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1. は じ め に
人類 にとって広 い意味での人形 は,社会生活の発生 と共 にあった, といってよいだろう｡ そ
してそれは呪術用具 として,人間 と至高的存在を媒介す るものであった｡
ただ一本 の自然 の木の枝か ら,手足の形態を備えたひとがたがで き,それがよりリアルな人
こ ひ ょう

形 に変化 し, その一方では動かぬ板切れか ら動 く人形 も作 られた｡古 表 ･古要神社 の神相撲
人形1
)
や各地 の夷舞 わ し ･仏 まわ しなどは神意の託宣 ･神威 の喧伝 を,動 く人形が行 う代表例
だろう｡ ただ,聖性 もやがて俗化す る｡夷舞わ し ･夷昇 はやがて世俗の物語 にあわせ動 き出す｡
浄瑠璃語 りと夷昇 とが手 を結 び,近世都市 の庶民芸能 と しての浄瑠璃操 り (
人形浄瑠璃)が誕
生 したのは,慶長の頃,一六世紀末か一七世紀初頭の京四候河原でのことであった2
)
｡
浄瑠璃 はこの国の伝統音楽の‑大潮流である ｢
語 り物｣の, いわば代表的なジャンルである｡
｢
語 り物｣ は直接的 には ｢
平曲 (
平家琵琶)
｣を淵源 とす るといってよかろうが, それはすなわ
ち修羅や権謀 の巷 に亡 び去 った者たちへの鎮魂の唱え事,或 いは亡び去 った者 たちの魂を この
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世に呼び返す呪文 である｡ したが って浄瑠璃 と人形 とが結 びつ くのは,呪術性 ･媒介性 という
意味で必然的であ るといえる｡ 結合 によって新たな性格を得た浄瑠璃操 り芝居 は,共同体を離
れ独立 (
孤立)を余儀 な くされた都市住民同士を一刻, 非 日常世界 に結集す る役割を, 新たに
担 うことにな ったのである｡
一方,能 と歌舞伎 は,浄瑠璃操 りと共 に内容 ･構造 ･歴史等か らいって 日本の伝統芸能を代
表す るものであり,人形浄瑠璃 はまさにそのすべての局面 において両者 の橋渡 しをなす ものと
いえる｡
歌舞伎 は創始後早 い時期 に能楽 の権威 ･伝統を利用す るため戯曲面 ･音楽面等で意識的にそ
く
まどり
れを取 り入れたが3),歌舞伎 の隈取 もあるいは仮面劇 としての能 の影響 を類推 してよいか もし
れない｡人形芝居 としての浄瑠璃操 りが両者の中間に位置す るの も,仮面‑人形‑素顔の化粧
せり ふ

(
隈取)へ とい う外 面的側面 のみで はない｡謡か ら科 白劇への過渡段階 と しての語 り物 ｢
浄瑠
し ぴ ょう し

璃｣
, 或 いは能の四 拍 子 に替 って浄瑠璃が新来の ｢
三味線4)｣を取 り入れ, 歌舞伎がその両者
を取 り入れ結合 させた音楽的な側面 もそ うであろう｡ また浄瑠璃が能楽 の戯曲世界や謡の詞章
を借 りてそこに近世的な人間性 は吹 き込んだ ものの,なお色濃 く中世の宗教性 ･とりわけ仏教
説話的 ･縁起的な性格 を残 していたのに対 し5
)
,歌舞伎 は発生時か ら宗教的樫格 とは縁が薄 く,
浄瑠璃を通 して或 いは直接 に能の世界を取 り入れて もより人間性の強い戯曲世界を早 くか ら成
立 させたとい う側面等か らも指摘で きるだろう｡
歌舞伎が芸能 と しての形 を整えるのは,浄瑠璃操 りとはぼ同時期である｡ それ以来両者 は今
日まで四百年近 く互 いに影響 を与え合 ってきたが,浄瑠璃操 りは前述 の ごとく,歌舞伎 に比べ
てより中世的な性格 を一部 に保持 してお り, またその変貌の度合 い も歌舞伎 ほどではない｡ と
は言え, もとより庶民 の舞台芸能 としてその活動 の目的が経済的側面 を主 とす る以上,或 いは
自己の努力 ･変貌 によって近世化 ･近代化を遂 げて きている以上, その性格がそれほど明瞭に
残存 ･表現 されて いるわけではもちろんない｡
この稿では,文楽のい くつかの事象を取 り上 げて,文楽の現在 と本質の一端の考察を試みた

