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20周年記念レクチャーコンサート　日本、 アジア、 そして世界

雅楽と仏教が織りなす壮大な国際音楽
～四天王寺聖霊会の舞楽～
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　楽器博物館 20 周年記念レクチャーコンサート 重要無

形民俗文化財 「雅楽と仏教が織りなす壮大な国際音楽

～四天王寺聖霊会の舞楽～」 を 7 月 12 日 （日） に

開催しました。 20 周年記念レクチャーコンサートのテーマ

の一つ 「日本、 アジア、 そして世界」 の第二弾、 そして

当館 20 周年の中で最も大きな演奏会です。 会場の

アクトシティ浜松中ホールには 450 人ほどのお客様が

集まりました。 鮮やかな赤の曼珠沙華の飾りと 4 色の幡

が吊り下げられ、 中央に舞楽の舞台、 そしてその左右

には左方･右方の楽席。 普段の中ホールとは異なる仏

教の法要の空間が現れました。

　四天王寺の 「聖霊会舞楽大法要」 は、 少なくとも平安

時代初め頃から始まったと考えられ、 現在まで千年

以上もの間受け継がれてきました。 四天王寺を建立した

聖徳太子の御霊をお慰めするための法要で、 現在では

毎年 4 月 22 日の昼過ぎから夕方まで約 5 時間かけて

行われます。 舞楽四箇法要 （しかほうよう） という形式で、

僧侶によって唱えられる四箇法要の声明 （しょうみょう）

に加え、 雅楽の奏楽と舞楽が組み合わされた、 歴史と

規模、 内容において日本で最高の仏教儀礼の一つです。

今回はそれを約 2 時間に短縮しての上演。 四天王寺

舞楽はこれまでも国立劇場など国内のホールでの上演

のほか、 海外公演も実施していますが、 実際の聖霊会と

同じように声明も加わった形式での公演は今回が初めて

とのこと。 和宗総本山四天王寺ならびに天王寺楽所

雅亮会有志の皆さんの全面的な協力のもと、 当館の

20 周年として盛大な公演が実現しました。 四天王寺

からは 6 名の僧侶の方、そして雅亮会からは舞人が 11 名、

楽人が 24 名、 装束型など 5 名の総勢 40 名の有志の

皆さんにご出演･ご協力をいただきました。 　

左方楽席

太平楽 （たいへいらく）

右方楽席



　四天王寺の舞楽は広い舞台で演じられるため、 全体的

に振りが大きく勇壮でスケールが大きいことが特徴です。

「蘇利古 （そりこ）」 は 「聖徳太子お目覚めの舞」 とし

て法要に欠か

すことのできな

い舞で、 人面

を抽象化したと

考えられてい

る独特な紙製

の 面 を 付 け、

通常は 4 人舞ですが、 四天王寺では 5 人で舞うという

特徴があります。 そして 「迦陵頻 （かりょうびん）」 は

左方の童舞で、 極楽に住むとされる霊鳥 「迦陵頻伽

（かりょうびんが）」 の姿を模した舞です。 男の子 4 人が

背中に美しい羽を付け、 手に結わえた小さな銅拍子を

打ち鳴らしながら、 ピョンとはねて舞う姿が可憐でした。

左舞の名曲 「太平楽 （たいへいらく）」 は、 15 キロ以上

の重さの装束を付け本来は 40 分もの時間舞うという大

曲で、 今回は 「急」 の部分のみ約 30 分が演じられ

ました。 太平楽をもって法要部分は終了し、 最後は

「入調 （にゅうじょう） 舞楽＝観衆を楽しませるための舞楽」

と し て、 左 舞 「蘭 陵 王

（らんりょうおう）」 が演じら

れました。 龍を頭上に頂

いた特徴的な面を付け、

一人で勇壮華麗に舞う姿

と四拍子の音楽が印象的

でした。

　今回の浜松上演は聖霊会

のエッセンスをそのまま

に、 舞楽だけでなく僧侶

による声明と雅楽の奏楽、

