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スペインの文化使節としてマドリット

からはるばる JesusGonzalez Mohino 

がやってくる。之を主佃する中 L1新聞

社の企画を~I：とし 、 心かち感謝したい。

Gonzalezを心温く迎え、その成功と盛

会のためみんなで協力しよう。ギターが

こうしてl叫祭親苦に役Vつことはよろこ

ばしい。それに Lても H本の作曲家の作

品を r1本のギタリストがレパートリーに

持つことは絶対に必要である。そういう

時限が到来しつ .1.あるように思う。大Jj

の野察を乞ふ次第。

ようこそ ！SenorJesus Gonzalez ! 
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. Jesus Gonzalez Mohinoへの期待 ，高橋功

Isao Takahashi (Sakamoto) 

ヘスス ・ゴンサー レス ・モイ ーノが来朝する という噂を耳にしたと き；どこかで見たこ．と

があった名前なので、海外ギター専門誌をあれこれ取り 出し てしらぺてみたら 、イタリアギ

ター協会の機関誌「ギター芸術」 (1956年度第60号）に彼の演奏会評が出ていた。有名人が

必らずしも演奏上手でないことは承知していながら 、つい有名かどうかをさぐりたくなるの

は無理からぬこ とである5
有名なジュネープの国際音楽コンクールは一昨年朋からギ タ一部門を新設したが、そvつ第

一回にスペインのマヌエル ・クベドと共に入賞したアン トニオ・メンプラドは、それまで

．・ 私どもが名前をきいたこともない新人だった。 小原安正氏の話だと、スペィンにはそうした

． じ ， ヽ

・ギタリストがたくさんいるらしく 、ゴンサーレスもそうしたギタリス トの一人のようであ →

る。イタリアの「ギター芸術」誌によると 、そのレバー tリーは古典から現代におよび；そ

の演奏は豊かな心温るものであったらしい。日本公演のレパー トリ ーをみても 、数こそ多く

ないが、質に於ては申し分がないようで、とくに日本人に好まれそうな曲を組んでいるの

は、小原氏のアドパイスによった(})かも知れない。

ゴンサー レスにセゴヴィ．アやアニ ドのような完成された境地を望むのは無理かも知れかい

し、フ ラメンコの花々しさを期待することは出来ないが、ソル、アグアドから夕）レレガ、フ

ォルテアに通ずるギターの正統をきくことが出来るはずで、それが一番期待される。ゴンサ

-Vスの一音ー・句から 、私たちはクランックギターのの本来の姿をはっきり掴みとりたいと

・う。ゴンサーレスはそういう私の期待に応えてくれるものと信じている。

ヘスス ・ゴンサーレス ・モイ ーノ略歴

1929年ダイミ エル生れ、生家は質索なひ

そやかな家庭で、何の音楽的環境もなかっ

たが、彼は幼時から音楽、ギターに特別な

関心を示していたn ギターの習得と共に、

ソルフェ ージをマルテ ィー ンに学んだが、

その後マドリ ー ド国立音楽院に進み、アウ

・トゥロ ・カマーチョの下で理論をマスタ

..:.、同時にレヒーノ ・サインス ・テ ・ラ ・

マーサについて研鑽を積み、驚異的で輝か

.・1しい進歩をみせた。 1956年全学を通じ第一

位宜を受け同学院を卒業、 ただちにアン！•‘

レ・セゴヴィアの門に入り 、完全な技巧と

．深い音楽性によって、セゴヴィアの後継者

と目されるに至った。現在では若手の最も

有望なギタリストとして、スペインはもと

よりイタリア、フランス、 ドイツ、イギリ

ス、ペルギーなど全欧にわたって席のあた

たまる暇もない活澄な演奏活動を続けてい

る。

1 '' 

曲目 (Aプロ）

I 
--．つのバパーナとフォリ ーアフぃ…・・サンス

主題と｀ 変奏••…… • • • フレスコパルティ
二つのメヌエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラそー

ソ ナ タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スカルラッティ

モーツァルトの主題による変奏曲…ソ ル

II 
組 曲 二短胴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ピゼー

前奏曲 サラパンダ
メヌエット プーレ ー

三 つ の 小 品・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バッハ

アレマンデ クーランテ

ガポット
訂

アルアンプラの想い出……•••…・・・タルレガ
スペイン舞曲 No . 4 • … . . • ••……グ ラ ナドス

前奏曲とチョ ーロ・・………・ピリア ・ロポス

ソナチネ イ長襲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ トルロパ

アレグレット
アンダンテ
アレグロ

アストリアス（レイエンダ） …アルベニス
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デ ィア ベリの百年忌に
Centenary of A. Diabelli 

高 橋 功

Isao Takahashi 

Vahdah Olcott Bickford夫入から寄せられた原稿によると一一

Diabelliは1781年 9月 5日に生れ、1824年にその名を冠した楽譜出版社を創立した。彼

は作曲家として、音楽家としてそしてビアノやギターの演奏家としてはどうかわからないが、

Franz Schubertの音楽を殻初に認め、それを始めて出版した功紐に於て音楽史上滅すぺか

らざるイテ在となっている。事実ンューベルトその他の作曲家達の作品の出版によって、ディ

アペリは後には大金持になったし 、その出版社は世界にその名を知られるようになった。こ

上ではこの輝やかしいデ ィアペリの生涯を詳し く述べるのではなく 、本年4月に百年忌を迎

えるにあたって彼の功績をた Lえよう とするのである。

ディアペリは決して平凡な作曲家ではなかった。その証拠に、彼が出版社を始める前年即

ち1823年に、ディアペリの提出した主題に当時名だたる51人の作曲家が変奏曲を附したこと

がウイーン音楽市報に出ている。その変奏曲の第一集は Beethovenの作品120番の有名な変

奏曲で、第二集には Czerny,Hummel, Schubert, Moscheles.それに当時わづか 11オだっ

た Lisztなど50人の作曲家の作品が収められている。

ディアベリはメロデイに恵まれた作曲家で、どの作品も極めてメ ロデックなのが特色とな

っている。次に掲げる作品表は彼の全作品を網羅し ている のではなく、中には年を経て喪失

したものもあるし 、ディアベリ 、ジュ ーベルトの死後何年もたってから、即ち Spinaによ

ってディアペリの店が受けつがれてから発見されたものもあった。これは Bickford文庫に

収められているものだけである。中には今日でも入手可能な作品もあるが、又中にはすでに

絶版になっているのもある。しかし希望する向が多ければ、珍ら しくて且つ興味のあるディ

アベリの作品が再版されることも句能なはづである。

尚4月29日にはディアペリの百年忌を記念してハリウッドのアメリカギター協会は、ディ

アベリ ・プログラムの演奏会を計画している。 一一

ディアペリの作品については PhilipBone の TheGuitar and Mandolin にも詳しく

出ているし、 WiefridApplebyの TheGuitar News誌第8,9号にやはり Bickford夫人

の寄稿が出てい、それを補足して第15号に KarlScheitが作品を表示しているが、それら

を照合してみると 、本誌に寄せられたピックフォード夫人の作品表が一番詳しい ことがわか

る。これは作品番号順に並ぺられていないので一見乱雑であるが、中には今まで全く知られ

ていなかったものも掲げられていて、その点では実に投預な文献である。

ギター音楽は全く日進月歩の勢で進歩している。新しい作曲家の新しい作品が次々と発表

されて、それを追求するのに余念がないという現況である。せめて何かの記念と機会に過去

の作曲家の作品を広く見わたし調ぺ上げて整理するのも意味があること i思う。敢て本誌の

冒頭を Bickford夫人の寄稿で飾る所以である。

尚 Bickford夫人は本誌の Diabelli 百年忌記念号のために、小品をギターニ欧奏用に

編曲 して送られた。夫人の御好意に感謝の意を表する。

(42) 2
 



THE GUITAR MUSIC OF ANTON DIABELLI (1781-1858) 

By V AHDAH OLCOTT BICKFORD (Hollywood• Calif•, U0S0A・）

Anton Diabelli was born Sept. 5, 1781 and in 1824 founded the Vienna music・ 

publishing firm bearing his name, which, even had he not been himself a fine 

composer and musician, a performer on both the piano and guitar,-would have 

left his name emblazoned in the history of the musical world, for he was the 

first to recognjze and publish the works of the illustrious Franz Schubert, his 

fellow-countryman, and through the works of Schubert, Diabelli made himself a 

very wealthy man,・ some say "millionaire." His firm later became one of the 

greatest music-publishing firms in the world of that time. 

This brief article does not aim to give much about the life of this illustrious 

musician, but as we now honor him in the centenary of his death, which occured 

in April, 1858. 

That Diabelli was no mean composer, however is attested to by the fact that 

as early as 1823, a year before the recorded establishment of his publishing firm, 

the "Wiener Zeitung" advertised in June of that year, the publication of the 

famous Diabelli Variations, written by 51 contemporary composers on a theme set 

by the music-publisher, Diabelli, the first volume being Beethoven's Variations, Op. 

120, the second comprising those of 50 other men-Czarny, Hummel, Schubert, 

Moscheles, Liszt (aged 11), etc. 

Diabelli had a great and fluent gift of melody and all his compositions are 

melodious. In the following list of his compositions the writer does not claim to 

have given them all, for undoubtedly some are "lost in the night of time" as were 

some of those of Schubert, which were found many years after the deaths of both 

Schubert and Diabelli, in the same old Vienna building where Spina, took over 

the Diabelli firm. However, the list here given comprises only those numbers 

which are in the treasured library of the writer ofthis article. Some are still available; 

others are now out-of-print", but if there should be suffi℃ient call it is possible that 

some e~terprising publisher of guitar music would accomodate by re-publishing 

some of the, rare and interesting works of this selebrated composer. 

Millionar Waltzes (Duet for terz and regular guitars) (Out-of-print) 

Album (Ed. by Schwarz-Reiflingen) containing Excerpts from Op. 394-Liindlers・ 

・ March-Rondo (from "Amusements pour le Dames")・ Sonate (complete)・

Serenade (Duet f.or terz and regular guitars) ・ March, Op. 95 (for violin or 

Flute and Guitar) 

Funeral March for Empress Theresa 

っJ (43) 
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7 Preludes, Op. 103 

10 Light pieces Op. 89 

.'30 Light Pieces, Op. 39 

30 Light pieces for Guitar and piano in 4 Volumes 

3 Sonatas for Guitar solo (There were 2 editions published of this) 

12 Light Llindlers in C Major Op. 121 

2 Rondos and 2 Fugues (Dedicated to Giuliani) 

Andante, Scherzo, March (In "L'Heure du Guitariste" BK. 2) 

Schottischa #2 Menutto, Lii.ndler (" " 11 BK. I) 

Menuetto, Schottische (Dance_ Song), Liindler (C Major) (In Klambt "Alt 

Gitarremusik", BK. I) 

Sonatine: Adagio-Menuetto (In "Alte Gitarremeister" Schwarz-Reiflingn) 

(BK. 2) 

・ Andante (G. Major) Menuett-Andante-Vivace (In Klambt "Alte Gitarremusik", 

BK. 6) 

Prelude, Op. 103, #1 (In Schwarz-Reiflingen Method, BK. 3) 

Furioso, Op. 39 (In "42 Light Pieces" Schwarz-Reiflingen) 

Trio (out-of-print) 

Lii.ndler (out-of-print) 

Sona tine: Allegro Menutt-Rondo (In "Spielmusik" Schwarz-Reiflingen) 

Menuet, Op. 95 (Violin and Guitar) (In "Old Guitar Masters"-Schwarz-Rei~ingen) 

Rondo, Op. 68 (Guitar and Piano) (In.,Spielmusik"-SchwarひReiflingen)

(Also Scheidt Ed.) 

Amusements pour Jes Dames": Andante cantabile-Rondo (out of print) 

Prelude (Io "Old Vienna Guitar Music"-Edited by Paul Kubitz) 

Andante (G Major) (out of print) 

Rondo Militaire (2 Mandolins, Mandola and Guitar) (out-of-print) 

Menuett, Op. 39 (In "Light Dances from 5 centuries"-Schwarz-Reiflingen) 

Serenade, Op, 63 (Terz and Regular Guitar Duet) 

Theme Favori de Rode with Variations, Op. 64 (For Guitar and piano) 

(Out-of-print) 

Andantino, Op. 39, #4-Vivace, Op. 39, #3-Andante, Op. 39, #9 (In "Old Guitar 

Masters" Vol. 1 Schwarz-Reiflingen) 

Rondino (Probably out-of-print) 

Menuetto, Op. 95 (Duet for Violin and Guitar) (Out-of-print) 

Andante cantabile (G Major) 

Menuet (G Major) 

Menuet (C Major) 

Menuet (F Major) 

Andante (A Major), Scherzo (A Major), March・ (F. :¥¥.fajor), March facile (F 

(44_) 4
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Major) (In "L'Heure du Guitariste", BK, 2). 

Prelude I and Pr~lude 2 (In Volpe's "Guitar Journal", I) 
｀ ， ． 

M~nuet ・ (In Volpe's "Masterpieces", BK. ~) 

4 Short Pieces: Allegretto・ Furioso・ Andante・ Vivace (In Volpe's "Masterpieces" 

Bk 2) 

4 Rondos 

Prii.ludium (Fingered by Luise Walker) (In "The young Guitar Soloist" by Luise 

Walker) 

Andante from the Sonatina, Op. 151, #2 (Arr. or Edited by Cirnadevilla) (In his 

"Espana Metodo" • Page 41) 

Vivace (ln "20 Easy Pieces" Irmgard Le~rer-Carle') (Very easy) 

Prelude (11  11)  (11)  

Andantino, Op. 163 (For 3 Guitars) (In "Les Joies de la jeunesse") (Probaby out• 

of-print)) 

I. Sonatine from "Jugendfreuden" ・Andante-Romance-Rondo (Duet for 2 Guitars? 

Sonatina, Op. 68 (For Guitar and Piano) (Karl Scheidt Edition): Andante・

sostenuto-Rondo 

Trio (For Flute or Violin, Viola or 2 Violins and Guitar): March-Andante 

cantabile-Scherzando un poco allegretto-Menuetto-Allegretto 

•. I 

Viennese Waltz 

Scherzo (In Erwin Schwarz-Reiflin "Solobuch" Page 6) 

Trio in F Major Op 62 for Two Terz Guitars and Regular Guitar (In Bruno Henze 

"Das Gitarrespiel", BK. #14): Adagio-Allegro moderato-Meuett-Rondo-Marcia 

Dances-20 Landler-famous Austrian ones (For Flute, or Clarinet, or Violin, or 

Mandolin and Guitar) (In "Tanze Album"-Pro Musica Edition.) 

