のない話である。折角の Lp・が曲の 中途で切れるのでは味気な

ぃ。10吋でなく 12吋盤にして、余分に何か小品を二、三曲加えてくれたらどんなに布難か

ったか知れない。とに角 レコーデ イングがい.1.のか、 楽岱がい .I.のか、絃がい .I.のか、ト

ーンはすばらしい。そしてテクニックも実にすばらしい。いさいが深味に欠くる鎌はある

が。とに角大したギタリス トがアメリカには相当いるらしいことがわかる。

7. Carlos Montoya 

フラメンコギターの第一人名ラモン ・モ‘イトヤの Lpレコードは 10枚近くあるらしい
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が、歌や踊りと共に入っているのが多い。 もともとフラメンコ迎楽では歌と踊りとギター

が三位一体をなしているので＇、ギター独奏という のは少く 、これはいさとか生彩を映 くこ

とになるらしく 、モントヤの場合でも独奏レコードは多く ない。

ll) SMC (SMC-512, 10吋）
Solea, Tarantas,Saeta, la Petenera, Zambra Gitana, ・Bulerfasの6曲

(2) Monilla (LD-10, 12吋） AiresFlamencas 

Bulerias, Peteneras, Sevillianas Granadinas, Tientos y Tanguillos, Soleares, 

Rondena, Malaguenas Boleras, Fandango de Huelva y Verdiales, Farruca の10曲

が収められている。 「セヴィリアナス」と「マラゲニア」では TriniataMontoyaのカ

スタネッ トが加つて生彩を放つている。 Montillaは昨年創業のレコード会社で、スペ

インでテープにどったものをアメリカでプレスして発元しているスペイン音楽寿問の会

社である。まだ30枚位しか発光 していないがサルセラ のアリアやl泊曲や間奏曲にすばら

しいものであり 、 スベ イン盤の輸入が困難な現在、 Montilla盤で渇を医するのが一番

である 。•この外最近レミントン盤でイパロンドの唄にモソトヤの ギターで一枚出たが、

これは昨年度アメリカ ・レコー ド・ガイド誌選出の器楽曲の部の最俊分レコー ドとなっ

た。

8. Luis Maravilla, Westminster (WL-5135, 12吋）

この盤は1952年フランスのデイ スク大賞を獲得したも ので、Allegriasy Penas de And-

alucia「アンダ）レンアの社びと悲しみ」と 題するフラメン コ集である。 これは PilarLopez 
の率いるスペインパレエ団の代表的なレパートリーで、LopezTejeraの構成によるもの

である。Ar面に Variaciones,Fandangos, Noche en Santa Cruz, Soleares y Seguiriyas, 

B血に Judea,Bulerias, Granadina, Tarantasの 8曲で、その中 4曲に PepeValencia 

の唄が入っている。このレコー ドできくマ ラヴィリ アのフラメンコほモントヤ流のそれと

は1II成りちがったもので、寧ろゴメスに近いものである。 「サ ンタク）レスの夜」などはフ

ラメンコとは言い難いほどクランツク的で、名作名油である。このul1を私は今のところギ

ター it楽の蚊邸のものの一つと推すに瞬躇しない。マラヴィリアは1914年に生れ、 14オで

フラメンコの コンクールに応募してラモン ・モントヤ政を獲得した。それから Daniel
Fortea, Miguel An四， Miguel Llobet についてクラ i/ツクギターU)止統を学びとつた

経歴を有している。彼の音楽の秘密はこ入に在るに迩いない。 1953年のカンヌの映画祭で

舞踊音楽1]を得た 「フラメ ンコ」というスペイン映画では、こ のマラヴィリアが背景音楽

を担当していること は既報の通りである。

（マラヴィリアについてはレコー ド芸術5月りの拙稿を併，流されたい）

スペインのレコードのカタログを見て
Record of Guitar in Spain 

小倉 俊

S. Ogura (Tokio) 

この殷スペインのレコードの1953年のピクター ，オデオン ，リーガ）レ ，バテの綜合カタロ

グと、それの追加の分を見る機会を得たので、その中で、我々に興味のある二、三を紹介す

る。

歌の部分は Cancionesの部門の他に、別に Regional（地域別）の部門がある。この地域

は以下の12の部分に分れている。先づ、Andalucesにはじまつて Aragoneses,Asturianos, 
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Baleares, Cap.ario.s, Catalanes, Gallegos, Montaneses, Navarros, Riojanos, Valencianos 

―と Vascosであ る。 これらの中で、さすがにアンダルンアのものが一番多し、。 それも大部 ‘

・分ギ ターの伴奏なのである。

その吹込まれたアンダルンアの歌の種類の中で最も多いのは Fandangoで圧倒的に多い。

次に順を叡•ヽて見れば、 Alegrias, Bulerias, Soleares, Zambras,それから Seguidillas 次

に Tangos,Fiestas,次に Villancicos,Fandangos de Huelva, Fandanguillos, Malaguenas, 

Milongas, Serranas, 次に Saetas,Farrucas, Pregones, Tientos, -Farrucaで、 次に

Peteneras, Medias Granadinas, Tanguillos, Colombianas, Campanilleros,次に Guajiras,

Canasteros, Cantinas, Canas, Caracoles, Granadinas, Martmetes, Sevillanasの順であ―

る。 ・

歌手は、ピクターの PepePintoと．ギター伴奏 Manolode Badajoz又は、 Melchor de 

Marchena,又は、 PepeMartinezと又は、オーケス トラとギターの27枚が一番多い。 Nin 

a de los peinesの11枚が続き、 彼女の伴奏のギターは Melchorde Marchenaである。

之もピクターである。 7枚の Ninode Marchenaは RamonMontoya又は、Montoyaと

¥ Menolo de Badajozの二軍奏の伴奏、 又は PaquitoSimon のギター伴奏である。（ピク

ター）

かつて日本へ西班牙の舞姫テレンーナと 一緒にきた力）レロス ・モントヤ（ギタリスト）は

ラモンの甥に当る人であって、 現在アメリカで活動している。 Lp, のレコー ドでカルロス

の方のギターは沢山きける。ラモンは、勝田君の話では、フラメンコひきの中では最高の立

派な演奏をする人である ときかされている。ラモンは70オで1949年他界しているのは残念で

ある。

それがら、オデオンで Antonio・Molina が Ed~ardo Martinezの、又は Marianode 

Cordobaのギター伴奏で 6枚、やはりオデオンで Manoloel Malaguenoが Manolode 

Badajo-z の又は、AlbertoVelez のギター伴奏で 5枚、El Principe Gitanoが、ピクタ

ーで JoseCastellon のギターで5枚等が多い方である。この中 1枚はリ ーガル。 その他の

ギタリストの名前を参考に挙げておく。 ・ ・

Luis Yance, Manolo el de Huelva, Pepe Hurtado, Paco Aguilera; Aguilino de la 

Rosa, Miguel Borrull, Juanito el Chufa, Ramon Gomez, Bernabe de Mor,m, J?se 

Castellon, Antonio Vargas, Nino Ricardo, A. Heredia, J. ・Roman, Eduardo Herrera, 

Juanito Riera, Antonio Zori, Esteban de Salucar, Lui's _Maravilla, Raul Nery, Pepe 

Monreal,_ Patena（息子）と J. Torregrosa1 M. Vazquez "Sarasate"等の沢山の人々がい

る。歌に／は、 2個のギターの伴奏を使ったり 、 オーケスト ラとギターを使った伴 奏 とあ

る。
ギターの二重奏は NinoRicardoと Melchorde Marchenaが

Aires de ・Triana (Bulerias) ・ ・ · … • •• Monreal と Serrapi と作曲。
Bulerias (Los Piconeros)………Moztazo作。

をオデオンの 184.806と184.807に入れている。

Nino Ricardoはソ ロをオデオンの 184.806と・184.807に入れている。

Almoradi• · ·· … • •Monreal と Serrapi の作。
Recuerdo a sevi{la (Serenato)……Cebrian Ruizと Serrapiの作。

Manolo de Badajozのソロは Soleapor Roseと Tarantasの2曲でオデオンの184.9

64である。
アンダ）レツア地方以外の歌の ところでは、Aragonesesの地方の部で JoseOtoの歌には

57 (g) 

9/ 



ギターレコード特集 1

9' fr，長が、OrquestaGuitarristica Nacional というのがある 。 Jota•• … • Lafuente Zabalo作を

入れているのである。オデオンの 422である。

Asturianos地方の部では ElPanaderu の歌を Formi~ueru のギターが伴奏している。
Canariosの部では、LolitaRodriguezの歌を CarmeloCabralのギター伴炎。

X x
 

X 

余淡であるが、ギターを自分でひいて自分の歌の伴癸をする歌手でセゴピアが推奨してい

る、そしてギター伴奏の編1111までして彼女に捧げている OlgaCoelhoのVコードがカタロ

グのカンンオーネスの部の中のオデオンの184.962で発グかされている。1111目は
Cadena de Plata (Choro brasileno)……Arr. Tibaro 

a) Pokare Kara Ana (Cancion popular maori) 

b) De blanca tierra (Cancion inca)……紅 r.Coelho 

ピクターは、西班牙では Lavoz de su amoである。

ルイゼ・ワルカーのLp
Lp record by Luise Walker 

藤田不
Fuji Fujita (Tokio) 

女流ギタリス トのJレイゼ ・ワルカーは＇窮二 枇界大戦以前は、ドイ ツのテレフンケン ・レコ

ードに録音して，いた。 A• ドミニチの「イタリー幻想1111」とタレガの「ホータ」などは日本
テレフンケンから発売されたように記極している。

今次大戦後彼女は、オランダのフィリップス ・レコードに次の4illlを録ifしていた。

アラビア奇想曲（タルレガ）フランス調による小変k'rtl1（ソル）
レコード苗り• N 1,1224 G 

アレグロ ・コ‘ノ ・プリオ（ウール）占風な前奏Ilh（サントルフーラ）

レコード番号 N 1,1225 G 

オiの41111からタルレガの作品を餘外して、更に次の111!「lを糾合せた Lpが、フィリップス

か9ら発売されるに至った。（レコード酢り• N 00640R) 

スペインの歌による変奏1111（ワルカ ー）レオネサ（リヨベッ ト）

糾I川第 1番 (H • アムプロンウ 7-) グラナダ 「スペイン組 1!11第 1 番からのセ Vナード」
（アルベニス）

ワルカ_・の作品が録行されたのは、これが始めてである。 リヨペ ッ トの作品はカタロニア

のメロデイであり 、 アムプロンウスの曲は「rifi癸！IIーア ングレーズーサラパンドープーリ

ー」からなっている。

アルフレツト • ウ ールは1909年の生れであり 、 ギイド • サントルソーラは1904年の出生で
ある

このワルカ ーの最初の Lpは、オランダの外、オーストリアでも発売されている。

(10) 58 



最近のアルゼンチン盤ギターレコード
New Record of ~uitar in Argentina 

Iギターレコード特集

木村 以・久弥
K. Kimura (Shizuoka) 

