
融合文化研究 第 17 号                             November 2011 

- 60 - 

シェイクスピア能の誕生 

―― 鈴木大拙 ― R.H.ブライズ ― 上田邦義 ―― 

 

An Inquiry into the Birth of Noh Hamlet 

―― ZEN as the MIRROR of Shakespeare ―― 
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Abstract:  From the present Japanese Intelligentsia point of view, Noh is an art of Johdo 
(Pure Land) Buddhism, not of Zen.  My proposition in this paper is that Ueda Munakata’s 
Noh Hamlet is an art of Zen.  Like Christianity which is mainly Catholic and Protestant, 
Buddhism of Japan is divided into the Johdo and Zen schools: the former emphasizes tariki 
(他力、other-directed) and the latter jiriki (自力、inner-directed), and the former has as its 
core idea the Daihi (大悲、tai-pei, the Great Compassion), and the latter Daichi（大智、tai-chi, 
the Great Wisdom）. Noh theatre is supposed to be an art of the Great Compassion. Ueda 
Munakata’s Noh, however, was created as the first Shakespearean Noh based on Zen. How 
was it possible?  D.T. Suzuki, the great Zen scholar of Japan, has been regarded in his 
country as the man who introduced Buddhism overseas. But what he boldly achieved was a 
religious revolution or Buddhist revolution: he was successful in unifying the 他力 
(outer-directed) and the 自力 (inner-directed) Buddhism. Buddha’s teaching was one, and 
so Suzuki returned to the founder, as Luther returned to Jesus. 

Suzuki, after covering Indian, Chinese, and Japanese Buddhism, focused his studies on 
the Chinese culminated Tang Dynasty Buddhism: the Kegon 華厳 (hua-yen, garland) 
philosophy as the climax of Buddhist thought, or the Jiji-muge 事事無碍(shih-shih, 
unimpededness), the idea of interpreting the universe as a great dynamic stage, that is the 
world where other directed 他力 and inner-directed 自力 ideas cross each other. Ueda’s 
Shakespearean Noh world is based on D.T. Suzuki’s understanding of Buddhism. Ueda 
combined inner-directed satori 悟り and other-directed 他力 Great Compassion in his 
Noh Hamlet.  Hamlet as shite in Noh Hamlet, who has experienced 悟り Enlightenment 
in front of Ophelia’s grave after a Zen meditation, finally rests in the end of the play: 
‘Flights of angels sing thee to thy rest.” 

Between Suzuki and Ueda, there is a person we must not miss, Ueda’s teacher, R.H. 
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Blyth, who was most influenced by Suzuki and wrote Zen in English Literature. In the 
mirror of Shakespeare, we can see a crossing of Aristotle’s up climbing “climax” to satori 
Enlightenment and the “catharsis” Compassion. Thus was born Ueda Munakata’s 
Shakespearean Noh as the fusion of the Buddhist Kegon philosophy and the mirror world 
of Shakespeare. 
Key words: Daisetz Suzuki, spiritual conscious, Kegon Hokkai, Jijimuge Hokkai, R.H.Blyth, 
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のシェイクスピア能は日本人のみならず、人種を越え、国境を越えて１３

０回以上の公演において、深い感銘を与え続けている。これは上田邦義ひとりの生涯にわたる

精進、天賦の才が花開いたものというだけでなく、先行するふたりの巨人、鈴木大拙、R.H.ブ
ライズの東西文化への造詣の深まりが根っこにあり、太い幹をなしている事を指摘しなければ

ならない。 
 鈴木大拙の業績は、東洋の仏教思想を純化再構成しＺＥＮとして英文で海外に紹介したこと

である。後期大拙の再構成の核心に中国禅絶頂期の唐代の「華厳法界」の提示がある。日本仏
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教の言葉としては大智と大悲の交錯する世界である。大拙はその世界を霊性的自覚から見えて

