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ギター：六弦への道のり 
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１．ギターの始まり、１７世紀以前 

ギターという楽器はいつの時代に於いても音楽家、作曲家そして音楽愛好家達を魅了す

るものであった。時とともにその形を変え、時にはその変遷の中にあって大きな変化が見ら

れたが、ギターをギターとして定義し、一瞥しただけでそれと分かる特徴はそのままだっ

た：卵形のボディーに、複弦とした場合には“コース Choeurs” と呼ばれる、弦を取り付け

た棹と音程を取るフレットの付いた指板を持つ楽器である。古典記譜法よりもはるか以前、

西暦 1500 年頃のタブラチュアは、同じ作品を何人かの音楽家が同時に演奏することを可能

にし、それとともに、指導、ならびに伝承にも役立った。ルネッサンス期と 18 世紀前半の

間はギター製作にほとんど変化は見られなかった。 
バイオリンやリュート同様、ギターは通常平らなボディーで作られ、また時として裏板

の膨れたものがあり、それに棹が取り付けられていた。この接続は時に一本、もしくは複数

の釘によって補強されていたが、スペインに於いてのみ、通常“古式”の方式を守り、棹が

胴体内部にまで伸びて組み込まれ、平らな表面板には一本の響棒が強度を増すために取り付

けられていた。そして、弦長と可動式フレットの位置は表面板に接着された下駒が決定して

いた。 
 
 



pg. 2 
 

２．１８世紀のギター 

18 世紀のヨーロッパに於いては主に弦の材質の異なる二種類のギターが演奏されてい

た： 
・ヨーロッパ中で演奏されていたガット弦の張られたギター。 
 
・アーチ状の表面板、可動駒、また弦が楽器下部の装飾弦止めに取り付けられるといっ

た、マンドリンと同様の特徴を持ち、イタリアで非常に好まれた金属弦の張られたギター。 
 
この後者のタイプのギターはイタリアの特産品であり、他のヨーロッパ諸国では金属弦

の楽器としては “裏板を平らにしたマンドリン”のようなシターンが好まれ、このイタリ

アタイプギターには手を伸ばそうとはしなかった。一方、英国に於いては、シターンの一種

で、アーチ状もしくは平らな裏板を持ち、洋梨型でやはり金属弦を張られた、いわゆる“イ

ングリッシュギター”なるものが、音楽家たちによって演奏された。 
18 世紀スペインの音楽家は 6 コース複弦のガット弦を持った素晴らしいギターを演奏し

ていたが、政治的な理由からこれらはスペイン内部に留まるか、もしくは南アメリカ大陸と

英国にのみ輸出されていた。 

３．絹心・金属巻き弦の開発 

1765 年前後に、弦の製作に於いて、ギターの世界を一新する画期的な技術革新が見られ

た。当時、新たにリヨン Lyons  と ヌベール Nevers に入植したばかりのナポリ人 Savarezze
が、絹糸を芯として金属を巻き付けた弦を音楽家達に提供したのである。この新しい革命的

