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 宇多田ヒカル新論             陽羅 義光 

 

 

 

【其の一】娘とその母 

 

 

 宇多田ヒカルを初めて知ったのは、一九九八年から九九年にまたがる年末年始の

時期であったと記憶している。 

 ミュージックビデオから流れる、その奇妙な動きとハスキーな歌声は、音楽シー

ンで初めて感じる存在であった。 

 しかも（これは案外小さなことでもなさそうだから云うが）英語の発音がホンモ

ノだった。 

 それがいまや伝説的な、 

『Automatic』 

 である。 

 それでも懐かしい感覚もあって、（あとで知ったことであるが）それは宇多田ヒ

カルがあの藤圭子の娘なのだからであった。 

 

「あの」と云ったのは、むろん藤圭子がある一時期（具体的には一九七０年前後に

ほぼ限られる）に於いて（少なくとも団塊の世代にとって）カリスマ的歌手であり、

わたくし自身も大ファンだったからである。 

 格別、 

『女のブルース』 

 が好きで、ＣＤの時代になってもそのシングルレコードだけは（引っ越しで紛失

するまで）ずっと持っていた。 

 もう半世紀も昔のことであるが、友人のアパートに行って、たまたまテレビで藤

圭子が歌っていると、友人との会話はそっちのけで聴きいった覚えがある。 

 藤圭子の登場の衝撃は、宇多田ヒカルの登場の衝撃によく似ていた。 

 あえて一般人のコトバで云えば「コレハスゴイ」ということである。 

 藤圭子は演歌歌手であり、Ｒ＆Ｂの宇多田ヒカルとは異質に思われるが、DNA

のオソロシサは半端ではない。 

 藤圭子自身はおそらく、自分の暗い半生を娘に語ろうとはしなかっただろうし、

演歌の暗さや悲しさを、娘に受け継がせたいなぞとは露ほども思わなかっただろう

が、宇多田ヒカルの大きな魅力の（数あるうちの）ひとつである「声」そのものは、

藤圭子の（唯一の）大きな魅力であった「声」に実によく似ているのだ。 

 宇多田ヒカルの声質は「泣いている」。 



 藤圭子の声質もやはり「泣いていた」。 

 これは天性の天声であって、泣いて歌えば「泣いている」声質になるものではな

い。 

 宇多田ヒカルのデビューから十年を越えた歳月で、わたくしは宇多田ヒカルの良

いリスナー（聴者）ではなかった。 

 同世代の歌手としては、安室奈美恵や浜崎あゆみの方がはるかに見た目が良かっ

たし、あのわけのわからんイケメン（紀里谷和明）との結婚の際には、宇多田ヒカ

ルの男を見る目のなさに（その DNAも藤圭子から受け継いだ）呆れもしたからだ。

（失礼な云い方ですなあ） 

 ところが宇多田ヒカルが休養宣言をした後に、たまたま映画『あしたのジョー』

を観たら、その主題歌（『Show Me Love』）が、宇多田ヒカルだったのだ。 

 これが素晴らしく、わたくしはエンディングテーマは聴かずに帰るのが常なのだ

が、最後まで聴き惚れてしまった。 

 これは『レオン』以来だ。 

 それからは毎日毎夜宇多田ヒカルのＣＤを聴いているのだが、これがまったく飽

きない。 

 わたくしが飽きずに日々聴き続けられるのはバッハだけだったから、自分自身で

驚いたもんだ。 

『First Love』 

 は既に古典の格調。 

『Addicted To You』 

『Wait&See』 

『This Is Love』 

 などのリズム感とスピード感。 

『For You』 

『Can You Keep Secret?』 

 などの哀感。 

『Be My Last』 

 の藤圭子を想わせる恨み節。 

『traveling』 

 のユーモア。 

 宇多田ヒカルが「オーベイビー！」と叫ぶのは云いようのない感情の表れ、

「MoVin` on without you」の裏声は切ない感じ。 

 なんという振幅の大きさと、心幅の広さと、感情の豊かさ。 

 宇多田ヒカルこそが、美空ひばりを継ぐ歌手なんだと覚った。 

 宇多田ヒカルはシンガーソングライターなのだから、ミュージシャンとしての次

元で考えないといかんかもしれないのだが。 

