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『春と修羅』第一集にある「噴火湾（ノクターン）」の詩と音楽が織りなす〈空間〉について 

～ Funeral marchとノクターン 〜 

立教女学院短期大学名誉教授   

佐藤 泰平 

1. 春と修羅第二集にある詩「山火」について 

お手元にあると思いますが、「山火」という宮沢賢治の作品、

私は「山火」というのは、これは山林火災だと思っていました。

それで当時の新聞を調べたんですが何も載っていない。じゃこ

れは「野焼き」かなと...。 いろんなイメージを膨らませてい

ましたら、これは野焼きの方で、とてもいい詩・作品であるこ

とがわかりました。音楽と詩も用意してあります。その音楽と

いうのは宮沢賢治が選んだ曲です。 

（佐藤誠一氏の補足説明） 

息子の佐藤誠ーです。今、「山火（春と修羅第二集）」の話をし

ておりますが、皆さんの目の前にある資料には含まれておりま

せん。これから「噴火湾（ノクターン）」の話をするにあたって、

まず佐藤泰平本人から「山火」の話をさせていただくというこ

とです。これは本人が宮沢賢治の詩を朗読する中で、詩と音楽との深いかかわりを見つけるきっかけとなっ

た作品であり、それが「宮沢賢治と詩と音楽」の探求の始まりになったということです。解説の後で「噴火湾」

のお話に移らせていただきます。 

＜山火の詩が表現する風景と音楽＞ 

「風がきれぎれ遠い列車のどよみを載せて 樹々にさびしく復誦する」 「風がきれぎれ」という言葉を賢治

が言います。遠い列車のどよみを載せて、「その青黒い混淆林のてつぺんで鳥が“Ｚwar”と叫んでいる」鳥の

叫びも取り入れ、そして舎生がつぶれたラッパを吹く、賢治は日常の生活ぶりをよくわかっているようです。

そして私が気に入ったところ、「また新しい南の風が林の縁（ヘリ）で砕ければ、馬をなだめる遥かな最低音

（バス）と つめたくふるふ野薔薇の芬気（かをり）」と続くのです。 

「馬をなだめる遥かなバス」、バスというのは低音のことです。「低い音」と書いてバスと読ませて、合唱でい

えばベースなわけですし、弦楽四重奏でもオーケストラでもいいのです。その最低音のバスが馬をなだめる

ときの声、「どおどお...、ドゥドー、ドゥドー」など、いろんな言い方があると思いますが、それをちゃんと

取り入れている。しかも私が驚いたのはそれだけでなくて、そこがちょうど詩の真ん中へんなのです。そこに

遠くから聞こえてくるようにと言葉を配置した。賢治がそこに眼を向けたのだ、と想像しています。これは私

にとっては大発見、「賢治は詩の中にちゃんと情景と音も取り入れていた、間違いない」ということが分かり

ました。これは次々とひろがっていくのではないかと思いました。 

また、この詩の草稿には人名らしき単語とタイトルらしきメモがアルファベットで書かれています。私が賢

治の親友である藤原嘉藤治さんの遺品を調査させていただいていた時に、あるヴァイオリン曲集の中に、そ
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のメモと同じ作曲者とタイトルを持つ楽曲を見つけました。その時は嬉しくて飛び上がらんばかりでした。

