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◆プロローグ 
 
 今思えば、「心かさねあう歌」を探し求める旅の始まりでもあった。 
 
 一九九五年一月十七日、神戸の街を襲った阪神・淡路大震災。 
 この震災では六千五百人近い人が亡くなり、四万人以上が負傷した。当時は戦後最大の自

然災害であり、戦争を知らない世代にとっては、一度に多くの人が亡くなる現実をはじめて

目の当たりにし、いのちの儚さと尊さを身近なものとして知った瞬間だった。 
 地震発生時、東京に仕事の拠点を移していた大阪生まれの私は、テレビ画面から流れる変

わり果てた神戸の街を呆然と眺める以外に為す術がなかった。一週間前には神戸にいた自

分が、突然傍観者のように画面を見つめている。自分ひとりだけが、難を逃れたような後ろ

めたさを感じていた。地震発生から時間が経つにつれ、巨大な力によって破壊され、燃え盛

る炎に包まれた街の惨状がどんどん明らかになり、私の心を今にも押しつぶしそうだった。

しかしそんな気持ちも、所詮はテレビという装置を介してのものであり、その場にいて現実

に直面している人たちのことを考えると、自分の思いなどは取るに足りないものであるこ

とは明白だった。 
 
 「はたして自分が作曲する楽曲が何か役に立つことがあるのだろうか？」「自分が生業と

する音楽に力はあるのか？」という自身への問いかけがわきあがってくる。空腹を満たすこ

とも、ライフラインを復旧させることも、けが人を助けることも何もできない音楽というも

のに、果たせる役割があるのだろうか？そんな重い課題を自分に突き付けることしかでき

なかった。言い換えれば、自分にとって音楽とは何か？作曲とは何か？音楽表現という場で

どう震災と関わるのかという命題が与えられたのだ。それはすぐに解答が出せることでは

ない。そのもどかしさに悶々とした日々を過ごすことになった。 
 それから十三年という時間の流れの中で、作曲家として試行錯誤しながら辿り着いた自

分なりの解答が、「レクイエム・プロジェクト」だった。被災者の人たちが自らの思いを歌

に託し、少しでも前に向かうきっかけになればとの願いを込めたその活動は、今では被災地

と被災地、人と人、地域と地域がつながる市民参加型の合唱プロジェクトとして全国に広が

っている。 
 
  
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
 二〇一〇年一月十七日。 
 その日は阪神・淡路大震災からちょうど十五年という節目を迎えた日。そして私の新作



「レクイエム〜あの日を、あなたを忘れない〜」の完成初演となった日でもある。この日の

ために、企画段階からほぼ二年という時間をかけ、何人もの人たちの力を借りながら「レク

イエム・プロジェクト」を推し進めてきた。 
 準備は、被災者の人たちを中心とする市民合唱団を新たに組織することから始まった。公

募により集まったのは、震災を知らない中学一年生（震災の年に生まれた人たち）から八十

歳の方まで。親子、夫婦、姉妹、なかには親子孫三代という参加者もいた。すべての世代が

そろっていた。その人数は最終的に百人を超えた。当然ながら、合唱経験の無い人たちもた

くさんいる。まさに手作りの合唱団だ。これだけ幅広い世代で構成された大がかりな合唱団

は、世界でも珍しいと今でも思っている。 
 
 二〇〇八年七月から始まった合唱団の練習は月二回。練習のたびにメンバー数人ずつ自

己紹介をしてもらった。十年以上、心の中に閉じこめてきた思いや、これまであまり口に出

さなかった震災時の体験を語り始める。そんな一人一人の話を受け止め咀嚼しながら、レク

イエムの作曲に反映させていくプロセスを繰り返した。つまり私のレクイエムはプロジェ

クト開始当初から完成していたものではなく、被災された人たちの思いを受け止めながら

練習と同時進行で作曲したものである。 
 練習を重ねるごとに次第にみんなが心を寄せ合い、思いを重ね、追悼と希望の歌声は形を

整えていく。並行するように、ひとりひとりの心の闇に光が灯り始めた。 
 失われた「いのち」、そして生かされた「いのち」をきちんと見つめることで、少しずつ

みんなの心が重なり合い、響きあった。そのプロセスはまさに「プロジェクト」としか表現

できないものだった。 
 
 一年半に及ぶ合唱の練習、そして途中二〇〇九年一月十七日の一部分初演を経て、いよい

よ完成初演を迎えた二〇一〇年一月十七日。プロのオーケストラと声楽家、合唱団そしてス

タッフ総勢百五十八名。さらに客席にはほぼ満席の二千人近い来場者。通常のクラシック・

コンサートとは違い、みんなが共通の思いを抱いて、その場所にいた。 
 震災から十五年という特別な日の思いの中、レクイエムの演奏は始まった。やり場の無い

怒り、苦しみ、そして悲しみ。十五年というある意味長い時間でも解決できなかった心の闇。

亡くなった人たちへの追悼と同時に、生かされたことへの思い。未来への希望。 
 そんなありったけの思いを込めてみんな歌った。とめどなく涙が溢れ、頬を伝った。しか

し明るく生き生きとした笑顔がそこにはあった。みんな輝いていた。このプロジェクトに関

わった時間の中で、ひとりひとりが心の重荷を少しおろし、元気になっていった部分もある

と思う。希望に向かう終曲が終わった後、万雷の拍手の中、会場全体が充足感に包まれてい

た。 
 
 プロジェクトを始めて間もなく九年。阪神・淡路大震災からはすでに二十一年が過ぎ、全



国様々な地域にその活動は広がっているが、その間にも日本各地では大きな震災や災害が

相次ぎ、その殆どは多くの人たちの記憶から消えてしまったと言っても過言ではない。 
 約二万人という未曽有の犠牲者を出した二〇一一年の東日本大震災ですら、福島第一原

発事故への関心は辛うじて残っているものの、放射能漏れに対する抜本的な対策が現在も

殆どなされていない現実を身近に感じている人は意外に少ない。また福島以外の広範囲な

東北の被災地、特に沿岸部への意識は遠のいてしまっている。あの津波が押し寄せる映像を

まるで忘れてしまったかのようだ。今もなお、狭く湿気の多い劣悪な環境の仮設住宅で隣家

に気を遣いながら生活している人たちが大勢いることは、ニュースで取り上げられない限

り殆ど忘れ去られているように思えてならない。 
 
 東北の地でのレクイエム・プロジェクトも準備を始めてもうすぐ五年。これまでに、関連

のコンサートを含めれば、福島、南相馬、仙台、北いわて、気仙沼で活動を行い、大船渡や

陸前高田の人たちも地元で練習しながら仙台のプロジェクトに参加している。 
 でも東北の被災地において、レクイエム・プロジェクトの活動を行う意義と意味が大切に

なってくるのはまだまだこれからだ。 
 
 自分史を書くには早すぎるとも思いつつ、現在も続いているこの濃厚な時間の途中経過

として、還暦を迎えるにあたり少し書き留めておこうと思った。そしてこれまでお世話にな

った人たち、レクイエム・プロジェクトに関わっている人たち、あるいは興味を持って下さ

る人たち、いつも応援して下さっている人たちに、私家版の形で是非お伝えしようと思った。

そんなわけで、約四年前から途中で放置していたエッセイ風のブログを基にしながら、拙文

をまとめることにした。 
 
 音楽とは全く無縁な家庭環境だった。ましてや特別な才能も持ち合わせていないし、音楽

の英才教育を受けたわけでもない。世の中を見渡せば、素晴らしい才能の持ち主が若手から

ベテランまで山のようにいる。そんな人たちとは比べようもないほど、ちっぽけな一人の人

間に過ぎない。ただどうしても生い立ちや、音楽との出会い、関わり方を抜きにしては現在

を語れない。なぜならそのひとつひとつが密接に結びつき、「私」という存在を形成しなが

ら、レクイエム・プロジェクトへとつながっているから。 
 
 レクイエム・プロジェクトとはいったい何なのだろうか？  
 この拙文は、還暦を迎える私自身が次のステップに進むためのプロセスなのかもしれな

い。 
 恥ずかしながら、駄文に最後までお付き合いいただければ幸いである。なお細部が多少記

憶違いのことがあるかもしれないが、ご容赦願いたい。 
 



第一章 「記憶」の中の原石 
 
◆いか焼きが宙を舞う 
 
 私は昭和三十一年に、大阪府豊中市の曽根という町で生まれた。 
 家は伊丹飛行場の近く。着陸ルートの真下にあったため、幼い頃の記憶の中に、頭上を低

空で飛ぶプロペラ機の姿がある。護岸されていない小川の土手で遊びながら、のんびりとよ

く飛行機を見上げていた。現在のような、過密な運航スケジュールではなかったからこその

記憶でもある。 
 父親は当時、中学校の教師をしていた。その頃の世の中は、神武景気や岩戸景気などと呼

ばれる好景気の時代だったようだが、父の仕事はそんな世情とは無縁だった。どんな家だっ

たのかあまり記憶は無いが、今考えると四畳半一間ほどの小さな借家だったように思う。外

壁も板張り。元々は鶏小屋だったものを改造したと聞いた記憶がある。豊かでは無かったけ

れど、そんな家庭も珍しくない時代だった。 
 父は人情にも篤かったが、とんでもなく激しい気性の人だった。母も負けてはいなかった。

当然、夫婦げんかが毎晩のように繰り広げられる事になる。最近アーケード・ゲームにもな

っている「ちゃぶ台返し」の世界は、子供の頃の僕にとっては現実そのもの。丸いちゃぶ台

が宙を舞う光景は、我が家では日常茶飯事だったのだ。 
 三歳の時に曽根から同じ大阪府内の枚方という町に引っ越すことになった。当時として

は最先端のニュータウン。大規模に開発された集合住宅群として誕生した「香里団地」が、

新しい生活環境となった。香里団地は、その規模の大きさで東洋一を誇っていた時代もあり、

全国の先がけでもあった。いくつかの違った形の棟が建ち並んでいたが、我が家はテラスハ

ウスだった。小さいながらも庭があり、二階建て。一階部分は六畳ほどのリビング・ダイニ

ング。その奥に小さく細長い台所と風呂場があった。二階へ上がる階段横にトイレがあり、

二階は六畳と四畳半の和室だった。そんな家が六軒連なって一つの棟になっていた。言って

みれば西洋風の長屋だが、モダンな住居だったと思う。仲のよいご近所の母親同士が、勝手

口を行き来して、よく米や調味料の貸し借りをしていた。今ではめったに見られない光景だ

ろうが、懐かしくもあり、古き良き時代の一コマのような気もする。 
 
 父はずいぶん思い切ったことをしたものだと思う。三十歳前半だった父の給料では、かな

り厳しい家賃だっただろうに。みんなが豊かさを求めて、必死で生きていた時代。我が家も、

例外ではない。生活が大変だったから、父は学校の授業が終わった後、自動車教習所で指導

員のアルバイトをしていた。時々、ほろ酔い気分で大阪名物のひとつ「いか焼き」を買って

帰ってきた。子供の私には、ひそかな楽しみでもあった。 
 ところが、やはり些細な事がきっかけで、夫婦げんかが始まるのだった。父は横浜生まれ。

母は博多生まれ。けんかの時は生まれた土地の言葉が出る。 



 「なんば、しよっと！ あんたと一緒にいたら泥の船に乗ってるのと同じたい」 
 「このやろう！ 調子に乗るんじゃないよ。あんたあんたって言いやがって、俺をなめて

んのか、馬鹿野郎」 
 さすがに、ちゃぶ台は押し入れの中に眠っていたが、その代わりにお土産のはずの「いか

焼き」が宙を舞っていた。せっかくの楽しみだったのに、食べられない日もしばしばだった。

子供にとって夫婦げんかは辛い。 
 「なんであんなに、けんかばっかりしてるんやろ、なんで別れへんのかな？」 
 私には不思議でたまらなかった。ただ仲が良い日もあるので、大人の複雑さが理解不能だ

った。 
 
◆里山とロバート・ケネディ 
 
 そんな大人の複雑さに翻弄されながらも、私は香里団地での生活を満喫していた。我が家

の棟があった一帯は里山に隣接していたので、香里団地の中でもとりわけ自然が豊かだっ

たからだ。 
 春が近づいてくると草木が芽吹きはじめ、様々な生き物が活動を始める。それにつられる

ように、昆虫や魚、草花などの本格的な捕獲採集活動に入っていくのだった。田んぼや畑の

横を流れる小川や水路では魚やメダカが泳ぎ、ドジョウも盛んに水面に上ったり泥の中に

もぐったりする。田んぼの水たまりや小さな池には、蛙の卵やオタマジャクシ、アメンボや

タガメなど水生の生き物、そしてアメリカザリガニなど。毎日のように多くの生き物を獲っ

ては家に持ち帰り、育てたり観察したり、時には無駄死にさせたりしていた。 
 もちろん花が咲くと蝶もたくさん飛び交う。アゲハチョウやモンシロチョウなどを網で

追いかけることはもちろんだが、幼虫を捕まえては、蝶になるまで家でよく育てたものだ。

トンボの数も多く、大型のものから美しい色をした小さなイトトンボまで、多くの種類が生

息し、好奇心は尽きることがなかった。ホタル、蝉そして秋の虫たち。数えあげればきりが

ない。豊かな自然環境は、里山の恵みそのものだった。 
 生き物があまりいなくなる冬は、里山が忍者ごっこの格好の舞台になる。テレビゲームな

どに興じる今時の子供たちには、到底想像できないだろう。戦争中の防空壕の跡なども残っ

ていたので、そこは遊び仲間の陣地になった。ほぼ一年を通して、季節の移ろいとともに遊

び心を満喫させてくれた里山。様々な生き物とのふれあいを通して、何よりも「生命」の不

思議さや尊さを教えてくれた「教育の場」でもあった。 
 
 そんな自然環境とは対照的に、香里団地はやはり先端的な町だった。その中でも特に目新

しい施設が大丸ピーコックだ。香里団地にあった店が第一号店という事を後から知って驚

いたが、一階部分が当時の感覚としてはおしゃれなスーパーマーケット、二階部分が食堂に

なっていた。その食堂では入り口でトレーを各自受取り、目的の料理を選ぶカウンターまで



移動し注文する。料理を受取ったらレジで会計を済ませ、テーブルにトレーを自分で運んで

食べるのだ。今ではありふれたシステムだが、昭和三十年代としては、画期的な店舗だった

ことは間違いない。 
 その大丸ピーコック前の広場は、夏になると盆踊り大会や野外での映画鑑賞会が開かれ、

屋台や夜店が軒を連ねる昔ながらの賑やかな場所となった。モダンな街が一変する、不思議

な空間だった。 
 
 不思議といえば、必ず思い出すことがある。ある日、大丸ピーコックから我が家までの帰

り道で遭遇した出来事だ。五歳の時のことだが、母との買い物帰りに突然知らない人に手を

引かれ、これまた知らない外国人に抱っこされたのだった。その様子を何台かのカメラが撮

影し、周りが人だかりになっていた。きっと私は不安げな表情を浮かべていたと思うのだが、

母は嬉しそうだったことを覚えている。突然外国人に抱っこされて写真を撮られた身とし

ては、不思議以外のなにものでもなかった。 
 その不思議な出来事の主人公は、なんとロバート・ケネディだった。兄のジョン・Ｆ・ケ

ネディ政権で司法長官をしていた時代だったようだ。夫妻で香里団地を視察に来ていたら

しい。その視察を取材していた新聞記者が撮影用に私を抱っこさせたわけだが、はたして記

事になったのか、ロバート・ケネディとの二ショットが紙面に掲載されたのかは定かではな

い。視察の翌年、ジョン・Ｆ・ケネディがダラスで暗殺され、その五年後にはロバート・ケ

ネディも暗殺される。あの時の写真は、どこにあるのだろうか？残っているなら見てみたい。 
 
 豊かな自然と、コンクリートの塊ともいえる人工的な集合住宅群。外国からも視察に来る

ような先端的な街作りと、古くから日本人が慣れ親しんだ生活習慣の共存。そんな一見矛盾

するような要素が渾然一体となった町。それが私の“ふるさと”であり、感性を育んでくれ

た場所だ。 
 
◆足踏みオルガン 
 
 父も母も音楽とは無縁の人だった。父は酔っぱらうと演歌や流行歌を口ずさむものの、機

嫌が良い時に限るという条件付きだった。ただ戦時中、予科練に行っていたのに軍歌は歌わ

なかった。母が歌う姿は、まったく記憶に無い。そんな両親との生活だから、特に日常的に

音楽に親しむという環境は無かった。 
  
 香里団地での生活が始まった数年後には、「白黒テレビ」があった。いわゆる「三種の神

器」といわれたものの一つだ。音楽と言えばそのテレビから時々流れてくる流行歌ぐらいだ

ったと思う。そんな私が音楽教育を受けるきっかけは、実にたわいもないことだった。 
 幼稚園に通っていたちょうどその頃、ヤマハが電気オルガンを使った「音楽教室」の展開



を全国で始めていた。その教室に通う友達が羨ましく、また何となく好奇心もあった。子供

の頃の僕は、あまり自分の欲求を口に出して言うタイプではなかったが、どういうわけか母

に「音楽教室に行きたい」と言ったらしい。あの時そう言い出さなかったら、音楽を始める

きっかけは無かったかもしれない。 
 
 子供に音楽を習わせるなんて、まだまだ贅沢な時代。教育熱心だった母は、おそらく教室

に通わせるお金のことで、父と夫婦げんかをして私の希望を叶えてくれたのだと思う。しか

しさすがに音楽教室で習う電気オルガンは高価で手が出なかったのだろう。しばらくは家

に楽器もなく、紙に印刷された鍵盤を押さえながら、練習の真似事をしていた。紙の鍵盤を

押さえても、当然ながら音は出ない。紙の鍵盤での練習では、メロディーを歌いながら指を

動かしていたはずだが、どう考えても無茶だ。あえて良く言えば、イメージトレーニングに

近いものだったような気もするのだが…。 
 
 そんな様子を、近所に住んでいた両親の友人夫婦が見かねたのだろう。奥さんが幼稚園の

先生をしていたとかで、ある日どこからか使わなくなった中古の足踏みオルガンを調達し

てきてくれた。その日は楽器というものが、我が家に初めてやってきた記念日でもある。 
 とても嬉しかったのだが、子供にとって足踏みオルガンは扱いにくい。通常は足もとの二

つのペダルを交互に踏んで空気を送り続け、鍵盤を押さえると音が出る仕組みなのだ。構造

上、椅子に座らないと両方のペダルは踏めない。ところが椅子に座ると幼稚園児の身長では

足が届かない。結局は立って右足で身体を支え、左足で何度もペダルを踏みながら弾くとい

う、何とも不自然な状態にならざるを得ない。鍵盤の位置は子供にとっては高いところにあ

るから、オルガンを弾いている姿はずいぶん滑稽だったと思う。 
 
 上達すればさらに滑稽さが増すことになる。大人の右膝が当たる部分に音量をコントロ

ールするレバーがあり、強弱が付けられるようになっていた．強弱は音楽の表現で大切な要

素のひとつだから、上達するにはその操作が必要になる。鍵盤を弾く両手以外に、両足も大

活躍。左足はペダルを踏んで空気を送り、右膝あたりを左右に動かして強弱レバーを操作す

る。両手は肩の位置に近い場所まで上げないと鍵盤を上手く弾けない。なんともアクロバテ

ィックな姿だ。そんな笑い話のような練習を重ねていたオルガンとの出会い。可笑しくもあ

り、有難くもある。 
 
◆不思議な音世界 
 
 空海（弘法大師）が開いたことでも有名な、和歌山県の高野山。真言宗の総本山でもあり、

二〇〇四年七月には『紀伊山地の霊場と参詣道』として世界遺産に登録された。父方の祖父

は、その高野山にある「成福院（じょうふくいん）」という寺の住職をしていた。 



その関係で、小さい頃から春夏そして冬休みのほとんどを高野山で過ごしていた。一年の約

四分の一を過ごしていたことになり、私にとっては第二の“ふるさと”と言える土地でもあ

る。山上の小さなこの町には、宿坊という宿泊できる寺院が五十三（それ以外の寺院を含め

ると百十三）あり、まさしくお寺の町だ。 
 小学生になると本堂横の小さなスペースを自分の部屋にしてもらい、仏像や位牌、遺骨な

どと隣り合わせの空間に、ひとりで寝起きしていた。自分から望んだこととはいえ、やはり

夜は怖かった。しかし祈りの場所である本堂という空間は、子供の私にはとても不思議であ

り、なぜか気持ちが落ち着く場所でもあった。 
 
 朝は必ず勤行の始まりを告げる半鐘の音で目を覚ます。布団の中でまだまどろんでいる

と、まず聲明（しょうみょう）を唱える声が流れ始める。聲明は簡単にいえば仏教音楽のひ

とつで、お経にメロディーが付いたようなものだ。その響きは、複数の僧侶たちが出す声の

音程や動きが微妙にずれることによって生じる独特な荘厳さが特徴でもあり、僧侶の数が

増すほどその荘厳さも増していく。 
聲明の途中では『妙鉢（みょうはち）』というシンバルのような鳴り物などの音も時折聞こ

えてくる。そして読経の声や『りん』という小さな鐘の音などが加わり“不思議な音世界”

を構成していく。そんな空間と音世界は、後々私の音楽に大きな影響を与えることになった。 
 お寺という環境を生まれながらに持っていた私だが、実は幼稚園はカトリック系だった。

現在は建物も無くなってしまったが、香里団地の中にあった聖母女学院幼稚園に通ってい

た。その幼稚園では専門家を招いて、希望者にハーモニカと木琴を教える活動などもやって

いて、私も習っていた。専門的な英才教育とはほど遠いが、音楽に無縁だった両親が反対し

なかったおかげで、音楽が身近な存在となっていった。 
 
 カトリックの幼稚園が気に入ったのだろうか、卒園後も数年は日曜学校に通っていた時

期がある。日曜学校では、クリスマスになるとキリスト生誕の劇に参加したり、「あら野の

果てに」などの賛美歌も歌っていた。その頃の日常は「天にまします我らの父よ…」と祈り

を捧げる場所と接点を持ち、学校が休みになると「仏説摩訶般若波羅蜜多心経…」と唱える

祈りの空間で生活するというものだった。日曜学校に通っていた頃は、真剣に洗礼を受けた

いと密かに思っていたが、子供ながらにもやはりお寺の孫という立場では難しいだろうと

考えていた。無節操なようにも思えるが、仏教とキリスト教の双方が自分の中で共存してい

ることに、何の違和感もなかった。それは、高野山という場所の特殊性にあるのかもしれな

い。 
 
 高野山の「奥の院」は、弘法大師の御廟がある場所まで、約二キロの参道両脇に無数の墓

がある。宗旨宗派を問わないというのが特徴で、諸大名をはじめ親鸞や法然など宗派の開祖

そして一般の人たちも含め、真言宗以外の様々な人のお墓が昔から存在している場所だ。



「お大師さま信仰」とも言われる所以だ。多くの人たちの「祈りの場」として存在する高野

山。子供心にも、何か大きなものを感じていた。生命の不思議さや尊さを遊びの中で教えて

くれた里山と同様、高野山という場所を生活環境として持っていたことは、大きな意味を持

つ。批判的な見方も当然あると思うが、クリスチャンでもない私が「レクイエム」を作曲し

た背景には、そんな環境も影響している。 
 
◆微かな振動の記憶 
 
 小学校二年生の時だっただろうか。突然ピアノが我が家にやってきた。ピアノは縦型でい

わゆるアップライト型というものだ。どこでどう楽器を手配をし、先生を誰に紹介してもら

ったのかはわからない。オルガンのアクロバティックな練習にも、限界が来ていた頃だ。私

が望んだのだろうか？いや、おそらく両親が情操教育の一環と考えて、きちんとピアノを習

わせようとしたのだろうと思う。何度も夫婦げんかをした結果としての結論だったかもし

れない。 
 
 香里団地の我が家にピアノを運び入れるのは、とても大変な作業だった。二階部分に置く

しかないのだが、階段が狭いことと楽器の向きを変えるスペースが取れないことが理由で、

クレーンで持ち上げて二階のベランダから入れた。まだまだピアノが普及していない時代。

ましてや男の子の家にピアノがやってきたわけだから、ご近所さんも見物に来るやらで大

騒ぎだった。 
 やっとのことでピアノ搬入の一大イベントも終わり、母が「弾いてみれば」といいながら

黒塗りの蓋を開けてくれた。 そこには真新しい白い鍵盤と黒い鍵盤が並び、輝いていた。

嬉しさと気恥ずかしさが入り混じった気持ちで、そっとひとつの鍵盤を押さえると、聴こえ

てきたのは紛れもなくオルガンとは違う澄んだ音だった。 
 
 初めて間近で聞くピアノの音。 
 実に新鮮な響きだった。指先にかすかな振動をともなって伝わったその音は、子供の私を

感動させるには充分だった。 
 
 ピアノは弦をハンマーといわれる部品で叩くことで音が出る。つまり子供の私が感じた

微かな振動は、ハンマーが弦を叩くときのものだったのだ。作曲の仕事をするようになって、

あの時感動した音と共通するものがあることに気がついた。それは例外なく誰もが最初に

聴く音。母親の胎内にいるときに聴いている子宮の中の音だった。胎児にとっては音楽とい

っても良いかもしれない。 
 胎内の音のほとんどは、血液などが体内を流れる時に発する「ザー」という“ホワイト・

ノイズ”に近いものだ。これは海辺で聴こえる波の音にも、川の流れの音にも似ている。そ



の音に母親の心臓の音、母親が話す声、外から伝わるさまざまな音が加わり、胎児の聴く音

楽になる。胎児はそれらを聴覚だけではなく身体全体を通して、胎内に響く音楽として聴い

ていたはずなのだ。 
 この世に生を受け、成長と共に様々な記憶が蓄積される。胎内で聴いた音楽の記憶は急速

に薄れていく。しかし何かのきっかけで呼び覚まされることがあると私は思う。 
 
 聴覚だけではなく、身体の一部を伝わる振動と共に聴こえたピアノの音…。まさしく胎内

の音楽の記憶が、あの瞬間に呼び覚まされたことにほかならない。呼び覚まされる記憶は、

音楽を創るうえでの大きな要素のひとつだ。記憶は懐古とは異なる。子供の頃から現在まで、

見たもの感じたこと、考えたことなどさまざまな意識と無意識の蓄積が、私にとっての「記

憶」。音楽を創る「原石」の一つになっている。 
  
 その原石から創るべき音をイメージし、その音に「想い」を巡らせる。想いを巡らせるこ

とは、自分の心の声に耳を澄ませることでもある。たとえば父や母の人生に想いを巡らせ、

自分の人生を重ね合わせてみる。子供の頃には見えなかった、父や母それぞれの喜びや苦悩、

時には悲しさまでも少しずつ見えてくる。同じように、自分の想いと重なり合う人たちの記

憶に想いを巡らせば、より多くの人たちと共感し合える音楽を創る糸口になるはずだ。 
 記憶という原石は、私だけの特権ではない。 
 誰もが持っている大切なものであり、そこには生きる喜びや希望へとつながるヒントが

