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巻 頭 言

本年 1J j 27 11 は梨咽ウオ）レフガジグ ・ アマデイウス ・ モーツアルトの生，涎 200 年にあた~)

ているので、 この IIな記念して恐らく世界の多くの114々 が特別演於会なり 、i,i叫も，．もの記念．；｝

f•Iji iなりの盛）くな1月況を行う密である。

やれミュージックコンクレート(})、やれ屯(・it牙し(/)と 、音牙しが！ 1まぐるしし、迎1J'：をしてし、

る今 II、敢て古いi¥梨を偲ふ‘ことは、 ・見逆コースの感がなくもない。けれども 、消く＇ぶ： j

＜汚れなく純なものに対して人間は・種のノスタ ルジアを党えるものである ，niもモー ツア

）レ トの i,i沿しが、そうした人llllu),1次里のようなものであると言われている。そうとすれば生為

200年を記念して モーツアルトの汁楽に心llを條け るのはJtだ意義の深し、ことであると．臥

う。モーツア）レトはマンドリンギター 背楽に糸次の深し、行楽家ではなかつたけれども 、その竹

品が音叫しの本竹的なものに直粘している以 1: 、 この記念すぺき年に出米る •J；多くモーツアル

ト(/){,i悲に接し、それをJ'I!•解したいと思ふ 0)は、払・個叫姐ひではなし、と位ずる 本，9●設をモ

ーツアルト特 fドのつもりで糾屯したのも 、そうした気持tこつた。

モーツアルトの1.;;くなかつた生iJJ;．と 、それに比してあまりに輝やかしし、熊只id)繁紐に私、は

掠を 11•: l うして、炭1孜I})意をiaする次第である。
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マリア・テレサから賜つた大礼服を着た六オのモーツアルト

1756年 1月27日アルプスの山麓に在る小都ザルツプルクに生れた WolfgangAmadeus 

Mozartは、五オで作曲をはじめ、八オで最初の交糊曲を作曲し、十ニオで最初のオペラを

作曲したという大天オでした。有名な 「アレルヤ」は十七オの時の作品です。

しかしこの天オの生涯は決して安楽なものではなく 、きびしい修業とはげしい努力の連続

でした。 生来無邪気で、大らかで、 のんびりしていて、収入が少く 、理財のオに欠けてい

たので、いつも貧乏でした。それに妻の コンスタンツ工が又、モーツアルト以上にお人よし

で浪毀家で、家政がまづかつたので、いつも債鬼に追いかけられる生涯でした。そうした苦

しい生活に追いかけられながら 、交響曲、奏鳴曲、室内楽曲 、協奏曲、歌曲、歌劇など凡ゆ

る形式の音楽を次から次へと作曲し、その数一千曲以上に達しました。

そして1791年12月 5日、チフス様の熱病で三十五オの生涯を閉じました。そうした短い我

しい生涯でしたが、モーツアルトの音楽はどれも 、清く 、美しく 、健やかで、自然なのです。

それは実生活とはまるで反対な、花園の、天国の音楽という感じがします。モーツアルトは

不思議な天オです。



ヨゼフ ・ランゲ筆（未完）ビアノを奏でるモーツア．）レト

モーツア）レトの言栞 ：一

私は音楽家だから 、思想や感梢を音を使ってしか表現出来ないのです。

(1777年ー21才、父親宛の内簡）

私には作曲のどんな種類でも 、どんな様式でも考えられますし、その兵似も出来ます。

(1778年ー22オ、父親宛の7引簡）

これらの子供達（ハイドンに捧げた六つの絃楽四重奏曲）が、払の長い間の刻苦精励の結

実であるこ とを信じて下さい。

(1785年ー29オ、ハイドンに捧ぐる献呈の詞）
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モーツアルトに就いて
Note on Mozart 
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會` 小 西誠
Seiichi Konishi 

大抵の大作曲家の作品はその生活、個性、人格、人間性の反映であつて、、従つて一般に大

作曲家の作品、殊に代表的な傑作は「人間」と結び附いてゐる丈でなく非常に緊密に結び附

いてゐる事が多い。Bach,Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms, 

・ Wagner, Berlioz, Cesar Franck, Foure, Debussy, Ravelの総ての場合がそうである。

所がこ上に唯一人そうでない大作曲家がゐる。 （唯一人というのがいり醤ぎなら 、極めて稀

な例外を為す一人といはう）それはモーツアル トである。

誰がい .1.始めたかは知らないが、昔から彼を「神の如きモーツアル ト」とか 「神の様なモ

ーツアルトの音楽」とかいう事、それが多くの音楽史家、音楽学者、評論家、モーツアルト

愛好家に依つて肯定されてゐる。それに対し一方では最初のモーツアルト伝作家i/ユリヒテ

グロルが 「彼は夙くからその芸術に於て大人であつたが、他の一切の事柄に於ては常に子供

だった」といつた事が同様殆んど総ての学者、評論家、研究家に依つて肯定されてゐる。一

人の芸術家の中に共存してゐる早熟な大人と永遠の子供、それがモーツアルトの上記の様な

特殊的存在の原因となつた。

モーツアルトは少年時代から欧洲各国を旅行してその 音楽に依つて窟異の的になってゐ

た。然し人間としては余り利巧な子供とは考えられてゐなかつた。彼はおどける市が好きで

しよつ中駄酒落を連発した。そして彼の権威ある伝記作家i/ユーリツヒに依れば彼の手紙の

中に無数に見出される彼の機智はオ気に溢れごゐるよりも寧ろ自然で、粗野で、阻子供じみ

て居り、オ気のない事すら珍らしくなかつた。彼は死ぬ迄いたづらや悪ふざけを好んだ。

彼は浪敦家で金がはいればぱっぱと使つてしまつた。その為殆んと一生貧乏に苦しんだ。殊

に晩年はそうであつて赤貧の中に死んで行った。彼は元気な娘ではあるが 「少しお目出度＜

軽はずみで、だらしがない」といわれた（ローラン・ マニュエルの「音楽のたのしみ」） Cons-

tanze Weberを妻に選んだ一ー後になる秤貧乏な家の主婦の生活の中で気まぐれと、不平

と、 浮気と嫉妬とでモーツアルトを悩まし、往々彼と長い喧嘩をしたコンスタンツェ、そし

て彼が死ぬ迄、彼が偉大な作曲家だつた事を理解しなかつたコンスタンツェを。

モーツアルトの周囲の人々の中で最も教養の高かつた JosefLangeは彼は重大な作品に

没頭してゐた時、目立つて軽桃に振舞い、彼の音楽の神聖な観念を最も粗野な月並な表現を

以て語った事（ジューリツヒに依る）人間モーツアルトについてのあらゆる同時代者の判断

は、交際した人々に対して彼が大芸術家の印象を与えなかつた事を我々に証明してゐる (i/

ューリツヒ ）のも彼が人間として如何に振舞い、如何に物をし心、如何に平凡な印象を与え

たかを明にする。 こういう人間の頭から高く 、清純で、魅力に充ち溢れ、人の心を音楽的

歓喜で充す音楽が生れた理由は到底我々には説明が附かない。流石のゲーテも合理的な説明

を与える事が出来ないらしい。というのは彼はそれを悪屈 Demonの仕業であり 、奇蹟であ

るといつて片附けてゐるからである。彼は有名な「エツケルマンとの対話」の中でいつた

「私は悪屈が人類をからかつたり 、なぷつたりし、彼等の間にだれもが求めるが誰もが到達

し得ない程魅力ある偉大な人物を出現させる、と考えざるを得ない。この様に悪屎はモーツ

アル tを音楽での到逹し難いものとして出現させた」別の所で「音楽的才能は恐らく最も早

(1) 
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演奏上の注意 ：ピアノの高音部をそのままマン ドリンで演奏することが出来る



く表はれるだろう。なぜなら音楽は全然生来の、内的のもので、外からの偉大な於分も人生

の経験も全く不必要だから。しかしながらモーツアルトの様な出現は、確かにいつ迄たつて

も説けない奇t.i'.lだろう」といつてゐる。

今一つモーツアルトの特異性の例として挙げ度いのは JupiterSymphonyである。この曲

をかりいた頃彼は、貧窮に襲はれて苫悩的な生活に陥つてゐた。然し金を得る必要に迫られて

ゐた為に最後の 3つの交評曲を一ヶ月半の間によき上げた。そしてその第 3の、彼の最後,J)

