
p. 1 
 

弓 
その歴史、製作と用法 

 

 

  

原文 由来、著作権など 
 
The Project Gutenberg EBook of The Bow, Its History, Manufacture and Use, by Henry Saint-George 
 
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions 
whatsoever.  You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg 
License included with this eBook or online at www.gutenberg.org 
 
Title: The Bow, Its History, Manufacture and Use  'The Strad' Library, No. III. 
Author: Henry Saint-George 
Release Date: June 13, 2009 [EBook #29112] 
Produced by Ron Swanson 

THE BOW, 

ITS HISTORY, MANUFACTURE 

AND USE. 

Printed in Great Britain by 

J. H. Lavender and Co., 

2, Duncan Terrace, City Road, London, N.I. 

"THE STRAD" LIBRARY, No. III. 

 



p. 2 
 

 

THE BOW, 
ITS HISTORY, MANUFACTURE AND USE 

 

BY 

 

HENRY SAINT-GEORGE 
 

ILLUSTRATED BY THE AUTHOR 

THIRD EDITION 

 

 

 

 

 

 

 

London: 

HORACE MARSHALL & SON, 46, Farringdon Street, E.C.4. 

 

New York: 

CHARLES SCRIBNER'S SONS, 597-599, Fifth Avenue. 

 

1922. 

出版者注 

このセントジョージ氏の本の新版では 3 人のペカットの名前の注や、初版以後に亡くなった製作者たちの死亡年など明らかな２～

３の間違いを訂正し、第八章のリストには数人の新しい製作者の名前を付け加えました。その他の点では実質的に著者が書いた

ままにしてあります。 
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訳者前書 

これは「プロジェクト・グーテンベルグ」（パブリックドメイン。公開されて著作権は切れている）にある、

故ヘンリー・セントジョージ氏による「弓 その歴史、製作と用法」THE BOW, ITS HISTORY, 

MANUFACTURE AND USE の拙訳です。原著は１９２２年に出版されているので、現代の感覚からする

と古めかしい説明や、用語、現代では変わってしまった解釈なども多々あるかと思われますが、特に第一部の

弓の歴史の部分では著者自身の手になるイラストなどわかりやすい資料になっています。 

私が古楽器を扱うなかで、弓に関する資料を探していて見つけました。古い弓についての資料が乏しい中では

わかりやすくまとまった良いものと感じたので訳してご提供します。 

訳者はもともと語学の専門家でも、弓の専門家でもありませんので、誤訳、おかしなところなどありましたら

碩学の皆様のご指摘をいただければありがたく存じます。 

翻訳作業に時間がかかるので、分割して公開いたします。最初のファイルは第１章から第３章までです。弦楽

器奏者の皆様の興味が深いのは、第４章のモダン弓以降かと思います。どうぞ楽しみにお待ちください。 

野村成人  

(有)コースタルトレーディング／ムジカアンティカ湘南 

 

 

著者前書 

弓がなければバイオリンは演奏できないのに、演奏者だけでなく研究者たちからもほとんど注目されてこなか

ったのはとてもおかしなことだと常々思っていました。 

クレモナやその他のいろいろなタイプのバイオリンについてそれなりの知識を持っているバイオリニスト２０

人を選んで、弓の良否がわかるだけでなくそれ以上の知識を持っている人を尋ねればおそらく３人もいないで

しょう。彼らの多くはドッド(Dodd)とトゥルテ(Tourte)の名前ぐらいは知っていますがそれ以上のことを知っ

ていることはまずありません。弓の芸術的価値を評価できることはバイオリン愛好家にとっての素養だと思う

のですが、弓製作者たちの限られたグループの外ではほとんど見られません。現在ロンドンに住む評判の良い
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バイオリンのエキスパートはたくさんいますが、弓のことについても同じぐらい知っているという言う人はほ

んの一握りですし、その人たちの中でも本当に信頼に足る知識をもった人はほとんどいません。 

 

