佐々木

香

織

﹃西洋近世哲

能は︑台本にあたる謡曲の存在があるためか国文学者を中

いる︒彼らの研究領域は主に西洋哲学であるが︑上記の著作

主義的姿勢を強め社会的発言を多くしたことは夙に知られて

は︑当初の研究を日本古代思想史としていたが︑次第に自由

﹃カントの実践哲学﹄などを代表研究とし︑家永三郎

﹃カントと現代の哲学﹄など︑安倍能成は

和辻哲郎による﹃風姿花伝﹄解釈をめぐる一試論

論﹄

心に盛んに研究されている︒しかも昨今では研究細分化が進

の中では詞車に見られる思想性︑あるいは謡曲と仏興との比

学史﹄

み︑それに対してジャンルを超えた多角的な研究への提言が

和辻哲郎と能楽研究

なされることがあっても︑なお一層の細分化・精緻化が進ん

能楽の普及活動にも尽力していた︒和辻哲郎もそのような研

り︑特に桑木︑安倍に関しては︑自らも謡や仕舞の稽古をし

較研究など︑あくまで謡曲を基盤として研究をすすめてお

究者のひとりとして挙げることができよう︒

能楽研究の歴史自体は意外に浅く︑明治四十二年吉田東伍

でいるように思われる︒

のるようになり︑関東大震災によって貴重な伝本の多くが失

によって﹃世阿弥十六部集﹄が刊行されて以後学問の狙上に

であろうと思われるが︑﹃日本倫理思想史﹄

多くはない︒最も巷間に知られているのは

などが挙げられる︒桑木は

から能を扱った本格的な謡曲研究となっている︒だが︑和辻
﹃哲学概が ﹁野上さんは謡や能楽に対して実に熱心だった︒初めは道

における ﹁謡曲

﹁面とペルソナ﹂

るようになってさらに研究が拡大・発展した︒能が学問研究

に現れた倫理思想﹂などは問題点は多いものの︑倫理の観点

和辻哲郎の著書の中で︑能について扱った部分はそれほど

の対象となった当初は︑能における思想や比較演劇学の立場

われたことを契機として︑能楽師が各家伝来の書籍を公開す

で多くの哲学者が能について発言していた︒代表的な例とし
﹃猿楽能の思想的考察﹄

て桑木厳巽﹃能謡一家言﹄︑安倍能成﹃能楽雑叢﹄︑家永三郎
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楽でやっていると思っていたがいつのまにか専門のように

阿弥伝書に関して論考を残していないため︑その数少ない発

ような立場の研究を能の思想的側面の解答として受け入れる

緻密な文献研究を基盤とした現今の能楽研究では︑和辻の

﹃風姿花伝﹄をいかに解釈したか推し量るより外はな

い︒その試みをすることが本論考の意図である︒

言から

︵1︶

能楽研究に移行し能楽研究の3Nとの呼称を得るまでになっ

なっていった﹂と述懐するように︑比較演劇論から本格的な

の視野の中に能楽をおさめていたにすぎない︒

た野上豊一郎などとは異なり︑和辻はあくまで哲学思想研究

てみると︑それは今もなお示唆を与えてくれるように思われ

ことはできないであろうが︑哲学思想という観点から見直し
る︒本論考ではこの

﹁世阿

弥能楽論研究﹂というタイトルで︑八回にわたり催された座

考察してゆきたい︒

昭和十一年から十二年にかけて雑誌﹃文学﹄誌上に

談会の研究内容が連載された︒座談会のメンバーは︑笹野聖︑

﹁世阿弥能楽論研究﹂という堀では異色の部類

﹁か﹂は

﹁が﹂と濁って読むぺきか否か︑

に人るであろうが︑全体を過して見れば︑テクストにある

和辻哲郎は

﹁世阿弥能楽論研究﹂第三国座談会

﹃問答集々﹄第一問答をテクストとして

新開良三︑西尾実︑野上選一郎︑能勢軸次︑和辻哲廊の六人
が検討されている︒﹃問

︵以下﹃問答集々﹄

︵ソニ

答条々﹄

は︑能に関わる根本的な問いが党せられ︑それに対

とする︶

である︒第三回から第五回では世阿弥伝書﹃風姿花伝第三聞
答条々﹄

して解答を与える︑というスタイルで叙述されており︑その
間いは全部で九つある︒和辻は座談会に欠かさず出楯してお

の

といった語法の問題などについてもかなり細かく発言してい

﹁したらんか﹂

る︒だが︑やはり彼の発言の中心は︑テクスト諸本の校合や︑

﹁申楽を始むるに︑当じ

述べているが︑この ﹃問答条々﹄

世阿弥能楽論と酉洋演劇論との単純な比較ではなく︑能の在

の

にのぞんで︑先座敷を見て吉凶をかねて知る事は︑如何なる

り︑﹃問答集々﹄ のみならずそれぞれの伝書に関して考察を

事ぞや﹂という第一問答の箇所に特に多くの発言を費やして

り方そのものへの問いであるといってよい︒

︒申
︑楽を始むるに︑当じにのぞんで︑先座敷を
聞抑

風姿花伝第三問答条々

いる︒
しかしながら︑あくまで談論風発の流れの中での発言であ
るため︑和辻が ﹃風姿花伝﹄をいかに解釈したかは︑むろん

座談会の言明だけでは明らかではない︒しかし︑彼は他に世
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︵の︶

