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巻 頭 言

音楽が再現芸術である以上、他人の作品を演奏する ことに十分な意義があることは勿論で

ある 。 しかし選りに選ってはるかに遠いものばかりを求めなくとも 、 若し •も身近かにい L も
のがあったら 、手近かな作品を演奏することが賢l拐な策でないとは、誰も言い切れまい。勿

論具近かにい L •作品があったらである 。

流行を追うことに念なファッシ・ョン界なら、クリ スチァン ディオ ールの新作に飛びつく

趣味もわかるけれども 、酋楽の世界はファッジョンの舞台とはちがう。音楽の世界にディオ

ー）レ的な存在が不要だというのでは勿論ないが、我々 日本人の体格や趣向をよく知っている

而も腕の達者なデザイナーがたく さんいる ことを忘れてはな らない。

手取り早く 言えば、私達はもっ と手近かな邦人作品にも目を注ぎたいのである。好き鎌い

を言 っていないで、武井氏や中野氏などの作品の独特な リリンズムを掬みとる雅屈がほしい

のである。或いは山田耕絣氏や宮城道雄氏な どの作品の中から 、ふさわしいものを求めてギ

ターに編曲する努力をしてみて低しいのである。そうしたところにこそ、日本のギタリスト

が日本の音楽を身につける最も確実な道が拓けるような気がするからである。
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アルモニアの五周年を迎えて

高 橋 功

アルモニアがこ .1.に復刊五周年を迎えることが出来ましたのは、ひとえに先輩諸氏の御被

護と御鞭撻の賜ものであり、、誌友各位の御支援ど御協力のおかげと 、あつく感謝串上げる次

第です。昭和 2 年に沢口忠左エ門氏に よって創刊されましてから満三十年となります。 • それ
が戦争のため90号を以て休刊となり 、更に沢口氏の病臥、逝去のため自然廃刊の已むなき状

態に立ち至った時、門弟たる私はそのまりこして しまうに忍び得ず、清美夫人にはかり、小

西誠一、中野二郎、小倉俊の三氏のお力添えによって昭和29年に復刊することになったので

す。それから小冊子ながら隔月定期的に刊行して 、こ.I.に24冊を積み璽ねてまことに感無屈

なものがあります。

最初の年は私達の大先輩である武井守成氏の特集号を以て終りました。又この年は中野二

郎氏の作品をイタリアの国際ギター作曲コンクールに応募することをおす .I.めし 、お世話し

て入賞の名誉を担うことが出来ました。そ して第二年度は阿部保夫君のンエナ留学をお世話

しま した。その間おそまきながら 、東北大学の黒羽武教授の下で博士論文のための勉強をさ

せていたゞき、昨年やっと学位を授与されました。それに一昨年は「シュワィツェルと動物」

昨年は叔父 「志賀潔」伝を法政大学出版局から出版し、そんな仕事のために一昨年と昨年度

はアルモニアのため又わがギター界のために特別な仕事を残さなかったことが甚だ逍憾でし

た。そしてこ .I.に第五年を迎えることになったわけです。

この記念号のために先詔諸氏からお祝と激励の御言葉をいたゞいたことを光栄至極に存じ

ます。中には過分なお言薬もあ って面ほゆいような気もしたします。しかしそのお言葉を、い

たゞいて 、私のえらんだア）レモニア刊行の仕事が、これまで私が考えていたよりもはるかに

意義のあるものであったことを反省させられ、何かひしと身の引きしまる思いがします。そ

して第五年度のスター トラインにつくにあたり 、今まで感じていたよりもっともっと重大な

資任があることをしみじみと自党させられました。たゞ私の微力が果してその重責を遂行し

得るかどうかを案じつ .I.‘而も全力を尽して皆様の御期痔に添う決意をかためたわけです。

私は中心から遠くはなれているので直接演奏活動をお世話する ことが出来ず、求められ .1.

ば助言を差上げるのがせいぜいでした。その代り 、今年は作曲コソクールを計画し ました。

中野二郎氏と小船幸次郎氏の審査によって 、すぐれたギター曲を斯界に送り出すことが出来

たら幸と考えます。それにギターの姉妹楽器マンドリンの音楽が、とくに最近学校や職場を

中心に隆盛を見せている時、その向上に資するため別冊「マンドリン」を春秋二回刊行する

こと .I.し、すでに顧問両氏とその第一集の編集プランをねっております。勿論こうした記念

事業も 、私達当事者だけ力んでも成果を挙げられるわけのものではありーません。大方の御援

助と御協力によってはじめてその実が結ばれるのです。

アルモニアの発展のために、今後共お力添え下さいますよう 、よろしく願上げます。
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アルモニアヘの感 謝

堀 内敬

戦後の最も困難な時期を切り抜けて批々と五周年を迎えた「ア）レモニア」に対し 、払は衷

心から感謝する。

日本に、今日ほどギターが普及した事ほかつて無いであろうし 、またギター音楽の本当の '

味を理解する人が多くなったこともかつて無いであろう。普及という点では流行歌や軽音楽

が最も大きな推進力であった と思うが、そういう段階を経て本格的なギター音交に進んだ人

も多いのだろうから 、• これも喜んでよいのではあるが 、 本格的なギター音楽がすこしずつで

も同好者を増していった事は、まじめなギター研究者たちの努力の結果であり、その背後に

は「ア）レモニア」の大きな力がひそんでいる。

ギターの音には、すぺての人をひきつける美しさと深さがあり 、それだけに演奏技術はむ

ずかしく 、レパートリーの研究も容易ではない。そういう研究的な面での指針は「ア）レモニ

ア」以外には無いといってよかった。初心者を上へみちびく機関、研究者が知識を吸収し、

交換し、発表する機関としての「アルモニア」が、もし無かったならば、ギターは流行歌 ・・

経音楽の助手であり下婢である役割に低迷していたのではないかと思う。通俗化しているだ

けにギターには陥し穴が多いが、まじめな同好者を、道に踏み迷わせないためにも 、「アルモ

ニア」は有意義な仕事をして来た。

高級な音楽のための雑誌は レコード雑誌 • 音楽教育雑誌を含めて相当に多いが、 高級なギ

ダー音楽の雑誌は「アルモニア」一つである。ビアノ専門誌もヴァイオリン専門誌も無いの

にギター専門誌が有るというのは、これが絶対必要だからには相迎ないが、経営上の困難が

多いことはたやすく想像できる。

よくやってくれていると思う。全く大変な努力だと思う。ギダーのひけない私でも「ア）レ

モニア」への感謝の情は深い。

祝辞

藤 田． 不

高橋さん、あなたの超人的な努力で創刊された「アルモニア」が、．早くも五周年を迎えら

れる事に、心からお祝いを申上たいと思います。ギター音楽に関心を持っている方々は例外 ．． 

なしに、あなたの達成された御偉業に敬意を表していられると私は信じます。医師としての

毎日の激務のかたわら「アルモニア」を出版されていられますのは、実に容易でない事であ

るのほ判然としています。この出版をされています事で、若いギター奏者達がどんなに援け

られていますかは、計り知れないと思うのです。国内の方々から寄稿を求められるのさへ多 く

くの努力を要しますのに 、 その上絶えず海外のギタリス ト 達 、 •その他との通信をされ 、 それ
は日本の他の出版物に得られない知識と情報を提供する結果になり 、全くいたれり 、．つくせ

りであります。拙劣な私の寄稿が若千でも御役に立ち得るようせしたら本当に幸に存じま

す。この機会に私は改めて「アルモニア」の発展と 、あなたの御健康を祈りたいと思います。
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復刊第五年を迎えて ， •．,＂’』 r·

小 ．西誠 .・一

終戦後の世の中には事が多く 、次から次えと種々雑多の出来事が起って時の過ぎ行くのが ，ら,..,.

本当に速いという気がする。実際こう時勢がスピーデ ィーに移り変り 、生活が忙しくなると ・

1年や2年はあっ という間に経ってしまう。「アルモニア」復刊以来、書いたり 、怠けたり；し

て居る中にもう五年目になった事を最近高橋君から通知されて 、あつそうだったかと始めて

気が附いた事である。

高橋君から復刊の知らせを受けた時、よくぞ踏み切られたその意気込みを壮とすると同時

にその男気に引かれて柄にもなく願問を引受けた。何か御役にたてばという気持ちからだ．つ

た。然し本当に御役にたつか如何かに自分ながら自信は持って居なかった。そして事実余り

御役には立ったとは思えない。高橋君は全く孤軍窟闘といつた形で毎号の編集に打込んで来

られた。編集というものが如何に厄介な、面倒なものであるかは、直接経験はなくとも 、始

終雑誌に寄稿してゐる払には大体見当が附く。原稿を依頼し、集める事丈でもなみ大抵の事

ではない。集つた原稿を整理し、割附け、校正をする仕事も容易ならぬ骨折りを要する。内

容の方からいつてプランを建てる丈でも生やさしい事ではない。勿論高橋君自身の執筆も頭

と時間とを少からず必要とする。而もそれを本業の医師の傍やり 、その間に学位を取る為の

アル・パイ ト（今日の学生のいわゆるアルバイトではなく本当に学問的な研究である）迄やっ

．てゐられる窟闘振りには誠にすさまじいものがあつて、七面八腎とか、超人的とかいう言葉

を払は何時も考えさせられた。

それ計りではない。外国の作曲家、演奏家との通信の交換、外国雑誌の入手、外国えの

「アルモニア」の寄贈等これまた私等には到底手の出せそうもない事迄やって来られた。こ

うして「アルモニア」は日本の音楽雑誌であるに止らず国際的な音楽雑誌になつた。この

様にして謀橋君のギター音楽えの献身 と熱愛は外国作曲家の親愛をかち得る所迄行つた。 ．

心 stelnuovo・Tedescoが作品を高稿君にデディケート したのはそれを語るものである。

，以上私の知る限りの高橋君の努力の跡を振りかえつて見たが、本当はまだまだそれ以上の

骨折りがあったに迩いない。不愉快な出来事もあったかも知れない。そういうものに堪えて

続けられだ努力の大きさ—ーそれなくしては 「アルモニア」の持続と発展は得られなかつた
るう。• 第五年目を迎えるに当つて何よりも先に払の頭に浮ぷのはそういう事実であり 、 その
当事者高橋君に対する感謝と敬服の念である。

私がこの様にいうのは自分の怠け勝ちである事をカムフラージユする為や仲間褒めの為で

はない。高橋君のギター音楽に対する私心のない愛、純粋な愛を知つてゐるからである。こ

の愛に基づいて「プ'Jレモニア」が次の 5年間に一層発展する事を祈り 、期待する。毎号の内

容やプランを見ると・高橋君の止る所のない積極的態度と計画を読み取る事が出来、日本で 1

番 authenticなこ のギタ一雑誌の内容がいつそう充実ずるだろう事が信じられる。第五週年

号の発刊に対して御目出度うをいうと同時に第十週年号の発刊に対しても御目出度うをいえ

る事な確信じて差支えないと私は思う。 ．
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アルモニア 五 周 年 を 迎 えて
中，野 郎

月並みな感慨ながら全く早い。故沢口氏の時代私はアルモニア五周年紀念の油奏会に招か

れて客演した時初めて裔橋氏を知ったのであるが、共の後の幾栽月を専門家でなく斯くも斯

楽に対して梢熱を傾けた人を知らない。而も氏は其の間に学位を得られ且幾多の著沿を出版

し実際家として指押もとって居られる。沢口氏の志はこの超人的な人を得て立脈に引継がれ

たのであるが思うに氏がアルモニアを刊行するに就いては宿命的なものを感じていられるに

迩いないのである。私はこの一’lばに思い到る時いつも何とかしてお手助けしたい気持に馳ら

れるのであるが既に）J不足で何も出来ないのが漸愧にたえない。かってミラノで Vizzari氏

がイル ・プレットロ誌によって斯楽の興隆に大きな貢献をしていた事が氏の亡きこの頃にな

ってハッキリして来た。既に本邦でも本誌の他にギターの友、ギタルラ 、ギター芸術等の専

門誌が刊行されて夫々の立場から斯楽の興隆の為めに参与しているがアルモニアはやはり今

までのアルモニアの特色に向って益々歩を進めて頂きたい。恰も演奏家が自己のレパー トリ

ーを打つように。氏はとかくの批判に対して非常に心痛していられた11もあったが過ぎ去っ

た四年を顧みての弘の感想は上記に帰沿する。氏と誌が善慈に出発し一貝したものを持つ程

心強いものはない。

一言お祝いの言莱まで。

所感

小船幸次郎

アルモニアが創刊五周年だと言われても 、ハテ未だ五年きり経ってはいなかったのかと思

う程、アルモニアの存在は我々ギター、 プレクトラム音楽愛好者の間の生活の一部になって

しまっている感がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
アルモニアの特色の一つは国際的に誌友を持っていると言うことである。ギターやプVク

トラム系の様な特殊な楽器は、世界の特殊な愛好家に依って強く支持されているものであ

る。従って愛好家相互の連携がどうしても必要である。この役目を果している機関誌が世界

にいくつかあるが、日本のアルモニアもその中の一つとして欠くぺからざるものになってい

る。

アルモニアの強味は編集顧問に中野二郎、小西誠一の両氏を得ていることである。両氏の

豊宮な智識と経験が誌価を認めている以上に、両氏のI品い人格が屈橋氏をよく協同させてい

る。

アルモニアの良さは高橋功氏の良さである。研究的であると同時に友交的で、広い間口と

深い包容力とを有する同誌の内容は、そのまい高橋氏の人柄である。

...................................................... 

アルモニアの創刊五周年に際しての右の所感は、創刊十周年を迎えても変らないであろう。

それが翡橋功氏のアルモニアである様に思う。
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31st. December, 1957 

My dear Fr~end and Colleague Dr. Takahashi, 
I am sending you my sincerest congratulations with real admiration of your 

great achievement in the whole history of the guitar movern°nt by completing the 

fifth year of publishing and editing and editing your splendid Journal "ARMONIA". 

My early memories of "the spring of my life" are closely associated with your 

country and the sounds of Savagouchi's guitar never have died for me. Then, it 

was two lonely guitarists from different lands, now, "in the winter of my life" 

the guitar music penetrated into all countries and peacefully conquered all 

classes of population anywhere. 

But that is your generation in your country and the others that with mighty 

efforts pushed the guitar forward to be heard not only by the guitarists but also 

by serious musicians generally. 

This could never be achieved if the guitar journals, like,'ARMONIA" would 

not bring before the eyes of the ordinary people the guitar history, guitar music 

and the informations about the guitar movements in many countries with the 

photographs of the leading members oi many guitar organisations. 

Nothing can unite people more closely together as their common interst in the 

world of art, and here the guitar plays now one of the leading roles. 

Again with admiration and affection 

President of the P.S.G. 

