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要	 旨 

 

筆者が２００９年にアイルランドに１年間留学した際、アイルランド伝統音楽と出合い、自らも演奏するよう

になった。それから日本とアイルランドを行き来するようになり、その２国間には音楽を取り巻く環境に違い

があることに気づいた。アイルランドではなぜ日常的に町のパブや路上で音楽がおこなわれているのか、それ

がどのように維持されているのかということに興味を持った。 

筆者は、２００９年４月から２０１２年１月現在までに４回アイルランドに渡っており、日本でもアイルラン

ド伝統音楽奏者として演奏活動をおこなってきた。アイルランドではライブ、セッション、バスキングの３種

類の演奏形式がある。セッションはパブでおこなわれる演奏であり、バスキングは路上でおこなわれる演奏で

ある。筆者はこの両方をしながらアイルランドを旅した。本論文では、筆者のアイルランド伝統音楽を通した

生活を事例として記している。 

例えば、パブでは客は演奏中におしゃべりをしているが演奏を聴いていないわけではないということや、楽譜

とＣＤやパブで聴く演奏は、同じ曲でも少しずつ異なっていること、有名な演奏家も楽器をはじめたばかりの

初心者も同じセッションでともに演奏すること、田舎でのバスキングでは多くの通行人がお金を入れてくれる

ことなどである。 

そしてそうした事例から、アイルランドではいかに音楽が日常生活に沁みついているのかということや、耳で

聴き目で見て習得するというアイルランド伝統音楽の伝承方法がそれを支える大きな要因であるということ

を検証し、アイルランド伝統音楽奏者として今後筆者がどのような活動をおこなっていきたいかを最後に述べ

た。 
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はじめに 

	 アイルランド伝統音楽やケルト音楽に影響を受け

た日本人ミュージシャンの足跡を辿るべく、筆者は

２００９年４月にアイルランドへ語学留学した。そ

こで初めてアイルランド伝統音楽を聴き、自らも演

奏するようになった。約１年間の語学留学を終え日

本とアイルランドを行き来するようになり、これま

でに２００９年４月１１日～２０１０年３月１８日

（語学留学）、２０１０年９月１日～１０月２日、２

０１１年２月２２日～３月９日、２０１１年９月２

日～１１月２日の計４回、アイルランドに渡ってい

る。 

	 筆者はアイルランドでアイルランド伝統音楽をは

じめ、帰国後も練習を続け、日本でも演奏活動をす

るようになった。その間にもアイルランドへ行き、

日本とアイルランドでの音楽生活を連続的に経験す

るなかで、アイルランドと日本での音楽を取り巻く

環境の違いに気づいた。そして、アイルランドでは

なぜ日常的に町のパブや路上で音楽がおこなわれて

いるのか、それがどのように維持されているのかと

いうことを考えるようになった。 

	 本論文では、筆者のアイルランド伝統音楽を通し

た音楽生活を事例として取り上げ、筆者がアイルラ

ンド伝統音楽を学ぶ過程やセッションの在り方、バ

スキングの経験から、アイルランドではいかに音楽

が日常生活に沁みついているのかということとその

要因を考察し、アイルランド伝統音楽とは何かとい

うことを検証したい。 

 

第一章	 アイルランド概要 

	 1‐1	 アイルランド 

	 	 アイルランド（Ireland）は、ヨーロッパの北西、

グレートブリテン島１）の西に浮かぶアイルランド島

                                                   
１） グレートブリテン島は、イギリス（グレートブリテン
および北アイルランド連合王国）の構成要素であるイング

に位置する、立憲共和制国家である。１９４９年に

長きにわたるイギリス支配から独立したものの、ア

イルランド島北東部にある北アイルランド

（Northern Ireland）６州は未だイギリス領である。

しかし、アイルランドと北アイルランドの間に入国

管理局などはなく、自由に行き来することができる。

面積は７万３００ｋ㎡（２０１１年 外務省 HP）。

国土の１６％が農地、４７．７％が牧場ならびに牧

草地であり、農業・牧畜業を主としている。人口は

約４５９万人で、首都はダブリン（Dublin 人口約１

２１万人）である（２０１１年 外務省 HP）。資料

としてアイルランド島およびグレートブリテン島の

地図を載せておく（資料１参照）。 

 

	 1‐2	 アイルランド伝統音楽 

	 	 アイルランドには何世紀にもわたって受け継が

れてきた伝統音楽があり（ブリアー ２００１）、ミ

ュージック・パブに行くと聴くことができる。軽快

な音楽のなか、人々は酒を片手に音楽に耳を傾けた

り、話に花を咲かせたりしている。 

	 	 アイルランドでは、アイルランド音楽（Irish 

Music）といえば一般的にアイルランド伝統音楽の

ことを指す。他国では、アイルランド伝統音楽（Irish 

Traditional Music）、アイリッシュ・トラッド（ト

ラディショナル Traditional の略）など「伝統」と

いう言葉を入れて、アイリッシュ・ロックなどと区

別している。 

	  

	 	 1‐2‐1	 口承という伝統 

ブリアーによると、アイルランド伝統音楽は、まだ

楽譜のない時代から人から人へと伝えられてきた。

楽譜が普及している現在でも、その“口承”という

手段は継続され、人々は耳で聴き、目で見ながら音

                                                                              
ランド・スコットランド・ウェールズの３つの国からなる

（ジーニアス英和辞典 第３版 ２００１）。 
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楽を覚える（ブリアー ２００１）。そのため、弾く

人によって曲の細かい部分が異なる。筆者も曲を覚

える際、楽譜は用いず聴いて覚えるようにしており、

誰かからおそわる時も楽譜を与えられることは少な

い。また、セッションで弾いているアコーディオン

弾きの指使いや音を頼りに弾き方を習得している。

セッションとは複数人で演奏することである。セッ

ションについては第二章で詳しく説明する。 

この２００年の間に、多くの曲が楽譜に起こされた

と言われているが（ブリアー ２００１）、筆者が知

っている曲だけでも、パブで聴くその通りの楽譜を

見たことはない。また、いくつかの楽譜を見比べて

も、同じ曲が全く同じようにかかれていることはほ

とんどない。さらに、演奏者は同じ曲をいつも同じ

ように弾くわけではなく、装飾音などに変化をつけ

たり、和音を弾いたりすることもある。 

しかし、だからといってセッションにおいて１つの

曲を複数人で弾くことができないというわけではな

い。曲の基本メロディや骨格が同じであれば、皆で

一緒に演奏することができる。他演奏者との弾き方

の違いから、新しいテクニック（演奏技術）や装飾

音、アレンジを学び、個々の音楽の幅を広げていく。

ブリアーのいうように、アイルランド伝統音楽は、

口承されることによって変化し続ける“生きている

伝統”なのだ（ブリアー ２００１）。 

栩木によると、アイルランド伝統音楽の演奏はかつ

て、民家のキッチンでおこなわれたり、いつまでも

暮れない夏の夕刻に村の十字路でおこなわれたりし

た。また、物語を語る歌曲は、炉辺に集まった人々

がかわるがわる披露しあうのが普通だった。アイル

ランド伝統音楽は無教養や貧困、後進性と連想づけ

られ差別されていたため、パブで楽器を演奏するこ

とは禁止されていたのだという。そのため、１９６

０年代になるまではパブでの演奏などは考えられな

いことだった。しかし、アイルランドの人々が彼ら

独自の文化に自信を持てるようになるにつれ、アイ

ルランド伝統音楽が再評価され、パブでのセッショ

ンが流行するようになっていった（栩木 １９９８）。 

栩木のいうように、現代では当たり前のようにパブ

でセッションがおこなわれている。もともと家々や

村の集まりで伝えられてきたアイルランド伝統音楽

は、パブという社交場に演奏の場を移しながらもそ

の伝統をしっかりと受け継いでいる。さらに、多く

の人が集まるパブでのセッションは、口承という伝

統を守る大きな役割を果たしていると同時に、アイ

ルランド人にとって日常とは切っても切り離せない

ものとして根付いている。 

 

	 	 1‐2‐2	 曲の構成 

アイルランド伝統音楽にはいくつかの種類があり、

リズムによって分類される。リズムはアイルランド

のダンスの動きやステップと密接な関係があり、代

表的なものとしてジグ（Jig 6/8,9/8,12/8拍子）、リー

ル（Reel 2/2,4/4 拍子）、ホーンパイプ（Hornpipe 

2/2,4/4拍子・付点音符）、ポルカ（Polka 2/4拍子）

がある。 

どの地域のセッションでもとりわけジグとリールが

好んで弾かれるが、一部の地域ではその他に特に好

まれているリズムもある。例えば、アイルランド南

西部のケリー県（Co. Kerry）ではジグとリールに加

えポルカも多く弾かれる。 

アイルランド伝統音楽は、基本的に１曲が短い。多

くの曲は２パート（各８小節）で構成され、それぞ

れ１回ずつ繰り返される。つまり、第１パート８小

節を２回繰り返し、そのあと第２パート８小節を２

回繰り返した計３２小節が１曲となる。他に、第４

パートまである曲や、第２パートが１６小節あり第

２パートの繰り返しがない曲、第１・第２パートと

もに８小節だが第１パートは繰り返さない曲などが

ある。しかし、時々第２パートが１６小節あり第２
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パートの繰り返しがない曲でも第２パートが繰り返

されることがあったり、第１・第２パートともに８

小節だが第１パートは繰り返さない曲でも各パート

をそれぞれ繰り返したりする。それは演奏者によっ

て異なるようだが、セッションではその場でどちら

かに決められ、皆が同じように演奏する。 

曲にはもちろん、曲名がつけられている。しかし、

ブリアーのいうように、ほとんどの曲名はその曲の

メロディとは関係がなく（ブリアー ２００１）、時

には作曲者や演奏者、地名にちなんでつけられる。

口承されるなかで曲名がわからなくなり、当時その

曲を弾いていた人の名前がつけられたり、地域によ

って呼び名が違ったりして“複数の名前を持ってい

る曲”もある。そのため、曲について話している時

は何の曲かさっぱりわからなかったが聴いてみると

知っていた、ということがよくある。また、地域に

よって第２パートが異なる曲や、どういう経緯があ

ったのかは不明だが、曲名は同じだが全く異なるメ

ロディの曲など“同じ曲名だが違う曲”も多く存在

する。 

演奏者には曲名をたくさん覚えている人や覚えよう

と努力している人もいれば、曲名はあまり気にせず

覚えない人もいる。筆者は後者で、自分が好きな曲

や皆がよく演奏する曲（common tunes）の曲名し

か覚えていない。セッションでは演奏者は客に対し

て曲名や曲の説明をしないため、聴いたことがあり

メロディはわかるが名前は知らない曲がどんどん増

えていく。気に入った曲があると演奏者に曲名を尋

ねたりするが、彼らも知らないことがある。また、

セッションで曲を決める際、だいたい曲のさわりを

弾いて確認しながら決めていく。時にそれすらもせ

ず、「知っていれば一緒に弾くからとりあえず（弾き）

はじめて」と言われる。このようなことからも、曲

を覚えたりセッションで弾いたりするうえで、曲名

はそれほど重要でないといえる。 

 

	 	 1‐2‐3	 延々と弾き続けられる謎 

CD やラジオなどでアイルランド伝統音楽を耳にす

ると、１つのトラックが１曲だと思われがちだ。し

かし実際は、先に述べたような短い曲を数回繰り返

し、数曲繋げて弾いている。このように繋げて弾か

れる曲のまとまりをセットと呼ぶ。CD やラジオで

聴くものはもちろん、セッションにおいても、ほと

んどの場合アイルランド伝統音楽はセット単位で演

奏される。セットは２，３曲で構成されることが多

いが、その曲数に決まりはない。また、多くの場合、

同じリズムでセットをつくるが、稀に違うリズムの

曲を繋げることもある。 

次の曲に変わる時は、だいたい、最初に弾きはじめ

た人が合図を送り、次の曲に変える。このとき、曲

の途中で次の曲に変えることはなく、必ず１曲が終

わったあと次の曲に変わる。つまり、２パート構成

の曲であれば、第２パートを２回繰り返したあと次

の曲に移るということだ。 

合図の仕方は様々で、「Ha」と言って演奏者の注目

を集めたあと「G」など次の曲のキーや次の曲名を

言うこともあれば、アイコンタクトを取る、曲の終

わりをアレンジするなどして次の曲に移ることを伝

えることもある。そのとき音楽が途切れることはな

く、同じテンポで曲はスムーズに繋がっていく。 

通常、合図をして曲を変える人は、そのセットが何

曲であっても１人である。しかし、稀に演奏者同士

でアイコンタクトを取り合い、交互に曲を変えるこ

ともある。 

次の曲があらかじめわかっていない場合、次の曲に

変わって数小節は曲を変えた人のみがメロディを弾

くことになるが、他の演奏者は、その曲を知ってい

れば途中から加わり、知らなければ手を休めたりそ

の場で覚えたりする。アイルランド伝統音楽の演奏

には切れ目がなく、いつ終わるかわからないと言わ
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れるのはそのためである。 

 

	 	 1‐2‐4	 使われる楽器 

アイルランド伝統音楽は、アイルランドではフィド

ル（Fiddle）と呼ばれるヴァイオリンや６指穴の縦

笛のティン・ホイッスル（Tin Whistle）をはじめと

した多くの楽器で演奏される（資料２参照）。他に、

アイルランドのバグパイプであるイーリアン・パイ

プス（Uilleann Pipes）、鍵盤式ではなくボタン式の

アコーディオン（Accordion）、六角形の小さな蛇腹

楽器コンサーティーナ（Concertina）、４弦のテナ

ー・バンジョー（Banjo）、木製で６指穴のフルート

（Flute）、ティン・ホイッスルをソプラノ・リコー

ダーと例えるならアルト・リコーダーにあたる６指

穴の縦笛のロー・ホイッスル（Low Whistle）、８弦

楽器のマンドリン（Mandolin）などがメロディ楽器

として挙げられる。伴奏楽器としては、８弦楽器の

ブズーキ（Bouzouki）やギター（Guitar）などが挙

げられる。アイルランド特有の打楽器もあり、片面

太鼓のバウロン（Bodhran）や２本の平骨をそれぞ

れ指間に挟み、腕や手首を振って音を出すボーンズ

（Bones）、食器のスプーンを２つ使い、ボーンズと

同じように演奏したり、スプーンの背面を合わせる

ようにして柄を持ち反対の手と腿などを使って音を

出すスプーンズ（Spoons）などである。また、アイ

ルランドを代表する楽器としてアイリッシュ・ハー

プ（Irish Harp）がある。セッションでハープを見

かけることは少なく、ソロで演奏されることが多い。

セッションではメロディ楽器というよりは伴奏楽器

として使われている。 
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第二章	 生演奏の在り方 

	 前章では、アイルランド伝統音楽がどのようなも

のであるか、アイルランド伝統音楽そのものについ

て述べてきた。本章では、アイルランド伝統音楽が

アイルランドでどのように親しまれているのかを述

べていきたい。 

 

	 2‐1	 生演奏と客 

アイルランド伝統音楽における生演奏は、大きく分

けてライブコンサート（以下ライブ）、セッション、

バスキングの３種類がある。それぞれの特徴は後ほ

ど詳しく述べていこうと思うが、ここではまず、ア

イルランドでは人々がどのようにそれらの生演奏を

聴いているかということを説明したい。 

日本における音楽体験のなかで生演奏と関わるのは、

ライブがほとんどであろう。そこでは、演奏者と客

（観客）の間にはっきりとした線引きがなされ、演

奏する人と聴く人の区別がある。客は演奏を聴くこ

とを目的としてそこに集まる。客は静かに演奏を聴

き、盛り上がる時は手拍子などをする。演奏中に歓

声が上がることはあっても、客同士の私語は許され

ない雰囲気があり、どうしても話さなければならな

い時は小声で話す。また、演奏後はその度に拍手を

する。客は“聴くに徹する”という感じだ。 

一方で、レストランなどで「ピアノ生演奏」という

のを見かける。この場合、演奏者と客の間に線引き

はあるが、客は必ずしも演奏を聴きに来ているので

はない。食事やおしゃべりをより楽しむ要素として

の“生演奏”である。そのため、演奏を聴かなけれ

ばならないということはなく、演奏後に拍手をしな

ければならないということもない。生演奏は BGM

と化している。 

このように、現代日本での日常にある生演奏に対す

る客の姿勢は、聴くか聴かないか（＝１か０か）の

どちらかである傾向が強い。 

しかし、アイルランドにおけるライブやセッション

といった生演奏に対する客の姿勢は、このような日

本の状況とは大きく異なる。客は、おしゃべりをし

ながら、あるいは酒を飲みながら生演奏を楽しんで

いる。客は演奏を全く聴いていないわけではなく、

演奏中には歓声を上げたり手拍子をしたりし、演奏

後には拍手も起こる。また、演奏に合わせて踊り始

める人もいる。 

アイルランドでの生演奏は、先ほど述べたようにラ

イブ、セッション、バスキングである。 

ライブとセッションの最も大きな違いは、演奏に客

が参加できるかできないかという点であり、客が演

奏を聴く姿勢にはそれほど差はない。強いて言うな

らば、有料ライブでは客はお金を払ってまでライブ

に来ているのだから、彼らは「演奏を聴きに来てい

る」ということだろう。しかし、だからといって演

奏に集中し、終始静かに聴いているわけではない。

つまり、有料ライブでは、普段は聴けない演奏者や

バンドの演奏を聴きたい人や、その演奏者やバンド

が好きで、お金を払ってまで聴きたい人が集まると

いうだけで、無料ライブやセッションと何ら変わり

はない。 

バスキング（Busking）とは路上パフォーマンスを

してお金を得ることであり、ここではアイルランド

伝統音楽の演奏を指す。バスキングでの客は通行人

ということになるが、彼らもまた、全く演奏を聴い

ていないわけではない。演奏者の前を通り過ぎる際

にお金を入れていく人や立ち止まって数セット聴く

人、近くのパブのテラスに座り、ビールを片手に楽

しむ人もいる。また、道を歩きながら聞こえてくる

音楽に合わせてステップを踏んだり、歓声をあげて

通り過ぎて行ったりする人もいる。 

このように、どの種類の生演奏であっても、客はそ

の空間を自由に楽しんでいるのだ。 
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	 2‐2	 アイルランドのパブ 

さて、第一章で、アイルランド伝統音楽はミュージ

ック・パブに行くと聴くことができると述べた。こ

こで、パブについて説明しておきたい。 

アイルランドにはどんな小さな村にも必ず１軒はパ

ブがあるといわれており、アイルランドといえばパ

ブを思い浮かべる人も少なくないだろう。今日、日

本にもアイリッシュ・パブと名のつく飲み屋が増え、

西洋諸国を中心に世界的にも“アイリッシュ・パブ”

はアイルランドを代表するイメージとして根付き始

めている。 

パブとは、Public Houseの略語で“酒場”などと訳

される。ほとんどのパブではビール、ウィスキー、

スピリット、ソフトドリンクなど飲み物を主に提供

しており、つまみ程度に小袋のポテトチップスやピ

ーナッツを販売している。パブによるが、だいたい

朝１０時頃から深夜１時頃まで営業しており、昼間

からビールを片手に談笑している人を見かける。 

レストランのようにテーブルとイスが一面に並べら

れているのではなく、バーカウンターと数セットの

テーブルとイスが置かれ、広々とした空間である。

アイルランド人は立ち飲みを厭わないため、その空

間は夜になると多くの立ち飲み客でいっぱいになる。

特に週末は、店から溢れんばかりに人々が集まり賑

う。店内は禁煙で、屋外に設けられた喫煙スペース、

もしくは店外で煙草を吸うことができる。 

ミュージック・パブとは、音楽の生演奏をしている

パブのことである。ジャンルは様々で、アイルラン

ド伝統音楽からフォークソング、ロックなど幅広い。

扱う音楽のジャンルはパブにより異なり、アイルラ

ンド伝統音楽のみを扱う店もあれば、異なるジャン

ルを日替わりで扱う店もある。パブでおこなわれる

演奏形式は大きく分けて２つあり、ライブとセッシ

ョンである。これらについては次節以降で詳しく説

明する。 

セッション、ライブともに生演奏は主に夕方から夜

の間におこなわれ、都市部では夕方６時頃から１回、

夜９時半頃から１回の計２回おこなうパブもある。

２回の演奏のうち、夕方はセッションを、夜はライ

ブをおこなうパブもある。日曜は昼２時頃からセッ

ションをしているパブもあり、日中に１回、夜に１

回という感じだ。フェスティバルやＣＤ発売記念な

どのイベントがある時以外は、日中にライブをおこ

なうパブはほとんどない。 

ミュージック・パブの他にも、テレビや大型スクリ

ーンが設置されており、ラグビーやフットボールな

どの試合を放映するスポーツ・パブや、レストラン

やカフェを併設し、食事ができるパブなどもある。

そういったパブでも、ライブやセッションがおこな

われることがある。 

筆者がよく訪れるパブのなかで、ミュージック／ス

ポーツ・パブが２軒ある。１軒はセット・ダンス２）

をおこなっているパブである。このセット・ダンス

の音楽は生演奏なのだが、試合がある日は演奏スペ

ース（ステージ）にスクリーンが設置されるため、

試合が終わるまでは演奏をすることができない。そ

のため、演奏者とダンサーは試合が終わるまで待た

なければならない。 

もう１軒はセッションをおこなっているパブである。

試合の放映と生演奏が同時におこなわれる時は通常、

パブの入り口側で生演奏を、奥で試合の放映をする

などして互いに距離を持たせるが、このパブでは試

合の放映とセッションをすぐ近くでおこなっている。

客は試合を見たり演奏を聴いたりと自由だが、演奏

者はやはり弾きにくそうである。 

レストランやカフェが併設されたパブでの生演奏も

あり、特に観光地では多くみられる。このようなパ

ブでは、食事をしている人がいるなかで演奏がはじ

                                                   
２）アイルランドのダンスで、基本的に４組８人がスクエア

になって踊る（山下 ２００４）。 
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まる。ライブはステージなどでおこなわれ、セッシ

ョンはあらかじめ決められているテーブルでおこな

われる。 

 

	 2‐3	 ライブコンサート 

	 	 まず、アイルランドにおけるライブについてみ

ていこう。 

	 	 日本でもみられるように、アイルランドでおこ

なわれるライブには特設ステージを設けた屋外ライ

ブとパブやホールなどでおこなわれる屋内ライブが

ある。ここではレストランでの生演奏も屋内ライブ

とする。 

	 	 ライブでは、入場料を取る・取らないに関わら

ず、演奏者はステージまたは客席とは区別されたス

ペースで演奏をし、ほとんどの場合マイクを使用す

る。 

	 	 演奏者は決まっており、バンドであったり、ア

イルランド伝統音楽奏者が２，３人雇われて演奏し

たりする。飛び入り参加などで客が演奏に参加する

ことは滅多にない。特に、ホールや特設ステージで

おこなわれるライブや、パブでおこなわれるもので

もＭＣ（演奏の合間に演奏者が客に向かって話すこ

と）を入れたりするようなライブには、客が参加す

ることはない。 

 

	 2‐4	 ミュージック・セッション 

	 	 これまでにも「セッション」という言葉が頻繁

に出てきたが、ここでセッションについて詳しく説

明していきたい。 

先に述べたように、セッションとは複数人で演奏を

することである。アイルランド伝統音楽を扱う多く

のミュージック・パブでは、セッション形式で生演

奏をおこなっている。 

セッションはライブと違い、ステージではなくパブ

の一角を利用しておこなわれる。通常、セッション

ではマイクを使用しないため、音が外まで聞こえる

よう入り口付近や窓際でおこなわれることが多い。

なかには、天井から小型マイクを垂らし、セッショ

ン全体の音を店外のスピーカーから流すパブもある。

なぜなら、音が外まで聞こえるということは、特に

都市部や観光地において「ここでは生でアイルラン

ド伝統音楽を聴くことができる」という客に対する

アピールになるからだ。 

演奏者は２，３人のアイルランド伝統音楽奏者がパ

ブから雇われているが、基本的には誰でも参加でき

る。セッションは、その雇われた演奏者らを中心に

進められる。入場料はなく、誰でも演奏を聴くこと

ができ、セッションに参加するための参加費なども

ない。 

先ほど、セッションにはパブから雇われている演奏

者が２，３人いると述べたが、彼らにとってそのセ

ッションは彼らのギグである。ギグとは仕事として

おこなっている演奏のことで、ライブにもセッショ

ンにも使われる言葉である。本論文では、ライブと

セッションを区別するために、ライブおいては「誰

それのライブ」と明記する。セッションにおいては

「誰それのギグ」と書くことで誰が雇われているの

かを示す。雇われている人について、パブにおける

記述では「パブから雇われている演奏者」または「そ

のギグの持ち主」、パブに限らない一般的な記述では

「ギグを持つ演奏者」と記す。また、「セッション」

とは生演奏自体を指す。 

 

2‐4‐1	 雇われ演奏者 

セッションには雇われている演奏者がいることは前

述の通りだが、彼らにはパブから演奏料が支払われ

る。パブによっては、飲み物が数杯またはすべて無

料で提供される。ギグを持つ演奏者には、パブでの

演奏を含め演奏活動で生計を立てている人と、それ

を副業としている人がいる。彼らは複数のパブでギ
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グを持つことが可能で、毎日どこかのパブで仕事と

して演奏している演奏家も珍しくない。 

雇われている演奏者は曜日と時間で固定されている

ことがほとんどで、□□パブでの毎週○曜日△時の

演奏は誰それと決まっている。用事などで出られな

い場合は、知り合いの演奏家に代わりを頼んだり、

他の雇われている演奏者が知人の伝統音楽奏者を連

れていったりする。曜日と時間で雇われている演奏

者が決まっているので、客は好みの演奏家のギグを

選んで聴きに行くことができる。曲を知っていて楽

器があれば誰でもセッションに参加することができ

るため、参加者も客と同様に、参加したいセッショ

ンを選ぶことができる。 

セッションは、終始雇われている演奏者のみでおこ

なわれることもあれば、１０人２０人が参加し、大

勢でおこなわれることもある。しかし、雇われてい

る演奏者以外の演奏者、つまり参加者には演奏料は

支払われない。雇われている演奏者はパブから雇わ

れ仕事として演奏をしているが、参加者はあくまで

参加者であるからだ。一部のセッションでは、雇わ

れている演奏者が演奏料をその日の参加者全員と分

けることがあるが、これは稀なケースである。 

パブから数人の演奏者が雇われセッションがおこな

われるようになった理由は、守安のいうように、客

の獲得のために音楽が有効であると気づいたパブの

経営者たちが、音楽の演奏をパブの「売り」の１つ

として利用しようと考えたからであろう（守安 ２０

０４）。次第にパブでのセッションが普及して演奏の

場が家々からパブに移ったことで、より多くの人と

ともに演奏し、より多くの人が演奏を聴けるように

なった。それに伴い、もともとはパブの経営の一助

として雇われていた演奏者は、家々でおこなわれる

ある種閉じられたセッションとはまた別の、本当に

誰でも参加できる開けたセッションの場を維持する

という役割も担うようになったといえるのではない

だろうか。 

また今日でも、雑音なしで音楽の演奏や話に集中で

きる場所として（守安 ２００４）、あるいは内輪で

の楽しみや練習の場所として、家々でのセッション

はおこなわれている。 

 

	 	 2‐4‐2	 セッション時間と演奏者 
セッションがはじまる時間はパブによって決められ

ているのだが、時間通りにはじまることはほとんど

ない。“Irish Time”という言葉がよく使われるよう

に、その国柄かアイルランドには時間にルーズな人

がとても多い。そのためか、セッションが遅れては

じまることに対して怒る人もいない。 

また、セッション時間もパブによって２時間３時間

と決められているが、予定されていた時間を超えて

演奏することは問題ではない。雇われているかどう

かに関係なく、演奏者はセッションを続けることが

できる。しかしその場合、パブから頼まれた時間は

過ぎているため、雇われている演奏者に延長した時

間の演奏料は支払われない。参加者がセッションを

継続させた場合も、演奏者がパブに申し出てセッシ

ョンをしていることになり、演奏料は発生しない。 

こうして継続されたセッションは、次に雇われてい

る演奏者のギグがはじまるまで、もしくは閉店時間

などで店員から指示されるまで続けることができる。

次に雇われている演奏者のギグがはじまると、その

ギグを持っている人が主導権を握ることになり、そ

の他の演奏者はセッションの参加者となる。 

	 	  

2‐4‐3	 店員と客 

セッションの時間が近づくと、セッションスペース

には「Reserved for musicians（演奏者のための席）」

と書かれた札が置かれるなどして演奏者のためのス

ペースが確保され、そこに座っている人には間もな

く演奏者が来ることが知らされる。地元の人にとっ
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てパブでのセッションはごく日常的なものであるた

めか、セッションを心待ちにしているように見える

人はあまりおらず、皆おしゃべりを楽しんでいる。 

演奏者が集まると、セッションスペースにいる人々

は席を立つ。演奏を聴きたい人は近くに残り、そう

でない人は適当な場所へ移動する。店員は、店内の

有線放送などの BGMやラジオを切る。演奏者が飲

み物を買い席に着くと、いよいよセッションがスタ

ートする。 

店員や演奏者から「はじめます」という声掛けなど

はなく、演奏者は彼らのタイミングではじめる。店

員もアイルランド伝統音楽奏者である場合、仕事の

合間に数セット参加することはあるが、店員がセッ

ション中に「早くはじめてください」「休憩してくだ

さい」などといった指示を出すことはない。すべて

は演奏者に委ねられる。 

セッションがはじまったことに気づくと、演奏を聴

きたい人はセッションの近くに集まる。しかし、や

はりセッションの傍でじっくり黙って聴いている地

元の人はほとんどおらず、彼らはセッションを楽し

みながらおしゃべりをしたり踊ったりしている。黙

ってじっくり聴いているのは観光客くらいである。 

	 	  

2‐4‐4	 セッションの仕組み 

セッションにおいて、そのギグの持ち主を含め演奏

者は、その日演奏されるすべての曲を知っている必

要はない。第一章 1‐2‐3で述べたように、演奏す

る曲はその時々で決められる。演奏をはじめる前に

弾く曲を決めてセットをつくることもあれば、次の

曲に変える際に合図をする人がその都度曲を決め、

演奏しながらセットがつくられていくこともある。

何千何万とある曲のなかで、１回のセッションで弾

かれるのはほんの数十曲である。そのため、知って

いると曲知らない曲はひとりひとり異なっている。

演奏者は、知っている曲は一緒になって弾き、知ら

ない曲では手を休めたりその場で覚えたりする。 

セッション中に決まった休憩時間はなく、演奏者は

各自で適度に休憩をとる。演奏者が皆同時に煙草を

吸いに行くなどしてセッションが完全にストップす

ることもある。このように演奏者が一時的に誰もい

ない場合でも店内の BGMやラジオなどは切ったま

まにしている。 

演奏者が席を外している間に、他の演奏者が演奏を

はじめることもある。例えば、そのギグを持つ演奏

者Aが煙草を吸いに行っている間に、同じくそのギ

グを持つ演奏者Bが中心となり他の参加者と演奏を

はじめたり、そのギグを持つ演奏者が皆席を外して

いる間に、参加者のみで演奏をはじめたりすること

がある、ということだ。 

席を外していた演奏者は、いつでもセッションに戻

り加わることができる。それは演奏中でも構わない。

そのギグを持つ演奏者が皆席を外しており、参加者

が演奏をはじめた場合、そのセットでは演奏をはじ

めた人が主導権を握る。しかし、彼らが戻ってくる

と、その次のセットから主導権はそのギグを持つ演

奏者に戻る。 

 

	 	 2‐4‐5	 セッションにおける歌 

これまで、アイルランドでは人々は生演奏のある空

間を自由に楽しむと述べてきたが、そうはいっても、

セッションにおいて演奏の邪魔になる行為は許され

ない。演奏中に大きな声で叫んだり歌いはじめると

いう行為は、店員から注意をうける。だが、セッシ

ョンのセットとセットの間、つまり演奏されていな

いときに演奏者に申し出て歌うことは可能だ。その

ときはグラスをスティックで鳴らすなどして「今か

ら○○が歌うから静かに！」という声が掛けられた

り、周りの人が「しーっ」と言って皆に静かにする

よう促したりする。 
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アイルランドにはシャン・ノース（Sean Nos）３）

と呼ばれる無伴奏の独唱曲がある。シャン・ノース

が歌われるときは特に皆が静かになり、パブには歌

声が響く。 

しかし、客の中にはこれを嫌う人もいる。セッショ

ンならばいくらでもおしゃべりをしていられるが、

歌がはじまると静かにしなければならない。少し口

を開くと、すぐさま周りから「しーっ！」と言われ

る。そのため、友人と会話を楽しむためにパブに来

た人のなかには、歌は会話を中断しなければならな

い厄介なものだと感じる人もいる。また、演奏者に

とっても同じである。演奏者のなかには、歌によっ

て演奏が邪魔されたと感じる人もいる。歌が終わり

すぐに演奏をはじめるところを見ると、その気持ち

はよく感じられる。また、歌の間に煙草を吸いに行

ったりトイレに行ったりする人もいる。そのような

演奏者にとって、歌はそれほど重要ではないようだ。 

だが、もちろん、すべての演奏者がそうであるわけ

ではない。セッションによっては、そのギグの持ち

主から客に歌うことを提案することもある。ギグの

持ち主と歌い手が知り合いであったり、観光客との

会話の中で、彼らの国の民謡を歌ってくれないか、

という話があがる場合がそれである。 

	 	  

	 	 2‐4‐6	 突然のセッション 

ミュージック・パブで誰のギグもない時間や、ミュ

ージック・パブ以外のパブでも、店員に申し出ると

演奏できることがある。この場合、演奏料は発生し

ない。その代わりといっては語弊があるかもしれな

いが、パブから飲み物が振る舞われることがある。

こうして突然セッションがはじまっても、客は驚く

様子も嫌がる様子もない。パブでセッションがおこ

                                                   
３） アイルランドに古くから伝わるスタイルの歌で、原則
として無伴奏である。歌い手はこぶしなどを付けながら自

由なテンポで歌う。なお、楽器演奏やダンスの場合でもこ

う呼ばれることがある（山尾 １９９７）。 

なわれること自体が、アイルランドではごく当たり

前のことなのだ。 

しかし、パブが演奏者を雇い定期的におこなってい

るセッションに比べ、こういうセッションに参加す

る人は少ない。もちろん、演奏者が増えることに問

題はないのだが、突然はじまるため、そのときパブ

にいるかパブの前を通りかからないとセッションが

おこなわれていることを知ることができないからだ。

アイルランド伝統音楽奏者の誰もが常に楽器を所持

しているわけもなく、結果イレギュラーで突発的な

セッションに参加できる人は多くはないのだ。 

 

2‐4‐7	 セッションの役割 

すでに述べたように、アイルランド伝統音楽は口承

で伝えられてきた。人々は、家族や近隣の住人、友

人らから様々な場でたくさんの曲をおそわる。パブ

でセッションがおこなわれるようになってから、パ

ブでのセッションは学びの場のひとつとして大きな

役割を担っている。 

耳で聴き、目で見ながら覚えるアイルランド伝統音

楽を学ぶ場所として、セッションは絶好の場である。

まだ楽器を持っていなくともミュージック・パブに

行けば生演奏を聴くことができ、たくさんの曲を知

ることができる。なかでもセッションでは、アイル

ランド伝統音楽を皆で楽しむという雰囲気を肌で感

じることができる。楽器を弾けるようになると、セ

ッションに参加するようになる。はじめは曲を知ら

なかったりテンポが速かったりして一緒に弾くこと

はできないかもしれないが、セッションの輪の中に

いるということに大きな意味がある。楽器を持って

そこに座っていると、知っている曲が演奏されると

き一緒に弾くことができ、弾ける自信がなくても指

を動かし曲を追うことができる。また、知らない曲

をその場で覚え、弾けるようになることもある。個

人レッスンや音楽教室のように、ゆっくり丁寧にお
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そわることはできないが、皆で楽しみながらアイル

ランド伝統音楽を学ぶことができる。 

また、セッションでは学ぶばかりではなく自分の腕

を見せることもできる。セッションに参加すると、

必ずといっていいほど「何か弾くか？」と聞かれる。

このとき、自分で曲を決めてセットをつくることが

できる。皆が知っている曲を選ぶ必要はなく、好き

な曲を弾くことができる。通常のセッションと同じ

で、他の演奏者はその曲を知っていれば一緒に弾く

ことができ、知らない場合、それは他の演奏者にと

って新しい曲を学ぶ機会となる。まさに曲のトレー

ドである。 

このように、セッションはただ音楽を楽しむだけの

場ではなく、学びの場でもあり、発表の場でもある

のだ。 

 

	 2‐5	 バスキング 

先に述べたように、バスキングとは路上でパフォー

マンスをして通行人からお金をもらうことである。

バスキングをするパフォーマーのことをバスカー

（Busker）と呼ぶ。バスカーはパフォーマンスをす

る傍らに箱や楽器ケースなどを置き、通行人はそこ

にお金を入れる。ポーランド人の友人やスペイン人

の友人の話では、この仕組みからヨーロッパ諸国で

はバスキングのことをバスケット（Basket）と呼ぶ

こともあるようだ。 

ロンドン（London）やパリ（Paris）では、バスキ

ングに許可証が必要であったり、バスキングができ

る場所が限られていたりするという話を友人から聞

いたことがある。しかし、アイルランドではバスキ

ングに関する規制は一切なく、好きな時に好きな場

所で行うことができると現地の住人から聞いた。 

 

2‐5‐1	 パフォーマンス 

パフォーマンスは、火や音響を使用した大掛かりな

ものから、誰かがお金を入れるまでピクリとも動か

ない銅像パフォーマンス、音楽を演奏するものまで

様々だ。 

アイルランドで最も多いのは、音楽を芸とするバス

カーだ。アイルランド伝統音楽はもちろん、ギター

の弾き語り、ジャズ、アフリカ音楽などいろいろな

ジャンルのバスカーがいる。ソロで演奏している人

もいれば、数人で演奏している人もいる。また、マ

イクやスピーカーを使用する人も見かける。 

 

	 	 2‐5‐2	 バスカーと目的 

バスキングには年齢・性別に関する決まりもなく、

老若男女問わず誰でもおこなうことができる。筆者

は実際、筆者と同年代の人のみならず、小学校低学

年の少女や初老の男性バスカーを見かけた。 

バスキングの目的はバスカーによって異なり、バス

キングで生計を立てている人もいれば、小遣い稼ぎ、

公の場でのパフォーマンス・演奏練習、人との触れ

合いなど様々である。 

バスキングによる収入は、時期、場所、時間帯、バ

スキング時間、人数にもよるが、数時間で１００ユ

ーロ（９７．３ユーロ／円 ２０１１年１月１６日現

在）以上になるという話も聞く。筆者の４度目の渡

愛（２０１１年９月２日～１１月２日）における１

人でおこなったバスキングの記録は平均３４ユーロ

／１００分である。７，８月のサマーシーズンは、

観光客も多く通りに人がたくさんいるため、バスカ

ーの数も多い。 

 

	 	 2‐5‐3	 暗黙のルール 

先ほど、アイルランドにはバスキングに関する規制

はないと述べたが、筆者が実際バスキングをしてい

くなかで、バスカー間には気遣いごとのようなルー

ルがあることに気づいた。バスカー同士の距離とバ

スキング時間がそれである。 
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大掛かりなパフォーマンスをするバスカーは、パフ

ォーマンスのために広いスペースを必要とし、さら

に多くの見物客が集まることが想定されるため、あ

る程度開けた大通りや広場でバスキングをおこなう。

そのため、他のバスカーと距離を置くことが必要で

ある。また、あまり動かない銅像パフォーマンスで

あっても、互いのパフォーマンスに配慮し、最低で

も２ｍほどは距離を取っている。 

音楽を芸とするバスカーにとって、他バスカーとの

距離は特に重要で、互いの距離が近すぎると、互い

の音が重なりどちらにとってもバスキングの邪魔に

なってしまう。というのも、バスキングではバスカ

ー自身やパフォーマンスの見た目も大事であるが、

やはりいい音楽を演奏するバスカーはいい金額が得

られる。しかし、その音楽が聞こえなければ意味が

ない。極端な話、例えばすべての通行人を魅了する

ようないい演奏をしていても、他のバスカーとの距

離が近いことでその演奏がかき消されてしまっては

元も子もないということだ。だが、いくらいい演奏

であっても他のバスカーの近くで大音量で演奏する

ことは好ましくない。バスカー同士、相手のバスキ

ングのしやすさを配慮してバスキング位置を決める

のは、最低限のマナーである。 

また、このように音楽を芸とするバスカーはある程

度の空間を必要とするため、バスキングをしようと

思っても場所がなくてできないことがある。その場

合、諦めて帰る人や時間を置いてもう 1度来る人が

ほとんどだ。しかし稀に、先にいるバスカーにいつ

終わるのかを尋ねたり、時間を決めて交替でやろう

と交渉したりする人もいる。特にサマーシーズンは

バスカーが多いため、ある程度でバスキングを終了

し他バスカーのために場所を空けることも、気遣い

ごとのひとつである。とはいうものの、実際は早い

者勝ちという感じがあるのも確かである。 
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第三章	 筆者のアイルランド伝統音楽生活のはじ

まり 

	 さて、ここまでアイルランド伝統音楽に関する説

明をしてきたが、いよいよ筆者の実体験についてみ

ていこう。 

	 以降、人名・楽器名・地名・パブ名についてはカ

タカナで表記し、曲名・CD のタイトルのみ英語で

表記する。 

	  

	 3‐1	 アイルランドへ行った理由 

なぜ筆者はアイルランドに興味を持ち、アイルラン

ド伝統音楽を演奏するようになったのか。それは２

００８年夏に遡る。 

筆者は高校生のときから日本人アーティスト・アケ

ボシ（Akeboshi）のファンであり、当時聴いていた

音楽は彼の曲が８割を占めていた。アケボシは、高

校卒業後に渡英し、リヴァプール（Liverpool）の音

楽学校 LIPAに留学。在学中の２００２年にミニア

ルバム『STONED TOWN』でデビューし、１０万

枚に達するロングセラーを記録した。以降、イギリ

ス・アイルランドでレコーディングをおこなったア

ルバム『Meet Along the Way』などの作品を発表し、

現在は楽曲提供や映画製作において音楽を担当する

など多方面で活躍している（Akeboshi Official Web 

Site）。 

さて、２００８年８月、筆者は友人の翔太（しょう

た）から、アケボシはアイルランド伝統音楽を含む

ケルト音楽の影響を受けており、彼の楽曲にはその

楽器が多く使われているということを聞いた。しか

し、筆者はそれまでケルト音楽やアイルランド伝統

音楽を全く知らなかったため、それがどういう音楽

なのか想像できなかった。すると、翔太がルナサ

（Lunasa）というアイルランド人のアイルランド伝

統音楽バンドの CDを持っているといって貸してく

れ、さらに北九州市小倉にアイリッシュ・パブが１

軒あるらしいとおしえてくれた。 

ちょうどその頃、アケボシのアルバム『Roundabout』

（DVD付）が発売された。その付属DVDの内容は、

数曲のPV（プロモーション・ビデオ）と前作アルバ

ム『Meet Along the Way』のイギリス・アイルラン

ドでの収録ドキュメンタリーであった。そのドキュ

メンタリーを見て、筆者はアケボシの足跡を辿るべ

くアイルランドへ行くことを決意した。 

同１０月、翔太と小倉にあるアイリッシュ・パブ、

ブーティーズ（Booties）へ行ってみた。そのとき店

のオーナーであるマスターが月末にハロウィンパー

ティをするからおいでと誘ってくれ、参加すること

にした。そのハロウィンパーティで、ティン・ホイ

ッスルとアイリッシュ・ハープを弾くという女性と

知り合った。彼女がティン・ホイッスルなら手軽で

手に入りやすいというので、インターネットで購入

し、後日彼女宅でジグを１曲おそわった。 

そして翌２００９年４月、大学を休学しアイルラン

ドへ渡った。 

 

	 3‐2	 アイルランド伝統音楽との出合い 

アイルランドには４月１１日に到着し、語学留学生

として西岸のゴールウェイ（Galway, Co. Galway）

という町に約１年間滞在した。アケボシのドキュメ

ンタリーDVD にゴールウェイで録音しているシー

ンがあり、また、インターネットなどでアイルラン

ド西岸では音楽が盛んだという情報を得たからであ

る。 

アイルランドに到着して最初の３日間は休日だった

のだが、その頃の筆者は英語を話すことができず会

話が困難であったため、外出することなくホームス

テイ先の部屋に引きこもっていた。語学学校の授業

は午前中のみで、午後は自由に過ごすことができた。

しかし、学校がはじまっても英語が話せないという

ことがネックで、あまり外出しなかった。 
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学校に通いはじめて最初の週末、クラスメイトの１

人が帰国するというので、近くのパブでお別れ会を

することになった。お別れ会にはクラスメイトをは

じめ、学校の友人１０人ほどが集まった。チ・コリ

（Tig Coili）というパブでアイルランド伝統音楽が

聴けるのでそこでやろうということになり、皆で向

かった。パブに着いたときはまだセッションははじ

まっておらず、店の奥の広い席が空いていたのでそ

こへ座った。 

しばらくするとパブの入り口横でセッションがはじ

まり、「ちょっと見てみよう」という程度の気持ちで

見に行った。しかしそこで、アコーディオン弾きや

フィドル弾きの指の動きの速さに衝撃を受け、さら

にこれがアケボシが聴いてきた音楽なのかと思うと

お別れ会どころではなくなり、セッションにくぎ付

けになっていた。帰国する友人に「ごめん！でもあ

っち（入り口横）で音楽がすごいんだ！」と言って

断りを入れ、最後までセッションを聴いていた。セ

ッション後、アコーディオン弾きに話しかけ、つた

ない英語で必死に次のセッションはいつかと聞いた。

当時、筆者は毎晩そこでセッションがあることも知

らなかったし、パブから雇われている演奏者がいる

ことも知らなかった。そのアコーディオン弾きがア

ンダース（Anders）だった。それから、毎週月曜日

の夜のチ・コリ、毎週日曜日と水曜日の夕方のタフ

ス（Taaffe’s）というパブでのアンダースのギグを回

るようになった。 

あとから聞いた話だが、アンダースはそのとき「変

な日本人に会った。アイルランド伝統音楽が好きな

んだ！としきりに言っている。頭おかしいんじゃな

いか？」と友人に話していたそうだ。 

 

