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　頼近　他の先生方のお話を聴かれたところで、まず御意見をお聞かせ

いただきたいと思います。

　田沼　籔内先生の解説で、仏様の分類がよくわかり大変勉強になりま

した。三林先生の挨拶についてのお話ですが、私も以前学校で教えた

ことがありましたが、教えるのはなかなか難しいですね。今の時代に若

者と向き合うには、こちらも時代の違いを覚悟をしなくてはならないこと

をあらためて勉強させていただきました。

　頼近　原島先生、いちばん最初に、この三人の講師の演題３本柱を

立てて、お話くださいましたが、お聴きになられた後の感想はいかがで

しょう。

　原島　顔学会に関係していてよかったなと、正直思いました。顔学会

に関係していなければ、今日この３人のお話も聴けなかったですし、また

初対面でありながら、これだけ楽しい会がすぐにできてしまうのも、顔

という話題の魅力だと思うのですね。

　やはり顔というのは万国、万人の共通語ですよね。どういう専門であ

ろうが、どこかで皆顔に関係する。顔の話をすれば、すぐ仲良くなれます

よね。

　頼近　今日はお顔の魅力などについて、さまざまな視点からお話をい

ただいておりますが、会場から「いいお顔」というのは、どういうお顔を

いうのでしょうか、という質問がきておりますが。

　原島　ちょっと籔内先生にお聞きしたいのですが、仏像のような顔を
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した本当の人というのは、いい顔ですか。

　籔内　いたらびっくりするでしょうね。

　原島　そうですよね。では、どうして仏像ではよくて、本当の人がそう

いう顔だったら、びっくりするのでしょう。

　籔内　日本人がいちばん好きで、日本の仏像の中で代表的な如来

様の顔は、先程お見せした平安時代末の阿弥陀さんなのですが、あの

仏像をインドの人が見たら、腫れぼったくて、年中病気している人の顔

だと言います。私たちはやはり、仏さんだと思っているから安心して見

ていられると思うし、十一面観音みたいな人が世の中に現れたら、やっ

ぱり怖いと思いますよね。

　頼近　「目は何を見ているのですか、何を考えているのですか」とい

う質問もありますが。

　籔内　そのご質問の直接の答えになるかどうかわからないのですが、

時代によって、仏様の視線というのは変わってくるのですね。古い時代

に遡ると、遠い目をしているのです。時代がこちらへ近づいてくると、だ

んだん下のほうを見るようになり、江戸時代になると、もう完全に見下

したような目になる。江戸時代の仏さんの目は、私はあんまり好きでは

　　　　　　　　　　　　　　  ないですね。

　　　　　　　　　　　　　　  　原島　怒っている顔では、仁王があ

　　　　　　　　　　　　　　  りますが、仏像も怒っている顔があり

　　　　　　　　　　　　　　  ますよね。では、大笑いしている仏像と

　　　　　　　　　　　　　     いうのはあるのか。ないとすればなぜ

　　　　　　　　　　　　　     でしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　  　籔内　大笑いする顔の仏像という

　　　　　　　　　　　　　　  のはあることはあります。十一面観音

　　　　　　　　　　　　　　  の真後ろに付いている顔は、暴力の

暴に、悪いと書いて暴悪大笑面（ぼうあくだいしょうめん）といいます。

これは、笑うということは、諸悪を吹き飛ばす力を持っていると考え、人

間のいちばん弱い後ろ側に据えられているのです。人間、後ろから殴ら

れたらおしまいですから、後ろを向いて大笑いをしている顔というの

は、厄除けのような意味で使われているのだと思います。

　しかし、大笑いをしている顔というのは、日本人のメンタリティの中で

はあまり上品な姿ではないと思うのですね。ですから、大笑いしている

仏像というのは、ほとんどないと思います。ただ、中国の道教などの絵に

は、大笑いをしている顔はありますね。寒山拾得（かんざんじっとく）な

んていうのは、大笑いをしています。ですから、笑いというものに対す

る日本人と、中国人や他の国との見方の違いというのが関係している

ということでしょう。ギリシャのバッカスは、豪快に大笑いしている。で
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も、日本人には大笑いしている姿というのは、上品に映らない。それが

