
「10代の頃は１日６時間以上ギターを練習していた」と語る穏和な青年は、現在ギターを“製作”
している。そして、これまでに300本以上のギターを世に送り出してきた。かつてジャズの“演
奏”に夢中だったこの少年が、今や“現在、若手で最も優れた製作家”とチェンバー・ミュージッ
ク・アメリカに言わしめた若き天才ルシアー＝スティーヴン・マルキオーネその人だ。今回は彼
のルーツ、そしてその哲学に迫ってみた。

注目の新ラインナップ
マルキオーネ・クラシック・ギターに肉迫

ルシアーとしての喜び

Q：いつからギター製作を始めたのです

か？　そしてそのきっかけは？

スティーヴン・マルキオーネ（以下、SM）：

子供の頃、北イタリアの街ベルガモに住ん

でいたんだけど、そこでヴァイオリン製作

家が小さな工房で働いているのを見て、と

ても心惹かれたんだ。'73年に家族でアン

トニオ・ストラディヴァリ博物館に行った

ときに、まだ幼かったけど「いつか楽器製

作家になる」ということを決心したよ。'80

年頃からギターを弾き始めたんだけど、そ

の頃からボルト・オン・ネックのエレクト

リック・ギターをバラしたり、いろいろと

改造していたね。

Q：ニューヨークに進出したのはいつですか？

SM：'89年、音楽と宗教学の学位を取得し

てナロパ大学を卒業した後、製作家として

やっていく決心をして、妻のステファニー

と共にマンハッタンに引っ越したんだ。

Q：そこでペンサ・サーに職を見付けたん

ですよね。

SM：そう。僕の家系はイタリアのシシリ

ーにルーツがあるけど、指物師として机や

椅子などの家具を作っていたんだ。それら
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の木工技術を家族から受け継いでい

