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ご　挨　拶
いしだ典子

　能の作品集 39 点は、父の遺作でもあり形見です。
　平成 7年に火災事故で、美しい作品群は父と共に焼失しました。
　光と色彩に関心を抱き研究していた父は、風景も得意としていました。「能」はライフワークと
して描いておりました。
　この時期に、千葉県から神奈川の高等学校に私の次女が通学する都合で、父が庭に離れを建てて
くれました。大作「能」のシリーズはこの離れにあったため、難を免れ残りました。
　念願の「能」の作品集は、撮影を重ねると共に、「能」そのものについても原稿をお願いして少
しずつ進めて参りました。
　これを機に、私も「能」の舞台を観はじめ、改めて日本人の持つ「無常観」や「生き方」が、「余
白」そして緊張感のある「間」と共に舞台で美しく演じられているのを肌で感じました。
　2011 年 3 月 11 日「東北大震災」で被災した方々の在り方が世界中から評価されたのも、日本人
の根底に流れる深い精神と無縁では無いと感じます。
　幸い、「能」と「英米文学」の研究者で、父と同じ郷里の三上先生に解説をお願いすることがで
きました。解説は平明で判りやすく、父の「能」の作品の良い手引書になる事を確信いたします。
　タイトルを調べるにあたり、梅若万三郎先生にご助言いただけたのは、光栄の極みです。伝統あ
る「能」の出版社「檜書店」にも温かいご理解とご協力を頂きました。 クリストファー・トリブ
ル氏をはじめ、美術、教育関係者各位の皆様のご協力と、お力添えに深く感謝申し上げます。
　一人でも多くの方々に、色彩豊かな絵画表現、シリーズ「能」を楽しんでいただければ誠に幸い
です。

2012 年 1 月

Greetings
Noriko Ishida

   The 39 fragments from the paintings of Noh performances contained in this book are my father Shigetsugu 
Ishida's posthumous works.  They are also personally precious objects as they remind me of my late father.  
Most of his other works were destroyed by the fi re which also tragically caused my father's death in 1995.  His 
paintings of Noh performances only escaped the fi re because they had been kept in a detached building in the 
yard which my father had built for the convenience of my second daughter who had to go to a high school in 
Kanagawa prefecture.  
   My father especially cared about light and colour and delighted in landscape paintings.  He was also interest-
ed in Noh and continued painting Noh performances as a lifelong project.  To publish a collection of my fa-
ther's paintings of Noh performance has been my long-cherished desire, and I had photographs of the paint-
ings taken over and over again in the preparation of this book. During this period I also went to Noh theatres to 
see Noh performances whenever there was an opportunity.  Through this experience I realized the signifi cance 
of Ma (a pause or an interval between sounds or movements) and Mujōkan (a view of life as something tran-
sient) which Noh drama alludes to. It reminded me of the behavior of the people in the eastern part of Japan 
who were hit by the great earthquake and tsunami on March 11 of 2011.  Their behavior during the disaster were 
praised by the people all over the world, and it seemed to me that this demonstrated how the spiritual aspects in 
Japanese tradition are deeply embedded in Japanese culture and world view. 
   I asked Mr. Tadashi Mikami, professor of British and American literature and Noh, to write commentaries on 
the paintings. By coincidence, he is from Shimane prefecture, which my father also came from.  I feel that his 
very accessible commentaries provide an excellent introduction to my father's paintings of Noh performance 
and I am sincerely grateful for his help with this project.
   I am also honored to have obtained suggestions from Noh actor Mr. Manzaburo Umewaka concerning the 
Noh titles of the paintings, and I would like to express my gratitude to Ms. Noriko Kōketsu of the publishing 
company Hinoki Book Store Ltd, for her kind help in editing of this book.  I also appreciate the cooperation of 
Dr. Christopher Tribble of King's College, London University who has helped with the English text of the 
book, and many other people who are engaged in education and the fi ne arts.  
   I will be happy if as many people as possible can enjoy these exquisite expressions of Noh performance.

January, 2012



Shigetsugu Ishida's Paintings of Noh performance

Tadashi Mikami

   I had not been acquainted with the name of the late painter Shigetsugu Ishida before I was asked to write 
commentaries on his paintings by his eldest daughter Noriko Ishida, who is also a painter.  I am quite a layman 
when it comes to paintings, and I had no idea of what Shigetsugu Ishida was like as a painter.  So I initially 
thought I should turn down her request.  However, once I realised that Ms. Ishida was asking me not to com-
ment on the paintings, but to make interpretations of Noh plays depicted in the paintings, I decided to take on 
the work.
   As soon as I was informed that Shigetsugu was from Shimane prefecture, which I also come from, and that he 
was absorbed in Iwami Kagura (traditional Shinto music and dance in the province of Iwami) with which I was 
familiar in my childhood, and that he wanted to be a performer of Iwami Kagura, I felt a sense of kinship with 
him.  Maybe he was attracted to the mysterious masks, the dazzling colours of the costumes and the vigorous 
movements of Iwami Kagura.  After he had immersed himself in the folk performing art Iwami Kagura, he de-
voted himself to the traditional performing art of Noh.  It may have been in his nature to have a liking for per-
forming arts.
   Shigetsugu Ishida was always attracted to Japanese culture and life.  He was particularly interested in Ukiyoe 
and got a master's degree for his study of Ukiyoe from Kokugakuin University in Tokyo.  He was concerned 
with "light" and "colour" in painting.  In the early stage of his painting history, landscapes were his favoured 
subject, and he tried to capture the exquisite transition of landscapes.  Later he went to Dalian in China and 
continued to paint landscapes in oil while he led a teacher's life there.  His landscapes are painted in light 
colours in the Japanese style although they are oil paintings.
   He began painting Noh performances around 1980. I don't know for certain what motivated him to begin 
painting Noh performances but it might be that he saw Noh as central to Japanese culture as well as being a tra-
ditional performing art,  and that as a painter he was attracted by the contrast between the masks which have 
mysterious expressions and the colourful costumes, and by the mystic atmosphere of torchlight performances 
of Noh.  Maybe he became consumed by the idea of capturing a moment in the fi nely-honed and controlled 
movements of Noh performances.
   What makes Shigetsugu unique for me is the way in which he captures the split-second movement of a Noh 
performance on the fi lm of his mind's eye, and then refl ects his general impression about the performance on 
it.  Because of this he is able to simultaneously depict Mae-Shite (the chief character in the fi rst act) and Nochi-
Shite (the chief character in the second act) on one canvas.   He even goes so far as to add to the picture a scene 
which never occurs on the stage.  For example, he paints a full moon on the painting of Tōru (No.35) and on 
the painting of Nue (No.32), he depicts a character wearing the costume of Yorimasa who doesn't appear on 
the stage (the ghost of Nue imitates the movements of Yorimasa who killed Nue.)  Through this conscious act 
of imagination, he has succeeded in bringing about a rich layering of images in his paintings.  His approach 
strongly contrasts with that of the photographer who is restricted to an account of things as they are.  He cap-
tures a moment of movements,  animating the work in the process of letting it repose on a canvas.
   As I am not an art critic, I have restrained myself from commenting on the paintings, and provide only a brief 
interpretation of the Noh play depicted on each painting. The dates of production of a considerable number of 
the paintings are unknown, so I have put the paintings in order according to Gobandate (the presenting order 
of the fi ve categories of Noh plays.)  
   In working on these texts I have consulted Mr. Manzaburo Umewaka, Noh actor of the Kanze School, in or-
der to identify the programmes of the Noh plays on the untitled paintings.  I asked Dr. Christopher Tribble of 
King's College, London University to revise the English version of the interpretations which I made.  I express 
my sincere gratitude to them for the kind cooperation.

石田茂嗣の能画について

三上紀史

　私が画家・石田茂嗣の名前を知ったのは、彼の長女で画家の、いしだ典子氏から、茂嗣の能画の
解説を依頼されたときである。私は故石田茂嗣がどんな画家かも知らず、絵画にも疎いので、お断

りしようと思っていたところ、私が依頼されたのは、絵そのものの解説ではなくて、絵に描かれて
いる能の解説であることを知って、引き受けることにした。石田茂嗣が私と同じ島根県の出身であ
ること、また、私が子供の頃親しんだ石見神楽に彼も興味を持ち、彼が石見神楽の楽士になりたい
と思っていたことを知り、私は画家・石田茂嗣に親しみを感じた。おそらく彼は石見神楽の異形の
面と、衣装の絢爛華麗な色彩と、激しい舞の動きに魅せられたにちがいない。民俗芸能の石見神楽
に夢中になった茂嗣は、後に古典芸能の能に傾倒していくことになる。彼には体質的に芸能への嗜
好があったのかもしれない。
　石田茂嗣はもともと日本の文化と生活に興味を持っていたらしい。絵画においては、光と色彩に
特に関心を持っていた。絵画活動の初期の頃は、風景画を得意とし、景色の移り変わりをとらえる
ことを試みていた。また、彼は浮世絵に関心を持ち、国学院大学で浮世絵の研究によって修士号を
取得している。その後、中国に渡り、大連で教員生活を送りながら風景画を描き続けた。彼の風景
画は、油絵でありながら光を基調にした日本画のような淡い色調で描かれている。
　石田茂嗣が能画を描き始めたのは 1980 年頃からである。彼がどのような動機から能画を描きは
じめたのかは私にはわからない。おそらく画家として、日本の伝統芸能であるとともに日本文化の
真髄である能に引かれていったのである。能面の深遠な表情と色彩豊かな装束のコントラスト、薪
能の松明に照らし出された舞台がかもし出す神秘的な雰囲気、研ぎ澄まされた非日常的な動きの一
瞬をとらえる妙味などが彼を魅了していったにちがいない。
　茂嗣の能画は、舞台の上の動きの一瞬を、画家の心眼のフィルムに写し取り、さらに一曲の全体
の印象をその絵に投影させている。そのため一枚の絵の中には、前シテと後シテが同時に描かれた
り、さらには、舞台ではありえない現象が付け加えられたりしている。たとえば、『融』（63 頁）の絵
には満月が描かれ、『鵺』（57 頁）の絵には、前シテの鵺の亡霊の前に頼政の扮装をした人物を描い
ている（鵺の亡霊は射落とされた鵺の動作と、射落とした頼政の動作を交互に繰り返す）。このような描き方

によって、茂嗣の能画は重層的なイメージを内包することに成功している。これは写実を基本とす
る写真とは違う表現方法である。さらに、描かれている動きの一瞬は、静止させることによって、
かえって動きの躍動感を際立たせているのである。
　ただ、私は絵画の批評家ではないので、各絵の解説においては、絵自体についてのコメントはで
きるだけ控え、絵に描かれている能についての簡単な説明をしただけであることを断っておく。絵
の配列順については、製作年月日がわからないものが多いので、五番立の順序に従った。
　なお、解説を作成するにあたって、曲目のわかりにくい絵がかなりあったので、観世流シテ方の
梅若万三郎氏に曲目の判定をお願いした。私の英語の解説については、ロンドン大学キングズ・カ
レッジのDr. クリストファー・トリブル氏に添削していただいた。お二人のご助力に感謝する次第で
ある。
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1・2　　Sanbaso

The dance of prayer for world peace and good harvests.

Sanbaso is the name of the dance as well as the role performed by a Kyogen actor in Okina (“The Old Man”, offi cially called Shikisanban.)  Okina is a 
ceremonial performance art which retains the traces of the ancient Shinto ritual.  It is much different in character from other Noh plays.  It is said that 
“Okina is a kind of Noh, but isn’t really Noh.”  The performing style of dances and songs in Okina formed the foundation of Noh plays.  Okina is 
made up of the three dances in which three actors play each part of Senzai, Okina and Sanbaso in turn.  The Sanbaso dance consists of two parts which 
are called Momi-no-dan (dance of strong movements) and Suzu-no-dan (dance of the bells.)  In Momi-no-dan, Sanbaso performs a vigorous and lively 
dance.  In Suzu-no-dan, the same actor wears a Kokushikijo mask (a black mask of the old man), and dances, shaking the bells, in a rhythmic move-
ments which imply “sowing seeds” and “purifying.”  It is said that “Sanbaso doesn’t dance, but stamps,” indicating “stamping down the evil spirits.”
Both of the the paintings on page 6 and 7 depict Sanbaso who is dancing Suzu-no-dan.

1・2　　三番叟（さんばそう）

天下泰平と五穀豊穣を祈り悪霊を踏
み鎮める舞

三番叟とは、『翁』（「式三番」とも呼ばれる）の
なかで、狂言方によって舞われる舞の名であ
り、またその役の名である。『翁』（おきな）は、
能が大成される前の神事芸能のなごりをとど
める儀式曲である。そのため『翁』は「能に
して能にあらず」と言われる。『翁』の歌舞
の様式が能の基本となったといわれている。
『翁』では、千歳（せんざい）、翁、三番叟（三
番三）の役を担当する三人が、順に天下泰平
と五穀豊穣を祝い、祝福の祈りの舞を舞う。
三番叟の舞は「揉ノ段」（もみのだん）と「鈴
ノ段」に分かれる。「揉ノ段」では、面をか
けないで力強いきびきびした舞を舞う。〈も
む〉とは激しい動作をするという意味である。
続いて同じ役者が、黒色尉（こくしきじょう）
の面をかけ、鈴を持ち「鈴ノ段」を舞う。「鈴
ノ段」では、鈴を振りながら、〈種まき〉と〈清
め〉と〈踏み沈める〉動作をリズミカルに繰
り返す。三番叟は〈舞う〉のではなくて〈踏
む〉という。これは踏むことによって悪霊を
鎮めるという意味を表している。
絵には三番叟の「鈴ノ段」の舞が描かれてい
る。
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3　　嵐　山（あらしやま）

桜が満開の嵐山で神々がにぎやかに舞う

嵐山の桜の様子を見てくるようにという天皇の命令を受けた勅使（ワ
キ）の一行が、嵐山に着いて桜を見ていると、花守りの老人夫婦（前
シテと前ツレ）がやってきて、この桜は吉野の桜を移植したものなので、
時々、吉野の神々がやってきて花に宿るため、嵐が来ても花が散る
ことはないという。老人夫婦は、実は自分たちは吉野の木守と勝手
という神であるといって消える【中入】。
そこに吉野の蔵王権現に仕える末社の神（アイ）が現れ、嵐山の桜の
由来を語り、勅使をもてなすために舞を舞う。夜になり、若い木守
と勝手の神が現れ、桜を愛で舞を舞う。そこに蔵王権現（後シテ）が
現れ、人間の世界に降りて人間の苦しみを救うことを誓い、栄える
世を祝福する。
舞台では、桜が満開の嵐山で、神々が舞うというはなやかな場面が
展開する。嵐と桜という対立するものを配しているのは、この世の
嵐の中で、桜という人間の幸せを、神が守護しているという比喩に
もとれる。
絵には、中央に蔵王権現、前面に勅使、後に勝手の神（前シテ）、右に
末社の神（アイ）が描かれている。

3　　Arashiyama

The goddess and the gods dance merrily at Arashiyama 
where the cherry blossoms are in full bloom.

An imperial envoy（Waki）and his followers（Waki-Tsure） are sent to Arashi-
yama to check up on the condition of the cherry blossoms.  They meet an old cou-
ple（Shite and Tsure）who tell them that the cherry trees were transplanted from 
Yoshino and that the gods from Yoshino sometimes visit the cherry trees and pro-
tect the blossoms.  The old couple say that they are the incarnations of the God Ko-
mori and the Goddess Katsute who come from Yoshino.  The old couple disappear, 
riding a cloud. A god of the subordinate shrine（Ai）who serves under  the Great 
God Zaōgongen appears.  He tells the story of the Arashiyama cherry trees and 
dances to entertain the envoy and the followers.  That evening, Komori and Kat-
sute (Nochi-Tsure) appear as a young couple and dance.  Then Zaōgongen of 
Yoshino (Nochi-Shite) appears and asserts that he will relieve human beings from 
sufferings.
Gorgeous fl owery scenes develop on the stage. Arashiyama means a stormy moun-
tain.  Storms are hostile to cherry blossoms.  It seems to imply that the Gods will 
watch over the happiness of human beings in stormy times in the same way that 
they protect the cherry blossoms from storms.
The painting depicts Zaōgongen in the center, Komori (Mae-Shite) in the rear, the 
god of the subordinte shrine to the right, and the imperial envoy in front.

＊ Shite:  the chief character.
＊Waki:  the character who supports the Shite.
＊ Tsure:  the character who accompanies and assists the Shite.
＊ Waki-Tsure:  the character who accompanies and assists the Waki.
＊ Ai:  the character who the Kyogen actor acts in the Noh play.
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4・5　　敦　盛（あつもり）

敵同志が懺悔と許しを経て、共に救いを求める友と
なる

源氏の武将熊谷直実は、一の谷の戦いで平敦盛を討ったことを悔
い、出家して蓮生（れんせい）と名乗った（『平家物語』巻 9）。蓮生（ワ
キ）が敦盛の菩提を弔うために一の谷へ行くと、笛の音が聞こえ
てきた。蓮生が待っていると、草刈り男たちがやってきて、男た
ちの中の一人（シテ）が、これは草刈りの吹く笛なので青葉の笛
というのだ、と説明する。他の男たちは去り、その男だけが残る。
その男は、私はあなたに毎日、朝夕弔いをしてもらっている者だ、
と言って消える。【中入】。
蓮生が敦盛を弔っていると、武将姿の敦盛の亡霊（後シテ）が現れ、
弔いを感謝し、現世では敵であった者が、今は共に仏法を求める
友になったことを喜ぶ。そして、平家一門の盛衰の中に身をおい
た自分を懺悔する。また、戦いの前の管弦の宴で、今様を謡い笛
を吹いたことを思い出して舞を舞う（中ノ舞）。キリでは修羅物の
型どおり、戦いの模様を再現する舞を舞って消える。
ワキの僧は諸国一見の僧ではなくて、シテを殺害した者である。
背景にあるワキの内面の葛藤が、シテとワキの対面をドラマチッ
クにしている。それがこの能の特徴である。敦盛の亡霊が蓮生の
前に現れるのは、恨みのためではなく、共に懺悔の物語を語るた
めである。敦盛が、殺されたことを恨むよりも、弔ってもらった
ことを感謝しているのは、世の無常をなげき、平家一門の所業を
懺悔する気持ちが強いからである。敦盛と蓮生は、共に悟りを目
指す友であることを認め合ってこの能は終わる。
10 頁と 11 頁の絵は、ともに後シテの敦盛を描いている。

4・5　　Atsumori

Former enemies become friends who search for salvation and enlightenment together.

