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岐阜県にのころ能・狂言面の調査

平光　明彦

はじめに

岐阜県は，中世期において越前猿楽・近江篠楽芸団をもった福井・滋賀両県と隣接しており，能

楽資料の宝庫であるときえいわれている。しかし，能楽資料についての調査報告は，「岐阜県指定

文化財調査報告」などに部分的にみられるだけで　総合的な調査報告はなされていない。幸い当館

では，特別展「能面と装束」を実施するに当たって，中世から近世期にかけて，県下の社寺で神事

能として行われていたであろう能楽資料について総合調査を実施することができた。能楽資料は，

能・狂言面　能装束類，小道具類などに分類されるが，ここでは，能・狂言面についてとりあげた。

県下の能楽資料はその発生の性格から，越前猿楽・近江猿楽などとかかわって発生したとおもお

れる「美濃山岳地域にひろがる能」と関刀鍛冶の発展にともなって伝えられてきた「大和猿楽の流

れを〈む関春日神社の能」に分けられるが，関春日神社の能面は，「岐阜県指定文化財調査報告書

第20巻」に詳細な報告がなされているので　割愛させていただいた。なお舞楽・神楽など他芸能の

面についても，若干調査をしたので　併せて，その記録を収録した。

この調査に当たり，中村保雄氏（能楽研究家）には，格別の指導を受け，また資料所蔵の各神社

代表の方々や市町村教育委員会には，格別の御協力，御便宜を図っていただいたことに対し，厚く

お礼申しあげる次第である。

美濃山岳地域にひるがる能

ここで美濃山岳地域と総称した地域は，右図

に示した揖斐川・長良川の上流の地域をいい，

揖斐郡・本巣郡・郡上郡の山間部で　大日岳に

はじまり能郷白山・冠山など1，000m以上の山

なみをひかえているところである。

中世期には，越前猿楽は加賀・越前・美濃の

白山神社の祭礼に参加することを重要な任務と

しており，これを母胎として芸団の発生と成長

があったと考えられる。このことは白山神社の

美濃馬場である長滝白山神社の慶安三年（1650）

3月11日奥書の冊子に　当i参正延年之次第〟　とあ

って「越前大和五郎大夫12月に当地へ来たり，

極月25日寺家衆も稽古して七番能有云々」とあ

って，越前猿楽が美濃と深くかかわっていたこ

とがれかる。一方，揖斐地域は，近江にも隣接していることから，近江猿楽も当地へ浸透していた

と考えられる。

長滝白山神社をはじめとして石徹自白山中居神社・洲原神社・能郷白山神社・神所春日神社・日

坂春日神社・小津白山神社などには，鎌倉時代から室町時代の資料が数多く残されている。とりわ
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け室町中期までの古い面は，後世の幽玄を雰囲気をもち，喜怒哀楽も表現しやすい様式化された面

とはちがって，表情豊かな個性的な作風を示しており，全国的にみても注目されるものが多い。ま

た室町末期以後，世襲面打として活躍した越前出目家・近江井関家作の面なども存在していて，時

代が下っても演能が続いていたことがあがる。現在でも能郷白山神社では4月13日の祭礼に能が奉

納されており，能大成以前の旧態を示す能ではないかと考えられている。

1．長滝白山神社

郡上郡白鳥町長滝に鎮座。社伝によれば　泰澄大師の白山修験のおり，この地が神明影向の地と

され，白山中富長滝寺を造営したという。後の養老6年（722）にあらたに本地の二字が加わり，白

山本地中富長滝寺と改められた。白山登拝の美濃側の拠点である。特に鎌倉期以後美濃馬場として

隆盛をきわめたが，それは常に山に千人，麓に千人も居住するときえいわれたほどであった。

神社には，すぐれた文化財が数多く残っているが　そのうち「能」に関するものでは，南北朝こ

ろの制作と考えられる若い女（延命冠者）の佳作や，年紀を記する尉（応安2年），女（文明2年），

白色尉（天文11年），喝食（元利2年）の4両，それに狩衣（元利6年）二領など地方能狂言の研究上

特に注目されるものである。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤�����ｴﾂ�

l 僮)�h���縦18．1 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ��胡粉地肉色 僮(�)jﾙyﾙ�Xﾊ�ﾋｲ�

横15．2 價���m�ﾚﾒ�z�lｨﾙX�6��兩)Eｸ�ny|ﾙ���5i[h�自D��ﾍﾈﾈ�6偖ﾉ�?｢����俥ﾂ�ﾛh����H咥�｢��憙ﾙ���ﾂ��俘�ｨ�｢�

2 傚r�縦　22．4 咏x耳ﾝ��胡粉地白肉色 僮(�(ﾎI_9��h邵皦ｬr�

横14．0 凛�lｩ�i&��眉目唇補彩 兩)��?ﾈ自l｢�ｻ｢�[ik�?�dh�?�ﾈ����ｶy?｢�

3 ���縦　21．2 佝ｨ耳ﾝ��灰白色肉色 ����?�D�����獣�

横15．0 �:ｩJ��-�J���m�ﾚﾒ�歯黒 暗朱唇 偖ﾉ?�ﾈ頷ﾈ�Jｩ?｢�ｬ�俛��揶郢?ﾈﾏｸ8ﾘ8ﾒ��冉顋��｢�

4 乖Y���縦19．5 佩x耳ﾝ��胡粉地肉色 �ｩ����

横13．8 凛�lｩ����朱唇，歯及び頭髪 黒，剥落が著しい ��Y%Y=�ｹEh股�_(ｯ����I(�(ﾎI_9���ﾋ9��?��ﾈ�?｢��xﾝ�露kﾘ�冉顋��｢�
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No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

5 傚r�縦　20．5 咏x耳ﾝ��胡粉地肉色 僮(�(ﾎH���ﾘ�������

横14．7 凛�lｩ�i&��朱唇，歯黒 現肌色は補彩 剥落著しい ��佩8ﾘ��｢��俘���｢�

6 偃�*(��縦17．5 佝ｨ耳ﾝ��肉色，髪黒漆塗等 ��

横13．8 凛�lｩ�i&��彩色は，後補 

7 �IkﾘｪX�"�縦17．6 佝ｨ耳ﾝ��彩色剥落 僮(�)_(郢?ﾂ�

横14．1 價���m��z�lｩ�i&����冉顋��｢�

8 傚r�縦19．8 横13．3 咏x耳ﾝ��z�lｩ�i&��彩色剥落 ��

9 僮)�h���縦14．1 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ��彩色剥落，全体に ��

横15．6 ����佇x��｢�z�lｩ�i&��黒ずむ 

10 僮)�h���縦13．8 横14．5 佝ｨﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ���佇x��｢�z�lｩ�i&���ﾈ･�ｦX�,�*�.��彩色剥落 ��

11 偃���縦　20．7 咏x耳ﾝ��彩色後補 �r�

横13．7 凛�lｩ�i&����冉顋��｢�

12 偃���縦　20．0 咏x耳ﾝ��殆んど補彩 ���8ﾘ8ﾒ�

横12．9 凛�lｩ�i&�����*(+�.ｨ.�扎咄�*��ｨ�俘���｢�

13 �(ﾌ9Wh���縦19．5 横14．8 佝ｨ耳ﾝ��z�lｩ�i&��褐色系肉色 ��

14 ���縦　21．0 咏x耳ﾝ��{ﾉ�Hﾈx��z�lｩ�i&��素地 ��

15 俛Y�h���縦13．8 横14．4 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ���佇x��｢�z�lｨﾌ9�b�黒色 ��

16 ����&i]��｢�縦　20．0 咏xﾝ��ﾛiKﾉlｨ,ﾈ-ﾒ�z�lｩ�i&��朱唇 赤系肉色 ��
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No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

17 亰9���縦19．8 咏x耳ﾝ��8ｾ�ｬ"�赤系肉色（鼻梁の ��

（名荷悪尉） ���SX�C���侏ｸ�8�｢�（右目分欠失） 両側欠失・裏面黒塗 �ｩ&韋i5ﾈ�｢�

18 ���縦22．3 横16．6 佝ｨ耳ﾝ��z�lｩ�i&��淡彩（殆んど素地） ��

19 亰9���儖(��｢�縦　21．1 咏x耳ﾝ��米系肉色 �(h8ﾒ�

横14．9 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(ﾈxｺB�z�lｩ�i&��髭髪墨 册9?�?�?�5"�e9?�?�5"��冉顋��｢�

20 亰9���儖(��｢�縦　20．6 咏x耳ﾝ��彩色剥落 ��ﾂ�

横15．1 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(ﾈx��z�lｨﾙX�6����俘���｢�

21 亰9���儖(��｢�縦20．7 横14．7 咏x耳ﾝ��{ﾈｮ�ｾ�ｬ(ﾈyWb�ﾜ瑛ｩ�i&��米系肉色（剥落） ��

22 倩(��ﾏｲ�縦　21．8 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ��胡粉地暗朱色 ��

横18．1 ��佇x��｢�T�|�ﾈx��餾I8咬;ｩL)�YWH�2�J����m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��眉髭墨 

23 ����縦18．4 横16．0 咏x耳ﾝ��2�{ﾈｮ�ｾ�ｬ(ﾈyWb�ﾜ瑛ｩ�i&��黒漆地米漆塗 ��

24 舒�ﾊ��縦22．6 横15．8 咏x耳ﾝ��T�ｷ�-�ﾛh傚�X*ｸ*ﾒ�ﾈyWb�ﾜ瑛ｩ�i&��朱漆塗 ��

25 �;h��ﾆ��縦　22．0 冏���*��ｨ耳ﾝ��彩色剥落 兩(郢?ﾂ�

横14．8 凛�lｩ�i&��偃��(b����冉顋��｢�

この項と，後述の能郷白山神社の記録は，昭和45年1月文化庁刊「白山を中心とする文化財　岐

阜県」による。
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隆一－蘭縄競響 子： 劔 ��

「∴ 千言 ��躍 �� 

ー縛蝉崇高程i 鰭藤轡護製薬熊野 i翠ii＿親電 � 

∴∴∴＼ ＝鉦賢‾ ∴ i董詩誌態漣 iii≡i‾翻’i船＿曙 

露溌蒲閏溺 ��� 

iii稲子 劔��

態＼鞘∴蘭爆酵 

宝義露雷 
iiii　　　　　f 

誓誓詰i 

遼 蛾 ∴∴一 侭�>Xﾋ���%��棈�����隶ﾈ��ﾘﾈｶ��剿ｶ諒詰穣＝ eKii＿－ 藤一‾ii輪読 詰＿＿繚藍喜 詰；i綴i‾‾‾謀議 � 凵� 擬 ��帝＝ � 剩ﾉ 

