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巻 頭 言

私の渡欧にあたって恩師、先輩、同僚並びに誌友各位のよせられた御）早志御芳梢に対して

は一々御礼の言菓を申上げるようもない往どでたゞ感謝感激あるのみである。＇

小介俊氏御辞退の後空席のまりになっていた本誌顧問としてこ .I.l'C小船宰次郎氏を迎える

ことになったことは同疫の至り である。今後誌上に小船氏の発言が有力に生きるのが楽しみ

である。 そして私の不在lli]は、中野、小西両氏とく つわを並ぺて本誌のために執策をして下

さるので、従来とはや り也ぎの変った迎歩的なものが出来ることが期待される。ともすると

マンネリズムに陥入りそうな危険に、喝を入れて下さることは本誌の将来のために大いにプ

ラスになるわけである。 （緑橋）
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高橋功君 へ 小宮豊袴

今年の11月2日から15日まで、ペルリンで催される国際ギター音楽家会議に参列、その前

後には、日独文化協会ペルリン支部主催の日独交歓マンドリン演奏会で、邦人作品を数曲指

揮して紹介することになったさうで、おめでたう。僕はギター音楽だのマンドリン音楽だの

については、，さしたる質嘩を持ってゐないので、こ の種の音楽が日本では、どの程度の水準

に達してゐるのか、まるで見当がつかないと言っていいが、しかしこのごろの日本では、一 ，

般的に言って西洋音梨の進歩は目覚ましいやうだから、今度の会議でも演奏会でも 、恐らく

気のひけるやうなことはあるさい といふ気がしてゐる。どうか君、その方面の日本の代表者

として、 演奏の拒揮をする場合でも 、会議で意見を述ぺる場合でも、いかに日本人が音楽に

対するりっばなセンスを持ってゐるかといふことを、具休的に見事に示してやり玉へ。

その仕事がすんでから 、君はオーストリア、 オランダ、イ ギリス、フ ランスなどをあるき

i/ュトラスプルグのツュヴイツェル連絡所で手税きをすませ、ギュンスパッ ハのンュヴィッ

ェル舘でフランス語の仕上げをして、アフリカのツュヴイツェルのところへ訪ねて行く予定

の由 0 i/ュプイツニルに会ったら、どうか僕からの敬意をよろし<i/ュヴイツェルに伝へて

・くれ玉へ。ツュヴイツェルは、現在生ぎてゐる世界の偉い人人のうちで僕の最も尊敬してゐ

る人の一人である。一ーもっともこれは、僕一人には限らない。君も知ってゐるやうに、日

本では随分沢山の人が、シュヴイツェルに深い敬、意を表してゐる。現にンュヴィ，ツェルの

いたものは、,.,る¥.,、ろ醗訳されてゐるし、つい最近、僕の三男の職三の友達が、ンュヴィッ

ェルのパッハ論を醗沢し、その最後の巻、第 3巻目が出版されることになってゐるといふ。

ー一君はアフリカに行き、もしi/ュヴイツ ェルが希望するやうだったら 、医者として、喜ん

でツュヴイツェルの手伝ひをして来たいと考へてゐるやうであるが、これも大変結樗なこと

である 。十分ツュヴイツェルに接触 し、ンュヴイ ツェルの人間に深く触れることができさへ・

すれば、君の将来にとって、こ んなありがたいことは、二度とは到底あり得ないだらうと思

ふ。

それから君は、その仕事の前か、それともそのあとか、僕にははっぎり見当がつかない

が、ポルトガル、スペイン、スゥイス、イタリアなどをあるいて来たいと言ってゐた。オー

ストリアだのフランスだのスペインだのイタリアだのには、随分古い時分から、随分陵秀な

ギター音楽家が随分沢山出てゐるのだから、さういふ国をある＜場合には、ギター音楽と国

民性との関係をしっかり捉へた上で、ギター音楽を日本で更に水準の高いものにする為には、

どういふ方法を採るのが一弔手適切であるかといふことを、十分検討して来てもらひたいと思

ふ。 ーーもう一つ注意して来てもらいたいことがある。これは僕の聴党が十分発達してゐな

いせゐなのかも知れないが、僕には日本の西洋音楽は、柾して言って、技術はなかなか優秀

ではあっても 、その技術によって表現される 、作曲家の世界が、とかく忘れられがちになっ

てゐると 、感じられてならないのである。僕は、音楽は人間を表現するものでなければ、仕

んとうの音楽といふどとはできないと考へてゐる。従って技術だけを学んで、精神もしくは

・・ 人間を学ぷことを無視してゐるやうでは、真に音楽を学んだといふことにはならないと思っ

てゐる。君、今度の旅行で、機会がある度ごとに、西洋ではその問題をどういふ風に考へて

ゐるかを、よくよく突き詰めて探求して来てくれ玉へ。 （昭33.8.1) 
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高 橋君 を 送る

愛知揆

裔橋君は長年田舎医者の生活に甘んじてきた。聞く ところによると叔父にあたる志賀潔先

生の老後を看まもる責任を感じてのことだったのである。その志賀先生が咋年87オの天寿を

全うして逝かれたので、高橋君は一つの責任を解除されたわけである。

田舎医者として一見閑でしょうがないと思われる余暇を、高橋君は決して無駄には避ごさ

なかつた。医学方面では、戦争のため中断していた研究をついに成しとげて学位を得た。文

筆方面の（士市は 「ツュワィツェルと動物」「志竹潔伝」の単行本となって実を結び、自下第

3作「医学花l記」の出版を準備中ときいている。そして音楽方面ではギター誌「ア）レモニア」

を刊行して 5年目になった。これを店橋君は余技といっている。その余技が国内よりもむし

ろ洵外で認められて、11月ペルリンで開催される第20同困際ギター音楽家会議には主催名側

から名ざしで日本代表として参加するよう西ベルリン総領事法眼氏を通じて政府に要諮され

た。 1吋橋君がクラツックギターというあまり目立たない音楽に精魂を打ちこんで、こっこっ

と努力してきたことが、ようやく報いられる時がきたのである。

考えようによっては応橋君が煩らわしい都会生活をさけて、田舎医者に甘んじ、その余暇

を思う存分生かしきって、とうとう芽が出たという感じである。こうなるとその牙をぐんぐ

んのばし、みごとな花をつけ、実を結ぷまでに生長するのでなければ意味がない。底橋君の

百任は倍加したことになる。

この会議に参加するのを機会に、応橘君が日ごろ敬服している偉人ア）レベルト ・Vュワイ

ツェル博士をアフリカのランパレネに訪ね、そこで博士の助手として人類愛の大きな‘lf裳の
お手伝いをする追が開けたそうで、これは高h裔君にとつてまことに幸運であり、光栄である。

これも閻橋君が以前から博士と親しく文通し、その誠実がみとめられてのことであろう。高

橋むはアフリカに渡って日夜し1ュワイツェル博士の高邁な人格に接し、必らずや多くのこと

を学びとるにちがいない。裔橋君は今次大戦中 8年間軍務に服し 、そのうち 3年半南方熱地

の勤務に堪えてきたのであるし、蚊近会つたところでは健康状態も上々のようでアフリカの

風土には耐えられようし、君の強固な意志を以てすれば ランパレネの勤務は十分に達成され

よう。

願わくはツュワイツェル博士の信頼を得て、事情の許す限り長く彼地にとどまって「人生

への投敬」という博士のモット ーを心身に体得してきてもらいたい。

邸橋君の壮途を祝し 、多幸を祈る次第である。

高級 手エギター

第20回国際ギター音楽会議展示会出品

ギター・ ヴァイオ リン製作家
Sakazo Nakade 

中出阪蔵

東京都中野区城山町24
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大きな収稜を期待して 堀 内 敬

アルモニアの高栂君が渡欧することになった。 ヨーロ ッパでプレクトラム音楽の会議；こ出

席して！蒋演をしたり 、演奏によ って邦人のプレク トラム作品を紹介したり 、，ンエナヘ行って

セゴヴィアやプホールの指迎を受けたり 、その後本戟のお医者さんの仕・'Pでアフリカに行き

ツュワイツァ ー博士のお手伝いをしたり 、なかなか充実 したプロ グラムが予定されている。

松j級なプレク トラム音交で生計を維持するという事は日本では大へんむずかしい。それに

もかかわらず日本で高級なプレク トラム音楽が低い襟準を保っているのは、少数の然心なア

マチュアが酬いられざる努力をつづけているからであろ う。その人々の中に、かっては式井

守成氏や沢口忠左エ門氏があったが、武井氏，沢口氏が歿った後、この音楽が今日の水涅りこ

まで進んで来たのは、邸橋君の仕とんど独力の苫闘が実を結んだのだと言える。ギターをひ

く人々の数は相当多いが、その多くが軽音交の11iiで仕事をし、成功しているというのはピア

ノやヴァイオリンの場合と同様、生活上やむを得ない事である。ギターという 、沙奏のむず

かしい楽器と取り紐んで、ピアノやヴァイオリン とすくなくとも同等の硲い芸術的境地を開

くことは、よほど深い愛をこの楽器に持つと共に、大きな様牲を党悟しなくてはならない。

科橋れはその愛するギター及びプレクトラ ム音楽一般に対して、 ほかにあまり類を見ないほ

どの熱誠と努力をささげて来たのである。

ンュワイツァ ー博士がノ ーベル平和宜を受けた人逍的な仕事は、一方においてオルガン演

炎や音楽及び宗教の研究を埒士が楽しんでいたからこそやれたのであろう。 li:j橋じにとって

のプレクトラム音楽は、ンュワ イツァ ー博士におけるオルガ｀ノ演奏やパッ ハ研究等のように

一種のレクリエージョンであるに相．迎ないが、そのり［が独特の価1直をもつボも 、ンュワイツ

ァー博士の場合と同じではないかと思う。高橋君が多年あこがれていたツュワイツァ ー博士

に招かれて、その助手となるためアフリカヘ行き、またヨ ーロ ッパではプレクトラム音楽に

ついてその仕事と学習をするというのは、シュワ イツァ ー博士の使徒としてふさわしいこと

である。

甜橋君の旅が非常によく計面されていることは、科学者らしさを感じさせるが、こういう

風に充実した演奏、講社（、研究のスケデュ ールは、たいていの人にまねが出来ない。ねがわ

くは、このスケデュ ールに支位ばなく 、健康を害すること もなく、 多大の収穫を得て帰朝する

ことができるように、衷心から期待するのである。 （昭33.7.18) 

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) 

取次所 • 宮城県亘理郡山元町坂元 高橋方 アルモニア
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豊かに生活してきて下さい 村田武雄

11 . 

クラン yク ・ギターのためにすぺてを搾げ尽して、ギターから純枠な音楽性をひき出そう

と演炎に研究に生涯をかけてきた砧橋、邸悧両氏を国際場裡に送る．ことはわが国にとっては

じめてのことであろうし、日木のギター音楽のために多くのプラスをすることであろう。

とくに揺橋、高慨両氏のような真面目にギターと取組んでいるギタリストの選ばれたこと

か招しい。ごまかしのない音楽、私は屈骰君には常にそのことばかりを注文してきた。はっ

たりや商先人根性のない音楽をまず創り上げること 、点嶺君はそれで派手なことも出来ず孜

々として苦しんで来たが、たとえその音楽は未だ未完成でもよい。日本のギタリストの音楽

に対する純枠な應度を海外の人々に知ってもらうことは、意義があると思うし、麻硲君のひた

向きな態度をもってすれば逆に自分を反省して多くのものを吸収してくるに違いない。私は

よい人を選んでくれたと思う。

又先輩の麻橋氏かi岱嶺君の正直な音楽を認めて引廻してくれるのも妍しい。芸術の行きつ

くところは人間性にあると思うが、高福氏の人格は必ずツュワイツェ）レ博士の心にも通じて

音染と医術とを通じてこの二人を堅く結ばせることであろう。それがt品橋氏の今後の人間と

．． 音舌’；とにとんな強い彩需力をもつか今から染しみである。 ． 

セゴヴィアとプホールからレッスンの受けられるのもすばらしいことだ。短期間でも音楽

は感柑できるものだ。技術もさることながらこの二人から音楽を担てきてほしい。私は、海

外で学んできた人の多くになるたど技術は達者になったが、どうして名楽を得てこなかった

のかと反閲したくなる場合が少くないのを考えてほ・しい。高稲、高硲両氏なら必ず音楽をつ

かんでくるに違いない。

多くを投多くを聴き又多くを語って、芸術と人とを吸収するに栖めて宍慾であってもらい

たい。り1込み思案をすてて積極的にぷつかって仕しい。払は高橋、病硲両氏がどんなになっ：

て帰国するかより 、あちらで生活する内容の少しでも豊かであることを切望してやまないの

である。 （昭33.7.20) 

御渡欧に寄せて 服部 ， 正

御務欧の中心からお慶び申上げます。

今や日本は世界的なマンドリンギター音楽の陸盛の国と考えております。どうか只下の御

渡欧によりこの日本の実状が世界に確認されるようにお願ひ申上げます。これは日．仁という

ものをよりよい姿に於て PRする最善の方法であると存じます。そして四下ならばそれが可

能であると倍じます。

小生の作品をお持ちいたゞけるなら何かー曲苫きたいと存じますが、7月下旬まで時間が

.• ありません。 「蝶々変奏曲」はドイツ民揺ですからよろしいでしょう・。それと「荒城の月幻

想」（一種のパリエーンョン）があります。阪近二rlりとも日本ピクター EPで出るものです。

こんなものいかいでしょう。 8月でい Lのなら作曲が間に合うかも知れません。 ・

（昭33.7.22) 
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御渡欧を祝• す ~. : 藤 田 不

来る 11月にペル •リ‘ノで開催六れる国際 ・ギタ ー音楽会議に御出席なさるニュー スを伺い 、 心

． から喜ばしく思って居ります。高橋氏は医学者でいられますので、国際的な医学会議に参加

されるとしたら 、だれもその折を持たれたのを当然としましょう。けれども今回は御趣味の

・ために御出掛なされる沢で、この念願をはたされる高橋氏は幸福な方でナ。底橋氏にほ少く

共三つの目的をもって御渡欧されるように私は想像しています。 ． ． 

その第 1は、現代のギター音発とそれを創作しています作曲家達、演奏家達についての最

• 新狩料を得られる好機I~ 、 今回はまたとない機会となりましょう。第二次世界大戦後、 9日本 ・
の音楽代表として外国の国際会頭に出席された人々は少くありませんが、帰国されてから報・

告と云ったものが発表される事が少く 、どんなボが提案され、決定されたか知る由もないの

です。国際ギタ ー音楽会議には世界各国から関係者が出席されるでしょうし、日本代表とし

て高橋氏以上の適格者はいられなし‘ことと私は信じます。語学の上でも信頼申上げられます。

この学会の成果が「アルモニアjを通じて拝見出来る日を待望しましょう。

• 第 2 はアルベル ト・ ンュワイツァ ー補士にパリで会われ 、 その後医師として同博士に同行'