ですから、言い習わされた前書き口上に従うなら、この小文によって弓に対する一般の皆様の関心をかきたて

ることができ、さらには一人でも多くのバイオリニストが弓に関心を持っていただけるなら、私の努力は無駄

ではなかったといえるでしょう。 

 

著者謝辞 

イラストを描くために貴重な弓を貸してくださった以下の方たち：W. E. Hill and Sons 商会、E. Withers 氏、

F. W. Chanot 氏、J. Chanot 氏、Beare, Goodwin 社の皆さんに。 

また同様に弓を貸してくださっただけでなく私のために貴重なお時間を割いてくださり、辛抱強く第二部のた

めの材料集めや弓作りの基礎知識を十分理解できるように導いてくださった A. Tubbs 氏に感謝します。 

第三部では弓の用法に触れます。ボーイング・テクニックの十分に組織的なハンドブックにするにはまったく

別のボリュームが必要と思われるので、ここでは意図的に運弓の手引き書にすることは避けました。十四章で

述べたようにその部分は指導者向けに書きました。いくつかのケースでは演奏技術に触れましたが、それは指

導者全般に無視されたり誤解されたりしていると思われるポイントに限りました。 

 

「なすだけの価値のあることはすべからく上手になされる価値がある」”Anything that is worth doing is 

worth doing well”というのは指導者が自分自身と生徒のために掲げるべき格言です。 Thomas Mace (1676) 

による古風で感傷的な “Musick’s Monument” で推奨されている以下の文章を持って私のすでに冗長な前書き

を終えるにしくは無いでしょう。 

“Now being Thus far ready for Exercise, attempt the Striking of your Strings; but before you do That, Arm 

yourself with Preparative Resolutions to gain a Handsome-Smooth-Smart-Clear-Stroke; or else Play not at 

all.” 

「さて、練習にとりかかる準備ができたので、弦を鳴らしてみよう：しかし、その前に均整がとれて、なめら

かで、スマートで、クリアな運弓をするのだという決心を持ちなさい。でなければいっそ弾かぬが良い」 
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第一部 弓の歴史 THE HISTORY OF THE BOW. 

第１章 弓の起源、摩擦振動、弾く爪との違い、トリゴノン、さまざまな

物体を使った弓奏 

 

才能ある多くの筆者がこのテーマについて述べているように「弓の歴史は実質的にバイオリンの歴史であ

る」といえるでしょう。ですからこの小文の最初の部分でもこの二つをはっきりと区別して書くのは不可能

だとご理解いただけると思います。また、既知の事実についても重ねて述べていることにもご寛恕いただ

きたく存じます。私の申し開きとしては、完全を期したいがためなのです。ここではモダン弓への進化を述

べようとしているので、検証された事実か憶測かを問わず細部を省くわけにいかないでしょう。したがって、

バイオリン関連書籍の定石にならって歴史を推測するところから始めたいと思います。 

 

憶測による歴史の考察は、読者への説得力よりも著者を魅了する要素が大きいので、ここではなるべく

簡略にとどめます。またジョン・ガンという人がチェロの指使いについて書いたように、旋法やギリシャのリ

ラの調律法などのように、それ自体は興味深くとも眼下のテーマとは無関係な叙述で紙面を埋めることは

いたしません。（弓の初期の歴史の、要素に乏しく説得力を欠く欠点をカバーするには魅力的な作法では

ありますが） 

今の我々の世代はほぼ完璧な弓に慣れきっているので、そんなものが無かった時代があったに違いない

ということを考えもしません。その結果その発見や発明の経過を評価することもできないのです。 

他のある種の楽器では事情は違います。たとえばトランペットでは、原型は人間の声です。ここでは呼び

声を強調するために口の両側に掌をあてることから少しずつ発展してきたのだろうと容易に想像できます。 

ハープは、弓から矢が放たれるときの弦の響きから考案されたかもしれません。 

17 世紀のある劇作家は弦楽器の起源を死んだ馬の頭の発見に結びつけました。この場合もちろん完璧

な共鳴空洞があり、さらには乾いて伸ばした腸があったかもしれません。これは現代よりもずっと創造的

な人の割合が多かったであろう有史前にはリュートを思いつかせるには十分だったでしょう。現代の芸術

や科学に携わる偉大な人たちはとても賢いとはいえ、言葉の単純な意味における創造者と呼べる人はと

ても少ないのですから。 
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このように、管楽器やリュートの起源は想像できますが、弓についてはわかりません。自然界の中にきっ