	 3‐3	 出会いの場・パブ 

アイルランド伝統音楽との衝撃的な出合いを果たし、

自分も早く何か楽器をしたいと強く思いはじめた。

アンダースのギグに通いだし、パブに行くようにな

ると、そこには様々な出会いが待っていた。 

アンダースのギグに通い始めて３回目のギグには、

アンダースとともにギグを持つバンジョー弾きのヨ

ナス（Jonas）にも顔を覚えられ、挨拶をしてくれる

ようになった。ヨナスは毎週金曜日と土曜日にも

チ・コリでギグがあるとおしえてくれた。その週の

土曜日のセッションでは、そこでヨナスとギグを持

ち、タフスでのアンダースのギグでも見かけたフィ

ドル弾きのダ―シー（Darcy）と話すことができた。

また、サシャ（Sasha）はアメリカ人と日本人のハ

ーフで、筆者に「日本人？」と声を掛けてくれた。

この日彼女はセッションに参加していなかったのだ

が、フィドルを弾くのだと言った。サシャはアイル

ランド伝統音楽にはジグやリールなどの種類がある

ことと、それぞれの特徴をおしえてくれた。 

４月下旬のある日、タフスでアンダースたちのギグ

を聴いていると、中年の男性２人に声を掛けられ、

アイルランド伝統音楽をおしえてやると言われた。

１人はバウロン弾きであり、ダ―モット（Dermot）

と名乗った。連絡先を交換し、次の日曜日にタフス

で待ち合わせをしてダ―モットが参加しているセッ

ションに連れていってもらうことになった。半信半

疑だったが、ダ―モットは本当に迎えに来てくれ、

テリーグラス（Terryglass, Co. Tipperary）という

村でおこなわれているセッションに連れていってく

れた。 

ダ―モットが演奏者らに筆者を紹介すると、皆あた

たかく歓迎してくれた。このときはセッションを見

て聴くだけだったが、ゴールウェイのセッションと

はまた違う雰囲気で楽しかった。ダ―モットは筆者

に対してすごくよくしてくれ、セッション後はゴー

ルウェイまで送ってくれた。ダ―モットはロスクレ

ア（Roscrea, Co. Tipperary）という町に住んでおり、

今度来るときは家に泊まるといいと言ってくれた。
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テリーグラスはゴールウェイから車で約１時間半、

ロスクレアから約４０分の場所にあり、ゴールウェ

イとロスクレアはテリーグラスを挟んで真反対に位

置する。（資料３参照） 

４月末、アンダースのギグに行ってセッションを聴

いていると、見知らぬアイルランド人に声を掛けら

れた。彼は陽気に筆者にいろいろな話をしてくれた。

彼自身、アコーディオンを弾くのだと言ったが、こ

の日はセッションに参加していなかった。最後には

メールアドレスと携帯電話の番号をおしえてくれ、

連絡しろよと言った。これがバリー（Barry）との

出会いだった。その週の金曜日、ヨナスがチ・コリ

でギグがあるというので行くと、そのセッションに

はバリーもいた。バリーの演奏はとにかくすごくて

勢いがあり、遊び心満載で、音楽が生きているよう

だった。演奏をしているバリーはとにかく楽しそう

で、彼はアコーディオン使いなのだと思った。 

同じ頃、パブでセッションを聴いていると、隣にい

た男性から声を掛けられた。アイルランド伝統音楽

が好きなのかと聞かれ、楽しいから好きだと答えた。

彼は、アイルランド伝統音楽を聴くときは足でリズ

ムを取るのだと言った。演奏者を見てみると、皆片

足で一定のリズムを刻みながら演奏していた。さら

に、周囲の客に目を向けると、彼らの多くも足でリ

ズムを取りながら聴いていた。それから筆者も、ダ

ンダンと足でリズムを取りながら聴くようになった。 

この頃はまだ「アケボシの足跡を辿る」という目的

でアイルランドに来たことが頭にあり、ドキュメン

タリーDVD で見た村やパブを訪れることに時間を

割いていた。５月のはじめの連休に、アケボシが訪

れたという村に行った。その村のパブでのセッショ

ンにはギター弾きがいた。筆者は大学でアコーステ

ィックギターのサークルに所属しており、ギターで

ならセッションに参加できるのではと思った。 

ゴールウェイにあるジャヴァス（Java’s）というカ

フェの２階にはピアノがあり、誰でもそのピアノを

弾くことができる。筆者は時々このカフェにピアノ

を弾きに来ていた。店の壁には、五線譜や音符が銅

板で造られた Butterfly というアイルランド伝統音

楽の曲の大きな譜面が掛けられている。５月上旬の

ある日、初老の男性がピアノの横に座り、ティン・

ホイッスルを取り出し筆者の演奏に合わせて吹きは

じめた。ピアノを弾き終え、わたしもティン・ホイ

ッスルを持っているから壁にかかった譜面の曲をお

しえてほしいと言うと、快く承諾してくれた。それ

から数回、この男性とはこのカフェで会い、曲をお

しえてもらったり彼の演奏を聴いたりした。 

ジャヴァスで曲をおしえてもらい、もっと習いたい

と思っていると、ヨナスがダスティ・バンジョーズ

（Dusty Banjos）という団体が初心者向けにアイル

ランド伝統音楽のレッスンを開いているとおしえて

くれた。５月の中頃に、その代表者と連絡を取りレ

ッスンに参加した。レッスンはホテルの一室を使っ

ておこなわれており、参加費は８ユーロ（当時約１

３５円／ユーロ）だった。筆者が部屋に入ると、代

表者と思われる男性がおり「連絡をくれた子だね。

適当に座って」と言った。レッスンには１５人ほど

の人がおり、どの楽器でも参加できるようで、いろ

いろな楽器があった。筆者はティン・ホイッスルで

参加した。ショーン（Sean）という人が代表で、楽

譜を配り皆におしえていた。ショーンは主にアコー

ディオンを弾くが、バンジョーとフィドルも弾いて

いた。何か知っている曲はあるかと聞かれたので

Butterflyを弾くと、皆知っている曲のようで一緒に

弾いてくれた。ダスティ・バンジョーズにはゴール

ウェイ、ダブリン、エニス（Ennis, Co. Clare）各地

に代表者がおり、それぞれで活動をおこなっている

と聞いた。しかし、筆者は実際ゴールウェイのダス

ティ・バンジョーズしか知らないので、詳しいこと

はわからない。楽譜を使うならひとりでも練習でき
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るため、８ユーロを支払うのは勿体なく、それ以降

はレッスンには参加しなかった。 

同じ頃、やっとの思いでギターを購入した。しかし、

アイルランド伝統音楽について何も知らない筆者は

どう練習すればいいのかもわからず、とりあえずギ

ターの先生を探すことにした。楽器屋に行って生徒

募集案内を見たが、弾き語りやエレキギターのレッ

スンはあるものの“アイルランド伝統音楽の”ギタ

ーレッスンは見つけられなかった。 

どうしようかと思いながらもアンダースのギグには

欠かさず行っていると、ギターを購入した２日後の

セッションにギター弾きがいた。これがアイリッシ

ュ・ギターかと感心しながらセッションを聴いた。

その時筆者の隣に座っていた人がたまたまアメリカ

の語学学校で英語をおしえている先生だったので、

アイルランド伝統音楽を習いたくてギターの先生を

探していることを伝え、そのギター弾きにレッスン

をしてもらえるか尋ねるための英文をおしえてもら

った。セッションが終わった後、そのメモを頼りに

ギター弾きに話しかけた。すると彼はあっさり承諾

し、アイルランド伝統音楽を学ぶには見ることと聴

くことが最も大切だからとりあえず自分のギグに来

いと言い、また連絡してくれと連絡先を残していっ

た。このギター弾きがアントニー（Anthony）だ。

言われたとおり、それからはアンダースのギグに加

え、アントニーのギグである毎週火曜日の夜のモン

ローズ（Monroe’s）というパブでのセット・ダンス、

毎週水曜日の夜のウェスタン・ホテル・バー

（Western Hotel Bar）でのセット・ダンスにもす

べて通った。また、アイルランド伝統音楽の CDな

どを持っていないのでパブ以外で聴けないというと、

後日アントニーのパソコンに入っているアイルラン

ド伝統音楽をたくさんコピーしてくれた。 

さらに、CD 付でギターのコードも書いてある楽譜

を購入し、CD を聴きながらその楽譜に収録されて

いる１１０曲の中で知っているものをチェックし、

練習した。 

こうして２００９年５月の中頃からは、木曜日以外

は毎晩パブでセッションを聴くという生活を送るよ

うになり、それによって朝９時から授業がはじまる

語学学校には次第に遅刻するようになった。 

ある日、アントニーが金曜日にチ・コリでギグがあ

るというので行くと、そこにはバリーもいた。２人

のギグのようだった。アントニーとバリーが一緒に

演奏しているのを初めて見たのだが、今までにない

くらい楽しいものだった。バリーの素晴らしさは前

述のとおりだが、アントニーのギターがそれをさら

にリズミカルで生き生きとしたものへと助長してい

た。この日から筆者はバリー中毒になり、バリーに

会う度に「わたしはあなたの音楽が好きなの！今度

はいつ演奏するの？今日は弾かないの？」と尋ねた。 

しかし、その後バリーの演奏を聴くことはなかなか

できなかった。アントニーとチ・コリでギグを持っ

ている日もあるようだったが、別の人に頼んでバリ

ーはいないことがあったり、アンダースのギグで見

かけてもセッションには参加していなかったりした。

また、いくつかのセッションで何人かのギター弾き

を見たが、アントニーのような変化に富みわくわく

させられる奏者には出会えなかった。アントニーに

先生を頼んでよかったと思ったし、いつか彼らのよ

うなセッションに参加できたらなあと思った。 

そしてこの頃から、当初の目的であった「アケボシ

の足跡を辿る」ことよりも、バリーの音楽を聴いて

いたいと思うようになった。「アケボシの足跡を辿

る」ためにゴールウェイを離れ、バリーの音楽が聴

けなくなることは考えられないことだった。 

しかし一方で、アントニーはギターをおしえてくれ

ると言ったものの、なかなかレッスンをしてくれな

かった。ギターをおしえてと頼んだ直後のウェスタ

ン・ホテル・バーのギグにギターを持っていった際、



 
 

「アイルランド伝統音楽における共在性‐会うことと得ること」	 町田佳菜子 

 
-	 20	 -	 

『フィールドワーク研究』北九州市立大学人類学論文集 2011	 

http://www.apa-apa.net/̃jinrui/soturon/index.html	 

１つおしえてやるといって筆者のギターをチューニ

ングしてくれたが、いわゆる１対１で曲や弾き方を

おそわるようなレッスンらしいことは何もしてくれ

なかった。アイリッシュ・ギターは主に３つのチュ

ーニングで弾かれ、一般的なノーマルチューニング

（６弦から EADGBE）、ダドガド（６弦から

DADGAD）、ドロップD（６弦からDADGBE）で

ある。アイルランド伝統音楽奏者の中ではダドガド

チューニングが多いが、アントニーはドロップDチ

ューニングだったため、筆者のギターをそのように

チューニングし、コードの押さえ方を軽くおしえる

だけで、１０分もしないうちにその日のレッスンは

終わった。 

７月にミルタウン・マルベイ（Milltown Malbay, Co. 

Clare）という町でサマースクール（Willie Clancy 

Summer School）があるという情報を得た。サマー

スクールという言葉を初めて聞き、そのウェブサイ

トで詳細を見てみたがよくわからないのでアンダー

スに相談すると、「ミルタウン・マルベイ（のサマー

スクール）は全然よくない。参加者が多すぎて家で

ひとりで練習するほうがマシだ」と言った。アンダ

ースとともにチ・コリでのギグを持っているティ

ン・ホイッスル吹きのミック（Mick）に聞くと「い

いフェスティバル（サマースクール）だし、たくさ

ん曲を習えるから参加するといい」と言った。ギタ

ーを弾くにも曲がわからないと弾きようがないので、

サマースクールに参加した。サマースクールの期間

は１週間で、午前中に楽器・レベル別にワークショ

ップがあり、午後は町の多くのパブでセッションが

おこなわれ、ホールではライブが開かれた。ライブ

にはゴールウェイで見たことのある演奏家が何人か

出ており、アンダースもいた。 

筆者はティン・ホイッスルのワークショップに参加

したのだが、実は筆者は笛が苦手で、小学校のリコ

ーダーの授業や発表会も吹き真似で乗り越えてきた。

それほどに笛が苦手で曲もわからないことと、たま

たまミックが初心者クラスを受け持っていたため、

そこに参加した。しかし実際には、クラスは３０以

上あり（１クラス１０人～１５人程度）、最も上級ク

ラスをレベル１０とするとミックのクラスはレベル

１．５といったところで、参加者も６歳くらいの子

どもが多くとてもゆっくりレッスンが進められた。

担当の先生に申し出るとクラスを変わることができ

たので、３日目からはレベル２くらいのクラスに変

わり、さらに６日目にはレベル４くらいのクラスに

変更した。 

レベルが上がるにつれ楽譜は配られず黒板に書かれ

たり、耳で覚えなさい、録音しなさいと言われた。

クラスに参加することで曲を覚え少し自信がついた。 

このサマースクールを機にホームステイを終了し、

７月から２０１０年３月に帰国するまでの約９カ月

間、アイルランド人２人とハウスシェアをした。ホ

ームステイではホストマザーが朝食を用意してくれ

ていたので頑張って起きていたのだが、ハウスシェ

アをするようになってからは、学校へは週に１，２

回、しかも遅刻して行く程度になっていた。 

 

	 3‐4	 初めてのバスキング 

７月の中頃、ミルタウン・マルベイのサマースクー

ルが終わりゴールウェイに戻ってくると、バス停か

らの帰り道でフィドルを持った日本人と思しき人を

見かけた。後日学校に行くと彼がおり、最近新しく

来た生徒だった。 

彼は晋吾（しんご）といい、地元でバンドを組んで

活動しており、ジャンルはブルーグラス（アメリカ

のカントリー音楽）とアイルランド伝統音楽だと言

った。ブルーグラスではフィドルを、アイルランド

伝統音楽ではギターを担当しているらしい。ブルー

グラスはアイルランド伝統音楽が基になっており、

共通の曲がいくつかあると聞いた。 
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後日、晋吾がバスキングをするというので見に行っ

た。その時初めてバスキングを身近なものに感じ、

自分でもやってみたいと思った。しかし、ひとりで

やる勇気はなかったので晋吾と一緒にすることにし

た。８月初頭のことだった。 

バスキングでは、筆者がティン・ホイッスルを吹く

ときは晋吾がギターを、晋吾がフィドルを弾くとき

は筆者がギターを担当した。初めて２人でおこなっ

たバスキングでは１８．３２ユーロ得られ、初めて

のバスキング記念としてその日の飲み代に充てた。

その後、晋吾とは数回バスキングをした。 

晋吾はギターもおしえてくれた。難しいことはよく

わからないのだが、３コードの原理みたいなものや、

晋吾はダドガドチューニングでギターを弾くので、

ダドガドのことなどもおしえてくれた。 

 

	 3‐5	 アコーディオンでいいや 

８月のある日、晋吾が９月上旬にゴールウェイを離

れドニゴールやダブリンを回り、その後ゴールウェ

イに戻ってくるがすぐに帰国すると言った。晋吾が

帰国したあと、どうやってひとりでバスキングをす

るか考えていた。 

ギターで弾き語りをすることもできたが、持ち曲に

声を張り上げるような曲はなく、何よりアイルラン

ド伝統音楽でバスキングをしたかった。笛は苦手な

のでティン・ホイッスルを続けられるとは思えず、

フルートはティン・ホイッスルより指穴と指穴の間

隔が広く、きれいな音を出すのが難しい。フィドル

は弓の持ち方から上手くいかず、弦を押さえるのも

ギターのようにフレットがないため習得するには時

間がかかる。イーリアン・パイプスは同時に４つや

５つのことをしながら弾かなければならないし、高

額で手に入れることさえ困難だ。消去法でアコーデ

ィオンとコンサーティーナが残り、アンダースとバ

リーの影響もありアコーディオンを選んだ。 

というのも、７月にアントニーがバリーの家に引っ

越しハウスシェアをするようになってから、チ・コ

リの毎週金曜日の夜は２人がギグを持っていた。以

降、２人は多くのギグをともにした。筆者はわかる

範囲でアントニーとバリーのギグには欠かさず行く

ようにした。特にバリーがいるセッションにはどん

なに疲れて眠たくても足を運んだ。 

８月からは、ダ―モットに連れていってもらったテ

リーグラスのセッションに毎週行くようになり、ギ

ターで参加していた。そのギグの持ち主であるアコ

ーディオン弾きのトム（Tom）がアコーディオンを

つくったり修理をしたりしていると聞き、トムにア

コーディオンがほしいと相談した。すると彼は急い

で１台つくってくれ、８月末にはそれを受け取った。

値段も良心的に友人価格にしてくれた。アコーディ

オンのキーは、トムのものと同じB/Cだった。 

アイルランド伝統音楽で使われるアコーディオンは

ダイアトニック・アコーディオンと呼ばれ、蛇腹の

押し引きで音が異なる押引異音式である。「ダイアト

ニック（diatonic）」とは「全音階」を意味し、単一

のキーのみが演奏でき、ピアノの黒鍵にあたる半音

は出せない。アイルランドのアコーディオンには半

音違いの２つのキーが備わっており、B/C アコーデ

ィオンとは、外側にキー・B のボタンが、内側にキ

ー・C のボタンが配列されているアコーディオンの

ことである。アイルランドではB/Cアコーディオン

が一般的であると聞いたことがあるが、最近では

C#/Dアコーディオンも多く弾かれており、アイルラ

ンド伝統音楽には主にこの２種類が使われる。また、

アイルランドでは１つのキーのみが備わっているも

のをメロディオンと呼んでいる。 

８月の中頃、何かと理由をつけレッスンをしてくれ

ないアントニーから「今日海に行った後ギターのレ

ッスンをしよう！」と連絡が来た。アントニーは海

が好きで、冬にもサーフィンをしに行き、将来は海
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の近くに住んで毎朝泳ぐのが夢だという。レッスン

をしてくれるなら８月といえども冷たいアイルラン

ドの海にくらい入るという気持ちで海に付き合い、

念願のレッスンを受けることができた。 

どの曲を習いたいのかと聞かれたが、パブで聴くば

かりで曲名はわからず、曲のメロディもその曲を聴

けばわかる程度だったので思い出せなかった。唯一、

アイルランドに来る前に出会ったティン・ホイッス

ル吹きの女性からおそわったジグは曲名もメロディ

も覚えていたので、それをおしえてもらった。はじ

めにメロディをギターで弾けるように練習し、その

あとコードをおしえてくれた。メロディを弾けると

その時に使うコードがすぐわかるからだと言ってい

た。ジグのリズムを刻むのは難しく、慣れるのに時

間がかかった。１時間ほどすると、「おまえもう弾け

るから」と言ってレッスンは終わってしまった。次

のレッスンではホーンパイプとリールをおしえてや

ると言っていたが、その後レッスンをしてくれるこ

とはなく、これが最初で最後のレッスンだった。 

そのようなアントニーのギターレッスンとアコーデ

ィオンを購入したこともあって、その後はギターは

時々練習する程度になり、アコーディオンを弾ける

ようになることが最優先事項となった。バリーのよ

うに弾けるようになったらいいなあと思っていた。 

 

	 3‐6	 ひとりバスキング・デビュー 

アコーディオンを購入したはいいが、ギターの時と

同様にどう弾けばいいのかわからない。だが、指使

いこそわからないものの、押し引きで音が異なると

いうことに慣れればなんとかなるような気がした。 

早速、持っている楽譜の中で気に入っている曲から

練習しはじめた。以前から、CD を聴いているとき

に同じ曲でもセッションで聴いたものと少し違うな

と思っていたのだが、アコーディオンでメロディを

練習するようになり CDを聴きながら楽譜を追って

いると、CD のメロディと楽譜ですら異なっている

ことに気づいた。どちらが正しいかわからなかった

ため、パブで聴いたことのあるものはその通りに、

パブで聴いたことのない曲は CDか楽譜か好みの方

を選んで練習した。また、セッションで気に入った

曲があるとそれを携帯電話で録音していたため、そ

れを聴きながら曲を覚え練習した。バリーの音源も

あり、どうすればバリーのように弾けるんだろうと

考えながら、どうやって弾いているのかわからない

複雑な音の運びやユニークなアレンジを聴き、いつ

かこんな風に弾く自分を夢見た。 

ところが、１０月頃だっただろうか、バリーのアコ

ーディオンが C#/D アコーディオンであることを知

った。そして、蛇腹の押し引きで音が異なり、２つ

のボタン列でキーが固定されているというアコーデ

ィオンの構造上、B/C アコーディオンではバリーと

全く同じように弾くことは不可能であることに気づ

いた。さらに、４月からギグに通い聴き続けてきた

アンダースのアコーディオンも C#/D だった。筆者

がアコーディオンを購入した際、トムは自分が B/C

奏者だからか筆者に C#/D アコーディオンもあるの

だということをおしえてくれなかった。アコーディ

オンについて何も知らなかった筆者は、アコーディ

オンを手に入れればバリーのようになれると思って

いたうえに、ずっと追いかけてきた２人のアコーデ

ィオン弾きとは違う種類のアコーディオンを手にし

ていたという事実に大変ショックを受けた。アント

ニーはモンローズのギグで、メロディオン弾きのピ

ーター（Peter）とアコーディオン弾きのジョン

（John）と一緒に演奏しているのだが、ジョンのア

コーディオンも C#/D だった。４月、５月から通い

続けてきたギグにいるアコーディオン弾きは、皆

C#/D奏者であったのだ。 

それからバリーとアンダースに C#/D に替えるべき

か相談した。バリーはもともとB/Cアコーディオン
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を弾いていたようで、演奏スタイルが違うからどっ

ちがいいとかは言えないけど、好きな方にしたらい

いよと言い、アンダースはキーがDの曲が多いアイ

ルランド伝統音楽では C#/D の方が簡単に弾けるか

ら断然 C#/D の方がいいと言った。だが、相談こそ

したものの、すでにギターとB/Cアコーディオンを

購入している筆者は、３つ目の楽器を購入すること

について、金銭的な面でも考えなければならなかっ

た。 

C#/D アコーディオンを購入するか悩みながらも、

B/C アコーディオンでの練習は続けた。１１月には

２０曲ほど弾けるようになり、同２３日、ひとりで

バスキングをおこなった。やはりとても緊張し、バ

スキング中は友人に傍にいてもらった。バスキング

をはじめすぐに１ユーロコインを入れてもらえた。

少しすると雨が降り出したため、初のひとりバスキ

ングは１５分という短さで終了した。得られた金額

は４．６１ユーロだったが、１５分にしては悪くな

いと思った。 

それからは人前で弾くことに慣れるためと曲を覚え

るために、だいたい１週間に１回、１時間のバスキ

ングをおこなった。１回のバスキング中に同じ曲を

弾きたくなかったため新しい曲をどんどん覚え、バ

スキングでは毎回新しい曲を必ず数曲弾くようにし

た。当時は曲を覚えはじめたばかりで楽しく、学校

を休んで練習し、多いときは１日に１０曲以上覚え

た。 

その頃には学校にはほとんど行かなくなり、１カ月

に１回顔を見せる程度だった。学校の先生たちも諦

めたのか、筆者が学校に行かないことに何も言わな

くなった。筆者がたまに学校に行くと、「あら、今日

は来たのね。久しぶり！パブの話を聞かせて？」と

学校に来ないことを咎めるでもなく普通に接してく

れた。 

１２月、悩みに悩んだ末、C#/Dアコーディオンを購

入することを決意した。アンダースがトムと同じよ

うにアコーディオンの修理をする仕事もしていたの

で、今回はアンダースに頼んだ。そして、B/C アコ

ーディオンによるバスキングは翌２０１０年１月ま

で続けた。１回のバスキングで得られた最高金額は

２１．６１ユーロだった。 

２月末、C#/D アコーディオンを手に入れ、現在も

C#/Dアコーディオンを弾いている。 

 

	 3‐7	 耳で聴くこと 

ところで筆者は曲を習うとき、楽譜を使わず耳で聴

いて覚えるようにしている。なぜなら、前述の通り

パブで聴くメロディと楽譜にあるメロディは同じ曲

でも細かい部分が異なることがあり、どちらが正し

いということはないからだ。また、楽譜を見て覚え

た曲は楽譜通りに弾いてしまう傾向があり、さらに

忘れやすい。耳で聴いて覚えた場合は、アレンジや

弾き方などたくさんのプラスαを吸収できるうえに、

形がないので覚えようとし、忘れにくい。アイルラ

ンド伝統音楽独特のリズムを身につけるためにも、

アントニーが言ったように、耳で聴くということは

とても重要である。 

２００９年１０月頃、耕平（こうへい）という人が

語学留学生としてゴールウェイに来た。その頃筆者

はすでにほとんど語学学校に行っておらず、モンロ

ーズでセット・ダンスをしているときに、それを見

に来たクラスメイトらと一緒にいる耕平を見て新し

い日本人が来たのかと思った記憶がある。耕平は無

口だったので、外国に来たから日本人とは関わりた

くないという人なのだと思い、こちらから関わるこ

とを避けていた。しかし、１２月頃のある時、耕平

がアイルランド伝統音楽に興味を持っておりコンサ

ーティーナを購入しようとしていることを知り、一

気に親近感が湧き、それから仲良くなった。 

耕平とは楽譜が頼りにならないことや、セッション
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や演奏者たちの話をした。筆者は、バリーとアント

ニーがすごいことを力説した。すると耕平がレコー

ダーを持っているからセッションを録音できるよと

言い、翌２０１０年１月からバリーのギグとアンダ

ースのギグを中心にたくさんのセッションを録音し

た。もちろん、録音前に演奏者に録音してもいいか

尋ねた。また、アントニーのウェスタン・ホテル・

バーのギグはセット・ダンスの練習会のための演奏

で、演奏者はモンローズでもアントニーとギグを持

っているメロディオン弾きのピーターと２人だった。

そのため、雑音が少なくメロディラインもはっきり

聞こえることから練習しやすいと、そのギグも毎回

録音した。 

２０１０年３月に筆者が帰国するまでに録音したセ

ッションは４０以上、セット数にして５００セット

以上にのぼる。それに加え携帯電話やデジタルカメ

ラで録音・録画したものもある。日本にいる間は、

それらの音源を毎日のように聴き、曲を覚えている。 

また、アイルランド滞在時には現地の友人からおそ

わることも多い。真世の家に遊びに行くと真世やそ

こに住んでいる演奏家もたくさんの曲をおしえてく

れ、アントニーは筆者がアコーディオンをはじめて

からも、曲をおしえてくれたり、ギターをおしえて

くれたりしている。その他にも、ダスティ・バンジ

ョーズのショーンは練習会を開いている（後述）。 

 

3‐8	 おれのアイルランド 

２００９年１２月、チ・コリとクレインの常連客の

ユジン（Eugene）から興味深い話を聞いた。ユジン

は６０代か７０代くらいの男性で、週末はよくパブ

で見かけ、だいたいいつも酔っぱらっていた。アイ

ルランド伝統音楽が好きなようで、いつもセッショ

ンの近くで酒を飲んでいる。気分がいいときは踊り

はじめたりして、とても陽気なおじいさんだ。 

その日はバリーのギグで、いつものようにチ・コリ

で楽しく聴いていた。ユジンと「バリーの演奏って

楽しいよね」などと話していると、「バリーは確かに

すごいけど、あれは本当のアイルランド伝統音楽で

はないんだ」と言った。ユジンは、「もうゴールウェ

イのような大きな町では本当の
．．．

アイルランド伝統音

楽を聴くことはできない。小さな村のパブじゃない

と、聴くことはできないんだ。本当のアイルランド

伝統音楽を聴くと、心の奥深くにある“おれの”ア

イルランドが見えてくる。それは、アイルランド人

がこれまでの大飢饉やイギリスの支配などの歴史を

乗り越えてきたその思いを、演奏者が音に託し演奏

しているからだ。昔の記憶が蘇ってくるんだ」とう

っすら涙を浮かべながら話した。 

 

	 3‐9	 初めてのセッション 

１１月頃、当時アンダースの彼女であった日本人の

真世（まよ）と出会った。真世は同年１０月からリ

ムリック（Limerick, Co. Limerick）にある大学院に

通いはじめ、当時はゴールウェイ‐リムリック間の

バスがインターネットで早期購入すると１ユーロだ

ったため、よくゴールウェイに来ていた。英語では

難しくアンダースらには聞けなかったことなどを聞

き、真世からもたくさんの情報をおしえてもらった。 

真世によると、パブでのセッションに入るなら１０

０曲くらい持ち曲（知っていて弾ける曲）があれば

問題ないという。また、それぞれのセッションやパ

ブには特徴があり、クレイン（Crane）というパブ

の日曜日の夜のフリーダ（Freda）とマイケル

（Micheal）のギグは、一般的によく知られた曲を多

く弾くから初心者におすすめだ、週末のチ・コリの

バリーのセッションは楽しいけど速すぎるなどとお

しえてくれた。そして、自分に合ったセッションに

行けばいいと言っていた。 

しかし、そうはいっても、真世がいう“初心者”と

は“１００曲しか持ち曲がない人”だ。当時の筆者
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はまだそんなに曲を知らなかったので、初心者以下

だった。クレインはアイルランド伝統音楽のセッシ

ョンで有名なパブで、毎回ゴールウェイでは名の知

れた演奏家たちがギグを持っており、セッションが

おこなわれている。そんなセッションに“初心者以

下“の筆者が参加するなど恐れ多いことのように思

えた。 

だがやはり、「セッションに参加したい」という気持

ちは消えなかった。１時間のバスキングに少し余裕

ができてきたこともあり、絶対どこかに筆者の参加

できるようなセッションがあると信じていた。 

そのときふと、初心者向けにレッスンを開いている

ダスティ・バンジョーズのことを思い出した。５月

に１度レッスンを受けたきりだったが、彼らは初心

者向けにセッションもおこなっていると聞いていた。

あのレッスンのことを考えると、ここでいう“初心

者”はまだ曲をあまり知らない人のことを指し、曲

を弾くテンポもそんなに速くないはずだと思った。

インターネットやパブ、友人に聞くなどしてダステ

ィ・バンジョーズについて調べ、年が明けて２０１

０年１月の初めのマーティ・ラビッツ・バー（Murty 

Rabbite’s Bar）でのセッションに参加した。年明け

だったせいか、演奏者は４人しかいなかった。ショ

ーンとその隣にいたバンジョー弾きのギグのようだ

ったので、彼らにあまり曲を知らないが参加しても

いいかと尋ねた。すると、もちろんさといってセッ

ションの輪を広げてくれた。 

４人という小さなセッションだったため、割と自由

にセッションが進められた。参加者の方からショー

ンに「この曲弾いてみたいんだけどいい？」と聞く

こともあった。今までセッションに参加したことの

なかった筆者は、セッションの仕組みのようなもの

をよくわかっていなかったので、とりあえず黙って

知っている曲は一緒に弾いた。思った通り、弾くテ

ンポは他のセッションと比べると遅く、知らない曲

は聴いて、弾けそうだったら一緒に弾いてみる、と

いう感じで参加していた。ショーンは一般的によく

知られた曲をたくさん弾いたので、筆者が知ってい

て一緒に弾ける曲も多かった。 

ショーンが筆者に「君も何か弾くかい？」と尋ねて

きた。急に聞かれ、どう答えたらいいかわからず「い

いです。あんまり曲知らないし」などと答えている

と、演奏者皆に「いいから何か弾いてよ。なんでも

いいから。好きな曲とかさ」と言われた。セッショ

ンで、しかも演奏できる人の前で、ひとりで弾きは

じめたり曲や腕を披露したりするのはとても緊張し

た。しかし、弾きはじめるとその曲を知っている誰

かが一緒に弾いてくれるというセッションのシステ

ムは、筆者の心を少し落ち着かせた。当時、ハウス

メイトからクリスマスプレゼントとしてもらったア

イルランド伝統音楽の CDに１曲気に入った曲があ

ったので、それを弾いた。ショーンとバンジョー弾

きがその曲を知っていたようで、一緒に弾いてくれ

た。 

弾き終わったあと、どこで習ったんだと聞かれたの

で、先生はいないからクリスマスにもらった CDを

聴いて覚えたと言うと驚き感心された。また、アコ

ーディオンはいつはじめたのかと聞かれ、４か月前

だと言うと、皆さらに驚き溜息のような感嘆のよう

な息を漏らした。たくさん曲を知っていたからずい

ぶん練習したのだろうと言われたので、「学校に行か

ずにずっと弾いてるよ。パブにもほぼ毎日行ってセ

ッションを聴いてる。でもさっき初めて聴いて弾き

ながら覚えた曲もある。もう覚えてないけど」と言

うと、なんだかとても気に入ってもらえ、来週から

も来いよと言ってもらえた。さらに、ショーンは毎

週火曜日の午前中に練習会を開いており、料金など

はかからないからよかったらおいでと誘ってくれた。 

以降、ゴールウェイ滞在中は毎週木曜日にこのセッ

ションに参加し、今までに多くの曲をここで習得し
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ている。ショーン宅での練習会にも毎回参加し、セ

ッションとは別にさらに曲をおそわっている。また、

セッションで筆者がショーンの知らない曲を弾くと、

曲名や習った場所、その曲を聴いた場所を聞かれ、

気に入った曲は練習会でおしえてくれと言われる。

練習会はレッスンではなく、互いに知っている曲を

交換し合う場である。 

 

3‐10	 実は有名人だった 

バリーらと出会った頃、ジョニー（Johnny）という

バウロン弾きとも仲良くなった。彼はただ女好きと

いうだけなのだが、セッションを近くで聴いている

筆者に声を掛け、隣に座らせてくれた。以後、ジョ

ニーのギグに行く度に、ジョニーの隣に女性がいな

ければ、そこに座らせてくれる。筆者がまだ英語に

慣れていなかった頃は、ゆっくりしゃべってくれ、

今でもわからない単語や言い回しがあると、ちゃん

と説明しておしえてくれる。優しい人なのだが、い

つも「アイリッシュ・シチューを作るから家に来な

いか？」と誘ってくる。真世には「カレーを作る」

と言って誘っていたようだ。怪しさ満点なので、今

まで１度も彼の家に行ったことはない。 

もう留学期間もあと少しというときに、アジア系旅

行者が２人、チ・コリに来ていた。ジョニーがあれ

日本人じゃないかというので声を掛けると、本当に

日本人で、彼らはアイルランド伝統音楽をするのだ

と言った。フルートを吹くそうで、その時も持って

いるというのでセッションに入ればいいじゃないで

すかと言うと、「ジョニーみたいな有名人とはとても

一緒に弾けない。恥ずかしいし恐れ多い」というよ

うなことを言った。ジョニーは以前、日本で天皇の

前で弾いて握手もしたと言っていたが、冗談か何か

だと思ってあまり信じていなかった。だが、どうや

らそれは本当だったようだ。デ・ダナン（De 

Dannan）というアイルランド伝統音楽バンドを聞

いたことがある人も多いと思うが、ジョニーはその

バンドのバウロン弾きだった。そんなに有名な人が

こんな変態おやじでいいのかという気持ちが強すぎ

て、そんなに有名な人が気取らず普通にパブで弾い

ているということのすごさみたいなものは全く感じ

なかった。 

その２人の旅行者によると、ジョニーと一緒にギグ

を持っているフィドル弾きのロナン（Ronan）とも

うひとりのフィドル弾きも有名なようだった。日本

のアイルランド伝統音楽界のことは何も知らない筆

者は、誰が有名かを知っているために彼らから誘っ

てもらっても一緒に弾けないというのは残念なこと

だと思ったし、何も知らずにアイルランドに来てよ

かったと思った。 

	 	 また、ある日チ・コリでセッションを聴いてい

ると、酔っぱらってはしゃいでいる女性がいた。彼

女は履いていたショートパンツの裾をたくし上げ、

何だかよくわからないけれどとても楽しそうにし、

誰が見てもとても酔っぱらっているとわかるほどだ

った。彼女は３０代後半くらいに見え、筆者はいい

大人がこんなに酔っぱらって楽しそうにしているな

んてすごいなあなどと思っていた。 

一緒にいた日本人の友人に「あの人すごいですね」

と言うと、「あれシャロン・シャノンだよ」と言った。

シャロン・シャノン（Sharon Shannon）とは、今

や世界的に有名なアイルランド伝統音楽のアコーデ

ィオン弾きである。語学学校でアコーディオンの話

をすると、よく「シャロン・シャノンって知ってる？

彼女はすばらしいアコーディオン弾きよ」などと聞

いていたので、そんなに有名な人がパブでとても酔

っぱらいズボンの裾をたくし上げて笑っているとい

う目の前の光景に衝撃を受けた。だが、その時パブ

にいた人たちは大して驚いた様子もなく、一緒にな

って笑ったりしていた。 
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3‐11	 巻き込まれゆく筆者 

筆者がアントニーのギグに２００９年５月から通っ

ていたのは前述の通りだ。モンローズでは毎週火曜

日がセット・ダンスの日で、毎回８人以上のダンサ

ーが集まる。というのも、セット・ダンスは男女１

人ずつのペア４組みで踊るため、最低でも８人は必

要なのだ。そして、ダンサーといっても３０代～５

０代の男女ばかりで、時々彼らが子どもを連れてき

てその子が参加するとき以外に、１０代の若いダン

サーを見ることはなかった。ウェスタン・ホテル・

バーは、参加者からお金を集めて開いているセッ

ト・ダンスの練習会で、毎週水曜日に開かれていた。

毎回１６人ほどの人が集まり、時々観光客が見に来

ていた。こちらも参加者は３０代～５０代の男女だ

った。 

学校の案内板に、毎週火曜日の夜にセット・ダンス

のクラスが開かれており５ユーロで参加できると書

いてあり、学校の友人らとそこに通っていた。その

クラスのあと、セット・ダンスをしているモンロー

ズに行って皆で飲んで帰る、というのがいつもの流

れだった。だが、アントニーと出会ってからは、皆

で飲む時間にはひとりアントニーのギター演奏を見

ていた。セット・ダンスのクラスの終了時間がモン

ローズのセット・ダンスの開始時間を過ぎていたた

め、モンローズで演奏を聴ける時間は長くて１時間

だった。短いときは１セットや２セットしか聴けず、

アントニーに「今日は少ししか聴けなかった」と言

うと「おまえが来るのが遅いからだ」と言われた。 

セット・ダンスのクラスは他の語学学校にも案内が

あるようで、毎週新しい顔を見た。そのためか、ク

ラス内容はなかなか変わらず、１カ月か２カ月は同

じセットを踊り続けた。モンローズでは人数が足り

ないときなどにダンスに入れてもらっていたため、

友人らは皆、モンローズに行った方が新しいセット

も覚えられるといってセット・ダンスのクラスには

通わなくなっていった。 

外国人の友人らは留学期間が短く次第に皆帰国して

いき、残った日本人の友人らとともにモンローズに

通った。筆者は常にアントニーのギターが見える位

置に立ち、時にアントニーの目の前に座りデジタル

カメラで動画を撮るなど、とにかくアントニーのギ

ターを見ていた。友人らはダンスが好きで、次第に

ダンサーらにも顔を覚えられ、今日は踊るか？と声

を掛けられるようになった。 

ある日、日本人の友人らが加わってもあと１人足り

ないという状況になり、どうせおまえも踊れるんだ

ろ？といった感じで引っ張っていかれてしまった。

そのとき筆者が踊れるということがばれてしまい、

それからはモンローズにアントニーのギターを見に

行く度にセット・ダンスに巻き込まれた。 

いつからか、アントニーのギターのために行ってい

るのかセット・ダンスをしに行っているのかわから

なくなった。はじめは「モンローズでギターの先生

が弾いてるから」と友人らに言っていたが、次第に

「モンローズに踊りに行ってくるね」と言うように

なり、またしても目的が変わってしまっていた。そ

れでも、踊っていないときはアントニーの演奏を見

ていたし、踊っていても曲やギターの音は耳で追っ

ていた。ダンサーの中にも曲を口ずさみながら踊っ

ている人がおり、曲を知っているとよりダンスを楽

しめた。 

セット・ダンスに来ていた日本人の友人らは皆、筆

者よりも先に帰国してしまったため、２０１０年か

らはひとりで参加していた。 

月に１度、町の小さなホールでケーリー（Céilí）と

呼ばれるダンスパーティのようなものが開かれてい

た。ケーリーは地域や主催者によって違いがあるの

か、筆者が参加したものでは、ただただセット・ダ

ンスやケーリー・ダンス４）を踊り続けるものと、料

                                                   
４） セット・ダンスとは異なり、ステップはどれも同じで
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理をひとり一品持ちより、食事休憩を挟み、ワルツ

なども踊るものと２種類あった。２０１０年１月か

ら帰国までの間に２回ほどケーリーに参加したのだ

が、そのどちらも、モンローズのダンサーの中心人

物である男性がこっそり参加費をくれたのだった。

毎回「行くかわからないし受け取れない」と言った

のだが、来なかったらパブで飲むとか何にでも使っ

てと言われ、受け取らざるを得なかった。 

他にも、このモンローズのダンサーたちは自宅で開

いたクリスマスパーティに呼んでくれた。２０１０

年３月の筆者の留学最後のセット・ダンスでは、サ

プライズでホールケーキとプレゼント、さらにダン

サーと演奏者全員からのメッセージカードまで用意

してくれた。そのメッセージカードとプレゼントは

今でも部屋に飾っている。 

 

                                                                              
個性的なバリエーションはほとんどない。カップルで踊る

こともあれば列や輪になって踊ることもある（山下理恵子 
２００４）。 
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第四章	 １年間の留学を終えて 

１年間の語学留学を終え、筆者は２０１０年３月２

０日に帰国した。そして、大学復学のため同４月よ

り再び北九州市小倉に住みはじめた。 

 

	 4‐1	 場所がない 

東京や京都、北海道ではアイルランド伝統音楽が盛

んでアイリッシュ・パブも多く、そこでは毎日とは

いかないけれどセッションがおこなわれているとい

う話を、真世をはじめ留学中に出会った日本人から

聞いていた。しかし、九州ではまだそれほど盛んで

はなく、福岡では福岡市にアイリッシュ・ダンスの

スクールが１つあり、他に月に１度セッションをし

ているパブが１軒あるくらいだと聞いた。福岡市で

その程度なら、小倉ではアイルランド伝統音楽を続

けられるような場所はないのではないかという不安

を抱きながらも、留学前に訪れていたアイリッシ

ュ・パブ、ブーティーズに向かった。ブーティーズ

には、２００８年１０月末にハロウィンパーティに

参加してからも時々足を運んでいた。ひとりで行く

ことが多く、店員らとも話せる程度には仲良くなっ

ていた。 

留学前にティン・ホイッスルをおしえてくれた女性

から、そのパブが２０１０年２月に移転し、新規オ

ープンしたと聞いていた。パブに着くとその外観か

ら変わっており、木を使った暖かな印象の店構えと、

以前は２０人ほどの収容人数だったが、５０人は収

容できようかというほどの広さのある店になってい

た。 

その日はそのティン・ホイッスルをおしえてくれた

女性と会う約束をしており、アコーディオンを見せ

ようと思って持って行っていた。店員らに挨拶をし、

彼女とも約１年ぶりに再会した。筆者はアイルラン

ドであった出来事を話し、ここ小倉でもセッション

ができたらいいのにと言った。すると彼女は、以前

マスター（店のオーナー）にセッションはしないの

かと聞いたことがあるらしいが「そういうことはし

ない」と言われ、イベントのときに友人らとライブ

をしただけだと言った。他の常連客と話していると、

彼がアコーディオンに興味を持ったのでケースから

取り出して見せた。すると彼は思うままに弾きはじ

めた。マスターはそれを止めるでもなく面白がって

聴いていた。そんな様子と、マスター自身もバンド

を組んでおり音楽好きであることから、もしかした

ら考えが変わっているかもしれないと思い、この日

筆者も店でセッションをしないのかマスターに尋ね

てみた。しかし、期待とは裏腹に、返事は同じだっ

た。 

小倉の唯一の希望は失われた。そもそも、小倉には

アイルランド伝統音楽奏者自体が少なく、ティン・

ホイッスル吹きの彼女でさえも、福岡市なら数人知

り合いがいるが小倉では他にアイルランド伝統音楽

奏者を知らないと言っていた。セッションをしたと

ころで集まる人などいないのだ。 

だからといって練習をしないわけにはいかない。筆

者は帰国前から、夏にまたアイルランドを訪れると

決めていた。それを胸に、ひとり練習に励んだ。 

  

	  4‐2	 地道な練習 

筆者の新しい部屋は、２階建てのアパートの２階の

角部屋だった。引っ越した際に隣の部屋の住人と真

下の部屋の住人には挨拶をし、筆者が楽器を演奏す

ることを伝え、部屋で練習することもあると断わり

をいれた。幸いにも、両者ともに嫌な顔ひとつせず

受け入れてくれたため、練習は基本的に部屋でおこ

なった。アイルランドでバスキングをしていたせい

か、天気のいい日は外で弾きたくなり、ベランダで

練習したり大学の中庭で練習したりすることもあっ

た。 

練習は、留学中に録音したセッションを聴きながら
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覚え、ゆっくり弾いてみて、慣れてきたらその音源

に合わせて弾く、という方法をとった。日本に帰っ

てからも、耳で聴いて覚えることは決して止めなか

った。また、アイルランド伝統音楽の曲を聴くこと

自体も練習になると考え、録音したセッションの音

源やアントニーからもらった CDの音源を毎日聴い

た。曲を口ずさめるようになると、その曲の習得は

早い。聴く曲が増え、知っている曲が増え、口ずさ

める曲が増え、弾ける曲が増える、といった具合で

練習は進んだ。この練習法は今現在でも続けている。 

筆者が聴いているアイルランド伝統音楽は、ほとん

ど録音したセッションの音源である。CD の音源の

ほうが雑音がなく聴きやすいのだが、セッションの

音源に入っている雑音は筆者にその時の様子を思い

起こさせる。また、同じ演奏は２つとしてないセッ

ションの音源は、聴いていて飽きることがない。こ

のように、アイルランドのセッションの雰囲気を感

じられ、筆者の意識を当時のパブへ連れ戻してくれ

るため、セッションの音源を好んで聴いている。 

 

	  4‐3	 ベランダや中庭で  

初めてベランダで練習したときは、やはり緊張した。

緊張というよりも、変な人がいると思われないかと

心配していた。日本でもアイルランドでも、ベラン

ダや庭で演奏している人は見たことがなかったから

だ。しかし、ベランダというのは便利な場所で、青

空の下で練習できる上に、バスキングのように街に

出るわけではないので着替えや化粧といった身だし

なみに気を遣わなくてよい。また、コーヒーや紅茶

などを好きな時に好きなだけ入れられる。さらに、

疲れたらすぐ部屋に戻って休める。他人の目を気に

していたのははじめのうちだけで、ベランダでの練

習は、手軽さや気軽さの面で気に入っていた。 

ベランダで練習していると、小学生がきょろきょろ

して音の出所を探していたり、タクシーの運転手は

信号待ちの間、窓を開けて聴いていたりした。そう

いう通行人の反応を見ることも、ベランダで練習す

るときの楽しみのひとつだった。 

アパートの周りに人が集まってきたりするかなあと

ひっそり期待もしていたが、そんなことは起こらな

かった。 

大学の中庭での練習は、アパートのベランダでの練

習よりも幾分かバスキングに近い感覚があった。お

金を入れてもらうためのケースこそ置いていなかっ

たが、人の往来があり、彼らから確実に見える、ま

たは彼らがすぐ隣を通っていく場所での練習（演奏）

は、筆者にバスキングを思い起こさせた。ただ、あ

くまでもそれは練習であったため、バスキングをす

るときのような緊張感はなかった。大学の友人やサ

ークルの後輩がよく隣に座って聴いてくれた。 

大学の中庭で練習しはじめてひと月かふた月経った

頃、大学の食堂の料理長や、５０代くらいの男性が

声を掛けてきてくれた。アイルランド伝統音楽なん

て珍しいねと言われた。食堂の料理長は自身が海外

に渡った経験があり、音楽も好きなようで、筆者が

中庭でアコーディオンを練習することをとても気に

入ってくれた。時々筆者の隣に座って話をし、中庭

での練習（演奏）を是非続けてほしいと言った。 

この頃、大学のゼミで、中庭で弾いているのはいい

けど練習なのか何なのかわからなくて声を掛けづら

いという意見をもらった。そこで、２０cm×３０cm

ほどの小さな黒板を購入し、「Irish Music練習中」

などと書いて置くようにした。すると、小黒板の効

果か、若干だが声を掛けてくれる人が増えた。特に、

筆者と同年代の人が３人ほど声を掛けてくれたのは

嬉しかった。 

１人目はピアノ・アコーディオン５）奏者で、日本で

                                                   
５） ピアノと同じように鍵盤がついているもの。ダイアト
ニック・アコーディオンとは異なり、蛇腹の押し引きで音

は変わらない。日本ではこのタイプが一般的である。 
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は珍しいボタン・アコーディオンに興味を持って声

