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野 村 萬 斎 の 『二 番 曳』
― その身心的時空 一
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(音 楽学部)

昨年 の正 月、知 り合 いの能楽師 の誘 いで大阪の大槻能楽堂 まで足 を伸 ば してみた。遠方
よ りわざわざ招 いて くれたのは、野村 高斎 の演 じる 『三呑隻』 をどうして も見せたい との
気遣 いか らだった らしい。が、その時 はまだ 『三呑隻』 の何 たるか もよ く知 らなかった私
が、ふ と誘 い にの つてみる気 にな ったのは、久方 ぶ りに能楽 の新春公演 な らではの雅やか
な雰囲気 に浸 ってみたい とい う、 い たって呑気 な動機か らだった。

500人 も入れば満杯 の能楽堂内 は、晴れ着 で着飾 った大勢 の紳 士淑女でに ぎわ ってお り、
いかに も檀那衆 と見 られる面 々が新年の挨拶が て ら杯 を酌み交わ して い る。 この よ うな光
景 は、パ リのオペ ラ座や ミラノのスカラ座 に観劇 に行 けば 日常茶飯事 に見 られる もので、
今 で も歌劇場その ものが ヨーロッパ上流階級 の人々の大切 な社交場の一つで ある ことにか
わ りない。帰国 して劇場 に足 を逗 ぶ楽 しみが半減 したのは、そ うした年季 の入 ったパ トロ
ンた ちの、舞台外 での華や かな ドラマ を見物で きな くな って しまったこと もある。大槻 の
づ
正月公演 に集 まった人 々の板 についた観劇 ぶ りは、成熟 した能楽文化が現在 も脈 々と泊、
ヽ
いていることの証 として、私 をいた く感心 かつ安′
と
させ た。 と、突如 なぜ だか知 らないが、
指揮者 フル トヴェングラーが ドイツの聴衆 をどこまで も連れて い きた い、 と言 った文句が
脳裏 に浮かんで きて、その真意が よ うや くなヽみ込めた ような気 が したのである。
さて、肝心 の 『三香隻』 のほ うは、高斎 の急 な足の故障で父の野村万作が代 わって演 じ
たが、私にとつては両人 どち らで もか まわなか った。四半世紀近 くも世界 の あち こちで批
評 など書 いて暮 らして い ると、芸術家や作 品 との 出会 いは人智 を超 えた ところで仕組 まれ
ている、 と思わざるをえない経験 のほ うが真実味 をおびて くる ものである。その 日に万作
の F三 呑隻』 を見 る ことが千載 一遇の出会 いで あ ったな らば、それが正 しい道だ と信 じら
れる手 ごた えが確 かにあ つた。万作 の 身体技 は、まさに肉体 のはでやか さを脱却 した、厳
しく研 ぎ澄 まされた洗練 の境地あ るのみ。人十余歳の透徹 した底光 りす る芸 を 目に して、
私 は生 まれては じめて男の醒めた身心 の声 とい うものにふれた ような気 が した。
[三 呑曳ご

とい う曲 を、高斎がおのれの命 ともい うべ く大切 に扱 っている と知 るのは、

"
もう少 し後の ことで ある。 とい うの も、大槻 の舞台 で、あ らためて私は野村萬斎 を 発見

した と言 って もよいか らだ。高斎の舞台 をは じめて 目に した のは、20代 半 ばの彼が アメ
リカ・ツアーの一環 で ニユー ヨークのジヤパ ン・ ソサ エ テイで公演 を行 った ときだったが、
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ほ とん ど記憶 にない①やは り20代 半 ばだった私 は、幼 い 頃 よ り両親 の影響 で 日本 の古典
芸能に親 しんではいたけれども、マ ンハ ッタンの大学院で舞台芸術研究にいそ しんで いた
当時は欧米 の最新式パ フォーマ ンスの ほ うがずっと身近 で夢 中だ った。
余談 になるが、1990年 代 ニ ュー ヨー クには第一 線 で活躍す る能楽や歌舞伎 な どの若手
か らベ テランまでの役者達が入れ代 わ り立ち代 わ りや って きて、 日本 にい ると きよ りも自
、
と
由な′
持 ちで毎迅の ように質の高 い舞台 に接することがで きた ものだ。 この と きの幸 せな
観劇体験 は、私 の貴重 な財産である。古典芸能へ の近寄 り難 さか ら生 じる憂 い を完全 に拭
い去 るとまではいかなかったが 、舞台芸術 として知的に理解 してい くうえでは大 い に悟 る
ところが あ った。能楽の うまみが石清水の よ うに肺 の奥 へ しみわたって感 じられるよ うに
な ったのは、帰国後の不惑 を過 ぎてか らである。
大槻能楽堂で高斎が演 じた果報者物 [三 本柱』 の大名役 は、正先 での成風堂 々たる本名
の り後 に脇座前 で微動 だにせ ず数十分間 じっと坐 っているだ けだが、ただそのカマ エ に私
はひど く圧倒 された。『三 本柱』 とい う大名狂言 は祝言性 の濃 い 曲趣 であるか ら、 もっと
軽 いめでたい気分 で見 て よい ものなのだろうけれ ども、彼か ら発せ られる殺気 の よ うな も
のが ビ リビ リと皮膚 に痛 い ほど くいこんで きて、鳥肌がた った。
この異様 な気醜が いったい何 なのかはうま く言 いあ らわせ ないが、私には高斎 の月
土の底
の底 で嬬動する激 しい咆呼の よ うにきこえて きて、笑 うどころかお そろ しくなった。 いや、
む しろアカデ ミズムやマス コ ミが安易 に仕 立てあげて きた「能楽界 の永遠 の貴公子」だの
「無形文化遺産の優秀 な継承者」 な どとい う美名 の下 に知 らず に洗脳 されて い た 自分 のほ
うが、ず っとおそろ しい。眼前で青光 りす る霊気 をたたえてカマエ る高斎 は、その よ うな
形骸化 したイメー ジ像 とはか けはなれていた。おのれが呼 び出 した鬼神 にわなない てい る
異形 の様があま りになまなましく、それがかえって私の胸裡 にいわ くがたい興味 と好感 を
呼 び起 こ したのだ。
舞台芸術 とは、演 じる者の 身体 と声 の存在感 のみで成 り立 つ ものである。言 いかえれば、
おのれの身体 と声 の存在感 を他者 として一つ の 自律体 に示現 させ ることがで きない演者 は、
真 の舞台芸術 を生み出す ことはで きない。萬斎の身体 と声 の圧倒的な存在感は、それまで
古典芸能 とい う狭 い枠内に閉 じ込めてい た狂 言 に対す る私 の偏見 を 180度 ひっ くり返す も
のだった。

