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第二部 弓作り BOW MAKING. 

第９章 素材－ブラジルウッド、馬の毛、松脂の作用 

おもしろいことに、異質で関係がありそうも
ない奇妙な事柄が人類の歴史の中でとても重
要な結果を引き起こしています。たとえばバ
イオリン弾きが夕方の一仕事のあと、いつも
のタバコを一服愉しんでいるときに、彼の楽
しみの半分は１５世紀のジェノバの悪辣な海
賊に負っていることを認識しているでしょう
か︖文明を豊かにするナツメッグやバンジョ
ーなどもろもろの新⼤陸からの恩恵に加え
て、タバコやブラジルウッド（良い弓を作る
為の唯一の材料）がアメリカから入ってきま
した。バイオリニストの心を彼の幸福を満た
す多くの神殿にたとえるなら、卵のバランス
で有名なクリストファー・コロンブスのため
に一角をとっておいてあげてください。 
 

バイオリニストたちが完璧な弓を切望してい
たときにフランソワ・トルテが現れて待ち望
んだものを与えてくれたというのも興味深い
ことです。 

彼がいかに砂糖樽の木で修練を重ねたか、す
でに前の章でお話しました。これはもちろん
彼自身が新しく使うようになった道具に熟達
するためです。また、必須の強さ、軽さ、弾
⼒を兼ね備えた木材を探して多くの木を試し
ましたが、ブラジルのペルナンブコ州から染

料として輸入されていたレッドウッドに出会
うまでは満足できませんでした。 

実際に、弓作りに必須な材そのものがすでに
存在していたという事実を認識している人は
ほとんどいないのではないでしょうか。以前
は弓の製作者は船から降ろされたままの状態
の粗い原木の状態で買わざるを得ず、それか
ら使い物になる材をえり出すといううんざり
するような⼤仕事にとりかかります。実際、
この木は特にねじれやフシが多いので、目的
にかなう材はほとんど無く、めったにみつか
りません。 

今やこの作業は買い付け会社がやってくれ
て、望まれるまっすぐな木目のものを選び、
角棒に切り出して名工が弓を削れる状態にし
て提供してくれます。 

数年前には製作者たちはなるべく比重の重い
材料を求めました。スティックをできるだけ
細くしたいと思っており、比重が重ければ重
いほど弓を通常の重さにするにはスティック
を細くできるという考えからです。しかしこ
の方向の間違いはすぐに明かになりました。
スティックは好きなだけ細くできるかもしれ
ませんが、ヘッドはある程度の幅と⾼さが必
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要です。その結果、これらの細いシャフトの
弓はトップヘビーになってしまいました。 

したがって、今ではもっと軽い材料が使われ
ており、最近のイギリスの製作者たちの弓に
はとても良いものがあります。手にも目にも
良いバランスを持ったものが作られていると
申し上げておきましょう。 

ドイツやフランスの安い弓にはディーラーが
「ブラジレット」と呼ぶ木でできているもの
があります。幾分か本物のブラジルウッドに
近い種類ではありますが、硬さや弾性がまっ
たくありません。 

バイオリニストが弓を手にするとき、どれだ
け多くの世界中の遠隔地の産物がこの魔法の
杖に集約されているか認識しているでしょう
か︖⻄からの木材、東からの象⽛、海からの
真珠⺟⾙、東や⻄やもしかしたら地球の反対
側からの⾦や銀、そこに⾺の⽑を足すなら⼤
英帝国からも、植物・動物・鉱物が我々に楽
しみを授けてくれます。 

弓の⽑は完璧に円筒状で一貫して同じ太さで
なければならないので、木材選別と同様に、
⾺の⽑を選ぶのもしっかりした眼識が必要で
す。 

⽑はとても注意深く選別しなければなりませ
ん。想像できるように⽑の断面は生えてくる
⽑穴の形状に左右されるので、あるものは片
面が平らで、ものによっては四角形や三角形
のものがあり、良い物は思うほどたっぷりは
ありません。 

使い物になる⽑の比率は１０％以下と想定さ
れます。フェティスによるとトルテはフラン

ス産の⽑が「他の国のものより太くて強靱だ
から」好んだと言われます。私は現状ではお
そらくロシア産のものが多く使われていると
思います。 

トルテの娘は⽑を選別して下ごしらえするの
を非常によく手伝いました。 

彼の手法は、まず⽑を普通の石鹸でしっかり
洗ってから糠水(bran water)に浸してゴミを
しっかり除いてから「⻘い水 」(blue water)
に漬けます。数年前に心得違いの人達が⽑を
科学的に漂白しようとしました。しかし、こ
の結果とても乾燥してもろくなったので、こ
の企てはありがたいことに放棄されました。 

