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巻 頭 言

古稀の祝といふのは日本流らしく 、 外国では四分の三世紀を生き抜いた75オにお祝をする

らしい。しかし日本は日本流に本年 4 月 7 日で 70オに達する Maestro Emilio Pujol の古

稀のお祝をしたく 、 本誌をプジョール特集としで私達のお祝の記念とすることにした。

ーロに70年 といふけれども 、 その長い歳月を 、 一筋にギターに捧げて来たプジョ ールの努

力にはたゞたゞ頭が下る。演奏家として 、 作曲家として 、 古典音楽のすぐれた編曲者として 、

ヴィウエラ音楽の復興者として 、 著述家としてのプジョー）レの業紐は 、 ギター音楽史に輝や

かしい一頁を加えたといつてし‘.I. 。それはたゞ Andres Segovia だけが比肩し得る存在で

ある 。

古稀のお祝にあたり 、 師プジョー）レの上に天は更に長寿を加し 、 ギター音楽に更に豊かな

収獲を残されんことを 、 心から祈念するものである 。

プジョー）レ万オ ！

(I. T. 生）
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ブジョール小伝(1 ) (Bone : The Guitar and Mandolin より）

Emilio Pujol は 1886 年 4 月 7 日ス ペ インのレリダ州グラナデラに孤々の声をあげた。

現在パルセロナに住んでいる。初め歌とパンドリク（スペインのマンドリン）を習ひ ．、エズ
トウデイ アンテイナ（合奏団）のメンパーとなったが、こ の合奏団が1900年パリの大博覧会

に出演して空前の成功をかちえた。この時独奏者としてステージに立つた少年プジョ ールの·

すばらしい演奏が時の大統領 Loubet の目にとまり 、 格別な讃辞を頂戴した。後、 パルセロ

ナの国立音楽学校に党び 、 1900年 Tafrega に師事し文以来パンドリアを捨て .1. ギターに専

念することになった。その後玉年たづて彼は先づ祖国でパー9チュオーゾとして認められ 、 次
いでアルゼンチン、ウルグアイ等、 南米各地に演奏旅行を行った。 1912年及び1923年の両度

プーロニュ市主催国際マンドリンギターコンクールには審査員として参加した。 . 

夫人Mathilde Cuervas はギター独奏家として有名で 、 特にフラメンコの演技はすばらし

い 。 1923年にプジョ ー）レ夫妻はイ ギリスに演奏旅行をし 、 各地のリサイタル 、 ロンドンはじ

め多くのラジオ放送によって喝采を博した。 このイギリス滞在間に彼はロンドン大英博物舘

に於てギターに関する古文書を探し 、 それが彼のギタ ー教本中の歴史的な著述に大いに役立

った。
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ブジョール小伝 (2)

1914年以降第一次世界大戦間プジョール夫妻は難を避けてプエノスアイレスに住み 、 その
間米国各地を旅行してギターの真価を汎く認めさせた。次いで1922年居をパリに移し 、 1924
年にはマンドリニス ト Silvio Ranieri と共にプラッセルの音楽学校に招かれてギター独奏
家として絶諮を博し 、 ベルリン 、 ロッテルダムにも迎えられた。彼はパリ博物舘でギターの
前身で一時スペイン全土に普及したことのある古代楽器 Vihue!a を見出した。彼は直ちにこ
の楽器を模造し 、 長い間、忘れられていたこの楽器のための斉楽と演奏を復興した。

1947年プジョールはリスポンの国立音楽学校の教授に迎えられ、 有名な音楽家達に伍して
ギタ ーの兵価を高め 、 今日尚盛名を馳せている。彼の演奏附きの講義は独得なものとして人
気がある。彼は演奏家として又音楽学者として 、 彼の楽器ギターの過去と将来について多く
の国々の色々な雑誌に文箪を揮つている。中でも重要な業紹は音楽百科全忠中のギター概論
であり 、 プエ ノスアイレスの Romero y Fernandez 1934 年版の「ギター教本」と「ギタ ー
の音色に関するジレンマ」（英 、 西語版）である。彼の作品及び古典音楽の編曲はロンドン
の Schott 、 マドリッドの Biblioteca Fortea から 、 「十の練習曲」 と 「新テクニック 」 は
Romero y Fernandez から出版され、 1948 年にはニュー ヨークの Guitar Review からも作
品が発表された。
フ ラメン コ奏者として名高いク エルパス夫人は1887年 4 月 1 日セピリアに生れ、 腿々夫妻

共演の旅行にのぽつた。 ( I. T. 抄訳）



Autobiography 
自伝

Emilio Pujol 

エミリ オ ・ プジョ ー ）し

Al alcanzar la septima decada de mi vida en. pleno uso de mis facultades 

espirituales doy gracias a Dios por haberme otorgado tan valioso privilegio;. . 

Cada una de las siete decadas constituye una'etapa ascendente en el camino 

de la experiencia y de la realizacion de aspiraciones hacia la meta de nuestro 

iueal. Hoy, desde la cumbre nevada de mi septima coiina veo sercnamnte, sin 

vanidad ni reproche, las huellas de! pasado, como franja cenicienta de en amor 

verdadero y una labor constante, llenos de afanrs y esperanzas por el bien del 0Arte. 

Los siete sonidos b~sicos de la Musica ejercieron siempre sobre mi, irresis-
: 

tible fascinaci6n. Con cadenciosas canciones dormianme en la cuna. Los amigos 

de mi padre cantaban con el a coro, alrededor de la mesa en las noches de inｭ

vierno, para mi deleite. El son de las rondallas perdiendose en la calle, quebｭ

rantaban mi sueiio con embeleso. El primer disgusto que recuerdo, fue, cuando en 

el cuarto aiio de mi existencia, al regresar una tarde de la Escuela, encontrら

vaico el Jugar que ocupaba en el salon, el piano de mesa que sqlia tocar mi padre 

v que por usado y viejo habia sido vendido. Durante las vacaiones de! verano, 

cuando mi hermano se incorporaba al bogar para descansar de sus estudios (bame 

tras de el al desvan para oirle tocar a escondidas, una vieja guitarra prestaiJ.a. 

Ten,a siete aiios cuando empece a'1Prender solfeo. Despues pase a Barcelona, 

一donde la guitarra vino a mis manos al cumplirse la primer decada de mi vida 

sin otra raz6n que la de dar placer a mi sensibilidad auditiva con las vibracionｭ

es de sus cuerdas. 

En la segunda decada, a raiz de uua grave enfermedad, conoci a Tarrega y fue 

para mi, la revelacion de un mundo superior donde el entendimiento y la sensiｭ

bilidad podian alcanzar las mas elevadas regiones de la belleza como expresion 

del alma. Tuve la suerte de poder ser su alumno y de poder obtener el consentｭ

imiento de mis padres para poder dedicar mis actividades a la Musica. 

En la tercera decada, dolorido por la perdida irreparable del Maestro y por exｭ

igencias materiales de la vida empece a dar mis conciertos. Fu, el primero en 

Lerida, mi tierra natal; luego, Barcelona,ｷ Bilbao, Valencia y Madrid, donde 

toque ante los reyes y mas tarde en el Bechstein Hall (hoy Wigmore Hall) de 

Londres y en el palacio de Battenberg para la princesa Beatriz. 

Durante mi cuarta decada fui por primera vez a la Argentina y Uruguay donde 

di varios conciertos. Volvi a Europa y me instale en Paris. Desde alli irradie 

a Belgica, Holanda, Gran Bretaiia, Alemania, Austria y Checoslovaquia. Fue a 

mediados de esa decada que conoci en Paris a Matilde Cuervas, la excelente 

guitarrista que hoy es mi esposa y mi companera imprescindible en el trabajo. 

A instancias del Maestro Pedrell y de Lionel de La Laurencie, hice los primeros 

trab ajos de investigacion sobre el pasado de la guitarra, escribi el articulo sobre 

su historia que figura la Encyclopedie de la Musique (segunda parte) y empece la 

transcripcion de las obras para.vihuela y para guitarra de los siglos XVI y XVII. 

La casa Max Eschig de Paris edit6 los primeros ejemplares de mi "Bibli<J_~ 
de Musique Ancienne et Moderne pour Gui tare". 

ー (25) 
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La quinta decada me llevo de nuevo a la America de! Sur donde concerte con 

la casa Romero y Fernandez, la publicacion de un Metodo en cinco volumenes que 

llevaria por tirulo "Escuela razonada de la Guitarra ". Fueron publicados por 

dichos editores, el primero y segundo libros ademas de varias obras sueltas para 

una y dos guitarras, una conferencia y un folleto titulado "El dilema del sonido 

ー·en la Guitarra ". Al regresar a Europa aprovechu mis viajes para recoger a 

manera de inventario, el titul-o de cuantas obras existian en la principales 

Bibliotecas de cuantos paises visitaba, sobre musica de vihuela laud o guitarra 

antigua, para cuya tarea contaba con la eficaz ayuda de Matilde Busque al mismo 

tiempo, siempre sin resultado, algun ejemplar autentico de vihuela en los Museos 

de instrumentos que existen en las principales ciudades que visitabamos, hasta 

que un caso inesperado vino a darme satisfaccion. Un aficionado a las cosas 

de otros tiempos, me dijo un dia en Paris: "En el Museo Jacquemar-Andre he 

visto una vieja guitarra espaftola que no es como las corrientes. と Porque no va 

Vd. a verla?" Al dia siguiente, no sin cier ta inquietud esceptica, fur al Mllseo, 

donde con emocionada sorpresa me encontre, al fin, con un ejemplar autentico de 

vih-uela del afto 1500, unico hasta ahora, cuya existencia sea conocida. De este 

ejemplar obtuve medidas y datos para reproducir su construccion y hoy, son ya 

varias las vihuelas de diversos tipos qoe existen, coustruidas por Simpliaio. 

Yacopi y Fleta derivadas de aquel modelo. 

El dia que cumpli 50 anos recibia de manos del famoso constructor Miguel 

Simplicio de Barcelona, mi primera vihuela. Con ella tome parte en el Tercer 

Congreso de Musicologia celebrado en Barcelona en el mes de Abril de 1936, 

Despues segui actuando en Paris y Londres hasta 1939. Regresado a Barcelona 

en 1940 fni nombrado profesor de vihuela en el Conservatorio Superior Municipal 

y c:olaborador del Instituto Espanol de Musicologia empezando a asi, mi periodo 

de laboratorio, por ser de labor continua y quieta apartado del pudlico. 

Empece mi septima decada acudiendo a Lisboa cuyo Conservatorio Nacional 

solicitaba mi presencia para un curso anual de Guitarra. Vieron la luz mis 

trabajos sobre Narvaez y Mudarra. Complete la transcripcion de la obra de 

Valderrabano "Silva de Sirenas" y aparecieron con el tercer libro de mi Metodo, 

varias composiciones en las editoriales Ricordi, Schott's y Eschig. La Academia 

Chigiana, deseosa de dar a la Guitarra la maxima eclosion quiso anatlir al curso 

de perfeccionamiento que rige Andres Segovia, otro complementario a mi cargo, 

de vihuela y guitarra antigua. Tambien !'Ecole de Normale de Musique en Paris 

ha organizado un curso anual de Guitarra bajo mi direccion. 

Cumplida mi septima decada, Dios decidira. Mi animo so resiste a envejecer, 

pero mi cuerpo siente el peso de los aftos. Mi espfritu de trabajo Iucha contra 

el tiempo imperturbable, pero el crepusculo que va invadiendo de melancolia mis 

ilusiones, va dorando ai mismo tiempo el recuerdo de Tarrega, mi venerado 

Maestro, el de cuantos admirables guitarristas le sucedieron, mientras nuevos 

luceros aqarecen en la celeste boveda con vivo resplandor para aumentar su 

claridad en la noche que avanza............. 

