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趣味に生きる（第２４回）～･ ～･ ～･ ～･ ～･ ～･

アコースティック・ギター
－ Martin ギターとの出会い －
西

山

宏

幸

(駿河台日本大学病院 臨床検査部)

◆フォーク全盛時代を過ごした 10 代

◆はじめに
ギターケースを静かに開けると，特有の古い

ちょうど 1960 年生まれ(長野県大町市)の私

木と塗装剤の匂いが鼻腔の奥をくすぐる。まず

は，社会背景の年代と自らの年代を照合するの

嗅覚から癒やされる。次に視覚。永い年月を経

に都合がよい。フォーク全盛時代と言われた 70

てトップ(表板)が飴色に変化し，周囲を縁取る

年代がまさに多感な 10 代と重なった。吉田拓

アバロン(メキシコ産アワビ貝の螺鈿)の輝きが

郎，井上陽水，ガロ，かぐや姫(写真1, 2)，中

かすかなめまいを誘発させる。ケースから取り

島みゆき，グレープと百花繚乱，枚挙にいとま

出し抱え，ピックで 1 ストローク弾き降ろす。

がない。とくにかぐや姫は 1975 年に解散する

最後に訪れる聴覚からの音感は，弦からボディ

までの 4 年間に「神田川」,「なごり雪」,「22

全体に共鳴した振動と相まって大海の波のよう

才の別れ」など，後世に残る名曲を数多く生ん

にゆっくりと我が全身に拡がる。至福のひとと

だ。東京神田共立講堂での解散コンサートでは

きである。

「神田川」で声を詰まらせ，観客と合唱になる

本稿では，ギターを握るきっかけとなった背
景，究極のフラット・トップと謳われる Martin

場面 があった。現 在その音源の みかろうじ て
You Tube で聴くことができる。

ギターへの憧憬と出会い，Martin ギターのディ

かぐや姫のメンバー，伊勢正三はかぐや姫

テール，ヴィンテージ・ギターへの傾倒につい

解散の数ヵ月前に大久保一久とのユニット「風」

て紹介したい。

を結成，デビュー・シングル「22 才の別れ」

写真1

かぐや姫(1971～75 年)

写真2 吉田拓郎, かぐや姫(2006 年つま恋コンサート)
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写真4
写真3

風(伊勢正三，大久保一久)

元，風のふたり

(2007 年ジョイントコンサートでのリハーサル風景)