庭を見るに︑今日は

答︒此専一大事なり︒共通に得たらん人ならでは︑こ

見て吉凶をかねて知る事は︑如何なる事ぞや︒
ころうべからず︒先︑その日

能よく出で来べき︑恋しく出で来べき瑞相あるべし︒

い︒そうとってよいだろうかと問うと︑それで誠に結構で

老の責任ではなく︑インスピレーションの仕業といってもよ

西尾が

﹁出で来る﹂という言葉をいままでは成功とか成就

す︑と能勢が首持する︒

は︑みずからやることの他に︑おのずからなるものが働いて

料簡を以て見

とかいう意味ととっていたが︑それの由って来るところに

︵の︶

いるというのですね︑と問い返すと︑和辻はその通りである

定︑申がたし︒しかれども︑およそ

と言い︑もちろん当人は稽古を積んでいなければならない

るに︑神事︑貴人の御前などの申楽に︑人群集して︑座
見物衆︑申楽を待ちかねて︑数万人の心一同に︑過しと

敷いまだ静まらず︒さる程に︑いかにもいかにも静めて︑

が︑今

は甘くやってやろうと思っても︑そういう意識で

楽屋を見る所に︑時を得て出でて︵一声︶をも上ぐれば︑

や能力だけでなしに︑何かそれ以上のものが加わって能が出

﹁出来﹂を支配することはできない︒その人の意識的な努力

に和合して︑しみじみとなれば︑なにとするも︑その日

で来るということになる︒芸術においては︑まずアイデアが

やがて座敷も時の調子に移りて︑万人の心︑為手の振舞
の申楽ははや良し︒

あって︑それを当人が意識的に実現するわけではなく︑先見

を許さない新しい創造が働かなくてはならない︒そのような

のだということになる︒計

しているのではないか︑という趣旨のことを述べる︒

からないからこそ︑ここでは予知を重大なこととして問題に

きるか否かを問題にする必要もないのであり︑どうなるかわ

﹁出で来る﹂

意味で芸術の創造は

この箇所に関して︑和辻が﹁出で来る﹂という語を問題と
する︒﹁能よく出で来べき︑悪しく出で来べき﹂にある﹁出
﹁能がよく為しう

算通り行くものだとわかっていれば︑今日の舞台がうまくで

いう意味であろうが︑そうすると︑これは

来﹂という語は︑現在使用されるような出来がいいわるいと

﹁為し能う﹂という意

る︑為しえない﹂ということを意味していることになる︒た

能勢はそれに対して︑世阿弥はそうした﹁出で来る﹂状態

だ︑これを通常考えられているように

れは演出する人が自分の意志で自由に左右しうることではな

味ではなく︑能がどこかから﹁出で来る﹂ととるならば︑そ

のはたらきを重硯している︑と答える︒それ

のために

を作り上げるための︑作り上げ方を述べているのであり︑そ
﹁勘﹂

く︑何か運命的に与えられるといったような意味になる︒役
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らを受けて野上豊一郎が︑時の勢いの波が高まったり低まっ

かし︑完結性が要求されているからといって︑常に作品の完

の創造という行為においても意味をなさないものである︒し

成︑傑作の成就︑舞台の成功を必然的に為すということもま

たりするのにたとえて︑時の勢いに抗しかねると世阿弥は述
の因果論や男時女時論がそれにあた

べており︑﹃別紙口伝﹄

た︑不可能なことである︒

努力や訓練によってのみ成功がもたらされるのであれば︑努

来べき﹂状態は︑自分の意志や意識のみでは可能にならない︒

能が完結した状態︑このテクストにおいては﹁能よく出で

り︑世阿弥は運命的ということをかなり強くもっていたよう
それに対して和辻は︑未来の事が﹃出で来る﹄︑従って﹃出

だ︑と発言する︒
来る﹄︑﹃為し得る﹄という連関があり︑ハイデガーが有り得

るという指摘である︒野上︑能勢が因果論や男時女時論がそ

も注目したいのは︑世阿弥自身もこれに頬する言明をしてい

能楽研究者もみな全面的に賛同している雰囲気がある︒中で

これについては座談会のメンバーで異を唱える者はなく︑

うのが発言の主旨である︒

れるのは︑人間の意識的な行為が通用しないからであるとい

力の方向性や訓練の方法を問題にすればよいのであって︑座
るという事を未来に結びつけた﹁Seink許ne巳という問題を
敷を窺って吉凶を判断する必要はない︒未来予知が重要視さ

