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巻 頭 巨

秋、糸lMりの ‘Jとをみていると 、心まで澄んでくるのを揺える。'liJ這｝jるる秋J:l:iに耳をすますと 、

心の底まで哀愁がしみとほつてくる。

九州地区の第 ：阿ギターコンクール。新人の登楊がJり1待される。米年は東以、つゞ いて，．

阪でも コンクールが1)廿催されるときく 。こうしたコンクールが各地区で行われ、その入逆名・

が ・常に会して、令114の削を決するといふ）'1uiに持つてゆきたいものである そうした機会

にギターif楽祭とでもいふ催が取り行われたら史に炸である。油外のこ の種d)催を知るにつ

けて、わが旧でも実現したいと息ふ願ひが切である。

ジュネープの国院iや染コンク ールにギタ ーが取 上げられた現(!:、Ilt界各国のイjJjな背楽‘浮

校がギターを正科に取上げている現在、わが国ではギ ターが1E‘りに評価されているであらう

か。 l,fしギターの兵価がまだ認められていないとすれば、その立1「：の ；』半はギタリスト「1身

が担うべ ざものではある まいか。
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ラテン・アメリカの教訓

A Sermon Latin America can offer 

野崎浩

Koichi Nozaki (Osaka) 

ラテン ・アメリカの面白さは古めかしさにあると云へる。近代科学文明に歪められない人

間の哲学が生命を保つて居る処が面白い。その音楽の面白さも古今に通ずる常識と健全な世

界観を身につけて観察せぬ限りその籾髄は看過されてしまうであらう。末梢にとらわれて大

局を見誤る事のないやうにその価値判断はあらゆる角度からなされねばならない。世界に共

通するもの、普逼的なるもの、即ち二千年来生命を保ち得たる世界観、カトリンズムがラテ

ン・アメリカのパックポンである事を常に深く心に銘記すべきである。

不幸にして日本の大半のレコード愛好家の重宝する西班牙語名の音楽には、毛色の変つた官

能剌戟と一夜の遊蕩気分はあっても 、ラテン ・アメリカの持つ深渕なる影がない。日本人の

感但を浚つた支那の夜や蘇州夜曲が支那の音楽でない様に、アメリカ人の官能を安易に刺戟

する為に作られたラテン ・アメリカの音楽にも 、ラテン ・アメリカの真実や影はないと云ヘ

る。

日本と支那の場合とは全く逆であるけれども 、アメリカ人は牧畜、農業を先住民たるイン

デイアンとメキンコ人に教えられた。現代の科学文明はさて惜き 、精神文化に於てはラテ‘ノ・

アメリカはアメリカの先輩である。アメリカには西班牙語の地名が一六00以上あるばかり
でなく 、中西部のアメリカ人は概してラテン ・アメリカの人間と余り変らない退ましい世界

観を持つて居る。ヨーロッパから呼ぶアメリカと云ふ土地柄に対する気分の中には、多分に

此の様なものが包含されて居る。メイ ・フラワー号以来、純粋のス コッチやアイリッンユの

血液を誇る様な者は此処で云ふアメリカ人としての資格はない様に思はれる。

機械文明の主張する標準化運動もさる事ながら 、東部や一部の大都市を除けば、アメリカ

籾神はむしろ棉畠や牧場に生命を捧げた先住民族の眠る土の中に秘められて居るもの .I.如く

である。合言薬 Backto the landは依然としてアメリカ最上の良識である。

最近、スタインベックの短益を読んで居たら 、カリフォルニアの牧場主の言莱の中に 「こ

の辺には 、バイサーノの老いぽれがうようよして居るので困る」と云ふのがあった。このバ

イサーノは、牧場主がその土地にやって来るずつと以前にその牧場で生れ、長い放浪の末、

生れた土地に帰つて来たのであった。此の短篇の訳者の註に「パイサーノとは、スペイン人、

インデイアン、メキンコ人その他の血の交り合つた連中の事を指す西班牙語で、浮浪者のよ
うな生活を営んで居る」と書いてあった。辞書には唯fellowcountrymanと沓いてある。

ア）レゼンチンでパイサーノと云えば、エスタンンア（大牧場）からエスタンンアヘ仕事を求

めて渡り歩く者の事で、彼等の財産は定つて駄馬とギターである。パルペリア（パイー屋）

でラムをひつかけては身上話に夢中になる連中である。渡り者と云ふ点に於ては、南米も北
米もパイサーノに変りはない。唯、カリフォルニアの老い底れたバイサーハな、同じく死期

を待つ老馬を盗んで之に打ちまたがり 、ふらりふらりと死場所を求めて、ビューマの棲む大
連峰に消えて往つてしまつた。その郷愁は誠に物哀しい限りであった。

此の様な人間の宿命や在り方は世界中の人間のそれに共通するものであり 、又その故に我々

の胸に強く訴えるものを持つて居るのであらう。スタインペックが好んで描いたカリフォル

ニアの海辺、裕谷、牧場、山岳地帯等の、舞台が、何時も同じであつても 、自然と生きとし生
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けるものに注がれた行届いた観察と人間味豊かな世界観が読者を飽かす事がない。

アメリカの会社が殺し文句で売出す流行歌や映画に依つてアメリカを理解出来ないと同様

に、麻価な旅1"を支払つてアメリカ全土を隈なく見物して見ても一朝ータにアメリカ人を理

解出来るものではない。併し健全な常識の何たるかを知る者なら 、マクドウエルを聴き、ス

インペックを読めば、アメリカの精髄とまでは云えぬ迄も 、索朴なアメリカ人の体臭には容

夕易に触れ得ると思ふ。

最近或る著名な日本の小説家がソ聯と中共を旅行して帰国するや、まるで鬼の首でも取つ

て来た様に日本人の自由に対する観念の誤りを指摘し、自らも日本の進歩主義者や知識階級

を代表して流行りの口己批判をしたのには驚かされた。之に関聯して盛り沢山に行われたジ

ヤナリズムの自由論議などは、之を単に骨稽だとか見解の相迎だと云つて片付けるよりも、

先づ当の小説家の海外旅行の失四のLPが思いやられて勿体ない気がした。敗戦後の日本はそ

れ程訂祐な国ではない。外遊の結果に侯つ迄もなく 、健全な常識と世界観から割り出された

自由こそ真の自由、何人と云へど肯定する世界に共通する自由である事は古今東西を通じて

変るとは思えないからだ。

世界に通ずる辻ましい常識を持つて居るかどうかの問題になると 、誠に追憾乍ら日本の小

説家も 、if楽家も 、学者も 、スポーツマ ンも大低の者は失格する様な気がする。正確な判断

をすれば受入れる自由がある反面、亦之を拒絶する自由 もある事を銘記すぺきである。今年

世界ノンプロ野球に選抜されたオランダ ・ナームの態度は一服の清涼剤であり 、R本のスポ

ーツマンの手本とすぺきものだと感じた。彼等は二つの理由からミルウォーキイ行きを最初

は断念して辞退したのであった。第一の理由は遠征の旅費に多大のエ面が必嬰である市、第

の理由は各選手が一時的にもせよ 、戟場を放来する事は義務と立任感から不可能であると

云ふのであった。オランダはt紺領東印度の大半を失つたとは云へ現在最も繁栄せるベネルツ

クスの一国である。窃つて 11本はフィンランドと共に国際伯務返済の几帳面さを常に1i讃さ

れて世界の最良市民の一とさへ云はれた時代があつた。 併し現在では敗戦国と して未だ数多

くの倍償偵務を負い乍ら 、オリムビックに、ミルウォーキ イに、その他無益の外遊失府に多

忙である lドを思えば思い半ばに過ぐるものがあらう。此の様な市を恥と思はぬ感党が再軍備

絶対反対を引え、一方国連加入を希念する矛盾に通じて居ると思える。

私はしばしば自分がマーチャンドである市に無限の安堵を感ずる。殺し文句や空言に欺さ

れる市が少いからである。マ ーチヤントの感党には独善的な過信や、跨張や、誤解がないか

らである。希望的な観測や、安易な想像や判断に よる失敗が殆んどない。失敗や間迎は破産

に至らぬ迄も実損の痛手を免れる下は出来ないからである。ラテン ・アメリカ諸国との取引

も、世界の取引の）レールに従つて行われ冷厳な合理性に基いて双方の利害一致があるだけで

ある。

米領プエル ト・リコは今時木炭使用のアイロンを大屈に買ふ。豆粒程の島であるが人口は

ー百二十五万もある。プエノス ・アイレスは日本ミ Vンの大市場であるが、使用されて居る

家庭用ミンンの型は、大正時代に日本で既に売れなくなったンソガーの旧型である。キュー

パやヴエネスエラでは哺乳ピンの乳豆とcrucifix（十字架礫像）が大鼠に売れる。ラテン ・

アメリカには年若い男女の太陽族的野合もなれば、人口妊娠中絶などと云ふ暴挙はカ トリツ

ク教会が絶対に許さない。中米や南米の北部では紐育の商人が三年の月賦で日本ミツンを売

捌いて居る。日本の月賦は通常六ヶ月 、最高が三菱ミンンの一年であるから 、之を以て中南
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米の性格の一端が知れようと云ふものである。一概に経済力が低いと云うよりも 、むしろ時

間を超越して物四に対して毅然とし居る と云つた方が至当であらう。

日本のギタリストや音楽家一般が、ラテン ・アメリカに関心を持つ場合にも、摂る可きは

摂り 、捨てる可きは之を捨てる毅然たる態度こそ最も肝要な事ではなからうか。

日本のギタリス トが特に学ぷ可き音楽家がラテン ・アメリカに居るかと問はれたら 、私は

何時でも即座にマリア ・ルイサ ・アニドとアタウアルパ ・ユバン キの二人だと答えたい。そ

の理由はこの二人のギタリス トの在り方が如何にもラテン ・アメリカらしくて、然も世界中

のギタリストが学ぷに足る、万人の共感を換ぷ事の出来る立派な音楽家であるからである。

この二人の音楽の性格は全く異るけれども 、此の内のどの一人を欠いでも 中南米の音楽精神

は不完全なものになる。アニドはイベロアメリカの古典、即ち中世の欧州の伝統を受継で最

もオーセンテイツクな数多のギタリス トを代表する者であり 、ユパンキは先住民族の伝統と

郷土の気風を謳ふ吟遊詩人達を代表して居るからである。日本のギタリストが学ぷ可き点は

云ふ迄もなく 、彼等の音楽家としての態度や心構えであって、アニドの単に部分的なギター

奏法や、ユバンキのサンパのアク セントと云ふが如きものではない。時代を超越して永遠の

生命を志す、かの偉大なるカトリンズムの大梢神が、此の二人の音楽家の志すものに通じて

居る。 それが我々の心をゆり動すのである。 ― 

アニドには親しく東京で面会し、ギターを奏する姿勢の美しさには特に感動した。ュパ‘ノ

キにはいろいろ人を介して交渉を持つ事が出来たので今は会う必要を感じない位いである。

特に、昨年の葬拙宅で三泊された山内盛彬翁夫妻から、 数年前セロ ・コロラドのユパンキの

ランチ ョをコルドパから一日掛り で自動車と馬を飛ば して訪問されたお話しを、一部始終詳

しく聞く事が出来たからである。

＇•-本逆を馬でやつて来た中年のガウチョに、ユパ‘ノキのランチョは何処でせうか、と通訳

の男に尋ねさせたのです』と山内翁が云われるや否や、奥さんが側から大きな声で「その男

がね、驚きま したよ 、自分がそのユバンキだつて云つたんですのよ』と云つて笑はれた時、

私はドキンと して息を呑んだ。 まるで私自身がユパンキに会つて居るやうな気がした。歌と

ギターから触れる事の出来た彼の人格の面彩が現実に現はれて私の眼前に居たからだ。

山内翁はカーネギーホー）レえも招待されたが、それよりも紐育の道端で聞いた乞食のヴア

イオリンの方が面白かつたと云はれる様な人柄であったが、アルゼンチンでユバンキに会つ

て初めて四年間の外遊の甲斐があった、としみじみ述懐されたのは痛快であつた。

プラジル四百年祭を記念してリオで開かれた第七回世界民族音楽会議に日本代表として出席

された山内翁には、アルゼンチンでも当時のペロン政府の御用商人であったカルロス ・ヴエ

ガと云ふ民族音楽家がつきまとつたけれども 、アルゼソチンの民衆は一句同音に rュパンキ

に会いなさい」 と山内翁に密かに告げた と云ふ事である。 それが奇しくもユパン キを訪問さ

れる動機となった との事である。

ュパン キは 「詩や歌に依る抒情をモテ イーフとせぬニグロ の肉体音楽に南米が犯される事

がなかつた事が幸いであった」と云ふ意味の事を述べ、山内翁の歌と踊りの関連に就いての

阿問には即座に「踊りは酒の柑、歌は心の糧」と答えたと云ふ事である。

山内翁は胸底深くユバンキを秘めて一咋年帰朝された。翁の眼に映じたものは、安易な売

名に狂奔し、人間的成長に背を向けた、外来音楽崇拝の亡者共であつた。翁がその青年時代

にビアノ教師を辞められ、琴と三味線を通じて北海道から沖縄迄、，祖国の民族音楽に生涯傾

' (28頁につ くゞ）
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中南米 音楽 に ついて
On Latin American music 

木村 ．g. 久弥

Kikuya Kimura (Shizuoka) 

口本では、中南米音楽と云うと 、アルゼンチンタンゴ、プラ ジルのサンパやパイヨン、チ

リーのクエッカ 、キューパのJレンパやマンポ、ドミニカやハイチのメ レンゲ、パラグアイの

ポルカ、メキンコのポレロ等の様な中南米各国の所訥ポピュラー音染のみを意味する様に誤

解されてゐる。以上の様なポビュラー音交以外に中南米各国では、パッハ以来の純音交（我

国での所頷 rクランツク音楽J)の作曲及び油奏や録音活動も盛んである。

例へば、アルゼンチンでは、アルゼンチン純音楽作曲家の作曲した多くの竹絃交組曲、室

内を及びオペラ等のレコー ドが既に可成り多く発光されてゐる。管絃楽組曲は民唸をテーマ

にしたものが多い。ヒナステラ AlbertoE. Ginastera (1916ー）がフリュー tと絃楽四頂

奏用に占いた 3 つの短い楽窄より成る「アンデス？品地々方の印~JImpresiones de la Puna 

はアンデスi'国地々方原住民の 名交を基潤と したもので、フルー トのパー日は東洋的哀愁を感

じさせ、尺八で演奏してもピツタリしさうである。今夏アルゼンチンヘ演奏旅行した東京交

苫楽団の常任指揮者上田仁氏は今秋帰国後は、以上の様なアルゼンチン現代作曲家の行絃楽

曲を日本へ絡介するであろう。アルゼンチソオデオンは、以上の様なアルゼンチン現代作曲

家数人の代表的竹絃刃5曲をアルゼ‘ノチン国立放送局室内オーケス トラOrquestade Camara 

de Radio del Estado de la Republica Argentinaが油奏 した10吋 LPを数枚出してゐ

る。（尚私はその 2枚の曲目や短評を「デイスコロジアJDiscologia第 3号に発表する予定

であるから 、詳細はそれを参照された。「デイスコロジア」は中南米音楽 レコード月報とも云

うぺき内容の雑誌で、発行所は東京都世田谷庖砧町 56永田文夫氏方であり 、3号は今秋発行

予定）

ギター音楽では、我国にも来たマリア ・ルイサ ・アニド女史 MariaLuisa AnidoのLP

が2枚と同じく女流ギター奏者のマリア・アンジェリカ ・フネス女史 MariaAngelica Funes 

のLPが1枚、既にアルゼンチンオデオンから発必されてゐる。民謡のギター癸者として有

名なユバンキ AtahualpaYupanqu（オデオン）は 2枚、フアルーEduardoFalu (t. K)は

3枚の Lpを出してゐる。東芝エンジエルはアルゼ ンチンオデオンと 契約し、日本クリスマ

ルは tKと関係があるので、これらの Lpは是非早く日本盤を出してほしいものである。

然し我困で入手可能の北米合衆国の Lpに最近中南米音楽のものが漸培して来たのは、嬉

しい傾向である。それらアメリカプレスの中南米音楽 Lpについては、「レコー ド芸術」 3月

号から連叔されてゐる藤田不二氏の「ラテンアメリカ純音楽の Lp」を参照されたい。

最近中南米のギター音楽の索睛しい Lpがアメリカで発売されたので、既に御存知の方も

あらうが、次に簡単に紹介してみよう。

Guitar Music of Latin America : Laurindo Almeida (Capitol p-8321) 

