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狂言役者 ・演 出家
茂 山

千 之丞

狂 言 の 歴 史

代 にな って来 ると歌舞伎 とか,あ るいは文楽 とかいっ

いま ご紹介頂 きました,狂 言 とい う日本で一番古 い
芝居を演 じている役者 で,他 には何 の取柄 もない男 で

たお芝居 が生 まれて くる。そ して明治以後 にな ります
と, ヨ ー ロ ッパのいろんなお芝居 のや り方 が入 って き

す。貧乏暇な しと申 しますか毎 日あち こち走 り回 って

て,い わゆる新劇 とい う新 しい演劇 がお こって くる。

狂言をや ってお りますけれ ども,そ れほど偉 い男でも,

ところが相変 わ らず狂言は,昔 のや り方のままでず っ

また変わ った男 で もございません。 あ りお、
れた役者 の
一人で ござい ます。 ただ,私 のや ってお ります狂言 と

とその間 もや り続 け られて きた。 これは世界 で も大変
貴重 な といいますか,珍 しい例 だ と思 います。 そ うい

い うのは, いま申 しま したが 日本で一番古 いお芝居,
あるいは世界で も最 も古 い演劇 の一 つに属す るか と思

古 いや り方,古 い精神 といいますか,そ うい う物 を持

います。 お集 まりの皆様 は,狂 言 についてはかな りい

ち続 けていままで演 じられて きた。 そ こに狂言が,伝

ろいろ知 って頂 いてい るか と思 うのですが,中 には余

統演濠1とか伝統芸能 とか言われるいわれがあるわけで

りご存 じない方 もあるか と思 います ので,最 初狂言 に

ございます。元 々が そ うい う8、うに室町時代 の庶民 の

ついてち ょっとだ け説明 させて頂 きた いと思 います。

人 たちの中で生 まれま した ものですか ら,非 常 に庶民

狂言 とい うのは,生 まれた の は今か ら600年以上 昔

的 な明 るさを持 っているのが,狂 言 の特徴で ございま

だ といわれてお ります。室町時代 の初 め頃, あるいは
もっとそれよ りもさかのぼるのではないか と一般 にい

うことで狂言がそ うい う時代 の流 れの中で,古 い形,

す。

われてお ります。 ともか く大変古 いお芝居です。 それ

狂言 を ご覧 にな ったことがないお方で も, あるいは
学校時代,中 学 とか高校時代 に狂 言の台本 を一つ ぐら

が現代 まで連綿 と演 じ続 け られて きた。 そこに狂言 と

い は勉強 して い らっ しゃるか もわか りません。太郎冠

い う芸能 の中 に,一 つの伝統 とい うものが生 まれて き

者 とい うのが登場 いた しま して,そ して笑 いの種を蒔

たわけで ございます。 しか し,狂 言 も生 まれたときか

く,有 名 な曲 では 「すえひろが り」 とか, ご婦人 の前

ら伝統 を持 っていたわ けではない し,生 まれ ま したと

ではち ょっと言 いに くいですが,「ぶ す」 とい う作 品

きには当時 の現代劇で ございま した。室町初期 の現代

ぶ す」
が著名 で ございます。「すえひろが り」 に しろ 「

劇, ち ょうど私 たちがいま, テ レビで ドラマを見たり,

に しろ,そ れが演 じ始 め られたの は, お そ ろ く500年

あるいは劇場で いろんなお芝居を見 ます,あ るいは コ

以上昔 ということは間違 いない,大 変古 いお芝居なん

ン トとか漫才で笑 う,音 楽を聞 く, ロックを聞 くと,

で ございます。

それ と同 じよ うに室町初期 の方,中 世 の方 は,狂 言 を

私 の家 がいまご紹介がありま したが,私 の四代前,

見 て笑 い,か つ楽 しんで いたわけで ございます。だか

初代茂山千作 と申す のが井伊大老,井 伊掃部頭直弼 に

ら元 々古 めか しい もので はな くて,当 時 としては最 も

気 に入 られま して,井 伊家 のおかかえ狂言役者 でした。

モ ダ ンな斬新 なお芝居 で ございま した。 それが時代 の

江戸時代 は能 とか狂言,能 についての説明 は時間 もご
ざいませんので致 しませんが,能 と狂言 は一般 の庶民

流れの中で,次 々 と新 しい芸能が生 まれ ます。江戸時
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か ら隔離 されま して,武 士階級,江 戸幕府を中心 にす

