
 

キトのビウエラ   カルロス・ゴンザレス  レクチャーレポート 
 
西野 潤一  

日本に縁の深いリュート・アーリーギター製作家のカルロス・ゴンザレス氏（CARLOS GONZÁLEZ、以下敬称略カル

ロス）が 2015 年の 6 月末に久々に来日しました。カルロスは近年、エクアドルの首都キトの教会に長年保管されていたオ

リジナルの 16 世紀のビウエラを詳細に調査し、その結果をレポートとして発表し、コピー楽器を作製しています。今回の

来日の目的のひとつは、このビウエラの調査結果の紹介とオリジナルを忠実にコピーした楽器の展示ということでした。そ

こで、カルロスの滞在中にレクチャー会を開催すべく、ビウエラに造詣の深い知人達に東京で集まることができるかどうか

を尋ねたところ、10 人近くは都合がつきそうだという返事でしたので多少無理をしてでも会を開催することにしました。 
急遽開催することとなった平日のイベントにも関わらず、遠方からも含め多くの方々の参加を得て、素晴らしいレクチャ

ー会となりました。カルロスに会の内容をレポートとして日本リュート協会の会報に掲載しても良いかと確認したところ、快

諾を得ましたので、ここに報告します。 
 

１ .レクチャー会「キトのビウエラ音楽の遺物」 
「キトのビウエラ・音楽の遺物」と題されたレクチャー会は

2015 年 6 月 29 日の夜に神保町のギターショップ・アンダンテ

の店内で開かれました。カルロスは今回のレクチャー用にパワ

ーポイントでのプレゼンを新たに用意し、また自身が作製した

キトのビウエラのコピー楽器も2台持参してくれました。元は

カルロスの楽器を取り扱っているムジカアンティカ湘南がレク

チャー会を開催することになっていたところ、それに相乗りの

形で追加でレクチャー会を開かせて頂きました。当方のレクチ

ャーは私の語学力の至らなさのため英語で行いましたが、ムジ

カアンティカ湘南ではスペイン語で行われ非常に盛り上がった

そうです。	

 

写真１．レクチャーを始めるカルロス・ゴンザレス氏 

左下がカルロス作キトのビウエラコピー楽器 2 台 

	

２．現存するビウエラのオリジナル楽器  
リュート属は幸いなことにルネサンスからバロック時代の数

多くのオリジナル楽器が残されていますが、ギター属について

は、ルネサンス時代、特に16世紀の楽器は殆ど現存していませ

ん。ルネサンスギター（4 コースギター）に関しては皆無、ビ

ウエラについては真性のビウエラと認定されているものは4台

です。カルロスはそのうち3台を調査しており、特に最後に調

査されたキトのビウエラについては調査の中心的な役割を担っ

ています。これら4台のビウエラについての相違については過

去の会報で小川伊作氏による詳しい記事（1）がありますが、今

回のレクチャー会でカルロス自身より明らかにされた内容を含

め、ディアス以外の3台について簡単におさらいしておきます。	

（１）ビウエラ・グァダルペ（La	Guadalupe）	

フランスのジャクマール・アンドレ美術感に所蔵されている

近年オリジナルのビウエラだと最初に認定された楽器。これは

非常に大きな楽器であり、かつ豊かな装飾が施されている楽器

であるため、最初の調査以来、実際に演奏するために作られた

楽器ではなく製作者の腕前を評価するための楽器でビウエラ製

作家組合への提出品ではないかというのが定説になっています。	

実物を調査したカルロスの意見では、5 つあるローズのうち

中央の一つはオリジナルだが、残りの4つは後世に誰かが新た

に作り足したものであろうとのこと。中央のローズの精密な加

工と比較して残りの4つの加工精度（特に孔の面取り）が劣る

こと、また周辺のローズの配置の対称性が崩れていることがそ

の理由だそうです。	
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写真２.ビウエラ･グァダルペ、カルロス撮影	

	

（２）ビウエラ・シャンブール	 (La	Chambure)	