Ar_iette (In Unterhaltende Musik for Guitar solo" Goetze) (Page 27) 

Prelude, Op. 103, #2 may be had in "Guitar Revi_ew", ~13 

In closing this article the author may say that The American Guitar Society 

with headquarters in Hollywood, California is planning an entire program of music. 

of Diabelli,to be given in April, 1958, (April 26th), -honoring him in the mOJ:!th ・ ・ 

and yeat of his passing from this plane which he gr'eatly enriched for the guitar. 

,． ヽ

(9頁よりつづく）

メギンコのすぐれたギタリス トGustauLopezが Musart(MCDー3006)盤に録音した

Lpを最近アメリカの誌友 Samuel Harelick から送られたが、その中には「三つのメキ

ンコ民謡」「小さな星」「南国の ソナチネ」「古典的ソナタ」がふくまれている。流石に自国

の音楽だけに Ponceの味が実に よく出ている。

．
 

疇’

Laurindo Almeidaはこ .I.三年問に Capitolに七枚の 12吋Lpを録音したが、その中に ・’•

., Ponceの前奏曲 (2.5. 8. 10. 12)がある。 これは又輝かしい演奏である。 ':・ ・. :~•9. 

（裔橋 功附記）

5. (45.) 
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A Diabelliのギターに関する作品表補填 中 野 郎

Some Guitar musics of A.Diabelli Jiro Nakano (Nagoya) 

Diabelliの竹品にてK.Scheift, V.O. Bickfordの作品表になく私の所持するもの。

Orpheus (Terz G. Prim.G. Duet) Heft-I ・XI A-Diabelli 

Der Freischutze (Terz G. Prim G. Duet) I.n. Cappi and Diabelli 

Variationen yon P:V: Winter uber ein Thema von Caraffa (TerzG. Prim.G. Duet) 

A-Diabelli 

Grand Duo (Guitar Piano) T.R. arrange'e d'un Quatuorde Mayseder, Magasinde 

I'imprimerie Chimigue (Vienne) 

Philomele (Song with Guitar) No. ? •…••103 Cappi und Diabelli 

24 Leichte Altwiener Lii.ndler Op. 121 Schott 

Vier Rondino Otto Schindler 

＊ ＊ 

Diabelliの作品にて K.Scheit, V.0. Bickfordの作品表になく記録上にあるものa

op. 11. Variationen (F. G.) 

op. 14. Introd. & Variationen （川瀬ータぼ—?) Diabelli 

op. 16. Quartett (V. G. F. V. Cello) 

op. 24. Marsch und Andante (F. G.) 

op. 66. Grande Serenade (F. V. G.) Ricordi 

op. 114. Songs with Guitar Bachmann 

op. 115. II 

” 
op. 122. Zwolf leichte L虹ndler Schott 

op. 123. Nocturne (2 Horn G.) 

op. 127. Dodici Lilndler 

op. 129. Produktronen (F. G.) Diabelli 

op. 139. Serenade (V. G.) Schlesinger 

op. 143・ Serenade (F. G.) ” 
II Sonate (G. P.) ” 

op. 144. Serenade (.G.V.) ” 
op. 152. Military Rondo 

Pascual Roch著 ’ 伊東尚生訳 ・月村嘉孝註

最新ギク ー奏法 （タルレガ教程）
第一巻第二巻 定価各巻 600円 送料 40円

申込所・ 岐阜市梅河町一丁目六 岐阜ギ ター音楽研究会

（振替名古屋 60 7 4) 

取次所 • 宮城県亘理郡山元町坂元 高橋方 ア）レモ ニ ア
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マ：ヌ エル ・ボンセ

Manuel M. Ponce 

安達右一（東京）

Yuichi Adachi (Tokyo) 

ー 年 翠
aa 

1882年 （一説に1886年と云われている） 12月8日 Zacatacas州 Fersmilloに生る。姉の

感化をうけ幼少の頃から音楽を好み、 7才にして LaMarcha de! Sarampinを作曲す。

1890年 Aguas Calientesの教会のオルガン奏者となる。

1900年 Gavotteを作曲す。これはスペインの有名な舞踊家 Argentinaのレパートリーに

加えられ、世界各国に紹介され、これによって Ponceの名があらわれることになった。

1901年 Mexico-Cityの国立音楽学校に入る。

1904年 音楽修業のため渡欧、まずイタリ ーのポローニアに於て作曲を ，EnricoRossi に

学ぷ。

1906年 ベルリンに於て MartinKrauseにピアノを学ぷ。

1908年 メキンコに戻り 、匿立音楽学校の教授に就任。 CarlosChavezはその愛弟子。

1912年 7月7R、般初の作品発表会を行う。この時初演されたピアノ協奏曲は Chopinの

影特の強いものだが、第 2楽章の Andantinoamoroso はメキンコ民謡を取入れた最初

の管絃楽作品として記念されている。

1913年 ピアノのための Mexican,Rhapsody作曲。

1914年 最初の歌曲集が出版された。その中に有名な Estrellitaがふくまれている。この

頃ピア ノ小品、室内楽、ワルツ、マヅルカ、前奏曲、船唄、小夜曲、子守唄など多くの小

品を作曲している。

1815年 キューパのハバナに移り住む。

1916年 渡米して、リサイタルを聞く。

1918年 メキンコに戻り 、再び教授の任につき、子弟の教育指達にあたった。

1926年 フランスに渡り 、パリの EcoleNormal de Musiqueに於て PaulDukasに師

事し 、新しい手法と音色の多彩な作曲技法を学びとつた。

1929年 8月25日春 ロマンチツクな夜想曲、歌と舞曲から成る三部作初演 (Chavez指揮）

1933年10月13日 管絃楽曲 Cantoy Danze de los Antiguos Mexicanos初演。

1934年7月 前作を改め、8月24日に改めてフランスに於て発表、好評を博した。その後問

もなく帰国。

1935年7月28日 Poema Elegiacoと'TreCantos de Tagore初演。

I/ 9月6日 Suite en Estilo Antiguo 初演（指揮 Chavez)。 Preludio. Canon, 

Pavane. Fughettaの四章より成るもので、Fughettaは Bachの有名なホ長調フーガを

テーマとしている。この管絃楽曲は後にヴァイオ リン、ヴィ オラ 、チェロの三霞奏に編曲

された。

1938年 ヴァイオリンとヴィオラのための Sonata 作曲、この時代には前作同様前古典派

音楽の感化を強くうけている。

1940年 最大傑作 Ferial （交評的慰楽曲）なる。「 Mexicoに捧ぐ」る大管絃楽で、ギタ

ーも用いられている。 8月 9日 Chavez指揮で初演、絶讃を博した。

7
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1941年 国民使節として、アルゼンチン、ウルガイ 、チリー、 ・ペル ーに赴き、各国各地のオ

ーケストラを指揮した。 Andres Segovia と相識り、同行す。 10月4日モンチピデオに

．． ． ． 於てギター協奏曲 Conciertodel Sulを初演して喝釆を博した。 ． 
1942年 ヴ ァ イオリン協奏曲作曲 、 翌年 8 月 20 日ポーラ ンドのヴァイオリン奏者• Henryk

Szeryngによって初演された。

1948年 4月28日病殺。晩年にはギ ター曲が多く 、迫作の中には注目すべき大作がある。そ

の最後の作品がギター曲であったということはなかなか意義深いことであ り、ギターにと

つて光栄であるといえよう。

— ギタ ー 曲 ー一

Ponceが Segoviaと親しくなる以前からギターをよく 理解していたことは事実ら しい。

それはギ ターがメキシコ民謡をかなでるのにふさわしい楽器であったせいもあるであろう。

しかl、彼は更にギターが音楽的に領域の広い楽器であるという認識を持っていたし、 実際理

鯰も演炎も よく勉強したという事を彼の弟子であり 現在 MexicoCityの国立音楽学校のギ

ター科の主任教授をしている GuillermoFlores Mendezが述べている。SegoviaがPonce

の曲を レパートリーに持つ ことによって、ギターの地位が向上したとい う結果になっている

が、これは彼の Segovia への店敬もさることながら 、彼のギター音楽への愛箔憧憬がもた

らしたものに外ならない。

Ponceの作曲領域はオペラ以外の殆ど凡てに亘っている。即ち、交響曲、ビアノやヴァイ

オリン等の協奏曲、 絃楽四重奏、独奏曲、歌曲などで、その手法は主としてヨーロ ッパ特に

フランス凪であるけれども 、根底をなすものは初期メキンコ音楽である。エレガントという

言英 が流行し てい るが、これこそ Ponceの作風を表現するのにふさわしい言葉である。

Ponceのギター曲は B.Schott's Sohne;Mainzの EditionAndres Sagoviaで出版ざれて

いる。蚊初の曲は1928年に出版されている。それは Segoviaがバリにデピウして決定的な名

声を博して四年後のこと である。「三つのメキンコ民謡」以外の凡てが Segoviaに捧げられ、述

指は凡て Segoviaによっ ている。Segoviaの名演がどれ往ど Ponceの製作慾を刺激した

かが想像され、二人の駕い友梢が偲ばれる。次に Schott版の Ponceのギター曲を列記す

る。（ ）内の発し字は難易番号で、1に近い方が易しく、6に近い方が難かしいのである。

Theme varie et Finale (5)主題と変奏と終曲

Sonata m (5)奏嗚曲第三番

Tres Canciones populares mexicanas (5)三つのメキ ンコ民読

Preludio (3)前奏曲

Sonata clasica (Hommage a Sor) (3)ソルに捧ぐる古典的ソ ナタ

Sonata romantica (Hommage a Schubert) (4) ンュ ーベル トに捧ぐる浪漫 9々ソナタ

Preludes I No. 1 -6 (3)前奏曲第一集

Preludes II No. 7 -12 (2) 11 第二集

Estudio (4)錬習曲 ．、
Variation sur,,Folia de Espana" et Fugue (5)フォリアによ る変奏曲とフーガ

s onatina meridional (5) 南国のソナテ ィナ

(48) 8
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Vais (5)ワルツ

1956年カタログによる難易番号の (5)や (6)という難曲は Ponceや Tedescoの作

品のためにある様な観がある。

Ponceのギター曲は仕上げるのに決して容易ではない。事実彼の芸術性を真に理解しよ

うとすれば注意深い研究を必要とするのである。これは Ponceの作品がギターの近代美の

真髄であり、うわすぺりの聴衆の耳を狙ったものでなく 、そ うかといって妙技の仕どを印象

づ：ナ ようとするのでもなく 、真の折哀派の音楽を要求しているから である。

しかしながら Ponceの作品の中には、うっかりすると頭を使わなけれ弾けないような無

感佑な作品とし て敬遠される タイ プのものも少くない。 こLでうっかりすると云ったのは、訓

練の足りないギタリストが往々にしてこれらを敬遠するグループとなるから である。Ponce

は創作衝動に駆られて自由な手注を月！い、或る場合には無関心といえる様な手注も用いてい

ることが、前述の結果を招くのであろう。しかし多くのギタリストが Segoviaによってな

された トライアルコースを懸命に辿っていることは幸である。ト ライアルコースとは云い乍

ら完壁な演奏を示している Segoviaをきけば訓線の足りないギタリストも Ponceの作品に

は注目せざるを得なくなるのである。

Ponceの作品で最も祖要なのは Conciertode! Sur「南の協奏曲」といわれているが、こ

れは未だ出版されていない。先年放送によってきいた録音の印象では、いかにも魅惑的なア、

ンダルンアの答囲気がよくあらわれていた。この他ではフランス風な「ソナタ第三番」革命

前のメキンコに取材したと云われる「南国のソナチネ」技法の妙を尽した「フォ リアによる

変奏とフーガ」等であろ う。 SorとSchubertの追憶とし て捧げられた二つのソ ナタは Ponce

が古典と浪没の双方に逆応性を示したものとして注目 される。又 Ponceはメキンコの国立

音楽学校で前古典源の作曲枝法の講座を持っていたが、その点でも彼と Segoviaは共嗚す

る所があったろう。 Ponceの作品はまことに豊饒である。追作として伝えられているもの

に次のような作品がある。

Quartet for strings and guitar（ギターをふくむ絃楽四犯奏曲）

Suite (J. S. Bachに捧ぐる組曲）

Variations and Fuguetta on a theme enployed by Antonio de Cabezon（牧師 Antonio

Blambilaに捧げられた Cabezonの主題による窄奏とフーガ）

Ponceは1948年 4月24Eiに亡くなった。当時わがギ ター界はその死を悼むには余りに余

裕がなさすぎた。それから十年を経た今円 、目ざましい発逹を遂げつ iあるわがギター界の

将来に大きな希望を舒しながら 、拙稿を謹んで Ponceの霊前に捧げる次第である。

— Ponce のギター曲のレコー ド ー

Ponceの「メキンコ民謡」は Sp時代に MiguelLlobetによって録音され、わが Columbia

から発売されたが、今はなつかしい思出の名盤である。 ・

Lp時代に入って Segviaは Ponceの曲をたくさん録音している。 ColumbiaとDicca

の両社から出てい中には日本盤で出ているものもある。 その曲目は「南困のソナチネ」「ア

ンダンティノ ・パリアート」「六つ0)前奏曲」「メキ i/コ民謡」「主題と穿奏と終曲」「ソナ

タ第三番」 「ワルツ」「マヅルカ」など、何れも名演である。 （以下5頁につづく）

，
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ヴィラ・ロボスとギター

Heitor Villa-Lobos and Guitar 

高 橋 功

Isao Takahashi 

Villa-Lobosは現代ギター界に於て最も注目され且つ希望を託されている作曲家の一人で

ある。 ヴィラ ・ロポスは1887年 3月 5日 Riode Janeiroに生れた。或音楽史家はその生年

月日を1880年とい .I.又或音楽事典は1881年と書いているが、ヴイラ ・ロ ポス自身確認してい

るのが1887年で昨年は70オの誕生祝を盛大に行った。父は作家で、音楽愛好家でもあって、

彼が 6オの頃から音弐§教育をさづけた。初めヴィオラを習ったが、まだ体が小さかったので、

これをチェロ のように縦に膀にはさんで弾いたという。彼はすでに 7オのときプラジルの俗

謡に よる変奏llllを雷いたが曲 としてまとまった最初の作品は Pan9uecaと題するギター．． 曲で

あったという。彼は11オのとき父と死別したが、その頃すでに音楽仲間でギターを弾いてい

.I.腕を見せていた 。17オ頃にはリオの劇場や映画舘でチェ ロを弾いていたが、その頃からギ

ター、 ピアノ声楽曲及び管絃楽曲な どを作曲していた。国立音楽学校に入っ て作曲の勉強を

してみたが、従来の作曲技法にあきたらなかった。そこで彼は父の文即を売り私って金を用

惹l、プラジル国内を 5年にわたって隅々まで遍歴し 、民謡を身を以て学びとった。 この休

験がヴィラ ・ロポスの作曲にとっ て決定的なものとな った。即ちプラジル古来の民俗音楽の

様式化、それが彼の作曲活動の中心であり 、それが彼の全作品の筋金となっているのであ

る。

ヴ ィ ラ ・ ロボスはヨ ーロ ッパ音楽 を 研究するために1923年バ リに出かけた。 • Dalius
Milhaudや ClaudeDebussyの音楽を目ざしたのであったが、むしろ逆にパ リの音楽界が

