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OST練習場「正容楽鎚」全景

.. 

武井氏の面影
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御 挨 拶 轡 武井花子

この度アルモニア誌にて亡夫武井守成の特集号を出していただきますことを

厚く御礼申上げます。

高橋様御始め皆々様の並々ならぬ御尽力によりましてこのような特集が出来

ました事をたゞ有調く女喜しく存じております。亡夫は音楽に手をそめましてか

ら四十年殆ど中断することなしに一すじに進んでまいりました。

亡くなりましたのも東京へ楽団の練習にまいりましてから三日程あとのこと

でございました。戦災でピアノもなくし他にいろいろ不自由がちな生活でござ

いましたがラコートを唯一のものとして日々すごしておりました。

この度の特集には亡夫もさぞかし喜び感謝致しておりますことと存じており

ます。 ≫ 
最後にアルモニアの御発展、斯界の隆盛をおいのり致しまして筆をおかせて

いたゞき たうございます。
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芸 術 ・` 十

⑥ 

瞬間に光り輝いて忽ち消えてゆく線

香花火の様な芸術よりも、永久に人の

行く道を指し示す燈台の光の様な芸術

の方が、勿論望ま しい。 然し恒久的に

光らない芸術よりは瞬間的にでも光り

輝 く芸術の方が俊つて居る。

⑨ 

自ら実際以上に宣伝する事は下らな

い事である。 然しながら其の宣伝を躍

起に成つてもみ消そうと努力する事は

一謄下らない事である。何となれば、

それは共宣伝を援助する以外に何の効

果もないからである。

ラコードを奏でる武井氏 R 
低級だとか下等だとか云つて、懸命に之を排斥せんと努力する事は、恰も地球

の一面から其反対側ヘ一つ坑道を造るべく努力するに等しい。実際の価値は黙つ

て居ても人々から善くも悪くも正当に鑑別される。

R 、
• 音楽批評家たらんとする事は、少 くとも我邦に於ては最も容易な事である：グ
ローヴの辞書と、歌劇大践と、蓄音器の Vコード数十枚と、そして多少辻棲の合

った事を舌き得る文筆と 、極めて軽快な低級な皮肉味と、それで批評家への第一

歩は踏み出せる。若し夫れ約一年間欧米の土を踏んで帰るならば、第一流の批評

家として立つ事は易々たるものである。

R 
邦人の一様にもつ悪癖は、芸術に対 して、徒らに之を宜揚するか、又は徒らに

之を罵倒するかの二道しか知らない事である。

R 
人はそれぞれ異り たる智と情とをもつ。従つてその見る所は各々多少

の相違がある。然しなが ら其の多数が認めて美となすものが結局美で

あり 、多数が認めて醜となすものが結局醜である。

R 
或作家は多大の憶憬を感 じて、一生涯之を愛しつづけ、他のあらゆ

OSTのマーク
る作家を斥けて来た人は、其人自身として幸福であったとは云ひ得て

懸5
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五 考` 故 武 井 守 成

も、他からは要するに一つの偏狂と認められざるを得ない。

R 
芸術に対しては要するに自己の率直なる批判に頼る事が二番安全である 。唯然

し常に自己の批判に謙譲であらねばならない。

R -． 
多く の音楽家に狂人的素質があったから ど云つて、狂人的索質が音楽家の:......要

素である と考える事は出来ない。殊更に狂人的素質を持つが如く装ふに到つては

天下の愚である。

R • 
出 鱈 目な無智な批判家の存在は、低級な凌嬌である。，然し一般人が多少なりと

も倦怠病に冒されつつある事を事実とすれば、彼等の存在も亦一分間有効薬程度

の必要があるのかも知れない 。 •

それが単独で打ちならされる時は、一つの騒音をしか出し得ない楽器も、合奏

中に於て、 素晴しい効果を挙げる事がないとは誰が云ひ得よう。水の中へ投げ ・

られた小石が立てた音も、’捨てられた牛の骨にかぶり つく 犬の歯の音も、 カー

・ヴで立てる電車のきしる音も、それが全然騒音でしかあり得ないとは断言出来ま

R
 

しX。

⑤ 

理論的に解剖を行う事が音楽を理解し研究する上の唯一の方法であると考える

のは誤りである。音楽芸術は唯それだけの 方法で解し得る程小さいものではな

&l。

R 
二つの作品に全く同一の手法や旋律や和声が見出された時、後に

生れたものが必ずしも先に世に現はれたものヽ模倣であるとは云ひ

得ないし、又それが為に劣等なる作品である とも断じ得ない；

R 
大洋の如き悠々たる性格をもつ人は、急流の如き性格の所有者よ

りも、正しい批判家たり 、優れたる観賞家たり得る索質を多くもっ

て居る。

R ， ー ／
人格の高低は要するに音楽家にとつても其の大小を決定さるヽ最

後の岐路である ． 指揮台上の武井氏

（昭和 3年 7月マンドリン ・ギター研究第五年第七号所載）
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父 の 想 出 俳人 足克直子

（武井守成氏次女 • 高浜虚子 ， 星野立子門下）

楽譜のこと

父が、廿幾オで音楽に手をそめてから、 買い第め、もらい集めた楽陪は、もう、相当な一

になつていた。 ~ • 
本舞の家に住つて居た頃には、南面した二階の、大きな害斎の壁而に、特別な棚をしつら

え、それぞれ分類されて納つていた。毎週の「合奏日」になると、勤めから婦つた父は、ゅ

ったりした、暗い水色の上着を羽織り 、その棚の前で、あれこれと 、楽譜を選んでいたもの

であつた。 ．． 

中野の家に移つてがらは、手ぜまであった為に、専用の棚などを設ける李はとても出来な

かつた。たゞ 、洋間の、小さな戸棚に、積み韮ねられてあつた。

それらは、殆どが、一頁か、二頁の、ご くうすい楽譜であったが、その一つ一つは、薄い

褐色を帯びていて、表面には、繊細な花文字で、曲名が記されてあり 、楽譜そのものも、古

めかしく 、五線の上に、古い匂いをのせて納つているのであった。

空襲がかしがま しく言はれる頃になった。父は、、日夜；宮内省に通つた。ゲート ルをつけ、

鉄かぷとをしよつていた。細い身体で、銀色の、細身の自転車にのつていつた華もあつた。

父は、日本は、負けない、と言っていた。レコー ドをかける華を禁じ、母が、疎開荷物を作

る華も禁じた。それでいて、家の中央部にあつた、六登位の地下室に、幾段もの棚をつらせ

た。そして、その中に、楽譜を、少しづつ、少しづつ運び込んだのであつた。地干室とは言 ．

つても、急勾配の、雑な木ばしごを上り下りするもので、壁は、荒いセメン トの地肌のま入 、

いつも湿気で、しづくが垂れるような 、そんな所なのであった。たゞ一つ、小さな空気抜き

がある丈で、出入口には、一枚の鉄板が引ける様になつていた。それが、激しい火気を防げ

るものかどうか疑問であったが、ともかく 、父は、勤めから帰ると、危かしい足どりで、少

しづつ、楽譜を運んで下りていつた。大きな、水がめを運び込んで、それに水をた Lえた。

更に、戸外から廻つて、その空気穴のところに、土を埋めた。そこは、丁度縁の下になつて

いたが、父は、腰からはいりこんで、ジャベルで、土を固めるのであった。庭の一隅を掘り

くづし、土をパケッに入れて、縁の下に、はい入り 、又はい出して、何返も、何返もくりか

えすのであつた。ゲートルを巻いた細い足では、ンヤベルも、土へよくくい込まずに、ぐら

ぐらゆれるのだった。父は、胸から赤土だらけになった。

穴ぐらの中には、四囲に楽譜が積込まれ、一隅にはギターが四かれた。たんすや、行李も

入れられてあったが、それは、私達が、無理に頼んで、入れてもらつたものであつた。その、

僅なものでさへ、父は好い顔をしなかつたのであった。

五月廿五臼の夜半、この家もすつかり焼け払はれた。明け方になつて、父と、私とがまず戻

り、焼けくずれた家の、まだところどころ炎の上つているものに水をかけた。庭先に並ぺた

むしるの上に；祖母や赤ん坊を負うた姉を坐らせた。自転車も焼いた父は、徒歩で、宮内省

へ通つた。夜は、湿けた庭先の壕の中で、交り交りに眠る 、そんな日が続いた。五月ttt日に

なった。

地下室の上；こは、、その上にあった納戸が焼け落ちて；埋高い瓦礫の山になつていた。その

下積みの方は、まだ、あかあかと火を含んで、釜の中の陶器の様に焼けているのだった。ど

こが入口であったのか、見当もつかなかつた。埋裔い、まだ熱い瓦礫を取のぞく といふ華も

困難な華に思iまれた。

(4) 涸



焼けてから四．五日の間に、さまざまな人が母ねて来てくれた。塀だけが残つているので、

それらの人々は、くぐりからひよいと顔をのぞかせ、そのま .1.‘ 庭先にいる私達と目を合せ

て、はつとしたような顔付をするのだった。

その中の一人が手つだってくれて、何とか地下室を開かうといふ華になつた。仕とぽりが

さめる迄は、開いてはいけないといふ意見も出たが、父は、開く華．を主張した。近所の、焼

け残つた井戸から、パケツで、何杯もの水を運んだ。一杯かける度に、すさまじい音と煙が

立上つた。その度に、父は、顔をしかめながら、のぞくように見つめるのであった。水がかけ

られ、瓦礫の山が除かれた。 コンクリート の、地下室の天井に当る部分が、次第に露はにな

つていった。ンヤベルを使ふ人の靴底が焼けたゞれた。平たいコンクリの上へ、又水をかけ

たが、それはことわざの通りに、しゅう 、と丸い跡がつくかつかぬ内に、消えてなくなるの

であった。

その頃になつて、入口の、 鉄板の間から 、薄い煙が立上つている華に気づいた。汗をぬく・

つて目をこらしたが、それは消えようとしなかつた。カーキ色の戦闘帽をとつて、父は細い

顔をぬ ぐつた。

火がはいったのは確かだ、といふ享になった。今これを開くのは暴挙である、といふ者が

あった。父は、早くあけて水をかけた方がくいとめられる、と言った。近くの井戸はかれて

しまい、二町ほど遠くの井戸から水を運んだ。焼あとの、足場の悪いところを、父は汗をぬ

ぐいながら 、何返も通つた。

「紙の焼ける匂いぢやない」

と首をかしげたり

「あれ丈煙が出るのはもうだめだo」

と、鉄板を見やつてつぷやいたりした。

ガ')ガ 9‘と異様な音を立て .1.、鉄板がこじあけられた〇ごぅと白煙がまぃ上つた0 皆が

叩きつける様に水を投げ入れた。兵気が溢れた。

「だめだ、もえちやったんだ」

父は、腕をあげて顔をこすった。真黒にすいナた顔だった。

火は消えたようだつた。明かるい、天気のよい日だった。

段ばしごは、幸いにもえていなかった。父は、はいつてみると言つた。母が止めたがきか

なかつた。そして、そろ りそろりと、穴の中へ消えていった。

ひりひり賜が照つていた。姉と私は、顔を見合したま .1.‘ 入口で立つていた。

下で、何やら声がしたと思ふと 、ダダツ 、と父がかけ上つて来た。両手で、一山の染譜を

捧げていた。 そのま .I.‘ ふりまわすようにしながら

「あつた、あつた ！ 焼けなかつた助つた。オイ 、楽譜が助つたゾ」

父の顔ほ其黒だつた。そのンワがみんな笑みくずれていた。

「全部助つた。全部助つた。」

父は、そ こへべつたりと腰を下し 、そのま .I.V-・つくり返つてしまつた。煙に併められたのか

一日二日の間ふらふらしてしまつたのであつた。

この楽諮ほ、一応、宮内省の、父の一室に置かれ、更に終戦後、居を移した鎌倉の家に運

ばれた。

廿四年、台風が、すさまじく吹き荒れた一夜があつた。

当時、病を得て、実家へ戻つて発生していた私と、父とが、二階に寝んでいた。楽諮はそ

の二階の縁側の端に栢重ねられてあったのだった。真向から台風に打ち当つた感じで、古い

家租みのせいか、二階はゆさゆさゆれるのだった。ローソクが、消えさうに傾いてもえた。

床の上にあぐらをかいた父が、下へ移つた方がし心と言った。私は、階下へよろめき下り

129 (5) 
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た。布団は、父が運び下してくれた。雨もりが激しくなつて、父は二階の岱も上げた。そし

て、私のとなりに敷いたふとんにもぐり込んだ。

ふと、私は思い出した。

「パパ、大変、楽譜がぬれる」

ウッ、と父は顔を上げたが、

「もうだめ。疲れた。もうい上よ。」

とがつくり枕に頭をつけた。

「折角、あの戦災にも助つたのに。水びたしじゃだめだわ」

と重ねて言うと、父は、「うむ、」とうなずいてフラフラ立上つた。年老いた女中は役に立た

なかつた。私は、ローソクを手にして再び階段を上つた。

二階の廊下では、まるで戸外の様だった。雨戸はどうやら外れていなかつたが、廊下の天

井が引きめくられて胄黒い夜空が見えていた。そこから、ダーツという音をたて L、雨がふ

りそ iいでいた。真向からの風であつた。楽譜は、到底階下へ移す力はなかつた。たゞ無華

な座敷の中央へ、少しづつ、持ち運ぷのだつた。父は、真剣な目の色になつた。が、勤めに

疲れ、生新に疲れ切つていた身体は、がくがくと 、力が入らない様であった。かうして、無

華に楽譜は守られたのであつた。

父は、日々 、朝も 、夕刻からも 、家に在る時は、その廊下の一隅のふすまをあけたてして

は、楽譜に埋つているのが常であった。そして、タイプした索引を作ったり、武井文庫の判

を押したり 、一葉の楽譜を取上げて、フン、7ン、 フン 、と瓜先で音を追つたり 、ギクーを

取上げて、音を出したりしていた。古びた楽譜は、戦災ですいけて、 破れかけたものも多か

った。父は、ノリ や鋏で、丁寧に、こ まこまとそれらをつくろつていつた。

父の晩年は、音楽、というよりも、ギターと 、この楽譜1こ、父の生命がかけられているよ

うに見えた。

楽譜の上にかかれた文字は、私達に解しようのないものであった。索引を見・ても、何やら

わけがわからなかつた。それらは、父だけのものであった。父は、私達を、音楽に理解がな

いと言った。が私達には、到底とりつけない様な仕華に思へた。

父が、危mになって病院に運ばれる時であった。私は、二階からはい下り、丁度人の居な

くなった座敷で、父のまくらもとに座つていた。父は、何度かの吐血で、其白な顔付であつ

たが、まだはつきりした風に見えた。が、私は、もう会えないといふ手を覚つていた。私は

父の手を掘りながら

（武井文即の楽譜は、バパの意志を守つて、殻善の方法をつくして守ります）

といふ孝を言いたくて、口 もとまで出しては、又、父の頻を兄直した。父が、死に直面して

いる孝からすれば、ぜひとも言い度い一言なのであった。父が、それをきいて、驚き、喜ぷ

だらう、私の手を、同く 、握り返してくれるだらう 、といふ華はわかつていた。が、遂に、

私は言い得なかつた。父が、自らの死を、まだ党つているように思えなかつたし、それまで

タッチしなかつた音楽の宰に、忍に口を出すのも、面はゆい気がするのであった。

言えばよかつたのだった。私は、父に背いたのだった。死ぬまで。

父は、病院に運ばれ、翌日 、息をひきとつた。

翌年一月 、ゆきのふる日であった。即子の窓ガラスごしに、まだらな口が、たえまなく、

校様を画いてゆくのを、床の中から眺めていた。

その日 、楽団の、主だつた人々が集つて、楽譜を初め、父の残した、音楽に関するもの一

切を整理しているのであった。隣室で、ふすまごしに行われるそれらの物音を聞きながら、

私はじつと衷ていた。
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楽譜は、整理して、楽団が保管する孝になつた。ギターを残して、原稿用紙の一片まで、

すべて、楽団の手に移されていつた。 ｀ ． 

楽譜は、その所を得て、 牧つたのであつた。私は、父に安心してもらえる、ーと思った。父

の顔を、目の中一杯に思ひ浮べた。
それから又、ふと、私は父に背いている、という気が、どこかでするのであった。

(1954) 

曲の名前

父の作曲は、せまいものであったと思ふ。が又、実に美しく 、可憐なものであったと思ふ。
父が、曲の名をつけるのが面白かつた。南多摩の丘の、中腹の栗林で、のみになやまされ

た時には「のみ」というのができた。
私が十五の春、桃割れに結つた時、それをじつと見守つていて「桃割れ」「ミツン」「人形

の子守唄」「編み棒」 という四つの小曲を作り「少女を画きたる」と して私にくれた華もあ
る。

「木の車」というのを作った時には「木の車が道をごとんごとん、と行く所なんだ」とー
生懸命に説明してくれた。それは如何にもそれら しくはあったが、又現実に目にふれる大八
車などでは、どうしてもびつたりとはこないのであつた。ど こか遠い国の、練瓦を敷きつめ
た道の上に、西腸にてらされてゆく木の車を思はせるのであった………・・:I・・。

しかし、大低は曲の方が先に出来上つた。ぽつん、ぼろん、と一日中雨だれのような音が
ひゞくのであった。・

明け放した鎌倉の二階は、風がすうすう吹き通るのであった。何もない座敷の真中に卓を
すゑ、座布団もろくろくしかず、うすい胸にうすいジャッ一枚をはたはたまつわらして、あ
ぐらをかいているのであった。

左手でギターのポジンヨンを押え、右手でギターの胴を力心 え、手をとめる とすぐ卓の上
の鉛箪を•i亡しく取上行 、 お玉じゃくしを書きとばし、 左手のポジンヨンを眺め 、 記号を記入
する。

一日中そうしているのであった………。
気が向かないと 、全く出来ないらしかつた。むりに作ら うという気もなささうであった。

曲が出来上ると、下書きの諮面を前にして、私達を呼びよせ

「ん。うん。ア。ちがふ。」
などといひいひ、あごを突出し口をゆがめてひいてみせるのであった。

自分の手でひきこなせる曲はなかつた。

「……………といふのだが何て名をつけようか」
とやつとこさひき終えると首を伸して言ふのであった。

「う 一ん」

と私は言うより仕様がなかつた。

大低同じような旋律だったが、不可解な華もあった。後に、楽団の人がひく と、 まるで別
の曲のように生き生きしてくるのであるが、この弾き方では何ともわからないのであつた。
すると父は

「大体こう、秋の賜ざしの感じネ」とか ． 
「こう、強い感じの、しかも可マンティックな花の名はないかネ」

などと幾分おどけながら言うのであった。
宮内省へ行つていた頃は「京極君にかいてもらつた」と季題を五つ六つかいて頂いて来た

りした。私が歳時記をもつようになると「一寸貸してごらん ？」といつて、首をかしげて見
入つていた享もある。
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二日も三日も、無題のま・Lである華があつた。

「オーイこれ、何とかしてくれよオ」

「いやあだパパ、どれもこれもおんなじようなんですもの」

夜、灯の下で、譜を中に笑い興じる手もあつた。

もうその父は居ない。

曲の名ばかりが、ひとつひとつ、明らかな思い出をさそう のである。
(1950.5) 

初秋のうた

ガラス戸を繰ると 、冷い風がすうと吹き込んだ。目を細めて外を見る。崖ぎわに乗り出し

たす .1.きの一群らが、半ば傾いて、又天に向き直る。穂はすでにやせ細つて、輝かしい銀色

はもうない。風が又それを吹きたわめ、さつと窓の中に吹きこんでくる。

鋭に向つて髪をくしづける。髪の一ところに、 朝陽が当つてぬる＜暖い。 プラッツがその

上を動きまわる。

ラヂォから小さい声が流れ出ている。男の声である。秋の野の享を話している様だ。絵野

とかいふところの話のようである。淡々とした話ぷりだと思う。絵野に仔ち、若い女と秋草

をつむ。赤い犬が野道を横切つてゆく。自動車にのつた人々が、自分達を見て笑いかけなが

ら過ぎてゆく。 そういつた文章である。風が頬に当り 、ぬくまつた髪の協の光を感じながら

私も亦絵野に立つ思ひがする。立つてみたい。あの、半ば枯れた秋草の匂の中に………

と、男の吉はいつか止んで、静かな音が耳に流れ入る。おだやかな草の匂いだ。絵野に流

れる風の音だ。窓の外の、す .1.きのゆらめきだ。何心なく 、そうして耳に入れていた。心の

中に在る様なメ ロデイであつた。 • 
「初秋のうた」ぢやないか、ぎくりとして立ち上つた。そうだ、初秋のうただ。父の曲だ。

父のメ ロデイだ。 美しい秋のうただ。

窓の外を、雲が流れてゆく。朝陽がきらめく。見つめながら、耳の中へ、身体中へ、その

メロデイがしみてゆくのだ。初秋のうただ父の曲だ。そして父の、声なのであつた。．
'(1953.10) 