ヽ
萬斎 :僕 が高校時代 に、 いや大学 に入 ってか らかな、 この道 を志 した と き一香先 に′
と
がけ
たことは、舞台に出て きただけで何 かあると思わせ る、存在感、立ち姿、 で あ りた い とい
うことです。 つ ま り観客 に意味 よ りも凄味 を感 じさせ ることで した。あ と声 ですね。声 も、
僕 はいつ もすべ て外 国で演 じるときを意識 してい るわ けです。 た とえ言語 の意味がわか ら
な くとも、その人 の声 を聞 い た ときに、あ っ、す ごい 1と 思わせ る。僕 の原体験で もある
けれ ど、アン トニ オ・ガデス (註 :現 代 スペ イ ン・ フラメンコ界 を代表す る舞踊奈 〔
1936‑
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)が 日の前にハ ッと立った瞬間に、「おそれい りましたJと 思 ったわけですよ。そう

い う身体性 を持ってい なければならない。声 も同 じです。その役者の声 を聞 いたときに、
この世 の声 とは思われぬ とい うか、「愛 してる I」 で もなんで もいいか ら、役者が叫 んだ
ときに日本語 を理解で きない人 も含めてすべ ての観客がキャッチできるような声が、僕が
出 したい声 とい うものです。大名の名の リーつ に しても、まず第一声 を発 したときに、み
んなをワァッ !と 思わせたい。 これを僕が出来ているか どうかはさてお き、そうい うこと
を今 までず っと志向 してきたし、今後 もそうです。そのために、まず

[三 呑隻』 をみが き、

それか ら『ボレロ」 にい き、さらにシェイクスピアをは じめとする様 々な芝居 をやった り
と、よ り存在感のある身体や声 で もって、 どうや って相手の土俵に乗るか とい うことを常
1。
に考えてい ます

*

高斎 の志 してきた身体 と声 の圧倒的な存在感 とはいったい何なのか。私 はその実体 を、
どう してもおのれの手で掴みた くなった。はかな く消えゆ く感覚上 の快感に弄 ばせてお く
のではな く、かたちある実在するものとして捉え、 じかにふれてみたい欲求におそわれた
のだ。すると「生徒の準備ができれば師がや って くる」 ように機縁がたてつづ けに生まれ、
次のような狂言 [入 間川」評を日刊紙上に描いた。
揚幕 が上が ると思 い きや、能楽堂内に垂 れ込めた重 い気が神剣 で祓 われるかの ごと く、
｀場。舞台上の空
一 陣 の風が音 もな く吹 きぬ けた。 まさしく風 を切 つて、そ の男 は颯爽 とア
ュ
をのむほ ど、美 しく、光 った芸である。
気 が冴え冴え と透 きとお ってい く。虐、
美 しい、 と批評 で言 い切 るのはなかなか覚悟が い るものだが、高斎 の芸 は、ただ美 しい
とい うのではな く、美 しい と感 じる前 に圧倒 される。それは時に、ある種の残酷 な表情 を
見せ る くらい におそろ しい。彼 の生み 出す美 とい うものは、伝統的な古典芸能 の時空 をさ
らに突 き抜 けて、たましいの奥深 く純粋 な部分 を激 しくゆさぶる榊 々 しさ ―秘めたる花 ―
2。
を乃
子 んで い る

この時の私 は、美 しいとい う表現以外の ことば を したためるのが虚 しく感 じるほどに、
他にことばを見つけることがで きなか った。おそ らく、高斎 (=狂 言)の 身体語法 と私の
それとがまだうまく同調で きなか ったことも一 因ある。高斎 の美 しさとい うものにい きな
り姑峙 して、私はただただ沈黙するしかなか った。その美 とい うものが何なのか、おのれ
の声 として内奥か らわきあが って くるのを辛抱強 く待つ しかほかに手立てがなかったので
『三本柱』でもそ うだったが、
揚幕が上がった瞬間に音 もな く能舞台上にす っ くと立っ
ある。
ていた高斎 の身体技 は、まさに時空超越 transcendenceと もい うべ くものだ。
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さらに私には高斎 の 声 "と い うものが、みが きぬかれた水晶の よ うに透徹 した美のか
たちと して眼前 に くっ きりと浮 き彫 り立 って見えた。それは耳 に ここちよい といった感覚
的な次元ではな く、そ う感 じる前 に圧倒 される、 声 "そ の もののみで完成 された美である。
その

声 "は 何かを意味す る手段 ではな く、 声 "そ れだけですでに完結 した美 となるよ

うな ものである。狂言 とは、その 声 "を いかに して効果的に美 しく構築 して聴 衆 に見せ
るか とい う工 夫 の芸で もあるのだ と、高斎 の 声 "は 私 に教 えて くれ た。言 い か えれば、
狂言 とは、 この 自律 した 声 "と い う素材 の力へ の信頼 の上 に立 つ舞台芸術なのだ。
萬斎 は「能 は一通 りの声音で謡わなければならないが、狂言 にお いて僕 はい ろい ろな声
音 を使 い分けて演 じてい る」 と語 ったが 、彼 の 声 "で 奏 で られる一語 一語 は、い くつ も
の色で彩 られた音の タブ ローの ように私 の耳 目には映 る。『無布施経』 の住持役 で高斎が
「 わご りょJと 声 に出 した ときの、たおやかな 日本語の響 き。『茸』 で山伏役 の高斎念 じる
「 ボオ ロンボオ ロンJと い う呪文 によって上体が グイグイ圧 されるよ うな威力。
本来 ことばは意味以前 に波動 一音震 ―として伝 わるものだが、そ うした意味 にお いて狂
言 における声 とい うものは、ス トレー トプレイ

(セ

リフによる劇 )よ りもオペ ラ (歌 によ

る劇 )の 声 に近 い感触 を持 っている。私の耳には、狂言 とい うものが多様 な型 に細 緻 に練
りこまれた声のア ンサ ンブル として きこえて くる。 昨春行 われた高斎演出 。主演 の 《マ ク
ベ ス》 ニュー ヨー ク公演の際 に、現地 の批評家達が高斎のエロキ ューシ ョン (発 声法)に
大 きく注 目し驚嘆 して い た と本人か ら耳 に して、至極 もっと もだ と納得 した。なぜ なら、
エロキ ュー シ ョンこそ役者の舞台上での有機的な存在性 を約束す る もので あ り、 また声 と
い う素材が つ くりだす美 のかた ちは、徹底的に鍛錬 されたエ ロキ ュー シ ョンの 申 し子 にほ
かな らないか らだ。
この発声法 を自在 に駆使 して精巧 な声の伽藍 を築 きあげる舞台芸術形式には、狂言 をは
じめ、 シェイクス ピアや ランー ヌの古典劇、バ ロ ックオペ ラ、京劇 な どが あげ られるが、
天分が大 きく左右す る分野 だ けに個人差 は甚 だ しい①私には、高斎の繰1砂 とした神韻や ど
る 声 "に ふれるたびに、それが