ヴィラ ・ロポスの声楽に限を見はり 、耳をそばたてたのである。彼は誰の影怨も感化もうけ

る必要がなく 、彼自身の体験と創作慾を十分に発揮すればそれで十分だったのである。 ヴイ

ラ ・ ロポスは1924年に Segovia のパ リ に於けるデビゥ演奏会をぎ .I.‘ それ以来：：：•人の間に友情
が目ばえたのである。こゞで彼のギター音楽えの創作が根強く動き出したのであった。 1927

年プラジルに帰国したヴイ ラ・ロポスは、越えて1932年に国立音楽学校に迎えられ Vargas

大統領のお底え目出度く 、校長に抜擢されるという風で、ついにプラ ジル音楽界の重鎮と し

て不動の地位を占めるに至った。中でも国民のうたごえ運動を指導し 、9月7日の独立記念

日には年々その即頭にv：っ て鼓舞するのであった。 • 

ヴィラ ・ロポスの作曲活動は、オラトリオ、オペラ 、交窃管絃楽、室内楽、独奏、声楽な

ど凡ゆる部門にわたっている。 そして彼の作曲技法は、和声の極く簡単なもの（例えば児童

用の音楽）から最も複雑した（例えば Rudepoemaや Choros)に及んでいる。しかもそこ

にはプラジル古来の民俗調が常に根強く歌われている ことが目セっている。

Choroというのはリオの辻音楽の楽人達のグループの名称であるが、それをヴィラ ・ロ ボ

スは曲名として採上げている。彼が好んで作曲したギター曲にもプラジルの郷土色が豊かに

流れている。

(1) Suite populare-Bresilienneは Choroを四曲集めたものである。即ち Mazurka,・・,, 

Schottish, Valsa, Gavottaの四曲である。その中 Valsa と Gavottaは1912年の作である

から 、 Mazurkaと Schottishはその年かそれより以前の作であろう。 Se_goviaとの出会

の前にすでにこのような作品が出来J::っていたことは注目に値する。 MariaTeresa T~ran 

に搾げられた曲集である。
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ぐ2-） 1ーと :C.;,tudiosは1929年の前で A?dresSegoviaと相知った後の作品である。 この

曲集に序して Segoviaは次の ように書いている。

この曲集にはプラジルの天オ作曲家 HeitorVilla-Lobosがギターのために作曲した十

二の好ま しいエチュードが収められている。これは両手のテクニックを訓練するのに好ま

しいが、同時に演奏会用の作品として も立派な不朽の価値を持っ ている。器楽の世界でそ '‘‘.．

の楼能を十分発揮せしめるようなエチュードを与えた作曲家は殆となかったといってし‘.I.。

僅かに Chopinと Searla tti の名が思出されるだけである。この二大作曲家だけが、単

調や安易に落入ることな く、注意深い演奏家としてその指の動きからすばらしく流開な効

果を聞く人に与え、気高い優雅なそして詩的な感情を起こさせること に成功しているら

Villa-Lobosはギターの歴史に Scarlattiゃ．Ghopin のなしとげた ことをみごとにな し

とげたのである。 Villa-Lobos自身この曲集に記入している指使いを私は変え ようとは思

わない。彼は完全にギターを知っているのだし 、彼が絃や指を指定したのはその楽句をそ

う意諮してのことであるから困難を伴うことがあるにしても 、忠実にそれに従うぺきで

ある。最後にその曲を私に献呈されたことに対する光栄に心からの感謝を棒げるものであ

る。」 S~govia は好んでこのエチュ ー ドを録音している。

(3) Cinq Preludesは 1940年の作で Mindinha夫人忙捧げられている。 Tarregaの

．．前奏曲が何れも小品にすぎる のに対して、ヴィラ ・ロ ポスの前奏曲は五つ共演奏会用の作品

としても通る堂々たるものである。就中第一曲の哀愁は日本人に好まれるものである。

Segoviaのレコー ドの外に JulianBreamが全曲録音しているが、まことに輝かしい作品

．であり演奏である。

(4) Concerto pour Gui tare et petit orchestreは1951年の作で、Segovia に捧げら

れ、 Segoviaによって初演されたものである。 Allegro Preciso, Andantino e Andante, 

Allegro non troppo の三i~章から成り 、 第二楽章の結びのカデンッアは圧巻である。

以上は凡て MaxEschig/Paris版で最近次のギターニ軍奏曲が新刊として加えられた。

A Canoa Virou 

Therezinha de Jesus. 

この外 NewYork の Associated Music Publisher から Bachianas Brasileiras 

• No. 5が、もともと八つのチェ ロのために作曲したのを、ヴイラ ・ロ ポス自身ソプラノとギ

ターのために編曲したものが出版されている。之はギター歌手として有名な OlgaCoelho_ 

夫人のために編曲されたもので、作詞はポル トガル語 RuihV. Correa,英語訳 Harvey

Officerで、1953年11月2Rロン ドンの WigmoreHallのリサイタルで Coelho夫人に よ

って初演された。

附記 ：一

その後 Emilio Pujol から送られた MaxEsching / Paris 版の数々の楽譜の中に

・ Therezinha de Jesusがあった。これは Pujol の編曲セ、第一ギターだけが第六絃を D

に移調して演奏するようになっている。 Cir'andaNo. 1という副題がついている。
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アタウアルペユペンキ

Atauhalpa Yupanqui 

木村 喜久 弥（静岡）

Kikuya Kimura (Shizuoka) 

アルゼンチンの郷土民謡を心から愛し 、育成し 、その芸術性を高める こと に献身努力して

いる偉大なる吟遊詩人アタウアルパ ・ユパンキの Spと45回転盤がェンジェル ・レコー ドか

ら発売される様になり 、わが国の多くの音楽愛好家が彼の偉大なる芸術に親しみ易くなって

来たのは誠に宮ぷべきことである。

彼の音楽の索晴しさをよりよく理解する為、彼の幼少時の環境や経歴を簡単に紹介し＇てみ

よう。

彼は1908年プエノスアイレス州カムポデラクルス Campode la Cruz に生れた。鉄

道従菜貝の父に連れられて、幼少時から山野へ旅行し 、美しい大自然に親しんだ。アルゼソ

チンの山、森林、川などに対する愛情から郷土民謡に特別の関心を抱 く様になったのであろ

う。

1915年 7オの時ギターを巨己流に習い始め、翌1916年バゥティスタアルミ ローン から正

式なギター奏法を学ぷ様になった。同じ謡iからヴァイオリンをも学び始めた。

1925年17オの時新闘記者生活に入り、1929年、21オの時プエノス アイレスに出てギタ リ

ス トとしてデビュ ーしたが失敗に終った。

1932年、24オの時処女作「インディオの逆」 Caminode! Indioを発表し 、1944年、36オの

時小説「黄白色の険しい岩t.lr」CerroBayoを発表した。

1949年、41オの時ヨーロ ッパヘ渡り 、フランス、イタ リー、 ドイツ、ハンガリー、 Jレーマ

ニア及びチェコスロバキヤなど14ヶ国を巡演し 、160回もの作品発表 コンサート をし 、大好

評を博した。

1950年パリのジャルル クロス芸術院 AcademiaCharles Crossから国際民族音楽のグ

ランプリを獲得した。 1951年には、，前述の小説「黄白色の険しい岩山」のフランス語訳がパ

リーで出版された。

1954年、プエノス アイレスで詩集 「ギターラ」 Guitarraを出した。

1955年 7月、 チェ コフ、ロバキャのプラハ（プラーグ） Pragaでの問際映画コンクールで、

映画「石の水平線」 Horizontesde Piedraの映画音楽箕を猥得した。

其後「男達と道々」 Hombresy Caminosや「かくれた水」 AquaEscondida などの詩

第を出版し、更にパラガイ）．オルテイ ス エレーロ OrtizHerreroの伝記映画やアンデス山

に黄金を探す人々をテーマにした映画の脚本を害いたり 、文学及び音楽の両分野にわたって

大活躍をしている。

彼が作詞作曲した 600曲以上のフォルクロー レの中では「ツクマンの月」（サ ‘ノパ） Luna

Tucumana,「インデイオの逆」（カレンォン） Caminode! Indio, 「愛ずる士他」（サンパ）

Tierra Querida「牛車に揺られて」（ミロンガ） LosEjes de Mi Carreta「こうろぎのサ

ンパ」 Zambade Grilloなどが特に有名である。

エンジェ J!I レコー ドからいづれユパン キのLpも発売されると思うが、アルゼンチン オ

デオンからは既に Lpが 4枚も出ている。その 3枚目と 4枚目の Lpの曲目を次に紹介しよ

う。 （＊）は歌とギター （＊）のついてないのはギター ソロである。

3枚目の Lp Odeon LDS-253 

(52) 12 



「取者の歌」 Cancionde Carrero 

この曲の作曲者は、世界的に有名な音楽家で、アルゼンチ ン国立音楽学校々長をつと

め、惜しく も1948年に死去したロ ペス プチ ャルド LopezBuchardoである。

「柏物」（ミ ロンガ）ElAromo (Yupanqui) (*) 

「返礼」（又は報復）のサンパ、 Zambade Mi Pago (Hnos Abalos) 

「山小屋の月」（サンパ） LaMontaraza (P. de! Cerro-Yupanqui) (*) 

「ウ エー ジャ ウエ ジータ」 （カン i/ ォ ン） •Huella, Huellita (Yupanqui) (*) 

「ラ サンパ ソニヤドーラ」LaZamba So五adora(P. de! Cerro) 

「緑の薪木」（パンペァ ーナ）Le五aVerde (Yupanqui) (.*) 

「エル トウラ ムパーノ」 （コルドバ地方のガート ）ElTulumbano (P. de! Cerro) 

4枚目の Lp Odeon LDS-277 

「泥沼のチャカレラ」Cbacareradel Pantano (*) 

「放の同胞（田園調ミ ロンガ）」 PaisanoErrante 

「エル コジータ」（ガート ）ElCoyita 

「プルガージュ」（サンバ）Burrugayu(*) 

「エル ジャン ト」（ダンサ）ElLlanto 

「沈黙に怒る」（カンツォン）LeTengo Rabia Al Silencio (;1<) 

「ヴィ ダーラ 898番」（ポプラー）レ） VidalaNo. 898 

「広大な平野」 CampoAbierto（南部のエステイロ）

ギター作曲コンクール

アルモニア復刊五周年の記念にあたり 、

下記によ って作曲 コンクールを行います。

1. 未出版未発表の独奏曲 とし、 演奏時

間は10分以内 とする。

2. 締切は昭和33年 6月30日とし、 宛名

は宮城県亘理郡山元町坂元

i引計橋功方 アルモニアとす。

3. 中野二郎、小船幸次郎の審査により

次の通り授宜す、但し該当作品のな

い場合は授買を行わない。

1等 10,000円 2等 5,000円

．4. 審査の結果は本誌第 5巻第 5号に於

13 

て発表し、受貸作品の刊行はアルモ

ニアに於て行う。

巨匠セゴピア愛用の

オーガスチンギター絃

#1/¥130 #2/¥150 #3/¥160 

#4/¥200 #5/¥220 #6/¥240 

新発売ドイツの

ハウゼルギター絃

#1/¥ 90 #2/¥110 #3/¥130 

#4/¥160 #5/¥280 #6/¥200 

巨匠セゴピア愛用の

ホセラミレス作ギター

¥62,000.-~ ¥170,000．ー各種

スペイン ・イギリス ・ドイツ ・スイ

ス ・イタリア ・アルゼンチン ・アメ・

リカ等各国ギター楽譜在即豊富、型

録進呈

名古屋市中区園井町 3の3（三協ピル）

荒井貿易株式会社

電 (23)1858, 3781, 0219 

振替名古屋 10849
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中南米音楽用語抄解

-------― I・ Canoa プラジルの舟唄。

本稿は NicolasSlonimsky著 MusicI I Candombe タンゴ以前にアルゼンチンで

ofLatin America の第三部 Diction• I I 流行した古い舞曲。

ary of Latin Musicians, Song and 

dances, and musical Instrnments 

の抄解である。

Amorfino エクアドールの恋歌、6/8拍

子。

Angeli to 亡児に棒げるアルゼンチンの弔 '

歌。 Angel天使から来た曲名。

Baguala ヴィダラに似たアルゼンチンの

古歌。

Baile ダンサに対し 、主にサロンで踊ら

れる舞曲。

Bailecitoアルゼンチ ンとポリピアで歌に

合せて踊る曲で、通常ギターを伴奏と

する。

Bamba メキンコのベラク）レス地方の古

歌。

Bambuco コロムピアの民族舞踊で、3/4

又は6/8、テンポは早くない。

Batuque 独得なンンコペーンォンをもつ

プラジル黒人の踊。

Beguine セントルチア及びマルチニクの

民族舞曲で）レンパに似ている。

Bolero 2/4のキューパの舜曲（スペイン

のポレ ロは 3/4)

Bomba ハイケ0_)黒人舞曲

Cabocho 朕夫という意味で、プラジルの

田舎の踊。

Cacharpaya ポリピアの謝肉祭の踊。

Ca,llejera コスタリカの歌謡で6/8拍子。

Calypso トリニダードのパラ ー ド風な歌

曲。

Cai;icion スペイ ン風歌曲。

Candeia, Candiero プラジルの聖燭祭の

音楽 2/4(l.Jゆるいテンポ。

Capoeira プラジルの附気な踊。

Carabineサントド ミンゴの軍隊行進曲。

Carao ミロンガ風のアルゼンチンの舞曲

で、歌いながら踊る。

Carioca リオデジャネイ ロのサソパ。

Carnavalito アルゼンチンの謝肉祭の音

楽。

Chacarera アルゼンチン民誼で、 "8と

3/4が交互に繰返えされる。

Chamame アルゼンチンの民族舞踊で、

2/4拍子のゆつくりした曲。第一拍に

独得な三連音符が出る。

Choro, Choros 特色のあるリズムにのっ

たプラジルの歌曲で、Villa-Lobosが

好んでこのスタイルで作曲している。

Chula, Chulado プラジルの2/4拍子の舞

曲。

Cielito ワルツ調のアルゼンチンの古歌。

Cifra アルゼンチンのガウチョの歌で、＇

3/4又は6/8。
Coco 2/4のプラジJ咋）踊。

Comparsa キューパの黒人の踊。

Condicion アルゼンチン北部の舞曲で、

二部から成り第一部は 2/4のゆるいリ

ズム、第二部は6/8の快速調。

Conga キューパの踊り でコ ンガ（ドラ ム）

を伴奏にしたはげしい リズムの曲。

Cuando ミヌエットに似たアルゼンチン

の上流のサロンの舞曲。

Cueca, Zamacueca参照。

Cumbia パナマの黒人の踊。

Cumbiamba コロムピアの 賜気な踊で、

2/4拍子。

Guyana ァルゼンチンの クージャ地方の

歌。

(54) 14 
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Danzaパイレに対する スペイン風な舞曲。

