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第三十八号

対談

「久本成子×奥田雅楽之一」

メルマガnoichi38号、今月は対談『久本成子×奥田雅楽之一』をお届けします。
天才箏曲家•久本玄智の魅力に迫った今回の企画。
名曲『飛躍』『春の恵』の代表される明朗快活な様は、玄智先生のお人柄そのもの。
インタビューをご快諾頂きました御令嬢の久本成子先生。
明るく朗らかなお父様の御様子を、そのまま映し出すような方でした。

先生。代表作の《飛躍》は発表されて以降、子供から大人ま

に、ひょっこりと現れた天才演奏家にして作曲家、久本玄智

江戸時代からの伝統芸能として継承されてきた箏曲の世界

久本：小学生になられていたかと思いますが、ご姉妹でバス

みたいで。

もよく記憶しているみたいで、唱歌を習いにお伺いしていた

奥田：そうでしたか。玄智先生のお母様のことは、中島靖子

奥田：それから、お稽古の後でお母様がお菓子のようなもの

れたようですね。

久本：父がピアノを弾いて、靖子先生と妹の由縁さんが歌わ

だいたと聞きました。

久本：これ以上ないってほど賢母、賢い母。外から賢母賢母

で親しまれてきた箏曲界きっての有名な作品であります。

奥田：先生は、鳥取のご出身でいらしたのですか？

と言われまして、結局出来ないことがないから、私の母は苦

をいつも出してくださるのがすごく印象に残っているようで

久本：父の両親は鳥取でした。

労してましたね。つまり姑と。

に乗られて、市ヶ谷のお宅から「今乗せました」とお電話い

奥田：玄智先生のご両親が鳥取。

奥田：それは大変なことでしょう。お婆様と成子先生は祖母

御一派の玄箏社は本年で六十二回の演奏会を迎えました。

久本：はい。それで目を悪くしまして、東京へ治療を兼ねて

と孫の関係になる訳ですが、やはりそういう厳しい教育を？

す。

家族で出てきました。

久本：私たちにそういうのはなかったですね。結局かなり変

ただいて、そうすると祖母が路地まで出て「今お着きになり

奥田：箏は、山田流の初世萩岡松韻に御師事でよろしいで

わった家でしたので、私は兄弟三人、姉兄私で七五三だった

現在、この会を引っ張っておられる久本成子先生は、久本玄

しょうか？

んですけど、ピアノは順番に習いました。私は腕が悪くて二

久本：恥ずかしいですけれども（笑）

久本：はい。盲学校に入った時に、萩岡先生がそこにいらし

人に敵わないんですよ。それで面白くなくなってお箏が習い

ました」とお電話してました。

たんです。

たいと（笑）上の二人はお箏を触ったことがないので。当時

智先生のご令嬢でございます。

奥田：お箏の手ほどきは別の師匠にお習いになられたんです

の久本玄智はお弟子さんがいっぱいあったので、忙しいから

奥田：お母様というのは、成子先生から見たら御婆様です

か？

うちの子はいいと。私が教えて教えてと付いて回って父が嫌

奥田：そうですか。同じ新宿区。近いとはいえ…。

久本：いえ、盲学校が初めてですね。もう祖母が今でいう

がっていたところを祖母が「玄ちゃん教えてあげなさいよ」

ね。お優しい方だったのですね。

「教育ばば」…いや「ママ」だわ（笑）で、厳しかったそう

ということで。結局祖母が言ってくれたお陰で、初めて私も

久本：その時まだ私は生まれていなかったんですけど、そう

で、わりと小さい時から洋楽に親しんで、古典を習っていて

お弟子のマス席に入れてもらえたんです。

奥田：久本玄智先生は、一九〇三（明治三六）年四月一四日

も物足りないということで、古典を編曲して、色んな曲を替

奥田：賢母ここにあり、ですね。

久本：お客様にはそうですけど（笑）

手で編曲したり、さらに手事だけで短くして独奏曲にした

久本：普通ですと、無理矢理にでもやらせますよね、家系的

いう話はずっと祖母に聞いていました。

り、《根曳の松》とか《松竹梅》は五、六分でできる独奏曲

に。頼んでも教えてくれないっていう、ちょっと変わった家

のお生まれ。どちらでお生まれですか？

になってます。

だったんです。

奥田：（笑）

奥田：それは当時としてはかなり斬新ですね！

奥田：それは、どういうお気持ちからだったと思いますか？

奥田：なにか唄をお習いして、先生にピアノで伴奏していた

久本：今年の演奏会では独奏になっている《根曳の松》を数

久本：「苦労させたくない」ということですね。大きくなっ