アルゼンチンのギター奏名は、し1)J針聞「古典音楽」専問家、（2) 「ア）レゼンチンの民俗む
楽又は知土音楽」LaMusica Folklorica Argentina専問家及び (3)「ジャズやトロビカ）し

リズム」専問家に分類出来る。この中で (2)の範Uに屈するギター奏者の数が一番多 く、 又

そのレコードも一番多く発必されてゐる。

占典G・楽を専問とするア）レゼンチンのギター炎者中蚊も有名なのは、マリ ア・ルイサ ・ア

ニード女史 ;MariaLuisa Anidoである。彼女は今ア）レゼンチンのオデオンからレコードを

出してゐる。彼女の最も新しいレコードは、 次の EP即ち片面に2曲づ .I.入ってゐる45回転

盤である。

Danza Espanola No 5 (E. Granados, Odeon 
a) Catamarquena b) Aire Norteno > BSOAIE 4503 ‘ . ／ 

（この a及び bは共にアニード女史作曲のアルゼンチン郷土音楽）

彼女は SPでは次の様なものを出してゐる。
Triste No 4 (J. Aguirre) 
Minueto (J. Ph. Rameau) ＞ Odeon 57026 
Sueno (F. Tarrega) 

Cantiga (Alfonso el Sabio 1221ー1284-）Minuetto(Mozart) > 
Odeon 66035 

：：：ード女史同様女性ギター奏占のマリア ・アンジエリカ ・フネス MariaAngelica 
Funesは矢張りオデオンから次の様な レコー ドを出してゐる。

Preludio (H. Villa-Lobos) .  Odeon 
Danza de Anitra, de Suite“Peer Gynt”No1, 0p. 16 (E. Grieg)> 56580 
Serenata Burlesca (M. Torroba) 

‘̀ Odeon 56544 
Preludio No 7.-Mazurka (Chopin)．ノ

アルゼンチンの郷」済楽を屯11りと するギ ター 炎者 は数多くゐる。彼等の中には「弾さ・111:
ひ」つまり自らギターを奏しながら郷土色哉かな地方民謡を引う ものが多い。それらの中で
我国に蚊も良く知られてゐるのは、アタウアルバ ・ユパンキ AtahualpaYupanquiとエド

アルド ・フアルー EduardoFalu である。プエノ ス ・アイレス郊外でI災業を府みながらギ

ターを正式に翌つて居られる払の友人閻木ーリ」氏より の便りによると、こ の2人の中ではユ

パンキのルがより蒻く評価されてゐるさうである。

ュパ‘ノキはその名前から予測される通りに原住民の血をひいてゐる天才で、作曲家として

、{f名である。彼は杵コミ ュニス トだったので一時国外に亡命し、帰国後「転向」を声叫した
ので浙くラ ジオ、ステージ及びレコー ド等で禎拓的に活動出米る様になった、と云うことで

ある。彼は昔（まピクター屯屈だったが、最近ではオデオンから数多くの優れたレコー ドを出

してゐる。その中最も新しい LPは次の如くである。
"Una Voz y Una Guitarra" Odeon LDS 134 

59 

（＊）はギター ・ソロ その他は 「弾き引ひ」以下の八曲
Recuerdos de! Portezuelo (Candon) 

Malquistao (Vidala)'*l 
El Vendedor de Yuyos (Cancion) 
Chacarera de las Piedras (Chacarera) 

(11) 
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Minero Soy (Baguala)'*l 

Tierra Querida (Zamba) 

Huaira (Carnavalito")'*l 

Cruz de! Sur (Malambo con Variaciones) '*l 

この Vidala,Zamba, Chacarera等はタンゴとかミロンガ等の様にアルゼンチン繹土音

楽のそれぞれ異ったスタイルの名称である。彼はオデオ ンから次の様な SPを出してゐる，

（ ＊）はギター ・ ソロ、他は「弾き．咀ひ」 • はユパ‘ノキ自身の作曲
• A Que le Llarnan Distancia (Candon Parnpeana) 

「草原地方の歌」の意味
• Canto de! Peon Fnvejecido (Candon Nortena) 

「アルゼンチン北部地方の歌」の意味

ヽ Odeon55668 
／ 

'*l Alegria en los Panuelos (S. Gennero) Zamba > Odeon 55667 
'*l Andando (Benicio y Julian Diaz) Vidala 

• La Anera (Zamba Tucumana)「ツクマン地方のサムパ」> Odeon 55666 
'*¥ Chi lea Julian~ (M. L Miranda) Chacarera 

• Huella Triste (Candon C血pera)「田舎凪の歌」
Odeon 55664 

• (* ) Campo Abierto (Estilo Pampeano)「草原地方のエステイロ」＞

• Arenita de! Camino (Baguala de! Valle Calchaqui) 
「カルチアキ淡谷地方のバクアラ」＞ Odeon55663 

• c*i Zamba de! Grillo (Danza Tucumana)「ツクマン地方の舞踏」

• El Arriero (Candon) 、
• (* ) A Orillas del Yi (Preludio Pampeano)'「草原地方」の前奏曲＞

Odeon 55662 

• Zambita de los Pobres (Zamba) 
• Noche en los Cerros (Preludio Andino No5) > Odeon 55661 

「アンデス山肱地方前奏曲第 5番」 ． 
'*l Vene Clareando (S. Aredes) 

• Ahi Andamos Senor (Cancion) > Odeon 55660 
•c*l La Cochamoyera (Chacarera) 

• Hui-JO-JO-Jo (Cancion) > Odeon 55659 
Tu que Puedes, Vuelvete (Cancion) 

Gramilla (Estilo Pampeano) 
> Odeon 55653 

~ Adios Tucwnan (Zamba) 

• (*) Aire de Vidalita Riojana (Melodia deI Noreste) > Odeon 55605 
「アルゼンチン北部地方のメロデー」

• Carninito de!'Indio (Cancion Andina)「アンデス山豚地方の歌」

•c*1 Zambita de! Alto Verde (Zamba) ・ 
> Odeon 5555_0 

エ•ドア）レド ・ フア）レーは t.K 専屈で、最近次の様なレコードを出してゐる。

（＊）はギター ・ソロ他は 「弾き唱ひ」
La Nochera (Zamba) 

(＊) El Algarrobo (Estilo) > t. K. S-5217 

Vidala del Nombrador (Vidala) 

'*l Oiga Cocherito (Zamba) 
> t. K. S-5209 
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Porque Sera que Parece (Cancion) 

c*> Lamento en la Puna <Fantasia India)「原住民風幻想曲」
> t. K. 5210 

この他にエJV.サルコ ・アレホ El Zarco Alejoがバンパ Panpaレコードから次の様

なアルゼンチン郷上背楽のギター ・ソロレコードを出してゐる。

• アレホ自身の作曲
• Volviendo de la Fiesta India (Vidala) ＞ pampa 
• Desde la Lejania (Zamba Estilizada)「エステイロ風のサムパ」 PM 17082 
• Carnaval Coya (Estampa de! Altiplano) 
• Nocbe Sobre los Cerros (Motivo del Norte Argentino) 

> Pampa PM 17078 

尚これら以外にギターニ重炎、三重奏等によるアルゼンチン郷土肯楽レコードは相当多く

発允日れてゐる。

ジャ ズやトロ ： ：カル ・ リズムの方では、ロペルト • グレラ Roberto Grelaが t.K.から

次の様なレコードを出してゐる。
Choro en La (Shoro) 
lrnprovisando en la Noche (Fox) 

> t. K. 5084 

DanzaHungara No5 (Fox)> 
t. K. 5124 

Cant Baio la Lluvia (Fox) 

Domino (Baion) ＞ t. K. 5143 
Dinah (FoMrot) 

このロペルト ・グレラはパンドネオンの名手アニパル ・トロイロ AnibalTroiloの伴奏

をもやり 、ラ ジオ等にもよく出油してゐる。

アルゼンチンではギター音楽は日本より造かに盛んである。然しそれでも尚ギター ・ソロ

のレコー ドは、派手なポルテニャ音楽のレコードに比ぺるとごく少ししか発光されてゐない

様である。

シユーベルトのギターを含む四重奏曲
Quartetto for Flute, Guitar, Viola, 馬場康夫

Cello by F. Schubert Y. Baba (Tokio) 

アメリカの Period と云うレコード会社から、フランツ ・ンユーペル トの「フリュート、

ギター、ヴイオラ、チェロの為の四重奏曲日長調が発売されている。

カタログにこの珍しい一枚を発見したのは昨年の科であ、った。何分予期していなかった孝

であるだけに、常日頃一般西洋音楽に於けるギ ターの威信に多少不油を感じないではなかつ

た払は（恐らくギター斉楽愛好者の誰もが考えて居る様に）ヨロ コピよりもオドロキを先に

受取った手を覚えて居る。早速オーダーしこの三月入手したので以下簡単ながら、このレコ

ードに就いて述ぺたいと思う。

ンユーベルトが生まれた前後ー18世紀から19世紀にかけてのウヰー ンを中心とする中部ヨ

ーロッパでは家族と共に音楽を楽しむとゆう幸が一つの習恨であった。ンユーペルト家もそ

の例に洩れずフランツの母親が芸術に対して全く無関心を表明した他は、父がチェロを弾き

長兄はヴアイオリンをよくしたと云われて居る。彼等に依つて家庭室内楽は屈々演奏された

が若いンユーペル トの担当は何時もヴ ィオラであった。彼にとつてこの華は室内楽を勉強す

る為の絶好の機会となったのである。と云うのは室内楽を杏いた他の多くの大家達と同様に
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彼も又室内楽に於ける和声の構成上ヴイオラがその中核をなす政要性を逸旱＜熟知していた

