☆はじめに
駅に大 きなポ スター があり ました。お 寺の伽 藍
で能が舞 われて いる写 真です。そ こには 次のよ う
なキャッ チコピ ーが記 されて おりま した。

十八歳

スーパースター世阿弥（ぜあみ） 十二歳
プロデューサー義満（よしみつ）
能は六百年前からライブです
世阿弥 は最高 の俳優 であり 音楽家 であり、劇 作
家であり 、作曲 家であ り、理論家 であり 、一座 の
統率者あ り、まさに スーパ ースタ ー、マ ルチ人 間
でした。美少年 盛りの 世阿弥 が、父観阿 弥（か ん
あみ）と共に 初めて 京都に 進出し た、そ の舞台 を
当時の青 年将軍・足 利義満 が見た のです 。すば ら
しい出会 いでし た。それか ら六百 有余年 、時代 を
超え、 国境 を越え て能 は人の 心を 打ち 続けて い
る、な んと長 い命で しょう 。世界 にこん な例は あ
りません 。

イギリス でシェ イクス ピアが 生まれ たのは 世阿
弥のちょ うど二 百年も 後のこ とでし た。このポ ス
ターはこ う締め くくら れます 。
そうだ京都 行こう ＪＲ東海
（一九九 七年）

能には現 代を魅 了する すばら しさが ありま す。
もっとも 古くて 、実は もっと も新し い芸術 です。
能を観る 。狂言 を楽し む。若い感 性は、そこに 驚
能はヨ ーロッ パ的な 文化と は、逆の方 向に発 達

くほどの 命の輝 きを見 出すこ とでし ょう。
を遂げま した。「無 」の部 分に多 くの表 現を賭 け
た音楽の 発想。西欧 の音楽 家を驚 かせた その前 衛
生。情 感を凝 縮した 能面と 、能面 に導か れた演 技
の、抽象 的な美 と力の 世界 。贅を 極めた 装束。奥
深い「こ ころ 」の演 技。人 間存在 の根源 を象徴 す
る宝石の ような 演劇、 それが 能です 。

