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巻 頭 ロ

中南米打楽の流行がやゞ下火になったようだ。と思ったら世をあげてンヤンソンプームと

やら。しかしツヤンソンは中南米音楽に代つて浮び上ったのではないへわが困では巾南米音

楽よりもむしろ早くからンヤンソンは受入れられていたようである。それが今までさほど表

面にあらわれず深く根を下ろして米たようである。所副ンヤンソンのフアンは中南米酋楽フ

アンのようにさわぎ立てず、浮はつかなかつた。だからンヤ ンソンの場合は一時の消長はあ

るにしても 、中南米凸う楽のように俄かに下火になるとは思えない。

ギターif楽はどうか。まだまだ下積みの時代である。中南米荘楽やンヤソソンのように流

行の波にのることは考えたくない。しかしいつ浮び上つても 、 ぐらつかないだけの根を、下

積みの時代に深く下ろし強く張つておきたい。
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Se renouveler ou mourir 

一新するか滅びるか
Jacques Breguet (Geneve) 

高田三九三訳

二人のギタリスト、あるいはギターの友達が寄るとさわると、彼らの話題にのぼるのは何

でしょう。人が考えそうなことですが、ギターの歴史を語るわけではなく 、この音楽がもっ

レパートリーの貧弱であることを彼らはなげくのです。演奏家のプログラムにざっと目を通

すだけでも 、その理由はおわかりでしょう。それほどみんな似たりよったりの曲目を出し

ているのです。どこの演奏会でも 、Bachの小前奏曲、同じく、ガポット 、Robertde Visee 

の曲（大てい二調の組曲）、 Sorsの練習曲、Villa・Lobos,Tarreg~. Torroba, Albenizぁ

るいは Granadosのいくつかの曲、ざっとこんなところでしょう。

ですから、ならわしからふみ出すことを欲しないためには、めくらになっているか、ある

いはこの少ない曲 目に満足していなければならないということです。然し、何とギターのレ

パー トリ ーの大なることよ。それをすばやく証明するためには、少しばかり珍奇であり 、少

しばかり音楽家であれば充分なのです。おのぞみとあらば、私たちはいっしょに、大きな道

にそって、かけ足で旅行をしてみましょう。

ある厳格主義の人たちには、クラヴサンのために書かれた曲をピアノで弾こうとすること

が全く不適当なことのように思われるでしょう。また、ヴィオール ・ダムウル（大形の七絃

の胡弓）のために書かれた曲をヴァイオリンで、同様に、リュートのために書かれた曲をギ

ターで弾くことが・・・・・・・・・・・・。

然し私たちはそうは思いません。そして、王様のように勤王主義者でなくてもよいと思い

ます。 Bachや彼と同時代の、あるいは彼より以前の音楽家たちはすぺて、一つの楽器のた

めに作曲をしませんでした。少くとも 、低とんど大ていの場合。そして、彼らはまず音楽を

作ったのです。彼らは彼らの自作品または仲間の作品を互に恋ったり、改作したりすること

をしませんでした。

ところで、いま、われわれの番になって、どうして、それをしないのでしょう。そし て、

このようにして、多数のリュートのために密かれた曲をギターに利用するために加えないの

でしょう。

十五世紀あるいは十八世紀の中ごろのこの楽器は現在のピアノに相当するものであったと

いうこと、云いかえるならば、まあ万能の楽器であったという見方を失わないようにしなけ

ればなりません。

然し，この楽器はまた上品さをもっています。この楽器のおかげで、少しずつ楽器を完成

させて行ったのです。それが後になってソナタやンンフォニーとなって発達して行ったの

です。

これらの事柄は、ともかく、それを知らないという条件でリュートの文献をそのためにの

み独占しなければならないという理由はない、ということを示そうとするためです。

クラン ックの時代に リュートが認かれたのは十六枇紀です。この時代にはリュ ート は、ヨ

ーロ ッパのすぺての国を征服していました。そして、ほとんど 誰でもそれを弾いていま し

た。小から大に到るまで、 BenvenutoCellini, Leonard da Vinci, Henri ~'III，有名な芸術
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家も帝tも。といったような。

曲は二つの範乃に大別することができます。すなわち、声楽曲の改作、舞踏のための1th、

最後に、リチェルカーリと呼ばれる自由な曲です。次に挙げるのは舞踏の曲で、少しずつ、

たえず組合せの中に入れようと試みるこ とによって、 器楽の列の中に入るでしょう。

飯•も打名なのは、イ タリ ー で、 Dalza の tlll 、 彼は フレ ッ トーレやパヴァーナ、サルタレ

口あるいはリチェルカーリを・J}いています。

Francesco de Milanoは rィル ・ディヴィーノJと呼ばれ、その時代のリューティスト

の 1：に君臨しています。彼はじ冊のリュ ー トの本を公にしました。その中には美しい幻想曲

やテーマを展開させたリチェルカーリがあ り、また占楽曲の改作やダンス曲などもあります。

その他の人達も、多少まとまった舞踏曲やリチェルカー リや幻想曲を、ミラノの Borrono

やバ ドゥアの Rotta,Domenico Bianchini のよ う`に残しています。十六世紀の終りに

は VincenzoGalileiがいます。有名な天文学者の父で、フロレンスの同志Bardiの許に

しばしば現われました。それから HoratioVecchiはマドリガリストとして知られていま

すが、同様に LucaMarencioも居ります。ローマには有名な LaurencinusRomanusが

いてプザンソンの Besardによって「楽型」 と称されました。

てフランスに行ってみましょう。 最初の記譜法（タプラテ ュール）は Attaignantお

よび Adrienle Royによって公表されましたが、これはイタリーのより 、二十年ほど後の

ことです。然し、その水準はイタリ ーと 同程度に翡いものでした。

最初に名の知れているのは Albertde Ripeのもので、Francoisー枇や Henri二世に

よってf5く評価され、Baifと Ronsardが歌って居ります。それより後に、十六世紀と十

七世紀にまたがって、リュ ート の最盛期に Besardが居ります。彼も同様に、 前奏曲、幻

想llり、舞踏曲、宮庭の名楽などを苔き、フランスの歌謡を改作しています。それから Boesset

は優災な宮庭i包楽の本を十六冊あらわしています。十七世紀にはまた有名な DenisGautier 

が居り 、音楽家の共の王系の生れで、美しし、 Ninonde Lenclosの先生で、四つの組曲に

なっている舞跨の1IJ1を苫いています。次に、ドイツ系のフランス人で、Lesagede Richee 

ともう少し後に、Robertde Viseeが居ります。彼はルイ十四世の（リュートではなく）

ギターの先生で、その作品は、AndresSegovia が演奏していますので、忘れられずにつ

たわって居ります。

スペインについては、ヴィウエラ奏者 (vihuelistes)の一派について語らねばなりません

のでヤ六世紀にさかのぽりましょう。ヴィウエラはその構造はギターとよ くにていました

が、その和絃はリュートの和絃と同様でした。最初のタプラチュールによる楽譜はヴァレソ

ツアで1536年に発行されました。その作品は大歯楽家 DonLuis Milanのもので彼も少し

ずつ忘れかけられているのをもちこたえています。彼は伴奏付のロマンスや、純すいの楽器

の曲や、幻想曲と云ったように、多くの場合、単一のテーマによって宙いています。グラナ

ダからは Luisde Narvaezが出ていますが、彼は JosquinのlIIIや Gombert などの曲を

編曲して幻想曲や変奏曲を忠いています。これは最初の部類の中で典型的なものです。ア‘ノ

ダルンア出のその他の人では AlfonsoMudarraが居ります。許通の作品の他に、サフォ

風の旋律に和音をつけています。
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その他タブラチュールを使って杏いた人はたくさんいます。 Va}derrabano, Ramirez, 

Pisador, Miguel de Fuenllanaおよび Dazaなどで、この一派の最後の代表者たちです。

英国にも非常にすぐれたリュー トの一派がありました。楽臨はオルガンまたはヴァ ージナ

）レ（古い鍵盤つきの撥弦楽器。十五世紀末から十七世紀にわたってイギリスで流行したハープ

ンコー ドの一種）のように手鍵盤（クラヴィエル）のついたものでしたが。最初の、そして、

英国の音楽の全般的に云って最も有名であった人は JohnDowlandで、単純であるが同時

に高級なしかも、非常に特殊な魅力のある伴奏付の歌曲をいくつも蜜 いています。彼はま

た、舞踊の音楽も組曲にまとめたものを書いています。 これらの曲にはすでに、対位法によ

って書かれた音楽が少しずつ影をひそめ、和声の転回が使ってあります。

彼の同時代の人では Pipers,Thomas Morley（ツェ イクスピアーをひきつけたリュ ー

ト奏者）、PhilipRosseterなどがいますが、彼らはこの時代の英罰の音楽家特有の魅力を

もっていましたが、不幸にもこの魅力は外国からの大きな影筈のために早く失われてしまい

ました。

ドイツの殻初のタプラチュ ールは Schlichのもので、1512年に現われました。これは

リュ ート とオルガンの両方に向く竹品でした。次に HansJudenkuenig, Paul Hofhaimer 

が出ましたが、このこ：人はオーストリア生れです。後者は、ホラースの詩をリュ ー トのため

に四部で書きました。 HansNeusidlerは同時代の作者の上に君臨していましたが、彼は

同じく 、伴奏付の歌曲、前奏曲、舞踊曲などを也きま した。少し後になって Waisseliusが

出ま したが、彼もすぐれた音楽家でした。

十八世紀には、リュート は下火になりました。何故かというと 、リ ュー トは流行歌の伴奏

楽器と してしか使われないようになったからです。ティオルバ（大型のリュ ー ト）やギター

がこれに代って用いられるようになりました。然し最後にはギターだけが、重用されました。

これに反し、ドイツ系の団々ではリュ ート は過去の音楽と してずっと尊重されています。

たとえば Logi伯爵はオース トリアの貴族でしたが、大変な手腕で、リュ ー トだけのため

に、いくつかの組曲やその他の曲を杏きましたし、 Heroldとか Berhandizki などという

作家も輩出しました。

ドイツに於ては十八世紀の中頃、Falkenhagen,Kellnerまたは LeopordWeissなど と

『いう作曲家があらわれ、こ の中で、ヴァイスは勇敢にも J.s.バッハの生れ変りと称して、

六十曲以上の組曲を作曲し 、その上、パルティ ータ（古典組曲）あるいはソナタの形式でリ

ュー トの曲を書きまくっています。同じく 、レオポルド ・ヴァイスは、バッハと親交があっ

たと想像されるほど、彼に傾倒していたし 、多分そのためでありましょう。パッハのプレ リ

ュー ド、フーガおよび、フィナーレ、または、カント ー）レのために書かれたプレリュ ー ドと

フーガなどの四つの完全な組曲が残っているのは彼に負うところ大であります。これらの組

曲は、不幸にも非常にまれにしか演奏されません。然し、パッハの最も美しい作品として価

値のあるものです。

3
 

く32)



