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巻 頭 言

コロムピアが マンドリンオーケストラによる日本の旋律」と銘打って武井守）戊氏(/)作品

アルパム第 2集 (10吋LP-AL-787)を出してくれたことをよろこぷ。武井氏の音楽は外人

向のフジヤマやゲーシャガールやハッヒ°コ ー トではなく 、あくまでも純粋の II本人のエスプ

リである，人はあ まりに弔純であるというかもしれない。しかし複雑かならずしも最上では

ない。メ人はあまりに短いというかもしれない。しかし長編小説のすぺてが17文字の俳句よ

りすぐれているとは限らない。或は又色彩に乏 しいというかもしれない。しかし一術の迅絵

が、こってりした油絵に一歩をゆづらねばならない迅理はない宝石が掌ほど大きくあった

としたらどうだろう。ダイヤモンドや真月は大きさだけが魅力ではない。武井氏の音楽はn

本の宝石である。

（在ラ ンバレネ 窃栢）

目次

（第 6巻 第6号 ・通刊第36号）

休刊の詞・．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・窃 梧 功・・・(1)

「アルモニア」休刊に当って・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..松本太郎・・・(2)

アルモニアと共に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..安 逹 右 ー・・・(3)

ヴィラロポスの芸術・・・・・・・ ・・．．．． ．．．． ． ．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•小 船幸次郎・ ・ • ( 5 )

木村；’{久弥君を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・邸 栢 功・・・(8)

ギクー音楽雑蔽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・..窃 栢 功・・・(9)

アレグリアス舞踊団の来日・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・•伊藤日出夫・・・ ( 11 )

トリオロスノぐンチョスの印象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • 安 達 右 ー・・・(12)

写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13~16)

ギター曲出版概要（三） ． ． ． ． ．． ． ．．．．．． ． ．． ． ． ． ． ． ．．．．．．．．． ． ．．．． ． ．． ． ．． ．． ．．．．．．．•中野二郎・ · · ( 17)

ランバレネ日誌抄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・邸 栢 功・・・(26)

国内ニュ ーズ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・(27)



休刊の 詞

沢口忠左エ門氏の遺志をついでアルモニアを再刊してから 6年たった。 6年という淑月は

短いようであるが、考えようによっては長いともいえる。果して斯界に貢献することがあっ

たかどうかを顧み、自四と自負の思が去来する。ことに昨年渡欧、渡ア以後は、誌友各位の

絶大な支持と顧問三氏のはかり知れない尽力によってアルモニアをつゞけることができた

が、原稿依頼、印刷、発送それに国内及び海外との述絡など、家内の女手にあまる仕事であ

った。やはり思うにまかせないことが多く 、このまま続行することに私は困防せざるを得な

い。

それに私は遠くア フリカに在り 、Dr.Albert Schweitzerの膝下にあって、幸、その信頼

を博し 6カ月の予定がのびのびになり 、近々に帰国の見込みが立たない現況にある。

、 そ •こ で私は顧問の熱意と誌友の激励にそむいて甚だ申訳ない次第だが 、 今ここに一時アル
モニアを休刊することを決意した。思えば私をラソパレネに導く一つの契機ともなったアル

モニアである。たとえ一時的にもせよ今アルモニアをたつことは、まことに自ら身を切る思

いである。

今までの誌友各位の支持に深く感謝するとともに、帰国の上機を得て再刊の迎びとなった

ら、その折は又よろしくお願いする。

休刊の詞にあわせて、アルモニアの支持者諸界の健康と活躍と発展を祈る。

1959年 12月 ランバレネにて

主箪 ・高栢 功

To our readers! 

Inspite of the efforts of coeditors and my wife, now it is difficult to continue 

the publication of ARMONIA, because I must work at least another year by Dr. 

Albert Schweitzer in Lambarene. 

I send you here last number and promise you to publish ARMONIA again 

after my coming home, thank you. 

Editor Dr. Isao Takahashi 

Hospital du Dr. Schweitzer_ 

Lambarene-Gabon 

Afrique Equatrial Francaise 
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「アルモニア」の休刊 に 当 って

松木太郎

本誌は高栢功君の帰朝迄休刊する事になった。

フラウ麻栂からその知らせを受けた時私は別に驚かなかった。それを予期した訳ではない

が，そうなる事が不自然であるとは思われないからである。

代理というものには限界がある。その期限には内容に よって長短はある としてもある期間

を越えると無理が生じ、続ける事が困難になる。そういう事は実際上屈起ったり 、見受けら

れたりする。本誌の編集がフラウ高栢によって続けられる事になったのも高楢君の外国行き

の期間を定めた上での事であったに違いない。出発前に定められていた期間ならばフラウ裔

橋の編集代行も充分可能であったに迩いないが、予定を逃に越えた今日となっては限界が来

たという事に充分考えられ、この上は代行の継続は無理である事が分る。そうなった以上無

理を続ける事は不自然であり 、不合理であろう。とすれば休刊は当然であるといっていい。

「アルモニア」の刊行が高栢君のギタ ー音楽えの熱伯と L面八府の窟斗によって続けられ

ていた事は改めて説明する迄もない。従ってその留守を預って編集を代行せられたフラウ高

栢の竹折りが大きかった事は想像に難くない。 1年以上の代行で力が尽きて休刊となったと

してもわれわれはフラウ高橋の恋斗を感謝し、労をねぎらう他はない。そして高栢君の帰朝

によって本誌が復刊せられた時再び内助の功を立てられる事を祈ろう。

高橋君のランバレネに於ける奉仕とシュヴァイツァ ー沌士の感化が莉栂君の今後の生活に

如何いう影響を与えるかは予測出来ない。婦朝後の生活が出発前のそれとは全く違ったもの

になり 、場合によってはギタ ー音楽に背を向ける様な事が起るかも知れない。けれどもそう

なったとしてもわれわれが兎や角口を挿む事は許されないだろう。私にはそういう事も考え

られる。とはいってもそれは私の一つの想像で、恐らくギタ ー音楽への熱情は矢張り持続せ

られるだろうと思われ、又それを祈り度い。

唯私自身顧問を引受けて置きながら多忙になる一方なので協力を怠け勝ちになっていたの

を残念に思い、陳謝せざるを得ない。

何れにしても休刊は多くの同好の人々から惜しまれるだろうが、止むを得ない事でもあ

り、自然のたり行きでもあると思う。もう一度フラウ高栢の努力を感謝し、高橋君帰朝と共

に新しい気持で、新しい展開を始めるのを期待し、祈り度い。
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アルモニアと共 に

