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── あるいは戦後日本の舞踊的真実──

佐 々 木

あなたは大野一雄という人を知っているだろうか。
知 って いても 知ら なく ても 、ふし ぎは ない 。と いうの も、 いま の
日本の 舞踊 とい う状況 のな かで、 大 野一雄 とい う舞踏 踊家 を明 確に
位置づけすることは、とても難しいからだ。
も ともと 日本 は舞 踊に 対する 関心 その ものが 非常 に稀 薄だ から、
す ぐれ た舞 踊家で あっ ても 一般の 知名 度は じつに 低い のだ が、そ れ

にし ても 大野一 雄の 立場 は微 妙であ る。 ある人 たち から は、 ほとん
ど 神様の よう に祭 り上げ られ てい るが、 その 一方 で、 もはや 九十 歳
を越え てい るとい うの に、 邦舞洋 舞を 網羅 して いるは ずの 『舞踊 年
鑑』にもその名が記されていない。（小文執筆時の一九九七年現在）
そ れにも かか わら ず、 大野一 雄が 何人も なし えな かっ たほど に自
己 を表現 し、 その 意味 におい て舞 踊の 本質 を極め たこ と、 そして そ
の舞台に接した多くの人々に豊かな感動を与えてきたということは、
否定 でき ない事 実で ある 。彼の 存在 がと ても真 実で 貴重 なも のを含
んで いる こと は確 かなの だが 、た だ、そ れを 言葉 で分 析した り、 定
義したりすることが難しいのだ。というよりは、あまりに普遍的で、
それ ゆえに 独創 的で ある ために 、そ のよう な定 義や 規定 をはね つけ
るのだと言ってもいい。
そ こで 、知る 人 は知っ てい るが、 知ら ない 人に は想像 もつ かな い
であろ う大 野一 雄の演 技を 、まず は 彼の身 体芸 術の集 大成 とも いう
べき 『花 鳥風月 』を でき るかぎ り客 観的 に描く こと で、 再確 認して
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みようと思う。
『花鳥 風月 』は 大野 一雄と 子息 ・慶人 が交 互に ソロ を演じ ると い
う構 成で、 全体 で一 時間 半ちか くを 要す る。初 演さ れた のは 一九九
○年 五月 、イ タリ ア、ク レモ ナ市。 同市 の委 嘱に よって 創作 され た
作品である。
冒頭、 白 いスー ツで 大きな 花の 冠を つけ た慶人 が、 腰を 落とし 前
傾し た姿 勢でゆ っく りと 歩き 回る。 赤ん 坊のお も ちゃの ガラ ガラを
両 手に持 ち、 そこ から 風鈴の よう な微か な音 。そ の音 にシュ ーペ ル
トの子 守歌 がとっ て代 わる 。ひと とき 木枯 らし の音が 聞こ えて、 今
度は 一雄が 黒い スー ツ姿 で登場 する 。白 塗りし た無 表情 な顔は あた
かも 死霊 のよ う。 ベート ーヴ ェンの 『月 光ソ ナタ 』が流 れる なか 、
上 空を仰 ぎ 、わな なく 腕をさ しの べて いる さまは 、何 かに 憧れて い
るのか 、救 いを 求めて いる のか 。バ イオリ ン・ ソロの 「 荒城の 月」
に合 わせ て、慶 人が 白地 に金 欄の打 ち掛 け姿、 しか し丸 坊主 、白塗
り のまま で、 ゆっ くり泳 ぐよ うに 動いた 後、 一雄 が長 い裳裾 を引 く

