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ただいま、ご紹介にあずかりました辻井いつ

子と申します。きょうは、息子、辻井伸行と歩

んだ 20 年の道程を、皆様方にお話ししていき

たいと思っております。こういった席で、こん

なに大勢の皆様の前でお話しするのは、ほんと

に何十年ぶりかのことで、多少、緊張しており

ますが、最後までよろしくお願いいたします。 
 
  出産で大きく変わった人生  

 
伸行のことに触れる前に、少しだけ自己紹介

をさせていただきます。いま、ご紹介いただき

ましたように、私は、１９６０年、東京に生ま

れました。高度成長時代の、日本がとても元気

のあるときに、一緒に成長してきたわけです。

ちょうど女子大生のときはバブルのちょっと

手前で、大変豊かな時代でした。私はあまり勉

強が好きではなかったものですから、大学に行

っても、勉強よりは、放課後のクラブ活動に取

り組んだり、お友達とスキーやテニスに行った

りするような、そんな毎日で、華やかに、楽し

い日々を過ごしておりました。 
その後、卒業してからは、日本経済新聞社で

お仕事をさせていただいたのち、高橋圭三さん

の事務所に入りまして、フリーアナウンサーを

少しやっておりました。そのころ、主人と出会

い、結婚したのですけれども、そのあたりまで

は挫折もなく、お気楽といいましょうか、あま

り悩むこともないような人生を送ってまいり

ました。 
結婚した翌年、１９８８年に伸行が生まれ、

それからは急に私の人生がいい方にも、悪い方

にも、とにかく大きく変わってきました。 
息子は標準的な体重で、生まれた直後は、目

の障害のことは分かりませんでした。初めての

出産を終えて、安堵した気分だったのですが、

授乳に行くたびに伸行を見ても、目は全く開か

ない状態でした。ほかの赤ちゃんを見てみます

と、皆さん目をあけて、お母さんの顔を見なが

らお乳を飲んでいるのに、伸行は、全く目を開

けない。それで、私は、母親の勘というんでし

ょうか、どうしてこんなふうなのかなと、非常

に不安になりまして、主人に言ったところ、そ

の時、主人ははっきりしたことは言いませんで

した。大学病院での出産だったので、主人は、

二日目ぐらいに眼科の先生に受診していただ

いたようです。主人は、目のことが分かってい

たんですが、出産直後の私がショックを受ける

といけないからと、退院するまではその点には

あまり触れないようにしていたようなのです。 
 
 崖から突き落とされた気持ち 
 
退院して、主人の口から、どうやら息子は視

力障害で、全く光もみえない、と宣告されまし

た。そのときは、びっくりしたというよりは、

何か母親の勘が当たっていたとでもいうので

しょうか、やっぱりそういうことだったのか、

という気持ちが最初の思いでした。 
出産した友達や、たくさんのお母さん方から、

最初の子どもは非常に心配なことばかりだっ

たということをよく聞きますが、私も初めての

出産で不安がありました。やっと生まれて、我

が子との対面があって、非常にうれしかったで

す。しかし、その直後に障害があると聞いて、

とてもショックでした。それから毎日、これが

現実でなければいいな、もしかしたらこれは夢

じゃないのかな、というようなことばかり思っ

て、崖から突き落とされたような気持ちで、ふ

さぎ込んでしまったんですね。 
ただ、このままだと、私もだめになるし、も

ちろん子どもの将来も、本当にどんなふうにな

ってしまうか分からない。何とか打開策を見つ

けなければいけないと、自分の中で奮起しまし

て、本屋さんで、障害に関する本を探したので

すが、その当時は障害に関する本が、いまより

も少なかったのですね。 
 
 本と出合い、目の前が明るく 

 
乙武さんの『五体不満足』という本が大ベス

トセラーになり、その後は、障害を扱った本が

たくさん出版されたのですが、当時は、まだそ



 