そこから連想したと言っている︒

発言の要旨は以上の通りである︒以後︑和辻の﹃風姿花伝﹄
解釈の可能性について論じてゆきたい︒
人為的行為の限界と芸術

■11■

和辻が座談会で強調して発言したのは︑﹁未来は自分で作る

たい︒

れにあたると発言しているので︑それについてまず見ておき
という問題であ

国果ノ花ヲ知ルコト︑極ナルベシ︒一サイミナ因

ものであるくせに︑自分の自由にならない﹂

﹁

る︒これは殊に︑演じる者が自分の意志で自由になること以
外に︑何かが運命的に与えられてはじめて芸術は可能になる

ヲ得ルコトハ栄ナリ︒シカレバ︑稽古スル析ノ園ヲロソ

果ナリ︒初心ヨリノ芸能ノ数々ハ困ナリ︒能ヲ極メ︑名

といった︑芸術に関わる問題として発言されている︒
芸術においては完結性が必然的に求められる︒不出来な作

カナレバ︑果ヲ栄タスコトモ雉シ︒コレラヨクヨク知ル

品︑未完成の舞台︑未熟な演奏︑それらは諸芸術において作
品相互を比較した際の芸術的価値もなければ︑そもそも芸備
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マタ︑時分 ︵こ︶

ベシ︒

モ恐ルベシ︒去年感リアラバ︑今年

ハ花ナカルベキコトヲ知ルベシ︒時ノ間こモ︑男時・女
能ニ︵モ︶︑ヨキ

︵アレバ︶ カナラズ悪キコトマタアルベシ︒コレ︑カ

時トテアルベシ︒イカニ︵スレドモ︶
ナキ因果ナリ︒

時

小7︶

配する時の運の意﹂などとされており︑総じて︑人為ではど

こと︑それを畏れるべきことが述べられている︒つまり未来

うにもならない時間的なことに関わる運命︑と捉えればよい
と思う︒このような時に関わる運命は意のままにはできない

ルコトアリ︒コレヲ男時卜心得ベシ︒勝負ノ物数久ケレ

一サイノ順負ニ︑定メテ︑一方色メキテヨキ時分ニナ

である︒

の因果論である︒ここではまず︑稽古を疎かにすれば名を得

バ︑両方へ移り変ワリ移り変ワリスベシ︒アルモノこ云

18︸

は︑自分で作るものでありながら︑いかにしても人為では計
り知れない力も働くため自分の自由にならない︑ということ

ることもできないという︑人為的あるいは意識的に可能な行

ハク︑﹃勝負神トテ︑膿ツ神・負クル神︑勝負ノ座敷ヲ

︵以下﹃別紙口伝とする﹄︶

為を怠ってはならないという訓辞からはじまる︒未来は一面

定メテ守ラセ給フベシ︒﹄弓矢ノ道二宗卜秘スルコトナ

これが︑﹃花伝第七別紙口伝﹄

では自分で作るものだという認識が世阿弥にもあるというこ
続けて︑稽古を疎かにしてはいけないが︑しかし︑たとえ

これは︑同じく﹃別紙口伝﹄

の男時女時論であるが︑﹁男

スト心得テ︑マヅ恐レヲナスベシ︒

リ︒敵方ノ申楽ヨク出来キタラバ︑勝神アナタニマシマ

とである︒

努力を重ねていたとしてもそれとは関わりのないところで人
﹁時分﹂とは︑日本国語大辞典では﹁ちょうどよい時期︒

気が廃れることもあることが述べられている︒

を基本としていた︒それゆえ︑いかに意識的に稽古を積み︑

世阿弥期の能は︑現在のようなスタイルではなく立合勝負

ではどうにもできないような︑よい時わるい時を意味する︒

の通り︑人為的な努力

バ︶

時・女時﹂は︑﹁イカニ︵スレドモ︶能ニ︵モ︶︑ヨキ時テレ

︵5︶

カナラズ悪キコトマタアルベシ﹂

適当な時期︒よい機会︒またその時期の状態︒﹂という意味
Tユ

の例証として︑この﹃別紙口伝﹄因果論が掲載されているが︑
これまでの解釈では﹁時の運︒天運の循環︒﹂︑﹁時運︑天の

時﹂︑﹁人為の如何ともすべからぎる所の天運の循環のある
︵b︶

事︒天の時であり十分に恐れ憤まねばならない︒﹂︑﹁天の支
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ク出来キタラバ︑勝神アナタニマシマスト心得テ︑マヅ恐レ

つことは保証されないのである︒それゆえ︑﹁敵方ノ申楽ヨ

を作り上げる努力はできても︑自らの未来として必然的に勝

ていた場合は敵方の能が勝つのであり︑勝ちを目指して未来

新しい表現方法を模索し努力を重ねても︑相手方の能が優れ

て存在するということを示しているともいえよう︒

ずさまぎまな芸術作品の失敗や舞台上浜の不成功が頻々とし

れほど完結性が求められていようとも︑現実には︑能に限ら

示しているとも考えられるのである︒またそれは同時に︑ど

能や広く芸術に携わる人間の︑意識的行為の限界についても

て︑能が﹁出来る﹂という体験的な軌跡であり︑それはまた︑

﹁たとひ︑天下に許され ずその日の庭を見ると︑今日は能が成功する︑失敗するとい
う兆候がある﹂とは単純に受け取らなかった︒むろん︑成功

しく出で釆べき瑞相あるべし﹂︑和辻はこのテクストを﹁ま

﹁先︑その日の庭を見るに︑今日は能よく出で来べき︑悪

﹁偶然の似寄り﹂発言をめぐる一試論

ヲナスベシ﹂と運命的な力には逆らわず︑しかし﹁一サイノ
勝負ニ︑定メテ︑一方色メキテヨキ時分ニナルコト﹂もある
のであり︑このような男時に自分の演能の順が来たときには
得意な能で場を圧倒すべきだというのである︒
これは一回の演能に限ったことではなく︑役者の生涯と
には