B. Perott 

• 
親愛なる同志高橋君。

君の立派なよアルモニアの五周年にあたり 、君が全ギター史の中で成しとげた ＇F史に対し、

私は心からの祝怠を述べ、敬意を表します。

私の廿イt時代は君の祖国日本と同く結ば・cい、あの時きいた沢口氏のギターの音は私の思

出から消えることはありませんでした。あの頃は二つの国の二人のギタ リストという関係で

したが、今、この払の晩年に於いてギターは凡ゆる国々にゆきわたり 、各灼の人々に没透し

ています。

しかし 、君の国もその他の国々も 、君の世代にこそギター音楽をギタリストだけでなく 、

広い汎囲の音楽家にも耳を傾けてもらうように強力に拗きかけてもらわねばなりません。そ

れにはアルモニアのような専門誌が、多くの国々のギターの歴史やギターff楽やニュ ースや

指渫的な立場に在る人々を写真入りで、人々の眼前に示すのでなければ、達成しにくいこと

なのです。

芸術の世界では人間と人間が心から結びつくことが容易に出来ます。ギターがそれに一役

買って人間の和を招ぎたいものです。

再び敬意をこめて

1957年12月31日

（ロン ドン、ギター協会々長）

ポリス ・ペロット
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お祝い 武 井 ＇・ 花子

アルモニア復刊五周年をお祝い巾上げます。現在のギター、 マンドリソ界に於て御誌の御

力は誠に大きなものと存じます。亡夫もさぞかし喜んでおりますことい存じます。

今後共ますます御発展のよういのり上げます。

アルモニアに 沢口清美

過ぎ去ってみれば五年の改月は本当に短かいものです。「十年一昔」という言莱があります

が、「五年は二分の一昔」とでもいうこ とになりましようか。この一概に言ってもいざ一つ

の困難な仕事をする立場の人にとっては、決してたやすい五年ではなかったこと .I.‘思います。

殊にこのギクー音楽が隆盛になるにつれ、それだけに又困難も多かったに迎いありません。

それを克服して五周年を迎えられた店橋氏の努力に対して心から敬意を表しお召ひ゜申上げま

す。 ・

日本にも若い世代の優秀なギタリスト達が次々と生れ、第二、第三のセゴピアが日本から、

そしてこのア）レモニアから誕生することを願って止みません。

五周年を喜ぶ

小介 俊

” . ．「アルモニア」が、もう五周年になったのは荘ばしいことである。

つい先だって創刊したように思われるのであるが、邸橋さんの努）」で、もう五年にもなっ

ょ ふ． たのである。

然心なギターを愛好家のために日本のギターは、私にほ順濶に歩いていると思われる。

．． 贔橋さんの御健康を祈りつ 上、アルモニアの益々発展されることを嬉しく思う。 ・

アルモニ ア復刊五周年によせて

服部 正

定期刊行誌を出版するということは、非常な努力と経済的裏付と忍耐力が必要であるとい

われております。その若梢熱に燃てえ、ア）レモニアを独）J出版され、プレク トラ ム音楽界に

絶大な箕献を尽された沢口忠左エ門氏の追志をつぎ謀橋功氏が困難な戦後の状態の中から

「ア ルモニア」を復刊されこ .1.にその五周年を迎えられましたことはプいク トラ ム音楽に深い

閃心をもつ私といたしましては同炭の到りです。今日までの御苦労を拝察し．、こリ口邸橋氏

．． に深い敬怠をさ .I.げます。いよいよ「アルモニア」の御発展を祈り 、微力乍ら 、私の出来ま

すことならば如何なることでも御協）」させて頂きたいと存じます。 拉祝まで。
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：ア ア に 寄 す

伊 藤 翁 介

＇貴重な時間と費用とをかけて 、しかも報われる＼ことの少い仕事、それでいて「誰かゞやら

なければならない仕事」、それを立派にやってのけておられる高橋さんのお努力が実を結ん

で、アルモニア復刊五周年を迎えたことに対して 、私達ギター音楽に関係するものはこぞっ

て、

「お芽出とうおございます。」

「有難うございます。」

＇・ 「どうぞこれからもよろしくお願い申上げます。」

とお祝いの言葉と共に心から感謝の意を棒げます。それはア）レモニアの仕事が故沢口忠左衛

門氏の造業をついで、誰かゞやらなければならない仕事であるのに、我々の中の誰がやるよ

りも 、もっとよく 、もっと熱心に、もっと着実にこの仕事に取組んで立派に成果をあげて下

さっている高橋功さんがおられることは日本のギター界はもとより 、全世界のギター音楽に

たずさわる入々のすぺてにとって 、大変しあわせなことだと信ずるからです。

1958. 1. 18 

アルモニア復刊五周年 のお祝いの言葉

＇ 

~. 

比 留 間 絹 子

I' ．；  

アルモニアが復刊されましてからこ .1.に五周年を迎えることになりましたことに心からの

敬意と祝詞を申上げます。故沢口氏の時代からわが国のマンドリン 、ギターの方々によき追

・しるぺとなってまいりましたアルモニアは、よき後継者たる高橋先生のお努力によって一磨

・輝きを放ってきました。一つの小さなパンフレットを出すことだって誰にでも容易に出来る

． ものではありません。それをうまずたゆまず深き理解と大きな愛惜を以て、恰も我子を育て

上げるようなお気持で続けてこられたのです。御丹精の跡がどの巻にもどの号にもにじみ出

ていて＼ • 愛読 しておりますとどのペー ジにも誠実な御配慇のあとがうかゞわれ同時に日夜多
くの患者さん方に慈父のような態度で接しておられる先生のお姿が目に浮んでまいります。

どうぞお執策の方々と読者の皆様のお協力によって益々発展せられ、マンドリン、ギターの

方のみならず、一人でも多く理解者をふやすことになりますよう 、切にお祈り申上げており

｀ ます。 , ・ 
ぁ-,. 祝 v 

小 原 安 正

特殊な意義を持つ雑誌は誰がやっても出来ると言う性何のものではありません。

先ず第一に奉仕的精神が持続して持たれねばならないものです。そして理想が脈々と波打

．．． っていなくてはなりません。又、これを続ける為には、全く恵まれることの少ないもので、
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今まで多くの人が私財をなげうつことによって、ようやく堪えて来たものでした。然し、や

はり作られては失せ、失せては、又、作られると言う苦悶をアリアリと見せながら 、消えて

いっています。

「アルモニア」が、いつも光った内容を以て続いているのは、前に述ぺた理想と 、その人

のしからしめたものです。これは生易しい仕事ではなく 、意義の深い、立派な価値のあるこ

とで、払たちがどれだけ此のア）レモニアによって啓発されたか計り知れないと思います。

宜め苫茉ばかりのようですが、これは仲間賞めと言うカラッポなものでなく私の本心で

す。

いつまでも私たちの指針となって下さる・ょう心からお願いたします。

五周年おめでとう。高橋さん。

アルモニアの五周年にあたり

島井諒二郎

「アルモニア」復刊五周年を心からお祝い申し上げます。

戦後一般音楽界の余りにも目ざましい興隆発展に比べてギター ・マンドリン音楽の復興は

まことに遅々たるものがあるように思われましたが、最近数年間は機迎も熟し斯界の発展は

漸く認むぺきものあるを感ぜられます。こうした経過の中に、五年前「アルモニア」が復刊

された＇Fはまことに時宜を得たものであり 、それだけに又この五年間に果して来た役割は実

に重大なものがあります。そして現在及びこれからの斯界にとって 、「アルモニア」の存在が

どれだけ達義あるものであるかは、今更こいで私が喋々する迄もありません。専門の医学と

それに関する著述とだけでもお忙しい高橋氏が、事実上は「アルモニア」を創業しそれをこ

.I.迄続けて来られたことは誠に照咬に値いすべき偉栄で、私如き者の月並みな挨拶やお祝い

の言菜でい .1.あらわし得ないものですが敢て拙文をもって氏の功紐をた .I.え 今ヽ後尚一層「ア

Jレモニア」のため、そして本邦斯界のためお尽力下さいますようお願いする次第であります。

「アルモニア」の発展と高橋氏のお健康を祈って止みません。

復刊 五 周 年に 寄 せて

野 崎 浩

アルモニアが高橋さんのお努力に依って復刊され五周年を迎えた市はその並々ならぬお苦

労を考えると頭が下がる。経済を度外視して斯る刊行物を五年間続けて出すと云う事は、愛

読老のお支援もさる事乍ら 、全く大変な仕事である。慾と二人連れで商売をやって居てさえ

長年月の問には逃げ出し度くなる様な苦境にたびたび出会すものなのに。

X X . X X 

此の五年間を振返って見ると 、日本の音楽活動も 、世界を浅＜／ムく漁り尽して 、結局行き

つく処え遠って来るのではなかろうか。他国の＇田ば かりに気を取られて自分の国の事を忘れ

てはならないlIに気が付いて来つ Lある様に感じられるのは私だけであろうか。 音楽でも何

んでも先ず自分の国の•Jlを重んじて考える習恨を円本人が身につけない限り世界の国々と対
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等な交際は出来兼ねる。

X X X X 

政治、経済、産業、学問、芸術等の諸問題の内で、日本の人口問題と音楽程困難な問題は

見当らない。芸術の分野に於ては、文学にしても絵画にしても優れた世界に誇るぺきもの

が数々あるが、音楽にはそれが無い。 、

巴里のコンクールで受安した技術はあったが、音楽と云うものはスポーツ等と本質的に異

.• る為に、コンクールの順位などには興味が持てない。それは丁度美人コンテストの骨稽さに

似ている。映画のペストテン 、十大ピックニュ ース等と同様ジャナリズムのお祭り行事に過

ぎない。日本人がパッハやンョバンを弾じて一等に受賞すると云う事を、手放しで喜ぷ前に

侭んの一寸、紅毛の女性が琴か三味線の競演に遥々来朝する様を思い浮ぺて見る事も悪い事

ではなさそうだ。

X X X X 

私はソ聯や中共がどう云うものか大嫌いであった。ソ聯とは私の会社は取引が無いので恩

恵を蒙った事もない。中共には去年光った分に対して同額の輸入を強いられる破目となって

益々嫌になった。不要なし心加減なものを買う訳には行かないからだ。

併しその私が、最近ポリンョイ舞踊団やソレンコワ女史を見聞し、又李徳全女史の温和な

姿に接して、何故にソ聯や中共を激しく嫌悪したかを熟考する機会を持った時、それがやっ ． 

． と一部解つた。憶而もなくポリンョイを真似る日本のパレリ ーナや、共産主義を手放して礼

諮する一部の日本人の言動が不快感に油を注いで居た事が解った。

之と同じ様な意味で日本人の唄や踊りを見せられて、欧米を嫌悪したり 、西班牙や南米を

毛嫌いする事はあり得る。之等諸外国は、コピーされたものとは全々無関係である筈なの

に。その幼稚さを冷笑し切れないある自己嫌悪に似た気分は毎日ラジオとテレピから送られ

て来る。

X X X X 

ギタリストに限らないが売名の防になったり 、安易な流行に巻き込まれる事から自分を守

・る事は仲々困難な事である。強固な意志と毅然たる勇気が要るからだ。斯＜云う私は『自分

．． の非妥協性は天邪鬼の所為ではなかろうか ？』と よく自問し、そして 「いや、お前の妥協出

来る条件の揃う迄辛棒強く落ち付いて待て、決してお前自身のペースを乱してはならない」

と自答する事にして居る。真の妥協とは此の様なものではなかろうか。真理に妥協するにや

ぶさかであってはならない。真の妥協とは搬くとも安易な流行や時流に枠さす事ではなさそ

うだ。

X X X X 

ネール首相が日本を訪問して、日本人に垂れた最高の教訓は「自分のペースを守れ」と云

，ヽ う事であったと私は思った。若しネールプームと云われる様なものがあったとしたら 、それ

は幾千万の難民を抱えた飾らざる愛国者ネールの極く当り前の政治家としての卒直な風貌に

接する中が出来たからであろう。日本の政治家や学者の中に此の種類の人が拶い事が一つの

深刻な悲劇でおり同時に此の国に笑えざる喜劇の操返される所以であろう。
X X X X 

．私は学生時代に西班牙のフラメンコに心酔して、マヌエラ ・デル ・リオ来朝の時などは四

．・，訊入場料を苦ifri~ て見に行った。戦後フラメンコが来た時は 、時間が惜しかったのと入場料
を払うのが笏体な．＜つい行きそびれた。昔の様なマ・ニアに成る為には今は年を取り過ぎたの

，
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かも知れない。日本には此の種類の物好きやマニアが年令に拘わらず多過ぎる様な気がす

る。その功罪は別としてマニアの感惜的な愛着や、無反省の熱狂だけでは物事を正常に判断

出来難くなる。此処に音楽を志ざす日本人の最も深刻な悩みがあるのではなかろうか。ア）レ

モニアに侯つ処は大きい。

アルモニア誌復刊 5周年を祝う

木村喜久弥

第 2次世界大戦劫発のため、昭和16年10月第90号をもって休刊していた古い伝統と権威を

誇るギター研究誌「アルモニア」が高橋 功氏の尽力によって昭和 29年復刊されてから 、

5年の激月が経過し 、ますます充実、発展して来たことは誡にお目出度く 、心からお祝い申

上げます。

クラジックギター一辺倒でなく 、フラメンコや中南米の民族音楽などまでの広く全世界の

ギター音楽を対象とし、珍しく只重な写真や楽譜を積極的に紹介している意欲的なアカデミ

ックな編熱は、世界各国の著名一流ギタリス トと 親交があり 、斯界の惜勢に明る＜ 、広く音

楽全般に造詣の深い高橋氏にして始めて可能なのでしよう。医師の御本業のかたわら殆んど

独力で編楳して来られた高橋氏のお熱意とお努力には、深く敬服いたし ます。

しかし、「アルモニア」誌を今後更に広範なギター愛好家大衆に普及させる為には、今迄の

様にアカデミックで専門的に高度な記事以外に、「ギター音楽の歴史」 とか、 「ギター音楽入

門」という様な初歩者向きの親しみ易い啓蒙的記事も必要なのではないでしよ うか ？

それはいわゆる「望蜀」的で無理な注文かもしれませんが、聰明にして有能な高橋氏のこ

となので、必ずこの様な困難な要望にこたえ、「アルモニア」誌を飛躍的に発展させるもの、

と大いに期待いたします。

大き ぐ育 てたいアルモニア

池ケ谷一郎

ギター・ マンドリン系の研究並びに、海外斯界の報道誌として頁重な資料を提供し、久し

＜斯界に珍重されつり堅実な歩みをつゞけて来たアルモニアが、早 くも五周年を迎えると云

うお話を伺ってよくぞ続けて来られたものかなと感服すると共に、主筆高橋 功先生を始め、

この仕事に力されて来た諸先輩の斯楽に対する熱意と献身的な努力に、改めて深く感謝する

次第である。

ひと口に五年と云うが、この永い年月を唯一筋に歩みつゞけて来た事は、並大底のもので

はない。特にこの種出版には真に乏しい材料を如何にして撰むかと云う困難が伴うものであ

る事は云う迄もないし 、この他数々の苦しみを乗り越えて 、然も何等の報償も望めない極め

て地味な、学究的な仕事をつゞけられて来たと云う事は、一偏に謀橋 功先生がギター音楽

に注ぐ純愛の賜と考える他はない。且又、如何にプレク トラ ム音楽を熱愛されているかと云

う衷付にもなる事と思う。
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斯＜云う私も亦下手な横好きではあるが、マンドリン音楽を愛するの余り昨年正月からマ

ンドリン ・アンサ乞プ）レ「展望」を、例え謄写版にせよ次に続く有能の士を得るための捨石

として出版を始めたが、それ以来一年間まだまだ浅い経験ではあるが非常に数々の体験を得

るlFが出来た。

この多くの経験の中で全く意外に感じた事が一つある。この意外であると云う事は、私が

始めたマンドリンのための「展望」の目的はマンドリン音楽愛好家の横の連絡と其面目な研

究誌を作り上げたいと云う念願に対して 、若い愛好家諸君は全く協力して呉れないと云う｀JJ
実であろ。始め出版する時、唯一の頼みは、若い愛好家諸君がどんなにか喜んで協）Jして呉

れるだろうと考えた）•Fであった。そしてこの若い人々にこそ大きな期待をかけて居った。処

が実際には全＞何の反窃も示して呉れないのが若い愛好家諸君である。

然し、誤解されては困る 、決して絃で若い愛好家諸君を誹訪しようとするのではない。其

後もしばしば其の若い藷府に会って話した時、皆→様に僕等のような若い者には何か西くと

云う事は面はゆいし 、又それに本当に音楽や斯楽に関する深い＇ドを知らないのです。と云う

返事が多い。然し重ねてマンドリンやギターの文献などを、せめて図苫舘に行った序に何か

調ぺて芯いて下さいよ、と頼んでもなかなか応じて呉れないし 、楽器を弾いて得た実際の体

験でもい i何か杏いて呉れないかと頼んでも一向に占いて呉れない。だが会って話してみろ

と、ア）レモニア誌でもギタルラ誌でも 、かく云う「展望」でも実に良く読んで知って居る市

には又驚かざるを得ない、どこでどうして読むのか知らないが、唯積極的に自分から働きか

けて来ると云う事をして呉れない。

そこでこうした研究や出版物は、若い愛好家諸君には不必要なのだろうかと聞くと 、不必

要どころか全く必要でよい勉強になりますから是非続けて呉れと云う 、こうした返屯をさく

と現在の若い愛好家諸君は余りにも遠慮し過ぎている。と云うか小生等の若い時代の様な一

徹に凝りかたまって、我無しやらに突進したような愚かな'jJはせず、冷静な態度を堅持する

若い愛好家諸君の考え方が、何となく小生などには淋しく感じられるのである。

さて、このアルモニアのような立派な研究誌は是非共永く栄えて続けて貰いたい。永くつ

ゞけて衷う為にはこれを育てる必要がある。育てる為には一人でも多くの者が凡ゆる而でカ

を貸して上げなければならない。例えア）レモニアは、高橋先生が担徳を度外視してこれから

先も出版して行くとしても 、凡そ一人の力だけに頼っていく 1Iには限度がある。斯界唯一無

二のこの只重な研究誌は是非大きく育てたい。

これを育て q行くのは矢張り若い人の力がなければ育ってはいけない。アルモニアの愛浣

者に若い愛好家諸君が多いか少いかは知らないが、小生の体験から推察して少いのではある

まいかと思う。どうか今後共若い熱心な愛好家諸君の絶大な援助を送って欲しいものだと思

う。これに引きかえて、「展望」に実に良く杏いて呉れるし 、且又声援を惜しみなくして呉

れる愛読者の人々の年令を考えてみると 、どうも五十オ前後の人が圧倒的に多い。大変失礼

な言い方だがこの初老の人達の注ぐプレクトラムに対する然情には真に驚く可きものがあ

る。然し所謂この年寄り連に今日の斯界を任せて居ったのでは、ギター界にせよ 、マンドリ

ン界にせよ 、決して飛躍は希めない。

どうか若い愛好家諸君が先頭に立って、このプレクトラム界を大きく引っぱって行って貰
いたいと願う次第あでる。そしてこれがパイロットとして、このアルモニアを大きく育て L

