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ソル、ジュ リアーニからタレガを経てトルロバ、 トウリナ、テデスコ 、ヴィラ ・ロポスに

令るクランツクギターの盗楽を愛好すること人後に落ちるものではないがその股の中に閉ぢ

こもつて、他を顧みないとすれば、それはどういふもので

あらふ。 タレガはタンゴやグラン •ホタを作曲し 、 リヨペッ

トは iアメリアの告白」外カタロニア民誦をギターに移し、

プジョ ールはフラメンコ奏者マチルド ・クエルパスと結婚

し自らフラメンコスタイルの音楽を作仙し 、セゴヴィア

も 「ペニベン」外イタリアの民謡や古謡にギターを伴奏に

使つてゐることは、すでに人の知る所である。ュパンキの

伸大な芸術はアンデス山地方のリズムたるサンパをモティ

ーフにしてゐるのである。 となると少く とも近代現代のギ

ター音楽はフラメンコや民謡を取入れることによつて、そ

の レパートリーを豊かにしてゐるとも言えるのである。

殻の中のI身Jぢこもつてせまく究めるのも一方法ではあら

うが、もつと視界を広くし 、雅蘇を持つて、広大無辺な音

楽を採り 入れる方法もあつてい .1.いその方が好ましくな

一いとは、誰も断言出来ないはづのこと .I.思ふがどうか。

(I. T.生）

炭応マ．ンドリンクラプ
演炎会に於ける
指揮者服j,:il 止（中央）
テノール荒木宏明（右）

似j橋功（左）
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グイド・キジ・サラチニ伯爵

Conte Guido Chigi Saracini 
高 橋 功

I. Takahashi (Sakamoto) 

今日イタリア音楽を論ずる際に、グイド ・キジ ・サラチニ伯爵の事業に触れなければ、片

手落の磯を免かれないであろうし、二十世紀のイタリア音楽史を書く人は、キジ伯爵の率い

るアカデミア ・キジアーナの業紐をオミツトすることは許されないはずである。

キジ伯爵家はンエナという町にお城を構えた名門である。ンエナは人口五万たらずの中部

イタリアの小都rljで風光明眉の地で、葡萄の集散地として名高く昔から貴族宮萩の住んだ都

でキジ伯爵家は代々、美術品の笈集と 、音楽の愛好を以つて聞えた家柄である。就中フラ ・

ツノルフォ • サラチニは有名で、家の子郎党を以て編成したオ ーケストラを以てトスカニ大
公フエルデイナンドー世の寵を被つたことは有名であり 、その弟クラウデイオ ・サラチニは

リュー トのためのアリアやマドリガルの曲集を六冊も出版している。勿論これは十六、七世

紀のことである。

当主グイド ・キジ ・サラチニは一九三一年に、祖先の蒐集したすばらしい美術コレクンヨ

ンを以て居城の一廓に美術舘を作り 、それに古代の珍稀な薬器や名エの手になる楽器の一群

を附し 、 更に音楽アカデミ ーを創設した。これが所謂アカデミア • ムジカーレ ・ キジア ー ナ
と呼ばれるものである。

このアカデミアはキジ伯爵が私財を投じて創立したもので、営利事業体ではなく 、凡てキジ

伯爵個人の名義で運営されている。その目的とするところは、音楽に志ず若い人達に、練習

と完成の機会を与えることである。別にキジ伯爵は慈善事業の一環として「冬の音楽会」と

名づけるグループを作つて、年々お城のサロンに高名著名な音楽家を招いて、すぐれた音楽

を鑑賞する機会を持つた。キジアーナのレッスンは毎年七、八、九月に行われるが、その終

講記念の音楽会と、例の「冬の音楽会」が一緒になって、ジエナの音楽週間と呼ばれ、今で

は独りイタリアのみならず、ヨーロツバの音楽界の名物になつている。近年はイタリア政府

が栢極的にこのキジアーナの事業を援助し 、恨光をかねた来訪者の誘致に拍車をかけ、年々

隆盛の一途を辿つている現況である。

アカデミア ・キジアーナは、凡ゆる民族の若い音楽家達に開放されている。創立の年即ち

一九三一年には受講者が僅か二十二名だつたが、昨年度は参加国三十五、その数三五0名に

達したのである。そしてクラスはピア，1、オルガン、ヴアイオリン、チェロ 、ギター、 ハー

プンコー ド、声楽、オペラ 、室内楽、管絃楽、指揮、作曲等にわかれ、夫々専任の請r:11]によ

つて哀勢な指迎が行われている。 ＇ 

ピアノのクラスはグイド • アゴステイの指郡によつて行われ 、 一昨年の終講記念の演奏会
には、イタリア五 、 フランス四、 •スイス三 、 オ ース トリアニ 、 ・ スペイン 、 カナダ 、各ーに伍し
てエジプトのエデイ ・フィルスというピアニストが妙技をふるつた。このツェナのピアノ演

奏会でフランク ・マルタンの八つの前奏曲、スト ラビンスキーの三楽章よりなるソナタ、プ

ロコフィエフの作品八番のソナタなどが初演された。尚ピアノのクラスには一九四六年に亡

くなつたアルフレツト ・カセルラに因んだ力＇セルラ賞が設けられている。 ・ 

ヴアイオリンのクラスは一九五ー 、 二年はジャック • テイポーの指迫を仰いだが 、 テイポー
が一昨年来日の途次飛行機事故で急死し、その後を承けてジョルジュ ・エネスコが講師に就

任した。一昨年度はフランス三、アメリカニ、イタリア、オランダ各一のヴアイオリニスト

を演奏会に送つた。

‘ギターのクラスは一九五0年に開設され、アンドレ ・セゴヴィアが指導にあたった。一咋

年セゴヴィアが右眼網膜剥離に罹り 、一時は失明の噂が、伝えられるという風な突発事件があ

つたが 、 セゴヴィアと並び称される大家エミリオ • プジョールがセ．ゴヴィアに代つて出講し 、

， ` 
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而もセゴヴィアに劣らぬ好評を博した。この時はイタリア三、イギリス、アルゼンチン、ウ

ルグアイ 、ギリンア各一の受講者があり 、最後の演奏会には、プホールが「クランツクギタ

ー音交に於けるイタリア楽派」と題する特別講演を行つて喝采を博した。昨年度は再ひ・セゴ

ヴィアによつてレツスンが行われ、今年はセゴヴィアとプジョールの両師によつて行われ、

受講者三十名を数える盛況だつた。
チェロのクラスは、一時ガスパル ・カサドの指導を受けたが、現在はアンドレ ・ナヴアラを

講師に迎えている。一昨年のレツスンには十三人のチエリストを擁し 、記念演奏会でンエナ

のために、ハチャトリアンが特に作曲したチェロが協奏曲初演され、好評を博したが、その演
奏者がインドネツアのケク ・ ビン • リンという青年だつたことは 、 何か心温たまる気がする。

ハープンコードのクラスはジェロ ・ケーリン、オルガンのクラスはフエルナンド ・ンエル

マーニの担当である。

声楽部門はジョ）レジオ ・ フアパーレ‘；；ー ト の指辺を受け、 オペラはイーネス•アルファーニ ・
テリニのレッスンを受け 、 流石に受講者は全部門を通じて一番多い。最近マドリガル • グ）レ
ープが結成され、アンドレア ・モロンニの指揮するこのマドリガリストは先年ローマで開催

された国際合唱コンクールで一等に入貨して以来、アカデミア ・キジアーナの名物となつた。

しかしこのアカデミアの名を最も輝やかしいものにしたのはキジアーナ五菫奏団である。

この五重奏団の演奏はすでに LPレコー ドにもなつて、高く評価されている。そして室内楽

のクラスはその五重奏団の指迎によつてアンサンプルの妙を体得することになつている。こ

のグ）レープから生れた新イタリア四重奏団はキジアーナ五重奏団に次ぐグ）レープとして大い

に期待されている。独奏と室内楽はンエナのお城の中のコンサート ・ホールで催されるが、

宗教音楽は町の教会堂で、又管絃楽とオペラはマッパモンドホー）レ又はリノパテイ劇場で演

奏される。

管絃楽の指揮は一九五0年以降パウル ・フアン ・ゲンペンがとつているが、一咋年の音楽

週間の五回の管絃楽コンサートでは、ケンペン自身が二回指揮にあたり 、他の二回は受講者

の十四人が交互に指揮に立つた。中にバレステイナのア ヴイ パ ・イアンホルンという百年指

揮者の名を見出す。他の一回はアント ニオ ・グアルニエリの追悼演奏会で、これにはマノ・
ウォルフ ・フエルラリが客演して指揮棒をとつた。

昨年度のオペラ公演では、プツチーニの二幕の歌劇「田舎人」の外ケルピーニの「ビグマ

リオン」と「イル ・クレッセンド」それにカタラーニの「東洋の牧歌」と 「鎌」が上演され

た。ケルピーニの作品はエンニオ ・ゲリリが、カタラーニの作品はフラソコ ・カプアーナが

指揮をして、夫々好評であつた。

尚昨年度のリノパテイ劇場に於ける公涼はラジオ及びテレピによつて放送されたが、ーキン
アーナ五重奏団をはじめ 、 ピアノのグイド ・ アゴステイ、ハープンコードの）レジェロ • ゲー
リン、ギターのアンドレ ・セゴヴィア、歌手ジョ）レジオ ・フアヴァレツト 、マドリガリスト

の外舞踊家サカロフ夫妻がテレピのレンズにおさまり 、その中に白髪の貸公子キジ伯爵の姿

もあって見る者きく者の恙激は一しお深かつたそうである。

アカデミア • キジアーナの大きな仕事は 、 古来有名なイタリア音楽家の作品を演奏するこ
とでありそれと同時に知られずに埋もれているサぐれた作品を紹介することである。こうし
てヴイ パルデイ 、スカ）レラッティ一族、ヴニネチア楽派、ペルゴレージ、ガルツピイ 、チマ

ローザなどの作品が次々と紹介され、その真価が世に問われ再認識されたのである。それと

同時にキジ伯爵は現代音楽に対しても愛護の手をさしのべた。それがアカデミア • キジアー
ナの国際作曲のコンクー）レとなつてあらわれた。即ちー九五0年の一硲歌 劇のコンクー）レ

に 、 イタリアのア）レベルト ・ ソレツーナとリベロ • グランキ 、 そしてイギリスのロバート ・
パークレーに入賞の桂冠が授けられた。翌一九五一年のギ ター曲のコンクールには、スイス

のハンス ・ ハウク ・ フランスのアレクサンダー• タンスマン 、 オーストリアのジエニ • タカ
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クスが入選 し、 一九五二年の室内楽にはオランダのハンク ・パデイングスとイタリアのロペ

ルト ・ゴリニが入選し 、夫々の レパートリを飾つた。こ の外現代知名の作曲家達は進んで、

キジ伯爵に作品を献呈している。そしてンエナの音楽週間で初演の光栄を担つた作品にイ）レ

デプランド ・ ピツェッテイの「エピタラミ ュ ム」マリオ ・ カステルヌオポ • テデスコ の「ギ
ターと絃楽のための五重奏曲」、ラヴアニーノ の「キジアーナ鎮魂曲」、ハチャトリ ア‘ノの「チ

ェロ協奏曲」などがある。

アカデミア • キジアーナには 、 演奏方面の外に 、更に楽譜及び音楽書の刊行の事業がある。
ンエナの音楽週間では毎年特定の作曲家を選んでその作品を演奏する外、その作曲家に関す

る講演を行つて、その理解に役立て.1.いる。その講演が単行本として刊行されている。例え ・

ば

一九三九年 アントニオ ・ヴイパルデイ

一九四0年 スカ ルラッテイ兄弟（ア レッサンドロ、フランセスコ 、ピニト 、ロ ドjニ

コ、 ジユゼツペ）

一九四一年 ヴヱネチア楽派

一九四二年 ぺ）レゴレージ

一九四七年 アントニオ ・ヴイパルデイ

一九四八年 パルダザアル ・ガルビ

一九四九年音楽週間十年の回顧

一九五0年 チマローザとゲーテ

一九五一年 ジユゼツペ • ベルデイ

一九五二年 トマソ • トラサタ 、 レオナルド ・ レオ 、 ピンセンツォ ・ ベリーニ

一九五二年 ローマ楽派

一九五三年 ギター音楽に於けるイタリア楽派

その外マリオ著パウロ ・ト スティ 、レンンス著レオンカパロ、ジュリッツェル著ドニツェ

ッテイ 、リナルデイ著コレルリ、アゴステイ著ピアノ技法、スケーナ著宗教音楽などはイタ

リア音楽を研究する人にとつては極めて有益なも のである。又、アルマンド ・パンニーニ教

授の監修によつて 、年鑑が刊行され、昨年で第七年を迎えた。

十七、八世紀頃の珍ら しい古典楽譜が監修出版されたり 、マヌスクリ プトのま 乳呆存され

ていたヴィバルデイ、ペルゴレージ、その他のイ タリア楽派の作品が新たに出版されたり 、

而もその数は現在相当数に上つている。

多くの部門に亘る音楽家の捉成、古今のすぐれた音楽の演奏、そして更に音楽文献の刊行

と、アカデミア ・キジアーナの事業は多方而に亘つている。そのスケー）レば所謂音楽学校の
それよ りはるかに広い。又その質に於て高度である。そうした大きな事業をすでに二十五年
に亘つて続けて来、而も将来このキジアーナの事業は益々発展する ことが期待出来るのであ
る。私が冒頭で、このキジアーナの功禎を大きく讃えたが、それが誇示や過大評価でないこ
とは、その事業そのものが雄弁に物語つてくれたこといほう。
それにしてもグイド ・キジ ・サラチニ伯爵は何と学識の大きな、人徳の高い仁なのであろ

