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第三十五号

「木花咲耶姫」
メルマガnoichi35号、今月のテーマは『木花咲耶姫』。
儚い生命を神格化した日本書紀に記されている木花咲耶姫。
2010年、日本舞踊家・梅津貴昶氏の委嘱により、
作詞：辻井喬、作曲：奥田雅楽之一、美術：朝倉摂、振付：梅津貴昶によって制作・発表されました。
この度の再演による盛況の波に乗って、メルマガ編集部も取材に走りました。

となる梅津貴昶先生との出会いは今から約九年前、坂東玉

ドを簡単に御紹介させて頂きます。後にこの作品の著作者

まずはじめに、新作『木花咲耶姫』が誕生したエピソー

た。

はございますが、作品誕生の経緯をご説明させて頂きまし

るよう、私の責任を果たしたいと思っております。簡単で

歳月を要しますが、次世代に残る作品として評価して頂け

でございます。

中になってしまいましたが、ご笑覧いただけましたら幸い

何を隠そう舞台稽古前の取材だったため緊張の雰囲気漂う

らすじをご紹介。

その前に、簡単ではありますがモデルとなった神話のあ

三郎丈の公演で初めてお目に掛かりました。梅津先生は日
本舞踊家の第一人者で、振付師として歌舞伎舞踊界にその

た。その中に「普段はどのような音楽を聴いていますか」

初対面の席で梅津先生から私に二、三の質問がありまし

す。

作曲をした『楊貴妃』は梅津師が振付を手掛けておりま

醜いため疎まれ、ミコトは美しい木花咲耶姫を愛

岩長姫は永遠の生命を備えていましたが、容姿が

です。『古事記』などの日本神話によれば、姉の

ノミコトと結ばれ、海幸彦・山幸彦を産んだ女性

降臨した天孫 （アマテラス大神の孫）・ニニギ

本日再演の《木花咲耶姫》について演奏者の方々と座談会

とのお尋ねがあり、私がありのままをお答えすると、先生

しました。そのために、子孫である人間たちは死

ご功績があります。メルマガ読者様の中ではお馴染みの方

は「今度、私の住所にあなたの作曲した作品を送って下さ

という宿命を背負うことになったといいます。ま

木花咲耶姫は、九州の土地の神の妹娘で、高千穂の峰に

い」と仰いました。後日、私がお送りした曲に関する先生

た、一夜にして懐妊したのでミコトの疑惑を招

を行いましたので、その模様をお届けいたします。

の御感想はとても印象的でした。「まだまだ雪の上にある

き、貞潔を証明するために燃え盛る火の中で出産

も多いかもしれませんが、玉三郎丈の代表作で唯是震一が

状態ですが、やがて雪の中に溶け込む日が来たら、良い曲

しました。そのため、昔は活火山だった富士山の

ら「大抜擢と思って臨んで下さい」と激励され、作曲がス

チレストランで辻井喬先生に初めてお目に掛かり、先生か

ましょう」とお話しがありました。数日後に都内のフレン

作候補であるから、辻井喬先生のお許しを頂いて作品にし

井喬先生の直筆で詩が書かれてあり、「長年温めてきた新

奥田：初演の時は唄が萩岡未貴さんで、箏が田辺

全員：よろしくお願いいたします。

願いいたします。

再演をさせていただきまして、この度よろしくお

〇年の十一月なので約三年半の間を置いて無事に

奥田：よろしくお願いいたします。初演が二〇一

（平成二十六年四月三十日 梅津貴昶の会 演目解説より引用）

神として祀られることにもなりました。

が出来るでしょう」

五年程歳月が経ったある日、梅津先生から一枚の原稿用

タートしました。着想から完成まで修正を重ね、総じて二

雅震翠くんと、弟弟子の村社くんに出て頂いて。

紙を手渡されました。用紙には『木花咲耶姫 辻井喬』と辻

年近く掛かかって楽曲を仕上げました。平成二十二年に初

田邊：はい。

バーも変えてみようと思い、菊央雄司さんに入っ

演が実現、舞台美術家の朝倉摂先生の巨大な桜の絵が作品

この度、再演されるにあたり同曲の演奏に所縁のあるメ

ていただきました。どうぞ、よろしくお願いいた

奥田：今回は場所も変わったということで、メン

ンバーにお話しを聞いて、メルマガにまとめてお届け出来

します。

に花を添え、木花咲耶姫が 世 に 誕 生 し ま し た 。

ればと思いました。作品が広く周知されるまでにまだまだ

↓次ページにつづく
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菊央：よろしくお願いいた し ま す 。
は、元は雅楽之一さんがお唄いになるはずだったお唄で

