五穀豊穣を願う「十五夜豊年祭」で
は老若男女が歌い、踊る。宮古民謡
唄者の與那城美和さん（写真右）も
地域の人たちと一緒に歌い、練り歩く。
詳しくは18ページ。

特集

土地と人を 元気にする
写真 ● 島﨑信一

歌には人と人とをつなぎ、
癒やし、
そして励ます「力」
がある。

沖縄県宮古島の歌三線、
長崎県奈留島に伝わる「オラショ」
、
大阪府西成のラップ・ミュージシャン、
奈良県で村と町を歌や音楽で結ぶ「音楽の森」
、
千葉県 多古町の祝い歌「めでたいもの」
、

青森県深浦町の合唱イベント「深浦のうたごえ」
など、
その土地に根ざし、
人々に活力を与え、

歌の力
絆を強くする、
ジャンルを超えた歌と、
歌い人たちを紹介する。

13

12

の形にうまれたのだろうか？ そして

その音楽はなぜ、そこで、いつ、そ

ュニティの生活様式が音楽やうたを形

歴史的条件、そこに暮らす人々やコミ

てしまえば、その地域の地理的条件、

れ得なかったのか。答えを先に明かし

る音楽やうたはなぜ、そこにしか生ま

えば、住宅街となっている東京・板橋

在でも続けられているものもある。例

ュニティのあり方が変わったりした現

のなかには、生業が変わったり、コミ

たうたがあった。そうした音楽やうた

「音 楽 ／ う た」が
生 ま れ る 場 への 憧 憬

なぜ、今、そこにあるのだろう？

しゅく

区 の 徳 丸・ 赤 塚 地 区 に は そ の 名 残 の
よ

づくるからである。

音楽を研究していると言うと、おそ

ドを始め、気楽に音楽を楽しむ人は多

しかしその一方で、カラオケやバン

しまうことが多い。

苦手だからと、やんわりと避けられて

りそうな話をしようとしても、音楽は

るらしい。だから、せっかく面白くな

かコムズカシイことが必要……と考え

る。その楽曲群（例えば『春の海』な

のは大正時代に入ってからのことであ

段階に、その作業にともなって歌われ

田おこしから稲刈りまでのそれぞれの

田を中心とする農業の地域であれば、

れを山から下ろし、運ぶうたがあった。

んな地域であれば、
山で木を伐採し、
そ

的条件のもとに生業が違う。林業が盛

えてみよう。それぞれの土地では地理

本における西洋音楽理論の導入がなけ

るものにしても、いずれも明治期の日

呼ばれるものにしても、童謡と呼ばれ

て、ほかの地に根を下ろす。その際に

も存在する。うたは人とともに旅をし

いる「音楽／うた」や芸能というもの

や芸能、異なる名前でありながら似て

がら内容が全く異なる「音楽／うた」

のである。しかし、同じ名前でありな

の行事
（民俗芸能）
が残っていたりする

〝田遊び という五穀豊穣を願う予祝

なものを想像するかもしれない。しか

ど）は、西洋音楽の影響を大きく受け

れば成立し得なかったもので、特に童

例えば、民謡にみられる仕事歌を考

し「伝統」は意外に新しい。イギリス

たものであるほか、従来の箏にはなか

謡などは大正期の「童謡運動」がなけ

音楽をなんらかの形で聴き、口ずさむ
行為は、多くの人にとってとても身近
なのではないか。
音楽には、楽曲形式だけからは見え
てこないものがたくさんある。もちろ
ん、楽曲分析が不必要だと言っている
のではない。しかし音楽には内側（構
造）だけではなく、外側（文化的社会
的コンテクスト＝文脈）もあって、そ
の外側も内側と同様にとても重要なの
である。
冒頭の質問に応じることができるの
は、実はその外側からのアプローチだ。
その地域に固有であるかのように見え

形が変わったり、名前が変わったりす
るのである。おわら節、ハイヤ節など、
日本国内にもそうして旅をしたうたは
いくつも存在する。とすると、それま
での生業に基づく、あるいはコミュニ
ティのあり方に基づく地域固有の、そ
の地域にしか生まれ得なかった「音楽
／うた」という存在にも疑問が湧いて
こよう。地域の固有性とは何か、それ
が何を表しているのか、と……。