 もちろんこの文章を書いているときも、宇多田ヒカルを聴いている。 

『time will tell』 



『FINAL DISTANCE』 

『COLORS』 

『Passion』 

『BLUE』 

『Prisoner Of Love』 

 などなど。 

 総てが実に総てが、わたくしにパワーとインスピレーションと感動を与えてくれ

る。 

 これは大袈裟でも法螺でもなんでもないのだが、わたくしは毎朝、宇多田ヒカル

の音楽と歌声で眼を醒ます。 

 もちろんＣＤはかけていない。 

 

  

 

【其の二】歌詞に就いて  

 

 

 ご好評に応え（好評なんかどこにもないという声も聞こえるが無視をして）宇多

田ヒカル論の続編を書くのである。 

 前回はその声と曲の魅力を述べたので、今回は歌詞に就いて。 

 幾つあるのか数えたことはないが、どう転んでも九割以上は聴いているだろうか

ら、わたくしの云い分にそうずれはあるまい。 

 宇多田ヒカルの歌詞は、一部を除いて男女のコミュニケーションの問題に終始し

ている。 

 コミュニケーションの問題と云うと何やら大仰だけれども、くだけて云うなら、

気持ちが伝わらぬ（もし仮に伝わってもそれは仮であって芯は繋がっていない）も

どかしさ、せつなさ、やるせなさ、じれったさ、というもので、その歌詞を心に刻

みつけつつ、歌声を聴いていると、その、もどかしさ、せつなさ、やるせなさ、じ

れったさが当然のごとくこちらに乗り移ってくる。 

 

【明日へのずるい近道はないよ】【今の言い訳じゃ自分さえごまかせない】『time 

will tell』 

 

【見慣れた町、見慣れた人 全てが最近まるで遠い国の出来事】【全然涙こぼれな

い ブルーになってみただけ】『BLUE』 

 

【どこへ行ってもいいと言われると 半端な願望には標識も全部灰色だ】【白い旗

はあきらめた時にだけかざすの 今の私はあなたの知らない色】『CORORS』 

 



【明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう 誰を想っているんだろう】【明日

の今頃には私はきっと泣いているんだわ あなたを想っているんだろう】『First 

Love』 

 

【毎日話す必要なんてない 電話代かさんで迷惑しているんだ】【今おとなになり

たくて いきなりなれなくて】『Addicted To You』 

 

【間違った恋をしたけど 間違いではなかった】【いつか結ばれるより 今夜一時

間会いたい】『Be My Last』 

 

【予期せぬ愛に自由奪われたいね】【もう済んだことと決めつけて損したこと あ

なたにもありませんか？】【悪い予感がするとわくわくしちゃうな】『This Is Love』 

 

 もっともっと引用したいがこのへんにしておこう。 

 例えば傑作の一つ『Automatic』は、それでも一見このコミュニケーションの問

題が希薄に思われる。 

 けれども実は反対で、【抱きしめられると 君とパラダイスにいるみたい】と幸

福感に酔いしれつつも、それは肉体上のことのみであって、精神上では【曖昧な態

度がまた不安にさせるから】云々と戸惑いを隠せないでいる。 

 これは単なる一歌詞ではない、宇多田ヒカルそのものである。 

 と云うのが解りにくければ、宇多田ヒカルのコトバは（最上の詩人のそれと同様

に）肉声なのである。 

 しかも手の込んだ肉声。 

 そしてその肉声が限界にきたときに「オーベイビー」となる。 

 この「オーベイビー」がきたら、宇多田ヒカルの全ファンは総毛立つべきなので

ある。 

 宇多田ヒカルの歌詞には、（いまのところ）ボブ・ディラン風の反戦メッセージ

はない。 

 だが、それに匹敵する何かがある。 

 何故だか理由はよくわからないが、只今宇多田ヒカルは冬眠中だと云う、 

『ぼくはくま』の歌手だから冬眠はまあいいとして、なかなか冬眠から醒めないの

なら、代わりに藤圭子が復活すべきだろう。 

 どちらにしたって、今日もわたくしは飽きずに（と云うのは飽きない歌手飽きな

い歌はわたくしにとっても実に珍しいのだから）宇多田ヒカルのＣＤを聴いている。 

 