を掛けてくれた。彼女はバンドを組んでおり、キー

ボードとアコーディオンを担当し、作詞作曲もする

と言った。彼女はその後も何度か隣で聴いてくれた。

イスラエルの音楽を習っているというので、彼女に

もアコーディオンを持ってきてもらい何曲かおしえ

てもらった。 

２人目も女性で、彼女は躊躇うことなく隣に座って

もいいかと尋ねてきた。彼女はアコーディオンの音

色が好きだと言っていた。アルバイトが大変で疲れ

ていたが、アコーディオンを聴いて癒されたと言っ

て帰っていった。 

３人目は、筆者が帰国後大学の中庭で弾きはじめた

頃から聴いてくれていたようで、やっと声を掛ける

ことができたといった風だった。実際、筆者が弾き

はじめると庭を挟んで筆者の向かい側に座ったりベ

ンチに横になったりする人がいた。筆者が練習を止

めると、彼はすっと立ち上がってどこかへ立ち去っ

た。その様子から、彼は筆者の練習を聴いてくれて

いたのかなと思ったが、実際はどうなのかよくわか

らずにいた。そしてその彼が声を掛けてきてくれ、

やっと彼は筆者の練習を聴いていてくれたのだとわ

かった。それから彼は、筆者を見つけると軽く挨拶

をして隣で聴くようになった。音楽が好きなようで、

彼自身楽器を演奏するのだと言った。筆者が練習を

している間は、アイルランド伝統音楽のそれではな

い彼独特の感覚でリズムをとりながら聴いていた。

筆者にはちょっとよくわからない世界観だったが、

楽しんでくれているようだったので、こちらとして

も嬉しかった。 

中庭でこうして練習しているのは、周りの人にとっ

てどうなのだろうと思い、友人やサークルの後輩に

聞いてみたことがあった。すると、実際そんなに遠

くまでは聞こえないが、アコーディオンの音が聞こ

えると特に天気のいい日は気分が良くなるし、実際

に中庭で弾いていることを好ましく思っている人や

楽しみにしている人は多いのではないかと言われた。

彼ら自身がそう思っているようでもあったし、彼ら

が友人や先生からそう聞いたとも言っていた。 

小黒板を買った頃から、街の近くにある大きな公園

でも時々練習をするようになった。その公園はウォ

ーキングや散歩のコースとして通る人が多く、特に

６０代や７０代の年配の方が声を掛けてくれた。ア

コーディオンの音はどこか懐かしい音なのだと言う

人もいた。筆者が弾いている場所の隣のベンチや少

し離れたベンチに座り、しばらくしてからまた歩き

出す人もいた。筆者の練習（演奏）を聴いている風

だったが、そういった人は声を掛けてくることはな

かった。 

知人のフレンチ・レストランのテラスで練習するこ

ともあった。筆者はアイルランド留学前にこの店の

オーナー、ムッシュのもとで約半年間アルバイトを

していた。アルバイトの面接時に、半年後にアイル

ランドに行きたいから資金が必要だと言うと、ムッ

シュは快く承諾し、筆者の留学を応援してくれた。

帰国後、ムッシュは前述の公園の近くに店を移転し

た。そのこともあって、ランチとディナーの間の店

の休憩時間に時々練習をさせてもらった。 

留学中にあったことを話すと、ムッシュは嬉しそう

に聞いた。そして筆者のアコーディオンを気に入っ

てくれ、今でも応援してくれている。隣のオーディ

オ屋のオーナーも、筆者がテラスで練習をはじめる

と顔を出し、話をしてくれた。アイルランド伝統音

楽の曲ではないのだが、２人は筆者が弾くワルツを

気に入り、あれ弾いてよと毎回言ってきた。 

店の前を通る人は、筆者が練習（演奏）しているこ

とに興味をもち、そこから店にも興味を持ってくれ

ることもあり、ムッシュとしても利用できていいこ

とだったようだ。もちろん、その逆もしかりで、店

に興味を持ってきてくれた人が、筆者にも興味を持
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ち話しかけてくれることもあった。一石二鳥である。 

１度だけ、あのティン・ホイッスル吹きの女性とこ

こで一緒に練習したこともあった。すると、ブルー

グラスをしているという男性が声を掛けてきて、彼

は５弦バンジョーを弾くと言った。前にも述べたが、

ブルーグラスとアイルランド伝統音楽には共通の曲

がいくつかある。そのなかで、彼と筆者らがともに

知っている曲が１曲あった。いつか一緒に弾けると

いいですねと言って、彼は去っていった。近所に住

んでいるようだった。 

このようにいろいろなところで練習をしたが、どこ

で練習するにしても、人目に触れるところではある

種の“やりづらさ”をいつも感じていた。それは人

前でひとりで弾くことや、練習をして間違えるとい

うことへの恥ずかしさなどによるものではなく、

人々が無関心に通り過ぎていくことや遠巻きに見る

だけで互いにコミュニケーションをとらない（とれ

ない）ということへの哀しさやそれに似た感情によ

るものだった。 

それでも外での練習を止めなかったのは、前にも述

べたように、天気のいい日の気持ちよさと、もしか

したらアイルランド伝統音楽奏者がいるかもしれな

い、興味を持っている人がいるかもしれないという

期待を持っていたからである。 

こうした練習は２０１０年８月下旬、再びアイルラ

ンドへ発つ前まで続けた。 

 

	 4‐4	 変化の兆し 

筆者は、帰国後２０１０年４月末からブーティーズ

でアルバイトとして働きはじめた。同８月の中頃、

ブーティーズにひとりの男の子がやってきた。アル

バイト仲間の万梓（かずし）の幼馴染で泰斗（たい

と）といった。泰斗は当時東京に住んでいたが、こ

のときは小倉に帰省しており、ブーティーズには初

めて来た。 

店がアイリッシュ・パブだからだったか、話の流れ

は忘れたが、泰斗がバウロンに興味がありやってみ

たいと言い出した。筆者が冗談半分で「来月（同９

月）アイルランドに行くので買ってきましょうか？」

と言うと、「是非！」と言うので、９月の渡愛でバウ

ロンを買ってくることになった。どうせ買ってくる

なら何か大きなことをやろうという話になり、筆者

がアコーディオンを、泰斗がバウロンを、そして元々

はベース弾きである万梓にギターを持たせるとアイ

ルランド伝統音楽バンドができる！といってなんだ

かわからないうちにバンドをするような話になった。

アイルランドではバスキングというものがあって誰

でも路上でパフォーマンスをしてお金をもらえると

いうことを話すと、じゃあそれやろう！といって１

年後に３人でアイルランドへ行くことをなんとなく

決めた。 

しかし、この時筆者ら３人を含めこの会話を聞いて

いた人は皆、“バウロンを買ってくる”というところ

からこの話すべてに対して半信半疑であった。泰斗

はその後、９月中に東京に帰ったらしい。 

 

	  4‐5	 夢の１カ月 

２０１０年９月１日、再びアイルランドへ渡り、同

１０月２日までの約１カ月間ゴールウェイに滞在し

た。同３月下旬に日本に帰国してから約半年後の渡

愛だったが、日本で過ごしたその半年間はとても長

く感じられ、再びアイルランドの地を踏んだときは

ものすごく嬉しかった。「やっと帰ってきた」という

思いだった。 

 

4‐5‐1	 ミュージック・ハウス 

１年間の留学時にハウスシェアをしていた家にはす

でに新しい住人がいたため、この２度目の渡愛では

アンダースの家に滞在した。アンダースの家は“ミ

ュージック・ハウス”と呼ばれ、アイルランド伝統
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音楽奏者が集まる。アメリカやカナダ、デンマーク

（アンダースはデンマーク人）、日本などからアイル

ランド伝統音楽奏者の友人が来たときは、このミュ

ージック・ハウスに滞在する人が多い。 

２０１０年９月に筆者が滞在したときは、アメリカ

人でフィドル弾きのティオ（Theo）とフルート・ギ

ター弾きのジョージ（George）、カナダ人でティン・

ホイッスル・フルート吹きのカイル（Kyle）が同居

していた。ティオは留学時からの友人で、当時、時々

曲をおしえてくれた。カイルは以前、筆者と同じ時

期（２００９年４月）にワーキング・ホリデー・ビ

ザでゴールウェイに来て、１年間滞在していた。筆

者はカイルとゴールウェイのパブでよく会い、ミル

タウン・マルベイのサマースクールでも見かけた。

その頃にはもうアンダースの家に住んでいたようで、

それを知ってからはよりカイルと話すようになった。

実は“アンダースが筆者について「変な日本人に会

った」と話していた”その相手はカイルだ。今回は、

カイルも筆者と同じように２度目の渡愛で、３カ月

滞在すると言っていた。ジョージは留学時に数回パ

ブで見かけたことがあったが、全く話したことがな

かった。ジョージはその時、夏に３カ月間滞在して

いただけだった。今回も同じで、３カ月の滞在だと

言っていた。ちなみにティオは父親か母親がイギリ

ス人で、ティオ自身イギリスのパスポートを持って

いるため、アイルランドに滞在する際ビザがはいら

ないらしい。ティオの家族はアメリカに住んでいる。 

留学時と同じように、アンダース、アントニー、バ

リーのギグとダスティ・バンジョーズのセッション

には必ず足を運んだ。この時、毎週水曜日の夜のウ

ェスタン・ホテル・バーでのアントニーのギグはな

くなっていた。しかし、夕方のタフスでのアンダー

スのギグは続いていたので、水曜日はタフスに行っ

た。つまり、この２度目の渡愛でも毎日どこかのパ

ブへ行き、セッションを聴いたということだ。 

今回はレコーダーを持って行ったので、バリーのギ

グを中心にセッションを録音したり、曲をおしえて

もらうときに使ったりした。 

 

4‐5‐2	 気さくなアイルランド人 

今回の渡愛では、耕平から、彼のコンサーティーナ

の修理代を耕平の先生でもあるノエル（Noel）に渡

してほしいと頼まれていたので、まずノエルのレッ

スンへ行き、彼を訪れた。ノエルはアイルランドで

は有名なコンサーティーナ弾きである。 

レッスン場へ着くとまだレッスンの最中で、少しの

間その場でレッスンを聴きながら終わるのを待った。

バスキング帰りだったのか、筆者はアコーディオン

を持っていた。レッスンが終わり生徒が皆帰った後、

ノエルから少し弾いてみなさいと言われ、１曲弾い

た。ノエルも一緒に弾いてくれた。アコーディオン

をはじめてどれくらいかと言われ、C#/Dアコーディ

オンを弾きはじめて半年だと答えると、すごいと褒

めてくれ、コンサーティーナに変えないかと冗談交

じりで言ってきた。転向するなら先生を務めてやる

と言ってくれたが、やはりアコーディオンがよいの

で断った。 

レッスン場のある建物の１階のパブで少し話したあ

と、ノエルが家に来るかと言うのでお邪魔した。ノ

エルの家にはコンサ―ティーナがたくさんあり、他

にフィドルなども置いてあった。 

今回の渡愛で最初のモンローズでのセット・ダンス

では、ダンサーたちは「あなたもう帰ってきた

の！？」と言いながらも筆者をあたたかく迎え入れ

てくれた。 

 

	 	 4‐5‐3	 幸せな時間 

アイルランドに着いて１週間経った頃、モンローズ

でのセット・ダンスが終わったあと、アントニーか

ら毎週月曜日と水曜日の夜にバリーとティオととも
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にクリフデン（Clifden, Co. Galway）にあるパブで

ギグを持っていると聞いた。クリフデンはゴールウ

ェイから車で約１時間半～２時間ほど西に行ったと

ころにある町である。そのため、アントニーらはこ

のギグに、５人乗りの車に相乗りして行っていた。

アントニー、バリー、ティオに加え、ティオの友人

が必ず同行していた。他にバリーの婚約者であるフ

ァニー（Fanny）やアントニーの友人がいるときに

は筆者は車に乗れなかったが、車に乗れるときは必

ずついて行った。 

初めてクリフデンでの彼らのギグに行ったときは、

バリーとアントニーに加えティオもいるということ

が筆者としてはとても嬉しくラッキーなことで、録

音することなど忘れて聴いていた。ティオのフィド

ルはとてもすばらしく、身近にいるフィドル弾きの

なかでは１番好きだった。ティオは弓の使い方（弾

き方）がリズミカルで力強く、演奏中何の前触れも

なく急にハーモニーを弾きはじめるなど、バリーの

演奏ように予測不可能なところが楽しく魅力である。

この３人のギグは、筆者にとってとても幸せな時間

だった。 

クリフデンでギグをしていたパブはとても静かで、

演奏がよく聞こえた。客はおしゃべりをしながら聴

いていたが、ゴールウェイのチ・コリやタフスでの

セッションとは違い、皆が音楽を聴いて楽しんでい

るようだった。ある日、アントニーは「クリフデン

（のギグ）はいいよね。ティオとバリーの音が１音

１音聞こえる」と話し、クリフデンには車で往復し

なければならないため酒が飲めなかったのだが、そ

れでもアントニーはこのギグを気に入っていた。 

時々アントニーがクリフデンでのギグに出られない

ことがあり、その時はジョージが代わりにギターを

弾いていた。ジョージのギターのチューニングはダ

ドガドだ。それだけでアントニーとは違う雰囲気の

演奏になるのだが、ジョージのギターはとても優し

く、それでいて強弱もしっかりしている。アコーデ

ィオンでもフィドルでも何でもそうなのだが、演奏

にはその人の性格や個性が滲み出るのだと思う。特

にアイルランド伝統音楽は、皆で同じ曲を弾くため、

いかに自分らしく弾くかというところは大きなポイ

ントになるのではないかと思う。好みの問題もある

だろうが、やはり録音した音源を聴いていても、こ

れはバリーだとかこれはアンダースだというのがわ

かる。有線放送などで有名バンドの曲がランダムに

流れていても、その曲調や楽器、雰囲気からどのバ

ンドかわかったりする。そういった個性のようなも

のが表れている演奏ほど、魅力的なのではないだろ

うか。 

筆者が、ジョージがギターを弾いたクリフデンでの

ギグの音源を聴きながら部屋で練習していると、ジ

ョージにその音源をコピーさせてほしいと言われた。

コピーの作業中、ジョージが「さっきの曲もう弾け

るようになったの？おしえてよ」と言うので、「ギタ

ー弾いてたじゃん」と言うと、「ギターは弾いていた

けど曲自体は知らないんだ」と言った。止めるとこ

ろは止めたりしながらメロディに合わせてギターを

弾いていたので、曲を知っているのかと思っていた。

以前アントニーが、ギターは曲のキーがわかればそ

の曲を知らなくても弾けてしまうと言っていたのだ

が、本当にその通りなのだと思った。そういう点で

はギターはいいなあと思うが、そうなるまでが大変

だろうなと思うとやはりアコーディオンがいいなと

思う。 

また、ある日チ・コリにバリーのギグを聴きに行く

と、モンローズのダンサーのトミー（Tommy）が友

人とセッションを聴きに来ていた。トミーはバリー

とも親しく、バリーの演奏も好きだと言った。彼ら

はバリーの演奏は生き生きとしていて楽しいと言い、

モンローズでのセット・ダンスの演奏にバリーが加

わった時のトミーのステップはさらに軽快さが増し
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ている。だが、筆者がバリーのような弾き手になり

たいと言うと、トミーはそれは違うと言った。「バリ

ーの演奏は素晴らしいけれど、おまえはおまえ自身

の音楽を演奏しなければいけない。バリーの演奏が

好きで真似をするのはいいけれど、最終的にはおま

えのスタイルでおまえの演奏ができるようになるこ

とが大切だ」と筆者を諭すように言った。 

 

	 	 4‐5‐4	 ちょっとしたきっかけ 

９月も中旬に入ろうかという頃、チ・コリに行くと

ティオが演奏していた。金曜日だったのでバリーが

いるかと思ったがおらず、代わりにコンサーティー

ナ弾きのコーマック（Cormac）がいた。 

留学中、帰国前に訪れたいくつかのセッションでコ

ーマックを見かけたのだが、話したことはなかった

ように思う。そのくらい関わりがなかった。しかし

この日、セッションを聴いているとやたらと目が合

った。筆者の隣にいた観光客から、「彼はあなたのボ

ーイフレンド？」と聞かれるほどだった。セッショ

ン後話しかけると「君、半年前くらいに会ったこと

あるよね？あんまり話したことなかったけど」と言

った。お互い、見たことはあるが話したかどうかま

では覚えていなかった。そんな話をしていると、コ

ーマックはその週の日曜日（明後日）、タラ（Tulla, 

Co. Clare）であるフェスティバルに行くと言った。

筆者はちょうどその頃、日本人のフィドル弾きの友

人とそのフェスティバルに行こうかと話していた。

しかし交通手段に困っていたので、コーマックに連

れていってと言うとあっさり「いいよ」と言ってく

れた。 

日曜日の朝、コーマックはアンダースの家に筆者ら

を迎えに来てくれ、そのままタラへ向かった。タラ

に着き昼食を済ませると、「打ち合わせがあるからそ

の間好きにしてて」と言ってコーマックは行ってし

まった。はじめは友人と町を散歩していたのだが、

コーマックからなかなか連絡が来ないので、車から

楽器を取り、セッションをしているパブを探して入

った。 

そのパブでは、入り口横の仕切られた場所でセッシ

ョンをしていたのだが、もはや参加できるスペース

はなかった。しばらくセッションを聴いていると、

同じ店内で３人ほどの小さなセッションがはじまっ

た。入り口横のセッションとはある程度の距離をと

っており、客の話声で音はあまり聞こえなかった。

この小さなセッションの方が知っている曲を多く弾

いていたのでこちらに参加しようかと思っていると、

店の奥のホールのような部屋でもセッションがおこ

なわれていることに気づき、覗いてみた。そこでは、

小学生や中学生が３０人ほど集まり中心となってセ

ッションをしており、あとから参加したであろう人

たちがその周りを囲むように座っていた。総勢５０

人はいるのではないかという大きなセッションだっ

た。こちらの方がテンポが若干遅く人数も多かった

ので、このセッションに参加した。しかし実際、弾

ける曲はおろか、聴いたことのある曲でさえ少なか

った。 

夕方からはコーマックのギグに行った。コーマック

と共通の友人の日本人のフィドル弾きが来るという

ので、彼女と再会した。彼女は元々クラシックのヴ

ァイオリン奏者で、アイルランドでもそちらをメイ

ンに活動している。この日も忙しかったようで、少

し話すとバタバタと去っていった。他にも日本人の

夫婦がフェスティバルに来ていた。旦那さんがギタ

ー弾きで、彼は来店後すぐにセッションに参加した。 

コーマックらが次のセットの曲を決めている際、筆

者の知っている曲を弾いていた。セッションに入ろ

うかどうしようか迷っていると、奥さんや友人から

「入りなさい！入らないと損！」と言われたのでコ

ーマックに尋ねてセッションに入れてもらい、旦那

さんの隣に座った。 
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旦那さんは音楽の話や自身の音楽活動の話をしてく

れた。彼は以前アメリカに長く住んでおり、有名な

アイルランド伝統音楽奏者と共演していたらしい。

彼はギターのチューニングについて、メロディライ

ンを楽しみたいならダドガドが、ベースラインを楽

しみたいならドロップDがいいと言っていた。筆者

が「この曲（その時コーマックが弾いていた曲）好

きなんです」と言うと、「これはアコーディオンで弾

くといい曲だから練習するといい」と言った。以前

からフィドル・チューン（Fiddle Tuneフィドルの

曲）という言葉をよく聞いていたのだが、この時、

曲によって楽器の向き不向きがあるのだと初めて意

識した。 

セッションが終わり、コーマックがケーリーがある

というので見に行った。しかしケーリーはまだはじ

まっていなかったので諦め、その日のうちにゴール

ウェイへ戻った。 

 

	 	 4‐5‐5	 結婚パーティにて 

９月の中頃、アンダースと真世の結婚式があった。

式自体は身近な人たちだけの１５人程度の小さなも

のだったが、その後、夕方からはパブを貸し切って

パーティがおこなわれた。 

式では、ヨナス、ティオ、ジョージら５人が新郎新

婦の入退場時に演奏した。バリーも式に出席し演奏

にも参加する予定だったが、式場までの道中で車が

故障し間に合わなかった。 

式が終わり食事をした後、アンダースの家に戻り皆

で話していると、リビングでセッションがはじまっ

た。誰かが机の上にあったティン・ホイッスルを吹

きはじめ、皆がそれに便乗したようだった。セッシ

ョンは３０分ほどで終わった。 

パブでのパーティでは、アンダースも真世もアイル

ランド伝統音楽奏者のため、招待客のほとんどがア

イルランド伝統音楽奏者だった。招待状には「是非、

楽器を持って来てください」と書かれていたようで、

そのパーティで弾く・弾かないに関わらず、多くの

人が楽器を持って来ていた。パブの入り口付近で、

アンダースと真世を中心にセッションがはじまった。

参加は自由で、ずっとセッションに参加している人

もいれば、２、３セットだけ参加した人、参加した

り抜けたりしていた人もいた。ジョージに促され、

周りの奏者たちも「弾け弾け、頑張れ」という雰囲

気になってしまったので筆者も１曲だけ弾いた。皆

上手ですごそうな人ばかりだったので緊張した。 

途中、バリーがいないなと思っていると、トイレ横

にある小さなスペースに置かれたイスに座り、友人

とメロディオンの試し弾きのようなことをしていた。

バリーが弾いているのを見つけてしまってはもうそ

こから動けない。しばらく立って聴いていると、周

りにはたくさんの人が集まってきていた。バリーと

その友人はバウロンとボーンズもでき、ひとりがメ

ロディオン、ひとりがパーカッションで交替しなが

ら弾いていた。すると、それに合わせてロナンが踊

りだした。ステップ・ダンスのようなものを踊り、

曲と同時に終わった。その後、バリーの友人はワル

ツを弾き、それに合わせてロナンは今度はバリーの

婚約者のファニーと踊りだした。つられてティオも

ペアで踊りだし、計３組が狭いスペースで踊った。

それを見ていたアンダースが次のセットで踊りはじ

めた。そしてついに筆者も巻き込まれてしまった。

アンダースが踊り終わると、皆満足したのかセッシ

ョンへ戻ったりバーカウンターへ行ったりとそれぞ

れで楽しんでいた。 

このパブの奥には完全に仕切られた部屋が１つあり、

そこではフィドル弾きが５人ほど集まってフィドル

だけのセッションをしていた。途中からブズーキ弾

きが加わり、伴奏をした。部屋にはそれを聴いてい

る人も数人いた。 

パーティ中、ファニーが「アコーディオン弾かない
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の？」と聞いてきたので「緊張するし無理無理」と

言った。結局ジョージに言われるまま弾かざるを得

なくなったのは前述の通りだが、そのあとファニー

が「初めて聴いたけどよかったわ、上手じゃない」

と褒めてくれた。いつかはバリーみたいになるのが

夢だと話していると、「だったらバリーにあなたにレ

ッスンをしてあげるように言っておくわ」と言って

くれた。だが、筆者はバリーがもうレッスンはしな

いと言っているのを知っていたため、期待はしてい

なかった。ファニーに「バリーがよく弾いていて、

ファニーがたまに踊ってるあのワルツを今練習して

るんだ」と言うと、喜んでいた。後日、クリフデン

のギグに行った際、バリーが「お前今この曲練習し

てるんだって？」と言ってそのワルツを弾いてくれ

た。レッスンについては何も言わなかった。 

	 	 4‐5‐6	 笛の魅力 

９月下旬、ジョージが笛吹きばかりが集まるセッシ

ョンがあるから一緒に来るかと誘ってくれた。その

日は土曜日だったのでバリーがチ・コリにいるかも

しれないと思い、先にチ・コリに行ってみると言う

と、ジョージも一緒に来た。結局バリーはいなかっ

たが、ジョージは１時間ほどセッションに参加し、

その後笛セッションに向かった。 

笛セッションにはカイルがおり、他にもティン・ホ

イッスル吹きやフルート吹きが数人いた。伴奏とし

て、ハープ弾きが１人いた。 

笛とハープのみのセッションは初めて聴いたが、と

ても神秘的なものだった。いつも聴いているセッシ

ョンと曲やテンポは変わらないが、それとは全く異

なった雰囲気で、時に涙を誘った。笛は、テンポの

よい軽快な音も出せるうえに、アコーディオンやバ

ンジョーではとても出すことのできない哀愁や物悲

しさを持った音も出すことができる。そういうとこ

ろが、アイルランドで笛が愛されている理由なので

はないかと感じた。 

同じ頃、町のホールでケーリーがあった。その直前

のモンローズでのセット・ダンスではやはり、中心

となっている男性がこっそりケーリーの参加費をく

れた。ケーリーに行くと、留学中にウェスタン・ホ

テル・バーで踊っていたダンサーたちもおり、半年

ぶりに再会した。皆、帰ってきたのねと筆者を歓迎

してくれた。 

 

	 	 4‐5‐7	 録音と練習 

レコーダーでセッションを録音することについて、

アンダースは「（セッションなどを）録音して自分で

練習しろ」というタイプなので、録音する時むしろ

曲名を言ってくれるなど寛大である。しかし、バリ

ーは録音されることが好きではないようで、筆者が

録音していいかと聞くと、いつも少し渋った顔見せ

ながらいいよと言う。とはいうものの、実際に録音

しているとき、バリーはレコーダーに向かって「ハ

ロー」と言ったり、他の友人がレコーダーをマイク

のようにして持ち、何かしゃべっているのを面白が

ったりして楽しそうである。バリーはセッション中、

その一瞬一瞬を楽しんでいる感じがするので、録音

して残ってしまうことが嫌なのかもしれない。 

本論文を執筆するうえで、いくつかの文献を読んで

いると、セッションの録音に関する興味深い記述が

あった。バリーのようにセッションの録音を好まし

く思わない演奏者の背景の参考として、次に記す。 

 
「（前略）また、演奏そのものもいわば会話のような

もので、（中略）セッションがミュージシャンどうし

の「会話」だとしたら、酒場で自分が友だちと語り

合ったことを、いちいちテープに録音して後生大事

に聴き直すものがいったいどこにいるだろう。」（栩

木	 １９９８） 

 
アンダースの家では、曲をおしえてくれるのはだい
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たい真世かジョージだった。真世は日本人で話しや

すいので当たり前といえば当たり前だ。ジョージは

自分がリビングで練習している時は、筆者にもアコ

ーディオンを出して一緒に練習しようと言ってくれ

る。ジョージはフィドルも練習しており、筆者と弾

くときは時々フィドルを出していた。ギターも、ダ

ドガドチューニングの弾き方をおしえてくれた。セ

ッションに行く時も、アコーディオンを持っていく

かと聞いてくれた。 

泰斗から頼まれたバウロンを買った時は、まずカイ

ルに相談した。カイルは笛吹きだがバウロンもする

からだ。すると、同じ場にいたアンダースがバウロ

ン職人を知っているというので紹介してもらい、彼

の作業場へ連れていってもらった。バウロンのこと

はよくわからないが、アンダースがいいと言うから

いいのだろうと思い、その職人からバウロンを１つ

買った。直接買うことで値段も安くなり、さらに友

人割引でかなりお手頃価格だった。 

家に戻ると、カイルがそのバウロンを叩いてみたい

と言った。泰斗のためにレッスンビデオを撮ろうと

言うと、スティックの持ち方からはじめてくれた。

そのあと、叩き方を見せるように右手側をカメラに

向けしばらく叩き、次に左手の使い方を見せるよう

に向きを変えて叩いてくれた。 

帰国後泰斗にそのビデオを見せたが、叩くスピード

が速すぎて、どうやって叩いているのかよくわから

ないと言っていた。 

 

4‐6	 東京での再会 

１カ月間の夢のようなアイルランドでの生活を終え、

２０１０年１０月３日に日本に帰国した。そのあと

すぐにアンダースと真世が来日（帰国）し、東京に

あるアイリッシュ・パブで何度かライブをした。筆

者は１２日に東京へ行き、２人のライブを見た。 

１２日の昼に東京に着き、耕平と半年ぶりに再会し

た。ライブまで時間があったので、井の頭公園で一

緒に曲を弾き合った。 

夜、ライブに泰斗を呼び、バウロンを渡した。泰斗

は「本当に買ってくるとは思ってなかったけどテン

ションあがるー」と言って嬉しそうだった。 

ライブに来ていた客は、常連客とアンダースと真世

の知人・友人がほとんどだったためか、賑やかな雰

囲気だった。ライブのため、真世が曲の紹介をする

などMCをしていたが、客は自由に話したり飲んだ

りしてあまり聞いていない様子だった。正直なとこ

ろ、筆者もあまり聞いていなかったのだが、少し真

世がかわいそうだった。アンダースと真世に加え、

耕平をはじめとしてアイルランドで出会った友人が

５人いたことと、自由に過ごすが実は演奏を聴いて

おり、終わると拍手が起こるというアイリッシュ・

パブの雰囲気は、筆者をあたかもアイルランドにい

るかのような感覚にさせた。 

 

4‐7	 周囲の変化 

９月の渡愛前、以前ブーティーズに勤めていた男性

から、今の勤め先であるワイン・バーで演奏会をす

るから出ないかと誘われていた。その演奏会が１０

月の中頃にあり、出演させてもらった。３曲演奏し、

イングランドのワルツとバリーが弾いていたワルツ、

そしてアイルランド伝統音楽の曲のセットを１セッ

ト弾いた。 

ひとりで、しかもアコーディオンで演奏会に出るの

は初めてだったためにとても緊張した。アイルラン

ドのセッションでは、周囲はざわついているので客

を意識して緊張するというよりも、アイルランド伝

統音楽奏者の前で演奏することへの緊張が強かった。

しかし、この演奏会では皆が静かに演奏を聴いてい

た。話しながら、飲みながら聴いてくださいと言っ

ても、静かに聴いていた。そんな中での演奏は、筆

者にピアノの発表会を思い出させた。 
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そんな演奏会から数日後、クラシック・フルート奏

者の女性から個人的に連絡をもらった。彼女はワイ

ン・バーでの演奏会に来ており筆者の演奏を気に入

ってくれたようで、１２月にある教会のクリスマ

ス・コンサートに一緒に出ないかと誘ってくれた。

演奏の機会があるならばと、その誘いを受け、練習

を始めた。 

１０月末、アルバイト先であるブーティーズの店長

から急に、１１月から毎週日曜日に演奏してくれな

いかと言われた。ワイン・バーでの演奏の影響だろ

うか。だが、セッションには２人以上の演奏者が必

要であるため、筆者ひとりでは難しい。そう伝える

と、ワイン・バーで演奏したみたいな感じでいいか

らと言われた。しかし筆者が弾いた曲のうち２曲は

イングランドとフランス（France）の曲で、アイル

ランド伝統音楽は１セットだけである。それに、あ

れだけ店では演奏やセッションはしないと言ってい

たのになぜ急にそんな話になったのか全くわからな

かった。それでも弾いていれば誰かアイルランド伝

統音楽奏者かそれに興味のある人が見つかるかもし

れないと思い、演奏をさせてもらうことにした。 

ブーティーズでの演奏は、毎週日曜日の夜９時から

１０時の１時間の間でおこなった。筆者はアイルラ

ンド伝統音楽の曲のほとんどではまだベースを弾け

ずメロディのみの演奏になってしまうため、演奏す

る曲は主にベースも弾けるワルツだった。サークル

の後輩に頼んで来てもらい、アイルランド伝統音楽

の曲を弾く時にギターで伴奏をしてもらうこともあ

った。しかし飲食代や交通費を自腹で来てもらうの

は申し訳なく、筆者にも店から演奏料などが支払わ

れていたわけではないので、それを後輩に渡すこと

もできなかった。 

アイルランドでもアイルランド伝統音楽をパブで終

始ひとりで演奏しているのは見たことがなく、筆者

自身なんだかよくわからない感じで、客もよくわか

らない感じで、こんなのでいいのだろうかと思いな

がらもどうにか続けた。万梓にはギターの練習のた

めに筆者のギターを１本貸しており、ギターを早く

弾けるようになってとお願いした。 

１２月は演奏の機会を多く与えてもらった。まず、

１０月に演奏会に出させてもらったワイン・バーの

オーナーが、店の１０周年パーティでも演奏してほ

しいと言ってくれ、そのパーティで演奏した。それ

から１０月のその演奏会後に誘ってもらった教会で

のクリスマス・コンサートでも演奏をし、そのクリ

スマス・コンサートのリハーサルを兼ねて、ライブ・

バーでライブをした。ムッシュのレストランでは、

常連客を集めて忘年会をすることになり、常連客が

音楽好きでミュージシャンも多いことから忘年演奏

会ということで、演奏させてもらった。 

ワイン・バーの１０周年パーティでは、バリーが弾

いていたワルツと、新しく覚えたワルツを２曲演奏

した。立食パーティだったためか、皆気楽な感じで

演奏を聴いてくれていた。最後の曲では、男性が１

人踊りはじめ、楽しい雰囲気になった。その男性が

皆も踊るように誘ったが、皆恥ずかしいのか遠慮し

ていた。演奏後、店のオーナーに「最後全部持って

いかれたね」と言われたが、筆者としては踊ってく

れてとても嬉しかったし、こちらも演奏するのが楽

しかった。 

数人から他でも演奏しているのかと聞かれ、活動は

していないと言うと、料金設定をしてこういったパ

ーティで演奏すればいいのにと言われた。演奏をお

願いするかもしれないといって、連絡先を交換した

人もいた。 

教会のクリスマス・コンサートでは、フルート、ヴ

ァイオリン、ギター、ピアノとともに５人で演奏し

た。その前日には、リハーサルを兼ねてライブ・バ

ーで演奏をした。 

ピアノ以外の４人での合同練習を週に１回おこなっ
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ていたのだが、その練習の初日にアイルランド伝統

音楽もやろうと言ってもらえ、皆で１セット練習し

た。しかし、クリスマス・コンサートでは演奏時間

が足りず、前日のライブ・バーでの演奏のみだった。 

ライブ・バーでは弾く順番などを決めておらず、弾

きたい人が順に演奏した。リハーサルという気持ち

が強かったため、皆リラックスした様子で演奏して

いた。客も筆者ら演奏者の友人ばかりで、まったり

とした雰囲気で自由に演奏を聴いていた。演奏者は

各自ソロでも演奏したため、そのとき他の演奏者は

友人と話すなど、客と混ざって楽しく過ごした。 

クリスマス・コンサートでは５人でクリスマスソン

グなど数曲演奏し、ギター、アコーディオン、ピア

ノはソロで、フルートはギターと、ヴァイオリンは

ピアノとともに演奏した。会場には子どもも多かっ

たのだが、皆静かに聴いており、演奏が終わるとあ

たたかい拍手をくれた。クリスマス・コンサートの

後、神父さん夫婦から声を掛けられ、演奏をありが

とうと言ってくれた。神父さん夫婦はアイルランド

に行ったことがあるようで、その時の記憶が蘇り、

涙が出そうになったよと言っていた。 

ムッシュの忘年演奏会では、ジャズ・シンガーやロ

ックンローラー、トランペット吹きなどが集まった。

皆常連で顔見知りということもあって、とても賑や

かな会になった。 

マイクを使用したため、演奏者は店の一角につくら

れた演奏スペースで演奏した。演奏者は演奏前に一

言言ったりMCを挟むなど演奏会やライブらしいこ

とをしていたが、客はそれに応えたり、おしゃべり

や食事に夢中になっていたりと自由に過ごしていた。

マイクを使うほどの演奏ではないと言って店の隅で

こっそり歌っていた隣のオーディオ屋のオーナーも、

いつしか皆の中心となって歌っていた。そこは“皆

で楽しむ”空間となっていた。アイルランドのパブ

におけるセッションと同じではないけれど、それに

近い雰囲気を感じた。 

この会は忘年会だけで終わらず、「皆で飲もう会」と

して、以後２０１１年７月まで月に１回開かれ、そ

の会では毎回演奏した。 

あとからムッシュに聞いた話だが、皆で飲もう会は

皆でワイワイすることも目的のひとつだったが、筆

者らに演奏の場を与えるための会でもあったようだ。 

また、１２月の中頃、アイルランド留学中に出会っ

たピアノ・アコーディオンとギターとブズーキを弾

く日本人と再会した。彼はアイルランド伝統音楽バ

ンドの一員として、東京を中心に活動している。い

くつかのバンドを掛け持ちしており、この時は、彼

がギターを担当しているバンドの九州ツアーで小倉

に来ていた。筆者は小倉駅構内でおこなわれたライ

ブを見に行った。アルバイトがあったのでライブの

前半だけ聴き、彼に近くのアイリッシュ・パブで働

いていることを伝えた。まだマスターには確認して

いないが、もしマスターがいいと言えば是非店でも

演奏してほしいとお願いし、その場をあとにした。

店に着きマスターに事情を話すと、その時の店の状

況次第だと言われた。そんなに忙しくなりませんよ

うにと願った。 

ライブ後、彼はバンド仲間とともに店に来てくれた。

彼らはしばらく飲んだり食べたりしたあと、そろそ

ろ演奏してもいいかと尋ねてきた。マスターに確認

すると、店のあるビルの上階には人が住んでいるた

め、ドラムは控えてほしいとのことだった。彼らは、

フィドル、バウロン、ギター、ピアノ・アコーディ

オン、ドラムの５人組だが、店での演奏ではドラム

奏者はドラムの代わりにカシシというマラカスのよ

うな楽器で演奏に参加した。 

演奏がはじまると、店のスタッフもそこにいた客も

皆が彼らの演奏に注目した。彼らはプロとして活動

しているバンドで、演奏はとてもすばらしかった。

筆者はアコーディオンを持ってきていたので、マス
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ターにお願いして１セットだけ演奏に混ぜてもらっ

た。アイルランドでのセッションに参加するという

感覚ではなく、ライブに入れてもらったという感じ

だったが、やはり彼らと演奏することは楽しく、ま

た新しい体験だった。 

万梓と泰斗もその場におり、万梓はその時初めて生

でアイルランド伝統音楽を聴き、泰斗は初めてバウ

ロンの演奏を間近で見た。百聞は一見に如かずとい

うのは本当で、これまで筆者がどんなに語っても練

習しなかった彼らが、これを機にやる気を出した。

万梓は筆者の友人であるギター弾きに話を聞き、泰

斗はバウロン弾きにいろいろなことをおしえてもら

っていた。 

マスターら店のスタッフも、演奏についてすごいと

言ってとても喜んでいた。 
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第五章	 かなんとこんばんどん 

かなんとこんばんどんとは、福岡県北九州市を中心

に活動しているアイルランド伝統音楽バンドである。

２０１０年１２月に筆者、万梓、泰斗の３人で結成

され、それぞれ、アコーディオン、ギター、バウロ

ンを担当している。２０１１年１月現在も、演奏活

動を続けている。 

 

	  5‐1	 結成秘話 

先に述べたように、２０１０年８月に泰斗が言った

一言から１年後にアイルランドへ行き、バスキング

をするということがなんとなく決まった。９月の渡

愛で筆者がバウロンを購入して帰国し、楽器は揃っ

た。１２月になり泰斗が東京から帰省し、ついにメ

ンバーも揃った。泰斗が翌２０１１年２月までは小

倉にいるというので、万梓とともに３人で練習をは

じめた。アイルランドでバスキングをすることが最

大の目的だが、そのために、まずは筆者がひとりで

おこなっていたブーティーズでの演奏を２０１１年

１月からは３人ですることを目標にし、カラオケボ

ックスにこもり夜通し練習をした。 

筆者は、泰斗は東京でバウロンをしっかり練習して

きたのだろうと思っていた。しかしそんなことはな

く、筆者が１０月にバウロンを渡してから２，３日

は叩いたものの、それからはケースから出してもい

なかった。万梓にはコードを１からおしえ、曲も覚

えてもらう必要があった。筆者の経験から、ギター

のコードを覚えるには、好きな曲や知っている曲を

練習するのが最も早く習得でき、弾けないコードが

あっても諦めにくい。アイルランド伝統音楽の曲を

知らない万梓には、その曲を弾きながらコードを覚

えるのは困難だった。 

練習をはじめて間もなく、無類のゲーム好きである

泰斗があるゲーム音楽の曲をやりたいと言ってきた。

幸いなことに、筆者も万梓もそのゲームをプレイし

ていたため、その曲を知っていた。カラオケの機械

に iPodを繋げ、スピーカーから音を出してリピート

再生した。筆者はまずアコーディオンでメロディを

コピーし、続いてギターのコードを探し万梓におし

えた。泰斗は呑気に待っていた。 

しばらく万梓が練習し、泰斗を起こして皆で合わせ

てみた。なんとかかたちになっていた。これが、筆

者らが３人で弾けるようになった最初の曲である。

現在でもセッションのはじめにこのゲーム音楽の曲

を必ず弾いており、アイルランド伝統音楽バンド「か

なんとこんばんどん」のテーマ曲のようになってい

る。 

 

	 5‐2	 かなんとこんばんどん始動 

２０１１年１月から小倉にあるアイリッシュ・パブ、

ブーティーズにてバンド活動を開始した。前述の通

り、ブーティーズでは毎週日曜日の夜９時から１０

時までの１時間、誰でも参加できるセッションとし

て演奏をした。筆者らかなんとこんばんどんに支払

われる演奏料などはなく、普通の客と同じように飲

食代を支払った。 

ブーティーズは、入り口を入るとまず９席のバー・

カウンターがある。続いて９席のキッチン・カウン

ターがあり、その奥に３０名ほど収容できるホール

席がある。セッションはホール席でおこなった。ス

テージはなく、毎回、その時空いているテーブルを

使った。 

１月にセッションをはじめた頃は、ティン・ホイッ

スル吹きの女性がセッションに参加していた。その

頃よく店に来るようになった客の啓（けい）と話し

ていると、彼は三線を弾くのだと言った。啓は沖縄

出身である。啓が、三線を小倉に持ってきたはいい

が皆で弾く機会がないと言うので日曜日にセッショ

ンしているから来ないかと誘った。啓はアイルラン

ド伝統音楽を全く知らなかったが、仕事などの予定
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がない日はセッションに来てくれ、セッションで曲

を聴きながらベース音を探して弾いた。また、筆者

が１２月に教会のクリスマス・コンサートでともに

演奏したヴァイオリン奏者が、クリスマス・コンサ

ートの前日のライブ・バーでの演奏で弾いたアイル

ランド伝統音楽の曲を気に入っていたので、彼女に

も声を掛けた。彼女は香（かおり）という。楽譜は

ないのかと聞かれたが、「あるにはあるがわたしは使

わない」と言って耳で聴いて覚えてもらうようにし

た。香は幼い頃からヴァイオリンをしていることも

あり、その場で曲を覚えていった。 

こうして３人の仲間が増え、多い時には６人でセッ

ションをおこなった。 

１月末、都合により筆者はブーティーズでのアルバ

イトを辞めたのだが、日曜日のセッションは続けた。

これまで筆者は日曜日にアルバイトに入っており、

セッションの時間になると仕事を抜けるかたちで演

奏をしていた。しかし、アルバイトを辞めてからは

日曜日はセッションのみになったため、セッション

の前には万梓と泰斗と練習をした。そして、あるカ

ラオケ店の日曜日のオールナイト料金が安かったの

で、セッション後はそのカラオケ店へ行き夜通し練

習をした。ブーティーズでのセッション後のこのカ

ラオケ店での練習は、特別な用事や理由がない限り

ほぼ毎回おこない、現在でも続けている。筆者らは

この練習を「鬼練（おにれん）」と呼んでいる。 

２月の中頃、泰斗が東京に戻っていった。それから

は万梓と２人で「かなんとこんばんどん」として活

動を続けた。ブーティーズでのセッションの他に、

友人に誘われ商店街でおこなわれたイベントに参加

したり、月に１度のムッシュの店での「皆で飲もう

会」で演奏したりした。皆で飲もう会には啓や香も

参加し、一緒に演奏した。 

 

	 5‐3	 ３度目のアイルランド 

２月から３月にかけての約２週間、筆者は再びアイ

ルランドへ行きゴールウェイに滞在した。はじめは

アントニーとバリーの家に泊めてもらう予定だった

のだが、彼らが２月いっぱいでそれぞれ引っ越すこ

とになったため、２月末からは晋吾がゴールウェイ

滞在中にホームステイをしていた家に泊めてもらっ

た。その家にはホストファザーしかおらず、語学学

校や企業から連絡があると留学生らを受け入れてい

る。幸いにもその時は他にその家に滞在している人

はおらず、彼は筆者を快く受け入れてくれた。実は、

筆者は晋吾が帰国してからも度々この家に訪れ、ホ

ストファザーと仲良くなっていた。前回の９月の渡

愛でも彼を訪れ、いろいろな話をした。 

 

5‐3‐1	 おもしろいことには便乗！ 

初日、アイルランドに到着し、ダブリンでアイルラ

ンド人の友人と再会の約束をしていた。ダブリン空

港‐ゴールウェイ間のバスがあるため、実は筆者は

今までダブリンの街を歩いたことがなかった。 

彼を待つ間、グラフトン・ストリートで３０分ほど

バスキングをした。初めてダブリンでバスキングを

したが、ゴールウェイと違って人々の反応があまり

なく、冷たく感じた。根拠もなく、ダブリンは観光

客や移民が多いからだろうと思った。 

友人と合流し、彼はダブリンの街を案内してくれた。

夏にバンド仲間とアイルランドに来てバスキングを

するつもりだと話すととてもおもしろがってくれ、

父親がそういう無謀な事が大好きだしヴァンを持っ

ているから一緒にアイルランドを回ってくれるかも

しれないと言った。しばらくダブリンの街を歩き、

夕方に彼と別れゴールウェイへ向かった。 

 

	 	 5‐3‐2	 ただいま、ゴールウェイ 

ゴールウェイのバス停にはアントニーが迎えに来て
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くれており、おかえりと言ってくれた。その時、時