かけを見つけようと思えばコオロギやバッタなどの虫に注目してみましょう。この類の多くは、特にコオロ

ギは、長い後ろ脚を弓として使って空洞になった共鳴室のふちをこすり聞き慣れた鳴き声をたてます。 

当然弦はありません。しかし、これは摩擦により振動を起こす完璧な例でしょう。これが実際に弓を思いつ

かせたかどうかは別のことです。 

私の考えでは、我々の先祖はすばらしい観察眼を持っていたでしょうが、弓の潜在的な可能性は人間の

心のなかに存在していて実体化させるためのなにか幸運な偶発事を待っていたと思いたい。しかしながら、

これが実に非科学的な見地であることは承知しています。 

バイオリンにとってかけがえのない付属品である弓の発達について、ちゃんとした記録がないのは驚くに

あたりません。ほかでもよく知られるように、初期の弓奏楽器はとても原始的な作りでしたから、その結果

として音も弱く、古代絵画に取り上げられる二つの特徴的なイベントである儀式や典礼などにはまったく不

向きでした。 

さらに、我々が好んで「より開けた」と呼ぶ時代に移っても、初期のヴィオール類が描かれた稚拙な絵で

は、弓のような明らかに重要ではない細部については画家がさらにおざなりな扱いをしていても驚くに値

しないでしょう。 

また、フィドルスティックという言葉がまったく重要ではないものに対して侮蔑的に使われていたことも気に

とめておきましょう。 

張った弦に対してこすって音を出すというやり方が大昔からあったことは間違いありません。それだけに、

その起源については推測するしかありません。大半の著述では弓をピックの発展したものと見なしていま

すが、正直なところ私にはそうは見えないのです。 

よく言われる「指はピックより前にできた」というのを言い換えると、

ピックは自然のものの改良型ということになるでしょう。で、私の目

では、こすって音を出すのはピック以前に使われていたということ

に対する有意の反論は見当たりません。 

弾いて音を出すことと、こすって出すことは大きく違うので、どちら

かが一方から発展したとか、あるいは同時に始められたとは思え

ません。 

ダルシマーやピアノのように弦を叩いて音を出すことを考えるとき、

一方のハンマーと他方の棒（または弓）の類似性を見ると、たまた

ま弓が弦にぶつかったときにダルシマーのような楽器を作ることを考えたと思われます。＊ 

 

図１.  
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しかし、弦をはじく技術がメースが「人体の末端」と呼んだピックの代用にまで発達したことを認めるならば、

