ソロ活動を通じて各メンバ 役中︑ソロでグループのと

電期間に入るというより︑ たのは︑あるメンバーの兵

が︑グループ活動を休み充 韓国アイドルで一般的だっ

が一人歩きした側面がある との見方がある︒これまで

を否定するような趣旨では

確かだが︑Ｋ︱ＰＯＰ全体

期待にさらされていたのは

密なスケジュールと過度な

発言も注目された︒常に過

を与えてくれない﹂という

の動画が公開されると︑世

メディア・文化研究者

ーがミュージシャンや人間 きと同じような音楽を続け

ＢＴＳの公式ユーチュー

界中でニュースが飛び交っ
として成長したいという前 る戦略だった︒ＢＴＳの場

てリスクをとる決断は異質
つつ︑消費されるだけでは

ファンを何より大切にし

しかしグラミー賞では︑
ドル的存在とみなされなが

い女性が熱狂しているアイ

やビートルズも︑当初は若

進行を繰り返すループ構造 を目指してきただけに︑次
しかしたらしばらくは﹁ス

なことはわからないが︑も

の今後の活動について確か

らラグビー部に入った︒監

り︑なじみもあったことか

い︒中学にラグビー部があ

としたが野球部自体がな

属高校︶でも野球をやろう

︵現大阪府教育センター付

った︒大阪府立大和川高校

小学校時代は野球少年だ

た﹂と言ってサボった︒先

のくじ引きで旅行が当たっ

くなくて１回だけ﹁商店街

厳しかった︒練習に行きた

年目だから力が入っており

日︑土日は試合︒先生も１

練習は月曜〜金曜まで毎

和川高校で一番多かった︒

公式戦トライ数は当時の大

〜４本のトライを稼いだ︒

﹁どこでもいい︑なにもない空間︱︱それ
２日︑ 歳で亡くなった演出家の巨匠ピー

を指して︑わたしは裸の舞台と呼ぼう﹂
ター・ブルックが名著﹁なにもない空間﹂
︵晶
文社︶に残した言葉が世界の演劇人に与えた
影響は︑はかりしれない︒
ロンドン生まれのブルックは︑名門ロイヤ
ル・シェークスピア・カンパニーでまず活躍
した︒１９７０年初演のシェークスピア劇
﹁真
夏の夜の夢﹂はアクロバット的な遊戯の趣向
を古典に取りいれ︑観客の想像力をかきたて
る伝説の舞台だったとされる︒その後はいわ
ば﹁演劇の人類学﹂とでもいうべき企画を打
ちだし︑ 世紀に建てられたパリの劇場を本
拠に多人種の演劇集団を立ち上げ︑魔法のよ
うな舞台で﹁演出家の時代﹂を主導した︒
年に東京の銀

その演劇哲学が結実したのが上演９時間の
長編﹁マハーバーラタ﹂で︑
座セゾン劇場で上演された 写真︒裸の舞台
で︑弓矢や布といったシンプルな道具と人間
の身体だけで古代インド神話が鮮烈に迫って
きた︒初演の南仏アビニョン演劇祭では︑採

