
Bimonthly for Guitar 

n"
＂N

 

o

vol
 

｀
 

｀
 

ヽ
May-June 1959 

ア ル モ

第六巻第三号 （通刊33号）

ァ

Editor : Dr. Isao Takahashi (Sakamoto, Miyagiken, 

Associate editors: Seiichi Konishi, Jiro Nakano, fojiro Kotune. 



巻頭言

Montoyaと Segoviaの来演によって If本にギ

タープームがまきおこ っていることは、遠いアフ

リカに在っても 1→分感得される。それが一時的な

流行でなくて、不易流行のコースを辿ることを関

待する。辛、両氏の If本に対する印象は大へんい

いようで、モントヤ犬妻など又 H本に行きたいと

占いてよこしたほどである。この次はリュートの

Heinz Bischoffかヴ ィエラの EmilioPujolも

推したい。両氏ともに訪nの希望をもらしている

ので、受人れの 11J能性があれば、年内にも実現が不可能ではない。海外留学も大いに意

味があるが、それは誰にも可能というわけにはゆかないので、やはり名油奏家の来演を

待つというのが、n本の現況と思われる。 （高 橋）
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セゴ ヴィ ア に第一に学 ぶ もの

前書

小 船幸治郎
Kojiro Kobune 

今回のセゴヴィアの来朝で、我国のギターリス ト達はそれぞれの立場から多くの

ことを学び取ったことと思う。その結果は今後徐々に各方面に現われることであろ

うが右手の使い方、爪の具合、左手の角度、音色など、直接的なことをまねる前

に、 学ばなければならない根本的な ことがある。

1 

現在の音楽はピアノ とヴァイオリンの技巧から生れたものだということを先ず前置き しよ

う。 18世紀後半に生れたソナタが近代音楽の初めであることも異論はなかろう。 そのソ ナタ

がピアノという楽器から生れた音楽であるのだ。そしてピアノは18世紀の初めに発明された

新しい楽器である こと も御存知の通り である。ソナタという音楽の本質は一本の主題と伴奏

であり 、オモホニックな、単純で、リズミックな、ダイナミックな、明暗の差の激しい音楽

である。 これらは総てピアノ 的な要素である。例えば一本の旋律を強く浮彫りさせて、伴奏

を弱く蔭にする ことはピアノでは易しいし、ピアニス トなら誰でもやる常識である。ところ

がギターでは極めて難しい技巧の一つで、ギタ ー リストの殆んどの人がやらないことであ

る。これ はビア ニストとギターリストのオ能の相異の為ではなくて楽器の性能の相異であ

る。また和声的処理にしても 、ビアノはペダルの助けもあって殆んど完全に行われている。

ところがギターは指運の具合で保続すべき音を放してしまったり 、開放絃なるが故に切止す

ペき音を嗚ら し放しにしておいたりすることが極く普通に行われている。 音楽の要求通り完

全に音を処理する ことが極めて困難なのである。これもまた楽器の性能の故で演奏者の才能

の不足からではない。といつても現在の日本人ギターリストの音楽的才能が充分だという意

味ではない。例え日本人ギターリス トの才能が充分であってもという仮定の上に立っての話

である。もう一つ近代の音楽で用いられている強弱記号は先ず PPPから fff まで、実際に

はそれ以上の音伍の差が要求されている。ピアノは二つのペダルの機械的助けに依ってこの

音伍差を出すことが出来る。しかしギターは、日本人ギタ ーリ ス トの技術的不足を別にして

も音品差がピアノ に比べて確かに少い。更に近代音楽ー一ここで近代といっている意味は18

世紀末ソナタが生れて以後現代に至る までの総ての音楽の こと一ーの旋律を形成してしヽる演

奏技法というものはレガートとスタ ッカ ー トの幾種類かであって、これを最も完全に表現す

る楽器は ヴァイオリンである。ヴァイオリン系の絃楽器の演奏技法が現代における音楽とい

うものの演奏技法の見本である。この点ではピアノは不完全で、その中最も不充分な表現し

か出来ないと思われるのがレガートである。ギターのレガート はヴァイオリン程ではないに

して も先ず充分な表現を行い得る。 スタッカート は出来には出来るが、ヴァイオリンが弓を

跳ばして行うあの急速なスタッカー トは技術的に先ず不可能である。 この点ではピアノだっ

てそう速くは出来ないから五十歩百歩だ。兎に角ギターのレガート、 スタッカート の演奏技

法は不充分ながら他の楽器に比ぺてそう劣っ てはいないということになる。

以上挙げたような近代の音楽の持っている色々な条件を満たすには、ギターという楽器は ‘ 

可成り悪い条件にあるということが分る。むしろ不可能ではないかと思われる位である。ギ
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ターは14.5世紀に生れた楽器であるから 、その頃から鍵盤楽器が生れる前の音楽に適応した

楽器である。．それ故にビアノの音楽が確立されて以後の音楽には適応しない楽器であると考

えるのが先ず常識であろう。この常識を覆してわれわれに見せてくれたのがセゴヴァアであ

る。

2 

セゴヴィアの演奏上の色々な美点や特色を抜きにしてセゴヴィアの演奏だけが、ビアノや

ヴァイオリンの仲間入りをして、一般音楽の水準で語られているということが示しているも

のは何か、それはセゴヴィアの演奏するギターが、ピアノやヴァイオリソと同等の技法で近

代の音楽を演奏しているということである。つまり先に挙げた、ビアノやヴァイオリソに出

来てギターには梃めて困難に見えた諸条件を見事に克服したということである。

先ず旋律に対する伴奏は、如何なる場合にもセゴヴィアは弱く奏いている。奏いていると

いうよりも奏ける，これはいうには易しいが、ギターで最も難しいことの一つである。例え

ば二つの音を同時に奏いて、その中の一つをアポヤンドで奏き、他をアラールで奏くことを

続けるといつたことも出来なければならない。旋律を一音奏く間に、伴奏を三つも四つも奏

くような場合でも 、旋律が伴奏に消されてしまってはいけない。その他如何なる場合にでも

だ。ギターリストならば、この意味がよく解る筈だ。次に和声音の処理だが、セゴヴィアは

あらゆる音の処理を音楽的に完全に行っている。無店任に打ち放している音などは一つもな

い。開放絃などで、次に止めなければならない場合は必ず止めている。如何なる場合もとい

うことが如何に難しいかはギターリストならば解るだらう。保持すべき音は必ず保持出来て

いる。出来ない筈の場合でもだ。次の音砿の問題だがギターが絶体泣でピアノ・やヴァイオリ

ンより小さいことは解り切っている。セゴヴィアの演奏を聴くと 、初めは音凪が小さいと思

う。その中音伍の ことは忘れてしまう。思い出したように音は小さい筈だと考えながら聴く

のだがどうしても音が大きい。いつか圧倒されるような力を感じながら聴いている。これは

どういう 訳かといえば、セゴヴイプの演奏の音伍差が極めて大きいということである。ピア

ノやヴァイオリソに劣らぬ音祉の幅がその演奏にあるということだ。強音の強く しかも、割

れないことも驚くが、それよりも弱音の弱く 、しかも美しいのに感咬する。日本のギターリ

ス トの学ぷぺきは強音より 、むしろ弱音にあ る。大体普通の場合つまり中間の強さ mfの場

合に強く奏き過ぎている。その為に強音との幅が既に足りなくなっている。それならば弱音

との幅が充分にある筈なのに本当の弱音が出ていないからその幅も足りない。 それだから本

当に弱く奏くことが出来るようになれば、強音との幅が出来、飛強音で音を割るこ ともなく

なる。その結果演奏にダイナミックなものが生れ、 奥行きのある 、蔭影の沿い演奏1こなる。

平均水準の音泣―-mf ー~はむしろ弱くなって 、 ギターの音伍が減じたように感じられる

かも知れない。ギターは他の楽器よりも音位は弱いものなのだ。それをいささか対抗しなけ

ればならぬという意識が従来ギターの音祉を無理していたかも知れない。無駄な ことだ。さ

てセゴヴィアの用いているレガートとスカットであるが、 1本の旋律の場合は、レガートの

初めの音を、後の音より必ず強くなる様にしている。ビアノの場合などは、ギターよりも V

ガー トは不完全にしか行えないから 、レガートの初めの音を後の音より強く 奏く ことが唯一

のレガート感を与える方法である。ギターはヴァイオリンに次いで完全なレガー ト技法を持

っているに抱らず、セゴヴィアはピアノの方法をビアノ以上に採り入れてレガー トの初めの

音を強く弾き、音楽上で最も美しいレガートの一つをギタ ーで出している。分散和音に対す
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るVガー ト奏法は、分散音の総ての音を絶体に放さない様にして、ピアノに於ける保音ペダ

