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断 然 好 評

高級手エギター
10ヶ 月 払 い

◇ 銘 工 の自作品です

第一流の製作家として高名な河野賢，中出版蔵，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。

◇現金正価と同じ値段です

月睛t.:から旧」し、のだろう？モノが悪いんじゃないか？………•••いとえ，いょえ，現

金伍1注文の易合と全然変らぬ条件で・・・・・・というのがいさいか自慢なのです。

◇現品先渡しです

三ヶ月問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

受収っ 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・サービス

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 ギ｀ターの友社

貴方の愛器のために·……………••

ズクソダードサイズ、手エギクー用

ギター・ケース

［I辻疇［戸：：：：：
黒．茶二色あり， ピラミッド型も調製いたします。

取次販亮・ギターの友社
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マルハギター

ギターの友社推せん準手工品・橋本一男製作監修

マルハ高エバニツギターについて

響板（表板）の裏面に膠着配列している， 力木は響板及共嗚胴の振動

を左右する，心臓部ともなる重要なもので，音響音質が力木の構成で決

定されるといつても過言でない程大切なものです。

過去においても種々と工夫改良がなされて来ましたが，このギターに

おきましては音響伝導の理論を基礎に研究した，最も新しい方法で配列

構成されて居ります。

縦の全長に亘る長い力木と横の力木はその交叉部において互に接触せ

ず，空隙を設けて居る， ・キュピツク （立体的）な構成であり．ますので，

中途において響の伝導を遮ぎられることなく，各自 ，自由に而も迅速に

伝導されます。

ギターの名器は絃の振動が共鳴胴より拝の頭部まで速に着実に，伝播

され，器によるエンラージメン ト（増大）された純粋音が出ます。この

ギターは，名器の持つ諸条件を，完全に備える事に成功しギター界の彗

星として皆様の座右に，価格も手頃に，登場致しました。

マルハの絃楽器は…………

次の製作工程を経て皆様のお手元にとどいております。

材料 表板は楽器材料として厳選された北海道産のエゾ松を用い衷板，

側板，毘指板，駒等には＇内地の楓の上質部分を主材料とし，品

種により杵及輸入材の黒担及バリサンドルを使用しております。

乾燥 厳選された引当材料は不良部分を除去し再検査を行い人工乾燥に

より含水率4％以下に乾燥し約 3ヶ月間の季枯し期間を経て其の

間5回の含水率の測定検査に合格したものを使用しております。

工作 機械工作と手工作に大別することが出来ますが，弊社独特の専門

機械により工作された部品は熟練せる作業員の手により組立仕上

が行はれます。

塗装 一応白木地の楽器が出来上りますと不具合箇所の検査を行い合格

品は塗装工場に送られます。塗装は楽器の音質音凪及耐久力に密

接な関係が有りますので弊社は多年研究により選択した塗料を使

用しております。又中間工程には幾回となく研磨作業が行はれま

す。

完成 塔装完成した楽器は倉庫に送られ 1ヶ月以上の塗装乾燥期間を経

て最後の研磨，艶出しが行はれ，絃糸巻等の部分品が組付られ最

後の調律検査が行われ再び倉庫へ送られます。
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随想 中野二郎

或る著名な小説家はこんなことをいっている。 『千利休を

書こうと思い立って茶道の修養に入るのは理想の形ではな

い。茶道の修接を和むうちに千利休をテーマにした構想が自

然に湧いてくるようでありたい。』私は演奏家も須＜斯くあ

りたいと思う。

本邦のギター界も揺筵期は専ら海外の出版物のみに頼って

暗中模索の時代が可成り永かった。次いでセゴヴィアの第一

次来朝を機に，専らレコードによって聴き真似の時代があ

り，いきなり楽曲にとりついてその道程を余り重視しなか-

た時代が続いた。今や漸く伝統ある彼地に出かけて然るぺき

教授の許に技を磨いた人たちが帰りつつある状況となった。

彼地では技を学ばむと志す者は，最初から技が一朝にして成

るものでないことをよく弁えて，一つ一つの技術を修得する

ためには自分の納得出来るまで労惜しまぬとゆうことであ

る。

この当然なことを今更の如く認識しなければならないとこ

ろに伝統の浅さを感じないわけにゆかない。
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舞台であがるということ

— 自 我意識 と 他 我 意 識ー一

堀内敏夫

この度，ギタ ーの友社より「舞台にたった時にあ

がるということ」について，心理学の専門家的な立

場から見た場合どういうことなのかということにつ

いて原稿を依頼されたわけですが，私としまして

は，専門家的立場という学問均なものよりも， 「あ

がる」ということの助機と，その治療という問題に

しぼって述べてみたいと思います。

Iあがる」という現象は，どんなに場なれをした

人でも少なか らずある ことであって特殊なことでは

ないわけです。で， 「あがる」ということの現象的

なこととしましては， 一般的には，脳に血液が充血し

て，頭がポー ッとして しまい，当初に予定を組でお

いた行動，あるいは，練習等で身につけたいくつか

の演奏に対す る注意等を忘却して しまうことです。

いいかえれば，自己のなさんとすることに対しての

集中力をかき，客観的に冷静に物をみる客観的な目

を失なってし まうという ことです。このような「あ

がる」というこ とをひきおこす動機として，大きく

三つのこと が考えられます。 一つは，自我意識過剰

の問題であり，二つは，他我意識過剰の問題です。

そしてもう一つは，自己の内部のことではなく，外

部からの刺激ということです。

一番目の自我意識の過剰ということは，他に対す

る劣等感として表現されます。劣等感の主なるもの

としては，先生と他人とそして同僚たちと自分とを

比較することによって，自分の実際の力誡をわすれ

てしまい，自分以上の高い水準を求めてしまうとこ

ろにあるわけです。劣等感というと，なにかしおら

しいことのようにきこえますが，その心理的なもの

としては決してそのようなものでなく，自分の実力

を他に転化させ ることにあるわけであって，自己に

対する評価の主観と客観とを混同してしまっている
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わけです。ですから，劣等感というような心理的な

圧迫から抜けきるためには，この主観と客観とをは

っきり，みきわめ，客観的な自己を出発点として練

習をつみ， 実力 としてより高い水準に成長していく

ことが必要なわけです。そして自分の実力を意識す

ることによってのみはじめて精神的にも，技術的に

も高まっていくことが保証されるわけです。

二番目の他我意識の過剰ということですが，これ

は，自我意識の過剰というような主観的な自己を基

準にした考え方とは正反対で，あまりにもまわりを

気にすることによって，主観的にも客観的にも自己

を失なってしまうことです。例えば，舞台に立った

時に，観衆を気にしすぎたが故に，自分の意識がい

つのまにか舞台の上から観衆の中にひきずりこまれ

てしまっているというようなことだとか， あるい

は，観客の中の特定の個人 （先生等）を意識しすぎ

ることとかいうようなものです。ですから，他我意

識の過剰のはなだしいものになりますと，社会性の

、欠除，更には対人恐怖症，表面恐怖症等となるわけ

です。このように，他を意識しすぎるような心理的

作用に対しては，場になれるための訓練をつまなく

てはならないということです。例えば，演奏会の前

には必ず家族に聞いてもらったり，友人に聞いても

らうための会をもつというようなことです。そして

何回か訓練をつむなかで意識的にしていかなくては

ならないことがあるのです。それは，，他人を無視し

ていくということです。他人が気になっていしかた

がないというのは，自分の実力を軽視してしまって

いるのです。それよりも，演奏者の側から演奏をし

やすいような雰囲気を作っていくことが大切なこと

です。そのために，他人を無視し，自分の意識を演

奏するというこ とに集中させ，自分の実力をフルに

発揮するようにすることです。



更に，対人恐怖症というところまで他我意識の過

剰が発展した場合には，それは，演奏のための訓練

だけではたりないのであって，日常生活の中での対

人関係の中でそれをなおすような種々の訓練をつん

でいかなくてはなりません。

三つめのこととしては，外部からの剌激が考えら

れます。即ち，演奏会での観客の出す拍手，笑い，

ささやき，足ぶみ，口笛，ヤジ等です。これらは，

それまで演奏することに菓中していた演奏者の意識

を一時的にもせよかきみだすものであり， 「アッ」

と思った瞬間に手もとが狂いそのまま「あがって」

しまうことがあるわけです。この様な現象は演奏会

のみにかぎられたものではなく，舞台と観客，大衆

との間には常にあるものなのです。ですからそのよ

うな観客の行為までも含めた上で，演奏上の呼吸を

考えていく必要があるわけです。それは，場かずを

踏むということ以上に，その演奏においてなにを聞

かせるのかということがあるのではないのでしょう

か。 （このことに関しては専門家ではないので，芸

術家たるギターリストヘおゆずりいたします。）そ

して聞かせ るという演奏者の呼吸の中へ観客の呼吸

をものみこんでいくことが最も重要なことと考えま

す。

呼吸をのみこむということですがこの技術的な問

題に少しふれておきたいと思います。このことは，

演奏だけの問題にかぎらず，大勢の人を相手にする

演説，合唱，合奏などでも考えられることです。

たとえばこんな場合があります。ある中学校で区

の音楽コンク ールヘ参加する為の合奏の練習の時に

先生がタクトをおろすのをみてはじめるということ

で，子どもたちはタクトの先をみてそれが下へおり

ると一斉にあらゆる楽器を演奏しはじめるのだが何

度やってもあわない。そして，先生はいらいらする

だけという話ですが，これなどは，合奏というもの

が音符を機械的にたたけばそれでいい •ものとしてし
か理解していない典型的な例だと思います。合奏に

おける重要なことは，指揮者の呼吸と合奏者の呼吸

があった時にはじめて全体が一致した作品がつくり

あげられるものです。

又こんな話もあります。これはヒ゜アノの独奏会の

話ですが，演奏者がヒ゜アOの前にすわり，いよいよ

演奏を開始しょうとした時に大きく息をすい，そし

ておもむろにキーを弾きはじめた。その時，観客の

視線は一斉に彼の手元に集中し，キーがたたかれる

瞬間まで大きく息をとめていた。これなどは演奏者

が観客の心をつかんだ一つの例だと思います。

この他，会話などでもこのような例は沢山ありま

ず。特に司会などでは，呼吸のことをぬきにして

は，大勢の観客を一つにまとめることはできないわ

けです。

このように相手をひきつけるための術としての呼

吸は，演奏者自身の気迫，あるいは積極性をぬきに

しては考えられないことですし，それは，演奏のた

めの練習というよりは，毎日の生活の中で徐々に身

につけなくてはならないものです。そのためには，

できるだけ談話の時なども，言葉の間と呼吸などに

気をつけたり，会合の時などは，そのまとめ役を積

極的にやってみる必要があると思います。

あと舞台の上で，観客の注意を演奏に集中させる

ためには，演奏者の位置，視線，姿勢などに気をつ

けることも必要なことだと思います。それは演奏の

効果をあげる演出ともいうべきものにあたるわけで

す。

表題とばだいぷずれてきましたが，やはり演奏す

る側の聞かせるということに対する気迫とそのため

の間と呼吸ということが重要なことになると考えま

す。

（箪者は東京学芸大学教授 ・心理学者）
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演奏家の立場から