☆歴史

能の歩んだ道

叙事詩を 出発点 に、「万葉 集」で 叙情詩 を、そ し

これは「禅 」の精神 と共通 するも のでは ないで し

れがまた 「無」 に戻っ て鎮ま るとい うこと です。

「無」 の空 間にさ まざ まなド ラマ が生 まれ、そ

☆ ☆ 能 の舞 台 ･･･
小 さな 宇 宙
能舞台はひとつの哲 学を持ってい ます。

て世界に 先駆け て小説「源 氏物語 」を完 成させ ま

日本は「古事 記」「日本 書紀」の神々 と英雄 の

す。し かし演 劇が確 立する には、中世ま で時間 を

ょうか。

観阿弥・世阿弥と いう天 才父子 によっ て生ま れ

在最古の 能舞台 は、国宝に なって いる京 都・西 本

外または 屋外に 独立し て建て られて いまし た。現

のは明治 からの ことで す。それま での能 舞台は 野

能楽堂 とい う能 と狂 言の 専門 劇場 が生 まれる

経ねばな りませ んでし た。

た「能 」とい う演劇 は、現 代まで 七世紀 近く演 じ

名残でも ありま しょう 。

す。大きな 老松の絵 も能が 野外で 上演さ れてい た

れませ んが 、屋外 のデ ザイン を留 めて いるの で

屋根の ある 能舞台 があ ること に驚 かれ るかも 知

皆さんが 能楽堂 に入ら れると、屋 根の下 にまた

願寺のも のです が、信 長時代 の建造 物です 。

継がれて いるの です。

室町 の将 軍たち のす ぐれた 美意 識も それを 支

えました。そして信 長も秀 吉も家 康も能 の大フ ァ
ンでした 。

江戸の 幕府に よって 能は国 家指定 芸能と なり、

明治 維新 によっ て幕 府に守 られ る安 定した 身

演技の密 度をま すます 高めま した。

分を失い ますが、能 は歌舞 伎のよ うな商 業資本 の

後ろ盾も なく 、自力 で復興 します 。そし て世界 中

の価値観 が変貌 した第 二次大 戦後か ら現代 まで、

それこ そ能 の歴史 の中 でもま れに みる 活況を 呈
している のです 。

海外で の公演 も盛ん に行わ れてい ます。ギリ シ

ャの壮大 な石の 野外劇 場や、メト ロポリ タン美 術

館のエジ プト神 殿前の 演能ほ か、世界は 能を芸 術

の未来を 見せる 演劇と して、高く 評価し ている の
です。

二十六世観世宗家
観世清和

舞
<台図 解説 >

①【鏡板（ かがみいた）】老松 が描か れてい る。
②【屋根 】屋外に能楽堂が あった 昔の名 残を留 め
たもの。

じる時な どに使 用した 頃の名 残。

⑩【階 （き ざ はし）】舞 台 の開 始を 寺 社奉 行が 命

役）など がまず 足をと め、所作 の基点 となる 。

⑪【常 座（じょうざ）】舞台 に入っ てきた シテ（ 主

視野が狭 められ た演者 の目標 となる 柱。

⑫【目 付 柱 （めつけ は しら）】 能面 をつ け 極度 に

の松」の順 に高さを 低くし て遠近 感を出 して

⑬【松 】舞台の方から「一の 松」、
「二 の松 」
、
「三
いる。
人の後見 が竹竿 を上げ 下げす る。

⑭【揚幕 （あげまく ）
】演 者の出 入りに 際し、 二
⑮【橋掛リ 】演者が出入り する通 路であ ると同 時
空間でも ある。

に舞 台の延 長とし て使わ れる重 要な演 技の
⑯【狂言座 】間（アイ）狂 言が控 えてい る所。
この名称 がある 。

⑰【シテ柱 】シテが立つ常 座の近 くにあ るため 、

☆ 能 を 演ず る人 び と
能は「 分業制 度」に よって 成り立 ってい ます。

す。能面 をつけ る（ かける ）特権 を持ち 、神に も

シテ方 と呼ば れる人び とは、まず 能の中心 で

そしてす べて「 専業」 であり ます。

④笛柱の 下に鐘 をつる す綱を 通す環 がある。ま た

鬼にも 、女性 にも老 人にも 亡霊に も、あ らゆる 役

入口。地 謡や後 見が出 入りす るとこ ろ。

③【切 戸 口 （きりど ぐ ち）】 引 戸の つい た 低い 出

天井 には 鐘 を吊 り下 げる 滑 車が つけ ら れ、〈道

を演じま す。合唱団 である 地謡も シテ方 から出 ま
す。作り物 と呼ばれ る舞台 装置の 製作も その仕 事

成寺〉の 鐘にの み使わ れる。
⑤約６ メー トル四 方の 舞台に は檜 が縦 に張ら れ

です。鏡板を 背に正 座して いる後 見は、シテ方 に
事故の 生じ た時に はそ の能を 舞い 継ぐ 責任を 持

ている。
⑥【地謡座 （じうたいざ ）
】地 謡方が 座る位 置。

ち、舞台 監督で もあり ます。

ります。

観客の 代表 者とし て古 典の夢 を見 る存 在でも あ

であると すれば 、ワキ は現実 を代表 するわ けで、

する専門 職。シテが 言わば 夢幻の 、詩の 中の人 物

立したと されて います。現 実の男 性の役 だけに 扮

ワキ方 と呼ば れる職 能は 、室町 時代の 末頃に 独

⑦【ワキ柱 】ワキ方が常にこの柱 の側に 座るの で
この名が ある。
⑧【白州 】能舞台が屋外にあ った時 の名残。玉 石
が敷かれ ている 。
向って右 から笛 、小鼓 、大鼓 、太鼓 が座り、