Villa-Lobos : Etude No. 11, No.5, Prelude No.4, No.2, 

Barroso : Bullerias y Cancion, Tebuacan (Lamento y Danza) 

Barrios : Prelude-Para Guitarra, Op. 5 No. 1, Choro da Saudade (Song of 

Longing) 

Ponce : Vais 

Almeida : Preludio y Tremolo, Invention in two Parts, Cajila de Musica (Music 
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Box) 

中南米各国の有名な作曲家の代表的ギター□tiをプラジル生れの名ギター奏者ロー リンド ・

アルメイ ダが演奏した最近の LPである。

御存知の如く 、プラジルの生んだ世界的作曲家ヴ イラ ・ロポスの「エチュー ド」は、1929年

パリで作曲され、ギターの世界一の名手アンドレ ・セゴヴィ アに献呈されたもの＇である。

「エチュー ド11番」はメランコリーな感じである。「プ レリュー ド」は1940年リ オ・デ・ジャ

ネロで作曲され、ロ ポスの妻ミンデ イナ Mindinhaに献呈されたものである。 「プレリュー

ド4番」はフ ランス的な感じの長調で、 中問部はビアノ的である。「プレリュー ド2番」は

メラン コリーな感じの短調である。

ホセ ・パローソJoseBarroso は 1901年 メ キン コ のテ ウ アカン Tehuac~n に生れた。メキ

ッコ国立音楽学校でセロを学び、卒業後数年間メキンコ市のオーケス トラのセ ロ奏者をつと

めた。 1921年北米合衆国へ行ってツア トルのツンフォニーオーケス トラヘ加つたが、間もな

くロスアンジエルスヘ移り 、映画やラジオで働いた。 1940年ギターに魅了させられ、1ii]もな

くギターの名手となった。映画音楽の作曲でも有名である。「プレリアス ・イ・カ‘ノンオン」

の Bulleriasは、プラジルのンヨーロ Chorosの様に一つの音楽形式である。

アグステイン ・バリオス AgustinBarriosはパラグア イで生れ、1944年サン ・サルバドル

で死去した。「ギターの為のプレリ ュー ド」は、民謡的な要索のない純音楽で、 「ンヨ ーロ・

ダ ・ソウダデ」はロマンテイツクな感じである。

マニュエル ・ポンセ ManuelPonce (1882-1948)は、「小さな星」 Estrellitaの作者とし

て世界的に有名なメキンコの作曲家で「ヴアルス」はセゴヴィアに献呈された曲で、民證調

ではない。

ローリ ンド ・アルメイダがこの 3曲を作曲したのは、こ のLPを録音する僅か 3週間前で

ある。 1917年プラジルのサンパウロ生れのアルメイダは、ジャズの第一人者スタン ・ケン ト

ンStanKentonのパンドに加つて有名になった。アルメイダはジャズギター奏者としての

方が有名な位であるが、この Lpではジャズ的奏法は全然使っ てゐない。オーソドツクスな

古典的奏法で索睛しい。録音も非常に良い。この Lpは、「プ レイ・パッ ク」誌8月号でも推奨

されてゐる。

アルメイダはこの Lpと同時に「スペ インのギター音楽 GuitarMusic of Spain(Capitol 

P-8295)の Lpを出した。その Lpについては、何れ本誌にどなたかが詳細に紹介されるで

あらう。

Eduardo Faluの tK盤Lp

LD-55-002 LD-55-031 

Terna de baguala i Zama de Vargas 
Zamba de la Candilaria i Albabaca sin Carnaval 
Algarrobo…algarrobal . 1 El Condor pasa 

La Cuartelera : Romance de! Molinero 

Lopez Pereyra I Nevando esta 
Vidala de! regreso : La Nocbera 

Tabacalera : Pampa 

Preludiando I Vidala de! Culamraja 

LD-55-033 

Rezando 

La Llorona 

Zapateo 

La Nina 

Tremolo 

La Catamarquena 

Contrapunteando 

Vidala de! Nombrador 
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中南米のギタリスト達
Guitarists in Latin-america 

品-＇ー 橋

Isao Takahashi 

功

アルゼンチン

アルゼソチンはギター音楽では第二のスペインと言ってもv、.I.と思ふ。 MiguelLlobetに

ょって Tarrega流のギターがアルゼンチンに輸入され、それが MariaLuisa Anidoに於

てみごとな開花をみた。アニドは1907年プエ ノスアイレス近くのモロンに生れ、ギター愛好

家の父からその手仕どきを受け、次いでリヨペットに師事し 、1925年 6月の独奏会によつて

その名声は決定的なものとなった。一昨年来朝してその名演に接した感激は今だに新たらし

ぃ。アニドは一年の大半を国外油奏ですごし、今年はイタリア 、オーストリア 、イギリスを経

てソ連まで演奏旅行をしている。アルゼンチンのオデオンから Lp(LDCー 521)を出してい

るが、最近アメリカのキャビトール (Cap.pー18014)でも Lpを発売し 、その名は国の内外

に高い。アニドに次ぐ女流ギタリストとして LalytaAlmiron (1915年）をあげる。

アニドの先跛格で、国外にはアニドほど名を知られてゐないが、アルゼンチンのギター界

に、教授として作曲家として油奏家として呆又文献家として頂んぜらるべき多くのギタリス

トがゐる。JnstoMorales (1877年），HilarionLeloup (1876年）， AntonioSinopoli (1878 

年）、JulioS. Sagreras (1879年）， SegundoContreras (1881年）， LopezBenitez (1883 

年）， DomingoPrat (1886年） ，Ricardo Munoz (1887年） ，Adolfo,.._Luna (1889年），

Roberto Gascon (1896年）などがそれである。

アルゼ‘ノチンのギター演奏会のプログラムをみて強く感じられるのは、アルゼンチンの作

曲家の作品をきまつて加えていることである。アニドのプログラムは知つての通りであるが、

アニドに次ぐギタリストとして甚だ有名な若いギタリスト 、ManuelLapez Ramosの一昨

年のリサイタルのプログ ラムをみてもそのことがわかる。

第一部 タレガ作メヌエット 、 トルロパ作メロデイ、 Jレーナ作ヴイランチコ 、ポンセ作力‘ノ

ポとワルツ 、ゴメス ・クレスポ作ノルテニア

第二部 サン ・セパスチアン作但心、ワイス作イ調組曲

第こ部 フアリア作ドビュッツーに捧ぐる曲、テデスコ作タランテラ、ロ ドリゴ作友畑にて、

アルペニス作マジョルカとセヴィリア

新人 AbelFleuryなどのプログラムにもその傾向が強くあらわれている。

アルゼンチンの音楽はもともとインデイオの音楽を基調としているわけである。それがう

まくスペインと融和したものだが、そのインデイオの原始的な索朴な純粋なものが一段と浮

び出ているのが AtahualpaUpanqui (1908年）と EduardoFalu (1923年）のギターである。

その独奏でも 、弾き歌ひでも、アニドなどのギターに劣らず心琴に深く喰ひ込んで来るもの

がある。

プラジル

前奏曲、錬習曲、組曲、協奏曲などで現代ギター音楽のレパートリイを極めて多彩なもの

にした作曲家 Villa-Lobosの国プラジルは、ポル トガル語国だが、アルゼンチンに劣らずギ

ターが盛んである。ポルトガル語ではギターを Violaoと呼んでいるが、プラジルのギター

の中心はやはりサン・ポーロで、 その地の AssociacasCultual do Violao即ちギター協会

の活動は非常に活発である。この協会の会長 RonoelSimoesは恐らく世界随一のギターレ
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コード策集家で、毎週一回ラジオ ・サンバーロを通じてギターのレコードを放送している
が、昨年 1月22日第400回となった。づい分長くつゞいた番組である。尚ツモーエスは日刊紙
Gazetaにギター欄を設けて、これも週一回、記事を載せているが、箪者に送られたスクラッ
プだけでも裕に一密を成すかと思われるほどある。

サン ・ポーロのギター協会に所屈しているギタリスト で、 弟子を とつて教えている のは
Alfredo Scupinari. Antonio Simalha, Attilio Bernardini, Diogo Piazza, Isaias 
Savio, Jose Diniz, Oscar M. Gerra, Sebastiano Galantiなどで、この連仲は二人乃至

二人でンヨイン ト・リサイタルを持つて、互に競演しているのはおもしろい。
プラジルで最も評判の高いのはギター歌手 OlgaCoelho夫人であらう。そのバンガード

盤Lp(VRS-7021)をきけばわかる通り 、之の歌唱は全く洗練され、磨き上げられてい、ギ
ターの演奏も 、Segovia自ら手をとつて教え込んだだけあつて、完成されている。更にプラ
ジルのギター界の名を高からしめたのは LaurindoAlmeida.(1917年）である。 12オで母の

手ほどきでギターを始め、13オでリサイタルを持ち、15オでラジオにデピユーしたほど長足
の進歩を見せ、16オの時には国内で決定的な名声を博した。 1947年即ち30オの時渡米、有名
なStanKentonに認められ、踊来アメリカに在つて、ラ ジオに デレ ビにレゴー ドに寧日な
い日をすごしている。既発売のキャビ トール盤 Lpは(Cap.P-8295, P-8341, P-8321)何れ

も好評である。ギ ターのパガニーニといつてい .1.仕ど、庶的な絶佳な演奏を以て知られてい
る。

ウルグアイ

Jurio Martinez Oyanguren (1905年）は、一時 Segoviaに次ぐ大家として評判が高かつ
た。戦前すでに数々のレコードで私逹にも親しまれ、戦後はデツカ盤 Lp(DL-8018)一枚だ
けで、こ のレコードには中南米十ニケ国の民謡舞曲が演奏されているのはうれしいが、オヤ
ングレンの本領はバッハ、ハイドン、ヘンデルなどの古典音楽から 、ソル、ジユリアーニ、
タレガなどのオリジナル作品、そしてアルベニス、グラナドスなどの近代音楽に及び、その
レパートリ ーは豊かで多彩である。従つてこの一枚の Lpだけでオヤングレンを論づるのは
当らないと思ふ。オヤングレンについで AbelCarlevaroの演奏がすばらしい。現在プラジ
ルで活躍している IsaiasSavioはウルグアイ出身ときく。
Segoiva版 “Lament""Pagina Romantica" "&uitarreo"の作曲家 Carlos Pedrell 

(1878年） もウルガイ生れである。

メキシコ

有名なカンジョン「エストレリ ータ」の作曲者 ManuelPonceは「南の協奏曲」外数々の
作品によつて Segoviaに協力し、ギター音楽のレパートリイを豊かにした功労者である。ポ
ンセ の外にメキンコには更にギター協奏曲の作曲者として忘れられないギタリストがいる。
それは RafaelAdame (1906-）である。その協奏曲は1933年2月5日メキンコンテイで初

派されたが、これは現代のギター協奏曲の口火を切つたものとして注目されている。
メキン コンテイの国立音楽学校ではギターが正科で、その主任教授は GuillermoFlores 

Mendezである。 Mendezは作曲方面でも名を知れらているが、又「ギターの友の会」を主
宰して後進の指郡に任じている。この外JesusSilva, Gustov Lopez, Sergio Flores, Jorge 
Reyesvera, Miguel &uerreroなどの名手が沢山いるが、中でも JesusSilhaはSegoviaの

沿j弟の一人として注目される。
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キューパ
キューパは JoseRey de la TorreとValdesBlain兄弟（兄、Albert弟Rolando)の

三人のすばらしいギタリス トを持つことによつて現代ギター音楽史上の上位国 となってい

る。共に現在ア メリカで活躍している。

Rey de la Torreは MiguelLlobetに師事したエキスパー トで、1917年生れ。リヨペツ

トの推阻でパルセ ローナの AcademiaGranadosにデピュー して絶讃を博し、スペイソ随一

の音楽評論家 DonJaime Pahissaの知遇を得、1944年ア メリカに渡つてデピユし、一躍有

名になった。彼のすばらしい演奏に目をつけたレコード会社ア レグロが最づ彼の最初の Lp

を売出した。 Sorのソナタ外の独奏と 、Ir!Rogersの歌に伴奏したドイツ歌曲集の二枚で

ある。共に廃盤となつたが、次いで SMC盤にソルの練習曲とタルレガの線習曲及び小品を

夫々一枚づい次込んだ (SMC-516,517)。SMC盤 Lpは教材として好適である。その後

Philharmonia盤に二枚吹込んでいる (PH-101, 106) 。 その 一つは Stuyvesa~t 四璽奏

団と共にポツケリーニの五重奏を入れたものでも 、う一枚の第一面にはアルペニスとグラナ

ドスを夫々二曲宛、哀面には deFalla, Joaquin Nin -Culmel, Julian Orbon, Joaquin 

Rodrigoを一曲宛入れている。デ ・フアリアとロドリゴに就いては周知のこと .I.思ふが、ニ

ン・クルメル (1908ー）は有名な作曲家ホアキン ・ニンの息子で、父に劣らず有名である。

フリアン ・オルポンは1925年ハバナ生れの新進で、今やキューパ作曲界の中堅ど ころときく。

このように現代知名の作曲家が多く トレに献曲しているのは、彼のギターのすばらしさを裏

きする何よりの証拠と云えよう c 最近又 Philharmonia盤に録音した由、箪者に報らせて

来たが、Philharmonia盤 Lpできく トレの音質音批のすばらしさは照咬に値する。そのイ

ンタープレテイツヨンもさすがにリヨベットの指導をうけただけあつて誠実のこもった演奏

ぷりである。トレは Segoviaの次の時代のチャンピオン中のチャンピオ‘ノと言ったら過言で

あらうか。

Albert Valdes Blainは 1921年ハパナの生れだから当年38才、。弟 Rolandoと共にオヤ

ングレンが滞米中にそのレツスンを受けた。1943年に兄弟でニューヨークのカーネギー室内

楽ホールにデピュして好評を博し、その後間もなく兄は応召し 、南太平洋戦争に参加しフィ

リビンや日本にも居たことがあつた という。 1946年召集解除になってから 、兄弟で研究所を

設け、傍らグリーンウイツチ音楽学校に於て音楽理論と作曲とピアノを学び、1950年にはイ

ギリス、フランス、スペインを約半歳に渡つて旅行し、特にフラメンコの技法を学んだ。再

びアメリカに戻つて爾来コンサー トにラジオにテレピに出演して好評をつ ゞけている。弟ロ

ランドの Lpが (SMC盤546)出たが、ソJレ作品22番のソナタのレコー ドは上出来である。

いさ .1.かのミスはあるが、そのために全体がどう といふほどではない。兄弟で目下ギター教

本の出版に尽力していると聞くが、又絃の改良についても大いに研究しているそうである。

兄弟揃つての大成が期待される。

ぺ＊ヅエラ その他

ベネ：ゾエラはたしか Segoviaの情j弟 RodrigoRieraの祖国であり 、同じ AlirioDiazの

祖国でもある。ロドリ ゴ・リエラは 政府留学生としてスベ インに渡り 、初めマドリツ トで

Regino Sainz de la Mazaに学び、更にンエナでセゴヴィアの指達を受け、現在スペイソ

で非常な好評を博している。アリリ オ・デイアスはセゴヴィアの代稽古をする祖どのギタリ

ス トで、今年もマドリットでリサイ タルを開いて絶讃を博した。

この外ペル、チ リ、コロ ムピアなど中南米諸国のギターに就いて私は現在多くを知らない

ので、一先づこの辺で筆を胴くことにする。
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随 想 中 野 郎

Essay Jiro Nakano (Nagoya) 