土 地に 根 ざ す
「 う た 」と は
地域に特徴的な「音楽／うた」とい
うと、先に挙げた民謡のように伝統的

歌」にも疑問を感じたことはないだろ

また学校教育などにおける「日本の

れたが、その際に収録された民謡もこ

調査やこどものうたの調査研究が行わ

第２次世界大戦後には、各地で民謡

伏木香織 大正大学 文学部准教授
文・写真●

らく多くの人が楽曲分析をして……何

の歴史家ホブズボウムが論文集『創ら

った低音を楽曲に加えるべく、十七絃

る「伝統」と呼ばれるものの多くは、

うか。これらはそもそも、西洋音楽の

どものうたも、その成立が明らかに明

その土地に生まれる、 根ざす 音楽 うた

地 域 や コミュニティを 支 える、多 文 化 共 生 の ひとつ の 実 践。
他 者との 関 係 性 を 見 据え、共 に 生きる 方 向 性 を 探 るうた は、

い。いや、道具がなかったとしても、

れ た 伝 統（ The Invention o f Tradi-

近代になってから創造された（捏造さ

基本的理論、ドレミと和声でできてい

治期以降であるものや、各地の民謡の

れば生まれなかった。

日本における伝統音楽も、その例に

るのだ。しかし、明治期以前の日本に

相互関係、つまりうたが旅した事実が

などの楽器をつくり出してもいる。

漏れない。例えば、伝統音楽の代表的

ドレミと和声の概念はあっただろう

明らかになるような事例が、いくつも

）
』で明らかにしているように、
tion
昔から伝えられてきたと誤解されてい

なものと考えられている箏曲も、現在

か？ 学校教育で用いられる尋常小学

見出されている。しかも民族音楽学者

ね つぞ う

私たちが耳にすることが多い近代箏曲

校唱歌にルーツを持つ楽曲群
（唱歌）
と

みや ぎ みち お

れた）ものなのである。

の大家である宮城道雄などが活躍した

歌の力
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シンガポールで南音を伝える湘霊音楽者
70 周年記念イベントでの演奏。次世代を担う
若手たちが育つ。2011 年 9月3日撮影。
特集
土地と人を元気にする

〞

母親の影響で幼い頃から三線を弾きはじめ、

琉球古典芸能コンクール新人賞、
優秀賞、
最高賞を獲得。2009年に野村流伝統音楽協会教師。

宮古舞踊に親しむ。

2013年に『宮古島を唄う～かなすあーぐ』
をリリース。

現在は宮古島の民謡や古謡の研さんに努めている。

芸能が盛んな沖縄でも歌三線は
〝遊び人〟
という偏見があった
きれいな水が、からだの中を染みと
おっていく――。
それが、與那城美和さんの声をはじ
めて聴いたときの印象だった。
おいしいお酒は、限りなく水に近い
という。
同じことが歌や音楽にもいえるので
はないか。
押しつけがましくなく、自然にすー

は りみ ず う た き

っとからだに、そして、たましいに入
ってくるのだ。
美和さんは、漲水御嶽という宮古島
で最も聖なる場所の近くで生まれ育っ

いった。
砂浜で海に向かって歌を練習し、琉
球新報主催の琉球古典芸能コンクール
で、新人賞、優秀賞、最高賞を獲得。
その声望は日増しに高まり、２０１
３年（平成 ）にはじめてのＣＤ『宮
古島を唄う〜かなすあーぐ』をリリー
ス。その後、２枚のアルバムを発表。
現在はライブ活動をしながら、全国
を行脚。老人施設などの慰問を続け、
宮古の古謡も掘り起こして歌い継いで
いる。