いった長いスパンにおいても捉えられている︒座談会では指
摘されていないが︑﹃奥義箱﹄

べし︒﹂というように︑天下に名を轟かした役者が人気を失

る事はあるべからず︒道絶えずば︑又天下の時に合ふ事ある

ありとも︑田舎・遠国の褒美の花失せずば︑ふつと道の絶ふ

があり︑その

とではなく︑成功するためには何ものかが﹁出て来る﹂必要

般に特有な何らかの兆候があってそれを感知できるというこ

するか失敗するかという兆候はあるのだが︑成功する舞台一

を得たる程の為手も︑力なき因果にて︑万一少し廃るる時分

い︑都を離れH 1舎で生きなければならない可能性も﹁力なき

になる﹂というように読み解いている︒

このように﹁出で来る﹂を何ものかが﹁出て来る﹂ととっ

﹁出て来たもの﹂によって能が﹁出来る・可能

因果﹂としてあるのだということが述べられている︒
このように︑因果の花︑男時女時︑腸神負神︑力なき因果︑

るのは人間の意識的行為の限界を超えた運命的な力であり︑

ことによってはじめ そのような天運が出て来て︑その力に与ってはじめて能が成

た場合︑和辻の二進の発言や世阿弥の言明などから︑出て来
﹁州で来る﹂

天下の時という表現で世阿弥が語っているのは︑成就運命論
では如何ともしがたい力が

ともいうべき︑人間が意識的に実現できることの他に︑人為
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節五単三十一節が︑未来と存在可能の問題に深く関わってい

﹁心境﹂などと訳

示された現存在が存在しており︑存在しなければならないと

﹁現存在の心境において開

感情や情緒︑情動をもっていることそれ自体を指す︒ここで

されるようであるが︑特定の感情を指すのではなく︑人間が

Be許乙−ichkeitとは︑﹁情状性﹂や﹁情態性﹂

Be帥nd詳hkeitと一府rsteFeロのふたつをその構成様相とした︒

そもそもハイデガーは︑現存在の実存論的構成をみる際

就する︑と捉えることができる︒つまり︑和辻は﹃風姿花伝﹄
︵りこ

ると思われる︒

と推測することが可能ではないかと思われる︒

の中にそのような人為的行為の限界という問題を見ていた︑

しかしながら︑和辻は最後にこの間題について以下のよう
に語っている︒

﹃出で来る﹄︑従って

という連関です︒近頃ハイデガーが

﹁私が面白いと思うのは︑未来の事が
﹃出来る﹄︑﹃為し得る﹄
﹃山で来

喧しく言っている事を連想したのです︒⁝Seinkαロnen−有り は心境としておきたいが︑これは

︷川︑

に転化してきますね︒ハイデガーの考

得るという事を未来に結びつけたんです︒ここでも
﹃出来る事﹄

︑

︶

いう事実﹂を明らかにするだけでなく︑存在が世界と関係す

は

とは偶然の似寄りですが︑中々面白いと思う︒﹂

る事﹄

てよい︒

る仕方を開示するという︑現存在の﹁Da現﹂の本質規定といっ

この開示された心境を理解︑了解するという意味で︑

この発言は︑単純にそれまでの発言の延長にあるのではな
く︑むしろ︑人為的行為を超えた力が出て来て能が出来ると

﹁惑rsteFenは心境とともに等根源的に︑現存在を構成する﹂

前提となるものであるが︑これは︑たんに知覚するといった

ることであり︑そもそも理解︑認識︑判断を可能ならしめる

重要な概念である︒第一義的な意味で心境を受けとり感じと

㍍ヒ

いうそれまでの試論とは︑異質なことを述べていると思われ
について詳しく検討し

る︒そこで︑この発言の云わんとするところを明らかにする
ために︑和辻のいう﹁偶然の似寄り﹂
てみたい︒

﹃存在と時間﹄

の中に散見

︑

のであり︑

︑

﹁了解するということは︑このような存在可能を存在するこ

ちに存在可能としての現存在の存在様相がある﹂

和辻が偶然の似寄りといった﹁Seinkαnnen存在可能﹂とい認識を指すのではなく︑﹁実存論的には︑了解することのう
う語は︑ハイデガーの主著である

されることばであり︑﹃存在と時間﹄はこの座談会が行われ

とであるが︑存在可能は︑まだ眼前にないもののように︑到

のなかでも︑﹁宕rsteheロ了解すること﹂について述べられた 来していないということではなく︑むしろ本質上︑決して客

る九午前となる山九二七牛に刊行されている︒﹃存在と時間﹄
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世阿弥なら世阿弥でよいが︑ある能楽師が

