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京都では、台北の小学・中学・旧制高校から京大卒の主人が 

経営する 音楽喫茶と洋菓子。パンの店 

想い出と憩いの場  「柳月堂」 へ   

京阪電車・京都線終点 出町柳 駅前 ― 

    叡山電車への乗り換え前や 

    八瀬・貴船・鞍馬からのお帰りにはお立ち寄りを！ 

京都市左京区田中下柳町５－１  Tel. 075－781－5161 

 
 
 
 
 
 
＜お知らせ＞ 

 郵便振替用紙で新年度会報費をよろしくお願いします。 

年間千円です。一年 3 回発行します。 

日本国内の購読希望者は、 

本部事務局： 

603-8071 京都市北区上賀茂北大路町 25-13 

 内藤史朗方 

榕樹会事務局まで連絡ください。 

FAX 075-711-3982（FAX でお願い） 

Email fwkv6294＠mb. infoweb.ne.jp 

台湾在住の希望者は近くの支部へ連絡ください。 

34 頁に支部アドレス明記。 

 
発行日：2008 年 1 月 1 日 

「榕樹文化」第 21 号 

発行者：小川 隆 

編集者：内藤史朗 

発行所京都市北区上賀茂 

北大路町 25-13 内藤方 

原則会員制、但し台湾では 

国際永漢書局（台北）店頭 

1 部百台湾元。 

天草の島旅  ―台湾への回想―

台湾の総統選挙

昔と今：新竹

近代都市計画の父・後藤新平（３）＆（４）

台湾出兵以前における政府関係者の台湾原住民認識

蝶に魅せられた人々

明治大正期を駈け抜けた鈴木商店（新連載第 1 回）

英語圏における学校教育での母語
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八田夫妻の墓と山東国彦氏桜の下で、多山順一氏

李登輝先生と弟子陳宏輝氏
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高坂知武先生ご夫妻
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〈編集後記〉

　日本軍部の腐敗は、台湾でも「学徒

兵の思い出」のようであり、また「続・

きずな」の硫黄島で軍曹が壮烈な戦死

を遂げたが、その息子は引揚げ後小学

校にも行かされずにこき使われた話の

ように酷い仕打ちであった。杜博士の

貴重な記録と思い出は有難い。安渓先

生ご夫妻のお骨折りと高坂教授のご長

女のご寄稿に深甚の感謝の意を表しま

す。

〈訃報〉

池山憲夫氏、昨年 5 月 2 日、93 歳。台

中州員林小、台中二中卒。

警視庁警部で定年退職。（川崎市）

長崎法潤氏、7月 1日、満 86 歳。イン

ド学の権威。

訓覇曄雄氏、7月４日、満 85 歳。哲学

者、カント研究と清沢満之の精神を受

け継ごうとした。カントの世界連邦の

構想にどう関わったか、期待していた

が、悔やまれる。

会長　園部逸夫

副会長　林彦卿 (台湾）

　　　　源河圭一郎 (沖縄）

本部会計　山本健次郎

本部事務局　内藤史朗

(所在地 )603-8071 京都市北区上賀茂

北大路町 25-13「榕樹会事務局」

海外在住顧問　杜祖健博士

(Dr.Anthony T.Tu）

台湾事務局

(所在地)台北市南港区研究路2段128号

中央研究院民族学研究所 2607 室

黄智慧 (台湾事務局長）

メール（大西友典助手）mengtomo@

hotmail.co.jp

東台湾支部、傅清順、台東市正気北路

255-29-9

----------------------------------

2019 年度下半期本年上半期会計報告

支出

66 号印刷送料 186,626

67 ＆ 68 号印刷送料 208,054

小計 394,680

雑 15,000

総支出 409,680

収入

会費・寄付 342,000

広告 60,000

小計 402,000

前会計年報告繰込み 248,698

総収入 650,698

総支出 409,680

次会計年報告繰込み 241,018

2020 年７月 31 日

榕樹会事務局長　内藤史朗

本部会員には日本の振替用紙が同封
されていますのでご注意ください。
新年度会費ですのでよろしくお願いし
ます。

父の思い出
李髙坂玲子

I　父の若い頃
　私の父、髙坂知武は、1901 年に山形

で生まれた。髙坂家は代々庄内藩の藩

医を勤めており、伝統の職業としては

医者か軍人が決まりのようだった。私

の祖父は陸軍少佐で、日露戦争中満洲

で過ごし、また曽祖父は陸軍中尉とし

て西南戦争の時に田原坂で戦死してい

る。しかし父は子供の時から兎に角機

械が好きで、そしてある日、その当時

高価であった目覚まし時計を完全に分

解したものの、元に戻せなくて、母親

に大変𠮟られたそうだ。そして人間の

身体は機械のように正確でないと言っ

て、医者になるのは御免、また普通男

の子がすきな戦争ごっこにも全然興味

を示さなかった。

　不幸なことに、父の両親は彼が１１

歳の時に同じ年に亡くなったので、北

九州の炭鉱の町で医者をしていた相当

年上の従兄を頼って一人で九州まで旅

をした。あの頃鶴岡から福岡近くまで

の距離を、まだ年端もいかない子供が

どのようにして、何日かかってたどり

着いたのだろう？　その後久留米中

学、鹿児島七高、福岡の九大の経路で

山形生まれの父が九州で青少年期をす

ごすことになった。

　父の母はその当時にしてはなかなか

進歩的な女性で、学校の先生をしてお

り、当時珍しくもヴァイオリンを持っ

ていて、音楽の才能にめぐまれていた

ようだ。父も六歳年下の弟も彼女の

gene［遺伝子］を受け継いだのか、二

人とも一生を通じて西洋音楽に打ち込

み、弦楽のアンサンブルやオーケスト

ラで活躍した。父は中学時代は自己流

でヴァイオリンを習い、ヴァイオリン

を弾くと下宿のおじさんに怒られるの

で、隠れて押入れのなかで練習したそ

うだ。そして矢張り独学でヴィオラ、

チェロ、それにコントラバスまで弾け

るようになり、九大ではオーケストラ

で活躍。当時の日本の洋楽の程度はま

だ低く、オーケストラで皆が無事一緒

に弾き終わったら、自分たちで拍手喝

采したそうだ。

　父の専攻は農業機械で、大学卒業後

関東地方の農事試験所に勤務した後に

金沢の農事試験場に転勤したが、初め

の年の寒い冬に長男を肺炎で亡くし、

「こんな寒いところはこりごりだ」と

台北帝国大学に転職する事にした。「何

でそんな首狩りの風習が残っているよ

うな危ないところに」と親族たちから

止められたそうだが、それを押しきっ

て台湾にわたり、結局は半世紀以上も

台湾に滞在する事になった。

温州街 20 巷 2 号の宿舎前で。左から

夫・李遠川、父と長男の以君、母ふさ子、

筆者。若者が集うにぎやかな家でした。

　台湾の元総統李登輝さんが亡くなられた。私にとっては旧制高校の先輩であ
る李登輝さんとは台湾総統府と日本でお目にかかる機会があり、日本語で雑談
をしたことがある。その内容はよく覚えていないが、気さくな方で気持ちの良
い会話であった。榕樹会会長として、謹んでお悔やみを申し上げる。台湾と日
本を結ぶ貴重な絆を一つ失ったことは残念でならない。台湾には日本との親交
を望んでおられる方々が沢山おられる。中国とはもちろんだが日本と台湾の親
交をぜひ続けて行きたい。

会長　園部逸夫
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II　台湾時代―太平洋戦争終結まで
　私たちの住んでいた家は中型の日本