Emilio Pujol 
Lisboa 1956. 
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プジョ ル自伝 南裳克太郎 ・ 訳
Translated by K. Nagumo (Tokio) 

私の桔神力を十二分に使った 、 わが人生の七十才台に達するに当つて、神が孜屯な栄脊を

私に与えられたことに対し深謝している。

その七十年間の内、 各十年毎の一つ一つは理想に向つての経験と希望実現えの途上に於け

る一段階をなしている。

今日、わが七十才台の古を頂いた高い硲から虚心坦懐に過ぎ去つた往時の跡をつくづく振

り反えつてみると 、 恰もそれは芸術に対する梢然と希望に満ちた、其の愛と不断の努力とで

織りなされた労苦の糸のようである。

音楽の七つの基本音はつねに私には堪え難たい魅）］であった。 そのリズムカルな歌で私は

ねむらされた。冬の夜には、机のまわりで、私の父の友達たちは父と共に私を g．ばすために

合唱してくれたことがあった。それらの物語のような歌の音が街に消え失せて 、 私の夢は破

られた。私の記憶にある私の最初の不愉快な出来たは私が四オの時、ある午後、学校から帰

つてみると父がつねに弾いていたテープル ・ ピアノがサロンに四いてあった場所からなくな

つておつたことであった。そのビアノは使い古されたものであつたのが売られたのであった。

夏休みになって私の兄が帰省．して来たとき 、 私は兄のあとをつけて行き、裏の部屋で兄が

かくれて借物の古いギターを弾いているのをきいた。私がドレミフアを習い初めたのは七才～

の時であった。その後パルセローナえ行き 、 そこでギターを手に入れたのは十オになった許

りの頃であった。その絃の音は私の聴党を無性に喜ばせた。

二十才台には重病がもとでタレガを知つた。それは私には更に秀れた別世界の開示であっ

て、そこでは、理解と感覚とが魂の表現として最も高い美の境地に到達することが出来た。

私は先生の門下生となり 、 又音楽界に身を投ずることに付て両親の同意を得ることが出来

る迎命をもった。

三十才台には先生に死なれ、 悲吹にくれた。そして生活上の必要から初めて演奏会をもっ
た。その第一回は出生地レリダであった。次いでバルセローナ、パレンンア、マドリッドで

催した。そこでは国王の前で演奏した。またその後ロンドンのベヒスタイン・ホール（現ゥ

イグモア・ホール）で、又ベアトリス女皇のためにパッテンベルグ宮殿で弾いた。

四十才台に初めてアルゼンチソ及びウルグアイに渡り同地で数回演奏会をもつた。再び欧

洲に戻り巴里に居を構え、そこから白耳義、オランダ、英国、独乙、オースタリー、チェッ

コに出掛けた。四十才台の中頃、巴里で俊秀なギタリスト、マテイルデ・クエルヴアスと相

識つた。彼女は現在の私の要であり、私の仕事上の無比の伴侶でもある。ペドレル及びリオ

ネル・ドウ・ラ・ローランンイのす .1. めで、私はギターの過去に付ての最初の研究をなし、

音楽百科全湛（第二編）に掲載されている 、 その歴史に付ての論文を出いた。十六世紀及び

十七世紀のヴィウエラ及びギターのための音楽の Transcripcion を初めた。マツクス・エ

ス i/ ツク書店は私の「ギターのための旧、新音楽叢。占」の初版を刊行した。

五十才台には南米に渡り同地でロメロ ・ イ ・ フエルナンデス占店と「ギターの合理的教本」

と題する五巻からなる技法の刊行を契約し、同山店でその第一巻及び第二巻が刊行され、 そ

の他幾多のギター独奏、 及び菫奏曲、講演、 及び「ギターの音のデイレンマ」と題する単行

出版物が刊行された。

3
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欧洲に戻つてから目録むように 、 ヴィエラ 、 リュート 、即ち古代ギターの音楽に付て 、 各

国を訪問した際 、 之等緒国の主要図因舘にあった多数曲の坦を集めることにした。この仕事

ではマテイルデの援助が大きかつた。同時に 、 常に徒労に帰したのだが、 訪問した主要都市

にあった楽器博物舘を訪ねてヴィウエラの本物を探した。骨堕趣味のある人がある日 、 巴里

で払に「ジャックマ）レ ・ アンドレ博物舘に晋通のものと異つた古代スペイン ・ ギターをみた

から是非行って御巽んなさい」とおしえてくれた。翌日早述疑の不安を抱き乍らその博物舘

に行つてみたところ 、 そこで1500年のヴィウエ ラ の本物を見て鷲異の狭附を党えた。これは

その存在が知られている今日まで唯一のものである。それと同じものを再製するため 、 その
寸法や詳細を書きとつた。今日では既にこの型からとつた各種の型のヴィウエラがあり 、 ッ

ンプ リン オ 、ヤコ ピ 、 フレタが作つている。

五十オの誕生に 、 パルセロ ー ナの有名なギタ ー製作者ミゲル ・ ンンプリンオから私の1此初

の ヴィウエラを手渡された。その楽器で1936年 4 月バルセ ローナで開かれた第二回斉楽会議

に参加した。その後1939年 ま で巴里 、 倫敦で働き 、 1940年にパルセローナに帰り 、 同市蚊低

音楽学校の教授及びスペイン音楽協会の賛助具に任命された。かくて一般社会から離れて落

付いて仕市の出来る私の研究の期間が初まつた。 • 

六 r才台にはリスポンに赴き同地音楽学校でギターの年間課程を受持つた。ナルヴアエス

及びムダラに関する私の労作が世に出され、 ヴアルデラパーノ作「ンルパ ・ デ ・ ンレナス」

の編曲を究成し 、 私の技法第三巻及び幾多の梨曲がリコ）レデイ 、 ンョッ ト、 及びエスンツグ

等の占店から刊行された。アカデミア ・ キジアナギターは最高の表現を与えんとの希望か

ら 、 アンドレ ・ セゴピアの指羽する完成の課程に 、 払の責任でヴィウエラ及び古代ギターに

付ての補習を追加せんと欲した。又巴里音楽帥範学校は私の指達でギターの年間課程を設附

した。

七十才台を過ぎて 、 今後を神が決めて下さるでしよう。私の気魂は老衰に反抗しているが

肉体は年令の直圧を感じている。私の慟く意欲は時の流れに対して闘つている 、 而したそが

れは払の幻想を物憂くも蝕んで行く 、 同時にわが師タレガの追憶が 、 そして彼に続く幾多の

買讃すぺきギタリス ト の追憶が 、 燦然として輝いて行く 、 他方新しいあまたの明呈が天空に

生き生きとして光を放つて現われ、 それが夜が更けるに従つてその輝きを増して行く。 ー一

（訳者は日本アルゼンチン協会事務局長）

国内短信 (-)

伊東尚生氏：一

ロ ッチのタレガ教程第二巻まで刊行し

てやつと肩が軽くなつたような気がしま

す。第三巻をタレガ作品集として刊行し

たいと思つていましたが 、 タレガ曲集は

すでに日本版でも二 、 三出ているので、

今更ら出す必要もないのではないかと考

え直し 、 結局第三巻の刊行は中止と致し
ました。どうぞ御了承下さい。

その代り私はマンドリン 、 ギター Lµ典

の刊行をこれからの私の生涯の事業に致

したいと仔じます。ついては 1日アルモニ

アを全部取揃えたいと思いますから 、 ど

うぞ沢口氏の御追族にお願いして下さい
ませんか。その外、 囚内 、海外の文献を 、

特に絶版のものなど入手したいと思い ま

すので御世話下さい。尚アルモニア，誌の

誌友で 、 I I」アルモニアを譲つて下さる方

があったら御協力いたゞきたいのです

が。

岐阜 1|j梅河町一丁目パに御連絡いたゞ

けたら幸です。
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プジョール作品表
Compositions of EMILIO PUJOL 

. 

中 野 郎
Jiro Nakano (Nagoya) 

約tt1年前デルグラ ーヴ杏店発行の「音楽辞典」中のギター欄は E. Pujol に依つて相当せ

られ，小西誠一氏の訳で永く「マンドリンギタ ー研究」誌に連叔された。

ギターに関する凡ての証に暗かつた我々は全く之に依つて開眼せられたと言つても過言で

はない。 Pujol のギターに関する該博な菰蓄は Segovia の演奏にも匹敵するt？いもの入よ

うに私には思われる 。 加うるに彼は Ta rrega 直系のギタリストで近来益々その著作を進め

っ入あることはギター界の為めに疫賀に堪えないことで彼こそは世界の宝と言つてよい。

ギター曲の作品も数多あるが 、 特に十六世紀以降の古いヴィエリスト、ギタリス ト の作品
を数多く現代のギターヘ移し 、 最近は「l らも之の彩愕のある佳曲を次々に作曲しつ入ある。

他日を期し汽料だけは心懸けているので目下の私に出来ることは出版された Pujol のギタ

ー曲の一覧表くらいである。誤り 、 未知のところは御教示をお願いしたい。

出版所

c. = Celesta Publishing Co. (New York) 

F. = Fortea (Madrid) 

E. = Max Eschig (Paris) 

R. A. = Ricordi Americana (Buenos Aires) 

R. F. = Romero y Fernandez (Buenos Aires) 

s. Schott & Co. (London) 

G. = The Guitar Review (New York) 

・ 拍子は冒頭の拍子のみを記し変化する場合も屈々あるが之は省略した。

・ 速度も初めの部分のみとした。

・ 調も同様。古いもので調性の確立していないもの及び新しいもので決定し難いものは記

してない。

・小節数は譜面に表はされたま .I. を数えてあるので実際の小節数にはならない。

• 最初の不完全小節は入れてない。レピー ト、 ダ ・ カーポいづれも軍復して数えてない。

・ 表桔記号は殆んど省略した。

・小節数を記したものは実際に眼を通したもの 、 従つて之が記してないものは確実を期 し

難い。

• 同一曲で各出版所で出されたものは重復させてない。

〔 1 〕 獨創作品

a. 練習

曲名 拍子 速度

Estudio I 4/4 Allegretto 

” II 3/8 Lento 

II m 4/4 

II nr 4/4 Moderato 

II V 4/4 

5 

曲

調 被棒呈者 小節数 出版所

C dur 25 R. F. 

D dur 32' ” 
H dur 24 9I 

D dur 16 II 

, Cis dur 16 ” 

(29) 



曲名 拍子 速度 調 被捧呈者 小節数 出版所

Estudio VI 4/4 A moll 24 R. F. 

” VII 4/4 Andantino E moll 16 ” 
” WI 4/4 G dur 0. 0. Cabot 33 ” 
II IX 6/8 Andante quasi Adagio C moll 60 ’’ 
” X 4/4 Allegretto Fis moll 24 ” 
II XI 6/8 Allegretto Fis dur 45 II 

” XN 3/8 Allegretto D dur 78 ” 
Estudio 6/8 Vivace F moll 48 ” 

（以上 Escuela Razonada de la Guitarra Lib. II にあり）

Estudio XIII 4/2 Allegro Fis dur 48 R. A. 