萩岡：いっぱい想い出がありすぎますね。まずこのお唄

萩岡：絵が開いて梅津先生が出ていらっしゃる演出だった

奥田：そうですね、素晴らしい美術でした。

奥田：なるほど。普段古典を専門にやっていらっしゃる菊

奥田：お一人ずつこの曲の感想や思い入れを語っていただ

奥田：そうですね、私藝大の博士リサイタ

央先生に今回弾いていただく無理なお願いをして、弾き慣

ので、今でもあの桜の絵で、どちらかというと下から上に

ルを聴かせて頂いて、その時にぜひ萩岡未

れない手法ばかりだと思うんですがいかがですか。

…。

貴さんに唄っていただきたいなということ

菊央：はい。むずかしいですね。

けますか。なによりこの曲を唄ったことあるのは萩岡未貴

を客席で思いまして、そういう風に私が梅

奥田：むずかしいですよね（笑）

桜を見ている感じで私はイメージを持って唄っていますか

津のお家元にお話したら、「ぜひ歌声を聴

菊央：弾き込ませるだろうと思っていた期間に弾き込ませ

奥田：そうですね。そういう風な話で始まって。

きたい」と。それでたまたまお唄いになっ

られなくて、だんだんレベルが落ちている自分が…。

さんだけなので、ぜひこの曲の想い出を簡単に言っていた

ている録音を持っていたので、何の曲か覚

奥田：いえいえ（笑）柱並びというか、調子がやはり古典

ね。

えていませんが聞いていただいたら、「い

的なようで古典的でない、なにかその、手の動かし方とか

萩岡：ちょうど私が博士リサイタルをしたところに…

い、これはいい」ということで、それで

本来自分がこの音が出るはずだと思った弦が違ったとかあ

だけますか。

唄っていただくことになるんですね。

いけないとうプレッシャーですね。今でも

と出るのが本当に神秘的な空間を壊しては

静かな厳かな前奏を待って、♪「このー」

入ってしまうんではないかというくらいに

ていたんですけども、そこに心臓の音が

萩岡：もうあの時は…。ピンマイクを付け

張しましたね。

奥田：辻井喬先生の御関係で。あの時は緊

田邊：そうですね。

銀座」

となくあのモチーフを聞いていただいたら、先生方に「こ

思って意気込んで作ったわけではないんですけどね。なん

奥田：独特になっちゃいましたね。新しいことをやろうと

菊央：あれは独特の手ですよね。

なか出てこないですよね。

たんですけど、ああいうものも古典のテクニックにはなか

じゃないかと思ってあれをモチーフにして作らせてもらっ

離すというのは、なんとなく私が桜の散る情景に合うん

ライマックスのところですけども、四本同時に弾いて押し

奥田：そうですか。最後の桜が散るところの、いわゆるク

菊央：ありましたね。最初もう四苦八苦してましたね。

りましたか。

出だしが一番緊張しますね。

れを膨らませたら桜の散るシーンになるんじゃないか」と

テアトル

奥田：この曲は桜のことを唄っているわけ

言っていただいて。

初演は銀座の一丁目にある「ル

ですけども、何かそういうイメージを持っ

て、《木花咲耶姫》は始めからこの曲になったわけではな

もう田邊くんには初演の楽譜を作る段階から苦労をかけ
萩岡：そうですね、やはり初演は朝倉摂先

くて、二転三転どころか（笑）

て唄ってらっしゃいますか。

生の見事な桜の絵で…

↓次ページにつづく
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どうかという話だったんで す ね 。