ルを用いた場合の効果を見事に作り出 している。和音を連続して演奏する場合も、音楽の要

求に従ってレガートと スタッカー トを完全に使い分け、 ピアノに於けるペダルの使い分けか

ら生れるレガー トとスタッ カート のリズミックな効果を見事に挙げている。

以上は一例に過ぎない。兎に角セゴヴィアは、近代の音楽表現に必須な演奏技法を完全に

ギターに与えている。それを持てない筈のギターにである。これはセゴヴィアの音楽上のあ

らゆる美点を抜きにしての話しである。セゴヴィアをあらゆる楽器の演奏家中での第一流演

奏家にしているものはこの、基本的技法の上に与えられている彼の美点である。今の日本の

ギター水準で、彼の美点について語るのは早過ぎる事がこれで解ろう。

3 

日本のギター界は、先づ現代の音楽水準で語り得る為に必要な基本技法を獲得しなければ

ならない。今の日本のギター演奏技法は、16世紀頃までは通用した技法である。 16世紀頃だ

って、作品の方は現代の演奏技法を要求する様に出来ていたが、演奏する楽器の方が、ヴァ

イオリン系を徐いては、その要求を満たすことが出来なかった状態だっただけだ。当時ギタ

ーよりも何層倍も広く用いられていたリュ ー トが現在は殆んど用いられなくなっている。こ

れはリュ ー トやギター等の撥絃楽器の代表だったリュ ー トが撥絃楽器を代用して衰微したの

だ。ギタ ーは幸か不幸かスペイソの地方楽器として、ヨーロ ッパの片隅に生き永らえてい

た。そして往んの一部の人がギターの広い可能性を信じ、純音楽表現の楽器として演奏し、

作曲していた。彼等の期待は裏切られず、現代に至ってセゴヴィアに依り 、ギターは純音楽

の楽器として再生した。セゴヴィアはギターの救世主 ・キリス トである。正にギターは近代

音楽表現の楽器であることをセゴヴィアに依つて立証された。演奏家セゴヴィアの出現は奇

即に近いが、示されたギターの可能性は奇蹟ではない。現然なる事実である。セゴヴィアに

依って引き上げられたギターの音楽上の地位を保つ為にも 、第 1に、そして絶体に確立しな

ければならないのが先に述べた基本技法である。音色などは次の問題だ。兎もすればセゴヴ

ィアのステージに現われる時のギタ ーの持方や、おじぎの仕方などが模倣され易い日本で

は、この事はいくら言っても言い過ぎではない。

4 

ビアノやヴァイオリソに比ぺてかくも演奏技法の劣るギターを何故我々は愛するのか。こ

れもセゴヴィアがいるからと言うこ とを別にして、ギターがピアノやヴ ァイオリンにない美

点を持っているからに外ならない。先づ音色に対する好みと言うものは、技法の優劣に先ん

ずるものであろう。ギターで演奏された旋律の豊かな表情は倒底ピアノの及ぷところでな

い。ヴァイオリン系楽器に次ぐものであろう。ヴァイオリン系楽器は複旋律の演奏が出来な

い。ギターはヴァイオリンに次ぐ美しい音色を持った数本の旋律を同時に演奏することが出

来る。ヨ ーロッパ音楽の本質は複旋律性にあるのであるから、その点でギターはヴァイオ リ

ソに優る。もっと簡単に言えば、ヴァイオリンは伴奏者があって 1人前だから、その意味

で、伴奏のないヴ ァイオリンは半人前だ。ヴァイオリソ系楽器に次いで美しく 、しかも表情

豊かな音色と 、ピアノ系楽器に次ぐ複旋律的技法の可能性を兼ね備えたギターは、それだけ

で他に類例を求め得られない楽器である。ヴァイオリン とピアノを加えて2で割った様な楽

器である。

ギタ ーは演奏者の意志を最も微妙に、しかも直接伝える指頭を以て発音させる楽器であ

3
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る。ピアノの様に鍵盤とハンマーを通して絃に触れたり 、ヴァイオリンの様に弓を通して発

音する楽器ではない。言うなればギタ ーは裸である。それだけにこれを上手に演奏された場

合は、演奏者の皮内の美しさに直かに触れ、赤裸々な高い人格に面と向った思いがするが、

下手に奏かれた時は冴えない皮閲と 、廻りの悪い顔を見ている様な情けない気がして来る。

常に沿物を沿ているピアノやヴァイオリンは丁予に奏かれても裸でないだけに、その醜さは

閑される。それだけに上手に演奏されても、それから受ける感動は常によそゆきである。以

上の例へで、ギターの美しさの微妙さが解るかと思う。我々はこの微妙な美しさの現れた時

のギタ ーを限りなく愛する者である。

5 

この微妙に美しいギターは、近代の音楽をただ音楽的に正しく演奏するだけで、極めて技

法的に困難な楽器であることは既に述ぺた通りである。しかしそれを克服しても演奏する値

打のある楽器であることも既に述ぺた通りである。あとはただ、日本のギターリスト諸兄が

この困難に耐え抜くかどうかと言うこ とである。言葉で言うは易いが、腕で成し遂げる平は

実に難しい。セゴヴィアが私に言った言栗に「自分は現在の演奏技法を獲得する為に死ぬ思

いの長い練習を した。3年や5年勉強して、どうして上手になれないのかと聴かれても答えよ

うがない」と言ったのがある。

正に言菓通りの長い困難な練習に打ち克った人がここにいたと言う感慨に打たれた。私は

初めからギターリ スト諸兄に、ゼゴヴィアの天才を真似ろと無理を言っているのではない。

確固たる意志さえ持てば誰でも達し得られる困難に耐えろと言っているのである。ギターは

初めからこの困難を演奏者に要求している。この困難を克服しなければ一般音楽の仲間入り

が出来ないことも初めからはっきりしている。

我々は先づここまでをセゴヴィアから学ぽうではないか。

国内ニューズ

◎ 5月始めセゴピアの来日を迎へてから困

内ニュースもセゴピアの話題で持ちきり

になった感じがあります。しかしその中

でもたゆまず努力する日本のギタリスト

の多いことは同炭の至りで御座います。

◎ 6月 5日 高田金八氏のマリプロ ーザマ

ンドリンクラプの演奏会。

6日 同志社大学マンドリンクラプの演

奏が毎日ホールで。

7日 近藤敏明門下生の会が大阪 YWC

Aで開催された。

14日 KOマンドリンクラプが疎光ホー

ルで開催された。

8日 中村淳真、山口良昭氏は盛岡から

北海道各地を演奏旅行をした。

22日 ギタ ーの友新人演奏会などがあっ

た。

◎来日のセゴピアに日本のギタ ーがいた＜

目をひき日本のギター製作家を喜ばせ

た。細工のよさそして音とセゴピアの旅

情をなぐさめるものがあったその一つに

河野野氏のギタ ーがある。或る日自作の

ギターを持参してセゴピアに見て頂いた

折、それが大へんお気に召しそれから毎

夜そのギターの音がセゴ ピアの部屋から

流れるようになった。音も細工も大へん

良い、持ち帰りたいが日本と風土の違う

スペインには無理であろう。外国でも狂

わないギターを研究して下さい。私はあ

なたのギターが全世界のギタリストに愛

奏される日の来るのを楽しみにしている
とのお言薬を頂きました。ギター作りを

して12年の研究と労苦が毅いられ河野さ

んは顔は明るい。（東京新聞より）

◎ 6月 5日 セゴピアは小原安正、阿部保

夫のお弟子さんや多くのギタリストに見

送られ、胸には東京ギターアカデミアの

パッチをかゞやかせて元気でお帰りにな

りました。
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アンダルシーア音楽への一考祭

中央大学商学部教授
東京ギタ ーアカデミ ー教授

岡田 峻
Takashi Okada (Tokyo) 