選 ばれ し者 "に こそふ さわ しい と思わ ざるをえない。

声 を生み出す基盤 はか らだであ り、一つ一つの音素は、胸、喉、声帯、舌、歯、唇 とい う
の運動 によって生 じるので、高斎 の 声 "の 圧倒的な存在感は、高度に練
各部 の動 きと泊、
磨 された身体性 に深 く裏打 ちされた ものである。
選ばれ し者 "へ の驚嘆 の念 は、『三 呑隻』 と『MANSAIボ レロ』 の ライヴ舞台を 目の
当 た りに して、 よ りいっそ う拍車がかか る①『三 呑隻』 を演 じる高斎 を見て いる うちに、
彼 の 身体技 のなかに 日本特有の 身体操法 と理念 のすべ てが蓄積 され、その 洵汰 した ものが
数千年 にもわたる時空 をワー プ して現在 の 『三香曳』 に顕現 されてい ると、直観 した。す
なわち萬斎の身体性 の美 とは、古来 よ り日本人が生活 のなかで生み 出 し培 って きた様 々な
身体動作が昇華 されて往 きつい た完結形 を意味す る。
高斎 の高度 に洗練 された身体性 によって放たれた美の矢 は、見 る者 の眼 を射抜 き、それ
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らの眸 に反射 した美 の矢 は一つの 強大 な眼光 となって。彼 に突進す る。大 阪 フェステ イ
ヴァル・ホー ルを埋め尽 くした大観衆 の爛 々と輝 く虹彩 の無数 の渦が、 FMANSAIボ レロ」
を演 じる高斎 にものす ごい勢 いで巻 きこ まれてい く。 このめ くるめ く眼光 の軌跡 を、私 は
ドキ ドキ しなが ら見守 っていた。 純 白の狩衣装束 に身を包み、視線 とい う視線 に全 身 を
参な までに美 し
刺 し貫 かれたい といわんばか りに悦惚 の表情 を浮かべ て舞 う萬斎 は、 凄‖
い生贄だ。
官能 とは誤解 を招 きやす いことばの一つだが、 ここで述べ る高斎 の官能力 とは、生 と死
の反響 しあ う爆発カ ーエロス ・ タナ トス ーを意味す る。光の輝 きが増す ほ どに影 は暗 く濃
くな り、天頂へ の神 々 しい までの飛翔 は墜落へ の 間を黒 々と深 くす る。彼 の生 命 にや どる
ヽ
の美 しい力動 は見 る者 をエ クス タシーの頂 きへ と導 いてい く。
と
官能 の焔は燃 えあが り、身′

萬斎 :舞 は、概念の抽象性 もしくはそ こにあるものの具体性 を見せるものです。能であれ
ば観念 を舞って見せるわけです し、狂言の小舞であればそこにあるもののあてぶ りとな り
ます。ダンスは、そうい うものを超越 します。踊る身体性そのものが往 きつ く世界を、僕
はダンスと言 いたい気が しますね。つ まリダンス とは、身体表現 による一つのパ ラダイス
とい うか、エ クスタシー とい うか、頂点 を目指せる環境 とで もい うので しようか。あるい
は人間 を悦惚 とさせるものと言ってもいいで しょう。自分が悦惚 とす るよりもお客 さんが
悦惚 としてほしいですね

3。

*

『ボ レロ』 は、モ ー リス・ラヴェルが手がけた 5つ のバ レエ音楽 の最後 を飾 る傑作 である。
そ の独特 の リズム と廷 々 と繰 り返 されるメ ロデ イは、一 度 きい た ら忘れ られない。 まず、
冒頭 の小太鼓 によるボ レロ風 の リズムが、最初か ら最後 まで同 じテ ンポで絶 えず打 ち鳴 ら
されて い く。そ の リズムをタテ糸 に、た つた二 つ の主題 だけで構 成 された 16小 節 のメ ロ
デ ィーの ヨコ糸が、計 18回 の反復毎 に 26種 類 の楽器 を次 々と加 えなが ら精緻 に織 り込 ま
れてい く。しか も曲全体が、ピアニ ッシモ か ら始 ま り徐 々 に大 きな音 の うね りとなって フォ
ルテイッシモに達 して終わる とい う、一 つ の長大 なク レシェン ドにす つぽ り包 まれて いる
に
のだ。 まさにラヴェルが 管弦楽書法 の魔術師"と 称 されるゆえんである。
ラヴェルの音楽 を「死へ の貴族的昇華Jと 称 した哲学家テオ ドール・ ア ドルノの耳 には、
。
おそ らく [ボ レロ』 が鳴 り響 い ていた にちが い ない。ア ドルノの定義 はユ ダヤ キリス ト
教的観念 に深 く根 づいた ものだが、 これを日本的感覚 で翻訳 してみれば「死 か ら再生 へ の
神 々 しい歓 び」 とで もなるだろうか。バ レエ では鬼 才 モー リス ・ベ ジャールが振付 けた作
品が もっとも有名 だが、 と りわけ上半 身裸 で踊 るジ ョルジュ ・ ドンの 『ボ レロ』 は凄 ま じ
申しそ うになった
かった。多感 な少女の頃に、ライヴ舞台 にふ れて昂奮 と悦惚 の あま り失ネ
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おt会 えがある。
凄まじい美 とい うものにふれると沈黙 して しまうのは、私の幼い時からの奇妙 な癖だっ
、
た。美 の衝撃によって身も′
と
も粉砕 されると、ことばになる以前の声なき声 のようなもの
が無意識の混沌のなかでアメーバの ように姦 いている原初体 ―意識下に潜んでい る古層感
覚 ―へ と、時空を逆戻 り

しくは超越)し て しまう体 質 らしい。『入間川』 にお ける高
斎の美は、まだ私に「美 しい」とい うことばを沈黙の淵から水面上に浮かばせる余裕があっ
(も

た。 いっぽ う『三香空』 と『MANSAIボ レロ』 における高斎 の美 とい うものは、沈黙の
淵に果 てしな く転落させてい くような残酷 さを宿 している。この凄まじい危機 を感 じさせ
る美 とは何か。そうした凄まじい美の背後にあるものは、いったい何なのか。おのれの声
なき声 をききとろうと必死で耳を傾け、 日に見えぬ美榊にふれようと必死で手 さぐりする。
それは批評家にとって、たま しいの領域 にまで降 りていかねばならない危険な行為で も
ある。
フェステイヴアルホールでの

FMANSAIボ レロ』終演後、楽屋に高斎 をたずねた。精

根尽 きて両lJと を紅 く染めた本人を前にして、声にならない声 を出そうと私 は必死で沈黙に
堪えるしかなかった。無言の二人の間に流れた一分足 らずが途方 もな く長 く感 じられた矢
先、 日の前に端然 と坐る男か ら発せ られた月
上に響 く声が、耳 を うった。「僕 の 『ボ レロ』
はエ ッチ じゃないで しょ ?J私 は思わず吹 き出して しまった。喉元をふ さいでいた重 い栓
がポ ンと口から弾け出た ような愉1夫 な気分に包 まれ、笑い声 をあげていた。と同時に、彼
の双眸が大 きく見 ひらかれ、奥からキラリと妖 しい閃光が放たれた一瞬を見逃 さなかった。
眼光 は強い熱を持 っていて、その熱には浴 びた者の,と ヽ
を瞬時にひきこまずにはい られない
摩訂不思議な力が秘められている。刹那に、野村萬斎が、数多の老若男女を魅了するわけ
が掴み とれたような気が した。彼のつ くりだす美の背後に潜む秘密の扉に、私はようや く
辿 り着 いたようである。
萬斎