式家屋の大学官舎で、台北帝大の近く

の昭和町にあった。うちの台所のすぐ

そばに三畳の間があって、時と場合に

よって色々用途が変わり、私が小学校

の頃は私の部屋だった。ある日、その

三畳の間の押入れの中を整理していた

ら、奥から上品な浅い瀬戸物の器が出

てきたので母に見せたら「それは触っ

たらダメ」とすごく真剣な表情で言わ

れて、びっくりした。訳を聞いてみる

と、実は私の生まれる前の話だが、父

がオートバイで奔
はし

っていたときにバス

にぶっつけられて足の骨を折った。父

はその時「不思議に自分の足の裏が見

える」とか面白がっていたとか。その

バスの若い運転手はその時の居眠り運

転の過失により解雇され、行き場が無

くて困っていたので、父は彼を三畳の

間に住まわせた。その若者は当時台湾

で流行っていたトラコーマを患ってい

たので、わたしの両親はその当時の医

学知識で彼にホウ酸水で洗眼させてい

た。それに使ったのが私が見つけた器

だった。そんな〝危険物〟ならなぜ捨

てずに後生大事に取っておいたのかと

不思議に思った。

　私の幼い頃の記憶は断片的で思い出

としてあまり役にたたないが、幸いそ

の頃父が写真に凝って居て、前述の三

畳の間を暗室にして現像、焼付をして

いた。そのお陰で私の幼い時の写真が

沢山あり、それによると私は公園、動

物園、遊園地、などによく連れて行っ

てもらっていたようだ。太平洋戦争勃

発以前には日本（〝内地〟とよばれてい

た）に毎年家族三人で帰っていた。

　その頃の父の大学での仕事は授業の

他に農業機械の開発の研究をしてい

た。台湾の農民の役に立つ機械、例え

ば刈り取った稲の籾を簡単に振り落と

す機械とか、温度と湿度の高い台湾で、

収穫した籾が腐ったり、発芽したりす

るのを防ぐための操作簡単な乾燥機と

かであった。また大学とは関係の無い

仕事としては、ラヂオの修繕を良くや

っていた。その頃はもちろんテレビは

まだ無く、真空管式のラヂオの世界で、

父はトランジスタ以前のラヂオの修繕

が得意だった様で、隣り近所から故障

したラヂオの修繕をたくさん頼まれ、

私のうちは〝ラヂオの病院〟と呼ばれ

ていた。

　太平洋戦争が始まって間もないこ

ろ、家の近所の隣組で大きさ 2 ｍ位の

正方形で深さ 0.5 ｍ位のコンクリート

の防火用水槽が作られた。ポンプが一

台が取り付けられて、地下水を汲み上

げる仕組みであったらしい。ある日父

がその出来たての、まだ空っぽの水槽

を見に行って、夕食時になっても帰っ

てこない。母の命令で私が呼びに行っ

たら、驚いたことにその水槽に水が

満々と溜まっていた。父はすこぶる満

足した表情で、自分はポンプで水を汲

む操作を力学的に分析して、足の力を

うまく使って一気に池［水槽］いっぱ

いに水を汲む事ができたのだと自慢し

ながら説明してくれた。

　太平洋戦争が激しくなってきて私た

ちが［台中市］后里という田舎に疎開

したのは私が小学校四年生の頃だっ

た。
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　その頃父は忙しくて、殆ど台北にも、

后里にもいなかったように覚えてい

る。専門の農業機械の方の仕事で糖業

試験所とか、あちこちの農家を訪問し

回って、またある程度軍との関係もあ

ったようだった。その関係か、終戦に

近づいた頃には父は戦争の実情（敗戦

になる事）をずいぶん前から知ってい

たようだが、母にはそれを全然漏らさ

なかった。

　その頃の台北帝国大学は内地からの

学生が主で、戦況悪化になるにつれて、

学生達も続々と招集され教室は空っぽ

に近くなった。だが一人招集されなか

ったひ弱な学生がいて、父はその学生

に鶏一羽をつけて田舎の知り合いの農

家に避難させてもらった。終戦後の大

混雑の時には、日本からの仕送りが途

絶えて困っている学生達ができる仕事

を探して、例えばどこからかリヤカー

を見つけてきて疎開地から台北市に戻

ってくる人たちの手伝いさせるなどを

手配していた。その頃は私たちの家に

もそのような学生達が二、三人住んで

いた。

III　終戦後の台湾で
　終戦後私たちの住んでいた家の横の

道は温州街と名が変わって、その道は

大通りと呼ばれていた和平東路から羅

斯福路まで通じていた。その頃の温州

街はまだ舗装されていない田舎道だっ

たが、戦後、車輌、主に小型トラック

の数が急増し、道のあちらこちらがで

こぼこで穴だらけになった。ある日父

はその道の穴埋めをすると決めて、そ

の仕事に私も駆り出された。「穴は平た

く埋めただけではダメ、少し高めにし

ないと又すぐ凹んでしまう」と教えら

れた。社会奉仕は立派なことだとは知

りながら、私は道路修繕をしている所

を人に見られるのが恥ずかしかった。

あの修繕した道は一体どれだけもった

のだろう。二人でどの位の数の穴埋め

をしたか覚えていない。

　終戦直後の社会状態はもちろん大混

乱で、特に台湾に残っていた日本人の

心情は不安で、しばらくの間は私達日

本人児童の行く学校もなかった。小学

校六年は有耶無耶のうちに終わったよ

うに思う。父は兎に角私が少しでも学

生生活ができるようにと、その頃割に

近いところに有ったトレビアンという

洋裁学校で、一般教育として数学、英

語などを教えるようになったので、そ

こに行くことになった。そこには５、

６人の日本人児童のほかに、元々の洋

裁学校の生徒だと思われる台湾人の女

の子が六、七人居て、彼女たちとは何

故か馴染めなかった。特にそのうちの

一人、二人は私たち日本人の生徒に対

して敵意を持っていることを感じて少

なからず驚いた。その時になって初め

て日本統治時代に台湾人に対する差別

待遇が確かにあったのだという事を実

感した。なんとか彼女たちと話ができ

ないものかと思ったけれども、どうい

う風に近よれば良いのか、何を話せば

良いのか分からなかった。そのうちに

新しく日本人学校が発足して、トレビ

アンの数学英語教室は閉校となった。

　戦争が終わると父は待ってましたと

ばかりに音楽活動を始めた。まず近所

の男の子にヴァイオリンを教え始め、
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そのうち私も引っ張りこまれて、否応

なしに毎晩ヴァイオリンの練習をさせ

られた。それでも半年後には大分上達

して、また弦楽合奏の楽しさが分かっ

てきた。最初は父と二人での簡単なヴ

ァイオリン二重奏、そして父がどこか

らかアマチュアの弦楽奏者を集めてき

て、弦楽四重奏を定期的に弾けるよう

になった。その頃は私は第二ヴァイオ

リンが専業だった。

　終戦直後の台湾はもちろんヴァイオ

リンその他の楽器が簡単に手に入る状

態ではなかった。台北は湿気が高く、

特に冬はヴァイオリンの側板が外れる

事がよく有った。父は膠を溶かして、

自分の楽器ばかりか、よその人から頼

まれた楽器も数多く修繕した。弦楽器

の弓の毛の張替も、自分で考案した工

具で立派にできるようになった。父は

何事にとりつくにも、先ずは工具の製

作から始める人だった。

　爾後、父の音楽活動、特に若い連中

の弦楽指導の活動が益々盛んになり、

私が高校に通う頃には大学の学生達が

定期的にうちに来て、毎週月曜日の夜

は合奏の集まりとなった。ギクシャク

の騒音に母は一度も苦情を出さなかっ

た。それどころか練習の折り目にお菓

子やお茶でもてなしてくれた。母は残

念ながら我々の音楽には参加しなかっ

た。彼女の歌声はなかなか良かったの

だが、惜しいことに音程が分からなく

て、彼女が物悲しい短調の歌を歌うと

何だか朗らかな長調の歌になったりす

るので、父に洋楽はダメだと決められ

た。

　終戦後、台北帝大は台湾大学に変身

し、中国大陸から多数の学生がやって

来たのだが、彼らは日本語ができない

ので、父は始めは英語で授業をしてい

た。父の英語は割に癖のない分かりや

すい英語であったと思うが、父の話で

は、学生達の英語能力があまりにも低

くて、どうも自分の講義の内容が良く

分かって貰えていないと気づいて、そ

れならばと中国語の勉強を始めた。そ

して半年後には何とか中国語で講義す

るようになり、その講義ノートを謄写

版で自分で刷り上げて生徒に配ってい

た。

　さて、新しくできた日本人児童のた

めの学校もほぼ一年で閉校となって、

暫く〝留用〟されていた日本人もぼつ

ぼつ帰りはじめた。特に２・２８事件

の後は帰国者が増えて普通の学校は維

持できなくなった。それで台湾政府や

台湾大学に「特別留用」された日本人

家族の児童の為に「学習所」が設けら

れた。台湾大学の独身宿舎の一部を借

りて、事務所と教室二部屋ほどそこに

あった。約 20 人の学生の教育に携わっ

1956 年の高坂家での弦楽四重奏。左から、
筆者（第一ヴァイオリン）、高坂知武（チ
ェロ）、李遠川（ヴィオラ）、江有龍 ( 第二
ヴァイオリン )。江氏は李遠川と台湾大学
の同学年。
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た先生たちはオール・ボランティアで、