一亜国のギター界一―-

アルゼンテインのギター界全般の水準は相当に扁いとゆう話をきいたのはそんなに古いこ

とではない。が何しろ歴史に浅いとゆう点で、永年の伝統を持つ欧洲の様子を識りたいと思

う私の気持と亜国へのそれとには相当に距りがあり之は未だに尾を曳いている。然し戦前既

に出版された亜国のギターに関する多くの出版物は、その団に於いて欧洲を凌賀する勢にあ

り、この事実には眩目せざるを得なかつた。而も古典大家の教本、練習害、楽曲の目星いと

ころは一応網羅し 、之に自国のオリジナルな作品を加えて偏するところのない様子は印を哀

害きするに充分なものであつた。俊秀な教師、研究グループ、演奏会、愛好家の数に於いて

一寸他国に類例を見ない盛大さである。

戦後あの伝統を誇るイタリーの Ricordi社はギターに関する限り本拠をプエノスアイレ

スに移した感があり 、Torroba,Pujol其他の作品を続々出版しつ .I.ある。斯かる状態である

にも不拘、亜国のギター界が世界のギター界の第一線に浮かび上つていないとゆう印象を受

けるのは私のみの僻目なのであろうか。

先年アニド女史の来朝によつて我々は直接間接に技術面での婢益を受け流石に先迎国の技

術を眼のあたりに見て頭を下げたのであったが、世界のギター界が目指しているものは既に

この域を相当に超えているとゆう印象は否めなかつたのである。言菓を換えてみるなれば

風雪に耐えて来たギターでなくして、安穏なギターの困にすくすくと育まれた人を見る気が

したのである。他の広い音楽面との直接交流を持つ機会の少いギター独奏家は殿らずしらず

の間にギターの中に安住して了う危節を多分に持つている。之は強ちどこの国と限つた事柄

ではないが、単なる払の杞憂に過ぎなければ之に越したことはない。

—コ ンク ー ルの審森

私は毎秋放送局の主催による全国小、 中、高校合唱コンクールの地方予選に引張り出され

て審査の一役を買はされている。子供達が真剣な眼差で指揮者の先生の眼を見詰めて歌う様

子は恰も雛鳥が親，烏から餌を貰う時の様子に似ていて見ていても心楽しい。先生の指芍如何

錬習回数、子供逹の索囲等が総合されて其処に当然甲乙が現われて来るのは止むを得ない

が、終つてからイ供達の前でどこがいいの悪いのと講評し等級づけて了うことを私は好まな

い。凡ゆる事が競争によつて進歩することは否めないが音楽が子供達に初めから一種の競技

の形で入ってゆくことを私は好まない。いくら純真であっても技は別ものである。 小さい時

の純真さを音楽によって失わしめないことがもつと璽視されなければならないのではないか。

純真に当つている者に対しては私は軽々しくものは言いたくない。神聖を冒すような気持に

なるのである。

—楽諮の行方ー一

ー出版者が出版を初めてから大体三十年乃至五'-年までで出版者の死亡と同時に消滅す

る。勿論もつと方命の短いものもあるが幸に其の子孫が継承する場合は永く続き、伝統を誇

る出版社も欧洲には問々あるが全体の数から見れば極めて少い。多くは新興の或はより大き

い出版社の手に併合買収されて継承されるが余程売行きのよいものでない限り楽譜は残部が

整理されると同時にカタ ログから抹殺されて永久に忘却の深渕に沈められる迎命にある。現

，
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に二三十年前に我々の入手したものが最後の一莱であった（原出版社から入手する）りする

場合が沢山あった。 この状態は現在でも言い得るわけで出版消長の激しいギター曲にあつて

は一層この傾向がひどい。記録の上から見た出版されたギター曲の数とゆうものは我々の想

像を遥かに絶するものであるが、仮に初版最低部数二百から五百と見ても 、共のうち少くと

も十分の一くらいの部数は世界の何処にか災厄を免がれてあると見てもよ いのではあるまい

か。関心のない者に とつては反古同然の楽譜をこの状態の下に世界に求めるとゆうことは全

く無理な話であるが出来ればギ タリス ト、 ギター愛好家の協力によつて過去に埋れた作品を

探り出す機関を是非持ちたいと思う。

一さ―
かつては相当の気焔を挙げ演奏会も度々開いて活躍した人が戦後パタリと消息を絶つて了

った人が斯界には幾人もいる。心境の変化、止むない事梢もあるに違いないが減1こ倭い。戦

前戦後を通じて払の所に来た人だけを見ても今ギターを続けている人が果して幾人あるであ

ろうか、斯うしてみる と十年同じ気持を持続ける事が1既に至雉なのではないかとゆう気にな

る。短い人生の間でそう度々志を変えて一つの ことが成るとは思われない。今の若い新進の

人達も今後に度々起るであろう紆余IlI1折に屈することなく、今の気持を永く持続けて頭きた

い。
ー ギ タ ー 音 楽祭―--

欧洲では前からギターi',i楽祭が催されてギター愛好者は各地から集つてくる。一年に一ば

が無理なれば隔年でもよいから 11本でも持ちたいと思う。勿論プランの中には地方にいては

一寸きかれない種類の油奏会も含め、予め決めた研究発表、汗料展、紀念出版等をして日本

のギター界の I［要な行市にして、併せて全国のギター愛好者の親睦交流を計る。開催地は出

来ればJし部l虻変えて主催地の愛好者が骨折る。 I問題は経1じであるが、之も学校の修学旅行の

如くこの為の利ifr．金を集めてもよいし、業者と談合 して助けて貰う ことも考えられよ う。そ

れにはギター11・楽祭そのものが楽しい、来てよかつたとゆうものでなければならない。迎動

競技其他ではこの種のことが旺んに行われているようである。若し ギターとゆう楽器を中心

にしてこ んな渠りが時々持たれたなればどんなに楽しいものであろうか。

添付楽譜 「訪る q秋雨」について 菅原明朗 ・謹

昨年（大正13年） 12月9n、武井氏が思ひ出づる位にTを取ったのが此小品である。

見あまり和声の変化がなさ過ぎる様に思へるが、一回も転回 しない主題と筒単なリズムと

が此変化のない和声と合して 、ある淋しさを出す市に非常な効果を窟して居る。復雑なテ

クニックもそれが有機的な効采を生まなければ何にもならない。氏の使用する和声は非常

に簡単であるが共効果は決して単調でない。僅かな和声を用ひながら其使用法の手に入つ

て居る市は照くぺきものであ る。殊に四六の和絃の使用怯については、武井氏が如何に此

音について表現）］を知つて居るかが打かれる。氏は殆んど旋律の対位をしない人である。

然しながら音色の変化やリズムの変化で対位法的効果を出す・j~にかけては不忠議なテクニ

ックを有つて居る。

此曲にはさびた味はないかも知れない。然しナイーヴな 、それで居て中々洒落た其味ひ ，

は氏でなければ一寸表現出来ないものである。 「タルレガに棒ぐる曲」と此「軒訪るょ秋

雨」とは今日迄の氏の作中最も優れたも のとして推すに躊路しない。

大正14年 6月 奈 良 に て

(106) 10 



- Letter from maestro A. Segovia — 
Dear Mr. Takahashi : 

I thank you very much for the letter you kindly have sent me and for havrng 

dedicate the last number of "Armonia" to me. 

Verz sadly I read the news of Mr. Strok's death. As every thing. in this 

world, he will soon be replaced by another rerson who will take the care of 

introducing old and new artists to your intelligent public. 

I have a strong desire of returing to your wonderful country and I hope to 

be able to accomplish it during the next season. 

Please, thank on my behalf your friends and pupils and forgive me for my 

answering to your and their letters so shortly and so late. But this is my 

first rest, after a whole year of traveling and giving concerts. 

親愛なる翡橋莉

yours most cordially 

A. Segovia 

Siena, 7 August 1956. 

あなたの祝切な手紙並に、払のために特集されたアルモニア！伎近号に対して！西湖します。

ストロ ーク氏の逝去の報に接し．哀l9:iの意を表します。世の中はプJ・市そうなのですが、やが

て，；（i：かが彼に代つて 、又あなた方 i-1本の泊・.楽愛好家逹に、新Illの演炎家を紹介 してくれるで

せう。

私はすばらしい国日本を再び訪れることを切望しています。そして次のンーズンにそれが

実現出来ればい .I.と望んでいます。

どうぞ、あなたの友人や生徒達に宜しく伝えて下さい。彼等の手紙に対して返＇ドがこんな

におそくなり 、しかも節単な短いものなのを悪しからず御了承下さい。全 くのところ、一年

中演炎旅行に在つて、今やつと憩の•一刻を得た次策なのです。

アンドレ ・セゴヴィア

1956年 8)］7 11 ンエナにて

セゴヴイア演奏日本テッカ盤Lp発売

Andres Segovia-Master of the guitar (JDL—9001 ) 

ソルの作品集

1. /j湊とァレグロ

2. メヌエット イ長調

II ヘ長調

3. 糾習曲イ長調

” 卜長調

II ロ短調

“ イ長調

11 

ターレガの作品

1. 華脱なる錬苦曲 8. アラビア狂詩1ll1
2. マリエッタ

3. 前奏曲五番

4. II 二番

5. マリア

6. マズルカ

7. アデリ ータ ・

9. アルハムプラの思出
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Segoviaの Lpジャヶット解説 (3) ・ 安達右
Yuichi Adachi (Tokio) 

コロムビア盤の HubertFossが解説するギター音楽の沿革及びセゴピアの紹介を御披しt
することは最早冗長の観がある。 それは先ずギターとリ ュー ト、ヴィエラの関係より始

り、フェルナンド ・ソルの活躍を転機として大いに流行したことに及び、今やセゴピアによ

り新時代のギターが現代音楽の殿旗の中に新しい棟を構想し建て始めていると云つている。

こ.1.ではこの盤に含まれているテデスコのギター協奏曲の解説のみに留めたい。

(9) Col. ML-4732 

Concerto for guitar and orchestra, Castelnuovo-Tedesco 

テデスコは1895年フローレンスに生れ、ビゼツテイに学び、1939年アメリカに定住した。

その主な作品には歌劇「ラ ・マンドラゴラ」＜マキアペリ ーに依る）、二つのビアノ協奏曲及び

ツェークスピアの劇につけた七つの序曲がある。（必劇 5、悲劇 1、史劇 1)。更にンエーク

スビアの戯曲に現はれた凡ての歌に声楽とビアノ曲を作り 、この多くはイギリスでHJ成りの

評判をとつた。之は所謂時代的ではなく現代音楽に詩の意味を再現したものである。

テデスコのギター協奏曲は向う見ずの軽快な作品である。人を楽しませようと思つて苔か

れ、 さうした珍しい狙が見事に当つているのである。後期ロマン派濶で、民俗調は全然な

い。スペイン梢緒をつかまうと云う慈図は全然なく 、強いて云えばフランス臭があると云え

よう。独奏楽器であるギターが充分なハーモニーを以て奏され、オーケス トラが朗々と評き、

巧みな而白い演姿が続いている。 （しかしオーケス トラはポリュームが大きくなることは稀

である）。 独奏部はヴアイオリンのパガニーニ派の人々が有する極端な技巧を使うと云う様

なものでなく絢爛たるものはないが、非常に効果が上つて居る。

この曲の索材は聴く者の耳に用意されて居て頭を働かせなくてもよい。

第一楽荘は美しい第一主起と抒桔的な第二主迎より成り 、明るい春の様な感じを持つてい

る。テーマの展開と派生部分で終る。独奏者は主閣が展開する前の小節の一部として突然に

入つて来る。中間部は微かなペダルのない緊張したパッセーヂがあり 、カデンツアや結末部
にも使はれている。

第二楽窄は美しい悲しげな愛の歌を伴炎なしで独奏する第一ー主距で始り 、オーケス トラが

狂想的な様式で之に続く。第二主匙はギターを伴女に用いている。中間部に此い独奏部があ

り、温い豊かな色彩を以て第二楽章を終る。

第三交章は緊迫したがつちりした楽想で、第一主距の示すにがにがしい感じはスペイソ独

特のものとは述うが、そこにスペイン人のユーモアが見られる。しつかりしたしかしリズミ

ックな新しい主題が挿入的な調子で第一主題の後に来る。ユーモアに哀惜をこめて又幾分崇

蒻さも加えてギタ←ーがカデンツアを奏でる。ギターが結末で長調に戻り再び表はれ｀クライ
マツクスとなる。ギター曲で生々としたものはテーマを主とした音楽的なもので単に装飾的

に展開して行くものではうまくないのである。

この協奏曲をよく聴いてみると 、独奏者の持つ指のすばらしさより 、作曲者の,,]のある豊

かな表現力で飾られた曲であると感じられるであらう。 • 

本稿を続けているところへ、セゴピアの Lp新盤が入荷して米た。 Decca盤 DL-9795
The Art of Segoviaがそれである。此のジャ ケツ トの表一杯に披近のセゴピアの演奏中の

写真が図案をあしらつて大きく出て居る。その願は右手でも左手でもない一点を凝視して
recuerdo ! recuerdo !とつぷやいているかの様である。

この盤には1日知の曲 としてはパッハのフーガ、ポンセのソナタ三番、ワルツ等があるが比
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鼻

較的新曲が多く入って来て居るのが一つの特色の様な気がする。
(10) DL-9795 

Six pieces for lute 16th Century 

この魅力的な数曲はイタリ ーの天文学者ガリレオの為のものと考えられているがこ の内の
どれであるかははつきりしない。これらは有名なイタリ ーの音楽資料編纂者である Osear
Chilesottiによつて編曲された。セゴピアは更に彼自身の編曲によつて弾いている。

Sonata No. 3, Valse Ponce 

マヌエル ・ポンセ (1882ー 1948)はヨ ーロ ッパで勉強をした人で PaulDukesが主な先
生であつた。後に生地メキン コに帰り後甜の指辺に当り又、メキンコ民謡の蒐集家としても
知られて居た。この民謡が彼の作風に彩啓している。民謡と云う要素を離れて考えると 、彼
の晩年の作品はフランスの印象派の人の彩響を明らかに受けている。 1941年セゴピアと共に
南米に旅行し彼自身の作品の演奏会で指揮をした。セゴピアに捧げられたソナタ三番は三楽
章から成り 、冒頭はアレグロ ・モデラー ト、それから簡明なメロデイツクな歌調、そして耀
やかしいフィナーレとなつている。ワルツも同じ様にセゴピアに捧げられ、楽しめる作品で
ある。

Fugue Bach 

セゴピアのリサイタルで得意の編曲によるパッハを聴かないことはない。このフーガはリ
ュー トにもオルガンにも編曲されている。 ヴアイオリン曲の卜短調ソナタの一部分である。
Tonadilla for Guitar on the name of Andres Segovia Castelnuevo-Tedesco 
テデスコは1895年イタリ ーに生れた。オペラ、オーケス tラ、パレー、 映画、合唱、声楽

室内楽のすぐれた作曲家である。現在カ リフォルニアに住んでいる。このトナデイラは1954
年に杏かれ、勿論セゴピアに捧げられた。作曲者はローマ字の A.N. D.R. E. S. S. E. 
G. 0. V. A.に一致させてメロデイーを作ってある。今迄用いられたことのなかつたテーマ
と手法であるに拘らず、我々に自然な、抒梢的な感じを与えて呉れる。
Mazurka Ponce 

ソナタ三番やワルツと同じ様にセゴピアに捧げられた個性の溢れた作品である。
Homage to Aguirre J. Crespo 

アルゼンチンの作曲家でありピアニス トであるアギーレの追t稔曲である。ペルi/ヤの民謡
を基調に也かれている。クレスポはプエノスアイレスに住む作ILLT家であり 、教授である。こ
の作品はセゴピアに捧げられたものである。
Dance from Venezuela Lauro 
これは民謡のスタイルで杏かれていて、分り易い趣を備えている。ラウロは作曲家でア）レ

ゼンチンの生れである。
Sardana Cassa do 

カサドは1897年生れのスペインの著名なチェ リストであり 、作曲家である。第一回の独奏
会を 9オの時行つた。カザ）レスに学び後にヨ ーロ ッパと南米に油奏旅行した。彼の作品はチ
ェロの協奏曲やオーケス トラが含まれている。 このサルダーナはカタロニアの民俗拌踊の名
前で、片手で小笛を奏し、片手で太破を叩いて演じられるものである。作品はセゴピアに搾

．げられた。

この Decca盤を見ても分る通り 、Lauro,Crespo, Cassadoと云う様な極く新しい未知
の曲をとり入れてある。セゴピアに搾ぐと云う副題は作曲家の恨習である観さえ抱かせられ
るが、セゴピアが新曲から少しでもい .I.ものを見出して行．かうとする意欲には敬服させられ
る。 何とか日本人の作品も一曲セゴピアの Lp.の中に加えたいものである。 （:,¥';) 
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アンドレス ・セゴヴ ィア