からである。

一方彼は歌曲を作曲するのにギター伴奏を好んで用いて居る。美しい詩を見れば即座に節

を付けて唄つた彼は、ウヰーンの静かな郊外を散策するのに、此の交器を常によき伴(Hとし

て居た。彼は適当な和声楽溶としてギターを少なからず理解して居たらしい。何故なら今日

「チェロ奏嗚曲イ短調」として一般に知られ1--cいるものは当時 (1823• 1824)完成したポー

ゲンギターとか或いはアルペジオーネ又はギタール • ダムールと呼ばれた六絃ギターの為に

作られたもので共の後此の楽器は衰類したものでチェ ロヽに漑き換えられたと云はれる。ポー

ゲ‘ノギターなる梨路はチェ ロと 同様のサイズとポジンヨンを有つて居た。 （或る辞典に拠れ

ばアルペジオーネは小型チエロの如き物とされている）従って i/ユーペルトが我困の故に位

も安易な楽器としてギターを愛用 lたと云う二説は必ずしも妥当でない。

こうして彼の室内楽とギターとに対する二つの興味はフエ JI{ ナンド • ソル Fernando Sors 

(1779 - 1838)と同時代にウヰーンに在つて作曲活動をして居た若いポヘミアンのウエンツ

エスラウス • マテイカ Wenzeslaus Matyegkaに依るオリヂナル 「フリユート 、ヴイオラ、

ギターの為の三重奏曲セレナードト長調」を研究する華によつて或る程度の満足が与えられ ー

たが彼の室内楽に対する理念は此の曲にチェロが参加出来ないのをやや不満に感じチェロ ・

パートの附加を要求した。これは1814年に完成されたが原曲と比ぺて発想の進歩は見られな

かった。ンユーペルトは 「至内楽は、それそのものが楽しいものであって謡志の表現には適

さない」と云つて居るのである。

第一次大戦の最終の年 (1918)ツェルアムジーの或る民家の屋根衷から発見された埃だら

けの譜面こそ禿成後 104年目に、ようやく協の目を見る華が出来たこの四硝奏曲であった。

そうしてゲオルグ ・キンスキーに依つて1926年、フランツ ・ンユーベル トの名を以つて出版

されたのである。

全1U1は次の五楽章から成りパルヘッ ト四重奏団は二十八分で録音して居る。

第一楽益 Modeiato 
第二楽章 Menuetto 
第三楽章 Lento e Patetico 
第四楽章 Zingara 

第五楽章 Terna con Variazioni 

第一楽姦は明る＜俊雑な希望に涸ちた美しい曲。後半に入ってからギターの担当するリズ

ムが浮び上り効果的である。第二楽ほの主題の最初の小節はギターのソ ロに始ま る。中間部

に強いオプリガードがある。第四楽章は第三楽章を強調する為の存在だが実はこの曲の最も

特色ある部分である。東方ジプツーの特異なメロデーが印象に残る。ここにマテイカの作風

を何い知る宰が出来るのである。舞踏調に於けるギターは第六絃のスタカツトをフォルテに

処理して居る。終楽章は緩やかなテムポの主題で落着いて終箱となる。全曲を通じてギター

の動きは単調である。ポッケリーニの夫れとは比較出来ない。しかしギターはリズムの指揮

者として最も重要な任務を遂行しているのである。私はここで独奏ではなくアンサンプルを

聴いて居るという華実を今一度自覚しなけけばならないと思つた。

演奏するパルヘット四聾奏団に就ては寡聞にして詳しくないがヴァイオリニストとして知

られて居るライ ノル ド・パルヘット ReinhoidBarchet（モーツアル トの v.協奏曲第四番

及び第六番を既に LP. に録音した） が指屯に当つて居る由である。メムパーはフリュー

トがメス (K.F Mess)、ギター`がアルトウル ・フアイス (ArturFaiss)、 ヴイオラがキル

ヒナー (HeinzKirchner)、 チエロがジーグフリード ・パルヘッ ト （Siegfried Barchet) 

で彼等の個々に関しては何ら知る術もないが彼等は此のジューベルト 以外にも：：：•三の LP.
レコードに録音している様だから何れ稿を改めて紹介したい。 (22冒．54)
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一日本に於けるマリ ア・ルイサ・アニド
Senora Maria Luisa Anido en J apon 

アニ ド概讃

野 ＇崎 浩

5月 9日（日曜日）の一番機で雨の東

京に来てから連日アニドに会つていま I 

す。アニドを これ以上索人のマネージメ

ントにゆだねるにたえず、産経に渡す交

渉をしてい、11日午后 4時に大体交渉が

まとまりました。それで 6月上旬関西方

而の公演を行い、その後仙台でもやりた

いと思＇っています。

アニドの演奏を評するに適当な言薬が

ありません。桂離宮の造形美術の至境、

ロココも）レネッサンスも到達し得なかつ

たもの、プルノオ ・タウトを嘆ぜしめた

桂離宮の形（スガタ）とでも言えるもの

に接して、たゞ涙が出るほかりでした。

搬物線を描いて）レバートするゆつくりゆ

，つくり落ついたテンポのリュートやヴィ
l ウエラにも似た音楽は、人間の肉声かと

まがうばかりに生き生きとして、中世の

音楽の魂に触れる心地でした。彼女のギ

ターは JoseYacopiの作です。彼女のマネジャーとフア）レーのマネジャーが同一人という

話で、フアルーはグランデだとほめていました。今度は私が、ユバンキがマス・・クリオジョ

だと言ったら大変驚いて民謡に話がはづみ、私は彼女の手拍手でヴィタラを 2曲とサンパを

1曲歌つて大いに茶目気を出しました。彼女はレコードで覚えたのかと言いますので、ノー

楽譜だと言いましたらそんな楽譜はないはづだと言いました。楽譜はないし、不用だと言 う，

アルゼソチン民謡の通念の一端かと思います。

索直な天真爛没なギターの天使。そ，して又気さくな普通の四十女。あんまり女史などと日

本流に言うのは可笑しいです。日本人は深刻ぷつて勿体ぷる、その上ピントが外れてしジる場

合が多いのです。・...…・・・・・・ （高橋功宛私信より） 一

ベ

アニドとの対談 高 橋 功

時 ●昭和29年 5月11日

所 • 東京、信濃町、 松平ホテル
高 ●随分長いこと！お待ちしました。御元気な様子でうれしく存じます。ア）レモニアのために

，何かメッセージを書いていたゞきたいので、すが。 ！ 
ア • 美しい国日本に来、 日頃の念駆iががなってとてもうれしく思つています。ア）レモニアへ

のメッセージは後往ど書いて上げ ましよう 。
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l』 • 今艮お持ちのギターは、 例のタレガの愛器トレスの作ですか。
ア・いよえ、アルゼンチンの JoseJacopiの作で、 とてもい .1.クj器ですよ。（席を立つて憐

室からギターを持つて来て見せる）

応 ・舷はオウグステインをお使いですか。

ア • オウグスティンも使つたことがありますが、 近頃ではプラジル製の Canario とアルゼ
ンチン製の Sinfonia とを使つています。アルゼンチソではアメリカ製品の輸入が制限

されているので、オウグスティンは入手困難なのです。それに Canarioでも Sinfona
でも r分使えす。 （といつて絃を 3本出して下さつた。これは且下小石川商会で分析研

究してもらつてい、これに匹敵する製品が 1:1本でも近く発光されるであろう）

1，沿 • あなたのお父さん Juan Carlos Anido氏の泊息を知りたいのですが。

ア●父は1933年に亡 くなりました。

,ii • お父さんの発行された• La Guitarra誌は 6りまでしか持つていないのすが何号まで出

たのですか。

ア • 6号で終つたのです。

I',':j • Miguel Llobet先生について何かエピソードを1羅かせて下さい。

ァ • Llobet は偉大な演奏家でもありましたが、 人間としても実に悼人でした。 人間が立派
だから演奏家としても立派な仕手が出来たのです。私の父のスタデイオは、偉大なギタ

リストの肖像を壁に懸けたり 、手稿を並ぺたりして、ギタリストが誰でも Mぷように出

来ていました。あの部屋に Llobetと Pujolと Pratが ・常に会した時の光呆はみこ゜

とでした。

1•;:j • Llobetはヴェノスアイレスを何度訪れましたか。

ア • 五回と思います。 中一回は私が非常に小さい時だつたので、 よく党えていません。
砧j• Llobetは飛行機辛故で亡くなつたと聞きましたが。

ア ・ （思出に堪えないという面持で）飛行機幸故ではないでせう。彼は非常な国粋主義者で

した。そして悲境に在つて1938年に死んだのなそうです。

,•;~ • Pujolについて何か。

ア • Pujol もすばらしいギターの名手です。

翡 • Cuervas 夫人は健在でせうか。

ア ・非常に元気で昨年ィタリアで会いました。

悩 • Siena の Academi•a Cbigianaに昨年あなたも招待されたように閻きましたが。

ア • 私は参りませんでした。 Segoviaが毎年 Sienaでコースを持つていたのですが、昨年

は眼病のため取止めとなり 、Pujolが代つてレッズンを行いました。それで Pujol夫妻

とイタリアで久しぶりに会えたのです。

悩 • イタリアのギター界は如何ですか。

ア ・ギターが非常にさかんで、又みんな上手です。中でもパルマの ElenaPadovaniはすぐ

れた女流ギタリストです。

悩 • Segovia は近頃どうでせう。手紙を上げても却々返挙がいたゞけなくて。
ア • Segovia はとても偉いし 、 それに忙しいでせうから。住所は知つているのでせう。
閥 ●華務所宛に出したのです。

ア • Segovia の住所はこ .I. です（こ L で住所録を取出して Segovia の住所を教えてく れ更
に私の註文に応えて、Villa.:.Lobos其他の住所を手づから私の ノート に書いて下さる）

I＇，団 • 今夜はアン コー）りに Llobet の曲を弾かせて下さ い。
ア・ （話を聞き迎えたのか、即座にギターを手にして Llobetの「アメリヤの誓(Testament

de Amelia)」 と 「盗賊の唄(CancionLeonessa)」の2曲を弾いて下さる）

次に Columbiaとの打合せが控えていたので記念品を差上げて辞去。
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アニドを 聴いて ・ 松本太郎