2 
 

ういう本があまりなくて、私にとってバイブル

になるような本に巡り会う機会がなかなかな

かったのです。 
悩んでいたところ、やっと一冊の本に出会え

たのです。それが福沢美和さんの『フロックス

はわたしの目』という本です。福沢さんは福沢

諭吉のひ孫にあたる方で、ご自身も、網膜色素

変性症という目の病気で失明なさっています。

彼女の本は、盲導犬のラブラドールレトリーバ

ーが表紙になっていて、装丁もすごくかわいか

った。その本を読むと、福沢さんは盲導犬と一

緒に旅行に行ったり、美術館や歌舞伎に行った

りしている。彼女の明るい人柄がとてもよく分

かる、日常的な楽しいエッセーだったのですね。 
この本を読んで私は、目の前がパーッと明る

くなりました。視力障害ということについて、

何か私が間違っていたんじゃないか、と思えた

のです。皆さん、何らかの障害をお持ちになっ

ていても、気持ちの持ち方次第で、こんなに明

るく、すてきに、いきいきと生きていらっしゃ

ると、非常に感動しまして、もういてもたって

もいられなくなって、すぐ彼女に手紙を書きま

した。お読みになれないかな？ と思ったので、

テープに録音して送りました。 
 
「普通に、思った通り育てなさい」 
 
すぐに福沢さんからお返事が来て、「よかっ

たら遊びにいらっしゃい」というお言葉をかけ

てくださいました。それで、福沢さんのいらっ

しゃる箱根に子どもも連れてうかがったので

す。お会いしたら、ほんとに、毅然と、背筋が

シャキッと伸びているすてきな女性でした。一

緒にお食事したときに、非常に印象に残ったの

が、ウェイターさんに何げなく、「私は目が不

自由ですから、このお肉を適当な大きさにカッ

トしてくださらない？」とおっしゃったのです

が、その物腰も非常にスマートで、なんてすて

きな方だろうと思いました。私はこの方に出会

ったことで、大きな大きな光をいただきました。 
そして、彼女に「どんなふうに育てたらいい

でしょうか？」と質問しましたら、「普通に育

てなさいよ。普通でいいの。何も特別なことは

ないんだから、目がみえないから特別にとか、

そういうことを考えないで、ご自分が思ったと

おりに育てていったらいいですよ」とおっしゃ

ってくださったんですね。 
具体的にはお尋ねしなかったのですけれど

も、福沢さんのご本に書いてある通りに、一緒

に美術館に行ったり、本人には見えなくても一

緒に花火を見て楽しんだり、そういうことでは

ないかなと自分の中で思いまして、いろんなと

ころに連れ出すことにしました。 
もともと性格が明るい子なものですから、桜

を見に行って、花びらがヒラヒラっと自分の頭

に落ちてくると、とってもうれしそうな顔をし

たり、見えなくても花火の音を聞くと、やはり

音でズシンと来るみたいで、「いまのはどんな

色なの？」と聞くので、私がちょっとおもしろ

おかしく実況中継して、花火の楽しさも教えま

した。そんなふうにして、いつも一緒にいろん

なところに出歩いておりました。 
 
 「今日の風はなに色？」 
 
ものの色を教えるのは、非常に難しかったで

すね。伸行は食べることが好きですので、卵焼

きは黄色、リンゴは赤よ、とか、食べ物で色を

教えました。そうしたところ、いつだったか、

私が伸行と一緒に歩いていたとき、伸行がこん

なことを言ったのです。「じゃあ、今日の風は、

なに色なの？」と。 
彼の中では、きっとすべてのものに色がつい

ていると、思ったんでしょうね。「うーん、風

に色はないの。色のないものもあるのよ」と話

しました。その言葉が非常に印象に残って、書

きとめていたものですから、それで、私の第一

作目の本のタイトルが『今日の風、なに色？』

になったのですね。 
 
 ブーニンの演奏に大喜び 

 
福沢さんと出会ってからは、少しずつ私も元
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気になってきました。息子は音楽が好きなよう

でしたので、ＣＤをいつもかけておりました。

８カ月ぐらいのときにたまたま、ショパンの

「英雄ポロネーズ」をかけていましたら、伸行

が非常に喜びまして、いつも音楽に合わせて、

足をバタバタとさせて、リズムをとるようにな

ったのですね。それはショパンコンクールで優

勝して一大ブームとなったブーニンの演奏で

した。 
毎日毎日、かけているものですから、ＣＤに

傷がついてしまい、新しいものを買うことにし

たのですが、たまたまブーニンの演奏のＣＤが

なかったのです。それで、ほかの演奏者のもの

を買ってかけたところ、今度は全く反応がなく

なってしまったのです。あんなに喜んでいたの

に、どうして反応がないのか、変だなと思い、

主人に話したら、主人は「子どもだからもう飽

きたんじゃないの？」と言います。けれども、

私は、何かこう演奏の感じが、ブーニンの方が

華やかで、軽快な感じがしたので、もしかした

ら演奏が気に入らないのかしら、なんて思って、

ブーニンのものを買ってきてかけたら、案の定、

とても機嫌よく反応してくれるようになりま

した。親ばかなんですけれども、これはもしか

したら音楽を聞き分ける耳があるのではない

かと、そう実感しました。そのころから、いろ

んなＣＤを聞かせるようになりました。 
 
突然弾いた「ジングルベル」 

 
そのころから、もしかしたら何か音楽をやら

せたらよいのかなと思うようになりました。ま

だ小さかったものですから、近所にいらした優

しそうなピアノの先生に遊びに来ていただい

て、習うというよりはひざにだっこしてもらい

ながら、先生のピアノを優雅に聞いている。そ

んな感じで週に１回、お願いしていました。 
やはりＣＤよりも生の演奏を聞く方がいい

のではないかと考えるようになったからです。

私が弾ければよかったのですが、バイエルで挫

折したぐらいで、あまり音楽的センスがなかっ

たものですから、先生にお願いして、レッスン

というよりは遊びながらピアノと親しんでい

きました。 
子どもの日だったか、おもちゃのピアノをプ

レゼントしたところ、一人でトントン、トント

ンと鍵盤をたたくようになりまして、初めは適

当に遊んでいる状態でした。伸行は、何か声が

聞こえてないと、非常に不安だったようなので、

私はいつも鼻歌を歌って料理をしたり、声をか

けながら家事をしていました。２歳３カ月ぐら

いのころ、クリスマスが近かったので、「ジン

グルベル」を歌っていたら、隣の部屋から、突

然、私の口ずさむメロディーに合わせて、ピア

ノを弾く音が聞こえてきて、大変びっくりしま

した。まさか教えてもいない「ジングルベル」

を弾くなんて……と思って、ドアをあけたら、

小さいピアノの前にちょこんと座って伸行が

弾いているんですね。 
「すごい、のぶ君、もう一回弾いてくれる？」

と聞いたら、「うん」と言って弾いてくれまし

た。そのときの気持ちはというと、何も教えな

いのにこんなふうに、ピアノを弾くなんて、こ

こまで育ててきて、何か大きなご褒美をいただ

いたような感じがしました。伸行が生まれてか

ら一番うれしかった出来事の一つです。 
 
声のきれいな先生になつく 

 
４歳ぐらいになってから、別のピアノの先生

に出会いました。増山真佐子先生という方です。

伸行は視力障害があるからなのか、声のきれい

な方とか、話し方の優しい方に非常に好感を持

ってなついてしまうんですね。その増山先生は

いま、公立高校の音楽の先生をしていらっしゃ

るのですが、非常に優しい声で、口調の温かな

方です。伸行はすごくファンになって、先生に

ピアノを教えてもらいたいと希望しました。 
増山先生のレッスンは、厳しいものではなく

て、伸行が曲を聞いて、これを弾きたいと言う

と、先生が簡単な楽譜を探してきてくださって、

一緒に指の勉強をしながら弾く。楽しく、遊び

ながらレッスンをするといったものでした。 
そのころ私たちはは埼玉県に住んでいたの
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ですが、たまたま、主人の仕事の関係で東京に