うか。このような偉大な音楽バ トロ ンを持つたイタリア斯界は幸福であり羨やましい限りで
ある。（音楽之友本年三月号より転載）

(6頁よりつゞく）

最後にお世辞のよう で気が引けますが、キジアーナの表玄関から 、二階に上つていく と、
正而に秘書 Prof.Dr. Vanniniのゐる客間がありますが、そこ の周囲の壁にはキジアーナに
協力した有名な作曲家や演奏家の写真が額に入って掲げられてあります。向つて左側の端に、
高橋さんの額が出てゐ ます。 キジ伯に贈られた写真の複製が出来上つたら 、その額にはめら
れることになつてゐるそうで、今は名前だけ出てゐます。高橋さんの教疫と尽力が、こ うい
ふ所で認められてゐるのは愉快でした。 -
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キジアーナ受諮記

Lesson at Accadernia Chigiana 

阿部保夫 （東京）

Yasuo Abe (Tokio) 

Chigianaキジアーナで一番紹しかつたことは、向うではギタリストがヴアイオリニスト

やピアニストと同じようにアーティス トと して遇せられることです。音楽家も一般の人も伝

統あるギターに憚悌と敬意を表してゐ、自分がギタリストだと』ふと 、皆ギター音楽はすば

らしいと言ひます。 R本でも早くギタリストであることに誇りを持てるようになりたいと思

ひます、少くとも他の音楽家に馬鹿にされないように、と思ひます。

n本でも 、難かしい曲を弾くだけが上手でなく 、何よりも先づ行を作ることから始めなけ

ればならないことを反省すべきかと思ひます。今までの日本の弾き方はセゴヴィアの技法と

全然辿つて居ります。ヴアイオリンでは先づ音を作るための努）Jをし 、一番音が問題になり

ますが、ギターでも同じわけです。今までの日本のギター奏法が、早くセゴヴィアのアカデ

ミックな奏法に取つて代ることになれば、私は何よりもうれしく思ひます。私も出直して勉

強を始めてゐるわけです。

キジアーナのレッスンでは日本人が一番熱心でした。小原さんも一生懸命でした。 Segovia
セゴヴィアも毎日のように私の府を叩いて、一生懇命やる様励げましてくれ、レツスンも特

別によく 、そして余計にみてくれました。他の人がまだレツスンを受けてゐないうちに、払

は二同目 、三回目とみてもらひました。

セゴヴィアは、R本からの御土産を大変よろこばれ、大変立派なものを有難うと何度も御

礼を~,,されました。最後に別れる時 、 高橋さんに手紙をふくと言ってゐま したが、まだつき
ませんか、アルモニアに出すように占いてくれると思ひます。

今年のセゴヴィアのレツスンは一ヶ月でした。それが普通のように週一度とか二度といふ

のでなく 、毎日ぷつ通しのレツスンでした。

セゴヴィアの教える態度は実にもの柔らかく 、歌ひながら表現してゐる時もあるし、身全

体で教えてゐる時もあり 、見てゐてなるほど .1..，if、ひました。

牙J器の持ち方は「！本と同じ様ですが、足台は割合低く 、足台にのせた左足が直角になる位

で、それ以上涵いのは使ひません。今年はじめて来た受講者の中には少し麻めのを望んでゐ

る人もありましたが、何度も来てゐる受講生は誰も低いのを使つてゐました。少くとも H仁

でよく見かける様に高いのは誰も使つてゐませんでした。男は足を開き 、女は足を閉じる事

は守られてゐます。

教本、教材は自由ですが、例のセゴヴィアのスケール練閃と 、ソルの24のヱチュードは必

ずやります。あとは自由で、エチュードをやりながら曲をやつた人もあり 、曲だけの人もあ

りました。

右手、左手の注慈は、それだけで何枚も魯かねばなりませんので、これは最近全音楽譜株

式会社から出版する教本に密くので、それを参考にしてもらひますが、根本は両訂から全然

力を抜き 、特に両手の力を抜くことです。初めから強く抑え又強く（堅く）弾くことは絶対

いけません。右手は力をすつかり抜いて音が出ないところから出発します。左手も同じです。

ギターも一般音楽と同じで、何よりもまづ音がよくないのでは問船外です。爪びきで、而

も、爪を感じさせない、指頭で弾いたような音を出すことが大＇『です。それには手の力を抜

いて 、初は音が出ない位から弾くのです。行を出そうとするとどうしても力が入ります。マ

ドリンのビツクを強く抑えればかたい音になり 、 柔らかく押えれば柔かい音にな る 、 •あれと
ン同じです。又ヴアイオリンの弓を持つ右手と同じことでもあります。
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＇ 楽器についてセゴヴイアは、どれがい入とか悪いとかは言ひませんでしたが、たゞ一度「君

は何といふギターを持つてゐる ？ しまつてしまへ」と言われたのをき ょました。

絃についても別に言ひませんでしたが、セゴヴィアは勿論オーガステイン絃で、而も金巻

線を使用してゐる 、とスイスの楽器商が話してゐました。

セゴヴィアの音のきれいさ 、豊かさは格別で、Lpでも、その仕んとうの音は出てゐないよ

・うに思ひました。セゴヴィアが弾く時は、右手は弾いてゐるのかどうか解らない位でした、）

'fの和音などは、アニドは手を下の方に下げましたが、セゴヴィアは反対で上の方にあげま

す。
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アルモニア第十号歌とギターの特集号を拝見して、キジアーナの音楽体験を思出しました。

ヴィウエラの伴奏で歌ふ歌は全くすばらしい、その音楽は居ながらにして昔を偲ばせます。

キジアーナの古風な音楽会場と 、ヴィウエラの音、それに和する歌、このような雰囲気は二

度と味はえないと思ふと 、胸がこみ上げて来るのでした。欧洲の音楽家達は全く環境に恵ま

れてゐると痛感しました。

Pujolプジョールのレツスンはその意味で非常に重大なものでした。プジョールは年が年

ですから 、テクニック的には最上とは言えないかも知れませんが、音楽としては実にすばら

しいものです。

ヴィウエラは第三絃が岱Fで、その他はギターの謂絃と同じです。音譜はハワイヤンのよ

うに六本の線の上に数字で沓きあらはします。奏法はギターと同じですが、複絃で、日本人

のように手が小さいと押え切れませんし 、私の以前の弾き方では音が出ません。それで全身

の力を抜くことから始まるわけです。ギターはヴィウエラから出発したのです。その音楽は

古典の味そのもので、実に優雅です。このような経過を経て今日のギター音楽は形成された

のです。

セゴヴィアの高弟として次の四人があげられます。

第ーは助教アリリオ ・デイアス AlirioDiazで、キジアーナ第一回目からの弟子で、すば

らしいラクニツクの持主です。セゴヴィアはテクニツクの細部についてはアリリオにさせて

ゐます。それで誰でも彼にみてもらふわけです。彼はローマに住んでゐ、演奏家として活躍

してゐますが教授はしてゐないそうです。

第：こはサンチェス RaulSanchezでせう。アリリオはテクニンヤンですが、ラウルは非常

に内面的なよさを持つてゐます。アリリオの演奏はセゴヴィアそつくりですが、ラウルは迎

つたものを持つてゐます。私は毎日ラウルと一緒に荘らしましたし 、ラウルの音楽の方を好

みます。レツスンで弾いたスカルラッテイのソナタを今でも忘れることが出来ません。リ エ

ラがこの曲を前日弾いてセゴヴィアに散々し仕＾られたばかりでしたが、セゴヴィアはリエラ

にラウルのように弾かねばならないと説明しました。ラウルと親しいので外の連中は、私が

その楽譜を持つてゐると思つて、借してくれと申込んで来ました。ラウルは今年十月末から

ニヶ月に亘つてスペイン、ポルトガルに演奏旅行に出かけるそうです。

第三はジョン ・ウイリアムス JohnWilliamsでせう。ジョン少年の演奏は立派なもので、

どんな難曲も平気で弾きます。セゴヴィアの真似をしてゐるようで、自分のものになってゐ

ない様にも思われましたが、年令が若いので已を得ないことでせう。日本の皆さんは、こう

云つても信用してくれないかも知れませんが、ジョン少年は色々な難曲をバリパリ弾き 、そ

れが如何にも易しい曲を弾いてゐる様です。全くすばらしい演奏です。勿論暗譜です。この

少年と 、スペインから来た二十才ばかりの青年が、アランフエス協奏曲をギターとオーケス

トラのパートを二人で分け合つて、弾き遊んでゐました。

第四はロドリ ・ゴ • リエラ Rodrig Rieraでせう。この人もなかなかのテクニンヤンです
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が、以上の三人から見れば少し落ちるかと考えられます。キジアーナは今年で二回目で、一

昨年始めて来た時の方がすばらしかつた、と言ふてゐる人もありました。リエラは非常に親

切な人で、マドリッドに帰つたら小原さんと一緒にやらうなどと言つてゐました。

＊ ＊ 
アプロニス MiguelAblonizはエジプト生れでやはりどこか東洋的な感じで教授としては

立派かも知れま中んが、演奏家としてはどうでせう。

アスピアス Josede Aspiazuの所には二日行つてみましたし、楽譜をもらって来ました。

女の子供さんのギターをきかせてくれましたので、大きくなつて布名なギタリストになり日

本に来るように、と励まして来ました。

アプロニスもアスビアスもセゴヴィアの推屈｝こよつてコンセルパトリオの教授になったと

llllいて来ました。二人共演奏家といふ よりすぐれた教授と言ふ仔在と思ひます。

r1本では教授と演奏家と一緒ですが、外限では少し迎ふようです。教授は本や何かに盛ん

に！fきます。従つて油外で認められることも早いわけです。演奏家はあまり心きません。自

分の音楽の考へを演奏であらわすのが演奏家です。演癸家が海外でI忍められるのは、ずつと

あとになるわけです。ですから l1本で知られてゐないギタリストで上手な人が沢山ゐると思

ひます。その中で特にすぐれた人がレコー ドか何かで知られるようになるのです。 tiんとう

のギタリストは何も知らないような頻をしてゐます。然しその人の演奏をきくと 、パッハは

こう弾くものか現代曲はこの様に弾くのか、と納得させられます。

現代ヨ ーロッパのギターの第一人者は演奏ではセゴヴィア 、教授ではプジョ ールといふこ

とになりませう。

キジアーヤでの大収穫の一つはラウル ・サンチエスと相識つたことでした。ラウルは三年

つゞけてキジアーナに受講に来てゐたのです。ラウルとはあしかけ三ヶ月食市と散歩を共に

し、朝のスケー）レの練iりも一緒にやりました。セゴヴィアの注意してくれたことは1社に帰ヘ

ると、ラウルとロテイ夫人が説明してくれ、これが大いに勉強になり 、有難いことでした。

御世辞でせうがラウルは、私をすぐれた演奏家だが、inferiorcomplexがそれを邪屈して

ゐる 、と言ってくれました。これはンエナに来てゐた日本の女性がそう訳してくれたので、

そのま .I.~きましたが 、 日本人に共通した遠應がちといふ意味も含まれてゐるのでせう。私
はたしかに引込思案で、何でもかんでも目茶苦茶にやると云ふことが出来ない性です。

例へば A といふギタリストの演奏をきいて Bといふギタリストが、斉が悪くてきけたもの

でない、と言ったとします。ところが私は Bの音がもつと悪いと思ふ。 Bは自信があつて A

をけなすのですうが、そういふのがほんとうの自信といふものではないと思ひます。その B

のような立場に、私自身が在るのではないか、と反省すると 、引込思案にならざるを得ない

のです。

しかし今度セゴヴィアの演奏を目のあたり見、この耳でき .1.‘そのスタイルを学んで、私は

一つの目標を見出すことが出来ました。セゴヴィアのあの音を目探に進めばし心のですし、

こ の 1,’’j• なら といふ自信もつきかけました。

払はジュネープでラウルの家に泊めてもらひました。ラ ウル夫人ロテイは歌手で、ジュネ

ープ放送局に度々出演し てゐるとのことです。ラウルは日本に来たいと言つてゐました。セ

ゴヴィアの推幅文ももらえますし 、日本に来ればラウルに学ぷことが多いはづで、是非呼び

たいと思ひます。近く全斉楽諮出版社から教本を出しますが、これは私だけのセゴヴィア奏

法だけではなく 、ラウル君に大部分汽料を提供してもらつたものです。セゴヴィアの奏法に

ついてはラウルについて沢山聞き込んで来ましたし 、まだ引伸をしてゐませんが写真も沢山

扱らせてもらつて来ました。私のこの度のイタリア留学に対して後援して下さつた多くの方

々に報いるために、私の見て来、flllいて来、学んで来、習つて来たものを、この教本に傾注

し、出来るだけ立派な1,,心ものにしたいと心掛けてゐます。 （以下 3頁につゞく）
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伊太利のギタリ．ストの作品

Italian Guitarrists and their Works 

中野二郎（名古屋）

Jiro Nakano (Nagoya) 

今日各地に行われるギター独奏会のプログラムを見る と、その撰曲に大凡一つの型がある

ことを気付かれるに違いない、之は勿論日本ばかりでなく世界的の傾向で、先づ最初に十廿

八世紀のヴィエラ又はラウテの為の作品或は其頃の代表的な作家の編曲を出し 、次に Sor,
Tarregaあたりのギター曲を持つて行き 、最後に Albeniz又は Torroba,Ponce,其他