い｡
まくあ さ
んばそう
2. 幕開 き三番里
現在, 国立劇場 (
東京 ･大阪) での文楽公演では, 第一部の開演十五分前 に舞台浅黄幕前で
翁｣ を母体 としてさまざまな伝統芸
｢
幕開 き三番里｣ を上演 している｡ 一般 に三番里 は能の ｢
えぴす ま

能 に取 り入れ られ た祝儀曲であるが,人形芝居 の場合 は能 とは別系統 の夷 舞わ し ･仏舞わ し
幕開 き三番曳｣ は,その
等と ｢
翁｣ とが結合 したと考え られ る独特の三番里がある｡ 文楽の ｢
ご り
ょう
発生 の時期 は明 らかではないが,少な くとも明治中期の御 霊 文楽座で は現在 と同様 に行われ
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ばんだ ち

ていた ことが確認 で きる｡ また一般的に歌舞伎で も開幕前 に ｢
翁渡 し｣や ｢
番立｣ と呼ばれ る
三番里を演 じることは江戸時代以来の伝統 とされているので,文楽の三番里 も竹本座或 いは古
浄瑠璃時代以来の伝統 と考えてよいか も知れない｡ いずれにせよ ｢
幕開 き三番曳｣ は,通常舞
台にかけ られ る ｢寿式三番曳｣ とは明 らかに別の ものである｡

(
彰 二人遣 い (
主遣いと足遣い)である事
②

太夫 は関わ らず,｢おおさへ,おおさへ,喜 びあ りや,喜びあ りや,我が このところよ
り他へ はや らじとぞ,思 う｣の寿詞 は人形遣 いが遣 いなが ら唱える

③

地 は三味線 と鼓 のみ
かし
ら
④ 首 は他 には用 いない専用の もので,文楽の人形遣 いが西宮の夷昇の後商であることを表
すため ｢
恵比寿神｣を象 っている
⑤

人形 の左手 は主遣 いが首 とともに遣 い (
元は弓手式)
,鈴 も扇 も用 いない

以上の点が幕開 き三番里の特徴である｡

し
もて
さて, ｢
三番始 ま り｣ の掛 け声 と太鼓 の合図 とともに鍛帳が上が り, 舞台下手 より登場 した
かみ て

三番里 は舞台中央 まで進み上手下手 に首 を向け中央 に丁寧に礼をする｡観客 に対す る礼 と思 い
拍手が起 こるが, これは天 ･地 ･人 に対す る礼である｡ 次 いで鼓の音を合図に両袖を巻 いて寿
詞を唱えなが ら舞台を一回 りした三番里が詞 いっぱいで決 まると賑やかな三味線 の演奏 となる｡
演奏 に乗 って三番里 は一転 して激 しく足を踏み鳴 らしなが ら舞台を縦横 に舞 い踊 る｡ 程 よいと
ころで舞 い納 め,足を踏ん張 った独特 のポーズで決 まったところで太鼓 とともに鍛帳が降 りる｡

予祝 と舞台鎮 め

幕開 き三番里 は観客 ･舞台関係者への祝福 と一 日の舞台の平安を願 うものである｡ 現在では
かな り形骸化 しているが,かっては幕開 き三番里 はなかなか厳格 なもので, これがすまぬ うち
は楽屋風 呂の使用 も許 されなか った し刃物を抜 いた りす ることも厳禁 されていた, とい う (
大
正生まれの複数の人形遣いの談)
｡来臨す る神への尊崇が実感 されていたのであろう｡
あ しび ょう し

ここで注 目すべ きは激 しく踏 み鳴 らす足 拍 子である｡動 きとしては大 して難 しくもない幕
開き三番里 は,本来 は一人遣 いであったと考え られる｡足拍子を強調す るために主遣 いと足遣
いの二人で遣われ る工夫が行われたと考え られる6)｡

踏むこと
へんばい

わざわざ足遣 いをっ けてまで強調す る足拍子,すなわち踏む ことは陰陽道 の反間の持っ,那
気を閉 じ込める,或 いは招魂 ･鎮魂 の呪術的意味合いを受 け継 ぐものであろう｡ 現在 も残 る各