位 になるので しょう。 と申 します のは古 い記録が例 の

る侍階級 の中の,一 式楽 儀 式 の音楽 とされま した。
一般 の庶民 の演劇芸能 としては,歌 舞伎 とか,文 楽 と

成辰戦争,蛤 御門 の変,あ るいは鳥羽伏見の戦 い,そ

か, その他 の踊 りとか,そ うい う物があったわけです。

たそ うです。 そこではっき りした ことが解 りません。

の時 に家が全焼致 しま して,古 い伝書 が全部 な くな っ

武士階級 の中で式楽,一 種 の儀式 の演劇 とされま した

ともか く300年以上京都 に在住 して狂言をや っている。

ために,大 変堅苦 しいものになって しまったわけで ご

そ して江戸の末期 にたまたま,彦 根藩 に抱 え られてい

ざいます。 そ うい う物 で したので,当 時 の能 とか狂言

ま したが,京 都 にず っと住 んでいたのです。京都 とい

を演 じます者 は,侍 の資格 があ ります士分 とい うので

う土地柄,あ るいは京都,大 阪,堺 , こうい う近畿地

姓字帯刀を許 され,そ して各地方 のお殿様,藩 主 にサ
ラリーで召 し抱え られたのです。そ してそのお城の,

方 の町 は江戸時代 で も特殊な生活,政 治 の様式 を持 っ

その藩 の行事,た とえば子供 さんが生 まれたとか,あ

町 の中で実質的 な制度,自 治権限 が非常 に強 く行使 さ

るいは先代 の殿様 の13回忌だ とか,あ るいは代替 りだ

れていま した。特殊 な雰囲気 があったようです。私 た

ていた。幕府直轄 の都市 ですが, しか し,実 際 はその

とか,そ うい うときにお祝 いの,あ るいは法要 のため

ちの狂言 も江戸 時代 は,先 ほどち ょっとふれましたが,

の能 とか狂言の公演をやる。 それにで ること,そ れか

江戸時代 の狂言役者 というのは全部,各 藩主 のお殿様

ら藩主 の人 に能 とか狂言 とかお囃 しを教 え る。 そ うい

のお抱 えになって,武 士階級 に完全 に組み込 まれて し

う事 が生活 の糧 にな りま して,つ まり侍 と して扶持を

まって いたのですが,京 都,大 阪 の狂言役者 は,そ う

もらって生活 していたわけです。私 の家がたまたまそ

でな くて京都 の町方 の人,町 衆 という言葉がいま流行 っ
てお りますが,町 衆 の人たちのバ ックで狂言をや って

の時 に,彦 根 の井伊家 に抱 え られて いたとい うわけで

いたのです。 そうい うために,明 治 の初期 の世 の中の

す。
ところが,明 治 にな りま して,新 しい政治体制 が出

急変 にも関わ らず,生 活 の基盤 というものがほとんど

来 ま して,そ うい う古 い封建的 な システ ム というもの

変わ らなか ったのですか ら,京 都 では私の家 なんかは,

が,形 の上で瓦解 して しまいま して,能 役者 も狂言役
者 も一時路頭 に迷 った。 サ ラリーマ ンでな くな ったわ

こそ泥 にも警選 に もな らずに狂言 をず っとや ってい ら

けですか ら,わ ずかばか りの退職金を もらって,細 々

れた。 こうい う訳で ございます。それだけに,京 都 の

と生活 していたのが,明 治初年 ごろの様子 で ございま

私 たちがや ってい る狂言 というのは,あ るい は江戸時
代 の もう一 つ前 の時代 の,つ まり狂言が生 まれま した

した。その当時 こうい う話が ござい ま した。遊 んでい

時代 のいろんな雰囲気,エ ネルギー とか,あ るいはバ

られませんか ら,能 の役者 も狂言役者 も,他 の仕事 に

イタ リテ ィを持ち続 けていたよ うに私 は思われるので

つ きま した。京都 にお りま したある能 の役者が,当 時

す。 そ うい う中で私たちが,私 が育 ちま した。

警遅 といいま した今 の巡査 にな りま した。 そ して, こ

狂言 とい うの は簡単 に申 します と,笑 いのお芝居,

そ泥を捕 まえた。 こそ泥を捕 まえてみた ら,そ の こそ

喜劇 で ございます。お芝居 もいろいろ種類 が ございま

泥 も元能役者だ った。 こ うい う実話が ございます。 そ

して,喜 劇 と悲劇 の違 いはよ くお解 りだと思 いますが,

の当時,い ろんな生活を して いたのです。
ところが私の家 は,た またま彦根藩 に抱 え られてお

お芝居 をどうい うふ うにやるか ということで,大 体大
きな二つのや り方がある。一 つは今 のテ レビとか映画

りま したけれども,京 都 にず っと住んでお りま した。

がそ うなんですが,実 際 に我 々が生活 して いる日常 の

350年前か ら京都 に住 んでいたので あ ろ うと思 われま

行動,た とえば家で寝起 きし, ご飯 を食 べ,お 風 呂に

す。私 はいま茂山 千 之丞 とい う名前であ りますが,
私 の兄 は,茂 山 千 五郎 と申 しまして,い ま人間国宝

はいる,会 社 に出勤 し帰 って来 るとい う様な日常 の行
動,動 作 をそっくりそのまま役者 はや る,そ して一 つ

に して頂 いてお ります。私 より4つ 年上 の兄貴,後 か

のお芝居 が 出来上 がってい く。 これを写実的, リア リ

ら度 々出て きます ので, この 4つ 上だ とい うことを覚

ティックなお芝居 と言 えるか と思 います。 たとえば物

えておいて くだ さい。私 が 4つ 下 で ございます。兄 は

を食 べ るときには,映 画 とかテ レビの中では本物 を食

昔 か らず っと年上 です。不思議 な ものです。 その千五

べ ます。お酒を飲む ときには,撮 影 の最中に酔 っぱらっ

郎 が,茂 山家 の12代目の宗主 ですか ら, ざ っと310年

て出て しまうと困 りますので,本 物 とい う訳 にはいか
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ない。 そ こで偽物を使 いま して,お 酒 とか焼酎 の場合

うい う事で最近 はオペ ラとの関わ りが深 くな ったので

にはお湯 とか水 で代用 にいた します。 それか ら色 のつ
いたお酒,た とえばブランデ ィー とか ウイスキーの場

す。 オペ ラとい う芝居 も考えてみ ると変な芝居です。

合 は番茶 で代用す ることが多 い。 ときどきウィスキー
の中 に酒柱 が立 っていることが ございます。そ うい う
ふ うに して偽物を飲むわけですが,ち ゃん とコ ップの
中 にはそれ らしい物を入れて飲む。 これがつま り日常
的 な, 日常行動 そのままそ っ くり演 じる写実的 なお芝
居 の一番代表的 な ものです。
芸 能 の 本 質
考 えてみます と,お 芝居 とい うのはそ うい うお芝居

こうや って私 がお しゃべ りしている,日 常喋 ってい る
事 ではオペ ラと しては成 り立 たない。 つ ま り喋 る言葉
を,せ り8、
を全部歌 に して歌 うわけです。 「うぉ―」
とい うよ うな声 を出 しま して。 しか し,あ のオペ ラの
歌手, どん な有名 な歌手であって も,家 へ帰 った ら普
通 に喋 っているわ けです。表か ら 「ただいま」 (オペ
ラ風 に)と 言 って入 って来 るのではない。 「
ただいま」
と言 って入 るのです。あんな事 は日常生活 には有 り得
ない。特 におか しいのは,
ア リア "と い うのです。
一番 の間かせどころです。 たいがい主役 の人 が歌 い ま

時 には,た とえば何 か物を食 べ るときに も, コ ップは
あ ります。お銚子を出 します。 ビール ビンなんか出 し

す。私 も演 出 したことがあ りますが,オ ペ ラの中で有
名 な, 日本 を舞台 に した 蝶 々夫人,マ ダムバ タフラ
"と い
イ
う名作が ございます。 この中で大変有名 な歌
"「
ある晴れた日に」 とい う
曲があ ります。 ア リア
名前 で紹介 されてお ります。 ピンカー トン 蝶 々 さん

ますが,そ の中 には何 も入 っていない。空 のコ ップと
空 の ビール ビンの中か ら出て くる目に見え ないと言 う

が愛す る夫, ピ ンカー トンがアメ リカに帰 って しまう。
実 はこの ピンカ ー トンは,ア メ リカ本国 には,女 房 も

よ り,な いお酒を飲む。 こういう違 いが ございます。
物を食 べ る場合で も, どんぶ り鉢があってお箸がある。

子供 もい るわけです。 そういう事を隠 して 日本で蝶 々
さん と結婚 して しまう。蝶 々さん は,非 常 に ピンカー

そこまではあ りますが,そ のどんぶ り鉢 の中 にはご飯

トンを愛 してい る。本当に 自分 が唯一 の妻 だ と信 じて

もお蕎麦 も何 も入 っていない。 それをお蕎麦を食 べて

いるわ けです。その夫がアメ リカに帰 って しまう。 そ
して,有 名 なバ ルコニーに出ま して,長 崎市 にその跡

だけでな くて, む しろそ うじゃないお芝居の方が多 い。
例えば この京都会館, この舞台 では しば しばいろんな
お芝居が演 じられますが, この舞台で役者 が演 じます

いるよ うに, ご飯を食 べて い るように,役 者 がみせる
わけです。 お客 に表現するわけです。お客様 は, あ―
あれは, どんぶ り鉢 の中か らラーメンをす す って食 べ
"と い 一 つのイマジ ー シ
ているのだ
ョン,想 像 を
う
ネ
はた らかせて,お 芝居 を見ていただ く。 つ まり,役 者
とい うのは,そ うい う風 にお客を蝙す。一種 の嘘をつ

があるとい うのは不思議 な ものです。嘘 の物語 にちゃ
ん と場所 が残 っているとい うのは,お か しいものです
が。 そ こに立 ちま して,そ して有名な時間に して約 7
"を い
分間 ぐらいに及 びます ア リア
歌 ます。 ピンカー
トンに対す る想 いのたけを,長 々と歌 い上 げるのです

