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巻頭言

Prof. Dr. Karl Junkmannと高橋

帝国ホテル玄関にて

ベルリン大学の名脊教授で ScheringA. G.の中央研究

所長の任にある Prof. Dr. Karl Junkann が中共への旅

行の途次わが国に立ち寄った。今秋ベルリンで開催される

国際ギ ター音楽会議の連絡をかね、わざわざ外務省を訪ね

て渡欧要請の労をとって下さった。希国ホテルで色々打合

せをし、委貝長 SiegfriedBehrendの話削などについて

話を うかがっている うちに私はユンクマン教授の豊かな人

間性にうたれた。 ドイツ医渠学界の権威が日本の一開業医

に握手の手を差 しのぺられる一ーこれはギターによる国捺

親善の一・風娯である。ベーレンドとギターニ前奏をしてい

るとい うユン クマン教授は まさに私たちの師父である。温

枯あふれるi：雨父をたよってベルリンを訪ねる私は幸福者で

ある。
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L. Almeida, J. Bream, Rey de la Torreの Lp

扁橋功
Isao Takahashi 

Laurindo Almei.da：ー キャピトール

アルメイダは1917年 9月2日プラジルのサン トスに生れた。母の手引きでギターを手にし'

たのが12オ。そして13オのときにはリサイタルを開いて成功し、 '15オでラジオにデピュ ーし

16オのときサンパウロに進出 し、 17オのときリオデジャネイロを振出しにプラジル全土にわ

たって演奏旅行し、各地で喝采を開し、名声を高めた。その後ヨーロ ッパに旅行し、再び、リ

オに戻ったアルメイダは、いよい よクラシックギターに大望を抱くようになった。そしてラ

ジオにテレピに引張り凧だった。アルメイダの念願はギターを活用 し、その性能を十分に生

かす音楽体を自分で作り上げることであった。そしてリオでカンノ ・デ ・ウルアで自ら楽団

を率いたり 、レストランに出演したりしていたが、彼の才能はいつまでもプラし7ルに坪もれ

ていなかった。

1941年24オで渡米したアルメイダは1947年ロスアンゼルスで StanKentonに見出されヽ

その楽団に迎えられた。 そしてスタン ・ケントンと共にハ リウ ットで映画やラジオやテレビ，

の仕事をし、ジャズスタイルとクラ i/ックの両様のギターを使いわけ、それぞれの分野で名ヽ ｀ 鳥い

声を博し1952年の人気投票では 4大ジャズギターの第一人者rー選ばれるという人気の上昇ぷ

りだった。 音楽誌 Metronomは「彼の趣味とテクニックは完壁であり、そのタイミングの

よさは無類である。彼の奏でるギターの音色は非常に魅力的であり、 ．正確で而も敏捷な両手

，の運指はギターの天才であることを証拠立て Lいる。彼はまさに AndresSegoyia．に匹敵

する。そしてギター独得の梢緒を完全に表現出来る名手である」と古いている仕どである。 ‘

Coralが先ずアルメイダの Lpを売出し、次いで Capitolがアルメィダと契約し、こ L

・3年問に Lp12吋 7枚、Ep'少くとも 3枚を発売した。いかにアメリ カでも売れないレコー

ドを；このように矢継早に発売するわけはない。これはアルメイダの実力と人気を裏魯ぎす

るものとみてよいわけである。 LpQ)枚数ではアルメイダはセゴヴィア！こ次 ぐ存在であ る。

最近又アルメ イダから LPを贈ってもらって、 箪者の手元にはアルメイダの Lpが全部揃

った。その Lpの番号と タイトルを上げると

""・ 

‘̀, ｝ 

r●3 

ヽ'~ Coral CM-1016 ギタ ーリ サイタル

Capitol P-8295 スペインのギター音楽

” P-8321 ラテンアメリカのギター音楽

II P-8341 ロマンチ ック音楽

99 P-8367 スペインの情景

” P-8381 プラジルの印象

99 P-8392 新 しいギター音楽

” PA0-8406 ギターと の二重奏

ゎ．が国ではじめてア）レメイダの Lpが紹介されたのはコラ ール盤のギターリナイタルであ

った。これはセレナーデ集とでもいう べきもので Schubert, Drigo, Tchaikowsky, Bizet, 

Toselliなどの有名なセレナーデをアルメイ ダ自身ギターに編曲したもの と、ジャズスタイ
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ルで Lecuonaのアンダルンアや Yradierの LaPalomaなど中南米のものを組合せた

ものであった。これはこれで結構楽しめるレコードではあるc しかしその中にはギターの名

曲といわれるものが一つも入っていない。従ってそこからアルメイダのクラン ックギターの

本領を知ることが出来ない。いわばこれはアルメイダの余技をきかせるものというべきであ

る。こうした類の Lpが最初に発売されたことはアルメイダにとって有難迷惑だったにちが

いない。又私達は実は迷ったのであった。しかしこの度 Capitolが日本盤 (LC-21)を出し

てくれることによって、アルメイダを見直すことが出来たのは幸であった。

この盤では I.Albenizと J.Turinaのスペイン音楽を思う存分きくことが出来る。ア

Jレベニスのタンゴとサンプラ ・グラナディナ、 トウリナのセピリアーナとサクロモンテはア

ルメイダによってはじめて Lpに吹込まれているものである。この外の盤に、アルメイダは

Sor. Tarrega, de Falla, J. Rodrigo などのスペインのギター曲を録音して、達者な演奏

を示しているが、Segoviaの作品を三曲入れているのが注目される。セゴヴィアは自分では

自分の曲をレコードに入れていないのである。 トウリナのギター曲は殆んと全部入れている

のに、 トルロパの作品は一曲しか入れていない。

アルメイダの本領はスペインものよりも 、やは り祖国プラジルの作品において遺憾なく発

揮されている。数々の自作の外に、 Villa-Lobos をは じめ、 RadamesGnattali とか

Annib_al Augusto Sardinha とかいうあま り名を知らない作曲家のプラVル音交をア）レメ

イダはみごとに吹込んでいる。グナッタリ のギターとビアノ のための協奏曲は就中立派な出

来栄えである。自国の外メ キンコの M.Ponce, Jose Barroso,バラグアイの Augustin

Barriosなどの作品をレコー ドしている。アルメイダのレパート リーにアルゼンチソの音楽

が一曲もないのが妙なので問合せたと ころ、私信で、自分の手元にはアルゼンチンの・すぐれ

たギター曲がないからだ、と答えてく れた。そう言えばヴィラ・ロ ポスやポンセと並び称せ

られるギターの作曲家がアルゼンチンには見あたらない。

アルメイダは Capitol盤にも ロマンチ ック音楽と題して Beethovenだの Chopin だの

Debussyだの Griegだのの編曲を Lpに入れている。 Coral盤のセレナーデ集と共に他

楽器のための名曲をギターに移し、編曲の妙を味はわせる とい うアルメイダの趣好とうけと

られる。好き鎌いは別として、名曲をギターに移し、そうしたことによってギターに対する

紹識を深め、且つ普及することになれば、そこ に一つの意義を認めないわけにはゆかない。

アルメイダのレバートリーで気がつくことは、パッハ或はそれ以前の音楽が殆んと無いこと

である。この点でアルメイダとセゴヴィ アは全く対照的である。

私は文通によってアルメイダから次の点をき .I.正すととが出来た。アルメイダの人と芸術

を知るのに役立つかも知れないので、それを誌友に伝えよう。

アルメイダの愛器は Mexicoの V.Solis Garciaの作であり 、絃は Augustineを用い

ている。

アルメイダのアメリカ盤ジャケッ トの解説は何れも立派なものである。ところが策者名が

どれにも記してないので、或はアルメ イダ自身の箪か とも思って問合せたとこる、それは汽

料を提供するだけで、Capitolのスタッフが適当にま とめて くれるのだそうである。それに

してもどの Lpもい .I.解説を附けている。
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アルメイダが弾いた映画は、一々あげていたら一習をなすほどだとい う。そして自分は映

画の仕事がすきだと言っている。最近バラマウ‘／卜の Corne!Wilde 主演の Maracaibo

という映画では全篇ギターを流したがこれはいり出来だと思っている由。

最も新しい Lpは MartinRudermanのフ リュート とギター、 それに SalliTerriのメ

ゾソプラノ とギターの二重奏を組み合せたものである。フリュートとギターの二重奏は凡て

フランスの作品で、中でも JacquesIbertの Entr'acteが珍らしい。メゾソプラノとギタ

ーのデュ エットでは Villa-Lobosのプラジルのバッハ風音楽第5番がすばらしく 、原曲は

歌と 8のチェ ロのために作曲されたのを、ヴィラ ・ロボス自身後にプラジルのギター歌手

Olga Coelhoのためにギターとのデュ エットに椙曲したものである。サ リ・ テリは有名な

Roger Wagner合唱団の独唱者で、ア）レメイダのギターとぴったり息が合って、実にすば

らしい出来栄えである。その外 Jayme Ovalle, Valdemar Henriq~e, Paurillo Barroso, 

Ernani Bragaなどプラジルの郷土色の濃い作曲家のものが歌われ、ア）レメイダの自作も一

曲入っている。これは 0Cacador狩人という小曲で、私が大へん気に入ったと手紙に書い

たら 、これは君に捧げることにし、近日中に贈ると言って来た。これは筆者の大ぎなよろこ

びであり 、この上ない光栄である。この Lpの表紙を開くと扉にンヤガー）レの絵が出ている

のがうれしい。

Julian Bream：ー ウェス トミンスター

ジュ 、リアン ・プリームは1933年7月15日ロンドンに生れた。父の仕事の関係上、幼少の頃

ハンプ トンに移り 、そこの小学校を卒業した。少年時代から音楽のオが芽生え、最初ピアノ

を習った。 1944年頃父が手なぐをみに買ったギターを息子が手にしているうちにみるみる上

達し、その翌年父と共にロンドンのギター愛好家協会の例会に出席してプリ ームは会員の前

で弾いたが、会長 Dr.Boris Perottは驚嘆した。そのオを認めたペ ロットは自分の指導を

受けることを進めた。プリ ームはそれに従い、汽車で 3時間の道を遠しとせず毎週 2回づょ

練習に通い、約一年きびしい訓練をうけた。その上達が目ざましく 、その後 Desmond

Dupreに師事して夕）レレガ奏法を採用 し、 高度のテクニックを身につけた。プ リームがツ

ェルテナムのギタークラプで リサイタルを開いたのは1945年12月の ことだった。この年すで

に奨学金を得て ロンドンの 音楽学校に学んでいたのである。翌年は ロン ドンでデビューし

一躍有名になった。師ペロットは「ギターの育たない国と言われたイギリスについに天才ギ

タリストがあらわれた。ジュリアン ・プリ ームその人である。プリ ームは第二のゾ）レとか第

二のセゴヴィアではなく 、常に第一のプリ ームたれ」といって励げましたそうである。 1948

年15オのとき映画「死せる恋人に捧ぐる悲歌」に出演し、1951年にイギリス楽壇の登竜門と

いわれるウイグモアホールにリサイタルを聞いて、タイムス紙やテレグラフ紙などの絶讃を

博した。 1952年から 3年間軍務に服したが帰郷後1955年にはイギリス音楽家最大の名営たる

Harriet Cohen賞及び BablockPurse賞を得、イギリス楽壇の寵児となった。

プリ ームははじめ番外絃のついた Maccaferiのギターを持っていたが、後にニュ ーヨー

クの Martinとドイツの HermannHauser作のギターにかえ、現在はイギリス国産

Hector Quineの作を愛用している。
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プリームの Lpは去る 1月日本盤を発売して非常な好評を得た Sorと．Turinaと de

Fallaの作品を入れたもの (MLS-128)についで、 最近バッ ハ作品集 (MLS-140)を売出し

た。今までギターによるパッ； とヽ いえばセゴヴィ ア以外にはないと考えられていたがプリ ー

ムのパッハをきくと格調の正しさ 、多音の処理と解釈のゆるぎなさ、フレージング．のうまさ

など 、 さすがにヨ ー ロッパ盟とでもいったら い .I. 力~ 、 これは立派なものである。この L•P の

解説応j・ヽ倉俊氏が杏いているが、その文中にも ことわっ てある通り 、原盤の Robinson の

醗訳である。これも西明な策といえるかもわからない。

プリ ームにはこの外 Villa-Lobosの 5の前奏曲と Torrobaの代表作 4曲を組合せた Lp

(XWN-18137)がある。前のトウリ ナとし‘.¥.、 トルロバと¥,‘.¥.、ヴイラ ・ロ ボスとい上 、プ

リームの現代ギター音楽に対する烈しい意慾と手がたい演奏には好感がも てる。 ・同じ曲でも

途さかとアカデミックな解釈に於てセゴ ヴィアにはなかった味を出し、又アルメィダにはみ

られない典雅と着実さがある。私達にはこのプリ ームの行き方が正統的なのではないかとい

う風に感じられさえする。

プリームがギターのみならず リュ-卜 の演奏にかけても第一人者であるこ とは既i℃知られ

ている通りである。それはアルメイダがクラツックとジャズの両様のギターに長じているの

とはちとわけが迎う。プリームはバッ ハ或はパッハ以前のバロック音楽を演奏するのにどう

してもリュートを手がけねばならなかったのである。セゴヴィアはそれらの作品をギターに

移し、ギターで再現した。しかしプ リームはそれらを原楽器だよって出来るだけ原曲のま上

復元したかった。この行き方は EmilioPujolから （云っている古典音楽研究の方法である。

同じく Westminster盤のJohnDowlandの音楽 (XWN-18429)は、リュ ー ト音楽の最

も只頂な Lpである。

絢爛たる文化を誇ったエリザベス王朝時代の最大の音楽家としてジョン・ダウランド(1563

-1626)を推すことには誰も異論を さしはさむ人はあるまい。 ダウランドは自らソネットを

忠き、これに作曲し、且つリュ ー トをみごとに演奏して社交界の人気者であった。ダウラン

ドは「持ち運びの出来る楽器の うちで一番好ましい楽器は リュ ー トである」と書いたそうだ ．． 

が、宮廷楽人として並ぷ者なき名声を博したといわれている。彼はエ リザベス女王の王室教 ・

会附音楽家であり、 1612年から死ぬまでジェ ームス 1世附リュ ーテス トを勤めた。生前国外 ．． 

にも控かれて演奏し、就中デンマーク王クリスチァン 4世の寵をうけて 8年間もその宮廷に

仕えたといわれている。彼の リュ ー ト曲にはエリザベスモ朝文化さながらの優雅さと手のこ

んだ飾りつけと花やかさが横溢している。そういうパロック趣味を生かすのにリ三ー トは手

頃な楽器だった。マンドリンに近い胴のふくらみ、複絃の配列、‘音密孔を飾る・ロゼッ ．t（象

眼）などもやはりパロック趣味のあらわれレいえよう。

ダウランドのリュート曲はマヌスクリプ ト手写譜として伝えられているが、最近とくに研

究の対照として浮び上っている。それは単なる懐古趣味とか、ジャズなどの喧騒に対するレ

ジスタンスとか、そういう類の研究ではなく 、寧ろ音楽の本質と源泉をそこに求める真摯な ．

態度なのである。そういう意昧でもプリ ームのリュ ー ド演奏は多くの好愛家の耳目をよるこ

ばせている。飾りネクタイをつけた紳士や、壁が多くふくらんだ長いスカ ート の淑女達の踊

るゆるやかなパパーヌやガリアルダなどの舞曲やファンタジアなどが、ジャンデリアのかゞ
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やく豪華なサロ ンに遊ぷ感興にさそいこまれる。プリ ームは恰も屈術師のように、きく人を