﹁申楽を始むる

からするとどのような状態にあるのか考えてみたい︒

に座敷を見るとき︑彼は客体的な能楽師一般としてではな

に︑当日にのぞんで︑先座敷を見て吉凶をかねて知る﹂ため

︽1・1−

直線上のある叫点を現在とするならば︑それより手前が過

﹃ある﹄ のである︒﹂

体としてではなく︑現存在の存在と共に実存の意味において

去であり先が未来であるといったように︑われわれは日常的

なったとすれば︑その心境は彼が現存在として存在し︑存在

り︑その際に彼が不安︑焦燥︑気負の入り交じった心境に

う︑切実な状況に置かれた現存在として座敷を見るのであ

い︒特定の心境を基盤としているため︑現存在はまず客体的

しなければならず︑また︑彼がいかに世界と関わっているか

く︑その舞台の出来次第では座が興隆あるいは失墜するとい

ではありえず︑つまり︑まったくひとごとではない存在とし

を示している︒そしてその心境を了解することによって︑か

に時間を空間化して把握している︒しかし︑実存論的には未

て生きている︒そしてさらに︑その特定の心境を了解するこ

の能楽師は現存在として存在可能を存在することになるので

来はそのような点の先といったものを意味しているのではな

とによって︑やはりまったくひとごとではなく客体的ではあ

ある︒

乾坤一摘の舞台を前にした役者にとっての可能性は多々あ

りえない可能性︑さまぎまな可能性はあるものの︑その心境
の中であらためて自己を発見するという形で︑自己にとって

によって規定された可能性を存在し︑その有り得ることども

ろうが︑それでもやはり︑その時その場のその状況における

左と
右されるからである︒
﹁出で来る﹂というこ

有り得ることは彼の心境︑すなわち彼と世界との関わり方に

イデガーの述べるSeiロkαロnen存在可能とは︑およそそうしたまさに彼にのみ有り得ることというのは限られるであろう︒

有り得ること︑すなわち未来が生きられているのである︒ハ

このSeink旨nenは︑一見すると

ものだと思われる︒

﹁実存範疇としての可能性は︑﹃無差別選択の自由﹄という

意味での現実離れした存在可能を意味するものではない︒現

と無関係のようにも思われる︒なぜ︑和辻のうちでこの語が
想起され︑どこが似ていると判断されたのかを考察する必要

性の中に絡め取られているのであり︑存在可能としては︑絶

存在はその本質上︑心境的なものとして︑すでに特定の可能

そこで︑座敷を確認している能楽師がいると仮定して︑彼

え間なく自己の存在の可能性をつかみ︑またつかみ損ねると

があると思われる︒
が今日の能は出で来ると感じた場合︑それはハイデガーの論
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る︒﹂