すべてが一体となって進ん

でいく法要の雰囲気を感じることができる、 貴重で贅沢な

公演となりました。 お客様からは 「浜松でこのような

舞台が見られるとは思わなかった」 「雅楽や舞楽だけで

なく、 今回はそれに加え声明をたっぷりと聴くことができ

大変良かった」 など、 多くの反響をいただきました。

日本が世界に誇る壮大なスケールを持った伝統的儀式

に触れていただき、 雅楽の音楽と舞、 仏教が密接に

関わり合う一つの文化なのだということを感じていただけ

たことでしょう。 聖霊会の関係者の方々は、 千年以上

もの間続く、 伝統に携わった人々の想いを背負いながら

活動されていらっしゃいます。 重要無形文化財を守り

伝えるそのような心意気に触れ、 博物館として資料を

保存し次世代に伝えながら皆様にご紹介していく使命を

持つ私たちも、 身の引き締まる思いがしました。
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　聖霊会に先立ち、 第一部は四天王寺大学教授の

南谷美保先生による講演。 四天王寺の聖霊会とはどの

ような法要なのかについて、 大型スクリーンを使いなが

ら初めてのお客様にもわかりやすい内容でお話しいただ

きました。 聖霊会が執り行われる空間は四天王寺境内

の石舞台とその

周辺で、 石舞台

北側にある六時

堂に聖徳太子の

御影をお祀りし

ま す。 今 回 の

上演ではホール

客席側が六時堂

の位置にあたるため、 お客様は聖徳太子の目線となり、

「聖徳太子になったおつもりでご覧ください」とのお話に、

なるほどとうなずかれていました。 南谷先生には鑑賞の

ポイントを簡潔に解説いただき、 鑑賞前のお客様に

理解を深めていただきました。

　第二部は 「聖霊会舞楽大法要」。 客席後方の 2 つの

扉より、 左方･右方の楽舎それぞれの楽人が演奏しなが

らゆっくりと入場＝「道行 （みちゆき）」 すると、 会場が

法要の厳かな雰囲気に包まれました。続いて「一曲（いっ

きょく）」。 舞人が持つのは、 鶏婁鼓 （けいろうこ） と振

鼓 （ふりつづみ） です。 どちらも当館に展示しています

が、 一曲は四天王寺でも毎年披露される舞ではありま

せんので、 楽器も舞も目にする機会は貴重です。

　続く声明 「総礼伽陀 （そうらいかだ）」 では、 僧侶に

よる声明に伽陀附物 （かだつけもの） と呼ばれる奏楽

が加わり、 声明と奏楽が重なり合い心地よく響き渡りました。

声明はこのほか、「唄匿 （ばいのく）」 「散華 （さんげ）」

「対揚 （たいよう）」 「梵音 （ぼんのん）」 「錫杖 （しゃくじょう）」

が唱えられました。 錫杖では仏教法具の 「錫杖」、 そ

して 「都錫杖 （としゃくじょう）」 という、 四天王寺では

六時堂内で振られ一般観覧客が見ることのできない、

大型の錫杖も鳴らされました。

　聖霊会では僧侶の移動に際して必ず楽の演奏が

行なわれるのも見どころです。今回演奏された中で、

「 賀 王 恩 （ が お う お ん ） 」 と 散 華 の 附 楽 で あ る

「天人楽 （てんにんらく）」 は明治以降に宮中雅楽

で は 演 奏 さ れ な

く な っ た 「遠 楽

（え ん が く）」 と

い わ れ る 廃 絶 曲

で、 法要の中で

生 き た 形 で 演 奏

さ れ る の は 現 在

では聖霊会のみ

となっています。

蘇利古 （そりこ）

一曲 （いっきょく）

迦陵頻 （かりょうびん）

蘭陵王 （らんりょうおう）

声明 （しょうみょう）
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　平成 12 年度から毎年開催している 「移動楽器博物館」 は、