変幻の境に誘う。 そういう古雅な音楽がこの Lpに14曲吹込まれていて、どれもこれも珠玉

の名曲である。

． この外テナー PeterPearsと共に演奏したエリ ザベス王朝のリュ ート 歌集が Londonの

日本盤 (MP-57)で出ている。 この10吋 Lpにはダウランドの外 Ford,Morley, Rosseter 

の恋歌が 9曲入れてあるが、これ又何れ劣らぬ佳唱好演である。

Jose Rey de la Torreーエ ピック

ト・レはi.917年12月 9日 Cubaの Gibaral-いう町に生れた。父は製糖会社を経営してい

・トレは豊かな家庭の長男として生れた。大ていのギタリストは幼少の頃からギターと結びつ

いているが、 トレは例外で生前からギターど結びついていた。というのは彼の両親が結婚前

にバルセローナからやってきたタルレガの流を掬むギタリストのリサイタルをきいて、若し

自分達に子が恵まれたらギタリス トにしようと話合ったからである。その後間もなく結婚し

た若夫婦の間に運命の男の子が生れた。それがホセ ・レイ ・デ ・ラ・ トレだったのである。

・トレの父は歌劇ラ・ ポエムのスコアを弾いてのける代どピアノに堪能だったし、母は又父

のピアノの伴奏で、毎夜上手に歌って家庭を楽しむという風で、そうした音楽環境の巾に ト

凶まずこやかに育った。 8オの時父の仕事の関係でハバナに移住 したが、こいで Miguel

Llobefの門弟でバルセロナから戻って来た ServinoLopezについてギターを学んだ。 10

ヶ月目にロペスの門下生演奏会に出たトレの演奏はきく人を驚嘆させた。抜群のこの少年ギ

タリストはロペスの下で数年ギターを学んだが、14オのときロペスは両親を説得してトレを

スペインに留学させることに成功した。

バルセロナに渡った トレは親しくリヨペッ トに於いてテクニッグの完成を期し、グナラド

スアカデミイで音楽理論、和声学、作曲法などを学び、音楽性の向上につとめた。 3年間の

きびしい修業の後パルセロナでリサイタルを開いた トレに対し批評家 JaimePahissaは絶

閉の辞を捧げた。そして_1934年故郷に錦を飾った トレはいよいよギタリストとしての活動に

入り 、ラジオにステージに迎えられ、中南米諸国を演奏旅行して名声を高めた。そして1941

年アメリカに渡りニュ ーヨークのタ ウンホールで リサイタルを聞いて好評を博し 、爾来アメ

リガを中心にして活澄な演奏活動を行っている。

.'・ニュ ーヨークの楽友 AlexanderBellowによると 「トレのギターの音色の豊かなことは

無類であり 、そのテクニックは無比である。トレにとっては困難な楽句や作曲など一つもな

い。彼はすぐれたギタリストというだけではなく 、立派な音咲家である。彼はあらゆる時代

のあらゆる国々の多くの作品を坪解し 、みごとに演じ上げる。彼の趣味のとさは、そのレパ

ー トリ ーによくあらわれている」又、1954年度ラテンアメリカ音楽祭の首位入賞の若いキュ

ーパの作曲家 JulianOrbonゃ deFallaの翡弟 JoaquinNin-Culrnelなどが進んでギタ

一曲をトレに捧げているのを知れば トレの音楽の高さがわかるわけである。

ト・レの Lpは私の手元に 5枚ある。

5・ 

SMC-516 

11 517 

Philharm'onia PH-101 

タルレガの音楽

ソJレの音楽

ボッケリ ーニの五煎奏曲とマリピエロの絃楽四煎奏曲
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11 PH-106 20世紀のギ ター音楽

Epic, LC-3418 クランックギター音楽

トレの Lpをきいてまず感じることはア）レベニスとグラナドスの各2曲の外は全部ギター

のためのオリジナルな作品を取上げていることである。正統のギター音楽に徹するトレの純

粋さが、そのま.¥.トレの演奏に よく出ている。その点アルメイダと対照的である。トレの演

奏は非常に清潔な感じがし、 誇張やアクセサリがない。 SMC盤ではソルのエチュード13曲

を実に素直に弾いている。或先輩が数年前この一枚をきいて教材的でおもしろくないと評し

たが、私はその頃からトレを高く評価していた。それは Epicの新盤に吹込まれたソ｝レの第

2ソナタとモーツアルト変奏曲によって明らかになった。 トレの奏でるソルは寧ろ典型

的と言えよう。タルレガの前奏曲も小品も私はすばらしいと評したが、今でもその言を取

り消す必要はないと思っている。 Epic盤のアラビア狂想曲などは今まで出たギターのレコ

ードでトレの右に出るものはない。決定盤といっても過言ではあるまい。リヨベット のカタ

ラーナ民謡も 、ポンセのメキンコ民謡も 、民謡の素朴さを実に よく 描いて間然する ところが

ない。 トルロパのカステリア組曲もセゴヴィアその他のレコードに比して劣るものではない。＇

Philharmonia盤のアルベニス、グラナドスの迫力と惜熱、オルボンとニン ・クルメルの演

奏はまさに完壁である。ニン ・クルメルの作品はプジョ ールが編曲した）レイス ・ミランのバ

パーナに 6の変奏曲を附した佳作である。

ポッケリーニの五重奏曲は有名な StuyvesantString Quartetと共渉 したもので、1799

年の作といわれている。原曲は絃楽四霞奏とピアノのために告かれたが、それを二つのチェ

ロをふくむ五重奏用に編曲 し、そのチェロの一つをギターで演奏するようにしたと伝えられ

ている。Allegromaestoso, Pastorale, Grave assai-Fandangoの三つの楽章から成り 、

ファンダンゴの部分ではカスタネットの模倣をとり入れてスペインの情緒を盛り上げてい

る。 トレは絃楽合奏と組んでいさいかも聞き劣りすることなく堂々と弾き上げている。

トVの Lpは前に Allegro盤で出たも のがあったが、それは廃盤になってしまって今で

は入手困難である。 トレのものはどれも好ま しいが、若しその中から一枚をえらぺと言われ

たら近く日本で発売されるエピック盤をす.¥.めるのに躊躇しない。これは誰方にも満足して

いた ゞける名盤といえようかと思う。

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

〇最高技術による尤も良心的な作品として諸先生泣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。

〇翰入楓材及びパリ サンド材が多数入荷し、最高品の御註文に応じて居ります。

0 セゴヴィア氏の推奨する世界最高ア メリカ製オーガスチン Augustinナイロン絃

（本誌第 1巻第 3号高橋功先生御紹介）大量入荷して居ります。
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Fr. Schubertのギター四重奏曲のLp 高 橋 功
Isao Takahashi 

Quartetto for flute, guitar, Viola and cello 

Fr. Schubert の初期の作品はギターをもとにして作曲されたと言われている。父の誕生

祝に11オのとき作曲 した Kantataは合唱とギターの作品であったし、有名な「野パラ」も

原曲はギ ターだったと言われている。

i/ューベルトを囲む音楽仲間を Schubertiana と呼んでいるが、その中の一人 Stenz!
が嫁いだ家の所蔵品の中から1918年にi/ューベルト 自箪の楽譜が発見された。それには1836
年の日附が記入してあるが、どうやら1814年の作ではないかと i/ューベルト 学者の Otto
Erich Deutsch は語っている。フルート、 ギター、ヴィ オラ 、チ ェロの四重奏曲で、次の

5の楽章から成っている。

I. Moderato 

2. Menuetto 

3. Lento e patetico 

4. Zingara 

5. Terna con Variazioni 

串筆譜は32頁に杏かれ、第 5楽章は第 5変奏の最初の 3小節で途切れてしまっている，

Otto Erich Deutschの研究に よると 、WenzelMatiegkaの作品21番フルート 、ヴィオ
ラ、ギターのための Notturnoは、後にジュ ーベルトのパトロンとなった Esterhazy伯爵

に拾げられたものであった。これにギタ ーを加え第 2楽章 Mennetto にツュ ーペルトが新
たに Trioの部分を加えたのが、今日伝えられる所謂ツューペルト作ギター四霞奏というわ
けである。

1925年 Cologne 音楽祭で、発見後初めて初演されたが、こ のときは HeinrichAlbert 
がギターを受持った。そしてその翌年出版されたのである。

この度の ふp(Spa-53)ではフルート CamilloWanausek,ヴィオラ RobertNische, チ

ェロ VictorGoerichでギターは KarlScheitである。フルート のワナウセックは先年来

朝したウィーンフィルの奏者として弘達にはなつかしい名前である。

カール ・ツャイトはリュ ート 及びギター奏者としてウイーンではすでに甜名であり 、すで
にリュ ート の Lpでは好評を博している。現在 NHKの指揮者の Loibnerの親友であると

のこと。そしてロイプナー滞日中に一度日本にきたいと言っている由耳に入っているが、若
し実現出来たら幸である。

この Lpでは各パート のパランスがみごとに保たれている。ギターの音砿が、他の楽器と

比ぺていさ iかも遜色をみないのは、録音の巧妙な技術に由来するかも知れない。和声楽器
としての役目を存分に果している。而も音色に於て絃楽器と実によくマッチしている。こう
なるとナイロン絃がギター音楽につくした貫献は全く甚大であるとつくづく思うのである。
ナイロン以前のガット絃ではナイロソ絃ほどの明澄さが望めなかったろうし、スチール絃で
は他の絃楽器の音色と均衡を破り 、油と水のような結果になりかねないからである。Andres
Segoviaも強調している通り、ナイロン絃が完成されなかったらギターがこれほど進歩した
かどうか疑わしいものだった。このンューベルトのギター四重奏の Lpをきくにつけて、そ
の感が一）竹深い。
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続 Segoviaの Lpジャケ ット解説

Lp of Segovia 

安達右

Yuic;hi Adachi (Tokyo) 

来日中のゴンサレス氏の歓迎会に斯界の重鎮である菅原明朗氏が出席されていたが、席上

ゴンサレス氏にスペインシ．云う処は楽譜の出版が余り振わないが、古いものなどどうなっ'(

いるのだと質問して居られた。アカデミアの図否舘に行けばいやと云う程あると余りビシと・

米ない答であったが、其時隣席だった私と Tablaturaantiguaの話が出たのであった。つ

まりあの難解な記号の様にむかれている古い楽譜の事である。

現在我が国に紹介されている前古典は、その作曲者数にしても曲数にしても極く少数であ

るが、この斑害となっている原因は実にあの難解な記号の訊訳の為である。 1955年 Schott

版で出されたプホー）レの古典ギター曲集 (HispanaeCitharae ars Viva)により我々は新

しく Pisador,Valderrabano, Narvaezの名を見出すことが出来るが、16世紀時代の之等

の額訳が1945~1949年頃にやっと完成していることをその序言によって知るのである。

1957年セゴピアはドイツに演奏旅行をして11月8日にベルリンでリサイタルを開いている

が、こ'.I.で Narvaezの曲を努頭に演奏している。この様に一方に於ては前古典から前々古

典への探究に余念ないプホー）レの努力と殆ど出版されるのを待つ様にして、それをレパー：ト

リーとして演奏旅行に出るセゴピアの実行力とは、何と云ってもギター界の大きな二大主流

であり敬愛措く能わざるものがある。

Deccaの新盤 DL9931の魅力はこの Narvaez の「皇帝の歌」と「牛を見守れ」の二

曲が聴ける ことである。

次に曲目を追って解説を加えよ う。

OCancion de! Emperador y Variation son Guardame las vacas (Narvaez) 

ホスキンのミレ ・レグレッ ト (Mille Regretz)はチャールス五世の好んだ歌と言い伝え

られている。この皇帝の歌はホスキンの歌曲の変奏曲によって作られて居り 、Jレイ ス ・ナル

パエスによってリュ ー トの為に作曲されたものである。この有名な16世紀のリュ ー ト奏者は

スペイン音楽の変奏曲形式を紹介した人として知られているが、1538年曲集を刊行してい

る。この二つの小品もこの曲集から採られている。二番目の曲は作者不詳の「牛を見守れ」

と云う歌曲の変奏曲である。これを現代の楽譜に額訳したのは何れもプホールである。

QSong and Galliard (Dowland) 

ジョン ・ドウランドの音楽史上の価値は歌曲の作曲者としてであるが彼の生涯 (1563~

1626)に於ては、むしろヨ ーロ ッパを通じて無類のリュ ー ト奏者として知られていた。又歌

手レ．してもなかなか上手であった。 こ.1.1こ吹込まれた歌曲は物鬱い調子と面白いリズムに満

ちているが、原曲は歌とリュ ート の為に杏かれたものである。 ドウランドが彼の歌をガリア

ルダの形でリュートに編曲しているが、セゴピアはそれを又ギターに忠実に編曲 している。

「歌」の方は多声施律が骰宮で、ガリヤ，lレダは中部ヨ ーロ ッパの宮廷舞曲であるが、新鮮な

魅力を以て演奏されている。編曲はセ ゴピアである。
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OPreamblo and Ga~ota (A. Scarlatti) 

アレッサンドロ ・スカルラッテイ (1660~1725)のこの二つのビア ノ小品ば他の二つと共

に二十年ばかり前ナポリの音楽院で発見されたと云われる。それらは組曲風となってい る。

プレアンプロの緩やかな郡入部は四声の動きが大胆な対照を見せて見事で中間部は早いフー

ガ風となっている。ガポッタは特に魅力的なメ ロディ ーを持つ短い小品である。セゴピアの

視曲である。

QSonata (D. Scarlatti) 

