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『演戯の鏡』 (Abhinayadarpapa)翻訳ノート(3)*

船　津　和　幸**

キーワード: Na7yas'dst71a, Abhinayadaゆa甲a, abhinaya, sa-ttvika

O　はじめに

本稿は, ｢『演戯の鏡』 (Abhinayadaゆa甲a)翻訳ノート(1), (2)｣ (信州大学人文学部人文

科学論集く文化コミュニケーション学科編>第41&42号, 2007&2008)を承けたものである｡

以下, 『演戯の鏡』 (Abhinayadaゆa甲a-AD)の翻訳部分に採用原文を併記するが, <*

**** ( - ++++)>という表記方法により, < ｢訂正･採用した読み｣ (- ｢底本の読

み｣)>を示すこととする｡検討が必要な異読に関しては訳注で詳細するが,シンプルな誤植

は上記の表記で済ませることとしよう｡

なお,おそらくは,シヤールンガデーヴァが借用したものと思われるが,その論書『音楽

の大海』 (Sahg放zyatna-kwa-SR)にはADの詩節が多少の異読も伴って現れている.必要

に応じて対応個所を指摘し, SRにおける異読個所を<-SR : ****>の表記により示す｡

他の異読の表記も同形式とする｡

1  『演戯の鏡』翻訳と訳注(承前)

[38ab]　ところで,そ[の表現舞踊ヌリッティヤ]では,演戯術こそが最も重要である

と説かれる｡

tatra tv abhinayasyaiva pradhanyam iti kathyate /38ab/

(62) AD [34cd] ～ [37]において説かれたように,パフォーマーが自ら唄いながら,そ

の歌詞の内容を表現するなかで,その登場人物の基本的感情｢バーヴァ｣ (bhava)やエク

スタシー的感情の昂まりとしての情調｢ラサ｣ (rasa)を表現することを眼目とするのが舞

踊カテゴリー｢ヌリッティヤ｣ (nrtya)である｡そして,その状況表現,感情表現,ラサ表

現のためのテクニックの総称が｢演戯術｣,つまり｢アビナヤ｣ (abhinaya)であるが,狭

義の｢演技｣としての身体的な身振り,仕種による表現術にとどまらないことは後続の詩節

で説かれるところである｡また,現代の舞踊用語としては,この本来は広義の｢演戯術｣を

意味するアビナヤは,表現舞踊カテゴリーであるヌリッティヤの同義語として,よりポピュ

ラーに頻繁に用いられている｡

*　A Study with Translation of Nandike各vara's Abhinayada坤a甲a (No･3)

=　FUNATSU Kazuyuki, Professor of Faculty of Arts, Shinshu University
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『演戯の鏡』 (Abhinayadaゆa甲a)翻訳ノート(3)

すなわち語形フォーメーションは以下のようになる｡

語根"abhiJnT" +接尾辞"a" -abhi-Jne (グナ化)十Krt接尾辞"a"

-内連声の適用後,動作名詞"abhinaya"

83

(65) NSでは,さらに｢アビナヤ｣の語源に関する別系統の伝承と思われる2詩節を引く｡

これについて二つの詩節がある｡

ところで``abhi"を接頭辞とする語根J申缶は, ｢面と向かって(abhimukham),意味

を確定する(nirpaya)｣を意味する. [戯曲の]語義を伝える(nayati)がゆえに,
"abhinaya''と言われるのである｡ (NS II: 8.7)

そしてシヤーカーと身体大部位と身体小部位に結合した[演戯]が, [その適切な身体]

運用によって様々な表示をするがゆえに, ``abhinaya''と言われるのである｡ (NS II.

8.8)

つまり,演戯術"abhinaya''-観客へ面と面で向き合って[abhi (mukhyam)] +戯曲の

語義を伝える[(nir)paya]術,という等式が示されているのである｡この語源が別系統で

あろうと推定するのは, ｢シャ-カー(枝)｣という術語が,非常に具体的で一種の業界用語

の響きをもつからである｡同様に, ｢アンクラ(芽)｣｢ニヴリッティ･アンクラ(消滅の

芽)｣ ｢ス-チャー(暗示)｣ ｢ナ-ティヤーイダー(劇もどき)｣などの業界用語的な術語の

考察から, 『演劇典範』が当時存在していた複数の演劇マニュアル･アンソロジー的な性格

をもつことを推定できる｡ [参照]船津(2000),特にpp.468-471

[38cd] ～ [39]　演戯術は,身体的,言語的,また装飾的,そして生理的な[演戯術の]

四種類である｡そのうち,身体的[演戯術]とは,肢体により示されるものである｡

他方,言語的[演戯術]とは,言葉によって綴られた詩作品や戯曲などである｡

aflgiko vacikas tadvad aharyaりsattviko7parah //38//

caturdhabhinayas tatrahgiko'flgair nidar皇itaり(- SR : dar圭ito mataり) /

vaca viracitah kavyanatakadi tu vacikah (-SR: kavyanatakadis tu v云cakaり)

//39//

(66)冒頭の帰敬頒[1]において, ｢シュレ-シャ｣ (多義語を駆使して,多重の意味を読

み込む修辞学的技巧)で先取りされていた四分的演戯術体系がここで簡潔に提示され,後代

の規範となる｡すなわち, ①身体的演戯術(algika-abhinaya), ②言語的演戯術(Ⅴacika-

abhinaya), ③装飾演戯術(豆harya-abhinaya), ④生理的演戯術(S豆ttvika-abhinaya)と

いう分類体系である. [参照]船津(2008) p.118, AD [1当和訳ならびに訳注(2)

ただし, CoADでは, ``sattviko'paratl"を,別様に解釈して, "There are three kinds of

gesture : bodily, vocal, and ornamental (a-hgika, va-cika, a-hLi17ya), besides the pure, passion-

ate, and dark (saJttvika, etc.)." (CoAD, p. 17)と訳し,四分的演戯術体系か三分的演戯術体系

か,暖味である｡原文がないため断定はできないが,実質的には四分的と思われる｡

四分的分類体系が初出するのはやはり,以下に引く『演劇典範』であるが,そこでも,そ
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れとは別の三分的浜戯術体系も説かれる点は注目すべきであろう｡この間題は,訳注(81) (後

出)に譲る｡

再生族よ,演劇のこの浜戯術は四種類であろう｡この[演戯術]に立脚して,演劇は多

くのヴァラエティに富むものとなるのである｡

賢者たちよ,浜戯術は,身体的,言語的,装飾的,そしてまた,生理的という四種類と

名づけられていると知られるべきである｡ (NSI. 8.9)

(67)第一の｢身体的演戯術｣ (7-ソギカ･アビナヤ)は,もろもろの身体部位(ahga)