造が似ていると捉えたと思われる︒﹁Se小口k賢5e巳は分解す

も単純に考えれば︑言葉の連関が意味を導いているという構

似寄りを見いだしていたのかということであるが︑まず︑最

﹁Seiロk旨nen−有り得る−未来﹂という連関の︑何に偶然の

じるさまざまな可能性を︑つまり︑その心境によって生じも

れば﹁ある・できる﹂

いう状態にあって︑そのような可能性を逃しているのであ

し逸しもした限定された可能性を了解するわけである︒それ

︵15︶

はすなわち︑自分にとって有り得ることがわかるということ

去にではなく未来に関わることである︒そこで

ち﹁有り得る﹂である︒﹁有り得る﹂ことというのは現在や過

﹁Seiロk許neロ

が︑﹁出て来る−出来る−可能﹂という連関にもあり︑それ

ー有り得る−未来﹂は連関があるといえる︒このような状況

それゆえ彼は︑まさにその場で抱く特定の心境から生

である︒存在可能を存在するとは︑すなわち︑その心境から

であり︑﹁あることが出来る﹂すなわ

生ずる︑ひとごとではない可能性を生きることであり︑可能
かの能楽師に立ち現れ︑彼はその未来を生きる︒

性めがけて生きることに他ならない︒そのような形で未来は

﹃風姿花伝﹄解釈に新しい硯点を与えるものではない︒

が偶然にも似ている︑ということになろう︒これは特に和辻

でも︑出で来ることが出来

とあることに注目すると︑ここ︑すなわち

﹁Seinkぎnen−有り得る1未来﹂

てきますね﹂

だが︑﹁ここでむ﹃出で来る事﹄は﹃出来る事﹄に転化し

の

こと

﹁出で来る﹂

ことへと転化する可能性をもつという

また︑そうやって彼にとっての可能性が
は︑それが ﹁出来る﹂

﹁出

ことへは転化しない︒自己に

ことである︒そのような可能性が﹁出て来ない﹂のであれば︑

それはいつまでも﹁出来る﹂
ことにはならないのである︒

とって有り得ないことは︑どうしてみたところで決して
来る﹂

言から︑成功するために

る﹄︑従って

﹃出で来

て来て能が出来る︑という前節の捉え方とは矛盾を生じるこ

未来のことが出て来て

のではないかとも思われるし︑また︑﹁未来の事が

ることに転化しており︑それが偶然にも似ている︑と捉えた

とになる︒あるいは︑ハイデガー流の解釈をした場合には︑

捉えており︑両者とも最終的に未来へと結びつくということ

このようにとった場合︑人間の行為の限界を超えた力が出

人為を超えた力が介在する余地がないと言い換えてもよい︒

る︒これらの可能性を包含した

﹃風姿花伝﹄解釈というもの

﹁出来る・為し得る﹂状態になる︑と

﹁出て来る﹂のは未来の事であり︑

という連関﹂という発

これを矛盾なく包含する在り方を和辻はどう考えていたので

に偶然の似寄りを見いだしていた︑という可能性も考えられ

﹃出来る﹄︑﹃為し得る﹄

あろうか︒

和辻が︑﹁出て来るー出来る−可能﹂という連関と

39 和辻哲郎による『風姿花伝』解釈をめぐる一試論

何か運命的な力︑人為を超えた天運︑そういった力が加

しもする中で︑ある力に与っていることもあれば︑そうでな

こともできない︒さまぎまにある可能性を捕まえもすれば逸

の力が介在しており︑それは人間の能力や努力ではどうする

そのためには︑自分と世界とが関わる時点ですでに何らか

わった状態を世阿弥は男時︑勝神︑時の調子と場合に応じて

をどう考えればよいであろうか︒

呼ぶわけであるが︑その力そのものを表す言柴を表現し︑そ

しているのではないかと考えられる︒それでなければ︑出来

いこともあるという世界との関わり方の中で立ち興ってくる

は自分の意志で自由に左右しうることではなくインスピレー

可能性を自らの可能惟として了解する︑そのような捉え方を

在した状態についてのみ語っているのであり︑その力が介在

な説明の仕方はしていない︒世阿弥は常にそのような力が介
した状態を時分や因果の時などと称しているのである︒それ

いるという発言とを矛盾なく説明することはできない︒

ションの仕業だという発言と︑ハイデガーの思想と似寄って

れが出て来て自らの力と合致すると男時となる︑というよう

ゆえ︑彼が想定しているであろう力を︑おのずからなるもの

いないために︑他の文献資料から︑世阿弥とハイデガーの何

について和辻は他の論を残して

が偶然似ていると和辻が捉えていたのかを検証することはで

先述の通り︑﹃風姿花伝﹄

和辻の考え方も同様に︑﹁出で来る﹂は何かが出て釆ては

いう作美が必要となっていたのである︒

や芸術的なインスピレーションといった言葉に置き換えると

じめて﹁可能﹂になるのであるが︑舞台袖から観客席を覗い

とをそのまま

きない︒実際のところは︑言柴の連関が似ていると感じたこ

ないという未来が出て来たとき︑それを自らの可能性として

いった場合︑それは人為を超えた力や天運を象徴するものが

うことなのかもしれないが︑和辻が未来のことが出て来ると

に出し︑座談会ゆえにそれも採録されたとい

と考えているのではなく︑今日の能は出来る︑あるいは出来

たときに勝神が出て来たり︑運命的な力が降りてきたりする

了解するのであるが︑出て来る未来はすでに何らかの力に

きないものに与った自らの可能性を未来として了解する︑と

出て来ているという意味ではなく︑運命的な力としか表現で

いう意味で述べているのではないかという︑もうひとつの推

与っており︑それを人為では如何ともしがたい︑ととってい

測ができるのではないかと恩うのである︒

るのではないだろうか︒運命的な力が介在しないと成功しな
い舞台において︑みずからの未来が可能性として出て来たと
ということだ︑と捉えているのではないかと考えられる︒

き︑それは︑すでに人為を超えた力に与った未来を了解する
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世阿弥伝書の可能性

に過ぎないかもしれないが︑

﹃風姿花伝﹄ の世阿弥の言とハイデガーの栗存思想とは︑
実際たんなる ﹁偶然の似寄り﹂
﹃風姿花伝﹄を読み解く上で和辻のした指摘は看過できない
ものを含んでいる︒

世阿弥伝書は能についての体系的理論の柄築を目的として
ハウツー本に近い実用的経験的な内容を多く含んでいる︒そ

︵岩

﹁3N﹂と呼ばれる︒

それぞれの頭文字がNであることから︑野上豊一郎︑能勢醐次︑

ことの吋能性が＝圭ポされているように思われるのである︒

註
︵1︶

を使用した︒

テキストとなる世阿弥伝遇は︑日本思想史大系云恨阿弥神竹﹄

西尾張の三名が能楽研究の泰斗として
︵2︶

﹁世阿弥能楽論研究﹂︑﹃文学﹄第西巻︑第五号︑一九三六︑六二二

波君店︑⁝九L四隼︶
︵1︶

でまとめられた甲拾玉得花≡応永三卜五年一閃二八︶の発見によっ

日本思想大系当世阿弥禅竹﹄︑岩波比日南︑一九七九
‖本古典文学大系﹃歌論集能楽論簾﹄︑君波蔚店︑．九L∴
能勢軌次﹃世阿弥十六郎集評釈﹄上巻︑岩波沓店︑一九閤ノリ
金井消光﹃風姿花伝詳解﹄︑明治書院︑一九八三
このような成就運命論は︑後期の伝書に至って徐々に変化してゆ
く︒この座談会が行われてから約二十牛後︑世阿弥食作として疑
いないとされる新しい伝本が発見されたむ この全六節の問答形式