間はすでに夜９時を回っており、急いでモンローズ

に向かった。その日は火曜日で、セット・ダンスの

日だったからだ。モンローズに着き、ダンサーたち

と再会した。筆者の３度目の渡愛で彼らも慣れてし

まったのか、誰も大してて驚くことはなく、「ああ、

おかえり！」といった感じだった。「日本でもアコー

ディオンを弾いたりダンスをしたりしているの？」

とたくさんの人から聞かれ、「わたしが住んでいると

ころでは全然盛んじゃなくてレッスンもセッション

もないんだ」と答えると、「じゃああなたがはじめな

さいよ！」と冗談交じりで言った。 

アントニーとともに演奏をしているピーターとジョ

ンとも挨拶を交わした。C#/Dアコーディオンの調子

はどうだいと聞かれ、楽しいけどまだまだだよと答

えた。ダンサーらは、アコーディオンを持ってきて

いつかここで弾いてねと言ってくれた。 

翌日はタフスでのアンダースと真世のギグを聴きに

行った。カイルとジョージは３カ月の滞在を終え、

すでにそれぞれ帰国していた。ティオは事情があり、

１月にアメリカに帰ってしまっていた。代わりにセ

ッションにはスコットランド人のバウロン弾きがい

た。彼の英語は訛りが強く何を言っているのかほと

んどわからないのだが、いつも気さくに話しかけて

くれる。この日も「いつこっちに着いたの？アコー

ディオン頑張ってるか？」と話しかけてくれた。 

アントニー、バリー、ティオのクリフデンでのギグ

は夏の間だけだったようで、この時にはそのギグは

なくなっていた。ティオはアメリカに帰り、バリー

は両親の牧場を手伝うためにゴールウェイ県の北に

位置するロスコモン県（Co. Roscommon）にある実

家の近くへ引っ越し、そしてアントニーはゴールウ

ェイ郊外にある自分の家に戻った。さらに、ヨナス

は大学に通うといってデンマークに帰国しており、

バリーやヨナスとバンドを組んでいたバウロン弾き

もメイヨー県（Co. Mayo）にある実家に帰ってしま

っていた。筆者が大好きだった演奏者たちは皆ゴー

ルウェイを離れ、残っていたのはアンダースと真世

だけだった。ただ、ゴールウェイを離れることと、

バリーはもうすぐ有名バンドの一員となり多忙とな

るためだったのだろうか、バリーとアントニーは

チ・コリでの週末の夕方と夜両方のセッションにい

ることが多く、２人の演奏をたくさん聴けたことは、

まさに不幸中の幸いであった。 

木曜日にはダスティ・バンジョーズのセッションに

参加した。皆と挨拶をし、ショーンが「何か弾くか？」

と聞いてきたので１セット弾いた。ショーンはその

セットの曲を知らなかったようで、誰から習ったん

だと聞かれたので、バリーが弾いていたと答えた。 

金曜日はチ・コリでバリーとアントニーのギグを聴

いた。セッションにはフィドル弾きもおり、彼もパ

ブから雇われている演奏者だった。この日はバウロ

ン弾きがいたのか、バリーが時々そのバウロンを叩

いていた。この日は気分が乗っていたようで、ギグ

が終わりフィドル弾きが楽器をしまったあとも、バ

リーとアントニーは演奏を続けた。バリーが以前筆

者に弾いてくれたあのワルツを弾きはじめ、ファニ

ーが踊りはじめた。アントニーはジャカジャカと刻

むようにギターを弾いた。周囲の客はファニーの踊

りに合わせて手拍子をし、その場はとても盛り上が

った。筆者はこの日、レコーダーでセッションを録

音していたのだが、フィドル弾きが楽器をしまった

時点で録音を止めていた。バリーらが再び演奏をは

じめたときはしまったと思ったが、すぐさまデジタ

ルカメラを取り出しファニーの踊りと２人の演奏を

録画した。セッションは閉店間際まで続いた。 

	 	  

5‐3‐3	 緊張と幸せ 

土曜日、ダスティ・バンジョーズがクレインでセッ

ションをおこなっているかもしれないと聞き行って
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みたが、セッションはおこなわれていなかった。土

曜日なのでバリーがいるかもしれないと思い、その

ままチ・コリへ向かった。バリーはいなかったが、

代わりにブレンダン（Brendan）というアコーディ

オン弾きがおり、ロナンとアントニーと演奏してい

た。ブレンダンはB/Cアコーディオン奏者で独特な

演奏をし、彼の音が弾むような演奏はバリーとは違

った魅力があった。筆者がアコーディオンを持って

いることに気づいたロナンが、こっちに座れと言っ

て筆者に隣に座るよう促した。ロナンの隣に座った

ものの、アコーディオンは弾かないと頑なに断った。

その直後、筆者の知っている曲を弾きはじめたので

アコーディオンを出そうか悩んだが、やはりロナン

やアントニーの前で弾くのはとても緊張し、結局出

さなかった。 

しかしロナンは筆者がバスキングをしているのを何

度か見たことがあり、おまえは弾けるし折角今アコ

ーディオンを持っているんだからと言って筆者をず

っと誘ってくれていた。そんなロナンに負け、１セ

ットだけ弾くことを決めた。 

どの曲を弾くつもりなんだと聞かれたので、この曲

を知っているかと聞いて少し弾いてみせた。３人と

も知っており、そのあと繋げる曲はこれだろ？と言

った。どうやらその曲はそういう風にセットが決ま

っているもののようだった。ロナンが最初に弾きは

じめたため、若干テンポが速かった。セットが終わ

ったあと、ロナンにテンポが速すぎだと言うと、ご

めんごめんと笑っていた。アントニーやブレンダン

はよくやったという感じで笑顔を向けてくれ、周囲

の客はあたたかい拍手をくれた。 

しばらくセッションを聴いていると、再びロナンに

何か弾けと言われた。先ほどとは違う曲を選び弾き

はじめた。バリーがアントニーとのギグで弾いてい

た曲なので、アントニーはすぐ演奏に加わってくれ

た。続いてブレンダンも加わった。ロナンはこの曲

を知っていたが、弾かずににやにやしながら聴いて

いた。セットを弾き終わると、アントニーは満足し

たような笑みを浮かべた。 

このセッションの最後のセットはとてもユニークな

ものだった。普通、セッションではメロディを弾き

はじめ伴奏がそれに加わるのだが、このセットは伴

奏からはじまった。それにメロディが乗るかたちで

演奏がスタートした。装飾音を変えたりフレーズな

どのまとまりで多少のアレンジをすることはあるが、

途中、ロナンが曲のキーを無視しているのではない

のだが、メロディとは全く関係がないような、しか

し不思議と違和感のないおもしろい弾き方をした。

その辺りから、客もだんだんノリノリになってきて、

歓声や掛け声が飛びはじめた。そしてメロディが止

まり、伴奏のみが続く中、ロナンと演奏者の声の掛

け合いがはじまった。「Ho! Ho!」「Ho! Ho!」と何度

か言いあったあと、次に繋げる曲を考えているのか

ただそれを楽しんでいるのか、３人の演奏者皆でコ

ードを刻んだ。しばらくすると誰からともなく「し

ーっ！」と言いはじめ、皆が静かになった。絶妙な

タイミングでロナンがクラシック音楽の曲をワンフ

レーズ弾き、そこからブレンダンがうまくアイルラ

ンド伝統音楽に引き戻すと、客からは歓声があがっ

た。その曲を数回繰り返し、このセットは終了した。

客からは大歓声があがり、ロナンら演奏者もとても

満足した様子だった。セッションの持つ“何が起こ

るかわからない”という性格を存分に味わったセッ

ションだった。 

セッションが終わり、ロナンに礼を言うと、またい

つでもアコーディオンを持ってこいよと言ってくれ

た。ブレンダンも、いつかまた一緒に演奏しようと

言った。パブを出ると煙草を吸っていたアントニー

が話しかけてきて、筆者の演奏について褒めてくれ

た。アントニーの前でアコーディオンを弾いたのは

このセッションが初めてだった。アントニーは、さ
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ぞかし練習したのだろうと言って感心していた。筆

者がバリーには程遠いと言うと、今はそうだがおま

えは将来いいアコーディオン弾きになると力強く言

ってくれた。スキップをする勢いで家に帰った。 

	 	  

 

5‐3‐4	 あたたかい人  々

日曜日にはテリーグラスのセッションに行った。い

つものメンバーに加え、１０代の若い演奏者が何人

か来ていた。トムは彼らにも「何か弾くかい？」と

尋ね、今回も全員に演奏する機会を与えた。筆者が

知っている曲もあったので一緒に弾いていると、こ

のセッションの常連のティン・ホイッスル吹きのノ

ーリーン（Noreen）は「あなたこの曲知ってるの」

と驚いたような顔をした。トムが弾きはじめたセッ

トでも知っている曲を一緒に弾いていると、「すごい

じゃない。上手になったわね！」と褒めてくれた。 

筆者はテリーグラスのこのセッションに参加すると

きは、村のB&B６）に泊まっており、この日もそこに

宿泊するつもりだった。毎回同じ B&B に泊まって

いるので、そこの経営者夫婦とは顔なじみである。

セッション前にすでに挨拶をして荷物を置いていた

のだが、セッション後にデルモートの友人のギター

弾きから、今からロスクレアのセッションに行こう

と言われた。デルモートもそうしたらいいと言った

が、すでに宿を取ってあるから無理だと断わった。

しかし、そのギター弾きは「自分の家に泊まればい

いし、いくらでも泊まっていってかまわない。ロス

クレアでは明日もセッションをしているパブがある

し、ここ（テリーグラス）に泊まるなんて勿体ない」

と言った。そうはいっても B&B の夫婦とも久しぶ

りの再会であり、奥さんはいつも、セッション後に

                                                   
６） ベッド・アンド・ブレックファスト（Bed & Breakfast）
のことで、朝食付きの宿泊施設である。一般家庭で子ども

が自立したあとの空き部屋を利用して経営している人が多

い。 

お腹が空いているであろう筆者のためにサンドイッ

チを作ってくれている。この日も例外ではなく、部

屋の小型冷蔵庫を開けるとサンドイッチをラップに

包んで入れてあった。それを見ると無断で宿泊をキ

ャンセルしロスクレアに行くことなどできず、結局

ギター弾きにはまた機会があればと言って断った。 

翌朝部屋でアコーディオンを練習していると、奥さ

んが入ってきてわたしたちにも聴かせてと言った。

キッチンに通されるとそこには旦那さんと息子がい

た。数曲演奏すると、奥さんが「旦那も昔はアコー

ディオンを弾いていたのよ」と言って古いアコーデ

ィオンを出してきてくれた。壊れていて音が出ない

ボタンもあり、奥さんは修理に出してまた弾いても

らいたいわと言っていた。アコーディオンの音は家

の外まで聞こえていたようで、筆者が練習している

間、その音を聞いた近所の住民が「旦那さんがまた

弾くようになったの？」と驚いて尋ねてきたのだと

言った。 

しばらくして筆者がそろそろゴールウェイに帰ると

いうと、サンドイッチを作ろうかとか近隣の町まで

送ろうかなどいつにも増して世話を焼いてくれた。

この村にはバスがあまり通っておらず、筆者はいつ

もヒッチハイクをしている。夫婦はそれを知ってい

るので、車の通りが多い近隣の町まで送ってくれよ

うとしたのだ。わざわざ送ってもらうのも悪いなと

思い、慣れているから大丈夫だと言って断った。来

週は来られないからまた今度アイルランドに来た時

に泊まりに来ると言って別れた。 

 

	 	 5‐3‐5	 １年ぶりのバスキング 

今回の滞在も残り半分となり、パブに行ってセッシ

ョンを聴くことに加え、この１週間は毎日バスキン

グもした。ランチタイムの朝１１時から昼２時の間

に、留学中と同じく１時間おこなうことにした。 

前回の９月の渡愛ではバスキングをしなかったこと
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もあり、今回最初のバスキングはとても緊張した。

友人や知人が数人通り、挨拶をしてお金を入れてい

ってくれた。夜はモンローズに行ってセット・ダン

スをした。 

２回目のバスキングではいい場所が見つからず、路

面工事をしている側でおこなった。ちょうど工事の

休憩中で工事音がしていない時にはじめたのだが、

すぐに工事は再開し３０分でバスキングを終えた。

７０セントしか得られなかった。夕方、タフスでア

ンダースと真世のギグを聴いた。 

３回目からは新しい曲を覚え曲数も増えてきたので、

バスキング時間を１時間半に延ばした。もっと曲を

覚えて２時間は弾いていられるようになりたいと思

い、毎日新しい曲を覚え弾けるように練習した。こ

の日の夜はダスティ・バンジョーズのセッションに

参加した。フルート吹きのベン（Ben）が、明日友

人とバスキングをするから一緒にしないかと誘って

くれた。 

翌日、ベンとその友人のブズーキ弾きと一緒にバス

キングをした。筆者はそのブズーキ弾きとは初対面

だった。ベンはダスティ・バンジョーズのセッショ

ンによく参加しているのだが、意外なことに筆者と

一緒に弾けるが少なく選曲に苦労した。同じセッシ

ョンに参加しているので共通の曲が少ないわけでは

ないのだが、筆者もベンもいつもその曲を練習して

いるわけではなく、やはり好きな曲はすぐに覚え、

よく練習するしすぐに思い出せる。この時はその時

思い出せる共通の曲が少なかったのだ。一緒に弾く

うえで、３人皆が知っている曲を弾くのが１番よい

のだが、時々筆者かベンのどちらかだけがメロディ

を弾くこともあった。ベンもブズーキ弾きも知らな

い曲を弾くときは、ブズーキ弾きに曲のキーを伝え

た。ブズーキ弾きは、繰り返すうちにだいたい弾け

るようになるから大丈夫だと言った。 

ベンはイスラエル人でブズーキ弾きはアイルランド

人なのだが、異国出身の３人が一緒にバスキングを

している光景は珍しいのか、多くの人が興味深げに

こちらを見ながら通り過ぎていった。声を掛けてく

る人も数人いた。 

３人でバスキングをすると、得たお金は３等分する。

そのため１人の取り分は少なく、普段一緒に弾かな

い人とのバスキングは選曲も大変なため、ひとりで

バスキングをしたほうがいいなと思った。 

夕方にチ・コリに行くとジョニーらが演奏していた。

バリーがセッションに参加していたのでラッキーと

思い、そのままずっと聴いた。バリーは夜にチ・コ

リでギグがあると言ったので、夕食後にまたチ・コ

リに来てそのギグを聴いた。 

 

	 	 5‐3‐6	 古きよき伝統音楽と新しきよき伝

統音楽 

この日は昼に１時間半のバスキングをした。前日の

夕方にチ・コリでバリーが演奏していたので、この

日も夕方に行ってみるとバリーとアントニーが演奏

していた。彼らのギグのようだった。またしてもラ

ッキーである。このセッションには他に初めて見る

アコーディオン弾きが１人参加していた。彼はゴー

ルウェイの出身ではないようだった。バリーが彼に

尋ねるなどしていくつかのセットを弾いた。彼はバ

リーらが煙草を吸いに行っている間に、エアー（Air）

という種類のゆったりとした曲をひとりで弾いたり

もした。 

バリーらのギグが終わり彼らが帰ったあと、そのア

コーディオン弾きはちょうどチ・コリにいたギター

弾きに声を掛け、セッションをした。店員に BGM

を切るように頼み、演奏をはじめた。せっかくなの

で筆者はそこに残り、彼らのセッションを聴いた。

アコーディオン弾きは、少しテンポを落として弾く

のが好みなようで、バリーらの演奏は速すぎだと言

っていた。速く弾くことは最近の風潮のようで、彼
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は「おれはこれからも昔ながらの弾き方で弾いてい

きたい」と話した。そして、楽器に関わらず彼のお

すすめのアイルランド伝統音楽奏者をたくさんおし

えてくれた。このセッションは１時間ほど続き、彼

が夜のセッションの前に食事をしたいと言って終了

した。 

チ・コリの夜のセッションは、夕方のギグにもいた

バリーとフィドル弾き、そして最近アンダースの家

に住み始めたギター弾きのヤコブ（Jakob）のギグ

だった。彼らに加え、コンサーティーナ弾きのジェ

ームス（James）とジェームスの友人のアコーディ

オン弾きがいた。ジェームスは筆者がアイルランド

に留学していたときからの知り合いで、耕平のコン

サーティーナの先生を探している時などに世話にな

った。 

ジェームスの演奏はかわいらしく、心から演奏を楽

しんでいてコンサーティーナが大好きなんだなあと

伝わってくる。彼もバリーの演奏が好きなようで、

一緒に弾くことをとても楽しんでいるようだった。

時にバリーに挑むように弾いているようにも思えた。

バリーと掛け合うように弾く場面も見られ、バリー

はジェームスの方を見てにやっとしていた。勢いの

あるセッションだった。 

 

	 	 5‐3‐7	 ３度目は「またね」 

帰国の前日のバスキングでは、１時間半のバスキン

グで約３０ユーロ得られた。これまでのバスキング

のなかで最高金額を記録した。家に帰ってホストフ

ァザーに話すと、「すごいじゃないか。立派だ！」と

言って一緒に喜んでくれた。 

ベンがノクタンズ（Neachtain’s）というパブでギグ

があると言っていたので、夜はそこへ行ってセッシ

ョンに参加した。アコーディオン弾きが１人おり、

アコーディオンの調子が悪くなったら連絡してくれ

よなと言って連絡先をおしえてくれた。アンダース

と同様、アコーディオンの修理の仕事もしているよ

うだった。 

最終日は火曜日で、モンローズでのセット・ダンス

に参加した。ダンサーらにダンスが終わったら深夜

バスに乗って空港に行くんだと言ったが、あなたは

またすぐに帰ってくるからと最初に帰国したときの

ような盛大なお別れをしてくれる人はひとりもいな

かった。嬉しいような悲しいような気持ちになった。 

ダンスが終わり、深夜バスで空港に向かった。３度

目の渡愛はこうして終了した。 

 

5‐4	 活動の広がり 

日本に帰国してすぐ、ブーティーズでのセッション

があった。筆者がアイルランドに行っている間、万

梓はギターの練習をしていなかったらしく、かたや

筆者はアイルランドでのセッションの感覚がまだ残

っていたため、２人のテンポはすさまじく合わなか

った。 

ある日のブーティーズでのセッションでは、アイル

ランド伝統音楽に興味があり最近ティン・ホイッス

ルを購入したという女性が来てくれた。まだ曲は吹

けないと言ってセッションには参加しなかったが、

近くに座ってリズムを取りながら聴いていた。 

５月の中頃には、アルバイト仲間が北九州市黒崎に

バーやパブを持つ友人がいると言って筆者と万梓を

３軒の店に連れていってくれた。彼に、店員らに演

奏をしてみせないとどういう音楽なのかわかっても

らえないと言われたので楽器を持っていき、各店で

２，３セットずつ演奏した。うち２軒では月に１回

演奏させてもらえることになり、残りの１軒ではラ

イブなどのイベントがあるときには声を掛けると言

ってもらえた。 

同じ頃、万梓がブーティーズで働いていると福岡市

天神にあるアイリッシュ・パブで働いているという

人が客にいたそうで、バンドのことを話すと是非天
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神の店でもセッションをしてほしいと言われたとい

う。とりあえず挨拶をしに楽器を持ってそのアイリ

ッシュ・パブへ行った。このパブのオーナーはアイ

ルランドの雰囲気や伝統音楽がとても好きだと言っ

て、月に１回この店で演奏することを即決してくれ

た。演奏料も支払ってくれると言い、かなんとこん

ばんどん初のギグが決定した。 

こうして６月からは、毎週日曜日のブーティーズで

のセッションと月に１回の「皆で飲もう会」に加え、

黒崎のライブ・バーで月に１回のライブとパブで月

に１回の投げ銭セッション、さらに天神のアイリッ

シュ・パブで月に１回４時間という長いギグを持ち、

ひと月に計７回の演奏をおこなうようになった。 

 

	 5‐5	 逆カルチャーショック 

２０１１年１月からかなんとこんばんどんとして演

奏活動をはじめ、８月までにセッション・ライブ合

わせて５３回の演奏をおこなった。しかし、どこで

演奏するにしても、いつも何か違和感がありやりづ

らさを感じていた。 

アイルランドのパブでのセッションの雰囲気を伝え

たいと思い、演奏はどの店でもライブではなく、誰

でも参加できるセッション形式でおこなっていた。

ブーティーズのセッションには啓と香が参加してく

れていたが、他の店での演奏には参加者はいなかっ

た。ただ毎月１回ギグを持っていたパブとは別の天

神にあるアイリッシュ・パブで１回だけ８月におこ

なったセッションには、５人ほどの参加者が来てく

れた。 

このパブでは月に１回定期的にセッションが開かれ

ているため、それに参加している人たちが参加して

くれた。ここでは定期的にセッションがおこなわれ

ていることもあり、“アイルランドっぽい”雰囲気で

セッションをすることができた。客は演奏を聴きな

がら酒を飲みおしゃべりをしており、演奏が終わる

と拍手をした。演奏者は酒を飲みながら演奏し、皆

が演奏する機会を持ちながらセッションがおこなわ

れた。客も演奏者もその空間を楽しんでいた。 

また、「皆で飲もう会」でも、前述のように客も演奏

者も皆がそのパーティを楽しんでいたという点で、

ある種の“アイルランドっぽさ”があった。 

ライブ・バーなどではステージ上で演奏したためか、

客は聴く人、演奏者は演奏をする人という線引きが

できてしまった。１度だけ飛び入りでオーナーがハ

ーモニカを吹きセッションのような楽しさを感じた

が、客はライブのつもりで店に来るためか、静かに

演奏を聴くことが多かった。ライブのような雰囲気

から、MCを入れなければならないような気になり、

こちらから客に話しかけコミュニケーションを取っ

た。すると、演奏中に手拍子をすることもしばしば

起こるようになり、客と世間話をする感じで話すよ

うにもなった。 

ステージがない場所では、アイルランドのパブでの

セッションのように店の一角で演奏をした。 

アイルランドではセッションがはじまる前に何の案

内もないため、筆者としては何も言わずに演奏をは

じめていいものだと思っていた。これまでもブーテ

ィーズでひとりで演奏する際、マスターらは客に案

内をしていたかもしれないが、筆者からは客に特に

何も言わなかった。しかし、バンドでの演奏をはじ

めて１，２カ月は、万梓や泰斗はそれを気にして客

に「今から演奏しますが聞き流してもらって結構な

ので」などと毎回言って回った。黒崎のパブでは、

演奏をはじめる前に店員が客に「今から彼らが演奏

しますが BGMとして聞いてください」と言ってい

た。 

演奏をはじめると皆こちらに注目し、曲が終わると

拍手も起こった。しかし、２セット、３セットと続

けていくうちに客からの反応はなくなり、演奏は

BGM と化していった。演奏中に周りを見渡すと、
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リズムを取っている人やこちらを見ている人、時に

は友人らと踊る素振りをしながら話している人もい

た。しかし、他の客の多くがそうではないからか、

彼らは曲が終わっても拍手をしたりはしなかった。 

アイルランドに行ったことがあるという人や、イギ

リス人やメキシコ人など外国人は、演奏中やセット

とセットの合間に話しかけてきたり、手拍子をした

りしていた。そのような人がいる時は、他の客も彼

らにつられて手拍子をしたり、演奏後には毎回拍手

も起こった。 

天神のアイリッシュ・パブでは店内の黒板などで演

奏があることを前もって案内しており、客はそれを

わかって来ていた人が多かった。また、オーナーの

人柄か、常連客にはアイルランドに興味を持ってい

る人が多く、演奏を楽しんでくれているようだった。

ちなみに、演奏を最も楽しみにしており最も楽しん

でいたのはオーナーである。ここでは自由に演奏さ

せてもらえ、適度に休憩をとりながら、客と話した

り食事をしたりしながら演奏をした。ここでの演奏

は楽しく、筆者も万梓も気に入っていた。 

しかしながら、多くの演奏において、客は演奏やそ

の空間を楽しんでいるのだろうかという疑問は常に

あった。先にも述べたように、客は演奏をじっと聴

いているか BGMとして聞き流すかのどちらかであ

ることが多かった。そして、筆者を含め演奏者らは

演奏することにやりづらさを感じ、演奏を楽しめな

いこともしばしばあった。 

アイルランドではあんなにも楽しく演奏を聴き、演

奏をしているのに、ここではそう感じられないのは

なぜなのか。そこには客と演奏者のコミュニケーシ

ョンが関係しているのではないだろうか。客が楽し

め、演奏者自らも楽しめる演奏には、両者間に何ら

かの相互作用があり、それによってアイルランドの

パブでのセッションで感じた“皆が楽しめる空間”

というものがつくられるのではないかと考えた。 

そしてついに、かなんとこんばんどんがアイルラン

ドへ行く日が来た。 
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第六章	 アイルランド・バスキングツアー 

	 ２０１０年８月に泰斗が「バウロンをしてみたい」

と言ったその一言がきっかけで“何か大きいこと”

をすることになった。その“何か大きいこと”がこ

のアイルランド・バスキングツアーである。２０１

１年９月２日から１０月２日までの２カ月間、イン

グランド（England）とアイルランドを旅した（資

料３参照）。 

 

	 6‐1	 旅の目的 

２カ月間も旅をするのだから何か明確な目的や目標

を持とうと思い、いくつか考えた。 

２０１１年１月から、アイルランド伝統音楽バンド

「かなんとこんばんどん」としてセッションをおこ

なっていく中で、筆者は自分が日本でおこなってい

るセッションがアイルランドのそれと全く違うとい

う現実にショックを受けていた。しかし、まだアイ

ルランドへ行ったことのない万梓と泰斗には、筆者

のその気持ちをうまく伝えることができなかった。

そして、彼らに本場アイルランドのセッションを見、

聴き、感じてもらうことが、筆者の願いとなってい

った。彼らにアイルランド伝統音楽のセッションを

見せ、体験してもらうことを、目的の１つとした。 

さらに、これまでゴールウェイにしか滞在したこと

のない筆者にとって、この旅は北アイルランドを含

むアイルランド各地を回るいい機会だと思った。そ

こで様々な“アイルランド伝統音楽”に触れ、自ら

のアコーディオン技術の向上とアイリッシュ特有の

リズムや感覚を身につけ養うことを自分自身の目的

とした。 

また、日本での演奏をアイルランドでのそれに近づ

けるために、演奏者と客の相互関係から“アイルラ

ンドらしい”音楽空間がつくられているのではない

かという仮説をもとに、アイルランドにおける音楽

の在り方について考えたいと思った。 

	 	  

6‐2	 旅程 

２０１１年９月１日に日本を発ち、翌２日から約７

日間イングランドに滞在した。９月９日、リヴァプ

ールからダブリンへ渡り、その後約３４日間かけて

３人でアイルランドを１周し、１０月１２日、ダブ

リンにて３人での旅を終えた。万梓と泰斗は観光の

ためオランダ（Holland）・ベルギー（Belgium）へ

渡り、筆者のみアイルランドにて残りの２０日間を

過ごした。以下に旅の日程をまとめる。 

バスキングの結果については、３人でおこなったも

のと１人でおこなったものを分けて表を作成した

（資料４，５）。 

ダブリンの友人の父親のヴァンは故障しており使う

ことができなかった。そのため、イングランド・ア

イルランド内の移動手段として、バス・電車・フェ

リーを利用した。 

 
９月 ２日	 ロンドン・ヒースロー空港着 

２日～  ６日 ロンドン 

６日～  ９日 リヴァプール 

９日～１２日 ダブリン 

	 	  １２日～１３日 ゴールウェイ 

	 	  １３日～１４日 ドゥーリン 

（Doolin, Co. Clare） 

１４日～１５日 アラン諸島 

（Aran Islands, Co. Galway） 

イニシィア（Inisheer） 

イニシュモア（Inishmore） 

	 	 １５日～１７日 ゴールウェイ 

	 	  １７日～１８日 チューム 

（Tuam, Co. Galway） 

	 	  １８日～２１日 ゴールウェイ 

  	  ２１日～２３日 スライゴー（Sligo, Co. Sligo） 

	  	 ２３日～２４日 レタケニー 
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（Letterkenny, Co. Donegal） 

	 	  ２４日～２５日 デリー（Derry, Co. Derry） 

	 	  ２５日～２７日 バンクラナ 

（Buncrana, Co. Donegal） 

	 	  ２７日～２９日 デリー 

	 	  ２９日～１０月２日 ベルファスト 

（Belfast, Co. Antrim） 

１０月 ２日～  ４日 コーク（Cork, Co. Cork） 

	 	 	  ４日～  ６日 キラーニー 

（Killarney, Co. Kerry） 

	 	 	  ６日～  ７日 ディングル 

（Dingle, Co. Kerry） 

	 	 	  ７日～  ８日 ケンメア 

（Kenmare Co. Kerry） 

	 	 	  ８日～  ９日 シャーキン島 

（Sherkin Island, Co. Cork） 

	 	 	  ９日～１０日 テリーグラス 

	 	  １０日～１１日 ロスクレア 

	 	  １１日～１３日 ダブリン 

	 	    ３人での旅、終了。 

万梓・泰斗はオランダ・ベルギーへ。 

	      以降、１人でアイルランドに滞在。 

	 	  １３日～１５日 ゴールウェイ 

	 	  １５日～１６日 ケンメア 

	 	  １６日～１７日 テリーグラス 

	 	  １７日～２２日 ゴールウェイ 

	 	  ２２日～２６日 レタケニー 

	 	  ２６日～２７日 バンクラナ 

	 	  ２７日～１１月１日 ゴールウェイ 

空港にて万梓・泰斗と合流。 

１１月 ２日 ダブリン空港発	  

 

6‐3	 イングランド 

	 いよいよ旅がはじまった。筆者らは期待に胸を膨

らませ、万梓と泰斗は慣れない長時間の飛行機での

移動も耐え抜いた。 

 

	 	 6‐3‐1	 ロンドン 

ロンドンではバスキングに関する規制が厳しく、ロ

ンドン・アイ周辺とトラファルガー・スクエアの一

部の２か所だけ許可されている場所を見つけること

ができた。トラファルガー・スクエアではアンプを

繋ぎ大音量の音楽を使ったパフォーマンスグループ

が１日中いたため、ロンドン・アイでバスキングを

おこなった。 

ロンドン・アイでは銅像パフォーマンスのバスカー

が多く、音楽を演奏しているバスカーは１日に２組

見るくらいだった。ロンドン・アイにいるバスカー

は、１日１００ポンド（１１７．７６ポンド／円	 ２

０１２年１月１６日現在）以上稼ぐという話を聞い

た。彼らの一部は、朝から晩まで１日中バスキング

をしているようだ。 

ロンドン・アイは小さなアミューズメントパークの

ようになっており、小さい子どもを連れた家族の姿

が多い。筆者らの演奏は、子どもに人気があり、自

然と手拍子をしたり、踊りはじめたりする子どもが

多かった。また、“バスカーにコインを渡したい”と

いう子どもも多く、いろいろなバスカーの前で立ち

止まっては親にコインをもらっていた。というのも、

銅像パフォーマンスのバスカーは、お金を入れると

飴やおみくじのようなものをくれたり、動いてみせ

たりするなど何かアクションを起こす。子どもたち

はそれが楽しみなのだろう。 

また、おじいさんやおばあさんも楽しそうにこちら

を見ていった。アイルランド人やアイルランド伝統

音楽を知っている人は、ステップを踏んだり、話し

かけてきたりした。演奏中にしゃべるのは難しいの

で、こちらは笑顔を返した。無意識に音楽に乗って

いる人もおり、こちらと目が合うと照れたように笑

って去っていった。 
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通り過ぎる人たちと目を合わせ、笑顔を向けること

でコミュニケーションをとることができた。また、

筆者は以前購入していた小黒板を持ってきており、

バスキング中は傍らに置いていた。この日は「Irish 

Music from Japan」と書いて置いておいたのだが、

それを見て驚いて話しかける人や、笑いながら通り

過ぎていく人がいた。小黒板に何か書いて置いてお

くだけで注目される度合いが上がるように感じた。 

ロンドンでの２回目のバスキングにはユウジ（Yuji）

が加わった。ユウジは日本人とイギリス人のハーフ

の２０歳の男の子で（２０１１年９月当時）、ヨーヨ

ーを得意とし、大会に出場したりしている。この日

はユウジにヨーヨーをしてもらい、筆者らは音楽を

担当した。すると、小さな子どもやその父親が足を

止め、ユウジのヨーヨーパフォーマンスに見入って

いた。見せるもの（ヨーヨー）と聴かせるもの（音

楽）では、周りの反応が違うことに気づいた。そこ

で、試しにギターの弾き語りもしてみた。日本語の

歌を歌ったのだが、足を止める人がちらほらおり、

歌詞の言語に関わらず楽器だけの演奏よりも注目を

集めやすいことがわかった。 

翌日は雨だったのでバスキングはしなかった。この

日、ブーティーズでのセッションに参加してくれて

いる三線弾きの啓が３泊５日で駆けつけてくれた。 

ロンドンに滞在して４日目、ホステルの１階はパブ

になっており、そこで２人の老人と出会った。彼ら

はほぼ毎日このパブに飲みに来ているようで、この

日も昼から飲んでいた。１人はアイルランド出身と

いうことで、パブの店員に尋ねたあと屋外の喫煙所

で２，３セット演奏した。ホステルに滞在していた

インド系ドイツ人も一緒になって聴いてくれ、リズ

ムをとったりして楽しそうだった。老人らは最後に

飲み物をごちそうしてくれた。 

その後、啓も加わり４人でバスキングをした。バス

キング中、三線はそれほど注目されなかった。しか

し、その日の夜にアイルランド人の友人であるコン

サーティーナ弾きの家に行ったときには、珍しいと

大絶賛された。彼は「三線がセッションに加わるな

んてとてもいいね。おもしろそうだね」と言ってい

た。 

旅ははじまったばかりだが、ロンドンでは泰斗と意

見が食い違い、しばしば険悪なムードが漂った。筆

者はロンドンでセッションをしているパブを見つけ

られず、アイルランド伝統音楽を聴けないことに落

胆しやる気がでなかった。一方、泰斗は新しい町の

探検に燃えており、観光したいと言っていた。万梓

は２人の気持ちの温度差に関して無関心だったが、

仕事や休みの調整をしてわざわざ来てくれた啓がと

ても気にしていた。筆者も泰斗も居心地が悪いのは

嫌なので２人で話し合いを持ち、１つの町に滞在中、

バスキング時以外は自由に行動しようと決めた。以

降は目立った諍いもなく、旅は順調に進んだ。 

 

	 	 6‐3‐2	 リヴァプール 

留学中にゴールウェイで出会った日本人の友人がち

ょうどリヴァプールに来るというので、啓の見送り

を万梓と泰斗に任せ、筆者は一足先にリヴァプール

へ行った。 

友人と再会し、リヴァプールの街を歩いた。筆者が

アイルランド伝統音楽に興味を持つきっかけとなっ

たアケボシは、ここリヴァプールに７年間滞在して

おり、あのドキュメンタリーDVDにもリヴァプール

でのレコーディングや街の風景が収録されていた。

その記憶と筆者のアケボシに関する知識をもとに、

アケボシに所縁のある場所を探して回った。そして

それを見つける度に写真を撮った。 

夜には万梓と泰斗がリヴァプールに到着し、ホステ

ルで合流した。 

翌日、街の中心にあるチャーチ・ストリートという

大きな通りでバスキングをした。チャーチ・ストリ
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ートには、ショッピングセンターや大型の店が立ち

並んでいる。人通りはかなり多いのだが、バスカー

の姿はほとんど見当たらなかった。しかし、前日の

夕方にギターの弾き語りをしているバスカーを見か

けたので、ここにはバスキングの規制がないようだ

った。 

リヴァプールの人はロンドンの人よりもあたたかく、

ビートルズ（Beatles）の影響か、バスキングに対し

て寛大な印象を受けた。 

バスキング中、初老の男性がずっと隣で聴いていて

くれた。彼の話によると、リヴァプールにはアコー

ディオン弾きが２人しかおらず、珍しいらしい。ま

た、この日は小黒板をホステルに忘れてしまいバス

キング中は置いていなかったのだが、彼から「リヴ

ァプールの人は冗談好きだから、“日本人がアイルラ

ンド伝統音楽をする”という看板を出せば、みんな

面白がるよ」と言われた。 

リヴァプールでは、１０代～２０代前半くらいの比

較的若い人もお金を入れてくれた。音楽好きな子ど

もや、バスカーにお金をあげたがる子どももたくさ

んおり、子連れの人たちも立ち止まりお金を入れて

くれた。 

その日、父・母・子ども２人の家族が立ち止まり聴

いてくれた。子どもが初めに興味を示し楽しそうに

聴いていたように見えたが、隣で聴いてくれていた

男性は、最も楽しんでいたのは母親だと言っていた。 

この通りには等間隔で植木があり、その植木を囲む

ように座れるようになっている。買い物の休憩でそ

こに座っている人や待ち合わせをしている人たちが、

その場を離れる時にお金を入れていってくれた。ま

た、通りの反対側でリズムをとりながら聴いてくれ

ていた人もいた。バスキングをしていると、離れて

聴いている人や何気なく聴いている人が多く、特に

大通りでは、そういう人たちに気付きにくいなと思

った。 

翌日、バスキング中にデリー出身のフィドル弾きが

声をかけてくれ、バスキングにはボールド・ストリ

ートのほうがいいとおしえてくれた。ボールド・ス

トリートはチャーチ・ストリートと雰囲気が全く異

なっており、チャーチ・ストリートが広く、白が基

調の明るい通りであるのに対し、ボールド・ストリ

ートはその半分ほどの道幅で、石畳であることと建

物の色がそれと同系色であるため、暗い印象を受け

た。 

ボールド・ストリートには地下鉄の駅があり、それ

を利用する人の往来があるため人通りが多かった。

親子連れの姿はほとんどなく、カップルや若い男性、

学生の姿が目立った。 

服屋の前でバスキングをしていると、向かいの店の

ガードマンがお金を入れに来てくれた。しばらくし

て服屋の店員から場所を変えてくれと言われ中断し、

観光したのち少し場所を変えてまたバスキングをし

た。 

この通りを通る人はバスカーに慣れている様子で、

皆小銭をじゃらじゃらと入れていった。ミュージシ

ャンもよく通るようで、「明日もリヴァプールにいる

なら俺たちのセッションに来るか？」と誘ってくれ

た人もいた。また、アイルランド伝統音楽をする人

や日本に興味のある人は立ち止まって聴いてくれた。

アジア人が３人でバスキングしていること自体が珍

しいようで、それだけで人目を引いていたようだっ

た。 

 

	 6‐4	 アイルランド３人旅 

	 	 ９月９日にリヴァプールを離れ、ホーリーヘッ

ド（Holyhead）という港町からダブリンへ船で渡っ

た。 

 

6‐4‐1	 ダブリン 

ダブリンには夕方に着き、港からそのまま宿泊先の
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ホステルへ向かった。その日はバスキングはせず、

夜にセッションを求めてダブリンの中心街であるテ

ンプル・バー・エリアに行った。しかし、セッショ

ンが見つからず、「Irish Music」「Irish Trad」と書

かれた看板は多数あったが、そのどれもがライブで

あった。仕方がないので近くにあったライブをして

いるパブに入り、１杯だけ飲み物を飲みホステルへ

戻った。 

翌日は土曜日で天気が良く、街には多くのバスカー

がいた。しかし、アイルランド伝統音楽をしている

バスカーはおらず、ギターソロやロック、他民族音

楽ばかりで、しかもスピーカーを使っているバスカ

ーが多かった。なかなかバスキングができそうな場

所を見つけられず、ヘンリー・ストリートの端でバ

スキングを行った。ショッピングセンターの出入り

口の前で ATM の横だったため、必然的に立ち止ま

って聴いてもらえる場所だった。ATMに並んだ列か

らお金を入れてくれる人もいた。ここでも小黒板は

興味を引く要素となっていて、声を掛けられるきっ

かけとなった。 

宿泊していたホステルで働く人に、昨日テンプル・

バー・エリアに行ったがセッションをしているパブ

がなかったと話すと、街外れに１軒セッションを行

っているパブがあるとおしえてくれた。そのパブで

は毎晩セッションをしているらしい。 

パブへ行くと、セッションはすでにはじまっており、

演奏者は３人だった。入り口横にセッションスペー

スが設けられ、壁には「LISTENING AREA. 

PLEASE RESPECT MUSICIANS（ここは演奏を

聴く場所です。演奏者を尊重しましょう）」と書かれ

たポスターが２枚貼られていた。演奏者の友人と思

われる数人がセッションの近くに座っていた。アメ

リカ人旅行者の女性が、ひとりでセッション側のカ

ウンターに座っていた。ノルウェーでアイルランド

伝統音楽バンドをしているという男性２人がいたが、

楽器は持っていなかった。彼らはバンドの記念旅行

中なのだと言った。彼ら２人のうち１人が酔ってお

り、アメリカ人旅行者にしきりに話しかけていた。

彼女は嫌がり、「わたしは演奏を聴きに来たから話し

かけないで」と言って席を移動した。すると男性は

筆者に話しかけてきた。なかなか話が終わらないの

で聞き流していると、また別の人に話しかけていた。 

アメリカ人旅行者は筆者と同じように、はじめはテ

ンプル・バー・リアに行ったがセッションが見つか

らず、このパブに来たのだと言った。せっかくアイ

ルランドに来たのだからセッションを聴いて帰りた

いが、テンプル・バー・エリアは観光客向けに賑や

かになりすぎていてアイルランドらしくないので好

きではないと言っていた。また、彼女は筆者と話す

のは問題ないようだが、先ほどの男性のようにセッ

ション中にしつこく話されるのは嫌なのだと言った。 

常連客と思われる老人と話した。筆者がわたしはア

イルランド伝統音楽を弾くのだと言うと、大歓迎さ

れた。なぜ楽器を持って来なかったのかと聞かれ、

ダブリンに来るのは初めてで今日は様子を見るため

だと答えた。彼は、自分は明日ここに来られないが、

俺に紹介されたと言えばセッションに問題なく参加

できるぞと言った。明日のギグの持ち主と知り合い

のようだった。しかし、翌日は疲れており、このパ

ブへは行かず寝ることにした。 

その次の日にはまたそのパブへ行った。客とは話し

かけたり話しかけられたりするが、演奏者とは何の

やりとりもなかった。１度、セッション参加者のア

コーディオン弾きの隣に座っていた人と話した時、

自分もアコーディオンを弾くと言うと、その人が「じ

ゃあ弾かせてもらいなさいよ」と言ってアコーディ

オン弾きに声を掛けた。すると、アコーディオン弾

きは「おう、弾くか？」といった感じでアコーディ

オンを差し出してきた。しかし、筆者のアコーディ

オンとはキーが異なるため弾けなかった。他の演奏
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者とは帰り際に挨拶をしたくらいで、演奏をありが

とうと言うと、どういたしましてと言っていた。 

	 	  

6‐4‐2	 ゴールウェイ 

当初の予定ではダブリンから北へ行き、ベルファス

トから回る予定だった。しかし、リヴァプール滞在

中に筆者のアコーディオンの調子がおかしくなった

ため、アンダースにみてもらおうと思い急遽ゴール

ウェイから回ることにした。だが、肝心のアンダー

スは友人の結婚式でフランスに行っており１０日間

ほどは戻らないと言われた。幸い、アコーディオン

はリヴァプールで調子が悪くなったあと一応直って

いたので、アンダースを待つ間、ゴールウェイ近隣

の町や村を見て回ることにした。この日はとりあえ

ずゴールウェイに滞在した。 

ゴールウェイでは友人の家に泊めてもらう予定だっ

たのだが、その友人との待ち合わせまで時間があっ

たのでバスキングをした。 

バスキングはショップ・ストリートでおこなった。

ショップ・ストリートはゴールウェイでは最も大き

い通りだが、ダブリンのヘンリー・ストリートと比

べると３分の１もないのではないかというくらいだ。

しかし、ダブリンでのバスキングよりもたくさんの

人がお金を入れてくれた。その年齢は様々で、筆者

らの写真を撮る人も多かった。 

バスキング中、筆者の友人が通りかかり、筆者が彼

らと話している間にもお金を入れていく人がいた。

不思議な顔をしていると、「あなたたちの演奏はさっ

き通りかかった時に聴いていたのよ。小銭をつくり

に行っていたの」と言っていた。１度筆者らの前を

通り過ぎ買い物へ行き、戻ってきた際にそのおつり

を入れてくれたようだ。 

翌日、バスの出発時間まで余裕があったので１時間

半バスキングをした。チ・コリでイスを借り、前日

と同じ場所でおこなった。 

ショップ・ストリートにはレストランなどの宣伝用

看板を持った人が何人かおり、彼らは看板を持って

立っていることが仕事である。通行人からその店の

場所を聞かれたりすると答えるが、通行人に声を掛

け店に呼び込んだりはしないため、とても暇そうで

ある。仕事中は携帯ゲームをしたり、イヤフォンを

して音楽を聴いたり、本を読んだりしている。今回

は彼らの側でバスキングをするかたちになったのだ

が、彼らは楽しんで聴いてくれ、時々話しかけてき

た。 

通行人からたくさん写真を撮られているなと思った

ら、バスキングをしていた場所がたまたま観光名所

の前であるだけだった。もしかしたら筆者らのバス

キングを撮っていたのかもしれないが、不明である。 

チ・コリにイスを返しに行くと、そこにはロナンが

いた。ロナンはチ・コリの店員でもあるのだが、ア

ラン諸島のイニシィアにあるパブでも働いている。

ロナンに明後日イニシィアに行くと話すと、ロナン

が働いているチ・ネッド（Ti Ned）というパブでコ

ナー（Conor）というバンジョー弾きが働いている

だろうから行ってみるといいと言ってメモを書いて

くれた。 

 

	 	 6‐4‐3	 ドゥーリン 

ゴールウェイからバスに乗り、まずは観光名所の１

つであるモハ‐の断崖へ向かった。モハ‐の断崖に

着いた時は風が強く雨が降っていたが、帰り際には

雨が止み、夕焼けがとてもきれいだった。 

嵐と夕焼けのモハ‐を満喫し、目的地であるドゥー

リンへ向かった。モハ‐の断崖からドゥーリンまで

はバスで約３０分である。 

ドゥーリンに着いて宿泊先のホステルに荷物を置き、

休む間もなく村を見て歩いた。ドゥーリンには３軒

のパブがあり、宿泊したホステルから最も遠いパブ

の間に残りの２軒のパブがある。どのパブの看板に



 
 