欲しいものである。
1958. 1. 13 
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アルモニア復刊五周年に際して

岩 橋 正 和 （ 八 幡 ）

今年はアルモニア誌が復刊発行されて、その五周年を迎えた由で、日本のギター界発展の

ため兵に婚しい次第である。其の昔、仙台アルモニアが、故沢口忠左衛門氏に依り仙台市の

荒町から刊行されていた頃から 、私達、古いギター愛好家にとってはなくてはならない機関

誌であった。当時のアルモニア版楽譜も其の出版は現在と変り無く懇切を極め、曲の難易に

依り発行番号の頭にX印を附して、共の一個は初等程度、二個は中等程度、三個は、専門家

程度、として選曲上の便宜を計られたり 、外国名曲と本邦作品の外に小型版や大型版等の多

彩な出版振りで、ギター音楽に必要な文献楽譜の専門デパー トの感さへあった程、至れり尽

せり の内容豊富の盛況さであった。海外楽譜の紹介も随分多くなされ、当時の斯界発展の基

礎はアルモニアが最も重き支柱を担って居たのである。其後大東亜戦は終戦となり 、更に

沢口氏の死去は、既に戦争に依って沈滞期に陥っていた我国ギター界を一層気息奄々たるも

のにして仕舞ったのである。此の冬枯れの荒原の様な時代に敢然と立ち上られた高橋氏は医

師と云う多忙なる天戟の傍ら、アルモニア誌の復刊を計画されたのである。其の意気込みに

対しては全く驚異と敬服の念で之を見守るのみであった。然るに今や、此処に五周年に至る

までの輝しき業跡を眼のあたりに見ては満腔の設辞を、感涙と共に捧げるものである。当今

の本邦のギター界は全国的に進歩発展の状況に在って 、往時の昭和初期のギター陸盛時と比

較すると共の発展振りの様相に大分差異があるのである。其頃は一応器用に弾けば、先ずギ

ター炎者として通ったのであるが現在では音楽解釈の裏付けを持った演奏でない事には、ス

テー ジ演奏は恥しくて 、出来ない時代となっている市である。演奏法も、サンテエステパソ

流の、手首は絃に斜の奏法から 、絃に直角のタルレガ奏法に変り 、更に音色本位のセゴピア ．

女法を採り入れた現代である。か .1.るよき変遥が戦後忽辿に我困に行われた陰のプ」の大いな ．

るもの .1.一つとしてアルモニア主幹邸橋氏の公私に耳る尽力の寄与があったことは周知の事

実である。 我国の ギター界はアルモニア誌に依って海外の現況を遅滞なく紹介されている事

が、 外因直結の視聴材となって常にギタリストヘの絶えざる剌戟を与えているのである。追

いつ くまでは必死の頑張りの気運を起して下さったもの .I.最たるものである。最早日本のギ

タリストの中の何人かは既に一般音楽の水準での評価を受けてもひけを取らない音楽実力の

所有者が育成されて居る筈である。之は日本ギター界の黄金時代の再現と云うよりも世界ギ

ター音疫の新世界への開茄に、日本も参与するまでの精進努力の苦宮が漸く報いられたと考

えた方が至当であろう。此の事は、より一層、裔橋氏のお努力を希5行きがかりとなって 、

五周年に際しての、先生の大抱負をして 、いやが上にも燃えたぎるものにするであろう。切

に応橋ドクトルのお臼愛とお多幸を願って、アルモニアの大発展をお祈りするものである。

． ．，ヽ・ Pascual Roch著 ’ 伊東尚生訳 ・月村嘉孝註

最新ギクー奏法 （タルレガ教租）

第一巻第二巻 ．` 定価各巻 600円送料 40円

申込所 ・岐阜市梅河町一丁目六 岐阜ギタ ー 音楽研 究゚会

（振替名古屋 60 7 4). 

取次所 • 宮城県亘理郡山元町坂元 高橋方 ．ア 9)しモニア ．
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セ ゴヴ ィアの芸術について

・ー アルモニアの復刊五周年を祝いて一一

村田武雄

セゴヴィアの芸術にはじめて触れたのは私が太田太郎氏のもとでバッハの研究に全魂を打

ち込んでいた頃であったから今から三十年も前に なるだろう。バッハの「ジャコンヌ」や

「カヴオット」や「前奏曲」などすぺて無伴奏ヴァイオリン曲からの編曲にたしかソルの・

「テーム ・ヴァリエ」が加わっていた二枚組の HMVのレコー ドであった。その頃のセゴヴ

ィアは三十数オであったから今年六十四オになったかれからすれば壮年のギタリストとして

まだ売り 出したばか りと いってよかったろう。

どうせ編曲物だからとたかをく上ってはいたもの 上その頃はパッハのレコー ドといえばど ・

んな半端物でも集めないではいられなかった熱病にとりつかれていたときなので、わざわざ・

イギリ スからとりよせて聴いた。南葵文庫の「パッハ全第」と私の書庫のツ ュピッタと ツュ

ヴァイツァとデリーの「パッハ」それから数百枚のバッハのレコードとがその頃の 私の毎日

を築い，ていたすべてであった。

セゴヴィアの演奏を知ったのはそのパッハ熱の高いときであったせいもあろうが、かれの

砂ャコンヌ」の演奏には驚きも したが又抵抗も感ぜざるを得なかったのである。驚きはかれ

の卓越した編曲と演奏の技巧とに対してであった。セゴヴ ィアのパッハの編曲は例えば「ン

ャコンヌ」にしても亦「前奏曲」にしても必ずしも原曲に忠実というのではないが、けっし

てギターの性能を発揮するための編曲ではなくて、むしろポリフォニーの美しさをいかにギ

:·.•ターで表現するかを考えた編曲である。パッハの作品の中にリュートのための曲があるが 、

セゴヴィアはギターをリュートのように表現しようとする。そこに旋律線と和絃とのはっき

りしたパラソスが生れてくるのである。かれの「ツャ コンヌ」を聴いていると実際には音と

なっていないのだが、心理的に豊かな和絃を感じるように演奏されている。それはかれが完

全にギタ-をマスターしたすぐれた技巧をもっていたからではあるが、かれがいかにパッン、

の音楽と．くに複音的な音楽の本傾を知って編曲し又演奏しているかを示すものとして 、ギタ

ーでもこ上までバッハが表現できるものかと驚いたのであった。又その頃実際に耳にしたク

・・ ラi/カ）レ ・ギターが極めて音の貧弱な場合が多かったので、その余韻の豊かな輝かしい音色

にこんなギタ．ーの演奏もありうるのかと素朴な驚異も禁じ得なかったのである。

しか、じセゴヴィアの表現にはチェムパロのラ ンドフスカに似た自由な飾りがある。それは

パッハの特性やパロックの演奏法にもとるものではないのだが、 とかくサロン風のしゃれと

装飾になりすぎるのである。パッハの「ジャコンヌ」にしてもそうだが派手な表現がときに

パッハの素朴な変奏の高潮からより劇的な要索の強調に移る危険がある。たしかに聴いてい

て魅力があり抑制した力を徐々に解放してゆくその間の緊張感は威圧的なものをもっている

． が 、 ともするとそ・れがパッ ハから離れて•演奏効果のものとなりやすいのである。そこにセゴ
・ヴィアのヴィルテイオーンテイを認めると共にかれのギターの危い渕を発見して抵抗を党え

ざるを得ながっ：たのである。

． しかしその後私は＇七ゴ•ヴィ．，ア．に強く魅惑されて 、 かれのレコー ドは大体耳にしてきた。と
’’・． くに Lpになってからチッカや MGMやコ・ロムピアに入ったかれのギタ一 ．7ルパムには私
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の愛聴してやまない演奏が少くないである。それはそれらに発見するセゴヴィアが無類のテ

クニックをもっていると共にかれの個性のまいこ色どられて演奏を楽しんでいるからであ

る。ますます正直になりそしてサロン化されてきた。デッカに “Eveningwith Segovia"と

いう一枚があるが、スタンドの燈火の下で、ゴチック風の装飾を背娯に独りギターを弾いて

いるセゴヴィアの写真はそのま .1.かれの芸術でもある。私が三十年前に聴いたパッハの「ジ

ャコンヌ」はその後 MGMのLpに録音した演奏ほどに個性化されていなかったにしても 、

セゴヴィアの芸術がかれが円熟するにしたがってますますそうなっていく傾向け．はっきりと

していたのである。ある人は崩れているとし心又ある人はそれが名人芸だというだろう。し

かし昔からセゴヴィアは今も変りなく自分の発明したギター音楽を奏でているおそらく唯一

のギタリストといってもよいと思う。セゴヴィアのギターは誰も真似できないし、又真似て

はならないものなのである。

イェペスもアニドもデ ・ラ ・トッレもすばらしい技巧をもっているし、又正道をゆくギタ

ーを弾いている。 1必近のセゴヴィアのテクニックはレコ ー ドで聴くかぎり往年の威力はなく

なってきているし 、それを補おうとする雰囲気的な弾き方が却って淋しさを感じさせること

がある。技巧の点からすればイェペスなどの方が今日でほ充実しているといえよう。しかし

セゴヴィアの個性を誰がもっているだろうか。スペインの郷土的なギターを弾く者はいる。

しかしセゴヴィアの世界性を誰が現わしているだろうか。セゴヴィアはパッハを弾きメソデ

Jレスゾーンを弾き又スカルラッティを弾く。しかも昔から同じものを弾きつずけている。か

れの佃性にあった曲を広く世界に求めてそれをヴァイオリン曲でも亦ピアノ曲でもかれのギ

ターによって再創造しているので決してギター曲化してはいないのである。こういうギタリ

ストがセゴヴィア以外に誰があるだろうか。

払は三 r年前にセゴヴィアのパッハをそれが個性臭の強いが故に抵抗を党えた。ところが

今 nはそのセゴヴィアの個性臭に離れがたい魅力を感じている。最近のセゴヴィアがますま

すそれを露竹に現わして 、まるで自分の個性に陶酔し切っているような演奏に対して激しい

執沿を党えざるを得ないのである。

なぜだろう。私が年令を璽ねたからだろうか。考えてみることが多い。そのときいつも感

じることは新しいギタリストの浪奏があまりにもメカニカルにすぎるからだという点であ

る。立派な技巧が機械の如くに冷やかな火花を散らせている。それは幾何学的に正しく組合

された音楽の再現には違いない。しかし精巧に仕組まれた演奏は一度は驚きを感じるが二

度、三度と触れているうちに感動が失せてゆく。楽譜面に示されたデク Vツェンドとディミ

ヌェンドとは割り切ったように巧みに考えられている。したがって音の上では感動の起伏が

立派に行われているのだがその余韻が心に残らない。とくにスペインの曲に於てそれが強く

感じられる。つまりギターという楽器は心琴の評をそのま .1.伝えるものとして生じ又発達し

てきた人間的楽器であって、演奏会用の楽器とは異った性格をもっているからである。それ

を演炎会的な効果を求めた表現にもってゆこうとするところに感動を失ったメカニズムの演

奏が生れてきたのである。

しかしセゴヴィアはギターを今日の油奏会用の楽器とした第一人者であった。それ故にか

れは梧やかな油奏法を創案したのであろう。しかしセゴヴィアはギターの索朴な心の評を失

わずにますますそれを演奏会で出そうと考えたギタリス トである。かれは冷いメカニズムの

油奏を最も恐れたであろう し又嫌ったであろう。 そこにかれの個性の露わな表現が生れたの

ではないか。かれはギターを弾くのではなくて、ギターを通じて音楽をそして自分を語ること

(14) 14 



疇酔を感じている演奏家である。セゴヴィアのギターが実に雄弁でありそして説得力の強

いのはそのためではないか。

現在はあまりにも無個性な芸術を客観的の美名のもとに尊重しすぎている。冷徹であるこ

と、それが何か知的は閃きをもつようにとられがちである。果してそれで芸術が心を打つこ

とが出来るものかどうか、今はそれを論ずる場ではないが、抱きこめるようにして心の囁き

を伝えようと考えて創り出したギターは人間の桔感の微妙な動きを求めている楽器である。

それをピアノのように又行絃楽のように表現できたとしてもどれだけギターの本質を示すこ

とができるだろうか。ギターは昔小さな管絃楽という意味に解されていた仕ど多様性のある

楽器と考えられていたが、それは合癸の意味の多様ではなくて心理的な意味の多椋性をさし

ていたのである。多様で微妙な心の動きを現わすことの出来る楽器という意味でギターとい

う名が出来たのであった。

今日数多いギタリストのなかで幾人が心の野をギターの密としているのであろうか。セゴ

ヴィアは三十年前も今日もかわらずにかれ自身の心の雰を奏でている極くわずかなギタリス

Mのようであるように思うし かれはギターを通じて常に音楽を純粋に聴かせているまれな

存在のように思えるのである。 (1958.1) 

............................................................................................................ 