パッハは聖ジャンの受雉および狩式の詩の中のいくつかのパッセージの中にリュ ート を使

っていました。

H:tndelも同様に、リュートをいくつかのカンタータや、オペラやオラ トリ オの中に使い

ました。彼は同じく 、一つのスベイン風カンタータをソプラノと ギターおよびパスのために

いています。

いつも、アンサソプルまたは合奏音楽の領域の中に、Vivaldiのリュ ート のための トリオ

またはコンチェルトあるいはリュートとヴィオールのための曲を挙げましょう。また、

Boccheriniのギターのクインテット 、ディアペルリのギターとピアノのための二匝奏、

Haydon o)リュートを合んだクワルテットなども。

+}津紀には、いくたりかの大作曲家がギターを弾き 、またギターのために作曲していま

す。パリ音楽院の博物舘には、Berlioz や Paganiniがサインしたギターが残っていま

す。ベルリオーズはギターの隆盛時代に生きていたにかもかわらず、ギターの曲を一つも杏

いていません。バガニーニはこれに反し、ギターを含んだ四部合奏曲、ギター、ヴァイオリ

ン、セロのための二狽奏曲、ヴァイオリンとギターのための二匝奏曲、およびギタ ーと ヴ

ァイオリンのための二屯癸曲を害いており 、これらの組合せの端耕をなして居ます。

Weberは多数の歌曲をギターの伴奏付で古き 、また、ギターと ピアノのための二重奏曲も

；いています。Donizettiはギターを含んだ四箪炎曲を残しています。やがて、Josede 

Azpiazuがこれをわれわれに伝えてくれることをのぞみます。 Schubertもこの楽器に魅

力を感じ 、四狽奏曲の中に使っており 、また五十曲ほどのリードにも伴炎として使って居り

ます。

更にギターは十九世紀の終りに不遇な時代に造偶しました。これ反して現代では誰でも多

少は（多より少の方が多いかもしれませんが）ギターを知っていて、それを弾くことを習お

うとします。

このギターの復活についてはある程度、流行を追うという風潮もありますが、よい意味で

のアマチュアがたくさん居り ます。彼らはたとえばアンドレス ・セゴピアの弾いた曲を手に

入れて、観賞し、たのしむといった手令いです。

現在、 Rodrigo,Castelnuovo-Tedesco, Villa-Lobos, Hans Haug, Tansman, Por・ 

rino, Henri Gagne bin, Ponce, Torroba, Turina, Falla, Roussel, Webern, Samaze-

uilth.そのほか大ぜい、私は名前を忘れましたが、これらの作曲家が、あるいはコソチェル

トを、あるいはギターソロの曲をたくさん占いています。

さて、こう並べたてることは何と無昧乾繰であり 、たいくつなことでしょう。あなたもそ

うお考えでしょう。ごめんなさい。けれども 、私は何と多くの名前を、意識的にまたは無意

識に落したことでしょう。この他にどれだけ多くの作品が図因室の中で眠っており 、単に発

見されることだけをさえ待っていることでしょう。

これらの作品、知られたもの、忘れられたもの、よく知られていないもの、全然知られな

いもの、何年もの間、全然弾かれたことのない音楽は、何らとるすぺを知りません。
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天才をあらわす人、（この言鋲は強よすぎるとは思いません。）アンドレス ・セゴピアにわ

れわれはギターのルネッサンスを期待します。然しその尽力は一人の人に課するにはあまり

に大きずぎます。 （できるならば）彼のような人が大ぜいいて、そのもっているものをすべ

てこの小さな楽器のためにささげてくれる必要があるのです。

ところで、われわれの楽器のレバートリーを更新する このぽう大な作品ととり糾むために

は、われわれは何を期待したらよいでしょう。何故かといえば、このようなことを続けて行

くには、ほんとうに危険をともなうからです。ギターを忘却の彼方に羽く結果になるであろ

う硬化の危険、あるいは、現在、未来に於てジョルジュ ・プラサンス、あるいは、マリー ・

ジョゼー・ ヌーヴィルの小唄の伴炎楽器をつとめるに到らしめる危険があるからです。

そして最後に、何故私がこんなにも多くの紙をまっ黒けにし、あなたの忍耐心を乱用させ

たとお考えですか。それは決して、私の証拠む類に価値をつけようとするためではありませ

ん。（これは他面非常にささやかなものです。）然し、これは、ただ単に、あなたを単調さと

視野のせまさから引きはなそうとしただけに過ぎません。そしてこ のようにして、私の微力

な方法で、ギターの擁設に寄与するところがあれば幸と存じます。

『-•新するか滅びるか」一—

これはスペインの格言です。

各合奏団御愛用 日本ギター教授者協会推賎
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続 Segoviaの Lpジャケット解説 安 達 右
Yuichi Adachi (Tokyo) 

二十世紀になって演奏家が作曲家と分離して考えられる様になった蔭にはレコー ドの普及

と云う事実を忘れて考えることは出来ない。偉大な音楽家と云う概念がその作品によって遅

き出されていた十九世紀に於てほ恐ら く今日 のハイフェ ッツやカザJレスやセゴピアと云う存

在は成り立ち得なかったであろう。

何時も考えさせられることであるが Lpジャケ ットでレコーディングされている曲そのも

のよりも演奏者の紹介が大々的に取上げられているものにぷつかる と解説者の意図が奈辺に

あるのか諒解に苦しむ場合が多い。

Segoviaの Lpジャケッ トはこ の諒解に苦しむ方の傾向にあった。どの様な経歴を持った

油奏者であるかは勿論或程度知識が欲しいけれども 19xX年には何処に演奏旅行をしてと云

う事が紙面の三分の二を毀している事になると其処に吹込まれている曲はセゴピアによって

演奏された と云う事のみで片附けられて了ったことにな り、パッハ等を崇敬しているレコー

ド鑑宜家の好みに合はなくなるのではないかと危惧したくなるのである゜

Decca盤 D19832ではこの点大いに我意を得た解説である。 こ.1.で璽きをなしているの

はキ ヂァ ーナ室内柴団 と頂奏したテデスコの作品 143番であるが珍しくテデスコ自身の箪で

口作を紹介し てある。以下がその訳文である。

0私のギ ター五祖奏曲

A note on the guitar Quintet by the composer 

アンドレ ・セゴピアはギ ター曲の作曲について私に霊感を吹込んで呉れた人である。事実

私は1932年ヴェニスの国際ほ楽祭で彼に初めて会って以来鉗年彼の為に新しい作品を沿いて

いる。之等の作品の中で最も成功を収めたのはギターコンチェ ル トニ長調であっ た。尤も戦

争でセゴピアと離れ離れになっていた関係上、彼によって初油されたことを耳に したのはか

なり後になってからであったが。

1950年セゴピアがロスアンゼルスに演奏旅行に来た際ロスアンゼルス音楽党の支配人アル

フレ ッド ・レオナルドが彼に来ンーズンのギ ター室内楽演奏会に出演の交渉をした。その時

セゴピアは室内楽の分野ではレパー トリ ーが非常に限られているからと云ってその招待を

断ったが私が彼の為にギター五軍奏曲を作曲すると云う条件なら出演してもい .1.と云ったの

であった。

私は直ちにギター五重奏曲 op.143の作曲に取りか .1. り‘―ヶ月足らずで完成した。

(1950年の 2月7日から 3月 5日）これがロスアンゼルス音楽党でセゴピア とパガニーニ四

重奏団とで初演されたのである。

これは私の多くの他の作品と同様施律的な物静かなもので、新古典派を思はせる部分もあ

れば新ロマン派を思はせる部分もある。殆どがンューペル トの肌合を以て嘗かれているが、

ンュ_,___ベル トは私の最も愛好する作曲家なのである。全四楽索中第一楽章はきちんとしたソ

オタアレグロの形式で内かれ、第二楽章は荘厳な緩徐調で抒梢的でスペイン風な低音を持っ

ている。 （第二主類はスペ イン の印象となっている）第三楽究は行進曲風の急速調で二つの

トリ オを持ったスケルツオとなっている。終楽章は熱梢的な急速調で華蜀な対位法的手法を

持ってむかれたロンド形式で第二主題は再びスペイン風に忠かれている。

かう並べる と何処がセゴピアにとって打ってつけの処かが分らなくなるであらう。

ギターの五菫奏曲は決して少くはなく 、ポッケ リーニの様に Lpとなっているも のもある

が、セゴピアが私が弾くべき五拓奏曲が見当ら ないと云っている のは注目に値する言築で、
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それ丈にこのテデスコの五重奏曲はセゴピアも自信を以て吹込んだものに違いないのである。

ギヂァ ーナ五重奏団と協演しているのであるがこの室内楽団については次の様な紹介が掲

げられている。

0ギヂァ ーナ五重奏団

この室内楽団はヨーロッバに於ける著明なも のの一つに数えられている。これは1939年有 ↓ 

名なンエナのギヂァ ーナ音楽院の五人の若いイタリーの音楽家により作られた。この数年間

ごの五箪奏団は伊 ・ 独 ・ 澳 ・ 英 • 仏 ・ 和 • 西の諸国で一千回以上の演奏会記録をもち 、 又ヨ
ーロ ッパ各地の小さな音楽祭にも出演している。最近中南米に演奏旅行をして大成功を収め

た、こ の室内楽団0)レパート リーはイタリヤの古典物から現代作曲家の作品に及ぷ泡大なも

のである。

この紹介文に見られる通りキヂァ ーナ五重奏団が最近アメリカに演奏旅行をした際このレ

コードを吹込だものとはれる。

この Decca盤は第二面に 6曲収録されている。このうちピリア ロポスの二曲は既に日本

盤になった二つのエチュードである。この他は、ハウクとスクリアピン及びリョ ーペットで

あるが選曲の傾向は洵に枯れたセゴピアを連想させるに充分である。

OAlba and Postlude Hans Haug 

ハウクは1900年の生れでスイスの有名な作Ith家並びに指揮者である。彼はスイス及びドイ

ツで学び、数年間ジュネープのロマンド放送管絃楽団及びチュリ ジヒのスイス放送管絃楽団

の指揮者をつとめた。現在はロ ーザンヌ音楽院の音楽理論教授であり 、スイス、イタリー、

フランスのオーケストラの客貝指揮者でもあるc彼は又多くの作品で知られて居り合唱曲、

オーケストラ曲、室内楽1111、協奏曲、歌曲等がある。之等はヨーロ ッパではかなりの成功を

収めている。こりこ吹込まれた二曲は何れもセゴピアの為に益かれ献げられたものである。

OLe Mestre Llobet 

この美しい民謡はカタ ロニア地方のメ ロディーでありスペインのギタリス ト、ミグエル ・

リョーベットによってギターに編曲されたものである。リョーベット (1875~1938)はタル

レガの弟子でヨーロ ッパ及び南米でよく知られた第一人者である。 1915~17年にアメリカに

も油奏旅行をした。

OPrelude Scriabin 

これはセゴピア自身の編曲にか .I.るものである。アレキサンダー・ スクリアピン (1872~

1915)は有名な ロンア のピアニス ト並びに作曲家で数多 くの素晴らしい小品を残している。

これは彼の小プレリュー ドからとられた。

oTwo studies. Villa-Lobos 

ピリアロポス (1887~ ）は自身がギタリストで彼の作品を見ると楽器に対する広範な

知識が窺はれる。こりこ吹込まれたこの練習曲は12のプレリュー ド集からとられた 8番と11

番で親友のセゴピアの為1929年パ リーで作曲したものである。最初の 8番もさうであるが、

より一栢考えて作られた 1番などは演奏上の技巧的な難しさを緩和し技巧的な難しさより全

体としての音楽的構成を重んずる作曲者の狙いを単的に現はしている。

これで Decca盤は九枚を紹介したこととなるが、十枚目として DL-9794masters of 

the guitarが既に発光されている。 これは既に日本盤として出されたソ）レ、夕）レレガ傑作

集と同じものと推察されるが入手してみて何か目新しい事があれば紹介したいと思う。

外誌の報ずる処によればセゴピアは最近使い慣れたハウザーの楽梱を換えてハウザーニ世

の作の新しい楽器を使用する ことにしたと の事でその成果も知りたい し、最近は南アフリカ

に足を延ばしたことも報じられている。最早 Lpのセゴピアも聞き飽きて来た感じもしない

ではない。何とか近い将来、生のセゴピアを聴きたいものと思う。 （完）
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Jiro Nakano 

