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断 然 好 評

高級手エギター
10ヶ月払し

◇銘工の自作品です

第一流の製作家として高名な河野賢，中出阪蔵，中出六太郎 ，黒沢常三郎の自作

品を責任をもってお収次いたして居ります。

◇現金正 低と 同じ 値段 です

月睛だから泊Jし、のだろ う？モ ノが悪いん じゃないか？…………い入 え，いょえ，現

会社il:t文の易合と全然変らぬ条件で……というのがいさとか自慢なのです。

◇現品先渡しです

三ゲ月閤お支払い下されば楽器をお送り致します。均等分割払いですから，楽器を

受叔っ てからも月賦金の支払金額は変りません。

◇完全な ア フ タ ー ・ サ ー ピ ス

製作者と緊密な連絡を保って．製作者自身の手による完全なア フクー・サービスを

致しますから安心 I、てお買上げになれます。

毎月 1,000円（定価 1万円）より各種， カクログ呈。〒 10円同封下記へ。

東京都新宿区柏木 3の 36 3 -¥タ9 —- (l)方こをと

貴方の愛器のために•…•…………••

ズタソダードサイズ、手エギクー用

ギター・ケース

i闘黒，茶二色あり，ピラミッド型も調製いたします。

取次販売・ギターの友社
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●ギタ ーに 於ける

音色のティレンマ（上）

● E・プ ホ ー ル

●浜田健 嗣訳

これほど多くの定義，しかも不明瞭な定義でしか

ないもの，を必要と した問題はかってなかった一一

Becquer 

I. 自然科学による音の定義，音色，楽器によって

音色が異ること，音の鑑賞に影響を与える要素，一

般に認められている音の分類，ギタ ーに於ける音色

のディレンマ

． 心にひそむ芸術の窮極の姿を求めている音楽家

が，自然科学によって定義された音を，いかに追求

しても空しいことである。おびただしい語句や数字

の羅列が音を解明しようとしても，それは期待はず

れに終るだろう。音の何たるかは，精神によっての

み語ることができるのである。自然科学の害物には

次のように書いてある。 「音とは物体の振動が，弾

性を有する媒質中を音波となって伝達されるもの

で，その強さ，振動数，音色，等は様々である・・・」

しかし，これだけでは音楽の音を論ずるには不十分

である。この他に何か，人間の感性によって初めて

気づかれるようなものがある。そう したものは自然

科学による音の定義からは得られないのである。音

楽の中の音には，我々の高尚な精神も，とるに足ら

ないつまらぬ心も 同じ様に包容 し， 聞く人を不思議

な幻想の世界へと琳いて，ちょうど陽の光が身体に

ふりそそぐときのように，我々の心をはぐくみ，ょ

みがえらせる力をもった何かがある。我々の 「聞

く」能力は，それぞれの人間に生理的，情操的な相

違がある よ うに，人に よってさまざまに異ってい

る。 「聴く 」ということは，全ての感性を聴覚に集

中することで，その感性は各人の気性，経験，審美

眼に応じて異っている。今，ある音が外から人間の

耳に入ってきたとき，それを純粋に経験する瞬間，

その音の高さ，強さ，と共に音の重要な特性である

音色を知党する（これはヘルムホルツによって，い

みじくも音の色合 “colourof sound＝音色＂ と名

づけられたものである。）音色はあらゆる音に必然的

に備わる性質で，物体に形があり ，花に香があるよ

うに，音には音色があるのである。オーケス トラの

中で一つの単位を構成している特定の楽器群を考え

て見ると，それらは個々の楽器の定まった音色が集

合して群をなし，その定まった特性（＝音色）をも

ってオーケストラに参加していることが分る。しか

るに，どの楽器群をもってきても，ギタ ーほどに音

色がまちまちな楽器はないのである。それはギタ ー

の型，大きさ，絃の質の違いの他に，異る弾絃方法
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が存在するためである。音色は個々の批評家によっ

て下される価値判断にともなって良くも悪くも考え

られる。そして，その批評家の発言には，耳のよし

悪し，感受性，音楽的及び知的教育の如何，趣味

性，偏見，伝統，彼をとりまく環境などのさまざま

な誘因によって左右されることが考えられる。かく

して音の分類は非常に多様なものとなる。しかしな

がら，我々は信頼の於ける指針と思われる一般的な

音の分類法を知っている。それは美学に於て，注意

深く徐々に変革され，最後にすぐれた学者や名のあ

る演奏家，楽器製作者達によって確定された原理に

基づいたものである。この原理を慎重に適用するこ

とによって，ガラスィーニ，ジェニー ・リント，ア

デリーナ ・パッティ，メルバ，ガヤルレ，カルーソ，

シャリアヒ°ン等の歌手の声を一般的で永続的な認識

へと導いたのである。同様に弓奏楽器に於けるスト

ラディヴァリ，アマーティ，グァルネリの優秀性を

確立せしめ，プルスナー，ベ ヒシュタイン，プレィ

エル，ェラルド，シュタンウェイによって製作され

たヒ°アノを第一級と見なし，ページェス，ベネディ

ット， レシオ，アルタミラ，及びト ー レスのギター

を認めるのである。そして又この同じ原理が，芸術

家の希求する音色を指示するのである。現在知られ

ている楽器のうちでギターほどに議論の種を与える

楽器はない。これは主として，奏法に二つの異る方

法が可能であることに原因している。つまり，爪で

奏くか，指頭で奏くかの二通りの方法があることに

よる。奏法が異なれば音色が異る，又二通りの奏法

が同じ指で出来ないので，演奏者はどちらかを撰ば

なければならない。 ここに音色のディレンマがあ

る。

n． 古代の音に対する好み，十七世紀のリュート奏

者達十八世紀のギタリストの奏法のディレンマ，

ソル，アグアド技巧，ソルとアグアドの奏法の違い

について考えられる理由

遠い古代から現代に至るまで，音のディレンマは

激越な論争の種となってきた。 ギタリストにとっ

て，音色の問題は，宗教家に於ける信仰の如く重要

である。特定の音色の熱愛者に支持されてきた美的

理念に，その人の人柄が多分に反映されているのは

興味深いことである。何につけても，見解の相異が

しばしば正反対の意見となって対立するものであ

る。古代ギリシャには二種類の弾絃法が好まれてい

て，ある奏者は指で奏き，ある奏者はプレクトラム

で奏いた。 <ApothegmiLaconici>に於てプルタ

ークは，スバルタのある奏者が，神殿で行われる儀

式のときプレクトラムを使わず，指で奏いたかどで

罰せられたことを書いている。それでも指頭によっ

て出された音は，プレクトラムで奏かれた音よりも

はるかに甘く，快よい音であると，プルタークはつ

け加えている。紀元前 300年，アタナエウスは，ェ

ヒ゜ゴノスについてこう言っている「彼は偉大な音楽

の巨匠である。彼は絃を指で奏き，プレクトラムは

使わなかった。」 アリストゲネスもアナクレオンも

やはり指で奏かれた音はプレクトラの音よりも良い

と考えていた。ある奏者は曲の性格によって，指と

プレクトラムを使い分けたらしくティブルスのエ レ

ジーの一節に次のような箇所がある。
ブレクトラム

象牙なる爪をもちてキタラ奏でたれば

大きなる良くひびく声して

たのしき歌をうたう
いと

指先にてやわらかに絃を鳴らせば

かなしき歌をうたう．． ．． ．．

又ヴァ ージルはエアネンドでこう書いている。

皆は愉しげに歌をうたい

輪になって踊る

トラキアの楽士は

すそ長き衣をまとい

快よき歌声には

七絃のキタラが伴う

あるときは指先で
ブレクトラム

あるときは爪で奏でたりき．． ．．．．

中世では絃楽器は弓で奏かれるものと，指で奏か

れるものがとりわけ好まれていた。 TheArchipre-

ste de Hitaは鋭く耳ざわりな絃楽器を＜金切声を

張り上げるもの＞といっている。フェンリャ ーナは

彼の<OrphenicaLyra>の中で交互弾絃を論ずる

中でこう言っている 「絃を指の爪で奏くのは不完全
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である。爪で交互弾絃をする者は，この方が演奏が

楽に行えることを知るだろうが，しかし完全ではな

ぃ，これに反して絃を爪や他の仲介物をつかわずに

奏くことは非常にすぐれている，生身の指でこそ心

の奥を伝え得る」ヴィンセンツィオ ・ガリレイが

＜対話＞の中でスヒ゜ネット，ヴァージナル等の鉄線

を張った楽器について次のようにのぺている「これ

らの楽器の音は著じるしく耳を害する。使われてい

る絃がどうだからというのではなくて，絃に振動を

与えるのにプレクトラムに似た固い物質を用いてい

るためである。」 彼は明らかに指もしくは弓で絃に

直接触れて音を出す楽器，例えばギター，ヴァイオ

リン，リュートのような羊腸の絃をもつ楽器を好ん

でいる。十七世紀，絃をかきならすことによって音

をだす有悼楽器は人気の的であった。イギリスのリ

ューティストであるトーマス ・メイスは彼の重重な

論文く音楽の記念碑＞で，彼自身及び彼の先覚者ジ

ョン及ぴロバート ・ドウランド，ロセッタ，モァレ

ー，カベンディッシュ，クーバー，マイナルトの技

巧法をのぺながら，良い音が出る理由を次の如く正

しく論じている。 「弾絃の際は爪で奏かぬよう注意

しなさい。ある者はこれを最良の方法と心得えてい

るが，私は違う。爪で奏いたのでは，指頭のように

はリュートから甘味な響きを出すことができるもの

ではない。豊潤な音色（リュートから得られる最高

の満足）を大衆が見失なっている限りでは，これで

も十分であろうが，爪で奏いたのでは指頭のような

満足を得ることは決してできないと独り私は信じて

いる。」 十八世紀未までに現れたギターの論文には

音色に関して何んの意見ものってし；ない。それらの

論文では弾絃法は奏者の自由意志にまかせられてい

る。二様の奏法の区別が明らかになったのは，折し

もギターの絃が六本に定まった頃である。 アグア

ド，ジュリアーニ，カルリ，等の奏者は爪を用いて

奏き，その奏法をすすめている。一方ソル，カルカ

ッシ，マイゾネァ等はこれを禁じた。彼等が異る奏

法を唱道するのは如何なる理由によるものなのだろ

うか，各々の奏者の美的理念は，それぞれ十分に正

当なものであった筈である。これを習慣ということ

で説明できるだろうか。ここでは，この問題に非常
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にはっきりした態度をとっているソルとアグアドを