交9翠曲であるジュビターは僅に15日で完成せられた。こうして生活に悩まされながら占いた

この111：が威厳と壮大さと招麗さと澄測とした生命に充ちて居り 、その為 Jupiter と呼ばれ

るのであつて、そこには彼の生活は全く反映を見せて居ない。即ちこの曲に於ては生活と芸

術が全く無閲係でそこに何等の結び附きがない。これは確に奇招であるといつてい上。

こうしてモーツアルト の音楽は「人間」とは関係がなかつたり 、結附きが極めて稀薄だつ

たりする。いはゞ人間臭くない。それに反し Beethovenの音楽は彼の人間としての；次び苦悩

を湛えて居ぷ拓が非常に多い。というよりもそれが彼の音楽の本何であるといえるかも知れ

ない。従ってフランスの詩人で音楽に就いて造詣深かつたアンドレー ・vュアレスは彼が沢

山謳た謬の論文の中で「ベートーヴエンの音楽の中に髭むじやらの男 Beethenを感じ

ない人はないだろう」といつてゐる。Bachの江染の中にも彼の人間性と神に対する信仰が惑

じられる・jIを誰でも認めるだろう。いつて見れば多くの作曲家の音楽は人間臭かつたり 、宗

教臭かつたりする。之に反しモーツアルトの音楽はそういうものを含まない純粋の音楽であ

る。人間を遥に抜ん出た、宗教の枠にも制限を受けない、音楽そのものである といえよう。

私が先に高く 、清純であるといつたのはその点を指したのである。音楽以外のもの extra・

musiqueなものを含まない純粋な音楽美、そういう芙を以て我々を魅惑し、我々に歓喜を

与え、清純無垢な臼楽境に我々の心を引上げる 一一それがモーツアルトの音楽の持つ特質で

あり 、意汲であり 、価値であると私には考えられる。そして個人的な屯をいうのを許される

とすれば、私が他のあらゆる音楽を越えてモーツアルトに召びを兄出すのはその為である。

こうした閥く 、純粋な音楽は然し、その美を発揮し、本当の音楽生命を再現する1Iは非常

に難しい。それは非常に的確な解釈と非常に勝れた演姿とを必要とするからである。総て勝

れた fi•楽は勝れた演炎（正しい解釈にJ占づく）なくしては生命を発揮する事もなければその

災を人に感じさせる1Iも出来ないのであるが、モーツアルトの場合特にそれが麻度に要求せ

られる。モーツアルトの曲を演奏すればそこにモーツアルトありと考えるのは決して正しく

ない。寧ろ多くの場合反対の結果になってゐるのを私は経験に依つて知る＇拓が出来た。モ ー

ツアルトの油奏を聴いてモーツアル トから遠かつたり 、モーツアルトが不足したり 、モーツ

アルトの悪い演奏であったりする不油を味は上される｝Fの余りに多いのを私は常々感じる。

それを感じる様になったのは欧洲で立派な演奏を聴いて思いもかけない大きな感動を与えら

れたからである。 （こんな下をいうのは些気即に11りえるかもしれないが決して自慢したり 、

知つたか振りをするつもりではなく 、全く偽りのない1t実に基づいたものである‘Fを御了解

願い度い）

勿論欧洲で聴いたモーツアル ト全部がそれ程肪れたというのではない。然しペルリンで観

た彼の 3つの歌劇、特に「フイガロの結婚」そこで聴いた Einekleine Nachtmusik,バ

リで聴いたフリュートとハープの為の第一協炎曲等の演癸は今日迄私を捕えて離さない芙し

さを持つてゐた。「フイガロ」に於ける最邸の慈味に於ける音楽 g•劇の楽しさ 、 魅力、 オーケ

(2) 2
 



ストラ曲、協奏曲の抵抗し難い美しさを私は何日迄も忘れる事が出来ない。「歌劇に於ては

詩は常に音楽の下僕でなければならない」という彼の主張を貫かれた「フイガロ」の只管美

しく 、楽しい音楽美、特に声にもオーケストラにも現はれるモーツア）レト特有のアレグロの

美しさ 、オーケストラ曲に於ける整，然として一糸乱れない合奏、輝きに充ち、澄i剌として、

透明な絃楽合奏の音性、相互にかけ合いからみ合うフリュー トとハープの心を奪う様な音色

の対照と調和等もあの様な高度に磨かれ、洗練された技術と演奏なくしては到底モーツア）レ

トの意図したものをあの様に よく表現する事が出来なかつたろう。そしてその様な演奏を聴

く事がなかつたならモーツア）レトの美、真価、怠義を理解する市が出来なかつたと私は何時

も考える。

欧洲に長く滞在して特にモーツア）レトに傾倒してゐられる提琴家林龍作氏も次の様にいつ

て居られる。モーツアルトの曲は 「油奏に当つて「絶体の美」というようなものを要求して

居ますから永い年月の間にも数える位しかよい機会に会つた事はありません」

その点から見て今年のウイ ーンフィルハーモニーとツユトウットガルト室内オーケストラ

の来演は絶好の機会である。この肪れた二楽団の演奏を聴いた時日本の愛好家はモーツア）し

トの美が如何に大きいも のであるかを理解するだろう。

各合奏団御愛用

音のよい丈夫な安心 して

御愛用願える ！！
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モーツアルトのマンドリン音楽

Mozart and his Mandolin music 

峠• あ裔

I. Takahashi 
功

ベー トーペンがマンドリンとチエンパロのためのソナテイネやアダヂオを1’[IIIlしたことは

私達の光栄とするところである。それと好一対をなすのが、モーツア）レトのマンドリソ伴会

の歌曲である。これはマンドリンの占い歴史のJjと星である。

それは背楽の二大じ匠が、マンドリンといふ小楽器を取上げたといふ珍らしさの故ばかり

でなく 、共にマンドリンの機能をみごとに発揮し、まことにユニークなすぐれた作品を与え

てくれたが故に、私述はそれを光栄とするわけである。

＊ 
1770年からしばらくモーツアルト親子はイタリアに逗留し、その歩は南の都ナポリに及ん

だ。その間そこでモーツアルトが、イタリアの民族楽忍マンドリンに心忍かれたことは想像

に難くない。帰路迩中で料を亡くし 、且つ失恋の街手を負つたモーツア）レトは、1778年9月

郷里ザルツプ）レクに反つた。その頃似心のモーツアルトは、淋しい曲を多く作曲したが、そ

の中に1780年の「美しのマンドリンよ 、米れ Komm,lieber Zither, komm」といふマソド

リン伴突の歌r川がある。ハ長潤23小節の小品だが、マンドリンのスタッカートを実にみごと

に使つてゐる。

第二の作は「心安ければ Wasfrag'icb nach」 でマルテイン ・ ミラーの作詞によるト

虻調 22小節の小品。これは前の作より少しおくれ、プラーグかウイーン滞留中の作ではな

いかと推測されてゐる。 （巻尾参考楽痙参照）

第三の作は歌劇ドン ・ジョパンニ DonGiovanniの中のセレナード「窓辺に出でよ Deh.

vieni alla finestra」である。この歌劇の初演は1787年10)」29日だから 、これより少し前の

作といふことになる。この年 9月にこの歌劇のJ.:演のためモーツア．）レトはプラーグに移り 、

そこで歌劇の指揮者クハルツ JohanBaptist Kucharz と相識つたが、このクハルツがマ

ンドリンの名手だつた。その演奏をきいてモーツア）レトはドン・ジョパンニにマンドリソを取

入れたとさえ芦われ、事実その初演にはモーツア）レト自封の指揮で、クハルツがマソドリン

の伴奏にあたつたのである。このセレナードに於けるモーツアルトのマンドリンの扱ひ方は

全くみごとで、主人公のバリトンの歌に庄するマンドリンの小刻みなスタツカー トとアルペ

ジオは比類ない効果をあげてゐる。布名なベルリオースが名若「楽器編成法」で、この点を

特に指摘し、これはパイオリンのピツチカ ー トやギターで代奏されては効果が上らないと述

ペ、グロ ープも 、パイオリンのピッチカートではこのセレナードの輝やきが失われ、効果は

我弱となる 、と戒めてゐる仕どである。

モーツアルトのマンドリンに対する愛好を一段と深めたのは弟子の作1U1家フンメル Johan.

Nepomuk Hummel である。フンメルn身マンドリンが上手で、 且つギタ ーも弾き、ギタ

ーの作品も沢山古いてゐるが、就中イタリアのマンドリンの名手ポルトラッチイ Bartolo-

meo Bortrazziに捧げたマンドリンと管絃楽のための協癸曲は有名である。

モーツア）レ トが少年時代イタリアに旅行をし、且つクハルツやフンメルのようなマソ ドリ

ンの大家が身近かにゐたことが、マン Fリンを伴奏とする三つのすぐれた歌曲を追す動機と

なったのである。

(4) 4
 



＊ 
マンドリンオーケストラは、絃楽合奏を原型とした後来のアンサンプルであった。勿論マ

ンドラとヴィオラは調律を異に し、絃楽合奏には見られないギターが和音楽器として加はつ

ている以上、絃楽合奏をそのまり筒としたわけではない。しかし後来のアンサンプルである

マンドリンオーケストラに、 当初からオリヂナルな作品を望むのは無理で、ポピュラーな管

絃楽曲から編曲されることが多かつた。その中で、目立つて多いのがモーツア）レトの音楽で

ある。さ＇つと調ぺただけで次のようなものがリストに上る。 ・

Lavdas編 Nozze di Figaro「フイガロの結婚」序曲

Vizzari編 L'impresario「舞台監督」序曲

,, Cosi fan tutti序曲

Ranieri編 Die Entfiihrug aus Serail「後宮よりの逃走」序曲

服部正編 同上

菅原明朗編 Allegro (K-388菅楽器八軍奏セレナードより）

Porta編 La Clemenza di Tito沖軋I

Maciocchi編 L'oca del Cairo「カイロ の鵞l.]」序曲

Adam編 Don Juan「ド ン・ジョパンニ」 Jj~曲

Munier緬 DonGiovanni (Serenata) 

Fantauzzi編 La flute encbantee「腐笛」序曲

Fiorovanti編 Minuettonell Divertiment No.1 

Smits編 Menuetfavori 

Baresch編 Menuetto(Es-Dur-Symphonie) 

Schuppe編 Ariedi、、Figaro"

Amadei編 Marciaturca 

Wolki編 Arieaus、、DonJuan" 

” イ乍 Mozart Potpouri 

Kok作 MozartFantasie 

以上の通りで、モーツア）レトの音楽のマ ンドリ ンオーケストラヘの編曲は実に多い。パッ

ハやヘンデルやハイ ドシやベー トーベンなどは遥かに少い。その理由が奈辺にあるか。

私も今はその理由をつかめない。たゞ Lpのカ タロ グを見ると 、作曲者別で一番多くプし

スされているのがモーツアルトである。といふことはモーツア）レトの音楽が多くの人に親し

まれ歓迎されているとみてv、.I.と思ふ。詮じつめれば、そうしたことが理由の一つであるか

も知れないc

も一つ言えることは、ンョパ・ンだのンユーマンだのプラ ームスなどの浪没派の音楽や、 ド

ピュッンイだのラヴェルなどの印象旅的な近代、現代音楽が殆とマンドリンオーケストラに

編曲されていない事実がある。これに比してモーツア）レ トを箪頭に、ベートオベン更に遡つ

， てパッハ、ラモオ、クープラソなどの古典、前古典音楽が比較的多くマンドリンオーケスト

ラに移されている←ド実である。 この二つの事実が結局マンド リンオーケストラ の表現能力の

限度を示しているかも知れない。がこれは私見として提案するに留めて買きたい。
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ギター曲になつたモーツアルトの音楽
Guitarmusic of Mozart 

中 野

Jiro Nakano 
郎

主箪の凶橋氏から上記の課題を与えられた私は頗る割の悪い磁じがしないでもない、と云

うのは、あれ程店大な仕Tj}をしたモーツアルトがついにギターには直接何も占かなかつたと

ゆうことである。かの有名なオペラ「ドン ・ジオヴアンニ」の中のセレナータ「君よ窓辺に」

にはマンドリンの助炎が著しく効果を挙げたのにその伴女は明らかにギターを棋倣しながら

ギターは用いられず、絃のビッツイカ ー トが使用された。ギターにとつては此処に重要な問

辿が潜んでいるような気がするが此処では之に触れず、その後幾多のギタリストによつてギ

ター曲に編曲又は編作されたものに就いて述ぺることどする。

手許の狡料の中から大凡そのところを拾い出してみよう。

Anido, M. L. Andante 

Minuetto de.. Don Gio,•anni" 

Azpiazu, Jose de Minuetto de、、DonGiovanni" 

,, Valse (K. 567-1) 

“ ’’ 
If II 

(K. 567ー5)

(K. 586ー 3)

Carulli, F. 

II 

II 

99 

Casuscelli, N. 

‘’ ,, 

Coste, N. 

” 
II 

Giuliani, M. 

Lio bet, M. 

II 

Mertz, J. K. 

Sor, F. 

” 

op.61 Air du Mariage de Figaro 

op.156 Quintetto (Guitar. Piano) 

op.164 Larghetto et Variations 

op.167 Andante et Rondeau (2 Guitars) 

Marcha Turca 

Minue de "Divertimento en re" 

Mioue de la "Sinfonia en mi bemol" 

Adagio 

Andante 

Mio caro Adone 

Air suedois 

La clemenza di Tito, ouverture 

Andante de la "3a Sonata" 

Minue de la "Sinfonia no.39" 

op. 28 Don Juan 

op.9 Variations sur I'air de "La Flute enchantee" 

op, 19 Six airs ch~isis de "II flauto magico" 

1. Marche Rdigieuse 

2. Fuggite o voi belta fallace 

3. Giu fan ritorno i Geny amici 

4. 0 dolce harmonia 

5. Se potesse un s uono 
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Tarrega, F. 

Segovia, A. 