今日では弓に使われる⽑の平均的な数は１５
０から２００本です。トルテの時代も同様で
した。 

弓⽑の構造と作用、松脂の果たす本当の役割
などに触れておくのも有用でしょう。 

ヘロン-アレン⽒がいみじくも述べたように
「松脂の粉が発⾳の上で物理的、科学的にど
ういう作用をしているかということを理解し
ているバイオリニストがほとんど居ないのに
は驚きます」。さらに一般の認識について(for 
the laity)「多くの人が松脂を塗っているとこ
ろを⾒て「早く動くために潤滑油をつけてい
る」と思っている」と言います。 

⽑を拡⼤して⾒ると表面が⼩さなウロコで覆
われていることがわかります。通常はこれら
のウロコは⽑の本体に沿って寝ています。し
かし松脂を⽑にこすりつけると、松脂の⼩さ
な粒がウロコの下に入ってのこぎりの⻭のよ
うに⽴たせます。これらの⽴ったウロコが弦
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に対して極微のピックのように働いて、おお
まかに言うとマンドリンのピックによるトレ
モロのように持続⾳を起こします。 

それは単純に素早く継続した衝撃です。ちょ
っと考えれば弦に押しつけ続けると振動を起
こすよりも抑圧するほうに作用することはわ
かるでしょう。実際に松脂を塗っていない弓
は圧着し続けるだけなので、⾳は出ません。 

⽑は通常はその自然な生え方に従って、つま
り根元を先のほうにとりつけます。こうする
とウロコは下方に向かうので、ダウンボーで
最⼤のアタックを与えます。半分を一方向
で、残り半分を反対に向けてつけてみた人も
居ますが、この手順で目に⾒えた結果があっ
たようには思いません。 

 
第１０章 弓製作者に必須の資質、シャフト削り、反り、ヘッド、溝、
ナット（訳注︓以下、現代日本の通称「フロッグ」を原文どおり「ナット」と表記します） 

弓作りの仕事は従事する人に忍耐と集中⼒と
いう希有な才能を要求します。必要な技術
は、特に強靱で繊細な手と、数学的な精度を
持った目が必須です。別々の材の間での違い
だけでなく、１本の材の中でのさまざまな程
度の弾性の違いを感じ取れるだけの指先の繊
細な感覚が必要です。またこのような堅い木
を精密に削れるだけの強さも必要です。 

この種の仕事に必要な強さというのは体重や
身体のひねりを利用できる普通の⼤工仕事に
要する強さではなく、むしろ弓作りに必須の
絶対的な正確さをもたらす、対⽴する⼒を協
調させるような自己充足的な強さが必要で
す。ほとんど全ての作業が視覚に頼るので、
目で⾒て確実に判断できねばなりません。弓
作りは常に神経をはりつめていなければなら
ないので、間違いなく神経にこたえる仕事で
す。 

この章でお話しするほとんどの細かい話は、
ジェームス・タブスの息子で故アルフレッ
ド・タブス⽒に負っています。彼はよい技術

者でしたが比較的若くして１９０９年に亡く
なりました。弓のシャフトは一本ずつが独自
の性質を持っているので、フィッティングや

調整など全ての工程を通じてそ
の固有の性質を意識しながら作
業をする必要があるため、彼は
一度に一本の弓しか作らないと
話してくれました。人間の心は
たった３本のシャフトでも同時
に作業すると確信をもてなくな
るので、それぞれの弓は次に取
りかかる前に完成させます。 

３４図にあるような荒削りの棒
から、最初にとりかかる作業は
「喉を丸くする rounding the 
throat」ことです。いいかえる
とヘッド用に為に残してある四
角いブロックのすぐ下の数イン
チ、人によって喉 throat とか
neck と言われる部分を丸く削り
ます。このあと、残りの四角い 

図３４ 
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 部分の角にカンナをかけて八角形にします。
弓の仕上げを八角形にするなら喉も丸ではな
く頭のところまで細心の注意を払って角をカ
ンナでおとします。 

次の作業は先端部のブ
ロックにとがらした細
い鉛筆でヘッドの外形
パターン図（３５図）
を写し取ることです。
これは目だけでなくパ
ターンに頼る唯一の作
業です。               

ヘッドの形を作るの
は、また後でスティッ
クを先細りに削るの
も、全く視覚の正確さ
が頼りです。これらの
仕事に必要な、手作業
と目の絶対的な正確さ
は⻑年にわたる修⾏の
賜です。 