例にとることにする。ソルに関するどんな伝記にも

彼が爪で奏 したことがあることを立証できる箇所は

ない。ただ彼の教本，それでは彼の演奏技法の理論

の根底が十分に分析され，検討され，明瞭に解説さ

れているのであるが，この教本の中で彼はオーポエ

の科にかかったような音色をまねる時には，指をま

げ，プリッジの近くを短い爪で奏く， とある。これ

は爪を安全に使用するただ一つの例であって，私は

爪でひくギタリストには我慢ができない，と書いて

いる。しかし彼は，アグアドの見事な演奏に唯一の

例外を認めた「アグアドが爪で奏くのを認めるの

は，その演奏が彼自身，身をもって示している如く

卓越したものでなければならない。とはいえ彼がも

しこの奏法で，あれほどの技巧に達し得ないか，あ

るいは指の習慣的な動きを改めることが，もはや不

可能なまでに年をとっていなかったなら，彼も自ら

この奏法を棄てたであろう。アグアドは私のいくつ

かの作品を聞いたとき，ただちにその練習にとりか

かったが，私にそれ等を演奏するに際しての助言を

求めたことがあった。 しかし私はこの巨匠に対し

て，おそれ多くもその欠点を指適するには若すぎた

のではあったが，私はあえて爪で奏くのは不利であ

ることを，特に現在のギター音楽の概念と全く別の

精神から生れた私の作品についてそうであると話し

た。しばらくの後に我々が再会したとき，彼はもし

最初からやり直すことが出来るものなら，爪なしで

演奏するだろうと言った。」 しかしこの言は，アグ

アドがソルの死後四年たつ1843年にマドリードで出

版した教本の第一版に書かれた言と一致していな

い。アグアドはこういっている。 「私はいつも拇指

を含め全ての指の爪で奏いてきた。しかし友人のソ

ルが演奏するのを聞いてからは，拇指の爪は使うま．

いと決心した。私はそうして良かったと思ってい

る。というのは拇指が絃に対して直角に当らない場

合，指頭による音は精力的で快よく，通常低音絃の

上で奏される最下声の音声に一番よく合うからだ。

私の長い経験から卒直な意見を述べるのが許される

なら，他のいかなる楽器からも得られぬような音を

ギターから得るには爪で奏いた方が好ましいと考え



る。私にしてみればギターはギターに特有な性格と

いうものを持っていると思う。それは廿く，よく調

和がとれ，ものわびしく，又ある時はおごそかであ

るかと思えば，たとえハープやヒ゜アノの壮麗さをも

たないにしろ一方では繊細優美で，さまざまな装飾

ができるので，素晴らしい表現や声楽の伴奏に有効

である。このような効果を得るためには爪の方がよ

いと思う，この奏法が正しく用いられる時，音は明

瞭で，ひきしまっていて，甘味なものである。しか

し絃は爪だけで奏かれるのではないことを知るべき

である。爪だけで出される音は十分によいとはいえ

ない。絃は最初，指先の肉の部分でひかれる，この

とき指頭で奏く時ほどにはまげないで，いくぶんの

ばし気味にして，爪へかけて絃越しにすべらせるの

である。爪は硬すぎてはいけない。それは卵形に手

入れされ，わずかに肉の先端を越える程度にとどめ

ておかなければいけない。もし長すぎるとそれだけ

絃の始動を遅らせるから，敏捷性を妨げ，さらにタ

ッチが不正確になるからである。この方法が正 しく

用いられるときは，装飾的楽句をすばらしい早さと

明瞭さで奏くことができる。」 アグアドの受けた音

楽教育はソル と大分違っている。ソルはモンセルラ

ートの修道院の非常に厳格な環境で教育を受けた。

彼はそこで視唱法，和声楽，対位法の他にチェ ロを

学ぴ聖歌隊のメンバーであった，その修道院はこの

聖歌隊のためにいつも高く評価されていた。こうし

た事情にもかかわらず，ソルはギターを無視しなか

った。彼が五年間修道院にいたときの学友バドレ ・

マルティンは神童ソルがギターを奏いて聞く人たち

を魅了したときのことをのべている。修道院を去づ

た後も彼はバルセロナで声楽と管絃楽法をひきつづ

き学んだ，そして1803年頃，歌制テレマコをサンタ

・クルツ劇場で公演して大成功を収めた。その時彼

は軍隊に入っていたため，その町のオーストリア執

政のM・キバートリによって，マラガで準備された

会場で演奏した。当夜，彼はコントラバスで奏かれ

る，変奏付主題の見事な演奏で，専門家を含めたす

ペての聴衆を驚歎させた。アグアドの人名事典の中

でルイス ・バルステロスという人に関して，次のよ

うに書いている「早くからすぐれた学問の素質を見
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せ，八オにしてラテン語学，哲学，フランス語を学

ぴ，短期間のうちに驚くべき進歩を成し，後に古文

書学に身をささげ，努力の結果古文害博士の称号を

得る。趣味でギター奏法の基礎を習った。彼を教え

たサン ・バシリオの修道院のフライ ・ミゲル ・ガル

シアは彼にこの楽器の優秀性を認識させた。ソル自

身，彼のすばらしい同僚バルステロスについてこう

語っている「彼バルステロスの教師達は爪でひいて

いた。当時は大演奏家たることをひけらかすため，

又そうすることによって聴衆を幻惑させるために，

華やかで急速な走句を奏くことが一般的な傾向であ

った。」 と。大衆はギターで奏かれるものを除いて

は他のいかなる音楽も鑑買しようとはしなかった。

だから彼等は絃楽四重奏を教会音楽と思っていた。

ソルの性癖は自身の道を他から独立して切り開くこ

とにあり，そのことが「彼をさらに高い音楽へと導

いたのである。」しかしながら，彼の演奏曲目は，彼

の教程と同じく，深い精神性だとか，高揚された概

念の表出よりも技巧の華やかさに傾いたものであっ

た。ソルもアグアドも共に偉大なギタリス トであっ

た。ソルの偉大さは第一に彼の作品の音楽的，芸術

的形相にあった。ソナタ，ファンタジー，練習曲，

メヌエットの古典精神は指頭による演奏で最もよく

表現せられ，室内楽として最もふさわしいものであ

った。音楽のたえず広まりゆく大地のかなたを，豊

かな知識と経験の高みから展望しえたソルが，音楽

のほとんどあらゆる部門を自己の音楽に体現してい

るのに対し，アグアドはギターのとりこであって，

その小さな響胴にも似た狭い世界に束縛され，ギタ

ーによる音楽表現以外には縁がなかった。ソルの生

涯は煽動的で強烈なものであった。彼は倦むことを

知らず，情熱的で， 強い感受性をもち，常軌を逸

し，はげしい気性の生れながらの闘士であった。彼

はしばしば旅に出て，芸術，愛欲，富の快楽に酔う

こともあれば，失楽し， ＇忘れさられ，笠困を友とす

る悲しみをも味わった。 61オでこの世を去る時は，

病苦と貧しさの犠牲であったが，それは彼のハメを

はずした情熱にも原因があった。一方アグアドの人

生は平穏で， 着実な努力の賜である。生来の好学

心，きめ細かな感受性，彼の理想とした，整然と秩



序だった研究態度は，彼を今日我々が知る，立派な

教師にしたのである。 一度も離れて暮したことがな

かった母親との死別は，平穏な田園生活に影響を与 ＇

えた。彼はバリに出て頭角を表し，立派な芸術家と

して裳讃されるようになった。彼を知れば，誰もが

彼を好きになった。 1838年 4月12日，スペインヘの

帰途にある馬車がアリザについた時，カプレラ軍所

属のカルリスト党の一団に捕えられた。アグアドは

持物全部を奪われ，他の乗客と共に山中に連れてゆ

かれた。いくばくかの金額を身代金として払わなけ

れば殺すと言われ たが，彼の老令と穏やかな物腰

は，永い戦争ですさんだ男達の心を柔らげ，最初に

無条件で釈放された。彼の底知れぬ親切さは Mon-

sieur De Foasaにあてた手紙からもはっきりわか

る。我々はここで二人の音楽家の，はっきりと異る

二種類の奏法が，伝統からくるものか，どうかにつ

いて考える ことができる。ウィーン，ベルリン，モ

スクワ，ロンドン，コペンハーゲンなどのギタリス

トの大多数は無意識のうちにおそらく指頭で奏いて．

いたであろう。一方他のある地域では，爪が一般的

に使われていた。人が，た またま生れ合せた特定の

地域に広く行われている奏法を習えば，疑いもせ

ず，習慣によって確定された法則に従うことが考え

られる。だからソルの音色に関する感党は，おそら

くカタロニアに一般的だったと思われる奏法に影響

され、，アグアドはカスティラに行きわたっていたと

思われる奏法に従っ たのだと考えられもしよう。し

かし我々は，聰明な心と努力によって，公平無私の

精神を示す二人の音楽家の芸術を愛する真鼓な態度

を考えるとき，これは言えそうにないことである。

（以下次号）

···· ·············· ···············································••····································· 

イエペス追加公演

来日中のイエペスの演奏会は，東京公演 2回

の予定のところ，更に追加公演が 5月20日， 6

時半から神田共立講堂で下記のプログラムによ

り開催されることになった。

プログラム

二つのパパーナ…… ·・ ・・ ・・・ ・ • ..…· ・・・ ミ ラ

幻 想 曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ム ダル ラ

スペイ ン組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サ

エスバニョレータス，ガルアリダとビリ

ャーノ，アーチャの踊り，ルヘロとパラ

データス，スペイン風サラバンダ，パサ

カリア，カタロニアのミニョーナ，カナ

ソ

リオス

ナ

(BJ 

(C) 

夕 作品16・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ソ

ン

シャ コ ンヌ・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・・・• ノゞ

スペイン・セレナーデ……………マ

前奏曲 とチョーロ..…………・ピリア・ロポス

組曲「三人の芸術家への献辞」…アセンシオ

(A） ソナチネ（ドメニ コ・ スカルラッ

テイヘの献辞）

エレジー （マヌ エル ・デ ・ファリ

アヘの献辞）

タンゴ（カルシア ・ロ ルカヘの献

辞）

テイエント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・オ ア ー ナ

マ ドローニョス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ト ル ロ ノ＜

ツ
ー
フ

ン

ス

）レ

，，ヽ

ッ

フアルッカ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・モリエーダ ［ 

金色の眼の女 ［ 

； 禁じられた遊び（ロマンサ） ； ： 

： 
.．．．．．．．．.．．．..．．．．．.．．．．.．．．．．．．．．.．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．.．．.．．.．．．．．．．．.．.．．．.．．．．．．..．.．.．. ： 
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ナルシソ•イエペス再び来日

スペインのギタリスト，ナルシソ・イエペスが再

ぴ来日， 4月30日の福岡市での公演を皮切りに， 5

月21日の仙台公演まで，約ーケ月にわたり全国各地

で演奏会が開かれる。

イエペス公演日程・プログラム

4 / 30 福岡市 電気ホ ール Bプロ

5| 2 大 阪市 産経ホール Aプロ

4 京都市 京都会館 " 

6 東京 都 日比谷公会堂 " 

7 札幌市 市民会館 " 

9 名古屋市 名古屋市公会 堂 ” 
13 横浜市 神奈川県立公会堂 " 

14 秋田市 市民会館 If 

15 青森 市 ” 
16 ” Bプロ

17 東 京 都 日比谷公会 堂 " 

20 ” 共立講堂追加公演

21 仙台市 Bプロ

ブログラム A

エリザベス女王のガリアルダ舞曲・・・・・・ダウランド

皇 帝 の 歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナルノゞエス

モーツァルトの「魔笛」の主題による・・・

変奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソ ル

序曲とアレグロ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・ソ Jレ

ソ ナ タ 作品15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュリアーニ

南アメリカの組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ア ヤー ラ

ショ ーロ （プラジル） タキラーリ（ボリビア）
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グアラニーア （バラグアイ ） トナー ダ（チリ

ー） ワルツ（ペルー） ガトとマランポ（アル

ゼンチン）

レキロリオス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヒ° ポ ー

自由な歌エンサラーダナーナ アグアス

マチャコーン

入江のざわめき..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルペニス

アラビア風綺想曲..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タ ル レガ

前奏曲とチョーロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ビ リアロ坪ス

朱 の 塔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルベ ニス

金色の眼の女

禁じられた遊ぴ （ロマンサ）

プログラム B

三つのソナタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ス カルラッティ

組 曲・ ・・・・ ・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・ ・・ ・・ • ・・・・・ノゞカリ ーセ

行進曲間奏曲 マリエッタ アンダルーサ

バサピ 工

力ノゞ チーナ ・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タ ンスマン

前奏曲サラバンダスケルツオ舟歌ボ

ンポーサの踊り

歌と舞曲第 1番第2番第3番・・・ヒ° ポ ー

美 しき時代の小品集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゴ ン ボ ウ

ワルツ アンティリアナ ホコーサの行進

アルアンプラの想Vヽ出・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・タ ル レガ

スペイン舞曲 第 5 番・・・・・・・・・・.. … •・・・・・グラナドス

ハバネラ・ ・・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・• E・サイ ンス ・デ ・ラ・マサ

ファルツカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・フ ァ リ ァ

金色の眼の女

禁じられた遊ぴ（ロマンサ）



ヨ ーロッパ 紀 行 (2) 松 田 朗

第 1回目のロン ドン その二

前号で私は ジョン ・ウィリアムスのことについて

古きました。もう御存知の方も多いと思いますが彼

が今年の 9月に来日することが決定しました。・大変

に喜ばしいことです。

前号でいろいろのことを書きましたが説明不足で

理解し難いところがある様ですのでもう一度重複す

るかも知れませんが補捉しておきます。ジョン ・ウ

ィリアムスに逢った最初の感じをもう一度思い返し

てみますと，それはセゴビアとかプリームそして彼

自身の演奏するレコードと同じ感じがその生の演奏

をきいてした，ということです。第一印象は時には

直観として真実をとらえることがある。私のそれま

での演奏はどこか音がぼやけていた。 レコー ドでセ

ゴビアが演奏する音と程遠かった。これは他分録音

技術によって音が美化され，ェコーの効果が加わる

ことと楽器が非常に良いことなどの原因によるもの

であると考えて自ら慰めていた。ところが彼の実際

の演奏を目の前にして以上の考えが如何に間違いで

あったかということを知った。音階を例にとれば音

階は正確に弾かないと正確な音階が出て来ないとい

う単純なことが今までわからなかったのだ。不鮮明

な音が出るならばそれは何か原因があるのです。先

ず右手の正しいタッチ，それは右手の爪が正しくけ

ずられていなければ得られません。左手は一音ー音

正確に押え右手と共に各音のレガートが要求されま

す。音階演奏中に他の放絃が共鳴している場合がよ

くある。これも何とかして止めなければならない。

和声進行のときもこれと同じことが云える。明確鮮

明な演奏とは音とはどんなものか，これを知ること

は実は生易しいことではない。自分の今の演奏技術

がどんなに拙劣なものであるかを知ることが第一歩

である。これを知ることが私共凡人には出来ない。

私がこれでよいと今まで考えていた音階のバッセー

．ジ，和音演奏法，アルペジオなどの殆んどすべてが

悪い演奏の見本であることを今後 2年間のヨーロッ

パ留学中に知らされるのです。勿論音楽的的な誤り

も多くありました。そして心の問題もです。音に心

がこもっているかいないか。音楽は理論によって合

理的に全く科学の様に組み立てられると考える人は

いないでしょうが，心が音楽をどんなに生き生きと

させるものであるか，を身を以て学びとることが出

来ました。その先ず第一弾がシェナにおけるアリリ

オディアスのギタ ークラスとその他の音楽のクラス

です。そのイタリアに出発する前にロンドンでの残

りの日々とパリ見物についてお話ししておきます。

7月l0日，短いロンドン滞在の最後の日にあたる

この日，ジャック ・ドゥアルテ氏を訪問することが

出来た。住所は 154,Morton Way, N.14. London 

である。 N.14は郵便区の番号で番号が多い程市の

中心から離れている．。それで彼の家は殆んどロンド

ンの外れになっていて蒲洒な家々がとびとびに美し

い芝生にかこまれてずっと起伏する丘の様なところ

に並んでいる。彼の家に三千子さんに案内してもら

って到着したのは夕方の 8時頃であったでしょう

か。それでも御存知の様に，ロンドンでは夏は例の

サマータイムを採用しているのと緯度が高いという

関係で10時頃まで外は明る＜それに，住所の番号が

整然と各家に付いているので初めての家をさがすの

にも全然苦労しなくてすむ。因みに，住所の番号

は，一方が奇数なら一方の側は（毘数といった様に，

並べてあるので，これはヨーロッバ中どこへ行って

もその様になっていますが，旅行者には大変便利で

す。日本の番地の複雑なことと来たら国際的に有名

で，私の短い滞在中にも何回となく，どうやって家

を探すのだと質問されたことがありました。

明る＜電気のついた応接間らしきもののある家の

前で車が止まるとギタ ーの音がかすかにひびいて来
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た。中に入るとあまり上等でないジャズギターとク

