
記念講演 

「人にいのち、音にもいのち」（講演録）＜文責：事務局＞ 

作曲家、東京音楽大学教授  池辺晋一郎氏 

 

おはようございます。（拍手） 

只今紹介していただきましたように、水戸出身でございます。出身といって

も、ずっといたわけではなくて、小学校の終わりまででした。 

今、ここに来る道すがら、偶然ですけれども、一番懐かしい地域を通りまし

た。周辺を通ってきた。非常に懐かしく、きょろきょろしながら、ここへたど

り着きました。武道館は、はじめて来ましたけれども、小学校終わるまでとい

うことですが、こんな大きな施設があってびっくりです。 

高齢の方が多いわけですから、小学校卒業ははるか昔ですが、でも、意識と

してはついこの間です。昭和 32年までおりました。母の里で、疎開していたわ

けですね。疎開したのですが、いろいろな事情がありまして、事情は時間がか

かるので略しますが、戦後 10 年以上、昭和 32 年まで疎開したままになったと

いうのが実情です。 

でも実は、昨夜こちらに帰ってきたのですが、小学校の友人を呼び出して、

一緒に懐かしい話をしておりました。僕の妻は、一緒に水戸に来ることがたま

にありますけれども、そうすると、列車が水戸に近づくと、僕は顔つきが変わ

るといいます。（拍手）東京では見せない顔になると（拍手）。どういう顔かは

わからないんですが、でも、ふるさとっていうのは、そういう風なものらしい

ですね。 

ここにいらっしゃるみなさん、たぶん、皆さんがそうだと思うんですけれど

も、年をとったけれど、でも、でももし若い頃のことが、本当につい昨日のよ

うな感じで、いまだにいらっしゃるんじゃないかと思います。僕の場合は、こ

の水戸に来ると、その気持ちが、一層強くなります。ということは、若くなる。

意識が故郷を長い間離れている方が、もしいらっしゃるとすれば、時々故郷に

行くと、絶対若くなります。と思います。（拍手） 

僕は旅が多くて、実は、この 2 週間位だけとっても、実は、そうですね、こ

ちらに、茨城に来ています。日立で仕事をして、韓国へ行って、金沢に５～６

日過ごして、それから、長崎と、佐賀に行ってまして、昨日、お昼過ぎに佐賀

から東京に戻りました。その足で、ちょっと家により、ここに来ました。今日

はこの後東京に帰りますが、明後日からフランスに行かなければならないとい

う、めちゃくちゃな状態で、でも、移動しているとあまり年をとっていられな



いなという、気になります。それも、ふるさと同様、あまりじっとしてないで、

動くことも若返りの秘訣かもしれません。僕は決して若返ってないつもりです

が、意識としては年をとっていると思いたくないという気持ちはあります。 

 