しゅうゆ

けい

そうそう

豊

宮城谷昌光
村上
赤壁の戦い︵十︶

ちゅうげん

画

周瑜の推測では︑荊州攻めのために曹操が率い
てきた中原の兵の数は︑十五︑六万である︒荊州
で入手した兵の数は最大で七︑八万である︒それ
こうすい

らの兵を合わせると︑二十三︑四万ということに
なるが︑江水の上での戦いとなれば︑中原の騎兵
はまったく戦力にならない︒また荊州兵は曹操の
おも

戦いかたに慣れておらず︑鋭敏に動くことはでき
そん

ない︒それらの弱点を想えば︑曹操軍の実体は五︑
けん

六万とみてよい︒それゆえ周瑜は︑出発まえに孫
権とふたりだけの話し合いで︑

﹁五万の精兵があれば︑曹操軍を止めてみせます﹂

﹁すでに︑三万人を選んである﹂

集めるのはむずかしく︑しかし︑

と︑いった︒だが︑急なことなので五万の兵を

から明け方まで及んだという︒アジアやアフ

石場跡地で自然の霊威を呼び込む上演が夕方
リカの芸能がもつ物語る力や神話の豊かさを

と

と︑孫権はいい︑さらに︑
い

復権する一連の試みには︑日本からも俳優の

﹁もしも︑あなたの意図通りに事が運ばなかった
ら︑すぐさま軍を返して︑わたしのもとにもどっ

笈田ヨシ︑音楽家の土取利行が参加した︒
日本での上演作品も多く︑年齢を重ねるご

場枠を争った︒１年の時は

グ︒左右計 人で２つの出

ポジションは右ウイン

ニー管弦楽団のシェフを兼務

楽団とオスロ・フィルハーモ

まれ︒ 歳の若さでパリ管弦

ウス・マケラは１９９６年生

フィンランドの指揮者クラ

曲第７番﹁レニングラード﹂︒

軍の包囲下で完成させた交響

が第２次世界大戦中︑ドイツ

次に︑ショスタコーヴィチ

そ う く

身痩軀︑長い手足をしなやか

まんえん

たお

しょうきゃく

えき

ところが︑江水をくだってくる曹操の水軍に疫

おくれた︒

軍の用意が遅れた︒はっきりいって孫権軍は立ち

という論調になっていたため︑決戦に送りだす水

が巨大であることにおびえて︑降伏するのが当然

時期である︒ただし群臣の大半が︑曹操軍の兵力

までもなく︑もっとも颯爽としていたのは︑この

さっそう

と︑毅然といった︒孫権の生涯を通覧してみる

つうらん

てきてもらいたい︒
わたしが曹操と勝負をつける﹂

故障で出られなかった︒２

し︑５年後には名門ロイヤル

に動かす指揮は︑俊敏にして
明確︒オーケストラと聴衆を
ひ

瞬時に惹きつける︑強いオー
ラがある︒楽員たちは全神経
を集中し︑ものすごい﹁鳴り﹂
びんしょう

を響かせる︒音が敏捷に立ち

びょう

う凶い事態となり︑行軍の速度がにぶった︒それ

わる

病が蔓延したので︑兵が斃れ︑船を焼却するとい

によって孫権軍は不利をまぬかれた︒

ぞうけい

になっても澄みきって︑濁ら
現在のウクライナでの戦争

しょかつりょう

ているのに気づいた魯粛は︑

ろしゅく

軍船に乗った諸葛亮の左右から従者の姿が消え

﹁さすがに⁝⁝﹂

倒的な充実感が素晴らしい︒
これにくらべると︑７月１
日のマーラーの交響曲第６番
﹁悲劇的﹂は︑初めて指揮す
る曲だからか︑完成度は及ば
なかった︒だが音の鮮度の高
さ︑澄んだロマンとキレのよ
い響きには︑傑出したものが
あった︒世界的活躍が期待さ
れる若者の登場である︒
︵音楽評論家 山崎 浩太郎︶

し

ゆ

と︑魯粛は称めた︒

ほ

﹁ははあ︑あなたがた兄弟は︑そろって立派だ﹂

た﹂

を承知して︑一言もわたしに声をかけませんでし

﹁いえ︑わたしは任務のさなかにあり︑兄もそれ

と︑問うた︒

﹁孔明どのは︑子瑜どのとお話しになったのか﹂

こうめい

と︑つぶやいてやわらかく笑ったあと︑

い歴史的背景をもつ作品なの

る︑ただそれだけの︑しかし圧

ひたすら純音楽的に響かせ

させる︒安易な物語性を排し︑

に︑純粋な音響がそれを忘れ

を思うと︑無心では聴きにく

江水の上を吹いているのは︑十月の風である︒

ない︒完璧な造型︒

上がり︑どんなに強大な音量

き ぜ ん

とに舞台は簡素となり︑演劇の本質を突きつ
めるものとなっていった︒
インタビューの
物腰は柔らかく︑
言葉も平明で︑聞
き手を感化させる
力に満ちていた︒
演劇をどこまでも
自由で開かれたも
のにしていくコミ
ュニケーションの
魔力は記録映画に

