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巻 頭 言

モントヤとセゴヴィアーーフラメンコとクラ

ンックの1工匠が相次いで訪れる。今年は日本の

ギタリストにと って生涯の最良の年といえるか

も知れない。盆と正月が一緒に来たという諺の

通りである。私ははるかアフリカに在ってただ

ただ羨ましく思うばかりである。それにつけて

も、中日 、朝日両新聞の企画に敬慈を表し、尽

力に感謝を捧げる。

セゴヴィアにとって今年は音楽生活50年とい

う記念の年である。アメリカでは記念の Lpァ

ルバムが発売されたし 、挨拶文を附しサインを

して筆者にも贈られた。別にツュワィツェル博

士にセゴヴィアからパッハの Lpが贈られジャ

ケットに挨拶が杏いてある。又テデスコは博士

のためにオルガ ン111.1を献呈した。アフリカに在

って私はこ んな風に翡い梢のかけわたしをして

いる。 (3月27日 1品梢）
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セ ゴ ヴ ィア に 就 い て 小 西誠 一
S. Konishi 

昭和 4年にセゴウィアが日本に来た時私は彼の経歴や成長を調ぺて雑誌「マンドリン ・ギ

ター研究」に書いた事がある。その後彼の活動のニュースを度々同誌に書きもし、他の雑誌

（日本並びに外国の）で読んでも居るが別にま とまった研究も して居ないので中身のあるも

のが書ける程系統的な知識を持って居ない。

然し30年振りに彼がやって来る事になった今は、やはり何か書かねばならないとすると他

に何か書けるとも思えないので古くさくはあるが30年前に書いたものを書き直して貢をふさ

ぐより他はない。尤もその内容は私の目に入った他の本や雑誌の内容と余り重複して居ない'

様だから何かの御参考になる と思う。 • 

彼の生年月日は諸説がある。 1896年 2月28日 (Qiemannの音楽辞典、RenllKister社出

版のく大演奏家＞叢否中の AndrisSegovia) 1894年2月10日（平凡社の音楽書典） 1890年

2月29日 (PhilipBoneの NeGuitar and Mandolin),.Josef Zuthは単に1894年と書い

て居る。 どれが正しいかは明かでない。

彼の生地はスペイン、・アンダルンア地方のハエ ンである。ア ンダルツア地方は同国の南部

に位置して地中海に沿って居るc アンダJ四／アを県とすれば、郡に当る コルドヴァ 、ハエン、．

ウェルヴァ 、セヴィリア（或はセヴィヤ）、グラナダ、アルメリア、 マラガ、 カディスの 8

つの地区から成って居る。そしてこれ等小地区の名はその主都の名をそのまま取って附けた

，もので、彼はハエン地区のハエンで生れた訳である。

彼の家は彼が幼い時ハエンの南、地中海との間にあるグラナダに移って、ここを第二の故

郷としたらしい。セゴヴィアが常に「グラナダの人、セゴヴィア」と呼ばれているのはその

為だろう。

彼の小学校時代はここで始められた。然し彼が14オで小学佼を終る前に一家は更にコルド

ヴアに移っていた。彼がギター演奏に引附けられて、 それを勉強し始めたのはコルドヴァに

於ての事の様である。

「14オの時私は民謡唱いが自分でギターで独奏するのを聴き ました。私は実に驚く可き表

現手段をそれが齋し得る事を知りました。そこで私は自分で迪強を始めたのです」と彼はい

っている。

勉強といってもそれは独学だった。 コルドヴァにはギターを教える人もいなければ、教則

本も手に入らなかった。彼はやっとタルレガの「スペイン小夜曲」の楽譜を見つけた。然し

始めの中彼に取って最初の楽譜を如何いう風に奏いていいのか分らなかった。「彼はそれを

家に持ち帰って記号と符牒を読み解く事から始めた。それは難しい骨折りだった。連続する

符牒の集まり 、それ等は何を意味したろう。 この符牒は 1から 6迄の数を示した。そしてギ

ターには6本の弦が有った。それ故この符牒は6本の絃を示したのである。個々の音符の下の

数字は 1から 4迄あった。そして左手は 4本の指丈を必要とした。そこでこの数字の謎は解

けた。こ うして彼は次第に全曲を手探りで奏き、耳を通して旋律とリズムを拾い上げた。極

度に難しいこの手始めは然し多くの利益を与えた。彼は間もなくギターが貴い楽器である

事、人がそれによってあらゆるものを奏し得る事、それは般も熱心な勉強を要する事を理解

した。こうして彼の精進が始まった。教授書と練習曲がない為彼は自ら練習曲を書き、あら
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ゆる可能なこつを探求し、 彼の進行を襲った障害を観察してそれを取除こうとした」（ピュ

ーク）

始め この様なプリミテイヴな方法で困難な勉強を続けて居た彼はもう 1つの大きな困難に

出喰わした。それは両親や友人の反対だった。 その頃ギターをクランック音楽の為の楽器で

あると考えた人は極めて少かった。世間一般には寄席やカ ーフェーで奏される楽器、ジプン

ーの奏く楽器、町の若い衆が集って騒いだり 、セレナー ド（好きな女の窓の下で奏する）す

る時の楽器としか考えて居なかった。こういう楽器に心を打ち込んだ彼に対しては当然一家

からも友人からも強い反対が起った。彼は家を出て間借りをして勉強に没頭した。彼は後

にいった。「 4年間家族と友人から見離され、軽蔑されて修道僧の様に孤独で、休む事のな

い熱心さで精進したればこそ、漸く今、目的に到達し、まだ未来の節害は取り去られないと

いっても 、私の仕事を公衆の前に示す事が出来たのであると思う」可なり進歩した頃役はグ

ラヂダに半身不随の 1人のギタリストの居る事を聞きこんで、このギタリストを探し出し、

ギターとその研究資料に就いて引・出し得る限りの事を質問した。このギタリストは左手が利

かなかったから実際に奏いて見せる事は出来なかった。然し練習曲について知識を与え、テ

クニックについても若千の説明を与えた。セゴウィアはこうして知った、あらゆる材料を集め

た。そしてこの唯一の指苺者の助言とアグアドの教則本、ソル、タルレガその他の人々の作

品の助けによってたゆまずに勉強を続けた （ピュ ークによる）。

4年間の不断の勉強の後漸く自信を得た彼はグラ ナダで最初の演奏会を開いた。それは完

全な成功だった。次いで彼はマドリッドのアテネウム（学芸クラプ）の会貝である友人の後

援で同クラプで独奏会を開いた。この演奏会の開催に対して反対や軽蔑を表明した人々があ

った。彼等は未だギターを県民の楽器と考えて居たからである。「私は幸運でした。第 1回

の演奏会は小革命を引起しました。特に音楽家逹は最大の照を表しました。人々はギターが

芸術的見地から真面目に取扱う可き楽器である事を確認しま した。 4年間私から離れていた

家族と友人達は私と和解しました。 多くのスペイ ンの区市が演奏会を開く様私を招待しまし

た。これが私の最初の成功でした」と彼は語った。

ここで問題になるのは1896年を彼の生年とする説である。一番新しい出版 (1955)の上記

ルネ ・キステル社のセゴウィ ア写真集に、彼がグラナダで最初の演奏会を開いたのは1906で

あると記されて居る。所がセゴウィア自身は14オでギターを始め 4年の勉強の後に演奏会を

開いたといった所から見ればこの年彼は18オであった事になる。然しその写真集とRiemarm

は彼は1896年生れとして居るから 1909には彼は 13才だった訳である。従って若し演奏会190~

年説が正しいとすれば彼の生年は1891年という事になり 、始めに記した 3つの説は全部誤り

で、PhilipBoneの1890説が一番本当に近い事になる。但し1909が間違いであれば話は別で

ある。

何れにしてもマドリッドの第 1回演奏会の成功は彼に対して輝かしい道を開いた。彼はそ

の頃に当時マドリッドの最高階級の人々の集まる リッツホテルで演奏会を開き 、マドリッド

学芸界の人々の間に交友を得た。同国最古の貴族であるピヴォーナ公爵は彼を費族社会に紹

介し、 やがて彼はスペイン皇后ヴィクトリア女王の御前で演奏の光栄をになった。封建的空

気がまだ可なり濃厚に残っ て居たスペイ ンでは、御前演奏は彼の未来の名声に大きなプラス

となるものだった。

彼はスペイン各地で演奏したのみならず外国への進出が始められた。 1922年南米への演奏
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旅行は大成功を博し、プェノス ・アイレスでは 2カ月半の間に18回の演奏会を開いた。