「ア ンダ）四／ーアのツ ンポ

ルはギタールラであり 、フラ

メンコは外国でば喜れるよう

に試みられた、輸出向きの音

楽である。ギター）レラはひく

人の「心」を迂鬼をもった手

で“奏るものであるJ
X X 

アソダ）レツーアはいつも別

天地でった。

歴史が綴られる逝か遠い時

代に、北アフリカから最初の

人類が、この南エスパニアに

入り込んでいた。発掘によれ

ば全エスパニアよりも最も古

くから人々に住まれていたの
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は、ヒ プラルタール Gibral-

tar附近から出土した頭―蓋は苔て ヨーロッパに足跡を印していたネアンデルタール人

Neanderthalの一つ属すると見られていた。更に色々発掘された什器によれば北アフリカ

もテュニス Tunez近くのガフサ Gafsaで発生した俗にガフサ文化の圏内にもあったの

は、アンダルツーアが遠い時代からアフ リカ北部と大きな連鎖をも っていたからであった。

このガフサ文化が薄れてから 、アルメリ ーア Almeriaで出土した鐘形の壺から、この形

の什器は又アフリカ北部にも拡がっていたのが分って来た。或る歴史家はこの鐘形の土器は

エスパニア南部の発明とも称しているが..……•このエスパニア南部の住民は地中海岸の他の

種族とは互に交通していた。一言にして云へばアソダJ四／ーアは史前時代からの別世界だっ

たのだ。

この南の人々の特異性に、新しい時代は銅を使用する技術を与えた。

上部アンダルツーアとハエソのクエーパ ・デ ・ロス・ミリャーレス、更にマラガに及びア

ンテケーラのクエーバ ・デ ・メンガヘと拡がって、エスパニア南部には進歩した文化の中心

が起ったのである。

AFRICA 

X X X 

／ 

MEDITERRANEO 

史前に知られていたのは葡萄とオリ ープの栽培であった。

アンダJレツーアヘは、その時代に既にフェニンア人が地中海を渡って、 定着しており 、海

岸に交易場を設けて、 彼等はエスパニア人達に魚を塩蔵する術を教えた。 フェニンア人の植
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民地はこのようにして、 カーディ スの港から ウエルヴァの河口に散在していた。だから漁業

は栄えその後、大体西暦 700年頃にはギリツャ人が渡来し、この地方の生命を担うアラビア

語で大河を意味するグアダルキヴィ ール河の占めるアンダルツーア地方の進んだ文化に驚異

の眼を注いだのであった。

その当時には強力なアルガン トニオス王がいて古代タルテッソス王国を営んでいたが、そ

の首府の跡が何処にあったかは未だに確認されてない。

紀元2.3世紀頃にカルターゴがローマに征服されてから 、この地方に入って来たのはロー

マ人で、現存している大都市は殆どその当時の所産で、その影響は随分長いものであった。

それから トレードを首府にもった西ゴート 王国の時代に入り 、彼等はトレー ドを中心として

北はガリ ーツャ及びパスク地方へとその勢力をのばしたが、アンダルツーアの南部の海岸と

マーラガ及びアルメリ ーアの海岸はピザンティン帝国の手中に焔して終った。

発掘によってロ ーマ時代の製造者の文字の刻まれた水がめ、壺や油壺が、古代に於てアソ

ダルツーアでのオリ ープの栽培を物語っている。史前時代から北アフリカの強い影響を受け

特にピザソティン帝国のそれが強かった。

それから 800年近くのア ラピア人の支配に移って、たとへ12世紀にアラゴン王のアルメリ

ーア囲辺への進入があったにしろ、この地方は依然としてアラピア人の配下から脱し得なか

った。だから1492年にグラ ナーダの敗北によ って、やっとエスパニアはアラピア人の手から

全領土を回復したのであった。

しかし高度の文化とアラ ピア的なものは、アンダルツーアに与えられた特種の跡を描いて

行った．展耕と用水の便は永く 、こ の地方に、カスティリア州より齋らされた乾燥地での耕

法と相待ってオリ ープと朕業を発達させた。 そこでア ンダルツーア地方の大農場主義に拍車

をかけられ交雑した人種上の特異性と共に今日のア ンダルツーアを築いて行った。

X X X 

この地方の性格を形づけたものはア ラピア人達に よって 「大河」 と呼ばれたグアダルキヴ

ィルの流れの占める地形にあらう。 Guad-el-Kebirから Guadalquivirの現在の名称が生

れた。これは直接、間接に42の支流を集めた大河である。河による舟運、海よりの移住は西

唐前 5世紀にカルタゴ人をして古代フェニツア人等の残して行った交易場を復活させたし、

河を遡っては上流地方に文化が播波された。西暦前63年にはツーザー （セーサル Cesarェ

スパニア語では発音では）がこの地に来たり 、ローマの勢力が訪れ彼はセヴィ ー）アに達し

ている。

今日ロ ーマ時代の住居跡やモザィックではられた浴場の跡や窯跡が発掘されるもの不思議

でない。

史家の語るところによれば西暦 409年には北部より蛮族 (V&ndalos)がイペリア半島に

来り 、2年後には全グアダルキヴィル河流域のペティカの地に定住したので、これを蛮族の

土地即ち Vandaluciaヴァンダルツーアと呼んだのが後世、最初の「V」の字が落ちてア

ンダJレンーア Andaluciaと変じたのである。

西ゴード王ペチー ラ Bechilaはその官庭をセ ヴィーリアに四き 、アマラ リーコ Amala-

ricoテンディス Tendisテンディセ ーロ Tendiseloを経てアタナヒルド Atanagildo

王の時に トレー ドに都したのであった。この時代に於てもグアダルキヴィ ール河の果した役

割位大なものはなかった。

時代の変遷は遂に 710年のタ リフ・ベン ・マリック Tarifhen Malicのアラピア軍勢の
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最初の上陸となって、2年後に彼等はこの地方を支配 した。タリフの部将モソゲイット

Mongueitの部隊は卜いードヘと進撃し、コルドパを陥れ、ムーサ Muzaのア ラビア軍は

セヴィリアを占領して、このグアダルキヴィール河の流れる全アンダJ四／ーア地方はアラピ

アの手中に帰して 7世紀にわたるアラピアの領有に終っだ。

その当時のコルドパの大学は最も有名なアラピア学の中心地となった。

このアラピア人との共存共栄はアソダルツーア人に不思議な性格を移注した。

歌に、舞踊に、音楽に、焉に、闘牛に、東洋的な風格と詩情に、ローマから受ついだコ）レ

ドパの哲学とが醸した凡てを与えたのであった。グアダルキヴィー）レ河はコルドパ地方を京

から西へと流れている。苔てはフェニンアの船舶を迎えたこの河は、鉱物を求めて上下する

広い帆と大きな櫓のフェニンア船による活躍をとどめている。

蜜柑、レモソ、オリープと庭園のコルドパ………馬と牛とカスタニエットとギタールラ

の。この河あってこそ広い原野に馬と勇敢な闘牛用の牛に、羊を配し 、牧畜を盛んにした。

更にエスパニア南部の美酒を作らしめた。だからセヴィ ーリアにしても、このヴァダルキヴ

ィー）レ河なしには何も考えられない。一言にして云へば水の河であり、葡萄酒の河であり 、

オリープの河であり、牛乳の河であり 、蜂蜜の河でもある。

アメリカの発見、後グアダルキヴィ ールを遡って来たのは金銀で船腹をふくらませた中南

アメリカよりのガレオソ船であった。

Nuestra Senora de la Victoriaに祈を捧げて世界一周の航海中フィリッビィソのセプ

ーの町の前のマクタ ンの小品であえなくも落命したマガリャ ーネス（日本ではマゼランとよ

んでいる）も この河港セヴィ ーリアから出発している。

今日セヴィ ーリアの河港の棧橋は 1,500メートルの長さで高さ 5メート ル、幅33メート）レ

あって、ここからの輸出が約80万噸ある。輸入はそれを下廻る数址だが年に 1,500隻の裔船

が出入しているのでも、その昨日が想像されよう。

X x X 

アラピア人の間で最も研究されたものは多分に医学であった。

彼等はギリンヤ人やアレキサンドリア（イポクラテス ・ディオスコーリデス ・ガレーノ等

の）医術をつぎ、それにペルンヤの医法が接木された。アラビアの病院はその患者の前での

貢任と組織に於ては、すばらしいものであった。しかし医学の中では解剖学が一番遅れてい

た。それはイスラムでは死体の解剖を許さなかったので、ガレーノの解剖学上の智識と凡て

の誤を伝承していた。

病理、治療、特に外科と術生は経験と感察によって非常に発達していたし、脈と尿によっ

て彼等は容易に判断を下した。しかし外科や病理の如く、最も進歩していたのは眠科であっ

た。これはヨ ーロッパに於て文芸復興期（ネルサソス）にフラソスの医者が出現するまでは、

アラピアの眼科が最上のものであったのを見ても分ろう。アフリカ北部に於ては盲人と眼病

患者が多かったからでもあろう。

外科は又、理髪師の手にゆだねられて、小手術は彼等が行い、一般の浴場一一術生と美容

をかねた一一ーは又理髪師が管理していた。だから王候費族も彼等のよい顧客であった。

アラビア人は亦偉大なる自然の感察者であった。
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優れた植物学者は地中海諸国からアジアの諸国をめぐって異国から持帰った柏物を彼等の

