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“パリのラコート” 

“Lacote à Paris” 

Sinier de Ridder 

翻訳: 渡邉 廣 

 

フランス弦楽器、弓製作家組合“GLAAF”のために、音楽家と弦楽器製作家の守護神、サント セシル 

Sainte-Cécile の日を祝しての講演。2003 年 11 月 22 日ミルクール Mirecourt にて。 

(GLAAF: Groupement des Luthiers et Archetiers d'Art de France) 

                 

 

＜ルネ ラコート概観＞ 

18 世紀の後半頃から、歴史家たちは弦楽器製作家たちの生涯、またその作品に対して好意的な興味を持

ち、彼らの作品を精査し、楽器のデザインがいかに実際の演奏の歴史とかかわり、音楽家の欲求、作曲

家の要求、大衆の嗜好、文化擁護者たちからの委嘱等に呼応してきたかということを、一枚一枚皮を剥

がすように探り始めた。彼らは、楽器、材料、塗料、製作技術、製作家の受けた影響、製作家同士の関

係、工場生産方式か工房かという点からも分析を進めた。それは 18 世紀初頭の黎明期の職人の“楽器作

り”から、工房を終焉させた中国の様な驚くばかりの現代の大量生産までを通したもので、それは我々

の楽器生産や楽器製作者、そして我々の文化遺産である楽器製作に対する知識に大いに貢献した。しか

しながら、その歴史的研究は大きくバイオリン属楽器に偏重しており、偉大なるギター製作家に関する

資料は大きく欠けていた。たとえば 19 世紀において最も重要なフランス人製作家の一人であったルネ 

ラコート Rene Lacote に関してはいまだ多くの調査がなされておらず、その調査結果の発表に至っては

より一層少ない。ラコートの若年時代、ポンス Pons についた修業時代や 1820 年頃にパリに落ち着い

た弦楽器製作家としての初期はほとんど知られていない。 

 

彼がパリのあちらこちらで仕事をしたことは良く知られているが、いつも彼の仲間の名だたるバイオリ

ン製作家達のそばであった：先ず、モンマルトル通り rue Montmartre, ヌーヴ サン ユースタシュ 

Neuve Saint-Eustache, リシュリュー通り rue de Richelieu, ビクトワール広場 Place des Victoire, 

グラモン通り rue de Grammont, ルヴォワ通り rue Louvois そしてマルティル通り rue des Martyrs。

彼はたくさんの楽器を製作し、それらの楽器は当時の多くの音楽家達から求められた。確かに死後 150

年経った今でも彼の楽器は現代の音楽家達から高く評価されている。現代にまで残された多くのラコー

トギターのひとつひとつは異なっており、それは革新的な仕様や珍しい材料を使い、製作技術を発展さ

せながら、彼がたゆまず性能や演奏性の改良を求めたことの証である。バイオリン製作家同様、ラコー

トは楽器の紙のラベルに製作年を記している。 
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バイオリンに代表される主に４弦楽器の製作家に関して書かれた“世界弦楽器製作家辞典（Dictionnaire 

universel des luthiers）”の中で著者のルネ バンヌはラコートを“ギターのストラディバリウス”と呼ん

でいる。しかしながら、ラコートギターの優秀性の裏にある革新性や技術を検証する前に、この製作家

が 1800 年代に彼の師から受けた教えに目を馳せてみよう。最初のラコートのラベルの日付は 1819 年に

さかのぼり、ポンスとの師弟関係を記述してある。それゆえ、まずは、ポンスという名だたる製作家一

族の話から始めるべきだろう。 

 