奥田：そうですね、三味線も入れてみては

ね。

田邊：そうですね、最初は三味線からです

と言われると難しいんですけども、やはりお箏らしさでは

弾いていただきたいなと思いまして、まあその理由が何か

やはり古典の研鑽をご専門でやっていらっしゃる方にぜひ

うという発想にはならなかったんですね、初演の時から。

ので、私も弾いたことがないパートなんで

いているパートは最初から彼が弾いている

箏になったんですね。まあ彼（田邊）が弾

やはり神話はお箏でやろうということでお

奥田：そうです。でも段々そぎ落とされて

これから緊張の舞台稽古なので、なんとなく…、皆さん固

出来ることを誇りに思っております。

箏本来の色を表現できればなと思い、今回はこのチームで

て。何か古典っぽく弾くってわけではないんですけども、

という形で、今回も新たに菊央先生に加わっていただい

できればきっとこの曲をきれいに弾いていただけるだろう

ないかなと。お箏らしさということが新作であっても表現

すけど、今回ちょっと低い音がどうしても

くなっちゃって（笑）

菊央：三味線があったんで す か

一つ欲しいということで、本来であればお

全員：（笑）

奥田：一週間後に本番ということで、ぜひ一言ずつ意気込

田邊：一本しか太い弦ないんですけど、一

すか。

あまり前回、前回と気にすることなく、今回のチームで出

萩岡：幕も無い中、前回とは違う演出で始まりますけど、

るということで。

みをお願いしていいですか。お唄の萩岡未貴さんから。

面で十七弦とお箏を兼ねているっていう。

来る精一杯をしたいと思っています。

田邊：十七弦の領域ですよ ね 。

今まで箏Ⅰの方が低音で、箏Ⅱが高音って

奥田：そうでうね。ありがとうございます。では菊央先

萩岡：一番ですか（笑）今回は能舞台ということで。

簡単に役割りが分かれていたんですけど

生。

奥田：そうですね。あのパートを弾いてい

も、今回は低音も高音も両方兼ねるんで、

菊央：まず雅楽之一先生の作られた曲想というものを

奥田：そうですね。今回は国立能楽堂でやらせていただけ

壱越の音もさらにオクターブの音を聞いて

ずーっとお稽古しながら探っているんですけども、各場所

している日本舞踊家である梅津先生の新作を私に任せてい

色々な思い入れはあるんですが、やはり一番はすごく尊敬

回込めるような私個人的にはすごく秘するものがある再演

にあちらへ旅立たれたということで、何か追悼の意味も今

ね。はからずも辻井先生と朝倉先生がここ半年で立て続け

けると嬉しいですね。どうしても部分的に洋風になるとい

奥田：へえ、古典的ですか。菊央さんにそう言っていただ

菊央：古典的ですね。

奥田：私が作った曲って古典的ではないですか。

場所でテーマが書かれているので、それを表現できたらな

ただいたということは光栄の極みですね。それから初演の

の機会なんですけども。どういうわけか、新しい曲だから

うか西洋的になるって感想が多かったものですから、まあ

じですね。

時に詩を作っていただいた辻井喬先生と、先ほどお話に出

といって前衛的な演奏をする方にこの曲を弾いていただこ

と思いながら…、がんばります（笑）

た朝倉摂先生の美術でさせていただいたということです

奥田：そうですね。まあこの曲に関しては

作ったんで、両方のパートを兼ねるって感

て普段他の曲弾くのと違う感覚ってありま

オクターブ下の乙。

箏の領域を越えている、壱越の乙のさらに

!?
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奥田：では田邊くん。

全員：（笑）

菊央：とんでもございませ ん 。

れしいですね。ありがとう ご ざ い ま す 。

けども、菊央さんにそう言っていただけると私個人的にう

自分らしさってのは自分では把握し切れないと思うんです

奥田：あ、そうか（笑）そうですね、お話に再三出てきて

田邊：先生、意気込みは。

奥田：ありがとうございます。

います。

津先生の舞と空間とマッチするような演奏が出来ればと思

田邊：今回能舞台ということで曲もそうなんですけど、梅

ますが、能舞台ということで前回のテアトル
銀座とはだいぶ違うと思うんですよね。同じ
曲を弾くんですけどもなにか初演のような気
持ちで臨むことができればきっといい舞台に
なるんじゃないかなと思っております。
よろしくお願いいたします。

～おまけ～
奥田：菊央さん、いつも必ず手土産を持って
きていただきますが、あれは大阪の方ではそ
ういう習慣なんですか。
菊央：いえ…、好きだからですよ（笑）
全員：（笑）
奥田：前回は昆布とか今回は阿闍梨餅とか。
必ずちょっと同じ演奏会に出る時でもわざわ
ざ僕を探して持ってきてくれるんで恐縮する
んですけども、それは大阪の習慣なのかな
と。
菊央：いえいえ、踊りの先生に一度、「この
世界は相当の贈り物の文化があるから」と言
われ。
奥田：なるほど。
菊央：それでなるほどなと思って、そこから
お世話になっている方にはお渡しするように
しています（笑）
奥田：ありがとうございます。

昨年作成した《木花咲耶姫》のムービーがございますの

で、こちらもご覧いただければありがたく存じます。

奥田雅楽之一ウェブサイトより

http://www.utanoichi.jp/movie.html
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一言・ひとこと
た ざ え