1975 年デビュー・シングル

の中に Martin D-45 が置かれ，ほかのギターと
( 写 真 3) の 有 名 な イ ン ト ロ は 石 川 鷹 彦 が リ ー

は別格の扱いであった。楽器と言うよりも芸術

ド・ギター(1966 年製 Martin D-18)を弾いてい

品と言った方が相応しい印象を受けた。値札に

た。毎年全国縦断リサイタル・ツアーがあり，

は 80 万円とあり，当時の大卒初任給がおそら

会場となった松本市までよく足を運んだ。伊勢

く 5 万円に満たなかった時代に本器がいかに高

Martin D-45 と大久保 Martin D-28 二人だけのシ

価であったかを伺い知ることができる。

ンプルなステージは，きらびやかで歯切れのよ

学園祭ではピアノの上手な級友と小さなコン

い迫 力 あ る ギ タ ー の響 き に 圧 倒 ・ 魅 了 さ れ た

サートを催した。このときピアノがギターと同

(写真4)。

じ弦楽器ということを実感し，そのアンサンブ
ルが実に心地よい空間を作ることを知った。ち

◆Martin ギターにたどり着くまでの遍歴
中学 1 年の秋，稲刈りの手伝いをした報酬に，

ょうどその頃はプロのミュージシャンが使って
いたシンセサイザーが一般にも普及し始め，ピ

兄が市内の雑貨屋で数千円のフォークギターを

アノやキーボード演奏にも興味を持つようにな

買ってくれた。ちなみに，11 歳年上の兄はすで

った。

に臨床検査技師として市内の病院(大町市立総

専門学校入学のため上京してまず歓喜したこ

合病院)に勤務していた。後に中央検査部技師

とは，楽器店が軒を並べ，海外メーカーのギタ

長と診療技術部長を歴任し，昨年に退官となっ

ーが山ほど陳列され，その上自由に試弾できる

ている。このギターは弦高が高く，弾きにくか

ことだった。夏休みに故郷に帰って湖畔のドラ

ったが，初めてのギターとして思い出に残って

イブインでアルバイトに精を出し，稼いだ 20

いる。無名のメーカーのものであったので，ヘ

万円を持って再び上京し，渋谷の石橋楽器に向

ッドにペンキで Martin 社のロゴを真似て書き，

かった。店員に勧められたのは Martin D-18 と

長年愛用していた。

Guild D-55 で，D-18 はサイド(側板)&バック

高校に上がると周囲にはさらにギター仲間が

(裏板)がマホガニー材だけあって，繊細な音質

増え，彼らはヤマハ，モーリスなど国産有名メ

であり，一方の D-55 は Guild 社の最上位器種

ーカーや，中には Gibson J-45 を持つ後輩もい

の風格を持ち，豊かな音量と豪奢なルックスを

た。休日には友人たちと電車で 1 時間かけ，松

併せ持っていた(写真5)。性質の異なるものを

本市の楽器店にギターを見に行った。店の最奥

選択するのは人一倍不得手であり，迷いに迷っ

で温度と湿度を厳格に管理されたガラスケース

て Guild の方を購入した。弾き込むごとに愛着
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を増す名器であった。学園祭では校舎のグラン

地条件の要素も大きい。その後 10 数年は楽器

ドに野外ステージを建て，コンサートを行った

店から少し距離を置いていたが，40 代を目前に

(写真6)。長い期間リハーサルを重ね，本番で

した頃，とある勉強会のために新大久保の病院

は会場と一体となって盛り上がった醍醐味は生

に向かおうとしていたとき，開始時刻よりかな

涯の思い出である。メンバーは皆，技師長など

り早く駅に着いたことに気付き，時間つぶしに

要職に就き，多忙な毎日を送っている。時々は

とクロサワ楽器総本店に立ち寄った。ちょうど
その週末にかけて Martin フェアが開催されてい

思い出すことがあるだろうか。
実習病院と就職に駿河台日本大学病院を選ん
だ理由には，多分に楽器店が多いお茶ノ水の立

て，フロア全体が各種 Martin ギターであふれて
いた。D-45 だけでも 10 本近くあり，激しく弾
かれたようで傷だらけのものもあったが，外観
でコンディションの優れたものが 3 本あり，弾
き比べさせてもらった。そのときの印象は，同
じモデルでも製作年と保管の仕方によるものな
のか，音質の個体差が大きいということだった。
その中の 1 本を試弾したとき，あの 20 数年前
に「風」のリサイタルで聴いた D-45 の音がよ
みがえった。衝撃的な一瞬であった。ウッド・
ベースもしくはバス・ドラムのような重量感の
ある低音，ピアノのような高音，これは “鈴鳴
り” とも形容されている。さらに音のバランス，
豊かな倍音 (overtone または harmonics)，サス
テイン(sustain：音の持続)すべてが揃った逸品
であった(1979 年製；シリアル No. 408965)。こ
の機会を逃したらおそらく一生出会えない美品
と思い，手付けを渡し契約締結。帰宅後，我が
家の財務大臣の許可を得，その翌日，それまで

写真5

Guild D-55

写真6

長年所持していた Guild D-55 と Martin D-35 を

大東医学技術専門学校の学園祭にて(1980 年)
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写真8

Martin D-45 と筆者近影

(超弩級)」にも使われていて，要するにボディ
サイズが大きく厚いために豊かな音量が得られ
るモデルである。ほかのサイズには OO(グラン
ド・コンサート)，OOO(オーディトリアム)，
OM(オーケストラ・モデル)などがある。
写真7

Martin D-45(1979 年製)