図３５ 

ヘッドをおおまかに削った次は、繊細な「セ
ッティング」の作業です。これは「スプリン
グ」または「キャンバー cambre」をつける
とも呼ばれます。 

カーブの程度を定義づけるのは、ヘッドのフ
ェースからナットのフェースに引いた想像上
の直線とスティックの最⼤の反りの部分との
距離です。この最⼤幅の場所までの、両端か
らの決まった⻑さというものはありません。 

それはスティックの硬さの分布を観察して、
全く作者の経験上の判断に頼るしかありませ
ん。経験豊富であればスティックの硬さの違
いにかかわらずカーブを決められます。 

観察の結果、スティックの特定の場所が他よ
りも少し弱いとわかると、作者はそこに最⼤
の「スプリング」をつけます。しかしまず、
良い製作者はあきらかに均質でないスティッ
クなど決して使わないことはご理解くださ
い。格別に良い木目で、経験豊富な奏者にし z
か分からない程度の極微の弱点しか修正する
手間はかけません。多くのバイオリニストが
良い弓は偶然できるものだと思っているのは
驚きです。実際に良い弓を作ることができる
製作者が居るのだということはほとんど誰も
知らないようです。 

弓のセッティングの要件は熱です。まっすぐ
な棒に、的確に熱を加えて必要な反りがつい
た状態で安定させます。今日では普通のガス
の炎の熱を使います。ほんの少しの湿気があ
っても木の細胞から色素を抜き取って木を漂
白して松の棒のようにみすぼらしい⾒かけに
してしまうので、湿気のない乾燥した熱が絶
対要件です。実際に、この工程で良いスティ
ックから抜ける色素は、たとえ湿気のない熱
を使っても手が深い紫色に染まるぐらいで
す。 

このセッティングの工程で注目したいのは、
繊維をスティックの中心部まで必ず均一に熱
すること。 

もしこの点を充分に注意して作業しないと、
熱を受けなかった繊維は本来の真っ直ぐな形
状を保とうとするので時とともに熱を受けて
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曲げられた繊維の抵抗に打ち勝ってたわみを
なくすか、それともありそうなのは弓がゆが
んでしまいます。この現象を理解するには、
どんなしなやかな棒、たとえば散歩用のステ
ッキでも手でたわめてみたときに、手の圧⼒
をゆるめたとたんに元の状態に戻ることでも
わかるでしょう。これが、質の悪い弓で、加
熱されていない内部の繊維に起こることで
す。内部の繊維お互いの抗⼒は、内側の繊維
のアクティブな⼒が加熱された外側の繊維の
受け身な⼒に勝ります。 

セッティングの作業の時点では、外面が焼け
たり焦げたりしてもよいように最終の意図す
る太さより５割ほど太くしてあります。セッ
ティングが満足にできたら丸くカンナ掛けし
てさらに溝を切ります。これはナットのネジ
目が移動する溝です。 

それからクッシュマン・チャック（訳注︓旋盤に

かけるものを固定するためのチャック）をつけた旋
盤でスクリュー自体を通す穴をあけます。 

次に「ブラックフェース black face」を貼り
付けます。これは⿊檀の薄板で、ヘッドの下
面に貼って強度をあげるとともに、ヘッドの
表面に張る象⽛か⾦属の板のしっかりした⼟
台になります。象⽛の表板は⽛の塊から３６
図の形に切り出します。最上の接着剤で張っ
てしっかりした麻糸で縛り付けます。 

          図３６ 

 

これはもう一つのとても難しい、デリケート
な作業です。象⽛はとても硬く変形しにくい
素材なので、本来の目的であるヘッドの強化
と保護に足るほど充分厚い場合、弓先のフェ
ースのカーブに沿って押しつけると簡単に割
れてしまいます。ときおり、安物の弓では象
⽛のフェースがとても薄くて下の⻘っぽい色
が透けて⾒えるものもみられます。こんな薄
いフェースは、貼り付け作業は簡単ですが弓
の保護には紙切れと⼤差ありません。 

近年では⾦属のフェースが使われるケースが
どんどん増えていますが、私個人的にはしっ
かりした象⽛のフェースが好みです。⾦属は
それ自体強度的には強いのですが、しっかり
接着された象⽛はより一体感があると感じま
す。⼟台になる硬い木の上の⿊檀から象⽛と
いう構造では密度がよりなめらかに構成され
ています。 

 