‑2
8
3‑

人

文

学

報

地の神事 ･民俗芸能等 に反間の変形 と考え られる足踏み ･タタラ等が見 られることはよ く知 ら
れるところである｡
能 は反間の呪術 的雰囲気 を残 しなが ら ｢
翁｣や ｢
三番里｣の足踏み,或 いは ｢
道成寺｣の乱
拍子などの芸術性 の高 い足拍子を舞台芸能 として定着 させた｡能の ｢
翁｣ の流れを汲む民俗芸
能 ･浄瑠璃操 り ･歌舞伎 ･舞踊などのさまざまの ｢
三番里｣が, それぞれの特徴を示 しなが ら
もすべて ｢
踏む｣ ことを踏襲 ･重視 していることは,祝儀曲 としての性格上当然のことであろ
三番里｣ に限 り, したが って舞 う ･踊 るといわず ｢
踏む｣ と称す るの も伝承の正 しさ,
う｡ ｢
またその尊重を証 す るものであろう｡
この様な幕開 き三番里の日々の上演 は,人形浄瑠璃の出自 ･芸能の本質 を如実 に示す ものと
して注 目すべ きで あろう｡
幕開 き三番里 も無事終わ り, いよいよ舞台が始 まる｡

だい
3.大

じ
ょ
序

五段で書かれるのが原則である時代物浄瑠璃の初段の最初の部分を大序 と呼び慣 らわ してい
る｡浄瑠璃探 りは本来時代物一作を一 日かけて上演す るのを原則 とした｡世話物が作 られてか
らは時代物の後 に世話物か他 の時代物の一段をっけた形で一 日の狂言建て (
番組) を組む こと
が行われるよ うにな り,昭和初期 までは原則的にこの形が守 られた｡ したが って毎回の公演 は
必ず大序で幕を開 けていたのである｡ しか し昭和五年 (1930) 四 ツ橋文楽座 の開場以後乱れが
生 じ,それに伴 って大序 の上演 も少 な くな り, さまざまの浄瑠璃の山場 のみを抜粋 して上演す
る ｢ミドリ｣形式が一般的になると,大序 は仮名手本忠臣蔵などの特殊 な作品を除けばほとん
ど上演 されな くな った｡ しか し, 昭和四一年 (1966) 国立劇場 の開場 によって, 通 し公演が復
活 されるようにな り,大序の上演 の機会 も増加 した｡
大序 は戯曲全体 の世界を定め事件の大 まかな発端を示す, という性格を与え られてお り,禁
延 ･社寺を舞台 と して様式的に演奏 される｡前述 したごとく浄瑠璃 自体が鎮魂の意義 を持 って
いたと考え られるのだが,その性格 を端的にまた象徴的に表現す るのがまさに大序であるとい
えよう｡ すなわち世界を定 め大略の事件の背景 ･人物等を描出す ることで,観客 の眼前 にかつ
ての特定 の空間 と人 々 (
の霊) を呼び出すのである｡ 音曲的にも大序 には浄瑠璃の他の部分 に
じょうことは

おお さん じゅう

は見 られない特殊 な処理 ･用法が見 られ (
序 詞 ･ヲロシ･大三 重 等)
,儀式性 ･様式性を強 く印
象付 ける｡

姿を見せぬ こと
み

す うち

大序 はまた,太夫 ･三味線が ｢
御簾内｣ と呼ばれる舞台上手二階の簾の蔭で数人が交代で語
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り継 ぎ弾 き継 ぎして演奏す る｡ これ も他 にはない独特 の方法で行われる｡人形遣 い もすべて頭
くろ ご

巾で顔を隠 した黒衣姿である｡すなわち太夫 ･三味線 ･人形遣 いともに一切姿を現 さぬ人形浄
瑠璃本来 の様式で演 じられ, いわば純粋 な戯曲の世界が生命を得て蘇 る瞬間なのである｡ そ し
て舞台の中ではこれ以後修羅 と権謀の世界の事件が不可逆的に進行 してい くのである｡
竹本義太夫在世 中,大序 は太夫の語 る場の うちで,三段 目とともに最 も重要 な場 と考え られ
ていた7)｡ 現在大序 は若手 の太夫 ･三味線のいわば修行の場 としての性格が強 くな ったが, 演
者が姿を現 さぬ方式 は守 ってお り,大序形式 と呼び慣 らわ している｡
現実 には義太夫以後,芸の技術の進化 に伴 って演者達 は次第 に舞台上 に姿 ･顔を現 してい く
が,大序のみ この方式 を崩 さぬの も人形浄瑠璃の持っ宗教性 ･媒介性の強 さと演者達 のそれへ
のこだわ りの故であろう｡