笑っている仏像が少ない原因ではないでしょうか。

　原島　三林さんにお聞きしたいのですが、演技の中でいちばん難し

いのは、笑いの演技だと聞いたことがあるのですが、どうですか？

　三林　たしかに、いちばん難しいと言われていますね。笑わせるより、

お客様を泣かせるほうが楽だとも、昔から言われていて、それは事実で

すね。落語の場合でも、師匠の米朝が話すと、お客さんがドバッと笑う

のに、同じ話を私がしてもハハハぐらいですから、なんでこう違うのか

しら、とそれは実感しています。

　原島　人類学的に言うと、笑いが最後にできる表情なのです。動物は

怒る、相手を威嚇するということはしますけれど。

　三林　あ、たしかに動物は笑いませんよね。

　原島　笑わないのですよ。馬が笑うという言葉がありますが、あれは

そう感じているだけで、本当に馬が笑うことではないのです。笑うほど

顔が柔らかくないですからね、馬は。笑うのは、チンパンジーの赤ちゃん。

でも、子どもは笑うけど、大人になるとあまり笑わなくなるので、いちばん

高級な表情とされているのですよ。

　その中でも特に高級なのがsmile。Laughよりもsmile。両方とも笑

いなのですが、スマイルは社会的な表情だとされています。ですからそ

の表情を道具として使うというのですね。相手を騙すためにも、自分を

隠すためにも、これを使う。必ずしも相手に好意を示す表情ではなくて、

相手をバカにするときにも使う。そうすると、受け取るほうは、相手がど

ういう気持ちでその笑いをしているのかを、いろいろと考えなければ

ならないということですよね。 

　三林　日本人はよく笑ってごまかすと言いますよね。

　原島　ええ、ごまかすために笑っている、ほとんどの人は。そういう笑

いは感情移入がされていない、形だけですよね。ただ、さっきの大笑い

している仏像があるかどうかの話で気がついたのですが、仏像という

のはある意味で、能面と同じように、中間表情、無表情のほうがいいの

かなあ、と思ったのですね。それは、こちらの気持ちを映すという意味で、

向こうがはっきりした表情、たとえば大笑いしていたとしたら、こちらの

気持ちを受け容れてくれないのではないか、中間的な表情をしている

から、こちらの気持ちをそこに映すことができるのかな、という気がし

たのですね。

　籔内　泣くということでお話させていただきますと、お釈迦様がお亡

くなりになったときを描いた涅槃図というのがありますが、そこで涅槃

に入ったお釈迦様の周りに八部衆というお弟子さんのほか、虫やら何

やらみんないるのですね。その中で大声をあげて泣いている人ほど、お
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釈迦様の教えを理解していない。お釈迦様の教えを理解した人ほど、