されて、ジュワイツァー博士の病浣で医療：こ従宙される御決心に、私は深い敬意を捧げま

す。充分な医寮を受けないで苦しんでいる人々が日本にも多いのですが、アフリカでは尚更

でありましょう。易い所ですから 、一段と御健康に御留意され、・御使命をはたされて御元気

で御掃国の上、従来のように、日本の病める人々のために尽力なさるよう 、切に、切に祈り ・

ます。 ． 

ン土ワイツァ ー博士のオルガン袖奏を直接御聴きになられる折をもたれるのは．せん望に

たえません。さぞかし感激される事でしょう。昨年のクリスマスにオランダのフィリ ップ

ス ・ ・ レゴードから贈られた E.P が 、 手許にあるジュ •ワ イ ツァ ー博士の録音ざれた最近のもの
でずが、これを聴くと 、今から20年前にイギリスの コロ ムピアが特別頒布した、パッハのオ

ルガン作品のンュワイツァ ー博士を想起します。帰途ンナエに立寄られ、キジ音楽院その他

を訪れる由、プレクトラム‘音楽の今なお盛んなイタリアだけに高橋氏の収穫の豊さが期待ざ

れます。

御渡欧にさい し一言祝辞を呈します。 （昭33.7..16) 
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高-橋氏に 田中常彦

前略御渡欧の期日も迫り 、御準備で何かとお忙しいこと .I.1手じます。いろいろと御計画を

伺いまして、私の古い想出が次から次へと蘇ってきてなつかしきを感じました。

i／エナは私がイタリアで一番最初にのんびりと落付いた気持で腰を下した所です。オリ ー

プの丘の村と云ったような静かな小都市で、古い建物、寺院、広場、狭い通りなど、中世紀

の繁栄の跡が到る処に感じられます。殊に絵画の多いこ と、 さすがンエナ派の伝統を誇る索

睛らしいものです。悶鉢のような広場に面した PalazzoPublico のな壮な建物は古いエッ

• チングでも見るようで、性．え立つ美しい塔はイタリアでも最も俊雅なものとして有名です。

当時カメ ラなど持って歩き ましたが、その渋い味は写真などで簡単にとれるものではないと

思いました。ンエナの人逹は外国人の往来する観光地に似合わず何朴で、好感が持たれ、殊

に言語の正 しさでは校範になっています。 PalazzoSaraciniは広湯から少し右に曲りなが

ら上ってゆく狭い通りの左側であったかと思っていますb 吉楽に由緒のある優しい音交会が

行われる所と云われ、当時 (1920年夏）修理中の幾つかの広Ilりやパイプオルガンなどを見せ

てもらい丁度そこに温厚な美術学校の校長が来ていたことを党えています。其後ご，．．度ンエ

ナを訪ねましたが、いつも好い処という印象がありました。

外国にい ますと 、先方の人は日本の音楽に典味をもち歌への弾けのと註文します。そんな

とき、何か日本の音榮をと思いながら 、適当なのがなくて困ることがよくあります。偶々貸

方も1司じようなお考えのように伺いまして、何か駄作を差上げようと考えつきました。しか

し和行の変化もあり 、ギター曲として演奏の可能なものに内上げるということは容易なこと・

ではありません。音安の要素にこだわっているうちに、従来の日本音交の感党は遠のいてし

まうことがよくあります。結局日本調旋律に単純な和音を加え、旋律を生命とする日本調を

生かすためメロディに屯点を岡くことになります。数年前に心いた「荒城の月変奏曲」もそ

の一つです。その当時私の ところに来ていた然心な女流ギタリストに一枚＇与譜 して与え、そ

の曲目に加えて初演し好評を得たものです。［間もなく空襲にあい、その女性は消息不明にな

ってしまいました。それからもう一枚のコビィを某海軍々人に差上げました。 この方も非常

な熟心家で終戦後捕虜となり 、凡ての持物を失って体一つで帰還しましたが、そのときこの

楽譜を1魚生大1iに身につけて持ってきたのです。私に とりこのたった二枚の交譜が悲しみと

喜びの想出となっていたのです。その下書きを、戸棚から探し出しま したので、それに若千

手を加えてみました。至って平凡な昔の駄作です。それを数日前に杏きました「子守唄」と

共にお届け致します。御渡欧前のお忙しいーと時お慰みいたゞけたら幸です。

x
 

x
 

X 

私の拙い作品おほめにあづかり 、その上ベル リンの会議の折お弾き下さる由汗頗の至りで

す。独乙語で DerMond anf dem Schlossと曲名をつけていたゞいたら、ーと際輝やか

しいように感じられます。曲は平易で楽 しく弾けることを主眼としたつもり です。従って自

由な気持で朋iいていたゞけば結構です。この不遇な曲が20年も後になって世に出る ことは

全く偶然です。もし貢方が今回の国際会議に御出席のことがなかったら、恐らくこの曲は永

久に l:lの目を見る機会がなかったでせう。それが海外で淀奏され、且つア）レモニア版として

出版され ますことは、私に とって誠に光栄です。御壮途を祝って日頃の悠敬から密んでお贈

りしたものですから 、曲名に御尊名を也添えたいと存じます。……………（後略）
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医者の立 場 から 河 村 敬．吉

底橋さんのことはここにくどく書く までもない。しかし、わたしは医者の立場から、少し

それにふれてみる義務があるように思う。医者には変り種が多いが、高橋さんも正にその椎

なる者だろうか。いや、わたしをしていわせれば、医者とはむしろかくあるべまものという

ことになる。

医者が専門外のことをやると 、 すぐあれはヂレッ タ ン ト だと• いっ てけなすのは 、 この国の
アカデミズムの悪い風習である。閑外ほどの文棗もそのためにひどく心を悩まし、木下杢太

郎すら小説ひとつ発表するのにさえ小心よくよくとした時代があった。外国の医学者の場合

にはいつも文芸は医学にプラスとな っている。これは、スケールや国民性、人間の幅が違う か

らである。

高橋さんの場合はその業績が示す通り 、文芸は医学の深みを増し、その医学は文芸に色彩

をそえている。音楽の ことは知らないが、やはりそういう役割を演じているのではあるまい

か。医家文箪家としての名は前から知っていたが、「ア）レモニア」の発刊者を翡橋さんだと

知ったので、わたしの驚きに一つの新しさを加えた。ここにもう一人の医者が、高橋さんの

中に現われたわけである。

医者としての資質は、 ドイツ文学専攻から医者に転じたことから考えても 、およその見当

はつく。また氏がツュワイツェル博士やナイチンゲールを 、 その著書のテー•マにとり上げて
いるのを見ても、その医者としての見識が察せられる。

芸術家である医者としての高橋さんをみていると 、アンドしノ ・モオ ロワの「医者が病人を

理解するためには彼が芸術家であり 、哲学者と 小説家の方法を応用する必要があると云いた

い。 …...」という言葉がそっくりがあてはまるようである。今度の渡欧で顧橋さんの医術と

芸術にさらに深い省察が払われるこ とを大きく期待したい。 （昭30.7. 3.) 

高 橋 学兄に 島井諒二郎

御渡欧の話大へんh喜しいことに存じます。とくにi／ュヴァイツァ ー博士の許へゆかれるこ

とは、前にも括があったことをもれ承っていたので、さぞかしおよろこびのことと同疫の至

りに堪えません。ギター会議のことは 2月頃知らせていたゞきましたが、 Accademia 

Chigianaのレッス‘ノにも参加されるとのこと 、しかも Pujolについて Vihuelaを学ばれ

る由、これはかねて学兄か中野二郎氏に是非と小生ひそかに希望していたことなので、洵に

我意を得たことで喜びに堪えないものがあります。 その他御予定もすでに決り準備にお忙し

いこと l.思いますが、御旅行の平安と御健斗を、そして多くの御収穫の程を祈ってやみま

せん。

小生のフラウの妹の家族が三菱商事ロンドン支店勤務で一昨年から向うにいっています。

Dr. Perottが歿くなられて残念ですが、若し妹の処を頼っていって相談なさってはいかゞ

でしょう 。i／エナからベルリン迄の45日間のプランク云々のお話も、妹の方へ今から頼んで

みて上げようかと思うのですが如何でしょう。

（後略） （昭33.6.25) 
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高橋功氏の渡欧 小船幸次郎

ー.a 

西ドイツに於けるギターリストの国際会議に高橋功氏が出席することになった事は、日本

のギター界に大きな収獲をもたらすこと L思い、慶賀にたえない。浜奏もあるらしいが、会

議の主要目的は各国の情報交換と~ 将来のギター音楽発展の為めの相談と思うから 、 ドイツ

語の自由な高橋氏は最適任者である。又長年我困のギター界を 自由な立場で眺めて来．ている

から 、最も公平な報告や紹介をすることが出来る人である。又あの広い見識と豊面な経験で

ヨーロ ッパギター界を見てくれば、必ずその全部を有りのま上報告してくれる人である。自

分個人の利益の為めに出し惜みをする様な人ではない。兎に角今回の会議に森橋氏が出席す

る様になったことは先年阿部保夫君がセゴヴィアのレツスンに出席した ことに次ぐ喜ばしい

出来ごとである。
会譲とは別にドイツのマンドリ・ンオーケストラの発表会が会議の後あって、それに高橋氏

が日本人の作品を指揮することになったそうである。戦前の我国でマンドリンオーケストフ

が全国的に隆盛であった一時代があった。その頃には筈絃楽と言うものは陸海軍その他に少

しあった位で、日本人の合奏音楽と言うものに対する興味が専らマンドリンオーケス トラに ・

向けられていた時代である。その為めに管絃楽が盛んになるに従って我国のマンドリンオー

ケス tラは衰えていった。ドイツは管絃楽の方は昔から盛んで、マンドリンオーケス トラは

'一部の愛好家に依って行われていたから 、その人達の間では昔も今も変りなくマンドリンオ ・

ーケス tラは愛好されているらしい。この点はかっての日木のマンドリンオーケストラの在

り方とは根本的に違っている。勿論日本でも心からマンドリンオーケストラを愛好する人達・

は今でも活動している。しかし数は少ない。その少数の中の一人として高橋氏が渡欧を機会

にドイツのマ ンドリンオーケストラを指揮し、作品を交換し、友交を深めてくることは喜ば
しい。今回のギターの会議と言い、マンドリンオ ーケストラの演奏会と言い、常日頃高橋氏

が海外の同好者とiらに通信していた賜物で、克橋氏は現在のギター ・マンドリン界に この

方面で貢献し得る唯一の人である。
更に同氏は医師として、今回の渡欧を機会に、アフリカのンィヴァイツァ ー博士の病院で

博士の仕事を手伝うことを決意された。これは立派なことである。ジ ュヴァイツァー博士は
誰も知るアフ リカ蕃地医療の使徒であり 、 オルガンを奏いてはパ ッ ハ演奏の大家である。 • こ ．
の博士のもとで約半年を働くことにした高橋氏は、こ上で人間的に大きな成長をされること

であろう。

i匂橋氏の渡欧で日本の斯界は暫くの間淋しくなる。直接困るのはアルモニア誌である。折
も折、同氏を助けていた東京の安達右一君が広島に転任してしまった。編輯は高橋夫人が続
けられるそうであるから中絶はまぬかれるようである。しかし高橙氏は飛行機て渡欧される
そうで、日本を離れて2, 3日すればもうドイツの斯界と接触出来るのであるから 、 ドイツ
の様子を又飛行便で送ってくれば記事は充分間に合う筈である。従来の海外通信の中 1:イッ
だけは現地通信になって、かえってアルモニアの誌価は高まると思う 。唯 ドイツ以外の土地
との通信を従来通り交換出来るよう恥橋氏の祀風を御願いする。
アJTモニア誌には中野二郎、小西誠一の良い相談相手がいて従来も記事を中心的に毀いて

おられたのであるから 、高橋氏の留守中はお 2人が允分足りないところを補ってくれること
入思う 。私も高橋氏に頼まれたので少しはお手伝いする梢りでいる。 ． 
兎に角今回の高橋氏の渡欧は日本の斯界に大きく貢献することを信じ、充分の活躍を期待