笑い 、醗 ・

父の急死後、弔屯がたくさんに寄せられたが、中には封書で、長文で頂いたもの もあつ

た。父の名宛になつているので、霊前に供へ、後に開封した。何れも、音楽関係のものが多

かつた。中に

「先生の、あの大きな笑い声がきかれないと思ふと、云々 」

とかかれたものがあつた。それは、罫からはみ出して、おどるような字だつた。

そんなに大きな笑い声だつた ？と母をふり返つた。母は、さう、大きな笑い声だつたよ、

と言った。母も、私も、供花の中に滲んでいた。宛灯がついていた。季節のエ合か、菊が多

かつた。白、黄の菊花が、冬の灯に浮び、或は沈んで、部屋の中をふかぷかとさせていた。

父の話し声は大きかつた。父が、笑う華が出来ない程、切りつまつた世の中であった。家

の中であった。

父の笑ふのは、 音楽に関した時だけであった。おかしな華があると

「あっはっはっはァ」

とのけぞつて、手を打つて笑った。
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たしかに大きな笑い声の父であった。

菊花の中で初めてそう思った。

きんのなみ
會

(1952. 7) 

父は、十二月 十四日ひる息を引とった。傍に居たのは、かけつけた叔父、叔母、母と義兄、そ

れに楽団のMさんであった。夫は、私を呼びに家に馳せ戻．った時であった。私は、すぐ人力

車にのつて、危い足どりで病院に行った。父は、白い布であごをレばられたま q寝ていた。

問もなく 、父は布団ごと運ばれて帰宅した。布団の四角を、義兄 と、 Mさん と、 叔父と夫

が、引つかむようにして運んで来たのであった。病院から家まで、裏道を、一町もない所な

のであった。

前日運ばれていった青い火鉢も 、1夫が抱えて戻つて来た。

父は、昨日ねていた八畳の座敷に、北枕に寝かされた。

叔母と私が、白い督物をぬつて着せた。誰かが短刃を買つて来て胸許に置いた。

会社の人、楽団の人と、人の出入りが激しくなった。座敷の中央の屯燈が一つ、明かる＜

丸く照つていた。

父は、白い布をかむつたま L じつと寝ていた。高い鼻の辺りと、紐んだ手の辺りと、足0)

爪先が、白布の下に固くもち上つて見えた。

人の居ない時は、寒い部屋だった。父は、一人でぽつんとねているのであった。枕許に、

いつも使つていた御飯茶わんに、丸い御飯、それにいつもの象牙の箸が突立つていた。線香

が消えそうだったから、二本をとつて新につけた。

隣の六畳間はすでに一杯の人であつた。私は煙草の煙をのがれて、二階へ上つた。床が敷

かれたま入だつた。横になったが、身体はこわばつたま上 、すぐには床になじまなかつた。

葬儀の日取が決つたといつて、夫が上つて来た。叔父達と、会社の人々とも、相談をすま

せた。

翌日、父は粗末な棺に牧められた。頭ががくんとして、やうやく牧つたのであった。そし

て、高い壇の上にのせられてしまつた。供花が、そのまわりに敷並べられた。南側を負うた

ので、祭壇はうすぐらかつた。、火をつけた煙草を、灰皿にのせたま入 、壇の中程に供えた。

父が、もつとも力を入れていた、ギターの Nさんが、M氏に伴はれて訪れた。Nさんは、

父が危篤という時に、私が、屯話で知らせたのであったが、家が遠方であった為に、遂に臨

終に問に合はず、冷くなつた父に対面して帰られたのであった。

今日も亦、Nさんは、打しほれた有様であつた。父は、生前、Nさんに、ギタリス トと し

ての望みを託して力を注いでいた。身体の調子が悪くなってからも、週に一度は上京して N

さんの指達に当つていたb

二階で寝んでいる私に、Nさんが、霊前にギターをひいて捧げる、 という華を伝えて来

た。私は、夫の手にすがつて、階下へ降りた。霊前には、祖母、母、叔母達が座り 、他の内

輪の者が廊下に居流れていた。後ろのガラス戸が、びしびしと夜風に嗚つて冷かつた。

M氏が立つて

「Nが、御霊前に一曲捧げます」

というような華をし、つて頭を下げた。 Nさんがすうつと立つた後ろに、椅子が進められた。

ギターは、家にあったラコー トだった。あらかじめ、院子はととのへてあったようだつたが、

Nさんは、プシ 、プン、プウン、と絃をはじいた。父が、ひいているのではないだらうか、

あの音、あの特。1 私は息をのんた。

Nさんは、肩を一つゆする様にして弾き初めた。むろん、父の曲だった。何の曲だつたか
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党えていない。たゞ父の曲だった。

M氏は頭を垂れていた。 Nさんは、頭上の灯に顔を輝かせてひいていた。

曲は、うねり、高まり 、父の声をひゞかせ、父のおもざしを浮べては消えて行つた。前に

座つた母の訂が、あまりに激しくゆれるので、私はぽんやりとそれを見つめていた。母の黒

い喪服の訂は、どつく 、どつくと前後にゆれていた。

Nさんは、ぽうん、と弾き納めると、静かに立上つて盆前へ頭を下げた。

葬儀の・日になった。かつて私がはいつていた手があり 、死の直前まで、父がタクトをふつ

た華のある、鎌倉オルゴー）レ合屯団では、葬儀の時に、歌をうたつてはいけないだろうかと

問うて来た。仏式であったし 、甚だ似合はぬ華であるという，意見も出たが、前日、ギターを

捧げている華でもあるし、母がそれを望んだので、歌われる手になつた。

昔、私が生れぬころであったが、祖父と、父との間で、音楽葬という孝が1問題となつて、

それが新聞種にまでなつたという華を母から聞いた華があった。母は、少しでも、父の意志

に副いたいと思つたものらしかつた。私も亦、それが今の父に似合はしいと考えた。 ' 

当日、表玄謁から、盆前、中庭へと敷物がしかれ、弔問客は土足0.)まし上れる孝になっ

た。中庭の土の上には、オ）レゴール合唱団貝が、十数人立つていた。ビアノがなかつたので

楽団のM氏がギターを抱え、それで伴奏していた。その秋、父が、作曲した曲であつた。

きんのなみ

きんのなみ

たんぼはいちめん

きんのなみ・・・・・・・・・・・・

染団の Tさんの作詩になるもので、すき通る様なメロデイだった。合叩団の人々は、目の

前を行きすぎる弔問客の中で、口をあけて歌つていた。目に涙を浮ぺている人が多かつた。

ばしやはゆく

ばしやはゆく

おもひでふかい

このこみち………...

私は、歌つている人々の声から次第に離れていつて、父が、目を細めて歌つている様な心

持になつていた。父の声が、辺り一面に流れているのであった。私はこらえ切れずに、喪服

の人の列の後ろで嗚咽した。

きんのなみ

きんのなみ………

歌声は、 くりかえし、細く 、きらきらと冬空に消えて行くのであつた。 (1954.10) 

故 武井守成氏 に捧ぐ

マ ン ド リ ン • アンサンプル曲

「落葉 の

特別頒布致します。

踊」 服部正 作

頒価 200 円（〶共）

編成 ：マンドリン第一、第二、マンドラ、ギター、 マンドチェ ロ
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 ん 俳人京極杞協

（ホト トギス同人、俳誌「木兎」主宰）

私が宮内省に勤務したのは昭和‘ャニ年であつて退官したのは廿一年であるから武井さんの

儀式課長時代と式部次長時代が主になるわけで殊に儀式課長としての時代がすぐ机をつらね

てし·•た儀式課勤務の式部官として私の思出には一番浪く むすびついてゐる 。

武井さんの私の頭に残ってゐる感じといふのは、いつも機嫌よく振舞つて下さつた感じで

あつて、喫い声と第い顔が主になる。といつていつも笑つてばかりゐたんでは決しズなく 、

一般には笑いは少なかつたともいえるかもしれないが、その笑い方に特徴があつたので耳や

目に残る………笑ふまではそうでもないが、笑い出してしまふと全くこ Lろよい笑いそのも

のに成つて声を上げて笑はれる。疫せて神経質な型なのに笑ひは全く朗らかであった。ワッ

ハッハ、 ワツハッハ、といふ笑ひ方で、一本の指で机の角を叩き乍ら笑つたり 、膝をパチバ

チ叩きながら笑つたり 、であった。一寸したときにそういふ愉快な種の話を話し掛けるのを

好まれたやうだった。

「君々々々」と話しかけられたり

「京極君京極君ネエ京極君」

とスタカッ トを入れたやうに軽快に話しかけられた。

私はどういふ応対をしてゐたか、何の自党も残つてゐない、いつもでたとこ勝負のお返宰

をしてゐたと思ふばかりである。

武井さんは又ンヤープな方であった。強力な論理を持つてをられた。私はトルス トイの戦

争と平和のアンド．レイ ・ポルニ ンスキイ 侯爵が議論に強いところを読むと、武井さんの面厖

が頭をかすめることがあった。私はよく机から机へ無鉄砲な議論を交した。が常に議論は究

敗した。武井さんは議論は実に好きであって、しばしば挑戦的であつたが決して充窟はされ

なかった。何だかいつも鮮やかであった。議論から気まづい結果になったことも一度もなか

った。’武井さんにはよく文章（公文など）を添削していたゞいた。それにも実に適格無比な

箪の入れ方をざれるのだった。

武井さんの音楽はどんな音楽だったのか、音楽のことにうとい私にはわからない。が、そ

の机を接して日々見掛けてゐる武井さん といふ音柴家といふものも、いつも想像してみずに

はいられないことであった。

儀式課長のマンドリン音楽といふやつは少し甘いんじゃないかな… ••f••そんなことを腹の

中で考えたりもしてゐた。

武井さんは甘いたぺ物が好きであつた………又作品につける題名を俳句の季寄せを参考に

してえらびたいなどと私に相談されることがあった。その好まれる題名「遅日の丘」など力＼

ら勝手に私にはあるよい意味の甘さが想像されてくるのであった。

然し実際に於て武井さんの音楽が甘かつたか、厳しかつたか……は私には全然わからない

ことである。たゞたゞ私は私の勝手な願望の世界に於て、その武井さんの音楽は甘くあつて

欲しく厳しくあって欲しくないのである………永遠に。

笑し）声、ンヤープ、或る甘い芸術を想像したいこと。こんなことが今日、回想の儀式課長

として懐しくまず思い浮んできたことがらである。

春惜しむ人の如くにあられたり ｀ 杞陽
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武井さんを憶う OST会貝小西誠一

（音楽評論家）

この十二月十四日は武井さん逝去の五周年になる。忙しし、世の中で忙しい仕華に追われ続

けの生活の為つい頭の中で薄れ勝ちだつた武井さんの存在は、家人、が寝静まり、庭の虫の音

が残りの生命を吸い、北風が時々硝子戸をゆする夜半のしじまの中で追想する時、俄に大き

なイメージとして盛り上つて来るのが感じられ、遠い様な五年が急に昨日の様に思われ出す。

我々 OST. （オルケストラ ・ ツンフォニカ • タケヰ）のメムパーが「武井さん」と云う詩
その言痰には存敬と親しみの気持が籠められて居る。然し同じその気持にも強薄様々の段階

があると思う。 30年近くの問少くとも週に一回は何時間か一緒に時を過した私がメムパーの

誰にも劣らない芍敬と親しみを持つた と云ったら云い過ぎだろうか。 ． 

Vンフォニア ・マンドリーニ ・オルケス トラと云う少々可笑しな名で大正四年の祁に創立

せられた「武井さんのマンドリンオーケストラ」にその秋にはいつて以来33年間にはお互に

喧嘩もしたし、瓶にさわる様な孝を云い合った華もあった。けれ共何時も結局仲肛りをして

笑ってしまったのは一方では武井さんの笈容があり 、一方では私の武井さんに対する芍敬と

親しみが解決を附けて呉れたからだった。

然しこの芍敬と親しみは一つに溶け合つて居たのであつて切り離す手の出来ない性府のも

のである。で、私は芍敬す可き面から武井さんの孝を思い出して兄度い。

SMO（ツンフォニア ・マンドリーニ ・オルケストラ）が発足したのは本腐の沿島三糾町の

武井さんの象に於てゞあつて、二階の15昼位の応接室が錬習所でもあり 、始めの 3回の演奏

場でもあった。当時のメムパーは僅か10人内外だつたし、来聴者も20人はなかつたのである

から演奏会を開いたとは云うもの .1.‘ それは本当は私演会に過ぎなかつた。

それ以来戦争前の昭和十九年から戦後2年計りとを除いて昨年の春迄は（武井さんの歿後

も）毎年春秋2回の油奏会を開いて来たのであるが、大正六年秋には演奏会場を丸の内の生命

保険協会ホールに移した丈ではなく 、来聴希望者が堺加した為大正八年呑からは同じ曲目で

二回続けて演奏する様になった。屈災の翌年から 3年1ll]は帝国ホテルのホールを会場とし、

昭和元年には 1回丈帝劇で演奏会を開いた孝がある。然しその後昭和十八年迄は日本は年舘

を会場とし、戦後は（段井さんの逝去迄は）京栂区役所のホールを使った。

その間にメムパーの数は次第に培えて最も多かつた昭和八年には40人を数えた。それと同

時に使用楽器の種類も埒えた。キタローネ、アルチキタルラ、マンドローネ、 リュート、ハ

ープギターの他にハーモニューム、テルツギターやダルントーンの様な珍らしい楽器が武井

さんに依つて購入せられた。

欧米の楽譜が取寄せられたのは云う迄もない。イタリーのマンドリンオーケストラの主要

な作品は殆んど全部蒐集せられた。それと同時に多数のギター楽譜が集められ、イギリスの

蒐集家フィリップ • ポーンその他の コ レクンヨンが一経めにして買入れられた。 ' 

もう一つ重要な手は SMO創立と殆んど同時に月刊雑誌「マントリンとギター」（底災後

は「マンドリン ・ギター研究」と改名）が発刊せられ、戦争で諸雑誌が統合せられる迄約

20年、該災の後半年計り 中絶せられた丈で規則正しく刊行せられ、その記孝の大部分は武井

さんの研究、論説、意見の発表に依つて埋められた。同時に伊、米、独、仏のマンドリン、

ギター関係の著害や雑誌が買入れられた。

ォーケストラは武井さんの発議に依つて演奏旅行をした。最初は二見孝平氏の申入れに依

つて小田原で行つた。そしてその夜は箱根宮の下の奈良屋に泊つた。第二回は同じく箱根宮

の下の富士屋ホテルでの演奏会で、メムパー全体が同ホテルに宿泊したのだつた。最も大が

.I.りだったのは昭和四年の OST創立15週年記念の大阪、 京都えの演奏旅行であつて、東京
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で記念演奏会を開いた後メムノ←ー36人が大挙して二つの都市を訪れたのだつた。

今一つ忘れる華の出来ないのは大正十二年と十三年のマンドリンオーケストラコンクー）レ

である。これは日本で開かれた最初の音楽コンクールで、昭和七年に時手新報に依つて開始

せられ、現在毎日新聞が催して居るコンクールに先立つ華11年、武井さんが日本の音楽コン

クールの先達者であり 、このコンクールがマンドリン音楽に大きな剌戟を与え、た孝は当時の

人々の記憶に残って居るだろう。

コンクールは、然し、それ丈ではなかつた5演奏のコンク'---JVに続いてマンドリン独奏曲

マンドリンオーケストラ曲、ギター曲の作曲コンクールが開かれた。委しい華は覚えて居な

いが、マ‘ノドリン独奏曲では井上秀治君の「岡に仔みて」、宮田政夫君の「想ひJ、マンドリ

、ンオーケストラ曲では堀清隆君のパレー 「陽炎」、鈴木静一君の「空」、ギター独奏曲では堀

清隆君の「船唄」が入選曲中にあった。 ―

更にもう一つ思い出されるのは練習所の華である。武井さんの私邸での練習は誤災で同邸

が焼ける迄続けられた。胆災の直後は丸の内ホテルの部屋を借りて練習所に宛てられた。そ

の後駿河台の文化学院の小ホールが借りられたが、 三組町の武井さんの父君の邸跡に新居が

新築された時楽器庫と約50人を容れる練習室を持つ練習場「正容楽堂」が邸内に作られた。

以上 OST.のttt余年を振返つた時、武井さんが莫大な金を寛大に投じられた華に思い到ら

ざるを得ない。オーケストラの約半分の楽器は武井さんから貸与されたものであり 、メ ムパ

ー全体は会費を出／す辛屯義務を課せられる華もなしに、演奏に専心する華が出来たのみなら

ず、演奏会、凝つて居るので有名だったプログラム、演奏旅行、時々催された遠足や会食、

コンクールの費用、その他が全部武井さんに依つて賄われた。私は［実業」に来て居た時メ

ムパーの職業的なフリュート奏者が、楽器が悪くなつたに拘わらず新に買う資力のないのを

嘆息して居たのを問いて武井さんが直にその費用を投げ出された手を側聞した；； 「実業」に

来て居た職業的な会員には全部報酬を払われたとも聞いて居る。 ・

総てこれ等の華は武井さんの様な産のあつた人であつた為に出来たのである華は云う迄も

ない。然し武井さんが純粋に音楽的意図丈からそれをして居られた宰は誰にも疑えなかつ

た。武井さんの目的は OSTの内容充実、進歩から始めて日本に於けるマンドリンオーケス

トラ音楽の発展にあつて、そこに何等の私心がなかつた華を否定し得る根拠は一つもない。 ＾

この華はギター音楽に対する武井さんの意慾の中にも見出される。戦争前に多くのギタリ

ストの間に武井さんの貢献を讃える為に銅像を作る計画が進められて居た幸（それは実現を

見なかつたが．）を私は後になつて企画者の一人から聞かされたが、-この華は武井さんが当時

既に如何云う孝をギター音楽の為にして居られたかを了解させる。戦争の頃に至って武井さ

んのギター音楽に対する関心はいよいよ深くなつた。それ迄只管その推進に没頭して居られ

た武井さんがマンドリンオーケストラの限界に疑を持たれ、時には否定に近い意見迄抱いて

居られた丈それ丈ギター音楽に一層深く打込まれる様になつたのは自然の勢である。ギター

を含む室内楽団（フリュート、 クラリネット 、ヴアイオリン、ヴイオラ、ギター等の）を作

つてギター室内楽の演奏に力を入れようとせられたのもその一つの現われだった。尤も この

• 新運動は一回の放送の形丈で終りとなつて、演奏会を開く所迄行かない中に武井さんは逝去
せられた。

武井さんがギター作曲に打込んで居られた孝は戦前ギターをやつて居た人ならば誰でも知

つて居る。作品番号 100を越える作曲の半分以上はギター曲であつて、巧みな作曲技巧と洗

練された内容と武井さんの個性とで日本のギタリストの多く・に感銘を与え、それ等の人々の

レパートリーに屈々加えられて居た華もよく’知られて居る。 ． 

勿論武井さんは日本に於けるギター音楽ーーギター演奏とギタ7曲作曲ー一の進歩、発展

の為に熱心だつた。その為には「マンドリン 、ギター研究」誌上に或は指導的な或は暗示に

富む意見や見解を発表せられた。多くのギタリス トには個人的に接触、し、若くは連絡を取っ
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て意見の交換や啓発に努められた。多くのギタリスト達に取つては武井さんはよきアドヴァ

サーだつたに迎いない。そして武井さんからアドヴァイズを受けた人々はそれを受けるに価

した人々であり．、武井さんからプラスを与えられたに辿いないと思う。

マンドリン、ギターの肖楽丈でなくクラ i/ツク肖楽、就中オーケス ｝ラ曲の為に武井さん

が少からず貢献せられた手は恐らく一部の、古い好楽家丈にしか知られて居ないだろう。武

井さんは非常に独特な方法でそれをやつて退けられた。それは第一次大戦頃の華だった。今

の日比谷の音楽旗（一番小さい野外奏楽旗）では春から秋にかけて海軍々楽隊と戸山学校の
軍楽隊が、隔週に一回宛交代で演奏して居た。その連続演奏会は当時の唯一のポビュラーコ