， ギター作曲コンクール

アルモニア復刊五周年の記念にあたり 、

下記によって作曲コンクールを行います。

1. 未出版未発表の独奏曲とし 、演奏時

間は10分以内とする。

. 2. 締切は昭和33年6月30日とし 、宛名

は宮城県亘理郡山元町坂元

高橋功方アルモニアとす。

3. 中野二郎、小船幸次郎の宿究により

次の通り授穴す、但し該当作品のな

い場合は授．打を行わない。

1等 10,000円 2等 5,000円

4. 審査の結果は本誌第 5巻第 5号に於

て発表し、受穴作品の刊行はアルモ

ニアに於て行う。

15 

巨匠セゴピア愛用の

オーガスチンギター粒

#1/¥130 #2/¥150 #3/¥160 

#4/¥200 #5/¥220 #6/¥240 

新発売 ドイツの

ハウゼル・ギター絃

#1/¥ 90 #2/¥110 #3/¥130 

#4/¥160 #5/¥280 #6/¥200 

巨匠セゴピア愛用の

ホセ・ラミレス作ギター

¥62,000.-~ ¥170,000．ー各種

スペイン ・イギ リス・ドイツ ・スイ

ス ・イタリア ・アルゼンチン ・アメ

リカ等各国ギター楽譜在庫豊富，型

録進呈

名古屋市中区園井町 3の3（三協ピル）

荒 井 貿易株式会社

霞 (23)1858, 3781, 0219 

振 替 名 古 屋 10849
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随想
Essay 

中 野

Jiro Nakano 

郎

私は現代の青年層の人達が総じて私達の

時代の者より音楽的カンのよさに感心する

事が多い。之は比較にならない程音楽的に

進歩した環境に育ち 、複雑な社会生活を営

んでゆく為には必然的の結果かも知れない

が、所謂ーをきいし十を識る式のカンに頼

って歴史上の事実のこと までよく究めずに

自分流に断定して了っ て而も之を公表する

ことが近頃非常に気になる。永い問（と言

っても三十年そこそこ）には色々なものを

見たりきいたりして我々とは常識的に知り

抜いている事と反対のことを述ぺられる

と後輩を一時的にせよ誤らせることにな

る。奏法上の見解のような種類のものは一

向構わないが史実はそうはゆかない。紬然

たる醗訳なれば原著者の言として受取るが

随所に自己の判断を以って断定されると原

著者との区別がハッキリしている場合はま

だよいがそれでも迷わされること移しい。

出版のミスとゆうことも多いが原著者の誤

っていることも却々に多い。之は本邦に限

ったことでなく海外の出版にも見られ之が

為めに誤ったま .1.で知られている例がいく

つもある。我々の時代は凡てが闇で用心深

く歩いたので速度は非常にのるかったがそ

うゆう誤りに対しては注意したつもりであ

る。後進を誤らせないために之は自他共に

戒めたい。

X X X 

武井氏が在世中日本に入っているギター

曲の在籍簿とゆう ようなものを作成する話

は氏の急逝に よって立消えて了った。単に

在籍簿だけならば大きな意味はないが若し

之が有用に活用されるならば歓迎されるに

迫いない。今日では現代のギター曲（出版．

された）を見ることは比較的楽であるが古 ． 

典のものを知ることは昔より一栢困難にな

って来ている。之等は只管海外の熱心な指

導者の出版を侯つしかない有様であるがそ

れでも一卜昔前に日本に入ったギター曲の・

中には、知る必要のあるにも不拘賜の目を

見ないものが相当数ある筈である。海外の

著名ギタリストのプログラムにある曲目を

目安にして、それ以外は眼もくれないとゆ

うような勉強をしている人が若しあっとし

たらばそんな方法を匝ちに一臆して頂きた

い。例をとろなればかのマカロフが懸賞碁

集して当選したコストの大セレナーデ、（之

は故責家氏の陪血の中から発見したア ウグ

スプ）レクで出版したもの）あるいはツ）レの

晩年の作品の数々 、（ギタ）レ V誌が二十数年

前予約出版したもので私は入手し損ねだ） ．

ジュリアーニが各所で出版した演奏家用の

作品（之は初版が品切になると同時に絶版．

となったものが多い。）あるいはピニアーニ

の数々の大曲数えたてればいくらでも出

てくる。私は斯うした歴史的に買重なもの

を、あり勝ちなだき合わせ風の曲集等にし

て売らんが為のものにはしたくないが蓋意

の下に出版が行われるならば提供するに吝

でないことを明らかにしておく 。持ってい

るだけでは仕方のないものなのだがら。そ

れなれば自分で出版に枝極的になればよい＇．

ではないかとゆう声がか .I.9るものかも知れ

ないが、それはもう私の領分ではないと同

時に私の消極的性格に由来するものとお判

断願いたい。

X X X 

接する人が常に自分より後輩（後輩必ず

'しも未熟ではない）であると知ら心とゆう

ことが含いi¥]，くなって ，くる＇。学校を出て直

ぐ先生となり永年先•生としてばかりものを

(16) ．．亀` ．．
,, . 

． ． ..、 . 16 . ・ 

• :、,,

'.、 ’
 

，
 ・い

．．
 、t-̀・4 

,
 
• •. 

．．
 



r,.,
9
'
|．
ー

，

言ってきた人には時々滑窃なことがありつ

き合い悧い人が多い。論理的に こじつける

ことにかけては練れているのでかなわない

が、実際の経験を永年経た者にとっては考

えられないような論理でもとうとうと振り

廻されると専門外の人はその人の言うこと

の方を信用する。斯うゆう目出度い風呆に

屋々逢ってくると人生に対する一種の諦感

が出来て敢えて逆う気持はなくなり私のよ

うな人間が出来上つて了う。しかし常に自

分は知らぬ事の方がどれだけ多いか知れな

いとゆう自覚を持ち続けることの方が誤り

が少＜又向上するものだとゆう気持に変り

はない。私事に宜っ て恐縮であるが、家内

等悪筆をひどく恥ぢていろが私は 「自分が

拙いとゆう自党があるうちは上手になる見

込みがある」と言っているが（もっとも恥

ぢているだけで習わないから何にもならな

いが）万事そうゆうものではなかろうか。

□／ ロシア特集）補遺訂正

高 橋 功

前号の記事について Dr.B. Perottから 、大へんなおほめの言菓をいたゞいたが、

二三訂正などを伝えて来たし 、誤字誤槌が意外に多かったので、こりこ訂正をしてお

きます。

5頁 Deeken-Schenkは1825年に生れ1899年に亡くなった。

. 5頁 Klingerは1828年の生れ。

6頁 Dr.V. Finneは1920年に死亡。

8頁 Buekは1865年ペテルスプルグは生れ1945年ミュンヘンで亡くなった。

15頁 Siamskoyは Klamskoyと訂正。スラムス コイもクラムスコイと訂正。

29頁 の楽譜の解説中グラヅノフとあるのはグレチャニノフの誤りに付訂正。

Ivor Mairantsの伝える所によるとモスクアの世界平和青年友好祭のモスクワ大学

のコンサート ホー）レ (600人定只）に於て最終審査の結果は第一位チェコの Zelenka

Milan．第二位日本の鈴木巌、第三位ドイツの RolandZimetで、何れも 金メダルを

授与されたが、その 3人の差位は僅少であったという。第三位の Zimetは Siegfried

Behendの弟子である。

ル トガル各1名計11名。

ギター科の終講演奏会は9月13日Palazzo

Chigi Saraciniのサロンで行われたが、選

’ばれた出演者は EnricoTagliavini（イ タ

リア）と GustavoLopez（メキンコ）と

Rodrigo Riera（ペネヅュラ） の3人であ

った。

ヴイウエラ科の油奏会は9月1日でプジョ

ー ）レ指i店で 、 スペインの Manuel • Cubedo 

イギリス（オーストラリア）の Sadie,
Washington,オランダの Pietervan de 

Staakと DickVisserの 4人がヴイウエ

ラを弾き 、それにヴァイオリン、ヴィラ 、

ヴイラ ・ダ・ガンパ、歌が加わってエレ カン

トな古典音楽の一夜をしんみり味わった。

Accademia Chigianaでは昨年 9月 15

日から19日まで第14回音楽祭が盛大に行わ

れたが、「イタリア音楽に於ける異国趣

味」が主なる課題で、そうした音楽が主と

して演奏されたが、このほど Immagini
esotiche nella Musica ltaliana と題す

るパンフレッ トが出版され、キジ伯爵から

寄贈をうけた。

以下次号へつづく

17 (17) 



ラジオ1-=.第一放送（大阪） 1 月 • 1月15日NHKテレビでプ テレヒ:.

- -毎週日曜午前10時15分から ランソア．，デケー）Vのシャ 1--__—_-
の子供のためのお話は、アーピン グ原作ア）レ ンソンリサイダルを見、闘くこどが出来た。

ハンプラ物語（岩波文庫版あり）。背景音楽 ティールケのジャズギターの伴奏は．、伴奏の

は伊藤日出夫。フラメンコの演奏が巧みに効 域を こえていないのがよく 、デケールがギタ

果を上げている。 1月 6日と13日の二回NHK ーを弾き乍ら歌う自作のファドは印象的だっ・

第一放送夜11時40分からの夢のハーモニーに た。ジヱラ型のあまり 上等でない ギターで、

弾き方も昔のスタイ）いだが、単純なコー ドのカー）レ ・シャイトの リュートをきかせてくれ

たのは有難たかった。曲目はヴィゼーの二調

組曲、ロジのイ短調バルティタ 、ワ ィスの二短

調組曲で、俊雅な古典音楽に接 して実に楽し

かった。

1月14日ラジオ東京夜 8時からのダークダ

ックスパレ ードは、咋年慶応大学マンド リン

クラプの定期演奏会で初演された服部正作

伴奏が却って効果を上げていたのが妙。歌の・

伴奏はこれでもい .I.Q)だ。

1月26日NHKテレビ朝のコンサー トに比 ・

留間絹子とその門下生出演。凡てオリ ジナ）レ

な作品で而も好演、中でもカラーチ工作のタ

ランテラとロ ンドがよかった。従来マンドリ

ンの伴奏はギターと相場がきまっていたが、

「かぐや姫」で中原美沙緒が特別出演で興を カラーチェの曲な どはやはりビアノ の方が

そえた。「アンデルセンの人魚姫」「ジンデレ 好ましい、そういう点でも良心的な演奏。’．會通

疇」につぐ服部正のミュ ージカルファ ンタ＼俗的なイタリ アの、誰でもメロディを知っ

ジーの第三作。 NHKでもこ うした ・ ているようなのを一曲ぐらい加えた

気の利いた企画でマンド リンを取上 ／／—‘＼ 方がマンドリ ンの普及に役立ったか
げてくれたら有難い。 臣こ 室E も知れない。

・. 1月新諧のジュ リアン’プリーム

のLpは断然人気があった。この分

ではプリームのものがつゞけて出て

もい Lように思う。ウエストミンスターに期

待する。その向うを張ってデッカがセゴヴィ

アの最新盤を売出した。セゴヴィアの Lpを

日本ほど数多くプレスしている国は、おそら

く外にないようである。 デッカに感謝する と

共に、これ仕どセゴヴィアの Lpを多く持ち

得る私達は幸福であるとしみじみ思う。た ゞ

しもう少し値下げしてくれたら有難さは格別

なはづである。 エンゼルが又ユパンキをンン

グルで出したが、出し惜しむことなく Lpで

出してくれたらどうなものであろう。

エンゼルが 2月にヴィパ）レディのマンドリ

＇ン協奏曲を出す。古いマンドリン音楽には可

憐な繊細な美しさがある。フ ランスのメニケ

ッテイからデッカ盤 Epを送っ・てきたがサ，ン

クレピのマンドリン独奏は

レコ-ド| 好演。

(18) 

L太陽の季節1のテーマにリンゼ

イの「雨だれ」をひつさげて 、映画

音楽に進出した中林淳真、こんどは

「おけさ鶉」という大映作品に、自作の協奏

曲の一部を使用した曲。箪者はまだこの映画

をみていないので何ともいえないが、やく•さ

映画にギターコンチェルトと称するものを按

配したあたり 、なかなか意慾的である。 ．・

名曲名演でも時と所を得ないとパッとし．、な

いものである。その証拠にゴメスが「血と砂J
で使った例のロマンスを、イエペスが「禁じら

れた遊び」に使って大成功を収めて・しまった。

二番煎じも、 こうなると大したものである。・

「野菊の如き君なりき」の音楽は、それ自身と

くにすぐれた傑作とも思わないが、あの映

画のス ．トー リィにマンド リンが極めて よ．＜マ

ッチし、あれだけの効果をあげ成功を収めた

のである。映画音楽は何よりも効果を計算じ

這曲さるぺきである。判 ---:: 

り切っ・たことだが一言。 1 映 画

18 
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小西誠 一 （ ペ ンネーム松本太郎）

SeiicM Konishi 

明治24年4月 1日生

巖応大学文学科出身 小宮豊隆、沢木四方吉に師事

音楽評論家 として屈指の存在

「仏蘭西音楽雑記」「今日のフランス音楽」等の著由多数あり

(19) 
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中野二郎（自作木版両）

Jiro Nakano 
中野二郎夫妻

明治35年4月10日生

名古屋工業専問学校卒

現在名古屋放送管絃楽団指揮者

名古屋マンドリン楽団を主宰す

ギター独奏曲、ギター伴奏歌曲、マソドリン独奏曲 、

マンドリンオーケストラ曲などの作品多数あり 、

「パガニー土の主題による30の変奏」は1954年度

イタリア恨際ギター作曲コンクー）レ入宜

(20) 20 
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小船幸次郎夫妻

Kojiro Kofune 

明治44年4月4nl:!・ 

横浜交怨楽団指揮名

イタリアに留学ローゼストック，モリナーリに師単

第六回音楽コソクー）レ第・位入貨

ギター曲クト作品多数

照子火人は女流ギタリスト の第 ゾ人者

(21) 



品橋 功

Isao Takahashi 

明治40年 6月 8日生

束北帝大法文学部文学科卒業 小宮豊隆、小牧健犬に師市

京城帝大医学部卒業 医学博士

「ナイチンゲールの生涯」「赤十字の父アンリデュナンの生涯」

「i/ュワイツェルと動物」「志賀潔」伝等の；序内あり

(22) 22 
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Julian Breamの Lpを聞いて 伊東尚生（岐阜）

日本ウェス トミンスター社より始めて今

年1月JulianBrea,mのギター独炎の Lp

(MLS 128)が発光された。そこで録音

曲目について解説を試みよう。

ソ）レの三つの錬習曲はそれぞれ対照的で

変化を持っている。練習曲の番乃はセゴビ

ア編輯のソルの20の練習曲集の中の番号で

ある。先ず第 5番（コス ト編ソル教則本に

ある26練習曲集の第 9番）はロマンテイッ

クな美しいメロディ ーが緩やかなアルペヂ

オの伴奏の上を流れている。第 9番 (Op.

31, No. 20)はA短調の和絃様式の線習曲

で、SamMorgenstern氏はジャケットに

於いて「ンョパンの同じ調の練習曲Op.25, 

No.4に極めてよく似ている」と説明して

いる。第12番 (Op.6, No.6)は三度の早

い堂々たる練習曲である。

'口＇レド・アレグレットはソ ナタOp.2?の

最終楽章であってあり 、メヌエ ットは同じ

ソナタの第三楽章で、何れも品位あり優美

でその風格はハイドンに似ているが、その

クランックなスタイルの内にソルの個性が

よく窺われる。

アンダンテ ・ラ）レゴー (Op.5, No.5)は

六つの小曲集の中の五番目のもので単純な

歌謡形式で魯かれたギターの音色を生かし

た曲である。

ラルゴーは幻想曲 (Op.7)の最初の部分

で、幻想的な美しさに溢れた作品である。

S. Morgenstern氏は「モー ツアル トの緩

徐楽章の最もリ リカ ルな作品を想起させ

る」と評している。

・タルレガえの讃歌はタルレガを敬い諄ん

で作ったll転ガロチン（Garrotin)とソレ

アレス (Soleares)とに分れている。

ガロチ・ンはギターの種々の技巧を使って

いる。即ち全六絃を奏す．るラスゲア ー ド奏

法、ギターの胴を叩くゴルペ (Golpe)と

23. 