II XIV 2/4 Allegro D dur 48 ” 
II XV 2/4 Allegretto G dur 32 II 

II XVI 2/4 Allegro A moll 49 II 

II ‘XVII 3/8 Vivace A dur 36 ” 
99 XVIII 2/4 Andantino A dur 48 II 

9/ XIX 12/8 Allegro 49 II 

II xx 6/8 Allegretto D dur 32 II 

II XXI 6/4 Allegretto scherzando E dur 42 II 

” XXII 4/4 Allegretto A dur (Original de Tarrega) 
20 " 

II XXIII 3/4 Andantino G moll 36 ” 
II XXlV 4/4 Allegretto G dur 38 ” 
” XXV 4/4 Andantino E moll 41 II 

” XXVI 3/4 Allegretto A dur 40 ” 
II XXVII 4/4 Andante sostenuto (Nocturne) 34 II 

II XXVIII 2/4 Allegretto E dur (Canci6n de vendimia) 
32 II 

” XXIX 3/4 Ritmico e maestoso C dur (Vidala) 16 II 

II XXX 2/4 Moderato E moll (Alali) 27 ” 
” XXXI 5/8 Allegretto A dur (Zorzico) 56 ” 
’’ XXXII 6/8 Adagio Sostenuto A moll (Nocturno) 

32 ,, 

” XXXIII 3/4 Vivace E moll 16 ” 
” XXXIV 6/8 Allegretto (Aire de Buleria) 39 II 

II XXXV 6/8 Allegretto G dur 48 ” 
II XXXVI 2/4 Moderato A dur 32 ” 
II XXXVII 3/4 Allegretto ritmico A moll (Bolero) 36 II 

” XXXVIII 2/4 Andantino E moll (Sohre un villancico de! 
siglo XVI) 48 II 

II XXXIX 3/8 Allegretto (Para dos Guitarras) 44 II 

（以上 Escuela Razonada de la C,.uitarra Lib. m にあり）
ヽ~・』
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拍子 速度 調 1 被棒呈者 小節数 出版所

Premiere Etude 2/4 Vif et rythme C moll Madeleine Bucher 

35 E. 

Deuxieme Etude 4/4 Leger A dur Daniel Fortea 25 ” 
Troisieme Etude 3/4 Agite. A moll Maria Luisa Anido 

27 ” 
Ondinas (Estudio No. 7) 4/4 Vivace A dur Dr.B. Romero Escacena 

44 R. F. 

Paisaje (Estudio de tremolo sobre un motivo inedito de Tarrega) 

3/4 Allegretto E dur Enrique Vijande 67 R. F. 

El Abejorro (E$tudio) 2/4 . Vivace G dur 61 R. A. 

Execices en forme d'etucle (Estudio XXIV に同じ）

b. 錬 閃曲以外

Canion de Cuna 

Berceuse 

Romanza. 

Vais y crepusculo 

6/8 Andante E dur R. Perena Moros 55 

6(.8 Lentamente （上曲改作） ” 
9/8 Andante E dur 

Trois morceaux espagnoles 

Tonadilla 3/8 

Tango 
ヽ

2/4 

Impromptu 

Vif et gracieux A moll P. van Es 50 J. R. 

mouvement de Tango A dur Matilde Cuervas 

92 11 

G ・・uajira 、 3/4 Rithmique et anime D dur Leon Farre 

170 II 

Sevilla (Evocation) 2/4 moderato D moll Madame Conchita 

C. Nogues 101 E. 

12/8 Anime D dur Madre 

Homenaje a Tarrega 4/4 

Bagatela 2/2 

Preludio Romantico 2/4 

Fantasia Breve 3/4 

Els Tres Tambors 2/4 

Seguidilla 3/4 

Salve 3/4 

Cubaua 
ヽ

3/8 

E. 

82 

40 

34 

E

E

E

E

 

E. 

Pequenaｷ Romanza 3/8 Lentamente E dur Sobrina conchita 40 E. 

Villanesca (Danza Campesina) 6/8 Allegretto E dur Deric Kennard. 
102 R. F. 

Festivola (Danza Catalana) 2/4 Allegretto G dur Leandro Ferrer 
144 R. F. 

Lento, ma non troppo D dur 70 S. 

Allegretto scherzando F dur 40 R,. A. 

Andantino agitato D dur 36 

Despacio A moll D. Jose Salcedo 48,, 

Tempo di marcia Miguel Llobet 97 11 

Leggiero e deciso D dur 154 

Lento G dur Maria Nogues 32,,  

Andante Cantabile E dur Francisco Guiu 
51 C. 

Alborada de Fie.sta la Aldea 6/8 Allegretto D dur 24 G. 

7
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原作者

Aire irland~s 

Aire ingles 

Wagner 

P. Martiri 

B. pasquini 

G. Villate 

M. Albeniz 

E. Grandos 

Scarlatti 

J. Albcniz 

” 
II 

II 

〔 2) 纏

曲名 柏了

Hornepipe 4/4 

The vicar of Bray 

Berceuse 

Gavotta 

Sonata 

局

度速 潤 小節数出版所

Allegretto A dur 18 

4/4 Moderato D dur 20 

2/2 Allegro Moderato D dur 89 

Toccata sur le "Jeu du Coucou" 4/4 Allegro 

(2 G) 

Sous le Palmier 2/4 M. ; =54 D moll 

Sonata 6;8 Presto e gaio E dur 

La Campana de la Tarde 6/8 E dur 41 

D dur (2 C.) 64 6/8 

E

E

E

E

 E dur 

58 

32 

92 

Tango Espanol 2/4 Allegretto D moll (2 G) 144 

Cordoba (2 G) 

Evocacion (2 G) 

El puerto (2 G) 

R. F. 

R. F 

R. A. 

R. A. 

R. F. 

R. F. 

R. F. 

E. 

E. 

N. Paganini Capriccio XVI R. A. 

Alfonso Broqua Tres cantos Urguayos EI Nido 3/2 Mod. (Flute et 2 G) 

32 E. 

Vidalita 3/ 4,~ (11) 80 E. 

El Tango 2/4 (11) 78 E. 

Luis Milan Pavane I 4/4 C dur 

11 II 4/4 D dur 

11 III 3/4 D dur 

Gaspar Sanz Gallardas 4/4 Maestoso D moll 

11 Pavanas 4/4 A moll 

11 Folias 3/4 Allegretto D moll 

Robert de Visee Petite suite en re mineur 

Prelude 4/4 Moderato 

Allemande 4/4 Andante 

D moll 

D moll 

43 

32 

24 

54 

32 

64 

E

E

E

E

E

E

 

10 

30 

E. 

E. 

Sarabande 3/4 Adagio ma non troppo D moll 

16 E. 

Gigue 3/4 Allegretto D moll 36 E. 

Francois Corbetta Pr6lude 4/4 

Miguel de Fuenllana Tiento 4/4 

]. S. Bach Sarabande 3/4 

Andate 

Lento 

C moll 11 

47 

Andante Sostenuto D dur 28 

... E

E

E

 
Francois Corbetta &dvotte aymee du due de Montmouth 

4/4 maestoso C dur 

Luis Milan Fantasia 4/4 ｷ F dur 

26 

104 

E. 

E. 
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原作者 曲名 拍子 速度 調

Francisco Guerau Villano 4/4 Mouvt approx D dur 

J. S. Bach Prelude, Compose pour le luth 

II 

3/4 modere D moll 

Prelude de la 4me Suite pour violoncelle 4/4 

G dur 

Luis Milan Pavane IV 4/4 D dur 

” ” V 4/4 A moll 

” II VI 4/4 H Moll 

Miguel de Fuenllana Fautasia I 2/2 Modere E dur 

II II II 2/2 Modere A moll 

” II III 2/2 Anime A dur 

Alonso Mudarra Fantasia de Pasos de Contado 2/2 D dur 

Diego Pisador Villanesca 2/2 Anime E moll 

Robert de Visee Suite en Sol mineur 

Gaspar Sanz C ananos 

11 Pasacalle 

Santiago de Murcia Prelude et Allegro 

Hispande dtharae Ars viva 

Diego Pisador Pavana muy llane para taner 3/2 E moll 

11 Villanesca, La Cortesia 2/2 H moll 

Enriques de Valderrabano Soneto I del Primer grado 

3/4 Tiempo medio D dur 

11 11 II de! Primer grado 

4/4 A moll 

Luys Milan Fantasia de! quarto tono 2/2 H moll 

" Fantasia de consonancias y redobles 2/2 

Alonso Mudarra Gal!arda 3/2 D dur 

" Diferencias sobre el Conde Claros 4/4 D dur 

" ｷ. Fantasia que contrahaze la harpa en 

la manera de Luduvico 2/2 E moll 

Luys de Narvaez Canci6n del Emperador 4/4 H moll 

" Baxa de contrapunto 3/4 Fis moll 

" . • Diferencias sobre "Guardame las vacas" 

6/4 A moll 

Tres diferertcias por otra parte 6/4 D moll 

Vasquez-Fuenllana Covarde Cavallero (Canto y G) 

Anonimo Minueto 3/4 moderato D dur 

Carlos de Seixas Minuetto 3/4 A moll 

Manuel de Falla Homenaje 

小節数出版所

45 E. 

43 E. 

91 E. 

42 E. 

56 E. 

61 E. 

95 E. 

105 E. 

90 E. 

72 E. 

llO E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

s. 
32 

41 

30 

31 

107 

83 

24 

80 

76 

79 

40 

36 

30 

113 G. 

23 G. 

18 G. 

E. 
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原作 者

Manuel de Falla 

” 
” 

Alfonso Broqua 

Mozart 

Scarlatti 

Manuel de Falla 

II 

” 
Alfonso Borqua 

曲名 拍子

Danse du Meuni~r 

Pantomime 

Danse du Feu 

Pericon 

Menuet 

Pastorale 

Nana 

Asturiana 

Jota 

Chants du Parana 

速 度 調

(2 G) 

(II) 

(II) 

(avec chant) 

(Chant et G) 

(II) 

(II) 

(II) 

〔 3 〕 運指附け

小節数 出版所

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

Carlos Pedrell Zoraida 3/4 Alleqretto A dur 142 R. F. 

,, Dona Mencia 3/4 Moderato D moll 120 R. F. 

3+4 Impromptu —— ,, Impromptu T Assaimosso D dur 79 R. F. 

,, Al atardecer en los jardines de Arlaja R. F. 

3/8 moderato E moll 184 

R. Halffter-Escriche Giga 6/8 Tempo di Giqa 62 E. 

Agusti Grau Fable 2/4 •Lentemente 173 E. 

Alfonso Broqua'Ay, Mi Vida'3/4 moderato A moll 23 R. F. 

Joaquin Rodriqo Sarabande Lointaine 

3/4 Andante quasi Adaqio D dur 92 E. 

Raymond Petit Nocturne 4/4 Assez lent G dur 39 E. 

Alfonso Broqua Evocaciones criollas E. 

I Echo de! paisaje 2/4 Adur 71 

II Vidala 3/2 Ritmico ma non lento 53 

DI Chacarera 3;4 Animato.e ritmico 34 

IV Zamba romantica 3/4 58 

V Pampeana 4/4 moderato 68 

Adolfo Salazar Romancillo 3;8 Allegro non troppo 138 E. 