ラシックギターがおいてあった。そのことを云うと

「私は演奏家ではなくて作曲家であるからこれで充

分だ。」 と云って居た。先ずジャズの様なバッセー

ジをいろいろと弾いてみせたり手持ちのギターに関

するレコードを殆んど全部きかせてくれたりした。

といっても， レコードは重要でないものは一曲又は

半曲でやめて，その間にパイプをスパスパ吸いなが

ら不明瞭な英語でその演奏家と彼との関係とかその

他の不必要なことを説明してくれたが，私はそれを

半分位理解したと思うが，全部忘れてしまった。

これがその後 2年間，半分位解ったままでイエス

イエスといいながら，その場の雰囲気をこわさない

程度に，全部解った様な顔をして行かなければなら

ない，精神的に疲れる，不健康な生活の始まりであ

ったのだと思うと感無量である。先日，アメリカの

雑誌「ホリデー」に， 「セゴピアとの対話」という

興味ある記事が出ていたが，それに，セゴビアは，

「私が始めてニューヨークに着いたとき英語が非常

に下手だった。私は貴方の云うことの半分を理解す

ることが出来，私は私の思うことの半分を云う こと

が出来る」。と云っております。

採，右の会話の中で私が今党えている ことを記し

ておきます。先ず，ジョン ・ウィリアムスについて

は，彼の父レン（正 しくは， レオナルド）は，ロン

ドンで，ギタリス トであったが，クラシックではな

く，ジャズギタ ーの演奏家であったこと。 ドゥアル

テ氏もジャズの一流演奏家であったことから彼等は

友達であったが戦前，セゴビアのロンドンでの演奏

をはじめてきいてこの楽器の偉大さを知ったこと。

その後レンは自分でギタ ーそれもクラシックのギタ

ーについて興味を持ちその殆んどの余暇をクラシッ

クギタ ーの研究にさく様になった。戦争（第二次世

界大戦）がはげしくなり充分な音楽活動も不可能と

なったので彼はオーストラリアのメルボルンに難を

さけた。出発の前にはた しか，楽器屋で働いていた

こともあるらしい。その地で中国人と英国人との二

世であるジョン ・ウィリアムスの母と結婚 してジョ

ンが生れた。だからジョンは四分の一の中国人の血

が入っている。ジョンは 7オのときからギターを習

いはじめたのであるが， 11オのとき彼の父と共に ロ

ンドンに帰って来た。以下は後でジョンからきいた
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話であるが彼は，父より毎日 1時間のレッスンを受

けたが 7オの彼にとってそれは大変な苦痛であった

様です。何か曲をひいていても時計をみながら，ぁ

と1分で 1時と気がつくとその曲がもっと永くかか

り相なときにはスピー ドを上げて 1分で終らせてし

まったり，又時間があまりそうだとゆっくりとひい

て丁度 1分で終る様にしていた，などと話していま

した。これは彼の几帳面な性格の一面をあらわして

いると思い興味のある話です。

ドゥアルテ氏の家できいたレコー ドでは，ロー リ

ンド ・アルメイダ，オルガ ・クエロの弾き唄いで，

セゴビアの作品，ジョンの新しく出たレコード，な

どが私の党えているものです。ジョンが， 13オのと

き， ドゥアルテの家でレッスンを受けていた当時の

テープレコ ーディングがあってそれもきかせてもら

った。録音が悪くて使用楽器も悪く ，私は大して感

心しなかった。曲目はポンセのプレリュ ー ド集から

6曲あまりでした。 ドゥアルテ氏は，これがある限

り彼は偉そうに出来ないのだ， と云っていました。

表現の仕方は殆んど洗練されておらず音もボテポテ

としていたが，可成りのスピー ドであの難曲を不可

なく演奏していたことはやはり将来の大成を約束す

るものとして興味があります。又は，その後にジョ

ンがセゴピアに受けた指導が何如に適切であった

か，又はセゴビアはやはり偉大な教授者であると判

断するのに充分な資料であると考えてもよいかと思・

います。

次に話題になったことはペルリンで数年前行われ

たギタリスト会議のことで，彼もその席に出席した

相です。そこで彼の印象に残った ことはと云えば，

日本人の演奏家が大変下手であったという相当に不

名誉なことで，それを日本人である私を目の前にし

てはっきりと云はれたので私も少々面喰った。当時

のプログラムを出して来て，日本人の部のところに

unstimmingとドイツ語でー語書かれてあった。

私は遠感しながら私のハウザーを見せたいこと，

及び何かー曲演奏するからきいてほしいことを述べ

た。ソルとバッハの小品を演奏したところ大変興味

をもってきいてくれた。その場の雰囲気が一変した

といってもよい位であった。早速，彼の作品を出 し

て来て私に演奏 してみろ といったり，その作品を私

に献呈 してくれたりした。英国式の紅茶とケーキ，



そして葡萄酒などをいただいて楽しいタベに対する

礼を述べて辞し去った。帰りに，彼の編曲になるバ

ッハのチェロ組曲第一番を借りることが出来た。

帰りの車では街の街燈が黄色くどこまでも続いて

いたことが印象に残っている。車にはヘッドライト

を燈ける必要がない様に路面の照明が行きとどいて

いる。

翌11日（月）朝11時15分発のエアーフランス機に

てドーバーを渡り 12時20分パリ国際空港に着いた。

日本を出て丁度 1週間目であるがすでに何日も旅し

ていた様な錯覚にとらわれる。それとこれから愈々

一人ぼっちで全てのことを自分で しなければならな

いのだという気持でそろそろ淡い旅清とでもいった

感清にとらわれだした。専用のバスでバリの中心ま

で運ばれそこからは自分でタクシーをとって日本の

交通社から予約してあった二流のホテルに落付い

た。タクシーでは料金の他にチップを要求されたが

最初は何を云っているのか少しもわからず 3回位問

い返してようやく了解してチップを渡すとメルシー

とか云って車が云って行った。運チャンはイギリス

とちがって粋なハンチングとセーターで車も美しい

ものであった。イギリスではタクシーは全部真黒の

真四角の車である。

ホテルでしばらく休憩してから先ず遠くからでも

見えるエッフェル塔を目あてに歩いて行った。今か

ら未だ未だ先のことが気になってやはり落付かなか

ったのか，塔に登る気もしないままに今度はセーヌ

川にかかる橋を渡り 凱旋門を見物してシャンゼリ ー

ゼ通りを歩きカフェーではアイスクリームを喰べて

ホテルに帰った，夕方もう一度街に出て絵はがきを

買ってレストランでオムレツを注文して喰べながら

日本の友人知人に手紙を書いた。

翌日は愈々待望のイタリ ー行きである。パリから

イタリア北部のミラノヘ， ミラノからあの斜塔で有

名なヒ°ザヘ飛行機で飛んだ。ヒ ザ゚ではやはりパリと

同じ様に気分が落付かず斜塔を見ることをせず翌，

13日朝の汽車でシェナに向けて出発した。途中， ェ

ンポリで乗り替えのときやはりギターを持った男が

乗っていたのでやはり同じくシェナヘ行くらしいと

考えシェナまでは同道した。彼はフランス人であっ

たので殆んどー語も通じあうことが出来なかった。

シェナに着くと他にもギタリストが乗っていたら

しく，父子づれで駅前のタクシーを待っているのが

いた。これはドイツ人で半分位英語を喋ぺる。彼の

名はアナトール・レニエルで父はチャールスといっ

て有名な映画及び劇の俳優であることをあとで知っ

た。彼が私の弟子としてロンドンに来ることになろ

うとは，そして私自身がよもやロンドンに行くこと

になることはそのときは夢にも考えていなかった。

人と人との出逢いとは，この様に簡単なものであり

友清はこの様にして芽生えるものである。彼等はす

でに前から決っている下宿にタクシーで行き，私は

20キロもあるトラニクと 4キロのギターと 4キロの

小さなカバンをもって先刻のフランス人と共にバス

に乗ってシエナの中心まで行った。

言葉の解らないところでそれもはじめての街で，

今夜自分の泊る下宿がないということ程頼りない思

いをすることはない。今の三つの大荷物を持ってフ

ランス人の知っている学生寮に10分も歩いてやって

来たところがどうやら部屋は無いらしい。それでも

ようやく夕方になって30人位入る大部屋でベッドが

一つ空いていることがわかって兎に角そこで一晩寝

ることになった。

翌日アカデミ ーが開くと同時に事務所に訪ねて素

人下宿を世話して貰うことが出来た。これでやっと

落着いて勉強が出来るのだ。 1ヶ月間ここで暮すこ

とが出来るのだと思うとぐっと疲れが出て夕方まで

ぐったりと眠ってしまった。夕方に起きて昨夜泊っ

た寮に食事に行きしばらくギターの練習をしてあと

はゆっくりと休養した。翌日は愈々入学試験であり

これによって奨学金付下生が決定されるのだ。私は

ソルのグランソロとメヌエットをひくことに決心し

た。試験官はアリリオ・ディアスとプホールそれに

ハープのザバレタの 3氏である。

（つづく）
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● LP 紹 介 浜田三彦•

•ティアスとウィリアムス
ポリドール SLPM-1045 ウェストミンスター SWY-17

巨匠セゴビアの高弟，アリリオ ・ディアス（正し

くはアリーリョとよぶべきでしょう）と彼セゴビア

が最も期待をかけていると云われる天才，ジョン ・

ウィリアムスの二人の演奏が，我々にも手がるに聴

けるようになりました。ことにウィリアムスの方は

L. p. のみならず，この秋には来日と云う多くの・・・

否すべてのギタリストにとってよろこばしいニュー

スがあります。

二人とも，その名声はかなり以前から耳にしてい

たわけですが，本邦発売の L.p.でじっくりとその

腕前を聴かせてもらえるのはありがたいことです。

ただこのウィリアムスの L.p,の場合，識者の話に

よればかなり古い録音だとのことですが，ナマの演．． 
奏が聴ける 9月まで， トロバとボンセの秀作を両面

に入れたこの盤に耳をかたむけてみようではありま

せんか・・....