シフ ォンの ドレ スで現 れる 。ガ ニ股 で腿を 開き 、身 をよ じった ポー
ズは 、奇 異でぶ ざま だが 、時 にひど く美 しく もあ る。見 てい るこち
ら の感受 性が 揺れ 始め る瞬間 であ る。た と えばロ ート レック 描く 世
紀末の美人画の、あの退廃的な美に似たものが見え隠れする。一瞬、
胸を 衝かれ るほ ど美 しい と見え て、 しか し次の 瞬間 には 、や はり老
いた男の硬直した姿態でしかない。
ばく
大きな獏の頭部をかぶって慶人が過ぎた後で、一雄は髪を逆立て、
小さ なブリ ーフ 一つを 身に つけ た姿 で登場 する 。赤 いち ゃぶ台 の脚
に長い綱を結んで、犬を引くように引っ張っている。ショパンの『幻
想 即興曲 』が 流れ るな か、紐 をち ゃぶ台 の脚 にか らめ たり、 仰向 け
に転が って 手足を 宙に 泳が せたり する さま は、 無心に 遊ん でい るよ
うで もあり 、苛 立っ てい るよう でも あり 、また は深 い疲 労を もてあ
ましているようでもある。
白 いワ ンピ ース の慶人 につ づいて 黒い 帽子 、ビ ロード のス ーツ の
一雄は 、例 えば 中原中 也の よう にこ じんま りし たダ ンデ ィだ。 手回
しオ ルガ ンのワ ルツ に合 わせ て、時 折ギ クシャ ク と弾む よう な足取
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り が見え る。 今ま でほと んど 無表 情だっ た顔 の口 元が ほころ んで い
る。彼 の内 面の何 かが 溢れ てきそ うな 、あ るい はそれ がこ れまで と
まったく違うものに変質していくような予感がある。
最 後の情 景。 一雄 は濃 いえん じ色 の超ミ ニの ワン ピー スで現 われ
る 。白い 衿の つい た服 で、白 いハ イソ ック スと組 み合 わせ ると、 お
し ゃ れ を し た 童 女 の よ う 。「 美 し く 青 き ド ナ ウ 」 が 流 れ て 、 彼 の 動
きは 音楽 に絶妙 に呼 応し てい るが、 しか し決し て曲 に合 わせ て踊っ
てい るの では ない 。彼の 内部 の何 かが、 曲に 引っ 張り 出され て、 そ
れ が動 きに なって いる とい う感じ だ。 両腕 を広 げてゆ るや かに回 る
その 顔には 至福 の微 笑み が浮か んで いる。 水兵 服の 慶人 が万国 旗の
綱を 張り 、空か ら 色紙が 降る 中、お 祭り のよ うな 爆竹の 音が 響く 。
ありていに言ってしまえば、好みの（しかも時にひどく破廉恥な）
衣装で 登場 し、 陳腐な 懐か しの メロ ディに 乗せ て、舞 踊 とかダ ンス
とい う以 前の、 まこ とに 単純 な動き を繰 り広げ てい るだ けな のであ
る 。それ も見 てい て苦し くな るほ ど緩慢 であ った り、 体が麻 蝉し て

いる ように ギク シャク して いた り、 ポーズ も醜 悪と しか いいよ うの
ない もの であっ たり する 。物 語があ るわ けで もな いし、 身振 りに何
か明瞭な意味があるわけでもない。
予備知 識な しに 初め て見た 人は 、当然 な がら奇 異の 感に打 たれ る
だろうし、見つづけるのにかなりの忍耐を必要とするにちがいない。
しか しじ っと 見て いると 、あ る時 点から いわ く言 いがた い哀 切な 情
感 がに じん できて 、や がてそ の向 こう 側に 別世界 のよ うな 幸福感 が
出現するのだ。大野一雄の舞台はたいてい、そんなふうなのである。
それ がど ういう こと なの か、 舞台に ふれ た経験 の ある人 は、 たぶん
実 感とし て分 かっ てい て、し かも 説明で きな いで いる のでは ない か
と思う。
大野 一雄 の芸術 を語 ろう とする 時、 これ まで 一般に 行わ れて きた
論 議 の 道 筋 は 二 手 に 分 か れ て い た 。「 舞 踏 」 と い う 反 体 制 運 動 と の
関 連で、 彼 のパフ ォー マンス を思 想的 逸脱 だとす る指 摘が ある一 方
で、彼 の人 生経 験や人 柄に 密着 して 、そこ から 〃私 小説 ″的感 動を
引き出して耽溺する人々がいる。
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だが、そのいずれも舞踊 身
=体そのものは見ていない。
舞踏と いう のは 、一九 六○ 年代 の初め 頃、 反体 制運 動が日 本中 に
沸き 返った 時に 、そ の副 産物の よう にして 起こ った イベ ントの 一つ
で、 土方 巽をリ ー ダーと する 「暗黒 舞踏 」が その 名の由 来で ある 。
既 存の舞 踊集 団と はま ったく 無関 係に 発生 したた めに 、当 時は舞 踊
とさえ 見な され ず、む しろ アン ダー グラウ ンド のパフ ォ ーマン スと
考え られ ていた 。大 野一 雄は 、自ら 舞踏 家と名 のっ てい るこ とにも
示されるように、その「舞踏」に参加していた。
「 暗黒 舞踏 」が もくろ んだ のは 、一見 平和 で安 楽な 日常生 活に 自
己満 足して もの を考 えな くなっ てい る人々 に、 生存 の奥 に潜む 闇を
指し 示す こと。 醜 悪さを つき つけ、 衝撃 と恐 怖を 与える こと によ っ
て 、人間 存在 の下 部で 窒息し てい る声 なき 叫びを 形に 現すこ とだ っ
た。髪 の毛 を剃 り、顔 面を 真っ白 に 塗って 、裸 体かも しく はポ ロ切
れを まと っただ けの 、ま るで地 獄絵 図に 描かれ た亡 者の よう な姿で
現れ ると 、そ れだ けでも う、 眼を 背けた いよ うな 気持 ちにな った も
の だ。 あの 頃の「 暗黒 舞踏 」の観 客の 動機 はと いえば 、ま ずは怖 い