パリの楽器博物館(Musée	de	la	Musique,	Paris)に所蔵されて

いるオリジナルのビウエラ、博物館の倉庫で長い間ホコリを被

っていたものが再発見されたのが1997年。この楽器の調査は楽

器博物館のキュレーターでカルロスの楽器製作の先生であるデ

ュゴ(Joël	Dugot)氏が中心となって行われ、デュゴ氏の下で勉

強中のカルロスはその現場に立ち会っていたそうです。ボディ

ーの裏側がダブルベントバックと呼ばれる馬の鞍型に整形され

たリブを貼り合わせたもので、発見当初は作り方が皆目見当も

つかず、現代の技術では再現不可能と思われていました。しか

しその後、何人かの製作家の試行錯誤の結果、現在ではシャン

ブールタイプの楽器も作られるようになったのはご存じのとお

りです。私は今回のレクチャーで教えられるまで認識していな

かったのですが、この楽器も独奏楽器としては大きな楽器の部

類に入ります。	

	

（３）ビウエラ・マリアニータ	 (La	Marianita)	

今回のレクチャーの本題であるキトのビウエラは持ち主が

Mariana（マリアーナ）という女性だったため、キトの信者の間

ではマリアニータ(La	Marianita)と呼ばれているそうです。カ

ルロスはこの名称がとても気に入ったのでそのまま使わせても

らうことにしたそうです。この楽器は長年イエス・コンパニー

ア教会（Iglesia	de	la	Compania	de	Jesus）で聖遺物として祭

られていました。この楽器はエクアドルのキリスト教信者の間

では良く知られていましたが、チリの音楽学者Oscar	Ohlsen	が

イギリスリュート協会の会報に1976年と1978年に2編の記事

を掲載するまで音楽関係者の注目を浴びることはありませんで

した。その後も聖遺物であったため納められたケースの外から

写真を撮るのがせいぜいで、実物を手に取っての調査は許され

ていませんでした。2010年、長年触れることのできなかったマ

リアニータを検分することが許され、デュゴとカルロスを中心

とした調査団がキトを訪れ調査が始まりました。詳しくは後述

しますが、この楽器も弦長が70cmを越す大きな楽器で、現代の

楽器の分類からするとバロックギターに似た特徴を持っており、

そのあたりの詳細については改めて述べます。なおMariana は

17世紀初頭の人ですが、彼女が生まれる前にこの楽器を父親が

購入していた可能性が高いため、カルロス達はマリアニータは

16世紀のビウエラであると断定しています。	

	

写真３.	研究仲間にビウエラ・シャンブールを見せる

デュゴ氏、カルロスが初めて実物を見た時に撮影	

写真４.	ビウエラ・マリアニータ、カルロスが初めて

マリアニータの実物を見た時に撮影	
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（４）オリジナルビウエラ３台の寸法比較	

オリジナルビウエラについて個々の楽器の諸元を知っていて

も、それらの大きさの違いについて実感を持てる人はなかなか

居ないのではないかと思います。カルロスは3台の楽器を直接

検分した者として、3 台の縮尺を合わせて並べた写真を見せて

くれました。一番小さいシャンブールでも弦長は645mmであり、

独奏用としては大きな楽器の部類に入ります。ガット弦を張っ

た際にはピッチ440Hzだと「ミ」（e-tune）または「ファ」（f-tune）

が適正な調弦となります。またマリアニータは「ミ」、グアダル

ペは「ミ」もしくは「レ」（d-tune）が適正な調弦となります。	

	

 

 
写真５.	同縮尺で並べたオリジナルビウエラ 3 台	

	