する。
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木霊 （こだま）について 加納 実

高橋様

今秋ペルリンヘお出かけとのこと 、それも本業の為めでなくギター音楽のためと承って、

私は何と御礼申上げてよろしいやら只々感謝にたえません。どうか日本のギター音楽のため

ウンと御土産をお持ち帰りの程を今からお待ちしています。

先年先生からお口添えがあって Prof.Jakob Ortnerに貰っていたゞく筈のギターを三ケ

作りましたが、三ケ共あまりパッとしないので、お約束はしたものの困っていました処、取

止めにな りましたのでホッとしました。その後ローマの St.Ceciliaのアカデミ ーのギター

コンクールにも出品するようおす iめいただきましたが、出せば勉強になり参考になると思

いながら尻込みばかりしています。

さて、前から先生にギターを進呈したいと考えていました。そして十八世紀頃によくあり

ました楽器の彫刻をしたものがありましたが、 私はそんなのを一度製作して見たいと思っ

て、いたずらをしましたのがこの楽器です。木霊と名付けました。唐草模様は無難であるか

も知れませんが平凡であると考え、何かキパツなものをと思って作ってみましたのがこのガ

イコツであります。実物のガイ コツを見たこ ともなく 、彫刻も素人の無茶苦茶彫で実に変手

古なものと思いますが、人間の最も美くしい処を表現したつもりです。ガイコツに肉がつき

皮がつきますと人間というものは大変きたないものになると思います。表哀共音質を考えて

余り塗らずに仕上げてあります。彫刻がしてありますので低い処に仕こりがたまってきたな

くなると思いますが、ガイ コツの立体感を出そうと思えば哀板が厄くなり音に彩響があり 、

適当な厚さにすればガイ コツの立体感がなくなりますので、その点色々考えさせられま し

た。兎に角嗚るとか鳴らないとかシン コクに考えると切りがありません。お手元に置いてい

たゞいて退屈の折にお弾き下さい。

表板は十一、二年、裂板は十五年位枠は五年位、指板は三年位乾燥してあります。最近枠

の広いものもありますが、日本人にはこれ位が適当と中野二郎先生が申して下さいました。

ケースは特別に註文して作りました。 • 

過日来名の折 Gonzalaz氏にサインをして下さいと頼みましたら、よごすのい惜しいから

とのことでした。他日一流の演奏家になった時に記念になるからと更に頼みましたらやっと

サインしてくれました。 Gonzalez氏が御地へ演奏に行く 頃ま でにお送りしようと思ってい

ましたが大変おくれてしまいました。

私は一生の内ーケでもニケでも快心の作に恵まれることが出来れば幸福と思っています。

音娯音質共に一作ごとにエ夫してどうやら今日に至り、 高級ギターの御註文にも応じられる

ようになりました。色々お気づきの点があろうと存じますが、ど うぞ御意見を承らしていた

ゞきます。

特製手エギター
（音質清純、音揖豊富、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

，
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私の渡欧につい て 、 再 び 高橋 功

ンエナの AccademiaChigianaの夏期講習は 7月15日から 9月15日までのニヶ月である。

ベルリンに於ける第20回国際ギター音楽会議は11月 2日からである。さう-わると 9月15日か ，

ら11月 2日まで約ーケ月半の空いた時間が出、その期間をヨーロ ッパ各地の見学にあてたい

と思ったが、それ仕どの外貨の割当を望むことはど う考えても 、わが国の現下の梢勢では無

理である。従って ConteGuido Chigi Saraciniが折角、奨学資金で受講出来るやうに取り

はからふから是非来るやうにといって下さったが、その有難い御好意を今回は辞退し、それ

を帰路来年度に延ばしていたゞきたいと申入れて、今年度のアカデミア ・キジアーナの受講

は断念せねばならなかった。しかしこの年来の宿望は帰路何としても実現したいと思ってい

る。

木号に、夏目漱石門下の逸材で、東北大学名誉教授、現学習院大学文学部長の地位に在る

恩師小宮愧隆先生、法務大臣の矩任に在り御多忙の学友愛知揆ー氏、音交界のf鎮堀内敬三、

村田武雄、栢田不二をはじめ多くの方々から推鷹や激励や期待の密言葉を頂穀して、ただた

だ感謝感檄している次第です。かうした有難い歓送の御言薬と御期待にそふために私は、耳

と目をフルに活動して大任を果してきたいと心に期している次第です。

感謝感激といえば、名古屋の名エ加納実氏がこの度私のためにag器「木霊（こだま）」を製

作して御忠送いたゞいたことは、その最たるものでした。とてもすばらしい楽器で、中野ー

郎先生も絶讃されていますが、丁度北海道の旅行の帰途立ち寄せられた小船幸次郎先生も 、

今まできいたどの楽器よりもすぐれていると 、賞讃されました。同じくベルリン会践に出席

する予定の小原君は Barberro,高硲君は Gelaを持参しますが、私はこの加納氏の「木霊J
と、中出氏及び河野氏のを、それに絃は小石川義行氏苦心の製作になる東レナイロン絃 Ma・

rukoと凡て国産品を持参し、それを展示して日本製品の優秀さを披露してきたいと考えて

います。「木笠」は別項で御紹介しますが、とくに材阿を吟味し、数年を要して、文字通り全

身全盆を打ちこんで製作されたもので楽器として俊れているばかりでなく 、ヘッ ・凡側板、

痰板に刻み込まれた骸件の彫刻のみごとなこと 、その美術的価値から甲しましても傑作の名

にはじないものです。私はこれをベルリンに持参するのを光栄とし誇りとしています。ただ

私の拙技が果して「木霊」の真価を発揮出来るかどうか、それが心配です。

ベルリソの国際ギター音楽会誤の第 7日の11月8日には特に日本のギター音楽のプログラ

ムが編成されました。まづ私30分が講演を行います。この講演で、ギタ ーはもともとアラピ

ア附近で発生し発達したア）レ ・ヴドとかキ トラなどが西進してスペインにわたり 、そこで育

ってイタリアを経で明治末期にわが国に伝えられたが、もともとア）レ ・ウドやキトラと同種

同屈の楽器が早くインドや支那を経て渡来し、琴、三味線、琵琶、月琴なとどいう形で、わ

が国でもプレクトラム楽囮がすでに高度に発達していた、従ってスペイン系ギターを受入れ

る索地は十分出来上っていたので、日本でギター音楽が予想外に発達しているのは偶然では

ない、という凪なことを述べたいと考えています。それをスライドやレコードを併用して紹介

したいという椙想をねっているわけです。

そしてこの「日本のギター音楽」の夕では私が

武井守成作 落葉の精、軒訪るる秋雨
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古賀政男作 ロマン ス

田中常彦作 荒城の月変奏曲

中野二郎作 巡礼の狽

小原安正君が

青山梓作

泄水衷作

鈴 木 巌 作

高狽巌君が

納豆売の子供、古い歌、支那手品の子供

子守唄

古典舞曲

若松正司作 姐未定

大河義衛作 組曲「花束」

中野二郎作 モーツアル ト変奏曲

を演奏し、邦人作品の紹介につとめることになっています。とくにこの「日本ギター音発の

タ」のため、そして私のために小船幸次郎、中野二郎、田中常彦、古賀政男の先輩諸氏が新

作をものして下さったことを光栄に思ひ、感謝感激にたえない次第です。

11月gLIは「協奏曲の夕」でこれには SiegfriedBehrend, Julian Bream又は John

Williamsに伍してわが小原君が間宮芳生氏の新作協奏曲を初演することによっています。

この作品を私はまだ見ていませんが、MarioCastelnuovo-Tedescoや JoaquinRodrigoの

協奏曲に比して遜色のないものでぁってたしいと望んでいます。

越えて11月13日に小原君は

Luis Milan作 二つのバパータと変奏曲

J. Ph. Rameau作 メヌエッ ト

G. P. Mendez作夜曲

S. Behrend作 未定

Villa-Lobos作 前奏曲二つ

高巌君は

J. S. Bach作 前奏曲とサラパ ンデ

M. C-Tedesco作 短 歌

S.Behrend作 小品三つ

I. Albeniz作 マラゲーニア

そして11月15日呆終日に私は、今まで多くの作曲家逹からたくさん献曲 していたゞいていま

すが、その中から次の曲を油奏することにしました。

中 野 二 郎 作 野道

小船幸次郎作 題未定

Ricard Munoz作 ノスタ）レヒア

S. Behrend作 フラメンコ ・ファンタジア、グリ ーンスリープス

私はこの国際ギター音楽会議に参列して、日本のギター界について話したり 、邦人作品を

紹介 したりすることに狙大な意義を感じます。と同時にこの二週間にわたる会議で、世界各

国から集って来る代表者達と膝を交えて話し合ひ、意見を交換し合って、 そちらから多くの

ことを探り出して来たい、そういう収獲面を多く深くしたいと思っています。例えば、演奏

家と楽朋製作家の相互作用はどうな・っているか、又演奏家と作曲家の交流はどうなっている
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か楽譜の出版状態はどうなっているか、演奏家の収入状態、又演奏家とラ iクオ 、テレピ、レ

コー ドなどの契約はどうなっているか、などという色々な問題を取上げてみたいと思ってい

さす。たゞわが困では楽譜の海賊版が少くないので、・鋲から蛇を出すようなことになっても

困ると 、そんなことが気になります。又私の語学力が果して十分に役に立つかどうか、心配

です。

ペルリンのマンドリニスト WilliSommerに，DMGB(ドイツマンドリンギター連盟）で

日本の優秀なマンドリニストを音楽祭に招いでくれないかと交渉したら 、この音楽祭は来年

だからその時改めて相談することにし、今年は折角ペルリンに来られるのだから、之れを隈

会に日独交歓マンドリン油奏会を開催しようじゃないか、と話を持ち込まれ、願ってもない

チャンスだと思って承諾しました。今のとこる日時は袂定していませんが、例の国際ギター

音楽会議の直後位になるかと思います。日独文化協会（ドイツ側）が後授することになる校

様です。この演奏会のために私は次のような邦人作品を選んで逆りました。

中野二郎作 組曲「漁村の一夜」、毬つき遊び、踊る子子（ポーフラ）、浜辺の唄

服 部正作 蝶々変奏曲、落葉の踊

武井守1戎作 初秋の唄、雨 とコスモス

沢口忠左エ門作 カバティナ

堀沼隆作 行列

井上繁隆作 セレナード

鈴木仰ー作 組曲「山の印象」

以上．のうちウイリ ー・ ゾンマーはどんな曲をプログラムに出すつもりでせうか、まだ返屯が

来ていませんが、これらの作品はドイツやイタリアの作品に伍してきき劣りしないだらうこ

とは明らかです。たゞ私の未熟な素人芸のオ行揮で、ウイリー ・ゾンマーの率いるべ）レリンマ

ンドリンオーケストラが、意のま .1.iこ動いてくれるか、どうかいさ Lか気になります。

ペルリンの滞在間に土曜、日曜を利用してドイツ国内をわたり東ペルリンでBrunoHenze 

ゃ KonradWolkiにも会いたいし、オーストリアに Prof.Jakob Ortnerはじめ KarlScheit 

ゃ LuiseWalkerを訪ねるつもりです。勿論ッャイ トかワ ルカー夫人はペルリンに来る予定

なそうです。その後マンドリンオ ーケズトラの盛んなオランダを一巡し、Job.B. Kokの追

作などをみせてもらい、イギリスに渡って 、生前親しく文通していたの Dr.Boris Perottの

遺族を訪ねて冥福を祈り 、GuitarNews主幹 Wilfrid Appelbyや、各著「ギターと マンド

リン」の著者 PhilipBoneを訪ねて、所蔵の古譜を見せてもらふのを大きな楽しみとしてい

ます。それからフランスに来、パリでは閑口俊吾画伯の家庭に御厄介になって Presti-Lagoya

夫妻、ChristianAubin, Robert Vidalなどのギターをきく 外ンヤンソンをきいてきます。

フラ ンスではギターはアつーディオンと共にンヤンソンにはなくてならない楽器かと思いま

す。そして実際ギターは集団教育を行っている往ど大衆的なものになっているそうで、その

在り方についてよく見たり聞いたりしたいと思っています。それはわが国のギター界にとっ

て他山の石となるるこ とでせう 。

それからギュンスパッハの Dr.Albert Schweitzer舘に落ちつき 、こ Lで秘書 Emmi

Martin夫人と連絡し、そこから先はマルチン夫人の指示に従って行動することになり屯

す。フランス語を仕上げて、それからアフリカヘ渡ることになりませう。ランパレネでは一

生懸命になってツュワィツアー埒士の仕事を手伝いすすが、内地にいるときより暇があるよ

うですから 、そこから色々すとめて通信を寄せることにしたいと考えています。
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ギタ の 文 献 高橋 功

Bibliography of Guitar Isao Tak,ihashi 

この 4月にスペインの若いギター奏者ヘス ・ゴンサレスが来朝し、それを機会に銀座の楽

器店十字屋がギターに関する展覧会を開催することになり 、その資料の提供を私に求めてき

た。

私がギターに興味を持つようになってからもう30年になる。半生以上をギターと共に務ら

してきたことになる。もともと演奏家になるつもりはなく 、たゞ下手の横好きで楽譜や文献

やレコー ドを集めているうちに、展覧会の洒料を求められるようになってし守った。

もちろん私のギターは、アメリカのジャズの中でサキソフォ：・・やドラムと技を競うジャズ

ギクーでもなく 、フラダンスの興を添えるハワイアンギターでもなく 、又スペインジプi/―
の梢然的な歌やはげしい踊りに和するフラメンコギターでもなく 、巨匠アンドレス ・セゴヴ

ィアによって、ハイ フエッツのヴァイオリン、ギーセキングのビアノ 、カサー）レスのチェロ 、

ラ:ノドフスカ夫人のクラプザンに比べられるようになった所謂ク ラi/ックギターな のであ

る。そのギターはアラビアの古代楽器キトラがムーア人のスペイン侵攻によって紀元9、10

世紀の頃スペインに伝えられ、主にスペインで発迷したのであった。それはわが国における

琴や三昧線のように、スベインの国民楽照と呼ばれるにふさわしい、それ往どスペインを中

心に発達してきた痔器であり 、音楽であった。それが17.8世紀にはヨ ーロ ッパ全土に広ま

り、ンュ ーベルトやグノ ーやウェーパーなどにも愛好されたこと・は歴史の伝えている通りで

ある。

ところでギターの文献は多くはない。私の手元にあるのは僅かに十指に余るほどである。

中でも不思厳なのはギターの本国たるスペイソに、目ぽしい文献が一つもないことである。

現代ギター音楽の最利権威の一人で中るエミオ ・プホールに「ギター音楽概観」 Emilio

Pujol : La Guitarra y su historiaという名著があるが、これは 1930年に南米Jレアゼンチ

ンのプェノス ・アイレスで出版されているのであって、プホールの祖国スペインでは出版

されたことを聞かない。勿論プホールはこれより先パリの Delagave刊行の音楽百科辞典

Encyclopedie de la musiqueの第 2券1997--2035頁にギターの項を担当執第しているが、

このフランス語で社｝かれたプホールのギター論は、査料の盟席な点、鋭察のゆざとどいてい

る点、叙述の明確な点などからみて、今までのギター文献の第・一位に推さるべさものである。

プホールは72オ。現在バルセロー・ナ国立音楽学校の教授の外、パリのエコール ・ノルマー）レ

とリスポンの国立音楽学校の教授をかねている。今尚、演奏家として作曲家として活躍し、 ' 

教本の著者として有名であるが、古代楽リ ュート (-名ヴィウェ ラ）の研究と演奏において

も第一人者である。イタリアの古都i／ェナにある有名なアカデミア ・キジアーナの講師でも

あり 、1953年に［ギター音約に於ける イタリアの貢献」 E.Pujol: Apporta Italiano alla 

Chitarra C!assicaと頌する論文がキジアーナ音楽叢杏第29巻に収められている。 20頁の小

さい論文ながら見逃し得ない文献である。

イタリ アには1937年ボローニアの ラ・キタラ社出版の「イタリア派ギター及びリュ ー•卜辞

典」 Dizionariodei Chitarristi a lintai Italianiという 好著がある。二部に分かれ、第
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一部は演奏家と作曲家、第二部は楽器製作家と楽諮出版社で、写真や名器がたく さん挿入さ

れてい 290頁に及んでいる。この外イ タリ アの女流ギタ リス ト、 プロ．ンディがi926年トリノ

で 「リュートと ギター」MariaRita Brondi: II Liuto e la Cbitarraという小冊子を出し

ている。

ドイツとオーストリアは文献の蒐集やその整理や出版にかけて熱心な国であるように思

う。ギターに関しても、すぐれた演奏家や作品が少いかわりに、文献の方には注目に値する

ものがある。

古いところでは1920年ペルリンで出版されたプJ！ノーノ・ヘンツェの「ギターと17.8世紀

の大家達」 BrunoHenze : Die Gitarre und ihre Meister Meister des 18 und 19. 