翌年彼は西印度と中央アメリカを訪問しそこでも大欲迎を受けた。メキッコ市では市長や

文部大臣が彼の為に演奏会を開いて一般市民や学生に聴かせ、南メキ i/コのオリサパでは知

事が演奏会の後援者となって同地の全学生を招待した。

1924年彼は西欧に始めて現われた。その 2月スペイ ン質族の紹介でパリに行き 、同市の貴

族のサロンに何回となく迎えられた末 4月にパリ音楽院のホールで同地楽界でデビューした

のを皮切りとして何回もの演奏会を開いた。それ等の演奏会は楽界に大きな反怨を引起し

た。ギターに就いて無知だったり 、無OO心だったりした多くの音楽家はこの楽器の持った大

きな表現力と音楽的価1直を知った。そして彼の為に献曲する作曲家が相次いで現われた。

Alban Rousselは1925に Legivia（曲名）を彼の為に因いた。これは）レッセルの唯一つの

ギタ ー曲でセゴヴィアは前回の米朝の時演奏した。 GustaveLamazeihleが Ltlreuade を

Tansmanが Mazurkaを、その他 GeorgerMigot, Raymond Petitも彼の為に作曲した。

その 5月に彼はドイツに行き、ミューソヘン、ツュトウットガルトを始め多くの都市で演

奏し 、 ドイツ人が今迄知らなかった様なギターの美を理解させた。その秋にもドイツとオー

ストリーを 3カ月間旅行してウイーン、ザ）レップ）レグ、ミューンヘン、ライプチッヒ 、ワイ

マー）レその他で演奏した。

それ以来彼の活動は広まる一方で1926-27年のンーズンにはフランス、 ドイツ、スイス、

デンマーク、スウェーデン、ノルウェ ー、イギリス、イ タリア、オランダ、ベルギー、ロツ

ア等11ヵ＇国で82回演奏した。 1928年には始めてアメリカを訪問 6週間に26回（内ニューヨー

クで15回）演奏会を開いた。そしてその翌年日本を訪問したのだった。それ以後も彼の演奏

旅行は（戦争中を除いて）休む'Fなく毎年行われ、世界の多くの国に足榜と 、ギター音楽の

其の生命えの認識を残して来た。

X ． X X 

彼の演奏が最大の特色ともいう可きものは独学が根本になり 、基礎になって居る屯であ

る。彼は演奏法、演奏技術のあらゆる点を自分で考え、試み、錬り上げ、磨き上げた。例え

ば彼の爪弾きに就いてピュ ークはギタルレ ・フロインド誌の中で「セゴヴィアはギターを始

めた頃から本能的に爪で奏いた。最初の試みの時に直ぐに彼は爪が自分のプレクトラムとし

て、音調を明かにし、且つ音を出す能力の大きい事を知った。それ故この奏法を採る事に決

定した」とむいて居る。彼の音四が特別のもの、独特の音色や豊かさを持つのも独自の研究

の結果だろう。

彼が普通の若くは一般的曲より寧ろ編曲をレパートリーとしているiltもその結果であるか

も知れない。「私は 16、17世紀の古代曲の中からギターに適するあらゆる曲を探し出しまし

た。そして Milan,Valderravanoがスペイ ソの古代 Liutoともいう IIIき Vihueraの為に

いた曲を編曲しました。次に19世紀の最も優れたギター作曲家 FerdinandSorに没頭し

ました。そして最後にパッハを研究して彼のリュ ート の為の作曲を編曲しました。払の努力

が成功を齋した事を確信する事の出来たのは幸福でありました。ギターはリュートよりも無

限に俊れた楽器だからです」と彼はいう。実際彼はミラ ンから Albeniz,Turina, Granados 

に至る曲を含んで 120曲以上の古代 ・近代の曲を編曲して居る。それは独特の研究によって

得られた音性とテクニックを生かす為にそれに相応しい曲を選んで編曲したという事になる

だろう。 ． （5頁につづく）
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セゴヴィアの芸術 小 船幸次郎

K. Kofune 

セゴヴィアの来朝が遂に実現した。他力本願だが本当に嬉しい。日本のギター界には二度

とは来ない機会である。セゴヴ．ィアの存在は20世紀の奇蹟の一つだと言ってよい。ギターと

言う小さな楽器が、セゴヴィアの芸術の様に大きく 、深く語られるとは19世紀の誰も想像で

きなかったことである。 20世紀にそれが完成し遂げられたから と言っ て、 21世紀にもそれが

出来るとは限らない。それ程セゴヴィアの演奏は先人未踏で：得難く 、羽いのである。

楽器の能力について少し考えてみよう。ピアノと言う楽器の最大なる特徴は力である。カ

の最大なる表現楽器は管絃楽であって 、ピアノはこれに次いでいる。明暗も音楽では力の一

部かも知れないけれど、音楽の明暗を最もはっきり表現出来るのも管絃楽であって、独奏楽

器ではやはりビアノである。 ローマン派以後の音楽の最大なる特徴は音楽に力と明暗の表現

が生れたことである。従ってベートヴェン以後の音楽は管絃楽とピアノが表現の中心になっ

た。現在もそうである。クラヴィ ・チェンパロやクラヴィコ ードはピアノと同じ様な鎚盤楽

器ではあるが、力と明暗の表現が出来ないからロ ーマン派以後の音楽では使用されなくなっ

てしまった。クラヴィ ・チェンパロやクラヴィ コー ドばかりでなく 、力と明暗の表現力の弱．．． 
い楽器は皆んなすたれていった。ギター等は音自体が弱いから 、力と 明暗の表現には最も不

適応な楽器と考えられて殆んどかえりみられなくなったと言っ てよい。 このように近代の音

楽表現には最も不適当 と思われるギターと言う楽器を以て、美事に近代音楽の力と明暗とを

表現したものがセゴヴィアである。勿論セゴヴィアの演奏が特に音位が大きい訳ではない。

又セゴヴィアが使用し ている楽屈が特に大きい音が出る訳でない。音伍の小さい普通のギ タ

ーであの力と迫力、明暗と色彩感とを出して、ギターで立派に力と明暗の近代音楽を表現し

得ることを証明したのである。これは確かに奇敗である。

ピアノの音楽の様に、多くの名人によってその演奏上の可能性が開拓され、それが次々と受

継がれている ところに出る名人と迎い、ギターの様に未開拓で、ピアノ の伝統より低い所で

伝統が縫続していた様なところに、突然ビアノの世界と同格な音楽を開拓したのがセゴヴ

ィアであるから、セゴヴィアは唯演奏が上手だと言うだけの名人ではないのである。引き合

いに出しては悪いけれど、例へばコルトーがあれ程讃えられたビア ノの名人でも 、コル トー

のために捧げられた作品でピアノ音楽に新分野が開けたと言う話しは聞いたことがない。昔

はあった。ンョパン 、リスト、ベート ヴェンなどは自分が作曲家ではあるが、自分の為に書

いた作品でピアノ音楽に新しい分野を開いていった。 19世紀に行われたこれらの奇蹟を、20

世紀はピアノならぬギターでそれがセゴヴィアによって行われた。セゴヴィアの演奏に魅せ

られた一流の作曲家が彼の為めに作品を魯き 、それがギターの、そして音楽の新たなる分野

の開拓となった。

セゴヴィアの演奏で聴くギターの音は、所謂我々の概念にあるギターの音ではない。ギタ

ーを超えてそこ新しく生み出された音である。そこには音楽があって ギターが無い。この境

地に達することの出来た演奏家は長い歴史の中に数人を数えるのみであろう。想像出来る範

囲ではヴァイオリンのバガニーニ、そしてピアノのリス ト．。 セゴヴィアが作り上げた音の美

しさはヴァイオリンの持つ表情力に迫るものがあると考えられる。ギターは弾く楽器だか

ら、絃楽器としてはヴァイオリンよりもピアノに近い。しかしポルタメントやレガート 、ス
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タッカート 、ピッツィカ ート 等の可能性から見るとヴァイオリンに近い。セゴヴィアはこの

ギターの持つ特性を美事に生かし切った。ヴァイオリンは歌える楽器であるが、ピアノは全

く歌えない楽器である。単なるレガート 一つにしても 、ピアノのレガートはヴ ァオイリ嶋ンに

比べるとスタッカッー トと余り変らないまずいレガートしか出来ない。ところがギターはヴ

ァイオリンに近く変化の多いレガートを表現することが出来る。つまりギターは歌へる楽器

である。しかも自分で伴奏が入れられる。この点ではヴァイオリンは不具者である。歌は飛

び切り上手だが伴奏者が入る。若しギターがヴァイオリンに迫る程上手に歌が歌えれば、自

分で伴奏が出来る点で、ヴァイオリンに優る分野が開かれる筈だ。セゴヴ ィアはこれを美事

に我々の前に証明した。ヴァイオリンが現代における最も表現力に富む旋律楽器であるが、

セゴヴィアはそのヴァイオリンに迫る旋律の表現力がギターにあることを我々に立証したR

である。

更に驚くべきことはセゴヴィアの演奏に見る色彩感である。二三十年も前にセゴヴィアの

演奏を小さい管絃楽を聴く様だと評した外国の文章を読んだことがある。近代音楽の特長の

一つは色彩感が音楽の大きな部分を占めていることである。これは管絃楽（管絃楽によって

もたらされた）音楽の新しい魅力である。ヴァイオリンはビッツィカート 、コル・レニョ、

スル ・ポンチチェ ロ、ハーモニ ックス、弓の上、中、下の使用等によって、他の楽器の到底

及ばぬ音色の変化、つまり色彩の変化を表わすことが出来る。ビアノは左右のペダルの使用

で僅かに色彩感を与えることが出来る程度である。ところがセゴヴィアのギターは右手の爪

と肉の使用、右手弾絃個所の上下等に依って音色の驚くぺき変化をもたらしている。ヴァイ

オリンはいくら音色を変えても旋律だけなので、それ自身小管絃となることは出来ないが、

ギターは音色の巧みな転換によって全く管絃楽ならでは出来ない音色の変化の面白さを表現

出来ることを、セゴヴィアは彼の演楽を通してはっきりと我々に示している。言葉を変えれ

ば、セゴヴィアのギター演奏は、現代の誰のピアノ演奏よりもヴァイオリン演奏よりも色彩

感に富むものであり 、更に言葉を変えれば、，誰のどの演奏よりも立体感に溢れた演奏だと言

うことが出来るのである。

以上の如く、小さなギタ ーに管絃楽、ピアノ 、及びヴァイオリンが持っている色彩と力と

明暗と豊かな表情とを与えたセゴヴィアの芸術は、丁度精密に感光された小さな写真影像を

見る様に精巧で繊細で、緻密な注意力を要求する芸術である。決してレコードで聴く様な大

きな音を期待してはいけない。精密に感光されたフィルムが何百倍の大きさに拡大されても

ピントが殴けずに緊迫感が薄れないのと同様に、セゴヴィアの精密な演奏は何倍の大きさに

拡大されても明暗の度の均斉に狂いは生じないのである。レコード会社はこの点を巧みに生

かして、拡大された音蘇と音質とを以て独特な美しさを溢えたセゴヴィアのレコード を作り

上げた。我々はこのレコードを通してセゴヴィアを評価していると思う。実演に於けるセゴ

ヴィアのむしろ繊細な、しかも哀華な音楽を正しく、漏らさず聴かねばならないと思う。正

に世紀の巨匠を迎えんとして我がギター界は喜びに緊張している，セゴヴィアの来朝で我国

のギター界が大きく成長する様希望する。

(3頁よりつづく）

•こうして得られた彼独特のギター演奏の美と音楽的価値はギター作曲家以外の作曲に霊感

を与えて 、ギターの為に作曲させた事も亦ギタ リストとしての彼の独特の存在を明かにする

所以である。正規の教育を受けた音楽家はその教育の為に制約を受ける事が少くない。

それに反しセゴヴィアは始めから他律的な制約を受ける事なく 、自由であり 、自律的だっ

た。それ故に、彼は彼の演奏は独特であり 、ユニ ックあり得たと考えてもいいだろう。
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近く国産されるセゴヴィアの記念レ コード