大学教授とか、電力会社の高級技術員

などの素晴らしい陣容であった。クラ

スの種類によっては大学まで歩いて行

って授業を受けた。父はどこからか買

ってきた木材を使って長い机とベンチ

を作り、うちの応接間も教室の一つに

なった。しかしながら日本人児童はま

すます減る一方で、「学習所」はついに

閉校となった。そして、いよいよ私た

ちも帰国することに決まったのだが、

当時父の勤務していた農業工学系の主

任（日本留学）が学生何人かと一緒に

家に来て、「先生、是非とも残ってく

ださい」との切実な懇願に心を打たれ

て、父は変心して台湾大学に残る事に

決めた。しかし私が丁度高校に進学す

る時期だったので、父が台湾大学に残

る条件として、私を女子高校に無試験

で入学させて貰う事になった。私の当

時の中国語は非常に程度が低かったの

で、まともに入学試験を受けても通る

はずはなく、そういう特別の取り計ら

いで、台北第一女子高校に入ったのだ

が、三年後には普通通りに入学試験を

受けて台湾大学に進学した。そして卒

業後はアメリカ留学の為に台湾を離れ

たが、両親は父が 80 歳になるまで台湾

大学に残って父は学術、音楽の両方面

で活躍していた。

あとがき
 １ 台湾大学は髙坂知武教授の業績を

讃えるために農学院の生物産業機電工

程系（元、農業機械系）の建物の一つ

を「知武館」と命名した。その建物の

中には、高坂記念講義室［高坂教授紀

念室］があり、髙坂教授の遺品の謄写

版、講義ノート、等々が陳列されてあ

る。一介の教授の名を冠する建物は台

湾大学で唯一の例である。

 ２ 髙坂知武教授の音楽関係の活動

（台湾大学交響楽団の設立、学生達の音

楽指導など）は台湾大学卒業の年配の

人たちにはよく知られていて、彼の逝

去 10 周年記念の音楽会には 200 人以上

の参加者があった。台湾大学の大学歴

史博物館［校史館］には彼の愛用して

いたチェロが陳列されてある。

　　　　　（り・たかさか・れいこ）

著者のご紹介
　著者の李（高坂）玲子さんは、高坂

知武先生の令嬢です。本文中にも出て

くる「日僑学習所」では、國分直一先

生に歴史を習われたとのことです。音

楽を通じて結ばれた、台湾大学出身の

李遠川さん (Prof. Lee Yuan Chuan,

ジョンスホプキンス大特任教授。弟に

ノーベル化学賞を受賞した李遠哲、李

遠鵬両博士のいる理系の学者一家 ) と

米国東部のメリーランド州にお住まい

です。お二人とも生化学の学位をお持

ちの学者のカップルは、今年結婚 62 年

目。本文の入力は李遠川教授によるも

ので、使用した 2 葉の写真は、李教授

から送付していただきました。

（安渓　遊地記す）
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台湾留用日本人の足跡を追って（２）

農学・音楽・教育—高坂知武先生
の思い出
　　　かうぱん生（高坂知武）著 

安渓　遊地・安渓　貴子編

台湾大学校史館での出会い
　国立台湾大学の正門をくぐってすぐ

左側に、一番初めに建てられたという

建物があります。いまは校史館と呼び、

台北帝国大学時代以来の台湾大学の歴

史を語る博物館になっています。

　ここを訪れた時、たまたまおられた

女性が、チェロと楽譜のあるコーナー

に案内してくださって、英語に日本語

を交えて台湾大学の音楽の父である、

高坂知武（たかさか・ともたけ）教授

のことを熱心に説明してくださいまし

た。彼女の一家がバイオリンなどに親

しんだのは、高坂先生の薫陶を受けた

からなのだとか。

　

　一緒に階段を降りるときに、石造り

の手すりの微妙な曲線を手でなぞりな

がら、いとおしそうに「台湾に残さ

れた日本時代のものはみな美しいので

す」と言われたのが印象に残りました。

知武館と高坂教授記念室
　前号で紹介させていただいた、蘇鴻

基先生による松本巍
たかし

先生の思い出を

うかがった翌日の、2017年 8月30日に、

再び校史館を訪れて、蘇先生の孫弟子

である学芸員の陳さんに、農学院にあ

る高坂教授紀念室へ連れて行っていた

だきました。

　次に載せる略歴は、2007 年 5 月 1 日

発行の『臺大交友雙月刊』に掲載され

た、林秀美さんの「體現大愛的教育哲

學家──高坂知武教授」からの抜粋で

す。大学での活躍よりも、管弦楽団を

組織したり、指揮したりした功績の記

述の行数が多くなっています。

　この記事の末尾に、令嬢の玲子さん

と結婚された李遠川教授の、次のよう

な言葉が引用されています。「高坂教

授は、清貧の思想をもっていましたが、

だからといって世捨て人になるのでは

なく、現実世界での隣人愛を実践しま

した。例えば〝高坂宿舎〟に住む学生は、

教授の発明した電熱装置で冬でも足が

暖かく、お金に困った時には、利子も

台大校史館での展示（左）と紀念室（右）

高坂先生愛用のチェロと手書きの楽譜

高坂教授紀念室に掲げられた肖像画

左から安渓貴子・高坂教授・安渓遊地
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取り立てもない少額融資の〝高坂銀行〟

がありました。」

　　http://www.alum.ntu.edu.tw

　　　/wordpress/?p=713

高坂知武教授略歴
1901 年 4 月 3 日　山形県鶴岡市で出生

1925 年 3 月31日　九州帝国大学農学部

卒業

1930 年 7月26日　台北帝国大学助教授

1934 年　台北帝国大学学友会音楽部・

部長

1935 年　台北帝国大学管絃楽団・指揮

1954 年　台大管楽団設立・顧問

1955 年　中国青年管絃楽団設立・指導

1958年　 共同で中華絃楽団を組織・顧問

1963 年　杏林絃楽団・指揮

1963 年　台大管絃楽団設立・顧問

1964 年　台大合唱団設立・指導

1968 年　台大交響楽団設立・指導教員

1973 年　台大農学院農業機械学系定年

退職。兼任教授（7年間）

1983 年　山形県に帰郷

1987 年　台湾大学に寄贈された退職金

により高坂知武教授奨学金開

始（現在に到る）

1989 年　台大農機系の新ビル落成「知

武館」と命名

1997 年 7 月29日　千葉県柏市で逝去

1998 年　「知武館」に高坂教授紀念室

　同記事によって、紹介を続ければ、

台北帝大から台湾大学を通じての在職

50 年に及んだ高坂教授の貢献をたた

え、退職金を奨学金にあてたことに感

謝して専門の農機系のビルを「知武館」

と名付けたのは、台湾大学での教員の

名前を冠した建物の嚆矢でした。

　足踏み脱穀機やトラクターの精細な

模型を作って講義したり、教材の少な

い戦後には、爆撃された軍用車両のス

クラップから農業機械を作るといった

実習をしました。台湾に留用と決まっ

たあとに、中国語を勉強して、ガリ版

刷りで作った絵と中国語と英語入りの

判りやすい教材が残されています。

　展示されていた資料の中から、私た

ちの印象に残ったエピソードは、高坂

先生は、新入学生には必ず、鍛冶の「相

槌を打つ」という実習をさせたという

のです。学生はすぐに疲れ果ててしま

うのに、先生の方は息も切らさない。　　

　これは、音楽的・身体的なアンサン

ブルの妙を体得させるすぐれた教育法

だったのです。前号の松本巍先生の、

台湾大学の知武館入り口

高坂先生のガリ版刷りによる教材

高坂教授紀念室の展示から
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両手で土をつかんで会得するという教