Jahrhundertsがある。 48頁の小冊子ながら演奏家の写兵や有名な作品の自笞譜などを加え -

て楽しませてくれる。プルーノ ・ヘンツェは1900年生れだから 、この著は20オの策である。

1950年以降ハレの中部ドイツ出版社の「ギター演奏」 DasGitarrespielと題する 17巻から

成る教本兼曲集の刊行に当りあと 1.2冊で完成するはずだが、こうした著述刊行のオはす

でに20才頃から芽生えていたのである。 1922年スツットガルトで出版されたヘルマン ・ゾン

マーの「リュ ー トとギター」Hermann Sommer : Laute und Gitarreは本文 100頁括絵

16第で、中にアルプレヒト ・デュラーやファン ・ダイクやフランツ ・ハルスの姿楽の画な

．どもあって見て楽しい本でもある。これはゾソマーの前若「リュ ー ト」 DieLaute, Eine 

Bildmonog五phieの縮少版ともみられるものである。 1925年にはベルリンのンュレしぢンガ

一社からフリッツ ・ピュ ークの「ギターと其の大家達」 Fritz Buek: Die Gitarre und 

ihre Meisterが出版された。これはギター音楽の歴史を国別にわけて辿っているもので、中

でもロツアのギターについて詳述しているのが有難い。それもそのはずで、ピュークは1865°

年ペルスプルグに生れ、共産革命の折ドイツに亡命し、1945年にミュンヘンで亡くなったの ・

であった。

ウィーンの音楽杏の出版社として名高いアン トン・ゴルから 1919年にヨゼフ ・ツート

の「ンモン ・モリト ールとウィーンギター界JJosef Luth : Simon Molitor und die 

Wiener Gitarristikが出版された。この論文によってツー トは哲学博士の学位を授与され

たのであった。モリト ールの音楽の傾向、作品の分析、奏沃上の考察など、さすが学杓論文

だけのことはあると 、私はこれを手にした頃は感じ入ったものであった。その後ツートは同

じくアントソ ・ゴルから「リュ ー ト及びギター＇胆典」 Handbuch der Laute und Gitarre 

を出版した。これは1926年1月から分冊刊行して 1928年 5月に完結したのであった。約 300

頁でドイツ語のギター文献の最たるものである。

．イギリスはギターの育たない因と言われた。そこにフィリップ ・ポーシという熱心な研究

塚がいて 1914年に fギターとマンドリン」 Philip Bone: The Guitar and Mandolinと

いう著西を自家版で出版 した。 1914年というと上述のどの文献よりも早いわけである。その

増補改訂版が1954年に出た。この新版を私は直榜著者に申入れて逸早く入手したが、特製本

第51番の扉にサインをして贈ってもらった。その時ポーンは、初版が日本で20冊も出たのだ

から、此度も20冊買取って仕しい、そうすれば観訳権を譲るというので、丸善を通じてそれだ

け買取り 、現在この魏訳権は私が保有しているのである。ポーンは1873年の生れだから、今 ， 

年85オの裔令である。ボーンの名著の新版よりや .I. おくれて 、 同 じ く 1954年秋に ロ ンド シ の • 一
音楽出版社クリ フ ォ ー ド • :r．セックスからジャ ープ著「スペイ ンギター物語」 A.P. Sharpe: 
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The Story of Spanish Guiterが出版された。現代のす ぐれたギタリスト の写真を15薬と

タ器の写真を16菓も添えてあるが、伝記の部分が甚だ簡略でや．ヽ 物足り ない感がする。 ロソ

ドンでギターの研究所を宅宰しているレン ・ウィリアムスが「最近のス ペイン ギター」Len . • 
Williams: The Spanish Guiter todayというパンフレ ットを4.5年前に贈って くれた。

33頁タイプ謄写版というお粗末なものだが、珍らしい写真が数枚挿入してあるのがうれし

い。将来最も有望視されている少年ギタ リ スト 、 ジ ョン ・ ウ ィ リ ア ム スはこの•著者の息子で
ある。

南米アルゼンチ‘・'はギターの第二の祖国といわれる。 そこではスペインに劣らずギターが

発達している。 1930年にリカルド ・ムニョスが「ギター音楽史」RicardoMunoz: Historia 

de Ia Guitarraを出して注目されたが、この後1934年にプラ ットが大著「ギタリスト辞典」

Domingo Part: Diccionairo de Guitarristasを出したために、今ではムニヨ スの方はや

.I.影がうすくなった感がある。プラットの著は大型版 468頁で、この中に武井守成、沢口忠

左衛門、それに私の 3人の小伝が記載されている。武井、沢口両氏は終戦後間もなく亡くな

り、私だけが現存しているのは、何かうら淋しい気がする。プラッ トもすでに他界している

ので、 後日増訂版が出るとしたら 、もっと多くの日本人が追加されるはずで、それを私は望

ま し く思 •っている次第である。

ジュネープの）レネ ・キステルという魯店から 1955年に「セゴヴ ィア」Segoviaと題する写

真ア．ルバムが出版された。セ ゴヴィアは周知の通り古今を通じ東西を通じて最大のギタリス

トである。写真家ロジャ ー ・ハウエルの撮影になる数十第の写真は、楽器の持ち方、右手の

位四と形、左手のそれなど学ぷ点が多く 、フランスの音楽誌フィガロの評論家ペルナール ・

ギャポティのセゴヴィア論を加えて、 世の多くのギター愛好者の垂涎の告となっている。

私が主宰しているギター音楽研究誌「アルモニア」最近号のロンアー ソ連特集号に、武＃

文庫秘荒のサヤヱ．ッキー SergeiSpiridonowitch Sajaitzkijの 「ロ ツアギター音楽史」の

一部を紹介 した。サヤエ ッキイは婦人科医で、モスク ワ大学の講師という肩否を持って い

た。すでに1910年に亡くな ったのだが、「ロンアギター音楽史 jは1902年の出版で257頁、そ

れに写真版26葉を加える立派な貴重な文献である。共産革命の折ロツア国内で散逸してしま

い、国外に出た分も二度の世界大戦で亡失してしま って、今では珍品中の珍品となっている

ものである。 ロンドンのペ ロット博士（この人も筆者と同じ く開業医）は、この「アルモニ

ア」をみて、この貸雨な文献が日本に残存してい るのは驚異に値する 、と伝えてきた。

蚊後に海外でかって刊行されたギター専四誌、それに現在刊行されているものを列記する

と、先ず廃刊を惜しまれているものに次のようなものがあった。 ‘ 

イタリア II Plettro, La Chitarra, 

ドイツ Die Gitarre, Gitarrefreund 

ォーストリア Usterreichische Gitarrezeitschrift 

スペイン Bibiioteca Fortea 

現在刊行されているものは次の通り

イタ リア L'Arte Chitarristica 

ドイツ Gi tarrafreund 

オーストリア 6 Saitan 
アメリカ Guitar Review, Fretted Instument News 

イギリス ．GuiterNews, B. M. G. (Banjo, Mandolin, Guiter) 
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ギターのLPが次々と発売 ギターの LPが発売さ れる

されて、貧学生はうれしい悲Iと逸早<NHKは名演奏家の

|ラジオ

嗚を上げているというのが事実である。 8月 時柑］にギターを取上げてくれるのは有難い。

に入ってヴエガのニコラス ・アロンゾ。さす すでにアロンゾt.)ンイ ・デ ・ラ・トレも紹介

がスペインの筋の通った正統的な音楽であ されたし、セゴヴィアは勿論ア）レメイダもゴ

る。派手ではないが落つきのある大人の音楽 1メスもたびたび NHKの電波にのった。

という感じ。ゴンサレスの コロムピア新発売 とこるが邦人ギタリス トの演奏があまり

も、実演よりも出来がい .1.のは、録音技術の NHKの電波にのらないのはどうしたこと

屈術のせいかも知れない。 9月にエピックで か。阿部保夫も近頃名を出さないし、リサイ

出すレイ ・デ ・ラ・トレはさすがにリヨペッ タルを哨いて好評の高磁、京本、奥田、 少し

トの流れを掬むこれこそ正真正銘のスペイ ン 古いところでは溝渕、縄田などほとんどラジ

ギター音楽といえよう。 オに出ていない、或は出してもらえない原因

この外昨年イタリア ・オペラで来朝して私 は呆して周辺にあるのか、その浴路は結局ギ

達には親しみのあるテナー・ オンツーナの タリスト 自身きりひらく外に方法はないかも

EP がカルロ ・ットのギター伴奏でウェスト 知れない。

ミンスターから出ている。「イタリアの吹」 しかし軽音楽ともムード音楽ともつかない

第 1、第2集につゞいて「スペインの唄」第 ものが NHKの紐波にのるのだから妙であ

1、第 2集が出ている。エンヂエル盤 る。やはり NHK当事者にもギター／ への理解を要望したい。EPのユバンキの歌とギターも好ま

しい。 時 評
ベルリンの国際ギタ ー 音楽会譲

で、楽盟、楽弦、楽培、楽書の展示

会が開催されることになり 、日本側

からの出品を依頼され、筆者の知る汎囲に連

絡 して、中出、加納、河野のギターと小石川

義行のマルコ弦を出品することが決定し、外

二三に交渉中である。ところが楽譜に関して

は出品を躊躇せざるを得ないのがあまりに多

いのに今更ら驚いた。過日医忠の海賊版でジ

ャーナリズムの問題になったが、そのま .I.ギ

ター楽譜出版についてもそのことが言えるの

は残念ながら事実である。結局

阿糀保夫編著 ギター教本

京本輔矩著 ギター技巧法

伊東尚生訳 ロッチ（タルレガ教程）

の三著を選んでみた。翻沢ならそれでもい .I.

から伊東の湯合のように版権獲得の上咲々と

やって仕しいのである。国際場裡に立つ心構

戸
(128) 

えをこの辺から荏成したいと

思う。

私のような田合者には NHKテレ

ピ以外目につかないし、耳に入らな

いが、NHKに於ける国森和枝の好

演には好感が持てる。但し、アンダルシア四

重奏と糾まない、独奏の場合のギター独奏に

関する限りである。先日のツューペルトの菩

提樹などは甚だあの番組（音楽をどうぞ）に

はうってつけの好ましいものだった。

ところが、NHK テレピに於けるギターの

男性軍は一こうにふるわないこと、ラジオに

於けると同じである。たまにギターの予告で

耳をすませ目を見はると 、ラテンアメリカと

も何とも申し上げられようのないしろものが

あらわれる仕末。せめてゴンサレス級のテレ‘

ピアーティストはいないのであろうか。 こ.1.

でも男性ギタリストの茜起を促したい。揮を

しめてか .1.ってもらいたい。

テレビ
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Luthier Minoru Kano (Nagoya) 

ギター製作家加納実（木鳴） 中 野 郎

加納氏は1895年6月23日長野県下伊那郡下清内路村に生れ現在名古屋市昭和区長戸町2-

28で日々ギター製作に励んでおられる。1910年より故鈴木政吉に師事すること20年余、1933

年より 15年間ギター製作工場を経営終戦後高級ギター製作に志し、最近は二世がやはり此の

迎に進まれることになり一層仕事の上にも励みを持たれるようになった模様である。加納氏

と私との関係は相当に古く氏のエ褐がまだ松山町に在った頃は日参して楽器を作って頂いた

こともある。その工場は不幸にも火災に逢ったが修繕中の二つの楽器は水没しになってケー

スは見る彩もなくなったが幸にも中は助かりその一つは現在高橋氏が愛奏する一つになって

いる筈である。更に高橋氏が未だ京城に在学中、加納氏と私は一緒に渡鮮して数日を共にし

た想出もある。今度高橋氏が渡欧するについて新たに高橋氏に贈られるギターが完成したの

で、この機に紹介したいと思った。そのギターは写真に見らるい如きもので先ず楽器の生

命とする音竹とパランスがそれまでの同氏製作のもの .1.中では断然ぬきんでている。更に

眼を眩るのは表面板を除いてギター全而に無数の骸骨が浮彫りされていることで、十七、八

世紀の欧洲のギターに斯ういったものが見受けられるが現今では殆んど跡を断っている。こ

の浮彫の試作数片も見せて頂いたがこの労苦は並大抵のことではない。誠に見事 （次頁へ）

17 (129) 
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（前頁より） なものであるが象嵌と違っ て音質の上に悪く彩孵 しているとは考えられない程
音質は良い。既に全国的に同氏の楽器を希望する人が沢山あり根強い愛好者を持っておられ
る。ギターの真摯な研究家である田村敏雄氏が同じ町に住んでいられるので同氏との交流が
益々よいものが生れる素因ともなって更に今後が期待される。同氏は又非常な謀譲家で一見
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朴訥な好々爺に見えるがその 読 書範囲は驚くぺき広さで一楽器製作家の域ではないのであ

る。図内舘へでも行かねば見られないようなものを座右に四いてある。一つの形でも装飾で

も眼が肥えているから間迎っても変なものが出来．．I:らない所以がこ上にある。余り仕め過ぎ

てはウソらしくなるからこの辺でやめて四こう。
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Fritz Walter Wiedemann (Miinchen) 

ロンドンのギター音好家協会々長 Dr.Boris Perott,次いでバリのギタ ー友の会々長
Andres Verdierが亡くなって、今年は何となくうら淋しいものを感じていたら、 この度
ミュンヘンのフリッツ ・ウィ ーデマンの訃が伝えられ、思出を新たにすることになった。
フリッツ ・ウィ ーデマンは1898年7月8日ミュンヘンに生れた。 15オからギターを手にし

Baldomero Zapaterと HeinrichAlbertに師事した。早くからア）レペルトのギター三重
奏図のメンバーとして活躍し、1924年にはパイエルンの国立歌劇場の専屈となり 、2度の世
界大戦を通じてギタリストの地位を守り通した。ラジオ ・インスプ）レックやポーゼンの RAI
放送局の常連で、ギター音楽の普及と向上に努力した。

もともとミュンヘンにはハインリッ ヒ・ ア）レベルトの主宰したギター協会があったが、
1938年に解散してしまった。それをウィーデマンは1949年に復活し1950年5月には Gitarr-
efreund誌を再刊してドイツギター界の一方の覇者として活躍した。その間逸早くナイロ
ン絃に滸眼し Wisoniaの商標で発売しドイツ国内の需要に応え、LuiseWalker, Heinz 
Bischoff, Marga Baum!などの推宜するところであった。

1958年5月1日心朦病で亡くなった。生前写真を極度に嫌っていたそうで、数少い中から
夫人 Gabrieleが1枚送って下さった。戦争直後で栄捉失調気味でひどく痩せているのが気
になると夫人は申している。ギターの友の刊行と Wisonia絃の販売は引つゞき夫人及門弟
達によってつゞけられる由。
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随想

Essay 

中 野二郎
Jiro Nakano (Nagoya) 