による身体表現とされ,狭義の｢身振り手振りの仕種による演技｣に相当するものである｡

しかし, ADがこれ以降の詩節で扱う主題はこの身体的演戯術に限りなく限定されており,

その体系的な詳解から理解されるのは,この身体的浜戯術というのが,役者や踊り子の悪意

的な,あるいは個人的な解釈による演技の体系ではなく,身体のあらゆる部位の一挙一動が

身体的に分節化され,それらによる意味論と統辞論とを備えた｢身体言語｣とも呼ぶべき体

系である｡

世界最古の演劇伝統とされ, 2004年にユネスコにより世界無形文化遺産に指定されたサン

スクリット語演劇クーリーヤーツタムやそれから派生した舞踊劇カタ-カリでは, -ソドジ

ェスチャー｢ハスタ･ムドラー｣ (hastamudr豆)だけで物語の筋を完全に表現できるとされ,

それが手話言語にも匹敵する体系であることに驚く｡カタ-カリでは, 18世紀に書かれた

『/､スタ定義の灯火』 (HashzlakS甲ad2-pika)という-スタ･マニュアルに基づき, 24種類の

片手の-スタ(asalpyuta-hasta)とその両手による組み合わせ/､スタ(sa甲yuta-hasta)

を所定の所作で静的,動的に提示することで,無数の名詞や動詞のみならず,人称代名詞や

形容詞,前置詞,疑問詞,呼びかけなどを創り出し,その総数は504種類の舞踊言語の体系

をもつ｡しかし,もっと驚くべきは,その｢-スタ･ムドラー｣体系ですら,身体言語の一

部であることであろう｡

[参照] Marg, Vol. XI, No. 1, (Special Issue for Kathakali), 1957, pp.16-19 ;船津(1999)

pp.236-237

(68)第二の｢言語的演戯術｣ (ヴァ-チカ･アビナヤ)は,ここでは,演劇のシナリオと

しての詩作品,戯曲と簡潔に説明されるだけだが,役者,舞踊家-のマニュアル的視点から

言えば,修辞学,言語学,韻律学への造詣を踏まえて,それらを朗読し,語り,唄うところ

のレシティショソ,エロキューション,デクラメイショソとしての台詞術も含まれるであろ

う｡ちなみに, NS (GOS版)紘,この言語的演戯術に対して,子音･母音から始まるサン

スクリット文法概略,韻律の種類･要素などの韻律学(14章｢韻律の規則｣),タヌマディヤ

ーに始まる具体的な52種類の韻律型の定義と実例(15章｢韻律の探求｣),優れた戯曲におけ

る36種類の特徴(16章｢戯曲の特質｣),プラークリットとサンスクリットの朗唱法と役柄,

呼びかけと抑揚と間の取り方など(17章｢声の変化と楽音｣ kakusvaravyaBjana),戯曲の

10種類(18章｢一〇種の解説｣),プロットの五段階理論(19章｢連結の解説｣),そして演劇

の四様式論(20章｢様式の種類｣)と,台詞術的な内容も含めて,多岐にわたり詳細に規定
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している｡

特に,最も正統的な形式を備えるナ-タカ(n豆taka)をはじめとする10種類の正劇と18

種類の副劇についての内容規定やインド演劇における｢序破急｣理論である(彰発端

(mukha), ②進展(pratimukha), ③発展(garbha), ④停滞(vimar歪a)そして⑤大団

円(nirvahapa)というプロットの進行段階(salpdhi)などの重要な主題が,この言語的演

戯術において扱われる｡

[40ab]　装飾的[演戯術]とは,首飾り,腕飾り,衣裳などによる装飾である｡

aharyo harakeyCJraVe申dibhir alarTlkrtih (- SR ; harakey口rakirT!adivibh申aDam) /

(69) ADでは,第三の｢装飾的演戯術｣ (ア---ルヤ･アビナヤ)は,首飾りや腕飾り

などの装身具やコスチュームであると極めて簡潔に説明されるだけであるが, NS (COS

版)は, ｢装飾的演戯術｣とは｢装飾に関する儀軌｣ (nepathyaja-vidhi) (NS III. 21.3b)

と定義し, ｢さて,その装飾(nepathya)には四種類あり, ①造形物(pusta), ②装飾品

(alahkara), ③四肢を飾ること(aflgaraCan豆),そして④動物(sajiva)であると知られ

るべきである｣ (NS III. 21.5)とし,舞台衣裳(nepathya)を含む装身具のみならず, ｢造

形物｣,つまり｢仮面や操り人形や山や乗り物などの大道具｣や｢動物｣,おそらく｢四つ足

の動物や二本脚の鳥や脚のない蛇などの縫いく..るみ(?)｣ (NS III. 21.162cd-163)に加え

て, ｢顔面や手足-の装飾｣,すなわち｢化粧,メイクアップ｣を詳説する｡

英訳者Ghoshも, "aharya"ないし``nepathya"に対して"The Costumes and Make-

up"の訳語を充てる｡ [参照] GhNS I: p.411など

(70) NSにおいて,メイクアップが,演戯術の重要な一部であること,そして｢様式的演

出｣ (n和yadharmi)であることが,インド的な輪廻転生思想との類比で説かれるのは興味

深い｡

身体へのメイクアップ(vartan豆)により素顔を隠し(chadana-chadita), [役どこ

ろに応じて]自らの衣裳を取り替える(svave!aparivartana)役どころ(prakrti) [の

本性を分かち持って]いる容貌(rdpa)は,様式的演出(n豆tyadharmi)に適用された

ものとして理解されるべきである｡

自らの[素顔の]顔色を,衣裳に合わせた,諸々の化粧顔料(va叩aka)によって覆い

隠して,その役どころの本性が呈するところのその容貌が造られなければならない｡

ちょうど,個我が[現在の]自ら[の身体]と本性を捨て去った後,別の身体に依存し

た[個我]が,別の身体とその本性を享受するように,役者もまた,衣裳と化粧顔料に

よって[素顔を]隠して,その衣裳に依存して,別の役どころの本性を演じるのである｡

(NS III. 23.87cd191ab)

(71)装飾的演戯術に限らず, 2種葉の演出法,すなわち, ｢リアリズム的演出｣ (lokad-

harmi)と｢様式的(あるいは,演劇的,約束事的)演出｣ (natyadharmi)という視点は,

インドのパフォーミングアーツ研究には極めて重要であると思われるが,装飾的演戯術につ
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～

いてはNSでは次のように言われる｡

実生活では,個物は種々雑多な特徴を備えているが,その模倣的形態(anukrtisa甲-

sth豆na)をもつものが舞台補助物(n豆tyopakarapa)であろう｡宮殿や家屋や乗り物

や,また種々の武器は,当然ながら,特徴をもって規定されるようには,ここ[舞台

上]では造ることはできない｡

[装飾的浜戯の中で]あるものは｢リアリズム的演出｣であろう,またあるものは｢様

式的演出｣であろう｡実物(svabhava)が｢1)アリズム的演出｣であり, [実物の]模

倣(vikara)が｢様式的演出｣である｡ (NS III. 21.201-203)

上記のように, ｢舞台補助物｣,つまり大道具･小道具に関して,舞台上では実際の家屋建

設は現実的に不可能だからセットで,真剣の武器は危険であるため軽い素材で造った模造品

を使用すべきであり,過剰な,また純金のような重量のある装身具は役者や舞踊家を動きに

くくさせるために避け,キラキラする雲母などを使った模造品とし,馬や象などの動物も軽

い樹や竹や縫いく"るみや張り子で済ませるべし,と事細かに指示がある｡ [参照] NSIII. 21.