[ 4 ) 出版予告が為されていたもの （編曲）

E. L. Chavarri Sonata No. 2 

Francois corbetta Allemande chene du due d'York 

11 Allemande du Roy 

11 Allemande sur la mort du due de Glocester 

11 Le tombeau de Madame d'Orleans 

11 • Passacaille 

11 Sarabande 

(34) . .  10 



Francisco Guerau Espanol eta 

99 Jacaras 

” Marizapalos 

” Folias 

” Canarios 

II Ga liar las 

II Pavanas 

J. B. Granata Guigne 

Ruiz de Ribayaz Pasacalle 

Ludovico Roncalli Caprici Armonici 

Luiz de Narbaez Fantasia 

” Conde claros 

,, Guardame las vacas 

Enriquez de Valder Rabano Pavanas 

Bibliothらque de Musique Ancienne 

Vihuelistes du XVIe Siecle 

Guitaristes du XVIIe Siecle 

= Pujo) に贈られたギター fill = 

Jos~ Sirera Zaqateado 

Gi iovanni Murtura Studio (L'Arcolaio) 

Brindle-Borsi Vita Senese 

”S onatina Fiorentina 

11 Etruscan Preludes 

Raymond Petit Nocturne 

Agusti Grau Fable 

Alfonso Broqua Evocaciones criollas vi Pampeana 

Carlos Pedrell Dona Mencia 

Daniel Fortea Caqricho-estudio 

＝ププヨ ールの著作＝

La Guitarra (Encyclopedie de la Musique) Delegrave, Paris (1926) 

11 

La Guitarra y su Historia Romero y Fernandez 

(1934) Bs-As 

El dilema de! Sonido en la Guitarra (1934) 

Homenaje a Tarrega (Primer Centenario, Francisco Tarrega) 

Villarreal, Castillon_ (1925) 

Apporto Italiano alla Chitarra Classica 

, Accademia Chigiana, Siena (1953) 
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パリて聴いたプジョール
E. Pujol in Paris about 30 years ago. S. Konishi (Kamakura) 

30年もの昔になる占い伝だが………

1923 から 2 年計り欧州を旅行して居る間に度々パリに滞在した。短くて 3 ヶ月 、 長くて

半年の滞在の間に 、 オ）レケストラ ・ シンフォニカ ・ タケ井で長い•j~ー所に奏いて居た鈴木滅

君のアトリエによく遊びに行き 、 イタ リー旅行中に買ったエムベルガーのマンドリンを持つ

て行ってはギターの伴癸を附けて直つた。当時イタ リ ーのフレツト楽器ではヴィナッチアが

一番将判がよくて欧州各国に拡まつて居り 、 メンバー 100 人近くのウイーンのマンドリンオ

ーケス ト ラもヴイナツチアを揃えて居た。エムベルガーはヴィナツチアに次ぐし心楽器とき

れて居り 、 カラ ーチェはそれ程有名ではなかつた。

呪在多摩J3術学校教授で 、 新制作派のメンパーである鈴木君は代アトリエの沢山ある地区

に住んで）因り 、 私が一番長く下面して居た学生町のラテン区から余り遠くなかつたので二日

に上げず遊びに行った。

ある日鈴木社はモンマ）レトルに近いマルゼルプ街にあるロヴィーというフレツ ト 楽器の為

の＞i［譜を主とする店に連れて行つて只れた。 その店は往来に向いて居ないでアパート風ピ）レ

の入口から入った中庭に向つた小さい店で50位の年敢の人のよさそうなおやぢと 20にならな

い地IIKで、健実そうなその娘とが店をやつて居た。 この店はバリで最も有名tcつたマンドリ

ゾオーケストラ “Orchestre a plectre de Par'is" に楽譜を納めて居る 1刈係からおやぢに勧. •.•, 

められて鈴木君はこのオーケス ト ラにはいり 、 そのお蔭で毎年オペラで開かれて大統領が参

会する慈苦＇比棠のプテイ ・ リ ・ プラン Pelit lit blanc のお祭 (Fete) に出場した事がある。

年は迎うかも知れないが同じ慈苦典行に藤田嗣治氏や石黒敬じ氏が出場して柔道をやつて見

せた ·9があるが日本人でマンドリンでは世界で有名なこの判場に出演したのは多分鈴木且丈｀

だろうと息う。（尤も鈴木社はマンドセロを奏いて居た）

1925年の朴 2 度目のイタリー旅行からパリに帰えつて鈴木君を訪ねるとロヴィーのおやぢ

が近くプジョールの独奏会があるから是非聴くとい入と教えて屎れたとの＇ド。勿論払も位成

だ←つたので 5 月 3 LI のその演奏会に鈴木君と一所に出かけた。プジョールは1922年以来）ミ人
のギタリス ト、 マテイルデ ・ クエルヴアスと一所にパリに住ん．で演奏家 、 教師として i舌動し

て居た。
会場はたしかモンマル ト ルに近い所にあったと思うが股業家会舘 Salle des Agriculteurs 

という 800 位の座席のあるホ ールで 、 演奏会によく使われて居たが 、 大分古くさく 、 薄汚れ

た感じ、のものだった。

会場にはいつて一寸妙に感じたのはステージの上手（聴衆席から見て右の袖）に特別），'1； が

設けられて居る事で 、 その聴衆の中にロヴィ ー親子と後に紹介されたロヴィ ーの妻君が居た
事である。という cjiは特別 1店に招待された人は横から演奏を聴く事になるので余り難有い市

ではない。こういう事はそれ以外の演奏会には一度も見かけなかつた。

当日の日記を見ると「プジョールは40泌位の丸い頻の如何にもスペイン人らしい人。ゅっ

くり落ついて奏いて居る。音はギターよりもピアノに近い豊かな音だった」と山tいて居る。

年は40過位と古いて居るが彼の生れたのは1886年であるからこの時は39才だつた訳である。

一休に西洋人は我々に取ってふけで見える事が多い。セゴヴィアが日本に来たのほ1929年で

¥
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同じく 39才だったが格幅のい L 彼ももつと年上に見えた。今から考えて見るとこの二人のギ

タリストの間には共通点があった。それはでつぷりと太つて居て（といつても少しもたるん

で居ないで生き生きとして居る）＼その態度がゆつたりとして居る市だ。それ丈を見て居ると
細かな、速い運指等は出来そうに思はれないが 、 実際はそうではないのは皆の知つて居る通

りである。闘牛等をやる激しい気質のスペイン人とは凡そ反対の様に見えながらテクニツク

にかけては、特に連指法の敏捷さと巧妙さに於て到底我々の敵はない所を見るとスペイン人

のスペイン人たる所以がそこにあるかと思はれる。

もう一つの共通点は 2 人とも薄黒い、血色のい L 頻色、所謂白人というよりも東洋人に近

い顔色をして居る所である。

「I 記のその先には「然し演奏には活気がない。あんなものだろうかという気がしないでも

ない」と記されて居る。所が私の記臆に残つて居る印象には迩つたものがある。活気のない
ものもなかつた訳ではない。殊に Segovia に比ぺるとインスパイヤリングの程度の少いもの

もあった。けれども曲の表梢のつけ方、曲の山の作り方には巧みな所が少くなかつた。 111] を

クライマツクスに盛り上げて行って、決然として終結した呼吸の巧みさに聴衆が思はず拍手

しないでは居られない様な所があった事がはつきりと私の記）l意に残って居る。そして矢張り

うまいものだな。日本のギタリストは何時になったらあんなに奏ける様になるかなと考えた

事も党えて居恥唯 1 ヶ｝折彼がいやな音を出し、同時に実にいやな顔をした事がある。これ
丈の演奏家でも時には音をミスする消があるのかなと思った事も印象に残つて居る。
さて当日の曲目を紹介すると

ソル メヌエット、アンダンテ 、 カンタービレ

ア）レベニス グラナダ、入江のざわめき

タ）レレガ ア）レハムプラの思い出

フアリア 漁夫のロマ‘ノス、鬼火、ドウピュッン一礼讃

グラナドス タベの鐘、ゴヤのマハ、スペイン舞曲

プジョー）レ トナデイリア、タンゴ、グワヒラ

A ・プロクワ ウルグワイの歌

曲一つ一つに就いては何分30年前の事だからはつきりした記脳が残って居ない。実はこの

演奏会の思い出は鈴木君に占いて頁lなうと思つて久し振りに通信して見たのだが同君ももう

すつかり忘れてしまつたので因けないというので自分で占く事にしたのである。大体の印象

は以上で述ぺた通りである。唯一曲特別に党えて居るのは最後の「ウルグワイの歌」である。

これは独唱曲でアルマ ・ レイレスという余り若くない婦人が叩い、プジョー）レ夫妻とペイツ

ツーというフリュート葵者が伴奏した。日記を見ると「フリュートが強すぎたが歌は寝ごと見

たいな調子外れの様な所があって面白かつた」と沓いてある「寝ごとみたい」は沿租である

が今から考えて見ると欧州のとはまるで迎つた音階で、 6 人組以後の現代作曲家の作品に耳

馴れた今日なら左程異様にも思はれないが、 そういう音階に始めて接した為に飛んでもない

’ ' 型外れの音楽に聴え、それが却つてその時には面白く感じられたに迎いない。 3.4 ヶ月 nij コ

ロムピアだったかロンドンだったかの試聴会でウルグワイの民俗音楽のレコードを聴いた

時、 土臭いと同時に妙に現代的な、直接に迫つて来るその曲辺に興味をそ入られた 15がある

が、この演奏会で聴いた曲がそれである事を思い出して一附肥味を抱かせられた。我々は大

分南米音楽を聴く様になったがウルグワイの音楽は未だ余り聴く機会がない。然•し上述の様

な民俗音楽ではあるが現代的感党のあるその音交ほ軽音楽のファシよりも寧ろ前衛的なクラ
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ンツク音楽の愛好家には却つて典味深いものと受取られるだろうと思う。

喝采の中に演奏会が終るとロヴィーがプジョールに紹介しようというので鈴木君と? 人で

控室に行くとプジョールの友人やフアンでこ・った込して），サる。鈴木君はプジョ ールに握手し

て Succes Sceceis （成功で御目出度う）と上手に祝辞を述べて居る。私もロヴィーの紹介で

握手をした。セゴヴィア同様肉附の豊かなぽつてりとした温な手だつた。

鈴木君の様にフランス語でうまくしやべれないので炎語でならばと息つて失語を話しますか

つ と 尋ねると余りうまくない発音でa little という。そこで政讃の辞を英語で述ぺようとして

居るともう他のフアンらしい連中が横あいから讃辞を述ぺる，それが次から次えと続くので

私は遠慇して後ろえ下つた。するとロヴィーが近 H 郊外の自分の邸宅えプジョールが来るか

ら我々 2 人にもやって来ないか。そうすればゆつくり話も出来る。その上プジョールにはア

メリカえ演奏旅行の企でがあるから序に日本でも油奏会が1)Ijける様なら行つて見度いといつ

て居るから 、 日本の楽界の話も聞き 、 実行の可能性に就いても相談し度いというのだつた。

プジョ ールが日本で演奏会を開く事の可能性は疑lliJだったがプジョールに会つて話の出来る

のは愉快なボなので 、 何れ日が決つたら知らせて貸う '.Fにして左様ならをいった。

所がその会見はとうとう実現されなかつた。如何いう訳だかはつきり党えていないが 、 多

分払が又もや旅行に出かけた為だつたと思う。がプジョ ールを聴けたのは焙しかつた。そし

てこれが私の欧州で］徳いた唯 1 回のギ ター滅奏会だった。

日本え帰えつて何年かしてフランスで十数 1TI} （だったと忍う）から或る大きな臼梨百科全占

Encyclopedie de la musique が出版された。フランスで村名な音楽学者ラヴイニャッ

クとリオネル ・ ドラ ・ ロ ー ランツーの共同監修で権威ある if梨学者 、 紆楽家 、 評論家が世界

の音柴 、 音梨史を分担して執箪している。その中にプジョー）レぱギターとヴィフエラの部門

を担当している。武井守成氏が取寄せられたので切しんで見ると立源な内容のものである。そ

こで武井氏の勧めに従つてそれを「マンドリン 、 ギター研究」誌に闘訳連叔した。それは昭

和 4 年 9 月乃から 16ヶ月続いた。それを麟訳する事は面白くもあれば 、 勉強にもなった。そ

れと同時にプジョ ールが単なる演奏家 、 教帥ではなく 、 学問的学究的頭脳の持主である市を

知る＇比が出来た。 Philip J Bone の ThP Guitar and mandolin にも「行楽学者 、 音楽家

として彼は彼の音楽 、 それの歴史と未来に然心に献身し 、 数ケ国の音梨雑品にア ーテイクル

を寄秘した。特に重要なのは音楽百科全繁に於けるギタ ーの研究である」と記されている。

この長い 、 熱心なギターえの献身者が70オを迎えた事、 老齢にも拘わらず依然献身を続け

ている事、 そして小原君や阿部君が彼の指芍を受けた事は妍しくも愉快な ’J~である。こ J. に

彼の一層の長寿と献身の持続とを祈り度い。

ついでながら彼の名はプホールとも呼ばれているが 、 先年セゴヴィアが来た時正確な発音

を武井氏に尋ねて買ったら 、 普通のスペイン語の発酋ならプホ ールであるが 、 彼はバルセ ロ

ナの人間で同地方の発音ではプジョ ールと呼ばれているからこの方が正しいと説明して呉れ

たそうである。
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前古典音楽とギター
Pre-classic music and guitar 