生産品 1 本 1 本にシリアル No. が付けられ，
ヴィンテージなどはこの No. で製作年を正確に

断腸の思いで下取りに出し，D-45 を入手する

知ることができる。また，スタイルはグレード

に至った(写真7, 8)。

毎に 18, 28, 35, 41, 45 の No. が配され，中でも
ひと際強烈な存在感を示すスタイル 45 は製造

◆Martin 社とギターの歴史
アコースティック・ギターの頂点に君臨する
Martin ギターであるが，その背景には経営者や

工程も使用材料も他のモデルとは一線を画して
いる。そのため近年でも D-45 の年間生産本数
がわずか 40 本という年もある。

クラフトマンのたゆまぬ努力と情熱があった。

この D-45 はまず 1933～1942 年の 10 年間に

また，実際に伝統的なクラシック・ギターのメ

わずか 91 本しか製作されなかった “prewar(戦

ーカーよりもはるかに古い歴史を持っている。

前)D-45” があり，さながらバイオリンに例えれ

1833 年 C.F. Martin はドイツからニューヨーク

ばストラディバリウスのような存在である。“オ

に移住し創業するが，未成熟な音楽マーケット

リジナル D-45” とも称され，第二次世界大戦で

の中での経営は困難を極めた。その後，現在の

消失したために現存しているのは 75 本前後と

ペンシルバニア州ナザレスに安住し，本格的ギ

言われている。その後 1960 年代後半に米国中

ター・メイキングの道を歩み始める。180 年経

にフォーク・ブームが訪れるまでの四半世紀は

った現在も驚くほどハンドメイドの行程が多く，

大戦の影響による資源不足で生産停止となって

完成まで至っても最終試験に合格しなければ決

いた。1941 年 12 月，日本による真珠湾攻撃が

して世に出ることはない。

あったが，装飾のためのインレイの材を日本産

Martin ギ タ ー の ス タ ン ダ ー ド・ モ デ ル と し

の真珠貝・アワビ貝に頼っていたことも少なか

て最も知名度の高い “D” サイズはイギリス海軍

らず影響を及ぼしていたと考えられる。1968年

の大型戦艦「ドレッドノート Dreadnought」に

の復活から現在に至るまで幾多のマイナー・チ

由来するボディ形状である。日本語の「超ド級

ェンジを経た “reissue(再生産，または復刻版)
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◆Martin D-45 のディテール
D-45 のヘッドにはローズウッドのプレート

ーの名に恥じないクオリティーを保持している

にメキシコ産アバロンで創始者 C.F. Martin のロ

ことは不変の事実と言える。

ゴが入っている(写真10)。使用材は各パーツで

1968 年に reissue が始まってまもなく，ワシ

異なり，ヘッドからネックは軽く頑丈な性質の

ントン条約(CITES)によりギターのサイド&バ

マホガニー材，指板(フィンガー・ボード)とブ

ックに使われていたハカランダ材(ブラジリア

リッジ(駒)は黒檀(ブラック・エボニー)，表板

ン・ローズウッド)の産地，ブラジル政府が原

はスプルース(マツ科，米唐檜)，サイド&バッ

木の伐採・輸出を禁止してしまったため，原木

クはローズウッドである。ローズウッドの名前

のまま購入して加工する Martin 社としては材の

は，伐採した樹木の切り口から滲出する樹液の

入手が困難となり，1970 年代に入るとやむなく

香りが薔薇の香りに似ていることに由来している｡

西インド産ローズウッドに変更となった。1974

D-45 はいずれの材も “グレード 8” にランク

年後半からは表板のジャーマン・スプルースも

付けされた極上のマテリアルが用いられ，これ

シトカ・スプルースに変更となった。これによ

らのストックがない場合，D-45 が作られるこ

ってオリジナル D-45 のみならず，1968, 1969

とはない。完成までのチェック・ポイントも他

年に製作された D-45(写真9)229 本はコレクタ

の何倍も多く，製作にも熟練クラフトマンのみ

ーの間で垂涎の的となり，値が吊り上げられ，

が携わる。

中には 600 万円という高値がついてしまい，楽

表板は目の詰まったスプルースの心材が使わ

器としてギターをこよなく愛す人々にはまこと

れ，優に 300 本以上の木目が数えられる。原木

に残念なことである。

は樹齢 1,000 年近いことが予想され，気が遠く
なるほどの年月の永さを感じる。また D-45 の
トレード・マークとして指板のポジション・マ
ークのヘキサゴンのインレイ(螺鈿：mother of

写真10 Martin D-45 ヘッド，指板
(創始者 C.F. Martin のインレイと指板の
写真9

Martin D-45(1968 年製，楽器店 Blue-G)

ヘキサゴン・ポジション・マーク)
－973－
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写真11

Martin D-45

サウンド・ホール周囲の装飾

写真13 Martin D-41
(1976 年製，川平先生所蔵)