戻ることになりまして、増山先生には、ずっと

教えていただきたかったのですが、東京に通う

のは、ちょっと無理ということでした。増山先

生は「伸行君はとても感性が豊かな子だから、

私より専門的な先生に習ったほうがいい」とお

っしゃって、紹介してくださったのが、東京音

楽大学で講師をなさっている川上昌裕先生で

した。 
 
生活音、嫌な音には絶対ノー 

 
ピアノのレッスンなどのお話をしていると、

伸行は非常に優等生で、すべて順調に行ったよ

うな印象をお持ちになるかもしれませんが、音

楽以外は大変な毎日でした。 
音楽を一緒にやっているときだけは、すこし

心に余裕ができて、平和だなと感じるのですが、

ふだんは、生活音というのでしょうか、生活の

中にある音との格闘です。まず掃除機の音、そ

れからスーパーの拡声器から流れてくる「いら

っしゃいませ、いらっしゃいませ」といった音。

ああいうものを聞くと、火がついたように泣い

てしまうのです。非常に敏感なところがあって、

嫌な音とか、嫌なことに関しては、もう絶対ノ

ーという感じです。初めは、どうしてこんなに

泣くのか分からなくて、私の方が泣きたい気持

ちになるぐらいでした。 
 
昼夜逆転、音楽以外は戦いの日々 

 
生活音以外にも、大変なことがたくさんあり

ました。小さいころは盲児の特徴で、昼と夜が

逆転してしまう。そうなると、昼間、公園に連

れていっても起きないのです。昼間は寝ていて、

夜になると起きてごそごそ活動する。そんな生

活が長く続き、精神的にも、かなり疲れてしま

いまして、音楽がなかったら、本当にノイロー

ゼになるかなというぐらい、生活面では戦いの

日々でした。 
子育てに関しては悩むことが多くて、育児の

楽しさというのはあまり感じませんでした。ピ

アノを弾いているときや、音楽を聞いていると

きだけは唯一、天使のような存在なのですが、

あとはもうほんとに何を考えているのか全く

わかりませんでしたね（笑）。 
 
音楽があったからここまできた 

 
いま、若いお母さんたちから、インターネッ

トの「辻井いつ子の子育て広場」などで、いろ

いろ相談を受けているのですが、皆さん、ほん

とにもうどうしていいか分からない、とおっし

ゃる。伸行にも難しい部分がたくさんありまし

たが、私がそれに押しつぶされないで、ここま

でやってこられたのは、やはり音楽があったか

らかな、と思っております。 
この後、ピアノの方では、徐々に変化が起き

ました。先生がとても熱心で、いいご指導をし

てくださったおかげもありまして、何と小学校

1 年の時に、全日本盲学生音楽コンクールで第

１位をいただいたのです。盲学校の生徒さんが

対象で、小学校１年生から高校３年の専攻科ぐ

らいの方まで全員、一堂に会したコンクールで

す。伸行は小学校１年で初めての出場でした。

初出場で大きな大きな賞をいただき、本人は非

常に喜んで「僕はこんなの取っちゃって、いい

のかなあ」なんて、大変はしゃいでおりました。 
私は、盲学生コンクールで第１位になったこ

とで、とてもうれしかったのですけれども、だ

からといって、これがピアニストになれるほど

のレベルかというと、まだまだ程遠いのではな

いか、と感じておりました。 
主人は、私と違って理性的なほうなので、も

っとシビアでした。例えば、地元の草野球チー

ムで１番になったり、地方で１番になったりし

たとしても、プロ野球選手になるのは夢のまた

夢なんだから、あまりピアノ、ピアノと言わず

に、勉強も頑張って将来のことを考えたらどう

か、とよく言っておりました。ピアノに関して、

私ほど楽天的にはみてはいなかったのです。 
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モスクワでの演奏が転機に 