軽快なリズムに満ちたトロパの「ソナチネ」では

じまり，師匠ゆずりの美しい音色は，やはり9何と云

っても引きつける力を持っています。

三連音をひく時のクセや，マのとりかたにセゴビ．． 
ア臭が感じとれることがありますが，彼に師事した

若年のギタリストとして，これは当然かも知れませ

ん。とにかく数年も前の録音と云われているもので

すから大した天才です。第一楽章はみごとに奏かれ

て，エンディングなどシャレタ味です。緩徐な楽章

では特にすぐれた点も見られない様に感じますが，

終楽章のかなり技巧的な部分もあっさりと奏きとば

し，全曲を軽々とこなしてしまっているのは，まさ

にコシャクな程のテクニックです。続く「ノクター.... 
ン」でも終始落着いたテンポで音色もよく，好まし

いスタイルではないでしょうか？「カスティリア組

曲」に於ても，一月に来日したアニードの様なあま

りに極端なリズムを作ったりせず，たんたんと奏い

ています•••• • •が，この方はもう少し，特に第一曲と

終曲にはもっと若さを見せて，イキのいいところを

聴かせてもよいのではないかと思います。終曲「ダ

ンサ」では意味のない楽譜の省略をしていますが，

これはどう云うものでしょう・・・・・・

第二面のポンセの曲は， 「ワルツ」 「主題と変奏

と終曲」 ．「十二の前奏曲」です。

この「ワルツ」は，本邦の演奏会でもよく出るア

ンコール用的な小品と云ったところですが，ボンセ

の才能の一端をするどくのぞかせていますし，形よ

くまとまった無駄のない曲です。セゴビア程の艶っ

ぽさはないまでも，さらりとした彼の演奏にはまた

明るさがあって，これで十分と申せましょう。

対照的に我々の間ではほとんど演奏されていない

「主題と変奏」が続きまして，ますますさえた技巧

におどろかされます。渋い色調で，絵画の大作にも

似た趣のある，聴くほどに引込まれる曲の様に思い

ます。

曲中どこと云ってハデなところはありませんが，．． 
非常にスペイン的な香りのするリズムを持ったフィ

ナー レにいたるまでのいくつかの変奏曲は，ポンセ

の才能プラスセゴビアの運指のさえで，この L.p. .. 
の中でも最も味わい深いものではないかと思うので

すが・・・・・・

「十二の前奏曲」は数年前からアメリカ盤のセゴ

ビア（デッカ）， アルメイダ（キャヒ ト゚ル）のもの

でこま切れに聴くことは出来ましたが，一番から十

二番まで，楽譜のページをめくる様に整然と演奏さ

れるのは実に気持のよいものです。現代音楽入門の

エチュードとも云うべきもので，実にクラシカルな

感じのものから，彼の祖国メキシコの民謡を連想さ

せる様なものまで，多彩なポンセの作風が，十二の

小品の中に次々とみられます。そしてまた，かなり

高い技巧を要する曲もありますが，中でも 4度で飛

び交う音形の続く第 9番などを，素晴らしい指さば

きで何なく奏き終えるウィリアムスです。

X X X 
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スタンダード ・ナムバー， 「アルアムプラの思い

出」で始まるディアスの L.p.は，アメリカでもあ

まり名の無い HiFiレコードなる会社のプレスです

が，ひどいジャケットで，ディアスとは似ても似つ

かぬ青年が，ぶ器用な手つきでギターを持っている

写真が，少々下品な色調で大きく出てい る表紙なの

です。それをまたボリドールでは，ごていねいにも

そっくりそのまま使用しているのですから，心ある

人々が多ければ多いだけ，売れ行きにも ひぴくので

は？ • ••• ••と心配される程です。このことは内容には

無関係ですがあまりのことに一筆。ここでは「評」

でなく 「紹介」と云うことでおゆるしを願います。

さて演奏は，全体に荒っぽいあまり美しいとは云

えないトレモロが終ると，彼が生れた国であるヴェ

ネズエラの作曲家，アントニオ ・ラウロの「二つの

ワルツ」。いかにも南米人の作らしい 3/' と68の複

合リズムで民謡調のものです。快速のホ短調は，内

外のギタリストによってときどき奏かれています

が，イ短調ではじまるやや落着いた感じのワルツの

方は，あまりきけないものでしょう。次はソホと云

う名のこれも同国の作曲家のものが三曲。 「グァサ」

「カンシオン」「キルポ」ですが，はじめとおしまい

は意味がわかりません。たぶん固有名詞ではなく，

舞踊か歌の形式の名だと思います。どこと云って特

にギター曲としての新鮮味があるわけでもなく，彼

ディアスの様にその方の「血」とか「土」とかを肌

で感じとれる人間でないと，さほど演奏意欲をかき

たてられる性質のものではないと思います。そのあ

とにスペインものが入っており， 「アストリアス」

では， ＜ずしかたなどセゴビアのまねで，よい感じ

はうけません。 「二つのカタロニア民謡」は，例の

出拍子のゆったりしたクリスマスの歌がやはりセ

ゴピアの手法で奏され，続く「盗賊の唄」ではあき

らかにリョベートの編曲ですから（作曲と云つた方

がよいでしょう）そう記すべきでしょう 。

これらは無難に演奏されますが，第二面に入って

のハイドンの「メヌエット」はワルツと解されそう．．． 
な恐ろしい演奏で，特にはじめと終りは妙です。ア

ンスの「パバーナ」と「フォリア」でも音色に美し

さがなく，古典としての深味に欠ける様です。これ

まであげたほとんどの曲がそうなのですが，何かこ

う腕のたつギタリストが，初見で奏きとばしている

・・ ・・・・と云った印象で， スカルラッティの「ソナタ」

などはその最たるものと云った感じです。

しかし，そうは云っても技術面では高度のものを

持っていることはもちろんで，次のバッハでは「ロ

ンド風ガボ ット」も「イ短調のフーガ」でも好演

で，これなどは年月をかけてひき込んでいる感じを

強くうけます。

最後のソルの「モツアルトの主題による変奏曲」

では，やや優雅さに欠けるものの，力強くひきあげ

ているのですが，またもセゴビア流の， しかもあま

り感心できない附点音符のひき方をまねたりしてお

り，これ程のテクニックとダイナミズムを持った人

物をして，年期から考えても，いま一歩の芸術性を

持ちあわせないと云うことは，実に残念なことでは

ないでしょうか ？ しかしたった一枚の L.p.で評

価を下してしまってはいけませんし，ごく最近，ア

メリカのヴァンガー ドレコードから，今度は近代ス

ペイン音楽ばかりとりあげた一枚が出ましたから，

早く聴いてみたいものです。それにセゴビアをつぐ

とかしのぐとか，プリーム以上に評判の高いウィリ

アムスと並ぺては，ディアスに非ずとも，色々具合

が悪いのは当然で，今日のところは害き過ぎがある

かも知れません。

なお，ウィリアムスの L.p．はこの他に，比較的

入手しやすいアメリカ盤で二枚，下記の曲目を録音

しています。会社は「ワシントン」です。

WR  424 

組曲第 3番（パッハ） 朱色の塔（アルベニス）

メキシコ民謡（ボンセ） エチュード第 1番（ピラ

・ロボス） ノルテーニア（ゴメス ・クレスポ）

変奏曲（ド ゥアルテ）

WR 440 

組曲第 1番（バッハ） ソナタ (D・スカルラッ

ティ） ガボット (A ・スカルラ ッティ） 変奏曲

（ソル） オラシォン，エチュード（セゴビア）

ゴヤの絵（グラナドス） 他小品三曲
/ 
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アルス・アンティク ァ ars anti-

qua（ラテン）

“古い芸術”の意， 14世紀の理論家

たちが， 13世紀末のケルンのフラン

コおよびペトルス ・デ・ クルーチェ

らの音楽を，自己の時代の音楽（ア

ルス・ノヴァ：新らしい芸術）と区

別してこう呼んだ。

今日では広義に解して，ノートル

・ダム楽派（レオニヌス，ペロティ

ヌス等）もふくむ13世紀の音楽全般

を意味する。

オルガナ，クラウスラ，モテット，

コンドゥクトゥスなどが作曲され，

その技法はテノールのカントウス ・

フィルムス（グレゴリオ聖歌によっ

たもの，あるいは自作のもの）を中

心とし，これに 1ないし 3の対声部

を附加してゆくものだったが，この

場合，全体が二声部 (duplum)，次

に第 3声部 (triplum)と順次に積

み重ねられていった。強拍部には協

和音（同度 ・ 8 度• 5度）のみ配さ

れたが，弱拍部における和音の使用

が目立つ。ただし経道音・倍音とし

て2度.7度が無制限に使用され，

連続 2度の用例も少くない。またリ

ズムは特有な定型モードに従い，イ

ゾリトミッシュ，ホッケットなどの

独特なリズム形が用いられ，そのた

めフランコらの努力によって角形記

譜法が発達した。

アルス・ノヴァ ars nova（ラテ

ン）

アルス・アンティクァ（古芸術）

といわれた13世紀フランスの音楽と

区別して， 14世紀初頭のフランス，

イタリアの音楽（フィリップ・ド ・

ヴィトリー［仏〕， ：ンョヴァ ンニ・ダ

・カスチァ，ジャコボ ・ダ ・ポロー

ニャ〔伊〕ら）を＂新らしい芸術”

という意味でアルス ・ノヴアと呼ん

だ。最初ヴィトリー著の記譜法理論

書 (1325?)の表題としてかかげら

語 辞 典

れた語だが， 14世紀のみならず後半

のマショー〔仏〕，ランディーノ〔伊〕

らを経てダンステープル〔英〕，デュ

ファイ〔プルグンド〕にいたる全14

世紀音楽の技法上表現上の新傾向を

意味するようになった。すなわちこ

の時代の音楽は技法的には，昔のカ

ントウス・フィルムス中心の構成を

はなれ， 2拍子および切分音の重用

による柔軟なリズム（それにともな

う記譜法の改良），ゆるやかな歌謡

的な旋律線，曲中の一時的カデンツ

の重用，他声部の伴奏による一声部

の優位，垂直関係における 3度・ 6

度の重用などを特長とし，バラー

ド，ロンド，ヴィルレイ（以上フラ

ンス），マドリガル， カッチャ， バ

ラーダ（以上イタリア）などの，俗

語（フランス語， イタリア語）を歌

詞とした世俗曲がさかんに作曲され

た。ミサ，モテット等の教会音楽作

品も少くはないが，しかしアルス ・

ノヴァ音楽は全体的に世俗化・人間

化 ・表現化 ・感党化の傾向がいちじ

るしく， 1300代のルネサンス期芸術

にふさわしい前近代的な表現をしめ

している。

アルト alt（英） Alt（独） alto

（仏） alto（伊）

1) 語原，ラテン語で altusは，

“高い”の意味。多声楽的合唱曲を

作る際，規準とされる定旋律カント

ウス・フィ，ルムスすなわちテノール

よりも高いという意味であった。従

ってアルトが contraltoとも呼ばれ

るのは，テノールに対して contra

高い声部であることを意味する。

2) 女声の最も低い声。音域は普

通卜から人あたりまでで，ソプラノ

とテノールの間に位置する。

3) vox alta“高い男声の声部"

を意味し， G・ドウファイの時代の

モテットの作曲におけるテノールに

対する高声部として一般に使われ始
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めた言葉であった。その際テノール

すなわち定旋律に対して複音楽的手

法，つまり対位法的にアルトがあっ

かわれ， contratenoraltus（中心旋

律に対する高声）， contratenorba-

ssus（中心旋律に対する低声）など

の呼び名があった。結局古い 4声部

の作品ではアルトは定旋律に附加さ

れた高い声部として理解してよい。

それはオプリガート的に最も自由な

声部とされた。これらは教会音楽で

あったから，教会ではアルトは“男

声の最高声''としてテノールまたは

バスのファルセットまたはカストラ

ートによって歌われ，女声または少

年により代用されないのが原則であ

った。その原則は英国の教会に受つ

がれた（例えばヘンデルの＜メシ

ア＞のアルトはカストラートが歌う

のが本旨である）。

4) 四声作法における上から 2番

目の声部

5) 器楽的用語のアルトはヴィオ

ラと同義であるが，一般には同種楽

器のうち高音楽器ならば甚準の楽器

より低く，低音楽器ではテノールよ

り高く，高音から低音までそろって

いる場合は，ソプラノ，テノール間

の音域で，おおむね 3~4番目の高

さを扱う楽器に対する呼ぴ名となっ

ており，その音域は一定しない。例

えばヴァイオリンの下のヴィオラ，

オーポエの下のコーラングレなどで

ある。ヴィオラは始め altodi vio-

la と呼ばれたが，それは bassodi 

viola と区別するためであると同時

に，少くとも絃楽器中，高音を出せ

るものだったからである。またアル

トは特にアルト •サクソルンをさす。

6) アルト記号 altoclebは第 3

経上におかれた C clebで， Va と

アルト •Trmb に用いられる。

7) alt（英）は 2点と 3点へのオ

クタ ーヴの音域を示す。すなわち C

in altoは 3点ハ。



演奏の理 論 （その 1)