京本輔矩

演奏芸術は，聴衆の存在なくしては成り立たな

い。

レコード，テレビジョン，ラジオ放送等の発達し

た現在でも，真の演奏家の音楽する場所は，ステー

ジである事に変りはない。

しかし，演奏家そのものは，昔と相当に違って来

ていて，その立場は演奏技術の進歩と共に，あたか

も万人の悲しみを一身に背負って立つ聖母マリアの

如き宿命を，一層深めているように思えるのであ

る。

以前は，演奏家即作曲家である場合が多く，多分

に即興的な演奏も受入れられていたし，ステージそ

のものは，演奏家と聴衆が共に音楽をエンジョイす

る，親しいくつろぎの場であった。

ところで，今日ではどうであろう。

ともすれば，クラシックの音楽を特別なものに考

える傾向も見られ，聴衆の多くは，演奏家に対し，

神にも近いような完璧さを要求する。

演奏会は，本当にいこいの場なのであろうか。

演奏する側の立場として，未熟な私などには，ス

テージは，さしずめ刑場に思える。そこには，たえ

ず陥穿が真黒な口をあけ，すきあらばと待ち受けて

いて，いつそれに引きずり込まれるか分ったもので

はない。

演奏家にとって，疑いもない悲惨事は，いわゆる

（あがる）事によって，自己の持つ実力を充分に発

揮出来ない場合に生ずるであろう。

多くの演奏家の中には，あがる事を知らない人も

いるらしいが，私には到底，考えも及ばない。

この問題について，パプロ・カサルスは， 「あが

ると云う事は，当り前の事で，私の永い音楽生活の

間に知りあった多くの芸術家の内，あがらない人は

極めて稀である」と云って，その少い例の一人にク
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ライスラーを挙げている。又「私ほど，あがる事に

悩まされる芸術家は他に知らない。いまでも，演奏

会が切迫してくるたびに，いつも悪夢の苦悩を覚え

る」とも告白している。

クライスラーは，先天的に音楽家として恵まれ

た，特別な性格の持主だったのであろう。

さて，あがると云うこの好もしくない現象は何が

原因であろうか。学者先生によると，いろいろ興味

ある分析が出るに違いない。

私の場合，演奏会時の肉体的，又は精神的な疲

労，或は練習不足の場合の気持の動揺，加うるに生

来の気弱さ等，考えられるが，何と云っても一番大

きな原因は，演奏中における＜穴＞，いわゆる度忘

れを心配しすぎるのではないかと自戒している。

過去において，演奏途中で止ったと云う経験はな

いにもかかわらず，以然としてその恐怖から逃れ切

れないのである。少年時代には，全く気にならなか

った問題だ。

ノャック ・テイボーは，この度忘れを「通り廣の

ように， 記憶の中の連鎖を断つ，恐ろしい穴」，と

云っており，彼自身，聴衆のざわつきのためにこの

穴が普段より怖くてならなくなり，精神集中のため

に眼を閉じて演奏した事を述べている。

穴が私たち演奏家にとって，致命的なものである

事は云うまでもない。

永い音楽伝統に恵まれ，しかも楽天的とも思える

外国人の演奏家でもこうなのだから，自他共にテン

ション民族を持って任ずる我々日本人において，何

をか云わんやである。

ティポーは精神集中のため眼を閉じる事を述べて

いるが，実際に不思議なもので，あがっている時に

は，気分的にはもとより，肉体各部も極度に緊張し

ていて，逆に，楽曲に対する精神の集中がおろそか

になる事実がある。

演奏中，次のステージで奏く曲の事を考えたり，

前の曲のあの部分をどうしてあんな風に演奏してし

まったのだろうと云う雑念が湧いて来たりして，な

かなか落着けない。

このような状態で夢中のうちに演奏を終える。...



’’'.I 

•••どう考えても，それがよい演奏であるわけがな

vヽ

ず゚ばり解決， と云った便法はないものか。残念な

がら私には判らない。

ただ，練習する事と，緊張をやわらげ，楽曲に精

神を集中する事のみが，カサルスの云う「演奏と云

う精神的な賭を危くしない方法ではないだろうか。

ミスを引き起し，許され難い罪悪を犯したような

気持になってその事だけが頭を占領していたので

は， ますます曲全体を打ちこわしてしまうばかり

だ。

そのような場合には，出来るだけ速かに，そのシ

ョックから脱け出す以外に道はない。

ワンステージを動揺したままで終るか，ー曲だけ

で喰止めるか，又は，すぐ次のフレーズからでも立

直るかは，日常の訓練や習慣がその回答となるであ

ろう。

人間である以上，あがる方が普通なのだから，要

は，いかにして緊張を反射的に制御するかと云う点

にしばられる。そして，これは演奏技術の上にも通

ずる問題である。

自信を持つ事は勿論大切であるが，自己満足に陥

るのは演奏家として，最も瞥戒しなければならない

事柄であり， 自信過剰は，時として無神経に通ず

る。

芸術家は生長すればするほど，自己にきぴしくあ

らねばなるまい。

私はいつも思う。

唯の一回でもよいから，あがると云う事を全く忘

れ去った気持のよいステージ経験を味って見たし9ヽも

のだと。

あがらぬための薬はない

森 口 実

近代医学の進歩の底には薬品が長足の発展をした

ことがあずかっているが，所謂「あがる」というこ

とに対して，例えばペニシリンが肺炎に効くよう

に，或いはサントニンが回虫に効くように，ズパリ

奏効するという薬は残念ながら見当らない。理由は

簡単である。 「あがる」という日常よく使われるこ

とばは「精神的な（心理的な）何ものかが原因とな

って平常なら楽に発揮できる能力を出し切れない状

態におちいる」。といった程度の極めて軽い意味に

使われているようだが，あがる原因とか，あがうた

状態になるメカニズムとかに就いては，人間の身体

的な方面より， むしろ心理的な面に関係が深いた

め，化学や物理を基にした考え方では測れないので

ある。あがり易い，チョット人前に出ると思った事

の十分のーも話すことが出来ないという人には正直

で気が小さくその反面自己を少しでも良く見せよう

とする所謂見栄が強く，又ものごとに完全さを求め

る性質で，その為さ細なことにも精神的に大きく影

響されるような性格の持主が多いのであって，根本

的にあがり易いことを治すためにはこの性格を変え

ねばならないのだが，性格を変える薬というものは

ジキル博士の文学の世界には有り得ても，実際には

まだまだ未開発の分野なのである．

—気の毒な人達！ これは徒刑囚，殉教者，時

には聖者たちだー ＝ネスコ

しかしなが ら 「あがる」ことを予防する，或いは

軽減する薬が全く無いとは云えないかも知れない。

近時急速に発達して来た精神安定剤と称される一連

の医薬品，及ぴ自律神経安定剤に類するもの，或い

は強度の緊張状態から発した興奮を鎮めるものなど

を利用したらどんなものであろうか。

精神安定剤の中で代表的なものはメプロバメート

と呼ばれる化合物で我国の市場にも此の化合物を含

んだ製品がいろいろの商品名で売られている。メプ
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ロバメートは「意識」をつかさどると推定されてい

る大脳視床部に選択的に作用すると云われ，呼吸と

か血圧とかのように自分の意志ではどうすることも

出来ない自律神経系には影響しないので，精神安定

剤として大いにもてはやされた。ただしこの薬品に

は筋弛緩という別の作用もあるのでスボーツとか楽

器の演奏のような運動神経を要する人達には向かな

ぃ，ハイドロキシ ジンという化合物もメ プロパメー

トと同様，筋弛緩作用のある安定剤である。これ等

と違ってェクチル尿素と呼ぶ化合物は副作用が殆ん

どなく緩和な鎮静作用のみを示すのでまあまあ利用

出来そうである。以上挙げた三つの薬物は何れもゆ

るやかなトランキライザーとして，都市のけん騒と

か複雑な人間関係などに悩まされて疲れた神経を癒

し，気持を平穏に保つことを本来の目的として育っ

て来たもので，作用も緩徐である代りに常用しても

害はないと云ってよい。

自律神経安定剤には化合物の種類が非常に多く，

市販されているものも枚挙に暇がない程あるが，そ

の大部分がフェノチアジンという化合物の誘導体

（或る化合物の一部に変化をつけたものをその化合

物の誘湖体と呼ぶ）であり，クロルプロヌ ジンを以

って自律神経安定剤の代表とする。この薬は自律神

経系のうちでも交感神経の方を主に抑制する作用が

あり，その結果抗けいれん，鎮静，制吐，等の作用

を現わす他に，体温下降などの新陳代謝を低下する

働きも示す。すっかりあがってしまった状態ではア

ドレナリンのような交感神経を剌戟する物質が体内

に生成され，新陳代謝が冗進されているわけである

からクロルプロマ ジンなどはその状態に拮抗して正

常の状態に戻すことになる筈である。但し本来が一

時的な不安緊張を解くことより病的心理状態-幻

覚 ・妄想の起っている状態，空虚感や抑うつ症に用

いられるように作られたものであるから，少々作用

が強く，従ってめまい，立ちくらみ，のどが乾く等

の困った副作用が出ることもある。

フェノチアジン系の薬の中には抗ヒスタミン作用

のあるものが多いが同時に催眠作用のあることが多

く，このため鎮静剤としても役立つ代りに，用い方

を誤ると「あがらない」のはよいけれどイザという

ときに眠気がして反って充分の能力を発揮し得ない

ことにもなりかねない。

，何れにせよトランキライザーや鎮静剤のたぐいを

「あがる」という心身の状態に対して使用すること

にはまだ無理が伴い，得られる効果よりも予期せぬ

失敗の方が恐ろ しい。 「あがる」ということは所詮

病気でないのだからあまり研究の対象にされること

もなく， どうも等閑に付されているようである。

「あがり易い」性質の人達も薬で治そうと考えるよ

り，暗示によってあがることを避けるなど，然るべ

き精神心理療法を以って対処するぺき性質のものの

ようである。ただ薬品が心理療法の道具として使用

されるのなら，それはまた別の話である。

（筆者は，製薬会社勤務 ・東大薬学科卒）
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スペインの印象