「アイルランド伝統音楽における共在性‐会うことと得ること」	 町田佳菜子 

 
-	 57	 -	 

『フィールドワーク研究』北九州市立大学人類学論文集 2011	 

http://www.apa-apa.net/̃jinrui/soturon/index.html	 

も「Irish Music」と書かれてあったので、最も遠い

パブから回り、ホステルに帰りながらすべてのパブ

に行くことにした。最も遠いパブではセッションを

していたので１時間ほど滞在し、２軒目ではフォー

クソングのライブをしていたので入店せず、３軒目

はアイルランド伝統音楽と歌のライブをしていたの

でここにも１時間ほど滞在した。 

最も遠いパブはパブ／レストランだった。筆者らは

夜８時半頃に着いたのだが、レストランのサービス

が夜９時半までのためか、すでに多くの人で賑って

いた。バーのある最も広いホールにセッションのた

めのテーブル席が確保されており、その周りの席に

は客が座っていた。セッション席からは少し離れて

はいるがセッションが見えそうな席に座り、夕食を

取った。 

夜９時を過ぎると楽器を持った人が入ってきてセッ

ション席へ座り、９時半頃からセッションがはじま

った。セッション席の隣では、まだ食事を取ってい

る人がいたが、お互い気にする様子はなかった。食

事を終え、セッションの近くへ行き、立ってセッシ

ョンを見た。バーカウンターの前には、同じように

立って見ている人が多かった。演奏されている楽器

がフィドルとフルートばかりで、周囲の雑音にかき

消されよく聞こえなかった。しかし、演奏者らは雑

音を気にする様子もなくセッションを続けていた。 

３軒目のライブをしていたパブには、入り口を入っ

てすぐ右側に柵で仕切られたスペースがあり、そこ

で演奏がおこなわれていた。演奏者は３人おり、ギ

ター、バンジョー、アコーディオンだった。皆それ

ぞれにマイクを使っていた。演奏スペースを仕切る

柵にくっつけるかたちでいくつかのテーブルが配置

されており、客はすぐ目の前で演奏を聴いていた。 

スペイン人やイタリア人らの６人組が演奏者の近く

の席に座り、時に手拍子をするなどして盛り上がっ

ていた。それに乗じて他の客も手拍子をしていた。

しかし、その手拍子は音楽と合っておらずどんどん

速くなっていき、演奏者は演奏しづらそうな表情を

見せていた。 

アコーディオン弾きが席を外した際、残った２人は

歌を歌った。バンジョー弾きもギターを弾けるよう

で、ギター弾きが席を外した時は彼がギターを弾き

歌っていた。演奏者は、伝統音楽を演奏する時も歌

う時もMCは入れなかった。 

途中、客の１人である初老の男性が演奏者に話しか

け、演奏者が皆席を外した。彼は演奏スペースに立

ち、マイクを持った。この村の住人のようで、よく

知られている人のようだった。彼は慣れた様子で

MC を挟みながら２曲歌った。アメリカからの旅行

者がいたようで、アメリカに関係のある歌も歌って

いた。彼は最後にアンコールを受け、それに応えた。 

この時彼が歌った歌の中で、筆者が知っているメロ

ディの歌があった。それはバリーが時々ひとりで弾

いたりアントニーと一緒に弾いたりしていた曲だっ

た。筆者はこの時初めて、その曲が歌であったこと

を知った。 

 

	 	 6‐4‐4	 アラン諸島 

ドゥーリンから船に乗り、アラン諸島の最も小さい

島イニシィアを見て回り、そのあとまた船で最も大

きな島イニシュモアに行くという計画だった。イン

ターネットでドゥーリンからイニシィア行のチケッ

トは何の問題もなく買えたのだが、イニシィアから

イニシュモアに行くチケットは見当たらなかった。

だが、ドゥーリンからイニシュモア行の最終便は夕

方だったので、その船がイニシィアに寄るだろうと

思っていた。しかし、港に着いて係の人に聞いてみ

ると、最終便はイニシィアには寄らないと言われた。

イニシィアにも行きたいが宿はイニシュモアに取っ

てあるので今日中にイニシュモアに行きたいと言う

と、じゃあ最終便で寄ろうと言ってくれた。 
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係の人らの好意により、イニシィアを見て回ること

ができることになった。ロナンに言われたとおり

チ・ネッドに行くと、店員が１人いた。話しかける

とコナーだった。ロナンに紹介されたことと筆者ら

がアイルランド伝統音楽を弾くことを伝えると、こ

こで弾いていいよと言われた。店に荷物を置かせて

もらい島を一通り見たあと、イニシュモア行の船を

待つ間の約３０分、入り口横で演奏をした。コナー

がバンジョーを持ってきており仕事が落ち着いたら

一緒に弾いてくれると言った。 

演奏をはじめた時には客はいなかったが、途中で３

組ほど入ってきた。最初に入ってきた外国人の旅行

客グループは、パブの奥でずっとダーツをしていた。

演奏を気にする様子はなかったが、彼らがパブを出

る際「いい演奏をありがとう」と言ってくれた。ア

イルランド人の旅行客は、日本人が演奏しているこ

とに驚いていた。彼らは入り口を挟んで筆者らと反

対側に座り、セットが終わるごとに拍手をしてくれ

た。 

店の時計は５分ほど遅れており、気づくと船は出港

しかけていた。コナーが船員と連絡を取ってくれ、

船を引きとめてくれた。 

演奏中、特に仕事が忙しいわけでもなかったのだが、

コナーが実際にバンジョーを出して弾くことはなか

った。コナーはチ・コリでギグを持っているという

ので、ゴールウェイでまた会おうと言って別れた。

船に乗ると、船員に「飲みすぎか？」と言われた。

先ほどの外国人の旅行客グループがおり、軽く挨拶

を交わした。 

無事に船に乗ることができ、イニシュモアへ向かっ

た。宿泊先のホステルの名前を忘れてしまい、メモ

も取っていなかったので観光案内所に行って尋ねた。

インターネットで予約をした際、そのサイトにはこ

の島のホステルは１件しか表示されなかった記憶が

あったので、受付の人にそう伝えると、ここから見

えるすぐそこのホステルじゃないかしらと言われた。

そのホステルに行って事情を話すと、そのホステル

には筆者の名前での予約はないと言われた。困った

なあと思っていると、ホステルの従業員が島にある

ホステルに順番に電話して確認してやると言ってく

れた。しばらくホステルのダイニングキッチンで待

っていると、見つけたぞと言って彼がやってきた。

楽器を持っているけど何か演奏するのかと聞かれ、

アイルランド伝統音楽をすると答えると、このホス

テルでは音楽イベントをしているから、次にこの島

に来た時はここに泊まってくれよと言った。とても

感じのいい人だった。 

先ほどのホステルの従業員に言われたとおりに道を

行くと、１軒のホステルがあった。オーナーに今晩

１泊予約していると言うと、さっき港の近くのホス

テルから連絡があったけどあなたたちのことかしら

と言われた。ホステルから徒歩１分のところに１軒

のパブがあったので、ホステルのオーナーに今晩そ

のパブでセッションはあるかと聞いてみた。彼女は、

今日はあの人が演奏しているんじゃないかしらと言

った。このパブも曜日で演奏者が決まっているよう

だった。 

夜になりパブへ行くと、ギター／ブズーキ弾きとフ

ィドル弾きがいた。筆者らが入れそうなセッション

なのか、様子を見るために数セット聴いた。客から

アイルランド伝統音楽が好きなのかと聞かれたので、

自分もアコーディオンを弾くと言うと、早くセッシ

ョンに入れと言われた。入っても問題なさそうだっ

たので演奏者２人に尋ね、セッションに入れてもら

った。何セットか演奏すると、ギター／ブズーキ弾

きから「知っている曲は何だ、弾いていいよ」と言

われた。実は他に２人仲間がいるんだと言って万梓

と泰斗を紹介し、３人で１セット弾いた。弾き終わ

ると、皆から大きな拍手をもらった。日本人が３人

一緒に弾いていることが、とても珍しいようだった。



 
 

「アイルランド伝統音楽における共在性‐会うことと得ること」	 町田佳菜子 

 
-	 59	 -	 

『フィールドワーク研究』北九州市立大学人類学論文集 2011	 

http://www.apa-apa.net/̃jinrui/soturon/index.html	 

近くで聞いていた中年の男性から、もっと弾けと言

われた。 

フィドル弾きはアメリカ人で、つい最近アイルラン

ドに到着し、イニシュモアには旅行で来たのだと言

った。アイルランド伝統音楽をはじめたのも数年前

で、まだあまり曲を知らないと言っていた。彼女は

筆者らが来店するほんの５分前にこのパブに来たら

しく、ギター／ブズーキ弾きとはこのセッションで

知り合ったのだと言った。ギター／ブズーキ弾きは

歌も歌う人で、この日は彼ひとりのギグだったよう

だ。 

皆で一緒に弾ける曲はないかと３人で知っている曲

を弾き合ったが、なかなか共通の曲が見つからなか

った。皆が知っていると言った曲でも、フィドル弾

きは自信がないのか控え目に弾くので、アコーディ

オンの音がやたらと響いた。周囲の客は筆者ら日本

人３人に注目しているようで、喜んで楽しそうに聴

いていた。店員からは演奏者５人にそれぞれ２杯ず

つ飲み物が振る舞われた。 

フィドル弾きはこのあとコークに住む予定で、筆者

らが旅の途中にコークへ行った時はまた会おうと連

絡先を交換した。 

 

6‐4‐5	 ゴールウェイ再び 

ゴールウェイに戻ってきて街を歩いているとフルー

ト吹きのベンがフランス人のバンジョー弾きと以前

筆者も一緒にバスキングをしたブズーキ弾きと３人

でバスキングをしていた。しかし、お金を入れても

らうためのケースにはあまりお金は入っていなかっ

た。以前筆者と一緒にバスキングをした時やこの旅

で筆者が万梓と泰斗と３人でバスキングをしている

時とは、お金の入り方が違うなと思った。やはりア

コーディオンのほうがフルートより音が大きいから

だろうか。それとも白人が３人でバスキングをして

いるのとアジア人が３人でバスキングをしているの

とでは印象や見た目に差があるのだろうか。はたま

た演奏自体の問題であろうか。 

この日は木曜日だったので、夜にはダスティ・バン

ジョーズのセッションに参加した。このセッション

はパブの入り口横のスペースでセッションをしてい

る。通りに面した壁がガラス張りになっており、外

からでもセッションの様子がよく見える。そのため、

通行人のなかには立ち止まって中を覗く人も多い。

時々、曲に合わせて踊りながら通り過ぎていく人も

見かける。 

この日のセッションは参加者が多く、ショーンを含

め２０人ほどの演奏者がいた。来る人はだいたい同

じ人なので、皆顔見知りだ。筆者が来店すると皆す

ぐに気づき、久しぶりと声を掛け合った。テーブル

席に座る人に一言声を掛け、イスを取ってセッショ

ンの輪に加わった。途中、パブの外にコンサーティ

ーナ弾きのコーマックの姿を見つけたので話しに行

った。すると、コーマックは数軒隣のパブで友人ら

と飲んでいるようだったが、グラスを持ったままこ

のパブに入ってきて少しの間セッションを聴いた。

ショーンが筆者に何か曲を弾くかと聞いてきたので、

１セット弾くことにした。ちょうど筆者がセットを

弾きはじめたときに、コーマックは元いたパブに戻

ってしまった。しばらくしてからまたこのパブに入

ってきたのでどうしたのかと聞くと、楽器を取りに

戻ったのだと言った。そして、「Morning Dew弾い

ていたね。もっと早く楽器を持ってきていたら一緒

に弾けたのになあ」と言った。それからコーマック

はセッションに参加し、数セット一緒に弾いた。シ

ョーンに弾くかいと尋ねられ、１セット弾いたあと

コーマックは帰っていった。 

セッション後、コーマックから連絡がきて彼の家に

遊びに行った。筆者が、コーマックが以前弾いてい

たポルカのセットを弾けるようになったと言うと、

さっきのセッションでそのセットを弾けばよかった
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なあと言った。そのポルカのセットを収録した CD

があるらしく、その CDをあげたいけど今は持って

いないんだと残念そうに言った。また、コーマック

が以前弾いていたリールをおしえてほしいと言うと、

これから忙しくなってもう会えないだろうからスカ

イプ（Skype）でおしえてあげるよと冗談交じりで

答えた。 

翌日の昼はバスキングをした。バスキング中に雨が

降ったが、通り雨だったようですぐに止んだ。なん

となく、雨が降った日のほうが得られる金額が多い

気がした。雨で人通りが減るためにそう思うのかも

しれない。 

今までバスキングをしてきたなかで、立ち止まって

聴く人や、話しかけてくれる人もいた。また、お金

を入れる際に「Thanks（ありがとう）」「You’re good

（上手だね）」など何か一言言っていく人もわりと多

かった。 

 

	 	 6‐4‐6	 チューム 

チュームでは９月１６日から１８日までの３日間、

チューム・トラディショナル・フェスティバル

（Tuam Traditional Festival）が開かれていた。ア

ントニーがギターの先生としてワークショップをし、

ギグもあるというので、９月１７日にチュームに訪

れた。 

フェスティバルでは朝１１時から昼１時まで楽器ご

とのワークショップがあり、午後からはバスキン

グ・コンペティションなどの催し物やライブがおこ

なわれた。また、昼１２時半からは町のたくさんの

パブでセッションがおこなわれた。フェスティバル

のパンフレットには各パブのセッション時間と演奏

者（ギグの持ち主）が書かれており、いつどこで誰

が演奏するのか知ることができた。 

筆者らは昼１２時頃にチュームに着いたのだが、フ

ェスティバル中にも関わらず、町はとても静かだっ

た。パンフレットに昼１２時半からキャナヴァンズ

（Canavan’s）というパブでアントニーの友人のア

コーディオン弾きが演奏すると書いてあったので行

ってみた。 

しかし、パブに入ってみるとそのアコーディオン弾

きはおらず、代わりに１０代後半くらいの男の子と

女の子が今から演奏をはじめようかというところだ

った。この時間はまだワークショップの最中だった

ためか、店には演奏者の他に店員と男の子の母親し

かいなかった。 

彼らのフィドルとピアノの柔らかいセッションを楽

しんでいると、一緒に弾いてくれないかと言われた。

彼らは皆で弾いた方が楽しいのだと言った。筆者ら

はセッションに加わり、彼らと知っている曲を確認

しながらセットを決めたり、選曲を彼らに任せたり、

また任されたりしながらセッションを楽しんだ。セ

ッション中、何人か客の出入りがあったが、筆者を

含め演奏者は誰も気にすることはなかった。 

店員は客がほとんどいないためすることがないよう

で、煙草を吸いに行き、店の前で客や友人と話して

いた。 

ワークショップが終わり、アントニーがキャナヴァ

ンズへ来た。筆者の演奏を聴き、上手くなったと褒

めてくれた。アントニーは筆者に会ったあと帰宅す

るつもりだったようで、ギターを持ってきていなか

った。そのため、アントニーはこのセッションには

加わらなかった。 

しばらくしてギグの持ち主である２人が帰らなけれ

ばならないと言って楽器をしまいはじめた。彼らに

もしやりたいのなら演奏を続けていいと言われたが、

遠慮した。彼らは筆者らの演奏を褒めてくれ、楽し

かったと言ってパブを出た。 

それからアントニーがバリーに連絡をとり、バリー

がこのパブに来ることになった。アントニーは嬉し

そうにギターを取りに行き、バリーを待った。 
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バリーがパブに到着し、さっそくセッションがはじ

まった。客は筆者らを含め６，７人程度だったが、

２人は気にする様子がなかった。彼らはいつものよ

うに世間話を挟みながら、いくつかのセットをこな

していった。途中、２人の友人であるコンサーティ

ーナ弾きがセッションに参加した。彼女は、テンポ

が速すぎて指が回らないわと言っていたが、充分弾

けていた。そして３セットほど弾くと、彼女は自分

のギグがはじまるからと言ってパブを出た。しばら

く演奏したあとアントニーとバリーは別のパブへ行

こうと言って楽器をしまいはじめた。アントニーの

母クレア（Clare）は画家で、このフェスティバル期

間中、本屋の２階にあるカフェで展示販売をしてい

た。アントニーがそのカフェの場所をおしえてくれ

たので、クレアの絵画を見てから２人のあとを追っ

た。 

キャナヴァンズを出たアントニーとバリーは、アベ

イ（the Abbey Travern）というパブへ行くと言って

いた。パブに入ると、入り口付近で大きなセッショ

ンがおこなわれていた。しかし２人の姿は見当たら

なかった。バーカウンターの向こう側、つまり店の

奥にもう１つ広いスペースがあり、２人はそこで演

奏していた。彼ら以外には誰もおらず、とても静か

だった。しかし、２人はとても楽しそうに演奏し、

酒もどんどん進んでいた。入り口側のセッションが

終わり、次第に人が増えはじめたが、２人は気にす

る様子もなく演奏を続けた。アントニーとバリーは

演奏後によく楽しそうに笑うのだが、それは拍手に

対するものではなく、自分たちの演奏に対するもの

であるように見えた。 

しばらくして、モンローズでアントニーとともに演

奏をしているメロディオン弾きのピーターが来た。

ピーターははじめ、セッションに入るのを拒んでい

た。しかし、結局はセッションに加わり一緒に演奏

した。アントニーとバリーが２人で演奏していた時

とは少し雰囲気が変わり、バリーの演奏のアレンジ

などの自由さが若干減ったような気がした。ピータ

ーと合わせて弾くように意識したような、あまり自

由に弾きすぎてはいけないというような感じに聴こ

えた。 

バリーらの演奏の世界からふと我に返って周りを見

回すと、そこには多くの人が集まっており、彼らは

各々でリズムを取ったりしながら演奏を聴いていた。 

このセッションは最終的に、チューム市長が訪れバ

リーとアントニーと写真を撮るほどに注目を集めた

のだが、２人の空腹を理由にセッションは終了した。

２人はとても満足した様子でパブをあとにした。 

バリーの演奏スタイルはとてもユニークで、たくさ

んのアレンジを加え、その演奏は毎回異なり予測で

きない。アントニーはそんなバリーとの掛け合いが

楽しく、演奏中は夢中で弾いているのだと言ってい

た。アントニーもバリーも、たとえ演奏直後だった

としてもさっきまでどんな風に演奏していたか覚え

ていないらしい。このように夢中で演奏を楽しめる

ことが一番だと彼らは言う。 

アントニーが家に帰ってバーベキューをするから来

いよと誘ってくれた。アントニーが３月にゴールウ

ェイ郊外にある持ち家に帰ったことは先で述べたが、

７月からその家にテラスのようなスペースを建設中

で、夏はほぼ毎日、その作りかけのテラスでバーベ

キューをしたそうだ。今は屋根をつくったから雨が

降っても大丈夫なんだと言っていた。スーパーで食

材を買い、家に帰ってテラスで本当にバーベキュー

をした。途中で雨が降ってきたが、アントニーはお

れたちは濡れないぜと鼻で笑っていた。 

夕食のあと、アントニーがギグがあると言うのでま

たついていった。しかし、チュームに行く道中で車

のガソリンが無くなってしまった。運よく民家の横

で止まったので、その家の人に助けを借りようとし

たが、その家の庭には車がなく家には明かりがつい



 
 

「アイルランド伝統音楽における共在性‐会うことと得ること」	 町田佳菜子 

 
-	 62	 -	 

『フィールドワーク研究』北九州市立大学人類学論文集 2011	 

http://www.apa-apa.net/̃jinrui/soturon/index.html	 

ていなかった。途方に暮れていると、１台の車がそ

の家に入っていった。アントニーがすぐさま事情を

話しに行くと、その車はタクシーでその家の住人を

迎えに来たのだった。幸運にもその家の住人でタク

シーに乗るのは１人だったので、筆者らは後部座席

に乗り込んだ。 

パブに着くと、入り口からものすごい人で溢れてい

た。人を押しのけ掻き分けながら奥へ進むと、セッ

ションがすでにはじまっていた。 

このセッションはアントニーとその友人のアコーデ

ィオン弾き、そして女性歌手のギグだった。彼女用

にマイクが１本用意されていた。彼女が歌を歌う時

はもちろん彼女がマイクを使用したが、アイルラン

ド伝統音楽の演奏の時はマイクのスイッチを入れた

まま机に置き、楽器の音を拾うようにしていた。し

かし、あまりの人の多さと話し声でマイクを通した

歌声でさえかき消され、ただの騒がしいパブと化し

ていた。周りを見回しても演奏を真面目に聴いてい

る客は見当たらなかった。強いていえば、セッショ

ンの周りでセッションの方を向いていた人は聴いて

いたといってもいいかもしれない。だが、演奏者の

すぐ後ろにいた筆者でさえ何の曲を弾いているのか

わからず、耳を凝らしてやっと音楽に乗れるという

感じだったため、実際には“音楽を聴ける”状態で

はなかったといえる。 

そんな状態だったためか、演奏者は皆、セッション

が終わる時間になると早々と楽器をしまい、パブを

後にした。 

この日はアントニーの家に泊まり、翌日ゴールウェ

イへ戻った。 

 

6‐4‐7	 スライゴー 

ゴールウェイに戻りバスキングをしたあと、アンダ

ースの家に行った。アンダースにアコーディオンを

見てもらうと、リードというアコーディオンの音を

出すのに重要な金属の細い板が１つ折れていること

がわかった。アンダースは数時間で新しいリードに

付け替えてくれた。 

この時アンダースの家には、真世、ジョージ、ヤコ

ブが住んでいた。バスキングの調子はどうかと聞か

れたので、悪くないが良くもないと答えると、彼ら

は皆口をそろえて最近はショップ・ストリートも人

通りが少ないからねと言った。 

翌日、スライゴー行のバスを逃したため、次のバス

の時間までバスキングをした。スーツケースをイス

代わりにしておこなった。バスキング中、筆者らの

横に立って数セット聴いてくれた人がいた。１時間

しかバスキングをしなかったが、２３ユーロほど得

られた。 

次のバスにはきちんと間に合い、スライゴーに到着

した。宿泊先のホステルのフロントに、アイルラン

ド伝統音楽をしているパブの案内があった。筆者も

初めて訪れた町なのでどこでセッションをしている

かわからず、とりあえずそのパブへ行ってみた。 

パブへ入ると入り口横でセッションがおこなわれて

いた。パブは縦長く奥行きがあり、店の奥ではセッ

ションを聴いていない人たちがおしゃべりを楽しん

でいた。セッションの周りの席はすでに埋まってお

り、筆者らは立って聴いた。 

セッション中は手拍子や歓声があがることもあり、

セッションを聴いている人たちは皆楽しんでいるよ

うだった。 

途中、演奏者のすぐ隣に座っていた外国人旅行者が

演奏者に話しかけ、自分のフィドルを取り出した。

セッションに参加したいと申し出たようだった。常

連と思われるピアノ・アコーディオン弾きも加わり、

６，７人のセッションになった。 

どうやらそのギグの持ち主はバンドとしても活動し

ているようで、ライブの案内チラシが店の壁に貼っ

てあった。彼らの演奏には、ここでこう弾くといっ
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たような“決まった弾き方”のようなものがあるよ

うに感じられた。バリーの演奏のような、何が起こ

るかわからないという雰囲気やそういったわくわく

感があまり感じられず、１時間ほど滞在したあとパ

ブを出た。 

翌日、バスキングをしようと思ったがいい場所が見

つからず、日中は川沿いのベンチで練習をした。バ

スキングではなかったからか、筆者らの練習に興味

を持つ人はいなかった。楽器を持って歩いている人

も見かけなかった。 

夕方、練習をした帰りにスーパーに寄った時、男性

からアイルランド伝統音楽をやるのかと声を掛けら

れた。筆者らが楽器を持っていたのでわかったよう

だった。彼が夜８時から１０時までフォリーズ

（Foley’s）というパブでギグがあるから来いよと言

ったので行ってみた。 

８時前にパブに着いたが、セッションはすでにはじ

まっていた。演奏者は、スーパーで声を掛けてきた

男性とフィドル弾きの２人のみで、彼ら２人のギグ

だった。スーパーで声を掛けてきた男性はギターを

弾いていた。 

彼らと挨拶を交わし、セッションに参加した。フィ

ドル弾きは曲名を書いたリストのような紙を持って

おり、そこから曲を選んでセットをつくっていた。

時々、「この曲ってこれだっけ？」と曲を弾きながら

ギター弾きに確認し、「いや、こうだろう」といって

ギター弾きが弾いてみせたりしていた。メロディ楽

器がフィドル弾きと筆者のみだったので、２人で曲

を確認してセットを決めたり、彼が弾きはじめその

曲を知っていれば一緒に弾いたり、筆者が弾きはじ

めたりしてセッションは進んだ。 

ギター弾きのチューニングがたまたま万梓のものと

同じであったため、万梓は彼の手や指の動きを見て

弾き方を学んでいた。ギター弾きは１回１回コード

を伝えたり、なるべく簡単なコード進行にして万梓

にわかりやすいように弾いたりしていた。万梓は、

セッションに他のギター弾きがいると自分は小さい

音でいろいろな弾き方を試すことができるし、チュ

ーニングが違っても他のギター弾きの弾き方や音の

運びを聴くこと自体が勉強になると言っていた。 

途中、客から好きな歌があるので歌ってくれないか

とリクエストがきた。ギター弾きはその曲を知って

いるようだったが、「俺たちは歌はやらない」と言っ

て断っていた。伴奏ならできると言ったが、客は歌

詞を思い出せず結局歌わなかった。 

セッション中、客はおしゃべりをしたり店内のテレ

ビを見たりして、“セッションを聴いています”とい

う感じの人はいなかった。しかし、演奏が終わるご

とに拍手が起こり、時々「いいね！」「よかったぞ」

などと声があがった。 

夜１０時までと聞いていたセッションは、１１時ま

で続いた。帰り際に、フィドル弾きがスライゴーの

近くにある町で９月末にフェスティバルがあるとお

しえてくれたが、旅の日程上、行くことはできなか

った。また、ギター弾きはレタケニーに行くならそ

こからもう少し北に行ったところにある村でいいセ

ッションをしているから時間があるなら行くといい

と言った。 

 

6‐4‐8	 レタケニー 

レタケニーに着いたはいいがバス停には誰もおらず、

どこに町の中心があるかわからなかったので、少し

離れた観光案内所まで歩いた。受付の人にこの町の

メインストリートはどこかと聞くと、彼は地図を見

せながらバス停を挟んでこの観光案内所の真反対を

指した。来た道を戻りメインストリートに向かった。 

言われた場所に着いたが、そこはメインストリート

であるにも関わらず人通りがとても少なかった。だ

が、そこがメインストリートならばそこでバスキン

グをするのが最良であると考え、郵便局の前でバス
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キングをした。 

すると、思ったよりも皆がお金を入れてくれた。小

中学生くらいの子どもも、おやつを買ったお釣りの

５セントや１０セントコインを入れていった。車道

を挟み向かい側の通りからわざわざお金を入れに来

てくれる人もいた。 

小学生の娘を連れた男性が立ち止まってしばらく聴

き、お金を入れたあと話しかけてきた。一緒にいた

娘がアコーディオンに興味を持っているようで、習

いはじめようか悩んでいるのだと言った。その娘に

弾いてみるかと筆者のアコーディオンを差し出すと、

彼女は照れ臭そうにしながらも喜んで弾いた。彼は

ベーカリーで働いており、カフェも経営しているの

だと言った。そのあと彼はどこかに行き、しばらく

して戻ってきた。手には大きな箱を持っており、自

分の店のペストリーをいっぱいに詰めて持ってきて

くれたのだった。彼はそれから筆者らがバスキング

を終えるまで娘と一緒に演奏を聴いてくれていた。

別れ際に、またこの町に来ることがあったら連絡し

てくれと言って携帯電話の番号と彼と娘の名前を書

いたメモを渡してくれた。彼の名はケヴィン

（Kevin）といった。ケヴィンはさらに、ベルファ

ストではマデンズ（Madden’s）というパブに行くと

いいとおしえてくれた。そしてそれから英語の勉強

になるだろうといって２，３日に１度、テキスト（携

帯電話のショートメッセージ）のやりとりを続けた。 

また、その時初老の男性もずっと演奏を聴いてくれ

ていた。話を聞くと彼もアイルランド伝統音楽奏者

だった。万梓がコーヒーを買いに行っている時、彼

がギターを弾いていいかというので一緒に１セット

弾くことにした。この曲を知っているかと聞いては

じめの数小節を弾いてみせたが、わからないけど何

でもいいよと言われたので曲のキーを伝え弾きはじ

めた。彼は長くギターを弾いているようだったので

上手いのだろうと思っていたが、とても自信満々に

違うコードを弾き、時々メロディと合っていないこ

とがあった。しかし、演奏中、筆者はしゃべれず彼

もこちらを見てくれなかったのでコードが違ってい

て弾きづらいことを伝えられなかった。演奏を終え

ると彼は満足した様子でありがとうと言った。さら

に、彼はバスキングの最後まで聴いていてくれたう

えに宿がないなら家に泊まっていいぞと言ってくれ

た。そこで自己紹介をし合い、彼はミクシ―（Mixie）

と名乗った。 

この日はカルチャー・ナイトという日でアイルラン

ドのどの町でも何かしらイベントをおこなう日なの

だと言った。ここレタケニーでもカルチャー・セン

ターで多国籍料理が振る舞われたり世界各国の踊り

や音楽などが披露されたりし、すべて無料だという

ので連れていってもらった。そのあとミクシ―の家

に荷物を置き、筆者らは各々の楽器を持ち、彼は６

弦バンジョーを持って再び街に出た。 

セッションをおこなっているパブを探したが、この

日はどのパブでもセッションをおこなっていなかっ

た。残念だと思っていると、ミクシ―がこのパブで

演奏できるか聞いてみようと言って少し大きめのパ

ブに入っていった。そして、夜１０時からはギター

の弾き語りライブがあるが、それまでなら演奏して

いいというので２時間ほど演奏させてもらった。 

パブに入り演奏の準備をしている時、パブの予定に

はなかったセッションがおこなわれることに対して

客はそれほど気にしている様子や驚いている様子は

なく、「セッションがはじまるのか」という感じだっ

た。なかには内心少しわくわくしているのか、こち

らを見ている人や筆者らの近くに少し移動する人も

数人見受けられた。 

演奏をはじめると皆聴いているようで、演奏が終わ

るごとに拍手をしてくれた。「日本から来たのか、す

ごいな」と声を掛けてくる人もおり、楽しい雰囲気

で演奏した。 
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ミクシ―は歌も数曲歌った。しかし、若い男性客は

「歌よりも演奏がいい」と言った。彼はミクシ―が

歌っている最中でも「演奏しろよ。お前たち（筆者

ら）の方が楽しいし」などと言っており、筆者らは

複雑な気持ちにさせられた。途中、女性２人が「こ

こはセッションをやっているのね」と言いながらパ

ブに入ってきた。彼女らに対しても、その男性は「歌

よりも演奏を聴きたいだろう？」と言ったが、女性

客は「わたしたちは演奏も歌も楽しんでいるわ。気

にしないで」と言ってくれ、その男性を宥めていた。 

ミクシ―はこの男性客について特に何を言うでもな

く、歌も演奏も続けた。 

９時半を過ぎた頃、ライブをする人がやってきたの

で演奏を終えた。ミュージック・パブでは夜９時半

頃からセッションをおこなうことが多いため、もう

１度パブを見て回った。しかし、やはりセッション

をおこなっているパブはなかった。ミクシ―が今度

は別のパブで演奏できるか聞いてみると言ったが、

筆者らはどちらかというと演奏を聴きたいんだと言

ってパブでの演奏はしなかった。ミクシ―が、それ

なら街の中心にある建物でイベントがおこなわれて

いて、そこではいい演奏をしているから行こうと言

った。筆者が、それはアイルランド伝統音楽の演奏

なのかと聞くと、そうだというので楽しみにしなが

らついていった。しかし実際、そこではポップスな

どのライブがおこなわれていた。それなら筆者らが

演奏したパブのギターの弾き語りライブの方がだい

ぶいいと思ったので戻らないかと提案したが、ミク

シ―は嫌なようだったので皆で家に帰ることにした。 

翌朝、ミクシ―がこれからはどこに行くんだと聞い

てきたので、デリーに行ったあとバンクラナに知り

合いがいるからそこに行くと答えた。知り合いって

誰だいと聞かれ、画家のクレアという人で彼女の息

子はギター弾きだと言うと、クレアとは知り合いだ

ぞと言った。そして、アントニーとも以前一緒に演

奏をしたことがあるのだと言った。ミクシ―は街ま

で筆者らを送ってくれ、クレアによろしく伝えてく

れと言って別れた。 

それから筆者らは、ケヴィンが経営しているカフェ

へ行った。そこでコーヒーを飲みながら彼と話をし

た。ケヴィンは、「バスキングは誰でも聴くことがで

きるし、入場料やビール代もかからない。さらにそ

のバスカーのしている演奏が上手ければなおいい。

バスキングは気軽に生演奏が聴けるから好きだ」と

言った。そして、君たちの演奏はとても楽しかった

よと言ってくれた。ケヴィンはドラムやボンゴなど

のパーカッション奏者で、ベーカーになる前は演奏

活動をしていたらしい。以前はアイルランド伝統音

楽にそれほど興味はなかったが、最近はバウロンを

してみたいと思っているようで、筆者らのバスキン

グを見てさらにその気持ちが強くなったと言った。

しばらく話したあと、早口の英語を聞くのは疲れた

だろうと冗談めかして言い、「来てくれてありがとう。

また会おう」と言ってケヴィンは仕事に戻った。筆

者らはバスでデリーに向かった。 

 

6‐4‐9	 デリー・バンクラナ 

アントニーの母クレアは現在バンクラナに住んでい

るが、以前アントニーらとデリーやベルファストに

住んでいたことがあり、友人と会ったり買い物した

りする時などはよくデリーに来るのだという。デリ

ーに着いた筆者らは、クレアがおしえてくれたレス

トランで昼食を取った。 

そのあと宿泊先のホステルに行き、従業員から簡単

に街のパブや観光スポットをおしえてもらった。ア

イルランド伝統音楽を聴けるパブはどこかと尋ねる

と、ピーダー・オ・ドンネルズ（Peadar O’Donnells）

というパブが１番で音楽も最高だと言い、他にセッ

ションやライブをしているパブは思い当たらないと

言うので、夜にこのパブを訪れることにした。 
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夜９時を過ぎてそのパブへ向かった。歩いていると

音楽が聞こえ、演奏にマイクを使っていることがす

ぐにわかった。パブに入ると入り口横で演奏がおこ

なわれていたのだが、人が多すぎてそれがライブで

あるのかセッションであるのか確認できなかった。

しかし、マイクを使用しているのでライブである可

能性が高いことと身動きできないほど多くの人でい

っぱいであること、さらにそれによって話し声だけ

でとても騒がしいということから早々とパブを出た。 

他にセッションをしているパブか、もう少し静かな

環境でライブをしているパブはないか、アントニー

に連絡を取り聞いてみたが、「ピーダ―・オ・ドンネ

ルしかないけど、あそこはうるさいし最悪だ」と言

っていた。 

仕方がないのでその日は夜のデリーの街を少し歩き、

ホステルに戻った。 

翌日、クレアがサンディノズ（Sandino’s）というパ

ブで夕方からセッションがおこなわれているとおし

えてくれた。クレアはそのセッションで演奏してい

る人たちと知り合いなのだと言った。クレアのテキ

スト通りに道を歩き、サンディノズを見つけたが閉

まっていた。クレアにテキストを送り、どうしたも

のかと途方に暮れていると、ひとりの男性が声を掛

けてきた。クレアの友人で、日本人３人がサンディ

ノズに入れずに困っていると聞いて迎えに来てくれ

たのだ。サンディノズには入り口が２つあり、閉ま

っていたのはナイトクラブの入り口で、パブの入り

口は別にあった。クレアはパブにしか行かないため、

ナイトクラブの入り口のことをすっかり忘れていた

のだった。 

パブに入るとすでにセッションがおこなわれており、

１０人弱が演奏していた。ギグの持ち主であると思

われる初老の男性はコンサーティーナとイーリア

ン・パイプを弾くようで、気分によってか曲によっ

てかわからないが、時々楽器を変えて演奏していた。 

このセッションはテンポが速かったため、筆者らは

セッションには参加せず立って演奏を聴いていた。

しかし、筆者らを迎えに来てくれた男性が「なぜ弾

かないんだ。早くこっちに座って弾きなさい」とい

うので、「テンポが速いんだ。だけど次に知っている

曲を弾いていたら一緒に弾くよ」と言った。演奏者

はすでにテーブルを囲むようにして座っていたので、

そのギグの持ち主の隣にいたギター弾きの後ろに、

その輪からはみ出る形で座った。知っている曲にな

ったので一緒に弾いていると、迎えに来てくれた男

性は「こいつ弾いてるよ！」と驚いたようにこちら

を見、周囲の客も筆者に気づき、演奏が終わると暖

かい拍手をくれた。それから筆者の前にいたギター

弾きが、彼とそのギグの持ち主の間に筆者を入れて

くれた。 

このセッションには万梓を含めギター弾きが３人い

た。それぞれギターのチューニングが違い、ノーマ

ルチューニング、ダドガド、ドロップDだった。万

梓はいろいろなチューニングの音が１度に聴けて楽

しいと言いながら、他のギター弾き２人に挟まれる

かたちでセッションに参加した。 

バウロン弾きも泰斗を含め３人いた。これまでツア

ー中に参加したセッションにバウロン弾きがいたこ

とはなかったので、泰斗は一緒に弾きながら勉強で

きると喜んでいた。２人のバウロン弾きはともにボ

ーンズの名手でもあり、バウロンとボーンズで分担

して演奏したりしていた。このセッションで泰斗は

ボーンズに興味を持ち、彼らが煙草を吸いに行った

際に熱心におしえてもらっていた。 

セッション中に、筆者らの写真を撮っている客がい

た。彼はあとで家族や友人に見せるのだと言った。

また、店員は筆者らそれぞれに１杯ずつ飲み物をご

ちそうしてくれた。 

セッションが終わったあと、演奏者らは、近隣の町

で水曜日と土曜日にセッションをしているとおしえ
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てくれたり、今度結婚式がありそこでセッションを

するから来ないかと誘ってくれたりした。筆者らは

この日から数日間バンクラナのクレアの家に泊まる

予定だというと、ギター弾きのマーティン（Martin）

が自分もバンクラナに住んでいるからといってタク

シーで送ってくれた。 

クレアの家に着くと、彼女は手料理をつくって待っ

てくれていた。食事をしながらこれまでの旅の話を

した。レタケニーでミクシ―に会い世話になったこ

とを話すと、彼は元気だったかと心配そうに聞いて

きた。ミクシ―はドラッグなどの多用で昔記憶を失

くしたことがあり、まるで人が変わったような振る

舞いをすることがあるのだと言った。筆者らが、ミ

クシ―はとてもいい人だったと話すとほっとしたよ

うに笑った。ミクシ―とクレアは昔からの知り合い

のようで、ある日、クレアとミクシ―が友人らと乗

っていたボートが転覆してひどい目に遭ったのだと

言ってその時のことを話してくれた。 

翌日はバンクラナの町を見て歩いた。アントニーは、

筆者が１年間ゴールウェイに留学していた時からず

っとここバンクラナやドニゴール県（Co. Donegal）

を案内してくれると言っているのだが、いつも忙し

いなどと言ってなかなか実行してくれなかった。そ

れもあって筆者はやっとバンクラナに来られたとい

う思いだったため、この日はバスキングはせず、町

の自然を満喫した。 

水曜日にバンクラナにあるパブでセッションがある

と聞いていたので、筆者らは木曜日までクレアの家

に滞在する予定だった。しかし、その週末に来る予

定だったクレアの客人が木曜日に到着することにな

り、その準備をしなければならないから今晩までし

か泊めてあげられなくなったと言われた。急遽デリ

ーのホステルを予約し、明日の夜までには出発する

とクレアに伝えた。 

バンクラナに来て３日目はバスキングをしようと思

い街に出た。メインストリートに行ったが、夕方４

時で帰宅ラッシュがはじまる頃であるのに通りに人

がいなかった。郵便局の前に少し広めの広場のよう

な場所があったので、そこでバスキングをした。 

人通りはほとんどないが、車で通る人や車を止めて

連れを待つ人は、窓を開けて聴いてくれた。中には

車から出てきてお金をくれる人もいた。通りの向か

い側にある店の店員は、店から出てきたりしてずっ

と聴いてくれていた。その隣のパブの息子は、お金

を入れた時に、うちのパブで弾けよと言って去って

いった。バスキングをしていた場所のすぐ横にある

パブで聴いていた初老の男性は、酔っぱらっていた

のか５ユーロ札を入れていってくれた。そのパブの

ガードマンはパブの出入り口に立っていないといけ

ないので仕事中ずっと聴いてくれており、最後はお

金を入れてくれた。また、黒人女性がバスキングを

している筆者らの隣に座り、３０分ほど聴いて話し

て帰っていった。アイルランド伝統音楽をやりたい

のだが、どの楽器からはじめたらいいかわからない

し、先生がいないから困っていると言っていた。 

レタケニーと同様に、ここバンクラナでも思ったよ

りお金を得られた。“人通りのとても少ない場所では、

通る人皆がお金をいれてくれる”ことを、「田舎の法

則」と名付けた。 

家に戻るとクレアの姿がなかった。出掛けているの

だと思い帰りを待っていると、クレアからテキスト

がきた。体の具合が悪くなったので今病院で検査を

受けており、隣人に連絡してあるから彼女に鍵を預

けてほしいと書いてあった。隣人に鍵を預け、タク

シーを呼んでもらえないかと頼むと、デリーのホス

テルまで送ってあげると言ってくれた。お言葉に甘

えて送ってもらった。 

翌日、前回デリーに来た時はバスキングをしなかっ

たので、今回はやろうといって場所を探した。デリ

ーの街を囲む城壁の外側に、テントを立てて服やア
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クセサリーを売っている三角形の広場があり、そこ

でおこなうことにした。 

普段は３人横に並んでバスキングをするのだが、今

回は背中合わせにそれぞれ別の通りを向いておこな

った。各自、お金を入れてもらうために楽器ケース

を置き、誰が１番お金を得られるか試してみた。結

果は、やはりというべきか、メロディ楽器であるア

コーディオンが最も多かった。そして次にギターが

多く、バウロンは少なかった。後日、アントニーや

他の友人らにこの話をすると、筆者が女性であるこ

とも勝因のひとつだと言っていた。 

今回も小黒板を置いていたのだが、それよりもこの

バスキングスタイルが目を引き、通行人に興味を湧

かせていたようだった。バスキングの後半の数セッ

トでは、どこからともなく拍手が起こった。 

サンディノズでのセッションで知り合ったギター弾

きのマーティンが通りかかり、ジュース３本とチョ

コレートバーを６本買って差し入れしてくれた。こ

の日は水曜日だったので、マーティンに今夜のバン

クラナでのセッションには行くのかと聞くと、おま

えたちが行くのなら行こうかなと言った。筆者らは

行くつもりだと言うと、じゃあまたバンクラナで会

おうと言って去っていった。 

今回のバスキングでは筆者に話しかけてくる人が多

かった。彼らは、曲中か曲間か関係なく話しかけ、

言いたいことを言うと去っていった。 

ホームレスのような初老の男性がおり、終始筆者ら

の周りをうろうろしながら「次の曲は何だ、弾け弾

けー」と言っていた。街では知られた人ようで、彼

に話しかけたりタバコをあげたりと皆優しくしてい

た。 

バンクラナでのセッションは夜１０時頃からだと聞

いていた。デリーからバンクラナまでは車で３０分

程度の道のりなので、歩いて行くことにし、夕方６

時過ぎにホステルを出た。クレアに、体の具合はど

うかということと今バンクラナに歩いて向かってお

り、もし具合がよいのならセッションに来るかと連

絡をした。クレアからの返信は、「デリーから歩いて

来ているなんて、あなたたち狂ってるわ！」だった。

次第に辺りは暗くなり、街灯もほとんどない道では

満天の星が見えた。 

道中、泰斗は以前購入していたボーンズを練習した

り、万梓はアサラトというマラカスのようなアフリ

カの民族楽器を振ったりしながら歩いた。すると、

その音につられたのか隣の牧場の牛たちが筆者らを

追いかけてきた。柵があるため牛たちは出てこられ

なかったのだが、その柵沿いにずっとついてきた。

暗くてよく見えなかったのだが、その鳴き声や足音

から牛の数は１頭や２頭ではないことは容易に想像

できた。暗くてそれが見えないことが恐ろしさを増

長させ、筆者らは走ってその牧場から離れた。 

そのようなこともあり、パブに着くまでの間、初め

ての場所でセッションに参加するということに対し

てそれほど緊張することはなかった。そして、デリ

ーを出て３時間ほど経ったところで、このままでは

バンクラナのパブに着く頃にはセッションが終わっ

てしまうと思い、次にパブを見つけたらそこでタク

シーを呼んでもらうことにした。パブを見つけるま

では、歩きながらヒッチハイクを試みた。結局ヒッ

チハイクは成功せずパブを見つけので、店員にタク

シーを呼んでほしいと頼んだ。すると、その店にい

たたった１人の客が、バンクラナは帰り道だから乗

せていってあげるよと言ってくれた。彼はダーツを

している途中でビールもまだ少し残っていたのだが、

笑顔で車を出してくれた。 

そうしてやっとパブに着くと、セッションは残り４

０分といったところだった。マーティンがおり、演

奏者らに話をしてくれていたのか、筆者らはすぐに

セッションに入れてもらえた。 

セッションには筆者らを含め７人ほどの演奏者がい
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た。早速、演奏者から何か弾けと言われ、すぐに曲

を思いつかずもたもたしていると「今日バスキング

ではじめに弾いた曲でいいよ。覚えてる？」と言わ

れた。演奏者はもちろん、マーティンも筆者らがバ

スキングでどの曲を最初に弾いたかなど知らなかっ

た。しかし、彼らはそう言って、筆者らが弾きはじ

めるのを待った。弾きはじめると、彼らはその曲を

知っているようで、一緒になって弾いた。そのあと、

彼らは筆者らにも曲を尋ねながら数セット弾き、セ

ッションは終了した。アコーディオン弾きとフィド

ル弾きがこのギグを持っているようで、毎週水曜に

ここでセッションしているからまたおいでと言って

くれた。筆者は、３人での旅が終わったら個人的に

訪れると約束した。 

今日はデリーまで帰るというと、参加者の１人がデ

リーに行く道の途中に住んでいるからといって彼の

家まで送ってくれた。彼は、日本人に会えるなんて

滅多にないことだといって筆者らを家に上げ、お茶

を振る舞い、写真を撮った。デリーまでのタクシー

も手配してくれた。 

 

6‐4‐10	 ベルファスト 

デリーからベルファストに行く途中、世界遺産であ

るジャイアンツ・コーズウェイやその周辺にある観

光名所へ行った。 

ベルファストに着き、宿泊先のホステルで休憩した

あと、万梓と泰斗は街を見てくると言ったので別行

動をとることにした。 

筆者らが弾いているセットのなかで、ユーチューブ

（YouTube）から見つけて覚えたセットが１つある。

その動画はベルファストにあるデューク・オブ・ヨ

ーク（Duke of Yoke）というパブで撮られたものだ

ったため、そのパブに行ってみた。 

パブに入ると右奥のバーカウンター前でセッション

がおこなわれていた。このバーカウンターはこの時

間は使われていないようで、もう１つの大きなバー

カウンターのみでサービスをしていた。 

パブは多くの客で賑っており、皆の話し声も大きか

ったのでセッションのすぐ後ろに座って聴いた。セ

ッションの方を向いて聴いている客はおらず皆おし

ゃべりをしていたが、演奏が終わると拍手がおこっ

た。 

セッションには１０人ほどの演奏者がいた。フィド

ル弾きに声を掛け話すと、楽器を持ってこればよか

ったのにと言われた。ほとんどの演奏者が煙草など

で席を外した際は、残った数人でセッションを続け

ていた。店員が閉店だから店を出てくれと言いはじ

めてもセッションはなかなか終わらず、演奏者は最

後まで店に残っていた。 

翌日は、アントニーから友人がセッションをしてい

ると聞き、マデンズというパブに行った。このパブ

はレタケニーで会ったケヴィンも勧めていたパブだ

った。 

パブの２階に上がると、照明がとても暗い中、部屋

の隅でセッションがおこなわれていた。客は、セッ

ションを聴きに来たと思われる人が数人いる程度で、

秘密基地でこっそりセッションを開いているような

イメージだった。セッションには７人ほどの演奏者

がいた。 

セッションを聴いていると、近くにいたバウロン弾

きに声を掛けられた。座って聴きなよと言われたが、

仕切られたスペースでセッションがおこなわれてい

たため狭く、イスを置くことができなかった。アイ

ルランド伝統音楽が好きなのかと聞かれ、アコーデ

ィオンを弾くしここにも持ってきていると言うと、

席を譲ってくれようとしたので断った。それからも

そのバウロン弾きはいろいろと話をし、トイレに行

くからその間座って演奏していていいと言って行っ

てしまった。そこに座って演奏していると彼が帰っ

てきたので立とうとしたが、こっちで弾くからいい
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といってバーカウンターの足元にある足置きのよう

なバーに座って弾きはじめた。仕方がないので筆者

はそのままイスに座ってセッションに参加した。 

演奏者が皆で煙草を吸いに行った時、アントニーが

言っていた友人と思われる人に声を掛けた。すると、

あいつの知り合いなのかといって歓迎された。 

セッションが終わり先ほどのバウロン弾きが帰ると、

アントニーの友人ら数人の演奏者が「あいつには注

意しろ」と言った。セッションに来ても女の人と話

すばかりで演奏しないし、そもそもそのバウロン弾

きには彼女がおり妊娠しているらしい。彼らは皆口

をそろえて、あいつはダメだと言い、やれやれとい

う感じだった。だが、セッション中に演奏者らがバ

ウロン弾きを嫌がる感じはなく、我関せずといった

雰囲気で誰も気にしていない風だった。 

そのあと、ブズーキ弾きの家でこれからパーティだ

というのでついていった。しかし、パーティとは冗

談だったのか、皆それぞれの家の前でタクシーを降

りていき、結局筆者とそのブズーキ弾きの２人だけ

になってしまった。筆者がパーティじゃなかったの

と聞くと、彼は皆がいなくてがっかりした？と笑い

ながら言った。 

フィドル弾きである彼の弟が新しい CDを出し、収

録には自分もギターとブズーキで参加したというの

で、そのCDを聴いた。そのCDの収録にピアノで

参加している人が共通の知人で、話が盛り上がった。

よくよく話を聞いていると、彼はバリーとも知り合

いで、以前ゴールウェイに一緒に住んでいたのだと

いう。アントニーのことも知っていて、いろいろな

ことを話した。パーティとまではいかなかったが楽

しい夜だった。 

次の日もこのパブのセッションに参加した。前回と

同じく２階だったが、仕切られていない開けた席で

おこなわれていた。前回のセッションにもいた演奏

者が２人おり、演奏者は全部で１０人ほどいた。演

奏者は２つのテーブルを囲むように座っていた。 

セッションに参加したはいいが、知っている曲があ

まりなく、なかなか一緒に弾くことができなかった。

途中で前回も来ていたイーリアン・パイプス弾きが

来て、筆者の左隣に座った。はじめはティン・ホイ

ッスルを吹いていたのだが、筆者があまり演奏して

いなかったからか、イーリアン・パイプスを取り出

し演奏し始めた。イーリアン・パイプスは右脇に空

気を送るポンプを、左脇に空気をためる袋を挟み演

奏するためかなりの場所をとる。筆者のアコーディ

オンは右肩にストラップを掛け左ももに本体をひっ

かけ固定するようにして弾くため、左側に十分なス

ペースが必要だ。彼にイーリアン・パイプスを出さ

れてしまったので場所が狭くなり、筆者はそれ以上

弾くことを諦めた。しかし、演奏者に囲まれて演奏

を聴くことができたのでラッキーだった。 

セッション終了後、筆者の向かい側の演奏者の後ろ

に座っていた男性が声を掛けてきた。彼自身フィド

ルを弾くようだが、この日のセッションには持って

きていなかった。彼によると、ベルファストでは条

例によって、深夜０時以降はパブやナイトクラブな

ど店で酒を売ってはいけないらしい。そのため、ベ

ルファストの街の夜はとても静かなのだという。彼

は、それがベルファストの大きな問題で、セッショ

ンが早く終わってしまうのもそうだが、夜の楽しみ

が何もないと言っていた。 

 

6‐4‐11	 コーク 

北アイルランドのベルファストを離れ、ダブリンを

経由してアイルランドの南部にあるコークへ下った。 

コークに行った時は連絡をすると言っていたイニシ

ュモアのセッションで知り合ったフィドル弾きに連

絡を取ると、この日はセッションに行かないと言わ

れた。代わりにセッションをしていそうなパブをお

しえてもらった。夜にそのパブに行くとセッション
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がおこなわれていたが、初老の男性３人が演奏して

おり和やかな雰囲気だったので、他のパブも見てみ

ることにした。そのパブの２，３軒隣にあるパブに

セッションがおこなわれているという案内が出てい

たので入った。 

パブは多くの人で賑っており、セッションには５人

の演奏者がいた。セッションを聴いていると、知っ

ている曲が何曲かあったので演奏者にセッションに

入ってもいいか尋ねて加わった。演奏者の１人であ

るイーリアン・パイプス弾きはとてもユニークで動

きが激しく、個性的な演奏をしていた。聴くだけで

なく見ていてもとてもおもしろかった。 

あるセットで曲が変わる際、イーリアン・パイプス

弾きからアイコンタクトで「次はお前が繋げろ」と

言われた。筆者にとって初めての経験だったが、な

んとか曲を繋げた。次はこちらから合図を出して彼

に曲を繋いでもらった。こうして数曲交互に曲を繋

ぎ、最後はこちらがギブアップして終了した。こう

いう弾き方はゲームのようで面白いなと思った。他

の演奏者や周囲の客も、次は何だとわくわくするよ

うで、歓声があがるなどして盛り上がった。 

隣にいたコンサーティーナ弾きは席を外しているこ

とが多く、あまり弾いていなかった。弾かないのか

と尋ねると、コンサーティーナをはじめてまだ２年

だからあまり弾けないと言っていた。 

セッションの終盤で、女性客が歌ってもいいかと申

し出た。周囲の客は「しーっ」と言ったりグラスで

机をダンダンと叩いたりして皆が静かになった。彼

女はシャン・ノースを１曲歌った。途中で歌詞を忘

れたようだが、皆暖かく声を掛け、最後まで歌いき

ることができ、大きな拍手が起こった。演奏者らが

セッションを続けようとしていると、今度は男性が

歌いはじめた。皆が知っている歌のようで、コーラ

ス部分は合唱になった。演奏者は気持ちが萎えたの

か楽器をしまいはじめ、セッションは終了した。 

帰り際に、フィドル弾きがバスキングにいい場所を

おしえてくれた。 

翌日、バスキングをするために前日のセッションで

フィドル弾きがおしえてくれた場所に行ってみた。

しかし、そこは人通りが少なかったため別の場所を

探し、大通りから１本入った狭い通りでおこなった。

１５分ほどすると、目の前の店で警報装置が鳴りは

じめたので、一時中断し昼食を取ったあと同じ場所

で再開した。警報装置が鳴りはじめた時に店員から

何も言われなかったことと、再開した時には警報装

置は鳴らなかったことから、警報装置が鳴ったのは

バスキングが原因ではなかったようだった。 

その通りは車が１台通れるほどの車道とその両脇に

歩道がある狭い通りなので、よく音が通った。コー

クで見かけたバスカーは４人ほどと少なかったが、

皆大通りは避け、細い路地で弾いていた。 

この日はいろいろな出会いがあった。盲目の老婆が、

白い杖をつきながらもお金を入れてくれ、日本から

来たというととても驚いていた。コーク県（Co. 