さて、話は中身に入りますが、若い時から、どういうわけか、ご高齢の方と

一緒に仕事をすることが、非常に多かったですね。なぜだろうと思いますが、

実はぼくみたいな仕事をしていると、音楽の仕事をしていると、他の人と普通

ですか、普通は、同世代の人と仕事をして入っていくのが、僕の場合は、一緒

に仕事をしているみんなより、一番若いのが、スタッフが、僕であるという仕

事をしてきた。仕事の仕方をずっとしてきました。 

例えば、演劇の仕事がとても多いのですが、２０～３０歳初めころから、例

えば、もう７０歳ぐらい、もうちょっと上かな、杉村春子さんとか、滝沢修さ

んとか、千田是也さんとかいう、僕よりか、かなり上の方と一緒に仕事をして

きました。映画の仕事をすれば、たとえば、黒沢明さんとずっと仕事をしてき

ました。あるいは、森重久弥さんとお付き合いをしました。 

皆さん、すごく上の人たちばかりで、たとえば、映画。黒沢スタッフを、映

画の世界では、黒沢組というのですが、黒沢組が集まると、黒沢監督以下、技

術の人、照明の人、いろんなスタッフがいるんですが、僕が一番若い。どの世

界でも、というふうな仕事をしてきました。年をとると、どういう仕事をする

のかというのを、目の当たりにしてきたわけです。だんだん僕自身もそういう

域に達してきたわけですね。 

面白い話がいっぱいありますが、例えば皆さん、滝沢修さん。皆さん覚えて

ますね、劇団民芸というところを率いた名優ですが、９１歳で亡くなりました

が、けれど、その最後の演出、自分が出たんじゃなくて、芝居を僕が書きまし

た。とにかく、最長老ですし、劇団民芸の稽古へ行くと、滝沢先生がいらっし

ゃるだけで、みなさん、し～んとなるんですね。 

芝居の間、稽古場で誰かが台本をサーっとめくると、他の人が「シー」なん

て言うんですよね。台本もめくれない。そのくらいシーンとしているんですよ。

そうすると、滝沢修先生が一通り稽古を見ると、注意をなされる。終生テノー

ルでした。年をとっているけど、とても高い声で、明るい高い声で言うんです

よ。「やだね、この稽古場は」（笑い、拍手）「出番じゃない人があくびをしてい

る」（笑い）「やだねえ」というと、稽古場はシーンとして（笑い）、もうすごい

緊張が走るんですね。劇団民芸は、この滝沢修さんと宇野重吉さんの二人で率

いていた劇団でした。 

宇野重吉さんにも笑い話がありました。ものすごい、頑固なじいさんでした。

僕も何度か仕事をしましたけれども、宇野重吉さんは福井のご出身で、僕の友



人の新潟出身の劇作家が、ある時、宇野重吉先生にお話ししたんですね。 

「宇野先生、一度新潟にいらしてください。おいしい魚を御馳走しますから。」

すると、宇野先生は、あの調子で、あの方の口癖で、「ばきゃあろう」「ばかや

ろう」ではないんですね、「ばきゃあろう。福井の魚の方がうまいわ」（笑い）「い

え、先生。新潟の魚もすごくおいしいですから、ぜひ、御招待しますから」「ば

きゃあろう」（笑い）「それは、福井の魚が泳いで行ったんだわ」(笑い)。そう

いう人だったみたいですね。 

黒沢明監督とは、よく気さくだったと思われていて、ものすごい、ワンマン

だと評判だったと世間ではありましたけれども、でも、非常に、いつでもにこ

にこしていて、笑顔で映画の現場ではやさしいおじいさんでした。やさしいお

じいさんなんだけれども、やっぱり頑固なんですね。よく食べ、よく飲む方で

した。８０歳を過ぎても、ほっておくとステーキを２枚食べちゃう（笑い）人

でした。息子が「一枚にしておけ」と注意するんですが、たいてい、例えば、

僕と打ち合わせをする。あるいは美術の人と美術の打ち合わせをするというと、

焼肉屋です。とにかく、肉が好きなんですね。 

例えば、そういうところでちょっと飲むじゃないですか。黒沢監督はビール

を飲まないんです。はじめっから酒なり、ウイスキーなんです。他の人にも、

それを強要するんですね。いくつかテーブルがあると、どのテーブルにも、み

んなウイスキーを、他の人にも、ウイスキーが特定の銘柄が並んでいるんです。

黒沢明監督はホワイトホースしか飲まなかったんです。どのテーブルにも、ホ

ワイトホースが並んでいる。 

でも、僕たちは、ちょっとはじめはビールを飲みたいので、僕たちは店の人

に頼んで、こっそりテーブルの下でついで飲むんです。（笑い）テーブルの下で

ついでると、「おいそこの」「なんですか」というと、「ビールなんか飲むな」。