隠されている。 
 
◆一人っ子の憂鬱 
 
 私は一人っ子だ。 
 そのことがずっと嫌だった。というよりも「一人っ子だから…」「一人っ子は…」と言わ

れるのが、とても嫌だった。実は今でも嫌だったりする。 
 
 「一人っ子だから、何でも買ってもらえていいわね？」 
 「一人っ子だから、どうせ甘やかされているんでしょ？」 
 「一人っ子は兄弟げんかを知らないから、きっと社会性に欠けるんじゃないの？」 
 「一人っ子は、わがままだからね」 
 
 憶測半分で周りの大人たちはずいぶんひどいことを言うものだ。究極は「一人っ子はダメ

なのよ」とまで言われたこともある。挙げ句の果ては、父までも「一人っ子だから…」など

と、怒鳴ったりする。自ら望んで一人っ子になったわけではないのに、まるで一人っ子が罪

悪のような感じだ。特に私が子どもの頃は、一人っ子の割合がとても少なかったから、完全



に弱者だった。 
 兄弟で切磋琢磨することがないから、たくましく生きて欲しいと親は願うのだろう。だか

ら実際は、兄弟がいる家庭よりも意外に躾など厳しかったりする。親の期待が加わればなお

さらのことだ。 
 
 豊かではなかったけれど、一人っ子だからこそお金をかけてもらえた部分がある。そのこ

とにはとても感謝している。でも何でも買ってもらえたわけではない。あたりまえの話だ。

親の愛情が一人に集中するから、周りからは甘やかしているように見えるのも無理はない。

でも「あれ買って！」と駄々をこねたことは一度もない。そんなことが許される家庭ではな

かった。兄弟でおかずを取り合う経験も当然無い。だからご飯を食べるスピードも子供の頃

は遅かった。そのことで、ずいぶん父に怒られた。 
 兄弟げんかを知らない分、父にはずいぶん殴られた。ある時は夫婦げんかの“とばっちり”

を受け、自宅の階段上から「獅子は我が子を千仞（せんじん）の谷に突き落とすんだ！」と

言いながら本当に蹴り落とされたこともある。階段下まで転がり落ちた。壁に足をぶつけて

生爪がはがれた。今となっては笑い話だが、その時はあまりの痛さに大泣きした。 
 そんなに一人っ子はダメなのだろうか？ 
 兄弟げんかをすれば社会性が本当に身につくのだろうか？ 
 一人っ子は必ず、わがままなのだろうか？ 
 
 一時期は劣等感に苛まれた時もあるが、一人っ子も捨てたものではないと思う。 
 
 大人との生活が中心になるから、大人が考えていることを察する能力が小さい頃から発

達する。大人を基準に考えることが多いので、精神的には早熟だったりする。一概には言え

ないが、おもちゃを取り合ったりする経験がないから、独占欲があまりない。友達に平気で

貸してあげたりする寛容さを持ち合わせている。そして独立心や責任感が人一倍強いのも、

意外に一人っ子だったりする。もちろん欠点は山のようにある。でもそれは１人っ子特有の

ものとは違うように思う。 
 
 そんな私にも兄がいた。この世に無事生まれてきていれば、たぶん二人の兄がいたはずだ。

考え方を変えれば、二人の兄がいたら父の経済状態から考えて、私は存在していなかったか

もしれない。小学校低学年の頃だろうか、母になぜ自分には兄弟がいないのか聞いたことが

ある。母は返答に困ったはずだが、私の記憶では少なくとも二度男の子を流産したことを教

えてくれた。そして奇跡的に私が無事生まれたこと、流産の影響でもう子供を産めないこと

も、きちんと話してくれた。母の悲しさに触れた気がした。なぜ兄弟がいないのかを、二度

と聞くことはなかった。 
 これも大切な記憶のひとつだ。 



 その母は癌で、私が三十歳のとき、五十九歳で亡くなった。 
 あまりにも早い別れだった。 
 
◆父と自転車 
 
 子供の頃、何度か大きな怪我をした。その中でも、父の姿が重なる怪我が二つある。 
 最初は幼稚園の時だ。ちょうどスーパーマンがテレビ放送され、子供の間で人気があった

頃の夏だ。自然発生的に、男の子たちは風呂敷の端を首に結び、走っては布をマントのよう

になびかせて喜んでいた。そのうち、それでは飽きたらずに「スーパーマンやから、飛ばん

とアカン！」と誰かが言い始め、滑り台の上から風呂敷マントをなびかせて飛び降りる遊び

が広がり始めた。男の子同士で勇気を試す遊びでもあった。 
 
 香里団地には公園が何カ所もあり、滑り台やブランコ、鉄棒、砂場、藤棚などが設置され

ていた。たまたまいつもと違う仲間と遊んでいたある日、その飛び降りる遊びをしようとい

うことになった。何度か私もその遊びにチャレンジして成功していたから、ためらいもなく

参加した。その日の滑り台は、それまで成功していた公園のものと違い、少しだけ背が高か

った。飛び降りて地面に着地したとたん、激痛で立てなくなった。 
 友達が母を呼びに行き、おんぶされて病院に行くと、両足にヒビが入っていた。両足共に

ギブス。まだ幼稚園だったから、松葉杖は与えられなかったように思う。移動は親が私をお

んぶしたのだろう。通院期間が夏休みに重なり、務めていた学校が休みになった父が、通院

の担当になった。診察の度に私の小さな自転車を父がこぎ、私は後ろの席で父につかまって

通院する生活が一ヶ月ほど続いた。日頃は酒を呑んでいる姿、怒鳴っている姿、夫婦げんか

をしている姿しか知らなかったが、初めて父の愛情を感じた出来事だった。そして「一人っ

子は甘えられない」「甘えてはいけない」と思っていた私にとって、嬉しい時間でもあった。 
 
 さらに小学校三年生の時も、忘れられない大怪我をした。ローマ大会、東京大会とオリン

ピックのマラソンで優勝した裸足の王者アベベ。彼が、びわ湖毎日マラソンに参加していた

日の出来事だ。ちょうど日曜日で学校は休み。一人っ子仲間の加藤君と、自宅前の空き地で

遊んでいた。近所の家々からは、マラソンの実況中継が聞こえていた。実況の音声を聞きな

がら、たまたま空き地に生えている松の枝が目に留まり、鉄棒代わりにぶら下がろうとした

瞬間、手がすべった。 
 後ろ向きに地面に落ち、頭を打ったのだろう。少しの時間、失神していた。我に返ると手

が痛い。ふと見ると、右腕の前腕部にある二本の骨が両方とも折れて手が変形していた。加

藤君も「大丈夫？」と心配そうに僕の顔をのぞき込む。大丈夫であるはずはないが、驚いて

逃げることなくずっと傍にいてくれたのは一人っ子の優しさだ。 
 痛みよりも手の変形に驚き、家に駆け込んで父に腕を見せた。父も驚いて、あちこちの医



者に電話をかける。日曜日だから殆どは休診日なのだ。やっと近くの市民病院の当直が外科

の先生だとわかって、そこに直行した。応急処置で骨を接いでくれたが、二本とも折れてい

るから近いうちに手術して、金具で骨を固定するという話だった。父は自分が柔道をしてい

たときに肘を骨折した経験から、骨に関することは接骨医が一番だと考えていたようで、同

意しなかった。 
 
 数日後、父が見つけた接骨医に、改めて父と行くことになる。 
 「きれいに継ぐには、軟骨で付き始めた骨を一度外して、もう一度接ぎ直すしかありませ

んな」 
 と先生が言う。 
 「お願いします」 
 と父が言った時には驚いた。そんな無茶なと、子供ながらに思った。でも選択肢は無かっ

た。後ろから父が私の身体を支え、前から先生が腕を引っ張る。一度継ぐ度にレントゲンを

撮り、何度か微調整をする。あまりの痛さに思わずうめき声が出た。でもそのおかげで、二

本の骨は真っ直ぐきれいにつながった。 
  
 気性の激しい父だった。その分、愛情も深かったのだと思う。通院のために私を乗せて自

転車をこぐ姿、接骨院で私を支えていた父の姿が忘れられない。 
 そんな父も、母の死から十年後に亡くなった。私がまだ四十歳の時だった。 
 
◆青きドナウ 
 
 私が通っていた小学校は、開成小学校という名前だ。東大合格者数の多さで有名なあの開

成中学・高校とは何の関係もない公立の小学校だ。 
 ピアノのレッスンを受け始めたのが、その開成小学校二年生の春。ピアノはオルガンのよ

うに、絶えず足で空気を送る必要がない。さらに膝で音量をコントロールして強弱を付ける

必要もない。とても快適だった。 
 最初のピアノの先生は確か音大の声楽科を出て、子供たちにピアノや歌を教えていた渡

辺孝子先生だった。鍵盤を弾くときの姿勢、手首の位置や指の形など、オルガンでは気にし

なかった注意が必要になり、余分な力を抜くことが最初の頃は難しかった。でもとても優し

かった渡辺先生のおかげで、順調にレッスンを続けていった。 
 
 日曜日だったのか夏休みだったのかは忘れてしまったが、ある日母と二人でウィーン少

年合唱団の映画を見にいったことがある。おそらく渡辺先生の薦めもあったのだろう。その

映画を見たことがきっかけで、私は歌も習いたいと言い出したようだ。好奇心が旺盛だった

のか、自分が感じたことを素直に母に言っていたようだ。そして、渡辺先生にピアノと歌の



両方を習うことになる。 
 映画の題名は「青きドナウ」。ウォルト・ディズニーが製作したもので、調べてみると私

が見た六年前に製作されていた。大人になってから再びその映画をテレビで見る機会があ

った。やはり少年たちの歌声が美しいことと、変声期を迎える少年を軸に展開される感動的

なストーリーが心に残る作品だ。小学生の私が気に入ってしまった理由がよくわかった。 
 
 ピアノと歌を習い始めたものの、興味とは裏腹に恥ずかしさを少しずつ感じるようにも

なっていた。ピアノを習っている男の子なんて、本当に少なかった時代だ。ピアノは女の子

が習うもの、という感覚が大人にも子供にもあった。 
 「上田はピアノを習ってるんやで。女の子みたいやな」などと、男の同級生たちにひやか

されたりすると、恥ずかしくてたまらなかった。毎日決まった時間をピアノの練習に充てて

いたが、外で友だちたちの声が聞こえると「ピアノを弾いていると、またひやかされるな」

と考えたりする。ピアノも歌も嫌いじゃない。でも、ひやかされるのは恥ずかしい。たわい

もないことだが、当時かなりシャイだったので、それなりに大問題だった。 
 
 放課後は昆虫採集や里山での遊びを謳歌し、夕方には家に戻ってピアノと歌の練習をす

る。練習しながら、密かに「男らしい何かをやりたい」と考えていた。小学校三年になって

すぐ、その「男らしい何か」が身近な場所にあることを知る。 
 それは近所の中学校の体育館で週三回開かれていた剣道の道場だった。「行きたい！これ

こそ求めていた男らしいものだ！」と思った。ひとつだけ心配があった。その頃は、まだ運

動神経があまり発達していなかったようで、体育がそれほど得意ではなかったことだ。それ

こそ一人っ子だから、競争意識も薄かった。幼稚園の運動会で母と交わした会話だが、よく

笑い話として後に母から聞かされた。 
 
 「かけっこは何等だったの？」と母が聞くと、 
 「五等！」と嬉しそうに答えたらしい。さらに母が 
 「何人で走ったの？」と聞くと。なんのためらいもなく 
 「五人！」と答えたらしい。 
 そんなとぼけた一面を持つ子供でもあった。 
 
◆剣道少年の誕生 
 
 「男らしい何か」をやりたい。そう思った私は、珍しく父に相談した。父も昔、柔道やサ

ッカーをやっていたので、スポーツを習うことに関して、頭ごなしにノーとは言わないよう

な気がしたからだ。父も男親として相談されることが嬉しかったのだろう。さっそく一緒に

見学に行くことになった。剣道というものを初めて見た。指導者の人たちの凛々しい姿は、



子供のチャンバラごっことは雲泥の差だ。間合いを取りながら、けっして無駄な動きは無い。

その緊張感がたまらなく“おとな”だった。 
 「これだ！」と思ったのは、言うまでもない。すぐに入会の手続きを父がしてくれたが、

約束がひとつだけあった。それは、ピアノをやめてはいけないということだった。「続けら

れないくらいなら、やるな。中途半端は許さない」というのが父の考えだった。 
 
 父との約束を守りながら、どんどん剣道に夢中になった。私の身体に合っていたのかもし

れない。剣道を始めてからは、自分でもわかるほど運動神経が急速に発達した。そうなると

上達するスピードも速くなる。メキメキ腕を上げた私は、小学校五年生になる頃には、枚方

市内はもちろん北河内という近隣の六つの市を含むエリアで一目置かれる剣道少年になっ

ていた。大会では、何度も優勝した。 
 もう病みつきだ。面白くて仕方がない。剣道の面白さのひとつは、瞬発力や相手の動き全

体を見る力、直感的、瞬間的な判断が勝負に影響することだ。その感覚を養うためには、日

頃の練習がやはりものを言う。剣道の道場に行かない日でも「勝つため」「上達するため」

に素振りなどの練習を怠らなかった。競争意識、勝つという意識が芽生え、かけっこで五人

中五番と言って喜んでいた頃のような“おとぼけ君”とは様子が違っていた。 
 剣道に熱を上げていた頃、渡辺先生の転居を機にピアノの先生が五年生の時に替わる。歌

のレッスンも自然消滅になった。新しいピアノの先生は上野の音楽学校（今の東京藝大）の

ピアノ科出身の先生で、天野先生というお名前だった。厳格な先生で、手の形などもずいぶ

ん直されたが、渡辺先生とは違った意味で素晴らしい方だった。きちんと続けていると、ピ

アノもそれなりに上達するものだ。でも成長と共に恥ずかしい気持ちはどんどん膨らんで

いた。小学校の高学年では、ピアノを習っていることを友だちにはひたすら隠すようになる。

小学校六年生の時は、その恥ずかしさがピークを迎え始めていた。 
 
 そんなある日、私がピアノを習っていることがクラス全員に白日の下にさらされる出来

事が起こる。開成小学校では、音楽と美術は専門の先生がいたのだが、音楽の授業の時に歌

の伴奏する役を、こともあろうに音楽の先生が私に押しつけたのだった。 
 事前に何の相談もしてくれず、いきなりみんなの前で「上田くんはピアノが弾けるから、

しばらく歌の伴奏をしてもらいます」と告げたのだ。校内の音楽会のためだったのかもしれ

ないが、あまりに突然のことで呆然となった。 
 ピアノが弾ける女の子はクラスの中に何人もいるのに、なんで？という気持ちと、せっか

く隠していることを何の断わりも無しにクラス全員の前で無神経に公言した先生が許せな

かった。ある程度ピアノが上達していた私の耳からすると、たしかにその先生はピアノがお

世辞にも上手とは言えなかった。それにしてもひどいやり方だと思った。いきなり土足で心

の中に入ってきたように感じたのだ。 
 



 しぶしぶ伴奏はしたが、音楽の授業はそれから大嫌いになった。ピアノまで嫌いになった

わけではなかったが、気持ちはどんどん剣道の方に向いていく。 
 ある時、ピアノのレッスンに行くと先生から「専門的にピアノをやってみる？それなら別

の先生を紹介しますよ」と言われたようだが、私にそのつもりはなく、両親も音楽を仕事に

させるつもりは毛頭なかった。ピアノは引き続き天野先生に教えていただきながら、気持ち

は、ひたすら剣道に励む毎日を送っていくことになる。 
 
◆頭から音符が消えた日 
 
 中学校に入ると、一段と剣道に熱が入るようになる。クラブ活動は、もちろん剣道部だ。

女の子から憧れの視線を浴びるような花形クラブに、興味がなかったといえば嘘になるが、

大人ぶって硬派を自認していた。毎日クラブ活動に汗を流し、週三回は道場に通う。剣道三

昧ともいえる生活だが、ピアノの練習も忘れてはいなかった。もちろん新しい友だちにはピ

アノのことは内緒だ。勉強も頑張っていたが、それは成績が悪いと父の鉄拳が飛ぶからでも

あった。 
 
 練習の甲斐あって、中学一年の時には初段を取得する。十五歳から初段は受験可能だった

ので、最年少での取得だった。段位は日本剣道連盟の正式なもので、大人たちに混じって昇

段試験を受けた。実技だけではなく、木刀を使った「形（かた）」や筆記試験まである。筆

記試験は剣道の心得に関する問題などが出題されるが、なかでも「気剣体の一致」という心

得があり、その汎用性はとても興味深い。 
 
 「気」＝心や意志の作用。 
 「剣」＝竹刀の作用。つまり技術的な要素。 
 「体」＝体勢。身体の動き。 
 
 その三つが揃わなければ、有効な一打にならないという意味なのだ。スポーツ全般にも当

てはまるだろうし、いろんなジャンルで使えそうな心得と言える。 
 音楽にも、そのまま当てはまる。多少言い方を変えれば、「気」は同じく心や思いであり

意志でもあるが、感性もここに入るだろう。「剣」はやはり音楽面での技術。「体」は作品と

して構成し、完成させる演奏能力あるいは作曲能力だろうか。演奏家だったら呼吸や体の使

い方だろう。 
 ビジネスマンだったら「気」には企業理念なども入りそうだ。「剣」は個人のスキルだし、

商品と考えることもできる。「体」は行動力、営業力と考えれば納得がいく。 
 話が逸れたが、剣道では自信を持つことが出来た。中学二年の二学期には剣道部のキャプ

テンになり、クラブを統率していた。ところが、ピアノに関しては恥ずかしさや人前で弾く



ときの緊張がピークを迎えていたのだ。毎年一度、必ずピアノの発表会がある。年々人前で

弾く時の緊張度は増していったが、中学二年生の時の発表会は忘れられない。 
 
 弾いた曲はＪ・Ｓ・バッハのイタリア協奏曲第一楽章。同じような音の動きが形を変えな

がら何度も出てくる。出番が近づくにつれ、極度の緊張状態になっていく。いよいよ出番が

来た時には、すでに心の中は不安で一杯だった。 
 発表会では暗譜が原則。「間違えるんじゃないだろうか」「忘れるかもしれない」「そうな

ったら恥ずかしい」などと思いながら弾くのだから、その時点で精神的に駄目になっている。

追い打ちをかけるように、さらに足までガクガクしてきたのだ。響きを豊かにしたり、音を

繋ぐ目的でペダルを踏む足が、上下に激しく震えていた。指の動きもだんだん怪しくなる。

まさに制御不能の状態で、演奏をしていた。そして案の定、はっと思った瞬間に次に弾くべ

き音がわからなくなった。 
 
 こうなると状況はさらに悪い方向へと進む。頭の中が真っ白になり、音符はすべて頭の中

から消えていた。「こうかな」と思って弾く音がすべて違う。虚しい修正作業も効果は無く、

何とか最後のフレーズだけ思いだし、それで終わってしまった。途中の何十小節は、結局思

い出せず、弾けずじまいに終わったのだ。 
 恥ずかしさと悔しさで、すぐにでも会場を後にしたい気持ちだった。トラウマにも似た状

態になり、必要以上の緊張感から解き放たれたて、ピアノを人前で弾けるようになるまで、

それから十年ほどかかることになる。 
 
◆原爆の図 
 
 画家、丸木位里・丸木俊ご夫妻の共同制作として著名な作品「原爆の図」。 
 一九五〇年の作品である「幽霊」「火」「水」から一九八二年の「長崎」に至るまで、全一

五部から成る大作だ。「水俣の図」「沖縄戦の図」でも広く知られている。広島は夫である位

里さんの郷里。当時東京に住んでおられた位里さんは、原爆投下の三日後に広島に入り、地

獄と化した惨状を目の当たりにされたという。妻の俊さんも一週間後には広島に。そして五

年後、水墨画家の位里さん、油彩画家の俊さんの共作による「原爆の図」が発表される。 
 
 一年の三分の一を過ごしていた高野山での記憶のなかで、ずっと私の脳裏に焼き付いて

いるもののひとつが「原爆の図」だ。祖父が住職をしていた成福院の敷地に、摩尼宝塔（ま

にほうとう）という名前の塔が建っている。太平洋戦争の戦没者や犠牲者の慰霊ならびに供

養と、平和を願う気持ちから祖父が昭和四十年に建立した。 
 実はこの塔の中に、丸木美術館の公式ホームページにも記録として掲載されていない「原

爆の図」がある。それは「火」と「水」と題された二つの作品だが、丸木美術館に収蔵され



ている同名の作品とは、構図も違うまったく別の作品なのだ。数年前まで塔内で展示されて

いたが、照明などによる痛みが目立ち始め、現在はあまり光が直接当たらない場所に置かれ

ている。 
 生前の祖母の話によれば、祖父が摩尼宝塔の建立にあたって丸木ご夫妻に作品の依頼を

したという。お二人は成福院に泊まり込み、三ヶ月かけてその二つの作品を完成させ、奉納

寄贈されたというのが経緯だ。 
 
 小学校から三年生から、私は高野山にある二つの「原爆の図」を見続けてきたことになる。 
 「火」は炎に包まれる母親であろう女性のそばに、正面を向いてすわる女の赤ん坊。周り