３．マリアーナの生涯と彼女のビウエラ 
（１）マリアーナの生涯	

キトのビウエラの持ち主Mariana	de	Jesus	Paredes	y	Flores

（マリアーナ・デ・ヘスス、1618-1645）の生涯について知るこ

となしに、なぜこの楽器が現在に至るまで保存されたのか、に

ついて理解することはできないでしょう。ここにカルロスより

伝えられた話を記します。	

Mariana	Parades	y	Floresは	Captain	Jerónimo	de	Paredes	

y	Flores	 と Doña	Mariana	Jaramillo の間の末娘として 1618

年10月31日にキトで生まれました。夫妻の出自はどちらも地

主階級でした。Marianaの父は1602年にスペインのトレドから

キトに移住し、母は1574年頃にキトでAlcala	de	Henares家に

生まれています。Parades	家は多くの土地を与えられ、彼らの

家をキトの大聖堂の周辺区域に建てることができました。夫妻

には8人の子供が居たとのことです。若き日のMarianaは音楽

を学び、鍵盤楽器、ビウエラの優れた弾き手でした。彼女は日々

のミサや懺悔のためにイエス・コンパニーア教会を度々訪れて

いました。当時優勢であった反宗教改革の流れの中、その厳格

な生活の勧めにより、彼女は殆どの時間を祈りと苦行に費やし、

残りの時間は自分の部屋に閉じこもっていました。彼女はキト

の女子修道院での安寧な生活を良しとはせず、修道女となる代

わりに自宅で隠遁生活を送ることを決心していたのです。

Mariana は神のために毎夜ビウエラを弾き、賛美歌や伝承曲を

歌い、家族と自分のために礼拝を勤めていました。	

	

1645年に激しい地震がキトを襲い、街の破壊とそれに伴	

う恐ろしい疫病が流行しました。Mariana はキトの街と人々を

救うために自分の命を神に捧げることを望んだのです。その望

みを神が受け入れたのかどうか分かりませんが、その直後に彼

女は病に伏し、やがてベッドからも出られなくなりました。そ

して1645年5月26日の金曜日に亡くなりました。齢26歳でし

た。	

	

写真６.	キトを救うため自らの命を神に捧げることを

申し出るマリアーナ（エングレービング	 1716 年作）	
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彼女の死後の17世紀末の記録によるとMarianaは次の詩をビ

ウエラを弾きながら繰り返し歌ったと伝えられています。	

	

	

Jesus	Christo	de	mi	vida	/	Hermosísimo	Cordero	/	

Con	vestiduras	nupciales	/	Sale	enamorando	al	cielo	

イエス・キリスト私の命	 可愛いい仔羊	

契りの衣とともに	 天へと昇る	

	

写真７.	ビウエラ・マリアニータ三面写真	
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（２）マリアーナ没後の列聖とビウエラの変遷	

彼女の殉教とも呼べる死はキトの人々の大いなる共感を得た

のでしょう。彼女の死後、数年のうちにMariana を聖人に加え

られるための手続きが始まりました。その手続きは多くの偉人

が聖人となったのと同じく非常にゆっくりとしたもので、2 世

紀後の1853年11月20日になってPius	9世によりやっと列福

されました。最終的にはそれから1世紀後の1950年6月4日に

Pius	12世により聖人に加えられることとなりました。	

Mariana のビウエラは姪の娘である Catalina	de	Paredes	

（エクアドルのクエンカに住む修道女）によって 1676 年に

Mariana の裁縫箱とともにクエンカに移されました。列福され

た1853年には、クエンカの司教によってMarianaのビウエラで

あると認証されました。1911年には再びキトのコンパニーア教

会に移され Mariana が列聖されるための支えとなりました。

2014 年、ビウエラはクエンカのカルメン修道院に戻され、17

世紀末から残されていたオリジナルのケースに再び収められて

います。	

	

４．ビウエラ・マリアニータの諸元と特徴 
	 カルロスより開示されたマリアニータの寸法・材料・構造な

どを以下に記します。	

• 寸法と重量：弦長727mm、全長1007mm、ボディの長さ497mm、

ボディーの最大幅 270mm、ボディーの最大厚さ 107mm、重量

1009g。	

• 全てのパーツは（20世紀の修復によるものを除き）オリジナ

ルと判断される。ペグとナットは紛失。	

• 弦はダブル（2本）に張られた6	コース、ペグ穴は12個だが

ブリッジに開けられた穴の形状（写真１０）より第1コース

はシングル（1本）と推定される。	

• 響板：松材（pine）の2枚継ぎ。比較的まっすぐな年輪から

なるが、年輪の幅は1cmあたり4～16本と変動が大きい。板

厚は3.9から4.5mmの間。響板に施された彫刻（象嵌）は銀

と黒檀（ebony）、ネックと胴体のジョイント部の彫刻は後世

に貼られたラベルと封蠟で隠れているが、Ｘ線透過写真より

象嵌の形は明かになっている。	

• 裏板は驚くべきほどシンプルで、パフリングや装飾はない。

材はブナ材（beechwood）と松材。	

• ネック、ヒール、ペグボードは一体物でスギ材（American	

ceder）で作られている。特にペグボードとネックの境目は

False	Joint と名付けられているように接合を模した形状に

削られており、このれは16～17世紀のビウエラとギターに一

般的な形状である	

	