美しい梢物園で栽培したし、王候、富栞はその維持致をおしまずに与えた。 トl/ートとカー

ディスのそれは最も有名なものであった。その動槌物誌は広範な生きた資料で、分類はギ リ

ンヤ及びアレキサン ドリア派1こ屈しているが、植物学者は特に楢物中でも薬草と有害槌物を

研究したのは特箪に値する。

更に股業と牧畜に於ける研究は当時の諸国民の追随を許さなかったので、 彼等がエスパニ

アで行った蔑業こそ、遅れていたキ リス ト教国のそれよりも遥に進歩的なものであった。こ

の侵牧の発達こそは大団すべき事柄であ った。かく してイスパノ ・アラベ．Hispanoarabes

なる人種的構成が発達を とげた。

イスラムの軍勢が洵峡を渡ったのは西暦 711年の ことであっ た。

これはアラーの神の Ala戦で 100年も持久戦に耐えてであって困悠していたエスパニア

は難なく征服され、征服に伴ってイスラム化 lslamizaci6nが急速に実現されたっ

「世には一神しかなく 、マホメットはその予言者なり」 と一度口ずさんだだけでも、アラ

ピア人は新しい教徒として許した。奴隷はイスラムの教えを行うこ とによっ て解放された。

イスラム教徒の子はイスラムを神として信じ、コーランの教えは被征服者をばかばい、征服

者と共に生存がつづ`けられた。

キリス ト教徒はその司教を、ユダヤ人はそのラピーノを保っ て、イペリア半品には夫 の々

宗教が独自の戒律を持っていた。

ヒプラルタール海峡を渡ったものは僅な軍勢であった。

屈初の進入は 7,000名で主な人数はべJいペル族でア ラピア人、コプト人、ンリア人は僅に

300名に過ぎなかった。半島が平定されると彼等はアフリカの女よりも、美しいとされた白

人の特にガ リンア人の女を迎えたので、二世の子供は皆エスパニア人の子供であった。

このアンダJ四ノーアに於ては主としてイスラムに帰依したが、キリス ト教を信じつづけて

いたモサーラベ Mozarabeと、かなりのユダヤ人が住っていた。宗教も 言語も混用され

て、モサーラペはアラピア語を話した し、大多数のものはエスパニア語とアラビア語を併用

し多くのキリス ト教徒は、某の子と云う意味のアラピア語の Ben（子の）を姓の前につけ

た。

ー （以下次号）一一

特製手エギター

第20回国際ギター音楽会議展示会出品

Minoru Kano 

楽器製作家 加納 実
名古屋市昭和区長戸町 2の28
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スペインの現代音楽選集に含まれたギタ ー音楽

藤田不
Fuji Fujita 

スペイソのイスパヴォックスはユネスコ

の国際音楽協議会の綬援で、広はんな企画

による、スペインの現代音楽選集のため録

音を開始、若干の LPはスペインで発売さ

れている。この集成について詳 しく 紹介す

る紙面はないが、こ の音楽選集に含まれた

ギター音楽について記す。

第 3巻 HH 1003 (30糎LP)

ギターと管絃楽用協奏曲 （ロ ドリ ー

ゴ）

独奏者 レナータ ・タラゴー

オドソ ・アロ‘ノ ソ指揮

マドリ ッドのコンンェ JV トス管絃楽団

「アランフェス協奏曲」として知られ

る。作曲家が1939年にマドリッドに住み始

めてから創作された作品で、現代スペイン

音楽での名作の一つになっている。エペス

がアルヘンタの指揮したスペイン国立交響

楽団との録音が最初の LPであった。独奏

者のタラゴーはスペインの名歌手ヴ ィク ト

リア ・デ ・ロス ・アンヘレス の歌曲独唱

で、 ギタ ー伴奏を行った人である。この

LPには同一作曲者のパス、4名のソプラ

ノと管絃楽用の交響詩 「ダ）レンネアのアウ

センVァス」、 絃楽合奏用「ザラパンダ ・

Vハナとヴ ィリ ャソンコ」と組合されてい

る。

HH 1058 (30糎LP)

A面には前に記したロ ドリ ーゴのギター

協奏曲を入れ、B面にレナータ・タラゴー

のギ ター独奏した、次の 7曲を組合せてい

る。

1. 練習曲第 9番口短調 ．（ソル）

2. ミヌエ ッ ト イ長調作品22（ソ）レ）

3. アラソプラ の思い出 （タレガ）

4. マヅルカ （タレガ）

5. アラピア奇想曲 （タレガ）

6. ザパテアー ド （トローパ）

7. コプラの瑚 （トローパ）

HH 1025 (30糎LP)

ギター用のスペイン音楽

独奏者 レナータ ・タラゴー

1. 三つのパヴァーヌ （ミラン）

2. Siete diferen•cias sobre "Guar-

dame las vacas"（デ・ナルヴァエス）

3. ガリャルダ （デ ・ムダラ）

4. 幻想曲 （デ ・ムダラ）

5. 幻想曲 （フエンリ ャーナ）

6. フォリアス （サンス）

7. ラ ・セレニツマ （アレマナ） （サ

ンス）

8. クルタコスのミヌエットと対舞曲

（フェランディエーレ）

フェルナンドー ・ソルの作品

1. ミヌエット ハ長調作品22

2. 同 ハ長調作品25

3. 練習曲第 9番 口短調

4. 同第23番変口長調

5. アンダンティーノ ホ長調

6. モーツァルトの歌劇の「魔笛」の主

題による変奏曲

（註） ソ）レの「練習曲第 9番」、 「ミ ヌ

ェットハ長調」などは HH1058に組

合された録音と同一のものを利用し

ているとみられる。

，
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HH  1042 (30桓LP)

タレガを設える

独奏者 レナータ ・タラゴー

1. アラソプラの思い出

2. 前奏曲第 2番

3. マヅルカ

4. Ivr奏曲第 1番

5. ミヌエット

6. 前奏曲第 5番

7. パヴァーナ

8. アラプ奇想曲

9. 演奏会用アレグロ ・プリランテ

10. 「スエニョ ー」

11. マリア（ガヴォタ）

12. 前奏曲第10と11

13. マリエタ （マヅルカ）

14. ラグリマ

15. ミヌエットの形式での練習曲

16. マヅルカ

17. 錬習曲イ調

（註） 右の中 3曲は HH 1058と同一

録音とみられる。

• 
HH 1043 (30糎LP)

二つのスペイン ・ギ タ ー （F.モレノ ・

トローパの作品）レナータ・ タルゴーとグ

ラツァノ ・タルゴーの二重奏

【28頁より】

回夏季音楽講習は今年も 7月15日から 2カ

月開講され、私も絵費留学生として参加す

ることを許された。ピアノ GuidoAgosti 

ヴァイオリン YvonneAstrucチェ ロ

Gaspar Cassadoと AndreNavarra声

楽 GinaCigna と GiorgioFavaretto 

作曲 VitoFrazzi指揮 AlceoGalliera 

チェンパ ロ RuggeroGeilruォルガ ン

Fernando Germani映画音楽 Lavagnino

舞踊Sakharoff夫妻、 室内楽 Quintetto

Chigianaハープ NicanorZabaletta ヴ

イエラ EmilioPujol ギター Aendres

(58) 