  

  

【其の三】活動休止   

 



 わたくしの『宇多田ヒカル論』を読んだ、数少ない読者の一人から、どうして宇

多田ヒカルは活動を停止しているのか、と聞かれた。 

 実はわたくしにも解らない。 

 こういうことは本人がもし「充電のため」と云ったにしても、まともには受け取

れないし、ジャーナリズムが「体調不良のため」と書いたにしても、具体的な病名

が明かされていなければ（いや明かされていたにしろ）信用できない。 

（宇多田ヒカルはシンガーソングライターだから作家を引き合いに出すが）かつて

五木寛之も筒井康隆も大江健三郎も、「休筆宣言」をして何かと理屈を並べ立てた

が、ちっとも信じられなかった。 

 ただくたびれただけじゃないかと感じたものだ。 

 だから宇多田ヒカルも、ただくたびれただけなのだと思われる。 

 こんなにせつなくさびしい歌をずっと歌ってきて、くたびれないわけがない。  

 くたびれるを漢字で書くと「草臥れる」。 

 作家達は理屈を並べ立てたが、宇多田ヒカルは理屈を云わなかったところがまた

せつなくさびしい。 

 おそらく休養前の最後の仕事のひとつであろう、 

『Passion』 

 を聴くとゴスペル調というのかミサ風というのか、なんとなく宗教音楽じみてい

て、なんかそういう境地もあったのかもしれないと推測する。 

 だが「お遍路中熊野古道で靭帯損傷」なんてニュースがインターネットで流れた

ところをみると、西欧の宗教ではなく日本古来の宗教に興味があるのかもしれない

と思ったりもする。 

 もしくは子離れのできない親から、親離れをする期間としての活動停止なのかも

しれないと推測する。 

 かつて母親の藤圭子が「演歌歌手」としての自分を捨ててかかったのと同じ次元

で、宇多田ヒカルも「Ｒ＆Ｂ歌手」としての自分を捨ててみたいのかもしれないと

推測もする。 

 あんがい宇多田ヒカルは「演歌歌手」として復活するかもしれない、なんて想像

すると愉しいが、毎日毎日宇多田ヒカルばかり聴き続けているわたくしには、この

人の寂寥感と哀切感が胸に沁みる。 

 ただ元気でいてさえくれればいいがと祈る気持ちでいる。 

 外見や話し方や考え方や立ち居振る舞いではない。 

 わたくしはこの人の親戚でも仲間でも友達でもないのだから、歌から感じる本質

的なことしか云わない。 

 

 蛇足ながら、宇多田ヒカルの歌の寂寥感と哀切感は、もう人生が残り少なくなっ

たわたくしに、大きな感動と、深い癒しを与えてくれる。 

『誰かの願いが叶うころ』を聴くと、わたくしは不覚にも涙目になる。 

 尤もわたくしなんかの歳になると、三十前後の女性の頭の中や心の底や行動を詮



索する元気はなく、ひたすら宇多田ヒカルの音楽に触れていたいという、ささやか

な欲求があるだけなのである。 

  

 

 

【其の四】宇多田ヒカル  

  

 

