
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター
第58回公開講座 (オンライン開催)

能楽演奏会（其ノ二）
シテ方金剛流×大鼓方石井流

2021年11月24日（水）
１４時40分ー16時



次第
あいさつ・趣旨説明・出演者紹介（藤田）

第１部秋の曲をきく
野宮の曲目解説（永原）
〈野宮〉 〔サシ〕〔クセ〕 （謡：金剛龍謹・金剛永謹）
SP音源解説（大西）
SP音源 〈三井寺〉 〔カカル 〔上歌〕（謹之輔・巌）

第２部 金剛流の強吟
花筐の曲目解説（永原）
〈花筐〉 〔クセ〕 （謡：金剛龍謹）
SP音源解説（大西 ３分）
SP音源 安宅 〔勧進帳〕 （謹之輔）

第３部 一調
一調について（高橋）
〈安宅〉 〔勧進帳〕 一調 （謡：金剛永謹、大鼓：河村大）

インタビュー 河村大氏、 金剛永謹氏、金剛龍謹氏 （聞き手：藤田）

終了16時すぎ



出演
謡：
金剛永謹（こんごうひさのり、能楽シテ方金剛流宗家）
1951年生まれ。父（二世金剛巌）に師事。1956年に初舞台。1998年に金剛流宗家を継承。京都市立
芸術大学客員教授。受賞多数。大きさ、柔らかさ、力強さを兼ね備えた謡と舞で、金剛流のみならず、
能楽界を牽引。

金剛龍謹（こんごうたつのり、能楽シテ方金剛流）
1988年生まれ。祖父（二世金剛巌）、父（金剛永謹）に師事。1993年に初舞台。2012年より龍門の会を
主宰。京都市立芸術大学非常勤講師。澄んだ深い声質、懷ろが深く、大きさのある舞で、関西の若手
能楽師をリードする。宝生流との共演や、新作「沖宮」の所演など、意欲的な活動を展開。

大鼓：
河村大（能楽大鼓方石井流）
1960年生まれ。谷口正喜、河村総一郎に師事。名古屋と京都で学ぶ。気迫のこもった演奏によって、
関西そして京都での大曲の所演にはかかせない存在。



SPレコード音源の出演

金剛謹之輔（こんごうきんのすけ）

1854年（安政2年） -1923年（大正 12年）。金剛禎之助の長男。名人として関
西の能楽界で活躍。

金剛巌（こんごういわお）

1886年（明治19年）- 1951年（昭和26年）。金剛謹之輔の次男。金剛右京の

跡をつぎ、金剛流の宗家として活躍する。啓蒙活動にも力を入れており、著
書に『能と能面』、『能』などがある。



講師

永原順子（大阪大学言語文化研究科准教授）

大西秀紀（京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター客員研究員）

高橋葉子（京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター客員研究員）

司会

藤田隆則（京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター教授）

（登壇順）



第1部 秋の曲を聞く
解説
〈野宮〉の内容と場面 （永原）

演奏
〈野宮〉 〔サシ〕〔クセ〕 （謡：金剛永謹／龍謹 ）

SP音源解説 （大西）

SP音源
〈三井寺〉 〔カカル〕〔上歌〕 （謹之助・巌）

オリエントA156（大正2年発売）



〈野宮〉〔サシ〕〔クセ〕

〔サシ〕 【シテ】会者定離の習ひ本よりも 【地】驚くべしや夢の
世と、程なくおくれ給ひけり【シテ】さてしもあらぬ身の露の
【地】光源氏のわりなくも、忍び忍びに行き通ふ 【シテ】心の末の
などやらん 【地】又絶え絶えの仲なりしに

〔クセ〕 つらき物には、さすがに思ひ果て給はず、遙けき野の宮に、
分け入り給ふ御心、いと物あはれなりけりや、秋の-花皆衰へて、虫の
声もかれがれに、松ふく風の響きまでも、寂しき道すがら、秋の悲し
みも果てなし、かくて君ここに、詣でさせ給ひつつ、情けをかけて
様々の、言葉の露も色々の、御心の内ぞ哀れなる
【シテ】その後-かつらの御祓ひ 【地】白木綿かけて川波の、身は-浮
草のよるべなき、心の水に誘はれて、行くえも鈴鹿川、八十瀬の波に
濡れ濡れず、伊勢まで誰か思はんの、言の葉は添ひ行く事も、例しな
きものを親と子の、多気の-都路に赴きし、心こそ恨みなりけれ