えとも共鳴して、心に響きました。

　農復会の依頼に応えて、1952 年には

159 種類の伝統農具について詳しく記

述した「台湾の農具」をまとめました。

　高坂教授は、あくまで現場に即して

台湾の農民の好みに合うように改良し

た農具を導入することに腐心し、1985

年までに農作業の 98％までが機械化さ

れるという一大変革の原動力でありつ

づけました。

　上記の評伝は、続いて「弦楽万能博

士」と呼ばれた高坂先生の音楽分野で

の活躍ぶりを詳しく述べていますが、

ここでは、むしろご当人の執筆にかか

る「音楽夜話」を紹介することで、よ

り深く理解できるだろうと思います。

　前々号で紹介しました留用日本人た

ちの『回覧雑誌』の中に、高坂先生が

執筆された部分があり、同人の読後評

なども掲載されています。高坂先生は

自分の姓の中国語読みを筆名にして

「かうぱん生」として投稿されています

が、読後評の所では同じ筆跡で（高坂）

と記しておられます。

　２回の音楽夜話とそれに続いて、専

門の農学の研究教育をめぐるエッセー

も実に読み応えがあります。関連する

同人の記事も抜粋して添えておきまし

ょう。かなづかいは旧かなのまま、漢

字は新字体にしました。文中、「アフ

リカの土人」という言葉が出てきます。

今日では耳にしない表現ですが、執筆

の当時は普通だったのでしょうから、

そのままにしてあります。

　なお、回覧雑誌に掲載された高坂先

生の文章の印刷については、本号にも

寄稿されている高坂先生のご令嬢の李

玲子さんから、編集にあたられた内藤

先生を通じて、寛大なお許しをいただ

いています。

音楽夜話　　　かうぱん生
　エ？　先生の芸術ですつて？　冗談

でせう。私のは芸術などゝ言ふ高級な

言葉で表はすべき代物ではないです

よ。大体芸術としての音楽と言ふ事に

なると少くとも二つの要素からなつて

居ると思ふんですがね。一つは或る簡

単な物理法則のもとに配列された音の

群の中から、指定通りの音を次々と引

出して鳴らして行くと言ふ極めて機械

的な部分であつて、指定する人は作曲

家、指定書が音譜と言ふわけでして、

丁度設計書の指定通りに機械を作つた

り、処方箋通りに薬を調合したりする

のと同様ですから、この部分だけで終

始するのならば、生れつき耳の感受性

がよくて、相当の理解力を有する人な

ら、練習さへすれば誰でも、所謂音楽

と称せられる音響のつながりを作り出

す事は出来るわけです。私のなんかは

勿論の事、素人たると専問［門］家た

稲籾乾燥装置と高坂先生

紀念室展示より
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るとを問はず、非常に多くの人々はこ

の範囲に入ると思ひます。音楽の先生

なども、国語の先生必づしも文士で無

い様に、この部に入る人が大部分でせ

う。芸術としての音楽と言ふ事になれ

ば更に第二の要素を必要とします。そ

れは勝れた技術の他に、これを駆使す

る所の、もつと内面的な、主観的なも

のが演奏者自身の中に無ければなりま

せん。まあ私なんか、絵で言へば遠近

法や透視図法を少し習つて風景画でも

描いた所ですね。

　まあさう言つたわけで吾々のは勿論

芸術でもなし、又技術も至つて程度の

低いものですが、しかし音楽の味ひ方

の如何によつては、吾々の程度でも、

或はそれ以下でも充分ですね。と言ふ

のは音楽の味ひ方に先づ二種類ありま

して、第一は、自己以外の演奏者の奏

する音楽を聞いて味ふ行き方です。近

頃の音楽愛好者の中にはこの種の人が

非常に多いのですが、この場合には

段々に耳が肥えますから結局相当高級

な技術の上に充分なる芸術味を加味

した音楽でなければ役に立ちません。　

第二の行き方は、自分が演奏者の一員

となつて、演奏しながら味ふ行き方で

す。これは主として合奏形態を採るわ

けですが、この合奏の面白さだけは親

しく経験した人でなければ想像も出来

まいと思はれる事柄でして、技術の高

下や、作り出された音楽の良否等とは

殆んど無関係と言つてもよい位のもの

です。

　今考へても可笑しくなるのは私が未

だ学生だつた頃、同好者が集つてマン

ドリン、オーケストラと称して盛に合

奏をやつた時分の光景です。先づギタ

ーを握つた大将株が大声で「イトニト・

イトニト」（これは二拍子の数へ方）と

頭を振り振り［原文は繰り返し記号、

以下下線のみ示す］音頭をとりますと、

他の連中は只もう音譜に追はれて、曲

想がどうの、強弱がどうのと考へる暇

も無く、又他のパートと合つて居るの

か否かも知らずに無我夢中で文字通り

ジャンジャン鳴らすわけです。其の中

( ウチ ) 中に、極めて合理且機械的に、

事の良否を知らされる時が来ます。そ

れは曲の終わりの所でして、例へばチ

ャッチャッチャッチャッー　と終る筈

の所に来ると、少し早く終つて仕舞つ

てキョロキョロする者があり、又大部

分の連中が終つた後に一人か二人、チ

ャンと鳴らして「イケネー」と叫ぶ者

もあります。何辺［遍］かのやり直し

の後に一同揃つて終つた時の喜びは大

したもので、中には「ンメゾー」と叫

ぶもの、「ヤッタ、ヤッタ」とドナル者、

イヤ大した騒ぎです。帰りに夜鳴きウ

ドンの一杯もすゝりながら、「今日はう

まく行つたなあ」等と其の感激を新た

にする始末で、其の幼稚さ加減は御話

にも何にもなりやしませんが、しかし

其の頃の雰囲気だけは今考へてもホゝ

笑ましくなり、私にとつては懐しの思

出の一つとなつて居ります。

　感激で思ひ出しましたが、私の生涯

の中に、二度と再び味ふ事はあるまい

と思ふ程強い感激を受けた事があるの

ですがね、イエ世界的名演奏家の演奏

なんかではありませんよ。正にその反

対なんですが。

　私が中学の四年か五年の頃ですから

大正七・八年でせうか、其の頃世話に

なつて居た従兄の勤務地たる福岡県下
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の大牟田市で夏休みを過した事があり

ます。御存じの通り大牟田市と言へば

有名な三池炭鉱と共に生れた町ですか

ら、若々しく元気のよい事はこの上無

しで、例へば一杯十銭のブッカキ氷に

しても、皿の上に高さ一尺以上にも盛

り上げなければ繁昌しないので、遂に

は氷カキ競技会が始まり、レコードホ

ールダには金メタ［ダ］ルが出る？？　

と言ふ勢の町です。従つて凡そ繊細味

などと言ふものは、これつパチも無い

のは御想像がつきませう。或時其処の

ある小学校で、町の音楽愛好家連中の

音楽会が開催されました。主に合奏で

したが、ヴァイオリン三つか四つ、セ

ロ一、ギター一、それにオルガンと言

ふ奇妙な組合せで、曲目は、アメリカ

の大衆音楽編輯家ウィンナー女史編す

る所のグランド、オペラ、メロディー

ズと言ふアルバム物の中から、例のカ

ルメン、フライシュツ［魔弾の射手］、

オルフォイスと言つたものを数曲演奏

したのですが、イヤ実に感激しました

ね、一つのハーモニーが起る毎に、身

うちがゾクゾクして、血液は全身を駆

け廻り……何と形容してよいか判らぬ

位感激しちやつたんです。特に後にも

先にもたつた一回、ギターの音がポー

ンと聞へましたが、其のよかつた事は

今でもハッキリ記憶して居ります。今

から考へれば、三十年前の炭坑町の素

人共ですから腕前だつて高が知れて居

りますし、それに曲その者も、所謂万

能形式と言ふやつで、ヴァイオリン第

一第二でもよし、ヴァイオリンにピア

ノ或はオルガン又はギターの伴奏でも

よいと言ふ便利なものであるだけに、

大した音楽効果が出る筈はないのです

がね。それに私は元来冷血動物の方で、

心臓の心室が三つしか無いのではなか

ろうかと思ふ位なんですが、その男が

その位感激したんですから、若い人々

は皆この様な感受性を持つて居るんで

はないですかね。

　話は段々筋が無くなつて来ました

が、ついでに自己陶酔的合奏をやつて

居る人々を見た御話を致しませう。そ

れは佐賀県下のある海岸で一夏海水浴

をした時の事ですが、或日海岸を散歩

して居りますと、松原の中の乞食小屋

の様な小屋の中から異様な音楽が聞へ

て来るではありませんか。近寄つて見

れば、村の青年が四人　一人はヴァイ

オリン、今一人はハーモニカ、残りの

二人は棒切れかヘラの様なものを手に

持つて「攻むるも守るも［守るも攻む

るも］くろがねのッ、タカ、タカ、タカ、」

（よくリズムを含味して下さい）と海軍

マーチを演奏中です。其の高潮した頬

の色、興にのつて左右に動揺する上半

身の動き、……生み出す音楽の奇妙さ

に思はずコミ上げる可笑しさ、然しな

がら何とも言へない力強さ……吾々の

胸にジーンと滲み込んで来る何物かを

感じました。帰へる途すがら、少し以

前に福岡市で聞いたヂンバリスト（世

界的名ヴァイオリン奏者）の名演奏の

印象を思ひ出し、何処が共通で何処が

異るのかを自問自答しましたが、今に

なつて考へて見れば、立石画伯の小さ

い坊チャンの絵から受ける感じと全く

同質のものを受けたのでは無いかと思

ひます。

　話は何
イ ズ コ

處に往くと言ふ形勢になつて

来ましたが、しかし私は時々思ふのに、

吾々日本人位何事に対してもヤレ何道
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だの、何々流だのと妙に固める事が好