204-225

こうした現実的な舞台制作への諸規定は,インドのパフォーミングアーツ全般における舞

台装置,大道具,小道具が概して簡素で,象徴的な小物を活用する,ある意味では能狂言の

舞台とも共通する,簡素にして象徴的舞台伝統へと展開してきたとも思える｡

(72) ｢リア1)ズム的｣, ｢様式的｣という2つの視点から-スタ･ムドラーの造形的形成や

変形や拡大を考察することもできる｡ /､スタ･ムドラー体系という｢手や指の形態に基づく

言語｣体系において, -スタ･ムドラー言語の単語レベルの形態素に相当する基本的形態か

ら,許される静的/動的バリエーIyヨソを含む多義語-の展開は,原則的にはリア1)ズム演

出から様式的演出への展開であり,逆にこの原則に基づけば,言語的な形態定義で暖味なオ

リジナル形態を推定することも,多義語の意味の特定も可能になりうることを示した｡また,

-スタ･ムドラー言語のイディオムとも言えるジェスチャーに関しても,日常的なジェスチ

ャーが1)ア1)ズム演出として採用されたものもある一方,演劇通のみしか理解できないエン

ブレムとしてのジェスチャーが様式的演出から導入されたことなど,別のところで論じた｡

[参照]船津(2006)

また,ケ-ララ州のカラ1)パヤットク(Kalaripayattu)というインド武術や空手などの

マーシャルアーツにおける基本的立ち方や動き方を検証し,攻撃･防御にヒントを与えた動

物のポーズやその身体文化圏の特徴的身体運用が,まず｢リアリズム演出｣として導入され,

抽象化されて｢様式的演出｣となる過程で,各々の武術特有の秘技,得意技を形成するとい

うように,パフォーミングアーツ一般に適用することも可能である｡ [参照] Kazuyuki

Funatsu, "Lokadharmi and Natyadharmi in Martial Arts", In Polish, Proceedings for III

International Festival of Anthropology of Dance, Krakow, 2009 (掲載予定)

(73) ｢装飾的演戯術｣に関しては, NSで詳説されるメイクアップのための色彩とその適

用に関する色彩論が重要である｡メイクアップのための基本原色とそれらの混合色の規定は

こうある｡
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白,育,黄,そして第四に赤,これらが[四種の]基本原色(svabh豆vajavarpa)であ

る｡身体はこれら[の色彩]でメイクアップされねばならない｡さらに別に,混合色と

派生色とがあるが,パフォーマーにより実践されるべきままに,それらを説こう｡

｢アヒル色｣ (karapdava)が白と青との混合により[生じる]と教えられている｡

｢蒼白色｣ (p豆再uvarDa)は白と黄との混合から,と説かれている｡

｢蓮色｣ (padmavarpa)は,白と赤との混合により,と説かれる｡

｢緑｣ (harita)という名称のものが黄と青との混合から生じる｡

｢褐色｣ (ka!aya)という名称のものは青と赤との混合から生じる｡

｢サフラン色｣ (gaurava叩a)は赤と黄の混合から,と教えられている｡

以上が混合色である｡

これは別の, [基本原色中の]三,ないし四色が混合した多くの派生色も説かれる｡

青を除いて,ある色彩が強い性質のものである場合,それゆえに,それには-の割合を,

弱い性質の[色彩]にはこの割合を認めるべきであろう｡青に対しては-の割合が,は

かの色彩には四[の割合]があるべきであろう｡青こそが,すべての色彩の中で[一

番]強いと説かれている｡

このように多様な混合に基づく色彩の儀軌を理解して,識者はしかる後に,適切に身体

のメイクアップをなすべきである. (NS III. 21.18cd-87ab)

(74)四種類の基本原色とその混合色をまとめると以下のような組み合わせとなるが,訳語

の選択は結果的に得られる色彩から逆に特定されるであろう｡

<基本原色の混色一覧表>

白(sita) 

;アヒル色(karapOava) �r�Fﾆ���

蒼白色(papqu) 處竊��&友���黄(pTta) 

蓮色(padma) �9�I�b���ﾇ����サフラン色(gaura) ��B�&�ｷF���

混合の仕方は,たとえば, ｢アヒル色｣の場合,白は弱色,青は最強色であろうから,

4 : 1の割合で混色するものと思われる｡その結果,かなり淡い水色が得られるが,これに

相応しい色彩をもつアヒルが現実に古代インドには存在したのであろうか｡同様に, ｢蓮色｣

の場合,弱色の白と強色の赤を2 : 1の割合で混色すれば,淡いピンクとなり,蓮色にふさ

わしい｡

(75)　より重要なことは,色彩論が,仮面を含む｢冠りもの｣や｢髭｣や装身具や小物など
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を統合して, ｢様式的演出｣において特徴的な｢役どころ｣のカテゴリー化-の基礎理論と

なっていることであろう｡

バラタは, ｢諸々の色彩の規則を理解した後,役どころの出身地や出自や年齢に応じた身

体へのメイクを,登場人物に施すべきである｣ (NS III. 21.95cd-96ab)として,たとえば,

神々や天界の舞姫アブサラスにはサフラン色,太陽神は輝く黄金色,月神や木星,金星,ヒ

マ-ラヤ神,ガンガー女神は白,火星は赤,水星は黄色による顔面メイクアップが相応しく,

人間については王は蓮色かサフラン色か黒青色,種姓についてはバラモンやクシャトリアが

サフラン色,ヴァイシュヤとシュードラは黒,などとメイクアップの基本色を実に細かく規

定する｡
一方,コスチュームについては｢天上界の美女たちのそれぞれの役どころに応じた区別は,

いろいろな状況に応じた装身具やコスチュームによってなされるべき｣ (NS Ill. 21.53cd-54

ab)と言い,たとえば,天界の器楽奏者であるガ-ソダルヴァの女性には｢ルビーの宝石

が一杯の装身具,手には弦楽器ヴィ-ナ-,そしてべニバナで染めた真っ赤なコスチュー

ム｣ (NS III. 21.61cd-62ab)と規定する｡さらには, ｢髭｣ (歪ma歪ru)にも, (∋髭なし, (参

華麗髭, ③黒髭, ④もじゃもじゃ髭の4種類があり,それぞれ,俗世に無関心な行者,エロ

スに駆り立てられる王,惨めな境遇の人,立ち続けの苦行をする聖者などの象徴であるとさ

れる｡ (NS III. 21.114cd-120)