〈三井寺〉〔カカル〕〔上歌〕

〔カカル〕水の面に、照る月なみを数ふれば、秋も最
中夜も半ば、所からさへ面白や

〔上歌〕月ハ山、風ぞ時雨に鳰の海、風ぞ時雨に鳰の
海、波も粟津の森見えて、海越しの、幽かに向ふ影な
れど、月ハ真澄の鏡山、山田矢橋の渡舟の、夜ハ通ふ
人なくとも、月の誘はば自づから、舟もこがれて出づ
らん、舟人もこがれ出づらん



第２部 強吟を聞く

解説 〈花筺〉の内容と場面 （永原）

演奏

〈花筺〉 〔クセ〕 （謡：金剛龍謹）

SP音源解説 （大西）

SP音源

〈安宅〉 〔勧進帳〕 （謡：金剛謹之輔）



〈花筺〉〔クセ〕

【地】帝深く、歎かせ給ひつつ、その御容を、甘泉殿の壁に写し、我も
畫図に立ち添ひて、明暮歎き給ひしに、されどもなかなか、御思ひは増
れども、もの言ひ交はす事なきを、深く歎き給へば、李少と申す太子の、
稚くましますが、武帝に奏し給ふやう

【シテ】李夫人は元はこれ【地】上界の嬖妾、くゎすい国の仙女なり、
一旦人間に、生まるるとは申せども、終に元の、仙宮に帰りぬ、泰山府
君に申さく、李夫人の面影を、しばらく此處に、招くべしとて、九華帳
の裏にして、反魂香を焚き給ふ、夜更け人静まり、風すさまじく、月明
なるに、それかと思ふ面影の、あるかなきかにかげろへば、なほ弥増し
の思い草、葉末に結ぶ白露の、手にもたまらで程もなく、たゞ徒らに消
えぬれば、漂渺悠揚としては又、尋ぬべき方なし

【シテ】悲っさの餘りに【地】李夫人の住み馴れし、甘泉殿を立ち去ら
ず、空しき床をうち拂ひ、古き衾古き枕、ひとり袂をかたしく



〈安宅〉〔勧進帳〕

〔詞〕【シテ】もとより勧進帳はあらばこそ、笈の中より往来の、
巻物一巻取り出し、勧進帳と名づけつつ、〔カカル〕高らかにこ
そ読み上げけれ

〔読ミ物〕それつらつら、惟んみれば大恩教主の秋の月は、涅槃
の雲に隠れ、生死長夜の長き夢、驚かすべき人もなし、ここに中
頃帝おはします、御名をば、聖武皇帝と名づけ奉り、最愛の夫人
に別れ、恋慕やみがたく、涕泣眼に有って、涙玉を貫く、思ひを、
善路に飜して、盧遮那佛を建立す、かほどの霊場の、絶えなん事
を悲しみて、俊乗坊重源、諸國を勧進す、一紙半銭の、奉財の輩
は、この世にては無比の楽に誇り、当来にては、数千蓮華の上に
坐せん、帰命施主、敬って白すと、天も響けと読み上げたり

〔歌〕【ワキ】関の人々肝を消し、【地】恐れをなして通しけり、
恐れをなして通しけり



第３部 一調
解説 一調について（高橋）

演奏３ 〈安宅〉 勧進帳 一調

（謡：金剛永謹 大鼓：河村大）

インタビュー：

１，河村大氏

２，金剛永謹氏、金剛龍謹氏 （聞き手：藤田）



大鼓一調〈勧進帳〉を聞く

１．一調とは
謡い手は何人が理想か 主役はだれか

２．「読物」とは
音楽的な特徴 勧進帳の変遷



１．一調とは
現在の一般的な定義
☆小鼓・大鼓・太鼓のいずれか一種類の独奏と謡い手一人の独吟で演奏

★謡の節やリズム、緩急など、変化と興趣に富む聞かせ所を取り出して演奏
★打楽器は常と異なる技巧的・装飾的な特別の手を打つ
★曲目・曲数（どの曲のどの部分か）が流儀ごとに決められている
☆どこでどんな手を打つか、流儀ごとに１種類または数種類の手が決められている
☆力量のある演者にしか許されない重い習いごと