Cork）の西にあるシャーキン島にパブをもつ男性か

らは、彼のパブで演奏してほしいとのオファーを受

けた。名刺をもらい名前を見ると「Darragh Taaffe

（ダラ・タフ）」と書いてあった。ゴールウェイにタ

フスというパブがあるよと言うと、そのパブは親戚

が経営しているのだと言った。ケリー県にあるケン

メアという町に住む男性には、ケンメアにはいい音

楽があるから来いと言われた。連絡先をノートに書

いてもらい、連絡すると伝えた。彼は名前をディー

ン（Dean）といい、フィドルを弾くのだと言った。

また、３０代くらいの男性が立ち止まり、演奏中じ

っとこっちを見ていた。５弦バンジョーをケースに

入れずそのまま背中に掛けている男性が彼と落ち合

い、２人で少し演奏を聴いたあと去っていった。こ

の２人とは後にゴールウェイで再会することになる。

彼らの他にも、立ち止まって聴く人が多かったよう
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に思う。 

 

6‐4‐12	 キラーニー 

翌日コークを出て、キラーニーへ向かった。キラー

ニーは観光名所の１つであるケリー周遊路やディン

グルへのバスツアーを多数提供している。 

キラーニーに到着し、宿泊先のホステルに荷物を置

いたあと、ケリー周遊路を回るためのバスやホステ

ルの情報を得るため、観光案内所へ行った。係の人

に尋ねると、ケリー周遊路の中間地点まではバスが

出ているが、周遊路を１周するかたちでそこからキ

ラーニーに戻ってくるバスはないと言われた。１周

したいならバスツアーに参加するか車がないと難し

いようだった。仕方なくケリー周遊路にある町で１

泊するのは諦め、バスツアーで観光することにし、

代わりにディングルに行くことにした。 

キラーニーの街にはミュージック・パブが５，６軒

あり、看板には「Irish Music」と書かれていた。ど

のパブも夜９時か１０時から演奏がはじまるようだ

った。 

夕食を終え、夜９時を回った頃にパブへ行ってみた。

しかし、観光客が多いためか、そのほとんどがライ

ブだった。セッションを探してパブを回っていると、

マイクを使わずに演奏しているパブが１軒ありそれ

はセッションのようだった。だが、CD を販売して

おりバンドで活動している人たちだとわかった。ス

ライゴーで、バンドで活動している人のセッション

を聴いた時のことを思い出し、他を探すことにした。

ミュージック・ショップの店員に尋ねると、この店

の前にあるパブでいいセッションをしていると言っ

たが、この日はそのパブは開いていなかった。他に

はあるかと聞くと、マーフィーズ（Murphey’s）と

いうパブでセッションをしていると思うと言ったの

でそこへ行ってみた。 

マーフィーズは広いパブで、テーブルとイスが多数

設置され、客は皆座って酒を飲んでいた。セッショ

ンのほうを向いている人が多く、遠くの席の人もセ

ッションを聴いているようだった。 

演奏者はアコーディオン弾き、フルート吹き、ギタ

ー弾きの３人で、彼らのギグのようだった。近くで

立って聴いていると、ギター弾きが１曲歌を歌った。

歌が終わると、アコーディオン弾きから「次は誰が

歌うんだ？おまえか？」と冗談で言われたので、「歌

わないけどアコーディオンを弾くよ」というと面食

らったような顔をしながらもセッションに入れてく

れた。 

彼らが弾く曲はやはりポルカが多く、ポルカを続け

て２セット弾くこともあった。筆者に何か弾くかと

聞いてきたので、ケリーの人はポルカが好きだよね

と言うと、「ああ大好きさ！」と言うのでポルカのセ

ットを弾いた。彼らは筆者にも話しかけながらセッ

ションを進めたのだが、フレンドリーというよりも

筆者との話し方や接し方に皮肉っぽさが感じられた。

普段はセッションに参加する人がいないからかもし

れない。 

筆者の後ろに座っていた客から、「すごいわね。どこ

で習ったの？」と聞かれた。ゴールウェイで習った

と言うと、彼女は「そうなの。頑張ってね」と言っ

た。 

途中、男性が踊っていいかと申し出て曲のリズムを

指定し、踊りはじめた。彼は、アイリッシュ・ダン

ス特有のステップを華麗に織り交ぜながら踊り、客

はそれに合わせて手拍子をした。男性が演奏者に踊

りを終える合図をし、ダンスと同時に演奏も終わっ

た。大きな拍手が起こり、男性は演奏者に「ありが

とう」と礼を言ったあと、席へ戻った。 

セッションが終わり、演奏者に明日も弾くのかと聞

くと、明日は自分たちはいないが他の人たちが弾い

ていると言った。 

翌日、ケリー周遊路のバスツアーに参加した。その
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日の朝は曇りだった。そしてツアーの途中から雨が

降りはじめ、バスガイドによる場所や風景の案内に

は「もし晴れていれば」という言葉がつけられた。 

夕方キラーニーに戻ってきて、夜にはまたマーフィ

ーズに行った。演奏していたのは前回とは違う３人

で、アコーディオン弾き、バンジョー弾き、ギター

弾きだった。彼らのギグのようだった。 

彼らは、客と話すことはほとんどなく淡々と演奏し

ていた。そのためセッションに入りづらく、この日

はずっと演奏を聴いていた。筆者はアコーディオン

を持って行っており、セッションの目の前に座って

いたため、演奏者はそれに気づいていただろうが、

それについて筆者に声を掛けることはなかった。 

客は、前回のセッションと同じように、セッション

を見て聴いている人が多く、演奏が終わるごとに拍

手をしていた。 

      

6‐4‐13	 ディングル 

ケリー周遊路で１泊できなかった代わりにディング

ルへ訪れた。前日にキラーニーの観光案内所でディ

ングルにあるミュージック・パブの情報を聞き、ア

イルランド伝統音楽をしているパブを４軒紹介して

もらっていた。 

夏には観光客で賑うディングル半島だが、１０月は

すっかり静かだった。バスキングをするためにメイ

ンストリートに行ってみたが、あまり人がいなかっ

た。しかし、ここでも「田舎の法則」が示され、さ

らに３人でのバスキングではこれまでで１番の結果

が出た。 

最初にお金を入れたのは中高生くらいの女の子で、

通り過ぎる際に２ユーロコインを入れていった。小

黒板には「きれいな海がみたいな・・・」と書いて

いたのだが、それを読んだ女性が心打たれたように

「まあ」と呟きお金を入れていってくれた。途中、

横で聴いていた男性が、コインを５ユーロ札でくる

んで入れてくれた。ディングルは小中高生と３０代

以上が多い村で、４，５０代の人たちが特にお金を

入れていったように思う。車道に面していたので、

車で通る人はこちらを見ながら運転したり、窓を開

けたりしていた。 

バスキング後には、アイルランド全土でおいしいと

評判のアイスクリーム屋の本店で皆でアイスを食べ

た。 

夜になり、キラーニーの観光案内所でおしえてもら

った４軒のパブを回ってみた。しかし、セッション

をしているパブはなく、３軒はマイクを使用したラ

イブで、１軒はその日は生演奏をしていなかった。

他に数軒あったミュージック・パブを回ってみたが、

そのどれもがライブであった。 

リヴァプールで会った日本人の友人は自転車でアイ

ルランドを旅しており、ちょうどディングルに来る

と言うので会う約束をしていた。彼の知り合いがそ

の晩セッションをするというので、彼と落ち合いそ

のパブを探した。そしてそのパブを見つけて入って

みたが、聞いていたセッション開始時間を過ぎてい

るのにセッションはおこなわれていなかった。違う

パブかもしれないともう一度探しに出たところで、

バウロンケースを持って歩いている人を見つけた。

セッションに行くのかと彼に声を掛けると、筆者ら

が先ほど出てきたそのパブですると言った。彼と一

緒にもう一度パブへ入り、セッションがはじまるの

を待った。 

バウロンだけではセッションは成り立たないので、

他には誰か来るのかと尋ねると、ギター弾きが来る

と言った。しかし、それでもメロディ楽器がおらず、

セッションにはならない。この日はアコーディオン

弾きである筆者がいたからよかったものの、メロデ

ィ楽器が誰も来なかったらどうしていたのだろうと

思った。 

ギター弾きが到着し、バウロン弾きと筆者の３人で
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セッションをはじめた。万梓と泰斗は楽器が被って

いるので、遠慮して楽器を出さなかった。演奏して

いると、どうもそのギター弾きはアイルランド伝統

音楽奏者ではないようで、コードが全く合っていな

かった。これでは演奏しにくいので、あからさまで

はなく流れで万梓にギターを弾くように伝えた。そ

れから泰斗もバウロンをしたりボーンズをしたりし

て、セッションに参加した。 

バウロン弾きのバウロンは１００ユーロ以下の安い

もののようで、音が響かなかった。彼が試しに泰斗

のバウロンを叩いた時、今までとは全く違う音が鳴

り、彼は本当は上手なバウロン弾きであることがわ

かった。彼になぜもっといいバウロンを買わないの

かと尋ねると、バウロンは趣味ではじめたものだし、

今はそのバウロンがあるからいいのだと言った。 

店員が演奏者全員に飲み物を１杯ずつとショットで

飲むような強い酒をごちそうしてくれた。 

後日、自転車でアイルランドを旅している友人から、

ディングルでライブをしていたパブでは、演奏者に

尋ねると演奏に参加できるらしいという話を聞いた。

実際に彼もその現場を見たわけではないようで、本

当かどうかはわからないと言った。しかし、筆者も

ライブに参加するという話は聞いたことがなく、セ

ッションがある場合はそちらに行って参加するのが

普通である。 

 

6‐4‐14	 ケンメア 

コークでのバスキング中に声を掛けてきたフィドル

弾きのディーンを訪れにケンメアに向かった。ディ

ーンはバス停まで迎えに来てくれ、筆者らの荷物を

置くために一旦家に戻った。夜７時からレストラン

でギグがあるというのでついていき、そこで夕食を

取った。 

そのレストランはパブ／レストランで、店に入ると

手前がバーで奥にホール席があった。ディーンはホ

ール席のバー側にある小さなステージでアコーディ

オン弾きとともに演奏した。小さなレストランだっ

たのでマイクは使用していなかったが、ステージに

はライトが当てられており、ライブのようだった。

筆者らは少し離れた席で食事をしながら聴いた。 

客の様子を見ていると、食事中でちょうど食べてい

る最中の人は拍手をしない（できない）が、手が空

いている人は拍手をしていた。前者でも、料理を口

に運んだあと、ナイフとフォークを置いて軽く拍手

をする人もいた。小さな子ども２人を連れた家族が

おり、子どもが音楽に合わせて手を叩いたり踊った

りしていた。それを見て、親も手拍子をするなどし

て子どもと一緒に楽しんでいた。 

パブに着いた時、ディーンに楽器を持ってきたかと

聞かれたが、家を出る時にセッションとは言ってお

らず、レストランでのギグだと言ったので持ってき

ていなかった。ディーンは楽器を持ってきていたら

一緒に弾けたのにと言った。途中、アコーディオン

弾きが「弾くか？」といってアコーディオンを差し

出してきたが、B/C アコーディオンだったため弾け

ないと断った。 

ギグが終わったあと、ディーンが次のギグの予定を

確認していた。ディーンは時々ここでの自分のギグ

の予定を忘れるらしく、パブや一緒にギグを持って

いる演奏者から連絡が来て思い出し、急いでパブへ

向かうことがあると笑いながら話していた。そうし

て遅れたからといって、演奏料が安くなることはな

いようだった。 

ディーンのライブが終わり、ディーンの家に戻って

曲を聴いたり話をしたりしていると、ディーンの友

人のフィドル弾きのノーリーン（Noreen）が来た。

彼女は個人的な用事でディーンを訪れたようだが、

そのあと彼とともにセッションに行くつもりでフィ

ドルを持ってきていた。用事が終わると、ノーリー

ンはチューニングと練習をするといってフィドルを
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出し、弾きはじめた。筆者の知っている曲を弾いた

ので、おしえてほしいといって筆者もアコーディオ

ンを取り出すと、つられて皆楽器を出し、練習もか

ねた小さなセッションが開かれた。しばらくしてか

ら皆でパブに向かった。 

ディーンとノーリーンの話から、彼らのギグではな

いことはわかっていたが、よく話を聞いていると「も

しセッションをしていなくても弾かせてもらえばい

いわね」などと言っており、行き当たりばったりと

いった感じだった。実際パブに入るとセッションは

おこなわれておらず、店員に尋ねてセッションをす

ることになった。このパブではよくこうして演奏し

ているようで、２人も店員も戸惑う様子などはなく、

“当たり前”“いつも通り”といった感じだった。２

人が連絡を取ったのか事前にここでセッションをす

ることになっていたのか、このセッションには筆者

らを含め８人の演奏者が集まった。 

曲は主にディーンかノーリーンが決め、時々筆者に

も何か弾くかと聞いてくれた。筆者がノーリーンに、

この曲を知っているかと聞いて弾いてみせると、知

っていると言ったのでその曲を弾いた。しかし、ノ

ーリーンは途中で弾くのを止め、耳を凝らして聴い

ているようだった。曲が終わると、その曲を知って

いるが第２パートが違うバージョンだと言った。こ

っちの曲？と言って違うバージョンの第２パートを

弾いてみると、「そうそう、それ」と言っていた。他

にも同じように第２パートが違うバージョンの曲が

１曲あった。筆者はその２曲をゴールウェイで習っ

たので、地方によって曲のバージョンが違うという

ことを実際に経験した。 

筆者がトイレに行った際、セッションが見えない位

置に座っていた客から「アコーディオン君でしょ？

よかったよ」と言われた。 

 

6‐4‐15	 シャーキン島 

コークでバスキングをしていた時に声を掛けてきた

ダラによってオーガナイズされ、アイルランドで初

めて筆者ら「かなんとこんばんどん」のギグをおこ

なった。 

当初の予定にはシャーキン島に行く予定はなく、こ

の島はアイルランドの南西にありケンメアからも離

れていたため、ダラの誘いを受けるか悩んだ。なぜ

なら、同じ頃、日本でのセッションに参加してくれ

ているフィドル弾きの香から１０月１１日にアイル

ランドに来ると連絡があり、その日にはダブリンに

いなければならなかったからだ。香に、もうチケッ

トは取ってしまったのかと聞くと、「取っちゃった。

まずかった？」と言った。しかし、予定外のことが

起こるのが旅の醍醐味だといって泰斗はこの誘いに

乗るべきだと言った。筆者もアイルランドで自分の

ギグを持てるチャンスであり、こんな機会は他にな

いだろうと思い、シャーキン島に行くことを決めた。 

ケンメアから港町バルティモア（Baltimore, Co. 

Cork）に行くバスを探したが、運行しているのは夏

だけで、１０月にはそのバスは運行していなかった。

バスでバルティモアまで行くには一旦コークに戻り、

そこでバスを乗り継がなければならなかった。それ

はとても時間がかかるうえにバス代も勿体ないと思

い、ダラに連絡すると、彼はケンメアまで迎えに来

てくれると言った。 

ケンメアでのディーンのギグの翌日、ダラがディー

ンの家まで来てくれ、バルティモアまで車を走らせ

た。コークの日本食レストランで買ってきたのか、

車にはにぎり寿司の大きなプレートがあった。ダラ

は筆者らのギグに合わせてパブで寿司バーを開くの

だと言った。ガソリンスタンドに止まりダラが運転

席から離れた際、運転席で１枚のポスターを見つけ

た。見ると筆者らのギグのポスターで、『Direct from 

Japan, Kanako & Friends. Play a unique 
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Traditional Irish Session（日本から来たカナコとそ

の友人がすばらしいアイルランド伝統音楽セッショ

ンをします）』と書かれ、寿司バーも開かれることが

大きく書かれていた。カナコとは筆者のことである。

ダラが戻ってきてからポスターについて聞くと、バ

ルティモアの船着き場や店、シャーキン島行の船の

中、シャーキン島の船着き場やダラのパブなどいろ

いろなところに貼っていると言った。そうでもしな

いとこの時期は客が来ないのだという。ダラが、こ

のポスターあげるよと言ったので受け取った。筆者

は現在、そのポスターを部屋に飾っている。そして

この道中、ディーンの家に耳あてを忘れてきたこと

に気づいた。ディーンに後日取りに行くと連絡した。 

バルティモアに着き、シャーキン島へ行く船に乗っ

た。そこで隣にいた女性に「カナコってあなたの友

達？」と言われたので「わたしだよ」というと驚き、

「わたしは聴きに行けないけど、セッション頑張っ

てね」と言ってくれた。ダラは筆者ら３人分の往復

の船賃を払ってくれた。 

シャーキン島に着くと、６，７人乗りの大型タクシ

ーが待っていた。船の中でダラと話していた女性が

ホステルの管理人だったようで、彼女に案内される

まま筆者らはそれに乗ってホステルに向かった。ダ

ラは島にも１台自分の車を持っており、タイヤのパ

ンクを修理してからパブに向かうと言った。 

ホステルに着くと、宿泊客は筆者らだけのようだっ

た。特にすることがなかったので、ホステルの周り

を散策したりシャワーを浴びたりアコーディオンを

弾いたりした。管理人が、小腹が空いたからヌード

ルをつくるが食べるかと聞いてきたので彼女と一緒

につくって皆で食べたりもした。 

少し早めにパブへ行くと、ダラが夕食は魚でいいか

と聞いてきた。このパブはパブ／レストランで厨房

があり、シェフも雇われていた。シェフに挨拶をす

ると、そこには寿司バー用の巻き寿司が大皿いっぱ

いに用意されていた。シェフは、おれは日本人じゃ

ないから日本の寿司みたいに上手くつくれないよと

笑っていた。泰斗が寿司バーで寿司を買おうとする

と、ダラは「（お前たちは）お金はいいよ」と言った。 

夕食を取り、８時半から演奏をはじめた。セッショ

ンには３人の参加者が訪れた。参加者フィドル弾き

とアコーディオン弾きの夫婦はフレンチをよく弾く

ようで、筆者が何度か何か弾いてと言うと、２曲ワ

ルツを弾き、アイルランド伝統音楽も数曲弾いた。

もう１人の参加者はこのパブのシェフの息子で、ロ

ー・ホイッスルとバウロンを弾く人だった。泰斗が

いたため、彼ははじめロー・ホイッスルで参加し、

泰斗が席を外している間はバウロンを叩いていた。

しかし、泰斗が戻ってきてバウロンを叩きはじめた

ため、バウロンが２人いる状態になった。泰斗がそ

れを気にしなかったからか、それからは知っている

曲はロー・ホイッスルで、知らない曲はバウロンで

セッションに参加していた。彼はかなり自由にセッ

ションに参加しており、少し弾いたかと思えば友人

のところに話しに行ったり、急に帰ってきて演奏に

加わったりしていた。 

途中、万梓と泰斗が煙草で席を外している間に１人

でワルツを弾いていると、男性客が万梓のギターで

伴奏をしはじめた。万梓は普段からこの曲ではギタ

ーを弾かないので、新鮮で楽しかった。曲が終わる

と、その男性客は「ありがとう」と言って席に戻っ

た。 

フィドル弾きとアコーディオン弾きの夫婦が帰った

あと、筆者らとシェフの息子のロー・ホイッスル吹

きの４人でセッションを続けた。セッション終了時

間は告げられていなかったが、気づくと深夜０時半

を回っていたのでそろそろいいだろうということで、

セッションを終了した。 

ポスターの効果があったのか、パブには３０人ほど

の客が訪れた。セッションを聴く人はセッションの
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近くに座っており、そうでない人はバーカウンター

や入り口を挟んでセッションとは反対側のテーブル

に座っていた。演奏が終わるごとに、近くに座って

いた人を中心に拍手が起こった。セッションの写真

を撮る人もいた。 

このセッションは筆者らのギグだったと述べたが、

演奏料は直接現金では支払われなかった。しかし、

ダラはお金以上のものを筆者らに与えてくれた。帰

り際にダラにお礼を言うと彼はとても満足した様子

で、こちらこそありがとうと言った。 

 

6‐4‐16	 テリーグラス・ロスクレア 

シャーキン島でのギグを終え、翌朝、ホステルの管

理人がコークまで行くというので乗せていってもら

った。コークからバスに乗り、リムリックで乗り換

え、ロスクレアに向かった。朝１０時半の船でシャ

ーキン島を出て、ロスクレアに着いたのは夕方４時

を回っていた。 

ロスクレアのバス停には、テリーグラスのセッショ

ンに参加しているバウロン弾きのダ―モットが迎え

に来てくれていた。バスを降りてすぐダ―モットの

車に乗り込み、テリーグラスへ向かった。 

テリーグラスに着き、まずは筆者がいつも泊まって

いる B&B へ行って挨拶をし、荷物を置いた。しば

らく休んで７時前にパブへ行った。 

パブへ行くといつもセッションをしている場所には

まだ誰もいなかった。バーへ行くとダ―モットとト

ムがおり、トムに久しぶりと言って万梓と泰斗を紹

介した。しばらくすると演奏者が集まってきた。演

奏者はここテリーグラスに住んでいる人もいるが、

ダ―モットはロスクレアから、トムは近隣のニナ

（Nenagh, Co. Tipperary）という町から来ており、

演奏者の多くは近隣の町や村から集まっている。こ

の日も参加者が多く、筆者らを含め演奏者は１０人

いた。 

参加者の中にキーラン（Keelan）という１０歳のア

コーディオン弾きがおり、筆者は留学中にここに訪

れた時から彼を知っている。最近、キーランは演奏

大会１０歳の部で第２位を獲ったらしい。外見も以

前より凛々しくなっており、アコーディオンもすご

く上手くなっていた。だが、やはり大人と弾くのは

曲数やテンポの関係で難しいようで、セッション中

はほとんど聴いていた。しかし、つまらなそうな表

情は見せず、ダ―モットのバウロンのスティックと

アコーディオンを使ってバウロンを叩く真似をした

り、身体を揺らして音楽に乗ったりと、セッション

を楽しんでいた。トムは必ずキーランに何か弾くか

と尋ねるので、その時は待ってましたといわんばか

りに張り切って弾いている。 

トムは同じように筆者にも曲を弾くか尋ねる。この

日は万梓と泰斗もいたのでジャパニーズ・バンドだ

といって皆に歓迎された。セッション中には数セッ

ト弾かせてもらった。あとからトムが、セッション

に笛吹きがいるときは、曲のキーに気をつけないと

いけないとおしえてくれた。笛は補助キーが付いて

いない場合、その構造上 G＃（ソのシャープ）の音

を出すのが難しい。そのため、セッションに笛吹き

がいるときはキーがAの曲はできるだけ避けるのだ

という。 

セッションではダ―モットと泰斗に加え、笛吹きの

ノーリーンも時々バウロンをした。ノーリーンはダ

―モットの隣に座り、ダ―モットと互いのバウロン

を叩き合ったり、ダ―モットがバウロンの表面を叩

き、ノーリーンはバウロンの側面を叩いたりして、

とても楽しそうだった。 

筆者の後ろに座っていた客が、「おまえの友達のバウ

ロン弾き（泰斗）はとてもいいね。あっちのバウロ

ン弾き（ダ―モット）は音が大きすぎる。他の楽器

とのバランスを考えていない」と言っていた。また、

ダ―モットは筆者を呼び、「筆者の隣にいるギター弾
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きは上手くなく、間違ったコードを弾くからおまえ

の友達（万梓）にもあいつの弾き方を参考にするな

と言っておけ」と言った。トムもそのギター弾きは

あまり好きではないようだが、そのギター弾きはテ

リーグラスに住んでおりこのセッションには毎週参

加している。 

このセッションでは歌も多く歌われ、この日もそう

だった。歌う人は常連客で、皆がその人が歌うこと

を知っているため、トムはキーランや筆者に何か弾

くかと尋ねるのと同じように客に対しても歌うかと

尋ねる。客は無伴奏で歌いはじめ、皆が知っている

曲だと一緒に口ずさんだりコーラス部分が大合唱に

なったりする。また、演奏者の中にユニークなオリ

ジナルの歌を歌うブズーキ弾きがおり、彼が歌って

いると笑いが起こったりした。演奏者にも客にも歌

を嫌がる人は見られなかった。 

セッションが終わった後、トムやダ―モットが今度

来たときはキーランと一緒に弾けばいいじゃないか

と言うので、キーランに１曲弾いてもらいそれを録

音した。次にこのセッションに来た時に一緒に弾こ

うと言って別れた。 

翌日、ロスクレアにあるダ―モットの家でトムとト

ムの甥でバンジョー弾きのショーン（Sean）ととも

に夕食を取った。食事が終わり、ダ―モットがこれ

からパブにセッションをしに行こうと言うので皆で

一緒に行った。そのパブは３人の知り合いが経営し

ているようで、そこでいきなりセッションをするの

は問題ないようだった。 

ショーンは「テリーグラスのパブはうるさすぎて自

分の楽器の音が聞こえない。でもこのパブは静かだ

し皆の音が聞こえるからいいよね。このパブでセッ

ションをしたほうが絶対楽しい」と言っていた。ダ

―モットとトムはそれに同意していた。 

このパブは町外れにある小さなパブで、入ってみる

と客は数人しかいなかった。パブのオーナーはこの

パブでセッションがおこなわれるのが好きなようで、

ダ―モットたちと楽しそうに話していた。はじめの

飲み物代はダ―モットが支払ってくれたが、それ以

降はパブのオーナーが振る舞ってくれた。 

セッション中に何人か客が入ってきたが、皆あるは

ずではなかった演奏を気にする様子はなく、いたっ

て普通に過ごしていた。演奏後は拍手が起きた。 

夜９時半頃にはじまったこのセッションは、翌２時

頃まで続いた。帰り際にパブのオーナーが筆者らに

「絶対また来てくれよ！」と言った。 

 

 

	 	 6‐4‐17	 ３人旅の終幕 

予定通り、１０月１１日の夕方にダブリンにて香と

合流した。香は仕事の都合で３日間しかアイルラン

ドに滞在できなかった。実際、香は１３日の朝の飛

行機で帰国するため、この２日は必ずパブへ行って

明日はバスキングをしようと決めた。 

宿泊先のホステルで夕食を済ませ、旅の最初にダブ

リンに来た時にセッションをおこなっていたパブへ

行った。一応、皆楽器を持って行ったのだが、テン

ポが速かったのでセッションには参加しなかった。

セッションにはフィドル弾きがおり、香はすごいと

感心しながら演奏に見入っていた。 

客と話していると、筆者がアコーディオンを弾くこ

とを演奏者たちに伝えられ、なんだか弾かなければ

ならない雰囲気になってしまった。演奏者の中には

アコーディオン弾きがおり、上手だなあと思いなが

ら聴いていたため、彼の前で弾くのは緊張した。１

セットだけ弾かせてもらい、それ以降は弾かなかっ

た。 

演奏者らと話していると、彼らは日本人のフィドル

弾きを知っていると言った。名前を聞くと、２０１

０年９月におこなわれたアンダースと真世の結婚パ

ーティに来ていた人だった。彼はよくこのセッショ
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ンに参加していたが、もう日本に帰ってしまったの

だと言った。 

帰り際に、彼らに明日も演奏するのかと聞くと、こ

のパブでは演奏しないが、他のパブで演奏すると言

った。３人いた演奏者は、明日はそれぞれ別のパブ

でギグがあるらしく、パブの名前とギグの時間を聞

いた。また、明日このパブでは入り口側と店の奥で

２つのセッションがあり、どちらも今日よりテンポ

が遅いからそれに参加するのもいいんじゃないかと

おしえてくれた。それはダスティ・バンジョーズの

セッションかと聞くと、違うが似たような団体だと

言った。 

翌日、３人旅最後のバスキングをした。香も加わり

４人でおこなった。小黒板には「アイルランド１周

の旅が、ここダブリンで終わります！そしてわたし

の誕生日！」と書いた。筆者は１０月１２日生まれ

である。 

演奏をはじめると１曲目からお金が入り、その後も

ユーロコインが続いた。銅銭は少なく、全体で１．

１６ユーロ分しかなかった。銅銭を入れた人は、ユ

ーロコインも一緒に入れていた。今回、旅でのバス

キングで初めてギャラリーができ（数人が立ち止ま

って聴き、囲まれる状態）、拍手をもらった。女性が

２人、５ユーロ札を入れてくれた。黒人とアジア人

がお金を入れてくれたこともとても珍しいことだっ

た。好きな曲や思い出深い曲をたまたま筆者らが弾

いていて、そのためにお金を入れてくれた人もいた。

中高生は、通り過ぎる際、踊ったり歓声をあげたり

していた。 

バスキング後、アイルランド人によるアイルランド

伝統音楽のバスキングを見つけたが、ハープがいた

ためか大通りではなく細い路地に入ったところでお

こなっていた。彼らは CDの販売もしていたようだ

った。ギャラリーは１０人ほどいたが、お金を入れ

るためのバスケットにはそれほどお金が入っていな

かった。盗難防止のため、ユーロコインや札は取り

除いていたのかもしれない。 

筆者らのバスキングのあとに同じ場所でギターの弾

き語りの２人組がバスキングをしていた。だが、彼

らのバスケットには銅銭ばかりが入っていた。 

夜にはまた同じパブへ行った。入り口横ではダステ

ィ・バンジョーズのセッションのような感じで少し

テンポが遅めのセッションがおこなわれており、演

奏者の数は多かった。店の奥ではさらにゆっくりと

したテンポで練習会のようなセッションをしていた。 

筆者はアイルランド人の友人と１年ぶりに再会し、

入り口横のセッションは人が多いこともあって参加

せず、友人と話し込んでいた。万梓、泰斗、香は入

り口横のセッションに参加していた。楽しんでいる

様子だった。そのセッションが終わると、香は店の

奥のセッションにも参加していた。あとから香から

聞いた話では、店の奥のセッションは練習会で参加

費がかかるものだったが、無料でセッションに混ぜ

てもらえたらしい。 

翌朝、アイルランドのセッションとバスキングを満

喫した香は日本へ帰っていった。３人でのバスキン

グツアーを無事に終えた万梓と泰斗は、観光のため

オランダへ飛んだ。筆者はひとりアイルランドに残

った。 

 

	 6‐5	 １人で過ごした２週間 

	 	 １０月１３日から１１月１日まで、筆者ひとり

でアイルランドに滞在した。 

 

6‐5‐1	 ひとやすみ 

香を見送り、万梓と泰斗と別れたあと、空港からバ

スに乗ってゴールウェイに戻った。留学中に住んで

いた家には屋根裏部屋があり、ハウスメイトの友人

が泊まる時のためにベッドが置いてある。この旅中、

ゴールウェイに滞在した日はいつもこの家に居候し
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た。万梓と泰斗が一緒にいた時は、筆者の友人の家

に空き部屋が１つあり、エアーベッドも１つあった

ので、彼らはそこに泊まっていた。 

さて、ゴールウェイに戻ってきた筆者は、ハウスメ

イトらに旅であった出来事を話したり、ハウスメイ

トの１人は夕食をつくってくれ、皆で一緒に食べた

りした。この日は木曜日だったので、そのあとはダ

スティ・バンジョーズのセッションに行き、演奏を

楽しんだ。 

翌日も、チェック・アウトやバスの時間を気にする

必要がないため、好きなだけ寝た。その日はバリー

やアントニーが演奏しているわけではなかったが、

夜にはチ・コリにセッションを聴きにいくつもりだ

った。しかし、夕食後にハウスメイトが DVD を見

ようと言ったので、結局チ・コリには行かず家でゆ

っくり過ごした。 

 

	 	 6‐5‐2	 ヘン・パーティ 

ひとりになって２日間ゆっくりしたので、この日は

ケンメアに行きディーンを訪れた。ディーンは筆者

が忘れた耳あてを、ちゃんと捨てずに置いていてく

れた。夜にはディーンが前回と同じパブ／レストラ

ンでギグがあるというので、今度はアコーディオン

を持ってついていった。 

今回はアコーディオン弾きではなく、フィドル弾き

のノーリーンとのギグだった。アコーディオン弾き

は結婚式があるので来られず、ノーリーンが代わり

に来たということだった。前回と同じように小さな

ステージで演奏し、マイクは使用せず、赤紫の怪し

いライトが当てられていた。 

演奏がはじまる前、初老の女性客から今日はアコー

ディオン弾きはいないのか聞かれたので、彼は今日

結婚式があるので代わりにフィドル弾きが来ている

のだと答えた。するとノーリーンが、彼女（筆者）

はアコーディオン弾きだけど恥ずかしがって弾かな

いのと言った。女性客は驚き、まさかと言って信じ

ていないようだった。 

この日はフィドル２人だったためか、客からの反応

はあまりなく、時々拍手があるくらいだった。途中

で女性の団体客が来店し、ヘン・パーティが開かれ

た。ヘン・パーティ（hen party）とは、新婦が結婚

前夜に独身最後の夜を女友達と祝う会のことで、男

性のパーティはスタッグ・パーティ（stag party）と

呼ばれる。その団体客の来店により店は一気に賑や

かになり、フィドルのみの演奏は彼女らの話し声に

かき消されるほどだった。ノーリーンが「お願いだ

から一緒に弾いてくれない？アコーディオンの助け

が必要なの」と言うので１セットだけ一緒に弾いた。

ステージの近くにいた客と、はじめに声を掛けてき

た女性客は驚いた様子で軽く拍手をしていた。ヘ

ン・パーティの女性客らは、演奏が終わったことに

気づけば拍手をしていたが、ほとんどが話に夢中で

演奏を聴いている雰囲気ではなかった。ディーンは

終始無表情で弾いていたが、ノーリーンは弾きづら

そうな顔をしていた。 

 

	 	 6‐5‐3	 握手の意味 

ケンメアに滞在した翌日は日曜日だったので、少し

遠回りをしてテリーグラスのセッションに参加して

からゴールウェイに帰ることにした。 

この日も演奏者はトムやダ―モットをはじめ１０人

ほどいた。いつものようにセッションが進められ、

数人の客が歌った。 

店員がダ―モットらに、今日が誕生日の客がいるか

らHappy Birthdayを弾いてくれないかと言い、タ

イミングをみて演奏した。その誕生日の客は、ダ―

モットやトムらの知人のようだった。しかし、その

客はセッションスペースの壁を挟んだ後ろ側で食事

をしておりこちらの演奏に気づいていなかったよう

で、彼らは彼らでHappy Birthdayを歌いはじめた。
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笛吹きのノーリーンが大きな声で「さっきこっちで

も演奏したよ！あなたのために！」と言うと、「あら、

ごめんなさい！でもありがとう！」と返ってきた。 

トムがキーランに何か弾くかと尋ね、キーランが曲

を弾きはじめた。ちらっと筆者のほうを見て、その

セットの２曲目に前回筆者におしえてくれた曲を繋

げた。筆者はそれに応え、その曲を一緒に弾いた。

そのあとキーランは３曲目まで繋げて演奏を終えた。

筆者がちょっとテンポが速くてうまく弾けなかった

よと言うと、キーランは少し誇らしげな表情を見せ

た。セッション後、キーランの母が「あの子はいつ

も（アイルランド伝統音楽の）曲の話ばかりするの。

わたしは曲のこととかは全然わからないんだけど、

（そんな話ばかりしていて）飽きないのかしらね」

と笑いながら話していた。キーランが演奏大会で第

２位を獲ったことは誇りに思うとも話していた。 

このセッションのあと、ダ―モットとバンジョー弾

きのショーンとともに前回訪れたロスクレアにある

パブに行ってセッションをした。 

今回はトムは来ず、演奏者はダ―モット、ショーン、

ギター弾きのキース（Keith）と筆者の４人で、ダ―

モットの妻も来ていた。 

パブへ着いてすぐ、ダ―モットとショーンから１セ

ット弾けと言われた。筆者はいつも、トムやショー

ンの前では緊張して弾けないと言っているのだが、

彼らは「今日はトムがいないから弾けるだろう？」

と言ってきた。トムはいなくてもショーンがいると

言うと、ショーンは、アコーディオンのことはわか

らないから大丈夫だと言って譲らなかった。渋々キ

ースに曲のキーを伝え、一般的によく知られている

曲を弾いた。演奏中、ダ―モットとショーンは互い

に顔を見合せながらにやにやしており、楽しそうだ

った。演奏が終わると、ショーンが手を差し出して

きて握手をした。ダ―モットが筆者の演奏をやたら

褒めるので「そんなことないんだ。わたしはまだま

だで全然うまく弾けないし・・・」と言うと、「なぜ

ショーンがさっき握手したかわかるか？おまえの演

奏がすごくてセッションが楽しかったからだぞ」と

力強く言ってくれた。さらに、いいセッションやい

い音楽というのは、相性のいいセックスのようなも

のなんだと言っていた。ダ―モットは、いい演奏は

中毒性があるとも言って、腕にドラッグを打つ真似

をよくしている。 

途中、その日のテリーグラスでのセッションに来て

いたギター弾きとスウェーデンからの旅行者が来た。

ギター弾きはアイルランド伝統音楽もするが主に弾

き語りで歌を歌う人で、スウェーデンからの旅行者

はスウェーデン語で歌を歌っていた。ここでも２人

は何曲か歌った。 

このセッションでは、まずショーンが曲を決めて１

セット、次はギター弾きが歌い、次は筆者が曲を決

めて１セット、という風に皆で順番に演奏する場面

もあった。 

パブのオーナーは、この日も飲み物をすべてごちそ

うしてくれた。とても上機嫌な様子で、歌ったり、

筆者のワルツに合わせてダ―モットの妻と踊ったり

していた。バーで筆者にギネスを注がせてくれたり

もした。 

筆者がトイレに行った帰りに、セッションから離れ

たトイレの近くの席に座っていた夫婦が「演奏を聴

いていたけど、あなた上手ね。どこで習ったの？」

と声を掛けてきた。日本ではアイルランド伝統音楽

が盛んなのかとかこれからどうしたいのかなどを聞

かれ、少しの間彼らと話した。最後に夫婦は「日本

人がこうしてアイルランド伝統音楽をしているなん

て嬉しい。頑張ってね」と言い、筆者はセッション

に戻った。 

ダ―モットとショーンは、オーナーが飲み物をごち

そうしてくれたことも手伝い、このセッションをと

ても楽しんだようでかなり酔っぱらっていた。帰り
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の車内では、大音量のクラブミュージックを流し、

ノリノリだった。 

この日はダ―モットの家に泊まり、翌日、彼がゴー

ルウェイまで送ってくれた。 

 

	 	 6‐5‐4	 不思議な縁 

アンダースと真世は、タフスでは毎週日曜日と水曜

日の夕方のギグに加え、毎週月曜日の夕方にもギグ

を持つようになっていた。そのため、この日はタフ

スに行って彼らの演奏を聴いた。 

アンダースは演奏後、客から拍手をもらうと「Thank 

you」と言うのだが、それが少し皮肉っぽく聞こえ、

「拍手をしているけど本当に演奏を聴いていたの

か？」という気持ちがあるように思える。アンダー

スは常連客と挨拶程度に話したり、初めてセッショ

ンに参加した人と知っている曲を確認し合い皆で弾

けるセットをつくったりといろいろと気を遣ってい

るようだ。 

真世は、いつも筆者に楽器もっておいでと言ってく

れ、弾けなくても弾く真似をすればいいよと言う。

セッション中、真世が客と話すことは少ない。友人・

知人が話しかけてきたら、挨拶を返すという感じで、

あとから煙草を吸いに出たときに彼らと話している。 

翌日はモンローズでのセット・ダンスに行った。こ

のとき、またしても自転車でアイルランドを回って

いる友人がちょうどゴールウェイに着いたというの

でモンローズに呼び、彼と話したりダンスに参加し

たり演奏に耳を傾けたりしながら過ごした。 

ダンスが終わる頃、以前アントニーがサポートギタ

ーとして一緒に演奏していたシンガーソングライタ

ーのショーン（Sean）がモンローズにやってきた。

彼とは約２年ぶりの再会だった。久しぶりなどと話

していると、ショーンは１カ月前くらいにおまえが

３人でバスキングをしているのを見たよと言った。

ショーンはよく帽子を被っていたりサングラスをか

けていたりするので、バスキング中に彼が通りかか

ったことに気づかなかったのかもしれない。ショー

ンは、「おまえの演奏には驚いたよ。演奏スタイルも

バリーそっくりだったよ」と言った。アントニーが

ショーンに気づいてこちらに来た時も、前こいつが

バスキングしてるの見たんだけどと筆者のバスキン

グの話をし、アントニーはこいつはいいアコーディ

オン弾きだろう？と言っていた。筆者がダンスをし

て疲れたのでもう帰ると言うと、ショーンはおまえ

が帰国する前にセッションしようなと言ってくれた。

彼は以前、バリーとアントニーとのセッションでバ

ウロンをしていたが、最近ではドロップDチューニ

ングでギターも弾くようになったのだと言った。鼻

歌を歌いながら家に帰った。 

次の日は天気が良かったためバスキングをしようと

思い街に出た。バスカーが多くなかなか場所が見つ

からなかったので、ショップ・ストリートの端でお

こなった。 

演奏をはじめると１セット目からお金が入った。寒

さで手がよく動かず満足した演奏はできなかったが、

ストリートの向かい側で立ち止まって聴いてくれる

人がちらほらいた。アジア人という外見からか、以

前３人でバスキングをしていたのを見ていたからか、

こちらを見ながら歩いて行く人がとても多かった。 

ちょうど１時間したところで２人組の男性に声を掛

けられた。 コークで筆者らのバスキングを見たらし

い。よく見ると、コークでバンジョーをケースに入

れずにそのまま背中に掛けていたあの人たちだった。

彼らはダ―ミッド（Diarmuid）とフィル（Phil）と

名乗ったが、ダ―ミッドの発音が難しかったため、

筆者は彼らを「ディー（D）」と「ピー（P）」と呼ん

だ。彼らはギターと５弦バンジョーを弾き、アイル

ランド伝統音楽もするが、酒宴の歌（Irish Drinking 

Songs）を主に歌うのだと言った。彼らが一緒にバ

スキングしないかと誘ってくれたので、２人に加わ
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ることにした。 