Andres Segovia 

沿j 田三九コ訳

Bernard Gavoty 

それはロンドンでしたか、パリでしたか、プエノス・ アイ Vスでしたか。あるいはまたア

メリカの小さな町でしたか、大学生がセゴヴィアを招いて盛大に拍手を送つているのでしよ

うか。いや、そうではなく 、それはボルドての近くのプレードの別荘でのことでした。一一

その別荘は沿で取りかこまれて居り 、濠の水は六月の太船にかがやき 、まわりには花の咲い

ている平地があります。

（トの空気が図杏室の 1・字窓から甘い香りを迎んで来ます。そこでセゴヴィアは四Ti人の特

別に招かれた人達のためにいま油癸しようとして居ります。この季節にもか .1.わらずさわや

かで、うすぐらい堪の中も11,'J々 としていました。臨時にしつらえたステージには二つの椅子

がi1,1,．いてありました。一つは杵通のもので、もう一つは非常に低いものでした。つまり 、音

通の型の椅 f•には邸い背板がついて居り 、 低い方のは平な板の小さな足台でした。

この小さな家具はいなかのおばさんを当惑させました。彼女は小さな点で「-::人なのかし

ら」とつぷやきます。このおばさんはギターを演奏するのを見たことがないので、きつと独

奏者とその伴奏者を想像したにちがいありません。きつとこの伴炎者がたまたま、背の小さ

な人じやないかしらなどと。..……．し‘.I.え、おばさん、セゴヴィアは＝人ではなくてアソド

レス ・セゴヴィアたつた一人です。一一どんな意味から云つても。

さて、彼はギターを手にして出て米ます。彼の司教のような勇々しさ 、彼のI1然の囲作は

彼の坐つている状態にグ記全につり合つています。左足を、刺繍をする女の人のように足台の

上に釆せ、彼はギターを腿の上に四きます。彼はそれを胸の方に廻します。前腕は枠の上の

方を文え、右の手はばら型のかざりと駒の中間におき、セゴヴィアは弾く前に、彼のギター

をじつと兄つめています。

彼が無逍作に膝の上に骰いたのは年をとつた女王です。 その金褐色のつやつやしたニスは

化粧品のように、その百年のおしやれをかくし、本当の年をも白しようとせず、また、何も

のにもおどろかない渡りものであることをかくしています。

世紀以上も年を経た楽器には、駒の上に絃は張つてありませんでした。この女エさまが

すでに府臨していた頃にはヴアイオリンも 、ピア ノもイf.(£していませんでした。

そのモI~は分散し 、 彼女は偽名のもとに具を避けていました。アッンリア人は彼女を「ケ

タラ」 (ketharah)と呼び、アラピア人は「クイトラ」 (kuitra)、イタリア人は「キタルラ」

(chi ttarra)、スペイン人は「ピウエラ」 (vihuela)と呼びました。フランスでは占くは「ギ

テルヌ」(guiterne)と呼びました。彼女0品も同一ではなく 、国境を超えるたびにその型を

少しずつ変えて行きました。絃が四本、五本、六本というように。一一ぽた気候はその形を

丸 くして行き ました。気候のあまり温和でないところではその腰のところを くびらせて、も

つと 、すんなりとさせました。不思議なことには竹を晶く しました。また、項を）月の方へ下

げたりもしました。然しその平な額の中には変ることのない まんまるな目がかがやいていま
いとう いとも

した。パラ形の節りの目は音の線をじつと見つめていました。象牙の絃受け金屈製の絃巻

き、ナイロン製の絃などをのぞいて、木の部分はちつとも変つて居りません。

創世紀に神が少しの泥で人[ll]を作り 、精神を吹き込んだとのことであります。泥のかたま

りで。………ギターを作るには少くとも六種類の木の材料を必要とし ます。一番大きな、一
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モミ カエデ パリサンドル

番四韮な種類、それは樅、絲杉、 楓、 西洋杉、紫香木、黒檀などです。

索人にはたつた一つのありふれた木材で職人が食うために作った としか見えなくても 、見

る人が見れば、ギターとはどんなものであるか、よくわかるのです。森のひびきをもつ魂、

世界中のすぺての森のひびきをもつているのです。

ギタリストと彼のギター、ギタリストがギターをもつている。それで充分なのです。音楽

家の大変複雑な楽器を思い出して微笑むのです。ピア-::.ストはその石の棺のような楽器に向

つて、一一 もし不幸にも 、三本の足の一つが折れたら 、名人も足の上に六百迂の重さを受け

てコンサー トよ 、さよならです。

オーケストラの指揮者は彼の為すことを示すためには一大隊が必要です。これに反して、

セゴヴィアは………ンツ 、始まります。

彼は始めたのでし ようか。拇指の肉の方で軽くこすったアルペジオはまだギターを仕んと

に感動させませんでした。然し、彼は音もなくすべてが愛撫とさしやきと沈黙である秘密の

世界の扉を開きました。セゴヴィアはその縮図の世界での庶法使いです。

人はいくらかの理解がなければ、そのことについてその第一歩を越えることができないで

しよう。理解というのは例えば、私が、私のとなりにいる人が無遠慮に「ギターを二時間も

だつて 、とんでもない。」 などと叫ぷかどうかその顔色でわかるということです。

その心配は列朝者のうちのある第三者には与えられるでしよう。然しそれはあまり長くは

続きません。五分問、耳をデリケート な現像のつながりに折合わせる時間だけの話です。そ

れから後は、それは多くの梵異です。それは無限に小さい不可思議な世界です。そこではす

ペての釣合いが保たれ、凹凸、色彩、対照が鷲くぺき変化を示しています。 ・

「ギ ターを二時間も ！」それは突然に旅商人のギター、ミュー ジッ ク・ホールのギター、

スペインの踊り手の伴奏をお義理でひいているギターを連想するからでしよう。それならた

しかに、フライを揚げる音の ように、または夏嗚いている蝉のように単調のかたまりみたい

なも のを恐れるでしよう。もしそんなものでしたら 、 「ギ ターよ、出ていつてくれ」です。

然し これはそんなのではないのです。セゴヴィアはアラビア人の語り手のような無頓着さ

を以て訳子を合せます。それから 、すばやく脂ぎつた二つの手は動作にか .I.ります。片方の

手は指板の上を走り 、もう片方の手は絃をつまんだり引つかいたりします。ちょうどかゆい

ところをかくように、また「七面烏の羽をむしる」ように。こんな無風流なことがありまし

よう か。 だが、目と耳をあけましよう。この同じ絃が、駒の近くか、または遠くで弾くこと

によつて大変ちがつた音が出る ことです。爪で弾く場合、音色はかさかさして、派手に、そ

してきんきんしたのが出ます。また、絃を指の肉のところでつまむと 、エオリア調の霊的な

名がし ます。もしふるえた音をひく と、す.1.りなく ようにふるえます。

あなたはこれで全部だとお考えになりますか。ご存じないのですね。神秘の数々を見逃が
しています。スラー奏法とか、グリッサンド 、 トリル、ポルタメン ト、 ハーモニックスなど

はヴアイオリンの場合よりも 、もつとずつとデリケー トです。

マルテールマン（鉄鎚で打つ意）ミオールマン（猫の喘き声で歌うように） トランプルマ

ン（額音）ラスケアー ドス、チェウーテス、テイラーデス、エストランーノス、エスモラー

タス 、など、あなたには、何のことやらわからないでしよう。

力を抜く音符と力を入れる音符で作られた結晶のようなこの音は二つの色を混ぜ合せたよ
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うなもので、これを何と呼んでよいか迷われるでしよう。これはカンパネラです。この打榮

器のような効果をクンポラと称します。カンパネラとかタンポラなどという言葉をきくと 、

張りつめた皮の上に共嗚する軽い音または荒々しいとゞろきをきくように思われるでしよう。

たしかに、ギターは一息に、そのすべての良さを出してしまうようなことはしません。ギ

ターはまず人の耳を傾けさせ、その奏でる妙音のひかえ目なことに窟かされます。これがギ

ターのすべてです。

ある日のことスペインの女王様が、セゴヴィアに率直な意見を述ぺられました。音楽はち

っとも知らないのですが、彼女のために演奏しに来た若い芸術家のために、とにかくあいさ

つをしようと思いながらも可成り不油の色を表して、

「mんとに、大変結棉でした卜あなたは正確に弾きました。オ）レゴールのように」

―「女王さま、恐れ入ります。然し私はまだとてもそんなに完全には弾けません」

「いやいや、それはあまりにこ・森遜でしよう」と女王さまは申されました。

スペインの女王さまはギターをき .I.わけるのに充分な聴党をもつて居られなかつたと信ず

る屁かありません。そしてきつと彼女はユージェニオ ・ド）レスの全言をお在えていなかつた

のでしよう。

その大詩人は云いました。「ハープの歌はエレジーであり 、ピアノの歌は演説であるが、

ギターの歌は歌である」と。それをきいてその活用を忘れないようにしましよう。

そこであなたはクランツクの芸術はその当時の古い楽器、＿即ちリュート、クラヴサン、

ギターー一の中に骰きかえることのできない表現の方法が兄出されるということがお解りで

しiぅ。

セゴヴィアのせん細なギターと現代の咽美なピアノと比ぺてごらんなさい。もしスカ）レラ

ッテイの曲、ガリレイの曲、ミラン、または）レイ十四世の宮庭付ギタリストであつてロペー

ト・ドゥ ・ヴイゼーの曲をピアノで弾いて、その次にギターで弾いてみれば、ギターは音色

の変化や、音質の美しさに於てはるかにジュタンウエイにまさつています。十五分も演奏す

れば、ペダルをふんでも 、ハンマーにフエルトをかけても 、ビアノの音は俗つぼく 、冷く思

われるでしよう。

もちろんビアニストの相手はセゴヴィアであるという条件で、ギターを弾く人なら誰でも

というわけではありません。

セゴヴイアはギターのコルトーです。云いかえるならば、楽器で手品を使う魔術師で、生

れつきの欠点をも長所に変えてしまうのです。

彼はたゞ一人の人です。他に代りのない人です。世界中どこでも、みんなが彼を待つてい

ます。彼を迎えようとしています。 彼の意の ま.I.に曲を作曲しようとしています。

あ .1.‘もしセゴヴィアを知つていたら吾らのドピュッンーはリヨペツトをたよりにして

「あなたのギター、人はグラヴサンのようだと云うでしようが 、 表梢的なクラヴサソ… • •• 」
と云いましたが、彼のプレリュードのような作品をきっとギターのために占いたか、または

杏きなおしたでしよう。

何故リズムとスペインの歌の愛好者であつたラヴェルがセゴヴィアのためにオーケストラ

とのコンチェ）レ トを古かなかつたのでしようか。

フリュートの音 、 愛すべき飛躍の音 、 歌いながら流れる水の音。~あなたはこりにモーリ

ス ・ラヴェルがギターのぱちばちり1がる名に結びつけたのをきかれるでしよう。おしいことで

す。 （以下次号）
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Atahualpa Yupanqui 

アルゼンチンの,:.iと魂と呼ばれるユバンキを、そして彼につぐフアルーをわが同に紹介し

た野崎粕氏の功紐は大きい。野崎氏の手元にはすでに60而のユパンキのレコードが入って

いるそうである。ュパン キはアルゼンチ‘ノのオデオン専屈だが、早く「1本盤が発ぅ＇しされるよ

うになればし‘.I.。その LP-．．枚に収録されているのは次の1111である。(X日」は独奏）

LDS-314 (Una Voz y una Guitarra) 

Recuerdos de! Fortezuelo 

x Malquistao 

El Vendedor de Yuyos 

Chacarera de las Piedras 

xMinero Soy 

Tierra querida 

x Haujra 

x Cruz de! sul 

LDS-186 (Camino del Indio) 

Camino del Indio 

x Zam bi ta del Alto Verde 

Cencerro 

x Noche en los Cerros 

Indiecito dormido 

x Danza de la Palorr:a enamorada 

El Alazan 

El Arriero 

カルロス ・ガルデル、アントニオ ・トルモを経てユバンキからフアルーに通づる逆は、アル

ゼンチン独得で、外にその比をみない。このようなスタイルでギターはアルゼ ンチンに深く

根を下ろしたのである。



Leon Vicente Gascon 

レオソ ・ピセ‘ノテ ・ガスコンは1896年 7)]1811スヘインのアラゴン州オリオスに生れた。

幼少にしてア ルゼンチンに移住し、プエノスアイレスに），叶住。初め Tarantinoについて it
交Pl！論とギ ターを学び、次いで AntonioSinopo li に r:11i•J; し 1918年には Anido に就いた。

現在1.1らアカデミアをt‘ 釘`し 、後進の指祁にあたり 、IrmaCostanzo, Nelly Menottiなど

の女流ギタリストを柴界に送つて花々しい訴動をしている

ガスコンの作曲活動も却々托々しい。似近まで数 1・曲を手にしているが、教本あり 、スペ

イン凪なものあり 、アルゼンチン）Jはな ものあり 、ギターイ‘認さ：牧11!1あり 、二，［約 1lIあり 、独炎

1111ありといつた風でまことに多種多彩である。就中次の1111は注目に価するc

Metodo modern2 parra Guitarra （教本）

Album de la Juventudo (f-供のアルバム）

Homenaje a Fernando Sor （ソルに棒ぐ）

op. 8 Sonatina （ソナテイ}-)

op. 9 Suite Espanola （スペイン組曲）

op. 10 Suite Argentina （アルゼンチン組曲）
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Ronoel Simoes 

プラジル最人の 111洲紙 Gazetaの音柴記者であるロノエル ・i/モエスは‘ギターレコー

ドの鬼集家としても世界に冠たる (7-在である。そのコレクジョンは独炎だけで 600,f>[(を上廻

り、 • II'I：年 9 J1までラジオ ・サンバウロで行ったンモエスの解説によるギターレコードの放

送は 435回に及び、この番組に用いられた!Illは1600といふから盤く外はない。それから今「I

まで史にて年つゞけているのだから 、燈咬に値する。

この ‘Ij真を送つてもらった時の手紙に 、 ！ ••1 分はすぐれたギタリストではないから 、 その旨

をことわってならアルモニア，i．も L:.に紹介していたゞいてもい l.と、ことわ り淋きがしてあ

る。これは謙遜の言弟であらう。サンパウロのギ ター協会主催のジョイン ト・リサイタルで

はカルリの二屯奏やソルやタルレガの小品を弾いているから である。独奏家といふitどでは

ないにしても 、すぐれた演奏家とは云えよう。演奏家として名が残らなくとも、ギター音楽

の愛護行として RonoelSimoesの名は長く歴史に残るはづである。



Julio Martinez Oyanguren 

オヤング 1/ンは1905年7月3IJウルグアイの小さな町 Duranzo に生れた。幼少の頃から

音梨が好きで、6オの時 AlfredHargainに師事してギターを学び、11オでモンテビデオ

にデピューした。それが大成功で、政府は奨学皆金を出してヨーロッパ留学をす .I.めたが、

彼は之を辞退し、自国にとゞまり Hargain一人を師として更にギターに桔進した。

長じてモ‘ノテビデオの悔軍」：官学校に学び、任官してイタリア汁炉I（の應下に二年間軍務に

)lけし、 1929年帰国し、二年後にリサイタルを開いて喝采を博し 、1934年には政府のスポ‘ノサ

ーでプラジルを演奏旅行し 、1935年には時の大統領 GabrielTerraに選ばれ、ウルグアイ

の文化使節としてアメリカに渡つた。レピゾンスタジアムに於てニューヨ ークフィ ルハーモ

ニーと共祇したことは彼にと つてもギター史に とつても記録的な出来事だった。当II!rの演奏

がデツカ盤に録音された。それが後に Lpにも収録された。

オヤングレンのレバー トリーはパッハ、ハイドン、モーツアル ト、ソルなどの古典音楽か

ら、中南米諸国の民謡舞踊の類に及び、まことに広く 、且つ深いのである。作曲家としても

すぐれてい、「ア ラピア」外幾多の佳作をものしている。



テデ ．スコ ．の短歌 ：
「挨拶状」作品 170の第 10番 を 見 て

,, Tanka" of M. ・ Castelnuovo-T~desco 

小 船幸次郎

Kojiro Kofune (Yokoh<}ma) 