 
転機になったのは、小学校３年の時のモスク

ワへ行ったときのことです。オーディションに

受かれば、モスクワ音楽院大ホール、ここは有

名なチャイコフスキーコンクールが行われる

会場でもあるのですが、そこでのコンサートに

出演できるという読売新聞の記事を見つけま

した。もしかしたら行けるかもしれないという

軽い気持ちで伸行の演奏を録音したテープを

送ったところ、審査に合格したのです。係りの

方が一度本人のピアノ演奏を聴きたいとモス

クワから出向いてこられ、聞いていただいたと

ころ、非常に感激してくださいました。伸行は

出演できることになり、小学校３年生で初めて

モスクワに行きました。 
 
背中押した音楽院教授の励まし 

 
そこで、モスクワ音楽院の主任教授をなさっ

ていたカステルスキー教授に出会ったのです。

当時もう６０歳ぐらいで、いまはもう亡くなっ

てしまったのですが、その方の言葉が私を非常

に後押ししてくれた。その時、おっしゃったの

は、「ノブユキには非常に音楽性がある。きっ

と将来すばらしいピアニストになれると思う

から、絶対に伸ばしてあげてください」という

ことでした。 
そして、「この子はとても感性が豊かだから、

決してお母さんが練習を無理強いして、ピアノ

を嫌いにさせないでください。本人の好きなこ

とをしながら、ピアノを続けていけるように育

ててほしい」と言われ、非常にかわいがってく

ださいました。 
私はもともと勉強はあまり好きではないし、

ピアノもできないほうですから、教育ママとい

うよりも、伸行はよくピアノを弾けるなあ、ど

うしてこんなに弾けるんだろうと思って、褒め

て褒めて育ててきました。ですからカステルス

キー教授の励ましが腑に落ちました。私は「分

かりました」とうなずいて、教授がそうおっし

ゃるんだったら、もしかしたら将来ピアニスト

になれるのかなと思えてきたのです。その時の

言葉で、伸行の可能性を信じて第一歩を踏み出

すことができました。 
そんなことがあってから、次々に様々な人と

の出会いが続くようになりました。その後、来

日したカステルスキー教授が日本の音楽セミ

ナーみたいなものにいらして、そこで、作曲家

の三枝成彰先生とカステルスキー教授が出会

いました。教授は三枝先生に、「辻井君のピア

ノを聞いたことがあるか」とおっしゃったそう

です。「まだない」と三枝さんが答えると、「ぜ

ひ聞いてみたほうがいいよ」とおっしゃってく

ださいました。私と伸行はたまたま、ある音楽

祭で、三枝先生に出会う機会があり、お話をし

ているうちに、三枝先生が「ぜひ、弾いてごら

ん」とおっしゃいました。それで突然、ピアノ

を弾くことになったのです。 
 
 小学校３年で演奏会デビュー 
 
伸行が演奏していると、ちょうどそこに、い

まは亡くなられた羽田健太郎さんや、頼近美津

子さんがいらして、皆さんが「すごいねえ」と

感心してくださいました。すぐに三枝さんが

「音楽界のことは全くわからないでしょうか

ら、僕がこれから後押しします。彼のために、

すてきなコンサートを僕が企画してあげるか

ら、頑張ってね」とおっしゃってくださったん

ですね。 
音楽界とはまったく無縁の家族ですので、そ

の言葉は非常にうれしかったです。お会いして

すぐに三枝さんが主催するチャリティーコン

サートに呼んでくださいまして、そこで事実上

のデビューとなったのです。小学校３年生で、

初めてチケットを買っていただいて人前で演

奏する。そんなラッキーなスタートを切ること

ができました。 
その後、小学校５年生のときに、初めて出場

したピティナ・ピアノコンペティションという

コンクールでも優勝しました。盲学生ではなく

一般のピアノをやっているお子さんたちのた

めの非常にメジャーなコンクールで、曲目も、
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なかなかレベルが高い。１０００人の応募者が