賓1、1、二 ∴∴ 薗 
≡三っ書　　籍爆雷 � �� � 

懇請 
∴袈∴ ∴∴ 凵Fヽ； ��"�塾 ����%井��������

∴∴∴∴：：： � � ���末倚����ﾈ��j���x���､r�凵� ��灘 

∴∴子．∴∴ 　　　　　∴∴ ‾醜醗擢恐悪病器葛駆露＿ 劔劔� 

∴∴ 劍�h��5�������耳�����b�劔��

i戦誓言蟻　一塁孟起畿詰∵上 帝「！ 　：主∴∴∴ ∴∴∴一∴∴　∴∴∴「∴ ∴．∵∴「∴∴一∴笥 劔劔凵A／田 

∴∴∴輸∴∴∴ 劔剪� ��

∴i● 整調腰密雲雷撃‾‾ 

尉　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

裏面に「応安二年（1369）十二月廿八日」の

墨銘がある。この時期は猿楽の大成者・観阿弥

が活躍していたころである。

頭部の植毛，顔に刻まれた級に特色があり，

その容貌は田舎の好々爺を思わせ，様式化され

た端正な尉とは趣を異にする。尉面の祖型をな

しているものと考えられる。

若い女（延命冠者）　　　　　　　　（6）

この面は，奥州仲尊寺の鎮守，白山神社に奉

納されている若女面とよく似た相貌をしている。

このことから修験者との関係を示す資料として

特に注目されるものである。作行からして南北

朝ころの製作のものと思われ，への字形にくり

抜かれた目は翁系延命冠者に近い表情をしてい

て，珍しい女面である。
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患深紫、三三 剪�i議蒜 剪� �� 

繭 ∴ 鰭 網 ��霧≡螺 欒 �����,����ﾄi~I�b�冨 ������h�b�隷誓‾i � ������ﾉwﾈ�����ﾈ��侭o��

∴∴ ≡＝≡灘轡∴ �� �� 末儿(������ ���� 

態 劔�� ��； 

艶 ������������F��
‾三三翻　－‾梯 

二 ��ｸ�闔ｨ耳示�� � ����

∴ 
∴∴ 

1－＿菟 �� � ��y$"� 

i感激田園表題器景趣 

白色尉　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

懸－‾用i鰯 魁一一iiに－＝一章≡＼≡溜鉦＝＝＝諸 藩謹置纏霧料i絡詰 ∴∴∴∴∴∴∴ 劔��

諒日日∴ ��譏�b�剪�

生憎嬰∴真　　　　　　一＝醤 ��剪�

藍議議霊i‥ �� ��
∴∴ �� 

∴「∴∴∴ 

，i‾i醸iiヾ一類 il‾＝‾iL．憲法 1－‾‾）17。－ 劔 

鬼神（悪尉）　　　　　　　　　　　　（17）

閲懸翳‾ii 劔u�B�ﾉﾂ��� 

諜＿潜 劍��������������h+X��｢� 

∴子 亮：†∴一 ∴●■∴● i欝電話‾‾ 騒議露＼避誕 ∴∴言； ∴∴十 一一緊欄困惑緩諒藍藻ii i／∴： 「∴∴∴「／∴∴∴ i諒敷漑塁墨 劍����ｨ����������X��� ����b�華麗闇曝露－＿ －∴∴∵∴ ∴∴ な：∴ 

∴ ����h�ﾃ�v(�����iノ熊 薫藍‾＿i i轟 ：∴ 

擬態 ； �� 

浮：i 剏~鷺〒二三 ����b� ���ﾉｸｻ��ﾈ自�����

：∴∴∴∴ 

：∴ 剪� � 

尉　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）

繰… �� 

≡＝＝議鱗＝三、11論証嵩高 凵�� ニ＿i膏、 ��

圏一国‾ ��h耳�����

∴∴ 細田喜田露語薙霞寡聞蟻酸蘭 

∴∴ �� 凵��^‥∴ ：∴∴ 涼 � 

∴∴ 

、＿－孝し ��i＝‾黒慈 ����∴ ����

∴∴ 　∴∴：∴：∴∴∴ 　∵∴：∴∴∴云 

鬼神（飛出）　　　　　　　　　　　　（19）
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2．石徹自白山中居神社

郡上郡白鳥町石徹白上在所に鎮座。白山への登拝口として，養老年間（717－723）白山を開踏し

た泰澄が社殿を修復し，桂城を拡張した古社である。境内には老杉が樹立していて長い信仰の歴史

を伝えている。

白山登拝者はここに参拝し，更に銚子が峰・一ノ峰・二ノ峰・三ノ峰を経て別田に至り，主峰御

前峰に通ずる険しい山路を登りつめていった。明治維新の神仏分離令以前は，本地仏としての虚空

蔵菩薩像をはじめとして，多数の仏像が安置されていた。そのうち特に金銅虚空蔵菩薩坐像（大師

堂に安置）は等身の鋳銅像で　形制の整った佳品で　往時の盛行をうかがうことができる。

仮面は6両残っているが，うち2両に与十郎の銘記があり，近江猿楽の進出をうかがうことがで

き，特に注目された。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

1 儿8�����縦18．5 乂ｹ¥ｨﾝ��佇x��｢�胡粉地白肉色 �?｢�

横14．7 價���m�����.ｨﾈx��｢�唇朱，眼廻，髪墨 冰頷ﾂ�

裏面素地 儺�|��Xｧｸ�XｧｩYIHﾒ�x��郎作　（墨書） 

2 偃�*(��縦19．9 咏x耳ﾝ��胡粉地白肉色 �5i�9Jｩ?�ﾈ�?｢�

横12．6 �Y�IYHﾈx��z�lｩ����朱・髪墨・歯黒 價ｩm亥)J����I(�)�(�俘���｢�

3 刔iD�,ﾈ��縦　22．0 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．8 舒�YH,ﾙ¥ｨﾝ�/�?ﾈ.｢�.��8ﾛi�IYHﾈx��z�lｩ�i&��唇朱・歯墨・髪墨 

4 偃�*)&｢�縦19．3 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．7 凛�lｩ����（剥落） 唇朱 

5 儺���ﾘ"�縦　25．0 儺�皷YI¥ｨﾝ��朱漆 冰頷ﾉ���ﾞﾂ�

横　20．6 几ﾈｮ�ｾ�4B����H咥�｢�

高　29．0 凛�lｩ�i&����冉顋��｢�

6 侘8��枌�縦　20．5 儺�YI¥ｨﾝ��米系肉色 ��

横18．5 凛�lｩ�i&��（剥落） ��

土俗性の強いもので悪魔払い・雨乞い等の神事に使用した 

ものか。鼻が動く。 
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浩 一∴ ∴∴ 翁 ∴ �� ����h�ﾈ���h�b�����耳��J霪b�������?�ｼ8ｴ��耳,(ｮh�f儼hﾗR���末俯)="��隴i�ｲ���ｭh����������ﾇr��v伜��?�?���x���h���h���

∴∴ 俛h6r��)%ｦ傴b� �;2�

：∴／ ∴∴∴ 

憂 ∴∴ 雷 ��ｲ�┫�定 か： 蛋 i嫉鋲11－ ������ﾈ凛r����R�

離轟詳鮭 ∴∴ 凵�@「1●，i∴ ����������末���估B���,ﾈ*ﾒ�

∴；∴ 凵�� ∴「∴ ��� 

∵肇闘＿ 主ふ＿＝＿‾霊灘≡‾灘 劔 

父尉　　（l） （面裏）

面裏に「日　与十郎作」と墨書がある。このことから，近江猿楽日吉座の与十郎の作かあるいは

所蔵であったことがわかる。室町時代末の作である。

∴ � ��

寧i； �ﾂ� � ��

劉鰻裾‾1－ ∴∴一 言： � 處��or�ｶ�����h���i漣 

∴ 

∴∴∴ ∴∴ �� ��兀�� 

∴∴∴∴　∴ � 

醗＿纏等一一＝＝＝－i‾難 � 

＼ ��‾二組蕪燦i ‾‾＝＝鰯し ���� 

若い女　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

∴ � 冓＿ノ鉦 ��：÷∴ 尽ii 凵� ＝＿蔓 ∴∴ ∴ 

∴： 一　∴∴∴ � ��

ii〕 

∴∴∴ ≡＝轡鸞ii ＝－＝i轡醸i ��R�估f�6ﾖ��ﾈ�������eﾂ�繋　‾ ��h�����:ｩ��蓼蔘��?ｨ自�｢���6��∴∴ ＝謎 ／／ 海：ii ヽ ：∴／：：∴ ∴∴ 迄躔末���������h�育��迄敢��>ｨｻ�ｨ耳爾��ｨ�c��ﾈ�ﾂ�

∴∴ 凵��黶�俣�� 

∴　∴ �� � 

菊 凵決� 叢闘 剪�

老年の女　　　　　　　　　　　　　　（3）
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圏‾∴ � 

∴ �������J�������������

一：／ 　：‾邪 ：∴∴「工∴∴ 剪�∴ 倡���H�R������佩ﾂ���� 

貌≡　　　　　　‾洩ii二 劍�����(�R�����������∴∴ ∴∴一 �� ��

ー：1－－才 � ����

蛍三一一　‾‾＝＝鴫 劔 � 

∴　∴ 

∴ � ����∴＝i繋 ��h��� 

若い男　　　　　　　　　　　　　　　（4）

藤 ��

∴一∴∴ � 

十一：：∴ 剪�

∴：∴∴ ！鎖iii � 刹ｿ請 

藍＝／≡iTi‾慾 凵F∴∴書／ ∴「 

鱒 佶ﾂ�袵� ��末�+8��耳頽�����ﾈ爾�

∴　∴ 

∴言 ��　　　一一一義i ∴「∴∴；　∴∴ 

「 ∴一∴ ��

∴∴∴∴ ー＝鰹繁藤 

古　面　　　　　　　　　　　　　　　（6）

3．須原洲原神社

美濃市須原に鎮座。社伝によれば　養老年間白山に修験した越前の僧・泰澄の勧進により白山前

官として創建されだといわれる。加賀・越前・美濃にまたがる霊山・白山登拝をめざす美濃側の馬

場は，長滝白山神社であり，白山本宮に対してここを中宮とし，洲原神社はその前官となるもので

ある。東海道筋などから白山登拝をめざす多くの白山講の人々が，この洲原神社に参詣した。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

l 亰9����ｸ���｢�縦　21．0 咏x耳ﾝ��黄褐色系肉色 �ｩ���ｨ徂��9i��

横16．0 几ﾈｮ�ｾ�ｬ"�T^<���m��嚢ｧｩYH7H5h*�.��z�lｩ�i&��歯黒，唇朱 右額部鼻梁部剥落 傲h,ﾉ=ﾙmｨ*�.��

2 亰9���舒�ﾊ��｢�縦21．0 横16．4 咏x耳ﾝ��J��YJ���z�lｨﾙX�6��胡粉地米系肉色 ��

3 亰9���舒�ﾊ��｢�縦18．8 ��H耳ﾝ��下地黒漆・上彩色 ��

横14．5 几ﾈｮ�ｾ�4B�z�lｩ����朱漆 両側頬剥落 
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縮驚 ：∴∴∴ ∴子 ：1∴「シ ∴∴ ������選単 �+2�_��i蕊嬰 三瀬 灘 螢－ ‾ii「、 ���� ���� 