6. Grand Isi grand'Osiri 

Andante 

Minuetto 

Minuetto 

Menuet 

未知のもの、見落しのもの、群小作家のものを加えれば少くともこの倍くらいの数はある

であろうが、昨年から独乙で発刊され始めた十五ケ年計画のモーツア）レト全集のことを思う

と数に於いても実に塞々たるものである。

原曲そのま .1.をギターに移したものと ．、モーツアルトのテーマに基づいて作者の技景を存

分に発揮したものと 、二つに分けられるが後者は数に於いて も極めて少い。この中ゾルの作品

九番は最もよく知られているが、テーマの美しさ以上にソルの手腕によりギターの名曲にな

り得た感が深い。之と規を一にするもので上記表に洩れている ．Carulliop.276の No.30 

Introduction et Theme varie もやはりモーツアルトのオペラ「魔笛」の中の 0dolce 

harmoniaを主題にした七つの変奏曲であるが、同じ主題を用いながらソルよりも見劣りが

する。元来この曲はグロッケンスピールを伴ふ愛らしい合唱曲で当時非常に流行したのか、

この主類に基づいた変奏曲は頗る多い。 Carulliは作品百十四番の中にも別の調と別の変奏

を六つも困き、ソルも作品十九番の第四に．卜長調（原曲）に書いた。比較的大きいものとし

てはシユ リアーニが LaClemenza di Titoの序曲をテルツギターとギターとの二翫奏に

編曲したが此の種の労作はギター音楽としては大して期待されない。むしろ Minuetto歌曲

の編IJ1の類によいものがある。 Anido,Azpiazu, Schneider等が DonGiovanniの中の

有名な Minuettoを手がけたが未だギター曲になり了わせた感じは少い。 Minuettoの中で

は Segovia のものを筆頭に Tarrega （口短調）が俊れ Azpiazu の三つのワルツも面白

い。Tarregaの編曲した Sonataの中の Andanteは之に少し手を加えて Liobetの編曲

として出ているものと同じであるが、いづれもアルゼンチンで出版、恐らく Liobet愛奏曲

の中の一つであろう。 Coste編曲のものほいづれも小曲で Amusementの域を出ない。ソ

ルの作品十九番の六曲は小曲ではあるがいづれもギター曲として好ましいもので他のオリジ

ナルの作品と比較して区別がつけ難い程ギター曲になり切つている。

早念の間に書いたので原曲の出所を調べることが出来なかつたのをお詑びする。

LPになつたモーツアルトのギター曲

ソル作 モーツアルトの主題による変奏曲

A. Segovia演奏

L. Walker 演奏

デッカ盤 DL-9638 

エピック盤 LC-3055 

アニド編 ドン ・ジョパンニのメヌエット

M. L. Anido演奏 オデオン盤LDC-521
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ウイーン派ギター音楽
Wiener Gitarristik 

=Herrn Prof. Jacob Ortner gewidmet= 

高橋

Isao Takahasi 

功

所副ギターの黄金時代と呼ばれる十八世紀末から十九世紀前半へかけての動きをみると

ギターの祖因フ、ペインのソル FerdinandSorは早くからパリに出、ロンドンに住み、モス

クワ 、ペテ）レスプ）レクに歩をのばしているし、アグアド DionisioAguadoもパリに出たし

イタリアの ジュリア ーニ Mauro Giuliani、 力）レ 9 Ferdinand Carulli もカルカッツ

Matteo Carcassi もパ リに出た。このように当時．のギター音交の中心は明らかにパ リであ

った。そしてバリに次いでウイーンがその活舞台であった。 そしてジュリアーニは、そのウ

イーンを根城にしていた。

1780年イタリアのポローニアに生れたジュリアーニは、1807年ウイーン入りをした。 同

年 6月26「1ウイーンのレドゥテンザールに於ける演奏会のプログラムは次の通りだつた。

1. ケルピーニ作 序曲

2. ジュリアーニ作 へ長調第二協奏曲中のマエストーソ（演奏ジュリアーニ）

3. ジュリア ーニ作 カバテイーナ （演奏7メトリウス ・ポードラ）

4. ジュリアーニ（息子）作 変奏曲（演奏ジユリ アーニ父子の二重奏）

5. ジユリアーニ作 梢景と ロン ド（演奏ポルガンデイオ夫人）

6. フンメ ル作 ピアノとギターのための大接続曲（演奏ピアノ ・モッツエレス

ギター・ ジュリアーニ）

この演奏会に対して音楽時報は「ウイーン在住の ギタリ ストは多いが、ジユリアーニがそ ・

のすぐれた作，’,i＼とすばらしい演奏によつて、ギターを諄敬に値する楽器たらしめたのは寺な

ことだった。実際ジュリアーニは、近来稀な気品と完成 と然意を以てギターを弾き上げた」

と讃辞を呈している。又同じく音梨時報は 「1808年 4月3日、ジュリアーニは自作の管絃楽

伴炎の協奏曲を油失したが、ギター協奏曲といふ様式が珍らしいのと 、非常に美しい音楽だ

ったので、大喝采を博した」と報じている。ジュリアーニのギターは大変な人気で、サロン’

の呼びものになり 、ハイドン、ベートオペンなど .I.も交わり 、1813年にはピアニスト のフン

メル、パイオリニストのマイセデルと三重奏団を組微して 、室内楽に異彩を放つた。後にフ

ンメルに代つてモッンエレスが加つたが、ジュリアーニのギターを含む室内楽曲（作品19、

25、85など）は、こ うしたグ）レープのために出来たものであった。有名な音奏理論家ハン

スリックは 「マウロ ・ジユリアーニのすぐれた作曲とすばら しい演奏に よつて、 特殊楽摺た

るギターは、演奏会用楽器として始めて無類の輝きを示 した。彼は ウイーンに移り住んでか

ら年々演奏会を開き 、その都度成功を収め、1818年を最後として、ローマに戻り 、その後ロ

ンドンからペテルスプ）レグまで演奏旅行に出かけた」と記録している。ロンドンでジユリア ．

ーニはソ）レと妙抜を競ふことになり 、ライパルであることが益 こ々 の二人の演技を磨き上げ

ること になつたが、ソルが専らギター独奏に珠玉の名作を残したのに反し、ジユ リアーニが

独奏曲や二狙癸曲に限らず、室内奏としてのギ ターの分野を開拓したことは注目に値する。

これはギターに於ける言．大潮流たるスペイン奏派とイタリア楽派の目立つた特色であり 、

ウイーン楽派はジュリアーニの彩秤によつて後者を継承したのである。 このことは注目し
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て置く必要がある。

勿論当時のウイーンのギター界は必ずしもジユリアーニの一人舞台ではなかつたのであ

る。たゞ ジュ リアーニの活動が目立つてすぐれていた .I.めに他を圧してしまつた感がある。

ンモン ・モリ トール SimonMolitor (1766ー1848)はヨゼフ ・ツーrDr. Josef Zu.th 

の学位論文 SimonMolitor und die Wiener Gitarristik um i800のテーマとなったギ

タリストであること を知れば、その名を逸する ことの出来ない存在である＇ことがわかる。モ

リトールは幼時父からバ イオリンとピアノを学び、1791ー1797年イ タリアに遊び、指揮者と

して名を成したが、作曲方面では管絃楽、協奏曲、室内奏、ピア ノ曲、歌曲に見るべきもの

があり、更に ギター曲約二十は何れも注目に値する。作品 7、11、12、15のギター独奏ソナ

タ、作品 3、5のパイオリンとギターのソ ナタなどは、 形式に於てすぐれているばかりでな

くギターの扱ひ方が当時としては新しく又充分な効果を上げている。作品 7のソナタなどは

ジュリアーニがウイーンに来る前の年の作で、堂々たる作品でギタ ーの古典曲の名作の一つ

に数えられるべきである。

ウエンツェル • マテイカ Wenzel Matiegka (1773-1830)は聖いオポルド教会の合唱団

の指郡に任じ、音楽愛好家として名高いいキンスキー侯爵にも仕えたりしたが、1::l頃ギター

をよくし、 1802年にはギタ ー教授として多くの門弟を持つた。マテイカのギター曲は約三十

知られているが、ギターとクラリネ‘；；ト、ホルン、バイオリン 、ピオラなど .I.の二臣奏の ソ

ナタやセレナードが好ましい。

ァロイズ ・ウォルフ AloisWolf (1775ー1819)は宮廷図書掛の役人であったが、ギター

に秀いで、 1790年頃にはすでに一家を成し、1804年12月16日の音楽会に対してライプチヒ音

楽新聞は「ウォルフは、非常に流暢に、あざやかに、立派にギターを弾いた。彼はこの楽器

を実によく知つている」と述ぺている。彼の作品にはギター及びギターとピアノ の曲が多い

が、妻アンナ ・ムラセックがすぐれたピアニストだつたせいであらう。

アントン ・デイアベリ AntonDiabelli (1781-1858)はモーツ アル トの生地ザルツプル

グに近いマットゼーに生れ、牧師になるつもり でラテど語学校に学んだが、ギターと ビアノ

の上逹が早く 、作曲方面でもすぐれた才能をみせ、 1803年には音楽を以て身を立てることを

決意してウイ ーンに移住した。そ こで ピア ノとギターを教授していたが、その頃ハイドンと

相識り 、次第に音楽界に深入りするようになった。1807年ウイーンに来たジュリアーニとも

親しくなり、ジュリアーニのギター、デイアベルリのピアノによる二重奏はサロンの呼びも

のになった。 1818年にデイアベルリは楽譜出版を始めたが、ジュリアーニの作品 30、36、37

の三つの協奏曲はデイアベルリの手で出版されたのであった。ンユーベル トの初期の作品は

全部デイアベルリが出版したし、チェルニゃジュトラウスの作品もデイアベルリの出版で普

及したのである。彼のギタ ーの作品は、独奏、歌とギタ ー、 ギタ ーと ピアノ など百曲以上知

られている。ベートオベンが、デイアペルリのワルツを主題に して三十三の変奏曲を作曲し

而もそれがベート オベ‘ンのピアノ曲中の秀作となった .1.めに、デイアベルリの名は一層不朽

なものとなった。

レオナルド ・フォン ・カル Leonardvon Call (1779ー1815)は早くから フルート、マン'

ドリン、ギターをよく し、 歌曲の作品で認められた。非常に内気で、華かなステージに立つ

ことは少なかつたが、・ポピュラニなギター伴奏歌曲作曲家としての人気は大へんなもので、

歌ひ易く 、弾き易い作品が一般の歓迎・する所となったのである。三十六オの短命だったが、

，
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ウイーン：こ於けるc'i・楽生活は、グロープの有名な匹楽市典に次のように記されている。「彼

はギタリストとして又故々の愛らしい歌の作曲家として十｝し世紀初頭の独澳楽Htに人気があ

り、男片冷叩協会のために大いに役立つた。曲集オルフォイスの中に代表的な作品があるが

ギター教本の著者としても有名である」。

この外、 1九世紀句にギタリストとしてウイ ーンに名を残したのは、モリトールの音楽仲

間のウイルヘルム ・クリンゲンプルンネル WilhelmKlingenbrunnerとフランツ ・タンド

ラー FranzTandler,ポルトラッチイ父子 Bortolazzi（父はマンドリニストとして、子は

ギタリストとして打名）ジュリアーニの門弟としてはフランチスカ ・ボルツマソ Franziska

Bolzmann, フランツ ・メンドル FranzMend!, ;;,ユリアーニの娘エミリア EmiliaGiu-

liani Giulielmi, それにカール ・テッペル KarlTepfer, レオナルド ・ンユルツ父子

Leonard Schulz,フランツ ・バテイオリ Fran?Bathioli, ヨゼフ ・ベーム JosephBiihm, 

カール ・ゲルトネル Karlvon Gartner,フランツ ・ンユトル FrauzStollなどである。

lフ＼世紀木から,.}し世紀初頭のギターはまことに楽屯の瀧児の感を呈した。認只なサロ ン、

と，，はず、F賤ながと）追の行来と芦はず、ギターのない生活は考えられないほどだった。そ

れはギター曲の出版が他を圧し 、群を抜出ていることでもわかるし、当時の画家の絵箪によ

つて残されている通りである。ギターは他の楽器よりも入り易く、歌の伴奏には持つて来い

磁澤で、政人の仲liijで楽しめるし、何よりも持ち迎びが便である。そうした点が大きな魅

）」であったらしい。しかし、十九世紀の中茉ピアノが完成し、それが次第に晋及し出すと 、

これに反比例してギターは漸く哀微の兆を示して来た。それにチターが流行染器として登場

したこともギターの衰退に拍車をかけた。このギターの凶金時代の末期を飾るギタリ ストで

且つウイーンに名を知られた名手がレニアーニと メルツとレゴンデイである。

ルイジ ・レニアーニ LuigiLegnani (1790ー1877)はイタリアのフエララに生れ、八オ

の時ラペンナに移り 、そこでギターと歌の勉強を始め、 卜し；オの時ラペンナ劇場の歌手とな

つて名を成し、 I・)Lオの詩ギタリストとしてミ．ラノでデピューし 、この時の叫采が彼の大成

の端桔となつた。1822年て十てオのレニアーニはイタリアを発ち、 ドイツ 、オーストリ アを

経てロツアまで演父旅行を行つた。この時と 、1827年の二度レニアーニはウイーンに逗留し

i花芯批評家フエテイスUつ激買を受けた。 1829年パ リで油炎会をすることになっていたが、そ

の直Iifi馬I加からふりおとされて怪我をしてしまひ、こ の演癸会が危く中止となるころ、当時

パリに在つたソルとアグアドが、特別出演してこの会を盛会裡に終つたといふ美しいエピソ

ー ドが伝えられている。 ウイーンではデイアベルリと親交があり、特にギター製作に興味を

持ち、リース GeorgRies,とスタウフエル JohannAnton Staufferに作らせたギターは銘

柑として今に伝えられている。レニアーニはギターの鬼オと呼ばれるほどの名手で、そのテ

クニックは照咲に値するものだったらしい。彼はパイオリンの鬼オバガニ ーニ Nicolo

Paganiniと親交があり 、一詩は同居して技を峠き合ひ、パイオリンとギダーの二重奏演癸

会で恥衆を感激させたこともあった。レニアーニほ晩乍ラベンナに引こもつて 、ギター製作

を茂とし八十ヒオのiも寿を全うした。ギター曲は二百五十厄ど知られているが、何れもテク

ニックの勝つたもので、それを見てもレニアーニの名人ぷりが窺われる。二本の番外絃を持

つたギターのための独炎曲もあるが、これはロンア凪のギターで、当時一部の人達の間に用

いられていたのである。

ヨハ‘ノ ・カスバー ・メルツ JohannKaspar Mertz (1806ー1856)はハンガリアの片田含
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に貧しい家の子として生れたが、子供の頃からフルー トとギターが上手で、十ニオの時には