く訳です。役者 とい うのは全部嘘つ きです。嘘 の うま

けれ ども, しか し実生活 の中で,あ んな事 は有 り得な

い人 ほど上手 だ と言われて います。私 も役者 のかたわ
れです。今 日私 の喋 ることはたぶん, ほとんど嘘だ と

い。 だいたいおか しいのです。長崎 の海岸 の方 を向 き
ま して,バ ルコニーに立ち,ア メ リカの方 を向いて歌

思 います ので,今 日の話を何処 かよそに行 ってお話 に

うわけですが。だ いたい長崎 の海 の向 いとい うの は,

な らないよ うに,恥 をおか きになるのは皆様 で ござい
ますか ら。責任 は一切 もちません。 そ うい う事で,実

支那大陸,中 国大陸です。ず っと地球を半周以上 しな

際 の 日常生活 とはずいぶんかけ離れた事 をやるお芝居

いとしまして。

の方 がむ しろ多 い。舞台でやるお芝居 とい うのは,ほ
とん どそうです。

ければ アメ リカに向 けないのですが, まあ,そ れ は良
しか し,例 えば皆 さんが,今 日はいろんな,い ろん
なと言 うのはおか しいですが,多 岐 にわたる年齢 の方

例えばオペ ラというお芝居 が ございます。私 はなぜ

がい らっしゃいますが,今 夜,ホ テルか旅館 に泊 ま っ

か最近 よ くオペ ラの演出をや ってお りま して,海 外 で
もや った ことが あ ります。去年 はアメ リカヘ行 きまし

九州あた りか ら来 ている方 もい らっしゃるで しょう,

て, 日本 のオペ ラを持 って行 ってや ったのですが,そ

愛す る夫が九州にいらっしゃるで しょうね。愛 してな

てい らっしゃる方 は,そ のホテルか旅館 の窓を開 け,
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い方 もあるか もしれませんが。 その愛す る夫 に向か っ

芸事 は 6才 の 6月 6日 か ら稽古 を始 めると上達すると,

て, 自分が 「
今,あ なた寂 しいで しょう。私 が京都 に

これは京都,大 阪辺 だけの言伝 えか も知れませんが,

きて寂 しいで しょう。」 という想 いのた けを, 5分 ,

京都 で はそ うい う風 に申 しま した。 だいたい私 の家で

6分 にわた って,歌 にしてお歌 いになる。京都 にもちゃ
んと救急車 とい うのが ございます。 ピーポー ピー ポー

も, 6才 と申 しますのは昔 の,つ まり満ではございま

と,あ なたを迎えにきて, しば らく九州 にお帰 りにな

せん。数 え年 の 6才 ですか ら, 4才 あるいは 5才 にか
か る時分か ら稽古 を始 めるのです。私,実 は孫が一人

れないだ ろうと思 います。病院 の鍵 のかか ったところ

お りま して,今 年小学校 1年 に入 ったのですが, こ の

に放 り込 まれるのは請 け合 いで ございます。 しか し,
ア リア "が なければ,あ の
名曲が なければ,お そ らくあのバ タフライとい うオペ

孫 も満 4才 の時 か ら稽古 を始 めま した。 4才 半 ぐらい

ラは,上 演 されないだろうと思 います。 それほど素晴

その時分 の事 は覚 えてお りません。 みんな 自分 が初舞

あのばかばか しいような

の時 に舞台 に立 ちま した。普通 そ ういった様 に 4才 か
ら5才 ぐらいで初舞台を踏む。 もちろん我々,子 供は,

らしい歌曲です。 しか も,そ の嘘 のああいった歌 を歌

台を踏 んだ ときの記憶 はないと思 います。気が付 いた

い上げることによって蝶 々夫人が ピンカー トンに対す

らいつの間 にか狂言をや っていたと, こ うい う様 な境

る想い,夫 を恋す る想 いとい うのが,普 通 に我 々が喋 っ

遇 の中で狂言 をや り始 めるわ けです。 ところが私 が初

ている以上 に,あ るいは数十倍 の説得力を持 って,お

めて舞台 に立 ったのは,一 般 よ り少 し早 く, 2才 と8

客 に迫 って くる。 こういつた ものが実 はお芝居の本質

ケ月で初めて舞台 に立 ったのだそ うです。今言 ったよ

であろ うと思 い ます。

うに私,記 憶 がないのです。全然覚えてお りません。

つ ま り,お 芝居 とい うのはこしらえ ものです。嘘 の

なぜ私 がち ょっと早 く舞台 に立 ったかと言 いますと,

世界,嘘 の物で も本当 らしく見 せないで,嘘 は嘘のま

ち ょっとした エ ピソー ドが ございま して,私 ,先 ほど

までばあ っと放 り出 して しまって,そ してその表現の

申 しま したが,ち ょっと思 い出 して頂 きたい6千 五郎

中で,お 客様 に リアルな演技,つ まり日常生活 のよ う

という兄 が ございます。何度 も申 しますが, 4才 上で

な表現 だけでは, とうてい達 し得ないような強烈 なイ
ンパ ク トを観客 に与 える。 こうい う物がお芝居 の本質

で ございま して,税 金 を払 うときに, こ の名前 で払 っ

だ と私 は思 います。 日本 の古 いお芝居 も,み なそ うい

ている。本名 は,選 挙権を行使す るときには,千 之丞

うような嘘の虚構 と申 しますか, こ しらえ ものが非常

じゃございません。政次 (ま さつ ぐ)と い うのが私 の

に多 いお芝居,私 のや ってお ります狂言 も,そ の中の
一 つで, ともか く狂言 を一度 ご覧 になるとおかわ りに

本名で ございます。千之丞が芸名,私 の兄貴 はち ょっ

なると思 い ますが,狂 言 の舞台 とい うのは何 も舞台装

七五三 と 書 く。 これは話 を聞 きます と,私 の家では

置 が ございません。全部役者が 自分 の台詞 としぐさの

昔 か ら12月28日に, し めかざ りなど,全 部終わ って し

ございます。私 は今,千 之丞 とい うのは, こ れは芸名

と変 な名前 で,本 名 を し め と 申 します。漢字 で

で
中で, 自前で, 自分でや って しまうのです。 せ り3、

まうのです。 その しめかざりが終 わ った途端,兄 貴 が

サ ー ビスと
全部言 って しまいますので,昔 か らせ り8、

生 まれた。 そこで, じ め と い う名前がついたのだと,

言 うのですが。

嘘 じゃなさそ うなんです。その し め,そ して芸名が
千五郎。 だか ら子供 の頃,初 舞台 を踏んで しば らくの

伝統 芸術 の伝 承

間 は,私 は21才までは,政 次 とい う本名 でや ってお り

そ うい う特殊 な芸能 で ございますか ら, これを伝承

ま した。兄貴 の し め と い うのは,35, 6才 頃 まで

して い く,受 け継 いでい く,そ のためには今 の教育,
音楽教育 なんか と違 った独特 の教育方法を使 うわけで

しめ と い う名前でや っていたと記憶 しております。
そ うい う風 に して,は じめ初舞台以降 は,本 名でや っ

す。私 たちの家,狂 言 の家 に生 まれます と,否 応 な し

ていたのですが,先 ほど申 しま した通 り,教 え年 の 6

に小 さい時分 か ら狂言 の稽古 をさせ られて,そ して稽
古 を積みます と,な るべ く早 く舞台へ出そうとします。

つ ぐらい,兄 貴 は確か 4才 と 3ケ 月 ぐらいで初舞台を
踏 んでいますが, 4才 になる少 し前 ぐらいか ら稽古 を

これを初舞台 と言 います。普通 は,昔 か らこれをお聞

初 め,つ まり私が生 まれま した時分 にぼつぼつ, も う

きにな った ことが あるか もわか りませんが, 日本 では

兄貴 は稽古 を初 めていたのです。
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これ も関西,特 に京都 の一 つの昔 の しきた りか もわ