∴∴∴：卒∴∴ ∴「 ∴／一∴ 三時＿＿ii犠遣 計雷鳥雷＿ ー蔀11－＝罵／i圭一滋 養三三‾一日十撥 儖���y�ﾃ��ﾂ����省一一一ノii 叢 熊熟 議 �����������ﾊ｢����钁�����ｲ���� 偖��Iｳ��ﾈ�ﾃ������怒 ∴∴∴ ∴∴ 滋潮 騒ii‾‾‾＝ 

誓繊　／ii／i 桀�V�����������薬濠i＿‾iL＝総 � 
＝亘iii ��IO�v｢���������������������������� 

鬼神（悪尉）　　　　　　　　　　　（1）

∴ ∴ ∵ �����ｺ���ﾈ���纏ii註潮柴卑∴完封言霊 ∴ ：∴ ��x����������h���b�

：ふ：「　　∴ 

蔓 �6ﾙ>V迄�迄ｶ�,��������6ﾒ�耳vB�
蘭 　∴∴ 剪�� 

∴ �� ��＝‾＝－　i畷iiii＿＝＝瞥 

∴　∴∴；∴∴∴∴∴ 、一一一一＝一一一 
、＿韓国蘭 

∴rlO〇〇〇葛”“－1「一一千∴∴オー∴ 劔� 千切観ず∴∴∴ 

i畏　ii議態遥藍 劍ﾉｸｶ8ｶ9mｩ�����I��F��v迄ﾎ｢�

鬼神（療見）　　　　　　　　　　　　（2）

∵　∴ 凵u∴∴「／∴ ∵‥：「∴二言 

鬼神（悪尉）の面裏（部分）

この面には，代表的な世襲面打家越前出目家

の初代満照の「知らせ鈍目」がある。面裏写真

のとおり，鼻部に十本の刻線が縦に並んでいる

これが出目家満照の「知らせ飽目」である。

このように面打が自分の作であることをしる

すために，銘を入れるかわ用こ，記号化された

飽目を入れていることがある。

謙＝－＝渦潮翻鼠薩潮螺i三ii≡＝＝＝‾＝‾一誌三並蝿 剪�ージー　熟談　1、、 劔� 

ー繋綬 ∴∴　∴∴：〆 迄*ｸ���>Y-Hｮﾂ�漬溜 凵� ∴ 估b�∴∴∴ 讃 ����b���� ����

∴　∴ 劔劔一十：∴ 

∴一∴∴∴　∴十㌧∴∴ 　点滅二塁ii 劔_3��ﾂ�劔剪�

感葦欝＿＝－ii等 剪��� 凵���u∴ 

∴∴ �����������|��：「 ����ﾈ���∴∴∴ 憲 劔 �� 

∴ 凵� ：∴∴ � ��剋� 　∴ 

「／一∴子∴ 凵�F∴ 冓漂 ‾、繕‾‾ 

∴∴ �� �� �� �� � ��������H��h�ﾆ��B�

轡 澱 ：∴ �� ��劔覆 瑳漫 �� 偖ﾈv��H�����h���

学　‾ ��∴∴ 劔剪�

∴∴∴ ∴∴ ∴∴ ∴∴’∴： ��薮 凩��攫 �� 凵��� ≡＿i‾一驚 凵＝Pii救＿i ＝＝一読議 一一一騒 ��

鬼神（癌見）
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4．能郷白山神社

本巣郡根尾村能郷に鎮座。福井県境に位置する能郷白山（1672m）を奥の院とする。社伝による

と，養老元年（717）に泰澄大師により創建されたという。朱雀天皇の寄進といわれる法華経・金光

明経や各種の和鏡・在銘（文明12年・1480）の梵鐘があり，また時代は下がるが，聖観音像・虚空

蔵菩薩像も祀られていて，平安時代から江戸時代にかけて白山信仰がいかに盛大であったかがうか

がえる。能狂言面は大部分は江戸時代の作であるが白色尉・蛇などは室町時代以前の古画である。

また多数の能装束が残っているが，大半は江戸時代中期ごろから末期にかけてのものである。これ

らの能狂言面や装束を現在も使用して，毎年4月13日の祭礼に演じられ，古式の形態を残して今日

まで伝えている。この神事芸能は，この神社の氏子16軒の人々によって，シテ，ウキ，ツレ，笛，

太鼓，小鼓等の役割で厳しく世襲されてきた。過疎化の波に対して近年，この芸能を継承すべく教

育委員会，保存会で懸命に努力されている。

醸詰詳言詳言連戦鱗藻土謡 劔劔K��℡ 

∴∴∴艶 ������ �=｢�冓｢����X���ﾝﾘ荒��=R�剪�

＿濃∴ 

蒋 劔��ﾈ�ﾈｹﾈ,S������迄.��tｹuﾉ-��囘���Xﾙ飴ﾈ蝿棠J��劍ﾜ迄ﾛ����

室 

巳，； 劍���h�育��迄ﾟ榎����������� 

措 ＿騙 

i‾‾‾‾‾iii‾‾‾‾－騒讃濾繕＝≡ 剪� 

∴ ����十一一一一、一＼ �ｩ?�蔗��������

∴∴∴ ： 謹 書－ ∴∴ � ��h���������b�����b� 

∴∴∴ 剩� 束 ∴÷∴ 剳� ��姥1－ ㌧ ／詰韓 ��

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

1 僮)�h���縦13．7 冦��ｸ�8ｧｹ¥ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横14．4 ��佇x��｢�z�lｩ�i&��（剥落） 

2 倆b�縦19．1 佶盈�ｨﾝ��8ｧ�e8��胡粉地肉色（現状 ��

横12．9 �:ｩ+��Xｧｸﾛi�Hﾈy���z�lｩ����その上に補彩） 牙箔押 

3 俛Y�h���縦17．4 佝ｨﾝ���*��ｨ�8ｧｹ¥ｨﾝ��胡粉地黒色 ��

横14．5 佰ｨ訷�9OｹT^<���m��z�lｨﾙX�6��唇朱漆 

4 僮)�h���縦　20．5 仂ｸﾝ��白色 ��

横15．4 乂ｹ¥ｨﾝ��（現状は当初材の 上に紙貼補彩） 
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No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

5 ���傅ﾈｸﾘ���｢�縦20．8 横15．7 咏xﾝ��:ｩJ��><���m��胡粉地黄褐色肉色 ��

6 �����陏H���｢�縦21．0 横15．3 咏x耳ﾝ��YJ���m��z�lｩ����胡粉地黄褐色肉色 ��

7 偃�*(��偃���｢�縦21．0 横14．1 咏x耳ﾝ��z�lｩ����紙貼胡粉地肉色 ��

8 僮)�h���縦19．4 横14．2 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ��J���m��胡粉地肉色 ��

9 �4H��ｮ��縦20．5 横13．2 咏x耳ﾝ��z�lｩ�i&��肉色彩（剥落） ��

10 �;h�����縦20．8 横13．4 佝ｨ��*��ｨ�ﾈﾝ��z�lｩ�i&��胡粉地彩色 ��

11 僮)�h���縦18．1 横14．4 咏xﾝ��8ｧｹ¥ｨﾝ��<���m��z�lｩ�i&��赤系肉色 ��

12 儉ｨ�����縦20．9 横15．5 咏x耳ﾝ��8ｧ�e8��{ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�z�lｩ����総紙貼内包 ��

13 倆b�縦　22．5 咏x耳ﾝ��8ｧ�¥ｨﾝ��紙貼白色 ���H咥�｢�

横17．7 凛�lｩW｢���俘���｢�

14 偃�*(��縦　21．3 咏x耳ﾝ��紙賄彩色 ��

（小南） ���H�C��左眉上方一部欠失 裏面吹漆 

15 兀���幹�縦　20．8 咏x耳ﾝ��朱の具色（現状紙 ��

（狂言面） ���h�C��裏面黒漆塗 侘h,ﾉ^(ﾜｨ�｢�
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No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

16 倩(��ﾏｲ�縦20．0 横14．4 咏x耳ﾝ��9{ﾈｮ�ｾ�ｬ"�餽杠;ｩL)7Hｾ����R�YIZｨﾈx��｢�z�lｩ�i&��金色系彩色 ��

17 ��ｲ�縦　20．6 咏x耳ﾝ��肉色，瞳箔押， ��

横17．6 凛�lｩ�i&��歯牙金泥 

18 偃�*)&｢�縦　21．4 咏x耳ﾝ��彩色 ��ﾉ?�ﾈ�?價ｩ?｢�

（中将） ���X�C��裏面素地 剔蝠ｧ師 ミの岐阜 田中惣左衛門 作り也 

19 仭8�����縦19．9 咏x耳ﾝ��胡粉地祇色糸内包 ��

（狂言面） ���8�C��裏面黒漆塗 

20 仭8������*��｢�縦19．8 冦��ｲ�彩色剥落 ��

（狂言面） ���(�C��裏面黒漆塗 侘9�b�

21 �8�仆hﾋ駘ｨ�｢�縦　20．5 咏x耳ﾝ��8悩Kﾉlｨ,ﾂ�-ﾘ�8.��9z�lｨ�6��現状漆下地のみ ��

目星 �����������劔��

緩i ��冓i磐、三嶋 一一千薫 ��慧 

：∴：子∴ 仆������(�b�

∴∴： � ��

華 ��������11－＿拘所 ∴∴ �6ﾓ��ﾈ�ﾈ7�������������ﾅ���{��議 ��∴十 　　爾 

iiii≡ �+��ﾈ8���凵諱D「∴ 一日V、ii 　羅 ��B�

樹＿≡i醗鞄醗 ∵∴ 劔� 

白色尉　　　　　　　　　　　（l）
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∴ ∴： 侭m儺ﾈ����仄9~ﾈ��冰｢�����������∴∴ ����博 子∴ �� 

づ霊 剪�

∴一i ��登 �8ｨ6ﾒ�

斌 � ��ｶ浮�

鴻 

し鱒鶉 ∴ヽ．∴ ��　慢 ∴畿 �� ��
∴〆∴ ：∴ ∴∴∴ ヾ黍幸： ii漆種漢語轟 ：：∴∴∴∴ ��

．∴∴ ii‾＼‾‾＿撥 凵＝Q＝滝壷漣 �(ﾘﾎ������� 

議ノ 冕���育��

京紫 �� ��／曇‾ 

蛇　　　　　　　　　　　　　　（2）
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∴∴：∴∴∴ �����������耳耳�ﾂ�����b� 