な弦は当初、角度を持って取り付けられた長い指板を持っている、フレットのない楽器を演

奏するカルテットの、特にチェロやビオール奏者によって使用された。これにより、弦が押

さえやすくなり、張りのある力強い音を得られ、テオルボ(17、18 世紀に使われたリュート

様の楽器)に拡張バス弦として使うことが可能となった。 
ギタリスト達は素早くこれらの新しい弦を取り入れた。実際のところその当時のガット

弦は、高価で弱く、太さが均一でないために気まぐれで、また湿度変化には非常に敏感であ

った。またギタリスト達は経済的な理由で旋律弦は単弦とし、第 10 弦は張らないのが常で

あった。 
興味深いことにほとんど全ての 18 世紀の弦楽器製作家は、特にパリに於いて、彼等の

楽器に貼られているラベルに“ナポリ弦を販売”と記していることである。その弦の品質に

よってまもなく非常に有名となった Savarezze の例に倣って、多くのナポリ人たちがフラン

スに根を張ろうと決心してやってきて、多くは弦の材料の入手に便利な屠殺場や検疫場のそ

ばに定着した。（“Savarezze”は 19 世紀に彼の名前をフランス化して“Savaresse”とし、

20 世紀に入ってからスペイン語の響きのサバレス“Savarez”とした。）彼等は、有名とな

った’ナポリ弦’を生産し、大都市の弦楽器製作家が購入した弦は、それらのイタリアから

の移民たちによるものであった。これらガット弦の製造は、ひどい条件の下、不健康な場所

で行われた過酷な仕事で、我々の楽器に使われている弦を作ったこれら多くの故国を捨てた

ナポリ人に、ここで喜んでいささかの敬意を表するものである。 

４．６弦への変化：１９世紀 

ギターの長い変遷の歴史の中で、その構造に一番大きな影響を与えたであろう 6 弦への

変化の本家を、フランスとイタリアが －友好関係の中ではあるものの－ 争っている。勿

論この変化は魔法の棒の一振りのように一瞬にして成し遂げられたものではなく、ギターに

新たな力と音色を与えるまでには無数の試作がなされた。 
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また歴史に話を戻してみよう。1600 年から 1770 年代にかけて、勿論製作家による違い、

また地域による違いは見られるものの、これらの違いは構造部分と言うよりも外見上のもの

で、ほとんどギター製作上の変化は見られなかった。18 世紀に入ると、ヨーロッパではフ

ランス王の宮廷が、音楽家が彼等の才能を証明し、人々の間で名声を勝ち取り、－この後者

はいささか辟易とされてはいたが、－ 世に送り出す場所となった。パリに拠点を置いた何

人ものイタリア人音楽家が、彼等の楽器と音楽習慣を持ち込み、製作家の工房を訪ね、彼等

の切実な要求が事を動かした。まずは、音楽の世界共通記譜法が生まれたのはイタリアであ

ったと言うことを忘れないでおこう。そして何人ものイタリア人作曲家や芸術家のパリにお

ける存在（また、ロンドンやウィーンに於いても）がこの習慣を発展させた。1750 年くら

いまでビオール、バイオリン、ギター、シターンやマンドリンを受注生産していた製作家達

は、彼等の分野を、特にフランスに於いて、バイオリンにとりわけ情熱を持つ者と、ギター

に愛情を注ぐものたちとの二部族に分割し、お互いの交流をなくしてしまった。 
かつては同じ作業台の上で製作されていたこれらの二種類の楽器は、今は二つの異なる

道を歩み始めた。 
バイオリンの製作家達は"アンティーク“イタリアンバイオリン、特にクレモナで製作

された楽器を発見し熱狂した。彼等はこれらの素晴らしい楽器を理解するために、これらの

楽器を模作し、習熟し、修理をし、商売をした。今に至るまで生き続ける”アンティーク

“バイオリンのトレンドがここで生まれた。 
ギター製作家たちもイタリアの楽器に熱狂したが、結果は全く反対だった。すぐに過去

の製作家、ならびに典雅ではあれ音量が乏しく、演奏の難しい５コースギターは忘れ去られ、

トリノやナポリで製作されていた効果的で、力強い音のモダンイタリアンギターに対する情

熱を発展させて行った。 
バイオリンは創造力よりも過去の遺産への嗜好を発展させ、ギターはその反対だった: 