久本：生まれは、鳥取県です。

人でいたしました。
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れませんね。

久本：はい、祖母がいなかったらお箏やってなかったかもし

奥田：では、お婆様あっての。

ことで、小学校四年の時にやっと爪を買ってもらって。

かったみたいですね（笑）それで諦めて父が教えようという

のです。私が今と違ってお箏が習いたくて非常に熱心ですご

げてたんですけど、祖母が教えろと無理矢理させたようなも

てから父にはっきりそう言われました。だから嫌だ嫌だと逃

して、自分で元の芸大の女の先生に習って、ピアノは専門家

親を亡くして、経済的に裕福でない家だったので留学を断念

て、ドイツに留学したいということでしたが、その直前に父

いう思いがありました。今の芸大のお偉い女の先生につい

久本：はい。最初のきっかけとしましては、歌で立ちたいと

から習われたんですか？

奥田：話が前後しますが、先生はピアノやお歌も洋楽の先生

に娘が待っているというのは嫌だったみたいですね（笑）

奥田：そこでは何を教えていらしたんですか？

なったのはたった一人だった。それが自慢ですね。

久本：教育大と申しますと筑波大学ですね。盲人で教授に

奥田：それは今で言うどちらですか？

て、そこの教授としてずっと定年まで働いておりました。

は初めて教育大の特設教員養成部とかいう科がございまし

久本：はい。ずっと教えてました。とりあえず盲学校として

いらっしゃいましたね。

奥田：玄智先生は盲学校御卒業の後は、同校で教鞭をとって

これ六十四、五年経ちますね。

くことなく何十年続いているんですよ、これでも（笑）かれ

ましたが、お箏は触らないので、私は四年から、それこそ空

と申しますか遊んでいる感じです。上の二人はピアノはやり

下で一番優しい曲で、別に歌をやれとは申しませんで、なん

るから歌えということで、順番にやらされました。私は一番

てくれましたね。小さい時は、童謡みたいな曲を父が伴奏す

とか知っている曲を弾いてと頼んでいましたね。何でも弾い

久本：恥ずかしいですが、父を捕まえては「月光」「悲愴」

奥田：日常的にピアノを触っていらしたんですか？

としてではなく自分でできちゃった人です（笑）

久本：音楽ですね。お箏とか。

教え子は高野喜長先生でした。仕事から帰ってきたら沢山の

久本：当時、父には色々なお弟子さんがいましたが、最初の

たんですね。

うな当時のお師匠さんにしては珍しい外に仕事にいってきて

奥田：そうですか。では決まった時間に出かけて行かれるよ

ておりました。

いたのが誇りです。昔の人間ですから今以上にありがたがっ

久本：教育大の時に天皇陛下から勤続何年か表彰していただ

奥田：そうですか。

局、全部教えていたみたいですけど。

久本：そうですね。邦楽です。ピアノも歌もできたので、結

ね？（笑）

奥田：それ、ピアノのそばにお箏を置いてはだめなんですか

ぐわかりました。

がって行って今度はお箏弾いて。何か作曲してるなって、す

久本：そう。慌ててピアノで弾いてみて、ぱーっと二階へ上

奥田：閃いたのですね。

でますと、すごい勢いで下りて来てピアノに向かって。

下が応接間でピアノがありまして、例えば私どもが下で遊ん

で上と下がありまして、二階は箏を並べてお稽古場にして、

久本：はい。作曲のやり方は見てました。我が家は二階建て

なければなりません。

奥田：久本玄智先生というと、やはり作曲についてお聞きし

（笑）うるさいって言葉が出ない人でした。普通自分が仕

奏したりしてるのは聞いたり。「なんて曲？」とか言っても

ないですが父がピアノで弾いたり、上手なお弟子さんと合

わかるように説明してくれますし、全部聞いてるわけでは

久本：「今度のは難しいんだよ」とか、色々その段階で私が

奥田：何を聞いても、玄智先生はお答えになったんですか？

ね。

一度も怒りませんでした。何を言っても怒らなかった人です

の」と、無知ですし遠慮もなく聞いておりましたが、父は

あった時もありました。私も楽しくて「どんなの作ってる

久本：もちろんお箏を担ぎこんできてとか、二階にピアノが

奥田：洋楽ではなくて？

お弟子さんが待っていて、全員のお稽古が終わったら、最後
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いって合図を送ってましたけど（笑）