Danzon キューパの黒人の踊。

Embolada 輪になっ て踊る 2/4のプラジ

ルの踊。

Escondido ガトに似た 6/8のアルゼンチ

ンの元気な舞踊。

Estilo アルゼンチンの抒情歌曲で、二部

から成り、第一部は 2/4のゆるいテン

ポ第二部は 3/4又は6/8の早いテンポ。

Fado 元来ポル トガルの民謡で、プラ ジ

ルでも広く歌われている。

Firmeza 6/8でテンポの早いアルゼンチ

ンの歌曲。

Galopa ヨーロッバのガロップの変形で、9

パラグアイで広くゆきわたっている舞

曲、メロデ・イは2/4、伴奏部は3/4,

Gato 3/4の早いアルゼンチン舞曲。

Guajira キュ ーパの舞曲で3/4又は6/8。

コンガのスタイルに似ている。

Guatacha スペインに由来するキュ ーバ

の踊で、6/8しばしば）レンパと組んで

演ぜられる。

Guarania パラグアイのグアラニイ族の

踊で、ゆるいワルツ調。

Gnarapo サントドミプゴのバラー ド。

Habanera キューパのハパナに始まった

2/4の舞曲 タンゴのリズムに似てい

る90

Hara.wi（又は Yaravi) インカの古歌に

よるペルーの民謡。

Huaino, Huainito アンデス山地方で広

く行われている舞踊で、エ クアドー）レ

ではサンファニートと呼ばれている。

Huapango メキンコの踊で、2/4,3/4, 

6/8のリズムがまじって賑やかなもの。

Hueja 6/8のアルゼンチンの歌。

Jarabe 3/4又は6/8のメ キンコの踊で、マ

ヅiレカ(,')リズム9に似ている。

Jar an a 'メキンコのユカタン地方の民踊、

6/8と3/4がま じっている。
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Jongo ドラムだけを伴奏とするプラジル

の黒人の歌で 2/4。

Joropo 3/4又は6/8の極めてリズミカルな

ペネヅエラの舞曲。

Kachampa ペルーの軍隊の踊。

Kaluyo ポリピアの蹄りで、靴をならし99

て活澄に踊る。

Limba ハイチ0.J踊。

・Llanto ハンカチーフを目にあてながら踊

るアルゼンチンの悲しみの舞。

Loncomeo パタゴニアの哀歌。

Los aires 6/8の速いアルゼンチンの古曲。

Lundu プラジルの黒大の歌で、或はメラ

ンコリ ックに或はリズミックに歌われ

る。

Macumba プラジルの黒人の祭礼の音楽。

Malambo アルゼンチ ンの古 い舞曲で

.6/8。
Mananita メキンコのサロンの音楽で、

セレナーデ風の軽いもの。

Manuba ハイチの男同士の踊。

Marcha マーチ。

Marianda 6/80.Jプェルトリコの歌。

Marinera 6/8のペル以水兵の臨

Mariquita 古いアルゼ‘ノチンの 6/8の改

で今は殆と歌われない。

Marote 2/4又は6/8のアルゼンチンの歌。

Marfelo 2/4のプラジルの歌。

Ma,xixe プラジルの都会の舞曲で、2/4の

テンポの早い曲。

Mayoyo ハイチの踊

'Media Cana 3/8の古いアルゼンチンの

歌で今はすたれてしまった。

Mejorana バナマに昔から伝っている歌

で、メロデイは2/4伴奏は6/8の独特な

スタイルのもの。

Mento ジャマイカのルンパ。

Merengue.ドミニカ共和国、ハイチの踊で

2/4で、一拍目にンンコペーツョンが

かかっている。
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Milonga タンゴ0_)隆盛前にプエノスアイ

レスで盛んに踊られた舞曲で 2/4。

M面 inhoポルカ風な2/4のプラジル舞曲゜

Modinha 短調 uつもの悲しいプラジルの

嗽。

Monos コロムピアの踊。

Morao プラジルのおそいワルツ調の歌。

Pali to 古いアルゼンチンの歌で、 3/4又

は6/8ガ ト以前に流行し た。

Parafien 19世紀チリの上流社会で流行し

た舞曲。

Pasacalle 3/4夕は2/4のポリピアのセレ

ナーデ。

Pasillo 中南米•一幣で踊られる 6/8 又は

3/4のもの。

Pasodoble マーチ風の曲。

Payada ア）レゼンチンの即興の二重唱。

Pericon 3/4のウルグァ イやアルゼンチ

ンで踊られるリズミッ クな音楽。

Polca ヨーロ ッパからきた舞曲でプラジ

ルやパラグアイで踊られている。

Ponteio プラジルの歌。

Porro コロムピアの踊りで、抒情的な歌

がついている。

Punto スペインからきた歌で昔キューパ

サントドミンゴ、プェルトリコなどで

歌われた3/4又は3/8又は6/8調。

Puya コロムピアの踊。

Quena ・Quena ヶナ笛に合せて踊る踊。

Quilombo プラジルのパラー ド。

Quimbete プラジルの黒 人．の踊。

Rancher a アルゼソチンの田舎の踊、3/4

だが伴奏は6/8。

Pelacion アルゼンチンのガウチョの歌。

Romance スペインの昔のパラード。

Rumba アフリカからきたキュ ーパの舞

曲で2/4。
Salongo ハイチの祭礼の音楽。

Samba プラ ジルの2/4の速い舞曲。

Sanjuanito ェクア ドールの舞曲で、 聖ジ

ョンに因んだ2/4 知謡の曲。

(56) 

Sarambo サントド ミンゴの舞曲で、極め

て個性的なもの。

Saudade ポルトガル語で追菜の意味、プ

ラジルの作曲家達の好んで用いる淋し

い曲趣の歌。

Seis プェル トリコ0Jバラー ド'

Seresta プラジルのセレナーデ。

Serrote プラジルの田舎の踊。

Sombrerito 北部アルゼンチソの3/4の舞

曲で、ソンプレロ（つばの広い紺子）

を手にして踊ることに由来する。

Son 音という意味。 キュ ーパなど中米諸

国の歌の曲。

Tamborera, ・Tamborito 2/4のパナマ舞

曲。

Tango 2/4ハパネラ調のプエノスアイレ

スの舞曲。二部から成り第一-部は短調

第二部は長調となっている。

Toada ポルトガル語で音の慈味。

Tonada スペイン語で音の意味、転じて

歌。 ・

Torito negro 闘牛をまねたポリビアの舞

踊で、謝肉祭で踊られる。

Triste 北部アルゼンチンの悲歌。

Triunfo アルゼンチンの古い行進曲風な

踊。

Vais ワルツ。

Vida la,'Vidalita 3/8又は6/8のアルゼソ

チンの歌で、Vidaは命又は生活の意

昧、即ち深刻な生活の歌。

Violao ポル トガル語でギターのこと。

Xango プラジルの踊。

Yaravi アンデス山に住むインディアンの

哀歌。

Zamacueca チリの民謡で、6/8と3/4が

交互にくる長調の曲。

Zamba ァルゼンチンの舞曲で、サマクエ

力に由来する。

Zapateo, Zap・ateado タップダンス、と

くにサン トド ミンゴで 踊 られるのを

Zapateado Montunoと呼ぶ。
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Hei切rVilla-Lobos (1887-) 

昨年70オの誕生を盛大に祝福された

Villa-Lobos。彼の前奏曲、錬習曲、チョ

ロなどは A.Segoviaはじめ、世界各国

のギタリス トのリサイタルのプログラム

に逸することの出来ない存在となってい

る。現代のぎター音楽は J.Rodrigo, M, 

Torroba, M. Castelnuovo-Tedesco. 

Alex. Tansmanなどによって豊かなも

のとなっているが、それに伍して Villa・

Lobosの名がさんとして輝いている。プ

ラジルは Villa-Lobosの音楽活動によっ

て世界に俊位を占めることになった。フ

ィン ランドに於ける JaenSibeliusと同

じ慈味で Villa-Lobosはプラジル国民の

一つのンンポルと言え よう。

Waldemar Henrique (1909-) 

先年来朝した MariaLuisa Auidoの

プログラムアの中で一 •番魅力的だったの

は「アマゾン物語 CansaoAmazonica」

であった。その作曲者が V.Henriqueで

ある。北部プラジルの Para州 Belem(i）

生れで、初め科学を勉強したが、次いで

文学を修め、音楽を以て身を立てるよう

になった。彼はアマゾン河流域の土民達

の伝説や音楽を研究し 、それをテーマと

L、又モチーフとした作品を数々発表し

ている。音楽会では自分でギターを弾

き、妹の Maraが歌う。彼の作品には歌

曲が多いが、友人IsaiasSavioが之を

ギターに編曲してみごとな効果を上げて

いる。（この肖像は GuitarReview誌か

ら転載したもの）
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Isaias Savio (1902-) 

ウルグアイのモンテピデオに生れたは 50に近いのである。

Savioは 9オの時から ヒアノを習い、4年 その作品は Ricordi,Mangione, del 

後にギターに転向した。上達の早かった彼 Vecchio(j）外アルゼンチンの Romero-

はギターを持って南米各地に演奏旅行を • Fernandez, Casa Nunezなどから出版さ

し、1931年プラジルに至り爾来プラジルに れているが、主なるものに

住み沿いている。勿論プラジルにはポルト Preludio 1~12 

ガルからギターが入り 、さかんに演奏はさ Estudio 1~12 

れていたが、クランック ギターを今日の Paginas de Album ly2 

隆盛に甜いた原動力となったのは、Savio I 8 P ensamientos 

の熱愁だったといっても過言ではないかも Sonatina (Allegro. Minuet. Rondo) 

知れない。彼はギ ターを持って国内を遊歴 Variaciones (Arrorro mi nino) 

し、或は原生林の中に土済のインディ オを ! Cajita pe Musica 

訪ねてその音楽をき L出し 、それをギター I Cancicn de Cuna 

に移すという風な努力を惜しまなかった。 Cenas Braaileiras 

そして彼の作品はオリジナルと編曲を合せ 外に WaldemarHenrique等の民謡調の

て悠々 100をこすという風である。Ronoel 編1111に佳作多く 、教本、副教本も出してい

Simoesが私に送ってくれたものだけでも る。

(58) 18 



Maria Livia Sao Marcos (1942ー）

16年前の 4月8日に生れた Mariaは 5オ

の時父 ManuelSao Marcosについてギ

ターを学び、後 IsaiasSavioに師事した。

6オの時独奏家として舞台に立ったが、所

謂リサイタルをサンポー ロで開いたのは13

オの時だった。フランスの IdaPrestが

はじめて RCAピクターに吹込んだのは14

オのことだったし 、Anidoが恩師 Miguel

Lio bet と共にレコー ドに入れたのも20オ

前の ことだったから 、Mariaもこの先輩

と仕ゞ同じ年令で同じコースに乗ったわ

けである。A.Segoviaは じ め、Julian

Bream. Manuel Lopez Ramos. Narciso 

Yepezその他多くのすぐれたギタリスト逹

よりも幼くしてすでに名を成し、ロ ンドン

のJohnWilliamsの好敵手と 目されてい

る。演奏は一音一句ミスがなく 、その技巧

は完壁という噂である。この儘成長した

ら、どんな名人になるかとプラジルでは大

19 

へんな気の入れかたである。

昨年 5月20日サンポー ロ劇場に於けるリ

サイタルは甚だ好評だった。 その曲目は

Luiz Milan作バパーヌ

Frescobaldi作 フレスコバルダ

Haydn作二短調メヌエッ ト

Sor作 メヌエッ ト、ロンド、アレグレッ

卜

II 

Tarrega作バパーヌとガポッタ

W. Henrique作 アマゾ` ノ物語

Isias Savio作アゴコ

m 
Alfred Uhl作パガテレ、アリア、狂想曲

M. Torroba作ホ短調前奏曲

自作海に寄す

M. Castelnuovo-Tedesco タランテラ

(59) 



Rio de Janeiroのギター協会の集い

楽友 RunoelSimoesから提供されたリ

オ・デ・ジャ ネエロのギタリス ト達I)_)集いで

Prof. Antonio Robello（中央ギターを持

った紳 L・）の門下生逹。 Robelloの隣りに

眼鐙をかけて立っているのが IsiasSavio. 