おそらく賢治さんが親友の嘉藤治さんにその楽譜を弾いてもらってこの曲を初めて知ったのではないかと思

われます。これは音にして記録しておかなければと考え、知人のヴァイオリン奏者の田崎瑞博さんに急遽お

願いして初見で録音したものが残っています。 

＜詩と相対するレコード探し＞ 

山火（詩）の最後の方です。「蛙は遠くでかすかにさやぎ もいちどねぐらにはばたく鳥と星のまわりの青

い暈（かさ）」、「かさ」というのは、本当に傘のように星のまわりがそうなっている。「…山火はけぶり 山火

はけぶり…」と２回繰り返し、そして後の２行です。「半霄（はんしょう）くらい稲光りから わづかに風が洗

はれる」。「はんしょう」という字は難しく、字を説明するのは大変なので省きます。「はんしょうくらい稲光

りから わずかに風が洗はれる」で終わり。賢治のこういう書き方というのを私は少しずつ学んできたわけ

ですが、これはとても楽しいことでした。 

この「山火」以外に 5つ、賢治が間違いなく書いた、詩というより短い文章ですが、それが作曲者名と曲名、

詩の雰囲気とちゃんと合う。賢治がどこまで音楽に詳しく作曲者名も曲名もわかっていたか、考えられない

くらい驚きでした。私は 6 つとも楽譜またはレコードを見つけまして、一人で朗読とコンサートをやりまし

た。まだ、そのころは、かなり前の話で仲間はいませんでした。その後、５～６回くらいは大勢の方たちの前

で読んだりお話しできましたからよかったのですが。賢治という人はどこまで広がっていくのだろうと、常

に驚きを持ち続けていました。 

２. 噴火湾（ノクター ン）の話へ 

＜パブロ・カザルスのチェロ演奏のノクターン＞ 

噴火湾は北海道の大きな湾のことです。噴火湾を列車で通り過ぎる時の駒ヶ岳の見えるところ、それを確

認するのに北海道の地図が必要となります。曲を探すためにやりますから探し物が増えていくわけです。こ

の北海道の噴火湾というのを、噴火湾だけで済むなら良いのですが、その次に括弧があってノクターンと書

いてある。このなぞなぞのような賢治からの問いかけ、「当ててごらん、何のことだかわかる？」とかいうく

らいの投げかけ、ちょっと癪に障るくらいの賢治の顔つきが浮かんでくるような…、そんな噴火湾（ノクター

ン）。音楽をかける前に詩を朗読いたします（巻末全文掲載。情感を込めての朗読があった）。 

1923年 8 月 11 日の日付で賢治が書いた詩、この音楽を聴いていただかないと、この詩の意味が薄れてし

まいますので、ここで音楽をかけます(１分15秒

の音楽が流れた）。チェロを弾いていたのはパブ

ロ・カザルスさん、この人の演奏はすごい。ノク

ターンについて、日本語では夜想曲と言います。

私はこのノクターンで有名なのはショパンと思

っています。今、聴いていただいたのもショパン

作曲のノクターンです。ノクターンというのは

夜を感じ、夜にひたりきりながら想う曲以外に、

亡くなった方を偲ぶためのものでもある。それ

が賢治さんにとっては妹宮沢とし子さんです。若
佐藤 泰平先生の講演風景 (延暦寺会館2019.9.21) 
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くして病気になって肺結核で亡くなってしまう。痛ま