たこともあり、すぐに雇われたよ。

１年後、ヘッド・ビルダー（ジョ

ン・サー）がロサンジェルスヘ移っ

たのをきっかけに、僕がマネージャ

ーになった。その頃、既にソリッ

ド・エレクトリック・ギターに関し

ては学べることは全部学んだと感じ

るようになっていたんだ。その後、

'93年に独立してマルキオーネ・ギ

ターズを設立したんだよ。その際、

叔父から譲り受けたいくつかの道具

は今でも僕のスタジオで使用してい

る。

Q：当時はエレクトリック・ギター

製作をメインにしていたんですか？

SM：そうだね。でも段々とフラス

トレーションを感じるようになって

いたんだ。ギターも殆ど弾かなくな

っていたしね。その頃から自宅でア

コースティック楽器を製作するよう

になったんだ。ヴァイオリンの研究

も始めた。ヴァイオリンは何百年も

の歴史を経て、その技術や手法が現

在に伝わっている。それらの製作技

術や哲学をギター製作にも採り入れ

るべきだと思い始めたんだ。

Q：アーチトップ・ギターに本格的

に取り組み始めたのもこの頃ですよ

ね。

SM：ニューヨークではディアンジ

ェリコやダキストのリペアもしてい

たので多くのことを学んだよ。リペ

アを通して彼らの意思を受け継ぎな

がら、僕の哲学を込めたアーチトッ

プの製作に取りかかったんだ。僕の

削り出しのグラジュエーション、そ

してブレーシング・パターンなどは

イタリアに古くから伝わるヴァイオ

リンやチェロにルーツを辿れる。そ

の上で現代の音楽家のニーズに応え

るように発展させてある。

Q：なるほど。

SM：面白い話があるよ。あるとき

マーク・ホイットフィールドのギグ

がニューヨークであった。そのあと

すぐに湿度がとても高い炎天下のニ

ューオリンズでジャズ・フェスティ

ヴァルに出演し、すぐに飛行機に乗

りフランスで演奏する。それじゃギ

ターが保たないだろうと思って、マ

ークがニューオリンズに来たとき

に、「ギターの調整をしに出向くよ」

と言ったら、「必要ない、君の作っ

たギターは完璧だよ」との返事が返

ってきたよ（笑）。これは自分でも

びっくりした喜びだね。彼のような

プロフェッショナルにとっては、い

かなる環境でも常に安定している楽

器が必須なんだ。

Q：他にも記憶に残っているギター

などありますか？

SM：今までもエレクトリックの他

に様々なアコースティック・ギター

も製作してきた。マンハッタンでの

僕のお客は殆どがプロの演奏家だっ

たね。彼らは年中ツアーをしていた

り、自己のリーダー・アルバムを制

作していたり、ブロードウェイ、ま

たはジングル等をやっている。彼ら

からはいろいろなタイプのギター製

作を頼まれたよ。ベースやナイロン

弦を張ったアーチトップも作った。

そうそう、フレットレス・ギターを

製作したこともあったよ（笑）。

Q：そうなんですか!? では、クラ

シック（スパニッシュ）・ギターに本

格的に取り組み始めた理由は？

SM：６年ぐらい前かな……。イタ

リアのコート・ミュージック、元々

はリュート用に書かれた音楽なんだ

けど、それをクラシック・ギターで

弾いたんだ。そしたら次にフラメン

コにも夢中になってしまったんだ

よ。これらの音楽に出会い学んでい

くうちに、僕とギターの関係を完全

により良い方向に変えていくことが

出来た。その流れでクラシック・ギ

ター製作を取り組み始めたってわけ

さ。クラシック・ギターについては、

製作するのも演奏するのも個人的に

とても好きなんだ。僕がギグをする

ときは、自分が製作したクラシッ

ク・ギターか所有しているコレクシ

音楽を創造するときギターは身体の一部である
それを支えるギター・デザインこそが成功したデザインだ
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▼ マルキオーネの新ライ
ンナップのクラシック・ギ
ター。サイド＆バックは
最高級のリアル・ブラジリ
アン・ローズウッド。

インタビュー・写真：茂呂貴之
Text & Photo by Takayuki Moro

監修：山中弘行
Supervised by Hiroyuki Yamanaka

▼ この16インチ・アーチ
トップは現在日本にある。
サイド＆トップには極め
て美しいウォルナットを
使用。

▼自然光を巧みに採り入れたスタジオ（工房）はいつも整然としている。
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▼ヒールをカッティング中。