藷 田 不

F. Fujita 

大阪で開催される今年の音楽祭に、スペインの名ギタリス トであるア‘ノドレ ・セゴヴィア

が来演するように決ったと伝えられる。彼の来日はこれで 2回目であるが、テイチク ・レコ

ー ド会社はセゴヴィアの来日記念として、彼の楽壇生活50年 と祝して録音された、3枚の Lp

をこの 4月から 5月にかけて発売する準備をしている。これらの Lpに組合された作品の中

には、セゴヴ ィアが始めて録音したものも含まれていて、 最終面に彼のメッセージが加えら

れている 、記録的な価値を持つものである。単独の演奏家の Lpを一つの集成として発売す

るのは、テイ チク ・レコ ー ドと して創立以来の出来事であり 、特に栞栢なアルバムに入れる

よう企画されている。定価は現在の所、未決定である。

次にこの記念録音の内容を附記しよう。番号は日本版のものである。
JDL-8002 (MG 6392) 

1. 前奏曲 とアレグロ（デ ・ム）レチア）

3. 同 第9番イ短調（ ソル）

4. ポッケリ ーニを惣える奏嗚曲（カステルヌオヴォ ・テデスコ）
5. ファンダンゴ（ロドリ ーゴ）

（注 カステルヌオヴォ ・テデスコの作品は、四楽章で否かれている。）
同 (MG 6393) 

1. パッサカリア（ロンカ ルリ）
3. 錬習曲第20番ハ長調（ソル）

5. スペイソ舞曲第10番 卜調（グラナ ドス）
JDL-8003 (MG 6394) 

1. liiJ奏曲（ヴァイス作ポ ンセ編曲） 2. 個性的曲築（ トローパ）

3. アンターニョ（エスプラ） 4. アレグロ イ長調（ポソセ）

（註．ヴァイスの作品はギターとハープンコード用のもので、この録音ではラフ ァエル

・プヤーナと共演した。 トローパの作品は「序奏」、「オ リヴェラス」、「歌」、［アルバ
ーダ」、「ロ ス・マーヨス」と「パノラマ」で編成されている。

同 (MG 6395) 

1. 「展覧会の絵」 からの「古城」 （ムソルグスキー作セゴヴィア編曲）
2. セゴヴィア（ルーセル）

3. 錬閃曲（セゴヴィア） 4. ギター用の 3つの曲（タンスマソ）
5. トナディリヤ（グラナドス作リョベッ ト編曲） ・

（註 タンスマンの作品は「小歌」、「ア ラ ・ポラッカ」と 「東洋の子守唄」の 3曲であ

2. 練習曲第 1番 ハ調（ソル）

2. ジーガとガヴォット（ロンカルリ）
4. 2つのミヌエット（ソ JV)

ヽ

る。
JDL-8004 (MG 6396) 

南の協奏曲（ホソ セ）
（註 「アレグ レッ ト」、「ア ンダンテ」と 「ア レグロ ・モデラ ート、エ・ フェスティ ー

ヴォ 」の三楽章からなり、エン リケ ・ホルダの指揮した、ツンフ ォニー ・オプ ・ジ・

エーアとセゴヴィアが共演した。）
同 (MG 6397) 

1. 紳士のための幻想曲（ロドリー ゴ） ． 2. セゴヴィアからのメッ七ーil)

（註（→ロドリ ーゴの作品は「ヴィリ アーノ 」、「リチェ ルカ ーL/」、 「ラ ・エスパニョ L/―
タ」、「アチャスの踊り」 と 「カナリオ」からなり 、エン リーケ ・ホルダの指揮した、

ソンフォニー ・オプ ・ジ ・エーアと共演した。）
前記プヤーマは南米のハープツュコード奏者である と云われる。
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A. Schweitzerの Bachと A.Segoviaの Bach

高橋
I. Takahashi 

功

「パッハは現在も生きている。アルペルト ・ツュワイツェルのオルガンに生きている」と

云われている。私は今、毎日のようにンュワイツェル博士のパッハをきいている。私がラン

パレネに来てから今日で 3カ月になるが、84オの老博士はその間一日も休むことなくパッハ

をひいて居られる。博士にとっては音楽は日々の仕事の一つであり 、バッハは聖杏と共に心

の糧である。まだ足がペダルにとどかない少年時代からオルガンやピアノに向っているのだ

からパッハの曲は知りすぎる匠ど知っているわけである。弾き終ると、 同じ椅子に並んで腰

かけてきき入っ ている私に向って「これがパッハだ」 とか「どうだ」 とか声をかけて 下さ

る。

ンュワイツェルのパッハはテソポがおそすぎるという批評に対して、 パッハの時代の音楽

はこのテンポでいいはずだと博士は応じたことがあった。当時の楽器の性能からいってもツ

ュワイツェルの主張は正しいと今では一般に認められている。博士の演奏は装飾音にせよ 、

発想記号にせよ、 全くパッ ハに忠実である。博士はパッ ハに没入してし まっている。博士の

演奏には主観による自由なスタ イルの表現というものがない。 そこにあるのはただパッハで

ある。だから博士は自信を以て「これがバッハだ」 というこ とが出来るのである。

音楽は周知の通り再現芸術である。演奏家を介してはじめて音の実体が成り立つのであ

る。それはドラマのようなもので舞台の上で演じられてはじめて脚本が生きるのである。そ

の点文字や絵画とはちがう性質のものである。しかも楽譜は作曲者の意図を完全に伝えてい

るとは限らない。 そこで曲の解釈とい う問題がおこる。 そして ここで演奏家の二つのタイプ

がわかれるのである。即ち主観性の強い演奏家と、そ うでない演奏家である。主観性の強い

演奏家は、より自由に演奏し 、デフ ォルマツォ ンを試みたりさえする。この種の演奏家は楽

譜を演楽家の解釈と再現にゆだねられたものと信じている ようである。こういう傾向の演奏

家の一人としてアンドレス・ セゴヴィアをあげる ことが出来よう。

例えばセゴヴ ィアの Lpによるバッ ハのツャ コンヌを思い出してみよう 。あの水際立った

演奏をきいている と、 ともする とそれがパッ ハの作であるか どうかを忘れて 、セ ゴヴィアの

すばらしい音楽に魅せられるばかり である。 たしか T.Feschotteと記憶するが・「セゴヴィ

アの演奏するパッ ハのVャコンタをきいている と、ま るでもともとギターのために作曲され

たのではないかという気がする。」 と評した仕どである。 そこにあるのはセゴヴィアのパッ

ハであってパッ ハそのものではない。 そういう点でセゴプ ィアはツ ュワイ ツェルと対称的で

ある。

極言すればセゴヴィアのパッ ハはセゴヴィアにのみゆるされる演奏様式であって、セ ゴヴ

ィア以外のギター奏者の徒らにまねるこ とは好ましくないこ とである。そこがセゴヴィアの

マエストロたる所以であり 、ヴィル トウゾと讃えられる所以である。演奏家としてのセゴヴ

ィアはたしかに最上位、最高位を占めている。 その演奏は独自のスク イルを持っている。そ

れはパッハに限らない。 Sorでも Tarregaでも 、Torrobaでも Turinaでも果又 Ponce

でも Tedescoでも Villa-Lobosでも全くセゴヴィア的であり 、独自の境地である。他の

追従を許さない。

私はすぐれた演奏家セゴヴィ アが・Sienaの AccademiaChigiana に於て受講者にどう

いうことをどういう風に教えるのか、教育者としてのセゴヴィアに接し得ることに、大きな

期待と喜びを持っている。 (3月22日 ランパVネにて）
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セゴビアのプロ
Segovia's Programme 

安 達` 右
Yuichi Adachi (Hiroshima) 

Segoviaのプログラムと して国際フェステ ィパ）レ委貝会から発表されたものは既に前号に

御紹介申上げているけれども，その各々について簡単な解説並びに問題点に触れてみたい；

O 6 Little pieces for lute Galileo 

この曲の発見者はイタリーの有名な資料編纂家 OsearChilesottiである。それを更にセ

ゴビアがギターに編曲したもので楽譜の出版されたものは見たことがない。 (DL-9795)

O Variation upon Spanish tune Narvaez 

これは多分 Guardaelas vacos（牛を見守れ）と云う歌曲の変奏曲と思われる。プホー

）レの変曲で出版されている。(DL-9931)

O Andante and Allegro Sor 

こう租かれると何のこ とか見当がつかない。第二奏嗚曲と云う説もあるし20の練習曲の14

番と12番でないか とも思われる。

O Theme and Variation Sor 

これはモーツア）レ トの魔笛の主題に よる変奏曲であろう。 (DL-9638)

O Gavotto J. S. Bach 
Celloの6番のか、それとも Vaiolinの1番のか、何れか二つの一つであることは間違

いあるまい。 (DL-9633or 9751) 

O 2 pieees Scarlatatti 

Preambloと Garotoと云うピアノ 小品からとった二曲 と思われる。 Preambloは緩や

かな導入部から早いフーが風の中間部に入り、又元に返る大担な手法を持った曲である。 A

・スカルラッティ。 (DL-9931)

O Romanze and Canzonetta Mendelssohn 

Romanzeは無言歌で op19~6であろう。カンツオネッ タは例の早く弾けるから早く弾

くとセゴピア自身の云っているあの曲であろう。 (DL-9633、9751)

O Pieces caracteristics Torroba 

これは例の特性的小品集と云うのでア）レパーダなどの入っ ているものである。

(DL-8022 ~部）

O Prelude and Study Villa Lobos 

Segoviaの好んで弾くのは Preludeは 1番と 3番、Etudeは 1、7、8番である。まあ

考えられる処では Prelude,Etude共 1番と云うあたりであろうが、Prelude3番、Etud.e

7番と云う取合せを望みたい処。 (DL-9647、9832)

0 Sevilla Albeniz 

云う迄もなく名曲且難曲であるが、通常我々の見ているのは夕）レレガの編曲にリョベッ ト

が手を入れたもので LPで聴く Segoviaの演奏は若千手を入れている様に思われるので興

味が深い。 (DL--8022)

O 2 Pieces J. Dowlande 

2年程前のセゴピアのプロから見え始めて最近は殆どこの曲をプロに入れてない時はない
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位愛奏されている。 Snngand Gallcardと題されたプロが多い。 (DL-9931)

O Suite de Visee 

ニ短調組曲で演奏順序は Prelnde,Allemande, Bourree, Sarabande, Menuet, Courante 

と仄闘している。 (DL-9638)

O Introduction and Allegro Sor 

グランソロであろう 、海外のプロでは殆ど見られないものである。云わばポプュラーコソ

サートの部類である。 (DL-9794)

O Study in A Major Tarrega 

アラールによる華麗な練習曲 と云うことに見解が一致し．ている。(DL-9794)