静かな姿をとっているのですね。だから、仏教では中道をよしとします

から、あまり感情を表に出さないほうがよいと、考えられていたのかも

しれませんね。

　三林　たとえば、文楽の人形の首（かしら）や、歌舞伎の隈取（くまど

り）にも、大笑いしているというのはありませんね。

　頼近　感情移入するということについて、田沼先生にもご質問が来て

おります。「あの悲しい状況のお子さんをお撮りになるときのお気持ち

というのは？」という質問です。

　田沼　写真家といえども感情の動物ですから、撮影中悲しいときも

あります。しかし、悲しいときも写真を撮らなければいけない。それが写

真家としての使命です。そこで一緒に泣いて写真を撮らなければ、プロ

写真家ではなくなってしまいます。自分ではわかりませんが、悲しい場

面を撮っているときは、その子どもの気持ちになっていたと、後になっ

て思うことがあります。ですから、楽しいときは楽しい気持ちになり、悲

しいときは悲しい気持ち、撮影している時は冷静に。それが写真家では

ないかと思います。

　頼近　ありがとうございます。三林先生、役者をしていらして、人の心

をごまかす表情というのはあるのでしょうか。

　三林　その表情というよりも、仕草、体全体で、そういうものを表すと

いうことはありますね。

　原島　もし、詐欺師の役をやってくださいと言ったら、どう演技しま

す？

　三林　もういかにもそれらしくやります。騙そうとしている女優の役

なら、いかにも女優らしく、それが学校の先生なら必要以上に学校の

先生らしくということを意識しますね。じゃないと、詐欺師にならない

わけでしょ。実際は、学校の先生らしくない先生もいらっしゃいますが、

だけどここでは学校の先生ということをことさらに意識します。

　原島　確かにそうかもしれません。「いかにも」というのが、いちばん

意表をつくのかもしれません。

　三林　メイクでも印象がかなり違ってきます。いちばん表情を変えや

すいのは、みなさんどこだと思いますか？眉毛です。眉毛。娘役のときは

紅を入れますが、女房になってお歯黒をつけたときは、青い青黛（せい

たい）で描いて剃った眉に見せます。

　原島　眉には眉山があって、それをどこに置くかで印象が決まるので

すよね。今三林さん、少し遠目に置いている。普通は、黒目があって、黒

目の外側のところを上に上げたところに置くのが標準的な眉山の置き

方なのです。それよりも外側に置くと、突っ張っている印象がある。逆
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にそれより内側に置いて、丸くすると優しい印象になる。やっぱり、その

時代時代において、眉山の位置というのも動くのですね。

　三林　江戸時代の浮世絵では、ヒューンって柳眉というのですか、優

しい眉ですけど、今はみんな角つけていますよね。

　頼近　顔の中の表情ということで、いちばんどこが表情豊かに出せ

るところなのですか。

　原島　口の周りは比較的自分でコントロールできる。ところが、ごまか

しにくいのが、眼球運動。それから眉毛が、何か自分の意識とは無関係

にピクッと動くときがあるのですよ。やっぱり口で笑って、目は笑っていな

いとよく言われるでしょう。そういう意味では、目と眉の表情は難しいで

すよね。ごまかせない。それができるのが詐欺師です。

　三林　目は口ほどにものを言い、とも言いますよね。

　原島　その眉から感情を読み取るということを、われわれはやってい

るのですが、相手が眉を完全に剃ってしまうと、表情が読めないので

すね。

　頼近　三林先生、先ほどの挨拶のお話ですが、具体的に挨拶のどん

なところが難しいのでしょうか。

　三林　まず正座ができないということなのです。着物を着て正座を

するときは、左足を引いて腰をおろしてから、着物の褄（つま）をきれい

に入れて、スッと座るのですが、それができない。立つときも、両足いっぺ

んにピュンと立つのではなく、やっぱり片足立ててスッと立つのです。な

んでもないことなのです。

　頼近　女優さんというのは、それをやりながら台詞を言わなくてはな

りませんよね。とても複雑な作業だと思うのですが。

　三林　ふだんからお茶を入れないでペットボトルで飲んでいては、お

茶を入れながら台詞を言うことはできませんよね。すべては日常からで

きていなければ駄目だということです。

　原島　そういうのは、幼稚園や小学校から教育をしなければいけな

いと思いますよね。広い意味で小学校からの演劇教育は大切だとおも

います。先ほどの僕が女装をした話も、その格好をしなければ相手の気

持ちがわからないということです。よく、車イスに乗ってみると、街がいか

に不便かがわかるといいますね。小学校から、そういう自分中心では

ない、自分と違う人の役をやるというのが大切なのではないでしょうか。

　籔内　それは、社会性ということではないでしょうか。それぞれの社

会のその場で、それなりの役目をするということを、小さい時から教育

の中にも取り入れていくべきと思いますね。
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　田沼　要するに遊ばないからいけないのですね。人間と遊ばないで、