1. 小奏嗚曲と変奏曲

2・ ニーニ ャ ・メルセ （ハパネラ）

3. ポレロ ・メノ ルクィソ

4. 即興曲

5. 前奏曲

6. ヴァスコ調

7. 奇想曲

ギター 用音楽（F.モレノ ・トローパの

作品）独奏者レナータ ・タラゴー

1・・ ザパラアード

2. カンツォンンリャ

3: 五月のミヌエット

4. トリアネラス

5・ チスペラーダ

6. ナナ

7. セゴヴィアーナ

8. Quien te puso Petenera 

9. アニョーランザ

10. コプラの噂

（註） 右の中 (1)と(10)の 2曲は、HH

1058の録音り同一のものであろ う。

アンダルンア地方のフラメン コ録音も行

われていた、それらについては次号に記そ

う。

Segoviaと鉾々たる音楽家達が担当 してい

る外、今 年 は と く に AlfredCortotがベ

ートーベンのピアノソナタ32曲の特別レッ

スン （去年は：信ョパンの前奏曲）だったを

行い、PabloCasalsを特別レッス‘ノを行

うことになっている ので大いに期待されて

いる。尚 ConteGuido Chigi Saracinの

秘密 Prof.ArmandoVann:niはi/ェナ大

学の夏季講習（同じく 7月13日から 9月15

日まで開かれる。今年は43伯目） にも参加

したらどうだと申添えて くれたその好意に

は全く感謝感激である。
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セゴビアの独奏会をきいて

(5月8日、 東 京 産 経 ホ ー ）レ）

寿 楽光 雄
Mitsuo Juraku 

最大級の讃辞を捧げられるぺき人、それは巨匠セゴピアその人であった。夢にまでみたセ

ゴピア、 到底生涯きくこ とが出来ないのではないかとまで思ったセゴピア、そのセゴピアの

生の音を今こそきく事が出来たのだ。その感激、その喜びに誠に策舌に尽し難い。 ひと 月も

前からこの日を期待して胸の高嗚るのをどうする事も出来なかった。

いや増して品嗚る胸を抱いて1紺油30分も前に既に会場に入った私であった。誰の顔も期待

に紅潮しているかの如くである。定刻、客席が暗くなるとやがて上手より節れの巨匠セコ＇ピ

アが姿を現わした。初めて目のあたり見るセゴピア堂々たる体躯、 美しい白髪、世紀の大音

楽家セゴピアその人だ。万孟の拍手、私の掌は既に赤くなって しまった。やがて一条のスポ

ットの光の中に浮き出たセゴピア、そしてガリレイのリュ ート 組曲が弾き出さ れたのであ

る。

嗚呼、これである。生涯に一度でもと憧れたこれがセゴピアの音である。音、いや音ぢゃ

ない 「音楽」である。兵先に迫っ てくる 「音楽」 だ、真の芸術とはこれなのだ。如何に難し

い処え来ても技巧は惑じられない。無技巧の技巧、最高の境地であろう。技巧の誇示も、見

せびらかし も、客受けのハッタリも 、そんなものは絶対に在り得ないのだ、在るのは純粋な

音楽だけだ。セゴピアの啓敬される所以である。

セゴビアの音色はやはり ユニークである、柔いが芯の通った円い音である。然しレコー ド

の音色とは述うようだ、レコードはやはり電気を通した音がするが生の音はやはりギターら

しくそして立体的にふ くよかだ。セゴピアは三十二通りの音色を持つといわれるがその名色

の変化も索晴らしい。変幻自在のニュアンスとでもいわうか。

タッチはこの上なく柔い。にもかかわらずこの響の悪いと思われるホールの隅々にまで嗚

り渡る のだ。いやセ ゴピアのタッチが最善であるからこそであろう 、徒らに強いタ ッチを試

みてはかえって楽器を殺すことになるのだ、セゴピアにしてはじめて十二分にギターを嗚ら

し切れるのかも知れない。

右指も、左指も実にモーツョンが小さく無駄がない。スケールを弾いても右も左もその動

きが見えないといっては誇張だが、ポヂンオ ンの移動で左指の動きが判る位に最短巨離を確

実に駆使される合理的な指法なのであろうか。右指は勿論指先のみが小さな動きで確実に駆

使されるが、それかといって指先以外は極端に固定されるというような不自然さはなく 、あ

る時は手の甲が、時には腕も動く自然奏法である。このカネ合いはなかなか難しい、煎じ詰

めれば指先以外は緊張から解放されて、極め て自 然な状態にそこに在る とい うこ とであろ

う。この動くとも見えない右指のタッ チから、強い音も、弱い音も 、硬さも甘さも そ` して

凡ゆるニュアンスが生れ、高度の音楽が鳴り渡るようは正に驚異である。

此処まで沿いて来て気がついたのだが私にはやはりセゴピアについては何も書く力がない

ようである。凡てがうわとりをしていて根本を衝いていない。余りにもセゴピアは偉大過ぎ

る。
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然しこの日の演奏は、私達としては随喜の涙を流したのだが、セゴピア自身としては蚊上

の出来ではないと思うのである。それはこうである。これは私ばかりでな く諸先輩の御意見

でもあるのだが、先ずこ のホールが果して音楽にとって良い条件を備えていたか如何か。ギ

ンギン音のする椅子、時々嗚り出す何か機械的なカチカチいう音、又輪転器が廻るような音

等雑音の多いことは確である。音の到達性や音色的にも適格とはいえないのではないか。

いやこれだけのことならセゴピアも御立腹はされなかったと思う。残念なのは吾々聴衆の

マナーにあった。既にステーヂに出られたセゴピアに対して、 ドアは開け放し、席を求めて

歩き廻る人、ギンギン嗚る椅子、私語、咳払い、これは一体どうしたことであろうか。この

ような模様の音楽会を私は知らない。

廓は閉されてその部の終る迄開かぬもの、静粛、これは芸術家に対する礼儀でもあり 、音

楽をきかむとする聴衆の権利でもある。そして常識なのだ。 あまつさえ演奏中の咳払いや長

々とした私語は言語同断、我々日本人は世界人セゴピアの前に汚辱をさらけた訳ではない

か。それだけなら未だしもセゴピアを立腹させ長いこと眼みつけられ、かてて加えてアコー

ドの一喝を二度までも頂いたのでは文化国家日本のタイトルが泣かうというものである。こ

の店任は誰にあるか勿論常識のない夫等の人々の店任ではあるが、ひいては吾々ギタリス ト

の店任に他ならない。我々は自戒そして啓蒙して再びこの非礼をくり返してはならないとは

諸先輩、同輩、そして全ギタリストの一致した意見であった。どうか二度とこのようなこと

のないように。我々はも っと教養ある品性高き日本人であった筈だ。 ． 
このような状態においてセゴピアに「セゴピア自身」の最高の油奏等望む方が無理だ。我

々は今度こそ最良の雰囲気の埋に思う存分の演奏をお願しようではないか。 最嵩の雰囲気の

中に迎えるのが遠来の大セゴピアに対する礼儀であり 、又セゴビアに最高の芸術を期待する

我々の権利でもある。

然しあの委囲気の中にセゴピアは尚純粋に芸術家としての良心に徹していた。至高の音楽

の中に在るその姿は正に敬虔そのものであり私は崇教的な感動に身煤いするのを禁じ得なか

った。

第三部に至り又カメラマンの非礼や緞帳操作のミス等あったことは誠にセゴピアに対して

申訳ない。にもかかわらず二曲もア ンコールに応えて頂けたのは望外の喜びであった。私は

思わず声を上げて万オを叫びたかった。

色々意見もあることであろう 、然し我々は未だセゴピアを批判する力はないのだ、あるの

は只我々が学びとらねばならないことばかりだ。 否、学びとることさえ至難の業ではなかろ

うか、それはより高い音楽の精神であるから……………………。

妄言をお許し願って、最後にセゴビア先生に深くおわびすると共にその御健康を神に祈る

ものである。

大セゴピア万オ。

●
-

（附記）

当日のプログラムは(A)

礼奏曲はトロパのフ ァンダンギ リヨ、ターレガのア）レアムプラの想出。

（終）
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Andres Segovia • Sophocles Papas 

演奏会用手エギクー
（楳準型、小型、テルツギター等各種）

第 20回国 際 ギター音 楽 会 議 展示会出品 Masaru Kono 

◇セゴピア推奨◇ 河 野 賢
東京都挫品区千早町 1の4
俎 話 (95) 5 5 7 4番

13 (61) 



芸術を生み出すセゴピアの指

ヤマハ ・ニュースより

(62) 14 
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Segovia 

高級手エギター

第20回国際ギター音楽会議展示会出品

ギター ・ヴァイオリン製作家

～ セゴピア推奨 ～ 

Sakazo N akade 

中出阪蔵
束京都中野区城山町24

(63) 
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アルモニア誌を通じて、私の心からの挨拶を、音楽の愛好者

とギターを愛する方々と 、精神の多くの貴い試錬の主であ

る。このすばらしい国の芸術的愛覚を強化するために働いて

おられる凡ての人々に送ります。

アンドレス ・セゴヴィア

東京 ・1959年
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ギ 夕 曲出版 概要

18世紀以降世界各地で出版されたギター

関係楽譜出版社の紹介を目的とする。斯う

したものは一出版社或は一国内での紹介を

なされたものはあるが、古今を通じて或は

総括的に之を眺められるものは今までにな

いので編んでみることにした。資料は現物

のあるもの、出所明らかな記録、古今のカ

タログによった。不備な点を考えると斯う

したものはいつまで待っても出来ないので

取敢えず作成しておいて機をみて補足す

る。

出版社名。（ア）レファベッ ト順） 所在地

名。（転々したものもある） 創業年。出版

ギター曲作家名。出版者の肖像または写

真。珍らしい出版楽譜の写兵版。カ タロ グ

数。にして約四百あるが曖昧なものは凡て

カッ トした。 （写真版の下の括弧内の数字

は出版推定年）なお斯楽研究誌は楽譜も併

せ出版している所が多いので之をも含め

た。

1. Addison (London) 

Sagriniの作品出版

2. Aibl Joseph (Munchen) 

19世紀 Wien並びに Munchenの

ギター教師。

1824年 Munchenにて創業。 1904年

よりWienのUniversalEditionと

協同。

Aibl, Diabelli, Keller, Mertz, 

Soppの作品出版。

日

中野 二 郎
Jiro Nakano 

4. 