五段構成

浄瑠璃の起源 は 『
十二段草紙 (
浄瑠璃姫物語)
』 といわれているように, 浄瑠璃 は最初十二段
であ った｡主人公 の浄瑠璃姫が薬師如来の申 し子であることで,薬師の十二大願或 いは脊族 の
十二神将等, 薬師 に因縁の数 に因み十二段に綴 られた ものであろう8
)
｡ したが って浄瑠璃 は薬
師如来の縁起讃, すなわち仏教説話の形で,中世的雰囲気を濃厚 に漂わせた芸能 としてスター
トしたのである｡
その後 いわゆる古浄瑠璃の時代 には,十二段を前後 に分 け,特 に前半分 の六段を上演す るこ
いの うえ は りまの じょう

とが通例 とな った｡古浄瑠璃中興 といわれ る大阪の井上播磨 操 の時五段への試みが行 われ,
うじかがのじ
ょ
う
古浄瑠璃 の捧尾 を飾 る京都 の宇治加賀 接 によって五段 の形式が ほぼ確立 されたと考え られ る
が,内容 ･理論 まで伴 って五段様式が完成 されるのは義太夫 ･近松の時代 にな ってか らである｡
五段への転換を図 った播磨接 と加賀接の共通点 は, ともに謡 に強い関心 を持 ち,或 いは堪能
であったことであ る｡特 に加賀接 は,

浄瑠璃に師匠 な し｡只謡を親 と心得べ し｡ ‑‑･
然れば浄瑠璃の根元 は謡 なるべ し9)

と自身 の段物集で明言 しているように, 浄瑠璃の構成を能の音楽的理論である ｢
序 ･破 (
破の
序 ･破の破 ･被の急)･急 10
)｣や五番立ての能 の番組 を意識 して五段 に してい った こと11
)は類推
できよう｡
能の理論を援用 し五段 の意義付 けをす ることは,義太夫 において も意識 されていた1
2
)
｡但 し
義太夫の場合 は,加賀操 とは異 な り,

われ らが一流 は,むか し名人の浄瑠璃を父母 として,謡舞等 はや しなひ親 と定め侍 る
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との立場で,能 ･謡 に全面的に依拠す るのではな く,浄瑠璃 は浄瑠璃 としての世界をっ くり,
謡等 は取 るべ きと ころを取 る対象 として客観視 している13)｡ いわば義太夫 において は浄瑠璃
(
操り)が近世 の都市庶民芸能 として自立す るという意識が確立 された, といえよう｡
浄瑠璃の五段構成 はその内容 において も初段か ら五段 までの各段が能の一番 目か ら五番 目に
相当す るもの とされた14)｡ またその内容 に即 して演奏の仕方 にも工夫が こらされ15), 後 には各
段の場面設定 ･ス トー リーの大 まかなあ り方 ･場 としての格の軽重等 までが規定 され1
6
)
, した
が って五段構成 は単 なる芸能理論 ･作劇技術 としてだけでな く,演者の演奏技術 ･修行階梯 ･
その位置などを も表 す浄瑠璃界の総合規範的な様相を帯 びることにな ったのである1
7
)
｡

さ
んぎょ
う
4.三 業 と三人遣 いと
人形浄瑠璃 ･文楽 を構成す るのは,太夫 ･三味線 ･人形遣 いで, これを ｢
三業｣ と称 してい
三人遣 い｣である｡ 前
る｡ また文楽 の人形 は,一体 を主遣 い ･左遣 い ･足遣 いの三人で遣 う ｢
項で述べた ｢
五段｣ は,義太夫節の創始期か ら総合規範 として浄瑠璃を根底か ら規定 していっ
たが,三業 ･三人遣 いは浄瑠璃操 りの発展の途次で創意工夫 され定着 された結果,浄瑠璃探 り
の変質を (
比較的にではあるが)抑える働 きを したと考え られる｡
おお ぎぴ ょう し