The Genji warrior Kumagai Naozane bitterly repented of killing the young Heike warrior Atsumori at the Battle of Ichinotani.  He became a priest 
and took the name Rensei. (The Tale of the Heike, Vol.9)  Rensei (Waki) visits Ichinotani to pray for the repose of Atsumori's soul.  There he hears 
the sound of a fl ute, and then a young mower and his companions come near.  The youth (Shite) says that the fl ute on which he plays is called Aoba no 
Fue (Flute of the Green Leaf.)  His companions have gone, while he stays on there alone.  He says that he has some relation to Atsumori for whom 
Rensei always prays in the morning and evening.  Then he vanishes.  When Rensei is praying for the soul of Atsumori, the ghost of Atsumori (Nochi- 
Shite) in the attire of a warrior appears.  He thanks Rensei for the prayer and rejoices that those who were once enemies in their earthly existence 
search for salvation and enlightenment together.  He grieves over his fate that he has always been affected by the rise and fall of the Heike clan.  He 
dances (Chu no mai) recollecting that he played on the fl ute of the Green Leaf at the banquet in the night before the Battle.  In the fi nal section, he re-
enacts the fi ght against Naozane according to the prescribed performing style of Shura Noh (Battle Noh)
The Waki is not a usual priest who is traveling to look at various provinces, but the former warrior who murdered the Shite at the Battle.  Rensei's re-
pentance and Atsumori's gratitude to Rensei give a dramatic element to the meeting of the former enemies.  The ghost of Atsumori reveals himself to 
Rensei not to satisfy his grudge against Rensei, but to thank Rensei for the prayer and to clear away his inner confl icts.
Atsumori has a sense of debt rather than a feeling of bitterness to Rensei because he realizes Rensei's repentance and aim for enlightenment are 
something they have in common.  Atsumori and Rensei confi rm that they are friendly companions who search for spiritual awakening together at the 
end of this play.
Both of the paintings on page 10 and 11 depict Atsumori during the second act.
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6　　経　正（つねまさ）

琵琶の名人の少年貴公子が霊界から現れ、琵琶の名器「青
山」を弾く

琵琶の名人の平経正は、仁和寺の守覚法親王から琵琶の名器「青山」
を賜った。平家の都落ちのとき、経正は「青山」を親王に返して西
国の戦いに赴き、一の谷の戦いで戦死した（『平家物語』巻 7）。
仁和寺の僧行慶（ワキ）が、親王の命により、仏前に琵琶「青山」を
供えて管絃講を催し、経正の霊を弔っていると、経正の亡霊（シテ）
がかげろうのように現れる。亡霊は管絃講の演奏に合わせて青山の
琵琶を弾き、謡い舞う。やがて修羅の苦しみが訪れ、嵐が燈火を吹
き消すと、亡霊は暗闇のなかに消えていく。
この能は通常の修羅能と違って、前場がなく、後半の一場で構成さ
れている。少年貴公子経正の妄執が「青山」という琵琶に対するも
のであるため、この能では修羅の苦しみよりも清らかな詩情が強調
されている。
絵には、経正の亡霊の謡い舞う姿が描かれている。

6　　Tsunemasa

The ghost of a young prince plays on the famous lute of Seizan.

The prince Tsunemasa of the Heike Family, who was a lute master, borrowed the famous lute called Seizan from the Emperor.  When Tsunemasa left 
Kyoto for the front in the battle of the Western Seas, he returned the Seizan lute to the Emperor.  He was killed at the Battle of Ichinotani.(The Tale 
of the Heike, Vol.7)
Gyōkei (Waki), priest of Ninnaji Temple, offers the Seizan lute to the spirit of Tsunemasa and prays for the repose of his soul, by the order of the Em-
peror.  The ghost of Tsunemasa (Shite) appears and plays on the lute and dances but the torments of the warrior which he suffers in the after-life come 
surging back, and he disappears in the darkness.
A delicate poetic atmosphere is enforced here rarher than that of the psychological struggle of the young warrior.
The painting depicts the ghost of Tsunemasa who is dancing and singing.
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7　　狂言　蚊相撲（かずもう）

蚊の精と大名が相撲をとる

大名（シテ）が、相撲をとる者（和泉流では新しい使用人）を雇いたいと思い、太郎冠
者（アド）に適当な者を探してくるよう命じる。太郎冠者は相撲をとる者を探すた
めに都に通じる大道に出る。そこに蚊の精（アド）が通りかかり、都に出て相撲と
りになり人間の血を吸いたいと思う、と独白する。太郎冠者はこの男を連れ帰る。
大名はこの男の奇妙な顔に驚く。大名はさっそく相撲をとるように命じると、相
手が要ると言うので、大名が相撲の相手をすることになる。
取り組むと、大名が刺されてふらふらとなる。この男が蚊の精であることに気づ
いた大名は、太郎冠者に扇であおがせ、よろめいた蚊の精のくちばしを抜き、引
き回して倒す。蚊の精は蚊の動きをしながら退場する【大蔵流】。または、大名が大
団扇で蚊の精をあおぐ。蚊の精はすきをみて大名の足を取って倒し、蚊の動きを
しながら退場する。大名は起き上がって太郎冠者を倒し、蚊の動きをまねながら
退場する【和泉流】。
蚊の精は、うそふきの面をかけ、相撲をとるときに、白い紙を細長く巻いたもの
を面の口に差す。蚊の精の動きは、蚊の動きの特徴をうまく様式化している。
蚊の精と大名が相撲をとるという奇想天外な発想が面白い。中世には相撲が流行
したといわれている。この狂言は、ブームに便乗してひと儲けしようとする人間
を風刺したものととることもできる。
絵には、相撲をとる大名と蚊の精、および扇であおぐ行司役の太郎冠者が描かれ
ている。

7　　Kyogen Kazumo (Wrestling with a Mosquito)

A Daimyo has sumo wrestling bouts with the Spirit of a Mosquito.

A Daimyo (Shite) wants to employ a sumo wrestler (or a new servant)and sends Taro Kaja (Ado) out 
to fi nd one.  On the high road leading to Kyoto, Taro Kaja meets a man (Ado) who is going up to 
Kyoto to be a sumo wrestler.  Taro Kaja takes him back home with him.  The  Daimyo is surprised at 
the Wrestler's strange face.  The Daimyo challenges him to a sumo match.  In the fi rst bout, the 
Wrestler stings the Daimyo.  When the Daimyo notices that the Wrestler is really the spirit of a 
mosquito, he orders Taro Kaja to disturb the Spirit with a large fan. When the Mosquito Spirit 
stumbles, the Daimyo pulls out the stinger from his mouth, and wins the bout.  The Mosquito Spirit 
is able to fl y away in the same way as a real mosquito. 
The Mosquito Spirit wears a special mask called Usofuki (this means "whistling.") When he wres-
tles, he inserts a thin rolled paper stick into the mask's mouth to represent the mosquito's stinger. 
The movements of the Spirit of a Mosquito are exquisitely stylized.  It is an entrancing fantasy for a 
Daimyo to wrestle with the Spirit of a Mosquito.
The painting depicts the Spirit of a Mosquito and the Daimyo who are wrestling, Taro Kaja who is 
wielding a fan.

＊ Ado:  the character who supports the Shite in Kyogen plays.
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8　　杜　若（かきつばた）

重層的イメージが美しい幻想を生む

僧（ワキ）が旅の途中、三河の国の八橋（やつはし）の沢辺に美しく咲
く杜若を見ていると、里の女（前シテ）が現れ、在原業平の〈かきつ
ばた〉を折句にした歌「唐衣着つつ馴れにし妻しあればはるばる来
ぬる旅をしぞ思う」（『伊勢物語』9段）は、この杜若を見て詠んだもの
だと言う。里の女は僧を自分の庵に案内する【物着】。女（後シテ）は、
唐衣を着、冠をつけて再び現れる。冠は業平がつけていたもの、唐
衣は二条の后の高子（業平が恋した女性）が着ていたものであるという。
また、自分は杜若の精であると名のる。女は業平の生涯と彼の女性
遍歴を語り、業平は歌舞の菩薩の化身であるから、その歌の恵みに
よって花も成仏することを暗示して消える。
シテの女性の姿には、いろいろなイメージが重層している。まず、
杜若の花であり、美しい女性の比喩でもある（美しい女性が杜若という
名を与えられたという歌の古注を踏まえている）。また、唐衣を着ることに
よって二条の后の高子となり、冠をつけることによって業平となる。
それに歌舞の菩薩のイメージが加わる。業平が歌舞の菩薩であるのは、
歌の言葉が経文によるように、草木や花を成仏させるからである。
つまり、詩の言葉が草木や花に命を与えるからである。
前シテの里の女と、冠をつけ唐衣（長絹）を着た後シテの姿が一枚の
絵に描かれている。

8　　Kakitsubata (The Iris)

The stratifi ed many layered images bring about subtle 
fantasies.

A traveling priest (Waki) stops to look at the irises which are in beautiful bloom in 
a marsh at Yatsuhashi in the province of Mikawa.  A young woman (Mae-Shite) 
comes up to him and explains that Ariwara no Narihira’s famous acrostic tanka 
poem in Tales of Ise was composed referring to those irises.  She invites him to stay 
overnight at her cottage.  In the late night, she (Nochi-Shite)reappears wearing a 
beautiful robe and a man’s formal hat.  She says that the robe is the one referred to 
in the Narihira’s tanka poem in Tales of Ise and the hat is Narihira’s.  She announc-
es herself as the spirit of an iris fl ower.  She also says that Narihira is the incarnate 
Bosatsu of poetry because the words in his poems give life to fl owers which will be 
blessed by Narihira’s poems as by Sutra to enter Nirvana.  She vanishes as the priest 
wakes up from his dream.
The painting depicts the woman (Mae-Shite) in the village and the lady (Nochi-
Shite) wearing the robe and the hat.
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9　　熊　野（ゆや）

散る桜花と故郷の母の命──母と娘の絆

この能は、平宗盛が遠江（とおとうみ）の国（静岡県）の国守のとき、熊野という女
性を見初めて京都につれて帰り、寵愛したというエピソード（『平家物語』巻 10）を
題材としている。
熊野（シテ）の国許から侍女の朝顔（ツレ）が来て、熊野の母の手紙を熊野に渡す。
母が重病であることを知った熊野は、宗盛（ワキ）に母の手紙を読んで聞かせ、帰
郷の許しを乞う。宗盛は許さず、花見に同行することを強制する。熊野はしかた
なく花見車に乗り、宗盛の館を出発する。舞台では、花見車の作り物が、熊野の
暗い気持ちと京都の春のはなやかな風景を隔てる絶妙の効果をあげる。清水寺に
着くと、熊野は車から降りて、母の無事を祈る。酒宴が始まり、宗盛に命じられ
て熊野が舞を舞っていると、村雨がふってきて桜の花を散らす。熊野は故郷の母
の命が散ることを想像し、一首の歌を短冊に書いて宗盛に差し出す。宗盛は心打
たれて熊野に帰郷を許す。熊野は飛ぶようにして帰っていく。
桜の花が散ることと、母の命が終わることが対比されている。桜の花が散る前の
満開の一瞬を、最愛の熊野と楽しみたいという宗盛の思いは、「桜が咲くのは今年
だけではありません。母が死ぬと永遠の別れになります」という熊野の思いにつ
いに負ける。母と娘の絆は、女性のアイデンティティの伝承という営みから生ま
れる。この元型的なつながりの深さが、この能の面白さと人気の原因の一つとなっ
ている。
絵は、花見車に乗って都大路を行く道行の場面と、短冊に書いた歌を宗盛に差し
出す場面が同時に描かれている。薪能の雰囲気が伝わってくる。

9　　Yuya

The falling cherry blossoms remind her of her mother who is passing away in her hometown—— A 
story of the sympathetic bond between mother and daughter.

This play is based on an episode in The Tale of the Heike Vol.10.  Taira no Munemori fell in love with Yuya when he was the governor of the province 
of Tōtōmi and took her to Kyoto.
In this play, a servant girl Asagao (Tsure) comes up to Kyoto from Yuya's hometown Tōtōmi with a letter to Yuya from her mother.  Yuya (Shite) 
reads the letter and learns that her mother is seriously ill.  She reads the letter to Munemori (Waki) and entreats him to allow her to go home.  Mun-
emori doesn't permit her to do so, but compels her to go cherry blossom viewing with him.  A sightseeing carriage is set on the stage.  Yuya is help-
lessly obliged to get into the carriage and sets out on the fl ower-viewing excursion.. The carriage constitutes a distinct border line between Yuya's 
heavy heart and the bright fl owery spring landscape in Kyoto.  When they arrive at Kiyomizudera Temple, Yuya prays for her mother's recovery and 
longevity.  A banquet under the cherry trees begins and Munemori asks Yuya to dance.  As she is dancing, a passing rain shower scatters the cherry 
blossoms.  The falling blossoms remind Yuya of her mother who is passing away in Tōtōmi.  She writes a tanka poem and hand it over to Munemori.  
He is moved by her tanka poem and permits her to return to her home.  Quickly Yuya fl ies back home to Tōtōmi.
The falling cherry blossom and the approaching death of Yuya's mother are effectively contrasted in this play.  Munemori wants to see the cherry blos-
som in full bloom with his beloved Yuya.  But Yuya thinks that cherry blossom will bloom again next year, while her mother's death will cause an eter-
nal parting between them.  Munemori gives way to Yuya's fi lial piety at last.
The transmission of female identity from mother to daughter brings about a mystic bond between them. The archetypal relationship between mother 
and daughter deeply impresses the audience.  This is why this play has been popular since the distant past.
The painting depicts the fi gure of Yuya as she goes along the street in the carriage and another fi gure of Yuya presenting her tanka poem to Munemo-
ri.  The painting perfectly conveys the atmosphere of Takigi Noh ( torchlight performance of Noh.)
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10　　葵　上（あおいのうえ）

女の嫉妬が生霊となってさ迷い出る

この能は『源氏物語』の「葵の巻」を題材としている。源氏には六条の御息所と
いう愛人がいた。彼女は前皇太子の妃であったが、夫の皇太子は亡くなり、はな
やかな宮廷生活から、一転して没落した身となっている。彼女は源氏の愛情がさ
めたことを悲しみ、源氏の正妻である葵上への嫉妬をつのらせる。そのころ、賀
茂の祭りが催されたので、御息所は源氏の姿をひと目見ようと変装して出かける。
ところが、葵上の車と置き場所のことで争い、御息所の車は後ろへ押しやられる。
それを深く恨んだ御息所の魂は生霊となって葵上にとりつく。
能『葵上』は、葵上が物の怪にとりつかれたところから始まる。朱雀院に仕える
家来（ワキツレ）が、照日の巫女（ツレ）という霊媒師を呼んで、物の怪の正体をつ
かむよう命じる。梓弓の音に誘われて御息所の生霊（前シテ）が現れ、寝ている葵
上（舞台の前方に置かれた小袖）を打とうとする。物の怪の正体がわかったので、お払
いをするために横川の小聖（ワキ）が呼ばれる。祈っていると御息所の生霊の本性（後
シテ）が現れる。生霊は祈り伏せられ消えていく。
生霊とは、自分の知らないうちに無意識の層からさまよい出る〈影〉である。御
息所の無意識の中に押し込められた嫉妬と恨みは段階を追いながら〈影〉となっ
て次々と現れる。つまり、生霊はだんだん激しさを増していく。
この絵には、前シテと後シテが同時に描かれている。前方に前シテが葵上を打つ
場面、後方に、後シテが現れ出た場面を配している。この能の美は、前シテの泥
眼（でいがん）の面（般若に変身する前の心理状態をあらわす女面）と、後シテの般若の面
の二つの面に象徴されている。この絵では泥眼の面の額のふくらみが印象的に描
かれている。

10　　Aoi no ue (Lady Aoi)

A woman's baleful jealousy wanders as a living phantom and possesses the hated rival.

This play is based on Genji Monogatari (The Tale of Genji.) Princess Rokujō, the widow of the former crown prince, has been a lover of Prince Genji.  
She is grieved that Genji's love for her has cooled and is jealous of Genji's offi cial wife Lady Aoi.  One day, at the Kamo Festival, Rokujō's carriage 
was broken and pushed back to the rear place in favor of Aoi's.  After the incident, Rokujō develops a bitter grudge against Aoi.  Rokujō's living 
phantom wanders out and possesses Aoi.
The play begins with a situation in which Aoi has been attacked by a mysterious illness.  A priestess (Tsure) is called to summon the evil spirit and to 
discover what it is.  She prays, plucking the string of a bow.  The living phantom of Rokujō (Shite) appears and reveals her identity.  She tries to strike 
Aoi lying on the sickbed (who is represented by a brocade kimono placed at the front stage.)  A priest (Waki) is called to exorcise the evil spirit.  
While he prays, the living phantom of Rokujō (Nochi-Shite) appears in his true form.  After the violent struggle, the living phantom is subdued by the 
power of the Buddhist Sutra and disappears.
The "Living Phantom" represents the "Shadow" which wanders out from the depths of the unconscious without her knowledge.  The living phan-
toms of Rokujō appear as her "Shadows" by the stages of the depths of the unconscious.  That is, the living phantom is becoming more and more furi-
ous by degrees.
The painting depicts the two living phantoms of Rokujō.  One is the Mae-Shite who wears the Deigan mask in front, and the other is the Nochi-Shite 
who wears the Hannya mask in the rear.  The two masks symbolize the exquisite beauty of the play.  The bulge of the forehead of the Deigan mask is 
impressively depicted in the painting..