きで、酒を飲むのにまで流儀があつた

りする人間も、さう沢山は無いのでは

ありますまいか。私は、徒らに形式を

重んずる余り、却つて純な感受性を殺

して仕舞ふ嫌が大いにあると思ふので

すが、どんなものでせう。かく言へば

とて、私は決して正統派的な行き方に

反対するわけでもなし、低級音楽の賛

美者でもありません。寧ろ何事でも正

統派的にミッチリやらなければならな

いと言ふのが持論なんですが……、事

実、ヴァイオリンでもやろうとすれば、

素人は素人なりに、一二年はどうして

も基本練習をしなければ全然曲が弾け

ませんからね。私の言ひたいのは正統

派的教育をする間に、生徒の有する純

な感受性や素朴な芸術性までも無くし

て仕舞ふのが残念だといふ事なんで

す。

　御覧なさい。ピアノを習つた娘さん

の数は今では大した数でせうが、彼女

等は果して音楽教育を受けたのでせう

か。大部分の人は単にピアノのタゝキ

方を習つたに過ぎないと思ひます。町

の所々で聞くソナチネは、どれもこれ

も丸で自動ピアノの機械演奏以下の表

情しか持つて居りません。子供なら子

供なりに、子供らしいながら、そこに

はもつと何か感じがあるべきだと言ひ

たいのですがね。

　ダンスだつてさうです。私自身は遂

にこの歳になるまでダンスは知らずに

来て仕舞ひましたが、或時見物に行

つた所、如何にダンスを知らない私も

少々あきれましたよ。ワルツはかうだ、

ブルースはかう踏むのだと中々やかま

しい人々の集りを聞いて居ましたが、

さてワルツをおどる事になると、一・

二・三、一・二・三、と曲の持つ自然

のリズムに乗るのでなく、二・三・一、

二・三・一とステップを踏んだり、三・

一・二、三・一・二とやる人が相等［当］

多いのです。而も曲のフレーズ（区切

り）なんかソッチ除けの人が大部分を

占めるのには驚きました。あれならオ

ーケストラやバンドなんか止めて、大

太鼓と小太鼓で、「ドン、タッ、タッ、

ドン、タッ、タッ、」とやる方が簡単明

瞭で却つていゝのではないですかね。

　どうも段々口が悪くなつて来ました

……、エ？　音楽をやる間に甘い事も

ありましたらうつて？　　それです

よ、どうも世間の人はその様に考へた

がる傾向があり、又一部には音楽を道

具に使ふ連中もあるやうに聞いては居

りますが、吾々のグループは素人音楽

者の中での硬派とも言ふべきものなん

でせうか、今までの永い年月の間に、

音楽と直接関係を持つた甘い事件など

は、自他ともに一つも記憶にないので

すがね。面白い事には、私が学生時代

に参加して居た九州大学のフィルハー

モニー（交響楽団）の団員の面影を思

出して見ると、重要な地位につく、技

術優秀な人々は揃ひも揃つてゴツイ人

が多いのです。この人が楽器なんかや

るのかと不思議に思ふ様な連中が殆ん

ど其の総てゞした。考へても御覧なさ

い、素人が、本業の余暇にオーケスト

ラ用の楽器の様な本質的に難しい楽器

を練習して、而もヴェ［ベ］ートーヴ

ェンやチャイコフスキーの曲までも演

奏しやうと言ふ心臓なんですから、上

っ調子な軽薄子には少々荷が勝ちすぎ

るのではありますまいか。コツコツと
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数学か力学でも勉強する調子で練習曲

を稽古するのでなければ技術的につい

て行けませんからね、どうしてもニヤ

ケ男は振り落されて仕舞ふのです。

　こう言つたからと言つて、逆は必ず

しも真ならずで、技術の下手な人はみ

な軽薄子だと言ふのではありません

よ、物好きに一寸練習して見て、あま

りにも労力と時間を費やさなければな

らない事に気付き、（二十才を過ぎてか

ら始めると大概はさういふ事になりま

す。）適当にやめる真面目な勉強家も多

いのですから。

　こゝで一つ吾々のグループが如何に

硬派であつたかを示す珍事件を御話し

ませう。頃は大正末期ですが、吾々同

好学生のみで組織して居たマンドリン

オーケストラの二十人ばかりは佐賀市

に演奏旅行に行きました。其の頃は未

だラヂオも無し、レコードも不完全な

上に普及もして居なかつたので学生の

下手な演奏会も中々人気があつたもの

です。其の頃、団員の中に一人だけニ

ヤケ男が居りましたが、演奏会が終わ

つて一同後始末やら何かで大忙しの最

中、彼氏一人行方不明です。私も変に

思ひましたが別に気にも止めずに、其

の夜は旅館に泊り込み、例の如く一同

集つて、ヤーあそこで間違へたとか、

この辺で一体どうなるのかと心配した

とかワイワイ自己批判をやりながら、

其の中に寝につきましたが、フト物音

に目を覚ますと大将株（上級生で、各

パートのリーダーを務める腕の達者な

連中）が数名集つて何事か相談して居

ります。私は疲れて居るので再び睡つ

てしまひましたが、翌朝聞くと、例の

ニヤケ男は、其の晩、鉄拳制裁の恩恵

に預かつたさうで、其の理由は、演奏

会の時後始末もせずに、婦人客の大勢

居る出口の所でニヤニヤして居たのが

ケシカランと言ふのです。まあ其の時

は散々あやまつたのでブッ倒れるまで

はなぐられなかつた模様ですが、其の

頃吾々の団体には硬骨漢が多く、戦争

中ならさぞや本性を発揮したらうと思

はれる連中がマンドリンやギターを鳴

らして居たのですから今考へると可笑

しくなりますが、然し音楽団体の鉄拳

制裁は珍聞でせう。

　まあ戦争もすんだ事だし、今の学生

達にも吾々の頃の様な雰囲気を少しは

与へたいですね。合奏団は一つの小さ

な社会ですよ、私に言はせると、素人

合奏団の様な利害関係を超越した団体

を組織維持出来ない様な民族は発展出

来ませんね。実際団員となれば相当の

犠牲を払はなければならず、又分
4

に安

じて其処で全力を尽すだけの謙虚な気

持が無ければ団が続きませんからね。

皆が皆、第一ヴァイオリンの主席や、

フルート、オーボエ等の様なハデなパ

ートの志願者ばかりで、ヴィオラやバ

スの弾き手になる者が居ない様な連中

では、技術的ではなしに、精神的に初

めから落第です。

　日本人はどうですつて？　先づ合格

点と言ふ所ですかね。しかし私は、本

質的には悠々合格だけれども、今まで

の環境は教育の仕方の影響で点が悪い

のだと思ひます。実際第二ヴァイオリ

ンやヴィオラのやうな縁の下の力持ち

式のパートを熱心に練習する学生の多

い事、音楽会の時の雑務を引受ける人

物に不足しない事などは吾々日本人の

性格を表はして居ります。性格と言へ
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ば、日本人の中には、素人でありなが