には少女などが描かれている。炎に焼かれて皆全裸だ。墨で描かれた人物と、朱で表された

炎が強烈なコントラストで、悲しみと怒りが満ちあふれた作品だ。子供の目から見ても、そ

のメッセージはとても強かった。子どもを炎から守ろうとするかのような女性は、ふくよか

な身体で、そのふくよかさが悲しみと無念さをいっそう際だたせる。 
 「水」は対照的に、静けさの中からメッセージが伝わってくる。黒く焼けて折り重なるよ

うに倒れている人々。その傍らに、片方の手で幼い妹とおぼしき幼児の手を握り、もう片方

の手で水の入ったバケツを持って立ちつくす少女が印象的に描かれている。むろん着衣は

無い。水を求めていのち尽きた人々のそばで、まだ息のある人たちに少しでも水を分け与え

ようとしていたのだろうか。 
 
 この二つの作品は、戦争の恐ろしさ、愚かさ、平和の尊さを私に無言で語り続けてきた。

この「原爆の図」以外にも、戦地で倒れた人たちの遺品や、銃弾が貫通した跡の残る朽ちた

鉄兜なども摩尼宝塔には展示されていて、祖父の思いが込められた空間だった。 
 祖父は上田天瑞（てんずい）という。昭和十六年に、南方仏教の研究と修行のために、タ

イの寺院に入った。戦争の勃発により日本軍がタイに進駐し、陸軍の意向でビルマ（現在の

ミャンマー）に同行し、日本語学校の校長をしていた。ビルマ戦線は激戦の地でもあり、祖

父は悲惨な状況のまっただ中にいたようだ。その後ビルマ僧としても修行し、ビルマ仏教会

から贈られた仏像と経典を携え、昭和十九年に奇跡的に生還する。 
 すでに制海権も握られていたので、日本に向かう船団はことごとく潜水艦により撃沈さ

れたが、祖父が乗っていた船だけ無事に日本に辿り着けたらしい。 
 
 終戦後、高野山大学の教授となり学長をしていた時期もあるが、私が生まれた昭和三十一

年に政府派遣の遺骨収集団に宗教者代表として参加。再びビルマの地を訪れる。そしていく

つもの戦跡で遺骨収集と巡礼供養を行い帰国。当時の厚生省から遺品の一部と共に遺骨の

分骨を受け、それらは後に摩尼宝塔に収められることとなる。 
 祖父が見たはずの凄惨な戦場。そこで亡くなっていった人たちへの苦渋の思い。宗教者と

してのあるべき姿を、祖父なりに実践していたのだと思う。祖父自身が書き残した文章の中



に「偽りの多い世の中だが、宗教者として日々供養を行うことは、真実でありたい」とある。

その言葉通り、死の床に伏せるまで、毎日欠かさず供養の経をあげていた。 
 そんな祖父を、子供の頃から尊敬していた。でもなぜかプロレスと肉の脂身が大好きだっ

た。痩せていたし、脂ぎった人でもなかったのに、そのギャップは何だったのだろうと、今

でも不思議に思うことがある。 
 
 祖父が丸木夫妻に依頼した「原爆の図」。そして毎日休むことなく、慰霊と供養の祈りを

捧げていた祖父の姿。それは作曲家となった私にとって、大切な何かをいつも心に送り続け

ている。レクイエム・プロジェクトを沖縄・長崎・広島でも行っていることの必然性が、そ

こにある。 
 二〇一五年の六月から九月の間、丸木美術館は特別展示「発掘！知られざる原爆の図」を

企画した。その時成福院に奉納された作品も初めて高野山を出て、他の貴重な作品と共に埼

玉の丸木美術館で展示された。期間中の七月三十日、レクイエム・プロジェクト東京で生ま

れた「東京いのりのとき合唱団」の有志とともに、絵の前で数曲演奏した。ちょうど被爆七

十年、戦後七十年、阪神・淡路大震災から二十年というレクイエム・プロジェクトにとって

も大きな節目の年。子どもの頃から見続けてきた「原爆の図」の前で、しかも高野山ではな

く丸木美術館で演奏できたことは、祖父の導きだったのかもしれない。 
 
◆晴天のヘキレキ 
 
 中学一年が終わった後の春休みに、私は得度をした。得度は僧侶になるための最初の儀式

だ。頭を丸め、祖父が住職をしていた成福院で得度式を行った。僧侶では祖父が師匠という

ことになる。僧名は「瑞光（ずいこう）」だ。通っていた中学では「男子は丸坊主」という

校則が無かったので、学校では多少恥ずかしかったが、ピアノを人前で弾くほどのことでは

なかった。 
 なぜ得度をすることになったのか、理由は今もよくわからない。たださほど不思議なこと

でもなかったし、得度をすること＝寺の跡継ぎという話でもなかったから、寺の孫として生

まれたからには当然のことのように思っていた。祖父母や両親がどう考えていたかは定か

でないが、この得度をきっかけにして、大人たちは跡継ぎをどうするかという話をしたので

はないかと考えている。 
 
 石堂丸（いしどうまる）のお話をご存知の方はおわかりだと思うが、もともと高野山とい

うところは、明治時代になるまでは“女人禁制”で、女性は入山を許可されていなかった。

もちろん当時僧侶は妻帯できない。したがって寺は、親から子へという血縁で継がれること

が無かったのだ。明治になってからは、次第に血縁で継ぐ寺も増えていったようだが、成福

院はずっと血縁関係ではない僧侶が跡継ぎとなっていた。 



 そんなこともあって、寺に慣れ親しんでいたとはいえ、跡継ぎになることを具体的に考え

たこともなかった。祖父の後はどうなるのだろうと考えたことはあっても、身内で継ぐ準備

を誰もしていなかったので、これまでどおり血縁ではない人が継いでいくのだろうと呑気

に考えていた。また、父は「医者になれ」とずっと言っていたし、出来れば親のそんな期待

に応えたいとも思っていた。 
 
 中学三年の夏休みも普段と変わらずに高野山で過ごしていた。夏休みの間に行われた剣

道の中学校大阪府大会では、ベスト・フォーに残ることができて、嬉しい夏休みでもあった。

状況が一変したのは、二学期が始まり十月になった頃だろうか。 
 ある日父が突然、「寺を継ぐことにしたからな。だからその後はお前だから、高校は高野

山高校に行け」と言ったのだ。私に選択できる余地は無かった。医者になれるかどうかは別

としても、可能性が広がる高校に進学しようと勉強をしていた。その必要が無くなるという

わけだ。一本のレールが一日にして引かれてしまった。自分の気持ちをどう整理すればよい

かわからなかった。 
 いったい何があったのだろう？ 
 父は、四人兄弟の三男だった。一般的には長男が継ぐのが自然だが、長男は大学の教授を

していたし子供もいなかった。次男は徳島の寺に婿養子として入っていた。歳の離れた末っ

子はアメリカ留学から帰国し、エリート社員として社会人のスタートを切った頃だった。当

時、父は四十二歳。今の私よりもずいぶん若い。その時は高校の教師をしていた。 
 祖父から、どうしても継いでくれと頼まれたのだろうか？他の兄弟よりは継ぎやすい状

況の自分が跡継ぎになり、親を安心せたかったのだろうか？それとも寺を継ぐことに何か

希望を見いだそうとしたのだろうか？あるいは戦争があと少し長く続いていれば、きっと

死んでいたはずの自分の人生を、僧侶になり寺を継ぐことでリセットしてみようと考えた

のだろうか？そして自分の後を息子に託すことが、幸せなことだと思ったのだろうか？ 
 
 釈然としない気持ちもあったが、嫌ではなかった。「原爆の図」を小学生の頃から見てい

た。毎日休むことなく、慰霊と供養の祈りを捧げる祖父の姿も見ていた。尊敬していた祖父

の思いを継いでいけたら、それはそれで意味があると考え、自分を納得させたのだ。 
 そして親の言うとおり高野山高校へ進学することになり、将来は寺を継ぐことが私に課

せられた役目となった。寺が家業という意識が無かったから、それまでは自分の歩む道は自

分で切り拓くものだと思っていた。あまりに急な展開は、まさに青天の霹靂だった。 
 
◆雪の日のスカボロ・フェア 
 
 中学になるまで、我が家にはレコードというものが無かった。 
 両親はレコードを聴くほどの音楽愛好家でもなかったし、贅沢なものだったと思う。中学



の入学祝いに、ようやく安価なレコード・プレーヤーを買ってもらうことになる。初めて自

分の小遣いで買ったレコードは、ヴァン・クライバーンが演奏するショパンの「別れの曲」

が入ったシングル盤だった。ピアノを習っていたからということもある。もうひとつは「ピ

アノで練習する曲を聴いて勉強するために、お祝いはレコード・プレーヤーにして欲しい」

と親に言った手前、やはり最初はピアノの曲が入ったレコードが必須だったからだ。 
 
 でも本当の目的は別のところにあった。小学校六年頃から古いポケット・ラジオで深夜放

送を聴き始めていて、その影響もあって洋楽のポップスや映画音楽に興味が湧いていた。

「中学に入ったら深夜放送で気に入った曲のレコードを買って聴きたい」というのが最大

の理由だった。 
 ゼーガーとエバンスの「西暦２５２５年」というシングル・レコードが最初に買ったお気

に入りの洋楽ポップス。その後中学時代はクリフ・リチャードの「しあわせの朝」、カプリ

コーンの「ハローリバプール」、ハミルトン，ジョー・フランク・アンド・レイノルズの「恋

のかけひき」、ポップ・トップスの「マミー・ブルー」、カスケーズの「悲しき雨音」、ドー

ンの「ノックは３回」や「幸せの黄色いリボン」、ショッキング・ブルーの「悲しき鉄道員」、

ポール・マッカートニーの「アナザ・デイ」などを買っていたが、お気に入りが全て買えた

わけではない。そんなレコードの中で一番大切にしていたものが、サイモン＆ガーファンク

ルの二枚組ＬＰだ。当時のＣＢＳソニーが出していた「赤箱」シリーズのひとつで、ベスト

盤ともいえる。私たちの世代は、ビートルズも聴いたが、いわゆるビートルズ世代とは違う。

どちらかといえば、サイモン＆ガーファンクル世代なのだ。 
 
 高野山にはレコード・プレーヤーが無かったので、中学三年の時にスピーカと一体となっ

た小さなものを高野山で買い、行くたびにレコードをもって出かけた。高野山高校に進学す

ることが決まっていた冬休みは、気持ちも違っていた。その年の冬は、いつもに増して寒く、

毎日のように雪がしんしんと降った。昼間でも町の中は静まりかえっている。耳を澄ませば、

サワサワという雪が積もる音が聞こえてくる。静かにレコード針を落すと、サイモン＆ガー

ファンクルの「スカボロ・フェア」が静かに流れてきた。 
 降り続く雪を見ながら、悲しくなった。 
 
第二章 気がつけば、いつも遠回り 
 
◆不登校というサイン 
 
 高野山の春は平地に比べると遅い。四月上旬でも、桜のつぼみはまだ固いままだ。 
 入学式の日は、雪になった。 
 



 当時の高野山高校は、「普通科」「宗教科」「商業科」の三つに分かれていた。高野山で生

まれ育った人はもちろん、全国から集まってきた高野山真言宗の寺の息子たちなど、様々な

境遇の生徒が集まっていた。私はもちろん「宗教科」だ。剣道部もあった。入部してすぐに

レギュラーになり県大会に出場したが、中学生と高校生の体格の違いに圧倒された。音楽の

安楽（あんらく）先生に言われて、「聖歌隊」にも関わっていた。仏教聖歌を歌う合唱部の

ようなクラブだ。 
 仲の良い友だちも何人か出来た。大人から見れば何の問題も無いように思っていただろ

う。 
 
 一日の生活はというと、朝の勤行をして朝食を済ませ、学校へ行く。昼休みは、寺に帰る

ことが出来たので、昼食に戻ることも多かった。クラブがある日は活動を終えてから寺に帰

る。宿泊のお客さんが多い日は、お膳を出したり、布団を敷いたりするお世話を手伝う。夕

食を食べ、宿題を片付けて風呂に入り、就寝。その繰り返しが日常だ。食事は私の希望で、

家族とではなく寺で働く人たちと同じテーブルで、同じ食事を摂るように出来るだけ心が

けていた。 
 連休や夏休みは、忙しいけれど充実した時間だ。宿泊するたくさんの参拝客のお膳を手分

けして運び、布団を敷く。それ以外に、客室を回って翌朝の勤行時の供養に関する説明をし、

申込みを受付けていく。これは言ってみればお金を戴く営業的なお仕事でもある。高校生の

私に出来るかどうか不安だったが、意外にお客さんの反応は良く、やり甲斐もあった。 
 学校と寺だけが生活環境だった。友だちも寺の仕事があるから、一緒に遊ぶという時間も

ない。ましてや山の上の小さな町だ。高校生が楽しめるような娯楽など当時はほとんど無い。

楽しみは、月に一度か二度一人で大阪まで出かけることだった。出かける度に、たくさん映

画を見た。その頃はハリウッド映画よりもヨーロッパの映画が全盛時代。イタリアやフラン

スの映画を主に観ていた。最低でも二本は見る。映画を見た後は書店やレコード店に立ち寄

り、興味を惹かれるものがあれば買い、また高野山に戻るのだ。 
 
 寺での生活や仕事は好きだった。寺を将来継ぐということも、納得していたはずだったが、

自分の中で「何かが違う」と感じ始めていた。 
 「本当にこれでいいのか？」そんな心の声が聞こえ、葛藤していた。人一倍独立心の強か

った私の心の中に、自分でゼロから人生を切り開く事を断念せざるを得なかった虚しさが、

日々蓄積されていったのだ。 
 
 もうひとつ私を悩ませていたのは、母が苦労している姿だった。 
 お客さんや寺で働く人たちの食事の準備をはじめ、掃除や洗濯などに忙殺されていた。そ

の一方で、父と同じように激しい気性の祖母との関係も複雑だった。父は祖母とも親子げん

かをし、母とはいつものように夫婦げんかをしていた。休みの度に高野山で過ごしていた頃



も同じ状況はあったが、その時よりも深刻な状態のような気がしてならなかった。このまま

では家族がバラバラになっていく、と感じていた。 
 
 一番多感な時期だ。どうして父が寺を継ぐ決意をする必要があったのか？父もまた葛藤

しているように思えてならなかった。 
 尊敬していた祖父の思いを継いでいきたいと思う反面、寺にいることで家族が崩壊する

くらいなら、元の生活の方がまだ良いのではないか？と思っていた。忙しい夏休みが終わり

二学期が始まると、急に学校やクラブにも興味が無くなっていった。昼休みに寺へ戻ったき

り、学校へ行かない日が少しずつ増えていき。次第に休みがちになっていく。今で言う「不

登校」の状態に近かった。 
 それは学校への不満ではなく、両親や祖父母に送ったサインだったように思う。自分でや

りたい仕事を見つける道をもう一度歩みたい、日増しにそんな気持ちがどんどん強くなっ

ていく。それを叶えるためには、レールを外れるしか方法が無いことは明らかだった。でも

それは大人たちにとっては「わがまま」なことであり、子供の「たわごと」としか受取られ

ないこともわかっていた。 
 
◆十六歳の決意 
 
 十月に入り、ついに決意した。 
 「跡継ぎにはなりません！」 
 そう宣言した。 
 
 両親や祖父母にとっては、それこそ晴天の霹靂だ。中学浪人してでも良いから、大阪に戻

って高校を受験し直したい、自分でもう一度自分の進むべき道を考え直したいと自分の気

持ちをぶつけた。 
 敷かれたレールを自ら外れる選択をする以上、二度とそのレールの上に戻ることが許さ

れない覚悟はしていた。父の性格から考えても、そんなことを許すはずもなかった。私の決

意を認めるのか、それとも認めないのか…。 
 大人たちも本当に困ったと思う。無視できる話ではないから、尚更だ。何日間か時間が過

ぎていった。 
 
 特に父は、簡単に気持ちの整理がつくはずもない。私の決意が固いこともわかっていたと

思う。最終的には父も折れ、私は寺を継がないことになった。父の意見として中学浪人は勧

められないから、編入できる高校を探そうということになる。 
 やっと少し気持ちが晴れた気がした。中学三年の二学期に降って湧いた跡継ぎ騒動。それ

から一年間、ずっと心のどこかにくすぶり続けていた気持ちは解放された。寺に移り住み、



高野山高校に通った生活は、夏休みも含めて半年ほどの期間で終わった。振り返ればあまり

にも短い期間だが、私にとってはとても長い時間だった。 
 十二月に編入試験を受け、高校一年の三学期に編入したのは、大阪城の傍にある追手門学

院高校の大手前学舎だ。父の教師仲間でもあり、呑み友だちだった井出先生の奥様が、その

高校で体育の教師をされていた。事情を汲み取り、尽力して下さった。 
 
 香里団地の住み慣れた場所はそのままにしてあったので、母と私が香里団地に住み、父は

教師をしていた高校の授業があるときだけ、高野山から帰ってくるという生活スタイルに

なった。 
 ところが、いつの頃からか父も高野山へあまり行かなくなっていたのだ。私が寺を継がな

い決意をしたことで、父が継ぐ準備をする意味もあまり無くなった。おそらく父も生き方を

変えたのだと思っている。 
 いや、私が変えてしまったとも言えるが…。 
 父がもし今も元気で生きていたら、酒でも呑みながら本当はどうだったのか、父の本音を

聞いてみたい。 
 
 寺を継がない決意をしたからこそ、今の自分がある。でも父が寺を継ごうと考えなければ、

私は今の仕事をしていただろうか？どんな仕事に就き、どんな人生を歩んでいたのだろう

…。寺を継ぐという道を自分で断ち切った私は、それからの年月を、遠回りしながら進み始

めることになる。それは「レクイエム・プロジェクト」につながっていく。 
 
 何年か糖尿病を患っていた祖父は、私が高校三年の夏休みに亡くなり、子供の頃から親し

くさせていただき、仲下さんと呼んでいた祖父の弟子に相当する人が寺を継いだ。今でも親

戚のような付き合いをし、お寺にもお世話になっている。いつも夫婦げんかが絶えなかった

両親も、高野山の墓で仲良く眠っている。いやいや、お墓の中でも未だに夫婦げんかをして

いるかもしれない。 
 
 
◆運命の出会い 
 
 ピアノのレッスンは高野山に移り住むタイミングで、いったん止めていたが、楽器は高野

山まで運んでいた。たまには何か好きな曲でも弾ける時間があればいいかなと思ったから

だ。月に一度、大阪まで映画を見に行った帰りに、書店でサイモン＆ガーファンクルや映画

音楽の楽譜集なども買って、寺で時々弾くのも良い気分転換だった。 
 
 それまで、レッスンでは絶対に弾けないジャンルの曲であり、クラシックの楽譜以外は何



も持っていなかったので、とても新鮮でクラシック音楽とは別の魅力を感じた。「やっぱり

音楽っていいな」と感じていた。だからといって、寺を継がない宣言をした後で、音楽の道

に進もうとはまったく考えていなかった。 
 自分で将来に向かう設計図を描かなければいけなかった。継がない宣言をしたからには、

将来に対してそれなりの方向性を見つけていくのが、私の決断を許した大人への当然の礼

儀だし責任だとも思っていた。ただ方向転換をして間もなかったので、すぐに自分が進むべ

き道への結論を出せるほど、熟慮もできていなかった。 
 
 編入した高校での生活は本当に楽しく、生き生きとしている自分がいた。友だちにも恵ま

れ、充実していた。文化祭ではロック・バンドを組み、ローリング・ストーンズやディープ・

パープルの曲を演奏し、ミッシェル・ポルナレフの弾き語りもした。音楽部（合唱部のよう

なもの）に駆り出され、小川未明の創作童話を題材にしたオペレッタ「赤い蝋燭と人魚」で、

美しい人魚の娘を買っていく悪役・香具師の役として歌った思い出も忘れられない。 
  
 そんな大阪での高校生活が始まってしばらく経ったある日、子供の頃からお世話になり、

家族ぐるみでお付き合いしていた末さんに「エレクトーン」を習ってみないかと誘われた。

弦楽器や管楽器、ドラム、ベースなどの音色も出せて、一人でセッションできる画期的な楽

器だった。その楽しそうな楽器に、私はとても興味が湧き、先生を紹介していただくことに

なった。父は、跡継ぎ騒動への配慮からか反対はせず、無事エレクトーンを習うことになる。 
 先生は男性で、教育者としても素晴らしく、エレクトーン演奏家としても著名な當麻宗宏

先生だった。音楽という仕事をしている男性と初めて身近に接した私にとって、その「生き

方」がとても新鮮に感じられたことを今でも思い出す。それまでは父も含めて自分の身近に

いる男性は、教師か大学教授か僧侶といった職業の人たちばかりだったので、尚更だったの

かもしれない。 
 
 エレクトーンは鍵盤が上下二段に分かれている。左足は、ベースを担当する足鍵盤を操る。

右足は音量のコントロール・ペダルや、リズムボックスのオン・オフなどを担当する。慣れ

るまでは、足踏みオルガンの比ではない難しさに格闘する毎日だった。それ以上にジャズや

ラテンなど、それまで聴くことはあっても演奏する機会がまず無かったジャンルの音楽を

演奏するのだから、思うようにことは運ばない。リズムに乗るとかグルーブするといった感

覚が、その頃は身体の中に全く備わっていなかったので、ずいぶん先生に迷惑をかけたこと

だと思う。 
 ある日レッスンの順番を待っていると、とてつもなく上手な演奏が聞こえてきた。「すご

い！」という感想以外の何ものでもない演奏に、どんな生徒なのかと思っていたら、レッス

ンを終えて部屋から出てきたのは、小学校高学年の少年だった。また別の日は違う生徒が素

晴らしい演奏をしていた。その彼も私よりもずっと年下だった。「才能がある人は、一杯い



るんやなぁ」と感心すると同時に、なんて自分は下手なんだろうと少々落ち込んだ。 
 
 不器用な私は、テンポは合っていてもリズムになかなか乗れない。それだけでなく、表現

することもわかっていなかったし、つまらない演奏しかできなかった。當麻先生にもよく

「つまらない」と指摘された。練習で克服するという問題ではなく、音楽のとらえ方、感じ

方を理屈ではなく身体が覚えないとどうしようもなかった。ＤＮＡに無い感覚と格闘して

いるようなものだった。ピアノはそれなりのレベルで弾けるようにはなっていたが、クラシ

ックと違うジャンルになると、からっきしダメな当時の私だった。おそらく先生も相当手こ

ずられたと思うが、けっして突き放したりはしない。「こうだよ」と弾いてくれる演奏を聴

きながら、頭ではわかっても身体が付いていかない自分がもどかしく、情けなかった。でも

不思議に辛くはなかった。 
 
 それは私の心が、少しずつ「自由」という扉を開きつつあったからだ。自分で自分の心を

束縛していたものに気づき始めていた。そして當麻先生との出会いの中で、「音楽を仕事に

したい」と思い始めていた。 
 芸術的で音楽に囲まれるような環境に育ったわけでもない。小さい頃から音楽の英才教

育を受けて来たわけでもない。特に才能があるわけでもない。 
 不器用だけど、決められたレールを自分で外れただけの意味を、音楽の仕事を通して見つ

けたいと思ったのだ。大それた目標だったが、「これしかない」と直感的に感じていた。高

校二年の夏休み直前のことだ。 
 
◆一度だけもらえたチャンス 
 
 高校二年生の夏休みのある日、少し不機嫌な父から「進路をどうするんだ」と訊ねられた。

寺を継がず、進路をどうするかまだ決めていないことに業を煮やしていたのだと思う。反対

されることが目に見えていたので、「音楽の道に進みたい」とは父に言えず、母親にまず自

分の気持ちを伝えた。驚きながらも、やはり母親は有難い。父に私の気持ちを伝えてくれた。

おそらく夫婦で大喧嘩をしたはずだが、父は「一校のみ一度だけ。一番学費が安い大学を受

験しろ」という条件付きで音楽大学の受験を許してくれた。その時はエレクトーンの仕事に

役立ち、総合的に音楽を学びたい気持ちもあって、「作曲科」を受験することにした。 
 
 下宿などの余分な費用もかからず、学費が最も安い音楽大学。いろいろ探した結果、京都

市立芸術大学音楽学部を受験することに決めた。その当時の学費は東京藝大よりも安く、京

都市内に住民票を置いていれば二万四千円。四十数年前のこととはいえ、月額に換算すると

二千円という信じられない金額だった。京都市外からの学生でも年額三万円だ。国立大学が

三万六千円の時代、それよりも安い。選択肢が一つしかなかったことは、言うまでもない。 



 
 どこの音楽系大学でも「作曲科」を受験するためには、「和声法」という理論や「作曲」

そのものの実技レッスンをはじめ、ピアノ実技、聴音、初見視唱、コールユーブンゲン、楽

典といったいくつかの専門的な勉強が必要になる。つまりその勉強をするためにお金も必

要になる。京都芸大のＯＢでもあった當麻先生に相談して、作曲の受験指導は矢田部宏先生

を紹介していただいた。合唱曲を中心に作曲活動をされ、京都芸大で非常勤講師もなさって

いた。ピアノのレッスンは當麻先生にお願いすることにした。 
 通常はもっと早い時期にそれぞれのレッスンを個別に受けて準備するのが一般的だ。で

も私が受験を決めたのは高校二年の夏休みが終わる頃。矢田部先生からは、「一浪は覚悟し

ておいて下さい」と言われたが、与えられたチャンスは父からの条件であるたった「一度」

だけ。しかも併願は許されない。とにかく必死だった。早くから準備をしている人たちの二

倍以上のスピードで、受験に必要なレベルまで到達する必要があった。やるしかなかった。

親の負担を考えると、聴音やソルフェージュなどはとりあえず自分で勉強し、時々當麻先生

にチェックしていただくことにした。 
 
 聴音は旋律や和音を決められた回数聴き、その間に書き取る試験だ。まず問題集を買って

きて、決められたやり方でピアノを弾いて、片っ端からカセットテープに録音していく。自

分で弾いて録音するわけだから、たくさん録音しておかないと記憶に残ってしまう。それを

避ける工夫が必要だった。聴音の練習に使う五線紙は市販のものを使うともったいないの

で、安いわら半紙を買ってきて適度な大きさに切り分け、五線をボールペンで描いた。その

作業は、受験で必要のない科目の授業のときに内職としてやっていた。担当の先生にはお見

通しだが、大目に見ていてくれた。数秒間楽譜を見ただけですぐに伴奏無しで歌う初見視唱、

音程やリズムの訓練を主な目的とし、楽譜を読む能力を歌いながら養う曲集「コールユーブ

ンゲン」も、しばらくは独習していた。今は独習用の教材が数多く販売されているが、その

頃は数も少なかったし、自分で工夫して独習する方が効果的だとも思っていた。 
 
 「試験に落ちたらどうしよう」という不安よりも、「受からないといけない」プレッシャ

ーは日増しに強くなっていく。でも自分で決めた目標に向かって頑張ることができる喜び

は何ものにも代え難かった。制約があるとはいえ、少なくとも受験勉強をするための費用を

出してもらえたことは、親に感謝している。ネガティブに考えてもしかたがない。「不器用

でも工夫して努力すれば何とかなるさ」と、いたってポジティブな私だった。それと同時に、

万が一受験に失敗した時は親の反対を押し切ってでも東京に行くこと、アルバイトしなが

ら勉強を続けること、そして目標を東京藝大にすることを密かに決めていた。無謀で世間知

らず、実現不可能としか思えない話だが、本気で考えていたから恐ろしい。 
 
 



◆サクラは咲くか？ 
 
 入試要項の発表は、音大の受験生にとって重要な意味を持つ。実技試験の課題曲、選択曲

が発表されるからだ。私が受験した頃の京都市立芸大では、作曲科に課される副科ピアノが

例年かなり難しかったし、合否判定のなかでも専門実技と同程度重視されるという話だっ

た。副科とは専門以外の科目という意味だが、私が受験する年の作曲科受験生に与えられた

課題曲は、リスト作曲の「二つの演奏会用練習曲」から「森のささやき」だった。課題曲を

見て愕然とした。 
 ピアニストでもあり、超絶的な技巧の持ち主だった彼のピアノ曲は、群を抜いて難易度が

高い。簡単に弾きこなせる曲ではない。ましてや私はピアノ科志望の人間ではないし、それ

なりに上達はしていたがリストの曲を弾きこなせるほどではないと思っていた。当然それ

までに弾いた経験も無かった。 
 
 「ピアノの実技がネックになるかも」と本当に思った。専門の実技に自信があったわけで

はない。ただ作曲の実技課題を攻略するには何が必要で、どこまでのレベルを入試で要求さ

れるかは概ね把握できていた。だから専門実技で落とされるならまだ納得がいくと思えた。

ところがピアノの課題曲は想像をはるかに超えた難曲。それが一番の不安材料だったのだ。 
 要項の発表後から、作曲の実技習得に充てる時間とほぼ同じ時間をピアノの練習に費や

した。とにかく弾くしかない。少しずつ形にして、入試に間に合わせるしか方法がないのだ。 
 年が明け、入試も二ヶ月後ぐらいに迫ってきた頃になると、不思議に見通しが立ち始める。