小船幸次郎

K.Kofune (Yokohama) 

絃梨器を大別すると、指その他で絃を弾く交器と 、 弓で絃を擦る楽器とある。現在用ひら

れてゐる弾く梨器の代表的なものはハープとギターで 、 擦る楽器の代表的なものはヴアイオ

リン、セロその他であらう。そして擦る梨器の方が 1- ヒ世紀以来項用視されてゐる。十七世

紀以来管絃梨が行楽の 1 | l心であり 、 その管絃梨の中心楽器がヴアイオリンその他の擦絃楽器

であるからである。しかし十七世紀以前はどちらかと言ふと弾く楽器の方が飛んで 、 リュー

ト 類が全盛であった。 1 '六世紀頃のリュートとヴアイオリンの前身であるヴィオルとを比ペ

てみると 、 リュートの形は美しく究成されたものり感じを持つてゐるが、ヴ ィ オルの形は不

細工でや仕・ったい。現在のヴアイオリンの育成された感じの形態を見ると 、 ヴイオ）りからヴ
アイオリンヘの辿歩が形の上ではつきり分る様な気がする。弓で擦るヴイオル系の楽器が泥

臭い音と音楽をやってゐた時に 、 リュート系の指弾楽器は宛成された音で完全な交器の音楽

を演奏してゐた。もう少し詳しく説明すると 、 擦絃楽器が合唱や独唱の旋律をいつ し よに奏

くことをやってゐて擦絃楽器独特の旋律を作り上げてゐなかつた時に 、 指弾交器は声楽の伴

奏又は踊りの伴奏としての楽器らしい音楽を作り上げて演奏してゐた。その後音楽は色々と

進歩もし変遷もしたが 、 当時の指弾楽器が行つてゐたところの楽器の音楽としての考へ方は

根本的に変つてはゐない。例へば歌の伴奏楽器として用ひられてゐる場合の指弾楽器が 、 ある

場合には歌の旋律に和音を与へる役目をし、或場合にはリズムを与へる役目をし 、 或場合に

は副旋律を添へる役目をしてゐるのを見る。これは扱ふ音こそ異つてゐるが現在のあらゆる

楽器が行ってゐる歌に対する伴奏のつけ方と全く同じである。つまり交器独自の音染 と 言ふ

ものを r五六枇紀の指弾交器が既に完成してゐたと言ふことである。しかし現在残ってゐる

これらの音楽の最も古いものは）レイズ ・ ミラン (Luys Milan 1535年ー））レイズ ・ デ ・ナル

パエス (Luis de Narbaez 1538-）その他のリユート曲であつて 、 それ以前のリユート 曲

は残ってゐない。その後リュートは f11音的要求の研火と 、 旋律的要求の拡大の為に絃の数が

多くなり過ぎて 17滅してしまつた。これらの要求に答へる楽器として出現したのがチェンバ

ロ その他の鍵盤梵路である。鍵盤交招はその後ピアノの出現に依つて表現力は倍加し 、 ベー

ト ーヴエン以後のビアノ i\交を生んで 、 今 II の豊饒なビアノ音楽の分野を開拓した。つまり

現在のピアノ音楽は背の指弾楽沿省楽の後商と言ふことになる。

指弾系梨岱の Jli大な楽岱であったりリュートは分不相応な膨Illはで 17 滅したが 、 ギターやマ

ンドリンは適J心な絃数を保つことに依つて況代にまで1f続した。殊にギターはセゴヴイヤ と

言ふ無類の演奏打を得たことに依つて浙しい生命に蘇つた。それはセゴヴイヤの演奏技術の

面と 、 油約1U 日の面との二つの面に於てである。演奏曲目の面では 、 ギタ ーが現代音楽の表

現に索IIli しい能力を持つことを示すと共に 、 前古典音楽の再現に蚊適当な楽器であることを

示した、点である。我々の音楽はハイドン以降現代に至る古典 、 ローマン 、 現代の店大な械の

音楽よりも更に多くの i怜梨をそれ以前の時代に持つてゐたのである。その 中で前古典と言は

れるバッハ以前ミラン以降の脅楽だけでも何千或は何万と言ふ＇数があった筈である。その中

で出版された音楽の数は 1 -分の一以下であらうし 、 史に現在にまで残つてゐる数は何百分の

ー以下であらう。それらの残仔されてるもの豆伶んど総ては各地の図占舘や教会 、 学校に死

蔵されたましである。これら死蔵されてゐる多くの背楽と言ふものは歴史的な価値よりない
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ものであらうか。つまり現代の我々が聴く価値のないものであらうか。十九世紀の初めに作

られたペート ーヴエ ンの音楽が現代に於下もその価値を減じないのは 、 それがその時代の最

大の傑作の一つであると同時に、あの斉楽はあの時代でなければ生れないものであるからで

ある。あの音楽を現代の人が杏いても何の値打もない。現代でなければ生れない音楽で 、 そ

れ故に価値のあると思はれる音楽はストラヴィンスキーやパルトックやンエ ンベルクの音

楽又は ト ーリナやポンセやカステルヌオーヴォ ・ テデスコの音楽である。それと同じ邸味で

あの簡潔な前古典の音楽はあの時代でなければ生れないものであり 、 その中での傑作は 、 そ

の時代を代表するかけがえのない文化財宝なのである。音楽も科学と同じに時間と共に進歩

する面はある。ヂユリアーニの楽譜を見ればミラソのものは幼稚に見え 、 タルレガの楽諮を
見ればヂユリアーニのものは単純に見える。しかし音楽の価値と言ふものは作rll1技術の進歩

とは無関係なものである。若しタルレガがヂユリア ーニの時代に生れてゐたら 、 ヂユリアー

二の様な様式の音交で傑作を忠いてゐたであらうし 、 反対にヂユリアーニがタルレガの時代

に生れてゐたら 、 タルレガの様式で傑作を残してゐたであらう。我々が若しタルレガの作品

ほ面白いがヂユ リ ア ーニの作品はつまらないと思ふ様なれば 、 それはヂユリア ーニの時代が

解らないからである。我々がミランその他の大昔の音楽に興味が持てないのは音楽様式が幼

稚な為ではなくて 、 音楽の良さが解らないからである。つまりその時代を解することが出来

ないからである。我々が若しパッハ以前の荘柴の美しさが解る様になれば 、 我々の音楽財宝

は倍加されることになる。広大な音楽の花園が新たに 1姐けて来るのである。この広い酋楽分

野が主として指弾楽器の為の音楽なのであるが 、 その主役と言ふぺきリュー トは既に死滅し

てしまい 、 僅かに博物舘の戸棚を飾つてゐると過ぎない現在は 、 リュートに代るものとして

はギター以外に適当なものを見出すことが出来ない。セゴヴイヤの曲目の半分が 1] ij古典のも

のである理由はこいこあるのであつて 、 更にプジョールが [lij古典の音楽の編曲と演奏に主）J

を注ぐ理由もこ .1. にあるのである。

リュー ト は死滅したと言っても博物舘にはあるのであるから 、 若し前古典音梨を復活させ

るならばリュートをも復活させて 、 リュートに依る前古典音楽の再現こそ真実のものではな

いかと言ふ見方は勿論ある。 •Ji:実この事は行はれてゐる。レコードにもいくつか入ってゐる。

又我々が前占典時代にはこうであったらうと言ふ 1lij古典「聟楽の再現を聴く為にはこうした複

活が是非共必要である。しかし我々が求めるものは音楽的感動であつて学求的渦足ではない。

我々の願ふこと内大衆の魅）Jにあることであって 、 一部好事家の好奇の対象となることでは

ない。一度死んだ楽器を復泊しなければ美を再現出来ない様な 、 日版の花の様な繊弱な音楽

なれば 、 現代に復活するまでの事はないであらう。現代音楽を担つて強く生き抜いてゐる楽

器に当てはめても 、 立派に大衆を感動し得る音楽であって初めて再現の意義がある様に思ふ。

又その演奏に当つても 、 前古典時代の解釈に依らなければ魅力が生じない様なものであつて

は困る。現代人の解釈に依つてそこに新しい紅楽的魅）Jを現代に加へ得る様な音楽でなく て

はならない と 思ふ。

セゴヴイ ヤの演奏と曲目に依るギターは現代の音改；に新しい分野をきりリ甘いた。セゴヴィ

ヤが在る限り又セゴヴイヤの油奏技巧を継ぐ者がある阻り 、 新しいif楽がギターの為に次ぎ

次ぎと作られてゆくことであらう。これが続く限りギターは若い生命に蘇りつりナるが 、 過

去に苓梢された堵大な音楽の豊限の 中に 、 ギターを最も美しく飾る宝が沢山眠つてゐるこ と

を知つてこれを掘り出せば 、 ギタ ーは極めて豊な楽器になることが出来る。これはプジョ ー
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ルやセゴヴイヤの手を待つまでもなく、総てのギタリスト自身の手で出来ることである。日
本には音交の図占舘がないので、大昔の楽譜の中からさがすことが出来ないが 、 出版されて

ゐるパッハやスカルラッテイその他の人々の作品の中から、ギターこそ披も適当な表現楽器

であると考へられる様な曲をさがし出すことはむしろ容易である。

現在の日本のギター界に前古典音楽愛好の気迎のあることは杯ばしいが 、 それが只セゴヴ

イヤが演奏してゐるからとか、セゴヴイヤが出版してる梨譜の中にあるからと言ふ理由から

でなく、前古典音楽の意義とギターとの関連を正しく知る故に愛好するのだと言ふ立場に立

つ者になってもらい度い。これが日本のギター界を正しい逆に乗せる一歩でもあると思ふの

である。

海外短信 (-)

小原安正 （アムステルダム） ：一一—

去る一月末マドリットを出発 、 数日パ

リに滞在しました。バリで Francisco 

Gil 氏を訪ね久しぷりの再会を喜び合い

ました。氏は胃の手術を受け一年以上寝

たり起きたり の状態だったとのことでし

たが 、 今はよほど健康を回復しているよ

うに見受けられました。夕食を御馳走に

なりましたが 、 食後自分は弾けないが、
代りに娘 Christiana ( 14オ）に弾かせ

ませうと言って 、 朱色の塔 、 アストリア

ーナ 、 アルハンプラの想出などを弾いて

くれましたが 、 誠に的確な技術に感心し

ました。街には 2 月 13 日ゲポウで開かれ

るプレステイとラゴヤ夫妻の会のポスタ

ーが見受けられました。

二月五日午後ロ ッテルダム 、 夜アムス

テルダムで私のリサイタルが開かれまし

た。第一部に邦人作品を糾みましたが 、

翡名な批評家が二人も者いて邦人作品に

非常な興味を持ち、絶讃してくれたのは

誠にうれしいことでした。多くのギタリ

ストが邦人作品を欲しがつていて 、 その

人達に差上げる為万：譜に一生懸命です。

昨夜は、来る日曜日に行われるマンドリ

ンオーケストラ ・ センリアの最後の純翌
をき .1. に参りました。友人 Pieter が

Tedesco の協奏曲をひくので同迎した

訳です3 此の曲を上演するため一年間毎
週一回 、 計約五十回の錬料を堕ねたそう
ですが、その粘り強さは大いに惇ぷぺき

だと存じます。此のオーケス ト ラのメン
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パーは約三卜名ですが 、 半分は四十才以