年は公式戦メンバーに入っ

・コンセルトヘボウ管弦楽団

明らかだった︒

たが紅白戦で足を痛めて外

の首席指揮者に就任すること

鮮烈無比の演奏だった︒長

され︑３年の途中から試合

器が衝撃音のごとく︑また弔

ちょう

された 分ほどの曲で︑打楽

の連続テロ事件の悲劇に触発

年︶で開幕した︒フランスで

の﹁バッテリア﹂︵２０１６

曲家︑サウリ・ジノヴィエフ

まれで同じフィンランドの作

６月 日は︑１９８８年生

２回の演奏会を行った︒

を招き︑サントリーホールで

東京都交響楽団がこの俊英

が決定している︒

つもりだった︒久保優監督

業後は小学校の先生になる

父の希望もあり︑大学卒

試合だけ出場した︒

幕に間に合わず︑最後の２

は夏合宿で肩を脱臼して開

に出るようになった︒４年

Ｐ・ブルック逝く「演劇の人類学」追究

鐘のごとく︑鋭く響く︒

しょう

）
（

ブチャンネルで１時間ほど

た︒﹁一時的な休み﹂とい

金 成玟氏

う発言があったためだが︑
ない︒アイドルに限らず︑
私たちは特定のシステムの

合︑より激しいサウンドや

最年長メンバーの兵役期 ダークな世界観など︑グル

向きな意志を感じた︒
中で生き︑成長し︑ときに
壁を感じる︒ＲＭの言葉に
は︑システムの中で︑それ
をよりよくしたいという批

だが︑その成果はメンバー
なく個々人のアイデンティ

判精神がにじむ︒

のＪ︱ＨＯＰＥのソロの新
ティーを追求する︒ＢＴＳ

２年連続でノミネートされ
らも︑徐々に男性や大人に

の決断は﹁アイドル﹂を解

ながらも受賞を逃した︒米

リーダーのＲＭの﹁Ｋ︱

国の音楽関係者で選ぶグラ
も受け入れられていった︒

体し拡張していく︑画期的

ミーはアイドル的なグルー
とりわけビートルズは１９

ＰＯＰやアイドルというシ

プに冷たい態度をとってき
６６年にライブ活動を休止

な出来事と言えるだろう︒

たとはいえ︑一流のクリエ

ど作品性を強めていった︒

り入れたアルバムを出すな

したのち︑実験的手法を取

新たな音楽生む転機に

ーターとチームを組み頂点

ステムは人が成熟する時間

曲にすでに現れている︒

り組もうとしている︒あえ

成長追う前向きな意志

限が迫っていることが一因 ープとは全く違う表現に取

﹁活動休止﹂という言葉は
使われていない︒
動画はメンバーがお酒を
飲みながら本音を語る﹁防
弾会食﹂という企画︒言葉

動画でメンバーが語った

が基本だ︒ＢＴＳはループ に何を目指していいのか分

ＢＴＳのグループとして

ず︑ヒットしたミュージシ
構造にのっとりつつも︑変 からない感覚になったとし

とは全く違う︑新たな音楽

のかもしれない︒これまで
を生み出すきっかけとなる

年にはＫ︱ＰＯ と同時に︑各メンバーが作

てきた︒

督は着任したばかりの進藤
輩が﹁商店街の旅行なんて

︵聞き手は北村光︶

Ｐ史上初めて︑米ビルボー 曲や作詞を手掛けるアーテ

恵三先生︒大和川高校の４
ない﹂と暴露し︑噓はすぐ

ばエルヴィス・プレスリー

可能性もありそうだ︒

期生で私たちとは８歳違
ばれた︒高校の仲間で集ま

位を獲得している︒

ドのアルバムチャートで１ ィストでもある︒振り返れ

ＢＴＳはアイドルである

ャンからできるだけ長く多

大和ハウス工業社長

ハイレベルな曲を送り出し

くの利益を得ようとする音
２０１７年以降︑ＢＴＳ

タジオに入る﹂期間になる

ポピュラー音楽研究者

化に富んだ展開を両立した ても不思議ではない︒

ことは︑Ｋ︱ＰＯＰに限ら

６月 日に公開された「防弾会食」の動画
ビッグヒットミュージック提供・共同

楽業界全体に当てはまる︒
は米国市場を意識し︑徹底
的にヒットチャートを研究

（２）

敬一
芳井

大和田 俊之氏

い︒１年生部員は先生が大

るといまだに
﹁商店街の⁝﹂

俊足生かし大学・社会人でも

してきた︒米国で主流のヒ

好きだった︒１年生から試

は﹁社会人で通用するには
厳しいぞ﹂と言った︒だが
ケガで不完全燃焼したとい
う思いがくすぶる︒１９８
１年︑神戸製鋼所子会社の
神鋼海運︵現神鋼物流︶に
入社し︑神鋼の社会人チー
ムでもう一度ラグビーを始
めた︒定時までは人事部で
働き︑ソロバンをはじき︑
カーボン紙をはさんだ書類
を手書きした︒練習はその
後︒私は平尾誠二さんたち
が黄金時代を築く前のメン
バーだが︑神鋼ラグビー部
ＯＢということで随分と得
をした︒

クラウス・マケラ指揮 東京都交響楽団

ップホップは︑シンプルな

合に出た︒強豪相手だと試

とネタにされる︒

だった︒

秒後半の足が武器

と小柄だが１００㍍

１７０㌢︑体重 ㌔

薦が決まった︒身長

大学へのスポーツ推

いう殺し文句で中央

はおまえだけだ﹂と

東でやっていけるの

学を希望したが︑﹁関

と言った︒関西の大

系の大学に入れる﹂

﹁ラグビーなら体育

進路相談すると︑先生は

合後半で足が止まる︒下位
チームとの対戦で１試合３

高校で始めたラグビー

高校に野球部がなくラグビー部に
入った（左の写真の左側が筆者）

歳、瞬時に聴衆惹きつけ

名門の首席に就任するマケラ 堀田
力丸撮影（東京都交響楽団提供）

ＢＴＳの活動休止報道が波紋を呼ん
だ。公式ユーチューブチャンネルの動画
が発端だが、
所属事務所は休止を否定。
２人の識者が、彼らの歩みを振り返り
ながら発言の真意を読み解く。
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