人に教える程になつた。 1840年に生活の汗を得るためにウイーンに出、Itij年11月29I Iワイマ

ール公妃カロ リーネ ・アウグス トの被，；性の下に独炎会を開いて名声を，＇， ':iめ、公邸のおか .1.ぇ

のギタリストに任命された。彼の名）出は辿やかに1叫外にも拡がり 、 ドイツ 、ホーランド、ロ

ツアまで演奏旅行をして各地で喝采を博した。そして1855年にはザルップルグでパイエルソ

王IVー ドウイツヒー世の御前演奏を承る光栄に浴した。その翌年ベルギーのプラッセルでマ

カロフ NikolaiMakaroff Hをかけた作曲コンクールが行われ、六十四の応菜作品中メル

ツの曲（作品65)が第一・位に入選した。しかしこの発表を待たずにメルツは他界した。メ）レ

ツのギター曲は約百曲知られている。

ジユリオ ・レゴンディ GiulioRegondi (1822ー1872)は、九オにしてギターの付睾と，糾

われ諸王侯のサロンに招かれて叫采を博した。レゴンデイはギターばかりでなく 、メロフォ

ン又はコンチエルティーナと呼ばれるハーモニカ様の梨器にも長じ 、各地の演奏会で1司}jの

楽器をもつて活躍した。ウイ ーンに来たのは1841年で、年IHIパ回の独奏会を持ち、1ザ度盛況

だったそうである。音楽雑誌は「レゴンデイのギター独癸は特にすばらしく 、まるで令竹絃

楽の演奏をきいているようだつた」と記録しているc

以上レニアーニ、．メルツ 、レゴンデイの名演を最後にギターは第一採から身を引くことに

なつた。それはウイーンに限らず、 一般の傾向だつだのである。勿論―• ll担姿を見せなかつた

けゞで、ギターの兵価が泊えよるわけはない。ギター音楽役典の狼火はじIL世紀の後々半に

先ずスペインに上つた。それはタルレガ FranciscoTarrgaの出現である。

ギター音楽の ロマンチンズムの波は徐々にスペインから隣接諸国に、次いでヨーロッパ各

地に伝わつていった。それをウイーンで逸早く受けとめたのはヤ コブ・オルトナー Jacob

Ortner であつた。オ）レトナーに就いて記するに先立つて、その先生のゲッツに就いて述べ

るものが順序であろう。

ァロイズ ・ゲッツ AloisGotzは 1823年 2月13日チロル地方のパード ・イッュルに生れ

た。父は王室の侍医で、アロイズは森林監瞥官となり 、長年公談に在つた。元来彼は粁楽が

好きで、歌とパイオリンを手がけたが、学生時代に兄から料つたギターが終生の伴侶となつ

た。彼は若い頃、ギターの荀金時代の末期を飾つたメルツやンヨルツやレニアーニの演奏を

き.I.I巾でもレニアーニとは親しく交つてその彩秤を受けた。 このようにゲッツはイタリア楽

派を承けつぎ、次第に腕を磨いてパイ エルン王Jレー ドウイツ ヒニ世の御Hijiif.奏をもつとめ

た。ゲッツは独奏家としてだけでなく 、室内楽にも力を注ぎ、門弟のオ）レトナーや化学教授

リーパー Dr.Lieberやオ ーストリア音楽協会楽団のコンサートマスターたるヒンテルベル

ゲル Hinterbergerなど .I.組み、「lらはピオ ラを手に してジュリアーニやパガニーニなどの

室内交を好んで洞奏した。ゲツ・ツは1905年 6月 9日インスプルツクで亡くなり 、11'1：年は丁度

五十周忌にあたつてい、オ）レトナーなどの門弟が集つて記念の式典を行った。

ヤコプ ・オルトナー JacobOrtner はア ロ イズ • ゲッツの邸弟で 1879年 6 月 11 f Iインス

プルツ ク近郊プクセンハウゼソに生れた。昨年は生誕七十五年に当つてい、ウイーンの各新

問糾は策を揃えて、ギター音梨に尽したオルト ナーの業紐を甜えたc オルトナーから＇` 即者に

送つて来たチ ロル日報、新ウイーン新問の記念記市の切抜から 、彼の小伝を作り ．l：げてみよ

う。
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オルトナーは建築家になるつもりでインスプルツクの高等学校に進んだが、元来音奏が好

きでそれに叔父のすょめと 、アロイズ ・ゲッツの指芍と彩特によつてギターに専心すること

になった。学校卒業後、ペンバウル JosefPenbaurに就いて音交理論を学び、史に大成を

拶みてウ イーンに出た。ギター音楽はその頃哀微の絶碩に在り 、ウイー ンでもゲッツ以 Lの

師にめぐり合ふことが出来なかつた。従つてしばらくは意を得なかつたが、ウイーン奏祇に

つながるイ タリ ア楽派のギター音楽に飽き足らず思つていた時も時、プジョール、リヨベッ

ト、セゴヴィアに接してオルトナーは開眼した。オルトナーは機を逸せずスペイン交派、而

もタルレガのロマンチンズムによつて新たに花を開いたギター音楽を摂取し、消化したので

ある。こうしてウイーンに於て 、イタリア交派の クランズムとスペイン楽派の ロマソチッズ

ムがみごとに交流したのである。

1920年ウイ ーンの('i・楽及造型美術アカデミ ーが、ギターを汗科として設四するこ とになつ

たが、その初代主任教授としてオルトナーが迎えられた。このアカデミーのギター科の課程

は予科二年、本科三年の一期に分けられ、開講の年の入学生24人の中、正規の課程を経て

1925年の最初の卒や生は 4人だった。訓錬のきびしさが想像される。そうしたオルトナー教

授の教有指）＃の下から エンドストルフエ｝レ WalterEndstorfer,｝レイゼ ・ワルカー Luise

Walker, ゲルタ • ハンマーンユ ミ`ート GerthaHammerschmied,カール・ジャイ トKarl

Scheitなどの侵秀なギタリストが出、現在のウイ ーンギター界を華やかなものにしている。

オルトナー教授自身は、教授就任以後、独奏家としてあまり目立つ活躍をしていないが、王

窄オペラ並に1|jV．オペ ラのオーケス トラのギ タリストとして地味な油奏活動をつゞけて来、

1940年倅年後は教授の地位をワルカーに譲つて引退した。

1926ー1929年の間、オーストリアギタ一時報 OesterreichscheGitarrezeitschriftと返す

る栞華なギター誌を刊行し、尚アカデミー版で、ギター古典音楽集などを監修出版した。 1乍
IIII活動に見るぺきものはなかつたが、レパイ FerdinandRebayやウ ール AlfredUhlそ

の他の現代作曲家にインスビレーンヨンを与えてギター曲を剖作させたことは記憶さをぺぎ

である。

火人ヘルミ ーネ Hermineは名のある歌手で、その間に一了・オスワルド Oswald をもう

けたが、音緊学者となり 、すでに学位を得て暉望されたが、先年早逝した。オルトナー夫妻

は、一子に先立たれ、余生を淋しくウイーソ郊外に送つている。アルモニア誌のためにこれ

まで放々の沢料を送つていたゞいたことに対し絃に改めて湖、意を述ぺておく。

ヨゼフ ・ツート Josef Zuth は 「ラウテ及びギター・lり典 Handbuch der La ute und 

Gitarre」(1928)の著者として忘れられない。 1879年11月24「Iエーゲルランドの漁師町に生

れ、「出迅監甘官となつたが、1908年クレンプル JosefKremplに就いてギターとマンドリ

ンを学び、1910年には ウイーン大学の音楽学科に入って音交史を研究し、「モ リト ールと 1・九

世紀初頭のウイー ンギ ター界」と題する論文によって博七号を獲得した。その外「ギター癸

怯」（1915)、数多くのギター曲集などを編集出版しているが、1924年には 「マンドリン Die

Mandoline」 と題する小冊子を発行した。之は9月に一冊出した丈で、続かなかつた。前掲

「ラウテ及びギター市典」は1924年に第一冊を出し 、分冊で1928年に五年ぶりで完成したも

のである。これはフリッツ • ピュークの「ギターとその大家達」 Fri tz Buek : Die Gitarre 

und ihre Meister (1925)と共に、ドイツ語で古かれた文献の双壁である。私は、こうし

た目吃たない労作に対して、ひそかな而も大きな敬意と感謝を惜しまないものである。ツー
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トは1932年8月30日にウイーンで亡くなつた。

マツクス • ダネーク Max Danekは 1885年プリ ュンに生れ、幼にしてギターを手にし

1912年にオ ーストリアに於ける餃初のギタ ークラプをプリュ ンに設立して、活液な演炎活動

に自らを投じた。第一次世界人戦後ダネークは居をウイーンに移し、1919年にはウイ ーンギ

タークラプを設立し、翌年音楽アカデミーの創設に参判し、オ）レトナーに協力した。 彼の演

奏家としてな絶碩は1926年 5月4日ンユーベルト作フルー ト、ギター、ヒーオラ 、セロのため

の四前炎曲をウイ ーンの科学アカデミーで初油したことであった。作曲、編曲も相当数に

上り 、中でもテルツ 、プリモ、パスギターのための二屯奏曲は有名である。

ルイゼ ・ワルカー LuiseWalkerは 1910年 9月9日ウイーンに生れた。はじめツー トに

就いてギターを学び、次いで i}楽アカデミ ーに入ってオルトナー教授の指芍をうけ、更に’そ

の後 リヨペット及びセゴヴィアの来澳を機会に直接その指；gをうけて、その芸術を完成し

た。 1925年11月3日ウイ ーンの奏堵にデピユーして決定的な名店を博し、師オ）レト ナーを凌

ぐギタリストとして注目された。 1928年にはリヨペットと共にペル リンのギタ ー音交祭に招

かれて客演し 、 翌年は同じ音楽祭にスペインのロンタ ・ ローデス及びフランンスコ • アロソ

ゾと共に客演し、非常な喝采を団した。越えて1933年にはアメリカに渡り 2月2日にニュー

ヨーンのタウンホールにリサイタルを開いて益々名）Uを邸めた。その時のプログラムほ次の

通りである。

1. パッハ作 サラパンド

2. ソル作 モーツアルトの主類による変奏曲

3. ア）レパート作 カンンオン

4. メルツ作 ハンガリア幻想曲

5. タルレガ作

6. ” 