彼らは普段からマイクを使って大音量でバスキング

をするようだった。音が大きいほうがお金が入るか

らだとディーは言っていた。実際、通りを通る人は

準備段階から足を止め、何がはじまるのかと待って

いた。歌いはじめると、さらに多くの人が足を止め

聴いていった。お金もコイン１枚や２枚ではなく、

何枚かまとめて入れられ、札を入れる人も２，３人

いた。筆者が３人で旅していた時とは全く違うお金

の入り方だった。彼らは手製の CDを１枚１０ユー

ロで売っており、お金を入れてもらうためのバスケ

ットの横に置いていた。それを見て CDを買ってい

く人もいた。途中、何曲かアイルランド伝統音楽を

演奏し、歌と同じくらいの反響があった。ピーとデ

ィーは、こいつは日本のシャロン・シャノンだと言

って笑った。 

直接彼らには聞かなかったが、この時得られた金額

の筆者の取り分は５．５０ユーロで、普通は等分割

するので得られた金額の合計は１６．５０ユーロと

CD 代だろう。ピーとディーはまた夜にバスキング

をすると言ったので、それにも加わることにした。 

気づくと夕方６時を回っていたのでタフスに行き、

アンダースと真世らのセッションを聴いた。そのあ

と軽く夕食を取り、再びピーとディーと合流した。 

先ほどとは場所を変え、ハイ・ストリートでバスキ

ングをおこなった。ハイ・ストリートはショップ・

ストリートよりも狭く、音が反響しやすい。夜８時

半にバスキングをはじめた時点ではほとんど人が歩

いておらず、その時間は皆パブやレストランか自宅

にいるといった時間帯であった。何人かピーとディ

ーの友人が聴いていったが、それ以外には人はいな

いといっても過言ではないほど人通りは少なかった。

３０分ほどして、向かい側のレストランから苦情が

来て中断し、場所を変えた。 

チ・コリの前が、ストリートがY字になっている関

係で少し広くなっており、そこでバスキングをおこ

なった。だが、チ・コリは毎晩９時半か１０時から

セッションをおこなっているので邪魔になるのでは

ないかと思った。しかし、バスキング中、終始何も

言われなかった。 

この時のバスキングでは、アイルランド伝統音楽よ

り歌のほうが受けが良く、立ち止まる人も多かった。

皆酔っぱらっているせいか、歓声をあげたりして楽

しそうだった。アイルランド伝統音楽はあまり反応

がなく、昼間のバスキングとは雰囲気が全く異なっ

ていた。夜は歌のほうがいいのかもしれないと思っ

た。 

バスキングを終え、ピーとディーは今晩はキャンプ

をすると言った。テントで夕食をつくるので来るか

と誘ってくれたが、寒かったので遠慮した。明日も

バスキングをするつもりだからまた連絡すると言い、

２人はテントへ向かった。 

翌日ディーに連絡すると、ひどい天気だったので早

朝にゴールウェイを出てコークに帰っているところ

だと言った。日中も時折雨が降ったのでバスキング

はしなかった。 

夜にはダスティ・バンジョーズのセッションに参加

した。この日は珍しくマイケルが来ていた。マイケ

ルはゴールウェイでは名の知れたフィドル弾きであ

る。参加者もかなり多く、外国人のバンドも参加し

ていた。彼らの音楽はアイルランド伝統音楽ではな

かったが、時々彼らの演奏も挟みながらセッション

は進んだ。彼らは歌は歌わず、楽器演奏のみだった。 

外国人のバンドや他の演奏者が数人帰り、演奏者の

数が７，８人になった頃、ショーンが筆者に何か弾

くかと尋ねてきた。マイケルがいるので緊張すると

言うと、マイケルは大丈夫だからと言って落ちつか

せてくれた。演奏者に曲を伝え、ホーンパイプのセ

ットを弾いた。 

セッションが終わり、マイケルが今度クレインでギ
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グがあるから来ないかと誘ってくれた。しかし、週

末からレタケニーに行く予定だったため無理だった。

そのあとまたゴールウェイに帰ってくると言うと、

その時に連絡をしてくれと言って連絡先をおしえて

くれた。 

金曜日は晴れたのでバスキングをおこなった。筆者

はひとりでバスキングをするとき、よくハイ・スト

リートでおこなう。ショップ・ストリートより人通

りは少ないが、前述の通り音が響きやすいためだ。

この日は比較的４，５０代の男女がたくさんお金を

入れてくれた。黒人女性がしばらく財布を見ながら

立ち止まっており、最終的には２０アメリカドル札

（当時約１５ユーロ）を入れていってくれた。１人

の人からそんなにもらったことは初めてだった。 

目の悪い女の子とその母親が何度か筆者の前を通り、

お金を入れてくれた。話を聞くと、女の子はイーリ

アン・パイプスを聴きたいと言っていた。目がほと

んど見えていないようだったが、音をたよりに歩い

ているところをみると、本当に音楽が好きなんだな

と思った。 

夜は、チ・コリに行ってセッションを聴いた。 

 

	 	 6‐5‐5	 ドニゴール 

翌日、再びレタケニーに行き、３人での旅中に声を

掛けてくれたベーカーのケヴィンを訪れた。彼は５

日間家に泊めてくれ、仕事の合間を縫って筆者にド

ニゴール県を案内してくれた。 

ケヴィンの家に滞在して２日目、ケヴィンは娘と息

子とともに筆者をドライブへ連れていってくれた。

ぱらぱらと雨が降っていたのだが、２人の子どもの

おかげで賑やかなドライブになった。途中、湖や滝

の見えるところで止まり、写真を撮った。昼食には

フィッシュ・アンド・チップスを買い、ドライブを

しながら食べた。 

家に帰るとケヴィンの妻が夕食をつくっていた。彼

女はロシア人で、ここではロシアの家庭料理を食べ

ることができた。 

その夜、ケヴィンがフェスティバルがあるといって

近くの町のパブに連れていってくれた。 

パブに入るとまだセッションははじまっていなかっ

たので、ケヴィンと話しながら演奏者が来るのを待

った。次第に楽器を持った人が増え、セッションが

はじまった。筆者らはそれが見える位置に移動し、

演奏を楽しんだ。参加者はどんどん増えていき、５

０人以上はいそうな大セッションになった。人数が

多すぎて誰がギグの持ち主であるかはすでに関係な

くなっており、誰かが演奏をはじめると皆それに合

わせて弾くという感じだった。筆者は楽器を持って

きていたが、セッションには参加しなかった。 

この日、フェスティバルの関係で、ケヴィンの知り

合いが所属するアイルランド伝統音楽バンドが町の

ホールでライブをしていた。ケヴィンは、そのライ

ブのあと彼らがこのセッションに来ると言っていた。

しばらくすると、そのバンドがパブに来た。だが、

彼らは楽器を持ってきていないようだった。彼らは

パブの店員と知り合いのようで、演奏者のなかにも

親しい人が何人かいるようだった。ケヴィンがその

友人を見つけ話したあと、筆者らはパブを出て帰宅

した。 

翌日、ケヴィンの仕事が終わったあとにドライブに

行った。前回とは違うルートで西海岸まで行き、ま

た別の道を通って帰ってくることにした。この日も

雨だったが、小さな港町や大きな滝に行き、その道

中にはとても珍しいブラック・シープを発見した。 

西海岸では、フィディル（Fidil）というアイルラン

ド伝統音楽バンドのメンバーの出身地に行き、パブ

で休憩した。月曜日だったせいか、筆者らが入店し

た時、パブには他に客はいなかった。店員と筆者が

アイルランド伝統音楽をしていることやケヴィンと

の出会いを話していると、フィディルのメンバーと
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知り合いだから呼んでみるよと言って彼に電話を掛

けた。彼は夕食中だったが、店員がおまえの大ファ

ンが日本から来ているんだと言うと、彼は夕食後に

行くよと言った。しかし、実際筆者はそのバンドの

名前すら知らなかった。店で彼らの CDを売ってい

たので、ケヴィンが１枚買ってくれた。彼がパブに

到着し、筆者は彼らのファンということになってい

るので握手をして CDにサインをもらった。彼は楽

器を持ってきておらず、演奏が聴けなくて残念だと

言うと、店員が君もアコーディオンを持ってきてい

たらここで弾いてよかったのにと言った。しばらく

４人で話をして、パブを出た。 

ケヴィンの家に滞在した最後の夜は、レタケニーに

あるパブへ行った。その日の昼に、ケヴィンがパブ

の店員に夜のセッションは何時からかと聞くと、９

時からと言われたので９時過ぎに行った。しかし、

パブには演奏者は１人もいなかった。もう１度店員

に聞くと、今度は９時半からだと言われた。だが、

９時半を回っても楽器を持った人は現れなかった。

きっと１０時からだろうといって待っていると、楽

器を持った人がちらほらと入ってきた。しかし１０

時を回っても演奏をはじめる様子はなく、彼らはバ

ーで飲みながら話していた。しびれを切らして、筆

者が「いつはじめるの？今日はレタケニーで過ごす

最後の夜で、ここにはセッションを聴きに来たんだ」

と言うと、彼らは「ごめん、ごめん」と言いながら

準備を始めた。演奏者は７人ほどいた。 

ケヴィンが演奏者の１人に、この子はアコーディオ

ンを弾くんだと筆者のことを紹介すると、彼は一緒

に弾こうと言ってくれた。しかし、ドニゴールの人

たちは弾くテンポが速いと聞いていたので、まずは

様子をみたいと言って断り、一緒に弾けそうだった

ら入ると言った。演奏がはじまると思ったよりテン

ポは遅く、むしろ筆者がゴールウェイで聴く演奏の

ほうがだいぶ速かった。これならいけると思い、筆

者も楽器を出して一緒に弾いた。すると、他の演奏

者もおまえも奏者だったのかと言って歓迎してくれ、

何か弾くかと聞いてくれた。はじめのうちはまだ緊

張していて断っていたのだが、ケヴィンが明日は仕

事が早いのでそろそろ帰らないといけないと言った

ので、１セット弾かせてもらった。 

皆に曲を確認し、弾きはじめた。普段と違う雰囲気

だったからかケヴィンがいたからかはわからないが、

筆者はこのセットをとても気持ちよく弾けた。他の

演奏者が筆者とは違うアレンジをしたりしていたか

らかもしれない。演奏しながら周りを見ると、皆も

楽しそうに弾いているように見えた。演奏が終わる

と拍手が起こり、バーに座って聴いていた人は満面

の笑みを向けてくれた。演奏者は、おれたちが演奏

をはじめるのを待たずにおまえが演奏をしはじめて

もよかったんだぞと言い、さらにここでも、おまえ

は日本のシャロン・シャノンだなと言われた。帰り

際には名刺を交換したり、今度レタケニーに来た時

はまた寄れよと言ってくれたりした。帰りの車内で

ケヴィンは「最後のセットが１番よかった。皆で１

つにまとまっている感じがあったし、聴いていて楽

しかったよ」と言った。 

 

	 	 6‐5‐6	 アントニーの本音 

筆者が１年間ゴールウェイに留学していた時からず

っとアントニーはドニゴール県の案内をしてくれる

と言っており、このレタケニーでの滞在のあとクレ

アの家に一緒に１週間ほど滞在する予定で、それが

やっと現実になるはずだった。しかし、選挙の関係

でアントニーはドニゴールに１泊しかできなくなり、

そのためだけに４時間かけてバンクラナに行くのは

嫌だといって、来週にしないかと言ってきた。だが

来週の今日には筆者は日本に帰国するため無理だと

言うと、ゴールウェイから来てくれた。 

アントニーにケヴィンの家まで迎えに来てもらい、
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ケヴィンとその家族に礼を言って別れた。ドニゴー

ル県を見て回る時間はないが、せめて少しだけでも

といってバンクラナに行く途中にある城跡に連れて

いってくれた。 

バンクラナに着き、クレアの家で少し休んだ。アン

トニーがギターを出して弾きはじめた。かわいいホ

ーンパイプを弾いていたので、おしえてと言って筆

者もアコーディオンを出し、その曲をおしえてもら

った。 

夜になり、以前参加したセッションにアントニーと

ともに再び参加した。クレアも一緒に来てセッショ

ンを聴いた。 

セッションがはじまった時、演奏者は筆者を含め５

人だった。筆者は今回ひとりであり、さらにアント

ニーがいるため緊張していてすぐには楽器を出なか

った。クレアに楽器を出したらと言われたので、「緊

張してるんだ。知ってる曲になったら出して一緒に

弾くよ」と答えた。この日はギター弾きのマーティ

ンがいなかったので、せっかくバンクラナに来てい

るのだし、緊張を和らげるためにもと連絡を取ると、

すぐに来ると言った。しかし、マーティンが来る前

に演奏者から何か弾くかと聞かれ、前回演奏した手

前うまく断れず弾くことになってしまった。緊張し

ていると前置きして、アントニーとバリーがよく弾

いていたセットを弾きはじめた。皆知っている曲の

ようで、一緒になって弾いてくれた。いつもとは違

うアレンジなども聴け、弾いているうちに緊張はだ

んだんと弱まり、皆で弾くことが楽しくなっていっ

た。 

途中、アメリカから来たというバンジョー弾きが加

わった。マーティンも到着し、参加者は７人となっ

た。 

フィドル弾きが曲を弾きはじめ、ギター弾きがそれ

に加わった。クレアが「この曲は珍しいから録音し

なさい！」と言うので、デジタルカメラで動画を撮

った。アントニーも携帯電話で録音しているようだ

った。アコーディオン弾きはその曲を知っているよ

うだったが弾いておらず、曲が変わって２曲目から

弾きはじめた。セッションが終わったあと、アント

ニーが「あの曲を聴けるなんて、わざわざゴールウ

ェイから来たかいがあった。今日セッションに行っ

てよかったことはあの曲が聴けたことだ」と言って

とても喜んでいた。 

また、アントニーがギグの持ち主であるフィドル弾

きとアコーディオン弾きと話している時、このセッ

ションに来る前にあいつにホーンパイプを１曲おし

えたんだけどたった１５分で弾けるようになったと

筆者のことを話していた。その時は彼らと筆者の話

をしていたようで、彼らは筆者の演奏に驚き感心し、

どうやってアイルランド伝統音楽を習ったんだと話

していたのだとあとから聞いた。 

さらに家に戻ったあと、アントニーは筆者の演奏に

ついてこうも話した。チュームのキャナヴァンズと

いうパブでの万梓と泰斗との演奏を振り返り、「おま

えの演奏には他の２人にはないアイルランド伝統音

楽のリズムがある」と言い、そして「おまえは良い

演奏と悪い演奏がよくわかっているし、演奏を聴い

て覚えるのも早い。きっといいアイルランド伝統音

楽奏者になる」と言った。 

バンクラナからゴールウェイへの帰り道で、アント

ニーはチ・コリでのセッションについて話してくれ

た。チ・コリでの演奏は、はじめは楽しいが、３０

分後にはもう時計を見て、早く終わらないかなと思

いはじめるのだと言った。そして、「あのパブは金の

ことしか考えていない。有名ミュージシャンが来た

らゴマをする。彼らはタダで酒が飲めるんだ。あの

パブのオーナーは他のミュージシャンのことを考え

ていない。演奏料も安く、２時間の演奏で５０ユー

ロしかもらえない。だからチ・コリでのギグを辞め

たんだ」と話した。 
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以前、アンダースもチ・コリでの演奏はあまり好き

ではないと言っていた。アンダースは毎週月曜日の

夜にチ・コリでギグを持っているのだが、客が多く

煩い週末は絶対に演奏したくないと言っていた。 

 

	 	 6‐5‐7	 旅の終わり 

木曜日はアントニーの家に泊まり、翌日、ゴールウ

ェイの街に行く用事があるからといって送ってくれ

た。 

チ・コリに行き、バウロン弾きのジョニーらと再会

した。３人で旅をしていた時は疲れていたりしてジ

ョニーのギグには行っていなかった。ジョニーはい

つものように隣に座らせてくれ、演奏を聴いた。 

翌日マイケルに連絡をするとタフスでギグがあると

いうので、夕方にタフスに行った。４人ほどでセッ

ションをおこなっており、マイケルは筆者にアコー

ディオンを持ってこなかったのかと尋ねた。マイケ

ルと一緒に弾くのもタフスで演奏するのも緊張する

からと言うと、そんなこと言わずに持ってこいと言

われた。そしてマイケルは、夜にはクレインでギグ

があるからその時はちゃんと持ってくるんだぞと言

った。 

タフスでの演奏も緊張するが、クレインでの演奏の

方がさらに敷居が高いような気がしており、楽器を

持って行ったはいいもののどうしようか悩んでいた。

セッションは２階でおこなわれるため上がってみる

と、演奏者はまだ誰も来ていなかった。だんだん人

が集まりはじめ、マイケルも来た。こっちに来いよ

と言ってくれたが、やはり躊躇いがあった。すると

フルート吹きベンが来て、セッションに参加するの

かと聞いてきた。参加したいけど緊張して悩んでい

ると言うと、「セッションには参加するべきだ。参加

すれば一緒に弾けるし練習にもなる。新しい曲も覚

えられる。参加しないと何にもならない」と言われ、

セッションに参加する決意をした。少しするとダス

ティ・バンジョーズのショーンも来たので、緊張は

いくらか和らいだ。セッションは総勢１５人ほどで

おこなわれた。 

深夜０時を回り演奏者も半数になった頃、筆者もそ

ろそろ帰ろうと思いマイケルに声を掛けた。すると

マイケルは、帰る前に弾いていけよと言った。１セ

ット弾き、結局セッションが終わるまで残っていた。

帰りはマイケルが送ってくれ、またゴールウェイに

来たときは一緒に弾こうと言ってくれた。 

次の日は、留学中に知り合った日本人の友人が旅行

でゴールウェイに来るというので再会した。アイル

ランドの現大統領のマイケル・D・ヒギンズ（Michael 

D. Higgins）がゴールウェイに来るという情報を得

て、友人と見に行った。そのあとタフスに行ってア

ンダースと真世らのセッションを聴いた。 

タフスでのセッションのあとはチ・コリに行ってジ

ョニーらのギグを聴いた。その日の夜はショーンと

ベンがいつもダスティ・バンジョーズのセッション

がおこなわれるマーティ・ラビッツ・バーでギグが

あると言っていたのでそれに参加するつもりだった。

ジョニーらのギグは夜８時半に終わり、ショーンと

ベンのギグは夜９時半からだったので、時間がある

なあと思っているとベンに会った。ベンもギグまで

することがないようだったので、２人でバスキング

をしようかと提案してみた。だが、寒かったので２

人してしばらく悩んだ。悩んでいる間に、ベンにい

つも３人でバスキングをしているけど、１人ではバ

スキングをしないのかと尋ねた。するとベンは、フ

ルートは音が小さいから一緒に演奏してくれる人が

必要なんだと言った。カイルは１人でバスキングを

していると言うと、カイルはとても上手ですばらし

い吹き手だからと答えた。 

そんな話をしていると、ベンの友人が来てベンと話

しはじめた。しばらくすると、ベンから今から友人

らと集まるからおまえも来るかと言われた。何をす
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るのかと聞くと、特に何かをする予定はないようで

「皆で話したり音楽を演奏したり、何でもありさ」

と言うのでついて行くことにした。そこでは何か政

治的なものに対する座り込みがおこなわれていた。

ベンたちは仲間と話し込んでいたので、その周りに

あった座り込みに関する張り紙などを見て時間を潰

した。 

９時半になるとベンとともにマーティ・ラビッツ・

バーへ向かい、セッションをおこなった。演奏者は、

いつものダスティ・バンジョーズのセッションと変

わらない顔ぶれだった。 

ハロウィンにはハイ・ストリートでバスキングをお

こなった。３連休の最終日で、前の２日と比べると

人通りは少なかった。 

仮装した子どもを連れて歩く家族の姿が多く、子ど

もと目を合わせて笑顔を向けると照れたように笑っ

てくれた。それに気付いた親が、お金をあげておい

でと子どもにコインを渡していた。また、乳母車を

筆者の前に止めて、赤ちゃんに聴かせる母親も多か

った。こういう人たちは、お金を入れる人と入れな

い人と半々くらいだった。また、音楽好きと思われ

る家族が買い物ついでに立ち止まり、家族皆がひと

りひとりお金を入れてくれた。 

この日は立ち止まって聴いていく人が比較的多かっ

た。１０代後半くらいの若い人たちもお金を入れて

いってくれた。若い人たちは、やはりステップを踏

みながら通り過ぎていったりして、見ていて楽しか

った。 

途中、バンジョーを弾くという男の子に声を掛けら

れ、１セット一緒に弾いた。彼は何度かバスキング

をしている筆者を見かけたことがあるようで、それ

で声を掛けてくれた。共通の曲があまり思い浮かば

なかったが、なんとかセットをつくった。しかし、

２人で演奏すると周りの反応は薄くなるような気が

した。１セットだけだったので１０分程度と短かっ

たからか、２人での演奏中にお金を入れてくれる人

はいなかった。 

他にもアイルランド伝統音楽をやるという男性が声

を掛けてくれた。彼は筆者が弾いている曲を口ずさ

みながら友人と２人で歩いてきて筆者の前で立ち止

まり、話をした。その後、筆者がバスキングをして

いる場所の左斜め向かい側、距離にして１５ｍほど

先にあるパブのテラスでずっと酒を飲みながら友人

らと話していた。 

このバスキングでは筆者が留学中に初めてバスキン

グをしてから今までにおこなったバスキングのなか

で最高金額を得られた。 

この旅の最終日、ハイ・ストリートのいつもバスキ

ングをする場所より少しショップ・ストリート寄り

にあるパブの前でバスキングをおこなった。ハロウ

ィンの後だからか、人通りが少ない感じがした。お

金を入れてくれる人は、最初に見かけたときに入れ

てくれるか、２度目に通ったときに入れてくれるこ

とが多かった。パブの前だったので、煙草を吸いに

出てくる人も演奏を聴いてくれ、お金を入れてくれ

た。 

この日も寒く、手がうまく動かないので早めに終わ

ると、パブで飲んでいた男性が声を掛けてくれ、１

杯ごちそうしてくれた。彼は「外国人がこうしてア

イルランド伝統音楽を弾いてくれることはすばらし

いことで、皆がお前のことを嬉しく誇りに思ってい

るんだぞ」と言ってくれた。 

夜にはモンローズでのセット・ダンスに参加した。

実は、航空券を購入した際、最後の締めはやはりモ

ンローズだろうと思い帰国日を決めた。しかし、彼

らにとって筆者が帰国することはもう完全に一大イ

ベントではなくなっていた。ダンサーもアントニー

ら演奏者も皆、帰り際に筆者に今度はいつ帰ってく

るんだと聞き、「気をつけて帰るのよ！じゃあまた

ね！」と言って普通に帰っていった。 
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	 	 	 こうして４度目の筆者のアイルランド生活は

幕を閉じた。 

ダンスのあと深夜バスに乗り、ダブリン空港にて万

梓と泰斗と合流し、帰国した。 

 

	 6‐6	 旅を終えて 

	 	 バスキングツアーを終えて、日本での演奏スタ

イルを少し変えてみることにした。特にブーティー

ズでは、今まで店内で演奏していたところを店頭に

場所を移し、できるだけ店の前でおこなうようにし

た。 

	 	 すると、これまで感じていた“やりづらさ”を

感じることはなくなった。また、客も演奏に興味の

ある人は近くで聴いてくれたり、店の外まで話しに

来てくれたりした。そこにはアイルランドのパブで

見られたような、聴く人はセッションの近くに、聴

かない人は離れた場所に自然に分かれた状況がつく

られていた。 

	 	 また、店の前で演奏することで、信号待ちをし

ている車は窓を開けて聴いてくれたりし、さらに演

奏が聞こえて興味を持って店に来る人や、演奏自体

に興味を持ってくれる人が増えた。 
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第七章	 アイルランド伝統音楽とは何か 

	 第三章から第六章にかけて、事例を長く述べてき

た。その事例から「アイルランド伝統音楽」とはど

ういうものなのかを考えていこう。 

 

	 7‐1	 アイルランド伝統音楽をめぐる共在性 

	 	 7‐1‐1	 個性の大切さ 

アイルランド伝統音楽は、同じ曲を皆で演奏すると

いうかたちで親しまれてきた。そのため、アイルラ

ンド伝統音楽を演奏するうえで、いかに自分らしく

演奏するかということは非常に重要である。 

バリーはたくさんのアレンジをしながら毎回予測で

きないような遊び心に富んだ演奏をし、トミーらが

バリーの演奏は生き生きとしているといって彼の演

奏を好んで聴きに行っていることから、バリーの演

奏にはバリーにしかない良さがあることがわかる。

同じように、他の演奏者にも彼らの良さや特徴があ

る。例えば、アントニーのギター演奏のように変化

に富んだ演奏、ジョージのギター演奏のように優し

い響きのなかにしっかりとした強弱がある演奏、テ

ィオのフィドル演奏のように突然ハーモニーを弾く

ような予測できない演奏、ロナンのフィドル演奏の

ようなメロディとは全く関係ないようだが不思議と

違和感のない演奏などが挙げられる。これらはすべ

て、その人だからこそできる演奏であり、その人だ

けの特徴のある演奏である。 

同じ楽器でもティオとロナンのフィドルの弾き方や

アントニーとジョージのギターの弾き方には違いが

ある。また、有線放送やラジオなどでランダムに流

れるアイルランド伝統音楽を聴いても、その演奏の

雰囲気や使用楽器などからどのバンドの演奏である

かがわかることが多々ある。それぞれの演奏には、

それぞれの性格や個性が表れているのである。 

このようなことから、アイルランド伝統音楽の演奏

において、個性の表れている演奏や他人にできない

演奏ほど魅力的であるのだといえる。それは、トミ

ーがバリーのようになりたいと言った筆者に「おま

えはおまえ自身の音楽をしなければならない」と言

ったことからも読み取れる。 

アントニーは筆者に自分のギグに来るように言い、

ギターのレッスンは１度しかしなかった。その１度

のレッスンでも筆者がある程度弾けるようになると

レッスンを終了してしまった。また、楽器屋の生徒

募集案内にはアイルランド伝統音楽のギターレッス

ンがなかった。それは、アイルランド伝統音楽が代々

口承で伝えられており、人々は見様見真似で音楽を

覚えるということが日常的におこなわれてきたとい

う歴史があるからだろう。おしえる者はある程度の

枠組みこそおしえ与えるが、そこからどのような演

奏をするかというのはその演奏者次第なのだ。アイ

ルランド伝統音楽において“おしえる”ということ

は１から１０まですべてをおしえることではないの

である。 

そのため、アイルランド伝統音楽の演奏は同じ曲で

も奏者によって少しずつ異なっているということは

当然であるといえる。そして、パブで聴く演奏が毎

回違うことはもちろん、楽譜やその付属 CDもメロ

ディに多少の違いがあることには何の不思議もない

のだ。 

また、２００９年７月のミルタウン・マルベイでの

サマースクールでは、クラスのレベルが上がるにつ

れて楽譜は配られず、耳で覚えるようにおしえられ

た。楽譜を使用して曲を覚えると楽譜通りに弾いて

しまいがちで、その演奏は個性のある演奏とは言い

難いためだろう。一方、耳で聴いて覚えると、たく

さんの演奏者の演奏から様々なアレンジや技術を知

ることができる。そしてそれを自分でも試しながら

弾いていくことで、自分の演奏スタイルができあが

っていくのではないだろうか。 

アントニーがアイルランド伝統音楽を学ぶには目で
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見て耳で聴くことが最も大切だと言ったのは、こう

いうことを意味していたのではないかと考えられる。

そしてこれらは、楽譜が普及したあともアイルラン

ド伝統音楽の曲の習得においてセッションに参加し

たりしながら曲や奏法を覚えていくように、口承と

いう手法が継続されている理由でもあろう。 

目で見て耳で聴くということには、他にも重要な意

味がある。筆者がパブでセッションを聴いていた時、

隣にいた男性からアイルランド伝統音楽は足でリズ

ムを取りながら聴くのだと言われ、周りを見ると演

奏者も客も足でリズムを取っており、それから筆者

もそうしてセッションを聴くようになった。これは、

実際に目にしなければわからないことである。また、

アントニーが筆者の演奏からはアイルランド伝統音

楽のリズムを感じられたが、アイルランド伝統音楽

を演奏しはじめて間もない万梓と泰斗からは感じら

れなかったと言ったことから、筆者が実際にセッシ

ョンを聴いてきたことでアイルランド伝統音楽のリ

ズムを習得したということがいえる。感覚やリズム

を身につけるという点でも、セッションの場で実際

にそれを見て聴くことに大きな意味があることがわ

かる。 

では、“アイルランド伝統音楽のリズム”とは何かと

いう疑問が浮かぶが、それについては「アイルラン

ド伝統音楽を習得する」ということに含めてこの章

の最後に考えたい。 

２０１１年９月から１１月初頭におこなったバスキ

ングツアーでは、万梓はギター弾きの指の動きを見

て弾き方を学び、泰斗はバウロン弾きの演奏を見な

がら叩き方を学んだ。そして、セッションに参加す

ることで実際に楽器を触りながら演奏の仕方を学び、

いろいろな弾き方を試すこともできた。また、ベン

が言ったように、セッションに参加するとその場で

一緒に演奏しながら新しい曲を覚えられる。このよ

うなことからも、セッションの場にいて目で見て耳

で聴きながら覚えるということが大切であることが

わかる。 

筆者自身、２００９年４月の初めての渡愛から、ア

イルランド滞在中はほぼ毎晩パブへ行ってセッショ

ンを聴き、時にはそれに参加し、日本にいる間は毎

日のように録音したセッションを聴いている。セッ

ションでのバリーやアンダースの演奏からアコーデ

ィオンの弾き方を学び、セッションを聴いたりセッ

ションに参加したりすることでたくさんの曲を習得

してきた。 

ロスクレアでのセッションではダ―モットが筆者の

演奏を褒め、バンジョー弾きのショーンが握手をし

てきた。バンクラナでのセッションでは他の演奏者

が筆者の演奏に感心していた。モンローズではアン

トニーとシンガーソングライターのショーンが筆者

のバスキングについて驚いたと話し、アントニーが

おまえはいいアコーディオン弾きになると言った。

このように、たくさんの人々が筆者自身や筆者の演

奏を受け入れてくれている。このことから、アイル

ランド伝統音楽を習得するという点で、パブに行っ

てセッションを聴いたり奏法や曲を学んだりしたこ

とや、セッションに行けずともその音源を聴き続け

たという筆者のやり方は間違っていなかったのだと

いえる。アイルランド伝統音楽は、実際に演奏者に

会い演奏を見て聴き、そこから習得していくものな

のである。 

 

	 7‐1‐2	 楽しみのもとでおこなわれるセッシ

ョン 

	 	 バスキングツアーには、アイルランドにおける

音楽の在り方を考えるという目的があった。アイル

ランドのパブでのセッションの“演奏者も客も楽し

める”という雰囲気は両者間のコミュニケーション

や相互作用によってつくられているのではないかと

いうことについて、客の視点と演奏者の視点からセ
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ッションにおける楽しみとは何かを考えていきたい。 

まず客の在り方について見てみよう。 

イニシィアのチ・ネッドで演奏していた時に来店し

た外国人旅行客は店の奥でダーツをしていたが店を

出る際に演奏をありがとうと言った。アイルランド

人旅行者は、比較的筆者らに近い場所に座り演奏を

聴き、セットが終わるごとに拍手をした。チューム

のパブでは、多くの人がおり騒がしくセッションの

周りにいる人以外は全く聴いていない状態だった。

スライゴーに滞在した１日目に訪れたパブでは、セ

ッションの周りの席はセッションを聴いている人た

ちで埋まっており時に手拍子や歓声があがり、店の

奥ではセッションを聴いていない人々がおしゃべり

を楽しんでいた。２日目に訪れたフォリーズでは客

はセッション中におしゃべりをしたりテレビを見た

りしていたが、演奏が終わるごとに拍手をしたり演

奏に対して一言声が掛けられたりした。ベルファス

トのパブでは客の話し声が大きくセッションのほう

を向いている人はいなかったが、演奏が終わると拍

手が起きた。キラーニーのマーフィーズでは、セッ

ションから遠い場所にいる人もセッションのほうを

向いて聴いている人が多く、演奏が終わるごとに拍

手をしていた。シャーキン島での筆者らのギグでは、

セッションを聴く人はセッションの近くに座り、そ

うでない人はバーカウンターなどに座っており、演

奏が終わるごとにセッションの近くに座っている人

を中心に拍手が起きた。テリーグラスのセッション

ではHappy Birthdayを演奏したが、誕生日である

客本人がセッションスペースの壁の向こう側で食事

をしていたためそれに気づかず彼ら自身で Happy 

Birthday歌いだした。また、旅以前に訪れたクリフ

デンのパブでは客はおしゃべりをしていたが、皆セ

ッションを聴いて楽しんでいた。 

このようなことから、客はおしゃべりをしたりテレ

ビを見たりしながら自由にセッションを聴いており、

中にはまったくセッションを聴いていない客もいる

ことがわかる。チュームでのセッションのように、

セッションを聴いている客は各々でリズムを取って

聴き、時に手拍子をしたり歓声をあげたりし、演奏

者に対して一言声を掛けたりすることもある。そし

て、彼らは演奏後に拍手をすることで“演奏を聴い

ている”という意思表示をしているといえる。 

このような客の反応から、セッションを聴く人はセ

ッションの近くにおり、セッションを聴かない人は

離れた場所にいることがわかる。また、ケンメアの

パブでセッションが見えない位置に座っていた客か

らセッション後に声を掛けられたり、ロスクレアの

パブでセッションから離れた席に座っていた夫婦に

声を掛けられたりしたことから、多少離れた場所に

いる人も演奏を聴いていることがあり、セッション

を聴くでも聴かないでもないという人は適当な場所

にいるということがわかる。 

セッションを聴きに来ている人は、様々な目的を持

っている。トミーらのように好みの演奏者の演奏を

楽しみに来ている人や、ダブリンのパブでアメリカ

人旅行客が演奏を聴きに来たのだと言ったように演

奏者にこだわりはないがセッションを楽しみに来て

いる人などは、セッションを聴くことを目的として

いる。そのような人のなかには、テリーグラスでの

セッションで泰斗のバウロンは他の楽器とバランス

が取れていると言った客やケヴィンがレタケニーで

のセッションで演奏者が１つにまとまっている演奏

が楽しいと言ったように、そのセッションの聴きや

すさやまとまりを楽しんでいる人もいる。スライゴ

ーで歌のリクエストをした客がいたように、好きな

歌や曲を演奏してもらう客もいる。他にも、おしゃ

べりや食事をすることが目的で、その傍らセッショ

ンを聴いている人もいる。 

また、ケンメアのパブ／レストランでのライブでは、

食事中のため拍手をできない人もいたが、手が空い
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ている人は拍手をし、子連れの人は子どもと一緒に

楽しんでいる様子も見られた。しかし、２度目に同

じパブ／レストランを訪れた時は客は時々拍手をす

る程度で、ヘン・パーティで来店した客らは演奏を

聴いている様子はなく、拍手もほとんどしていなか

った。パブ／レストランでのライブは BGMになり

得てしまうということがわかった。 

次に、客側ではなく演奏者がどのようにセッション

を楽しんでいるのかを見ていこう。 

ドゥーリンの１軒目のパブで演奏者が雑音を気にす

ることなくセッションを続けていたり、チュームで

のセッションで演奏者は客の出入りを気にしておら

ず、バリーとアントニーのように誰もいない場所で

セッションをしたりすることから、演奏者にとって

客が出ていったり客がいない場所で演奏することは

何でもないことのようだ。 

反対に、ドゥーリンでライブをしていたパブでは客

の手拍子が曲のテンポと合っていないことで演奏者

が演奏しにくそうにしていたり、コークのパブでは

客が歌いはじめたことによりセッションが終わって

しまったりと、客の反応などから演奏にやりづらさ

を感じたりすることはあるようだ。 

また、チュームのパブではセッションのすぐ後ろに

いても曲がわからないほど騒がしく、演奏者はセッ

ション終了時間になると早々と帰っていった。デリ

ーでホステルの従業員が最高だと言って紹介してく

れたパブについて、アントニーはうるさくて最悪だ

と言った。バンジョー弾きのショーンはテリーグラ

スのセッションはうるさくて自分の楽器の音が聞こ

えないと言った。ケンメアのパブ／レストランでヘ

ン・パーティがおこなわれた際、フィドル弾きのノ

ーリーンが筆者に一緒に弾くように言い、演奏中は

弾きづらそうな表情を見せていた。アントニーが

チ・コリでのセッションについて３０分後には時計

を見て早く終わらないかと思うと話した。チ・コリ

での演奏についてはアンダースも客が多くうるさい

週末には演奏したくないと言い、客の拍手に対して

少し皮肉っぽくありがとうと言う。このように、多

くの客で賑うパブなどうるさすぎる場所での演奏を

好ましく思っていない演奏者が多いことがわかる。 

スライゴーのフォリーズで客からの歌のリクエスト

をギター弾きが歌はやらないと言って断ったり、２

度目のマーフィーズでのセッションで演奏者は客と

話すことなく淡々とセッションを進めていたりと、

客との関わりを持たない演奏者もいる。 

アントニーがクリフデンでのギグについてティオと

バリーの音が１音１音聞こえると話していたり、チ

ュームで誰もいない場所を選んでセッションをはじ

めたり、バンジョー弾きのショーンがロスクレアの

パブは静かで他演奏者の音が聞こえるから楽しいと

言い、ダ―モットとトムもそれに同意していたりし

た。このようなことから、演奏者にとって大事なこ

とは客との関係ではなく、演奏者同士の音が聞こえ

るかどうかという点であるようだ。 

その理由として、ジェームスがバリーに挑むように

演奏したり、アントニーがバリーとの掛け合いを楽

しみながら夢中で弾いたり、彼らが演奏後に２人で

笑いあったり、コークでのセッションでイーリア

ン・パイプス弾きが筆者と交互に曲を繋ぎ合いゲー

ム感覚で演奏したり、テリーグラスでのセッション

でキーランが筆者に合図をして前回筆者におしえて

くれた曲を繋げたりしたことなどから、演奏者は演

奏者同士のやりとりや駆け引きといったものを楽し

みにセッションをおこなっているのだということが

いえる。そしてそれはセッションが演奏者同士の会

話であるということを示しているのであろう。誰で

も参加できるというセッションの在り方は、演奏者

の楽しみの重要な要素なのである。 

チュームでフィドル弾きとピアノ弾きが皆で演奏し

た方が楽しいと言ったことや、テリーグラスでダ―
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モットとノーリーンが互いのバウロンを叩き合った

り、それぞれ違う場所を叩いたりしていたことなど

から、複数人で演奏すること自体もセッションの楽

しみの１つであるといえる。さらに、チュームで筆

者と会ったあと帰宅する予定だったアントニーが、

バリーが来るとわかるとギターを取りに行きセッシ

ョンをおこなったことから、好みの演奏者など特定

の演奏者とのセッションを楽しみにする演奏者もい

る。他に、アントニーがバンクラナのセッションで

ある曲を聴けたことをとても喜んでいたことや、ダ

スティ・バンジョーズのショーンが知らない曲を聴

くと練習会でおしえてくれということから、セッシ

ョンで珍しい曲や自分が知らない曲を聴くことがで

きるというところもセッションの楽しさの１つであ

ろう。 

一方で、チュームでのバリーとアントニーのセッシ

ョンにピーターが加わった時バリーの演奏の自由さ

が減ったことや、テリーグラスでトムがセッション

に笛吹きがいる時には曲のキーに注意しなければな

らないとおしえてくれたこと、アンダースが初めて

自分のセッションに参加した人がいるとその人も一

緒に弾ける曲を確認して演奏することなどから、演

奏者同士気を遣いながら演奏していることもあると

いうのも事実である。 

だがおもしろいことに、デリーのマデンズで演奏者

が口をそろえてあるバウロン弾きを非難し、テリー

グラスのセッションでも演奏者があるギター弾きを

よく思っていないといったことがあったが、どちら

のセッションにおいてもセッション中に演奏者が彼

らを嫌がる様子はなく、そのバウロン弾きやギター

弾きはそのセッションの常連であった。筆者がキラ

ーニーのマーフィーズのセッションに参加した時も、

筆者に対して多少の皮肉っぽさを感じたものの、あ

からさまに嫌がったり筆者がセッションに参加する

ことを拒否したりすることはなかった。これは、セ

ッションには誰でも参加できるという特徴の表れで

あり、参加したいという意思のある人や参加を申し

出た人は皆受け入れるということがセッションの原

則であるということなのであろう。そして何より、

セッション中は楽しむという気持ちがあるためでは

ないだろうか。 

先ほど、演奏者にとって大切なものは客との関係と

いうよりも演奏者同士のやりとりであると述べた。

しかし、チ・コリでのロナンとアントニー、ブレン

ダンのセッションでは、演奏者同士のやりとりのな

かに客が介入する場面があった。このセットを演奏

し終えた時、演奏者は満足した様子であり、客も大

きな歓声をあげた。このことから、演奏者の楽しみ

と客の楽しみが上手く重なり合い皆が１つになり楽

しんだセッションだったといえる。コークでのセッ

ションでは、筆者とイーリアン・パイプス弾きがあ

るセットで曲の繋げ合いをした。セッションでは１

人の演奏者がセットを決めるのが普通なため、交互

に曲を繋げるゲームのような感覚は他演奏者や周囲

の客をも巻き込み、皆で緊張感と楽しみを共有した

セットであった。 

また、アンダースと真世の結婚パーティで、バリー

とその友人が演奏しているとロナンらが踊りはじめ

た。次のセットでは３組が踊り、最終的にはアンダ

ースも踊った。この時はパーティだったため皆知り

合いで気兼ねないというところは当然あっただろう

が、皆が一緒に楽しんだ瞬間であったといえる。 

以上のことから、客はパブにおいて様々な楽しみ方

を持っており、その一要素としてセッションやライ

ブがあるのだといえる。また、演奏者はセッション

をするなかで、客がどうであるかというよりも、演

奏者間で演奏を楽しむことが重要であるのだといえ

る。そして、演奏者の楽しみの流れに客が乗った時、

演奏者と客が１つになり皆で音楽をする空間が生ま

れるのである。 
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	 	 7‐1‐3	 アイルランド伝統音楽をめぐる

人々のキョリ 

筆者が２００９年４月に初めて渡愛してから２０１

１年１１月にバスキングツアーを終えるまでの約２

年半の間に、様々な人と出会いながらアイルランド

伝統音楽を聴き、演奏してきた。筆者が現在アイル

ランドの仲間に受け入れられながら一緒にセッショ

ンができるのは、その出会いがあったからこそであ

る。 

２００９年４月から数カ月は、筆者がアイルランド

伝統音楽を初めて聴きそれ自体に興味を持ち始めた

時期で、まだアコーディオンを持っていなかったし

アイルランド伝統音楽について何も知らない状態だ

った。しかし、筆者が初めて出会ったアイルランド

伝統音楽奏者のアンダースは、英語が上手く話せず

アイルランド伝統音楽が好きなんだと繰り返す筆者

に対して「変な日本人だ」と思いながらも、自分の

ギグの予定を毎回おしえてくれた。次第にアンダー

スとともにギグを持っていたヨナスとも話すように

なった。 

その頃出会ったフィドル弾きのサシャは、アイルラ

ンド伝統音楽にはジグなどいくつかの種類の曲があ

ることをおしえてくれた。バウロン弾きのダ―モッ

トはアイルランド伝統音楽が好きだと言った筆者を、

初対面であるにもかかわらずテリーグラスでおこな

われるセッションに連れていってくれた。そこで出

会った演奏者や客は、皆あたたかく筆者を迎えてく

れた。バリーは初めて出会った時アコーディオンを

弾いていなかったが、気さくに声を掛けてくれ連絡

先までおしえてくれた。ジャヴァスというカフェで

出会ったティン・ホイッスル吹きには何度か曲をお

しえてもらった。 

アコーディオンを購入し、セッションに参加するよ

うになってからは、一演奏者として他演奏者や客と

関わりを持つことが増えた。バスキングにおいても

様々な出会いがあったが、バスキングの出会いにつ

いては7‐1‐10で述べる。 

２０１０年１月に初めてセッションに参加した時、

あまり曲を知らないが参加してもいいかと尋ねた筆

者に、ダスティ・バンジョーズのショーンはもちろ

んさと言って筆者を受け入れてくれた。セッション

後には来週もおいでと言ってくれ、練習会にも誘っ

てくれた。 

２度目以降の渡愛では特に、アコーディオンを弾く

ことやセッションに参加することに関して関わりを

持つことが多くなった。演奏者との関わりとしては、

アンダースと真世の結婚パーティでのセッションで

ジョージや演奏者らに促され演奏したことや、筆者

がバスキングをしているところを何度か見たことの

あるロナンが筆者にセッションに参加して一緒に演

奏しようと誘ってくれたことが挙げられる。他にも、

テリーグラスでのセッション後に、ダ―モットの友

人のギター弾きがロスクレアのセッションに行かな

いかと誘ってくれた。 

バスキングツアー中には、以前から知っていた演奏

者だけでなく、多くの演奏者と新しく知り合った。

ゴールウェイでロナンがイニシィアのチ・ネッドで

働くバンジョー弾きのコナーを紹介してくれ、コナ

ーは店で演奏していいと言い、手が空いたら一緒に

弾こうと言った。イニシュモアのパブで筆者が先に

ひとりでセッションに参加し何か弾くかと尋ねられ、

万梓と泰斗を紹介し３人で演奏した時、あとから参

加した万梓と泰斗も快く受け入れてもらえた。スラ

イゴーでは、スーパーでギター弾きに声を掛けられ

セッションに誘われた。デリーでのセッションでは、

初めは輪の外で弾いていた筆者を、そのセットのあ

とにはセッションの輪を広げてその中に入れてくれ

た。セッション後に演奏者は、近隣の町のセッショ

ン情報をおしえてくれた。バンクラナでは、デリー

のセッションで出会ったギター弾きのマーティンが
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演奏者に話をしてくれていたこともあり、パブに着