ドメニコ・ スカルラッテイ (1685~1757)はアレヅサ‘ノドロの息子で近代ピアノ奏怯の父

とも云われて・いる人である。長年スペインに住み函務を奉じた。彼はスペインのリズムや感

情に触れたので、このハ短調の小ソナタも一楽章形式であるがスペインの雰囲気に溢れてい

る。この曲を編曲したセゴピアはスペインの小品の味を本当に出さうと思ったら 、や豆詮目

のテムポが良いと云って多くのピアニス トにも助言を与えている。

ODos Impresiones Levantinas (Oscar Espla) 

オスカ ーJレ・エスプラ (1889~ )はファリアやトリ ーナと同じグループに属するがスペ

インの東南部で正しく はレパンテと呼ばれる地方のアリカンテに住んでいる人である。彼の

作品で特に注意すぺきものはピアノ曲である。この二つのレパンティ ーナの印象は小品では

あるが、レパンテの雰囲気を現わ しアリカンテの気分を捉えている。セゴピア自身の編曲で

弾いている。

QFantasia-Sonata (Joan Manen) 

ホアン ・マネン (1883~ )は現代スペ インのヴァイオリニス トであり作曲家である。

カタラニア地方ではファンと呼ぷのが普通とさ れ ている。このファンタジア ・ソナタには

ヽセゴピアの為にそしてセゴピアなるが故に、と 虔き記るされている。初めは物うげなラ）レ

ゴーを以て始るが、性格は明らかにスペインのものである。第一楽痔はアレグロであるがカ

タロニアの感傷的な気分が全休を支配している。次いでラ）レゴーのモチーフが第二主題と し

て循珀する。第二楽章はゆつ くりした間奏的なアンダンテカンタピー レ、第三楽章は生々と

したアレグロアッサイで、美しい性格的なメロディーを持ちこの梨帝で再びスペインの潤味

とエッセンスを表現している。さうして初めのラ）レゴーのテーマに戻ってこの曲が終る。

ジャケットの天然色写虞は我々にセゴピアが白髪であることを教えてくれる。 2ポヂンョ

ンから 5ポヂジョン迄溢れる様な大きな手や特徴ある右手の拇指など逆味溢れるポーズは、

その依楽器の音が評いて来る様である。

セゴピアのゴールドラペルはこれで十枚となるが、セゴピア以外のギタリス トの Lpも数

多く 出されて我々の耳を楽し まして呉れる。ヴァルカー、 エペス、プレスティ 、プリーム、

トレ、アニ ド、ア）レメイダ、ロペス、プレーン等まだまだ挙げるこ とは出来るがそれと共に

何処からともなくセゴピア トー ンと云う言葉が聞かれる様になった。 セゴピアの音色と音楽

を区別して聴かうと云う訳であ ろうが結構な事である。無条件降伏から占領政策批判迄我々

の耳も成長して来ている訳である。（完）
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ホアキン・ロドリゴと彼の作品レコード （完）

藤 田 不

•.. Lp of Joaquin Rodrigo Fuji Fujuta (Tokio) 

スペインは1947-48年にセルヴァ ンテスの生誕 4百年を祝賀し、ロ ドリゴの寄与はバス、

. 4人のソプラノと管絃楽用「タルンネアの不在」と題 した、 極めて人を感動させる合唱作品

である。この作品に国家セルヴァンテス賞が授与された。これはトロパ rアの作品で、うれ

い顔の騎士の夢みた、理想の婦人に対する不断の望みの個人化であり、 最も劇的にド ン・キ

ホーテの不休の自己反問と 、結合された対話における解放された声を表現している。

1949年にガスパ｝レ ・カサドはロドリゴのチェロと管絃楽用協奏曲を初演した。この作品は ．

前述の協奏曲への一つの対照であり 、更に近代風な実験的であり、 始めて聴くとその和声の

若千は多少耳諒りさを持っ ているが、緩除な中央の楽音は、美しい悲歌で耳を魅了する。

ロドリゴは彼の作品に加えて、音楽批評家及び講渉者と．して、 高い地位を得ている。彼の

伝記作者フェデリコ ・ソペーニャは「ホアキン ・ロ ドリゴの音楽的な個性は、スペイツの知'

的な若人に直接な影響を与える」 と述ぺている。ロドリゴはマドリ ッド大学での音楽史教授

に任命されたので、こ の国の大学生逹ヘスペインの作曲家で彼以上に影響を与える可能性を

持つ人はないと云、える。

'...；・・ 次に読者諸氏の参考迄にロド リゴの作品で録音された作品とそれらのについて簡単に紹介

しよ う。

Al'onbre de Torre bermeja. スペイン HMVAA658 (SP) 

作曲者（ピアノ独奏）

1945年にリカルド ・ヴィニェスを讃えて創作したピアノ 曲である。

ギターと管絃楽用協奏曲 スペイン ・リーガル RG16066-68 (SP) 

R. s.デ ・ラ ・マザ（独奏者）アルヘンタ指押、スペイン国立交密楽団

1939年に創作された ロ ドリゴの傑作で「アランフェス協奏曲」 と呼ばれる。 N.工ペヌ

がアルヘンタの指揮したマドリッド室内楽団と共演してアルハンプラ ・レコー ドヘ録音、

これはロンドン ・ レコ ー ドの国際版で発売され、 今年の 1 月に ロン ドン ・ レコ ー ドのい—
ベルで再版された。（片面はファリアの「スペインの夜の庭」）

ヴァイオリンと管絃楽用夏の協奏曲 ロンドン・ レコー ドLL-546

C.フェラス（独奏者） エネス コ指揮、パリ音楽院管絃楽団

1943年に創作された協奏曲である。（片而はセメノフの復協奏曲）

La Enamorado junto al pequeno surtider. アルゼンティン ・オデオン 660:3(sp) 

A.ムス（ヴァイオリン）作曲者（ピアノ）

1923年にヴァイオリンとピアノ用に苔かれた「二つのエスポサス」 （作品 1)からの血で

ある。（片面はグラ ナドスの「ゴエスカス」の問奏曲）

En los trigales. ロンドン ・レコード LL-1042,

(8ii) .'i..  ・ . • 10 
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N.ェペス（ギター独奏）

1938年の作品であ る。 この録音は「16ー20世紀のスペイン音楽」に含まれた。 SP時代に

. M.L.アニドがア）レゼンティンのオデオンヘ録音していた。（片面はサンスの「パヴァナl)

テンプラニカヘの讃辞 RCAヴィクター LM-1937

イトルピ指押、ヴァレンツア交響楽団

1939年に創作された管絃楽曲である。最初 SPとして発売され、後に LPが作られた。

Musica un Codice Salrnantico. モンティラ ・レコー ドFM-41

J・デュス （独奏者） 0.アロンソ指揮、国立放送局合唱団

15世紀の作者・（詳細不詳）の作に基いた交声曲である。無伴奏で1951年に創作された。

. Malato estaba el Lijo de! Rey. 

.•.. El Rey que munc_ho madruga. 
の2曲を録音したものである。（片面はヴィクトリアの作品）

・・．．． ．・．パストラル

Preludio al gallo manancro. 

．作曲者（ピアノ独奏）

スペイン HMVAA647 (SP) 

,..'.. 

か．

1926年と28年に書かれた各ピアノ曲であって、「パス トラル」ほ LPになって P.スパ

・・ ノーロがロンドン ・レコードヘ録音した (LD9135)。（片面はモ ンプー、マルチェルロ等

． の作品）

$araQanda lejana. フィルハーモニア ・レコー ド106

R. デ ・ ラ ・ トーレ（ギタ，—独奏）
1926年に書かれたギター曲であって 、セゴヴィアの録音も発売されている（デッカ DL-

-
L
 

•. 
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9751)。

・歌曲 ・4 Madrigals amatorios. イギリス HMV7BF1056'(45回転）

M.デ b ポーゾー （独唱者）プ Vースウェイテ指揮、フィルハーモニア管絃楽団

1917年にソプラノ及びピアノ用に作られ、翌年管絃楽用に編曲された。L.ウアルテの録

音もあっ て、アルゼ‘ノティンのミュージック ・ホールの LPとして発売されている(3004)。

,•以上の外にロドリゴの作曲した歌曲は、下のように録音があった。

Con gue lavere. 1947 （在来の歌詞）、• De los alamo.s vengo, madre. 1947 （ 同 ） ｝ スペイン ・リーガル RG16179(S;) 
Cantico de la esposo. 1934 （クルス作詞） ＇ 

C.. P.デュクアス（ソプラノ）作曲者（ピアノ伴奏）

. Coplas del pastor enamarado. 1935 （ヴェガ作詞） ｝ スペイン ・リーガル RGI6179. 
Un home ?an Antonio. 1950 （カストロ作詞） （SP) 

C. P.デュリアス（ソプラノ）作曲者（ピアノ伴奏）

Serranilla. (Montanesa) オデオン ・ぃコー ド 184246(SP) 

・' , • C. ス ペル ヴィア （メツォ ・ ソプラノ） A. ヴラルタ（ピアノ伴奏）
9マルケス ・デ ・サンティラナの歌同へ作曲したものである。

， 註 スペルヴィアは著名なスペインの歌手で彼女の早逝は・各国人から惜しまれた。

11 . (87) 
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高橋功君の渡欧について 小西 誠

高橋君が11月にベルリンで開かれる国際ギター学会に出席される事になったのは大変嬉し

い。医学者、御医者様としてよりも日本のギター音楽促進者と しての方が遥によく知られて

いる裔橋君が出かけられるのは当然であるともいえるが、本職を犠牲に して出かける決心を

せられたのは壮とす可きである。 と同時に本誌の読者や日本のギタリス トの多くから感謝さ

れてし心。渡欧の動機が日本のギター界の前途の事を考えた事にある事がよく分るからであ

る。それ丈この渡欧に対して期待される事が大きい。それにしても日本のギター代表者がド

クトル ・メディチーネで渡欧の主目的がギター学会出席である事を知ったなら出席者達はき

っとびっくりするだろう。そして同君がンュ ヴァイツァ ーの崇拝者で、シュヴァイツァーに

就いての著者があり、出来ればアフリカのランバ レネに行って ジュヴァイツァ ーに会ってそ

の事業を見る予定である事、一時は同地に行ってその事業を手伝わうという計画があった事

を知ったなら今度は感動し、尊敬の念を抱くだろう。

我々はドイツにギター学会がある等という 事ほ全く知らなかった。ギター演奏者が多かれ

少かれ居る位の事は想像出来たが学会があるだろう事は考えもしなかった。が、それがある

事が分って見る と矢張りドイツ人はギター音楽の領域でも学問的研究をせずにはいられない

国民であり 、それ丈ギタ ー音楽が根を下ろしている事が明になる。その上国際学会が開ける

事はドイツ以外にもギターの学問的研究が行われている事がはっきりして来る。 そして流石

に欧洲諸国はギター音楽でも歴史があり 、演奏と学問的研究が平行して行われる程内容のあ

るものである事を知る事が出来る。

高橋君の計画によればンエナのアカデミア ・キ ジア ーナにも行かれるとの事。夏の間権威

ある演奏家や教師の指達の下に音楽全体ーー ピアノ 、ヴァイオリン、ギター、 室内楽、声楽、

指揮の夏期講習会が25年以来開かれているこの学校の創立者キージ伯爵は、既に高橋君の事

はよく知っていられるから同君が歓迎せられる事は想像に難くない。毎年同様セゴヴィア、

プジョールの開く講習会から高橋君は大きな収獲を得られるだろう。 この2人に会う喜びも

充分想像される。スイス、オランダ、フランス、スペインも日が許すならば廻って来られる

だろう。

短時日の旅行では思う様に見、聴きして来る事は難かしいだろう。けれども兎に角一度ギ

ター音楽を生み、それが行われている国に行って来るのは何といっても必要である。音楽は

生活の中から生れ、生活と結び附いているのであるから 、その生活に一寸でも接して見れば

そこから生れた音楽に対する理解や考え方、受取り方やについてどれ丈為になるか分らな

い。

こ.I.でふと思い出したのは高橋君が本誌にフラメンコの事を裕かれたに対し、何かの雑誌

に「フラメンコの様な低級な音楽の事を載せるのはよした方がし‘.I.」という投書のあったの

を見た事である。所がフラメ ンコはスペインの生活に結び附いた国民音楽、民俗音楽で、ク

ラツック音楽ではないが、スペイン人とは切っても切れない音楽なのである。そして欧洲で

はそれを低級だと退けてはいない。例えばパリで出ている「音楽会案内」という週刊雑誌

（これは毎週の音楽会のプログラム全部を載せており 、 今年で創刊37年目である。今はどれ

位出ているか知らないが、戦前は最高10万部出てゐた）を見ると一流の交孵楽団演奏家の曲

目と並んでフラメンコ演奏会の予告が出ている。又ユネスコでは各国民族音楽の演奏を奨励

(88) 12 



していて 、そのレコー ド録音にも尻押しをしており、実際そのレコードが殊にこの 2、3年
来盛んに売り出されている。そしてフランスで最も権威あるレコー ド雑誌「デイスク」でも
毎号クラジック音楽同様民族音楽のレコードに就いて紹介と批評を加えている。いつて見れ
ばフラメンコを低級視するかしないかは、それを聴く人の態度、受け取り方にあるもので、
国民に緊密に結び附き、その中に深く根を下ろ している音楽を低級といってしまう のは簡単
過ぎる。そう いうような事も高橋君は今度の旅行で色々身を以て体験 し、広い理解を得て来
られるに迎いない。
考えて見ると今度の旅行で高橋君は到る所で時々刻々色々な体験をし、収獲を得て来られ

るに違いない。恰も宝の山に出かけられる様な気がする。羨ましい次第である。で；我々を
羨しがらせて計り居ないでうんといよお土産を持って来られる事を期待する。

ギター作曲コンクー Jし

2. 

3. 

4. 

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。

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

高橋功方 アルモニアとす。

中野二郎、小船幸次郎の審査に より 次の通り授賞す、但し該当作品のない場合は授

宜を行わない。
1等 10,000円 2等 5,000円

審査の結果は本誌第 5巻第 5号に於て発表し、受賞作品の刊行はアルモニアに於て

行う。

各合奏団御愛用

音のよい丈夫な安心して

御愛用願える ！！

日本ギター教授者協会推煎

優 秀 楽 絃

特選高級絃

マヂエステイク と クルレガ

高級ガ‘；； ト ギ 夕

斯界著名人が一様に推貨する

「
著
名
楽
器
店
に
も
あ
り
ま
す
」

一
ク

グ
ギ

ン
作

ラ
銘

ク
エ

ド
手＇ ，

 
一

ゴ

笑^ l l e, o l g • F ● b『 lkonteo

F. t. R. Enders 

＂＂心 ：’＇“四叫一ご―
特価 ¥11,000.