―〔新人の登用•J--

我がギター界に於いてもこ i数年の間に数多の新人が接頭し、その技術的水準は戦前とは

煕段の相異を示していることは誰しも認めるところである。にも不拘ラジオ、テレピ等の公

共機関に登場する顔振れは略決っているのでギター界の実梢はギター界の人々のみの知ると

ころで却々一般の人達の知るところとはならない。我々としては少くとも公共機関の担当者

くらいは実桔を知って公平に採用して貰いたいのであるが、共処には色々な壁があって思う

に任せない。担当者の立場、責任、先輩の大切な戦場等の問題が絡んでくるので岡単ではな

いが私が望みたいのは、ギター側の人が新人の登用を阻まないようにして貰いたいことであ

る。芸術の世界では策謀術策によって地位地盤を確保しようとする等は愚の骨頂で、遅かれ

早かれ其の人の持つ芸術的価値によって決定されるものなのであるから、徒らな野望に駆ら

れることなく 、各その分を弁えてギター界全般の向上に役立つ有用な人になって頂きたいと

思うのである。

ー一〔自信と自惚れ〕――

演奏家は須く自信を持たねばならないが、それが端から見てどうにも自惚れとしか受取れ

ない場合は滑桔なことになる。演奏家としての優劣は其の演奏家自体が決めることではな

く、共の演奏家以外の多くの人々によって自ら決ってくることなのであるが、この自ilJJの理

が解らない演奏家が間々あるように思う。或る演奏家の説を拝聴していると 、結局自分の演

奏が一爵俊れているのだとゆうことに帰着して了ったり 、自己の浙奏の釈明を しなければな

らないとゆうのはtiりない。一つの失敗は其後の数回のよい浪奏を以ってしても容易に消し去

ることが出来ないことを思えば演奏家たるものは例え如何なる条件のもとにあったにせよ一

つ一つの機会を大切にすべきものである。又私の過去に巡り逢った演奏家（一般音楽）では

製れた人程其の機会、場所、仕事の軽重に不拘全力を傾倒していた。出来ない人が軽い仕事

に対して軽くあしらうのを見ること程苦しいことはない。

― 〔一般音楽との交流〕＿

プロの世界の厳しさとゆうものは本来なればアマテュアとても変りないわけのものである

が、ギター界は温室育ちとゆう感が抜け切れないのは私のみの僻目ではないと思う。この点

映画区楽、放送等によって他の音楽と直接接触した人達は独りだけの世界で見過ごした或は

気付かなかったものを色々と身に付けられた筈である。之は勿論演奏の芸術性を云々する以

前のことに付いてであるが、斯うした経験によって大体自信の哀付けが為される。この目に

逢っていない人達の自信は往々にして危険を2.＃んでいて事実演奏に欠陥を暴露して、而も自

身は気付いていないとゆう結采になる。従ってギターだけの世界で自信を付けてきた人は、

他動的に否応無しに反省させられる機会が無いので益々自信の上捻りを重ねて遂には救い難

い状態になる。私が言わむするのは、ギターだけの世界で勉弧していては駄目だと言うこと

ではなく 、演奏上の欠陥が他の 音楽而との接触によって早く焙正されるとゆうことである。
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― 〔埋もれ た宝〕――

私は先日上京の機会にマンドリンの方の大先1位である田中常彦氏にお目にか .I.り無胞七時

間もお話を承ることが出来た。既に白髪窟顔その柔和な面差しに接して、私は自分の歳も忘

れて時の流れの早さをしみじみ感じた。この頃は物忘れが烈しいとか頭がポケたと自身に言

われる様子が如何にもそうらしく 、正直私も本当にボケられたのではないかと疑ったくらい
である。氏が前後十年に亘る在伊中の出来事、更に渕って脳応在学中 SarcoliIを中心とし

たマンドリンに関した事柄等が初めは年月が前後したり 、凡てが苅面の中に所在をつきとめ

る様子であったものが、聴手の私が質問を出す度に次第に明瞭に浮かび上り果ては眼の輝き
も次第に増して時の経つのも忘れて了った。私が今更ながら驚したことは氏が得難い経験と

激しい勉強をした人であり且つ深いとゆうことであった。手繰ればその糸はどこまで続いて

出てくるか解らないのである。一例をとれば其の日丁度比留間絹子女史の Munierの第一

コンチェルト の放送があり 、お互に聞き洩らしたのではあったが談偶々その事に及び「あの
楽譜はどうしても一•小節印刷が脱落している所があるとしか思われないのに、どうゆう風に
演奏されたか知らん ？」と独言のように一言洩ら しておられたのでも窺われる。誰それの

ピックの持方、或はピ ッキング、ピアニッンモの和音の トレモロ、 三連音の例え ようのない
美しさ等の技術面のこと 、さては Calaceと毎日のように四重奏を錬習した時の様子 Rocco
ゃ Morlacchiとの交り、 Nizzari の主催したコンクールに登楊した人達の出来栄え等事細

かに記憶しておられポケた等とは飛んでもないことである。当時氏は既に Munier教本等

の不備な点も知悉しておられマンドリン以外の登料を渉猟して勉学に資しておられたのであ

る。活動しておられない現在では、凡て斯うした貴重な体験は埋もれたま .l.l'C.在り之を引出

す人も無ければ、そ うした事実が在った事すら知らない人が多い。旺であった当時向うの土
を踏むこともなく多年この音楽に取組んだ者にとっては氏のお話は又と得難いものであった

が、斯うしたことを生かす方法を我々後輩はもっと考えなければならなし、のではないか。氏

の眼から見た現在の斯楽等への感想は、い くら屈々演奏会が開かれたにしても極めて底の浅
いものに写るに迎いないと思われるのである。事実浅いには違いないが行う以上もっと真剣

に進歩を目指さねばならない。十年一日は愚かむしろ退歩していると言われても之を反撥す

る事実を挙げる ことが出来ない現状である。

― 〔テムポ感〕――

Violinistで余りに演奏に神経を使い過ぎたのが原因でパセドー氏病に力心り半年程療養

した私の知人がある。その人は毎朝聴くラヂオ体操のピアノが諒解に苦しむ演奏をするのに

悩まされた。とゆうのはどう考えてもあり得べからざる譜割に演奏していたとゆうのであ

る。急ぎ気味の人、ねばり気味の人どちらもいけないが、過ぎたるは及ばざるに而かずかま

だねばり気味の人の方が助かる。然しそれとは別に譜割の変るのを境目にしてテムボがその

都度揺れるのはどうにも未熟を感じさせる。断うした訓線がギター界の人々には行届いてい
ない。未知の曲でも之に出逢うと忽ち解らなくなって了うものである。之は必ずしもテムポ

を正確に弾くとゆうことではないが、そ うゆう所で欠陥を暴露する人は正確なテムポで弾こ

うとしても未だ弾けない人なのである。そうゆう人が大家の演奏を模倣すると飛んでもない
ことになる。あらぬ所にテムポの空白が出来たり、演奏技術上の都合でテムポか犠牲になる

と音楽そのものがこわされて了う。

，
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• I 

ギヤヴォテイーの［セゴヴィアJ
Gavoty: Andres Segovia 

松本太郎

S. Konishi 

阿部保夫君がギター協奏曲を弾いた夜演奏会場で邸橋君からきれいなセゴヴィアの小冊子

を渡された。兄ればそれはベルナー）レ ・ギャヴォティーがテキストを告いた本と写真集との

中間を行ったものである。大きさは週刊雑誌と匠ゞ同じ位でテキストの本文は相当大きな活

字で印刷されたのが10頁でそれが全部jiis号と一つ飛んで前の号の 2回に高田三九三君によっ

て本誌に訳祓された。その他にセゴヴィアが1954年12月20日附でニューヨークからギャヴォ

ティーに出したスペイン語の手紙のマニュスクリプトが写兵に撮って載せられて居り 、それ

が二頁を取って、その後にそのフランス訳が出てゐる。それに続いてセゴヴィアの略歴と彼

の主なレコードの表が各一頁ある。そうした文章や表の裏側が全部セゴヴィアの写兵になっ

てゐる。一頁一杯のものが 9枚、一頁に 2図のものが 6頁、4図のものが一頁で合計25の写

其が出てゐる。非常によく撮れた写其で印刷も鮮明で趣味がいぃ。

この本はスイスのジュネーヴで出版された「大演奏家」というンリ ーズ中の1冊である。

他に如何いう油奏家がはいってゐるかは知らないが、現代の音楽演奏家、声楽家の中の有名

人を選んでテキストはこれも打名な評論家が分担してゐる事と思はれる。というのはギャ ヴ

ォティーの名の後にはフイガロ紙の批評家と丈しかむいてないが、この批評家は現在フラン

スの音楽評論界では最も有名な、最も活動的な、いば花形の一人であるからである。彼は亦

ナポレオンの廟のあるサン ・）レイ ・デ ・ザンパリッド寺院のオルガニストとしても知られて

ゐる。カトリック教国のフランスではこういう有名な寺院のオルガニストは一般に敬意を持

たれてゐる。彼は新聞の批評襴を担当する他、著述や講演でも有名である。邦訳の出てゐる

オネゲー）レの「私は作曲家である」はオネゲールとギャヴォティ ーの対話であるが、彼はオ

ネゲールから話を引き出す役目を勤めてゐる。その他にも何冊かの著店がある。がそれ以上

に彼が知られてゐるのは音楽講演者、解説者としても 、講荻会に音楽会に、放送に非常に頻

繁に出てゐる。

芯田君の翻訳を読んだ多くの人は彼が甚だ持って廻った様な店き方や物のし心方をしてゐ

るのに気が附くだろう。読みにくいと思う人もあるだろう。所があょいう忠き方や考え方が

フランスの物を由く人のやり方なのである。直戟的に、卒直に、端的に表現しないでふくみ

を持たせ、デリケートなユニアンスを持つもの いハ .I.方（従って考え方）をするのが多くの

文迂を心く人に共通なやり方なのである。そういう文章で直説法では出せなし様な細かい考

ぇゃ事柄やを述べるやり方が昔からフランス人の一つの傾向になってゐる。そう考えて読ま

ないと変手古な文章だな という事になってしまう。その点一寸御注意申上げて四き度い。

さて写真はギターを奏ってゐる所が11図でその中の 1図に彼の家の音楽室で厚い本二冊を

足台にして奏いてゐる彼の後方にはベピーグラ i/ドらしいピアノがあり 、壁には）レノ ワー）V

の女の絵とも 1枚現代フランス画家の作品らしい静物の図がかいて居り 、マントルピースに

はオネゲールの万：真が立てかげてある。 （セゴヴィアはジュネーヴに反く住んで居り 、オネ

ゲールはスイスの作曲家である） 1図には非常に難しそうなコー ドを押えて指が而白い形を

してゐるのが万：ってゐる。少年時代の写真を眺めてゐる図や、読古中のや糾習が終ってマド

ロスパイプをくわえて突いでゐる所、ギャヴォティーと並んで居る所、ピイラロポスとこの

本の写其全部を撮影したロジュ ・オーエルと三人並んでゐる所、パイプに火を附けて居る所、
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一人食卓に向って葡萄酒のグラスを上げてゐる所外襟、套巻きに帽子を眼深にかぷっていざ

出かけましょうという所等とりどりに面白い。最後の 4図一頁の中にはギターを奏く若いセ

ゴヴィア の絵にイタリアの文梨ダヌンチオが1932年の日附で講評を書き附けたもの、マヌエ

ルデ ・・ ファリアと食事を囲んでゐる所、大きな鼻眼鏡をかけた若い所 (20オになるかなら

ない頃のらしい）それから1935年に藤田嗣治の描いたスケッチが載ってゐる。

これ等の‘与真を見ると昭和 4年に来朝した頃から見ると流石に年1:ま相当取ってゐる感じは

勿論あるが、それにしては思った程は変ってゐない。私は武井守成氏の好意で彼が帝劇で独

奏会を開いた時インターパゥルに彼に紹介されるという好運を持った。その時彼は35オだっ

たが、その頃からでっぷりなってゐた（然し少しもたるんではゐなかった）握手したその手

は大きく肉附がよく 、暖だった。顔も大きく 、豊顔だった。一番目に立ったのは顔色が一般

の欧洲人の様に白色ではなく 、所謂あから顔という奴だった。スペインに行った事がないの

でよくは分らないが、確かにこれはスペイン人の顔色に違いないと私は思った。その前パリ

でプジョールに会った時その顔のタイプも顔色もよく似てゐるのでそう私には思はれた。武

井氏がイタリー語で紹介して呉れたに対して私がまづいフランス語で挨拶する と 「お .1.あな

たはフランス語話せるのか」と半分謡外そしに、半分嬉しそうに彼はいった。それから少し

計の彼のバリ訪問の事やその時パリに居なくって聴けないのを残念に思った事等話して引上

げたが、その時彼のものごしがのっそりとしてゐてよくあんなにデリーケートで敏蔽な演奏

が出来たものだという気がした。あんな太い指がよくあんなに敏活に動いたものだとも考

えた。そうかと忍うと一こと二こと話して居る中に急に界歌を唱い出すというのん気さで私

達を慾かした。

その頃から見ると彼の写真は少々たるみを見せてはゐるし、頭髪も大分白くなっいはゐる

が全体としては余り老いを見せてゐない。尤も考えて見ると彼は未だ61オだからそれが当り

前なのだ。それにしても彼の活動は随分長いような気がする。何となく コルトーやJレーピン'