ンサー トと云つてよかつた。而も曲目の水準は当時蚊高のオーケストラと考えられて居た上

野の音楽学校（今日の芸大音楽部の前身）のそれに劣らないものが多かつた丈ではなく 、近
代性に於ては上野のそれを抜いたものが少くなかつた。その近代的なレパー トリーの大部分

は海軍々楽隊の曲目の中に見出され、そしてその近代曲の殆んど全部が武井さんが海外から

取寄せて当時の楽長瀬戸口藤吉氏に貸与せられたものだつた。

これ等の近代曲は然しドウピュッツー、 ラヴェ）レ等の時代よりは一つ前の時代の近代曲だ
った。グノー、マスネ 、サンサーンス、ポローデイン、チャイ コウスキー等がその主なもの ―

だった。けれ共上野音楽学校のオーケス トラのレパー トリーが殆んどハイドン、モーツアル

ト、ベート ーヴェン、ンユーペルト 、ワ グナーに限られて居た当時、それ等の近代曲は全く

新しし空気を好楽家の間に吹込んだ。二見孝平、堀内敬三、大田黒元雄、野村光ー等その頃
雑誌「音楽と文学」同人として近代宵楽に熱意を見せて居た人々の顔が何日も日比谷に見出

された。西洋美術史の学生だった私等もそれ等の近代曲から大きな感激を受けたフアンの一
人だった。この点から見て武井さんは日本えの近代音楽の琳入者、紹介者の一人であったと

云う手が出来る。そして又この孝は武井さんと瀬戸口氏との関係を密接にし、瀬戸口氏が退

役後 •OST の指揮者になられてメムバーの油奏技術を訓錬されるに至る原因にもなった。

何れにしても武井さんの視野はマンドリン、ギターにlL̂．つて居たのではなく 、音楽の もつ

と広い方面に目を注いで居られた手がそこに語られて居る。

作曲家としての武井さんは亦独特の存在だった。多 、くの外国の作品を演奏して居る間に日

本人は日本人の音楽を作る必然性がある挙を感じられた式井さんは自ら作曲を始められ、ギ
ター曲とマンドリンオーケストラ曲の作！tl1に手を附けられた。この二種のIIIIに於ては日本人

自ら作曲せねばならないし、又作曲し得る華に着想して之を実行に移したのは武井さんが始
めてではなかったろうか。こりこも武井さんの新しい着眼と功絞がある。

のみならず作品の内容と着想にも非常にオリジナルな所と時代に先んじたとも云う可きも

のがある。当時クランツク音楽に於て日本的作品と云う宰が問起になって居た。武井さんは

そんな問涵や論争に関係しないで実行に依つて武井さんなりに問／品を割切られた。 「初秋の

唄」「流れ」「豊年」「大漁」「夕雲1「祭礼の町角j等題丈見てもそこに日本的なもの叶黄溢
して居るのが感じられる。昭和三年に Op. 31の「夏の組曲」を店かれる時、武井さんは稲

を結つた下町のいきな女が雨傘をさし高下駄をはいて横町から出て来る下町梢調を杏くのだ．

と意気込んで居られた。それが組曲の第一曲「宵雨の町」となった。この曲は直接の描写で
はないから 、その様な細かな内容は描かれて居ない。然し、しとしと雨の降る下町の気分は

充分に表現されて居る。その中にいきな下町の女を想像しても決して不自然ではない。そし

て武井さんは人が感 じると否とに拘わらずそう云う点屈人物に下町の興趣を楽んで居られた
のだった。

考えて見るとこう云う独特な、江戸趣味とも云う可き題材や内容を取扱った作曲家は洋楽

の方面では一人もなかつだし、現在もない。こ .I.1こ武井さんの想像力と着想のオリジナリテ

ィーがある；この曲を始めとして内容とスタイルに於て武井さんの総ての曲は他人の持つて

居ないオリジナリティーを発揮して居る。そしてその大部分が成功して居る。旋律の性質、
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その取扱い方、曲の展開等の中には典雅な感情、洗錬された趣味、誇張やぎごちなさのない

表現が何時も見出される。

勿論武井さんは戦業的な作曲家ではない。武井さんの作曲並に作曲態度の中には難しい理

屈や理論はない。武井さんは音楽的な喜びや感興を純粋な心を以て卒直に、I!)-J快に表現せら

れた。従つて我々は極めて直接に曲の面白味を感じる手が出来る。 「踊る小花」の飾り気の

ない無邪気な喜び「夏の組曲」の中の「花火見る子等」の訊心に充ちた喜び、同じく「海に

唄う」ののびやかな、Ifけれ晴れとした気分「豊年」の田図的な歓喜は聴く人に取つても同様

演奏して居る我々に取っても楽しい社びを与えた。 日本の旋律を用いた「初秋の唄」「軒訪

るi秋雨」日本のリズムを利かした「春のノスタ）レジア」静にたなびく「夕紺」からは日本

人の心がそのまいこ流露して居るのが蔽じられる。要するに武井さんの作品は武井さんの心

の気取も虚飾もない自からなる流露であり 、何人にも親しみを抱かせる性四のものだつた。

そう云う作品が多くのマンドリンオーケストラに依つて取上げられたのは当然の孝であろ

う。昭和九年の記録を見ると発表以来「．軒訪る L秋雨」は43回「初秋の唄」は50回「落葉の

精」は59回沢奏されて居る。「踊る小花」はもつと油奏されて居る華と思われる。

この手は武井さんが身近いもの、心に映じたものを卒直に、純粋に表現せられ、それが真

直に大衆の心にはいつて行き、大衆の心を捕えたのみならず、武井さ んの個性、趣味に依つ

て生かされた独特の魅力が何時も大衆を魅惑した孝を語って居る。

以上で私は主として武井さんの前半期のマンドリンオーケスト ラに就いて述ぺたが、武井

さんのこの種の曲は後半期には新しい傾向へと進展を見せた。前半期の作品は単純で、描写

的で、即興的なものが多かつた。然し描写的と云つても直接的な華物の描写と云うよりも、

眼や心に映じたものから得られた幻想を基としたものが多い。然し作品32番の「婆へ短調の

問奏曲」頃から武井さんの曲は純粋紅楽の傾向を持ち始めた。物孝を直接に、描写的に表現

するよりも、形式や描成の上に純粋な音楽美を盛る と云う行き方である。これは注目す可き発

展だった。それ以来この新方向えの発展が続けられた。尤もそれと同時に「ゆれる一輪の花」

「雨と コスモス」「祭礼の町角Jの様な描写に近い作品も術かれては居る。けれ共「流れ」「タ

雲」「春去り行く」「いりあひ」「茜」等は曲題は描写的に見えるが内容は純音楽的である。

戦後久しぷりにむかれた 「微風j「くだもの J組曲」「秋三坦」 は二度目の転機を暗示して居

る様に見えた。時代は一変した。武井さんの内的生活も変化せざるを得なかつた。その変化

が如何にマンドリンオーケストラ曲に現われるかは我々の関心の的だつた。然し新しい武井

さんが作品にはつきりとした開発を見せない中に天は武井さんを我々から蒋つてしまつた。

武井さんのギター曲に就いてもむく可き華は多い。然しそれを書くには私よりももつと適 ， 

当な人があるだろう。戦争の頃からう’'：に云つた様にマンド リンオーケス トラの限界に就いて

疑を持ち始められた為に武井さんの製作慾は主としてギター曲に集中した。華実ギター曲が

相次いで岱かれた。戦後鎌倉に移転せられたので拙宅から遠くなかつた御宅に夕食後に屈々

御訪ねすると何日も武井さんはギターを傍に置いてギターのマニュスリプ トに手を入れて居

られた。その光屎はギター曲作曲えの武井さんの不断の熱中を語るものとして私の心の中に

はつきりと残っている。 • 
その頃二番目の令嬢の直子さんが結婚されて家庭は夫人と二人切りで何と なく淋しそうだっ

た。武井んのギターえの熱中はその淋しさを医する為の様にも感じられた。本当にそうでは

なかつたのかも知れないが、広い御宅の一間に夫人を傍に骰いて楽譜と酋引をして居られる

武井さんの姿を見る毎に私は妙に淋しい気持に襲われたのだった。

武井さんは勿論専門の音楽家ではなく 、生活全部を音楽に献げて居られたのではない。 S

MO創立当時は会社に勤めて居られた様である。間もなく 宮内省に入られた。そして式部官、

楽部長、式部次長、そして戦後には式部長官になられた。然し健康を害された為艮年勤めら

れた宮内省を退いて暫らく静従の後蔽沢の某会社の重役として通勤を始められた。始めの会
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社生活の頃は可なりルーズな勤め方をして居られたが宮内省勤めの半分以上は勤勉であり 、

終りになるに従つてi’i任も重く 、勤務も多忙であったらしい。

そう云う生活を振返つて見ると、その傍武井さんがマンドリン、ギターの為に貢献せられ

た仕孝の竹と屈の大きさに旅かざるを得ない。その私心のない奉仕の杓神、長年に亘つて一

筋に釦楽の為に傾けられた然意は類のないものである手に也い到らざるを得t1い。武井さん

とその仕手とは時代が生んだものであり 、時代が武井さんの出現を必然とする条件を具えた

からであるとも云えよう。然し如何に時代が求め、条件が具はつて居たとしても武井さんの

性格、個性、意慾、境涯が与えられて居なかつたならば武井さんの存在と仕華とはあり得な

かつたゞるう。孝実第二、第三の武井さんの存在もしなかつたし、存在の可能性も考えられ

ない。

こう考えると武井さんの存在の本当の、最も大きい意義がはつきりと分る。歴史は繰返え

すと云う断定を延長すると何日か第二の武井さんが現われると云う論理は成たつかも知れ

ない。けれ共歴史は必ずしも繰返えさない。況んや20世紀の歴史は未だ営てない急激な変容

を続けて居る。果して未来に第二の武井さんが現われるだろうか。

今夜も家人は寝，＇浄まり 、その上風は全く無く唯細々秋の虫の音が寄つて来る。その中で大

きく浮び上った武井さんのイメージを前にして私は武井さんのありし日を回想しながらうま

＜杏けなかつた思い出を結ぷ手にしよう。．（昭和29年10月25l:l午前 3時）

武井さんを想う断片
OST会貝榎 恵

（日本歯科大学教授 • 東京歯科医科大学講師）

日本の洋楽史を低んとうに占くとしたら、その数頁は武井さんの業紹に牝さなければなら

ないのに、今までの一、二のそうした本には故意か偶然かこのことが忘れられている。

例えば海軍々楽隊の初期には武井さんというパトロンがあったからこそ、あの当時として

は入手し難いポロデインやイヴリトフ ・イヴノフなどの曲が演奏されたのである。

x; Y. X 

日本の若い作曲家に「場」を与えた武井さんの功秘はそれにもま して大きい。新孵しか無

かつたあの頃では、若い俊秀な作曲家でも自分の曲を聴く「場」を持つていなかつたし 、実

験もできなかつた。深井史郎、伊藤昇、箕作秋吉その他多くの新迎作曲家は自分の曲をき i

たいためにヱストウデイアンチナの染器編成を学んだものである。

X X X 

私たちのアンサンプルが当時はゼツタイといつてもよい位聴く機会の無かつた新しい曲を

紹介したことも特記する必要がある。こうい う実験は主 として管原明朗によってなされた

が、武井さんの理解なしには成し遂げられなかつたであろう。

私の耳にはまだ「みまかれる若き王女のためのパパヌ」や「アレグロ ・パルパロ」のメロ

デイーやリズムが、きのうのように翌恥てくる。それは鷲くべき往 どの新鮮さだった。今か

ら考えると中には笑止の至りと思われる試みもあるにはあつたが、存とい実験だった。
x 、 X X 

死んだ伊庭孝が私たちのアンサンプルを「組織癖」と痛烈な批判を浴びせたが、当時のマ

ンドリン ・オーケストラのあの真面目な 肖楽探究が今日の日本の音楽のレベルにどの位貢献

しているか、はかり知れないものもあるであろう。しかし硯在ではマンドリン ・オーケスト

ラのそうした使命は終つたとみるぺきであろう。

X X X 

演奏や作曲のコンクール（コンコルソ）の日本に於ける創始者としても武井さんの功績は
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忘れることができない。私はあの帝困ホテルのステーヂで若き同志社の指揮者堀清隆が 1ギ

リンヤ風主題に拠れる序曲」を振つたあの感激を今も思い出す。武井さんによつてどの位多

くの人の才能が呼び起されたか。それは人間としての大きな業結でなくてなんであろ う。

X X 

前に述ぺた伊庭孝の面舌で武井さんがある程度不快な思いをされたことは確かであるし 、

そのことはやがてマンドリン • アンサンプルの限界をいう点で武井さんや私たちが悩んだ こ

とも亦確かであつた。それは世の中が本当のジンフォニー・オーケストラを要求するように

なつてきたことと関係があるであろう。武井さんがそしてある時期に、私たちのアンサンプ

ルの解体をまじめに考えていたことは孝実であつた。しかしお互いが持つ私たちのアンサン

プルヘの愛着がその実行をさえぎつたし 、又スンサンプルに愛着のない人たちも武井さんと

離れるのが嫌さにその解体に反対したのである。• それ仕ど武井さんと私たちの結合は人間的
なものであつた。

X . X X 

武井さんの考えた新しいアンサンプルはたしかに独創的なものであつた。・武井さんの最も

愛した楽器であるギターとマンドラヽテノーレだけが管絃楽に参加するというこの新しいア
ンサンプルはとうとう隔の目を拝まなかつた。それは恐らく不可能であったであろう。私の争

知る限りそうした「作つたオーケストラ」は存在しなかつたからである。
X X X 

そういうわけで武井さんの晩年の梢熱は匠とんどギターに注がれていたと思う。ギターに

生れてギターに還つた武井さんは本望であつたと思われる。ギターこそ武井さんの音楽の表

現に最も適した楽器だった。武井さんの音楽は饒舌ではない。武井さんにとつては..:..つ一つ

の音符が指と絃の触れ合いから生れることが必要であつた。

X ..  x x 
中村登世子と松谷五郎ー一心この二人を傍に持つた武井さんはまたたく間に多くの[UIをもの

した。それはたしかに「秋雨」時代から見ると本格的のギター曲だった。しかしこの二人が

功．に翡度の抜巧家であつたなら武井さんの曲はもつとと素晴しいものになっていたであろう。

もちろんこ のことは払が技巧を重視するというわけではないが、なんといつても作曲家にと

つては天才的な演奏家が必要であ‘ると思うからである。 ・'

X X 

「珠玉のよう、な」という形容詞がある。それこそ武井ざんの曲にふさわし v形容祠だと思

う。その珠玉はエリザベス女王の賊冠式の冠につけられた宝石のような栞華なも のではなく 、

名も知れない美しい石をフト掌にのせた魅力である。 ． 

X X X 

武井ざんの曲はある場合俳句に共通する。一つの音符さえ削ることのできないギリギリの

境地なのである。武井さんには長編小説はかけない。第一そんな比較は無理なのである。長

い曲をか iなかつた武井さんはギターや私ちのアンサンプルの限界を意識したょめではない

と思う。武井さんの楽想は全く俳句だったからであるのではないか。

X X , 

次女直子さんは武井さんが追したも一つの音楽だ。直子さんの一つ一つの言菓は、そして

その言菓のつらなる文章は武井さんの音楽そのものだ。天衣撫雄という古めかしいし心表わ

しがあるが、そうとしかいえない。武井さんも一つ一つの音符を、直子さんも一つ一つの言

薬を、幾度も鉛筆で消しては魯き 、魯いては消したかも知れない。しなし僭かれた音楽は、

文章は、どうしても苦もなく生れたとしか思えない。全く索人くさいのに、手の入れようも

ないという 音楽であり文箪だ。私は直子さんの文章に武井さんを見る。そしてそれは大きな
楽しみである。 (1954.10.20)
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た のし き交遊 の 思い 出 堀内敬三
（音楽評論家、音楽之友社々長）

武井さんは私の中学校（麻等師範附屈）の先輩である。もつとも、私が入学する前に武井

さんは卒業してしまつたから学校で逢つた華は無いが、私の兄と武井さんとが一級ちがいで

仲がよかつたので、 私が中学校を卒菜した頃、 兄を通じて知り合いになった。やはり音梨

上の、趣味の友だちという意味である。 一一。私もそのころは音楽を専門にやる気は無かつた

し、武井さんだつて音交で後代に名を残そうとは思わなかつたに相迎ない。世の中も、今と

迎つてのんびりしていた。

専門にする気はなくても 、私は音楽に相当深入 りしていた。中学校時代か、ら大沼哲さん

（当時陸軍軍楽隊楽手。のち戸山学校軍楽隊長。南方派追軍軍梨隊長在戟中マニラ沖で乗船

が隈沈され戦没）にビアノと音楽理論を習い、大田黒元雄のグループに入り 、卒業して1Ulも
なく「月刊楽譜」（山野楽器店から出していた音楽雑誌）に執策し．、セノオ楽譜の訳祠をつく

り、大田黒元雄主宰の雑誌「音楽と文学」の同人になつていた。そんなことから武井先輩の

御見出しにあずかつて、音楽趣味の話対手にしていただいたので、もちろん何の御役に立つ

ペき筈もないが、私の師匠の大沼哲さんと友人の利；原明朗とは払から武井さんに御紹介し、

この二人が武井さんの楽団の御手伝をするようになつたのだから多少の舷故は有ると言え

る。

武井さんの楽団ーーオルケス トラ・ツンフォニアー一の創立についても前から叶画を闘か

されて大いに究意を表した。．ところが私はマンドリンもギターも全然門外漢なので、その方

の知識は武井さんから与えられたのである。（これは今以て役に立つている。）武井さんのつも

りでは私に第=マンドリンぐらい弾かせようと思ったかふ知れないが、口ばかり達打で一向

腕は無さそうだと思つてやめにしたのかも知れない。

本郷の自邸で第一回の油奏会をやるというので「大田黒をつれて来てもよござんすか」と

きいたら「そりやいけない。僕んとこは下手なんだからなあ」と大いに弱つていた。当時大

田黒元雄は今の山根銀二（これも武井ざんからいうと同じ中学校の後輩だが）のごとくズバ

ズパと悪口をいうので楽培では恐れられていたのだ。その晩大田思は菅原と私をつれて平気

で押しかけて行った。但し、あとで雑誌にほめて因いた。

それは大田黒がほめて杏いてもし心だけのわけが有つた。マンドリンやギターはその頃流

行しではいたけれど、下手な独奏と、もっと下手な合奏ばかりがおこなわれていて、まとま

った音楽的な合奏団は無かつた。たとえ技術は末熟でもこの楽団は編成も良く油奏も正直だ

った。つまり音楽として価値のあるものを作ろうとする意図が明らかだったのだ。

専門的なことは私にはよく分らないが、その後払がアメリカで見たマンドリン合奏団はみ

なその草創時代の「ンンフォニア」と同様の編成だったから、あの時の「ンンフォニア」は

まだ本格的なプレクトラム合奏団の編成になつていなかつたのかも知れない。ピアノ（花子

夫人がひいた）を入れて和声を補い、管絃楽でやるような通俗的な曲を曲目に入れたのも当

時のアメリカのやり方と同じであった、

「マンドリソとギター」もその時代に生れた。私の邦訳歌詞を（譜なじで）毎号のせてく

れたのは武井さんの厚意だった。あの雑誌のはじめの頃の記華は屯ら啓栽的だったが、当時

全然そういう方面の誂みものは無かつたのだから、あれがどんなに役立つたろうか。そうい

う良心的な立派な仕手をしながら、武井さんは威張りもせず気取りもせず、私たち後輩とも

友達つきあいをしてくれたのは嬉しかつた。

私がアメリカにいた六年半は、たまさかの文通ですごした。

大正大盃災のあとで私は焔朝し、再び武井さんとの交遊を持つたが、あちらはもうプレク

トラムに関して世界的な権威者となり 、ツンフォニアもアメリカ的通俗曲などはとつくの昔
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に清符して本格的なものに進んでしまい、雑誌も裔級化し、コンコルソも 裔度のものになつ