もの 見た さ、好 奇心 、不 良気 取りと いっ たとこ ろ だった 。し かし、
そ こに何 かし ら人 間の真 実が 潜ん でいる かも しれ ない という 思い が
あった こと も確か だし 、事 実その 時代 の若 者に とって は舞 踏を含 む
これ らのパ フォ ーマ ンス によっ て自 分と 世界が 深め られ たと感 じる
ことも稀れではなかった。
し かし 社会 状況 の変化 とと もに、 舞踏 も必 然的 に変質 しな いで は
すまさ れな かっ た。現 在に いた るま で舞踏 を名 のる舞 踊 家たち の活
動は 続け られて いて 、そ のな かには 「山 海塾」 のよ うに 最先 端のテ
ク ノロジ ーを 取り 入れ、 それ なり に洗練 され 発展 をと げて、 国内 、
海外と もに 高い人 気を 得て いるも のも ある 。そ のよう に変 化をと げ
た舞 踏に対 して は、 舞踏 の舞踏 たる 本質を 外れ たも のと いう批 判が
向けられることが多く、今なお評価は定まらない。
大 野一 雄もま た 、その よう な変質 した 舞踏 の一 つと見 るこ とが 可
能であ る。 彼の 現在の 表現 のな かに も、白 塗り のメー キ ャップ や長
い静 止が もたら す緊 張、 もだ えるよ うな ギクシ ャク した 動き など、
まずは舞踏につきものの手法が幾つも跡をとどめている。
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し かし その表 現内 容は 、も はや以 前の 狭い意 味で の舞 踏と はまっ
たく異 質の ものだ 。華 美な 衣装に 身を 包み （似 合うか どう かは別 と
し て ）、 次 第 に 甘 美 な 情 感 に 耽 溺 し て ゆ く 大 野 は 、 舞 踏 本 来 の 観 点
からすれば、唾棄すべき堕落と言われてもしかたがない。
だ がそ んなこ と とは無 関係 に、大 野一 雄の 舞台 に魅力 を感 じる 人
は多い 。そ して 、その 魅力 を説 き明 かす鍵 を、 彼の私 生 活のな かに
探り 当て たと錯 覚す る人 もい る。大 野一 雄の演 技か ら一 つの 人生を
感じ とろ うと 試み るので ある 。そ れはた とえ ぽ次 のよ うな事 実だ 。
生 まれ は一 九○ 六年、 函館 。こ ども時 代に キリ スト 教にふ れる 。
二十 代の始 めに スペ イン 舞踊の ラ・ アルヘ ンチ ーナ の来 日公演 を見
て感 動し 、数年 後 、日本 独自 のモダ ンダ ンス を追 求した 石井 漠の 門
下 に入る 。そ の頃 、横 浜のミ ッシ ョン スク ールの 女学 校体操 教師 と
なり、 江口 ・宮 舞踊研 究所 に入っ た が、三 八年 に応召 。八 年間 を戦
地 で 過 ご す 。 戦 後 、 土 方 巽 と 出 会 い 、「 暗 黒 舞 踏 」 に 参 加 。 そ の 後
はも っぱ らソ ロ公 演によ って 独自 の境地 を切 り開 き、 七七年 に発 表
した『アルヘンチーナ頌』で世界的な名声を得る。