稽古 というのは,先 ほど伝承,特 殊な形だ と申 しま し

か りませんが,昔 はおなごしさん と言 っておりますが,

たが,つ まり洋楽 のよ うに楽譜 とかがない。台本 らし

女中 さん,今 はお手伝 いさん と言わないと叱 られます。

いのはあるのですが, ほとん ど台詞 は口写 しで教える。

お手伝 いさんが いた。今 はなかなかお手伝 いさんが少

師匠 と弟子 とが向 い同士 で板 の間 に正座を しま して,
タカタッタと大 きな声で一 つの台詞 を言 います と, こ

な くな りましたけれども,私 が子供 の時分 は, ど の家
で もち ょっとした家だと,お 手伝 いさんの一人か二人

ち らの弟子 が同 じようにその台詞を言 い返す のです。

は居 りま した。私の家 にはだいたい二人のお手伝 いさ

ところが これが,非 常 にで っかい声なんです。狂言 を

ん,私 にはおな ごしさん と,そ の方 が親 しみやすい と

初 めて ご覧 になる方 は必ず質問 されます。 「どうして

思 いますが,お なごしさんが居 りま した。 おなご衆 と

あん なに大 きな声が出るのですか。」 「どうして と言

書 くのだ と思 い ます。 そのおな ごしさんが,二 人居 り

われて も昔か らこうい う風 に喋 ってい るのです。」 と

まして私 の家で はどういう名前 の女 の人が家 に奉公 に

答え るのです。 これは元 々,狂 言 も能 もそ うなのです

きて,お なごしさんにな りま して も,い つ も同 じ名前

が,野 外劇 だったわけです。先 ほどち ょっとお話があ

で呼ぶのです。 つ まりおな ごしさんの襲名 と言 います
"
か, それがあったわけです。私の家では おなかどん
"と い 二 のおなご
とい うのと お うめどん
う 人
しさん

れてお りますが,実 はこれははっきり言 って,新 しい
イベ ン トで もなんで もない。能 とか狂言は元 々ああいっ

が居 りま した。 だか ら,何 とか聖子 ちゃん というのが
",み
ゆきちゃんが
私 の家 に来 ま して も おなか どん
",
と
なって しまうわけです。
来ま して も お うめどん
"と
"
おうめどん
私 の生 まれま したときに おなかどん
"の
が居 りまして, おなかどん
方が先輩だった。次 々,
"が
おなか どん
辞 めて しま って,誰 かが入 って きて
"に
なったわけです。その時 に お うめ
おなか どん
"が
"
どん
お うめどん
先輩だ ったわ けです。今度,
"が
が辞めま して次の お うめどん
来 ま したので後輩
になった訳です。
私,先 ほど申 しま したよ うに,家 が大変人の出入 り

りま したが,薪 能 とい うのは全 国 いた るところで行わ

た形,野 外で演 じられ るもので,能 とか狂言が屋内に
入 りますのは明治 にな ってか らなんです。 それまで は
全部野外だ った。野外 ですか ら小 さな声 ではお客 に全
く聞 こえ ません。 いま私はマイクの力を借 りて,ス ピー
カーを通 して,皆 さんの耳 に私 の声が達 しているので
すが,狂 言 の時 にはこんな声 は使 いません。 もっと特
別 な声,営 業用 の声を使 います。営業用の声 と言 うの
は大体出演料を頂かない と出 さないのです。 しか し,
今 日は皆 さん大変 た くさんお集 まり頂 いていますので,
特別 スペ シ ャルサ ー ビス。狂言 の声 をちょっと出 して
ご覧 にいれます。 ち ょっと離 れ ます。

が多 い家庭で ござい ますか ら,母 親 も手が まわ らない
ので,子 供 のいろんな細か いことは全部女中さん任せ。
その兄貴,つ まり し めちゃんの方 の係 におなか どん

これはこの辺 りに住 まいいたす もので ござる 太 郎
冠者 あるか は ぁ一,御 前 に

がな った訳 です。年 が上ですか ら。当然私 はお うめど
んが係 にな った。 しめちゃんの方 は私が生 まれた時分

こ うい う声 を出 して喋 ります。狂言 とい うのは,特 別

もう狂言をや ってお り,稽 古 を始 め, ま もな く初舞台

大 きな レッス ン場 とかいうものはございません。家 の

を踏んで,豆 狂言師 と言 われちやほやされ る。私 は小
さいですか ら,お じめを して,ぴ 一ぴ ―泣 いていた頃

中で教 えるわけです:家 の中で この声 を出 して練習す

で しょう。 おなかどんの方 は, じめちゃんが舞台に立 っ

三軒両隣まで ビンビンと響 きわた って,狂 言師の家 の

て鼻が高 いわけです。人気があって。 そうす るとお う

回 りの人は,大 概狂言事 は少 し覚 えてお ります。 ま し

めどん としてはお もしろ くない。早 く大 きくなれ,早

て同 じ屋根 の下で生活するお うめどんですか ら,兄 貴

く大 きくなれ と言 って育 て られた らしいです。 その う

を祖父 が今 のよ うな形 で,日 写 しで狂言を教 える,そ

ちもう,と もか く早 く舞台 にたたせた くて仕方がない

れを全部聞 いているわ けです。 その内 に覚 えようとし

わけです。

な くて も全部覚え る。

そ こでお うめどんが,一 大決心をいた しま して,私
に狂言を教 えだ したのです。 と申 しますのは,狂 言 の

るわけですか ら,家 の中だけ じゃな く辺 り近所,向 う

私 の母 は,今 年91才にな りま したがまだ元気 なんで
すが,母 は,狂 言 の家 に嫁入 りしま してか ら70年以上
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にな りますで しょう。 18才で家 に嫁 いで来 たそ うです