今度アルモニア版ギタ一楽譜から新に出

版されたリカル ド・ ムニヨスの・「ギタ...::協

奏曲第一番」と 、マリオ ・カステルヌオ

ポ・テデス コの「高橋功の名前に拠るギク

ーラ独奏曲」を興味深く見たが、特にテデ

スコの曲は色々な怠味で興味深い。 ＇ 

曲は「短歌」（日本の歌）と題されてい

る。和歌や俳句と日本と言ふものはフラン

ス辺りの詩人などに依って早くから外国に

紹介されているし 、ストラヴィンスキーの

歌曲にも和歌に依るものがあるので、テデ

スコがそれを知つていて、日本人の名前を

小曲に組立てるに際して姻名を短歌とした

のであらう。短歌との関係は全然ないが外

国人らしい感党は何か解る機な気がする。

作曲の方法はドデカフォニー （十二音階

主義）に依つている。テデスコは1895年生

れてあるから今年61オになる。 60にもなれ

ば既成の自分流の主義に徹して、新しい主

義などは受入れられないものであるが、テ

デス コには受入れられるところにテテスコ

の良さも悪含もある様に思ふ。それではテ -

デスコに依るドデカフォニーのやり方はど

うであるかと言ふと 、先ずギターのA絃か

ら半音階で上昇す音階に対してア）レフアベ

ツト 26文字の名称を付ける。そうする とA

音から始まつて三オ クターヴ上の Bフラッ

ト音に至る。そうしておいて ISAO.TA 

KAHASHI（裔橋功）のアルファベッ ト文

字に当る所の音を抜き出す。そうすると文

字の Aに当るところの A音が四回も現れる

十三の音から成る一連のメロデイ ーが出来

上る。これをISAOとTAKAHASHIとに

分けて二種類のメロデイ ーとする。勿論こ

のメロデイーは音の高さだけで音の長さは

未だ与へられていない。これだけでは音楽

するのに材料不足なので、今度はギターの

莉いF絃第五フレッ トのA音から下降する

半音階を作つてそれにア）レフアベット 26文

字を与へ、前回同様の方法で ISAOTAKA_ 
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HASH!の音を抜き出じて二種類のメロデ

イーを作る。これで四種類のメロデイーが

出来て音楽する材料が揃つた分けである。

ンエンベルクその他の十：音階主義は、：：

度と同じ音を主題の中に用ひない様にメロ

デイ ーを作るのであるが、テデス コがここ

で行っている方法は、同じ A音が四回も出

て来てしまふのである。

さてここに揃った四つのメ、ロデイ ー的材

料をテデス コは先ずよく鋭寮している。そ

して、A音が一音置きに四回も出て来る こ

とと 、そこにはAマイナー的和音感と飛躍

するメロデイ ーの面白さがあることを見

て、それをギターに移した場合の効果を計

符しているのである。そしてその計邸の結

果を順々に示しているのがこの曲である。

従って形式的には変奏曲風になっている。

曲を作ってゆく過程が又ンエソペルグそ

＇ の他の方々 とテデスコの方法と異つてい

る。ンエンベルグその他は主題の音（セ リ

ー）以外の音は一切用ひないが、テデス コ

は平気で使ふ。テデスコの主題は曲の方向

を決定するだけで、以後の展開は主題から

自由に遊離する。そして四つの主題を適宜

に曲の急所に用ひることに依て、曲をまて

め上げているのである。その主題が用ひて

ある急所にはちゃんと TAKAHASHIとか

ISA0とか、その用ひてある主題が説明し

てある。

楽諮の第一行は上昇半音階とアルフアベ

ツト 、第二行が上昇半音階から得た !SAO
TAKAHASHIの主題、第三行が下降半音

階とアルファベッ ト、 第四行が下降半音階

から得た ISAOTAKAHASHIの主題。第

五行目から曲が始まる。だから演奏する場

合は第五行目から奏けばよろしい。第五行

目は緩りと ISA0の主題が二回出て来る。

この部分は前奏に当る。第六行目はテンポ

が少し早くなつて TAKAHASHIの第二行

目の主題が八分音符の型で始まり 、その型

(113) 



が萩けられて六行半に至ると八分音符の型

が十六分音符の型に変つて更に続けられ三

行目で突然ISA0の主函が現れる。 これが

結尾になつて第一部 を終へながら 、第二

のISA0の主題が続いて現はれ、これが第

二部の前奏になつて、テンポが初めに戻る

と第二のTAKAHASHIの主題が現はれて

第二部が始まる。第一部と同じ八分音符の

型で一行半ゆくと 、十六分音符に依る高音

部のトレモ ロになる。 トレモロが二行で終

ると拍子が 2/4に変るところから十六分音

符に1人る新しい型が現はれて来る。それが

二行で上昇音階の中に終ると 、低音部に十

六分音符の トレモロの入る新しい主題が現

はれて、再びTAKAHASHIの第一の主題

が低音に トレモロを与へながら出て来ると

ころから結尾で、ISAOの第一の方が再び

現はれ 、 次第に緩くなりながら ISA0 第—.

の主俎がそれに続いて紐返されつつ結びの

和声へと入ってゆく 。これで曲を終る。

この機な作曲の方法は、一口に言ふなら

ば落語や講談の三題噺に相当する。与へら

れた幾つかの主胎を用ひて一曲にまとめ上

げるのである。余程の腕がないと良い曲に

まとめ上げられない。

国内 ニ
8・22.23 溺渕浩五郎と洒田ギター協会の

会。
8 • 25 . 26 溝渕浩五郎と守山緑門下の会。

（京都、網野町及び峰山町）
8•25 西野博と西牟円博のリサイタ

ル。（延岡市）
9•17 第二回ギターの友新人油奏会

（丸の内ホール）

10・6 亀山寿犬子独奏会（郡山市）。

タレガ作ゆりかごの唄外
10.7 第二回九州ギターコソクー）レ

（大牟田11:r)参加24名
10•15 小原安正帰国記念独奏会（新丸

ピルホー）V）。

ミラン作ババーナ 外
10,21 縄田政次第十一回独奏会（大阪
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美術舘）
パッハ1乍セゴピア編 ンヤ

コソヌ外

ついでながらテデス コはギターなどには

全然関係のない交密楽畠の人だから 、ギタ

ーの演奏技巧などは知らないで、ギターl1J
の作曲にはセゴヴィアの協力があるのだら

うと思つていたが、この曲を書いたのを見

ると、 ギターの技巧をちゃんと知つている

ことが解つた。若しかするとギターを相当

上手に油奏するかも知れない。

この曲がタカハンイ サオさんに対する

「挨拶状」で作品 170の第10番になつてい

るから 、既に他の）h人の人々に 「挨拶状」

としてこの様な方法で作品 170の何番目か

を送つているに相異ない。タカハンさんの

場合はギター曲であったが、他の人々に対

しては、ヴア イオリン曲であったり 、ピア

ノ曲であったりしたのであらう。室内楽等

も入っているかも知れない。昔15,6世紀頃

のヨーロツバで、カノンで挨拶状を出した

り、返 ！ドをしたりすることが音楽家や音交

愛好家の間に流行した話をきいたが、ドデ

カフォニーで挨拶状を占いた現代のテデス

コを見ると 、作曲が良い意味で戦人化され

ているヨーロッパの長い伝統に、今更なが

ら無条件に脱紺せざるを得ない気がする。

（完）

ユ ー ス

10 •28 ナワタ ・マソドリン ・ギター研

究所第20回定期演奏会（大阪美

術舘）
11 •16 縄田政次東京リサイタ）レ（山娯

ホール）
12 •27 東京タイムス主催中林浮真リサ

イタル（同上）

●大阪朝日新聞社提屯に よる全関西マン＇ド
リンオーケス トラ連盟結成さる。

委具反 朝日新聞’担業部長
委旦マネーヂヤー 朝日新聞社

金子芳雄
，， 会J I• 朝日新闘社

岩崎粉芳
” コンサート マスター NMG 

縄田政次

” ” 富田艶子
来年 4月大阪産経会舘に於て第一回発

会記念演炎会を開催の予定。
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ダイナミツクギターの研究報告 伊藤翁介

昭和26年 3月26日の朝日新聞社会面と 4

月15日の音楽新聞にダイナミツクギターに

関する記事が発表されましたところ、全国

のギター愛好者の方々から賞語と激励のお

手紙を沢山にいただきました。この事実は

ギター愛好者がギターを愛するが故に如何

にギターに関心を持ち同時に楽器に対する

不満を多く抱いていたかを証明するものだ

と思います。

私もギターを手にしてから約25年たつて

いますが、木だにギターが好きですしギタ

ーを離れて生活することは考えられませ

ん。それ程魅力のある楽器ですが、だから

と云つてギターを凡ゆる楽器の中で最高の

ものだと考えたりすることは慎しまなけれ

ばなりません6 之は品屈の引倒しというも

のでギターにとつて迷惑なことですし、ギ

ター界の正しい発達を妨げるものです。こ

うした愁味からギター及びギター音楽を冷

静な第三者の立場で客観的に見ることも亦

大切なことです。そしてギターを愛しその

発展を祈る気持からギターを考えたときに

沢山の未解決の問題や楽器に対する不満を

思わずにはおられませんでした。

それらを具体的に検討して一歩でも解決

出来るものは解決し 、不満な点を油足の行

くように改良したい と念願したのは約10年

前からのことでしたが一昨年 (24年）つい

にその理論を確立し試作に乗出して完成し

たものが今回発表のダイナミツクギターで

あります。 ・

昭和24年に特許を出願し、本年（昭和26

年） 1月25日公告となり 4月 6U特許確定

となりま した。本特許は新しい理論に払い

たギターの表面振動板の発明について特許

されたもので発明の性i1及び目的の要領に

ついては特許公報より抜き書きして参考の

ために記載します。

発明の性質及び目的の要領

「本発明は表面に弦駒を固着した振動板

の裂面に於て該弦駒を中心としてその両端

附近より放射力木を対称的に固定して面側
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板に接する周辺にまで強振動を伝達せし

め弦駒を中心とする周辺の高音振動帯の外

周に低音振動帯を構成せしめたことを特徴

とするギターの表面振動板に係り 、その目

的とする所は音蟄力の損失抵抗を最小限に

止め輻射抵抗を全音域に渉り最も有効l'C利

用して音鼠の増大音質の向上並びに適切な

減衰効果を奏せしめるにある。」

右の詳細な説明は難解になりますので、

別の角度から解り易く取上げて説明して見

ようと思います。

ー、ギクーの歴史と音響学的原理の再

検討

従来ギターの音翌学的原理は確立されて

いたでしようか。この点に私は最大の疑問

を持つていました。といつてラコート、 パ

ノルモ、 トルレス、ラミレス、ガ｝四／ア 、

i/ムプリチオ等の名製作家の偉業を否定す

るものでは決してありません。殊に現代の

ギターの標準型を決定したアソ トニオデ ・

トルレス (Antoniode 1 orres 1817ー18‘

92)の業綾は永久に輝くものであると信じ

ます。音響学も今日程進歩せず、測定の方

法もなかつた時代に、経験とカンにものを

いわせて銘器を生んだその努力と熱情には

万幅の敬意を表 します。

ハイドン、モツアルト、ベエトオヴェン、

i/、ユウベルト等の代表する古典派音楽の

時代にはギター音楽も巨匠ジュリアーニ、

ソル、アグアド他多数のギタリス トを生ん

で黄金期を呈してお りましたが、1820年頃

を堺としていわゆる浪漫派音楽の時代に成

つてからは音楽の様式は益々大規模とな

り、ウエエパアに始まつてワグネルに至る

迄オペラの流行と共にギターのような室内

的な楽器は内面的な美しさにも拘わらず次

第に人々から忘れられていつてしまいまし

た。

ペルリオオズによる近代管絃楽の編成は

ベエトオヴエン時代に比ぺて色彩が非常に

豊砧になり 、作曲家は之等を思いのままに

利用し、聴衆はダイナミツクな管絃楽の強
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烈な表現を楽しむような凪洵となりまし

た。こうした時代に絨細なギター音楽が哀

額したことはむしろ当然であったでしよ

う。次に現われたスペインのフランンス コ・
タルレガ (FranciscoTarrega)によつて

ギターは共の面目を発輝し 、表現の I::でも

技法の上でもギ ター音染は確立されまし

た。之には前述した卜）レレスの新設計にな

るギターの性能の俊秀さがあづかつて）Jに

なつた事は云う迄もありません。

社会状勢の進展がほ楽の I::にも j"'j・屎の培

大を要求したことに対して、既かな酋悶と

音色を演炎上の節害なく生み出したことに

トルレスの苫心があったと思われます。

現在にあつても結局世界中のギター製作

家がトルレスを受継ぎ又は校放して製作し

ているのを見ても如何に伯人であるかが判

ります。唯ここで一言したいのは卜）レレス

が一生の間に製作したギクーの数は約 300

と云われているがその巾で傑作とすべき音

竹を持つものは20個以上には迷しないであ

ろうと云われ、ギターの出米に非常な必が

あったことを伝えています。又卜）レレスfl
身ギターの出来栄えを神秘的に考え、秘法

を後世に伝えることは不可能な・ドだと云

い、指頭のカンが払に表面i板の良否を教え

てくれると述べたことが伝えられ、蚊 J：の
ギターは科学を超越したものと信じられて

いました。

払がギターの原理の解明を志したことは

決して トルレスに反抗するためではありま

せん。 トルレスの死後60年も経った今 II原

・f)Jの時代になつてもギターの製作だけが

依然として神秘的なヴエールに投われてい

てよいものでしようか、今 IIのようにギタ

ーが世界中の人々から愛好されている時代

に数の少い銘器は出来なくても 、出米るだ

け多くの人々に均等な俊秀，品を数多く提供

するためには科学的根拠に枯いて材料を選

出し、出来栄えを確実に予想出来る力法で

製作する必要があると信じます。

トルレスの精神を生かして今 17の時代に

適合させることが払の念穎であり1史命であ

ると考えています。

ギターの発音装罰として最も屯要な部分
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は絃駒を含む表：山i振勁板にあることは申す

迄もありません。ところが表面振動板は絃

の一方的に引かれる強い張力に耐えるため

に補強材として）J水を使用していますが、

この力木のために消耗するエネルギー (j''j・

勢力の担失抵抗）は相当に大きいことが判

ります。この点力木の配沢が音評的に一番

問組となるわけですが在来のギターの力木

'の配府でエネルギーの発然沿耗を防ぐため

の考慇に）店いて設叶されたものを見出す-

とは出来ませんでした。

納得が行かない、何故？という疑問から

進歩が生れるのだと思います。ここ迄諒ま

れた皆さんは私が何故ダイナミツクギター

を考案する気になつたかを諒解されたと思

います。

＝、在来のギクーの欠点と矛盾

ギターの音似が小さいということは現代

にあつては致命的な鉄陥であります。浪漫

源音楽の時代に於てさえギターは繊細なる

が故に哀頷の氾をたどり、夕）レレガの名演

炎とトルレスの銘器の出現によつて挽回さ

れたことほrliJに述ぺた通りですが、現在は

この問組がもつと屯要さを妍してきていま

す。機械文明の発達、戦争、戦後の混乱等

人々は騒背になれ余程剌戟の強い音でない

と感じない位の太い神経の持屯になつてし

まいました。音楽の方でもデリカンイより

も強烈さを求めてくるのは当然のことであ

り、加うるに電気染盟（ハモンドオルガ‘ノ・

屯気ギター等）や拡占機の出現によつてこ

の傾向は史に拍車をかけられました。

どんな災しいi'1楽でも聴衆に11りえなくて

は謡味がありません。又闘えたとしても或

る程度以上の音屎惑が伴わなくては現代の

人々を惑銘させることは無理なのです。こ

にギターの致命的な弱点があります。索

睛しい演奏能力を持つていながら 、音が小

さいためにホー）レ（音楽会場）での演奏に

適さず、他の交祖との合奏に向きません。

又伴奏柴沿として大変俊れているにも拘わ

らず、実際には歌の伴奏さえ滴足に行うこ

とが出来ません。よく歌手の方から苦t音を
きかされることがあります＇「ギター癸者に

伴奏を依頼し、いざ公衆の面前で歌い出す
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とギタマの音が自分の声に消されてしまつ