今年で 15 年目を迎えました。 市内小学校へ向けたアウトリー

チ活動の一環で、 当館でも重要な活動です。

　楽器博物館といえば、 授業の中で 「音楽」 とイメージが結

びつきやすいと思います。 しかし、楽器の見た目や装飾は 「美

術」、 音の高低や響きなど音の不思議は 「理科･算数」、 馬

頭琴が関係する物語 「スーホの白い馬」 が 「国語」 の教材

に取り上げられていますし、楽器を通して世界を知れば 「社会」

も学べます。 このように、 移動楽器博物館では、 教科を越え

た学びを授業の中に取り入れています。

　例えば、インドネシアの竹の楽器「アンクルン」は、大きさによっ

て音の高さが異なり、 １つの楽器で１つの音しか出せません。

演奏するときは、 数人で協力して演奏します。 インドネシアの

小学校では教育用としても使用されるので、 実際にクラスの代

表者に 「きらきら星」 の演奏に挑戦してもらいます。 その後の

体験の時間では、 馬頭琴やお話太鼓などの楽器をさわったり、

楽器にまつわる絵本や、 楽器の演奏風景がわかるモニターを

見たりと、 想い想いに楽器と触れ合ってもらいます。

　実は、 筆者も小学生の頃、 移動楽器博物館を楽しんだ生

徒の一人でした。 初めてみる楽器が奏でる響きやその世界に

ときめいたことを今でも覚えています。

　ただお話をきくだけではなく、 実際に楽器を体験することに

よって、 楽器を好きになったり、 博物館に興味を持ったり、

子ども達の心に何かが残ってくれればと思います。

楽器を通して世界を知ろう !移動楽器博物館

「みる･きく･ふれる」体験ルームで楽器にふれよう !
　当館は 「みる･きく･ふれる」 をコンセプトに展示をして

います。 常設展では 1300 点ほどの楽器を展示を「みる」

ことができ、 100 以上の音をヘッドフォンで 「きく」 こと

ができます。 そして体験コーナー、 体験ルームでは世

界の楽器に 「ふれる」 ことができるのです。

　体験コーナーには日本のお箏や電子チェンバロがあり

ますが、 体験ルームには、 ピアノやギター、 電子ドラム、

足踏み式リードオルガン、 アフリカの太鼓ジェンベやトー

キングドラム、 親指ピアノ、 インドネシアのアンクルンや

ヨーロッパのハンドベル ( ミュージックベル )、 モンゴル

の馬頭琴、 アメリカのバンジョー、 ラテン楽器のコンガ、

ボンゴなどを自由に演奏できます。 とくにモンゴルの馬

頭琴が常に体験できるのは、 国内でも数少ないと思い

ます。 小学校の国語教材には 「スーホの白い馬」 とい

う馬頭琴が登場する物語が取り上げられていますので、

子どもにも大人気の楽器の一つです。

　また、 世界中の楽器だけでなく、 身近なものを使って

自然の音を表現する 「音職人」 のコーナーもあります。

くるみの入ったダンボールを振って鳴らすと雷のような音

がしたり、 片栗粉の入った袋をもむと雪の上を歩く音が

したり、 貝殻の表面の凹凸をこすりあわせて蛙の鳴き声

を表現したりと、 少し工夫をすると自然の音を表現する

ことができるのです。

　博物館に来て世界の楽器を体験してみませんか？



●講座 「楽器の中の聖と俗」

　エストニア･ラトビア･リトアニア

　～森と湖、 バルトの歌ごころ～ （全 3 回）

　　9/4 （金） 「歌声が人々の絆」

　　9/18 （金） 「おもてなしのフォークダンス」

　　10/2 （金） 「楽器を作る、 奏でる」

　　講師 ： 西岡信雄　いずれも 19:00 ～ 20:30　展示室

●ミニコンサート　14:30＆15:30　天空ホール

　　8/1 （土）　　「音楽劇 『兵士の物語』 クラリネット、

　　　　　　　　　　　　　ヴァイオリン、 ピアノによるアンサンブル」

　　　　　　　　　　　　出演 ： 廣川直子、 中島大輔、 大空友、

　　　　　　　　　　　　市藤さくら

　　8/8 （土）　　「クラリネットアンサンブル」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 浜松クラリネット･クワイアー