歴史的には
☆一調とは打楽器一つのこと。一丁、一挺とも書く。（笛は一管、または一笛（いってき））
謡はシテと助吟の数人で謡うことが多かった。

☆家により多くの替えの手があった。
☆室町時代には宴席などで臨機応変に打たれていた。



 『能楽写真界』大正６年４月号
 神戸女子大学古典芸能研究センター蔵
 一調〈放下僧〉
 大鼓 石井流 谷口喜三郎
 謡 観世流 観世元義 助吟二名

『泰平小謡萬々歳』文政6年山本長兵衛刊 等

『能楽芸話』金剛右京談 三宅襄聞書 昭和46年 檜書店
金剛右京：明治5～昭和11（1872~1936）金剛流二十三世宗家

（一調は）助吟を連れて謡うのが普通。然し重い一調は
助吟なし。歌占、勧進帳は助吟なし。太鼓も難しいもの
は助吟なし。



謡が主か 囃子が主か
・『弥左衛門芸談』
一調は、能を舞うよりもきびしいものであると、よくいわれている。囃子方のほうに重 きを

おくのである。主従の関係が逆になって、囃子方が主になると昔からいわれる。しかし、シテ
方と囃子方と、一調においては全く互角であるというべきであろう。一騎打ちの戦いというの
である。独調などとは違って、それだけに聞く人に感銘を与えることもある。両者せり合うと
ころに、面白味とむつかしさとがあるといっていい。

・『八帖花伝書』室町末～慶長 第七巻
第一、囃子と申は、大夫を本とせり。大夫は一座の大将、花を掌る真なれば、かけるまじき所にてか
けり、かけるべき所にてもかけらず、舞留まる共、常になき手を色々に変へて、舞留まる。謡の短き
節を長く引き、長（き）節を短く詰め、難曲を謡ひかけ、打切る所を謡ひ据えさうにして直にやり、
色々様々に、我儘、振舞ふなり。囃子よく工面をやり、油断なく心得べし。大夫の働きの、いかにも
いかにもよきやうに、囃子よりもてなす事、肝用なり。上手たりといふ共、大夫の働き似合〔ざ〕れ
ば、芸は下手と心得べし。惣別、役者は、大・小・太鼓・笛・地謡・狂言に至るまで、花の下〔草〕
にたとへたり。

一調は 演劇としての能の演奏から独立した音楽作品の性格が強い



謡が

２．「読物」とは
特徴 安宅〈勧進帳〉・正尊〈起請文〉・木曽〈願書〉＝三読物
□ 歌でも詞でもない特殊なリズムとふし。漢文調。

七五調を基調とする、１フレーズ８拍の謡のリズムに乗せにくい
（８拍以外の変則地が多い）

・三井寺 上歌
風ぞ時雨に 鳰のうみ 波も粟津の 森みえて 海越しの 幽かに向ふ 影なれど
（4拍） （4拍） （4拍） （4拍） ８拍（特殊） （4拍） （4拍）

８拍 ８拍 ８拍 ８拍

・勧進帳
ここに 中頃 帝おわします 御名をば 聖武 皇帝と 名づけ奉り 最愛の夫人に別れ
４拍 ４拍 ６拍 ４拍 ４拍 ４拍 ６拍 ６拍

（囃子の別の割付例） ８拍 ８拍



歴史 山伏の同吟からシテの習物「三読物」へ

☆勧進帳はツレの山伏たちが同吟していた。「それつらつら」の後「惟んみれば」から「同」の指示

・『岡家本江戸初期能型付』藤岡道子編 2007和泉書院
(安宅) 懐中巻物取出し、本のごとく正面向、ひろげてよむ。皆々山伏共も、うしろより巻物を見る也。
「ツラツラ」「大恩教主」より皆々よむ。（一部表記を変更）

➡ 勧進帳を謡わない演出も創られた･･･観世流明和改正謡本など
・金剛流謡本 二十三世金剛右京訂正著作 昭和13年1月 檜書店発行
「夫つらつら」と勧進帳のあとの「関の人々」の頭に〇印があり、
「読物ヌク時はヨミ上けれとステ、跡の〇印、脇ノ文句ニスル」と頭注がある。

勧進帳は習物として能では謡うことが制限された。が、謡物（独吟曲）としても一調としても人気が高かった。

参考文献（文中引用文献以外） 天野文雄 明和の改正と「三読物」関係曲の演出 『演劇学論叢』第５号 2002.12
高桑いづみ 室町時代の「読ミ物」覚書 『能・狂言 謡の変遷』2015 檜書店
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