浄瑠璃 は一五〜一六世紀頃成立 したと考え られ1
8
)
,当初 は盲僧達が琵琶や扇 拍 子で語 って
いたが, 永禄年中 (1560頃) に三味線が琉球 より堺 に斎 され ると速やかにこれが取 り入れ られ
た｡ 盲僧達の手で さまざまの改良が加え られるとともに, 語 り手 (
太夫) と三味線弾 きが分業
化 し, 表現力を増 して広 く持て曝 されるようになった｡ 人形 (
夷穿き) と提携 し浄瑠璃擦 りが
成立 したのは慶長年 中 (1600前後) と思われるが, この頃までに太夫 と三味線 の分業が行われ
ていたであろ うか｡或 いは両者の提携が分業化を促 したのか もしれない｡
この頃人形 は もちろん一人遣 いで あ り,舞台前面 に張 った幕 の上 に人形 のみを差 し出す
40‑ 50c
m程度 の単純な ものであ った｡ ただ この頃, 人形 による見世物 は浄瑠璃操 りだけでな

く, か らくり人形や手妻人形 の公演 も盛んに行われてお り1
9
)
, その両方 に長 けた遣 い手 もかな
りの数 に上 った｡そ して当然探 りの人形 にか らくりの機構 ･技術が取 り入れ られ,人形独特の
かな り複雑な演技 も行えるようにな った｡ また浄瑠璃探 りのかな り早 い時期か らさまざまな人
形の操 りの技術が試 み られてお り,三人遣 い も行われていたと考え られ る20)｡
あ し や どうまん おお うちかがみ

従来,享保一九年 (1734) 竹本座の ｢
芦屋遺構大内 鑑 ｣か ら三人遣 いが始 め られた, とされ
ているが,上述 のか らくり ･別系統の三人遣 い等を考えると必ず しもこの年 に限定す る必要 は
なく, ゆるやかな自然な移行が推定で きる｡ いずれに して も, 延享 ･寛延期 (
一八世紀中葉)
の浄瑠璃操 り黄金期 を中心 に活躍 した吉田文三郎等の考案工夫 によって,現在の文楽 につなが
る三人遣 いが行われ始めたと考えるのが妥当なところだろう｡
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変質を抑制 したもの
しょうほん