くとすぐセッションに入れてもらえた。 

キラーニーのパブでは、近くに立ってセッションを

聴いていた筆者に演奏者が冗談で「歌うか？」と聞

いてきて、「アコーディオンなら弾くよ」と答えると

セッションに入れてくれた。ケンメアではフィドル

弾きのディーンに、そのギグはライブだったがアコ

ーディオンを持ってきていたら一緒に弾けたのにと

言われ、ディーンとともにギグを持っていたアコー

ディオン弾きは「弾くか？」と筆者にアコーディオ

ンを差し出した。 

ダブリンでは、客との会話からアコーディオンを弾

くことになってしまったが、それについて演奏者は

嫌がる様子はなく筆者を受け入れてくれた。セッシ

ョン後に演奏者らに明日のギグ予定を聞くと、彼ら

のギグ予定の他に、その日ギグをおこなったパブの

セッション情報までおしえてくれた。香はパブの奥

でおこなわれていた練習会に無料で参加していた。 

３人での旅が終わってからも、筆者のバスキングを

見たシンガーソングライターのショーンは自身もア

イルランド伝統音楽を演奏するようになったと言い、

筆者が帰国する前にセッションをしようと言ってく

れたり、フィドル弾きのマイケルがクレインでのセ

ッションに誘ってくれ、マイケルに「緊張するなん

て言わずにアコーディオンを持ってこい」と言われ

たりした。２度目にレタケニーに行った時は、ベー

カーのケヴィンが演奏者に筆者のことを紹介すると、

彼らは一緒に弾こうと言って筆者を受け入れてくれ

た。 

これらの他にも、今回述べた様々な事例のなかに筆

者がセッションに参加した事例やセッションに誘わ

れた事例は多くある。これらのことからわかるよう

に、演奏者は筆者がアイルランドへ渡って間もない

頃から筆者を受け入れ誘ってくれ、バスキングツア

ーで初めて行った土地やセッションで初めて出会う

演奏者も筆者ら外国人演奏者を快く受け入れてくれ

た。 

また、セッションの場にいた客からセッションに参

加するように言われたことも多々あった。例えば、

イニシュモアのパブでアイルランド伝統音楽が好き

でアコーディオンを弾くのだと客と話していると

「早くセッションに入れ」と言われたことや、２０

１０年９月のタラでのフェスティバルでセッション

に入ろうか迷っていた時、友人や日本人ギター弾き

の男性の奥さんから「セッションに入らないと損！」

と言われセッションに参加したこと、デリーでクレ

アに頼まれ筆者らを迎えに来てくれた男性が「こっ

ちに来て弾きなさい」と言ったことである。ダブリ

ンのパブでは客と話していると「なぜ楽器を持って

こなかったんだ」と言われたり、客がセッションに

参加していたアコーディオン弾きに声を掛け筆者に

弾かせるように促したりしたことも、一例として挙

げられる。 

ダブリンのパブで男性客が「俺に紹介されたと言え

ばセッションに問題なく参加できる」と言ったこと

や、アンダースと真世の結婚パーティでバリーの婚

約者であるファニーが筆者の演奏を褒めてくれ、「バ

リーにあなたにレッスンをしてあげるように言って

おくわ」と言ったことから、客と演奏者に直接的な

つながりがあることもあるということがわかる。こ

のような場合、演奏者と知り合いでなくともその知

人・友人と知り合いであればより簡単にセッション

に参加でき、受け入れられやすいのではないかと考

えられる。 

このように、客も初対面であってもアイルランド伝

統音楽奏者がセッションに参加することには寛大で、

むしろ参加するのが当たり前であるといった雰囲気

がある。そのため、アイルランド伝統音楽奏者やア

イルランド伝統音楽を好む人々に対する周囲の人々

（アイルランド伝統音楽奏者や客）の接し方には心
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理的なキョリ感があまり感じられない。演奏者や客

のこのような態度には、先に述べたようにセッショ

ンには皆で演奏するという楽しみがあり、そこには

誰でも参加することができるというセッションの性

質が大きく関わっている。セッションの自由さにつ

いては次節で述べる。 

また、ロスクレアでのセッションで「日本人がこう

してアイルランド伝統音楽をしているなんて嬉し

い」と言った客がいたように、外国人が自国の伝統

音楽を演奏しているということに喜びを感じる人も

いるようだ。これについては、セッションに限らず

バスキングでの通行人との関わりでも考えられると

ころがあるので、ここでは軽く触れる程度にしてお

く。 

ここでもう一つ、名の知れた演奏者も町のパブでギ

グを持ったりセッションに参加したりしているとい

うことを押さえておきたい。 

日本では有名なアーティストらと直接的な関わりを

持たない一般人は彼らと接することはほとんどなく、

彼らの友人でない限り、彼らに対して“別の世界の

人”のような印象さえ受ける。有名人と一般人はか

け離れたものとして存在しているといえるだろう。

しかし、アイルランド伝統音楽の世界ではそうでは

ない。 

アンダースはミルタウン・マルベイでのサマースク

ールの際に町のホールで開かれたライブに出演して

おり、他にも何人か見たことのある演奏家が出演し

ていた。ティン・ホイッスルのクラスではアンダー

スとともにチ・コリでギグを持つミックが指導者と

しておしえていた。アントニーもチュームでのフェ

スティバルでギターのワークショップを受け持って

いた。バリーは自身でバンドを組んで活動もしてい

たが、２０１１年のはじめに有名バンドの一員とな

った。ゴールウェイでは名の知れたフィドル弾きの

マイケルは、初心者向けであるダスティ・バンジョ

ーズのセッションに参加していた。彼らのように、

フェスティバルでライブに出演したり、ワークショ

ップの指導者となったり、有名バンドに引き抜かれ

たり、その町で名が知られているような弾き手が、

パブで日常的に演奏しているのだ。 

さらに、デ・ダナンというバンドでバウロンを務め

るジョニーやアコーディオン弾きのシャロン・シャ

ノン、コンサーティーナ弾きのノエル、アイルラン

ドで出会った日本人が彼らは有名だと言ったロナン

やフィドル弾きなど、アイルランド全土や世界的に

有名である演奏家でさえも、町のパブで演奏してい

たりそこで酒を飲んで酔っ払っていたりする。 

ベーカーのケヴィンが連れていってくれたフェステ

ィバルでセッションがおこなわれていたパブに、あ

る有名バンドがライブを終えたあと来店した。彼ら

は店員や数人の演奏者と知り合いのようで、ケヴィ

ンもバンドメンバーの１人と知り合いだった。別の

パブでは、そのパブのオーナーがフィディルという

バンドのメンバーと知り合いだと言って彼をパブに

呼んでくれた。 

このように、アイルランド伝統音楽の世界では腕の

立つ演奏家がごく身近にいるということがわかる。

そして彼らのほとんどは有名であることやそれほど

の弾き手であるということを気取ることはなく、傍

から見ると彼らが有名であるとは全くわからないほ

どに、彼らと一般人との間に隔たりがない。そもそ

もこの世界では、有名人と一般人と言い分けてしま

うこと自体が間違いであるのかもしれない。以前は

家のキッチンや町角でおこなわれていたセッション

がパブという公の場でおこなわれるようになり、次

第に凄腕の演奏者が有名になっていっただけのこと

なのであろう。 

以上のことから、アイルランド伝統音楽は人々の身

近にあるものであり、演奏者であれ客や聴き手であ

れそれを取り巻く人々の間にキョリや隔たりはない
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のだといえる。 

 

	 	 7‐1‐4	 セッションの自由さ 

では、セッションへの参加の自由さについて考えて

みよう。 

第二章でセッションとは複数人で演奏することであ

り、誰でも参加できるものであると説明した。事実

その通り、筆者はいろいろな人がセッションに参加

していたりともに演奏しているのを見てきたし、筆

者自身セッションに参加したり、自らのギグに参加

者を持ったりしてきた。 

先ほど述べたように、ギグの持ち主ではない第三者

がセッションに参加することは当たり前なことであ

る。演奏者も客も、楽器を持っているならセッショ

ンに参加するものだという認識を持っている。それ

は、筆者自身がセッションに参加した事例以外から

も述べることができる。 

ダスティ・バンジョーズのセッション中にたまたま

筆者と再会したコーマックが元いたパブへ楽器を取

りに行き、もっと早く楽器を持ってきていればよか

ったと言いながらセッションに参加した。チューム

でのバリーとアントニーのセッションでは、初めは

セッションに入るのを拒んでいたピーターが結局は

それに加わり一緒に弾いた。スライゴーのパブでは、

セッションの途中に演奏者のすぐ隣に座っていた客

が演奏者に申し出て、自分のフィドルを取り出しセ

ッションに参加した。そのあと、ピアノ・アコーデ

ィオン弾きも加わった。ケヴィンが連れていってく

れたドニゴール県のフェスティバルでのセッション

では、参加者は５０人以上にのぼった。 

このように、誰でもセッションに参加することがで

きるというとは明らかである。また、参加者はいつ

セッションに参加しても構わないということがわか

る。 

だが、ここで問いたいセッションの自由さというの

は、単にセッションの途中からでも参加できるとい

うところではない。セッションに加わったあとの演

奏者あるいはギグの持ち主がどのようにセッション

に参加しているのかということに焦点を当てて考え

てみると、セッションで演奏することがいかに自由

なものであるかがわかるだろう。 

ベルファストのマデンズでのセッションに参加した

時、知っている曲が少なくなかなか一緒に演奏する

ことができなかった。テリーグラスでのセッション

で、１０歳のアコーディオン弾きのキーランは曲数

が少ないことやテンポが速いことからほとんど聴い

ている状態だった。このように、曲をあまり知らな

い場合やテンポの関係でそのセッションで演奏され

るすべての曲を弾くことはできないが、セッション

に参加すること自体は可能である。 

ゴールウェイのチ・コリで筆者がロナンらのギグに

参加した時、ロナンは筆者が弾いた曲を知っていた

にもかかわらず演奏せずに聴いていた。アンダース

と真世の結婚パーティでのセッションでは、ずっと

セッションに参加して演奏している人もいれば、数

セットだけ参加した人や演奏したりセッションから

抜けたりしている人もいた。シャーキン島でおこな

った筆者らのギグに参加したロー・ホイッスル吹き

は、セッションに加わったかと思えば友人のところ

へ話しに行ったり、急に帰ってきてまたセッション

に加わり一緒に演奏したりした。万梓と泰斗が席を

外している際ひとりでワルツを弾いていると男性客

がギターで伴奏をしはじめ、弾き終えると彼は席に

戻った。マデンズでは、あるバウロン弾きはセッシ

ョンに来てもあまり演奏しないと言われていた。 

チ・コリでのバリーらのセッションにアコーディオ

ン弾きが参加していた時、彼はバリーらが煙草を吸

いに行っている間にひとりでエアーを演奏した。ベ

ルファストのデューク・オブ・ヨークでのセッショ

ンでは、ほとんどの演奏者が煙草を吸いに行くなど
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して席を外した時に残った演奏者らでセッションを

続けていた。 

これらのことから、セッションで演奏される曲を知

っているかどうかに関わらず、そのギグの持ち主を

含め演奏者はセッションの輪に加わったあとでも演

奏しなくてもいいということがわかる。また、その

ギグの持ち主が煙草などで一時的に皆セッションか

ら抜けた時、ギグの持ち主でなくともセッションを

続けることができるということもわかる。 

アイルランド伝統音楽奏者でなくとも、セッション

に加わる客もいる。ドゥーリンでライブをおこなっ

ていたパブでは、男性客がステージに立って数曲歌

った。コークのパブでは女性客が歌っていいかと申

し出て１曲歌い、そのあと続けて男性客も１曲歌っ

た。テリーグラスでのセッションでは、毎回のよう

に客が歌を歌う。キラーニーのマーフィーズでは男

性客が踊っていいかと申し出、演奏者に曲のリズム

を伝えてアイリッシュ・ダンスを踊った。ある日の

ダスティ・バンジョーズのセッションでは、アイル

ランド伝統音楽ではないジャンルの音楽をする外国

人バンドが参加しており、彼らの演奏を挟みながら

セッションが進められた。 

このように、アイルランド伝統音楽奏者でなくとも

シャン・ノースなどのアイルランドの歌やダンスで

参加する客は多い。アイルランド伝統音楽に関係が

ない演奏者でも、ダスティ・バンジョーズのセッシ

ョンの事例のようにセッションに加わり歌や演奏を

披露することもある。 

これまでセッションに参加することについての自由

さを述べてきたが、セッションの途中でセッション

から完全に抜けてしまうことも可能である。コーマ

ックがダスティ・バンジョーズのセッションに途中

から参加した時、彼は数セット弾いたあとすぐに帰

っていった。チュームではバリーとアントニーの友

人のコンサーティーナ弾きが途中から参加し、３セ

ットほど弾くと自分のギグが別のパブであるからと

言ってセッションを抜けた。セッションに参加する

タイミングや演奏する・しないが自由であるように、

セッションから抜けるタイミングもまた自由なので

ある。 

また、チ・コリでのバリーらのギグが終わったあと

に、セッションに参加していたアコーディオン弾き

がパブにいたギター弾きとともに演奏を続けたこと

や、チュームのキャナヴァンズでギグを持っていた

フィドル弾きとピアノ弾きが、ギグのあと筆者らに

自分たちは帰るが演奏を続けたければそうしても構

わないと言ったことから、パブから雇われている演

奏者のギグが終わったあとにセッションを続けてお

こなうことは可能であることがわかる。 

そして、チ・コリでセッションをはじめたアコーデ

ィオン弾きは夜のセッションの前に夕食を取りたい

と言ってセッションを終了し、チュームでバリーと

アントニーが静かなパブを選んでセッションをはじ

めた時も、２人の空腹を理由にセッションは終わっ

た。これらのことから、パブから演奏者が雇われて

おこなわれるセッションではなく演奏者らの意思に

よってパブでおこなわれるセッションは、次のギグ

や閉店時間などパブ側の予定がない限りは演奏者が

自由に終えることができるようだ。 

このように演奏者らの意思によって自由にセッショ

ンがおこなわれるということは、日常的に楽しみの

もとでおこなわれてきたという背景があるためであ

ると考えられる。セッションの日常性については、

次節で述べる。 

最後に、例外的な事例を紹介しておこう。レタケニ

ーでの最終日のセッションでは、時間になってもな

かなか始めようとしない演奏者に筆者が声を掛けて

ようやくセッションが始まり、筆者も途中から参加

した。この時、筆者がアコーディオン奏者であると

知った彼らが筆者に「おれたちが演奏をはじめるの
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を待たなくても、おまえが演奏をはじめてよかった

んだぞ」と言った。ギグの持ち主以外の演奏者が率

先して演奏をはじめるということは筆者自身これま

で経験したことがなく、また、そのような話を聞い

たこともない。演奏者らはあまりセッションに乗り

気ではなかったのだろうか。もしくは彼らの性格や

人柄がそう言わせたのかもしれないし、冗談だった

のかもしれない。なぜ彼らがそのように言ったのか、

その理由はわからないが、セッション参加者が他人

のギグにおいて突然演奏をはじめるということは非

常に稀なことであることは、他に例を見ないことか

らも確かである。 

 

	 	 7‐1‐5	 いつでもどこでもおこなえるセッ

ション 

パブから演奏者が雇われておこなわれるセッション

が終わったあとに、セッションを継続しておこなう

ことができるということは先ほど述べた。セッショ

ンを継続させる以外にも、演奏者の意思でパブにて

セッションをおこなうことができる場合がある。 

レタケニーではセッションをしているパブがなかっ

たので、ギター弾きのミクシーがパブの店員に尋ね、

次のギグが始まるまでセッションをおこなうことが

できた。ケンメアでは、ノーリーンがパブでもしセ

ッションをしていなくても弾かせてもらえばいいと

言っており、パブの店員に尋ねてセッションをした。

ロスクレアのパブでは、経営者がダ―モットらの友

人であるためか、突然セッションをおこなっても問

題ないようだった。 

チ・ネッドでコナーは、筆者らに店で弾いていいよ

と言った。でバンクラナでバスキングをしていた時

には、通りの向かい側にあったパブの息子がお金を

入れた際に「うちのパブで弾けよ」と言った。ドニ

ゴール県で訪れたフィディルのメンバーと出会った

パブでは、彼が楽器を持ってきておらず演奏を聴け

なくて残念だと言うと、パブの店員が「君もアコー

ディオンを持ってきていたらここで弾いてよかった

のに」と言った。コークで出会ったシャーキン島に

パブをもつダラからは、彼のパブで演奏しないかと

言われた。 

このように、その時セッションをおこなっていない

パブでも店員に尋ねるとセッションをすることがで

き、店で演奏してほしいという気持ちや演奏者がい

るならいつでも演奏していいという気持ちを持って

いる店員や経営者もいるのだということがわかる。 

こうしてパブで突然はじまったセッションに対して、

客も驚いたり嫌がったりする様子はない。レタケニ

ーでは演奏の準備をする筆者らに気づいても「セッ

ションがはじまるのか」という程度で驚いた様子の

客はいなかった。これからはじまるセッションに対

して好奇心を持っている様子の客や筆者らの近くに

移動する客が数人いた。ロスクレアのパブでは、客

はあるはずでなかったセッションを気にするでもな

くいたって普通に過ごし、演奏後は拍手をした。 

また、アンダースと真世の結婚式が終わり皆でアン

ダースの家で休んでいる時に誰かがティン・ホイッ

スルを吹きはじめ、セッションがはじまった。ケン

メアのディーンの家では、ノーリーンがフィドルの

練習をすると言ったことから皆が楽器を出し、小さ

なセッションがおこなわれた。 

前述のような店員や経営者がいることや家でセッシ

ョンが自然にはじまるのは、先にも述べたように、

セッションは以前家のキッチンや村の十字路でおこ

なわれていたという歴史があるためだろう。パブで

演奏者が雇われてセッションがおこなわれるように

なった現代でも、家々では以前と変わらず自然にセ

ッションがおこなわれ、パブであっても仕事ではな

く楽しみとしてセッションをおこなうという習慣が

彼らの生活に根付いているのだといえる。 
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	 	 7‐1‐6	 心の奥底にあるもの 

アイルランド伝統音楽はアイルランドの歴史との繋

がりのなかで、彼らの日常に沁みついたものである。

その歴史との深い繋がりを明らかにしたのは、チ・

コリでのユジンの言葉であろう。 

バリーの演奏をすばらしいとする一方で、ユジンは

「バリーの演奏は本当のアイルランド伝統音楽では

なく、大きな町ではもうそれを聴くことはできない。

本当のアイルランド伝統音楽を聴くと、心の奥深く

にある“おれの”アイルランドが見え、それは、ア

イルランド人がこれまでの大飢饉やなどの歴史を乗

り越えてきたその思いを、演奏者が音に託して演奏

しているからだ」とも語った。 

バリーは３０代前半でユジンは６０代～７０代であ

り、２人にとっての歴史の重みのようなものが異な

ることは当然である。そのため、バリーの演奏を聴

いてユジンが“おれのアイルランド”を見ることが

できないのは納得のいくことであり、バリーが口承

でアイルランド伝統音楽を習ってきたといっても、

その演奏者たちの思いをすべて汲むのは大変に困難

なことである。そして、ユジンに“おれのアイルラ

ンド”があるようにバリーにも“おれのアイルラン

ド”があるはずで、バリーはそれを演奏しているの

であろう。つまり、歴史背景をすべて背負い、その

歴史を思い起こさせる演奏こそが“本当のアイルラ

ンド伝統音楽”であるということではないのである。 

ここで考えたいことは、アイルランド伝統音楽とア

イルランドの歴史が密接に結びついているという事

実である。第一章で、アイルランドがイギリスに支

配されていたことや現在も北アイルランドはイギリ

ス領であること、アイルランド伝統音楽は無教養な

どの現れなどとして差別されていたことについて軽

く触れた。しかし、アイルランド伝統音楽の根本を

探りさらに理解を深めるためには、アイルランドが

抱えてきた歴史や当時の人々の思いにもっと深く触

れていく必要があるだろう。 

 

	 	 7‐1‐7	 バスキングの意味 

次に、バスキングについて考えていこう。バスキン

グとは路上でパフォーマンスをしてお金を得るとい

うものである。筆者がおこなったパフォーマンスは

アイルランド伝統音楽の演奏であるため、ここでは

アイルランドでのアイルランド伝統音楽によるバス

キングについてのみ考える。 

第二章でアイルランドでは音楽を芸とするバスカー

が多いと述べたが、路上でアイルランド伝統音楽を

演奏するということにはどのような意味があるのだ

ろうか。 

バンクラナでは、車で通る人や車で連れを待ってい

る人は窓を開けて聴き、通りの向かい側にある店の

店員は店から出てきたりしながらずっと演奏を聴い

ていた。バスキングをした場所のすぐ隣にあるパブ

のガードマンはパブの出入り口に立っていなければ

ならないといこともありずっと聴いていてくれてい

た。アイルランド伝統音楽に興味があり何か楽器を

はじめたいと言った黒人女性は隣に座って３０分ほ

ど聴いていった。デリーでは、バスキング後半の数

セットではどこからともなく拍手が起きた。演奏中

に話しかけてくる人も多く、言いたいことを言うと

去っていった。コークやゴールウェイ、ダブリンで

は立ち止まって聴いている人も多かった。ゴールウ

ェイでは、立ち止まり乳母車に乗せた赤ちゃんに演

奏を聴かせている母親も多かった。レストランなど

の宣伝用看板持ちをしている人は演奏を楽しんでく

れ、時々話しもした。ある男性が演奏している曲を

口ずさみながら歩いていき、演奏が聞こえる近くの

パブのテラスでずっと酒を飲みながら友人と話して

いた。パブの前で演奏した時は、煙草を吸いに店の

外に出てくる人が演奏を聴いてお金を入れてくれた。

どの町でもステップを踏んだり歓声を上げたりしな
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がら通り過ぎていく若者がいた。 

このように連れを待っている間に演奏を聴く人や、

通りがかりに聴いていく人、仕事柄他にすることが

なく演奏を聴いている人、赤ちゃんに聴かせる母親、

BGM として聴いている人、煙草を吸う間に聴いて

いる人、ステップを踏んだり歓声を上げたりしてそ

の瞬間を楽しんだり話題づくりにする人など、様々

な人が様々に演奏を聴いていることがわかる。これ

は、レタケニーでベーカーのケヴィンが言ったよう

に、バスキングは料金がかからず誰でも気軽に聴く

ことができるからであろう。 

路上で演奏することは、日本の商店街で音楽が流れ

ているのと同じようなBGMの役割がある。同時に、

生演奏の持つ臨場感やアイルランド伝統音楽の特徴

でもある即興性などの楽しみ、大道芸への好奇心や

興味などを通行人に与えている。そのため、通行人

は立ち止まって聴いたり、車の窓を開けたり、ステ

ップを踏んだりするのだろう。 

 

	 	 7‐1‐8	 お金の価値とわけ 

筆者がバスキングをして得られた金額を事例のなか

で何度か記述しており、バスキングツアーでのバス

キングについては資料として表を添付してある。そ

の理由の１つは、ただ単に自分の演奏に対しての報

酬や価値が物的なもので示されるということが嬉し

かったからである。実際に、バスカーの演奏そのも

のに対して通行人がお金を入れてくということは大

いに考えられる。 

レタケニーでバスキングをした際、ベーカーのケヴ

ィンがお金を入れてくれ、さらに箱いっぱいのペス

トリーを持ってきてくれた。後日彼と話した時、筆

者らの演奏はとても楽しかったと言っていた。反対

側の歩道から車道を横切りお金を入れに来てくれる

人や、わざわざ車から出てきてお金を入れてくれる

人もいた。ゴールウェイでは、音楽好きと思われる

家族がひとりひとりお金を入れていってくれた。通

行人がお金を入れる際に「ありがとう」と言ったり

「上手だね」と言ったりすることも多々あった。得

られた金額や物が演奏の良さなど評価を示している

場合もあれば、お金を入れるという行為自体にその

意味が込められているのである。 

また、通行人がお金を入れる理由には、バスカーの

見た目も関係している。筆者が一度イスラエル人で

フルート吹きのベンとアイルランド人のブズーキ弾

きとともにバスキングをした時、得られたお金の１

人の取り分は筆者がひとりでおこなうバスキングで

得られる金額より少なかった。バスキングツアー中

にもベンが同じブズーキ弾きとフランス人のバンジ

ョー弾きとともにバスキングをしていたが、筆者が

万梓と泰斗とともにバスキングをする時と比べて得

られている金額が少なかったし、彼らが筆者ととも

にバスキングをした時よりも少ないように思えた。

パブの外に煙草を吸いに出て来た男性は飲み物をご

ちそうしてくれ、「外国人がアイルランド伝統音楽を

弾いていることは素晴らしく、誇りに思う」と話し

たことや、ダブリンでアイルランド人数人によるア

イルランド伝統音楽のバスキングを見かけた時も、

ギャラリーこそできていたもののお金を入れるため

のバスケットにはそれほどお金は入っていなかった。

筆者らのバスキングのあとに同じ場所でギターの弾

き語りの２人組がバスキングをしていたが、お金を

入れるために置いてある楽器ケースには銅銭ばかり

が入っていた。 

ベンやフランス人のバンジョー弾きはアイルランド

人ではないが、白人であることからアイルランド人

とそれほど見た目に違いがない。アイルランド人で

ないとわかったとしても、ヨーロッパ人かアメリカ

人だろうと思われる。しかし、アジア人は黄色人種

であることから、アイルランド人ではないというこ

とが安易に予測できる。ロスクレアのパブで夫婦が
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「日本人がアイルランド伝統音楽をしていて嬉し

い」と言ったことからも、アイルランドから遠く離

れた場所に住む人がアイルランド伝統音楽を弾いて

いるということは、アイルランド人にとっては喜ば

しいことであるのだ。これらのことから、アジア人

がアイルランド伝統音楽を演奏しているということ

も、通行人がお金を入れる一要素となっているとい

える。 

ベンは、フルートは音が小さいから複数人でバスキ

ングをするのだと言っていた。ゴールウェイで一緒

にバスキングをしたピーとディーは、音が大きいほ

うがお金が入るのだと言い、普段からマイクを使っ

てバスキングをしているようだった。ピーとディー

とのバスキングでは実際に準備段階から足を止める

人がおり、演奏をはじめるとさらに多くの人が立ち

止まって聴いた。お金もコインがまとめて入れられ

たり、札が入れられたりした。 

このようなことから、音が大きいと通行人の注意を

引きやすく、お金も得やすいということがわかる。

だが、第二章で述べたように、他バスカーに配慮し

てバスキングをおこなうことはとても大切なことで

ある。他バスカーに配慮しながらも通行人に対して

主張のある演奏をすることが、バスキングをおこな

う際に重要な点になるといえる。 

また、リヴァプールでは「“日本人がアイルランド伝

統音楽をする”という看板を出せば皆面白がる」と

言った男性がおり、ディングルでは筆者が置いてい

た小黒板を読んだ女性がお金を入れていった。ピー

とディーはバスキング中に彼らの CDを販売してお

り、それを買う人もいた。これらのことから、演奏

だけでなくではなくそれに付随するものも通行人が

お金を入れていくことに影響しているということが

いえる。 

バスキング中、子どもが演奏を聴いて手拍子をした

り踊ったりすることも多く、目を合わせると笑って

くれる。そういった子どもにコインを渡し、お金を

入れるためのバスケットや楽器ケースに入れるよう

に言う親も多かった。“バスカーにコインを渡した

い”という子どももおり、そういった子どもは、彼

らから親にコインをくれと頼んでいた。 

このことから、子どもが楽しんでいる姿を見たり喜

んでいる姿を見て、またはそれを見たくてバスカー

にお金をあげるという人もいるのだといえる。そし

て、こうして子どもにお金を入れさせることで、バ

スカーにはお金をあげるものだということをおしえ

ているのだろう。このようなバスキングの日常性に

ついては後ほど述べる。 

通りや町の雰囲気も１つの要素であるといえる。ピ

ーとディーとともに夜にバスキングをした時は、普

段おこなう昼間のバスキングとは通り雰囲気が異な

っていた。アイルランド伝統音楽の演奏はあまり通

行人の反応を得られなかった。だが、歌を歌うと立

ち止まったり歓声をあげたりする人が多かった。夜

はアイルランド伝統音楽のセッションをパブでおこ

なっているためにその演奏では通行人の反応が無く、

歌は皆で歌うことができ、アイルランド伝統音楽に

興味のない人でも楽しめるために反応を得られたの

だと考えらえる。また、夜は酔っぱらっている人も

多いため、マイクを使用した大音量のバスキングが

彼らの注意を引いたのだろう。 

町の雰囲気が関係している事例として、田舎の法則

も挙げられる。人通りのとても少ない場所では通る

人皆がお金を入れてくれることを「田舎の法則」と

名付けた。この法則は、レタケニー、バンクラナ、

ディングルで示された。この３つの町に共通してい

ることは、バスキングをおこなった時期にパブでセ

ッションがほとんどおこなわれていなかったという

ことである。どの町にも、ケヴィンやクレア、アイ

ルランド伝統音楽をしたいと言った黒人女性のよう

にアイルランド伝統音楽が好きな人やそれに興味を
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持っている人、ミクシ―やマーティンのようにアイ

ルランド伝統音楽奏者がいる。彼ら以外にもそのよ

うな人が多くいるにも関わらずパブでセッションが

おこなわれていないという状況が、“通る人皆がお金

を入れてくれる”という現象を引き起こしたのだと

考えられる。 

以上のように、バスカーの演奏そのものに対する報

酬、外国人が自国の伝統音楽を演奏しているという

喜び、バスキングをしている人がいることへの喜び、

子どもの笑顔のためなど、通行人は様々な理由のも

とでバスカーにお金をあげている。そして、そこに

は見た目や音量、町や通りの雰囲気などが影響して

いることもあるのである。 

 

	 	 7‐1‐9	 バスキングの日常性 

レタケニーで小中学生がお金を入れていったり、デ

ィングルで４，５０代の人がお金を入れていったり

と、バスキングをしていると子どもから大人まです

べての年代の人がお金を入れていった。また、ゴー

ルウェイでさっき聴いていたからと言って筆者らが

演奏していない時にお金を入れた人がいたように、

買い物などをしてできた小銭を２度目に通った時に

入れていく人もいる。すべての年代の人がそうして

お金を入れていったということや小銭ができたら入

れていく様子から、バスカーにお金をあげるという

ことを彼らは当たり前におこなっているのではない

だろうか。 

先ほど、親が子どもにバスカーにあげてきなさいと

言ってお金を渡すと述べた。子どもはこのようにし

て“バスカーにはお金をあげるもの”だということ

を日常のなかで学んでいくのだ。バスカーにお金を

あげることを当たり前におこなっているということ

からも、それは信号が青になってから横断歩道を渡

るのだとおしえられることと同じくらい自然に、日

常生活のなかで得ていく知識であるといえる。この

ことは、アイルランドにバスキング文化を根付かせ、

継続させている最も大きなポイントである。 

そうして人々は幼い頃からバスカーと関わり、馴染

みを持つようになる。そのため、通り過ぎる際にス

テップを踏んだり歓声をあげたりし、珍しいものと

してではなく楽しむものとして認識しているのだろ

う。 

また、筆者がこれまでに何の問題もなくアイルラン

ド各地でバスキングをしてきたことや様々なバスカ

ーを見てきたことから、第二章で述べたようにアイ

ルランドではバスキングに関する規制が一切ないと

いうことがわかる。 

以上のことから、アイルランドにおいてバスキング

は非日常でなく日常のなかにあるものであるという

ことがいえる。 

	 	  

7‐1‐10	 バスキングの価値 

バスキングで得られるものはお金だけではない。レ

タケニーで出会ったギター弾きのミクシ―は、宿を

提供してくれたりパブでともにセッションをおこな

ったりした。ケヴィンは３人での旅が終わりもう１

度彼を訪れた際、ドニゴール県を案内してくれ、セ

ッションに参加したりフィディルのメンバーと出会

ったりした。コークではフィドル弾きのディーンと

出会い、ケンメアに行きセッションに参加した。シ

ャーキン島にパブを持つダラからは彼のパブで演奏

をしないかとオファーを受け、筆者ら自身の初めて

のギグをおこなった。コークでのバスキングを見た

というピーとディーからはゴールウェイで声を掛け

られ、ともにバスキングをおこなった。ゴールウェ

イでも、筆者がバスキングをしているのを見たとい

うバンジョー弾きが声を掛けてきて一緒に演奏した。

アイルランド伝統音楽をするという男性からも声を

掛けられ、話をした。この他にも、これまでには様々

な出会いがあった。 
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バスキングをすることで、アイルランド伝統音楽奏

者に出会い、バスキングやセッションでともに演奏

する機会を持った。パブの経営者に出会い、ギグを

持つことができた。知らない土地を案内してもらう

ことができた。そして、そこからまたたくさんの人々

と出会い、アイルランド伝統音楽奏者とはもちろん、

それ以外の多くの人々とも繋がりを持つことができ

た。バスキングは人と繋がるきっかけとしても機能

しており、バスキングをすることは非常に大きな意

味や価値を持っているのである。 

 

7‐2	 日本との違い 

さて、これまでアイルランドにおけるアイルランド

伝統音楽の在り方を考えてきた。それを踏まえたう

えで、筆者が日本で感じていた演奏のしづらさにつ

いて考えたい。 

アイリッシュ・パブ、ブーティーズで初めてマスタ

ーにセッションをしないのかと尋ねたとき、「そうい

うことはしない」と言われた。アイリッシュ・パブ

であってもセッションをするわけではなく、演奏は

イベントなどでライブとしておこなうものとされて

いた。２０１０年１１月から店で演奏をしてほしい

と言われたときも、セッションは２人以上でするも

のだと伝えたが、１人で演奏することになってしま

った。このように、日本ではまだアイルランド伝統

音楽があまり知られておらず、アイルランド伝統音

楽の在り方やセッションとはどういうものであるか

ということが理解されていないということをはじめ

に示しておきたい。 

筆者が初めて人前でアコーディオンを演奏したのは、

ワイン・バーでの演奏会だった。そこでは、話した

り酒を飲んだりしながら聴いてくださいと言っても

客は皆静かに演奏を聴いていた。かなんとこんばん

どんとして演奏活動をするようになり、ブーティー

ズで演奏しはじめた時は、万梓や泰斗が「今から演

奏しますが聞き流してもらって結構なので」と言っ

ていた。北九州黒崎のパブでも店員が客に対してそ

のようなことを伝えていた。ライブ・バーでの演奏

した時は、ステージ上で演奏したことや客はライブ

のつもりで店に来るために、演奏者と客の間に線引

きがなされてしまった。そして、客は静かに演奏を

聴いていることが多かった。そのような雰囲気から、

MC をしなければならないような気持ちにさせられ、

MC を入れると客は手拍子をしたり演奏中に話した

りするようになった。 

このようなことからわかるように、日本人にとって

の演奏はライブであり、聴かなければならないもの

である。客に話しながら演奏を聴いてもらいたけれ

ば聞き流してくれと言わなければならず、それでも

静かに聴いてしまう傾向がある。演奏をおこなうと

いうことは非日常のことであるのだ。 

だがしかし、ブーティーズでの演奏では客は初めの

数セットは演奏を聴いており拍手が起こるが、次第

に客の反応はなくなり演奏は BGMとなっていった。

このようにライブではない演奏や話しながら聴いて

ほしいと言った演奏では、演奏に対して客が反応を

見せず演奏が BGM化していることは多々あった。

聴くなら静かに聴き拍手もするが、話しながら聴く

なら BGMとなり生演奏でも拍手はしないという傾

向が強いということがわかる。 

大学の中庭で練習していることはどう思われている

のかわからないのでサークルの後輩らに聞いてみる

と、天気のいい日にアコーディオンの音を聞くと気

分が良いとか筆者が中庭で弾いていることを楽しみ

にしているなどという返事をもらった。公園で練習

している時は、筆者がいる場所から離れたベンチに

座りしばらくするとまた歩き出すなど、筆者の練習

を聴いているように思わせる行動をとる人がいた。

ブーティーズや黒崎のパブでの演奏でも、演奏中に

はリズムを取っている人やこちらを見ている人、友
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人らと踊る素振りを見せる人もいた。そのように演

奏を聴いているような素振りを見せる人や、リズム

を取るなど明らかに演奏を聴いているとわかる人で

も、他の人が拍手をしないからか演奏後に拍手をす

ることはなかった。このように、聴いていてもそれ

を演奏者には示さない人や、それとなく示しはする

が直接的に演奏者とコミュニケーションはとらない

人が多いことがわかる。 

また、アイルランドに行ったことがある人や外国人

は、演奏中やセットとセットの間に話しかけてきた

り手拍子をしたりしていた。そのような人がいる時

は他の客も同じように手拍子をし、演奏後には拍手

もあった。これらのことから、日本人は周囲の人に

合わせるという傾向も強く持ち合わせていることが

わかる。 

以上のことから、日本人にとって演奏をおこなうと

いうことは非日常のことであり、日本人の音楽を聴

く姿勢は、聴くなら静かに聴き、静かに聴かないな

ら BGMとするという２つにしかないということが

わかる。そして、聴いていてもそれを演奏者には示

さない人や、それとなく示しはするが直接的に演奏

者とコミュニケーションはとらない人が多いことか

ら、日本人は周囲の人に合わせることでその演奏を

楽しむという気持ちを個人のなかに留めてしまうの

だ。 

一方で、天神の定期的にセッションがおこなわれて

いるパブでのセッションでは、客は演奏を聴きなが

ら酒を飲んだりおしゃべりをしたりしており、演奏

者は酒を飲みながら演奏し、演奏者皆が演奏する機

会を持ちながらセッションをおこなった。ムッシュ

のレストランでの皆で飲もう会では、皆店の常連で

あるということもあり、演奏を聴いたり、MC に応

えたりする人もいればおしゃべりや食事に夢中にな

っている人もいた。天神の筆者らがギグをおこなっ

ているアイリッシュ・パブでは客と話したり食事を

したり、各自適度に休憩を取りながら演奏をした。

常連客はアイルランドに興味を持っている人が多く、

オーナーをはじめとして皆演奏を楽しんでいるよう

だった。 

バスキングツアーを終えて帰国してからは、ブーテ

ィーズでの演奏場所を店内から店頭に移した。する

と、演奏を聴きたい客や興味のある客は近くに聴き

に来るようになった。信号待ちをしている人は車の

窓を開けて演奏を聴くこともあり、演奏に興味を持

って店に来る人も増えた。 

これらの事例は、先に述べたような演奏を聴く客は

近くに、そうでない客は適当な場所にいるというア

イルランドの客の在り方と合致している。さらに、

客は演奏を聴いているということを演奏者に示して

おり、演奏者は客が演奏を聴いているということを

認識していたことは、アイルランドのパブでのセッ

ションで客が拍手をすることで演奏を聴いていると

いう意思表示をしているというところに当てはまる。

客はおしゃべりをしたり酒を飲んだり食事をしなが

ら自由にその空間を楽しみ、演奏者は演奏を楽しん

でいた。その皆が楽しんでいるという雰囲気が“ア

イルランドっぽさ”をつくっていたのだといえる。 

 

	 7‐3	 アイルランド伝統音楽の会得 

アイルランド伝統音楽は何世紀にもわたって口承で

伝えられてきた音楽で、いくつかのリズムで分類さ

れる。曲はひとつひとつ決まっているが、口承とい

う手段により曲の細かい部分は演奏者によって異な

っている。その違いや奏法はその演奏者の個性とさ

れ、個性のある演奏ほど魅力的な演奏であり、すば

らしい演奏者である。 

アイルランド伝統音楽はこのような特徴を持ってい

るということは、本論文で多くの事例を取り上げな

がら述べてきた。だが、アントニーが筆者はアイル

ランド伝統音楽のリズムを持っていると言ったこと
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から、これらの特徴をすべて持ち合わせた演奏をし

たとしても、そのリズムが感じられなければそれは

アイルランド伝統音楽を習得したとはいえないので

はないだろうか。 

では、アイルランド伝統音楽のリズムとは何か。そ

れはジグやリールなどの何分の何拍子というリズム

を意味しているのではない。もしそれを意味してい

るのならば、一緒に演奏していた万梓や泰斗にもそ

のリズムを感じられたはずであるからだ。筆者は持

ち得ていて万梓や泰斗にはないものとは、アイルラ

ンドで過ごした時間と現地のアイルランド伝統音楽

を聴いてきた時間である。ここで問うているアイル

ランド伝統音楽のリズムというのは、アイルランド

のセッションのなかでのみ得られる感覚なのである。 

自分が専門的におこなっていることや長く続けてき

たものを他人がおこなっていたとき、それに対して

何か違うなと感じることは誰にでもあることだろう。

例えば、東京出身の役者が関西弁をしゃべる人を演

じていた時、その関西弁に違和感を覚えることがあ

る。その違和感をきちんと言葉にして表すことはと

ても困難なことであろう。だが、県外から越してき

た人がそこに長く住むにつれ、現地の住人がしゃべ

るのと同じようにしゃべれるようになってきて、現

地の住人から自分たちと同じしゃべり方をしている

と認められるというようなことはよくある話である。

安易な例えだが、この感覚が最も近い感覚なのでは

ないかと現在筆者は考えている。その地域の言葉は

その地域に住んで、そこに住む人々と関わることで

しか得られないのと同じように、アイルランド伝統

音楽のリズムはアイルランドでセッションを聴いた

りセッションに参加したりすることでしか得ること

はできないのだ。 

このことを考えると、個性が重視される枠の無い自

由な音楽のように思われるアイルランド伝統音楽は、

実はシビアに切り取って考えられているものである

のだということができる。このアイルランド伝統音

楽のリズムの習得こそが、アイルランド伝統音楽の

習得であり、そのために“目で見て耳で聴くこと”

が最も重要なこととされているのである。 

 

おわりに 

初めてアイルランドに行ってからこれまでの約２年

半の間に、様々な出会いがあり、特にアイルランド

では一晩では語りきることができないほどの多くの

出会いを経験し、それによってたくさんのものを得

てきた。アイルランド伝統音楽に出合い、様々な出

会いを繰り返すなかで、アイルランド伝統音楽の魅

力や人々の繋がりを強く感じてきた。本論文を書い

ているうちに、それは何なのか、また、なぜそう感

じるのかということを考え明確できた部分もある。 

アイルランド伝統音楽の持つその背景や思いやリズ

ムや雰囲気は、彼らとともにいなければ感じること

はできないし、彼らとともにいることで自分のなか

に取り込み、そして表現していくことができる。ア

イルランド伝統音楽はアイルランドでしか得ること

のできないものなのだと感じている。 

また今回、アイルランド伝統音楽とアイルランドの

歴史の深い繋がりに気づいた。これまで筆者は、ア

イルランドの歴史について現地の人から話を聞くこ

とはあった。しかし、アイルランド伝統音楽との繋

がる話を聞いたのはユジンからだけである。もちろ

ん、文献を読めばその繋がりについて知ることは可

能だが、それだけではなく、現地の人々から直接話

を聞くことからもその理解を深めていきたいと思う。 

筆者はこれからもアイルランドでアイルランド伝統

音楽を聴きながら、そして弾きながら、皆で“音楽”

し、“わたしのアイルランド”を伝えていきたい。 
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資料 

・資料１	 アイルランド島およびグレートブリテン島の地図 

 

（http://e-zatugaku.com/tiri/briten.htmlから引用。筆者加筆） 
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・資料２	 楽器の写真 

  

 

 

（左上）アコーディオン 

（左中）コンサーティーナ 

（左下）バンジョー 

（右上）バウロン 

（右中）フィドル 

（右下）ティン・ 

ホイッスル 

フルート 

（左）ロー・ホイッスル 

（右）ブズーキ 
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イーリアン・パイプス 

アイリッシュ・ハープ 
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・資料３	 アイルランド・バスキングツアーの旅路 

 
（http://www.ireland-information.comより引用。筆者加筆） 
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・資料４	 アイルランド・バスキングツアーにおける３人でおこなったバスキング結果 

日付  地名 場所 時間帯 時間 金額 備考 

9/2(Fri) London London Eye 15:10~17:10 2.0h €0.00 

£11.43 

 

9/3(Sat) London London Eye 15:00~15:30 

16:00~17:30 

2.0h €0.00 

£21.43 

移動 

ヨーヨー 

9/4(Sun) London London Eye 13:30~14:00 0.5h €0.00 

£1.00 

雨 

三線 

9/5(Mon) London London Eye 14:30~16:00 1.5h €0.00 

£14.69 

寒い 

三線 

9/7(Wed) Liverpool Church St. 13:00~15:00 2.0h €0.00 

£22.45 

黒板なし 

9/8(Thur) Liverpool Church St. 13:30~14:30 1.0h €0.00 

£31.38 

約£7 

Bold St. 15:00~15:30 

17:30~18:30 

0.5h 

1.0h 

約£11 

約£13 

9/10(Sat) Dublin Henry St. 14:20~16:20 2.0h €38.64 

£1.00 

$0.34 

 

9/12(Mon) Galway Shop St. 15:00~16:30 1.5h €51.78 

£0.00 

待合せ 

9/13(Tue) Galway Shop St. 11:45~13:15 1.5h €26.81 

£0.70 

バス 

9/16(Fri) Galway High St. 14:00~16:00 2.0h €53.44 

£0.00 

 

9/20(Tue) Galway Shop St. 13:30~15:30 2.0h €33.02 

£1.40 

 

9/21(Wed) Galway Shop St. 16:30~17:30 1.0h €23.19 

£0.50 

バス 

9/23(Fri) Letterkenny Upper Main St. 15:30~17:00 1.5h €23.30 

£0.84 

ペストリー 

宿 

アイリッシュ・ハープ 
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9/27(Tue) Buncrana Market Sq. 16:30~18:30 2.0h €28.44 

£1.20 

$0.25 

 

9/28(Wed) Derry Waterloo Place 13:10~15:10 2.0h €3.25 

£37.54 

£10拾う 

Drink 

Sweets 

10/3(Mon) Cork Oliver Plunkett 

St. 

13:15~13:45 0.5h €4.08 

£0.00 

警報機 

14:55~16:55 2.0h €50.25 

£0.00 

Darragh 

Dean 

10/6(Wed) Dingle Main St. 13:45~15:45 2.0h €78.03 

£0.00 

$0.25 

 

10/12(Wed) Dublin Henry St. 12:40~14:40 2.0h €97.16 

£0.00 

フィドル 

 

・資料５	 アイルランド・バスキングツアーにおける１人でおこなったバスキング結果 

日付 地名 場所 時間帯 時間 金額 備考 

10/19(Wed) Galway Shop St. 15:50~16:50 1.0h €14.36  

Shop St. 17:00~18:00 1.0h €5.50 

/per 

Diarmuid 

Phil 

High St., 

TigCoili前 

20:30~22:30 2.0h €11.34 

/per 

£0.01 

Diarmuid 

Phil 

10/21(Fri) High St. 13:40~15:40 2.0h €29.37 

$20.00 

 

10/31(Mon) High St. 13:40~16:10 

(30分休憩) 

2.0h €44.38  

11/1(Tue) High St. 15:05~16:35 1.5h €32.73 寒い 

drink 

 