＊ Deigan : the mask which expresses a mad woman.
＊ Hannya :the mask of a female demon which expresses anger and sorrow.
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11　　黒　塚（くろづか）
12　　安達原（あだちがはら）

秘密を覗き見られた女が鬼女に変身する

僧祐慶（ワキ）の一行が行脚の途中、陸奥の安達原に着き、日が
暮れたので、宿を借りるために野中の一軒家を訪ねる。中年の女
（シテ）が一行を迎え入れる。女は糸車をまわして糸を繰りながら、
生きるつらさを嘆き泣き伏す。女は山に薪を取りに行くから、そ
の間に閨を見ないようにと言って出て行く【中入】。供の者（アイ）
が「見るなと言われると見たくなる」と言って閨をのぞくと、白
骨と人の死骸が積み上げられていた。ここが安達原の黒塚という
鬼の住みかと知って僧の一行が逃げていくと、本性をあらわした
鬼女（後シテ）が、約束を破ったことを責めながら追ってくる。僧
たちが鬼女を祈り伏せ、鬼女は消えていく。
女はかつて華やかな生活を体験し、今は落ちぶれて人生の無常を
嘆く身となっている。糸車の糸は、女の生涯の時間を表し、糸を
繰るのは過去を現在にたぐりよせていることを暗示している。女
の心には、人に見られたくないおぞましい秘密が隠されていて、
女はこれを深く恥じている。それを覗き見られたために、女は鬼
に変身するのである。鬼女が祈り伏せられるとは、抑圧されてい
た心の傷が意識化されて内的葛藤が生じ、癒されていくことを暗
示している。しかし、この能は、鬼女がまた現れるかもしれない
という不気味な余韻を残して終わる。
22 頁の絵は、後場の鬼女が打杖を振り上げた姿と、後方には、庵
の作り物、および囃方が描かれている。顰（しかみ）の面をかけて
いるので、より〈鬼〉が強調されている。
23 頁の絵は、前場の、女が糸車をまわす姿と、後場の、打杖を振
り上げて祐慶を襲う鬼女の姿が描かれている。赤頭をつけ、般若
の面をかけ、〈女〉が強調されている。
この能の題名は、観世流では『安達原』といい、他の四流では、『黒
塚』という。

11　　Kurozuka
12　　Adachigahara

The woman whose secret room is observed transforms herself into a demon.

A traveling priest (Waki) and his attendants (Waki-Tsure) arrive at Adachigahara in the province of Michinoku and seek a night lodging at a middle-
aged woman's house.  The woman (Shite) gives them shelter.  She works at the spinning wheel and grieves at the hardness of her life.  When she 
leaves the house to collect fi rewood, she asks them not to peep into her bedroom.  An attendant (Ai) cannot restrain his curiosity to look into the 
room.  When he looks, he sees an appalling scene of decomposed bodies and bones piled up in her bedroom.  They are convinced that the house is 
the dwelling of the demon at Kurozuka and run away.  The woman transforms herself into the demon and pursues them, crying out against their 
treachery.  She is fi nally defeated by the prayers of the priests and disappears
It seems that the woman has once led a prosperous life. She is now reduced to poverty.  The thread of the spinning wheel implies the "time" in her 
life.  She spins the thread as if she would trace back her past days.  But a repulsive secret is hidden in her mind which is why she refuses to allow herself 
to be observed.  When the secret is revealed, she transforms herself into a demon.  The fact that the evil spirit is overcome by the power of prayers im-
plies that her trauma may be cured once the inner confl icts have coming out into her consciousness.  However, the play ends with an ominous linger-
ing tone that the demon might come out again.
The painting on page 22 depicts the demon who wears the Shikami mask which emphasizes the demoniac element.  The painting on page 23 depicts 
the woman who spins the thread out of the wheel, and the demon who wears the wig of red hair and Hannya mask which emphasizes the womanly ele-
ment.
The play is called Adachigahara in the Kanze school, and Kurozuka in other schools.
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13　　道成寺（どうじょうじ）

女の恋の妄執と緊迫したスペクタクル

昔、男に裏切られた女が、恋の執念により毒蛇に変身して日高川を
渡り、男が逃げ込んだ道成寺にやってきた。毒蛇は男が隠れていた
鐘に巻きついて炎を出すと、鐘と男は溶けて湯になった。能『道成寺』
は、この道成寺伝説の後日談を扱っている。
道成寺の住僧（ワキ）は、寺に鐘が長い間なかったので、鐘を鋳造さ
せて鐘楼に上げさせた。一人の白拍子（前シテ）が寺にやってきて、
鐘の供養のために舞を舞わせてほしいという。白拍子は舞を舞い、
隙を見て鐘を落とし、その中に姿を消す【中入】。
能力（アイ）は鐘が落ちたことを住僧に知らせる。住僧はこの寺で起
きた昔の事件を語る。住僧たちが祈ると、鐘の中から蛇体（鬼女）が
現れる。住僧たちが女の怨念を祈り伏せると、蛇体は日高川に飛び
込んで姿を消す。
舞台では難度の高いスリリングな演技が続き、緊迫感が高まる。蛇
が恨みをこめて石段を登っていくような乱拍子という舞、巨大な鐘
が落ちると同時に鐘の中に吸い込まれるように飛び込む荒業など、
衝撃的な演技が観客を魅了する。しかし、女の悲しい業（ごう）が、
この緊迫した華やかなスペクタクルに深い陰影を与えている。
絵には、前面に乱拍子を舞う前シテの白拍子と、その背後に、般若
の面を掛け蛇体となった後シテが描かれている。

13　　Dōjōji

A woman's obsessional love and thrilling spectacles on the stage. 

A young woman asked a mountain priest to make her his wife, but the priest turned her away and escaped.  He sought shelter in Dōjōji Temple where 
the temple priests hid him inside the great bell.  The young woman's jealous spirit turned her into a serpent, and pursued him.  Arriving at Dōjōji 
Temple, the serpent coiled itself around the bell and breathed out fl ames.  The bell and the mountain priest melted into hot water.  Noh Dōjōji depicts 
the sequel to the event in the above legend.
As there has been no bell at Dōjōji Temple for many years, the head priest (Waki) has ordered a new bell and tells his servants to raise it to the tower.  
A shirabyōshi dancer (Shite) comes to Dōjōji Temple, hoping to perform for the dedication ceremony.  After she dances, she jumps up into the bell, 
which falls on the ground.  The head priest and his followers (Waki-Tsure) pray to raise the new bell again, but a serpent woman appears from the bell 
once it is lifted.  Having struggled with them, eventually, she leaps into Hidaka River.
The thrilling and spectacular scenes which succeed on the stage hold the audience spellbound.  The Ranbyōshi (mad-rhythm) dance gives the appear-
ance of a serpent who would go up stone steps one by one. The shirabyōshi jumps up the moment the bell falls on the stage. The shirabyōhi is swal-
lowed up into the inside of the bell.  However, the woman's sad passion casts a deep shadow over the spectacular scenes.
The painting depicts the shirabyōshi dancer dancing Ranbyōshi in front, and the serpent woman wearing Hannya mask in the rear.
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14　　芦　刈（あしかり）

美的生活におぼれる生活力のない男が、別れた妻に再会する

難波に住む日下左衛門（シテ）は、貧困のために妻と別れた。妻（ツレ）は京都の貴
人に乳母として奉公し 3年が経った。妻は夫に会うために、従者（ワキ）をともなっ
て故郷の難波を訪れる。しかし、夫の行方はわからなかった。妻は難波にとどまっ
て夫を探すことにする。左衛門は芦売りとなり、歌をうたいながら芦を売っていた。
彼は芦を買おうとした女を見て、それが妻と知り、落ちぶれた身を恥じて逃げ、隠
れる。妻は夫のそばに行き、二人は歌を詠み合って、変わらない愛情を確かめ合う。
左衛門は喜びの舞（男舞）を舞い、二人は連れ添って京都に帰る。
生活力のない男が貧乏に苦しみながらも、難波の美しい景色を愛で、歌を謡い舞
を舞うことに喜びを感じている。妻は夫に愛想が尽きて別れたのではない。妻は
生活の糧を求めて京都に行き、生活の基盤ができたときに夫を迎えにきたのである。
これは微妙な夫婦愛を描いた作品である。
絵には、前面に、謡いながら芦を売る左衛門、後方に、装束を替えて喜びの舞を
舞う左衛門、右後方に従者が描かれている。

14　　Ashikari（The Rush Reaper）

A man who enjoys his aesthetic life but who had no money meets 
his separated wife again. 

A couple who lived in Naniwa were separated because they couldn't bear up under poverty.  The 
wife (Tsure) went to Kyoto and served an aristocratic family as a nurse.  Having prospered, after 
three years she comes back to Naniwa to meet her husband Saemon (Shite.)  But he is missing.  He 
has been reduced to working as a peddler who sells rushes as he sings and dances.   When he recog-
nizes his wife, who has come to buy a rush, he runs away ashamed of his poverty and hides himself.  
When they meet again, they exchange love poems which they have composed to make sure that they 
love each other yet.  Then Saemon dances a cerebratory dance and they return to Kyoto together.
Saemon lacks a motivation to earn a living, but he appreciates the beautiful scenery in Naniwa and 
enjoys singing and dancing.  His wife separated from him not because she became disgusted with 
her husband, but because she had a desire to fi nd a job in Kyoto and to help her husband.  A delicate 
love between husband and wife is represented here.
The painting depicts the two representations of Saemon. He is selling rushes in the one in front, 
and is dancing the celebration dance in the one behind.
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15　　弱法師（よろぼし）

盲目の闇を照らす光によって心の目で見る

河内の国の高安に住む左衛門の尉通俊（ワキ）は人の讒言によって、
わが子の俊徳丸（シテ）を追放した。通俊は後悔して、俊徳丸の幸せ
を願い功徳を積むために、天王寺で貧民に施しを行っている。俊徳
丸は悲しみのために衰弱して盲目となり、弱法師とよばれる乞食に
なっている。彼岸の中日に、俊徳丸が天王寺にやってきて通俊の施
しを受ける。通俊は弱法師が俊徳丸であることに気づくが、人目も
あるので、夜になってから名のり、俊徳丸を高安につれて帰ること
にする。俊徳丸は天王寺の西の門を出て、日想観（じっそうかん）を拝
む（日没にむかって極楽浄土を思い浮かべる）。すると盲目になる前に見慣
れていた難波の浦の美しい風景が、心の中にはっきりと見えてきた。
心の目で浦の景色を見ながら歩いていると人にぶつかって倒れ、自
分が盲目であるという現実を思い知る。通俊は父であることを名のり、
俊徳丸を高安につれて帰る。
盲目の弱法師とは、絶望の闇の中でよろめきながら生きている人間
を表している。仏法とは、心の闇を照らして真実（悟り）を見せる光
である。俊徳丸は日想観によって心の目を開き、浄土のような美し
い風景を見る。しかし、それは一瞬のことで、肉体は盲目であると
いう残酷な現実に連れ戻される。悟りに至るためには、光と闇、浄
土の美と汚辱の現世の相克を反復して体験しなければならない。

15　　Yoroboshi （The priest with the tottering tread）

A story of a blind priest who can see the beautiful scenery with the help of the light of Buddhism 
which fl ashes in the darkness of blindness. 

Saemonnojō Michitoshi (Waki) who lived in Takayasu in the province of Kawachi expelled his son Shuntokumaru (Shite) from his house believing a 
slander against Shuntokumaru.  Michitoshi repents of what he has done against his son and is engaged in charity activities for the poor at Tennōji 
Temple to accumulate virtuous deeds, praying for Shuntokumaru's happiness.  Shuntokumaru has become weak and blind due to grief.  He has be-
come a beggar nicknamed Yoroboshi which means a priest with the tottering tread.  He comes to Tennōji Temple to receive alms.  Michitoshi realizes 
that Yoroboshi is his son Shuntokumaru himself.  He plans to take Shuntokumaru to his house after giving him his name in the night to avoid the pub-
lic gaze.  Shuntokumaru goes out from the west gate of Tennōji Temple and worships the sunset thinking about the Pure Land, and just then he sees 
in his mind clearly the beautiful scenery of the seashore in Naniwa which was familiar to him before he became blind.  As he walks around seeing the 
scenery in his mind, he bumps into a stranger and falls down.  Then he realizes the reality that he is blind.  Michitoshi discloses his name and take 
Shuntokumaru back home to Takayasu.
Blind Yoroboshi represents a human being who totters in the darkness of despair.  The light of Buddhism fl ashes over the truth in the darkness of 
blindness.  Shuntokumaru can see the beautiful scenery like the Pure Land.  To attain the higher awakening, he must go back and forth between light 
and darkness, and between the Pure Land and reality.
The painting depicts Yoroboshi who is walking around seeing the scenery in his mind.
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16　　望　月（もちづき）

舞踊的要素が敵討ちの緊張感を増す

信濃の国の住人安田荘司友治（やすだのしょうじともはる）は望月秋長（も
ちづきのあきなが、ワキ）に殺害され、友治の妻（ツレ）と遺児花若（子方）
は、敵の追手を逃れるために放浪の旅に出る。友治の元家臣小沢刑
部友房（おざわのぎょうぶともふさ、シテ）は、近江の国守山の宿場で甲
屋（かぶとや）という宿屋を営んでいる。その甲屋に偶然、友治の妻
と花若が宿をとり、主従は再会を喜ぶ。敵の望月秋長も、京都から
の帰途、偶然甲屋に泊まる。友房は泊り客が望月秋長であることを
見破り、主君の妻と花若に秋長を討つ計略を伝える。友房は秋長に
酒をすすめ、花若の母は盲目の芸人に扮して曽我兄弟の敵討ちの歌
を謡い、花若は八撥（鞨鼓）を打って舞う【中入】。
友房は獅子舞を舞う。花若と友房は、酔いつぶれた秋長を討ち果たす。
この能は芝居がかった内容と能の様式美がうまく調和している作品
である。主君の妻子と忠臣との再会、同じ宿に敵が泊まる偶然、お
互いの正体を隠して対峙する緊迫感、敵を欺く策略など、劇的緊張
をはらんで展開する。しかし、この能の中心は舞踊的要素である。
子方と後シテが舞う舞が劇的緊張感をさらに高める効果をあげる。
後シテの舞う重い習い物の獅子舞は、「扇の獅子」と呼ばれ、赤頭（ま
たは白頭）に金の扇二枚をのせた扮装になる。
絵には、獅子舞（白頭）を舞う後シテの姿が描かれている。

16　　Mochizuki

Consecutive dances increase the tension of the revenge drama.

Yasuda no Shōji Tomoharu,who lived in the province of Shinano,was murdered by Mochizuki no Akinaga (Waki).  Tomoharu's widow (Tsure) and 
his son Hanawaka (Kokata) set out on a wandering journey to escape from Akinaga's attack.  Tomoharu's former retainer Kozawa no Gyōbu Tomo-
fusa (Shite) runs an inn called Kabutoya at Moriyama in the province of Ōmi.  The widow and Hanawaka stay by chance at Kabutoya and are pleased to 
see the faithful retainer Tomofusa again.  Mochizuki accidentally takes up his lodging in Kabutoya on the way back from Kyoto.  Tomofusa discovers 
that the guest is Mochizuki and discusses with the widow and Hanawaka a stratagem to kill Mochizuki.  Tomofusa induces Mochizuki to drink sake, 
while the widow disguises herself as a blind performer and sings the revenge song of the Soga Brothers to entertain Mochizuki.  Subsequently Han-
awaka dances a Kakko (hanging drum on the waist) dance.  Finally Tomofusa (Nochi-Shite) dances a Shishi-Mai (lion dance).  When Mochizuki has 
drunk himself into a stupor, Tomofusa and Hanawaka kill Mochizuki.
The dramatic elements in this play harmonize with the strict performing style of Noh.  The loyal retainer's reunion with his lord's wife and child, the 
strange coincidence that they meet at the inn where their foe seeks a night's lodging, and the tense confrontation between the opponents concealing 
their identities: these dramatic accidents gradually increase the tension of the drama.  But the "dances" are the central elements in this play.  The lion 
dance which Tomofusa performs in the second act is called Ōgi no Shishi (lion dance of fans) for which the performer put on two gold colored fans 
placed one upon another over the red (or white) lion wig.  The Shishi-Mai is regarded as a high-grade dance.
The painting depicts Tomofusa (Nochi-Shite) who is dancing the Shishi-Mai.

＊ Kokata:  the child role in the Noh play.
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17・18　　通小町（かよいこまち）

恋の妄執に取り付かれた男と、男の心をもてあそんだ女

この能は、小野小町と深草少将の恋愛事件を題材としている。伝説
によると、二人は相愛の仲ではなく、深草少将が一方的に激しく恋
慕したのであった。小町は少将に、自分のもとに百夜通いをするこ
とを要求した。少将はこれを信じて百夜通いを実行したが、九十九
夜で倒れて死んだ。少将は、遂げられなかった愛欲の恨みの故に、
小町は少将に残酷な仕打ちをした故に、二人とも地獄に落ちた。
山城の国八瀬の山里に住む僧（ワキ）のところに、毎日、木の実や薪
を持ってくる里の女（ツレ）がいた。ある日、僧が女に名をたずねると、
小野の小町と言いかけて、市原野（いちわらの）に住む女だといって
消えた。僧はその女が、小野小町の霊であることを知って、市原野
に行く。僧が弔いをしていると、小野小町の亡霊が現れ、僧に成仏
させてくださいと懇願する。そこに深草少将の亡霊（シテ）が現れ、「二
人で責め苦を受けているのも苦しいのに、お前だけが救われたら、
ますます耐えられなくなる」と言って、小町が成仏することを妨害
する。小町がすすきを掻き分けて僧に近づこうとすると、少将は小
町の袂を取って行かせまいとする（32 頁の絵にはこの場面が描かれている）。
僧は二人そろって成仏するよう説得し、懺悔のために百夜通いの有
様をみせるよう勧める。少将は百夜通いの模様を再現する（33 頁の絵
にはこの場面が描かれている）。そして、二人とも成仏する。
成仏する（救われる）ためには懺悔しなければならない。懺悔するた
めには、自分の所業を再現しなければならない。二人が懺悔する有
様がこの能の見どころとなっている。

17・18　　 Kayoi Komachi

A story of a man who was possessed by love for a woman and the woman who played on his feelings. 