どうしてビールを飲んで怒られるんだろう？そういう人でしたね。 

ある時、映画の仕事の合間に、アメリカから新聞記者が、ニューヨークタイ

ムズの新聞記者が、インタビューに来たんですね。仕事の合間に、いろいろ尋

ねるんですが、黒沢監督は終始ニコニコ、機嫌良く答えていらっしゃいました。

ぼくもたまたまそこにいたんですが、そうしたら最後に、タイムズの記者が、

最後に、「ところで、この映画でおっしゃりたいことは何でしょうか？」と言っ

たんです。これは、音楽を僕が書いたんですが、「夢」という映画でしたが、そ

れまで、機嫌良かったんですよ。この「おっしゃりたいことは何ですか？」通

訳がいて通訳するんですが、黒沢監督はもう８３歳でしたが、その記者に、突

然立ち上がって、「おっしゃりたいことがあるから映画を作ったんだ。映画を見

ればわかるんだ。おまえはばかか、帰れ。」といった。その人は、ニューヨーク

へそのまま帰りました。（笑い）そういうところがすごくはっきりしていて、面



白かったですね。ああいうふうにして年をとると面白いなと、僕は何となく思

ってました。 

森重久弥さんが、ある時、僕と有名な照明の人を夕食に招待してくださった

ことがあって、タルタルステーキのおいしい店にいくと、ボーイが持ってきた

のを、森重久弥さんがぼくと友人の前で味見するんです。突っ返すんです。ぼ

そぼそ言って、突っ返すんです。「駄目だ、作り直して持ってきて」ぼそぼそっ

と。全部突っ返すんです。どんどん腹が減ってくるわけです。どうでもいいか

ら早く食べたいな。やっと食べれたのは、４回目でした。こだわるんですね。

そういうところ。年をとるとこだわるんですね。（笑い） 

そういう、お年寄りに関するエピソードがごまんとありまして、今日お話し

すると、お年寄りのエピソードで一時間過ぎてしまうので、この辺にしますが、

実はそうやって、笑いながら、面白がりながら、たくさんのことをやっぱり覚

えてきたような気がします。それだけ、あちこちで、仕事をし、言葉の端々か

らにじみ出てくる、たとえ、笑いに見えても何かが見えてくるんですね。いろ

んなことが、僕の中で栄養に、栄養というか養分になって、これまできたかな

あと思います。 

 昨年９月、日本音楽療法全国大会が、四国の松山であって、その記念講演会

に招待されたんですが、その会の会長が日野原重明先生で、三日くらい日野原

先生と一緒に、隣の部屋で過ごしました。僕の講演の前に、日野原先生が話し

ました。全く原稿も見ず、立ちっぱなしで９０分、お話しされました。間もな

く９８歳になるという歳です。 

その大会の最中に、どういうタイトルだったかな、やはり、生きるというテ

ーマで、日野原先生と何人かでシンポジウムをやることになっていました。僕

はホテルで待機していて、出かけようかと思っていたら、電話がかかってきて

シンポジウムは中止になりました。日野原先生に何かあったかなと思いました。

日野原先生は、「どうせやるなら１００歳のときにやろう（笑い）、中途半端だ

よ、今は。」そうおっしゃったので、中止になりました。もう、９８歳になられ

ているはずですよね。 

それから、僕がこの水戸に来る仕事の一つに、水戸芸術館の仕事なんですが、

僕は企画や運営の仕事をしているんですが、そのトップにいらっしゃるのが、

吉田秀勝先生という、音楽評論のトップのトップ、大長老です。９７歳です。

なんでも召し上がります。家にいるときは、奥さんは忘れられていますが、自

宅にいるときはお手伝いさんがいて、何日分かの食事を作っていきます。いわ

ゆる老人向けの粗食なんですね。漬物とみそ汁、ごはんとか、そういうふうな

ものがいやなんですね。水戸芸術館の打ち合わせがあると、必ず外へ食べに行

きます。誰かが来てくれると、たぶん違うものが食べられると、とても喜ばれ



るそうです。 

やはり話は戻りますが、１時間たってしまうな(笑い)、黒沢明監督のすごく

面白い話で忘れてましたが、一つ臨時追加です。４本ぐらい映画の仕事をして

いるんですが、何の映画か忘れましたが、ある時、「君と音楽について相談した

いから、家に来てくれないか」とおっしゃるんです。午前１１時くらいなんで

す。１１時くらいに僕はお宅へ伺いました。そのころ監督はお一人暮らしで、

息子さん、娘さんは近所にいらっしゃるけど、でも一人で暮らしていて、お手

伝いのおばさんがいて、ご飯の支度をして、当然、打ち合わせでお昼近くなり、

監督が、『君、お昼ごはん食べて行けよ』とおっしゃるんですね。僕は、監督と