しい限りなんですが、このとし子さんが賢治の後押し

をしつかりとやりました。この功績というのは殆ど考

えられないくらい尊いものでした。（ショパンも 17 歳

の時に一番下の妹を結核で亡くしている。そのことを

賢治が知っていたかは不明。） 

私自身が初めてこのパブロ・カザルスさんのチェロを

聴いた時は、もっともっと演奏してほしいと思いまし

た。幸いレコードがあるわけで、もっと皆さんに聴いて

いただきたいものだと本当に思います。 

「七月末のそのころに 思い余つたようにとし子が言った《おらあど死んでもいいはんてあの林の中さ行ぐ

だい うごいで熱は高ぐなつても あの林の中でだらほんとに死んでもいいはんて》」そしてその後の「フア

ゴツトの声が前方にし Funeral march があやしくいままたはじまり出す」。いささかしつこいくらいの賢治

さんの Funeral march、葬送行進曲。お葬式の時演奏されるブラスバンドです。ご紹介するのはショパンの

「葬送（ピアノソナタ第２番第２楽章）」をブラスバンドに編曲した SP レコード音源です。葬送行進曲はベ

ートーヴェン、その他にもあり、そちらの方が良いという方も少なくないかもしれません。その「 Funeral 

march があやしくいままたはじまり出す」、何度か現れては消え、また現れては消え、ファゴットの声が前方

に。ブラスバンドに不可欠なファゴットが登場します。「もう明けがたに遠くない 崖の木や草も明らかに見

え 車室の軋りもいつかかすれ 一ぴきのちいさなちいさな白い蛾が 天井のあかしのあたりを這つてゐる」 

この終わりの方がまた素睛らしい内容なのでレコードで聴いていただきましょう。(１分 20 秒の物悲しい調

べの音楽が流れた）。ここに今途切れた言い訳でなくて、一つファゴットを上げてレコード盤から、栗鼠（り

す）がいるところ、その作品をかけてもらいます。そのあとの方ですね。「そのまつくらな雲のなかに とし

子がかくされてゐるかもしれない」、 「とし子が隠されている」という言い方でしか賢治は納得できない。

誰が隠したのか知らない、どこに隠したかもわからない、誰なのか、誰なのか…という賢治の驚きとくやしさ

が良く表れています。「わたくしの感じないちがつた空間に いままでここにあつた現象がうつる それはあ

んまりさびしいことだ］と、とし子を想う。どうしてもどこかに隠されたとし子を想う、というのは、いくら

そうやっても賢治さんは納得するはずはありません。でも、どうしてもどこかに隠されたとし子を想うのは、

焦っている賢治がイライラしている、イラついているのがわかります。この「噴火湾」は北海道にお住いの方

や、何度も北海道に行っている方だったら、この賢治さんのつらさ、想いの深さに驚かれると思います。 

＜ピアニストで有名なコルトーの「葬送」＞ 

今、カザルスさんのチェロによるショパンのノクターンを聴いていただきましたが、ピアニストで有名な

コルトーによるショパンの「葬送（ピアノソナタ第２番第２楽章）」の中間部を聴いていただこうと思います。

こちらも本当に美しいノクターンとして耳にすることができます。私は最近なんです。こんな美しいノクタ

ーンがあっていいのか、と思うと同時に、もっともっと早くこの演奏があったことに気づきたかったと。この

素敵なピアノソロ、是非これはお聴きになっていただきたいと思います。 (１分 47秒のピアノ曲が流れた）。 

美しすぎるノクターンと私は思います。一度聴いたら忘れられません。 

2019年宮沢賢治87回忌法要 献花・焼香（大講堂） 
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ここで噴火湾（ノクターン）のレコードの音楽を入れながら、わたくしがまた詩（巻末の噴火湾）を読みた

いと思います。(4分 55秒、音楽の流れる中、再び情感のこもった詩の朗読が続いた） 

このチェロとピアノ伴奏によるショパンのノクターンと、ブラスバンドによるショパンの「葬送」、それらの

音楽を交互にかけながら朗読する試みは実際には今日が初めてです。大変怖い感じでしたけれど。宮沢賢治

さんが亡くなられた 9 月 21 日を想いながら聴き、朗読することができた、と私は思っております。 

質疑応答 

① 宮沢賢治の「山火」の朗読で楽譜はありますか？曲名と作曲者を教えてください。 

作曲者は「クリスチャン・クリーンズ(Christiaan Kriens)」という方です。賢治さんは間違って「N」を抜

かして書いています。賢治さんらしい間違いだと私は思っていますが、めったに間違いをする人ではありま

せんので、「大歓迎、やったー」と、そういうところを見つけて喜ぶ私です。曲名は「夕方の音たち（Sons du 

Soir - Evening Sounds -）」で、いい曲です。ピアノ伴奏を私が受け持って、東京でやったことがあります

が、 ヴァイオリンのソロは田崎瑞博さんに弾いていただきました。 

佐藤誠一氏補足；（音楽を流しながら以下の説明があった。1分 21秒） 

私の知る限り、この曲はレコード録音が存在していない

ようで楽譜しかありません。実は先日出版された佐藤泰平

による「宮沢賢治と音楽」の CD セットにも入っておりま

せん。せっかくの機会ですので音楽をかけて朗読させてい

ただいても構いませんでしょうか...。 

（この後、曲を流しながら、佐藤泰平先生が 2分 52秒間

山火の詩全文を朗読された。見事な朗読に拍手が起こった） 

 

 