えちゃったのだそ うです。 3ケ 月 ぐらいで全部覚えた。

か ら。 そ うすると,大 概 の狂言 は全部覚えております。

まあちゃんが台詞を全部覚 えて しまうと今度 は,大 体

私 も舞台で ミスす ることがあ ります。台詞 を間違 えた

狂言 の稽古 は台詞を覚えると今度 は型 と申 しま して,

りい ろい ろ します と,楽 屋 べ入 って行 くとす ぐ叱 られ

仕草 を手取 り足取 り教えるわけです。 ひとつひとつ。

る。母 に叱 られます。 じゃ,母 にやれ と言 って も出来

ところが女 中さんは稽古場 に入 れませんか ら,そ の仕

ないのです。出来 ないのですけれども,間 違え るとす

草,型 の方 はわか らない。 これを教 える訳 にはいかな

ぐわか って しま う。恐 い人 なんです。 そ うい う事でお

いのです。 どうして も祖父 とか父 に教 えて もらわなけ

うめどん も,全 部 それを覚 えて しま った。覚 えて しま

ればいけない。早 くその仕草を稽古 して,早 く舞台に

うと,今 度 は僕 に早 くそれを教えた くなる。父 や祖父
に任せてお くと,数 え年 の 6才 にな らないとなかなか

立 たせたい,早 くまあちゃんの初舞台が見たいとい う
一念か らお うめどんは,恐 る恐 る父 の前 へ 出 ま して,

教えて もらえないとい うので,私 に台詞 をまず教 えよ

「まあちゃん は

いろは "の ことば は全 部覚 えて は り

うとしたのですが, と ころが昔 の事 ですか ら,狂 言 と

ます。」 と報告 した。大変祖父 と父 に叱 られたそ うで

か能 とか言 うものは女 の人 に教えてはいけなか った。

す。叱 られたそ うですけれども,本 当に言え るのかど

大変 な差別ですが,昔 はそ うい うしきた りだ った。昭

うか とい うことで,私 は祖父 の前 に呼び出されて 「い

和 の初 め ごろです。大正 の終わ りですかな。 そ うい う
世 の中で した。 ま して家の女中さん,お な ごしさんた

ろはの言葉 を言 ってみろ」 とい う訳で言わ されたのだ
そ うです。 そうす ると, も う一度言 いますが私 は頭が

るものが,そ の家 の大事 なぼんぼんに,可 愛 い可愛 い

良 か った。 ぜんぶ,全 然間違 いな しに,台 詞 を言 って

まあちゃん,私 まあちゃん と言 うあだ名なんですが,

しま ったのだそ うです。 これは 「ほんま ものだ」 とい

まさつ ぐ で すか ら, まあちゃんに狂言 を教えるなん

うことで,あ らためて台詞の稽古 を しなお し,や がて

て事 は, も ってのほか。叱 られ ることは目に見 えてお

型,仕 草 も習 いま して, 2才 と 8ケ 月 で私 は舞台を踏

ります。 そこで私 を家 か ら連れ出 しま して,別 に誘拐

んだ,と こうい う事 になってお ります。私 はそんな風 に

した訳 じゃありません。私 の生 まれま したのは,京 都

して,人 よりは少 し早 く,舞 台を踏 んだ訳 です。 それか

の,京 都御所 というのが ございますが,そ のつい東側

らず っとこの年 になるまで,狂 言を演 じ続けてお ります。

ですが,そ こにお りま した関係 で,子 供たちの遊 び場

約64年 ほど狂言 をや っていることになるかと思 います。

とい うの は,そ の京都御所 の芝生 の上,広 い芝生が ご
ざいます。 そこへ出て,私 たちは子供 の時分,遊 んで

いいと思 い ますが,狂 言 その ものの雰囲気を持 った家,

私 はそ うい う家,つ まり家全体が狂言だ と言 って も

いま した。 そこへ私を連れ出 しま して,そ の芝生 の上
に私 をすわ らせ,何 メー トルか離 れた所 に,そ のお う

狂言 の伝統 の中 にとっぷ り浸 か っていた家。 め ったに

めどん もち ゃん と向かい合 って座 り,恐 い顔 を しなが
これはこの一 "と い う
ら,そ のお うめどんが私 に,

くりされる ことが あるのだそ うです。私 の兄,年 上 の

"と い
台詞,狂 言 の一番最初 に私 たちは いろは
う狂

ときどき狂言 の言葉 が 日常会話の中に出て来 るのだそ

言 があ りますが,親 が子供 に,い ろは四十八文字 を教
える。一番最初 の狂言 としては非常 に8、さわ しい。時

うです。 それは, 自分 たちは全然意識 な しにや ってい
るのですが。 そ うい うような,文 字 どうり狂言 にとっ

間 も6分 , 7分 で全部終 わ って しまうような,簡 単 な

ぷ り浸 か ってい る家 に生 まれて きま した。 日本 の古典

作品です。 それを私 の家 の方 でやるわけで,兄 貴 の し
め も当然それを最初稽古 した。 だか らその い ろは "

芸能 の世界では,学 校 とい うような教育機関がな い も

の文句 を全部,お うめどんは覚 えていたわけです。 そ
の覚 えた いろは "を 京都御所 の芝生 の上 で私 に,父

お出にな らない方 が,と きどき私 の家 に来 られるとびっ
しめさん, いま,千 五郎 さん と二人で喋 っていると,

のですか ら, 自然,家 単位 で,そ の家 で祖父 か ら父,
父 か ら子供,子 供 か ら孫へ,あ るいは内弟子 にそれを
教 えていって,そ れを伝承 して い くとい うのが従来 の

や祖父が兄 に教 えてい ると同 じような形 で,日 写 しの

や り方 で した。 これは私,ベ ス トのや り方ではないと

形 で,教 えだ したのです。

思 います。 しか し,ベ ターなや り方 と申 しますか,い

ところが,私 は当時非常 に頭が良か った。天才少年
と言われた。今 はもうぼん くらで ございます。す ぐ覚

まの社会情勢 ではやむをえない伝承 の仕方 で,今 もそ
うい う伝承 の仕方 を して い るわけです。
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そ ういう事 で,私 は生 まれなが らの狂言役者であ っ

古 の寒 い空気 の中で声を出す練習 などを致 しました力ヽ

て,人 よ りち ょっと早 く舞台に立 った訳 ですが, と こ

ず っと昔 は鴨川の所でや っていたか も知れません。 し

ろがその伝承 と云 うもの,伝 統 と言 うものの中 にお り

か し,い ま鴨川でそんなことをや った ら,そ れ こそ人

ます と,回 りか らご覧 になる方 とはまた違 った伝統 に
対す る見方,取 り組み方 と言 うのが生 まれて来 るのだ

だか りが出来て大変 なことにな ります。先 ほどの ピン
カー トンに対す る蝶 々 さんみたいな事 にな って しまう

と思 い ます。 はっきり申 します と,人 様 か ら伝統,伝

か もわか りません。 そ うい う事 はや りません。

統 と言 って非常 に崇 め られ る,珍 重 される物の中には,

しか し,そ うい う様な伝説が生 まれ るほど,私 の家

とんで もない くわせ物が含 まれて いる。 とんで もない

の狂言 の伝承 の仕方 が非常 ご大 そ うに世間では考え ら

偽物 が,伝 統 の中には,伝 統 と目されている中 にはあ

れるわけです。 ともか くそ うい う伝説が生まれるほど,

る。 そ うい う事を私 は,子 供心 で感 じてお りま した。

ああ言 った大 きな声 といいますか,実 はよ く通 る声だ

その疑 間 というのを解 き明か しなが ら,自 分 な りに解

と私 は思 います。通 る声を狂言師が 出 して台詞を言 う。

釈 しなが ら,あ るいは,い ろんな人 に質問 しなが ら,

あるいは非常 に明快 な, は っき りした,大 げさな,誇

今 日まで伝統 の中に生活 してきた訳で ございます。

張 されて しか も省略 された仕草 をやる。 その表現力 と
い うものは,な るほど私 は大変 なこれ は技術だ と思 い

伝 統 芸 能 の 新 しい 考 え 方

ます。狂言 の持 っている素晴 らしい伝統 であ り,伝 承

表題 は 「
伝統 を越 えて」 とい う誠 にあつかま しい題

すべ き,次 に伝 えなきゃいけない技術 であろうと私 は

を付 けているわけですが,私 はまだ越えているわけじゃ
ございません。越 えようと思 っているわ けです。後50

思 い ます。 なるほどそういう物 は大変大事 なのですが,
そ うい う物 を含めた伝統を一 つの権威 として,何 か値

年 ぐらい生 きるつ もりでお りますか ら,そ の うち何 と

打 を付 けようとするような構 えみたいなものがあるわ

か越 え られるの じゃないか と思 うのですが。 じゃあど

けです。 つ まり狂言 というのは,「 こんな素晴 らしい

うい う所を越えてい こうとす るかと言 います と,な る

ものですよ,あ なたがたにわか らないで しょう。 わか
らないほど素晴 らしいのです よ。」 と, こ うい う様 な

ほど狂言 の持 ってい る先 ほどの声,あ れ も昔か らああ
言 う声でや っていたわけで,稽 古 の時 も全部あの声を
出 してや るわけです。 これ も一 つの間違 った伝説で ご