差し向かいで食べるのはちょっと堅苦しいなと思いまして、それより、帰りに

駅で立ち食いそば食べたほうがいいなあと思って、「結構です」と言ったんです。

そしたら、黒沢監督が、「君ねえ、家のお手伝いさんはね、僕一人だとみそ汁だ

けなんだよ。（笑い）誰か客がいると天ぷらくらい出すんだよ。だからちょっと

居てくれないか」と言うんですよ。僕は「そうですか、じゃあいただきます」

と言ったら、本当に天ぷらが出てきたんです。（笑い）その時の黒沢明監督の嬉

しそうな顔ったら、なかったですよ。「な、君がいるから天ぷらがでてきたよ」。

天下の黒沢明監督が、昼飯の天ぷらで喜ぶなんて、なんか、かわいそうになっ

てしまいました。でも、前にはお家で、でもそうじゃないところが、きっとあ

れだけの仕事をされたんですね。そうゆうことから、繰り返しになりますが、

学びました。笑いながら、教わりながら、たくさんのことを覚えてきたように

思います。 

例えば、僕だってもうかなりの高齢です。実を言うと、今日はラストデーで

す。明日、僕は一つ歳をとるんです。（拍手）わかります？明日は６７歳になり

ます。ですから、もうなんとか高齢者です。 

僕は毎年、ずっと３０年以上、無名塾という演劇塾の仕事をしています。Ｎ

ＨＫの仕事をしていますが、仲代達矢さん主催で、今年は「炎の人ゴッホ」と

いう芝居をやるんですが、つい１週間前に音楽の録音をしてきました。 

１０月頃から、まず能登で始まります。能登で始まるのが、ずっと１５年位

の習慣になっていますが、能登に演劇ホールがありまして、そこでしばらくや

ってから、あちこち行くんです。旅をするんです。能登のホールに毎年行くん

ですが、仲代さんは僕より１１歳上。仲代さんは７７歳。まもなく８０歳です。

見てると能登の方がおっしゃるんですよ。「仲代さん、池辺さんは、若いわ」と

言うんです。「このあたり、能登の人はその年になるとこたつで丸くなってい

る。」と言うんですね。でも、僕はこれはおかしいと思うんです。こたつで丸く

なってるから歳を取っている？それだけでは分からないですよね。こたつで丸

くなっているように見えて、凄いこと考えているかもしれないんです。丸くな



っているというのは現象ですから、これが猫なら（笑い）あまりたいしたこと

を考えていないかもしれない。けれども、人間だったら、こたつで丸くなって、

丸くなりながら、ものすごいことを何か考えているかもしれない、ということ

もありうるわけですから。どうせこたつで丸くなるなら、どうせこたつへ入る

なら、何か考えましょう。 

先程、たくさんのお年寄りと一緒に仕事をしてきた話をしましたが、僕自身

も実を言うと、我々の場合は、例えばテレビタレントと違って、どこをもって

デビューか分からないですが。僕の最初の出発点、公に演奏されるようになっ

た曲、それは２０代です。なった音楽、邦楽器と洋楽器で、大きな琴とバイオ

リンとチェロが入る曲だったんですが、幸いにして好評で、新聞とか音楽批評

をいただいて、どの批評もみな「老成している」。（笑い）２０代でしたが、褒

められたのかな、これでいいのかなと思ったことがあります。たぶん、初めか

ら高齢者だった（笑い）んでしょう。こたつで丸くなっていれば歳をとってい

ると言えない。たぶん褒められているんでしょう。若くても老成することがあ

るわけですから、こたつで丸くなってても、歳をとってるとは言えないように。

ですから、そういう体験や、ちょっとしたきっかけ、外見だけでは歳は図れな

いということ、分からないことがあると思います。 

僕は、例えば施設に、介護施設とかに行く機会がたまにあるんですが、そう

いうところの歌を頼まれているんです。この中には、そこからいらっしゃって

る人がいるかもしれませんが、明日は、実は新しく書いた歌の録音が東京であ

るんですが、録音があるということは、作曲は出来ているんですね。徳島県に

１５０の施設を運営している健祥会という施設がありまして、その３０周年に

曲を頼まれて、７月に行って見学させていただきました。その施設はものすご

く素晴らしくて、介護施設もあるし、幼稚園、保育園もあり、施設が県内に点

在し、スタッフもみんないい方なので、とてもいいなぁと思いました。 

それから、茨城医療大学の校歌を書いたり、いくつかの看護大学などの校歌

を書いたり、頼まれる。その度に見学に行って説明を受ける。介護施設と同じ

様に、色んな設備があって、ひと昔前に比べれば、色んな施設が充実してきた