ら練習曲を単に訓練時の一階段と考へ

ないで、其れ自身の中に興味を感じ熱

心に練習する人の多い事や、もつと掘

り下げて言へばいくら上手になつたつ

て一文の収入にもならない全くの余技

たる音楽に打込む人が多い事などは、

確かに性格の一表現でして、大人達の

模型飛行機熱や、余人には想像も出来

ない位に徹底した鉄道趣味等と根本的

に共通点を有し、吾民族の若々しい、

子供つぽい、然しそれだけに将来性の

ある事を示すものだと確信します。話

は少し渋くなりますが、今少しシャベ

らせて下さい。惰性がついちまつて

中々止まらないですから。

　私も今まで、学生音楽団を振り出し

に、社会に出てからは民間の同好会に

入つたり随分色々な雰囲気を味つて来

ましたが、面白い事にはどこの音楽団

にも、其のヴァイオリン奏者の中に一

人位は必づ聴覚の不完全な人が居るの

です。この種の人は揃ひも揃つて手の

運びは達者ですが、何分にも耳が悪い

のですから、音が常に少しづゝ外れ、

其の為に、其の人が入ると、どうもハ

ーモニーがよく出なくなります。です

からどうしても除け者にされ易いので

すが、本人には其の理由が判らず、又

あまりにも熱心であるだけに、面と向

かつては、気の毒で、中々其のわけを

言ひ難いものです。しかし何時とはな

しに本人も気付く時が来ます。一寸考

へると、其の時、団体から出て、音楽

なんか止めさうなものですが、中々止

めません。そして団体の中の庶務会計

的仕事に廻り実に熱心にやつて呉れま

す。音楽の方では決して表面に出様と

はせずに而も今まで通り皆と仲良く趣

味の交りを続けて行くのです。私は今

までこの種の人々を数名経験しました

が、どうでせう、この気持は吾々日本

人には良く判るではありませんか、又

実に敬愛すべき気持ではありますまい

か。私はこの様な気持ちが吾々日本人

の中に強く流れて居る事を意識する

時、本当に心強さを覚えます。利益を

伴はない純粋の趣味の集りには、人間

性が赤裸々に出るものです。吾々日本

人には多くの欠点があるでせうが、し

かし今まで申上げた様な純な気持を

吾々日本民族の中に数多く発見出来る

事は何にも勝る喜びなんです。

　イヤどうもとんだ長談義を致しまし

た。サアどうぞつまらぬ菓子ですが、

おつまみ下さい。

　　　　　（一九四七年九月十三日記）

　この記事に関連して、同じ号に、立

石鉄臣画伯が、「稚拙な風景」と題して、

高坂先生の家へ原稿をもらいに行った

訪問記を書いています。高坂先生の講

義のスタイルも判るような興味深い内

容を含んでいますので、抜粋して紹介

しておきましょう。立石画伯は、文章

に合わせて、チェロを弾く高坂先生の

色彩画や、架空広告として、「カウパ

ン先生作曲指揮の交響曲・野の鍛冶屋」

や近日発売の「カウパン先生作曲渡辺

はま子吹込みの流行歌・水車小屋のほ

とりにて」さらにカウパン社の宣伝で

「蓄音機の標準器として十六世紀型修

理式カウパン号、破れたレコードの修

理無料で引き受けます」を載せたりし

ています。
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　……門から三間ほどの砂利道を静

に歩いて行くと、何か音がする。と

たんに私は、教授が何かの器械を修

理でもしてゐる音に違ひないと思つ

た。言ふまでもなく、教授は専攻の

関係からも、さういふ事に気をつか

ふのである。先頃、教授は十六世紀

の方法で、物を修理するとか組立て

て見たとかいふ話をされたので、私

はその十六世紀方式で、さういふ事

をされてゐるのだらうと思つた。そ

の方法は、悠長ではあらうが、ばか

に音楽的な音響を立てるものかな、

と思ひ乍ら、引き戸の開いてゐると

ころに近づいて中を覗いたのだが、

まづ四本の人間の足が見えた。かん

ぱつを入れず、全貌を見るに及んだ

が、私は予想に反した光景を見たの

である。教授とその令嬢とが、玄関

の方を向いて、すつくと並んで立ち、

同じやうに頤の下にヴァイオリンを

当て、まつたく同じやうに弓を動か

してゐた。非常に真剣である。……

　そして、高坂先生は、時候の挨拶な

どは一切省略して、「機関車や蟻が力を

出している場面を絵に描けるか？」　と

いう問いを出されたのです。立石画伯

は「いきなり抜刀して切りこまれた感

じで」考え込まされます。そして、歎

息して、「描けないらしいです。」と白

状すると、いよいよ高坂教授の講義が

始まります。

　生物学を学んだ私どもなら、外骨格

をもつ昆虫や、内圧によって形の変化

のないピストンをもつ機関車は、外部

からその変化が見えないのです、と切

り返すところですが、立石画伯は、応

力と外力の違い、水車のこと、電気蓄

音機の話、犂のさまざまなど、まるで

手品師に眼をくらませられている観客

のような気分を味わったというのです。

　この頃、髭を生やしていた高坂先生

らを、写真家の松山虔三さんがからか

って、「学内通報」という架空の記事を

『回覧雑誌』の同じ号に載せました。

　▲追放資格委員會においてかねてよ

り検討中であつたヒトラー髭並にこれ

と類似の髭を着生せる官公吏にして三

月一日以前に剃除せざる者は追放と決

定せり　総長印

　右に依り農學院　高坂・中村両教授

は二月二九日山根教授司會松山技師執

刀で断髭式を擧行する　式後かうぱん

せい氏の作詩作曲になる「髭は普
ナミ

だが

永生か」がチェロばんそうで発表され

る　参会かんげいの由

読後評
　かうぱん新人、旧人共はジムバリス

トの名も知るまいと注をつけたり、な

かなか図太いところがある。そんな太

いのが沢山はひつてきた……（林熊生）

［こと金関丈夫］

　宮本［延人］先生の所に伺つたら今

忙し［い］から先に読めと言ふので、

計らずも三・四日早く拝見しましたが、

イヤハヤ達者なもんだと同人諸兄の腕

前には全くあきれるばかり。山門先生

が率直に表現した様に小生とても同じ

事、吾々新老共にとつての第一回集会

の時からスッカリもうオジケがついて

居るんですから、林先生、あまり太い

奴などゝオドさないで下さいよ。鉄臣
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先生の文を読んで人の名前の下には註

を入れるものかと早合点した程左様に

新米なんですから。サテ鉄臣先生執筆

にかゝる訪問記。小生も今まで鏡を見

た事はありますが、かくまでマザマザ

と目の前に展開された事は未曾有の事

です。恐れ入りました。汗顔の至り、

只応力と外力の辺だけ少しピンぼけし

て居るやうですが。マア今後折角勉強

してボツボツ書きますからよろしく願

い上げます。　　　　　（高坂）

（『回覧雑誌』 9 号 1947 年 9 月 20 日）

音楽夜話（２）　　かうぱん生
　レコードには一本の溝しかないのだ

から一つの振動を記録する事のみが可

能な筈なのに、どうして多くの楽器の音

が分離して聞えるのだらうと言ふ事は、

よく起る疑問です。全く溝は一本、針

も一本、ラッパは一個に空気は一体、耳

の鼓膜だつて左右各々一枚宛と言ふん

ですから結局振動は一つしか有り得な

い筈なんです。学者に聞けば、ヤレ「フ

ーリエ」の級数がどうとか、ハーモニッ

クスがかうとか言ふでせうが、要するに

極めて複雑な波形を持つた一つの振動

しか無い事は事実なんですが、それが多

くの楽器の合奏に聞えるのは結局人間

の心理作用によるものであつて、つまり

経験によつて、かう言ふ音がするときに

は、これこれの楽器が鳴つてゐるのだと

判断するのであらうと思ひます。これは

私の素人考へなのですけれど、とにかく

人間は生まれた侭の耳だけでは複雑な

振動を分解する力が無いものとして、さ

て田舎に生れ、田舎に生長し、オーケス

トラの音響などは唯の一度も聴いた事

がないという人が突然レコードによる

オーケストラ演奏を聞かされたら一体

どんな感じを受けるものでせうか。私は、

あの複雑な音を、一つの異様な、しかし

左程不愉快ではない音響として感ずる

に相違ないと思ひます。

　音響に限らず味覚にしてもその通り

です。私のように味覚音痴と呼ばれ、腹

さえ減つておれば銭をとつて食はせる

ものにマヅくて食へないものがあるも

のかと言ふ様な人間に、凝つたカクテル

を振舞ふくらい無駄な事は無いと思ふ

のですが、正直なところ私には、どのカ

クテルもひとつの独立した一種の酒に

感ずるのです。つまりカクテルと、カク

テルならざる酒との区別がつかないの

です。只ハッキリわかるのは「うまい」

と言ふ事だけなんですが、これが通人に

なり各種の酒を座右に並べて自ら調合

回覧雑誌に投稿された原稿
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して飲まうと言ふ人ともなれば恐らく