たので私のような素人には歯が立たない。つまり完全な傍観者になつてしまつたが、それで

も雑誌は毎号下さつたし 、催し物はいつも御招待を受けた。

武井さんは華族であり 、官吏としては最ii5の階級にある人であった。こういう人が道楽で

やる名楽（よ、たとえ四が良くても永続しないとか、門戸を組ざして片寄つてしまうとか、あ

るいは佃人的な趣味に安住して向上を思わないとかいうような孝になり勝なのだが、この人

に限つてそういう欠点は無かつた。楽団の仕華は全プレク トラム界に向つて注がれ、党派的

感情におちいるような手が無く 、最邸級なプレ・クトラム音楽をめざし、その若及をめざして、

休まず倦まずに仕挙をつゞげていた。いつまでも熱梢と良識をもつ点が武井さんの特色であ

った。

私は武井さんと途う機会がたいへんすくなくなつてしまつたが、武井まんに対する蔚敬は

高まつていつた。たまに逢えば、もちろん昔のま .1.の気安さが最後までつ いゞた。武井さん

と私との交遊を妨げたものは、御互いのからだの忙がしさであった。

武井さんが早くなくなられたのはまことに残念である。長生きをされたら日本のプレクト

ラム界は、安心してたよること のできる中心人物を持ちつゞける手になるのだから、もつと

スラスラと発展していつたろう。武井さんの人格と、判断力と、実行力と、経験とは、全く

かけがえのないものであった。

死後五週年と聞いて、私は今なおそのプランクがうずまつていない華を感じ、痛惜の情を

あらたにする。

わすれがたい人 藤田不

（レコー「音楽評論家）

私は昭和 L・年三月十五日の第一回油奏会から五年間位、国際レコード鑑宜会を東京で催し

た。この会は後に名古屋に支部を持ち、同市でもレコード ・・コンサートを続けた。

このレコード鑑宜会は、当時悔外で発売される新譜から、i炭奏の俊秀なものを直接に入手

して紹介したので、非常に宮ばれたものであった。私は会の連営上当時の幹華だつた竹野俊

男氏と相談して、その頃男爵の武井守成、中村善吉、野村あらえびす、小西誠一（領名は松

本太郎）と管原明朗の謡氏に会の顧問をお願いした。武井氏には小西氏をわずらわして御承

諾いたゞいたよう記憶している。その当時武井氏は御仕華が忙しく いられたので私の主催し

ていたレコードの会には殆んど姿を見せられなかつた。けれども武井氏の指揮されたマンド

リンとギター音楽の演奏会は非常に嬉しかつたもので、コシサートの度毎に何かしら新しい

作品に接したのであつた。そして私は乏コート 型のギターを入手して、しばらくの間松谷五

郎氏の教えを受けたりした。？とめ先が忙しかつたのと、語学の勉強もあったりし て、ギタ

ー演奏家にはなれずに終つたが、その時のギターは今も愛蔵している。それと同時にセゴヴ

イアの来朝でギター音楽に非常な刺戟右受けた。ギター音楽に対する興味は今口も尚もちつ

ゞけているのである。私は武井氏に御会いして御話を伺えたのは二•三回であつたであろう。

近頃現代音楽の作rill家とその作品の誤査をし・ている私は、武井氏から少くともイタリ ーやス

ペインの音楽についてもう少し和極的に御話を伺つて骰かなかつたのを心残りとしている。

昭和七年六月から三年間毎月国際いコー ド鑑賞会のプログラムのため解説を書かれた須永

克已氏と共に、私の忘れがたい人々である。小西誠一氏のマンドリンを奏される姿に接しな

くなつて、もう何年かになる。武井氏の催された訊奏会のようなツークな招待状プロなども

どの音楽会にも近頃は全く見られない。
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．武井守成 の こ と 大 田 黒元雄

（音楽評論家）

なぜ武井守成がギターをひくようになつたのか私は知りませんが、ことによると、割合に

年をとつてから音染に親しむようになつたので、ヴァイオリンやアピノではいまさらやって

みたところで物にならないと思・いながら．、＇その時分まだだれも本気で勉強した者のなかつた

ギターを志したのかもしれません。いずれにしても、ギターとその音楽について本格的に研

究した日本で最初の人が武井だつたことはたしかです。それから武井の組織したマンドリソ

オーケストラがこの類の合奏団体の中で日本最初の麻級なものだつたことも疑いがありませ

ん。その点で武井守成はたしかに先党者なのでした。

野村光ーだの堀内敬三だのと一しよに「音楽と文学」という定価10曳の小さな雑誌を私が

出すようになったのは多分大正五年のことでしたろう。武井が Fマンドリンとギター」とい

う研究的な雑誌を出しはじめたのはそれよりもすこし後のことだつたと記憶じています。マ

ンドリンやギダーを専門的に取扱う雑誌が日本で出たのは、いうまでもなくこのときがはじ

めてでした。

武井は外国語学校のイタリア語科の出身でした。何でも学校を出てからしばらく銀行につ

とめたことがあつたようですが、私が知合いになつたころにはすでに宮内省にはいつて式部

官をつとめていました。したがつていつでもきちんとした服装をしていたのです。

武井は野球が大好きで、単に見るだけでなく自分でやりもしました。疫せた小さなからだ

でしたが、海岸で石などを投げるとずいぷん遠くまで行ったのです。大正八．九年ごろの夏

でしたろうか、ある日、迄子の武井の別荘へ遊びに行つたとき、別荘の外にある空地で式井

チームと福原チームのスポンジ ・ポールの試合があつて、iムは審判をやらされたことがあり

ました。武井チームというのは武井兄弟その他のチームで、福原チームとい うのはやはり逗

子に別荘のあった杏生堂の面原のところに集まつたその友人たちのチームなのです。その中

には劇作家の水木京太もはいつ．ていました。水木京太はもう故人になりましたが、いま声優

として知られている七尾伶子の父‘親です。考えてみるとその日の人たちの中で終戦後故人に

なつたのはこの水木京太だけではありません。福原もそうですし、武井もそうなのです。・っ

いでながらその日の武井は捕手をつとめたのでした。

大正十年ごろに「写其芸術」しという雑誌が創刊されたとき、私は同人の一人だつたので

方々へ撮影に出かけたものです。カメラをぷらさげて本輝の武井のところへ遊びに行つたの

もその時分のことでした。ことしの夏「カメラ毎日」に穎まれて佐藤法制局長官とカメラ対

談をやつた とき、その記手の中になにか自分の うつした写真を出さなく てはならないことに

なつたのですが、なにしろiIt年あまりもむかしのものなのでどれも色が変つてしまつていて

使えなかつたのです。しかしその中で武井夫人とまだ小さか．つた長男の二人をうつしたもの

だけはどうやら使えたので、母子像と いう題で出してもらいました。あの美貌の奥さんには

廿年ちかく会つたことがありませんりれど、むろんまだ健在なのでしよう。長男の仕うは早

くなくなつてしまいました。

大正十二年の店災で武井の家はすつかり焼けてしまいました。金の延棒を持ち出せなかつ

たのですぐ焼跡に探しに行つたけれど、だれかに盗まれてしまつていたということを武井が

残念がつたのはそのころのことです。武井の家のあったのは本舞三組町の高台で見睛らしの

いいところでした。いまあすこにだれが住んでいるのか私は知りません。 ‘ 
逗子の武井の別荘はおそらく氾子第一でした。家は小さなものでしたけれど庭が広くて非

常によかつたのです。あ .I.いうところがすつかり分譲されて、＇むかしのおもかげをまつた＜

失つてしまつたのは惜しいことです。
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武井m酒はかくぺつ好きでなかつたようですが、煙草は好きで冷今度の戦争前には、いつも

ウエストミンスターというトルコ煙卒を吸つていました。ちかごろは見がけませんけれど、

外国煙草が正式に輸入されるようになったとき、スリ ー・カッス）レだのネーヴィ ・カッ トだ

のと一しよに ウエストミンスタァもきたことがあります。 そして久しぷりにこの トルコ煙草

を吸った私は武井のことを思い出したのでした。

話を音楽のほうに屎しますと菅原明朗が作曲家としても指揮者としてもいろいるの経験を

することができたのは武井のオーケス トラに関係するよう になったためでした。菅原が小さ

なピアノ曲を試作して払のところへ持つてきたのは大正五．六年ごろでしたろう。そして武井

が最初の作曲をしたとき、それについてアドヴァイスをしたのは＇即原だったのにちがいあり

ません。そのころ、武井はなかなか作曲がうまいと団源がいつたのを払はおぼえています。

菅原にしても武井にしても作曲はまつたく独習なのでした。

武井の死んだことはだれかから闘きましたけれど、私はとうとう葬式にも行かなかつたの

です。日草華変のはじまつた ころから、夏のあいだ逗子へ行くことをやめてしまつたので、

私はその後ずつと武井に会う機会がありませんでした。したがつて武井と私の交わりはその

ころで終りを告げてしまつたわけなのです。

Music of Baron M. S. Takei Vahdah olcott Bickford 

(Hollywood, U. S. A.) 

I want to thank you again for the delightful music. As you will see by the pro 
grams, we played four of Japanese numbers on our last AGS program and they 

were very much admired. It is a tragedy that Baron Takei has passed away from 

this sphere. His talent in composition was great, I think. I would consider him 

a poet in that line, considering his tramonto as a sample. 

追 ，記 ：

これは高橋功宛の本年 8月28日附杏簡の一節です。 AGS即ちア メリカギター協会を 1923

年以来主宰しているオ）レコ ッ ト • ビツク フ ォード夫人が、 その例会で武井守成氏と中野二
郎氏の作品を演奏しました。

武井男爵が此の世を去つたことは大きな悲劇です。彼の作曲上のタ レント は実に偉大だ

ったと思い ます。 「いりあい」をみたゞけでもわかる通り彼はギター音楽の詩人だった と

思います。

とオルコット夫人は占いているが、まこ とに適確な批評と言えましよう。

硬質東洋 ＋イロ＞ 絃 NYLON如曲~)

楽弦製造元 小 石 ll l 商 會
三重県四日巾市河原田町

出話河原出局 18番
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武 井氏と私 中野二郎

(JOCK専屈、北曲家、演奏家、指揮者）

昭和廿三年廿四年から即ち武井氏の急逝せられた年までの一．二年間、私とはそれこそ火

部の散るような烈しさで手紙の交換をした。恰も何かに憑かれたように。•一便毎1こ敬愛の度
が削して次なる便が無性に待たれた。 36行の大別の罫線紙にピッンリ占き活められた文字は

ート目でわかる武井氏の美しい文字で、私は氏の想出を綴るために読み返すのに遂に一晩を

牲してしまつた。
氏が斯楽の研究機関誌として「Mandolinand Guitar」を発刊せられたのは大正五年で

共の後「マンドリンギター研究」と改称せられ昭和 r八年戦争の発展によつて此種の刊行物が

制限を受けて中絶の止むなきに到るまで実に28年間私は誌の愛説者の一人であった。還境に

忠まれず、誰も師華する人の無かつた私は終始この誌によつて啓祓されて来たと言つてよい。
従つて間接に一方的に武井氏に師孝して来たことになる。私が初めて氏にお目にかいつた

のはまだ氏が式部官 として御在戦当時で湯品のお宅へ伺い、ラコート や古い楽譜等を見せて

碩いた。この時の様子はかつて仙台の故沢口氏が初めて武井氏を訪I!！Jした時の想出がいつか

「Armonia」に出ていたが、 あれに似たもので、私の場合はむしろ斯染の然心なる愛好者の

故を以つて特に謁見を許されたと言った形で私も又恐憫感激して帰つた覚えがある。二股目
はセゴビアの来朝の時帝劇でお日にか Lり、その時武井氏の紹介で沢口氏とも知り合うよう

になつた。誌上では私の関係した放送のことが砒々採上げられたのでII与々手紙を差上げた＜
らいで私は斯楽関係以外の氏のことについては全く知つていない。氏と烈しく手紙を交換す

るようになったのは、器楽教育にギターとマンドリンが一応除外された時差上げた手紙がき
つかけとなり 、之がいつの間にかこの問題を離れて、ギター諮マンド リン譜の究明に変つて
いった。

「お手紙を頂く．とあけるのももどかしく拝見します」 「私も又むさぽる様に拝読しました」

「お手紙を狐き拝見すると直＜瑚］返挙がしたくなり写諧の手を休めて御返孝を害きます」と
芦つた濶子で烈しさを加えていつた。内容は主として古典のギター曲の究明であったが、武
井氏の克りJさと面目を伝えるお手紙の一部を御披露したい。私がかつて E. Shandの所蔵

していた古い版のギターニ屯奏曲集（後から整本したもの）をお送りした時の御返手である。

一 払は古版と云うものについて其印刷上の・廿虹的価値をつけて兄たく成るので従つて如
何に古い版でも印刷が新らしかつたり又は表紙だけ新しかつたり或は古版を他社が買取っ

て出版1折名だけを変えたものなどは一切古版から除外して居ります。然し内容から見ては
確かに古版に近いないのです。ですから之を古版と見れば勿論見られます。 Heugel版の

Sorなどは此の意味ではすぺて古版と云えるわけで全くあれは版を何疫重ねて居るかわ

からぬ程です。私の趣味的な癖かも知れませんが、どうも古版に入れたくないので除外し

て居ります。骨菫的観点よりするのは親限りらしいのですが、古版についても初版と第 2

版以下について先ず聞近いない鑑足が出来るつもりで居ります。少し岐路に入りますが今

拝借している諮について初版か否かの判定を申上げて御案い草にいたします。
Trois Nocturnes Concertane Carulli, op. 143 

明確なる初版、但し No.3は第 2版かも知れません。
Deux Airs Russes 

第 2版

12 Valses 

第 2版又は第 3版

Andante favorit 

('Z2) 

Carulli, op. 110 

Spina, op. 11 

Shuster, ‘’‘ 
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初版（表紙は疑rg.Jあり）
Serenade F, VI,(,,Blum, op.-31 

第 2版又は第 3版

Grand Duo Concert, Giuliani et Moscheles 

第 2版

以上の通りです。然し之は前述の通り骨菫的観点よりして申す手で古版としての価伯は

何等はかりありません。云わゞ印刷上の考古学的観釈です。殊に GrandDuoなどは今

日では世界的にitいものに成つていると存じます。 —---

一般のギター愛好家が古典のギター曲について関心の薄いことを咲かれたり、日本に渡つ

ている之等在料の在籍簿作成のことなど、氏の希望と喜びは同時に私の希望でも喜びでもあ

つた。斯うした手紙の往復を重ねた挙句私は意を決してついに昭和廿四年五月鎌倉のお宅に

伺う ことにした。手紙の往復ではどうしてもまどろかしく矢も盾もたまらなくなり一挙に解

決して了いたい気持になったのである。

然しお逢いして見ると籾て何から持ち出してみたものか余りに沢山の話姐があり過ぎて困

らて了つた。想えば之が氏にお目にか Lる蚊後の日であったわけであるが丸一日をそれこそ

夢中になつてそれからそれへと語り合つたのである。私は帰りの車中しみじみと氏が孤独に

耐えて来た人であることを感じとつた。私は氏の身辺のことは何も知らない。然し一介の斯

楽愛好者の払を捉えてあれだけの社びを顔に現わされて語られるという一華は氏にしても稀

なことではなかろうかと思い到つたのである。「この頃は写譜が一つの慰めとなり迅染とも

成りました」「お手紙拝見してすつかり需き且つ喜んでしまいました」などという文面はお

目にかよつて跨張でないことが初めてハッキリとわかつた気がするのである。

私は今日尚唯一つのとも言う ぺきよき先輩を失つた淋しさ、と身辺琴々たる思しヽの中に斯

楽のことを考えている。

武井様のこと 沢口清美，

'（旧アルモニア主幹、沢口忠左エ門夫人）

武井様の御追業は皆様御存じでございますので私身近に感じましたことをのぺさせて頂き

ます。

主人の逝くなりましたのが終戦後半年経たない21年 1JJで、インフレ共他の華t,91で国を挙

けて耐乏生活をして居りました時でした。お互い自分自身生きることで精いつばいで他人を

顧みる暇0)ない時でしたが武井様には主人存命中と同様何時も勿体ない程励ましの御言業を

下さいました。その度私達親子は前途に光を見出したような気持で生きて参りました。殊に

アルモニア文庫の在り方につきましては大変に御心配下さ いまして種々御杞胞に預り まし

た。次は当時碩きました御手紙の一節です。

ア）レモニア文庫の今後のことを考えると心配です、くれぐれも大切に願いた＜イ子じますが

然し諸種の孝梢で御手離しになるようなこ とが御座いましたなら前以つて御相談に預りた

いと存じます。大部分の曲が私の文庫と重なって居りますから払自身頂奴いたす心尊はこ・

ざいませんが唯あの文府がなるぺく散逸せぬよう、又故沢口様の御期待にそむかぬよう、

そして又沢口家にとつて御不利でないように御力添えが出来ればと存じ申添えました。然

し出来ればこのま入御保存になることが一番のぞましい挙でどざいます。略。

武井様お逝くなりになりました今日でも尚有難く存じ文駆は大華に保存してございます。

又頂きました御手紙も大挙に保仔いたし時折拝見して感謝いたして居ります。
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武井さ んの追 憶 ― OST会貝佐藤志智子

（在ヴェノスアイレス 佐藤II厘伯夫人）

武井特集りに何か思出を占く様にとの御言菓に甘えて少し杏かせていたゞきます。

払は昭和 8年から 7年間オルケストラ ・ツンオニカ ・タケヰのギターパー トに入れて殷い

て居りました。タケヰギター教授所で育てられましたので随分と武井さんには御指遅禎きま

した。最初の節人メンパーとして山口宇多子さんと私が許され、当時とても始しかつたもの

です。

武井さんは「先生」と呼ばれることがとてもお鎌いで、私達がうつかり先生とお呼びする

度に「武片さん」と云つて下さいと注意されるので、初めは何となくつらかつたのですが、

次第に馴れました。非常におやさしい方でメンパー中のお年寄の方にはいつもおやさしく接

して居られました。

当時月一阿ギターパー トのメンバーが集り「研究会」なるものを致し 、式井さんに祇奏を

聴いていたゞき 、御批評と御指遅をいたゞくのが楽しみでピざいました。

お好きだつた曲はソルの「別れ」ター レガの「カプ リチオ ・アラペフ」 エレールの l水神
の踊」等でございました。

オルケストラで一番想出深い幸は、何回目の油奏会でしたか忘れましたが、裕が上つてし

ばらく経つても指揮者の武井さんが出て来られないので皆頻色を変えたことがあり ました。

これは当時プラーゲ旋風というのがありまし て、 演奏直前に曲目を差押えられる華件が処々

に起つて居りました。其夜もストラヴィンスキーやミロ ー等の新しい曲が組まれてあり 、さ

てはプラーゲ旋風かと心配したのです。でも しばらくしていつもかわらぬニコヤカなお顔で

指揮台に立たれた時のうれしかった華、そのお額は未だに忘れられません。演奏会終了後お

問きした挙によると 、ステーンに出やつとなさつた時足の筋が吊れて非常にお困りになつた

とのこ とでした。そして「僕は足が吊れたが、指禅棒を持つた手が吊れて困る人も居るそう

だ」とおつしやられました。

下谷の錬閃所では棟習後よくお茶菓子が出 ましたc 武井さんはいつも胃が悪いとおつしや・

りながら、とてもよく召上りました。お茶をいたゞきながら色々音楽のお話や、又宮中のお

珍らしいお話を聞かせて下さいました。

武井さんは洒落を仰有る幸が大変お好きな様で、時々傑作がお出来の時のお得意なお頻又

時にはメンパーの方達から「今日のはチ ト頂けませんネ」等と言われて苦笑された時のお

顔、社んとうにお懐かしい想出でございます。

私が蚊後にお目にか入ったのはギターと マンドリンが文部省の教育）T1染器に認定された

・時、小石川の学校の講堂で音楽教師を集めて講演をなさつた時でした。哲く振りでお目にか

ヽり少しお痰せになり 、お疲れの御様子にお見受けしましたので、御案じ申上げました処、

相究らずですよ、とお笑いになつていらつしやいました。あれから間もなく訃報に接し、今

も信じられぬ思いが致します。

私もヴェノスに参り時々パーテイなどで、武井さ んの作品を弾かせて碩く時、心から御呉

福をお祈り申上げて居ります。

((25)頁より続く一 〕

ギター音楽がある殻の中で演奏し・設の中で批判している馬鹿らしさから脱ぎ出て純枠の酋交

の立場から批判される手はJ皮も大切だと思います。共嗚するとこる大でした御自愛を祈りま

す」と云う御便を小船に下さ いましたが、これは武井さんの私迷への蚊後の御便りなので大

切に保存して居ります。
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武井 ざ んの想出
ギダリス F 小 -舟さ 照 子