二年間の留学生活を終えてこの五月に帰国された

伏西博愛氏をお訪ねして，スペインの話をいろいろ

聴かせて頂きましたので，ー問一答の形でお伝えし

たいと思います。

日本とは風俗も習慣も全然ちがう社会での生活

で，特に不自由されたことはありませんか，

僕の場合は特に困ったというようなことはありま

せんでした。

始めにロンドンに行ったのですが，イギリスは個

人主義の国ですから，何か冷たいような感じで，時

間の約束なんかもそれこそきちんとしていて，まだ

話が残っていても，時間がくればさっさと切り上げ

てしまうし••••••。ただ，ロンドンではずっと松田

（二朗）さんと一緒でしたから，何もかも松田さん

にオンプでしたから僕は困りませんでしたけれど。

イギリスからスペインに行くと，これが又全然違

って，しごく呑気な国なんです。すぺてルーズな感

じでね，お役所に行っても待たされるし，人と会う

約束をしても， 30分位は待たされるのはあたり前み

たいだし，まあ，僕みたいなノンキ者には向いてい

る国かも知れません。何しろまだ帰りたくなかった

位ですから。とにかく，スペイン人はノンビリして

います。何もしないでプラプラして暮している人達

が実に多い。どうやって食べているのか判りません’

が，彼らにいわせると，われわれは頭がいいんだか

ら一~ンテリヘンツェっていいますが一―—安い賃

金で スンペインでは賃金は安い）働くのはバカバ

力しい，働かなくても食って行けるからいいんだっ

ていってます。こじきもよく見かけますが，こじき

でも結構生活はして行けるんだそうです。

スペインという国はフランコの独裁で，政治が悪

くて貧乏人と金持の差が大きく，政治的な批判など

大西博愛氏にきく

も一切出来ないというように聞いていますが。

それはそうですね，しかし，住んでいるとそんな

ことは余り感じません。スペイン人自身もノンピリ

暮しているみたいに見えますが，それでも蔭では相

当木平もいっているらし<,少しいい人はみんな外

国へ逃げ出してしまうんです。だいたい音楽家は政

治的なことには無関心のように見えますが，ただ，

スペインは徴兵制度があって，国民の義務になって

いますから，音楽の勉強の上で一番大切な年令に20

ヶ月も兵隊にとられちゃうんです。それを逃れるた

めに外国へ行ったり，いろいろ苦心しています。も

っとも金持なんかはうまくゴマ化してしまってると

いうことですけれど。

留学生の生活費は一ヶ月どのくらいですか，ギタ

ーの月謝などは・・・・・・。

僕はちょっと使いすぎで一ヶ月に約 3万円位かか

りましたが，もっと安く済ましている人もいます。

下宿が三食つきで 1万 2千円から 1万 5千円位です

から， 1万 8千円程度あればやって行けます。ギタ

ーの月謝は個人教授で 1回百ペセタ ，邦貨で百円で

す。もっとも，デ・ラ・マーサなんかはもっと高い

そうですが。もっとも，彼がコンセルバトリオの教

授として受けている月給はものすごく安くて， 1ケ

月 1万 2千円程度だそうです。

ギター教授のようなものは沢山ありますか，ギタ

リストとして生活して行くのは日本より楽ですか。

日本のように看板を出してやっているんじゃない

から，よくは判りませんが，そう沢山はないようで

す。習いたい人は楽器店などで紹介してもらって先

- 9 -



生の所へ行くようです。

ラミレスの家で小さな紙切れに書いてはってある

のを見ましたが，そういう人から紹介してもらうよ

うです。ですから，ギタ ー教授で食べて行くのは大

変です。自宅での個人教授の他に，出張教授やなん

かで，かけずり廻っています。といって， 演奏だけ

では尚さ ら食べられない。演奏家 としてやっている

のは，デ ・ラ・マーサ，イエペス，それにバルセロ

ーナでタラゴ，アリカンテではホセ ・トーマスぐら

いな もので，他の人達はそんなに何度も演奏会を開

けません。デ ・ラ・マーサがマドリードで 1シーズ

ン3回か 1回やっていました。地方公演を入れれば

もっと 多くなるわけですが，そんな風にやれるの

は，デ ・ラ・マーサとイエペスぐらいなもので，ホ

セ ・トーマスにしても，アリカンテのコンセルバト

リーの教授の月給で食べているようなものです。も

っとも， トーマスはコンク ールで 1位になってから

大分売れだしたようで，この間もオスロかどこかに

演奏旅行に行ったとかいう話でした。この人達以下

のギタリストは，たいていは家にお金があって親の

スネをかじっているとか，それの出来ない人は，何

かしらギター以外の仕事をやっています。そういう

点では日本のギタリストの方が生活し易いのではな

いかと思います。

公開の演奏会の他に，金持が演奏家を呼んで＿

勿論ギャラを払いま す＿サロンで開く非公開の私

的な演奏会がよくあります。 これには，それ程有名

でないギタリストでも，よく招かれて演奏 している

ようです。

チャンスがある限り沢山聴いて置きたかったの

で，そういう会があると判ると，招待されてなくて

もなんでも構わずにノコノコ出かけました。日本の

留学生だというと招待されていなくても入れてくれ

ます。

ただし，そうい会を主催するお金持たちは，音楽

は好きなんでしょうが，音楽そのものは本当には判

らない連中が殆んどで，ちょっときれいに奏けた

り，自分達の気に入ったのが出て来たりすればもう

大喜ぴといった風に見えました。

ヨーロ ッパから演奏旅行に来る音楽家達は，パル

セローナまで来てもマドリ ーには来ないので，その

せいも或はあるのかも知れませんが，クラシック音

楽に対する一般聴衆のレペルはかなり低いようで

す。ただ，ギターの演奏会にギターを自分では全然

やらない人達が沢山集るという所は，日本のギター

演奏会と一番違う所かも知れません。老人なんかが

沢山ききに来ます。ギターという楽器に何か特別な

感情を持っているのかも知れません。

ギタリストになりたいという若い人達は沢山いま

すか。その人達はどういう勉強をしていますか。

ギタリストになりたいと思っている人は沢山い

て，その人達は一応コンセルバトリオに入学しま

す。コンセルバトリオは国立で，パルセロナ，マド

リー，アリカンテにあります。 （その他の所にもあ

るのかも知れませんが僕の知る限りではです）。年

限は 6年ですが，音楽のことなんか何も知らなくて

も入れる・んです。楽贈も全然読めないし，勿論楽器

も全然奏けないという人でも，申込さえすれば入れ

ます。始めの 2年間は，ソルフェージその他をやっ

て， 3年目から実技になるわけですが，試験があっ

て，それにバスしないと何年たっても卒業出来ませ

ん。 6年間で卒業出来るのは，小さい時から習って

いた人で，コンセルパトリオの授業の他に個人教授

についている人達だけで，何も知らないで入学し

て， しかも学校の授業だけ しか受けないというので

は，恐らくいつまでたっても卒業出来ないんじ ゃな

いかと思います。そんな話をききましたから試験の

時に聴きに行ったんですが，それこそ音はきたない

し， 演奏も下手で，まあ日本の発表会かそれ以下み

たいな人が沢山いました。だから，ギタリストにな

ろうというような人は，小さい時からずっと先生に

ついて習っています。そうやって試験をパスして卒

業してから，更にワン ・コンサート持って，その結

果プレミオっていうんですが優等というわけです

が，そこまで行った人は，ギタリストとして教えた

り演奏したりしています。

それから，これはギターのことじゃないんです

が，同じ下宿にいた絵画きさん（日本人留学生）の

話なんですが学校へ行ってみると学生達は下手だ

し，教え方も古い古いやり方で，いい教 授もいな

ぃ，こんなにひどいとは思わなかった。それなの

に，上手な人はものすごく上手くて，そういう人達
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はいいテクニックを持ってるっていうのがよく判

る。不思謙だ，不思譲だっていってましたが，ギタ

ーでも同じようなことはいえるんじゃないかと思い

ます。

とするとセゴビアは別格としても，どうしてイエ

ペスだのト ーマスだのルイスだのああいう人が出て

来るんでしょうか。

それなんですが，僕にもはっきりいい切ることは

出来ませんが，とにかく，ギタリストになろうとい

う人達はみんなよく練習します。それはものすごい

練習をしますね。というのは，スペインでもギター

じゃなかなか食べて行けないでしょう，それを何ん

とかして食べて行こうと思えば，上手になるより仕

様がない訳です，上手でなくては適用しませんか

ら。だから，音楽的には全然なっていないけれど，

手だけはすごくよく動くというようなのがいます。

そうしてやっている中から，いいものを持っている

人達がああして出て来るというのじゃないかと思い

ますね。それと， レッスも，きぴしいですから， し

がみついてでもやらないわけにゆかないでしょう。

そういう気構のようなものが自然にあるんですね。

それから，確実にやるということもあると思いま

す。

しかし，やっている内容は，スペインでも日本で

もそう変りはないと思うんです。だから， 迷わず

に，もっとやればいいんだと思うんですよ。日本の

ギターの水準は全体的にいえばそんなに低くはない

と思います。

まだまだききたいことは沢山ありますが，又，そ

のうちに発表して頂くことにして紙数もつきたよう

ですから今日はこの辺で。••••••。

（晶）文責在記者
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演奏の理 論 （その 2)

玖島隆明

B.演奏様式の要素

演奏者が曲目の音楽的内容を正当に理解したあと

には，演奏者がそのことをどう表現すれば全体が

（演奏者にとって）もっとも価値ある姿にすること

ができるか，又精神的に高いまとまりとして演奏し

うるかの問題がやって来る。それが解釈といわれる

もので，演奏者が全面的に責任を負わねばならない

ことがらで，そうして表現されるものが演奏様式と

いわれるものである。

演奏の要素も，もっとも主要なものとみなされて

いるものが三つある。そこでこれを演奏の三要素と

名づけることにしよう。

強 ・弱法 ・速度法間のとり方） • 音色法がこれ
である。

1．強弱法

音楽の素材として運用される音には，もともと強

弱の要素が含まれている。強くも弱くもない，その

いずれでもない音の存在は音楽的には許されない。

前後の音の関連から，かならずより強いか弱いか，

又は全く前者と同じ音量が要求される等々のことに

なる。

音楽はことばのように具体的ないみをもたない。

音だけを素材にする限りでは全く抽象的な芸術にち

がいない，音が物理の方でいう物体の振動という現

象によって生じたものである限り，それを生きた音

のつながりとするためには，現実に強くひくか弱く

ひくかで大変なちがいができてくる。すなわち，音

はいみをもたないので，いみのある音楽に育てるに

はいろいろないみづけが必要なのである。ここに強

弱の問題がある。

強弱はビアノ，フォルテ，スフォルツァンドその

他の種々の記号によって表わされる。原作者の記入

していない場合には， 演奏者の良識にまかされるも

のとみて演奏者がこれをおぎなわねばならないこと

は当然である。すべての発想を完全に記述すること

は現在の記陪法では不可能であるし，音楽の精神的

内容までも表記することは将来どんな記譜法が完成

されるとしてもありえない事態であろう。むしろ音

楽の内面的な様相は深くつつまれる所に再現される

芸術の面白みがあるのであって，ここでは演奏者は

全く自由に，作者の音楽に基ずいた独自な発想が展

開される。

さて，強弱記号による強弱とは Pl個なら50フォ

ー ン， PPなら25フォーンというような計鼠的な表

示でなく， PPは Pより弱いという表示にすぎない

ことをよくよく注意しないといけない。すべての強

弱表示は単に比較であって，その比率の在り方も，

作者によって相当な相違があるし，同じく Pと記さ

れていてもある曲と他の曲では音薦的に大変なくい ・

ちがいがある。又同じ曲の中で使用されているPが

必ずしも同一音量を意味しないこともある。要は，

その部分における強さの比較と思われるぺきであ

る。

さて，強弱法とは，記謄してある強弱表示を如何

に演奏するかの問題である。

fと書いてあると，その辺一帯をただ強くひいて

廻り， Pに来るとただ弱くして しまう等のことでは

いけない。 fと書いてあっても，全部の音が同じ強

い音量であればよいというのではない。メロディ，

ハーモニー， リズム等から生じる音の均衡はどんな

場合にも保たれるし，その部分のfの表情から次の

Pの表情に至るまでには，当然次のPが呼びだされ

るような自然の流れが必要なのである。勿論，前の

小楽節はfで，後の小楽節はPで対照することを要

求する場合もあるが，そういうすべての強弱記号に

は何等かの関連が伴うことをよくよく知らなくては

無意味な強弱になる。

次にクレッシェンド，ディミニェエンドを想いお
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こしていただきたい。