イソターヴアルにギタリストや批評家等と話をして見るとそれぞれ辿つた方面に注意を向

け、迩つた受取り）jをして居るのが狭味深かつた。ギタリス トはテクニックの孝を主に問題

にして居た。それ等の人々はテクニック以外のもとに注意しなかつた訳ではなかつただろう

が、話す華はテクニックが中心で在楽的方而の華を聞く幸が出来なかつた。

批評家逹はテクニックの問題よりも曲の解釈や表現の間題を論じた。然しその大部分がギ

ター音梨を聴き馴れて居ない批評家達にはもう一つ親しめない所があったらしく同意出来な

い評が幾つかあった。グ ラナドスのスペイン舞曲五番（曲目に七番とあつたがこれは五番の

誤りだろう）の油女が誤りテンホを変え過ぎて居ると云う批評は未だ許せる。

この曲は提琴曲として沙召かされるので批評家は今迄に聡いたその演癸を基準としてそう考

えたのだろう。私はその曲の演奏の時おく・れて席にはいった為よく聴かなかつたのでその批

評が正しいか如何か分らないが、一応は認めてもし‘.I.だろう。

然し某君が、透明数が足りずすつきりした知性的な触感は欠ける悩みがあると 云つたのは

ギター演奏を聴き馴れない所から来た結論の様に思はれる。ギターには sust.unedtoneが

欠けて居る。提琴屈の擦絃楽器や竹梨器の様な持統音が出せない。ピアノにしても弾鍵の音

が相当K・く残るし、ペダルを使えばもつと音を長びかせる挙が出来る。従って特統酋で線を

はつきり出せば透叫炭が允分得られる。そう云う白楽を何日も聴いて居る耳には指弾行（若

しくは瓜の弾音） で響きの残り方も少く長びかないギターの演奏を聴くと滴足出来ない手は

怪しむに足りない。

もう・つ何時も低音が他を圧して強人であると云う謡見も必ずしも讃成出米ない。あの位

低音を特かさないと低音が消えて泊in-計りが残ると云う結果になりそうである。そう云う点

から帰納して、脊楽の質が左程高くないと云う結論が下されて居るがこれも直に漠成出来な

い。例えばソルのアンダンテ ・ラルゴー等を.J:く聴いたならそう云う手は云えないと払は思

う。｝じ々今段の曲目は殆んど小曲計りである。この華が批評家達に物足りない感じを抱かせ・

たかと思はれる。楽滋の揃つたソナタを 1.2曲加えて居たなら批評家達の考えは迎つて来て

居るのではないかと思はれる。今度の曲目はアンテイ ームな音楽と云う一面を紹介するには

充分だつたが格濶の闘い、本当の慈味の古典的なT 面を認めさせる為には充分ではなかつた

様である。批評家の中にはギター演炎と云うものは基準が分らないから批評が出米ないと云

った人のあったのは無理もないとも云えるし、面白い現集であるとも考えられた。

さてアニドを聴いて第一に感じたのはその演奏化はセゴヴ ィア、 プジョ ールのどれとも迎

つた個性のある手だつた。この二人の男性の大家の演奏には表現の強さ若しくは大きさがあ

つた。ニュアンスの輻が人きかつた。それに反しアニドの演奏は慎ましやかにまとまつて居

る。ニュアンスがデリケートである。フォルテは相当大きかつた。それに も拘はらずそれは

抑えられたフォルテ、含みのあるフォルテと感じられた。そしてそのピアノは極めてデリカ

ツーに邸んだものだつた。 PPに至っては一焙細やかな効果があつた。極めて弱音でありな

がらそれははつきり聴き取られた。フォルテに抑えられた豊かさがあつた様に Pにも pp
にもデリカン一の生み出す豊かさがあった。

総ての曲はこう云うデ リケート なニンアンヌでまとめられた居たが、アニドのスタイルが

そうであるのは長い経験と同じ曲を長年に亘つて研究し、演奏し続けた結果として得られた

洗錬性に基く 1所が多いと 1IilIl．邦に又アニ ドが女性である手、即ち女性の細やかな神経がU」いて
居る挙と 、 もう — • つは趣l lk 、 感党（店しくは感受性） と個性に基く所も少くないかと思は

れる。 旅奏家はよいテクニックを持たねばならない（そしてアニドは立派なテクニックを

持つて届る）曲をよく禰み、その生命をよく現はさねばならない。 （アニドはこの点でも立
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派なものである）同時に演奏家は個性を持たねばならない。個性のない演共は凡そ無意味な

ものである。・アニドの個性は抑制に洗錬味と細やかな神経を持つ演炎スタイルの 中にはつき

りといjiまれる。

第：：に感じられた宰はアニドの演長には本当に音楽が流れて居ると云う手だつた。アニド

I))テクニックの錬迷は改めて云う迄もない。表現法の巧妙さもそれに劣らない。ラモーのメ

ヌエットの装飾音、ソルの小舞曲の始めの細かな音の動き、アルペッジオの伴奏、タルレガ

の 「歩」のトレモ ロ，ア）レベニスの 「アス トウリアス」のニュアンスの些かさ 、気持の持較

ヴィリアーロポスの「チョロ」のマーチ風に音が迷く、細かく動いて行く流暢さ、佑まやか

な進行の中にハーモニツクがはいるアギ jレレの 「悲歌」四番等、至る所に美しい表現が見ら

れた。然しそれ等の部分的な美しさは統一されて各0)曲にま とめられて居る。そのまとまり

が極めて音楽的でありへ本当｝こ音染が流れて居る(/)を感じさせる。我々は彼女 J)テクニック

と表現の見革さを慈識する。然し同時にそれに基づき、これを越えて音楽が流れて居るのを

感じないでは居られなかつた。それに単に両手の指がよく動いたり 、演奏が流暢だつたりす

る丈の問題ではない。それ以上のもの、我々の心を捕え、それを魅惑するもの、即ち音楽美

である。

曲目全体の中で特に払に印象の深かつたのは第 2部のスペイン肖梨だつた。 トルロパの

「プアン タンギリヨ」、 タルレガの 「歩」、ア）レベニスの「アストウリアス」がそうだつた。

トルロパを奏き始めると同時にfムはスペイン精神の魅力に強く引附けられた。その中の突然

の休止は今；；；；聴いた手のない効果と魅力で私を捕えた。こう云う間（休止）はスペインn-楽

以外には全くないと云う気がし た。 「夢」のデリケート な気分も亦極めて特異な魅力を持つ

て居る。 「アストウリアス」のニュアンスの豊かさ 、曲の進行の美しさ、気持の辿続の美し

さも魅惑的だつた。

然しその表視は濃浮でもなければ、強烈でもない。何れも抑制された、デリケートな炎し

さで昧い附けられて居た。アニドがセゴヴィアやプジョールと迎つて居るのはこの点であ

る。然し払はこの三つの曲に盛られたスペインに限りない魅力を感じた。そして幾かさは必

ずしも浜厚さや強烈さと同じではない華を知つた。

ア.-::.ドの演炎に於ける音楽の流れに引入れられながらも私はギター音楽がテクニックと云

うものを相当強く意識させるものである幸を感 じないでは居られなかつた。そして彼女がテ

クニックに於て錬迷であるとは云え旭々ミスして居るのに気が附いた。待ってパリでプJヨ

ー）以0)油炎会を馳いた時立源な演奏の中で一炭ひどいミスをして自分でいやな祗iをしたのを

見て、ギターのテクニックは雉しいものだなと思つた半があった。アニドはそんなにひどい

ミスはしなかつたが、それでも私に再度ギターのテク ニックの難しさを思い出させた。

もう一つ気の附いたのはアニドのトレモロである。それは非常に細かではなく 、奇廂でも

ない：,＃である。 U本のギタリストの中にはもつと奇lftJなトレモにを自分のものにして居る人

が居そうである。然しトレモロ丈が奇甜でもそれと 4所に()J<rIIき他のテクニックが落ちる

様では釣合が とれない。彼女の奏いた 「ア）レハンプラの忍い出」を邸きながら払はそんな凪

に考えた。

然し何と しても彼女のテクニッ クは吃派なものである手は疑を容れない。その一番い L例

はアンコールに奏いた夕）レレガの 「グランド ・ホタ」である。 日本で奏かれて居る編曲とは

相当迩つた部分のあるこの大1ll1（そして難曲と思はれる）を見手に油奏した彼女のテクニッ

クは索II，与しかつた。何と云つても彼女はギターの名手であると思はざるを得なかつた。
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私の頁
—| 中野二郎

豆 研 ・究 (-)

セゴピア、の速度記乃改変

セ．ゴビアはソルの純瞥北の速度記号を次
のように改変した。 （ ）内は Segovia

Sor 

op. Q No. 8 Andantino (Lento) 
op. 6 No. 2 Andante allegro 

(Allegretto) 
op. 6 No. 1 Allegro moderato 

(Allegretto) 
op. 35 No. 22 Allegretto (Modereto) 
op. 35 No. 17 Moderato 

(Allegro grazioso) 
OJ?・ 31 No. 21 Andantino cantabile 

(Moderato) 
op. 31 No. 16 Moderato (Lento) 
op. 31 No. 20 Andantino allegro 

(Tranquillo) 

｀ 
op. 31 No. 19 

op. 6 No. 3 

op. 6 No.9 

op. 35 No. 16 Moderato 
(Allegretto grazioso) 

op. 6 No. 11 Allegro moderato 
(M.ovido) 

op. 29 No. 22 

op. 29 No.13 
op. 29 No.17 

Andante 
(Molto moderato) ／ 

Andante 
(Allegro. moderato) 

Andante allegro 
(Con calma) 

Andantino 
(Andante espressivo) 

Andante lento (Leflto) 
Allegro moderato 

(Moderato) 

豆研究 （二）

ギタリス トの作品一番

D. Aguado 
E. Bayer 

M. Carcassi 

F. Carulli 

J. Ferrer 

9 Contra danzas 
Bouquet musicale 

3 Sonates. 
Trois nocturnes (2G) 
Recuerdos de Montgrj 

D. Fortea Improyisacion 
C. Eulenstein Twelye airs 
M. Giuliani Studi 
F. G •. Gragnani Duo (2G) 
A. Harder Songs witlf guitar acc. 
F. Horetzky Polonai.se nation!lle (2G) ・ 
J. Kiiffner Serenade (F. V. G) 
L. Legnani Terra moto con Variazioni 
A. J. Manion ・ La Marioposa 
W. Matiegka Grande sonata 
J. Mayseder Variation (V. G) 
J. K. Mertz Ungarische vaterlands 

bliiten 
A. Oberleitner 12 Austrian walzes 
J. Parga Ramillete de Salon 
P. Pettoletti Six walzes 
J. S. Sagreras Dolces cadenas 
F. Sor , Six Diverti 

／ 
ivertissements 

B. Terzi Nostalgie 

Zani de Ferranti Fantaisie variee 
sur un motif du Freischiitz 

作品番号を附さないギタリストは本表に

記載される光栄を有しない。又不明の作者

が頻る多い。

豆研究 （三）

ギタリストの作品終番号

D. Aguado 

M. Carcassi 

F. Carulli 
N. Coste 

De Call 
A. Diabelli 

J. Ferrer 
M. Giuliani 
F. Horetzky 

J. Kiiffner 
L. Legnani 
W. Matiegka 

J.・ K. Mertz 
F. Molino 

J. Molitor 
F. Sor 

Zani de Ferranti 

op.. 20 

op. 73 

op.364 
op. 53 

op.143 
op. 168 

op. 63 
op. 151 

op. 35 
op.322 

op.250 
op. 31 
op. 100 (?) 