独習の 問題

ギターの友誌上でM氏の独学礼讃という一文を拝見した。私も永年独学を余儀なくされた

一人で同氏の意見は一々首肯かれるが、窮極の私の感慨は独学とは迂速で無駄が多いという

ことに婦溶する。先生が悪い方法が悪い と気付くのは既に一つの進歩なので、先生からは自

分のよいと思ったものだけを頂けばよい。たとえ先生についていても音楽に対して諫譲な心

棉えをもつて臨むことは独学の場合と同じでなければならない。自己の判断を唯一のたより

にして独学してきた者は永年の習恨でどうしても自信過剌に陥り易い。 （考え方と技術）音

楽の歴史は古く 、上には上のあるもので、単に他の音楽面の人逹に接することだけで愕然と

自分の否を悟ることがいくらでもあるのである。技術の面を捉えてみても同氏は既刊の教本

頼むに足らず、スケール練習が少いから自己の編曲を生徒に与える 、 レコー ド専門雑誌があ

って独学にさして不便は感じないと述べていられるが、この考え方自体に独学の弊が感じら

れる。

弘達の放送管絃楽団貝（プロ）に他の戦から転じて来た人が数人ある。その中の一人は楽

器は Violinであるが却々の勉強家で常にケースの中に放送外の楽諧を収めていて暇さえあ

れば錬翌しているがその楽譜はいづれも コンチェルトのような大家のレパー トリーに入るも

のばかりで飽かずに之を繰返しているが、その音は少しも Violinの音になっていないので

ある。プロともあろう者がどういう考えでその様な無駄なことをやつているのか；ムには不rII

解である。早くスケールが弾ける ことが上手と界っているのだろうか。斯ういうことに憂身

をやっしている人に限つて又少しも楽器が歌わないのである。一つ一つの音を人念に弾 ＜．こ

とが栢霞った上でなければい くら早 くても三文のネウ チもないのである。大抵はひどくポ リ

ュームが落ちたりガサガサの述りにな って了う。

又大家の油奏を直接に又はレつー ドによってきく事は確に一つの手本を示されたことにな

るから、非常に有難いこ とには迩いないが、実際的にもっと大切なことは其処に到る課程な

のである。ギター界の一般の風潮は末だに出来上ったものばかりに気をとられて足許を忘れ

ているので沿般の東京のコンク ールの牒題曲（ソルのワルツ）のように所謂お手本の無いも

のにぷつかると忽ち馬脚を現わして了うような結果になる。

M氏は過去幾百幾千のギタリス ト達が残して行った仕事をどれだけ見ておられるか私は知

らないが少くとも教村に私は不自由はしない。同氏は恐らく独学を余倍なくされる多くの人

達を激励する意味に芯かれた・一文に違いないが礼甜とあるので、先生につくより独学の方が

よいと間迎って解されては世のギター教授者も迷惑するし、又私も明かに先生にはついたが

よいと思っているから一文を草した次第である。

先 入 主

親戚にコリーを飼っている家があるが、其処の人が私の所へ遊びに来るとうちのスバニー

ルがひどくチンチクリンに見えるそうである。又私がその家に行ってコリ ーを見るとひどく

恥がとんがってアプノ ーマルに見える。之と同 じことがギター・にも吾えるのであっ て永年と

ってきた姿勢とか方法とかにひどり違ったものを見ると何となく奇態なものに感じて向うの

方が間違つているような錯党：こ陥る。斯うした場合冷静に事態を判断して良いと思ったらそ
れまでとった姿夢、方法等；こ執袴するこ とな く一携しなければ、それだけ進歩がおくれるこ
とになる。先生のよい所も悪い所もその儘受け遜いでいる例を見受けるが、見よう見真似で

’

'

.
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なく何故にそういう形、方法が良いかを納得してか .I.らなければいけない。又勝てば官軍と

言った考え方、最も俊れた演奏家のとった方法が唯一無二の方法として了う事も私は舒成し
• かねる 。

了ンサンプル

ソロとなると力こぷを入れて練習するが、アンサンプルとなるとひどく 軽視して演奏会に
臨む人の多いのは全く卜者ない。技術面の負担がソ ロの場合より軽いと思っているのか知らな
いが神経を使うことはソロより重くはあっても決して軽くはならない。特にテムポ、リ ズム
等の問題で得手膀手なことをやって平気な人がギターには多い。凡ゆる譜割を先ず正しく弾
くという事が却々の難事なのである。簡肖な例をとれば一連の三連音のあとの八分音の逍iり
等テムポが崩れない人の方が稀なのである。私は斯うした問題について俊れた Violinstの
経験を色々ぎいて見たことがあったがその人は敢い難い人が九十パーセントだとひどい事を
言っていた。広い音楽面の勉強の実際的なことはアンサンプルをやってみることである。仮
にドングリ同士でも自他共に悟るものはあるが一方が深い経験者であればある程学ぷものは
多い。

ギター教則本

古今の世界各国の楽譜出版社のカタ ログを見ると（勿論見られないものも沢山あるが）大
抵ギター教則本の一つや二つは出版されている。現在私の持っているものだけ数えても百数
冊あり（木判版は入れてない）之に練習むの類を加えれば実際に出版されたものは恐らくこ
の十倍は下る古い。此の中には勿詮同一作家の数巻に亘るもの、改訂版、内容充実した珠玉
の如きものから、古今のよいものを集約したもの、文献的に貸煎なもの、非常に特異なもの．
色々あるが、唯一冊をもって今日の要を滴たそ うとすることは無理なこと で之は何もギター
に限ったことではないのである。さればこそ一つでも多く見ることは必要であってとるもの
はとってその上に自分を樹立してゆけばよい。かのカサJレスが非常に要望されながら運指を
公にしないのは「明日は又よりよいものが考えられるかも知れない」という理由によること
を読んで完令というものが容易に得られるものでない ことをつくづく 感じた。技術のこ とは
日進月歩、 • 一人の偉大な涼奏家が出れば既刊の教則本では埓があかない問題に既にいくつも
ぷつかっているのである。

古典趣味

ギター界のプロを見てもこ の頃は前古典のものを加えるのが一つの常識となったようであ
る。結構なことであるがその割合に古典が正常にとり上げられていない感じがする。それと
いうのも先立つ楽譜がないのが大きな原因と考えられるが、その外に一般の風潮を追うに急
であったり 、出来ないうちから趣味を出し過ぎたり 、楽譜によ って価値を判断する力に乏し
いこと等が考えられる。古典のギター楽譜も二三十年前までは熱心ささえあれば出版所の人
札売立て 、図書舘の払下げ、古本屋、独乙にはケーラー等という便利屋があって乏しいなが
ら少しづりは入って来た。それが戦争でパタリと中絶し欧州ば随分荒れ果て戦後ギター音楽
の復興と共に、例え残っていたにせよ地元の熱心家に汲収されたらしく 、かてと加えて之等
の資料はアメリカあたりに持ち去られた形跡がある。 ギターlノピュー誌に theGiulianiad 
の写真版を見て私は全く心ツと思った。今日この頃では色々手を用いてみてもそれらしいも
のは殆んど人らないようになったのを見れば彼地で既に非常に少くなっていることが想像さ
れる。狭い木邦でも戦前に出版されたものは殆んど彩を見ないのをみて も至雉なことがわか
る。知らぬが仏ということがあるが私は少しばかり覗いたばかりに斯ういうものに未線が残
って困るのである。
一昨年 I.Savioがア）レゼンティンで出版した Antologiade Obras Para Guitarraの

中に MorettiF.と FossaF. de, Gragnaniの初めて見る作品に接して久し振りに渇を癒
やした。而 し九牛の一毛、思えば淋しいことである。
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中南米ギタ ー音楽の Lp

Lp de Gitarra lberoarnericana 

朝倉腕臣（京都）
K. Asakura (Kyoto) 

中南米の諸国は、ご承知のように1492年コ ロンプスによってその一角が発兄されていら

ぃ、16世紀の初期にその大部分がスペイソ人またはポル トガル人に よって占領されたのであ

る。そのころの欧洲は音柴的にみて非営に古い時代であった。すなわち、いわゆる古典音楽

の分野において最も古いと思われているパッハもヘンデルも まだ生れていなかった時代であ

る。

新大陸の占領者たちは現地に黄金を求め、キリスト教を押しつけていった。音染も当然の

ことながら、占領者たちが自分達のために欧洲から持って来た大衆の音楽と 、政策として宗

教とともに与えた讃美歌や社交界の音梨とが道入 り込んだ。

楽器も 、当時スー・・インで特に昔及の若るしかったギターが新大陸でも目立って広く伝えら

れたことは言をまつまでもない。しかし同時に他の弦梵器もいろいろのものが伝えられたよ

うでちる。

スベインの占領 400年の歴史を経た今日の中南米諸同において、これらの諸楽器はあるい

は原形のま i、あるいは独特の改変を経て随所に使用されているのである。その間、純音楽

としてのギター曲の作曲や油奏も特1なすぺきものが出現しているが、順序として大衆の中の

ギター系音楽についてまず箱を進めてみよう。

さきにも触れたように、スペインの占領者たちは、北米における芙国人のように原住民を

追い立ててその士地を求めるようなことはせず、逆に原住民に溶け込んでゆく反面キリス ト

教を強引に普及させ、改宗させることによって宗教的にスペイン人に照従させるような方法

をとった。したがって、その改宗政策はそうとうまびしいもので、原住民が持っていた神や

完教やそれにOOする儀式や音楽、建迎物などはすべて葬り去ってしまったのである。占領者

たちは教会を建て、讃芙歌を教え、欧洲の楽器を原住民に与えた。原住民たちは全くキリス

ト教に椛依したかに見えたが、 たくみに仮装して自己の宗教を守ったのであって、その結

屎、宗教（義式や店楽に単なるm然的な混血以上の珍ら しい湿血文化が出現した。今n私逹が

中南米音楽 と して闘く現地の民謡 、 民族音楽はお L むねこのた＜•いである。

屯村米諸困にはその後、オランダ、フランス、イギリスなどの勢力が来殷し、とくに18世

紀にはこれらの文化がプェノス ・アイし‘スヘも保入し、18世紀の欧洲文化がはげしくこの土

地に影宕を与えた。しかし、中南米油国は、カトリンズムの保守性、原住民の非柏極性、大

陸の広大さ 、などに守られてその古い思想や音染は20世紀の今日になっても 、昔のまいの姿

を伝統として先祖代々受け継いで来ている。私達は中南米諸国の民謡、民族音楽を調ぺる こ

とによって、かっての欧洲の中世の音楽の様相を知ることが出来るのである。こ Lに私述が

中南米の音楽に限りない魅力と愛沿を感じるゆえんがあるわけである。そして 、もちろんそ

の中心が、かってその時代に母国で活躍していた通りの、ギター系音楽で占められている こ

とは申すまでもない。

さて、このようにして現在の中南米諸国の民族音楽をながめてみるわけであるが、地域に

よって、ある所はアフリガ・ニグ ロの彩恕が強く欧洲音楽のかげの薄い困や、いまだに音楽

らしい酋楽のみられない音楽的原始地帯があって、必ずしも新大接のすぺてがギター音楽に
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油ちているわけではない。そこで北の仕うからーベつしてみることにしよう。

メキッ コ

メキンコは、かってヌエパ ・エスパニャと呼ばれたゞけあって、スペインの彩響が甚だ強

い。メキ iノコはかって原住民文化の栄えた土地であるが、彼等の楽器に弦帝器は まずなかっ

たと云ってよかるう。笛と太鼓とガラガラの類が主で、コラ族の持っている「ミじテ」と云

う弓を利用した一種の楽器などはあったが、私達が見るギター様の楽器はすぺてスペイン占

領後の産物である。主なものをあげると 、

1. Jarana 4~12弦の小さいギター様の楽器。

2. Vihuela 4~6弦、ギタ・-様の形はしているが大ぎさが標準形の半分以下。

3. Guitarron 上忠 Vihuelaを標準のギターよ りや .I.大形にしたようなもの。 5弦

4. Sextaまたは Septima 6弦または10弦でスペインのギターと殆んど同じ

ギター様の大きな楽器10弦。

5. Bajo Ouinto 

と云うことである。そして標準のスペイソ ・ギター以外はすぺてホームメイドである。

メキンコにはこのようなギター系楽器のほかにハープがある。ハープはギターと親頚筋に

相当する楽器で、音色もギター愛好家には社ばれるしするのでついでに紹介しておこう。メ

キ；ノコでハープが主に使用されるのは、東海岸のベラク）レス州が本湯で、酉部のゲレーロ州

やオアハカ州あるいはチアパス州にも使用されているが、西池岸のソノーラ州でも兵役でペ

ラク）レス州に行っていた人達が伝えて最近は演奏されるようになった。

メキシ‘コのハープは原始的なもので、大きさも 90cmから 150cm、木製でガットの弦が

張ってある。ペタルはなく 、共嗚胴は大きい。このハープの音色は近代的なハープよりカン

森いのが印象的である。 ハリスコ生れのメキンコの作曲家ホセ ・パプロ ・モ‘ノカーヨはベラ

クルス地方のリズムである「ウアパ ンゴ」を とりあげた現代曲 「ウアパンゴ」の中に、この

独特のハープを効果的に使用している。

ホンデュラス

この国の最もポピュラーな民謡は普通の 6弦のギターを伴奏とした歌曲であるが、スペイ

ンでティプレと呼ばれる小さな 3弦のギターもよく知られている。

プエルト ・リコ

こ.1.は現在米領であるが、もともとスペイン領としてカリプ泡の宝庫を守る重要拠点であ

った。米領となったいきさつも、米国の陰謀と云われる米西戦争に敗れたからであり 、当然

の結果としてこの島は米国よりスベイソ色が売厚である。したがってこの島の街の人々は手

製のギクー系諸楽器を持って、アギナルドやセィス、プレナといったプェ）レトリコ独特のリ

ズムを浜奏している。それらの柴摺はクアト ロと称する 5つの複弦ギターおよびトレスと称

する 3つの複弦ギターなどである。

コロンピア

この困はカ リプ海寄りには黒人の彩:を受けたトロビカル ・リズムが、東南部アマゾ｀ノ寄
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りは原始的な民族音楽、南部エクアド）レ寄りはインカ音楽の影翌を受け、地域によって変化