QGavotto Searlatti 

EPにも入っているもので A.Scarlattiの作曲。 (DL-9931)

O 2 Sonatas Scarlatti 

2ど書いてあるのが気になる。一つは例の小ソナタであろう。 (DL-9931)

O Menueto J. ph. Ramean 

待望久しきに拘らず Segovia編の楽譜にお目にかかったことがない。既出版の Menueto

もあるが LPに入っているのはそれでなくゴンザレスも弾いていたが Rameanは矢張りこ

の曲に限る。 (DL-9733)

O Melody & little waltz E. Grieg 

Melodyはピアノ曲からとったもの。楽譜は出てないが Sigoviaは方々で之をプロに入

れている。北欧調の特異な曲。 littlewaltyは一寸見当がつかない。 (DL-9734)

O Sonatina Torroba 

我々は LPで始めてこの曲の全楽章の良さを知らされた。 (DL-9633)

O Danza Granados 

5番か10番と云う処、どち らでも結栂。 (DL-8022)

O Torre Bermeja Albeniz 

何回も弾き直してやっと弾けたとか沓いたものを見たけれど、得意である筈の曲。 (DL-
8022) 

O 2 Coneertos Tedesco & Ponce 

テデスコの協奏曲は op~9 、 Ponce は de(Sur . 南の協奏曲であるが Ponceは大阪で

は演奏されない模様，（ML-4732)

以上大体の見当であるが述ぺたつもりである。 主催者に確実な情報も入って居るであろう

から既に判明している点も疑問点に挙げて了っているかも知れないので御諒承願いたい。

大阪では Ponceの deSurの代りにソ ロを三曲演奏することとなって居り 、バッハ、ガ

ポット、ラモー、 ミヌエット、ソ ル、アレグロである。

全体として見ると大部ポプュラーなものを主どして集めた傾向があり事実そうであろう。

各地方はAプロと云うと余程恵れなければ Bプロにはありつけない。夕）レレガの少いことは

淋しいし 、パッハの少いことも淋しい。会場が大きいことも気になるし、演奏地方が偏して

いることも不渦である。

しかしセゴピアが聴けることは嬉しい。ギター熱が又燃え上るだろうし 、我々自身が又と

なく剌戟されているのである。
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ハンプルグてのセコ｀ヴィア 硲硲
I. Takamine 

巌

11月の何日だったかペーレンド氏の演奏会で隣りに座ったプ1レーノ ・ヘンツェ氏は、私1こ

25日にセゴヴィアが当地で演奏会をするが、それに先立って15日頃にハンプルグでもある そ

うだと知らせてくれた。

ベルリンでの国際ギター演奏者会議は盛会であり 、しかもその大要もしりえたし、私の 8

日、11日の両日に辺る演奏会や放送も大変好評であり 、又イクメッツオグロー教授などとも

殆んど生活を共にする事により、ギター演奏法についても多くを知る事が出来て、少々気を

好くして毎日を過している時であった。

これは是非ペルリンできくより ハンプルグに行ってみようと考え、早速総領ボ館に連絡をと

って13日正午出発する手筈をきめたのである。

これを聞いたピンョッフ 、イクメッツオグロー両教授は、高嶺がいなくなるのは淋しい、

君の為に演奏会をしようと言って私達のホテ）りに来た。

そして長時間にわたり彼等の偉大な先祖であるパッハの リュート 組曲を奏してくれた。そ

の肯楽は彼の高潔な人格を反映してか、あくまでも清純であり 、天上の音楽と云って過言で

はなかった。

それはその後ヨ ーロ ッパ各地で聴いた教会雌内で奏されるパイプオルガンの索晴らしさ と

共に、生涯．忘れる事の出来ない思い出となったのである。

翌日文化映画に出演後、ア）レモニア主箪である高橋氏、イクメッツオグロー教拌や、私の

出発を心から惜しんでくれたテスケ夫人に送られながらハンプ）レグに向った。

空路 1時間半程で、もう戦争の惨禍もみえぬ美しい港町ハンプ）レグにつき、ダント ール駅

の近くパウムバッ ハというホテルに落着いたのである。夕食は私が日本人だと知って、日本

の緑茶に砂糖とミルクを入れた一種独特の御馳走を摂り 、いささか苦笑してしまった。

その夜 8時迄少し間があるので町を散歩しなが匂ハンプ）レグホールに行った。

このホールは丁度第一生命ホ ールによく似た感じで、ギターをきくには音愕効果の非常に

良い手頃なもので、私は運よく蚊前列から二番目の中央の座席で聴く事が出来た。

プログラムでみられる若々 しいセゴヴィアの写真に比して、ステージに現われた彼はすで

に老境に入り品のよい好々爺さんと云った感じがしないではなかった。

曲目は、

I 

Luis Milan 

L. Roncalli 

M. Torroba 

J. S. Bach 

Ph. Em. Bach 

AI. Scarlatti 

Dom. Scarlatti 

Fantasia und Pavana 

Passacaille, Gigue und Gavotte 

Sona tine 

JI 
_!'relude, Sarabande, Bourree 

Siciliana 

Gavotte und Corrente 

Zwei Sonaten 
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m 
A. Tansman 

M. C. -Teddesco 

' J. Rodrigo 

E. Granados 

Berceuse d'Qrient. Alla Polacca 

Balatta Scozzese 

Danza 

La maja de Goya 

の如くであり 、16世紀のミランからトルロパの現代作品に至っている。

当夜のセゴヴィアの音楽は以前のレコードで知る華麗な又力強いものではなく、むしろ淡

々としており 、そのギター音楽はあまりにも彼独特の美しさを、そして音乱は決して大きく

はないがすみずみまでしみとおる遠達性をみせ、聴集者を してその音楽世界に陶酔させてく

れた。

特に三部のタンスマンに始まる幾つかは、未だ私の知らない新しい好編曲であった。

すでに60数オの老令に達する彼が、今なお研鑽主つんで一歩一歩着実に自己の分野を開拓

し、ギターの美を探求する姿には自然と頭が下がる思いがしたのである。

アソコールも彼の音楽を愛する人々によって行われ、ロポスの前奏曲三番と練習曲一番、

アラー｝レの錬習曲、クレスポの夜想曲、スペイソ民謡に及び仲々の好演であった。

終演後彼は私に握手をしながら 、5月に日本に行くのを楽しみにしていると言っていた。

この偉大な老音楽家が来日し我々の前で好演され、多くの人々に深い感銘と今後の若き ギタ

リスト諸君をはじめとする熱心な他の音楽家に、剌戟を与えてくれる様祈らざるを得なかっ

た。

ホテルに帰る途中、私の脳裡には種々の事が浮んでくる。一つは今日ヨ ーロ ッパに於ける

ギター音楽は次第に隆盛期を迎えつつある喜び、その次は勿論当夜のセゴヴィアの事であっ

た。確かに素睛しい。しかしギタリストと してあれ以上のギター音楽の可能ぜは、一体どの

様にして生み出す事が出来るのか。

又、これからの旅行でギターだけでなく、ヨーロ ッパの伝統を求めて如何に有意義な方法

があるかなどと考えていた次第であった。

-------------------------------------------------------------------, ： 
帰国御挨拶 、：

昨秋ベルリソで開催されました国際ギター演奏者会議に出席し、各国のギター演奏傾向

などを研究いたし 、又音楽会を通じて邦人作品及び海外作品を演奏し無事大任を果しまし

た外、リアス放送、テレビ、文化映画にも出演いたし多大の好評を拍する事が出来ました。

その後、西ドイツ 、フランス、スペイン各地を歴訪、浙奏パリ ーでは名点の高いジョ Jレ

ジュ ・レオン氏の宜讃をうけ、各新聞社にも紹介されるなど、広く海外音楽家と交流し 、

この間多くの成果をえて今度帰国いたしました。

これも皆機の御援助の賜と深く感謝しております。

今後共ギター界の為に尽す所存でおります故、よろしく御鞭撻の程お願い申上げます。

尚、私のヨーロッパ見聞記をアルモニアの誌上をかりて皆様におつたえ致したいと思い

ます。

高 嶺 巖

し------------------------------------------------------------------
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Segovia来日の今昔 永田哲夫

Tetuo Nagata 

セゴヴィア氏の第 1回の来日から30年の歳月が流れ今年第 2回目が実現したことは夢の現

実と言った感が深い。

前回は壮年期正に活動期の堂々たる演奏今回は老年期に入ったとは云え円熟期にある氏の

演奏に接し得られることは大いなる喜びである。

ここに特笞すぺきは第 1回の折非常な悪天候で湿度高く使用絃がガットであった関係上セ

ゴヴィアは演奏に神経をつかい苦心した印象を今でも党えていて中々日本訪問に踏み切れな

かった様子であったが絃も化学性のものとなり特別神経を要さなくなったのと大阪国際フェ

スティパルと云う確実な主催者を得て訪日を決意されたと信じている。

日本のギター界も前回頃は微々たるものであったがそれが契機となり大きく飛躍したのも

全くセゴヴィアによってギターの進むべき道を明る＜開いてくれた功絞で忘れることは出来

ない。

そしてギター界が生長し初めた頃第二次世界大戦に遭遇咲くべくして開いた花が無残にも

踏み荒されて了ったこの空白期は全く悲しい時代であった。

戦後セゴヴィアの健在を耳にし猶澄剌と演奏活動をつづけデッカレコード・コロンピアレ

コード等を通じ間接にその名演に接し吾々ギタ ー演奏家は勿論一般愛好家もこぞって幾多の

名曲を観賞し彼の偉大さを再認識し新進ギター演奏家の良き指針となった。

前回来演の頃を思い出してみるとその頃日本では演奏に足台を用いて楽器を確実に安定す

ることや銅鉄絃ばかり使用してガッ ト絃を使用することすら知らなかったし基礎訓錬の方法

トレモロ奏法其他基礎技巧に至る迄非常に無視されていたから所詮はのび悩んだ草であり美

しい花も咲かせ得られなかった訳である。その後ンョット版の楽譜や研究文献が続々輪入さ

れ一段の進歩と光彩が加ったとは云え島国である日本は外国との交流は途絶え勝ちであり地

理的に不利な条件が重っていた。

然しマンドリンの従属楽器から脱して年々邦人のギターリサイタルも活澄となり演奏曲目

にも外国演奏家とほ底同程度のものを並ぺたが研究の日浅く完壁な演奏は望めなかったが旺

盛な研究がつづけられた事は全く嬉しい限りであった。

戦時中演奏家が絃 ・楽譜等を交換したり三味線の絃を代用にしたり友情に結ばれた研究時

代は印のにじむ思いがした。

戦後世界に目を向けた時余りにもギターの研究及び演奏が驚く程進歩していた。特に数多

くのギタリストを生んでいたのも矢張直接閲接にセゴヴィアの力が如何に大きいかを物語っ

ていたので何とかセゴヴィアの来日の機会を捉えるぺく努力をつづけた結果今年が吾々ギタ

ー愛好者にとって最上最良の年になった。

日本でも近年戦前に勝る研究とギターに関する出版及び演奏に盛況を見せている時セゴヴ

ィアの来日が必ず大なる飛躍台となることに間違いない。

かってポヘミアンタイに黒メガネふさふさした黒髪のその人は白髪を靡かせて颯爽と登場

するその日を千秋の思いで待っている。

吾々はその力を結集してセゴヴィアを迎え大なる成果を期待しようではないか。

(25頁へつづく）
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Roger. Hauert. Villa-Lobos. Segovia. 