その本来の用途には十分でも、弓の特徴である持続的振動を起こすに足るだけ長くはないこういう使い

方が弦をこすることにつながるのかは理解できません。 

＊近年では、弓は特殊な効果を出すために弦を叩いて音を出すこともあります。 

長い爪がピチカートの為に使われたという話には賛同で

きません。こういう使い方では古代の原始的な音楽の為

でさえも扱いにくいと思われます。 

図２のアッシリアのトリゴノンに描かれたような棒を見る

たびに、この棒の目的はこすって音を出すためだと思う

のです。この例では演奏方法からして自明なように、演

奏者は棒（おそらく表面がざらざらした葦）を弦の間に通

して演奏するのが都合よく、ありそうな方法です。 

もし弦をたたくために使われたとするなら末端にハンマー

のような突起がなければならず、そんなはっきりした特徴

は、後年、本当の弓の細部が画家に無視されたようにこ

の場合に無視されたとは思えません。 

よく語られるパガニーニが軽い葦の茎で演奏したという

逸話がありますが、私は田舎の農場のクリスマス祝祭で

村のバイオリン弾きが彼のクレーパイプの長い軸で快活な曲を演奏するのを見たことがあります。 

またごく最近、合衆国である演奏家が通常の弓の代わりに封蝋やろうそくを含むさまざまな異質のもので

バイオリンを演奏して聴衆を魅了したという記事を読みました。 

ここで私は図２で善良なアッシリア人が持っている道具が上述の記事のように使われた

と証明しようとしているわけではなく、摩擦で音を出すのはいわゆる弓がなくとも可能だ

ということに留意いただきたいだけです。 

ただの葦の軸やその他の適当な棒をつかって持続音を出す方法は、当然すぐに、より

きちんと作られた道具にかわっていったでしょう。 

リューマンがフライブルグにある有名な金のゲートを飾っている彫刻の中にある 12 世

紀のクロースと弓の絵を描いていますが、弓はただのまっすぐな棒の両端に単純なこ

ぶがついています。（図３） 

彼はまたケルンの大聖堂彫刻にある 14 世紀のヴィオール奏者彫刻の絵も描きました

が、ここでは弓はさらに簡潔な形でした。しかしそれは彫刻家の想像なのか、観察眼の

なさなのかはわかりませんし、当時これらの原始的な道具だったかどうかを判断する信

頼できる証拠とはいえません。 

 

 

図２  

 

図３.  
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第２章 東洋起源の弓－インド、中国その他の東洋の弓奏弦楽器 

弓奏のおおもとをたどろうとすると、疑いの余地なくそ

れは東洋起源であると納得せざるを得ません。 

起源があったことは「全ての疑問の陰」を超越して証明

されています。 

 

しかし、最初の弓奏楽器は、有史以前に消滅したのか、

それともインドのラヴァナストロンの形で存命なのか

は簡単には決めつけられません。 

 

最古の弓についての私的見解は、アダムが天国

でヴィオールを弾いたというジャン・ジャック 

ルソーの古雅な叙述に賛同したいと思います。 

 

図 ４～６ 

 

 

現存する弓奏楽器の中では、図４のラヴァナストロン(Ravanatstron)が、他のものより原始的な構造からしてほ

ぼ各実に最古の形態と思われます。 

 

この楽器については、キリスト紀元より 5 千年ほど前のセイロンのラヴァナ王によるものだという伝説があ

ります。サンスクリット学者たちの記述に現れる最古の生えは１千５百から２千年前にしかさかのぼらない

ので、上記の説の信憑性についてはなんとも言えません。 

古い名称の中でおもしろいのは、コーナ（Kôna）は昔の説明によるとあきらかに「こすり棒」(friction rod)に

すぎず、毛は張られていなかったように思えます。ガリカ（Gârikâ）またはパリヴァダ（Parivàdas）がより近

代の弓の概念に近いものだったかどうかは、不幸にして私はいかなるレベルでも確言できる立場にはあ

りません。 

ラヴァナストロンは、最初期のバイオリンがそうだったようにインドでも下層階級でのみ奏されていました。

このことからすると、エンゲルがはっきりと指摘したように、何人かが書いているようにムスリムの影響に

よるものであるということはとてもありそうもないように思われます。 

それは仏教とともにインドから中国に伝播しました。細部が変えられて二胡 Ur-heen となりました。 

東洋の弦楽器で興味深い点は、二胡やウーチン Uh-Ch'in (図 5), コカ Koka などでは弓の毛が弦の間を

通っていることです。 

 

            

 

  

 図６ 
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これでトリゴノンの棒が弦の間を通っていたものと推断するのは難