:『

MANSAIボ レロ』 は、一人で行 う『翁』『三香隻』です。つ まり、黒い翁の面を

かぶった三香隻の「死」から、さらになにものかに再生 してい くとい うイメージがあ りま
す。そうい う意味でい うと、この『ボレロ』 を創作するうえで、僕 のなかでは折口信夫の
死者の書》 における「 した、 した、 した」 とい う、まさしく御柩 の うえに大津皇子のう
《
えに しず くが落ち、光が射 して、死者が再生 してい くイメー ジが大 きく影響 してい ます。
今後のH呆 題 としては、『三香隻』 に負けない くらいの、深 い精神性 とい うものに立 ち返 ら
ない といけない ような気が してい ます 4。

*

『三呑隻』 は、
「能に して能にあ らず」 と言 われるほ ど能楽大成以前か らの神事が芸能化
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した古式ゆか しい祝祷 曲だが、今 では正 月や舞台披 きとい う特別 な時に しか上演 されない
ので、なかなか 目にす ることがむずか しい。正式 には 『翁

(ま

たは式 三 呑 )』

とい う番組

「 三呑曳 (大 蔵流 では三香 三)」 力潮贋に舞 って天下泰平 を祈
名称 の もとに、「千歳」、「翁」、
り五穀豊穣 を言祝 ぐ。世阿弥が 「 これ万曲の源なるべ し」 と談 じ重 ん じた 『翁』 における
花形 は、「翁」 とい う よ りむ しろ「三呑隻」 で ある。 この役 は古往今来、狂言方が演 じる
しきた りで あ り、狂言 の家 に生 まれた者は秘めたる重 い もの として神妙 に扱 って きた。
では、なぜ 「三 呑支J役 を、能シテ方ではな く、狂言方が務 めることになったのか。そ
の経緯 と変遷 を時代 をさかのば りなが ら入念 に調べ てい け ば、おの ず と 日本芸能 の源泉 と
い うものに突 き当 たることになる。 [翁 』 の発生 につい ての真相 を鋭 く見抜 いたの は折 口

信夫である。彼 の二つの論文 《翁の発生》 と 《能楽における「わき」の意義 ―「鋤の発生J
の終篇》 は、 日本の芸 能史における

[三 呑隻』 の重要性 と存在理由を明証 した最初の もの

であ り、私の判断はそれらの論考に負 うところが大 きい。 ここで詳細 を述べ ている余裕 は
5」
と
ないが、とりわけ「能のすべ ては『翁』 の副演出であ り、能楽の源流は脇能にある

い う記述が私の興味を引 く。
「脇能」 とは、文字通 り

[翁 』 の能に姑 して「わき」にあたる能 とい う意味 で、現行曲

でたとえると『高砂』や 『老松』 などのイ
申事能にあたる。折口いわ く「脇方の役者が主に
なってやるか ら言ふのではなく、或榊事舞踊に付随 した能、 と言ふ風に考へ ねばならぬの
だと思ふ。わか りやす く言ふなら、神事舞踊の説明が脇能である。現在能楽の上での述語
になっているシテ対ワキを土台にして考へ たのでは、説明が出来ない。やは り神能 と言ふ
のが、最適 した名であらう6(註 :原 文そのまま)」 。
「 わ き」
能楽における「わ きJの 意義 をひもとくことは、折 口が幾度 も試みたように、
とい う語 の背後に綿 々と織 りこまれた芸層 の装を一枚一枚 ていねいにひきはが してい く繊
細な神経 を要する骨の折れる作業である。むろん私のような門外漠が出る幕ではないのだ
が、
「 わき」 (=狂 言方)と 『三番隻』 を結びつける密接な関わ りあいを知る うえで、ここ
で大まかにまとめてお くことは有意義か と思 う。
まず神話の時代か ら始めると、天の岩屋戸 におけるアメノウズメの舞 を原点 として 日本
の芸能 は玉石治交 さまざまな道 を派生 させてい く。『三呑隻』 はアメノウズメの舜 に直結
した道であると、高斎 の『三呑空』 にふれて私は直観 したが、詳細はまた後 に述べ る。能
楽の古称 である猿楽

(註

)は 、上古 より祭 られた春の田

:「 散楽」 の転、申楽 とも称す る

遊びから出てきた田楽のワキ芸だった。田楽のおもしろい部分 のみを吸収 して猿楽は独立
した芸能 とな り、中世に入る と観阿弥・世阿弥親子 とい う大和猿楽系から出現 した天才役
者 によって、さらに洗練 された芸術形式 として昇華 されてい く。
「日本古代 の神事演芸 は、神 と精霊 の対立に、其単位があ った。シテ姑 ワキは、其か ら
出来たのであるが、能楽の本質は其 ワキ方にある。 (略 )こ のワキが醇化 してい くと、ワ
7J。

キ方か らンテ方 を生み出す。わ き芸其 の ものの中にシテ方 を生 じる

古来 『翁』 の三
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香すべ てを演 じていたワキ方か ら徐 々に分化されて出てきた新 しい ワキ方 (=能 シテ方)
に「翁」の役務 めが交替する際、「翁」 と対 となる「三春隻」の役 は神事芸能上 どうして
も旧いワキ方 (=狂 言方)が 従来 どお り演 じ続けなければならなかった。 この伝統が現在
『三呑翌」が猿楽の原形を伝えていると言 われるゆえんだろ う。
に引 き継がれているわけで、
ちなみに現在の能ワキ方 は、シテ方 と同 じようにワキの醇化から生 まれてきたシテの双子
の片割れのようなものであって、田楽のワキ芸 としての猿楽ワキ方の特色 を色濃 く残すの
が狂言の芸だとすれば、「三香隻」役 を能ワキ方ではな く狂言方が担っていることも腑に
落ちる。
「翁」 と「三呑隻Jは 対になっていると先述 したが、さらに詳 しくは

い
もどき"の 関係

と言 うべ きだろう。折回は 《翁の発生》にお いて「 もどく"と 言ふ動詞は、反対する・
逆に出る・非難するなど言ふ用語例ばか りを持つ ものの様に考へ られます。併 し古 くは、
もっと広 い ものの様です。少な くとも演芸史の上では、物まねする 。説明する・代 わって
再説する 。説 き和げるなど言ふ義が、加 はって居 る事が明 らかです 8」 と述べ、
「三呑里
は翁のもどき役である」 と重ねて主張 している。
さらに「三番隻Jが 「翁」の母胎 だと喝破す る次の文章 は注 目に値する。
「宗教史的に
見て、祝福に来るのはあにみずむの対象になる低 い神 である とすれば、 これを表現する翁
は、黒 い面をかぶ り、猥雑な芸をする、所謂黒式尉の方が、道切である。三呑隻は、翁、即、
白式尉 の芸をもどくものだと言へ ば、一通 りの説明はとほるが、祝福 の意味を持 った、芸
の本来から言へ ば、後に翁 となって発達 して行 くと思ふ方が適切 らしい。すぴ りっとの方
が、まず現れて来る と考へ る方が正 しい。白式尉は黒式尉の昇率 したものと見 るべ きであ
る。9」 このように「 能のすべ ては [翁 』 の副演出」 と定義づ けた折日の念頭 には、 日本
芸能における もどき"の 重要性 を唱える声が常に基調音 として鳴 り響 いていたにちがい
ない。
「翁」 と「三番隻」は表裏一体、お互 い を映 し出す鏡のようなものである。理屈のうえ
では、
「千歳 の舞Jの