くれ」って私をだしに使うんですよ（笑）母は私にやめなさ

け舐めると、父は母に「オシゲ（成子）に取られた分足して

すが、私は残ってたので父と始まるんです（笑）私が少しだ

ました。兄や姉は食事が終わるとサッと勉強部屋に行くんで

思うんですけど、私は子供のころから父の晩酌に付き合って

です。それから、食事の時、…これはちょっとまずいかなと

いんじゃないかと今思いますけど、一度も言われたことない

事で疲れてたり大変な時、そば来て何とか言われたらうるさ

譜にして、紹介させていただきました。

奥田：先生の才能に魅せられてたくさんの楽曲を正派でも楽

先輩です。

してでもそうですけど、父にとってみれば大変な恩人であり

久本：もう素晴らしい御恩人でございます。私たち下々に対

島雅楽之都とはよき先輩後輩だったようで。

奥田：正派初代家元、私から見れば曽祖父になりますが、中

しかったみたいですよ。私もそれを聞くのが楽しみでした。

すぐに書いて、その場で合奏で合わせてみようと。それが楽

誰かに楽譜を書かせてました。腕の立つ方は練習曲なんかは

久本：いえ、全てではないですね。でも父は出来上がったら

んですか？

奥田：そうなんですか。その点字譜は全て楽譜になっている

久本：はい。今は別のところに保管してあります。

たんですね。ちなみに今も点字の楽譜はあるんですか？

れ、その点字にしたものは先生ご自身が歌ったりして確認し

奥田：整理しますと、先生が作った曲をご自身で点字にさ

で作った曲ですね。

五年「奉祝合奏曲」なんていうのは、ちょうどそういう記念

は久本さん何作ってくれるの」とか仰ってました。例えば十

久本：四月の都山流の定期演奏会の時は記念のたびに「今度

奥田：なるほど！

と、流祖がロツレチで書かれることはよくありました。

祖・中尾都山先生がお見えになって、父が読みながら歌う

があります。例えば尺八の曲を点字で作ると、都山流の流

久本：自分で点字にしてました。なのでたくさん点字の楽譜

も？

奥田：新曲を弾いて、すぐお弟子さんに書いてもらうこと

本から作ってくださった方がいました。

久本：お弟子さんで一人猛勉強して、お茶大の先生が点字の

作業は？

奥田：作曲された点字のスケッチを、いわゆる楽譜に起こす

久本：パッと見の感じとか、年齢考えると想像とちょっと違

奥田：そんなことないですよ（笑）

嫌がってます（笑）

久本：やだわ。私、ばかみたいですからね～。お弟子さんが

とが大好きだと思います。明るくてお綺麗で。

奥田：失礼な言い方かもしれませんが、祖母は成子先生のこ

よ。

声かけてくださって、お電話でよくお話したこともあります

久本：雅楽之都先生から靖子先生が受け継がれて、優しくお

奥田：はい。

すね。下の者に威張らない。最高の教訓ですね。

た。肩書きのある立派な方ってのはああいう風にできるんで

一生懸命急ぎました（笑）本当にきちんとして優しい方でし

行かないと先生立っていらっしゃるから悪いからと、二人で

「早く歩いて」と、母を急かしました。母がのろまで早く

で出てらして私どもが消えるまで見送っていらして。だから

久本：母と二人で小金井の先生のご自宅に伺うと、門の外ま

奥田：そうですか。

久本：本当にご立派ですよ。

ます。

奥田：正派の古い先輩方からも同じようなことを聞いており

く手を伸ばしてくださる方でした。

久本：立派ですよ、雅楽之都先生は下々に対して非常に暖か

私なんか、小さい時から可愛がってくださってましたから。

てくださって、母や私たちに対してもよくしていただいて。

で、三月でみぞれの降るような寒い日でしたけど、全部務め

久本：もう雅楽之都先生はご高齢だったんですけど、護国寺

奥田：そうみたいですね。私も祖母にそれを聞きました。

いたんです。

人（玄智先生）が亡くなった時に、葬儀委員長をしていただ

いう感じで。雅楽之都先生は、（お父様の遺影を見て）この

久本：本当に大事にしてくださって、それにお応えするって
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久本：嘘ではございません。遍歴がございまして、最初は