⑨【後座 （あとざ）】檜が 横に張 られて いる。
左後方に 後見方 が座る 。

能は歴 史上の 人物や 「源氏 物語 」
、「平家 物語」

など古典 の人物 が、ミュー ジカル 様式の 詩劇を 展

開するこ とに対 して、狂言 はその 他大勢 の中の ひ

とりを生 きた人 物が 、人生 喜劇の 一コマ を、セ リ

フを主と して演 じます 。能 は、笑 いの世 界をす べ

て狂言に まかせ ること によっ て、ラジカ ルな演 劇
世界を構 築でき たのか もしれ ません 。

狂言方 は、「狂言 」と いう演 劇、た とえ ば「棒

縛（ぼう しばり ）」
、
「釣 狐（つ りぎつ ね）」など の

独立した 笑いの 世界を 演ずる ととも に、能の中 の

一役とし ても参 加しま す（間狂 言・・・ア イ狂言 ）。

これはナ レータ ーとし ての役 も多い のです が、あ

るいは 能の ドラマ の重 要な進 行を 分担 する場 合
もあるの です。

器楽演 奏者は、囃子方（はや しかた）と呼ば れ

ます。それぞ れに専 業で、笛方は 笛の修 行に一 生
を賭ける のです 。

囃子方は 決して 伴奏者 ではあ りませ ん。それぞ

れが主役 である シテと 対等に 渡り合 う、大事な 役
です。

極限のエイトビート
･･･
能は音 楽性の 最も重 い演劇 であり ます。

☆能の音楽

謡（うた い）という 腹の底 から出 す、息 の強さ に

すべ てを 賭け た 声楽 と、 笛、 小 鼓（ こつ づ み）、

大鼓 （お おつ づ み）、 太鼓 （た い こ） とい うオ ー

能の音 楽は八 つのリ ズムに 支配さ れてい ます。

ケストラ と・・ ・。

ジャズや ロック などと の対比 も面白 いでし ょう。

第一、四 分の三 が打楽 器なの ですか ら・・ ・。

唯一の管 楽器で ある笛 も、メ ロディ ーでは なく、

能の音 楽が極 めたの は、リズム の複雑 さと、気

実はリズ ムを吹 いてい るので す。

迫の強さ の表現 でした 。昭 和三十 年代、パリで 初

めて能が 演じら れた時、一 番衝撃 を受け たのは あ

ちら の前 衛音 楽 家た ちだ った と いい ます。「ヤ ラ

レタ」と叫ん だとい うのは 有名な 話です 。指揮 者

に統率さ れずに、自 分たち のリズ ム感の ぶつか り

あい、五 線譜に 束縛さ れない 、い わば「 偶然の 中

に必然を 探る」新し い音楽 を目指 そうと してい た

ら、能 は七世 紀近く 前から 、すで にそれ を実践 し

ていたの ですか ら。

つ大鼓の 衝撃音（な んと、皮を炭 火で何 時間も 乾

上げる凛 然（り んぜん ）と した小 鼓と、水平に 打

横たえ て気迫 そのも のを吹 く笛と、下 から打 ち

の演技者 は、能面の 中に自 分のす べてを 封じ込 め

それこそ 無限の 表情を 舞台に 生み出 すので す。能

ん。あ らゆる 表情を 内蔵し 、演技 者の技 によっ て

れる場合 もあり ますが、無 表情な のでは ありま せ

「能 面のよ うな」という 無表情 の代名 詞に使 わ

るのです 。装束 を着け 終えた シテは 、鏡 の間（ 橋

燥させる のです ）と 、上か ら打ち 下ろす 太鼓の 強

掛リ奥、 揚幕の 内側） で能面 をおし 頂いて かけ、

さと華や かさと ・・・ 。
また打 楽器の 演奏者 が掛け 声をか けるの は、コ

「オメ ン」とも「 オメン ヲカブ ル」と も言い ま

気力を凝 らして 出を待 つので す。

せん 。能 面ま た は「 オモ テ」。 つ まり 能面 こそ が

ンピュ ータ 的信号 をお 互いに 発し 合っ ている の
太鼓と 笛が発 する、人間 の耳に 聞こえ る音の 五

動きにな ればな るほど 不動の 存在感 に賭け る。

すべ ての オモ テ なの です。「オ モ テを かけ る」 と

それはち ょうど 最高回 転の独 楽（ コマ）が静止 し

倍ものハ イパー 音響が、人 間の脳 に素晴 らしい ア

☆能の演技 ･･･
その幾何学的美学
日本 舞踊 の繊細 かつ 複雑な 指先 の表 現に比 べ

て見える ように、最 大の体 力と気 力が集 中され て

言います 。

るまでも なく、能は ほとん ど手を 使わな い演劇 で

いなけ れば なりま せん 。その 時の 能役 者の心 臓

ルファー 波を生 じるこ とを、現代 科学が 証明し ま
青銅の 楽器 が同じ く百 キロヘ ルツ の音 を出し て
いるので す。

す。それは 常に直線 か大き な円運 動にと どまる の

は、どんな マラソン 選手も 及ばぬ 激しい 心拍数 を

した。世 界に類 例を求 めれば、バリ島 のガム ラン 。

です。

能の音楽 が、大事な 部分に なるほ ど音の しない

です。涙 を押さ えると か、相 手を刀 で切る とか、

刻んでい るので す。

部分に重 い表現 を託す ように、能 の演技 も大事 な

お酌を する とかの 具象 的表現 もな いわ けでは あ
もっと も豊富 な感情 表現の 顔を能 面で覆 い、次

能の命そのもの
･･･
能が創 作され た時代 に、すぐれ た能面 作家が 大

部分が観 世家に 、た だ保存 、伝承 されて いるだ け

観阿弥・世阿 弥の汗 の染み た能面 が、そ れも大

勢生まれ たのは なんと いう幸 せか・ ・・。

☆能面

りません が、多 くは抽 象的な 幾何学 的演技 です。
に伝達 能力 を持つ 指と 手の動 きを 極限 まで減 ら
す。それ に対し 、足の演 技はな により も重要 です 。
舞台をす べる白 い足袋 の美し さ。「運び 」と呼 び