This is based on the legend of the love affair between Fukakusa no Shōshō and Ono no Komachi.  According to the legend, Shōshō passionately loved 
Komachi one-sidedly.  Komachi required Shōshō to call on her during one hundred nights of courtship.  Shōshō accepted this task, but he suddenly 
died soon after he fulfi lled the ninety-nine nights' courtship.  Both of them were sent into Hell as a result of Shōshō's resentment for his unfulfi lled 
love and Komachi's cruel treatment towards him.
An unknown woman (Tsure) pays a visit every day to a priest (Waki) who is devoting himself to summer training in the mountain village of Yase.  Each 
time she comes, she brings him some fruit and fi rewood.  One day the priest asks her who she is.  She  answers that she is a woman who lives in Ichi-
warano Field, alluding to Ono no Komachi and disappears.  The priest realizes that she is the ghost of Ono no Komachi.  So he goes to Ichiwarano 
Field and prays for her.  The ghost of Komachi (Nochi-Tsure) appears and entreats him to redeem her from sin.  The ghost of Fukakusa no Shōshō 
(Shite) comes out and gets in the way of Komachi, saying that if Komachi would be redeemed alone, he could not endure the agonies in Hell by him-
self.  When Komachi tries to approach the priest, pushing her way through the pampas grass, Shōshō detains her by holding her sleeve. (The painting 
on page 32 depicts the scene.)  The priest persuades them to rest in peace together and asks Shōshō to show him how to court her.  Shōshō reenacts 
the painful journeys which he went through to gain Komachi' heart. (The painting on page 33 depicts the scene.)  Both of their souls have reached a 
peaceful state at last.
They must repent of their past deeds to enter Nirvana.  And they must recall their past deeds to repent of them.  Their reenactment of their agonizing 
acts in the past is the highlight of this play.
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19　　阿　漕（あこぎ）

掟を破ることと生き物の命を奪うことから逃れられな
かった猟師の苦しみと懺悔

九州日向の男（ワキ）が、伊勢神宮参詣の旅に出かけ、伊勢の阿漕が
浦で漁師の老人（前シテ）に会う。老人は、この浦は伊勢神宮に供え
る魚を獲るため禁猟区とされているが、阿漕という漁師が、隠れて
魚をとり続けたので、それが露見し、阿漕は海に沈められて殺された、
という話をする。にわかに海が荒れて漁火が消え、老人は暗い波間
に消える【中入】。旅の男は、老人が阿漕の亡霊だと知り弔いをして
いると、阿漕の亡霊（後シテ）が現れ、網を使って密漁をするさまを
再現し、地獄で責め苦にあっている有様を語り、旅の男に阿漕の罪
を救ってくださいと言って波間に消える。
この能は掟を破ることと、生き物の命を奪うことの二重の罪を意識
しながら、そこから逃れられなかった漁師の苦しみと懺悔を描いて
いる。
絵には、中央に網を使って密漁をするさまを再現する後シテ、その
周りに囃子方、後ろに前シテの老人が描かれている。

19　　 Akogi

An agonized confession of a fisherman who couldn't 
stop himself from fi shing illegally. 

A traveler (Waki) comes to Ise to visit the Great Shrine of Ise and meets an old fi sh-
erman at the beach of Akogigaura in Ise.  The old fi sherman (Shite) tells the travel-
er a story of a fi sherman called Akogi who fi shed nightly in Akogigaura where ordi-
nary fi shing was prohibited because the fi sh in the area were offered to the Great 
Shrine of Ise.  The old fisherman adds that Akogi was arrested and executed for 
poaching.  Suddenly, the sea is raging and the fi shing fi res are blown out.  The old 
fi sherman disappears into the dark sea.  As the traveler guesses that the old fi sher-
man was the ghost of Akogi, he prays for him.  Then the old fisherman (Nochi-
Shite) reappears in his true form as the ghost of Akogi.  He replays the unlawful 
fi shing in a net, going into ecstasies.  After he recounts the agonies in Hell and asks 
the traveler to save his soul, he disappears into the waves.
Akogi's complicated sense of guilt is implied here.  He broke the social law. He 
destroyed life.  After all, he couldn't be freed from the ecstasies over the illegal 
fi shing.
The painting depicts the ghost of Akogi in front, musicians around him and the old 
fi sherman in the rear.
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20　　藤　戸（ふじと）

息子を殺された母の恨みと加害者の悔悟、人間の激しい
情念を呑み込む海の物語

この能は『平家物語』（巻 10）の「藤戸」を題材としている。平家追
討のために、源氏の軍勢 3万余騎が、藤戸（現在の倉敷市藤戸町）に陣
をはった。その中に佐々木三郎盛綱がいた。海を隔てた児島には、
平家の軍勢 500 騎が陣取っていた。源氏の大軍には船がないので児
島を攻めることができない。佐々木三郎盛綱は、その土地の若い漁
師に浅瀬を教えてもらったが、他人に知られることを恐れて、その
男を刺し殺した。盛綱は馬で海をわたって先陣をつとめ、平家を四
国に追い払った。
能では、その後日談が内容となっている。理不尽に殺された男とそ
の母の恨みと悲しみ、それに加害者の悔悟という三者の心の葛藤が
描かれる。能は、佐々木三郎盛綱（ワキ）が、恩賞としてもらった児
島の領主として、島にやってくるところから始まる。そこに殺され
た漁師の母親（前シテ）が登場し、噂通りに盛綱が息子を殺したこと
を確かめると、激情して「亡き子と同じ道になして賜ばせ給え」と
盛綱に迫る（絵にはこの場面の母親が描かれている）。盛綱は弔いをするこ
とを約束する。弔いをしていると、殺された漁師の亡霊（後シテ）が
現れ、殺害されたときの凄惨な場面を再現する。自分は竜神となっ
て復讐しようとした、と盛綱に迫る。（絵にはこの場面の漁師が描かれて
いる）。しかし弔いによって、仏の救いの船に乗り彼岸に到着して成
仏する。
人間の深い恨みや悲しみの激情が、能という形式の中に抑制された
形で表現され、緊迫した美しさをたたえている。また、人間の激し
い情念を呑みこんでしまう海が象徴的に描かれている。絵には前場
と後場のクライマックスが同時に描かれている。

20　　 Fujito

The story of a mother whose son was murdered and of the sea which swallows up human beings' 
grudges and sorrows.

The play is based on The Tale of the Heike Vol. 10.  Sasaki Moritsuna, the Genji warrior, learned from a young fi sherman about a fordable channel 
across the sea.  Moritsuna killed the fi sherman so that the secret would not leak out.  He then led his troops across the ford and attacked the Heike 
troops who were camped on the island of Kojima and confronting the Genji troops who were camped in Fujito. Sasaki Moritsuna defeated the Heike 
troops.
The play depicts the sequel to this story.  Moritsuna (Waki) arrives at Kojima which he was rewarded for his distinguished services in the battle.  A 
woman (Mae-Shite) comes up to Moritsuna and discovers that Moritsuna killed her son.  In a fi t of passion, she urges him to kill her in the same way 
he killed her son (the painting depicts the mother in the scene).  Moritsuna repents of what he has done.  He holds a memorial service for the repose 
of the dead man's soul.  The ghost of the dead fi sherman (Nochi-Shite) appears and relives the cruel murder.  He confesses that once he thought of 
vengeance upon Moritsuna by transforming himself into the God of Water (the painting depicts the fi sherman in the scene,) but through the power of 
prayer he was taken away in the boat of salvation and arrived at the blissful state.
The play depicts the confl icts in the minds of the three persons as well as the symbolic sea which swallows up all the passionate emotions of human be-
ings.  The play also takes on a tense beauty caused by the mechanism through which human beings' grudges and sorrows are repressed into the style 
of Noh.  
The two climax scenes of the fi rst and the second acts are simultaneously depicted in the painting.
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21　　綾鼓（あやのつづみ）

綾絹を張った音の出ない鼓を打つ老人──老人のかなわぬ恋

皇居の庭掃きの老人（シテ）が、女御（ツレ）の姿をひと目見て恋に落ちた。女御は、
皮のかわりに綾絹を張った鼓を池のほとりの桂の木に掛けさせ、この鼓を老人に
打たせるよう命じる。もし、鼓の音が皇居まで聞こえてきたら、女御の姿を老人
に見せるという。老人は鼓を打っても鳴らないので、絶望して池に身を投げて死
ぬ【中入】。廷臣（ワキ）の勧めによって、池のほとりに出てきた女御は「鼓の音が
聞こえる」といって狂乱する。やがて老人の怨霊（後シテ）が現れて女御を責め、
恨みを抱いたまま水底に消えていく（恋の淵に沈む）。絵には、後シテが袖を被いて
舞台をまわる姿が描かれている。
綾絹を張った音の出ない鼓を打つ老人の姿は、かなわぬ恋の比喩表現として優れ
ている。老人の怨霊が取り付いて狂乱する女御の姿も美しい。また、桂の池が恋
の深淵の比喩として巧妙に使われている。
類曲『恋重荷』との大きな違いは、『恋重荷』においては、老人も女御も恋の不条
理を意識しているのに対して、『綾鼓』においては、恋の不条理は無意識のなかに
置き去りにされていることである。なお、『綾鼓』は、宝生、金剛、喜多の各流で
演じられ、『恋重荷』は、観世、金春の両流で演じられる。

21　　Aya no Tsuzumi （The Damask Drum）

An old man tries to strike the false drum whose drumhead is made 
of fi gured twill — A story of his unrequited love.

An old gardener (Shite) at the Emperor's palace falls in love at first sight with Nyōgo (Tsure.)  
Nyōgo commands that a hand drum whose drumhead is made of fi gured cloth should be hung in the 
branches of a katsura tree beside the pond, and orders a courtier (Waki) to tell the old man that if he 
strikes the drum and its sound reaches her in the palace, he will be allowed to see her again.  He 
tries to strike the drum, but cannot bring a sound from it.  He drowns himself in the pond in de-
spair.  When Nyōgo comes out on the bank of the pond, she hears the sound of a drum, which drives 
her frantic.  The ghost of the old man (Nochi-Shite) appears and condemns her for the cruel agree-
ment she made with him. At last he disappears into the pond , still bearing a grudge against Nyōgo.
The painting depicts the ghost of the old man who is condemning Nyōgo.  To try to draw a sound 
from the soundless drum of fi gured twill is an excellent metaphor of unrequited love.  The frenzied 
lady who is possessed by the evil spirit of the old man is beautiful.  The pond ingeniously symbolizes 
"the abyss of love."
The great difference between the similar two plays of Koi no Omoni and Aya no Tsuzumi is that, in 
Koi no Omoni, the old man and Nyōgo become aware of the irrationality of love, which is, in Aya no 
Tsuzumi, repressed into the unconscious of the characters and the play itself.  
Aya no Tsuzumi is a repertory piece of the three schools of Hōshō, Kongō and Kita, while Koi no 
Omoni is in Kanze and Konparu's repertory.
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22　　恋重荷（こいのおもに）

老人の恋の苦しみと、それをもてあそんだ女の悔悟

皇居の庭師である山科の荘司（しょうじ）という老人が女御の姿を見
て恋におちいる。女御（ツレ）はこれを聞いて、重い岩を美しい織物
で包んだ荷を作らせ、これを「恋の重荷」と名づけ、それを持って
庭を何度も回れば、自分の姿を見せてあげる、と荘司（シテ）に伝え
るよう廷臣（ワキ）に命じる。荘司は重荷を見て、持ち上げることは
できないと分かりながら試みてみる。「恋の重荷」とは、どうしても
かなうことのない恋の苦しみを表している。荘司は重荷を持ち上げ
ることができず、恨みながら庭で死ぬ（シテは走って幕に入る）【中入】。
女御は荘司の死骸（恋の重荷が死骸を表す）を見て、彼の心をもてあそ
んだことを悔いる。女御が立ち上がろうとすると、岩（荘司の恨みと女
御の良心の痛み）が覆いかぶさっているようで立ち上がることができな
い。そこに荘司の亡霊（後シテ）が現れ、女御を責める。しかし、亡
霊は「あなたの守り神になって永遠にあなたを守ってあげる」といっ
て消えていく。
この許しはどこから来るのか。女御は荘司のひたむきさに心打たれ、
自分のたわむれが荘司を殺してしまったことを後悔する。この悔悟
を知ったからこそ、荘司は許すだけではなく、守り神になるという
誓いまでするのである。
絵には、前シテが「恋の重荷」を持ち上げようとする場面と、後シ
テが女御に別れを告げて去る場面が同時に描かれている。

22　　Koi no omoni （The Burden of Love）

An old man's agony from loving a high and noble lady and her repentance for playing on his feel-
ings.

An old man named Yamashina no Shōji, a gardener at the Emperor's palace, falls in love at fi rst sight with Nyōgo (court lady in the third rank of con-
sorts of the Emperor.) Nyōgo bids her retainers to make a burden from a block of rock wrapped in beautiful brocade.  She calls it "The Burden of 
Love."  She orders a courtier to tell Shōji that if he carries "The Burden" hundreds of times around the garden, he will be allowed to see her again.  
Shōji sees that he cannot carry "The Burden," but he nevertheless tries to.  He dies in the garden, bearing a grudge against her.  Nyōgo sees the dead 
body of Shōji (which is symbolized by "The Burden") and regrets that she played with his feelings.  She cannot rise to her feet owing to the burden 
which (she feels) now presses on her shoulders.  The burden implies both Shōji's resentment and Nyōgo's pang of conscience.  Then Shōji's ghost 
(Nochi-Shite) appears and condemns her for the bitter bargain she made with him.  However, he absolves her from moral blame and disappears giving 
his pledge that he will be her guardian deity to protect her for ever.
Nyōgo has been deeply moved by Shōji's simple-hearted devotion and repents of having played with his feelings.  Shōji forgives her because he is 
aware of her repentance.
The painting depicts Shōji (Mae-Shite) attempting to lift "The Burden of Love" in the background and, in the foreground, the ghost of Shōji (Nochi-
Shite) as he bids farewell to Nyōgo.
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23　　景　清（かげきよ）

盲目と絶望の闇に生きる老残の武将の心の葛藤

平家の勇将、悪七兵衛景清（シテ）は、日向の国の宮崎に流され、盲
目の乞食となっている。幼いときに父景清と別れた娘の人丸（ツレ）は、
鎌倉から父をたずねて従者（トモ）と共に宮崎にやってくる。景清は
たずねてきた娘の一行に、景清のことは知らないといって立ち去ら
せる。里人（ワキ）の案内で再び訪れた娘に、景清は、落ちぶれて乞
食となった自分が父と名のることはできなかった胸のうちを語る。
娘は景清に、屋島の戦いの手柄話を聞かせてほしいと頼む。景清は、
敵将、三保の谷との一騎打ちの模様を語って聞かせる。語り終えると、
景清は自分の死後の弔いを娘に頼み、故郷に帰っていく娘と別れる。
かつて勇名をはせた景清は、落ちぶれて盲目の乞食となりながらも、
その誇りと気骨を失っていない。娘がたずねてきたことによって、
景清の心は、誇りと恥辱と親子の情愛の間で揺れる。盲目と絶望の
暗闇の中に生きる景清の心の葛藤が、抑制のきいた様式の中で見事
に描かれている。
絵には武勇談を語る景清が描かれている。

23　　Kagekiyo

The psychological struggle of an old blind warrior who lives in the darkness.

The brave Heike warrior Akushichibyōe Kagekiyo(Kagekiyo the Passionate) was exiled to Miyazaki in the province of Hyūga.  Now he has become an 
old blind beggar.  His daughter Hitomaru (Tsure) travels all the way from Kamakura to Miyazaki to meet her father from whom she parted when she 
was a baby.  Kagekiyo (Shite) is ashamed of his wretchedness and lets her go away without divulging his name.  A villager (Waki) brings her back to 
the hut where Kagekiyo lives.  She asks her father to tell the story of his last battle in Yashima.  After he fi nishes telling the story, he instructs her to 
leave him for her home and asks her to pray for him after he leaves this world.  The father and the daughter part for ever.
 Kagekiyo has kept his old Bushidō spirit even when he is ruined.  But his mind is disturbed by his humiliation, and his pride and love for his daughter 
when he meets her.  Kagekiyo's stoicism, tenderness and psychological trouble are skillfully depicted in the well-controlled performing style.
The painting depicts Kagekiyo who is narrating the story of the Battle of Yashima.
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24・25　　船弁慶（ふなべんけい）

劇的変化が視覚と聴覚を魅了する

頼朝と不和になった義経（子方）は、弁慶（ワキ）や静御前（前
シテ）を従え、京都を去って西に向かい、大物の浦に着く。
義経は弁慶の進言によって、静を都に帰すことにする。静
は別れを悲しみながらも旅立ちを祝い、舞を舞う。船出の
時刻となり、静は義経一行を見送って涙にくれる【中入】。
義経一行を乗せた船が海に出ると、風が変わって波が荒く
なり、海上には滅亡した平家一門の怨霊が雲霞のように浮
かびあがる。その中から、平知盛の亡霊（後シテ）が長刀を
振り回しながら義経一行に襲いかかる。義経は知盛の亡霊
と刀で戦うが、弁慶は義経を制止し、数珠を揉んで不動明
王に祈ると、亡霊はしだいに遠ざかり、波間に消えていく。
この能は劇的変化に富み、視覚と聴覚を魅了する場面が効
果的に配されている。前場では、静御前の優美な舞と哀切
に満ちた情緒が強調され、後場では、知盛の怨霊の激しく
勇壮な舞と怨念の凄みが強調される。この対照的な二つの
役を同じ演者が演じ分けなければならない。静御前の恋慕
の情は、生きている人間の現実的な情緒なので、能の品位
を保つために、相手の義経を子方が演じる。これは愛の当
事者の一方を抑制し、静御前の情緒だけを際立たせる効果
を生じさせる。また、義経を子方が演じることによって、
知盛の亡霊との戦いの美しさを引き立たせる。
44 頁の絵には、前場の、別れを悲しんで涙にくれる静と、
後場の、長刀を振るって襲いかかる知盛の亡霊が描かれて
いる。45 頁の絵には、烏帽子を着けて舞を舞う静と、知
盛の亡霊と数珠を揉んでそれを祈り伏せる弁慶が描かれて
いる。

24・25　　Funabenkei（Benkei in the boat）

The varied dramatic scenes hold the audience spellbound.