＿額曇 ��∴∴∴ ����ｸ��������� 

i¶4㍍＿－ir） 漆雲ii 

i藷葦 ∴●i 　＼iii一義 

： ������Ywx6ﾒ� ����f���x耳���誓溺 
自i 刪黶F∴－こ∴ 竺／ 髭諒 ∴∴ 

ー運 剪�

∴ 

黒色尉　　　　　　　　　　　（3）

∴ ／∴ ∴∴－t‡ ∴ 剳ｾ ∴千 一一1－＿頑裁縫‾薪 ∴∴ ∴ 凵� ��∴∴ ∴∴∴ 凵� ����

一難 苧 ���7��｢�����｢�醤 亨 ∴ ������揩���h���ii守 劍����

∴∴ ������「／嘉一∴ ＼－三つ、 剪� �� 

尉（小牛尉）　　　　　　　　（5）

「 ∴∴ ��������� 决ii嚢 ��h���h��� ��

∴∴ � ��

ii‾i諦 ∴ 纏 ��X���剏w－＿－i 

灘 乖�������∴ 

∴∴∴ ∴∴ 凵� ∴∴∴ ��∴∵－∴‾ 懸一縄 � ��

若い女（若女）　　　　　　　（7）
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‾＝　〈　　　　一㌢ ��

∴ ＝－聞蕊＿／摺 ∴∴ iii‾讃選 

：ノ葛、∴ ．＿＿i鷲 ∴．○○∴ 

＝藍　　　鰹 ＿総‾i 

∴∴∴ 鉦／′ゾ 佇"�

白色尉　　　　　　　　　　　（4）

婁 �� �����ｨ�������

欒 妻i！ ����簿蟻鮮 �B�

′夢∴∴ �����������h�����y�����8��ｹ,"� 

轡 剏ｼ ��

尉（石王尉）　　　　　　　　（6）

瓢 ����葵ｹ'X�IE�h�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�x���凵@∴∴∴∴ ∴「∴ 

iii：‾一一 剄ｗｦ 

（ノ‾誓書藻類三一一 ������ー（辱 ∴∴ ��

∴∴∴「∴∴∴∵∴∴′竺饗∴ 

樟＝＝麗子予言潟韓蕗i…／‾ 「∴∴∴∴ 醸＿‾i霊 

白色尉　　　　　　　　　　　（8）
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欝 �;R� ����h���耳�冖"�

∴ �<Xﾏｲ�tｦ��

麗 ��澄 

∴ ����

∴ ����

・蟻醗‘ 劔� 

童子　　　　　　　　　　　　（時

鷲 ��h��������� ��∴な 

「 � 僞ｩyb��:ｨ�9|�R�

：∴ ∴ 雲．l 雅 男置 

∵∴ ∴∴ ∴ 凵[＝－ii ������������:ｩ9��

子∴： � ����h�����f��

iii二を1－ 

∴∴ � ��蒜 ��

般若　　　　　　　　　　　　（12）

梁＿＿＿ノ 灘　－ � ��

箋 ��

饗∴ 劍�爾�vH���∴／∴ �� ��� 

灘 �*B���� 

顧 覿 劔 ��������������h���凵[iミミー者 

； � 凵d／：： ：∴ �� ��凵[態 

星i �� ���� �� 

醸 ∴ ∴： ∴∵∴∴： ��轍 �� �� � 

：／i ��灘 柯R�∴∵ ����＼蟹 遷 ��

若い女（小面）
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i襲懸箋 ∴∴∴ 

－′：∴ 

一I∴；∴． 

： ＿轟蒸潜1－＝課激 

蛇　　　　　　　　　　　　　（13）

∴「∴ 　醤 劍菱��vｸﾗ�袵����h���X�������������自}陋���ﾙ������ﾆ�ﾒ�

蟹繕i ∴∴一㌢∴： ��

ー＝＝縫誓三三i ＝∠ノii窄 紫襲薮義‾ 

武悪（狂言面）　　　　　　　（凋



平光明彦：岐阜県にのこる能・狂言面の調査

笠享子霊長起こ曲曲臨終 

∴∴∴ 

∴ ��懇親＼ii糖駄i　　　　　　　　i‾一一〇i三轟 

敏活報1㌦一謂 凵F「：「 ＼ 

ミ膏詫 醸 ��∴∴∴∴ ��

∴∴ ����{���������i　禽一幸 

i；ii饗 i蒜篭濫霊場患 詫 

＼一　義語意彊監亨 

二二 ��ｸ�������������������ﾈ��������

罰1線 車i ��一、溝諸声i 　藍諜 

∴ 

iさ ∴∴ ��

「∴4 � 

∴∴∴∴ ���� 佻H���S����葦 

：∴受∴　∴∴∴ 

∴∴：∴ � �� 

空吹（狂言面）　　　　　　　　　　（19）

一三i畿iiii三三‾ 剋O二 刄j �� 

i選 奨 � 凵��u 剪� 

ii擦蝋撥 ：／一 1－忘、ii ∴∴∴：∴ ����菱�����6������b�∴ ���������������

若い男（中将）　　　　　　　　　　　（18）

‾1、藤懸畿i 劍ｴYf�68揄ﾙｹﾙｸｼ��

撥音轟※鸞 

欝 幾 ∴ � 

∴∴∵∴∴ 仭h�3���8��ｫ8粂�����R������ｻ譎�H���F勵��

∴ � 

空吹（か）（狂言面）　　　　　　　　　　㈹
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5．神所春日神社

本巣郡根尾村神所に鎮座。縁起書によると，延喜2年（902）醍醐天皇の王子が当地に配流された

おり，従臣川口平馬丞が奈良の春日大社の四所大明神を勧請して慰めたのかはじまりという。その

後，元亀年間に根尾右京が社殿を修復し，元禄13年（1700）に大垣の戸田民定が再建した。根尾谷

が日照りの時，この春日神社に雨乞いの願をかければ雨が降らなかったことはなかったという。

能楽関係資料としては，華麗な意匠からして桃山文化の粋ともいえる紺地白鷺葦文繍直衣一領と

狩衣二領，角帽子二項それに室町末期の能面6両がある。能郷白山神社に近いこととあわせて，室

町時代から江戸時代にかけて能が演じられていたことと考えられるが確証はない。

能面6面のうち，尉，癌兄の二面には「醜」の銘があり，小痛兄は銘はないが彩色やヒゲの表現

方法など製作技法からみて，この三両は前述の洲原神社の悪尉面と同じ越前出目家の初代満照の作

である。この三両は保存状態もよく，室町末期の能面では県下の資料のうちでも秀作の一つであろ

つ。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

Il 儿8�����縦18．0 冦��ｸ�乂ｹ¥ｨﾝ��｢�胡粉地目肉色 ��

横15．0 凛�lｩ�i&��悩�IYH,�8�8ﾂ��竸(�8�｢�（剥落） 

2 俛Y�h���縦14．0 横12．5 冦��ｲ��乂ｹ¥ｨﾝ闔ｨﾈx��｢�z�lｩ�i&��OｹTY��m�ﾚﾒ�墨 ��

3 偃�*)&｢�縦　21．0 �ｨﾝ��胡粉地のみ若干の ��

横15．0 凛�lｩ�i&��ころ，厚手の作 

4 ���縦　21．0 咏x耳ﾝ��胡粉地黄土系肉色 冖��冉駘��｢�

横15．5 價�^<���m��z�lｩ�i&��（雲母混合） 屈服墨 唇朱 

5 亰9�����靆��｢�縦　21．0 咏x耳ﾝ��胡粉地米系肉色 冉X�偃冤��｢�

横17．0 凛�lｨﾙX�6��{ﾈｮ�ｾ�ｬ"�ﾛh皷YIFｩ���（和紙下張り，雲 母混合） 隅取り，唇朱 
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平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

6 亰9���剽ｨﾊ��｢�縦19．0 咏x耳ﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横15．5 凛�lｩ�i&��{ﾈｮ�ｾ�ｬ(�俚i�YWh�｢�（和紙下張り） 髪膚髭髪墨 

7 俑�&飆(ﾞｸ岐�[h�+ﾈ柵�縦139．0 横162．0 �� ��

8 �(9&���扞[b�縦133．0 ��金糸あずかにのこ ��

金欄狩衣 ���#x�CR��.��

9 �(9k9&饉h鉸�柵�縦103．0 横133．0 �� ��

10 乂�e育��縦78．0 横21．0 �?�ﾘ�� ��

紺地白鷺葦文繍直衣
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「　ニ：亘謙遜鱗 劔� 
一一器弼蟻綬騨 