て︑世阿弥能楽論が後期に至っていかに発展したか明らかになっ
た︒その第一問答には︑﹁間︒遊楽成於当芸年来のたしなみの粂々︑
意曲を尺︑くし︑成功を積みて︑我意分の芸能をいたす事︑ゆるか
せならずと云へ共︑即座によりて︑出来暗も肯︑又出来ぬ暗も有
也︒故如何ぞやゥ答り諸芸の当座において︑出来・Ⅲ不来甲乙有︒
是︑力なき時節と申しながら︑稽古・安心をなさば︑などか︑出・
不出の甚ゆへを知らぎらん︒﹂とされている︒
この ﹃拾玉得花﹄ のみならず﹃風姿花伝﹄︑﹃花鋭﹄等の世阿弥
伝酋には︑人力では如何ともし難い ﹁時﹂ の力に対して︑いかに
対処すべきかという構想が通底しており︑甲風姿花伝﹄ のような初
期伝書においては︑そのような人海の及ばぬ時を畏れよ︑という
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いるのではなく︑あくまで具体性をその特徴とし︑いわゆる
のことについて︑これまで哲学思想の立場からは︑あまり積
極的な評価を受けてこなかったように思われる︒しかし︑世
阿弥伝書が抽象的理論に終始せず︑経験的具体的な内容を多
り︑あくまで個的体膜を基舶tmとせぎるをえない演能という行

く含むがゆえに︑むしろ芸術家の実存状況を高度に示してお

みなすことも可能である︒

為の言語化によって︑ある程度の普遍化を経た希有な資料と
論考の形ではないにせよ︑和辻が呈示した問題は︑謡曲に
おける仏教の影響や能楽論と禅籍との関わりなど︑これまで
されてきたのとは異なる能楽研究の思想的側面を示唆してい
し︑能をトータルで捉える研究の推進には寄与しないかもし

る︒能楽研究を考えた場合︑細分化された研究領域を統合
れないが︑哲学思想の立場で世阿弥伝書を資料として用いる

8 7 6 5 ′l

言明がなされていた︒﹁敵方ノ申楽ヨク出デ来タラバ︑勝神アナタ
ニマシマスト心得テ︑マヅ恐レヲナスベシ﹂と︑状況が恋い暗は
畏れかしこみ︑﹁我ガ方ノ時分ニナルト思ハン時二︑頼ミタル能ヲ
スベシ﹂と好転したら得意の能をやるといった仕方である︒
﹃拾玉得花﹄ においても︑暗は︑基本的には外的状況を規定する
ものとして捉えられているが︑﹃花伝﹄ のように時の動向を領い︑
悪い暗が来ればそれをやりすごし良い時を待つという姿勢ではな
く︑外的な時や状況を柁まえていかにすべきかという演出上の工
夫に重点が置かれ︑自らのおかれた状況を正確に把握し︑的確な
音声や舞をあてがうことで︑本来はいかなる場合も不出来は避け
られるといった姿勢に変化している︒例えば︑天気が﹁陰気なん
どにて︑物さびたる気色ならば﹂陽声を合わせ︑﹁たとひ軟膏∴二
冬陰気なりとも︑若︑目頭もうららに︑見物衆も群集したる当座﹂
ならば︑﹁其連声より風姿に移る遠見をなして﹂といった︑謡い続
ける内に観客の心が舞う姿に移っていくような効果的な演撒に
よって︑見所を能の趣に同化させるようにする︑という仕方であ
る︒
注目すべきは︑天気が陰気であったり︑演能の場所が小座やか
りそめの座敷であったりという不利な状況でも︑ただ畏れてよい
時節を待つばかりではなく︑その不利な状況を打開するために︑
陰陽を合わせるといった工夫を用いることである︒
この陰陽和合諭について︑西尾実は ﹁我意分があっても不出来
な場合があるのは︑稽古∫夫が足りないからであり︑いかなる場

︵貰

にだけは和合する潰

合も不出来は避けられる 諾∵地・人の三才の気﹄ に過A した演

出の工夫が必要であり︑少なくとも﹃人気﹄

ここで問題にされている天気 ︵四季・‖夜・糊幕など︶ 地気

抜・前山のt夫は必要である︒﹂と捉えている︒
所・庭前・屋内など︶ 人気 ︵員順群集の多少など︶ は︑能の成功

不成功に大きく作用するにもかかわらず︑自分の力では事前にど

︵9︶

うすることもできないものである︒だが︑﹁姐此の︑当座当座の宛
てがいの安・不安の差別によりて︑出・不出の甲乙もあるかと覚
えたり﹂と︑状況に対する陰陽のあてがいのよしあしによって出
来・不出来が決定するとされており︑西尾の述べるとおり︑それ
ら天地人の状況を正確に把捉し︑的確な音声や鰊をあてがうこと
で︑本来はいかなる場合も不出来は避けられるととってよいと考
えられる︒
世阿弥の成就運命論も以上のような変遷があったと考えられる
が︑和辻が座談会に参加した当時においては ﹃拾玉得花﹄は発見
されていなかったため︑それを考慮に入れることは不可能であり︑