～ ^ ． ． 

ノ‘―`
が ”I.

î＾̂”'如

.. -9 i 

i l 
• I ’̂ ｀ 加 ．ゲ成、、“J.“ダタ蹄が、如

-9/ （へ勺ば ―
—＾") ェ-:c~“/

ン・ - *'ニン9 ック i 
,: ’‘‘ '.,.,., ゞ，ア'

広仰・、か」
--各が”...,.....が一ーで

-～...---

"" →一ヽ・
9 、.． ●、9 ベ

I , ‘ 
‘̂’ 

, 
`9ぶ 9ー襴令勺 -

(1824ー 1850)・

3. Aldridge W. H. (London) 264 

Regent st. 

Horetzkyの作品出版。

Alier Ildefonso (Madrid) 

Plaza de Oriente, 2 

Orfeo Tracio (Madrid)のものを

継承。

Arrendondo, Broca, Cano, Costa、
Coste, Ferrer, Fortea, Garcia, 

Orozco, Llobet, Mestres, Nogues, 

Pujol, Segovia, Sirera, Sor, Ta, 

rrega, Toboso, Urbano, Varios 

の作品出版。

"Arte Musical"発行。
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(-1910ー）

5. Andre Johann (Offenbach) 21 

Domstr. 

著名なる楽譜出版社。 1784年設立。

創業者の第三子 JohannAntonは

楽譜印刷にも改色を加えた。
Amon, Baillot, Bayer, Bott, Bu-

sch, Fiirstenau, Gassner, Gaude 
Gopfert, Gotz, Henkel, Hoffmann 

C 66) 

6. 

即 nten,Jeckel, Keller, Kii ffner,— 
Kummer, Kunze, Ma•iegka, Moli-
no, Soussmann, Bottesini, Bau-

mgart, Barnhardt, De Call, Cra-

mer, Neumann, Regondi, Suss-

mann, M叫 er,Spintler, Carulli, 

Andre, Dorn, Henze C.，作品出版。

_―‘ (-・-、
こ•、·"'-"-
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↓ ヤ ””・ 9 
^ b r i Il a nt 
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釘 6IL硲心
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(1880ー 1910)

Arista A. S, (Buenos Aires) 
，，，W 

(-1920ー）
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7. Armonia (Sendai) Aramachi 165 

1927年沢口忠左エ門主幹で発行され

た斯楽研究誌。1941年90号まで続き

戦争により中断。 1954年高橋功によ

り再刊現在に至る。

Koseki, Nagata, Nakano, Nisi-

mori, Ohkawara, Saito, Sawagu-

chi, Suzuki, Takei, などの邦人作

品。海外著名作家の作品再刊。

8990 

8. Arnold ,Elberfeld) 
H;iuten の作品出版，

9. Artaria (Wien) 

1776年設立。当時最も著名な出版社。
1793年Cappi,Mollo出版社を併合。
Barco' Blum, Carulli, Crescen-
tini, Giuliani, Hummel, Legnani, 
Matiegka, Mayseder, Mocheles, 
Oberleitner, Seegner, Spina A., 
Molitor、などの作品出版。
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Ashdown Edwin (London) 

19 Hannover sg. 

1825年設立。 Wessel継承。

Regondi, Schulz L.，などの作

品出版。

‘々~

臼”"’’’’’ ’. -．．．．心込心や吟藻9・命．→ゥか＄心

Hummel J. N作 GrandeSerenade Piano 
Violin, Gitarre, Clarinette, Bassonのた

めに心かれギタ ーパート は Giuliani作とい

われるもの。 (-1915ー）

10. L'Arte Chitarristica 

na) Via F. Se!mi, 41 

1947年発刊。現在に到る

主幹 Dott.Murtu!a.出版楽譜は

Berben参照，

( Mode— 

(-1850ー）

12. Associated music Publishers 

(New York) 

Villa-Lobosの作品出版3

'・- •· 

. HEITOR VILLA-LOBOS 
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13. Augusta (Torino) Via Po 3 
Dominici A.の作品出版。

“̀ , 9,  

14. Aznar (Madrid) 
Ferandierの作品出版。

15. Bachmann C. (Hanover) 
Bornhardt, Diabelli, Kreiefzer. 
Schneider. Schwarz-Reiflingen. 

などの作品出版。
'””‘●●9-T .. , ・. • 1 4‘ti 

ー ～ らン：
- - ・・ヽ '
‘̀‘X ぅヽヽItJJVI‘l9)、s • だぅ

一`9• L"”ぃ•↓ 9 いい
‘~-•9,./ ¢ 

ヘ ヘ、

‘/‘ 
亡‘/シ―、

／ 

ーク／グ／；／益拿；し:-
/‘ ヘ

ーン／ 9＾＂＇“'a•Kヽ一ゞゾ
心ヽ Zな-,4 ん94rAと4滋

乙匹'ん'/んら五今`と・
・ニ多／ ；゚二‘・ ミ ン‘

ヽ—ー 、一 、＾ ＇
“‘ル9:V9／ツ~J'‘”“””ンン、‘s.,:m-:r<G~. 

/―~ --、―̀”--:::ニ:----・
ぅニ-̀‘ ・---を°恥~ぶrmt n・う•こク ・｝ —̀· ,_,~ぶ9マヽ必9 -～ 9^~”...”‘‘ ↓^9r., f-` - ≪-土

ガ～“¢

f ・,品
····•·-·.........::盈

(-1820ー）

16. Bailleux (Paris) 

Labarre, Vidalの作品出版。

17. Ballard (Paris) 

Brecneoの作品出版。

18. Barenreiter Verlag(Augsburg) 

Bischoffの作品出版。

19. Barnes & Mullins (Bourne-

mouth) 

Shandの教則本出版。
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20. Barry & Cia. (Buenos Aires) 

De Calandraの作品出版。

21. Baumgartner (Leipzig) 

Derwortの作品出版。

22. Bayer Ed. (Hamburg) Grinde-

Iberg 39 

自作出版。
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23. Beauce (Paris) 

Garcia M., Pleyelの作品出版。

24. Benjamin Anton J. (Leipzig) 

Blume, Bohr, Bracony, Carulli, 

Erdlen, Fritz, Gruber, Hiilsen, 

Meier, Rolf, Rondorf, Siiss.，の

作品出版。

25. Bさrben(Modena) Via F. Se-

!mi, 41 

L、ArteChitarristica誌発行。

Abloniz, Aguado, Anido, Baldi, 

Barbieri, Beccuti, Benoit, Be-

nsadon, Bervoets, Buscaroli, Az-

(70) 

piazu, Ferrari, Ferracin, Gangi, 

Henze, Lemoine, Luna, Mendez, 

Murtula, Nakano, Paolinelli, Pe-

raid, Pezzoli, Pignocchi, Ponce, 

Rigacci, Sting!, Terzi, Torroba, 

Ignoto, Desderi.，などの作品出版。

(1950) 

26. Bermann (Wien) 

Barcoの作品出版。

27. Bernard Latte (Paris) 

Coste N.の作品出版。

28. Bernhard Fritz (Regensburg) 

Bayer, Eicher!, Fritz, Stroh.，の

作品出版。
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29. Berra M. (Prague) 

La bitzky, Rode, Knize, Riedl, 

Sellner, Steibelt,の作品出版。
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30. Bertioli A. (London) 51 Pol-

and st. Golden sg. 

自作出版。

31. Bertuzzi Luigi 

19世紀創業。

Bonvicini, Carcassi Carulli, De 

Call, Giuliani, Kiiffner, Munier, 

Navone. Pettoletti.，の作品出版。

(Torino) 

32. Benscher Paul (Paris) 27, Bou-

levard Beaumarchais, 

Barbe, Battle, Bosch, Carcassi, 

Casanovas, Belabre, Castillo, Co-

ttin Ferrer, Houtin, Lanzerotti, 

Lespinasse, Monti, Monzzai, No-

ceti, Rossignol, Sancho, Sarr-

ablo, Zurfluh, Roure.，などの作品

出版。
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Biblioteca Fortea (Madrid) 

Apartado 12. 066 

同名ギ ター研究誌を1935年より 1951

年ま で発行。主幹は Tarrega直門

(72) 

のギタ リスト DanielFortea. 