邦楽囃子方（ http
： //www.tazae.com
）望月太左衛

～笛について～
私が所属している邦楽囃子の笛は、三味線や唄と合奏す
ることが基本にあり、「能管」「篠笛」と二種類の笛を使
います。
まず「能管」は能楽で使われている笛です。形は雅楽の
龍笛と似ていて、竹を縦に割って裏返し、硬い本来外側の
部分を内側にして貼り付け、管の内部に漆を塗り、外側を

◎あとがき◎

サクラの語源は諸説あって定かではないようだ。代表的

木花咲耶姫を聞いてみるのも悪くない。

ジだったんだろうなんて、いろいろな花を想像しながら、

た可能性もある。コノハナサクヤヒメは昔はどんなイメー

はヤマザクラかもしれないし、もっと野生的なサクラだっ

コノハナサクヤヒメがサクラの語源だとすると、その花

鳥のキウイに似ているから、そう名付けられたそうだ。

語源だと思っている人も多いが、実際にはフルーツの方が

はキウイフルーツとキウイにも似ている。フルーツの方が

るけれど、意外に新しい言葉なのかもしれない。その関係

だとする説。サクラは古くからある言葉だと思い込んでい

のは、コノハナサクヤヒメの「サクヤ」がそもそもの語源

ら）でサクラとなったとか。個人的におもしろいと思った

まとまって咲くところから「咲く」に「ら」（咲くやつ

花だとの考え。また一説にはサクラの花が一つの木に沢山

田植えの時期に関係しているから、農耕の始まりを告げる

う説。「さ」は、さおとめ、さなえ、さつきなどのように

す。篠笛はお祭りのにぎやかなお囃子から、しっとりとし

学生の頃、中島靖子先生作曲の「笛吹き女」という曲の

樺巻きします。樺巻きのない部分を竹の節、その裏側には

息を吹き込む「歌口」のそばに「のど」と呼ばれる小さ

題名を初めて知り、私は胸がとてもドキドキしたことを今

なのは、古語の「さ」には田や穀物の霊などの意味があ

な竹管を入れて管内をあえて均一化しない能管は音階を奏

でもよく覚えています。実は私の母方の祖父は笛吹きでし

た三味線音楽に合わせたり、洋楽のメロディーまで奏でら

でるというより、その場の雰囲気を表現します。「ヒー

た。私は高校生の頃から篠笛を習い、大学で当時・福原

「蝉」と呼ばれる竹の枝の付け根を模したものが竹そのも

ヤーヒー」という甲高い音は「ひしぎ」といわれ、曲の初

百之助（寶山左衛門）先生に長唄の笛を、能楽囃子の藤田

り、「くら」（依りつくところ）がくっついてできたとい

め、終わりに多く演奏されます。能管は神道で神降ろしに

大五郎先生に能管をずっとレッスンしていただいていまし

れるとても楽しい楽器です。

使われている石笛（いわぶえ）がルーツとも言われている

た。それから年月を経て、「笛吹き女」に小鼓で参加した

ので作られていた名残として装飾的につけられています。

のもこのような音そのものの力を発して演奏されているか

声法を教えてくださった平井澄子先生と笛の福原百之助先

時は本当に感動しました。また作品の録音ＣＤには私に発

一方「篠笛」は篠竹（雌竹）に歌口と指孔を開け、管の

生が共演されていらっしゃいます。これらの御縁はこれか

らだと思います。

内面に漆などを塗った、とてもシンプルなつくりです。祭

今回で「一言・ひとこと」最終回です。連載というすば

らも多岐にわたる邦楽の勉強を続けてゆきなさいという先

や、洋楽とも対応をしやすいように指孔の開け方が近年改

らしい機会を頂戴いたしましたことに心より感謝申し上げ

囃子で使用されている篠笛は指孔の開け方が等間隔の昔な

良されてきています。また邦楽囃子の笛奏者は、三味線や

ます。長い間おつき合いいただきまして、誠にありがとう

生方からのメッセージだと思います。

唄のあらゆる調子に合わせるため、半音の半音というよう

ございました。

がらのものですが、邦楽囃子の笛は三味線や唄との合奏

な細かい基音をもつ大量の篠笛をもって演奏にのぞみま

： //www.1938.jp
） みやはらたかお
グラフィックデザイナー（ http
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* 配信申し込み・ご意見・お問い合わせは mailmagazine@utanoichi.jp まで

http：//twitter.com/#!/mlmg_noichi
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メルマガ noichi は生田流正派邦楽会・奥田雅楽之一（http：//www.utanoichi.jp）が『邦楽』を様々な角度からアプローチするメールマガジンです。