浄瑠璃 は歌舞伎 とは異 な り, 早 くか ら正 本 (
太夫の語りに忠実な台本) を版行 していた｡ ｢
太
ぢき
夫直の正本｣を版行す ることが一流の太夫の証 しで もあった｡浄瑠璃が ｢
語 り物｣である以上,
まず語 り伝 えるべ き内容を確定す る必要があ り,それ故 に正本 の版行が早 い時期か ら行われた
ことは, いわば当然 の ことで もあ った21
)
｡古浄瑠璃 の時期 は一人一流 とい って もよい状態 で
あったが,義太夫 の出現 によって この状況 は変化す る｡義太夫以後,浄瑠璃操 り界 は徐々に義
太夫節が主流 を占める様 になる｡ その後 も義太夫節の流れには数多の名人 ･上手が輩出するが
誰一人 として,古浄瑠璃や他 の邦楽諸流の如 く別派活動をせず, あ くまで義太夫節 として連綿
として現在 まで活動 ･伝承 してきた｡ このことは始祖 ･義太夫 に対する等崇 と浄瑠璃擦 りの流
行や芸術性 の高 さ等に起因す ると考え られるが, それによって語 り物 としての原点である正本
(
丸本)を尊重す る姿勢 も現在 まで保持 されて きた｡現在 の文楽 で も太夫達 は自分 の語 り場 の
詞章 に疑問が生ず ると必ず丸本 を読み直す｡
浄瑠璃操 りでは元来太夫が舞台上 の責任者 として主導権を握 ってきた｡従 って太夫の九本尊
重の姿勢 は, それ 自体が浄瑠璃擦 りの変質を起 こりに くくさせ る要因 となるが,浄瑠璃が音曲
であ り且つ浄瑠璃操 りが三業 によって成立 していることが, その傾向をさらに強めて きただろ
う｡ すなわち浄瑠璃においては三味線 は単 なる伴奏ではな く,太夫 と対等の立場 ･重要性で表
現に責任を持 ってお り,従 って太夫が白極 に詞章を変更 しよ うとして も,三味線 の同意 ･協力
がなければ成功 しない｡仮 に太 夫 と三味線が合意 して も,人形遣 いの同意が得 られなければこ
れまた実行で きな い｡三者が三様 にこの関係で結ばれている訳であり,図形 における三角形の
様 に,浄瑠璃操 りは組織構造上最 も変質の起 り難 い構成 にな っているといえる｡ この二つの要
因が噛み合 って,浄瑠璃操 りは, 日本人の心性を刺激 し続 ける劇文学 ･近世演劇 として伝承 さ
れて きたのであろ う｡ もちろん ｢
古典｣ とは ｢
優れた作品｣の単 なる伝達でな く, それに携わ
る生身 の人間 たちのおのおのの時代への適応 を目指 した血 のに じむよ うな努力 によ って生 き
残 って きた ｢
結果｣であるか ら,浄瑠璃擦 りも漫然 と残 ってきたのではな く,膨大 な努力の集
積が背後 に存在す ることはいうまで もない｡
一方, 人形 の三人遣 いについては, 古浄瑠璃時代の江戸孫四郎座の首 (
胴体) ･両手 ･両足
を各一人が遣 う三人通 いの絵画資料があるが22), これは横 の移動 は比較的 自由にで きて も,覗
在のよ うな舞台機構で 自由に立体的に動 くことはで きない｡ また二人遣 いでは人間 らしさを表
現す る上で十分でな く,四人以上では動 きが不 自由になる｡ 結局現在の人形 の大 きさと三人遣
いの方式 は, 自然 で滑 らかな動 きのみな らず人物の内面描写 までできる点で最 も優れた もので
あり,それ故 これが浄瑠璃操 り界 に広 く行われ洗練 されて現在 にまで至 った, といえよう｡ そ
して, これ もその連繋の強固 さが浄瑠璃 と結 びつ くことで,浄瑠璃操 りの変質を抑える要因 と
なったと考え られ る｡
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意思伝達と連繋のシステム
首 と人形の右手 (
主遣い) ･人形 の左手 (
左遣い) ･人形 の両足 (
足遣い)の分担 によって,
三人遣 いは行 われ る｡ 三人遣 いで最 も肝要 な点 は,主遣 いの意志 が無言 の うちに正確 に左遣
て
った
い ･足遣 い (
あわせて ｢
手伝い｣ と称する) に伝わ り, 人形 の手足の動 きとして全体の統一感を
保 って再現 されることである｡
三人の組み合わせは,主遣 いに適当な弟子達がいる場合 はその三人の組み合わせになること
が多いが,決 して固定 しているものではない｡難 しい手伝 いでは,他 の弟子がつ くこともごく
普通の ことである｡ また現在の文楽では,弟子のいない幹部や中堅 ･若手が全体 の四分の三 を
占めている｡ 若 い人形遣 いにも子役や簡単 な役がつ く｡ 従 って三人の組み合わせ は,師弟であ
るな しに関わ らず固定 させ ることは不合理である｡ 極端な場合 には一つの場面の中で も役の人
形が暖簾や襖 を出入 りす る前後で手伝 いが代わることす らある23)｡従 って,主遣 いにとっては
どんな手伝 いが来 て も自分の意志を伝え られなければな らない し,若 い人形遣 い達 はどの主遣
いについて も主遣 いの指示通 り的確 に左や足が遣えなければな らない｡ もちろん舞台上では人
形遣 いはたとえ必要 な ことであ って も声 を発 して指示す ることは許 されない し, い ったん始
まった浄瑠璃 は中断す ることな く進行 してゆ く｡
日本 の伝統芸能の多 くにある (
型)を成立 させ ることは, ある程度有効 な解決方法 と考え ら
れるし,事実文楽 の人形の演技で も (
型) は存在 している｡ しか しなが ら (
型) はいったん成
立 して しまうと固定 し, 自由な表現 に対 して阻害要因 となることがある｡ 従 って文楽の様 に高
度な芸術的表現を要求 され る芸能では, (
型) を多 く成立 させた り, 多用す ることはむ しろ危
ふし な
険である｡現在文楽 には浄瑠璃の音曲面での (
型)である ｢
地｣ や ｢
節｣ (
節の名とも)は二百
型 (
ふり, とも)
｣は意外 に少 な く,五十種類程度である｡
種類以上 ある24)のに対 して,人形 の ｢
文楽 は人形 の首 や肩 ･腰 の微妙 な動 きによる合図 (
ズ,という)を考案 ･共有す ることで こ
れを解決 した｡ ズは頭であろうし,従 って元々人形の首の動 きによる合図だ ったのであろう｡
ズが人形遣 い達 に共通 している以上, これ も一種の (
型)であろうが, より細かな基本的で自
然な動 きに分解 されているために,一般的な (
型)のような固定化 はお こしていない｡すなわ
ちズは個人 によってかな り変化や程度の差があ り,従 って各人のズの出 し方をすべて憶え,そ
れに的確 に対応す るには相当の期間を必要 とす る｡ 人形遣 いの修業が ｢
足十年,左十五年｣ と
いわれ るほど長期にわたるの も故な しとしない25)｡
もちろんズの使い方 に多様性があるということは,手伝 いの理解力 ･表現の技術力によって
人形の演技 に差が出て くる, ということで もある｡ 舞台の実際を見ていると,主遣 いと左遣 い
は確かに指示をする者 とされ る者の立場ではあるが,指示を出された後 の左遣 いには大幅な自
由裁量が許 されている様である｡左 を ｢どの様 に, どの位置に｣出すかは,左遣 いのセ ンスと
技量 に任 されている (
勿論自ずから限度はあるが)
｡結論的に云えば左遣 いの役割の核心 は ｢
主遣
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いの意図を読 み取 ってその望 む形 を実現す ること｣ と云え る様 だ｡ また舞台 は生身 の人間 に
よって演 じられて いるので,極論すれば毎回違 う｡ 従 って文楽人形遣 いの芸の最 も深 い部分 は,
舞台での実践 を通 じて しか習得で きない｡人形遣 い達 はよ く ｢
稽古即舞台,舞台即稽古｣ と言
い,事実公演中 も,舞台の柚 に入 るや否や主遣 いが手伝 いに厳 しく事細かに注意を与えている
光景が 日常的に見受 けられる｡
現在 の文楽で太夫 ･三味線 ･人形三者揃 っての稽古が初 日直前の‑回 しか行われないの もこ
こに最大の理由が あると考え られる｡三人遣 いという特異な操作法は,安易な (
型)を成立 さ
せるのではな く,人形の演技 ･動作を目立 たぬ細かな動 きに分解 したサイ ンを作 り出 し,それ
を演者の長期 にわたる過酷 ともいえる修業 と高度 な集中力 によって舞台上で一瞬に読み取 り,
自然で的確な動作 として再現す る技術を培 うことでは じめて成立 している, といえよう26)0