ー 各種 一

ギクー と 楽絃＼
プレクトラム楽器Jの専門店

マンドリン 絃 ギクー絃げ乙り

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）

発売元 三好楽器商会

営業所 大阪市生野区杭全町八一九
（市電クダラ電停東ノ川筋北入嗚戸橋前）

振替大阪 36 5 6 0番
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私の 渡 欧について 高 ・ 橋 功

3月中旬日独薬品株式会社の学術部から手紙がとどいた。この会社はベルリンのツェーリ

ングという屈指の製薬会社の日本総代理店となっている。 そのンエーリングの研究所長でペ

ルリン大学の名誉教授でもある Prof.Karl Junkmann からの依頼状なのであった。・即ち、

今年11月ペルリンで第20回国際ギター音楽会議が開催されるが、それに参加希望の有焦を問

合せてきたのである。この会議の委貝長は SiegfriedBehrendであり 、ユンクマン教授と

ベーレンドは極めて泥懇の間柄なのだという。ペーレンドとはすでに文通していたのにどう

してユンクマン教授を通じたのだろうとちと不思義に思った。旅代は自己負担、滞在四は主

催者持ちという条件には首をひねったが、一度はヨーロッパのギター界を視察したいと思っ

ていたことではあり 、何事でも相談している小西誠一、中野二郎の両氏に事の次第を申上げ

たら、留守巾のアルモニア刊行には全面的に協力するから心配なく 、生菜の方さえさしつか

えがなければ、この際この会議に参加することに賛成だと申されたので、早速参加希望の返

事を日独型品株式会社を経て返事した。それと別個にアルモニア最近号に添えて阿部、小

原、商徹、京本、奥田、溝渕、縄田など数氏のリサイタルプログラムを参考にペーレンドに

送って上げた。

4月に入ってトルコのアンカラからベーレンドの私信がとどいた。それによるとベルリン

の会議は11月2日ー15日と決定し、日本から私と小原安正、高硲巌の両君を招またい、そし

て払には日本のギター界について講演をし且つ演奏をして仕しいという提案がなされた。私

はリサイタルを持ったこともないし、公衆の前でギターを弾いた経験もあまりないので演奏

には困ったが、先方の条件を容れなければ参加取消しと．いうことにならないとも限らないと

考え、講演はやらせてもろうが、演奏は素人の域を出ないのだから出来ることなら削って仕

しい、若しどうしても演奏を希望されるなら邦人作品に限って演奏してもし‘.I.、と返事をし

た。

窃爺t君はすぐに私に連絡してくれ、是非参加出来るように骨を折って仕しい、演奏曲目な

どはどうしたものか、などと相談してきた。 小原君は JesusGonzalezの来朝で忙しく 、↓こ

の会譲参加についてゆっくり打合せをする時がなかった。そうしているところヘユンクマン

教授から社用で日本に行くことになったから、その折個人的に会う機会を得れば幸だという

意味の親内をいたゞいた。主催者側ではベルリンの法眼総領事に申入れをし、外務省あてに

私と砧硲、小原両君の会議参加を要請したという。いよいよ私の渡欧が実現しそうな段階に

到達した。

ところで、どうせベルリンまで出かけるのだから 、この際ンエナのアカデミア ・キジア ーナ

のレッスンにも参加したいし、そして又私の最も尊敬している Dr.Albert Schweitzerを
アフリカのランパレネに訪ねて、黒人奉仕の事業のお手伝が出来たら、これは又日ごろの念

願が叶うというもので、早速その連絡をしてみた。ところが運が向いているというのだろう

か、まず ConteGuido Chigi Saraciniから EmilioPujol のレッスンにオプザーバーと

して参加することを許可する上に、給毀生として迎えるという有難い御言策まで頂戴した。

ンエナは御承知の通りギターのメッカである。今年は AndresSegov i a も必らず出講する •’.

（昨年は何か都合で AlirioDiazが代講した）というし、昭和 4年の来朝から丁度30年たっ

(90) ・. ・ 14― 
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ているのでその円熟した演奏を目のあたり見、 この耳で聞く 感激は、想像するだに胸が踊

る。それにわが困にまだ知られていないヴィエラの演奏をプホールについて学び、これをゎ

が国に持ち帰って紹介したいと考えていたことが実現出来るのである。数ヶ月医業を犠牲に

しても、これだけの取獲があり、それだけわが国のギター界のためにお役に立てるとすれば
r-
．．
 

ー・

．
 

幸なことい考えた。

． そうしているうちに野村実氏を経て i/ュワイッアー博士の親害がもたらされた。ラジパレ

ネで働くことを歓迎するという意味の自筆の忠簡で、履歴壱の提出やピサの取得に関してこ

まごまと注意して下さった。十年来の私の悲願がいよいよ実現されることになった。キジ伯

爵の親杏にも ましてツュワイツアー博士の親魯は有難かった。文字通り鬼の首をとったよろ

こびであり、 無上の光栄に粛然たるものを党えた。

5月17日ユ ンクマン教授が羽田空港に着いた。小原君はゴンサレスと共に北海道を旅行中 ． 、

だったので高硲君と私が空港に迎えに出、翌18日は日曜だったので19日の再会を約して別れ

た。 19日高嶺君と一緒に帝熙ホテルにュンクマン教授を訪ねた。その時ベルリンの会議のス

ヶジュールを見せてもらったら、ウィ ーンから KarlScheit,ロンドソから JulianBreani 

又は JohnWilliams，それに JackDuarte, Ivor Mairant 等イタ リアからは会長 Prof.

Romelo Ferrali, Carlo Palladino その他エジプト 、 トルコなど近東諸同からも代表者が

参加することになっている。而も今年はクラ i/ックギターだけの会話だという。その会期力；

二週間に渡るというのだから今までにない盛会が予想される。この時払達に手渡されたベー

レンドの内簡によると私の講演と演奏は11月8日と13日に行われることになっているが、高

骸君の場合は日本人の作品の方が好ましいからプログラムを改めて提出されたいとのこと。

やはり海外では私達に私達日本の音楽が闘きたいのである。わが国のギタリストの海外進出 ．

には邦人作品をレパートリーに持つことを必要とすると日頃説いていた私の持論が適中した

わけである。この席上高嶺君のパッハその他の演奏をきいてユンマン教授は満足したようだ

った。

ュンクマン教授は日独文化協会のドイツ側の副会長てあり 、大の日本品貝で、この日自ら．

外務省に出向いて私達の渡欧について連絡の労をとってくださったのには頭が下った。勿論

これより先在ペルリン法眼総領事から藤山外務大臣あてに要請状がとどいてい、その旨国際

音癸評議会日本国内委貝会にあて .1.外務省から連絡があり 、書記長箕作秋吉氏から委貝の一

’人小西誠一氏を通じてその旨を私に連絡 して下さったので、私としてはュンクマン教授とは

別個に官房長官の秘杏と共に外務省及び大蔵省に意向を打診しに出かけた。ンエナのレッス

・ーンは7月 15-9月 15日でペルリンの会議は11月に始まる。その間約45日のプランクがある

が、その期間の外貨の割当てが難かしい。この点さえ何とか解決出来ればピサは出るだろう

という見通しがついたがその難問題はなかなか難かしい。それよりも 、この会議に日本から

三人も代表（個人の資格に於て）を送る価値があるかどうかそれがまず解決されねばならな

い。以上が払の渡欧に関する現段階である。 (5月25日）

・.・ ;・ 

・:.. : 

Pascual Roch著 ・ 伊東尚生訳 ・ 月 村 嘉孝註

最新ギクー奏法 （タルレガ教租）

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) 
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二 4月 6日ラジオ東京8.30の

アカデミーホ ールでゴンサし／

スのギター独奏七曲が見られた。曲と曲の間

にマドリット音楽院やア）レハ‘ィブラの写真を

入れたりして調弦の時問を与えていた様だ

が、全体としてン＇ツなく聴けた。 4日の日比

谷リサイタルよりミスが少くソ｝レの主題と変

奏もおかしくなかったし、ラ モーのミヌエッ

トはセゴピアの Lpに入れている曲で耳新し

く、禁じられた迩ひ・しま淡々として飾り気のな

い辺りむしろ好演。 (A)

たしか 4月24日と記憶しているがNHKで

吉田某のギター独奏があった。あ .I.いうのが
クランックと思ほれては迷惑なこ とだ。

5月20日NHKが同じく ゴンサレスの独奏

をテレピで流 した。曲と曲のつなぎ、カ メラ
のアングルなど大へん趣好がよろしい。テレ
ピリサイタルに出て ゴンサレス仕どに妙技を
ふるう邦人ギタリス トはまだいない

のであろうか。残念なことである。

(T) 

「第三の男」におけるチター、 「野

菊の如き君なりき」におけるマン

リン、「禁じられた遊び」におけるギ

ター。そして今度は「牛きていた男」におけ

る JulianBream のギターが甚だ好演で、

すでに話題となっているし、その故にギター

の光行きが促進されるであろうとは、ギター

商人のとらぬ狸の皮鍔用。商魂の退ましさと

いうぺきであろうか。それに近く封切される

「楡の木店の慾望」では有名な俳俊でギター

歌手として名裔い BurlIvesが心ゆくまで

ギターの歌をきかせてくれるはづで大いに期

待される。

「ゴヤ」でフラメンコ風なジターの妙味をき

かせている VicenteGomezは最近映画化さ

れたスペインの桂冠詩人 Federico Garcia 

Lorcaのドラマ「血の結婚」の音楽を担当し

て「血と砂」以来の効果を上げていると 、前評

判か高いので大いに期待され

▽ 戸 る。（T）

(92) 

5月3日ラジオ東京が10.30 ラ ジ オI 
にゴソサレスのコンチェルト

を流して呉れた、これは4月21日横浜に於て

公開録音 したもの。伴奏は東京交響楽団で指

揮者は今年 3月芸大卒の武王善美。曲目はヴ

ィパ）レディのギター協奏曲とア）レベニスのレ

エンダの二曲。マイクを通したギターの音は

ボリュームは得をするけれども荒い処も目立

つ。 (A)

5月24日P.M. 9.30のNHK第 2放送はゴ

ンサレスのギター独奏。日本デビューからま

だ 2ヶ月にならないのに、ゴンサレスはその

間に実に上達したものと思う。若いせいで初

めのう ちは上気していたのであろうか。とに

角勉強家らしく 、毎日 5時問とか 6時間とか

練習するこ とをきいて驚いていた人があるが

プロでその位錬習するのは当り前で、それ仕

ど練習しなければプロとして名声を

上げ、これを保つことは難かしい。

きびしい訓練、このことを痛感する。(T)

前号にも壼いたけれども日本沿ど

ギターの Lpを出している国はアメ

リカ以外にはないらしい。あまり売

れていそうでもないが、たしかに多く出てい

る。それは日本のレコード会社のスタ フにギ

ター界の先輩が重きをなしているからであろ

う。 コロムピア然り 、エピック然り 、ウエス

トミンスター然り 、というわけ。持つぺきも

のは先即なりとか。 ウエス トミンスタ ーが

Julian Breamの二枚目につゞいてペルギー

在住（スペ イン生れ）の NicolasAlonsoを

売出すし、 コロムピアは来日中の］esus

Gonzalez と契約し初秋の頃に売出すし、エ

ピックが秋には待望の Reyde la Torre 

を決定した。キャピ トールの Laurindo 

Almeida は好評だから、恐らくつゞけて発

売するだろう。この次はフ）レート 及びメゾソ

プラノと．ギターの二重奏の新岱を出してほし

い。 ロン ドンはなぜ NarcisoYepezのアラ

ンヘス協奏曲を出してくれな

いのだろう。（m |レコード

16 



↑NBCテレビ放送中の

Laurindo Almeida (1958年）

← Capitol最新耕のiンヤケ ット

17 (93) 



クラン ックギターに徹する ↑ 

Rey de la Torre 

(1953年の写真）

今秋H本で発売される予定の

Lp;;,ヤケッ ト (Epic) 

(94) 

→ 
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イギリス生れのギターの天才

Julian Bream 

(1956年の写真）

← 5月発光日本 Westminster盤の

ジャケ ッ ト

(95) 