自分でもピアノが飛躍的に上達したと思える状態になっていく。家の近所のおばさんから

も、「ピアノが上手になったねぇ。レコードの音が聞こえてきたのかと思ったわ」と言われ、

根っからのポジティブ人間である私は、お世辞半分以上のその言葉を真に受けて、さらに練

習に拍車がかかっていく。 
 
 高校の音楽の先生に頼み込んで、入試前の約二ヶ月は音楽室のグランドピアノを授業が

始まる前の時間帯に一時間ほど貸してもらうことにも成功する。自宅のピアノはアップラ

イトという縦型だが、試験はグランドピアノ。微妙な違いもあり、出来るだけ慣れておく必

要があったので、有難かった。その音楽の先生まで試験直前の一ヶ月ほどは、初見視唱やコ

ールユーブンゲンといった、歌をともなう課題のチェックを手伝って下さった。當麻先生は

じめ、音楽に関係するまわりの先生たちが懸命にサポートして下さったことは大きな心の

支えでもあった。 
 
 三月初旬、いよいよ入試が始まった。作曲の実技試験は二日間。和声法という理論的な試

験が初日。与えられたモチーフを元に何も楽器を使わずにピアノ曲を作曲する試験が翌日

だったように記憶している。どちらもその時までに蓄えた力を、ありのまま出す以外方法は



無いし、それでダメならただただ力不足ということだった。 
 例年、作曲科は十五人程度が受験し三人程度しか合格しない。ところが私の年に作曲科を

受験した人数は二十名を超えていて、倍率で言えば八倍程度の予想だった。しかも他の人た

ちは少なくとも三年近く作曲の受験勉強をして、試験に臨んでいる。私はその半分の時間し

か勉強していない。専門実技が終わり、合格できる可能性は自分の判断では四十パーセント。

残りの実技試験でその確率がさらに下がらないように頑張るだけだった。 
 ピアノ、聴音、新曲視唱、コールユーブンゲン、楽典といった実技や筆記試験と、学科試

験などが専門実技に続き数日間にわって行われた。一番不安だったピアノも、受験できるレ

ベルの演奏に何とかこぎ着けていたし、試験でも無事に弾き終えた。当然ながら、最終的に

は作曲の専門実技の成績によって合否が決まる。合格発表までの約一週間を、どう過ごして

いたのかまったく覚えていない。空白の時間だ。そして発表の日がついに来た。 
 合格者の受験番号が張り出される瞬間は見たくなかった。きっとダメだろうと思ってい

たので、急いで見に行く必要も無かった。大学の掲示板の前に到着したときには夕方に近か

った。多くの受験生はすでにいなくなっていて、数人がいる程度だった。受験票の番号を確

かめながら、合格者の番号と照らし合わせていく。 
 
 「あった！自分の番号があった！」 
 
 嬉しさと、気恥ずかしさのような気持ちが押し寄せて来た。顔の表情が次第にほころんで

いくのがわかる。でも「やっぱり見間違えたのではないかな？」と不安になり、何度も確認

した。 
 
 音楽と無縁の家庭に生まれた。でもオルガン、ハーモニカ、木琴、ピアノ、歌、エレクト

ーンといったものを習わせてもらえた。続けさせてくれた親に心から感謝した。寺を継ぐ道

を自分で外れてしまったが、音楽を専門に学ぶ大学に進学することになった。もちろんまだ

何も始まっていないかったが、自分が進もうとする道に初めて光が差した日でもある。   

サクラ サク！ 
 
◆魅力と魔力 
 
 京都市立芸大の音楽学部は当時は岡崎という場所にあり、平安神宮の神苑、つまり庭園に

隣接していた。各学年の定員は六十名。その六十人の枠の中に作曲をはじめ、各専攻生がい

る。全学年合わせても二百四十名。とても小さな学部だ。キャンパスというには少々古ぼけ

ていたが、狭いながらも風情は満点。大学のキャンパスというよりは、寺子屋といったほう

が近いかもしれない。 
 大学の敷地全体は終戦直後まで武道専門学校があった場所であり、武徳殿という武道場



や弓道場などが残されていた。その外観がお寺のようだったので、観光シーズンともなれば

外国人がよく間違えてキャンパスに入って来る。学内にはしだれ桜があり、春には花見まで

出来る。秋になると銀杏を拾う光景まで見られた。 
  
 クラシック音楽を学ぶ大学とは思えない環境だが、それがまた日本的でもあり、京都らし

くて気に入っていた。平安神宮の庭園との境には、申し訳程度に金網があるのだが、ボロボ

ロに朽ち果てている箇所が数カ所有り、いわばそこが学生にとっては庭園への無料の入り

口でもあった。数が少ない練習室は、どこも隣の音が筒抜け。そんな音の入り交じる練習室

のすさまじい環境にも関わらず、みんなその場所を奪い合うように練習していたことを思

い出す。 
  
 音楽大学では、「副科」といって専攻以外に履修する科目がある。ピアノと声楽だけが必

修という専攻が多い中で、作曲科はそれに加えて弦楽器、管楽器、指揮法なども必修科目だ。

私は大学一年で副科弦楽器の単位をまず取った。選んだ楽器はコントラバス。オーケストラ

では一番低音を支える楽器でもある。ヴァイオリンを選ぶ人が多いが、どこか思考が変わっ

ていたのかもしれない。 
 鍵盤楽器以外の本格的な楽器に初めて触れられる機会。もう楽しくて仕方がない。毎日コ

ントラバスの練習ばかり。専攻が作曲であることを忘れているかのような毎日を送ってい

た。京都市交響楽団の首席コントラバス奏者で、京都市立芸大の非常勤講師でもあった西出

先生も、専攻生と同じだけの時間を私のレッスンに充ててくださった。 
 
 コントラバスの魅力は、私を虜にした。魅力と言うよりも魔力と言ったほうが近いかもし

れない。完全にハマっていた。ひたすら練習を続け、ある日オーケストラの授業を担当する

先生に、「二年生になったらオーケストラの授業を受けさせて下さい！」と相談した。相談

というよりは、直談判に近いものだった。本来は弦、管、打楽器の専攻生しか受講できない

授業。さすがに前例の無い、前代未聞の相談なのは明白だ。いくら自由な校風と言っても、

今の時代ならそんな希望は受付けてもらえなるはずもない。 
 ところがその先生の回答は、「学年末のコントラバスの試験で、他の試験教官全員のお墨

付きをもらえたら受けさせてやる」というものだった。もう嬉しくてしかたなかった。チャ

ンスがあるのだ。ますますコントラバス専攻のような生活に浸ることになっていく。 
 私にとっては、魅力と魔力に満ちた時間の始まりだった。 
 
◆怪我の功名？ 
 
 「オーケストラ」の授業を受けられるかどうかの瀬戸際となる副科コントラバスの試験で

は、ちょっとしたハプニングがあった。演奏しようと舞台に横たわっているコントラバスに



近寄り、しゃがみこんだ時のこと、一瞬右膝に軽い痛みが走ったのだ。それは楽器底部から

突き出ている「エンド・ピン」という、床に固定する金属製の支柱にぶつかった痛みだった。 
 緊張のあまりか、気にせずにそのまま楽器を手に取り演奏していると、試験官の先生方が

何やら笑いを押し殺したような表情で私を見ている。状況がよくわからないまま演奏を終

えると、先生方からは大きな拍手とともに何と爆笑が…。 
 名物先生のひとり、合田先生が一言。 
 「おまえ、ズボンが破れて血が出ているぞ！オーケストラの授業は受けさせてやるから、

消毒してこい！」 
 そう言われてはじめて気がついた。ぶつかった拍子にズボンが破け、エンド・ピンの先端

が膝に刺さって、少しばかり怪我をしていたのだ。そんな状態でもお構いなしに必死で弾い

ていた姿が滑稽で、先生方は笑いをこらえていたらしい。試験官は専任の弦楽の先生方ばか

り。ヴァイオリンの岩淵竜太郎先生や、チェロの黒沼俊夫先生もいらっしゃった。凄い先生

方のまえで血を流しながら演奏していたわけだ。 
 練習の成果なのか“怪我の功名？”なのかはわからないが、二年生から念願だったオーケ

ストラの授業を受けられるようになり、私はどんどんコントラバスにハマっていく。 
 
 もちろん本来の専攻の勉強はしていた。主任教授は安部幸明先生。広島出身で著名な先生

でもあり、毎週東京から通われていた。大学二年の私たちが三年になるときには定年を迎え

られたので、教えていただく時間も短く残念だった。真面目に作曲の授業をこなしながらも、

やはり気分はまさに弦楽専攻だった。 
 
 オーケストラの授業は、あっという間に私を魅了していった。子供の頃からピアノを習っ

ていたとはいえ、大勢でひとつの音楽を創りあげていくオーケストラは、充実感がまったく

違っていたからだ。そんなアンサンブル体験、特に最低音を受け持つコントラバスの役割の

大切さに気づいたことは、学内定期試験の際に度々弦楽や管楽の同級生に頼まれていた伴

奏ピアノの体験とともに、豊かな音楽経験をもたらしてくれた。合唱の授業も大好きで、京

都市交響楽団との第九演奏会ではずいぶん歌った。大学の定期演奏会では、山田一雄さんの

指揮によりフォーレのレクイエムの指導を受け、歌えたことは今でも強く印象に残ってい

る。 
 
 来る日も来る日もコントラバスとオーケストラに没頭する毎日が続く。一年生の頃から

親しい友人たちが弦楽専攻生だった事もあり、遊ぶのも呑みにいくのも弦楽器を中心とし

た連中と一緒。学園祭になれば弦楽専攻の仲間と「串かつ屋」を開店し、髪の毛や服にまと

わりつく油の強烈な匂いに軽い目眩を感じながらも、「へい、らっしゃい！」と威勢よく毎

日“串かつ”を揚げていた。学園祭最終日に行われる「ダンスパーティー」（今となっては

古色蒼然とした名前だが）では、学生バンドの一員としてエレキベースを担当し、学生たち



の馬鹿騒ぎをサポートしていた。そんな楽しみもコントラバスに出会ったからこそのもの

だった。 
 
 ところが三年生になったある日、意外なことから自分の気持ちの中に大きな変化が訪れ

たのだ。そのきっかけは、コントラバスのレッスンを受けていた先生からの何げない言葉だ

った。 
 「上田くん、九州交響楽団でコントラバス奏者を募集しているけど、入団試験を受けてみ

る？」 
 つまりプロのオーケストラの入団試験を受けてみないか、というお誘いなのだ。九州交響

楽団は博多が拠点だ。母のふるさとだ。興味はとてもあった。自分で言うのもおこがましい

が、「好きこそものの上手なれ」の例えのとおり、急速に上達したのも事実だった。弦楽専

攻の人たちからアンサンブルに誘ってもらい、シューベルトのピアノ五重奏曲「鱒」を演奏

して、学内のコンサートにも出演していた。でも入団試験を受けるだけの実力が本当にあっ

たのかどうか、その先生もどの程度本気だったのかはわからない。 
 確かに少し迷ったのも事実だ。ただ、さすがにコントラバスにハマっていた私ですら我に

かえり、「自分の専攻はなんだっけ」と改めて考えさせられることになる。 
 
 作曲の教授も定年退官で新しい先生に替わっていた。作曲の面白さに改めて気づき、本来

の専攻に力を入れなければいけない時期だったのだ。 
 もちろん入団試験を受けなかった。オーケストラの授業は先生方の理解もあり、四年生の

終わりまで続けて受講した。それは特別な配慮だとも思っていたので、コントラバスのレッ

スンも受け続け、学年末試験も必ず受けることを自分の課題にしていた。無論なんの単位修

得にもならない。 
◆基本をイチからやり直し 
 
 大学三年になる時、作曲専攻の主任教授が定年退官となり、その当時注目されていた作曲

家が新しく教授として赴任された。廣瀬量平先生だ。現代音楽の専門雑誌で名前は知ってい

たが、まさか自分たちの教授になるとは夢にも思っていなかったので正直驚いた。その廣瀬

先生との出会いが、現在の私を形づくる大きなきっかけとなり、多大な影響を受けることに

なっていく。 
 
 赴任後、最初に課題として私たちに与えられたテーマは「基礎を徹底的にやる」というこ

とだった。受験勉強から大学二年までで習得していたはずの基本中の基本すべてを、さらに

高度な課題を通して、すべてイチからやり直すのだ。それは「芸術家であるまえに職人であ

れ」という先生の言葉にも象徴されていた。 
 私はなぜかその「やり直し」が気に入り、新たな教育システムにどっぷり浸ることを選ん



だ。教授が替わった直後でもあり、どの程度の意識で取り組むかは学生ひとりひとりの判断

に任されていたように思う。 
 「和声法」「対位法」といった基礎の他に、楽曲分析も授業の大切な要素だった。音の長

さ、高さ、音域、モチーフがどう展開されているか、和音、強弱、音色など、様々な音楽の

構成要素を客観的に分析し、音楽の構成とはどういうものかを、徹底的に叩き込まれた。す

べてが新鮮だった。講義で取り上げられたほんの一部だが、バッハ、ハイドン、モーツァル

ト、ベートーヴェンはもちろんのこと、ショパン、ブラームス、ワーグナー、フォーレ、ラ

ベル、ドビュッシー、プーランク、ミヨー、シェーンベルク、ベルク、ウェーベルン、メシ

アンなど。専門的に作曲を学ぶことの面白さにようやく気づいたのだ。 
 
 基礎という大切な土台を構築していくことと並行して、自分の足もとをきちんと見つめ

ること、社会を見つめること、そして自分が表現するべきことは何なのかを考えることの大

切さを学んだ。日常何気なく使っている言葉に対しても、自分自身の中で本当に根拠がある

のか、また本当に身についた言葉として話したり書いたりしているかどうかを、非常にシビ

アに判断される。たとえば映画を見た感想を、何気なく「感動しました」「よかったです」

と言ったとする。先生の口からは必ず間髪入れずに「どういうところに感動した？」「どう

いうところが良いと思った？」という質問が飛び出す。そんな会話を幾度となく繰り返しな

がら、漠然と「感動した」「良かった」ではなく、表現者にとって自分のアンテナがどうい

うものに対して、どう反応したのかをきちんと把握することの大切さを学んでいった。基礎

をやり直したことは、自分自身にとって大きな自信になった。それは過信ではない。 
 
 そして大学四年も中盤にさしかかった頃、ごく自然に「廣瀬先生のもとで作曲の勉強をも

う一年やりたい」と思うようになっていく。その当時は母校の音楽学部には大学院がまだ無

く、何とか大学に残る方法はないものかと考え、妙案を思いついた。コントラバスとオーケ

ストラにハマっていたので、実は毎年出席日数が足りずにドイツ語の単位を落とし続けて

いた。つまり試験を受ける資格がなかったわけだ。卒業するなら単位を取得しなければなら

ない。「そうだ。これまで同様、単位を落とせばよいのだ」と気がついたのは、当然といえ

ば当然だった。 
 
 ただひとつだけ大きな問題があった。作曲の単位をすべて取ってしまうと、肝心の専攻の

授業が受けられない。「もう一年、先生のもとで勉強させて下さい」と頼み込み、「作品発表」

という単位をあえて落とす、つまり発表しないことを黙認してもらった。そして“確信犯”

として、大学五年生を迎えることになる。今だからこそ言える留年の秘密だ。もし当時、母

校に大学院が設置されていれば、また違った展開になっていたかもしれない。 
 
 “五年生”はひたすら作曲三昧。あっという間に学生生活も終盤に入り、またしても「卒



業してどうするの？もっと作曲にハマれば？」という変なささやきが心の中に聞こえ始め

る。音大生の場合、学校の先生になるかオーケストラに入団する以外は、卒業したら就職す

るという世間一般の図式に当てはまらない人間が多い。私もご他聞にもれず、何も仕事に結

びつく活動はしていなかった。あれこれ考えた私は、先生にこんな相談をした。 
 「美学を学べる大学院を受けてみようと思うのですが、どうしたらよいでしょうか？」 
 世間知らずもはなはだしいとは、この事だ。大学院を受ける何の勉強もしていないのに、