は各種の酒の味が渾然とハーモニーす

る所を大いに楽しむのに相違ないと思

はれます。これは何と言つても主観の問

題ですから、人の舌を借りてくるわけに

は行かず、只想像するより外に何とも仕

方が無いわけですが、音の方でも多分こ

れに似た現象があり、私の舌式の耳の持

主が相当に多いのではないかと思ひま

す。例へば日本音楽愛好者の中にはオー

ケストラ音楽を、ただ一言やかましいと

片付けて聞かうともしない人が有りま

すが、トタン屋根の修理ではあるまいし、

さう滅茶な音響を出すわけでも無いの

ですから、これはカクテルが嫌ひな人と

考へる方がよいのかも知れません。

　人間の聴覚が持つて居る撰波能力と

いう観点から考へて行くと色々面白い

事があります。二百年前のヨーロッパと

言へば勿論レコードは無し、合奏音楽を

聴くとなれば何れも目の前で演奏者が

盛んに活動する方式だけですし、それに

楽器の種類も少なかつた事ですから、其

の時代の人々の耳は合奏を聴く事に馴

れて、充分な「経験」を積む結果高度

の音響分解力を有して居たと想像され

ます。（勿論貴族社会の人だけでせうが）

この基礎の上にこそ、バッハ、ヘンデル

時代の所謂復音楽なるものが発達し、二

つから三つ時には四種にも上る旋律が

互に重り合ひ、もつれ合つて進行すると

言ふ、現代人にはむしろ甚だ複雑な感じ

を与へる音楽形式が全盛を極めたもの

ではないかと思はれます。

　バッハによつて最高点に達した復音

楽形式は、其の侭の姿ではもはや新鮮味

を出す事が殆んど不可能になりました。

ここに大きな転換期を画したのがハイ

ドンです。ハイドンは所謂単音楽形式を

完成致しましたが、これは何か一つ又は

一組の楽器が旋律を奏する時、他の諸楽

器は、之にハーモニーとリズムと与へる

という行き方である事は御承知の通り

です。この形式ならば聴く人の注意を引

く点が比較的に明瞭ですから、今までよ

りは更に楽器の種類や数を増加して新

しい効果を得るように努めても、復音楽

の場合のような複雑感は与へません。例

へで言へば復音楽は色彩は単純だが線

が甚だ複雑な絵画に相当し、単音楽のほ

うは反対に線が単純で色彩が豊富な油

絵の様なものと言へませう。

　この単音楽の出発以来ベートーヴェ

ン・モーツァルトと言つた大天才の輩出

によつて急激に発達し、一方楽器自身の

構造上の発達とあひまつて後には随分

復［複］雑なハーモニーが自由に駆使さ

れる様になりました。実際、天才と言ふ

ものは大したもので、何か一つの形式を

与へられると、その形式として人間の考

へうる最高の点まで自分独りで行つて

仕舞ふ傾向があります。その為後世の人

が何か新鮮味を出さうとすれば、新形式

を編み出すか、さうでなければ複雑化、

又は厖大化の方向にでも進まなければ

手の出し様も無いと言ふ事になります

ので、メンデルスゾーン、シューマン、

ワグナー、チャイコフスキー等々を通る

間に、オーケストラ音楽は次第に大掛か

りになり、且複雑化の一途をたどり所謂

近代音楽になると聴き馴れない者には

只、ギャー、ギャー、と言ふ様に聴へる

と言ふ恐るべきものまで出現して来ま

した。もうこの様になれば音の分解どこ
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ろの騒ぎではありません。この辺で吾々

は根本的に音楽の聴き方と言ふものを

古典型から近代型に改造しなければな

らないのかも知れません。

　この様な変化は勿論作曲者と言ふ人

間の為した技
ワザ

には相違ありませんが、し

かし又音楽と言つても環境の影響を離

れて独往邁進するわけにも行かず、楽器

の発達、印刷技術の進歩普及、それに交

通の発達と言ふ様な外的条件が偉大な

る力を音楽の上に加へた事も事実です。

そして現代に於ては従来夢想だにしな

かつた、音響伝達手段に於ける新方法と、

音響拡大、混合技術の発達によつてもた

らされた大変化が起こりつゝあるので

す。

　考へても御覧なさい。世界中で音楽を

聴いて居る人々の数は何千万かに上る

でせうが、所謂生
ナマ

の音楽を直接聴いて居

る人はその何パーセントになるでせう。

大部分はラヂオかレコードか、とにかく

一辺電気を通つた音楽を聴いて居る事

は事実です。ギリシヤ音楽まで行かなく

ともバッハ、ヘンデル時代から今日まで

音楽界に現れた変化の中には、楽器それ

自身、特に管楽器の機構的改良進歩に基

因する部分がたくさんあります。「例へ

ばベートーヴェン時代には未だ軍隊ラ

ッパ式の無弁ホルン又は無弁のトラン

ペットだけしか無かつたので作曲する

時、使用すべき音の撰び方に多くの制限

がありました。（但しスライド、トロン

ボーンはありました）又木管楽器の方で

も、ボェーム式機構の発明までは、現在

の様に、あらゆる調子を用ひて而も軽快

に動くと言ふ事は不可能だつたのです」　

しかしながら、楽器が作り出す音響が空

気を通して直接吾々の耳に達すると言

ふ原則には少しも変化がありませんで

した。然るに近代に於ける電気音響技術

の急速な発達はこの原則に重大なる変

化を与へました。勿論初めの中は電気を

通して音楽を聴く事はどこまでも副で

あつて決して主では無かつたのですが、

今では数と量から見て、どつちが主か判

らなくなる位になつて仕舞ひました。

　電気音響技術の発達が吾々に与へた

影響の中、演奏者と聴衆との間の距離を

一挙に数千マイルまでも延長した所の

空間的拡大作用は、前述の如く音楽を聴

く人の数を所謂天文学的に増加し、又瞬

間の芸術と言はれる音楽に時間の軸を

与へ、演奏時と聴取時との間に時間的距

離を作つた事も大いに之に寄与しまし

たが、一方この電気音響技術が新しく示

した「音の拡大と混合」との二大特質が、

音楽そのものに少なからぬ変革作用を

及ぼしつゝある事は見逃すべからざる

処であります。

　先づこの新技術は奧の四畳半の爪弾
ビ

き情緒を変形して之を公開しました。即

ち爪弾き情緒たつぷりな歌ひ手は、オー

ケストラ伴奏を提げて公衆の面前に現

れました。勝太郎のおけさ節、渡辺はま

子のあの甘い円転自在なメロディーが

公園一杯に響き渡るなどと言ふ事は想

像も及ばぬ事だつたのです。拡大された

さゝやき、丁度顕微鏡映画が微生物の世

界を公衆の面前に持ち来した様に、この

出来事は私共に全く新しい感覚を与へ

ました。膝
ヒザ

の上に横へ、左手につまんだ

金属片を弦の上に滑らせながら奏でる

あのハワイアンギターは可憐にも悩ま

しい暖国の楽器として有名でしたが、ど
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うです今では十数名のオーケストラ伴

奏の上にたつて堂々他を圧しつゝその

情緒を発揮して居るではありませんか。

「聞くところによれば、特殊なマイクロ

フォンをギターの一部に取り付けるの

ださうです」

　こゝに面白いのは、この技術の応用に

よつて昔の作曲家達が夢想だにしなか

つたと思はれる新しい表現が古典音楽

の中にまで現れた事です。御承知の通り

コンツェルト即競奏曲と言へば、奏者の

音楽的技巧を示す曲であり正式にはオ

ーケストラ伴奏で演奏されるのですけ

れど、如何に名手と言つても一個の楽器

の有する音量に限度がある以上は、一定

の強さを超へた音を出すわけには行か

ず、其の為作曲者達は、或は独奏楽器に

極めて高い音域を与へてオーケストラ

の音の上に分離して聴取できるやうに

したり、中くらいの音域で複雑な技巧を

示すべき時には、伴奏の方は弦のみのヒ

ヂカット（弾き奏法）にしたりして大い

に苦心したものですが、しかし何と言つ

ても曲中のクライマツクスと言へばト

ゥッティ即ち全奏の部分でして、オーケ

ストラも独奏者も共に力一杯演奏しな

がら全体として豪壮な感じを出さうと

言ふ大切な所です。しかしオーケストラ

が本当に力一杯奏したら数十個の楽器

が作り出す偉大な音響は独奏者をその

中の一部として包みこんで仕舞ふでせ

う。そこでオーケストラの方では力一杯

奏く形で実は力を抜いて演奏すると言

ふ難しい事になつて来ます。さればと言

つてオーケストラの人数を減少すれば

音色が全然変つてきますし、とにかくこ

の点は一つの大きな難題だつたのです。

この難問に対し、電気音響技術はどんな

回答を与へたか、一例としてヴァーレン

カンプ奏する所の、ベートーヴェンのヴ

ァイオリンコンツェルトをテレフンケ

ンレコードで聴いて見ませう。数十名か

らなるオーケストラの力奏は正に文字

通り力奏の感じを出しながら、其の上に

独奏ヴァイオリンは終始圧倒的な力強

い表現を失はずに、伴奏の上に浮き上が

つて聞えるではありませんか。これを例

へるならば、広場に陣取つた数百名の軍

楽隊が奏する豪壮な音響を遙かに聞き

ながら、これを伴奏として直ぐ近くで独

奏するのを聴くやうな感じです。「この

方法は、音速の関係で実際には殆んど実

行不可能でせう」成程これはマイクロフ

ォンのイタヅラと言へば言へませうが、

然し電気音響技術なるものが、既に、原

音の再生と言ふ限られた分野から脱却

して、古典近代両音楽に新しい表現手段

を与へつゝあるのだと言つても過言で

はありますまい。

　これだけではありません。前にも言つ

たやうに、何しろ世界中の音楽聴取者の

大部分は、演奏者を見ずに音だけを聴い

て居るのです。そしてアフリカの土人も

南洋の島々の若人達も聴覚のみによつ

てこの新しい文化的な音楽を楽しんで

居るのです。昔の文明人達が視覚と聴覚

とを混合しながら、時には嗅覚までも働

かして味つた音楽は、いまや純粋な立場

にかへり、聴覚のみの世界に還元しまし

た。カクテルはバーを離れ、サロンを脱

け出て、或は管を通り或は缶詰となつて

ニッパーハウスの中までも行きわたり

ました。そして其のニッパーハウスの方

が圧倒的に数が多いのです。只「うまい」
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事しか判らぬ私の様な連中がカクテル