安逹右

私がギク ーを手にした頃は今の主宰屁梧功は若松陸軍病院に軍医として応召中で、当時の

主幹沢口氏は仙台で銀行にお勤め私は東京に遊学中で、アルモニアと云うものに直接関係す

るには余りにも周囲が時勢に紺られていた時代であった。

昭和23年高橋が復員して来て始め再会した時これからが本当の活躍の時期だと眼を輝かし

て云れはて自分が何をしたいのか戸惑うばかりだったが、昭和24年講和条約も出来て外国と

の交通も出来る様になり 、カクログやレコ ー ドが入手出来る様なってから急にアルモニア復

刊の意欲が動き出したのであった。

当時は進駐軍放送でセゴビアのレコード 5分間が流れたと云えばそれが雑誌の記事となる

様な時代で、第一回 コン クールがあ って優秀な新人が既にスタ ートして居たものの、その他

はLPがある分でなし楽譜がある訳でなし、弦もセミガット教授法もまちまちと云う時代で

あった。

小原氏の絶大な努力でアニド女史が来日することとなりさうだと云うニュースが伝わった

頃、ア）レモニア復刊第 1号の唄稿は既＇こ校王にかけられていた。

海外の事情を出来る丈国内に流したいこと 、さうしてそのニュースの蒐集に定期刊行物を

自分が持っていることが必要なことと、この二つが復刊に踏み切った大きな動機だったので

ある。

レイデラトレのソ）レの錬習曲、セゴビーアのデッカ DL-8022、ビセンテゴメスのセミ フラ

メンコ等が四重なLPで数枚のレ コードを何人もが随喜の涙を流し乍ら深更迄聴いたのもこ

の頃であり、東京での演奏会と云えば保険協会か毎日ホ ールだったのもこの頃である。

楽譜の蒐集熱が昂まったのもこの頃である。免に角何でも手当り次第徹夜しても写さうと

云う述中に日夜押しかけられて嬉しい悲鳴を上げたものであった。ヴァィスの組曲、ロ ボス

のプレリュ ード集、ロ ドリゴの EnLoo Trigalesロドリゴのアランフュスコンチェルト等

私の手許から出たものを未だに愛用して頂いている向が多いのも懐しい想い出である。

LPもせっせと集めた、会う人毎に「何か新しいのが入りましたか」と云うのが挨拶がは

りになって予約したものが私の処丈入荷したりすると、差別待遇されたと云われたものであ

る。その頃迄のセゴビア LPの総目録を名古屋に出向いた際中野先生にお見せしたら、是非

誌上に発表しなさいと云うことで出た のが第 2巻第 5号のセゴビアのレパート リーであっ

た。今から見れば何のことない他愛ないものであったが、当時のホットニュースとしていろ

いろ皆様の御便宜になった様に聞いている。この頃のギタ ー界は内的整備に大童で他を振り

返える余地がなかったせいか、皆大いに活気があったし想い出深い時代であった。

阿部君のシニナ留学と云う大きな転機があってギタ ー界が更に前進し始めた時、私は不幸

病を得て療従をする身となった。シエナからの手紙をベッドで読み乍ら、さうして海外雑誌

でますます活発なギター界を読み乍ら居ても立っても居られない一年半を過して退院し、又

演奏会場に顔を出す様になった時人生健康でなければならぬとつくづく痛感した。

3
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アルモニアの第 3年はアルモニアとしてはモーツアル ト、 プホール、セゴピア、ラテ ン、 ．

アメリカ、タルレガの各特集号を企画し多彩であったけれども私としてはジャ ケット紹介、

演奏会評、アプロニスの入門に終始してかなりマンネリズムになって了った砥があった。何

時も締切問際に速達で催促を受け乍ら間に合せた 1年であったが、杏いた枚数丈は記録的だ

ったものの自分ではどうも思うに委せない面が多かった。外国語が少し読めると紫人でも専

門家顔が出来るという意味の部楡が出たのもこの頃で、ギタ ー界の内的整備も末期になった

ので多少左右を見る余裕が出たのだなあと思ったものであった。

原稿を古くということは誠に労働である。テープレコードに吹込む座談会がどれ程楽であ

るか較べものにならない。尤もこの掲合は編集者が後で苦労しているのであるが、一寸のこ

とでも疑問があれば参考占で確めねばならないし、いよいよ確められなければその原稿は締

めねばならない。そうして書いたものが一笑に附される。次号の時期が来ると又矢のような

催促で本当に泣きたくなる。

アルモニア第 4年は私自身あちこち磨擦を生じた年であった。コンサート評を反駁された

り私の評と正反対の評が同時に他誌に出たり 、合奏団の行き方を双める態度が分からないと

いう声を聞いたりするようになった。 然し私自身絶対的な懐疑を持っていたし他意ある訳で

もないので、明鏡止水何等拘泥するものはなかった。

昭和33年はゴンザレスの来日と高橋主宰の渡欧が大きなデュ ースであった。ゴンザレスと

いう青年は愛すぺき人だった。不幸過分のスケデュ ールを背負わされて疲労困憩して帰った

が、我々にはよき尺度を与えて呉れた。それと彼の楽器フレタは本当によい楽器だったと思

って未だに忘れられない。ああいう楽器がどんどん製作されればどれ丈ギタリス トが助かる

ことか分らない。河野氏が渡欧される由であるが期待する処頗る大である。

高橋主宰は第20回のギタ ーコングレス後、アフリカランバレーネのシュヴァィツー博士の

下で既に 1年を過しているが、その間のギタ ー界はモント 、ヤセゴピアの来日という革命的

事実が到来したのであった。高橋主宰が居ればさぞ八面六腎の活躍をしたこと と思うけれど

も不幸私も 、束京を去り広島に転住したのでアルモニアとしては誠に不本意な活動に終り、

誌友諸氏には申訳けなかった次第であった。然し乍らセゴピアに関しては新聞ニュース的取

材はどうでもいいことであって長い経過を見て行く必要がある訳であるから、これからでも

誌友えの御奉公は充分出来るものと考えます。

アルモニアの特色と・しては海外との直接の交流がもたらすニュースが何よりのものとなっ

ている。時にはプホールが直接原稿を寄せたこともあるし、・今後共いろいろ知名の士からの

原稿は期待出来よう。唯現在主宰高橋功の仕事がシュヴァィツァ ー博士の下で余りにも偉大

な事業と取組んでいる為、余暇を許さないのと帰国予定が更に延びる模様なので己むを得ず

休刊ということとなった次第である。

幸いギタ ーの友、ギタルラ 、ギタ ー音楽、フ レット等優秀他誌もあることとて期界近況の

把握には事欠かない時勢でもあり 、又束京ギタ ーアカデ ミーでも内報発行予定もある様なの

で一時その方にでもニュ．ース提供をするか、私が臨時ニュ ース版を出して誌友に配付するか

兎に角何等かの方法で誌友諸氏へのサーヴィスに努めるつもりなので御諒承頂き度い次第で

ある。

故沢口氏以来のアルモニアの伝統の為にも来たるぺき再刊迄満を持して居るつもりであり

ますので休刊中も宜敷しく御好誼の程願い上げます。
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戸 Iギター曲作品を通して見た

