
◆「美しい音楽がいつももっている悲しみ」
不思議な歌である。350年前に生まれたスコットランド民謡が、

21世紀の日本でこれだけ支持され歌われたということも驚きである。
それ以上に、歌詞と旋律が醸し出す悲しさ、絶望。にもかかわらず、
「漕ぎ出そう」とする勇気あるいは希望がほのかに感じ取れる。不
思議さはこれだけではない。この物語は、男と女の愛と別れを示し
ているのだろうか？ 「ふたり＝二人」が男と女であることは間違
いないようだ。とは言っても、男女の愛を超えた普遍的な何かがあ
るように感じる。音楽評論家の吉田秀和（1913～2012）はかつて
「美しい音楽がいつももっている悲しみ」と記していた（『モーツァ
ルトをきく』）。「広い河の岸辺」（英語名「The Water Is Wide」）を聴
くと、太古の昔から続く“悲しみ”が、通奏低音のように流れている
気がしてくる。八木倫明訳詞・吉田桂子編曲の「広い河の岸辺」を
取り上げて考察してみた。考察にあたっては、八木倫明著『広い河
の岸辺』（主婦と生活社 2015年）に広く拠っています。八木倫明氏
は、みずからを「やぎりん」と称するので、以下、やぎりん（氏）
と略します。太字部分は引用文です。 （バス：桐田豊正）

◆「広い河の岸辺」のルーツをめぐって

「広い河の岸辺」は、「流れは広く」[悲しみの水辺」「ふたりの小舟」などさまざまな名前を持つ。欧
米で演奏される「O Waly, Waly」(オー ワリー ワリーあるいはオー ウェイリー ウェイリー)を含めると膨
大な数になる。歌詞の一部は17世紀に起源を持つとされ、「祖先」にあたるもの、「いとこ」にあたるも
の、「子孫」にあたるものと多様をきわめる。それだけ欧米で広く歌われており、ネット百科事典Wikipedi
aの解説では10ページを要する。ただ、起源がスコットランドにあることでは共通している。
ルーツについて、八木倫明氏は以下のように説明している。
O Waly, Walyは“ケルト民俗の言葉ゲール語、あるいはスコッツ語で、嘆息の言葉、悲しみの気持ちを表

します。よって“おお悲しい、悲しい”というのが元の意味です。しかし、この筋の専門家で一橋大学（名誉）
教授の櫻井雅人氏の研究によると、《O Waly, Waly》は《The Water Is Wide》の直系の先祖ではないとの
こと。スコットランド民謡《O Waly, Waly》のルーツを探っていくと、《The Water Is Wide》とはまった
く異なる歌詞と旋律に行き当たるそうです。《O Waly, Waly》を採譜し発表したのは、19世紀から20世紀
にかけて活躍した英国の民謡収集家、セシル・ジェームズ・シャープです。当時唄われていた二つの歌詞に
共通点があったので、２曲を同じ曲と判断したようです。（中略）櫻井氏の研究では、この歌《O Waly,
Waly》の起源はスコットランドではなく、イングランドの南西部サマセットだということ。”（八木倫明「広
い河の岸辺」55～ 56頁 以下引用は断らない限り同書から）
《O Waly, Waly》の歌詞は、“17世紀スコットランドの貴族バーバラ・アースキン嬢の実話にもとづいて

いるということです。彼女はマール第九伯爵の娘で、1670年にジェームス・ダグラス第二侯爵と結婚させら
れますが、愛し合って結婚したわけではありませんでした。元の恋人と密通しているという噂を流され、冤
罪を被ります。この不幸な結婚を悲しむ歌だというのです”（同書57頁）。
問題はここからです。17世紀から19世紀にかけてイングランド、スコットランド、アイルランドから新
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大陸アメリカに多くが移民として渡る。スコットランドと同じケルト系の民族であるアイルランド人の愛唱
歌でもあったことは想像できる。先に発表した“「アメイジング・グレイス」の魅力を追いかける”でも触れ
ているが、イギリス（イングランド）で生まれた「アメイジング・グレイス」は、米国で最も多く唄われて
いる歌となっている。同じようなことが、「The Water Is Wide」にも起こったと言っていい。しかも、
「O Waly, Waly」という題名ではなく「The Water Is Wide」のほうが名前として広まった。ルーツ説とし
ても、スコットランド説とアイルランド説とが混在していった。また、歌詞もさまざまに付け加えられていっ
た。