The Genji commander Yoshitsune (Kokata) vanquished the Heike clan.  But he is suspected of disloyalty by his older brother Yoritomo.  Yoshitsune 
secretly leaves Kyoto for the western land accompanied by his lover Shizuka(Mae-Shite), the warrior priest Benkei (Waki) and a few followers (Waki-
Tsure.)  They arrive at the Bay of Daimon.  Benkei advises Yoshitsune that Shizuka should be sent back to Kyoto, and Yoshitsune agrees.  Shizuka 
grieves over parting from Yoshitsune and performs a farewell dance.  Yoshitsune and his followers board the boat, and put out to sea.  A fi erce storm 
arises, and the waves rage.  The ghosts of the Heike warriors who were destroyed in the sea battle appear in swarms, fl oating above the waves.  The 
ghost of the Heike commander Tomomori (Nochi-Shite) draws near to the boat and attacks Yoshitsune.  Yoshitsune fi ghts against the ghost of Tomo-
mori, but Benkei prays to the Buddhist Mantra Kings to appease the revengeful spirits.  The ghosts are eventually driven away and disappear.
The dramatic scenes which appeal to the eyes and ears of the audience are effectively arranged in the play.  In the fi rst act, the elegant dance of Shizu-
ka and the pathetic atmosphere are stressed.  In the second act, the lively and vigorous dance of Tomomori and the dreadfulness of the revengeful 
ghost are emphasized.  A single actor usually acts the two roles of Shizuka and Tomomori--parts which are in striking contrast.  Shizuka's attachment 
to Yoshitsune is the realistic emotion of a living human being.  Because of this the role of Yoshitsune is usually acted by a Kokata (child) to restrain 
the realistic element and to heighten the effect by contrast with Tomomori.
The painting on page 44 depicts Shizuka who is grieving at parting in the fi rst act, and Tomomori who is drawing near to the boat in the second act.  
The painting on page 45 depicts Shizuka who is dancing, Benkei who is praying with his prayer beads, and Tomomori who is brandishing his halberd. 
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26　　国　栖（くず）

現実的事件の劇的展開と神秘的現象の融合

この能は『源平盛衰記』（巻 14）や『宇治拾遺物語』（巻 15）などの、
いくつかの題材を巧みに組み合わせて構成されている。
清見原の天皇（子方・天武天皇）は叛乱に遭い、都から吉野の山に逃れ、
国栖という村落の民家にたどり着く。そこに住む老夫婦（シテとツレ）
に従者（ワキ）は天皇の食べ物を所望する。夫婦は根芹と、国栖川（吉
野川の上流）で取れる魚（鮎）を紅葉で焼いて献上する。老人は残りの
鮎を賜る。その魚がまだ生きているように見えたので、老人はそれ
を吉野川に放つと、魚は生き返る。そこに追手（アイ）がやってくる。
老人は天皇を舟の下に隠し、追手を巧みにあしらって追い返す。夜
が更けて吉野の山が静まりかえり、天から音楽が聞こえてくると、
老夫婦は消える【中入】。そこに天女（後ツレ）が現れて舞を舞い、続
いて吉野の蔵王権現（後シテ）が現れて勇壮な舞を舞い、天武天皇の
御代と天下泰平を祝福する。
国栖川の魚が清流のなかで生き返るという奇蹟は、この能の中では
天皇が再び都に帰って位につく吉兆として表されている。また、一
般的には不遇の者が再び本来の姿にかえる比喩とも考えられる。こ
の能は現実的な事件による劇的な展開と、神秘的な現象がうまく織
り交ぜられている。
絵は、中央に天女、左に蔵王権現、右に老人を描き、この能の神秘
的な雰囲気をうまく伝えている。天女の左足を踏み出す動きの一瞬
を捉えて躍動感を表している。

26　　Kuzu

The realistic events and the mystic phenomena are interwoven in the dramatic development of the 
play.

This play is composed by combining skillfully some subject-matter cited from Genpei Jōsuiki (The Record of the Rise and Fall of the Genji and the 
Heike) Vol.14, Uji Shūi Monogatari (The Gleanings of the Tale of Uji) Vol.15 and others.
The Emperor Kiyomihara (Kokata) meets with a rebellion against him and escapes from Kyoto to Yoshino Mountain with his attendants.  They arrive 
at a village called Kuzu and rest at a house in which an old man (Shite) and his wife (Tsure) live. An attendant (Waki) asks them to give the Emperor 
something to eat.  They present some water dropwort and fi sh from Kuzu River (the upper of Yoshino River) grilled with scarlet-tinged leaves.  The 
old man is given some of the remaining fi sh.  As the fi sh seems to still be alive, he releases it into Yoshino River.  The fi sh comes back to life in the wa-
ter.  A pursuing party (Ai) come there searching for the Emperor. The old man conceals the Emperor under a boat and drives the search party away by 
treating them cleverly.  When the night wears on and Yoshino Mountain becomes quiet, the old couple disappear.  A heavenly maiden (Nochi-Tsure) 
appears and dances elegantly.  Then the Great God Zaōgongen of Yoshino presents himself and dances gallantly congratulating the peaceful times 
under the reign of The Emperor Tenmu (The Emperor Kiyomihara.)
The miracle of the revival of the dead fi sh implies a good omen that the Emperor will recapture the throne.  It is also a general metaphor which refers 
to the theme of unfortunate people in adverse circumstances coming into their own.  The realistic events and the mystic phenomena are fused in the 
dramatic development of this play.
The painting depicts the heavenly maiden in the center, Zaōgongen in the left and the old man in the right.  The mystic atmosphere in this play reveals 
in this painting.  A moment in the step movement of the heavenly maiden is excellently captured.
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27　　小鍛冶（こかじ）

芸術家の創作を助ける霊感の働き

一条の院は夢のお告げによって、三条の小鍛冶宗近（ワキ）に刀を作
らせる命令を出す。勅使（ワキツレ）が宗近の家に宣旨を伝えに行く。
宗近は助手（相鎚）がいないので刀を作ることができないと言う。し
かし、天皇の命令なので、しかたなく引き受ける。宗近が氏神の稲
荷明神に願をかけに行くと、不思議な童子（シテ、老人の場合もある）
が現れる。童子は宗近に、日本や中国の名刀、剣の威徳について語り、
宗近も過去の名刀に劣らない刀を作ることができると励ます。そして、
刀を作るときは、私も必ず手伝いに駆けつける、といって消える【中
入】。宗近がしめ縄を張った壇を作って祈っていると、稲荷明神（後
シテ）が狐の姿で現れ、宗近と一緒に刀を打ち「小狐丸」という名刀
が出来上がる。稲荷明神は雲に乗って消えていく。
この能は、稲荷明神の霊験譚をもとにした芸術家の創作心理を扱っ
ていると見ることもできる。芸術家が作品を作るときに、自分の力
を超えた別の力が働いているように感じることもあるかもしれない。
稲荷明神は創造力に付随する霊感を象徴している。後場では、能に
は珍しく、刀を製作する現場が演じられる。
この絵には後場の、宗近が稲荷明神の相鎚で刀を製作している場面
が描かれている。なお、「白頭」という小書によって演じられている。

27　　Kokaji

Inspiration comes to the artist when he devotes himself to the creation of a work.

Retired Emperor Ichijōin has a revelation in his dream.  Following the dream, he orders the swordsmith Kokaji Munechika (Waki) to make a sword.  
Munechika needs an assistant as skilled as he to forge a blade. As he doesn't have any assistant to help him, he goes to the Inari shrine and prays to the 
guardian god Inari for help.  A mysterious child (or an old man)(Shite) appears and relates the stories of the famous swords in China and Japan.   He 
asserts that Munechika will be able to make no less excellent a sword than the past famous ones. The child promises that he will come and help Mune-
chika in forging a sword, and vanishes.  Munechika prays at the altar surrounded with hanging sacred straw festoons, and then the guardian god Inari 
(Nochi-Shite) appears in the form of fox to help Munechika. Inari and Munechika forge a sword together.  As a result, the miraculous sword named 
Kogitsunemaru (a small fox) is completed.
It seems that the play represents the process of artistic creation.  Artists may feel an external power come into play in their minds while creating a 
work.  Inari symbolizes the inspiration which comes to the artist when he is creating a work.  In the second act, the scene of forging the blade is pre-
sented.  Such a realistic scene is unusual in Noh plays.
The painting depicts the scene where Inari and Munechika are forging the blade together.

＊ Inari : fox deity; the god of havests
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28・29　　山　姥（やまんば）

「物まね」と「本物」の相克

山姥の山めぐりを曲舞にして舞って有名になり、「百万山姥
（ひゃくまやまんば）」と呼ばれるようになった遊女がいた。その
遊女（ツレ）が従者（ワキ）を伴い、長野の善光寺に参るため
に京都を出発し、越後と越中の境を流れる境川に着く。土地
の人（アイ）に善光寺への道をたずねると、道は三つあり、上
路越（あげろごえ）という道は阿弥陀如来が通られた道で、もっ
とも険しい道であるという。遊女はその道を選ぶ。一行が難
所を進んでいると、急に日が暮れたように暗くなり、一人の
女（前シテ）が現れ、宿を貸してあげるという。女は遊女に、「あ
なたがまことの山姥のことを心にかけて下さらないので、恨
みを言いに出てきた」と言い、私がまことの山姥だと名のる。
山姥は遊女に、「夜になって、あなたが山姥の曲舞を謡い舞っ
てくだされば、私も本当の姿で現れ一緒に舞います」と言っ
て消える【中入】。月が照らす深山に山姥が現れ、峻厳な大自
然を讃え、遊女と一緒に舞を舞い消えていく。
伝説上の山姥は、この能では大自然（宇宙）の精霊として登場
する。善光寺への道とは、至芸に至るきびしい道程をあらわ
している。芸術作品とは、対象となる現実（宇宙）から美が抽
出されたものである。物まねは絶えず本物を心にかけなけれ
ばならない。本物の山姥が偽の山姥と一緒に舞うとは、物ま
ねが本物の域に達したことを暗示している。山姥の妄執とは、
永遠に続く宇宙の運行（山めぐり）から逃れられないことであり、
その苦しみを解き放つのは、まことの芸術が生まれる瞬間で
あることを、この能は暗示している。
50 頁と 51 頁の絵にはどちらも、後場のまことの姿を現した
山姥が描かれている。

28・29　　Yamamba（The Old Mountain Witch）

An artist struggles to harmonize with the real thing.

A female dancer (Tsure) who has excellently performed the dance of Yamamba has obtained the nickname of Hyakuma Yamamba.  She departs from 
Kyoto to visit the Zenkōji Temple in Nagano accompanied by an attendant (Waki.)  When they arrive at Sakai (boundary) River, the attendant asks a 
villager (Ai) to tell them the way to the Zenkōji Temple.  He says that there are three ways to the Temple, and that one of them is called Agerogoe (the 
passage over the top) along which the Buddha went. This is the steepest and the most diffi cult way, and is the one the dancer chooses.  During their 
exhausting journey, it suddenly gets dark.  A woman (Mae-Shite) appears and offers to give them a night's lodging.  In exchange for it, she requests 
the dancer to sing the song called Yamamba, reproaching her for not caring suffi ciently for the true Yamamba.  The woman promises that she will ap-
pear in the night again and join the dancer if she sings and dances of Yamamba.  Then she vanishes.
The true Yamamba (Nochi-Shite) appears in the moonlight on the deep mountain.  She praises the stern and sublime Mother Nature.  She joins the 
dancer (who doesn't really dance on the stage) and then disappears.
The Yamamba in the legend is transformed into the dual spirit of Mother Nature and Art.  The steep road to the Zenkōji Temple is symbolized as the 
training process of Art.  The play also implies that works of Art should be made of Beauty which is abstracted from Reality, and that impersonators 
must care for the real thing.  The fact that the true Yamamba dances with the impersonated Yamamba (the dancer) represents the way in which the art-
ist reaches the domain of the real thing in Art.  The Yamamba has a deep seated obsession and an agony which obliges her to keep going round of 
mountain (the everlasting movement of Universe.)  The play implies that the Yamamba shall be freed from her agony at the moment of the birth of 
genuine works of Art.
The both of the pictures on page 50 ond 51 depict the Yamamba who shows herself in her true form in the second act.
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30　　野　守（のもり）

人間の心の隅々まで写し出す鬼神の鏡

羽黒山の山伏（ワキ）が大和の国の春日野に行くと、そこに不思議な
水溜りがあるので、野守の老人（前シテ）に「これは何か」とたずねる。
老人は、それは野守が自分の姿を写す水鏡なので「野守の鏡」とい
われているが、まことの「野守の鏡」は、昔ここに住んで野を守っ
ていた鬼が所持している鏡をいうのだ、という。また老人は、昔行
方のわからなくなった天皇の鷹がこの水に写っていたのを、野守が
見つけた話をする。山伏がまことの「野守の鏡」を見たいというと
老人は、鬼神の鏡は恐ろしいので、鷹を写したこの水でも見なさい、
といって塚の中に消える【中入】。山伏が祈っていると、塚の中から、
鏡を持った鬼神（後シテ）が現れ、天界から地獄まで宇宙の隅々を鏡
に写し出し、やがて地獄の底に帰って行く。
「野守の鏡」を野のたまり水と鬼神の鏡の二つの比喩に分け、それを
巧みに結びつけている。どちらも人間の目には見えない真実を写す
鏡を意味している。
絵には、鏡を持って現れた鬼神と、祈る山伏が描かれている。

30　　Nomori（The Field Ranger）

A story of a mirror in which all the corners of Heaven 
and Earth are refl ected.

A mountain priest (Waki) comes to Kasugano in Yamato province and fi nds a mys-
terious stagnant pool.  He asks an old man (Mae-Shite) what it is.  The old man re-
plies that it is called "The Field Ranger's Mirror" because the fi eld rangers here 
come to look at themselves in it.  The old man also says that the real Field Ranger's 
Mirror is carried by a devil who guards the fi eld, and disappears into the mound.  
Whilst the mountain priest prays, the devil(Nochi-Shite) appears carrying the mir-
ror in his hand. He refl ects all the corners of Heaven and Earth in the mirror and fi -
nally disappears into Hell.
The two metaphorical aspects of the stagnant pool in the fi eld and the Devil's Mir-
ror are skillfully connected.  Both represent a mirror in which invisible truth is re-
fl ected.
The painting depicts the devil carrying the mirror and the praying mountain priest. 



54 55

31　　鵜　飼（うかい）

鵜を使うことの面白さに取り付かれた漁師の罪と救い

安房の国の僧（ワキ）が従僧（ワキツレ）を伴って、甲斐の国の石和に
行き、石和川のほとりの堂に泊まる。鵜使いの老人（前シテ）が、鵜
を休ませるために堂へやってくる。従僧は、かつてこの老人に一夜
泊めてもらったことを思い出す。老人は、従僧を泊めた鵜使いは石
和川の禁漁区で鵜を使って魚をとっていたために捕まり殺されたと
言い、その有様を語る。僧が、罪の原因となった鵜使いの技を見せ
てほしいと言うと、老人は鵜を使って見せながら、その面白さに我
を忘れる。しかし、月が出ると自分の罪を思い出し、地獄へ帰って
行く【中入】。僧が石に経文を書いて川に沈めると、地獄の鬼（後シテ）
が現れ「地獄とは人間の心に在るものだ」と説き、地獄に堕ちた鵜
使いを、生前に僧を泊めた徳によって極楽に送ることにしたと言い、
法華経の功徳を讃える。
鵜使いが、殺生の罪と知りながら鵜を使うことをやめられなかった
のは、その面白さのためであった。人間の掟を破った罪は、処刑さ
れることによって罰せられた。鵜を使うことの面白さに取り付かれ
るとは、生業に喜びを見出すことであり、それは罪であるとともに
救いでもある。地獄から極楽に移されるとは、罪の中の喜びが救い
となったことを表している。
絵には、後シテの地獄の鬼と囃子方（太鼓と大鼓）、および前シテの半
身が描かれている。

31　　Ukai （The Cormorant Fisherman）

The sin and the salvation of a fisherman who is possessed by the pleasure of fishing with cormo-
rants.

A priest (Waki) accompanied by an attendant priest (Waki-Tsure) arrives at Isawa in the province of Kai.  They stay overnight at a small shrine near 
Isawa River.  An old cormorant fi sherman (Mae-Shite) comes to the shrine to let his cormorants rest for a while.  The attendant priest recognizes him 
as the fi sherman who put the attendant priest up accommodation for the night three years ago.  The old fi sherman tells them that the fi sherman who 
gave the priest shelter was drowned in the river as punishment for his offense.  He fi shed in the closed fi shing area where taking life was strictly pro-
hibited.  He reveals that he is the ghost of the fi sherman.  The head priest asks him to show them the cormorant fi shing.  He starts to fi sh with cormo-
rants and becomes completely absorbed in the process.  When the moon rises, he comes to himself and disappears into Hell.  The head priest sinks 
some stones on which the Lotus Sutra is written to the bottom in the river.  The King of Hell (Nochi-Shite) appears and says that Hell exists in the 
minds of human beings.  He also tells that he will transfer the cormorant fi sherman to Paradise because he showed kindness to the priest in his life 
time.
The fi sherman couldn't stop the cormorant fi shing, although he was fully conscious of violating the law and of the sin of taking life.  The reason why 
he couldn't give it up was that he found an ecstasy in the cormorant fi shing.  The pleasure which he found out in his occupation is a salvation for him 
as well as a sin.  That is why he was transferred from Hell to Paradise.
The painting depicts the King of Hell and the musicians (with a stick drum and a large hand drum.) The old fi sherman is behind this group.
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32　　鵺（ぬえ）

頼政が自分の影を射殺す

この能は『平家物語』（巻 4）の頼政の鵺退治を題材としている。僧（ワ
キ）が京都に向かう途中、芦屋の川洲に建っている御堂に泊まる。夜
も更けた頃、人間とも思われない不気味な舟人（前シテ）が、空舟（う
つおぶね・大木をくりぬいて造った舟）に乗って現れ、自分は源頼政に殺
された鵺の亡霊であるという。舟人は、頼政が鵺を弓矢で射殺した
ときの有様を、頼政の動作を再現しながら次のように語る。毎晩の
ように、黒雲が御殿を覆うと、天皇が苦しまれた。公卿たちは、こ
れは妖怪の仕業と考え、頼政を警護にあたらせた。黒雲のなかの怪
しいものを、頼政が射落として見ると、それは頭が猿、尾は蛇、手
足は虎、鳴き声は鵺のような怪物であった。語り終えた舟人は空舟
に乗って闇の中に消えていく【中入】。僧が弔いをしていると、本性
を現した鵺の亡霊（後シテ）が登場する。鵺の亡霊は、前場と同じ鵺
退治の場面を、今度は鵺の立場から、鵺の動作を再現しながら語る。
頼政は名を揚げ、自分は空舟に閉じ込められて淀川から海に流れ入り、
闇に沈んだ、と語り終えて鵺の亡霊は消える。
鵺は頼政の影であり、頼政と鵺は一人の人間の明と暗を表している。
シテは鵺の動作と頼政の動作を交互にくりかえす。影とは人間の悪
の潜在力を人格化したものである。鵺を殺して空舟に閉じ込める（浄
化の呪術）とは、影を意識下に抑圧することを意味する。影は救いを
求めないし、救われることもない。鵺は僧に救いを求めず、僧の弔
いにも救われないで消える。
絵は、後方に前シテを描き、画家の心象によって、前シテの前には
舞台に登場しない頼政の扮装をした人物を描いている。

32　　Nue（The Fabulous Bird）

The warrior Yorimasa kills his own shadow (Nue) with an arrow.