ヴィラ・ロボスの芸術

プラジル第一の作曲家であり、ギターの

為に作曲してくれた数少ない現代一流作曲

家の中の一人であったヴィラロボスが昨年

の11月 日に死んだ。ボンセが死にトーリ

ナが死んで、今又ヴィラロボスが死んでし

まった。ギタ ー音楽界としては腕をもぎ取

られた様な痛みと悲しみとを感じる。ヴィ

ラロボスはセゴヴィアの為に曲を書いた他

の人々とは異って、自分でギターを巧みに

奏いた一流作曲家である。一流作曲家でギ

ターを奏いた人は先ずシュ ーベルトがあ

り、ベルリオーズがあり 、パガニーニがあ

り、ウエーバーがある。その中ギタ ーの為

にまァ良い曲を残してくれたのはパガニー

• 二位である。その後一流作曲家にギタ ーは

，殆んど省みられなくなった。それがセゴヴ

ィアが出て、再び一流作曲家の眼がギター

に向いた。ところがヴィラロボスは自分で

ギタ ーの美しさを見出した一流作曲家であ

る。彼は相当上手にギタ ーを奏いたらし

い。彼の作品を上手に奏＜腕前だとしたら

これは相当なものといえよう。兎に角彼の

ギター作品は、ボンセ、 トーリナ、テデス

コの作品には見られないギタ ーの楽器とし

てのメカ ニズムの特性を作品によく活用し

ている。これは彼がギタ ーを奏き、ギク ー

，をよく知っている第一の証拠である。

ヴィラロボスは1881年にリ ・オ ・デジャ

ネイロに生れたから、死んだ時は78オであ

った。父は学者でチェロを奏いたというか

ら、教程の高い家庭で、幼い頃から音楽に

親しんだらしい。ビアノの外ヴァイオリ

ン、チ ェロ 、ヴィオラ等も奏けたらしい。

ギタ ーは特に上手であったという。音楽は

実践派らしく、管絃楽団に入ったり 、劇場

小船幸次郎

・で奏いたりしでいる中に作曲を学んセ、丁

度リオに来たフラ ・ンス印象派の大家ミロー

に会って印象脈の作風を学んだ。プラジル

政府の留学生と してパリ Tに数年間留学し

てから故国リオ市の音学教育局長となり、

管絃楽や合唱の指導をしながら作品の数を

増していった。

ヴィラロボスはプラジルの国民的作曲家

と一般にいわれているけれど、その言葉か

ら受ける印象程には民族主義的ではない。

ポンセとは違っ・た方法でバッハの遺産を相

当受け継いでいる。そういう印象をはっき

り受けるのは、彼のギタ ーの為の前奏曲 3

番である。フランス印象派の影孵は随所に

見られるが、練習曲の 5番、 11番等はそれ

がはっきり出ている。ヴィラロボスのギタ

ー曲で手許にあるのは、ギターと小管法の

為の協奏曲（但ヒ°アノ伴奏） 12の練習曲、

5つの前奏曲、それに 5つのチョロ、つま

りマヅルカチョロ、スコティッシチョロ 、

ワルッチョロ、ガボ ットチョ ロである。こ

れらのギタ ー曲を通じて窺えるヴィラロボ

スば、従来の三度の和音が確りとした基礎

になっている。それが機能的な線を含んだ

有機的なものとして用いられている場合と

単なる合声音として無機的に用いられてい

る場合とある。時に四度から成る和音を用

いる場合があるが、この時にも決してフラ

ンス印象派風な感じにはなり下がらない。

この辺が彼の芯の確りとしている所で、彼

の強い個性とプラジル民族音楽を研究した

結果であろう。何よりも彼の音楽は独創的

である。彼の場合の独創性は、所謂破壊

的、或いは急進的、革命的なそれではなく

て、伝統の型の中で書きながら、決して他

5
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人とは見誤られない作品としてしまう独

創性である。これは真の天オにして初めて

成し得る所である。その証拠には彼の作品

数が、現代作曲家の中で群を抜いて多い こ

とである。彼の64オ頃の調ぺで1300曲に及

んでじヽる。この中には交菩曲 8曲、オペ ラ2

曲、バレー 1曲が含まれている。 ロシアの

ショスクユヴィッチが相当多いが、それで

も未だ数としては 200曲にはなるまい。誰

でもが多作であった古典音楽の時代でも、

流の音楽家としてはハイドン 、モーツア・

・ルト 、もう少し時代が上ってバ ッハ、ヘン

デルあたりでも 600曲前後である。シュ ー

ベルトが約 800曲、 リストが編曲を入れる

と1000曲を越すらしい。ベートーヴェンに

至っては 150血にならない。以上のような

理で、数の上ではヴィラロボスが最近では

最高である。数が多いということは 1曲 l

曲を革進的アイデアで笞くという書き方で

ないということを物語ると同時に、作曲す

る心と力に溢れているということを物語っ

ている。しかも早い速度で作り出される 1

曲 1曲が、他人の作品と見誤られることの

ない独自の個性と独創性で充たされている

となると 、彼は確かに数少ない天オの 1人

であるということが出来る。

それでは彼の独創性がどのように曲の中

に現われているかというと 、手許のギタ ー

曲を涸ぺた限りでも、先ず音楽の花ともい

うぺき施神に如何なる場合にも真迫性があ

る。何処にも惰性が感じられない。しかも

それが、いつも楽器の特性から生れたもの

である•ことを感じさせる。確かに彼はギタ

ーを奏きながら作曲しているということが

はっきりと分る。彼のギタ ー曲をビアノで

調ぺると死んでいるようにつまらなく感じ

られる所が、ギターで奏かれると脈々とし

た生命がよみがえって来るのである。この

事は旋律ばかりではない。ビア ノで調ぺた

ら簡単で幼稚に見えるような場合の和音

も、それが原曲のギタ ーで奏かれる時には

生々として 、しかも奏き良い、ギターの為

の和音であることが艇々ある。又ビア ノで

調ぺると複雑な和音で、奏きにくく 、難曲

だと忠われる曲が、原曲のギタ ーで奏く時

は、奏きよく 、易しくて、深い内容が安々

と表現されるのを見る。これだけでもヴィ

ラロボスは得難いギター曲作家であった。

色々な楽伍を巧みに演奏したといわれるウ＊

ィラ ロポスは、ギター曲のみならず、ピア

ノ曲、絃楽曲、歌曲その他あらゆる曲に、

その楽器の特性を最もよく現わす技巧で彼

の傑れた感情と理智を表現しているに相迩

ない。しかし、ビアノやヴァ イオリンはヴ

ィラロボス以外にもそのような書き方をし

ているところの彼とは迩った傑れた才能が

多いけれど、ギタ ーはそのような人達がい

ないので、ヴィラロボスの死は実に痛い。

ヴィラロボスのギター曲には七ノ和音が

非常に多い。殊に減ヒノ和音と減五一短七

の和音の無技巧な連続で傑れた音楽を晟々

作り出している。これは減七ノ和音と減五

短しノ和音がその和音の種々に転回された

位四が、ギタ ーの上で易しく作り得る為で

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 Kono 

河野 賢
東京都豊島区千早町 1の4
屯話 (95) 5 5 7 4番
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ある。ヴィラ ロボスがこの和音で書いてい

る所が、大低その曲の 1つのクラ、イマック

スを成していて、音楽が深く 、難解な所、

ーロにいえばいい曲だと聴く方に思わせる

・急所になっている。そこが奏く方には案外

易しいのであるから 、奏く者には言葉通り．．．．．．  
いい曲である。又開放絃の使用のうまさが

曲の難しい内容を、演奏の非常に易しいも

のにしている。それは単にポジションの使

い方がうまいと言うようなものではなくて

開放絃の入った和音なり 、音階なりが、曲の

中心を成すように書かれているのである。

この例は多くて挙げるに少しも苦労はな

ぃ。先ず前奏曲の第1番を見ればその中心的

和音が3本共開放絃の GHEであること。そ

してこの和音を変えずに用いるように音楽

書いていること。即ち旋律を、GHEの絃を

用いずに奏くようなものにしていること。

更に旋律が変ってゆく長い間、和音を変え

ずに置くことが、それ自体その曲の性格に

なるように曲の書き方全休を協力させてし

まっていること。この最後のことがヴィラ

ロボスの音楽を見る上に大切なところなの

であっ 、て、彼の作曲の衝動、或いは着想と

いったものが、楽器の特性の或る部分、例

えば前奏曲第 1番ならば、あのGHEの和

音をどう取り扱ってみようかなという様な

事から起るのである。このようなところか

ら作曲の着想なり衝動の起る場合は、曲の

名称は必ず前奏曲とか練習曲とかいったも

のになる。彼のギタ ー曲に前奏曲、練習曲

が多く 、それが又いづれも良い曲になって

いるこれが理由である。もう一つ例を挙げ

よう。練習曲第10番の中央部、4分の 4拍

子になってからの16音符 4個づつの フィギ

ュアが全部で 124続いているところで、そ

の各々の フィギュアの最後の16音符を全部

開放絃になるように作っている。 これなど

もギタ ーの特性から着想された作曲である

ことが実にはっきりとしている。

ヴィラ ロボスは自分の作曲手段を、民族

主義、或いは近代主義の作曲家に有り勝ち

な狭く限定することをしない。ドビュッシ

イ、バルトックのように、自分の作曲手段

を厳しく限定した場合は、それが如何に稀

有で、傑れたものであっても 、長い間には

新陳代謝を止めて、同じ手段の繰り返しと

なって、彼等の音楽の生命である新鮮さを

失ってゆく。ヴィラロボスは作曲の目的に

従って既成のあらゆる手段を自由に利用し

ているように見える。ギタ _曲{書く場合

には、ギタ ーの調絃の性質からと思われる

普通の三和音と七ノ和音が多いが、それも

曲に依って有機的に扱ったり無機的に扱っ

たりしている。新らしい和音を使う時も 、

その和音は新しい理論の下に生み出された

ものではなく 、楽器の特性から作られたと

ころの、その場限りのものが多い。例えば

前奏曲第 3番の曲頭に現われるものとか、

練習曲第11番の和音とかで、ギタ ー協奏曲

などは全体にそのような和音から出来てい

る。しかし大体どのような場合も 、従来の

和音観念から理解出来るものである。この

(28頁へつづく）

高級手エギクー

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 N akade 

中 出阪 蔵
東京都中野区城山町24
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木村喜久蒲君を悼む 莉 橋 功