て何も聞えず歌うのに大変困つた。」等之は

奏法によるてこともありますが、大部分の理

由はギター自身の音が小さいからです。

その他にギターの弱点ともいうぺきこと

を二三挙げて見ましよう。音色が美しいけ

れど梢濁つていて全体に暗い感じがしま

す。之は内面的な美しさというぺきものな

のですが、うつかりすると奏者が安易なセ

ンチメ ン トに陥る危険があります。 典雅な

音色は古典音楽を奏するには向きますが、

近代音楽を奏する場合には音色の近代性と

し、いますか現代の人々にアッピールする明

朗さ ということも考えなくてはならない問

迫だと思います。

表現上の鉄点としては裔いポジンヨンに

向つてのクレッンエン ドがきかないことで

す。之は絃楽盟全体の問題なのですが特に

ギターではその傾向が強いのです。理由は

簡単で開放絃における振幅と第12ポジンヨ

ンに於ける振幅とでは前者を 1とすると後

者はその％に減じます。ところが音楽では

上二音階は クレツンエソドし、下降音階は

デクレンエンドするのが通則ですから仮り

に開放絃から1オクターヴ（第 12フレット

迄）上昇する旋律にクレツンエンドの抑揚

を与えることは、ギター自身の特性の逆の

表情を与えるこ とであって、突込んだ表現

をすることが出来ません。

強く弾いた音は急辿に減衰し、弱くひい

た音が割合に長く持続し ます、之はダンピ

ングの状態が適切でないからであつてこの

事は後述し ますが、要するに強音を長く持

続させることが出来ないのは旋律を奏する

ときに難点となつて表われてきます。

以上のように実際の演奏にあたつての体

験から感じられたギターの綜合的な弱点を

どこ迄克服し改良する ことが出来るかとい

う問題がダイナミツクギターの重要な研究

課題でありその成果は後章で詳細に報告い

たします。

次に多くの在来のギターをテス トして見

ますと 次のよう な矛盾があることが判りま

す。之は相反する現象とでも申しますか、．j

ある点で非常に よい楽器は反対に或る悪い
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点が強開されます。すぺての点を沿足すべ

き状態にしたものが真の名器であります

が、そういうものは稀にしかありません。

日音を大きく出るように工夫されたギタ

ーは音色が粗野で、音の分離が悪い。x音色

が繊細で分離のよい楽器は音整が小さい。

1.:::)低音部が強大に出るギターは高音部が

籾かない。 X高音がよく嗚る ギターの低音

は特かない。

笛音色の美しい楽器は音がかぽそい。X

音が大ぎい楽器は音色が美しくない。

向音がよくのびるものは弾絃音が 小さ

い忍弾絃音の大きい楽器は音がのびない，

固丈夫に出来ている楽器は音が出ない。

x音がよく出るものは概してこわれ易い。

肉表面板の薄いギターは音は出やすいが

腰のない音がする。 X厚手のものは音に腰

があるが音が出にくい。側面板裏面板も同

じであるか。

この様に両立しない点がいろいろある

が、之等を両立させ得る楽器を確実に製作

することが出来たら結果はどのようになる

でしようか。

日音が大きくて音色が繊細で分離がよ

ぃ。
(::)低音部が強大で併も高音部がよく鳴

る。

目音色が丸く美しく 澄んでいて音が大き

ぃ。
祠弾絃音が大きくて併も音がよく持続す

る。

固丈夫に出来ていて音がよく出る。

因音が出やすくて併も腰のある音がす

る。

ダイナミツクギターは以上六つの条件を

略渦足させ得る結果を得ており 、之等の詳

細は説明は後述いたします。

三、ダイナミックギクーの新しい理論

いよいよ本論に入りますが本ギターが在

来のもの と劃期的に述う点は、力木を音勢

カの増大に禎極的に役立てたこと 、表面板

を店音振動帯と低音振動帯に分けたこと 、

木材の特性に基因する振動状態の不均衡を

是正したこと等でこれらの新しい理論によ

つて作られたギターは在来のものにはその
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例を見ることは出来ません。

ギターの製作若くはその油奏で従来最も

苦心する所は弱い音勢力をどうしたら最も

有効に発音させることが出来るかというこ

とであるが、製作材料の品質の良否、共嗚

胴の形と大きさ 、設計並びに製作技術の俊

劣等によつて表面振動板の機能が左右さ

れ、梢ら演奏家にその技能表現力等を充分

に発輝させることが出来ない笹みがありま

した。本発明はこの点を改良するために種

々研究した結果、弦駒を中心として力木を

放射状に装買することによつて、音勢力の

捐失抵抗を最小限に止め而も輻射抵抗を全
音域に沙つて蚊も4I効に利IIJし音屈の妍大

と音質の向上並びに適切なダンピング （減

哀作）TJ)を獲得することに成功したもので

あります。 1.t:l失抵抗とは与えられたエネル

ギーの中で音として発背せず熱になつて吸

収されてしまう部分をいい、絃駒の形や及

而振動板の材'l'l.、)J木の配岡のイ逍釦1:．等に

ょって、この抵抗の多いものは、それでな

くとも弱勢な行：iしを更に無駄に消費してし

まい小さな存しか得られません。之は屯球

に例を取って見るとよく判ることで安屯球

はワットだけの仕＇ドをしません 。Ullち屯球

は明る＜するために使うのですがその中の

何門1]かほ光にならずに然となつて浪費され

てしまいます。最近屯球に変つて登楊した

登光灯ほ然を殆んど持ちませんUilち担失抵

抗（イi害ロスともいいます）が無いので僅

か20ワットの泊費困力で百燭光に近い1リjる

さを出します。幅射抵抗とは有効ロスとも

いい、その目的のための仕市に役吃つ抵抗

であつてギターの楊合は楽音となつて耳に

達する音波を発生させるためのもので、全

('j・域に渉つて平均した音勢力を得られるも

のでなくてはなりません。或る音だけが強

く共嗚してその音だけ強く評くのは最も、悪

い榮器であります。各音にむらがないとい

うことは大切な条件の一つであります。

元来力木は表面振動板並に哀面板を保護

する目的で補強材として使用され、特に表

面振動板に於ては絃の振動を絃駒から受け

て凡ゆる強制振動に応じ得るために苅板を

使用し而も絃駒が全絃の張力の一y曲を支持

(118) 

する関係から一方的に牽引される不自然な

力を受けることから之を保護することが主

な目的とされていました。そして音勢力を

妨害することなく右の目的を達することに

苦心が払われていました。

本ギターに於ては力木を音勢力の増大に

栢極的に参加させ、のみならず絃駒より伝

逹せられる絃振動が表面振動板では木目の

方向には伝わり易く木目と直角の方向には

伝わり難い木材の特性を力木によつて補正

し、材四による振動板の振動状態の不均衡

を足正して振動板の有効面積を拡大し 、弾

絃と発音 との僅かな音のずれをな くする こ

とに役V．てることを力木の主目的としてK
而振動板を保護するh1i強材の役目を呆させ

ています。

表面板の材＇頁は松樅等の木材を使用して

いるため木目の方向（縦）には容易にエネ

Jレギーが伝逹されるが、木目と直角の方向

（横）には伝達され難いことは音符学に於

ても実験ずみの事実であります。摂氏 01足
のときIl!i|IIl的にも縦の方が横の方より3.42

倍の速さを以て伝わ ります。名器に音のず

れがなく弾くと 19り時に音が軽く出るのは、

材質に非常に注意を払い縦目の細いはしこ・

の桁の様なFlが迅つているか狩状を呈して

いて木目とu'Uりの）j向にも明らかに音をよ

く伝えることが出来得ると思われる様な材

料を選択して使用されているからであろう

と思われます。たゞしこの様な材質のもの

を見つけ出すことは容易なことではありま

せんので本発明にあっては放射状力木に適

当な角度 (45度乃至55度）を与えて木目と

阿角の方向即ち側面板の周辺に迄この力木

を通じて木日にそつた方向と同時間に振動

を伝達させ表ifli板の全而栢の振動を必要と

する音域即ち低音部に豊富な音梵と発想能

力を持たせることに成功したものであ りま

す。

次に表面振動板を高音振動帯と低音振動

帯とに一応分類したことについて説明して

見ましよう。 消せに高音がよく特く楽器は

低音が出ないし又低音がよく苓く楽器の・，塙

音は出にくいことを経験されている方が沢

山あると思います。絃楽器の高音は振動放
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は多いが振幅がせまく 、力木の様に比較的

露紐の墾いものを強制振動させるだけのカ

を持ていません。之に反して低音は薄い表

面振動板だけでは力強い音を得られませ

ん。之に力木を配すると之を埓体としてカ

木のある方向に充分に振動を伝えるだけの

エネルギーを持つています。本発明はこの

新事実の発見に基くもので、従来はこの事

実の認証を鉄いておりました。

私はこのT化実よりして如何にしたら高音

に対しては有害な力木の圧迫から解放さ

せ、低音に対しては有効な力木の機能を百

パーセントに利用し得るであろうか、又同

時に力木によつて表面板のそりを音勢力を

減殺することなしに保護するにはどうすれ

ばよいかを研究の対象としました。，＇,ふ音は

絃駒を中心としたその附近の比較的小さい

面秘の振動板があれば充分に発音させるこ

とが出来ます。この・Jiは硲音の楽器例えば

ヴアイオリン、ウクレレ等がすべて小型で

あり小さな表面板しか持つていないことで

判ります。それ故に絃駒を中心としたその

附近の部分 Hを麻音振動帯として）J木の彩

袴を殆んど受けないようにし（図参照）低

音は之に反し比較的大きい而積の振動板を

必要とします。低音楽器はすぺて大咽であ

り大きな表面板を持つています。例えばセ

ロ、コントラバス等がその市を示していま

す。ギターではその周辺側面板に接する部

分迄出米るだけ大きな面積を利用しなけれ

ばなりません。ギターの1皮低音はコントラ

パスの最低酋のーオクタープ，＇1沿い斉迄出ま

す。云い換えるとギターは比較的小型であ

り乍ら 、可なり低い音を要求されているわ

けで、それだけに振動板の有効面積を最大

限に利用せねばなりません。即ち本ギター

にあっては低音に対して振勅板の全面積を

最大有効にしかも均等に使用するために放

射状の）］木を用い、この場合高音に対する

有苫な作用を無くするために応音振動帯

Hを避けて、駒の両端裏側に接する部分

より外周に向つて力木を配府しこの部分 L

を低音振動帯と名付けました。低斉が振動

する場合には絃駒全体が強く振動し駒の両

端より力木に振動が伝達されるから高音振
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動帯 Hも含む全面積を利用していることは

勿論です。そして中音部はそれぞれの音が

必要とする程度の面栢を HからLの部分に

亘つて使用しているわけであります。この

様な解釈の仕方は和音の場合にも亦実音の

中に含まれて音色を決定する倍音の再生に
もいささかも矛盾しないことが判ります。

単絃振動を研究の対照とせず、合成音の再

生という点から考えを押し進めた方がギ タ

ーの場合には好都合であります。

絃駒が絃振動を表而振動板に伝えるもの

である以上絃駒を中心として表面板が振動

し易い状態になつていなければならないの

に在来のギターにこの様な考え方が行われ

ず、力木の配戦も音苓翠穴を中心として放り寸

状に忙憧されていたのは払のどうしても納

得出来ない点でありました。裕音機のサウ
ンドボツクス並にラジオのスビーカーの振

動状態を考えるとこの ~J+が容易に理解され

ると思います。スピーカーでオーケストラ

の音を再生しているときに、スピーカーの

ホーンの周辺の部分に軽く手を触れて見る

とコントラパスの様に低い音は忽ち音がつ

ぷれて発音しにくくなりますがヴアイオリ

ンやフリュートの様な翡紅域の楽器の酋ほ

少しも歪みが出ません。この実験から考え

ても前述の扁音振動帯と低音振動帯に分け

た理由が納得行くことと思います。

尚このギターにあつては共嗚胴の上部叩

ちサウンドホールの附近は一応研究の対照

から除外しています。之は研究を単純にす

るためと頂点的に改良を行ったためであつ

て、その部分の研究は次の課題として扱つ

て行く考えであります。又共嗚胴の側面板

と哀画板とは共嗚箱の一部ではあります

が、ヴアイオリンの様に魂柱を通じて哀面i
板を振勁させるのとは根本的に原理を巽に

しますので、内部の空気と外部の空気とを

遮断して音勢力の方向性を与えるためにパ

ッフルボー ドの役目を果させます。そのた

めに表面振動板より硬質の木材を梢）＇ f(目に

して用いた方が効果的であります。

四、構造上の特長

前章でダイナミツクギターの理論を可な

り詳細に説明しましたので、本章では重複

(119) 
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を避けて内部掃泊図に従つて簡単に説明い

たします。

この構造悩はギターの哀面板を取除いて

づ蹟）からギターの内部を覗いて見たとこ ろ

ですから表1J1i板は尖側が兄えているわけで

す。
4．及び5．の））人や補強材は在来のギ ター

に使われているものと同様で、一応研究の

対象外とし、それらの改良は将来取上げる

こととしま した。 6．は力木というよりも合

せ木であつてK面板の左右の二枚の接沿部

を補強して衣面板の凹凸を防ぐための補強

材であつて、之の形状や強度は表面板の厚

味や使用する絃の種類（ガツ トかステ,(_-

ルか）によつて適当に決められます。

11. と12.の放村力木は本発明の豆点を

なすもので、絃駒の両端の真裏に接沿され

それよ り各々放射状に仲びて1刊）1Iii板に接す

る汲界の近く迄達しています。その形は左

上の図の如く窃士由形を呈し扁平な碩綿か

ら両端に向けて裾を!!Iいたように削られ、

碩部 dの幅は底部 Dの幅よりせまくなつ

ています。この放射）J木によつて表面振動

板はその周辺 9の側面板に接する部分迄充

分な強制振勁に応ずることが出来るわけで

す。

邸音振動•!l} Hの部分には在来のギ ターに

--3 

--9 

. -• :..~11 

10'~`、 7
‘‘8 

l. 絋期 ●飼位 置

2.表面訊動9/i上部

3.音響穴（サウンドホール）

4. カホ（在東のtのと同祉）

5.樟滋朽

6.合せホ禰租朽

7. H. 高自猥動帯

8. L 低音堰lh壽

9. 1lllilii板
10. 表面裾動枝下部

11.liWh木
12.放射カホ

兄られるような力木は全然配図されていま

せん。之も構辿上の大きな相迎点でありま

す。

一寸見るとこの様な構造では表面板のそ

りを保護する ことが出米ないのではないか

と考えられますが、実際には絃の一方的に

引かれる無理な）Jにも相当耐えられます

し、在米のものの様に表面板がたてにさけ

る等のことはありません。放射力木が左右

に大きく肘を張つた形になつているので表

面板の強度は予想外に丈夫です。唯駒が絃

の力によつて引張られている方向に傾斜す

るのを防ぐためには前述の合せ木6．を適当

に丈夫なものにすれば足ります。

側面板と哀！面板は出来るだけ硬竹の木村

を梢厄目にして使用します。ローズウツド

や楓の類が良好です。

五、 製作技術上の特長

在来のギターの型と外観を変更すること

なく内部構追を変えたのみで割期的にギタ

ーの店伍、音灯を向上させることに成功し

たことは本ギターの大きな特艮だと思J..ヽま

す。新奇を好む人々からすれば外観が少し

も変らないので物足りなく思うかも知れな

いが、楽器の本質は音の俊秀であるかない

かによつて決められるものです。そして外

観や型が従来のもの と同じであるという こ

とは第一に滅奏法

を改める必要がな

ダ いこと第二に製作

ィ I面で1r．米の治具等
ナ をそのま遺用出

来ることなど測り

知れない利益があ

ります。

どんなよい考案

であつても製作に

当つて直ぐ実現出

来ないとか，非常

に設備1位がかかる

というものは適当

ではありません

が、本ギターの方

式を採用してどん

な型の楽器を作る

ミ
＂ノ
ク
ギ
タ
ー
の
丙
部
構
造
図
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ことも自由です。例えば A製造会社は従来