フェースを調整したあと、ヘッドに丸い穴を
あけてから⽑を受けるための四角形のヘッド
溝を空けます。 

. それからナットを取り付けます。多くの方々
が、最上の製作者でもできあいのナットを卸
業者から仕入れてスティックにつけるように
思っていますが、良い製作者はそれぞれの弓
にあうようにナットを自作します。これで弓
のバランスをとることができます。 
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３７図はバイオリン、
ビオラそれにチェロ弓
用のナットの寸法を決
める定規です。 

弓を最終的に仕上げる
前に⽑を張って（⽑張
りについては１２章を
ご覧ください）全て問
題がないかをチェック
します。もし弓の反り
に問題があったらこの
段階で修正できます。
全てが問題なけれ 

ば仕上げて磨きます。３４図の粗い弓材か
ら、アーティストをとろけさせ、喜びにふる
え、歓喜にひたらせることのできるこの段階
までは丸一日の仕事です。 

図３７

 

第１１章 修理―接ぎ木―カップの作り直しーナットの修理―チ

ップを新しくする 

弓の修理には実際に弓を作るよりも技術を要
します。そのことは部外者にはあまり理解さ
れていません。 

バイオリニストは⼤雑把に２つに分けられま
す。一方はなんでも修理できると思うし、一
方修理などできないと思っている人も⼤勢い
ます。子供のころに会ったお年寄りの尊⼤な
マチュアバイオリニストを思い出します。そ
の人はばつの悪いことに私のソロを聴いてく
れただけでなく、親切に話しかけてアドバイ
スまでしてくれました。 

「さてさて、きみはスチールの弓を絶対手に
入れたほうがいいよ。お父さんにそう言いな
さい。きみがいま使っている棒（ひぇ〜、ぼ
くの⼤好きなルポ-）は今はまぁ結構だけどそ
のうち⽑が抜けて使い物にならなくなる
よ」。私はあえて⽑替えもできるでしょ、と
言いました。「あぁ、もちろんもちろん」
「それができることはわかってるし、する人
も多いけど、決して前と同じにはならない
よ」。「いやいや、一旦⽑が抜け始めたら新
しい弓を買うしかないね。でも、もしスチー
ルの弓を持ってたら⽑は絶対に抜けないし、
最初の状態のまま一生変わらない状態で使え
るよ」︕このおじさんはスチールの弓でもう
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けようとはこれっぽっちも思っていなかった
と思います。 

また、逆にこういう人もいました。その人は
⼩さな息子がいて、その子は棒振りの稽古を
するのにお父さんの弓をこっそり借りるくせ
がありました。避けられない事態が起こった
あげく、彼はちょっとした工夫で何ができる
かの良い例として誇らしげに私に⾒せてくれ
ました。二つに折れた弓はしっかり接着さ
れ、割れたところをカバーするために鉄のペ
ン軸２本を添えてしっかりと強い絹糸で巻い
てありました。その弓の持ち主が言うには
「いやいや、前とまったく同じぐらい良いで
すよ」 

ここで弓の修理にはなにができるか、またど
うしたほうが良いかを簡単に述べたいと思い
ます。 

もし弓がスティックの先の方で折れたら組み
継ぎをすることはできますが、オリジナルの
反りとバランスは決して再生できないのでや
る価値はないでしょう。第一に、いかに上手
に合わせたとしても、このようなデリケート
な道具のバランスを妨げるには充分な異分子
が介在することになります。さらに、接ぎ木
は古い木部に接着する前に反りをつけねばな
らないので全体として満足できるカーブをつ
くるのは不可能です。 

オリジナルのヘッドを再調整するのもできま
せん。弓にかかる負荷に耐える唯一の場所は
数インチにわたる⻑い斜めの部分だからです 

しかし、３８図ｄ の部分のハンドルを継ぐの
はしばしば⾏われますし、またそのほうが良

い場合も多くあります。⼤事な
弓が、指や親指の圧⼒やナット
やスクリューの摩擦で通常のリ
ペアでは直せないぐらいくたび
れてくることはよくあります。
そういう場合はハンドル部をつ
け替える必要があり、これは上
手な技術者であれば弓のバラン
スにまったく影響なく修理でき
ます。 

この場合、ジョイントはラッピ
ングの最上部から４〜５インチ
下方に向けて斜めに継がれま
す。このような場合、継ぎ目は
⽑の平面に対して直角になるよ
うに設定します。そうでなけれ
ば⻑持ちしないでしょう。オリ
ジナルのハンドルであれば、し
ばしばつけ替えた後もよい状態 

図３８  にできます。 

スクリューの孔がくたびれたり、カップ（ス
ティックの最先端でチップにあります 図３
９）が壊れたりした場合、ドリルで孔をあけ
て、よくシーズニングした弓材から孔と正確
に同じ太さに旋盤で削り出ししっかりと接着
します。完全に乾いたら、新しい弓を作るの
と同様にスクリュー孔をあけなおします。ハ
ンドルにひびが入ることもあります。その場
合、溝に埋め木をして彫りなおします。 