玖島隆明

問題の提起

演奏に志ざす人々が，まず楽譜のとおり音をなら

べるだけで，充分満足していられるのは，ごく初心

のうちだけに止まるようである。自分がひく曲と同

じ曲目を，誰かほかの人がひいているのを聞くよう

なチャンスがあったとき，ひとさまの演奏に欠点を

みつけることによって，自分はそこの部分をこうひ

いて上手にやっていると思うこともあるし，又なる

ほど ！ああいうひき方（むづかしいことばでは，あ

る種の演奏様式）でやるとなかなかうまく聞える

な ！と第一段階の音楽的問題に興味をわかすように

なるのではないだろうか ？

もっとも，あの人は私より音をキレイにひいてい

るから・・・・・・とだけ思っているうちは， まだまだ音楽

以前の問題でしかあるまいが，なぜああびいたらみ

力があり，その演奏が耳に残って忘れられないよう

な強烈な印象をうみだすのだろうか？どうやったら

そういう美くしい音の感覚を作りだせるだろうか？

と考えるようになるとき，本能的に（それは私達が

本来もっている知ることへの要求として）自分の音

楽観（といえるほど成長していないまでも），芸術

についての深いもだえを意識して来るのが普通の場

合であろう。この辺に音楽が本来そうでなくてはな

らない，音楽の内容から来る演奏上の諸問題と，演

奏者としての天分としてなくてはならない， （しか

しごく常識的な）演奏の諸要素の二つの面の問題が

大きくクロ ーズ ・アップされるようである。

先に本誌で発表しリバイバルされた “演奏理論の

第一歩’'は，演奏についての論理的な出発点のうち

のあるものに限って私見を試みたのであるが，一日

一日と新しい発見（ ？）をしてはほくそ笑んでいる

私のようなものにとっても，何んともとりとめもな

いシロモノに思えて，お恥しい。改めて演奏上の諸

問題を提起させていただくことにした次第である。

どうも，私のように，自分で演奏することに蔀＜

ひかれ，ひとさまが演奏されたものにガメツイ批判

を働かせて，その演奏様式をアカテミックに論理づ

けようと考える人間にとっては，どんな理論でも，

（あたりかまわず）ただ単に机上の問題に終らせた

くない傾向があるらしいe ＜自分の演奏を客観的に

批判することは大変むずか しい。 しかしそれなくし

ては音楽的向上は期待できない。音楽ー一それiよ教
蓑を要するクラシク音楽のことであるが， —――それ

をよりよく鑑賞することを望むなら，同時に自分の

音楽観を高めなければ不可能である＞とい` ぅ考えに

立てる人のためにだけ私はこの拙稿を書いて行くの

で， ほんわかほんわかただ理屈ぬきに楽しめばよ

い，批判することも批判されることもいやだと考え

る人のために書くのではないのであるから，誤解の

ないようにお願いしたい。

A. 音楽に内在する演奏上の諸問題

‘音楽の三要素”が，メロディ ー・ ハーモニー・

リズムであることは，小学校の音楽教材の中でも説

かれている問題であるが，それは楽譜！こ表わされて

いる，音の横への流れ ・ たての重さなり • そのきざ

み方についてのことをいっているのであることはこ

こに書くまでもないことであるが，その横の流れで

あるメロディーを， どうひくことが正しいか？ハー

モニーは音楽にどんな力を与える重なりであるべき

か？リズムのかもしだす音楽的なムー ドの展開が音

楽美の条件の中の何をカッコーづけるか ？について
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考えるという方法は教科書では説明されようとしな

い。この観点について，親切な教師のく善き指迎＞

を期待する寛容な（ ？）教科書の害き方に，今世間

で論議されているいろいろな問題があるのであろう

が，＜真の音楽教養＞はこの辺に始まるのではある

まいか？と私は考えている。

世界各国の言葉に特有のイントネーション（抑揚）

や息づかいがあるように，個々の音楽のメロディー

には，それこそ千差万別の風格や伝統的なスタイル

がある。その中で，演奏学―この語がふさわしい

かどうかについてはここでは不問にしていだきた

い。演奏する場合の学問的な正しさを襄づけよう

とする立場一ーの第一の問題点が，フレーズイング

（句節法）やアーティキュレーショ・ン（呼唱法，又

は呼節法とでもいうか？本誌前々号ー語事典に解説

されていた筈ですから参照下さい）の問題にあると

理解されたい。

この頃，外人が日本語で語るのを，我々日本人が

聞いて奇妙に感じることが，間々ある。なかには，

すごくうまいと思うような外人もないではないが，

ひどいのになると，どうにも判断しにくい日本語に

ぶっつかることもある。 （もっとも，私のように文

章書きでないので文章とは名ばかりの文章を書く日

本人もあるのだが•••…)。 ともあれ，外人の日本語

はどう聞いても我々の日本語とは違うといううがっ

た比較が私達には楽々とやってのけられる。その外

人達の一人一人が，標準語によっているか，関東流

か関西式か，又はローマ字につづられた日本語を，

その外人の本国流の抑揚で話しているらしい，とか

いうことさえも分析できる。

メロディーのイントネーション，アーティキュレ

ーション，更にフレーズィングの問題も，ただ他人

に聞いてもらって判ってもらえるようにひくという

問題だけに止まらず，曲目の形式 ・由来，さらに作

曲家の個性 ・作品の風格などからも検討されたメロ

ディーでなくては音楽的に気がすまないようにな

る。同じ曲目を何回かひいて行くうちには，芸術的

に面白くひけるようになるための音楽美への直感的

なひらめきが，日を追うにしたがってわきあがって

くることにもなろうし，たくましく想像した結果，

作品をより演奏者の個性にあった形でひけるように

もなれる。

このことはメロディーだけに限ったことではな

く，すべての要素に共通にいえることがらであるこ

とはいうまでもない。メロディ ーについて深く分析

し，まとめることの可能なその人の能力は，他の要

素のどれでもをアイマイにしておくことにがまんで

きなくなってしまうともいえるのではないだろう

か？

ハーモニーの理解によって曲目を分析しまとめる

ことが，演奏にどう影響するかについては本誌上で

たびたび論じられて来たことで，もはや抽象的な解

説を要しないと思うので省略させていただく。ただ

ひとこと加筆したい。演奏者のための和声学などの

基礎的な原理は，よほど辛棒強く，ー曲ー曲，たん

ねんに，出来るだけ沢山の曲目について，時代的な

考証等も合せてなが年にわたって掘下げるのでなく

ては，なかなかマスターできにくいものであり，往

々にして机上の遊技に終りやすいものである，と。

音楽の リズムが，各名演奏家達の手によってそれ

ぞれ異った音楽的ムー ドを画きだし，それがしばし

ば演奏家の特質といわれる個性を盛立てるのに，大

きく作用するものであることはいうまでもない。こ

こでは，ある曲目のリズムをどうさばくかが問題に

されるのである。

同じ拍子の，同じ音型からなるリズムで作られた

曲でも，曲の種類や性格によって， リズムの形はそ

れぞれ違った表現がなされるのが普通である。この

ことについては楽式論との関連がなくては詳細にわ

たって書くことができないので，抽象的な論理ぬき

に， リズムの実際を楽譜から探るような具体的に書

ける機会にゆずらせていただくことにする。

以上が音楽の三要素についての概略であるが，音

楽の本質的内容という要素の中には，音の高低 • 長

短 ・拍子等に関連の深い強弱にいつても害かなくて．． 
は不備である。又テンポ感（速度感） ・リズム感（こ

れはもともとアーティキュレーションに属する問題

であると思う。しばしば名演奏家達によって演ぜら

れる感党的魔術的な演奏の息吹きとして私達の耳を

酔わせる） ・ 作曲者特有の個性的作曲技巧 • それに

作品の歴史的背兼についての考察もふくまれて良い

かとも思うが，これらのすべては演奏者の解釈に負

う1頃向が多分に考えられるので，次の演奏の要素の

中でふれて行くことにする。 （つづく）
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ギターの正しい持ち方をしっかりと知ることはギ

ター上達の第一歩です。ギタ ーがぐらぐらしたり，

すぐに盾がこったり，尻が痛んだりすることはあり

ませんか。これは正しいギターの持ち方を知らない

ことが原因です。

まず，いすは少し低目で自分のひざの関節の下端

程度の高さのを選んで下さ•い。すわると腰がすっぽ

りと沈んでしまうようなクッションの良すぎるもの

は避けましょう。これにやや浅く自然に腰をおろし

ます。ここで上体は真すぐに伸びていて，前かがみ

にも，後へそり返ってもいないのが自然の姿勢で

す。

次に足台ですが，これには高さ12センチ程度の矩

形の箱を見付けて下さい。箱の大きさはやや大き目

の丈夫なものが良く，へこんだり，ぐらつくものは

いけません。これを自分の真正面に闘いて左足をの

せます。そして，のせた左足のひざから下が垂直に

なるーように足台を前後に動かして丁度良い位置にす

ればよいのです。

こうして左足は自分の正面に上体に直角に真すぐ

に立ちました。そこで右足は右側へ45度位の角度に

充分開いて，かかとを少し体の下の方へ引き寄せて

下さい。左足のひざは，ほぼ水平から少し上向きに

なる程度で，右足の関節はほぼ左足のふくらみの高

さでしたら良いのです。足台が高過ぎると左足ひざ

がずっと上を向いてしまいます。反対に足台が低い

と下を向いてしまいます。

ギターの持ち方

小 倉 祐 幸

ギタ ーを手にとって，胴のくぽみを左足ひざにの

せて下さい。大体；ひざの手前から三分の一位のと

ころがよいでしょう。ギターの裏板が軽く胸に触れ

るように。次に「ネック」を左手で持って，上の

「絃受」が自分の左肩の高さになるようにします。

ギタ ーが上体と平行にきちんと左足にのっているよ

うに右足の開きを加減します。つまり，右足のひざ

はギタ ーの胴の下を軽く支えて，ギターがずり落ち

るのを防ぎます。ここで自分の姿勢を鏡で見てみま
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しょう。左足が真すぐに立っていますか。ギタ ーの