•発売していたペスイン型のギターをそのま

.I.0)型と意匠を用いてダイナミツクギター

に切換えることが容易に出来ますし、又B

製造会社はラコー ト型のギ ターを製造して

いたとすればそのま豆台具を用いてこの方

式に切換えることが出来ます。又C社は教

育用中型ギターを主として製造していたと

すれぽそのま .1. で ‘ • 音薗 、 音質共に格段の
ものを製造することが出来るわけです。ど

の型のものに応用しても同じ材料で作った

ものが在来のものと比較して明らかに優れ

ているものが出来得ることを確信していま

す。

今迄のギターは材阿そのものの良否が決

定的に影牌するばかりでなく 、＇同一材質で

作つても一個一個の出来上りに非常に良否

の差がつきます。個別差のある楽器を同一

価格で発売しなければならないので大娯生

産品としては向きません。之に反しダイナ

ミツクギターでは材質が悪くても或る程度

その敏点を補うことが出来るので品質の均

等化が得られます。この点が工場生産のギ

ターには特に向いていると考えます。特に

安手のギタ ー程在来のものと大ぎな開きが

あります。

この方式を採用することによつてコスト

が上らないことも製作而の大きな特長の一

つだと思います。

唯製作に当つてその過程の順序が迩う と

ころがあります。それは絃駒の接着を普通

は表面板を側面板に取付けた後に行います

が、この方式では表面板に先に力木と絃駒

とを正確な位置に取付けて後に組立てを行

います。そのため駒の位置は予め正確に割

出しておかねばならず、後でずらせるこ と

は出来ません。

六、演奏上の特長と実験蔀告

演奏上の特長の第一は音の大きいことで

す。大ホールでの演奏に適しますし、歌の

伴奏にピアノの代用として使用出来ます。

又音の大きい他の楽器とのアンサムプルに

使用して立派に太刀打が出来ます。例えば

ピアノやサキソフォンやア コーデイオン等

と対等で合奏することが出来ます。音の大

きい小さいは比較の問題ですから 、そのも

のだけでははつきりと認識出来ない人で

も、合奏して見ると 、性能がよく判りま

す。試作品でテス トして見たところ大体四

個のギターでひく音羅を一個のダイナミツ

クギターで受持つこ とが出来ます。音に指

向性があるために奏者自身にはそれ程大き

く感じませんが、正面は相当の距離に迄よ

く音がとおります。又低音はコントラパス

に近い雄大な音を出します。

参考図はオッンログラフによつて比較し

たもので目で見て音の大きさを確認するた

めに行つた実験の一例です。ギター第六絃

最低音の E．を比較したもので第一図はダイ

ナミツクギター第二図は在来のギターであ

ります。

g

1

0

 

磯

福

↑

ー

茅一目
クイナ ミックギ9-
凍61!:E音 な

考
図
弾
絃
三
秒
后
の
戚
衰
釈
態

両図共弾絃 3秒後の減衰状態を表わして

います。何故 3秒経過した時を比較したか

といいますと 、弾絃時は絃に非常に無理な

衝漿が与えられ、楽器がどの様な状態で振

動しているかを調べるのに適当な状態では

ありません。大体 3秒経過しますと絃が最

も自然な形で振動する状態に遥入ります。

その後に減衰が始まるので 5秒以上たつと

減衰の速い楽器は極端に音勢が弱り 、二つ

の楽器の差は尚著しくなります。要するに

一番安定した瞬間を出来る限り同一条件下

で比較したものです。 ― 

波の高さ（振幅比 ・電圧比ともいう）で

判る通り在来のものの5倍になつています。

尚パワー電力比で比較すると25倍になりま

す。 ．

尚之に使用した楽器はダイ ナミツクギタ
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ーでラコート型（小型）の工場試作下級品、

在来のものはスペイン型（大型）の工場生

産中級品でした。

第一図は波形が整つていて振幅が大き

い、之は紅砿が大きくて音が澄んでいるこ

とを示しています。第二図は波形が不整で

小さい。之は音紐が小さく唸りを生じてい

ることを示しています。

音が人きいと音色が粗野になり易いもの

ですが本ギターでは音が繊細で、音の分離

がよく保たれています。それは雑音がなく

楽器自身に共明を持つていないからです。

第二の特長は低音部が雄火で併も高音部

がよくりりることで、低い音から麻い音迄平

均した音紐と音色を持つことは仲々難かし

いことですが、この点も満足すべき程度迄

行つています。どんなによく嗚る楽器でも

或るほだけが特に序屈いたり 、特に嗚らない

者があつたりするのは交器口封が或る特定

の音に共嗚するからであつて、如何なる音

にも強迫板動には応ずるが共嗚振動はしな

いという状態の表画振動板を持つことが望

ましいわけです。

ダイナミツクギターは第一絃第十九フレ’

ットの最砧音から第六絃の蚊低音迄の各半

音が殆んど平均した振幅比と美しい波形を

持つていることがオッンログラフによつて

証明されています。

第三の特長は音色が明澄だということ

で、音色が丸味を帯びていて美しく澄んで

います。一つ一つの音にむらがらないので

和名をひいた場合に音がよく溶け込みま

す。之は和音楽器としては大切なことで同

時に分離がよいために多声部の曲を奏した

場合に各バートがよく浮び上つて分離して

闘えます。

音が澄んでいるために僅かな音程の狂い

もはつきりと判ります。そのため調子を合

わせることが難かしいように感じられます

が之は決して鉄点とは云えず、結果として

は音染的に敏感な耳を追ります。

第四の特長は音の持続です。音が大きい

ばかりで直ぐ減衰してしまうのでは輻射抵

抗を培したことにはなりません。この楽器

は構造上有害ロスが殆んどないので、弾絃

(122) 

したときの音が大き いのに長く 音を保持す

ることが出来ます。之は旋律をひく上に好

都合であり 、グリッサンドやスラー奏法等

にもよい効果を出します。

唯在来の楽器では音を消す必要のなかつ

た場合でも音がよく仲びるために音を消す

ことを意識的に行わなければならない場合

も生じてきました。厳密に云つてこの辺に

新しい奏法上の変化が生じてくると思いま

す。
第五に挙げられるこ とはハーモニックス

がよく出ることです。ナチュラルハーモニ

ックスでは将通の交器は第三フレツトが限

度で之は第五次倍音（原音のニオクターヴ

と五度上の音）に当りますが、ダイナ ミi/

クギターにあつては第一フレット上のハー

モニックス迄完全に出すことが出来ます。

之は第十五次倍音（原音の四オクターヴ上

の音）に当ります。

パーモニックスがよく出るということは

高い振動数の音も立派に発音することを示

し、音色が挫かであり 、表面振動板の・性能

の優秀さを示しているものと云えます。

第六の特長は音のタッチとでもいいます

か絃から指が離れた瞬間に音が出る こと

で、之は非常に傲妙な問題です。いわゆる

銘器を油奏すると指で弾絃するのと音が出

てくるのとが全く同時なのですが、国産の

手工品などでは明らかに僅かおくれて音が

出てくることを感じます。その時間的なず

れが何百分の 1秒かは判りませんが音のず

れを感じることは確かです。本ギターにあ

つてはそのずれを感じません。その理由は

縦目と横目との音の伝達の述いを是正した

ことに原因があるのではないかと考えられ

ます。

第七、最後にあげられる特長としては、

音色が丸くて軟らかいために、ステイー／V

絃を使用しても殆んどガツトと変らない位

の軟らかい音色を出すことも出来ます。私

の実験では指頭から爪を使うアポヤンド奏

法で金屈音を全く出さずにガツトギターの

音色を出すことが出来ます。之は日本の様

に湿度の多い国にあっては見逃すことの出

来ない特色だと考えます。
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七、結尾

この研究報告も之を以て一先づ箪をおく

こと Lします。この報告は誇張なしに実際

の体験を綴つたものですが、現在では試作

の台数が限られているため、多くの人々の

実験報告に接するまでには至つておりませ

ん。将来この楽器に合致するような奏法も

新しく考えられるのではないかと思いま

す。そうすれば未だ未だ音を大きくするこ

とも出来ます。いろいろの研究は今後に待

たねばなりませんが、ギターの理論を一応

確立したことと 、ギターの発想能力を拡大

したことは事実であります。

新しい考案はどんなに俊れたものでも 、

周囲の人々がそれを育成してくれなければ

決して実を結ぷものではありません。その

意味で私の今回の発明を真先に取上げて激

励して下さつた評論家の大田黒元雄 ・野呂

信次郎の両先生の御好意に感謝し、今後共

ギター愛好家製造家、批評家の諸氏の温い

御協力を掛詐与してこの稿を終ります。

八、その後のダイナミックギクー

従来のギターとダイナミツクギターとを

比較検討するための実験が1951年以後本格

的に開始されました。それ以前の研究は日

本コロムピア及び日本ピクターの録音課の

技術陣の方々の並々ならぬ御好意に よつて

行われたものでダイナミツクギターが音屈

音質共に俊れていることは確められたので

すが、比較のために使われた従来のギター

は市販品の程度のよいものを使用したので

真の意味の比較にはならなかつたわけで

す。

幸いに日楽社長JI［上源ー氏が私の新しい

アイデイアに着目して下さつて、日楽研究

部での梢密実験が始められることになりま

した。

これは同一材料で全く同じ条件の下に在

来型のギターとダイナミツクギターとを数

多く製作し、同研究部で可能な実験のすぺ

てを行って詳細なデータを作成し、これを

比較検討したわけです。

この中で特にダイナミツクギターが俊れ

ていだ点は次のようなことです。

日音届の点では最大瞬問音蘇（弾いたと
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きの最大振幅）に於ても従来の楽器よりも

全般的に俊れています。但し或る特定の高

さの音に限つて従来のものの方が大きな音

訊を示 しているものがありましたがこれは

その楽器のピークであり 、，1.,ヽ わゆるウルフ

トーン（狼の音）であることが判りました。

各音の振幅を数値で示しその合計から平均

値を出して楽器の優劣を決める場合このピ

ークのある楽器が点をかせいで数字の上で

はよい成紐を見せたものもありましたが、

之は楽器としては致命的な鉄点のあるもの

で音楽の演奏には適さないことが判りまし

た。

⇔音の減衰試験 弾かれた音がどのよう

に持続しどのような状態で消えて行くかと

いうことはギターのような弾絃楽器の場合

特に重要なことで、音品があるとかないと

か感じる度合はむしろけの最大瞬間音母よ

りも適正なダンピングにあるといつても過

言ではあり ません。弾いたときに瞬間大き

い音の出る楽器はエネルギーを瞬間に使い

果して急速に音勢力が弱まつてしまいま

す。弾いてからある秒数だけ音が充分の幅

をもつて振動をつゞけその後に少しづゞ減

衰して行くのが好まししヽわけですが、ダイ

ナミツクギターの特性はこの点全く理想的

な減衰状態を示しています。

この実験は音をひいてから音がなくなる

迄を連続的にフイ）レムに撮彩して行くとオ

ッi/ログラフに表われる波形の時間的経過

を一目で見ることが出来ます。この様にし

て写された波形を見て非常に面白い結果が

出たのは、ダイナミツクギターの波形とス

タインウエイのピアノの波形とに類似点が

多く見出されたことです。私自身はスタイ

ンウエイのビアノの共鳴装置を全く知らな

いのですがダイナミツクギターの共鳴装置

と同じような理論の上に作られているので

はないかと推察されます。

毎従来のものは同じ材料で同じように仕

上げても楽器の個々に非常に差がありいい

換えればあたりはずれが多かつたのです

が、ダイナミツクギターにあってはこ の差

が非常に僅かであります。品質が均等であ

るということは大品生産に適していること
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でやはりこの楽器の優れている点だと自負

しております。

この様にして厳密な比較検査の結果ダイ

ナミツクギターが俊秀であるとの結論が出

され「ヤマハダイナミツクギター」の名称

で日楽から製造発売され現在に至つており

ます。僅か 3千円程度のギターでタルレガ

の福曲になる名曲を立派に演奏し表現し得

ることが段々と人々に認識され、現在では

工場生産ギターの中で不動の地位を占める

ことが出来るようになりました。粒出も逐

次増加し、先nは旦太子殿下がお買上げ下

さいました。又手エギターは極く僅かな台

数を限つて中出阪蔵氏に製作を委嘱 してお

ります。

僅か五年の磁月の間に一粒の種がこのよ

(3頁よりつゞく）

うに成長し実を結んだことをギクー愛好家

の皆様に御報告出来ることは払としてこ の

上ない喜びでありますと共に、この種を育

てるために多くの方々の温かい心からの御

支援があったことをこ上に厚くお礼申上げ

る次第であります。

特にこの新しいアイデイアを育てて下さ

った方々川上源ー氏（日楽社長）、大村兼次

氏（日管専務）、鈴木梅雄氏（鈴木ヴアイオ

リン社長）、河村琴次氏（天箪＇朗器取締役） 、

佐原吾ー氏（日楽ギター製作主任）その他

の方々及び実験とデータの作成に御尽力下

さつた日楽研究部、日本コロムビア、日本

ピクター録音課の皆様方にf/.＜お礼を申上

げてこの研究報告を終りたいと存じ ます。

（おわり）

倒された梢熱の激しさには、ユパンキの在り方に通ずるものがあり 、セロ・ コロラドの山荘

に悠然自適し息索に耽けるユパンキの姿は強く翁の胸を打つたに迎いない。

山内翁は神戸大学で民族学と民族音楽に就いて講演され、南米の土府楽然の実演では私も

一興をそえる為、翁のチャランゴの伴奏でサンパとヴイダラを唄つた。琉球音交の実演で示

された琴の弾き語りの面白さは特に忘れ難い。之を聴いた時には、その昔沖縄の漁夫が流さ

れイソカと交つたと伝えられる太平洋の黒潮を逆流して 、今や故「国に遠る事が日本人の最高

の使命である事を痛感した次第である。日本人が誇り得る n本の作曲やギタリストを送つて

世界中の共感1こ訴える事が不可能でないと云ふ確信を翁の実演から得る事が出来たのは幸い

であった。

アメリカのタイムスやニュースウイークに新型のパーカーやウォーターマンの広告が載る

と、定つて二、三ヶ月後には日本の万年渾業者のイミテーンヨンが十分の一位いの価格でラ

テ‘ノ ・アメリカに氾濫する。ラテン ・アメリカの新しいリズムの流行曲が紐育で当るとすぐ

日本で流行する。似たり寄つたりで日本の音楽家が屑也をつける為に競つて本場に留学する

事が流行つたりする事は、どう考えてみても痛快な事ではない。

日本のギタリストは 、 日本のギタリス トらしくギタ-—に枯迎する事が、時代を超越するギ

ターの生命と精神にも叶つて居ると思ふ。万年下業者の物心両面にわたる貧困のみを笑いさ

る事は出来ない。期せずして小説家、音楽家、学者を初めとする口本人全体の貧困に通じて

居るからである。

歴史に比類のない深刻な敗戦を喫しての我困とは云え、音楽愛好の心と 、目先の利益を安易

にむさぼる商取引とは根本的に迎ふ事を先づ知るべきであらう。何れにも共通する適切な教

訓が若しあるとするならば、それは 「苦悩こそ創造の団なり ．Iと云ふ事であらう。 （終り）
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外遊記

ポルトガルの首府リスポンに於ける国際

橋梁学会へ出席するため、去 6月20日エア ・

フランス機で羽田空港を出発した私は、22

日未明バリに者きました。 リスポンヘの乗

りつぎの間二Uバリに滞在しました。ホテ

ルのポーイ に、今どんな音楽会があるか し

らぺてもらつたら Chatel etでJレi/アンパ

レエ団の公演があ るといふので、早速みに

ゆきました。名俊 SarahBernardの本拠

だったといふ劇場の索華なのに一誘しまし

たが、出しもの「白烏の湖」の絢爛たる舞 ，

台にはすつかり魅了されました。

6月23日深更リスポンの空港に着きまし

た 。ポルトガルの首相は、大学教授を歴任

した学者だそうで、施政宜しきを得、それ

に世界大戦間は中立を守り通したので、国

状が非常に安定しでいて、如何にも豊かな・

感じがする田です。郊外の別荘地など閑静

祓華で、まことにすばらしい風景です。学

会の余暇をみて、高橋君にたのまれた用件

でJoseDuarte Costaのギターの店を訪

ねたのは26日でした。この夜はあまり時間

がなかつたので再会を約して別れました。

29日Costaの案内でレス トラン Tipoia

（馬小屋の怠味）にゆきま した。銀座裏の

こったパアを思わせる店で、フラメンコ風

なポルトガルの音楽をふんだんにきかせて

くれました。Costaはどこか慈善音楽会の

怖りだとかで、ギターを持つていました。

Tipoiaの梨団でギターを弾いていた男が、

私達のテープルにやつて来て、Costaとは

顔見知り の間柄らしく 、Costaに一曲弾い

てくれ、とねだつていました。 Costaは今

脱は日本の密客を案内しての席だからとか

何とか云つて固辞したようですが、是非に

とせがまれて、とうとうギターを手にして

弾き出しました。

Lenda chinesa（支那の物語） Costa作
Ave Maria Schubert作

Astrias Albenjz作

Rapsodia portuguesa Costa作

アベ ・マリアなど実にみご とな演奏で、
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三浦文次郎

盛んな拍手がわきおこりま した。音が澄ん

でいて美しく、而もポリウムがあって、ギ

ターは決して小さな楽器ではないとつくづ

く思いました。飲みなれないシ＇ヤンパンに

ほろ酔い機嫌で、Tipoiaの店を出、公使舘

の1事務官夫妻と共に、誘われるまりこ

Costaの店に立寄りました。こ .1.でも色々

自作の曲を弾いてきかせてくれました。又

演奏会の写真など取出して、説明してく

れましたが、北の都 Oportoの演奏会で

Rodrigo作 Conciertode Aranjuezを演

奏した時は大成功で、その時の記念写衷な

ど数薬高橋君に届ける よう託されました。

自作の楽譜も沢山あづかつて来ましたが、

之は折をみて高橋君が紹介してくれるでせ

う。 Tipoiaの印象、 Costaとの避遥は、私

のヨーロッパ旅行中で楽ししヽ思出の一つで

した。
ポルトガルからスペインヘ、マドリット

できいたフラメンコは格別でした。イギリ

スヘ飛んでロンドン、暇がなくて Dr.B. 