ことは確かだと思います。それでも、皆さんはたくさん色んな問題を抱えてい

ると思います。そのことももちろんわかります。そのことを色々主張もしませ

んが、それだけではなくて、する場ではないし、詳しくはないのでそのことに

言及はしないが、一つ一つの問題を洗い出して、色んな施設や制度とかを改善

していく。そして、世の中で一番大事なのは、世の中全体が一番大切なのは、

歳をとることに対して、尊敬を持つ、社会を持つこと（拍手）。そのことが大事

だと思う。 

日本は、本当は、年寄りに対して尊敬を持っている。非常に強い国ではなか



ったでしょうか、昔は。隣にいくと、韓国は老人を敬う心がきちんとされてい

る、と解釈している。日本もかつてそうだったと思うが、日本は少しずつ変わ

ってきていることは確かだと思う。 

尊敬を持っていた国だった。老人が声を上げるだけでなく、若者を巻き込ん

で、社会全体で意識を高める事が大事だと思う。日々そういう風にいくように、

社会が動いているように、自然に動いていくようにすることが大事なんだと思

います。 

僕は、ちょっと一見、話がそれるようですが、人間にとって一番大事なこと

は、「違うことを楽しむことだ」と。じゃないかと思うんですね。これは大事な

ことだと思っているんですけど。僕は常々、違うことを楽しむことじゃないか

と思うんですね。 

人は、しばしば、自分と同じ、他の人を作りたがるんです。例えば、例えば

ですね。植民地なんて考え方が、そうなんだと思うんです。例えば、ヨーロッ

パの国々が、南のほんの小さな島をまるでヨーロッパのようにしちゃったり、

したがる。したかった。そのような植民地時代があった。そういうふうな時代

があった。もちろん、われわれの国もやってきたわけです。そこは日本じゃな

いのに、奪って、日本のようにやってきた。かつて、日本のようにした。それ

はおかしいことです。 

いま、中東やあちこちで起きている火種も、結局、自分たちと同じ色に染め

たがるんですね。でも僕は、人が違うっていうのが、実は面白くってしょうが

ない。ずいぶん前に亡くなった、金子みすずという素晴らしい詩人が言ってい

ます。「違うことがおもしろい、みんなちがってみんないい」っていってますね。 

ぼくは旅をする。旅をすると、みんなそれぞれ違います。地域によって違い

ます。東京にいると、あまり日常的に馬を食べないけれど、九州なんかはよく

食べる。長野でも食べる。熊本が一番らしいですが、僕はおととい佐賀で馬刺

しを食べました。違うところに行ったら、違うことを食べるのが面白いのです

ね。 

僕は沖縄に行ったら、よくヤギを食べる。北海道へ行くと、よく羊を食べま

す。とても美味しいですが、食べた後一週間くらいメーと言う。（笑い）そんな

ことはないです。それは嘘です。 

 外国へ行ったら、そこのものを食べる。よく外国に行って、そこの方が招待

してくださると、たいてい和食だったりするんですね。和食なんか食べたくな

い。そこのものが食べたいんです。 

一度、ＮＨＫの仕事で、レバノンへ行ったら、火種がくすぶっているころ、

僕の女房は「レバノンに行ったら、レバーを食べないでね」。変なもの食べない

でね。レバノン、レバーノンと言った。不思議なことに、チキンレバーが出た。



これが名物だから食べろと言われた。しょうがない、そこで食べなければ、変

な雰囲気になるので、食べたほうがいい。友達になれるんです。でも、美味し

そうだと思って、チキンと食べました。（笑い）でも、何でもなかった。レバノ

ンではなくて、レバーインだったですね。 

そうやって、違うところに行ったら、違うものを食べる。楽しむ。みんな区

別する。区別は差別とは違う。いろんなものがあるが、並行させて、多様性を

もつ、心があったら、それはもちろん、自分と違う年齢の人と付き合うことを

楽しむ。 

年寄りは若者と、若者は年寄りと、つまり、楽しむ。自分たちの世界じゃな

いが、別な人、別な考え、生き方をしている、あるいはしてきた人と話をする

楽しさ。違うから面白い。違う国の人と付き合って面白い。違うものを食べて

面白い。違う景色を見て面白い。そういうふうになったら、世界はもっと幸せ

になると思うんです。お互いに敬うことも生まれるし、戦争だって起きないと

思うんです。他のことを自分の色に染めないこと、違うことが面白いと一番思

われます。それは、人のいのちを支える、もっとも大きな要素となっていると、

日頃思っているんです。（拍手） 

 