あり、予選、本選を通過して決勝大会で金賞を

受賞しました。呼ばれて壇上に上ったときの伸

行の笑顔は、いまも忘れることができないぐら

い、うれしそうに、終始ずっと笑っていました。 
 
迷い消え、音楽の道へ 

 
そのころから、ピアニストになるかどうか分

からないけれども、伸行は音楽がこれだけ好き

で、音楽を演奏することに幸せを感じているの

だから、もう迷いなく音楽の道に進ませようと

思いました。主人もそのころになると、「そう

だね、もうピアノしかないかもしれないね、勉

強は嫌いなようだし」と考えが変わってきて、

進路もなるべくピアノが続けられる環境をと

思うようになりました。 
小学校は筑波大学の附属盲学校に通ってい

ました。非常に勉強熱心な学校で、宿題が山の

ように出るんです。高学年になってくると、宿

題とピアノのレッスンを両立するのがなかな

か大変です。そこで、中学は都立の盲学校に移

りました。そこで思う存分ピアノに集中できた

かなと思っております。 
多くの先生方との出会いを経験してきたの

ですが、中学１年生の時に、また大きな出会い

がありました。それが、有名な指揮者の佐渡裕

さんとの出会いだったのです。それもとっても

ひょんなことからで、ライターをしている私の

友人が、たまたま雑誌の取材で、佐渡さんにイ

ンタビューすると聞いて、「お目にかかる機会

があるんだったら、伸行の演奏テープを渡して

もらえませんか？」と頼んだところ、持ってい

ってくれたんですね。 
佐渡さんのところへはそういうテープはた

くさん届けられるらしいので、真剣に聞いてく

ださるのかな？ と、半信半疑だったのですが、

佐渡さんはそうしたテープは全部聞くそうな

んです。伸行のテープを聞いて、非常に感動し

て、絶対に会いたいとおっしゃってくださいま

した。中学１年生の、ちょうどクリスマスのこ

ろに、佐渡さんの「第九」のコンサートがあり、

それを伸行と一緒に聞きに行きました。 
 
演奏聞き、佐渡さんが号泣 

 
終わってから楽屋にお邪魔をしましたら、佐

渡さんが笑顔で待っていて、「ピアノ、弾いて

よ」と言ってくださったんです。伸行が弾きま

したら、何と佐渡さんが号泣しているんです。

その感激ぶりが伸行にも伝わって、「すごい、

感動して聞いてくれて、うれしかった」とお礼

を言いました。佐渡さんは伸行をぎゅっと抱き

しめて、「のぶ君、じゃあ、今度は一緒にやろ

うな」とおっしゃってくださいました。 
それから佐渡さんからお電話があって、「３

カ月後ぐらいに、フランスでコンサートがある

から、おいで」と誘っていただき、もう伸行は、

「はい、行きます行きます」といった感じで即

答いたしました。そこから佐渡さんとのお付き

合いが始まりました。音楽的にも人間的にもほ

んとにおおらかで、器の大きな方で、まるで我

が子のようにかわいがってくださり、いろんな

ことを教えていただきました。 
 
人との出会いが大きな世界開いた 
 
こうした人との出会いが、伸行にとって、ど

んどん大きな世界を開くかぎになったのだと

思います。そういう方たちとの出会いがなかっ

たら、ここまで来ることはできなかったと思い

ます。大変なことも多かったのですが、いい出

会いをさせてくださった、“神様”というか、

“巡り合わせ”に、私は日々感謝感謝という感

じで過ごしております。皆さんが伸行を育てて

くださった。そのことに、今度は、伸行の方か

ら少しは恩返しができればと思っております。 
そうした出会いの中で、中学生ぐらいまでは

三枝さんがコンサートを開いてくださったり、

佐渡さんのコンサートに出していただいたり

で、学校と両立しながら、いい形で音楽活動を

行ってきました。 
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憧れのショパンコンクールに挑む 

 
高校生になって、伸行がどうしてもショパン

コンクールに出たいと言い出しました。５年に

１度開かれる、ショパンの曲だけを対象とした

ピアノのオリンピックのようなもので、以前か

ら、伸行は、「いつか、このコンクールに出て

みたい」という、ちょっと無謀な、大きな夢を

持っていたのです。 
２００５年、伸行は高校２年生で、１７歳に

なったばかりでした。この年にショパンコンク

ールがあって、一番身近で伸行の成長を支えて

くださった川上先生に相談したところ、「まだ

早い。国際コンクールは甘くない。まして日本

のコンクールだってまだ１つしか出てないし、

そんなに簡単じゃないよ」とおっしゃいました。 
でも、やりたいとなると、テコでも動かない

ところがある子なので、いろんな方に相談しま

した。５年後の伸行が２２歳になってから出場

する方がいいという声が大多数だったんです

が、本人が、「別に受かるとは思ってない。見

学するつもりで行きたい。とにかく出ます」と

譲らない。それで、「そんなに出たいんだった

らいいよ」ということになったのですね。 
三枝さんに紹介していただいた横山幸雄さ

んに現在、師事しているのですが、横山さんは

ショパンコンクールで第３位を受賞なさった、

非常にすぐれたピアニストです。川上先生につ

きながら、月２回ぐらい、横山先生のレッスン

も受けて、ショパンコンクールに行ったわけな

のです。 
 
批評家賞でも残る悔しさ 

 
やはり、出場者は皆さんすばらしい方たちば

かりでしたが、伸行はセミファイナルまで何と

か残ることができました。私はよく頑張ったな

と思ったのですが、本人は非常に気負っていて、

ファイナルでコンチェルトを弾くのが夢だっ

たようで、非常に悔しがっていましたね。 
コンクールはオリンピックの陸上競技と違

って、目でみてわかる一等賞とか二等賞はない

わけです。審査員が、この解釈はよくないとか、

この人の音楽性はあまり…とおっしゃると、結

局、受からない。何がよい演奏かというと、意

外に分かりにくい部分もあって、伸行は、自分

と大して変わらない、あるいは自分よりも上手

じゃないと思った人が、なぜ入選したの？ と

非常に憤慨していました。まだ子どもだったか

らでしょうか、かなりがっかりしたようでした。 
でも、批評家の方々やポーランドの聴衆の方

たちが、とても温かく応援してくださって、批

評家賞というのをいただくことができました。

私は、初めての国際コンクールへの挑戦として

は、もうこれで十分じゃない？ と思ったので

すが、当人は、後々までかなり悔しさを引きず

っていたようでした。 
その後は、コンクールのことは、あまり言わ

なくなりました。「次のショパンコンクールは

出るの？」と聞かれても、「もうショパンコン

クールには出ない」と言うようになりました。 
ショパンコンクールは大変です。現地に３週

間以上、滞在して、ピアノを借りて練習しなき

ゃならない。借りるだけでも非常にお金がかか

り、ホテルの部屋に入れるのにさらに料金がか

かるなど、金銭的に大変な部分も多いのです。 
 
ＣＤデビュー果たし、大学へ 

 
そして、それ以上に精神的な負担が大きい。

ほんとに張り詰めて張り詰めて、緊張の連続で

す。コンクール会場で伸行の演奏を聞いたとき

は、断頭台に上がるような気分で、非常に緊張

しました。ああ、もうあの思いはちょっとした

くないな、と思うほどです。コンサートでも多

少は緊張しますけれども、それとは全然違う緊

張感があるので、本人が別に必要だと考えてい

ないのなら、それでいいのではないかと思って

おりました。 
大学に入るちょっと前に、レコード会社のエ

イベックスから「そろそろ、ＣＤデビューどう

ですか？」というお話をいただきました。自分

のＣＤを出すのが伸行の夢でしたから、ＣＤが
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店頭に並ぶのを非常に楽しみにしていました。