もどき"は 『三呑隻』 の前半 にあたる「揉 の段」、「翁 の舞」 の

もどき"は 『三呑隻』 の後半にあ たる「鈴 の段」 となる。が、 もっと想像力 を飛躍 さ
せて、『翁』 を構成する計四つの舞すべ てが呼応 し もどき"あ って一つの円環的宇宙 を
かたちづ くつている、とたとえたほ うがわか りやす いのではないか。この

もどき"に つ

いていろい ろ考えをめ ぐらせている うち、ふ と思 い浮かんだのは、河合隼雄の首唱 した
ヽ
「中空性」とい う日本人特有 の′
『古事記』榊話における中空構造》
の構造 である。河合は 《
し
とい う興味深 い論文で、この「中空性」について次のように述べ ている。
、
日本の神話においては、何かの原理が中′
を占めるとい うことはなく、それは中空のま
と
わりを巡回していると考えることがで きる。つ まり、類似の事象を少 しづつ変化 させなが
ら繰 り返すのは、中心 としての「空」のまわ りを回っているのであ り、永久に中心点に到

042

野村高斎の 『三番豊』

達す ることのない構造であると思われる。 (略 )
日本の神話 では、正 ・反 。合 とい う止揚の過程ではなく、正 と反は巧妙な対立 と融和 を
繰 り返 しつつ、あ くまで「合」に達す ることがない。あ くまでも、こ と反の変化が続 くの
である。つ まり、西洋的な弁証法の論理 においては、直線的な発展 のモデルが考え られる
のに対 して、 日本の中空巡回形式においては、正 と反 との巡 回を通 じて、中心の空性 を体
Ю
得す るような円環的な論理構造になっていると考え られる 。
中空均衡構造 は 日本 の思想 を前提 として論 じられてい るが、私は 日本の芸術 にお いて も
あ てはまる ものだ と思 う。特 に強調 したいのは、 日本芸能 の原点 ともいえる『翁J一 翁 と
三 呑空 ―が、「中心の空性 を体得す るよ うな円環的 な論理構造」 を包含 してい る点 である。
さらに、 この「 円環的な論理構造」 とは「 中空 の球 の表面 に、互 い に適切 な関係 をもちつ
鬱
11」
であ り、
つバ ラ ンス をとって配置 されて いる神 々の姿
「球状 マ ングラ 」 と称す る も
ので もある。 この よ うな球J大 マ ングラのモデルを考 えに くい人は「 中心が空 であるために、
そ こへ は しば しば何 ものかの侵入 を許すが、結局 は時 と共 に空 に戻 り、 また他の ものの侵
入 を許す構造

13」

を思 い浮かべ てほ しい と述べ て い る。

ヽ
をとらえてはなさない底知れぬ力 を内蔵 してい るの
と
高斎 の [三 呑隻』 が見 る者 の眼 と′
は、『三 呑曳』 に潜在す る 日本人 の心性 とい うもの を、彼が虚心で ピュアなまま顕現 して
い るか らにほか らな い。 この虚心で ピュ アなままとは、野 口三千三が名付 け た ところの
「原初 生 命体」 つ ま り「か らだの中身はまる ごと全 体 ひ とつ になって、透明平静 その もの
を して い る感 じ
で、体液 に浸 つているす べ ての細胞が 自由に楽に虐、

H」

の状態である。そ

こに演技 上の表層的 な解釈や理屈が入 り込む隙 はみ じん もない。核心 一本質 ―を純 ― に顕
す ことが 、『三呑隻』 を演 じる者 に託 された第一の使命 で あ り、そ の道 をきわめるに果 て
はない。翁が天御柱 ともい うべ く中心 と して の「空 Jを 象徴 す る役 であれば、 もどき"
である三呑隻 は中心 としての「空」の存在 をわれわれの眼前 に透明平静 なるまま顕現す る
役 目を担 っているのだ。

*

日本人の心性が「中空性」であれば、日本人の身 (=神 )性 は「奥性」である。日本人
にとつての「奥性Jと は、神聖な時空のかたちであり、見えざるところに長れ多いなにも
のかが存在するという霊のかたちでもある。この「奥性」について、建築家の槙文彦が鋭
く論評 しているので、その一部 を引用 してみよう。
(奥 )は 見 る人、 つ くる人の心のなかでの原点であ り、 したが つてみえ ざる中心 とい う

こともで きる。 よ り正確 にい うな らば、中心 とい うような絶姑的 な物象 を否定す る精神風
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土が生んだ利器 としての原点である。対 象に関与する ものが 自由に定める中心であ り、か
つ それを明 らかにす ることを必要 としない。 日本独特の構成パ ター ンの一 つ である重畳性
はこ うした感覚のなかか らもしだいに育 まれていった とみるべ きである。
(奥 性〉 は最後 に到達 した極点であるが、極点そ の ものにクライマ ックスはない場合が

多 い。そ こへ た ど りつ くプロセスに ドラマ と儀式性 を求める。 つ ま り高 さでな く水平的な
深 さの演出だか らである。多 くの寺社 に到 る道が屈折 し、わずかな高低差 とか 、樹木の存
在 が、見 え隠れの論理 に従って利用 される。それは時間 とい う次数 を含めた空 間体験 の構
築 である。ネ
申社 の′
鳥居 もこ うした到達 の儀式 のための要素 にほかならない Ъ。

この最後のセンテンス を読 んでいて、九十九折に連なる無数の′
鳥居 をくぐってい くとき
の背筋が ゾクゾクする感覚がよみがえってきた。一段一段 くぐりぬけてい くたびに、異界
(里
の門を一つ一つ開いてい くような、自分のイ
深 くに密に畳み こまれた記憶の装が一度一皮
はがれ落ちてい く気味のよさに′
をのむ。この鳥居が果たすのと同 じ機能を『三呑毘』は
自、

有 している。 したがって、『三呑隻』 を演 じる者 は異層へ変位するための聖なるカ ー狂気 ―
の持ち主でなければならない。彼 は、この聖なる狂気 を笑 いへ結 びつ ける天地人の媒介 と
なる巫