エチュード

ホタ

7. フリースネック作 ンユーベルトの冶初変炎曲

8. グラナドス作 スペイン舞曲

9. ワルカー編 モーツアルトの「ドン ・ジュアン」のメヌニッ ト

10. ” ジューベルトのセレナーデ

ワルカーはオ）レトナー教授の後任として現在ウイ ーン国立iや染アカデミーのギター科の主

任教授の任にあり 、・ハイセック Hejsekと結婚してすでに一子をもうけた。最近初歩者用

の編剌lhや自作並びに編曲を出版し、後進の指祁に当つているが、油奏活動も却々活激で、

エピック盤 LpIこ録音して注目された。このレコードでもわかる通り 、グイド ・サント ルソ

ラ GuidoSantolsolaだのヘルマン ・アンプロンウス HermannAmbrosius だの現代作

曲家のものを進んでレパートリーに加えて却々の進境を見せているのは頓もしい。昨年秋は

カッセル市に於けるドイツマンドリンギター連盟の背楽祭に客演してロドリゴ Joaquin

Rodrigoの 「アランフエス協奏曲」を演奏して絶讃を博した。

ゲルタ ・ハンマーンユミー ドGerthaHammerschmiedほワルカーと並び称されるオ）レ

トナー教授門下の逸材で、共にすぐれた女流ギタリストとして沖「1されている。その人とな

りについて布者は殆ど知る1所がないが、女史から直接送られた 1954/55年度の業秘による と

1954年10月 映画「Gasparone」にウイーンフィルハーモニカーと共に出油

同 12月 映画「DonGiovanni」にア）レフレッド ・ウール指揮ウイ ーンフイルハー
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モニカーと共に出演。 ． 

1955{f 2月25「l 女教師研究所主催の室内楽演奏会に賛助出演。
同 3月10、11[l モーツアルトザールに於けるウイ ーンコンチエルトハウスの演奏

会に特別出演し、ポール ・スコンカ PaulSconkaの新作チエロ

と室内オ ーケストラの曲のギタ ーパー トを受持つた。
同 3月20日 プラームスザールに於て室内楽演奏会を開催、チエンパロのフレデ

リクセ‘ノ女史、フルー トのヨゼフ ・ニーデルマイヤー、オーポエの
ハンス • ハナツクの賛助出演により 、 ダウベ Joh. Fr. Daube,ビ
Jレス KarlPilss, レパイ Ferd.Rebayの曲を演奏した。

同 4月26日 Ravag 局から新室内楽の時間にアルパー ド、 レパイ 、ンヨルツの

曲を放送。
同 5月26日 Ravag動からジュリアーニ作品85のフルートとギターのソナタを

放送（フルート GeorgWeinhengst)。
同 6月 映画「Afrika」にウイ ーソフィルハーモニカ ーと共に出演。

その他ウ イーン国立歌劇の DonizettiのDonPasquale, KienqeのKuhreigen,Pfitzner 
の Palestria',Rossiniの Barbiervon Sevilla, Verdiの Falstaff 及び Othello
の上沙（にあたりギターバートを受持つた。

このようにハンマーンユミード女史の活動は却々活液である。
同じくオJレトナー教授門下のカール ・ンヤイト Karl Scheitは昨年春ロンドソに招かれ

て演女会を持つたが予想外の不評だった。毎年セゴヴィアに接しているロンドンの聴衆は、
並大抵のギター油奏には容易に感吹しない といふ批評が出ている。ッャイ トの人となりを私
はtlflき）)_んでいない。

ョセフ ・バソマー JosefPammer は 1904年 5 月 12 日楽長セバスチアン • パソマ ーの子と
してウイーンの新市街に生れた。五オにして父からパイオリンを習つたが、十五オの時父に
内紹でギターを学び、オルトナー教授に就いて修業した。 1931年ウイ ーン国立音楽アカデミ
ーでギターと音楽理論の課程を了え、その翌年にはオーストリア、スエーデンを経てロツア
に入り 、'1934年にはポルガ河畔サラトフ斉楽研究所の講師に屈われ、同地で独奏家として活
罪し、演劇にも協演したりしていた。第二次世界大戦終結後再びウイ ーンに渡り 、独奏及び
室内楽演奏に力を入れたが、 1946年ケルン トネル音梨学校がギタ ーを正科に編入した時、そ
の教授としてパンマーが迎えられた。パン マーは歌及びギター曲に好ましい作品を持つてい
る。

ォット ー・ンンドラ ー OttoSchindlerは 1904年 2月28日ツィッカウに生れた。商業学
校を卒業し、銀行員となったが、 1925年背梨に転向し 、ウイ ーンに出て国立音楽アカデミ ー
のPl]を叩いた。理論を Prof.Richard Stohr, Prof. Robert Lach, Prof. Camillo Horn, 
Prof. Alexander Wundererに学びギターを Prof.Jacob Ortnerに学んで 1929年優秀な
威絃で卒業した。翌1930年ウイ ーンのプルグ劇場次いで国立オペラのギタリストに迎えられ
同年パイオリン、ピオラ 、ギターによる ウイーン、ギタ ー室内三重奏団を粗織し、その演奏
がユニークで好評を冊し、今日ではウイ ーンの室内楽の名物の一つになつている。 そのトリ
がな招かれてヨ ーロ ツバ各地に於て油炎し、1938年にはニューヨ ークの NBCに招かれ渡米
しこ Lでも ラジがこ泌奏会に大へんな好評だつた。ンンドラ ーはラジオばかり でなく 、ハ‘ノマ

（以下19頁につづく）ー一
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練習 時の 注意 二、三
Einiges u her das Uben 

ルイゼ ・ツルカ ー

Luise Walker 

多くの練習生は、 毎日毎日何時間も何時間もぷつ続けに練習する ことが進歩の要訣と考え

ているようだが、それは間迎つた考え方で； 要は正しく錬習する ことであり 、適当な練閃曲

を選ぷことである。注意力を一所に集中し、緊張して何時間もぷつ続けに練習をすることは

殆ど不可能な こと ＼言ってい上 。練習が体操の ように機械的に手を動かすだけで、心ことに

非ず式ではいけない。芸術的な個性が損なわれてしまふからである。演奏家がテクニツク偏

重に陥入るならば、その演奏は魂のない機械的な採作に終つてしま ふ。

演奏はテクニ ックと表現の綜合である。 テクニックがすぐれている といふこ とは、表現に

大いに役立つのである。 テクニ ックが不十分であ り不完仝であるこ とは多少共表現能力を阻

害する。私はテクニ ツクは目的への手段であると考える。或楽曲を演奏する場合、演奏者の

魂がそれに流れて浴け込むことによってはじめて、テクニ ツクが勝利を得る こと になるわけ

である。

演奏者は、とくに上級の段階に在る演奏者は常にその短所と欠点に注意を向け、長所と特

色をのばして完成させるまで力を尽さなくてはならない。と同時に、毎日紆日の錬習を適度

に按配することが大切である。そして堕要な関心と注意は、音階の練閃、それを速かに仕上

げる錬習に向けなくてはならない。それにパルレ、弾絃法、人工的ハーモニック背、ト レモ

ロ等の練習も大切である。エチュー ドに取りか上るのはその先のこと で、まして演奏1111を手

がけるのは更に先のことである。そして又緊張して一生懸命練閃した後に適宜休憩の時間を

とることも忘れてはならない。

パル レは多 くのギ タリスト の苦手 （にがて）な奏法だが、それについて二三の注意を与え

よう。このテクニックは、たしかに必要でもあれば、須要でも あるが、而も大へんな不利を

伴つている。それは左手指の触党の柔らかさを減じ、 腕に鈍い項さを感 じさせ、 引いては関

節の運動を妨げるのである。だから私は、パルレの練習は日課の始めに するよ うに勧めた

｀ これを先にしてしまえば、後の練習はもはや苦でなく 、愁気を祖喪させるよ うな ことが

なくてすむからである。少しの疲労感を押して練習を続けた り、過重な練習をしたりするこ

とは特に注意しなくてはな らない。そうでないと 、次に容易に支節が起つて、 更に長い時間

を休まねばならないような破目に陥入り易いから である。

左手小指をひどく伸ばして使ふ錬習も、筋を切る 怖れがあるから注意 しなぐてはならな

い。多くの演奏者にとつて緊張に疲労はつきものである。それが左の肩を邸く張り上げ、且

つ左腕を左の方に張り出すために、余計に疲労が加わるのである。ギ タリスト が大したこ と

い思わずにいる些細な事柄がまだまだ沢山あるので、 次にそれらについて簡単に注意を促し

てみよう。

左手について： 一

指先を直角でなく 、指腹を平らかにして絃を抑えると音が澄まない。腕を右の分に引きっ

けすぎると第六絃を抑え祖なふことがある。又左の方に張り出しすぎると指の腹で絃を抑え

る結果となり 、又高いポジ i/ヨンヘ移ることが難かしくなる。指を絃から早く放しすぎる と

音の持統が短か くなつて・しまふ。
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右手について ：ー一

各指の迎動が大きすぎると訊澄を欠き 、 そのため早いパッセージに支〖約を来す。音階やバ
ッセージの練習で交互打絃の指が不揃ひだったり 、同一指で多くの名をつゞけて出す場合に
迦かに動かなかつたりするのはいけない。その癖がつくと将来大いに支節を来すことにな
る。和絃の際に指で絃をつまむようにするのは芸術的でない。

糾聞1時にしばしば見受ける、こと ：一—
例えば、或る曲が指定されたゆるいテムポで弾くよりも 、早いテンポで弾いた方が具合が

し心場合。これは両手の協同採作が精確を欠いているせいでも 、左手の指の力が十分強くな
いでもない。その説明は、第一に、テンポを速めると 、両手の協同採作の拙さが感じられ
ず、索人には如何にも流暢にきこえる。しかし実際には明確を欠き 、一寸はなれてきくとみ
ごとに感じるが、近寄つてきけば却つてぽやけて間えるのである。第二に、同一フレット上
に指を長く留めて店くと筋肉が疲労（特に長い時間緊張していると）するが、テソポを速く
弾くと 、個々のフレ｀クトを抑える力が少くてすむことになる。従つて指の筋肉の疲労が少＜
なり 、且つ軽快に動くといふわけである。

以上私は、ギターのテ クニックについて、二三気のついた所を考えてみた。尚言ふべきこ
とは多々あるし、練習の度に新しい困難にぷつつかり 、又不十分な点に気がつくわけだが、
凡て夫等に打ち勝つて前進しなくてはならないc こと では仕んの少ししか述べられなかつた
が、それが参考となって、し心結果を齋らし得れば幸である。

テクニックは夫自身魂のないものである。しかし一つの作品に形象を与えて芸術品とする
ためには極めて重要な役割を演づるものである。

= Die Gitarrre誌第十一年第七／八号より ＝

難かしいテクニックを克服するには ：ー一

テクニックを辣磨し、これを完全なものにするのに、唯機械的に練習することは、焦用で
あるばかりでなく 、寧ろ時間の浪四である。どんな小さなテクニックの練秤にも精神を集中
することが大事である。テクニッ クの困難を克服することによつて、はじめて機械的な技巧
が解決され、演奏曲のややこしい部分が面みなくすらすらと弾けるようになるのである。演
炎に際して意識の状態をどう 四くのがい りか、という問函にはこいではふれない。只、テク
ニックのややつこしい部分が、余り気に掛けると却つてとちつてしまひ、睾ろ意識をしない
錫合に易々と而も立派に弾き上げることがあることは、人の知る通りである。

難かしい部分は勇気を以て当り 、ひるんではならない。自信を持つごとが人事である。
初めはテムポをゆる＜練習し、次第に速めてゆくのがいぃ。錬習を急いで先走りるすると

確実性がなく 、テクニックは粗雑なものになつてしまふ。私は、既に仕上げた個所も 、折を
みて、ゆつくり而も念入りに繰り返えすことをすいめる。そうすると前には気がつかなかつ
た拙い所が沢山あるのに、きつと驚くはづである。

要するに巧く演奏するには、目楳を次の通に定める。即ち、精神をこめて練習し心をこめ
て演奏する。

=Das Uglche Training序より＝
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ギター音 楽 入 門（五）
The Study of the guitar 

ミゲル ・アプロニス

Miguel Abloniz (Milano) 