▲手にしているのはナイフ。

▲日本の大工道具などにも精通している。

ョンの中から使っているよ。マルキオー

ネ・クラシック・ギターが完成するまで何

年も試行錯誤を繰り返したけど、先日完成

したギターは沢山の人から熱狂的な反応が

あるね。所有者であるテキサスの伝説の音

楽家、エリック・アヴィンジャーは現在そ

のギターを持ってツアー中で、それを見聞

きした人達から沢山のオーダーが入ってき

ている。嬉しい悲鳴だ。

ギター製作のこだわりと哲学

Q：素晴らしい楽器はデザインが重要です

か？　それとも製作家の技術によってはど

のようなデザインからでもベストな演奏性

を引き出せると思いますか？

SM：過去何百年も経て現在に伝わってい

るトラディショナルなデザインであれ、自

分のオリジナルであれ、デザインは重要だ。

その上で高い技術を持つ製作家の手に掛か

れば、どんなデザインのギターであれ常に

最高なものを引き出せるはずだ。

Q：現在使用しているデザインに辿り着い

た経緯は？

SM：全ての僕のギターは、過去に作られ

てきた楽器の中から個人的に「成功だ」と

感じるデザインと、演奏家が心地よく使用

出来る寸法に基づいている。結局、最後は

プレイヤーである彼らが、僕が製作したギ

ターで音楽を創造するからね。その際、そ

のギターはフィルターというよりも身体の

一部であるべきだね。そうなり得るデザイ

ンこそが“成功”と呼べるギター・デザイン

だと考えているよ。

Q：好みのデザインなどありますか？

SM：スパニッシュ・ギターだと、ドミン

ゴ・エステソやコンデ・ヘルマノス、それ

とミゲール・ロドリゲス。僕はエステソ、

それからコンデは２本所有しているけど、

これらのギターからは多くを学んだよ。ア

ーチトップ・ギターに関しては、ディアン

ジェリコとダキストを踏襲している。ブレ

ーシングに関しては伝統を受け継ぎつつ

も、より現代の音楽に適応するように独自

のものを採用している。

Q：クラシック・ギターのトップに使う材

については、シダーとスプルースのどちら

を好みますか？

SM：僕はスプルースに強い愛着があるね。

レスポンスが早くバランスが良いトーン、そ

してフレンチ・ポリッシュ後の木目の美しさ

に惹かれている。シダー・トップについては、

アンセルモ・ソラー・ゴンザレスが製作した

素晴らしいギターを所有しているけど、僕は

やっぱりスプルースが好きだね。

Q：近年、モダンな楽器製作方法や、“ダ

ブル・トップ”と呼ばれるグラファイトの

ベニヤをトップに接着してあるギター、ま

たは複雑なブレーシング・パターンを持つ

楽器も普及してきていますが、ヨーロッパ

に古くから伝わる楽器製作の手法、テクニ

ックと比べてどう思いますか？

SM：僕はイタリア、スペインに古くから

伝わる製作手法に興味がある。僕のクラシ

ック・ギターはいわゆるファン・ブレーシ

ングを採用しているし、アーチトップはパ

ラレル・ブレーシングだ。僕が使う接着剤

は楽器製作に古くから伝わるハイド・グル

ーだ。全ての接着面は必ず僕の手で完璧に

整えてから接着している。メトロポリタン

美術館に今から300年以上前に製作された

ヴァイオリンが展示してあるけど、今現在

も楽器として機能している事実を見れば自

ずと答えが出てくるんじゃないかな。僕の

理想は、時代を超えて多くの人間に愛され

る楽器を作ることなんだ。僕の意思を100

年、200年先へと楽器を通して伝えられた

らと思っている。

Q：あなたの目から見て、現在のマーケッ

トは活気があると感じますか？

SM：特にここ最近、僕のギターは世界中

で受け入れられるようになった。しっかり

と製作されたハンド・メイド・ギターはこ

れから先も常に需要があるだろうと感じて

いる。それから僕のような個人製作家にと

っては、インターネットの普及がとても大

きな助けになっているね。日本とヨーロッ

パにいる僕のディーラーにもとても感謝し

ている。彼らはいつも素晴らしい仕事をし

てくれるね。
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僕がマルキオーネ製クラシック・ギターにブラジリアン・ローズウッドを選んだのは、
なんて言うかな、偶然だったんだ（笑）。運良く45年もの間、自然乾燥されていたも
のを入手出来たんだけど、信じられないような“ゴーン”という強い低音が出るね。パ
ワフルで深みのある音になるようにと狙いを定めていたけど、トップに使った古いイ
タリアン・スプルースにこのブラジリアン・ローズを組み合わせたことによって非常に
豊かな倍音が出る。
マルキオーネ・ギターの特徴は、弾き手のタッチやニュアンスに素直に反応するこ

となんだ。その結果、クラシック、ジャズ、ラテン、ブルース、そしてロックと、ど
のジャンルに使っても常にグッドだ。通常、こういう場合はギターを持ち替えるよね。
もちろん、楽器としての弾きやすさも、弦高の高い低いに関わらず、予想を遥かに超
える。
スティーヴン・マルキオーネは僕がギターに何を要求しているかを完璧に把握して

いる。彼の作るギターはコンサート・ホールで使用出来るようにもしてあるんだよ。ホ
ールで演奏するときは、アンプを通さず生音だけで、客席の後ろの壁から自分の弾く
ギターの音が跳ね返って来なきゃいけないんだけど、このギターはそれをやってのけ
る。とてもラウドなスプルース・ギターにもかかわらず、リッチで美しいトーンがする
んだ。本当に多種多様な音楽、状況にも対応してくれながら、彼の全てのギターに共
通するマルキオーネ独特の“あの音”がする。不思議だよね（笑）。
今現在は、このギターを使ってソロ・ギター・アルバムを作る予定だ。それから、オ

レゴン州ポートランド出
身のギター・プレーヤー、
マイケル・マンドレルと
のデュオのツアーも楽し
みにしている。彼はステ
ィール弦のギターをフィ
ンガー・スタイルで弾く
んだけど、僕のマルキオ
ーネを弾いた直後に、
「今までナイロン弦を所
有したことはないが、オ
ーダーせずにはいられなかった」と言ってすぐにオーダーしていたよ（笑）。

Erich Avinger：'56年、ルイジアナ州ニューオリンズ生まれ。現在、テキサス州ヒュー
ストン在住。ギタリスト兼ピアニストとして主にスタジオの仕事をこなす。現在では
スティーヴン・マルキオーネ製作のクラシック・ギターをメインで使用し、即興を主体
とした音楽を“ジャズ”というフォーマットを用いて表現している。スティーヴンは何
百人もいるエリックの生徒の１人だった。

エリック・アヴィンジャー 愛器“マルキオーネ・クラシック”を語る

▼18インチ・アーチトップ。サウンド・ホー
ルが印象的だ。

▼ツール・ルームの壁にはテンプレートが並べられている。▼スティーヴンのデスク。マーク・ホイ
ットフィールドの写真が飾られている。

▲▼手入れの行き届いた工具からマルキオーネ・
ギターが生まれる。

Q：製作家として最も必要な技術は何でし

ょう？

SM：些細なことも見逃さない観察力、自

分のアイディアを実行する強い意志。そし

て常にオープン・マインドでいることだね。

僕はカトリックとして育てられたけど、父

親が仏教学者であるため、早い時期から禅

を学んだり、その哲学に慣れ親しんでいた

んだよ。これらは僕の楽器製作にとても役

立っている。

Q：なるほど。

SM：最も重要なことは、美しく精度の高

いギターを作り続けることだ。僕の製作し

たギターが世代を越え、時代を越え、プレ

イヤーを幸せにしてくれたら、それ以上の

ことは望んでいないよ。

Q：読者へ何かメッセージをお願いしま

す。

SM：人生はとても短い。自分が幸せだと

感じることを糧として生きていけばいいん

じゃないかな。僕の場合は“ギターを製作

すること”だ。読者の殆どにとっては“ギ

ターを弾くこと”だと思う。人種、世代を

越えてみんなと“音楽”という不思議をこ

れから先も楽しんでいけるように祈ってい

るよ。

もろ・たかゆき：現在27歳。ギター演奏家にして、ギ
ター製作家でもある。フィラ
デルフィア在住中にマーク・ホ
イットフィールド所有のマル
キオーネ・ギターに触れ深い感
銘を受け、テキサスへの移住
を決意。現在マルキオーネ・
ギターズでギター製作の修行
中。
http://blog.goo.ne.jp/takajaz/