上の家庭の主婦、他は白髪の男子が多く 、
若い人は全く見受けませんでした。オラ

ンダには約千のマンドリンオーケストラ

があるそうですが、センリアはそのコン

クールで節年俊勝する蚊俊秀のグ）レープ

なそうです。 f は轟くばかり 、 P は甘く

とけるようで 、 トレモロは少々荒いよう

に思いましたが 、 一本太い筋金が通つて
いる実にしつかりしたオーケストラで

す。指押者 Mouter から自作のギター

とマンドリンオーケストラの協奏曲を頭

けたのは平でした。恐らくこの種の編成

の最初の作品ではないでせうか。 日本が

この曲の初油国になるように錬習しませ

うと約束いたしました。 ( 2 月 9 n) 

Leon Vicente Gascon （ プエノスア

イレス） ：一

毎号ア）レモニア誌を送つていたゞき有

難く非常な典味を以て拝見しています。
御承知の辿り払は1922年 5 月以来当地に

Academia de Guitarra "Gascon" を主

催しています。現在活躍してゐる Nelly
Menotti と Irama Constanzo は私の

弟子で 、 共に俊秀なギタリストです。
Maria Luisa Anido 女史に 、 日本は

ギターに対し非常に邸い知識と大きな典
味を持つている国だと問いて居ります。
この度私の門下 Roberto Ogawa が祖

困日本を訪れるといふので 、 私の数々の
作品と写其と演奏会のプログラムをおと

ゞけします。気に入っていたゞければ幸

です。 (1955年 11 月 15 日 ）

(41) 



ホセ・ラミレスのギター取扱上の注意

荒井

1. ギターの最大の敵は湿気で 、 乾媒から湿気への忠激な変化が甚だ危険です。如何に乾燥

した用材を使つてゐても 、 この急激な変化はギターにひゞ割れを生じ易いものです。だか

らギターは出来る丈湿気を避け 、 船上でもこれを甲板に持出すことは慎しまねばなりませ

ん。原則として外気は有害で、常に絹又は毛の布でくるんで四くことが必要です。

2. ギターは閥級になればなる仕どデリケートに出米てゐることを心に入れて i閃くぺきで

す。ギターの音色にとつて最も良質の材料はバリサンド）レ材で 、 この木材は非常にデリケ

ー トで 、 且つ容易にひゞが入ります。然しこうしたひゞ割れは 、 上手な修繕家に穎めば、

音色に変化もなく 、 何ら心配のないように修紐してくれます。古い良いギターには大低ひ

ゞが入つてゐるものです。

3. ギターの調音を一定の蒻さに保つて ift くことは必要です。絃を張り替える場合、 全部を

一度に動かさず、絃を一本づつ張り 、 古い絃の高さと同じところまで合はせることです。

何故ならプリッジヘの緊張を一度に全部外すと 、 廿色の変化を来しますので 、 絃の張力を

なくさないようしなければいけないのです。

4. ナイロン絃では特に低行三絃に注意、しなくてはなりません。此等の巻絃は容易に指の油

ー を吸収し 、 或時間使用すると悪い音になります。このようにして悪くなった絃をその儘使

用すると楽器に悪い彩祷を与えます。 ij.i以を前後には必らず手を洗ひ、絃と指板を毛の布で
よく拭つて下さい。 巻絃は一度は石鹸で洗ふことが出米ます。この場合他の絃とつけ替え

ての上です。洗つたり乾したりする時は絃をこすらないようにして下さい。そうすると元

通りの良い音色を取り條すことが出来ます。

5. 雨天など湿気の多い日には、誰でも知つてゐる通り 、 ギタ ーの音色は非常に悪く 、 低く

なるものです。良い音色を保つために 、 ギターの裏；表 、 其他を毛の布で良くこすること
です。

6. ギタ ーに塗つてあるワニスが悪化した場合 、 古いワニスの上に新しいワニスを塗ること

が好ましく 、 場合によつては古いワニスをはがし改めて新しいワニスを塗らなくてはなり

ま せん。勿論充分な経験を持つた専門家に塗つてもらねばなりません。

7. ギターをケースに納める 時、絹の布で表而を被つて閻くことが望ましいわけです。
8. 指板上のフレッ｝は然の作用によって 、 両側に突出て来ることがあります。この場合、

何か布片でつかんで容易にフレットを抜くことが出来ます。この突き出てゐる部分をヤス

リですります。たゞしこの場合、 そのフレットが打込まれてゐる方向に向つてヤスリでこ

するのです。ギターの所有者自身、 ヤスリの目をきれいなので適当にこすることが出来ま

すが 、 勿論経験のある人に手をかけてもらふ方が野明です。

海外楽譜•楽器•楽絃 多数取揃えて御用命お待ちしています。

郵券16封入申込の方に日本語版カタログ (58頁）お送りします。

名古屋市中区園井町 3 の 3 （さ協ピル）

荒井商店貿易部 荒井史郎
·鴫，
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海外ニューズ

（小西誠一）

パリ：一

すつかり怠けてしまつて申訳ないが今ツー

ズン始め (1955年十月）からのパリのギタ

ー演奏会は次の通りである。

． イダ ・ プレステイ独奏会(+月十二日）

ワイス クラントメヌエット

バッハ前奏曲、アレグロ

ソル フアンタジ一

ポンセ ソ）レ礼讃（アンダンテ、メヌ

ェット）

ポンセ 主題、変奏曲及び終曲

ラゴヤ レヴエリー（初演）

ト／レロバ ，lij奏曲（プレアンプロ）、

オリヴィエラ、ア）いパダ

ヴィラーロポス 前奏曲

プジョー）レ オンデイナス、グアヒラ

アルペニスープレステイ グラナダ

トウリナ ラフアガ

ァロンソ（フラメンコギター）独奏会

曲目不llJJ、このギタリストは毎年二回

位宛独奏会を開いて居るが会場がプレス

テイ同様座r,j,;1200のギヤヴォー榮堂であ

る所を見ると人気の小さくない事が分

る。

アレクサンド）レ・ラゴヤ独奏会(+一月

十八日）ムダラ、 パッハ、 ワイス、 ソ

ル、 カイレハ、 ヴィラーロボス、 ポン‘

セ、 ラウロ、 イダ ・ プレステイの曲

セゴヴィア第一回独奏会（十二月三日）

ヘンデル アリア・コン ・ ヴアリアツィ

オーニ

ワイス組曲

ソ）レ 磁入曲とアレグロ

トルロバ マドロノス、ノツトウルネツ

ト、ダンス

バッハ ンンリアーナ、フーグ、クーラ

ント、サラバンド、プーレ、
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がヴォット、

トウリナ ファソダンギリヨ

グラナパス ニつの編曲

ア）レベニス グラナダ、古濶

セゴヴィア第二回独奏会（十二月六日）

パリのバルナン絃楽四重奏同出演

）レイス ・ ミラン フアンタジアとパバナ

A ・スカルラッテイ サラパンド、

ガヴォット、コ）レレンテ

タンスマン カヴアテイナ

カステルヌオヴォーテデスコ タランテ

ラ、へ調五頂奏曲、アンドレス・セ

ゴヴィアの名に依るトナデイリア

ヴイラーロポス ニつの前奏 1lf1

ア）レベニス 朱色の塔、セヴィリア

曲目の中タソスマンの「カヴァテイナ」

は1951年にンエナのアカデミア ・ キジアー

ナの主催したギター作曲コンクー）レの当選

曲で、 5 の曲から或る一種の組 1ll] である。

即ち Prelude—Sarabande—Scherzino—

Barcorolle-Danza Pomposa で出来て居

り、パリでは既に 1953年 12 月独奏会で演

奏された。 一批評家は「和声は所に依つて

古風で快いがその他の所で痢ll戟的である。

然し全体として美しく、変化に窟んでゐる J

といつてゐる 。 カステルヌオヴォーテデス

コの五重奏曲はバリ初演で、新鮮で、明る

く、ギターと四重奏との協奏が重要な役割

を勤めてゐる。パルナン絃染四重奏曲は戦

後に出来た楽団でフランスの第一線絃楽四

重奏団として内外国に盛んな活動を見せて

ゐる。

猜ラゴヤは六月から五ヶ月に可つてフラ

ンス各地に初めての大演奏旅行を行つてゐ

る旨ンーズン始めて報告されてゐたが一月

始めのニュースに依れば年末東部フランス

旅行中デイジョンで独奏会を開いた。一月

にはイダ・プレステイと一所に北アフリカ

に向うと出てゐる。

スイス：一

ジュネーヴコンクールのギタ一部門新設, 

(43) 



この コンクールは第二次大戦終了早々開始

されたもので全欧州の国際コンクー）レ中毎

年開かれるもの .1. 中では最も古いものであ

る 。 コンクー）レの種目は年々依つて少し宛

迩うがピアノ 、 ヴアイオリン 、 セロ声梨に

（何れも男女に分れてゐる）フリユー ト、

クラ リ ネッ ト、 年々依つてヴアイオリンと

ピアノのゾナタ 、 ト ラン ペ ッ ト、 オーボー 、

等があるが今年の第12回コンクールにはギ

タ ーが始めて加えられた。と い う事は欧州

ではギター演奏 と その音楽が盛んになり重

要視せられて来た事を語るものと考えられ

る。 コ ンク ールの期日は 9 月 22 日から 10月

6 日迄で年齢の制限は15オから 30オ迄であ

り 、 参加 lfl 込期限は 7 月 14 日 、 申込先はジ

ユ ネーヴ臼楽院である。欧州の国際コ ンク

ール 中では 5 年毎に開かれるワルソ ーのツ

ョパン コ ンク ール（ピアノ） 、 一年隔（前数

年に）パリで開かれる ロ ン ーテイ ポーコ ン

クール（ビアノと ヴアイオ リ ン）毎年種目

を変えて開かれる（即ちピア ノ、ヴァイオ

リ ン 、 絃楽四直奏曲作曲 、絃楽四韮曲演奏）

プ リ ュ ッセルのエリ ザベ ッ ト 女王コ ンク ー

ルが第一流でジュネーヴのは第二流の ト ッ

プであるが種目多い為に毎年最も多数の参

加者を集めてゐる。例えば昨年等は 300 人

以上が各国から参加した。第二流の コ ンク

ールとはいつても現在欧米に大活躍してゐ ．

る スペインの歌手ヴィクトリア ・ デ ・ ロス ・

アンヘルス 、 スイスの歌手マリア ・ スター

デル・イ タリ ーのピア ニストベネデッテイ ・

ミケランジエリ 、 オースタリ ーのピアニス

ト、 フ リー ドリツヒ ・ グ）レダ等は何れもこ

の コ ンク ールで俊勝した為に楽界に認めら

れた人々である。

尚ギタ一部門の課題曲は

凶 M. Ponce 作 Them et Variacioni 

di La Folia d'Espagne 

(B) Luis Milan 作

Fantasia in F-major 

(44) 

R. de V1see 作 Pieces

F. Sor 作

Theme Varie di Mozart. 

F. Sor 作 Three Studies (B. flat, 

G major, C major) 

M. Giuliani 作 1st movement of 

Sonata in C major 

(C) J. Turina 作 Fandanguillo

F. M. Torroba 作 1st movement 

of Sonata in A. major 

M. Costelnuovo -Tedesco 作

Capricio dia bolico 

Alex. Tansmanm 作

1st movement of from Cavatina 

Henri Gagnebin 作 Chanson from 

"Three pieces" 

H. Villa-Lobos作 Studies No. 7,8 

from 12 Studies 

(D) J. Rodrigo 作
Concierto de Aranjuez 

Castelnuovo-Tedesco 作

Concerto in D. 