かピチカ ー ト奏法、ハーモニックス等を取

り入れてある。メ ロディやリズムも純スペ．

イン的である。ソレアレスはスペインのア

ンダルツァ地方の民謡形式で作られた1祖で

ある。

ファンダンギリ ョは狂詩曲風の作品で拇

指の打奏(Percusion)、ビチカート 、ラスゲ

アー ド、ハーモニックス等のギターの技巧

を凝し、又チュー リナの好きな七の和絃の

効果を生かしたスペイン臭の作品である。

アンダンテはソナタの第二楽店で緩やか

なスペイ、ン的な香り硲い作品である。

ラファガは小さい遠くの雲 (Andante)、

激しい風 (Allegrovivo)、及び突然の閃光

(Allegro molto)に例えられるふつの部分

からなっており 、凡らくチュ ーリナは此の

つの画を想像して作曲したものと思われ

る。 (S.Morgenstern) 

「ドピュ、；；ン一 (Debussy)の硲に棒ぐ」

はRevueMusicaleの発刊者により “Le

Tombeau de Claude Debussy"に応募

してファ リアがギターの Homenajeを

いた。此れは短い作品ではあるが幅と広さ

と威厳とを持っており厳粛な風格のうちに

屈々暗い部分が閃きドビュッ ツーの印象主

義的なスタイルを暗示している。

今回日本で発売さ れた以上の Lp並び

に私の 手 も とにある Lp(XWN. 18137 

18428, 18429)を聞いて見るのに、その演

奏は素直で癖がなくア カデミ ックで、セゴ

ピアの円熟した演奏とは比較は出来ないけ

れども 、極めて将来性のある演奏とは云え

よう。彼の技巧は既に完壁で、そのレパー

トリーは広く古典より現代に及んでおり 、

而も年令は弱冠25オで、今後の勉強の如何

によってはセゴピアの後継者となり得る可

能性が多い。

(23) 



ノ リームの 新盤

この若い英問の天才ギタリスト ・ジュリ

アンプリ ームの殻近の名声は索晴らしく 、

彼の為に英国のギター界が 、 第•級にのし

上ったと迄いわれる位であるから、新進ギ

タリストとしての彼への、多方面からの評

判は如何に大きいものであるかは、想像に

難くない。もっとも彼の最近の活動振りも

特に目ざましく 、「セゴピアの牙城に迫る若

き天オ現わる」「第てのセゴピア登場」等、

少くとも 、この芸術家にとって 、身に余る

程の技辞を呈した某誌もあった位である。

これはともあれ、本誌の海外近況襴にプリ

ームの消息が出て居ない記事が、創刊号以

来、数うる程しか無い位でもあるので、彼

が如何に多面的な活動家であることも 、こ

の点だけで充分うなずける。

今回ウエストミンスターから発光された

Lpは彼のギター、 ソロとしては我国では

初めてのものと思うが、永い間彼の評判ば

かり聞かされて居ただけに、願わくば、も

う少し早く出て慾しからた。本誌主箪高橋

功氏が詳細懇明な解説をジャケットに書か

れて居られので、詳しい紹介はそちらを参

照願うとして 、いさいか蛇足めいては居る

が試聴後の若千の感想をお送りしたいと思

う。私の手持ちのレコー ドで、やはりプリ

ームの古代リウ ー トの伴奏による「エリザ

ペス王朝時代の歌曲集（咋年 8月発売ロン

ドン MP盤）があるが、歌手ピアーズのテ

ノー）いもさることながら 、この伴奏を受け

持ったプリ ームの古代リウートは減に幽遠

な稚致に富んだ演奏である。歌を牡んのり

包む様な、伴奏の多音的な響きは、伴奏者

としての彼の並々ならぬ技巧をうかがわし

める。今回のレコー ドもソルの古典にファ

リアやトウーリナの近代曲を組合した撰択

も適宜であるし 、演奏も近頃にない出色の

ものと思う。某誌の批評に「ソルの表現は

(24) 

柴山猛夫（松本）

徴温的であるが、ファリアやトウーリナは

作品の第囲気醸成に成功している」「セゴピ

アの風格には及ばないが、もっと現代的な

生き生きとした弾き方をみせている。」とあ

ったが、私もこの点では同感である事だが、

とにかく 、ソルの一連の曲の演奏は極めて

控え目であり 、形をくずさない誠実さと 、

所謂、大家らしい、はったりや気取りがな

い演奏には好感が持たれる。特に、テンポ

の崩れ易い、ソ）レの 口短調の練習曲でさへ、

見市な節度で押し切っている。然し何んと

いっても 、彼の良さはエクスプレンプな粒

徐濶によく特色が現われる様な気がする。

A面の最後の第二幻想曲よりのラ）レゴーの

演奏はとりわけ素賭らしい。

B而のトウ ーリナのスペイン風の激しい

リズム 、フラメンコを取入れた多彩な演奏。

全くた .1.きつける様な激しさのff,小憧ら

しい程繊細な音楽性の偲ばれるPP。現代的

な生き生きとした息吹きを感ぜられると 、

云われて居るが、全く宜なる哉である。録

音も専門家に云わせれば森低音の「ヌケ」

が良く 、「生」に近く 、録肯され、良好な由

であるが、私達索人の耳にもとりわけ、新

味があり 、音も挫富で俊秀な録音と思われ

る。

ジャケッ トの解説も到れり尽せりで、こ

れ以上望むぺくも無いが、彼の演奏上の特

徴と音楽性について、各誌共元来余り詳し

く紹介されていない感があるので、その点

少し補足、紹介 して 、慾しかった。尚ジャ

ケットの彩色について 、あっさりした色調

とギターを取入れた表現派風の棉図で、仲

々結構なものと思うが、部分によっては、

もう少し冴えた色を使用して 、若々しい感

じを出して貰いたかった。少し淡白に過ぎ

たと思われるが如何なものだろう。

(33. 1. 15) 
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ブリー ・ムの音楽

去年どこかの会合でジュリ アン プリー

ムの Lpを聴いて非常に楽しかった話を聞

いていたので私も手に入れたいものだと思

いながら多忙でつい忘れていたところ、ア

ルモニアから感想を書けとのハガキを頂き

慌て上あちらこちらレコー ド店へ電話を掛

けやっと見つけだし早速試聴した。先ず、

完壁の技巧を土台にして曲を解釈するに主

観を誇張する事な く、楽譜に示された意味

をすなおに表現した好感の持てる名演奏で

落沿いた演奏振りはとても二十五オの若さ

とは感ぜられない。

音位の不足を訴えられるギターに於いて

音の強弱を表わすのに音色の変化という

が随分唱えられて来たがこれに対してプリ

ームはいとも明瞭に答えて呉れた。フォル

テの段階では爪をふんだんに使い以下ビア

ノに移るにつれて肉弾きを用い音色の違い

からくる特徴を生かしながら音位の大小と

：相まって鮮かに使い分け織り交されてフレ

ーズによる強弱の差を実に見事に弾き別け

それが又一段と演奏を引立て Lいる。我々

の間で時たま問題になる爪か肉かの論議も

こ上に於いて全く解決されたと考えるのは

’どうだろうか。

技術的にも色々教えられるところがある

のほ当り前の事ながら今特に気の付いた事

• はスラー 、 侮音が非常に美しく智きー音一

音はっきりと聴きとれ上昇、下降楽句のと

ころなど生々と律動している。よ仕ど技功

が身に着いていないとむずかしいものだけ

にプリ ームの勉強0)跡がうかゞわれる。我

音の場合、練習不足もあってスラーをかけ

られた音が抜けだりつまったりして闘き苦

しいものだが、その点案外なおざりに弾か

れているのでほtょしヽ だろうか。

令月迄セゴピア始め其の他名演奏家のレ

25 
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松井徳次（大阪） ＇

コー ドを聴いてその度に感放を新たにした

ものである。然しなぜか私にはびったりく

るものがなかった。それがプリ ームを聴い

て初めてコレダ ！と一人満足した。といっ

．てセゴピアと比較してプリームが上位だと

は決して思わない。プリームはご存知の様

にセゴピアの間接の弟子であり 、＇ところど

ころには摸倣とは思われる個所が見うけら

れ、まだまだセゴビアとは大分の差がある

と感ぜしめる。事実このレコー ドを聴い

てA面のソルの古典を聴いた耳でB面の ト

ウリ ナの作品の如き郷土色の浪い音楽を聴

いた場合何か物足りなさを感じる。テンポ

の問題もあると思うのだがスペインの特異

性と云うかや匠ったさ 、はなやかさがない

と感じたのは私だけだろうか。だが演奏は

それ自体独自の芸術なのだからでプリ ーム

の様な解釈もあって然るぺきではあるが。

プリ ームの真面目なフレーズの読みによ

るこの名演奏を聴いて私の最後に思う事は ＇

長年神戸在住の藤田光彦先生にきびしく教

えて頂いた事が、何一つ問迎いや無駄でな

かった事をひるがえって、余りにも払の未

熟な事が嘆かはしい。今度お目にか .I.った．

時には改めてお礼を申上げたいと恩ってい

る。 、

尚このレコー ドの好評に応えてプリームの

名盤が次々と出されりも非常にうれしく思

う。今迄はセゴピア位しか勉強の対象にな

るレコー ドがなかった。而しセゴピアの芸

術では全りにもかけ離れすぎて困っていた

のが今後のプ リームを多いに研究して私の

向上の糧にしたいと思っている。 9 

来る 3月28日から 4月6日まで東京十字

屋に於てギターに関する展覧会が開催され

ます。御期待下さい。

(25) ・・・ ｀ 



プリームの Lp

現代ギター界における若き旗手、ジュリ

アン プリ ームの声価は益々高まりつ .1.ぁ

り、その苅実な進境ぷりは我々にとって大

きな励みと力強さを与えて呉れる。

16世紀リュ ート 音楽の巨匠、ジョン ダ

ウランドを生んで以来久しく沈滞を続けた

イギリスのギター界は、こ のプリームの出

現によって空前の開花を見るのではないか

とも思われ、故にこれまで指達に当ったペ

ロット 博士を初め、ギター界こぞっての声

援はまことに大変なもの .1.様である。

ロンドンのギターニュース誌の報ずる所

では、プリームのリサイタルは去年の11月

は4.10. 20. 23. 29日でこの内23日はヴ

ィリヤロボス作のギター協奏曲、12月に入

って 3.4. 5. 13. 17. 19日と演奏会を行

っており、若冠25オの背年ギクリストの梢

力的な活羅ぷりがしのばれる。今の処、プ

リームのひんばんな演奏活動も主として国

内にのみ限られているようであるが、いづ

れ各国の楽壇に登場してその名技をひれき

し、愛好者を哀ばせる日も近いであろう。

我々にはレコードを通じてしか聴く機会

を持たないわけだが、幸に 、今般ウェスト

ミンスターより発売になった Lpの好評の

海外ニューズ｀ （1) 

イギリス： ー一

Segovia I:l:.12月11、12日マンチェスター、

13、14日はスタッフォ ー ド、16日はロンド

ンでリサイタルを開いた。

Dartingtonに於ける夏季音楽祭に昨年8

月講師として参加した JulianBreamは、

二週間にわたる コンサート の中五つに出演

した。リサイタルでは Bachの組曲の外、

プリ ームに捧げられた LennoxBerkeley 

のソナティナが初演され、喝釆を栂した。

室内楽のコンサード では Amici絃楽四重

(26.) 

京本輔矩（東京）

後をうけ、続いて次盤の発売も予定されて

いるとの事で、斯界の発展のためにまこと

に炭ばしい限りである。

最初の Lpではいづれもゆるぎのない技

巧を持って優れた演出がなされており 、何

のけれんもない索疸な解釈と甘美な音色、

溢れる近代感党、そしてソル等の古典曲に

おいて示した好まし表現は彼の豊富な音楽

性を物語るもので、その洗練されたメカニ

ゲムは索晴しく 、セゴヴィアに次ぐギタリ

ストとして将来の大成が約束されていると

思う。

我が国で次に発売されるとすれば恐らく

ヴィリヤロポスの 5のプレリュ ー ト＼及び

トロパのソナチネ、プレリュ ー ド、ファソ

ダンギロ等の染ではないだろうか。これは

先般 NHKより放送されたから読者諸氏の

中には聴かれた方も多いと思う。アメリカ

ではすでに 4枚も出ているらしく、この内

1枚はバッ ハ集でシャコンヌ 、前奏曲とフ

ーガ等が含まれており 、他の 1枚は残念な

がら不明、他に歌曲（リュ ー ト伴奏はプリ

ーム）．の盤も出ているようだが、 前古典及

びコ、ンチェルト等の演奏等も是非出して頁

いたいものである。

奏団と共演して 、Boccheriniのギターを

ふくむ絃楽五正奏曲の外、リュートを以て

John Dowlandの「涙」を演奏した。更に

テナーAlexander Yong の歌にリュート

で伴奏 して、これ又好評だった。プ リーム

の人気はギタリス トとしてよりもリュー

ト奏者としての方、が高いらしい。そして

Westminsterにはイギリス盤がないらし

く、プリ ームのレコードが地元のイギリス

で入手困難を咬く声が高い。わが国はその

点恵まれている。又この音楽祭では講習会

が呼びもので、プリームはギター作曲法を
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プリ ー ムを聴いて

英国生れの若千25オのギタリスト 、ジュ

リアン プリ ームのレコー ドがこの正月 N

HKより放送され、私たちギター音楽愛好

者を楽しませてくれた。曲目は、 トルロバ

のイ長調ソナチネ、ノクターン。ロポスの

前奏曲第一、第三、第四、第五であった。

プリームのレコー ドはアメリカ盤ウエスト

ミンスターで四枚出ており 、今回日本盤と

して市販されたものに、 トリーナのタルレ

ガ讃歌、ファンダンギリョ 、突風、アンダ

ンテ。ファリアのオメナ工。及びソルの純

習曲とメヌエットがある。

携て彼のレコー ドを聴き乍ら 、先づその

解釈の清冽さに博された。全体を通じて表

現が淡々としているように見えて、然も 、

隅々までよく感梢が通っていてその主観性

がいやらしくなく全体に流れている。

例を挙げるとトルロパのソナチネ、イ

長調第一榮章のリズム、三連符の処理、同曲

をセゴピアやイダ プレステイのレコード

で聴いて耳馴れていた為でもあろうか、全

＜趣きを異にしている。どちらが上のもの

であるとは云えないが、今まで知らされな

かったものを耳にし 、ギクンとさせられて

しまった。

数多くあるレコードを聴いて仲々納得さ

せてくれるものは少ない。

講じたらしく 、この講義は近く出版される

ことになっているとか。今年もプリームの

参加を希望し期待する向が多い。

プリ ームの使用している Moncb作のギ

ターは音且が豊かで、而も音が澄んでいて

美しいのが評判である。

ロイヤル、フェスチパル、ホールで10月

にリュ ー ト独奏会を開いたプリ ームは、11

月4日から12月19日の間にイギリス各地で

演奏会を持ったが、その中でプリストルの

27 

人見 徹 （東京）

リョベットのレコー ドを聴く時、彼の主

観が音楽より先にはみ出しているのを耳に

するだろう。実に美しい甘い音で奏でる彼

の油奏には敬服させられるが、過去のもの

を思はせる。現代の巨匠セゴピアのレコー

ドを聴いてさえ、納得しかねるものがあ

る。矢張り世代の相迎でもあろうか。

最近や .1.湖足させてくれたものにイエペ

スや トルレがあろが、音楽より技術の良さ

が目についてならなかった。プリ ームこそ

吾が意を意たりと思う演奏をきかせてくれ

た様な気がする。

許された紙面が残っているので之をもう

少し分析してみたい。一般音楽ではウイ ー

ンを中心としたいわゆる欧洲のものが圧倒

的に多く 、吾々に耳馴れてしかも満足を与

えてくれる。而しギターの場合はどちらか

と云えばスペインを中心とした南欧的なも

のが多く 、演奏者も亦南欧人が多い。プリ

ームの演奏はスペイン的でないいわゆる欧

洲的音楽性に基いていろところに私の感じ

た新鮮さがひそんでいろのかも知れない。

兎もあれオーソドックスな音梵的解釈と

完成された技術を持った彼の演奏は、同じ

世代の吾々に色々な問題を投げかけ、今後

も、新鮮な息吹きを入れることであろう。

次のレコードの発表が楽しみである。

コルストンホールでは Villa-Lobos のギ

ター協奏曲を演奏して喝釆を博しは。

北部イングランドで年々酋楽祭が開催さ

れるが、 16オの少年 MartinRobertsが

Villa-Lobosの第一前奏曲をみごとに弾い

て、外の部門の演奏者達をはるかに上廻ま

る95点という審査得点で優勝した。彼はマ

ンチェスターのJ.R. Maitland夫人につ

いて 2年間ギターとビアノを学んだと い

う。使用楽器は Estero作のもの。

(27) 
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9. 