、小・
` '̀ ． ヽ． 

莉橘忠雄、『5山正彦両氏とともに中南米

• 音楽の権威者の一人であった木村君が亡く

なった。本誌を通じて周知の通り 、中でも

木村君のギク ー音楽に対する理解と見識は

大きく深いものだっただけにその早逝がti¥'
しまれる。

木村君は大正10年ー1921年ーに静岡に生

れ昭和17年に反応義塾大学、経済学部を卒

業し、ひきつづき大学院でアメリカ経済史

と中南米古代文化を研究中、不幸にして病

を褐、昭和20年以来十数年の長きにわたっ

て闘病生活をつづけたのであった。その間

「西洋史学」「民族学研究」「学鑑」に注目

すぺき論文を発及し、昭和27年には随郊集

・「姪芹放浪」昭和29年には「猫」を出版し、

学究として又趣味人としての存在を明らか

にした。就中「中南米音楽」誌上に執鍬さ

れた中南米音楽ニュ ースは斯界に活を入れ

ること甚大であった。それは、長年病床に

ある人の笙とはとうてい思えない往ど生々

とした、めざましいものであった。

法政大学出版局長相島敏夫氏に木村君の

自家限定版「猫」を推屈し、それがきっか

けとなって昨年「ネコ 」が同出版局から上

梓された。果してその著苫は好評を博し 、

ネコ文献に煎きをなおすことになった。私

はそれを動物愛護の第一人者たるアルベル

トシュバイツアー博士にお土産として持参

した。博士は多忙の中を自らベンをとって

木村君の「ネコ」に讃辞を呈せられた。そ

れを手にした木村君のよろこびは、大へん

なものだった。君の最後の年の大きな喜ひ・

の一つではなかったかと 、それを仲介した

私は思っている。

生前私は木村君と相まみえることがなか

った。しかし君は医者である私にいろいろ

病状を訴えてき 、それに応えるたびに親し

さをましてきた。君は私の不見の親友であ

った。

君は「ネ コ」のあとがきに「最後に、私

の仕事をよく理解し、．文献資料の収集など

を財政的に援助して下さった老父、および

10年以上の長い叙旋生活をつづけている。

わが伍で手のかかる厄介で親不孝な私をい

つも献身的に石護し、身の廻りの世話をし

て下さっている老母に深く感謝する」と書

いている。短命にしてしかもこれだけ多く

の文策をものした木村君は親不孝どころ

が、親孝行だったといっていい。

はるかに木村君の冥福を祈るとともに、

御遺族に対し深甚の弔意を表する。

棋華合掌。 (11月28日記）

....ヽ

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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ギター音楽雑感
Essay on guitar 

高 橋 功

Isao Takahashi 

〇 ギター音楽の多用性

Andres Segoviaの天賦の楽オと無頼の演奏技術によってギタ ーは完全な独立楽器として

のユニー クな地位を確保することができた。巾のひろい音域と 、多彩な音色と 、翌かな和音

構成をもったギタ ーは、独奏楽器として好ましいばかりでなく 、絃楽器と組んで室内楽々器

として直要な地位を占め、オーケストラとの結合によって協奏曲楽器としても高く評価され

るようになった。ギタ ーはたしかにすぐれた楽器の一つである。しかしギタ ーの用途はまだ

まだひろい。

ギタ ーはもともとスペ インの民衆と共に育った楽器であった。民衆は早くからギタ ーをそ

の生活の中にとり入れた。そして歌と踊とギタ ーを離れがたく結びつけてしまった。それが

フラメンコである。 20世紀に入って Albeniz,Granados, Fallaのすぐれた作曲家が、その

独自なスタ イルを一般音楽に取上げ、フラメン コがスペイン音楽の特性ででもあるかのよう

に思われる仕どになった。 一方 Montoya,Badajoz, Sabicasなどの名手が輩出し、強烈な

リズムと哀愁のメ ロデイによって フラメン コは一段と花々しい発達をした。そして フラメン

コは今や国境をこえてヨ ーロ ッパはもちろんアメ リカでも大いに歓迎されている。

ギタ ーはルネッサ｀ノスの高貴な紳士、淑女のサロンや野遊びになくてならない楽器であっ

たが、それは又街の若者たちのセレナーデに欠くことのできない楽器でもあり 、又巷の門附

の生活をささえる楽器でもあった。こうしてギタ ーは歌と結びついた。アメリカの民衆詩人

Carl Sandbarg のバラードにギタ ーは生きている。 Segovia のお往底えめでたく 、且つ

又 Villa-Lobosに感銘を与えたプラジルのギタ ー歌手 OlgaCoelhoィギ リスの Kingsley

夫人と女性ギタ ー歌手の双壁である。オース トラ リア生れのギタ ー歌手 WilliamClauson 

の英米における人気は想像以上である。アルゼンチンに目を向けると Gardelo,Tormoの後

をうけてYupanqui,Faluの歌うカンシオンやサンバが、いかにギタ ーと離れがたいかがわ

かるわけである。パリでは GeorgesBrassens の歌とギタ ーがシャン ソン界の人気をさら

っている。

古くは Schubert,Weber, Giuliani近くは deFalla, Segovia, Casteluuovo-Tedesco, 

Villa-Lobosがギタ ーと歌のすぐれた作品を提供している。

日本のギタ ー界はこういうギタ ーのジャ｀ノルにもっと注意を向けていいのではないか。

O Behrend.の方向

昨年ベル リンで国際ギター音楽家会議を主催した SiegfriedBehrendは「すぐれたギタ

ーの独奏家は世界にたくさんいる。自分は幸ベルリンの音楽家逹の支持を得ているので、独

奏以外の面で活躍したい」と若々しい抱負をもらしていた。事実 Piar放送交堺楽団やSi!zer

紘楽四重奏などの協力を得て、BoccheriniゃPaganiniゃTedescoなどの室内楽曲Vivaldi

ゃTedescoゃRodrigoの協奏曲などをどしどしレパート リに持って活躍している。こうい

う活躍ができる音楽環境に恵まれている Behrendは幸運児といえ よ う。最近彼はバ リトン

歌手 DietrichFischer Dieskanと組んでTedescoの新作 Die Vogelweide（作品180)を発

，
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表した。又秋のベルリン音楽週間には、現代ドイツ作曲界の第一人者HansWerner Henze 

新作が三つ発表された中にフリ ュート とギタ ーとオーケ ス トラのためのNorderlin-Kantate

（ドイツのロマン派の詩人ヘンデルリ，ンの詩による）．カミ杏り }pehre平史がそゃ・ギダ ーパ

ー トを蜘った。大へんf双難曲なそう．だが、新聞の批評による 1と、フ リ’●ュー．r-のHei祇t'1'心・

Krebs と共に Behrend はみごとに演奏して喝釆を博した。 •Henze がついにその作品にギ r`， 

ターを取上げたことを多とする＇と共に、ギタ ーの存在を高めた Behrendに讃辞を提したい。

O Villa-Lobosの死

ハープシコ ー ドの WandaLandowskaが亡くなって楽塩の異彩を失ったと思ったら、今

度は HectorVilla-Lobosの訃に接した。 TelliSelllとLaurindoAlmeidaの演奏による

Bachianas brasileiras第 5番の LPが思い浮ぷ。数々のエチュ ー ド、プレ リュー ド、プラ

ジル組曲、協奏曲などの作品によってギタ ー音楽のレパ ー トリ ーを拡大した Lobosの功依

は大きい。死ぬにはまだまだ早い年輩であるし、作曲家として又指押者としていよいよ煎厚

さを加えてきた時だっただけに、よけいに惜しまれる。

Andre~ Segoviaのレパート リーは、自らの編曲による Bach及びその他の古典音楽と現

代音楽を両翼としている。後者はスペインの Turina,Torroba,イタリア（アメリカ）の

Tedesco,ハンガリ ーのTansman,メキシ コのPonce,そしてプラジルの Villa-Lobosを中

核とするものであった。その中で先に Ponceが逝き 、今 Lobosを失ってしまった、Segovia

のみならず、世界各国のギタリストのプログラムに Lobosの作品をみなy、ことがなぃほど

に、ギク ー界における Lobosの地位は確たるものであ .っ'te。かえすがえすも惜，しい。・

〇 演奏会プログラム

近頃のギク ー独奏会のプログラムを見ると 、海外でも国内でも 、申し合わせたように第一

部に古典的なもの、第二部にロマン派のもの、第三部に現代作品を並ぺている。まるで、古

典から現代に至るまでの作品を演奏しないとギタリストとしての資格がないかの ような、疑

惑が浮ぷほど で ある。しかし Schubert歌手があり 、Wager歌手があり 、Beethoven奏者

があり Chopjn弾きがあるように Sorの作品を全部ものにし、或は Tarregaを又 Giuliani

の作品なら何でも弾けるという風なギタリストがあってもいいのではあるまいか。 Sor,

Tarrega, Giuliani,などはそれに価するギタ ー音楽家といえると思う。 それに Bachの編曲

なども・、・・ • ・。

-----ーーニ---＿-J--_—:~--．-. _^:• ,~―{，-「―-―→.》 •t·し

比留間きぬ子編著

「マンドリン四重奏曲集」 I,1J,'巻
A.4版ピ ニール貼定価各 350円 ・

待望久じい四重奏曲集の決定版で，各巻ともパート 別（マンドリン 1,2, マンド ラ，）
ギタ ー）に標本されており ，そのまますぐ合奏足使えます。

．曲目別 マンドリンス トのマーチ，ポツケリ ーのメヌエッ ト，ト レード （ボレ ロ）ナポ

• ≫ • 9 、（克ラ， ‘ィ．和咋気 7·：卜＇豆如v・ （喝巫ガ） ， シコ -べ)い ト ifj，必レ祝一；・ ド等沿叫l;, '，．．． .... 国際音楽出版社
（ア）レモニアで取次いで居りまナ直接申込まれて 3巻まとめてお買上げの方には 900円
（送料共）でお送りします）。