This play is based on an episode "Yorimasa the Fabulous Bird Killer" in The Tale of the Heike. Vol.4.
A traveling priest (Waki) stays overnight at a shrine which stands at the sandbank in the river at Ashiya.  Late at night, a mysterious boatman (Mae-
Shite) appears aboard an Utsuobune (boat for prisoners.)  He introduces himself as the spirit of Nue who was killed by Yorimasa.  He relates from Yo-
rimasa's point of view how he was killed, and reenacts Yorimasa's movements.  According to his narrative, a dark cloud spreads over the Imperial Pal-
ace every night and the Emperor suffers.  The courtiers think that it may be the work of a monster.  They order Yorimasa to guard the Imperial Palace.  
He shoots the monster down with an arrow.  The monster has the head of a monkey, the tail of a serpent, the legs of a tiger, and caws like a ground 
thrush.  After the boatman fi nishes telling the story, he vanishes into the darkness on board the canoe.  When the priest prays for the repose of Nue's 
soul, the spirit of Nue (Nochi-Shite) reappears in its true form. He tells the story again from Nue's point of view, reversing the positions.  He says 
that, while Yorimasa was applauded, he was locked up in the boat and carried away from Yodogawa River to the sea, and sank into the darkness at last.
Nue symbolizes Yorimasa's Shadow.  Yorimasa and Nue represent the light and shade of an individual.  Yorimasa represses his Shadow into the un-
conscious as if through an incantation.  The Shadow does not seek salvation and cannot be redeemed.  The Spirit of Nue does not entreat the priest to 
redeem him and disappears unredeemed. 
The painting depicts the character who wears the costume of Yorimasa with his back turned as imagined by the painter and the Spirit of Nue (Mae-
Shite) standing opposite to him.  Yorimasa does not really appear on the stage.
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33　　舎　利（しゃり）

釈迦の遺骨にまつわる童話的な物語

舎利とは釈迦の遺骨のことである。釈迦が入滅したとき、その遺骨
を足疾鬼（そくしつき）という鬼が奪って逃げた。仏教を守護する韋
駄天（いだてん）という鬼神が足疾鬼を追いかけ、それを奪い返した。
舎利は、鎌倉時代に中国から日本にもたらされ、京都の泉涌寺（せん
にゅうじ）に納められた。この能はこの伝説をもとに作られている。
出雲の僧（ワキ）が泉涌寺を訪れ、舎利殿の堂守（アイ）の許しを得て、
舎利を拝み感涙にむせんでいると、怪しげな里の男（前シテ）が現れ、
舎利の由来を語り、近頃の仏教の衰退を嘆く。男と僧がともに舎利
を拝んでいると、やにわに空が掻き曇り稲妻が光る。
男は鬼に変身し、自分は足疾鬼の執心の化身であるといって、舎利
を奪い、舎利殿の天井を突き破って天空に逃げた【中入】。僧と堂守
は韋駄天に舎利を取り戻すよう祈願する。韋駄天（ツレ）は、天界を
逃げ回る足疾鬼（後シテ）を追い回して下界に落とし、格闘の末、舎
利を奪い返す。
足疾鬼は、釈迦の在世の時に直接釈迦の説法を聞いて成仏できる身
となった。しかし、釈迦の入滅後、仏教が衰退したので、足疾鬼の
心の中に、釈迦の教えに対する執心が再び生じてきた。そこから足
疾鬼の執心の化身が現れる。足疾鬼の、舎利を手に入れたいという
執心は、成仏できない人間の苛立ちを表している。しかし、この能は、
釈迦入滅の折の伝説が、京都の泉涌寺で再現されるという趣向の面
白さと、その伝説の内容の童話的面白さに重点を置いている。
絵には、韋駄天が足疾鬼から舎利を奪い取ったところが描かれている。

33　　Shari（The Remains of Buddha）

A kind of fairy tale related to the holy bones of Buddha.

As legend has it, when Buddha entered Nirvana, a goblin named Sokushitsuki (fast runner goblin) snatched the remains of Buddha and ran away with 
them.  The demon-god Idaten who protects Buddhism chased him and took them back.  The holy bones were brought to Japan from China in the Ka-
makura period and were set up at Sennyuji Temple in Kyoto.  This play is based on the legend.
A priest (Waki) from Izumo visits Sennyuji Temple to worship the holy bones.  He is permitted to see them by the guard (Ai) of the reliquary hall.  He 
worships the holy bones and is moved to tears, when a mysterious villager (Mae-Shite) appears.  He talks about the story of the holy bones and grieves 
over the decline of Buddhism.  The sky suddenly becomes overcast and lightning fl ashes.  The villager is transformed into a demon.  He reveals his 
identity as the incarnation of Sokushitsuki's devotion to Buddha.  He snatches the pot of the holy bones and runs away with them to the sky breaking 
through the ceiling of the reliquary hall.  The priest and the guard of the hall pray to Idaten to take the holy bones back.  Idaten (Tsure) chases 
Sokushitsuki (Nochi-Shite) and grapples with him.  Idaten grabs the holy bones back from Sokushitsuki and pushes him down to the earth.
When Buddha was alive, Sokushitsuki listened to the preaching of Buddha and promised himself to enter Nirvana.  After Buddha entered Nirvana, 
Sokushitsuki's infatuation with the preaching of Buddha revived in his mind, and the incarnation of his infatuation was brought to existence.
Sokushitsuki's idolatry of the holy bones expresses the frustration of human beings who cannot attain Buddhahood.  However, the interesting motif 
that the events in the legend related to the remains of Buddha are reenacted at Sennyuji Temple and the fantastic fairy tale like story stands out more 
in this play.
The painting depicts the scene where Idaten has just taken the pot of the holy bones from Sokushitsuki.
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34　　是　界（善界・是我意）（ぜがい）

仏法と魔道の戦いの寓話

中国の天狗の首領、善界坊（前シテ）は、仏教を妨害するために日本にやっ
てくる。善界坊は愛宕山の天狗、太郎坊（ツレ）と相談して比叡山を狙うこ
とにする。策略をねりながら、善界坊は不動明王の威力と慈悲深さを思い
やり、天狗道に堕ちて仏教の敵となった我が身を嘆く。善界坊は太郎坊の
案内で、雲に乗って比叡山にむかう【中入】。比叡山の僧（ワキ）の一行が皇
居に向かう途中、にわかに嵐がおこり稲光りがして、善界坊（後シテ）が現
れる。善界坊は、仏道を修行しても無駄である、悟りに入ろうとしてもす
ぐ魔道に堕ちるものだ、と僧たちに説く。僧たちが祈ると、不動明王や山
王権現（比叡山の守り神）が現れ（舞台には登場しない）、善界坊を退散させる。
これは仏法と魔道の戦いの寓話である。また、善をめざしながら悪に堕ち
ていく人間の弱さへの愉快な警告のようでもある。
絵には、白頭をつけた後シテの善界坊と囃子方（大鼓）が描かれている。

34　　Zegai

A fable of the struggle between Buddhism and Diabolism.

The goblin king Zegai-bō (Mae-Shite) who wields power in China comes to Japan to dis-
turb Buddhism.  He meets the goblin Taro-bo (Tsure) on Atago Mountain.  Taro-bo advises 
Zegai-bō to attack Mt. Hiei first where Buddhism is most powerful.  They leave for Mt. 
Hiei, riding on a cloud.  The head priest of Hiei and his attendants are on the way to the Im-
perial Palace when a great storm comes and Zegai-bō (Nochi-Shite) appears.  Zegai-bō 
preaches to the priests that their training in Buddhism will be in vain because human beings 
tend to be morally ruined.  Whilst the priests pray, Fudōmyo-ō (God of Fire) and 
Sannōgongen (Protecting Deity of Mt. Hiei) appears. (They don't really appear on the 
stage.)  A violent struggle between them ensues, but then Zegai-bō is defeated and runs 
away, swearing that he will never trouble Buddhism again.
This is almost certainly a parable of the struggle between the good and the evil.  It also im-
plies a humorous admonition to human beings who tend to do badly, however much they 
may try to do well.
The painting depicts Zegai-bō wearing Shirokashira (a white hairpiece) and the musician 
playing the ōtsuzumi (a large hand drum.)
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35　　融（とおる）

満月の光が、廃園を昔の美しい庭園によみがえらせる

題名の融は、源融（みなもとのとおる）（822 ～ 895）という実在の人物の
名前から取られている。融は嵯峨天皇の皇子として生まれ、後に左
大臣になった。彼は京都の六条河原に邸宅をかまえ、その庭園には、
陸奥の千賀の浦の景色を模した池を造り、難波の御津の浜から海水
を運ばせ、池に浮かぶ島で酒宴を催したりして遊興の日々を送った。
今は住む人もなく、荒れ果てた六条河原院がこの能の舞台である。
この廃墟を旅の僧（ワキ）が訪れる。そこへ一人の老人（前シテ）が潮
を汲む担桶（たご）をかついで現れる。老人は干潟となって落葉が散
り浮く池をながめ、懐旧の思いに泣き崩れる。夜もふけ満月が澄み
渡ると、老人は潮を汲むことを思い出し、担桶で潮を汲み、いつか
潮煙のなかに消えていく【中入】。老人が融大臣の亡霊であることを
知った僧は、夢の中に融大臣が現れることを期待しながら、磯辺の
石を枕にして眠る。すると、在りし日の融大臣（後シテ）が現れ、月
の光のなかで舞を舞い、月の世界に帰って行くように消えていく。
この能は月のイメージで統一されている。廃墟を照らす月は過去へ
の思いをかきたてる。その強い思いに誘われるかのように、仲秋の
名月は荒涼とした河原院の廃園を、昔の美しい庭園によみがえらせる。
そこに現れる若き貴公子融大臣は、まるで月の世界から舞い降りて
きた天使か、月の光そのもののようである。
絵には、前場の担桶で潮を汲む老人と、後場の月の光の中で舞を舞
う融大臣の姿が描かれている。舞台にはない月が描かれているのが
印象的である。

35　　Tōru

The light of the full moon makes the ancient garden revive.

The title of this play is borrowed from the name of the actual person Minamoto no Tōru (822-895) who was born as a prince of the Emperor Saga.  He 
lived in the gorgeous palace called Rokujōkawara- no- in and led an aesthetic life.  He laid out a pond of salt water which imitated the seashore at Chi-
ka no Shiogama in Mutsu (Miyagi) in the garden of the palace.  He often had drinking and dancing parties at the island in the pond.
The scene of this play is set in the long deserted and unoccupied palace of Rokujōkawara-no-in.  A traveling priest (Waki) visits the ruined palace.  An 
old man (Mae-Shite) appears carrying pails for salt water on his shoulders.  Seeing the dried pond in which the fallen leaves lie scattered, he is dis-
solved into tears fi lled with nostalgia.  When the full moon shines late at night, the old man fi lls the pails with salt water and disappears in the spray of 
the sea waves.  The priest knows that the old man is the ghost of Tōru.  He sleeps with his head on a rock at the beach of the pond, expecting Tōru to 
appear in his dream.  Then the ghost of young prince Tōru (Nochi-Shite) comes out and dances in the light of the full moon.  At last he goes out of 
sight as if he went back to the moon.
The moonlight permeates the whole play.  The moonlight which shines on the ruins of the palace carries both the priest and the old man back to the 
old days and restores the desolate garden to its original beautiful state.  The young prince Tōru who appears in the garden looks as if he were an angel 
from the moon or the moonlight itself.
The painting depicts the old man carrying the pails and the prince Tōru dancing in the moonlight.  The moon which is not actually shown on the stage 
is impressively painted in it.
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36　　猩　々（しょうじょう）

すなおな心を持つ者に与えられる幸せ

中国の金山の麓に、高風（こうふう）という男（ワキ）が住んでいた。彼は夢
の教えにしたがって、町に出て酒を売っているうちに金持ちになった。高
風の店に、毎日やって来て酒を飲む少年がいた。少年がいくら飲んでも酔
わないので、不思議に思った高風が、お前は誰かとたずねると、海の中に
住む猩々という生き物だと名のる。高風が海のそばで猩々を待っていると、
猩々（シテ）が海の中から出てきて、酒をたたえ酔いつつ舞を舞い、いくら
汲んでも尽きない酒壷を高風に与え、自分は酔っ払って寝てしまう、と思っ
たのは高風の夢であった。しかし、尽きることのない酒壷は現実に残り、
高風の家はますます栄えた。
猩々は、高風がすなおな心の持ち主であるから酒壷を与える、と言う。こ
こには、心の清い者には酒によって幸せが与えられるという考えがみられる。
酒は不老長寿の薬であり、いつまでも清い心を維持する薬でもある。猩々
自身がいつまでも清い心を持つ者のイメージを体現している。人間の少年
は必ずしも純粋とはいえない。だから猩々は妖精の少年でなければならない。
いつまでも汚れない心を持ちたいという人間の願望がこの能にこめられて
いる。
この能は祝言の能として年末に上演されることが多い。絵には、酔って舞
を舞う猩々の姿が描かれている。薪能の雰囲気がよく出ている。

36　　Shōjō（The Fairy Boy Who Loves Sake）

A happiness which should be given to the simple-hearted.

A man named Kōfū (Waki) lived at the foot of Kane Kinzan Mountain in ancient China.  A 
dream told him that if he sold Sake in the street, he should be rich.  He obeyed the dream 
and has become rich. 
A strange boy visits Kōfū's shop and drinks sake every day.  One day Kōfū asks him who he 
is.  He answers that he is a fairy boy named Shōjō who lives in the sea.  Kōfū comes to the 
seashore and expects Shōjō to appear.  Shōjō (Shite) comes out from the sea and dances in 
praise of sake.  He gives Kōfū a miraculous jar in which sake never run dry.  Shōjō drinks 
himself to sleep.  Kōfū wakes up from his dream, but the jar remains in reality.  Kōfū's fam-
ily becomes more and more prosperous.
Shōjō says that he gives Kōfū the jar because Kōfū is pure and simple-hearted.  Here we 
can see the idea that the pure in heart should be blessed by sake.  Sake is an elixir of perpet-
ual youth and longevity and also a medicine to preserve a pure heart.  Shōjō embodies the 
human desire to remain young and to preserve a pure heart for ever.  This play is usually 
performed as a celebration toward the end of the year.
The painting depicts Shōjō who is drunk on sake and dancing merrily. The atmosphere of 
Takigi Noh ( torchlight performance of Noh) is excellently represented in this painting.
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37・38　　石　橋（しゃっきょう）

浄土に渡る橋に文殊菩薩の使者である獅子が現れ、
勇壮華麗な獅子舞を舞う

寂昭（じゃくじょう）法師（ワキ）が、仏教修行のため中国に行き、
寺社を巡ったのち、清涼山に渡るため石橋にやってくる。清
涼山は文殊菩薩の浄土のある山である。寂昭が石橋を渡ろう
とすると、童子（または老人、前シテ）が現れ、この橋は危険な
橋であるので、修業が十分でない者は渡ることができないと
いさめる。童子は寂昭に、やがて文殊菩薩が現れるから、し
ばらく待つようにと言って消える【中入】。やがて文殊菩薩の
使者である獅子（後シテ）が現れ、牡丹の花にたわむれながら
勇壮華麗な舞を舞う。
石橋は表面が苔でおおわれてすべりやすく、幅は一尺もなく、
長さは三丈で、千丈以上の深い谷の上の断崖にかかっている。
この具体的な描写が、石橋とそのまわりの峻厳な自然の明確
なイメージを伝えている。文殊菩薩は知恵の菩薩である。人
生の知恵を極めた者しかこの橋を渡ることはできない。石橋
は人生の苦難を渡るための橋でもあり、生と死を結ぶ橋でも
あることが暗示されている。舞台では文殊菩薩は現れず、そ
の予兆が暗示されて能は終わる。
この能の見せどころは特殊な獅子舞にある。普通、二人（親獅
子と子獅子）で舞われ、親獅子は白頭、子獅子は赤頭をつけて
舞う。
絵には後場の、親獅子と子獅子が舞う姿が描かれている。

37・38　　Shakkyo（The Stone Bridge）

The lions as the messengers of Monju Bosatsu (the Buddhist deity of wisdom and intellect) appear 
and dance gallantly at the Stone Bridge to get to the Paradise.

The Japanese priest Jakujō (Waki) goes to China to train himself in Buddhist practices.  After visiting temples and shrines, he arrives at the Stone 
Bridge to get to Mt. Seiryo where lies the Paradise of Monju Bosatsu.  When he tries to go across the Bridge, a young boy (or an old man)(Mae-Shite) 
appears and remonstrates with Jakuj that the Bridge is so dangerous that inexperienced Buddhists cannot walk across it.  He tells Jakujō to wait a 
while for Monju Bosatsu who will come forth soon, then he disappears.  After a while, the lion (Nochi-Shite) acting as the messenger of Monju Bosat-
su comes out and dances splendidly, playing among the peonies.
The Stone Bridge spans a valley one thousand jō (3030 meters) deep between sheer precipices.  Not only is the Bridge less than one shaku (30.3 cen-
timeters) wide and its 3 jō (9.09 meters) in length, it is also slippery because it is thickly covered with moss.  The specifi c description of the landscape 
gives a clear image of the harsh nature surrounding the Bridge.  Only a great master who has gone deeply into the wisdom of life can go across the 
Bridge and get to the Paradise of Monju Bosatsu.  The Stone Bridge symbolises the bridge which is built over the diffi culties of life and links life and 
death.
Monju Bosatsu does not make an entrance on the stage, but the omen of the appearance is suggested.  The point of this play is the special lion dance.  
In the usual manner of performance, a pair of lions (father and son) dance.  The father lion wears a white lion wig and the child lion the red one.
Both of the paintings on page 66 and 67 depict the two lions dancing together.
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39　　土蜘蛛（つちぐも）

病魔とのあくなき闘い

この能は『日本書紀』の「土蜘蛛説話」と『平家物語』の「剣の巻」を典拠とし
て作られている。
源頼光（ツレ）が重い病気をわずらい臥せているところに、侍女の胡蝶（ツレ）が薬
を持って見舞いに来る。頼光は胡蝶に、自分の病気は重く、死を待つばかりだと
言う。夜更けに僧の姿をした不思議な男（前シテ）が現れ、頼光に蜘蛛の糸を投げ
かける。この男が妖怪であると感づいた頼光は、枕元にあった刀を抜いてその男
に切りつけ傷を負わせる。男は消え去る。物音を聞き、頼光の家来の独武者（ワキ）
が頼光のもとに駆けつける。頼光は独武者に、事の次第を語る。独武者は、血の
跡をたどって妖怪退治に向かう決心をする【中入】。独武者は討伐隊（ワキツレ）を
率いて葛城山に向かい、妖怪の棲家の古塚に着く。一行が古塚を崩すと、土蜘蛛
の精魂（後シテ）が現れ、蜘蛛の糸を投げかけながら討伐隊と戦う。ついに土蜘蛛
の精魂は退治され、一行は都に帰る。
この能は、世界の伝説や昔話によくある怪物退治を内容としている。一般に、伝
説や昔話にはその深層に深い意味を潜ませている。またこの能は、人間の病魔と
のあくなき闘いを表しており、その暗喩をメルヘン的な面白さが覆い隠している。
蜘蛛の糸は、病巣から繰り出される病菌のようにも見える。病魔は、時には、胡
蝶のような無気味な美女を手先として送り込んできて、快楽から病気へと誘う。
絵には、中央前面に、蜘蛛の糸を投げかける土蜘蛛の精魂が描かれ、その後ろに
胡蝶と頼光が描かれている。土蜘蛛の精魂の前には、独武者の後姿の頭が見える。
これは光と陰影を効果的に使った凄みのある絵である。絵全体に微妙で無気味な
蜘蛛の巣が覆っている。

39　　Tsuchigumo（The Ground Spider）

A tenacious struggle against the Demon of Diseases.