機械と遊んでいるのです。身体を使って、友達とぶつかり合いをして自

然の中で遊んでいれば、いろいろな社会の仕組みを覚えるのです。そう

いう経験がないから、社会性のない大人ができあがるのです。

　三林　チャンバラごっこなんてしませんものね、今。

　田沼　昔は子ども組というのがあって、行事や祭りを子どもたちが全

部取り仕切っていたのです。それが戦後、子ども会になった。今度は支

度から片付けまで、全部親がやってしまう。だから、子どもの独立心が

ひとつも生まれないのです。子どもが木に登ろうとすると危ないからや

めさせる。だから子どもは落ちる経験ができないんです。そういう社会

をつくってしまったんですね。

　頼近　田沼先生のお顔を見ていたら、さきほどの明王のことを思い

出しました。明王というのは、いったい何に対して怒っていたのでしょ

う。

　籔内　私の恩師である西村公朝先生などは、明王の姿は、火事のと

きに火の中から自分の子どもを救おうとする母親の姿だというのです。

だから、もう髪の毛を振り乱して、必死の形相をしている。決して怒って

いるのではないのですね。必死になって救おうとしている、言い換えれ

ば、叱るということは、そういうことなのかと思います。

　頼近　お話は変わりますが、三林さん、生徒さんの顔を見て、主役に

なれるなれないというのは、わかるものなのでしょうか。

　三林　はい。でも、それは、美形であるとかではなく、顔から出てくる

エネルギーだと思います。中身、あくまで、中身だと思いますね。だから、

だれが美人ですかというのと、だれが主役ですかというのでは、答えが

違ってくると思います。

　原島　それは一種の顔のオーラみたいなものだと思います。オーラ

のある顔ない顔というのがあるような気がしますが、田沼先生はどう

思われますか？

　田沼　写真の場合は、撮る人と撮られる人の相性もありますし、一概

には言えませんが、魅力を感じる人というのは、やっぱりそれなりのもの

を持っているのですね。しかし、人間と人間の関係は、心と心のつなが

りですからね。これはいけるなという人とそうでない人、その両方があ

るんです。撮らせて頂くのだから贅沢は言えませんがね。

　原島　確かに、この人と一緒にやると絶対いいことがあると感じさ

せる人と、どう考えてもこの人には貧乏神がついているよねという人が

いる。

　頼近　今のお話ですと、撮られる側にしてみても、このカメラマンの
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方好きだわ、何かお話したいわと思ったほうが、いい写真を撮ってもら

えるということなのですか。

　田沼　それは２通りあるのです。相手が写真を撮られるのを諦める

まで執拗に撮る方法と、その反対に、相手がこれから撮られるのだろ

うと思ったときには、もう撮り終わっている方法。

　三林　こっちが思うようなときに撮ってくれる人というのは、そこそこ

の写真はできますけれど、オッという表情には撮れていないですよね。

その反対に、え？なんで？こんなところ撮られたくないのに、というとこ

ろでシャッター押すカメラマンのほうが、思わぬ良い結果が出たりしま

すね。

　原島　撮り方もあるけれど撮られ方も重要ですよね。やはり相手が

カメラを向けたときに、どういう気持ちでいるとか、どういうふうにして

いると一番よく撮られるというのはありますか？　せっかく撮られるなら

いい顔に撮ってもらいたい。

　田沼　よそゆきの顔をされたときは、ダメなのです。

　三林　おっしゃるとおりで、たとえばモニターをぼけーっと見ている

としますね。何も考えずに見ているその顔がいいのに、それがテレビ

に映った瞬間に、アッと意識した顔になってしまう。だから、やっぱり変

な意識をしないゼロの顔というのが大切だと思うのです。

　頼近　いや、ゼロでいる顔を見る機会というのは、ふつうはないです

よね。自分の顔みるときは、鏡の前で必死につくっていますよ。

　三林　いちばんいい顔して鏡見ますから。

　原島　僕はときどきこう考えるのです。ここに４００人いるとしたら、

３９９人の顔は見えるのです。でも１人だけどうしても見えない顔があ

る。自分の顔ですよね。その見えないというのが、助かっている。見え

ないから自由に想像する。そのときに、自分はいい顔をしていると想像

していると、それがまたいい方向へのフィードバックになり、本当にいい

顔になっていくのではないかと思うのです。

　三林　なるほどね。それは舞台でも同じことが言えると思います。私

はいい女の衣装を着てかつらを被ったら、もう鏡を見ないのです。現実

に引き戻されてしまいますから。女優さんの中には、何度も手鏡をのぞ

いて「こんなきれいな顔はない」と言って、舞台に出て行く方もおられ

ますが、この違いですよね。ああ、負けているな、と思いましたけれど、

私はいまだに自分を見て、「きれい」と思って出られませんから、もう鏡

は見ないようにしているのです。

　原島　それから、僕は目の前の相手がいい顔に見えてきたときは、た

ぶん自分もいい顔をしているのだろうと考えているのです。ある意味、

僕の特技なのですが、目の前の女性をみんな美人にしてしまいます。
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　三林　（笑）そうやって口説いているわけですか。