｢冠りもの｣ (pratigiras/pratigTr!a)に関しても,たとえば, ｢冠りものもまた,演劇に

立脚して,地域性,出自,年齢に応じて,神々ならびに人間の役どころに対して準備される

べきである｣と説き, 3タイプの冠りもの,正確な形状は不明ではあるが, ①パールシャヴ

ァガタ(横向き冠?), (参マスタキー, ③キリーティー(尖り冠?)が,それぞれ,ヤクシ

ャやラークシャサやパソナガ,偉い神々,王などの象徴であるとされる｡ (NS III. 21.139-

143ab)

(76) NSに先取りされているこの役どころに対する様式化-の理論に立脚して,メイクア

ップの色彩や独特な形状や色彩の冠りもの･仮面や髭によって,役どころを様式的なカテゴ

1) -体系-綜合しているパフォーマンスの代表がカタ-カリ舞踊劇であろう｡

基本的なメイクに四タイプある｡パッチャ,カッティ,クーディ(3種類),カリそして

ミヌツクであるが,そのメイクだけに関しても,微に入り細に入りこと細かく規定されてい

る様式を知ると,それがまさしく『演劇典範』の直系伝統であることをいやおうなしに理解

させてくれる｡

まずカタ-カリには,先行するサンスクリット演劇クーリーヤーツタムから引き継いだ,

NSには言及されない独創的なメイク上の工夫もある｡ ｢チュッティ｣ (cutti)と称される顎

型である｡チュッティとは米粉と石灰を練ったペーストのことで,役者の顔形に合わせて三

日月状に切り取りとった白い厚紙を,そのペーストで顔面の両側と顎にかけて何枚も階層的

に固定する｡この顎型は異様な仮面のごとき外観を与えるが,厚塗りのメイクの顔が展開す

る七変化の感情表現に観る者は度肝を抜かれる｡その,いわばチュッティによって聖域化さ

れた顔面という舞台に繰り広げられる華麗なメイクは次のように措写される｡ (Marg, Vol.

XI, No. 1, 1957, pp.24-25)
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①　パッチャ(paccha) (｢グリーン｣の意)

パッチャは｢純質的な｣役柄に対するメイクアップである｡すなわち,洗練さ,心の安

定,ヒロイズム,人徳を意味して,神聖な人物,英雄,高貴な王,たとえば,アルジュ

ナやクリシュナやナラなどに対するメイキャップである.明るい豆色のグリーンの顔料

が頬骨の上に,顎の線に沿って,顔中に塗り広げられる｡これは顔面表現の部位を含む

のである｡眉毛は黒墨で様式化され,眼の動きや表現を強化するために隈取られ大きく

される.唇は特別な様式化されたデザインで深紅に塗られ,カーストを示すマークや装

飾が,白や赤や黒で額に描かれる｡

②　カッティ(katti) (｢ナイフ｣の意)

邪な欲望に支配された｢激質的な｣役柄に対するメイクで,赤の小部分によって分断さ

れたグリーンの,より複雑な形態をもつ｡基本色であるグリーンは白のチュッティの緑

取りと一緒に用いられる｡額の眉の上には,白の輪郭線で囲まれた,赤い枝のような形

が鼻柱へ向かって描かれる｡鼻の上には赤と白の卵形の模様が描かれ,チュッティ･プ

ッヴと呼ばれる,白い柔らかいコブが鼻先と額にくっつけられる｡カッティ･メイクの

一番の特徴は,唇の上に赤で描かれた,面白く釣り上がった口髭である｡それは白のペ

ーストで縁取られた両類の上向きの巻き毛となって終わる.喉もとは濃い蓄夜色に塗ら

れ,上唇の下の口元には一組の象牙の牙が,反抗ないし怒りを表すために,付けられる｡

ランカー島の魔王ラーヴァナがカッティ･タイプの有名な役柄である0

③クーディ(tadi) (｢髭｣の意)

(i)ヴェッラ･クーディ(ve!latadi)

｢自髭｣は,吉兆的な役柄で,位の高いタイプで,猿髪の-ヌマ-ソやヴィヴィダのよ

うな神話的な猿の役柄のための特別なメイクである｡顔面上半分は黒く塗られ,鼻先と

顔面下半分は赤｡白いペーストの尾根が対角線上に鼻の両側から頬まで巻き上がる｡

赤･白の模様が,額と鼻と顎に描かれ,顔の両側に沿った白いチュッティの緑取りはス

カロツプ的なデザインで細く黒で描かれた唇の上部には白い装飾が施される｡口には象

牙の牙がっけられ,白い木綿糸で作られた様式的なひらべったい大きな自髭が顎下に結

び付けられる｡

(ii)カルック･クーディ(karuttatadi)

｢黒髭｣メイクは野蛮な森の狩人を表す｡シヴァ神が英雄アルジュナの力量を試すため

対決するとき,狩人キラータの役柄で,この扮装をする｡黒髭は赤と白の派手な模様を

もった基本的に黒のメイクをする｡頬には赤い三日月模様が描かれ,白いペーストの緑

取りで強調される｡額の同様な赤と白の曲線状の模様は異様な眉を灰めかす｡口は奇妙

なデザインで赤と黒で描かれ,鼻先に白いコブが貼り付けられる｡大きな黒髭が顎下に

結びつけられ,牙も付けられる｡

(lil)チュヴァンナ･クーディ(cuvannataOi)

｢赤髭｣は恐ろしく破壊的な,カタ-カリの悪魔の代表型である｡顔の上半分は黒,下

半分は赤に塗られる｡口も細く黒で描かれ,赤と白の模様が額と鼻に施される｡口元と

鼻とから頬へと捻り上がる二列の浮猛な白い剛毛がある.それは,薄い波形の厚紙で,

白いペーストの尾根に固定されている｡大きな象牙の牙がロにあり,顎下の様式的な大
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きな赤髭が顔の両端の上部まで延びる｡白い柔らかいコブが鼻と額に貼り付けられる｡

④　カリ(kari) (｢黒｣の意)