This play is based on "A Story of the Ground Spider" in Nihonshoki (Chronicles of Japan) and "The Episodes of Swords" in The Tale of the Heike.
Vol.11.
The brave warrior Minamoto-no- Raikō (Tsure) is laid up with a serious illness.  The lady attendant Kochō (Tsure) brings some medicine to him.  
Raikō tells Kochō that he will be dead soon due to the disease of a serious nature.  Late at night, a mysterious man in priestly attire appears and spins 
the threads of spider webs around Raikō.  As Raikō suspects that the man is an evil creature, he slashes at it with a sword and infl icts a wound on it.  
Raikō's retainer Hitori-Musha (Waki) is alarmed by the strange noise and rushes to Raikō's bedroom.  Raikō tells Hitori-Musha of what has hap-
pened there.  Hitori-Musha determines to go on an expedition against the evil creature, following the trail of the blood spots.  The punitive party 
(Waki-Tsure) led by Hitori-Musha sets off for Kazuraki Mountain where the evil creature is thought to live.  They arrive at the creature's den and de-
stroy it.  The Spirit of a Spider (Nochi-Shite) appears and fi ghts fi ercely against them, spinning the threads of spider webs.  At last the Spirit of the 
Ground Spider is slain by them.  They return to Kyoto in joy.
This play deals with the subject-matter of Slaying of a Monster, a subject that is often found in the legends, folklore and mythologies throughout the 
world.  The old stories have generally some profound metaphorical meanings at their base.  This play implies a tenacious struggle of human beings 
against diseases.  The metaphorical implication of this play is obscured by the fascinating aspects of the fairy-tale-like story.  The threads of the spider 
webs seem to be some disease germs radiating from the focus of the disease.  The demon of the disease infi ltrates a minion such as the beautiful lady 
attendant Kochō.  She seduces the victim to pleasures which will cause a disease.
The painting depicts the Spirit of the Ground Spider (Nochi-Shite) who is spinning the threads of spider webs, with Raikō and Kochō behind him.  
Hitori-Musha's head with his back turned is visible in front of The Spirit of the Ground Spider.
A grave and mysterious atmosphere pervades the painting due to the rich contrasts of light and shade.  The subtle and weird cobwebs are spread all 
over the painting.



70 71

索　　　　引

NO 作品名 サイズ（単位 ㎜） 制作年 画材 備考

 1 三番叟（Sanbaso） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1989 油彩 バックに二人の作品
 2 　々　　（Sanbaso） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 不明 油彩

 3 嵐　山（Arashiyama） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

 4 敦　盛（Atsumori） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1997 油彩 バックが暗い方の作品　光風会出品
 5 　々　　（Atsumori） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1992 油彩

 6 経　正（Tsunemasa） 　80 号 P（1455 × 970） 1980 油彩

 7 蚊相撲（Kazumo） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1980 油彩
 8 杜　若（Kakitsubata） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1983 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

 9 熊　野（Yuya） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

10 葵　上（Aoi no ue） 　60 号 S（1303 × 1303） 不明 油彩

11 黒　塚（Kurozuka） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1993 油彩と墨 一人舞の作品　神奈川光風会出品

12 安達原（Adachigahara） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 不明 油彩

13 道成寺（Dōjōji） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品
14 芦　刈（Ashikari） 　60 号 S（1303 × 1303） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

15 弱法師（Yoroboshi） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1983 油彩 光風会出品

16 望　月（Mochizuki） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1980 油彩 日展出品
17 通小町（Kayoi Komachi） 　80 号 P（1455 × 970） 1983 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

18 　々　　（Kayoi Komachi） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 不明 油彩

19 阿　漕（Akogi） 　60 号 S（1303 × 1303） 1989 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

20 藤　戸（Fujito） 　60 号 S（1303 × 1303） 1982 油彩

21 綾　鼓（Ayano Tsuzumi） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1993 油彩 第 19 回公布迂回出品
22 恋重荷（Koi no omoni） 　60 号 S（1303 × 1303） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

23 景　清（Kagekiyo） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 不明 油彩
24 船弁慶（Funabenkei） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1981 油彩 光風会出品

25 　々　　（Funabenkei） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1983 油彩

26 国　栖（Kuzu） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 不明 油彩 第 82 回光風会出品

27 小鍛冶（Kokaji） 　60 号 S（1303 × 1303） 不明 油彩

28 山　姥（Yamamba） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1990 油彩
29 　々　　（Yamamba） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1990 油彩

30 野　守（Nomori） 　60 号 S（1303 × 1303） 不明 油彩

31 鵜　飼（Ukai） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1989 油彩 光風会出品
32 鵺　　　（Nue） 　80 号Ｆ（1455 × 1120） 1980 油彩 光風会出品

33 舎　利（Shari） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1983 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

34 是　界（Zegai） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 不明 油彩
35 融　　　（Tōru） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1981 油彩

36 猩　々（Shōjō） 　80 号 P（1455 × 970） 不明 油彩

37 石　橋（Shakkyo） 　80 号 F（1455 × 1120） 1982 油彩

38 　々　　（Shakkyo） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1983 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品

39 土蜘蛛（Tsuchigumo） 100 号Ｆ（1620 × 1300） 1982 油彩 カナダ・モントリオール日本展出品
表紙 小鍛冶（Kokaji） 　60 号 S（1303 × 1303） 不明 油彩

石田茂嗣（石田茂吉）略歴
1918 年 5月 12 日　島根県大田市鳥井に石田義蔵とヤ
イの長男として生まれる　姉 2人妹 1 人と共に育つ
姉妹は結核のため早世する

1936 年 3 月 島根県立中学校卒業　美術恩師と出
　　　　 会う
1938 年 3 月 関東局立旅順師範学校本科卒業
1941 年 4 月 旅順師範学校付属小学校勤務
1944 年 3 月 親友の中村氏を介して満鉄勤務の岡
　　　　 輝子と結婚
1944 年 7 月 大連で初めての個展開催　作品完売
1945 年 1 月 長女・典子生まれる
1945 年 8 月 敗戦
1947 年 3 月 引き揚げ船にて佐世保から帰国
1947 年 4 月 東京都墨田区立曳舟小学校勤務
　　　　 多摩美術大学美術学部入学
1948 年 4 月 次女・文子生まれる
1950 年 3 月 世田谷区経堂へ転居
1950 年 5 月 国学院文学部史学科・美学美術史学
　　　　 科入学
1950 年 8 月 世田谷区立代沢小学校勤務
1951 年 3 月 多摩美術大学美術学部卒業
1953 年 5 月 国学院文学部史学科・美学美術史学
　　　　 科修士課程取得
1955 年 3 月 大学派遣生として東京藝術大学洋画
　　　　 科へ派遣される
1959 年 6 月 東京都小学校図工教育課程制作部長
1961 年 10 月 東京都教育委員会指導主事　西多摩
　　　　 勤務
1963 年 6 月 文部省教材調書研究会委員
1966 年 4 月 大田区立六郷小学校長
1968 年 4 月 世田谷区立中丸小学校長
1969 年 11 月 文部省・教材用図書検定調査審議会
　　　　 委員
1971 年 5 月 文部省小学校指導資料作成委員
1971 年 6 月 東京都公立学校教員採用考案委員
1972 年 4 月 世田谷区立代田小学校校長
　　　　 文部省小学校指導要領作成委員
1975 年 4 月 世田谷区立塚戸小学校長
1975 年 4 月 第 61 回光風会出品（出品継続）
1977 年 8 月 新宿ステーションビル「アルカン
　　　　 シェル」にて個展
1978 年 3 月 退職
1978 年 4 月 多摩美術大学美術学部・一般教養課程
　　　　 非常勤講師
1980 年 11 月 渋谷「ギャラリーコーノ」にて個展
1982 年 5 月 銀座「ギャラリーフジパール」にて
　　　　 個展
1984 年 4 月 渋谷「ギャラリーコーノ」にて個展
1985 年 10 月 妻・輝子死去
1987 年８月 大田市「今井書店」にて個展
1987 年　　 「パリー日本展覧会」選出展示
1990 年 7 月 チュニジア及びギリシャ美術交流旅行

1992 年 9 月 カナダ・モントリオール「日本館」
　　　　 にて個展
1995 年 12 月 アトリエにて作業中　火災で死去

────────◇────────

画歴
〔美術関係〕
多摩美術大学美術学部卒業　同講師　國學院大學文
学部史学科 美学美術史学科修士課程取得
1965 年より社団法人「光風会」会員として出品
1986 年から同会会員　1966 年発足「創展」会員
1986 年より麻生区美術協会会員
〔教育関係〕
文部省及び東京都教育委員会学術委員として 18 年間
貢献　「日本かみ工作教育研究会」初代会長　37 年間
にわたり小学校をはじめ教育現場で指導
〔展覧会〕
個展／ 21 回
日展／「日本美術展覧会」7回入選　「能」シリーズ
は 2回選出
社団法人「光風会」／ 1965 年から毎年展示
1987 年／「パリー日本展覧会」選出展示
グループ展／年 3回　合計 111 回
1992 年／カナダ・モントリオール「日本館」にて個展
チャリティ展／毎年 2回参加

────────◇────────

Shigetsugu Ishida (Shigekichi Ishida) 1918 - 1995

BA Fine Arts, Tama University of Fine Arts (1951)
MA History of Fine Arts, Kokugakuin University (1953)

Exhibitions
One-man exhibition 21 times.
Exhibitions of Kōfukai Society as a member (every year since 
1965)  
Japan Exhibition in Paris (1987) (selected work)
Exhibition of Noh paintings series (as invited works) at the Bo-
tanical Garden Japanese Pavilion in  Montreal, Canada (1992)
Charity Exhibitions 2 times a year.  
Group exhibitions 111 times (three times a year)
Member of Sōten (the Fine Arts Advisers Association of the 
Board of Education of Tokyo (from 1966)
Director of Kōfukai Society (from 1986)
Member of the Fine Arts Association of Asō Ward (from 1986)

Prizes
7 time winner of Nitten (the Japan Fine Arts Exhibition) includ-
ing Noh paintings two times.

Education Activities
Academic member of the Board of Education of Tokyo and the 
Ministry of Education (for 18 years)  First president of the Soci-
ety for the Research of Paper Workmanship Education of Japan.  
Instructor and principal at primary schools and others (for 37 
years)All the paintings are in oil except No.11  which is in black carbon powder and oil. 
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出雲大社の近く、石見銀山がある島根県大田市で生まれた父は、
「石見神楽の舞い手になるのが夢だ」と語ってくれました。家に
は大きな白い蔵があり前には小川が流れていました。日本海の
波打ち際にそそり立つ「鷺の巣」という名勝があった浜へ歩い
ていくことのできる鳥井町で、教育に理解ある父母と優しい二
人の姉、妹に囲まれてのびのびと育ちました。
小学校の頃は「わんぱく」で、干してあるイカを取るために知
恵を絞り（これは見つかって不首尾に終わっています）、贔屓の激しい先
生に心底怒って子供らしい方法でその不当さを伝えたり、池で
元気に泳ぐ魚を一網打尽にする方法を考えて実行し、先頭になっ
て遊びまわっていました。小学校一年生の時、ほとんど何も描
いていない絵に「花丸─よくできました」と担任の女性教師が
記入したので、不思議に思い「どうして花丸ですか？」と聞い
たところ、激しく叱責され驚いたそうです。作品の評価に関心
を持つのは父らしい話です。その担任を、クラスの皆で協力し
て作った砂浜の落とし穴へ落として溜飲を下げました。これを
知った母親は「女の人の髪の毛に砂が入ると大変だからもうし
ないように」と注意しただけでした。山間にある池の水を、友
達と囲いを徐々に狭めてかき出し、うなぎや魚を捕まえました。
「わんぱく」が過ぎて校長室で立たされ、そのまま全教師が忘れ
て帰ってしまったことがあり、父は夕方薄暗くなり心細くなっ
て窓を壊して帰宅しました。姉たちの見事な書や賞状が飾って
ある校長室は居心地が悪かったようです。母親はこの件に関し
ては叱りませんでした。
大田市にある三瓶山は、日本海からの気流の関係で、標高はそ
れほど高くはないのですが、気温がふもとと頂上では大きく異
なり吹雪になることもあります。ひとりで探検に出かけた父は、
急な吹雪に会い遭難しかかりました。村人が道に沿って縄を張り、
空き缶をぶら下げてくれていたおかげで、その音を頼りにやっ
との思いで下山をして、九死に一生を得た思いをしたそうです。
女学校を卒業した姉たちは、父の教育のため助け合って働き、

「典子はパパを超えられない」と、ふたりでお酒を飲んでいる時に父は言いました。子供の頃、体が弱
かった私は本が友達でした。現実の世界より本や芸術の世界のほうが居心地が良かったので、父の言
葉は「そんなものかな」ぐらいに受け止めました。
女子美を卒業し、銀座で「銀座美術クラブ」を共同経営していた頃の私は、現代美術に心酔していた
ので、父の作品は古臭く感じました。作家の生き方と作品は同じです。上手い絵でも生き方が甘いと
説得力がありません。作品が斬新でも心根が良くないと、何故か勇気を与えない作品になります。
今、私のアトリエに架けてある「カナダの夕景」と題する油彩の父の小品は、巧みなだけでなく爽や
かな清々しい空気に充ちています。父は美術教育を心から愛しました。そして人間が大好きな父でした。
「能」においても、人間の内面を探す手段として得意の色彩を駆使して描いています。今回、編集にあ
たり「能」の絵を改めて見直しました。
ココシュカやモンティシェリに傾倒していた父の色彩に対する情熱は、大作の「能」シリーズに昇華
されています。過去の優れた芸術家はその肉体が消えた後も、不思議なことに変遷を経て作品は後世
まで残ります。これからの世代の若者もこの事実をきちんと捕らえて欲しいと願っています。

「神楽の地で」子供時代
　　──大正から昭和へ

十分な教育を父に与えました。その姉妹は結核で若くして亡く
なり、父も肺が弱く兵役に不合格になりました。
「雪女」などを収めた、小泉八雲の『怪談』で知られた島根には
面白い民話がたくさんあります。民話を土台に父が創作した怪
談や、ユーモラスな狸の話などをよく話してくれました。
「おくにのためにりっぱなへいたいになる」と、小さい時に日記
に書いた父は、大田中学校時代に良き美術教師に出会い、本格
的に絵画に目覚めます。その後はるか欧州で絵画を勉強するた
めに、大陸の玄関口である満州へ渡ります。

旅順師範を卒業して小学校の教師になった父は、休日には城砦
をくぐり満人の住む町へスケッチに出かけました。「描いている
と、はじめは子供たちが集まり、小声で何か言っている。その
うち大人も出てきて賑やかになり、描き終わると皆が笑顔で歓
待してくれて親しくなった」と話してくれました。学校も戦下
とはいえ活発に活動していました。生徒たちを引率した 203 高
地キャンプでは、父も含め交代で夜間の見張りをしていた教員
全員が、死者である兵士たちの物凄い雄たけびを聞き、大変怖
い思いをしたと話してくれました。大連は無税港でしたので、
ドイツをはじめ、欧州のカメラやナイフ、レコードなどの新し
い品物が容易に手に入りました。封切りされたばかりの映画を
観ることもでき先進文化に溢れていたようです。
父の親友を介して知り合った母と結婚します。母は満鉄で秘書
をしており、社内誌の表紙を飾る華やかな人でした。父のこと
を「教育に携わり、更に美術を志す人だったので、産まれてく
る子供の情操教育にぴったりの素晴らしい父親になると思い選
んだ」と母は私に話してくれたものです。活発に制作し、三越
デパート近くで個展を開催しました。「大連での初個展は人気を
博して完売した。」と叔母が話してくれました。
満州からシベリア鉄道で欧州へ行くつもりだった父と母は、敗
戦に見舞われます。政府は崩壊し、それまで支配階級だった日
本人は無政府状態に陥ります。教職を失っても、器用な父は「刃
物研ぎ」で路地から路地を訪ねて収入を得ます。母も兄弟姉妹
と助け合って、お菓子などを作って売り生計を支えました。
大連にはロシアの兵隊が大勢侵攻して略奪をしました。ミイラ
になった赤ん坊を抱えて、奥地から命からがらやっとたどり着
いたような日本の人々で溢れとても不穏な日々でした。島根か
らはるばる息子を尋ねてきた父の母は、旅順で脳溢血で倒れ、
敗戦前に死去します。終戦の年に生まれた私を抱えての引き上
げは大変でしたが、旅順が港町だったこともあり、昭和 22 年に
引き揚げることができました。引き揚げ船では、若い父が団長
に指名されました。財産をすべて没収された上、些細なことで
も命を失う危険もある殺気だった船の中でのトラブルを調整し
ながら、やっとの思いで家族共々佐世保に上陸しました。