. op. 56 

op. 15 

op. 63 

op. 32 

67 ‘,ノ
9
,
 

．
 

．
 `

 

（
 

、．
ヽ



・ヽ
私の頁
— | 栢]＇り-9

 

r り

私 の周囲

芦屋IIiのフラメンキスト 1Jt謀日出夫君が

去る 3月20日はるばるt}jねて来た。アルト

歌手川崎静子女史、舞踊家河上鈴了・女史と

伴於の打合せのため」：京したので、思＼tつ
て払の所まで歩をのばしたのである。伊藤

村は弘のためにそのレバートリーの中から

20曲ほど弾いてくれた。私は彼のためにゴ

メス，サピカス等の新箔のフラメンコの楽
滸を提供した。翌日仙台から阿部疫司Itを
呼んで引き合せ、こ.1.iこクランツクとフラ

メンコの合戦が展開された。両人共まだ学

IKだけれども、夫々の技巧を砧j度に身につ
けた実にV．派な演奏家である。特に伊謀社
はこれまでわが国に先人をみなかつたフラ
メンコギターにすでに一派をなすだげの技
巧を身につけたのは驚くぺき才能である。
その伊謀君が、関西に果してこれだけ弾け
る人が何人いるか知ら、と述快したほど阿
部慶司府は又すばらしい。或は遠からず兄
保）ミ君を追越すことになるのではないかと

え期待される。 20合のこの 2人の努）Jと
才能を以て、史に研濱を積まれたなら 5年
後、 10年後の斯界はどんなに＇々しいもの
になるであろう。

伊庭穴を授けられた音梨マネジャー吉田
昇氏の招待を受けて 4月13日、 n比谷公会
哨に FerrucioTag)javjni独叩会第 3夜を

さく。オペラものは流石当代一流の大家の
肛録は 1-ク｝であつたが、イタリ丁民問は特
は慈銘が深かつた。民慈というのはそもそ
も極めて郷土色の洪い音楽であるはずであ
る。それがはるかなる異困日本に、そして
n本人にこうも親しみを以て訴えて来る秘
密はどこになるのであろうか。タリアヴィ
ーニのベルカントのすばらしさによること
勿論であるが、その外に私は民、団の持つ索
朴巾純さに、その原因を求めたい。これは
デ ・ポール合叩団の民謡を聞いても感じた
ことであった。その索朴単純さにこそ民謡
が一見知土的でありながら、同時に国際的
な性格を持ち得る要索があるのではあるま
いか。スペインのフラメンコ、中南米のフ
オ）レクロリカ、フランスのンヤンソンが我
国に受け入れられる理由は、そんなところ
に理由を求められるような気がする。音楽

は国際語である、と合われる最も根本的な

役割を民謡が果していると思う。 ' 

この上京を隈として、小介俊、中出阪蔵

阿部保夫、溝渕浩五郎の諸氏と膝を交えて

語り合えたのは何より妍しかつた。又13日
午後玖島隆明氏宅でセゴヴィアーナ ・デ・
ギタラの諸君と胸楳を開いて意兄を交わす
ことが出来たのも大きな杜びたつた。この
時合する者、阿部保犬、安達右一、玖島隆
明、黒田紘正、京本轄矩、北沢俊明、小原
二郎の諸君。座談会形式で記幸をとつたけ

れども、之は別の機会に発表することにし

て、要するこの年代のギタリスト達の把握
しているものは、すでに暗中校索の域を脱
し、いかにも我国のギター界が苅実な歩み
をしているという気がして心強い。ギター
に対する減実さ。余りに滅実なために音交
することの楽しさを忘れてはしないかと気
になる仕どである。この若いギタリスト達
(10年の年季では莉いと名つても失礼では

なかろう。勿論年輪をますだけが能でない
ことは分明）にあせりがみえるのは残念で
ある。それにラジオ放送の門戸が111ざされ
ているかに思われるのは心外である。叩け
．ょ、然らば開かれん、と いう型tIFの言菓を
思い出す。それには万然の用意が必要であ
る。すぐれた油癸と楽しいレパートリーを
持たなければならない。放送局の当華者は
心してこの有能な若いギタリスト達に場と
機会を与えてやって欲しい。

溝渕氏が蚊近全音交滸出版社から出さ
れたタルレガ傑作全集の寄贈を受けた。小
介俊氏の同名の全集が出てから、ま だ2、3
年にしかならないのに同じ出版社がこの全
集を出した、意図が奈辺にあるか了解に苫し
む。小介氏のと重複しているもの35曲の大
半を占め、小介氏のにあって溝渕氏のにな
いもの25曲、小介氏のになく溝渕氏のに新
たに加えられたものはハイドンやモーツア
ルトやペートオペン等の名曲10となってい
る。溝渕氏のには各曲毎に解説が附いてい
るがこの解説については私は意見を同じう
する者ではない。

京城時代一方ならず世話になつた末岡克
馬君。中野二郎氏がアリラン変奏曲をデデ
イケートして下さつた末岡君。ギター・一挺
を手放さず朝鮒か魯引楊げて来た末岡君。
その君が物心両而 援助をア）レモニアに提
供された。ギターによつて結ばれた友情を
しみじみ有難く思う。
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私の頁

—| アルゼンチ ン便り①

Noticas Argentinas 

払は此の度はからずも外務省の私牲留学

生試験にパスいたし・民い1111抱きつづけまし

た希望が叶へられギター勉強の為アルゼン

チンヘ参りますにつき日本のギター愛好者

の皆様から身に余る御後援を頭き厚く御礼

申上げます。絃にア）レモニア誌の紙面を拝

借させて碩き御挨拶をのぺさせて頂きます

先づ払の渡亜第一信として廿様に御つた

え申上げたいことは何をおいてもンノポリ

先生のことでございます。

Pref Antonio Sinopoliのプロフィール。

3月27日午後 2時、私をのせたアフリカー

丸が59日目（横浜をはなれて）にヴエノス 1 

• アイレスの港についた時私が唯一人頼り

にさせてuiいた出迎の小林磯馬様に混つて ＿

外人が居られるのでどなたかしらと思つて

届ましたが、上陸し小林様より共の方がア

ントニオ ・ツノポリ教授と御紹介をうけ私

は感激に胸がつまり万感胸に迫つて声は出

ず充分に私は気持を表現出来なかったので

すがそれは先生との固い捏手により表現出

米たことと信じています。先生の御出迎ヘ

を受け様とは歩にも考へていなかつただけ

に殊の外屈激をうけました。そして其の時

3月5日夕方先生を御訪I！りする御約束をし

たのです。

3月511午後 5時半すぎ小林様御同逍を

お願して先生を訪ねました。先生は三階の

窓の外へ上半身をのり出して私を待つてい

て下さいました。先生の御部屋は大変洛付

いた渋い消度品の他にピアノ 、ギターに関

するもの等が沢山おかれてありました。先

生はこれからのレッスンに付て御話をされ

次に先ず)Jをこめてムンカ ・クランカは永

遠に我々の心の悦として存在するだろう ，

ジャズ音楽と異り我々の魂に深い深い感動

を与へるのだとおつしやられました。そし

て払が今迄に弾いた曲及びどんな練習曲を

弾いて米たか等をたずねられました。それ

から先生自ら指導して作らせた迎想のギタ

ーを弾いてきかせて下さいました3 先生の
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和田尚 子 （ 在 ア ル ゼンチン）
Naoko Wada 

楽器は澄みきった美しい響きを持つていま

した。其の正確さは私に正しい リズム感を

与へました。索睛しい表現力を持つて居ら

れる 、そしてギターを手にされた先生の御

顔の美しさ、ギターを持たれると躍如とし

て先生の御顔は活々と明る＜輝いて来て、

とても74オになられるとは思はれない若々

しさ、ギターに対する梢熱とでも言うので

せうか。次に払にスケールをゆつくり 、そ

れからアルベヒオを弾く様命ぜられ親しみ

深い様子で何処か不自由なこと を持つてい

ないかと尋ねられ、私が何もないと答える

と満面に笑をたたえてよろこんで下さいま

した。私が長い間指のバランスと言うこと

に苦しんでいること、今後は基礎から御教

示願いたいことを申出た所、前者に対して

は今迄の潜入意識を（自分の指のパランス

がとれぬと言うこと）をすつかり、忘れてゆ

つくりと アクセントをつけた勉強をする様

毎日少しの時間でも勉強しなければならぬ

と言はれました。後者については先生も大

いに校成して下さいました。そして先生も

過去に於いて疑い開指のバランスに就いて

は苦しんだこともあるが今では全く解消し

ていると言はれました。先生は常にパッン

ヨンを持つて話される、そして私に楽器の

持ち方、又右手の位四等につざ矯正して下

さいました。終始与へて下さる先生のあっ

たかいおだやかなまなざしは始めて外地を

ふんだ私にとつては此の上ない心強さを感

ずるのたした。次いで先生は、40年此の楽

器を弾いて居るのだが最近では専ら教へる

ことと著書と楽譜出版等に時を特し弾く時

間を持てないので以前の様に弾けないと言

つておられました。そして此の40年他の仕

孝をしたならきつとお金持になっていたこ

とであろう。私はお金持ではない、しかし

資女が大いなる犠牲を払はれ、ここまで来

られた挙に対し私は無月謝で只女に教へょ

う、決していぢけたりひがんだりすること

なく極平常の気持で勉強をつづける様との

御言茉を頂きました。私は余りのうれしさ

℃21) 