                               

 

      図３９                              
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またヘッドがプ
ラグの圧⼒（４
０図 a）でひび
が入ったときも
同様です。        

 

図４０  

ナットの修理もナットがオリジナルのもの、
つまり優秀な製作者の弓にもともと付属した
ものである場合も同様に修理できます。古い
ナットは、しばしばスティックと接触する側
面にそってヒビが入ります。この場合、ナッ
トのいたんだ部分を切り取って新しい木を接
着し、もとの形に削ります。私はタブス⽒が
このように修理したナットを⾒たことがあり
ますが、どこを修理したのかまったくわかり
ませんでした。 

スクリュー孔については、しばしばスクリュ
ーが短すぎる場合溝のすぐ上で楕円形にすり
減ります。これは古いフレンチの弓で、最上
の製作者のものでもしばしば⾒られます。 

４１図にナットとハンドルの断面でスクリュ
ーの働きと⽑がどう挿入されるかとを示しま
す。この図のスクリューでは上記のような孔
が摩耗するようなことのないような正しい⻑
さを示してあります。 

 

 

 

弓の修理職人は、依
頼人からメールなど
で「チップ tip」の
修理をしてほしいと
言われてまごつくこ
とがあります。多く
の人が４０図ｄ の部
分を指してチップと
呼ぶことがある為で
す。しかし、この部
分は専門家はピーク
peak と呼んでお
り、チップという呼
び名は、⽑の張り具
合を調整するために
弓の端につけてある
八角形の部品を指す      ４１図  
場合にだけ使われます。 

弓によってはナットが移動する八角形のハン
ドルといわれる部分（図３８ ｄ ）の下面が
他の面より広くとってある場合があります。
（図４２） 

この拡げてある理由はナットが移
動する部分の面積を広く取って、
ナットによっては揺れることがあ
るのを防止するためです。このア
イデアには多少利点はあるもの
の、８面を同じ広さにとってもフ
ィッティング時に特に注意深く作 
業すれば揺れは防げることがわか    図４２ 
っています。 

先ほどのやり方が最初はフィットさせやすい
かもしれませんが、ハンドルの上をすべるナ
ットの飛び出した部分はとても⼩さくて弱い
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ので遠からず⻑手方向のヒビがはいってひど
く揺れるようになります。原因は違いますけ
れど。 

一番頻繁に⾏われる修理はフェースの再調整
(re-facing)です。近代的な部屋のかっこいい

ガス灯照明はバイオリンの⼤敵で不注意なバ
イオリニストの弓に害をなそうと待ち伏せし
ています。幸いなことに被害は本当に深刻な
ものではなく、経験豊かな修理職人であれば
ヘッドを本来の優美な形に戻すのには時間は
かからないでしょう。 

 

 

 
 
第１２章 ラッピングのまき直し、毛の張り替え、松脂の選択 

ラッピングは消耗しやすく、新しくまき直す
機会があるまでとてもイライラさせられま
す。この理由で⾰のラッピングが一番便利で
経済的です。 

しかし、⾰で巻いた場合は親指の爪の摩擦や
圧⼒に弱いので、良質の銀糸のラッピングほ
ど格好くしっかりしたものはありません。爪
などで傷みやすい場所を⾰にあわせて良質の
銀線で巻いてやるととても持ちがよくなりま
す。W.E.ヒル＆サン商会はとてもきれいなラ
ッピングをしてくれます。これは鯨の骨（訳
注︓ヒゲのこと︖）でできており、漂白した
り染色したりしてありますが実際問題として
傷みません。いくつかの違う色糸を交ぜて巻
くととても効果的で良い雰囲気になります。
普通の糸を巻いたラッピングはときおり切れ
て演奏の邪魔になることがあるので、どうや
って簡単にほどけるか知っておいたほうが良
いでしょう。 

1. まず、ナットに近いところ（普通はそこで
切れます）で切れたものと仮定します。 

2. スクリューを外して、⽑を弓の上半分にゆ
るく、しかししっかりと巻き付けます。 

3. それからラッピングを１インチ半ぐらい
（約４ｃｍ弱）ほどきます。 

4. 強い糸を用意して二重に折ります。二重に
なった端がハンドルの方に向くように弓に添
えて置きます。 

5. 手伝ってくれそうな親切な友達を⾒つけ
て、ラッピングの糸をしっかり持ってもら
い、弓をゆっくり回しながら二重になった糸
の上からしっかり均等に巻いていきます。 