Dr. Boris A. Perott 

Dr. Boris Perottは15オのときデッカー ・ツェンクについてギターを学び、後にレベデ

フにも学んだのであった。医学を身につけたペロット博士はロンドンに落つき結核専門医と

して栄えたが、1929年にはギター愛好家t枯会を組締して自らその会長となり 、後進の指達

に任じ、国外のすぐれたギタリストの招聘に当るなど月ざましい活躍をした。ペロット博士

はロンアのストラデパリウスと呼ばれるパッサープスキー Passerbsky1877年作の番外絃

四本附ヒ絃ギターを愛用し、それを自慢にしている。それよりも自悛なのは、ペロット博士

の門から天才プリーム JulianBreamを出したことである。

ペロッ 日博士とは数年来文通によっ て親交をつゞけて来たが去る 3月14日夕冠状動脈血栓

症で急逝されたという訃報に接し、暗然とした。自伝小説 ThePrice of Happinessの出

版を楽しみにしていたのにそれを果たさず他界 したペロッ ト博士はさぞ心残りが多かったろ

う。 1882年の生れだから76オという高令だったわけである。はるかに博士0.)冥福を祈る。

(96) 20 



ヘスス・ゴンサレス を聴 く

ゴンサレスがステー•ジに現われて2000人

に余る聴衆の目の前で椅子に座った時梢短

いづ底んと靴の間から白い靴下をにゆっと

出しだのには鷲かされた。燕尾服に白い靴

下はまるでエテイケット 無視である。そう

いう野人振りを平気で発揮している書生っ

ぼう的な彼には然 し却って微笑ましい親し

みを私は感じたc 若さと飾あない無雑作

さ、卒直さに私は何時も魅力を感じるから

だ。

もう一つ鵞いたのは2600の座席のある日

比谷公会堂が殆すど満貝になった事であ

る。 1咋年マドリッド音楽院を全科を通じ

て最高の成紹で卒業し、続いてセゴヴィア

に習ったとはいえ彼は我国では無名の演奏

家である。その彼が最初の演奏会でこれ丈

の聴衆を集めるとは想像も出来なかったか

らである。それは主催者中日新聞が宣伝に

大いに力を入れ、多くのギタリストやギタ

リス トのグループに働きかけて切符の売り

方に全力を尽したからであろう。

然しそれ丈でこれ丈の聴衆を隼め得たと

は思われない。 本当の所は東京にギター音

楽愛好家が非常に多いからであるとしか思

えない。そしてこんなにギターに対する関

心が高まり 、こんなにギター音楽愛好家が

多くなったのを知って一照を喫したのだっ

た。

確かに彼は若い、こんなに大勢の聴衆の

前で奏いた事は今迄なかったろうと思われ

る彼がだから可なり硬くなっていたろう事

は想像に難くない。それは漸く気が落ち附

き脂の乗って来たTドが聴いていてはっきり

分る第三部にはいる前には度々ミスをやっ

たり 、曲に自由な表情を附け、解釈に令裕

のある表現を与える事よりも専らやり損い

21 

松本太郎（鎌倉）

や問違いをやらない様に用心して奏いたり

している演奏振りの中に認められた。

だから第一部 ・第二部ともに曲の生命、

魅力、味が稀薄で、いわば平坦で我々に追

うて来るものが少なかった のは見逃せな

い。

それにしても彼は中々のしっかり者だっ

た。少しの動揺や不安の気持を見せずに平

然と落附き払って演奏を続けた末第三部の

盛上りに持ち込んだ。第三部でやっと本当

の実力を発揮したという事が出来るだろ

う。

グラ ナト ス、ヴィリア ・ロポス、 トルロ

パ、アルペニスで彼は技法、音性、色彩、

リズム、和声を有効に生かして近代曲の魅

力をよく発揮した。各曲の持つ個沖と雰囲

気、作曲家の意図と特性を充分味わう事が

出来た。

所で問題になるのはタルレガのアルハム

プラの思い出である。会場で何人かの知合

いのギ タ ー•関係者は「日本人の方がも っと

うまく奏ける人がいる」といった、一応は

そうもいえるし、そう考えられる面もあ

る。 トレモロの細かさ、そのパッセーー ジの

滑らかさ 、曲に与える表惜等からいっても

っと味のある油奏の出来るギタリストが日

本人の間には居るだろう。然し同じ様な問

題はア ニー ドの来た時にも起った。そう し

て見るとこれは日本人の方がうまいといっ

て見返す可き問題ではない様に思われる。

外国人の演奏者としての感党、綬賞者とし

ての受取り方には何か違うものがありそう

である。アニードその他の外国人（ゴンサ

レスを含めて）にいわせると上手な日本人

の演奏は余りにデリケート過ぎる、そんな

に細やかなニュアンスや気分を出さなくて

(97) 



もこの曲の面白味や魅力ば充分感じられる

という事になるのかも知れなじヽo

会場で会った高嶺君から「王支々が何でも

ないと思う所をとちったり 、難しいと思う

所を何でもなく奏いてしまう様な事があっ

て少し我々とは迎いますね」 という意見を

聞かされた。それである。タルレガの狙い

所、外国人の曲のつかみ方、その受取り方

等に何か我々とは質的に追う所があるので

はないか、その結果曲や演奏に対する評価

が辿って来るのではないか、そう考えて来

ると簡単に日本人の方がうまいとい .I.切っ

てい .I.のであるか如何かは疑問である。こ

れは確に 1つの問題であると思う。

もう 1つの問題は今迄日本のギター関係

者はギターの演奏をギター音楽の枠の中で

考えている傾向が多い事から生れる。その

考え方には長所もあれば短所もあるだろ

う。総てをギター的観宜丈から考えて割切

ってしまうという事は一考を要する。ギタ

ー音楽を特殊の音楽と考えてその優越を強

課するのは他の音楽を排斥 し、その世界を

狭ばめる瑾になりそうである。ギター音楽

の世界の中丈ではなく 、あらゆる音楽の巾

に導いて考え、そうする事によってギター

．々`

:・.. : 

の特色長所を生かすのでなければ本当の意

義はないのではないか、同じく会場で会っ

た伊藤翁介君からそういら説を聞かされて

前からの持説と同意見者を見出した事を私

は喜んだ。伊藤君のいわれた通りゴソサレ

スの演奏にはギター音楽の世界丈でなく全

音楽の中でのギター音楽として感じている

もの・¥.あるのを認めた人は我々丈でないら

しい。例えば朝日新聞で野呂信次郎君がこ

の曲（アルハムプラの思い出）を褒めてい

るのもそういう所に原因がありそ 5であ

る。

そういう風に考えるとゴンサレスの演奏

会は音楽会として丈ではなく 、日本のギタ

リストに考える可き問類を提供した点でも

興味が深い、然し残念なのは会場が広過ぎ

て座席によっては音楽の細かな所迄がよく

分らなかった所が少くなかった事である。

この点も相当問題になる可能性がある。例

えば音楽新眺に載った阿部保夫君の批評を

見ると二階の横の方で聴いた我々とは多少

迎った受取り方がある。

然 しそれを論じ出すと余り 長くなりそう

だからこの辺でペンを腔く事にしたい。

ゴンサレスのギターコンチェルト 安達右ー（東京）

ゴンサレス氏が来日することになって共

の打合せの為関係者が中日新聞社で会合し

た時是非コンチエルトをやって貰いたいと

云う希望が出たが、これにはコンチェルト

が催されることによって一般的な招識を高

めたいと云う気持と 、スペインの若手ギタ

リストがコンチェルドをどの位弾きこなす

ものかと云うことえの期待があったものと

思われる。

4月21日横浜県立音楽幽での東京交評楽

団の定期演奏会に特別出演と云う形で、ヴ

ィパルディのギター協奏曲とアルベニスの

(98) 

レイエンダが取り上げられたことは｀ 前述

の期待に答えたものとして大いに注目され

た次第である。何かコンチェルトをと云う

注文に対して、遠い東洋の果て迄来て知ら・

ない交密楽団と協奏することによるあらゆ

る条件を考感に入れてヴィバルディとアル

ベニスの二曲を選んだゴンサレス氏の解答

にはいろいろな意味が汲み取れるが、コン

チェルトと云えばテデスコとロドリゴばか

りを考えたがる本邦ギター界に或る意味の ・

示唆を与えたものと云えよう。

ヴィパJレディ 0)ギター協奏曲はプホール’

22 
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• {j)紺曲じたものにまっていだ＇。これは既に
Es.chig 版の＃ 1107で出版されているギ

ターと絃楽器の為の協奏曲二長潤で第一楽

章ア Vグロ、第二楽章ラルゴー、第三楽章

．． ．アレグロの三章から成って居り 、比較的短

か・紐まっている。オーケストラの編成は

・譜面の指定はない様であるが、当夜の場合

． 第一・ヴァイオリン 4、第ニヴァイオリン

・.. 4、ヴ ィオラ 4、チェロ 4、バス 3となって

し、た。

第一楽章は先ず Tutti で始り短調に転

調してからの主題ほ、ギターに移されるが

Tuttiの部分はギターの音が消され勝で協

奏曲の努頭の雰囲気を作るのにはどうして

も無理な様に思われた。弦編成のオーケス

・・ トラであるからこの位の音伍には勝たなけ

：れば不可ないと云う事で、プホールの編曲

い、も密かれているのであろうが成る程テデス

・ コやロドリゴの手法は演奏家の立坦をよく

・ 知ったものと思わざるを得ない。

・結果的に云ってこのヴィパルディは上出

・・ 来だったと思う 、• それは先ず協奏曲になっ
・ー・ ・ ・ていたことである。かう云うと一寸極端か

も知れないがゴンサレス氏がギターのきか

• . :・ せる術をよく心得てしヽて聴衆の注意を巧み

．．にギター：に集中させ而も安定感を持ってい

たのである。たゞ如何にも残念だったの

は、前述の努頭の Tutti の事で演奏会後

ゴンサソス氏に「あそこはオーケス トラに

・委かせておいてギターはコー ド位にしてお

いたらどうか」と云った処即座に Noと云

っていたが、自分ではさう気にしていない

様であ った。・

アルベニースのレイエンダは外山雄三氏

の編曲であるが、ギターの部分は独奏曲を ・

殆どそのま叶吏いフレーズ毎のゴー ドはオ ．

ーケストラが入・れ、中間のアzダンテの郊 ．

分をオーケストラが主題を弾いてフレーズ

毎のコー ドはギタ．ーが入れると云う手法で ．

あった。管絃楽の編成は第一ヴァイオリン

8第ニヴァイオリン 8、ヴィオラ 4、チェ

ロ4、 パス 2 、 フルート 2、 オ ー ポ工 3、••パ

スーン2、クラリネット 3、ホルン 3とな

っていた。

この曲も全体の出来としては良かったと

思うけれどもスペイン音楽をゆったりとし

た気分で聴かせてくれる処迄は行かなかっ

た。これは当夜の指揮者武田善美氏の解釈 ・

にもよるのであろうが、強烈な内攻的なス

．ペイン情緒を割切ったテムポで押し通して

了ったことは、この曲を知り過ぎているギ

ター愛好家には歯がゆいことだったろう。

会場は七分通りの入りで B 席は満貝と ．

云う状況だったけれども、このコンチェル ・

・トに心から満足を受けたかアンコールとな

ってアルハンプラの想出をソロで弾いた。

演奏後楽屋に引き上げたばかりの第ーヴァ

イオリンの一人が「ヴィパルディの時はさ

うでもないと思ったけどソロを弾かせると ，

断然索敵なのでひ百くりした」と同僚と話

合っているのを耳にしたがギターと云うも

の刈認識のされ方がよく現われていて面白

い言葉だと思った。

ゴンサレスの演奏をきいて

•スペインの新進ギタリストでセゴピア門
下の，ヘスス ・ ゴンサレス ・ モイ ー•ノ氏の演

奏会が 4月4,日日比谷公会堂において開か

れた。当且会場は満員の盛況でギターの音

も良く 響き立派な演奏会であった。 ・詳・しく

は批評家の方におまかせ・しておくとして演

阿部保夫（東京）

奏家としてまたセゴピアの同門として感じ ・

たま i述べさせて頂くことにする。

音は綺屈で音色の変化もあり良かった

が、どうしてもテクニックが先行し勝ちで

聴かせる油奏と云うより弾いて見せる演奏

のょうに思われる。彼の若さが溢れている
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と云えば云えるがまた反面洗錬されていな

いとも云えるだろう。

またミスが多過ぎる。ちょっとしたミス

はそう気にならないが、やりなおしや音を

間違えるばかりでなく 、数を多く弾くなど

我々日本の演奏家があのようなミスをした

ら？と患った。来日第一回の演奏会で上っ

てしまったのかも知れない。次回の演奏会

を期待したい。ただ弘が感心したのはミス

をしても平然と弾いて少しの動揺も見受け

られぬことである。ゴンサレス氏の演奏を

聴いて彼が欧州の若手中最麻の•ギタリスト

ゴンサレスを聴いて

ゴンサレスの演奏会は 4月 7日午後 6時

30分の予定をや上おくれ50分頃より当市公

会堂にて行われました。当日は雨上りで1fli

天になったとは云え湿度が高く重い空気が

場内にたゞよっておりました。氏は汗が出

て弾きに くいと云い時々手を拭いておりま

した。生れて始めて経験する不順な気候に

当惑し演奏に於てもその動揺が現われてい

た様です。当地は Bプロで演癸しましたが、

第 1部のミランは音の出も落溶いて典雅な

演奏だけど何か物足りなさを感じさせまし

た。後‘砂のジュリアーニ．、バッハは日本人

に求められない古典の豊かな音交を興味深

く演奏してくれました。第 2部に入りポ

ンセのソナタ‘但ばより充実した音を取戻し

た様子が兄受けられタレガの夢に至っては

弔かいそして軽やかなトレモロに低音の雰

きが快く対比してギターを知らない人々に

さえ感咬の面息を吐かせました。第 3部に

移り 「スペイン舞曲第 5番」「スペインセ

ゴンサレス を 迎えて

ヘスス ・ゴンサレス ・モイーノ氏は長崎

最初の外閃ギター演奏家で当地最大の会湯

三菱会舘（定貝二千数百）に於て、その俊

(100) 

とは思えないまだまだ優秀な ギタリストの

演奏を払は何人も聴いている。また彼の演

奏した主題と変奏、アストリアス或いは前

奏曲、アルハンプラの思い出などその他も

っとすぐれた演奏を日本の油奏家の手によ

っても聴いている。私の感じたま .I.を述ペ

させてもらった。

ゴンサ レス氏の演奏会が各地で開かれる

ことによってギター音楽がより広く 普及さ

れ .1.ば何よりと思う。

(4月4日、日比谷公会堂）

望月和市朗（静岡）

レナー ド」 「アストリアス」の自困物はそ

の血が通うが様に佑熱的で指切れの良い演

奏は曲目中の白眉でした。

私はこの時程そうした音楽の中に住む事

の出来る人の幸福を羨望した事はなかっ

た。生の音それはどんなに貸重なものか知

れたい拍手は呪りJI::まずアンコールに「ア

ルハンプラの想出」と「入江のざわめき」

を弾いて聴衆を魅 fした。ゴンサレス氏の

表現技術は完全とは云えないまでも邸度な

ものであり 、その柔かな音は忘れる市が出

来ない。私が強く感じた事は、4オよりギ

ターを手にした氏が今もって一日中弾いて

居たいと云う梢然なのだ。袋よりも努力が

良い結果を生むと云う真実を知らなくては

と思う。日本のギター界も大部忠まれて迷

う事も無く前進出来る様になったし、今後

が期待出来て嬉しい。ゴンサレス氏の良い

演奏が当地のギター愛好家グループその他

の人々に大変参考になった ＇Fを深 く感謝し

てペンを四く。

山下 亨（諌早）

れた演奏に依り 、涸貝に近い好交家の期待

に充分応えてくれました。

当夜の感激を分解してみると 、私を最も
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ひきつけたのは氏の完成された音でした。