の近代作家のものを苫くとゆう型である。私が仮に腕があつた としてリサイタルを開くと し

ても 、結極之と似たりよつたりの所に落付くのではないかと思われる程で、恰も往時ソ ナタ

形式が定められていつたように自然に此処に落付いたとゆう感がないでもない。従つてプロ

グラムに載せられる曲目は比較的少い数に限定されて之等がギター曲の代表作或は名作（事

実そうゆうものも少くないが）のように印象付けられ、初学者は一刻も早く之と取組みたい

焦燥に駆られて、初歩的な課程を終えるが早いか遮二無二之に取組む傾向がありは しない

か。勿論こんなことは自然にわかることであるから構わないが之が為めに其他幾千幾百無数

にあるギター1111が一向に顧られないとゆうことは滑稽な状態と言わなければならない。我々

は過去幾千幾百のギタリスト達の築いた歴史の上に今日のギターを学んでいる者で例え直接

婢益を受ける程のものは無くとも 、かれこれ言えた義理ではないのである。まして時代の距

りはあるとしても音塑堕主墜の貧しいものが誰しも認めた古えの大家を捉えて云々するのを

見るのは苦々しいこ とである。話が外れて了つたが自己の技絨を問わんとする演奏会場での

ギター曲は自ら限定されてくるが、独り楽しむギター曲となれば各々好みは迎つてくるがそ

の範囲は非常に拡人されてくる。よく試演会等で経験するこ とであるが、難曲を苦労して演

奏した人よりも数十小節の小曲をよく練習した人の演奏の方が遥かに好ましい場合が艇々あ

る。要は如何にりi（くかであつて、一見つまらないようなギタ ー曲でも弾き方によつて随分楽

しめるものが少くない。之はギターではなくピアノの連弾であつたが平常気にもとめていな

ぃPolka等が非常に面白く聴けたことがあり 、Segoviaの演奏している MilanのFantasia

等では感l撲すると同時に自分の不明が顔の赤くなる程恥づかしかつた。

本稿はイタ，)アの過去のギタリストの作品で殆ど注意されていないものを紹介するつもり

で魯き出し 、余談に手問取つて申訳ない。

此国から出た古典の大家と言えば先づ Carulli,Giuliani, Carcassi, Legnani,は知られ

ているが、Carcassiを除いてはむしろ識られていないと言う方が当つて いるくらいであ る

が之は他日とし、余り親まれていないと ころで F.Molino (1775-1847)がある。誰が称え

たか私は知らないが、古典の九大ギタリストの中にも入っていないが、充分之等大家と同列

に置かるべき人で、作品とし最も著名なのはそのギター教則本でギターの発展の上に之に負

うものが少くない。唯その頃の出版は他の作品同様今日では入手し難いので一般の知るとこ

ろとならないが、今日日本で艇々出版せられる焼直しの教本 と違い、自己の所信を自己の作

品の上に示した歴史に残る作品なのである。又しても外れるのであるが、歴史は斯様のもの

が桔まれてこそ責いのであつて数多い群小作家と雖も何か知ら其処にオリヂナリテイを持つ

・ているc こ上に着目すれば決して軽々しくは見逃せないのである。

Molinoのもので今日再版せられているのは独の Schott,Andre. Zimmermann等で就

中十八の前奏曲集と Violin,Viola, Guitar三重奏曲は見るぺきものであろう。

A, Nava (1755ー1826)もRicardiから作品を数多出版したが現在のカタログからは抹殺

されている。嬉想曲や慰楽曲集等 Carulli,Carcassi, と見分け難いものがあり 、教本に示

7
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した練習曲等には Carcassi等より優れた （初歩者向）ものもある。 • 
N, Paganini (1784-1840)はソナタの中の Romaqzeで親しまれているが Zimermannで

出版されている二十六の作品集等はもつと親し まれてよい。一見ギタ ー曲として頼りないよ←

うに見受けられる諮面（ラ フヅ）であるが弾き方次第で眺力を発揮するとゆう夕手のも必が多

ぃ。その点その頃のギタリス トの作品に多く見る整然としている割合に魅力に欠けている作

品と対蹄的である。 Violinとのもの又は Guitarを含んだ室内楽は余りに Guitarが従属的

でギター一箇で歌わせたもの .I.方がずつとよいように思われる。

Zani de Ferranti (1802-1878) Schottで十曲程出版している。日本にも相当沢山楽譜が

入つている筈であるが不思議にプログラムに現われない。記録によれば非常に魅惑的な演奏

をした人のようで独自の演奏スタイルを持つていたことが譜面の上からも解る。上記の人達

よりも年代が近いせいもあるが演奏上の註文の多いのに先づ盤く。ギターの古典の中で Sor .

を頂く心持に払も変りないが、斯様な特異な存在は又何となく嬉もしい。澳の Mertz,西

の FedericoCano,英に渡つた L.Schulz等の様な人が日本にも出て慾しい。とゆうのは

Segoviaの出た今日では無理かも知れないが、例えギター臭芽々としていようと 、フラメン

コであらうとそれに徹して貰えばそれはそれでよいと思うのである。要は自分の世界を創り

上げて底しい。 Ferrantiの曲もそうした眼で見れば充分他山の石となり得る。

其他 F.Calegari, F. Castelli, E. G-ardana, E. Giuliani,（マウ ロの娘） Gragnani,

Regondi,の作品は相当数出版されており 、之等は少しばかりの労を厭わなければ入手出来

るものである。ギター勉学の方法も色々あるが或る課程を経たものが、未知のものを識らう

とする謡慾が、直接演奏技術を勉強することに比較して関心が薄いのではないかと思うのは

私の僻目であらうか。

比較的近い過去又は現存の、イタリアのギタ リストで作品を多く残した人で浮かび上るの ；1 

は L.Mozzani, B. Terzi, G. Murtulaであらう。 Mqzzaniほ人も知るテクニ ツアンで其 ， 

の作品も技巧的なものが多い。本邦では FesteLarianeで親しまれているが次のようなも

のが出版されている。

曲名

Reverence 
Recueillement 

Psalmbdie 

Par le Sentier Fleuri 
Serenade Sentimentale 

Espieglerie 

Heureuse Rencontre 

Elans du Coeur 

Prelude 
Harpes Celeste 

Priere 
Chanson du Printemps (Mendelssohn) 

Tristesse (E. Mezzacapo) 

Coup di Vent 

Dolore 

Valse lente 

Romanza 

Mazurka 
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「六つのカプリチオ」と「前奏曲」はアルペヂオの技巧的な色々のスタイ ルを示し、「祈り」

はかの Galimbertiの演奏を想起するような独得のトレモロに終始している。彼の演奏姿勢

を写真によつてみると楽器を四十五度以上に傾けて構え、その演奏も可なり特異なものであ
ったように想像される。 Coupde Ventは洵に面白い作品で Presto(J.= 134)八分の六拍

子ー陣の風が如何にも巧にギタ ーの載せられている。 • 
B. Terzi (1892ー）イタリアギター界の元老とゆうと ころで作品は lLPlettroで数多出版

している。

・1 

曲名
Nostalgie 

Sera di Maggio 

Imitando I'Arpa 

Serenala alpestre 

Nevicata 

Passa ii Reggimento 

Malinconie autunnali 

Polonese (M. Ginliani) 

Preghiera (Rossini) 

Serenata (Schubert) 

Carillon 

Romanza 

Fantasia di Spagna 

Andantino 

Piccolo Valzer 

Serenata 

Mazurka 

Notturno 

出版所
A. Vizzari (IL Plettro) 

II 

II 

”
 ”
 ”
 ”
 ”
 
II 

La Chitarra 

Berben 

Monzino 
II 

II 

II 

II 

Ninna-Nanna 
Elegia La chi ttarra, 

Trillo-tremolo 

Gagliarda (1593) A.Vizzari 

この他作品番号の上からも彼の上演プログラムからも数多の作品があるに迎いないが私の

眼に触れたものは上記に留まる。第五絃をGに第六絃をDにする調絃のものが非常に多く ト
長調或卜短調に限定されるので曲の発展性に乏しい、 憾みはあるがメロデイは美しい。之等

を代表するものと云えば「五月の夜」 であら うが、ヽ鐘ヽのように右手ハーモ～＝ツクを極度

に使つたタルレガのア）レポラーダのような作品もある。全体から受ける感じは作者の感傷が

音楽的教投を押しやつた感じである。技巧はこらしてあるが日本に来たSarcoli等のギター

曲に見る イタリア風の一脈相通づる甘さ安易さ ほ否めない。 然し Terziあたりが近い過去

のイタリアのギター界の好みではなかつたかと言う気がする。1906年イルプレツトロ主催の
ギター作曲 コンクールにペルーのギ タリスト MaximoPuent~ Arnaoが一等入貸したその

作品「ヴェニスの一夜」は全 く之と軌を同じくするものであるのを見ても大凡痰えるのであ

る。

G. Murtula (1881ー）

やはりイタリアギター界の元老の一人。ギター教本の他に二百余りの作品があると言われ

る。

解つているものを挙げると

，
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曲名
Tarantella (fiore di Campo) 
Danza (Bambole Lenci) 
Valzer lento (pensiero nostalgico) 
Gavotta (altre tempi) 
Preludio (placide onde de! Lago) 
lmprovviso (lmpressione villerecce) 

Polacca ( bambole esotiche) 
Intermezzo (rimembranze) 
Cbitarrata (alla spagnola) 
Minuetto (gentil ston di liuti) 

Studio (ruit bora) 
Piccola Serena ta (chiaro di Luna) 
Tre Studi 

11 Vecchio Pierrot 
Voci de! passato 

Sonatina in 3 tempi 
Serena ta spagnola 

Ritratto di Nobil Signora 

Raccontino della nonna 

Barcarola 

Amor mio 
Studi-lmprovviso 

Ninna-Nanna 

Preludio ( melanconia). 

Serenatella romantica 
Carovana 

Jncontro 

Ri..vocazione 

Rondo fantasiso 

出版所
A. Vizzari 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

I/ 

II 

‘’ 
II 

” 
II 

II 

II 

"La cihtarra,, 
II 

II 

Berben 

II 

II 

II 

この人の好みと思われるが曲名は形式を示し練習曲にさえ小さく野花とか懐郷とか副題を
添えてある。私がかつてイ タリ アのギタリスト Mancinelli女史に自作を贈つた折に返礼の

意味で賠られたのが Murtulaのギター曲集で私は初めて其の時 Murtulaのギター曲なるも

のを識つた。恐らくイタリアの誇りをこめて贈られたに追いない。流石に音の上にも手法．の

上にもそれまでに無い新鮮さを党えたし 、特にその手法上の工夫と試みに典味を持つたが、

タ）レレガ等のように一音と雖も不可欠とゆうギター曲を好む者には余りに行を無雑作に使い

過ぎる嫌いがあり全幅的に同感を表し難い。私如きがとやかく言うのは前に述べた事と矛盾

して本意ではないが、力心ることもイタリアのギタリストの作品に通布する一つの特徴であ
ると思われるからである。磨き上げられた所産とゆうことはただに油炎の上だけでたく作曲

の上にも私はそうありたい。かの古典からロマン時代に移行 しつ .I.あった時の Mertzの作
品が梢々その嫌いがありオに任せて粗雑に流れるのはギター等にあつては特に戒めなければ
ならないと私は思う。前に手法上のエ犬と言つたのは例へば右手指のみによる下降のア）レペ
ヂオばかりでヽ湖の静かな波ヽを作つたり 、低絃上で和音を持続弾絃しつい埒音のメ ロデイ
を歌わせたり (Improvviso)、二つの絃でのトレモロ (chitarrata) Campan~lla の新しい
形 (Studio)、持種な調絃 (D,G, D, E, H, E)による（PiccolaSerenata)、Pujolに贈つ
たヽ虹、 Pratに贈つたヽ風、 Terziに贈つた”雨“の三つの Studiには夫々面白い工夫が
こらされてある。

(130) 10 



以上三人は1900を中心と して約半世紀問のイタ リアを代表するギタリスト（作品を残した）

ではないかと息う。この他に Sarcoli級のギタ ー曲を書いた人を挙げれば際限のない

ことになる。主としてマンドリン畑の仕事をした人で Marucelli, Bellenghi, ・Munier, 

Sartori, Branzoli,等も数ある中には好もしい作品が少くない。 Bonvicini,Navone, 

Variazio, Sacchi, Coletta, Carosio,皆夫々に自分の作品を持つていて、之等の人々によつ

て、是非はともかくイタリア風なる一種のスタイルを持つている。日本はまだ日も浅いが、

演奏のみでなく作品の上にもギター史に残るような日本のギ ター曲が生れることを切望す

る。

高橋功に捧ぐるギタ ー独奏曲「短歌」マリオ •カステルタオポ•テデス コ
Tanka on the name of lsao Takahashi Mario Castelnuovo-Tedesco 

久しいこと 、君から便りがないけれども 、ア）レモニア誌を定期的に送つてくれるのをみる

と、健康に恵まれて、好調のこと L思ひます。

こ入に、小さな旅きヽを君tc.贈ります。それは君の名前の文字に対して附曲したギター曲

で、それは私の所謂ア）レフアペット様式 AlphabeticalSystemによる作品です。この様式

は、随分前 (1930ィ「）に、私の先生ビゼツティ IldebrandoPizzettiの五十歳の誕生記念

に、彼の名前に附したピアノ曲 Fantasiae Fugaに初めて用いました。最近は時々この様

式で作曲してゐます。現在アメリカに住んでゐるイギリスの有名なオルガニスト Edward
Power Biggsの名前に附したオルガン曲 Toccataもその例です。それから GreetingCards 