	

写真８.	False	Joint	継ぎ目に見えるように彫っている	

	

• 側板：ブナ材で厚みは1.5mm、20世紀初頭の修復により全面

的に別の板でカバーされいる箇所あり。	

• 指板：材質は黒いアメリカ産の木材（GaiacかRosewood）。4

本のフレットガットの痕跡があり、ダブルフレット（2 重）

で巻かれていたことがうかがえる。フレットの位置はいかな

る調律法とも一致しない。指板の表面が削れている部分が数

箇所あるが、これはMarianaがいつも押さえていた場所と考

えられる。つまり彼女は1本か2本の指で押さえることので

きる簡単なコード（単音？）を弾きながら歌ったのであろう。 

• 力木：サウンドホールの上部と下部に1本ずつ松材、約20mm

高さ×8～10mm幅。	

写真９.	指板	 ダブルフレットで巻かれた跡がある。

また頻繁に押さえられた箇所は指板が削れている	
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写真１０.	ブリッジ	 コースごとに M 型の穴が開けられ

ている。第 1 コースはシングル。	

• ブリッジ：ビウエラ、ルネサンスギター、バロックギターに

よく見られる伝統的な形状。この楽器ではM型の穴が開けら

れている。ブリッジの幅は11～12mm、高さは5.7～6.5mm。弦

を巻いた痕跡より低音弦はユニゾンで張られ、非常に太い（約

1.5mmφ）ガットを用いられていたと思われる。両脇に2つの

鷲の装飾（ムスターシュ）が施されているが、鷲はキトの軍

隊の紋章でもある	

	

写真１１.	ネックとボディーの接合部分の X 線写真。白く

写っている細い線は象嵌された銀線	

	

	

写真１２.	鷲のムスターシュとキトの軍隊の旗	

５．レクチャーの質疑応答とカルロス見解 
約1時間にわたるレクチャーの後、参加者からの質問の時間

を取りました。数人より質問があり、それをきっかけとしてカ

ルロスの個人的な見解も聞くことができました。	

（１）質疑応答	

Q.	なぜマリアニータが「ミ」のビウエラだと分かるのか？	

A.	リュートに関する当時の記述にもあるように、当時は第１コ

ースの弦が切れる直前まで強く張って、それに合わせて全体の

調弦を行った。ルネサンス時代の一番細いプレーンガット弦の

ゲージは0.5mm あたりで、それが切れない程度の音高は（ピッ

チ440Hzでの）マリアニータの弦長だとEあたりになる。	

	

Q.	第１コースの弦が切れる直前というのは分かるものなの

か？段々張りを強めていってプッツリ切れたら終わりなのだ

が・・・	

A.	張りを段々強くしていくと、ペグを回しても音高が上がらな

くなる（とペグを回すしぐさでミューン・ミューンと口まね、

一同爆笑）。それ以上はテンションが上がらずガット弦が解けて

細くなっていくだけで、そのうち切れる。	

	

Q.	マリアニータのプロポーションや構造はバロックギターに

似ているとの話だったが、ビウエラとギターとの間に違いはあ

るのか？	

A.楽器製作者の立場から言うと、現存するオリジナルのビウエ

ラと（17世紀の）バロックギターとの基本的な違いは無い（詳

細は後述）。	

 
（２）ビウエラ・マヨールとは	

カルロスの見解では16世紀に書かれた文献や図版・彫刻のど

れもがビウエラ・グランデ（大きなビウエラ）が標準的なビウ

エラ（ビウエラ・マヨール）であったことを示しているとのこ

とでした。	

写真１３はお馴染みL.ミランのエル・マエストロにあるビウ

エラを弾くオルフェオの挿絵ですが、私はこの絵をビウエラを

竪琴に見立てた単なる象徴の意味合いでしかない思っていまし

た。しかし、他にも大量の図版や彫刻を調べ上げたカルロスに

よると、オルフェオの体格と楽器の大きさの比較で明かなよう

に弾いているビウエラはかなり大型の楽器であって、標準的な

ビウエラがこの大きさであった証拠のひとつであるとのことで

した。	
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写真１３.	ビウエラを弾くオルフェウス（ミランのエル・