1）修業時代 

セザール ポンス César Pons (ポンス父)、1748－1831。このグルノーブルの弦楽器製作家は主に彼の

ハーディーガ－ディーと、リラギターで名が通っていたが、いくらかのバイオリンも製作していた。彼

は自分の楽器のラベルに書いたように、“あらゆる種類の楽器を製作”していた。彼の息子のうちの二人

も後に製作家となる。年長のジョゼフ Joseph (年長ポンスとしても知られる)は 1776 年に生まれ 1781

年に洗礼を受け、当初ポンス兄弟の名の下にパリで働き、後に"パリの年長ポンス” Pons Aîné à Paris

として 1810 年から 1835 年まで働いた。彼はギターと同様、ぜいたくなリラギターも製作し、そのうち

のあるものはロゼット付きで、半貴石を埋め込んだ糸巻きをつけていた。1812 年にはナポレオンの妃マ

リー ルイーズが、彼女のお好みの音楽家で作曲家のイタリア人、マウロ ジュリアーニ Mauro Giuliani 

のために素晴らしく美しい一本のギターの製作を依頼した。そのギターはその後の所有者に因み－De 

Monte－と呼ばれ、150 年のその生涯のほとんどをロンドンの銀行の金庫の中で眠って過ごしたが、ポー

ル プレイジャーとゲリー サウスウェルがそのギターを徹底的に調査する機会を得、彼らの素晴らし

い記事の読者は、ポンスと、その時点ではまだ仕事をしていなかった後のラコートの楽器との類似点を、

特に棹とヒール、また頭部の接続方法、蝶羽式糸巻き、響板力木配列に見出した。全てにおいてポンス

の採用した新方式だった。[参考] http://www.paulpleijsier.nl/assets/pdf/soundboard_2001.pdf 

 

響板を飾る素晴らしい下駒の“髭”は、多分 1805 年に皇帝ナポレオン一世がみずから王を名乗ったこの

音楽家の祖国、イタリアに対する礼賛であったであろう。長く待ち望まれていてパリの人々によって追

従された世継ぎは、一歳にもならずして”ローマ王”の称号を与えられた。イタリアを併合の後、ナポ

レオンはイタリアの博物館から彼のお好みの傑作を略奪しルーブルに持ち帰ったことは記憶に留めてお

かなければならない。そして彼は、フランスの手工業者、特に弦楽器製作家たちに、彼の妹達の権勢を

ふるう宮廷に付き従って、ローマやトリノといった大きなイタリアの都市に店を置くように奨励した。 

1800 年から 1820 年の間の全てのヨーロッパの楽器製造はイタリアの音楽家と彼らの要求の影響を受け

た。バイオリンとその弓も大きな変化を経験し、それは六弦楽器となったギターも例外ではなかった。

そして多くのフランス人弦楽器製作家たちがイタリアで立派な経験を積んで行った。 

フランス王妃から注文を受けて製作された、後の“De Monte”はジョゼフ ポンスが当時のパリの弦楽

器製作界の頂点にあったことを示している。当時にあってモダンであり、演奏家たちの厳しい要求にも

こたえられるスタイルと技術的にも進歩した彼のギターは名演奏家たちが競って演奏したがった。ジョ

ゼフ ポンスの仕事は、非常に伝統的な彼の父親のスタイルは反映しておらず、リラギターの発明者と

自ら明言していた当時のパリの著名な製作者マレシャル Maréchal の下で、セザール ポンスの二人の

息子たちは徒弟として勉強していたと思われる。 
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画家アングル Ingres の 1815 年の美しい作品（Fogg Art Museum, Harvard）の中に、リュシアン ボナ

パルトの家族の集まりの絵があり、その中の一人の女性がマレシャルのリラギターを演奏している。そ

して、細部にまでわたって描かれたギター表面板上の“髭”、下駒それに全体のデザインが、ジョゼフ ポ

ンスがルシアンの義理の妹マリー ルイーズに依頼されて製作したものと非常によく似かよっている。

[参考] http://www.harvardartmuseums.org/art/299795 

当時ジョゼフ ポンスは単独での製作はしておらず、25 歳のラコートはギヨーム マルタン Guillaume 

Martin と一緒に 1810 年頃には彼に付いて学んでいたと思われる。実際、ラコートが“ポンスさん”のと

ころで学んだのは確かなのだが、どのポンスかは、どこにも書いていない。ジョゼフはラコートよりも

ほんの少し年長なだけだったが、宮廷や後援者のために首都パリで仕事をしており、当時における“モ

ダンギター”を製作し、一流の音楽家達との交流があった。一方、彼の父親セザールはグルノーブルに

あり、より一般的な楽器を製作していた。それゆえ、ルネ ラコートは仕事をパリでジョゼフ ポンス

から学んだとみるのが妥当であろう。仮にラコートがもっと若い時期から父ポンスに学び始めたとして

も、彼の後の仕事はポンス長兄の影響を多く受けているのは明らかである。 

 