ステーンよりも長い事活動し居る様な錯党が起きる。尤も伝記によると彼が外国に活動し始

めたのは1924年というから、もう33年活動を続けてゐる訳だから、 長いと感じるのは当然だ

ろうけれどもコルト ー達の活動がもっと長い事をはっきり知ってゐるにも拘はらず、セゴヴ

ィアの方が長い様な気がするのは如何した訳だろ うと私は自問する。尤も彼が日本に来たの

は国外活動を始めてから 4年目の事だが、彼が日本に招かれたのは既にその時欧洲でも有名

になってゐた為だったに違いないp そうすると彼の盛名は外国活動開始前から国外に問えて ＇・＼．

ゐたのかも知れない。それにしても今年80オになったコルトーの方がずっと前から活動して

ゐる訳である。それにも拘はらず如何 してもセゴヴィアの活動の方が長い様な気がするのは

如何した事だろう と不思議な気持を抱きながら又してもセゴヴィアの色々にポーズした写真
を繰り返えし私は眺めて時の過ぎるのを忘れるのだった。 （三月十日午前五時）

(12頁より）

主催

後援

協校
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日本ギター教授者協会

日本ギター芸術協会 九州ギター音楽協会
アルモニア 日本プレットロ協会
月村ギターグループ、大阪古典ギター協会、大阪ギター協会、山
内ギター音楽同好会、田中スペインギター研究所、中川ギター研
究所、関西ギターグループ、黒島ギター音楽研究所、京都ギター
音楽同好会、京都ギター音楽研究所、田村ギター音楽研究所（名
古屋）、岐阜ギター斉楽研究会、神戸ギター芸術愛好会、姫路ス
ペインギター同好会、岡山ギター協会、熊本スペインギター研究所
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第四回日本ギター音楽コンクール応募規定

時

所

格

別

曲
即

日

場

汽

種

課

昭和32年 5月26日（日）予選午前 9時30分 本選午後 1時30分

大阪I|j天王寺区夕協丘会舘

一切制限なし

ギター独奏（絃はガッ ト又は夫に準ずる絃を使用する）

「メヌエ ット」ヴァンホー）レ作セゴピア編（希望者には一部金 50円〒共頒布す

る）

独奏曲ー曲として約 7分以内とす。但し流行歌ジャズの類及びフ ラメンコ奏法

を主体とせるものを除く。

月村嘉孝、中野二郎、長井吝、肱田光彦、吉村一夫（五十音順）

（但し事故ある節は N.G. K.K.委且にて選出する）

策三位迄とし次点者も公表する（但し該当者無き場合は空位もあり得る）

第 一 位 宜状 N.G.K.K．杯近藤恒夫氏作品献呈

特宜 夕）レレガ顔像（中村輝氏作）岐阜ギ ター音楽研究会寄賠

（但し一位に特共の該当者無き場合は次回へ持越す）

第二位牧状九州ギター音楽協会杯近藤恒夫氏作品献呈

第三位箕状 日本ギター芸術協会杯

次点 N.G.K.K.奨励宜（ア）レパム）

タ）レ Vガ顔像（卓上飾り非売品を参加記念品として及び其他に副賞も出場者

全且に脳呈の予定。

金500円

任意の用紙に氏名、生年月日 、性別、職業、ギターに関する略歴、使用ギター

名自由撰択曲名及びその作者を明記し 、参加料を添えて左記へ申込まれたし。

大阪市生野区林寺町五丁目二四八（市電クダラ停西の辻北入）

日本ギター教授者協会コンクール実行委貝会

締 切 4月15日（当日の消印あれば有効）

其 他 1、 入貧者は当日ラジオ放送に録音又は放送される予定。

2、 予選の油奏は課題曲のみとする。

3、 演奏順序は当日本人の抽徽により決定する。

4、 第一位入買者は次回より応経は出来ない。

5、 地方よりの参加者の宿泊は本会で斡旋する「関念ホテル」一人、一泊につ

き700円（食事別）より希望者は早い目に申込まれたい。

6、 コンクールの参加者名簿及び当日の詳細な予定は締切り後に発表する。又

はギター芸術誌第七号にも掲載する。

7、 参加出場者の付添者は一名限り 、付添者の入場には指定の章布をお渡しす

る。

8、 応募者には必要事項は直接通知する 、其他不明の点は右記本会宛お問合せ

を乞ふ。（要返信料）

自由曲

審査且

入

共

宜

品

副 品

参 加料

申 込

（以下11頁に戻る）
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左 MathildeCuervas 右 Prof.Emilio Pujol 

ドニア、マチルデの想い出

昔、アルモニアの添附写真にドニア ・マチルデの若い美しい姿のものがあった。又、未来

r．理想を視つめた射るような眼姐士年のプホール先生の与真も見たことがある。

マドリードに箔いて1:ilもなく 、パルセローナに先生御夫妻を訪ねたが、その頃はもう棉iち
たりた老夫帥であった。しかし御二人とも壮年の頃の而彩を、そのまり伐していた。

ドニア ・マチルデは払が持参した絹の赤いマフラーを首に巻いて若い娘のように、はしゃ

ぎ、これをリスポンに持って行く のだと喜んでいたのは昨Rのことのようである。

プホール先生のレ ッスンが終ってから 、ドニア ・マチルデにフラメンコをきかせてくれと

ねだったことがあったが、不自由な手でマ ラグーニア風なものをひいた時のプホール先生の

喜びようは一通りではなかった。手足が不自由になってからは、全くギタラから遠ざかって

いたようで、私が我儘を言わなかったら 、恐らく ギタラを持つことはなかったであろうし、

あの時が最後の油奏だったかも知れない。

その後、数回マドリ ー ドで、又イ タリアで先生の御宅を訪ね、勉強させて碩いたが、先生

とドニア ・マチルデは、いつも御一緒であった。片ときも離れていることの出来ない若い恋

人のように必ず手をとり合ってパルセローナ、マドリード、リスポン 、パリ 、イタリアと忙

しい旅行を続けられていたが、先生御夫妻の 日常生活を通じて私は偉大な人間愛を教えられ

た。先生はドニア ・マチルデなしに一日も居られなかったであろうし 、 ドニアは 「エ ミーリ

オは完全な人間」だといつも敬愛していた。そして御二人の結びつきが、先生の芸術を推し

進めたのは疑いのないことで、 今 、 独り残された老先生がこれからたった御一•人でどのよう

に御荏しになるかと思えば胸をかきむしられるような悲しみを党える。しかし魂は、たえず

先生と共にあって先生とギタラを愛しつゞけていてくれると信ずるが、先に銘エマルセーロ

を失い、今、母のようなドニア ・マチルデの訃を知り、私の心は暗く沈んで浮かない。

は文及び写真提供 ・小原安正）
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左 IdaPresti 右 AlexandreLagoya 

昨年 7月7「lから 8月 2日まで、マルセイユから ・.I • IIIt 、 アルプス山樅の風光明眉な静か

な町 Aixで、 Aix-en・ Provence音楽祭が行われた。これが第九回目で、今では世界的な音

楽祭になっている。 7月24U イダ ・プレスディとアレクサンドル ・ラゴーヤ夫妻のギタ

ーニ頂奏の油癸会があって、非常な好評を博した。この写真はマルセイユの日刊紙 LePro-

vencalの記者が当 17会場で撮ったものである。

イダ ・プレスティはセーヌ河畔スレーヌに生れ、六オの時父からギターを習い、十オの時

パリのプレイエル楽堂で最初のリサイタルを持った。このデピューが大成功で十三オの時に

は国立音楽学校の油奏会とコンセール ・バードルウの独奏者として迎えられた。プレスティ

はこの名誉を担った最初のギタリストであった。プレスティはピゼー、ペルリオース、パガ

ニーニなどの百年祭に夫々迎えられてギターの真価を発揮した。溺来イギリス、オランダ、

北アフリカ、インドネジアなどに油奏旅行し、映画にラジオにテレビに多忙を極めている。

アレクサンドル ・ラゴーヤはエジプトのアレクサンドラに生れ、八オからギターを手にし

十三オでデピューして注目された。その後バリに出、ギターの友の会々長 AndresVerdier 

の援助をうけ、プレスティとめぐり合って結婚をした。この名コンビのギターニ重奏の演奏

会の最初は1955年で、この時以来布名になり 、1956年度はポルドォ音楽祭に客演した。
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左 GracielaE. Pomponio 右 JorgeMartinez Sarate 

昨年10月2011アルゼンチンギター協会主催のグラチェラ ・ポ‘ノポニオとホルヘ ・マルチネ

ス ・サラーテ (1) 渭i炎演奏会をきいた佐藤志智子女史は「このお二人は御火婦tcそうです。
そのためでせうか、実に よく呼吸が合っていて、俊雅な演奏は他に兄られぬものです。亜国
では勿論非常にイT名な二重奏ですが世界的にもすぐれたものと云えませう。」 とプログラム
によいて送ってきた。

夫君ホルヘ ・サラーテは 1924年プエノスアイレスに生れ、初めピアノを学んだが、後ギ

ターにひきつけられ、家族の反対を押し切りたゞ一人祖舟の理解の下にギターに尊念し 、プ
工ノスアイレス困立音楽学校に学んで大いに得るところがあった。

グラチェラ ・ホンポニオ夫人は1926年 5月25日プエノスアイレス郊外に生れ、幼少から父

の手ほどきを受けてギターを学び、後プエノスアイレスの国立音楽学校に学び、こいでルホ
ヘ ・サラーテと相知って結婚した。その後二人は四年llJJMaria Luisa Anido の教付を受

けた。

1946年にこの火妻を中心にギター五須奏団を組織し、各地で好評を博し 、1947年には文部

大臣から最蒻音楽穴をうけ、金メダルを授与された。 1949年に夫妻は初めギターニ煎奏の演

奏会を開いて空前の喝采の博し 、それ以来この終冠コンピはアルゼンチン楽壇の名物に加え

られ、1952年は文化大臣の推批で文化使節としてアルゼンチン全土に油奏旅行をし各地で好

評を以て迎えられ、大成功を収めた。

15 (44) 



左 VahdahOlcott Bickford 右 LarhMyron Bickford 

女性が年をかくすことは、東西を通じて変らないらしい。少くとも説1fする女流ギタリス

トの生年月日は、PhilipBoneの著書からは拾出すことが難かしい。イダ ・プレスティ 然り

ピックフォード夫人然り。

オルコット ・ピックフォードはノ ア`ウォークの生れで幼名は EthelLucretia Olcott と

云った。早くから楽オが目立ち九オからギターを手にし 、 一 時彼女の家に寄宿していた

Manuel Ferrerに師事してテクニックを晦いた。十五オの時ロスアンゼルスに帰り 、その頃

からギターを教えた。1914年秋カリフォルニアの演奏旅行でマイロソ ・・ピックフォードと知

合って1915年に結婚した。当時ニュ ーヨークに住んでいて盛んに活蹄し 、タウンホールのデ

ビュー演奏会には Giulianiの第三協奏曲 （絃楽五軍癸附）を演奏して好評を博し、その後

ツェルナー四重奏団と組んでポ ッケリ ーニやパガニーニのギター五重奏,u,を油奏して、アメ

リカに於ける初期のギター流行の地盤を築き上げた。わが国でも早くから ギター教本（作品

25番）の著者として知られ、その小品は好んで油奏された。

ツアー ・マイロン ・ピックフォ ー ドは1886年12月11日北米ペルモント のホワイテソハムに

生れた。今年71オという邸令である。幼少の頃からヴァイオリン、ヴィオラ 、マソドリソ 、

ギターなど色々な楽器を手にしたが、結局マンドリソとギターを以て身を立てることに決心

した。1915年オルコ ットと結婚し 、1923年に夫衷はロスアンゼルスに移住してハリウッドの

映画に出演したりし、同年アメリカギター協会を糾織して、爾来その将及向上に努めた。こ

れはアメリカに於けるギターグループの最初のものであり連綿として今日に及んで、毎月例

会を持って壮者をしのぐ活躍ぷりを示している。

1月19日の例会ではオルコ ット夫人が、武井守成作 「軒訪る秋雨」とアルモニア第17号添

附の Gascon作 「悩み」をアメリカ初演して好評を博した外、夫妻の二重奏は

Victor T. Arellano作 ヴィダラ

ランチート
A. Sinopoli作 ランチェラ

2月23日の例会に於ける夫妻の二重奏は
Ferdinand Rebay作 四つの小品
M. Biagi作 コルドパ（タンゴ）。
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阿部保夫君の協奏曲演奏 小西 誠