受けてみたいとは…。おそらく廣瀬先生はあきれていたと思うのだが、代案を提示してくれ

た。 
 「文化庁の芸術家研修員制度で、国内研修員というものがあって、ちょうど今その選考の

ための募集を行っているから、書類を出しなさい」 
 廣瀬先生の計らいもきっとあったと思う。音楽や美術、舞踊やバレエなど様々な分野の応

募者の中から、運よくその国内研修員に選ばれることになる。 
 
 一九八〇年、初めての東京生活が始まった。研修先は「日本現代音楽協会」という団体で、

担当は廣瀬先生だ。つまり私にとっては、大学院に行くようなものだった。 
 
 弟子の数だけ、教育者としての廣瀬先生像があると思う。徹底した基礎の習得をベースに、

ひとりひとりを暖かく見守り、最大限生かすため、自分自身を見つめることを教え、社会を

見つめることを教えた先生の熱意は並大抵のものではない。 
 僧侶の道を外れ、寺子屋のような大学キャンパスで作曲や音楽を基礎から学んだ。コント

ラバスという楽器の魔力にとりつかれ、オーケストラの経験もした。遠回りだったかもしれ

ないが、有意義な時間だった。 
 そして新たに始まる東京での時間。それは内弟子のような形での音楽修行そのものでも

あった。研修員の期間は一年だが、その期間も含めて丸三年という濃密で凝縮された時間を

廣瀬先生の元で過ごすことになる。 
 
◆惚れなきゃダメなんだよ！ 
 
 東京では勉強を続けながら、貴重な経験を積むことになる。廣瀬先生は、現代音楽の作曲

以外に合唱曲やフルート・オーケストラなどの演奏会用の作品のほか、テレビドラマや映画

などの音楽も多数手がけ、僕が研修員としてお世話になっていた時期が一番多忙な時期で

もあった。作品が産み出される過程や瞬間を目の当たりにする経験は、通常なかなか出来な

い。そんな素晴らしい瞬間に立ち会うこともでき、ドラマなどの音楽レコーディングの現場

にもアシスタントとして立ち会うことが許され、たくさんの経験の場を与えていただいた。 
 
 レコーディングではよく指揮を任されたのだが、最初の頃は不慣れなためスタジオ・ミュ



ージシャンに迷惑をかけることもしばしば。「そんな指揮じゃ弾けないよ」「また吹くのか

よ！」などと、いじめられることもあったが、そんな事よりも貴重な経験ができることが楽

しく、充実した時間でもあった。 
 今から三十五年ほど前のレコーディング現場（特にドラマの世界）では、楽曲のテンポを

コンピューターや“ドンカマ”と呼ばれる機械で管理することはほとんど無かった、アナロ

グのストップウォッチを見ながら音楽を録音していく。あらかじめ楽譜の数小節ごとに秒

数のラップタイムを記入しておき、指定されたテンポで指揮を始め、決められた時間に収ま

るように微調整しながら音楽を録音していくのだ。 
 全体が一分や二分程度の長さの楽曲ならまだよいが、三分を超えるものになるとわずか

の誤差が積み重なって、規定の長さよりも三秒オーバーとか、二秒足りないといった事態が

時々起こる。音楽の最後の余韻が一秒強くらいのオーバーならまだ何とかなるのだが、二秒

を超える誤差になると、もう一度録音するハメになるのだ。 
 指揮者に問題があってもう一度演奏しなければならない。当然ミュージシャンは「また吹

くのかよ！」となるのだ。限られた時間にたくさんの楽曲を録音しなければいけないので、

慣れない頃は必死の状態が続いた。 
 今考えると「スタジオ・ミュージシャンのみなさん本当にゴメンなさい！」という状態だ

ったと思う。大変だったが、貴重な経験はその後の仕事に大いに役立っている。 
 
 またこんなことがあった。 
 東京生活一年目のある時、初めてＮＨＫテレビの番組音楽を担当させてもらうことにな

った。もちろんギャラをいただいて作曲する仕事としても初めてで、言ってみればデビュー

ともいえる。それは“ことりたちの四季”という番組で、季節の移り変わりの中で生きてい

く小鳥たちの様子を伝える子供向けの内容だった。数日間懸命にピアノに向かうのだが、思

うように曲が書けない。いくら頑張っても納得できる形にならない。そんな自分のふがいな

さが悲しかった。 
 正確に言えば曲はいくらでも書けるのだが、何か違う気がしていつまでたっても作業が

終わらない。もちろん徹夜、青息吐息の状態が延々と続く。録音時刻がどんどん近づき夜も

明けてきた時には、もう顔面蒼白。何とか書き終えてスタジオに入った。録音は無事終了し

たが、自分が情けなかったし悔しくもあった。 
 
 学生時代に学んだことが、そのままでは何も社会で通用しないことを思い知った。音楽が

必要とされる現場で、作品を完成させることの難しさを身をもって体験した最初の出来事。

とても大きな意味を持つ日となる。実は録音が終わった後に、廣瀬先生と交わした会話が重

要な意味を持っている。当日は私の録音の他に、廣瀬先生も別の録音があったため、一緒に

ＮＨＫのスタジオにいた。二人分の録音がすべて終わり、帰りのタクシーの中で先生からこ

う質問された。 



 「初めて仕事として作曲してみて、どうだった？」 
 私は、頑張っても思うように作曲できなかったこと、大学で学んだ技術的な部分だけでは

社会に何も通用しないと痛感したことなど正直に告白した。聞き終えると同時に、先生は優

しい表情を浮かべて言った。 
 
 「惚れなきゃダメなんだよ！」 
 
 その言葉はとても深く、重く、また大きな課題として私の心に響いた。自分なりにその言

葉の意味を少し理解できるようになれたと実感し実践できるようになるまでに、それから

十年近い時間が必要だった。 
 五線紙の向こう側にいるスタッフ、演奏家、そして音楽を必要としている対象、それを見

たり聴いたりする人たちなどすべてを生かすこと。そして表現者として心底愛情を注ぐこ

との大切さと、社会との関わり、人と人との関わりの中でこそ音楽が生まれてくることを教

えて下さった言葉だと思っている。 
 すべてが自分の作品だ。どんな仕事であれ、自分が関わる意味合いを考え、ひとつひとつ

を大切にしなければいけないという戒めの言葉でもある。 
  
 平成二十年に廣瀬先生は亡くなられたが、今でもあの時の言葉は忘れられない。そして今

でも時々自分に問いかけている。 
 
 「ちゃんと惚れて、仕事をしているか？」と。 
 
◆まわれ右 
 
 廣瀬先生は「まず十年間、音楽的な部分も含めて自分の足もとをしっかり見つめろ。十年

続ければ何かが見える。」と私に常々語っておられた。最初の東京生活も三年目を迎えた秋、

私は次のステップをどう踏み出すかを考えていた。いつまでも先生のお世話になっている

わけにもいかない。自分にとって「足もとを見つめ、作曲家の卵としてのスタートを切る」

ことは、まず関西に戻って経済的にもきちんと自立し、自分の道を自分で切り拓くことでも

あった。東京にそのまま残ることも考えたが、廣瀬先生に甘えてしまいそうで嫌だった。結

論としては関西に戻る選択をする。 
 
 まさしく“まわれ右”だ。 
 東京まで行って素晴らしい経験をさせてもらい、これからという時に再び関西に戻る選

択。決して得策ではないと今なら考えるかもしれない。ただ当時は関西（特に京都）で若手

の地元作曲家が精力的に活動することが少なかったので、東京で活動するよりも、廣瀬門下



の最初の弟子のひとりとして地元で頑張りたいと考えていた。 
 関西に戻るには仕事を見つけないといけない。仕事といっても就職するわけではない。音

大卒業生の多くは、自分の専攻の楽器などを教えながら活動するスタイルが一般的だった

ので、音楽教室で講師を募集しているところを探すことから始めた。さしずめ私の場合は、

音楽理論やピアノなどを教えられる場所が必要だった。 
 後輩からの情報で、地元の楽器店が京都新聞社と提携してオープンさせたカルチャース

クールがあることを知る。音楽の講座もクラシックからポピュラー、そしてジャズや邦楽ま

であり幅広い。それだけではなく、エアロビクス、ジャズダンスそして日本舞踊など、かな

りの講座数を有していた。たった三年間離れただけで、ずいぶん京都も変化していた。 
 
 そのカルチャースクールの実質的な責任者と面談し、講師として雇ってもらえないかと

相談すると、「講師もしながら、企画開発室という自分が部長を務める事業部の中のセクシ

ョンに入らないか」と誘われた。新しい講座の開発、幼児を対象とした総合的な教育プログ

ラムなどを考え、実践していく仕事だった。興味が湧いたのと同時に、いろいろな経験も積

めるような気がした。ひとつだけ自分に出来るのかどうか疑問だったのは、嘱託社員になら

ないといけないことだった。つまり講師でもありながら、楽器店の社員という立場になる。

迷う部分もあったが、まずは経験してみようと決心した。 
 
 廣瀬先生にそのことを伝え、大学三年から六年間にわたる指導に感謝した。東京では多く

の貴重な経験とともに、オーケストラの作品を二曲作曲した。 
 そして二十七歳の四月、いよいよ本当の意味で作曲家としてやっていけるかどうか試さ

れるステージに進んだ。その選択に関して、廣瀬先生が本当はどう感じられたのかはわから

ない。 
 当時を知る友人から聞いた話では「残念がられていた」と、ずいぶん後になってから聞い

たことがある。 
 
 不器用な選択だったかもしれない。真っ正直すぎたかもしれない。気がつけば、いつも遠

回りしているような自分がいる。でもその時間が現在に結びついていることを思えば、あな

がち遠回りも悪くない。 
 
 
第三章 レクイエムに至る二十五年 
 
◆着ぐるみは人格を変える？ 
 
 カルチャースクールでの仕事を始めて、それまでやったことが無いような体験もずいぶ



んした。子供向けの教室では一般的にいわれる「販促イベント」が大切で、体験教室などを

行う。勤めていたカルチャースクールは京都市内に数カ所拠点があり、そのなかにはショッ

ピングセンター内に開設された教室あった。家族連れが多く集まる場所でもあり、集客には

うってつけだ。イベントに参加してもらうためには、まず子供たちを呼び込む必要がある。

その常套手段は“着ぐるみ”だ。 
 
 夏に入った時期に行ったイベントで、生まれて始めて着ぐるみを着た。可愛いクマの着ぐ

るみだったと思うが、それを着て教室前のスペースで手を振りながら音楽に合わせて踊り

ながら子供たちに愛嬌を振りまく。その横で女性社員がチラシを配ってイベントへの参加

を呼びかける仕組みだ。 
 「わぁ、可愛い」と近寄ってくる女の子もいれば、握手をしにくる子供もいる。ひどいの

は、人間が入っていることを知っている小学生ぐらいの男の子だ。着ぐるみを叩きにくるか

ら要注意だった。 
 着ぐるみを着るまでは恥ずかしさがあったのだが、着てしまえばその中から見える風景

はまるで別世界。恥ずかしいどころか、逆に「可愛いクマになりきってやろう」と考え始め

るから不思議だ。自分の心理的な変化に驚いたほどだ。人格が変わったのか？と思えるほど

だった。ただ、着ぐるみの中はとても暑い。夏場は少し動いただけでも汗が噴き出す。集ま

ってきた子供たちと一緒に、踊ったり飛んだり跳ねたり…。楽しい反面、それは灼熱地獄と

の闘いだ。頭までクラクラしてくる。でもなぜか快感でもあった。 
 まったく違う人格の自分がそこにいた。なんでも経験してやろうと思って引き受けた役

割だったが、自分が知らない自分に気づいたのだ。意外に知らない自分の内面を引き出す楽

しさを実感したのも、この時が初めてだった。 
 
 幼児を対象にした総合的な教育プログラムの開発では、それまで殆ど知らなかった世界

に足を踏み入れることになる。たくさん絵本も読んだ。新しい子供のうたやリズム遊びなど

もいろいろ知る。スタッフは美術、英語、幼児教育、音楽などを大学で専攻した若い女性が

中心。ミーティングのなかで彼女たちの意見にも耳を傾け、カリキュラムの骨組みをまとめ

ていく。音楽だけでは経験できなかったことでもある。 
 幼児もたくさん指導した。すでにヤマハの音楽教室などで講師をしている人たちに、より

専門的な理論も教えた。指導者の養成もした。幼児から大人、そして指導者までをも含めた

幅広い人たちと、音楽を接点に教える機会を持つことは、多くのことを教えてもらう時間で

もあった。 
 「惚れなきゃダメなんだよ」という廣瀬先生の言葉を、実際の仕事を通して少しずつ理解

していくための過程だったように思う。 
 
◆ゲンダイオンガクな日々 



 
 カルチャースクールでは、クラシック音楽の様々な楽器の講座があった。ところが私が嘱

託社員になるまでは、講師同士が交流できる機会もあまりなかったようで、ただ楽器のレッ

スンをする場所という何とももったいない状態だった。 
 企画開発室で仕事をするようになってまだ間もない頃、「講師間の交流も兼ねて、定期的

に講師を中心にしたコンサートを企画していきませんか？生徒募集につなげる販促イベン

トとしての意味合いもあるし、他の音楽教室には真似できないものが必ずできると思いま

す」と、担当の部長に提案をした。 
  
 部長も興味を示してくれた。そしてさっそく第一回のコンサートを企画することになる。 
 
 最初のコンサートのテーマは「東西の響きと出会い」。日本と西洋の楽器によるコンサー

トだ。縦に構える木製の楽器“尺八”と“リコーダー”、弦をはじいて音を出す“琴”と“ア

イリッシュ・ハープ”という四種類の楽器による一風変わったコンサートでもある。それぞ

れのソロ曲、尺八と琴、リコーダーとアイリッシュ・ハープの二重奏、そして全員がアンサ

ンブルをする新曲という構成で企画し、新曲は私が作曲するという内容だ。出演を依頼する

予定の講師に趣旨を説明し、協力を求めていく。講師陣も運営サイドからの初めての企画提

案に驚きつつも興味を示してくれ、是非成功させようと乗り気になってくれた。 
 新曲はあまり難解で前衛的な現代音楽にならないようにしたかった。何が何でも自分の

価値観だけで作品を作ろうとは思わなかったのだ。理由は三つ。一つは私の音楽世界を聴い

てもらうための演奏会ではないこと。二つ目は講師陣が現代音楽を演奏する機会が少なか

ったこと。もう一つは、予想される来場者も同様に現代音楽を殆ど聴いた経験がない人たち

であることだ。 
 東洋と西洋の楽器を一つのコンサートで聴けることに興味を持ってもらいたかったし、

それぞれの楽器が持つ伝統やその楽器のために書かれた古典的な楽曲をとおして、音楽の

豊かさと面白さを少しでも伝えたかった。 
 
 妥協するわけでは毛頭無い。与えられた条件や制約がある中で自分ができる表現方法を

見つけることも、作曲家として最初の一歩を踏み出すにあたり大切にしたいと思ったのだ。

そして新曲は四つの楽器が対話し時には葛藤しながらも、最後にはそれぞれが融合してい

く音楽を目指した。異なる風土や歴史を持つ楽器が、柔らかな風のように寄り添い、時には

激しく渦巻く。曲名は「風歴（ふうれき）」。関西に戻って初めて作曲した楽曲だ。 
 
 コンサートは思った以上に好評で、シリーズとして約一年の間に五回ほど企画。フルート

の講師陣だけによるものや、母校の後輩たちの作品を演奏するものなど、工夫しながら行っ

た。そんな活動をきっかけに、演奏家の人たちとの交流が始まり、広がっていくことになる。



演奏家の仲間たちと様々なコンサートを行い、どんどん作品の発表も行うという「ゲンダイ

オンガクな日々」が日常となっていく。 
 いわゆる「現代音楽」と呼ばれるものを定義づけることは難しい。表現の手法が先鋭かつ

前衛的で、抽象的なイメージがどうしても付きまとうが、必ずしもそのような音楽だけが現

代音楽ではない。ただ一般の人たちからすれば、現代音楽はハ長調やニ短調などといった

「調性」が無いものが多く、旋律も認識しにくいため、どうしても難解で心地よさとは対極

にあるものという印象が強いかもしれない。 
 
 作曲家の卵として関西でスタートしてからしばらくは、やはりそんな「ゲンダイオンガク」

をたくさん作曲していたのだ。ただ自分としては出来るだけ旋律が認識しやすい曲を作り

たいと思って試行錯誤していた。同世代の演奏家たちとの交流の中で、作品を委嘱され作曲

する機会も度々あった。またすべて自分がお金を負担する形で、演奏会として自分の「作品

展」も京都のホールで二度開催した。まずは何でもチャレンジして、自分で開拓しなければ

始まらない。自分の新しい作品を書いていくために、積極的に活動したいと思っていた。 
 
 ただカルチャースクールでの嘱託社員生活は、二年間で終わりを告げる。きっかけは二年

目に社内の組織替えがあり、「指導室」という新しいセクションに配属になり、室長という

責任者になったことだ。指導室というのは、講座の指導内容や講師を管理するセクションだ

った。その立場で仕事をすることは、私にとってだんだん辛い状況を産み出す結果につなが

る。なぜなら講座の指導内容の管理は、企画開発の仕事とも共通する部分があるが、音楽活

動を一緒にやっている人たちを管理するという立場は、創作活動とどうしても相容れない

部分が出てくる。経営者側に立たないといけない。それは当時の私にとって出来ないことで

もあった。作曲家として活動を続けていく以上、演奏家は大切なパートナーだ。演奏のギャ

ラを払うことがあったとしても、それは雇用関係とは意味合いが違う。会社という組織の中

で、経営者側の人間としての居場所を作ってしまっては本末転倒になる。組織の中で仕事が

出来ないということではなく、音楽を産み出す仲間たちを管理する立場にはなれないとい

うことだった。そのために関西に戻ったわけではなかったのだから。 
 
 いつクビを切られるかはわからないが、上司には経営者側の人間としてではなく、一人の

講師としてカルチャースクールに関わることを選びたいと申し出た。そして嘱託契約が切

れる三月末で雇用形態を変えてもらうことになった。会社という組織の中に居続けていた

ら、おそらく今の自分は存在しない。それ以来ずっとフリーランスの立場で、様々な組織の

人たちとも一緒に音楽の仕事をしている。 
 
◆母の死 
 



 関西に戻り四年目の秋、母は亡くなった。私が三十歳の時だ。脾臓に出来たガンが肝臓に

転移していた。私が大学四年の時に母は子宮ガンを患ったが、その転移ではなく原発性だっ

た。定期的に検査をしていたにも関わらず、見つからなかったようだ。もともと見つけにく

い場所のガンであるうえに、現在ほど医療機器も治療法も進歩していなかった。気づいた時

には既に手の施しようがない状態で、余命は半年だった。 
  
 抗ガン剤は投与されたが、言ってみればそれは気休めにほかならない。手術で治る見込み

もなく、手術をしたとしても体力の消耗から余命を縮めてしまう可能性が高いので、延命治

療に重点がおかれた。入院して最初の頃はまだ元気も多少あったが、次第に起き上がること

も難しくなっていく。 
 そんなある日、大きくなったガンが腸を圧迫して腸閉塞をおこしかけたのだ。緊急手術で

一命をとりとめたが、ガンには手をつけられない。痛み止めのモルヒネの量も日増しに増え

ていく。そのために意識が朦朧としている時間が長くなり、病室にいても会話すらあまりで

きない。快復する見込みがゼロという中で、病床の母を見ながら「いのち」の終焉と向き合

う覚悟をするために、私や父に与えられた時間的な猶予だったようにも思う。 
 父も私も精一杯看病をしたが、出来ることは殆ど何もない。時間が許す限りそばにいて、

時々水を口に含ませたり、たまにうつろな状態で話す言葉に応対するぐらいだ。 
 
 「家に帰りたい」と一度だけ言った。 
 亡くなる数日前には、 
 「お前とは短い年月しか一緒にいてやれなかったね。もう何もしてやれないね。」と、最

後の力を振り絞るように言った。母の無念さを思うと胸がつまった。でも母の前で泣くわけ

にもいかなかった。 
 その数日後、入院からほぼ半年経った日のこと、担当の医師が父と私に意志を確認した。

病室の外で、苦渋に満ちた表情とともに小声で話し始める。 
 「いつ亡くなられてもおかしくない状態です。このまま延命措置を続けることも可能です

が、自然な形で天寿を全うしていただく選択肢もあります。どうするかは、ご家族の方がお

決めになることです。お考えいただけますか？」 
 
 無為に余命を延ばしても、母が快復するわけではない。痛みと闘う時間を延ばすだけにす

ぎない。覚悟するための時間は母から与えてもらった。いよいよ決断する時が来ていた。 
 父は私を見た。私は父の目を見てゆっくりうなずいた。 
 少し間をおいて父は一言、医師に告げた。 
 「延命措置を終えて下さい…」 
 医師は 
 「解りました。では明日。」と言った。 



 
 病室に戻ってしばらく無言の時間が流れた。父は父なりに、私は私なりに最後の心の整理

をしていたのだ。そんな沈黙が突然破られる。母の状態が急変し始めたのだ。まるで母も最

後の覚悟をしているかのようだった。そしてすべての思いを飲み込むようなしぐさをする

と、母は息を引き取った。 
 母も自分の意志で最後の決断をしたかったのだろう。そう思った。まるで病室の外でして

いた医師との会話を聞いていたかのようだった。 
 
 自宅に母を連れて戻り、仮通夜を営んだ。眠れるはずもないが、交替で仮眠しようという

ことで横になってうとうとしていた時、私はゴーッという大きな音に包まれた。それはゆっ

くりと遠ざかっていく。聞いたことのない不思議な音だった。目を閉じたまま、その音が消

えるまで聞いていた。なぜか母が旅立つ音のように思えたことを今でも鮮明に覚えている。

目を開けてはいけないような気がしたのだ。 
 告別式では涙が止まらなかった。祖父の死は経験していたが、自分を生んだ「母」という

存在を亡くした悲しみは、想像をはるかに越えていた。嗚咽した。苦労した母の人生を思う

と、とめどなく涙があふれ出た。 
 
 入院後、私たちに残された時間は少なかったが、一度だけ帰宅を許されたことがある。久

しぶりに自宅に戻った母は嬉しそうだった。そして食事を一緒にできることを喜んでいた。

それが母を囲んだ最後の食事となることは、わかっていた。。 
 ただ、そんな時間が持てたことがせめてもの救いだった。 
 
 母の死から数ヶ月後、関西学生マンドリン連盟という団体から、演奏会のための楽曲を委

嘱される。母の死後、初めて作曲する作品となった。 
 未来に向かって前進していく若者の姿をイメージで、大らかで伸びやかな感性、清々しさ

と優しさ、柔軟な知性･･･、そんな思いを曲に託した。「プレクトラム・セレナード」という

楽曲だ。プレクトラムはギターやマンドリンなど、弦をつま弾く楽器で使う爪、ピックと同

じ意味の言葉だ。心の中で、亡くなった母に捧げた曲でもある。もちろん難解な現代音楽で

はなく、調性があるメロディーもわかりやすい作品だ。 
 この曲は一九八七年六月の初演から数えて十一年後にようやく出版されたが、作曲して

から三十年経た今でも、全国のどこかで時々演奏されている。 
◆初めてのイベント音楽 
 
 母が亡くなってから、映像作品やテレビＣＭ、イベントなどの音楽を手がける機会が少し

ずつ増えていく。当時から関西ではそういった仕事の絶対量は、東京に比べると明らかに少

なかったが、人とのつながりから仕事が発生し、自分の音楽が求められる事は、自信にもな



り嬉しかった。廣瀬先生のアシスタントとして東京で経験したこと、なかでもドラマや映画

などの音楽制作現場で学んだノウハウが少しでも発揮できる仕事は、また楽しくもあった。 
 
 最初に手がけたイベント音楽は、福井市制百周年記念式典だ。それまで六十年以上続いた

昭和という時代から平成に変わった年の事だ。その年に市制や町制百周年を迎える地方自

治体が多く、福井市もその中のひとつだった。きっかけは、カルチャースクールで最初に企

画したコンサート「東西の響きと出会い」に出演していただいたハープ奏者・雨田光示（あ

まだこうじ）さんが、福井市から式典の音楽に関して相談を受け、私を推薦してくださった

のだった。 
 
 雨田さんは福井と縁が深い方で、多くのハープ奏者を育てた。アイリツシュ・ハープとい

う小型のハープを日本に普及させた方でもある。その雨田さんとのご縁で、責任のある大き

な仕事を経験させていただいた。 
 式典は福井の過去・現在・未来を表現した映像と音楽を軸に式次第が進行していく。司会

は当時の人気アナウンサーのひとり福留功男さん、ゲストとして福井市民の歌を作曲し、歌

っておられたダ・カーポのお二人が華を添えていた。私は映像とからむ部分も含めた音楽す

べての作曲をし、小編成のオーケストラが生演奏する。その指揮も私の役割で、式典の模様

が福井放送によりテレビで同時生中継されるということもあり、なかなか緊張感のある仕

事だった。 
 
 映像の変化や長さに合わせて音楽を指揮するという、東京のスタジオでの経験を存分に

生かせる仕事でもあった。ただ式典のエンディング部分は最大の難関だったのだ。テレビ中

継に合わせて構成されているので、一番長さがシビアな部分だからだ。音楽が短くなると、

ＣＭまでの間が間延びする。長ければＣＭで音楽の最後の何秒かが切れてしまう。最後の音

の余韻が消えた後すぐ、ＣＭに切り替わる必要がある。音楽の演奏時間を映像の長さにぴっ

たり合わせ、順調に式典の音楽をこなしていった。 
 
 そしていよいよエンディングの演奏に入って数秒経過した時の事だ。ふと押したはずの

手元のストップウォッチを見ると秒針が動いていない…。冷や汗が出た。でもどうすること

も出来ない。あとは自分の体内時計を信じて指揮をするだけだ。最後の一分ぐらいからカウ

ントダウンするタイム・キーパーの女性の声がイヤフォンから聞こえてくる。 
 「終了まで四五秒…三十秒…二十秒…、十五秒、十、九、八…三、二、一、ゼロ」 
 このカウントダウンはあくまで放送用のもの。したがって最後の音の余韻を計算して、残

り一秒半ほどのあたりで音が鳴り終わっている必要がある。うまくいっただろうか？と不

安でもあったが、何とかうまくいったはずだった。 
 スタッフに 



 「最後の長さは大丈夫でしたか？」と聞くと 
 「バッチリでしたよ！問題ありません」と答えてくれた。 
 でも私には確信はない。本番終了後にビデオを見て、やっと安心した。自分でも驚くほど、

寸分の狂いもなく演奏を終えていた。それは自慢ではなく、廣瀬先生のアシスタントとして

録音現場を数多く経験させていただいた賜物以外の何ものでもない。 
 そしてこの仕事は自分にとって後々大きな意味を持つことになる。ゲンダイオンガクと

は違う音楽を作曲することの楽しさや厳しさをあらためて感じたし、チームで一つのプロ

ジェクトに取り組む喜びを実感した。「惚れなきゃだめだよ」という廣瀬先生の言葉が、理

屈ではなく身体の一部として自分のものになり始めているように感じられた。 
  
 雨田光示さんには、その他にもたくさん仕事をご一緒させていただいた。雨田さんが長年

主宰してこられたアマダ・ハープ・アンサンブルのための作品も委嘱していただいた。編曲

の依頼もたくさんいただいた。雨田先生の奥様である雨田幸子さんは、ハープ奏者であり詩

人だったが、その奥様に詩をお願いして女声合唱組曲「いのちのまなざし（全五曲）」が生

まれた。ノートルダム女子大学女声合唱団からの委嘱作品だが、雨田さんとのご縁がなけれ

ばまた違った作品になっていた。その他いくつかの詩に作曲もさせていただいたが、残念な

ことに二〇〇三年に亡くなられた。 
 雨田さんご自身は、奥様の七回忌にあたる二〇〇九年に亡くなられた。 
 「京都に来たら、連絡して下さい。一緒にお昼ご飯でも食べよう。」 
 亡くなる前年にそう言って下さった。忙しさにかまけて、会いに行けなかったのが今でも

悔やまれる。 
 
 雨田さんとのご縁により出会ったハープ奏者の村上ひろみさんは、現在も懇意にさせて

いただき、レクイエム・プロジェクトでも各地で演奏をお願いしている。 
 
◆風に導かれて ―造形作家・新宮 普さんとの出会い― 
 
 カルチャースクールで企画していたコンサートの第二弾は、フルートだけで行うものだ

った。フルートを習おうという人たちが多かったこともあり、その教室にはフルートの講師

がたくさんいた。また師である廣瀬量平先生が深く関わっていた、東京フルート・アンサン

ブル・アカデミーという日本の一流フルーティストが集まった演奏団体が牽引役となり、フ

ルートだけのアンサンブルやフルート・オーケストラといわれる編成の演奏が全国で盛ん

になりつつあった。 
 
 東京で修行をしていた頃、東京フルート・アンサンブル・アカデミーのコンサートで、「メ

ロス」という三つのフルートのための作品が演奏されたこともある。またメンバーの方から



は編曲の仕事を何度かいただき、複数のフルートが醸し出す響きは私自身も好きだった。そ

んな背景もあり、フルートの魅力を間近に感じてもらうコンサートを企画することになる。  
 
 私はそのコンサートのために、「風の記憶」という曲を作曲した。アルト・フルートとい

う一般的なフルートよりやや低い音を出せるものを含んだ編成で、六つのパートに別れた

楽曲だ。 
 「人々の様々な思いのこもった吐息が風となり、ある時は強く、またある時はさわさわと

流れては、思いを巡らすかのように止まる。そしてまた流れていく。今日も吐息が風になる。」

そんなイメージを曲に託した。 その他にも「風のヴォカリーズ」というフルートとギター

のための作品があり、関西に戻って最初に作曲した「風歴」とともに、風をテーマにした三

部作となる。 
 「風歴」を除く二曲の初演では、大学の先輩でもあるフルート奏者の水越典子さんが演奏

で参加してくれていた。水越さんともずいぶん長いお付き合いをさせていただいているが、

神戸ルミナリエの音楽やレクイエム・プロジェクト神戸では必ず水越さんがフルートで参

加している。そして約三十年前のある日、こんな相談を持ちかけられる。 
 「上田さんと同じように“風”をテーマにした作品を作る彫刻家がいて、作品ビデオを制

作するのに映像の音楽を頼める作曲家を探しているよ。上田さんを紹介してもいいかな？」 
 水越さんの友人がその方の秘書をされていたので、情報をいち早く教えてくれたのだと

思う。断る理由など何もない。世界的な芸術家と一緒に仕事ができるかもしれない…。それ

は夢のような話だった。それが現実となり新宮晋（しんぐうすすむ）さんと一緒に仕事をす

ることになる。新宮さんのアトリエは、兵庫県三田市（さんだし）の中心部から外れた里山

の中にある。私が育った香里団地に隣接していた里山に似ている場所だ。初めてアトリエを

訪れたとき、里山に吹く風が懐かしく感じた。 
 
 風に導かれた出会いとも言える。 
 新宮さんは、風や水で動く作品で世界的に著名な芸術家だ。造形作家とか彫刻家とか紹介

されることが多いが、そんな概念を越えていた。建築と一体になった作品もあれば、公園全

体が作品というものもある。絵本の著作もある。「かつて芸術家は画家であり、彫刻家であ

り、建築家でもあった」と新宮さん自らがある対談で語っておられるが、まさにそのとおり

の活動をされている。 
 新宮さんの作品は、東京では新宿西口広場や銀座のメゾン・エルメスビルで見ることが出

来るし、箱根・彫刻の森美術館や関西空港の旅客ターミナルをはじめ日本各地の美術館、ホ

ール、公園はもちろん、海外にも多くの作品がある。中にはイタリアの客船に設置されたも

のまであり、航海上の先々で海を渡る風を受け、その土地の光を浴びながら動いている様子

を想像すると、ファンタジーが広がる。 
 



 最初にご一緒させていただいた仕事は、新宮さんが一九八九年までに制作した作品をま

とめた「彫刻家・新宮晋の世界」という映像作品の音楽だった。この映像作品は第二回国際

ビエンナーレ「アートフィルム・フェスティバル」に出品されたが、風や水で動く作品の数々

を映像で見るだけでも不思議な世界に引きこまれていく。その映像のための作曲は、知らな

い自分に出会う旅に似ていた。出会ったことのない自分の音楽を発見する喜びに満ちた仕

事だった。その後も作品が増えるごとに映像は作られ、約十年間に制作された四つの映像作

品すべての音楽を担当させていただいた。そして映像以外の仕事でも、未知なる旅に誘われ

ることになる。 
 
 
 
◆壮大なスペース・ファンタジー 
 
 新宮さんとの仕事の極めつけは、やはり野外で行われた壮大でファンタジックなショー

だろう。「たそがれシアター“キッピスと仲間たち”」と名付けられたそのショーは、一九九

四年の五月二十八日に、兵庫県三田市にある青野ダムサイト公園で行われた。新宮さんが企

画・構成・演出を手がけたものだ。私は作曲と音楽監督を担当し、主にシンセサイザーとコ

ンピュータで二十曲ほど作曲した。 
 舞台となる公園全体が新宮さんの作品でもある。その公園のシンボルは「水の庭」だ。円

形のごく浅いプールの中央にステンレス製で水を変幻自在に吹き出しながら動く「水の木」

という作品があり、少し離れた場所には風で動く同じくステンレス製の「星の立像」という

作品がある。作品の背景には湖面が水をたたえ、その奥には三田のなだらかな山々が見える。 
 
 主人公は宇宙人キッピス（フィンランド語で乾杯の意味）たち。彼らは地球に舞い降り、

人間や地球上の生き物、音楽、人類が創造した機械文明などに触れる。そして宇宙へ還る直

前に人間たちを招待し、「水の木」の周りでパーティーを開催するという設定でショーは進

行する。新たに風で動く装置も加えられ、人間が動かすたくさんの風変わりなオブジェが登

場する。色彩豊かで奇抜なアイデアのそれらすべてが新宮さんの作品なのだ。 
 オブジェたちが音楽に合わせて行進したり踊ったりする。巨大な哲学者が登場して、かけ

がえのない生命を育む地球の大切さを再認識するように人間たちに語りかける。最後には

宇宙船まで登場する大がかりなものだ。地元の高校生やジャズバンド、和太鼓のグループや

フルーティストの水越さんも出演し、音響・照明、装置、舞台監督など多くのスタッフが必

要になる。 
 
 本番の半年以上前から準備を始め、新宮さんの壮大なイメージの実現に向けて、みんなが

力を合わせた。ただ新宮さんの構想はスタッフの想像をはるかに超えている部分が多く、大



変な面もある。最初の打合せに来ていた私も面識のあるベテラン舞台監督が、すぐに辞めて

しまったほどだ。新宮さんは自分で舞台監督もするつもりだったが、その道のプロに任せた

方が良いのではないでしょうかと伝えて、新しい舞台監督がやってきた。ジーベックという

会社の三井康嗣さんだった。この出会いが以後の人生にとってとても大きなものになろう

とは、その時には想像もしていなかった。 
 
 構想にまつわる凄いエピソードがある。 
 舞台となる公園の一角に鏡をイメージし、風で動くステンレス製のオブジェを設置する

ことになっていた。その鏡は西の方角を向いている。ショーは夕方六時半に始まり、夜八時

に終了する予定ですべての演出が考えられていた。時間経過と共に夕日が鏡に映り、湖面を

照らす計算だ。最後は満天の星空に宇宙人たちが還っていく。 
 ショーが開催される時期は、梅雨に入る頃で雨の予想もしなくてはならない。雨が降れば

ショーは野外で行うために当然中止となる。雨が降らなくても、時期的には曇っている可能

性は高い。 
 本番まで残り一ヶ月ほどになった頃、打合せで新宮さんに質問した。 
 「もし曇っていて夕陽が出ていない場合は、照明で鏡に光をあてますか？」 
 新宮さんの回答は実にシンプルだった。 
 「大丈夫、必ず晴れる！」 
 返す言葉はもちろん無い。スタッフ全員は本番直前まで天気が心配だったが、新宮さんは

まるで気にしていない。 
 
 本番当日の二日前は雨、前日は曇りだった。ところ本番当日は朝から晴れわたり、新宮さ

んの計算通り夕陽が風で動く鏡に反射され、その鏡の奥に広がる湖面をもまた照らしてい

た。そして夜になると満天の星が夜空を覆い、宇宙船にのってキッピスたちは還っていった。 
 「新宮さんは、きっと宇宙人だな」と心底思った。もちろんスタッフ全員そう思ったに違