「絃受」が左肩と同じ高さになっていますか。上体

は正面を正しく向いているでしょうか。

さあ，これでギタ ーは正しく左ひざにのっていま

む両手を胸の前で重ねて右ひじも共に側板にの

せ，肩の力を抜いて楽にしましょう。これが一番自

然で楽な，正しいギターの持ち方です。机で居眠り

をするように，手にあごをのせてゆっくりと休んで

下さい。

姿勢

姿勢を正しくするために，必ず鏡を使いましょ

う。ギターを持ってすわった姿勢で，上体が右や左

に傾いていないように注意して下さい。上体が傾い

ていると尻が痛む原因となります。また時々肩をま

わして下さい。そして肩の力を充分に抜いて，いつ

も楽になっているようにしましょう。

ギターを持つ手に力が入っているようではいけま

せん。練習の途中でも時々両手を調ぺてみましょ

う。左手は軽くネックを哀から支えるだけで，左肩

は楽にしていることです。右手は胴に軽くもたれて

右肩は楽にしましょう。これでも，なお肩がこるよ

うでしたら大変です。いよいよ本格的に病院へ行っ

て整形手術でもうけなければならないでしょう。

ギターはいつも左ひざにぴったりとのっていて胸

が軽く触れているように。そうすれば，ギターが前

後にぐらつくことはありません。 「絃受」が左肩の

高さに，右ひざが軽く下を支えていて，ギタ ーの重

心がうまく左ひざにのっているように。これで右手

が軽く胴にのっていれば，ギターが左右にぐらつく

こともありません。

さあ，これでギター上達の第一歩をがっちりと前

進しました。練習もきっと今までよりも能率よくゆ

くでしょう。

服 装

男子の学生服では胸の第 2ポタンをはず しましょ

う。そうしないと，ギタ ーにカチカチ当ってきずを

付けてしまいます。女子はスカー トの充分にフレア

のあるものかスラックスを選んで下さい。

夏は汗をかきますから，ギタ ーの上に薄布でもの

せて絶対にギタ ーを汗でぬらさないように注意しま

しょう。ギタ ーをきたない手でよごしたり，きずを

付けたりしないように。

ギタ ーはいつも大切に，やさしく扱い，恋人のよ

うにそっと胸にだいて下さい。決してきつくにぎり

しめないように。

黒沢手エギター
演奏会用ガットギター

フラメンコギター

レキントギター

お子様用秘，御婦人用 78も製作しています。

御注文の節は，カタログの号数を御指示下さるよ

ぅ，お願い致します。

楽器は10年間保障致します。

その他御注文に応じ製作いたします。

ギターの友社で分割払の取扱をして居ります。カ

タログ御請求下さい。

ギター製作家 黒沢常三郎
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ギター界問答

■ ・ ． 
音 楽 家

x この前は，日本のギターももうアマチュアの

時代から抜け出して，名実ともにプロである人達を

育てて行くようになって欲しい，ということについ

て話したわけだが，実際には，プロだかアマだか判

らないような怪しげなプロも居る。そこで，今月は

プロのギタリスト，つまり音楽家というのは何かと

いう問題について取り上げてみようと思うんだが。

〇 いいね，ギタリストだけど音楽家じゃない，

なんていうんじゃ困るからね。

x 音楽家というからには，音楽家として最少限

これだけは必要だ， という条件ー一技術だとか教養

だとか，いろいろあるけれど，そういう条件がある

わけだ。所が，今の日本のギター界には，そういう

条件を具えていないギタリストが，かなり居やしな

いだろうか？。そこら辺にこれを取上げなきゃなら

ない問題があると思うんだ。

0 まず第一に言いたいのは，音楽家としての基

礎が出来てないということだね。

x 音楽家と して持 っていなくちゃならないごく

当り前の音楽常識，楽典から始まって，和声学だと

か，対位法だとかいろいろあるね。音楽史も知って

いなきゃ困るし，音楽の形式も判ってなきゃいけな

い，音楽にはどういう世界観があるとか，どういう

考え方に立って作曲がなされているとか，或は演奏

する時にはどうでなくちゃならないとか，評論とい

うのはどうものかとか，或は，真の教授者とはこう

あらねばないとか，とにかく，すべての面での基礎

的な常識，それが具備されていない，いわば半人足

の音楽家が，プロのギタリストとして存立している

っていうことね，そこに問題があると思うんだ。 勿

論，いま並べたそれぞれの分野に於ては又それぞれ

に専門家がいるんだから，ギターが専門のギタリス

トが，音楽のあらゆる分野で専門家にならなくちゃ

いけないっていうことじゃないよ。音楽家の常識と

して一と通りは知ってなきゃいけないという程度に

は知らなくては困るということだよ。

〇 他の楽器の人達にした所で，音楽学校で一と

通りは習ったけれど，試験が済んで，単位をとっち

やったら後はもう忘れちまった，という程度の人が

多いんだ。しかし，とにかくーと通りは習ったこと

はあるんだから，細かいことは忘れちゃったとして

も，常識程度のものはいつの間にか身についている

わけだよ。ごく普通に考えるなら， ヒ゜アニストやバ

イオリニストが音楽家なら，ギタリストだって音楽

家である筈だね。で，音楽家ならこの位は知ってい

るのは当り前だ， と思ってギタリストと話しをする

と，アッと驚かされるような目に合わされることが

ある。音楽家として対等に話しが出来ないようなギ

タリストがいるんだね。ギタリストが全部そうだと

いうんじゃないが，中にそういう人がいるんだよ。

しかも，習ったけれど忘れてしまったというんじゃ

なくて，始めっから知らないんだ。音楽のことを話

すのに，音楽家なら，音楽家としての見方とか聴き

方とかがあるのが当り前なのに，それが出来ないっ

ていうのは少々お粗末すぎる。常識なんてものは，

．学校で習ったとか，試験に通ったとかそんなご大層

なものじゃなくて，ごく自然に身につくものだよ。

＞＜ じゃあ，何故ギタリストの中に音楽家として

のレベルから外れた人達が多いのか，どうしてそう

なっちゃうのか，っていうことになると，これは，

教育のされ方に一番大きい問題があると思うね。ヒ゜

アノだとかバイオリンだとかその他の器楽の人達に

比べのて教育のされ方がちょっと違うと思うんだ。

つまり，始めから音楽家になるつもりでギタ ーを

やったというのじゃなくて，ただ好きで何となくや

っていることから出発して，それが上手になったか

らお弟子をとって先生になったとか，演奏会をやる

ようになったとか，そういう人が多いね。所が一般

に器楽の演奏家といわれる人達は，普通は，音楽学

校へ入るわけだ。中には音楽学校に行かない人もあ

るけれど，その代り，いい先生につくとか，留学す

るとか， とにかくちゃんとした教育を受けて，最初

から音楽家として出発するね。そこの所が一番違う
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と思うんだ。音楽家として出発するというより，音

楽家になろうとして学校へ入るわけだが，そこには

もう，ちゃんとした専門家になることを前提にした

意志があるわけだ。やっているうちに才能に見切り

をつけたとか，他のことに興味を持つようになった

とかいう人も中にはあるにしても・・・・・・。

0 とにかく，ギタリストが音楽家として足りな

いというのは，ごく普通に誰でもが通る音楽家への

コースを通れない一ー通らないんじゃなくて，通れ

ないということにあるんだろうね。

x そうそう。それはもう， 国家の保護もない

し，スポンサーもないから，公立にも，私立にも，

どこの音楽学校にもギター科は無いし，専門家とし

ての教育のシステムが全然とられていないから，教

育とは何かとか，評論とは何かとか，作曲するには

どういう勉強しなくちゃいけないとかいうことを何

も知らないで，いきなり教えだしたり，変な評論を

書いたり，判のわからない作曲をしちゃう。それが

裔かろうが低かろうが，自分が好きでやってるんだ

というんで，いわゆる“好き”という範囲を出ない

ような所にいるわけだよ。

〇 学校教育っていうのは，突っこみ方が浅いだ

とか，十パーからげだとか，試験のための勉強だと

かいろいろ非難はされてても，やっぱり，学校の一

番有難い点は，いい遠境で広く勉強出来るというこ

とと，日本の音楽学校の場合は，いろんな友達が出

来るっていうこと，つまり孤立しないでいられるっ

ていうことだと思うね。その間に自然にいろいろな

知識も入って来しる，それに，学校っていうのは試

験がつきものだから，例え試験のためだけにして

も，ある程度はやらなきゃならない。理論にして

も，実技にしてもね。そういうことの積重ねが音楽

家としての教捉として残って行くんだと思うね。こ

れは何も音楽に限らず，我々が，普通に社会人とし

ての教養といっているものにしても，特にそれにつ

いて夢中になって本を読んだとか，専門的に習った

というようなものじゃなく，いつの間にか身につい

たものだね。そして，教蓑のある人と言われる人の

殆んどが相当の学校を出ているということは，小学

校から大学まで，いくつもの教育機関を通って来る

間に自然にそれが身につくように仕組まれていると

いうことだと思うんだ。その教育の仕組みを通らな

いから，ギタリストの中に音楽家としての教蓑に欠

けた人が非常に多くなる，ということになるんだろ

うね。

x 中には小学校だけしか出ていないけど，立派

な学者になったという人もあるから，学校だけが全

部じゃないけれど，学校教育というものが，そうい

うものをかなり容易に身につけさせてくれるという

ことは確かだね。そして，ギタリストの中に音楽家

としても立派だという人がいるとしても，今の日本

のギター界全体・から言うなら，それはその人個人に

ついてのことであって，ギター界全体の問題にはな

らないわけだからね。だから，ギター界全体として

いうなら，音楽家としての基礎もない人達が楽壇の

外で，素人を相手に勝手にやっているとしか言えな

いわけだよ。

0 まあ，今のままじゃ楽壇では通用しないし，

出て来てもすぐにふるい落されちゃうだろうから

ね。

x そういう実清だから，本当に音楽を持ってい

るいい音楽家というのが，ギタ ーの世界からは非常

に出難いわけだよ。

〇 いい教育システムがないから，たまたまいい

芽を持った人がいても育たないし，又，いい芽を持

っているような人は，始めから入って来ようとしな

い。そういうグルグル廻りだけしているとざされた

世界になってしまうんだね。

x しかしね，最近はギタープームなんて言われ

るけど，そういうプームみたいなもんじゃなくて，

ギタ ーにいい音楽があるから，そのいい音楽を勉強

したいというような，純粋に音楽に根ざしてギター

をやって行こうとしている人も無いわけじゃないん

だ。所が，そう思って習いに行っても，教えてくれ

る先生が，音楽家とはとても言えないような人だっ

たりした場合には，失望して逃げ出しちゃうか，ギ

ターはこんなもんだというんで安住しちゃう恐れが

あるわけだよ。そこでもう一つふんばって自分でや

って行こうとする人もあるだろうが，気の毒なこと

だね。

〇 街の先生の中にはずい分いい加減なのがある

ことは，何もギターに限らないけれど，ギターの場

合は，個人的に先生につくより他に方法が無いか

ら，そういうことになるんだね。
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x 街の先生方のことはさて置くとして，バイオ

リンやヒ°アノやその他の楽器の人達，つまり一般の

器楽の演奏家になる人達のコースと，ギタリストに

なるコースと，これを比較してみる必要があるね。

0 まず， ピアニストとギタリストにどうして演

奏家になる気になったんですか，っていう質問を出

そう。きっとヒ°アノなり，ギターなり が好きだから

ということだろうね。そこまでは同じゃないかな。

x そこまでは同じだろう。しかし，好きで始め

たとしても，或る所まで来て，これで一生やって行

こうかと思うようになると，ヒ°アノの人は大ていは

音楽学校へ入ろうと思うだろうね。そこで，少くと

も入学試験に受かるだけの実技や理論をやらなくち

ゃならなくなって来る。出来ない者は入学させて貰

えない。まずここでふるいにかけられるわけだ。入

っても，卒業試験がある。無事に卒業したとして，

卒業したら演奏家になれるというんじゃないから

ね。その中の何人がデビューリサイタルを経て，演

奏家として残れるだろうね。

〇 毎年，公 ・私立あわせて何百人という卒業生

が出て来るけれど，その人達は実力の競争，言うな

れば才能の競争であり，努力の競争であるわけだ

が，それを通って，何人かが演奏家として楽壇に名

を止めるわけだが，その中に又，名演奏家から，三

流，五流までいろんな序例がつくし，ちょっとでも

なまけていれば，すぐに落伍してしまうきぴしい世

界でもあるわけだ。

X だからね，そこで残った人達は早くいえば選

良だよ。だから，そういう意味での剪敬される存在

になるわけだ。所がギタリストっていうのは，どう

も，この前話し合ったように，・プロとアマチュアの

境界線がハ ッキリしないのと同じように，演奏家と

してそれだけの芍敬が払われている人っていうのが

非常に少いんだ。少いっていうより，ちょっと上手

になった人達はみんな専門家面をするわけだ．専門

家面をすると言ったら失礼かも知れないけど，そり

ゃあ，その人達はそれなりに努力をして上手くなっ

たんだから，確かに専門家面をするだけのものがあ

るのかも知れないけど，しかし，きぴしい競争の中

から残った一般の音楽界の人達のような期敬を払わ

れるっていうことは少いんだ。それはね，音楽学校

やなんかの競争を経て音楽家として残った人達のよ

うな陶汰がそこになされていないから，ということ

があると思うね。

〇 さっきのヒ°アニストの例を，ギタリストで考

えて見ると，ギターが好きだから習いに行った。そ

の中に，そこの門下生の中ではなかなかよく 奏 くと

いうんで，発表会なんかでも注目されるようにな

る。発表する機会も多くなる。そのうちに，独立し

てお弟子さんも出来て来ると，それだけで生活して

行けるようになるね。リサイタルのニ ・三回もやれ

ば，そのリサイタルの内容がどんなにひどいもので

あっても，そこには何の陶汰もないままに，専門家

の仲間入りをしちゃうわけだ。所が音楽学校を出て

からリサイタルをやったとして，どうにもならない

ようなヒドイ会を 2• 3回もやれば，もう誰も相手

にしてくれないし，そのままでは楽壇から消滅して

行くより他に道はないわけだ。

X 1回だってヘマなリサイタルは出来ないよ，

それ程きぴしいものがあるんだ。

〇 所がギターじゃあ，箸にも棒にもかからない

ようなリサイタルを平気で何回でもやるのがいる。

やった，やったというんで宣伝して歩いている中

に，いつの間にか専門家扱いをされるようになっち

ゃうんだね。

x 本当に良心を持った人っていうのは，自分の

気に染まない演奏会っていうのは先ずやらないでし

ょ。そうすると数は少くなって来るわけだ。という

のはそうヤタラに出来る程自信があり，実力を具え

た人っていうのは実際に居ないから。そういう人は

数が少いんだよ。所が，自分が何をやってるのかよ

く判らないような人達はね，闇夜に鉄砲じゃないけ

れど，数打ちゃ当るだろうというわけで，やたらに

数多くやるんだ。その数でマスコミに売って歩くと

か，そういう式のリサイタルがかなりあるってこと

だね。

〇 リサイタルをやるのに，この程度の演奏をし

なくちゃいけないんだ， という目標の置き方が，ギ

ターの場合には大分低いんじゃないかと思うんだが

ね。回りが低いから，それより少しでも良きやいい

だろうと思っちゃうのかな。

x 回りが低いからというよりもね，この程度出

来ればいいんだと，自分の中でイージーになっちゃ

ってるからだろうね。
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x 非常に真面目にやっている人達でも，自分の