演奏を録音、ＣＤを制作して、それで全国ツア

ーをすることになり、本人は大変満足して、こ

れから大学に行きながら、演奏活動をしていき

たいと考えていたんですね。 
 
急に決まったコンクール出場 

 
米国のヴァン・クライバーン国際ピアノコン

クールへの出場は、ショパンコンクールと違っ

て急に決まりました。今回は、周りの方が、「辻

井君、二十歳になったから、記念に何か最後に、

もう一つコンクール、やってみたらどう？」と、

事務所の社長さんやレコード会社の方に勧め

られて、横山先生も、「あと１回ぐらい挑戦し

てもいいんじゃないの？」と勧めてくださった。

伸行は「うーん、そうかー」と言いながら考え

ていましたが、アメリカのコンクールだから、

伸行君に合っているんじゃないかと皆さんが

おっしゃってくださり、本人も、だんだんその

気になってきました。 
伸行は、このコンクールは演奏する曲数が多

くて、レパートリーを広げるのには非常に役立

ちそうだ。アメリカ人って何となく陽気だから、

意外にテンションの高さが僕と合っているか

もしれない――などと言って、挑戦してみる気

になりました。入賞するかどうかといったこと

はあまり考えず、気楽な気持ちで受けることが

決まったんですね。 
 
予備予選も気負いなく弾けた 

 
出場を決めたのが昨年の９月ぐらいで、今年

６月の本選の前に、２月に予備予選というのが

ありました。書類審査で残った１５８人が世界

の六ケ所でコンテストを受け、最終的に３０人

の本選出場者が決まりました。アメリカでの予

備予選には、伸行と２人で行ったんですけれど

も、伸行はとてもリラックスしていました。 
ショパンコンクールのときは川上先生もご

一緒して、非常に緊張感漂う中で弾いたのです

けれども、米国では気負いがなかったせいか、

気楽な気持ちで弾けたようです。「みんなにも

出場すると言ってこなかったから、落ちても恥

ずかしくないよね」なんて、リラックスして、

いい演奏ができました。ちょうどショパンの

「エチュード作品１０」を、全曲弾いたのです

けれども「びっくりするぐらい、できがよかっ

たね」と言いながら、２人で戻ってきました。

私がいままで聞いた中で一番よかったですね。 
それから受かったと発表があって、本選に行

くことになったのですが、本選は一次審査、二

次審査、三次審査まであって、ほんとうに課題

曲が多く、普通のコンクールの２倍ぐらいの曲

を弾かなければならないのです。 
さらに不安だったのは、米国での生活面です。

このコンクールは、ヴァン・クライバーンとい

う財団がきちんと運営していて、出場者は全員

ホストファミリーの家に短期滞在する決まり

でした。私たちはアメリカ人のご家庭に長けれ

ば３週間滞在して、財団がその家に貸与してあ

るピアノで練習することになっていました。

「食事のことも心配せず、過ごしていただけれ

ばいいんですよ」と言われました。 
ただ、私も伸行も留学経験はありませんし、

２人とも英語は片言なので、知らないアメリカ

人の家庭で３週間過ごすのはたいへん不安で

した。私は演奏よりも、生活面の不安の方が大

きかった。それでも、まあここまで来たんだか

ら仕方がないと思って、覚悟を決めて行ったの

です。 
 
ホストファミリーの歓待で楽に 

 
会ってみたら、とてもすてきなホストファミ

リーで、仕事はリタイアなさった７０歳ぐらい

のご主人と奥様でした。とても明るくて、歓待

してくださる気持ちが、１５０％ぐらいあふれ

ていて、一目合ったときから言葉の壁を乗り越

えてたいへん打ち解けることができました。

「我が家だと思ってね」と言っていただいたの

で、伸行は非常に伸び伸びとピアノの練習がで

きました。ご夫妻は日本食がお好きだったので、
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私は近くのアジアマーケットからお米を買っ

てきて、日本食を作ってさしあげたらすごく喜

ばれました。そんなこともあって、思ったより

も楽な気持ちでコンテストに臨むことができ

ました。 
コンクールの本拠地のテキサスで予備予選

を受けたので、聴衆の中には伸行を知っている

方が何人もいらっしゃいました。そして聴衆が

本当に明るい。コンクールなのに、出てくるた

びに皆さんがものすごい拍手で迎えてくれる。

伸行は褒められて育った子ですから、緊張感漂

う中だと、緊張が伝わってしまい上がることも

少しはあるのですが、今回は皆さんの温かい励

ましを感じて、ホームグラウンドで弾いている

気分になれたようで、リラックスした、いい演

奏につながったようなのです。 
 
楽しくのびのび弾けた最終審査 

 
あれよあれよという間に、どんどん勝ち進ん

でいく。気付いたら、最後の６人に残っていま

した。初めは多少緊張していたんですが、本人

がどんどんリラックスしていくんです。そして、

とうとう最終審査で演奏することになりまし

た。これはショパンコンクールで果たせなかっ

た夢でしたので、伸行は非常に喜び、こう言っ

ていました。「ここで最終的に演奏できること

は、それだけで僕にとっては非常にうれしいこ

とだから、入賞とかそういうことは一切考えな

いで、のびのびと楽しく弾くね」と。私も「最

後の６人に残れたんだから、もう何もいうこと

はない。のびやかに楽しく弾けばいいんじゃな

い？」と励ましました。 
そうしたところ、さらにそれがよかったのか、

いい演奏ができて、審査員の方たちにも高く評

価していただいた。その結果、今回の優勝につ

ながったわけですね。 
 
生まれてきてくれてありがとう 

 
長いようで短かった２０年間で、私は子ども

を育てたというよりも、ほんとに息子に育てら

れたなあという気がいたしまして、息子がいな

かったら、自分の人生というのは、こんなに実

りのあるものにはならなかったのではないか、

と思います。息子に対しては、感謝の気持ちと、

それから、私のところに生まれてきてくれてあ

りがとう、というふうに思っています。 
このコンクールに優勝して、日本中の方々が

喜んでくださったことは、本人にとっても私に

とっても、ここまで２０年間頑張ってきたこと

へのご褒美だったのかなと、いまも毎日、その

喜びを実感しています。 
ただ、忙しくなり過ぎて、体だけは少し心配

です。優勝したことで、これから３年間、ヨー

ロッパ、アメリカでたくさんのコンサートを用

意してくださっています。非常にうれしいこと

なんですが、あまりにも忙しくなってしまいま

した。 
それでも、本人は意外にタフで、この間、ア

スペン音楽祭というのがあって、私も同行した

んですが、コンサートが終わっても元気が余っ

ているようで、せっかくここまで来たから、乗

馬をやってみたいと言い出しました。わりと何

でもやる子なので、「じゃ、やってみたら。私

はちょっと馬は……」と言ったら、男性陣とみ

んなで馬に、２時間ぐらい自然の中を走ったり

歩いたりしたようで、非常に楽しかったと言っ

ていました。 
 
 経験生かし、元気届けたい 

 
そんなふうに、子どもがだんだん独り立ちし

てきた部分もあるので、私はこれからは、これ

までの経験を生かして、子育てなどに悩んでい

る方々に少しでもお話ししていければと思っ

ています。私が福沢さんから元気をいただいた

ように、私の話で、少しでも皆さんの気持ちが

楽になり、「きょうは何となく元気になれた」

といった言葉をいただけたらうれしいなと思

います。 
これからは少しずつ、息子とは離れて、こう

いったお話をしていきたいなと思っておりま
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す。淡々とまとまりがなく、話してしまったの