いない。このショーの模様は新聞各紙に取り上げられ、本番の模様はＮＨＫ教育テレビで放

送された。 
 それから三年後の秋、今度は野外ではなくホールの中で新宮さんの壮大な世界が繰り広

げられる。新宮さんの企画・構成・演出より彩の国さいたま芸術劇場で行われた「星のあや

とり～五つの惑星への旅～」と題された公演だ。これは同劇場の開館三周年記念企画として

行われたもので、観客を乗せた宇宙船が、水、風、回転、音、光の五つの惑星を訪ねる旅に

出かけるという設定で繰り広げられるスペース・ファンタジーだ。私も以前同様、音楽のス

タッフとしてご一緒させていただいた。 
  
 題材はもちろんだが、新宮さんの世界の根底にある自然との対話…。それは宇宙につなが

り、すべての作品において、その場に居合わせた人たちに無限のファンタジーを与えてくれ



るような気がする。 
 新宮さんと仕事をご一緒させていただけたことは、私にとってかけがえのない素晴らし

い経験でもある。 
 
◆夢を舞う人 ―日本舞踊家・西川千麗さんとの出会い― 
 
 「今度是非一緒に○○しましょうね」という会話は、初めて会う人との場合いわば社交辞

令であることが多い。食事やお酒、ゴルフなど、その場の雰囲気や相手の興味などによって

○○に入れる言葉が使い分けされているようだ。この手の社交辞令は、特に日常生活に殆ど

影響が無いので、言われた方もそれほど気にしなくて済む。 
 ところが初対面で突然「今度是非一緒にお仕事しましょうね」と話しかけられた場合は、

状況が違ってくる。私の場合は相手の真意もよくわからないまま、「是非よろしくお願いし

ます」と間が抜けた返答をすることになる。そんなやり取りが日本舞踊家・西川千麗（にし

かわせんれい）さんとの出会いだった。 
 
 今から二十八年ほど前のことだと思う。私が音楽を担当していた、一人語りの公演の時だ

った。公演が終わり、私が座っていた座席に何の迷いもなく近づいてこられる女性が開口一

番、「上田さんですね？今度一緒に仕事しましょね！」と告げられ、名刺をいただいた。西

川千麗と筆で書かれたシンプルな名刺。何をなさっている方かもその時は告げずに、私の名

刺を受け取ると、さっと会場を後にされたように記憶している。和服を見事に着こなされ、

その立ち居振る舞いから邦楽関係の方かなとも思ったが、一人語りを演じた女性に尋ねる

と、その彼女がお稽古をつけていただいている日本舞踊のお師匠さんだとわかり、ある意味

納得した。 
 
 その出来事から数ヶ月ほど経過し、あの話はきっと社交辞令だったんだろうと思ってい

た頃、突然お電話をいただいた。「あの時お話ししていたお仕事の件で、お会いしたいです」

という内容で、当時京都市中京区壬生にあった稽古場を初めて訪れることになる。そこは私

にとっては未知の領域だった。とても新鮮な空間で、なにかしら浄化された空気が満ち溢れ

ているように感じる場所だった。千麗さんお気に入りの近くのお店から買ってこられた和

菓子とお茶をいただきながら、雑談とも打合せともつかない時間が流れていく。その時間は、

とても豊かな時間だった。 
 
 「雪女をテーマに舞おうと思うねん。楽器はチェロと打楽器。打楽器は、橘さんという人

にお任せするからチェロの曲を書いて下さいね」 
 「えっ、楽器の編成も決まってるんですか？」 
 千麗さんの頭の中には、すでに音というよりも音色のイメージがハッキリあったのだ。そ



れは理屈ではない千麗さんの鋭い感性からくる、直感のようなものだと理解できた。とても

不思議だったのは、初めてきちんと顔を合わせて話をしているのに、なぜか以前からずっと

知っていたような、そして一緒に作品を作り上げていたような感覚で会話をしていたこと

だ。それは千麗さんが私に託そうとしていることの背景に、言葉では説明できない温かな信

頼感を感じ取ることが出来たからだと思う。 
 感性や相性が合うと言えばそうなのかもしれない。関西でようやくいろいろな作曲の仕

事が少しはできるようになってはいたが、最初からそのような感覚で一緒に仕事ができた

人は数少なく、とても貴重な出会いだった。 
 
 一九八一年からほぼ毎年、一作から二作の創作舞踊を発表しておられた千麗さん。作品の

構成、振付、脚本、衣裳、舞台美術、音楽の全てをご自身の原案で創り上げるという独自の

スタイルを当時から貫かれていた。その創作舞踊の音楽を担当されていた方には、琵琶の鶴

田錦史さん、笛の藤舎名生さんなど邦楽界の蒼々たる方々が大勢いらっしゃる。共演者も女

優の毛利菊枝さんや能の観世栄夫さん、狂言の茂山千之丞さん、茂山あきらさんなど、こち

らも著名な方々ばかり。そんなブレーンの仲間に入れていただけたことは、光栄以外の何も

のでもなかった。 
 
 作曲をする私の役割は、会話の中から千麗さんの頭の中にある音楽のイメージを膨らま

せ、そこに自分自身のイメージを重ね合わせながら音を紡ぐことだ。とても難しい反面、楽

しい作業でもある。そんな作業の中で必ずしていたことは、いったん作曲した後にすべて破

棄し、もう一度ゼロから作曲するというプロセスを経ることだった。 
 それには理由がある。千麗さんのイメージをさらに膨らませ、具体的な音にする作業の中

で、そのイメージに囚われてしまうことを避けるためだ。出来上がった曲に、良い意味で厳

しく判断をされるであろうことは承知してたし、千麗さん自身のイメージを超える、あるい

は千麗さんの頭の中で漠然としていて言葉でも言い表せないものを具現化することが、私

の役目だと思っていた。 
 
 そうやって出来上がった曲を千麗さんに聴いていただくわけだが、不思議なことにダメ

出しがあったことは一度も無かったように思う。ただ、一緒に聴いていく中で実際に舞うと

きの動きのイメージがどんどん湧き出てくるようで、更にリクエストが出ることもあった。

曲を預けて一週間ほど経つと、もう一度打合せをする。渡した曲が、器用にカセットテープ

で編集され、「この部分を繰り返したいねん」「この部分は、もっと低い音（あるいは高い音）

にしてほしい」などというご自身が舞うことを前提にして再構成された曲を渡され、それを

受けて最終的な楽曲に仕上げる作業をするのが常だった。作曲した曲の部分で、「ここはい

らない」というところもあり、そんなやりとりをすることが楽しみでもあった。 
 作曲家の中には、勝手に構成を変えられカットされたりすることを良しとされない方も



大勢いらっしゃるはずだが、プロデューサーであり、ディレクターであり、そして演者でも

あった千麗さんとの仕事は、そのことに対して私は抵抗なく享受することが自然にできる

不思議な仕事だった。打合せのイメージをより具体的な音の形で構築し、いったん千麗さん

の心のフィルターを通して戻ってきたエッセンスを客観的に新たに構成していくことでも

あったように思う。作曲する上でとても面白いアプローチの方法だった。 
 
 ご一緒させていただいた最初の作品は『あのにむＩ～雪女より～』というタイトルだった。

初演は一九八九年秋に京都で行われたが、翌年には平成二年度文化庁芸術祭参加作品とし

て、東京のラフォーレミュージアム原宿で再演。また平成七年には七年に一度行われる善光

寺前立本尊御開帳に合わせた奉納パフォーマンスのひとつとして善光寺本堂でも再演され、

『スーパー・パフォーマンスｉｎ善光寺』としてＮＨＫで放送された。有名なラフカディオ・

ハーンの雪女が題材だが、千麗さんの舞いは深い思いに裏打ちされ、研ぎ澄まされた感性が、

頭の先から指先、つま先まで充ち満ちて、身体全体がオーラに包まれているような感じに衝

撃を受けた。照明も極めてシンプルで効果的に使われいた。 
 これまで「あのにむＩ」「阿留辺幾夜宇和（あるべきようは）」「独語独笑（どくごどくし

ょう）―鎮魂・杉田久女がこと―」「聖地アッシジの対話（フルート部分）」そして遺作とな

った「或る日のルソー ―孤独な散歩者の夢想より―」に関わらせていただいた。 
 
 千麗さんからの最後の電話となったのが、遺作となった作品の打合せの件だった。東日本

大震災をきっかけに福島の詩人・和合亮一さんに詩を書き下ろしていただいて作曲した混

声合唱組曲「黙礼」が、その詩の舞台でもある福島県南相馬市の合唱団「ゆめはっと合唱団」

の第五回定期演奏会で演奏された日だった。演奏会が終わり、打ち上げを待っている時間だ

った。いつもと少し声のトーンも違いっていたが、打合せの日程を決めて後日京都を訪れた。

久しぶりにお目にかかったその時は、まさかその作品が遺作になるとも思わず、いつも通り

の打合せをしたが、どことなく体調もすぐれない様子で少し痩せたように感じていた。 
 そしてある日突然、緊迫した連絡を受けることになる。千麗さんが重篤な状態であると察

するしかないその連絡で、私と同様これまで千麗さんと深く作品に関わってきた音楽家で

ある橘政愛さん（打楽器）、河崎純さん（コントラバス）が集まり、それぞれが千麗さんと

の打合せで作曲した楽曲を持ち寄り、徹夜をしながら相談し構成し、病床の千麗さんの希望

を聞きながら再構成して最終形に仕上げた。千麗さんの病状を私たちは具体的に知らなか

ったが、ただならぬ状態であることは推察できた。そして最終形を届けていただいた後、カ

セットテープに吹き込まれた病床からの千麗さんのメッセージを聞き、改めて深刻な状態

であることを理解し、千麗さんの希望である二〇一三年四月十二日に上演することになっ

た。二〇一二年十二月五日のことだ。 
 そして千麗さんは、すべてを見届け安心されたかのように、翌日十二月六日に帰らぬ人と

なった。 



 
 私は作曲家として関わってきたので、演奏は演奏家に任せていつも本番では客席にいた。

最後の作品ではピアノを担当し、初めて千麗さんの作品の中で演奏することが出来た。それ

が最初で最後となってしまったことは悲しいことだったが、今も私の中では千麗さんは変

わらない。そして私の携帯電話の中には、千麗さんの電話番号をそのまま残してある。電話

をすると「はいはい、西川千麗です～。上田さんどうしてんの～？」という声が聞こえてき

そうだ。  
 
 千麗さんとの二作目となる作品は、臨床心理学者で元文化庁長官の故・河合隼雄さんの著

書『明恵 夢を生きる』を原作にした「阿留返畿夜宇和（あるべきようは）」だが、夢と現

実とを行き来するなかで、人のあるべき姿、生きるべき姿を問いかけた鎌倉時代の名僧・明

恵上人を題材にした舞踊だった。 
 まさに私の中の西川千麗さんは、「阿留返畿夜宇和（あるべきようは）」の世界、夢を舞う

人そのものだったような気がする。 
 
◆ウイグルの碧い瞳 
 
 中国の新疆（しんきょう）ウイグル自治区という場所をご存じだろうか。 
 一九九二年の夏、その新疆ウイグル自治区のホータンという町を民間団体による音楽交

流の仕事で訪れた。ホータンは同自治区の南西に位置し、シルクロードと呼ばれる重要な交

易ルート上にある古代から要衝として栄えていた地域でもある。パキスタン、アフガニスタ

ン、インド、ネパールなどとも近い地域だ。シルクロードもいくつかのルートがあるが、西

域南道という敦煌からホータンなどタクラマカン砂漠の南側のオアシスを通り、パミール

高原に至るルート上にある。西遊記の中の登場人物としても有名な三蔵法師（玄奘三蔵）が

インドからの帰りに、このルートを通ったらしい。 
 
 ホータンは私が訪れた約二十五年前には、独立運動が現在ほど表面化・深刻化していない

頃で穏やかな土地だった。シルクロードの調査隊などもその町を拠点に楼蘭やサマルカン

ドなどに出かけていた。昔の隊商さながら何頭ものラクダに荷物を背負わせての移動。もち

ろんジープなどの車も使うがラクダはその当時でも砂漠の旅には欠かせない存在だったよ

うだ。 
 砂漠の中の町、ホータン。ほとんど舗装されていない土がむき出しの道路。活気にあふれ

るバザール。住人の多くはイスラム教徒のウイグル族。トルコ系で彫の深いエキゾチックな

顔立ちの人々。人懐っこい子どもたち。美味しいブドウやスイカ（ハミ瓜）など、食べ物も

意外なほど種類が豊富だった。日本のようにお金さえ出せば何でも欲しいものが手に入る

わけではないが、それだからこそ日本が失ってしまったものに気づいた。 



 反面、どうしようもない違和感も感じた。それは行政の支配層は実質的には漢民族の人た

ちであり、中国政府の方針として学校ではウイグル語を話したり書いたりすることが禁じ

られていたからだ。民族とはなんなのか、国家とはなんなのかと否が応でも考えざるを得な

い現実に初めて接したのも、この町だった。 
 
 いまでも時々ホータンで撮影した写真を眺めることがある。町の市場に座っていた三歳

くらいの碧い瞳の少女だ。彼女は生きていれば今は二十八歳くらい。結婚していれば母親に

なっているかもしれない。でも１０数年前から続いている政策で、強制的に移住させられて

いるかもわからない。住み慣れたホータンの町で無事生活しているだろうか？そんな心配

がふと脳裏をよぎる。 
 もう一人消息が気になる人がいる。私たちの交流団の通訳をしてくれたヤリさんという

男性だ。彼は人格も素晴らしく、語学も英語、フランス語、ドイツ語、日本語を流暢に話す

才能の持ち主だった。もちろん中国語も自分たちの言語ウイグル語も話す。各国のシルクロ

ード調査隊に通訳としてよく同行し活躍していた。 
 滞在中のある日、彼は私たち一行を町の中心部から少し離れたウイグル族の村に連れて

行ってくれた。何の連絡もせずにある民家に入ると、その家にいた女性は私たちを見て果物

や飲み物、そして座る場所を提供してくれた。喫茶店でも食堂でもない普通の家だ。ヤリさ

んはウイグルの人たちは昔から旅人には何の報酬をもらうことなく、飲食物を提供してい

たことを教えてくれた。シルクロードという東西の人たちが行き交う地域がもたらす古く

からの慣習なのかもしれないが、日本にも同じようなことが田舎には一昔前まで残ってい

たように思う。 
 その彼が、私にポツリと「今はずいぶんウイグルの良さが失われてきた。それは観光で訪

れる外国人が、バスの窓からお金を子どもたちに投げ与えていることが大きいな原因なん

だ」と言った。欧米そして日本人観光客のとても悲しそうな表情だったことを覚えている。

彼らが古代から受け継いできた民族としての誇りが、先進諸国の人たちの貨幣中心、言い換

えれば経済中心の価値観によって崩壊しつつあった。いまでもヤリさんのことを思い出す

たびに、ホータンで無事に暮らしているのだろうかと気になっている。 
 
 本来の目的である音楽交流の相手は、ウイグル族の人たちが中心となっているホータン

民族歌舞団。読んで字のごとしで民族音楽と民族舞踊を専門とする団体だったが、いわゆる

クラッシック音楽で使用する楽器を演奏できる人や、エレキベースやギターを弾ける人も

複数名いた。日本から訪問した私たちはクラシック音楽の演奏家が中心で、私は自作曲など

のピアノを弾いた。その自作曲は日本語の歌詞による歌をピアノ、フルート、チェロで伴奏

するのだが、チェロはホータンのメンバー。そして歌もホータンの歌手で、日本語の歌詞を

ずいぶん練習してくれていた。超満員の大きな会場で、興味深くまた貴重なアンサンブルの

経験が出来たこと、そして何よりもアジアの民族音楽を生演奏で聴いたり一緒に演奏出来



たりしたことは、刺激的でもあり、またその後の仕事に大きな影響をもたらした。 
 
 第一章の「不思議な音世界」でも書いたように、寺での東洋的な音世界を聞いて育った私

にとって、アジアの民族音楽はとても身近な存在であり、「シルクロード」というテレビ番

組などの影響もあってか、商業音楽の世界でもアジアをテーマにした音楽が盛んに制作さ

れ、それなりの数のファンもいた。ホータン訪問後、私もそんな音楽をたくさん作曲したい

と思っていた。そして関西ではなかなか実現が難しい「作曲や編曲だけで食べていく」こと

へのチャレンジをするため、東京に仕事の拠点を移すことを考えていた。ほんのわずかな東

京での人脈を頼りにそのための準備に入っていくことになる。それは私自身を取り巻く生

活や環境を根本から変えてしまうことでもあったが、商業音楽の業界とつながりのない当

時三十七歳の私には、現実的にほぼラストチャンスでもあった。 
  
 そして再び東京に向かうきっかけになったのが、オリンピックのアジア版ともいえる「ア

ジア競技大会・広島１９９４（通称、広島アジア大会）」。その開会式、閉会式での演出で大

切な役割を担う、パフォーマンス音楽作曲の仕事だった。作曲のスタッフは私以外に四人ほ

どいたが、すべて東京在住の人たち。しかも親子孫三代で作曲家として有名な人など、メジ

ャーな実績を持つ人たちばかり。まさにチャレンジそのもので、最初はただ一つのシーンだ

けの発注だったのだが、それが総合プロデューサーの気にいってもらえたのか、違う作曲家

ですでに出来上がっていた別のシーンの音楽を、どうしても作り直したいから言われて、

次々に追加の発注があり、気がつくと重要なシーンの殆どは私の音楽になっていた。そして

その音楽録音は、神戸にあるジーベックスタジオで行った。幸運以外のなにものでもなかっ

たが、幸先の良いきっかけでもあった。 
 努力を重ねていれば、何かを本気で願い、懸命に動くことで、状況が変化することがある

んだと、暑い夏の日の大会主会場・広島ビッグアーチでの現場に立ち会いながら実感してい

た。録画していたＮＨＫの放送を後から見たが、とても不思議な感覚だった。 
 その年の秋、私は仕事の拠点を東京に移した。しかし関西での中心だった「教える」とい

う仕事は責任もあり、二年ほどはレッスンのために東京と関西を往復する生活をしていた。

そして東京での仕事もまた、当然簡単に軌道に乗るものでもなかった。 
 
◆再び東京へ ―自ら営業する日々―  
 
 東京に仕事の拠点を移したのが一九九四年十一月末。三十八歳だった。もうあれから二十

二年が経とうとしている。 
 広島アジア大会の仕事をしたからといって、拠点を東京に移したからといって簡単に仕

事が入るほど甘い世界では当然ないわけで、関西のレッスンを続けながら東京での人脈づ

くりに奔走することになる。 



 仕事を得るための準備を始めていたが、年が明け仕事の関係で神戸を訪れ、東京に戻った

一週間後の一九九五年一月十七日。あの阪神・淡路大震災が発生する。テレビから流れてく

る映像を傍観者のように眺めざるをえなかった状況、そして何を感じ思ったかは、プロロー

グに書いたとおりだ。 
 
 重たい課題。すぐに解答がでるわけでもないことへの悶々とした日々を過ごしながらも、

東京での再スタートを決めた以上、まずは自分の足場を固めなければ何も始まらないこと

も明白だった。 
 とにかく動く以外に方法はない。もちろんそんなことは百も承知での選択だったわけだ

が、関西での地盤しかない自分にとっては想像どおり困難を極めた。それなら関西にいて

時々仕事の人脈作りに東京へ行けばよかったのではないかという意見もあるかもしれない。

でもインターネットもまだ無い時代。携帯電話もようやく普及し始めたばかりで、私のよう

に一人で行う作曲という仕事の場合は、東京と関西の仕事上の距離感は地理的な距離より

も遥かに遠い。東京近郊に住んでいることが商業音楽の世界では当然とされる時代でもあ

った。それは仕事を進める上でのスピード感にも直接影響することでもあったからだ。 
 大学も関西となるとその先輩や関係者のコネクションも無い。それどころか、母校の卒業

生で東京を中心とする商業音楽の世界で仕事をしている人は皆無だった。すべてがゼロか

らのスタートでもあった。 
 
 でも考えようによってはゼロからのスタートというのは実にシンプルで心地よい。なぜ

ならゼロからのスタートには、失敗が無いからだ。関西での実績は無いものと考えていたか

ら、失うものはなかった。失敗しようにも何もないわけだから、失うものがないということ

は強い。 
 
 仕事を得るための準備はまず情報を集めることから始まる。就職しようと思ったわけで

はないが、就職やアルバイトの情報誌を毎週チェックすることが大切な作業だった。音楽を

必要とする映像などの制作会社の情報を集めていたのだ。今ならパソコンで検索すればそ

の情報が山のように集まるわけだが、当時は一苦労だった。 
 そして可能性がありそうな会社に片っ端から電話をし、ご挨拶に伺うアポを取る。実際に

アポが取れる数は電話をした数の〇．五パーセント程度。当時は業界の仕組みをよくわかっ

ていないから、効率も悪い。ひたすら自ら営業する日々を続けていた。しかし毎週アポ取り

の電話ができるほど関連の会社が存在していることが驚きで、やはり東京のマーケットの

大きさを感じていた。 
 何年もかかりながら、ＮＨＫ教育テレビの中学生向き番組を制作していた会社、リクルー

ト関係の会社、ＣＭ制作会社、映像制作会社など、ひとつ、またひとつと少しずつ仕事を発

注してもらえるようになっていく。そんな過程を経る中で、私のような作曲をする人間のマ



ネージメントを行う会社が存在することを知る。ずいぶん遠回りで非効率な話だが、その存

在を知りご縁が出来たことで、仕事も広がっていった。ただ通常はマネージメント会社に所

属することが原則で、私も短い期間だが特定の会社と専属の契約を結んだこともあったが、

自由な選択が出来るように専属契約では無い形で緩やかな関係に替えてもらい、現在に至

っている。 
 
◆父も逝く 
 
 広島アジア大会から二年後の二月。父が突然入院した。肝臓がんだった。 
 余命は長くて二週間。悲しみよりも、三十歳で母を亡くし、またそれから十年後に父を見

送ることが辛かった。原因は推測だが、ビルマに行った時に肝炎にかかったのではないかと

思えた。 
 ビルマと関係が深かった祖父は必ず何年かごとにビルマに供養に出かけており、戦没者

の遺族などを連れ、激戦地だった場所を巡る巡礼の旅をしていた。父も同行したことがあり、

医者から飲酒によるものではなく、ウイルス性のものだと聞かされたので、おそらくそのビ

ルマでの食べ物か水が原因だと思えたのだ。 
 
 肝臓がんの場合は、解毒作用が無くなっていくので毒素が次第に脳内にも回り自然に朦

朧としていくと聞かされた。話すことができる時間が短いことも覚悟した。父は私と一緒に

母を看取っている。自分が癌であることはわかっていると思えたし、父の性格から言っても

心の準備は出来ているはずだった。 
 まだ意識がはっきりしていた時に、私に一度だけ「俺は癌か？」と聞いた。私は敢えて「大

丈夫、違うよ」と答えた。息子として「癌だよ」とは宣告できなかったし、医者が宣告する

時代でもなかった。その気持ちは伝わったと思う。父も明るく振舞い、私も同様に振舞った。 
 
 父にとっては戦後の年月が付録のような日々だったのかもしれない。子どもの頃の父は、

手におえないほど”やんちゃ”だった（それは大人になっても変わらないのだが）。ある日

学校で教師に「お前みたいなやつは、予科練にでも行ってお国のために死んで来い！」と言

われたことが引き金になり、多感な時期の様々なことも重なって反発心に火が付いたらし

い。時代も時代だが、自ら海軍甲種飛行予科練習生（予科練）となり、ただただ死ぬための

訓練に明け暮れていた。 
 静岡の清水にある航空隊にいたころグラマン戦闘機の機銃掃射に遭い、かろうじて助か

ったようだ。また予科練では飛行機もすでに充分になかったようで、父が訓練を受けたもの

は木製の魚雷型特攻兵器だったらしい。特攻兵器には人間魚雷「回天」、特攻艇「震洋」な

どがあるが、木製のものは検索しても出てこないので、実戦配備前の秘匿兵器か「回天」を

模した木製の人間魚雷だったのかもしれない。その中に入ると外からボルトで密閉され、二



度と出る事はできない。命中しなければ窒息して死を待つだけ。本土決戦に備えての訓練だ

ったのだろう。どんな思いでいたのだろうか。 
 終戦によって命永らえ、新聞記者になる夢もあったようだが、希望は叶わずに教職の道を

選ぶことになる。平和な時代に生きていれば、もっと自分のやりたいことがあっただろうに

と思う。 
 
 香里団地時代、私を自宅の階段から蹴り落とした父、母と絶えず喧嘩をしていた父、いつ

も心の中で何かに対して葛藤していた父、気性も激しかったが、愛情も深かった父。そんな

父との別れはあまりにもあっけなかった。 
 意識が殆んどなくなり、そろそろ危ないという頃、容体も落ち着いているのを確認して三

十分ほど用事を済ませに病室を出た。戻った時には、すでに亡くなっていた。父は再婚して

いたので、再婚相手と二人きりになりたかったのかもしれない。あるいは自分の死に際は、

息子には見せたくなかったのかもしれない。まるで私の不在時を見計らったかのような死

だった。享年六十九歳。 
 この日から、私にとってはまず母が迎えられなかった還暦、そしてその次は父が迎えられ

なかった古希を無事に迎える事が、何もしてあげられなかった両親への親孝行だと思うよ

うになった。 
 
◆神戸の街に届けたい思い 
 
 仕事は少しずつ軌道に乗り、広島アジア大会の時のつながりで「長野オリンピック」の公

式楽曲を手掛けたり、話題性のあるドラマの音楽を担当したりできるようにもなっていっ

た。アジアをテーマにした自作品のＣＤアルバムもメジャーレーベルから発売されたもの

を含め、六タイトル発表した。ＮＨＫ「みんなのうた」の仕事もできた。様々な商業ＣＤの

サウンド・プロデュースや作曲・編曲なども、六〇タイトル以上手掛けた。それはすべてが

人とのつながりの中でこそ実現できたものであることは、言うまでもない。ひとつひとつは

点に過ぎないが、次第につながり形となる。 
 そして今につながる「神戸ルミナリエ」の音楽を担当できたことは、とても大きな意味を

持っている。父が亡くなった年の二年後、そして震災から四年後のことだった。 
 
 神戸で震災の年の 12 月から始まった光のイベント「神戸ルミナリエ」。その会場音楽作

曲の仕事を依頼してくれたのは、神戸にあるジーベックという会社の三井康嗣（みいこうじ）

さんだった。彼自身、阪神・淡路大震災の被災者でもある。また造形作家・新宮普さんの野

外パフォーマンス「キッピスと仲間たち」の際に途中から引き継いで舞台監督を務めた人で

もあり、それがご縁でいろんな仕事をご一緒させていただいていた。広島アジア大会の音楽

録音をお願いしたのも彼だった。 



 阪神・淡路大震災犠牲者の追悼と神戸の復興を願う神戸ルミナリエ。それは私にとって大

きな転機をもたらすものとなった。ひたすら追悼と祈り、そして被災者の方々が少しでも希

望を持っていただけるようにという気持ちで、そのルミナリエのための作曲に没頭してい

った。この仕事こそが、自身に突き付けてきた命題を紐解くきっかけとなり、「レクイエム・

プロジェクト」につながっていくことになる。 
 
 神戸ルミナリエでの作曲の仕事は、その後 17 年間毎年手掛けることになり、現在に至っ

ている。その年月の中で、追悼と希望の楽曲も百曲を超えた。その仕事がきっかけとなり、

震災から十年経った二〇〇五年、地震発生の日である１月 17 日に追悼コンサートを自身の

企画により神戸市内で行い、以後毎年行うようになる。なぜ十年目から始めたかといえば、

その年月を境に追悼のコンサートや行事なども少なくなり、震災の記憶が風化していくこ

とに拍車がかかるように感じていたからでもあった。さらにこのコンサート活動が基礎と

なり、被災者を中心とした合唱団を組織し、阪神・淡路大震災から十五年となる二〇一〇年

に向けて「レクイエム・プロジェクト」を始めることを、二〇〇八年二月に決意し実行に移

していく。何かに導かれたような展開だが、それは私にとって必然性のあることだった。 
 六月に公募を始め、合唱団の練習開始となる七月には約六十人のメンバーが集まってい