そしてその隣りで同じく眼鏡をかけて下向

きがちにしているのが WaldemarHenri-

que.。男 f• よりも女性の力が多いのが見も

のである。

中南米諸国にギターは広くゆきわたって

いるが、プラジルはアルゼンチンに劣らず

ギターが盛んである。ア メリカに在って

Segoviaに劣らぬ人気のある Laurindo

Almeidaとギター歌手の第・人者 Olga

Coelho火人の存在は大きい。作曲家とし

ては HeitorVilla-Lobosを喰頭に Isaias

Savio, Waldemar Henrique, Camargo 

Guarnieri, Lorenzo Fernadez, Brazilia 

Itibere, Inara Simoes de Iraja, Franci 

-sco Mignone, Nogeira, A. Bernardini, 

(60) 

A. Scupinari, Baez Allende, D. Seme. 

nzato, Milton S. Nunez, A. Giacomino, 

A. Simalha, Dilermandoなど多士斎々

というところで、Ricordi,del Vecchio, 

Irmanos Vitale, Edicao academica, 

Melodia-Mangione, Rio-musicalなどか

ら出版されている。その出版数からみて

も 、 プラジルはギターの— 等国の一つに数

えられよう。

プラジルのギター界を語るとき、絶対に七

の名を逸することが出来ないC))はRonoel

Simoesである。 [I刊誌．Gazetaに毎週ギ

ター物語を執筆してもう何年にもな り、ギ

ターレコード蒐集家と して世界屈指で あ

り、これ又毎週ラジオプラジルから解説附

でレコード放送をしている。本号の写襄

は凡て Simoesの提供によるものであり 、

Isaias SavioがSimoesに贈ったReduebra

Morenaの原譜をア）レモニア版として提供

されたが、木号には間に合わなかった。
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テレピ I3月 9日NHKテレビ［朝の

しらぺ」の時間。アンダ）レ

Vア四軍奏団の出演。曲目は合奏でパレンン

アのホ タとエスバニア カーニ、独奏で困藤

和枝のマリア エレナと 洒井富七夫のペサメ

ムーチョ。曲目を見たゞけでも、クランツ

ク ギターのジャンルとはゆき方がちがって

いることがはっきりしている。酒井詔士夫の

独奏で—••そうそれがはっきりしている。勿論
アメリカでもLaurindoAlmeidaゃVicente

Gomezの一面にこうした傾向がみえる。

そういう謀味では新傾向と言える。しかし
Almeidaにせよ Gomezにせよ一面クランッ
ク ギターの線を厳として守っていることは

心弛い。
NHKテレビでもアンダ）レンア四頂奏団を

クランック ギターとしては扱っていないと
思うが、それにしてもこのコンフン トに歌で

も加ったらもっと楽しかろうと思う。たまに

はクランック ギターで「朝のしら

ペ」を楽しくきかせてくれるギタリ

ストがいないか知ら。

2月のギタ一新譜では Columbia

の「フラメ‘/コ(j_)祭典」がき 上もの

である。フラメンコは専問的な知識

と理解がないと、どれをきいても同じように

きこえるものらしい。レコード蒐集家の中に

はフラメソコは一枚あればたくさんだなどと

いう人がいる。しかしフラメンコをき Lわけ

るようになるとそれぞれに味がある。 Lpの

初期には CarlosMontoyaのものしか手に

:1入らなかったので、その演技に耳を奪われた

感があったが、その後スペイン本場のものが

入るにつれて、生粋のフラメンコの味が、ア

メリカに帰化した C.Montoyaのもの とは少

しちがうことがわかってきた。「フラメンコ

の祭典」における MarioEscuderoもその

意味でき上ものである。

Epicが近く Reyde la Torreの新盤を出

す。 SMCから Philharmoniaへ、そしてEpic

へと着々と地盤を固めてきた Torreには大い•1--1 に期待がもてる
レコード
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2月26日NHK第一放送 ラジオ
（仙台ローカル） 「楽しいし 1 , 
らぺ」で久しぷりに阿部吸司の独奏が出た。

大河原義術作の組曲「花束」を取上げたのは

うれしかったが、三曲だけで端打ったのは心

残りだった。勿論バラエティを考えてのこと

ょ思うが、その代りカーノとゴメスの曲を加

えた。この紺曲は、なる仕どテクニックは一

見やさしそうだが、木目が細かくて一音ー音

ゆるがせに出来ない。その点に気を配ってな

かなかの好放だった。手近な邦人作品をどし

どし手がけるようになれば作曲家側も張り合

いがあるとい うものである。い M傾向として
阿部に喝手を送る。

3月8日NHK第二放送に篠原寛司出演。
注意している とNHKでは月に一度くらいは
クラツ ック ギターをとり上げていてくれる
が、民放では之より回数が少いのではない

か。勿論コンマーンヤルとしてクランック

ギターは地味すぎるかも知れない

が、選曲次第で結構楽しめるプロが

出来るはづである。

ドイツ映画「菩薩樹」は心温まる楽

しい美しい映画だった。ギターが一

役買っている。ドイツでは Schubert

ゃCarlMaria von Weber以来歌とギター

が離れがたく結びついている。ナロンやステ

ージだけでなく民衆の生活にとけ込でしま っ

ている。

アメリカ映画「太陽は又昇る」に於いて

Vicente Gomezは十分ギタ-を生かしてい

「血と砂」以来の好評である。スペインを舞

台にした映画にギターは欠くことの出来ない

存在である。こ .I.ではドイツとはちがって、

ギターのない生活は考えられないとでもい .I.

たい仕どの存在である。

ところでわが国ではギターはどうなってい

るのだろう。その生産と普及に於ては外国に

劣らないのだが、問題はその没透度である。

変な形で映画に出るのなら出ない方がま しだ

という声もきく。映画に取上げられなくとも

ぃ.1.から 、ギターを生活と

共にあら Lめたい。 1 映 画

(61) 



ロドリゴと彼の作品レコード
Lp. of Joaquin Rodrigo's music 

藤 田 不

Fuji Fujita (Tokio) 

，ロ ドリゴは1902年11月22日にヴァレンツア県のサグントーで生れた、スペインの作曲家で

ある。彼は 3才から盲目であった。彼の早熟な音楽的才能は、ヴ ァレンツア地方の音梨家達

特に著名な作曲家、フォーク ロー リス トで作家のエ ドアルドー・ロペスによって育てられ

た。ヴァレンツアの精神はロド リゴのすぺての作品を貫いていて、これはこの歴史的な海岸

に住居した、すべての人種の特質と思える所の、地中泡の精神である。ヴァレンツアはパ）レ

セロナのように、その外観はヨーロ ッバ的であって、ロ ドリゴの伝記作者達は彼の音楽の国

際的な傾向に気づいていた。ヴァレンツアで俊秀な成絞で学業を了えた彼は、ア）レベニス、

ファリアとテューリナの先例にならって、彼の活動の中心地をパリとした。 1927年に彼はエ

コー）レ、ノ ルマル（音楽学校）へ入学を認められ、デュカに1932年迄作曲を師事した。彼

はデュカの愛弟子の一人であって、この先生が若い作曲家に与えた彩評を心にとめて骰くの

は前要である。 ロ ドリゴの伝記作者である フェデ リコ ・ソペーニャは、1920年代の後半数ケ

年中におけるこれら 3名のスペイン作曲者達の立場を正確に述ぺている。秩序と慣例の人で

あったテュ ーリナは、スコラ（音楽学校） で彼に正当な場所を見付け、そしてファリアはあ

る間かくをおいてドピュッシーを崇拝したのに、ロド リゴがバ リヘ到着した時は、ダンディ

と戦後期間のすべての理想がスコ ラに対して反動が始ま った所であった。デュカの影愕は

異った作曲家陣営の極端な主義者達と融和された。ソペーニャは、それは実際ア）レベニスの

すべてを包ようする個性であって、すぺてこれらのスペイン作曲家達の心の広い友達である

と共に、デュカの友でもあり 、この人は天使の保護者となった、と円明につけ加えている。

ロFリゴにと ってデュカはパリの本何的な精神を代表して居り 、それが彼を して自己のイン

スピレーンョンを識別させた。バリでこれら年月間に、ロ ドリゴはマ ヌエル・ド・ファリア

の交友逹としばしば会合し、フ ァリアが彼に与えた言薬は、ロ ドリゴの後年の作品に反映し

て居り 、 リカルドー ・ヴィニエスの与えた今一つの影評も見逃せない。

1933年ロドリゴはスペインヘ戻り 、全校一致の讃成でコンデ ・デ ・カ）レタヘナ奨学金を授

与され、彼の場合それが 2ケ年に延長されて、 パリでモーリ ス ・エマヌエルと音楽史を講義

したアンドレ ・ビロについて研究を続けられた。ロドリゴがスイス、 ドイツ、オース トリア

を旅行し、そして歌曲とピア ノ作品を創作したのはこの数年の間であった。 1936年にスペイ

ンで国内戦争が発生し、彼は恒久的にスペインヘ戻り 、放送演奏会の指郡をするあい間作曲

に努力した。 39年に彼はマドリッドヘ住居を移し、ギターと管絃用の「アラン フェス協奏

曲」で、直ちに名声を得た。初演でこの協奏曲のように熱心なかっさいを受けた作品は、近

年極く少く 、この作品は現代スペイン音楽で決定的な時代を劃するものである。

ロドリゴがパリヘ到箔した時に、「ラ ・サラバンダ ・レハナ」「ガロー ・マニャネロの前奏

曲」「MuyGraciosa Es La Doncella」の如き地中海風な、抒情味にみちた、若千の特徴

のある音楽を既に作曲していた。これらの作品はその曲折したメロディと使い古された伝統

に従っているけれども、円熟しそして驚く程良く掏衝のとれた作品である。「アランフェス

協奏曲」は、和声とリズムの新しい分野を探求し、管絃楽と独奏楽器の使いかたに新味を出

したものであり 、ギターはその古風な、遠い;翠きにもか .I.わらず管絃楽の音響に沈消しない

で、その個性を主張し、それと対話さえする。
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． 

20世紀の多くの作曲家達と共通して、ロ ドリゴは18世紀の音楽に魅力を感じ、ファリアの

ように、スペインの厳しゅくさの底流を特かせる所の、きらきらした音楽を創作した、 ドメ

ニコ・スカルラッティとパドレ ＇・ソーラーの作品を詳細に研究した。 ロドリゴはスペインの

作曲家逹が夢想した、 不思議な、幻想的で多くの形を持つ楽器、つま りハープの数、ピアノ

の尾とギターの魂を拷った、理想的なギターを自身で説明している。その調子で開かれた関

係は無限で、それはグリンカを刺激し、アンドレス ・セゴヴィアの極致の芸術に劣らない、

ジプン一のギタリストのロドリゲス ・エル・ムルチアノのような、生来の即興を含んでいる。

「カスティリア歌詞の歌」 (1941年）にこの作曲家の均こう感の例をみるのである。巧妙な

和声的な進行でもって彼はカスティリア詩の本質を強調し暗示させる。此所で彼はスペイン

の民族歌曲の極く中心まで貫こうと試みた、ファリアの例に従ったのみではなくてカスティ

リア歌詞へ作曲するに当り 、ファリアが「ドン ・キホーテ」からのエピソードで少年通訳(j)

レンタティヴァヘ行ったよう に、ロドリゴはすぺてのニュアンスと節奏に従った。

「英雄的な協奏曲」は1936ー 39年間に作曲され、第一と第二楽章の下苔きは、1938年 に作

られた。彼はこの作品を英雄主義への交響詩の一種として計画し、その中でピアノには英雄

の役を演じさせ、四つの楽章は四つのめいりょうな面を代表すぺきものとしていた。此所か

しこの一寸した「アラアムスとエクスカージャン」の暗示とファンファーレを除き、この作

品には文学的な回想を持っていない。ギター協奏曲を通じてロドリゴの作品を考えた人々は

この作品を聴いた時に戸まどつた。それはこの作品ではすぺての巧妙な追想は捨てられて、

第二楽章で民族主題の卒直な使用で一般の人々に直接に訴えるからである。この協奏曲はそ

れが贈られた、レオポルト ・クェロールによって演奏され、 1942年に国家買がそれに授与さ

れた。

2年後ロドリゴはヴァイオリニストのエンリケ ・イニエスのために、索晴しい「夏の協奏

曲」を密いた。この作品においてインスピレーンョンは、明確に地中海風であるが厳格に古

典的で「前奏曲」「ツンリアナ」と「ロンディノ」の二楽京で、ヴィ ヴァルディの古い協奏

曲形式へ意識的に複帰している。第一楽章で作曲者は、ストラヴィンスキーの協奏曲の手法

で現代音楽の資源を探求しつ .1.‘それでいて柔軟性と附光に輝く優雅さで、モーツァルト以

前の様式を暗示する。この最もグラフィックな協奏曲への附録として、ヴァイオリン奇想曲

があって、その中でロドリゴはあらゆるスペインのヴァイオリニストの巨匠、サラサーテヘ

敬意を払っている。 （以下次号）
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タルレガの愛器トレスをモデルにした

特製手エギター

（音質清純、音伍豊富、価格低廉）

楽器製作家 加納 実
名古屋市昭和区長戸町 2の28

9 (．6 3) 



アランフェス協奏曲研究 高硲 巌

Study on Concierto de Aranjuez Iwao Takamine (Tokio) 

（演奏技巧上よりみたアランフェス協奏曲）

私がアランフェス協奏曲を知ったのは

6年程前の事でした。 De la Mazaと

Argentaの協油により演奏されたもので

砲か文化放送だったと記憶しております。

其の後幸いにしてその楽譜を入手する事

が出来、何よりも JoaquinRodrigoがギ

ターの特性をオーケストラの中に充分に生

かした作曲技術上の巧妙さ 、それと同時に

スペイン国民楽派の伝統の上にきづかれた

内省的で而も限りない情熱を秘めた索晴ら

Lい音楽に感咬し 、この様な作品を我々の

世界に与えてくれた事に心より感謝したの

でした。

私が我が国で初演する気になったのも 、

これは如何しても私共の手により未だ聴い

ておられない音楽愛好家の人々に紹介し共

に喜んで頁い、又この作品を自ら演奏しそ

の音楽の中に融け込めたならばこれ程の幸

福はないと考えたからで、村田武雄教授の

指i“及び川村深雷女史の協力もあって実現

した訳でありました。

アランフェス協奏曲はすでに本誌に紹介

されており（第2巻第5号）読者諸氏には御

存知と思いますので絃では Sociedad de 

Estudios y Publicacionei;版のギターと

ピアノの譜を基として、技巧的問題につい

て三つの観点から取上げてみる市に致しま

す。

まずこの作品に接Lて留意すぺきは運指

についてでありましょう。そこで以下 2.