を楽しむのです。カクテルは只酒として

うまければよい。何と何とが混合された

かは問題でないと言ふ通人に聞かした

ら涙を流して概［慨］嘆するやうな時代

になりつゝあります。

　かうなると音楽自体も亦当然変化せ

ざるを得ません。ハーモニー自体を一つ

の音響として少しも分析する事なしに

感ずる野人群を引きつけるには、其の基

礎の上にたつた新音楽を必要とします。

昔虚無僧の尺八や、鳥追ひの三味の音に

聴きほれたのと全く同様な味ひ方を以

て、オーケストラその他の作り出す複雑

な音響を含味するのが、やがて来るべき

標準的音楽鑑賞法となり、やれ対位法が

どうの、ソナタ形式がかうのと言ふ事は、

昔物語りの中に残ると言ふ時代が来る

のでは無いでせうか。淋しい様な気もし

ますが、しかし結局之が音楽の本当の姿

なのかも知れません。

読後評
　かうは

ママ

ん先生の音楽談　大へん頭の

すっきりした談話で、楽しく拝見しまし

た。（金鶏道人林熊生）

　かうぱん先生の音楽随筆　音ち
4

の私

には実に啓蒙の文章です。（國分）

（『回覧雑誌』10号 1947年 11月 1日）

落葉　　　　　　　　かうぱん生
　一枚一枚の落葉を拾つて見れば其れ

は楓の葉であり桐の葉であり何れも皆

神様の御方針の通りに出来［上］つた立

派な芸術品であつて、植物学の研究対象

としても自然の整一性なる基本的特質

を具有する所の標準的な好材料である

が、さてこれが気まぐれな風に吹き廻さ

れて、どこかの隅に溜つたとする。そし

てその溜つたもの其れ自身の物理的性

質を論じなければならない事になると

大部話が変つて来る。何しろ何の葉と何

の葉とが、如何なる割合に混ざるかは、

木の位置、落葉の時期、風の吹き方等々

で千差万別なのであるから其処には最

早や自然の整一性も無ければ分布の法

則も無い全くの気まぐれな混合物に過

ぎなくなる。世の中にはこの様な混合物

を研究上の重要な対象としなければな

らず、且世間並みに抽象とか普辺［遍］

化とか公式化とかして一寸学問らしい

所を見せなければならない様な境遇に

置かれて居る一群の連中がある。彼等の

一部は、昔の物理学者達が、そんな気ま

ぐれな物どもはサッサと振り棄てゝ都

合の好い対象だけに就いてイトも見事

な体系を作り上げた事には気がつかず

に、自分は其の気まぐれ物を抱へながら、

それを対象として昔の物理学者の形に

ならつて論じやうと試みる。そして大抵

は途中でウヤムヤの中に仕事を止める

か転向して仕舞ふ。又彼等の一部はしや

うのない気まぐれ物である事を知つて

居るか居ないかは判らないが、これを分

析した後に「参考の為に」と前置きして

「楓の葉が十枚と桐の葉が三枚ありまし

た」と断つてそれですまして仕舞ふ。其

の時如何に精細に葉の種類を分類し、其

の枚数を数え、最少［小］自乗法を用ひ

たり、分布曲線を描いて見ても依然とし

て其の混合物の物性は不明の侭であり、

其の報告を見た人は、ハゝーそんな割合

で混じつて居りましたか、……と言ふだ
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けの事である。

　この気まぐれ物の物性が知りたいの

なら「其の現物に直接ブツカッて、その

知りたい物性を直接測定するより他に

手段が無い」と考へるのが一番妥当であ

る様に思われるが、さてさうなると正統

派の行き方とあまりにも離れるし、一寸

みえ坊な日本人にはそれが中々つらい

ので何時までも思切り悪く気まぐれ物

の廻りをウロツく事になる。其の点は実

地家なる人々は簡明だ、サッと手で握つ

て見て瞬間に其の性格を見抜く。そして

サッサと仕事を片付けて行く。

　かゝる一群の人々の中にかく言ふ筆

者も加入させられて居る。土とか穀物と

かを物理的に扱はなければならぬ人々

は其の一例であり、吾々は吾々の進むべ

き道と其の進み方についてもつと本質

的に考へなければならない。

修理と設計
　町のラヂオ屋の小僧の方が、大学出の

技師よりも科学的に仕事をして居る等

と言つたらさぞ叱られる事だらう。然

しよく考へて見ると機械の修理と言ふ

ものは案外科学的なものであり（科学な

りと言ふのではない、単なる形容詞であ

る）、機械の設計等と言ふものが世間の

想像とは反対に案外非科学的な場合を

多く含むものであると言はざるを得な

い。

　破れた塀を修理する場合はさて置き、

少し複雑な機械の修理をする事になる

と第一に其の構造と作用とを頭に入れ

なければならぬ。所がこわれて居るのだ

から運転してみてこれを知ると言ふ事

が不可能である。そこで種々様々の方法

手段で探りを入れながら構造を理解す

ると同時に作用方式を見出し、遂に故障

の本源を突いて其の目的を達するより

他に方法はない。

　もともと機械なるものはどこかの人

間である所の設計者が、ある目的を達せ

んが為に既知の自然法則を適当に採用

して製作したものである。そしてどんな

法則がどの様に応用されて居るかは、修

理者たるもの、大体は見当がつくが細か

い所は判らないのが通例である。造物主

が、ある法則のもとに造つたに違ひない

自然物の前に立つ科学者と、そしてこの

修理者とは其の立場に於て極めて類似

して居る事は誰しも認める事であらう。

唯設計者が人間であるが為に、修理者の

業績は科学にはならない。それは普辺性

が無いからだ。然し修理に先だつ故障発

見の段階に於て彼等が行ふ総ての方法

手段は科学者の研究手段思考方式と全

く同一である。或は、其の内部構造を先

づ仮定して、後に電流を通すなり、空気

を通すなりして実験的に其の仮定の適

否を判断する。或は又一部分を引張るな

り押すなりして其の結果がどの点に現

はれるかを調べ帰納的に其の構造を理

解する。又或場合には機械の一部を取外

して其の時生ずる結果に注意し、論理で

言ふ範疇の考へ方其の侭の思考法によ

つて故障点の位置を探して行く。勿論多

くの場合職人、技工と言ふ人々が行ふの

であるから何も意識して上記の如く行

動するとは限らないが、然しラヂオとか

自動交換式の電話とかの修理になれば、

単なる無意識的探求では到底間に合は

ないのであつて、修理者は明かに意識的

に前記の各種方法を採つて居るのであ
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る。高級な学校の卒業者が、修理作業に

直面するとサッパリ駄目なのは極めて

ありふれた現象であるが、これは彼等が

科学の成果の使用法は習つたけれど、科

学その物は学ばなかつた事を示して居

る。

　然るに機械の設計の場合はどうであ

らうか。勿論現在技術の先端を行く航空

機とかレーダーとかの事でなく、極く

普通一般の機械設計について述べるの

であるが、何程、其の応用せんとする原

理、法則は科学的研究の賜であり、使用

せんとする材料の生産過程には幾多の

科学的成果が含まれて居る事は事実で

ある。然し一般の設計者は唯之を利用し

組合せるだけの事であり多くの場合、其

の利用の仕方、組合せの方法に至るまで

公式化され、前例が山積して居るのであ

る。鋸の使用法を学んで而して木材を切

断し、電流計の読み方を習つて電流を計

るのと五十歩百歩である。

　以上述べた所により筆者の言はんと

する処は一応其の結末に到着した様で

ある。然しながら、かく言へばとて筆者

は機械設計なるものを一片の価値無し

とするものでは無い。否寧
むし

ろ甚だ高く評

価するものである。実際に於て、日常各

種の機械類を見る毎に、よくも見事に構

成したるものかなと言ふ感を強うする

事が数々ある。一個の芸術品である。世

の中には科学万能的気分に浸るあまり

科学的傾向の無いものを過度に低く評

価する人もある。然しながら、例へ科学

的
4

でないとしても、科学の成果を縦横に

駆使し、其の人の個性とヒラメキとを豊

富に取入れた所の、寧ろ芸術的
4

とも言ふ

べき優秀なる設計者に対しては、依然と

して深甚なる敬意をはらはざるを得な

いのである。

読後評
　かうぱん先生のは本当のエッセー（随

筆）です。毎号楽しみにしてゐます。

林　

（『回覧雑誌』12 号 1948 年 2 月）

前号の補記
　台南市のホームページの訳の中に松

本巍先生が東北帝国大出身とあります

が、正しくは北海道帝国大学出身です。

台南市に訂正をお願いしました。

（ た か さ か ・ と も た け +
あんけい・ゆうじ +あんけい・たかこ

　http://ankei.jp  y@ankei.jp）