てある譜面）を読みながらの独学だっ

工四（三線の指で押さえる場所を書い

小学校４年で三線をはじめたが、工

古ではお祭りやお祝いがあると、必ず

「生活の中に歌がなかったんです。宮

は、島の歌をうたえなくなっていた。

気がつくと、宮古にいた頃のように

に歌三線を教えている。

の音」というサークルで、島の人たち

この島に暮らす人たちに
宮古の歌を伝えている

た。

歌がある。それが当たり前でした。そ

母親のヨシさんは舞踊研究所に通い、
やがて先生にもなったほどの踊りの名
手で、歌もうまかったそうだ。

く んし ー

三線をやっているのを、あまり周り

のことを周りに言っても、違う星から

とき、島に戻ることを決めた。
く

だ

宮古に帰った翌日、
「わたしの宝塚

統音楽協会にも入門した。渇いたのど

ね

そんな美和さんは、５年前から「結

ゆい

の人に知られたくはなかった。芸能が

来た宇宙人を見るみたいな目つきにな

古の歌が流れていたという。

「母は市民会館のステージでしばしば

盛んな沖縄でも、歌三線は遊び人のや

年間の首都圏暮らしの後、 歳の

踊りを披露し、沖縄芝居の男役も演じ

かった。

撮影●島﨑信一

って、わたしの言ってることを全然わ

くん

吉村喜彦 作家

ること、という偏見がまだまだ根強か

高校卒業後は埼玉で働きながら、ひ
とりで三線をそっと爪弾いたが、その
音がうるさいとアパートの住民から陰

どうしても海が見たくて、東京湾に

に水が染みこむように、美和さんのた

宮古島

沖縄本島

久米島
取材・文●

ました。母の所属する舞踊研究所はわ

さ んし ん

の歌や踊りを見ていた。

歌を通じて宮古島の
古謡、
伝統音楽の源流をたどる。

かってもらえなかったんです」

ッコよくて、憧れました」
と美和さんはちょっと恥ずかしそう
に言う。

みにキャーキャー言っていたが、美和

行ってはみたものの、濁ってヘンな匂

ましいに宮古と沖縄の音楽が浸透して

＝久田舞踊研究所」に入り、野村流伝

さんは市民会館の一番前の席に座り、

いのする水は、およそ海とは言いがた

険な嫌がらせを受けたりもした。

ステージにかじりつくようにして沖縄

西表島

石垣島

歌の力

歌えば、
ミヤコ
25
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與那城美和さん 宮古民謡唄者
沖縄県宮古島