挨拶状と題して、色々な国々の親しい人達に、夫々の楽器のための小品を作つて捧げま した

がそれも大体こ の様式によつてゐるのです。その連作は次のようなものです。

1. Andres Previssに捧ぐるピアノ曲 Tango

2. JasctJa Heifetzに捧ぐるヴアイオリン曲 Serenatella

3. C,regor Pia tigorskyに捧ぐるチェロ曲 Valse

, 4. Walter C,iesekingに捧ぐるピアノ曲 Mirages

5. Audres Segoviaに捧ぐるギター曲Tonadilla

6. Siegfried Behrendに捧ぐるギタ ー曲Ronde!

7. Bruno Tonazziに捧ぐるギター曲 Preludio

8. Tossy Spivokovskyに捧ぐるヴアイオリン曲 Humoresque

9. Amparo Iturbiに捧ぐるピアノ曲 Fandango

，そしてこの連作の第 1曲が君に贈る曲です。（遂に、君はすばらしい仲間の一人に君自身

を見出すでせう）「短歌」 といふ表悶がふさわしいかどうか私にははつきりわかりません。

私は昔、イタリア語に訳された短詩型の詩一短歌の本を持つてゐました。日本文字がいくつ

の音から成つてゐるか、それが英語音と合致するのかどうかも私はわかりません。私のヽ先

見の明／，が当つてゐれば幸です。（例へばセゴヴィアに捧げたトナデイリアですが、英語音で

セゴヴィアの名を拾ふとまるで非音楽的なものになるので、私はスペイン音で音符を綴りま

した。それが気に入つて、セゴヴィアはこの曲を本年各地のコンサー トで演奏してゐます）。

私の 短ヽ歌ヽが果して日本音楽風になつてゐるでせうか。 それはとに角、私の音楽に深い理

解をよせてゐる君に対する私の心からの友情を受けて‘くれりば幸です。

この作品を君がア）レモニア版として出版する希望があるなら 、その許可を差上げませう。

但し、後になつて別な出版社からも出ずことがあるのを考えて、版権は私が保持することに

しますから 、その点 f承して下さい。

返事を待ちます。 1955年 8月3日
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‘き よしこの 夜、物語
Romance of,,Silent night, holly night" 

邸 橋

Isao Takahashi 

功

世界中でどんな歌が一番ポピュラーかと言つて、「きよしこの夜」往ど津々浦々までゆき

わたつているものは外にあるまい。日本語の讃美歌を開いてみると 、この型歌の作詞はヨゼ

モール 、 作曲はフランツ • グルーペルと明記してある。しかしこの「きよしこの夜」の作詞
フ • 作曲をめぐつて二三の物語が云つている。
作詞者ヨゼフ ・モールJosefMohr (1792一ー1848年）は1818年にはオーベルンドルフの副

牧師の戟に在つた。そ して 「き よしこ の夜」はこの年二十六オのモールが作つたじ節の短詩

である。
作曲者フランツ ・グルーベル FranzGruber ( 1787—ー1863年）はザルップルグの片田舎

Jレンテルワイツベルグに生れ、幼少の頃から楽オを認められ、父の反対を押し切つて音楽を

勉強し、十ニオの頃には日曜学枚でオルガンをひくようになり 、 十八オの時ゲオルグ • ハル
トドプラーに師市して正式な音楽教育を受け、1807年に学校の先生となつてオーペルソドル

フに赴任した。そこの教会でオルガニストも兼ね、副牧師のヨゼフ ・モールとも親しい交を

結んだ。彼の晩年は学校の先生としてよりも 、教会音交の作曲家として有名だつた。

フランツ ・グルーペルは1854年12月30日に「きよしこの夜」の交譜をベルリンの王立教会

に献上したが、その時次のような文を也いている。
1818年12月24日のことでした。オーペルンドルフに新たに荒任した牧師の家で、副牧師

のヨゼフ ・モールが、オルガン奏者だつた策者フランツ ・グルーベルに一編の詩を示し

て、これに二声の独唱と合唱を附しギターを伴奏と して 、ふさわしいメロデイーをつけて

くれないかというのです。そこで私は音楽的で精神的な この詩片にふさわしい曲附けをし

て、夕方原譜を持参しました。単純な曲ですが、それが聖夜に歌われて大いに喝采を博し
ました。.........

この記録を読めば、作詞作曲に何ら疑う余地はないのであるが、フランツ ・グルーベルの
没後 1年たった1873年に「ザルツプルグ年鑑」が、故意か不要意かわからないが、「きよし
この夜」の作曲者は、作詞者ヨゼフ ・モールその人であると書いたのである。するとフラソ
ツ • グルベールの息子フエリックスがこれに抗議を申込んだ。グルーベル家所蔵の「きよ し
この夜」の楽譜は、1833年にフラソ ツ・グルーベル自らの筆で書かれたもので、二声の独璽
と四部合唱、 それに二つのヴアイオリン 、 ヴィオラ 、 オルガン（パッソ • コンテイヌオ）—
つのホルンという編成のマヌスクリプトである。これらを証拠にフエリツクスは「ザルツプ

Jレグ年鑑」を論駁した。ところが越えて1897年に又々「ザルツプルグ年鑑」が前説を押し立

て異論を持ち出した。此度は孫のカールが徹底的に反駁して、5甜りなきまでにやり込めた。

そして1918年にカ ール ・ワイマン博士が「きよしこの夜」の百年を祝つて出版した「きよし

この夜物語」がこの問題に終止符を打つた形となつた。今ではこのクリスマス讃歌の作詞者

がヨゼフ ・モールで作曲者がフランツ ・グルーベルであることを疑うものはなくなつた。

殻初ギターを伴奏にして作曲された「きよしこの夜」の原譜はすでに散逸してしまつて今

日これをみることが出来ず、現在知られているギタ ー伴奏のは、 孫のフラソツが再編したも

のである。
1951年12月18日ロン ドンの BBC放送がアレクンス ・チェスナコフのギター伴奏で原曲に

よる「きよしこの夜」を放送して注目された。この時ゲーリ ック ・ンエルデルツプが「きよ
しこ の夜」の解説を行つた； それによると1818年クリスマスの直前に大洪水があってオーベ
ルソド）レフは水びたしになり教会のオルガンが役に立たなくなった。そこで作詞者のヨゼ
フ ・モールと作曲者のフランツ ・グルーベルが共にギタ ーで伴奏して、イ炉りなく初演を了え
た、というのである。これはエピソードとしてまことにおもしろい。

現在オーベルソドルフの教会のステインドグラスの窓に、フランツ ・グ）レーベルがギター
を持つている像が描かれているそうであるが、これはまことに微笑ましい光批と言えよう。
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Chigiana -Album (1) 

キジアーナはギタリストのメッヵ Meccaof Guitarといつたら 、言い巡ぎであらうか。

現在、ギターと真剣に取組んてゐる ギタリストなら、一炭はキジア ーナヘの巡礼を心掛けな

いであらうか。

本誌本年第一号に紹介した昨年度のキジアーナのレツスンでは受購生が七名だつた。それ

が今年度は三 卜名を数える盛況だつた。勿論その中でレツスンを受けたのは約半数で、あと

はオプザーパーだつたそうである。イタリアは勿論スペイン、フランス、イギリス、オラン

ダ、それに油を越えて南北アメリカ 、アフリカ 、そ して遥々わが国からも馳せ参じたのであ

る。

写真中央はペルギー女王エリザベス陛下、その左がキジ伯爵、右がセゴヴィア。こうした

扁貨な婆囲気の裡に純粋なギ ター音梨が学びとられるのである。



戸虞/2万
Chigiana -A I bum(2) 

キジ伯爵 ContoGuido Chigi Saracini。 イタリア音楽の無上のパトロンであり 、併せ

てギター酋楽にとつても最大のバトロンの一人である。

小西滅ー氏が~ ,-年前ヨ ーロ ッパ遊学の途次 、 ンエナに寄つた頃は 、 キジ !Flがローマのコ

ンセルパトリオを出たばかりで、そのデイプロマを部屋に飾つて得意然としてゐ、まことに

江派な只公 f•だつたそうである 。 今年阿部君がお目にか .I. った時 、 ギジ伯は銀楚の中老の紳
七になつてゐたといふ。今は伯爵火人と別れて、全生活をキジアーナと共に生き てゐるとい

ふ。

セコ＇ヴィアとプジョールを講師として迎えたキジイ (1の1リ」は謳われてし‘.I.。このキジアーナ

から 、第二のセゴヴィア と第二のプジ ョールが輩出して 、ギター音楽がみごとに開花するこ

とを私は期待してゐる。併せて絶大なる感謝をキジ伯に捧げるものである。



Chigiana -Al bum (3) 

i/エナは有名な萄葡の集散地で、昔から宮豪、貴族がこ iに仮荘な邸宅を構えてゐた。こ

の古都の中央Iじ場を中心にそれらの邸宅が未だにその崇荘を誇つてゐるが、キジ伯爵邸は、

その中で特に有名である。それは古い家i丙もさることながら 、名画の蒐集と首楽アカデミー

を併せ持つてゐるからである。

サンタ ・ルチアやオ ・ソレ ・ミオなどの所謂イタリア民謡は南のナポリを中心に発達した

が、正統の所謂イタリア楽脈は北のジエナーーフロレンスにその歴史を伝えてゐる。そして

その後者の中心がキジアーナであると 言えよう。今では、キジアーナにふれずにイタリア音

楽を語ることは片手落の畷をうけるであらう。

写真はキジアーナの表玄関。現代の著名な音楽家達はこのキジア ーナのI1りをくゞることを

栄光と している，セゴヴィア とプ ジョ ールは、その光栄を担つたギタリストのチヤンピオン

である。

｀ 



／
 

Chi~iana -Al bum (4) 

写兵上 Maestro E. Pujol 

ギタ ー教下、 百科事典等の著述に、前古典音楽タプラトウルの解読採講に、フラメンコと

クランツクの交流に、そしてヴィウエラ及びギタ ーの演奏に、プジョールの功組はまことに

大きく 、広く 、深く 、扁い。セゴヴィアと共に現代ギタ ー音楽の至宝である。今年もキジア

ーナに招かれてヴィウエエラに関する講筵を持つた。

写真下 Maestro A. Segovia and Maestro A. Tansman 

キジアーナに於けるセゴヴィアと 、アレクサンドル ・タンスマン。 タンスマンは、古くは

マヅルカ 、近くはカパテイナによつて現代ギター音梨に錦上ー・花を添えたポーランド生れ、

現在パリ在住の作曲家。昭和の初に来朝し 、私逹には特になつかしい。キジアーナに於け

る今年？セゴヴィアとの出会は、タンスマンに大作をものする契機となったのではないかと
期待される。



服部正氏への 讃辞

高 橋 功

去11月19日K.M. C扱応義塾マンドリ

ソ倶楽部の第75回定期演奏会が日本青年舘

で盛大に行われた。この会は、K.M.Cの

よき指揮者であり 、指達者である服部正氏

の卒業25周年を記念する会でもあった。日

頃アルモニアについて並々ならぬ御協力を

いたゞいているので、私はこの折にお祝ひ

の言菓を述べたいと思つて遥々上京して聴

衆の一人となつて開箱を待った。

炭応の応援歌と共に箱があがると舞台の

背景に青、赤、青のペナントが、K.M.C.

の歴史を物語るごとく少し色あせてはいる

が、立派に飾られている。司会の挨拶につ

ゞいて曲目第一部に入る。

1. 後官よりの逃走 モ ー ツアルト

2. アンダンテとポロネーズ

メツアカーポ

3. カイロの思ひ出 マネンテ

4. 秋の夕硲（組曲） マネンテ

5. ローラ（序曲） ラヴイトラーノ

第一部は凡て私達に耳なれた曲で、服部

氏の端正な指揮の下に、「ローラ」などは、

立体的な 11)のあるみごとな演奏だつた。

第二部に先立つて服部氏は、舞台から特

．に挨拶された。人の知る通り 、作曲家とし

ての服部氏のオ能を早くに認め、その芽を

伸ばし、育て上げたのが武井守成氏であっ

た。この第二部は、作曲家服部氏の育ての

親とも言ふぺき武井氏に捧げられ、その意

が二階正面に臨席の武井氏の御遺族にうや

うやしく伝えられ、劇的なンーンのうちに

「初秋の唄」のパトンが下りた。私がまだ若

い頃この曲の初演を、屁じこの日本青年舘

できいたのを思出すと 、たまらなくなつか

しかつたが、御逍族の追憶は又格別と察せ

られた。次いで「落菓の精」舞台も客席も

武井氏の音楽の静寂の中に引入れられた。

その次に武井氏の五周忌にあたり昨年12月

その御霧前に捧げられた服部氏の作「落葉

の踊」が演奏された。この作品はアルモニ

ア版として出版されたものである。

第三部は二期会の中堅テナー荒木宏明氏

を迎えてイタリア民謡三曲。荒木氏にはこ

の春仙台マンドリンクラプのコンサートに

出演していたゞいて、私自身イタリア民謡

にかけては他の追従を許さない存在だと思

つている。その明るい而も澄んだ声は、タ

リアヴィーニ張りのジエスチニアを加味し
て、全くユニークである。服部氏のみごと

な編曲と指揮が、荒木氏の歌を益々引立て

.I.いた。曲目は 「帰れ、ソレントヘ」「マリ

ア、マリ」「オオ ・ソレ ・ミオ」

第四部は今年生誕 150年を迎えたデンマ

ークの童話作家アンデルセン原作の「人魚

のお姫さま7に拠る服部氏作のミュージカ

Jレ • フアンタジア。出演は OB を加えた

K.M.C.の百名に及ぷマンドリンオ ーケ

ストラと炭応ワグネルソサイテイ及び共立 ，

女子大学合唱団、約二百名語り手は文学座

の加藤治子、お姫様には二期会のソプラノ

伊藤京子、それに王子には荒木宏明の諸氏

が特別出演した。 45分にわたるみごとな構

成のメロドラマ（演奏会形式）であつた。

この作品とこの演奏は明かにわが国マン

會ドリン音楽界にとつてエポクメ ーキ ングな

ものである。故武井氏の培つたマンドリン

音楽がこ .I.まで発展して来たこ とは、 武井

氏にとつても 、亦服部氏にとつても大きな

功績である。今秋 9月、ドイツのカツセル

で ドイツ • マンドリンギター連盟の音楽祭

が開催され、その第四日にフンガーランド

Hermann Hungerlandのメロドラマ「時の

使者 Dienerder Zeit」が初演されて注目

されたが、服部氏の「人魚のお姫さま」は

これと好一対をなす大作である。この大作

の制作を成功に、私は絶大なる敬意と讃辞

を呈する ものである。この曲は来12月25日

クリスマス番組として午後 6時から日本文

化放送の宙波にのることになった由、再び

聞くことが出来るのが楽しみである。
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阿 部保夫帰 朝ギタ ー独奏会