た。練習は月二回。そのたびに東京から神戸に出向き、団員に自己紹介を兼ねて震災当時の

思い、その後の思いを差支えの無い範囲で語ってもらった。 
 
 倒壊した家屋の下敷きになった子どもを助けようと何人もの近所の人たちと一緒に、素

手で瓦礫を取り除きながら懸命の救助作業を行おうとした団員がいる。下敷きになった子

どもは、その人の娘が通っていた幼稚園の園長先生の孫娘だった。その園長先生は救助活動

を行う人たちにこう言ったそうだ。 
 「何時間も孫の名前を呼び続けているけれど、返事もありません。皆さん、本当に有難う。

でもきっと孫は亡くなっていると思います。どうか助かる人を助けに行ってあげてくださ

い」 
 その団員は、ずっとその言葉が耳から離れないでいた。そして大切な友人も震災で亡くし

ていた。 
 
 別の団員は、倒壊して人が閉じ込められた建物が、燃え盛る炎に包まれるのをただただ呆

然と見ているしか方法が無かった。水も出ない。消防車も到着できない。その無力感は筆舌

に尽くしがたい。 
 またある団員の友人は、震災前夜に間もなく結婚する息子とその婚約者家族と楽しい宴

をしていた。婚約者の家族は住まいが神戸ではなかったので被害は免れたが、その息子は結

婚式を迎えることなく震災で亡くなってしまった。婚約者だった女性は、その後どんな人生

を送っているのだろうか。 



 指導スタッフの声楽家も、ほとんど皆さん被災者だ。団員と同じ立場であり、同じ苦悩を

味わっている。震災で倒壊寸前となった声楽家の自宅マンション、下の階は当時通っていた

小学校の同級生の家だった。消防隊が駆けつけ、自分の家の床に穴が開けられ、救助したと

きにはその同級生は亡くなっていた。 
 
 被災した人たちによる音楽をとおした祈りの場。それぞれの悲しみや苦しみ、そして追悼

と希望への思いを歌に託す場。それが一番最初のレクイエム・プロジェクトの姿だった。そ

の基本は今も何も変わらない。 
 
 大学を卒業し、文化庁芸術家国内研修員として引き続き廣瀬量平先生にお世話になった

東京での修行時代。そして関西に戻り活動をした後、東京に拠点を移し日々営業をして様々

な商業音楽を作曲した。そんなレクイエム・プロジェクトに至る四半世紀、二十五年という

年月を経てすべての事柄が密接に結び付き、今がある。 
 
 
第四章 心かさねあう歌を求めて 
 
◆追悼コンサートからレクイエム・プロジェクトへ 
 
 神戸での活動を始めるきっかけは、神戸ルミナリエの仕事から発展した追悼コンサート

がだったことは前述したが、二〇〇五年から始めていたその追悼コンサートは声楽家の緋

田芳江さん、緋田吉也さんご夫妻を中心に、ルミナリエの音楽録音でお世話になっていた声

楽家や演奏家、いわゆるプロの人たちだけで演奏を行い、被災者の人たちに聴いていただく

という形で行っていた。 
 その当時は震災から二十年となる二〇一五年にむけてレクイエムを作曲し、その時に市

民合唱団を結成できれればと考えていた。ところが三回目の追悼コンサートを終えた後、そ

れまで演奏会場として使わせていただいていた神戸松蔭女子学院大学のチャペルが使用で

きないことが判明する。その理由は、翌年から二年間はちょうど一月十七日が土曜と日曜に

なり、大学センター試験の会場となるからだった。 
 
 緋田ご夫妻は私に同行して下さり、代わりとして使えそうな教会や会場を一緒に探して

下さった。本当に有難かった。そんな中、ふと「レクイエム作曲を前倒ししよう」という考

えが自然に湧き起ってきた。そして合唱団の募集と共に、レクイエムを作曲する準備を始め

ながら、レクイエム・プロジェクトの形を考えていった。 
 レクイエム・プロジェクトはどのようなものか、もう一度整理すると、以下のようになる。 
 



 レクイエム・プロジェクトは、作曲家である私が主宰している市民参加型の合唱プロジェ

クトで、二〇〇八年に阪神・淡路大震災の被災地“神戸”で始まった。当初は地域も期間も

限定した神戸だけのものとして考えていたが、継続的な活動を希望する参加者の強い要望

もあり、現在は自然災害や戦災で傷ついた地域に広がっている。 
 現在の活動は「追悼と希望」そして「大切ないのちへの思い」をテーマに、被災者や活動

に賛同して下さった合唱団参加者がそれぞれの思いを重ねあわせ、共有し合い、被災地と被

災地、人と人、そして地域と地域が、音楽を通してつながっていくことを目的としている。

また参加者が自らが「歌うことの意味」、つまり音楽表現の意味を練習の中で考えていくた

めのアプローチともいえる。 
 
 コンサートは来場者へ思いを伝える大切な場だが、それだけが目的ではなく、継続した練

習活動の中で「歌うことの意味」を考えていくプロセスが、一番大切な活動でもある。具体

的に言えば、「震災後」「災害後」における被災地において、被災者自らが自分自身の声を通

して、その心の奥底に閉じ込めた悲しみや苦悩、犠牲となった方々への追悼の思い、そして

希望に満ちた未来への願いなどを楽曲に込め、その思いを参加者同士が共有し、歌に託し表

現していくことを経験し、学ぶプロジェクトといえる。また被災していない地域の人たちも、

プロジェクトに参加する中で被災地の思いを共有し、共感し合えるよう練習している。した

がって一過性あるいは活動期間を数ヶ月という短い期間で区切るイベント的な活動では本

来の意味が薄れてしまうので、プロジェクトとしては継続した活動が前提となってくる。 
 合唱団員は、原則的に公募により構成される。必ずしも合唱経験のある人ばかりが参加し

ているわけではなく、いわゆる合唱愛好者の集まりではない。楽譜が充分読めない人も参加

可能で、時間をかけながら楽曲に思いを込めていく。 
 
◆なぜラテン語のレクイエムなのか？ 
  
 活動の中心になる楽曲は、拙作「レクイエム～あの日を、あなたを忘れない～」だ。神戸

でプロジェクトを始め、練習の中で自己紹介をしてもらったこと、その一人一人の話をしっ

かり受け止め咀嚼しながら、レクイエムの作曲に反映させていくプロセスを繰り返したこ

とはすでに書いたとおりである。約一年半という時間を敢えてレクイエムの作曲に充てて

いる。テキストは通常のラテン語による典礼文と、私が書いた日本語による思いの断片をラ

テン語に訳してもらったものになっている。 
 作曲にあたっては、合唱経験や読譜経験が少ない人たちが多かった当時の神戸公募合唱

団メンバーを考慮し、極端に難しいリズムや音程、和音などを出来るだけ避け、その中で表

現出来るよう心がけた。そして現在も続けている作曲作品でも同じだが、組曲の場合は、し

だいに明るくそして終曲は希望に向かうというコンセプトを守っている。 
 



 日本語のテキストではなく、なぜラテン語によるレクイエムなのか？今でも時々その質

問を受けることがあるが、神戸でもコンサートの来場者からしばしば同じ質問を受けてい

た。それには大きな理由が二つある。 
 ※ひとつは、被災者の人たちにとって、日本語による追悼や悲しみを表現するテキストは

あまりにも生々しく、とても辛くて歌えないであろうと推察されるから。 
  ラテン語というフィルターをとおして、出来るだけテキストが原因となる拒否反応を

少なくしておきたかったからである。 
 ※そしてもひとつは、クラシック音楽に親しんでいる世界中の人たちにも歌っていただ

けたらという思いもあったから。 
  世界中には自然災害や戦災で傷ついた地域が無数にあり、同様、あるいはそれ以上の苦

しみや悲しみを抱えている人たちがたくさんいる。そんな人たちにもいつか歌ってもらい

たい、聴いてもらいたいという願いがあり、日本の被災地のことにも思いを馳せるきっかけ

にしてもらいたかったからである。 
 
 そしてオリジナルのテキスト部分があることも特徴でもある。それは過去のモーツァル

トやフォーレ、ベルディなどといった作曲家をはじめ、昔から作曲されているレクイエムの

形を借りながらも、典礼文には無いテキストを組み入れ、拙作レクイエムなぜ生まれたのか

という背景となる思いや願いを含めることで、また違ったアプローチをしたいと思ったか

らである。 
 
 少し話が逸れるが、日本人の多くが知っている「般若心経」というお経は、もともとはサ

ンスクリット語という古代インドの言語で書かれている、それを「玄奘三蔵」が漢訳をした

もの（異説もある）を日本ではさらに音読みで唱えている。サンスクリット語で「般若心経」

を唱えている地域は現在でもあるし、国内でもあえてそのような試みをしている僧侶たち

もいる。つまりラテン語同様、死語となった言語が祈りのテキストの中には未だに生きてい

るわけだ。 
 神戸ルミナリエの楽曲も、最初はテキストをどの言語にするかずいぶん考えたが、光の回

廊の中では日本語よりもラテン語が相応しいと考え、まだ震災から四年しか経過していな

い時点で作曲する楽曲として、会場を訪れる被災者の人たちの気持ちを考えると、日本語の

選択はレクイエム同様の意味合いで、有りえなかった。 
 
◆試される思い ―アウェイでの活動のはじまり― 
  
 レクイエム完成初演を目前にした神戸の練習で、参加してくれた人たちにプロジェクト

への意見や震災時の思いなど、アンケートを取った。そして活動を続けるかどうか念のため

に団員の皆さんに聞いてみた。そのときは百人ほどのメンバーだったが、その七割を超える



人たちが続けていくことを希望してくれた。 
 予想外の展開ではあったが、嬉しかった。ルミナリエの音楽を作曲している人間という以

外は、ほとんど私のことは知らなかったのに活動の趣旨に賛同し、活動を共にしてくれた。

その人たちが続けよう、続けたいと思ってくれたことに、私は応えていきたいと思った。 
 せっかく活動を続けるのであれば、神戸のことだけに留まらず、同じように自然災害や戦

災で傷ついた国内の被災地にも広げていこう、そして各地で心の痛みを抱えている人たち

と活動をとおしてつながっていこうと提案し、その方向で動き出すことになる。 
 
 二〇一〇年にアプローチをおこなった地域は、沖縄、東京そして長崎、兵庫県佐用町だっ

た。 
 東京は巨大都市であり、関東大震災そして東京大空襲という多くの犠牲者を出した被災

地でもありながら、どちらかといえば災害への危機感は当時薄い地域。何十年も被災した経

験がない土地でもあった。 
 沖縄は沖縄戦を経て今もなお基地問題で苦しんでいる土地だ。本土と呼んでいる県外の

人間に利用され、騙されてきた苦渋の歴史から、レクエイム・プロジェクトにただ利用され

るのではないかという意識があると同時に、沖縄で行う意味と私の中の必然性を試される

ことになる。 
 兵庫県佐用町は、二〇〇九年の豪雨災害被災地だが、神戸の合唱団員でもあった朝日放送

の戸石さんを介して大阪大学教授・渥美公秀（あつみともひで）さんからの依頼でもあった。

渥美さんは災害ボランティアの研究を自ら学生の先頭に立ちフィールドワークをとおして

実践されている方だ。佐用の水害の時も真っ先に現地に入って活動された。ただどこでもそ

うだが、外部の人間が何かそれまで経験したことのないような動きをすることに、警戒と疑

念を抱く人たちも少なからず存在し、佐用町でのレクイエム・プロジェクトの場合も当初は

そうだった。 
 長崎は大学時代の親友・志岐光昭（しきみつあき）くんがいた。レクイエム完成初演の際

には、わざわざ長崎から家族四人全員で来てくれていた。夏の長崎を訪問に合わせて、当時

長崎県合唱連盟の理事長をされていた松川先生を紹介してくれたほか、長崎放送の人や演

奏家など今後の活動の上で力を貸して下さる可能性がありそうな方とのセッティングをす

べて行ってくれ、本当に助かった。そしてスケジュール的に、二〇一一年は長崎市内の合唱

団メンバーが関わる大きなコンサートがあり、それが終わってからのスタートとなること

などが決まった。 
 
 プロジェクトを行うには、それぞれの地域が違ったを課題を抱えていて、神戸と同じ方法

ではうまくいくはずがない。それぞれの地域ごとに異なるアプローチが必要になる。 
 「つながる」ということがどういうことなのか、それは私自身がまずそれぞれの地域の人

たちと実践していかなければ、各地の参加者が相互につながることも不可能だ。そのために



は自分が動くこと以外に方法はない。 
 東京は神戸のプロジェクトに参加してくれていた声楽家もいたので、参加者が集まるか

どうかは別としても、協力者には困らなかったが、沖縄は声楽家を含め音楽上の知り合いが

誰もいない土地。副代表である妻の薫と一緒に、別々のパソコンで同じような趣旨で音楽活

動をしている人を探すところから始めた。佐用町は役場の人たちを説得するところから始

まった。 
 すべてが、そしてそれぞれがゼロからのスタート。何もないところから始めるので失敗を

恐れる必要はない。失うものもない。ひたすら趣旨の説明、神戸での状況、そして私がなぜ

このプロジェクトを行っているかの背景を時間をかけて説明し、その土地に相応しいアプ

ローチの方法を考えていた。 
 
 その結果、各地が次第に動き出し、東京は二〇一〇年十一月、沖縄は二〇一一年六月、佐

用町は同年八月のコンサートを目指して合唱練習も始まっていく。それぞれの地域では、私

自身の思いとプロジェクトの本質がその土地の人たちによって試される場でもある。文字

では書ききれないほどの出来事を受け止めながら、時には意見を闘わせながら、アウェイと

もいえる場所での活動が始まっていった。考えてみれば、神戸ですら最初はアウェイだった

のだ。いつかはそれぞれの地域がホームになる日が来ることを願っていた。 
 
◆東日本大震災 
 
 同じような大災害は二度と起こって欲しくないというのが、神戸の人たち、阪神・淡路大

震災被災者の人たちの願いでもあった。当然ながら私も同じだったが、そんな願いも虚しく

東日本大震災が二〇一一年三月十一日に発生する。その日の前日十日は、十万人の人たちが

犠牲となった東京大空襲の日でもあり、東京のプロジェクトではコンサートを行っていた。

二〇一〇年十一月のコンサートも無事終え、少ないメンバーながらも良い雰囲気の合唱団

になりつつあったメンバーと、プロの声楽家がたくさん出演してくれた。そして六十六年前

の東京大空襲への思いを馳せたコンサートを行っていたのだ。 
 震災当日は東京の自宅も震度五強の揺れに見舞われたが、東京近郊が震源の地震ではな

い気がしてテレビのスイッチを入れると、次から次へと東北の大変な状況が伝わってくる。

そして大津波。逃げる人たち。容赦なく押し寄せる波。なぎ倒される美しかったはずの松林、

漁港も家も車も人も、何もかもが押し流されていた。その場所で営まれていた生活が波に呑

みこまれた。信じられない光景だった。 
 東京でも火災や被害が出ていた。交通も大混乱。徒歩で自宅を目指す人で、我が家のすぐ

近くの国道二四六号線も埋めつくされていた。 
 
 プロジェクトとしてすぐに出来る事は、被災地に義援金を送ることだった。震災の数日後



には神戸の団員全員に電話をしていた。佐用町の団員にも数名に電話をし、内容を回しても

らうように伝えた。可能な限り早急に義援金を募る緊急支援のチャリティーコンサートを

行うことを提案し、みんな賛同し速やかに行動することを確認しあった。佐用町は三月十九

日、神戸は二〇一一年の一月のコンサート会場だったホールに電話をし、関係者の協力を求

めた。ホールの空き日、スタッフの稼働調整などを行い最短で可能な日程を出してもらい、

同月二十五日に行った。佐用町ではお小遣いを貯めていた貯金箱を胸に抱えやってきた小

学生が印象的だった。二〇〇九年の水害による心の傷もまだ癒えない佐用の人たちは、悲し

みが折り重なり、神戸から駆け付けた声楽家やピアニストも泣きながらの演奏となった。神

戸でも指導スタッフ、声楽家、合唱団員が追悼の思いを歌に込め、神戸の震災被害どころで

はない東北への思いが会場を包み込んだ。集まった義援金は、佐用町は町役場をとおして被

災地へ直接、神戸は神戸新聞文化財団をとおして河北新報社の窓口に送られた。 
 三ヶ月後に行った沖縄での初めてのプロジェクト・コンサートも、遠く離れた東北への思

いが満ちていた。皮肉なことに、東日本大震災を目の当たりにし、レクイエム・プロジェク

トの意味と意義を実感として感じ取ってくれた。 
 
 沖縄のプロジェクトでは、那覇市在住の作家・伊波希厘（いはきりん）さんと、沖縄戦へ

の思いをベースに平和への願いを込め、どの地域でも歌える混声合唱組曲「遥かなる海へ」

を作曲し始めていた。 
 そして東日本大震災から約一週間後、自らも被災された福島の詩人・和合亮一（わごうり

ょういち）さんの詩をツイッターでたまたま読み、この人となら日本語でレクイエムに相当

する楽曲ができると確信した。そして何の面識もなかった和合さんにコンタクトを取った。

電話もした。レクイエム・プロジェクトのことをお話しし、是非追悼と希望の楽曲を一緒に

創りたい、詩を書いてほしいとお願いし、混声合唱組曲「黙礼」が生まれる。 
 
 二〇一一年の私の誕生日、四月十六日は和合さんと福島で始めて会い、詩の打合せをした

日でもある。翌日、和合さんは福島市内の桜の名所「信夫山公園」に連れて行ってくれた。

例年なら多くの人で賑わっているはずのその場所が、原発事故の影響でほとんど人はいな

い。抜けるような青空をバックに、満開の桜が今を盛りと咲き誇っていた。あまりにも悲し

く、美しすぎる情景だった。 
 
◆直近の被災地で、レクイエム・プロジェクトは可能なのか？ 
 
 神戸では震災から十三年目の年にプロジェクトを始めた。東北ではもっと時間が必要に

なると思っていたし、まずは基本的な復旧や瓦礫の処理が終わり、被災者の人たちの生活が

少しずつ改善され、復興がある程度進まないいことには、プロジェクトは無理だと思ってい

た。 



 ところが佐用町のプロジェクトのきっかけを作って下さった大阪大学の渥美さんから連

絡を受ける。「岩手県の野田村というところに入ったけれど、大変な状況だ。レクイエム・

プロジェクトも必要になってくると思うので、一度説明に来てほしい」との内容だった。 
  
 直近の被災地でのプロジェクトは佐用町以外経験がない。そして東日本大震災の被害の

深刻さと広範囲におよぶ被災地を考えると、とてもすぐに活動が始められるとも思えなか

ったが、震災の年の七月に初めて岩手県野田村を訪れた。野田村の合唱団「コールわさらび」

の代表・大澤和子さんとお目にかかり、渥美さん、神戸の団員でもある朝日放送の戸石さん、

そして私の三人でプロジェクトの話をさせてもらった。想像も出来ないプロジェクト、しか

もまだ歌えるような状況ではない。大澤さんの様子を見ながら、やはり時間をかけなければ

絶対に無理だと思った。その日は合唱団を再開する際に足りないものをお聞きし、佐用町で

のコンサートで義援金を募って贈呈することを約束して面会を終えた。 
 
 その次に野田村を訪れたのがその年の九月初旬。津波で流されたキーボードを贈呈させ

ていただいた時だった。その場には、コールわさらびの指導者・小林友美（こばやしゆみ）

さんや合唱団のメンバーも同席されていた。レクイエム・プロジェクトのことも再度少しだ

けお話をさせていただいたが、無理に推し進める事はしなかった。それは７月に訪れた後、

東京でのプロジェクトに参加してくれていた岩手県出身で東京藝大の声楽専攻生（女性）に、

知り合いの岩手の音楽関係者にレクイエム・プロジェクトがどう受け止められるか少しリ

サーチしてもらっていたからだ。８月半ばに返ってきたリサーチの結果は、殆どが厳しいも

のだったといえる。当然と言えば当然の反応であり、直近の被災地で行う事が如何に難しい

かを再確認した。その時のリサーチで得られた反応を、記録としてこの拙文に残しておこう

と思う。なぜなら、的を得た貴重な意見であり、記録でもあるからだ。 
 
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 ◇小学校の音楽教諭 
 「釜石では復興を目指す証として今まで毎年演奏してきた第九を十二月に歌うことを決

めています。気仙のリアスホールもこけら落としは第九でした。また、釜石に住むピアノ教

師のいとこは、慰問演奏が多すぎて飽和状態と言ってました。その作曲家さんは、どなたか

沿岸の方とつながりをもっているのかな。これからコンタクトをとって、練習させて、本番

までこぎつけるって、岩手県民が受け止めきれるかなあ。疑問。」 
 
 ◇大学の声楽講師 
 「被災地に有名人や芸能人がきてそれを見に行くぐらいの心の余裕ができてきているの

は確かだと思う。現に被災した私の叔母たちは外へ出掛けるようになったから。果たして、



自分達で音楽をするってのはどうなんだろうね。その前にやらなければならないことが山

積みだと思うし。はっきりいって今回の震災の大きさは、阪神淡路どころじゃないから、そ

ういうプロジェクト的なことを被災地でやるってどうなんだろう。だったら仕事探したい、

お家を建てたいとか自分の生活に関わることを先に考えてしまうよね。しかも、ご近所の目

も気にしてしまうみたいよ。あちらの方は心にもお金にも余裕があるんだねって思われる

のが嫌みたいだよ。町が復興して、演奏できる環境が整った何十年か後に、この出来事を忘

れないでね的な感じで各被災地でやるなら意味はあるだろうけど…。 」 
 
 ◇大学合唱団団員 
 復興へのシンボルに、その曲がなりえるのか？どんな曲かは、分からないのでなんとも言

えませんが、沿岸の人自らに歌わせるとなると…受け入れがたい気持ちもあるのではない

かと…いきなり曲もってきて、『一緒に歌いましょう』と言われても…ん？って、感じてし

まうんじゃないでしょうか。同じ苦しみを味わってる人ならまだしも。偉そうなこと、言え

た立場じゃないですけど今一番大切なのは、被害にあった方のニーズに答えること。善意で

企画を持ち込んでも、現地の方が心からやりたい！力になる！と思うことじゃないと、かえ

って重荷と化すのではないかと思いました。それに、東北の人間って、ぱぁ～ってやるより、

地道に粛々と立ち直るタイプなのかなぁと思ったり… 。 
 
 ◇音楽科卒業生 
 盛岡とか大きな市や町であれば可能だろうけど、こんな地方の田舎ではほぼ無理だろう

なということ。ただでさえ田舎の人間は芸術というものに疎いのに、ラテン語のレクイエム

を聴きたいと思うのか、ましてや歌うなんて…ということ。すごいプロジェクトではあると

思うけど、なんか、現実に見えてこないなぁと思っていました。 
 
 ◇高校の音楽教諭 
 作曲家の人がそういう曲を作ろうとすることはいいけど、それを被災地域の人に歌わせ

る、というのは違うと思う。例えばフォーレクやモツレクを演奏するなら、演奏者側である

自分たちでその曲を選んで歌う訳だし、新曲を作曲家に委嘱する場合でも、自分たちで作曲

家を選ぶはずです。このケースでは、演奏者側には選ぶ余地がなく、いきなり曲を「与えら

れる」わけで、ある意味押し付けがましいですよね。作るのは結構ですが、演奏する側が「そ

の曲を演奏したい！」という気持ちになるかどうかが大きな問題だと思う。  
 
 ◇陸前高田で被災した高校教師 
 はっきり言って今は無理です。あと十年、二十年はかかるでしょう。いま岩手沿岸はまっ

たくの更地になっています。町がなくなってしまうのではないか、と言う人もいます。被災

地はいま、家がない、仕事がない、生活できない、そんななかで内陸の親戚を頼ってしばら



くの間居住地を移している人も少なくなく、住人が散り散りになっています。何年もかけて

合唱メンバーを集め、練習し、開催に漕ぎ着けた「けせん第九」のメンバーも、いまは離れ

ばなれになってしまい、今度また一緒に歌えるのはいつだろう、と答えのでない問いを続け

ています。私たちがもとの生活に戻るにはあと十年はかかるでしょう。そのときにでもこの

企画を立ち上げてもらえると、とても嬉しいです。今の状況では申し訳ないのですが不可能

です。 
 
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 これらの反応は特別なものでは無く、どの人からも厳しい意見が出たと、リサーチした彼