(126) 10 



アレグ リアス舞踊団の来日 伊 ・藤 日出

， ヽ

夫

愈々、スペインのアレグリアス舞踊団が

来日することになった。 1月 3日横浜へ正

午ごろ着き、 6日から10日まで東京で公演 ,I.. .．I，.・
．、 するのを皮切りに各地で多数の公演をも

ち、 2月20日から28日までは、又東京のコ

マ甑場で公演することになっている。まさ

に空前絶后のスペイン芸術の公開であろ ．` 第二部 ．

＼．．，ヽ・← • •..` 9.. .. 
． ．う。戦前戦后を通じで数多の・フラメンコ ・ ・ プ'bロ-グスペインのモチ ーフ

.:..... ;-~:;，ア＇ギ3z, . 1j ． 妥心と：い｀ズペ・ぷ．ン舞踊家が来日心臨 ． ・ • 9 （心•（隙 ．‘．詞要． r＇ t'・・グ• ‘顛 、・ オ．Fと・ヒル・

が、 ．かくも大人数にわたり、裏方まで連れ
唄 ロベラとロドリ

てくる舞踊団は初めてである。花形舞踊家 ・
ゲス

(9) セビリヤの唄 唄 ｝レイス ・ルエダ
であり、この舞踊団の振附や統師をするア ギタ ー ヤルテイン
ルフレッド ・ヒルとヒ°ラル ・デ ・オーロ、 (10) グラナダの宮殿
それにIO人をこえる舞踊家、オペラ歌手と ・ 凶 ＂ レモシ畑•'： 唄］、 か対ラ?,．, .. -・'.: ・.ヽ・• 9 ; ；.．・.. 

してアリ・カンテのヨ ーロ ッパ音楽祭に声 (B) グラナダ 唄 セグラ

楽部門セ優勝したマリア ・デル・カルメン ・ (11) 南のアンダルシア ・

ラミ ーレス、それにスペイ ン全土のカンテ ・
A) マラゲーニャ

フラメンコ大会にゴールデン ・デイスク賞 ・ ．． 
B)，ベルティアーレス

.．. f‘.． • ．‘ 踊 ・オ 白と ‘ヒ ．）レ ｀,.'•'.•

を得て、目下人気のあるルイス 9)レエダそ
• • ギタ ー マルテイン

してス旦イン国立アカデミ ーのピ ．アノ部門 ． ．． 他多数出演
に最優秀ど云おれる ・ヘスス・・。口＂そとし

0.  

＂七 ，● :う尻，9. ・．、、四 ，．9：共ぶ）．咋巡？m．、.:../・．： • •,．•鼻
アニストを初めとしたオ ーケストラの面 A) セビリヤの聖週祭

々。ギタリストは二名でサムエル ・マルテ ． ・ 唄 ラミレス

インという若いが達者でしかも「アルマ」 、B) ロシオの祭 唄 ラミレス

と「コラソン」をもっている人、もう一人
C)・セビリヤの四月祭 ' 

はドウチェ ． 、ニエトと•いう特異なマスクを ， 踊カレラ、唄

イス ・ルエダ
もつダンデイである。

以上の様なフ？ログラム匁，、日布公演をする ・ ． 
演し物は次のとおり '9 ~...”•:、

． `  わけであるが、所謂スペ ＇ィ‘ンというとフ•9ラ ·:
・人．6＜ -,.; 

第一部
メンコ丈が有名な様に思われているが、オ

プロローグ スペイン交響曲

(1)スペインの哀愁唄ディ アナ ・マルケ
ペラ歌手やオーケストラによって、スペイ

(2)ファンタジ一
ン全体の芸術も聞け見られるのが、今度の

A) ソレアレス 踊 ドミ・ンゲス、モ アレグリアス舞踊団の特長である。 ‘ 

ンテロン、ペレス ともあれこの画期的なスペイン芸術を紹

踊 オロ、 、ヒル、フ ． 介し、招いた太平洋テレビの壮挙は大きく

ェルナツデス＼｀力 ＼ 評価されていいであろう。玉ント也、 、セ？，. 亀．、
•· •9 '• • • 1 9 

レラ、プリエト ビアによって認識されかけて来たスペ•イン ・

マルテイン ，の芸術がここに大きく育ってゆくことを望

唄ラミレス んでやまない。

他 7人(4)・恋は鷹術師 踊

(5)．アンダルシアの唄
唄 ')レ土ダ ・・ ・ '.．屯 ぶ'd

會^． ．．、 ギタ ー，マルテ イン ． ・1
故郷へ熾り．ぷ凰•：豆翌他3へ ．・’•• 9'9ょ．9•.,I

”’ク・＼` ≫’_, ？ ̀  .)'.、、ク・が』で 、＊ぷふ
アラゴンの＇スケッチ

・ マルテイン他 7人
、1

オロ

⑲
切

．． 

•r 

｝レ・

B) コ・ルドバ

(3) 

ギタ ー

ヰダヤの子
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トリオロス ・ペンチヨスの印象

TRIO LOS Panchos in Hiroshima 

ギタ ーの刑き語りでしかも トリオと云う

このグループが1959年の年末から60年の年

始にかけて来 Flし、当広島にも正月 5日そ

の公派が持たれた。

このトリオの母国メキシコは彼のエスト

レリータで有名でポンセの生国でもあるが

ポレロ作曲家として有名なドミンゲスやヴ

ェレス 、カントラルの様な迎中から女流作

曲家のヴェラスケスやララと云った数多い

作曲家を擁して、メキシコ特有のポレロを

始めとした股窃なレパートリーの中で思う

存分その天分を延ば したトリオ 、ロス ・パ

ンチョスを生で聴けると云うことはこの広

島のみならず全国フアンの待屯の機会だっ

た筈である。

このトリオのヒットは何と云っても昭和

27年頃我が国に紹介されたベッサメム ーチ

ョでその他にはキエレメムーチョ、パイヤ

コンデオス、ユーピロングトウマイハート

と云った処であるが、我々がレコ ー ドで耳

馴れていたパンチョスと生のパンチョスを

聴いた処では非常に奔放で自由な泥臭い音

交と云う印象を先づ受けたのである。

そうして何より我々の閲心の深いギター

については音色も澄んでいて、音位も充分

で歌誼伴奏として誠に安定したものを聴か

せて呉れた。 トリオ中ギターの主役はアル

フレ ッドヒ ルでセカンドのチュ ーチョナバ

ーロは主にラスケ rードを受持ち、 トップ

テナーのアルビノはギタ ーの上では仕んの

お刺身のつま的役割に過ぎない。ア）レフレ

ッドヒルの伴奏技術はさすが棠に入ったも

ので、スケールに於てもトリオの音祉に充

分対拡出来る音位を示していたし、音色も

メキシコ民罪にふさわしいや L固めのしか

(128) 

安逹右

Yuichi Adachi (Hiroshima) 