(シ

ャーマン)=ア メノウズメの化身であ り、時には憑依 した神その ものにもなる。

彼の描 く荘厳な「球体マングラ」は、見る者を覚醒 させ、め くるめ く悦惚 の世界へ といざ
なう。
古来 シャーマンが芸術を司 っていたが、神 々が追放 された近代以降、 もはや 日本におい
てもシャーマンは絶減危惧に瀕 した存在になって しまった。 もちろん職業の うえでは芸術
家 とシャーマ ンは別 ものだが、
「霊的なものを顕現するJと い う意味においては、どちら
も根 っこは同 じである。シャーマン的な能力を持つ者 もしくはシャーマンその ものが真の
意味での芸術家である、とい う肝心なことを、私は高斎に再会するまですっか り忘れてい
た。 とい うよりもむ しろ、そ うした真 の芸術家 との出会い を故意にあ きらめて しまってい
たと言ったほ うが正 しい。成熟 した芸術形態ほど、個人あるいは集団が神 との接触を常に
維持できるように完成 された美 しいかたちを包摂 しているものだ。真 の芸術家はそこから
核心 一本質 ―のみを純粋に抽出 して、見えざるものを顕現する。『三呑隻』 とい う土着 の
神事芸能が、時空 ・国境 ・ジャンルを越えた舞台芸術作品としての普通性を獲得するには、
ヽ
野村萬斎の身′
と
的時空がどうしても必要なのだ。
この思考がひらめいたのは、高斎が紋付袴姿で 『三香隻』 を演 じた映像を見たときだっ
中
た。いわゆる 素踊 り でぁるため動線がいっそう際立ち、能舞台 とい う立体的三次元空
間で鍛え抜かれた奥行 きある身体性 とい うものが、かえって鮮明に浮き彫 りになったのだ。
高斎 自身に、身体 の奥行感について問いかけると、
「僕 ら

(能 や狂言の役者)は 、ベ ク ト

ルを前後 に出 して、その平衡感覚で立っている。つ まり胸 を張 るけ ど肘 は引 くし、額を出
せば顎 は引 いているとい うように、バ レエのように直線 ではな く、ジグザグした身体 の線
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で立って い るので、
前後 のでっぱ りや奥行 きが感 じられるのではないか」とい う答 えが返 っ
て きた。
三 次元空間 は、舞踊学上 にお いて

聖なる容器"と いわれ、聖 なる ものが経験 され信仰

される領域 とされてい る。私が瞳 目したのは、高斎 のか らだその ものが「聖 なる器」 と化
し、彼 自身を榊体顕現 の

場"に 変容 させて いたことだ。野 口三千 三の ことばを借 りれば

「中 身の力 んで い な い流動体 としてのか らだの一部 に生 じた状態が、次か ら次へ と順 々 に
伝 わってゆ くなめ らかな柔軟性 」が、高斎 の奥行 きある身体性 の基盤 となっている。
こち ら (此 方)と あちら (彼 方 =「 奥 Jと い う異界 の層)を 自在 に行 き来す るシャーマ
ン的身体性 に恵 まれた高斎が つ くりだす身心的時空 には、見 えざる深 さ、見 えざる中心が、
私 には手 にとるように感 じられる。 日本の身体操法 にお いて、人体 には上丹 田 。中丹 田 ・
下丹 田 とい う三 つ の主 な 見 えざる中心"が 存在 し、 これ ら三点 を軸 に人間の動 きとい う
ものが生み出されてい ると言 って もいい。 この軸 を基点 としてで きる無数 の面や点が身体
の多重構造 をつ くりだすのである。そ して「 自分 のか らだの中を、微細 な差異 をも区別 し
て高度 に細分化 し (極 限では均質化 あるい は空 )、 新 しい情報 (設 計図 'つ なが り ,関 係 )
によつて、 自己を再構 成 (創 造)す る作業 を くり返す こと

W」

で、奥行 きある身体感覚が

じっ くり錬 られ熟成 されてい く。
高斎 の芸術的に高度 に洗練 された身体性か ら感 じられる「奥 Jは 固定 されず に、演 じる
者 と見る者 の心の 中で 自在 に生み出される。 この無数 の「奥」 を裡 に港在 させ る高斎 の聖
なる身体性 は、 きわめて 日本的な美 の顕現 であ り、舞台上でカマエ を見せ るだけで芸術 作
品 として完結す る。 カマエ は、能や狂言のみな らず、人間のあ らゆる動 きの基 をなす もの
である。すなわちカマエ とは、見た 日は止 まっているよ うで も、一 瞬 た りとも止 まる こと
な く回転 してい る天地 自然 の心棒 の よ うに、その内部 に充実 した力 を蓄 えて常 に動 いて い
ることである。内部 に蓄えられたエ ネルギ ーが高 まれば高 まるほ ど、存在感 は強大 し見 る
者 を圧倒する。
[三 香隻』 は、高斎 の聖 なる身体性 をもっとも正統 に顕現す る ものであ り、そ こか らさ

らに内奥 へ の融解が進 み象徴性 が深化す れば、高斎の言 う ところの「 パ ラダイス」 もしく
マ
と
は「ダ ンシングJへ と変貌 して い くだろ う。現代 の 日本人の身′
1生 を顕 現す る新 しい ジャ
パニーズ ダ ンスの創造 を実現す るためには、天 才 の 出現 を待 たなければな らない。
ここで私 の言 う天才 とは、お のれがおのれに克つ不断 の情熱 を裡深 くに保 ちつづ け るこ
とので きる者 である。激 しヤW情 熱 ともい うべ き凄 ま じいエ ネルギ ー を内部 に蓄えて、ひ と
と きの休息 もな く絶 えず行動する者である。 ミケラ ンジェロ、世阿弥、 シ ョパ ンなど天才
と呼 ばれる芸術家達 はすべ て、おのれの うちに妄絶 な危機感 を抱 きなが ら、命 の尽 き果て
るまで創作の輪 を休む ことな く回 し続 けた。新 しい様式 の創造 とは、天 才 の半ば強迫的 と
もい える不断の創作活動 によつて生 じた結果 であ り、 目的ではない① したが って、天才 は
革命家 にな りえて も、革命家は天才 にはな りえない。和辻哲郎が提唱す るよ うに「新 しい
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様 式 の 創 造 が 天 才 を 待 つ の は 当 然 で あ る。 我 々 は こ の 天 才 を 渇 望 す る こ と に
よつて、この天才 を呼び出さなければならぬ 略J。

萬斎 :[三 香曳』 を能楽堂で

[翁 ど の部分 として演 じるときは儀式的であることが強 いけ

れど、単独で 『三香空』 をホールでやるときはダンシングの意識が大 きくな ります。それ
では

[翁 』 で 『三呑翌』 を演

じるときに五穀豊穣 を自分のなかで祈 っているか とい うと、

それよりは「よろこびあ りやJと い うことばのほ うに自分 としては執着があ るような気が
します。みんながハ ッピーになれます ように、 とい うひとつの願 いです よね。
[三 呑隻』 の型は、反閑にも似てるとよく言 われます。大地を踏み しめるとい う反閑の