　原島　そう。それで相手が美人に見えたときは、自分も美男子にな

っていて、相手もそう見ているだろうと。

　田沼　私の師匠の木村伊兵衛先生は、女を撮らせたら日本一と言わ

れましたけれど、劇作家の戸板康二さんと対談しているときに、どうや

ったら木村先生みたいに美人に撮れるのか、という質問があったので

す。そのとき「相手に惚れなきゃだめだね。写真を写す相手に惚れなか

ったらいい写真は撮れない」という言い方をしていましたね。

　原島　顔を研究していると、インタビューに来られる方がみんな緊張

して、「インタビューしながら顔の分析しているのですか」と尋ねられる

のです。でも、実はできないのですね。あれ、おもしろいことに、相手が

目の前にいてコミュニケーションしていると、顔の分析ってできない。逆

に、どういうときが分析しやすいかというと、電車で前に座っている人

の顔とか、テレビの音声を消して、顔だけ見ているときなのですね。つ

まりコミュニケーションしているときは、相手を人として見ている、でも

分析するということはモノとして見ているということだと思います。

　頼近　会場からの質問票の中に「質問ではないのですが、昔NHK

のアナウンサーの方がいつもは仏頂面なのですが、とちったときに限っ

て、ほんの一瞬ニッと笑うそのお顔がすごくいい表情でした」というご

意見を書いてくださった方がいらっしゃったのですが、印象に残る表

情を撮るには、やはり「一瞬」という要素が大きいのですか。 

　田沼　これは土門拳先生の話ですが、ハプニングがあったときが、い

ちばんいい写真が撮れる。自分が頭の中に描いていたように撮るの

ではダメだというのですね。それを「鬼が手を貸してくれた」写真とい

う言い方をしていました。

　三林　ふだんに見えるのは本音ではないのでしょうね。だからチラッ

と本音が見えたというようなおもしろさが、そういう写真にはあるのだ

と思います。

　原島　それに、この人すごいなあという人が、ちょっとボロを出してく

れたらうれしいよね。

　三林　安心しますよね。

　籔内　小学校のときに歯の矯正をしていた女の子がいまして、何十

年たってその子に会ったときに、その矯正していた顔しか思い出さな

かった。その印象は一生消えないですね。

　原島　その逆もあるでしょう。ある一瞬素晴らしいなあと思うと、ずっ

とそれが消えないということも。

　三林　でも、どちらかというと、人間変なことのほうが覚えていませ
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んか？　その変なことが、本音っぽいところなのではないでしょうか。だ

から、本音をいかによく保つかというのが、やはり勝負なのではないで

すか。

　頼近　お話は尽きませんが、お時間がやってまいりました。原島先生、

最後に今日のシンポジウムのまとめとして、一言いただけますか。

　原島　今日は第２回目のシンポジウムですが、おもしろくなったとこ

ろで終るなというのが、正直な印象です。ですから、何らかの形で、こ

の話を続けられるといいなあと思うし、ここにいらっしゃる方々には、

ぜひこの話を広めていただきたい。飲み屋で結構です。あそこでこう

いう話があったと。それがむしろおもしろいのかな、という気がするの

です。聴く側ではなくて、皆さんもこれからはこういう話題を話す側にな

っていただきたい。今日の話題は、みんな自分の問題でもあるのです

から。今日は結論がつくよりも、それぞれがこの問題をもうちょっと考

えてみようかなというきっかけになればいいと思いました。

　この機会に少し日本顔学会の宣

伝をさせていただきます。日本で唯

一の芸術・科学がいっしょになった

  花王芸術・科学財団」と「日本顔学

会」が、このシンポジウムを主催して

おりまして、来年もう一回開催される

予定です。

　顔学会というと、それを研究している人しか入れないとお思いにな

るかもしれませんが、年間５０００円の会費を払うことによって、どなた

でも入れます。が、顔学会に入ったからといって、何かが安くなるとか、

どういうサービスが得られるかという発想の人は入れません。しかし、

みんなでいろいろおもしろいことができるという特典がある。会員に

は７０歳代のおばあちゃんもいらっしゃいます。顔の実験をするときに

７０代のおばあちゃんが必要なときもあるでしょうから、そういうとき

には是非声をかけてください。実験台になりますと宣言してくださっ

ています。５０００円を払って自ら何かを一緒にやりたい。そういう方

でしたら顔学会メンバーの資格は十分にあります。ぜひ一度、顔学会

のURLを覗いたり、紹介パンフレットをご覧になってください。 

　頼近　本日は長い時間、本当に大勢の皆様方、ありがとうございま

した。パネリストの皆様方もありがとうございました。

「 