しいでしょう。議論の巧者はそうするかもしれませんが、私は無理に

格別な理屈を押しつけるよりは、単に事実を述べるほうを選びます。

そうする立派な先人の方々も多々いらっしゃいますが、たとえばベ

ーコンとシェークスピア（は同一人物か）のような疑わしい推論がこ

うやって扱われてきたのを見てきましたので。 

東洋での弓を考証しようとすると、弓奏弦楽器の膨大な数に圧倒さ

れます。インドでは多様なラヴァナストロンや、オメルティ（図６）、

ベンガルのサリンダなどがあります。中国では二胡、ウーチン、サウ

オオ、サウドゥアン、シャムでのソータイ、トルコやアラビアではケ

マンゲアグー（図７）、ケマンゲルーミ、レバブエッシュシェール（図

８）、レバブエルマガンニ、さらに近代のグニブリ（言語の発音が定

かではないため、元のアルファベット綴りを下記に残します）  

Ravanastron Omerti Sarìndâ, Ur-heen, Uh-Ch'in, Saw-oo 

Sawduang.  Saw-tai Kemangeh-a-gouz (Fig. 7), Kemangeh-

roumy, Rebâb-esh-Sha'er (Fig. 8), Rebâb-el-maghanny, Gunibry. 

 

ペルシャでは外形がオメルティやケマンゲによく似たシターラという

楽器がありました（図９）また、ロシアの農民たちにゴウドクと呼ばれ

た三弦の原始的な弓奏楽器もあります。これは疑いもなくレバブの直系

の子孫ですし、より遠くにはラヴァナストロンにつながるものです。 

アビシニアにもまた弓奏弦楽器がありました。実際、大概の西洋文明の

産物がそこに由来している偉大な東洋では弓は広汎に使われていたの

です。 

ほとんどの場合これらの楽器は太古からのものです。ケマンゲ・ア・ゴ

ウズという名称自体とても古いものなのですが、「古代のフィドル」と

でも意訳できます。この名前はペルシャ起源で、アラブの記録ではペル

シャからきたものなのですが、それはさらに過去の遺産でさらに古くか

ら、おそらくはインドから受け継がれて生き残ったものだということを

示唆しています。フェティス氏が両者とも長いテールピンを持っている

ことからしてオメルティであったろうと見なしたのはほぼ疑いなく正

しいと言えるでしょう。 

これらの楽器に使われた弓はどれもよく似ています。どの説明もとても

簡単なものなので、そうとしかなりようがないのですが。 

大半の場合、弓はある長さの棒をたわめて若干弧を描くようにしてその両端に馬の毛を結びつけてあります。 

ゴウドクやサリンダ（図１０）の弓は短くほぼ半円に近くなってあまり弾性はありませんでした。 

 

 

図 ９  

 

 

図.１０  

  

図 ７  図 ８  
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ラヴァナストロンやオメルティなどの弓はより長く、より細身だったのである程度は柔軟性がありました。し

かしこの柔軟性は特に求められていたようには思えません。一方現代ではほとんど廃れている日本の胡

弓の弓は、長さで 45 インチ（１１３ｃｍ）あり、とても弾性にとみます。そのスティックは釣り竿の要領でいく

つかの部品を継いでおり、ヨーロッパの初期の弓のあるものと同じように奏者の指で張りを調整します。 

ほとんどの場合に、スティックへの毛の取り付けはごく単純にスティックに

結びつけてありました。時にはスリットを通して、結び目を作って固定されま

した。ときによっては細長い孔を通して結び目をつくって止めてありました。

革の紐で結んで、時によっては竹棒の端の孔に差し込んでる標本も見られ

ます。（図１１） 

      図１１ 

 

ソータイ（Saw-tai 図１２）、ウーチン(Uh-Ch'in)、コカ(Koka)など

の弓はシャフトのカーブや毛の張りの調整などの点ではっきりと進

化しており、現代スエーデンのニッケルアルパ（図１３）にとても

よく似ています。 

シターラ(Sitâra 図９) やソーウー (Saw-oo 図１４)の弓はさらに

ヨーロッパの弓に近い様式になります。しかし後者の絵は高度に装

飾的で入念に描かれたサンプルから作られたので西洋の影響を受け

ていたものかもしれません。 

しかしこの点については東洋諸国の宗教的な保守主義を考慮すべき

でしょう。多くの場合、日常に使われるある種の道具の作り方を変

え る こ と は 冒 涜 だ と み な さ れ る お そ れ が あ る の で 、       

こういったことについては今日の東洋でも数千年前とほとんど変わ 

っていないとみなしてよいかもしれません。 

   図１２    図１３   図１４ 
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第３章 クロース－フレミングの「エトルリアのラバナストロン」  