9 → ← 曹

ヽ

に溢れ出る派を押へることが出来ませんで

した。そのII況ムは考えました真の芸術家が

知ることが出来る又兵から理解し合へる魂

のふれ合いである と。そして真にふれ合つ

た音楽を通した気高い思ひやりが国境を超

越しこの御言薬となったのだと。このあと

先生と先生の御令嬢と私達 2人とで 4人で

日本のプドー酒よりも軽いお酒で乾杯しま

した。いろいろの雑談の後話が幸福の華に

・言及した時先生は梢然をこめ我々の中で一

番幸福者はセニョリータ • ワダだと私に向

つて言って下さいました。言娯は充分に通

じなくとも先生は私の気持や立場を理解し

て下さり払が物質的なものに対する憧れで

はない、 形はないけれどもつと深い幸福を

追求している挙を十二分に見抜いて下さつ

たものと思う時、私は此上ない生甲斐を感

じ同時に祝福された様な気持にさえなるの

でした。

絃に 3月27日プエノ ス市ラプラタ紙に載

せられた私のこ とに関するンノポリ先生の

御言薬を引用させて頂きます。

「私は月謝なんかどうでもよい、和田が

気兼なく研究を遂げてくれさえすればも

うこれに越した報酬は要らない。日本か

ら来た新しい愛弟子が全魂を打込んで勉

強する姿を眺めこんな楽しい孝はない」

と述ぺて下さつています。

以上の様な次第で私は此の上ない恵まれ

l た条件の下に勉強を始めています。1皐大な ，

。 人間ンノポリ先生の温梢に報いるためには

夷面目なひた＇すらな勉強があるのみと信じ

ています。其の後 3月 9日にレッスンを受

けました。教則本は松がH本で訳したもの

をやるこ とになりましだ。 1011寺15分前先生

が見えると同時に腰かけ、いきなりレッス

ンと なり 、教則本で30頁迄次のレッスンま

でに勉強して来ることを申渡されました。-

終つたのが12時5分過ぎで少々疲れを党え

ましだ。 4月の初めに屯話をするからそれ

までにとのことで先生の許を辞しました。

先生は私が電車にの・る迄三階の窓から手を

振つて送つて下さる其の親しさはとてもう

れしく 感激して、2時間余りの緊張による

疲れもほぐれてしまふのでした。其の後は

4月7日から毎月曜日レッスンとなり中々

忙がしくなつていますが既境のせいか割合

楽しい気分で勉強をつづけられることに感

謝しています。東京では大分追はれた生活

に焦燥の中に日を過しましたが、環境許り

でなく私の最後の希望が叶へられこの偉沃

なる師の下に教を乞える安心愚と言うもの

かも知れないそのせいとも考へています。

そして焦らずにぢつくりと勉強したいも の

と思つています。こ ちらでも クラン ツク研

究者は沢山は居ないがラヂオ等では索睛し

いものをきかして呉れます。だんだんにこ

ちら7)ギター界の様子についても御知らせ

したいと思つています。

'―-

． じ

ー 米国製オウグスチン絃をモデルにした

フラメンコ演奏に最も適した •一

‘硬質東洋 ＋イロン 絃 、 NYLON(Jl叫叫

楽絃製造元． 小 石 川商会

三重県三箪郡河原田村

屯話河原田灼 18番

＼
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海外斯界近況

フランス ：— 松本太郎

前ンーズソにパリでリサイタルを開いた

スペインのナルンソ • イエペスは今ンーズ

ン既に二回のリサイタルを開き、放送にも

出演した。今度のリサイタルの会場は二回

とも前のプレイエル楽常のンヨパン演奏場

（座席500)より造に大きいガヴォー楽朕

（座席1200)だつた。曲Elは第一同 (i--

月四日）は

ルイス ・ミラン一・バヴァーヌ（複数）

ガスパル ・サンスーフォリアス

ガリレイーサルタレロ（複数）

アルペニスーソナタ

ラモーーガヴォット

パッハーガヴォットとンヤコンヌ

V • アセソンオーカサダ ・ イソフェルー
タンゴ

V • グラ七ーンヤンソンとダンス

トウリナーガルロテインとソレアレス

J.マレーースペイン小夜曲

アルペニスーマラゲニア

グラナドスースペイン舞曲第四、第五

このリサイタルに対し 「）レ ・ギード ・デ

ュ・コンセール」誌の拭評家マリオ ・ファ

ツキネッティは云った。 「超絶的なテクニ

ックと一種の古典杯なfi族杯冷たさを持つ

たこの筋れたヴィルトウオーゾを聴いて

私は、捉琴、ヴィオラ、セロを作つたクレ

モナやプレツアの絃交器製造家の偉大さ、

即ち非凡な工匠の天才を連想した。小柄な

イエペスは彼の大きな楽器②上に屈み込ま

ねばならなかつた。」

第二回リサイタル（一月二十四日）の曲

目は

スカルラッテイー ソナタ

ケルネルーカ ムパネラ

ラモーーメヌエット

パッハーニつのガヴォット

ソルーニつのメヌエットとロンド

バカリッセー組曲

トルロパーイ長調ソナタ

ヴィラーロボスー前奏曲
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タルレガー 「音楽箱」

グラナドスーヴィリアネスカ

アルベニスーセヴィリア

イエペスは十月二十二日にパカリッセの

ギター小協奏曲を放送した。多分この曲は

スペイソの現代作曲家パカリッセが彼に献

げたもので、この放送が初演か、フランス

初演であるかと思われる。この曲はスペイ

ン民謡の気分を豊に持つた快い主題を持つ

たもので、第一楽章ィントラーダは一種の

大アフンフアー）レ、第二楽屯ロマンスは非

常にスペイン的、第三楽秩スケルツオーは

リズムの而白いもの、第四梨汽終1111は附気

なものと報じられて居る。オーケストラと

指揮者は不明。ラヴェルの友人で提琴家で

あるエレーヌ・ジュルダンーモランジュ夫

人もこの放送を聴いて彼は超絶的なヴィル

トヴォーゾと云つて居る。 • 
月—.+「日にはンョパン演奏場でグラ

ンエラ ・ポムポニオ ，フアン ・マルテイネ

スーサラテがギターニ叩奏油奏会を開い

た。曲目は

パッハー平均率クラフイヤー曲中の第八

前奏1th
カルツ，＿一匹奏曲第デ．

ソ）レー「二人の友」

トーメーロ マンス

ラヴェルー n民りの森の芙女」のバヴァ

ーヌ

ドウピュッツー一「而麻色の髪の腺」

アルベニスーカタルニア ，コルドヴァ ，

マラゲニア

ヴィラーロポスードス • ペテイサダス

アルレンデーパラグウエーの歌

I • ヴィルードーアイラムポの舞 IlII

M• サラテーキテイヴォ ・ カムペロ第三

ギネストラ（若くはヒネス トラ） ーミ ロ

ンガ

アニー ドーノルテナの歌

月十二日にはギタリストで作rlh家であ

るカルロス • サンテイアスがスペイン大使

夫人後援の下にガヴォー楽‘;;tでデピューリ

サイタルを開いた。曲目は

ソルーイ訊アンタンテ，ハ調メヌエ ット ，

(23) 



モーツアルトの主坦に依る疫於nll
がツハーサラパンド，プルレー

メンデルスゾーン一船ll}l
ンョパンー前奏1ll1し番，エテュード ，メ

ヌエット， liii奏1111五番，マズルカ

タルレガーアルハムプラの思い出，ガリ

ースの歌

グラナドスーデデカース，スペイン舞曲

タルレガーリヨペットーニつのカタロニ

アの歌

トルロパーフアンダンゴ ・カスティリア

ーナ

カルロス ・サンティアスー三つのスペイ

ン舞Ilh，子守唄のリズムとプルドン

イエペスの第二回独奏会以来三週間足ら

ずの間に三回もギター油奏会の開かれたの

は珍らしい。

-．月五日にはヴェネズエラのギタリスト

アリ、オ ・デイアズがデビューリサイタル

を次の通りガヴォー楽堂で開いた。

フレスコパルデイーアリアと変奏曲

ラモーーメヌエット

ワイスーリュートの為のガ、ヴォットとジ

ーグ

バッハーメヌエッ ト，サラバンド，プル

レー，ガヴォッ ト

デ ・フアリアードウピュッン一礼讃

トルロパー→アルバダ ・ロス ・マヨス

リ ヨベッ トー•三つ J) カ タロニアの唄

グラナドスーゴヤのマハ（マヤ）

トウリナーフアソダンギリヨ

クレスポーノルテンナ

ポルゲスーウエネズエラの円舞IIIl
パリオスーバラグウエー群曲

初り•以来のフランス斯界近況を見るとパ
リーでは相当盛んにギタリストが活動して

居る。昔からパリ ーは欧州の（考え様に依

つては世界の）音楽の中心地であらゆる国

の洲奏家が名声を得る為に来演するので知

られて居り 、実際バリ ーで成功した油奏家

は各国で歓迎せられ、パリーで成功する孝

なくしては 1A前の油奏家と認められない

様な具合であったが、最近にはギタリスト

もこ .1.を登竜門としてやって来る傾向があ

るらしい。少くとも今ンーズンの様に沢山

(24) 

のギタリストが来油した孝は未だ苔てなか

った様である。1919以来のパリーの油奏会

専問の雑誌（日常の油奏会とそのIIII目が殆

んど甜れなく載つて居る）を見てもこんな

にギター演奏会の開かれた華は未だ背てな

いのを発見する。

イタリア：一 高橋功

本誌前号に松本太郎氏が説かれたように

ギター協奏曲時代が到来しつ .1.あるように

思う。本年 1月17日ローマのアルゼンチン

劇場で EnnioPorrinoの Concertodell 
Argentarola per chitarra e orchestraが

作曲者自身の指揮、独奏者 MarioGangi_ 

で初油されてセンセーンヨンをまき起こし

た。中部イタリア西海岸の棗勝の地Monte
Argentarioに遊んだ時の印象を Allegro
agitato, Canzone, Allegro rapsodicoの

三楽迂にまとめたもので、大作であり傑作
であると 言われている。 Porrinoは1933年

のサンタ ・センリアの作曲コンクールに於

て序曲 Tartarinde Tarasconで入宜し、

1935年にはアムプルゴの国際音楽祭にイタ

リアを代表して交需詩 Sardegnaを出して

絶讃を門し、1936年にはヴェニスの同際音

楽祭参加の歌とオーケス トラの曲 Canti
di Stagioneが好評を博した。その外管絃

楽曲にLaVisione di Echechiele, Sinfonia 
per una Fiaba, Sinfonietta per Fanciul Ii, 

Tre Canzoni ltaliane, Notturno e Danza, 
それに _Conciertoper Tromba e Orche-

straなどが有名で、歌劇では GliOrazi, 
(1941年スカラ座） MondoTondo(l949年）

パレエ Altair,近作 Hutalabiが有名で、

この外ピア ノとオーケストラの Sonata
dramatico，オラトリオ Processodi Cristo 

等の作品で、イタリアでは早く知られスト

コフスキーがそのレバートリーに Porrino
の曲を持つているのを知れば Porrinoの位

岡は大体見当がつくわけである。

独奏者 MarioGangiは、ManuelCano 
Dias, Enrico Tagliavini, Sabicas Tagol, 

Elena Padovaniなどと伍して現代イタリ

アの第一線にあるギタリストで、すばらし

いテクニックの持主と 言われている。
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Romolo Ferrari はギター曲作家として

占い経歴を持つてい召が、この仕ど Heinz 

Bishoffに捧げた Fugue をトリエステ放

送局から放送して好評を博し、更にオーケ

ストラとオルガンと四重唱にギターのオプ

ガートを附した RequiemMassを雹上げ

て注目されている。それにギターとオーケ

ヌトラのための協奏曲もすでに出来上り 、9

目下印刷中で、近くベルリソのギタリス ト

Siegfried Beherend によつて初油される

ことになっているそうである。

恐らく世界で最初のギター協奏曲を作曲

した MauroGiulianiの祖国イタリアで、

その後百年もたつた今日、再びギター協奏

曲の機運が熟して来たかに見えるのはふれば

しいことである。

オーストリア：一 （，匂橋 功）

ウイーンの楽譜出版社 CarlDobranzか

ら12のギターニ重奏曲、 9のギターニ重奏

曲、ギターニ重奏のための特別錬習曲集な

どを出し、多音形式の特異な作曲家として
認められていた FerdinandRebayが昨年

11月6日に亡くなった。 1880年 6月11日の

生れだから73年の生涯だったわけである。

その姪にあたる GerthaHammerschmid 

の編集した 14のやさしいギター曲集は

Rebayの作風を知り 、その技法を習うの

に一番好ましいものである。

かつてウイーンの国立高等音楽院の教授
を長いことつとめた Prof. Jacob Ortner 

はア）レモニア復刊第一号を手にし非常にな

つかしいと言って航空便を寄せられ、彼地

の近況を知らせてくれ、別便で色々文献安 一
料を送つてくれることを約束された。

オ）レトナー教授の後任には1940年に愛弟子

Luise Walkerが選ばれた。ワルカーは今

では FrauProf Heysek-Walkerとなって

い、 一 昨年母親となった。一子の名は

Ulrich Rud~lf Maximilian と名付けた

そうである。ワルカーは：：：、 三の教則本的

な作品を発表している外、フリースネック
K. Friessnegg やハーゼノー）レ F.