3の例を挙げてみますと 、第一楽章に於て

例 1は⑥の 5小節目にみえる重要なテーマ

であり 、この様な運指は⑧の 2小節以下及

び⑳の場合にも適用出来る訳であります。

右手の弾絃についても⑪の 3小節（例 2)

の如く使用すれば次のラスゲァードに続く

(64) 

小節に自然と入る事が出来、その上曲想も

盛上り伴奏との調和もよく 、よ り効果を得

られます。これは⑨の場合にも適用しうる

所であり ます。

第二楽章に於ては⑥の場合（例 3)の如

く記し、これは次0_)⑦以下の小節にも応用

する事が出来ます。そしてこの楽迂の中心

とも云える美しいカデンツァは主として 4

ポジンョ ンに於て運指すれば、YepesのIm
くある程度のより良いカデンツァの解釈も

妥当の様に考えられます。

又三楽章にあっては特に初めのテーマは

巧要であり 、例 4の如くに記してみま し

た。その他、②の 4小節前及び③の 4小節

前はギターの従来の技巧に比して例外の部

類に屈すると思われますので、例5・例 6

の様に考えてみました。

言う迄もなくこの協奏曲には全楽章を通

じて16分音符32分音符などのスケールがあ

り、それらは比較的速いポジンョンの高低

を要求しております故、開放絃を利用して

それを容易にする事も当然でありましょ

う。

第二の観点よりみますと 、この作品は一

種のアンサンプルですので特にピアノ（オ

ーケストラ）との交互の継承方法に留意す

る必嬰があります。そこでいくらかの例を

挙げると第一楽京に於ては①に入る前のギ

ターの独奏が自然と伴奏の出場を促がす様

に奏すると両者の音楽上の気持が合って、

以後の合奏を非常に楽しいものにする様で

す。又④の場合も同様で、伴奏との間の縦

の線をすっきりと奏する必要があります。

以ヒの様な個所は⑪及び⑰0)5小節前と 1

小節ri1J、⑳0)ラスゲアード、第三楽章に於
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ける⑤0)1小節前、⑥と⑦の両者の継承、

⑪及び⑫の 3小節目 、第 3楽章の①、＠の

4小節目 、⑫の 5小節目及び⑰、⑲等々も

固様に言える個｝所でありましょう。

以上の場合は合奏に於ける縦の線を強調

したのですが、横の線即ち高らかな歌、躍

動するリズムなどに、よ り注目すべきは言

うまでもありません。

であまりす。

以上技巧」．．．の問題について三つの観点よ

り概括的に論じた訳でありますが、この作

品に対するより正要な内面上の問題につい

ては、読者諸氏の音楽的思考力及び感受性

により解釈されたい と存じます。

あのロドリゴの物静かな表情をながめつ

.I.、彼の魂の中にはカトリック精神を基調

第三の観点はビアノ譜について ゞあ り、 とした黄金時代のエル ・グレコ、ヴェラス

私が聴いた海外の演秦を参考として、こ の ケス、ムリリヨに通じる伝統が、今なほ力

譜面に見えない而かも蛍要な音符を敢えて 強く生きている事を感ぜずにはいられませ

附加してみました。二、三の例を挙げます ん。そして美しいアランフェスの四季を想

と、 例 7は第一楽姦の⑲の 3小 節目であ 起させる様な傑作ギター協奏曲を始めとす

り、⑨にも同様の考慮がなされる事が望ま る彼の一連の作品は、今後の音楽史上に不

しく、 又第二楽章の②の旋律は例 8の如く 滅光輝を放つ事であり ましょう．

G.7...．．．: 

が1中 4，ゎ，＇4 ． T示 7?’’‘ぢ' ’,h祖了？勺ょ
例 1..lf  p 1:__：誓ビ f 「|F'＂， i.~-I。’=＂

.ヽ・・・・・・・・・・・・・・・~ " 

,12歪臼祠 伊93 — • -

釦且i'氾．戸 li ] I,t-l ：戸土こ戸叫＿l9．旦，」；① 19]喜
C.2 ......,..........．．__......＿．．．．．．ー・・一

例6厨碕編桑疇有配．エ→六
例 7 ・ ？［；巴五ご〗；デ誓

-1Jle : —―--ぃZ- - --I1→ゴニ戸Ifilー ：ーー— ●―;..,す
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悪魔的狂想曲の研究

Castelnuovo-Tedesco :. Capriccio Diabolico 

奥田紘正

H. Okuda (Tokio) 

マリオ ・カステルヌオーヴォ ・テデス コ

作曲の此の狂想曲は、 「各世紀に互る変奏

曲」「ソナタ」に続いてテデス コのギター
作品としては第三作目にあたり 、ニコロ・

パガニーニに捧げてあります。私はすでに

何回かステージに出しているのですが、ど

うも失敗だった様です。ソナタや変奏曲等

と異なり狂想曲と云うものは形式的には相

当に自由な事が、その演奏上に案外な難か

しさとなっているのでしょう。ターレガの

「アラピア風狂想曲」は我国でもしばしば

演奏されているにもか Lわらず仲々良い

演奏に接する事が出来ないのも 、此の点に

問題がある様に思われます。

「悪廊的狂想曲」（二短調）は。調子や拍
子が多様に変り 、又 リズムも相当変化しま

す。したがって演奏時間約八分の此の曲が

全体的に仲々福り難く反而部分部分で小さ
＜紐ってしま うと去う傾向になり勝ちで

す。セゴピアのレコー ドでも此の感が多少

ある様に思えますが如何なものでしょう

か。

動機は相当エネ｝レギッンュな、そして変

化を秘めたものですから此の二小節の弾き
方は大変窺要な意味を持っています（％拍
子。）

二小節ごとにアチェ ラン ドそしてア ・テ
ンポ続いて アチェランドと繰り返すのです

が此の力感の配合には大部苦労するところ

でしょう。

第九小節からのリズムは全く強烈なもの

で第十一小節からはンンコペ ー ジョンで
2/4拍子の感じになり 、十三小節 目からは
4/4メノ ・モッソ ・エ ・ビュ ー・ ドルチェ
となり三小節をへてアンダンテ ・カンター
ピレに入る のですが、此処迄の十五小節の
中に現れた各動機は其後何回も形を変えて
現れるわけです。つまり此処迄のあつかい
方如何によって後の七分強の演奏が面白，＜
生きるか、唯だらだらと続く結果になるか
と云う次第です。

アンダンテ ・カンターピレからはレガー

(66) 

トなメロディと形式的な低音部とを融合さ

せる事に気をつかいます。 特に十、十二小

節目の低音部は良く生かされねばならない
ところです。 2/4のピューモッソ 、3/44/4 
と続いて 3/4二長調に入り更にテンポは早

くなり、第一動機が再び現れ延長窄形され

て又 二短調にもどります。

此の様にメ ロディとリズムが反復され、
此の後 3/42/4 4/4 2/4 3/4 2/4 3/4 2/4 

の3/44/4• …••と 目まぐるしく変化します
で、最初の十五小節をしっかりと掴んでい

ないと全く拾収のつかない様な事になりか
ねません。

次いで 卜短調の トレモロに入り、二小節

目ごとの第一拍目のアクセン トを生かしな
がらドルチェ ・エ・ スコし／ヴォーレに続き

ます。此の部分はギターにとっては仲々弾
きにくいところで、正に滑る様に流れる様

に弾くには相当の努力を要します。ことに

右指の角度と運指には気をつけねばなりま
せん。二長調 ・ニ短調をへてやがて 2/2、

此の五小節で狽蘇感をあたえ2/4ピパーチ
ェに入って急速にせき込みます。 3/4のラ

・カンパネラではパガニーニの有名なメロ
ディが三連音の トレモロで現れ、パガニー

ニを讚える曲として—寸徴笑ましい気持を
あたえつ l..終曲となるわけです。

テンポの早い強烈な リズムの部分では低

音部の三度の動きがなかなか弾きにく l..、
しかも随所；こ現れて来ますのでつらい所と

云えま しょう。

同形のメ ロディ ・リズムが何度も現れま

すが、之を総て同じ様に弾く事は、曲を味・

気ないものIZ:.l，てしまい肪です。そうかと

云ってあまり変化をつけると云うわけにも
参りませんので、此の微妙な変化を全体的
にまとめることが仲々に苦労させられ、又
やり甲斐のあるところと云えましょう。

現在、小船幸次郎先生にみてもらって居
りますので、秋のリサイタルには以前の演
奏よりも楽しいものにさせ度いと思って居
る次第です。 。-2月23日
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A. Verdier と Dr. B. Perottの訃……高 橋 功

ウイーンの Prof.Jakob Ortner の手

紙によって「パリのギター友の会」会長

Andres Verdierの逝去を知って私は暗然

としている。昨年12月の死亡である。木誌

16号の写真版ですでに紹介しているので誌

友の中にはおぽえている方も少くない と思

う。

「パ リのギターの友の会」は 1901年7月

1日に結成されたので、50年に余る歴史を

持っているわけである。 A. Verdierがそ

の会長に推されたのは何年前からかはっき

りわからないが、恐らく戦前から である。

現在バ リのギター界に重きを示している

Ida Presti, Chriscian Auban そして

Alexander Lagoya など何れも会長 A.

Verdierのサロンから出た人達であ る。

彼はフランスのギ タリスト 達の育ての親と

いってもい。

3月20日朝、見なれない箪蹟で M.

Perott差出の航空便がとどいた。実は私

の渡欧の打合せで数日前に手紙を出したば

かりで、返 Jiが来るのに早すぎるので、い

ぷかりながら封を切ったら 、去る 3月14日

夕刻冠状動肱血栓症で父が急逝したという

死亡通知なのであった。私は 2月26日附の

Perott からの航空便で小説 Priceof 

Happinessのプロットなどを占いてよこ

し、近ふ多を添えてよこしてあったし、それ

から一ヶ月もた .1.ないのに、この悲報に接

ししばらくは信じられなかった。 1882年の

生れだから76オになったわけで、年令から

言ってやは りそうだのかと 、だんだん冷静

になって考えた。それにしても秋の会見を

楽しみにしていたゞけ、それだけがつかり

し、何か力が抜けた ような気がする。次号

に改めて Dr.Perottの追徳を偲ぷことに

したい。

各合奏団御愛用 日本ギター教授者協会推應

音のよい丈夫な安心して

御愛用願える ！！

優 秀 楽 絃

特選高級絃

マヂエステイク と タルレガ

高級ガツ ト ギ 夕

斯界著名人が一様に推投する・---．. -＿ -～ •一―_―← -----. --―一―←-----• -
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ー各種一

ギター ン楽絃｝
プレクトうム楽器

の専門店

マンドリン 絃 ギクー絃ばチ之月

マンドラ 絃 マンドチェロ絃

マンドローネ絃 ギクローネ 絃

（ナイロン絃各種）

三好楽器

営業所 大阪市生野区杭全町八一九
（市困クダラ閉停東ノ川筋北入嗚戸橋前）

振替大阪 36 5 6 0番

発売元 商 会
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フランスギタ

暫くフランスギター界の紹介を怠けて居

たのは誠に申訳なかった、1955ー56のン一

ズンのポは報告済みであるから1956-57の

ツーズン状況を報告しよう。このンーズソ

にはバリにはギター演奏会が次の通り 13阿

開かれた。

1956年

十月 1--F1ニコラス ・ア）レフォンゾ

（ガヴォ ー楽堂）サンスのパヴァーナ，ド

ヴィゼーの二調組曲、ヴァイスのイ調組

曲、パッハの前奏曲、サラバンド ・フー

ガ・ガヴォッ ト、ポソ セの 3つのメキン

コ民謡、ロドリゴのタランテラ 、 トルロ

パの前奏曲とファンダンゴ、マラッツの

スペイン小夜illJ、グラナドスのスペイン

舞曲、ア）レペニスのセヴリアーナ

十一月十ニロ イダ ・プレスティとア

レクサンドル ・ラゴヤ（ガヴォ ー楽堂）

マレラ 、テレマン、バッハ、モーツァル

トの他に初演曲 3曲はイダプレスティの練

齊曲 、 ダニエル ・ ルジュールのエレジー 、 •

アンドレー ・ジョリヴェの小夜曲（カンツ

ォーナ ・アレグロ ・トレ ピダント、アンダン

テから出る））レジュ ールは最近スコラ ・カ

ントルムの校長になった人で、ジョリヴェ

は同様現代フランス作曲家の中堅である。

十一月十四日 マヌエル ・クベド独奏

会

ド・ヴィゼー、 ムラダ、ヴァイス、F.

モレノ 、 トルロバ、プジョ ール、カステル

ヌオヴォーうデスコ 、ポンセ、ヴィヴァル

ディの 2つのヴァイオリン、 リュ ート、 バ

スの為0J協奏曲c

十一月二十日 セゴヴィア（ンャンゼ

リゼー劇場）

ナヴァエス、ダウランド、 ド・ヴィゼー

ラモー、パッハ（ンャ コンヌ）リ ョペット 、

エスプラ 、ロドリゴ、グラナドスの曲。

(68) 

界 松本太郎

+ •一月＝十四日 アリリオ ・ディアズ

独奏会（エコール ・ノルマル ・ドミ ュジ

ック）

ムダラのロマネスカ 、 ド・ヴィゼーの二

調組曲、ソルのアレグロ 、主題と変奏曲

フレスコパルディのアリア ・ヴァリアー

タ、ラモーのメヌエット 、A ・スカルラ

ッティのサラパンドとガヴォット 、パ ッ

ハのフーグ、リョベ ットの 3つのカタロ

ニアの歌、ポンセの円舞仙、ゴメス ・ク

レスポのメ ロデ ィア ・インカイカ 、アル

ベニスのレイエンド、朱色の塔。

十二月十日 し？ャン ・ラフォンとクリ

スチャン' • オーパン演奏会（アカデミ

ー ・ド9ギタール）曲目不明

1957年

二月四 Fl アカデミ ー ・ド・ギタール

演奏会（ジャン ・ラフォンとクリスチャ

ン ・オーパン出演。会場エコール ・ノル

マン ・ド・ミュジック）

フレスコパルディ 、スカルラッティ 、パ

ッハその他。

二月十三日 イダ ・プレスティとラゴ

ヤの演奏会（ガ ヴォ ー楽党）

J • B・バレJレラ 、パッハ、ドメニコ・ ス

カルラッティ 、カルッリ 、グラナドス、

アルペニス、ファリアの曲。

三月四 R グラツェラ ・ポンポニオフ、

アラ ーテとヨルゲ ・マルラィネスの演奏

会、パッハの組曲 6番、カルッリの 2重

奏曲。作品44No 1、カルッリのソナタ

4番、ジューペルト のリ ー ド、アルベニス

のマヨルカ 、グラナドスの舞曲10番、ヴィ

ラーロポスの「イエスのテレツンハ」「ピ

ェレットのニアンハ」アギルレのフェル

ラ、ヴィルードのバイレント 、サレタの舞

曲。

＝月十：：：：日 セパスチャン ・マロ ー ト
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独奏会（エコール ・ノルマル ・ド・ミュ