ったからだという。

宮古島の川満（かわみつ）漁港。マングローブをバックに歌う與那城美和さん。海からの風に、美和さんの凜とした声がのる。たましいを鎮めてくれる歌声だ。

たしにとっての『宝塚』
。とにかくカ

物心がつく頃には、周りに沖縄や宮

た。

Miwa Yonashiro
同級生は、たのきんトリオや郷ひろ

29

18
19

11

沖 縄 県
島唄居酒屋で歌う美和さん。歌の生
まれた背景や歴史、言葉の意味も丁
寧に説明してくれる。

1966年沖縄県宮古島生まれ。

他地域にはない特徴をもつ釜ヶ崎は、

大阪市西成区

SHINGO★ 西成

さん ミュージシャン

写真提供 ●ＳＨＩＮＧＯ★西成

規雇用の仕事につなげ、生活の安定化

撮影 ●亀岡千宏

貧困が集中する町「釜ヶ崎」
に
大きな動きをつくる人物登場
を図ることではなかった。むしろ逆で

社会学博士

大阪市西成区の北東部に位置する釜
日雇労働者を特定地域に囲い込み、雇

年代には住民の大多数が男性で占め

持ち世帯は地域外へと転出。その結果、

として整備されるようになると、家族

この対策によって
「日雇労働者の町」

その基本的な特徴は、日雇労働者を正

ヶ崎。この町はこれまで日雇労働者の
用の調整弁となる非正規労働力を市場

かま

町として知られてきた。釜ヶ崎の名を
に大量供給することであった。

）

回以上を数えた。これらの一連の暴

た暴動が頻発し、１９７０年代までに

の暴動だ。その後も釜ヶ崎ではこうし

こったとされる１９６１年（昭和

働者への警察対応のまずさが原因で起

が さき

全国に轟かせたのは、事故に遭った労

取材・文 ●

白波瀬達也

過去を捨てても生きていける町・西成で
地域に愛され、
人を元気づけるレペゼン
・ラッパー。

アセラズ クサラズ
アキラメズ

ジャーなジャンルとして確たる人気を

後は、日本で最もホームレスが集住す

られるようなった。そしてバブル崩壊

動は新聞やテレビで「釜ヶ崎暴動」あ
る町と化した。近年は生活保護制度に
つながることで、ホームレス状態から

るいは「西成暴動」として大きく報じ
られるようになった。

対策」と呼ばれる
以降、
「あいりん（＊）

特徴として残り続けている。

れでも「貧困の地域集中」は変わらぬ

脱却する人々が多くなっているが、そ

行政施策が釜ヶ崎で展開されてきた。

刀直入に尋ねてみたところ、次のよう

度重なる暴動を防ぐために、 年代

たり、高校で講演したりと、ローカル

アカデミズムの研究対象となってきた。
らタフな日常を描写するヒップホップ

一方で、ローカルに根ざした視点か

たちを表彰する
「たかじんＡＷＡＲＤ」

気にして日本のために頑張っている人

るものがあるとするなら地元なんです。

自慢できるものはない。唯一自慢でき

ったことはないですし、これといって

に語ってくれた。

仮にそれらが、資本主義の残酷さを暴
に対する人気も高く、ラッパーたちは

のレジェンド部門の受賞者にもなった

ここの景色や人間関係が俺を育ててく

な活動も精力的におこなっている。

露するものであったり、行政の無策を
自らの出身地を主題にすることが少な

（もう一人の受賞者は元受刑者の社会

たのではないだろうか……。 年ほど

殊性の再強化に加担することさえあっ

った。
「家賃月４１００円の長屋で暮

悟。釜ヶ崎に隣接する地域で生まれ育

ＳＨＩＮＧＯ★西成の本名は池上真

いう枠を超えて、その存在自体に注目

うにＳＨＩＮＧＯ★西成はラッパーと

「千房」の会長・中井政嗣氏）
。このよ

復帰を支援するお好み焼きチェーン

ような存在になりたいと思って〝★〞

で育ったんで、夜に足元を照らす星の

んです。自分は街灯の少ない暗い路地

れたと思っているので
〝西成〞
とつけた

「自分は小さい頃から何かで一番にな

批判するものであったとしても、大半
くない。ＳＨＩＮＧＯ★西成もそのう

２０１８年 月には関西、大阪を元

は釜ヶ崎が抱える困難を直接解決する

釜ヶ崎を対象に研究してきた筆者は、

が集まっている。

なかでも、高校から大学時代にかけて

吹」で取材を実施した。ここは彼の５

成の行きつけの「コーヒーショップ伊

ＳＨＩＮＧＯ★西成が手掛けるラッ

このまちで暮らしてきた
人々に対する配慮がある

のマークをつけました」

らしてきた」と語るように、幼少期か

去る 月、筆者はＳＨＩＮＧＯ★西

一方、外側から付与されたラベルを

はラグビーに打ち込む青春時代を過ご

ｔ ｈアルバム『ここから…いまから』

ら貧困と向き合う人生だった。そんな

内側から突き破る大きな動きを生み出

した。ＳＨＩＮＧＯ★西成は大学卒業

ない。

す人物も存在する。その代表格が１９

た地域のハードな現実を包み隠さず綴

プのリリック
（歌詞）
には、自身が育っ
このようにＳＨＩＮＧＯ★西成の作

ったものが少なくない。一方、困難な

のジャケットでも用いられている。

品には、地元をモチーフにしたものが

状況に向き合っている人たちの背中を

ラッパーとして頭角を表し、２００６

多い。取材冒頭、筆者は西成という地

そっと押すような曲も多い。彼の最新

後、７年間、福祉施設で勤務した後、

ＧＯ★西成」だ。

ＴＯ ＧＨＥＴＴＯ」
（Ｌｉｂｒａ Ｒｅ

名をアーティスト名につけた理由を単

アメリカの黒人社会に源流を持つヒ

し、週末には各地でライブ

５枚のアルバムをリリース

年 に ミ ニ ア ル バ ム「Ｗ Ｅ Ｌ Ｃ Ｏ Ｍ Ｅ

ｃｏｒｄｓ）でＣＤデビュー。その後、

ップホップが、日本で日の目を見るよ

パフォーマンスを披露する

が、
「スチャダラパー」や「ＥＡＳＴ

度を誇るラッパーとして活

このように全国的な知名

住之江区

住吉区
（＊）あいりん（地区）
大阪市西成区の「萩之茶屋南公園」
（通称三角公園）
周辺に広がる。
日雇い労働者が集まり、
３畳一間の簡易宿泊所（通称ドヤ）
が密集、
旧地名から「釜ヶ崎」
とも呼ばれる。

大阪市
大正区

1 SHINGO★西成の地元にある商
店街。昭和の雰囲気を色濃く残して
いる。2 猫塚をお祭りする神社。こ
の町は古くから芸能とゆかりが深い。
3 1970年に設立された「あいりん総
合センター」。現在はここで仮眠をと
る野宿者が少なくない。

ラッパーの枠を超えて
存在自体に注目が集まる

うになったのは 年代前半。それまで

ＥＮＤ」
の活躍をきっかけとして、
徐々

躍する傍ら、行政の人権啓

多忙な日々を送る。

に浸透していった。そこから四半世紀

発のキャンペーンに協力し

日本ではマイナーだったこのジャンル

が経ち、とりわけ若者に人気のあるメ

3

西成区

大 阪 府

ちのひとりだ。

確立するようになった。
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