Hasenhorl やンヨルツ f,..G. Scholzや前

記レパイ F.Rebay等の作品を監修し、

出版しているが、 昨年 Filcoに 2枚の

Lpレコー ドを吹込んだそうである。

タレガの「アラピア狂詩曲」やプラジル

の作曲家サヴイオ E.Savioの「田含のセ

レナータ」や、払達には耳新しい作曲家サ

ントルソーラ Santorsolaの「ギターとオ

ーケストラのための小協奏曲」などが吹込

まれているそうだが、サントルソーラの小

協奏曲は全然未知な作品だけに期待すると

ころが大きい。オルトナー教授の便りによ

ると、 4 月初のワルカーの演奏会は実に

すばらしいものだった。 4月末にはゲルタ

• ハンマーツユミッドのギター室内楽の演

奏会が期待されているとのこと。ウイーン

放送局ではジンドラー OttoSchindlerが

絃楽トリオと共に出油して好評を関してい

る由。

• 国内ニューズ ®

フラメンコ奏者伊藤日出夫氏は来る 6

月4日神戸市商工会議所大ホールに於て

左の曲目によって日本人による最初のフ

ラメンコの演奏会を開く。

第 1部独奏

マラゲーニア、グラナデ イナス、グ

アヒラス、セヴィリアーナ

第 2部 A 二直奏

グラナダ、スペインの花、ペテネーラ

" B 唄とギター
....................................................．さ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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我がアンダルンア、パスク民謡、グ ； 
ラナデイ ナス、アイ アイ アイ ．； 

第 3部独奏 ； 
アレグリアス、愛の調、ホタア ラゴ ： 
ネーズ

第 4部独奏

ソレア、ハレオ、ジレアレス、ファ i 
ルッカ

尚伊藤氏は兵庫屈芦屋市三条南町77にフ i 
ラメンコギター教授所を開設される由 i

················· ························•·················· ··· ············· ·········· 
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新 着 楽譜紹介 (2)

. @ M. L. Anido : Impresiones 

Argentinas (Julio Korn) 

今までの女流ギタリストで、アニード往

ど自作並に編曲を数多く発表した人はおそ

らく外に類をみない。数が多いばかりでな

く、その作品が何れもすぐれている点が目

立つ‘ている。それらの作，＼，＼は、今までのと

こる外のギタリストはコンサー ・トプログラ

，ムにのせていないようだけれども、近い蒋

米必らず多くのギタリストのレノ←ートリー

に加えられると思われる。この 「アルゼン

チンの印象」は次の 9III]から成るアルバム

で、アニードの作品として最も注目される

ものである。

1. Boceto Indigena 土人索描

アルミロソ LalytaAlmironに捧げら

れたもので、第 6絃は Reに調絃される。

冒頑ハーモニックスを加えた 4小節に達か

れて特異なりリズムの土人の踊りを思わせ

る楽句が、色々な粉飾をこらして屈々あら

われみごとなハーモュックスを加えたトリ

オ（レン ト）の部分を緑返えし、初めのリ ．

ズムに返つて曲を終る。

2 . Santiaguenaサンチアゴの女

オマー）レ・プツンアッォ OmarBusch-

iazzo (,こ捧げられたもので、 これも第 6絃

は Reに合わせられる。 6/8の特異なリズ

・ムでが強く出、土人の太蚊のイミテーンヨ

ンのビ・ツチカート でリズムを強調し、最後

は 6/8と 2/4のリズムを交互に織りまぜ

て、エキゾチックな裳囲気をかもし出す。

3. Canto de le Llanura 平原の歌

サン トスのホセ ・カルロス ・フニオー）レ

Carlos Juniorとその家族に贈ると冒頭に

書いている。これも第 6絃は Re。牧歌的

な索朴な小品。 ハーモニックスが極めて有

効に用いられてい、何かノスタ）レジアを誘

うようである。

4. Triste N. I． 哀歌

エルサ • コマス Elsa Comasに捧げら

れたもので、これも第 6絃は Re。 1949年

度 GuitarReview誌第10号に添附された
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ン・バオ ロのロノエル ・ンモエス Ronoel
Simoesに贈られた曲で、これも第 6絃は

Re0 牛飼の角笛でも退わせるよ うなメ ロ

デイが流れ、 ヴィタリータ のテンポに入

る。来てしない平原にひゞきわたる牧瓜逹

の素朴な歌点。

6. Catamarquena (V1dala) 

カタマルカ の女

レオノール ・レイパ ・カストロ Leonor,

Leiva Castroに贈られたもので、やはり

第 6絃は Re。装飾音とハーモニックスを

あしらつた、いかにもアニードらしい注意

がゆきとどいた作品である。ビッチカート

とアルペジオを交互に用いた末尾は心にく

いまで美しい。

7. Variaciones Camperas 

田舎歌変奏曲

ロメオ • デイ ・ ギオルギォ Romeo di 
Giorgioに贈られたイ長調の舞曲。 6/8快

速調の活気のあるrl.IJ。アルゼンチンのロー

カルカラーがよく出ていて好ましい。

8. Preludio,Criollo 

クリオージョの前奏曲

ナターレのカルロス ・ラマス Carlos

Lamas に贈られた曲で、 これも特異なリ

ズムにのつて賜気なユーモラスなメロデイ

が流れてゆく。

9. El Misachico ミサの子供等

冒顕に、低の思出に、と魯いてある。第

6絃は Reに合わされる。タンポーラとハ

ーモニックスを用いた静かな曲で、 ミサを ，

棒げる教会の子供達の姿に、幼い日を追憶

したと思われる。

以上の 9曲を通じて先ず感じられるのは

その中 71ll1までが第 6絃を Reに調絃して

いることであり 、次に 6曲までがハーモニ

ックスを使つていることである。

総じてアニードのオリヂナルな作品は殆

と全部7'Jレゼソ チン特有の民謡と舞曲を基

(?.6) 74 



潤とし．ている。・音亮に国境がないというけ

れども、飛もプリミテイープな邸昧では、

那土音楽が一番オリヂナリテイに貨んでい

るとも言える。郷土音楽こそ、民族の血で

あり魂である。それを躍如たらしめるのこ

そ、最も手取り早いオリヂナリテイの品拗

と言えるわけである。アニードが常に、そ

して多く 、生れ故郷の民謡と舞曲を取上げ

るのは汗明なことである。

アルペニースやグラナードスやデ ・ファ

リアがジプツーの音梨フラメンコを摂取す

ることに苦心をし、 リストやパルトークが

中部ヨーロッパのチゴイネルのif楽に耳を

傾け、近くはヴィリア ・ロポスがプラジル’

の街の音楽チョロを取入れているのは偶然

ではない。

アニードの作曲態度は、まさにこれと歩

濶を共にしていると兄られ、大成が期待さ

れる。

尚アニードの出版してしヽる編曲は101tliを

下らない。編1ll1はまず選曲眼がすぐれてい

なくてはならない。而も移すぺき楽器の特

団をマスターしていなくてはならない。そ

うした場合にのみすぐれた編曲は望み得る

ものである。而も編曲することは、原曲を

熟知し 、これを分解し更にこれを再び糾立

てることである以上、こうした巡程を経る

ことによつて作曲者は大いに学ぷはずであ

る。アニードが自作をものする以前に、編

曲を修純の場としたことは意味があったと

思う 。 わが国のギターの作曲家にもこうし•
た修錬の場を望みたい。

,........................、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．......．.．．.．..．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．--．．．．．.．．．．．．．．．．．...．.．....．．．.;・・・・:・、
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： 国内 ニューズ ④ [ 

： セゴピアナ ・デ ・ギターラは、次のrill ' ゴメス作 ジプi/ーの村、アレグリ l 
： 目で、 保険協会ホール（東京 • 有楽町） アス

： で連続油奏会を1JIi催する由。 第三回 5月25日＇（火）午后 6時 し i
： 第二同 5月17日（月）午后 6時

［ 1. 独炎 北沢俊明
l． 独奏玖島 降明

； トロパ作 前奏曲、 バッハ作 プーレ、 ドープル、 ！ 
； カステラーナ糾曲 ． 3ツの小品

: 2．独奏亀井多可志 2. 独奏 小原二郎

： アルベニス作 ジュリアーニ作大序曲

： ・ レイエンダ、セヴィリア ｀ 3. 独奏 北沢俊明
： フォルテア作 アンダルーサ i 

、 ポンセ作 ソナタ ・ロマンテイカ
: 3. 独癸京本舗矩

i プラ ト作 スペイン舞曲第三番 ＇ 4. 二軍奏京 本、玖島

： ペドレル作 ギタレオ ． 
ダカン作 郭公

i ゴメス作グアヒラ パッ ハ作フーガ

： レクオーナ作 マラグエニア ＇ 5. 独奏角井多 可 志

; 4. 二頂奏・京本、fu井 ， ポンセ作 ソナタ第三番 '.... 

； ／フアリア作火祭の踊． 6． 独奏奥f1l紘正

; 5．独炎玖品降明
テデスコ作 ソナタ： アルペニス作 カデイス、朱色の塔

グラナダ
7, 独奏京本輔矩

l 6. 独奏奥田紘正 ルーセル作 セゴピア

！ パダホス作フアルツヵ ＼ I ポンセ作ワルツ ・．

:.' フォルテア作ソレアレス テデスコ作タランテラ ！ 
！ :............................................................................................... ··•·····················••·••······ · ···········•····•·······•·····、
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マンドリンの頁

④ Antonio Vivaldi : Concerto in Do 
Maggiore per Mandolino, Archi e 
Cembalo ・ (Editioni Ricordi) 

ヴイパルデイの生年月日は不明である。
1950年にニューヨークのタウンホール音楽
委員会はヴイパルデイの生誕 275年の記念
音楽祭を開催した。こ の年から起算すると
1675年に生れたことになる。しかしヴィバ
ルディ研究家として有名なフランスのマル
ク・ピンツヤール MarcPincherleは1678
年といひ、イタリアのフアウス ト・ トレフ
ランカ FaustoTorrefrancaは1669年と推

定している。その通りでヴイパルデイの生
年月日は未だに推定の域を出ていない。
生れた所もヴェニスと言われているがこれ

も推定である。

アン トーニオほ、最初の音楽教育を、聖
ーマルロ教会のオーケス トラでヴアイオリン'

を弾いていた父ジャンパッテスタ Gianb-
attistaから受け、 次いでそのオーケスト
ラの指揮者レグレンツィ GiovanniLegre 
nzi (1626- 1690)に就いて正式な訓線を
受け、1703年にはすぐれたヴアイオリニス
トとして推脳され、ピエタの慈菩病院音楽
の先生に任ぜられた。この病院は六千人と
いう女子患者を牧容している大病院で軽病
患者や恢復期患者のための学校も開講され
音楽の授業もあり 、毎日曜に患者のための
患者達の音楽会が催されるという 、羨やま
しいような組織の病院で、ヴイパJyデイは
そこの音楽の先生になつたわけである。そ
の後172舷Fから1723年までモン トアに住み
ついで再びピエタに移り 、1725年から十年
間ヨーロ ッパ各地に演奏の旅にあつた。そ
して ヴアイオリニストとして、又自作のオ
ペラの演出家と して名を成した。 ヴイパ}ti

デイは、顔棚持ちで、それに喘息が持病が
ったので、常に健康が勝れず、1?35年ヨー
ロツバの旅からヴェニスに戻り 、しばらく
ビエタに留まつていたが、1740年再びヨご
ロッパヘの旅に上り 、ウ イーンで1741年7
月28日に客死した。

（祖 ）

‘’ 