ジ土リアソ プリ ームの演奏をレコー ド

や放送で聴いた事のある何人かの門下生達

、に、その感想を聴いた事がありましたが、

各人の思い思いの感想が、‘ギターを習いは

じめてから2、3年の短期間だったにも拘ら

ず、案内当を得ていた様に思えたのは、彼

の演奏の素直な面が多分に共感を呼んるい

で為と思われました。

私自身はプリ ームのレコー ドを全部聴い

ているわけではないので、あまり正面切っ

て云える立場ではないのですが、最初に聴

・いた時に感じたのは、予想していたよりも

’全ての面ではるかに高い水準だった事が私

の心をとらえてし まった、 と云う事でし

た。実1て．索直な解釈でのびのびと演奏して

いる姿を想像すると何か明るい気持になっ

てしまったのです。音色も良いし、フレー

ズは相当に明確な節度を持っているし 、今

迄聴いた多くの新人演奏家のレコー ドと比

べると 、明らかに強い意欲と 、理性とを持

ったスタイルを感じる事が出来たし 、そこ

には当然堅実な演奏となって現われ得るも

のを持っている事をくみとる事が出来ま

す。

但し次の点では未だ未だセゴピアに及ば

ないものを感じます。先ず音色の変化、フ

レージングの大胆さ 、又それにともなうテ

ヌー トの扱い方、パスの））感の不足等で

す。然しプリ ームの若さとその索晴らしい

才能と恵まれた各種の条件を思い合わせろ

時、今後数年の間に更に邸い水準に達する

であろう事は容易に想像されるところで

す。

その音色には将来性の有る或る種の荒ざ

がある様に考えられますが（然し此の荒さ

は野性的なものとは云えないでしょう、つ

まりそれ程アクの強いものではないし、か

と云ってセゴピア程洗練されてもいない、

云うなれば荒さと云うよりむしろ都会的な

若さと云う事になるのかも知れません）之

は現在でも充実している彼の演奏が飛躍的

な進歩を続けるであろう屯への逆説的な条

件と云えるのではないでしょうか。素晴ら

しい音色を持つ若い演奏家には往々にして

深みの無い単純無慇動な演奏をする人が多

いので余計に此の様に思えるのかも知れま

せんが・・.......。

数年前に「若しセゴピアが死んでしまっ

たら 、ギターの第一級のソリストは一人も

居なくなってしまうだろう」等と、友人達

と語った事がありましたが、プリ ームの出

現と活澄な活躍とがそれを単なる杞憂にし

てくれってある事は全くうれしい事です。

.. ; 

オーストラリアからイタリアに留学して

アカデミア ・キジア ーナでギターとヴ ィウ

エラを仕上げた SadieBishopは、当分

ロンド ンに落ちついてギターの教授をし、 • 
しばらくは彼女の祖国に戻るま いとのこ

と。

・ギター歌手 VictoriaKingsley夫人は昨

年度のアカデミア ・キジアーナのレッスン

に参加し、Prof.Emilio Pujol につい

てヴィウエラを学んだ。受講記を Guita~ 

News誌に襟いているが、皮肉たっぷりの

筆法はさすがに文学畑の人であoことを思

わせる5
Dr. B. Perottは ThePrice. of Happi-

ness 「幸福の代価」と題する小脱を翌上

げカナダの某芯店から出版されるととにな

づ如自伝的小説で1899年の日本訪問のこ

．とも出 、．ギターも重要な役をもって・登場す

る由、期待される。

(28) 28. 
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プリ ー ムの •レコ ー ・・ドを聞いて

此の処年末年始の多忙な毎日に明け免けれ

た為レコ;_ドも聞く暇がないので、プリ ー

ムのレコー ドは庶光通知を受けてい乍らそ

の位になっていたのを早速取寄せて拝聴 し

た次第です。充分研究する暇もありません

ので直感的に浮んだ低二三綴って見たいと

思います。ソルの錬習曲を聞く内に矢張り

西欧的な本道の音楽だと思いました。タレ

ガ、リョペー ト、セゴピアに通ずるものを感

じさせます。演奏は非常にデリケートであ

り二戸ァンスに富みその底に大変なテ クニ

ヅクを横たえているのが判ります。音の求

め方もセゴピアに近いものですがどこか異

竹なものを感じさせます。好ましい浪奏だ

と思います。それは科度な技術を持ち乍ら

誇張のない音楽楽で、曲が古典だからと云

う故のものではないと思います。アニド 、

アルメイダには表現されないものがあるし

ゴメスの古典等は一寸近づけない気品があ

ると思います。一枚のレコー ドでその浪奏

者の総べてを知る4［は不可能な事で余り深

い事柄は判らないにしても、十曲余り聴け

ば或程度は知るi」tが出来るものです。録音

も大変良いしヘクトル ・クインのギターは

良く歌っています。涵の多いと云はれる ロ

ンドン（製作者は何処に住んでいるか知り

ませんが）で作った楽器があんなにも歌う

海外ニ ューズ (2)

アメリカ：ー一

ロスアンゼルスにあって映画音楽に活躍

している YicenteGomezは「賜は又昇る」

でヒットしたが、最近ギターとオーケス ト

ラのための ConcertoFlamencaを完成し

ャ~o 
コロムプア放追提供の昨年 8月26日のテ

レピ劇「ギター」は大へんな好評だったら

しい。クランックギターに専念している若
いギタリストが、ダヽノスバンドや流行歌の
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笠月 和市朗（静岡）

は不思議な事です。・プリームにはセゴビア

の様に大成されたものはないにしても・ロマ

ンと近代奏法（ノ イヱサッ ハリヒカイ f)・

の二つの流れの中にいる我々にギター演奏

の在り方について身近なものを示している

のではないでしょ うか。 セゴピアは高邁な

音楽を闘かしてくれても近親感はないが、

プリ ームは私達の心に大変近いのです。 そ

の演奏の若さによるのかも知れないが、判 '

りの良い説得させるものを持っ ているので ・

す。ソルの練習曲も楽しく llflかせてくれて ・

参考になるものが非常に多くあります。

演奏はセゴピアと似ていてもそれは音の

求め方の上での事で曲の解釈からではない

と思います。何ちらかと云えば近代奏法に

近いのではないてしょうか、西欧の演奏家

のスタイルの区別はロマソとノイエザッ ハ

リヒカイトの持つ比率によるとか云いま

す。一寸気になった事と云えば録音が良す

ぎた為か絃の摩擦の音が大きく又多く 入っ

ていた事です。何はさておきウエス トミン

スターが大変良いレコー ドを発売してく れ

て有難く思っております。今後もどしどし

古典に限らずオリヂナルな近代曲も発売し ・

て欲しいものです。以上希望感想取まぜ御

返事まで。

伴奏などを絶対にやるまいと思っている

が何せ我乏でこのましでは飢死する外ない

仕ど窮地に追い込まれてしまう。幸に或ナ

・イトクラプに出演する機会に忠まれる。そ

こで彼はお客をよろこばすためにフ ラメン

コを弾くが、それよりももっともっと上手 ・

にタルレガやタルベニスの曲を弾いてお客

から万鉗の拍手を送られる。クラツックギ

ターの勝利である。 一ーといった他愛のな

いプロットだが、クランックギターを Rey

de Ia Torre,フラメ｀ィコギターをCarlos

(29) 
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プリームの LPレコードをきく 右藤寿和（西宮）

イギリスの若いギタリス｝ ・ジュリア

ン プリ ームの演奏についてはすでに定評

があり 、セゴピアに代る随一の新進奏者と

して 、ギターに関心をもつ者丈でなく 、広

く一般音楽界から期待されている。今回日

本ウエストミンスター社から邦盤が発売さ

れた事は誠に喜ばしいb この Lpレコー ド

のジャケットには高橋先生のこんせつな解

説が附され、ギター音楽鑑宜の手助けとな

っているのも有難い。

朝日新IHI紙上のレ コー ド評にもアンプ リ

ームがひさし振りに音楽的なギターを聞か

せる。 トウリナの「五つの小曲」 ファリア

の 「ドピッツーの袋」などが面白い」と店

かれ好評である。プリ ームの演奏技術はす

でに一応完成され、そのギターの音質も魅

カのある独特のものを持ち索賭しいもので

ある。

「第 2のセゴピアでなく第 1のプリームた

れ」と師ペ ロットにはげまされたと云われ

るのも成程と思われる。

「曲の表現についてもセ ゴビアの持ってい

ない近代的な感党とも云うぺきものを持っ

ている様に考えられる。

Montoyaが弾いていて、劇の進行を助け、

非常にヒットした。

わが国のテレピプロデュサーにもこんな

知恵があったら 、と思う。

欧米各国を外遊して来られたンャンソン

界のベテラン芦原英了氏の話ではモントヤ

が是非日本に行きたいと言っている由。実

現すればうれしい、又何とか実現させたい

と思う。

Vladimir Bobriの主宰すろ栄華版Gu-

itar Review誌は21号をプラジル特集と

(30) 

ソルの第 2幻想曲のラルゴーに示された

豊かな表現、ソルのエチュド、 トウリナの

ラファガ等に於ける息もつがせぬあざやか

な演奏等その少しも誇張されない純真な表

現による演奏は聴くものの心を魅了して離

さない。・

然し或る面に於てはその表現はや豆F凡
に流れる点もないではなく 、ソルのメヌエ

ット 、フ ァリアの曲等はその傾向がある様

に思われる。

将来このプ リームが更に音の巾を広げ、

音色も多彩となって大成される事を願って

やまない。ともかく老境に入ったセゴピア

に代るプリ ームの活躍はギター界に希望の

灯をか .1.げ、更に輝かしい明日を期待させ

る。

プリ ームの Lpレコー ドはこの外、1月5

日に NHKから放送された ロポスのプ I/

リュド 、 トロパのソナチネ等のはいったも

のがあるし 、それに ロ ドリゴのアラヘンス

協奏曲もプリ ームの御得意の曲である筈で

あるので、これらの曲のプリームによる名

演奏を次々に紹介される事を期待してい

る。

し、Villa・Lobas,Olga Coelho, Laurindo 

Almeida, Waldemar Henrique, Brasilio 

Iti bere, Isaias Savioなどのスナップを紹

介したが、この一曲に盛り切れず、更に次号

もプラジル特集をつゞけ、博学の Ronoel

Simoesの「プラジルのギター界j の作、

Guarnieri, Mignone, Nogueiraなどの作

曲を紹介する由、大いに期待される。同誌

からの文と写真の引用を快諾されたポプリ

に感謝する。

Olcott, Zah Bickford夫妻によって19

30 



ブ リー ムのLPをきいて

高橋先生よりジュリアン・プリ ームのLP

評の御依頼を受けて、どうしようか、と考

えていたが、昨昨年の東京進出第二回浪奏

会を機に和極的な演奏活動より身を引き、

指導に重点をおいて活動する事とした為に

やり遂げたい事、又、云いたい事もどしど

しやって行こうと考えていたので烏滸がま

しき事乍らお引受けした。

私はプリ ームについては何も知らない、

只アルモニア誌でのみ知るだけであるか

ら、そのレコー ドに依る演奏面より語る事

が出来ない、片面は、トリ ーナとファリア

の作品、反面は、ソ）レの作品である。その

いづれも全く格調あり 、飾り気のない、又

誇張されない彼の演奏には大変好感がもて

た。

プリ ームはセゴピア再来とか、色々と大

きく批評されているので、私のセゴビア と

プリ ームとの感想を術いてみよう。

セゴピアは、ギターの神様とま で高く評

され、その演奏はギターの特性を余すとこ

ろなく発揮し、セゴピアトーンに依りその

華麗な演奏は吾々を魅了する。併し乍らそ

れはセゴピアのすぺての演奏とは云えな

23年に創説されたアメリカ 、ギター協会は

昨年11月23日にプラジル音楽番組の特別演

奏会を開いた。そのプログラムをクリスマ

スカー ドと共にオルコット夫人から送って

いたゞいたが、GuitarReview誌 21号に

感謝と敬意を捧ぐる旨、冒頭に印刷されて

ある。

1月12日ニュ ーヨークのタウンホールに

於ける Reyde la Torreのリサイタルは

従来にない好評で、各新聞紙が称讃を極め

た事をのせたそうである。 Torreも日本に

是非来たいと再三言ってきているが、私達

の微力は今のところ何ともなしがたい。
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縄 田 政 次 （ 大 阪 ）

い。私はセゴピアの演奏するバッハのツャ

コンヌもアルアンプラの想出も好きでな

い、とは云え不出世の大家だけの事はある

ようだ、併し反面に彼を悪く云うなれば、

その演奏は、油っこくて少し 、ひつこい。

プリームはどうかと云うと 、セゴピアの

ように油っこいところがない、実に端麗な

演奏である。セゴピアは華麗でプリームは

端麗だ、と思える。併しプリ ームとて悪い

ところがないでもない、P指のアルペヂオ

のところでは、あれっ 、と思ったところも

あり 、ソルの22のロンドはもう少し早くて

もよいのではないか、とも感じた。とは云

えオヤングレンよりは遥かに秀れていると

思う。紙面の都合でプリ ームの演奏を一1111

ー曲細かに評する事は出来ないが、今回発

売のウエス トミンスター盤では大変満足す

ペき演奏である事は確かだ。彼の演奏は、

あたかも 、清流を眺めているようで、実に

美しい。又、大変身近かに感じられる 、セ

ゴピアは遠くて手の届かぬ感じだが、プリ

ームは、吾々に、ぐっと身近くある。それ

は何か、それはいつかの機会に語る事とし

よう。

海外ニ ューズ (3)

イタリア ：――~

昨年度のンエナのAccademiaChigiana 

では Segoviaが出講しなかったので高弟

Alirio Diazがギター科を指浮した。受講

者はイタリア7名、スペイン 3名、アメリ

カ、イギリス、オランダ、ベルギー、 ベネ

ツェラ 、メキンコ、ギリンヤ、フランス各 l

名計14名。ヴイ．ウエラ科は EmilioPujol 

の担当で、受請者イタリア 3名、イギリス、

オランダ各2名、アメリカ 、ベルギー、ポ

以下31頁へつゞ<
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テンボ に ついて

同じ曲を炎いても人によって早く奏く人

と遅く奏く人がある。例えばカプリチョ ・

アラプをオヤングレンは 3分45秒程で奏い

ているのにセゴピアは 5分35秒程（比率

1 : 1.49)で癸いており 、ア）レベ ー ニスの

物語ばモラールが 4分43秒程で奏いている

のにセゴピアは 6分17秒程（比率 1:1.32( 

で奏いている。これはその人のその曲に対

する解釈から生ずる結果で、一向差支えな

いと思う。・

払の昨秋のリサイタルの各曲目の泊奏時

間を門弟安逹右一君が本誌に発表していた

のは寸種の研究汽料にもなり 、興味深く御

奨になったこと .1.思う。

私は元来テンポはゆるやかに余船の美を

味わいながら奏くのが好きであってセゴビ

アのテンポより少し遅く奏いている。しか

しタイムの比率は 1:1.2から1:1.3ぐらい

でそれ以上遅くは奏いていないつもりだっ

た。（演奏会前にも何度もストップウォッ

チで計っていたのである。）ところが安達君

の発表の中には 1:1. 83, 1. 77, 1. 67など

というのがあり、私を陀かせた。当夜安達

君は腕時計で計ったのか、ストップウオッ

チで計ったのか知らぬが、あの薄暗い客席

では間違いも相当生じるだろうと思う。平

生はフレスコパルデイは 6分10秒以上遅く

奏いたことはない し、ハイドンのメヌエッ

日は 4分40秒から 4分50秒、遅くて 5分0

秒で奏いている。 ヘンデルのサラパ ンデは

. : 
特製手エギター
（音質清純、音岱豊富、価格低廉）
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溝 渕 浩五 ＇．郎 ．

5分10秒ぐらいである。ストップウ オッチ

は普通の時計と目盛りが違うので 3分のと

ころを 5分と見間違い易いので見誤ったの

だろう。腕時計だとすればそれこそ暗さの

ため、問迎う率は多かったろう。若し安達

君のタイムが正しいとすれば、それ等の曲

に関しては私の失敗である。いかにテンポ

は各人の自由だと云ってもそこには程度が

あるからである。なお、ソルのメヌエット

は、私が 3分10秒、セゴピアが 1分40秒と

杏いてあったが、これは氏の感違いで、 こ

の曲はセゴピアは吹込んでいない。

さて大部言訳がましいことを困いたが、

前言の如く私はテンポをあまり早く奏くこ

とを好まない。ギターは音が生命である。

音のきたないギターは気の抜けたピールと

でも言いたい。セゴピアは、弟子が難曲を

如何に早いテ・ンポで奏いても 、音がきたな

いと rノー」と云って見向きもしないそう

である。近頃の若手のギタリストの大部分

は大曲を早くパリパリ 奏くが殆ん どギター

の音になっていない。あれではガラガラ声

のコ ロラチュアソ プラ ノ同然である。

安達君は当夜の私の演奏に対して、テソ．

ポのことばかりむいて、一番大切なギター ・

のタッチ、音色の配列、曲の解釈について

は一言も触れてくれなかったのは残念だっ

たが、氏は未だ批評を朽き出してから日が

浅いので止むを得ない。今後の栢進を祈っ

て、筆をおく。

楽器製作家 加 納 ・ 実

名古屠市昭和区長戸町;2の28
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私の 気持（溝渕氏えのお答えに代えて） 安達右一