引き揚げた父たちは、文字通り無一文です。とりあえず、故郷
の鳥井に落ち着きました。父は単身、曳舟小学校に勤務します。
母と私は、終戦から 2年半後に生まれた妹と共に鳥井に残りま

満州時代
　──教師と絵描き、母と結婚、そして敗戦

島根から東京へ──花の代沢小学校

鷺の巣

鳥井町周辺

母と姉たち　中央が父

大田中学校時代

父と母が暮らした街並（旅順青葉町通）

旅順市役所

女学校時代の母
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した。敗戦にもめげず、ますます理想主義になった母は一生懸
命環境を整える努力をしました。良く歌い、料理し、厳しく私
たちを躾けました。父は鳥井の実家の蔵の漆器調度をすべて処
分し、世田谷区経堂に 100 坪の土地を買いました。私たちはそ
こに小さな一軒家を建てて暮らし始めます。庭だけは広かった
のでたくさんの果樹や花を育て、通る人が足を止めて見るほど
でした。農業の経験のない父ですが、「肥えたご」いっぱいの肥
料を葡萄や桃、梨などに与えていたのを思い出します。おかげ
で葡萄はたわわに実り、ナイアガラ酒の生粋の自家製ワインを
山ほど造りました。子供の頃に飲んだそのワインは、大人になっ
て北海道で味わったワインと同じ味と香りでした。それが「ナ
イアガラ」だとその時初めて知りました。満州へのノスタルジー
でしょうか？庭には石榴や無花果、そして葡萄や棕櫚の樹があっ
たのを思い出します。
勤務先は下北沢にある代沢小学校で、「保護者の教育への理解が
抜群だった」と父が後年述べています。美術専科の父は、夏休
みを利用して、汚くなりがちなトイレを改造する大仕事をしま
した。プールの水替え日を狙って「トイレ大改造作戦」開始です。
子供たちは汚れてもよいように水着に着替え、一人で一つのト
イレのドアに好きな絵を描き、内側にも大好きなテーマを描き
ました。大作ですから体が絵具だらけになります。描き終わっ
た後は、残った絵の具で自由にボディーペインティングをしま
した。最後はプールにスイカを浮かべて「スイカとり大会」です。
水遊びできれいになった子供たちは、太陽の下でスイカを分け
て食べました。もちろん自分で装飾したトイレは大事に使われ
ました。
「校庭に自分たちで巨大遊具をつくる」では、白色セメントの遊
具を子供たちが自らデザインして土台から作りました。昔の小
学校は校庭が広く遊具を置くスペースが十分あったのです。こ
れも大切に使われました。後楽園遊園地へも白色セメントのオ
ブジェの出張制作をしました。形に捕らわれないのびのびとし
た美術教育で注目され、ＴＶ局が良く取材に来る学校でした。
その頃の父は活発な学校活動の傍ら家庭教師をし、更に浮世絵
の研究のため夜学にも通っていました。国学院大学で浮世絵の
修士号を取得したのもこの頃です。申請費用が捻出できない経
済状態だった父の困惑を、教頭先生が気づいて貯金を下ろしに
行って用立ててくれたという心温まるエピソードもありました。
学校行事を楽しくする企画が得意な父は、創立記念日には紙で
作った神主の衣装で現れて子供たちを驚かせました。私も父の
学校に通学していましたが、父が次に何をするのかワクワクし
ていました。夏休みの空いた時間は、自己流で自宅にアトリエ
を建てました。職員室でもアトリエの工事現場でも何故か子猫
がやってきて、動物好きの父はいつも懐に入れて戻ってきました。
アイヌ語で「可愛い娘」という意味の「ミシカ」と呼ばれた子
猫はすくすくと育ちました。
私は特別な美術教育を父から受けたことはありません。二人で
スケッチにはよく行きました。真冬に自転車の後ろに油彩箱を
積んで「多摩川」を描きに行って夕暮れまで描き続けました。

描き終わったとたん寒さで指が動かなかった鮮明な記憶もあり
ます。。私がハシゴを架けて家の軒にツバメの巣と雛の絵を描い
たり、室内の壁一面に、観てきたバレエリーナの絵を描いても
叱られることのない環境でした。
「東京都図工部部長」になった頃は、もともとお酒が大好きな父
が飲酒を極めた時期でもあり、母は父の体をいつも心配してい
ました。お風呂がなく遠い銭湯に行っていつも湯冷めしていた
家族のために、お風呂桶を担いで帰ってくる強靭な力持ちでも
ありました。体が弱く朝が苦手な母に、朝食を作ってから学校
へ出勤することもありました。昭和 30 年代の日本は家族の絆が
強い時代で、節目にはそれぞれの家庭が工夫して行事を楽しみ
ました。私たちも夏は泊りがけの旅行、お正月は父の作った新
しい箸で新年を祝いました。サラサーテの音楽が好きな両親の
結婚記念日には、私と妹で振付けて舞いました。これは子供心
に工夫したものでした。日本も落ち着きはじめ、父も指導主事
になり奥多摩へと移動します。

奥多摩での指導主事時代は、よく絵を描きました。色彩に敏感
な父は、逆に一面の白い世界も関心があったのでしょう。勤務
途中に見た山々に積もる雪の絵が主流でした。この頃から日展
と光風会へ出品し始めます。
小田急線は我が家にとっては縁のある私鉄で、父の勤務先は小
田急沿線のエリアでした。妹は成城学園です。私は新宿から都
電で女子美へ通いました。「経堂はゴミゴミしてきた」という理
由で生田へ転居します。丘の上が好きだった両親は、上り下り
にもめげず、家を読売ランドの裏にある丘の頂上に新築しました。
雪の日は車は敬遠して入ってくれません。大雪の夜などはたま
に坂から下へ墜落している車がありました。そんな丘に降る雪
はとても綺麗でした。帰宅時に急に降ってきた雪に、父は着替
えもせず絵の具箱を抱えて飛び出しました。一面の白い世界を
素早く油彩で描き私に見せてくれました。キャンバスには、降
りつもった雪の量感と、上から見えた家々の静かな佇まいが見
事に描かれていました。
父は現場が好きなタイプです。指導主事から校長になってから
は水を得た魚のごとく元気になり、テーマを設けて学校経営に
当たりました。大田区、世田谷区と複数の学校の校長をしまし
たが、いつも何か発案しては、時々母にも相談をしていました。
母も父をよく理解し支えました。指導を請う来客を精一杯もて
なし、料理のレシピは山のようにありました。お酒の肴をはじめ、
あまりたくさん作りすぎて出すのを忘れてしまう料理もありま
した。結婚し、仕事でカナダ大西洋側、ニューファンドランド
へ移住した妹を訪ねて、父と母がスケッチ旅行に出かけたこと
も数回あります。母はよきアシスタントでした。父のために「キャ
ンピングカーを運転してあちらこちら回ってみたい」とも言っ
ていました。晩年は二人でスペインに住むことも考えていました。
父はよく電車の中で美術教育関係の原稿を書いていました。美
しいものが大好きで、画家らしい見方で車内にいた美人をしっ
かり観察もしていた父でした。仕事でも旅行でも、いつもお酒

カナダでの活動、指導主事から校長へ

世田谷時代の母

トイレ大改造作戦

生徒たちの遊具製作現場

「岩」をテーマにした生徒たちの工作

ＮＨＫ教育番組で解説指導する父

スケッチをする父（1953 年）

カナダ日本館で
娘（妹）と孫たちと父
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が一緒です。お陰で肝臓を痛め 2ヶ月の入院を余儀なくされま
したが、退院すると前にも増して幸せそうに痛飲していました。
銀座「フジパールギャラリー」では、「能」の個展で好評を得ま
した。その「能」シリーズは、かつてエキスポが開催されたカ
ナダのモントリオール市の、バラが咲き乱れリスが走りまわる
美しい庭園の中にある「日本館」に、平面の部の代表という形
で招待されました。この展覧会はたいへん評判がよく、日本を
知りたいと思う大勢の人々で連日賑わいました。どうしても欲
しい輩がいたのでしょう。閉幕寸前に父の作品が盗まれました。
朝会場に着いたら壁に真っ白な空間ができているのには驚きま
した。幸い保険で補いましたが、余白に緊張感のある良い作品
でしたので残念です。父はそれほど残念がってはいませんでした。
父の贋作が出て、私が血相を変えて「偽石田茂嗣作」の絵葉書
を見せたところ「贋作が出たか」と余裕でニコニコしていたの
で拍子抜けしました。何事も観点が自由な父でした。

「妻を娶らば才長けてみめ美わしく情けあり」は与謝野鉄幹の詩
ですが、仕事中も父はよく口ずさみました。「才長けて情けあり」
は母だと言っていました。私は「みめ美わしく」も母の姿だと
子供心に密かに思いました。満鉄時代に肋膜炎を患った母は、
体があまり丈夫ではありませんでした。健康なときの母は活発で、
水泳もスケートも運動は何でもできました。毎夏、家族で泊り
がけで湘南の葉山へ出かけた時の両親の特訓は過激です。沖の
島までボートで行き上陸。岩場の高いところで呑気に景色を眺
めている私をとつぜん突き落とす、というものです。犬掻きし
かできない私は必死で泳ぎます。この特訓で最速で泳ぎを覚え
ました。飛びぬけてプライドが高い母は、大人であれ子供であ
れ間違ったことをすると、自分と全く関係がなくても、大きな
目で注視し厳しく注意しました。電車待ちの列に横から無理や
り入るヤクザさえにも、大きな声で叱ってハラハラさせられま
した。晩年、母は体力の限界を感じたのでしょうか、あまり醜
くなりたくない、迷惑をかけるのはつらいと自死しました。
最愛の伴侶を亡くしてしまった父は、立ち直ることができない
のではと周りが危惧したほどの落ち込みようでした。当時、中
学校の美術教師をしていた私は、仕事のあと時間の許す限り千
葉や茨城から父のもとへ通って料理を作り、お酒を一緒に飲み
ました。話題は美術や教育の話です。会話の中に心に留まるテー
マがあったので、つい終電になることも屢々でした。傷心しきっ
ていた父も、6ヵ月後くらいからでしょうか、絵を描き始め徐々
に元気を取り戻し始めました。「絵」があったのは本当に救いに
なりました。料理は自分でも作るほうでしたが、独り身は不規
則になりがちです。このころ十二指腸潰瘍で 1ヶ月を越える入
院をしました。次女が通学の関係で「離れ」に住んでいました
ので、夜中に大量出血をして気を失った父に気がつき救急車を
呼び手当てをしました。次女は甲斐甲斐しく毎日父のもとへ通っ
てくれました。入院していても元気な父は、遊び心で「好きな
色は？形は？」と看護婦さんたちに聞いて、その性格や今おか
れている状況を分析して、一躍彼女たちの尊敬を集めて私を安

孤独な日々──絵画への復帰

心させました。光風会にも定期的に出品し、書が堪能なの
で頼まれて受賞の賞状を書いていた父を思い出します。
父母の影響もあると思いますが、私は子供の頃から世界が
様々な価値観で成り立っていることを知りました。金銭的
には決して豊かではなくても、母が読んだり聴いたりして
いたロシア文学や音楽から影響を受け、また父の書棚には
蔵書がたくさんあって、美術書をはじめ、旧仮名遣いで書
かれた漱石や鴎外、柳田国男の本などを手当たりしだいに
読むことができました。日本ではあまり情報がなかったイ
スラム世界との交流をしていた私の活動にも、父は理解を
示してくれました。画家であり音楽家でもあったクレーは、
地中海の古代都市、白い壁とチュニジアンブルーの青い扉
のコントラストが美しいチュニスの光に啓示を受けました。
私もその光を知りたくて、先ずチュニスの学校と交流を始め、
旧市街にあるお城で交流展を開きました。父は代沢小学校
時代に、美術教育の手引きとしてクレーの作品集をテキス
トに使っていたこともあり、私の 2度目のチュニジア訪問
の時は快く旅に同行してくれました。途中訪れたギリシャ
の古代都市デルフィーでは、広大な遺跡群の中で夕暮れま
で夢中でスケッチし、早く閉門して帰りたい門番とケンカ
をしながら描き続けている父でした。修道院特製の貴重な
ワインを市長からご馳走になり、遠くイオニア海に注ぐ海
を見ながら、清冽な味と香りを二人で大いに堪能しました。
故郷、島根の「今井書店」で開いた個展では、柔らかい色
調の風景画で好評を得て、大作以外はほとんど売れてしま
いました。故郷に帰ると、絵の仲間と作品について話しこ
んでいました。泳ぎが得意で、潜って貝を採ってきて私た
ちを驚かせ宿泊先で料理させていました。山陰の奥深い紅
葉の美しい旅館では、女将が持ってきた色紙に水彩画風の
絵を描いてとても喜ばれ、美酒とご馳走で歓待されたのも
懐かしい思い出です。山陰には、都会にいると忘れてしま
いがちな日本の原風景があります。
2011 年春、東日本大震災で大きな被害を受けた東北地方に
も脈々と続く文化があります。私は「遠野物語」をテーマ
にしています。吉本隆明の「継続する中間」という遠野物
語への解釈は私を解放しました。不思議な民話には、閉鎖
社会にもかかわらず、根底にダイナミックな宇宙観が語り
継がれています。その宇宙感を表現する「遠野物語」は私
の大事なキーワードになっています。「見えない精神世界を
表現して勇気を伝える」のは画家の務めです。急逝した父
はまだまだ絵を描きたかったと思います。しかし作品を通
してその精神が脈々と培われるのが芸術の素晴らしいとこ
ろです。教育もまた日々の活動の積み重ねから豊かな精神
が受け継がれて行きます。父が残した絵画と教育への信念
に私は心から信頼をおいています。未来へつながっていく
力を感じられる人こそ幸せな人々であると確信します。

いしだ典子

旅によく出かけた父と母

晩年の母

バンクーバーにて　1981 年製作（F4号）

父が指導した子供の作品
（パウル・クレーの作品集をテキストに使用）

今井書店での個展会場にて（中島氏・私・父・山崎氏）

「日本紙工作教育研究会」の会場で

「日本紙工作教育研究会」のメンバーたちと



78 79

いしだ典子

略歴
1945 年旅順生まれ。1965 年女子美術大学造形科卒。
1972 年東京青山「みつめ画廊」で初個展、1974 年ア
トリエ「虹のパレット」設立。1978 年より国際交流
活動開始、パリ・ニューヨーク取材ほかフィリピン・
エジプト・チュニジア・トルコのジャパンフェスティ
バルに参加し作品交換交流。銀座でギャラリー「銀
座美術クラブ」を共同企画経営。1988 年から 10 年間
にわたり江戸川学園取手中学校美術講師を務める。
新芸術協会銀賞、ル・サロン入賞。21 会理事。2000
年よりウェブサイト「Pallet d!arc-en-ciel」主宰。

〔展覧会〕
竹川画廊、小野画廊、薔薇画廊などで 2009 年まで「21
会展」実施
表参道画廊でジャンルの違う 5人のメンバーによる
「ブルースパイラル」主催
2006 年銀座・サロンド・ジーにて 21 会展（遠野物語
より continue シリーズを発表）

＊「石田茂嗣」の作品全てついての所蔵責任者
連絡先／Tel  Fax 047-459-6844
E-mail niko-1945@ybb.ne.jp

────────◇────────

Noriko  Ishida
Oil painter.  Born in 1945.  BA Oil Painting, Woman's College 
of Fine Arts (1965.)

Prizes:
New Art Society Silver Prize (1973.).
Le Salon (Societe des Artistes Francais) (1974.)

Exhibitions:
Expo in New York ( 1980.)
Japan Festival in Turkey (1984.)
Exchange paintings activities in Egypt, Tunisia, the Philippines, 
Australia and others (1978 - present.)

Career
Founded the studio Niji-no-Paretto (Palette of Rainbow) 
(1974.).
Lecturer of fine arts at Edogawa Gakuen Toride Junior High 
School (1988 - 1998.)
Director of 21 Society (current.)
Cooperation with Ginza Arts Club gallery (current.)
Presides over the website pallet d'arc-en-ciel (2000 - present.)
Responsible for the custody of the Collection of Shigetsugu 
Ishida's Paintings of Noh Performance.
Address: 456-129 Owada Shinden, Yachiyo-Shi, Chiba-Ken 
276-0046
Tel/Fax : 047-459-6844
E-mail: niko_1945@ybb.ne.jp 街角にて　　　いしだ典子

化粧する女　　　いしだ典子

遠野物語　　　いしだ典子
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三上 紀史（みかみ ただし）
1940 年生まれ。早稲田大学大学院修士課程修了。
大東文化大学名誉教授。専門は英米文学。1968 年
より梅若万紀夫（現 梅若万三郎）に師事。1986 年、
フルブライト交流計画により、アメリカ・コーカー
大学客員教授として「日本演劇史」「能の実技」を
教える。1991 年、梅若研能会の英国ジャパン・フェ
ステイバル参加公演に、ワークショップ指導員およ
び能解説者として同行。2001 年、タイ・チュラロ
ンコーン大学客員教授として大学院演習科目「日本
演劇文学」を担当。著書に『アメリカ文学を読む
30 回』（共著）『ポオ：批評と作品』（共編）『夢みる人
─エドガー・アラン・ポーの生涯』（翻訳）など。

Tadashi Mikami
Born in 1940.  Professor Emeritus of English and American 
Literature at Daito Bunka University in Tokyo.  MA English 
Literature, Waseda University ( 1965.) 
Noh drama experience

Studied Noh dance and song under Manzaburo Umewaka 
(1968-present.)  Visiting Fulbright scholar at Coker College 
in USA, teaching courses of "History of Japanese Theater" 
and "Noh performance" (1986.)  Lecturer and workshop in-
structor to support Umewaka Kennnokai Noh Theatre at Ja-
pan Festival 1991 in UK (1991.) Visiting scholar at Chula-
lonkorn University Graduate School in Thailand , teaching a 
course of "Japanese Dramatic Literature" (2001.)
Publications

Thirty Lectures on American Literature (1981), E. A. Poe: His 
Works and Critiques (1976) and others.

クリストファー・トリブル
ロンドン大学キングズ・カレッジ講師（応用言語学）

Dr  Christopher  Tribble
Lecturer  in  Applied  Linguistics
King's  College  London

Commentaries (Japanese and English) : Tadashi Mikami
Editor : Noriko Ishida
Editor of English version : Christopher Tribble
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