ですが、いかがだったでしょうか。 
  

質疑応答 

 
司会・玉利伸吾企画委員（日本経済新聞編集

局次長） 大変まとまったお話で、興味深くう

かがいました。辻井さんありがとうございまし

た。（拍手） 
では、会場から質問をお受けしたいと思いま

す。質問のある方は挙手をお願いいたします。

指名させていただきますので、近くのスタンド

マイクを使って、氏名、所属を明らかにしたう

えで、簡潔にご質問ください。それでは、どう

ぞ。 
 
質問 楽譜はどうなっているのですか。私た

ちは、目がみえるので、楽譜全体を一覧できる

のですが、点字のものがあるのですか？ 
 
辻井 点字の楽譜というのがございまして、

小さいころはずっと使っていたんですけれど

も、点字の楽譜はそれ自体を一からつくること

が多くて、大変時間がかかってしまいます。ボ

ランティアの方にお願いして作成しているの

ですが、依頼すると、まず３週間以上はかかっ

てしまいます。それで、だんだん点字の楽譜が

できるのを待つ時間が負担になってきたので、

小学校の低学年からは、点字の楽譜を使わずに、

先生がまず全曲を、それからすべてのフレーズ

を片手ずつ録音をしてくださって、記号ですと

か、それから、楽譜に書いてある細かい指示な

どは先生がテープに録音して、いわゆるテープ

の楽譜をつくって、それでいまも勉強しており

ます。 
 
質問 私は２００５年のショパンコンクー

ルの審査の様子を一次予選、セミファイナルと

審査の過程が上がっていく様子をテレビで見

ておりました。今回のヴゥン・クライバーンコ

ンクールで優勝したのは、あのときショパンコ

ンクールに出ていた方だったんだと思って、ほ

んとに自分のことのようにうれしく思ってお

ります。 
健常者でも心の病で悩んで落ち込んでいる

方が大勢いる中で、伸行さんの生き方は、ほん

とにすごく元気を与えてくださいます。この間、

テレビで、早くお嫁さんをもらってお母さんを

安心させたいというようなこともおっしゃっ

ていました。そのあたりのことと、私の周りに

もやはり目が見えない、耳が聞こえない、言葉

が話せないという障害を持った方がたくさん

いるのですが、その方たちに、こういうことを

やりなさいとか、こういう気持ちになりなさい

とか、何かアドバイスがありますか。 
 
辻井 お嫁さんに関しては、まだ彼女もおり

ませんし、学校のお友達とメールを交換してい

る程度なので、大分先になると思いますが、浅

田真央ちゃんがタイプと言っていますから

（笑）、そうした希望は持っているようです。 
障害を持った方へのメッセージはと聞かれ

ると、私としては、とにかくあきらめないこと

が一番大事だと思うんですね。人間が持ってい

る可能性というのは、非常に大きなものがある

んですね。途中であきらめてしまうと、そのこ

とに気づかないことがある。反対に、その大き

な可能性に気づいても、途中であきらめてしま

う方も多いのではないかと思います。とにかく

可能性を信じて、あきらめないで、前向きに生

きていってほしい。月並みなんですが、そう思

っております。 
 
質問 非常に感動的なお話で、すぐには声が

出なかったほどですが、先ほどからお聞きして

いると、佐渡さんへテープを送ったとおっしゃ

ったんですが、それはピアノの横に、ただ普通

のカセットテープか何かでお録りになったん

でしょうか。それとも本格的に、きちんとした

録音をされたんでしょうか。 
というのは、私はオーディオが趣味でして、

オーディオ仲間もたくさんいまして、とにかく

音質が気になる。例えば、先ほど話に出たブー
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ニンの「英雄ポロネーズ」はほかの演奏家のも