6. 糸の端から半インチぐらいまで巻いたら自
分の手にとって、ラッピング糸の端を二重糸
のループに通します。ラッピングをまき直し
始めたところから垂れている二重糸の端をし
っかりと持って引き締めます。 

これでラッピング糸の端をまき直した部分の
下に引き入れたでしょう。以上がラッピング
をまき直すやり方です。もしあなたがこの方
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法を試すだけの忍耐心や時間がない場合はち
ょっと封蝋を垂らす程度で夕方の練習時間ぐ
らいは持ってくれるでしょう。 

⽑の張り替えは弓を使っていると一番自然で
頻繁に起こることなので、それを「修理」の
範疇に入れるのはおかしい気もします。で
も、少し我慢してお読みください。 

最初に、アマチュアであれプロであれ、ご自
分の弓を⼤事に思うなら自分で⽑を張り替え
ようなどとしないようにアドバイスしたいと
思います。なぜなら、最上の弓でさえ⽑をい
いかげんにはられると驚くほど早くその適切
な反り cambre をなくしてしまうからです。 

⽑を均等な⼒がかかるように張るのは⻑い経
験を必要とします。⽑の引く⼒がほんの少し
偏るだけでも弓がねじれて、良いバイオリニ
ストにとってはとても不都合な不安定なアク
ションを引き起こします。 

弓⽑を新しく張るには、まず事前に⽑を外し
ます。これは比較的単純な作業です。最初に
⽑の両端で短く切ります。ヘッド側の⽑を持
ち上げるとクサビ（４０図 a ）が⾒えます。
これは先の尖った道具で簡単に取り出せます
から、その下に納めてあった丸まった結び目
も引き出せます。ヘッドについてはこんなも
のです。 

ナットの方はほんの少し面倒です。まずフェ
ルール（４１図ｄ ）を抜いて、スライド（４
１図ｆ ）を押し出します。それでヘッドのと
きと同様に⽑を持ち上げてクサビ（４１図
e ）を先ほどと同様につまみ出します。ナッ
トのクサビ（４１図ｃ）は強いダウンストロ

ークのときにしっかりしたアタックを出すた
めに⽑を拡げてヒール部にしっかりと固定す
るためのものです。このクサビは普通は固着
されているので⽑替えのときには壊して外し
ます。 

この後の⽑替えの工程は新しい弓に⽑をはる
場合と同じです。 

⽑は、人によって、１本の弓に必要な量毎に
ひとかせ（束）にまとめておく人も居れば⼤
きな束のままでそこから必要なだけ抜き取っ
て使う人も居ます。すぐに目で⾒ただけでど
の程度の量でよいかわかるようになります。 

⽑は一端で蝋引きの絹糸でしっかりと束ねら
れ短い端は結び目から１６分の１インチ（１
〜２ｍｍ）のところで切りそろえます。束ね
た糸がすっぽ抜けないように⽑の端がほんの
少しキノコの傘状に拡がるように松脂で焼き
ます。 

普通は、まず松脂の細かい粉を用意します。
その粉をこの製版用ブラシに似た⾒かけの短
い端にたっぷり付けて、赤く焼けた鉄に押し
つけてればしっかりした塊でほどけなくなり
ます。 

この結び目はヘッドに彫った溝に入れてクサ
ビをしっかりと上端が上のプレート、または
フェースと同一面になるように差し込みま
す。もちろん、⽑は縁に沿って均一の平らな
リボン状になるようにします。 

それから細かい櫛でしっかり櫛掛けをし、ぬ
るま湯に数分ひたします。（湯の底にコイル
状になってもよい） 
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それから下端をしっかり持っておいて、もう
一度上から下まできちんと櫛をかけます。 

次に、ナットに目ネジをつけて、ナットがは
まる溝のほぼ真ん中ぐらいの位置に置いて  
４１図 e のようにくさびのサイズも読み込ん
で必要な⽑の⻑さを決め、ヘッドの方と同じ
ように端面を処理します。これにはかなりの
経験がないと、⻑すぎたり逆のことになりや
すく、どちらの場合もある種のボーイングス
タイルに必要なテンションをうまく調節する
ことができません。 

この下側の結び目ができたらフェルーレに通
して、結び目を溝に入れて前のようにクサビ
で止めます。 

ナットを調整してスクリューで留めます。も
う一度⽑に櫛をかけてからスライドを差し込
み、フェルーレをナットにはめ込みます。そ
の後、薄いクサビを、通常は接着剤を一滴つ
けて、４１図 c のように⽑の下に打ち込みま
す。これで弓の⽑張は終わりで、最後に松脂
を塗ります。 