“パリの年少ポンス” Pons Jeune à Paris の名のサインのある何本かのすばらしいギターが存在する。

セザール ポンスの二番目の息子ルイ‐ダヴィッド ポンスが弦楽器製作者として登録されていたのは

知られている。9 人の息子と 5 人の娘を持つことになるセザールが多分まだグルノーブルで働いている間

に、ルイ‐ダヴィッドはパリのマレシャルの下でしばらく働いていた。ジョゼフ ポンスが “ポンス

兄弟” Pons Fils の看板を下ろし、パリで仕事をしていた年少ポンスのために”長兄ポンス”  “Pons  

Aîné”の看板に換えたのもこのころに違いない。 

パリ時代のルイ‐ダヴィッドのほとんどのギターは、ニュールンベルグに残されている彼の長兄ジョゼ

フのものとよく似ている。多分彼は長兄の指導のもとで仕事をしていたのであろう。そしてこれらのギ

ターは同じ型から起こされている。 

1819 年以降、"ポンス ロンドン“というサインの入った、相変わらず姓はあっても名のない美しいギタ

ーがある。名をつけないのは意識した上のことで、ポンス兄弟がロンドンの工房を共有し、時間をたが

えて仕事をしたものか、あるいは政治、経済問題に対する解決策としてか、1813 年の父親セザールのグ

ルノーブルでの死まで、彼らはロンドンに工房を持っていたと思われる。 

1820 年頃には、ジョゼフ ポンス（長兄）、ギヨーム マルタン、ルネ ラコート、そしてルイ‐ダヴィ

ッド ポンス達はそれぞれがパリに自分の工房を構えていた。ある時期には 4 人すべてが同じ作業台の

上で仕事をし、それぞれが同じような仕事のやり方で、似たようなモデルを作っていた。興味深いこと

に、類似点は楽器の内部に張った彼らのラベルの頓着しない切り方にまで及んでいた。 

 

2）パリ時代の活躍－1820 年代 

1820 年頃、ラコートはパリに店を開き、彼のギターは時を置かずして大きな成功を得た。丁寧な仕事を

した彼のギターは立ち上がりが早く、反応の良い音を持っていた。楽器の外回りの仕上げは常に完璧で

あったが、内部は工作跡が残り、仕上げはそれほどのものではなかった。ジョゼフ ポンスに学び、一

時期ギヨーム マルタンとルイ‐ダヴィッド ポンスからも教えを受けたので、彼等に倣って表面板の

裏右側に縦に小さな力木をつけた。後には指板がその役割を果たすことになる高音部の音質、音域、音
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量の強化につながった。 

わずか 10 年前にはギターは 5 コース 10 弦で、表面板に接着された下駒を持っていたが、響板を強化す

る力木は下駒の裏にはなかった。六弦ギターの登場は広くなった指板と、下駒のためのより広い空間の

必要を意味した。その当時、弦は下駒から表面板に通して穿った孔にピンで押さえられていた。そのた

め、六弦ギターの初期の改良は弦の張力による響板の変形を防ぐために下駒の裏に入れられた力木だっ

た。 

より大きな音量を求めて、張力が増加したため、それに耐えるように、ネックの接合が棹を胴体頭部の

ブロックに嵌め込む形となって行った。（それと全く同じ理由により、バイオリンの棹には表面板に対し

て急な角度が付けられている。） 

1805 年以降、ジョゼフ ポンスは下駒の裏と胴体下部ブロックとの間にもう一本の横の力木をつけるよ

うになった。 

 

この間、イタリアでは、ナポリ派、トリノ派からいくつかの非常に素晴らしいギターが生まれ、1780 頃

からは 6 弦ギターが一般的となっていた。イタリアのギターは対抗馬のフランスのものと比較するとよ

り前衛的であった。黒檀やべっ甲で出来た複雑で大きな“髭”で飾られ、トリノ派の楽器の下駒はより

体積があり、表面板を強化するとともに、弦振動により多くの慣性を与えた。 

当時、パリに於いて、イタリア人音楽家達は高く評価されており、彼らの使っている楽器に触発され、

ラコートは下駒と下ブロックの間の力木の中心部分をより薄く変更することとした。中心部分を低くし

両端のやや尖ったこの力木は、典型的なイタリアの“髭”のように響板に強さを与えた。そしてラコー

トは彼のキャリアを通して下駒の下にこの形の力木を使い続け、もし指板が響孔まで届かなければ指板

の延長上に小さな縦方向の力木を置いた。 

ギターの製作に当たり、棹の取り付け方法に関して彼はいつも二つの方法のうちの一つを採用してい

た：フランス方式、もしくはスペイン方式と呼ばれる無垢材を使ってヒール部分まで一体型の方法、も

しくはセイヨウシナノキや柳の様な軽い木に黒檀の薄板を貼った棹に無垢黒檀のヒール末端の胴体との

接触部分を円形に削りホゾ方式で本体と接合したものだった。ポンスから学んだこの方式はミルクール

で行われていた古典的な接合方式よりも棹と本体とのより大きな接触面積が得られ、弦の張力によく耐

えた。棹と本体の接合部分の真円は旋盤で形作られた。 

ポンスとラコートの協働は裏板にも変化をもたらした。1820 年以降のほとんどの楽器は板中央での矧ぎ

の必要を避けるために裏板が一枚板となっていた。しかしながら表面板は一枚の板を本の見開きのよう

に二枚にして矧いだブックマッチのままであった。そして 1820 年代には、二人は、軽く、反応と響の良

いスプルース合板を裏板として使い始めた。しかし、ポンス長兄とラコートの楽器の高品質の背後にあ

る大きな要素として細心に乾燥された使用材があり、それが割れを防いでいた。 

 