カリ･タイプは,カタ-カ1)で重要な役割をもつ女悪魔, 『ラーマーヤナ』のスルパナ

カー,そして子供のク1)シュナ神を殺そうとする女鬼プ一夕ナ-がそうであるo基本的

な顔面の色彩は黒で,唇もまた黒である｡白い斑点で縁取られたオレンジがかった赤の

三日月模様が頬に描かれる｡額も同様にメイクされる｡赤と白の花模様が鼻先と顎に描

かれている｡顔は白い斑点の列で縁取られる｡牙と大きな飛び出した乳房が女悪魔の特

徴である｡

④　ミヌツク(minukku) (｢艶やか｣の意)

艶のある,明るい淡黄色のメイクは女性の役柄,女神,妖精,ヒロイン,そして変装し

た女悪魔向けである｡敵と立ち向かうため,ヴィシュヌが変身した魅力的モーヒニーや

天界の華ウルヴァシーがミヌックのメイクの典型である｡淡黄色が顔一面に施される｡

芽は花弁のように縁取られ,眉は魅惑的な曲線を描く｡唇は朱で美しく描かれ,頬や顎

や額は白い斑点の装飾を施される｡顔にちりばめられた雲母薄片が柔らかい光の中で魅

力的な輝きを与える｡女悪魔が変身したラクシヤシ･マ-ヤー･スソダリーもまたミヌ

ック･タイプだが,怒ったときに本性を現すために,口には牙が隠されている｡仙人や

バラモンや御者,使者などのマイナーな役柄もまたこの明るい艶やかなスタイルでメイ

クされる｡天界の音楽家ナ-ラダ,バラモンの戦士パラシュラーマ,ヴィシュヴァミト

ラもこのタイプである｡

8

<カタ-カリにおけるメイクアップのカテゴ1)->

｢パッチャ｣　　　　　｢チュヴァソナ･クーディ｣　　　　　｢ミヌツク｣

｢パッチャ｣への｢チュッティ｣化粧

[40cd] ～ [41]　生理的[演戯術]とは,感情に通じた[役者]によって,生理的発現と

しての感情を伴い,示されるものである｡

身体硬直,汗水,鳥肌立つこと,言葉の途切れ,また,震え,顔面蒼白,落涙,気絶,以上

の八種類が生理的発現[としての感情]であると教えられている｡
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sattvikaりsattvikair bhavair bhavajRena (- SR : bhavukena) vibh白vit叫//40cd//

stambhaりsved云mbu romaRcaりsvarabhailgO 'tha vepath叫/

vaiva叩yam a圭ra pralaya ity a宇!au sattvik叫smrt叫//41//

*ほぼ同じ詩節がNSに兄いだせる｡

stambh叫svedo 'tha romaFlcah svarabhaflgO 'tha vepathuh /

vaiva叩yam a主ru pralaya ity a亭tau sattvik叫smrt叫// (NS I. 6.22)
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(77)ここで,術語｢サットヴァ的演戯術｣ (S豆ttvika-abhinaya)を｢生理的｣浜戯術と訳

出した理由は,それと密接する8種類の｢サットゲァ的バーヴァ｣が具体的に列挙されてい

るからである｡そしてそれらが,バラタの有名な情調理論ラサ規定｢ヴィバーヴァとアヌバ

ーヴァとヴィアビチャーリ･バーヴァの結合により[スターイ･バーヴァから]ラサが生じ

る｣ (vibh云V豆nubh豆vavyabhic豆risalpyOgad rasaniPpattitl) (NS I･ p. 272散文部分)という

マニフェストにおいて言及される｢アヌバーヴァ｣と同じと思われるからである｡

上記の所謂｢ラサ･スートラ｣は, ｢八種類の潜在的な基本感情スターイ･バーヴァのい

ずれかを誘引する原因｢ヴィバーヴァ｣と,そのスターイ･バーヴァの顕在化が引き起こす

外的な生理的変化｢アヌバーヴァ｣と,そのスターイ･バーヴァに附随して起こる一時的感

情｢ヴィアビチャーリ･バーヴァ｣とが結合すると,そのスターイ･バーヴァから美的体験

としての情調｢ラサ｣が生じる｣というプロセスが提示されていると理解される｡そしてこ

らに言われる｢アヌバーヴァ｣の内容が, AD [41]で列挙されるのと同一の｢身体硬直,

発汗,鳥肌立つこと,言葉の途切れ,また,震え,顔面蒼白,落涙,気絶｣なのである｡

｢アヌバーヴァ｣が｢サットゲァ的バーヴァ｣と同義語でいずれも｢感情の生理的発現｣を

指しているのか, ｢アヌバーヴァ｣の特殊なものが｢サットヴァ的バーヴァ｣であるのか,

確定しがたいところがあるが,バラタ自身が｢アヌバーヴァ｣を｢サットヴァ的バーヴァ｣

と言い換えて｢ラサ･スートラ｣を説明していると思われる個所がある｡

その[｢ラサ･スートラ｣]において,潜在的な基本感情スターイ･バーヴァは八種類で

あり,従属的感情ヴィアビチャーリ･バーヴァは三三種類であり,サットヴァ的バーヴ

ァは八種類である｡このようにこれら四九種類のバーヴァが戯曲のラサの顕現化(ab-

hivyakti)の原因であると理解すべきである｡そして,普遍という属性と結合すること

により,これらから[八種類の]ラサが発生するのである｡ (NSII.7.6散文部分,

p.348)

(78)　ここに言及される49種類のバーヴァと8種類のラサを訳語とともに一括して示そう｡

(i)スターイ･バーヴァ(sth豆yibhava)

①恋ごころ(rati)　②可笑しさ(hasa)　③悲しさ(菖oka)　④怒り(krodha)

⑤やる気(utsaha)　⑥恐れ(bhaya)　⑦嫌悪感Gugups豆)　⑧驚き(vismaya)

(ii)ヴィアビチャーリ･バーヴァ(vyabhicaribhava)

①自己嫌悪感(nirveda) ②消耗感(glani) ③不信感(歪ahka) ④嫉妬感(asdya)

⑤狂おしい感(mada) ⑥徒労感(歪rama) ⑦物憂い感(豆1asya) ⑧惨め感(dainya)

⑨不安感(cint豆)　⑩混乱感(moha)　⑪後ろ向き感(smrti)　⑫満足感(dhrti)
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⑬恥じらい感(vrTda) ⑭気移り感(capalat豆) ⑮はしゃぎ感(har!a) ⑯おたおた

感(avega) ⑰かったるい感Gaqata) ⑱得意感(garva) ⑩がっかり感(vi申da)

⑳期待感(autsukya) ⑪眠くて眠く'て感(nidr豆) ⑳物忘れっぽい感(apasmara)

⑳無感覚(supta)　⑭われに返る感覚(vibodha)　⑳ムッとくる感覚(amar!a)

⑳つくり笑顔感覚(avahittha) ⑳刺々しい感覚(ugrat豆) ⑳思案中の感覚(mati)