に宮んでいるが、中央部紅地はスペイン色が強く 、ポパヤンの街ではムルガと称するギター

系楽器を持った流しの音楽家がいて、普通のギター （手製もある）やパンドゥラ 、マンド リ

ン、コロンピア ・ティプいなどを用いているという。

エクアドル、ペルー、 ポリピア、アルゼンチン、チリ ー

この 5ヶ国は、インカ帝国の版図に選入っていた国々で、インカ時代からの自然民族楽僻

も多いが、スペイン占領後見られるようになったギター系楽器がこの 5ヶ国には特に豊富

である。そのギターも最も背通のギターで、中でも特にアルゼンチ ンはギターが完全に昔及

している。

この 5ケ居を通じて特徴のある楽器はチャランゴであろう。これはマンドリンに似た音色

の、手製の小さな楽器であるが、エクアドルからアルゼンチ ソ北部にかけて普及している。

ハープはエクアドルとチリ ーに見られる。

パラグアイ

パラグアイはギター より ハープである。メキンコやチリ ーと同様この国のハープも小さい

原始的なものである。しかしバラグアイのハープ（スペイン語ではアルパとなる。）の音色

は中南米随ーであろう。パラグアイとアルゼンチンとプラジルがお互に国境を接する地方に

住むグアラニ族の音楽はこのアルパの美しさを十二分に発揮させてくれる。幸いこのアルバ

のレコードは日本でも現在エピックとポリドールから出ている。 （かってピクターからカル

ドーソのものが、クリスマールからディグノ ・ガ｝レンアのものが出ていた。）その演奏者デ

イグノ ・ガルツアは多少演奏スタイルがコマーンヤルである。かってバリを訪れたグアラ＝
四屯奏団のものはもっと侵れているのだが残念乍ら米国プレスの VOX は廃盤となってし
まった。フランスでは Barclayが LP,EP, 45の 3種を発売している。入手のッテのある

方は一聴をおすょめする。

さて、つぎはクラし／ックのギターである。

中南米のギター音楽に関する文献は、本誌にもしばしば掲戟されている。いま述ぺた民族

音楽に関するものも含めてその主なものる上げて見ると 、

木村喜久弥 ： 最近のアルゼンチン盤ギターレコード (3号）

邸橋 功 ： ア）レゼンチンのギターレコー ド (9号）

木村喜久弥： 中南米原住民の弦楽器 (9号）

” II ： 中南米音楽について (17号）

硲橋 功 ： 中南米のギタリスト達 (17号）

藉田 不二： Lpレコードに録音しているギタリスト達 (21号～24号）の一部。

その他、野崎浩一氏、佐藤志智子氏の文迂は殆んど南米のギター音楽に関係があり 、また

アニド、ファルー、 ユバソキ、ア）レメイダ、レイ ・デ ・ラ・トーレ、ピラロボス、およびポ

ンセなどに関する記事が散見される。したがって中南米のギター音楽に閑してはすでに本誌

で相当述ぺ尽されているので、以下 2、3のレコー ドからの資料を追加してご参考に供した

いと思う。

Zepoll, Gustavo 

この人に関しては藤田氏の祀事に簡単に出ているが、米国の Cookはあの 25cmレコー
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ドの内容をそのま .I. 30cm片面に移 し、 哀面に TrioLeones de Cablitoの油疫するメキ

ンコ民謡を収めた 30cm(12インチ）盤を出している (Cook10248)。そのジャケット解説

によれば彼は現在（昨年） 34オであるが、 9オのとぎメキンコ・ ッティにおいて Daniel

Garrity先生について正式にギターの勉強をし、彼の最初の公会発表を11オのときラジオに

よって行い、また何回かのコンサー トをメキンコ ・ンティの文化センターにあろ Palazio
de Bellas Artesにおいて開催したq 彼の好みはパッハ、スカルラッティとその 5人の子

供で、彼はオリジナルの音楽的意思をすっかりギターに移すためにあらゆる楽器をこなした

といっている。

彼のこの Lpに収められている曲目の半分はメキンコの作曲家の作品である。録音はすこ・

く良い。

Casseus, Frantz 

Frantz Casseusはハイチ生れのギタリスト で、 ハイチの民誦を得慈とする。ハイチはキ

ユーバのすぐ東にある黒人国で、住民の殆んどがアフリカ西海岸から来た黒人の f・孫、また

はその混血である。したがってこの国にはアフリカの音窄、宗教、風習が強く伝わっている。

彼も黒人である。彼は小さいとき自分で作った複雑な箱と弦で音楽を試みた。それから何

年もの間幾多の肉難を越えてリアル ・ギターの独学に真剣に取り紐んだ。そして彼の最初の

クランック ・ギター ・コ ンサートは、ハイチの首府ポウト ・オウ・ プランスで23オになった

1941に持たれた。1946年には米困へゆき、また南米へも旅行した。このとき彼の代表的作品

である「ハイチ組曲」をしばしば油奏したという o

「ハイチ線rtl;」はアフリカから来たハイチの リズムであるペトロとヤンバローを使用した

ものである。レコー ドは米国の FolkwaysFW 6822 (I日番号 FP822)に彼のギター ・ソ

ロで、ソルの前炎曲二長窯や自作の「ハイチ組曲」、それにハイチ民謡を自分で編咆した「子

芍唄」や「ロマンス」などを録音したものがあり 、また FoikwaysFW 6811（旧番号 FP

811)にはプエルト ・リコ生れのハイチ人 LolitaCuevesの歌うハイチ民謡の伴倭を技が

弾いている Lpがある。そしてこのどちらの Lpにも彼のギター ・ソロで、 ハイチのピア

ニスト兼作曲家の LudovieLamothe がビアノ曲として作曲した舞曲「ソポJが遥入っ て

いる。録音は両方とも優秀である。

Yupanqui, Athahua!pa 

いまさらユパンキを云々する必要はないが 、 1952年彼がパリヘゆき 、 センセイ• ツョンを巻

き起したアルゼンチン民謡の演奏会のと含のオランビア座における録音の Lp というのが

小生の手許にあるのでちょっとご紹介しておこう。 18cm 6曲の331ん回転盤で B.A.M. 

．盤の LD301がそれである。

パグアラ 、マラソポ、イソディオの牧師ウアフラ 、ねむれねむれネグリ ー ト、ピダ・ラの

6曲。そのうち「ねむれねむれ……」はカリプ民謡でメロデイに黒人の味がある。ュバンキ

としては珍らしいのではあるまいか。また「ウアフラ」はレーペルの表題と迎っているので

あるが、音は正しく「ウアフラ」である。録音はや .1.9悪い。・また演奏もアルゼンチン ・オデ

オンの 1枚目の Lp と比ぺると劣るようである。

以上は私が本年 5月18日京都でギター音楽同好会から依頼されて行ったレコードコンサー

トで話した内容を少し増やして記述したにすぎないので甚だまとまりのないものとなったが

一部でもど参考になれば幸いである。 （終）
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リュ ー ト奏者ボドルスキーと彼の録 音

Lutist M. Podolsky and his Lp 

藤 田 不

F. Fujita (Tokyo) 

ミツェル ・ポド）レスキー MichaelPodolskyは1928年にプリュッセルで生れた、ペルギ

ーのリ ュート 奏者である。現在べ）レギー音楽学協会の一貝で「ホル トゥス ・ムジクス」合奏

団の指導者とガンドの王立大学音楽学校の校長をしている。彼はリュ ー トとその文献につい

て徹底的な研究を行った。多 くの公立閉否舘でリュ ー ト音楽の楽譜の整理と密き直しに、多

くの時間を投した。彼はリ ュー トを実際に奏し、少いリュ ー ト奏老逹の間で、その第一位を

占めている。近年リュートに対する興味が増大しているのは、ミツェ）レ ・ポド）レスキーの学

者的な努力とリュ ー トの演奏技巧の後秀さに負 う所が多い。彼は リュート の上品な音色と 、

それのために＄かれた音楽を一般に了解さしているのである。

ポド）レスキーはぺ）レギーの音楽t丑会の一貝であって、プリュ ッセルでサフォード ・ケープ

の托淳している「プロ ・ムジカ ・アンティクワ」の演奏活動に協力している。彼は現在迄に

ペルギーの外、フランス、オランダ、 ドイツ、イギリス、イタリア 、デンマーク 、ノールウ

ェー、スウェーデン、スイス、カナダ、アメリカ合衆国 (1949年と53年）へ演奏旅行 し、独

奏会に出涼、べ）レギー、イギリスとフランスの放送局からリュート の歴史とその丘楽につい

て放送 している、彼は今日迄に次の録音を行っている。

(1) EMS Lp 

201 12. 3世紀の音楽 レオ==ヌス、ア）レフ ズンソ第10世、ペロティン、ニードハ

ルト 、ペルナルト 、モニオット及びアタムの作品

206 デュファイ の世俗的作品

213 ジョスカンの世俗的作品

219 フェルディナンドとイサペラ宮廷からのスペイン音楽（約1500年）

(2) HMV Lp（イギリス）

音楽史の録音に参加

(3) 音楽宝庫 Lp（フランス）

LDO 30アドリアン・ルロア王宮の歌帳（クリスティアヌ・ヴァン・ヴァ ッカーの独叫付）

(4) コン トレポアン Lp（フランス）

MC 20052 16、7世紀のリュ ー t用の主婆な作品（アメリカ版はベ リオド577)

MC 20058 18世紀のリュ ー ト三重奏曲（ヴィヴァルディ ・サン ・）レック ・ハイドンの

作品など） （ト リッソ ーネ、テルピーと共演） （アメリカ版はペリオド587)

(5) へ）レメス（イギリスのレコー ド）

ニコラス ・ ペル：：：•エルー•一「ディアーヌ」交声曲 、 ピエー）レ ・ アッタイニ ャ

ントーーリュートの歌、アロンソ ・ムダルラーースペイソの歌

（各 C・ヴァン ・ヴァ ッカーの独唱付）

註 ヘルメス ・レコードはバー ミンガムで作られているレ コー ドと云われるが、特殊頒布

のため録音されてるようみられる。

(6) 6ペリオド レコー ド(USA)

SPL 724 J. S.パッハのリュ ー｛ 用作品（組曲第 1番と第 2番） .~ 
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SPL 727 ジョン ・ドゥランドーー歌の第 1巻

註 これらの録音はアメリカ合衆国で行っわれたとみられる。 S・ケープの指揮した「プ

ロ・ムジカ ・アンテックワ」との共演。

(7) ドイツ ・グラモフォンの「音楽史版」

14018 中世の17舞曲（アダン作）

14019 マドリガルとカッチェン（デュファイ）

14032 ォーストリアのマルガレー トの小手帳、16の舞曲 (T・スサ ト作）

14042 12のパレッティ (G・ガストルドニ作）

14063 「聖母のミサ曲」（マン ョー作）十の世俗作品

ARC ダンスタプ）レ、オッゲゲームの作品 (C・ヴァン ・ヴァッカーの独唱つき）

ARC ~ロウヴェレスとト ロウバドールスーーオルガナ（同）

ポド）レスキーの出演した Lpは、現在の所輸入 Lp(EMSとペリオド）で入手する途し

かないが、 ドイツ ・グラモフォンの「音楽史版」へ録音された、アダン、デュファイやマン

ョーの作品は、日本グラモフォンが発表している。これら の録音はケ ープの指揮した「プ

ロ・ムジカ ・アンティクワ」との共油である。

8, g月新 発売日本盤 ギターLp

＊ ヴエガ 30MM-57 

ニコラス ・アロンゾーーギター名演集

A 組曲（ヴァン・デン・ホーフェ）

ジーグ （コレルリ）

粗曲イ長調（レオポルド ・ワイス）

＊ コロンピア ZL-75（ダイアモンド）

ゴンサレス—ギターリサイタ ）レ

A ロマンス（映両「禁じられた遊び」より）

（解説 ・小西誠一）

B 前奏曲（ヴィラ ・ロボス）

パジャンド（ロドリゴ）

タランテラ（テデスコ）

セヴィリア（アルベニス）

舞曲第10番（グラナドス）

（解説 ・小原安正）

二つのカタ ロニア民謡 B 二つのメヌエット （ラモー）

アメリカの野い（リヨベート ）

商人の娘

入江のざわめき（ア）レペニス）

ピート （フラメン コ） （アスピアス）

組曲二短調（ピゼー）

主顆と変奏曲（ヘンデル）

アストリアス（アルベニス）

＊エビック NLC-206 

レイ ・デ ・ラ・ト い一ークラ ッカ）レギター独奏集 （解説 ・高橋 功）

A ガラルダス ・パパナ 7- • B アメリアの誓、音楽師（ リベヨット）

フォリアス（サンス） 三つのメキンコの歌（ポンセ）

ソナタ作品15の 2（ソ）レ） フアンタンギリヨ •

モーツアルトの主題 アラーダ ・ダンサ（トルローパ）

による変奏曲（ソル） アラピア 奇 想 曲 （夕）レレガ）
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パ リ 楽界から 小西誠

(1 9 5 7 - 5 8年のツーズン）

今ツーズシ一番始めに演奏会を開いたの

はクリスチャ y • オ ーパンで 、 会場はエ コ

ール ・ノル -:t)レ・ド・ミュ iウックのホー

ル、曲目はパッハ、スカルラ ッテ ィ、ポン

セ、卜JVロバ、カステルヌオヴォーテデス

コ、ヴィラーロポスのエテュード7番。「彼

の演奏は地味で、彼が不必要と考えた然侑

やヴィ プラート を除き去った。諸曲は明晰

さと正確さを以て演奏されたがエモー i/ョ

ンがない訳ではない。

ヴィラーロポスのエテュ ー ド7番（フラ

ンス初演）で彼は当夜最大の喝采を博し

た。テンポの速いこの曲で彼はあらゆる点

から見て完全な演奏を・示した」と批評家は

いって居る。 (11月 4日）

・セゴヴィアがその次に11月18日にプレイ

エル楽堂（巫席 2,500)で演奏したが、彼

も、他のギタリストも余り奏かない曲がは

いって居るのは注目に価する。

・O ・キレツ ッティ記譜 16世紀の歌と舞 ・

曲数曲

L・ド・ナルヴァエス グアルダーム ・

ラス ・ヴ・アカ ス

．アレッサンドロ ・スカ、1レラッティ プレ

アムプロと ガヴォッ ト

ドメニコ ・スカルラッティ ソナタ

パッ ハ フーガ

カステルヌオヴ ォーテデスコ ソナタ 、

「ボッケリーニ礼讃」

ヴィラーロボス 3つのエテュー ド

タンスマン ソナタ、ピ‘ノトと舞曲

ロドゥリゴ ファンダンゴ

アルベニス 「朱色の塔」、セヴィ リア

. 12月 1日にはラモン 9 クエトがアカデミ

ー・ド・ギタールの演奏会として上記エコ
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ール ・ノルマルのホールで独奏会を開いた