特製手エギター

第20回国際ギタ ー音楽会議展示会出品

Minoru Kano 

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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セゴビアとハウゼル ・

演奏会用手エギクー
（標準型、小型、テルツギター等各種）

第 20回国際ギター音楽会議展示会出品 Masaru Korio 

河 ・野 賢
東京都嬰島区千早町 1の4
電 話 (95) 5 5 7 4番
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トリアニタ夫人とカルロス・モントヤ

高級手エギクー

(36) 

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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キジアーナに於けるセゴヴィア先生の思い出

阿 部保 夫

Y. Abe 

キジアーナのギター科ではまず助教のアリリオ ・デアスにテクニック的な事を見てもら

う。アリリオの時間はプジョール先生のヴィウエラの時間の前でたいてい午前10時位からで

あった。これは別に出席しなくてもかまわないがあまり上手でない人が多く出席していた。

然しラウルやリ エラ ・ジョン等のアリリオが助教になる前からの連中も時々出席して見て

もらっていた。これは奨学金をもらっている手前もあり少しは助教をたてなくてはならない

為らしいがジョンは何時も来てレッスンを受けて居た。勿論私は必ず出席してレッスンを受

けていたが他の国から来た連中は来たり来なかったりしている。ひどい時には 2、3人位し

か居ない時もある。

アリリオに見てもらった人がセゴヴィアに見てもらえると云う のではなくその間に特別に

関連はない。

教室の中央（真中ではない）に腰掛けたセゴヴィア先生が生徒の顔を見て指名するのでレ

ッスンを多く受けられる人もあるが開講中 1回しか見ても らえない人もある。先生は誰と誰

と順番をつけて見るのでないので一寸不公平の様ですが、上手な人が多く見て歎くのは当然

で他の人はそのレッスンを見て勉強する事になるのです。

セゴヴィア先生はキジ伯爵から色々私の事を聴いたのでしょう 、下手な私にも非常に視切

にして戴きました。べJレギーの女王様に紹介され女王様と捏手をする光栄に浴したり、タン

スマン先生にも紹介してくれました。これはキジ伯爵が言莱の良く解らない私がキジアーナ

だけに遠い日本からやって来た事に非常に好意を持ち色々な人に話をしてくれた為と思い

ます。勿論高橋功氏のお蔭である事は云うまでもありません。

最初レッスンは順番に見てもらうのかと思いましたので最初のレッスンの日にレッスソを

受けた後一寸気を許しのんびりしました。次回私に廻ってくるには何日か間があるだろうと

思っていましたら次のレッスンにも又指名され困った事もありました。

とにかく奏法が根本から迎うのをそんなに早く直せるものではありません。 1年もスペイ

ンにいた小原さんでさえ歩中でやって居るのですから行ったばかりの私の苦労は大変だった

は解って戴けるでしょう。

何時もながら小原氏と 2人レッスンで頭が変になりそうなのを冷やしに喫茶店でプドー酒

を飲んだりギターの難かしさや日本の今後のギターの在り方等話し合ったものです。

まず音が違うのでこの音が出せなくてはと夢中でしたが何度目かのレッスンで非常に良く

なったと云われ又最後のレッスンの時はヴェリィ ・ウエルと云われ非常に良くなったと仕め

られた時は何んと云って良いかかたの荷がおりた様な気持でした。

まずこの音を日本の皆様に伝えなければ……それには自分が出来なければと一生想命でし

た。これが出来れば次に又来る人はより上の事を勉強出来るでしょうがそれが出来なくては

何十人留学しても私と同じ結果になる事でしょう。今日日本のギター界は音もきれいになり

テクニックも大分進歩した様に思いますがこの様な時先生の来日は非常に意義があり又斯界

の一大飛躍のときでもありましょう。我々は一致協力して先生から一つでも多くの事を知り
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又その事を研究し今後のギター界Q為に尽さねばならないと思います。

先生は何時も黒い洋服で例のネクタイを締めレッスン場にくると上衣をぬいでネクタイの

しわを伸す様にくるくるまるめ、そしてメガネを取り換え 、生徒が変な音を出すと顔をしか

めたり唄ひながら教えたり私には一つ一つなつかしい事ばかりです。先生の来日を機会に全 ・

日本の全ギタリスト並に愛好家の皆さんが手をたづさえて今後のギター音楽の発展に尽され

ん事を熱望して止みません。

先生の温顔となつかしい思い出のかずかずを思い浮べながら再びまみえる日を楽しみにし

て居ります。

音楽の魔術師 Segovia

米誌 Time(3月23日号）

1912年マドリッ トに在った若い頃のセゴヴィアの思い出――-「こ のギターをあなたに上げ

る。これを持って世界中を弾きまくりなさい。あなたの努力が実を結ぶこ とを祈る。」 と楽

器製作者がいった。それからセゴヴィアは情熱と美をギターに注ぎ込んで世界を弾きまくっ

た。そして先週65オの巨匠はデピュ ー以来50年を記念する演奏会を開いた。セゴヴィア出現

前はジプシーの手にゆだねられていたギターをもって、彼はマンハッタンのタウンホールで

音楽の屈術を公開した。ス トラピンスキーはかって 「セゴヴィアのギターの 音は大き くな

ぃ、それは遠くでなっているのだ」と述ぺた。

セゴヴィアの聴衆はいつものように若い人が多く且つ熱心であった。この演奏会でも 、ーセ

ゴヴィアはいつものように、初めはあまり知られない曲、つづいてパッハとスカ）レラッティ

そして現代音楽というプログラムを組んだ。彼の 6絃の楽器ギターは、と きにハープンコー

ドのように侵雅に、又ときにリュ ートのように枯淡であった。そして一貫して ギターの細密

な音楽は深く静かであった。

彼セゴヴィアがギターだけに捧げ通して来た献身が聴衆を感動させた。 「ギターはヒステ

リックな夫人のよ うに禁しがたい。私はしかし彼女に忠実である。私は一夫一妻主義で、外

の女に心を動かさ なかった」とセゴヴィアは語った。セゴヴィアは毎日 5時間練習する。そ

して毎夏イタリアのンエナのアカデミア ・キジアーナでギターを教えている。今年は例年よ

りも多く120回の演奏会の予定を組んでいるという。セゴヴィアは派手な音楽を好まない。

「聴衆がギターを理解していると感じたら 、彼らを楽しませるよりも 、彼らを感動させる よ

うに仕向ける様にした方がいい」とセゴヴィアは云っている。

過日演奏会の合間に例のソ フトカラーとペルベッ トのネクダイをゆるめながらセゴヴィア

ほ語った。 「私が子供の頃ーー自分はどんな光栄にも値しないような、いたづらものです。

天国に行こうとは思っていません。いつまでもこの世に生き長らえさせて下さいーーと祈っ

たものである。私は今でも 、もう50年生きながらえてギターを弾きつづけたい」 と。
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巨匠セゴヴィアの来日に際 して

央田紘正
H. Okuda 

セゴヴィアが前に来日したのは昭和 4年でしたから、当時は我国ギター界の水準も低く 、

巨匠の偉大な実力と真価を十分に吸収する事が出来なかったのも止もう得ない事だったでし

ょつ。

しかし、それから30年をへた今日では H本のギター界も相当の進歩を遂げているので、此

度のセゴヴィアの来邦は、前とは比ぺものにならぬ程の成果を我国にもたらす事であるう事

は想像以上のものが有ると思われます。

戦後、フランツスコ ・ヒル、マリア ・ルイサ ・アニード、ゴンサレス ・モイ ーノ、カルロ

ス・モン トヤ、とそれぞれ形の異なった演奏家が来ておりますが、ヒルとモントヤはフラメ

ンコ奏者ですから一応別に致しましても 、セゴヴィア程、私達が待ち望んでいたギタリス ト

は居りますまい、まして、此度の機会を逃が したならば、今後の来日を期待する事は、セゴ

ヴィアの年令を考え ます時、社とんど不可能の様に思えます。

ギター音楽関係者が、此の機会を十分に生かして彼の良い面を出来るだけ多くの日本のも

のにすぺ＜努力致し度いものです。

又ギター関係以外の音楽ファンに本当のギターを知ってもらう事も大切な事でしょう。

昨年のゴンサレス、先日のモントヤの演奏会の批評が多 くの新聞に出て居りましたが、批

評家先生自身がギダーが良くわからず、更にフラメソコギターと の区別が解っていない様な

のですから 、之等の諸先生方にも大いに勉強してもらい度い ところです。 ・

然しモ ントヤが先でセゴヴィアが後から来るのは幸です。モ ントヤのタッチをあのまま真

似たのでは本当のギターの音色は得られません。あのタッチは、あくまでもフラメンコのも

のなのですから………。

本当のギターの音色はセゴヴィアの索賭らしい演奏がそれを示してくれるでしょう。

さて 、 プ ロ グラムを見てみますと A•B プロ共に30年前と は大部迎っている事が解り ま

す。前古典が多く 入っているのがその最たるものですが、グリーグは一寸異外な感じを受け

ました。あの北欧の香り高いものをどう聴かせてくれるでしょうか、興味深いものが有り ま

す。

全体的には小品が多いので、欲を云えばポンセ、テデスコ等のソ ナタ も弾いてもらい度い

ものです。之はギター協奏曲の夕としてはテデスコの第一協奏曲だけになり 、しかもその日

の独女がパッハ、ソル等の小品 3曲と云う事になって仕舞ったのですから尚更です。

小品はア ンコールに聴かせてもらい、プロにはポ ンセ あたりを是非と願うのもあながち無

理とは申せますまい。然し之もセゴヴィアを聴けないでいた今迄の事を思えば大変な欲張り

と云う事になりましょう。

いづれに致しましても 、今後何時出現するかわからない世紀の大ギタリストの演奏を我国

で聴く事が出来るのは無上の喜びです。

出来るだけ大勢のファンに此の巨匠の演奏を聴いてもらい度いものです。
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モントヤのリサイタルをきいて