し甘いきれいな音色であった。音且の点で

は右指を殆んど真匝ぐに伸ばした儘のアポ

ヤンドが効果を示している。他に理由はな

くその他では彼の創案にかかる梢深めで小

型の太鼓が挙げられよう。右手拇指にヒ°ッ

クをはめてアルペヂオやトレモロの際巧み

に使っていたのが目についたが、こんな点

真似のうまい日本人は直ぐ取入れてアラン

とではないかと思われた。

ギターの伴奏が木当の処問奏にならざる

を得ないことはこの トリ オでも共通の悩み

らしい。ボーカルが出ている間は簡単なコ

ード丈でフレ ーズとフレ ーズの間に魅惑的

なスケールが入るか、リズミックな場合は

ラスゲァードとなるのは定石通りでこの点

では特にトリオの特色とするものはなかっ

た。ただ弾き諾りの有利な点としてポーカ

ルの音伍とギタ ーの音伍を思う儘に調節し

て挙げる効果は、心梢い迄気持よいものが

あった。

唄はせては矢張りボレロが圧倒的な魅力

を示したが、つた (Lahiedre)の様な抒情

的なものもアルピーノの唄で又絶品となっ

ていた。つまりパンチョスには既に身につ

いた絶対の説得力がある。それがはるばる

海外に来て折角日本人の司会が居乍らそれ

を使わずに殆ど自分達が司会をして、満場

をエクスサイトさせる処に迄発揮されるの

である。

サポテンとソンプレロの国メキシ コの真

竜と云っては云い過ぎかも知れないか、今

迄本誌にもこのバンチョスのことは殆ど紹

介されていなかったのが不思議と思われ

る。アルゼンチンのタンゴは同じラテン ミ

(25頁へつづく）
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中野二郎先生

13 (129) 



松本太郎先生

(130) 14 



小船幸次郎先生

15 (131) 



故 ヴィ ラ ＾ ロポス

(132) 16 



ギター曲出版概 要 （三）

71. CELET A PUBLISHING Co., 

(409East 50 st., New York 

22, N. Y.) 

ノ

72. 

73. 

17 

Segovia Pujolの他で出版 してい

ないギタ ー曲及びその編曲、 (I. 

Albeniz, D.Scarlatti, A. Scria-

bin)ギタ ー レヴュ ー誌主箪 V.

Bobriの作品が数多出版さ れてい

る。

·~~,=·•·゜：喜綺唸；疇咬 X

(1944) 

Cubana E. Pujo 

CHALLIER & CO., (Berlin) 

1835年 K.Gaillardと共に出版を

始め1919年 R.Birnbachに買とら

れた。大歌手 Malibran(1808ー

1836)のギク ーを伴う歌曲若干を出

版。

CHAPPELL (50, New Bond 

st. London) 

74. 

中野二郎

Jiro Nakano (Nagoya) 

1812年設立。 Bertioli, Bortolaz-

zi, Carcassi, Carulli, J.M. De 

Ciebra, R. De Ciebra, Defrance 

Derwort, Dhuy, Donnadieu, 

Eulenstein, Giuliani, Horetzky, 

Huerta, Neuland, Ntiske, Pelzer, 

Schulz, Sola, Verini，等当時英国

に関係ある著名なギクリストの作

品を多数出版した。 Sorの歌曲等

もある。

（一1870ー）

"'Twere vain to tell thee all I 

feel," W. Neuland 

CHESTER (11, Great Marl・

dorough st. London) 

1860年設立。 Manuelde fallaの

作品出版

(133) 



』,

≪-~ ． 

{1926) 

Homenaje piece de Guitare 

ecrite pour "Le Tombeau de 

Claude'Debussy" 

75. CHIAPPINO (Via Mombasi 

glio 65 Torino) 

Aloisi, Bonvicini, Bianchi, Br・ 

ondi, Carcassi, Carulli, Mertz, 

Munier, Navone, Sancho, Shand, 

Sor, Viarizioの作品出版

（ー1900ー）
Tempo di Valzer C. Munier 

(134) 

』``

76. LA CHITARRA (Bologna) 

1934年 RomoloFerrari教授を中

心に R.Buscaroli,. G. Raspelli, 

L. Orlich, B. T,erzi, R. Vaccari 

の協力で発行された 16頁程のギク

ー研究誌。当時イタリアで活躍の

ギタリストの作品が毎号添附され，

ギタ ー製作家の広告等も沢山あり

状況を知るに便利である。

(1934) 

La Chitarra誌

77. CHOUDENS (boulevard des 

Capucines 30 Paris) 

Delni, Lacomeの作品出版。

78. CHRISTIANI (Hamburg) 

Ciebra, Cornetの作品出版。

79. CIPRIANI (Firenze) 

Legnani, Pi"cchianti 其他古典ギ

タリス トの作品多数出版。

80. CLEMENTI (London) 

1790年設立。 Giuliani, Molino, 

Cabreraの作品出版。

18 
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（ー1850)

M. Cabrera Minueto y Tres 

・ Valses de Mozart 

81. COCCHI FRATELLI (Bolo-

gna) 

数多の作家のギタ ー曲二十種程出

版，詳細不明。

82. COCKS R. (New Burling-

tonst. London) 

1823年設立。 1898年 Augener& 

Co.，に併合された。 Arnold, Eu!・

enstein, Harrison, Hertz, Hum-

me!, Hunten, Mayseder, Niiske, 

pleyel, Sola, Sor, Sczepanowski 

Weberの作品出版。

: ~、

嘩も心芍，滋母：

（一1880ー）
Military Diver¥imento 
C. Eulenstein 

83. COENEN L. (Rotterdam) 

此処からオリジナルなギク ー曲が
出版されたかどうかは不詳。上記
の張紙がしてある珍らしい楽培を
紹介する。

、 j.

溢→沿必

（一1800ー） ・
Variationen Franz Hunten 
（原出版 Simrock)

19 (135) 



84. COMELLINI A. (Via Fon • 

dazzal3ー 2.Bologna) 

マンドリン合奏曲の出版が主体

であるがギタ ーでは CarosioE., 

Coletta C., Bertucci, Sarcoli, 

Bottacchiari, Bitelli, Pignocchi 

の作品出版。

(1924) 

Comelliniカタロ グ

85. IL CONCERTO (Bologna) 

前記 Comelliniで出版したマンド

リンギクー楽譜雑誌。ギタ ー独奏曲

として発表された ものはマンドリ

ンに比較して少いが、合奏のパー ト

としては殆んど入っている。イタリ

アの通俗的なギター曲のスタ イル

を紹介する。

(136) 

86. 

87. 

88. 

89. 

（一1920-)

Contrasti Amorosi C. Bertucci 

CONCHA (Berlin) 

Bortolazziの作品出版。

CONS (Milano) 

Rollaの作品出版。

CORBEAUX (Paris) 

De Call, Gatayesの作品出版。

COST ALLA T (60 rue de la 

chausee-d'Antin Paris) 

Richault版の継承が多いが 1900年

代に入ってからのカタログを見る

と十九世紀バリ ーを中心に活躍し

たギタリストの作品の殆んどを網

羅している。Aguado,Du Boulley, 

Giulianiの教則本を初め、ソロ 9曲

としては Aguado,Beauclair, Du 
Boulley, Carulli, Coste, De Call, 

Drowatzky, Giuliani, Gragnani, 

Horetzky, Joly, Kreutzer, Kiiff-
ner, Legnani, Magnien, Molitor, 
Padowetz, Paulian, Plouvier, 

Pollet, Pradatsch, Printemps, 

Rigot, Rougeon, Spina, Vimeux. 

の作品を出版。ギタ ーとビアノニ

20 



重奏では Bevilaqua,Du Boulley 

Castellacci, De Call, Kuffnerの

作品及び著名な GiulianiとMos-

heles合作の GrandDuo. 

ViolinとGuitar二重奏では Bed-

ard,.Du Boulley, Burgmiiller, 

Car・naud, De Call, Kuffner, 

Magnien. Mayer, Mayseder, 

Poliet, Roedel, Simon, Vauqua-

meulen, Paganiniがあり V.Cello

とGuitarでは Burgmiillar,Dotz-

auer, Legneau, Weberがある。

尚FluteとGuitarには Carnaud,

Du Boulley, De Call, Giuliani, 

Henkel, Hofer, Jansa,, Joly, 

Kuffner, Kummer, Legnani, 

Printemps, Weber,の作品があ

り、Clarinettoとの組合わせでは

De Call, Kuffner, Muller，がある。

ギタ ーニ重奏曲としては Bare?,

Berat, Du Boulley, Castellacci 

De Ca!I, Defrance, Gatayes, 

Horetzky, Hummel, Kuffner,. 