自作の他に Arredondo,Barrachi-

na, Broca, Carcassi, Costa, Co-

ste, Ferrer, Guerrero, Garcia, 

Gli Orozco, Llobet, Marco, Pujol, 

Segovia, Sirera, Sors, Van Es 

Viseo,などの作品出版。
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マエストロセゴビアとの対談

Segovia speako freely ! 

時： 28May 1959 

所： NewHiroshima Hotel 

A 昨夜は思いがけなく Bachの Bou-

rreeを聴くことが出来て大変嬉しく思

いました。何故プログラム と迎ったもの

を弾かれたのですか。

S Bachの Gavoltは大阪でも弾いたし

T. V.でも弾いたので聴いた人が多いと

思ったので急に変えた。

A それとトルロパの小品集の中の Me-

Jodieが Burga!esaでこれも大変招し

かったのですが、之れは Schott版の楽

譜と同じに演奏して居られましたが ‘

S いや、昨夜の演奏は E-Majorだ、君

は気が付いているだろうが GoldenJu-

bileeのこ！れも E-Majolで入 れ てい

る。

A Scarlattiの二つの小品がありまし

たが初めは Gavotaでし たが次のは何

というのか聴いたことがない曲で した

が。

s 二番目のは Correnteだ、聴いたこ と

がないだろう。あれは未だ出版されてな

いから。

A あなたのレコ ー ドに入れられた曲で楽

譜の出版されてないのがかなりあります

が早く出版して欲しいのです。

S それは出版社の都合で仕方がない。

A ここにあなたのレコー ドが 7~8枚あ

りますがこの中でどれが一番気に入っ て

居られますか。

s （ためろうことなく DL9751を取上げ

25 

安達右 一
Yuichi Adachi (Hiroshima) 

て）これだ、こ れには Bachの Cha-

conneが入っている 、この曲は私の生涯

で一番思い出の深い曲だ。

A Marc. Pincherle（マルク・パンツェ

ル）は未だ健在ですか。

S おー君は MarcPinclerleの名を知

っているのか、 あの人は私の一生の恩人

と思っている。あの人の力がなかったら

私のパリ ーでの成功は党束なかったろ

う。事実私は MarePincherleの期待

に答えるべ く Chaconneの編曲を数回

手を入れて書き直している。彼は未だに

健在でパリ ―'の楽壇に重．きをなしてい

る。今日の記念にこのジャケッ トにサイ

ンをしておこう

A 東京であなたの観迎会が催きれた折、

日本のギ タリスト の派奏を聴かれたそう

だが印象に残った演奏がありま したか。

s 別に印象に残ったのはなかった。

A あなたの弟子の勉強ぷりで日本のギ タ

ー界の現状を判断したい と記者会見で話

されたのを見たが弟子の小原、阿部の其

後はどうだったか。

S Abe には Sienaで教えた、0bara

には Sienaと Madridで教え た。 し

かし日本に来てから正式に二人の演奏を

聴いてないから どうかというこ とはいえ

ない。 Abeは熱心な (eager)弟子だと

思ったし Obaraは知識のある (kno-

wing)弟子だと思ったが、今もそう考

えている。

A 日本のギ タリスト の共通の欠点は何で

しょうか。

s 手 (hands)の恰好が悪い。

A 日本のオ ーケストラと協奏してみてど

う感じましたか。

s 私は Tedescoの協奏曲を30人近くの

(73) 



編成ではめったに演奏 したことがない

が、今回の大阪でも東京でも この点では

成功だったと思っ ているしどちらの指揮

者も優秀だったと 思う。

A Tedescoの第二協奏曲は未だあなた

のプロで見かけたこ とがないが。

S 大変きれいな曲だがいろいろな都合で

未だ初演はされていない。

A Mr. John Wiliamsのレ コー ドが出

たようですが早く聴きたいと思っていま

す。

s 彼は私の弟子の中で一番優秀だし、今

後も彼にまさるも のは出ないだろう。 レ

コー ドもなかなかいい出来だ。

A 日本人の作曲を見られましたか。

s 少し見た。

A あなたの l/バート リーに加えて頂けそ

うなものはありませんでしたか。

S よく分らない、どうもデッサンのよう

な印象を受ける。

A 日本の女性は如何ですか。

S なかなかきれいだし ｀魅力的だと思う

がサイズが一寸小さい。 （傍の大きな西

洋婦人を横目でみて）ああ大きくても困

るが。

A 来月 2日東京でリ サイタルを追加され

るそうだがどんなプログラムですか。

'S Milan, Wei Sor, Couperin Bach 

Tansman Rodrigo Haydn等だ。

A Bachは何をやられますか。

S Bourreeだ。

A Ponceか Tedesco の Sonata をプ

ロに入れて演きたかったが。

S Chaconneにして も君の今いった So-

nataにしても弾くことは労働だ、慣れ

ない土地で初めてのホテルに泊って歩く
処ではとても出来ない。

A TanmanのDauzapomposaは Siena

のコンテス トの後で追け加えてあなたに

捧げられたも のですね。

S お前はいろんな ことをよく 知ってい

る。その通り だ、あれが出来たときタン

スマンは捧げさせられたとでもむこうか

と笑い乍ら持って来た。

(74) 

A Olga Coelho夫人の名前はどう発音

したらよろしいんですか。

S アメリカではンロ（正確にはツ）レホ）

プラジルではクロ（正確にはク ）いホ）と

云っている。

A 日本ではン ロは白でクロは黒のことで

す。

S (Maestro大爆笑）

A Nylon絃の最初の使用者は Coelho夫

人だ と雑誌に苔いてありましたが。

s まあそうだろう、それも私の助言によ

った ものだが。

A Washingtroの Mr.Papasからあな

たが爪を倦つけたという手紙があって非

常に心配したのしたが。

s 昨年の秋の事だった、もう何でもな

ぃ。
A いろいろお邪魔して了いましたが最後

に日本にも若い熱心なギタ リストがふえ

てこれからも i/エナ等に勉強に出かけた

い希望者が数多く居るのですがそれらの

人の為に何か一言こ・注意の言菓でもお闘

きしたいのですが。

s 遠い処を裔い費用を使って来るのだか

らレッス ンを有効に直ぐ受けられる準備

が必要だ、ハ長調のスケー）レ位は正しく

弥けなければいけない。

生憎く時問が来て了った、これから荷

造りをしなければならない。 3日東京で

又会おう 、マダム高橋にもそしてアフリ

カのドクタ ー高橋にもよろ しく(Adios)

—-/~ 

［お詑びJ
5月 3日 大阪フェスティパルのセゴピ

ア第一夜の後で有志で簡単なお茶の会を致

し度くお誘い申上げました処、予想以上に

お参集になった為会湯が超満貝となり 、お

話も 出来ずに散会の己むなきに致り発起人

として誠に申訳なく紙上より序くお詑び申

上ます。同夜はあのあ と席を変え まして桜

橋の歌月で16人程でお話しを致しました。

お世話頂きました縄田政次氏、斎森博道氏

に厚く御礼申上ます。

26 



或る日のマエス ト ロ ・ セ ゴ ビ ア

京本輔矩
Sukenori Kiyomoto 

当日 (5月16日）は折悪しく相当に激しい雨であったが、会食の始まる頃より 、段々小降
りになる。主賓のマエストロ ・セゴヴィアは茶寮の建物や雨に濡れた日本庭園の情緒に満ち
たたたずまいに至極御滴足の様子で、終始、和気あいあいの雰囲気。

次々に食卓を飾る中華料理について、スペイン語の岡田先生より説明があると 、マエスト
口は戦前来日する折に北京で食べた事があり 、非常に美味しいものだと話される。
マエス トロの今後の予定は七月にイタリーのンエナ、 8月にスペインのサンチャゴ、ディ

コソポルテーラ （昨年より セゴヴィア先生の講習が行われている由） に行かれる予定との市
である。

このサソチャゴも日本の ように雨の多い処で、こ こでは「傘をさしてない人を見ると馬が
驚いて暴れる」とのマエストロー流の冗談が出て皆を笑わせる。
以下は当日出された色々な質問に対するマエス トロ ・セゴヴィアの談話を簡略にまとめた