ヴイバJレデイの マ ンドリン協

作曲家としてのヴイパルデイは第一次世
界大戦前は殆ど認められていなかつた。ヨ
ハン ・セパスチアン ・パッハが、ヴイパル
デイの協奏曲を数曲オルガンのために編曲
していること i、フリッツ ・クライスラー
が彼のハ長調ヴァイオ ・リン協奏曲をレパー
トリイに持つていること位しか知られてい
なかつた。そのヴイバルデイが近年大いに
認められ、ヴィ ．ベルデイ ・ルネッサンスと
呼ばれる匠どの盛時を現出したのには、次
のようなイタリア音楽の復古運動が大いに
物を言っている のである。

その第ーはミラノの出版社リコルデイ
Casa Rkordi がヴイパルデイ の作品の刊
行を計画したことである。その結果ヴイパ
｝レデイの作品の真価が認められ、昨年 7月・
までにポックス盤 9枚、コンサートホール
盤 8枚、ビリオッド盤 7枚等合せて47枚の
Lpレコードが発売されるに至ったのであ

る。第二はンエナのキジ音楽ア カデミー
Academia Musicale Chigiana, Sienpaが
1939年に一週間に亘るヴイパルデイ音楽祭
を催して、彼の作品に対する世評を新たに
したことである。彼の「グローリア弥撒曲」
などは故カセルラ AlfredCacllaによっ

て演奏されて以来、急に宗教音楽の最高傑
作の一に数えられるに至った。第三は第二
次世界大戦後ヴェニスの若い実業家アント
ニオ • フアンナ Antonio Fannaがヴイバ
ルデイ研究所 IstitutoItaHano Antonio 
Vivaldiを設立し、フランセス コ・ マリピ
ヱロ GianFrancesco Malipieroを所長
にして、 リコル、デイ社と協力し、ヴイパル ・
デイの全作品集の刊行に乗り出したこ とで
ある。そうした権威者達の努力の結集が今
日ヴイバルディ ・ルネッサンスを開花せし
めることになったのである。

マルク • ビンンヤールの研究による と、
ヴイパルデイの作品は、協奏曲 444、ソナ
タ73、交秤曲23、オペラ50、宗教音楽及び、
声楽曲多数ということになっている。ヴァ
イオリンとオーケス トラのための協奏曲だ
けでも 200以上で、中には 2つのヴァイオ

祁



奏曲その他 翡 稿

リソ、3つのヴアイオリン、4つのヴアイオ

リソの協奏曲という変つたものもありヴィ

オラ 、 チェロ 、 ヴイオラ • ダモー）レ、フル

ート、ビッコロ、 オーポ工、フアゴット 、

トロソペット 、ホルソ等の協奏曲もある。

マソドリソと絃とチエンパロのためのハ

長調協演曲は、ファソナ版全集下の部のV

で、 1950年に出版された。

第1楽店 All如 o 64小節

第2梨絃 Largo 13小節

第3緊絃 Alle:;ro 119小酋j

全曲殆どスタッカートで一貫している。

当時のマソドリソは楽器の構追上、演奏上

トレモロなどはまだ一般的ではなかつたよ

うである。第 1梨iぷi39,...,54小節のマンドリ

ソとチエロだけのパッセージはとりわけ美

しく 、第3楽ril53~181小節のマンドリソ

とチエソパロの動きには、後にベトオプエ

ソがマ‘ノ・ドリ‘ノとチエンパロのためにむい

た小品を男塀させるものがある。

この外ヴイパルデイには「2つのマ ‘ィド

リソのための協癸曲」もあるそうだが、こ

れは未だ出版の迎びにはなっていないよう

だ。こうしたマンドリン音楽の四重な杏料

を出版したアソト '-::.ォ • フアンナと出版社

リコルデイの尽力に大いに惑謝する次第で

ある。

0アメリカのマンドリンオーケストラ

Samuel Firstman指揮の NewYork 

Mandolin Symphony Orchestraが 3月27

日の夜ニューヨークの TownHallで第30

回の定期演奏会を開いた。曲目は Mozart
の卜短閥交愕曲25番、Straussの氾帝円舞

曲、Lecuonaのマラゲニア、その外 Men-
delsso佃ゃ Verdiなどの編曲が多い中に

Zolotareffのヘプライ狂詩曲というのが目

につく。これはアメリカ初演とことわって

いるが、おそらくマンドリンのオリジナ）レ

な作品のように思われる。 LeonLishner 

という男声歌手がゲストに出演している。

テイケットは1.25ド）レと2ド）レだから邦貨

400円と700円位に相当する。アメリカにし

功

マンドリンの頁

てマンドリンオーケス トラが30回の定期演

奏会を持つということは一見不思議であり

うらやましいことである。長い歴史を持つ

ことは何につけてすばらしいことである。

Carlo De Filippis指揮の Mandolin

Guitar Societyが 4月25日の午後ニュー

ヨークの CarnegieHallで演姿会をIJMい

た。 DeFilippisが編曲した16世紀のリュ

ート の名手 FabrizioCarosoの作品と、

Amedeo De Filippisの新作ペネヅエラ舞

曲 Joropが好評を博した。この演奏会に

ソプラノの BelleCooperが仕助出油し

た。

両洒奏会に歌手が出演しているのは注日

に1直する。歌とマンドリンオーケストラの

コンピには独得な味があるはずである。

0 W. Bardwellの新作 LittleSerenade 

1月5日ロンドンで新音梨協会が公開演

奏会を開き、ン＜ー ドウエルの「小さなセレ

ナード」が最も注邸をひいた。これはピッ

コロと Vロフォンとマンドリンのための音

楽で、 HugoD'Altonがマンドリンのパ

ー トを演奏した。単なる試作として注意を

惹いたのでなく 、秀作として認められたこ

とは注目に値する。マンドリンの特殊効果

はもつともつと研究され、活用されるこ と

が好ま しく望ましい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

国内ニュース令⑤ 

.：④ 3月13日 P.M.0.15 NHK第一放：

： 送 比留間マンドリン合奏団によ：

！ る鈴木静ー作 「山の印象」外 ： 
： ① 3月17日 A.M.9.45 NHK第二放

送 中野二郎の名古屋マンドリン

五直姿団によるラ ・スカラ作「タ
ランテラ」マネンテ作 「カイロ の

思出」カ ラーチ工作「歌謡調と舞

曲」
◎ 3月26日 P.M.6.45 JOHK第二放：

送 岩手医大マンドリンオーケス ：

トラによるムニエル作「甘い哀愁」［

ベートオベン作 「エリゼのため：
に」外



添附業譜解説
ギター伴奏歌曲

木樵唄 福田夕咲作詞
中野二郎作曲

ー、木挽き稼業はかんせなものよ
誰に気がねがいるぢやなし

日がな一日斧ふり上げて
たんだ一人で山稼ぎ。

二、気がねアなけれどしんから寂し
話相手が あるぢやなし。

II 

三、寂しけりやこそどら声あげて
歌いますぞや木挽き唄。

II 

四、歌は歌うても 山彦ばかり
誰が拍子を とるぢやなし。

II 

作詩者福田夕咲氏は岐阜県邸山市に居住
せられた白秋時代の著名な詩人で先年物故

業譜部案内 1

l せられたが、二十年程前 (1932年）私は放

送局から民謡の採譜のために同市に赴いた
時親しくお目にか .1.つてその頃の作品を数
篇頂いて来たことがあつた。この木樵唄は
その中のものでは無いが急に親しさを覚え

， 同氏の詩集を緒いて曲附けしたものし一つ
であるp 元来私は索朴なものが好きで野心
的なものを殆んど持合わせてゐないので、
この木樵唄などは私の気持と全くビッタリ
してゐる。昨年の経CKOJ忘年音楽会で鋸
の音を伴奏にして、私が歌つたのが初演と
ゅうことになる。この曲を作つ頃、発表す

る目的なしに相当沢山の窟謡曲、民謡曲を
ギター伴奏で（乍つてゐるが発表も出版もし
てゐない。この曲のギター伴奏については
別に言うことはないが洋風の語りものをギ

lターを使つて（乍つてみたい気持は未だに持
も続けてゐる。 （中野二郎識）

◎ 旧アルモニア版楽贈は次第に在即が少くなつて来ま した。これは再版しませんから

御希望の方は早くお買求め下さい。
◎ 伊藤日出夫、寿楽光雄共編著 「フラメン コ曲案」第一巻は目下印刷中で、セヴィリ

アナス、グラナデイアス、ソレアレス、セヴィリアナス、フアルッカの五曲を収録し
6月中句出来る予定です。既に申込まれた方も多く未だ発送致さずにいますが、上の
通り御了承下さい。頒価は 300円の予定。

◎ 先月発光した映画 「禁じられた遊び」のテーマ音楽は、版権の都合上ほんのテーマ
だけ出しましたが、大方の希望に応えて序奏の部分を印刷中です。これはペンンエー

ルとゴメスと、二種を出しました。希望者にお頒ちしますから返信料 (10円切手にて

もよし）を添えて楽譜部まで申込まれ.I.ffお送りいたします。

◎ 灯＇原 1月朗 「タレガのオレムスによる変奏曲」 「消逝」その他を近刊します。御期待
下さい。 服部正 「ケリプの歌」は6月中旬になる予定です。

縞了；玉て可
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号を煎ねて三回。ギターレコー ドの特集を試みたけれどもこの通り頁数が足りなくて

戦前発売のリストを割愛し、結局最近のレコー ドの紹介で終つたことは何といつても物
足りない。わが国ではコ ロムピアがギタ-レコー ドに理解を持つて親切な発売を続けて

いることは全く有難いことで、他社もこれにならつてくれると焙しい。それには私達の

熱意と受入れ態勢がものをいうことを、即ち購買力の拡大に協力する沢任を感じなくて
はならない。

待望久しかつたアニー ドの来朝が実現し、東京公演の第一夜は盛会裡に硲を閉じた。

女史の米朝については、色々複雑な問題があったらしいが、小原安正氏が孤軍窟斗、遂

に女史招聘の実現をみるに至ったことは、何よりも氏に感謝を申述ぺねばならない。
6月8日以降のマネージメントは産経に移ることになつたが、とに角アニドの来朝は日

本のギター史に一線を劃する華業である。須磨会長の被護と日本ギター連盟幹部の方々
の尽力を多とするものである。本誌もおかげてアニドに関する特別記華を載せることが

出来た。尚産経マネージの最初の公演をアルモニアの名誉のために仙台で持つように尽
力された野崎浩一氏の御尽力と御芳志に心から感謝を申述べる。

前号に予告した中野二郎氏の研究論文 「ソルの錬習曲lはじめ多くの原稿を次号にま
わさせていたゞいた。本誌第一号に対する海外の反響も次々と入って来、ニューズ係は
頁数の足りないのを残念に思つている。 ＇ 

全く嬉しい悲鳴である。第一号附録のユバンキの写真は1せ表間迎ひではないかと沢山
の方から注意をいたゞいたが、ュパンキは左利きなのだからあれでい Lのである。念の
ために魯添えておく。
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