ラコートは単なる名工というだけではなく、熱心な研究者でもあった。常に新しいギターを開発し、い

よいよポピュラーな楽器となったギターの改良の研究を続けた。多くのギターや各種楽器、7 弦の“ヘプ

タコード”、"足つきギター“等を製作した。彼はより良いフレット位置、可動フレット、調律の正確さ、

機械式糸巻きの有効性等の研究に励んだ。彼は、多くの発明や改良の特許登録をし、いかなる時でも音

楽家に耳を傾け、彼らの要望を聞いた。その証として、アグアド Aguado, カルリ Carulli, ソル Sor, コ
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スト Coste, ラニャーニ Lagnani 等との協働作業があり、1826 年にはギタリストで作曲家のフェルナ

ンド カルリとともに、ラコートはデカコードと命名した 10 弦ギターを特許登録した。 

 

ダニエル ディブヨーの本、”ギターノート(Cahiers de la Guitare）”に詳しく

述べられているこの楽器はあまり成功しなかった；多分音楽家にとって演奏し

づらいもので、通常の形状からは大きくかけ離れていたからであろう。しかし

ながらラコートはこれにめげず、カルリの楽器（指板上の演奏可能部分に 5弦、

追加浮遊低音弦 5 弦の楽器）のフォローアップをしており、その後、この楽器

の以下のいくつかのタイプを製作している：演奏部分に 6 弦と 4 弦の指板から

外れた浮遊低音弦、演奏部分 7 弦と 3 弦の浮遊低音弦、演奏部分 7 弦と 4 弦の

浮遊低音弦、演奏部分 6 弦と 3 弦の浮遊弦、演奏部分 7 弦と浮遊低音弦 2 弦。 

 

このラコートの新楽器はいつも通り、細心の注意を払って仕上げられており、

ヘッド形状はパリの製作家ナデルマン Nadermanが 1773年に作ったリュート

ギターの一種ビセックスの影響を受けており、そのギターは現在パリの音楽博

物館に展示されている。この十弦楽器もブラッセル楽器博物館や、パリ高等音

楽院の楽器同様サインは入っておらず、単に”Brevet Carulli”とだけ、名が入 

足つきギター          っている。この楽器は 7 弦で 3 浮遊低音弦を持っている。棹はマホガニーのム

クでボディーはローズウッド、裏板はブナ材の上にローズウッドが張られており、縁飾りは棹で途切れ

ることなく表面板を一周している。 

 

このラコートの新楽器はいつも通りに、細心の注意を払って仕上げられている。ヘッド形状はパリの製

作家ナデルマン Naderman が 1773 年に作ったリュートギターの一種ビセックスの影響を受けており、

そのギターは現在パリの音楽博物館に展示されている。この十弦楽器もブラッセル楽器博物館や、パリ

高等音楽院の楽器同様サインは入っておらず、単に”Brevet Carulli”とだけ、名が入っている。この楽

器は 7 弦で 3 浮遊低音弦を持っている。棹はマホガニーのムクでボディーはローズウッド、裏板はブナ

材の上にローズウッドが張られており、縁飾りは棹で途切れることなく表面板を一周している。 

 

3）イギリスへの進出－フランスの社会不安 

1830 年代のパリの人々の生活は動揺の中にあった。1830 年の“栄光の 3 日間“といわれる 7 月革命の後、

1832 年には恐ろしいコレラの蔓延があった。社会構造はブルジョワに有利に変って行き、工業の発展は

目覚ましく、そこには非常に強い社会暴力の底流があった。パリの弦楽器製作者たちはそこで食べてい

くことが困難となり、経済並びに社会的な困難のために生れ故郷から逃れてきたイタリア人達ともども、

かなりな数の製作家がロンドンに活路を見出さんと移り住んだ。実際、19 世紀を通してイギリスは他の

ヨーロッパ諸国から来た弦楽器製作家たちを暖かく受け入れていた。 

その時点で、すでにイギリスにおいては、一般大衆に楽器を販売する“楽器商”の存在が普通に認めら

れていた。一方、フランスにおいてはいまだ、楽器商からよりも直接製作家からの購入の方が好まれて

いた。イギリスにおいて、楽器商は完全に立派な職業と認められており、楽器ビジネスはいつも収益を
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もたらした。そこでラコートはロバート コックス社と合意に達し、非常に美しい仕上がりのギターに