ジック）

）レイス ・ミランのパヴァーナ、 ．ド・ヴィ

：・ ゼーの組曲、ヘンデルの2つのメヌエッ

ト、ハイドンの トリオ、ラモーのメヌエ

エット 、パッハの前奏曲 とアルマンド 、

ンュ ーペルトのメヌエット 、ソルの変奏

曲、ヴ ィラーロポスの前奏曲、 トゥリナ

のファンダンギリョ、マラッツのスペイ

ソ小夜曲、マロートのエヴォカツォン、

アルペニスのアストゥリア。

四月五日 プレスティとラゴヤ

会場スコ ラ・カントルム 曲目不明

五月五日 「ギターと音楽」演奏会（エ

コール ・ノルマル）

出演者クリスチャソ ・オーパン、テッデ

ィー ・ツェムラ 、ラモン ・クエ ト、 ホー

セ・マリア ・ンェラ

）レイス ・ミラン、Iレイス ・デ ・ナルパエ

ス、ムダラ 、F ・カンピオン、A ・フラン

Vスク 、コルペッタ 、 ド・ヴィゼー、ラモ

一、サンス、ヴァイス、バッハ、スカルラ

ッティの曲。

• 六月四□プレスティ とラゴヤ（ガヴ

ォー楽堂）

・パッハ、スカルラッティ 、クープラン 、

I・・ピュッン一、ラヴェ ）レ、アルベニス 、グ

ラナドス、ファリの曲、アムプロ ジゥ スの

小協奏曲、プレスティの「ンャンソンと戯

れ」ダニエル Jレジュ ールのエレジ一

このンーズンはプレスティ ・ラゴヤ夫要

が 4回も演奏会を開いて、その活動振りが

目に汀つ。この夫妻は昨年春からスコ ラ ・

カントルムに毎週 1回教鞭を取る市になっ

た。 4月 5日の演奏会が同校で開かれたの

はその御披露の為であるらしい。猶ス コ

ラ ・カント ルムはエコー ル ・ノルマル ・

ド・ミュジックと並んでバリ 音楽院に次ぐ

有名な音楽学校である。

アルフォンゾは毎年独奏会を開いて居る

ギタリスト であるが座席1200あるがガヴォ

ト音楽で演奏して居る所を見ると相当のギ

タリストらしい。

クリスチャン ・オーパンはアカデミ ー・

ド・ギタールの先生か校最かではないかと

思われる，アルフォンゾは同様経歴も何も

分らないが既に昨年第 2独奏秘のレコ ード

が出て居るからこれも相当の人らしい。

マヌエル ・クベドは一昨年ジェネーヴの

コンクールに始めて設けられたギタ一部門

でメダルを受けたスペインのギタリストで

ある。ついでながらこの部門にほ 1、 2等

入宜者なく 、メダルは 3等立といった所で

ある。

ギター ・ヴァイオリン製作家 中 出 ・ 阪 蔵
東京都中野区城山町24

0最高技術による尤も良心的な作品として諸先生拉びにガツトギタ ー愛好家各位に御

愛用を願つて居ります。

〇檜入楓材及びパリサンド材が多数入荷し、飛高品の御註文に応じて居ります。

,oセゴヴィア氏の推奨ナる世界最高アメ・..9カ製オーガスチン Augustinナイロン絃

（本誌第 1巻第 3号高橋功先生加紹介）大憫入荷して居ります。
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海外ニュ ー ズ

イタリア：ー一

欧米諸国のギター曲出版は最近目立って

上昇しているが、イタリアではミ ラノ の

Ricordiとモデナの Berben の活躍がめ

ざましい。

まず Ricordi の近刊の目ぼしいものを

拾うと 、 Benveunto Terzi 編 Pezzi

Celebriで、Beethoven,Bach, Chopin, 

Boccherini, Tschaikowski, Galilei, 

Mozart, Loncalli, Schubert, Winiawski 

などの作品を第めている。それと肩を並ペ

て MiguelAblonizが Bach,Vivaldi, 

Scarlattiの編曲の外に、次のよ うな注目

すぺき自作を出版している。

1. Studi melodici 

2. Ariette antiche 

3. Piccoli pezzi antiche 

Improvvisazione (Villa-Lobosに

捧ぐ）

BerbenではGiovanniMartulaのDue

Studi Per Chitarra の外に、 Miguel

Ablonizの編曲でイタリア民謡 Santa 

Luciaと Fenesta la Lucive の二曲、

Costa Proakisの編曲で Ph.Rameauの

メヌエ ットと D.Scarlatti のソナタを出

した。

M. Ablonizの作曲編曲は最近とくに目

立っているが、彼の演奏理駒の研究(guitar

News誌と L'artechitarristica 誌に速

載中）と子弟の教育指郡には他の追従を許

さないものがある。彼の教授所はミラノに

在る。

イタリアギター協会の咋年度の例会は11

月24日ポローニアで開催された。 Carlo 

Palladinoの特別出油による演奏曲目は

de Visee 二短長組曲

Bach 前奏曲とアルマンドとガポッタ

(70) 

Haydn アンダンテ

Ph. Rameau メヌエ ット

Mozzani 四の前奏曲と五の小変奏

Sor 錬習曲、メヌエット 、主閣と変

奏

Aguado 練習曲：：：二つ

Malats スペイン小夜曲

Torroba 前奏曲、舞曲、夜想曲

Sabicas スペイン幻想曲

Tarrega 前奏曲、練習曲、狂想曲

昨年度ジェナの Chigianaで A.Sego-

viaに代って講習指辺に任じた Alirio

Diazは、10月ヨーロ ッパを演奏旅行し、

バリで Lp(B.A.M.LD-032)に録音 し、そ

れから久しぷりに祖国ベネヅエラに帰っ

て、故郷に錦を飾った。例のベネヅエラの

政変にあ ったと思うが、無事を祈らずにい

られない。

ドイツ ：一

昨年 9月28、29の両日ドイツのErlangen.

で第19回国際ギター会議が Prof.Romolo-

Ferrariの司会で開催された。 これはもと

もと第•一次世界大戦の店前即ち1899年にド

イツギター述盟によってその第 1回の会合

が持たれ、戦後盛んに行われ、1920-1929・

年はペル リンで 開催されるのが常であっ

た。その問1923年にはじめてイ タリ アギタ

一連盟の結成をみ、1933ー1939年は毎回イ

タリアで開催された。第二次世界大戦で一

敗地にまみれたドイツはなかなか立ちなお

ることは困難だった。その間イダリアがこ

れを代って主催し昨年秋第19回の会議を持

ったのであった。そして昨年度から新たに

プレクトラムギターの部門を設けることに

なった。

28日夜 8時からの招待油奏会には

Giorgio Balboni と EnricoTagliavini 

がイタリアから参加し、それにドイツの

Marga B?uml と Walter Klasinc（ヴ
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ァイオリン）が出演 した。そしてGialiani,

Legnani, Paganini などの曲が演奏され

た。

1 29日午前10時からの演姿会には Siegf-

ried Behrendと MargaBaum! の外に

リュートの HeinzBischoff, フリュート

の LindeHoffer von Winterfeldとソプ

ラノ(J) Eva-MariaEgner などが出演し

た。

同日午後3時半から教会では Heinz

Bischoff と SiegfriedBehrend による

J. S. Bachの特別演奏会があって、大へ

んな好；；平だった。

同夜 8時から有名な Redeutensaal に

於ける大油奏会では SiegfriedBehrend 

のギター 、 • Erich Kloss 指押のフラ ンク ．

フルト市笞絃交団の演奏で JoaquinRod-

igo, Antonio Vivaldi, Ferd. Carulli, 

Herm. Ambrosius, Heinz F. Hartigの

五つの協奏曲が演奏された。アンプロジゥ

スのプロックフレーテと ギターのための協

奏曲は初油であった。本年24オとい う若さ

だけあって SjegfriedBehrend.のエネル

ギーには鵞くばかりで、敬服の外ない。

木年10月に第20回の国際ギ ター会議がペ

ルリンで開催される予定であるが、これに

は多くの国々からの参加が期待され てい

る。こうした会令があるにつけて、日本に

も一本建の述盟か協会といった紐織がほし

しヽと思う。

オーストリア：一一

昨年1皮のオーストリ ア国際音楽日は、ア

ルプスの中腹にある SchwarzReichenau 

男爵領有の狩場に構築された居城 Leopol-

dstein :r 8月4日から十日間開催された。

これは一種の夏期音楽講習会で、近年は国

外にも呼びかけ、昨年は八ケ国から70人の

受講者が集まるという盛況だったo

ギター科の主任講師はウイ ーン音楽学校

のKarlScheit教授 (NHK交咽楽団の
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指揮者 Loibnerの楽友で、来朝の、意志が

伝えられている）で、 Bach,Corelli, 

Haendel, Vivaldi, Dowlandなどの古典

曲を研究したが、終講祇奏会で若い作曲家

Norbert Artnerのギターと オーケスト ラ

のための ロマンスが初演されて、好評を博

した。

アメリカ：一

昨年11月 8日ニューヨーク のクラ i/ック

ギター協会の第82回例会がカーネ ギーリ サ

イタルホ ールで開催された。 Alexander 

Bellowとギター歌手 NinaDovaのジョ

イントリサイタルだった。 Bellowの曲目

は

1. P.once作 フォリア変炎

Villa-Lobos作前奏曲第一、第四

” 錬習曲第八

2. 自作 トレモロ錬習曲と夜想曲

Malats作 スペイン小夜曲

Albeniz作 物 語

尚 NinaDova はイギ リス、フランス、

カナダ、アメリカ 、スペイン、チリなどの

歌を自分のギター伴奏で歌い上げて好評を

博した。

1月12日のニュ ーヨークタウンホールに

於ける JoseRey de la Torre の独奏会

は、その曲目のよさとすばらしい出来で、

タイムス紙などは非常に仕めて占いた。Ilu

目は

1. Sanz ガリアルダ、パバーヌ、フォ

リア

Dowland ガリアルダとアルマンド

Visee 六の小品

Sor ソナタ （作品15の 2)

2. Nin-Culmel 変奏曲

Turina ファンダンギリョ

A. Broqua ァルゼンチン糾曲より

Orben 前奏曲と トッカータ

3. Torrba カステリア組rll1
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de Falla ロマンスとカ ンンォン'

Granados ゴヤのマヤ

Albeniz 朱色の塔

Andres Segoviaは久しぷりにアメリカ

でゆっくり出来たらしく 、1月8日のタウ‘;

ホールの独奏会についで26日に再びタウン

ホー）レのステージに立った。当夜の曲目は

1. Chilessotti編 15世紀のリュート

音楽

A. Scarlatti プレアンプロとガボ

ッタ

J. S. Bach フーガ

F. Sor ランゴとアレグロ

H. Villa-Lobos 錬翌曲三つ

2. M. Castelnuovo-Tedesco ソナタ

J. Rodrigo ファンダンゴ

3. 0. Espla 三の東方の印象

A. Roussel セゴヴィア

M. Torroba マドロノス

I. Albeniz セピリ ア

尚 Sogoviaは 2月 8日、3月28日と又タ

ウンホールに出演するが、ニュ ーヨークで

ーツーズンに四回もリサイタルを開くのは

音梵史にあまり例をみないこと Lいわれ、

評判になっている。

オランダ：ー一

アムステルダムの BramKwistの弟子

で本年11オになる FreddyDekkerは、ギ

ターを手にしてまだ 3年 というのに非常な

進歩をみせて評判である。先生の Kwist

はこの愛弟子のために Improvisamenti

と題するギターとオーケストラ用の曲を作

曲して贈り 、10月に NCRV放送屈から放

送して好評を博した。

7ランス：ー一

昨年秋バリで LeLuth et sa musique 

と称するリュート音楽の研究会が開催され

た。これはフランス政府の科学研究所の主

催で、リュートの製作や、タプトウルの解

諫、演奏校術などについてカ リキュラムを

行い、且つ実演に よってリ ュー ト行楽の普

及と 向上をはかったのであった。この研究

会にはウイ．ーンの KarlScheit ケンプ リ`．

ッヂの DianaPoultonとIanHarwood, 

パリの MildredClary e: Madame de 

Chambure, ミュ ンヘンの KurtDorfmu-

lier.カ リフォルニアの LawrenceMoe, 

イタリアの BenvenutoDisertori などの

専門家が参集して多大の成果をあげた。

イギリス：一一

Dr. Boris A. Perottの伝えるところに

よる と、 昨年 11月 John williams が

Wigmore Hall の桧舞台に立って大成功

をおさめた。ジョンは A.Segov;iaの愛弟

子の一人で、Perottは近くセゴヴィア級

の大家になるこ と受け合いで、逸材 Julian

Breamのライ パルの地位にあるという。

この 4月に17オになるという若さだから、

たのもしい話である。

Julian Breamは2月初に同じ Wigmore

Hallでハープレ‘コー ドの GeorgeMalcom 

とジョイントリサイタルを開いて喝釆を博

した。プリームのリュートはエリザベス王

朝時代の 7絃のもので D.G. C.F. A. d.g. 

に調絃されるものである）写真でみると低

6絃は複絃である）。 イタリアのリュ ート

製作家 WendelinTieffenbrucker (1572 

ー1611)作のリュ ー ドを原型にして製作し

たものなそうである。当夜は Holborn(15 

90年頃） Batcehlar(1570年頃）、 John 

Dowland (1563ー 1626)、Johnson(1600年

頃）それに].S. Bach, Scarlatti, Vivaldi 

などといったパロック時代の音楽が公開さ

れた。

ジャズやトロビカルリズムに対するレジ

スタンスというわけではあるまいが般近パ

ロックやロココの音楽様式が歓迎されてい

る。 • この風潮は海外ばかりでなく日本にも ・

起って来つ .I.ある。

(72) 32 



I • 

.̀ 
．．・i

:'(  国内ニュ

●玖謁隆明、勝俣正治、渡辺欣哉、新堀党

＇ 已、大西博愛によって編成された玖島ギタ

ー室内楽団が、3月15口、駿河台 YMCA

ホーム演奏会を開催した。主な曲目は

ピパルディ作 リュート協奏曲

ポッケリ ーニ作 ギター五卯奏曲

ヂュリアーニ作 ギター三爪奏曲

●武井迷也の第一回ギター独奏会が 3月29

日大阪市立森の宮労働会舘で開催される。

曲目 ＾ 

バパーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・サ ン ス

ガポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヴ ァ イ ス

ガポット・..……...…スカルテッ ツイー

アリアと変奏•……•フレスコパルデイ

前奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・バ ッ ハ

プーレとドープル…… ” 
ガポッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アラピア風狂想曲…・・・タ

II 

レ ガ

・・ ・・マリエータとマリア… ” 
グラナダ……......……アルベニス

スペイン舞曲 N0.10…グラナドス

性格的小品・・・・・ ・・・・・・・・・・L 口 ノく

フアンダンギリヨ……ト ウ リ ナ

ヴィポ・エ・エネルヂイコ・・・テデスコ

●咋年度ギターの友新人音楽貨受共記念演

奏会が 3月29日丸の内ホール（新丸ピル）

で開催される。主な曲目は

松田二朗 （新人音楽賞受:tt)

ソナタ ・ クランカ第一 • 第三楽章（ポ

ンセ）プレリュードとクーラント（パ

ッハ）他

勝俣正治（新人音楽江受宜）

ソナ'7・ネ（チュリア土Op.71)

・ ソナタ ・プリランテ(,,Op.15)他

行助出演・・

ズ（敬称略）

(. 

