敗 戦 の陰 鬱さ を払 拭 する 名曲 の数 々

年︵１９３７ ︶︑レコード会社コロンビア専属の作曲家服部良一は︑

ブ ルー スか ら ブギ へ挑 戦し ︑ 傷心 のシ ヅ子 を 応援
昭和

ブルー スとい うのは

年に一人

世紀末 に ︑
アメリ カのネ グロイ ド系の人 たちが 作りだし た歌曲 で ︑

ルース の女王 ﹂と呼ば れて︑ 歌謡界の アイド ルにな ります︒

ース ﹂
﹁君忘れじのブルース ﹂等々を作曲して与え︑大ヒットをとばし︑のり子は一躍﹁ブ

しか 出な いと言 われ たソ プラ ノ歌 手淡 谷の り子 のた めに ︑﹁雨の ブルー ス ﹂﹁別れ のブル
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をはりあ げて﹁ 湖畔の宿 ﹂を歌 いだし たのです ︒あの 高峰三枝 子が絹 糸のよう な声で 歌っ

ん で︑軍 歌を歌 っていま した︒ そのとき ︑なに を思った のかひ とりの 級友が︑ 突然ド ラ声

働 いてい ました︒ ある暑 い夏の昼 さがり ︑腹ペ コの私た ちはわ ずかな休 憩時間 にへたり こ

当 時私は旧 制中学 生で勤 労動員に かりだ され︑毎 日軍需 工場︵軍 事物資 の製造 工場︶で

い 出があり ます︒

今の若い方たちには信じられないでしょうが ︑﹁湖畔の宿﹂については私にもこんな思

とか らかわ れたのは ︑この ころの話 しです ︒

﹁ハ ットリ︵ 服部︶ ブルース やない ︒ハッ キン︵発 禁︶ブ ルースや ﹂

と政 府筋から 横槍が 入り︑会 社はし ばしば発 売禁止 を命じら れます ︒

﹁戦う 意欲が 失われて いく︒ お前の は敵性音 楽だ﹂

﹁お前 の歌は 暗すぎる ﹂

しかし 時代は戦 時色が 濃くなる ばかり でした ︒

続いて良一は ︑﹁蘇州夜曲﹂や﹁湖畔の宿﹂といった歌謡史に残る名曲を発表します︒

そしゆ うやき よく

国ニッポ ンが転 落する暗 い世相 が︑ブル ースの 大流行 をもたら したと も言えま す︒

い た悲し みの日々 が︑ブ ルース にのって 流れて いきます ︒いや ︑中国に 戦争を しかけ る軍

秀 な成績 なのに上 級学校 に行けず ︑バイ トを重ね ながら ハーモ ニカを吹 いて自 分を慰め て

少年時 代︑大阪フィルの 指揮者 ・
E.メ ッテルが目をつけ ︑自宅に招いて血のにじむよ
う な特訓を 課した 良一の才 能は︑ ブルー スによっ て見事 に花開い たので す︒貧し いため 優

るも のです ︒もちろ ん日本 の歌謡 界にはそ れまで ありませ んでし た︒

や苦 しみを 絶望的に 歌った 十二小節 ︵楽譜 の縦線と 横線と で区分 される部 分︶を 基本にす

世界 的に普及 してい たヨーロ ッパ系 の音楽 にない独 特の音 階と旋律 があり ︑人間の 悲しみ
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た物悲 しいメロ ディで す︒たち まちみ んな同調 して︑

-1-
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山の 淋しい 湖に
独 り来たの も⁝
と やってい ると︑ 運悪く 教官が通 りかか り︑
﹁ 貴様た ち︑なに を歌っ ておる︒ 敵性音 楽やな いか﹂
と どなり つけ全 員整列を 命じら れ︑激し い往復 ビンタを とられ ました ︒私はメ ガネが 吹っ
とんで壊 れたお ぼえがあ ります ︒
年︵１９ ４５︶ ８月

日 ︑戦争 は日本 の敗北で 終わり ました︒ 戦災と 極端な物 資

まさか 良一はビ ンタは とられな かった でしょう が︑余 儀なく沈 黙して しまい ます︒
昭和

学び︑昭和２年︵１９２７︶ 歳で大阪松竹歌劇団︵ OSK
︶ の舞台 にあが り︑三 笠静子の
芸名で人 気を得 ます︒や がてト ップス ターにな ります が戦局が きびし くなり︑ お前の 踊り

家 柄です ︒幼いこ ろから 芸事が大 好きで ︑小学 校を卒業 するや 大阪に来 てバレ エや演劇 を

シ ヅ子は 本名亀井 静子︒ 大正３年 ︵１９ １４︶香 川県に 生まれま した︒ 祖父は 漢学者の

せ たのが︑ 笠置シ ヅ子を起 用して の﹁東 京ブギ﹂ でした ︒

業し ︑新し いメロ ディにチ ャレン ジします ︒とり わけ日本 人の歌 謡曲の イメージ を一変 さ

たち を元気 づけてい くので す︒しか もどの 曲もマ ンネリで はない ︒ブルー スはと っくに卒

﹁夜 のプ ラッ トホ ーム ﹂﹁銀 座カ ンカ ン娘 ﹂﹁青 い山 脈﹂ 等の名 曲が焼 跡に流 れ︑国 民

晴ら すように ︑次々 にヒット 曲をと ばします ︒

て人々 は激し い飢餓に 苦しみ ます︒ そんなな かで良 一は︑軍 部にい じめられ たうっ ぷんを

不足で 社会は 大混乱︑ 秩序は 崩壊し価 値観は 百八十度 変わり ︑荒廃 した無惨 な社会 にあっ
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去っ ていきま す︒

よしもとえいすけ

そん な彼 女に 同情し たの が良一 です ︒良一 もかつて
かあ り︑静 子の歌唱 力にも ほれこん でいま す︒

し がれた 日本では ︑無縁 な音楽 でした︒

八 拍にと って演奏 するも ので︑ア メリカ では爆発 的に流 行して いました が︑敗 戦でうち ひ

い 曲を作ろ うとブ ギウギに 目をつ けます ︒これは 四分の 四拍子で 書かれ た曲の一 小節を ︑

あの 静子が 幼児を かかえて 難儀し ていると 聞いた 良一は︑ パンチ のきい た彼女に ふさわ し

の ために作 曲した ことが何 度
OSK

がなん と言お うと承 知せず︑ 静子は 生まれた 女の子 をエイ子 と名づ け︑泣 きながら 抱いて

どうし たわけ か物わか りのい いせいも ︑２人 の結婚 だけは絶 対に許 しません でした ︒誰

の息子 で当時早 稲田大 学学生 だった吉 本穎右 と愛しあ い︑妊 娠します ︒

はセク シーすぎ ると警 察ににら まれ落 ちこんで いたこ ろ︑吉 本興業の 社長吉 本せいの 自慢
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掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 ︑ 転載 を 禁 じま す ︒
︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞
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