Robert Cocks のラベルを張り、ヘッドにはラコートとスタンプの押された楽器を供給した。コックスは

ますます重要な楽器商となり、1853 年前後にはロンドンのジャン  バティスト  ヴィヨーム 

Jean-Baptist Vuillaume のバイオリンまで売り始めた。 

 

1825－1830 年頃まで、ソルはロンドンで大スターであり、また非常に重要な作曲家でコンサーティスト

でもあって、音楽の“社交サロン”において愛されていた。文化論的に言って非常にスペイン的な楽器、

ギターに関する彼の知識は、彼の演奏技術ともども比類のないものであった。彼は音楽界に大いなる影

響を与え、非常に大きな名声を勝ち得ていた。スペインの製作家たちは 1775 年頃から 6 コースのギター

を作っており、バルセロナの商人の息子であるソルは非常に小さい時から彼の父親のギターを弾いてい

た。マロー ヘインが書いた彼の“19 世紀パリの楽器製作者”の中で、コンサートで演奏者がある製作

家の楽器を演奏するという奉仕をした際に製作家がいかに音楽家に金を支払うか、そして楽譜の普及の

ためにその楽曲が演奏されたり、取り上げられたりした時の贈り物あるいはコミッションのシステムが

どういったものであったかということを述べている。ソルと書いて貼られた小さなラベルは楽器がソル

の個人コレクションということを意味しているものではない。それは他の“ラコート、コックス”ラベ

ルと同様、非常に薄い紙に印刷されており、意味するところはマエストロが保証を与えた証、というに

すぎない。これは、販売の場面でソルの名前がいかにインパクトを持つのか、そしてまたコックスとラ

コートが彼らのラベルの貼られた楽器を演奏してくれた巨匠への感謝の証でもあった。 

 

ギター、シターン、英国ギター、マンドリンやその他の一般的な撥弦楽器の製作家にとって、英国は疑

いもなく大きな市場であった。フランスでの生産のブーム 1820 年から 1835 年の後、1835 年から 1850

年の間の日付の付いたラコートの楽器は非常にわずかしかない。一方、ロンドンではその頃ギターブー

ムは頂点に達し、非常に大きな需要があったことは残された楽器が証明している。1845 年頃ラコートは、

パリのルヴォワ通り Louvoisの店はそのままにロンドンのエベリー通り Ebury 102番地に店を開き、

ギターの販売で英国の他の小売店とも付き合いを始めることとなる。 

 

4）ラコートの 2 種類のモデル 

今まで見て来たように、ラコートは決してモダンギターの発明者とは言えないが、彼はギターの伝統的

な内部構造に徐々に変更を加えていく大きな原動力だった。これはラコートを有名にした主に二種類の

ギターに見て取ることが出来る。彼はフレットごと、また弦毎に各音独立して正確な調整の出来る特別

な指板を持ったギターも製作したが演奏家たちは彼の発明の疑いのない長所は認めながらもその調律手

順の高度な複雑さにその楽器を使う気力を失い、ラコートはその後この仕様の楽器はほとんど製作しな

かった。 

1830 年頃までに製作されたラコートの初期の最初のモデルはマホガニー、ローズウッドやサテンウッド

を用い、おおよそジョセフ ポンスの仕事に大きく影響を受けたものだった。糸巻きは通常の木ペグ、

もしくは締め付け金具つきのもので、それらのギターのうちのあるものは凝ったパーフリングで飾りた

てられる一方、あるものは生真面目なもので、ほとんど禁欲的ともいえるレベルの装飾のものであった。

より彼らしい 2 番目のモデルは大きなヘッドで内蔵の糸巻きを持っていた。これらの楽器はだいたい、
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サテンウッド、ローズウッドもしくはマホガニー、時として楓も使われており、大きめのサイズだった。

これら二モデルともに彼の特別な響棒が使われていた。側板補強棒はモミで作られており、上ブロック、

下ブロックはともにセイヨウシナノキで、全体を軽くするために若干削り込んであった。1830 年代から

1850 年代にかけてラコートは数種類の、ほとんどのモデルが真珠母貝で飾られた下駒を製作した。彼の

キャリアの後半の楽器はより大きく幅広であるとともにより飾りが少なく、縁飾りの象牙は木に取って

代わられている。 

 