言 い方 がよ くあ ります。

ざいますが, こうい う話をよ く聞 くのです。

言 と呼 び捨 て にす るといけな い。 」 と言 うので す。

と言 うのは,私 の家がそういう風 に狂言を昔か らやっ

それか ら, こうい う事を我 々よ く言 われ ます。 「
狂
「お狂言」 と,お の字 を付ける。能 もそ うです。 「お

ていて,京 都御所 の近 くの, も う少 し東 に行 くとご存

能」 と言 います。 それか ら私 たちがや ってい る芸 も,

じの鴨川が ございます。今出川 の橋 があって,私 たち

おの字を付 けて 「お芸事」 と, こう言 う。何で も日本

子供 の時分 に,そ の鴨川 の両岸 に立 ちま して,お 弟子

人 はおの字 を付 けると,何 か自分 自身 がち ょっと上品

が鴨川 の西側 の岸 に立 って,先 生 が東側の岸に立 って,

に見えるのです。 「お紅茶」
,「お珈琲 」。 私 このあい

そ して大 きな声でさっきのよ うな台詞 を言 う。 そ して

だ東京でお もしろい事 を聞 いて吹 き出 したのですが,

それに対 して弟子 の方 は,鴨 川 の川 ごしにそれを受 け
答えす る。特 に寒中,寒 いときに北風がび ゅ―び ゅ一

ある銀座 の喫茶店で,皆 さんが ご想像 になるよ うな御
婦人 です。 その御婦人 が 「おコカコーラ」とおっしゃっ

吹 きすさぶ鴨川 の対岸同士 で立 っていて台詞 を言 って

たのです。 これ,一 回で言えませんよ。今晩,練 習 し
てみて ください。 「お コカ コー ラ」 これはなかなか言

も,そ れがよ く聞 こえなき ゃい けな いよ うな,そ うい
う様な練習の仕方を した。鴨川 の両岸 に立 って台詞 を
練習す るのが,茂 山 の家 のや り方 だ と。 こうい う事を

えな いです よ。 あの御婦人,大 変練習 して きたのだと
思 います。一瞬, しか し耳を疑 いま した。 そうい うの

私 はよ く聞 くのですが,そ んなことは全然ないのです。

と同 じように,お 狂言 とかお能 とかお芸事 とい う事 は

嘘なんですね。伝説 とい うのはいい加減なものですよ。

おの字を付 けて,我 々は呼 ばれ る。

しか し,あ まりよ くそんな ことを聞 きます と,何 か こ

それか ら私 は故意に,狂 言役者 という名 前を使 って

んな事 をや ったよ うな気がするなあ, と思 った りする

や ってお りますが,我 々の仲間で は狂言役者 とい う言

のです。 これ は,寒 稽古 とい うのがあ りま して,寒 稽

狂言師」 と言 って,お っしょさ
葉 は余 り使わない。 「
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んの師 の字を書 くので す。 一 般 的 に は師 を付 け る。