   ―中世の弓－昔の絵や彫刻の非信頼性 

おそらく初期の弓奏弦楽器の中で最もおもしろいのはウェールズのクロウス(Welsh Crwth)でしょう。その

子孫としてノルウエーやアイスランドのラングスピールとフィドラ(Norwegian and Icelandic langspiel and 

fidla)を勘定にいれなければ、東洋のもっと古いが依然として使われているものと違って、これはまったく

廃れています。 

これがバイオリンの祖先だと見なされた時期もありましたが、ヘロン・アレン氏（Mr. Heron-Allen）が関連す

る物証を整理してくれた結果、これはごのタイプの楽器の最後のものであって、他の楽器の先駆けではな

いことに疑問の余地はありません。この楽器の起源については二つ考えられます。よく引用される 7 世紀

の司教ヴェナンティウス・フォルトゥナトゥスの言葉："Romanusque lyra, plaudat tibi Barbarus harpa 

 Græcus Achilliaca, Chrotta Britanna canat"によれば（訳文の細部にかかわりなく）クロース Crwth はイギリスのものです。 

楽器の構造を見るとローマやギリシャのリラ(Lyres)から派生したように信じられます。私はわが英国の先祖たちの楽団ではレ

バブ（Rebab）やケマンゲ(Kemangeh)弓の効果を出そうとやってみてうまくいかずに笑いものにされたのは間違いないと思いま

す。これは近世でもストライヒギター(Streich-Guitarre)やストライヒツィター(Streich-Zither)など似たような実験が行われました。 

東欧のフィドルがイギリスに伝わったというのは法外な想定ではないでしょう。未だにバスク地方の農民

がレバルに似た楽器を演奏しているスペインを経由すれば北アフリカまで、ヨーロッパ全域、さらに海峡を

越えてイギリスまで遠くはありません。また、カエザル達の宮廷には彼らの習慣、宗教、芸術を持ってきた

東洋人たちが大勢いたであろうと思われます。 

私はギリシャ人やローマ人が楽弓を使ったようには思いません。一方、ローマ帝国の広汎な拡がりと上記

のように宮廷をとりまく多種多様な人種のことを思えばインド、ペルシャ、アフリカなどの弓奏弦楽器はロ

ーマなどではなじみ深いものだっただろうと思うのです。しかし征服された国々の楽器であり、粗雑な作り

や奇妙な音などからしてローマやギリシャのような重要で文化的な人たちからするととるにたりないものと

見なされていただろうと思います。 

フレミング氏へ敬意を込めて申し上げます。この方はバイオリンに関する多用で貴重な文献を書かれまし

た。彼の著述の中で何度か、カニーノのルシアン・ナポレオン公が出版した目録に描かれたエトルリアの

水差に触れています。この水差しの装飾文様を以下のように解説しています：「画題は、座って二人の若

者に本を読み聞かせている男性です。若者はコブのある杖にすがっており熱心に聞いています。男の前

の小さなテーブル（または箱）には Chironeis と彫ってある。男の両脇には男の職掌を表す theca と呼ばれ

る物体が描かれている。そのうちの一つにはネック（またはハンドル）があり、楕円形の板、または響板と

テールピースがある。それは板の下にネックの半分以上の長さ伸びている。ネックの最上端から響板の

下端にかけて弦が張ってあり、響板の真ん中あたりにはコレッリの時代以前に知られているものの中で

はもっともそれらしい弓が描かれている。この楽器はまさにラヴァナストロン Ravanastron の形をしている」 
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とてもそれらしく聞こえますね。フレミング氏がギリシャ人が弓を使っていたと信じていたかどうかは別とし