1839 年と 1844 年の国内博覧会では近所の仕事仲間で金メダルを受賞したジャン バティスト ヴィヨ

ームと同様、ラコートもメダルを獲得した。彼はヴィヨームのやったように、彼らの受けた栄誉を楽器

のラベルに書き入れた。 

 

何人かの当時の偉大なフランスやイタリアのバイオリン製作家、特にすぐそばに工房を構えたヴィヨー

ム同様、ラコートもいくつかの木材処理方法を試しているということを知っておくのは重要であろう。

それは側裏板に着色してより温かみを増し、塗料を塗った箱部分と塗らない表面板の色と木目を対比さ

せ、それが音にも良い影響を与えた。 

 

5）楽器商の台頭 

当時の多くの楽器製作家同様、ラコートも彼自身の手によらない楽器も販売する商売人でもあった: 例

えば、特別に四重奏用と印刷された彼の名前の入った紙ラベルの貼られた優雅なチェロ、また、“パリの

ラコート Lacote à Paris”ブランドのコルネットもある。何人かの彼の仲間同様ラコートは、音楽学校、

音楽社交サロン、またはコンサート会場のある大都市に向けて高品質のギターを販売している限られた

大規模販売店のためにギターを製作している。これらの楽器には彼のものではなく店の名のサインが入

っていた。 

その良い例が、"ナンシーのジャコ Jacquot a Nancy” のラベルの貼られた 1830 年製の素晴らしいギタ

ーである。これは疑いもなくラコートの手になるもので、このギターと全く同じ下駒を持ちラコートと

サインされたギターがパリの音楽博物館に展示されている（展示番号 E980）。もうひとつ非常に似たギタ

ーを 1900 年の"100 年の回顧 Retrospective du centenair” と銘打たれたパリ万国博覧会の展示の中に

見ることが出来る。もう一つのサインのされたギターは内蔵機械式糸巻きの、大きく非常に美しいヘッ

ドを持ちそれはアレックス ティメルマン Alex Timmerman の作品の中で言及されている。 

このもう一つのギターには“リナー Linard”というラベルが貼られているが、紛うことなく我らが作者

のものである。 

ラベルには： 

“リナーは各種楽器を取り揃えております 

ピアノ、バイオリン、ギター、フルート、あらゆる種類の金管楽器 

在ポー、アンリ 4 世広場、アーチ門の下“ 

“Le sieur Linard tient un assortiment de musique.  

Pianos, Violons, Guitares, Flûtes, instruments en cuivre de toute qualité  

A  Pau, place Henri IV, sous les arceaux”         とある。 
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リナーとは誰だったのだろうか。高品質の流行の楽器の商売をしたかったが製造技術を持ち合わせてい

なかった弦楽器製作者なのか、、、、いや、そうではなく、単にある有力小売業者のうちの一人が彼の名前

のラベルを貼って、時には楽器の内部に彼らのブランドを付けて販売するために、有力な製作家のうち

の一人に製作を依頼した、というのが実情であろう。 

 

糸巻き、パーフリング、ロゼット、マシンヘッドやケースなどを販売しているミルクールの卸店の一つ

からロゼットは出来合いのものを仕入れていた。ヘッドの接ぎはラコートの良い作品のものよりも単純

だった。この類の楽器はしばしば“工房製作”、“監修のもとに”というような表示がされていた。この

ような表示は、この無署名の楽器が名工の監修のもとに小売業者のために製作されたか、初心者レベル

向けのものということを意味する。 

 

無署名だがラコート製作に間違いない楽器がいくらもあるように偽のラベルに偽のスタンプを押した偽

ラコートもいくらも存在する。全ての偉大なる名工は 17 世紀以降、いつも贋作には悩まされてきた。数

年前、1900 年頃に偽ラベルの印刷に使われた大きな木版が市場に出て来た。そこには当時のヨーロッパ

の有力な製作家の名前が真似られていた: ヴィヨーム Vuillaume, シャノ Chanot, リュポ Lupot そ

してピック Pique、それから何人かのイタリア人製作家、そしてこの偉大なバイオリン製作家達の名前

の連なる偽ラベル印刷のための木版の中で、唯一名前の入っていたギター製作家がラコートだった。こ

の話が物語るのは、稼ぎの良い“偽楽器“の商売で真摯なる尊敬を得たのは贋作楽器が良く売れる名工

であり、この大きな偽ラベルの木版にあって、1900 年前後に大量にラベルが印刷されたギター製作家は

ルネ ラコートだけだったということである。ということはすなわち、市場に出回る偽ラコートギター

もかなりな数に上るということである。 

 