高橋功兄

二月二十日横浜の県立音楽iとで暫く振りに御目にか .I.れて愉快でした。フラウ御同伴で、

はるばる宮城県から御いでになった貴方の御熱心には何日もながら敬服しました。尤もそれ

は貴方に取っては単なる熱心以上の動機に基づいてゐる事は分ってゐました。というのは僕

も亦貴方の動機に近いものを持ってゐたからです。いや、僕丈ではなくギターに深い関心を

持ってゐる多くの人々は、大なり小なりそれに似た動機を持ったでせう。西は九州から北は

東北地方に至る都市から来聴した人のあった事が、それを語っています。いう迄もなく ー、そ

れはこの夜の阿部君の出演が日本に於ける最初のギター協奏曲演奏だったからです。

昭和 4年にセゴヴィアが来朝して、ギター演奏の本当の姿とギター音楽の本当の美を我々

に教えて以来約30年間に日本のギター界は少し宛であっても発展を続け、水準も次第に高ま

って来たとはいえ、ギターの油奏家、教師、研究家、学習者が可なり増えたとはいえ、ギタ

ーが一般肖楽の仲間入 りをし 、管絃楽と一所に演奏したり 、室内楽の演奏に基本楽器として

加えられたりする所迄は行かず、その独奏もギター界の中で行はれ、聴く人も大部分がギタ

ー界に関係ある人々に限られてゐたのは一つには全体としてギター界の水準が低い為であり

ますが、も一つはギターが一般の仲間入りをするきっかけ、機会が見出されなかった為と考

えられます。

所がそのきっかけが小船幸次郎君の好意によって始めて与えられたのでした。阿部君が小

船君の指揮する横浜交翌楽団の演奏会でカステルヌオヴォーテデスコの第一ギター協奏曲、

ニ長調、作品99を演奏する事になったのは、だから他の多くのギター関係者に取っても同様

僕に取っても大きな喜びで、期待に胸をふくらませた事はいう迄もありません。日本に於け

る最初のギター協奏曲演奏、それは全く memorableな出来事としはねばなりません。

然しこ の夜の演奏が、ギターが一般音楽の仲間入りをする事の出来るか否かの分れ目にな

るのではないかと考えた時、僕は演奏の成功を祈る心と一種の不安 とを感じないではゐられ

なかったのです。不安の原因は管絃楽とギターとの音のパランスに就いてと、も一つは阿部

君が上がってくづれはしないかという懇念の為とでした。

阿部君の演奏は僕は昭和24年にコンクールで一等に入賞した時と一昨年の帰朝演奏会と丈

しか聴いてゐません。然し同君が現在日本で最も期待す可きギタリス トの一人である事はコ

ンクールの時から感じてゐました。僕の今迄聴いた日本のギタリス トが音屈が少いという根

本的欠陥を持ってゐるのに対して阿部君は充分の音量を持ってゐた事と同君の演奏が音楽性

を持ってゐたからです。音量を持つという事は表現力を持つという事と大きな関係があると

思います。音紐が少くって而も表現力がある という事は、自分で奏いて自分丈で聴いて、ゐる

場合にはあり得るかも知れませんが（ないかも知れません）、 ステージで奏く場合聴衆には

働いて来ません。そして表現力のない、若くは乏しい演奏からは人を押え又は感動させる様

な音楽は出て来ません。然しこの点では、阿部君は始めから信頼感の持てる人と僕には思は

れました。

音楽性に就いても僕は阿部君には安心してゐました。音楽性のない演奏は演奏としてはゼ

ロです。所がそれを持たず、又持たない事に気が附かないギタリストが如何に多い事でせう。

この点で阿部君がい .I.ものを持ってゐるのは同君の大きな強味であると思います。
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テクニック 、メカニックの点でも僕は帰朝演奏会を聴いた時に手堅さを持ってゐるという

印象を与えられました。

といった訳で、そういう点では僕は不安を抱く事はなかったのですが、何しろ始めての協

奏曲演奏ですから阿部;[tが緊張し過ぎたり 、上ったりしてやり担いをしやしなし、かを懸念し

た訳です。何しろ聴いてるこちらが硬くなってかたづを飲んでゐる位ですから演奏する阿部

君は一附堅くなってゐたろうとは充分察しられました。税に第二楽蹂では阿部用が相当上っ

てゐるのを慇附いた人もありました。 ー一僕はぽんやりして気が附かなかったのですが。

も一つの問題は行絃楽とのパランスです。縮少された、 17人の編成ではありましたが、そ

れでも始まる迄はギターがそれに対抗し得るか如何が気になりました。そして事実第一楽立

では行絃楽が梢もするとギターの音を被っ てしまう傾向がありました。然し第二楽章以下は

大体としてギターの音が通り、む色の変化も明晰に聴き取れました。尤もホルソが時々大き

く際き過ぎた様な気がしましたが、それは楽貝が全部アマチュワである為ホルンの音を充分

に柔かに特かす訓純が出来てゐなかった為であるかも知れません。

曲は穏飩なスタイルと内容で出来てゐますが、さりとて決して古風な、平凡なものではな

く、旋祁、その他の音の扱い方に穏和な近代色が見られ、華閲な所や強いエキスプレッンョ

ンはないとしても落附いた、趣味のし心作品でギターを充分生かす様に杏かれて居りギター

のレバートリーとして女子もしい作品という感を与えました。そして阿部君はイタリ ー作曲家

特有の災しい旋律を基とする 、南欧の夜を思はせるロマンツァ風の第二楽音をよい感梢を以

て奏き 、ギターのテクニ ックと音色の変化を引たたせた、ロンド風のテンボの辿い第三楽租

を手に入った抜巧と難点のない解釈で演奏して大喝采を博し、第一・回のアンコールには第二

楽租を、第二回のアンコールには第三楽店を礼奏したのは誠に愉快な事でした。

僕は先にいった通り始めから 、この演奏によってギターが一般音楽の仲間入りが出来るよ

うになるか否かに最大関心を持ってゐました。そして聴衆のこの反応によって阿部君のギタ

ー協奏曲がこの交愕楽油奏会の聴衆を捕えた事、従って一般凶召楽フアンの鑑穴に堪え得る事

を知って大きな喜びを抱いた事です。これでやっとギターも一人前になったという気がした

からです。これは確にギターに朋るい未来を約束したといえるでせう。

唯一つ注意すr』Iきはこの演奏が日本で一番音符効果のし心神奈川県立音楽立で行はれたと

いう事です。ギターがこんないい効果を以て評いたのはこの楽堂だったからとも考えられま

す。音特効果の悪い楽営ではこれ丈のし心結果が得られたか如何かという気がしないでもあ

りません。が考えて見ると阿部君が帰朝演奏会を開いた日本廿年館のホールは案外し心音翌

で、ギターの特きに気になる程悪くはなかったと思います。だから楽党によってはギター協

奏曲が案外うまく行く所があるかも知れません。

次に伴奏オーケストラの問題ですが、横浜のは楽貝がアマチュワである為痒い所え手の届

く様には行かなかったのは当然で、楽貝が専門家であったなら音砿の加減がもっとよく行っ

てギター協奏曲としてもっとよい演奏が出来るという事も考えられます。

それにしても小船君がこの協奏曲を曲自中に加えた貢献と意義とは、我々ギターを愛する

ものから充分認められ、感謝されねばならないと、思います。小船君の好意とギターに対する

理解がなかったら何日になったらこういう椒会が到来し 、ギターが延びる端粘を掴む事を得

たか分らないでせう。我々はその事を何日迄も忘れないでゐませう。

19頁下段へ萩＜
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テデスコの作風 安達右

去る 2月20日阿部保夫氏に より初油されたテデスコのギターコンチェルトニ長調を聴いた

感想としてマンド リンオーケストラ界の重鎖岩井澄夫氏が「テデスコはイタリ ーの人と聞い

ていたが、あの晩の演奏を聴いて何かアメリカ的な感じを受けた」と云はれて．いたが、テデ

スコの作風の与えた波紋が慇じられて興味深かった。

イギリスの有名な音楽評論家 HubertFossが指摘している処であるが「テデス コの作風

は後期ロマン派のものであり民族調は全くないと云ってよい。スペイン抒情を出さんと して

居る風は見られず、若し何等からの影評があるとすればそれはむしろフランス風のものであ

．ると云えよう」と評しているが、之が矢張り前述のギターコ ンチェル トニ長調に与えたもの

である。

兎も角フランス風にしろアメリカ的にしろ、初めから何かにきめつけようとする聴衆を戸

惑させる処にテデスコの個性があり作曲者としての成功があると云えるが、テデスコ自身と

しては甚だ懐古的な感想を述ぺているのである。 1953年の彼の手紙に 「この曲は私がア メリ

力に帰化する前に祖国で作曲した最後の大作です。そして第二楽章はフロレンス丘に対する

哀しい別れの挨拶なのです」とある。

この手紙があっても矢張りギターコンチェルトニ長調については民族調が見られないとす

るのが至当なのであらう 、至当と云うよりはむしろ民族調を求めて得られなかったと表現す

る批評家の先入主を否定したい。本邦で初演されたこの曲に計らずも Fossと同じ様な感想

を耳にして興味深く感じたのである。アメリカ的と云うのはオーケストラのせいかも知れな

い、Fossがフランス風と云ったのも1柑そのものからの感じではなささうである。

これと対照的に感じられるテデス コの作品がギター五重奏曲である。アメリカに定住して

10年を経てから作曲されたこの曲は作曲者自身は盛んにスペイン風な主題を用いたことを強

調してしヽ るが、 Decca盤 DL-9832に吹込まれたものを聴くと第二楽章、第四楽章には何

となく民族的なものを匂はしているが、全体としては前述のコンチェルトより逃かに現代的

で後期ロマン派からもかなり離れている様に思はれるのである。

テデスコの場合スペイン風とはセゴピアヘの思慕であり 、その感梢から民族調が引き出さ

れるとするのはこの曲に限らず当を得ていないことである。テデスコ自身が如何に云はうと

作品を通じて見られる彼の手法は民族調を超えたものえと進んで了っているのである。たゞ

人間テデス コが心の中に祖国を感じているかも知れないと云う丈の事である。

邦人作品運動を提唱する人にこの辺の踏み違いのない様望みたいものである。ツ、ラ、

ファ、ミと云う音階を固執することの無意味さを想うからである。

18頁より続 く

所でこの手紙は御ー所にiもいた事を貨方に御報告するという可笑しなものになってしま い

ましたが本当をいうと敵は本能寺にあったのです。僕は資方3加の手紙の形で聴いた事、観た

、事、感じた事を読者に報告するつもりでこの手紙を魯いたという事は御分り頭けるでせう。

貸方や他の方々が街かれた事と韮複したり 、他少矛盾する事もあるかも知れませんが、その

点は御赦しを碩く事として不敢取日本に於ける最初のギター協奏曲油奏に就いて何か忠きま

せうと云った御約束を果たす訳です。
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中出阪蔵氏と 語 る 高 橋 功

T • こりこ名古屋の荒井史郎さんを前にし・て言うのも憚かられますが 、 海外の高級品は買い
たいと思っても、なかなか高価で吾々の手には入りにくいので、結局邦人製作家の良行な