マエストロの挿絵）	

	

	

６．ビウエラ・マリアニータのコピー楽器 
今回の来日でカルロスはマリアニータの完全なコピー楽器

（「ミ」のビウエラ）とマリアニータをベースに弦長を60cm に

なるようサイズを縮小した「ソ」のビウエラ（g-tune）のコピ

ー楽器を持参してくれました。その上、これらの楽器を自由に

弾いて頂いて結構！とのことで、レクチャー会の後半はフリー

ディスカッションとともにビウエラの試奏会となりました。	

	

	

写真１４.	カルロス作マリアニータコピー	

	

手前のコピー楽器がカルロスが作製したマリアニータの完全

コピーの 2 本目です。1 本目は現在マリアニータが祭られてい

るクエンカの教会に奉納されました。製作に際してカルロスは

各部分の寸法と構造をオリジナルに忠実にコピーしており、そ

のためか非常に特徴ある深いサウンドでした。普段私達が見た

り弾いたりしているビウエラの多くは、現代のクラシックギタ

ーの比率から考えるとボディーの厚さが比較的薄いプロポーシ

ョンをしています。これは最初に発見されたグアダルペのプロ

ポーションをベースに設計しているためと思われますが、独奏

楽器としての弾きやすさを優先して、弦長が 50cm 台半ばから

60cm 程度になるようなサイズに合わせて全体の大きさを決定

しているため、ボディの厚みが10	cm を大きく下回っているも

のが大半です。マリアニータは前述のように17世紀初頭のバロ

ックギターと似たプロポーションをしてので、ボディーが厚く、

そのためか全体的に非常に落ち着いた深いサウンドでした。表

面板の厚さもオリジナルと同じ4mm 前後で作られており、サウ

ンドホール部分で厚さを直接目視できるのですが（写真 15）、

これでちゃんと鳴るのか？と疑ってしまうくらい厚い表面板で

す。しかし実際に弾いてみると、楽器は良く響き、見た目の印

象と全く異なっていました。オリジナルのマリアニータは弦を

張って音が出せる状態ではないため、カルロスも1本目を作っ

た際に本当に楽器としての音が鳴るのか非常に不安だったそう

です。しかし、実際に音を出してみたら思いのほか良く鳴った

ので驚いたと言ってました。	

	

	

写真１５.	マリアニータコピーのサウンドホール部分。

表面板の厚みはリュートよりもかなり厚い	

	

また、マリアニータとの比較用として種々のタイプのビウエ

ラとギターを友人・知人よりお借りし、展示することもできま

した。音色はバラエティに富んでいましたが、これらのビウエ

ラはどれもボディーがマリアニータと較べると薄いため、音色

の傾向は明るく軽いものでした。	
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（２）ビウエラと 17 世紀のバロックギターの相違	

質疑応答の時にもカルロスは言っていたのですが、基本的な

構造や製作技法から見るとオリジナルのビウエラと 17 世紀の

バロックギターとの間に差は無いということをフリーディスカ

ッションでも力説していました。	

	

ビウエラとバロックギターの共通点	

・表面版の力木はローズのネック側とブリッジ側に１本づつの

2本だけ。	

・裏板に力木は無し。	

・ネックはペグボードやヒールを含め単一の木材からの削り出

し。	

・ブリッジに開けられた弦を通す孔は1コース2本分を一緒に

開けたもの（マリアニータはM型）。	

	