さらに︑﹃拾玉得花﹄ においても︑人力では如何ともしがたい力を
認めている点では初期伝書との差異はないものと思われる︒本論
の意図は和辻哲郎の ﹃風姿花伝﹄解釈についての考察であり︑﹃拾
玉得花﹄ における世阿弥思想は付記するにとどめておく︒
この間纏に関しては︑ハイデガーと同時代に活躍した現象学者
であるベッカーの思想が和辻の発言と焦似性をもっている︒
ベッカーと和辻の発言の類似点は︑芸術においては︑まずアイ
デアがあって︑それを意識的に実現するわけではなく︑先見を

許さない新しい創造が働かなくてはならないとする点︑さら

世に傑作と称される作品は何であれ︑修正に対する極度の感じ
やすさを持っている︒傑作といわれるものが完全に完紡した作品

昭訳︑哩想祉︑山九六九年︑の両訳を適宜参醸した︒︶

訳︑理想社︑一九三二年︑﹃美のはかなさと芸術家の冒険性﹄久野

︵−琵翌を参考とし︑﹃美の果無さと芸術家の冒険性b湯浅誠之助

計義畳屋嘗草野幹罫逗義挙訝重訂瞥諷監露芸注ぎ邑訂・
哲完芸監督註︸詳ざ繋ぎ毒針二註註註彗七宗⁝毒旨邑争

b読乳送電軋b読∈莞3︑惑ユagNeske苫−−−ingen﹂岩山−に所収の古き

に︑新しい創造には人間の意志を超えた力を必要とするという
点である︒︵ベッカーについては︑論文集であるOsk胃BeckeJ
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である以上︑あとひと手間加えるにせよ︑差し引くにせよ︑何ら
かの修正は作品を決定的に破壊してしまう︒ベリカーは︑傑作と
凡作との鳩界を厳格に規定し僅かな修正も許すことのないこの基
準は︑人間の不断の墾力によって遇え得るものではなく︑我々の

﹃日医大基礎科学紀要﹄

冒方術哲学講鶉草稿﹄一八

︵−澄蟄︑﹁F・W・TJ・シェリング

り二／一八−り三序論および第一郡第一車﹂

屠

NaEr自然の自由な恩寵﹂であり﹁POeSie詩趣﹂である無意識的活
曲が︑天才のLで各二し︑そのことによって主観としての自我と
客観的なものとが．致するというシェリングの主張する構造を
ベッカーも踏襲し︑意識的なものと無意識的なものは芸術家の実

人間の意識や決意︑反省による意識的活動と︑﹁中eieGunstder

第九号︑⁝九八八年︑八丘−百五責を参照した︒︶

存において各二すると考えたのである︒

傑作を完成させるということは︑﹁Kαロnenできること﹂ とは本

暦的に異なる︒傑作をものする可能性や能力を持ち︑それを遺憾
なく発揮する機会を持ち︑制作に対する並々ならぬ息欲を持って

理解を超えた創造的飛躍による以外にないとする︒

みでは︑必ずしも傑作を完成させることはできない︒﹁﹃Hどnst什一ム術し

いたとしても︑それら教えたり学んだり熟達できるような技術の

ことではじめて能が成就するという

捉え方と類似性をもっていると考えられるじ

﹁出で来る﹂

人間の不断の努力の果てに︑無意識的な力に与ってはじめて芸
術作 ⁝が成就するというベッカーのこの思想は︑稽古の末に︑人

は﹃芥αnnenできること﹄からでた言葉である︒とすれば︑芸術家
ように思われる︒実際︑芸術家とは自分の芸術がわかる者である︒

の現存在は︑とりわけて︑seinkαロnenもしくは一軒rstehenである 知の及ばぬ力が

とはいうものの︑真の芸術家はただ傑作を買eFngen成就する﹄

とは指摘しておきたい︒

﹁世阿弥能楽論研究﹂︑六百二十二貢

−∽A⊂戸−当り︸∽te只ap．．S．−試

石川工業高等専門学校︶

M．Heide鴨ger−紆訂S註N阜
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むろん︑ベッカーの和辻に対する影響は不明であり︑影響関係
について言及するつもりはないが︑類似性 をもっているというこ

する者であるご ︵BeckeJhざ設計 毒軋h訂変更望遠．S．︺N︶

傑作は﹁Geぎgen成就すること﹂と関わり︑その成就にあたっ
て教授や熟達・努力によって到達できるものの他に︑なお自然が
与える幸運︑無意識的な力を必要とするのである︒これについて
ベッカーは︑シェリングの芸術哲学を大枠で踏関している︒
︵Beckeュbid．SS．∽甲∽望

シェリングは︑超越論的哲学を知全体の体系に拡張し︑その根
本原理を探究することを目的として芸術哲学を提唱し︑理論哲学
の体系と実践哲学の体系の両者を統合する概念として︑天平によ
る芸術を里示した︒意識的なものに対して客観的なものを付加す
るのは天才であり︑天才は芸術によってのみ可能であるため︑芸
術家において意識的なものと無意識的なものの矛盾は解消される
軋決叫⊇已N3軋3叫已芸記昌訂S琵へ一旬Qe−PhB Hambu毒−−誤べ一のter

というのである︒︵シェリングの著作に関しては︑sche−Fg−音符S
Hauptabschni算︑ss．N芝山○∽︑および買方術哲学﹄大西昇訳︑電書
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