ギターに期待するとこる大きいわけです。中出さんは経験から申しても 、技術から申して

も、その意味で一番期待されているわけなのですが、今日は製作上の苦心談という様なも

のをおき .I.したいのですが。

N・荒井さんが輸入された JoseRamirez は大変勉強になりました。福岡の岩橋先生、大

阪の縄田先生のラミレスを修繕させていたゞいたのですが、大いに参考になりました。

A・ラミレスは初め日本の湿気ということを考應に四かなかったので、第一回の輸入品の中

に少々狂いの来たのがありましたが、二回目以後は混気を考應して作ってくれましたので、

全然狂いがありません。でも 中出さんに直していたゞいて立派に修理出来て幸でした。

N • 阿部保夫先生の Vidoudez も 、 すっかり見せていたゞいて勉強しました。ピドゥデをモ

デルに して二、三作つてみ、阿部先生に弾いていたゞいてもう一歩だと申され内心非常に

安心し ましたが、次に同じ方法で固じ材料で作ったら 、これは駄目だといわれ、すっかり

蕗胆し ました。

T.同じ材料で、同じ技術を以てしても 、やはり出来、不出来があるわけですね。

N・手工品ですから 、出来、不出来はまぬかれないのです。

T・材料も外国のパリサンドル材などよく手に入りますね。

N・終戦直後は手持も不足で困りま したが、 今では十分持合はせがあるから大丈夫です。や

はり良列材に限ります。

T・米誌 GuitarReview No.16に出ていた例の Torresの分解研究など役に立ったでせう。

N・大へん役に立ちましたが、実は一番知りたかったこ とが魯いていないのです。

T • それはどういうことですか。

N・共嗚板と裏板の厚味です、これは大へん大事なことなのです。

A・英誌 GuitarNews最近号に EricV. Ridgeという製作家が「ギターの出来上るまでj

と題して魯いていますね。

N • あれも目を通しました。

T.どんなこ とが参考になりましたか。

N・例へば胴体の外形ですが、向うでは内枠の型で曲線を作り出 している ようですが、私の

ところでは外枠の型を使っているという風な点です。

T・向うの文献を色々調ぺておられると思ひますが、先年お借した R.Munoz; Technologia 

de la Guitarraなど役に立ちましたか。

N・小倉俊先生に訳していたゞきましたが、全部の訳はまだ出来ていません、ヴァイオリソ

ですと海外に実にゆきとゞいた文献があって、この通り私は型紙を作って、それに名エの

作の寸法など一々忠きとっておいて参考にしていますが、ギターではその様な文献が少い

ですね。

T・文献も大事ですが、やはり経験ということも大事でせう。中出さんがギターを作ってか

ら何十年になりますか。

N• もう 37年になります。
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T・大休何本位つくりました。

N・一寸見当がつきません、しかし昔は一ヶ月やニヶ月か .I.って一本仕上げて、それで何と

か生活していたものですが。

T • そうすると昔は一年にせいぜい十本位しか出来なかったわけですね、 今は。

N • 月に一本や二本作っていたのでは生活が成り ヽtちません。

T • 今は職人を何人位使っています。

N・息子二人と五、六人でやっていますが、勿論荒仕事をやってもらうだけで、仕上げは全

部払一人でやり ます。

T・どんなJレートで出ますか、例へば楽器店を通すとか、先生方の推枇や紹介によるとか。

N• それは先生方に紹介していたゞいて、出てゆく方がはるかに多いです。

T • 今までの快心の作というのは。

N • その時 、 その時これはい .1. 出来だと自分も思い 、 先生にもほめていたゞいていますが、

どれが一番よかったというのは、一寸思い出せません。

T • 新しいほど＂‘.I. わけですか。

N• そういうわけではありません。

T • Anidoか誰か言っていましたが、ギターの生命は十年位だ というのですが、

(N)・十年の寿命ですか。

T • いや私の言い方が悪かったのですよ。十年目位が一番い .I. 音が出るという意味です。

(N) • そうでせう 、 おかしいと思った。

T • Andres Segoviaは最近のリサイタルで又楽器をかえています、今度のは Hermaun

Hauserの息子の作です、ハウゼルも父子相伝の家柄となりますね。

(N)・荒井君がアルモニアに杏いてくれた Ramirez一門、あ.1.いう記事は海外でもなかな

か出ません。

T • /:1んとうに荒井さんのおかげで、アルモニアも海外に昇が翡いというわけです。たゞ誤

楢が多くて相すみませんでした。

(N)・ラミレスの楽器の写真を入れりばよかった。

N • 製作者だけでなく 、 製作課程といった風なものなら尚更私達の役に立つのですが。
T・小船照子夫人が昨日申しましたが、子供用のギターを中出さんにお願いしたのが、実に

音がい .1.と大へんなほめ方でしたよ。

N 私は一頃音紺を出す工夫をしましたが、今では音質に重点をおいて製作しています。

T 伊藤翁介さんのダイナミックギターも上等なのはあなたの手が加っているとじヽうことで

すが。

N・御相談いだゞいてお手伝ひしたことがあ りますが、名品はたしかにあります。

( N ) • 伊森さんは今でも銅鉄絃を使っておられるとき .1. ましたがほんとうですか。

N・ほん とうです。
T • まさか今時銅鉄絃の方がナイロン絃よりすぐれていると信じているわけでもないでせう

がね。

N・銅鉄絃でもこれだけの良さが出るとは思っておられるのでせう 、勿論銀鉄絃の質につい

ては色々研究して 、し心~ ものを使っておられるようです。
T • わが国のギター音楽の普及と向上は 、 演奏家と製作家の双府にあるのですから 、J ，ヤ出さ
んもどうぞ頑張って下さい。

註 ：（N）は中野二郎、Aは荒井史郎
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海外音楽雑誌抄 高 橋 功

QMusical America, Jan. 1 1957 

去12月10日音楽マネジャー Hurock の提供によるテレピ音楽祭のニュースが写真入りで

出ている。最初に歌劇 「椿姫」の第一秘は Victoria de los Angeles のヴィオレッタ、

Barry Morellのアルフレッドで好評。次いで黒人歌手 Marian1¥nderson の黒人孟歌三
曲、ArturRubinsteinのピアノ で Paganiniの主題による Rachmaninoff 作の狂詩曲、

そして次が AndresSegoviaのギターで Bachの曲。最後に歌削「BorisGodunoff」の最終

場面の主役は BorisChristoffで一時半の崇華なプログラムだった。 Segovia の活躍を多

とする。

QNeue Zeitschrift fiir Musik, Jan. 1957 

Das Musiklebenを改題したこのドイツの雑誌は1834年有名な RobertSchumannによ

って創刊された0.)だから 、百年 以上の歴史を持っているわけである。 この一月 号 添附に

Hans Werner Henzeの近作歌劇「KonigHirsch」の中の二つの リー ドが出ている。第一

曲の Canzoneはギター伴奏で、拍子記号もなければ小節の区切もない目新らしいもの。ギ

ターの取扱ひが又上手で手なれた手法であるのは、作曲家 Henzeがギターの知識と技術を

相当に持っ ていると思われる。ペルリンの BrunoHenze と兄弟か何かではないかと思い、

問合せている。
QFietted Iustmment News, Feb.-March, 1957. 

表紙にウ ィーンの Prof.Leopold Knollと出版社 Vinzenz Hladky の好意によって、

Beethoven と、その愛奏したマンドリンのスケッチが写呉版で出ている。内容は旧態依然

というところだが、主筆 Pettine の担当するマンドリン欄はさすがに有益である。前号に

つゞいて LeonMc Nierneyが TheGuitar, Darling of the masters「大音楽家達の愛

したギター」と題する好ましい諒みものが出ている。近 く本誌に訳出したいと思う。

QCivdad Vol IX, 1 1957 

Lerida の熱心な ギタリスト Juan Riera が時々送っ てくれる週刊文化誌だが、本号巻

頭に Granadosの回想記が出てい、 12頁には Matilde Cuervas 夫人の追仲文が出てい

る。ンエナに於ける Pujol夫妻の近彩も出ている。夫人は昨年12月急逝されたのである。

06 Saiten, 1/21 1956/57 

Luise Walker 女史のジュ ネープの国際ギターコンクールに於ける審査貝としての感想

がトップ記市をなしている。本誌前々号 JacquesBreguetの訳が とりちがえて、第一位無

く、第二位は ManuelCubedo,次位が AntonioMembrado となっていた。新作ギター

曲について諸君はどう考えるか、という設問を出 している。わが国では新作ギター曲の出版
など思いもよらないが、洵外では独壊だけでも Schott,Universal-Edition, Osterr. 
Bundesverlag, V. Hladky, Goll, Lienau (Haslinger)など名だたるもの数社を数え、フ

ランス、イタリア 、スペイン 、イギリスを加え、それに南北両アメリカを加えると一応ギタ
ー曲プームの感がなくもない。それに比ぷればわが国の新作ギター曲の出版などまこ とに多
々たるもので、新作えの批判などまだまだ先のことであるのは、よろこんでい .I.ものかどう
か。ギター室内楽 ll hの一覧表は 、 取り 立て 、 目新しいも のも な •いが 、 独壊ではギターを室内
楽器と して扱う ことに深い興味を持ってい、その点スペインでは独奏楽器としての進歩が著
しいのと対照的である。ギター室内楽コンクールなど .1.いうものがそのう ち行われない とも
限らない。
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QMusica no, 22 Janvier 1956 

パリのギターの友の会の会艮 Andre Verdier が、 この雑誌を送ってくれた。 Mozart 

の200年記念乃で、ア）レモニア誌に二回に韮って Segodaを訳叔した BernardGavotyが

トップ記事を也いている。 「岱楽の歴史」欄に E.Van Loo が、ギターの歴史を碧いてい

る。挿絵入り の好ましいもので次りに統いている。何れア）レモニア誌上に訳出紹介したいと

思っている。

OB M G Jan. 1957 

Bはバンジョ ー、 M はマンドリン 、G はギターの頭文字で、 ギター欄はクラツ ックが

Terry Usher.と PeterSensierフラメン コが MichaelM. Fisher で、その記事の内容

は至って低調である。前号に引きつ ゞいて FlamencoGlossaryフラメンコ用語集が出てい

るのが注目に値する。フラメン コ奏法は元来楽譜や文字では明確を期し難い ことなってい

る。従っ てこの用語集もいさ .I.か節略に過ぎ、舌足らずで、，意を尽し得ていない感はある

が、英米のフラメン コプームに乗った好ましいもので、そのうちアルモニアに転祓してごら

んに供したいと考えている。通刊 621妙で邸踏的にならなかったことが、こうも長統ざ して

来た原因であろうが、それにしてもいさ .1.か低調の隣は免れない。

QGuitar News No. 34 Dec. 1956-Jan. 1957 . 

Wiefrid Appleby主宰のギターニュースも通刊34号となった。 ManuelCubedoのジュ

ネープの印象がトップ記'JJでこれは入賞者の記録。それと 6Saiten誌の L.Walker夫人

の審在日の記市、並にア）レモニア前々号のJacques Bregnet の一聴集の記事を併せて読む

と、その印象は一[1はっきりする。若い Cubedo は言う 「今回のコンクールが終るに当っ

て私は、私のように一生をギターに搾げようという人逹に、どんなテクニ ックでもい .I.から

勉強と努力によって 、六本の絃から凡ゆる輝やかしい点を作り出すようにしてもらいたい。

そして来年度はギターの芍厳のために更に多く の参加者がジュネープに集り 、今年のように

ー等賞を逸するというようなことがないようにしたいものだ」と旺んな言を述ぺ、覇気を示

しているのは穎も しいことである。この外 MiguelAblonizが11'1：年度の ンエナの印象David

HermgesがII'|：年度のオース トリ ア国際省楽週l街の成采を伝えている。記'jiとしては、Eric

V. Ridgeの 「ギター誕生」 という製作体験談が、とくに製作家にはイI益であろうし 、写真

版に SidneyPratten火人と GretaWilliams夫人を並ぺ、背のギ タリストに敬意を表し

ているのが好ましく 、わが小介俊氏の近彩が紹介されているのもほ .1.えましい。この雑誌に

限らず、BMGも Dr,Boris Perott主宰の雑誌でも一様に JulianBream を直めた .I.