 今回どうしてストレートにこんなタイトルを付けたかというと、いままで三回書

いた『宇多田ヒカル論』は、インターネットで見てみると、「宇多田ヒカル」の検

索では出てこない。 

「宇多田ヒカル論」の検索でしか出てこない。 

 これは淋しいので、「宇多田ヒカル」の検索でもなんとか出てきてほしいと、こ

んなストレートで、おそらくご本人には失礼なタイトルを付けたんで、それ以外に

はまったく理由はないのであるから、じつに安易なはなしであるなと反省もしてい

て、しかも七割は旧作の改作で、そんなら三割はかくべつのはなしを書くのかとい

うと、あいかわらずのはなしになるはずだから、よけいにあっちにもこっちにも申

し訳ない気持ちでいる。 

 それでもこの一文は『宇多田ヒカル論・』というものである、ということは我が

膨大なエッセイ群のなかで初めて四回も云々するということになって気恥ずかし

い思いもあるんだが、そんなことはかまっていられない。 

 

 じつは先日ある女性と銀座で念願のデートをしたんだが、あろうことかわたくし

はその女性をほっぽらかして、山野楽器で宇多田ヒカルのＣＤを探しまくっていた

ものである。 

 なにを探していたかというと、映画『明日のジョー』の主題歌になった、 

『Show Me Love』 

 であって、じつはこれだけは一回（しかも映画館で）聴いただけなのだ。 

 他のものはみんな少なくとも百回以上は聴いているのに。 

 あったあった、『Utada Hikaru COLLECTION VOL.2』というＣＤの 

『Disc 2』の二番目、『嵐の女神』の次にあるではないか。 

 すぐに購入、デート相手は銀座のどまんなかにほったらかしにして、そのＣＤを

聴くために新宿のオフィスにすっ飛んで行った。 

 やはり大きな感銘があった。 

 映画館で聴いたあれはホンモノだったのだ。 

 それから今日まで『Show Me Love』を五十回ほど聴いたけれど、やわらかく穏

やかなピアノから始まり、急激な展開となる予感と期待を違わぬサビ、ラスト近く

ほぼバック抜きのアカペラの一節の歌唱は天下一品、 

 



【実際 夢ばかり見ていたと気付いた時 初めて自力で一歩踏み出す】 

 

 この曲、この歌は、間違いなく、 

『Automatic』 

『First Love』 

『This Is Love』 

『誰かの願いが叶うころ』 

 と並ぶ傑作と思われた。 

『Prisoner Of Love』 

『Making Love』 

 も含めて、宇多田ヒカルは「ラブのミュージシャン」であったと覚る。 

 だからフランス語で、 

『愛のアンセム』 

 も吹き込んだのだろう。 

 ちなみにこの歌は、 

『ぼくはくま』 

 とともに、宇多田ヒカルコレクションの「スーパースペシャルコレクション」と

も云うべきものである。 

 最近周りの者が、わたくしの宇多田ヒカルキチガイぶりに呆れて、なぜどうして

どうなってこうなって、なんやかやかやのそとがやがや、とうるさいのなんの、わ

たくしは「宇多田ヒカルを聴かない者には解らん」「音楽を知らない者には解らん」

と嘯くのだが、考えてみれば数年前のわたくしがその解らんちんだったのだから何

をかいわんや。 

 食わず嫌いは絶対損をする、というのがわたくし自身の体験から得た教訓で、か

なり以前からそれを守ってきたのだが、うっかり、大変な過ちを犯すところであっ

た。 

 人生長生きするもんで、長生きすればこそ、宇多田ヒカルの音楽を知ることがで

きたし、宇多田ヒカルの歌に酔いしれることができる。 

 

  

  

【其の五】藤圭子 

 

   

 ２０１３年８月２２日、藤圭子が自殺した。 

 ショックが大きかったのは、藤圭子が我が青春の歌手だったばかりではない。 

 その享年（６２歳）とほぼ同じ年齢で、わたくしの母も自殺しているからである。 

 ということはその当時のわたくしの年齢は、母を喪った宇多田ヒカルの年齢（３

０歳）とやはりほぼ同じである。 



 くわえて、（藤圭子と同様に）わたくしの母も高層マンションから飛び下りる〈予

定〉であった。 

 それが入水自殺を撰んだのは、わたくしが「高層マンションはやめなさい。びよ

ーんと目玉が飛び出るよ」といったからである。 

 