て、この件についての説明は充分できたと信じていたと思われます。 

私自身はオリジナルの水差しもナポレオン公のカタログも実見していないので、この自信満々の解説に対

して半信半疑の疑問を呈するのはいささかためらわれます。しかし、フレミング氏の「新旧のバイオリン」と

いう本に掲載されたフレミング氏による、正確と思われる写し描きを見ました。 

 

最初にその絵を見たときのことをはっきりと覚えています。じっと見続けました。それからその本の中で他

にそのギリシャの水差しの絵がないかと探しました。あり得ることですが、印刷屋がいいかげんな仕事を

して掲載場所を間違えたのではないかと思ったのです。実際にはそうではなく、２５０頁に掲載された絵が

唯一のものでした。それで前の絵に戻りました。読む人と、箱と、彫刻と、こぶのある棒をもった若者が聞

き入っているところと、最後にテカエ"thecæ."もあります。フレミング氏がとても重きを置いた物であること

を疑う余地はありませんでした。 

ボブ・エーカーズなら「がらくたに猫の腸にバイオリン棒！(Ods, catgut and fiddlesticks!)」とお上品に呼ん

だことでしょう。これがエトルリアのラヴァナストロンだったのです。これが私の生徒達が子供のようにしつ

こくバイオリンの起源を聞いてきたときにえらそうに説明したギリシャのバイオリンなのです。 

この水差しは役に立つ証拠です。誰かが何かを証明したいと思っているならこういう絵をお勧めします。こ

のラヴァナストロンはなにを証明するのにも役に立つでしょう。実際のところ私にとってはあまりにもなん

にでも見えてしまうように感じられます。 

私は弓の起源を示す絵を探せば探すほどがっかりしました。偉大な画家たちがその作品の中で不幸な

「バイオリン棒」をいかにおざなりに描いたことか。 

大英博物館の一室にコレッジョのものと言われるバイオリニストの絵があります。簡単なスケッチにすぎま

せんが、バイオリンはコーナーの表現や全体のプロポーションも見事に描かれています。しかし弓は、バ

イオリンとは比較にならないぐらいおざなりです。もっとしっかりと描き込まれた絵でも同様です。 

ウェールズのクロース弾きやヴィオール弾き、フィドラ－などの絵があります。えくぼや皺や指の爪まで、

かなり写実的に描かれています。一方、右手に持っている物体は弓に違いないのですが、もし左手に持

っているのが（バイオリンでなく）楯か新聞か独楽ででもあれば、右手に持っているのは剣かペーパーナイ

フか独楽回しの鞭だと言われても納得できるような描きかたです。ときおり弓の絵らしい片鱗を見かける

ことはありますが弓の説明としてこれだと言い切るのをためらうようなものであることが多い。 

もう一つ弓の発達史をたどる妨げになるのは、I 最も信頼できる絵や彫刻でさえも弓の形の段階的な変化

をたどれないことです。１４世紀や１５世紀においても８～９世紀頃のタイプが描かれていることがよくあり

ます。これらの原始的な弓が何世紀も壊れずにいたとは思いにくいので、この頃描かれた絵が実際に残

って使われていた実物を写したのではないと思います。むしろ、画家の意識の中の、昔から伝わった絵を

見た記憶を基に描いたのではないでしょうか。. 
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この点について、ヘロン-アレン氏は下記のような＊＊＊見解を述べています「これら伝わってきた弓の絵