P. Wissmer 作 Concerto

第一次予選で囚、 第二次予選では凶の外

に(B)及び(C)の中から夫々ー曲宛を選んで演

奏する。それに通過した者は(D)の 中の一曲

を最後のステー ジでオーケス ト ラ伴奏で演

奏する。

尚 、 応易知希望で詳細を承知したい方はア

ルモニア発行所宛閻橋功に照会された＼‘°

（縣橋功）

アメリカ：一

現在ハリ ウ ツドでスペイン芸術ア カ デミ

ーを主宰している Vicente Gomez はドキ

・ユメンタリ映画「ゴヤの生涯」 に出演 し て

ギ ターを弾いているが 、 その 中の数曲を最

近 LP に録音した由。尚ニュー ヨ ークT.V.

で Stan Kenton の率い る「1955年の音楽」

の時間に出油して 、 ゴメスは最高の人気を
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博 した。

Guitar Review 誌の主宰 Vladimir

Bobri はフラメンコ特集号を発行するに

当り 、 その汽料蒐集にスペインを旅行中だ

ったが 、 昨年末帰国し 、 この仕ど哀蔀なフ

ラメ ンコ特集を発行した。詳しくは本誌次

サで紹介するが 、 これは今 ま でに出たどん

な文献よ りも遥かに好ましい もので 、 是非

座右に勧めたいものである。

1 月 8 LI ニ ュ ーヨ ー クのタウンホ ールで

A. Segovia の リ サ イ タルがあった。その

プ ロ グラムは

第一部

ミラン作 幻想曲とパパー ヌ

ガリ 1/作六つの小品

第二部

タンスマン作 カパテイナ

テデスコ作 タランテラ

第三部

パッハ作 フ ー ガ 、 サラパンド 、 ガボ

ッ ト

ヴ ィ ラ ・ロ ポス作錬皆曲と前奏曲 ・

ハ ンス ・ ハウク作 リエンダと終曲

トロ パ作 小夜曲とマド ローノ ス

ア）いペニス作 グラナダ

Burt Lancaster と Anna Magnani 主

演の映画 The Rose Tattoo （パラの刺肖）

は 、 最近わが国でも封切られたが、 このバ

ラマ ウ ン ト 社ピスタ ー ピジョンの冒頭から

マンドリン 、 ギターが流れて来る。音楽担

当は Alex North だが 、 彼は vi/ リアの

風景を生かすために四つのマンドリンと三

つのギタ ーを取上げ 、 これに少年の合唱を

配し「今までやつて来たどの映画よりもこ

の作品は成功した」と語ってゐる。 「野菊

の如き君なりき」に於けるマンドリン 、 ギ

ターの成功と共に喝采を送りたい。
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フランス：一

昨年11月 9 日 Mario Macioccbi がパ

リで亡くなった。「吹きの天使」「麦祭」「ミ

レ ナ」「ミル ト の花咲く同」など数々の マ

ンドリン合奏曲の作曲者として私逹に特に

懐しいマチョッキである。マチョッキは18

72年 4 月 4 日 ロ ーマで生れ、 Benedetti,

Branzoli, Concorti など当時有名な音楽

家達に学び ロ ーマの St. Cecile で正規の

教育を受けた。 18 オの時 、 Fantoli, De 

Cu!is, Antonietti, Pey と共にマ ン ド リ

ン五重奏団を組織して 、 各地で演奏して好

評を博し 、 その演奏旅行は南米諸国に及ん

だ。 1900年以降パリに移住し 、 マンド リ ン

合奏曲の作曲に専念し 、 L'estudiantina

誌を刊行して口作を次々に発表し 、 注目さ

れた。その作品実に 800 を数えたと言われ

ている。行年83オ。

イクリア：一一

昨年度モデナに於けるギタリスト会議に

於ける独奏者コ ソク ールは採点制で行われ

たが 、 17オの Aldo Minella が最高点で

第一位に入選した。

この度ミラノに F. LP. (Federazione 

Italiana de! Plettro) イタリア ・ プレッ

ト ロ音楽協会が結成され 、 イタリア全土の

マンドリンオーケストラがこれに参加し 、

その指都と主催によって演奏会を持つとい

ふ仕組みになったらしい。 F,I.P ． はイ タ

リア政府の勤労者相互援助局に所屈し 、 会

長に Pietro Paniati 、 副会長に Giovanni

Vargani を推し 、 年々オー ケス ト ラと独奏

家の コ ンクールを行い 、 外に作曲 コ ン クー

ル 、 姉妹楽器たるギターのコ ンク ールを行

い 、 近く機関誌·，を発行する計画とのこと。

これによつてイタリアマンドリソ音楽が復

興の機迎に恵まれるわけで 、 同疫至極に思

う次第。

(46) 



海外短信 （二）

Jacob Ortner （ ウイーン ） : 
アルモニアのモーツアルト特集号に出て

ゐる論文（ウイーン源ギター音梨）を私に献

げられた好、意を卜ぶ謝します。たゞあの中で
私の最初の弟子である Dip!. Ingenier H. 
Schlagradl に就いて杏いてゐないのが残

念です。 i/ュラーグラードルはすぐれた室

内楽奏者でイタリア及びドイツの名楽祭に
度々出演し 、 Schonberg のヒ重奏曲の初演

にも参加しました。尚払と共にウイーソオ

ペラ符絃梨にもギターを以て加つたりしま
した。

ウイーン少年合咀団が只団で喝采を博し
てゐる由、実は私の一人息子も少年時代に
この合llHI•J1のメンバーでした。彼が亡くな
つてから今年の 8 月 3 n で 1-年になりま
す。彼の学位論文は Adrian Willaerts 
Lautenbearbeitung von Madrigalen des 

Philippe Verdelot と題するものでした。

まだ刊行の迎びになつていませんが近く印

刷に附したいと考えています。

E. Pujol 特集妙の計画は大変粘構です。

私も昨日リスポンのプジョールに宛て 、 航

空便を出し 、 費下の意のある所を伝え 、 協
力を勧めて iifl きました。三卜年前払は払財
を投じてプジョール夫妻やリヨベットをウ
イーンに招き、演奏会を開きました。プジ
ヨールは私達の友梢に応えてくれるでせ
う。 ( 2 月 18 日）

Emilio Pujol （ リスポン） ：ー一

アルモニア誌を毎号有難う。去 2 月 18 日
にパルセローナから貴下の航空便が廻送さ

れました。負誌最近号で私の七卜回誕生を
祝紺して下さる由 、 それは過分なこと .1.1'1.

布じますが 、 又光栄でもあります。買下の
希望に添うぺく 、 こ .1. tこ近影とスペインの
古歌 De Antequera Sale el moro によ

るヴィウエラ又はリュートのための Glosa

（一種の Variation )を同封します。それに

私の音楽生活を十年づ .1. しに区切つた自叙

伝を加えます。私は英語が巧く占けません

(46) 

ので、それをスペイン語で綴り ました。若

し問訳が難かしく、 4 月 7 日迄間に合はな

かつたら割愛して下さつて結構です。
昨 2 月 23 日リ スポンの音楽学校でリ サ
イタルを聞いて大成功を収めた Manuel

Cubedo ( 18オ）のプログラムも同封 しま

れ。クベドは私の一番弟子の一人で 、 将来

第一線に立つすぐれたギタリス トです。…
… (2月 18 日）

Rey de la Torre （カリフォルニア） ：一

1955年の演癸活動をお伝えします。コ＊
チカツト大学、ンラクサ大学、ワツントン

国会図因舘（絃楽四 It炎団と共に）ンカゴ
の美術倶楽部、 ンュテフアンカレッジ、モ

ンターナ大学、カリフォルニア大学、コロ
ンピア大学、カナダ放送局、 セン ト・ ルイ
ス 、 クリープランド、ハパナのプロアルテ 、

ムジカーレ 、 フイラデルフィアギター協会、
ニューヨークギター協会の例会。それに
3 月にはパルチモアで二回の演奏会、と
Philharmonia 盤 LP にもう一枚録音しま ' 

す。

4 月にスペインに渡り、旧友と親交を温
めたいと考えています。多分スペイン、フ

ランス 、 イギリス 、 イタリアで演奏会を持
つことになりませう。イスラエルでも演奏
会を持てそうなので 、 その途次貸国を訪ね

たいと考えています。 n 本で二、四回演奏

が出来ますよう計画していたゞけたら幸で
す。 ( 2 月 13 日）

Giuseppe Pettine （ ロードアイ 9レンド ） : • 

私の希望を入れて送つて下さつた費下の

写真と自伝を 、 感謝をこめて 、私の FIN 誌

の最近号に発表させていたゞきます。その

中に日本のプレクトラム音楽の隆盛を沈み
とれて、それが大きな社びです。私は日本
語が読めないので残念ですが 、 アルモニア
誌の取り上げる問題によつてその内容を察
知することが出来ます。 ( 2 月 15 日）

D.r. Boris Perott （ ロンドン ） ：ー一

P.S.G の機関誌第36 13·は印刷所のスト ラ ｷｷ,,. 
ィキのために発行が大変遅れてし まひまし •. 
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た。 1200部印刷しますが 、 四下の予約分も

近く発送になります。
小原安正氏がスペインからロンドンに於

けるリ サ イタルを配應して欲しいと云つ
て 来ました。早速マネジャー Nicholas

Choveaux を照会し 、 又日本大使舘を訪ね

て、 よき音楽の交歓に俊る外交はない 、 と

話をし 、小原氏の斡旋を依頼しました。
Maria Luisa Anido がイギリスに来た

いと申して来ましたので 、 之亦アルゼンチ
ン大使舘に行ってー等杏記Thomas Negri 

と会ひ 、 日程などに就て打合せをしまし
た。 ( 2 月 1 日）

佐藤志智子女史 （プエノスアイレス） ： 一

お正月頃38度の昴さでしたが 、 その後大
したこともなく今は ( 2 月 21 日）何となく

朝夕秋風を感じます。革命後で 、 騒音禁止
命など出たりで 、 今年はカーナパルも大変
静かに過ぎました。 4 ヶ月の夏休みは音楽
会もなく退屈です。がコロン劇場の野外オ

ペラに通つて楽しんでいます。南十字星の
美しい夜空の下でリゴレッ ト や椿姫を鑑賞
出来ることは幸と息ひます。

先週久しぷりに Munoz 先生を訪ねまし

たが 、 先生は今年は割合御元気そうでした

, が、お医者様から散歩は一丁位しか許され
ていないとおつしやっていました。相変ら

ずギター史のためのタイプを叩いて居られ
ました。完成まであとニケ年を要するそう

です。先に送つた作品（ギター協奏曲）の
印刷はどうなつているかとお尋ねでしたか

ら 、 どうぞその件直接御手紙差上げて下さ
ぃ。ギターの勉強はどうしているかとのお

尋ねで 、 まだ何処へも参りませんと申上げ
たら早速タイプで Consuelo M, Lopez 女

史に紹介状を鵞いて下さいました。着亜以

来親切にしていたゞいたコンセルテイスタ

Irma Constanzoが先生のVicente Gascon 

をす L めてくれるし、それに先日お会ひし
た M. L. Anido ． 女史も稽古に来るように

と誘つて くれましたし 、 結果 Munoz 先生
の紹介で Lope~ 女史に師事することにし

ま した。ギタ リ ス ト が多いだけにお互の対

立に激しい気分が感じられます。
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昨年11月 15 日テ レビ放送で Yupanqui を