勉強の目安っていうのを非常に低い所に匠いて満足

しちゃってるね。そして，先輩達よりも上手いとか

何んとか，呑気なことを考えてるようだけどね，ギ

ターっていうのは，音楽をやるための楽器だし，ギ

タリストっていうのは音楽家であるわけだから，そ

うだとしたら，音楽の水準で計ってある所まで行っ

てから，それにふさわしい内容のリサイタルをやっ

て認められて，それで始めてギタリストとして音楽

家の仲間入りが出来るというのが本当だと思うね。

x 要するに見かけは同じ専門家でも，なかみは

大分違うわけだよ。かた一方は，専門課程の教育の

師いにかけられて残ったものであり，もう一方はア

マチュアからの成上りものであるわけだから，そこ

にテクニックの差がものすごく出来てくるわけだ。

それはもう演奏技術っていうことだけじゃなくて，

音楽技術だね。音楽家として具えなきゃならない基

礎技術っていうもの，それから音楽家としての自分

のプライドだとか，或は音楽に対する愛情だとか，

自分のやっているギターに対する愛情だとか，或は

器楽というもののあり方だとかっていうようなもの

が至ごくアイマイでしかないわけだよね。アイマイ

な概念しか持たないで，ただやっている人が多いわ

けだ。そして，ある所まで行ってから，即ちギタリ

ストとして，音楽家としてやって行かなきゃならな

くなってから，始めて，自分自身で試練を課すわけ

だ。

〇 こういう例えは失礼かも知れないけれど，数

ある大学の中でまあ最高クラスとされている東大の

学生とね，お金さえあれば何んとかして入学出来る

ようなごく低度の低い私立大学との学生の差，つま

り東大に入るには相当な学力がなくてはならない

し，競争も激しいから，自然に学生はある一定の範

囲内で揃ったレペルのものになるわけだが，一方，

学力は少々足りなくても襄口入学の出来るような学

校では， トップからビリまでの差がうんとあること

になるね。一流大学を受けても十分入れるだけの実

カのある学生も居るだろうし，大学生とは名ばかり

の鈍オもいるわけだよ。ギター界っていうのは，ち

ょうどそういうのじゃないかね。つまり，楽壇で立

派にやって行ける人も少しは居るけれど，音楽家と

してはとても通用しそうも無い人も居るっていう意

味でね。

x そうだね。考えてみると寂しい話だ。しかし

ね，その反面に又，少くとも日本では国家の保護も

なく，アマチュアの遊ぴの中から出て来たようなこ

のギターが，こういう問題をかかえて悩むというこ

とは，少くともそこまで進歩して来たからだとも言

えるんじゃないかな。そして，そこには，ギターっ

ていうものの中に，非常にすぐれた音楽というもの

があって，それにたずさわるようになって来たもの

としては，そこに何等かの打開策を構じなくては，

もう一歩も先へ行けないじゃないか， という所まで

やって来たということだと思うんだ。そこまで進歩

して来たんだよ。

〇 そうそう。それはもう間違いないね。

X だから，そこで考えなくちゃならないこと

は，音楽家としての基礎常識から始まって，専門的

な訓練に至るまで，もっともっと勉強するというこ

とをね，やらなきゃ仕様がないんだ。自分で。これ

はもう学校も何もあったものじゃないんだ。そし

て，実際に演奏家として立った人，これはヒ°アニス

トにしても何にしても， 実際に楽壇に出て行ったら

ね，それから先は自分でやるんだよ。ギタリストが

最初にぶつかる自分でやるというそのことは，最終

的にはどの分野でも同じようにあるわけだよ。 そ

して，そういう勉強が出来ないかっていうと，出来

るんだ。というのは，いろんな本を読むとかね。ど

うやってでもそういう勉強は出来るんだから，やら

なくちゃね，せっかくここまで伸ぴて来たギターっ

てていうのがね，やっぱり家庭楽器の域を出ないで

ね，不遇をかこっょうにならないとも限らないん

だ。

確かにギターは不遇なわけだよ。このことに関し

ては，プホールも言ってるけれど，外国では何んと

かかんとか言いながらも，音楽学校の教科にとり入

れられて来たわけだよ。しかし，日本じゃ私立の音

楽学校の教科にすら正式にはとり上げられていない

んだ。これは，悲しむぺき現状だけれどね。

〇 だからね，音楽学校の経営者に，ギター科を

作らなきゃいけない，と思わせる所までは，持って

行かなくちゃ。

x そういうわけだ。それにはやっぱり自分自身

がやるよりテが無いんだ。
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〇 今のギター界には，陶汰がなくって，甘くっ

て，なろうと思えば明日からでも看板あげて先生に

なれるだろうし，ホール貸りてリサイタルやって，

プログラムをあっちこっち送って，ギタリストの仲

間入りが出来るのかも知れない。だけど，それじ ゃ

いけないんだっていうことね，そういうギタリスト

になるんじゃ満足出来ないんだっていう気持をね，

ギタリスト自身が持たなくちゃいけないっていうこ

とだよ。

x そう。そして，始めっから専門家になる数育

というものをちゃんと考えて行かなくちゃいけな

い。勿論， 全部が全部専門家になる必要はないんだ

・から，専門家になろうという人の中で，索質のある

人を教育するという意味でだが•••…。

0 音楽学校には入りたくも入れないけれど，そ

の代りに，先生方が，そういう人にはこうしなくて

はいけない，こういう勉強が必要だという助言ぐら

いは与えてやれる所まで，少くともそこら位まで

は，自分で勉強して欲しいね。明日のギターを背負

う人達の教育の責任は，今の所は先生方にすべてか

かっているんだということを自党して，今からでも

退まきながらでもまず自分自身の勉強をやり直して

欲しいよ。

x 自分だけが良くなればいいんだ，というだけ

じゃ，本当にはギター界を良くしては行けないんだ

からね。例えセゴビアの様な天才が日本に生れたと

しても，それを育てて行くだけのものがギター界に

なかったら， それはそこだけで終っちゃうんだ。

「上手い」「上手い」って手をたたいているだけで

は，富士山の頂上だけがポツンと出来たようなもん

で，そんなものは本当の頂上にはなれないんだ。裾

野がずっと拡がって始めて頂上が出来るんで，そう

でなくちゃ砂上の楼閣みたいにすぐ崩れてしまうだ

けだよ。

〇 そうだね。そして，その頂上っていうのは，

言うなれば芸術である訳だろう。先ず芸術を支える

に足る裾野の一員になることだね。芸術というもの

すごく高いものを，ガッチリと支えられるだけの土

台を作らなきゃいけないんだ。ギタリストの一人一

人が音楽家であり，芸術家であると言えるようにな

るということだよ。

x 他からの陶汰が無いとすれば，内からでも陶

沙を行うぺきだし，お互いが甘やかしあって，変な

リサイタルでも何んでも通してしまう，というよう

なことはやらないというきぴしい態度を，お互いが

持つということだよ。

〇 今ほど日本でクラシックギターが認められて

来たことは，過去には無いんt：。まだまだ足りない

とは言うものの，とにもかくにも，過去のどの時代

よりも良き時代を迎えようとしていることは確かな

んだから，大いに決意を新たにして，立派な音楽家

であるギタリストを育てて欲しいね。

中出六太郎作

手エギター

製作期間—約 2 カ月以内荷造費（送料共） 1,500円

御注文方法ー一御申込の時に定価の％相当額を御支払

い下さい。残額は楽器完成の時に楽器と引換えに御

支払い下されば結構です。

修理その他の保証一一御買上の楽器については修理 ・

交換その他万全のアフターサービスを心掛けていま

す。尚製作後 1年以内に起きた故障については当方

で打任を持ちます。ただしお取扱い不注意による事

故はふくみません。

お手許の楽器を更に高級なギターとお取換になる場

合には，御相談下さい。最も有利な方法で下取り致

します。

- 22 -



今 月の楽譜

アグアド作 4つの小さいワルツ

" 2つの小品 （アレグ

ロ，アレグロ・ピバーチェ）

アグアド教本より，スラーのため

の技巧練習

特にとりたて説明することもない

と思います。楽しんで奏いて下さ

い。小さいワルツは，ごく初心の方

でも ，たやすく手がつけられる程度

のものです。アレグロとアレグロ ・

ビパーチェは， 中級クラスの方に

......。

ギターを奏くたのしさを，自分の

手の中から音楽をひき出すよろこび

を，大いに味わって下さい。アグア

ドの作品に共通したテクニカルな面

白さは，又別の意味で費方に何かを

与えてくれるかも知れません。運指

は旧時代的な用法です。新しい運指

セゴビア編 ・玖島隆明補筆

を研究して下さるよう。所で・・・・・・，

こういうテクニカルな曲を，ものの

見事にひいてしまうためには， （そ

うでなくては，面白くありません）

どうしてもしっかりした基礎技巧が

必要です。外人ギタリストのすばら

しい技巧に，ただ目を丸くしていた

のは昔の話。技巧を養うにはそれ相

当のコースや課題があるということ

さえ判れば，あとは練習あるのみで

す。一度や二度で止めてしまわない

で，いつでも，どこでも，御入用の

時にはすぐお役に立つという有能な

指を貢方の音楽への奉仕者として養

って下さい。ただし，やたらに指を

動かしてばかりいても上手にはなり

ません。音が少しでも潰れたり，音

量のバランスがくずれたり，リズム

が不均衡になったり，手が不自然に

こわばり，無理な形で次を追ったり

しないように十分注意して下さい。

第 1絃だけでなく各絃でも練習する

とよいでしょう。その場合には同じ

ソ ルの 20の練習曲集

リヨベット運指 ・玖島隆明補筆

カルカッシの 25の練習曲集

玖 島隆明著

フォームを各絃上で繰返すだけでな

く，調を考えた上で最も合理的なフ

ォームを作ることが大切です。

作曲者のディオニシオ ・アグアド

は，ソルとほぽ同じ年代のギタリス

ト。 1734年にスペインで生れたと伝

えられています。同じ年に有名なバ

イオリンの鬼オパガニーニが生れて

います。

アグアドは，教育的な作品として

の小品を沢山残していますが，演奏

会用大作は，三つの大ロンドが最も

よく知られています。彼の作品はい

ずれも，技巧的な精妙さを高度に追

求するもので，簡潔な音楽内容がそ

の特性と見なされています。

ソルとはパリで出会って以来親し

くしていたということで，二重奏

「二人の友」の各パートは二人で合

作したと伝えられています。

1849年，故国スペインで洩。

定価 ¥2 5 o. 

定価 ¥2 5 o. 

ク ラシック・ギター教本 増補改訂版定価¥4 5 o. 

ギター基礎技巧教本 増補改訂版定価¥2 5 o. 

発行所株式会社 好 楽 社 東京都千代田区神田三崎町1の8電東京(291)4313：振替東京61973番
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●ほんだな

音楽の形式

アンドレ ・オデール著（吉田秀和訳）

白水社版 ・クセジユ文庫 160頁 120円

音楽の形式に関する本は随分沢山出

ているが，その大部分は，訳者がまえ

がきで指摘しているように，音楽のい

ろいろな形式の構造を乎面的に並べて

説明しているだけで，歴史的なことに

は殆どふれていないし，スタイルにつ

いても勿論言及されていないのに反し

て，この本では， ：：：各形式のできるだ

け岡明な定義とその歴史の要約とその

構造の簡単な研究：：： を目的にしてい

る。

さらにこの本の大きな特徴は，著者

自身が巻頭でまずのべていること即

ち， ：：：まず第一にこの本の中で最も頻

繁に使われることになる用語の意味を

きめておいても無駄ではなかろう。有

名な美学者たちが，形式とか構造とか

いう言葉の正確な意味について，論争

していることをよく考えてみると，こ

の企ては一見して思われるほど楽なも

のではない。 （中略）せいぜい，自分

自身に対して論理的であるように，ま

た，一度用語を定めたからには，いろ

いろ矛盾した解決を与えないようにし

てゆこうと思っているだけだ。ここで

問題としている用語は，数にして四

っ，つまり種目，様式，形式，構造と

いう語である。これについて私は，美

学者は別としても少くとも，音楽家が

同意出来る定義を下したいと思ってい

る：：： という点にある。

著者のこうした論理的な態度は，未

発達な面を多くもっている音楽学の分

野では非常に貴重なものであり，読む

者に信頼と好感を与えるに相違ない。

しかも，作曲家である著者の経験を通

して論理づけられたものであり， 一つ

一つそれに当てはまる実例を一般の誰

でもが知っている曲目の中からえらん

でとり上げるという親切さをも忘れて

いない。

啓蒙書とはいうものの，初学者にと

ってはそうとっつき易い本ではないか

も知れないが，他の楽式に関する著作

にないすぐれた点を考えるなら，少々

時間をかけても目を通して欲しいと思

う。
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●いんたびゅー

帰国リサイタルを終えて

大沢絆 （談）

この度の留学で，その時までのギタ

リストとしての自分の未熟さをまざま

ざと知らされました。従って最も基礎

的なことからたたき直すことに決心し

て勉強しました。今度の演奏会はその

成果をみなさんに見ていただくために

発表したものです。プログラムは前古

典から現代まで一通り組み，最も基本

的な形式で行いました。

演奏に臨んで果して自分の全力紐が

発揮できるかどうか気がかりでした

が，とにかく一生懸命にやったつもり

です。技術的不安の解消がどの程度で

きたか，またギター芸術の真のよさが

どれほどお伝え出来たか，みなさんの

御批判を仰ぎたいと思っています。

ギター愛好家が日毎に増え，日々に

隆盛を増しつつある日本のギター界の

今日の傾向に非常に喜ぴを感じていま

す。演奏会はみなさんの援助と御指渫

のもとに無事に終りましたが，それに

つけても今後益々技術的研さんなり理

論的研究なりに励み続けていかなけれ

ばならないことを切実に感じました。

(S) 