わけで,大 変 やる人 はや りに くか った。 そ こで公開録

「
能楽師」 とか。私 は余 り好 きな言葉 じゃない。 役者

音 とい うのが始 ま った訳です。 お客 さんを実際に入れ

に徹 したいと思 って,狂 言役者 という言葉を自分で使 っ
てお ります。 そ うい う風 に して狂言 と言 うもの,あ る

て,そ して笑 うべ き時には,お 客 さんに笑 って もらっ
て,そ の笑 い声 も入れて一 つの雰囲気 づ くりを してい

いは能 と言 うもの,古 典芸能 と言 うものを大変 自分た
ちの生活 とはかけ離 れた,雲 の上 に置 くような一般 の

く。本来,笑 いの芝居,笑 いの芸 と言 うのは,お 客 の
笑 いと一緒 にセ ッ トになって生 きて いる もので,だ か

見方,そ してそれ と同 じように,内 部 の人が余計そ う

ら狂言 も笑 って もらわなきゃい けないときに,お 客 の

いった風 に飾 りたてて, これ は大変 な ものなのだ,大

笑 いがないと先 に進 まないのです。 ぎこちなくなって,

変素晴 らしい ものなのだ,一 般 の方 にわか るような物

何 か しらけた雰囲気にな って しまう。

じゃな い。皆 さんの生活 と違 ったところに我 々は居 る

その時 の 「すえひろが り」 がそ うで した。 子 供 た

のだ, と言 うよ うな構えを して,そ れが伝統だ,と 言
うよ うな言 い方 を しば しばす ることがあるのです。実

ちは,そ の当時,今 よりはだいぶ素直 な子供たちが多
か ったですか ら, と もか くおか しいので しょう。一生

は内容 と何 も関係ない。私 は 「お狂言」 と言われ るよ

懸命笑 いを堪えて,涙 をいっぱい溜めて見て い る子 も

うなつ ま らない芝居 はや りた くない。 「お狂 言」 とい

いま した。 いたたまれな くな り,私 は 「
すえひろがり」

う時 には皆 さんは,お 狂言を拝見す るとお っしゃるの

がすんだ ら,衣 装を着 たままで校長先生 の側 に行 きま

です。拝見 され るのは大嫌 いです。向 こ うが難 しい顔

して,「 狂言 というのは笑 って見 て頂 いて結構 なんで

を して頭を下げなが ら狂言 を見 られ ると,我 々役者は,

す。どうぞ生徒さんに笑 って頂 くように言 って下 さい。」

狂言 は笑 いの芝居ですか らや ってい られな いのです。

と言 ったのです。そうしたら 「はい, わか りま した。」

具体的 にこんな事 が ございま した。私ず っと何十年

と壇 に立たれま して,「今,許 可 が あ ったか らこれか

かの間,で きるだけ学校 に出かけま して中学校,高 校

ら笑 うように」。 こうい うような,そ れ こそ笑 えない

あるいは小学校 の場合 もござい ますが,学 校 の現場 で,
体育館 のステー ジの上で狂言をや って生徒 さんに直に

ェ ピソー ドがあるのです。

見 て もらう。 そ うい う事をず っと30年近 く続 けてお り
ますが,そ の中で こうい う事が一度 ございま した。

おそ らくその先生 は,狂 言 と言 うものを一度 もご覧 に

ある山陰地方,山 の中,小 さな350人 ぐらいで した

のは大変古 い芸能で,大 変難 しい謹厳実直な ものであ

その先生 は悪気 があってお っしゃったのではないざ
な ったことがないのだ と思 います。 しか し狂言 と言 う

か生徒 さんの数が。中学校で した。私 たちが狂言 を始

ると。 だか ら生徒が笑 うような事 をす ると失礼 にあた

める前 に校長先生が私 たちを紹介 して下 さった。非常

ると, そ うい う気持ちでわざわざそういう事をお っしゃ

に難 しい顔を した謹厳実直を絵 に書 いたよ うな先生で

ったのだ と思 い ます。
一般的 に狂言 をそういう風 に考えてい らっしゃる。

したが,そ の先生 がやお ら壇の上 に上が られま して,
「え ― これか ら,は るばる京都か らや って 来 て もらっ

それが狂言 とい うものの伝統 だ と思われている面 も,

た狂言をみんなで見 ることになる。狂言 というのは大

非常 に強 いのではないかと思 います。 それが我 々の仲

変崇高 な芸術であ って,い や しくもこれを見て笑 うよ

間 に もそ うい う事を,さ っきも申 しま したよ うに狂言

うな事があってはいけない。」 こうお っしゃったので

の回 りにいろんな飾 りを付 けて い く。 そ して 自分 は狂

す。

言 をや っているか ら自分 も偉 いのだと,狂 言 とい う素

私,最 初 は 「すえひろが り」 とい う狂言 をや ったの

晴 らしい ものをや っているか ら, 自分 は素晴 らしいの

ですけれ ども, これは余 りおか しい狂言 じゃございま

だ と言 うよ うな思 い上が った考 え方 で,狂 言 に対 して

せんけれ ども,や はり,時 々 は笑 いがないとや って ら

いる我 々の仲間 もた くさん ございま した。 そ うい う事

れないのです。笑 いの芝居 とい うのはお客様 の笑 い声

に対 して我 々は非常 に反発を この時分 は感 じて いたわ

をちゃん と計算 して創 られて いるのです。落語 漫才,

けです。

ああい うものが昔 はラジオ,テ レビのなか った時代 で
タジオの中で落語 とか
す。 ラジオでや るときには,ス 、
漫才をや った訳 です。お客 が全然いない。 そこでやる

伝統 芸 能 の開放
それか らもう一つ,伝 統 らしき物を飾 りたてるだけ
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じゃな しに,そ れを私物化 して しまう。 あるいは営業

ある。聞 きま した ら一番大 きなのが,そ の会館 が建 っ

の材料 に して しま う。 こうい う様 な現象 が,明 治以後

たのは,今 か ら25年ほど前 だ と思 いますが,一 番大 き

大変強 いので ございます。別 に狂言 とか能 とかを飯 の
種 に していると,い うことではあ りません。私 自身,

な石 に名前を書 いてある人 は,当 時 の金 で100万円出
して い るのだそ うです。一番小 さな のは 5万 円だそ う

それを飯 の種 に しているわけですか らそういう事を言 っ

です。 つ まりその壁がその家元 と言 うものを象徴 して

ているのではないのです。狂言 とか能 とか,あ るいは

い るので はないか と思 います。

日本 の伝統芸能 というものを,本 質 とは何 も関係 のな

そ う言 ったいろんな形で,お 金を貰 う。 いろんな名

いところで,一 つの組織 を こしらえ ま して,そ れを売

目です。た とえば免許を与 えるとか,あ るいは我 々の

り物 にす る。 はつきり申 します と,た とえば家元 とか

所です と,習 い物 と言 いま して難 しい ものをや る時 に

宗家,お 茶 やお花 に もあ ります。我 々狂言 に も能に も

は,家 元 にお金 を積 まないとや らせて貰 えない。 自分

あるわけです。実 はこの育旨とか狂言 とい うのは決 して

がやれ るかやれないかの問題 じゃないのです。金 さえ

私物 ではないのです。我 々の祖先 か らず っと受 け継が

出 しゃ出来 る。 そう言 った組織作 りの中で,今 の家元

れて きた,民 族的 な遺産です。 みんなの共有財産 なの

制度,つ まり家元 と言 うのは伝統 を 日本 では保持す る

です。 その共有財産 を人 に知 らさな い, 自分たちだけ
で一 つの, は っき り申 しま して金儲 けの元 にす るため

ために創 られた組織 のよ うに皆 さんお考 えにな ります
が実 は,そ んな もの じゃな くて,家 元 と言 うのは,一

に,一 つの組織作 りを して しまう。一 つの企業 として

種 の家元 とい う組織 の ピラ ミッ ド型 の傘 の下 にい る人

その伝統 を扱 って, 自分 たちだけの伝統 に しよ うとす

にとっては非常 に大事 な企業ですか ら,そ の中で経済

る部分 が,明 治以後 に大変強 く現れて きた。私 は,そ

的に活発 にお金が動 かないことには,生 活 が 出来 ない

の最 も顕著 な ものが,家 元 と言 われ るものだ と思 うの

のですけれ ども,そ れと実際 の我 々の場合 は舞台 で表

です。

現す る能 とか狂言 と言 う芸,あ るいはお茶 とかお花の

卑近 な例 で これは申 し上 げると悪 いか も知れません

場合 です と,そ の人がお花を生 けた り,あ るいはお茶

が,家 元 とい う組織 はどのよ うにな っているか,皆 さ

を点 てた りする時 の表現 の力 と言 うものとは,組 織 そ

ん も中にはお茶 とかお花 とか,三 味線 とかあるいは謡

のものとは何にも関係がないのだと思 います。現に100万

なんか もや ってい らっしゃる方があるか も知れません

円納 めれば, ともか くその流儀 の中で は最高の,つ ま

が,非 常 にわか りやす く,家 元 がいかに経済的 な企業
であるか と分か る例 を一 つだ け申 します と,京 都 にた

り師範 のあれが貰えるわけです。 い くらうま くて も,
い くら一生懸命頑張 って も,金 がなきゃそ ういう地位

くさんお花 の家元 があ ります。 日本で も一番代表的な

は生涯得 られな い。私 たちの方 で も,や はり私 は茂山

流儀 に属す る流儀 の会館 が京都 にあ ります。名前 は申

とい う狂言 の家柄 の息子ですか ら,私 はある程度有利

しません。 申す と私,叱 られますので,実 はあそこの

です。 いろんな事をや ります ので, こんな事 は私だか

人 たちをよ く知 っています のでね。 そこに大 きな会館
があるのです。大変大 きな殿堂です。 そこへ入 ります

ら喋れ るので,私 の弟子 が こんな事 を喋 った ら明 日か

と,入 ったところに大 きな階段 があ ります。 その階段

の中 に我 々はおかれてい るわけです。

を上が りま して,そ の階段 の上 に踊 り場 があって,そ
して左右 に, また階段 があって三階 に上がれ るように

ら全部首になって しまう。 そ うい うふ うな制度,組 織
先 ほども申 しま したが,私 はそ うい う事 に対 して非
常 に子 どもの時分 か ら反発を感 じていた。 た とえばそ

な っている。昔 の王宮 の建物を想像 して頂 くとよ く分

の伝統 の中 にこうい う伝統 もあるのです。 つ ま り狂言

かる訳です。 その階段 を上が りま したところに壁があ
ります。石 の大 きな壁があるわけですが,そ の壁 はい

役者 は,我 々ですね,我 々は他 の芸能 のジャンルの人
と一緒 に仕事 を してはいけない。 あるいは自分 の持 っ

ろんな大 きさの石がはめ込みにな っているのです。一
番大 きなのは 1メ ー トル半 ぐらいあ ります。小 さなの

ている知識,技 術を他 の演劇 のジャンルの人 に,そ れ
を教えてはいけない。 こうい う様 な厳 しいタブー と申

は煉瓦みたいな物,そ れが こうず っとはめ込んで一 つ

しますか,そ うい う物 がず っと昔 か ら厳 として存在 し

の大 きな壁 にな っているのですが,そ の壁 に全部名前
が一 つづつ書 いてある。あ るいは何 とか支部 と書 いて

度 があるわけです。 そ うい うだんび らを振 り回 して来

ている。 それを犯 します と,破 門 とか除名 とか言 う制
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るわけです。除名 とか破門をされます と,そ の仲間 と
一緒 に付 き合 いが出来 ない。私 たち役者 は
,一 人では

