朝 比奈 隆 への 強い ライ バ ル心

歳の良一は ︑常任指揮者のＥ・メンテルにかわいがられ︑

年 ︵１ ９ ２５ ︶︑大阪 中央 放送 局︵ ＢＫ ︶が 結成 した ﹁大阪 フィ ルハ ーモ ニ

淡 谷の り子 との コ ンビ で数 々の ヒ ット をと ばす
大正
ックオーケストラ ﹂に入った
４年間 にわたっ て言語 に絶する 厳しい 彼の特別 指導を 受けま す︒
メンテ ルは京都 帝国大 学音楽 クラブの オーケ ストラ指 揮者も 兼ねてお り︑あ るとき そこ
でヴァ イオリ ンをひい ていた 京大生の 若者を つれて きて︑
﹁この 男もキ ミに負 けない才 能があ る︒個人 レッス ンをつけ てやる ことに したから ︑仲良
くし ろ﹂
年 ︵１９ ０８︶生 まれ︒ 戦後はベ ルリン フィルの

おれ

年︵ １９０ ７︶青 森市の大 きな呉 服問屋に 生まれ ました︒

ひ き合わせ ます︒ 彼女が 淡谷のり 子です ︒
のり

の り子は 本名淡谷 規︑明 治

は青森県 立高女 を卒業し たばか りのの り子と妹 をつれ て上京し ます︒ 東洋音楽 学校︵ 現・
東京音 楽大学︶ 声楽科 を首席で 卒業し たのり子 は︑全 国の音楽 学校卒 業生コ ンクール で最
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と︑ 良一に 紹介しま す︒こ の京大生 がのち に大阪フ ィルの 名指揮 者として ︑長年 大活躍す
る朝 比奈隆 です︒隆 は一つ 年下の 明治

こだま

あね

年﹁ 日本コロ ンビア ﹂に入社 します ︒翌

11

年 ︑会社は この女 性歌手の 新曲を 作ってく れない かと︑ いやに鼻 っぱし らの強い 姉さん を

苦し い毎日 を重ねた 良一は ︑生活 のため同

おり ︑天王 寺商業学 校夜間 課程卒業 の彼に は︑入り こむ余 地がな かったの です︒

名の あるオー ケスト ラの指揮 者は︑ 東京音 楽学校︵ 現・東 京芸術大 学︶出 身者が独 占して

目指 しますが ︑無理 でした︒ 才能で はない︒

昭和８ 年︵１ ９３３︶ 大望を いだい た良一は ︑大阪 フィルを 退団し 東京へ出 て指揮 者を

メッテ ル先生 や朝比奈 君に負 けぬ指揮 者にな ってやる ﹂と︑ 目尻を つりあげ ます︒

と言い切るいかにも秀才らしい隆に︑良一のライバル意識が火を吹きます ︒﹁よし！俺も

華させる 指揮者 に︑演 奏者は従 えばよ い﹂

﹁曲の解 釈は指 揮者次第 だ︒譜 面をなぞ っただ けでは 単なる木 魂にす ぎぬ︒芸 術的に 昇

ベ ルのは るかに高 い隆の 芸術論 にシャッ ポを脱 ぎました ︒

当 時良一 は大阪フ ィルで フルート とサキ ソフォン をまか された 演奏者で したが ︑知的レ

老 の指揮者 として 世界中か ら賞賛 された 人物です ︒

定 期公演は じめ︑ 毎年のよ うにヨ ーロッパ の各交 響楽団で タクト をふり ︑晩年は 世界最 長
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幼 いころ は裕福 でしたが 大正末 期の世界 的不況 をのりき れず生 家は倒 産︒両親 は離婚 し母
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優秀賞に選ばれ︑﹁

年にひと り出る か出な いかのソ プラノ 歌手だ﹂ と絶賛 されます ︒

し かし母親 と妹を 養うため には︑ 収入の少 ないク ラシッ クでは無 理です ︒やむな くポリ
ド ールに入 社しま すが︑ プライド が高い ︒先輩歌 手でも 平気で歌 唱力の なさを 指摘する ︒
作曲家が与えた曲に ︑﹁変ね︒そこは８分音符でしょ﹂と文句をつける︒たちまち鼻つま
み になっ て追い だされ︑ この年 コロンビ アに移 ったばか りでし た︒コ ロンビア はこの 天才
ソプラノ 歌手に 新曲の流 行歌を 歌わせ ︑売り出 すつも りでした が︑誰 もが尻ご みする ︒そ
れでお 鉢が新人 の良一 に回って きたわ けです︒
のり子 はお天気 屋でも 有名です ︒おま けにい わゆる演 歌が大 嫌い︒同 年齢で あるのに 初
めて会 った良 一を小馬 鹿にし ︑まるで 女王様 のように 鼻先き であし らいます ︒良一 は冷や
汗をか きなが ら︑あり ったけ の智恵 をしぼっ て作曲 した﹁雨 のブル ース﹂を 差しだ します
が︑ 彼も男で す︒こ れで文句 がある ならほっ ぺたを ひっぱ たいて︑ 会社を やめてや る⁝と
力ん だと伝え ます︒
譜面 をひと 目見たの り子は ︑感嘆の 声をあ げまし た︒今ま での日 本の歌謡 曲界に は︑ま
った く無か った新 鮮なメロ ディだ ったので す︒続 いて﹁服 部クン ︑お願 いね﹂と 今度は ウ

ぺきん

イ ンクまで して頼 まれた﹁ 別れの ブルー ス﹂は︑ のり子 が瞳をう るませ て熱唱︑ また熱 唱
し たため ︑空前の 大ヒッ ト作にな りまし た︒
窓 をあけ れば
港 が見え る
メリケン 波止場 の
ろこう きよう

年といえば﹁廬溝橋事件 ﹂︵中国の北京南で演習中の日本軍が銃撃された事件︒

灯が見 える⁝
昭和
ポンの 隅々に まで︑ この物悲 しいメ ロディは しみ渡 っていき ました ︒
柳の 下に どじ ょう は何 匹も いま す ︒﹁君 忘れ じの ブル ース ﹂﹁東 京ブル ース﹂ と︑ のり
子・ 良一の コンビは 次々に ヒット作 をとば し︑淡谷 のり子 は﹁ブル ースの 女王﹂ だと絶賛
され るよう になりま す︒
服 部良一が 作曲し た主な作 品
など

・ 東京ブ ギウギ・ 銀座カ ンカン娘 ・青い 山脈・東 京の屋 根の下 ・買い物 ブギ
・ グラン ドワルツ ・山の かなた に・山寺 の和尚 さん

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テ ンツ 無 断 複写 ︑ 転 載を 禁 じ ます ︒
︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞
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日中全 面戦争 の発端と なる︶ が起こっ た年で す︒不 幸な戦争 に傾斜 していく 暗い軍 国ニッ
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