、il綴 � 劔�����ﾊｨ��Di-B�

績 「∴ ∴∴ �*ﾘ�耳�h耳示�� 估B� 傲ﾒ�

繭嵩、 � 
駆1日1－‾i　総 

諒 僥ﾂ�i膳i 仂2�B��ﾉ^｢�

i轟‾≡＝霊‾i 

父尉　　　　　　　　　　　　　　　（1）

謙 

∴　∴∴ ��

畿≡て－‾ ∴∴∴ ���G���X�h�����

若い男　　　　　　　　　　　　　　　（3）

黒色尉 （2）

この三両は，あとの（4）・（5）・（6）に比べると，

簡素を作風を示している。しかし，それぞれに

個性があり注目されるものである。

父尉は，目・鼻が大ぶりな表現で力強い作品

であり，黒色尉は，荒い刀痕に単純な級と右へ

大きくゆがんだ鼻がよく調和している。若い男

は，能面としてはやや厚手の作であり，彩色が

ほとんど剥落しているが，形式的な表現の中に，

大らかな容貌がしのばれる。

ー　63　－



平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言両調査

∴∴∴∴∴∴ iii議 劍7H�X�������������剪�

∴ ��������末冽�%ｦ亦� �� ��＼ 啓 漬 

∴∴ ����h��� �*ﾈ�ｲ�‾華 膚 ∴∴ 

蛙 � ����

∴千 i淫 � 

尉　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

沓臆喜子聞邁 

燈＿認確固田園魚沼‾‾‾‾ 硲1－－≡ 潮麗‾纏和漢言魅堕 震発音は醤‾‾一一 �� ��

∴ ��������

ー＝ブi轡灘筆 

＝蔓 ��凛�������

一騎曇 �ｨ耳�h���：：一∴∴ 「 　∴ 

∴∵： ∴ 

ー＿－‾＿＿易 

‾‾ii＿＿頚 ＿駆壁 况8ﾜ������b�＼宣言書、 

鬼神（療見）　　　　　　　　　　　　（5）

∴「 

囲轡態※笠蒜諾∵∵∵言∴で判 
選 鸞 ∴ �� 

i毒‾轍＿ 

∴∴ 

∴一 三‾≡嚢染離戴 � ��

騒 ���������∴∴ ∴魅営 �������� 

尉　　（4）　　　　　（面裏）

面裏に「韓」の墨銘と前述の洲原神社の悪尉

面と同じ知らせ鈍目がみえる。下段左の鬼神も

同様である。越前出目家満照は，室町末期天文

のころに活躍した面打である。

∴∴ 醗頚穀墨 �� ������� �� ��

鎚顕＿＝＝＝＝纏 ∴ �� 迄抱�������：∴∴ � 俘｢��b� 

「 ∴ �� 處���Fr�>R��������E��i／∴ 議 襲 

∴ ∴ �� ��ｸ��� ��

： ： ∴ �������翳 ��葦 

塵 

撥 ��懸 

護国悪書二一三一 

鬼神（癌見）　　　　　　　　　　　（6）

ー　64　－



岐阜県博物館調査研究報告　第1号1980年3月

6．白坂春日神社

揖斐郡久瀬村日坂北尾佐に鎮座。社伝によれば，神社の創建は奈良時代の天平年間（729－748）

とされ，その御神像は，鎌倉時代の作と考えられる男神女神の二躯の木彫である。また境内薬師堂

の薬師如来坐像，広目天・多聞天像は鎌倉末から室町時代の作である。これらのことから，中世に

この日坂が相当の集落をなし，文化も栄えていたと考えられる。

この神社には，室町期の能面類21両が残されており，これらの多くは古様の形態を示し，現行の

能面の分類にあてはまらないものである。悪尉・怨霊の大型の面，老年の女など写実性の強い面な

ど仮面の伝承，変遷史上に特に注目されるものである。一方，越前出目家初代満照や近江井関家の

手になる面もある。延享3年（1746）の記録によれば「中古高橋筋之者当村被参，下村之祭事のふ

（能）と申専政被中のふの組二両御座候処，近代のふ茂止申候而下村の神事無御座候。依之私共弓講
一所二仕」とあり，中古はいつごろをさすか判然としないが，かつて上村高橋筋のものと下村の氏

子によって，能が演じられていたことがわかる。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

1 僮)�h���縦16．0 乂ｹ¥ｨﾝ��佇x��｢�胡粉地白色 ��

横15．9 凛�lｩ�i&��唇朱，冠台，髭， 眼周黒 

2 儿8�����縦17．5 乂ｹ¥ｨﾝ��胡粉地白色 ��

横13．5 凛�lｩ�i&��唇朱，髭黒 

3 俛Y�h���縦16．6 乂ｹ¥ｨﾝ��吹漆（暗褐色） ��

横13．7 凛�lｩ�i&��T�+浦Hﾈy���OｹTYJ���m��T�YH,ﾈｸ��8�8餽,ﾂ�Uﾈﾋｸ,�<�*X*�.��朱 

4 ���縦　21．0 咏x耳ﾝ��胡粉地白肉色 ��

横14．7 價�YJ���m��z�lｩ�i&��唇朱 ミケン部に∬形未 練 眉，目，髪，歯黒 

5 ���縦　20．3 �ｨﾝ��胡粉地もほとんど ��

横15．2 �(���)�+X*"�ｧｹYHﾈx��z�lｩ�i&��剥落し素地が出て いる 
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平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

6 ���縦　21．8 �ｨﾝ��胡粉地わずかに残 冉顋�*ｨ-ﾘ.x.ｨ.�*｢�

横15．8 �:ｩ+浦H�8ｧｹYHﾈx��z�lｩ�i&��る 僵ｹ<x,X*ｸ+��

7 亰9����ｸ���｢�縦　21．4 �ｨﾝ��胡粉地茶系肉色 ��

横19．3 價�YJ���m��z�lｩ�i&��（剥落多い） 唇朱，眉歯黒 

8 亰9����ｸ���｢�縦　23．2 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横16．8 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�J�YJ���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��（剥落） 眉歯黒 唇，鼻孔クマドリ 朱 

9 亰9����ｸ���｢�縦　21．0 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横18．0 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�z�lｨﾙX�6��J�YJ���m�ﾚﾒ�歯黒 唇，鼻孔クマトリ 朱 

10 亰9���儖(��｢�縦　21．0 �ｨﾝ��胡粉地赤褐色 �48+�4ﾈ���

横14．4 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�悩�IYHﾈy���z�lｨﾙX�6��唇舌赤 冠台髪眉髭髪歯黒 ��俘���｢�

11 亰9���舒�ﾊ��｢�縦19．0 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横14．5 几ﾈｮ�ｾ�ｬ"�z�lｩ����眉髭髪墨 

12 亰9���縦19．0 �ｨﾝ��胡粉地縁肉色 ��

横15．5 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�TYJ���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��唇朱，歯白色 

13 �Y~ﾂ�縦　21．5 �ｨﾝ��胡粉地わずかに残 ��

横16．1 價���m��z�lｩ�i&��ﾏｨ訷,ﾈﾞﾂ�る 

一　66　－



岐阜県博物館調査研究報告　第1号1980年3月

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

14 �Y~ﾂ�縦　24．5 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横19．7 凛�lｩ�i&��唇朱 髪髭髪歯黒 

15 �Y~ﾈ�弌h齎�｢�縦　20．7 �ｨﾝ��胡粉地責茶系肉色 �ｩ���ｨ徂��9i��

横14．5 几ﾈｮ�ｾ�ｬ(���唇朱 傲h,ﾈ4ｨ986�8��

（欠失） 裏面素地 倬XﾙR�Hﾙx��ﾘ+R�＄ 

16 �Y~ﾈ�儉ｨ���｢�縦　21．5 乂�¥ｨﾝ��胡粉地肉色 冤ｨ,ﾈﾜｩ�h岑,俔ﾘ�"�

横15．5 凛�lｩ�i&��（剥落多し） 偖ｩ�ﾈ�俚h�｢�

総縦26．0 剩ｯ歯黒，角黒 伜(ﾉ(劍��H咥�｢�

総横19．3 剏ﾀ局，唇朱 �Hｭi�Xﾞﾉnx��X�｢��冉顋��｢�

17 偃�*)&｢�縦　21．2 �ｨﾝ��胡粉地わずかに残 ��

横15．3 �Y�IYI(隘��z�lｩ�i&��る 

18 偃�*(��縦　20．0 �ｨﾝ��胡粉地内色 �4�59YH,��

横14．3 凛�lｨﾙX�6��（剥落） �9�YWb�

左側部欠損 價�ｨ餽ﾙR�����（花押） （墨書） 

19 偃�*(��縦　20．5 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．7 凛�lｩ�i&��（剥落多く素地が 出ている） 白歯黒，唇朱 

20 刔iD�,ﾈ��縦　21．5 �ｨﾝ��胡粉地わずかに残 偬B���H咥�｢�

横14．2 凛�lｩ�i&��{ﾉ�IYI(隘�,�.h.��ﾈy���る 

21 仭9���縦18．8 �ｨﾝ��胡粉地わずかに残 �?���

（狂言面） ���X�C��裏面素地 厚手の作 �.��正月 一日（墨書） 
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平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

白色尉　　　　　　　　　　　（1）

隊i謙一臨、1－11一 

陸二塁土壁議襲畿 
一一，窯業鷲薫露濃霧繋藤一 

i辛流言漆強嶽熊藻撥畢離轡藤 

8　　　　－）　で　、強遷　　　　　　　流懸 

／　　　雫彰一婚攣態一蕊 

黒色尉　　　　　　　　　　　（3）

∴∴∴∴／∴∴∴ ��議 ：∴∵∴一∴∴ ��ｨ耳�h�ﾈ�c���ﾂ�

∴∴　∴∴　∴∴∴∴「 

∴ 

尉　　　　　　　　　　　　　（5）
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賀 劔 

111－＝織 剞D等蕊1、 劍�����������ﾈﾄR�伜ﾘ�y��� 

紫寵‾ 

∴∴ ：；∴∴ 整 � ��X��� �� 

∴ 凵^・、熊饗 詣 

∴：：∴∴ 　∴；：彰 

父尉　　　　　　　　　　　　（2）

：／ 1、 ���耳耳ﾉﾉ�~eX����ﾂ���

∴∴∴∴∴ ：∴灘∴ � ��

：－： iii卸i 凵���D ��

蓋諜 ∴∴一 �6ﾘ�ｸ�ﾈ��,H6ﾘ�ｲ�����ｨ耳ﾔx耳�h�����耳耳ｮ握�b�gﾂ�

尉　　　　　　　　　　　　　（4）

．∴∴∴；∵ �� �� 
‾‾i姦滋 ∴∴ ∴∴∴∵ 

細石‾‾‾i ��ー　　　　　　　　　　　　1　　　　　、 �� 

「∴フ○㌃∴∴∴∴ ��

講繊霜囲蟻 

∴し∴ � �� 

灘発蔀‾議網聞 

ー＝－＿薗＝＝ 凵�� ＿＿潮i結灘 ：∴ � 

尉　　　　　　　　　　　　　（6）



岐阜県博物館調査研究報告　第1号1980年3月

鬼神（悪尉）

／ ��� 

∴譲纏驚驚膏∵ � 

＿　∴　高言糧 

躍認閏闘騨 

ー　畠　讃、率∵言綴 

品i撃薬園一方一藩予選 
易園艶漂蘭撥読売－／甑灘 

鬼神（飛出）

ノ！ii詳 ∴∴∴ ∴∴∴ 一∴∴∴∴∴ i埜 ∴子．∴：∴ ��ｸ��� ��∴∴ ��

：∴ 

＝託i　　　　ノ闘鶏醗藍 

一さら∴一 iii‾認藍繋驚慈善 ＿＿iii顕懸驚畿 

8　　　準、1番謙譲態驚灘　　8 
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憩擬態 � ��‾志簸÷ ��

醸　8 
叢／鮮 剪� 

、IJ｝i甑桑 ��� 

藩‾ 剪�
； ��

∴ �� 處Hｶﾈ�������

憂忠相i」 

十一∴ 

撥 � ��

一一1　　　　　、 ��

鬼神（悪尉）　　　　　　　（8）
‾－：i率‾　田．－　　。‾1、詰田上i 劔‾㍉書目1－日： 

園田iii ��ﾄ��墾 � 

∴一∴∴∴∴∴∴∴ 　∴∴∴∴∴ 剪� 

∴ ∴∴∴ ∴∴∴∴∴ ��

i＿＝＿露盤醗磐灘灘讃綴 iiii鰭畿鶉 劔 

∴∴招孟i；∴∴∴： 額醗媒饗畿翠籍認 � 

∴ 剪�

‾‾‾弁i ��

誕騒 ��

鬼神（癌見）　　　　　　　　（10

；：∴∴∴∴　∴ 

ーii＝‾i綴 ∴∴ iiii諒 凵�� 

怨霊　　　　　　　　　　　　（13）



平光明彦：岐阜県にのこる能・狂言面の調査

，∴「∴ 憂麟料言壷 

∴∴ 議溺離叢＿ 凵� 議ii ��ivﾂ������h��������� 刹搆ﾆ ��������� ����

∴∴　∴ ��� �� � 

：∴∴ ��ｹ>R� �� ���������T�����

：∴∴ ∴∴ 劔 剪�

∴∴∴一 ：∴子∴ノ∴ク〕∴∴ �ｨ耳����>X�Xﾈｲ�i電＿チ： 　∴子 ��蒲 ∴ ii議 ����

言∴：∵ i痕命11 ㌧－ii嘩 ヽ ������ �������迄�8.��>Y>R�

∴∴∴結∴ i ��h�������ｼ��9�冰���� 劍�h���/�弸9��

望i ∴∴∴ ��亳2������態 ������*Hｬ���H������������

「： ‾撃灘i繰 ∴子∴子∴ ���8xｼ�ﾆB�ｮ������鸞〕； 

∴ 灘、＝通年隷　ノ遜高三‾－ 

三 劔�� 

i詰 

涼 感 騒 壁書 倡�����蕀��������h��� ��

．「十一∴ 畿 ��������ﾜ����闔ｩ?�*���="�一塁も ����b��h�������

∴∴∴ � �����H�����‾‾≡案；燕 �� 

＼讃 凵������ 剪�
ーii（ii／ 一＼ � 剪�

部将甲田駆調閏騒幸田開詳 劔�� 

鬼神（悪尉）　　　　　　　　　　　　（9）

普通の能面に比べて大型のもので面の奥行も

深く，頭部半ばまで覆う形式になっている。舞

楽面などの古い様式をとどめているともいえる。

類面が朝鮮にもある由で　仮面の伝承，変遷を

考察する上で重要である。

怨霊（般若）　　　　　　　　　　　　（16）

面の彩色下に「江州住人」「山健□（花押）」
「井関是作也」と墨書がある。このことから，

天文年間より四代続いた世襲面打家近江井関家

の作であることがねかる。
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一　∴　∴ 冰ﾈ���������引����築墨、 
∴「 ＼ 劔 ��一㌧「∴十十 

、畿 劔����b�
懸 �� ��

∴∴∴●：∴ ��

蓬饗＝／＿ �� 
∴∴ 淑燕 ��

∴　　∴ 

… 劑ｹ 凩�>X�����譏�����ﾂ�

怨霊　　　　　　　　　　　　（14）

婆 ∴ ��吾 潅 

疑i≒－ 凵u ��
塁薯！ 繚ii‾＝謙 1－：＝暑 � �� 

乎　鮎＿＿一一 �+�������ﾅB� � �� ��

：∴ 剪�� ��

∵∴ �� �� 

∴ �� �� 

∴ 

ー＝＿＝身 

「／ ������b�������� �� 

若い男　　　　　　　　　　　（17）

＿露盤ノ懸i黙繊葦 ＿繋＝一一ノ ����R����h爾��h�R�迄���雜ﾈ+R��h�h���

端慈善．譲 �����ﾈ�h5ﾂ�

若い女　　　　　　　　　　　（19〉
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騒 冩r��h���∴蟻曇 頭語轄1－イ ＝墓石二露語 ∴∴ ������ ��ﾈ�X���

∴∴ � ��∴）∴∴∴∴∴∵ i離 ��ｨ����薰�d�>Y�自)ﾒ��X�h�����������(耳���ﾚxﾚx褪�l�ｨ蓼���b�

ii上組1－ ∴∴： 儉ｸ贅�U�� 

怨霊（怪士）　　　　　　　　（凋

藍縛 � ��

圭i＼ミ 　　∴ 闘蟻蔓講緋燕 � ��

∴一∴∴∴∴∴∴∴：「∴ ∴∵∴－　∴ 

〇〇㌧：受∴∴∴ ー／窪 

若い女　　　　　　　　　　　（18）

騒 � ��劔��

音韻 凵�O豊∴∴子∴ ����剪�

i‾醤撥 

∴ ��∴∴ � ��認‾ 

誓 ����

毅 ����自Uｨﾜ�����?�S����ﾈﾚB�

老年の女　　　　　　　　　　　㈹



平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

7．小津白山神社

揖斐郡久瀬村中洋学中島に鎮座。神社創建は，貞元2年（977）とされ明治6年（1873）大野郡揖

斐各地域の郷社となり，のち大正年間小津地内の各社を合配した神社である。伝承によれば　小津

集落は根尾谷の岐礼（揖斐郡谷汲村）方面から峠を越えて入った人々によって開かれたところとさ

れ，また美濃木地師発祥の地ともいあれ，木地師としての古い歴史をもつ集落である。

この目山神社に残る26両の能面類は，近隣の白坂春日神社の能面と制作年代はほぼ同じ頃と思お

れ，どちらも素朴で写実性が強く能面の発生を考察する上で貴重な資料である。特に，髪を彫出し

ている女面，鉢巻男など他にはあまり類をみないもので注目された。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

l 僮)�h���縦17．7 乂ｹ¥ｨﾝ��胡粉地白内包 ��

横14．8 儖ｹ��m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��唇朱 冠台，白墨 

2 儿8���縦14．6 乂ｹ¥ｨﾝ��佇x��｢�胡粉地白肉色 ��

横15．3 凛�lｩ�i&��冠台，白　墨 

3 俛Y�h���縦17．7 横14．8 乂ｹ¥ｨﾝ��Oｹ��m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��黒色（墨） ��

4 �IkﾘｪX�"�縦17．6 �ｨﾝ��（胡粉地白肉色 ��

横14．0 凛�lｩ�i&��冠台，眉，髭，髪墨 頼部に朱 

5 ���縦　21．5 �ｨﾝ��胡粉地白肉色 ��

横16．3 �YKﾉlｩYH,XｨI����俯ﾘ,�,I�ｨﾘx�｢�z�lｩ�i&��J��><���m�ﾚﾒ�唇，鮫朱 歯，目，髪墨 

6 ���縦19．5 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．9 凛�lｩ�i&��唇朱 全面剥落著しい 

7 ���縦　21．3 �ｨﾝ��胡粉地黄褐色 �H咄�

横15．6 儺X�><���m�ﾚﾒ�z�lｩ����目，歯，眉墨 唇朱 ��x���俘���｢�
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No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

8 亰9����ｸ���｢�縦　23．2 咏x耳ﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横17．7 俚i�IYHｨI���TYJ���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��唇，古米 

9 亰9����ｸ���｢�縦18．9 ��ｸﾝ��胡粉地（剥落） ��

横16．2 �YKﾉlｩYHｨI���J���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��唇，目廻り朱 

10 亰9���舒�ﾊ��｢�縦　21．0 �ｨﾝ��胡粉地内色 ��

横15．3 凛�lｩ�i&��髭，歯，白墨 剥落著しい 

ll 亰9���舒�ﾊ��｢�縦19．7 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横12．9 几ﾉ�IYHｨI���z�lｩ����全面剥落 

12 亰9���縦18．7 凩饅ｨﾝ��佇x��｢�胡粉地米系肉色 ��

（鉢巻男） ���h�C2�髪植毛痕 裏面素地 倬X�9mｩI)�b����9mｨ櫞.稲��Oｸ�9J���

13 侘�b�縦　21．0 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横16．2 几ﾈｮ�ｾ�ｬ"��冲ﾈﾌ�,�ｩYH�8.��｢�z�lｩ�i&��（剥落） 唇朱 

14 侘�b�縦18．5 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．8 �Y�IYHｨI���z�lｩ�i&��（剥落） 唇朱 歯，白墨 

15 俛YJ��縦　21．3 �ｨﾝ��胡粉地金泥色 �H咄�

横14．0 �Y�IYH�Xｧｹ79�y���{ﾈｮ�ｾ�ｬ(�佇x��｢�z�lｨﾙX�6��髭，髪，眉，髪墨 唇，古米 ��x�俘���｢�

16 �&｢�縦　20．0 �ｨﾝ��胡粉地肉色 ��

横13．4 凛�lｩ����髭，眉墨 全面剥落著しい 

17 偃�*(��縦　21．7 ��ｸﾝ��胡粉地内色 ��

横13．6 價�I*H�+R�z�lｩ�i&��唇朱，目，髪墨 剥落著しい 
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No 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

18 �(iD�,ﾈ��縦　21．7 咏x耳ﾝ��！胡粉地白肉色 ��

横13．6 �Y�I79�y���z�lｩ�i&��；目，眉，髪，歯墨 ；唇朱 j全面剥落 

19 傚r�縦　20．1 �ｨﾝ��胡粉地目肉色 ��

横14．2 佰ｸ*ﾘ.卯(*ｸ,�+R�z�lｩ�i&��髪歯墨，唇朱 全面剥落 

20 �r�縦　22．9 �ｨﾝ��胡粉地彩色 ��

横14．6 凛�lｩ����Oｹ��m�ﾚﾒ�剥落著しい 

21 ���縦16．6 �ｨﾝ��胡粉地米系彩色 ��

横12．5 �YKﾉlｩYH,XｨI���z�lｩ�i&��髪，白墨 

22 亰2�縦　25．7 �ｨﾝ��8ｧ�ﾈx��胡粉地彩色 ��

横　21．8 價���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��（剥落） 唇朱 

23 亰2�縦　24．5 �ｨﾝ��一部胡粉地は残る ��

横19．0 冤ｩ(h匯YHｷ�-�ｧｹYB�,XｨI���z�lｩ�i&��が彩色は不明 眉，歯墨 

24 �,xｵil｢�縦　26．9 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

子兎 ����#8�C2�裏面素地 髪植毛痕 冦ｨ�8餽�8ｧ�ｾ�I8咄�

25 僮ymyl｢�縦　28．7 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

子鬼 ����#8�C��角別材（欠失） 裏面素地 髪植毛痕 倬Xｾ�I8咄�

26 儻9k��縦　21．5 �ｨﾝ��彩色なし ��

横12．2 凛�lｩ�i&��髪，眉，日量がき 
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心。i蕪騨騒醗擬態蟻酸灘 