張ったばかりの弓は松脂のブロックをこすっ
ても松脂がつきません。まず、しっかりした
紙の上に粉にした松脂を塗り拡げて、それで
⽑にたっぷりとすり込みます。そうしておけ
ば、あとは松脂のブロックから松脂を塗るの
も簡単でしょう。 

新しい⽑を張ってすぐのときにはひどく粗く
きついギシギシした⾳と感じるかもしれませ
ん。でも、その感じはすぐになくなります。 

ここでもう一度繰り返しておきます。バイオ
リニストの皆さんが自分で⽑替えをするのは

絶対におすすめしません。上記の説明は「ど
うやってやるの︖」と知りたい人達の好奇心
を満足させる為にご説明しました。 

市場に出回っている松脂の種類が多いのには
驚きます。指に松脂の粉がつかないように、
というより多分買い手の目につきやすいよう
に素晴らしいデザインのケースに納められて
いる物がたくさんあります。 

いろいろな工夫をこらしたものがあまたある
中で、私はごく普通のブックシェープのもの
が一番使いやすいと感じます。（訳注︓原文
book-shape。分厚い本のような、⻑方形の形
のものが一般的だったのでしょうか︖） 

一級品の松脂はベニステラピン油を煮詰めて
作ります。 

バイオリンについてのある権威書には多くの
有名なソリストが普通の台所用松脂を使うと
書いてありますが、いったいどこからそうい
う情報を得たのか疑わしく思います。. 

松脂は一つ一つ微妙に組成が違う為に先に塗
ってあるものと調和しないかもしれないの
で、⽑替えするまでは松脂を変えないことを
お勧めします。 

（訳注︓訳者は松脂も販売しているので、そ
の経験からあえて申し上げておきます。現代
では商品の特性をきちんと説明してある松脂
のメーカーも多いので、個々の特性をわきま
えた上で、あえて混ぜて使うということもで
きるようになりました。プロの⾳楽家など季
節だけでなく⼤編成か⼩編成か、ソロかテュ
ッティか、会場の⼤⼩など演奏条件の違いに
応じて使い分ける場合もあります。） 
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第１３章 近代弓の完成、ニコルソン博士の特許弓、ヴィヨーム

の発明、セルフヘアリング、折りたたみ弓、ケッテリッジ弓 

弓がいかに単純で完璧なものであるかの傍証
として、トルテの時代以降、それを改良しよ
うという試みがあまりなかったことに触れて
おくのも意味があることでしょう。 

この方向でいくつかの試⾏はなされま
したが、ほとんど全ての場合が失敗し
て忘却の果てに沈んでしまいました。
この種のうち目⽴って無様な怪物はあ
るニコルソン博士の発明です（図４
３）この醜く使いにくい武器は、その
発明者にいわせると唯一のかくあるべ
きバイオリン弓なのです︕それには正
確に１５０本の、赤く染めた⽑を張り
ます。その理由や、スティックの奇矯
なカーブの理由については考えたくも
ありません。 

ヴィヨームのきまぐれな才能は弓の改
良のいろいろな方法を考案しました
が、一番複雑なものは固定式ナットで
しょう。彼は、通常のナットではスク
リューをねじると前後に移動するので  

図４３  常に数値状同じ場所に位置するわけ
ではないことに気づきました。また⽑は少し
ずつ伸びてくるので同じテンションにするに
はスクリューでより⻑く引っ張らねばなりま
せんけ。 

これはもちろん弓のバランスを微妙に変えま
す。彼はあきらかにこれを⼤問題と考え、そ
れを解決するためにバランスも⽑の⻑さも変
えないナットを作ることにとりかかりまし
た。これが彼の特許"hausse fixé."でした。 

名前から想像できるように、ナットは外⾒上
固定されていますが内部で移動する⾦属製の
⼩さなナットが入っています。 

これらのナットはとても不格好で通常のナッ
トよりもはるかにかさばりました。彼が内部
のナットの移動でも同じようにバランスが変
わると気がつかなかったのは不思議です。 

このナットには、より正確には一種の巻上機
が入っているのですが、実際問題としてその
違いは実用上というよりは理論上のもので演
奏者には感じ取れません。結局この固定ナッ
トはその他の浪費された才能の事例と同様に
自然消滅しました。 