公式にはルネ ラコートの生徒は一人しか登録されていない：ウェル Huel である。彼は弦楽器製作者

の息子で、ギター、バイオリンの製作家としてとても良い水準の力を持っていた。ラコートの店で学ん

だ後、彼はレンヌ Rennne に工房を開く。1845 年にボネル Bonnel がこの工房を引き継ぎ、ウェルは

パリのラコートの工房に再び加わった。“Lacote & Cie”という珍しいラベルは彼のものである。1845 年

前後のこの時期、ラコートはパリの工房とロンドンの店で忙しさを極めており、彼を手助けできるパー

トナーの参画は歓迎であったことだろう。ウェルの署名の入ったギターはごくわずかしか知られていな

いが、その仕事はラコートと同様のものだった。 

 

あるヴァロンス Valance なる製作家が“Valance”もしくは”Valance Jeune”と署名された彼のギター

の音孔から見える裏板に鉛筆で”ラコート工房““ailève de Lacote”（生徒 elève の誤り）と書き加えた楽

器がある。しかしながら、ラコート程の成功した製作家がこのような変哲のないギターに彼の名を貸す

とは思われず、ラコート工房を特徴づける改良も全く伺えないこのギターのこの主張の信憑性は非常に

低い。ヴァロンスは純粋のミルクールの伝統的なギターを数本残している。それらは十分よくできては

いるが、ラコートの仕事とは全く共通点が無い。仮にある時期ラコートの工房で働いたとしてもヴァロ

ンスはミルクールの製作家として同定されており、街の公文書記録が彼の住所、公的、私的活動の跡を

いくつも残している。 
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伝統的な方法で製作していたミルクールの熟練した製作家たちが、1840 年頃からラコートの改良を採用

し始めた。あるものはイタリア人製作家の間でも見られるロック式糸巻きを採用した。しかしながら、

間もなく、それは左右 3 つずつの、取り付け易く、安価で、しかも演奏家が片手で調律できる機械式糸

巻きに取って代わられた。 

 

6）1850 年代以降－フランスギター製作の衰退 

1850 年にはフランスのギター製作はその全盛を迎えていた。当時の偉大な音楽家達と仕事をし、大いな

る尊敬を受けていたラコートによってギター製作のフランス学派は率いられていた。ギターは“社交サ

ロン”楽器として流行し、それはイギリスやオーストリアにおいてより一層際立っていた。パリには何

百というギター教師、演奏家、作曲家そしてアマチュア愛好家がいた。 

 

ほぼ 10 年間にわたって大きく開花したフランスのギター製作も 1860 年からは衰退の道を歩むようにな

る。ミルクールでの生産はほとんどジェローム－ティブヴィル－ラミ Jerome-Thibouville-Lamy の様な

大工場だけに限られた。安いギターはドイツから輸入された。そして現実としてパリに残った製作家は

いなくなった。1860 年以降、イタリア人製作家たちは、特徴的な力木と、製作技術を持って、彼ら自身

の伝統的な方法でギター製作を続けていた。一方、20 世紀に入ろうかという時期には、フランスの製作

家たちは、もう一人の偉大なるギターの名工、スペインのアントニオ トーレス Antonio Torres の発展、

普及させた扇形力木のモデルを製作していた。 

 

ラコートがフランスのギター製作において唯一、開発者であり、名工であり、最後の偉大なギター製作

家であった。 

 

7）まとめ 

この疲れを知ることのないパリの職人の、1810 年のポンスの所での初期から、知られている彼のギター

の中では最後の日付となった 1868 年までの生涯を、この短い講演で学んでいただこうとは思わない。彼

の伝記というものが存在しないので、我々は彼の幼年時代、青年時代、教育や家族生活も分からない。

残された多数のギターが、パリでの彼の長期にわたる成功を証明するが、当時の著名な仲間との関係は

ほとんど知られていない。我々は彼の工房がどのように経営され、だれが一緒に働いたかというのも、

表面板の裏に書かれたいくつかの名前以外、ほとんど情報は無い。英国との取引に関しても何も分から

ない。そして、芸術と文化におけるロマン派の流れを作った非常に重要な作曲家や音楽家との協力、ま

た、ナポレオン 1 世から第三共和制初期のパリの動揺の中での彼の社会的な成功に関してもほとんど情

報が無い。 

 

彼の残した数多くの楽器を通してその人となりをよりよく知り、近いうちに歴史家、伝記作者、音楽学

者に、伝統的なノウハウと、その時代を完全に支配した強い創造精神とを調和させた、比類なきこの製

作家の生涯の研究に当たって欲しいものだ。 
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ラコートが師ポンスから引き継いだ主な技術革新 