クレッシェンドする場合，やたら強くなりすぎ

て，最終目的の所で最強にならないようでは困る。

必ず始めは弱い部分を設置し，その後うまいきっか

けに乗せて次第に強くしてゆき，その頂上の音がど

の位の強さになることが適当であるかを全体から計

らなくてはいけない。

ディミニェエンドも同様である。いきなり弱くし

てしまって，そのおしまいの方ではただ音が無くな

ってしまうようでは困る。まずどこまでがディ ，ミニ

ェエンドしなくてはならない部分かを決めて，ある

強さを保持しうまいきっかけをみつけて次第に全く

次第に弱めるのである。

これらすぺての強弱法は，曲の形式的な相様関係

や対立関係に基ずいて行われることが多いのである

から，単に強弱法だけをこねくり廻しても効果はあ

がらない。曲の山場を最終的にどうもっていくか，

この部分は全体の中でどういう役割りにしようと

か。そういう決定の後の問題であることはいうまで

もなし‘o

もう一つ附言しよう。

強弱法は上記のようなごく原則的なものについて

だけいうのではない。真の演奏家における強弱法

は，こういう原則的なものを乗越えたものであり，

非凡な強弱についての方法が問題になる。

ある曲について，本来ならこうある筈の強弱につ

いての方法を，その予測を全く哀切るようなやり方

でそのうま味を発揮するような方法である。これは

全く想像外といえるようなうま味であるが，演奏家

といわれるにはこれがなくては失格である。

ある強弱法は全くそれを裂返しにしても不自然で

ないことが多い。ただし，その両者による表現は同

じ効果でしかない。ある演奏家において全く自然の

形でそれはなされ，しかも絶対的に高い音楽的価値

と内容をもつものであり， 全く 個性的である。

こういう非凡なうま味としての強弱法についてい

えることは，次にのぺる間のとり方や音色法にも共

通にいえることで，演奏家の真の醍醐味であること

はいうまでもない。

2. 速度法

音が二つ以上連結される場合，音楽的ないみの間

のとり方が不問にされることはありえない。このこ

とは，曲の速度（テンポ）とは全々別である。

間のないものは間抜けであるが，何のことはな

ぃ，間抜けの間も音楽的ないみの間には相違なかろ

う。 ・

ここではうまい間が当然問題にされるのである

が，強弱法と同じように原則的な，本来そうある筈

の正状な間が第一の課題になる。

譜面の通りに，全く機械的に謄割りを演奏に写 し

出すことは，我々が人間である以上不可能である。

音楽にはごく自然で音の流れや型があって，それに

そった自然の息づかいがなされて，始めて音のいみ

がわかるのである。そういうものを無視してひくこ

とができないために，ややもすると，非常に奇妙な

所でプツプツと卜切れたり，切るべき所でつながっ

たりする演奏を耳にすることがある。要するに私達

は，どこ かで息づかいをしたくなる筈であるが， そ

の正状な息づかいの場について云々するのがアーテ

ィキェレーションの問題である。それをうまく自然

な形でやるのが，間の問題であるといってよいので

はあるまいか。速度法の出発点はここにある といえ

る。

間の問題は，いちぢるしく個人的で，しかもいろ

いろな方法が行われる。それは恰も日常使用される

ことばと同様に複雑なものである。そのいみにおい

て，この位面白い問題も少いといって良いのではな

かろうか。

間は演奏のすぺての問題に通じることがらで，強

弱法や音色法も，間のとり方の如何によってその効

果はよくも悪くもなる。これら相互の密着した関連

によって自然の美を盛上げることが重要なボイント

であることはいうまでもない。

非凡なる間は演奏家の持ち味である。

非凡なる間は奇をてらうということとは違う。そ

れは非凡なるが故に絶対的で，非常に高い美を画き

だすものでなくてはならない。こういう風に間をと

っても，又ああいう風に間をおいてもいいのだとい

うときには，凡々たるものでしかない。絶対にこの

間でなくてはならない間がそこに必要になるとき，

非凡な美が生れるのである。演奏家の絶対的な高さ

も，ここで検討されるのである。 （つづく）
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● ギターに於ける

音色のティレンマ （下）

● E・プホ ー ル

● 浜田健嗣訳

アグアド，アルカス，タルレガの与えた影響， 指

頭奏法，タルレガの奏法と先覚者達の奏法との違

ぃ， タルレガの芸術の発展，タルレガの採択した奏

法に対する理由

こうした卓越する人物を浮きぽりにした時代か

ら，アグアドの教程は，未来のギタリストの指針と

なりはじめた。そしてそれに伴い，爪奏法の広い範

囲に及ぶ採用になった。タルレガのような例外につ

いても，彼は 1900年まではアルカスを含む他のギ

タリスト同様に，爪でひいていた。その傾まで，彼

はよい音色について深く考えたことがなかった。 こ

のことは彼が演奏旅行を重ね，名声を博した若い頃

を通じていえる。しかし彼の不断の探求心はある

時，音色の問題に直面した。これを解決しようと決

心すると，彼は絶えず疑いを持って，行く手をふさ

ぐ一切の物をとりのぞき，彼の芸術を浄化するため

の手段を見い出す問題と取組むため，公衆の前で演

奏することを慎しんだ。これは不安定な彼の経済事

情に多大の犠牲を要するものだった。彼が征服 しよ

うとする新しい技巧をものにするため，彼は一再な

らぬ努力を重ねなければならなかった。そ して遂

に，こうした努力が実を結んだ時，タルレガを聞く

人は，彼のギタ ーから出るすばらしい清澄な響きを

忘れることができなかった。タルレガのように指先

で音を出すためには，爪を短かくするだけでは十分

ではない。それは，絃との接触の仕方，絃から受け

る反撥力，絃をかくときに受ける抵抗，の間にある

種のパランスが保たれるようにして音が出されるの

でなければならない。それは不断の努力 と注意に よ

って，はじめて習得されるのである。いうまでもな

く，ソルが爪な しで奏いた音とタルレガの得た音 と

は全く違っていたものであったろう。 同様にアグア

ドが爪によって出した音と，タルレガが弾絃法を改

良する前の音とも違っていたに違いない。

タルレガは爪を全然用いなかった。いつも絃に垂

直に指をあて，弾絃の後に指は，次の絃上に休むの

である。この方法によれば，表面板の広さ，木質の

均一さ，しっかりした作りと合いまって，最大の音

量，強さ ，音の純粋さを得ることができる。 これ＇

は，ソルにも，アグアドにも，その他同時代の人の

だれにも採用された ことのない奏法であった。 この

ことは書物によって推論される。もしそうでなかっ

たのならば，昔の人の書いた論文の中にこの奏法が

述べられていたはずである。若い頃のタルレガは，

当時の低俗な趣味にわざわいされ，彼の演奏プログ

ラムは，音楽的価値が，演奏家の大胆な離れ業を見

せるための道具となることにあったようなものから

成っていた。これは，ギターに限られたわけではな

かったが……。幸にしてアグアドの場合と同じ<,

役の生れつきの性質，鋭い感党，趣味のよさは，ょ

り清浄な音楽へと，彼をかりたてたのであった。彼

が進歩してゆく過程は，次第に変ってゆく彼の音楽

性にたどることができる。最初はモーツァルト，ハ

イドン，ベートーヴェン，ついでショパン，メンデ

ルスゾーン，シェ ーマン等が研究の対象となり，最

後にバッハの音楽精神に感発されたのである。彼

は，これらの作品のうち，ギタ ーによく合うものを
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選んで，ギターの六本の単絃の上に移すという，鵞