　　8/9 （日）　　「サックスアンサンブル」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 浜松サクソフォンクラブ

　　8/12 （水）　「スチールパン」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 松井奈都子、 木村智穂

　　8/15 （土）　「南米の楽器アルパ」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 長島忠之、 パブロ･テロネス、

　　　　　　　　　　　　桜井壮憲、 田仲惇子

　　8/16 （日）　「サックス、ヴァイオリン、 ピアノによる　　　　

　　　　　　　　　　　　アンサンブル」　　（14:30、 15:30）　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 坂本佐智子、 山村道代、 猪飼温恵

　　8/17 （月）　「ハンドベル」 （11:00、 13:30）　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 大野由貴子ほか

　　8/23 （日）　「金管アンサンブル」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： ハママツブラスアンサンブル

　　9/23 （水）　「スチールパン」　

　　　　　　　　　　　　出演 ： 松井奈都子、 伊澤陽一

　

博物館日誌

7/9 （木） ～ 10 （金）

　　　　　　　　　職場体験　県立浜北西高等学校 2 年生　3 人

7/10 （金） 移動楽器博物館　浜松市立下阿多古小学校

7/12 （日） レクチャーコンサート

　　　　　　　　　「楽器博物館20周年記念   日本、 アジア、 そして世界

　　　　　　　　　　雅楽と仏教が織りなす壮大な国際音楽　

　　　　　　　　　　四天王寺聖霊会の舞楽」　

　　　　　　　　　 13:30　アクトシティ中ホール　

　　　　　　　　　　第 1 部　講師 ： 南谷美保

　　　　　　　　　　第 2 部　出演 ： 天王寺楽所雅亮会有志、

　　　　　　　　　　和宗総本山四天王寺　入場者 ： 453 人

7/16 （木） ～ 17 （金）

　　　　　　　　　　職場体験　県立江之島高等学校 2 年生　4 人

7/25 （土） ミュージアムサロン 「オカリナ」　

　　　　　　　　　　14:00、 15:30　天空ホール　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　出演 ： 音心 （えんじろう、 亮子）

　　　　　　　　　　入場者 ： 120 人

これからの催し物

●展示室ガイドツアー　毎日曜日　展示品の解説

　※催し物により変更もあります

●ギャラリートーク　毎日数回

　展示品の解説を行います

●特別展

　20 周年記念 「ポスター、 チラシと写真でみる

　　楽器博物館の 20 年～日本から世界へ～」

　　8/1 （土） ～ 1/11 （月）

●レクチャーコンサート

　「麗しきウィーン～吹奏楽とトランペットコアー」　

　　9/27 （日）　14:00　音楽工房ホール　

　　出演 ： カール･ヤイトラー （指揮）、 天竜楽友吹奏楽団、

　　浜松トランペットコアー

＜フォルテピアノとその時代　第 5 回＞

　「クラヴィーアの国 “ウィーン”

　　～ワルターで聴く魅惑の室内楽作品～」

　　11/16 （月）　19:00　音楽工房ホール　　

　　出演：小倉貴久子、 若松夏美、　武澤秀平、 小室昌広、

　　菊池かなえ、 三宮正満、 塚田聡
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オカリナ七重奏団“ＧＯＢ”サプライズ来館！
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　オカリナ誕生の地イタリアのブードリオから、 150 年の

伝統を誇るオカリナアンサンブルＧＯＢが来日して、 7 月

下旬に日本各地で公演を行いました。 楽器博物館では

昨年 2 月にコンサートをしましたので、 今回は公演はあり

ませんでしたが、 7 月 25 日 （土） の午後、 広島市から

静岡市公演への途上、 楽器博物館に急遽立ち寄って

くださいました。 その日はちょうど展示室で、 ミニコンサート

「音楽の広場」 があり、 市民演奏家がオカリナソロ演奏を

されていました。 それが終了してからＧＯＢのみなさんは、

お客様へのプレゼントとして 3 曲ほど演奏を披露！ 日本

公演は完売の中、 楽器博物館での思わぬプレゼントに、

お客様はたいそう喜ばれていました。