もう一つ、ピアノがあるので、ピアノを弾かなくてはいけないでしょ。（笑い）

今日のタイトルは「人にもいのち、音にもいのち」というんですが、これは別

に、構えたタイトルじゃないんです。僕の日ごろの思いです。 

今の違いのことも、日ごろの思いをただ、伝えているだけですが、皆さんが

それぞれ日常付き合っている、なにか、それが人であったり、あるいは詩だっ

たり、あるいは本だったりするかもしれないが、僕は音というものにしょっち

ゅう付き合ってます。おそらく家族よりも長い、一番長く付き合ってる友人は

音という友人なんですね。しょっちゅう付き合っている。 

僕は、あえて友人という言葉を使ってますが、皆さんは音とは、たとえばこ

こで（マイクをたたく）たたけばコンという音が出る。みなさん耳に届く物理

的なものだと思っておいでかもしれないが、もちろん、確かにそうなんですが、

でも、作曲という仕事をしているとね、音は単なる物理的な存在だけじゃない

んです。生き物みたいなんです。 

もっとはっきり言うと、僕が作曲して、この音をこっちに動かしたいな、上

に動かしたいなと思っても、音はいやだって言ったりするんです。言ってない

けど、そういう態度を示すわけなんです。そっちに歩きたくない、下へ行きた

い、で、僕は上へ行かせたい、そうすると僕は強引に行かしちゃうこともある

し、ある時は音というものの言うこと聞いて、わかったじゃあ下に行こうかと

いうことになる。 



これは何かに似てると思いません。僕は、作曲は犬の散歩に似てると思う。（笑

い）それが実感なんです。（ピアノにすわり、弾きながらおはなし）あっちへ行

ったり、来たり、犬の言うことを聞くこともあれば、何がなんでも僕のほうへ

ひっぱってくることもある。みなさんもそうでしょ。 

 音は、僕たちと同じです。ほっといて上には行けない、助走をつけて、飛ぶ

とか、勢いをつけて飛ぶとか、道具を使って飛ぶとか、ほっといたら人間は飛

べない。羽根はないですから。音も同じなんです。 

だから、例えば、そうですね。（サンタルチアを弾く）例えば、サンタルチア

という（拍手）、歌うと、ここのところ、手が広がったりするんですね。あそこ

で縮こまってはだめ、はじめに音が上に行く。音が上に行く。いっぺんに行け

ないので、助走して、立ち跳ねて行く。跳ねてるから、ここまで飛べる。これ

で精一杯ですね。（弾く）とても不自然になる。（弾く）苦しいんです。（弾く）

ここまで行くと、後、下げていくしかない。でも、音は行きたい。また、下げ

ていく。だいたい助走なしでも、なれていく。どうしても上へ行けないわけで

す。 

皆さんもそうですけれども、欲望をはたせない。行きたいけど、行けない。1

回目、2回目も行けない。3回目も行けない。どうなります？だんだんイライラ

してくる。いやになってくる。そうすると、やけくその気持ちですね。やけく

そで行っちゃう。（弾く）そうすると、気持ちいいですね。天上突き破って、行

きたいんです。「やったぜ！」 

 そこで、（弾く。曲目が変わる）この歌は、英語のタイトルがあって、ベーシ

ックメモリー。木曽節。（笑い）今のは嘘です。この歌をうたって、というと、

私は音痴ですという人がいる。全然わからないです、という。（歌う）「木曽の

なあ～↑」、「あ」で力を入れるんです。ここで抜く人います？（下げる）「木曽

のなあ～↓、なかのりさん↓」。なぜ、「木曽」で上がってくる。「な」で下がっ

てくる。「あ」で無理して上げる。音の冒険、音の命なんですね。音のほうがあ

なたを知っている。（笑い）大丈夫ですよ。それが、音ですね。音の冒険、音の