Magnien, Padowetz, Plouvier, 

Riche, Sierakowskyのものがあ

る。この他 Pia~o Viola Guitar 

又は PianoViolin Guitarの三重

奏曲、GuitarViolin Viola V. 

Cello或は二つの Guitar Violin 

Viola,二つの FluteViola Guitar 

というような種々な楽器の組合わ

せによる四重奏曲其他五重奏六

霊奏ヒ童奏があり之等の作家と

しては Giuliani,Hummel, Du 

Boul!ey, De Call, Kuffner, De 

fossa, Fiirstenau, Gatayes,があ

りホルンの入ったものまである。 し

(1940) 

Vingt-Cing Etudes N. Coste 

90. N. COSTE (Rue du Faubo-

urg st. Martin so Paris) 

Costeの自出版 Costeが作品を笞

き出した頃はギタ ー音楽凋落の時

に当り La chasse des Sylphes 

op. 29, Serenade op. 30, Andante 

et Menuet op. 39, Passage_ des 

Alpes op. 27, 28, 40. 4 Marches 

et 6 Preludes op. 48, 49. La 

Ronde de Mai op. 42, Marche 

funebre • et Rondeau op. 43 

s ouvenir du Jura op. 44, La 

Souree du Lyson op. 4?, Divaga-

tion, op. 45, Adagio et Diver-

tissement op. 50其他オーポーと

ビア ノの作品を若干出版した。

會

’
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（ー1870-)

Adagio ef Divertissements 

op. 50 N. Coste 

91. COTELLE M. (Paris) 

Boccheriniの作品出版。

・ぶ¢
心討，べ9

(1922) 

The Crescendo誌

95. CZERNY JOSEPH (Wien) 

Wanczuraの作品出版。

”;？・ 
.. 

加・ ・ • 

92. COTT A (Stuttgart) 

Ehlersの作品出版。

93. CRANZ (Leipzig) 

August Heinz (1789ー 1870) が

Humburgに設立。 1870年息子

Alwinが Spina(wien)を買とり

1886年 Biihme(Hamburg)を買と

りLeipzigに移る。Dr:ouet,Dubez, 

Gaude, Hummel, Mayseder, 

Pfitzner, Pleyel, Ranieri, Sholl 

の作品出版。

94. THE CRESCENDO (Boston) 

1909年よりアメリ カ Odell & Co. 

から出版された Harp, Mandolin• 

Guitar, Banjoの為の月刊誌。

毎号楽諮が綴込になっている。ギタ

一欄は Wm.Fodenが担当した。
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(-1850-) 

Friilings-walzer J. Wanczura 

op. 16 
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96. DALLAS (London) 

Obregonの作品出版。

97. DAVIS R. & W. (31, Cove-

ntry st. Haymarket London) 

Giuliani, Eulenstein, Derwortの

作品出版。 Eulensteinの編集した

十二巻に亘る Tharia には当時の

大家の小曲が沢山集められている。

98. DIABELLI (Wien) 

Diabelliはギタリストとしても著

名であったが一般にはむしろWien

の出版者としてきこえていた。1818

年Cappiと協同して設立。 1824年

Diabelli & Co.として独立した。

Barco, Barthioli, Bevilaqua, 

Dubez, Fischof, Giuliani, Ho辻

zky, Lanz, Legnani, Leidesdorf, 

Lorn, Moschles, Padovetz, Re-

gondi, Schubert, Schuster, Spi-

na, Steinfels, Sterkel, Wanc-

zura, Weber,の作品を出版した。
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(-1830-) 

Introduction und Variationen 

Joh. Padovetz op. 26 

99. 6. DIS TON (Boston) 

1835年設立。 V.0. Bickfordの教

則本其他 Dorn, Ferrer M. Y., 

Holland, Janon Ch.の曲を多ー数出

版。

100. DOBLINGER (10 Dorotheer・ 

grasse Wien) 

W. Bloch, F. Burkhart, A. Corelli, 

J. Haydn, J. Kronsteiner. J. 

L、echthaler, P. Locatelli, G. 

Peroni, A. Reiter, 0. Sieg!, P. 

Telemann, G. Torelli, L. Uray 

等主とし てギターを含む室内楽の

作品出版。

(1957) 

Sonata a Tre A. Corelli 

101. DONEMUS (Jacob Obrecht-

straat 51, Amsterdam) 

Komter, Martin, H. Zagwijnの

作品出版。
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裟心

（一1950-)
Fandango H. Zagwijn 

102. DOTESJO (8, Dona Maria 
Munoz, Bilbao) 

A. Romeroの継承。 Areas,Alba, 
Broca Ferrer, Sor, Vinas, Cim-
adevilla, De Castro, Damas等

西班牙作家のものを多数出版した。
後 Unionmusical Espanolaが継

承したらしい。

し
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Recuerdo de Gratitud E. Cim-

adevilla 

103. DOVER & CO. 

十九批紀初期‘Veriniの作品出版。

104. DUFANT & DUBOIS (Rue 

mail No. 4 Paris) 

CaruHi, Kuffner, Meissonnier 

の作品出版。
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(-1820ー）

Deux Pot-Pourris ]. Kuffner 

op. 86 et 88 

105. DUFF (65, Oxford st. Lon-

don) 

Neulandの作品出版。

106. DURAND (4, Place de la 

Maddleine Paris) 

1847年設立。 RousselのSegovia,

Samazeuilhの Serenadeを出版。

（ー1900-)
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(1926) 

S~r~nade G,ustave Samazeuilh 

107. ECK & CO. (Cologne) 

Arnold F. W., Hummelの作品

出版。

108. EDER (Wien) 

Neuhauserの作品出版。

109. EDITION COSMOPOLITE 

. (Wiesbaden) ・ 

Behrendの作品出版。

110. EDICIONES JAIME PILES 

(Val-encia) 

Palau M.の作品出版。

25 

Fantasia Manuel Palau 

(12頁よりつづく）

ュージックの中でも特異な存在として巫き

をなしているが、キューバメキシコの音楽

はスペインの直流としてプラヂルアルゼン

チンの音楽より我々には純粋なものを！＆じ

させる。

日本にはプームが簡単に起るがパンチョ

スの来日によって 、又プームが起ることを

私は余り望まない。パンチョスの名声は決

してプームに乗ったものではない丈に、我

が国に於けるパンチョスの影響も単に見様

見真似のものであってはならないからであ

る。伝統に根ざしたオリヂナリテイこれが

我々のモットーであらねばならない。新春

に当？て特にその意を強くする。
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ランバレネ日誌：抄

邸栢 功

9月30日・アリが28日附 HeraldTribune 

をみせてくれた。去る26日伊勢湾をおそ

った台風は、岐阜愛知県などに多大の被

害を与えて束北に向ったという。中野先

生のこと 、家のことが心配。

10日1・日夕方後アリがシュパイツアー博

士の近況を伝えてくれた。デンマークで

ソニング共（宜金10万クローネン）を贈

られ、コペンハーゲン大学で記念講演を

行い、夜はアメ リカエンボルクにフレデ

リック！社帝を訪ね、音楽談に楽しい一刻

をすごしたという。呈帝はオーケス トラ

．の指押をする往どの音楽通である。

10月10日・アルモニア第 4号とどく。先に

発送したという同号は途中で紛失したの

か、ついにつかなかった。編集はなかな

かよろしい。

10月14日・シュパイツアー将士が コペンハ

ーゲンヘの自動車の中で鉛箪苫きで走り

杏きして下さった手紙が とどいた。 「廂

村に人を得て安心している」と杏いてあ

る。有りがたい言菜だ。

10月17日・坂元を出発して丁度 1年、日本

語の全く通じないところで一年を大過な

くすごすことができたのは、我ながら不

思議な気がする。やはり留守のことが気

になる。スエーデン映画班が来、午前中

珈村の診板風景を扱彩した。

10月18日・一行十名、メルセデス号（トラ

ック）に乗ってテゲール湖附近に象を見

に出かけた。途中 2メート ルの大木が倒

れていて目的地にまで行けなかったが、

大きな足跡や生々しい痰をみ、ターザン

映画でみるジャングルに踏み入って 、ア

フリカの真の姿を味うことができた。 OO

口俊吾画伯がホテルにシュパイツアー博

士を訪ねて肖像をスケッチしたと言って

きた。一枚は私に送ってくれる由。

Pascual Roch著 伊藤尚生訳 ・月 村嘉考註

最新 ギタ

限定出版のみ至念お申込み下さい。

季刊 「フレ ツト 」

申込所

奏法
（タルレガ教程）

第 1 巻 • 第 2 巻定価各Z!: 60円 W40 円

アルモニアで取次いで居ります。

創刊号• 第 2 号 ， 第 3 号

各冊 100円 伊森尚生編

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6074
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10月25日・ 夜ルボ ト氏の案内でマサ ンデイ