Transl. by Y. Adachi 

WI 

今度は次の半音階を両手で同時に始めることである。即ち八分音符によつて沿かれている

4/4の二小節から成る同一絃上の四音の半音階である。

上向部（第 1小節）

Ill 1の指を第三絃の VIIフレットにおき、右手の imでその音を二度弾く

(2) 2の指を珊フレットにおき (1の指はその儘）再び im で弾<-

(3) 3の指を IXフレットにおき (1,2の指はその儘） imで弾く

(4) 4の指を X フレットにおき (1,2, 3の指はその儘） iinで弾く

四つの指を絃上にその儘おいて

下向部（第 2小節）

(5) 4の指で押えている音を imで再び弾く

(6) 4の指を上げて imで3の指で押えている音を弾く

(7) 3の指を上げて imで2の指で押えている音を弾く

(8) 2の指を上げて imで 1の指で押えている音を弾く

この練習と既に第五稿で述ぺた最初の練習との関係は直ぐ気が付かれたであろう。それは

すべての絃に渉るぺきである。始めは第WフレットからしばらくやりVIVIVフレット同様に

珊IXXフレットと云うエ合に進めるべきである。 （これは第匹稿に書いた理由による）これ

が或程度容易に出来る様になつたら各々の音を二度弾いていた代りに一度にする。この場合

1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1であり右手は二つの指を交互に使ぅ 、それから半音づつずらして

錬習しすべてのフレット（同一絃上で）をやる様にする。何時も imばかり使わない様に注

意すること 、これは第一稿で二つの指について 67の組合せを述ぺてある。（訳者註 im.

mi. ma, am, ia. ai) 

常にギターが胸の処で心持ち高くおかれている方が手の位置の為によい、ことを考えておく

べきである。しまいにはこの正しい位置が普通になる。これには鏡の前で純習するのがよい。

左手：手首がよく曲り前方に出ていること 、指がフ レットに平行になっていること、拇指

は枠の中央にあつて 2の指の下あたりにあること 、ひぢは床に向つて真直ぐに下つているこ

と、腕の力は全く抜けていること。 • • 

右手 ：充分に応くし手首を曲げることによつて右の方に向つていること 、手首が拇指の側

から云つて頭の方に引張られ指の先がプ リツヂの方に引張られる気持と思えばよい。

私は皆さんに GuitarReviewの No.4の表紙に出ている セゴピアの右手の写真のすばら

しさについて注意深く研究される様申上げたい、こ の写真は演奏中の右手の手本として見習

うべきである。同じ写真が Bobriの主宰するクラ i/ツクギターの為めの ReferenceChart ・ 

にも出ている。

i.m. aの索面な幅の広い動きを習得する為には手全体を高く位四して第三関節（爪の生

えている処）が見えない位にする、しばしば見受けるが初心者や悪い癖のついたギタリスト

で第二関節が絃より下に位問している人が居るがこれは誤りである。との様にしてたれ下つ
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ゃ・ → 

• ・ 

た手で演奏すると爪の端が絃をはぢく時上の方に引つかけ上げて演奏が終つた指は次の動作
にうつれなくなつて了う。これに反して手を高く位四すると指の動作が小さい内に絃を打ち
（常に強く打つこ とが出来る）そして次の動作がやり易い。
ギタリズトが両手の同時錬習を始めたならば前ぐ注怠すべき主要なことはヽ音の継あいで

ある。

音の破碇ほどうして起るか。
左手 ：（a)絃を押え嗚らしていた指の圧力が存符の規定する長さより早く弱まつたり或は

圧力が全然なくなつて了った時
(b)同一絃上の二つ以上の上向音を奏する場合高い音を弾く指を前の音の音符の規定する

板さより前に押えようとする時
(c) I口l一絃上の二つ以上の下降音を奏する均合蚊初の白を押えている指をその音符の規定

する艮さより前に放して了う時
(d)テクニックが充分でない場合（しばしばフィンガリングの悪さの為）左手が多くのフ

レットを素早く飛ぷことが出来ない時

他の処でも書いた通り音符に規定する時間通り演奏出来ない様なテクニックの不充分なギ
タリストは時間より前に音を止めて了うし次の行にうつる準備に忙しくて11llが空いて（うの
である。

右手： （a)振動している絃上である音を弾こうとする時指が弾こうとすぺき瞬間より少し
早すぎたり或いは少し遅すぎたりする時

(b)指に悪い癖がついて了つていて必要以上に長く絃を押えて振動を止めて了う揚合 ‘
こゞで私は次の例を引用しよう 、鞭独楽が振動する絃によく似ていることである。鞭は右

手であり独楽が振動する絃であ る。独楽がぐるぐる廻つている間は鞭がどんどん廻す為より
必要以上に独楽の上に止つて居れば独楽は止つて了うであろう。絃の場合も之と同じで既に
弾かれて振動している絃を再び弾こう とする時は右指は索早く動かねばならない。絃の上に
指がおかれ .I,ぱ振動は止らざるを得ないし換言すれば行は止り破れるのである。

これらの初等の原則を諒解しだ後は注意すぺきことは耳の問題である、我々は絶えず我々
の作る音に耳を傾けていなければならない。そうしてゆつくりと法則通りに錬翌！しなければ
ならない、耳がよく発達すれば振動した絃が振動）Jを失った為に音が止つたものであるか、
又は音が上述のミスによつて突然に止つたのであるかの区別を聞き分けることが出米るもの
である。

教翌者がこの四音の半音階に馴染んだならば次の八音の半酋階に移つてよい。若し四つの
指を大きい四つのフレッ トにおくことの出来ない教習者が居ればそれらの人はWフレッ トか
ら始めてもよい。大きい四つのフレッ トとは我々は之を Bestpositionと呼んでいるが出
来る丈フレッ トに平行に指をおく為めには指が殆ど二等辺三角形の様な形にならねばならな
い処である。（之については先に行つて又述ぺることにする）

上向部 ：既に述べた様に 1,2, 3, 4の指で四つの音を弾いてから 2,3, 4の指を放す。
1の指は音は消えているが最高の圧力で押えられている。そうしてそこで 1の指を絃から放
さないで沿らせて今 4の指のあつた処の次に持つて行く。 この者が五番日の音となり次の上
向スケー）いの蚊初の音になるのである。（右指は舒通の半音階の様に弾いて行く）かくて (1
2, 3, 4)-1, 2, 3, 4とiJli（いて行つて出来上るのである。
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下降部 ：4,3, 2, 1と弾いて 1の指が弾き終り音は消えるが最高の圧力で押えられた儘

絃から指を放さないでこの八店の半立階の始まつた最初の音のフレッ ト迄戻す、下降部の最

初の半分が弾き終つた直後に聴かれる在は 4の指で押えられるぺき音である。我々は左手の

指については、1の指があるフレットに触れたならば、同時に各々の指が所定のフレツトに

おかれる様問熟しなければならない。これは既に述べた第五稿の応用に他ならない。

この原則に従つて勉強して居ないギタリス トは下降音階の練習に当つては一度に左指をそ

の場所に持つて行く様に努めねばならない。払はこのヽ同時奏法ヽを当初は例え二秒以上か

いつても四つの指を四つのフレットに同時に持つて行く様に辣習されることを希望する。

（但し正しくリズミカルに半音階を迎めて行くこと）さもなければ着実に完全な リズムを把

捉することは困難である。四つ乃至三、二の指を使って一つの指を使うより時間がかいつて

は不11Jない、この簡単なことが将来付li.,iを炎する際の基礎技巧となるのである。

八音の半音階は半音づつずらし乍ら令指板に渉るぺきである。初めは Iフレッ トから始め

¥1llフレット迄行き Iフレットに茄り次にIlフレットから始め1X迄さうして IIに帰る、この様

にして XIXフレット迄及ぷ様にする 、畝後には12音16音の半音階をやり四つの隣合ったフレ／

ットの三つ乃至四つ連続したものをやる採にする。

多分今はこんな半音階の錬料は無駄な様な気のする練習生が多いと思うけれども各々の絃

につき正確に実行しこっこつとすぺてのフレツトにつき練習することを熱望する。そうすれ

ば左手が指板のあらゆる場所に馴染むはかりでなく指を強くし両手の合理的な動きを助け

（これは一度覚えて了えば決して忘れない）お好みの場所に手が行く様になり次回に述ぺる

つもりの全音階の練習をより易しく錬告出米るようにするであろう。（以下次号）

（安達右一訳）

(14頁よりつゞく）

ーンユミード女史と共に「ガスパローネ」 「アフリカlなどの映画にも出演している。彼は

ギター曲も数々作曲しているが、就中フルー トとマン ドリンオ、ーケストラのための Rondo

Concertanteは 1950年度ウイーンコンチエJレトハウスの作曲コンクールの第三位に入選し

て注目された。

カール ・フリ ースネック KarlFriessneggは1900年12月14日グラ ーツに生れ、幼にして

楽オに恵まれ、初め音楽理論とパイオリンを学び、二十ニオの時ギ ターの美しさに魅了せら

れ瀕来ギターの限となった。ワルカーと相識り 、ギターの奥儀を極め、自ら独奏家として活

躍する一方、作曲家としてウィーンギター界に名を成している。作品としてンユーベルト の

「的の変奏曲」は有名である。現在グラ ーツの酋楽学校のギ ター科の教授である。

十八世紀未ジュリアーニやモリトールによつてウイ ーンに根を下したイタリア楽派のギタ

-tf楽は約半世紀の黄金時代の後、しばらく嗚りをしづめていたが、十九世紀末にヤコプ ・

オルトナーが現われて、 逸早くタルレガ流のヌペイン楽派を取入れ、こ .1.に再びみごとな開

花をみた。オル トナー今は老いたりと雖も、その門下は多士斎々で、ウイーンはやはりヨー

ロッパギター界の一つの中心地であることを失わない。

＝この小論を謹んでオルトナー教授に捧<.=
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伊束尚生訳クルレガ教程

伊東尚生氏の親訳になる PascualRoch 
著最新ギター奏法A modern Method for 
the Guitar - School of Tarregaの第二
巻が上梓の運びとなつた。あと一冊で究結
となるわけだが、第三巻は夕）レレガの自作
及び編曲の曲集となるのだから所謂教本と
しての訳業は之で一応完成したわけであ
る。原著の初版は1921年で、西、仏、英、
独、伊に次いで、三十五年目に日本語版が
出たわけである。この親訳がもつと早く出
来てよかつたはづなのに、今まで敢てこれ
をしなかつたのには色々なわけがあったの
である。炎法の説明は文字で表わすことが
難かしく 、まして顎訳となると尚更のこと
である。たとえ醜沢が出来た所で、これを
出版して採ク，1：がとれるかどうかわかつたも
のではない。それに醜訳権取得も容易なこ
とではない。となると計画は樹ていみても
実行が伴わず、結局尻込みをしてしまふ、
結局そうした理由で今までロッチ著タルレ
ガ教程の lJ本語版は出なかつた。それらの
困難を伊東氏はみどとに克服して、こ .I.に
第二巻を上梓したのである。

本誌昨年度第一号に、伊東氏がこの醗訳
並に出版の苦心談を占いて居られるが、多
忙な医業の傍ら、この事業に傾注された然
意と努力は大へんなものである。．而も原著
よりも低廉安価に提供するために、多くの
私財を投じ 、且つ万一採節が立たない場合
には如何なる犠牲をも覚悟している、と伊
東氏は言っている。こうした物質的な哀付
けがなければ、この名著の醜訳は出米上ら
なかつたにちがひない。

従来の力）レリやカルカッシの教本に馴れ
ると 、このタルレガ教程は甚だ趣きが変つ
ている。イタリア派のギター教本は、説明
が少くて、一見交しくて易しい錬習曲が多
く、生徒に常に染しみを与えるように気を
配つている。ところが、スペイン派のギタ
ー教本は、ソルでもアグアドでも、このタ
）レレガでも 、決して興床本位ではない。こ
とに最初の方では、説明と例題が多くて 、

• (20) 
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諫習曲が至つて少いので、ともすると退屈
になりがちである。しかし教本といふもの
は本来そう在るぺき性団のものかも知れな
い。家の土台も出来上らないうちに、庭園
に草花を植え込むのは、賢明な方法ではな
いらしい。それと同じことで、土台を築き
上げるまでは、興味本位を斥けて、押絃、
運指、発音等の訓練に苦心しなければうそ
である。