⑳身体の具合が悪い感覚(vy豆dhi)　⑳気が狂いそうな感覚(unmada)

⑪死にたい感覚(maralJa) ⑫ビクビク感(tr豆sa) ⑳思い巡らす感覚(vitarka)

(111)アヌバーヴァ/サーットヴィカ･バーヴァ(anubhava/S豆ttvikabh豆va)

①身体硬直(stambha)　②発汗(sveda)　③鳥肌立つこと(rom誠ca)

④言葉の途切れ(svarabhahga)　⑤震え(vepathu)　⑥顔面蒼白(vaivarpya)

⑦落涙(a歪ru) (秒気絶(pralaya)

(iv)ラサ(rasa)

①エロス(歪rihgara)　②笑(hasya)　③悲(karupa)　④怒(raudra)

⑤勇(vTra)　⑥恐(bhayanaka)　⑦嫌(bTbhatsa)　⑧驚(adbhuta)

(79)では,そもそも｢感情の生理的発現｣と訳す｢アヌバーヴァ｣の意味するところはな

にか,という問題である｡手元にあるApteの『サンスクリット辞典』に, "(In Rhet.) An

external manifestation or indication of a feeling (bhava) by appropriate symptoms, such

asbylook, gestures"とあるように,内的な感情の昂揚が外的な仕種であるとか生理的変化

となって現れることで,とすると,第四の｢サットヴァ的｣,つまり｢生理的演戯術｣とは,

強烈な恐怖や驚き,あるいは悲しみや怒りの感情体験が,顔面蒼白,身の毛はよだち金縛り

転あって失神してしまうとか,唇わななき,言葉に詰まり大粒涙に悶絶する,といった生理

的,且つ身体的発現に対する浜戯術とされていると思われる｡しかし,別に狭義の身振り手

振りの身体的演戯がたてられている以上,むしろ,役者たるもの,役どころになりきり,役

どころへの深い感情移入の結果,感情の生理的発現すらコントロールすべし,という意義を

持つ演戯術と解すべきであろう｡目薬に頼ることなく自在に涙を流し,腹から笑い,感極ま

れば失神すら本当にしてしまうような,感情移入力が説かれているのであろう｡

(80) ｢サットゲァ的演戯術｣が役者の視点からは役どころ-の｢感情移入力｣であるとす

ると,観客の視点からは,役どころの心情や感情体験を｢追体験する｣ことを可能にする役

者の迫真の演戯術,ということにもなろう｡アヌバーヴァの語源である動詞"anu-

Jbh白" (Caus.)は｢経験する,体験する｣の意を持ち,接頭辞"anu"の意味を考慮すれ

ばまさしく｢追体験｣の意味を得るのである｡バラタによる｢アヌバーヴァ｣の定義がある

が,次のように解釈すべきであろう｡

これによって｢追体験させられる｣ (anubhavyate)というので,言語的,身体的,サ

ットヴァ的浜戯が[｢アヌバーヴァ｣と呼ばれるのである]｡

こ[の定義]に関して次の詩節がある｡

演劇においては,言語的,身体的[,サットヴァ的]演戯術によって, [役者の演技の]

意味が追体験させられるという理由から,それが｢アヌバーヴァ｣と教えられているの
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である｡それは,シャ-カーと身体大部位と身体細部位とに結びついた[演戯術]であ

る｡ (NSI.7.5)

ここにある｢シヤーカーの演戯術｣, ｢身体大部位の演戯術｣ ｢身体細部位の演戯術｣が,

第一の｢身体的浜戯｣の3種類の細分であり,それぞれ,身振り的(ce!t云krta),肢体的

(歪arTra),顔面的演戯術(mukhaja)を指していると思われることの考察は,船津(2000)

pp.468-471,に譲る｡

また, 『演劇典範』の諸注釈書を比較対照し,スターイ･,ミ-ヴァ,ヴィバーヴァ,アヌ

バーヴァ,サーットヴィカ･バーヴァ,ヴィアビチャー1) ･バーヴァなどの諸概念を詳細に

検討し, ｢ラサ･スートラ｣の解明を試みた研究として,上村勝彦『インド古典演劇論にお

ける美的経験』東京大学東洋文化研究所報告,東京大学出版会, 1990,を挙げておこう｡

(81)この第四の｢生理的｣,あるいは｢サットゲァ的｣演戯術は,別のところ(船津

(2000) pp.464-468)で論じたように,少々複雑な別の問題を含む｡それはこの四分的演

戯術体系とは別に,バラタの息子の一人とされる古師コ--ラが説いたとされる三分的浜戯

術の体系も存在したと思われるからである｡それは,まず｢一般演戯術｣ (samanya-ab-

hinaya)と｢特殊演戯術｣ (citra-abhinaya)とに大別され,前者がさらに, ①言語的, ②

肢体的,そして③サットヴァ的演戯術,に細分される｡そこでは, ｢サットヴァ的演戯術｣

は,内面の感情が外的に引き起こす生理的変化や無意識に現れるジェスチャーの様を,感情

移入により生理すらコントロールして再現せよ,とする四分的演戯術のそれとはずいぶん異

なった,より重要な浜戯術として扱われる｡
一般演戯術とは実に,言語的,肢体的,サットヴァ的[演戯術]であると知られるべき

だ｡サットヴァ-の(NS III: tatra-KSS: sattve)努力がなされるべきだ｡サット

ヴァにおいて演劇は極まる｡サットヴァに溢れる演戯ほ最高であると言われる｡サット

ヴァが普通である[演戯].は並みであろう｡サットヴァを欠いた[浜戯]は最低である

と言われる｡サットヴァは,その本質は未顕現ではあるが,諸々の感情の基盤であり,

状態に応じたラサを備えており,鳥肌,落涙などの属性を伴うものと知られている｡

(NS III. 22.1-3)

ここでは, ｢サットヴァ｣は,外的な生理的変化の原因である内的な感情の昂揚よりも,

さらには芸術の究極の目的であるラサよりも本質なものとすら見なされているようであり,

サットヴァを欠いていては演戯そのものが成立しないかのようである0 NSの権威的注釈者

アビナヴァグブタは, ｢サットヴァとは意識の場にある心の機能に他ならず,全身を遍満し

ており｣ (ABh.ad NS III.22.1,p.152.1.19), ｢サットヴァが最高なものにおいて見られる

がゆえに,身体の特徴としてあるものはサットヴァ的なものである｡女の最高の性質は｢エ

ロス｣のラサに極まり,男の最高の性質は｢勇｣のラサに終わる｡女にあるエロスと男にあ

る勇によってすべての世人の人生の目的は獲得される｣ (ABh. ad NS III. 22.4, p.153.ll.6

-9),とさえ言う｡
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(82)このような概念を有するサットヴァは,サーソキャ哲学派の｢サットゲァ(純質)｣