き L ました 。 サ ンパ、チャカレラ などフ ォ

ルク ロー レの後、 最後にソルのエ チュー＾ド
（作品35の22番アレグレッ ト ）を静かに弾
いたのには全く飛び上らんばかりに驚き ま

した。フォルクローレの場合と迎つた表佑

で 、 静かに指板をみつめ乍ら注点深く演奏

しました。先便にお報らせ した通り 、 一人
でクランツクの会をき上に来られる ほど、

やはりクランツ クがお好きだったのか と 首

肯けました。 ( 2 月 13 日）

A. Popoff C ト ムスク） ：—―

アルモニア誌を毎号楽しみにしていま＇

す。私達の隣国でこうした立派な誌が刊行

されているのはうれしいことです。ソ連で

もギターは昔に変らず盛んです。

別送致します梨譜をごらん下さればわか

ると思いますが 、 ソ連ではドムラとバララ

イカにマンドリンオーケス ト ラを配した特

殊な編成のオーケス ト ラが歓迎されていま

す。 ドムラとバララ イ カは民族楽器として

根強い発達を遂げています。ギター も従来

のじ絃制は次第に少くなり 、 スペ イ ン風の

六絃ギターがこれに取つて代るような傾向

をみせてトヽます。かつてソルだのジュ リ ア

ーニだのが来たこの困へ 、 セゴヴィア その

他の大家達が来てくれたら 、 きつ と いと剌

激になること入思います。

私の編曲した民謡による独奏、 軍奏曲も

お送りしま した。御試奏していたゞ け るで

せうか。一度モス クワを通過しての往復で

ですので時間がかとりますから 、 早目に返

事をお願いします。

Conte Guido Chigi Saraciui （ンエ

ナ） ：一

Cortina に於ける 1956年度冬季オ リ ンビ

ックの開催にあたり 、 遥かに御挨拶を送り

ます。
(2 月 2 日）

(47) 
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国内短信（二）

勝田保世氏：ー一. 
菊田一夫作春日野八千代演出の「ローサ ・
フラメンカ」（三月宝塚公油）は四時間の大

作で、そのフラメンコの指迎の外全般に亘

るアンスタントを勤めるため宝塚ホテルに

ーゲ月往ど泊つています。菊田一夫先生は

フラメンコの大のフアンで 、 多年の計画だ

ったそうです。私の作詞（西語）及び訳詞

の唄を歌つています。ペテネーラとフアン

タンゴを非常にうまく歌つている生徒がい

て私は喜んでいます。普通の舞踊は宝塚の

先生方が受持ち、スペイン舞踊を河上五郎

氏が担当していますが、その出来栄えは上

々です。

ギターは大阪の谷口吉弘氏で、月村氏と

親しいクランツクをやった人ですが悛秀な

フラメンコ奏者の一人でもあります。これ

が日本でフラメンコ音楽が大劇場に登場し

た最初で、少くとも十万人がこれを見これ

を闘くわけです。芸能界の人迩や批評家な

ど何れもフラメンコは今後流行するといつ

ていますが、意義深いこと L 思ひます゜

河J:.五郎氏：一―

歌劇「ローサ・フラメンカ」の指導と振

付のために宝塚ホテルに逗留しています。

フアルカなどなかなか感じを出し、振付し

ていても楽しみです。 6 月 1 日から東京宝

塚劇場で出す予定です。その時でもごらん

下さい。

伊藤日出夫氏：一―- . 

3 月 26 日中南米音楽研究会京都支部の例

会に同28 日に大阪労音例会のレコードコン

サートに特別出演します。 4 月下旬に法村

友井パレエ団と共演の予定です。

京本輔矩氏 ：一一一

セゴヴィアーナの会は刃月 23 日と決り、

(48) 

他に九州の宮崎や岡山県の津山方面にも行

くことになりそうです。

示田哲夫氏：ー一

この春は阿部保夫君のギター奏法講習会

をマネージし、秋11月 16 日には大阪の縄田

政次氏の東京リサイタルをマネージしま

す。

アメリカのヒューロジクから、来秋セゴ
ヴィアが東洋方面の演奏旅行を企画してい

るから配慮を頼む云々といふ手紙が来まし

た。

尚アルモニア前号に、新日本ギタリスト

連合会長といふ肩也を私に附されました

が、これは誤りですからお取消を願ひます。

甲藤三千雄氏：—――

錦地参上の節(3 月 12 日）は御蒻配に預り

誠に有難く厚く御礼申上げます。 初めてお

目にかいったにかいわらず何十年前からの

知已の如き感がしました。珍らしい楽

譜（ソ連及びフランスの最近版）やレコ ー
ド (Menichetti の Barclay 盤 Lp) を拝見 ，

したり拝聴したり誠に楽しい一夜でした。
それに久しくお会ひしなかつた方々（旧
OST メンバーの三浦文次郎 、 大槻頼雄の
両氏及び仙台マンドリンクラプの木下三郎
及び米山睛夫の両氏）と御面会出来た事も
本当にうれしいことでした。翌 1:1 は木下氏
が演奏会のテープレコーダーを持参され、

仙台マンドリンクラプを居ながらにして全
部コンサートとしてきくことが出来まし
た。なつかしい曲が次から次と出て来て楽
しいことでした。パスパートの不足を感じ
ましたが、マンドリンパートがよく揃つて

いるのには感心しました。昨夜はこちら
（杉並マンドリンオーケストラ）の練習日
で、色々仙台の話をしましたが、特に柴山

猛夫氏（前仙台マンドリンクラプ指揮者）
は根掘り葉掘りきいていました。

小原きくよ夫人：ー―

主人はソ連への旅券が下りなかつたの
で 、 パリからマドリッ トに戻り 3 月 12 日マ

ルセイニ発の船で帰朝することになりま し

た。 （以下哀表紙へつゞく）
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Manue Cubedo（左） Daniel Fortea（中央） Emilio Pujol（右）

E.Pujol が 「私の弟子の中で最もすぐれ 、 且つ将来必ず第一線の寺・タリストたり得る」と

折紙をつけた Manuel Cubedo は1937年に c·a siellon に生れた。 Tarrega と同郷である

クベドは 、 幼にしてパレンンアの国立音楽学校に入りプジョールに師事してタレガの正統を
承けついだ文字通りのタレガの直系であり 、 孫弟子である。而も指弾奏法を守り通している

点も注目に値する。すでに J. Rodrigo のアランプエス協奏曲と Manuel Palau の東方風

協奏曲をレパー ト リに持つているクメドが 、 まだ十九オの青年であることは驚異に値する。

去る 2 月 23 日リスポンに於ける独奏会のプログラムを紹介すると

第一部

ガスバル ・ サンス作 パバーヌ

ロペルト ・ ヴイゼー作 二調組曲

・パッハ作 前奏曲とク ー ラン ト

ソル作ハ調ソナタ

第二部

ポンセ作 スペインのフォリアに拠る二十の変奏曲とフーガ

第三部

イボ ・ ク）レス作 メヌエッ ト

トロパ作夜曲

プジョール作 セギデリア 、 三つの小太波 、 セヴィリア

アルベニス作 アストリアス



F'  

Mme Mathilde Cuervasｷ. 

私は日頃 、 男性の業紐のかげにはその夫人の存イI：がすばらしい筈と信じている。陳 Ill な言ひ

方をすれば内助の功とでも言ったらい .I. 力 'o .

プジョール夫人マチルド ・ クエルパスは 1887 年 4 月 1 日セヴィリアに生れた。 クランツ

クとフラメンコを交流させた夫人の芸は大きい。 戦前プジョール夫妻のレコードが II 本ピク

ターから発光されたが 、 文字通り琴忍相和といふ芸術境に私達は感激したのであった。

キジアーナの中庭を腕を組んで散歩しているプジョール老夫妻の姿を羽いものに感じたと

阿部保夫君は述懐している。プジョールのギター音楽史に残した大きな業績のかげに 、 夫人

の大きな内助の功があったことは 、 プジョ ー Jレ自伝の示す通りである。こりこ特に夫人に敬

意を表したいと思ふ。

. ｷ'ｷi '. J 
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Emilia Corral 

一昨年の森 、 Prof. E. Pujol からア）レモニアの購読をす .I. められたからとエミリア ・ コラ

ルから手紙が来た。それにはプジョ ー）レの郷里 Lerida で出版されている週間誌 Civdad が

添えてあり 、 Juan Riera の箪になる Emilia _Corral y su arte といふのが掲載され、 エミ

リアの写真が出ていた。エミリアはプジョー）レの愛弟子の一人である。一昨年 1 月 19 日にラ

ジオ ・ マドリットから放送した際 、 それをきいた詩人 G. Gonzalez de Zabala がエミリア

のためにソネッ ト （短討） を棒げたといふ。
ヱ ミリアは天性音楽のオに忠まれ 、 而も熱心であるそうである。昨年はイタリアの Acea 

demia Chigiana に来て A. Segovia のレツスンもうけた。阿部君にきくと 、 ギターが上手

な上に 、 且つすばらしい美人だといふ。オ色兼備のエミリアに幸あれ。



:· 

——編集後記

賜春の候、 絃に本年第二号をお届けします。陽春といつても 、 東北の山々にはまだ雪

が残っています。南の方ではそろそろ桜がほころびるといふのに•• • •• … … •

本号はプジョール特集を試みました。この特集のために特にプジョールから近影と作

品とそれに自伝を寄せられたことは私の最も光栄とし心から感謝を捧げる次第です。 そ

れに御多忙中を 、 日本アルゼンチン協会事務局長南雲克太郎氏を煩わして訳をお願ひし

たり 、小船幸次郎氏には得がたい啓蒙の文を魯いていたゞいたり 、 中野氏には豊富なコ

レクンヨンの一端を伝えていたゞき 、 小西氏には昔話に寄せてプジョールの偉業を讃え

ていたゞいたり 、 おかげでい .1. ものが出来上つたつもりです。プジョールに就てはいく

ら書いても沓き足りないほどですが 、 頁数に制限があって 、 今回はこれだけ採録し 、 あ

とは次の機会にゆづることにしました。

毎回好評をいたゞいているミゲル ・ アプロニスのギター音楽入門その外の原稿は次号

廻しとなりました。 勿論次号は次号で又好ましいプランを樹て .I. いますので 、 どうぞ御

期待いたゞき度いと存じます。

春の ンーズンを控えて誌友各位は夫々お忙しいこと .1. 存じます。 Regino Sainz de 

la Maza の来朝は 、 小原氏でも居たら実現したでありませうが 、 どうやら流産となり

そうで残念です。しかし今年は Rey de la Torre か Luise Wa lker の来朝が伝えられ 、

来秋は Segovia が期待されるのです。 こうした動きを実現にまで持ち込むのは一に私達

の努力です。一致団結の要をこの頃益々痛感します。

小原安正氏も四月には帰朝します。柏極的な氏の新動が期待されますし 、 心から帰朝

を歓迎したいと存じます。

国内 短信（三）

安田百合夫 ： ー一

3 月 25 日炭応大学マンドリンクラプと名古屋マ

ンドリン楽団の合同演奏会に御祝軍を賜わり誠に

有難く厚く御礼申上げます。当夜は客席 2 , 520 の

広大な市公会営が立錐の余地もないほどの盛況

で 、 会員券の入手にダフ屋が出て 、 全く鷲き入っ

た次第です。服部氏も 「東京でもこんな状態はみ

られない」とお世辞でなく驚いてゐました。客演 I' 

の藤山一郎氏も大喜ひ＇でした。 ……

誠にダイナミックで盆テムポの華屈な服部氏の

指揮と 、 芸術をしつかり身につけられた中野二郎

先生の誇張の無い棒は対象的であり 、 印象的でし

た 。 永年中野先生のぉ伴をしておりまして 、 こん

な楽しい夕は今までございませんでした。 服部、

誌投 1 冊 100円(〒 8 円）

半年分 3 冊 300円（〒共）

一年分 6 冊 600円（〒共）

アルモニア第三巻第二号

昭和31年 4 月 15 日発行

編集者

発行所

高橋 功

宮城県亘理郡山元町坂元

（振替仙台 8 6 8 1) 

中野両氏の棒でステージをつとめた出演のメンノ, I 印刷所
ーは本当に幸福を味いました。学生諸君をはじめ

今野印刷所

仙台市土樋 258

こんな感激は無かつた 、 と皆申して居りました。
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