えている姿が好ましい。 一寸抜出ると杵んなで寄ってたかってやっつけてしまうような国

ではこの点を大いに学んでし‘.I.。勿論 Breamにはそれだけの実力があるに相追ない。それ

にしても 、秀出てたものをみんなで大事に育て上げてゆく 姿は炎しく汲やましい。

OL'arte Chitarristica No. 59, 60 1956 

59号では RemoRoveriと MiguelAblonizがII乍年度の→ンエナの印象を語り 、ア）レモニ

ア誌で紹介した Jacques Breguet がジュ ネープの感想を魯いている。外に Abloniz と

Federico Orsolinoが奏法について杏き、AugustoCesare de Moriの DuePiccoli Pezzi 

二つの小品が添附されている。やさしい好ましい作，’11110

60乃は巻頭に発刊以来十年の忠出を EttoreDesderiが因いているが、何と言っても会長

Dr. Giovanni Murtulaの「況代芸術の領向」が圧倒的にいぷ倫文である。絵画を論じ、

文学を語り 、音楽を述ぺる博学ぷり である。添附楽譜は本年度作曲コンクールー位入れ．のチ

ェッコの作曲家 StepanUrban作 Impromptu即興曲。油奏会用小品とし て好ましいもの。

(29頁へつづく）
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海外ニューズ

アメリカ：一
Castelnuovo-Tedesco は第-ギ ター協

奏曲の日本初演のプログラムを送ったら、
ことの外よろこんでくれ、関係者各位に茫i
々もよろしく伝えてくれとのこと。尚 4月
19[l出発、スペインに渡り 、しばらく滞在の
後郷里フローレ‘ノスでこの夏を惰噴する予
定とのこと。スペイン訪問が彼のギター音
楽に大きな収穫を齋らすことを期待する。

Rolando Valdes Blainはスペイン音楽
センター主催でカーネ •ーギ ー独奏会ホー ）レ
でリサイタルを持って大成功を収めた。彼
はテネン一 ・ウイリアムス作エリア ・カザ
ン演出の劇「現実の路」に出演したり 、レ
スリー ・スティブ．ンス作「闘牛」の音楽を
担当したり 、大へんな活躍である。

SMCが 4月10日に JackBuckingham 
の ElArte Flamencoを限定出版するこ

とになった。 ．写呉、関説、楽譜など盛沢山
の蛍蔀版で、英語、スペイン語で魯かれて

いる由。

イギリス：一
アメリカの JackBuckingham と呼応

してロンドン の Cliffard Essex 社で
Rafael Moralesの FlamencoMetbode 
for guitar上下二巻が発売された。 これも
フア‘ノグンゴ 8頁、ソレアレス14頁、マラ
ゲニア及びプレリアス各8頁という楽譜を
のせた大冊である。

昨年10月 Graciano及び RenataTar-
rago 父娘がロンドンを訪問してカ ニング
ハウスで独奏会を開き、更に BBC第三放
送、BBCテレピで Rodrigoのアランフ
エスt砧奏曲を放送した。テレビは音のパラ
ンスがよくなかったので成功ではなかった
という評が出ている。

本年 2月から 3月にかけてオランダのギ

タリス トDickVisserが歌手 Anneke
van Settenを同伴してロンドンを訪問し 、
演奏会を持った。 Boris Perottの評によ
ると 、色彩と言い、ダイナミックとい上 、
感心出来なかったし 、スペイン音楽の退却
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だ、と まで極言している。そしてロンドン
は新人を遇するに苛酷で、Paderewskiで
さえも ロンドン初演は不評だったと述べて
いる。そう言えばウィ ー ンの Ka~! Scheit 
も一昨年ロンドンではひどく悪評を紫っ
た。

アンゼンチン：一
プェノスアイレス在住の佐藤志智子女史

から昨年度のプログラムを一括して送って
いただいた。その余白に短評が出きつけて
あるので参考までにお伝えする。
4月10日 TrioMallo Lopez 

私の先生のト リオです。女性ばかりで、
時々 ラジオできけますが、日本の方々にも
是非おきかせしたいトリオです。去年は国
内の遠方に度々浪奏旅行されま した。

5月7日 G.Pomponioと ].Zarateの
Duo評なし。

5月26日 YolandaDavis 

地味な奏者で、丸味のある吝を出しま
す。大変小柄な女性で、よくあの小さ な手
で音が完全に出るものと感心します。

7月23日 MariaLuisa Anido 評なし。

8月2日 RicardoArandiga Paz 

議事棠近くにある銀行のサロンで、立派
なものです。失礼ですが、悪達者とでも云
いませうか、品が無くて残念でした。雨の
降った寒い日で、聴衆は二十人位でお気の

毒でした。

8月18日 RicardoZelaschi 

セラスチィは18オ位と思います。若手で
は一番嘱望されており 、賢実な演奏には誰
もが好感を持てます。ラジオでも時々演奏
します。 セラスチィの会はいつも泄員で
す。先生は MieheLone という方ですが
Lopez Ramosの先生でもあります。
10月11日 MariaLuisa Anido (Adrogue) 

アドロゲという街はプェノス近郊で、美

しい処です。汽車で40分位か Lりますが、

随分遠くから聞きに来た人もあります。中
学校のサロンで、席．が一番前でしたので、
迎指もよく拝見出来ました。終了後アニー
ド女史にお目にか上り 、日本語でお話もし
ました。 （下段29頁へつづく）
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国内斯界展迄

本誌執箪者，i:j田三九三氏はさきに「世界

の国歌」で好評を博し 、それに応えて最近

東京楽譜出版社から「枇界の歌」を出版し

た。その出版記念会が去 3月4Hレストラ

ソ・とうきょうで、杉田村雄氏の司会で行

われた。アトラクンョンに OST 有志の

伴奏による令嬢邸田佳恨子さんのツャンソ

ンなどがあって、盛会をきわめた。

NHK 第一放送午前6時40分からの時

間に時々マンドリンやギターの放送があっ

て楽しみだが、去 3月14日OSTの演奏で

「春のノスタルジア」（武井守成作）と「変

奏曲蝶々」（応橋八郎作） が放送された。

OSTは昔演炎者が多くその恨感にとくに

すぐれたものがあったが、現在の OSTに

はそのよさが少く 、強弱の表栢にも乏しい

ことが「呑のノスタルジァ」から感じら

れた。マンドリン合女には変奏ものが多い

が、高橋八郎氏の「蝶々」もその傾向の一

つで、服部正氏や堀清隆氏の放々の変奏曲

を知った後では特別な新味もなかった。し

かし各変奏のつなぎや対比に心がくばられ

てい、泊奏もそれを心得ていたらしく 、IiH
きばえがして楽しかった。

時間が時間だから望む方が無罪だが OST

と名乗る以上ー曲位は大もの（代表的）を

紺まれたく 、又放送局当事者も OST程度

のものをもう少し俊遇して適当な時間を与

え、マンドリン斉楽の普及と向上に協力し

て仕しい。と思っていた矢先 3月20日開局

記念特別番組に比留間絹子女史の独奏、比

留[Ulマンドリンアソサンプル及び東京放送

笠絃楽団伴奏でムニエルの「第一マソドリ

ン協奏曲」が放送されたのは有難かった。

比留間女史の演奏は申分ない。伊藤翁介氏

の編曲は大へん気が利いでし・たが、指揮に

於て、行楽器をもっとセープ出来なかった

か知らんと措しまれた。楽器のアンパラン・

スが気になった。マイクロフォンの位侶な

ど加減すればもっ ともっとし心効果を上げ

得たのではなかったか知ら。とに角 NHK

のこれを取上げた好意と 、比留間、伊藤両

氏の努力を多とする。

池ケ谷ー・£ill氏主宰の「展望」はすでに三

号を出し 、小池正夫、鈴木静一両氏を顧問

にして益々発展することが期待される。

玖島たづ子女史編渠の「ギターの友」も

4月で20号を煎ね、新人の紹介指芍に任じ

て居られるのは同炭である。

永田文夫氏を発行者とするツャソソン社

が本年一月から発行した月刊「ンャンソン」

はツックなもので、近く裔橋忠雄氏を中心

に中南米音楽友の会の機関誌が出るらしく

期待される。

中西義郎氏主幹の「中南米音楽」も漸く

立直って新鮮味を取り反したことはうれし

し‘0

NHK 新聞は「50人の名演奏家欄」を設

けて毎号 1人づ .1.‘名旗奏家を紹介して来

た。 3月17日発行の 377号にセゴヴイアを

取上げてくれたのは有難いが、文中「フラ

ンコ政府にタテついて故国をはなれ、二度

と帰国していない」とあるのはチ トひどす

ぎる。こ .1.二、三年つゞけて婦国している

のだし、今年は故国でセゴヴイアの伝記映

画さえ作られようというのである。

．． 

ギ ター
ヴアイオリン 製作家 中 出 阪蔵
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マンドリン界の現況 高 橋 功

ギター界の稀にみる隆盛に押され、その影にかくれて、マンドリン界の動きが一見哀微し

ているように思はれるが、私はそうは思はない。次にあげる数々のニュースがそれを物語っ

ている。

1月17日（木）夜と18n（金）及び20日（日）の午後の二回に互って Bernsteinの指揮する

ニューヨーク・フィルハーモニーが AntonioVivaldi (1675~1741) のマンドリン協奏曲

（絃楽会奏とチェンパロと二つのマ ンドリンのための）を上油した。勿論ヴィパルディの行

楽は最近流行的に歓迎されてい、その流行に乗った感はあるが、それにしてもマンドリン協

奏曲を三回に互って、而もニューヨークフィルハーモニーのような一流のオーケストラが演

奏したのは記録的なこと .I.して注目される。マンドリンは Carlode FilippisとGiovanni

Vicariの出演だった。

フランスには現在70以上のマンドリンオーケストラがあると云われている。 Maciocchi

亡きあと FrancoisMenichettiが誌 LeMediatorに拠ってマンドリン荘楽の晋及向上に

つとめ、一昨年自作1万演（指揮）の12吋 Lp を出したことは既報（本誌第16む）の通りだ

が、その好評に応えて二枚目の Lpをこの屈ど発光した。これにも LeReve de Gondolier 

ゴンド ラの舟人の唄、Etoiedu Nord北極星などのn作の外、チャイコフスキーの無言歌、

ハイドンの牛のミヌエットの編曲などが収録されている。このI次込にはフランス最大のマン

ドリニスリと言はれている AndreSainclivier が参加して妙技をきかせているのが注目さ

れる。史に最近バリで LaVoix Plectrale というマンドリン音楽専門誌が発行された由。

これらのニュースを綜合するとフランスの斯界も隆盛を見せていると思はれる。

ロッテルダムの楽友JacqWitteはオランダマンドリン協会の機関誌 C,idsvoor mandolin 

en Gitaarを毎月を送ってくれているが、このほど新たに Mandogitaという雑誌を送って

来た。これは昨年 9月を以て前者が休刊となり 10月から改辿し 、新装をこらして発刊したも

のである。

昨年10月7日デルフトで行はれたマンドリン音柴祭には12の演奏団体が参加した。これに

は WilliSommerの指揮するベルリンのマンドリンオーケス トラ (50名）が特別出演して

次の曲を演奏して喝采を博した。

フンガーランド作 二長調序曲

ハルトフィラックス作 牧場の唄

クレ‘プス作 ジュワーベン序曲

Philipsが昨年発売した Lp「マンドリン脊楽」 (N-00686)は大好評の由。これはヒル

ペルスムの WesselDekkerの指揮するアムステルダムのマンドリンオーケストラ Caecilia

(28名）の演奏によるもので、曲目は

Joh. Hsase ( 1699~1783 作 Conce~to in G. 