◆日本への伝来と「やぎりん訳」の誕生
日本人が「The Water Is Wide」に出会ったのは、当然のことながら、明治維新後の開国後だった。欧米

の歌曲や民謡が数多く移入された。もちろん西欧化教育の一環として。日本名で挙げていくと、イングラン
ドからは「埴生の宿」、スコットランドは「故郷の空」・「蛍の光」、アイルランドは「庭の千草」、米国
「仰げば尊し」などが代表的な曲である。しかし、「The Water Is Wide」は和訳されることはなかった。
やぎりん氏は和訳されなかった理由を二つ挙げる。
“世はまだ封建時代。参政権は一定以上の納税者の男性にかぎられていました。愛は必ず色褪せる、とはっ

きり唄ったこの歌は明治政府には不都合だったと思われます。たとえ色褪せても、妻は夫に尽くすのが当た
り前という価値観の時代です。”
もう一つは、メロディの形式が音楽取調掛の担当者のお気に召さなかったということですが、形式とは何

かを説明する必要があり、長くなるので略します。
やぎりん氏が日本語訳に取り組む以前、「The Water Is Wide」をうたった日本人は二人しか確認できな
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「広い河の岸辺」

原詩（英語）

１．The water is wide,I can't cross over
And neither have I wings to fly
Give me a boat that can carry two
And both shall row, my love and I

２．Now love is gentle and lobe is kind
The sweetest flower when first it's new
But lobe grows old and waxes cold
And fades away like morning dew

３．There is the ship and she sails the sea
She's loaded deep as deep can be
But not so deep as the love I'm in
I know not if I sink or swim.

４．The water is wide, I can't cross over
And neither have I wings to fly
Give me a boat that can carry two
And both shall row, my love and I

スコットランド民謡
日本語詞：八木倫明
編 曲：吉田桂子

日本語詞

１．河は広く 渡れない
飛んでゆく 翼もない
もしも 小舟が あるならば
漕ぎ出そう ふたりで

２．愛の始まりは 美しく
優しく 花のよう
時の流れに 色あせて
朝露と 消えていく

３．ふたりの舟は 沈みかける
愛の重さに 耐えきれず
沈み方も 泳ぎ方も
知らない このわたし

４．河は広く 渡れない
飛んでゆく 翼もない
もしも 小舟が あるならば
漕ぎ出そう ふたりで

＊歌詞には１，２などの番号はありませんが、便宜上付けています



い。まず白鳥英美子（元トワ・エ・モア）ではないかとする。ドキュメンタリー映画「地球交響曲」（ガイア
シンフォニー）第３番」の冒頭でうたっている。映画は1997年の公開である。やぎりん氏によると“《The
Water Is Wide》の３番から始まり、…２番、１番と歌詞をさかのぼって、１番の歌詞のときに歌唱も伴奏
も最高に盛り上がります。そしてまた、この３番に戻る”。歌は日本語詩ではなく、英語である。
一方、Wikipediaによると、佐川満男と伊東ゆかりの娘である宙美が、山川啓介の日本語詩による「ふた

りの小舟」として2007年６月にリリースしている。この曲は伊東ゆかりもレパートリーとしてアルバムに
も収録しているという。
これら以前に、「花はどこへ行った」で日本人になじみの深いピーター・ポール＆マリーが「There is a

Ship」としてうたっており、何らかの影響を残しているようだ（ピーター・ポール＆マリーは1978年に解
散しており、この曲がうたわれたのはそれ以前であろう）。
「The Water Is Wide」は、日本人ではほとんど歌われていないといえる。白鳥英美子の場合は映画のテー