部落に ミツオゴ族の黒人の踊りを見にで

かけた。甚だ幻想的で異国的で、原始人

の姿を目のあたりみる思いだった。午前

3時半に帰ってきた。

10月29日・溺村に 3米半のポア （大蛇）が

あらわれて、これを黒人モーガ リ・ジオ

ルジュが捕えた。その皮をため して記念

に私にくれるという。昨日も今日も室内

で35度の暑さ。

11月9日・共同通信から依頼の新年原稿を

送る。

11月19日・アリの話によるとベルギーでシ

ュバイツアー膊士は赤十字宜（貨金百万

フランスフラン）を受けた由。今円はす

でにオランダに在って、ウイルヘル ミー

ナ前女王 ・ユリアナ親女王を訪ねている

そうである。

11月24日・朝日ジャ ーナルから原稿以来。

11月25日・久しぷりに堀内敬三氏にペンを

とり「シュバイツアー博士オルガンを語

る」の原稿を送った。

11月28日・朝日新聞から依頼の「世界の日

本人」を送る。

国 内ニューズ

◎昨年来日した巨匠セゴビアに推虹を受け

た、ギタ ー製作者河野賢氏はギク ー製作研

究のため来る 5月10日頃羽田を発ち欧州各

国の視察の旅に出ます。

演奏家ばかりではなくギタ ーの製作者が

海外に進出することは斯界の発展のために

又日本のためにうれしいことで御座いま

す。その成果を期待してやみません。

◎ギタルラ社の小原安正氏と中村淳真氏は

来る 8月頃スペインに渡り 、小原氏はクラ

シックを中村氏は直接ジプシーの生活に入

りフラメンコを研究するそうです。両氏の

研究に大いに期待し発展を祈ります。

◎ランパレネにおります高栢に、シェナの

キヂ伯爵から今年のキヂ ・アカデミーに出

席するようにお招きを受けましたが、シュ

ワイツェル病院が多忙のため、切角のお招

きをおことわりすることになりました。

◎カナダの ABEL-TOTH氏は今楽器、声

楽と組合せたギタ ー曲をあつめた本を杏い

てます。これは数ケ国語で害かれた説明古

つきのカタログのような本で数ヶ月後に出

版されることになっております。

国際ギクー昔楽シリーズ全六巻 応品8貸し竺晶贔吏本
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。

27 

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、演奏や研究
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 ¥ 2 o_ o 

アルモ ニ アでお 取 次致 しま す。
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(7頁より）

ように目的に応じて手段を選んでいるの

で、いつまでも彼の音楽は新陳代謝してい

る。それだけにドピュッシ イーやパル トー

クの音楽のように強烈な個性的訴えを彼の

音楽は持っていない。

彼の旋祁は誰が聴いても先ず美しい。こ

の事は彼の旋律と 、それの依って来たると

ころの彼の音楽自体に、傑れたロ ーマン性

がある事と 、その流れが自然であることを

物語っている。それ故に、近代音楽特有の、

故意に複雑にされたリズムが少ない。彼の

ギタ ー音楽の中には、特にプラジルの民族

音楽から来ていると思われるリズムを見出

すことすら困難である。これは彼をプラジ

ル民族音楽の旗頭とするような評論を読ん

だ者には納褐ゆかぬ市であろう。彼が作曲

する最大の興味と目的が、民族音楽の特性

を音楽に持ち込むことではなくて 、プラジ

ル人である彼の個性を通して、音楽の正し

い伝統を語ることであった。これは急進的

なことを口にしていた彼の言葉と矛盾する

ようであるが、結果に於てそうなってい

る。リズムに興味を持って笞かれたと思わ

れる個所は、錬習曲第10番の終り 、4分の 5

拍子の所、練習曲第11番の 2分の 2拍子の

所、協奏曲の曲頭、それから第 3楽布の曲

頭位のものである。

兎に角彼は、 リズムだけの変化とか、和

音だけの漸進さとか、歪曲された珍稀なメ

ロディ ーだけを求めて作曲するような近代'

の音楽作曲の方向に反対していたように見

える。

彼は常に各楽器個有の能力と性格を遥し

て頭に浮ぷ音楽的幻想を、それを最もよく

表現すると思われる作曲上の手段を以て、

旋律、和声、リズム、形式の正しい均衡を

保ちながら書き上げている。何よりも心を

先にしていると思われる点がロ ーマン的で

ある。

ギタ ーは己をよく知っていてくれた作曲

家の一人を失った。もっとも彼の作曲活動

はそれより早く終っていたようであるが、

偉大な作曲家を永久に失ったことは淋しい

限り である。

彼のギタ ー音楽上に於ける偉大な功絞を

忍びながらこの一文を彼に捧げさせてもら

う。

東レ+4a> s楽絃発売．// • THI! SUPeNIOR CONCERT  ST Rヽ IIG * * ,.  
: 

~MARUKO~ i .. 

束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府価な輸入絃
の必要は全 くなくなりました。
地方の方で入手困難な場合はj直接当方へ御
申越下さい。
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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
話河原田局 18番
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編集後記I
阻春の候となりました。ア）レモニア最終号をお届けするのがこんなにおそくなりま し

たことを深くお詑び致します。いいわけがましいのですが、1月初旬アフリカのシュ ワ

イツァ博士から私にもランバレネに来てお手伝いする ようにとのお招きにあずかり 4月

28日羽田を発つことになりました。

世紀の仰人といわれるシュワイツェル博士の声咳に接つすることは大へん光栄なこと

で御座います。（現地の校様及び高栢の近況は 2月上旬N.H.Kテレビとラジオで御らん

下さった方もおありと存じます。）

そのために私は坂元の家を引き払い海岸の別荘に引越しました。 2月 2日アルモニア

初校半ばに主人の長兄が念に亡くなり まして多忙をきわめ、その悲しみも消えぬ一週閾

後にアルモニアに何度か寄稿し、よき協力者の一人であった甥の甜栢昭雄が亡なりまし

た匁に二人の協力者を失しない大きなショックを受けました。ア）レモニアの校正もその

ままにして何度かの上京で渡航手続きも終りま した頃すっかり呑になっておりました。

アルモニアを御愛顧下さいました誌友各位の御厚意に報いるぺく立派な最終号をお送

りしたいと思いまして、色々プランもたてて見ました。

創刊号より執箪して下さった各位の御芳名をのせてその御恩顧に報いることも 、アル

モニアの目次と梅外新着楽諧を全部御照介しようとも思いました。

しかしそのどれも実現せず、かかる不行届きな最終号になりましたことを恥かしく思

います。海外の誌友からはアルモニアをまだ受取っていないが、途中で事故でもあった

のかと問合せを受けて消え入りたい思いを致しました。

思えば終戦後アルモニアを創刊し内外との交流を軌道にのせるまで随分苦労も御座い

ました。それが今まで大過なく 、内外に多くの誌友を持ち得たことはひとえに皆様のお

かげで御座いました。私共と致しましても今アルモニアを休刊するのは残念に存じま

す、後髪を引かれる思いというのはこの ことで御座いましようか。

この度シュ博士の要望でアフリカヘ渡りますが帰国後かならず再刊し、御恩顧に報へ

るつもりで御座います。どうぞその時は倍旧の御指専御鞭撻をお顧い申し上げます。私

共ランバレネの勅務を終えてからヨ ーロッパ、アメリカの誌友を歴訪して帰る予定で御

座います。

誌友各位におかれましてはどうぞお元気で益々御活躍下さいますよう心からお祈り致

します。

では皆様御機謙ようお元気で。なお渡航する私を激励下さいました方々に匝く 御礼申

し上げます。 サヨウナラ （高栢武子）

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