ものである。
自分はギター音楽においてローマ法王の如き地位にあり 、ギタ ーを愛する総ての人達の笠

問に答える只任があるので、疑問の点は何でも遠慮なく聞いて欲しい。又レッス ソの希望が
あるのなら、何故、優れた人達を私の前で奏かせないか。ギターは 1日中奏いてもその人の
良否について詳細な指導は出来ない程むづかしい。従って 総体的な指示しか与えられない
が、皆さんが望むのであれば20日のレセプジ ョンの時に 1時間だけ早く行って聴いてあげよ

う。

なお、ギターは演奏する人の人格を表わすものであるから、良い籾神のもとでなければ優
れた音楽は出来ない。そしてギターは生の音でなければいけない。自分は録音が一番きらい
であり、録音される時は全 く身を切られるように辛く感じる。

日本の製作家によるギターは作りが余りにも綺麗なので驚いた。現在の製作家ではフレタ
（スペイソの作家でゴンサレス氏も来日 の折に使用）が一番優れており 、ハウゼルニ世、ヴ
ィドデス も良いギターである。

作曲家ではマヌエル ・ポンセを最も好み、演奏家ではジョン ・ウイリアムスを推す。ジ ョ
ンは注目すぺきギタリス トである。プ リームも良い演奏家であるがリュートの方がより優れ
ている。

練習曲 としてはソルの他にマウロ ・ジュ リアーニが非常によろしい。ジュリアーニをやる
と右手のいろいろの使用法が理解出来るだろう（右手の為の 120の練習をさすものと思われ
る）。

ギターは女性に対すると同じ位にむづかしく 、そして音楽くらい、不可解で面白いものは
ない。

払は永い年月ギターを弾き続けてきたが今だに、思いがけないよい音を発見するもある。
それには先程もいったように人格の陶冶が大切なのである。
芸術家の精神を邪腐するのはいつも企業家である。
産経ホール (8日）のスカルラッティの二つの小品はサラバソドとクーイソトである。（マ

エスト ロ自身で歌って見せる）。
現在自分のも っとも好むレコー ドは今回のゴー）レデンジ ・ュピリーであり 、こ の中のロド

リゴの曲は問もなく出版されると思う。（「或る紳士のための幻想曲」を指す。）
ジョ‘ノ ・ウイリアムスのレコー ドも発売されているが、こ れには自分が推歳文を盃いた。

皆さんの中でジ ョンよ り、上手なギタリストが出たら、私は喜んで推漑文を苔く であろう。
皆さんは自己のテクニックを超えた曲を弾いてはいけない。技揺にあった曲を一生慈命1こ

練習するこ とにより 、おのずからそれ以上の曲がひける足がかりが出来てくるものだ。要は
たゆまぬ勉強にあり最低 4時間は練習しなければいけない。 そして同じ曲を何度も弾く こと
が大切である゚
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海外ニューズ

アメリカ：ー一

今年のイ ースタ ーには Reyde la To-

rreと作曲家 JulianOlbonがニュ ーヨ

ークの AlexanderBellow ~客となっ て

晩餐を共にした。なお A.Bellowは Ri-

cordi社から Thecomplete history of 

the guitarと出版する由。

スペイン：ー一

Emilio Pujolは近く Tarrega伝を出

版。 7月10迄に脱稿する。

Regino Sainz de la ellazaは 5月4日

のカ ーネギーリサイタルホールを皮切りに

1カ月アメリカを演奏旅行するため空路ニ

ューヨークに向った。

ポルトガル：一一—

リスポンの国立音楽学校の1958-1959年

度の終講演奏会は 5月 4日に室内楽、5月

6日に独奏と二回に亘っ て行われた。

5月 4日の曲目は

1. Vivaldi作二長調協奏曲（やター

Alberto Ponce) 

2. Ivo Cruz作 Pastoral（ギ ターニ直

奏 AlbertoPonce と JoseArlan-

dis) 

3. Haydn作二長調協奏曲（ギ ター

Jose Ariandis) 

5月6日の出演者は BirgitBayer(ドイツ）

Bengt Wadlman（スイス）、JoseAntonio 

Lopes de Silva （ポルトガル）、 Jo--5e 

Arland is（スペイン）、AlbertoPonce 

（スペイン）となってい Pujolを正教授

とするこのアカデミ ーには国外からも受講

者が参加していることがわかる。

オーストリア ：

5月9日ウイ ー ンの Bralms-sAal（音

(76) 

楽協会 ホー ルの 3階に在る）で Luise

Walker-Hejsek と VinzenzHladkyが

ヴァイオリンの E.Steinbauerチェレス

タの MariaHinterleitnerバープの Hu-

bert Jelinek ヴィオ ラの KarlStumpf-

などアカデミーの教授らの賛助出演で、室

内音楽の夕を再催した。 Carosio Fabri-

zio, Giovanni Besardo, Marin Merse 

nne, Bernardo Gianoncelli, Johaun Ho-

ffmaun, Salvatore Barcarisse, Hans 

Gal, Alfred Uh)など古典から現代に及

ぷ音楽を紹介した。

フィンランド：ー一

3月20日ラジオヘ）四ノ ンキから George

de Godzinsky指揮 ArtoJuuselaのギタ

ーで M.C. Tedescoのコンチ ェ）レトが放

送され好評を博した。 ArtoJuuselaは今

年19オで1950年 IvanPutilinについてギ

ターを習い、Sor,Aguado, Segoviaの重

要な基本を ClassicalSponish Schoolで

マスターして1955年と1957年の文化コソク

ールに第一位に入賓した将来ある少年で、

テデスコのコソチェ）レトを演奏したのはセ

ゴヴィアが北欧の地ストックホルムとオ）V

ソーで演奏するわづか前であった。

イタリア：

Pujolのこと

Barce lona — Lisbon-—Paris — 
Siena とプジョ ールの教授としての仕事

もなかなか忙しい。最近の手紙によると

Tarrega伝を執筆中で、しかも 7月初め

には脱稿とのこと。勿絵今年もンエナに出

講するが、私に「ヴィェ ラのレッスソを手

つだってもらうのを楽しみにしている」と

かいてよこした。私は受講者の資格を得た

が、手つだうというのはどういうことなの

かちと面喰っている次第。

Chigianaのこと

ンエナのアカデミア ・キ ジアーナの第28

[10頁へ続く］

28 



., 

セゴビア 古賀政')』

小 船照子
セゴピア 岡田先生

永田哲夫

高硲 巌うつす



御 挨 拶 高橋 功

ランパレネの Dr.Albert Schweitzerの下に参りましてから半年たちます。その間本誌

顧問並びに誌友賭兄の激励のお言莱や慰問品に対し厚く感謝申上げます。予定の通り 6月に

引上げるつもりですでに Accademia Chigiana からは給喪留学生の許可を得 Prof.

Emilio Pujolからもバルセローナの国立音楽学校で客として迎えるという招待の手紙をも

らい、その外ベルリンの Scheling、フランクフルトの Hoechstからも給毀研究生の許可を

得、今後の洲備を手まわしよくやっておきました。ところが幸、ツュワイツェル博上の信頻

を得まして、もう少し手伝ってもらいたいとの要望がありましたので、予定を変更して当分

赤迅アフリカで引つづき博士の事業のお手つだいをつづけることにしました。本誌は妻武子

の手で続刊しますが、何せ女手でゆきとどかないことが多く 、今後共どうぞ、私はもちろA

武子にも御支援御助力を賜わりますようよろしく願上げます。

1959年 6月1日 在ランパレネ

竺
世紀の人、待並のマエストロ ・セゴピアに私共はとうとう浄うことが出来ました。

災しい粋、索ll1'i"しい技功ー真のギター秤楽を悩喫しその典前のさめやらぬ今この誌を

粁様へお送りします。

セゴピアは常々たる体躯の、しかしものやわらかな言菓づかひの方でお達いする度

に立派なお人柄にひかれました。セゴピアの御希望で日本的な景色のよい所へ御案内

することを約し会食の時を持ちました。その時のことは京本氏が本誌に発表した通り

です。先生はお箸を上手にあやつり 、時にはお箸を絃に見立て指使いを指迎し、心美

しくなければ美しい音は出ないと人間詢冶のことを説き聞かせるあたり 、ギタリスト

としてではなく慈父に接するような感じでした。 、
本号より中野先生のギ ター曲出版概要を連載することになりました。数富な文限の

中から得がたい汽料を公開して下さったので別冊マ‘ノドリソの楽譜遍歴にも等しくギ

ター誌史の研究資料となることと存じます。

ギターの神様といわれるセゴピアも 1日4時間は錬習するそうです。

斯界の発展のため歩調を合わせてセゴピアから学取ったこ とを互に研究し守り立て

て行きたいと存じます。

梅雨じめりの昨今皆様の布健康を祈り上げます。

（硲橋武子）

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