を直ちに思い浮かばせる｡根本聖典『サーソキャカーリカー』は｢[三]グナ[であるサッ

トヴァ,ラジャス,タマス]は,それぞれ,快,不快,迷妄を本質とし,照射,活動,抑制

と目的とし｣ (SK. 12ab), ｢サットヴァは軽快で輝くものであり,ラジャスはェネルギ-で

あり動的なものであり,タマスは鈍重で隠蔽的である｣ (SK.13abc)とする｡そして宇宙,

自然,人間を含めた現象界のすべてはこの三種類のグナから構成され,サットヴァ,ラジャ

ス,タマスのいずれが優勢かによって,その事物の物理的,質的特性や状態が規定されると

し,およそ快いもの,善なるもの,純粋なるものはサットヴァに由来すると考える｡

そうしたサットヴァ観にたてば,役者たるもの日々の稽古でサットヴァ的資質を開発すれ

ば,女の最高のサットヴァ質であるラサ｢エロス｣を,男の最高のサットヴァ質であるラサ

｢勇｣を顧現させうる演戯術を体得できるのである｡したがって, ｢サットヴァ的漬戯術｣

とは,そうしたサットゲァが顕現した役どころ,特に,愛に酔う女のエロティックな｢容姿

の綾｣ (alalpk豆ra)の演戯を意味し,それが微に入り細に入り分析されているのであるo四

分的演戯術体系の｢生理的演戯術｣と三分的演戯術体系の｢サットヴァ的演戯術｣とには,

鳥肌や落涙など,内的な感情を原因として外観的に特徴的な心身的変化が現れるという共通

の発想も認めうるが,やはり異なる視点に基づく演戯術理論と理解すべきであろう｡

この点で, CoADにおいては, ｢サットヴァ的浜戯｣は, "thepure, passionate, anddark

(sa-ttvika, etc.)" (p.17)と訳されており,明らかにサーソキャ哲学の三グナ,すなわち,純質

としてのサットヴァ,激質としてのラジャス,暗質としてのタマスと解釈しているわけであ

るが,実質的に四分的演戯術と思われることは,すでに指摘した｡ [参照]訳注¢6)

(83) 『演劇典範』における三分的演戯体系の概要は以下のようになろうか0

<一般浜戯術と特殊演戯術>

一般演戯術 ��ﾋ靜ｩ4�� �� 

(塾身体的 �� ��

③サツトヴア 狗 况X��,ﾈ挟�①身体的 ��Wy�B亥�ｫH�鑼(芥ｵ��

②本性的 嫡I�i�ﾈ,ﾉ�韜xt�怦t)�X*(,ﾉy�.｢�t9�8,ﾉ:騅ｈ��ｫH��,ﾈﾈ8+X*(ｴ餾｢�tYk8�8�,域H顗thｴ�+�,�+ﾘ-8.��tyk8ｭi�8,ﾈ-8.��*(+�.�,(*ｲ�t兌x+�*h,ｨ-8.��

③付随的 傚r�(事実②魅力③繊細さ ④輝き⑤自制(参勇気 (診尊厳 

男 ��Oﾈt�tH楮+8t(ｬ8+2�t9W8ｿﾈ+2����+X+8tY�hｴ2�亥�ﾘ(ｴﾘ+8tytXｴ2�

特殊浜戯術 亅H��,ﾉuX獣ﾈ鳧ｭI��雍y��6x��*ｸ,�,x,ﾂﾘ5�5篳ｷ�-�9h,I�X.�4�亰��
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[42] ～ [43ab]　その中で,身体的[演戯]は,身体大部位,身体中部位,身体細部位

という形で,三種類であると示されている｡

この中で,身体の大部位とは,頭部,両手,胸部,脇腹部,腰部,両足,という六[部位]

と言われている｡ある者たちは,首を[加えて]言う｡

[43cd] ～ [45ab]　さてまた,身体の小部位は,両肩,両腕,背中,そして下腹部,両

膿,両すね,の六[部位]と言われている｡ある者たちは,両手首,両膝,両肱というこの

三[部位]をも加えて言っている｡首もまた[加えうる]であろう｡

それに対して,身体の細部位は肩のみであると,賢者たちは言っている｡

[45cd] ～ [47ab]　[しかしながら],覗,眉,臆,眼球,そして,両頬,鼻,上顎,下

唇,歯,舌,下顎,そして口という一二[部位]こそが頭部における細部位である｡

また,他の身体の大部位にも, [たとえば]両足の崖,くるぶし,足の裏や両手の[一〇本

の]指[などのような細区分]がある｡

tatraflgiko 'flgapratyaflgOPaflgais tredha prak自主itaD /

ahgany atra giro hatau vak等叫par皇vau katTtatau //42//

padav iti亭aq Uktani grTv云m apy apare jaguh /

pratyahgany atha ca skandhau bahti pr!tharrl tathodaram //43//

EjrEJ jaflghe等aq ity云hur apare maDibandhakau /

janunT kDrparav etat trayam apy adhikarTl jaguh //44//

grTva sy自d apy up云柏as tu skandha eva jagur budh叫(-加dh叫) /

dr宇tir bh佃putatar自主ca kapolau nasik云ha佃//45//

adharo da主ana jihva cubukarTI Vadananl tatha /

upaflgani dvada主aiva iirasya ailgantare!u Ca //46//

par印i (- parりi) gulphau tathaflgulyah karayoD p自dayos tale /

(84)この詩節以降は,いわば｢身体言語｣における身体的分節化のプロセス, RayLBir-

dwhistellの｢身振り学｣ (Kinesics)の術語でいうならば,身体分節最小単位としての｢身

振り素｣ (kineme),意味を担う最小単位としての｢身振り形態素｣ (kinemropheme),そ

して一定の身体的文脈のなかで一定の複合的な意味を表現するところの｢身振り形態素の複

合体｣ (Complex kinemorphic construction)が詳説される｡つまり,他の身体部位と静態

的,そして動態的に差別化される形態と動き,そしてその単独的,複合的な意味論,統語論

が展開される｡

まず,身体的に,つまり,フィジカルに,独立的に可動的な,かつ,差異的に表現的な身

体部位をいくつ認めるかという身体部位の分節化が取り上げられる｡ ADでは,身体を6大

部位(ahga)に分け,それぞれをさらに小部位(pratyahga)や細部位(upaiga)に細分

する｡ここで言及された｢身体言語｣のための身体分節を一覧表にまとめると以下のように

なろう｡
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< 『演戯の鏡』における身体分節一覧>

身体 ��YYH犬�小部位 俤yYH犬�

頭部 宙秘:ｩYB旭ylｩYB����ｮ�t�Oｸt(�t8ｮ�ｸR�tIxｨtYT�th�8ｧｸtx岔���t磯Xt��8tｨ岑ｧｸtｸﾏｲ�

((診首) �� 

腕部 ��ﾊ��亥�?�,ﾉ�"�鑼(ﾖ��t8訷�����

(参事 �(五指((参掌?) 