（横浜交靱楽団指揮者 小船幸次郎氏夫人）

随分古い幸になりますが未だ私が娘時代の大正八 • 九年頃日本で音楽と云えばマンド 9 、ノ
合奏演奏会が最も盛んで春秋ンーズンには週三 • 四回位は聴きに行ったものです。私の住む
横浜でもマンドリン合奏団が五団体位もありました。その一つのソチェ＇タ・マンドリン ・ソ

サイチーに私も第一マンドリンを弾いて居りました。このソチェタと云う名前を合奏団に付

けて下さつたのが武井さんです。当時武井さんの合奏団は日本一で、その道の権威である武

井さんはイタリー通でした。横浜から団の名を是非御願い致しますと武井さんの下まで御願

いに上つたものです。男爵である武井さんにお目もじする丈けでも大変でした。それから武

井さんの演奏会を聴かせて鼓くのが又大変で先ず招待券を手に入れるのが困難でした。演奏

会場は華族会舘などで受付には紋付羽織袴の人が居て私達も正しい衣服でなければ行けなか

ったものです。場内の感じは清潔上品さであふれて居て、開演を待つ間の静けさ 、時間が来

ていとも上品なベルが嗚り箱が開くと居並ぷメンバーの黒一色、タクトを持つて出て来られ

る武井指揮者とマッチしてその品の良さは本当に素晴しかつたもので未だに目に浮びます。

その面影を留めていらつしやるのが今私達が親しい小西誠一、さんです。確か第ニマン，ドリン

のトップを弾いて居られたと思います。又武井さんのギター独奏を聴いた様に思います。私

はその当時マンドリンを弾くので夢中でしたがギターもやり度く楽器は持つて居りました。

マンドリン合奏団のコンクールも武井さんに依つて催され全国の若人の意気玄東京に集めた

ものです。大正十二年に関東大底災があり 、武井さんも大分損失なさつた様でしたが、其

後新しく外国より楽器や楽諮沿籍等を御買い遊して再興を御計りに成り 、そのおかげで斯界

は以前に増して盛んになりましだ。私も今度はギターで横浜マンドリン倶楽部に席を置き

合奏、独奏と専らギターに精進して居りました所、昭和四年にセゴピアの来朝がありまして

武井さんの解説のプロクラ ムで大いに勉強になり 、文ゴピアの演奏会は三日問続けて聴きに

行き、、発恋させられたものでした。武井さんの「マンドリンギター研究」と言う機関誌も月

毎に充実をみせ、読む者を楽しませて勉強の補佐をして下さいました。昭和六年でした。横 ，

浜マンドリン倶楽部の秋の演奏会に武井さんが突然御出で下さいました。さあ大疫です武井

さんが東京から横浜までわざわざ聴きに来て下ったと言うので部員一同吃鷲、皆堅くなり 、＇

殊に私はギタァソロをやるので余計のぼせてしまいました。曲はセゴピアのレコー ドで有名

-tょソルの主題と変奏でした。私の番になりステーヂヘ出ると足台が違うので自分で控室へ取

り替に行きましたら 、後で度胸があると武井さんに褒められて恐縮しました。演奏は夢中で 1

した。あの曲は一気に弾かねばならずアガる暇など無い曲です。．兎も角弾き終え大変拍手を

裁きアン コー）レに夕いーガ編曲のラ ・パロ マを弾き控室へ戻りました。すると武井さんが控

室迄御出で下さいまして、いきなり私に良く勉強しましたね今度ステーヂでなくきかせて下

さい。どうです一人前のギタ リス トに成れるから勉強してみませんか、後援して差上げまし

よう 、とおつしやつて下さいました。私は吃鷲して武井さんの御顔を仰ぎ嬉しいやら恥し '

いやらで、それ程武井さんを喜ばしたかと思うと何と申上げて良いやら只々有難う御座いま

すと御礼申上げるばかりでじた。其後私も家庭の主婦なので武井さんの御希望に添えず今日

になってしまい武井さんに申訳ないといつも思って居ります。でもギターは遅々としてです

が勉強して居りま，す。もう武井さんに聴いて裁く時が無いのを残念に思います。．終戦後の武

井さんは気の隠けない私達の仲間と云う感じにお成りになり 、小船などへょ．＜御手紙を下さ

いました。御他界なさる一週間前にお葉害で「御無沙汰して居ります御変りありませんか「ギ

タラ」の新号に載せました放送の御批評を拝見して近来ないよい批判と敬服いたしました。

（以下(24)頁下段へ）
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武井守成氏の音楽とレコード 高 橋 功

昭和24年12月14日に武井守成氏は亡くなった。そしてこ .1.に5周忌を迎えようとしてい

る。天は武井氏に60の年令しか籍さなかつた。 60オというのは決して長い寿命ではない。惜

しめば切りはないけれども、武井氏が長くなかつた生涯の大半をマンドリンとギターの音咲

のために伴げられた功放はたしかに没すぺからざるものーである。 ‘ ― 

宮内省楽部の指揮者ガエタ ノ•コ メルリ氏はかつて「芸術上の古き伝統因襲が特異なる
籾神をさへ形作る極東の人々にとつて、西洋音楽のリズムと楽想を採ることは決して容易な

業ではない。而も日本のエクスプレッンヨンの・古典美を保ち、多くの俊秀作家より望まる .1.

可感性を正確な手法を以て和声ずけ、展開せられたる武井氏の清新なる旋律を聴くに及び、

彼が我西欧の作家のもつ音楽的色彩を盛れるパレツ トを完全に我物とせる華を認めざるを得

ない。•• • … • ••日本の音楽芸術は彼によつて貸き珠玉の美しさを更に添える華を信ずるもので

ある」と言っている。私はこの言熊を武井氏の音楽に対する好ましい適評と思つている。

武井氏の作品32番 「挫へ短調インテル）レデイオ」は第曲「六段」を基潤としたもので、昭和

4年の春の演奏会で発表されたが、それを1仕］いた堀内敬三氏は武井氏に宛てた魯簡で「日本

の旋律の和声的取扱については専門家」だと称讃している。 コメルリ氏と堀内敬三氏の言栞

で武井氏の音楽はうまく云い現わされているので、今更ら私が蛇足を附け加える要はないよ

うに思われる。

そもそもマンドリンはイタリアの楽器である。だからマンドリン音楽の優秀な作品は多く

イタリアの作曲家達によつて制作されている。これは不思義でも何でもない。ところがイタ

リアで吹込まれたマンドリンオーケストラのレコードをきくとどうも余り感心しない。レコ

ードに吹込むぐらいなら、上手で或意妹では代表的なものと云つてもし心筈なのだ位‘昔コ

ロムピアの日本盤で出たヴエルデイ • マンドリン合奏団のレコードに若千俊れたも がある

が、カロリーナ ・ マンドリン ・ オ ー ケストラなどのレコードに至ってはいさ .I. カ~心細いもの

である。マンドリンは早くフランスに入ったが、フランスにマンドリンオーケストラの俊秀

なレコードがあることを私は耳llllにして聞いたことがない。 ドイツでも一頃マンドリン音楽

がなかなか盛んだったがレゴー ドを通して察する限りでは大したことはない。 ペルリンのマ

ンドリーネン、ウント 、ラウテン、オルケステルは、武井氏の作品を 4曲吹込んで、それが

かつてポリドールの日本盤で紹介されたが、私達の期待にそうものではなかつた。アメリカ

ではマンドリンオーケス トラは栄えなかつたらしい。さうしてみると日本の、少くとも武井

氏の指禅するオルケストラ ・ i/ ン フ ォニカ • タケヰのマンドリン合奏の俊秀さは、 本国イ タ

リアを凌ぐこと数等である。即ち、マンドリンオーケストラに於ては、武井氏のオルケスト

ラ ・ i/‘ノフォニカ • タケヰは世界ーであると誇つても我田引水にはなるまいと私は思つてい

る。

武井氏の述されたレコードを整理して、こりこ武井氏の斉楽を偲びたいと思う。武井氏の

指揮するオルケストラ ・ンンフォニカ ・タケヰによる IJ・i乍自演のマンドリン合奏は凡てピク

ター盤に吹込まれたものである。

作品 7番． タルレガに棒ぐる曲

大正10年 7月の作で・「い豆悪いと云う手はさてi,'1き私の好きな1llrの一つである」と武井氏

は言っている。昭和13年月村嘉孝氏のギター独癸でコロムピアに吹込まれた。このレコー ド

について武井氏は「元来此曲は特に誇張すべき表i'，’iを必要としない。従って月村氏の演奏は
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根底なき出鮒目な表桔を持つた演奏に比してどれだけ優つているかわからない。唯氏として

はあまりに控え目になり過ぎ、 そのため生気を欠かれた様に思う。 … • ••• • •私自身は即ろ此曲
を自由に奏者の思う伍にひいてほしいのである。だから月村氏にももつ と自由にひいて戴き

たかつた」と感想を述ぺたことがある。

作品 9番 今日の嘉び

大正13年10月の作で、或る宮殿下が翡去あらせられ其御一年祭が過ぎて初めての妃殿下の

御誕生日に捧げられたものである。最初 「愁ひより喜びへ」と題したギター曲tcつたのを、

翌年オーケストラ用に編曲し「今LIの森び」と改題した。カール・ヘンツェの指揮するべ）レ

リンのマンドリーネン、ウン ト、 ラウテン、オルケステルがポリドー1レに吹込んでいる。昭

和3年8月日 本盤が発売された。

作品11番 軒訪る i秋雨

大正13年末の作で、原曲はギター独奏曲だが翌14年 1月にオーケストラ用に編曲された。

之もカール ・ヘンツェの指揮するオーケストラがポリドールに吹込んでいる。このLillは非常

に日本的で人枯風俗を全く異にするドイツ人が果してどの様に理解し表現するかと思ったら

予想以上の出来栄えだったと、武井氏は述懐されたと聞いている。その後コロムピアで月村

氏が原曲で吹込んだ時、武井氏は「ギタ ー独奏として壼いたものは矢張りギター独奏が一番

ぃiと云う判りきつた孝をもう一度考えさせられた………妙な表梢を加えないで弾いて下さ

ったことが作家としての表現に合致した」と舎いた。武井氏もこのレコー ドには大体満足だ

ったらしい。

作品14番 踊る小花

大正14年 3月15日の作で、初め「机上の小花に寄す」の名で暫らく其儘になっていたのを

昭和 3年になつて全曲修正し、名も 「踊る小花」と改められた。このレコー ドは昭和 3年7

月に発売された。武井氏のこれ以前の作品は所謂武井型と云われるフアンタヂアの形式が多

かつたが、この 「踊る小花」に於て純音楽的な三段形式を とり、説明から表現ヘ一歩を踏み

出したものとして注目された作品である。机上に挿入された可憐な小花を前にして、それが

踊り出し、踊り疲れて倒れ、又踊り出す幻想が実に巧く表現されている佳作。

作品20番 朝鮮の印象

大正15年2月、公務を帯びて朝鮮に旅行した時の印象である。京城の夜宴、平壊壮丹台の

寒月 、鮮内に尚見られる軍国的佑緒、妓生の舞踊等がその印象の骨子となっている。昭和 3.

年1月211::1に新設の山本ピクター苗音器会社のスタヂオでレコードされたが、武井氏の気に

喰わなかつたのか、それとも会社側の吹込技術に欠くる点があったのか、 2月18日に再吹込

みを行い、その結呆後者が固年 4月に発うしされた。武井氏ほ ，「吹込技師ガウデイ氏の細心の

注意と優秀な技術とにより 、音屈其他総て}こ亘つて前回吹込の分よりも更に良好に吹込まれ

ていることを社び と致します」 と云つている。それ程注意し、吟味し、慎重に慎菫を期して

幸に処する点に、まことに武井氏らしい潔癖が窺われる。果してこのレコードの売行きがよ

く、引きつゞき武井氏の作品が次々にレコー ドに吹込まれる起因となつたのである。

作品22番 春のノスタルヂア

昭和 2年 3月の作。最初ギ ター曲として書かれ 6月に入ってオーケス トラ曲としたもので

「今日ではギター曲として存在させないつもりでいる」と作者は云つている。 ドイツで吹込

んだポリドール盤も出ているが、やはり武井氏自身の指揮によるピクター盤がいりCきまつ

ているo僅か40数小節で、時間にして 2分と少しばかりの小品だが、その内容には作者のそ

の時の感梢が卒直に巧みに描き出されていて、その点武井氏自身の最も好む曲の一つであっ

たと云われている。武井氏が「私達の吹込んだものは所謂レコーデイングの特殊のテクニッ

クを払が当時未だ充分諒解していなかつたのと、日本ピクターの吹込技術も今日程よくなか

つた為に、オーソフォニック ・ヴィク トロー ラに拠るに非ざれば明瞭に聞かれない」と云つ
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ているのをみると武井氏自身はこのレコードに渦足していながったのかも知れない。発売は

昭和 3年 5月。

作品25番 虫の踊

昭和 2年 8月氾子の別荘に避暑中に作られた小品で、初めギター曲として害かれたが後に

オーケストラ用に編曲された。このレコードは昭和 3年 7月「踊る小花」や「落葉の梢」と

同時に発売された。

作品26番 初秋の唄

前作と同様昭和 2年 8月末逗子で作曲された。 「其夜は晩夏と云う感じが影をひそめて全

く初秋の気分が溜iちでいた。裏の野原では町の子等が虫捕りに夢中になつている。前の小川

には冴え渡つた月の彩がゆらめいている。もの淋しいたよりない感じと美しい秋を享楽する

気持とが私の胸をさまざまに過ぎて行つた。私の害いたのはその感じである」と武井氏は云

つているる又「或人に米の飯にパターを入れた感じだと悪口を云われて成る程と苦笑を禁じ

得なかつた。ドイツでポリドールに吹込まれているが感心出来ない」とも隣いている。この

曲の純日本風なメロデイとリズムは外国人には巧く 表現出来るわけがないかも知れない。こ

の曲は「朝鮮の印象」と同様昭和 3年 1月21日に吹込まれ、同 2月18日に再吹込みをしたの

だが 「斯う云う レコー・デイングの高等技巧（とでも云うか）は吹込技師に拠る華は勿論だ

が、然し技師だけでは充分でない。どうしても吹込む側で研究し、両々相埃つて行われなけ

ればならない。其為に吹込者は単に上手な奏者であると云うばかりでなくもう一つ吹込技巧

をよく心得て居る必要がある」という所感を述ぺている。こうした反省と工夫が武井氏の V

コードを益々質のい .1.ものにしているのである。

作品27番 落薬の精

昭和 2年11月ギター曲として作曲されたのを、翌年 4月オーケストラ用に編曲した。原曲

は月村嘉孝氏のギター演奏でコロ必ピアに吹込まれている。オーケストラのレコードは昭和

3年7月に発売された。武井氏は「い .1.曲ではないが素直な作品として自身では好ましい」

・と言っている。

作品31番 夏の組曲

正確に云えば組曲「夏の写景」と云うぺきである。「宵雨の町」「風鈴屋」「海に唄う」「花

火見る子ら」 ,J)4章中、 「宵雨の町」は私の貧弱な作品の中では披も優れたものし一つだと

密かに考えてしヽるものである。「風鈴屋」はマンドリンパートを 4部に分つて沢山の風鈴の重

なり合つた音の交錯を模した華と手法が近代的なのとで過褒を蒙つたが、単純な「海に唄う」

の方に私自らは好ましさをもつている。 「花火見る子ら」は花火を扱った為に之も亦実質以

上に評価されたが；此曲は 4章の内一番劣つている」と武井氏は述ぺている。昭和 3年6月

から 9月にかけての作で、この年の秋の派奏会に初演され、その後間もなくレコー ドに吹込

まれ、翌年 1月再吹込みに成功してその 6月に発売された。・-曲一面ず只汁2枚に完全に吹

込まれたが「吹込み至難と見られていた此組曲が、斯く公にされる迄の成果を牧め得た華に

ついては私達は日本ピクターの技術者に充分謝意を表するものである」と武井氏は云つてい

る。原曲の真の妙味は表現出来ないにしても、夕休作者の満足に近いもので恐らくマンドリ

ンオーケストラの最優秀レ コードであると 、筆者は之を高く評価している。

'作品34番 春祭の夜

春の賑やかなお祭の夜、その祭をよそに物思いにふける若い男の心境を写したもの」 と作

者は云つている。昭和 5年 3月の作で、 5月初演、 7月吹込、 8月にそのレコードが発売さ

れた。武井氏は「このレコー ドは不出来なものだ」と云つているが、日 本風な気分を盛つた

点に異色があって、なかなかに楽しいものである。9

作品35番 豊年

昭和 5 年 3 月の作で、•その年 5 月に発表されたが翌 6 年改訂を行った。レコードの発売は
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前の「春祭の夜」と同時だから、改訂前の吹込みである。 「我国の田薗舞踊のリズムと旋律

をマンドリンオーケストラに移したもので、一種の戯作に過ぎない。けれども一体私の作品

には緊逸な感梢をもつているものが少いから此曲などは異色があるガかも知れない」と武井
氏は云つている。レコードでは「リズムが軽快に入らず重く成つてしまつて画白くない」と

自評しているが「風鈴屋」や「化火見る子ら」に通じる手法は、極めてユニークなもので、
日本音楽のこの種の表現では実に秀逸なものと思う。武）t氏の行楽に於ける、西t平音楽によ

る日本的なもの .I.表現は充分に認めらるぺきである。

武井氏は昭和16年に時勢に応じて、大正 4年発足してから約30年継絞したオーケストラ ・

i/‘ノフすニカ ・タケヰを改組して、新たに武井楽団を結成した。そして戦時中に r春去り行
く」等のレコードを出しているが、払の手元に持含せがないし、それに私の長い応召期問は

武井氏と接舶することがないま .1.に過ぎたので、こりこその後の詳細を伝え得ないのを残念
に思う。そして武井氏は昭和21年 4月式部頭に補せられ、翌年 3月親任官の待遇を賜わり 、

願により本官を免ぜられ、ようやく自由な立場で斯楽のために活躍され出し、私達も大いに
期待する所があったのに、5年前芯逝されたのである。百余の音楽作品と十数枚のレコード

が今では武井氏を偲ぷ大きなよすがとなったのである。

武井氏のレコードを1月く人は、私達が概念的に考えている、又時々ラジオなどで耳にする
マンドリンオーケストラと余りに相異しているのに艶くこと .I.思う。武井氏はイタリアに於

て殆と固定化されたマンドリンオーケストラを取上げ、その編成学を器楽的に又寄美的に考

察し、吟味し、実験して、固定的な形態を甚幹とし、更に之を補充拡大して、マンドリンオ

ーケストラの領域を可動的な多而的なものにした5例えば大正l5年作の「朝鮮の印象」はク
ワルテイーノ 1、第 1マンドリン 6、第 2マンド リン3、マンドラ 5、リュート 1、マンド

ロソチェロ 2、マンドローネ 2、ギター 4、ギタルローネ 3、タムタム、東洋風カスタネッ

ト2種、土耳古サンパルという楽器編成によつている。それが昭和 5年作の「股年」では更
に拡大されて第 1第 2マンドリン、マンドラテノーレ、リュート及び マン ドロンチェロ、マ

ンドローネ、ギター、キタルローネ、フラウ ト、クラリネツ ト、 ピアノ、テインパーニ (3

個）打楽器（鈴、タムプル ・パスク、ナッケラ ・オリエンターレ、 トリ／ンゴロ、アングク

ルソグ）となっている。

こうした器に盛るに武井氏は純日本、的なものを以てした。或時は箪曲から採り 、或時は雅
楽を箱り 、或時は神楽を取入れ、又或時は武井氏独特のリリンズムー一tもの .I.あわれを描き