マ音楽のようにうたわれ、しかも英語詞である。伊東ゆかりの歌も人口に膾炙するほどではなかった、つま
りヒットしていないようだ。その他、よしだよしこ作詞で「生命の河」、福光潤訳詞で「遠い海」、shinab
ons訳詞で「悲しみの水辺」がネットで検索はできるが、詳細は不明である。
「The Water is Wide」はネットで800万件以上の動画が検索されるほど世界的な歌でありながら、日本

では一般にうたわれておらず、広く知られていなかった。Wikipediaの解説は、「この曲に先行する日本語
詞はないと誤解していたケーナ奏者八木倫明は……」と、やや論難するかたちで取り上げている。しかし、
「The Water Is Wide」がもつ深い悲しみを正確に汲みとった日本語詞は、それまでなかったことのほうを
問題にするべきではなかろうか。
そういった意味で、八木倫明による日本語詞がどのようにして生まれたか。こちらのほうを探ってみよう。

テキストとするのは、八木倫明著『広い河の岸辺』（主婦と生活社 2015年）である。著作権に触れない程
度に引用したい。

◆日本人にそった苦心の和訳
まず1番の歌詞３行目に「Give me a boat」という歌詞がある。直訳すれば、“私に一隻のボートをくださ

い”である。直接的な嘆願である。これほど明確な嘆願はない。ところが、やぎりん氏は、「もしも小舟が
あるならば」と訳した。
やぎりん氏の説明を見てみる。“訳詞は、この歌のひとつのキー・ポイントです。「ください」という命

令形、つまり直接的な表現は日本人的ではないと感じたのです。旅の途上、橋のない大河にさしかかったと
き、「どこかにボートがないかなあ。あればいいのになあ……」という心境になるのが日本人的ではないで
しょうか。「ください」よりも「あるならば」という仮定表現のほうが、相手に単刀直入に要求することを
はばかる日本人の奥ゆかしさにも合うと思うのです。”（同書 68頁）
「もしも小舟が あるならば」は、見事な和訳である。やぎりん氏が言うように、日本人的表現である。

仏教・神道があるからといって、ふだんの日本人は神や仏に向かい合うことは少ない。やぎりん氏は「仮定
表現」と言うが、「婉曲表現」と言ったほうがいいかもしれない。柔らかい言い換えで、日本人の心情にそっ
た訳であることに間違いはない。
「The Water is Wide」の世界は、「ない（無い）」づくしの絶望だらけである。「渡れない」「翼もな

い」「知らない」という言葉が続く。２番に至っては、「愛の始まりは美しく 優しく花のよう」だが、
「時の流れに色褪せて 朝露と消えてゆく」と、目をそむけることなく真実を語る。
やぎりん氏は“必ず色褪せる人間の愛がハッキリ唄われているのは、この歌の大切なポイントです。失恋

の歌は無数にあります。しかし「始まりは美しい愛もいつか必ず色褪せる」という言い切る歌詞は日本には
あまり見当たりません。そんな愛の形を歌にした背景には、やはりキリスト教の哲学があるのでしょう”と
言う。（同書70頁）
「The Water is Wide」の歌詞にはさまざまなものがあり、そのどれを採用するかが大きな問題となる。

やぎりん氏によると、大別して３つある。日本語詞に採用しなかった歌詞に、愛の美しさを絶賛する「バラ・
バージョン」と愛の儚さを語る「樫の木バージョン」がある。

3



◆「愛」よりも「人生」を語る歌として

その理由を、やぎりん氏は以下のように語る。
“愛の歌であると同時に人生の歌でもある同時に人生の歌でもあると受けとめているぼくは、「愛」の部

分を必要以上に強調しないほうがいいと思うのです。そのほうが、日本人の心にスーッと入っていくはずで
す。
日本人は、どちらかというと「愛」よりも「人生」を語る民族ではないでしょうか。愛の素晴らしさも愛

