見所の小雀 （20） ｢朝長と能観賞｣

2019 年 2 月 21 日

細々 と書き綴っ てきた「見所 の小雀」が 今回 20 回目に なりました。 私が能観賞 の記録を 始めた のが
1999 年 5 月 からな ので、ほ ぼ 20 年。その記録の統 計をしまし たら、今まで に観た能 は 158 曲、508 番。
最も 多くみたの が「羽衣」 で 13 回。 次は「道成寺 」の 12 回。｢翁 」「杜 若」「 融」「 弱法師 ｣がそ れぞれ
11 回です 。能はよ く 200 曲と 言われます が、その 中 の 158 曲観ている のには自分な りに驚きま した。
しか し世の中に は 3000 番位 能を観たと 言う人が います から 上には上です が、我なが ら能キチ の一人で
はあ ると思って います。
これ だけ沢山観 ていると 、記憶に残 るものばかり ではありま せんが 、
「見 所の小雀 」として文章 に残 す
と、 さすが良く 憶えていて私 なりにはと ても意義 があります （読む人には 重々、ご迷 惑と思い つつ）。
「 朝長」 は謡曲と しては 前シテ が女性で 朝長の 最後を 語り、後 シテは 朝長の 怨霊が出 て来て 戦を再現
する という構成 が異色で面白 いのですが 、余り演 能が 少なく て今年の 2 月 16 日・ 横浜能楽堂 で 観た
のが 私にとっては 2 回 目でした。 しかも今回は中 入りの間に 京都・相国寺 の僧 10 人が出演。 舞台で観
音 懺法（ せんぼう ）を唱 えると 言う特殊 演出が あって 興味深く 、素晴 らし い 能でした 。しか し又、 別な
意味 でも強烈な 印象を受け ま した。

『朝長』

前シ テ・梅若紀彰

ア イ・山 本泰太郎

後シテ・ 梅若実

笛・ 一噌幸 弘

ツレ・山中 迓晶

小鼓 ・曽和 正博

大鼓・河 村大

トモ・ 山中景晶
太鼓・ 小寺佐七

ワキ・殿 田謙吉
地頭 ・観世 喜正

まず ワキとワキ ツレの登場。 殿田謙吉師 はしばら く休演が多 く病気かなと は思ってい ましたが 回復さ
れた 様子。しか しその面変わ りに心痛み ました。 声も力がな かったけれど 朝長は暗い 物語だか ら或いは
適役 かなと思い 直した程。前 シテの梅若 紀彰師は 、渋いけれ ど配色の良い 草花を彩っ た唐織。 僧との問
答の 後、下居の 美しい姿をわ ずかに向き を変える 所作以外微 動だにしない まま、朝長 の自害を する様子
を語 るところな ど、観る者に 緊張感と高 揚感が伝 わり 完璧な まで素晴らし い名演でし た。また 別な観能
記の 時に書きた いと思ってい ますが、私 は 15 年位 前に見た紀 彰師の舞囃子 に魅了され 、それ以 来注目
して いて、昨 年からはと うとう後援 会に入ったほど です。前 場が終わっ た後、相 国寺の僧侶 達が登 場し 、
太鼓 と銅鑼を奏 じ、次に 9 人の僧 によって観音懺 法が 20 分程繰り 返し唱えら れました。これは お経と
いえ 音楽のよう で私には教会 で歌われる グレゴリ オ聖歌によ く似た感じが して、古今 東西に共 通な 気が
しま したし静謐 な気分に浸り ました。こ の観音懺 法 の法要に よって後シテ の朝長が現 れるので すが …。
この 場面に私は 、この日の能 で最も強烈 な衝撃を 受けました 。
源 義朝の次男 で頼朝、義経 の異母兄で もある朝 長は 戦いに 敗れ自害した 時は 16 歳 の青年。 烏帽子に
白 鉢巻。 女面では ないか と思う 程美しい 面を付 け、鮮 やかなオ レンジ 色の 法 被（長絹 ？）に 純白の 袴。
惚 れ惚れ とする姿 なので すが、 そのシテ 朝長は ナント 揚幕から 杖を突 きなが ら出て、 橋掛り の途中 では
床几 に座って謡 いだされたの にはびっく り ！後シ テの梅若実 師が体調不良 で 1 月公演 は代役に なったこ
と は知っ ていまし たが、 このよ うにご無 理をし て能を 勤められ ること に心底 驚きまし た。 後 場は正 直言
え ば観客 として楽 しむと いう感 じ より、 ご無事 に終わ られるの を祈る ような 気持ちで ハラハ ラして 観て
いま した。ただ 、舞台に穴を 空けまいと 言う実師 の気迫とい うか 責任感の 強さは察せ られまし たが。
こ の公演 は相国寺 の声明 との融 合という 点でも 話題に なり、多 分数年 前から 計画され ていて 、実師 の
最 近の体 調を慮る 事も出 来なか ったでし ょう。 名声、 実力にお いて余 人をも って代え がたい 梅若実 師だ
から こそ、この ような 事態に なったとい う事は十 分理解 出来 ますが、いろ いろ考えさ せられ ま した。
余談な がら今日 、ドキ ュメン タリー映 画「私 は 、マ リア・カ ラス」 を見て きました 。子供 の頃か ら厳
しい 訓練を経て 、オペラ 歌手として 名声を得たマリ ア・カラスが、絶 頂期にロー マのオペラ 座出演 の際、
気管 支炎で声が 出なくな り 1 幕の みで休演。その後 の バッシン グの酷かった 事！…。生身の 人間の 舞台。
演劇 以外の演者 ドラマを観賞 すること で もあると つくづく感 じました。
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