溝渕氏が前号の拙稿を読まれ、ストップ

ウオッチを以て検討され、箪を執つて一文

を草されたことを承知してそれ丈で箪者の

意図が充分報いられたと思い婚しく磁じた

次第である。

既に高名の士であり全国的に演奏旅行を

して居られるので本誌の読者諸兄も大部分

はその演奏に接しているものと考えたこと

から 、他の点を省略してテンポについて大

部分の紙面を費したことが結果的に配應に

欠けた評であるとの指摘を受けたが、他の

ギタリストの荒い音色は耳に即るが溝渕氏

の丸い軟い音色を聴くと耳が悧れているせ

いかそれが当り前のことに聴えて来るのは

永年の師弟の関係が禍しているのかも知れ

ない。

セゴピアが音色を演奏の第一要件にして
いることは先年の阿部、小原両氏のンエナ
レッスンの話で明瞭である。しかしテンポ
が音色の為どれ丈犠牲になってい iかと云
う事については或程度と云う範囲を出ない
ことも確であろう。音色が保たれたら逆に
指定より早く演奏するのも解釈と考えてい
る様であろ。こんな話がある。
セゴピアが或る演奏会の後で「あなたは

メンデ）レスゾーンのカンツオネッタの後半

を何故あんなに早く弾くのか」と 1徳かれた
のに対し「それは弾けるから早く弾く丈さ」
と答えたと云う話である。
これはエヂンパラの音楽祭を聴きに行っ

たアプロニスの話であるが、［実セゴピア
の演奏はレーナー四重奏団のテンポよりは
かなり早い。

油奏時間を測ってみたのは今回が始めて

ではない。ソルの20の練習曲集のテンポの

指定をセゴピアがいろいろ変えて発表して

いる 0)に興邸を引かれたことに始まる。ソ

ルの錬剌U]はさう多くないがいろいる検討

している内、そこにはっきり現われたアレ

グレットの共通したテンポ、アンダンテと

の関連、アンダンティ ーノとの差迩、ミヌ

エットの撼み方等に今更の様に感歎したも

のである。こんでな工合で過去の整理引用

したので、ソルのミ ヌエ ットを感迎いして

了って誠に申訳ない。

箪者は前号で溝渕氏のテンポが遅いと評

してはいない。参考に留めたかったのはテ

ンポにむらがあると云うことであった。七

うしてこの種の検討をする場合我々は残念

乍らセゴピアにしか資料を求められない。

Lpが一、二枚の演奏家についてはこの様

な類推が難しい目下の処は仕方なく大セゴ

ピアにかぢりついているより他仕方あるま

ぃ。
蛇足乍ら箪者のメモに次の様な記録があ

る。

第一部 6時33分～6時52分
第二部 7時05分～7時33分
第三部 7部50分～8時07分
第四部 8時23分～8時41分

実所要時間75分40秒に対しこりこ現われた
時間は82分であり 、その差はチュ ーニング
等に要した時間と云うことになり 、一曲20

秒見当となる• 5 腕時計ではあったが 3 分を
5分と見迎えたことはないつもりである。

Iアルモニア卓 J:.カレン ダ―|

アルモニアの五年継続誌友のためにギ ターをテーマにした名画の卓上カレンダーを作
ってお とどけします。

1 • 2月 ポプリ箪 ア）レハンプラ宮殿

3 • 4月 ビカソ節ギターと硝子器
5 • 6月 プラック箪 ギターと菜子器
7. 8月 エミール ・ボノオ筆弾奏
9・10月 ロンプーツ策奏楽の仲間
11 • 12月 ギ）レペ｝レト筆 ギター協奏曲

五年継続誌友以外の方でとくに希望の方に実密でお頒けします。送料共 50円御送金下
さい。小型額禄に入れて壁にかけろか、卓上に四いて下さい。きっと満足していたゞけ
ると思っています。
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リュートとヴィウエラ

Lute and Vihuela 

リュ ー ト（これは RafaeleCalaceの創

製した Liutomodernoと区別するために、

古代リュートと呼んだ方がい .I.Cl)だが）と

ヴィウエラは異名同種の楽器である。スペ

イン語のヴィウエラがポル トガルで訛っ て

ヴィオラとなったが、名称こそちがえ、そ

れがギターなのである。又ヨ ーロ ッパでは

ギターの前身と思われるのが異形同種のリ

ュー ト （イタリア 、イギ リス、フ ランスで

はリュ ー トと呼んでいるが、 ドイツではラ

・ウテと呼んでいる）である。リュ ート はむ．

しろマンドリンと形が似ている。 リュート

音楽は十六世紀から 1 •イ＼世紀初莱まで 、 就
中上流社会のサロンに欠くぺからざる楽器

とされていたが、こ のリュート Lute製造

家をルティ エルLuthierと呼んだ。現在

でも絃楽器製造家の こと をルティエルと呼

んでいるが、それはその昔隆盛をきわめた

9ユート製作家の呼称が、そのま .I.ヴァイ

・， オリンやチェロやギターの製作家にも適用

されているわけである。 それ低ど前古典if
染ではリュー｝が優位を占めていたのであ

った。

セゴヴィアのレパートリーではリュ ー ト

音梵が相当政を占めている。十枚に及ぷLp

の中にはリュート音楽を取入れているもの

が大部分であるし 、各国各地の演奏会も大

体はリュー ト音楽で始まっている。そ う言

えばタルレガもパッ ハのものは編曲してい

るが、パッハ以前の音楽には手をつけなか

った ようである。 パッハ以前の所謂前古典

音交に渚眼したのはプジ ョールとセゴヴィ

アあたりのように思う。

・リュー ト音が隆盛の頃にはまだ今日兄る

ような五糸殷記諮法は確立されて いなか っ

た。当時の記譜法はタプラ トウル Tabul-

aturといわれる。語源的には表示 という

(34) 

高 橋 功

Isao Takahashi 

わけで、 横にリ ュー トの絃の数（大抵は六

本） だけ線を平行に引いて 、それに音符の

時間的価値と 、左指で押絃する フレッ トの

位置を記入するだけのものでなうた。と こ ・

ろが リユート の絃は六本と固定したもので

はなく 、時代により 、地方により七本だっ

たり八本だったり 、更に番外絃を沢山加え

て十数本だったり色々な上に、その絃の調

律が又まちまちだったりして 、古典音楽の

研究家達はタプラトウルを前にして色々と

考証 し、解読するのに骨を折っ たわけであ

る。EmilioPujolの言をかりれば、1909

年 ウイーンで開かれた国際音楽学会議で

「タブラ トウルで愈かれた作品を再現し、

それを正聴した上で五線記譜法で表現出来

るも のを移譜する」ように決定したのであ・

った。1909年といえばタルレガの亡くなっ

た年で、こ の頃から古典音楽の研究、・タブ

ラト ウルの解読、移譜が正しく行われるよ

うになり 、その上で編曲が盛んに行われる

ようにな ったと兄られる。今でこそ案外容

易に古典音楽が手に入るようになったが、

これま でには先鉗達が並々ならぬ苦労をし ・

努力をして来たのであることを忘れてはな

らない。

Prof. Emilio Pujolは HispanaeCith: 

arae ars viva-Antologia de musica 

selecta para gui tarra transcr.rta de le 

tablatura curfigua (B. Schott's Soehne 

/Mainz)の加に箪者に対する 献呈の詞を

附 して寄せられたが、それはプジ ョールの

注目すべき菜絞の一つと言えよ ・う。

Diego Pisador (1552)のパ．バーヌとピ

ラネ ス カ、Enriquez de Valderrabano 

( 1547 ) の ソネ ッ ト 2 曲 、•Luys M_ilan(1536). 

のファンタ ジア 2曲、AlonsoMudar.ra 
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(1546;)のガリアルダなど 3曲、Luys de 

Narvaez. (1538)の皇帝讃歌など合せて14

曲、凡てスペイン作曲家荊古典音楽のアル

パムである。凡て第三絃を半音下げて演奏

するように編曲されている。皇帝讃歌はセ

ゴヴィアのレバートリーにとり入れられて

いる。
この外プジョ ールは Ma:xEschig/Paris 

版Bibliotheque de musique ancienne 

pour guitarreを監修して LuisMilan,. 

Gaspar Sanz, Robert de Visee, Franc-

ois Corbetta, Miguel de Fuenllana, 

Alonso Mudarra, Francisco Guerau, 

•. : Luis de Narbaez, Ruiz de Ribayaz, 

" Enrique de Valderrabanoなどスペイン

• とフランスのリュ ート 音楽を編曲出版 して

し・ヽる。

’．・プジョ ールはこのような前古典派の音楽

の研究に於ては随一の権威である。

セゴヴィアも戦後の Edtion Andres、

Segovia (B. Schott's Soehne/Mainz)に

• 前古典派音楽の編曲を加えている。 Louis

Couperin, Girolamo Frescobaldi, Joh-

ann Kuhnau, Alonso de Mudarra, Do-

menico Scarlatti, Jean Philippe Ram-

eauなどがそれで、セゴヴィアの造詣の深

さを解する鍵がこ .1.にある。

本誌の寄稿家（第 3巻第 6号 、第 4巻第 2

号） JacquesBreguetのQuelpuespages 

de guitare Classique (Henry Lemoine/ 

Paris)はJ.S. Bach (1685ー 1750)の8曲

の外は、J.Champion de Chambonuieres 

(1601ー 1672)L. N. Clerambault (1676 

ー 1749)Carlos Seixas (1704-1742) 

Henry Purcell (1658ー 1695)それぞれ 4

．曲計16曲がタプフト ウ ルからの編曲であ

る。 Josede Aspi,azuに棒げられている。

Vャンポニエとクレランポオはフ ランス、

セイクサスはポルトガル、・パーセルはイギ

・リスで，後者け今年生誕 300年という速い

昔の作曲家である。本誌掲載のプレグエ編

曲のバ ッハのメ ヌエ ットは； ．このアルバム'

では二短調となっている。

Giuseppe Gullino とPieroJahierの

編曲監修による SimoneMolinaro ("ヤ六、 '

七世紀ゼノア）の Intavolaturadi Liuto 

(Ditta R. Maurri(Firenze)は300部限

定版だがその 218番が、ミラノ のMiguel

Ablonizと出版社 Berbenの好意に よっ

て箪者の手に入った。大判 115頁に51曲が

収録され、ピエロ ・ハイエのゆき とゞいた

序文がついている。 サルタレロ、ガリアル

ダ、フ ァンダジアなどの曲趣が多いが、こ

ういう エレガント な音楽を持っていたイ タ

リア ・ルネッサンスの盛代が偲ばれる。

Miguel Ablonizは EditorBerbenか

ら LeopoldoSilvio Weiss (1686ー 1750)'

のイ長調組曲 とGiovanniLegrenzi (1626., 

ー 1690)のジーグを編曲しているし Prof.

Romoro Ferrariは deVi:.eeの組曲を出

し、 最近の L'arteCbitarristica誌(N.65)

は Tonazziの編曲で Fabriiio Caroso (-t-

六世紀）のアリアとダンサを添附している。

イタリ アのギタ ー界もこのように前古典

派音楽に対 して大きな関心を寄せているの ．’

である。

ギターの演奏家として、又研究家と し

て、且つギターレコー ドの蒐集の第一人者

とし て自他共にゆるしているプラジルの

Ronoel Simoesが新出版とりまぜて南米

のギター曲を送ってくれた中に、とくに箪

者の注目を引いたのは DomingoPratの ．

署名の入った AntiguaCasa Nunez (Bu-

enos Aires)版 Antologiade faudistas、

de los siglos XVI, XVIl, XVIIlと題する

冊のアルパムであった。これにはFranc・

iso da Milano (1490-1566); Vincenzo・ 

Galilei (1533ー 1591).Jean Baptiste 

Besard (1576) Arcangelo de! Leuto (i-
六、七世紀） Fab'ritio~aroso da $erm-

'• ' ．． 
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oneta (1531ー 1605),Cesare Negri (1536 

ー 1604),Francisco Asioli da Reggio 

(1676) Simone Molinaro （十六、七世紀）

Silvius Leopold Weiss (1686ー 1750)の

作品がそれぞれー曲づつ計九曲収められて

いる。パロックの香のする好ましい心温ま

る音楽の宝庫である。

ドイツに在って敗戦の中から雄々しく立

ち上って 1950年から Das Gi tarrespiel 

(Friedrich Hofmeister/Leipzig)の編纂

にあたり 、15冊からなる茂大なギター曲

をほゞ完成した BrunoHenzeの努｝Jはヤ

分認められなくてはならない。これは亡父

Carl Henzeの霊前に捧げられたもので、

ヘンツ工が最大の努力を傾注したものであ

る。独奏あり 、二直奏、二重奏あり 、ギタ

一伴奏歌曲あり 、古くにリュ ート 時代から

現代に及ぷという広汎なもので、各集毎に

解説をし、各曲毎に懇切な迎指を記入する

という 、ま ことに念入りな、いかにもドイ

ツ人の仕’胆らしく椴密である。その第 1巻

別冊には HeinrichAlbert (1604-1651), 

Matthaus Waissel (1591), Johann An・ 

tor Logy (1645ー 1721), Joh. Kaspar 

Ferd. Fischer (1650ー 1746),Joachim 

von den Hove (1612) Giovauni Gastoldi 

(1556ー 1590)Philipp Hainhofer (1604), 

Melchior Neusiedler (1507-1590)Johann 

Hermann Schein (1586ー1630)などの十

六、七世紀のドイツのリュ ート 音楽が編曲

され、収録されている。その外第 2、3、4、

巻にも前古典派の音楽が加えられ、就中第

9巻には Luys Milan, Alonso de Mud-

arra, Miguel de Fuenllana, Francesco 

Corbetta, Gaspar Sanz, Auton Losy, 

Robert de Visee, Lodovico Roncalliな

どの好ましい古風な舞1IIJの数々が収められ

ている。第12巻はギター伴奏歌11J1集でJohn

Dowland (1562-1626) Adam Krieger 

(1634-1666), Jacob Kremberg (1650ー

(36) 

1718), Alessandro Scarlatti (1649-

1725)などの珍らしい作品が集められてい

る。

現在最も活澄な作曲活動をつゞけている

のはスイスの Josede Aspiazuであろう。

それはイタリアのミラノにいる Miguel

Ablonizの作曲活動にまさるとも劣らない

ものである。アスピァズはジュネープの困

立音楽学校ギター科教授で、セゴヴィアの

信任のあつい人である。その作品は殆と凡

て SymphoniaVerlag (Basel)から出版

されてい、私に寄贈されたものだけでも自

作編曲とりすぜて60曲に及んでいる。中に

はセゴヴィアに捧げたトナディリア 、ソ）II

を讃える主題と変奏、パスク地方の民謡1こ

よる変奏のようなオリヂナル作品もある

が、フラメンコの曲も10曲以上あるし 、リ

ュート音楽もなかなか多い。パッ ハ以前の

ものを拾ってみると

J. S. Bach: Suite I. II.皿

11 : Toccata und Fuge D・

Moll 

D. Scarlatti: Sonata originale in 

Fa minore 

Graf Logi: Partita A-moll 

Robert de Vi see: Suite en La et 

passacaillc 

S. L. Weiss: Chaconne 

Vincenzo Gali lei: Saltarello 

0. Vecchi: 4 pezzi per liuto 

G. Ph. Telemann: Sonate D-dur 

John Dowland: Forlorne Hope 

4 Airs celebres (]. S. Bach, Purcell, 

Telemann,Zipoli) 

Alte spanische meister (Milan, Mu-

darra, Narvaez) 

この外アスピアスの教本にも多くの リュ

ート 音交が取上げられている。

ドイツの有名な古典音染研究家 Herma-

nn Sommerにリュ ー トに関する著書が二
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つある。 DieLaute (Koster/Berlin)は

1920年の出版で、夫人に献呈されたもので、

第一章リュ‘ー トの歴史、第二章リュ ート 音

楽、第三章ドイツ文学にあらわれたリュー

トと歌、第四章絵画にあらわれたリュ ート

にわかれ、第四章には 133葉の泰西名画が

引用されている。ペロッキオ 、ベリニ、ラ

ファエルなどの宗教的なものから 、フラン

ドール派の庶民の音楽生活、それにアルプ

レヒト ・デュラ ーの銅版画や、ワッ トーや

ゴヤまで及んでいる。もう一つの著杏は

Laute und Gitarre (Engelborns Nachs 

/Stuttgart)で1922年の出版。本文 100頁

に挿絵16葉の小冊子だが、楽器の構造や製

作に始まって 、演奏法や音楽性にも触れて

いて、参考忠として手頃なものである。

The Interpretation of the music of 

the 17 and 18 Centuries (Novello/Lo・ 

ndon, 1915年）の著也 ArnoldDolmetsch 

は1858年 2月24日の生れだから 、今年はそ

の生誕 100年にあたっているわけである。

ドイツに生れスイスに移住し 、プラッセル

でピュータンに就いてヴァイオリンを学

び、後ロンドンに出て国立音楽学校に学ん

だ。その頃から古代楽器を集めて 、これを

研究し、自ら製作を事とし、 1902年にはア

メリカに渡ってポストンの楽器工場で働

き、 1910年にフランスに戻りパリのカポオ

の工場で仕事をし 、1914年にイギリスのハ

スレメー）レ Haslemereに住み、結局こ .1.