過去の豊かな遺産は全て忘れ去り、新たな創造力に価値をおいた。 
話を１８世紀に戻そう： フランスではギター奏者達はガット弦、その典型的な例はラ

ンベール Lambert 社のもの、を張ったギターで演奏した。一方、イタリアの音楽家達は一般

的にナポリならびにその周辺で作られた金属弦を張ったギターを演奏していた。ヨーロッパ

の社会において、まさにギターの“祖国“ スペインは当時その存在感がなく、その文化と

商品の輸出は英国とアメリカ大陸各国に向けられていた。シシリア出身のイタリア人パノル

モ Panormo はしばらくパリに住んだあと、ロンドンに居を構え、英国の演奏家たちが金属

弦の ”英国ギター”と取り違えないようにガット弦を張り、扇状力木を持ち”スペインギ

ター”とラベルに書いたギターを作り始めた。 
6 弦を採用する前の 19 世紀初頭に、製作家や演奏家達はギターの音量と同時に、音色の

改良に躍起となった。そして製作家達は、パリの Lambert et Ory のように、5 弦単弦のギタ

ーを提供したが、そのほとんどはイタリアの“ファブリカトーレ Fabricatore “ と”グアダニ

ーニ Guadagnini”からだった。ナポリの製作家達は素晴らしい８の字形の頭部を作り、そこ

には当然 5 つのペグが穿たれたが、一方、フランスの製作家達は本来 5 つしか必要のない

頭部の穴を 6 つ開け、最後の 6 本目のペグは、頭部を装飾的に左右対称とするために用い

られた。このパレット Palette と呼ばれる頭部の８文字形は、ほとんど全ての製作家によっ

て用いられることとなった。おそらく 1810 年頃に、この形のギターは初めてポンス Pons に
よって採用された。このギターには既に蝶止め螺子のペグが使われており、それはラコート

Lacote によって 1820 年代以降に採用された。 
これらの単弦 5 弦ギターは、5 コース複弦ギターの代替として提供され、その後の、低

音ミの第 6 弦の追加を予告するものであった。1775 年以降、パリに於いて出版されたほと

んどの楽譜は 5 弦ギター用のものだった。ドゥルプロンク Deleplanque, ソーニエ Saunier, コ
ラン Collin 等を含む何人かの製作家は 1779 年、1803 年前後に 5 コース 8 弦のギターを製作

はしたが：第五弦から高音に向けて、1 本/A 弦, 2 本/D 弦,  2 本/G 弦,  2 本/B 弦,  1 本/E 弦と

いった、単弦 5 弦ギターのちょっとした変更でしかなかった。 
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1790 年から 1820 年台にかけて、5 もしくは 6 弦を持ったリラギターは、非常にファッ

ショナブルだったが、我々の見解としては瞬時の流行であり、現代感をほんのりと感じさせ

るだけのものであった：その”現代感“とは、残酷にもフランスや他のヨーロッパを震撼さ

せた革命とは明らかにかけ離れて、全ての徳を持った過去への"若い”励ましの手向けであ

った。絵画に於いてもロマン派の到来を告げる“新古典的”な審美面を除いては、実際には

新しい革新は見られなかった。5 弦を持とうが 6 弦であろうが、クラシックギターの変移の

歴史に従っていた。 

 
 
 

ロマンティックギター  現代のクラシックギター 

５．１９世紀における、ギター変革の６つのポイント 

５－１．１番目の変革：絹芯・金属巻弦 
そこで、あらゆる人々は何らかの改良のために変化を試み、前述の絹糸を芯とした金属

巻弦がその最初、第一番目のステップだった。 
 
これらの、より響きのある新しい弦の使用による最初の明らかな結果はフレットに於い

て見られた。これらの弦はフレットとして使われているガットを非常に早くすり減らし、製

作家達はより強いフレット材料を探す必要に迫られた。当初は骨が使用され、それから銀、

最後に、1830/35 年頃に、1829 年にフランスで発明された”洋白 maillechort マイユコート”

が使われた。そしてフレットの可動性はなくなり、指板に埋め込まれ固定式となって演奏家

がフレットの位置を変更してのセットアップは出来なくなった。 
 

５－２．２番目の変更点：下駒弦孔の貫通 
検証し得るサインと日付の入った最初の 6 弦ギターを 1784 年にパリのランベール

Lambert が製作した。特に下駒に”イタリアっぽい”デザインといった、イタリアの影響が

明白だった。頭部は典型的なパリスタイルを保ち、側板には装飾が施された。 
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5 コース楽器の下駒はいまだ薄く、リュート同様表面板に接着されていたが、既に 1800
年頃にフランスの製作家達は表面板に孔を穿ち、小さなペグで弦を表面板にしっかりと止め、