(3月27日東京産経ホー）レ）
寿楽光雄

M. Juraku 

全く素晴しい、満堂を唸らせると言うのはこの

事かも知れない。モ ン トヤのレコー ドは沢山ある

が生の演奏を聴きたいというのはかねてからの念

願であった。そしてその望みは実現され、而もモ

ントヤは;f-二分に期待に応えてくれたのである。

モン トヤは無造作に奏き出す、全く索晴しいテ

クニ ックである。ギターの魔術師とは至言であろ

う。右の指も左の指も目にも止らぬ速文で動き統

けて破碇が無い。超スピードで飛ばすパッセーヂ

に於ける右指の速さ 、左指の完璧な技巧、そして

極く短い瞬問に挿入されるリガー ドの巧妙さは全

くモントヤ独自の世界である。旋律のうねりがま

るで音符の数珠つなぎで切れ目が無い。大きな動

作のラスゲアードは澄んでいる。リズムの良さ に

加えて左指に依る（殊に小指）ミュートが又索晴

しく効果的である。 （プレリアス等）ホタの物凄

く速いテムポで押し切る技巧は最たるものであろ

うか。あの様に自由に弾けたらどんなに楽しいだ

ろうかと思う。感心ばかりしていたら切りが無い

がモソトヤのフラメソコは土臭い本当のフラメンコではない。土は洗い落されて完全なステ

ーヂの物である事はフラメソコの本何ではないのだが然しだからこそ其処にモントヤの偉大

さが(£るのではあるまいか。フラメンコをステーヂ芸術に高めたのはモン トヤの力である。

然しモントヤの余りの素晴しさに陶酔している間に何かしら疑惧を感じたのは私だけであ

ったろうか。それはギターの伝統の浅い我が国に於けるその余りにも強い影特の故である。

プロに歎った各国新聞評に、サンフランンスコ ・クロニクル紙の rモントヤの技巧はセゴピ

ヤよりスケールが大きく華麗で云々Jとあった事は我が国にもこの誤謬を繰返させる可能性

を否定出来ない。これはフラメソコとクランックの完全な混同であり全く異るジャンルに在

る事を忘れている。如何して俊劣がつけられるか、モン トヤはモントヤで第一人者であり 、

セゴピヤはセゴピヤで蚊高の音楽家である。全く比較出来ない次元に在るのである。

次いで音色である。モントヤの音色はフラメンコの音色である 、其のツャ ープさや絃のピ

リつき さえもモソト ヤの意識下に駆使されているのであろう。これはフラメ ンコの音色であ

りクラ ンツクギ ターの音色でない事は重要である。クラジックでもエフエク トとしてこれら

の音色も使用されるが本団的な音色は他の凡ての音楽と同じ条件下に在るのである。演奏姿

勢や把持法もク ラi/ックと異り其他細い点はこれも切りが無いが要するにクランック とフラ

メンコの混同があってはならないと思うのである。杞憂であれば幸である。

とんだ横道1こそれたのですが兎に角モソ トヤは文句無しに素晴しかったのである。満ち足

りた胸を抱きメて帰途にある私の耳にな仕ギターが嗚り止まぬのは、やはりモン トヤが魔術

師だっだからでしょうか。
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モントヤ師匠のリサイタル 伊藤日出夫（東京）
H. Ito 

3月25日モントヤ師匠が来日 した。 25日のレセプVョン、 又翌26日の歓迎会 （ギター連盟

と中日新聞のレセプi/ョン）の後、いよいよ27日に、産経ホールで世界最高と云われる力）レ

ロス・モントヤ師匠の リサイタルが開かれた。

写真よりずっと若く見えるモントヤ師匠がステージに現われると 、大変な拍手である。と

云うのも、この頃のフラメンコ熱が相当なものであると云うことと 、世界最高と云われるモ

ソトヤ師匠自身の魅力によるものであろう。

曲目は、一部としてラ・ローサ、ファンダンギリヨ、グヮヒーラス、タランタス、ティエ

ントス、セギリージャ ・ヒターナ、べ）レディアーレス、プレリアス、そして夫人であるトリ

アニータさんの舞踊が、サパテアードとプレリアスであった。 2部として、アレグリアス、

サムプラ、サエタ、タソギリョ、グラナディナス、ファルッカ、ホタ、そして又夫人の舞踊

がファルッカとセピリアーナスの二つ、アンコールとして、古賀政男作曲の古いなつかしい

「酒は涙か溜息か」左手のみのスケール、そしてサムプリ ージャが奏された。

この日の演奏は、全体として非常に 1曲1曲が短かかった。サエタにしても、レコードの

ものはもっと長いし、あらゆる曲ももっと情熱的で盛り上がりが見事なのであるが、この日

の演奏は少し気が乗って居なかった様である。 と云うのも 、我々聴衆が余りにもフラメンコ

を聞くに易11れて居らず、クラ i/ック音楽を闘 く様にかしこ まって居たからであろう。元来フ

ラメンコはギター、唄、踊りの三拍子に合わせて聴衆が一つの要素となって居り、 聴衆が雰

囲気を作る手助けとならぬ限り真の醍醐味は出て来ないものなのである。

その上、モントヤ師匠はアメリカに居て成功した芸術家であるから 、アメリカ人の気例を

良く知って居り、アメリカ人に歓迎される様な弾き方をして居たが、日本人はもっとフラメ

ンコの生のままに近い演奏をしても、かえってその方が喜ばれるのではないかと 感じた。い

たずらにテクニックに走らず余韻のある弾き方をタラソタスやセギリージャやグラナディナ

スの時などして欲しかった。しかし、彼のテクニッグは斯界最高のものである。記者会見の

折と リサイタ）れの始まる前の楽屋での練習と 、近くで手を見つめて居たが、 音の流麗さ 、ア

クセントの見事さ（このアクセントに於て我々のリズム感ではついてゆけない）、強い、フ

ラメンコ特有のアポヤンドのあざやかなことなど、見て居て唯驚 くばかりであった。交互弾

絃は iとm の2本丈であり 、ラスゲアドは殆んど小指を用いず、音はダイナミックであり

ながら柔かい音である。三絃にまたがるレガー ドなど 1本の指でかる＜とらせ乍ら、 柔かに

出す様に努力して居り、無理に強く弾かなかのはフラメンコと云えども美しい音を出すぺき

だとつくづく感じさせられた。もっ とも、 楽器が良いのでこう云ったことも無理がなく出来

るのではあるが。

ともあれ、モントヤ師匠の芸術はジプツーの伝統たるフラメンコの近代化であり、 国際的

に普及せしめるに足る、ステージでの演奏ぶりは現実にフ ラメンコの近代化に成功して居る

と云えよう。或る人々はフラメンコの純枠さを尊ぷかも知れない。しかしそれは、それで良

いのであり、このモソトヤ師匠の進み方も一つの方法である。どちらが良いとも云えない、

聞く人の主観にまかせるべき問題である。

だがモントヤ師匠の如くステージで、それも大きいステージであれだけの聴衆を魅了する
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演奏家は、非常に少ないのではないかと思われる。その意味で、 彼、モン トヤ師匠は立派な

芸術家であると云えるだろう。しかも芸人根性をもった。---

芸人根性のない自己満足だけでもって居る芸術家は、何の存在価値もないのである。

トリアニタ夫人も良く踊って居られた、カスタネットはレコー ドで聞く方がお上手である

が、これは動きが伴うと叩くのがむずかしくなるからで、無理のないことなのである。ツポ

を時折はずして居られたが要所のきまり と雰囲気は、モン トヤ師匠の夫人だけ あると思っ

た。だがである、余りにも、つまり余りにもモン トヤ師匠がうますぎるのである。

終りにモントヤ師匠夫妻の人柄の良さ 、素朴さ 、見栄や気取りのない自然な態度、これを

諮美しておこう。

ラ ジオに聞 くモントヤ 高橋昭雄

去る 3月28日 （土）に新聞のラジオ欄で、QR7時半からモントヤの放送があるのを知っ

た。幸モン トヤの海外盤もいくら力：は聴き フラメンコに興味を持っていたので楽しみにして

いた。

27日の初公油の中継録音とかで、丁寧な説明が入ったのば良かったが、長いコマーンャ）レ

がちょいちょい合間に入って、 30分間に少しでも多く聴きたいので気持が少し焦々した。

演奏は矢張り素晴ら しいと思った耳だけがたよりのラジオ では、前に聴いてたレコードで

の生々しい活々した音による華脱な技巧が、何だかやせた音にきこえて一寸不満だった。け

れども 、どよめく拍手やアンコ.....)レの様子に、ああモン トヤが東京にやって来て生のフラメ

ンコギターを充分に聴かせて呉れてるんだと云う感銘を党えた。どの曲も甲乙なく皆良かっ

た。殊に「サエタ」と云う曲は珍らしかった。只モン トヤのスタイルは、（よく云われてる

事だが）キラキラ とスパソゴールをつけた舞台衣裳のようにステージ化された、手の込んだ

派手なフラメ ンコギターで独自のものだという事を自分の耳でよく確めた。前にきいたコロ

ムピアのカンテ ・フラメンコのア）レバム（戦前の SP)やサン ・マリ ー・ド・ラ・ メー）レの

録音 Lpなどを聴いても 、本をみても 、本当のフラメンコ音楽はもっと土臭 くて野性的な

ものであろう。だから無関心な人が、すぐモントヤを聴いたら理解し易いかわりに、本当の

フラ メンコ音楽と少し違った形で受入れられそうに思えた。 • 

アンコ ールに「サケ ノウタ 」 ． と云って彼の弾き出した曲が 、 「酒は涙か•… ..j とは、一人で

ニャリとしてしまった。聴衆の大喜びの様子もよく感じられた。それに最後の夫人のダソ

ス。

こういうものになると 、是非テレピで見たいものだ。ギタ ーもテレピだったら 、あの目ま

ぐるしい両手の動きがよく判って、更に興味が倍加する事は明らかである。寝たきりの永い

病床生活では望めない と知りつつも残念だった。しか しモントヤの至芸を聞けたことはうれ

しかった。
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岡山に迎えたモントヤ
Montoya in Okayama 