この夏イタリーの Sienaに行つて Chigi
伯爵の主宰する講閃でSegoviaとPujolに

閃い、ニヶ月間みつちり勉強して来た阿部

君の帰朝独奏会が日本卜＇ f年舘に 8,9分の聴

衆を集めたのは当然といつたてし9.I.。プロ

グラムに水田哲夫君が由かれ所に依ると・日

本人全体から見て約50人毎に 1個宛ギ ター

があるという。軽音楽の為に用いられてい

るものも多いだろうが、クランツクギター

の奏名も少くない事は疑えない。そういう

人々が人きな期待を持つて集つて来たに述

いない。何といつてもこれ丈の聴衆があっ

たのは嬉しい拍だつた。

然し阿部君に対す期待ほ余り大きくあつ

てはならない。みつしり学皆して来たとは

いえ僅 2ヶ月である。序1つたものを消化し

てしまつたり 、すつかり封に附ける等とい

う＇J[は出来る訳はない。それを本当にする

のはこれからである。日本に帰えつて 、落

附いて閃つて来た所を振り返えり 、取入れ

ぶりき所とそうでない所を考えたり 、如何

いう所を如何いう風に取入れる 11fきかを熟

；けしたり 、それを如何に実際の油奏の上に

生かすかを研究したりする事、同じ：ドを曲

の解釈の上でも行う事は寧ろこれからであ

るかも知れない。だから阿部君としては長

足の迎歩をしている事や非常に変つている

，Bを期待されては困るに迎いない。然しそ

ういう＇ドを期待する人のあり得る事は考え

られないではない。だから帰朝演奏会を開

く下は一種の義務であるともいえるが随分

の翫務であるに迩いない。演炎会後招待の

御礼に行った時随分上つたと聞いたが尤も

な’J{である。

所で L1本肖年舘というホールは座席に依

つて音褥が随分辿う。約二十年来あのホー

ルで演奏会を聴き馴れている結果として私

はそれをよく知つている。一番音の悪いの

は二階で、一番いいのが三階である。一階

は大休その中間だつたと思う。従つて二階

の聴衆は悪いコンデイツヨンで聴く事にな

る。哨さえギター独奏会には租々大き過ぎ

るホールであるからこの間の背の相迎は相

(134) 

松本太郎

当問姐になる。といつた訳で二階の聴衆と

三階の聴衆とでは受取り方が違つて来、演

奏から受けた叩家もnら迎つて来る。この

日も私は第一部を-::階で、後を三階で聴い

たが矢張り 11りえ方ははつきり迎つていた。

ー所に聴いた高橋功君も同感だつた。

さて曲目の第一部は Haendel,Rameau, 
Frescoboldiの 3古典曲だつたが、二階で

聴いた為めか音がよく愕かず、阿部君も固

くなつて油奏の中にはいり込む市が出来な

かつたせいか曲にうまみが出ず、全体に固

い感じがした。同時に 3曲ともテソポが些

おそい様に思つたが、それがセゴヴィアか

ら示されたテンポなのだろうか。阿部君は

裔橋君にはラモーはテンポが速くなり過ぎ

たといわれたそうだが私には 3曲ともおそ

過ぎた椋な気がする。

第 2部 Tarregaがの Sueno（必） （トレ

モ）と演炎用 Jotaからは三階で聴いたが

音の聞え方が二階とは非常に迎い小さい

音、細かい序藷き迄がよく IL1えた。然し第 2

部の演奏も第 3部のに比ぺると 大分聴き劣

りがした。 「歩」の演奏と解釈にも・つ味い

がなかつた。今度炎法を変えたというトレ

モロも第 3部のそれ程うま昧がなかつた。

スペインの色々の曲を繋ぎ合はして、あら

ゆるギターのテクニツクをそこに展開し

たあの難曲といつていい GranJota（演

奏会用ホタ）もテクニツクの発押は充分見

られたが曲としての生かし方はそれ程では

なかつた。1番難かしいと思はれる右手を

使はないで左手丈で旋律を出すバッセージ

は小さくはあつたが音ははつきり出てゐ

た。少くとも私の今迄聴いた演奏の中では

1番はつきり出てゐた。（尤も私はそう度々

は聴いてゐないが）然し他の部分との釣合

上もう少し音が出てゐてもいいのではない

かという気がした。（けれどもこれは楽譜

を見てゐない為めの考え迎いであるかも知

れない）何れにしても第 2部迄の演奏は些
物足りない感を与えた。

所が休憩後の第 3部に入って俄然演奏が
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生きて来た。曲がすつかり自分のものにな

り、曲の中に気持がはいり 、テクニックは

勿論の事、解釈も阿部君の自 由自在になつ

てゐる と思はれた。 TorrobaのAllegretto

の軽妙な曲の捕え方は手に入ったものだつ

た。演奏の気持が非常に積極的で、その意

気込の為めにアレグレヅ トよりもアレグ

ロに近過ぎる所迄行つた。同 じ作曲家の

Fandanguilloも非常によいまlとまりを見

せた。VinasのFantasiaorignal（独創的

幻想曲）ではトレモロが味いを持ち、ギタ ー

特有の重音の、殊にアルベッジオの妙味

がよく出されてゐた。 VillaLoborsの思

つた程近代的でない、寧ろスペイン的な

Preludio No.1も好演と思はれた。

第4部の A1beniz の3つの曲、Lobos,

Granada, Sevillaは益々い L出来だつた。

中でも Astriasの細かい 音型の伴奏の美

しい効果と glissandoの止め方の鮮かな効

果に注意を引かれた。そして encoreの

Mala tsのSerenataespagnolaが好演に

止めをさした。

こうして当夜の演奏は尻上り によくなつ

て行った。私は度々阿部君の油奏を論じた

り、批評した りするよりも楽しむ気持に引

入れられた。そしてそういう気持になら

せた阿部君の演奏を聴いてやつばりそれは

セゴヴィアやプジョ ールに習つて来た事が

大いにものをいつてゐると思った。私は阿

部君の演奏は 3,4年前コンクールで俊勝せ

られた時に聴いた丈でそれ以来聴く機会を

持たないからイタリー行きの前の演奏とこ

の日の演奏との相述の程は全く論じる資格

はない。然し第 3部、第 4部を聴くと出か

ける前に手にはいつてゐた曲であるとして

も、やつば り名手の実演を聴いたり 、教は

つたりしない以上こ .I.迄の好演は得られた

か如何かと思はざるを得なかつた。

(19頁よりつゞく）

Pとim.imの最初の iを同時にアポヤン
ドで弾く事） （1） p.im.(m. （2) p.＂umi (3) p.ma四

(4)p.a,m.a.m (5) p.!.a.f.a. (6) p.a.,.a.f (7) p_l,m,£ 

p.m.!m. (8) p.m.a,m. p.o.m.a (9) p.f.a.f p.a.f.a. 

上の練翌は Aの練習と同様の方法 で練
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阿部君の演奏を聴いて私はギター音楽に

は技巧の美というも のが他の音楽以上に在

る様な気がした。そしてそれをギター音楽

の大きな、少くとも一つの特質であると考

えた。それにも拘はらずその技巧の美を越

えた芸術的生命があり 、その生命は曲の中

にはいり 、その精神を捕える事から生れる

のであつて、従つてテクニツクの完成はギ

ター音楽にはなくてはならないものである

が、而も曲の解釈というものがそれと同じ

位、若くはそれ以上に重要なものと考えら

れなくてはならないという結論に達せざる

を得なかつた。

もう一つこれは私丈の考えであるかも知

れないが Anidoの時にも恙じた事であ る

が全体としてギター 音楽では Spainの曲

が一番楽しく 聴け、ギター音楽には Spain

人の持つてゐるも のが一番よく調和し 、一

番よく生かされる のではないかという 事で

ある。尤も これは私一人丈の考えであって、

間違つてゐるのかも知れない。

最後に阿部君の演奏で一つ気の附いた

事は低音絃は豊に気持よく出てゐたが泣j音

絃、特に絃の音が往そく 、低音絃程嬰かない

で従つてそれにマツチしてゐないと いう印

象を得た。尤もそれは後に行く程気になら

なくなったがこの点を人々は如何考えたろ

うか。私としては一つの疑問になつてゐる。

以上色々私の考えたり 、 感じたりした··r~
をそのま .1.遠いたが、相当荒つぼい印象記

である事は私自身承知してゐる。一月計り

前から執筆の仕事で多忙を極め、寝不足が

続いてゐたので頭は疲れて、感受力が著し

＜鈍つてゐた際の事である。然し邸橋主箪

の御依頼であったので不敢取書く事にし

た。見当迎しヽや思い迩いのあるだるう:JI'.は
充分想像出来る。この事は御断りして屈く

必要がありそうである。

7-；-

習する。

註 ：拇指が弾く絃に他のアポヤンドを使

う指が当る場合はアポヤ ソドを使はない。

（即ち拇指と他の指が隣合つた絃で弾く場

合である）。（以下次ら:-)

（安達右一訳）
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阿部君の帰朝演奏会を聴いて 小船 幸次郎
K. Ko fun e 

セゴヴイヤのレッスンを円本人が受けら
れる辺を開いたことは高橋功氏の大きな功
紐である。その最初の生徒に阿部君を選ん

だことも、阿部君がコンクー）レ最初の俊勝
者であることからも順当な人選だと思ふ。

僅かーケ月のレツスンだからそう多くを期
待出来ないが、それでも新しいセゴヴィャ
の生徒の中では阿部君は最もセゴヴイ ヤに
目をかけられた生徒らしく最後のレツスン
には大変よく出来たとほめられたと言ふこ
とで、日本のギターリストの為に気をlllか
てゐる。その阿部君の報告演奏会である。
贔橋功氏の喜びは勿論のこと日本のギター
リストギター音楽愛好家のすぺての人の期
待は極めて大きなものであつた。

私は阿部君の演奏をコンクールの時以来
聴いてゐないので、セゴヴイヤ）レ教を受け
て後の阿部君がどの位変つたのかはつきり
知るこ とが出来ないが、兎に角音はきれい
であつた。阿部君の語るところに依れば爪
弾きで爪の音がしてはいけないと言はれた
ので、先づセゴヴイヤの求める音を出す為
に一時は令然弾けなくなったそうである。
現在もなほ初歩にかえつて出直しつ上ある
のだと言つてゐるから 、非常な変化が先づ
音色に現はれた筈である。兎に角今迄に聴
いた爪弾に依る日本人のギター演奏会では
今炭の阿部君の音が最も美しかつたと思
ふ。

演奏技巧については、セゴヴイヤのレッ
スンに依つて特に上達したと言ふ様なこと．．．． 
はないらしい。阿部君がもらしたとこるに
よれば、演奏技術の点では他のセゴヴイヤ
の生徒達に劣つてゐるとは思はないと言つ
てゐたが、これは私も本当だらうと忠ふ。
阿部君と同年代の R本のギターリスト達が
持つてゐる技術は現代に於ける・ギター演奏
技術の或るレヴエルに達したものであると
思つてゐ知阿部君がプログラムの最後に
奏いたア）レベニスのセヴィリ ヤ等は確固た
る技術を持つてゐなければ決して奏き上げ
ることの出来ないものである。技巧的な曲
はみんなよく奏いた。タルレガの油奏会用
ホタ、夢、 トロパのアレグレット 、ヴイニ
アスの独創的幻想曲、ア）いペニスのアスト
リアス。グラナダも よく奏いてゐた。表tli
的なものではピラ ・ロポスの前奏曲第一番
がよかつた。曲目の最初に固かれてゐたヘ

(136) 

ンデル、ラモー、フレスコパルデイーの前
古典：：：：．曲がフレスコパルデイーを除いて極
めて平凡な出来であったのは、前古典の音.... 
楽がまだつかめてゐない為であると思ふ。
しかしフレス コパ）レデイーのアリアと変姿
は美n1な解釈で共感出来た。この曲はあち
らでセゴヴイヤの科弟に教へられたものだ
と聴いたが、阿部君の現在は教へられなけ
れば解らないにしろ、すつかり自分のもの
とした時には美事な演奏をするこ とが出来
る人だと打ふ ことがわかる。

例へばアンコールに奏つたマラツのセレ
ナーデなどは、数年前コンクールで奏いた．．． 
時に余りによどみなくきれいに奏かれたの
で感咬したものである。 トロパのアレグレ
ットやフアンダンギリヨの演奏もセゴヴィ
ヤの解釈になり切つてゐる。 大概の人はセ.. 
ゴヴイヤのまねをしてもどこか自分が不自.... 
然に出て 、ちぐはぐな感じを少しは受ける
ものだが、阿部尭にはちぐはぐな感じがな
い。これは阿部君が索直な感党を持つてゐ
ることを現はしてゐるものだと思ふ。ヘソ
デルのサラパンドとラモーのミヌエットが
平坦で平凡な出来に終つたのもよく言へば.... 
その索ll'.Iさの為で、悪く自己流にひねりま．． 
わさないのが取得だと言へるであらう。

今度の演奏会で浪奏した11.lJ目の中、セゴ
ヴイヤに直接指迎されたものは一つもない
のだらうと思ふから 、阿部君に根本的な変
化と進歩が現はれ始めてゐると言ふことを
除けば以前の阿部君と大して違ひはないと
思つた人も多かつたことだらう。そうであ

るかも知れない。しかし私は阿部君の奏く
フレスコパルデイーのアリアと変奏を聴い
て日本の他のギターリストの誰もが示した
ことのない高い音楽性をその演奏の上に認
めた。あれがセゴヴイヤの芸術である。セ
ゴヴイヤのもとであれが習つて来られるな
らば日本の若いギタリストを皆んなセゴヴ
イヤのもとに送り度いとさへ考へた。これ
は技巧を越えた彼方のものである。