ヴィヨームのもう一つのパテントはスチール
の弓です。なかなか⾒かけの良いものがあり
ました。ものによってはブラジルウッドに似
せてあるものもありましたが他は明るい⻘色
です。これは⾦属の自然な色なのでおすすめ
なのですが、⾒かけはとても変でした。 
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この弓は中空なので普通の弓よりさほど重く
はありませんが、バランスはよくなくて、一
つ重⼤な欠陥がありました。ある意味では木
製の弓よりも強く、丈夫なのですが、衝撃に
弱いのです。 

弓は、慣れた人であってもたまに落とすこと
はあります。その場合でも先の方から落ちな
い限りは滅多に折れたりはしません。一方ス
チールの弓は、落としたときになにかに当た
ったりすると、一般にねじれたりへこみがで
きたりして使い物にならなくなります。 

ヴィヨームの３番目の失敗作は湾曲したフェ
ルーレです。ヒールの部分で⽑が充分に拡が
ってくれると演奏に良いだろうと考えて、ナ
ットから出てくる部分が１１図の原始的なエ
ジプトの弓のイラストに⾒られるように湾曲
したフェルーレを作りました。これは、今で
も安物の外国製の弓で⾒ることがあります。 

彼のさらなる考案は「自分で⽑を張れる弓」
でした。それは人⾥離れた場所で⽑替えが必
要になったり、弦楽器職人や弓職人が手近に
居ない場合にとても役に⽴つだろうという考
えで作られました。 

それが「セルフヘアリング弓パテント patent 
self-hairing bow」です。このやり方はしばし
ば「固定ナット」やスチール製の弓でも使わ
れました。この弓に張る⽑は、両端に横に真
鍮の棒をつけてリボン状にして売られまし
た。これらの棒を、ヘッドとナットに適宜彫
られた刻み目にはめ込むだけで⽑張りの完了
です。このやり方はあまりうまくいかなかっ
たようで、他の作者たちの発明と同じ道をた
どりました。 

ヴィヨームの弓でもう一つ、あえて「改良」
とは言えないのですがヴィヨーム自身はすば
らしく光彩を添えると思っていたに違いない
ことがあります。彼の弓のいくつかのナット
で、通常は真珠⺟⾙の「目 eye」をはめてあ
るところに強⼒な⼩さなレンズをはめこみま
した。光にかざすと、海岸のリゾート地で⼟
産物に売られているペン軸で⾒られる風景画
のようにヴィヨーム自身の肖像画を⾒ること
ができるのです︕ 

アメリカで別のいくつものセルフヘアリング
弓の特許がとられたと最近聞きましたがまだ
現物を⾒ていません。その国で、⽑のかわり
に細い糸を使ったり、さらに、特別⻑い弓で
⽑がすり減ってすべるようになったら取り外
して上下を逆にして、新鮮な場所をを使うよ
うにするというパテントが考案されたと聞き
ました。 

ヴィヨームの弓に戻りましょう。スチール弓
を除いて、どれもサイモンやフォンクローズ
など名前の通った職人の作なので、素晴らし
いシャフトです（訳注︓サイモンやフォンクローズ

はヴィヨームに雇われていた著名な職人） 

ですから、これらを普通の弓に作り直すのは
価値があるでしょう。これは優秀な技術者で
あればできることなので、やっかいなパテン
ト無しに元の作者の普通の弓と同じ状態にで
きます。 

マンチェスターのＧ．シャノーは旅⾏に便利
なように二つに分解できるパテントの弓を作
ったと聞きました。このアイデアは発明者が
思うほどオリジナルのものではありません。
日本のもはやすたれた胡弓は、釣り竿のよう
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に継ぎ棹になっている極端に⻑くてしなる弓
を使っていました。 

チャス・ケッテリッジ Chas Ketteridge によ
る「改善された弓 improved bow」は間違い
無く新奇で、⼤いに推奨できるものです。 

この弓の⽑は奏者が普通のポジションに手を
置いても⽑の幅全体にわたって端から端まで
弦に均等にあたるような角度に張られている
というものです。 

それは出版社からも何人もの著名な演奏家か
らも好評でした。それはコードの演奏にはは
っきりとメリットがありますし、ある種のオ
ーケストラ奏者にはとても使い勝手がよいと

私には思えますが、一過性の注目を浴びたに
すぎませんでした。 

まことに「フィドルスティック」は多様な意
味で魔法の杖です。上記に述べたように、変
更や改善の試みがごく少ししかされていない
ということ、さらに再考の余地がほとんどな
いというのは特筆すべきことです。 

フーガと言えばバッハ、シンフォニーと言え
ばベートーベン、バイオリンといえばストラ
ディバリであるように、弓ではトルテなので
す。彼らは皆先人たちより偉⼤であり、その
無比の天才によって玉座の上に君臨している
のです。 

 
 

 