 三十代で母親に自殺されるのは、辛いものである。 

 十代とか二十代ならば、青春の痛みとして受け止められる気がするけれども、三

十代ともなれば、逝かれた方も子供でも青年でもない。 

 同じ大人として母親の自殺を思わなければならない。 

 わたくしは自分の体験と照らして、宇多田ヒカルの思いを思った。 

 それでもだからどうだとは云えず、ただ思ったのみである。 

 

 それから藤圭子のＣＤ（『聞いて下さい私の人生～藤圭子コレクション』）を借り

てきて、ひたすら聴いた。 

 何度も何度も聴いた。 

 その歌声は、わたくしが思いこんでいたのと違って、じつに声に力が籠っていた。 

 映像と共に聴くことが大半だったわたくしは、やや捨て鉢な歌いっぷりだと勝手

に思いこんでいたのである。 

 その歌声は、いつも声に力が籠った宇多田ヒカルの歌声に重なるところがあった。 

 青年だったわたくしが好きだった、 

『新宿の女』 

『女のブルース』 

『圭子の夢は夜ひらく』 

 などよりも、あまりヒットしたとはいえない、 

『別れの旅』 

『京都ブルース』 

『面影平野』 

 などに胸を打たれた。 

 なぜかはわからない。 

 それが解るためには、もうすこし時間がかかりそうだ。 

 哀悼。  

  

 

 

【其の六】復活 

 

 

 母の死から三年余り、２０１６年、宇多田ヒカルは復活した。 

 すでに妻であり母であった宇多田ヒカルは、以前よりずっと綺麗になって復活し



た。 

 そうだ、大切な人を喪って、復活するには三年近くかかるのだ。 

 ＮＨＫ朝の連続ドラマの主題歌、 

『花束を君に』 

 は、復活に相応しいものであった。 

 わたくしはすくなくとも三百回は聴いている。 

 

【花束を君に贈ろう／愛しい人／愛しい人／どんな言葉並べても／君を讃えるに

は足りないから／今日は贈ろう／涙色の花束を君に】 

 

「涙色の花束」というところがミソで、これは「母藤圭子に捧げた歌」とかんがえ

ても、当たらずとも遠からずであろう。 

 と思っていたら、「紅白歌合戦」でやはりそうなのだと知った。 

 このときの歌（ロンドンからの中継）ももちろんよかったが、わたくしは初めて

この歌を聴いたときに、涙した。 

 そうしてわたくしは、亡き母に「涙色の花束」を贈り得たかと忸怩たる思いにか

られた。 

 

 ひさしぶりのアルバム『Fantome』（これはたぶんフランス語だから o の上に山

が付く）は、どの楽曲もチャレンジ精神に満ちたものであった。 

 ここには『花束を君に』を含め、 

『道』 

『荒野の狼』 

『人生最高の日』 

 など、全十一曲が収められている。 

（この三曲も絶品である）  

 曲調は、宇多田ヒカル休養前の数年のもの（いわば癒し調）とあまり変わらない

が、椎名林檎やＫＯＨＨとのコラボレーション（共演）は、宇多田ヒカルの新しい

世界を思わせる。 

 テレビの特番でのインタビューなども聞いて、総体的に客観的に判断すると、な

にかどこか吹っ切れた、そして歌手としてのみならず、ひとりの人間として世界が

広がった感じがある。 

 別の言い方をするなら、恋愛ソングを中心に歌っていたシンガーソングライター

が、ついに人生を歩み始めた実感がある。 

 またわたくし自身のことを持ち出して恐縮だが、自分の子供ができてようやく親

離れができた気がする。 

 わたくしの友人などに子供のいない人がいるが、いつまでも親離れできない人が

多い。 

 宇多田ヒカルにとって、歌手としても人間としても、母親になったということの



大きさを感じずにはいられない。 

 宇多田ヒカルにはこれからも目がはなせない。 

  