Beethoven作 SonatineC-rnoll 

,, Adagio ma non troppo 

Mozart作 Zufriedenhei t（唄）

An di Zither（唄）

A. Vivaldi作 Concertoin C-dur外

モーツアルトの二曲はラノ ールの PaulConradの唄にマンドリンオーケス トラが伴奏して
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いるのである。

オランダでは MadameVan Voorenが女流マンドリン独奏家の第一人者と見なされてい

る。デュオ癸法を得慈とし 、ムニエルの「愛の唄」などは絶讃を博している という。

ペルギーのプラッセルでは FrancoisAneuseの指揮する CercleRoyale de Mandolin• 

istesが有名で、時々ラジオ放送で好浪し評判が邸い。最近イギリスのマンドリニスト Hugo

D'Altoneを迎えて Hummelの MandolinConcertoを管絃楽伴奏で放送して好評を博し

た。

オーストリアのウイ ーンではマンドリンギ ター曲の出版で名ばい Hladkyの当主 Vincent

が演奏家としてもすぐれてい、時々ラジオに出演して好評を得ている。最近ヴィンセント ・

クラー ドキイの指揮で Hummelの Concerto が放送された。マンドリン独奏は Maria

Hinter bergerという女流で、なかなかの好演だったらしい。

本誌第16り所叔海外マンドリン界近況で箪者はイタリアに現在マンドリン音楽作曲家の少

いのを吹いたが、最近 T.P. Negliaの二つのマンドリンオーケストラ曲が出版されたこと

に応を強うしている。ネリアは1874年に生れ、1932年に亡くなった作曲家でパレルモ背楽学

校出身。生前歌劇 Lelia交密曲その他のすぐれた音楽で聞えた。彼の死後 25年にして最近

出版されたマンドリン曲というのは SerenataSicilianaとMinuettoin stile Anticoで、

B. Bianchiがこれをオーケストラに編曲したものである。

DMGB というのはドイツ ・マンドリン ・ギター聯盟0.)略称である。その機関誌 Das

Mandolinen Orchester は、戦後逸早く復刊してすでに九年目である。号を追って内容が．

充写してきているが、一番感心するのはドイツに於けるマンドリンオーケス トラの組織の強

固さと 、そ0.)連絡のよさである。例へば昨年五十周年を迎えたオーケス トラが二つもある。

ダルムンュタッ トとフランクフル トのマ ンドリンオーケストラで、四十周年を迎えたのがデ

ユッセルド）レフのそれである。三十五周年 、 三十周年 、 二 I •五周年が夫々三つ宛となってい

る。そしてそれらが一年一年と歴史を重ねて、地盤を固め、互に横の連絡を密にして励み合

っている風がその機関誌の紙面によくあらはれている。各地区支部から報告によると咋年 1

月1日から 5月末日までの油炎会報告は79の多きを数えている。ドイツでは一日おきにどこ

かでマンドリンオーケストラの油炎は行はれていることになるのである。これは大変な隆盛

である。

この機関，；もにオリジナ）レ作品を演炎せよという文字が所々に見受けられ、広告を見るとな

る仕どドイツでは次々と新しい作品が出版されているのである。 1:heodorRitter, Ferdi-

nand Kollmaneck, Willi Althoff, Konrad W叩lki,Herman Hungerland などは戦前か

ら名を知られていたが、ヴ）レキイ 、フンガーランドの作曲活動は戦後益々目立って来た。フ

ンガーランドの新作「時の使者」というメロド ラマなどは少年合叩、男占合唱、マンドリン

ォーケストラ、木行、ホルン 、ティンパーニ、鐘、 朗読者という大編成で、小編成でもオー

ケストラ 40~50人、 少年合叩20~25人、 男声合咀40~50人という数を要するという大もの

である。有名なマインツの Schott-Sohneがマンドーラ版としてマンドリンオーケストラ曲

の出版にのり出したことも注目に値する。

一つの佳話はゲルピンキルヘンのマンドリンオーケストラが TheodorRitterを記念し

てミュンデル温泉地に「リッターの山小屋」を建設したことである。これは避暑に好適で地

区支部のマンドリン愛好家達の利用に供される四つの部屋のある記念舘なのである。彼地の

マンド リニスト達の親睦のほどが偲ばれる。
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本年 4月18Liから22日迄 5日間ハレで第二回ドイツ民俗音楽祭が開催されるが DMGBは

これに協力して WilliAlthoff の指揮で、各支部の有カメンパーを以て臨時に編成したマ

ンドリンオーケストラを出演させ、 Ritter作の「涼奏会用組曲第一番」 と、 男声合唱附の

「歌う故里」を演奏する予定とのこと。

ドイツでも Vivaldiだの Beethovenだののマンドリン曲を演奏し古典名楽の復興に力を

尽しているが、又一方作曲家達を動旦してどしどしオリヂナル作品の制作にあたらしめ、且

つ進んでこれを演奏し 、今ではマンドリン音楽がイタリアからの借りものでない、 自分達の

•ものに消化し切っている観があり 、 毅やましい次第である。

附記：一

前載 FrancoisMenichettiからこのほど Decca450, 623（フランス吹込）の Epが贈

られた。メニケッテイがデッカ盤に進出したことは、それだけ彼の音楽即ちマンドリンアン

サンプルが広く認められたことになるわけだから同炭至極である。録音された曲目は

Robert Aylies: Le jo,enx mandolinistes 

Fr. Menichetti: Aubade an President 

11 : Le reve de gondolier 

: Le yenx noirs 

油奏は上々とは芦いがたいが、マンドリンの個性をよく生かし 、その通俗性を思う存分発

揮している。就巾後の二曲が楽しめる。 「ゴンドラの舟人の唄」昨年比留flllマンドリンアン

サンプルと仙台マンドリンクラプが演奏しているが、マンドリンにふさわしい船唄である。

「黒い瞳」は例のロツア民醗をテーマに大幻想曲で、ピアノをうまく陀し 、マンド リンのカ

デンツァなどみごとに取入れて、好演である。メニケッメイの前の Lpにおさめられている

糾曲「モスクワ」の姉妹編とみられる佳作である。

その後 LeMediator No. 13が到済した。 この楽譜雑誌には次の四曲が収められている。

1. Louis Corbier作 Atomic-Marche

原子 ・行進曲は演奏容易、而もマンドリンアンサンプ）レの効果を実によく生かして

いる。

2. Fr. Menichetti作 LeYeux Noirs 

スラプの主題「黒い瞳」による幻想曲で、編成はマンドリン 1、2、マンド ラ、チ ェ

ロ、ギターそれに打楽器、但し前記の通りデッカ盤では序奏の部にピア ノを加えてい

る。演奏中等度、メニケッティの代表作の一つ

3. Fr. Detoga編 CelebreValse de Chopin 

i/ョパンの作品64の 2を、ギター又はピアノ伴奏に編曲したもので、パ リの代表的

マンドリニスト AndreSainchivierの愛奏曲で、しばしばパリ放送の屯波にのった

という。

4. A. H. Marschner作 Bagatelle

作曲者マルツュネル (1796~1861)は浪没派の作曲家で、幼少の時からギターをよ

くし 、且つ美声で、その歌い弾きが大変好評だった。 Weber と仲よく 、歌劇の作曲

家として有名だが、ギター独奏曲に作品 4の十二のパガッテレがある。この添附はそ

の中の一曲と思はれる。
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Mario Castelnuovo-Tedesco作 ギター楽協奏曲本邦初演

昭和31年 1月20日 横浜市神奈川県立作音堂

ギター独奏 ・阿部保夫 指揮 ・小船幸次郎 横浜及密楽団

(24頁よりつづく）
10月20「lG. Pomponio と J.Zarateの

Duo評は前出につき省略。
11月4日 MariaLuisa Anido 評なし。
11月17日 LalytaAlmiron 
最後の二曲 (Barrios作 AllegroSinfo 

nico と Tremolo) は聴衆を唸らせまし

た。 さすが亜困三大ギ タリスタの一•人であ

ると感じました。足台を用いられませんで
したが、骨 (1.J1内気があるためと解りまし
た。
へBulletinodell'accademia musicale 

chigiana Anno rx. Sett. 1956 n. 3 -4. 
Conte Guido Chigi Saraciniと、秘古の

Prof. Dr. Armando Vanniniの年賀状 と

共にバンフレットが到着した。昨年 8月16
日に創立25周年を迎えてアカデミアが記念

祭を行った時の特集号である。 9月2日か

ら同 9日まで特別演奏会が行われたが、9
月6日の演奏会には AndresSegovia が

特別出演して喝采を関した。尚この特集号
には EmilioPujolの Vihuelae chitarra 

antic a （ヴィウエラと古代ギ ター）と起

する小論文が掲載されている。
9月11日には Segovia門下の演奏会が

行われた。

第一部 クラソックギター
Pantelis • Kilias （ギリンヤ）演奏 ：ヘ

29 

ンデル作フ ーガとヴィラ ・ロボス作前奏曲
Aldo Minella（イタリア）演奏 ：パッハ

作アルマンドとトルロパ作フアソダンギリ
ョ
Emilia Corral（スペイン）派奏：フレ

スコパルデイ作主題と変奏とポンセ作ワル
ッ
Jesus Silva （メキンコ）演奏 ：バッハ

作サラバンダとソ｝レ作メヌエット
第二部 クラピチエンパロ（省略）

第三部クランック ギダー
Gusta,o Ropez（メキンコ）演奏 ：パッ

ハ作ガポッ トと ソ｝レ作メ ヌエ ット
Antonio Membrado（スペイン）演奏 ：

ハイ ドン作アンダンテとロポス作錬習曲
Manuel Cubedo（スペ イン）演奏 ：ヴ

イゼー作パッサカ リアとプジョ ール作セピ

リア
Alirio Diaz（ベネヅエラ）演奏 ：ヘン

デル作アリアパリアータとト ルロパ作アレ

グレット
9月15日には E.Pujol門下生の会があ

り、オランダの Pietervan der Staak, 

イギリスの JohnWilliams，ス ペインの

Manuel Cabedoが出演し 、ヴィウエラ独

奏、歌とヴィ ウエラの外ヴィバルディ作プ
ジョ ール編の二調協奏曲に Cubedo が出

演して好評を博した。• . （裏面へ続く）
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． ... 
編集後記I

やはり季節の推移は争えません。暑い寒いも彼岸まで、とやら 、東北にもやっとイドが

訪れて来ました。それでも本誌を発送する頃までこちらではまだ桜は咲きますまい。

本号は前号予告を果たし得ず、約束を迎えたことを申訳けなく息います。ソル特集は

スペインのフアン ・リエラからソルの初版楽譜のマイクロフィルムが送って来るまで延

期することにしました。計画があっても、海外からニュースや汽料が集ると 、機を逸し

たくないので予定を変更することになるのです。本号でもマチルデ夫人を追悼するため

プジョ ー）レ夫妻の写真を小原安正氏に提供していたゞいたところへ、オルコット夫人か

ら近影を送って来たので、ギタリスト夫妻を四組えらんでアート刷を飾っ たわけです。

ですから本号では、次号予告を出しませんが、又好ましいものを編集して御手元にお と

・けしたいと今から 、プランをねっていますから、どうぞ御期待下さい。

本号から竹疑応答欄を設ける筈でしたが、阿問が一題だけでした。それは前号佐秘志

智子女史の稿で右手第五指を用いる法のことです。このお答えは直接佐藤女史にお願い

した方がい入と存じ、只今航空便で問合せ中で次号には発表出来ると思います。設刑者

暢井咋倖氏（北海辺）の御了水を願います。

洵外との交渉は倍緊密を加えて来ました。とくに目立って来たのはマンドリン音楽

の隆盛です。私白身―・頃ギターがマンドリンに隷属してそれに甘んじている限り 、発達

は望みうすいと考えたことがあったが、マ ンドリンとギターはやはり固族の楽器であり 、

対位したり 、争ったりする理由はどこ にもないと 、この頃考え直すようになりました。

部の誌友には歓迎されますまいが、本号にはマンドリンの欄も強化しさした。この点

も御了解願っておきます。

（前頁よりつつく）
O Gitarre freund nr. 7 - 8. 1956第七年目を迎

えて未だに謄写版刷りなのが如何にもドイツらしく

てたのもしい。
巻頭に H.J.Schulzが 「忘れられない協力者」

と題して、記譜法を考へた Guidovon Arezzo と

音又を考へた JohnShore とメトロノ ームの考案
者 JohannNepomuk Milzelを上げているのが好

ましい。 LuiseWalker夫人のジュネ ープコンクー
）レ審査の感想は 6Saiten所載と同じもの。演奏会

ニュースの外に、昨年12月4日70オを迎えた Simon
Schneider,同21日65オを迎えた HansFitzなど

の紹介がある。添附楽譜に Sor作主題と変奏作品9
番のバリ初版の複製が出ているのが珍らしく 、好ま

しい。
O Mandogita 1 -1. 1957 

4月22日 GoudaIこで行われるマンドリンオーケ

ストラコンクールの課題曲が発表された。
第三クラス ：F.Andrien作星に寄せる歌

第ニクラス ：J.Linard作花環

第一クラス ：H.Schneider作祭典ー序曲

招待クラス ：A.Claasens作秋の狂詩曲
特別クラフ、 ：A.Herman •作金星 ' 
最高クラス ：Joh.B. Kok作オランダからの挨拶

誌費 1冊 100円(〒 8円）

半年分 3冊 300円 （〒共）

一年分 6冊 550円（〒共）
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