くぺき仕事を成したのである。パッハの無伴奏ヴァ

イオリンのためのソナタ第一番の中のフーガさえこ

れに入ってV・ヽた。さらにその後の彼のオリジナル作

品には，純音楽への大きな意欲がうかがえるのであ

る。この純音楽への憧憬は，必然的に彼の音色に反

映された。爪なしで奏かれた音は，彼の夢である，

霊妙で厳粛で透明な響きを与えることができた。絶

えざる努力の結果，どの指がどの絃を奏いた場合

も，そこに完全な音色の統一を得たのである。

このようにく原理＞を得た後も彼は新しい音色や

演奏の微妙な陰影づけを発見することに努力した。

このことは彼の演奏に一層大きな卓越と説得力を与

えたのである。タルレガの爪なしの音への嗜好は次

のような事実に見られる「爪のように感じの鈍い中

介物は，ややもすると奏者の心と絃の直接の触れ合

いを妨害するものである。」柔かい指先でひかれる

ギターは，ある意味では心の延長であり，タルレガ

のように心からの感動を身上とするものにとっては

争いがたい事実であろう。タルレガによってなされ

た奏法の改革は，他人の模倣だとか，伝統にとらわ

れた感性の影響を少しも受けていない。これは熟慮

し，多くの困難に徐々に打ち勝つことによってはじ

めて到達した成果であり，完全なものへの強いあこ

がれの当然の結果である。

音の正しい認識を妨げる原因，音の判断にまつわ

るもの，音の主観的区別

国家の認識と保護がないことは，昔からどこの国

でも，ギターに負わされた，悲しい運命である。こ

のことが演奏技巧の点で，なげかわしい無政府状態

をもたらしている。どんな楽器でも，それは我々の

国立音楽学校で教えられている。そこには教師達に

よって採られた，それぞれの楽器にふさわしい，教

本なり教程があって，研究生が自分の能力に応じて

進歩してゆくのを助けている。もし一つの楽器の技

法に関して，教師の間で不一致な点がでても，それ

がすぐに研究生の日頃の成果を急激に変えてしまう

ことは，まずないといえる。多くの場合，ギターの

教授は，いかがわしい教授所のいかがわしい教程に

したがって知っていることは何でも手あたり次第に

教える，いわゆる大家と称せられる先生によって行

われているのが実情である。彼等は，独自の方法で

く知っていること＞を教えているのである。もし生

徒が，自分の技術をのばそうと努力し，自分では乗

り越えられないような障害に出合っても，彼を満足

させる近代奏法の教程は教えてもらえないのであ

る。又，この仕事の適格者がわずかに存在していた

としても，手近かなところにいるとは限らないので

ある。独学者は多くの困難の中で，自分を最も安全

＇ に迎いてくれると思われる方法を，暗中模索するこ

とを迎命づけられている。こうした状態の中でのギ

ター音楽の鑑貨に於て，音色の違いの重大さのみな

らず，そもそも違いがあることすら意識されてはい

ないのではなかろうか。我々の美意識は，我々をと

りまく環境によって発展し，形成される。その環境

は，本人を含めて，自分達に共鳴しないものをいつ

も拒んでいて，選ばれた少数者のみが心を開くこと

ができる。そういう人にあっては，それ以前にあっ

た自分の確信が，新しい事実や他人の意見を理解す

るのを妨げることがない。美学上の問題は，しばし

ば経験的理性よりも感性的直感によって確定される

ことが多い。それ故，音についての意見を形づくる

場合には，音が聴覚を度外視しては考えられないの

だから，我々の心に直接影響を与える聴党に従っ

て，各人の鑑賞を通じて行われるまでは，どのよう

な判断もつけられるものではない。

音の物理的性質，楽器の分類と奏法の分類，爪に

よる音，指頭による音，爪なしの音の方がすぐれて

いること。

音の強さ，高さ，音色は音響学に於ける音の重要

な性質なのである。二つの音の間で，その強さ，高

さが同じでありながら，違った感情を起すならば，

それは音色の違いによるからに違いない。音色の変

化は無数であって，それが各人の趣味にしたがって

判断されることで，音色の位置づけを可能にしてい

る。このことの証拠は，同じ型の楽器が，それぞれ

のひびき具合によって区別されていることから分

る。クレモナのエ匠によって作られた楽器が，他の

製作者の手になるものよりもはるかに価値があると

されるのは，その音凪のみならず，その楽器が出し
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得る音の美しさにあるのである。同じ絃を別の楽器

につけかえて，同じ人が，同じようにして奏いても

楽器が違えば，音色がちがうことでも分る。我々が

よいと考える音は，確に良いひぴき具合をするギタ

ーによって出された音であろう。

それ故に，我々はそのギターをくすぐれている＞

と判断するのである。さて，我々は同じ状態に置か

れた，同一の楽器でも，奏者が異るごとに，同様に

はひぴかないことに注意しよう。カザルスのチェ

ロ，クライスラーのヴァイオリンも奏者が異ったと

きには同じ音を出そうと思っても出せない。このこ

とから同一の楽器にも，芸術家の特別な奏き方によ

る，より高次の音の階級が存在することが推論でき

る。絃によって撥せられる音は (1)絃をひく方法

(2)奏かれる箇所 (3)絃の太さ，張力，柔軟性 に左

右される。爪はさまざまな厚さや，硬さをもった表

面の硬い物質である，それによって加えられた衝撃

は，いくぶん金属的で，よく通る，華やかな音色を

与えるが音量には限りがある。指頭のように，敏感

な触党があり，爪のふちにくらべてはるかに厚<,

広い表面をもった柔かい物で出される音は，音鍵が

豊かで，甘く，純粋なひぴきをする。二つの異る弾

絃法は，それぞれの音の原音に伴う倍音の強さ，及

ぴ含まれる倍音の種類に違いがでてくる。

振動する絃に出きる節の数が多くなるほど高い倍

音を含むようになる。絃に触れた指は，絃をその全

長にわたって動かして絃からはなれる。絃の振動に

出来る節は， 1正にその瞬間，指で奏かれた箇所に作

られる絃のなす角の大小によってきまる。爪でひか

れた場合，この角度は指頭で奏かれる時よりも小に

なる。前者では金属的な音色を添える高次の倍音を

多量に含んだ，つきさすような響きがする。後者の

場合，音はそれほど鋭くはなく，先にのべた高次の

倍音はもはや聞かれない。そして音色はそれほど華

やかではないが，甘くて，豊かな響きがする。どち

らの場合にも原音が一番強くでるが撥絃する物がか

たいと，倍音はよく聞こえるようになり，原音を損

うまでになる。このことは絃を爪かプレクトラムの

ような硬い物で奏いて見て，金属的な音が出ること

を認めることで試すことができる。

もし我々が，十分な注意をもって観察するなら

ば，基礎となる音の上に多くの高い倍音を聞きとる

ことが出来る。そして指頭で奏く場合は，これらの

高い倍音はやみ，そのために音色が，甘く，豊かに

なるのが分る。ここに於て，爪で奏かれたために原

音をこわし，倍音を増すところのやせた音と指頭に

よって出された既かで純粋な音は対照的なものとな

る。一つの絃，同じ奏法に於ける音色の違いも，自

然倍音の理論で説明がつく。最も純音に近いもの

は，絃の中点を奏くことで得られ，その点からはな

れてプリッジ側によるほど，音は弱く，そして鼻に

かがったような音になる。絃を作っている物質もや

はり音色に影響する。絃が非常に強くはられている

と，高い倍音は，こまかい部分での千渉によって響

かなくなる。ガット絃はかるくて又スティール絃の

ような弾性をもたないため，ガヽフト絃の場合は振動

時間が短かく，とりわけ自然倍音のうち高次の倍音

はすぐに消える。もし我々が一般にみとめられてい

る楽器の分類基準を考慮し，又同じ楽器で出される

音に対してもその基準をとり入れるならば，明らか

に爪なしで奏かれる音を好ましいものと考えたい。

その音色は爪で奏かれる音よりも，ハープやヒ°アノ

の純粋な音に近い。単絃のリュート，爪でひくギタ

ーはいずれも情緒的な音楽のある箇所を奏するには

不十分である。ヒ゜アノがハープシコードを駆逐する

経緯には，フェルトハンマーによって出されるピア

ノの音色が大きく影響していると思う。

物理的現象としての音の鑑賞，爪による音が暗示

するもの，、各々の奏法の利点及ぴ起りがちな傾向，

結語。

我々の扱う音は音楽のためのものであり，音楽は

精神に奉仕するものであり，そして精神は絶えず様

相を変えてゆく生に従ったものであるということを

考慮して，どちらの音の方がよいかを判断するのが

よいと思う。物理現象である音を考えるとき，我々

が冷たい物理学的な推理方法をすてて，高貴な音楽

精神がやどる我々の心にある感性という天与の能力

のうちに，異った感情を換起しているのが分る。そ

れは精神の反射であり，この反射こそ我々を納得さ

せ，我々をディレンマの解決に近づけるものといえ

よう。爪によって出された音は，我々の耳にとっ
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て，非常にするどく，感性を突き刺す矢のように聞

こえる。それは円錐のように先がとがっていて，我

々を刺激させる音である。しかし反面， リュートや

ハープシコードによる古代のバラードに聞き入るよ

うな情趣がある。

それはゴシック時代の祭壇の絵画やルネッサンス

以前の画法，そしてトルバドールやミンネジンガー

達の詩の世界を思い出させ，遠い昔にみちあふれて

いた潤沢な富や高雅な精神を懐故させる。そのひぴ

きはファリヤが，すばらしい均斉をもった＜ハープ

シコード協奏曲＞の中で展開したひぴきで，そのひ

ぴきは厳格で敬虔なキリスト者の精神に満ちた中世

スペインが産んだ天才の思索である。指頭で出され

る音は，本来の美しさを持っている。それはあたか

も，気体や光が空間に滲んでゆくように，我々の感

性の奥深くに作用する。そのひぴきは霊妙で，ハー

プのこの上もなく印象的で，繊細な音に共通したも

のがある。この奏法によれば楽器と心が密接につな

がりをもちローマ的剛健さとギリシヤ的均斉美を兼

ね備えている。それはオルガンの重しさとヴァイオ

リンの豊かな表現力を呼ぴ起す。ギターは女性的で

あることをやめ男性的な退しさをもつようになる。

そしてこの奏法は我々の感動の大きなうねりを生の

ままの姿で人に伝えるのである。ギターを聞く人の

大半は，こうした奏法の違いを理解する段階に今の

ところきていない。人々は音楽の面でも楽器法の面

でも，ギターにどれだけの可能性がひそむものか少

しも知ってはいない。技巧の観察も，音楽の鑑賞も

ごく少数の専門家の間でしか行われていない。これ

が広く一般に認められるようになるには，まだ時間

がかかるだろう。二つの奏法が似かよっているとは

いえ，わずかな奏法上の差異が，特殊な性格を表わ

すことになる。・爪による奏法は音色変化の上ですぐ

れている（俗に効果といわれるもの）爪によれば水

晶のように明晰な和音，快よいビプラート，驚くべ

き速さの三連音符，アルペジオ，スケール， レガー

トは容易でラスゲアードは華やかで効果的である。

その他さまざまな興味ある奏法が可能であるがあ

わただしい音楽の狂操に落ち入らぬよう，ほどほど

に使われるべきである。絃は指の爪の動きに瞬時の

うちに応ずるので最小の力で望みの効果を出すこと

ができる。又その結果左手の力も軽減させることが

できる。この左手の指圧の軽減はそのまま演奏スヒ゜

ードに変るのでセーハをしながらの走句， レガ ー

ト，跳躍その他を正確に明瞭に奏けるのである。こ

のように容易に華やかな技巧が用いられるがら，聴

衆からは偉大な巨匠として大いに賞讃されるだろ

う。聞き手の受身の態度と奏者の能動的な態度の間

で確立される催眠状態によって，聴衆か芸術家に示

すこの裳讃は芸術家が自分自身を信頼する場を彼に

約束するものである。指頭で爪なしで奏く音はこれ

と異る。全絃にわたって，音量，音色は一体とな

る。又音楽的節制が自からできている。和音はバラ

ンスを保ち音量は統一されている。 トレモロはもは

や金属的でも華やかでもないが霊妙なひぴきを得

る。

どの絃でもヒ°ッチカー トは明瞭で，アルペジオ，

音階はムラのない最大の音量を得られる。この奏法

はくみてくれ＞のよい効果はないばかりか単調さに

落ち入らぬようにするには，いろいろなく手＞を利

用しなければならない。指頭は弾力のある物体で爪

よりも広いため絃から受ける抵抗にうち勝たなけれ

ばならない。このために左手にも大きな指圧がかか

ることになる。それ故セーハによる走句，スラー，

及ぴ技巧的ないくつかの曲の一部分は演奏に困難を

感ずる。どの奏法にせよ，それぞれ独自の精神性を

示す。一方は壮麗で外面的で他方は純朴でまじめで

深く芸術の内面に沈潜する。ギタ ーのもつすぺての

宝のうちで最も大切なもの，おそらくこの点ではい

かなる楽器もギターをしのぐことはできないと思わ

れるのだが，それは芸術作品の魂にとけ込んでゆく

カである。

芸術に於ける折衷主義は短所を補うことができ

る。厳正な音色は古典の演奏にふさわしく，華やか

な音色は特殊な様式， 、あるいは性格をもつある種の

音楽に向いていると言えよう。さて，我々はこのデ

ィレンマについての古い時代の見解を得ずに拙文を

終えることは残念であるが，所詮，芸術に大切なの

は精神である。ギターが二つの面をもつことを逆に

幸と考えてはどうだろうか，それは音楽家が自分自

身の演奏を真剣に考える余地を与えてくれるのだか

ら。そういう態度を通じてこそ，作品の真髄に触れ

ることが出来るのだから。 （完）
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アルペッジョ arpeggio, (h) a-