全ては信頼できないか、または弓がバイオリン本体のようには進化せずに原始的な素朴な形のままで残

されて近年にいたるまで相棒のバイオリンとつきあってきたかのどちらかでしょう。それは不調和なものが

雑居して心地よい１９世紀の書斎のキャビネットの中で、初期のデルフト焼きと優美なセーブル焼きがくっ

ついて並べてあるようなものです。」 

私にこのどちらの意見に与するかとお尋ねでしたら、この二つの結論相互の関係は、２ｘ３と３ｘ２と同じよ

うなものでしょう。おそらくこの両方を混ぜ合わせたものが、現在の不可思議な弓の歴史の背景だと思い

ます。残された絵の記録を過信すべきではありません。現代の画家達でさえ間違いがないとは言えませ

んし、この件について、ロイヤルアカデミーに並べられて人気のある画家達の描いた１９世紀のバイオリ

ンと弓について、将来の詳述家たちが何というか興味をひかれます。彼らに残された記録は現在と同じ程

度に矛盾したものでしょう。 

説得力は無く矛盾したものにしても、これら以外にはよりど

ころが無いのですから、いくつかの例をあげておきましょう。 

図１５は８世紀から１６世紀まで頻繁に画題となっている弓

の形です。東洋の弓の形をほんの少し思い起こさせます。 

９世紀には図１６の弓が現れ、ソーウーSaw-oo やソータイ

Saw-Tai の弓に似ています。また同じ９世紀のクロース

Crwth 奏者の細密画にはもう少しはっきりした性格の弓が

見られます。図１７ 

 図１５     図１６      図１７ 

上図に似た弓は１０世紀にはごく一般的であったように思

われます。１１世紀になると図１８に見られるようにさらに

バリエーションが見られます。ここでは図１７の９世紀の弓

の名残が見受けられ、一番下の弓へと顕著な進化を研げ

ます。彫像で見られる上から２番目の弓はあきらかにこの

下の形を意図したものでしょう。一番上の図は、歴史家が

逆上しないように心がけねばならないいい加減な作品の

例としてあげました。 

 

。 

          図１８ 
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図１９は１２世紀の作家が彫ったものです。上の二つはあ

きらかに１７図で見られるタイプを意図したものでしょう。彫

刻家は、直線的な弓毛はエレガントではないと感じたよう

です。 

３番目（BodleianLibrary の写本から）と最後のものは図１６

の９世紀の弓への回帰が見られます。これは１７～１８世

紀にいたるまで繰り返して常に見受けられる形なので、私

は、かなり正確に写された物ではないかと思っています。

これはモダンなダブルベースの弓の外形にとてもよく似て

いますね。 

 

図２０は１３世紀の弓の図です。奇妙な刀の柄の形をした

ものは珍しい。他のものはずっと原始的な形に戻っていま

す。 

 

１４世紀の弓はそれ以前のものに比べてほとんど変わり

はありません。私が見た中で特徴的なものを図２１にあげ

ておきます。２番目のものはかなり進歩しています。図２２

はこれらとは対蹠的なものです。 

            図２１ 

これらは私には前に述べたように、定型化されたかまたは

古い作品からコピーされたもののように思えます。 

 

 

図２２  

 

 

 

 

図１９ 

図２０ 
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１５世紀には２３図に見られるようにいつもの先祖返りま

たは古い形に戻ります。 

 

            図２３ 

この先祖返りの傾向は２４図に見られるように（この図が

信頼できるなら）１６世紀にも顕著です。ここで見られる弓

は私たちをノルマンコンクエスト以前に連れて行きます。 

ガスパロ・ダ・サロやアンドレ・アマティと同時代の画家が

描いたものです。その時代にこういう弓が使われていたと

いうのは論外でしょう。 

１７世紀の絵画はより信頼できます。そこではナットについてはっきりしたイメージが描けます。ほとんどの

場合固定されていました。また、ヘッドは少しずつモダンな「斧形」に変形する兆候を見せ始めます。 

１１世紀に遡って絵画の中に弓の発展が見られますが（図１８など参照）少しでも確信を持って完全な弓

の姿を遠望できるのは１７世紀をまたねばなりません。 

 

―――以上 第一部弓の歴史 その１ 第一章～第三章 モダン弓以前 

―――以下、第四章モダン弓のはじまり 以下に続く 

 

 

 