が曲目不明。

暫く間を罰いて 2月 7日にナル ンソ ・イ ・

工ペ・スがガヴォ．一楽堂で独癸会を開いだ。

彼は近年セ ゴヴ ィア同探毎iiーズンバリで

リサイタルを開くが中々評判がい L。この

日の曲目は

ガリレイ ニ苫組曲

スカ）レラッティ 3つのソナタ

パッハ サラバン ドとドゥープ）レ、プ）レ

レーとドゥ ープル

ガスパル ・サソス スペイン組曲

ヴィラ ・ロポス •前奏曲、チョロス

カステルヌオヴォ ーテデスコ タランテ

ラ

デ ・ファリア 「ドゥピュッ iたの硲」

パカリッセ トッカータ

R ・ピポ ンャンソンとトッカータ

ベルーのイ ンカ舞曲

一批評家は「第一に彼が30オの男の立派

な体格を特って居るのに驚ざ 、次に才能を

持 って居るのに驚いた。但し少々音が小さ

い。けれどもギター演奏の恥峰に到逹する＇

事に期待が持てる jといった。彼はアン コ

ールにムッソルグスキーの 「展覧会の絵」

の抜幸を奏いたというが、これはギターの

レパートリ ーとしては珍らしいものであ

る。誰の編曲か知り度いものである。

2月14日にイダ ・プレスティとアレキサ

ン ドル ・ラゴヤがヴ ォー楽堂で演奏会を開

いた。この夫妻は昨年の夏3ヶ月間マレー・、

イン ドジナ、オーストラリアに演奏旅行し

た。折角東洋に来たから日本に来なかった

のは惜しい事だった。それからオランダに

行き 、ヒ｝レフェルズムで放送、ハーグで演

奏会を開いてバリに戻り R.C. A.に録音
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してから 1月10日にパリを出発してモロッ

コで20日演奏した。パリで演奏したのは

ド・カル、ラ ウフェンンュタイナー、 パッ

ハ、 力）レッリ 、カウフマソ、グラナドス、

デ ・ファリア、プレステイ 、ラゴヤの作品

であるが曲目は不明。

一批評家はプレスティの「母えの子守

唄」を「和声が復雑で、形成がよく展開さ

れ、 表情が感動的である」と貧讃 し、ラゴ

ヤも立派な作曲家で編曲者である と推買し

て居る。この夫妻は之は各独奏曲も奏いた

が最近はご．亜奏曲計りを奏いて居り 、二亜

奏えの編曲はラゴヤがやって居る。なおこ

の2人はナイロンの絃を使って居る。

2月17日にはアカデミ ー・ド・ ギター）レ

の演奏会としてジョ ー・ ゼマリア ・；／ェラ

が．てコー）レ ・ノルマルで独奏会を開いた。

ミラン、ナルヴァェス、ムダラ 、パッハ、

トルロバ、ヴイラロポス、ポンス、デ ・フ

ァリア、 トウリナの曲が奏かれた。

その翌日の18日にはジュリアン ・プリー

ムが、11ヴォー楽堂でギターとリュートの独

奏会を開いた。珍らしいイギ リス作曲家の

作品で曲目編成に特色を見ぜた。

ホ）レポーン バヴァ ーヌ

パッチェラー アルマン

作曲家不明 ファンタジアジ

ジョンソン カ）レメンの口笛

] • B ・ベセサール「テザウ）レス ・ハ）レ

モニクス」の為の 4つの小曲

ダウランド ラクリマエ、エリ ザベス女

王のガリアルダ、 ミニアルダ、エセ

ックス伯爵のガリアルダ、 「失われ

た望み」、 ファンタジア

バッノ、 前奏曲とフーグ、前奏曲、フー

グ、終曲

ソル モーツア）レトの主函による変奏曲

｝レッセル 円舞曲

アントニー・ ホJレポーン (16-17世紀）

ロパート ・ジョンソン (1569~1633)、 ジ

ョン ・ダウランド (1562~1626)がイギリ

スの＇)ュート作家（バッチェラー•もその頃
の人らしい）がイギリス人、ジャンパティ

スト ・ペサー）レ (16-17世紀）がフランス
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のリュート作曲家である。彼は練達したテ

クニックを持ちパッハのフーグを見事に奏

いたが、音性に強さが足りないと批評家は

云って居る。

同月28日と3月17日、18日に開かれた「レ

・マティノー」という演奏会に歌手、ヴァ

イオリン、ピアノ 、フリュート 、クラリネ

ット 、打楽器と一諸に ミルドレッド ・クラ

リーというリューティスト（イギリスの婦

人らしい）が出演して演奏会を開いて居

る。会場は第一回が戦前から iノャソソン歌

手として知られて居るアグネ ・キャプリの

家で、同じ曲目の第二、三回はプ レイエル

楽堂の中のドゥピュッツー小ホールで開か

れた。

リュー.,_矛虫奏曲

ピエール ・アッテーニアン ポワ ート

ゥー地方のプランル舞曲 2曲、パヴ

ァーヌ

J • B・ペサー）レ クーラント 、宮庭

の旋律、賜気なプラン）レ舞曲

ダウランド エリザペス女王のガ リア

ルダ

カッティング ガリアルダ、ケンプの

ジグ舞曲、 「青葉」

リュー•卜伴奏の歌

B ・ド・ネール夏来る

G ・ドこ・コワンジ一 私のヴィ エル

B ・ド・ヴァンタドゥール カン ・ヴ

ェイ ・ラ ・ラウヅェタ

ジャヌカン 最初に何を ？

シャストラン 私は死後外を望まない

ダウランド 私は求婚しようか、 レデ

ィーに肥る見事な細工物

パートレット 此所をさまよいながら

私の知って居る総ての為の中で

上記作曲家の中ピエーJレ・アッテーニャ

ンとジャヌカンは16世紀のフランスの作曲

家、ダウランドは同世紀のイギリス作曲家

であるが他の作曲家も同 じ頃の英、仏の作

曲家らしい。プリームの場合で分る様に、

英、仏のリュート曲演奏が復活の徴を見せ

て居るのは興味が深い。
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海外ニューズ

アメリカ：一

Mario Castelnuovo-Tedescoはこの度

ミラノの Scala座宅催の国際オペ ラ作曲

コンクールに TheMerchant of Venice 

（ペニスの商人ジェクスピア原作）三蒋を

応募、世界各国64人の応募者と競ってみこ雫

と第一位 PremioCampori受照で御満悦。

これは来年冬スカラ座で初油されることに

なってい、 Tedesco も初演に立会うのを

楽しみにしているとのこと。そして同じく

vェクスピアの All'sWell that ends 

Well を完成し、現在第コのソェクスピア

のオペラを作曲中で、そのためこのところ

ギター曲は殆ど作曲されていない。

たゞ例の作品 170番 GreetingCards 

の連作がつゞき Eugeneのために Haban

era形式の Preludioと Lullabyそれに

Song of the Azoresが近くフロレンスの

A-Forlivesiから出版された。

アルモニア別冊「マンドリン」に目を通

した Tedescoは中野二郎氏のマンドリン

楽譜過歴の中に出てくる GiuseppeBell-

enghiの息子 RenatoBellenghiが Fo―

rlivesi出版を創業したことを教えてくれ

た。

なお Boccl:eriniに搾げた Sonataが

Segoviaによって Deccaに録音されたし

これより先 LaurindoAlmeidaによって

TarantellaとLaGuardo Cuydadosaが

Capitolに録音されたし、それにベルリン

のSiegfriedBehrendが近く Romancero

Gitanoを録音することになったそうであ

る。

Tedeseo—Segov ia の世界が 、 Tedesco

ーL.Almeida, Tedesco—S. Behrendと

拡張され、8月日本ウエス トミンスターで

発売される Nicolasの Alfonso レパー ト
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リーにも Tedescoの Tarantellaが出て

い、 Tedescoのギター界に於ける位府が

いよいよ高まってきたのをうれしく思う。

3月5日サンフランンスコのオペラハウ

スで Segoviaは Rodrlほoの新作協奏曲

Fantasia para un Gentilhombre を

Enriqua Jorda 指揮で初演し絶閲を博し

た。これは GasparSanzの十七世紀の作

品をテーマにした五楽章から成るものであ

る。 Segoviaが半年以上アメリカに滞在

したのは異例のことで 5月ニューヨ ークの

リサイタルで Tedescoのギター協奏曲な

どを演奏して、ヨ ーロ ッパに渡った。

6月10日ー31日のフランスのエクスアン

プロパンスの音楽祭、6月2'.lE!-7月 3日

のスペインのグラナダ第 7回音楽舞踊祭に

出演した後、Segoviaはイタリアのンエナ

に於ける AccademiaChigianaの以期講

習に参加するわけである。

Olcott Bickfordの主宰するアメリカギ

ター協会の Diabelli百年忌記念演奏会が

去る 4月26日行われた。そのプログラムに

よると照会にあたり Olcott夫人が「Dia-

belliの生涯と作品」と姪する講演を行い、

ギター独奏、：：摺奏の外次のような室内楽

が演奏された。

作品68のギターとピアノのためのソナタ

(Bickford夫妻）

作品62、二つのテルツギターとギターの

ためのトリオ (Bickford夫妻と Dr.

Heroert Cray) 

フルート ・ピオラ ・ギターのための トリ

オ (StanleyWestとBickford夫妻）

イギリ ス ：一一

映画「生きていた男 Chasea Crooked 

Shadow」の背景音楽によって益々好評の

Julian Breamば6月7日三たびケンプリ

ッヂを訪ね、Bach, Sor, Albenizの外

Berkeleyのソナティナ、BrindleSmith 
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の「四つの断片」（初演）などを演奏した。

Breamが自因の作品を取上げ出した傾向

に喝采を送る。

6月5日のギター科の講師として Canf・

ord及期音楽研修会に臨んだ Breamはロ

イヤル ・フェスチパルホー）りに於けて交響

曲浙奏会に於て Tedesco.のギター協炎曲

を演奏して喝采を博した。

エジパラ音楽祭出渉が決定した Bream

は8月27日テノール PeterPears と共演

してリ ュートの歌の音楽を演奏する外、9

月11日にはリュー・・トとギターの独奏を行う

由。更に音楽マネージャ S.Hurokとの契

約が成って、北米の演奏旅行が実現するこ

とになった由。

いさ .1.か軽音楽に惰しているt格いはある

が、Dorita-Pepe夫妻はすでに何枚目か

の Ep盤を出しているが、最近の中南米も

のは大へん好評である。 Mariposa（蝶々 ）

Milonga, 0 Cangaceiru, Pajaro Campana 

の四曲の中最後の（鈴島）はロンドンのギ

ター音染祭でフアンをうならせたほどの好

浪だった曲。

オランダ： 一一

' キジアーナの Pietervan der Staakは

ギター、ヴィエラの外作曲家として最近目

立った活躍をしているが、今春、作曲家、

指揮者、評論家から成るグ）レ:--プの試演奏

で自作「BertusAafjesの詩による三つの

歌」を発表して好評。新進作曲家 Wolfgang

Wijdeveldの新作 「フ）レー トとギターの

ための組曲」を初演してこれも好評。 v,d. 

Staakのギターと LeonBendieuのフル

ートによる演奏であった。

尚ヒルバースムに於けるオランダギター

音楽祭では v. d. Staakの新作「二つの

ギターのための小品」が初演されることに

なった。

Mandogita誌は最近ギターの項をほと
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んど取上げていない。それに比してマンド

リンの記事満載、どうやらオランダはドイ

ツにつぐヨーロ ッパのマンドリン釦交困 と

いえるようである。

オーストリア：一一

今春 トルコに泌奏旅行に出た Segfried

Bebrendはその途次ウイーンで油奏会を

開いて絶讃した。 DiePresse紙は「ギタ

ーに転じてまだ数年にしかならないと いう

が、それが信じられないほど最ほの光輝を

身につけた梢然あふれる而もテクニ ックの

完成した芸術家 Behrendは今や世界の第

一線上に立っている」と害けば Wiener

Kurier紙は「ベルリンから来た S.Behr-

endは、ポリフォ・＝一の多様性と音色の多

彩性を、これ以上の可能性は考えられない．

までに発揮した。この輝やかしいまでの、

而も深い音楽性に恵まれた Behrendの指

は、ギターの六絃上を優雅に踊っている」

と述ぺ C Saiten誌は「Behrendにとっ

ては速すぎるテムポというものもなければ

難かしすぎるという楽句もない••…彼はま

ことにドイツギターの王様である」とおぎ ．

立て .1.いる。 Behrendの名声は今や旭日

の繁である。

Lnise Walker 夫人は 5月7日 Carl

August Vogt の拐揮するパード ・・ホンプ

ルグ交懇楽団と共に Rodrigoのアラソフ

エス協奏曲を演奏して喝采を博し、 6月9

日には Walker夫人教室の発表演奏会が

行われた。そして日時は未定だが、毎年ウ

イーン王宮で行われる夏期音楽祭に出演が

決定した。

Walker夫人は Giudo Santorsolaなど

新人の作品紹介に意を用いて来たが、今

春の演奏会には OttoJ. Zykan（ウイ ーン

ギター連盟会長 Otto Zykanの息子）の

小組曲を初演したり 、自作の変奏曲を発表

したり・‘i舌澄に動いている。:6 Saiten誌
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は、ウイーソ ギタ界には未だに Walker夫

人の右に出る者はいないど、きめつけてい

る。‘

イタリ ア：ー一

・イ タリアギター協会 ACI の作曲 コン ク

ールについては前号に紹介したが、 1位入

貫の JacquesBreguetの Suite(Omaggio 

al Liutisti Italiana)力； L'arte Chita-

rr-istica第 66号に添附された。 Brequet 

は本誌第25号の添附楽諮バッハ作メヌエ ッ

トの梃曲者である。この入選曲はさすが立．

旅な出来ばえでIntrada,Gagliarda, Aria 

con Variazioui, Pavana, Saltare11oの

五存から成るものである。

双エナの AccademiaChigianaの夏期

1/ッズ、ノは予定の通り AudresSegovia 

と EmilioPujolを講師として開講され

た。

アルゼンチン：＿ ．

Ricardo Munozの手紙によると去る 4

月プエノスアイレスでギター展が盛大に開

催された。主催は AGA (Asociacion 

Guitarristica Argentina)で、 スペイン

ポル．トガ．）レ、イタ リア、フランスなどが協

力した。 Torres,Garcia, Simplicio,など

の銘器の外、自国の Cherubito,Diaz, 

Runimas, Yacopiなどの特別出品があっ

たが、 就中 Tarregaが生前愛用した

Torresが珍只なもの として 聴集の注目を

浴びた。

・ドイ ツ：一 ・

別項杞載の通り Gitarrefreuqd誌を主

宰した FritzWalter.Wiedemann の死 ・

亡はドイツ斯界のため痛惜に堪えない。同

誌はこの とこ るSorのフランス古版楽譜を

次々と紹介してい、私達をよろこばせてい

た。作品 9の Mozart変奏曲な ども、現在

・33 

私達の手にしているのとは大押．ちがっ・てい

果して原作はどうだったのか、と探究心を

つのらされるのである。

Siegfried Behrendはこのところ第20

回旧際ギター音楽会祓の準備に忙殺されて

いる。最初のプラ ンでは楽器、楽絃展示会

など有りそうでもなかったので、この際開

'催したら己の会議の意義を一段と高めるの

ではないかと意見を述べたら 、開期中11月

5日から展示会を開くこ とになったから日

本側でも協力してほしい と申入れがあっ ．

た。小石川義行作品の Maruko（東 レ ナ

イロン絃）と加納実の新作「木霊」それに

中出阪萩、河野賢などの諸氏の協力が決定

している。日本製品の輸出の追が隅かれる

ようになればまことに［叫蔓というわけであ

る。

D¥GB (ドイツマソドリンギター速盟）

の会長 Liesegang氏から、 四年毎の連盟

音楽祭は来年 9月南ドイツで開催されるが

それに高橋と独奏者比留間絹チの参加を期

待する という来信があった。実はその音楽

祭が今秋かと思って 、国際音楽祭に出席す

・るのを利用して参加しようと思い、話しか

けたのだったが、筆者の誤紅で来年 9月だ ．

ったわけである。これが実現すれば、策者

は帰路を利用し、比留間さんと開催地で落

ち合って参加したいと思つている。

フィンランド：ー一

楽友 IvanPutilinの近信による と4月

16日音楽学校講堂で、門下 ArtoJuusela 

(18オ）、Taisto Wesslin (16オ）、Tua

Erikssen (15オ）の合I司リサイタルが行

われた。この会で ArtoJuusela は Te—

descoのギター協奏曲を IrmaRuuskanen 

のピアノ伴秦で演奏して好評を冊した。

Putilinと3人の門下生の写真が1司封して

あった。

(l45) 