上半身 宙ﾅHｻ�� ��

⑤背中 � 

体側部 �9�ﾉ�B� ��

下半身 �IGyYB�(参下腹部 ��

脚部 忠�i�｢�tyTr�t�:ｲ���

⑥足 刧@かかと(診くるぶし③足の裏 

(85)この｢身体分節｣の解釈と一覧表は,船津(2000) (p.472&p.473図表Ⅰ)において

すでに示したが,一部,解釈を変えた個所がある｡それは,底本GhAD [47a] (p.82)の

読み"p豆rpi" (意味不明)に関してである｡この読みに対する適切な代替読みが思い至らず

｢葉のような?くるぶし(?掌)｣と苦しい訳出を試みたが,これは"p豆r叩i",つまり

｢産｣と読み直すべきであろう｡コメントなしに, Ghosh, Coomaraswamyともに

"heel" (GhAD,p.45;CoAD,p.18)と英訳しているので,これは単なるミスプリント,版

下の摩耗かとも思われるが,現在でも権威的テクスト･英訳である以上,新装改訂版が待ち

望まれる｡

(86)脚部の大部位⑥ ｢足｣における細部位③ ｢足の裏｣ (tala)と解釈した部位は,語順

が割に自由なサンスクリット韻文によるテクストの中では,腕部の大部位② ｢手｣における

細部位として｢掌(てのひら)｣と解することもできる｡たとえば-スタにおいて, ｢パドマ

コ-シャ･-スタ｣ (padmako歪a, ｢蓮の菅｣の意)は, ｢指がくっつかずに離れ,いくぶん

曲がって掌の窪みをつくる(talamimnaga)｣ (AD [134])と定義され,手においても身体

分節化されていることが分かる｡しかし一方では,たとえば, 8種類の｢足捌き｣ (cari)

の一つである｢クックナ｣ (k叫tana, ｢叩き｣)の意)が, ｢片足の錘で,あるいはつま先で,

あるいは足の裏全体で,地面を叩くもの｣ (AD [305bc-306ab])とされ, ｢足｣に関しては
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｢塵｣ (par印i)なのか, ｢つま先｣ (padagra)なのか, ｢足の裏｣ (tala)なのかが問題とな

り,身体分節として機能していることも確認できる｡それを考慮して,上記｢身体分節一覧

表｣中, ｢手｣の細部位欄に, (②掌?)と記載している｡

[47cd]　これらは実に,先行文献(pEjrva主astra)の権威に基づいて私が述べたのである｡

etani p口rva主astranusarerloktani vai maya //47//

(87)　この詩節により, ADが準拠した先行文献の存在が想定され,それがもう一つのナン

ディケ-シュヴァラに帰される論書BharataJr甲aVaであるのか,他にあるのか,の問題につ

いては, ADの著者の問題に関連してすでに論じた｡ [参照]船津(2007) pp.107-110｡た

だし, ｢先行文献｣ (pdrva歪豆stra)と解釈せずに, NSをはじめとする｢演劇論,舞踊論伝

統｣と理解するならば,この間題は回避できる｡

[48] ～ [49ab]　[これから]順次に,すべての舞踊における[これら身体部位の]適

用が定義とともに述べられる｡

大区分的な身体部位の動きにしたがってこそ,小区分的,細区分的な身体部位の動きも生じ

うる｡ゆえに,すべて[の身体部位]の定義はここでは[述べられ]ない｡

nrtyamatropayogTni kathyante lak!ana巾kramat /

ailganarrl Calan云d eva pratyailgOPaflgayOr aPi //48//

calanarrl Prabhavet tasmat sarve申叩natra lak!aQam /

(88)前注で触れたように,先行文献,ないし,演劇論伝統が特定できないとしても, AD

の扱う主題から判断するに, NSの四分的演戯術の第二の｢身体的演戯術｣に,しかもその

うちの重要な,つまり,身体表現の多様性のある身体部位,特に頭部･顔面,そして手,足

に限定した,そのダイジェスト版的な性格であることは認めざるをえないであろう0

ダイジェスト版的なADでは,この詩節で表明されるように,これ以降,大部位(∋頭部

(9種類の動態),頭部の細部位(D眼十②眉十③除十④眼球などを綜合する｢目線｣ (8種類

の動態),付加的な大部位(参首(4種類の動態),大部位②手(片手28種類,両手23種類,意

味を表示しない舞踊手ヌリッタ･ -スタ13種類の静態),大部位⑥足(立ち姿勢,跳躍,回

転,脚捌きの4種類,歩みの動態)が,順次,その定義と適用法が解説されるだけで, NS

のように,すべての大部位,小部位,細部位は取り上げられていない｡

ちなみに, NSにおいては,第二の｢身体的漬戯術｣における身体分節は,以下のように

大部位と細部位を区別するだけである｡そして,細部位を確認するとすべて顔面の要素であ

るが, ADと同様に,顔面における感情表現に多くの顔面部位が分節的に機能していること

を観察した結果である｡

身体大部位(ahga)　　　(D東部(参手　③胸部　④体側部　⑤背部(参足

身体細部位(up誠ga)　①眼　②眉　③鼻　④下唇　⑤頼　⑥下顎
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さらに, ADとの比較の意味で, NSにおける各部位の各論を｢ごくごく大まかに｣概観

しても,大部位に関しては, ①頭部(13種類の動態), (参宇部(片手24種類,両手13種類,

ヌリッタ･ノ､スタ30種類の合計67種類の静態),腕全体(10種類の動態), (参胸部(5種類の

静態), ④体側部(5種類の静態), ⑤背部(5種類の静態), ⑥足部(5種類の静態十腿,

腰に各5種類の静態),そして,それらの組み合わせのカラナという手の動態,足取り,立

ち姿勢,構え,歩み,座りかた,寝かた,とまだまだ続く｡

細部位に関しても, ①眼球(9種類の動態), ②除(9種類の動態), (参眉毛(7種類の動

悲), ④鼻(6種類の動態), ⑤下唇(6種類の動態), ⑥頼(6種類の動態), ⑦顎(7種類

の動態), ⑧口(6種類の動態)に加えて, (勤顔色! (4種類)に目線(9種類の動態),と

いった具合に,驚くオタクぶりである｡この信じがたいまでの執扮な身体分節化,ならびに

その意味論的統合については,船津(2000)で論じた｡特にpp.47ト477を参照｡
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