女は伝えてくれた。今読み返してみると、皆さん真摯に意見を述べてくれていることが、よ

くわかる。いくつか誤解もあるが、一般的にはイメージできないもの、知らないもの、よそ

ものがやることには、必ず否定的な意見がたくさん出てくるのが当たり前だし、ましてや大

災害の直後ならもっとストレートに拒否反応が返ってきても不思議ではない。 
 
◆動き出す二〇一二年 
 
 結局、野田村でのレクイエム・プロジェクトはしばらく封印せざるを得なかったが、被災

地は機会あれば訪れ、音楽や合唱に携わる人や詩人とも出会いたいと思っていた。 
 
 和合さんの書下ろし詩による混声合唱組曲「黙礼」の初演は、東日本大震災を受けて開催

した二〇一一年十月二十九日レクイエム・プロジェクト東京コンサートだった。その初演を

知らせる記事が福島の新聞に掲載され、それを見た南相馬の「ゆめはっと合唱団」の方から

十月中旬頃、突然お電話いただいた。 
 「黙礼」の詩は和合さんが教師として最初に赴任した南相馬を、震災後久しぶりに訪れた

ことがきっかけになり生まれた詩集「詩の黙礼」と連動している。電話をかけてこられた方

は、「南相馬の人間として是非とも自分たちで歌いたい。楽譜は出版されていますか？」と

尋ねられた。まだ出版されていないこと、初演が終われば原譜のコピーをお渡しするので演

奏していただけることなど伝えた。初演後、比較的早い段階で「ゆめはっと合唱団」の三人

の方と福島駅前でお目にかかり、お話しすることになった。その合唱団も、メンバーが何人

も津波の犠牲になったことをお聞きし、辛くても自分たちが演奏しなければという思いと、

二〇一二年十一月に行う定期演奏会で是非「黙礼」を取り上げたいこと、何度か指導に来て

ほしいことなどを相談され、もちろん快諾した。 
 
 年が明けて二〇一二年一月には陸前高田、大船渡を訪れることになる。ことごとく津波に

破壊された広大な住宅地跡や大船渡湾近辺の被災状況も自分の目に焼き付けていた。そし



て「けせん第九の会」で合唱指導をされている千葉久美子（ちばくみこ）さんに会う機会を

得て、少しだけレクイエム・プロジェクトのお話をさせていただき、全音から出版されたば

かりのレクイエムの楽譜を「すぐに歌える状況だとは思っていません。もしいつか機会があ

りましたら」と言ってプロジェクトの資料とともに手渡した。しばらくは連絡も取らなかっ

たが、十一月にカワイ出版から「黙礼」が出版されたので、この楽譜もお送りした。この出

会いは翌年の六月に行われた「けせん第九の会」演奏会につながり、そこで「黙礼」から”

祈る””風””生きる”が演奏された。、さらに翌年から始まった仙台でのプロジェクトのコ

ンサートにも参加して下さるようになった。そして二〇一五年三月十日には、大船渡市の追

悼式で歌うため、黙礼から”風”を練習している風景がテレビ朝日の報道ステーションで放

送された。 
 
 陸前高田の高田合唱団指導者・伊藤祥子（いとうじょうこ）さんとも、千葉さんのお声掛

けでお目にかかれた。この合唱団もまた津波で団員を失っていた。高田合唱団は拙作レクイ

エムをおそらく東日本の被災地で最も早く演奏された合唱団だと思う。岩手大学教授の

佐々木正利さんからレクイエム演奏が岩手であったと伺っていたが、合唱団名も判らず機

会があれば是非ともお目にかかりたいと思っていた方でもあった。この合唱団もまた、仙台

のプロジェクトに参加して下さっている。 
 
 二〇一二年は東北の被災地も含め、各地の活動が動き出す年になった。 
 六月のある日、フェイスブックでレクイエムに関するやりとりをしていると、突然面識が

無い方から「そのレクイエムはラテン語ですか？」とメッセージが入った。ドイツのデュッ

セルドルフ在住で、宗教曲を中心に活動されている声楽家・原令子さんからだった。「そう

です」と答えるとともに、レクイエムの楽譜とＣＤをお送りした。それからしばらく経って、

原さんから「ＣＤを車で聴いていたら声楽家仲間で同じデュッセル在住の植杉さんがとて

も興味を持っています。フェイスブックで友達申請しても構いませんか？」と連絡があり、

「もちろんです」と返し、植杉さんから申請をいただいた。もちろんフェイスブックで友達

になり、プロフィールを見ていて驚いた。広島出身の方だった。 
 なぜ驚いたかと言えば、沖縄と長崎は動き出していたが、広島にはやはり誰も音楽家の知

り合いがいなく、糸口を探しているところだったからだ。すぐに連絡して相談すると、現在

広島の事務局長とヴォイトレをお願いしている声楽家の大島久美子（おおしまくみこ９さ

んを紹介して下さった。そんなきっかけがあり、大島さんから指導者として佐伯康則（さい

きやすのり）先生をご紹介していただいたことで、現在の広島プロジェクトがある。佐伯先

生は敬虔なクリスチャンであるだけでなく、作曲家でありまた宗教曲にも精通しておられ

る。私にとってかけがえのない存在の方として、広島を支えて下さっている。 
 
 仙台はレクイエムプロジェクトでは東日本大震災被災地の中心として、各被災地の受け



皿と成りえる土地だと思っていた。ただ沖縄や広島と同様、誰一人として音楽家を知らなか

った。ところが不思議な出会いが待ち受けていた。この年の六月、沖縄でのコンサートに参

加してくれていたヴァイオリン奏者の女性が、震災後子どもを連れて仙台から避難してい

た人だった。その彼女から「仙台では活動する予定は無いのですか？」と聞かれ、「是非動

き出したいのですが、誰も知らないので動きようがないのです」と答えた。すると「紹介す

るので、是非会って仙台でもプロジェクトを起ち上げて欲しい」と頼まれたのだ。思っても

みない展開で正直驚いたが、その紹介で出会ったのが今もお世話になっている仙台フィル

のヴァイオリン奏者・大友靖雅（おおともやすまさ）さんだった。八月にお目にかかりプロ

ジェクトに賛同して下さり、仙台のプロジェクト進めるにあたり、この方しか考えられない

ということで、指導者として工藤欣三郎（くどうきんざぶろう）先生を口説いて下さり、そ

して大友さんとともにプロジェクトを支えて下さる存在として、仙台フィルのインスペク

ター・我妻さんにも声をかけて下さった。工藤先生にはいろいろご負担をおかけしながらも、

翌年の四月から公募合唱団が練習を始めることになる。工藤先生の指揮で「とうさんの海」

の練習を最初に聞いた時は、作曲者でありながら思わず感極まってしまった。工藤先生も、

佐伯先生同様、かけがえのない存在として仙台を支えて下さっている。 
 
 そして二〇一二年から始めることになっていた長崎も動き出した。実行委員長と指導を

お引き受けいただいた松川暢男（まつかわのぶお）先生のもと、秋から練習が始まった。松

川先生の真摯なご指導で、長崎の礎を築いて下さったことに、心から感謝している。 
 
 九月初旬頃には、野田村のコールわさらび代表・大澤和子さんから突然お手紙をいただい

た。東京の合唱団から招待されてコンサートに参加したこと、そこでアンコールに歌った曲

が佐用町のプロジェクトのために作詞作曲し、カワイ出版の「歌おう NIPPON！プロジェ

クト」に提供していた拙作「大切なふるさと」だったことなどが書かれていた。 
 前年にお目にかかってからほぼ一年ぶり。とても嬉しくてすぐに大澤さんにお電話し、お

礼の気持ちを伝えた。そして「また野田村に行って構いませんか？」というお聞きし、再び

野田村に通い始めることになる。 
 野田村に行くことを一年間封印していたが、その間に野田村出身や在住の方と何人かフ

ェイスブックでつながっていった。詩人の宇部京子さんもその中のひとりだ。いくつかの詩

作もホームページで拝見していた。野田村ではレクイエム・プロジェクトとして活動を始め

るよりも、まず宇部さんと一緒に曲を創り、出来上がったものを少しずつコールわさらびの

皆さんに歌っていただこうと思っていた。 
 
 十一月には南相馬「ゆめはっと合唱団」の定期演奏会で「黙礼」が演奏され、何度かその

ための練習にお邪魔した。津波の被害にあった沿岸部を訪れ、「黙礼」の冒頭にもある「そ

こに静かな街があった。そこに静かな海があった」という意味合いを更に深く感じることに



なる。南相馬でも、レクイエム・プロジェクトの動きが始まり、二〇一三年の夏には合唱団

の公募と練習が始まることになる。南相馬だけではなく、相馬の合唱団や福島市の飯野混声

合唱団も参加することになっていく。 
 
 様々な動きが一気に始まった二〇一二年。想定外のスピードでレクイエム・プロジェクト

が広がり、プロジェクトが果たす役割もまた大きくなっていった。 
 
◆被災地がつながるために 
 
 もう一度神戸でのことを振り返ってみたい。 
 自己紹介の時に感じたことは、被災の度合いとそこから生じる微妙な被災者間の温度差

である。「相手はきっとこう思っているだろう」「私よりも、もっと悲しみを抱えた人がいる

から、自分の悲しみは表に出せない」など、遠慮や被災者自身が作り出す見えない壁が、個々

を孤立させていく。神戸では被害が少なかった人が「自分だけ被害が少なくて申し訳ない、

怪我もしなくて生きていて申し訳ない」と苦しんでいることも印象的だった。 
 自己紹介の時間は、お互いの悲しみや苦悩を知り、それを分かち合う貴重なものとなり、

お互いを思いやる雰囲気が自然に生まれていった。活動当初はそれぞれが抱えてきた心の

問題をそのまま反映した重苦しい空気だったが、次第に参加者の表情にも変化が現れ明る

くなっていく様子は、今でもしっかりと記憶に残っている。 
 そして私自身、とても大切なことに気づかされることになる。それは、当時作曲しようと

していたレクイエムは、震災の犠牲となった方々の追悼と同時に、生かされた人たちが少し

でも苦悩から解放され、癒されｐ、前に向かって進んでいけるものでなければいけないとい

うことだった。誤解を恐れずに言うとすれば、“個”を前面に出すのではなく、作曲家＝表

現者としての私が、奇をてらうことなく被災者の思いを楽曲に込める代弁者、謂わば共同作

業者として存在することの大切さに気づいたのだ。一人の人間として同じ目線でいること

の大切さでもある。 
 
 被災地あるいは人が「つながる」ためには、他地域の惨禍を自分のこととして受け止め（共

感）、その惨禍への思いを共有していく必要がある。一緒に歌を歌えば、あるいは同じ目的

で歌いさえすれば「つながる」わけではない。私は決して使わないが、「絆」という言葉を

使えば「つながる」わけでもない。 
 
 レクイエム・プロジェクトでは、私が作曲する合唱曲の詩を、被災地の詩人に書き下ろし

ていただいている。そのことが、このプロジェクトで考えている「つながる」ための大きな

要素になっていくと私は考えている。 
 第一章のタイトルでもあるが、「記憶」の中の原石はとても大切なものだと思う。人は誰



しも少なからず心の中に傷を抱えて生きている。その記憶を抱えているだけ、あるいは思い

出すだけでは原石はそのままだ。自分の記憶を辿り、相手の心の内を想像し、その両方のイ

マジネーションを重ね合わせた時に初めて化学反応のようなものが起き、原石が輝き出す

のではないだろうか。 
 被災地の詩人による書下ろしの詩は、そのための大切なキーワードとなり、思いを楽曲に

込める代弁者・共同作業者としての私という存在とともに、ひとりひとりの原石が輝くため

の触媒の働きをする。 
 
 通常の合唱団では、演奏会が終わればそれまでの楽譜はしばらく不要になる。ところがレ

クイエム・プロジェクトでは不要になる楽譜はまず無い。歌い続ける楽曲が殆どだ。プロジ

ェクトで生まれた楽曲を中心に、どの地域もほぼ同じ時期に同じ楽曲を練習している。新し

い曲も同じプロセスを経ながら練習していくことが多い。だからこそ練習やコンサートで

の自由な相互交流が可能となっている。もしそれぞれの地域が自由に曲を選び練習してい

たら、そのような相互交流は可能だろうか？お互いに共感共有するものも見つけられるだ

ろうか？おそらく見つからないまま、個別の活動になってしまうのではないだろうか。 
 現在のように同じ目的で活動を続ける各地の参加者に「同志」のような感情が芽生えてい

くことは、想像もしていなかった。そしてこれほど個人的な交流が盛んになるとも思ってい

なかった。同じようなの苦悩や悲しみを経てきたことへの共感と安心感が、強い結びつきを

生んでいくように思う。各地のプロジェクト合唱団は、それぞれがひとつのチームだが、遠

く離れた地域の人たちがいつでも一堂に会し、混成チームとして音楽的にもきちんと成立

するようになってきた。主宰者として、とても嬉しくもある。 
 たくさんの楽譜を練習時には持ってきていただくことを、どうかご容赦願いたい。 
 
◆心かさねあう歌を求めて 
 様々なジャンルの音楽を、これまでたくさん作曲してきた。レクイエム・プロジェクトだ

けでも編曲を含めると六〇曲を超える。それぞれにその土地の悲しみ、苦しみ、喜び、希望

そして願いなどが込められてる。 
 
 いきる いのる ねがう 
 
 これはレクイエム・プロジェクトで作曲してきた楽曲すべての根底に流れるシンプルな

テーマだ。 
 そしてそのテーマにそって、歌うひとが「心かさねあう歌」をこれからも作曲したいと思

っている。 
 
 作家の井上ひさしさんが、こんなことを言っている。 



 「むずかしいことをやさしく やさしいことをふかく」 
 このあともまだ続きがあるが、最初のこの二つは私がいつも心がけたいと思っているこ

とでもある。 
 
 学生時代、師匠の廣瀬先生が作家・村松友視さんの著書「私、プロレスの味方です」の内

容に触れ、何度か話して下さったことがある。それは「ジャンルに一流や二流があるのでは

なく、そのジャンルの中で一流二流があるんだよ」という内容だった。とても興味深いお話

だったので、よく覚えている。乱暴に言えば、例えばプロ野球が一流のスポーツで、プロレ

スが二流のスポーツではない。プロ野球の中に一流二流があり、プロレスも然りということ

だ。 
 
  世の中には小学生から大人まで女声・男声・混声の別なく、コンクールでの上位入賞を

目標に、日々切磋琢磨している合唱団がたくさんある。テクニックの面でも、楽譜上でも難

しい曲に挑み、ハイレベルで一流であろうとするその姿勢は、ある意味素晴らしい。そして

その合唱指揮者も指導者も合唱団員も、自ら「合唱界」と呼ぶ世界の中の価値観を中心に活

動しているように見える。 
 私はこの「合唱界」という言葉にどうしても違和感を感じてしまう。私の周りにいるプロ

の演奏家を考えても、例えばヴァイオリン奏者やチェロ奏者が自分たちの領域を「弦楽界」

とは言わないし、声楽家も「声楽界」とは言わない。何か業界的で、アカデミズムと多少排

他的な感じてしまうのは、考え過ぎだろうか。 
  ところが一方、そんな「合唱界」とは無縁な合唱活動を行っているひとの数は、「合唱界」

の人たちをはるかに超えている。 合唱の技術や取り組む楽曲の難易度からいえば、「合唱界」

の団体の足元にも及ばない人たちが大半だと思う。でも音楽表現という視点から考えると、

「合唱界」が一流でその枠組みに属さないと思われている合唱団が二流や三流あるいはそ

れ以下と簡単には言えない。 
 
 技術的に上手いから伝わるわけではない。歌うことをとおして伝えたい思いがあるのか、

聴いている人の琴線に触れるだけの、共有できる思いがあるのかどうかが、とても大切だと

思っている。ただ合唱をする以上、パートの声や響きを揃えたり、リズムや音程などに気を

配ることはやはり大切なことであり、その練習の成果は表現の幅を広げ、より伝わる音楽に

つながっていく。 
 家で練習することはとても大切なことだが、合唱はさらにみんなと練習しなければ意味

がない。「家で練習しているから合唱団の練習は大丈夫」「他の合唱団でも歌っているし、譜

面も読めるから私は大丈夫」「音程が下がるは他の人が悪いから」などと思っている人は要

注意だ。私は大丈夫だと思っている人こそ、もう一度合唱で「歌うことの意味」をよく考え

て欲しい。 



 
 二〇一五年は各地のコンサートは心かさねあうものになったと思う。 
 神戸は震災から二十年を迎える年となり、二日間にわたって震災当時の思いを振り返り

ながらの公演となった。沖縄では沖縄戦終結および終戦七十年を五回目となるコンサート

で迎えた。長崎から活水高校の生徒たちが参加し、沖縄のことをたくさん学んでくれた。広

島は前日の雨があがり、原爆投下の日を思わせるような青空で暑い日に幟町世界平和聖堂

で被爆七十年への思いを歌に込めた。佐用町は前年が水害から五年。その年にプロジェクト

としてのコンサートを行ったが、例年どおり神戸の団員も加わり定期演奏会の形で思いを

重ねた。東京は、たった二十人の団員が全員実行委員のような動きをして、東京大空襲そし

て終戦七十年のプロジェクトコンサートを行い、素晴らしいコンサートへと導いてくれた。

北いわては宇部さんと創ってきた楽曲七曲をすべて歌った。そして新しいメンバーもたく

さん加わり、今では長崎、仙台に次ぐ団員数となっている。指導にあたって下さっている小

林友美さんに心から感謝している。長崎はすでに書いたが、各地からの参加者も含めると二

百五十人ほどの参加者が、この年を締めくくるに相応しいコンサートを行った。 
 
 これからも「心かさねあう歌」を歌う活動を、それぞれの地域で定着させていきたいと思

う。 
 
   
◆共に歩み、共に伝える 
 
 日本人はよく「心をひとつにして」とか「思いをひとつにして」という言葉を口にする。

フェイスブックの投稿も見ていても、時々「心を、思いを一つにして頑張りましょう」とい

ったものがある。でもレクイエム・プロジェクトで共に歌うことに対して私が望んでいるの

は、「心をひとつにする」ことでも、「思いをひとつにする」ことでもない。「心をかさねて」

欲しい、「思いをかさねて」欲しいということだ。それは練習中にもしばしば伝えている。

ただみんながバラバラの方向を向いていたのではいけないので、その方向性を揃える、つま

りベクトルを揃えていくことは必要だと思っている。 
 輝き始めた記憶の中の「原石」は、それぞれが違った色であるはずだ。違った色の輝きが

集まることで、想像も出来なかったような美しく光輝く色となる。 
 
 まずは自分のいる地域で、それぞれの「原石」を輝かせて欲しい。その中で様々な異なる

輝きを持つ光のひとつになって欲しい。そして時間的、経済的余裕があれば、他の地域にも

出かけて、その輝きをさらに広げて欲しい。応援する目的で歌いに行くのではない。それぞ

れの地域の思いに共感し、共有し、何よりも自分自身をさらに輝かせるために他地域に行く

のだ。 



 
 各地域でのコンサートは来場者に「思いを伝える」ための大切な機会である。二〇一五年

は阪神・淡路大震災から 20 年、終戦から 70 年という大きな節目の年であり、全国 9箇所
でコンサートを開催した。百五十人～二百人規模の混声チームが追悼の思いと未来への希

望を楽曲に込めて歌い、共に伝え、来場者もその思いを共有できたことはとても大きな成果

だった。 
また ここ数年、ご縁を得て海外でのコンサートも行うようになり、各地のレクイエム・プ

ロジェクト合唱団有志が参加する海外公演も、予定を含め三回を数える。これら海外での活

動の主な目的は、海外の人たちに自然災害や戦災の記憶をあらためて伝えることだ。 
 二〇一二年にはプラハで、二〇一四年にはウィーンの聖シュテファン大聖堂の招聘によ

り、同大聖堂主催公式コンサートとしてレクイエム・プロジェクトのコンサートを開催でき

た。聖シュテファン大聖堂には、仙台（大船渡、陸前高田を含む）、南相馬（相馬を含む）、

東京、神戸、広島、長崎から百五十人を超える各地のプロジェクト合唱団有志、仙台フィル

ハーモニー管弦楽団有志が参加し、ウィーンのプロ・オーケストラと共に演奏を行った。コ

ンサート後、教会でのレクイエム演奏としては異例の十分間以上におよぶスタンディング

オベーションがあった。このことは、レクイエム・プロジェクトに参加している人たちの楽

曲に込めた思いが届いた証、共に歩み、共に伝えることを実践した証だと思っている。 
 
 今年、東日本大震災から五年を迎え、私の第二の故郷ともいえる高野山で奉納演奏を行っ

た。秋には、バチカン教皇庁の特別な許可により、各被災地の合唱団参加者有志とともに「復

興祈念、平和への祈り」を目的とした特別公演を九月に行う。サン・ピエトロ大聖堂（ミサ

でのオルガンとの演奏）、システィーナ礼拝堂（アカペラ奉納演奏）、アッシジのサン・フラ

ンチェスコ聖堂（ミサ後に、オーケストラとの演奏）、フィレンツェ市内の教会（オルガン

との演奏）の四箇所での公演である。 
 そして 十一月十三日、つまりパリでの同時多発テロから一年を迎える日には、拙作のレ

クイエムがドイツのデュッセルドルフで現地の人たちにより演奏される。「共に伝える」こ

とを大切にしてきたレクイエム・プロジェクトの思いが、楽曲をとおして世界にも広がりつ

つある。 
 
 そんな活動を支えて下さっているのは、各地で指導して下さる先生方であり、ピアニスト

であり、実行委員の人たち。そして合唱団員のみなさんだ。 
 
 共に歩み、共に伝え、そして共に輝く。 
 そして私は、これからも多くの人が心かさねあう歌を求めて、旅を続ける。 
◆エピローグ ―赤い糸の物語― 
 レクイエム・プロジェクトをしていなければ、出会わなかった人たち。それはかけがえの



ない私の宝物。 
 
 私家版だからこそ書けることだが、一番の立役者は私の妻であり副代表の薫だ。彼女は結

婚する数年前に、実は進行性の癌を患い十一時間にも及ぶ大手術をした。仕事で医療番組を

二十年以上やっていたことが幸いし、素晴らしい先生に手術をしていただいたおかげで、リ

ンパ節にまで転移していたものを的確に処理してもらえた。 
 入院後、家に戻ってお世話になった先生方にお礼のメールや手紙を書いていたのだが、麻

酔科の先生だけが連絡先がわからず、いろいろインターネットで検索していたそうだ。その

先生の苗字は「上田」。名前で検索してもなかなかヒットしない。ペインクリニックを付け

たりいろいろしていたときに、上田麻酔科と打とうとして「うえだます」で間違えてエンタ

ーボタンを押してしまう。検索結果の中に出てきたのが私のホームページだった。「この名

前記憶がある」「音楽をやっていたな」「ひょっとして・・・」とホームページを見たらしい。

そしてメールボタンからメールを出した。「高田薫と申します。実は私の知っている方で同

じ名前の方がいらっしゃいます。音楽をやっていらっしゃったので、もしやと思いメールを

しました。どうぞご活躍くださいとお伝えください」 
 私の事務所に届くと思っていたので、本人宛のメール内容ではなかったが、実は私にダイ

レクトに届くメール。 
 
 驚いた。私が大阪の高校時代に少し交際をしていた人からのメールだった。そう、薫はそ

の交際していた人なのだ。交際といっても、四十五年ほど前の時代。交換日誌をしたり、デ

ートなんかは数回した程度。なぜか理由がよくわからないまま交際は立ち消え。でもずっと

忘れられない人でもあった。多感な時期の悩みを打ち明けていた人でもある。 
 
 メールがきっかけで再会。二年後に結婚した。 
 それは、やはり赤い糸の物語としか言いようがなかった。 
 
 手術が成功したとはいえ、私たちにとっては日 「々いのち」を見つめる毎日でもあった。

癌細胞が残っていたら、いつ転移するかもわからない。お互いに口には出さなかったが、安

心できる年月が経つまでは心配だった。おかげさまで元気で皆さんが知っているとおりの

活発さで、レクイエム・プロジェクトを支えてくれている。 
 
 神戸でレクイエム・プロジェクトを始めるかどうか考えていたとき、背中を押したのは彼

女だ。いつも一番の理解者であり、私のサポートをしてくれている。心から感謝している。 
 
 薫と共に活動を支えて下さっているのは、各地で指導して下さる先生方であり、ピアニス

トであり、実行委員の人たち。そして各地の活動を多方面からサポートして下さっている



方々、および合唱団員の皆さんだ。いろんな役割の方々がいて下さるからこそ可能なプロジ

ェクトだ。皆さんとも赤い糸で結ばれていたのだと思う。 
 
 そして最後に、二〇一〇年から現在まで毎年特別協賛を続けて下さっている（株）ケー・

エフ・シーの高田俊太（たかだしゅんた）社長のお力添えがあったからこそ、ここまで継続

できた。心から感謝申し上げます。 
 
  二千十六年四月十六日 還暦を迎える日に           上田 益 