前日迄降り続いた雨の為に湿度が高く反聰

の弱い会場で、三階の最奥部迄音が透った

のは、音址が特に大きくなかったのに対し

限りない音の美しさが聴衆をとらえていた

のでしよう。次に曲のニュアンスの点、私

逹があまり興味を持たなかった曲が驚く程

の曲想を示したのは、氏の演奏法（特にア

ポヤンド奏法の使用箇所や右手の位四及び

ピプラートや奇音の扱い方）を考えても如

何に曲に対する解釈が厳密であるかゞ伺え

るし、又あれ程の強い印象を与えたのでし

よう。途中で少し演奏上のミスが出ました

が、如何にギターが困難な楽器であろうと

実に残念な感じがします。曲のテンポは総

合的に見てとても速かった様です。当日の

演奏から判断すると氏は古典から現代に至

る迄索晴しいが、民族舞曲に対しては未だ

ニュアンスに乏しい様に感じました。

次に当地では特別に柳貞子女史が小原安

正氏のギター伴奏でスペイン歌曲を五曲歌

われましたが、一般にとても受け或る人も

「ギター伴奏歌曲とは実に美しいものだ」

と云ってましたし、私もこの組合せはとて

も成功だったと思います。以上でだいだい

の感じですが、兎に角、ゴンサレス氏のア

ンコール曲「アルハンプラの想出」を最後

にして腕が疲れる程拍手を送り 、場内も氏

の気どらぬ優れた人格もプラスして、とて

もなごやかに箱を閉じました。私達もとて

も勉強になり当地にも新しい時代が生まれ

るものと信じます。

ゴンサレスのギターを聞く

ギターの国スペインより第一回文化使節

として来朝したヘスス ・ゴンサレス氏のギ

ター独奏会を 4月8日は名古屋で又その翌

日9日は岐阜で拝聴することが出来た。先

づ甚だ奇異に感じたことは氏の演奏姿勢で

あった。即ち10糎よりやい高い足台に左足

を開いて乗せその膝をかなり強く外側に傾

けて、その上にギターを乗せ、上半身は約

45度左へ廻し、而もギターを前下に傾けギ

ターの上へのしか .I.る様にして弾いてい

た。此の姿勢は一寸奇妙に見受けられたが

ギターは安定し弾き易い様であった。尚右

手の位四はサウンドホールのプリッジに近

い端のあたりで主として弾いていた。

演奏を問いて感じたことは、スペインの

民謡調の作品はスペイン情緒の溢れた仲々

よい演奏であった。次にはヴィリア ・ロポス

ポレセ等の作品がよかった。然し純古典的

25 

伊東尚生（枝阜）

な曲は梢々物足りない感が無いでもなかっ

た。 トレモロは美しかったが、メロ ディー

の浮上りにくい処があったのはどうした事

か。

タルンガのアデリタやロジタで間迎えて

演奏をし直されたのが気になった。総括的

に、最も印象に残ったことは、第一｝こ音の

美しいことであった。彼の枝巧は完璧で、

そのレパートリーは広く前古典より現代に

及んでいる。又、演奏にしても解釈にして

も比較的癖がない。当夜油奏会後のパ ー

ティーで氏より伺った処によると氏は1中々
の努力家でギターの勉強には全精神を打ち

込んで居り 、当年28オの若さ}．相侯って、

今後の努力如何によっては、第二のセゴピ

アにまで成長する可能性の強いのを感じ

た。

(101) 
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いつも言う様だが、独奏者の演奏を直接

見ている者がその演奏を批評するこ とはど

うも面白くない。今度の場合も小西誠一氏

． ． ヵ咽 ＜筈だったのを御多忙で私が害くこ と

になってしまった。 或る意味では私が一番

京本君の演奏については知っているかも知

れない。その立場で拷の今度の演奏につい

七述ぺてみよう。

京木君は現在の我国ギター9ス トの中で

最も嘱望されているギター リストの一人で

ある。彼はどちらかと言えば近代物の演奏

が良く 、しかも好きらしい。従って近代の

音楽と通ずるところのある前古典の作品を

好んで演奏する。これは現代に生きる演奏

家として当然の ようであるが、閲に合わな

い人もいるわけで、京本君はそれが店に合

っている。

特に今度の独奏会で感じた良い点は、前

回より音が美しくなったこと .I.‘音楽的に

進歩したこ と、更に人間的に成長したこと．． 
である。前同まで目立った音の割れが今回

は殆んどなかった。前回までは、彼の音楽

的な要求がギターの音位を越えて屈々音を

割っていた。今回はそれがギターとして適

度に抑制されて、時に美しいギターらしい

効果さえ挙げていた。それに使用 した楽器

が永田哲夫氏所有のパスクアールであった

ことも、京本君の強いタッチを楽器がちゃ

んと受け答えてくれていた。ステージに於

ける落沿きの点ではまだまだの感がある

が、前回よりは良かったのではないか。全

・曲を通じて二、三回メ ロディーをはずした

．が、その後で心が乱れて大きな支即を起す

ようなことはなかったけれど、それでもは

ずした後はやり寅奏がぎこちなくなっ た。

又はずした音を繰返しで又同じ様にはずし

たことがあったが、あれなどは明かに頭と

指が正常な働きを していない証拠である •o

小 船

私の隣りで聴いていた小西誠.:....氏が「やっ

と調子が出て来たよ うですね」と言ったの

がパッ ハのクーラン トあたりであったが、

その時の演奏はや .1.乱暴で、悪い音が盛ん

に出始めていた。つまり京本君が洞子が出

た時が演奏が祖雑になった時であるところ

に問題がある。京本君はまだ自分の済奏で

最も良い状態を本当に把握していないので

あろう。演奏に我を忘れている時の音が渋

ったり強過ぎたりしているのである。

今回の演奏会で特に感じた悪い点は、パ

レーした人指し指が、小指あたりでメ ロ

ディ ーをやっている中に次第に動I,汽：フレ

ットの上に乗ってしまって、 次にパ I/ーし

ている音を弾いた時に音がつぷれていたり

渋ったりすることの多いことである。京本

君の手は大きい方であるから、パレーが苦

しい訳がない。それが長くパ I/ーを保って

いると指が寄っていってしまって狭くなっ

てしまう。それを気付かぬと言うか気にし

ないと言うか、その為に音が渋っ てしまっ．

ても平気でいるよう に見えた。これば指の

基本的な訓練に欠ける ところがある為と思

う。音楽に対していくら良い解釈と感受牲

とを示しても 、技術上の欠陥があっては演

奏家として成立たない。 技術の完全である

ことが演奏家として先ず第一の必須条件で

ある。京太君もこの点に気付いて、次の勉 ・

強の第一に技術の完全を目指すことにした

ことは良いことである。 • 

以上：，r:述べた様な欠点をまだ持っている

に拘らず彼の演奏に魅力のあるのは、彼の

音楽性にある。 曲に依っ てほ美市な解釈序 ．．

依る牛き々々とした演泰を示丸現在でも

他人の助言なしに彼な りに良い解釈を示す

．ことが屈々ある。 しかし未ださっぱり分ら．

なし とヽこ ろもある。技術は勉強に依って得

られるが、音楽性の木質的なものは．勉強で

(102), • I 
... 
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ほ碍られない。その音楽性の本質的な或る ・

ものを京本君は持っ．ている。それが彼の魅

カである。

曲目の．ポンセのソ・ナタ ・ クランカの•第一
.・ 楽章は美事に奏いた。第二楽章、第三楽章

ともよ ・くは奏いだが彼の最上の出来ではな

かった。•第二楽定の何でもない ところで一
寸ミス ・タッチがあったので、その後の調

子が少し乱れてしまった。第四楽章は不出

来であった。もっと際立った表現を指示し

たのに平板になってしまって面白味がなく

なってしまった。指示された時にはその様

になるのだが一人でやっているうち：c平板

になってしまう。この辺がまださっぱり分

っていない所である。殊に結尾のアッチェ

ラン ドが少しも利かなかったのにはがっか

りした，パッハの諸作の中、心配したプレ

リ・ユ’ー ドがつまづきなしに美しく奏かれた

が、・ガポットは思っていたより良かったけ

·•• ・.. れど平面的で面白さに欠けた。サラパンド

は且々とした曲をよく面白く聴かせた。ア

レマンドは難しい技巧をよ ．＜征服したし、

.' クーラントでは急かれがちな曲を落渚きの

あるものにして美・iFであったo セザー）レ ・

・フラ` ノクの四つの小品は曲の感じをよく把

んだ快演であったが、曲が短いので、聴い

てるプjには曲が解らない中終ってしまった

様で．、物足りなさを与えたら しい。あの様

な曲の演奏にはもう一歩の工夫が必要らし

い。 トルロパの特性的な作品集の演奏は京

本君の良さを最も良く現わした演奏であ っ

た。最後の第六番パノラマの様に第一番か

筵番までに現われた色々な主俎が次々に

現われる、所謂パノラマのまとまりの悪い

曲を聴いていてよく解る様にまとまり良く

I '畔〗紬:ょ：、、価にる）
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演奏出来たのは快演であうた。．第三番メ ロ

ディアはもっと面白 ．＜聴かさなくていけな

い。やはり早過ぎてしまっ文惜緒が無くな

った。テデスコの短歌は、テデスコから贈

られた高橋功氏が当夜最上の演奏であつた

と喜んでいられたが、それ程ではないにし'

ても、一つの悪い音も出さずに完全r錬習

時と同じ出来を示した事は事実である。こ

の曲に対して初め解らない、解らないと言

っていたが、次回のレッスの時には何等助

言を要なさい程完全に奏いていた。京木君

は近代曲に対しては、頭からでな しに、感

党から或いは肉体から解るらしい。最後の

テデスコのタランテラは以前にも奏いたこ

とのある曲として、レ ッスンの初めから よ

＜奏けていた。演奏上の技術の巧みさを示

したものとしては当夜の圧務であったであ

ろう。しかしこう言う曲の粗暴た演奏に従

来京本君がい .1,気になっていたらしいとこ

ろに、基本的技術の不足を今日来たしてい

ることを考えなければならない。山葉ホー

ルは思った程良い聰きをギターに与えな

ぃ。会場の狭い割に天井が高く 、座席がス

テージより低く過ぎて音が頭の上を索通り

するらしい。反響も少な過ぎてギターには

向かない。日比谷公会堂がゴンサレスの独

奏の時に籾きが良いのでびっくり した。ど

んな小さな音も聴えていた。マイクロホー

ンを使ったらしいとの話しもあるが、マイ ．

クロホーンを使ったらしくない美しい音を

していたから、若しあれでマイクロホーン

を使っていたのなら、ギターは小さい音に

苫労することなくあの稲のマイクロホーン

を使用すぺきだろう。

楽器製作家 加納 実
名古屋市昭和区長戸町 2の28
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海外ニューズ

イ ギリス：—―

1872年開校という古い歴中．を有するロン

ドンの Trinity音薬学校は、咋年 Hector

W. Quineを正教授に迎えてギター科を開

講した。そして10月9日に教授就任の講演

と油奏が同校音楽堂 で行われ、 R. de 

Visee, Bach, Purcell などの古典曲の独

奏、Kiiffner作曲の ヴァイオリン；ヴィオ

ラ、 ギターのためのトリオ 、 Bach 及び

Weber のギター伴奏歌曲を演奏 して喝釆

を博した。

スエー•デンの演奏旅行からイ ギ リスに入

った AndresSegovia は10月24日に ロン

ドンの Chelsea 音楽クラプのリサイタル

を皮切りに10月25日は BBCのラジオ放送

に出油10月28日にはチ．立フエスチバルホー

Jレの涵堂の聴衆を完全に魅了した。曲目は

L. de Narvaez作 リュートのための

小品

]. Dowland作 二つのガリアルダ

A, Scarlatti作 プレアンプロとガ

ポッタ

D. Scarlatti'1・乍 ソナタ

S. Bach f乍 フーガ

Cbilesotti福 16世紀イタリア舞曲

Ferd. Sor作 序奏と アレグロ

Villa-Lobos作 三つの前奏曲

Joan Manen作ソナタ

Espla作三つの東方の印象

J. Rodrigo作ファンダンゴ (Segovia

に捧げられた新作）

I. Albeniz／乍朱色の塔

こえて12月11ロマンチェスター の自由

貿易商社のホールで行われた演奏会で

Segoviaは JohnBarbirolli指揮 Halle

交悶泰団伴奏で Ponce 作南の協奏曲を泊

奏 した。この会後指揮者によって紹介され

た少年ギタリス トMartinRoberts は今

(l94) 

年アカデミア ・キジアーナで Segovia に

師事するこ．とになった。

更に12月16日ロンドンフ ィルハーモニー

の定期演奏会特別プロ・スペイン音楽に招

かれた Segovia はフエチパルホールを埋

めつくした惹衆のアンコールに何度も応え

ねばならなかった。

10月27日ロンドンのヴィクトリアアルパ

ート 洵物舘の定期コンサートは、ギターの

Julian Bream, ヴァイオリンの Alan 

Loveday,チェロの AmaryllisFleming 

を迎えて開かれた。

Kodaly作 V と Cの二重奏曲

Joaquin Nin作 G とCのためのグラ

ナディナ

Scheidler作 V と G のためのソナタ

Haydn作 カッサンオン（トリオ）

Loeillet作 ソナタ （トリオ）

p aganini作 トリオ

曲目は以上のとおり 異色なもので聴集の

耳をそばたいせた。

昨年10月21日パーミンガムのタウンホー

ルで Panufnik指揮パーミンガム交響発団

と共に Villa-LobosとJoaquinRodrigo 

のギター協奏曲を放奏して万店の喝釆を博

した JulianBreamは今年 2月11日ロソ

ドンの BBCから BertholdGoldschmidt 

の指揮するスコットラソドオーケストラと

Denis Aplvor作の ギター協奏曲を初演、

初放送 して好評をうけた。これはアプルポ

ールが1954年プリームのために作曲 したも

ので、作品26番。曲は Allegramentecon 

agilita, Serenade, alla Danzaの三楽店

より 、ポンゴやドラムなどのリズム楽器を

とり入れたエキゾチックなもので、一、 三

翌迂抒ま念速な明る い！柑、二；応章のセレナー

デは非常に美しいも の、t．のこと。
つゞいて 2 月 20 n タウンホー•ルでBream

のリサイタルが行われた。

昨年11月21ロロンドソに在るオース トリ
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ア文化研究所ではウイーンから Prof.