安達右一

Yuichi Adachi (Hiroshima) 

3月29日岡山ホテルで Montoyaとインターピューをした時は予想に反して小柄なそして

年老いたそして早口に呟く様に物を云う小父さんと云う印象を受けたが、その夜岡山唯一の

デバート天満屋の五階にある掛川ホ ールのステーヂ｝レ楽器を持って現われたモントヤはホテ

ルに於ける印象とは打って変った貫録ある演奏家として我々の目に映じたのである。

足台も使わなければ足も維まないで右脇に楽器を抱えて身を前にかぷせる様にして弾く演

奏姿勢に、一瞬奇異な感じを受けたが、次に流れて出た音色で成程 LPで聴いていたあの懐

しい音は、こうして弾かれていたのかと気が付いた時、貫録ある演奏家の印象はどこかに飛

んで、フラメンコ楽しんでいる小父さんの印象が又舞戻っていたのであった。

素晴しいテクニックと云う表現はどうも当らない感じがする。何と云うか恐しさを持った

機関銃の弾丸の様に胸の中に飛込んで来石鋭さを持ったテクニックである。表面板を直角に

叩く様に弾絃する為のあの太線の硬い音、ひっかけ上げる様にして奏される和音、下から撫

で上げる様にして弾く トレモロ 、その何れもがモントヤスタイルに如何にもふさわしい音色

を現わすのは世界の一人者としての完成された芸を身につけていればこそであって、正に無

形文化財である。

上向のスケールに続いて使う 下降のスナップ、五弦と重なる程強く六弦に指をおいた儘、

第一、第二閲節を殆ど曲げないで真直ぐな指で叩き出すスケール、比較的ゆっくり右手を上

下させ乍らしかし全指を万逼なく使う滑らかなラスゲァ ー ド等、生の演奏を聴かなければ解

けない謎が次々 と発見出来るのはこの上なく女喜しいものであった。

第一部の終りにトリアニタ夫人の踊りが出て来る迄は聴衆は誠に片苦しく 、フラメンコを

聴くには余りにも静か過ぎた様であった。夫人の踊りは余りにアメリカナイズされた、そし

て何と云ってもアマチュアの踊りであったが、スペイン舞踊の実証にはこの地方の人にとっ

て又とないものであったと云えよう。

弾き終る毎にどうだ参ったかと云う様な満面得意そうな笑顔は誠に好々爺然としていて、

この人が Montoyaかと何彼となく思い直し乍ら聴いた次第であった。矢張り耳馴れたタラ

ンタス、プレリアス 、ファルツカあたりが印象に残ったけれども 、グラナディーナス 、ホタ

の二つは技巧の見事さに於て聴くのと見るの と大違いなものだと云うことをはっきり見せつ

けられた。

この人がギター 1コを持って全世界を征服している最大の源泉．となるものは、矢張りモン

トヤ 自身の中に流れるヂプi./ーの血に他ならないであろうが、彼が真にフラメンコ音楽を愛

し、その中に没倒して居ればこそであって、聴くものそして何人をも納得せしめずにはおか

ないものがある。

アンコールに、酒は涙か溜息かを弾かれて聴衆は始めて今迄聴いて来たものが音楽全体の

何処に位囮を占めるかを悟った様であった。そうしてそれ迄はただ莫然ととよく動く指だと

思っていたものが、実は恐るべき神技とも云うぺき動きを占めしていることに気が付いた様

であった。聴衆は始めて熱狂して来てアンコ ールを要求した。碧空が又フラメンコスタイル

で弾かれた。

・ 演奏の終ったモントヤを楽屋裏に迎えた時、モン トヤは一言 tooquiet と云った。筆者

は海外演奏家の地方旅行を始めて見たのだけれども 、東京の華やかさと較ぺて誠に淋しいも

のであるのに同情した。モントヤは自分で荷物をまとめ夜道を自動車で大阪に向った。明日

は一便で東京に飛び NTVの放送があると云う強行軍である。 Adiosと握って別れたモ｀ノ

トゼの手の温みが忘れられない。楽器は Barbero、絃は Brillanteである。
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随 想 中 野

J. Nakano 
郎

愛 情

家ではコッカー ・スバニエルの白と黒とが家の中に飼ってあって万事人間扱いなので、キ

レイ好きの人はイヤがって余り遊びに来ない。黒の方は 3年前阿部保夫氏から頒けて頂いた

もので、この親は犬の本にも出ている家系？正しい所謂毛並みの立派なものであるが、 2年

前の病気が徐々に進行して最近では眼が殆んど見えない。ウロウロ歩いてもまだ物にはぷつ

からないが、僅かに明暗がわかる程度らしい。聴党、臭党、凡て駄目で、片側の神経がやら

れているのか、前進しているつもりでも一つ所を右廻りばかりしている。

食慾ばかりは旺盛で食べることと眠ることしかないが、口辺の筋肉が思うように動かない

ので最初の一と口はねじ込むようにして口の中に入れてやらなければならない。そうすると

徐々に口の筋肉が運動し初めるようになる。気ばかりあせって気に入らないと遠應なくウー

と唸っておこり散らす。胃だけは丈夫で毛の色等は黒光りがして艶々しているので見たとこ

ろ立派なものである。困るのは大小便の世話でいつどこでやられるかわからないので新聞の

折込広告と雑巾パケツが用意してあって常に待期していなければならない。片脚あげてはも

う頂心がとれないから 、そのま 上の姿勢でいつもやらかすので催しているのかどうかも見当

・ がつかない。

いつかも朝ごはんの時台所の隅に一とかたまりのものがあるので「あれ何だるう」と言っ

たら、家内が「あら、私あんな所にお味咄落したか知らん」と首をかしげているので、私は

「オイオイ 、頼むよ」と言ったことである。

犬用のパリカンを買ってきて時々毛を刈ってやるが、散髪ぎらいの私はついでに自分のを

やってみることもある。刈った毛だけ見ると 、半白の私の毛とは比較にならない程犬の方が

立派である。

五感凡てきかないので鉢にさわられると本能的に不安がっておこる。部屋の隅の暗い方に

向ってツクンと立ってうつろな眼を見開いているのを見ていると 、私は自分の鉢から愛情の

放射線が雨と降り注いでゆくのをどうすることも出来ない。飼主の愛梢に対して何一つ反能

のないのは悲しいが、之がお互の因粒というものではなかろうかと思っている。

感 檀

去る 3月22日放送局創立記念の式典に私は名古屋中央放送局から初めて表彰された。管下

の静岡、浜松、福井、金沢、富山、岐阜、名古屋の各局から百名近い被表彰者が集ったが、

私が箪頭であったことは会場に行って解ったので、越し方の感懐に咽んで声が出なかった。

「唯今は優秀な方々の多い芸能人の中から私如きに表彰の栄誉を賜わりまして感激している

次第で御座います。放送局創立以来御厄介になっているのは私の方で御座いまして格別華々

しい活羅を致したわけでは御座いませんが、唯与えられた仕事を滅実にやって参ったという

だけで御座います。

名古屋という音楽の戦場の少いところで、今日まで私が私の好きな音楽の追に携って参れ

ましたのも全く放送局のお蔭で御座いまして、私こそ感謝しなければならないので御座いま

す。

(44) 24 



大正 14、5年南外堀町に放送局が出来まして時々放送に出ました頃は、私も頭は丸刈りの

肯白い青年で御座いましたが、昨今は漸く髪も白さを加えて参りました。とんだ浦島太郎で

御座い まして、ついウカウカとやって参りましたが今日のようなことに出逹いまして、ハッ

と我に返った時は白髪の爺となっていたようなわけで御座い ます。顕みますと私の生涯は放

送と共にあったと申上げても言い過ぎではないように思います。私は兄弟大勢御座いますが

初めから今日まで名古屋を離れないのは私だけで御座いまして、而も何一つ頼るもののない

状況のもとで音楽の道に入り 、凡ての方々、凡ての事柄を私の師と考えてやって参り ました

つもりで御座いますが、一面又天茶孤独という考え方が抜け切れませんので誠に人づきあい

が悪く多くの方々によい印象を与えていないことをよく承知しておりますが、之は何とも致

し方のないことで御座います。大変古風な言い方で御座いますが、私は「己を知る者の為に

死す」というような気持がどこかに御座いまして今日計らずもこの栄営をにないまして、私

は一たいどうすればよいのかと途方にくれる次第で御座います。

感懐の一端で御座い ますが、 私の拙い御礼の言菓といたします。
私は声がつまり涙が出て仕方がなかった。永年放送局の仕事を していても知った顔の人は

極めて少い。にもかかわらず私の誠実を、知らない人も認めてくれたようであったことは有

難かった。
手 相

私は先天的な運命というも のがある ことは否定しないが、随分困った時でも手相や人相で

自分の運命を占って只いたいと思ったことはない。先日名古屋放送管絃楽団の指揮で北陸各

地の演奏旅行の帰り数名のメムパーと宇奈月温泉に一泊した。その宿には無数の仏像と骨童

品が蒐集されて自由に展観出来るようになっている。国宝級のものや文化財に指定されてい

るものも多いというので係りの爺さんに説明して貰っていると 、こ の爺さんが変り者で無雑

作に文化財をひっくり返して納得のゆくまで話してくれる。仏像も出来のよいのはこの通り

手相まで理に適っていると言って、チラと同行のA君の手を見て「あなたは家に帰って又一

つの仕事を持っている」と言った。 A君はフルに稼いでいる人なので余りの適中に思わず顔

を見合わせた。私はむらーむらと見て頁いたくなり「僕のはどうでしょうか」と手を出したら

暫く見ていたが「清廉潔白だナ。この線が延びていないのは非常にひかえ目で、言いたいこ

ともよう 言わんナ」そして小指と薬指の第一関節との関係をくどくど説明して「之は非常に

苦労して今日に到っている」と言った。言うこ とが一々ピ ッタリしているので割前負けのす

ることが嫌いな S君も出しかけた手をひっ込めて了った。あとで何故君は見て只わなかった

かと聞いたら「僕は一寸言われては困ることが胸にあるので」と言ったので笑ったことである。

(12頁よりつづく）

セゴヴィアの再度来訪を実現すぺく大分以前から関係者が各方面に呼びかけたが上首尾の

結果は得られなかった。

前回その主催となった朝日新聞には特にその運動をした。前の企画部長遠山氏は何とかチ
ャンスをつかんで呼んで上げたいと言って下さったがやっと今年朝日の関係団体である大阪
国際フェスティパJレ協会によって決定をみたので早速遠山氏にお礼を申述ぺた。氏は機会あ
るごとにセゴヴィアの名を加え議に計ったそうで蔭の力になって下さったことに対し感謝し
ている。

亦今回実現して下さった大阪国際フェスティパル協会とその理事長村山未知氏に深く感謝
する。
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海外ニューズ

イギリス ：＿

月日が不詳で申訳けないが 2月頃の ロン

ドンの FestivalHallに於ける Segovia 

は堂々たるものであったらしい。 P. J. 