しか し実 人生 を知っ たと ころ で、 大野一 雄の 身体 はい っこう に解
明 されな い。 函館 に生ま れ、 ミッ ション スク ール の教 師だっ たと 聞
けば、 され ばこそ あの 西洋 趣味と 合点 がい かな いでも ない が、し か
しそ の西洋 趣味 は異 様と いえば あま りに も異様 では ない か。母 に対
する 深い 愛着 を知 らされ て、 彼の至 福と はつ まり 亡き母 との 一体 化
な のだと 言 われて も、 それと 同じ よう な感 情を持 って いる 舞踊家 は
他にい くら でも いる。 それ が大 野に かぎっ てな ぜあの 表 現につ なが
ったのか、その理由は謎のままである。
イ デオ ロギー 論で 大野 一雄 の身体 芸術 を評価 す るのは 正当 ではな
い。私 小説 もまた 的外 れだ 。とす れば 身体 その もの、 動き その もの
に耳を傾ける以外ないのではあるまいか。
音 楽のす べて が音 にあ るよう に、 舞踊 もすべ て身 体に ある 。なべ
て 一定の ス タイル を持 つ動き を可 能に する のは、 基本 的な 構え（ バ
レエで 言う なら ばポジ ショ ン） であ る。ジ ャン ルを 問わ ず大方 の舞
踊は 、体 の構え で第 一段 階の 上手下 手が 決まる 。 大野の 場合 はきわ
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め て独創 的な もの だから 他人 と比 較して の上 手下 手は 問題に なら な
いが、 それ でも確 固と した 大野一 雄ス タイ ルを 持って いる という こ
とには変わりない。
そ の彼の 構え の特 徴は と言え ば、 両足、 両膝 を離 して 、腰を 落と
し ている こと 。そ こま では日 本舞 踊の 男の 踊りの 構え とほ ぼ同じ な
のだが 、違 うの は重心 が高 いこ とで ある。 腰を 下ろし 、 かつ重 心が
高い とい うのは 、洋 の東 西を 通じて きわ めて珍 しい 。し かも 洋舞で
は、 上を 見る とき にも肩 を下 ろし たまま だが 、大 野は 肩をせ りあ げ
て 、顎 を前 に出す ので ある 。そう する と、 前後 のバラ ンス を取る た
めに必然的に腰を後ろに引くことになる。
基 本姿勢 とし ては これ は非常 に変 わった 形で 、フ ラメ ンコに ちょ
っ と似た とこ ろが ある けれど も、 フラ メン コは前 後に ぶれず 一直 線
になっているから、やはり違う。
その よう にも 独特な 大野 一雄の 構 えなの だが 、私が 彼を 見て さほ
ど違 和感 をお ぼえ なかっ たの は、 それま で何 度か おな じよう な姿 勢
を 見た こと があっ たか らで ある。 それ はじ つに 、日本 舞踊 家が瞬 間