② 清六さんと過ごされた時間の中で、特に印象に残ったことは？ 

どうして宮沢賢治の音楽に惹かれたのですか？ 

清六さんとはちょっと不思議な間柄です。ときどきからかわれるように私を試されるのです。「佐藤さんこ

れ知っていますか、これ知っているでしょう、これ教えてください」と、わかっているのにそういう言い方を

されることがありました。分かるときはお答えしますが、分からないときは「わかりません」と逃げます。そ

のやりとりは楽しかったですよ。清六さんはとことん真面目に正攻法で迫ってこられますので、難しかった

ですしスリルがありました。 

清六さんはハーモニカを吹くのが上手でした。時々私がお訪ねしますと、「一緒に吹きましょう」と言われ楽

しく合奏したものでした。また宮沢家にあったオルガンで私が伴奏を頼まれ、清六さんは歌もたくさんうた

いました。歌詞もメロディもよく記憶されていて、ただ歌ったり聴いたりするだけではなく、ふっと賢治さん

との思い出話やその音楽にまつわる賢治の作品との関係なども話され、私にとっては大変貴重な時間でした。 

私が賢治さんの音楽に惹かれたのは、はじめは軽く、その後強く惹かれるようになったのは楽譜を手に入れ

たあとのことでした。それから SPレコードを集め出したのは、筑摩書房の宮沢賢治全集を見ていたら「現在、

名古屋の人が賢治のレコードについて調査中」と書いてありました。それじゃ私がやれるだけやってみよう

佐藤 誠一氏 (武蔵野音楽大学 講師) 
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と思い始めました。そして賢治のレコード約 500枚を集めました。清六さんには報告しました。「○○のレコ

ードが手に入りました」「ああそうですか、今度聞かせてください」。清六さんは私が集めてくるのを楽しみに

していました。傑作はなんと言っても「スイミングワルツ」。（突然メロディーを口ずさむ）これがスイミング

ワルツです。清六さんは「宮沢賢治作の飢餓陣営劇のバナナン大将で使われた楽曲」と言いたかったようでし

たが、私に何年間か黙っておられました。別なところで、私が探しているのを知っている方が、「佐藤さん、

これあなたが探しているでしょう」と言ってレコードをプレゼントしてくれました。あれはうれしかったで

す。そういう協力者がいたおかげでスイミングワルツの編曲のレコードと、それをもとに私が書き出すかた

ちで楽譜が手に入りました。楽しかったです。 

② 先生は詩を読んだ場合、音の方も感じるのでしょうか？ 

一つ思い出しました。賢治さんは東洋語学者であるラムステッドと

いうフィンランドの初代駐日公使と知り合うことができた。そして賢

治さんはおそらく意気投合したんですね。あの日本語が読める人、書け

る人、初代駐日公使に「私の本、『春と修羅』と『注文の多い料理店』

の２冊をプレゼントしたいから送ってほしい」とお父さんの政次郎さ

んに手紙を書いています。その後フィンランドに帰ったラムステッド

さんは、賢治の本２冊を持って帰ったと思い、私はラムステッドさんが

教授を務めたフィンランドのヘルシンキ大学に調査に行きました。そ

こでヘルシンキ大学のハレンさんという方に会いました。彼はラムス

テッド博士の孫弟子にあたる人でした。なんでもわかるというので、賢

治さんの「種山が原の…」を歌って聞かせましたら、「ああ、そういう

のだったらわたしたちだって歌えるよ」と、ほんとに一緒に歌うんで

す、彼は知らないはずなのに。「知らないはずなのに歌えるのは一体何だろう」と思って、私は調子に乗って

「賢治さんの作曲にこういうものがある」と何曲か紹介したら、彼が一言、「賢治という人はまるでレオナル

ド・ダ・ヴィンチじゃないか」と真顔で言ったので、「ああよかった、理解してくれる人がフィンランドにも

いて」と思いました。私はそのヘルシンキ大学の図書館で賢治の２冊の本を見つけた時は、言葉で言い表せな

いほどの感動と喜びを覚えました。 

（※質問が良く聞こえなかったため、質問とは異なる内容になってしまいました。） 

 

八六 山 火      

 

風がきれぎれ遠い列車のどよみを載せて 

樹々にさびしく復誦する 

   …その青黒い混淆林のてっぺんで 

     鳥が"Ｚｗａｒ"と叫んでゐる… 

講演司会 鈴木 力 幹事 
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こんどは風のけじろい外（そ）れを 