これらの特徴はオリジナルのビウエラとバロックギターに共

通であり、楽器製作家にとっては同種の楽器とみなすのに十分

な証拠となるとのことでした。コース数の違いによってビウエ

ラとギターを安易に区別する人も居ますが、ビウエラ曲集には

4コース、5コース、6コースの楽器のためのタブラチュアが残

されているため、5 コースだからバロックギターとして使われ

た楽器であると断じる必要はないとの意見でした。	

「ポルトガル語では今でもギターはヴィオラ（スペイン語の

発音ではビウエラ）と呼ばれているので、ビウエラもギターも

同じもの！今日はビウエラに囲まれていて（ギターショップな

ので壁は全てクラシックギターが展示されている）素晴らし

い！」というジョークなのか本気なのか判別がつかない発言に

は参加者一同大爆笑でした。	

	

７．あとがき 
カルロスは若い頃から日本と縁のある人でしたが、キトのビ

ウエラの調査結果がまとまり、そのコピー楽器が作られてから

それ程年月も経たないうちに、本人の口から直接話を聞く機会

を得られ、本当に良かったと思います。	

レクチャー会の終わりにカルロスが言った次の言葉を私は忘

れないでしょう。マリアニータは真に現代のビウエリスタ（と

ギタリストとリューティスト）にとっての宝だと思います。	

「オリジナルのビウエラは世界にたった数本しか残されなか

った。おそらく何万本も作られただろうに、たった数本だ。そ

の上、マリアニータはキトとクエンカの間を運ばれて往復して

いる。地図を見れば分かるが両都市の距離は半端ない。当然マ

リアニータは人が歩いて持ち運んだのだ。それなのに事故もな

く無事にオリジナルのまま現代まで保存された。このことに私

はとても深い感銘を受ける。」	

	

謝	 辞 
今回のレクチャー会を開くにあたり、多くの方々のご協力を

頂きました。謹んでここに感謝の意を表します。新	善文さん（協

会会員）にはカルロス来日の情報ならびにレクチャー会当日の

手伝いを、佐藤亜紀子さん（協会会員）には会場となったアン

ダンテの紹介と当日の手伝いを、アンダンテ店長の川平	満様に

は会場提供と準備のご協力を、小川伊作様（大分県立芸術文化

短期大学教授・日本ビウエラ協会）にはオリジナルビウエラに

関する情報のご提供を、渡邉	廣様（ムジカアンティカ湘南）に

写真１６.	マリアニータコピーを弾く参加者	

写真１７.	マリアニータ比較用に展示した各種ビウエ

ラ＆ギターと既に輸入されていたカルロス作マリアニー

タタイプ縮小コピー	
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はレクチャー会開催の後押しをして頂きました。また日本リュ

ート協会には協賛を頂きました。最初は参加者の見込みが全く

立たず、内輪の集まりとしてスタートしたため、会場代などを

どのように捻出するか非常に悩んでいたのですが、協会からの

資金援助を受け、カルロスには希望通りプロジェクターを使っ

たプレゼンをしてもらうことができました。またメーリングリ

ストやFacebookでの告知・宣伝により参加者を増やすことにも

ご協力頂きました。心より感謝致します。	

	

カルロス・ゴンザレス	 CARLOS	GONZÁLEZ	
クラシックギター演奏をJorge	Labrouveにヒホンとパリで師

事、Joël	Dugotに弦楽器製作を、楽器の構造・歴史学をJosiane	

Bran-Ricci、音響学を Michele	 Castellengo	と	 Charles	

Besnainou に学ぶ。1981 年よりパリにて古楽器（撥弦楽器：リ

ュート、ビウエラ、ギター）製作に専念し、またそれら楽器の

研究と指導にも携わる。2005年よりスペイン、アルメリア県の

Aguadulceに工房を移し、2009年より弦楽器製作学校を開設。	

フランスリュート協会設立メンバー・理事、スペインビウエ

ラ協会設立メンバー・初代会長。	
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写真・図の提供（敬称略）：カルロス・ゴンザレス、ギターショ

ップ・アンダンテ、上田朝子	

	
写真１８. CARLOS GONZÁLEZ と MABEL RUIZ（リュート奏者、Carlos 妻） 

Mariana 像（Victor Mideros 画 1926 年）の前で 
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