絹張函1－ ∴：∴：4 �� 剪� � 

＝巡 

＿瓢 ∴∴ ＼i＼謹戴離」 ��

∴一 

∴ 畿鞠‾繚幾簸＝－薄 �ｩwI|畏ﾈｼ��∴∴／ ：∴∴ 凵���@　　　∴∴ 

i冨田観閲 ��凵�@／／ 

駅顎醒iii認幣満響i 

i灘繋ぎ 

、iii蘭臨諦 

諜緑頴田獲漢音8円塘磐≡‾ 

白色尉　　　　　　　　　　　　　　　（l）

：∴∴∴∴： �� �����耳示迄ｶ�>ｶ俾��b��������∴∴ 亳�� ��

∴ �� 

∴∴「∴∴∴子∴∴ 伜ﾘ･yJ���5亦���

「 ������������疫ﾈ���� ����

擬＝i � ��H�x�������耳示佶ﾉ�ｸﾉﾂ� 

∴ iノ；＿＿淑 ／i ��劔� ��

∴∴ �� ��鮎h�hﾉﾈ�H�X��� � �� ��

＼－ �� 劍�����������������h�ｸ�ｸ�x�x�ｨ耳耳���h�����

／∴∴∴？∴ ��∴∴ �����ｵｹ�H����������X������� �� ������
「∴： ���� ��X��� ��

黒色尉　　　　　　　　　　　　　　　（3）

一∴∴「∴∴「難∴一言 　　　∴／ 

ー亮子藤懸議㌍竿誓漂 剪�i轢醤閥‾繕 劔 

湖、 ��������~ﾘﾚx������ｫ8ﾋ��耳�h�R����������末��h��(ﾒ���ｴR�凵� 嬰高言＿＝蕪 �����������ｴR�一∴∴ ∴∴ ∴： 澄 ＝雄 塾 

闇藤等一　顎醸 劔��

父尉　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

享揺習高域i 

墓誌潔 ��剞ｦ詳　　　　　i 
∴∴ ；∴∴「／ 凵� 

∴ ：∴ 謡蘇： ii′－虚 ��稔 1、1‾轟響 ∴∴∴ 1－＿態顎瀬＼ 「∴∴ ∴∴∴：∴：∴ ��h���h���∴∴∴ ‾ゞiii ������∴一泡 ����h�������∴∴ 要 
磐護饗鐘 崎 l：： ∴「∴ ���������� 

∴∴ ��

∴∴∴： 凵�F∴ 綴‾驚怒1、 ∴ 舞 ���揶ﾉﾉ^ｲ� �>R�

‾鶏 ＝謙 ∴∴ 

擬11－1鰭闊 

延命冠者　　　　　　　　　　　　　　（4）
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麗 �� 

鶏頭 i鴛 ��「 ���� 

∴∴ ∴∴∴ �� 倆ﾒ�

尉　　　　　　　　　　　　　（5）

∴∴　∴i〇°H 劔��

∴∴　∵言寄∴子 � �� 

、‾－ii一議請書 ∴∴∴ ���������������������� 

∴： 

し 一一‾1滴＿蒸 剪�

尉　　　　　　　　　　　　　（7）

揮i澱灘≡≡i 劔翁綜 ����

：「∴一i ∵∴ i‾‾羅＝≡議 � ����������

蒲 劔∴∴ i＿i擬 � 凵�u ∴∴ 鱒 ��

∴∴ ���� 凵�� 

：∴∴∴∴ � 

「i ＝終∴＝一法 � �� �8r� ��

鱒鶉 ��� 

：∴∴∴ 剪�灘 � 

出 劔劔 

鬼神（癌見）　　　　　　　（10）
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∴∴一〇〇∴一 劔 

＼一、11－11 剪� 

鬼神（悪尉）

鬼神（癌見）

（8）

（10
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雄蕊璽闘艶聞瞳鞄志 

墜＝－ ＝饗 ‾‾‾‾‾誌i �� ��

：∴ ‾‾‾ふ言 處飲｢� 倡��H�X�h���

続、＝i � � � 

擾騒灘躍鑑隠i 

∴　　　∴∴∴∴∴「∴ 一　∴　∴∴∴∴∴∴「 

∴　∴ 

i溺躍一報‾‾⊃評 潤一－≡諒磐読経－ 劔劔��

態詳言＝＿諒恕　議 劔劔 ��

∴∴ �� 

一一灘一鱒 凵@∴∴ 　∴ ∴▲免：∴ 

域窒ii／ 

：一一∴イ∴∴∴ 凵�� ��b�擬 i数i！ ∴∴ 俑r�∴ 薬 子 ：∴ ����

一箪 ∴一－∴∴∴ 一言∴「．∴∴／／ 一言「∴∴∴∴∴∴∴ 

：∴∴∴∴ ∴∴　言∴ ∴∴∴∴：∴ ∴∴∴∴∴ 

i聡塑離籍i網 ∴∴∴1 　　　‾鎖！ 

圏躍懸 劍�育��b����

∴言霊詰詰華i諒諒譜競 
≡し一　一一　ノー　＿iii朝霞＝＿一一＝詰．豆詰高一一般雄三＝獲混 

鬼神（鉢巻男）　　　　　　　　　　　（12）

この面は，鬼神系の面であるが，日本に数点

現存するのみで非常に珍らしいものである。

鉢巻を巻き，顎が翁面のように切顎形式にな

っていることや鼻の級などが，この面の特徴で

ある。

（17）

頬やまぶたや口元など全体の肉付けのとらえ

方が，後世の様式化した女面とちがって，写実

的になっており，重厚な味あいが感じられる。

髪も彫り出してあり，立体的なとらえ方がさ

れていることが，この面の特徴でもある。
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乎光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

‾懸㌻誓瀾曙ii ∴∴「∴∴：一 

醸 ����h5ﾈ���

∴∴ 

狐蛇　　　　　　　　　　　　（13）

＝騨曝露議 ����b�

iii蒲三 �ｨ�������b�ﾋ駢B�凵F子二一 ／∴：∴∴ 

∴∴ ������������耳�H��ｺﾒ�n��　ー窮 ‾＝螺ii。一一iii離111 ㌧∴ ∴∴ 刧_「 ∴ ∴一：∴∴∴∴ 儷r���i�ｹJ���� 

響 �����H�����H4��Hﾒ���態 
∴∴ ii騰‾＿ 劔Lｸ�ﾈ�����ﾂ�

男　　　　　　　　　　　　　（16）

∴∴ ∴∴ ．：∴ �������� ����H�����

∴ � �����������∴∴ ��X�b�

襲 ∴∴ � 刎b��h�����瀧獲 ＿＿騨 短絡i 

ii海流 十 

女　　　　　　　　　　　　　（19）
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黒髪　　　　　　　　　　　　（凋

∴「∴ ：∴∴∴ �� 

一∴ 癌＿勢 宣言遜仁子 量、＝ ∴∴ 惣縫 ��ｩ)����一点箋蟻鍾 ∴∴ ：」∴∴∴ 

∴∴ ∴ i日義 

」隻ii 劔��轡 ��

∴ 守㌧∴∴ ��∴∴◆： 　∴∴ ∴∴ ���� 

恕ii ������h���

鮭 � � 

史 遊蕩 � 

中年の女　　　　　　　　　　（拘

旗 ㈹
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8．葛原篠座神社

山県郡美山町葛原に鎮座。社伝によれば当神社は大永2年（1523）越前大野郡篠座大明神の分神

を奉迎して創建したものとされ，大己貴命を祭神としている。

この地域は，古くから塩その他必需物資の交易を通して越前とのかかわりが深く，神社創建の由

来もこうした交流の一端をうかがわせるものである。

ところで現在当社には，能面3点，小鼓胴1点がのこされているが　神社創建の縁起と合せ考え

て，能面の由来にかかわる具体的記録を欠くものの，当地域を含む一帯に多くの影響を与えた越前

猿楽とのかかおりを推察することができるものの一つであろう。残念ながら3両とも虫蝕が著しい

が神社創建と同じ頃の作と思われるものである。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

l 儿8���縦14．5 乂ｹ¥ｨﾝ��佇x��｢�胡粉地白色（剥落） ��

横13．7 凛�lｩ�i&��髪墨 

2 俛Y�h���縦14．5 横13．8 乂ｹ¥ｨﾝ��佇x��｢�T��YL�I(����z�lｩ�i&��胡粉地黒色 ��

3 1 亰9���縦　20．5 �ｨﾝ��胡粉地米系肉色 ��

横15．3 凛�lｩ�i&��髪・髪・眉墨 

：／／ 　　「∴ 

ノ ��

1－－1＿避 � 

∴ �� 

∴： ∴∴∴ �������h���「∴ 

∴〇〇〇I � 侭}ｸ鶇�����ﾈ�����r���ﾃ�ﾉﾈﾉﾉ~ｨ���ｨ�����

一、韓 一∴∴∴考 課1－ 劔　∴／∴一： ∴∴∴ 凵ﾟ繋紫∵溌＿i 剪�

父　尉　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

ー＼＼地 ��

：∵ 凩R�∴ ��

∴繋 凵��齒�81各色 彊圏i警醒 ∴∵＿。。。。。－∵一一「∴ 劔������b� ��h�B�
、1　－ ��

「／1r： ∵∴；「∴　∵∴ 劍�H���h,����「 �� �� �����Fｲ��������������

∴ ∴舗 �� ��

藁潔一三一iii撥i欝 ∴∴　∴ら � ��������������������� ����：∴ －∴ 熟襲i ��

黒色尉　　　　　　　　　　　　　　（2）
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平光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

鬼　神 （3）

この面は，黒い眉毛が太く，口元をひきしめ

三角錐状に鼻が高くなっている。いわゆる天狗

面の要素は備えているが，面貌は素朴で　鼻も

さほど高くない。天狗面（鼻南面）の祖型とも

いえるもので特に注目された。

9．小野八幡神社

郡上郡八幡町小野に鎮座。承久2年（1220）武蔵権守藤原頼保が勅命により鷲退治に出かけ，途

中で八幡の文字の書かれた鷲の羽を拾った。それを当地の村人が御神体として，山頂に社を建てた

のか，この八幡神社の起こりといわれる。その後永禄2年（1559）遠藤盛数が八幡城を築城の際，

社殿を現在の位置に遷し，その後は歴代領主の祈願所となった。

この神社には3両の面がのこっているが，能についての具体的な記録はみあたらず，今後の研究

に期待したい。

No 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

1 偃�*(��縦　21．0 咏x耳ﾝ��胡粉地白肉色 ��

横14．0 �Y:ｩYH自YHｨHﾈx��z�lｩ����鼻梁・両頼・頚部剥 落 唇朱，歯黒 

2 佩I{��仆hﾋ駘ｨ�｢�縦　21．5 咏x耳ﾝ��胡粉地白肉色 ��

横15．7 凛�lｩ����（剥落） 

3 亰9���舒�ﾊ��｢�縦　21．0 咏x耳ﾝ��下地黒漆 �ｨ�俘���｢�

横15．8 �Y�IYHｨH.ｨ�做9yﾘ�｢�z�lｩ�i&��上彩色胡粉地米系 肉色 （剥落） 
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端蕊畿熟蜘ヾ1、1　　　　は－、強 劔�� ��

醸ii 

：∴〕∴∴、 ∴∴ ∴∴ ��∴「 ∴∴∴∴∴ ：∴ 剏q藻蟻 亳���J譁僵r��h���������������h��.x���b��������∵〆∴∴∴／∴ �� 

∴∴ 「∴ グ：∴∴：一 ‾‾iii驚ii ！ 剋ﾇ 瀦 ：∴： ∴∴∵ 惑 ��h���������>R�僖r�袒亦������板����∴∴： 気嚢 導築 「： ∴∴∴ ∴∴言 「葛葛■「「 食言挫 ＿、∴÷蓮酪連 11－＿－ヌ ：∴ ∴∴ 

∴ 劔劔態 ∴ ��h������ 

Iii÷l）！ ������ �� �� 

諒＿＝＿選 剔ﾔ饗撥競緩流i闇 

千十∴ ∴∴「 ��� ����

一躍轡罷 ーi二剃r＿＿ �����ｩr�����｢� ��h���∴∴∴： � 

「∴∴一∴「 ����h������������b�� 

＝醒 � 劍ｴR� 

∴一， ∴：〟∴∴／ ��x���+ﾘ��耳示������ ��

≡＿一木i 凵u∴∴ �����������h����������ｸy�F侭�r��ｨ���� �� 

、平面耶’－ 剪��� ��

i蔓 ／∴∴ ∴／「 �� �� ��∴∴ 

∴ � �����倚������h���b� � 剪���

ー」i館詰 

； 薮i ��

∴∴∴：∴ � 劔∴ 剪�

∴∴ ∴∴ ��

子∴ �������������6��
蔓 剴M醗 ∴． 一／∵∴ ∴ 剴l＝≡ 鸞 剴Z �B�患＿言霊＝一 緒懸 �?���ﾆ估B����h���h���ｴR�∴∴ ii薫i′‾ ∴∴ ： ∴「 ��裏 ．∴ ∴∴： 藤 

∴∴「∴ � ������ ��

御寮（狂言面）

鬼神（癌見）　　　　　　　　　　　　（3）

鬼神とかいて「きしん」と呼称し，邪鬼・悪

霊を追い払う鬼をいう。鬼神には，口を開いた

呵型の飛出などや口を閉じた咋型の療兄などが

ある。

痩兄は「べしみ」と呼び，口元に力を入れて

強くへしんだ状態の面相をしており，このこと

からこの面を「べしみ」と称するという。

一　81－



辛光明彦：岐阜県にのころ能・狂言面の調査

10．川合大社神社

揖斐郡春日村川合に鎮座。祭神として速玉男大神・天照大神・豊受大神・春日大神・八幡大神・

伊井冊命を祭る。勧請の年代は不詳であるが　美濃神明記には従一位糟河大神とあるほどの古社で

ある。

当社に残る若い男の面は，宝冠台がつき頼部には，エクボのようなくぼみがあり神の容貌をそな

えている。しかし能面にはみない形であり，他の神事に使用したものと思われる。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

1 偃�*)&｢�縦　19．7 �ｨﾝ��9_8ｪY�IWB�胡粉地白肉色 ��

横13．9 �Y:ｩYH自YIFｩ���z�lｩ�i&��　（剥落） 歯茎 

若い男（l）

11．上開田大社神社

揖斐郡徳山村大字開田字北カイ戸に鎮座。神社の創建は保元元年（1159）という。祭神は，速玉

男大神・伊井冊命・天照大神・豊受大神・春日大神・八幡大神を祭る。二面のころ仮面のうち，鬼

神（悪尉）は，右目は下方を左目は上方をみるように到り貫かれている。このことは，天地間の悪

霊を祓うことを意味するもので　能としての仮面ではなく，別の神事に使用したものと思われる。

これと同形式のものが，前述の春日村IiI合の六社神社の若い男の面である。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

l 亰9����ｸ���｢�縦　24．0 �ｨﾝ��彩色はなしか ��

横17．8 價��9TY��m�ﾚﾒ�(��儘R�z�lｩ�i&��眉，歯，白墨 唇歯部に米系彩色 がみられる 

2 儻9k��縦24．8 横16．5 ���ｨﾝ��全体に虫蝕，磨耗 著しく彩色等は判 定できない ��
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′l∴ ��∴∴ ��H�ﾂ�耳����x�ﾈ�����ﾂ�劔� 

↓∴ � ��ﾂ�

†； ��無言∵∴享 劔劔��

∴∴ 「／∴ ����������∴ ∴∴∴： ��

∴／∴ 鰹鰹鶉it＿二十 凵�@∴∴iiおし案8mm〃「 ．∴∴∴　　　　；∴ r＝≡畿聞eSSSSSSSSS開二条　　羅i 

：∴「 、諾謹 言l 迄-ﾈx�末���h���� �� �� 

認醗譲i章一111－1 ∴ 」i撥i＿一一一i懸濁 凵���Fシー一 ∴∴∴∴∴ � 

、 �� ��� � ��∴∴：∴∴ ．∴∴∴ � 

＿尋i＿＿＿ ：／′ �� 剪�

鬼神（悪尉）　　　　　　　　　　　　（1）

」 ��劔 ��

畢 冩"�‾i潰111 ㌧∴： 亢R���or�∴ヽ ∴∴ ∴ 」綴 千言 侏��8��N��∴∴ 詰畿塵 �(�����耳耳�b�

＼聾 ��塁醸i 劔、‾甑 ����h�vH���琩�凭ﾂ�

＿‾‾雛、‾i＿ 　二一　　　　　　　∵：－ 劔��

i、∴ 劍�ﾈ���(耳���

ii：享穀 総 ���� �� ��

「「∴痛 估b�∴「∴ 俐�迄�b�8����ﾆ末�����h�������ﾄX�����

窪，i ii緒巌藍 ��一／「㌦： 

∴／∴ � 

不明　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

12．徳山白山神社

揖斐郡徳山村大字徳山字村平に鎮座。祭神は伊葬話合・伊井冊命を配る。創建は神像に興国元年

（1340）とあり，その頃と思われる。徳山村には他に檀原・塚にも白山神社があり，白山信仰が盛

んであったことがわかる。根尾村と共に近年まで越前との交流の深かったところである。

当社にのころ仮面は，能としての面でなく他の神事に使用したものであろう。下記資料のうち1
－5は細孔があり，顔面につける形式のものであるが，7－9は裏彫りはなく彫像的なものである。

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

l 偃�*(��縦26．6 横17．8 �ｨﾝ��Oｸ�9?ｨ��ﾈﾘ��{ﾈｮ�T�ﾔX6ｸ4ﾂ�z�lｩ�i&��髪，眉，歯墨 ��

2 偃�*)&｢�縦20．8 横13．5 �ｨﾝ��ﾛhｧｨ�9���9h����{ﾈｮ��9T�ﾔX�88ﾘ6ｸ4ﾂ�z�lｩ�i&��彩色なし ��

3 ���縦25．0 横17．0 �ｨﾝ��lｩ(h匣,XｨI���ﾏｹYHﾈx��J��><���m�ﾚﾒ�z�lｩ�i&��髪墨 ��
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平光明彦：岐阜県にのこる能・狂言面の調査

No． 冖ﾈ������寸法（cm） 俤齏�ﾉ�)9��Xﾜｨ���b�冤���������ｴﾂ�

4 �駘ｩ&i]��縦15．4 横14．8 �ｨﾝ��ｮ�YH.h.�ｨﾈx��J���m�ﾚﾒ�{ﾈｮ�6ｸ4ﾂ�z�lｩ�i&��髪墨 ��

5 亰9lｩ&i]��縦18．5 �ｨﾝ��黒漆塗 ��

（二片） ��ｮﾒ�面中央にて破損 鼻部，下顎部欠失 佰ｸ�8ｸ偃俯ﾒ�

6 亰8��+ｸ,ﾈ爾�縦　26．6 �ｨﾝ��朱 儖ﾉEｨﾙ��Ynﾈﾅ9;�)�｢�

横19．8 儺�YH�8岔��Hﾈx��ｧ�ﾈx��眼部墨 亶inﾈ���驟俥ﾉEb����冉顋��｢�

7 亰8��+ｸ,ﾉ?��縦　25．0 �ｨﾝ��8ｧ�ﾈx��朱 儖ﾉEｨﾙ��Ynﾈﾅ9;�)�｢�

（日華形） �����C2�几ﾈｮ�f��江口玉治郎作之 　（墨書） 

8 亰8��+ｸ,ﾈ蔗�縦　25．5 �ｨﾝ��8ｧ�ﾈx��朱 ��

横19．5 凛�lｩ�i&��両眼，眉　墨 

9 亰8��+ｸ,ﾈ貭�縦　26．8 �ｨﾝ��朱 冖韭�JｩD��

（首都付） �����C��角欠失 几ﾈｮ��9Oｹf��ｽｹ�i&��寅二月九日徳山村 徳山村江口栄助 三十六才之作 

‾藩 縞 ��凵�� 11揺 �� ��������b�}騙ｸ��r���； 翼 識 

i轍瓢三二i � ��末末���ﾘ+Xﾋ��∴∴ 刮� ∴： 

＝＿＝寵墨書∵華 

1－1鵜喜 � 末迄����｢�∴／ ∴ ：∴ ���� 

「∴／∴ ∴∴∴ ∴∴∴ 佛ﾈ���nﾈﾞ"���� 劍����ｨ����ﾃ��b�ｴYyXｶﾉ%ｶ���ｨﾎｩw�8r�� 

：∴凄艶 　∴ 劍�����皇 �ｨ蕀-IdI,ｦ板���������Iｨ��∴ 刹ｮ薮 

懸 懸 ������������ ������

選饗 

∴「∴∴一言∴：∵ ∴∴∴∴〆 �� ��� � 
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平光明彦：岐阜県にのこる能・狂言面の調査

13．二日町八幡神社

郡上郡白鳥町二日町字宮の端に鎮座。祭神として応神天皇を祭る。神社創建の歴史は明らかでは

ないが，天文年間に社殿を焼失し，その後慶長年間に再建したという。

当社にのころこの面は，相貌からして舞楽面納営利と思われる。本来の納営利面は吊り顎で　目

も別材をはめこみ動くようになっているが，これは鎌倉時代の作と思われ，簡略化され一材ででき

ている。しかし納営利面としての特徴とともに舞楽面の象徴性，誇張された表現があり，県下の仮

面の中でも注目される資料の一つである。

銘　　　　記 材質構造等・彩　色No． 冖ﾈ������寸法（cm） 　　」 

l i 兀�ｧ冤｢�縦　24．7 

納営利 ���x�C2�ﾘ#�(�CR�

檎材，昇部別材」下地布漆冷

鼻頑部欠犬　　　用l骨保．唇朱

裏面下地布漆塗i顎，耳，鼻梁部剥落

舞楽面　納営利
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