いたというのは本当ですか？

前にポケットに入っている小さな小瓶のウィスキーを飲んで

奥田：一つ確認したいことがあるんですが、玄智先生が本番

奥田：先生は明るくていらっしゃるから、大丈夫です。

方ですけどすごいんですよ。

久本：下品でね、大きい声で笑うんですよ。今はおとなしい

奥田：そんなことないですよ。

久本：言われるんですよ。

奥田：そうですか？

いますでしょ？

れなかったですね。

けど、末っ子で出来の悪いわが子はかわいいのか、私は怒ら

久本：面白い父でした。時に怖いこともあったらしいんです

奥田：そうですよね（笑）

久本：私はないですね（笑）

ですか？

奥田：そうですか。成子先生は本番中になさったことはない

れるのを手伝ったり磨いたりはしてましたね。

ますしね。楽屋には持って行ってましたけど。私はそれに入

いて、振り向いて飲んだんだと思います。銀のでは大きすぎ

に変わっていきましたけどね。あの瓶をポケットに入れてお

久本：ウィスキーから、だんだんリポディタンＤみたいなの

のよ」と仰ってくださいました。子供っぽく仰るのが、かわ

褒められたからよかったわ」「成子さんに聞いて欲しかった

らしかったので、すぐ楽屋に飛んで行ったら、「成子さんに

て、その時（山本）邦山先生と恵を弾いてくださって、すば

ね」と仰って招待してくださって、お弟子さんと二人で伺っ

ホールで「《春の恵》を私は弾くのよ。ぜひ成子さん来て

た。でもよくわかります。靖子先生が何十年か前にどこかの

久本：そうでないかしら。私、その話は今初めて聞きまし

ですね。

奥田：なるほど。一緒に演奏することで、音楽性がわかるん

じゃないですかね。音楽的才能が。

も演奏で父はご一緒したことありますから。だからわかるん

することが大事。アガったら終わりっていうのはよくない。

アガり方では意味がない。興奮状態でアガって気持ちが高揚

いのはだめ。でもアガるといっても、わからなくなるような

久本：自分で興奮すると思うんでしょうね。人間は上がらな

ういう効果があるんですか？

奥田：えー。僕は下戸なのでよくわかりませんが、それはど

久本：本番ですね。楽章の間とかに。

奥田：本番中にですか？

て、ふっと前向いてまた弾くと。

思いますけど、舞台に乗ってる最中に、くるっと後ろ向い

久本：いえ。楽屋で飲んでたとお思いでしょ？それもあると

奥田：日常的にですか？

ずしも演奏前ではなかったです。

久本：そうです。ただ、演奏前ってよく言われますけど、必

していらしたんですか？

奥田：それはお家で準備して、演奏前に飲むってことを想定

ちょっと。それをポケットに入れてました。

は、心に残りますね。

たいです。他ならぬ久本先生にそういっていただいたこと

じゃないかという、そんな言葉をいただいたことがあったみ

できるのにどうして僕に頼むんだと、自分たちで作ればいい

があるそうなんです。そしたら、玄智先生は二人とも作曲が

ない久本先生に曲を書いてもらおうとお願いに上がったこと

らジョイントリサイタルをやった時に、二人が尊敬してやま

ソードかもしれませんが、中島靖子と唯是震一が結婚してか

すごく尊敬しているのかもしれません。先生ご存じのエピ

もちろんなんですけど、同じ作曲をする立場の人間として、

奥田：おもしろいですね。唯是震一の場合は演奏家としても

になって、父が演奏しちゃうんですね。

久本：そうですね。唯是先生が外国のお客様なんかもお連れ

奥田：お稽古に来たこともあったみたいですね。

さいました。

久本：唯是先生はまた全然違った意味で色々お付き合いくだ

唯是震一もおります。

奥田：久本先生の曲を好きで演奏してきた一人に私の祖父・

久本：そうです。三月二十一日。

た。

奥田：久本玄智先生、一九七六年にお亡くなりになられまし