国内ニユ ー ズ

4月4nの日比谷公会堂のリサイ タルを

皮切りに南は九州から北は遠く北海適の北

見まで約 25回のリサイタルを行って、わ

が国のギター愛好家に感激を与えた Jesus

Gonzalez Mohinoは 6月20日コロンピア

レコー ド吹込を買土産として 6月24日フラ

ンス船で油格帰国の途についた。途中イタ

リアで下船し、ツェナの夏期講習に参加す

る予定ときいた。

ミスが多すぎたとか、ポケットマイクを

使ったの使わないのと一部のギタリスト達

にさわがれながらも 、あれだけの聴衆を集

め、予想外の人気を得たのは、中日新聞と

いうジャーナリズムの恩恵が大きかったに

しても、とに角大したものであった。今だ

にゴンサレスに対する誌友の声が大いので

も、来朝の意義はあったと終めざるを得な

いし、その招致に尽力した小原安正氏の労

も報いられたといえる。

甥の安達右ーはこの度三井建設株式会社

広島支行勤窃となり 8月2日赴任した。甥

のことを仕めるのも気が引けるが、一方に

偏しない立楊をとり 、広い視野と深い理解

と、そして温い心でギター音交界に接触し、

音榮批評などで本誌々友にも知られていた

わけだが、下者の留守中の編集に力を注い

でもらうはずだっただけに、いさ .I.か力を

落した形。赴任に先立って小船幸次郎氏一

門、それに小原安正氏らのグ）レープが夫々

安達のために送別の宴を設けて下さった

由、誌上をかりて箪者がらも御礼を申添え

る。広島は遠いといっても国内の•こと、今

後共ペンを以て誌上で活躍してくれること

になっている。

小原安正氏の近信に よると 、「来年度のコ

(146) 

ンクールは関西の月村氏、名古歴の中野氏

とも一本にすぺきだとの御意見ですので、

地元の東京もこれをまとめたいと存じます

ので、一度皆ザにおあつまりいたゞき、気

軽るに雑談がてら良い方怯を見つけたいと

思います。過日のゴンサレスの歓迎会が四

社（ギタラ、ギター音楽、辰望、ア）レモニ

ア）の共催で成紐を上げ古したので、あの

例にならって四社（出来ればギターの友を

加えた五社）で座訣会を開きたい」とのこ

と。筑者もその主旨には賛成だが、渡欧の

雑平に追われて適当な時間がなかなか得ら

れず、前回代理をしてくれた安達右ーも東

京を賠れた後なので、今加出来なかった。

何とかして実現したいと思い、何としても

実現せねばならないとは思うが、小原氏も

渡欧が予定されているので今年度は見送り

となろうか。残念なことである。

わがギター界には色々不思接なことがあ

る。ギターに関する誌が三も四もあること

もその不思義な現象の一つと言えようか。

勿論ギタラは近年不振。ギターの友は祗型

を大きくしたが、内容は以前とあまり変っ

たとも息われない。最近7月号の主な内容は

ギター界の話迎（座談会）

ギターとその歴史（石山豊次訳）

和芦学を中心とした演奏の実習 （浜村迎

ー）

クランックギター製作法（ジャープ）

レコードに探る（玖島陥明）

記沼法の歴史 (.I:村晶子）

独学礼讃（森木寿恵春）。

ギター音楽はタイプ謄''j.版で、1頁位の小

文が多いが第10号の目次から拾ってみると

第 7回コンクール所感（鈴木巌）

フラメンコについて （斎藤勇）

想出のドラマ音楽（中林淳真）

新米ギタリストの天いたい出（宇田川禎

ー）
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ゴンサレスの帰国後に懐う（丙山梓）

岐阜マンドリン協会発行のフレッ日は第 2

号をゴンサレス特集号とし、主箪伊東尚生

氏の外、荘村正人、武山勇氏らの所感の外

次の ような記事が出ている。

マン ドリン講座（首藤徳三）

ギ、マ界に対する提案（伊束尚生）

十字屋ギター展を見て（荘村正人）

スペインギター物語 (A.P. Sharpe) 

その他・・・・・・

誌の在り方についても本誌は じめ夫々反省

自粛の必要がありそうである。

5月、6月、7月の演奏会プログラムは

策者の手元にあまり多く集っていないが、

依然として門下生、グループの集合演奏が

多く 、リサイタルは殆んとなかった。

5月28日山内ギター音楽同好会は大阪北

市民舘ホールに於て山内広志追悼演奏会を

開催した。出演者は岡栄蔵、箭原幹雄、南

田康好、中川信隆、田中昭治、田中克世、

吉田亮雄、壱束修三、山口弘子、渡辺光枝、

大森守雄、柳原利一、中村昭三、田辺義昭、

飯塚亨、右藤寿和らの諸氏。

固じく 5月28日縄田マンドリンギター研

究所の第 3回ギター独奏会が大阪ガスピル’

ホールで開催された。出演者は田渕千昭、

西原正、吉田藤三、平本明朗、小山一彦、

大島正己、高橋武、大成彰、高田次男、外

由隆、前田澄夫、辻本左門、木村史郎、足

立典夫

6月28日月村嘉孝ギターグルー・プの第 2

回演奏会が大阪饗察クラプで開催された。

出演者は浮田隆吉、消水学一、川瀬喬、大

城忠、藤井貞義、梅宮英文、石川徹、三宅

敏子、吉本清、茂山政二郎、稲生忠夫、森

山政幸

7月5日竜ケ崎小学校講堂に於て中林淳
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真のギターリサイタルが行われ半田宏、大

賀浩子、横田ともお、斎藤勇が賛助出演し

た。中林の独奏曲目は

カーノ作 アンダンティ ーノ

ソル作 ワルツ、ガロップ、月光、ミヌ

エット

タルレガ作 アルハンプラの思出、 涙、

アデリ ータ、タンゴ

自作 ロマンサと遠いギター

アルベニス作 マラゲニア

ゴメス作 グラナダ・アラペ、ソレアレス

京都ギター音楽同好会の 7月例会は十字屋

ホールに Dr.Albarezを迎え、スライドに

よるスペインの風物を見せていたゞき 、つ

いで谷口吉弘のフラメンコが紹介された。

曲円は

ペテネラス、フォリア ・カナリヤス、ダ

ンサ ・モーラ、 ソレアレス、ファルカ、

アルハンプラの思出

8月 2日水戸天恩ピルホールにおいて中

林淳頁ギター リサイタル9月他、前掲竜ケ崎

に於ける演奏曲目の外に次のものが演奏さ

れた。

シ／ョパン作別れの曲

パダチェスカ作 乙女の祈

プラームス作 ワルツ

リンゼイ作 雨だれ

12月14日は武井守成氏の十周忌に当って

いるので OST（オルケストラ ・ンンフォニ

カ ・タケヰー一武井楽団）でけ．、弐井氏の

全集刊行と武井氏作品レコー ドアルパム

（コロンピア Lp)の発舟などの茫念事業が

計画されている。記念演奏会は命日を期 し

て第一生命ホールで GaetanoComelli指

揮の下に行われることになり 、大いに期待

されている。（次号に詳細発表）

本誌5周年記念事業の一つとして行った

作曲コンクールは 6月末日を以て打切り 7

曲の応寡作品を得た。目下審査中で次号発

表の予定。
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誌友の声

今 井 実（岩手県田老町）

本誌 5• 6月号とどきました。 LP特集

は期待にたがわず充実したもので、 これ

と、今までに載ったものを合せると 、ギタ

ーの LPは言い尽された感があります。払

は石巻市に育ったので先生の名はアルモニ

ア復刊前から先輩｀友人を通して知ってい

ました。東北放送のムッカ ・デ・ ギタラの

時間、飼と咆しかったでしよう。仙台マン

ドリンクラプの活奏会で指揮されるのを度

々見ました。帝都を遠くはなれた東北の一

寒村でつ .1,ましく拗いて居られる先生を私

は長く尊敬していました。先生の著作は日

々見ています。旧くは大河原 氏との共編

,「マンドリン、ギター曲集（春秋社）」 の

解説、近くは「；ノュワイツエルと動物」 I志
笠潔」など先生のヒュマニテを通してンュ

ワィツエルを瞥見できるような気がしま

す。ツュワィツエルは人生の鏡です。 ……

首藤徳三（岐阜市）

立派な肉体を作るには、各種の栄芥を摂

らねばならないのに、心の糧として文化に

接する態度は随分かたよってはいないだろ

うか；音楽愛好者も、演劇愛好者も、日＜

「クランックー辺倒jIジャズー辺倒」「カ

プキー辺倒」 ……。過日、ゴンサレスギタ

:....演奏会が当市公会堂で催された。会場ば

満貝とは言えなかったが、あの名演奏をも

っと 多くの人たちとともに接したかった。

当夜は会埠のセコンドの音が邪屎になると ・

いうので主催者が時計を止めたほどの静し

ゆくさであり 、聴衆と油奏者との間には暖

かし；心の交流が感ぜられ、-曲毎に熱い拍

手を送った当地初めての充実したリサイタ

ルであった。私はこの機にすぺての芸術を

愛する人たちに幅の広い文化の摂取をしで

ほしいと思った こと であった。
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斎藤 勇（東京都）

…… ゴンサレスのギター IgnacioFleta 

を弾かせてもらいましたが、張りが弱く 、

強く弾いてもすぐピリますが、発音は速

く、弱く弾いてもすぐに丸い音が低音から

高音までむらなく出ます。ネックもおさえ

易く 、全体に国産ギターより も柔らかく明

るい感じです。ポリュームもあり、左指で

弱くおさえても音が出るし、無理して馬鹿

力を入れる必要がありません。右指も爪が

へる程強く弾く必要がないのです。スペイ

ンのい ．ヽ楽器は、肉体にあまり負担をかけ

ずに弾けるように出来ているように感じま

した。国産のギターでは 6~9時間も弾く

と疲れてギターがいやになることがありま

すが、ゴンサレスのギターなら12時間位弾

けそうです。よい梨岱とよい教師とよい環

＇ 境に恵まれ若いうちから努力すれば日本人

でも相当のギタリストになれ吃しよう。

荘 村 正人（岐阜市）

本誌 3• 4月号に伊藤尚生先生がコンク

ールを全国的に統一したらどうかと書いて

おられますが、まことに時宜にかなった提

案で、是非今秋か来春を目途に全国統一コ

ンクールがなされることをギター界のため

に心から祈っています。それには何と由．し ．

ましても人格高いいわゆる長老の方々（御

尊堂とか、名古屋の中野さん、岐阜の伊藤

さん、東京の祁橋三男さん、平山さん、大

阪の月村さん、九州の岩橋さんなど）一度

是非一幽に会して発起していたゞけるとい

.I.と思います0 今度のゴンサレスの場合を

みると日本にも随分ギター愛好家がふえた

ことが推察されます。前記コンクールで全

国が統一されり屯、その力で次々と外国演

奏家を招くことも困難ではないでしよう。

ー大述盟の成立を切望する次第でオ。
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編集後記i
．w．秋に入っても日中はなかなか暑さがきびしく 、皆様如何おすご しです

か、残培お見舞IlI上げます。水不足を訴えていたら 、夏に入って合風、水‘¥とつゞき、自然

の暴力には抗しがたいとはいえ、何とかもつと未然に人市を尽くせないものかと考えたり し

ます。

本号はまるで裔稿個人雑誌の；磯をうけそうです。しかし多くの方々から私にいたゞいたお

祝や励ましの御言熊の中には、ギター音楽への有難い発言や、ギター界の在り方に対する謡

見や、将来への希望など、本質的なことが取上げられていて、熟読すれば得るところ甚大で

あるはずです。

私達の渡欧もあますところ一ゥヶ月 とな り、何かと気迂わしいことです。本号校正巾に s.
Behrendから手糾で、会謙の初日にアテネの音尭学校教授 Prof.Ekmetzoglu と私にギタ

ーニ亜奏をやるようにと楽諾を送ってき主した。私が希望した楽器、楽弦、楽譜の展示会も

11月 5日から大々的に開他されることに決定し、おかげで世界最初最大のギター音楽会限に

なれそうゼと 、占添えてありました。わが困から中出、加納、河野氏らの楽器と小石川義行

（四日市）氏製品 Maruko弦を出品し、 日本製品の海外進出の道を拓けるように努力しま

す。プログラムも梨禅版を作ると主催者は申しています。問迎は私の演奏です。プロフエッ

｀ンョナルに取扱はれることは有難迷惑ですが、考えよ うによっては最，：団の芸術にプロもノン

プロもあるわけはない、たゞミューズの神に仕える精神が大'j!:なのだ、とそんなことを 1・1分

に言いきかせて、励んでいるわけです。

小船幸次郎氏を編集顧問に迎えまして、本誌のスタッフもいよいよ充実してきました。こ

れで私の不在間も立派につゞけてゆける見通しがつき、安心して出かけることが出来ます。

安達が広島へ転勤しましたので、その後東京方：何のことは京本補矩氏にお穎いすることにな

りました。何にしても誌友各位の御支持と御吉援がないことには何ともなりません。とくに

国内ニュース欄を拡大したいと思っていますので、細大もらさずニュースをお寄せ下さるよ

うお待ちします。

次けで作曲コンクールの成紐を発表し生す。10月20日頃I」1発となりますが、それまでに次

妙をおとどけしたい心組みでい主す。

（高橋）
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