に落ついて古代楽器を複製し 、妻や子供や

弟子達でもってアンサンプルを編成し 、自

ら演奏にあたった。 1925年以降は、年々ド

ルメッチの私邸でハスレメ ー）レ室内楽音楽

祭が開催され、それが非常に有名になった。

ロンドンにはロイド ・ジョ ージを会長とす

るドルメッチ後援会が出来、ワインガル ト

ナーやアインスタインもその会貝であった

という。ハスレメ ールのドルメッチー家は

古典音楽研究家の聖地の感があった。

現在ヴィウエラ研究家、演奏家の第一人

者はプジョ ールである。イタリアのジエナ

で行われる Accademia Chigianaではギ

ターをセゴヴィアが、ヴィウエラをプジョ

ールが担当している。プジョ ールの門下に

スペインの ManuelCubedo, Emilia Co-

rral,イギリスの JohnWilliamsオランダ

(J） Dick Visser, Pieter von der Staak 

などのヴィウエ リストが詔出している。

その外イギリのスギタリス トJulian

Breamのリュ ー トが有名で、映画「死せ

る恋人に捧げる悲歌」ではサラパンダを演

奏し、既発売のロンドン盤ではピアーズの

歌うエリザベス王朝時代の古歌に伴奏し、

最近ウエストミンスター盤ではジョン ・ド

ウランドのリュ ー ト曲を華やかに演じて王

朝趣味を紹介している。ウイ ーンの Karl

Scheitはペリオド盤に Robertde Visee 

ゃGraf LogyゃL.S. Weissの作品をレ

コー ドして 、ルネッサンスとパロックのの

どかな音楽を心ゆくまで1lりかせてくれてい

る。

喧騒のジャズやとりつきにくい十二音音

階音楽や、さては電子音楽という進んだ世

の中でリュート音楽に耳を傾けるなど .1.ぃ
うのは逆コースの磯をまぬがれない。＇にし

てもこの優雅な気泊jい音楽をきいて心耳を

浄化したいのである。

急 ー・9.
 

告

東京中日新聞社の招聘に応じスペインの若手ギタリスト JesusGonsalez 

(de la Maza門下）来演。

4月4日東京日比谷公会堂の外全国各地を巡演の予定
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古典音楽用語解 ．

Aria 17世紀オペラが盛んになったが、そ

のオペラで歌われる歌曲がアリアと呼ば

れるようになった。それまでは舞曲に対

する旋律的な器楽曲で、糾曲の中に用い

られた。

Allemande ドイツのことをフランス語で

アルマンドという。もともとドイツに起

った罪曲だが、組曲の中ではプレリュ ー

ドの次に、プレリュードを欠く組曲では

蚊初に出る舞lllIで、4/4拍子、不完全小

節で始まり 、普通二つの楽節が夫々繰り

かえされる。

Anglaise フランス語でイギリスのこと。

即ち古いイギリス風舞itlJ。

Ballet 広い意味の舞曲で、ギリンャの悲

劇の中で歌手が物語を歌っている間に踊

り手が無言の仕卒で踊ったのに由来し、

歌を伴わないものであった。それが特に

ロツアで発達し、所謂今日のJレツアンパ

レエとなった。

Bourr6e 舞踊祖11.bの中の一形式で、4/4

拍 f、不完全小節の四拍目から始まる。

二つの楽節から成り 、第一楽節を繰返し

てから第二楽節に入るのが普通である。

Capriccio もともと ハープンコ ー ドのた

めのillJで17、8世紀の頃にはエチュ ー ド

のような形で広く作曲された。

Chaconne パッサカリアに似た舞曲で16、

7世紀頃スペインに始まったといわれて

いる。 3/4拍子で、第二拍にアクセント

がある。パッハの無伴奏ヴァイオリンの

第ニパルティ、夕中のンャ コンヌは就中名

曲といわれセゴヴィアの編曲と名浪によ

って更に有名である。

Courante フランスで古くから行われたも

ので、舞踊組曲に取り入れられている。

もともと二拍子のものだが、組 1111では

3/2又3／んで不完全小節で始まり 、附点音

(38) 
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符が独特なリズムを形作っている。

Diferencia 変奏1llJVariationのこと

Double 18世紀頃までフランスで行われた

曲趣で、ハーモニーは大体そのま上でメ

ロディを変奏曲風に変えてゆく。

Fantasia 型に限屈されない自由な楽式で

18世紀頃ヨーロッパで広く好んで行いら

れ、フーガと組み合せられることが多か

った。

Folia ポルドガルの古いはなやかな舞曲

でコレリやパッハが好んでこのリズムを

もって作曲した。

Fugue 一つのメロディを対位法的に追い

かける ように構成する一種の作曲様式。

Galliard イタリアの古い明るい舞曲で

3/2拍手。 16世紀にはイギリスでも好ん

でこのリズムが踊られた。ハパーヌにつ

ゞいて演奏されることが多い。

Gavotte 舞踊組曲に組み合されるリズム

で、フランスに起ったものである。 4/4

拍子で、不完全小節の三拍目から始ま

る。大てい二つの楽節から成り 、夫々二

度繰り返えされる。まれに第ニガポッ｝•
又はミュゼットが加えられることがある

が、その場合には必らず最初のガポット

に戻って終る。

Gigue イタリアの古い舞曲で、組11J1の最

後に府かれるのが常である。 6/8又は

12/8まれに 4/4で、二拍子で急速調で演

奏される。二つの部分から成り第二の部

分は第一の部分とコントラストをなして

い夫々繰返えして第二の部分で終る。

Madrigal 二声以上の多肖からなる合唱

曲で 、 伴奏のない場合もある。もとも•と

北部イタリアの田舎の歌で 、 それが16•7

世紀にはヨーロッバ全般にゆきわたっ

た。 ..

Minne( フランスに起った三拍f•のゆる
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やかな舞曲で、第一拍から始まることも

あるし 、不完全小節の第三拍から始まる

•ものもある。古い形式のメヌエットは 8

小節づいの二つの楽節から成り 、夫々繰

り返えす。後にはこの二つの楽節に、そ

れとは対照的な第ニメヌエットをつゞけ

るようになったが、この湯合でも最初に

戻って第一メヌエットで終るのである。

この種のメヌエットは組曲の中に取り入

れられて18世紀頃まで盛んに行われた。

その後、第ニメヌエットは転調して第

メヌエットと明らかに対比されるように

なり 、 トリオと呼ばれるようになった。

第一メヌエットが二つの楽節から成り立

っているので、通群して三番目のフレー

ズだからである。

．後にメヌエットはソナタやンンフォニ

•• ~の第三楽章に取り入れられるようにな

った。ベート オペンはこの第三楽和のメ

ヌエットにしばしばスケ）レッオを紐き換

えた。・

:Musette もとは楽器の名称だが、それが

曲趣となり 、ガポッ トと組んで演奏され

． ることが多かった。

Partita・ 次々につゞけて演奏される一連

の舞曲のグループに対して17世紀にド イ

ツではバルティタという名称を与えた。

パッハも好んでこの様式を用いたが、要

'するに組曲のことである。

麻ssacaglia i/ャコンヌと同趣の器楽曲

でイタリアに発祥し、それがフランスに

広まり 、 17•8世紀に及んだ。基調の上に

テーマが色々装飾されて華やかな流れを

作ることもi/ャコソヌに一詠相通じる。

1'assepied プルターニュの水夫達の踊り

4/3又は3/8で、不完全小節の三目からは

じまる三拍子の舞曲で、ミヌエットに似

でいるが、それよりテンポが早い。

Pavane ズペ．イソに起ったといわれるが

イタリア・で発達した踊りの曲で、極めて

39 ・. : :.. 

で

荘麗なもの。 16•7世紀に最も盛んに用い

られた舞曲で二拍子。ガリアルダと組ん

で用いられることが多かった。

Prelude 組曲の最初に置かれる曲で、こ ' .• 

れは舞曲のリズムによらない自由なもの

である。或は組曲の前でなく 、例えばプ ．

レリュ ー ドとフーガという風に二つの曲

の中前に演奏されるものをもプレリユー

ドと呼ぶことがある。一種の序奏。

Saltarello イタリアの古い舞曲で 3/4拍

子。

Saraband 組曲の中でゆるやかに踊られ

る優雅な舞曲で、二つの部分から成り 、

3/4又は3/2で第二拍にアクセントがあり

第二拍又は第三拍で終る。スペイン、フ＊

ランス、イギリスで16世紀頃盛んに踊ら

れたもので 、 • もともと東洋から来たとい

われている。

Suite 一つ又は二つ以上の楽器、又はオ

ーケス トラのためにいくつかの楽曲を組

み合せたもので、16世紀の終り頃から18

世紀まで、この組曲は好んで用いられた

交曲形式であった。もとは舞曲だけを組 ・ ' 

み合せたが、モーツアルト以降舞曲以外

のものを組合せた所謂ソナタ形式に発展

したと いわれている。

組曲の基本形式はアルマンド、クーラ

ント 、サラパンド 、ジーグの四つから成

り、而も原則的には同じ調性のものであ

る。そしてサラパンドとジーグの問にガ

ポットだのプーレだのミヌエットだのミ

ユゼットだのパスピー ドなどの群曲が加．

わることがある。勿論現代の組曲はもっ

と形式が自由に摺成されている。

Tambourin プ ロパンス地方の舞曲でフ

ルー トとタンプランと呼ばれる太破で伴

奏する ところから 、こ の名称が出たも

の。

Villanesca・・ イタリ アの田舎舞曲。

1 ・~．．．．
• • 9 ・

9,  ̀ ： 

．．．．． 
,・.. ・ . .. 

•'~,.. 
・ ̀ • ̀  ̀ 

（高橋功 ・絹） ：
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クリマ博士 とウイーンの古典音楽 高 橋 功訳

Seltene Musik aus Wien 

ヨーロッパでは十八世紀までリュ ー トは

オルガンに次いで頂要な梨器として 、演奏

家並びに音楽愛好家に愛されていた。それ

がプアノが完成するに従ってだんだんと席

を奪われてしまったが1650年から1750年に

かけてリュー トの大家達がすばらしい作品

を沢山作曲した。ところが当時のリュート

音楽はタプラ トウル記譜法で作曲されたの

で、その大家達の死歿後は次第に忘れられ

その中のある作品は音楽学者によっ て解読

され、ピアノ用に編曲されて余命をつない

できたのであった。

ドイツの HansNeemanこそこの古い

楽器を取上げてタプラトウルの原曲をその

まょ再現し、リュート音楽を復興した最初

の功労者である。彼のリュ ート 音楽演奏会

は常に喝釆を博したが、業半ばにして1942

年ペルリンで飛行機1印故のため急逝したの

は惜しみてあまりあることだった。彼の演

奏をきいて感激したウイ ーンの Dr.Josef 

Klimaと MariaEnzersdorfは1938年ネ

ーマ ンの指郡によって24絃二短調式のリュ

ート 音楽を研究した。クリマ博士はウイ ー

ン大学卒菜後 Prof.Jakob Ortner Iこ師事

してギターを学び、1928年に特宜を得て音

楽芸術アカデミ ーの卒業試験をパス した。

その後クリマ博士は引きつゞきオルトナー

教授の下でスペインギタ ー の研究を直ね

た。クリマ博士はウイーンの楽器製作家

Josef Krenn に相談して 、ウイーン博物

舘所蔵の1682年作のすばらしいリュ ー トを

モデルにして リュートを複製させた。縛物

舘秘蔵で借出しの出来ない古代のタプラト

Joseph Zabransky 

ウルは、特に願って写真で複写させてもら

った。何せ1600年以前のリュ ートと なる と

演奏法も不可解なのが少なからずあり 、そ

んな点は凡てネーマンの教示を受けた。ク

リマ博士の長年の蒐集の結果、彼の文庫に

は J.S. Bachや Vivaldi ゃ Haydnの

リュート 音楽は勿論 SilviusLeopold We 

iss のリュート曲だけでも60ウイー ン派リ

ュート 音楽の最後の大家 KarlKohartの

全曲が複写されて収められている。その中

＇ には、ベルリンやプレスラウやケーニヒス

プルクで戦禍のため原曲が紛失し てしまっ

て、 クリマ博士の複写だけが残ったという

匹重なものもある。

クリマ博士の音楽学上の功績は甚だ大き

いが、彼が宮廷顧問官 Dr.Adolf Kocziruz 

の後をうけて「オーストリア音楽家叢祖」

や「十八世紀ウイーン派リュ ー ト音楽全

困」の編集者の一人に選ばれたことが、彼

の功紹を示す証拠と言えよう。たゞクリマ

博士は非常に謙遜で、少数の人達を前にし

て弾くだけで、今まで大きなステージに立

ったことがない。出来るなら 、多くの人達

に美しい昔もてはやされた挫かなリュート

音楽を、クリマ博士のすばらしい演奏によ

ってきかせて上げたいものである。

附記 ：この稿は昨年早くオルトナー教授

から訳者に寄せられてあったもの

で、今まで掲戟の折がなかったが、

一年ぶりで活字になったのであ

る。右の‘1J：真は 24絃リュ ート を

弾くクリマ博士。

マン・ドリン音牙きの権威服部正が美しく楽しく半生を語る自叙伝 ！

私達の見のがすことの出来ぬ良告！

広場で音楽を嗚らそう （人間の記録叢由）平凡社発行 (220円）
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編集後記I
叫けましてお目出股うございます。と新年の挨拶を占いている今 IIは1月25nです。

暦の上では大寒です。

復刊五周年を迎え、その記念号に多くのお祝いと励ましのお し｛莱を皆様から寄せてい

たゞき光栄に存じ 、何度も何度も有難うを申述ぺずにいられません。こうした御声援が

あるからこそアルモニアがこれまであ［いたのですし、これからも木永くつゞくことが出

来るのです。本乃には堀内敬三氏、村田武雄氏、経田不二氏などからお忙しい時間をさ

いて玉秘を寄せていたゞき 、 まことに感慨深く 、 ~j難くて胸が一杯です。 服部正氏は払

とアルモニアを記念する作曲をして下さると約束して下さいました。全く封に余る光栄

です。

ジュリアン プリームの Lp発売を機会に、その地想を多くのギタリストに奇せてい

たゞきました。プリームのレコードがセゴヴィアのそれとはちがった稔味で多く の学ぷ

ペきものがあったことを知り 、改めてウエストミンスターの企画に倣怠をよむさないでは

いられません。引きつゞいてプリームの Lpを出してもらいたいし 、リュー ト祇炎も紹

介してほしいと考えます。 そんな下心もあってリュートや，ii占典派i年楽iこ関する記'.Jじを

紐み入れました。

五周年記念に春と秋の二回「マンドリソ」と題する小誌を刊行します。今までマソドリ

ンのためにページをさくことを心よく思われなかった，誌友もあったので、そうしたこと

も身えましたし 、マンドリン音楽が第二の隆盛期を迎えようとしている今日 、どうしても

そうした09}子が欲しいという声を多 くきくようになったからです。アルモニアとは少し

趣向をかえた編集をしてみようと思っています。姉妹誌として御愛説いたゞきとうござ

います。ギター作曲コンクールも是非成果をあげたいと思いますから 、御協）J穎います。

今年こそ遅1:llをとり反したいと思いながら又 2JJに入って本し認をおとゞけすることに

なってしまいました。次号は珍らしい衰料が集まりましたので中南米J)ギター打楽をテ

ーマに編集しようかと考えています。勿論それよりもい l.テーマがあったら切り替える

かもわかりません。海外ニューズは大半次号まわしとなりました。

年頭には今年こそ、と決意を新たにするものです。皆様も今年こそギター i"i"楽の（史徒

として 、修文を励み、その成果をステージの上に発揮して下さい。皆様の活躍を期待し

兄芍りつ l.喝釆を送りたいと思います。

誌四 1冊 100円半年分 3冊 300円（〒）1i)一年分 6冊550円（〒共）
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