くる世界とし、唐代中国仏教ではそれを事事無碍法界と呼んだ。 
 鈴木大拙のＺＥＮをこよなく愛した R.H.ブライズは西欧人としてＺＥＮの内面化を進めた。

大拙の霊性的自覚はキリスト教と調和しえた。そこまでは大拙の世界であるが、ブライズはさ

らに文芸の世界に分け入る。そして、大拙の法界が英文学にも出現することを主著において指

摘する。「シェイクスピア作品にはＺＥＮが出現する。」 
 上田（宗片）邦義は９年間にわたってブライズの英詩講義を聴講。ブライズの遺稿を編集し

て出版するほどのブライズ禅の専家。上田は学生時代において舞台上でシェイクスピアを体験。

『ハムレット』原語上演に主役を演じている。その後、シェイクスピア、英詩を専門として大

学で教授するかたわら、能楽の修行を継続。卓越した言声感覚、加えて謡いの構造理解は家元

水準にある。シェイクスピア作品を能として上演するアイデアはフルブライト留学からの帰り

の飛行機の中でひらめいたとされているが、その後の長期間にわたる丹念な準備の後、ＺＥＮ

の芸術作品としての『能ハムレット』を完成、初演は静岡、あなごや舞台であった。シェイク

スピアの法界が能楽舞台上に舞われることとなった。 
 それは、夏目漱石が「シェイクスピアは能でやるといい」と朝日新聞紙上で指摘してから９

０年の後のことであった。 
 
              Ⅰ 問題の限定 
 
 この論文のテーマは「シェイクスピア能の誕生」であり、そのテーマを能と禅の関係に着目

しつつ考究してゆくものである。そして視点においては、禅と能楽を欧米人が心の中でどう内

面化するのか、さらにそれを日本の英文学者がどう日本に再定置してゆくのかといった視点か

らの探求である。 
 
              Ⅱ 困難の所在  
 

（１） 英語能が禅の芸術であることに異論は稀である。しかし、日本的には能は禅の芸術

ではないとされている。あるいは、能は禅の芸術ではなかった。能は江戸期以降式

能として禅宗の信徒である武士階級の芸能となり、稽古のあり方などの厳しさは禅

宗に通じるとするのが通説であろうが、室町時代に創作された大部分の演目の内容

は真言仏教の影響下にある。姉崎正治の「謡曲に於ける佛教的要素」『綜合新訂版 

能楽全書 第一巻』東京創元社 昭和５４年が権威ある見解とされよう。 
（２） シェイクスピアの戯曲はブランクヴァースの韻律をもっており、外国の舞台芸術へ

の移植は不可能。 
（３） 宗教と文芸は対立的であり、シェイクスピアに宗教性を求めてはならない。 
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 本論文は（１）の解明を企図したものである。 
（２）については拙稿『シェイクスピア能研究』を参照されたい。 

 （３）についてはブライズの主著を参照されたい。 
 
              Ⅲ 仮説として 
 
 今回の学会発表についは、事前には「勇敢だ」「あえて冒険する価値のあるテーマ」とのお声

をいただいていた。意外にも発表は好評で、私自身いくつか納得できる発見もあった。文章化

は考えていなかった。ところが、「学会誌にぜひ」という要請が来た。躊躇の要因は、『鈴木大

拙全集』の和訳に違和感が深かったことによる。鈴木大拙自身「和訳の原稿は見ていないが」

などの記述を冒頭部分に残している。コロンビア大学での講義録的著作についてである。そこ

で、論文ではなく、エッセーとして文章化することにした。以下の記述は５つの仮説から構成

されている。記述し、厳しい批判を待つ道を選択した。 
 
      Ⅳ シェイクスピア能の成立に関わる５つの仮説 
 
 仮説１ 鈴木大拙の「能と禅」への論究は未完成である。 
禅と能の関係については、岩波新書の鈴木大拙『禅と日本文化』を読めばわかる、私はそう

思って京都での 2011 年国際融合文化学会発表準備にとりかかった。ところが、『禅と日本文化』

には、「禅と茶道」「禅と美術」「禅と剣道」「禅と俳句」など「禅と○○」が並んでいるが「禅

と能」の章はない。冒頭の「著者の序」最終行で鈴木大拙は「・・禅と能楽および謡曲、禅と

日本人の宗教観などの方面に関しても、説くべきものが少なくない。これは他日を期する。」と

している。『続 禅と日本文化』には、原著で付録として「禅と能楽」があり、日本語訳には「禅

と能楽」の章がある。内容は謡曲『山姥』の紹介のみである。鈴木大拙は「禅と能」について

体系的著述をしていない。簡潔でよくわかる、楽しい名文であるが、禅宗というより、浄土真

宗系の大悲概念からの山姥解説と読める。岩波版『鈴木大拙全集』にもそれ以上の「禅と能」

に関する記述を見つけることはできなかった。 
 鈴木大拙は「能と禅」についての論究を予告しながら果たさなかった、付録としてメモは残

したと私は考える。そのことを私は尊敬する。いくらでも、何とでも表現できそうなテーマ「禅

と能」について、大拙は立ち止まっている。その先に何があったのか？ 
 
 仮説２ 鈴木大拙の英文による仏教紹介は宗教改革と言っていい内容であった。そのことを

大拙は明確に日本語で語っていない。語れば無用の反発があったであろう。大拙は英文著書の

日本語への翻訳に積極的でない。日本語による自著の翻訳出版に際しても「原稿は見ていない
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が、大意が通ればよい。翻訳者ご苦労さん」的文言を巻頭に残している。 
 仏教を根元的に記述するなら、それは一つのものとなる。大拙はひとつのものとして記述し