この夕）レレガ教程以前に、これにまさる
ものがなく 、それ以後もないところをみる
と、現代これの右に出るものがない。即ち
最良最上の教本である。海外ギター界の第
一線で活躍しているギタリストは殆と凡て
タ）レレガの流を掬んでいる。

最も忠実に夕）レレガの奏法を伝えたのは
リヨベットだつたと言われているが、ア）レ
ゼンチンのマリア ・ルイサ ・アニド、オー
ス トリ アの）レイゼ ・ワルカー、アメリカで
活躍しているレイ ・デ ・ラ・トレなど何れ
もリヨ，ベツト の弟子だから夕）レレガの孫弟
子なわけである。スペイン本国でもロンタ
• ローデス 、 ルイフ、 • マラヴィリアなど リ
ヨベットの弟子であることを誇りとしてい
る。ダニエル • フォルテアもタルレガの愛
弟子の一人だつたが、そのフォルテアの門
下がスペインには多い。勿論タルレガの弟
子たるペピタ • ロカ、ホセフイナ ・ ロプし
ドなどの女流ギタリストが現在しているし
，，＜ルセローナのコンセルパトワールの主任
教授たるプジョ ールも夕）レ レガの最後の弟
子であつた。 セゴヴィアは1直接夕）レレガに
手を取つて教えられなかつたことを残念が
つている所をみると、やはりタルレガ崇拝
老の一人である。こうみてくると現代ギタ
ー音楽は夕）レレガの基盤に立つているこ と
がわかる。夕）レレガの教程が勇んじられる
所以であり、わが国でも伊東氏の訳業によ
つてこの教程を容易に入手出来るようにな
ったのは幸なことである。絃に改めて伊東
氏に謝意を述ぺると共に敢てこのタル Vガ
教程の愛用をおす .I.めする次第である。
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OSTの復活に寄 す

武井守成氏亡きあと、世界に冠たる 、と

いつては言ひすぎかも知れないけれども 、

世界に誇り得る存在だった OSTォ）レケス

トラ ・ ジンホニカ • タケヰの将来はどうな
るか、といふ心配は、わが国マンドリン界

の歴史を知る厄どの人なら 、誰でもが胸に

抱いていたにちがひない。武井氏の没後し

ばらくはラジオなどで OSTの演奏に接し

たが、この二三年は嗚りをひそめてしまつ

た。一部には再起不能とか、又 OST解散

などのデマも飛んで識者を不安がらせた。

昭和 5年に OSTに入会して以来、その

主要メンパーの一人だった甲藤三千雄氏を

中心とし、旧 OSTメンパーを鳩合して杉

並マンドリンアンサンプルが結成されたの

は昨年で、 5月23日以来すでに数回 NHK

を通してその演奏が私達の耳を楽しませて

くれた。旧 OSTのメンパーが大半を占め

ているこの杉並マンドリンアンサンプルは

現在のと ころ、 実質上 OSTの延長とみて

し心し、数回の放送を聞いて、その傾向も

武井氏の意志を継承しているとみてい .I.の

で、ひそかに OST復活の機連を察知し、

そうなることを希望していたところ、この

度甲藤氏からの連絡で、武井氏の御違族並

に理事会の了解さえ得られ .1.ば、タケヰマ

ンドリンオーケストラと改称して、再発足

する準備が整つたといふ。これは最近の耳

よりな朗報で、私はその実現のために出来

I るだけの協力を惜しまないものである。

大正14年秋、武井男爵を中心としてンン'

フォニャ • マンドリニ • オルケストラが結

成され、それがオルケストラ ・ツンフォニ

カ • タケヰに発展し 、 第二次世界大戦中は

武井楽団と改称し、その間東京大震災の被

害などによる消長はあったにせよ 、OSTは

四十年に余る歴史を有しているのである。

「マンドリン とギター」（後 ．「マ ンドリン、

ギター研究」と改題）の発行によつて 、わ

が国斯界を啓蒙し、指屯し、育成した武井

氏の功紐は洵に没すぺからざるものであ

る。かつて PhilipBoneから譲りうけた
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武井文限は大炭災の被害を蒙つたとはいえ

その後の武井氏の尽力によつて復典し、中

野二郎氏及び沢口忠左術門氏のコレクンヨ

ンと共に 、 わが国マンドリン • ギター楽譜
の宝即である。又 OSTの日本肖年舘に於

ける春秋二回の定期演奏会は東京楽壇の名

物であつたばかりでなく 、地方の同好の士

には、それを機会に上京するのが大きな楽

しみでもあつた。あの OSTの崇華なプロ

グラムは、その盛時を物語っている。事実

イタリアに生れ、イタリアで育つたマンド

リン合奏が、マンネリズムに陥入ってどう

にも仕様のなかつた頃、武井氏は逸早く＾占

楽器を採入れてその編成を拡大強化し、且．

つ自ら作曲のペンをとつて日本的なものを

遅入し、こ.1.にユニークなマンドリン合奏

体を構成したのである。この OSTの隆盛

に菅原明朗氏の協力も大きかつたが、又

面菅原氏の今日の大を成したかげに武井氏

の被護と協力があつたことも鋭われる。と

に角作曲界に菅原明朗氏をはじめ、服部正

深井史郎、堀清隆の諸氏を送り出す機会を

OSTの作曲コンコルソが与えたし、評論

界に小西誠一氏（松本太郎）を送り出した

ことも 、武井氏の大きな功紐と言えよう。

こうした歴史と伝統を持つ OSTが、甲―

藤氏らによつて復活し、再発足の準備を整

えたといふことは、わが国斯界のために炭

賀に堪えないことである。最近、ジヤズや

タンゴの熱病的だつた流行が漸く鎖静しか

けたように思われる時、素朴なそれだけに

純粋なマンドリンオーケス トラが再び摂頭

しかけるのは理の当然で、全国的にその動

きが活澄になつて来たように承知してい

る。この時 OSTが復活し、武井氏の意図

を体して大方に範を垂れるような存在とな

ることを希望する者は私一人ではないと思

ふ。 ．

附記 ：杉並マンドリンアンサンプル（東

京都杉並区上高井戸 4の1974)がこ の度バ

．ン フレット Dolceを発行した。謄写版刷だ

が、将来は立派なものになりそうである。
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海 外 ニ ュ ー ズ

イタリア ：ー一

O Coote Guido Chigi Saraciniから 、

キジアーナ特集号（昨年度第六・号）に対す

る礼状に添えて Bulletinodell'Accade-

;mia Musicale Chigiana, Anno V'JI[n. 2 

ー3,(1955年 9月）と昨年度のギターのク

ラスの終講演奏会のプログラムを送られ

た。
9月8日 Segoviaのクラスの出演者及

びl11J目：
Jose Tomas Perez（スペイン）

Jレイス ・ミラン作 パバーナ

ヴィラ ・ロポス作前奏1ll1二つ

Emilia Corral Sancho（スペイジ）

ガスパル • サンス作 パパーナ

リヨペツト作 カタラーナ民謡二つ

プジョ ール作 口短調練習曲

Rodrigo Riera（ベネヅエラ）

ラモオ作 ミヌエット

ハイドン作 アンダンテ

アルベニス作 レエンダ（物語）

,John Williams（イギリス）

ワイス作前奏曲とガポツト

タンスマン作舟唄

_Alirio Diaz（ベネヅエラ）

スカラッテイ作 ソナタ

ト）レロパ作 アレグロ

9月 9日 Pujolのヴィ ウエラ ・クラス

の出演者と曲目 ：

Jose Tomas Perezの独奏

Jレイス ・ミラン作 二つのパバーナ

ナルパエス作 四つの小itlJ
John Williamsの独奏

ナルパエス作 皇帝の歌

Alirio Diazの独奏

デイゴ ・ピサド ール作 パバーナ

ムダラ作 フアンタジア
Maria Rosa Barbany（スペイン）の歌

と ElenaPadovani（イ タリア） の伴奏

Jレイス ・ミラン作 ピランンコ

パスケス ＝ピサド ール作

ピランンコ

・ (22) 

ムダ ラ作 イタリア風ゾネット

プレハ＝フエンラナ作 ロマン ス

Maria Rosa Barbanyの歌と Elena

Padovani及び JohnWilliamsの伴奏

フエンラナ作 ピランンコ

O Elena Padovaniから、阿部保夫君に

託して贈つた扇に対する礼状に添えて写具

を送つて来た。そのうち本誌上に紹介した

ぃ。
〇 ゼノアに Scuoladi Chitarra "Luigi 

Mozzani’'というギター教室を持つている

Carlos Palladinoはオーストヅアの演奏

旅行を好評裡に終えて帰国したが、 この

ほど弟子達の署名を加えたクリスマスの挨

拶状を送つて来た。これから定期的にイ タ

リア斯界の近況を寄せてもらうことになつ

た。近常のLaChitarra誌にパラデイ ー

ノのキジアーナ訪問記が出ている。

レバノン ：一一

首都ペイ）レート のギタリス トVrouyr

Mazmanianの手紙による と、マスマニア

ンのギター曲が近くウイーンの Hladkyか

ら出版されるし、別にアルモニアのために

作品を送つてくれる由。昨年、ベイ）レート

大学（アメリカ系）西購堂で、門弟 Joseph
Icbkhanian, Vahak Kasselian, Andra--

nik Yeghiayan と独奏、二軍奏、三重奏

の放奏会を行った。曲目は

1. 十七世紀のパパーナとガリアルダ

2. 十ヒ世紀の二つのアリア

以上二軍奏

3. パッハ作フ ーガ

三吏奏

4. ヴイゼー作ハ調組曲

5. パッハ作前奏曲とサラバン ドとド

ープ）レ’

6. ゾ）レ作 ホ調の舞曲

7. ” 二つのミヌエ‘；； ト

以 上 独 奏

8. カル リ作二調のロンド

9. ペ トレ ッテ イ作 主題と変奏

10. アンダルツア民謡 ムーア舞曲

以上二重奏

11. パガニ-二作 ベニスの謝肉祭
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12. マカロフ作 二つのギター