動 きか ら『三呑空』が生まれてきたのかもしれません。反閑は、地霊を呼び覚 まして、そ
れを力にしてい くみたいなところがあ りますが、
「揉 の段」では、地霊を呼び起 こす とい
うよ りも、ひたす ら足拍子に集約 してい ます。地霊をゆ りさます ような意識 とい うよ りは、
ただひたす ら足拍子に集中した結果、地霊をゆ りさます感 じです。
「揉 の段」 は気 を吐 きます。演 じている間はずつと推卜
け声 をかけてい ますか ら。観客や
囃子方や、自分にも内なる掛け声 をかけてい ます。「千歳 の舞Jと 「揉 の段」 は露払 いで
あ り対になるわけですから、颯爽 と舞 って大地の精霊に呼 びかけているかのごと くに、掛
け声 をかけて足踏みをしてい ます。ダンスとして面白いのは、 もしか したら「揉 の段」 と
言 われる方が多いかもしれませんが、だいたい 『三呑空』 フリークになると皆 さん「鈴 の
段」の重要性 に気づ きますね。
「鈴 の段」 はゆっ くりとしたテンポで始 まるので、龍が トグロを巻 いて昇 って くるよう
に、だんだん トリップしてい く感 じにな ります。一種 エ クス タシーのなかに入 って くと
い うか、悦惚 として くるとい う感 じに近 いか もしれません。で も、肉体的には しん どい
ですよ。鈴 をずっと持って十字懸垂 しているようなものですか らね。時間にすると、「鈴
の段」 は現在 は少 し省略することが多 いので、
「揉 の段」15分 と「鈴 の段 J15分 で併せ
て約 30分 ほどです。「鈴 の段」 では、鈴 を十字懸垂の姿勢 で振 つている間は非常に辛 い
です よ。それが「種下ろ し」 とい う型 で鈴 を下に向けて振 りは じめる くらいか ら、 リズ
ムにのってきて逃れ られな くな り、 どんどんどんどん縦 ノリになって くるので、非常 に
D。
気持ち良 くなってい きます

*

一般に狂言師が 『三呑空』 を演 じる回数は平均 して 10年 に 1,2回 と言 われるが、高斎
の場合 はここ数年 だけで も多 い時で 1年 に 10回 と、他 を抜 きん出ている。当代 きっての
『三香空』 の踏み手 と称 されるゆえんだが、もっとも彼 自身は「そうい う年齢 と立場 であ り、
僕が
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せ よ、高斎 にとつて『三番隻』 とは「おのれの芸の原点Jと 公言す るよ うに、 ライフワー
クとす る思 い入れの深 い 曲である。高斎 が 『三 呑隻』 を初めて披 い たのは 17歳 。以来 30
年 以上 も踏み続けてい るわけだが、「今 で もよ くわか らない」 ところがあるとい う。

萬斎

:『 三呑隻」 は人間のキヤラクター を超越

した神事であ り儀式であるので、精神世界

の非常に深 いところに入ってい くような ところがあ り、単純だか らこそ深 いので しようね。
その深 みを身に付けるために身体 をい じめるとい うか、百 日稽古 とい う言 い方 もあるくら
い に、 F三 香隻』 に限ってはもうそれ くらい に身体 をい じめぬ くとい うような ことになる
わけです。躍動感を身に付けるため とい う意味 では、10代 の『三呑曳』 は、神聖 とい う
よりも若者がはっちゃきになってやってるいるようなものです よ、若 い気 の発散 と言 って
20。
もいいですね

この「い じめぬ く」 とい う字面 を追 っただ けではなかなか実感 として とらえに くいが、
「 (練 習 では)自 分 の腿 をたた きなが らや りますか ら腿が腫 れて」 しまい「揉 の段 の掛け声
別
で喉か ら血が出て一週間 ぐらい筆談 して い た 」 り「特 に右足 を強 く踏 むので、かか とが
内出血 して、人の 日は足 を引 きず っていた

22」

な ど目にす る と、 [三 呑隻』 とは想像 を絶

す るような難行苦行 をおのれの身体 に負わせ る ものだ と痛感す る。 さらに 『三香豊』 では、
囃子方 との泡、(=間 )の 緊迫 した掛 け合 い も大事 な ききどころで ある。

萬斎

:『 三呑曳』 を演

じは じめの頃は、囃子についてい くようなものですけれ ど、だんだ

子方 との
ん回数を重ねてい くと囃子方 と対決す るようにもな り囃子方をリー ドした り、味ヒ
激突になるわけです。五人の囃子方が、特にイキのいい人達だと、掛け声 も大 きい し気 も
大 きくなるか ら、それを押 さえこもうとす ると、こちらは六人力 くらいの力を出さないと
いけません。囃子方は床机にかけて腹式呼吸で声 をちゃんと出せますが、こちらも腹式で
があが り、発声 のポイン トもあがって くるので、
ゃ っていて も動 いているとや つぱ り虐、
どうして も喉に負担がかか って きます。30代 や 40代 になると、そうい う体力任せ とか、
力技 でね じふせるとい うよ りは、もう少 し調和 の世界に入 って きますね。 さらに、父 (万
｀
作)く らいの年齢 になって くる と、調和す るよりも、そ こに身を任せば大野一雄 (註 :舞
1906‑2010〕 )の 世界になると言つたほうがわか りやすいかもし
踊家、現代舞踏の先駆者 〔

れない。身体 の造形美 とい うよ りも、存在感 ですね。僕 の 『三番翌』 も今後はそうい う
ニュア ンス になってい くとい うことか もしれません 23。