出した。衷洋と西洋との融合ー一七 .I.l'C.武井氏の音楽の特色と秘密が仔するのである。

武井氏はその音楽のために私財を投じられた感じさえある。しかし武井氏の音楽は財政的

な裏付けだけでは絶対に生れなかつた。そこにはマンドリン音楽に対する深い理解と烈しい

情然と、そして不断の努力が必要だったこと勿論である。武井氏の音染はこうして出来J-．つ
たのである。 （昭和26年11月8日稿）

追記

この秘は或音楽雑誌のために 2年前草したものだが、没になつたので、改めて本誌に載

せる。只二、三ケ所を訂正しただけである。

• セゴヴィア愛用の名器トレスを最初にモデルにした

ネター製作家 加 納 賓
名古屋市昭和区長戸町 2の28

＇ ｀
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武井守 成氏略歴

OST会は近 膝式幹 ・編

明治23.10.11 島取市に俎る。

11 44. 3. ・東京タト語伊語科第一学年修

了。伊学協会より奨学金授与さる。

II 44. 5.10 学術研究の為 3ケ年留学の

予定を以て伊太利へ渡航。

11 44.10.19 所要の為帰朝、前記学校第

--．学年に復帰。 ' 
ー大正 2.3.28 同校竹席卒業、伊国政府よ

り四品を授与さる。この頃より自習で

ギター演奏、和占学を修埒す。

11 4. 9.26 田中常彦氏の訪問を受け マ

ンドリ・ン合奏を始める手になる。

11 5. 4. 会名を「ツン フ ォニア • マ

ンド リニ • オルケスト ラ」とする。機
関誌「マン ドリンとギター」を発刊

す。
II 6.12.28 宮内省式部官に任ぜらる。

II 10. 3. 「ギ ターの夕」を開く。

11 10.12.26 宮内省楽部長を兼任。

11 11. 7. 英国ボーン文庫の大半を譲

受け武井文卯とする。ギター曲 「タル

レガに捧ぐる曲」「野遊び」出版さる。

11 12. 9. 1 大函災により究成せる武井

文郎及び榮器焼失す。

11 12.11. 総会を帝国ホテルに開き復

輿につき協議会名を 「オルグストラ ・

ンンフォニカ ・タケヰ」と改める。

11 13. 3. 機関誌を 「マンドリン • ギ

ター研究」 と改名第 1号発刊。

ギ ター ・
ヴアイオ リン 製作家

大四3.10. 創立10年記念復典第 1回油

奏会を開く。単行本「マンドリツ • ギ

ター ・及共オーケス トラ」刊行。

II 13.12. カラーチェ氏米朝、OST主

催演奏会を開く 。

11 14. 4. 欧洲の四文彫を譲受け、武

井文庫復活す。

II• 14.10. 単行本 「マンドリ‘ノ ・ギタ

一片彩」出版さる。

11 15. 9. 御来朝中の瑞典店太子同妃

両殿下の御希望により 、硲ケ関離宮に

て御前沙（炎を行う。

昭和 1.7. 焚爵被仰付（男爵）。

II 4.10. セゴピア氏来朝、帝国劇場

にてリ サイタルを開く。武井氏依穎に

より曲目解説を惜く。

11 4.11. 創立15周年記念演奏会を開

く。伊太利大使ア ロイ ジ男より祝品を

贈らる。

II 17. 1. 「マ ン ドリン ・ギター研究

汽料」第 1号頒布、弥後附月に発行

さる。

II 20. 5.25 罹災（戦災）。

11 21. 4. 1 式部頭に補せらる。

11 22. 3.27 特に親任官の待遇を賜わ

り、願により本官を免ぜらる。

11 24.11. 6 OST復興第 1回演奏会を開

く。

11 24.12.14 武去。

1124.12.20 特旨を以て位二級を進陛せ

らる（従二位）。

ヽ

中 出阪蔵
束京都中野区城山町24

の最佑j技術による尤も良心的な作品として諸先生拉びにガツ トギター愛好家各位に御愛用を

穎つて居り ます。 ｀ 
〇輸入楓材及びパ リテンド）レ材が多数入荷し ，最店作品の御注文に応じて居り ます。

〇セゴグ イア氏の推奨する世界最高アメリカ製オーガスチ ン Augustinナイロン絃（本誌

第3号高橋功先生御紹介）大紐入荷して居り ます。多少に拘らず御用命下さい。
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武井守成作品記録集

集録沼任者

OST会員松谷五郎

記載例

1. 作品番号

2. rill名（欧文は作者自訳の伊語にて示

す）

3. 曲種（作曲時の曲種を以て示す）

4. 作曲年月日

5. 被献呈者名． 
6. 作者の言栞（作曲自箪の作品表ノ ー

トに記された解説、感想、党えむ等を

そのま .1,再録する）

7. 作曲後の恋遷

8. 初演記録

9・ 出版、頒布等の記録

fo. その他参考孝項 ， 

註、漢字及び仮名述いはすべて作曲当時の

ものによる。

アンサンプルとはマンドリンアンサン

プルを示す。

単に演奏会と記したのはすぺてオルケ

ストランンフォニカタケイ（勿論時代に

よツンフォニアマンドリーニオルケス ト

ラ或は武井楽団等と 名称変戻はあつた

が）の演奏会なることを示す。

記城人名は望族其の他を除きすぺて敬

称を省略した。且被献呈者の中には現在

改姓された方も或は既に故人となられた

方もあるがすべて作曲当時の記録によ

る。行盤吹込の記録はすぺて発売年月日

を以て吹込年月日と仮定した。

初演記録は実演奏及び放送を通じ最も

早いものを記載した。且この記録は故人

在世中自らの記録のものに依つた。尚逝

去後大阪及び東京で開催された故人追悼

演奏会に於ては数多の有名ギ タリストに

よりギター独奏曲の大部分が演奏された

ので初演記録の無い曲もこの時に初演さ

れたものが多いのである。

1. 第 1番

2. 幼き時の思出 Ricordi.d'infanzia 

3. ギター独奏曲

4. 大正 8年7月
5. 渡辺浩

1. 第2番

2. 野遊び PasseggiataCampestre 

3. ギター独奏曲

4. 大正 8年8月

5. 凶・稿文雄

8. 大正 9年5月30日第 9回演奏会に品

橋文雄初演

9. 大正11年2月日本楽器より出版

1. 第 3番

2. 母 Madre

3. アンサンプル曲

4. 大正 9年7月

7. 班曲となる

8. 大正 9年11月25• 26日第10回演奏会

にて瀬戸口藤吉指揮により初演

10. 姦災により楽譜焼失、後日台湾に在

りたる写譜を取寄せ之を骨子として第

33番を作曲し本曲を癌曲とする。

1. 第 4番

2・ 我児への土産

3. アンサンプル曲

4. 大正 9年 8月

7. 湧曲 となる。

1・ 第 5番

2. ホ調のミヌエット Minuettoin E 

3. ギター独奏lllJ

4. 大正10年 1月20日

5. 村上三郎

7. 昭和14年 1月19日作Ilh者に よりアーン

サンプ）レ曲に編曲

9. 昭和13年12月 「マンドリンギター研

究」誌に添附

1. 第 6番

2. 黄昏 Crepuscolo

,3. マンドラ独奏（ギター伴奏）曲
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4. 大正10年2月28日

8. 大正10年6月 6• 7日第11回演奏会

に田中仲 ，t祁裔文雄によ り初演

9. 大正11年2月日本楽器より出版

1. 無番（背原明朗と共作）

2. ムニエルに棒ぐる曲

3. アンサンプル曲

4. 大正10年9月241」

8. 大正10年11月 5• 6 H第12回演奏会

に瀬戸口藤吉指揮により初演

10. 大正12年 9月 1日裳災により焼失

1. 第 7番

2. タルレガに捧ぐる曲

Omaggio al Gran4e 

Chitarrista Tarrega 

3. ギター独奏曲

4. 大正10年7月24日

8． 大正11年6月17• 18日第13回演奏会

にて村上三郎により初演

9. 大正11年2月日本楽器より出版

10. 昭和13年月村嘉孝日蓄に吹込

1. 第 8番

2. 即興曲 Impromptu 

. 3. ギター独奏曲

4. 大正13年2月24日

5. 武井守苦．

8. 大正13年10月28日第16回演奏会にて

村上三郎により初演

9. 大TE13年8月日本楽器より出版

］． 第 9番

2. 今日の喜び Gioia d'oggi 

、3. ギター独奏曲

4. 大正13年10月29日

5. 束伏見宮妃殿下に捧げ奉る

6. 「さるやんごとなき御方の御喪服後

の御誕生日に捧げたるもの」

7. 大正14月 1月 7日作曲者によりアン

サンプル曲に編曲、同年春菅原明朗に

より符絃楽に編曲

8. 大正14年 1月31日カラ ーチェ来朝第

2回演奏会に作曲者指揮によりアンサ

ンプルにて初演

9. 昭和 5年 1• 2月 「マンドリンギタ

ー研究」誌に添付

1. 第10番

2. 朝の前奏曲

3. アンサンプルllll

4. 大正13年秋

8. 大正14年 5月21日第17回演奏会に作

曲者指揮により初演

10. 本曲 「は 3人の友の組曲」の第 1曲

とし て作られ第 2曲は菅明朗作 「真昼

の行列」第 3曲は大沼哲作 「夜の祭」

であり初演に際しては各作曲者各々の

指揮によった ・ 

1. 第11番

2. 軒訪るい秋雨

La Caduta della Pioggia 

3. ギター独奏曲

4. 大正］3年12月 9日

5. 武井花子欠人

6. 「日本家をうつしめやかな秋雨」

7. 大正14年 1月10日作曲者によりアン

サンプル曲た編曲、同年春菅原明朗に

より管絃楽に編曲

8. 大正14年 1月31日カラーチェ来朝第

2回演奏会にて作曲者指揮によりア‘ノ

サンプルにて初演、同年 5月2日東京

プレク トラムソサエテイー演奏会にて

内木清次によりギター独奏として初演

9. 大正14年7月十字屋よりギター独奏

曲として出版、同年 8月アンサンプル

曲として マヌスクリプ ト提供

10. 昭和 3年カールヘンツ 工指揮ベルリ

ナーマンドリネンウントラウテンオル

ケステルによりポリドールに吹込

昭和12年月村孫孝ギター独奏にて日蓄

に吹込

1. 第12番

2. 小舞曲 Piccola D<!Jlza 

3. ギター独奏曲

4. 大正13年12月22Fl 

7. 大正14年 1月27日作曲者によりギタ
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-4部アルチキタ）レラキタローネの 6

部合奏に編曲

9. 昭和 4年12月「マンド リンギーター研

究」誌に添付

1. 第13番

2. 元旦の日記

3. アンサンプ）レ曲

4. 大正14年1月 1日

7. 班曲となる

1. 第14番

2. 踊る小花 Danza de! Fiore 

3. アンサンプ）レ曲

4. 大正14年 3月15日

6. 「机の上の花瓶に挿された可憐な小

花を前にしてそれが踊り出し踊り労れ

て倒れ、更に踊り出す幻想を画けるも

の」

7.最初の題名は「机上の 小花に寄す」

であったもの、昭和 3年 2月21日内容

訂正

8. 昭和 3年6月 1日第23回演奏会にて

作曲者指揮により初演

9. 昭和 6年 1月「マンドリンギター研

究」誌に添付

10. 昭和 3年 7月作曲者指揮により日本

ピ＇クターに吹込

1. 第15番
2. 晩春 Tramonto della Primavera 

3. アンサンプ）レ曲

4.・大正14年 4月3日

6. 「神楽の和琴のリズムを骨子として

荏れゆく春の悲衰を写さんとせるも
の」 ，＇

7. 最初の題名「今日のリズム」であっ

たもの、昭和 3年 3月内容訂正題名変

更
8. 昭和3年6月 1日第23回演奏会にて

＇ 作曲者指揮により初演

1. 第16番

2． ソ）いの追憶

3. アンサンプル曲

4. 大正14年4月27日

7. 祭曲となる

1. 第17番

2. 我が心

3. アンサ ンプ）レ曲

4. 大正14年11月16日

10. 本曲はオルケス トラジンフォニカタ

ケイ内部のアンサンプルコンクー）レ課 ， 
題曲として作曲されたもの

1. 第18番

2. 死せる若人に AlGiovane Estinto 
(Elegia) 

3. アンサンプル曲

4. 大正14年12月22日

8. 大正15年 1月30日故小笠原牧四郎子

弔祭に追想曲として作曲者指揮により

初演、同年11月14日第20回演奏会に作

曲者指揮により公開初演

9. 大正15年8月マヌスクリプ ト提供

10. 故小笠原子は故人の親交厚く且稀れ

に見る熱心なマンドリン奏者であった

が不幸悪性な肉腿の侵す処となり隻脚

切断して尚且演奏を続けて居ったが遂

に逝去されたのでその益に捧げる為に

書かれたものてある

1. 第19番

2. 昨年今日の思出

3. アンサンプ）レ曲

4. 大正14年12月28日

7. 啜曲となる

10. 一年前に来朝したカラーチェる偲ん

だものである

1. 第20番

2. 朝鮮の印象

Impressioni Korene-Fantasia 

3. アンサンプル曲

4. 大正15年 3月11日

5. カラ ーチェ

6. 「印象の骨子は京城の夜宴、平堀牡

丹台の寒月、鮮内に猶見られる軍国的

梢調、妓生の舞踊等であるが、それ等

．
 

ン
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は逐次的に叙述されていず、綜合的に

箱められている」

7. 大正15年4月25n一部』正

8. 大正15年 5月29H第19回油共会にて

作曲者指揮により初演

9. 昭和 5年 8.9.10月 「マドン リンギ

ター研究」誌に添付

10. 昭和 3年4月作曲者指揮により日本

ピクターに吹込

昭和 7年 1月14日独逸に於てアーミン

ハルター指揮によりオーケストラアミ

力演奏す

・1. 第21番

2. 小行進曲「Jレイズ」 Marcia
"Louise" 

3. アンサンプル曲

4. 大正15年6月

10. 大正15年9月）9n来朝中の瑚典国塁

太子同妃両殿下の；硲めに依り殴関離宮

に於て作曲者指抑により御煎演奏を行

い商後本曲名に妃殿下の名を城＜

1. 第22番

2. 春の ノスタ）レヂア

Nostalgia Primaverile 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 2年 3月 5ロギター独奏曲とし

て作曲

5. 菅原明朗

7. 作曲後直ちに作曲者によりア ンサン

プル曲に編曲し原ギター独炎曲は疱曲

とさる

8. 昭和 2年 6月 2日第21回演奏会に作

曲者指揮により初演

10. 昭和 3年 5月作曲者指揮により日本

ピクターに吹込、同年カール ・ヘンツ

工指揮によりペルリナーマンドリネン

ウントラウテンオルケステル ポリド

ールに吹込

1. 牙氾3番

2. 力）レツリを偲びつ L

Pensando a Carulli 

3. ギター独奏曲

(34) 

4. 昭和 2年4月21F.1 

6. 「大ギタリスト 、カルツソの肖像を

告斎の壁に掲げ乍ら其の混厚な風格を

・｛思びJLの追伐の感梢をつゞつたもの」

7. 作曲後直ちに作曲者によりアンサン

プル曲に組曲

8. 昭和 2年 6月 2日第21回演奏会に作

曲者指揮によりアンサンプルにて初

演、昭和16年11月30日月村ギター研究

塞油炎会に蔀信子ギター独奏として初

演

9. 昭和 4年12月「アルモニア」誌に添

付

1. 第24酢

2. 昭和 2年

3. アン サンプル曲

4. 昭和 2年8月

7. 癌曲となる

1. 第25番

2. 虫の踊 Danza d'insetti' 

3. アンサソプル曲

4. 昭和 2年8月24日

7. 昭和 2年 9月23日作曲者によりギタ

ー独炎lUJに編曲、但し独奏曲 としては

後に班曲となる

8. 昭和 2年11月21日第22回演共会に作

曲者指揮により初演

10. 昭和 3年 7月作曲者指揮により日本

ピクターに吹込

昭和18年10月全曲を改め作品第80番を

作り本曲は班曲となる

1. 第26番

2. '初秋の唄 Canto d'Autunno 

3. •アンサンプル曲

4. 昭和 2年 8月28日

6. 「純日本風旋律に初秋の没愁を画

き、梢欧風にかへて総り なき昭空への
：、9{びを唄う」

II. 11{｛和 2年11月21日第22回油癸会に作

曲者指揮により初演

9. 昭和 3年 1• 2月「マンドリンギタ

ー研究」誌に添付
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10. 昭和 3年 9月カール ・ヘンツ工指揮

ベルリナーマンドリネンウントラウテ

ンオルケステルによりポリドールに吹

込昭和16年 9月作曲者指揮により日本

・ ピクターに吹込（之より前吹込みたる

ことあるも発売せず）

1. 第27番

2. 落菜の精

3. ギター独奏曲

.4. 昭和 2年11月27日

7. 昭和 3年 4月27日作曲者によりアン

サンプルに編曲

8. 昭和10年11月29日第38回演癸会に作

曲者指揮により初演

9. 昭和 3年 7月「マソドリンギタ ー研

究」誌にアンサンプル曲添付

10. 昭和 3年 7月作曲者指揮により日本

ピクターに`吹込、昭和11年月村嘉孝に

より ギター独奏曲として日蓄に吹込

1. 第28番

2. 花びら I petali 

3. ギター独奏曲

4. 昭和 3年 3月9日 -

8. 昭和16年11月301::1月村ギター研究室

演炎会に伊東尚生により初祇

10. 久宮祐子内親王殿下．此去を悼み奉り

ての謹作である

1. 第29香

2. 行く春

3. マンドリン独奏曲

4. 昭和 3年4月13日

5. 本宿隆興

7. 昭和 5年 2月13日作曲者によりアソ

サンプルに編曲題名を「春は過ぎゆ

く」とす

9. 昭和13年11月「マンド リン ギター研

究」誌にマンドリン独奏曲添付

1. 第30番

2. ア）レパムの二茉 Fogli d'Album 

(1)ネーニア • アンテイカ ・

Nenia Antica 

(2）ミ ヌエッ I- Minuetto 

3. ギター独奏曲

4. 昭和 3 年 4 月 30 日ネーニア • アンテ

イカ

昭和 3年 5月 7日ミヌエット

5. 箕田正富

7. 昭和 4年 3月 7日ネーニアアンテイ

力を

昭和 4年 4月 7日ミヌエッ トを共に作

曲者によりアンサンプルに編曲、ギタ

ー独奏曲は祭曲となる

8. 昭和 4年 5月30日第25回演奏会に作

曲者指揮により 初演

9. 昭和 7年 1月ミヌエッ トを同年 3月

ネーニアアンテイカを何れもアンサン

プ）レ曲 として 「マンド リン ギター研

究」誌に添付

1. 第31番

2. 夏の組曲 Scene d'Estate 

(1)宵雨の町

(2)風鈴屋

(3)海に歌う

(4l,'E火見る子ら

3. アンサンプ）レ曲

4. 昭和 3年 6月15日（訂正 7月23日）

宵雨の町、7月 111風鈴屋、9月 1日

海に歌う、 9月17日花火見る子ら

6. 「第一章初夏の下町の気分表現で描

写ではない。第二章風鈴屋の感梢描写

．で風鈴の擬肖はワキ役である。第三葉

風なく晴れ渡った海辺の朝静かな海に

向つて歌う感じ、若しくけ出漁の船人

の唄を想像する第三者の感じ、第四章

花火の夜をまつ子供迷の交しさと焦だ

たしさ 、打上げられた花火の五彩のひ

らめき、子供らの吹美の歌等のつゞら

れたもの」

8. 昭和 3年12月 3日第24回演奏会に作

曲者指揮により初演

10. 昭和 4年 6月作曲者指揮により日本

ピクターに吹込

1. 第32番

2. 嬰へ短調インテル）レデイオ
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／
 

Interludio in Fa dicsis minore 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 4年

6. 「箪曲六段を捕へたもの。パラフレ

ーズでもヴアリエーンヨンでもない」

8. 昭和 4年 5月30日第35回演奏会に作

曲者指揮により初演

10. 戦災により焼失

1. 第33番

2. 母 Madre

3. アンサンプル曲

4. 昭和 4年 8月29日

6. 「俊しく奥床しく而も何ものにも犯

されざる強き母の愛を描く」

8． 昭和 4年11月 7日第26回放奏会に作

曲者指揮により初油

10. 作品第 3番「母」を改作したもので

ある

1. 第34番

2. 春祭の夜 Nottr di Festa 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 5年 3月 1日