奥田：そうですか。

久本：このことは忘れられないですね。

奥田：それは本当の気持ちだと思います。

いい感じですよね。

だから自分で盛り上げるために気付け薬ですね。

久本：才能を認めてそう申し上げたと思いますね。お二人と

銀で出来た体に沿うような薄べったい容器にウィスキーを

奥田：へ～。
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奥田：ちなみに三月二十一日は中島雅楽之都の誕生日なんで
すよ。
久本：そうですね。知っております。ご縁があるの。
奥田：葬儀委員長を中島雅楽之都が。
久本：そうなんです。
奥田：中島雅楽之都との出会いを、大きな縁だと思っていた
だいたということで。
久本：どうしても、私どもは雅楽之都先生しか思いつかな
かったですね。
奥田：なんと申しましょうか、嬉しいことです。

ないのですから、お呼びしても失礼になると思い記念の会の

私どもも同じことでございます。

ことでございます、こちらの方こそ。御恩を感じているのは

グレン・グールドのバッハが好きだったこともあり、三十

◎あとがき◎

久本：よくしていただいて、小さな所帯で御礼も十分にでき

時だけお呼びすると靖子先生に「節目節目に呼んで頂いて」

作っていただいて、

久本：お陰様で色々

スです。

も売れ筋トップクラ

正派公刊楽譜の中で

奥田：そうですね。

すね。

べ》とか《飛躍》で

久本：《三段の調

残っているんです。

入っていて、耳に

久本先生の曲は体に

かせていただくことがあるんですね。私たちは知らない間に

よ（笑）正派の人たちはごく入門したての頃に先生の曲を弾

奥田：あはは。それは冗談ではないですし、悪気もないです

て有り難うございました。

奥田：そうですか（笑）先生、今日は楽しいお話を色々伺え

ですけど。

はないですね。アルコールも飲みますし（笑）タバコは一切

久本：運動もしませんし、食べ物も偏ってますし、いいこと

奥田：ゼロ。

久本：ゼロ。

すか？

奥田：何かご健康で気を使ってらっしゃることとかあるんで

久本：とにかく健康です。

た（笑）

奥田：いえいえ、本当に聞いて来てって。真剣に言ってまし

久本：またー（笑）ふざけたことを仰らないでよ（笑）

か？

聞きしたいことらしいんですけど、美しさの秘訣は何です

奥田：そういえば、一つ忘れていました。私の母が先生にお

でも降りてくるようになるのではと、今では思っている。

の子どもの教育のために作曲したものが多いから、習うだけ

当にいい曲だったら、誰かが形にするだろう。バッハは自分

ながっていると考えると、他の人にも降りているはずで、本

う気分になり、書き留めるのはやめにした。人の無意識はつ

かえたこともある。そんな事が続いた後で、もういいやとい

ラの壮麗な曲（多分）が聞こえてきて、夜中に一人で頭をか

分からない曲だった。時には交響曲みたいなフルオーケスト

りもした。しかし朝になって見返してみると、なんだかよく

て、エレピの前に座っては楽譜におこそうとがんばってみた

ものが降りて来るようになったのだ。最初のころは起きだし

面倒なことになった。というのは、夜な夜な音楽？みたいな

く、それきり辞めてしまった。

最初の方などを弾けるようになったあたりで納得したらし

ヴェンションとシンフォニア、それにゴルドベルク変奏曲の

イエルなどはすっ飛ばして、平均率のプレリュード、イン

過ぎたころにピアノを一年だけ習いに行ったことがある。バ

ありがとうございま

久本：恥ずかしいことで。

とお言葉を頂いたりしちゃって（笑）

す。

奥田：ありがとうございます。
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