Gambleの評に・よる と大衆に迎合しな い

プロを掲げて、尚且あらゆる階柄の聴衆を

集め得たと占いているが、誠にギター界は

肩身が広くなったものと思う。最近来日が

決定してからこの種海外の批評を注意して

見てみるとセゴピアえの批評は必ずしも

野放しに炊めてばかり居ないことに気

が付く。 Rodrigoの Danza,Esplaの

Levan tinesについては若千退屈をしたと

か前回よりはよかったとか批判的である。

この演奏会でセゴピアはアンコールを四曲

弾いたと云うから驚異である。タルレガの

錬習曲 A、ソルの 口短調練習曲、ロ ボスの

練習曲一番、それと アルベニスの朱色の塔

である。

John Williams が匠つぼつ本格的活

躍を始め出した。 11月 6日 London の

Wigmore Hall でのプロは次の様なもの

であった。

Gallardas (Gaspar Sanz) 

Gavotte (A. Searlatti) 

Suite in A Minor (Weiss) 

Prelude, Allemande, Bourree 

(J. S. Bach) 

Variations on a Theme of Mozart 

(Sor) 

Sonatina (Torroka) 

Majurka (Tansman) 

La Maja de Goya (Granados) 

ドイツ：一

Dentsche Grammophon から出て居る

Segoviaの LPは3枚、 EPが 1枚と云

うことが最近のニューズに出ていた。何れ

(46) 

も我が国に既に袷入されているもので LP

に関する限り我が国は決して遅れはとって

いないこととなる。 11月13日Hamburgに

於けるセゴピアは三部11曲のプロであるが

ロンドンのプロと殆ど同じものである。

本年は D.M.G.B.の音楽祭、そして国

際ギター音楽祭も催される予定なので本邦

からも何名かの出席を是非実現させたいも

のである。

イタリー：一一

既報の Tedesco のベニスの商人の

Milano初演が始まるので、既にフロレソ

ス迄乗込んでいるらしくその成果が期待さ

れる。 Siena では予定通り 7月～9月に

キジアーナがアカデミ ーを開催する筈で、

今年は Tedescoも乗込むのではないかと

想像される。

アメリカ：—――

Julian Breamの NewYorkのデビュ

ーは大成功であったらしい。 200マイルの

遠隔地からわざわざ聴きに来たりしたらし

いが、ニュ ーヨークの WorldTelegram 

など絶品の音楽家と讚辞を寄せている。そ

こで 3月には二度目のアメリカ行を企て、

2月24日のカナダ、 トロントを振出しに 3

月 9日ニューヨーク迄 7回のステーヂを持

った。

別稿記載の通り Segoviaは音楽生活50

年の記念を迎え、アメリカ各地で演奏会を

開き 、常に満堂の喝采を博した。 Deccaは

三枚の記念 LPア）レバムを発売した。

Mario castelnuovo-Tedescoは3月1日

Choral-prelude and Fugue on the name 

of Albert Schweitzer op. 170 Greeting 

Cards Nr. 18を完成し、スカラ座に於け

る「ベニスの商人」上演のため祖国に向っ

た。多分夏をフ ロレンスで過すことになろ

うとの こと。

Rey de la Torre の Epic盤3479の内

容は次の様なものである。
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ヂユ リアーニのソナタ15番、 トウリ ナの

ファ ンダーギリョ、 リョペッ トのメ キンコ
民謡、ロポスのチョーロー番、ファリアの

ペスカドールの ロマンス、 リョベッ トのフ

アリアの民謡、アルハ ンプラの想出

ヮツン トン在住のソポクソス ・バパス氏

は高橋の手を経てツェワイツェル博士に50

ドルを寄附した。

セゴピアはワジントンのリサイタルの時

3日間パバス氏の私邸を宿にして訪日の喜

びを語った由。

7ランス：ー―

Max Eschigはpujol版で古典物を八曲

出した、VillanoEspanoleta, Jacaras, 
Marizapalos, Folas Canarios, Gallardas 

Pavanasの八曲である。大てい二短調で

ある。この他Pujol版で二重奏としてJ.s. 
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Bachの英国風組曲三番が出ているし Sea-
r1'atiのPastoraloなどが二重奏で出てい
る。

J. Feschotteの伝えるところによると 、

この仕ど JacquesMichonの指揮する フ

ランス室内オ ーケス トラがコンセルバ トリ

で「地中海の音楽」 と銘打った演奏会を開

いて注目をうけた。
Malipiero, Petrassi, Falla, Rodrigo 

の作品が演奏され、ロ ドリゴのアランフニ
文協奏曲は RamonCuetoが独奏して喝采

を博した。

アルゼンチン ：＿

Abel Fleuryが亡くなった。 彼はアル

ゼンチンのギター界の重要人物であった丈

その死は惜しまれる。当年55オであった。

第二集 ー一ー目 次ー一
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4月11日 月村、松田門下生合同発表会

国内ニューズ 一 神戸大学古典ギタークラプ協仔

◎ア）レモニア顧問の中野二郎先生が 3月22 生田公会堂

日名古屋放送局創立記念の式典で表彰を受 4月12日 飯塚卒ギター独奏会

けられました。皆様と御ー諸にお喜び申し 大阪毎日国際サロン

上げたいと思います。永年の御梢進が実を 13日 モントヤ夫妻の公演

結び表彰されたことは当然なことで御座い 産経ホール

ますが、 CK生えぬきの先生には感慨ー入 14日 大沢絆独奏会

のことと存じます。 ì 山葉ホル

先生おめでとう御座います。 19日 東京アカデミア開校式

◎ 4月19日、 東京アカデミアが開校されま 神田 YMCA

した、東京在住の方ばかりでなく地方の方 26日 伊藤翁介夫妻の作品発表会

々も多く入校しより一陪の御活躍をお願い 山莱ホー）レ

したいものです、又アカデミアの創立を祝 27日 奥田紘正門下生発表会

し今後の御発展をお祈り致します。 丸の内ホール

◎ユニパーサールレコード会社では近 くモ 5月 3日 セゴピア独奏会

ンテラとトレアドールの日本盤を発売する

ことになりました。スペイン音楽の現地録

音がきけるのは楽しみです。

◎東京アカデミアの入校規則書が御座いま

すから御必要の方はアルモニアに御申込下

さい。

東レ

+4aンS楽絃発売．//

第20回国際ギタ ー音楽祭展示会出品

東洋レーヨンの技術陣に依り新らしく完成

されたこの楽絃の出現により高価な輸入絃

の必要は全くなくなりました。

地方の方で入手困難な培合は直接当方へ御

申越下さい。

(48) 

東レナイロン楽絃
各種楽絃製造発売元

小石川商会
四日市々河原田町2365
定話河原田局 18番

大阪フェステパルホール
8日 セゴピア独奏会

産経ホー）レ

11日 平野雅俊門下生発表会

21日 文京区公会堂にて
23日 コンチエルトのタ
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永田文夫 伊森トリオの方

伊藤日出夫
勝田保世 芦原英了 伊i§マリ子

モントヤ

国際ギクー音楽シリーズ全六巻 ぷ贔贔旦晶晶正
永らくの皆様の御要望にお答えして、ここに「国際ギター音楽ンリーズ」全

六巻を刊行する事になりました。

殆どが我が国では未出版の曲で、やさしく 楽しく 、そして親しみやすい名曲

ばかりを収録してあります。是非共愛好家の皆様の座右にそなえ、油奏や研究

又は教材に役立てて下さるようお願い申上げます。

No. 1 ギタースペイン音楽集

No. 2 ギター前古典音楽集

No. 3 ギタークラシック音楽集

No. 4 ギター中南米音楽集

No. 5 ギター近代音楽集

No. 6 ギター ポ ビ ュ ラ ー音 楽集

各 ¥ 200 

アルモニアでお取次致します。



編 集 後記I
御成婚にわく花の日本に斯界＼ことって大きな喜びが御座いました。それは去月フラメ

ソコの巨匠モントヤを迎えたこどと来月マエストロ ・セゴピアを迎へることです。

モントヤは鋭い眼光の小柄な人でした、席を同じくして話すうち温和な人柄であるこ

とがよくわかりました。アルモニアの科椙ですと云い終らない中差しのぺられた手は温

かい手でした。あの華府なフラメンコを弾く手、捏手した我が手を改めて見なおしたこ

とでした。

モントヤの索賭しいテクニ ックは闘く人見る人を魅了し、レコードではなく生の演奏

に、至芸に接しフラメ ‘ノコヘの認識を深くしたのは私ばかりではないでしょう。

そして来月は1て匠ア｀ノドレス ・セゴピアが来演するのです。待ちに待ったセゴビアは

批界に翡名な音楽家、今災巾し上げるまでもなくギターを今日の地位にあらしめたこと

は竹様御承知の通りで御座います。

多 くの努力と御枯進によって完成されたセゴピアのギターの一音も闘きのがすことな

くその音、そのテクニ ックそしてセゴピアの中に流れる音楽性を‘斧びとり明日への逍し

るぺとしたいもので御座います。

マエストロセゴピアはアルモニアヘメ ッセージに添えて万真とレコードをお送り下さ

ったそうですが、本りの編集に11りに合いませんでしたことはかえすがえすも残念なこと

でした。

前号申し上げました東点ギターアカデミアは 4月19日l州校致しました。この中から後

n多 くの第二のセゴピアの生れることを切に希望致して居ります。

ハウゼルの訪問記をのせるつもりでセゴピアとハウゼルの写真をお目にかけましたが

頁の都合で次号に廻すことにしました、御涼承下さいませ。

翡橋はアフリカの僻地にあって元気で拗いて居りますようですから他Tj¥'.ながら御休心

下さいませ。先生各位の亙稿を賜りここにセゴビア特集りをお送り致します。

次けはセゴピア批評号を出したい と思います。
贔 橋 武 1ニ

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