写真12 Martin D-45 バック&サイド
(アバロンによる縁取りの装飾，
バックセンターの寄木細工)

pearl)(写真10)，バックのセンターには細密な
寄せ木細工によるモザイク模様，表板の周囲や
サウンド・ホール周囲，さらにサイド&バック
など一見目につかない箇所の細部にまでアバロ
ンのインレイが施されている(写真11, 12)。ス
テージではスポットライトを受けるとダイヤモ
ンドをちりばめたように輝く。
◆限定版とヴィンテージへの傾倒
日本大学医学部附属板橋病院に勤務する川平
宏先生は輸血検査のスペシャリストであり，専
－974－

写真14 Martin OOO-42ECB
(エリック・クラプトンのシグネイチャー・
モデル，2000 年製，川平先生所蔵)
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門学校時代からの私の良き先輩である。より高
いグレードのギターを目指し，相互に情報を持
ち寄って，楽器店を一緒に視察(伺察？)してい
る。Gibson レスポールなどエレクトリック・ギ
ターをメジャーに弾かれているが，アコーステ
ィック・ギターにも余念がなく，とくに Martin
ギターには深く思いを寄せている。Martin D-41
のヴィンテージ(1976 年製)(写真13)とエリッ
ク・クラプトンのシグネイチャー・エディショ
ン の OOO-42ECB(2000 年 製 ， シ リ ア ル No.
7760174)( 写 真 14) を 所 蔵 さ れ て い る 。 OOO42ECB は全世界で 200 本のみの限定生産で，指
板の元のフレット間にはエリック・クラプトン

写真16 Martin OOO-42ECB
(胴内に貼付された C.F. Martin と E. クラプトンの
直筆サイン)

のサインがパールでインレイされ，サウンド・
ホールからは胴内にクラプトンと Martin IV 世
の直筆サインと 200 本中の 160 本目という No.
を見ることができる(写真15, 16)。ヘッドのト
ーチ(松明)・インレイ(写真17)は実に 98 年ぶ
りの復活であり，全体の素材も傑出していて，
表板はプレミアムグレード・イングルマンスプ
ルース，バック&サイドはハカランダと圧巻で
ある。Martin 社の誇る最高傑作の 1 本と言える。
その後，一緒に訪れたお茶ノ水の楽器店で

写真17 Martin OOO-42ECB ヘッド
(98 年ぶりに復活されたアバロンによる
トーチ・インレイ)

“prewar” OO-21(1923 年製，シリアルNo. 18027)
(写真18)が目に留まった。これは名前は明かさ
れなかったが，ある有名なミュージシャンが保
管のために置いてあるもので，もし欲しいと言
われた場合には売ってよいという条件とのこと
だった。指板のフレット間は堅い黒檀でありな
写真15 Martin OOO-42ECB
(サウンド・ホール周囲の装飾，パールに
よる E. クラプトンのサイン)

がら微かに凹み，よく弾き込まれてきたことが
わかる。試弾した印象は，小さいボディサイズ
に反し，Dreadnought を凌ぐ音量があり，クリア

－975－
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写真19

Martin OO-21 ハカランダ材の
サイド&バック

で抜けのよいブライトな音質，倍音・サステイ
ンとも申し分なく，過去に類を見ない逸品であ
った。当然バック&サイドは柾目のハカランダ
で(写真19)，Martin のロゴがヘッドの裏に彫ら
れているのもなかなか憎いところである(写真
写真18

Martin OO-21 “prewar”(1923 年製)

20)。製作後 90 余年が経ち，本体は完全に枯れ
て円熟していることが伺い知れる。資金を工面
して数週間後に私はようやく入手することがで
きた。
◆おわりに
各地で講演に招かれた際，Power Point の最後
にヴィンテージ・ギターの写真を 1 枚忍ばせ投
影している。会場内には必ず何人か “共鳴” する
方々がいて，その後の意見交換会などのときに
近づいてきて,「実は私も…」と学術討論は二の
次に，ギター談義に花が咲く。
夜空の星の瞬きが何億光年もかけて到達する
ように，1 本のギターからこぼれ落ちる音は，
木が芽吹いたときから 1,000 年という悠久の時

写真20

Martin OO-21 ヘッド裏のロゴ

(C.F. MARTIN & Co. NAZARETH. PA)

間を駆け抜け，初めて響き渡る。人の短く儚い
生命の中のある一点でそのギターに巡り会えた
ことは，まさに奇蹟としか言いようがない。

読者の方にはさまざまな趣味をお持ちの方がおいでかと思います。
編集室では本コラムへのご投稿を心よりお待ちいたしております。
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