ている。それにはゴータマ・シッダールタも諸派の仏教徒も異存はなかろう。しかし、日本仏

教には様々な潮流がある。大拙の論旨からすれば大智と大悲は一如、「自力本願も他力本願も同

じ」この記述には異議が出るにちがいない。大拙はその議論を慎重に避けていた。あえて英文

著書の日本語への翻訳を考えなかった。 
 シェイクスピア能は英語で表現された大拙ＺＥＮ思想の上に成立している。鈴木大拙による

宗教改革後のＺＥＮによる文芸作品である。 
 
仮説３ 初期大拙 中期大拙 後期大拙 晩期大拙 
大拙はインド、中国、日本の仏教を宗派、学閥、禅宗の教条(不立文字)から離れ、仏教の本

質を  
達磨の大智 ＋ 唐の禅 華厳法界 ＋ 日本的霊性 大悲   と規定 
①   禅宗     浄土系 

自力本願 と 他力本願  は一如と喝破 その成立する場としての 
大智     大悲                事事無碍法界を提示 

 
② 国際的には、イタリアのカトリック、ドイツのプロテスタントから離れ キリスト教の

教条からも離れ、スウェーデンの霊性に共感。スウェーデンボリの神秘主義の概念構成で欧米

人に受容可能な、最も自由なキリスト教と映る ＺＥＮ を英語で紹介。 
 
「鈴木大拙は仏教者の体験を通しての聖書への道を教えた。」 

          R.H.ブライズ 「禅と鈴木大拙」 
増原良彦訳 古田紹欽編集『鈴木大拙選集・別巻』春秋社昭和３６年 
 
なぜ、どのように大拙は大智と大悲がひとつの境涯に達しえたのか？ 
鈴木大拙はとことんすっきり、腹におちなければ納得しない思想家・宗教家である。幼くし

て父を失い、若き日に母を失った大拙はその悲しみからの思索を続けたとは考えている。１９

歳から小学校で英語教師をしてシンプルで実感のある表現の道を行くこととなる。 
初期において、大拙はキリスト教と仏教の融合的考察を続けていた。スウェーデンボリ研究

がそれである。三位一体説を否定するスウェーデンボリを原理的に理解、あわせて北欧の霊性

を感知。欧米人の宗教意識の理解を深めていった。 
中期においては、大正・昭和初期の高い水準の禅宗を軸とした仏教の海外への紹介。この時

期の著作にブライズが感銘を受ける。戦後ブライズは日本の禅を好まなくなり、鈴木大拙だけ

を信奉するようになる。これは後期大拙に従ったからであろう。 



川田 基生                               シェイクスピア能の誕生 

- 65 - 

 後期大拙、大谷大学で研究に専念できるようになって以降。コロンビア大学での大拙の講

義・研究。仏教を簡潔に説明するため、大拙は仏陀の言説をサンスクリット語の文献から探求。

おそらく英語訳も参考にしながらであったであろう。中国仏教を達磨から。『楞伽經の研究』に

より文学博士となっている。焦点は 81 歳、1951 年のコロンビア大学で『華厳経』講義であろ

う。華厳法界に到達。 
晩期とは、終戦直後から、戦後日本の思想的支柱となった大拙を晩期大拙と呼びたい。戦後

日本再建・終戦時ルネサンスの中核思想家としての大拙。 
戦時体制下、軍国主義的「日本精神」からはなれた日本的霊性を唱え、戦後、国際協調主義

であり、かつ平和主義かつ世界を導くＺＥＮの思想家として高い評価を得た。評価されたのは

中期大拙としてであり、後期の思想的展開は日本では注目されていない。 
 後期大拙の思索の到達点は『華厳経』の法界であり、ここにおいては大智と大悲が交錯する。

日本における自力本願と他力本願はここではひとつのものである。 
 
 仮説４ 鈴木大拙の思想はＲ．Ｈ．ブライズによって文芸の領域で進化した。 
 大拙の考え方を継承し、それを英文学の世界で展開したのがブライズである。大拙の思想と

ブライズの思想は同一性が高いが、展開した領域が異なる。 
ブライズ禅の世界は、いきいきとして自由にあふれ、カラフルな禅の世界。これに比較でき

るのは、達磨がインドを去り中国に行った時の解放感ぐらいであろう。 
  
 仮説５ シェイクスピア能はブライズ禅の芸術である。 
 「禅の芸術としての能楽」は存在しなかった。シェイクスピア能はＺＥＮの芸術として誕生

した。大拙のＺＥＮは時期によって変化あるいは進展している。シェイクスピア能は後期大拙

のＺＥＮの上に成立した。後期大拙のＺＥＮは大智と大悲を包括しており、能楽とゆかりの深

い浄土系仏教の大悲も構成要素としている。後期大拙の宗教観をＺＥＮという言葉で表現する

のは問題がある。大拙自身もそのように表現していない。しかし、大拙の英文で仏教を知った

欧米人には中期大拙と後期大拙を分ける理由はなくＺＥＮという言葉で大拙の思想をとらえて

いるのであろう。であるからこそ、ブライズは晩年、日本の禅を拒否し、大拙の禅だけを認め

ることとなったのであろう。 
 
           
（国際融合文化学会紀要川田原稿エッセー ８月２１日締め切り） 

 
 
 