rpeggiato, arpeggi（複）〔伊〕， ar-

peggio〔英〕， Arpeggio, Harpe-

ggio〔独J,arpege, ar匹gement,

harpegement〔仏J

1) 1つの和音に属する音を同時

に奏さずに，下または上からじゅん

に奏することをいう。語源はイタリ

ア語の arpeggiare （ハープを奏す

る）という言葉で，事実ハープのよ

うに音の減衰しやすい楽器にとっ

て，このような分散和音の演奏は効

果的なわけであるが，一般の楽器や

声楽に至るまで広く使用される。琵

音（ぴおん）と、いう訳語もある。

近代の音楽では最低音からはじめ

て順次上行するかたちを多く用い

る。この場合原則として譜 1の如き

記号，または小音符を用いて記譜

し，最高音から順次下降するかたち

のものやその他特殊な場合には，記

号を用いずに普通の記譜法で書き記

す。

譜 1のようにアルペ ッジ ョの演奏

は，拍の頭から始められねばならな

い。しかし例えばアルペッジョの頂

上の音が旋律をかたちづくっている

場合などには，アルペッジヨを拍に

先行させ従ってアルペッジョの最後

の音を拍に一致させて奏した方がよ

い場合もある。

また時には他の装飾音といっしょ

に指定されることもあるが，なかで

もっとも普通なのは侍音（いおん）

との複合である。

また譜4に示したのは古い記譜法

によるアルペッジョとターンの例で

ある。

他の装飾音のように，アルペッジ

ヨにおいても 17,18世紀には以上

述べたほかに，さまざまな場合とさ

まざまな記譜法があった。例えば譜

｝ー語辞典|
5は最も普通の記譜と奏法で， aは

上行するアルペッジ ョ arpもgement

en montant（仏1を示し， bは下行

するアルペ ッジ ョ arpegement en 

descendant を示す。なおここにあ

げた3種の記号はほぼ奏法が同じで，

いちがいにはいえ な いが，大体に

おいてシャンポニェー）じ，ク ープラ

ン，J.フィッシャ ー， J. s.バッハ

等は左例のカギのついた波型を，ま

たラモー，ダングルペール等は右端

の符尾についた斜線を愛用した。

もう 1種のアルペッジョは，譜に

書かれてない非和声音が経過的に挿

入されるもので， いわばアルペッジ

ヨと短綺音もしくはアッチャッカ ト

ゥーラとの複合とも考えられれ，ア

ルペジュアン ・フィギュレ arpege-

ment figureと呼ばれる。この場合

挿入された非和声音はただちに隣接

の和声音へ解決され，和声音のみか

音符の時価いっぱい持続される。

この種のアルペッジョにも譜 6の

如くさまざまな記号があるが， 6b

に示したものはラモーに独自のもの

である。なおこの経過的に挿入され

る装飾音をシュートともいう。

バッハやヘンデル時代の音楽で

は，しばしば骨組になる 3和音のみ

を書きつらね，文字で arpeggioとい

う指定がなされている場合がある。

この場合演奏者は自らの解釈にもと

づいて，自由にこの和音を上下した

り他の音を挿入したりすることが許

され，テンポや音符の時価に至るま

で任意である。時にはこれらのアル

ペッジョの連続のうちの始めの部分

のみを完全に書き表し，以下は前述

のような指定がなされることがある

が，この場合でさえ，はじめのサン

プルに必ずしも厳格に従う必要はな

vヽ。

アルペッジョに対して，和音に属

する音を同時に奏することをコンチ
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ェント (concento) という。

2) 奏法分散和音としての，ア

ルペッジョの効果をじゅうぶんとり

入れて，作曲家は次のような場合に

アルペッジヨを用いることが多い。

a)音を長く結合させるため， b)和

音を同時にひけばアタックがつきす

ぎて音が固くなるのを，やわらげる

ため， C）和音だけではテンポがない

から，テンボ感， リズム感を含ませ

るため， d)和音を変化する方法と

して，和音と同時にひけば表情が出

にくく，ある場合には無味乾燥にな

るが，アルペッジヨにすれば抑揚が

生れる（例： J.S.バッハ平均率Pf曲

集第 1番の前奏曲 I。 そしてアルペ

ッジョはほとんどの楽器で派奏でき

るが，もっとも特長的なのはハープ

ノギター， Pfである。ハープで

は，アルベッジヨはきわめて重要な

奏法で，一定の調子内ではグ リッサ

ンドでアルペッジヨをだすことがで

きる。またPf場合は，自由な発想で

非常に巾の広いアルペッジョが可能

であり，独奏にも伴奏にも効果的で

ある。ギターでは，アルペッジヨは

音階とならぷ主要技術であり，ギタ

ー奏法の根幹となしている。絃楽器

におけるアルペッジヨ奏法は，パッ

ハのシャコンヌにみられるうよな独

特のもので， 16~17世紀末にかけ

て，絃のひとつの技術として完成さ

れた。さらに管楽器の場合は，後に

残る余韻の点で効果は劣るか，絃ま

たは Pfが和音をのばし，その上に

アルペッジョ奏法を行えば特別の効

果がある。アルペッジョ奏法では，

余韻の効果をみのがすわけにはいか

ない。アルペ ッジ ョの各音が短い音

符で示されていても，長くひぴきき

こえるところに，その重要な演奏上

のいみがある。 この余韻は Pfでは

ペダルで作る。絃では異った絃を左

指でおさえ放しにして，余韻をつく

る。おさえ放しの指にヴィヴラート

が加わればいっそう効果的である。
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ひょうたんに柄の付いたような形のギター， これ

を知らない人はいないでしょう。また，その丸い穴

から流れ出すやさしい，すてきな音を知らない人も

いないでしょう。これ程私達になじみが深く ，しか

もエキゾチック（異国風）な感じの楽器は他には無

いのではないでしょうか。どこの楽器屋さんでも店

先に第一番は並ぺられているギター。その魅惑的な

姿は町行く人々にソフトなムードをそっと呼ぴ起こ

そうとしているようです。ちょっと楽器を手にして

指先でそっと絃に触れさえすれば，静かなすばら し

い音が飛ぴ出してくるのです。何か，さみしい遠い

国の伝説を聞くような変った感じの音。町のざわめ

きや雑音のきしめきとはおよそ違った澄んだ落着い

た小さな響きが心を静ませてくれるのです。

ギターの良さ

一

．．
 の

一

~
 ••• 

．魅
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・
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[
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小 倉 祐 幸