の儚さもことさら強調せず、たとえ「沈みかけ」ても「漕ぎ出そう」と締めくくります。この歌詞の選択と
順番は、この歌が普遍性を持つかどうかの分かれ目になると思います”
この分析は、とても重要だ。「愛」には、裏と表がある。表には「素晴らしさ」が、裏には「儚さ」があ

る。どちらも真実だが、一面の真実でしかない。そこを、統合しようというのがやぎりん氏の目指すところ
で、キーワードが「人生」である。この和訳の奥深さは尋常ではない。
さらにやぎりん氏は、こまかいところに目を配る。３番の４行目に、「I know not how I sink or swim」

と「I know not if I sink or swim」という異なる歌詞がある。「how」と「if」の違いだけである。やぎりん
氏は「how」を選んだのだが、その理由は、
〈ifの場合〉
「沈むのがよいか、泳ぐのがよいか、知らない」。「沈み方」も「泳ぎ方」もわかるけど、「どっちを選ん
だらいいの？」という意味です。
〈howの場合〉
「沈み方も、泳ぎ方も、知らない」は、まさにその通りの意味で、死に方も生き方もわからない、と言って
いるのと同じです。自分ではどうにもならない絶望的な状況下にあります。

外国語を日本語に換えるということはどういうことなのか？ 単に言葉を置き換えればいいというもので
はなく、そこに世界観・人生観があることをまざまざと語っている。
３番の歌詞で理解が難しいのは、「愛の重さに耐えきれず」である。「愛の重さ」とは？ なんとなく分

かるようで、分からない。やぎりん氏は、ここのところを次のように語っている。
“人を愛することの重みと、その重さに押しつぶされそうでどう生きたらいいかわからない自分の思い”
「人を愛する」ことの重みは分かる。その次の「その重さに押しつぶされそうな…自分の思い」が難しい。

二重の「重み」を背負っているのだが、ここでは指摘するだけにしたい。
これはメロディに詞（言葉）を乗せるための思い切った意訳であるが、別の確信犯的意訳もある。原詞は

「There is a ship」であり、「ship」は大きい船を指す。貨物や大勢の人を乗せることができる船である。
１番で二人が乗れる「小舟」が出てきているため、ストーリーをつなぐために「舟」としたという。
３番後半の「沈み方も泳ぎ方も知らないこのわたし」。ここは、この曲の大きな山となっている。「泳ぎ

方」は、よく使われる言葉である。しかし、「沈み方」は尋常ではない。まるで「死に方」と言っているよ
うだ。やぎりん氏の説明は、
“「死に方」「負け方」といったマイナスの意味を持つ言葉に「～方」をつける場合、その人の哲学がこめ
られるように思います。
沈むのは仕方ないとして、せめてその沈み方だけでも思いどおりにしたい。そんな思いもありながら、沈

み方さえもわからない、というのがこの歌詞の世界です。絶望的な状況ですが、ぼくはここで起承転結の
「転」を内包させ、次に「結」が来る必然性を予感させたいと思いました。つまり「このままでは終われな
い！」という意志を、ぼくはこの３番に込めたのです”
「結」となるのが４番である。４番は、１番の繰り返しである。しかし、歌い方に変化があるはずである。

歌手のクミコさんは３番の「沈み方も泳ぎ方も……」のところでいつも感極まるそうで、“３番で沈みかけ
た後、４番の前半はあきらめの境地を表現して、後半の『もしも小舟が……』から、希望を感じられるよう
に」表現したいと語っている”（同書110頁）。クミコは東日本大震災（2011年3月）のおり、宮城県石巻市
に滞在していてかろうじて助かったが、やぎりん氏から「広い河の岸辺」を提供されて、各地で歌っている。
また「やぎりんバンド」とも組んで被災地をたびたび訪れている。
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とりわけ3番は、「絶望」の世界である。「岸辺に立ち尽くす自分」、漕ぎ出しても愛は「色褪せて」ゆ
く、さらに「舟は沈みかける」、しかし「沈み方も泳ぎ方知らない」自分。すべてが絶望的な状況にある。
しかし４番は、（それでも）勇気をふるって漕ぎ出す決意を語っている。この気分の変化は大切であろう。
似たような経験がある。モーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」だ。残酷さと美しさが並行して