文責在記者



● 番外絃 ●サ ロ ン

プログラムの曲目に， 「初演」と 言われたりする と， 「初演」という

か「本邦初演」などと害かれてある 言葉をどういうつもりで使っている

ものがある。高名な作曲家の有名な んだろうと，常識を疑いたくなって

作品ではあるが，まだ一度もステー しまう。 「初演」と謳うからには，

ジで演奏されたことがないとか，外 それ相当の理由や意図があってのこ

国では既にかなりよく演奏されてい となのだろうが，それが，その人の

る曲なのだが，日本では楽譜が無い 独りよがりで，楽壇の常識を外れた

とか非常に難しいとか其の他の理由 ものであったり，悪くとれば宜伝奴

でまだ演奏されたことがないとか， 果だけを狙ったと思われるようなも

とにかく「初憐」とプログラムに謳 のもある。 「プログラムにわざわざ

うだけの意味がある場合には，当然 初演と梃われたのは，どういう意図

のことであるのだが， 「初演」とわ によられるものですか」と質問され

ざわざ書き立てるほどの特別な意味 て，果して質問者を納得させる答が

も無いように思われるものにまで， 出来るのだろうかと意地悪く絡みた

まだ日本では演奏されたことが無い くなるのも，人情ではないだろう

から，ということだけで， 「初演」 か。意図も何もあるものか，初めて

と書くのは，あまりいい感じのもの 演奏するんだから初演なのだ，とい

ではないように思う。時には，御本 ぅことかも知れないが，その程度の

人が知らないだけで，すでに他の人 ことなら，解説の終りにでもさりげ

によって演奏されている曲であった なく書き加えて置く程度に留めた方

りすることもある。或は，他の楽器 が，一般的な感情から言って好まし

のためのものからのアレンジで，ォ いように思う。

リジナルではしばしば演奏されるも

のだったりすることもある。出版さ

れている楽譜に手を加えた程度のも

のを， 「これは私が編曲したもので

従って本邦では初演である」などと

高 級 輸入 絃

ギターの友60号お送り頂き厚く御礼

申上げます。小生もギター愛好者とし

てのこの月刊誌発行のお知らせより到

着までお待ち致しておりました。

実際内容も広く誰れにでも解りやす

く，又貴重な楽諧等編集に色々と御苦

労なされたことだろうと思っておりま

す。

中でも，アニードの音楽性を委しく

害いて頂きましたことは，非常に参考

になりました。

東京寒河江消太

前略，待望のギターの友が発行さ

れ，非常に嬉しく思って居ります。何

卒日本ギター界をより良き発展に，一

丸となって努力して戴く様，さらに，

私ども未熟の者を御指琳して戯きた＜

お願いいたします。

3月号を送っていただきまして，非

常に参考になる点も沢山ありますが，

何しろ私共技巧の点をより多くギター

の友に解説していただきた＜，お願い

します。

三重県加藤幸三

ソフトで深みのある音をどうぞ

・・・・・・ フ ベ リ ヤ・・・・・・

定価 ① 130円 ② 150円 ③ 160円 ④ 200円 ⑤ 220円 ⑥ 240円
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●コンサ ート

◎小原聖子独奏会 4月6日・東京

I 

牛を守れの旋律による変奏曲…

……•••ナルバエス

幻想曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. II 

2つのスペイン舞曲（フォ リア

ス ・カナリオス）……サ ン ス

ソナタ … . ...… • • D・スカルラッテイ

II 

4つの前奏曲（ホ長調 ・イ 短調

・ニ短調 ・エ ンデチアとオレ

ムス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タ レ ガ

夜想曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ト ロ バ

m 
小麦畑にて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロ ド リ ゴ

カンシオン………………モムポウ

ショーロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノく リ オ ス

カンシオンと舞曲………ヒ゜ ボ ー

◎石月一匡独奏会 4月25日・東京

I 

3つの パパーナ・・・・・・・・・・・・ミ フン

組曲第 3番（イ長調）…バ ッ ハ

II 

ソナタ op.15…………ジュリアーニ

I[ 

-==.iit:$Elll・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノ、イト ノ＝重奏曲

（バイオリン・ 三木令子 チェロ・

村瀬忠義）

IV 

ファンダンギロ…………ト リ ナ

ソナタ・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ” 

◎ 「九州ギタ＿音楽協会」 では創立

10周年を記念して 4月7日， 福岡市

国立ファミリーセンターで演奏会を

開いた。

朝倉年春，アストリアス（アルベ

ニス），スペイン舞曲 No.5（グラナ

ドス），高田誠ー ムーア風舞曲（タ

レガ）練習曲 No.1（ロポス） 藤

宗介メヌ エ ットop.~（ソル）

レイエンダ（アルペニス） 吉沢信

夫エチ ュード No.1（ロポス）

栗本純江前奏曲 No.1（ロボス）

ワルツ（ボンセ） 山本信治主題

と変奏（ヘンデル） ノクタン（シ

ョバン） 松藤正身 ソナタ（チマ

ローザ） 序曲（カルリ） 西条道

孝 3つの小品（タレガ） タレガ

讃歌（ トリナ）他にヤマハギター教

室合奏部のギター合奏4曲。

◎小船照子氏の指導する横浜ギター

協会のメンバー22名は， 4月6日，

横浜の神奈川県立勤労会館で試演会

を開いた。

市村員章，舟唄 （メンデルスゾー

ン）アルアンプラの想出（タレガ）

中津元次主題と変奏（ソル）エチ

ュード No.9, 17 (11) 小幡欽信

バッサカリア，ジーグ，ガポット

（ロンカリ）リュート組曲より No.

2, 6（ガリレー） 小川彰 2つの

ガリアルダ（ドウ.ランド） 遠藤敦

久 アラビア風綺想曲，マズルカ，

マリア（タレガ） 石井喜代子 工

チュード No.6 • 7 • 12（ソル） 井

上宏子 ババーヌ （サンス）プレリ

ュード（バッハ）ガポット（スカル

ラッテイ）

他，伊東順子，森島良三，伊達邦

男，野村幸子，佐々木ちゑ子，友野

勅，並木康員，富田佐和子， 三笠京

子， 石橋正美， 高橋幸子， 沢辺保

美，宝田良一＾津留竜紀，泉田光男

の諸氏

ー26~ 

◎奥田ギター音楽研究発表会が4月

22日，東京丸の内ホールで開かれ

た。

百海啓介 2つのガリアルダ（ド

ウランド）ガポット（スカルラッテ

ィ） 白井愛子 プレ リュード No・

2 （ロポス） 宇野孝彦主題と変

奏 op.9（ソル） 村井正二郎 ク

ーラ ント ，カ ンパネラ（バッハ）

安田誠 カディス（アルペニス）

飯田裕三 ソナタ op.15-2（ソル）

新倉隆 アレグロ op.22より（ソ

ル） 久松黎子 ロマンス（バガニ

ーニ）他久我美都子，安田喜久男，

津久井保子，伊礼順子，大森順一，

近藤正典，吉橋愛子，新倉明，古賀

寿雄，円野忠義，渡辺基治，中村稲

子， 巌谷鷲郎， 西野洋平， 秋山玲

子，井下義之，横山みどり，坂口美

富子，片野基裕，平野和夫，前田礼

子，河野俊明，轟陽子，竹井進，加

藤房郎の諸氏。

演奏会予定

5/13 大沢絆独奏会京都会館第

2ホール 7時

5/30 月村嘉孝還歴祝賀演奏会

毎日ホール（大阪） 6時半

6/16 京本輔矩独奏会 日立ファ

ミリーセ ンター （福岡市）

6/17 II 県立図書

館ホール（熊本市）



告 知 板

●編集室から

青葉の美しい頃になりました。ギ

ターの友社も，法人としての新しい

出発に，ー同張り切っています。

附録の楽譜ロ 、‘難しすぎる”とい

う声に応えて，今月は易しいものも

と考えてみました。ただし，音楽的

に易しいか難しいかということにな

ると，これは又別の問題ですから，

その辺の所を心に留めて下さいます

よう。 “新らしいものが欲しい’'と

いう御希望をよく耳にしますが，著

作権というコワい存在もあり，これ

ばかりは御希望に副いかねますので

御諒承下さい。

初歩の方むきの頁を漸増して行く

つもりです。初歩者，先生方の御希

望や御意見を待っています。

●予約講読の方に

今月から有限会社として新しい出

発を致しますので，一応事務のすべ

てをキチンと整理して新会社に引渡

すことになりました。 つきまして

は，予約講読の方で，予約金の切れ

ている方は，大至急御払込下さるよ

うお願い致します。途中で定価が変

ったので，旧い予約定価で支払われ

た方は，不足分だけ予約期間が繰上

がって短くなっています。係から精

冥害を別送してありますので，それ

に基いて御送金下さるよう，特にお

願い致します。

本誌は毎号売切制をとっています

ので，バックナンバーは今後手に入

りません。店頭に出ていない地方の

方で予約切れの方は，この点十分御

留意下さい。

●神戸市・姫路市の読者に

下記の楽器店で「ギターの友」を

扱うようになりました。御利用下さ

vヽ。

神戸市

日本楽器神戸支店

（生田区元町通り）

ミキャ

（生田区センター街）

姫路市

前 田 楽 器 店

文化堂

来 村

おねがい

ギターの友社の行う事業，雑誌「ギターの友」の内

容，編集方針，掲載原稿その他についての御意見やお

問合せは必ず， 「ギターの友社」もしくは「玖島たづ

子」宛にお願い致します。 「ギターの友社」及ぴ雑誌

「ギターの友」に関する一切の四任は 「玖島たづ子」

の負う所のもので，万ー， 「玖島隆明」宛にこの様な

ことを申出でられましても，御返事致しかねる場合も

生じますので，御承知下さい。

ギタ ーの友第 62号

定価 150円 （送料 30円）

前金予約半年 900円

1年 1,800円

（予約購売は本社直接1こ御申込の方に限ります）

昭和 38年 4月25日印刷

昭和 38年 5月 1日発行

問百玖島たづ子

発行所ギターの友社

東京都 新 宿 区 柏 木3ノ363
電話 (368)7 5 7 1 番

振 替 東 京 98 0 8 5番

印刷所信栄社印刷所
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rヽ・

友 の 会 の 頁

ギター友の会々則

1. 本会をギクー友の会とよびま

す。

1. 会員

〇月刊「ギクーの友」誌の愛読者

で， 後記の手続きによって入会さ

れた方を会員 とします。

〇入会手続は入会申込杏（入会希

望の方は本部宛お申し出て下さ

い。申込書をお送りします）に必

要なことがらを古き， 「ギクーの

友」予約購読料をそえて友の会本

部までお申込下さい。

0月刊「ギク ーの友」誌予約購読

には半年予約と 1年予約の二つの

方法があ ります。

半年 900円（送料を含む）

1年 1.800円( ,,)

入会金および会牲はいりません。

〇会貝である期間は 「ギク ーの

友」予約眺読期間中とします。

1. 友の会本部は，東京都新宿区柏

木3の363ギク ーの友社内とし，支

部との連絡及び友の会の綜合的な

迎営事務を行い，友の会に関する

いろいろな街相談に応じます。

〇本部は必要によ って月刊「ギク

ーの友」誌の愛読者の中から顕：閑

（若千名）を，委嘱することがあ

ります。

1, 支部

〇支部をつく るには，ギクー友の

会々貝：0名以上が集り ，支部名簿

を作って本部へお送り 下さい。

〇ギク ー友の会の会貝でない愛読

者が支部をつくる ときは， 10名以

上の入会希望者全貝の入会申込書

と， 月刊 Iギタ ーの友」誌予約購

院料をまとめて， 支部名簿とーし

ょに本部にお申込下さい。

〇支部名簿は，支部の名称と所在

地，支部長 l名，会貝名簿会貝

の氏名（フリガナ）住所（電）職

業・勤務先又は学校名（電）をま

とめてお書き下さい。

〇支部はお互いにギクーを勉強

し， ギク ーを楽 しむた め，横奏

会，レコード・コンサート， 講習

会などを催 します。このような催

耽の際は，本部へお申出で下され

ば，演奏家，講師の派逍などいろ

いろの援助をいたします。

〇支部の各種活動は，本部と密接

な連絡をとり ，必ず本部の了解を

得，会の方針にはずれない活動で

なければなりません。

1. 会員の特典

〇ギタ ー友の会の会員は月刊「ギ

クーの友」誌の友の会 の頁に希

望，意見，お便りなどを発表する

ことが出来ます。

〇ギクー友の会の会貝には，お申

出でにより ，有名梱奏家教授，評

論家の出張指屯の便を計ります。

〇ギク ー友の会の会貝は，ギクー

の友社サーピスセソターでのお買

物につき，規定の（サーピスセソ

クーの頁参照）割引を受ける特典

があります。

海外楽譜・楽器・楽絃

◎直輸 入楽諮多数取揃えて御用 命をお待ち しています。

◎郵券 10円 封入申込の方にカタロ グ（日本 語訳附）を お送り します。

名古屋市中区園井町 3の 3（三協ビル内）

荒井貿易株式会社
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アグアド作 4つの小さいワルツ

// 2 つの小品

アレグロ

アレグロビバーチェ

アグアド教本より スラーのための技巧練習

ギターの友 5月号 (62号）附録
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AUGUSTINE 
t"l cuerdas para guitarra 

~ strings for guitar ~ 
~ Mad~ in U. S. A. 込- u 
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セ

オ

コ
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取次販売

ヒ・

アメ

イ

ア

ガ

口

が 推奨 する

リ

純

カ製

ス
ン

銀

チ

絃

巻

ン

① •.．．．． ． ．．．．．．．．．．． 130 円

② ..・・・・・・・・・・・・・・・・150 円

③ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 円

④.................. 200円

⑤ ・・・・・・・・・・........220 円

⑥ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 240 円

④ ・・・・・・・・..........450 円

⑤ ・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・• • 550 円

@.................. 650円

ギターの友社

東京都新宿区柏木3~363
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