が還暦 の年,今 か ら7年 前ですが, 自分 で葬式 をや り

狂言が出来 ませんか ら何人かとや らなくちゃいけない。

んなに来て貰 って,御 香典 をちゃん と貰 って,お 経を

ま した。 ちゃん と死亡公告を出 しま してね,そ してみ

そ うす るとその人たちとは狂言をやれな くなっちゃう。

あげて貰 って棺桶 の中に入 る。棺桶 の中に入 って,今

例えば,一 緒 にや りたいと思 っているのが私 の兄であ

度 は赤いちゃんちゃん こを着 て棺桶 か らとび出す ので

り父であって も,私 が破 門されて しまうと,私 は父 と

す。 これは私 が始 めたのではなく,関 西では昔 よくやっ

は狂言 が出来 な くな って しまう。 そ うい う様な ことが

ていた事 なのです。還暦 と言 うのは生 まれ変わる訳で

事細か に決 め られて いたわけです。 これが太平洋戦争

す。60年, 自分 と同 じ干支 が回 って来 る訳です。 そ う

が始 まる前 までは,非 常 に厳格 に行 われていた。先 ほ
どの女性 に狂言 を教 えてはいけないの も,そ の一 つの

い う時に, 1才 か ら出直す,や り直す。還暦 と言 うの
は,暦 を還す と書 きますか ら一生が終わ って,そ こか

ルールなのです。 そ うい う事に対 して私 は非常 に反発

らまた新 しい一生をお、りだす と言 う意味で還暦 という

を感 じま して,出 来 るだけ喧嘩 してやろうとい う気持

ので,昔 か らよ く酒落でや ったのだそ うです。

ちにな りま した。 ともか く, だ いたい昭和 の25年か ら

有名 な大阪 の噺家がそれをや りま して,棺 桶 の中に

35年 ぐらいにか けま して,い ろんな事 をや りま した。

入 ったのです。 そ うした ら友達がぞろぞろやってきて,

や っちゃいけないことは全部や る。 と もか く大変忙 し

香典をおいてお経を唱えるのですが,何 人かや って こ

か ったですけれ ども,お もしろか ったですよ。 いろん

ない。 そこで棺桶 か ら首 を出 しま して,「 あいつ ま
だけえへんか」 と言 ったよ うな亡者 もあ ったそ うです

な事 をや りました。
例 えばス トリップとい うのが ございますね。皆 さん

けれ ども。私 それをや った り, これ もつ まり現代 のお

は余 りご覧 になったことがないと思 うのですが,皆 さ

葬式 というのが余 りにも,そ れ こそ妙 な変 な伝統で,

んが ご覧 にな った ら,ち ょっと気持 ち悪いですけれど

形式的 に流れす ぎて いて,仏 様 のためには,ち ょっと

も。私 は割 に好 きでよ く見 ます。好 きで見 るだけでは

な っていないの じゃないか と思 います。現在 に生 きて

な くて,私 の30才 ぐらいの時ですか,そ のス トリップ

いる人 のための葬式 であって,死 んだ人間 のための葬

の振付 けなんかをや りま して,え らい問題 が起 こりま

式 では決 してない。私 はあんな葬式をされ るのはかな

して,私 は何度 も何度 も破門されかか って,首 が幾 つ

いませんか ら, 自分で自分 の葬式 はちゃんと演出 して,

あって も足 りなか ったのですが,そ の都度,尻 をまくっ

自分 で好 きなような葬式 をす るのだ と言 う気持 ちで,

たわけです。

その時や ったのです。

つ まり,狂 言 もス トリップ も芸能だ。それがどち ら

万事,私 はそ うい う風 に して一般 の世間 の常識 とか

が上でどち らが下だなんて事 はお客様 が判断す ること

伝統 を含みま した我 々の,い わば過去 に足を引 きず っ

で,我 々 自身が判断す ることで はない。私 はス トリッ
プは素晴 らしい芸能 だ と思 います。 そのス トリップを

ているような世 の中のいろんな仕組み,考 え方,そ う
い う物 に対 して,我 々はまず疑 ってかかるべ きだ と私

よ り良 い芸能 に創 り上 げるために,我 々 は自分の持 っ

は思 うのです。有旨や ら狂言の私 たちは,そ の実際の型,

ている狂言 とい う技術 を使 って,そ れを舞台 の効果を

技術 に しま して も,長 年 の流れの中でず いぶん変わ っ

よ り高 めるために,役 者 として芸能人 として当然の事

て しまった。元の意味か らはかけ離れた形だけが残 っ

をや っているのだ と。 こうい う事を言 います と,昔 の

ているものが非常 に多 いのですが,私 はそのか け離れ

年寄 り,私 はいま, もう年寄 りにな りましたけれども,

た形だけの部分 が,な ぜそ うい う物が生 まれたか とい

その当時 の年寄 り,何 の事 か全然分か らな くな っちゃ

う解釈が付 くまでなかなかやれな い。や っていて もい

うのですね。それで黙 って しまうのです。 そ うい うお

い気分 になれないのです。 そうい う事 を私 は,か っこ

かげで私 は,そ うい う事で いろんな人がや らないよう

いい言葉で いいます と,「伝統 の批判 的摂取」 とい う

な事 をや りま した。

言葉を使 ってお ります。伝統 は絶対的 なものではない

最後 には私,葬 式 をや りま した。 自分 の葬式。皆様

のだ。 それは自分 にとって,あ るいは今の世 の中にとっ

の中で 自分 の葬式 をや られた方あ りますか。 これは一

てどういう意味を持 っているのだ,そ れはどうい う訳

つの世 の中 に対す る抵抗 でや った訳 ですけれども,私

で生 まれて きたのだ, とい うことを自分 な りに見極 め
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「
伝統 を越 えて」
て,そ して これ はやはり後 に伝 えるべ きものであるこ

くもののためにだけある。決 して伝統 は商売 のために

とを,確 信 を持 って伝承 して いかな くて はな らない。

あ った り,個 人 の私物化す るためにあ った り,そ うい

それを人 に伝えていかな くてはいけないとい うような

うものではこれは伝統が非常 にかわいそ うだ と思 いま

事を,私 はいつ も考 えて い るわけです。 それが言葉 を

す。伝統 の冒涜 に私 はなるの じゃな いか と,そ うい う

変 えます と,「伝統 を越える」 とい う ことにな るか と

様 なたいそれた発言 をす る訳 ですが,先 ほど申 しま し

思 い ます。

た通 り私 は狂言役者です。嘘つ きですか ら, ど うかそ

私 の好 きな言葉,実 は私 がつ くった言葉です ので,

のつ もりで今 日の話 を全部聞 き流 して頂 ければ幸 いだ

たい した ことはあ りませんが,「伝統 はそれ を越 えて

と思 います。 つま らないお話で ございま した。 どうも

行 くもののためにだ けある」。伝統 は伝統 を越 えて い

あ りが とうございま した。
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