ギターの良さを私達の生活の中から考えてみま し

よう 。まずギターは比較的安価でどこでも手に入れ

られることです。ヒ°アノは高価ですし，簡単に買求

めることはできません。次にギターは親しみ深く，

誰にでも容易に始められることです。ヴァイオリン

はちょっと取付きにくく，独習で上達することは困

難でしよう。またギターの音は静かなことです， ト

ランペットの音は大き過ぎて，アバート や下宿には

不向きです。

これ位の事はギターをちょっと手にした事のある

人な ら誰でもすぐにお判りと思います。 しかし，も

っと大切な良さがあります。それは，ギターでは，

メロデイと伴奏とを両方弾けるという事です。フル

ートの甘いメロデイも何か伴奏が欲しいところで

す。 ドラムをたたいて楽しむのも何か他の楽器の伴

奏リズムとしてです。ヒ°アノやオルガンでは右手で

メロデイを左手で伴奏を弾くのが普通のことです

が，ヴァイオリンやチェロではどうしても伴奏楽器

が他に必要になります。この点でギターは一人で両

方弾けるというすばらしい利点をもっているので

す。そのうえ歌をうたうこともでき，口笛を吹いて

合わせることも自由です。

- 20 -



楽器を始める人に

楽器を始める人に何がよいかと聞かれたら，私は

即座にギターにしなさいとお勧めしています。ヒ ア゚

ノは高いし，ヴァイオリンは音が大きいし，フルー

トはメロディ 楽器です し，尺八ではちょっと古くさ

いからです。

ギターでメロディと伴奏の両方を弾けるわけは，

絃が 6本あり，たくさんの音を同時に鳴らすことが

できることにあるのです。昔はソロバン玉が 5つ玉

で，もっと昔には上にも 2つ玉があって 7つ玉だっ

たのが，次第に改良されて現在の型になったのです

が，ギターの絃も昔は 5絃だったり 7絃だったりし

たのが次第に最も理想的な 6絃になったのです。下

3絃は巻き線で，上3絃はナイロン絃で，一本一本

太さが違い，音色が違っています。それで，下の方

でドレミソファミレーと弾いたときと，上の方でド

レミソファミレーと弾いたときとでは違った感じに

聞こえます。これに伴奏の音が入ると，またずっと

幅のあるしっかりした感じが加わるのです。このよ

うな感じの違った音の組合せで様々の演奏ができる

楽器は他にはありません。

魅力はどこに

ギターのロマンチックなムード魅力はどこにある

とお考えですか。楽器の形に， 音に，あるいは弾い

ているスタイルに。そうです。そのいずれにも魅力

がいっぱいです。

魅力と美しさとは同じものではありません。もち

ろん美しいもので魅力あるものがたくさんあります

が，例えば，もしミス・ギターラが選出されても魅

力ある人かどうかはわかりません。魅力というの

は，ずっと奥に引込んだ目立たない独特の良さなの

で，目のこえた人でないと，どこが魅力なのかちょ

っと見つからないようなものが多いのではないでし

ようか。ギターの魅力も同様です。しかし少しづつ

その魅力を調べてみましよう。

ギターの形は独特です。そして独特の良さがあり

ます。これは魅力に違いありません。どうしてこの

ような形であるのかは別として，とにかく，この形

でなければならなかった長い歴史があるのです。日

本の誇る古城の石垣の美しいカープ， 1963年型のす

ばらしいモーターボートの流線型，あるいは 5線紙

のト ップを飾る卜音記号のカープ。これらはそうな

くてはならないものであり，他に似たもののない独

特の良さです。ヴァイオリンの形も美しいけれど，

ギターの形も美しいものです。少し眺めてみて下さ

Vヽ
゜

ギターの音の独特な良さを繰返していう必要はない

と思います。しぷくて甘くて歯切れよくて，それは

皆さんのよく御存じの魅力です。しかし，この魅力

は非常に深みのあるものです。音楽では特に音の良

さが大切ですが，ギターの音はきれいなだけでなく

何とも魅力ある音だとお考えになりませんか。それ

は， 6本の絃が，それぞれ違った音色をもっている

ばかりでなく，右手で弾く場所をプリッヂの近くか

らホールの上，ホールの左にまでかえることによっ

て，すっかり違った音色になることにもあるので

す。それだけではありません。右手の指先だけで弾

く場合と，これに爪をかける場合，さらに爪だけで

弾く場合で音色が変りますし，また，指の関節を柔

らかくした場合と硬くした場合で違うし，指の絃に

対する角度を変えても音色は随分と変ります。，それ

だけギターは難かしいことにもなりますが，またそ

れだけギターは複雑で面白く，魅力があるというこ

とになります。

最後にギターを弾いているスタイルの魅力につい

て。

ギタ ーをやさしくひざに乗せ，少しうつむき加減

になって顔をやや左に向け，左手の指が指板に交叉

し右手が自然にホールによりそった形は何ともいえ

ぬ独特の良さがあると思うのですが。どうぞ皆さん

も自身のスタイルに大いに自信を持つようにして下

さい。 ' 

しかし，何といっても， 1日を終えて休み前のひ

とときをギタ ーの音に静かにひたって心を休められ

ることこそ，最大の魅力かも知れません。
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●とぴっくす

レヒノ ・サインス ・デ ・ラ・マー サラパンデ...…•• • ジャック ・ ゴル

サは，去る 2月4日と11日に，テア ティエール， 1600-1670

トロ ・マルクィーナで演奏会を開い 組曲へ短調••••;…•クランソワ ・ ガ

た。その演奏曲目は下記のようであ 、ノビオン， 1680-5740

る。 プレリュード ・メヌ、エット

2月4日 レス ・リヒ°アス，レス ・デリ

I セス

ファンタジアとリセルカーリ ソイレ ・ア ・ベルサイレ…………

……フランセスコ ・ダ ・シラノ ……フランソワ，カンビオン

1546 ・サラバンデ，メヌエット，ァ

メランコリ ー・ ガルリアー ド…… ィル，ギギュ

ジョン ・ドウランド， 1562-1625 ダンサス ・セルバンティナス……

パバーナ（センバー・ ドウラン ……ガスバール ・サンス， 1674

ド， センパー ・ドレンス）……J.ド サラバンダ ・エスパニョーレタ

ウランド マリサパロス， カナリオス

アレマンデ・・・・・・・・・・・・・・・ロバート ・ プレリュードとルー レ・・・..…..・・・・

ジ，，ンソン， 1583-1634 ... ・・・・・・J. s.ノ＜ッノ、 • 

組曲 卜短調………… • • ジャック ・

ビットナー， 1682 JI 

プレリュード ・アレマンデ 主題と変奏と終曲 …… M.ボンセ

サラバンデ ・パッサカリア ソナチネ…… • ••F. モレノ • トロバ

主題と変奏，メヌエットとロンド アレグレット，アンダンテ，ァ

……… ソル レグロ

n 
ミランの主題による変奏曲………

…•••J. ニン ・ クルメ ール

三つのプレリュード・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・ E.サインス ・デ ・ラ・マーサ

アル ・アルバ（夜明け）

シェスタ（真昼）

エストレリエリア（夜の星）

タンゴ …ピセンテ ・アセンシオ

トナディリア（ゴヤのマヤ） ．．．． ．．

．．．．．． ．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．・グラナドス

プレリュード ・エスパニョール・・・

．．． ． ．． ．．．．．．．． ． ． ． ．．．． ． ． ． ．．．． ．． ．．•アルベニス

2月11日

I 

サバティアード…•デ・ ラ • マーサ

ハパネラ…… • ·· ···E . ハレフテル

悪腐の狂奏曲………E.テデスコ
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●いんたびゅー

小原 聖 子

ヽこんにちは，おじゃまします ク

通された部屋には，譜面台が真中に

たててあって，日頃の彼女の勉強ぶ

りを思わせる。彼女は陽気で実によ

く口がまわる。スペインで訓練して

来たのだろうか。 ：：：東京での帰国リ

サイタルに臨んだ時はどんな気持で

した、ヽ舞台に立ったときはやはり

緊張しました。でも曲に対する不安

というものはなかったヽ演奏中はい

かがでしたか，と聞きましたら 汀自

分とのたたかいヽでいっぱいで し

た，とのこと。自分とのたたかって

一体何だろうかと， シロウトの私

（記者）はあれやこれやと想像して

みたがわからない。続いて彼女は

説ヽ得力をもつためには絶えず理性

でもって感情を抑えなければならな

いでしょう ヽなるほど，少しわかっ

たような気がする。 吋演奏は思う通

りうまくいきましたかヽとぶしつけ

な質問をする。 ¥ロドリコの「小麦

畑にて」はうまくできなかったわ。

頭と手が一致しなかったの，むずか

しい曲ですわヽあどけない顔をほこ

ろばせながら。彼女の態度には物事

に動じない大担さと，他面南国的な

明るさがあるように感じられた。プ

ログラムは自分の好きなものを選ん

だというし，演奏中は聴衆を意識せ

ず，自分とのたたかいに終始したと

いう。 こヽれからの抱負といったも

のを何か、心そうね・••… •何しろ今

は自分のことだけでいっばい、若さ

と希望にあふれた彼女の顔は明るか

つた。 (S) 

小原さんは二年間スペインで

学ぴ去る 4月6日東京文化会

館で帰国ルサイタリを行った



●れこ一ど

今月は都合で浜田三彦氏の LP紹

介が休載になりましたので，最近出

たギターのレコードを紹介します。

デッカからセゴピアが出来た。 A

面にカステルヌオーポ ・テデス コの

「プラテロと私」B面にコレスコパ

ルディ，ソル， ドビッシーなどの小

品が曲入っています。 「プラテロと

私」は1956年度ノーベル文学賞を授

けられたファン・ラモン ・ヒメネス

の詩をもとに， 24の物語をギター曲

にしたもので，プラテロというの

は，ロパの名前 (SU -15016) 

ロンドンからは，ナルシソ ・イエ

ペス来日記念として，イエペスの芸

術 (SLC-1027)とナルシソ ・イ

工ペ ・スコンサート (SLC-10 

66)が出ました。後者はアロンリ指

揮スペイン ・ナショナル管絃楽団と

の協演で，ヴィヴァルディとパラウ

のギター協奏曲が入っています。

キングは，アニード女史来日の折

に録音した ヽアニードの芸術 a(, cs 
KJ-4)。 スペイン小品集， ラテ

ン・アメリカ小品集， と題して，先

般来日の折に演奏した曲目を入れて

います。アニードのレコードが日本

版で出るのは本当に久しぶりです。

余談ですが，昨年の芸術祭レコー

ド部門で宜をとった，ジュリアン ・

プリームのヽイギリス黄金時代のリ

ュート音楽クは，宜をとったとたん

に売切れてしまったとか。人気とは

妙なものです。再プレスを早くして

ほしいもの。

●ほんだな

わたしたちの音楽史

フリードリヒ ・ヘルッフェルト著

（渡辺護訳）白水社版 308頁 ¥580

腎少年向に密かれたものであるの

で，非常に判りやすく読み易い。だ

からといって内容までが，お粗末と

いうのではない。いや，反対に，専

門家諸氏でさえ学ぷ所が十分にある

といえるだけのものが盛り込まれて

いて， しかも読み物としても興味を

そそられるような面白さで書かれて

いる。音楽に目を向け始めた人達に

とっては，まさに打ってつけの本だ

といえよう。

訳者によれば，著者のフリードリ

ヒヘルッフェルトは1897年にドイツ

に生れ，少年の頃から音楽教育を受

けて教会のオルガニストをつとめ

た。第一次大戦に従軍して毒ガスの

ために腕の筋肉に障害を起し，ヒ°ア

ノの演奏が不可能になったため，指

揮と作曲を学ぴ， ドレスデン国立歌

劇場の副指揮者をふり出しに，アル

トフェルト，アーヘン等の歌劇場の

指揮者として活躍したが， 1920年に

とつぜんこの職を辞して，著述に専

念するようになった。音楽に関する

著作は今日まで22種。ヨーロ ッパ各

国語に訳され，音楽内での人気作家

であるということである。

こうした著者の略歴を知れば，こ

の本が読者の興味をそらさずに，音

楽史の本質を誤りなく捕え，しかも

独自の取扱いい方をしていることも

いかにもと，うなずける。音楽史な

んて三行も読んだら眠くなってしま

うとポヤいている人に，こういう面

白い本もあるのだと紹介して匠く。
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中出六太郎作

手エギター

製作期間ー一約 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

ぱ結構です。

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

ては当方で責任を持ちます。

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。



今月の楽譜

R・ド・ピゼー作 イ短調組曲

・プレリュード

•アルマンド

・クーラント

・サラバンド

・ガポット I, II 

・プーレ

・ジーグ

・パッサカリア

作曲者のド ・ビゼーは17世紀のス

ペインのギタリスト。その伝記は明

セゴビア編 ・玖島隆明補筆

らかにされていませんが，その頃の

高名なギタリストであったフ ランシ

スコ ・コルペッタ (4月号のヽバロ

ック時代のギター音楽ク参照）に師

アレ，コルペッタに代ってフランス

王ルイ1-4世に仕えました。この時代

の音楽家は，宮廷や貴族にかかえら

れた，一種の下僕的な存在であり，

王侯や貴族たちは，すぐれた音楽家

をかかえていることを大いに誇りに

していました。

ルイ 14世ユ重用された高名な音楽

家に， リュリとクープランがいます

が， ド・ビゼーはリュリとは親しい

間柄であったようで， 1682年にパリ

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

で出版された彼の作品の序文に，リ

ュリから影蓉を受けたと書いこま

す。

この組曲は，元来この形で組曲と

して害かれたものなのか， 或は後に

適当に集めて組曲の形にして出版さ

れたものであるのかは判りません

が，技術的にもそれ程難しくありま

せんし，エ合よくまとましていて，

捨て難い佳品といえるでしょう。

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 0 o. 