Karl Scheit を招•いでリ三 ート とギターの
演奏会をもった。

曲目第一部はリュート独奏曲で ・

Matheus Waissel作 ドイツ舞曲と幻

想LLFL

作者不詳 オーストリアのリュ ート 1111渠

から六つの歌曲と舞曲

Thomas Robinson作六つのイギリス

小品

Anton Logy作バルティータ

曲目第二部は室内楽で

Joseph Haydn作ギター、ヴァ イオ リ

ン、ヴィ メラ 、セロの四重奏曲

ギター歌手と して有名な JohnGavallは

Mills出版社から独習曲 Playthe Guitar 

を出版した。近くに教師を求められないギ

ター志望者にと って好ましい独奏害として

歓迎されている。

Ken Sykoraが担当するBBC放送毎曜

土曜日夜のギターククラプはますます好評

．で、すでに 1年近くプログラムを重ねヒッ

トしている。レコー ドを用いたり 、Julian

、Breamゃ JohnWilliams のようなすぐ

れたギタリズトをゲストに迎えたり 、それ

に Dorita,Pepeのコソピの軽音楽、フラ

メンコも加えるという多彩な、そして変化

•にとんだプログラ ムが受けているらしい。

4月 1日にはバンク ラス公会堂で第 5回

ギ9ター音楽祭が盛大に行われた。．f:記の

Ken Sykora が司会し、 クランックの

Hector Quineの外、常連の Dorita,Pepe, 

それにフラメンコもハワイアンも加って、

まさに呉越同舟の暇やかな催のようであ

る。 •

イギリスのギタリスト の映画出演が最近

とくに目立っている。「無知な罪人 Inno-

cent Sinners」に出演して全編にギターを

流した Ivor Ma~rant は 、 それに次いで

「姦通の問題 A Question of Adultery」
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に出演し JulieLondon の歌に伴奏して

いる。

ワーナープラザースの新作 「生きていた

大男 Chase a Crooked ShadowJ ・は
Douglas Fairbanks Jr. の作品だが、 こ

れには Julian Breamがトップタイトル

からテーマを流しラスグア ドを加えたスペ

イン民感を極めて効果的に演じ上げて い

る。 「禁じられた遊び」につぐ好演といえ

よう。

フランス：―-一

ギターレコードのラ ジオ放送はど この国

でも盛に行われているが、 パリ放送局で週

三回もギター放送を行っていることは、注

目に値する。即ち月曜の「ギターノート」

水曜の「ギターとその大家達」金曜の「フ

ラメンつの魅力」 の三つの番組がそれで共

に RobertVidal 0.J担当しているもので

ある。

パリの「ギターの友の会」会長 Andre

Verdier亡き後、一沫の淋しさをお匠えた

が、ロベール ・ヴイダールがその後を承け

て、活躍しているのは心強い。放送では

「Bob 小父さん」 の愛称で親しまれてい

る。ChristianAubin の Lpのジャケッ

ト解説を忠いているのもヴ ィダールであ

る。

沙奏方面では IdaPresti, Alexander 

Lagoya夫妥の活躍が目立っている。昨年

秋はンソガポールまで演奏旅行に来ていた

のに、もう一歩のばしてわが困まで来てく

れなかったのは甚だ心残りなことであ る。

夫妻ともう少し親交を結んでおけばと；今

更悔いられる。

オーストリア：ー一

昨年11月4日ウイーンの；灯等音楽院で

Karl Scheit 門下生の卒災記念演奏会が

同校音楽立・で行われた。用油者はPerO!of 

Johnsonと KonradRagossigの2名゜
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曲目は

1. ペル ・オロフ ・ジョンソン演奏

Dowland作 ガリア）レダとア）レ→ ン ド

Sor作 Mozart変奏曲

Torroba作ソナタ

Albeniz 1乍 レィエンダ

2. コンラー ド・ラゴスニック演奏

Rameau作二つのメヌ エ ット

Frescobaldi f乍アリアと変奏

Ponce作 スペインのフォリア変奏

Villa-Lobos作 エチ ュー ドニつ

尚ラゴスニックはクラ ーゲンフルトの生

れで本年26オ。一咋年度ジュネープのコン

クールにも出演した由、そして今年は クラ

ーゲンフルト合唱団の一員として渡米する

由。

昨年11月24日イタリアのポロ ーニアで開

催された国際ギターコンク ールに於てク

ラーゲンフエルトのギタ ー 教授 Josef

Pommer が作曲部門で「オ ース トリ アの

子守唄による変奏曲」で第 3位の栄冠を獲

得したが、更にその門下 TheodorKolli-

ngerが2等に入選して面目を仕どこした。

演奏部門では 1等該当がなかったのだか

ら、事実上は第 1位入賞だったわけであ

る。コリンゲルは22す。前掲のラゴスニッ

クと同郷出身で、時を同じうして郷里クラ

ーゲンフル 1• の名を高めたわけである。

1月13日朝からの荒天にもか .1.わらずウ

イーンのパラケルズス講堂（医聖バラケル

ズスの名を冠している）は LJiseWalker 

のリサイタルをきくたに集めった聴衆で一

杯だった。スイスの現代作曲家 Hans

Haugがワルカー夫人に捧げた「ギターと

ピアノのための幻想曲」が初演され喝釆を

憚した。ワルカー夫人がニュ ーヨークのタ

ウンホーで）レリサイタルを開いて世界にそ

の名を知られてから四半世紀、即ち25年た

ったが、夫人の名声は高まる一方で、この

ウイーン演奏会の後リンツ、パーデンパー
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デンを経てオランダその他ヨーロ ツバ諸国

の演奏旅行に出発 した。そして4月13日に

はプラームス楽堂で又ワルカー夫人の独奏

会が予定されていた。

ドイツ の SiegfriedBehrendはウイ ー

ン音楽家協会の招ぎに応じ 3月1日夜ツュ

ーペルト楽堂に於てリサイタルを開いた。

これがベー レンドの最初の訪問だったの

で、大へんな歓迎をうけた。曲目には自

作の外 Bach,Castelnuovo-Tedesco, de 

Falla, Granados, Paganini, Ravel, 

Turinaの作品がみえていた。

次いでグラー ツのギタリス ト Marga

Baum!と夫君 WalterKlasinc （ヴァオ

オリ ニスト ）が出版社 Doblinger のバロ

ック楽常で演奏会を開く予定。

ドイツ：一

Andres Segoviaは昨年11月8日ペルリ

ンを振出 しにミュンヘソ、 フランクフル

ト、 スツッ トガル ト、 ハンプルグなどのド

イツ演察旅行に於て圧倒的な名声を博し

た。その曲目はロンドソ独奏会と殆と同じ

で、たゞ JoanManenのソナタに代っ て

Alex. Tansmanのカパティナが演奏をさ

た。

ハンプルグ生れの HarmanAmbrosius 

が昨年60オの誕生を迎えて祝福されたが、

このアムプロ i/ウスと並び称されるドイツ

現代作曲家でポーゲンゼーのコ：／スタンツ

生れの AntonSting! が今年は50オの誕

生を祝福されることになった。アムプロッ

ウスがイ長調組曲第 1番を作ったのは1937

年で40オだったが、ステイングルの作品 1

番は1934年より少し前の作品で20代の作曲

だった。この両者の作品を比較してみると

曲種に於ても構成に於ても亦作曲技法に於

ても極めてよく似てい、相通づるものがあ

るのがわかる。それはトリ ーナ、 トルロ

パ、ロドリゴなどとは全く対照的で、一言に
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して言えばドイツ的と計えよう。この両者

が共に益々円熟の境を見せているのがたの

もしい。

第20回国際ギター音楽祭は Siegfried

Be~rend を委員長として 11月 2 日か ら 15

日まで 2週問に亘ってベルリンで開催され

ることになった。 （詳細別項14頁参照）

ベルギー：ー一

4月17日から首府プリュッセルで盛大に

開催されている万国博覧会は10月8日で終

るが、オーストリア舘では開期巾にオ ース

トリア音楽を紹介することになり、ウイー

ンの KarlScheit が選ばれて出演するこ

とになった。

因みにドイツからは WilliSommer の

指揮するペルリンマンドリン合奏団が 9月

中旬に大挙出演することになっている。

イタリー ：—-一

ンエナの AccademiaChigianaのレッ

スンは今年も 7月15日から 9月15日まで行

われる。昨年は AndresSegovia の欠講

でふるわなかったギター科は、今年はセゴ

ヴィアが出講することになったし、 Emilio

Pujolがヴィエラと古代音楽を講づること

になっている。年々隆盛を極めてきている

のが、世界のギター界を碑益すること甚大

なだけ、それだけ脱賀にたえないわけであ

る。

ミラノ の ErcoleRemo Roveri がこの

度 MariaLuisa Anido という写真文集

を出版した。丁度 ReneKister版 Gavoty

著 AndresSegoviaを思わすもので、 58

頁の小冊子ながら48菓の写真（中に日本で

撮ったものが10薬沿どある） と楽譜などの

附図がある。 Tarrega 愛用のトレス作ギ

ター DomingoPratの手祇、恩師 Miguel

Llobet がアニドに与えた編曲のマヌスク

リプト写真などが珍らしく 、それに鈴木巌

の箪と思われる日木文の手紙などが出てい
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るのはお愛嬌である。

昨年11月24日ポローニアで行われたイタ

リアギター協会主催の国際ギター音楽コン

クールの結果は次の通り表された。

作曲部門の審査は E.Desderi, Dott. M. 

Giordano, B. Terzi, Diaccherini, Dott. 

Zucchi, R. Suzziによって行われ

第 1位 Jacques. Breguet（スイス）作

イタリアのリューテスト 達に捧

ぐる組曲

第 2位 Miguel Ablohiz（イタ リア）作

サラパン ド形式の小前奏曲

第 3位 Josef Pommer（オーストリア）

作主題と変奏

演奏部門の審査は A. Masetti, Dott. 

Giordano, Dott. G. Zucchi, R. Suzzi に

よって行われ

第 1位該当なし

第 2位銀牌 Theodor Kollinger（オー

ストリア）

第 2位（貫状のみ） Augusto Logli（イ

タリ ア）

9/ 11 Gianni Tedeschi（イ

タリア）

アメリカ：一一—

Laurindo Almejdaの人気は圧倒的で、

この仕ど Capitol は七枚目の Lpを発売

した。これは MartinRuderman のフル

ー トとギター、 SalliTerriの歌とギター

を交互に組み合せた二重奏で何れもみごと

な演奏で、 ギター Lpの珍品中の珍品とい

えよう 。

アルメイダのギターに感化されてチェロ

からギタ ー•に転向した Jose Barrosoは映

画「誰が為に鐘は鳴る」に出演していた

が、昨年 9月28日門下生と共にギターの会

を催した。 R.de Visee, J. S. Bach, Sor. 

Tarregaの外にバロッ ソの作曲した独奏、

二重奏が数曲発売されたが、その中に A.
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Segoviaの作 ToAparicioというのが見

えている。これは珍ら しい。

昨秋ニュー・イングランド州を演奏旅行中

だった JulioPro]はミドルパレイ大学の

主催する音楽会に出演し Sanz,Galilei, 

Weiss, Scarlatti, Sor, Tarrega, 

Torroba, Villa-Lobos, Albeniz などの

作品を演奏したが中でもスペインの詩人

Federico Garcia Lorcaの詩の朗読(Ilona

Ricardo)にギターを伴奏としたのが大へ

ん好評を博しニューヨークに帰っ て11月 4

日の演奏会でもこれを発表 して喝釆を博 し

た。その後CBSのテレビ脚本「静かなス

ペイン人」に出演 して人気を問 した。

芙点をもって人気を博しているギター歌

手 WilliamClausonは2月13日カリ フナ

ルニア大学に招かれ、その講棠で独奏会を

開いて絶諮を博した。或批評に黄金の喉の

持主という諾辞が見えていた。

同じくギター歌手として早くから有名だ

った俳優 BurlIves は映画「楡の木蔭の

欲望jに主役の 1人として出演してパラー

ドの妙味をつたえている。アイプスや Carl

Sandburgによって伝えられたア メリカの

パラー ドが更にクラウズンや Richards 

Dyer-Bennet に伝えられている。 何れも

Lp によってその健康で滋味のあふれた歴

史を感づる素朴な音楽をき くことが出来る

が、アメ 9カのギター音楽の好ましい特色

である。

Andres Segoviaがニュ ーヨークにデピ

ューしたのは1928年 1月8日だったから、

今年はそれから30年たっている。そうした

記念すべき年であったせいか、今年は例年

になく長いことアメリカに滞在して各地で

リサイタルを開いている。ニューヨークだ

けでも 1月26日、2月8日、 3月28日、 4

月20日タウンホール、 1月29日プルック リ

ン音楽学校、2月21日メト ロポリタン博物

舘ホールと合計 6回のリサイタルを持っ

(108) 

た。・独奏家が 3ヶ月間に 6回の ，lサイタル

を持ったという ことはニューヨー クの音楽

史上空前の出来事だったといわれている。

プルック リンでは Ponceと Tedesco の

ギター協奏曲を出して喝采を博した。ロス

アンゼルスでは 3月 2日と9日に独奏会が

開かれ、両夜共超満貝の盛況だ ったが、

Tedesco 作ポッ ケリ-二に捧ぐる ソナタ

が、作曲者自身の前で演奏され、アン コー

ルに応えてセゴヴィ アとテデスコが手を と

り合って ステー ジに現われた姿は印象的だ

ったそうである。

映画ゴヤの音楽を担当し・て成功した

Vicente Gomezは「陽はまた昇る The 

Sun rise also」で妙技をみせたが、近 く

スペ インの詩人 FedericoGarcia Lorca 

の台本に よる映画「血ぬられた結奸 Blood

Wedding」の音楽を担当しその自作の組1LlJ.

を Deccaの Lpに吹込む契約が出来上っ

たとい う。

イギリスのジュリ アン・プリ ームやイポ

ール ・マイラ ン トの映画進出と駒を並べて

アメリカではロー リンド ・アルメイダやヴ

イセ ン・テ ・ゴメ スやバール ・アイプスなど ．． 

が映画に進出 し、 一寸したギタープームを

形成しているのは 9ほおえましいことであ

る。わが国の映画界ではギターが不要なの

であろう か。或は適当たギタリストを求め ・

得ないために企画にのぼらないのか、一考

を要する ことである。

プラジル：一

サン ・ポーロの RonoelSimoesの近信

によると 、最近送ったアニドの日本盤 Lp

を加えてギターレコー ドのコレクジオンは

920枚を教えることになったという。毎週

一度 Gazeta 誌にギタ —欄を担当執箪 し、

そ して又週一度ラジオを通じて定期的にギ

ターレコー ドの放送に当っている。逆にい

えばそれほどプラジルではギターが歓迎さ

れているのである。
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昨年11月8日の rrof.S. Galantiの リ

サイタルのプログラムは

第1部

Wei.~s 作 ・イ調組曲

Bach作 ．フーガ

第2部、

Turina 作

Tedes<;o作

フアンダンギ ロ

ポッケリ ーニ に捧ぐるソ

・ ナタ

第3部

Barrios /乍前奏曲とアベリアス

Mala ts作スペイン小夜曲

Albeniz作セピリア

Tarrega作アラゴンのホタ

1944年12月17日生れ本年14オの少年ギタ

リスト AntonioCarlos. Barbosa Lima 

は BeneditoMoreira, Isaias Savioの

二人に師事しているが、咋年11月15日サン

ポーロ劇場にリサイタルを開いてデピュー

した。曲目は

第 1• 部 ．

J.・ S. Bach作前奏曲 とフーガ

Mozl!rt /乍アンダンデ ・カンターピ レ

Mendelssohn作ベニスのゴ ンドラ

” ． カンツ オネッタ

Schumann作聖ニコラス

Chopin作 ;Iクターン作品 9の 2
＜ごご—―--- --．

第 2部

Tarrega（乍 ヌヌエ ット

蝶々

Ponce作 小 さなワルツ

ViUa-Lobos作 前奏曲第 1番
r: Savio作エチュ.:....ド第 1、第 3番 ．

パ・トカーダ ・ ． 

音楽の小箱

トルコ：一―

近来アラピア系のトル コには古くから

Saz, Ut, Barlamaなどと呼ばれるリュー・

ト系、 ギター系楽器があって、今日に及ん

でいる。スペイ ンギターが逆輸入されて近

時隆盛をみるに至ったが、1954年のジー・グ

フリ ー•ド ・ ベ ー レンドのトル コ演奏旅行が

端緒とな ったので、そう古いことではな

い。それがアンカラの CanAybars, Irkin 

Aktiize, Ziya Aydintan, Dr. Zuckmayer, 

Giingor Dormannイスタンプールの Dr.