Perottを訪ねる機会がなかつたのは残念

でした。予定を変更して北欧に歩をのばし、

オランダから再びフランスヘ、パリ祭の兵

隊の行進はみごとでした。東西ドイツ 、ラ

イソ河下りはカラーフィ ルムにおさめまし

た。オースト リアではウイーンの国立刺場

が、 i/ーズ‘ノオフでしたが、舞台、舞台媒

を見学させてもらひました。全く哀壮華麗

です。 Prof.Jokob Ortnerを訪ねました

が、旅行中でお目にかよれず、留学の件は

公使舘の事務官にお願ひ して来ました。ス

イスではチューリッヒ、ジュネープを見、

アルプスに登つたことは自慢です。イタリ

アでは、ローマ 、ペニス、ナポリに泊り 、

ヴエスピアスに登りました。街の音楽とし

てのマンドリンは旅惜をそ .1.るに十分でし

た。ナポリの Serenadein Gondolaなど

又折をみて書きませう。

(Costaの写真は次号に紹介します ） 
高 橋 記
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フランス 楽界

1955ー1956のバリのツーズンにはギター

演奏会並にギターを含む演奏会が11回開か

れた。その中ではイダ ・プレステイとその

夫君ラゴヤが最も活動的で、それに次いて

セゴヴィアが 2回の演奏会を開いた。スペ

インからはサインス ・デ ・ラ・マサが暫く

振りで来演し、新顔のアリリオ ・デイアズ

が現はれた。フラメンコギターのアロンソ

が毎年の様に独奏会を開いた他スペインの

レナータ ・タ）レラソが絃楽四重奏団、歌手

アントニア ・ロサダと一緒に油奏会を1}肌ヽ

た。それの油奏会の内容は

O・l・・JJ I亡こn イダ ・プレステイ独奏会

ワイス リュートの為のクラン トとメヌ

ェット

J•S ・ パッハ リユート の為の前奏曲

とアレグロ

ソル フアンタジ一

ポンセ アンダンテ、メヌエツト、ソ）レ

礼讃曲、主題と変奏1川と終曲

A・ラゴヤ レヴエリー（初演）

トルロパ プレアンピュー）レ、オリヴィ

エラ、アラダ

プジョ ー）レ オンデイナス

アルペニス グラナダ（プレステイ編1111)

0-1-n二十三日 アロンソ独奏会 ([[h日不

明）

01•- ）j 十八日 アレクサンドル ・ラゴヤ

独奏会

ムダラ、パッハ、ワイス 、ソ）レ、カイレ

ハ、ヴイラーロボス、ホンセ、ラウロ、

イダ ・プレステイの作品（曲目不明）

〇十二月：：：日 セゴヴィア独奏会

ヘンデル アリアと変奏曲

ワイス 糾曲

ソ）レ 琳入曲とアレグロ

トルロパ マドロノス、小夜想曲と舞曲

パッハ ッンリアーナ、フーグ、クー

ラント 、サ ラパンド 、プ）レ V

ー、ガヴォット

トウリナ フアンダンギリロ

グラナドス 2つの舞曲
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松本太郎

アルベニス グラナダ、レイエンダ

〇十二月六日 セゴヴィア演奏会、パルナ

ン絃楽四宜奏団出演

）レイス ・ミラン フアンタジアとパヴァ

ーヌ

アレツサンドロ ・スカ）レラッテイ サラ

パンド 、ガヴォット 、コ）レレンテ

タンスマン カヴアテイナ

カステルヌオヴォーテデスコ タランテ

・ラ（絃交四頂奏附）

ヴィラーロボス 2つの舞曲

アルベニス 朱色の塔、セヴィリア

〇二月1で．日 ラゴヤ、プレステイこ重癸

油炎会

ダウランド 、コンター、パッハ、ソル、

プレステイ 、プーランク、ドウツサー

ニュ、グラナドス 、アルベニスの曲

曲目の全部は分らないがプレステイの作品

の中には1月舞曲 、アヴイラの舞曲という 2

つの初油曲が含まれて居る。

0三月四日 ウプラドウース室内オーケス

トラ演奏会

G・ドウツサーヌ 2つのギター の為の

協奏曲（初演）

この室内オーケストラは毎日曜日に定期

油奏会を開いて届る油癸団である。

〇三月八日 アリリオ ・デアズ独奏会

ミラン 2つのバヴアーヌ

パーセル 3つの小曲

スカルラッテイ ソナタ

パッハ プレリユード 、アルマンド、ク

ーラント

ソル ロンド

ワイス イ調糾曲

トルロパ ソナテイネ

グラナドス トナデイリア

カステルヌオヴォーテデスコ タラ ンテ

ラ

J • B・プラサ エー）レ ・ド・ダンス

A・ラウロ ヴエネズエラ舞曲

A・パリオス パラグロイ舞曲

〇四月二1•-n レニョ ・サインス ・デ ・
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ラ ・マサ独奏会

16世紀イタリアの作曲家不明の曲、 Jレイ

ス・デ ・ナヴアエス 、フ ランソワ ・カンビ

オソ、ガスパル ・サンス、バッハ、ホアキ

ン・ニン ・クルメル、ヴイセンテ ・アセン

i/オ、J.p．クレスポ、 E・サインフ、 ・デ・

ラ・マサ、R・サインス ・デ ・ラ・マサの

曲。曲目は明でないが初涼曲が何曲もあっ

たという。

〇五月 十二日 レナータ ・タルラソ（ギタ

ー）、マドリツ日絃楽四重奏団、ア・ント

ニア ・ロサダ（歌手）演奏会

ポツケリ ーニ 五重奏曲（タルラソと絃

楽四重奏団）

ソル、タルレガ、ヴィラーロボス 、コス

トのギターIIIJ
六J1十二日 ラゴヤとプレステイニ直奏

演奏会

パッハ、モーツアルト 、スカルラッテイ 、

ソル、 トウリナ、グラナドス、ア）レベ

ニス、デ ・フアリアのIlll
以上の他にラゴヤ、プレステれは地方で

開かれた夏の音楽祭にも次の通り出派し

た。

〇五月七日 ポルドー音楽祭

ラウフエ‘ノンユタイナー イ調ソナタ

パッハ ガヴォッ ト、前奏曲とフーグ

ソル メヌェット、郡入曲

プレステイ 円舞曲

カウフマン 前奏曲

プーランク 即興曲12番、ジューベル ト

礼讃
Jレジュール エレジ一

ドゥッサーニュ パガニーニの主題によ

る変奏曲（初演）

アルペニス スペインのタンゴ

グラナドス ロンダリアとアラゴネサ

〇七月二十四日 エクス ・アン ・プロヴア

ンス音楽祭

ラウフェンンユタイナー イ調組曲

パッノ、 前奏曲とフーグ

ソル アンクーラージュマン'

カルツリ ラルゴーとロンド

アムプロジウス 大形式の小協奏曲

プレステイ アヴィラの舞曲
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ア）レベニス タンゴ

グラナドス 舞曲 2番、間奏曲

プジョ ール、エコー）レ ・ノルマルの教授

に選任

パリのエコー）レ ・ノルマル ・ド・ミュジ

ックはコ）レ トーがバリ 音楽院の教授法とは

違った独自の音楽教育法を実施する為に同

音楽院教授の任を退いて1919年に設立した

学校で、バリでも音楽院に次ぐ有名な音楽

学校である。最近同校にギター科を新設す

る事が決定され、同科の教授としてプジョ

ー）りが選任された。近年欧洲ではギターに

対する関必が次第に高まつて来た事がこの

新任の 1つの原因になつて居るかと思はれへ

る。今秋のジュネーヴの国際音楽コンクー

ルの種目中にギターが新に加えられたのも

同じ原因によるものと思われる。営てセゴ

ヴィアはパリ音楽院にギター科が附かれる

事が私の最大の念願だといつた事がある。

そこ迄行くか如何かは分らないが少くとも

その方向えの一歩前進としてセゴヴィアも

この新任を祝福して居る事だろう。

ジュネーヴ国際コンクールギタ一部帝究

貝
このコンクールは 9月22日から10月617 

迄行ヤまれた、その結果は未だ分らないがギ

タ一部の客査貝には次の人々が選ばれた。

ハ‘ノス ・ハダモウスキー博七

Jレイ ーゼ・ワルカー （オースタリー）

アンドレス ・セゴヴィア

ホゼ ・デ ・アスピアス（スイス）

ジュリアン ・プリ ーム （イギ リス）

ヘルマン ・レープ博七

ハンス ・ハウグ（スイス）

アレクサソドル ・タンスマン（フラン'

ス）

審査貝長はヘルマン ・レープ博士であ

る。
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日 記抄（八、九月）

1. アルモニア16¥Jの初校後半。

4.再校了。法政大学出版局より刊行され

る拙老 「ンユワイツェルと動物」の初

校。

5. Tedescoより来信「短歌」の印刷がき

れいに出米たと喜んでくれて安心。

9.ア）レモニア16け出来。夜を徹して発送。

11.？品嶺巌れ留学連絡のため来訪。安逹右

ーよりOlgaCoelhoのLpその他とゞ

く。

12. Segoviaより航空便（ンエナ発）来る。

タイ プでな<n箪なのがうれしい。

13. William ClausonのLp入荷。

14．ば滋i丙洲涼。 B.M.G誌7月号到沼。

16. Ortnerより米信。前便の読み迎ひと先

方の都合により店嶺君の留学は中止と

なる。

17.「ンユワイツェルと動物」の再校ゲラ刷

来る。 riぢ・文を小宮豊隆、小牧健夫両先

生にお穎ひする。

夜、仙台クローパーに於て、比留間マ ．

アンサンプルと仙台マ ・クラプの合同

油奏会の報告と慰労の会。席上、引退

を要餡したが納れられず、秋のコンサ

ートにも指揮を引受けさせられる。

19.加納実氏より来信。今年中に完成予定

の新作ギターを私に贈呈される由、1i
雌い。

20. NHKテレビ 「イタリア民謡集」の比
留問ア ・アンサンプルは好演。

22.村田武雄氏より来信、アルモニアヘの

寄稿を約求された。

24.サラサーテ （コンパニー編）アンダ）レ

ツア風ロマンス其他三曲の浄＇が校正。

26. Gui tar news 32号到沿。

ジュネープの JacguesBreguet (Jose 

de Azpiazu門下）より仏文の原稿を

航空便にて送らる。パッハのメヌエッ

トを中心にギター音楽の発展を詳述し
た立派な論文。近くア）レモニア誌に闘
訳掲載の予定。

30.夜行にて上京。

31.午前、法政大学出版局に赴き「ンユワ

(128) 

岱梢 功

イツェルと動物」の最後の打合せをす
る。
午後、第一生命に柴山猛夫氏を訪ね、
0ST理財杉田村雄氏に紹介され、武井
文駆の問題を検討す。 ‘ 
午後七時、羽田空港にこ浦文次郎氏を
迎え、夜荒木宏明氏（二期会所屈テノ
ール歌手）と会ひ、秋のプラソについ
て語る。

1.午前安達右ーと共に横浜に小船幸次郎
氏夫妻を訪ね、店悌君の留学に関する
忠苫を謝し、アルモニアについて助苫
を賜わり 、昼食の歓待にあづかる。
午後、杉田村雄氏、科田三九三氏と会
ひ、Gavoty: Andres Segoviaの翻訳
出版に閲する打合せをし、尚Segovia
来朝の受入態勢について相談す。
帝劇に Cinerama-holidayを見、夜退

京。
2.小宮、小牧両先生より／iづ・文到溶。無上

の光栄なり。
4. NHK-TVにて法村・友井舞踊団の「fli

炎のアンダ）レンア」をみる。伊藉召出
夫君のフラメンコ（文効采的で印象的だ
った。

5.小倉俊氏のギターノート 15乃来る。こ．
れで終刊の由、桔しい。

8. NHK朝のひ と.I. きに阿部保夫君の独
奏。マラツのセレナータ 、ソJレの純習
曲、タレガのグラン ・ホタの三曲。甚
だ好演。これでも難癖をつける人があ
るかも知れない。

11.「ンユワイツェルと動物」の序文と後記
の校正を了す。十月中11)いよいよ刊行
となる筈。

13. 野崎浩一氏、 邸田-::•九デ．氏の原稿到着。
これでアルモニア17りの原稿は大体ま
とまつた。埋卒を考へ編集にとりか .1.

る。
21.小西誠一氏の原稿到箔。

23.比留間きぬ子女史来仙。後援会から機
関誌を発行する件、来朴のリサイ タル
の件等の相淡にあづかる。

25.中野二郎氏の原稿到常。

27.中林淳真君米宅。夜 HKスタヂオにて
仙台マンドリンクラプの放送録音。

29. ア）レモニア17竹の原稿渡し。

32 



アルモニア次り予告！！ 

タルレガ特集

海外楽譜・楽悟•楽絃

スペイソ Union musical Esparnola版

イギリス Schott版

フランス Max Eschig版

イタリア Ricordi版

アルゼンチン Ricordi Americana阪

アメリ カ Spanish Music center版

スペイン Ramirez製ギター

アメリカ Augstinナイロン絃

編集後記

中南米背楽特躾を企てながら巾途半瑞な

ものが出米上つてしすつた。Segoviaの古

節を公表出来たことは光栄であり 、Gavoty

の Segoviaは何れ日本版が出来る下糾灌i

のつもりである。 小船氏にテデス コの 「短

歌」の解説を杏いていたゞけたのは焙しか

った。伊藤翁介氏に前からお願ひしておい

たダイナミツクギターに関する研究を•ま

とめに組んだ。この後も引きつゞきギター

製作に就いて製作者側から の発言を載せた

いと息つている。次号には荒井史RIi氏の

「ラミレスー門を予定している。

蚊近私は武井氏の 「軒訪る .1.秋lふi」の＇与

諮を二三見て、いかに誤与：が多いかに岱恥ヽ

た。やはり楽譜は正しい形で伝えたい。そ

こで絶版同様で今では入手しがたいこ の111.1

を、OSTの理事並に追族の方に原版のま

.¥.本誌に添附させていたゞくことをお願ひ

したところ、御快諾を得たのは大ぎな羽び

だった。改めて武井氏の作品に接し、粛然

たるものを党える。

誌，費 1冊 100円(〒 8円）

半年分 3111]- 300円 （〒共）

一年分 6冊 600円（〒共）

アルモニア第三巻第五号

昭和31年10月15日発行

其他直輸入楽譜多数取揃えて御用命お待ちして

います。 編集 者

発行 所

翡橋 功

郵券16円封入申込の方にカ タログ （日本語訳附）

をお送りします。

名古屋市中区園井町 3の 3（三協ピル内）

荒井貿易株式会社
荒井史郎

印 刷 所

宮城県亘狸郡山元町坂元

（振替仙台 8681)

今野印刷所

仙台市土樋258



• ̀` ~-.. .. . 
0盟かな音砿と持続性 ' 

’`̀. 
．、．

0低音から高音まで均斉のとれた発音 ‘.,
... 

〇 ピア ン技術を生か したすぐれた製作

0すばら しいフイニッンユ

t
し
、
し
、9
.
‘
9
:

ド

"
T
'
，' 

ヤマハ ・ダイナミツク ・ギター

No. 30 ¥ 2850 

No. 50 ¥ 3450 

No. 70 ¥ 7000 

([;ノ：め：：［！。：双器店にて）

¢am寧璽

ゃ
マ
ハ
9
ィ

伊
藤
翁
介
氏

の
研
究
に
よ
る

一・ミ
ッ
＾
1

＇^