13. アルベニス作入江のざわめき

14. フォルテア作 グラナデイナス

以上独奏

オランダ ：ー一

0 ロッテルダムの JacqWitte からの

ニュースによると 、オランダギタ ー協会の

会長 Riesde Hilsterの指達によって同

地のギター界は益々活澄に動いている。毎

年5月に開催されるギター音柴祭で今年は

ジャック ・ウィッテの指揮す愚12人から成

るギター令奏の出派が期待されている。

〇 咋年度キジアーナのセゴヴィア教室に

はオランダから CoMelkertと Pieter

van de Staakの二人が参加した。

〇 今年からオランダのコンセルバトリ ー

でギター科が設けられることになった。

〇 ジャック ・ウィッテから送られた多 く

のギター曲の中に Domenus(D、)JCUment-

atie in Nederland boor Muziekオラン

ダi9,j染記録協会）版 ].M. Komter作フ

ルート （又はパイオリン）とギターのため

の Divertimentoin G.がある。副題に

Roccocoとある通り 、古風な約爛だるも

ので一翌楽店から成り 、第一楽章に発想記号

がないがセレナーデ又はメヌエット風な三

柏子の軽快なもの、第二楽租は歌謡調で

Andante可（I子、第三楽章は Rondeau

で Allegrovivo :-．拍子の、何れもまとま

つた佳作である。ギターの使用は、無理が

なく効果的で、而も常在的でなく 、非常に

好ましいものである。

アメリカ ：—―

0 II乍年 8月ニューヨーク の RadioCily 

Music Hall交序籾楽団（指揮 Raymond

Paige)の特別演奏会「Saluteto Lecuona 

レクオーナヘの挨拶」にギタリストのRoi-

ando Valdes Blain が出演して成功を収

めた。この旗奏会で、ギターと全竹絃楽の

バランスを考慰して特別なマ.イクロフォン

を使い、それが成功の一因であったとい

う。実はロンドンでも Julian Bream の

演奏会に於けるギター協奏曲の演奏にマ

23 

イクロフォンを使用したと問き及んでい

る。これはたしかに研究を要する課題であ

る。

Segoviaはマイクロフォン不要論を説

えている。勿論セゴヴィアは大抵 Thomas

Shermanの littleOrchesterと組んで協

奏曲を派奏し、外の伴奏の場合も小編成に

限定するらし い。事実 M. Castelnuovo-

Tedescoの第一協奏曲などはオーケス ト

ラスコアに明示している通り 、編成を限定

しているのである。従つてセゴヴィアの場

合はマイクロフォン不要論が成り立つので

あろう。しかしフルオーケストラとタイア

ツプする場合は、ロランド ・プレーンにせ

よ、ジュ リアン ・プリ ームにせよ 、マイク

ロフ ォンを使用することは当然であり 、必

要でもあつたと解される。勿論この場合マ

イクロフォンの性能と効果について万全の

策を講ずべきこと又論をまたない。

〇 昨年 10月号 Schwann誌はデッカが

Segoviaの新盤 (DL-9795)を発光したこ

とを報じて私達をよろこばせた。これには

ポ‘ノ セの嗚奏曲やバッハのフーガが録音さ

れている筈。テデスコの トナデイリアも、

この盤に吹込まれているらしい。尚同じく

Schwann 12月号によると英コロムピアが

セゴヴィアの新盤 (Col.ML-4732)を一枚

加え、それにはヴイラ ・ロポス、 ポソセ、

トウリナ、テデスコ等の現代音楽を収めて

いる。

プラジル ：一

サンパウロの有名なギターレコードの旗

集家 RonoelSimoesのラジオ ・ガゼット

の放送ば昨年 9月18日で 386回を数えた。

それまでのプログラムにのつた演奏家173、

曲目の数は1772曲に及んでいる。週一回の

放送だから、すでにし年の長きに瓦つてい

るわけで、堀内敬三氏のヽ音楽の泉ヽより

上廻つているのだから照く外はない。

尚日刊 Gazeta紙に 0 Violao と題す

る記事を定期的に出してい、私の手元に19

53年1月からその切抜が来ているが、裕に

一杏を成すギター論であり 、i/モーエスの

博識と努力にはただただ頭が下るばかりで

ある。
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国内ニュ ー ズ

0 新日本ギタリス 1、連合の会長永田哲大

氏の近報によると、 Jレイゼ ・ワルカーの来

朝を実現し、ギター音楽の全国的党酔を待

ち、次いでセゴヴィアの来nを期待する述

動を起こす由。氏の活蹄によつて f定が尖

現されることを期待し、大方の協）Jを希叩

する。

0 小原きく代火人の連絡によると 、 ‘•J ヽ ）Ji
安正氏は所定のスペイン留学を終了して 4

月に帰旧の述びとなった由。小原氏は人も

知る通り積極的な敏腕家であるから 、私述

をアッと苫わせる仕どの土産話を持つて柚

られるに相迩なく、帰国後の活動が今から

注目される。

0 地方のギター界も益々活況を旦してい

るらしい。例えば島根県に在つて山陰ギタ

ー音柴研究会を主宰する飯塚享氏が長浜け

年学級の主催で昨年12月27日に独炎会を持

った。そのプログラムを拝見するとパッハ

ソル、タルレガ、アルベニス、グラナドス

などの最邸作品が組まれている。余計な心

配かも知れないが、地方の肖年学級を相手

にしてのプログラムがこれで妥当であるか

どうかそれが気になる。

〇 京都勾気通信部音染同好会が機関誌ム

ジカを発行した。京都ギター音楽同好会の

小島正氏が リードしているらしく 、ギター

に関する記市が散見する。ギター音深がこ

うした機関ょに取上げられるの好ましい傾

向である。

昨年谷スペインのフラメン コ群踊団の

来朝以来、わが国のフラメンコギター界が

俄かに活況を呈して来た感がある。河上鈴

子、法村 ●友井の舞踊団が全面的にフラメ

ンコギターを取上げたのはg．ばしい傾向で

あつた。昨年秋、七 年 ぶ り に 渡 米 し た

Antonio 舞踊団のフラメンコに対して、

Musical America ;i.とは「フラメン コ舞踊

に堕要なのはギターの伴奏とオレ、オレの

掛け声とサパテオである」と決めている。
Manuel Morenoと MarianoCordoba 

のフラメンコギターの効果が一段とすばら

しかつたらしい。来る 1月26日夜山菜ホ ー

ルで河上五郎フラメンコ舞踊団の公油があ

るが、寿楽光雄と伊藤円出夫の両氏が加わ

つてわが国買ラメンコギターの粋をきかせ

ることになつた。その成果が人＾いに期待さ

れる。

〇 楽譜の印刷は難かしいもので、ミスが

皆無だというのは却つて珍らしい位であ

る。ッョットのセゴヴィア版tこつてミスが

散見する。まして打切：となると思わぬミス

が、それも次から次へと培火してゆくのは

問々経験する通りである。やはり印刷楽譜

を手にしたい希望は断ち雅い。終戦後しば

らくは海外楽譜の蛉入は却々困難だったが

この二三年はそれが比較的緩和されて 、目

ぽしい作品が案外容易に入手出来るように

なった。 誌友からの問合せが多いので取次

店を紹介しよう。

東京都中央区銀座ヒ丁目

n本染器東京支店

名古屋市中区園井町 3の3（三協 ピJレ）

荒井商店

大阪市北区永楽町32 ササヤ因店

0 前号に関西方面の本誌取次店を紹介し

たが住所に一字誤組があったので訂正す

る。

大阪市生野区林寺町 4丁目248

三好楽器商会

Pascual Roch著 伊東尚生訳 • 月村嘉孝註

最新ギ ター 奏法 （タルレガ教程）

第一巻第二巻 定価各巻 600円送料 40円

限定出版のため至急御申込み下さい。（第二巻は本年春刊行の予定）

申込所 ・岐阜市梅河町一丁目六 岐昂ギタ ー 音楽研究会
（振替名古屋 60 7 4) 

取次所 • 宮城県亘理郡山元町坂元 悩橋方 アルモニア

(24) 24 



Mozart作 マンドリン伴奏歌曲

作詞 Joh. Martin Miller 

Was frag'ich nach （心安ければ）

り -ーーー 一

←-―--― ---＿ ー ー 一 ： ー一・―― ― 

心安ければ 富も宝も何かは

歌詞 ： 若き血に胸は踊り たゞに愉し

朝に夕に この喜びを 高らかに歌ふ

（高橋功訳）



っ

Frau Prof. Luise Walker Hejsek 

ワルカー夫人は1910年9月 9日ウイーンに生れ、 8オからギターを手にし、先ず Dr.
Josef Zuthに師事し、次いでウイ ーンの音楽アカデミ ーに入って Prof. Jacob Ortnerの

指迎を受けた。更に HeinrichAlbertと MiguelLlobet について技を磨いた。早 くから

油奏家としてステージに立ち、イギリス、フランス、 ドイツ 、イタリア、アメリカ等に演奏
旅行をして名声を博した。フランスの IdaPrestiアルゼンチンの MariaLuisa Anido 

と共に現代女流ギタリストの三羽烏（ ？）とも云うぺき存在である。

1940年オ）レトナー教授の停年退戦の後を受けて現在ウイ ーン音楽アカデミ ーのギター科の
主任教授の地位を占めている。Hejsekと結婚し、すでに一子 Ulrich Rudolf Maximi-

lian の母となつている。 演奏家、教授としての活動の外に作曲にも見るぺきものがあり 、

Epic盤 LP(LC-3055)はワルカー夫人のアカデミックなオ ーソドクスな演奏を知る好個の

資料となるものである。



Narciso Yepez 

一個のギターによつて 「架じられた迫び」をあれほど有名にしたスペインギター界の新人

イエペスのフランス映画界に対する寄りも甚大だが、それによつてギター背楽のよさを一般

大衆に熱知せしめた功績を翡く評価し 、それに感謝の意を表したい。勿論先骰 Vicente

Gomezの映両 r血と砂」や 「征服への近」などに於ける功紹も甚大であるが。

イエペスは主にバリを中心に訴趾しているが、II]：年はグラナダの行楽舞踊祭に出演し 、J.
Rodrigo: Concierto de Aranjuezを演奏して絶讃を博した。ロンドン盤 LP(LLー1042)は

すでに「1本盤も発必され好評だつたが、外誌ではその演技 Segovia に遥かに及ばないとい

う批評が出ている。ところがその批評を決切つてこのレコ ー ドはII'!：年炭のベストセラ ーに入

つたのである。批評と云うものは案外なものである。その後て枚目のLP(TW-91019)でロ

ドリコの 「アランフエス協奏曲」を演奏し更に名店を閻めつ l.ある。イエペス7」政と云い度
ぃ。

ー



編集後記

遅れ走せ乍ら新年の御挨拶申上げます。早々賀状を寄せられた多くの誌友に心から御

礼申述ぺます。11'1：年殷蚊終号は払が風邪で哀込んだり 、手迎ひが多く 、ク リスマスまで

に裕に1lりに合うように出す心党だつたのが、遠隔地には間に合わなかつたといふイ＜手院

を仕出かしてしまひました。それに誤柏が大へん多く読みにくかつたことを執箪者並に

誌友各位にお詑び申上げます。新年の挨拶がお詑びで始まるのは全く恥かしいことです

が、このりも 1J] 27|」のモーツアルトの二百年誕生 LIまでに1iilに合うように出すぺきの

を、これ亦間に合ひそうもなく 、残念に思ひます。

昨年は京都の学会、剖部れの渡伊などで全く腰を据えてアルモニアに専念することが

出来なかつたのです。勿論私は医師を生業としているので、アルモニアに専念すると 申

しても 1·1 ら限疫があります。 その限度内で今年は落ついて仕＇J~をして参りたいと考えて

います。

勿論、今年は小原安正氏の婦朝を契機として大きな飛躍が期待されます。そうすると

II本ギター辿盟と新 LI本ギタリスト連合が、どのような動きを見せるか、予断を許さな

いところですc ギター音楽を愛し、その発展ー一令り文と向上を目ざしている、1はでは同じ

仲Illlなのですから 、大同団結が好ましいのですが、又分立して而も純粋な気持で競争す

ることも 、お互の成長に役吃つこともあり得るので、これも斥ける気にならない、とい

うのが私の現在の気持です。 Goingmy wayといふ映画がありましたが、私は故沢口

氏の追志をしが軍し、且つ時勢と歩調を合せてアルモニア本来の辺を踏み固めてゆきたい

と思つています。即ちアルモニアはアルモニア独自の発展を期していますので、その点

誌友諸氏に御r解と御支援をお願ひする次第です。

私並にアルモニアと海外ギター界の連絡は益々密になり強化されて来ています。多く

の汗料が次々と送り届けられ、 次号にも珍ら しい写真や楽譜を紹介する準備を整えてい

ますからどうぞ御期待下さい。尚皆様の春のプランが決つたら編集部に御一報下さい。

国内ニューズの閥を拡張して誌友諸氏の便に供したいと考えています。

陳腐なし‘.I.）iですが、今年もよりよき年でありますように祈りつ .1.、こ.I.に第で年第

一号をお/111けします。 （I. T.生）

海外楽譜 ● 楽器•楽絃

スペイン UnionMusical Espanola版 ， 
イギリス Schott版
フランス MaxEschig版

イタリア Ricordi版
アルゼンチ‘ノ RicordiAmericana版
アメリカ SpanishMusic.. Center版
スペイン Ramirez製ギター

アメリカ Augstinナイロ ン絃

其他直袷入梨滸多数取揃えて御用命お待ち
しています
郵券16円封入li1込の方に II本語版カタログ
お送りします

名古屋I！沖区園井町3の3（三協ピ）レ）

荒井商店貿易部
荒井史 郎

誌喪 1冊 100円(〒8円）

半年分 3冊 300円（〒拙）

年分 6冊 600円（〒洪）

ア）レモニア第三巻第一包
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