Fazil Abrack, Ertugrul Satisronluなど

のギタ リスト によって1956年 2月に トルコ

ギター協会が結成された。そしてジーグフ

リ・ー ド・ベーレンドをその名営会長に押し

た。ベーレン ドは 3月再びトルコを訪れ、

アンカラ及びイスタンプール等各地で演奏

して ギターの普及向I:に資した。この種の

啓蒙運動はギター音楽の発展に墾要であ

る。

日本で 発売 され た

＇最切のマンドリ

マ

ン合奏LP
MANDOLINO (Columbia LP 5089) 

ンの幻想ン ド リ
・A 而 B 面
タラ` イテラ 民’ 謡 ：タラ ンテラ ・ジュゼピーナ
．ンンリーの牧歌 ” I 

・素敵な乙女
セVナー ド ' . ‘ グノ ー！ 彼女を好きなら

・ン．i/.リーのマヅルカ 民 謡 ！ ンュ ー リ・ツュ ーリ
•マ,• リア トステイ 1寝もやらず． 
タラン・テラ ・デイ ・アムーラ ” 1牛のメヌエット
タ ・ィ ス ． • .マスネー iラ ・チファロータ
ラ ・ムンタニヨ ーラ '. ・． 民 謡 ；’別 ．． 離 ‘ 
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国内ニューズ

4. 14 奥田ギター研究所第10回発表会

丸の内ホール

第 1部第 2部各13ステージ。

独奏16二重奏、三重奏10。

4. 21 京本輔矩独奏会山葉ホー）レ

（プログラム 前号紹介通り）

4. 26 玖島ギター教授所発表会、（新堀寛

巳、 渡辺欣哉の門下生をふくむ）

丸の内ホー）レ

第 1部23、第2部10 ステージ。

5. 6 ギターの友新人演奏会丸の内ホ

ール参加者16名

5. 10 京都ギター音楽友の会第10回私演

奏十字屋四階ホール

独奏二重奏、三重奏10ステージ

5. 18 九州ギター音楽協会 第五回総会

新天町会舘

特別出演京本輔矩の曲目

ソル作練習曲三つ

フランク作小品

トロバ作特性的作品集

テデスコ作短歌

ロポス作 チョーロ

コンクール1位受賞者の曲目

西牟田博

テデスコ作 ヴイポエネルジコ

西条道孝

ポンセ作古典的ソナタ

藤井利生

ソル作練習曲 1.23.13

5. 26 人見ギター音楽研究所貝発表会

新丸ピルホール

独奏18、二重奏 6、計24ステージ

5. 26 斎藤勇門下生第 7回演奏会

千代田公会堂

特別出演とその曲目は

中林淳真（凡て自作）

漁火人魚の唄

さゞ 波に漂う月の光

斎藤勇

ッョパン作雨垂れ前奏曲

アルペニス作 レィエンダ

作者不詳愛のロマンス

6. 8 日本ギター連盟主催第 7回コンク

ールホールYMCA

参加者13名

第 1位 中林淳真

第 2位 山 口 良昭

” 宇田川禎 一

6. 8 岐阜マ ・オと倉敷紡紐マ ・すの合

同演奏会明徳公民謡

ギターの曲目並びに演奏は

イベー）レ作間想曲

（フ）レート 酒井治雄 ギター林

勝美）

ド・カ）レ作 ギタート リオ

（伊東尚生、荘村正人、堀博）

6. 15 田村ギター音楽研究所第17回発表

会近畿ホー）レ（名古屋）

独奏、二霞奏など13ステージ

6. 22 岐阜ギター音楽研究会第 9回試演

会

日の丸会館 3階ホール

4部に分れ、第 2部は武井守成逝去十

周年を偲んで、 次の曲目が組まれた。

(1) 子供のアルバム•…••北村一夫

(2) 落葉の精…………… 福井稔明

(3) タルレガに捧ぐる曲 田中璽毅

(4) 軒訪る る秋雨..……・辻 晴夫

(5) 花びら ・..…..…....… 荘村多加志

(6) 秋雲 ・..…...…・…..小野繁雄

(7) ダンツア ………•…••本多健：：

• (8) スケルツオ …………池田 宏

(9) 大利根...・・・...…… •・・村瀬 省三

(10) 流れに沿いて…・・・・・・武山 勇

a.り か げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 堀 博

(J3 露小径 ………マン ドリン五重奏

(660) 34 



誌友

江口 明（名古屋）

スペインからギタリス トが来日するそう

ですが、外人ギタリス トに接する機会が全

くない折から大変うれしく思います。それ

にしてももっと有名な人が来日しないのは

何故でしようか。私には解りませんが、何

とかして来てもらいたいものです。セコヴ

ィアもこの辺で来てくれないと老人であり

ますので、二度と直接聞くことが出来なく

なる公鍔大なるものがあります。昭和 4年

の来日でしたから、現在のギター関係者で

セコヴィアを聞いている人は少く 、 レコー

ドだけで知っているわけです。

この度別冊「マ ンドリン」をお出しにな

る由、大変お目出たく思いますが、二兎を

追うことにならないでしようか。先宅が外

にも仕事をお持ちになって居られるので尚

更らと思い、やはりアルモニアの中にマン

ドリンの欄を加えて本誌を充実した方がい

l.と思います。 (4. 2) 

中林 淳 真 （ 東 京）

この度民放祭文芸部門に谷川俊太郎作の

ラジオドラマ「遠いギター」が第 1位に入

賞し、スタッフー同よろこんでいます。 4

月23日夜日本放送で出ますからおき入下さ

い。 5月 2日夜文化放送現代劇場に藤原作

「藤の実の落ちる季節」が放送され、私が

ギターを担当しています。きいていたゞけ

たら幸です。・(4.9) 5月2日から俳偲座劇場

で上演されるフエデリコ ・ガルンア ・ロル

力原作「すてきな靴屋のおかみさん」のた

めにフラメンコ数曲録音しました。 5月22

日p.m. 9.30朝日放送の「町の中のけや

きの木」はギターを主としたもので私がギ

ターを弾きました。 (4.30) 

来る 6月10日 p.m. 8.30新日木放送の

ロルカ作「血のり昏礼」（本邦初演） にヴァ

イオリンの小林武史と共に出演します。私

の作曲したものを使います。是非きいてい

たゞきたくお知らせします・・・・・・・・・。(5:23)

35 

の声

木村喜久弥（静岡）

アルモニア別冊「マンドリン」第一集を

御恵送下 さいまして有難く御礼申上げま

す。表紙は一般向きで、親しみ易い感じ

で、成功していると思います。ア）レモニア

と同じような編集方針ですが、各大学のマ

ンドリンクラプや各地のマンドリンク ラプ

のニュ ースを掲載したことは有意義です

し、読者層を増加させるためにも有利と思

います。今後の発展と成功を祈ってやみま

せん。

Yupanquiの5枚目の Lpが発売され

ました。サンバ 1、ミロンガ ・サンバ 2、

チャカレラ 2、 ヴイダラ 1、そしてインカ

舞曲という組合せです。今迄のとは一寸異

った内容で興味があります。

メキンコで活躍している DavidMoreno 

というギタリストはどんな経歴の人です

か。

メキンコではパラグアイのようにアルパ

即ちインディアンハープが広く使用されて

いるようです。取急ぎ御礼まで。 (4.30) 

古田雄彦（一宮市）

今日中野先生からア）レモニア別冊「マン

ドリン」をいたゞき、殻後の各大学マンド

リンクラプの欄を読み、わが名大マンドリ

ンクラプのことをお知らせしようと思っ

て、手紙を誇・かせていたゞきます。私は名

古屋大学二年に在学中のものです。（中略）

この前ラミレスについて書くように申され

ましたが、中野先生について三ヶ月目に買

ったので、楽器のことがよくわからなかっ

たから 、あの時は書けませんでした。音楽

だって学問だって同じことで、純真な気持

で真面目に取りくむことが必罪だと思って

います。ギターとクレンペレルの診断学を

手ばなさず毎日やっています。先生は酒も

煙草ものまず、朝早く起きて勉強すること

を中野先生からうかゞい、私も早 2--3時

間勉強し、1時間ギクーを弾いてから学校

へ出かけます。先牛が尊敬しているンュヴ

アイッアーを私も尊敬しています。今後色

々御指導下さい。 5. 3. （子供の日）。

(111) 



編 集後記Iアルモニア通刊27号をおとどけします。 LP特集という形になりま し
た。それに Je~s Gcnzalez の来演が予想外の好評で、• 本人と主催者側に

とっては勿論のこ と、私達｝ことっても大いに勉強になり収獲が多かったことは同炭至極と存

じます。私自品は渡欧に関する海外との連絡や国内の打合せなどで近頃多忙を極めていま

す。

4月末には中野二郎氏と共に比留問野八追善演奏会に苦助出演 して柄にもなく指揮をした

りしました。 誌友の中には私のペ ン活動を知りたいと申される方が少くないので、今年前半―

に生いたものを次にまとめてお知らせします。

追伝（北倍館） 1月号 ンュワイ、；；エル伝

3口号 ポイテンゾルグ槌物園

5月号志買潔の生涯，
日本医簡会雑誌― 5月 1日号 Dr. Albert Schweitzerの近況

綜合臨床（永井也店） 5月号 モーム覚杏 ｀ 
学鐙（丸笞） 4月号 ギターの文献
音楽芸術（音楽之友） 4月号 セゴヴィアと彼につゞくギタリスト ．

中南米音楽• 4月号 アルメイダのギターによる中南米音楽
心 （平凡社） 4. 5. 6月号 行為の人ンュヴア イッアー

それに光文社発行の児猷読物 「まごこる動物記（坪田譲治編）」 を分担執箪L、ンュヴ

アイツアー・のペリカン物語を出しました。これは評判がい .I.と出版社で言っています。

別冊「マンドリン」は一部の方々に大へん仕めていたゞき、これを刊行してよかったと思

っています。姉妹楽器に関心をお持ちの方はどうぞ御ー読下さるようおす .1.めします。 ． 

本誌五周年'μ業の一つとして計画しま した作曲コンクールは今のところまだー曲も応募作

品が梨っていません。渡欧するにつけて一番痛切に感じた ことは邦人作品の不足という こと

です。古賀政男氏にお駆いして一曲私のために作曲していたゞいた ことは光栄でした。それ

に中野、武井、大河原の諸氏の作品を加えて何とか持ち時問を埋めることにしました；作曲

家の協力によってすぐれたギター・曲が生まれることを期待 し、希望します。 ： 
渡欧前にもう一冊仕上げ、あとは中野、小西両顕問におすがりし、甥の安述右ーが私の留

守中のアルモニア出版を引うけることになりました。誌友の御了解を得、従前通りの御支援
を賜わりますよう顆上げます。 （高橋）

含．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9．．．．．．．．．．．．．．． 別冊マンドリン第一集主要目次 (100円） ．．．．．．．．．．．．．．．．．； 

：． 巻 頭に : .．．．.．．．.．．.．．．..．．．.．．．．．..．．．．..．．.．.．.．．..．.． 1 .. 
．． ．． 初めてマンドリンが日本へ来た当時の思出•… • ` ……故 比留間 野ノ文 2 •• 
．： マンドリンの父娘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 堀 内 敬 三 4 :: . 

. ；・ 恩呵の霊に 里見祐 5 ・ ・・
i． 亡き父の思出．．．•．．：．： • ・ •. ・ •..: ・ •....: ： ： : ： ： ： ： ： • ・ •. : ：．. ： • ・ • ・ • ・ •. ・ • ・ • 9. ・ • ・ • ・ •. ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •・ ．． ・ 比留間 きぬ子 6 ・・： 

マン．． ドリ ン交譜函歴(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中 野 二 郎 7 . ; 

•• 将来のマンドリン ・ オーケストラ・ ・・ ・・・・・・・・・・・・•：・・・・・・・ 服 部 ・ 正 13 ; ．． 
：． 海外のマンドリ ン界の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... 高 橋 功 14
§ 右手への工夫・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ • 田 中 常 彦 17

； コソチェルトとプレリュ ー ド・・•…·・・・・・・・· •…• ・ •・・・ ・・・・ 甲 藤 三千雄 18 i 
；- ヴィハルデイと彼のマンドリン協奏曲・い…•………•• 松本太郎 20 ~ 
・・ ホフマンのマンドリン協奏曲のLp.........………... 木村喜久弥 21 'i 
・・ 各大学マンドリンク ラプの活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 . '.; : ... 
：・ ニューズ ・クラプの紹介il)・・・・・・・・・・・・・・・・・..,.:......... 24 i 
: 写真故比留問賢八と服部正 添 附 交 諮服部正編ロマンス 、 ；
... ......．?•••へ．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．.,............. .... ..................................... .. . ...,... ..... ...~....,; 
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■MLS14J モナ・リザ・シリーズ 12HLP ¥1.900 
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＊ 「ギターの為のバッハ曲集」
1.シャコンヌ
（無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第二番二短謁より）
2.小ブレリュードハ短調

3.'サラパンド （組曲ホ短濶より）

4.プーレ （組曲ホ短潤より）

5:プレリュードと7-ti（ハ短調パルティータより）
9・プレリュード、フーガとアレグロ 変ホ長調

"’.i勘・K、*9』
’
 

誌費1冊 100円 半年分3lilt 300円（〒共）一年分6111}550円（〒共）
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