6. 「春の祭礼の一夜、家の中にあつて

祭とは侮関心に物思いに沈む一人の若

人を両く」
，， 

8. 昭和 5年5月28日第27回演奏会に作

曲者指揮により初演

9. 昭和10年10• 11 • 12月「マンドリン

ギター研究」誌に添付

10. 昭和 5年 8月作曲者指揮により 1:1本

ピクタてに吹込

1. 第35番

2. 豊年 Buon raccolto 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 5年 3月26ll 

7. -昭和16年9月山田流窄Ilh八木久子二

琴尺八に編曲、昭和18年10月30日大阪

放送局にて高橋半之を笠絃楽に編曲、

昭和18年12月11日石井みどり舞踊団公

油に折田泉再編曲す

8. 昭和 5年 5刀281:i第27回演奏会に作

曲占指搾により初油

10. 昭和 5年8月作曲者指揮により日本

ピクターに吹込

1. 第38番

2. 夕時雨 Pioggiadi scra 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 5年9月24日

8. 昭和 5年11月24日第28回演奏会に作

曲名指揮により初演

1. 第39番

2. 流れ
／‘ 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 5年9月24日

6. 「単なる流れの描写ではない」

8. 昭和 5年11月24日第28回演奏会に作

曲名指揮により初演

0 第40番は最初より班曲となる

1. 第41番

2. 夕甚 Nube di sera 

3. アンサンプル曲・

4. 昭和 6年9月28日

6. 「夕集の動きの感梢を画く」

8. 昭和 6年11月24日第34回演奏会に作

曲者指揮により初演

1・ 第42番

2. 即興曲 !mprovviso 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 7年 3月15日

6. 「多華なりし昭和 7年春の客観的展

望」
8. 昭和 7年 5月26日第31回演奏会に作

曲者指揮により初演

9. 昭和 9 年 l • 2 • 3 • 4 月 「マンドリ

ンギター研究」 誌に添付． 
1. 第43番

2. ゆれる一輪の花
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Tremito di un fiore 

3. アンサンプ）レ描

4. 昭和 7年9月30日

6.. 「一輪の花のかすかにゆらぐ幻想を

主観とせるもの」

8・ 昭`和 7年11月25日第32回演炎会に作

曲名指揮により初演

9. 昭和15年 5月「マンドリンギター研

究」よに添付

1. 第44番

2. 夏深し Nel cuor dell'estate 

3. アンサンプル曲

4. 昭和 9年4月

8. 昭和 9年5月25日第35回演奏会に作

曲者指揮により初演

10. 心11,は糾曲「春より夏へ」の第 3曲

として作られたるもの、第 1曲は堀消

隆作「冬の郎愁」、第 2曲は 服部正作

「呑に居て夏を想う」であり初油に際

しては各々作曲者により指揮された

1． 第45番

2. 大樵 Buonapesca 

3. アンサンプル曲

4. 昭和14年4月23日

8. 昭和14年5月23日第41回演奏会に作

曲者指揮により初油

10. 本曲は「既年」の姉妹符として作ら

れたものである

1. 第46番

2. 春去りゆく

Sta passando la primavera 

3. アンサンプル曲

4. 昭和15年11月,•

6. 「春が過ぎてゆく 、静かに行もなく

過ぎて行く 、あとには華やかな夏が迫

りよつているにしてもやはりそれは淋

しい。春が過ぎてゆく 、静かに音もな

く・・・・..。」

8. 昭和16年6月 4日春の演奏会に作曲

者指抑により初演

10. 昭和16年9月作曲者指揮により n本

ピクターに吹込

1. 第47番

2. 殉国忠盆の家の前に立ちて
• Epicedio Eroico 

3. アンサンプル曲

4. 昭和15年12月

6. 「町を右に折れた途端 「殉困忠霊」

の家の立札が目についた。酒屋さんの

店先だった。軍服姿の若者の写真が正

面に飾つてある。私は立ち仰つてH.｝を
とつた…・ • • 。」

8. 昭和16年11月25日秋の演奏会に作曲

者指揮により初演

10. 本曲は戦災により焼失

0 第48番は最初より班曲となる

1. 浣49番

ヽ 2. 雨とコスモス Pioggia e Cosmos 

3. アンサンプル曲

4. 昭和16年 1月

6. 「庭先きの垣の際に、丈邸い一本の

コスモスがどうした手か咲き残つてい

る。しめやかに……とは云へ音を立て

i降る雨に、花びら一つ動かさうとも

9 せず空を仰いで梢らかに立つている。

それは不思議に古典的で美しい姿であ

った。」

8. 昭和16年6月 4n春の放奏会に作曲

者指揮により初演

9. 昭和16年3• 4 • 5月「マンド リン ギ

ター研究」誌に添付

10. 昭和16年9月作曲者指揮により n本

ピクターに吹込

1. 第50番

2. 祭礼の町角 LaScena della Festa 

3. アンサンプル曲

4. 昭和16年 1月

6. 「祭提灯の立ちならんだ町角に切か

れた屋台、特く太鼓に笛、封建時代を

思わせるむづかしい面を冠つて舞う

人、見入る群衆の頻又顔••••••町神輿が

161 (37) 

ー



遠くから近づいて米た。金色の1釦凰が

Rに照り映えてゆらく・。」

8. 昭和16年6月 411（和の演奏会に作曲

者指揮により初演

10. 昭和16年 9月作曲者指揮により ll本

ピクターに吹込 ー

1. 筍51番

2. 迎日の丘

Osseruando la collina in fine di 

pnmavera 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 5月1111

5. 山口宇多子

8. 昭和16年10月 3日第一回「室楽の夕」

に山口宇多子により初演

9. 昭和16年11月「アルモニア」より出

版

10. 昭和18年 1月小介俊により「晩春の

丘」の題名を以て日苓に吹込

1. 第52番・

2. 流れに沿いて Verso il fiume・・・・・・

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 5月20日

5. 1h村登世子

8. 昭和16年10月 3□第一回「室楽の夕」

に中村登世子により初演

9. 昭和16年11月 1アルモニア」より出

版

1. 第53番

2. おけがたの夢を想いて

Rヽicordodi un sogno di mattino 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 5月25日

5. 松谷五郎

8． 昭和16年10月 3n第.:....回f室牙位の夕」
に松谷五郎により初演

9. 昭和16年11月「アルモニア」より出

版

10. 昭和18年 1月小介俊により「暁の夢」

の坦名を以て日蓄に吹込

1. 第54番
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2. いりあい Tramonto 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 5月31日

6. 「いりあいの鐘をふと窓辺にきいて

そこはかとなき悲しみと故知らぬ楽し

さとを党えるのは払だけであろうか。」

7. 昭和16年10月9H作曲者によりアン

サ・ンプルに編曲

8. 昭和16年11月25日秋の油炎会に作曲

者拐揮によりアンサンプ）レとして初

演、昭和16年11月30日月村潔孝研究室

発表会に阪下iI.四男によりギター独奏

として初演

9. 昭和16年11月「ア）レモニア」よりギ

ター独癸曲として出版

1. 第55番

2. ロマンツア Romanza 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 6月29日

5. 松谷五郎

8. 昭和16年10月 3日第一回「室楽の夕」

に松谷五郎により初油

9. 昭和17年10)-]「アルモニア」より出

版

10. 昭和18年 1月小倉俊により「南風」

の坦名を以て日苫1こ吹込

1. 第56番

2. スケルツォ Scherzo 

3. ギター独癸曲

4. 昭和16年 9月1日

5. 溝渕浩五郎

8. 昭和16年11月25日秋の演奏会に山口

宇多子により初泊

昭和16年12月14日溝渕浩五郎演奏

9. 昭和17年10月「アルモニア」より出

版

1. 第57晋

2. カプリチェット Capriccietto 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 9月12日

8. 昭和16年11月25日秋の演奏会に中村

登世子に より初油
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9. 和和17年10月「アルモニア」より出

版

1. 第58番

2. 四つの前奏曲 Quattro Preludi 

3. ギター独奏曲

4. 昭和16年 9月30第一前奏曲、 10月 2

日第二前奏曲、10月18日第三前奏曲、

10月20日第四前奏曲

8. '昭和16年11月25日秋の演奏会に松谷

五郎により第四前奏曲初演、昭和22年

8月20日放送にて中村登世子に より第

三前奏曲初演

9. 昭和17年 1月「マンドリンギター研

究資料」誌に添付

1. 第59番

2. 折にふれて

3. ギタ-独奏曲

4. 昭和16年11月2日

1. 第60番

2. 秋の色

3. 歌曲ギター伴奏

4. 昭和16年12月

1. 第61番

2. あさが仕（高田三九三作詩）

3. 窟謡ビアノ伴奏

4. 昭和17年1月16日

1. 第62番

2. 雪もよい Atomostera ・ di neve 

3. ギター独奏曲

4. 昭和17年1月31日

8. 昭和17年10月15日第二回「室楽の夕」

に山口宇多子により初演

9．昭和17年 7月「マンド リンギター研究

資料」に添付

1. 第63番

2. 茜（あかね）

3. アンサンプル曲

4. 昭和17年 3月7日

6. 「タンゴでもハパニ土ラでもない、
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赤い淡日さす頃の感情を音にうつした

迄」

8. 昭和17年 5月25日春の演奏会に作曲

者指揮により初演

1. '第64番

2・ 空をゆくー一行進曲

Verso il Ciero-marcia 

3. アンサンプル曲

4. 昭和17年 3月28日

6. 「『空をゆく』は『空を征く』ではな

しヽ」

7. 昭和19年春ガエタ ノ ・コメリに より

管絃楽に編曲

8. 昭和17:年 5月25日春の演奏会に作曲

者指揮により初演

10. 大阪放送局の依嘱により空海陸の三

部作とし、「陸」 を服部正、「海」を大沢

寿人作曲管絃楽編曲のものは昭和 19年

4月21日フィリッピン国特派大使アキノ

氏来朝宮中午餐の節コメリ指揮により宮

内省楽部管絃楽により初演

1. 第 65番
2. 木蓮ありて Con la Magnolia- …•• 
3. ギター独奏曲

4. 昭和17年 4月21日

1. 第66番

2. いづみ La sorgente d'acqua 

3. ギター独奏曲

4. 昭和17年 5月27日

6. 「清冽な湧き水に面しての感懐、描

写ではない」 、
8. 昭和17年10月15日第2回「室楽、の夕」

に中村登世子により初演

1. 第67番

2. 雨の窓 Finestra e Pioggia 

3. ギター独奏曲 f 

4. 昭和17年 6月i7日

6. 「ひぢ掛け窓に見る梅雨は淋しい。

細い雨足を眺めていると遠い昔を思い

起す」 ． 

8. 昭和17年10月15日第 2回「室楽の夕」
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に山口宇多子により初演

10. 昭和18年 1月小介俊日窃に吹込

1. 第68番

2. 総小径（つゆこみち）

Piccolo sentiero e rugiada…… 
3. マンドリン、マンドラ、 リウート 、

ギター五重女曲

4. 昭和17年 7月25日

5. 島煎信、折田士、兼藤栄、小林和雄、

中村登世子の五奏者

8. 昭和17年10月 5日放送にて上記五奏

者により初演

9. 昭和17年11月「マンドリンギター研

究汽料」に添付

1. 第69番

2. 藻 Alghe

3. アンサンプル曲

4 昭和17年 8月30日

6. 「静寂な水に死せる如く沈む泌を見

る心の表現」

8. 昭和17年l1月26日秋の演奏会に作曲

者指揮により初演

1. 年570番・

2. 木の実は躍る

Danza dei frutti servatici 

3. アンサンプル曲

4. 昭和17年 9月 1日

6. 「堅い小さな実が木から落ちてはね

返り転がる状の図案化、描写ではな

しヽ」

8. 昭和17年11月26日秋の演奏会に作曲

者指揮により初演

9. 昭和18年7日「マンドリンギター研

究登料」に添付（但し管楽岱なき編成）

1. 第71番

2. 秋'.J}_ Nube d'autunno 

3. ギター独奏曲

4. 昭和17年10月18日

6. 「秋の睛れた空に浮く四は美しくな

ごやかである。此交心を舞曲として因

いたまで。」
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8. 昭和17年11月26日秋の演奏会に中村

登世子により初演 ，

l. 第72番

2. 少女を画きたる

La giornata di una fanciulla 

ll)編棒 Aghi da cucire 

(2)人形の子守唄

Nenia per Bambola 

(3)桃割れ

"Momowara" (Uno Stile de capelli) 

(4)ミンソ Macchina da cucire 

3. ギター独奏曲

4. ll)昭和17年12月16日、 (2)同12月20日

(3)同12月28日、(4)同12月30日

5. 武井直子

7. 昭和18年 8月第4曲ミツンをマソド

リン 4部、マンドラの五部合奏に編

曲、昭和22年夏アンサンプルに編曲

8. 昭和18年12月19日秋の油奏会に五部

合姿により「ミンン」初演

昭和21年11月17日放送に中村登世子に

より ギター独奏として初演

昭和22年11月12日放送に作曲者指揮に

より「ミンン」をアンサンプルにて初

油

1. 第73番

2. 無言，；!j Romanza senza parola 

3. ギター独奏曲

4. 昭和18年 1月30日

5. 小倉俊

6. 「無言詩には説明は不要であろう。

唯之を古いた当時私は此曲に著しい愛

苅を党えていた華を記すに止める。勿

論今日の手ではない。」

1. 第74番

2. 祖榔子 L'Arequier（仏）

3. アンサンプル曲

4. 昭和18年 2月17日

6. 「南方に見る樹、択榔子によせて作

家は何を語る ？」

7. 昭和19年ガエタノ • コ メリにより管

絃楽に編曲
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8． 昭和18年 5月25日春の演奏会に作曲

者指揮により初演

10. 昭和19年11月16日ピルマ国代表バー

モ氏来朝宮中午餐の節コメ リ指揮宮内

省楽部管絃楽演奏 、

1. 第75番

2. 春燈の下 Davanti alla Lanterna 

3. ギター独奏曲

4. 昭和18年 5月16日

1・ 第76番

2. 朝霰に Nebbia Mattuttina ・ 

3. ギターアンサンプル曲（ギター三部、

テルツギター、キタローネ）

4. 昭和18年 7月18日

6. 「朝霰の中に浮び上るものを幻に描

く」 ・

8. 昭和18年12月19日秋の演奏会に初演

1. 第77番

2. 間奏曲 Intermezzo 

3. マンドリン四部マンドラアンサンプ '.

ル曲

4. 昭和18年 8月2日

8. 昭和18年12月19日秋の演奏会に初演

1. 第78番

. 2. 木の車 Le Ruote di legno・ 

3. ギター独奏曲

4. 昭和18年 8月12日

5. 酒井富士夫

6. 「怪しげなゆがんだ木の車、悪路を

・ ゴロゴロガラガラと不器用に、而も遅

・ 々として歩んでゆく」

1. 第79番

2.、 下三絃による断章

・ Pezzettino per tre cordi basse 

3. ギター独奏曲 ・

4. 昭和18年 8月20日

6. 「ギターの下三絃だけを使 つた小

品、私は此曲に古典作家としてのメル ・

ツを偲ぷ」
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1. 第80番

2. 虫の踊 Danza d'insetti 

3. アンサンプル曲

4. 昭和18年10月（作品第25番の内容を

とつて新に作る）

8. 昭和18年10月28日放送に作曲者指揮

により管楽器を省いて初演

1. 第81番

2. 窮秋 Tramoot0d'autunno 

3. アンサンゾ｝レ曲

4. 昭和18年11月6日

8. 昭和18年12月19日秋の演奏会に作曲

者指揮により初演

1. 第82番

2. 大利根

Fiume "Tone"-Moto perpetuo 

3. ギター独奏曲
， 

4..昭和19年 2月17日・

5. 沢口忠左衛門

6. 淫々と流れる利根川の印象、中間部

は岸に立つて話し合う人との対話であ

る。

1. 第83番

2. やどかり Le Pagure（仏）

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年 4月30日

5. 酒井和枝

6. 「その形態も生活もすべてが滑稽味

に満ちたもの、 それがやどかりであ

る。借りもの .I.貝殻を背負つてよちょ

ちと歩く 、人が近ずけば急いで貝殻の

中にかくれる。ともかくも面白いいき

ものである。．」

8. 昭和21年12月22日放送に中村登世子

初演

昭和23年 5月14日毎日ホールにて酒井

和枝演奏

1. 第84番

2. 念誦（ねんじゅ）

InvocazionP al Budda 

3. ギター独奏曲
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4. 昭和19年5月29日

6. 「仏名を称え経文をよむ手を念誦と

いう」

1. 第85番

2. 晴れたる朝（円舞曲）
Una Mattinata serena 

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年 6月25日

8. 昭和22年6月24日放送に中村登世子

により初演

1. 第86番

2. 夕焼 Rosso di tramonto 

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年7月9日

1. 第87番

2. 整（かげ）」ーアパニエラ
Om bra-Ha banera 

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年9月6日

6. 「アバニエラはタンゴ．に圧倒された

が、強烈な民族的意想は好ましい。私

はアパニエラを愛する。」

8. 昭和21年12月22日放送に中村登世子

により初演

JO. 題名は作曲当初「影」 であったが昭

和23年「酪」 と改められた。

1. 第88番

2. 柴垣

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年9月16日

6. 「『ゆかしき琴のしらぺの柴垣を洩れ

て……』古風な柴垣の内から洩れる琴

の音、私は此曲に幼時の環境を見出す

1. 第89番

2. 秋の幻想曲 Fantasia d'Autunno 

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年10月 1日

5. 中村登世子

6. 「10月生れた月だからかも知れない

が、私は此月が好きだ。私としては珍

く42)

らしく落着いた気持でいた或日の心を

そのま .1.o」
8. 昭和21年11月17日放送に中村登世子

初演

10. 作曲当時の題名「10月（浪漫的幻想

曲）」であったが後に上記の通り改題さ

れた

1. 第90番

2. 「荒城の月」を主題とせる変奏曲
Variazioni sul Terna 

3. ギター独奏曲

4. 昭和19年12月25日

1・ 第91番

2. 銀鱗前奏曲

3. ギター独奏曲

4. 昭和20年 5月25日

5. 近藤武幹

6. 「此曲成れる 5月25日のその夜空襲

により我家全焼す。幸にして草稿懐中

にあり、為に之を清西して好箇の記念

とするを得たり。」

1. 第92番

2. 蚤 LaPake 

3. ギター独奏曲

4. 昭和20年10月5日

6. 「此年到るところ蚤多く苦しむ。敗

戦の惨？ー一南多摩村の仮居にて作

る。」

1. 第93番

2. 木犀（もくせい）
Osmanthus fragrans 

3. ギター独奏曲

4. 昭和20年10月 8日

6. 「都心をはなれた此山村には到ると

ころ木犀のあのなつかしい香が満ちて

・いた。一ー南多摩村の仮居にて」

1. 第94番

2. 冬の街路樹 Siepe d'inverno 

3. ギダー独奏曲

4. 昭和20年11月27日

166 



6. 「赤十字病院の前通りの街路樹の落

莱が寒風にさらさらとなつている。然

し此淋しい木枯しも戦災後の東京とし

ては美しい風景である。」

8. 昭和21年12月22日放送に中村登世子

＇初演

1. 第95番

2. 糸を繰る女 La Filatricr di seta 

3. ギター独奏曲

4.・昭和20年12月14日

6. 「極めて古風な糸車を廻している一

人の女を描く。」

8. 昭和21年11月17日放送に中村登世子

初演

1. 第96番

2. 炉端（ろばた）

Intorn-o al bracieie 

ll)祖母の昔語り
La nonna che racconta d'una 

sua antica storia 

(2)こどものおはなし
Raccont di bambino 

(3)馬を語る父
II padre che narva la storia 

de! suo cavallo 

(4)娘の話 Racconto di fanciulla 

(5)快活な息子の独言

Soliloquio de! figlio gioioso 

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 1月25日

8. 昭和23年 6月 2日放送に中村登世子

「こどものおはなし」初演

1. 第97番

2. 幼児（おさなご） L'Infanzia 

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 2月13日

6. 「幼児の心は仏様に例えられる。そ

の動作も亦全く自然で少しの見栄もケ

レンもない。」

1．第98番

2. 浮霊

167. 