弦のより強い張力に耐えるようにしていた。 
これがギターにおける第二番目の重要な変更点である。表面板に孔を穿ち、高張力の弦

の保持を確かにした。 

５－３．３番目の変更点：響棒（力木） 
より強い張力に耐え、かつ問題なく振動に耐えるようにするために、表面板に響棒も増

やさなければならず、これが第三番目の重要な変更点である。バロックギターは音孔の上と

下に一本ずつの横の響棒を持っていた：18 世紀には通常、ギターは音孔の上部に二本、下

部に一本の響棒を持っていた。時として二本の小ぶりな響棒が音孔の両脇に、またリュート

を髣髴とさせる二本の斜めの棒が饗板下部に接着されていた。この新たな張力の増大のため

に、下駒上部に横棒が加えられ、時として弦のバランスを取るために表面板の下部、下駒の

下に横棒が一本加えられた。これには、ラコートによって変更が加えられた響棒のように、

両端がいささか盛り上がった特徴的なプロファイルが与えられた。1810 年頃、ポンスは二

本の上部響棒の間、指板の下に尖った小さな横棒を加えた：彼は彼の職歴に渡って何度も X 
型や Y 型の響棒の試作をしている。 

５－４．四番目の変更点：棹の取りつけ方 
6 弦への移行の中で、第四番目の大きな変更は棹の仕込み方法である。それまで、棹は

バイオリンのように側板に接着されているだけだった。フランスの製作家達は上ブロックを

削り、そのスペースに棹のかかと部分をはめ込み始めた。それにより棹の角度と弦高の調整

を可能にするものだった。同時期に、弦と張力という同じ理由から、バイオリンの製作家達

は棹の角度をより急角度に調整し、それは他の部分と弦の張りに影響を及ぼした。 

５－５．五番目の変更点：指板 
第五番目の変更は第 6 弦の登場に伴う、際立って広くなった指板である。しかしこの大

きくなった指板はどちらかと言うと演奏上不都合で、製作家達はより小さめの、上駒部分で、

45mm 程度の幅の控えめな楽器を作った。 
 

５－６．六番目の変更点：下駒の枕 
第六番目の重要な変更点は下駒の上の骨棒を可動性にしたことで、響板と、指板に対す

る高さを調節できるようになったことである。1825 年以降、ほとんど自動的にこのシステ

ムが下駒には装着されるようになった。 
 
およそ二世紀に及ぶ比較的安定した成功の後に、ギターは約 20 年間で”旧”から”新”

へと、その構造を大きく変えながら発展していった。その他に見られる変更点はどちらかと

言うと装飾上に限られたものだったが、時として糸巻きのように実用的で有用な発明、それ

は演奏家にとって進歩であり、その上使いやすく、弦は上駒にしっかりと固定されてその振

動には影響を及ぼさないという変更もあった。長くなった指板も、演奏に使われる部分はほ

とんど変わらなかったので大きな変更とは見做されていない：表面板に塗装がなされるか否

か、縁が素晴らしいパーフリングで飾られるかどうか、、、、このような細部の変更は"ク
ラシック"ギターの誕生には何ら影響を及ぼさなかった。 

それゆえに、 
  －固定フレット   
  －響棒 
  －下駒の弦止めのための表面板への穴あけ 
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  －指板幅の拡張 
  －上ブロックへのネック接合 
  －最後に、下駒ナットの高さ調節機構 
これらが、“古バロック“ ギターを "モダンクラシック”ギター（その時点ではま