阿部君の演奏を聴いて、技巧的には先づ
滴足したと言へやう。音色の美しさには将
来の希望が湧いた。しかしその音楽はまだ
他人のものである。これが阿部君のものと
して出るまでに音梨の研究を積まれる様強
＜・希望する。
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九州ギタ ー音楽同好会の現朕と在り方に就いて
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ギター音楽の普逼的発展の為に和心協力
を信条とする大同団結を結成し度いと云ふ
発起人・一同の念願の下に九州ギター音楽同
好会の発足を準備しましたのは昭和廿九年
の晩春でありました。其の為には当社から
組織機構に囚はれず発起人が世簡人の気持
ちで出発したものであります。従つて常時
会門は徴収せず、各地区代表者の会合の1t
用等は各臼幹部の負担で行ひました。一般
人の関心をより多く求め度い事と新入会只
を獲得する意味で大会の入褐料は無料とし
ましたが無料入場にも拘らず聴衆に常に直
面目な態度で最後迄熱心に聞いて瞑いたTH
は涌次培加しつ .1.ある会艮の現状より見て
却つて効果的であつたと思ひます。初心者
を一人でも多く狛める一方隠れたる有能の
ギタリストや愛好家の参加を待望して止ま
ない主旨の同好会としては当分の間此の方
針で進み度いと思つて居ります。本会の健
全なる成長の為には先づ親和感の喚起、次
に内容の理解を経て早晩は通信1μ務伐や渉

外股や事業費等を全会日平等分担及び共他
の収入に依つて賄へる様致す考へでありま
す。又派閥や勢力抗争の対立の兆が醸成さ
れてはならぬと考へて居ります。専らギタ
ー音楽愛好心の結集拡充と老若男女の同好
の士が友愛心に依る和協第一の心掛けを根
本の温床として大進染の党悟で御座いま
す。幹部は常時此の侶念を以つて卒先実践
して居る租りです。九州の津々浦々に迄広
く数多く各翔の人々にギター音楽の真髄を
理解して頁ひ、更に自ら進んで楽しんで頂
き度いのが私達の希ひであります。其の成
果の如何は一に払達の絶えざる努力の如何
に懸つて居るものと自覚して居ります。其
れに就いて改めて反省しなければならない
事は常にギターは音楽性を以つて公油する
と云ふ自戒が第一義である事を再認識す可
き極め常て讚的な観念が、此際最も大切な
ものであるといふことであります。
今回の第一回コンクールは昨年九月の第

一回九ギ同大会の折、会貝の総意に依つて
要請せられたものでありますが此の開催に
先立ち今春東京より郷土出身の京本補矩君
と横尾幸弘君を招き約ーケ月間、九州一円
に互り約廿回に及ぷ強行軍的演奏旅行を敢
行致しました事が全会貝の意欲向上に相当
寄与されて居る校様が今回のコンク ール並

．．．． 

正

.•, 
、.•,. I,. ~ 

和 （会長）

びに大会油奏に顕ほれて居ります。勿論）し
州各地方の指達的立場に在る人々の並々な
らぬ教iりと会員の宿斗無くしては此の進境
は望む1」Iくも出来ない事実は充分周知の屯
でありますが、両君が奉仕的精神を以つて
郷土の為に尽して呉れました熱怠を此処に
重ねて深謝する次第であります。九ギ同の
主旨と致しましては高位の音楽を研究し得
る環境と技能の所有者は何処迄も正しく強
＜延びて頴き万人の渇仰と刺戟の的になっ
て研朔を積まれ世界的水準を目指して進ん
で頂き度く切望致すと共に、一方初心者や、
ギター梨歴は長くとも生菜多忙にて時間的
に恵まれず進楽遅き会旦0)為めにも音楽性
を主眼として大会時等に演奏ステージを設
け、更に、其のクラスのコンクール等も持
ち度いと思つて居ります。一部の俊秀者本
位のみに動く会の在り方は逆に呼逼的支持
を失ふものであります。勿論飽く迄も純音
楽ギター芸術の領域に終始す可きは当然で
あります。時世の推移は既に内省的且つ知
性的音楽を要求しつ .I.ある段階に寸＿つて居

ります。此の秋にこそ民衆の認鑽に対しギ
ター音楽に就いて正しき志向を与へ、 1:l本
の国t行に最も相応しいギター芸術の家庭化
の普及を計らなくてはならないと思ひま
す。第二回迄の大会で感じました’JJ:は音楽
表現の為のテクニツクの修練である可き筈
のものが恰もテクニツク表現の為のテクニ
ツク追及に偏したる如く窺はれる傾向で
す。かくして徒らに演奏曲目の謀度さを求
め大曲や難曲を矢謎ぎ早に次々と手掛ける
事は音楽性の理解と進歩に悪い彩籾を与ヘ
る結果となるものであります。此点これか
らの九ギ同の歩み方としては一曲ー曲を歌
ふ音楽にマスターして良き音灯を以つて音
楽を再現するギター愛好の在り方に就いて
内省し常に観察と吟味の下に勉強を続ける
心栂へを強謂しまして、打1：速大成の矛盾を
避け巧遅漸進の大道を偕に同行致し度く考
へて居ります。幸に今後共全因の先輩方の
御叱正と御教示とを恕顆致し尚将来共徊扱
助を賜はる事が出来ますれば九ギ旧］の紋も
光栄と存ずる所であります。末尾乍ら第ー
回コソクールに際し各方面各位から戯きま
したる物心幾多の御厚梢と御恵贈の御配胤
に対しまして会只ー同に代り心からなる惑
謝と御礼言を申上げるものであります。
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九州ギク ーコンクールに就いて

九州ギター,,,,,楽同好会は、九州に於ける

ギター同好者の精神的結集であり楽しい睦

みの一刻を持ちたい意慾から生れたもので

あります。九州に於て斯界先党者の培はれ

たギター音楽がたまたまそのサを出し、幸

ひ昨年以九ギ同として発足し、その秋第一

回大会を催し、共の後各支部指芍者及び教

授者の努力により著々と基礎を固め、又こ

れら役貝達の会合を四回催し遠くは大分、

熊本より参集熱心にギター音楽に関する

切の研究、討議を屯ねました。当初テスト

ケースとして介画されたコンクールは、飽

迄試案的なものでありまして関係者一同頭

痛ものでしたが会の終 了↓ました現在、昨

年のプログラムをながめ乍ら一年の経過に

感慨を深くしてゐます。此の間地方的イf在
としての九州ギター界の振興に御温梢を賜

りました中央諸野並びに先輩諸氏の御鞭撻

はどれ程我々を励まじてくれましたでせ

う。然し木だ当地のギター界は路迭しの述

があり 、共に勉励一途に技を磨いたのであ

ります。

昨年演奏されたもの .I.内現代曲としては

僅かにテデスコー曲といふ淋しい現状でし

たc 勿論交しき集ひの会としての性質上そ

れも又11Jとすぺきですが何といつても五里

霧中だつたと「hされませう。いざコンクー

ルが開かれて兄ますとその成果は唯々謗き

の ．i合につきます。曲目中には（人・会を含

め）ヴアイス、スカルラッティ 、に初まり

トロパ、 トウリナ、ポンセ、ロポス等々 、古

典から現代に迄実に絢爛たるものがあり 、

懸命の努）Jの跡が見られました。当 L1は多

くの祝屯・御挨拶状、献呈曲、直品の数々、

之程迄に関心が寄せられてゐること .I.は拶

にも存じませんでしたし、成采には期待も

出来ませんでしたが、この様な好成紐を得

ましたμも抒々様の御厚惜の賜と感激致し

ております。ギターなる楽器への持ち得る

円民砥梢は灼く有難いものであることを痛

感します。ギターは既に国民楽樅として我

々の H常生活に喰ひ込んだ最も親しめる且

(138) 

松本憑ー（事務局長）

つ楽しめる楽器であることを如実に物語っ

てゐます。それが為啓蒙期にある当地域が

堅実な歩みを続け得たのだとも信じます。

又力,.I.る故にこの様な有意義な会を持ち得

たのでもありませう。

•一方会貝相互のもり上る力の結集も亦実
に見事でありました。会貝は遠く鹿児島、

熊本、大分、投崎、佐賀より馳せ参じ、見

事に：：：私等の会：：：として精神的結集の実を

挙げました。今や九州のギター界は輝かし

き一歩を踏みだしたのであります。

岩橋会反、沿崎、麻生顧問を中心として

大きく発展することを確信します。

然し省みま して尚多くの問題が残されて

ゐる様です。会の在り方、運営方針、又行

楽性の問囮、技術の問題等々、宿題は山積

してゐます。皆々様の変らぬ御指荘御鞭撻

を懇願致します。当日の状況は次の通りで

す。

応経地域＝山口県の一部を含む九州在住

者

会 期＝昭和1廿年 r月t・六H

会 場＝堀岡教育会舘

課題曲＝タルレガ作アデリータ

審査貝 ＝ 岩 橋 正 和、湯崎敬こ入西野博、

橋口炭二、岡田順介、今井政

久

（審査方法等既催地の例による）

予選本選＝全只演奏後八名通過者を直ち

に発表、本選にて自由曲を奏

す、成紐発表は入貫者のみと

す。

入賞 者

一位西牟田博（熊本）自由曲

＝アルベニス作アストリアス

二位 山本信治（飯塚） ” 
＝ト ロパ作フアソダンギロ

三位春享ー（飯塚） ／9 

＝夕）レレガ作ア ラビア狂詩曲

次点堀江吉夫（福岡） ” 
＝ソ）レ作ミヌ エット

出席会且＝約百名 聴衆者二五0名位。

18 



ギター音楽入門（四）

The Study of the guitar 

IV 

右手：錬習生がある程度楽に正確に本稿

の最初の部分の練習を弾ける様になつたな

らば、今度は拇指だけの錬習、次にimaの指

と一つしよの錬習を始めてよいであらう。

錬習生は、特に imaの指の正しいアポヤ

ソド奏法によつて作られる手の位匹が、拇

指が介入することによつて変つては不可な

いと云うことに、特に注意を払うぺきであ

る（これはタルレガの手の位四として知ら

れているものである）。正しい練習をする

と、手の位置を崩さ ないで最も使い易い拇

指の用法を会得するばかりでなく、 他の指

も適確で聯の狂いも示さない様になる。

こLで再び次のTFを述べても外れてはい

ないと思う。即ち勿論手は先づ正しい位四

（いくらかの動作を伴つているが）をとらね

ばならないが、拇指が動いている間でも完

全に元の依の位四でなければな らない。

アポヤンド奏法は拇指にも亦適用されて

ぃし。特に拇指だけで奏する時、又特定の

低在、低いバッセーヂを弾く場合にさうで

ある。 しかし拇指が他の指と同時に使用さ

れる場合、それがコード 、アルペヂオ 、 ト

レモロ、ピチカツトの時はアポヤンドは不

吋能、乃至は役に立たないことがある。未

だこの練苦を始めていない人に申上げたい

ボは、アポヤンドを奏する指が当るべき絃

（次の）がヴアイプレーi/ヨンで残つている

ことを要する場合はそこのアポヤンドは避

くぺきである、それはさうしなければピプ

ラートをJll.l．害するからである。

既に他の処で述ぺた通り 、アポヤンドは

演奏者の任謡に委すべきであ る。演奏者は

美しい音色、ダイナミツクな効果、気品の

よいフレーズイングを求めながら 、自分の

演奏を進めて行くぺきである。私はこの機

会に二三のギタリス トのアポヤン ド奏法の

使い分けについて例を挙げてみよ う。イダ・

プレステイはコストの錬習曲（作品38の20)

をアポヤンドなしで弾くがミゲル ・リヨペ

ツトはアポヤンドを使う 、私はそのレコー

19 

、ゲル ・ アプロニス

Miguel Abloniz (Milano) 

ドを持つている。 ドイツオデオン No.0ー

25590 (76285)がそれである。私の師エミ

・ リオ • プジョ ールは夕｝レレガの「アルハン’

プラの想出 Jをアポヤンドで弾く 。a血で

の指が当る絃（次の）がピプラートで残る

ペき低音でないときは何時でもアポヤンド

である。（ トレモロでさえも ！）

A 拇指が弾かれ次に他の指が続く練習

（こりこ書いてある錬習以外にも簡単に自

分で作れる。） （訳者註 ：Pもi.m.a.もアポ

ヤンドで弾く')(1) p_i-m. (2) p:"・l (3)p."'・a・ 

(4) p.m.u. (5) p_i-a. (6) p.a.i (7) p.（",.i pm.t.,n 

(8)p.m.a.m p.a.n,.a. (9) p_i.a.t p.a.i.a. 