蛙があちこちぼそぼそ咽び 

舎生が潰れた喇叭を吹く 

古びて蒼い黄昏である     

   …こんやも山が焼けてゐる… 

野面ははげしいかげろふの波 

茫と緑な麦ばたや 

しまひは黝い乾田（かたた）のはてに 

濁って青い信号燈（シグナル）の浮標（ヴイ） 

    …焼けてゐるのは達曾部あたり… 

またあたらしい南の風が 

はやしの縁で砕ければ 

馬をなだめる遥かな最低音（バス）と 

つめたくふるふ野薔薇の芬香（かをり）   

    …山火がにはかに二つになる… 

信号燈（シグナル）は赤く転（かは）ってすきとほり 

いちれつ浮ぶ防雪林を 

淡い客車の光廓が 

音なく北へかけぬける 

   …火は南でも燃えてゐる 

     ドルメンまがひの花崗岩（みかげ）を載せた 

     千尺ばかりの準平原が 

     あっちもこっちも燃えてるらしい 

     〈古代神楽を伝へたり 

      古風に公事をしたりする 

      大償（つぐなひ）や八木巻へんの 

      小さな森林消防隊〉… 

蛙は遠くでかすかにさやぎ 

もいちどねぐらにはばたく鳥と 

星のまはりの青い暈（かさ） 

    …山火はけぶり 山火はけぶり… 

半霄くらい稲光りから 

わづかに風が洗はれる  

（一九二四、五、四） 

 

        

延暦寺根本中堂前の丘 宮沢賢治歌碑 (2019.9.21) 

丘の下 宮沢賢治歌碑 説明看板 (2019.9.21) 
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   噴火湾(ノクターン)  
     

   稚(わか)いえんどうの澱粉や緑金が  

   どこから来てこんなに照らすのか  

     （車室は軋みわたくしはつかれて睡つてゐる）  

   とし子は大きく眼をあいて  

   烈しい薔薇いろの火に燃されながら  

     （あの七月の高い熱…）  

   鳥が棲み空気の水のやうな林のことを考へてゐた  

     （かんがへてゐたのか  

      いまかんがへてゐるのか)  

   車室の軋りは二疋の栗鼠(りす)  

      《ことしは勤めにそとへ出てゐないひとは  

       みんなかはるがはる林へ行かう》  

   赤銅(しやくどう)の半月刀を腰にさげて  

   どこかの生意気なアラビヤ酋長が言ふ  

   七月末のそのころに  

   思ひ余つたやうにとし子が言つた  

     《おらあど死んでもいゝはんて  

      あの林の中さ行ぐだい  

      うごいで熱は高ぐなつても  

      あの林の中でだらほんとに死んでもいいはんて》  

   鳥のやうに栗鼠のやうに  

   そんなにさはやかな林を恋ひ  

    （栗鼠の軋りは水車の夜明け  

     大きなくるみの木のしただ）  

   一千九百二十三年の  

   とし子はやさしく眼をみひらいて  

   透明薔薇の身熱から  

   青い林をかんがへてゐる  

   フアゴツトの声が前方にし  

   Funeral march があやしくいままたはじまり出す  

     （車室の軋りはかなしみの二疋の栗鼠）  

    《栗鼠お魚たべあんすのすか》  

     （二等室のガラスは霜のもやう）  

   もう明けがたに遠くない  

霧に煙る延暦寺国宝・根本中堂 (2019.9.21) 
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   崖の木や草も明らかに見え  

   車室の軋りもいつかかすれ  

   一ぴきのちいさなちいさな白い蛾が  

   天井のあかしのあたりを這つてゐる  

     （車室の軋りは天の楽音）  

   噴火湾のこの黎明の水明り  

   室蘭通ひの汽船には  

   二つの赤い灯がともり  

   東の天末は濁つた孔雀石の縞  

   黒く立つものは樺の木と楊の木  

   駒ケ岳駒ケ岳  

   暗い金属の雲をかぶつて立つてゐる  

   そのまつくらな雲のなかに  

   とし子がかくされてゐるかもしれない  

   ああ何べん理智が教へても  

   私のさびしさはなほらない  

   わたくしの感じないちがつた空間に  

   いままでここにあつた現象がうつる  

   それはあんまりさびしいことだ  

     （そのさびしいものを死といふのだ）  

   たとへそのちがつたきらびやかな空間で  

   とし子がしづかにわらはうと  

   わたくしのかなしみにいぢけた感情は  

   どうしてもどこかにかくされたとし子をおもふ  

          （一九二三、八、一一） 

（本講演録は令和元年（2019）9 月 21 日の宮沢賢治87忌記念講演会でお話しされたものです） 
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