命なんです。音があなたを知っている。 

 （弾く、曲が変わる）モーツアルト交響曲第 40番。すごい天才で、音楽史上

最高の人で、本人は謙虚な人で、「私はプロ？イエ、イエ。アマです（アマデウ

ス）」って、言った人なんですが（笑い）。この曲は音が降りようとする。でも、

プロメテウス君は、これを止めたい。止めたいんです。どうやって止めたかと

いうと、音は降りたい、降りようとしたら、あきらめない。1 回、2 回、3 回。

そうすると、3回すると限度なんです。昔、下宿をしていると、3 回目にはそっ

と出し、仏の顔も 3 度まで。3回止められると、下に行けない。ということが分

かる。もし、わからなくて、4回目になったら名曲になっていない。やってみま



しょうか（弾く）。 

1 回止められるとなぜ？。2 回止められるとどうして？なぜ？。3 回止められ

ると、このやろう！。1回なんで、2回どうして、黙って止められると、エネル

ギーを使って、上へいったんです。別の言い方をすると、エネルギーがたまる、

もっと上へ行ってしまうと、3回止められることが分かって、名曲になっていな

い、これは苦しい。これ以上行けない。音は下がる。高い所へ行った、加速が

ついて、すごい勢いで降りるから、止まらない。堂々している。さっきの細い

板ではなくて、太い板で堂々している。音も違うんです。音も堂々なんです。 

 3つのメロディーをあげましたが、サンタルチア、ベーシックメモリー、モー

ツアルトの交響曲 40 番。いいメロディは、音は命、意識を持っている。命をも

っているから、命をもっているだけじゃなくて、音は非常に自然な存在です。

人間と同じです。どういう存在かというと、風が強くなると、音は高くなる。

ヒュー、ヒュー、ヒュー、強くなるんです。 

 ピアノではよくわからない。筒でできた、電気洗濯機の排水パイプみたいな、

軽い素材でできた、楽器みたいなおもちゃがあるんですが、振り回すことがで

きる。ギザギザというか、これがバイロンという現象ですが、家々の隙間風も、

そういう現象がします。江戸時代の人は、隙間風を「もがみ笛」といった。楽

器のように弾いた。当て字の中で、関西から来た人は怒るだろうけど、「虎落ち

る笛」と書くんです。（笑い） 

 外国でも、同じような話があるんです。風の音をまとめると「ドミソ」がで

きる。ドミソの和音は、自然界にあるといってよい。 

 長調（弾く）。短調、なぞらえた人工的な音の書式。長調になぞられた人工の

音、短調ですね。（弾く）。長調ですね（弾く）。最後だけ長調なんです。なぜ？

もし、短調で終わると、不自然なんです。気持ち悪くてしょうがない。終わっ

た感じがしない。最後は自然界に。 

 昔の人は優れていたんです。水戸の人は、弘道館。音楽を、昔の人は音を大

事にした。今の人は終わりといえば、終わり。（弾く）今の人は。 

音は自然界にある。音は自然体。命をもっている。まるっきり、人間と同じ。

一人一人違う。もともと音楽ができて、社会ができる。僕たちの世界と同じ。

だから、命を大切にし、自分たちと違う仲間を大事にし、そして付き合ってい

く。 

人間も、音も、同じ。話し合えば、世界は明るくなるし、命に満ちてる。特

別な思いではなくて、普通のことです。日常感じている、普通の感じです。 

 演台に戻ってから結ぼうと思って、遠大な計画を持っていたんですが（笑い）、

なくなってしまったので（ピアノに座られたので、演台を舞台袖に移動した）、

このへんで、僕の話は終わります。（笑い、拍手） 