この方法は次の様にして何回も錬 習す

る。

(1) 拇指は 6絃上ー一他の指は 1絃上

(2) 11 5 11 - 11 11 11 

(3) 11 4 11 - 11 11 11 

(4) // 311- II II II 

(5) II 2 II 一 ”””
(6) II 6 II - II 2 II 

(7) 11 5 11 - 11 11 11 

(8)”4”--―”””  
(9) II 3 II - II II II 

(10) 11 6 11-11  311 

⑪ “5  II- II II II 

{!2) II 4 // - II II II 

U⑳ ”6  II ,- II 4 II 

(14l 11 5 11一 ”””
(rn 11 6 11 - 11 5 11 

次に学ぷぺきことは、軽いタツチを要し 、

初めほなかなかの錬習を必要とするが、ア

ポヤンド奏法による imaの何れか一つと

拇指の同時使用である。メロデイツクな部

分で高音は聞えるが拇指で弾く低音が聞え

ないと云う場合、或いは之に似た場合がし

ばしば起るが、之等の場合には明らかに高

音 （メロデイ ーとなる音） をアポヤンドで

弾けば低音も拇指で同時にアポヤンドで弾

くぺきなのである。

B. 三つの指の一つと同時に拇指の弾く

練習（訳者註 ：同時にとは例えば 1．に於て

（以下15頁へつゞく）

(139) 
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海外ニューズ

イギリス ：＿

Dr. B. Perottからの九月の便りによる

と、JulianBreamがロンドンのアルパー

トホールで、大管絃楽と協演して、空1liJの
成功を収めた。この際、マイクロフォンを

使つたが、若しこの音見拡大がなければ成

功はおぽつかなかつたと思ふ、とペ ロット

は占いてゐる。たしかロドリゴ作アランフ

エス協奏曲の演奏と思ふが、セゴヴィアが

カステルヌオポ • テデスコの協奏曲を 、 マ

イク ロフォンなしで小編成で演癸してゐる

のに比して、マイクロフォンを使つたこと

は興味がある。

このジュリアン • プリ ームは現在イギリ

ス第一のギタリストと呼ばれてゐるが、11

月21日ロン，ドンの B.B.C放送局から放送

された「スペイン以外のギター音楽」とい

ふ時間に出油して好評を博した。

このプリームに次ぐギタ リス トが少年

John Williamsである。 B.M.G誌はジョ

ン少年のテクニックは、プリームと同位ま

で進んで来た、若し劣つてゐる点があると

すれば、それは年が若い、と いふことだけ

だ、とまで宍讃してゐる。そしてイギリス

人であることを誇つた。 ところが、この記

r~に対して或読者が 、 ジョンの父 Len W. 

はたしかにイギリス人だが母はオース トリ

ア人である。そしてしツヨンは幼少の時代を

オーストリアで育つたのだから、イギ リス

人としてイギリスが独占するのは当らな

いと提苫した。このように国窟争ひを起こ

す仕ど、ジョン少年はすぐれたギタリスト

であるとも言える。すでに二年キジアーナ

でセゴヴィアのレツスンをうけたジョン少

年の将来は約束されてゐるようなものであ

る。
ペロツトを主策とする ロンドンの P.S.G.

が機関誌第36号を出版した。実物はまだ手

に入ってゐないので詳細を紹介するまでに

至らないが、セゴヴィアの近（乍を添附した

といふから芽しみである。一部 1ンリング

6ペンスに送料を加えて頒布するから 、日

本の希望者を募つて欲しいと言つて来た。

邦貨80円位になる予定だから 、希望者はア

Jレモニア祁橋宛に申込まれか‘o

フィンランド：一

去12月 8日、フィンランドは国を芋げて、

大作曲家 JuanSibeliusの 90オの誕生を

盛大に祝つた。有名なフィンランデイアの

作曲者ンベリウスに、可憐なギター伴炎改

曲があることは私述の光栄とするところで

ある。

近年フィンランドで一番目ざましい活柑

をし てゐるのが IvanPutilinである。

そのプテイリンからの 10月の便りによる

と、昭和の初 FeodorSchaliapinの伴癸

者として来朝したビアニスト Georgede 

Godzinskyが、現在ヘルツンキ ・ラジオオ

ーケストラの指揮者をしてゐるが、非常に

ロ本をなつかしがつてゐ、日本の音楽愛好

家に よろしく伝えてほしいと 、プテイリ

ンに託した由。尚プテイ リンは Helsingin

Kitaraseuraを代表して日本のギタリスト

によろしく 、と杏き添えてゐる。

プラジル：一

サンパウロの有名なギターレコー ドの蒐

集家 RonoelSimoesに、筆者が送つた 8

枚の日本盤を 加えて、その苑集 Sp盤だけ

744枚になったといふ。同rfiのラジオ、ガ

ゼツタではジモエスの解説による「ギター

音楽」の時間を毎週設けてゐるが、その385

回目の放送に、月村嘉孝氏演奏のタレガの

ロンタ 、大河原義衛氏演奏の自作「花束」

が加えられた。策者の送つたレコ ードの御

礼にンモエスから送られたギター楽譜は既

に 100曲を上廻つてゐる。主にプラジル版

だが、その移しい出版をみると 、彼地のギ

ター音楽の隆盛さが大変なものであること

が想像される。従つてすぐれたギタリスト

も少くないと想倣される。その中で注目さ

れるのほ SaintRosa de Limaといつて

31オで亡くなつた女流ギタリストがゐる。

プラット 、ムニヨスなどの大家が折紙をつ

けたギタリス トだといふ。その命日たる 8

月30日を、とくにプラジルのギターのI」と

命名しよう 、といふ連動があるといふとこ

ろをみてもそのすばら しさが想像出米るわ
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けである。
もう一人Garotoといふ呼名（本名Anibal

, • Augusto)が、最近50オで亡 くなつて 、大変

惜しまれてゐる。すでに17才頃からギ タリ
ストとして名を成し 、プラジル民謡を取扱
つたギター曲を数多く作曲してゐる とい

ふ。

本年 7月18日に、アルゼンチンの若手
ギタリ ス トの第一人者 ManuelLopes 
Ramosがサンバウロでリサイタルを問い
て絶讃を浴びた。そのプログラムは
第一部 ：スカラッテイ作 ソナタ

ワイス作組曲
第二部 ：テデスコ作 ソナタ（ポツケ リー

ニに捧ぐ）

、1 タラソテラ

第三部：クレスポ作 北方の唄
ヴィラ ・ロポス作 エチュー ドニ

っ
ドピュッンイ作亜麻色の髪の女
ロドリゴ作 小麦畑にて
アルベニス作 マヂヨルカ とセピ

アリ

ポル トガル：一一

エミリオ • プジョ ールはパルセロ ーナの
コンセルパ トリオの教授の外、ポルトガル
の首府リスボンのコンセルパ トリオの教授
を兼ね、毎年或時期を定めて，子弟の教育に
当つてゐるが、その芯弟で、助教とし て実積
を上げてゐるのは JacqueDuarte Costa 
である。プジョー）レの終講演奏会のプ
ログラムをみる と、 Joao Figueiredo 
Gomes, Fernando Gui Sampaio de Sousa 
Alvim, Samy_ Jose Marques, Joao Lius. 
Goncalves da Siloa, Maria Autonia 
Vierling, Rogin:i Junguera,などの名が

みえて ゐ 、 それがデュアルテ • コ スタの門
下生のプログラムに出てゐる名と合致して
ゐる。 その二つのプログラムに共通してゐ
る目立つた特色は、甚だ多く コスタの作品
を演奏してゐるこ とである。弟子が先生の
作品を好んで演奏するのは、極めて自然で、
又よくあることだが、事実コスタは独奏、
二重奏、室内楽の作品を数多く出版も して
ゐるのである。その二三をみると 、なかなか
捨て難いよさを持つた作曲家である ことが
わかる。ポル トガルのギター界が、コスタを
中心に活躍し 、且つ好んで自国の作品を演
奏してゐる傾向は学んでし心ことである。
最近ーコスタの送つてくれた切抜きによる

とGhrisGromlund, Jose Carlos, Maria 
Helena Cardosoなどの少年、少女の進境

がすばらしいと言ふ。
オランダ ：一
Jacq witteから、オラソダギ ター界の先

人の P.Van Esの作品、その外マンドリン
アン サンプルの曲を沢山造つて来たが、そ
れに加えてオラソダの名花スノオ ・ドロッ
プの球根を送つてよこ したのには感激 し
た。来春は、筆者のさ庭にこの名花をみこ・
とに咲かせて、岡日親善の実をあげたいと
思つてゐる。

アメリ カ ：一
Guitar Reviewの主策 VladimirBobri 

ほかねてフラメンコ特卯を企図したが、目
下その登料を集めるためにスペインを旅行
中である。こうした努力がGuitarReview 
を益々変華なものにし 、権威を高めること
になるわけで、筆者等の学ぷぺき点である。

去 8月ニューヨ ークのRolandoVoldes-
Brainは RadioCity Music Hall交評楽

団の「Lecuonaへの挨拶」の特別コンサー ト
に出演し、大紺成の交密楽に伍してギタ ー
の美を追憾なく発揮した。この時もマイク
ロフォンを使用したそうである。指揮は
Raymond Paige。
イタリヤ ： •一

10月1,2の両日モデナで国際ギタリス
ト会議が開催された。 リュート 奏者 Heinz
Bischoff ギタリス トの MargaBiuml, 
Enrisco Tagli::ivini, Siegfried Behrend 
が特別出演して喝采を博した。
この春から及にかけてリサイタルを持つtc.
ギタリス トは BrunoTonazzi, Benedetto 
di Ponio, Elena Padovani, Tempestini' 
父娘 AmletoとClaudia,Pietro Volpi, 
Mario Gangi, Enrico Tagliavini, Cesare 
Lutzemberger, Domenico Amerio,Bruno 
Mattioli, Ermelinda Calsolaroで、ジェ
ノアの CarloP.illadinoはドイツ 、オース
トリアに、ミラノの LalitaTagoreはポJレ

トガルに夫々演奏旅行を して成功を収め
た。

就中 MarioGangiは「現代の音楽」の時

間に七夜に亘るラジオの連続放送に出演し
て好評を博した。RCAはこのガンジイのレ

コー ドを二枚45廻転盤で発必した。
これと前後して ManuelDiaz Canoは

Durium盤に Lp一枚と Sp一枚を吹込ん
で(N.MSAI532．及びN.Al 10567)大へん

な売行を示 した。

,, 
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9.24 松田ギター音梨研究会の第三回ギ

ター音染の夕。京都復活教会。

第一部はレコードコ ンサート 、第二部

は小介卓司、山口二朗、古村雄一、林

晃、松田健太郎の独奏。

9.25 岩困ギター音楽同好会の第三回発

表会。岩困IIi商工会議所ホール。本田．

彪らの独奏と三須奏。

10.16 第一同九州ギターコンクー）％福

岡教育会舘。（別項記’Jt参照）
10.18 伊藤日出夫、三好保彦のフラメン

コ公油。神戸海只会舘。

算踊手河上五郎、荒川をとめ、影山

小夜子らの狡助出演あり 、第一部は二

伍奏及び独奏。第二部は「フラメンコ

の饗宴」と題して踊あり唄あり独奏あ

りの多彩な番組。

10.22 関西ギターグ）レープの第二回演

奏会。京都文化会舘。右藤寿和、田中清

正、中川信隆、大西炭邦、山内広志の外

に京ぷ捕矩の咬助出演あり。

11.4 奥田ギター音楽研究所第五回発表

会。屯京丸内ホール゚

11.5 北関東ギター協会第卜回記念派奏

会。竜ケ崎第一高校講堂。第一部初等

科、第二部中等科、第三部児窟科、第四

部NHKオーデイツヨン合格者（宇田

川糾ー・、斎藤勇、中林淳真）の独奏及

び三頂奏＂

11.6 京都ギター音楽同好会主催女流に

よるギター演奏会。京都 YMCA.

桑名克世、土出静江、伊藤志満、竹林

榛名の独炎、二重奏の外松田二朗の究

助出演あり。

11.10 困森和枝ギター独奏会。山菜ホー

ル。洒井窃土夫指揮クラプ ・デ ・ギタ

ラ・ルーナのギター合奏及びンヤンソ

ン歌手芦野宏の笠助出演あり。独奏曲

目は

船沿場のざわめき……ア）レベニス

グラナダ ” 
朱色の塔 …… I/ 

カタマルカ風屈 ..…・ヒメネス

(142) 

ックマンの夜 ・・・・・・ユバンキ

こ うろぎのサンバ••…•ユパンキ

マリア ・エレナ ・・・・・・バルセラータ

愛のロマンス …・・・スペイソ古謡

別れの曲 ……ンヨパソ

11.13 田村ギター音交研究所（名古屈）

第十二回コンサート 。愛知県美術舘。

11.16 縄田マンドリンギター研究所（大

阪）演奏会。松坂会舘。

児窟部、ヂユニアの部、 アカデミアの

部に分かれ、独奏、合奏、合叱、パVエ

という多彩な番雑。

11.18 飯坂虎次郎ギター研究所（東京）

第九回演奏会。保険協会ホール。篠原

昌平の特別出演あり。

11.19 炭応淡塾マンドリソク ラプ第七

十五固定期油癸会。（別項記＇じ参照）

11.19 木曜会ギターグループの（大阪）

第六回研究発表会。

11.20 岡山ギター協会主他白井ヤ男、松

田二朗のジョイントリサイタル。石関、

H米文化センター。月村払孝の「ギタ

ーについて」と題する講演あり。

11.24 比留間絹子門下生マンドリン発

表演奏会（第九同）。山梨ホール。三井

化学マンドリンクラプ咬助出演。番外

として比留間のマンドリン独炎は

第十tliJ奏曲（項音式無伴奏）

……カラーチェ

11. 26 仙台マンドリンクラプ演奏会。河

北新報ホール、指揮麻橋功。

11.27 岐阜．マンドリンオーケストラ油

奏会。明徳公民舘。指押伊東尚生。

11.30 阿部保夫帰朝記念独失会。日本1':l'

年舘。

曲目

サラパンダ ・ ・…•ヘンデル

ミヌエット …… ラモオ

アリアと変奏
……フレスコパルデイ

夢 (I・レモロ） …・・・ タレガ

グラン ・ホタ …… ” 
アレグレット …… トロパ

フアンダンギリヨ…… ” 
独創的幻想曲 ..…・ ヴイニアス

前奏曲 第一番 …・・・ ピラ ・ロポス
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アス トリアス …• •• アルペニス

グラナダ ” 
セピリア． ．．．．．． ” 