*

「ふむ」 ことは、人間の動 きのいちばんの基本である。いったい現代人のわれわれは、
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真 に地 をふんでい るのだろ うか。 日本 の都会 では、い まや 自然 の土 とい うものがほとんど
見 られない。街中を埋め尽 くすアス ファル トや コンクリー トで 固め られた人工地 を、 もは
や生 身の足 で「 ふむ」 ことは不可能に近 い。「地に足 の着かない」 とは宇句 どお り、身 も
′
、
と
もふわふわ落ち着かないこ とを意味するが、頑丈な底や高 い ヒール に支 えられた靴 を履
い てアス ファル ト上 を移動す る現代 の 日本人は、ほ とん ど「地 に足が着かない」状態 な
のだ。
戦後 もっとも急速 に忘 れ られ失われつつ ある 日本古来の身体操法の一つ が、「ふむ」 こ
とで ある。かろうじて相撲力士 に伝承 されてい るが、その最高 の手本 は奈良や京都 の寺院
に行けばいつ で も見る ことはで きる。た とえば、鎌倉朝 の運慶 ・1夫 慶 による激 しい動勢 で
「 ふむ」金岡J力 士像 一対 (東 大寺南大門)は あま りに も名高 いが、天平塑像 の 名品で ある
金剛力士像一対 (東 大寺法華堂)に おける動中の一 瞬 をとらえて静かに「 ふむ」悠久 の趣
もまたすば らしい。人間はうま く「 ふむ」 ことがで きては じめて「たつ」
「 とぶ」
「 まわるJ
「すわる」 ことがで きるので あるか ら、そ うい う意味 では現代 の 日本人の身体能力は劣 化
い ち じる しい。
「 ふむ」 とは、全 身全霊 で重 力 を感 じることである。 さらに突 っ込んで言 えば、宇宙 の
重みを一′
きに背負 い、その重み を頭のてっぺ んか ら足 の裏 まで落 として一気 に抜 く反動に
よって、大地 のパ ワー (=気 )を 足の裏か ら頭のてっぺ んまで一気 に吸 い あげる ことであ
る。 こんな神業めい たことがで きるのか と思われるか もしれないが、 日本 の古典芸能にお
い て「ふむ」ことが最重 要視 される能・狂言 の役者 は、
幼 い頃 よ り「 ふむ」ことのプロフェ ッ
シ ョナルとなるべ く血のに じむの ような厳 しい訓練 を日々怠 らない。そ して名人達人の域
に至 ると、
「 ふむ」 ことがその まま神のなせ る態 となる。
萬斎 :足 を逗ぶ と きは、足の裏が床 をただこすって い るのではな く、 こする ことによって
足 の裏か らエ ネ ルギ ー をもらった り安定感 を保 つ ような感 じです。足 の裏 に磁石で もつい
、
ているような接着感 ・・・僕 は接地感 と呼 んでい ますが、重 ′
がすべ て均等 に両足 にのっ
し
て い る、 しか も一 定 して い ることが基 本 です。 まずそれが うま くい かな い と、『三 香隻』
を表面的に上半 身 だ けで演 じることになって しまい ます。 また、「 とぶ」場合 には、西 洋
の舞踊 ではベ ク トルは上 に向かってい きますが、『三呑隻』 の場合 は、下 に向か って落 ち
てい くほ うにベ ク トルは向い ています 24。

[三 香曳』を「まう」ではな く
「ふむ」と言 うのは、
単に足拍子が多いか らではない。 もっ

と深 い意味がある。アメノウズメが「ふむJこ とで森羅万象 一神 々―を笑わせたように、
「ふむ」 ことこそ 日本人の身 (=ネ 申)性 の原形 なのだ。その「ふむ」 ことは『三呑隻』
のなかに、 いかに して取 り込まれたのか。まず「揉 の段」は演 じる者が榊や精霊 のよ り
しろとな り、掛け声 で悪 い ものをおい しずめ、力足で鎮魂するふみ しずめである。 さら
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に「鈴の段」 はウズ メが 憑依 した黒 い翁、あ るい は黒い翁 に憑依 した ウズ メが鈴 をふ り
大地 をふみ とどろか し、神 々 を笑わせ るものである。

萬斎 :父

(万 作)か

らはそうはきいてい ませんが、意味的なことを考える と「鈴 の段」 は

恥 じらいの舞 だなと、僕 には思うところがあ ります。たとえば、足 を前に出 したかと思 う
とふっと下げる とか、鈴 を受け取るのを嫌がるとか、は じまるときも顔 を上げてふっと、
祈 つているようで もあ り、恥ずか しがつているようでもあ り。最後に舞 い終 わったときも
ちょっと顔を上げてまた うず くまる とい うのは、恥 じらいの表れのように思えます。恥 じ
らい を脱 ぎ捨 てるとい うことは、た とえばアメノウズメのス トリップみたい な、開放 …・
見せている恥 じらい を脱 ぎ捨 てるとい うことを、恥 じらうとい う気持ちがあるの と対極に
発散す るとい う気持ちがあるのか もしれません。 日本 の古典史的にいえば、アメノウズメ
が天の岩屋戸の前で舞 ったので、つ まり女性が舞 った神楽の系統 をひいてい るとすれば、
(三 呑隻は)女 性 の舞なのか もしれませんね。

「鈴 の段」には横へ移動 して足 をかけてまわる「面返 り」 とい う型があ りますけ ど、あ
んなに身体 をひねるかたちとい うのは、獅子舞や乱な ど、能のなかで もよっぽど、ダ ンシ
ングなものにしかないですね。基本的に面をつけて身体をひねるとい う動作 は (能 楽 には)
あ りませんか ら。さらに、「面返 り」 で顔 を撫で付ける所作 は、 うちのお じい さん

(註

:

1898‑1978〕 )が 、 とてもセクシーで したね。色気を感 じるとい うか、見
六世 ・野村万蔵 〔

ていても気持ちいい し、なんとな く面 白 くもあ るけれ ど、なまめか しくも感 じる。それ
は女性 のダンサ ーが舞 っているときになまめか しい色気 を感 じた りするの と、ちょっと
似 ているかなあ。そ うい うセクシヤリテイなものまで感 じるおぼえはあ りましたね

25。

黒 い翁 =ウ ズメが象徴す る ものは、色彩 としての黒 ではな く、常人には見 えざる榊秘な
るもの 一玄 ―であろ う。老子 の名句「玄之玄又玄、衆妙之門」 と同 じ意味での「玄」 を擬
人化 した ものが、 日本では 『三番空』 における黒 い翁 =ウ ズメでは ないか と、私 は推察 し
てい る。 とい うの も、 い に しえより五穀豊穣 を司る大地母 神 は、そのほ とん どが黒い女榊
だったか らだ。 エ ジプ トのイシス、エ フェソスの アルテ ミス、フリギアのキュベ レー、小
アジアのアフ ロデ イー テ ー、ギ リシャのデ ー メー テー ル、イ ン ドのカー リー、中国の婿姐、
マググラのマ リア等 々、混沌 とした原初の暗黒 ―根源的な るもの 一 として、黒 い女神 三女
性原理 は元 来すべ て間 をまとった黒色で示現 されてい た。 しか し、 ヨーロッパ では母系か
ら男系社会へ と変遷す るにつ れて、黒 い女神 に替 わって 白い聖母 =男 性原理が優位 を占め
るようになって くる。 日本で も『翁』 は もともと二 人の黒 い翁に よって祭 られて いたのが、
後 にその うちの一人が対 となる白い翁へ と変 身 した と何 かの文献で 目に した ことがある。
とはい え現時点では、 よ りどころはさだかではない。
「鈴 の段」 で黒 い翁 =ウ ズメ と化 した高斎 は、萩 郁 たるエ ロテ ィシズムの香気 に充 ちあ
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ふれ、ゆるゆる らせんを描 きなが らデ ィオニュ ソス =両 性具有 の神人へ と変態

(メ

タモル

フォー シス)し てい く。生 と死 と再生 を司る黒 い女神 三ウズメは「渦 目」であ り、 まさ し
く「玄牛ヒの 問」すなわち「天地の根」である。それは無限の象徴 で あ り、すべ ては渦 の 中
か ら生 まれて くる。 この渦 の 中を通 り抜 けて い く榊人 は、上 昇 し下降する らせん運 動 ―宇
宙 の呼吸 ―を くり返 しなが ら霊 的エ ネルギーの渦巻 く中心 に近づ きつつ、その身心的時空
を「空」 とい う神的根源に帰一す るのである。
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