‐表面板高音部裏、小さな垂直力木 

‐表面板下部の最初の何本かの力木 

‐美しいナポリギターから影響を受けた最初の 8 の字型ヘッド 

‐銀もしくは真鍮で作られた素晴らしい“蝶型”糸巻き 

‐ほとんどの場合に採用した機械式糸巻き 

‐軽く反応の良い響板、スプルースに薄板を貼りつけた裏板 

‐豪華な薄板の使用 

‐大きな接着面積をとった特別なネック、ヒール接着法 

その後には、 

‐ネック‐ヒールと上ブロックでの接続方法の採用し始め 

‐表面板下部の特徴的な形の力木を採用 

‐下駒上での取り外し調節可能サドルのより一層の多用 

 

 

ラコート製作のギター、このうち何本かは今回の講演会を飾った 
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 [訳者あとがき] 

18 世紀終わり近くから 19 世紀半ばにかけて、ヨーロッパで大いにもてはやされたロマンティックギターはその楽器並び

に音楽自体の大流行とともに、フランス、イタリア、イギリス、オーストリア、ドイツ、スペイン等で偉大なる製作家を

生み出してきた。その中でもパリを中心に活躍した製作家ルネ ラコートの名前は、ロマンティックギター（19 世紀ギタ

ー）に関心のある方々は勿論、モダンクラシックギターの来し方にいささかなりとも興味をお持ちの方ならば、一度は耳

にしたことがあることであろう。しかしながらその名前が敷衍している割には、彼の生涯に関しての情報はごく限られて

おり、いまだ、霧の中にかすんでいるといった状況である。彼の名前をウィキペディアで検索しても、ドイツ語版がある

のみで、その引用元のかなりな部分が、ここに翻訳した Sinier de Ridder の手になるものとなっている。この文章の結文に、

筆者自身、ラコートの生涯に関してはまだまだ分からないことが多いと語ってはいるが、現時点でそれに関する情報とい

う点では、この文章が重要な位置を占めるのは間違いのないところだと思われる。 

結局、19 世紀後半にスペイン、アルメリア出身の製作家 Antonio de Torres の発展させた所謂スパニッシュギターが、当

時の音楽家と時代の要求に合ったためか、スペインのみならず、ヨーロッパ全体に受け入れられ、時をほぼ同じくした

Francisco Tarrega、その後の Andres Segovia などの偉大なギター音楽家の輩出と相俟って、現在のモダンクラシックギタ

ーの隆盛へとつながっている。 

とはいうものの、現在、ロマンティックギターへの一般の興味は徐々に増してきており、200 年近く前に製作された彼の

楽器がより一層の評価を受けながら、現在に至ってもその時代の香りを響かせ続けている。 

 

著者略歴 

著者は一見、一人の名前の様に表記されているものの、実際のところは Mr.Daniel Sinier と Ms Françoise de Ridder の御

二方で、国立高等装飾芸術学校を卒業の後、パリで古楽器修復アトリエを開き、その後、1979 年にフランス中部のサン シ

ャルティエに移り、現在に至っている。パリアトリエ以来、40 年間以上に渡り、現在に至るまでギター、マンドリンを中

心とした広範な古楽器の修復、記録、評価活動とともに、楽器製作に関わる講演、出版活動に精力的に当たっている。 

イタリア Edizioni II Salabue 社から出版された”LA GUITARE”の第一巻ではパリを中心とした 1650 年から 1950 年の間の

ギター製作家とその作品に関して、またその第二巻では、フランスの弦楽器製作のもう一つの拠点、ミルク－ルのギター

製作家達に関する深い考察がなされている。 
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訳者略歴 

（有）コースタルトレーディング社員。業務並びに勉学で海外での生活の機会が多く、スペイン、フランス、イギリス、
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もし翻訳の誤り等、お気づきの点のある場合には、訳者までご連絡いただければ幸いです。  

ち な み に 本 文 の 日 本 語 訳 、 並 び に サ イ ト へ の 掲 載 は 著 者 か ら ご 快 諾 を 頂 き ま し た 。 英 文 は 

http://www.sinier-de-ridder.com/index.html の中の Lacote à Paris にあります。また、同じ場所から仏語文へ入ることも

出来ます。 

仏語並びに英語原文の著作権は著者に、また日本語翻訳は訳者にありますので、日本語翻訳転載ご希望のある場合には訳

者までご連絡ください。  
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