山内孝（新人努力賞受宜）

二つのガポッ ト （パッ ハ）他

●H本キター連盟主催の第 7回ギターコン

クールは 6月8日千代田公会堂に於て開催

される。課題曲はソル作ホ短調ワルツと決

定。評細は東京都中野区中野駅前 1小原方

日本ギター連盟に問合せられたい。

●ギタルラ社では LaBella 絃の取次販

売を行うことになった。 1紺1.010円

#1/120 #2/140 #3/150 #4/180 #5/200 

~6/220 

●好楽社から音楽男編ギターアンサンプ）レ

第が出版された。第三の男（二喧奏）愛の

ロマンス（三直奏）など 8曲が収められて

いる。定価200円

●4月21日 京本輔矩のリサイタルが山莱

ホールで開催される。予定の曲目は

ソナタ ・ クランカ…•………••ポンセ

プレリユード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パ ッ ハ

アレマン ド・・・・・・・・・・・・・・・・・.:..... II 

サラバン ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・' ” 

クーラン ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・' ” 
ガボッ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・' ” 

四つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フランク

特性的作品集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ト ロ パ

短歌（高橋功に捧ぐ）•……••テデスコ

タランテラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テデスコ

● Gonzalez の大阪公演は 4月15日，

名古屋公演は16日，仙台公演は 5月27

日と決定，尚 4月21日にはラジオ束 ， ．．、．

京からコンチェルトの放送が予定され

ている。
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誌友の声

伊東尚生 （岐阜市）

今までにギターコ ンクールが各地で行は

れましたが、日本のギター界が統一が取れ

ていないために総結集するこ とが出来ず、

（私の感迎いかも知れませんが）果して誰

が全国一位なのか判断に迷うことがなかっ

たとは言えません。私案ではありますが日

本全国のギタリス トを集めた強力な協会の

様な組鏃を作り 、国内を数区に分けて各地

栢にコンクールを行い、第三位迄の入宜者

を全国コンクールに送ることにして何うで

せうか。又か様な強力な協会があれば他に

働きかける場合にも 、ギター界のために極

めて好都合で今まで音楽界にとり残されて

いたギターの地位を高めるのにも役立つこ

とを思います。今度こそこうした強力な組

織が生まれることを望んで止みません。

竹漫順三郎 （青森県板柳町）

青森県はギターに限らず音楽については

全くの不毛地。家業の余暇にせめてもの慰

めと楽器を手にしたりして居りますが、刺

激が無い事にはどうも張り合いもなく 、弘

前あたりの友人と語らってグ）レープを作ろ

うとしていますもの i仲々機会に恵まれま

せん。

数年前、五所川原（平山英三郎氏生地）

と弘前市に小原安正氏が二三度来涼された ．

ことがあり 、割合盛況だったと記憶してい

ます。昨年秋には青森市で中南米音楽の支

部主催で勝田似世氏のフ ラメンコがあ りま

した。そんな風で同好者の動きによっては

案外伸びるかも知れません。

弘前市には木村絃竺氏（「津軽の旋律」の

木村繁氏令兄）がマンドリナータ デ ヒ

ロサキを率いて活躍して居られ、去る 3月 ，＇ 

1日にもラジオ小説の背景音楽に出ていま

した。かって弘前にはギター研究会もあり

ました・・・・・'o
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小川潤子 （熊本市）

ア）レモニア第25号の写真欄は邦人の方々

で占められていて、今まで記事を読ませて

いたゞいた方々にお会いしたようでなつか

しく思いました。私がはじめてギターを手

にしたのが29年でしたから 、私のギター歴

もア）レモニアと同じて 5年目になります。

「Segoviaの芸術について」と姫する村田

武雄氏の論文はすばらしく全く同感です。

早速水旺会（私達の研究会）の人達にも読

んでもらいました。他の音楽畑の方にも本

当に良いものはその良さを認めてもらえる

のだということがわかり 、大そう心強く感

ぜられました。今後もこの様な方にむいて

いたゞくようお願いいたします。 Bream 

の Lpは色々謡味で勉強に役立ち、又大そ

う身近かに感じます。 Westminsterが次

々に Breamの日木盤を出してくれるよう

希望します……。

田中重毅 （大垣市）

… ••• Anido にはテクニックはあるが 、 音

楽性は乏しい とある方は言われますが、初

心者には矢張り偉大な師であるこ とに違い

ありません。そして Segovia と異った味

わいもあるので一時は食指も動いたもので

すが、私としては Almeidaの本格的なギ

ター曲が Capitolから発売されるのを今

や遅しと待っています。アメリカのDecca

盤は日本プレスより盤質不良で折角の

Segoviaの繊細な音色もスクラッチノイ

ズに打消されて腹が立ってしまいます。も

う一つ困るのは溝に入った微座の処理で

す。 ローツョンがし心ので使ってみると1庖

がとれずにかえって粘り気が出てしまった

り、水洗いすれば当地は水質不良のためか

えって針音が削してしまい Tedesco の協

奏曲など十回もかけないのに満足にきけな

くなってしまいました。レコー ド用の真空

掃除器か何か出来ないものでし ようか…。
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アルモニア第4巻（昭和32年度）主要項目索引

題 号頁通し頁
父武井守成の思出 •6 ・ 17 159 
中村淳其君のリサイタルに想う 1 25 25 
Segoviaの Lpジャケット解説 2 6 35 
テデスコの作風 2 19 48 
京本氏のリサイタル評 3 18 76 
アプロニスの練習曲集 4 27 141 
古賀ギター合奏団発表会に想う ． 4 26 140 
今秋のリサイタルをきいて 6 23 165 
ラミレスー門 1 17 17 
マンドリン雑考 4 20 106 
武井氏のマンド リンオーケス トラ曲について 6 18 160 
右手全指使用の私の考え方 3 20 78 
ヴィパルデイのマンドリン協奏曲 Lp 5 20 134 
ギター勉強に関する示唆 3 20 78 
ギター製作上0.J難点 3 6 64 
テデス コのギター協奏曲の初演に際して 1 11 11 
死んだンベリラスの思い出 5 11 125 
Gavoty: A. Segoviaについて 2 10 39 
阿部保夫君の協奏曲演奏 2 17 46 
高硲君演奏の ロ ドリゴの協奏曲 6 21 163 

藤 勇 テープコーダーによる重奏 3 20 78 
栢志智 子 Tルゼンチン便り 1. 3. 5 26.26.23 26.84.137 
山猛夫 ヴィバルディ のマン ドリン協奏曲 5 21 135 
蘇徳三 マンドリン（Berlioz) 5 22 136 
田 三九三 Andres Segovia (Gavoty) 1 5 5 
” 一新するか滅びるか (Bregnet) 2 1 30 

橋 功 現代ギター音楽の動向 1 3 3 
／， 中出阪蔵氏と語る 2 20 49 
” 海外ギター音楽雑誌抄 2 24 51 
、， 師弟論 3 1 59 
” ギターの Lp レコート• 3 19 77 
,, Silvio Ranieri 3 12 70 
“ ギターに関する ノート 4.5. 1.1. 88.118 
” ンベリウスとギター 5 18 127 
” ロンアーダのギター界 6 1 143 

野 二 郎 随想 2.3.5. 8.4.4 37.62.118 

＇， 旧ロンアのギター曲 6 8 150 
三好迂慄 フラメンコギタリス トと油奏スタイ ル 5 17 131 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
MASARU KONO 

Constructor de Guitarras 
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各種輸 入 材 の 御 註文に応じます。

野 賢
． 落ム
： 東京都豊島区千早町一丁目四番地（雹話長届(95)5574)
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山 内 さ ん を憶う 右藤寿和（西宮）

故 山内広志氏略歴
昭和 8年12月 2日大阪に牛る
縄田政次氏に師事 後 藤田光彦氏のレッスンを受＜
NHKォーデン ョソ合格 BK及びラジオ神戸によりしばしば放送
日本ギター教授者協会々員 関西ギターグループ所屈
昭和33年2月12日大阪に病死

•• 

街には冷たい木枯しの吹きすさぷ 2月12

IIの午後 4時13分、24オの若い生命をギタ

ーに搾げ尽くして山内広志さんはその生涯

をおえられました。こう 困いても未だ私に

は夢を見ている様で信ずる事が出来ない程

です。

昭和29年に結成した関西ギ ターグループ

の中心人物として毎年演奏会を行い、又山

内ギター音楽同好会を指屯して多数の門下

生を率い、その発表会も昨年IO月の演奏会

で既に 4回目を数え、日毎に隆盛に向いつ

.I.ある時突然の死去は関西OJギター界のみ

ならず、本邦のギター界にとっ ても誠に惜

しい市です。

山内さんを知ってから今日までIO年にも

なるが、山内さんのギターに対する異常な

情熱、そ Lて常に新しいものを求めて止ま

ない只剣な勉強態度には何時も敬服してお

りました。 NHK(BK)、及びラジオ神戸か

らの放送、又大阪、京都、 奈良その他の都

市に於ける独奏会、それに毎日休みなしに

粒けられた門下生へのレッスン- 連 Rの

活動によくあの身体で続くものだと 心配し

ていた事が事実となって現われてしまつた

のです。

山内さん(/J演奏活動のなかで特に記憶に

残るのは昨年 5月26日に京都成安会舘に

於ける京都大学交特楽団との共演でデテス

コのギ ター協奏曲を演奏された＇ドですっ先

に横派で阿部保夫さんのギターコン チェル

トを問き続いて山内さんの同じ曲の演奏を

聞ける喜びに、丁度同 F1大阪で行われたギ

ター音楽コンクールが終って疲れた身体も

忘れて京都の会場へはせつけました。そし

て期待と不安がいりまじった気持で山内さ

んの演奏に聞き入りました ゜

山内さんはこの曲の演奏のため種々の困

難をよ く独力で克服されて立派な演奏をllll
かせてくれました。東西でのギターコンチ

ェルトの成功、この喜びを私は胸ー・ばいに

抱いて帰途についたものでしたっ

今年 5月大阪ガスピルホールで独奏会を

開催すぺく全力をつくして勉強1ヤ遂に不應

の死を招ねかれた事は返す返すも残念でな

りません。

山内さんのギ ターのあの独得な魅力ある

音色そして曲の解訳等をもう 11:11けないのか

と思う と悲しみに心が閉ざされる気がしま

す。山附さんはク ランッ クギターの外にフ

ラメンコも非常に上手でしばぃば演奏会で

も演奏されていました。

今後は私達の関西ギターグループを中心

として山内さんの門下生の方達と一体とな

って山内さんの追志を継ぎギター音楽のた

ゃに益々努力して行くことを誓っておりま

す。山内さんもきっと私達を見守って下っ

ていること叶百じております。

終りに山内さんの御冥福を心からお祈り

して拙ない筆をおくこと入します。

・.. 
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故山内広志

（昨秋のテデスコ協奏曲の演奏）

ア）レモニア別冊 (4月中旬発行）

「マンドリン」第 ・集主要目次

最盛期のイタリアのマンドリンI|ll

中野 ―-．郎

将来のマンドリンオーケストラ

服部 」T.
右手の工夫 田中常彦

ヴィパルディのマンドリゾ協奏曲LP

松本太郎

ホフマンのマンドリン協奏曲LP

木村 社久弥

ペティネのマンドリン協奏曲LP

高橋 功

コンチェ）レトとプレリュー ド

伊藤三千雄

武井さんの思い出等 高田三九三

A querido amigo Dr. B<nlo de So匹 (J.
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”後El
やっと春めいてまいり ました。復刊第26号をおと どけします。 Anton Dia be Iii が

亡 くなって百年目にあたり 、 アメリカの VahdahOlcott Bickford 夫人から原稿を寄

せられましたので、序を添えて巻頭を飾ることにしました。 作品表など至って粗雑です

が、敬意を表しておきませう。 海外の誌友のため原文のま .1.出してみました。それに

Manuel Ponceがなくなって十年です。併せて追憶の稿を出しました。

プラジルの楽友 RonoelSimoesから写呉を色々送ってきましたが、その中数菓をと

って組んでみました。プラジル特集とするにはまだまだ践せなければならないのですが、

誌面の都合がつかないのです。 プラジ）レ出身の LaurindoAlameida から Capitol盤

Lp 7枚と NBC-TV.スタジオに於ける写真も送ってきたのですが、原稿メ切間際だった

ので後の機会にゆづるこ とにしました。 Isaias Savio の新作を恋附するこ とも考えて

みましたが、 これも別に発表する時を待つことにしました。 こうしたものを一緒にまと

めると立派な特躾号が出来たようにも思うのですが、外に予定の原稿が多く集ってしま

ったので、いさ .1.か片手落ちのプラジル特集号となったわけです。

新たに誌上研究発表の誌面を設け、奥田、高硲の両君に夫々発表していたゞき ました。

この種の勉強をこ の誌面にどしどし発表して下さるよう誌友の御投稿をお待ちします。

それに，1志友の声の梱も設けましたから 、せいぜい御利用下さい。

4.5月にスペインから JesusGonzalez Mahinoというギタリス トが来朝します。 中

日新聞の英断を壮とし、心から感謝し ます。末知の新人ですので、 紹介するのに困りま

すが、 レバートリーを見ると非常に野実らしく 、それが却って好感を待てるわけです。

みんなで温く迎え、歓待して上げたい と思います。 これと機を同じうして十字屋でギタ

ー展覧会が開催されるこ とになり 、アルモニアとしても資料を提供 しました。 もっ と御

手伝いすればいいDですが、何分速くはなれていて万事思うにまかせません。 盛会と成

功を祈ります。私は丸恕発行の月刊「学鐙」に「ギターの文献」 と題する一•文を在しまし

た。 4月号に出る予定です。 尚音梨芸術（音楽之友社） 4月号に「セゴヴィアと彼につ

ゞくギタリス 1・」 と題する拙文が出ています。 併せて読んでいたゞきたいと思います。

小牧鯰夫、小宮豊隆両先生の御推賊で月刊「心」（平凡社）の 4月号から「行為の人ツュ

ヴィア ッアー」という評伝を連載しています。誌友の皆様の参考となれば幸です。

卓上カレンダーは、原画はすばらしのですが、印刷が不出来だったので、いさいか気が

引けますが、残部が少しありますので御希望の方に実費でおわけします (50円）。

別冊「マンドリン」の編集に追はれています。アルモニア同様、御支援を賜りたくお

願いします。第一集は 4月中旬に出していと思っています。

皆様の春のツーズンの活躍を御期待します。 （店橋生）

誌費 1冊 100円 半年分 3冊 300円（〒共）一年分 6冊550円（〒共）

昭和 33年 3月 30日発行

発 行 者 局 橋 功

発 行 所 宮城 県亘理郡山 元町 坂元

（振替仙台 8681)

印 刷 所
今＇ 野 印 刷 所
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