12.1 法政大学ギタークラプ第六回公

演。相互ホー／％参助出演溝渕浩五郎。

12.3 溝渕浩五郎肺門会同研究発表会。

生命保険協会講堂。溝渕の独奏曲目

パバーヌ …・・・ガスパル ・サンス

” ・・・・・・ルイス ・ミラン

練習曲第十番… • •；ソ lレ

夢（ トレモ ロ）......タレガ

12.11 川越ギター協会第五回演奏会。川

越牒業高校講堂゜

12.11 名古屋マンドリン楽団第十六回

演奏会。愛知県商工舘ホール。校助出

演縄田政次のギター独奏曲目

ンヤコンヌ ·… • •バッハ

グラン ・ ホタ・…••タレガ

外に比留間絹子のマンド リン独奏ドウ

ニス作「東洋の夢」の特別出演あり。

12.19 高嶺巌ギター独奏会。第一生命ホ

ール。

曲目

夢うつ L …… タレガ

ゆりかごの唄 …• •• /I 

アラ ールのヱチコーと… ” 
夜想曲 …… トルロバ

前奏曲第一番 … ・・・ヴィラ • ロ ポス

前奏曲とアルマンド・・・ パッハ

二つのガポッ ト …… ／／ 

ンヤコンヌ

マラゲーニア

入江の便り

グラ ナダ

物語

” 
アプロニス

ア）レベニス

” 
” 

- 0-0- 0-

0 木下恵介監督、松竹映画「野菊の如き

君なりき」（伊藤左千夫原作「野菊の墓」）

の音楽担当は木下忠司で心殆と全編にマ

ンドリンとギターを流して、非常な効果

を上げてゐた。「禁じられた遊び」に於け

るスペイン民謡「愛のロマンス」 tまどに

テーマを生かしてゐないにしても 、マン

ドリンとギタ ーの甘美な味は出てゐ、斯

楽の普及に役立つであらうことを、うれ

しく思ふ。

0 10月発売以来非常な好評を博してゐる

エ ンジエルレコ ー ドのリンエンヌ • ド リ

ンのンヤンソン「赤いお月様」 PT-5001)

と「ナポ リのマンドリン」 (PT-5002)に

マンドリ ンがみごとに使われてゐ、鑑貨

に値する。

0 12月10日 日本青年舘に於ける花蔭美

喜のコロムピア専屈記念発表会で、創作

舞踊「落菓の精J軒訪子、秋雨（作曲 ・

武井守成、独奏 ●組井武綱）が、特に好

評を博した。日本舞踊へのギターの進出

として注目される。

0 12月 5日 武蔵野音楽大学の演奏会に

於いてマーラー作第八交喪！曲が演奏され

たがマンドリンが使用されてゐる。

0 12月16日ニッポン放送はラモー室内楽

団の演奏でンエーンベルク作クラリネッ

ト、パスクラリネット 、マンドリン、ギ

ター、 ヴアイオリン 、ヴィオラ 、チェロ

の七楽器と低声のための「セレナーデ」

を放送した。

マンドリン （比留間絹子）

ギタ ー （山田たかし）

0 名古屋の楽譜商荒井史郎は最近下記に

移転した。

名古屋市中区園井町 3の3（三協ピJレ

内

荒井商店貿易部

電話本局⑬ 1,858香

0 関西方面の誌友の便のため下記にアル

モニア取次所を新設しますから、御利用 <

下さい。

大阪市生野庖林幸町 4丁目 248

三好楽器商会

． 次号予告

モツアルト雑感・・・・・・・・・・・・・・・小西 誠一

ギター曲になったモツアルトの音楽
. .… • 中野二郎 ヽ

モツアルトのマンドリン音楽
・・・・・ •高橋 功

添附楽譜
中野二郎作 モツアル ト変奏曲
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独 • 仏 ・ 薗 のマンド リン 界近況
高 橋 功

DMGBドイツ ・マンドリンギター連盟

の第十回i窃楽祭は既報の通り 9月15日から

五日Ill]カッセルで開催された。その時の約

70頁に及ぷプログラム（段関よの特集号）

を手にしてその盛会だつたことが想像され

た。

9月15IIの室内楽第一夜では、ホルゴ ・

ハルトフィラックスとアルフレツト ・ワイ

ドラーのマンドリン独奏、フランツ ・フィ

ッツヤーとヘルタ ・ンヤーフとウイルフレ

ッド ・ クルツゲル及びジーグフリード • ペ

ーレンドのギター独奏の外、マンドリン合

奏が=.1111演女された。その中ゲルト ・ルフ

ト作の二長聞セレナーデとヘルマン • ウエ
ニツヒ作のヴアイオリンとマンドリン合奏

のt位なIIllはすばらしかつたらしい。

9月16LIの筍二夜にはペーレンドとク）レ

ツゲルの外にアンカラのギタリスト、イル

キン ・アクツルツェが独奏し 、ウイリ ・ゾ

ンマの五頂炎とウイリ ・アルトフの七重奏

が1けに新作を初油しこの外ォットー ・ツン

ドラー作古風な組曲、フリードリツヒ ・ガ

イテイス作マンドリンとギターとオーケス

トラのための協女曲 、 ヘルマン • アンプロ

ンウス作ソプラノとパリトソと合炎のため

の祖曲が初演された。

9月17r1代の招待演奏にはウイーンから

ルイゼ• ワルカー夫人が 、ハノーパーからク
レツンユの六頂炎団が出演し 、夜の会には

各地尻代表の競浪が花々しく展開された。

就中エリツヒ ・キルジュネル作組曲、エリ

ツヒ ・クレーマー作ロツア組曲、アルトフ

作スペイン組曲、などが目をにiく。
9月1811の大油奏会ではワルカー夫人が

ゲルト ・ルフトのピアノ伴奏でロドリゴ（乍

アランフエス協奏曲を演奏して喝采を博し

た外、テオドル ・ リツタ ー、 ウイリー • ア

ルトフ、ゲルト ・ルフト 、ヘルマン ・フソ
ガーランドなどのマソドリン音楽が各地の
合奏団によつて競演されたが、最後のフン

ガーランドの新作メロドラマ「時の使者」
H. Hungerland : Diener der Zeitは児巫

共男占合叩とマンドリンオーケストラに語

り手を加えた大作であつた。

9月19日の最終日は会加会且の大舞踏会

で硲を閉じたのであるが、このように盛大

なマンドリンの音楽祭は、マソドリソの祖

困イタリアにさえ見られないものである。

ドイツはまさにマンドリンの一等同の感が

ある。

パリの FrancoisMenichettiからこの

往ど、その主宰する LeMediatorの機関

誌既刊全部と 、その指押によるマンドリン

オーケストラの一枚と 、それに近影を添え

て送つて来た。その近影によるとメニケツ

テイはレジヨン • ドノール勲章の侃受者で
ある。Lemediatorに収録された作品は大

部分メニケッテイの n作であり 、その Lp

(Barclay盤12吋 80001)も大部分自作を

指揮したもので、全部で r二曲。合奏編成

は、普通の通りマンドリン―i 部、マンドラ、

チェロ 、ギター、バスそれにビアノと打楽

器が入ってゐる程度である。この Lpは約

ご．ヶ月かいつて船便でやつて来たので、途

中印度洋の熱気に合つて盤がゆがんで来た

ために演奏の頁価を知ることが出来ない

が、そうしたハンディキャップを考えに入

れても 、すばらしく上手な演奏とは言ひ難

い。一々の演奏が巧いとは思われないが、

アンサンプルとしてはよくまと まつてゐ

て、特に自作の油炎となると 、みごとな仕

どに達者に演じ上げてゐる。やはり欽に入

つた音楽になつてゐるのである。だからロ

ツア幻想曲「モスクワ」や組曲「悪腐の谷」

舞曲「バラのパレエ」小品「アリス姫」「交

しい頁」などは、あざやかなほどの演奏をし

てゐるが、マルテイーニの「愛の悦び」やン

ューベル トの「セレナーデ」「染典の時」や

イラデイールの「ラ ・パロマ」などは甚だ
聞き劣りがする。

それにしてもマリオ ・マチョッ キの後を

承けて、メニケッテイが孤平付斗の形でフ

ランスのマンドリン界を率いてゐるのは有

難いことである。而も恐らく世界で最初の

マン ドリ ンオーケス トラの Lpを出した意
はまことに壮とすぺきである。
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オラシダの月刊機関誌． Gidsvoor Mandoline en Gitaarによると 、や L 旧聞に屈

するけれども 、本年 4月11I Iカンペンの l打公会常で国内マンドリンゴンクールが行われ

九団体が参加した。課題1111は

第三級 R. Krebs作 ハ濶ミヌエット
第二級 H. J. A. Bokhove作 ミヌエット
第一級 Dr. A. P. Murken作 マジョーレ湖畔1乞て
上級 Br. Kwistィ1ド スペイン舞Illl
蚊上級 E. Laisne作 マッサリア

引つゞき 4月241Iにはアムステルダムで、地区マンドリンコンクールが行われ、二十

団体が参加して盛会だつた。課迫曲は、上記と同一曲だが、最上級の上に更に特級があ

つて、Br.Kwist糾曲中悲歌とパッカナーレが課せられてゐる。

罪坦曲は全部オラソダの作曲家の作品である。自由曲も大部分自国作曲家の作品を選

んでゐ、Kokのものが好んで演奏されてゐる。もともとイタリアに育つたマンドリン音

楽を、オランダ風に消化し 、これを17国に根を張らしめた努力は、 ドイツやフラソスと

共に大いに認められてい上 。国外の作品では K.Wolki, Th. Ritter, H. Bert, Fr. 

Menichetti, A. Amadeiなどのものが見えてゐる。

昨年12月23日に亡くなつた Johan B. Kokは何といつてもオランダのマンドリン音

楽の第一人者であり 、その作，’II＼はオランダを代表するばかりでなく 、国外に於てもその

価値は高く認められてゐる。わが国でも コックの L'ile enchantee は古くから愛奏さ

れてゐるが、最近ロッテルダムの楽友 Jacq Witteからコックの作品を沢山贈られた

がそれらを取りまとめて眼を通すと コックの酋楽のよさがよくわかる気がする。先づ第

ーに目につくのはその国際性である。ニューヨークの Carlode Philippsに捧げた1i;
1U1、イギリスの）レートンの Irene Bone（ギタ ーとマンドリンの著 PhilpJ. Bone の

娘）に捧げた序曲の外 「パラライカの思出」と理するロンア風な作品もイタリアのタラ

ンテラ舞曲もあるといった具合である。次に、演奏会用序曲といふ形式が多く 、そのス

ケールが何れも大きいことも目立つてゐる。 小品にも 、例へば AndanteGraziosoの

ような美しいものもあるが、やはり数々の序曲にコックの面目躍如たるものが多い。

コック の外に Ciaasens,Murken, Kwist Smits, Heykant, W. Dekkerなどの作品

がオランダのコンサートのプログラムによく出てゐるが、最近の ヒット曲は Merchert

Scluurman Jr.の「花の組1JJ1」であらう。丘楽章から成る小品集だが、却々よく出来て

ゐる。オランダのマンドリン界は作曲に演奏に極めて活澄で、範となるに足るものであ

↓ヽ る。
ー＿っ―__ - ～ ---＿ •. • 

九州ギターコ ンクール参加者

前列左より 松本憲ー(TJ屯務同長）、橋口炭二（審査貝）、湯崎敬二（顧問）、岩崎正和
（会長）、春享ー（：：：：位入宜）、西牟田 博（一位入政）、山本信治(.:::位入其）、
西野博（特壺ll)、岡1丑順介（審査員）、今井政久（特査貝）



一 編 輯後記

本年度の蚊終秒を、少し遅れましたけれども 、こ 1にお届けします。 ，誌友各位の御支授

によつて復刊二年、併せて1--：冊のアルモニアを刊行したわけです。読者の汎囲の狭い

誌を刊行することは実際大変なことです。思ひつきや近楽で出来るわけのものではあり

ません。吋々 、私のいさいかの熱意が国内、悔外の先輩及び同志の同梢と共嗚を得て 、こ

まで伸殷することが出来ましたことを、私は心から感謝して居ります。

就中、今年は、中野二郎氏の国際ギター作曲コンクールの入遥と 、1対部保夫むの留‘芹

の二つのお世話が出来たことは、大きな収穫でした。この外に、小原安正氏の留学、フ

ラメンコ舞踊団の来朝、九州地区のギターコソクールなどを併せ考えると 、斯界全般の

収穫が更に人きかつたわけでla!炭至極に存ずる次第です。

この号は阿部和の留学を機会にキジアーナ特集といふ形をとりました。添附こが兵はキ

ジ伯爵並びに阿部君の提供によるものです。添附楽譜はクリスマスを控えて きよしこ

の夜」を選びました。来年一月はモツアルト生誕二百年にあたつてゐますので、次号を

その記念特梨とし ます。どうぞ御期待下さいc

十二月といふと 、十五 IIはタレガ 「四日は武井守成氏、廿三日はオラソダのコックの

命「1で、夫々息ひ出深いものがありますが、この号でそれに殆と一言も触れてゐないの

は、編拓子にとつてもまことに本意ないわざです。こうなると頁数の足りないのが残念

でなりません。

この妙が出るのは、秋の演炎会i/ーズンも大方終り 、東北地方では寒さが身に泌みる

頃です。しかし私達は却々冬眠などしてはゐられません。冬来りなば介遠からじです。

誌友各位の無'j濯徊越年を祈ると共に、新しい年への活躍を期待します。

争牛
じヽ，、 口 ｀ ク

イタリアギター協会 A.C.I,の1955年度

の国際ギター作曲コ‘ノクールの規約が発表

になつた。

曲目は

1) ギター独炎曲

2) ギターと他梨器のための音交（一
軍炎、三煎奏、四直奏など）

メ切期日は本年12月31R必沿

送先は Cassa Editrice Berben, 
Via F. Selmi 41, MoOdena 
(Jtalia) 

（詳細は翡橋功宛照会ありたし）

誌股 1冊 100円(〒8円）

半年分 3冊 300円（〒共）

一年分 6冊 600円（〒共）
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