のとは、全然違うんですよ。そんなことで、ち

ょっと細かな点ですが、お聞かせいただきたい。 
 
辻井 それは、ちょうど発表会よりももうち

ょっと大きいミニコンサートのようなものを

開いたときに、専門家の方が、記念にテープを

作ってくださいまして、それを佐渡さんへお送

りしました。かなり性能のいい機械を使って、

音質も本格的なものでした。 
 
質問 台湾の中国時報の記者です。感動なお

話を聞かせていただき、ありがとうございます。

この間読んだ記事に、お母様は、「全盲のピア

ニスト」という名称では呼ばれたくないと思っ

ていると、書かれていましたが、本当はどうで

しょうか。教えていただきたいと思います。 
 
辻井 これは伸行本人の希望でもあるんで

すが、全盲という言葉が最初についてしまうと、

すべて全盲の何々、全盲の何々となってしまい

ます。そうではなくて、一人のピアニストとし

て認めていただきたい。私も息子もそういう気

持ちが、非常に強い思いがあります。ですから、

今回、優勝したときも、「盲目のピアニスト」

ということがかなり強調されてしまいました

が、盲目のという言葉がだんだん取れていって、

ピアニスト・辻井伸行というふうになれば一番

いいなと常々、思っています。 
全盲というのも本当のことですから、しょう

がないのですけれども、本人も「ピアニストだ

った僕がたまたま目が見えなかったのだから、

これからは、“全盲のピアニスト“という言い

方は、なるべくやめてほしいな」といつも話し

ているんです。私も同感で、できれば、そこを

取っていただいて、報道していただけたらうれ

しいなと思っています。 
 
質問 さきほど、「英雄ポロネーズ」のお話

が出ましたが、レパートリーとして、例えば、

ベートーベンのピアノ協奏曲の何番とか、ショ

パンの何番とか、これから特に弾いていきたい

曲がおありでしょうか。 
 
辻井 伸行本人ではないので、確かではあり

ませんが、コンチェルトでは、チャイコフスキ

ーの「ピアノコンチェルト１番」を早くやりた

いとは申しています。他の曲に関しては、たく

さんあり過ぎて、私もどれがいいのか分からな

い状況です。まだ弾いていない作曲家のものも

多数あります。ムソルグスキーの「展覧会の絵」

なども弾いてみたいと申しておりました。 
 
質問 音楽以外の分野で、特に関心を示され

ていることがありますか。特に、精神的な面で

いうと哲学、日本文化でいえば茶道だとか、音

楽とかかわりのあるような芸術分野などに関

心がおありでしょうか。 
 
辻井 そうですね、芸術分野かどうか分かり

ませんが、最近は読書にはまっているようです。

小さいころは本を読むのが大好きだったんで

すけれども、だんだん読む時間がなくってしま

っていました。それが、最近は文学とか、詩と

かを理解して極めていないと、きっと演奏にも

厚みが出ないということが、少しずつ自分なり

に分かってきたようで、いろんな分野の本をず

いぶん読んでいるようです。 
いままで詩にはあまり興味がなかったんで

すが、最近は、少し読んでみようかなと言って

います。哲学となると、どうでしょうか。大学

でも、一応、哲学などを勉強しているようです

が、難しい難しいと申しています。ピアノに追

われている面もあるのですが、もう少し勉強す

る時間があったらいいなとは思っています。 
 
質問 お母様がいつも同行したり、協力した

りしていらっしゃる様子を、テレビのニュース

などで拝見しました。一般に、子どもを育てる

うえで、夫婦の意見というのは、大体一致して

くるものですが、ご主人の父親としての役割と

いいますか、お医者様で、お忙しいと思います
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が、伸行くんとはどんなことを話し合ってらっ

しゃるのか。どうサポートされているのですか。 
 
辻井 主人は産婦人科を開業しておりまし

て、最近は特に患者さんが多いと泊まって、自

宅に戻れないことも多いので、まず同行は難し

いですし、息子のサポートまではなかなか難し

い部分はあります。 
もちろん、経済的なことや大きなことを決め

るときは、２人で相談して決めているのですが、

主人は「ほとんど君に任せっ放し」と言ってい

ます。私の周りでも、わりとそういう感じのご

家庭が多いですね。ただ、改まって２人で話し

合うと、意外にまとまらなくなってしまうので、

役割分担としては、私がすべて伸行の担当みた

いになっています。大概のことはほとんど私が

決めてしまっているのが現状です。 
ただ、もちろん協力しないわけではなくて、

主人なりにいろいろ協力してくれる部分はた

くさんあるんですが、なかなか仕事柄できない

ことが多くて、ずっとそれが続いてきてしまっ

たので、いまさら変えられないような状態にな

っています。 
 
質問 伸行さんは音楽について大変なセン

スをお持ちだと思いますが、作曲には関心がお

ありでしょうか。というのは、作家の大江健三

郎さんのお子さんが、やはり少し障害があるん

ですけれども、ある日、大江さんがお子さんに

非常に音楽の才能があるのを発見されて、いま

そのお子さんはいい音楽をいくつか作曲され

ていますよね。そういうことから、ちょっお聞

きしたいと思ったのですが。 
 
辻井 作曲については本人は小さいころか

ら非常に興味がありました。作曲というよりは、

即興演奏が大好きで、小さいころはいつも、曲

を勉強している合間に即興演奏して、私を楽し

ませてくれました。また、旅行から戻ってくる

と必ず、あのときの思い出はこんなふうだった

と言って、ピアノを弾いてくれる。それが、結

局は作曲ということになっているようです。 

デビューアルバムにも、小学校のときにつく

った曲を入れています。レコード会社の人が

「とってもいい曲だから、これもおまけに入れ

たら？」と提案してくれたのです。初めは本人

も「まだ発表する段階でもないけど」と言って

いたのですが、そんなにおっしゃるならと了解

しました。デビューＣＤの２枚目におまけの形

で入れたのですが、本人は、やはり将来はもっ

ときちんとした勉強をしたうえで、ソナタやコ

ンチェルトのような大曲の作曲にも挑戦した

い、と言っています。いろんなテレビ番組や映

画音楽などで、とてもいいものがありますと、

ああいう音楽を自分も作曲してみたいと、常々

申しております。 
 

司会 時間もなくなってきましたので、最後

に、私からお聞きしたいと思います。伸行さん

とお母様の今後のご予定をお聞かせください。 
 
辻井 伸行の方は、先ほども申しましたとお

り、９月にはアメリカツアーがありまして、１

０月、１１月には日本で、東京を含め全国１８

カ所でコンサートがございます。日程は以前か

ら決まっていたのですが、今回の優勝後に、皆

様から非常に多くのご希望をいただいていて、

なかなかチケットが買えないとおっしゃる方

もいらっしゃるので、少し追加公演もと考えて

いる最中です。 
来年もずっと伸行は、海外、国内でのコンサ

ートをたくさん予定しています。 
私はこれからはこのような形で、これまでの

経験を皆様方にお話しする講演のようなこと

を少しずつやっていきたいなと思っておりま

す。 
 
司会 どうも辻井さん、本日は、心にしみる

お話をありがとうございました。（拍手） 
 
辻井 どうもありがとうございました。 
            

（文責・編集部） 