発行所株式会社 好 社 楽 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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●コンサート便り

前田澄夫・ 高橋 武ジョイント

リサイタル 4月20 東京

I リュートのための 6つの小品

（ガリレイ），二つのガポット （パ

ッハ），テーマ ・パリエーション

（ソル op.9)演奏 ・高橋武。

グランソロ（ソル op.14)， フー

ヵ・,（バッハ， 夜曲ショパン op.9 

の2 （クレルガ，フ ァンダンギ ロ

（トウリナ）演奏 • 前田澄夫。

アラールのエチュード（タレル

ガ，グラナダ（アルペニス，プレ

リュード No.2 （ロポス，アルハ

ングラの想い出（タレルガ）演奏 ・

高橋武。

II マンドリン四重奏 ペニスの

謝肉祭（ムニエル）西村綾子他。

その他，柳瀬直彦 ・中村 貢 ・頼国

譲 • 西田美智子 ・ 阪口誠津子 ・ 川村

和正 ・ 越智猛 • 高田康治 ・ 溝端幸

夫 ・伊勢喜久夫。

玖島ギター教授所発表会

5月13日 東 京

小倉祐幸 フレスコバルダ（フレ

スコバルディー）伊藤昭男 2つの

エチュード op6の8とop35の 22

（ソル）中田育男 プレリュードと

アレグロ（ムルシア）伊藤麿哉 モ

デラートーーソナタ op21の1より

- （ジュリアーニ）金子義明 ソ

ナタ op15（ジユリアーニ）江沢芳

朗序曲第 1番（カルリ）小笠原誠

ー ラルゲットとロンドー―—ハ長調

--（カルリ）

他に，玖島紗江， 山形勝美， 高木

佳子，井上正孝，鞍掛節子，野田公

義， 鈴木安正，鳥尾幸寛， 富田泰

次，畑中伸之，森川保，岸谷正義，

念代先成， 杉本勝明，本林繁，松

井竹蔵，岩淵正之，吉本瑛子，小川

数正，亀井優子，山口芙美恵，田口

耕司の諸氏出演

高木孝ギター教室第 3回発表会

5月19日東京

ロンド（カリル）河野隆子，シシ

リアーナとアレグロ（カリル） 南

弘，エチュ ー ド（小竹勝郎），メヌエ

ット（ソル）山中清三，四つのエチ

ュード（カルカッシ）戸波恵之助，

アデリ ータとラグリマ（ターレガ）

峯元敦弘，アレグロスピリット（ジ

ュリアーニ）本木盛夫，他，西宮明

子，佐藤美子，小林清乃，金沢伴次

郎， 川野勝国， 五十嵐勇， 熊谷文

之，山崎博幸，宮崎篤子。

五重奏 ・三森幸雄他，四重奏 ・小

林消乃他，二重奏 ・峯元敦弘他

特助出演，浜田健嗣，新間英雄。

中村昭三・古川律由門下生合同ギ

ター発表会 5月11日 大阪

I エチュード（アグアド）馬場

寛治，小奏嗚曲（バガニーニ）吉村

光男，入江のたより（アルペニス）

福田賢治，ワルツアンダンティーノ

（カーノ）松井清治，無言歌19の6

（メンデルスゾーン・タレーガ編）

正寿育信，幻想曲（斎藤武男）若月

伸一，前奏曲第一番（ピラロポス

ア） ・ルハンプラの想いで（タルレ

ガ）花村文江，他，山田都喜雄，阿

部重男，三宅隆治

II 福本食糧産業KKギタークラ

プ・野崎弘子，他 7名

ill KGKギター合奏団 ・若月伸

ー他KGKメンパー
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W ギター独奏 ・神田睦昭他9名

V その他ギター三重奏 • K GK

ギタートリオ

豊橋ギターサークル研究発表会

5月豊橋

2つの練習曲（カルリ）朝倉和

久，ロ ンドン作品24（カリル）伊藤

紀男，シシリアーナ（カリル）仲原

正之，ソナタ（カル）星川英一， 2

つの前奏曲び7リル）吉田三行， 12

の小品集より No.1作品10（カルカ

ッシ）松井利通，ソナチネ（ジ ュリ

アーニ）西沢喜六，他，夏目利美，

田中利造，八木清，渡辺正司， 加

藤一郎。



高 級 輸 入 絃 ヽ

ソフトで深みのある音をどうぞ

フ ベ リ ヤ・・・・・・

定価 (D 130円 ② 150円 ③ 160円 ④ 200円 ⑤ 220円 ⑥ 240円

MASARU CONO 

河野賢ギター

スペインの伝統を

基礎にした本格的

な音質とデザイン

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

お子様用怜，御婦人用％も製作しています。

御洋文の節は，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

． 

= 26 ~ 



告 知 板

●編集室から

今月から中野二部先生に巻頭想を

お願い致しました。よき先輩のふと

語られる一語の中に，その歩いて来

られた道のけわしさ，きびしさ，を

知らされることがよくあります。同

じ道を行く者として，聞きのがせな

い教えを含んでいることもありま

す。年代をこえて共感を呼ぶものも

，ある・でしょう。よい先輩を持つとい

うのは幸せなことだと思います。そ

んな意味で，毎号の巻頭を楽しみに

して頂けることと存じます。

ぁヽがるヽという誰でもが経験す

るイヤなことを，俎上に乗せてみま

した。これを読んだら絶対にあがら

なくなる，とは申しませんが，敵の

正体を知ることは，勝つための重要

な手段の一つでもあります。何かの

お役に立てぱ大いに嬉しいという所

です。

●予約講読の方へ

予約の方で，住所を変更された方

は，必ず御連絡下さい。予約期間が

残っ．ているのに，雑誌が返送されて

来ることがよくあります。代金をお

預りしている私共としては，大変に

困りますので，御面倒でもお忘れな

く御連絡下さい。毎号残部は出さな

い方針で刷っていますので，返送さ

れて傷んだものを，後になってお読

み頂くのでは心苦しくもありますの

で，正確な住所を必ずお知らせ下さ

るよう重ねてお願い致します。

予約切れ（定価変更その他のため

に）になっている方で，籾算書を受

取って居られる方のうち，まだ不足

分の払込もなく，御返事もない方が

あります。大変勝手ながらこちらの

事務想理の都合もありますので， 6

月中に不足分の払込，又は何らかの

意志表示をされない方は，一応名ポ

から除いて，次号か心の送本を中止

させて頂きますので，御承知下さ

い。毎度申上げていますように，法

人組織にするための残務想理を急い

でしなくてはなりません。よろしく

御協力下さいますようお願い致しま

す。

●ギター用五線紙

ギターの楽譜を書くのに市販の五

線紙は，どんなのを買って来てもま

ことにエ合が悪いものです。一行置

きに使うのも， ・わずらわしいし，不

経済です。オタマジャクシだけで

も，上から下まで，加線が多くてか

なりのスペースがいる上に，左右の

運指，絃の指定，発想，フレージン

グまで書き込むとなると，まっ黒け

になってしまって，判読に苦しむと

いう経験は，どなたもお持ちでしょ

つ。

そこでギター専用の五線紙を作り

ました。御入用の方はお申込み下さ

い。 10枚以下では，郵送中にシワに

なる恐れもありますので， 10枚以上

まとめて御注文下さるようお願いし

ます。

●A4版片面 2頁。両面刷。 (1 

枚4頁） 1頁 8段。

●紙質 • 最上ケント（市販のもの

に比べ特上の品質の紙です）

● 1枚 20円。ただし送料別。

お ね が vヽ ギタ ー の友

定価 150円

第 62号

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

（送料 30円）

前金予約半年

1年

900円

1,800円 ．

（予約購売は本社直接に御申込の方に限ります）

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」に関する一切の責任は「玖島たづ子」

の負う所のもので，万一， 「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。

昭 和38年 5月25日

昭和 38年 6月 1日

印刷

発行

翫堡康
発灯者玖

発行所

島 た

ギターの

づ 子

友社

東京都新宿区柏木3ノ363
電話 (368) 7 5 7 1 番

捩巷東京 98 0 8 5番

印刷所信栄社印刷所

- 27 -



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

0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奮（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

要なことがらを書き ， •「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 ( II )

入会金および会費はいりません。

〇会貝である期間は 「ギク ーの

友 予約賄説期間中とします。

1. 友の会本己は，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

運営事務を行い，友の会に関する

いろいろな御相談に応じます。

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顧問

（若干名）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

会々員10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員でない愛読

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

と，月刊「ギクーの友」 誌予約購

読料をまとめて，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 1名，会員名簿会貝

の氏名（フリガナ）住所 （雹）職

業・勤務先又は学校名（電）をま

とめてお舌き下さい。

〇支部はお互いにギク ーを勉強

し，ギク ーを楽 しむため，演奏

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

物の際は，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

〇ギク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 ，有名荻奏家教授，評

論家の出張指辺の便を計ります。

〇ギク ー友の会の会貝は，ギク ー

の友社サーピスセ ンクこでのお買

物につき，規定の（サービスセゾ

クーの頁参照）割引を受け ；特典

があります。

海外楽譜・楽器・楽絃

◎直輸 入 楽譜多数取揃え 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

- 28 -

----』 ． 』.4 二



R・ド ・ピゼー作 イ 短 調 組 曲

プレリュ ー ド

アルマンド

クー ラント

サラバンド

ガボット I, II 
ヽ プー レ

ジ一 グ

パッサカリア

ギターの友 6月号 (63号）附録



SUITE IN A 
for guitar solo 

Prelude 
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Allemande 
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Courante 
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Gavotte I 
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Gigue 
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Passacaille 
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ペルコナ絃 曹緬電

peしueon云
cuerdas para GU/TARRA 

かけてすぐ切れた

ピッチが狂つて困る

まき 線がスいて畜が1:（ナる

安つぼいガサツな音で厭だ

などとは雪われた くないと

息つて作った絃です 鷹鼠鬱鼠襲雷肩I

nylonへ°ルコナ SA
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後藤楽絃研究所
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AUGUSTINE 
cuerdas para guitarra 

strings for guitar ~ 
~ 

Mad~ in U. S. A. c,, 

ALBERT AUGUSTINE LTD ~ 
阿
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一

取次厭売

イ

ア

アメ

ガ

口

が推奨する

リ

純

カ製

ス
ン

チ

絃

①............. :.... 130円

②.................. 150円

(….........…• ••160 円
④ ••••..．．．．．．..．．．． 200 円

⑤ ••........,....... 220'円
⑥..........•… •...240 円

鎮

ン

④ ••................ 450円

⑤ •• •.．．．．.．．．．．．．．． 550 円． 
⑥ ••.．．．．．．．．． 9... ．， 650 円
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吾
ギターの寓祉円

東京都斬賓区m太 ,_363 , 