ではなく、今も舞台 で生き て用い られて いると い

ますが 、す り足に よる 体全体 が描 く舞 台の軌 跡
で、能 は大 きなテ ーマ を表現 しよ うと するの で

から直面（ひた めん ）と呼 ばれま した。つまり 自

こそが真 実の顔 であり、素 顔の役 は世阿 弥の時 代

能面は いわゆ る「仮 面」ではあ りませ ん。能 面

うことは 、素晴 らしい ことで す。

す。
バレエ など、いか に大地 から離 れて跳 ぼうと す
る舞踊に 対し、能は いかに 地に密 着し得 るかを 証
明しよう として いるか のよう です。

分の顔を 能面と して使 えとい うこと です。

二〇〇 一年ユ ネスコ は世界 の無形 文化遺 産、つ

☆最後に・・・
まり人間 によっ て伝承 される 芸能の 類を、世界 中

☆財団法人

観世文庫 賛助会員募集

財団法人観世文庫 では、観 阿弥・世阿 弥父子 の

能や狂言 は文化 財だか ら尊い のでは ありま せん。

日本を 代表し たのは 能楽（ 能と狂 言）で した。

るべく 維持 管理を して おりま す。 また これら の

すが、これ ら文化的 価値の あるも のを後 世に伝 え

た世阿 弥以 降の代 々の 観世大 夫の 遺し たもの で

連の資料 、そ れは世 阿弥の 遺した 文献や 能面、ま

時代か ら現 在の観 世宗 家に伝 わる 様々 な能楽 関

時代を越 え、国境を 越えて 人々に 感動を 与え続 け

からまず 十九種 類選定 しまし た。

てきたこ とが素 晴らし いので す。

更には能 楽の魅 力を楽 しんで いただ くため に「能

在も行わ れてお ります 。

様々な文 献の調 査も研 究者、専門 家の手 により 現

えて二十 六代目 になり ます。そし て二十 七代目 を
楽観世座 」公演 を、若手能 楽師の 育成、後継者 の

観世 宗家 （ 家元）・観 世清 和 氏は 観阿 弥 から数
継ぐ三郎 太君は 現在小 学校６ 年生で す。能が大 好
養成を目 的とし た「 観世座 ＭＩＲ ＡＩ」など様 々
な公演活 動も実 施して おりま す。
その他、各 地で子供 たちを 対象に 能楽体 験スク ー
ルも開催 し、能楽普 及に務 めてお ります が、こ れ

●会

費

一口―一 万円（ 法人・ 団体・ 個人）
し上げ ます。

＊一口以 上でお 申込い ただき ますよ うお願 い申

会費と させて いただ きます 。

＊年度途 中ご入 金の場 合も、その 年度終 了まで の
（事業 年度は 毎年四 月一日 ～翌年 三月末 日）
以上、ご 協力を お願い 申し上 げます 。

E-mail ／kanzebunko@kanze.net

らの活 動は すべて 観世 文庫に ご協 力い ただい て

電話番号 ０３―６４１８―５０２５

おりま す賛 助会員 の皆 様のお 力添 えの 賜物と 深

東京都渋谷区神宮前６丁目２４番４号

く感謝申 し上げ ます。
今後も様 々な活 動を実 施する ために は、更に多 く

U R L／http://www.kanze.net

の皆様の ご協力 が必要 です。
財団法人 観世文 庫の活 動をご 理解い ただき、出 来
るだけ多 くの方 々に、更な るご協 力を賜 ります よ
うお願い 申し上 げます 。
【賛助会 員募集 要項】

ら、入会の ご案内 、郵便 振替用 紙をお 送り申 し

各種公 演・講 座・講 演会等 のご優 待。

〒150-0001

きだそう です。

（ 平成二十三年初会「翁」千歳）

世阿弥が 言って います 。
「家、家 にあら ず、継ぐを 以て家 とす。人、人 に

上げま す。

財団法 人観世 文庫事 務局に ご連絡 頂けま した

●入会方 法

ぐべきも のがあ るから 家なの だ。人もそ こに生 ま

ご入金 確認後 、会員 証をお 送り申 し上 げ ま す 。

これは「家は ただ続 くから 家なの ではな い。継

あらず、 知るを 以て人 とす」

れただけ ではそ この人 とは言 えない。そ の家が 守

（優先 予約と 入場料 割引）

会員証 の発行 （毎年 度発行 ）

●会員特 典

るべきも のを知 る人だ けが、その 家の人 と言え る
三郎太 君は仕 舞や能 の子方（こ かた）を数多 く

のだ。」とい うこと なので す。
演じてい ます。
です。この三 郎太君 へ、家 及び芸 の継承 がいま 行

歌舞伎で は子役 と言い ますが、能 の世界 では子 方
われてい るので す。
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観世文庫
財団法人