The floating Cloud（英）

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 2月16日

5. 故沢口忠左衛門の霊

1. 第99番
2..万華鏡 Caleidoscopio 

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 2月27日

6. 「円筒の底に二重に張ったスリガラ

スの中に色ガラスの破片が入つてい

て、円筒を廻しながら覗くと内部周辺

の鏡に映じて美しい紋様が見える。」

8. 昭和21年11月17l::l放送に中村登世子

初演
／ 

1. 第100番

2. 杞陽の句

3. 歌曲ギター伴奏

' 4. 昭和21年 3月24日

1. 第101番

2. 二つの前奏曲 Due Preludi 

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 7月9日

5. 多木宣

10. 此曲以後は鎌倉に居を移してからの

作である。

1. 第102番

2. トリーノの思出

Ricordo di Torino 

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年 7月10日

1. 第 103番
ゎ

2. 破われたガラス戸

The Broken Pane （英）

3. ギター独奏曲

4. 昭和21年12月28日

5. 小原安正

6. 「われたガラス戸、そこからは寒風

が容捨もなく吹込んで気持の悪い音を

立てる。」
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1. 第 104番

2. 葡萄酒 Le Vin 

(1)オーソテ）レン HautSauterne 

(2）ツアトーラトウール

Chafeau Latour 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年1月21日

6. 「此紅白の二種のワインは味の上に

根本的に相違がある。色の違いのよう

に。」

1. 第 105番

2. 水に落ちた蝶々
Farfalla che nell'acqua cade 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年3月13日

5. 小原安正

6. 「小さな波紋を立て .1.‘ 水に落ちた

蝶々は悲しくもがく。 ……時には苦し

さに羽ばたいても所詮は美しい死に近

ずくばかりである。 」

8. 昭和22年6月24日放送に中村登世子

初演

昭和23年4月3日神戸栄光教会にて小

原安正演奏

し

1. 第 106番

2. 或る夜 Soir 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年 5月27日

1. 第 107番

2. 第 2カプリチェット

Capriccietto No. 2 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年7月14日

5. 人見徹

1. 第 108番

2. 微風（そよかぜ）

3. アンサンプル曲

4. 昭和22年8月 8日

8. 昭和22年11月12日放送に作曲者指揮

により初演
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1. 第 109番

2. 黄色の花 FioreGiallo 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年 8月17日

6. 「黄色の花にはエキゾティックな淋

しさを 感じる。私だけかも知れな

いが9・・・・・...。 」

1. 第 110番

2..やさ しいア）レバム Album facil 

(1) Andante pqco mosso 

(2）Allegro 

(3) Andantino 

(4) Moderato 
(5) Allegro spiritoso 

(6) Andante 

3. ギター独奏曲

4. 昭和22年12月25日

1. 第 111番

2. くだものの舞曲組曲
Le Danze dei Frutti, Suite 

(1)荀萄のミ ヌエット
Minuetto dell'uva 

(2)桜んぽのポルカ
一．Polka della ciliegia 

(3)柘梱のポ レロ
Bolero della melogranata 

(4)苺のパヴアナ
Pavana della fragola 

(5)オレーンヂのホタ
Jota dell'arancio 

3. アンサンプ）レ曲

4. 昭和23年5月18日

8. 昭和23年7月28日放送に作曲者指揮

により初演

1. 第 112番

2. 星を見る Contemplandole stelle 

3. ギター独奏曲

4. 昭和23年 8月11日

5. 阿部保夫

1. 第 113番

2. 秋三題（高田三九三作詩）
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ll)みのる秋

(2)村祭

(3)夕夜の笛

3. 合唱とマンド リンアンサンプ）レ

4. 昭和23年 9‘月25日（第1.2曲）

昭和23年11月13日（第 3曲）

8. 昭和節年10月29日放送に作曲者指揮

鎌倉オJレゴール合唱団及びオーケスト

ラi/‘ノフォニカタケヰにより第 1.2曲

初演
ヽ

昭和24年11月6日第49回演奏会に上記

により全曲初演

10. 故人は此曲指揮初演後僅かに 1月余

にて急逝されたのであった。葬儀当日

出棺に際し箪者のギター伴奏により鎌

倉オル ゴール合唱団により第 1.3曲が

しめゃかに礼唱され、歌う者参列者全

貝涙をせき止める華が出来なかつたの

である。

国内ニューズ

〇 箭日本ギタリスト連合がいよいよ発足

した。色々な懸案が具体化されるのは来

年からとなろうが、斯界に新鮮な気分を

吹込まれることが期待される。

〇 岩橋正和を会長とし て九州ギター音楽

同好会が結成され、9月26日に福岡のサ

ビエル記念舘で第一回の発表会が行われ

た。岩橋会長以下30名の出演で盛会だっ

た由。

0 小原佑公主宰の小原ギター研究所では

9月3日花巻小学校講堂（岩手県）に於

て第 2回研究発表会を行つた。

0 9月23日小原安正の渡欧記念公演会が

日本青年舘で開催された。井上頼豊（チ

ェロ）、内田るり子（ソプラノ）、人見徹

（ギター）の究助出演で、歓送にふさわ

しい会だった由。

0 阿部保夫門下の研究発表会は、研究生

が非常に多く 、今秋は 9月29日と 、12月

2日の二回にわけて発表会を行うことに

なった。夫々阿部疫司が狡助出演した。

0 前号予告のセゴヴィアーナ • デ ・ ギタ
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1..第 114番

2. 子供の為のアルバム

(1)じゃんけん

(2）お手玉 ． 

(3)独楽

(4)石蹴り

3.- ギター独奏曲

4. 昭和24年7月7日（お手玉）

” ↓7月10日（じゃんけん、

独楽）

II 7月21日（石蹴り）

6. 「低いポジンヨンだけを使つて子供

にも奏けるように………と云う制約の

．下に書いたもの。」

10. 教育ギター指迎書編纂委貝会の福に

ょって作曲されたもの。

• これが遂に絶作となったのである。

（終）

ラの第 4回演奏会と、危山寿天子の独奏

会（篠原昌平究助出演）は予定の通り行

われ、夫々好評で就中、亀山、篠原両氏

の二重奏はこの方面に新境地を拓いたも

のと して注目された。

0 10月10日玖島ギター教授所の第一回発

表演奏会がアメ リカ 文化センター講堂

（東京）で行われた。

〇 京本輔矩は10月16・日郡山（福島県）市

制三十周年記念第六回市民文化祭に参加

し、 独奏会を持つた。独奏曲目は、ロ マ

ンス（バガニーニ）、 セレナード （ツユ ．

．ーベルト）、 かげ（武井）、無言歌（横

尾）、鱒の変奏曲（フリスネック）、アル

ハムプラの思出（タレガ）、スペイン舞

曲第六番（グラナドス）、 グア ヒラ （ゴ

メス）、ワルツ（ポンゼ）、マラゲニア

（レクオーナ）、タランテラ（テデスコ）、

外に鈴木との二重奏で、ソナタ（フォル

テア）、セレナー ド（ハイドン）、金子と

共にヴァイオリンとギターの為の ソナタ

（グラニアーニ）を演奏して好評を博し

た。

0 10月17日帝劇の河上鈴子のスペイン舞
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‘踊の公演には勝田保世、寿楽光雄、伊藤

日出夫の三氏が狡助出演し、フラメンコ

音楽は特に喝采を博した。 、

0. 10月24日中野二郎、主宰城山ギター ・

マンドリン教室の第18回試演会が行われ

た。 ．
0 10月29日仙台マンドリンクラプの演奏

会に阿部炭司が究助出演し、スペイン舞

曲第五番（グラナドス）、レイエン ダ（ア

ルベニス）、ダンツア ・ロラ（サピカス）

フアルツカ（パダホス）を演奏した。

0 11月6日名古屋マンドリンオーケスト

ラ演奏会に特別出演しだ奥田紘正は、タ

レガ讃歌とフアンダンギリヨ（トウリ．ナ）

及び悪魔的狂詩曲（テデスコ）を演奏し

た。

0 11月 7.8日大阪、同21日東京日比谷の

法村、友井の舞踊に、ジプi/イを扱つた

「洞窟」が上演されるが、伊藤日出夫が

特別出演することになつている。

〇 縄田政次主宰のナワタ •マ ッドリンギ
ター同好会の第18回大演奏会が11月10日

松坂会舘（大阪）で開催された:数十人

の小学児蛮から或る大合奏は特に注意を

ひき、近い将来この中から大演奏家が出

るであろうことを思うとまことに微笑ま

しいことである。

0 小倉俊著「ギタ一音楽孝典」 (850円）

がいよいよ音楽之友社から発売された。

同社新刊の「音楽辞典」と共に私達の必

携の書としてすとめたい。

〇 溝渕浩五郎編カルカッン教本が全音楽

譜出版社から新刊された。今までいくつ

かのカルカ i/ツ教本が邦訳出版された

が、 • その中では•最も好ましいものと言え
よう。アメリカでもカルカッ i/教本はす

でに過ぎたものとして葬られたかの感が

ある今日、わが国でも教本にはもう少し

，深い関心を寄せたいものである。

〇 北関東ギター協会主催の第7回秋季演

奏会が10月30日竜ケ崎第一高等学校講堂

で開催された。

0 NHKのオーデンヨンに入って以来放

送に活躍している中林淳真は、テレビに

も出演し、9月11日放送の「おとり」（井

上博演出）では好評を博した。近く タレ

ー ガの名曲によるラジオ音楽ドラマ「ア JV

ハムプラの想出」を自作、自編p 自演で

NHKテレピから放送の予定の由。

この度、「漁火」（アニド献呈曲）と、

組曲水郷より「さゞ波に漂ふ月の光（ハ

ープの如く）」 をアルモニカに寄せられ

たが、来年度アルモニア版として紹介の

予定。
〇 来11月22日浦和市埼玉会舘に於て中川

淳真の賛助を得て宇田川禎ーのギター独

←奏会が催される。
〇 来12月 5日有楽町保険招会ホールに於

て溝渕浩五郎門下の発表会が開催され

る。

〇 近藤恒夫主宰（大阪市東淀川区木）1|西

之町 2の62)のギター芸術が、久しぷり

に第 5号を出す運びとなつた。内容は次

の予定の由。

ヴィリヤ ・ロポスについて（松川良雄）

モデナのコンクール報告

楽曲解説（殿村恥一郎） ，9

講座、ギター演奏法（近藤敏明）

作`曲法及編曲法（近藤恒夫）

楽譜、タランテルラ（月村嘉孝作）

その他

0 勝田保世、小倉俊の伴奏で川崎静子の

スペイン歌曲「ジプツー風ポロ」と 「ア

ンダルツア古歌」がピクターに吹込決定

9の由5
〇 飯坂虎次郎門下の研究発表会は11月21

日滝野川公民舘に於て開催の予定。

0 10月17日 NJB（新日本）放送夜11時

25分から、野崎浩一の解説でギターの詩

人アタウアルバ • ユパンキの放送があつ
た。曲目はギター独奏で、ウアフラ、エ
ル •カ チョロ、 ミネロ ・ソイ、南十字星
歌とギターで、 さらばツクマン、石のチ
ヤカレラ、ポルテスウエロの想出、 旅の

子で非常な好評であった。

0ホアン ・ カナロの率いるオルケスタ • テ
イピカー行15名の来朝が決定した。メソ
バーにデイニンオ • コンデ • ペレイラと
エルミニオ・ペナルスコニの二人のギタ
リストがいる。合奏に於けるギターにつ
いて学ぷ所あることを期待する。
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海外-ユーズ

スペイン：一―

念願が叶つてわが国ギターの最初の留学

生として渡西の途についた小原安正氏は10

月13日夜マドりットに到普し 、コ ンセルパ

トリオに入学することになつた。主任教授

デ ・ ラ•マサがアメリカの演奏旅行にあっ
て留守の間ペドロ • モレノ Pedro Moi;eno 

に師孝することになった。スペインのニュ

ースを次々と寄せてくれる由たのしみであ

る。

Antonio Coi:11panyの好意で、やつと

Joaquin Rodrigo作 Cocciertode Aran-

juez を入手することが出来た。 この傑作

については次号に詳細発表する。 union
musical Espanolaの新刊50曲往ど入手し

de la Maza兄弟の新作などもあり 、現代

スペインの動向が察せられてうれしい。こ

れも次号に紹介したい。 •

Patricio Galindoのギターのための和

声学 Tratadode Armonia adaptado a 

la Guitarraの寄贈をうけた。全部で上中

下三巻となる予定だが、分冊刊行で現在上

巻第七分冊まで刊行され 112頁だから、相

当の大冊となるはず。

イクリア：一一

Aciイタリア ギク．ー協会主催の国際作曲

コンクールは、会長 G. Martula以下 5

人の審査の結果、一等に該当なく 、二等三

等は次のように決定した。

二等三名

Jose de Azpiaz（スイス）

Stepan Urban （チェ コ）

Gianni N. Ferracin（イタリア）

三等二名

Miguel Abloniz（イ タリア）

中野二郎（日本）

Azpiazuの入選作 Suitein Doは To-

<Cata, Sarabanda, Corrente, Minuett, • 
Gavotta の 5 章から成るもので、 L•arte

chitarristica誌45号に添附された。 さす

がに大作の貰録充分である。中野二郎氏の
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入選作は「パガニて二の主題による20の変

奏曲」 である。原曲は30の変奏を持つたも

のだが、応募規定に沿うべく 20に短縮され

た。

M.. Abloniz はこの仕ど Bailecitoを

ア）レモニアのために献呈された。これは次

号の添附と，して紹介したいと思つている。

CastPlnuovo-Tedesco の初期の作品を

逸早く出版して、私達にもなつかしいミラ

ノのRicondi社の百余年の歴史に取材した

"音楽映画 casaRicordiがカルミネ ・ガロ

ーネの監醤で製咋された。ガプリエレ ・フ

エルデッテイ、マルタ・トーレン、‘ヴイヴ

エカ ・リンドフォース共演のテクニカラー

である。

ドイツ：一

東ベルリンで活蹄している BrunoHe― 

nzeの好意で、戦後藍修出版したアルパム

が20冊も入手出来たのは有難い。

・ アルバム15巻とギターの歴史、ギター音

論の別冊 2巻から成る Das Gitarrespiel 

はギターの歴史はじまつて以来の大著述で
あり 、大曲集である。それに AntonSti-
ngl, Emil Holz, Hermann Ambrosius, 

Rudolf、Wagner-Regenyの現代ギター曲

集、バッノ辺の リュート 曲集（ヘンツ工編）

等、実に得がたい贈物であった。ヘンツェ

0承諾を得て何らかの形で紹介したいと考

えている。出版元は Halleの Mitteldeu―
tscher-Verlag。

ペルリン在住の作曲家 HeinzFriedrch 

Hartig の新作ギターと オーケス トラ のた

めの協奏組曲 ConcertanteSuiteが 10月

19日にペル リンで初演されて好評を博し

た。

ドイツの新人として、最近俄かに有名に

なった SiegfriedBehrendは、文化映画

Gojaに出演し、KrausJli11gkの作品を

演奏し、此秋の封切が期待されている。

アメリカ：一

ハリ文ツ・ドの LaurindoAlmeidaから

キャピトール Epの新盤・2枚と近彩が寄せ

られた。アルメイダは純クランツクではな
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く、ジヤヅとの結合に新 しじヽ 境地を見出そ

うとしているらしい。同じくキャピトール

のLpにスターン ・ケントンと共演でJou-
rney to Brasilというのを吹込んでいる。

• J 最近二度目の Lpを吹込み、「スペイン音

‘ 楽」と題して発売される とのこと。尚彼の

作品 GranVais外アルモニア版として来

年早々紹介するつもりである。

「セゴヴィアの夕」と題するデッ カの新

盤が近く発売される。これには多分テデス

コの新作 Tonadilla もふくまれているよ

うだから、入荷をたのしみにして待つてい

る。

ソ連：—――

トムスクの音楽学校教授の肩否を有する

Arseny V. Popoffから近影を入れた手紙

をいたゞき、ソ連の近況を知り得た。その

門下の R.Replinger. P. Vyssotskyな

ど盛んに活躍し、モスクワ放送によって普

及をはかつているそうである。新旧作品と

りまぜてアルバムを数冊送つたとあるが、

これは本稿/切までに到着していない。

lvanov-Kramskoi, A. Jakuschev, A. 

Kuznetsov, Vlad isl av S. Sazonow等私

達にはまるで耳新しい作曲家達の作品がふ

くまれている のが楽しみである。

ソ連でも最近 A. Nerse~ov がギタ ー と

オーケストラの協奏曲を作曲して注目され

ている。 VladimorGeorgadzeを独奏家

として Tblisiで初演された。

イギリス：一

ロンドンのフィルハーモニック ・ギター

ソサイテイは本年 2月に創立25周年の記念

日を持つた。会長 Dr.Boris Perottと握

手する愛弟子 JulianBream演奏家の少

ないイギリスで、ヴィルトーゾ級の大家プ

リームを育成したペロット博士の功積は大

きい。

ロンドンの B.M. G.から.A.P. Sharpe 
のスペインギター物語 (Storyof the sp-

anish guitar) といふ単行本が出版され

た。歴史、作曲家、演奏家、教本等の項に分

かれ、64頁だが、掲載写兵がすばら しい。

最後の名器の写真十余枚は殊にうれしいも

0。これとBoneの著由を併せれば英語状

のギター文献としては完壁といえよう。
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1955年度「アルモニア」誌友に

アルモニアもりを屯ねて六回。いよいよ第三年匹に入ります。誌友各位の希望や意

見や忠告に従つて、次年段は1Ji号平均32貞とし、糾みを1u,1新して説み易くし、楽諮は

2乃至 4頁とし、添附勺：真も多くしたいと考えて¥,9ます。それで誌代を一年 550円、

（〒共）半年 301 (〒共）と改正します。一部元は 100円とし外に送科をいただき ま

す。

次号には次の京稿を準伽しています。

セゴツイアの新盤レコード

マクス ・デマッセの LPレコー ド

添附梨譜 MiguelAbloniz : Bailecito 

アランフエスの協奏曲 ，:・ 

カラ ー チェのこと 「~

カラーチェ兄弟

ギタ ー 文献笈好家
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柴譜 御案内 1

村写真による新語の碩布会は好評でしたので米年疫も実施したいと息つています。

今のところ、ガリンヤ（スベイン）、ワルカー （オーストリア）、ヘンツェ（ドイツ）、

ラルセン（スウエ.:...デン）、アラヴィア（スペイン、フ ラメン コ）等を予定していま

すが、詳細は次号で発表します。

服部正氏が今回武井守成氏に捧げられた 「落菜の踊」の印刷が出米上つています。

アンサンプル曲の出版は、久しぷりのことですから歓迎される とはじます。つゞいて

武井氏、中野氏のアン．サンプル曲も出版する心糾みですから御期待下さい。

ポーンの名著「ギターとマンドリン」はまだ三冊だけ予約外が残つていますので、

上製包装、送料共 3,900円で御頒け致します。

必切れぬうちに早く叶1込んでいたゞかねばなりません。
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編 集後記I
わが困マソドリン、ギター界の父であり母であった武Jj:守成氏の五周忌を迎えるに

あたり 、こ.1.に記念りを出すことになつた。払達のこのプランに協力せられ、或は玉

稿を寄せられ、或は作品を献呈された先輩各位に改めて御礼を市上げる。 これーに武
井氏の人格と業船の然らしめたものである。

式井氏のことを占く時常に同時に思うのは・府京明朗氏のことである。その庁t原氏か

ら送にiiいていたゞけなかつたことは残念であり、武井氏の愛弟子の一人中村登世子
さんにむいていたゞけなかつたことも残念である。それでもこれだけの執箪者を得、

この小誌を武井氏の御霊l前に棒げ得たことはヽ位である。次に武井氏の作品第の fiJ行の

人平業があるが、これも来年1足には必らず実現したいと考えている。
ラフアエレ ・ カラーチエ歿後20年、 その弟ニコロ • マリア ・ カラーチエ歿後40年に

あたつて、中野二郎氏から杏いていたゞいた原秘、その外は凡て次けにまわさせてい

たゞいた。i紺外ニューズ、新著楽譜紹介など続々材料がたまつているが凡ては次号で
お伝えする。

本誌が出ると 、すぐ師走、そしてクリスマス。一般には知られていないかも知れな
いがあの 「きよしこの夜」は1818年にヨゼフ ・モールの洞にフランツ ・グ）レーベルが

作曲したもので、その原曲は二出の独引と合llilとギターであった。その 「きよしこの

夜」と共に今年も経れてゆく。 ，誌友諸氏の無挙御越年を祈ると共に、希望を以て1955
年を迎えられんことを祈る。私達も米年こそは、と大きな抱i'iを持つてい、張切つて

いる。御期待を乞う。
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