の思 いつ きでバ レエ の真 似を したと きの 形なの だ 。決ま って 膝を曲
げ たまま 爪先 立ち 、日本 舞踊 では 許され ない とこ ろま で晴れ やか に
腕を上 げよ うとし て、 肩を 思い切 り上 げて しま う。そ して 日本舞 踊
の身 体はも とも と胸 を突 き出し 腰を 後ろ に引い てい るの で、伸 び上
がっ て不 安定 にな ったバ ラン スを保 つた めに 、そ れがま すま す極 端
に なると い うわけ であ る。大 野一 雄に そっ くりに なっ た日 本舞踊 家
を見て 、私 は逆 に、大 野一 雄の 体の 構えと いう のは、 日 本の伝 統的
な身 体表 現の土 台の 上に 西洋 舞踊の 上昇 思考を 接ぎ 木し たも のでは
ないかと、一人納得したものだった。
バレエ の真 似を した日 本舞 踊家 は、一 瞬の 後に それ をやめ てし ま
う。 大方の 原理 から 見て 、自分 の形 が不様 その もの だと いうこ とを
瞬時 に悟 って、 恥 じるか らで ある。 既成 のジ ャン ルとし て確 立し た
舞 踊を学 ぶと いう こと は、あ る意 味、 自分 の形と 動き を一 定の枠 に
はめて 、い わば 理念と して の美 を実 現して いく という こ となの で、
プロ の舞 踊家は 、自 分の 内部 に構築 され た理念 に外 れた 、不 様な自
分に 耐え るこ とが できな い。 それ を為す には 、自 分を 壊すに ひと し
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い 勇気が 必要 であ る。そ して 大野 一雄は その 勇気 を持 ってい た。 自
分を壊 すこ とをも 恐れ ない 勇気、 それ がお そら くは彼 が暗 黒舞踏 か
ら得 たもの 、社 会運 動と は無関 係な 、生き 方と して の真 のイデ オロ
ギーであったかもしれないのだが。
舞 踊家 として の 大野一 雄は 、もっ ぱら 洋舞 の領 域で自 己形 成を 図
ってき た。 にも かかわ らず 、彼 がい つのま にか 日本古 来 の身体 表現
の原 則に 立つよ うに なっ たと いうこ とは 、何と も興 味深 いこ とでは
ない だろ うか 。だ が、じ つは それ こそが 身体 に関 わる もっと も深 層
の 真実 なの である 。人 間は みな、 自分 が属 する 共同体 の、 共有の 身
体イ メージ 、共 有の 身体 表現に 首根 っこを 捕ら えら れて いるも のな
のだ 。あ たかも 母 国語の よう に、と 言っ ても いい 。長じ て学 んだ 外
国 語では ほん とう の自 分とい うも のが 表現 しにく い、 それと 同じ よ
うに、 洋舞 とい う身体 言語 では語 り 切れな い自 分があ る。 その 深層
の自 分に 戻って 、そ こか ら西洋 への 憧れ や同化 を語 った のが 大野一
雄の舞踏なのではないか。
大 野一 雄が 使用 する音 楽は ほと んど戦 後に 日本 で流 行した 西洋 音

楽で ある 。それ なの に、 何と も興味 深い ことに 、 彼はそ れに 後打ち
の リズム で合 わせ るので ある 。ま ずは一 拍や りす ごし てから 、微 妙
な遅れ で付 かず離 れず につ いてい って 、最 後に ようや く曲 に乗る と
ま
いう ふうな のだ 。そ れは まさに 日本 古来 の三味 線音 楽の 間であ る。
緊 張感の ある 静止 とい い、体 をね じっ て緩や かに 回転 させる 動き
と いい、 大 野一雄 の舞 踏には─ ─特 にそ れが 佳境 に入っ たと きには
──、能や 歌舞 伎舞 踊の 高度な 技法 が現 れるこ とが ある 。あ る時な
ど、眼を疑うほど中村歌右衛門の動きに似ていたものだ。
だ から といっ て大 野一 雄自 身は、 日本 の伝統 芸能 を真 似し たり参
考にし たり する気 はま った く無か った だろ う。 彼は自 分の 「型」 を
息子 であり 共演 者で ある 慶人に さえ 伝えて いな いの だか ら、自 分の
動き を一 定のメ ソ ードと して 固定す る気 がな いの は明ら かで ある 。
表 面的な 技法 はい っさ い使わ ず、 ただ 心を 無にし て、 形と 動きが 内
面から にじ み出 てくる のを 待つ 。そ れが伝 統芸 能と似 て いると すれ
ば、 ただ 深層の 部分 でそ れら と響き 合う ものが あっ たの だと しか言
いようがない。
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大野一雄

そ して 大野一 雄の 身体 が観 客に訴 えか けるの も、 まさ しく その部
分なの だ。 日本と いう 土壌 に根を 張っ てい る人 間を、 西洋 文化の 波
が襲 った。 それ をそ のま ま真似 して 、洋舞 の構 えに 洋楽 のリズ ムで
動い てみ ても、 心 のない 模倣 でしか ない 。片 や伝 統芸能 は型 と伝 承
ば かりを 重ん じて 、現 代の心 を盛 る器 では ない。 その よう な状況 の
なかで 、拠 って 立つ規 範も なく 、あ るがま まの 自分を 受 け止め 、そ
の醜 悪さ を貫く こと で固 有の 美を生 み出 したの が大 野一 雄だ と私は
考え てい る。 彼の 舞踏は まさ に、 過去数 十年 間の 日本 、もし くは そ
の陰画だと言えるのではないだろうか。

（初出「学鐙」一九九七年九月号）
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