いる。奇しくも同じ３番。「アヴェ・ヴェルム」では「その人の脇腹は刺し抜かれ 水と血を流したまえり」
のところである。ここに来ると、戦慄が走る。しかし、音楽は美しく進む。言葉の重さと裏腹のように。
吉田圭子編曲の混声版の４番は主旋律をアルトとバスが受け持つ。ソプラノとテノールが前半はオブリガー

トで「lu lu lu (ah ah)」と歌って、途中から追いかけ風に合流していく。４番には転調はなく、76小節から
イ短調に戻っている。しかし86小節からクレッシェンドし、87小節「もしも小舟が」でｍｆに、途中ディ
ミネントはあるが、95小節「もしも小舟が」でｆと強められる。ｆフォルテが指示されるのは、3番51小節
バスパートの「沈み方も」と、この95小節だけである。
「広い河の岸辺」は、発表された2014年の年末には、ＣＤ売り上げのオリコン・ランキング演歌・歌謡

曲部門で１位となるヒット曲となった。また東日本大震災の被災地では、聴衆ともども大合唱する曲となっ
た。ＮＨＫの朝ドラ・連続テレビ小説「花子とアン」、ついで「マッサン」でヒロインが歌い、口ずさむと
いう僥倖も加勢した。

◆絶望が再生産される時代に
人生は不条理に満ちている。順風満帆とはいかない。「余禄」でやぎりん氏が紹介している鎌田實さんの

エッセイを読むと、根源的な問題があることに気付かされる。「愛」は二人の個人的な関係性の表れである。
しかし、鎌田さんが言う「働く場」は社会の基本的な原理が働く場である。一見結びつかないこの二つをフ
ロイトが取り上げていることを鎌田さんは見逃さなかった。その問題は「働く場」が毀れているということ
だ。これを論じると優に数十頁を要するので、ここでは触れられない。
音楽は人の営みの中から生まれる。基本的原理が病んでいるとどうなるか。小舟は激しく揺れるだろう。

それでも漕ぎ出さなければならない。
鎌田實さんのエッセイを引用しているところに、やぎりん氏の「広い河の岸辺」にかけた想いが伝わって

くる。350年の歴史が秘められている歌に、新たな１頁を付け加えたものと言える。

5

やぎりん氏は自身の公式ブログで、諏
訪中央病院名誉院長の鎌田實医師のエッ

セイを紹介している。鎌田医師は、住民とともに作る地
域医療を目指し、またチェリノブイリ原発事故被災者・
イラクの子どもたちへの医療支援、ピースボート水先案
内人などで活躍している。そのエッセイの前にやぎりん
氏のブログを紹介しておきます。

《広い河の岸辺》は、絶望の中でも、小さな希望を見
出せる、という歌です。鎌田先生が引用されたフロイト
の言葉を読むと、「働く場」は「小舟」であり、「愛す
る人」が一緒に漕いでいく人、なんだなあ、としみじみ
感じました。
「働く場」とは「役割の自覚」ではないかと思います。

また自分には生きている役割や意味がある、と感じてい
る人は、お年寄りになってもボケたりせずに元気ですよ
ね。
「愛する人」とは狭い意味では配偶者や家族というこ

とになりますが、広く解釈すると、その「小舟」に共感

して下さる方々も「愛する人」なのだと思います。（や
ぎりんブログ2015年12月）

絶望の中を生きるには

「愛する人」と「働く場」が大事
JIM-NET代表 鎌田實

20世紀精神医学の巨人フロイトが
「絶望の中にいるとき、大切なことが二つ。こ
の二つがあれば多くの人は生き抜くことができ
る」と言った。
この二つとは
「愛する人がいること」
「働く場があること」
フロイトは、このどちらかひとつでもあると、
多くの人は生き抜くという。二つあれば更に心
強いということだ。

＊「JIM-NET便り」2015.11.15号巻頭言

余 禄