だロマンティックギターとはよばれていなかったので）へと、フランス、オーストリア、あ

るいは英国や、他のヨーロッパの全てで変化をさせた。 

６．スペインギターから現代へ 

しかしながら、このギター、いわゆるロマンティックギターの形は、トーレス（並びに

彼の仲間の製作家たち）後、スペインギターの伝来と大成功によって生きながらえることが

出来なくなり、スペインギターは 1860 頃には全てのギタリストを魅了した。 
スペインギターもその調整や変更によって進歩してきたが、それ自身の仕様と本質は常

に保ってきた。響板は広く、薄く、軽い扇形の響棒（力木）がとりつけられ、接着された大

きめな下駒は、弦を結びつける形のゆえに、響板には孔を穿たないものである。アメリカ合

衆国においては新たな楽器の誕生へと結びつく変更がギターに加えられた。アメリカの製作

家にもヨーロッパの影響は残ったが、たとえば、かつてシュタウファーStauffer の労働者で

あったマーチン Christian Frederick Martin は、"運だめし"のためにアメリカに渡り、一大ギタ

ー産業を興した。しかし、それはここでは直接は関係のない話である。 
 
1870 年代、スペインギターの世界的成功以降、音楽家たちは、その音楽が作曲された時

には、その形や具体的な品質は未知であった楽器、スペインギターで、豪華で豊富な“クラ

シック”のレパートリーを演奏した。多くの"バロック”や"ロマンティック”ギターには、

1800 年代に 6 弦へと発展したときのように、改修が加えられた。大きな"スペイン式"の下

駒に耐えうるように、しばしば例の"梯子タイプ"の響棒も扇形へと変更された。 
ギター製作家、特にフランス人製作家達は彼ら自らの自己規制によって“トーレス後ス

ペイン式ギター”のみを製作するようになり、大部分の現在の音楽家は、作曲された時代に

は存在のしなかった楽器で演奏しており、演奏が"グローバライゼーション"により画一的に

なってしまっている恐れがある。 
ここ最近、バイオリン奏者の例に則って、ギタリストたちも非常に多くの音色の変化を

持つ、古典ギター－もしくはその複製－に目覚めて来た。パノルモ Panormo, シュタウファ

ーStauffer, ファブリカトーレ Fabricatore, パヘス Pages, ラコート Lacote や、その他の多くの

素晴らしいヨーロッパ派製作家のギターを語るまでもなく、これらのギターはその所有者や

我々の耳に、大いなる喜びを与えている。演奏家に豊かで昔のままの音色を提供し、5 コー

ス用に書かれた音楽をそのまま演奏できる 18 世紀のギターも我々はリストに加えなければ

ならない。我々は 1660 年代のボボーム Voboam やそれど同時代のセラ Sellas が完全に修復、

手入れされ、あるギタリストの手によって演奏されるのを Youtube で見ることもできる。 
ギターは 1660 年代以降、驚くばかりのモデルやサイズの変化を見せ続け、いろいろな

新素材、技術や形状を試しながらも、その特徴的な性質は保ったまま、人々に愛される元気

あふれる楽器であり続けている。 
 
Senier de Ridder 
バーゼルにおけるコンフェレンスにて― 2011 年 1 月 
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訳者後書 

この文章は著者による The guitar: transition to 6 strings と題された、スイスバーゼルでの

講演をまとめたものである。一般的に現在クラシックギターと言うと、19 世紀後半にスペ

インのギター製作家、トーレスによってなされた改良をベースとした 6 弦で、弦長が 65cm
前後の楽器を指す。それ以外の"クラシックギター"を見る機会が極端に少ないこともあり、

漠然と、ギターは昔からこの形をしていたのではないかと思っている愛好家もいらっしゃる

こととは思うが、実際にはやはり、現在のこの形に至るまでには歴史の流れの中で、幾多の

変遷を経てきている。 
ここで、著者は 18 世紀後半にいかにしてギターが 6 弦となったかという事実をひも解

くとともに、そこで大いにもてはやされた 19 世紀のロマンティックギターも、やがては

我々の目にする現代のギターに取って代わられる様を記述するとともに、現代に於いて、一

部のギタリストからは 18 世紀、19 世紀の音楽を、その時代の楽器で演奏する、という動き

が徐々に増えてきていることを述べている。過去の楽器を失われてしまったものとするだけ

ではなく、ギターという楽器の大きな歴史の流れの中で、過去の音楽、音を知ることも、よ

り幅広くギターを楽しむ道となるのではないだろうか。 
 

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。それ以来、40 年間以上に渡り、現在もギター、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。 
 

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、メキシコ、米国での生活が 25 年以上に及ぶ。2013.10 ま

ではスペイン、グラナダ市に 2 年間在住、グラナダ大学で"スペイン学"を履修するとともに、

多くのギター製作家の知己を得る。 
 
Note: 
まだ練れ切っていない部分もあるかと思いますが、翻訳にあたり、なるべく自然な日本

語へと気を配りました。公開されている原文とは異なる部分もいくつかありますが、原則と

して著者に確認して誤りがあった場合、仏語原文と英語原文での違いがある場合にどちらか

一方を採用した場合、また、一般にあまり知られていない事象は本文になくとも説明的に加

えたところがあります。目次、段落分けは講演にはありませんが、理解の一助にと翻訳者の

つけたものです。 
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。 
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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 The guitar: transition to 6 strings にありま

す。また、同じ場所から仏語文へ入ることも可能です。 
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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