5.文楽 における制作
一般的に伝統演劇における ｢
制作｣ の仕事 は公演の企画立案 ･進行 ･実施を主 とし, さらに
宣伝 ･観客動員 までを含む もの, と考え られている｡企画立案 した公演 についてはもちろん予
算の編成 も行 い,公演終了後の決算 にも携わ るので,広義 に解 した場合 ｢
制作｣は公演 につい
て芸術的責任だけでな く,経済的な責任 も負 う事 になる｡
お くや く

ざ もと

歌舞伎 ･文楽で はかっては ｢
奥役｣ といわれ座元 (
興行主) に直属 して, 舞台 ･楽屋 に関わ
る事の一切 を処理 す る役があった｡文楽でいえば,演 目や配役 の決定 ･出演料その他の支払関
係 ･楽屋内の もめ ごとの解決 ･使用す る大道具小道具等 に関す る決定 ･注文やその点検 ･公演
の監事等,相当の見識 と経験知識を要す る,かな りの難役であった｡文楽 の経営が松竹の手を
離れた時点で ｢
奥役｣ の名称 は消滅 したが,｢
奥役｣ の担 った業務 まで も消滅 した訳ではない｡
それ ら業務 の大半 が ｢
制作｣ の職掌 に組み入れ られた｡
国立劇場での ｢制作｣ の立場 は基本的に芸能部或 いは企画制作課 に属す る事務職員である｡
専門職 としての位置付 け ･処遇 もされていない｡従 ってまず求 め られるのは事務処理能力であ
り, しか るべ き上司の指導監督 の下 に文楽 の制作業務 を遂行す ることになる｡
文楽 の制作者 の業務 には,劇場の大方針 に従 っての予算 の算定 ･演 目の選定 ･配役の決定 ･
舞台稽古 の主催等, いろいろな要素がある｡ 特 に演 目の選定 ･配役の決定 は公演 の成果, ひい
ては文楽その ものの評価 に直接かかわることであり, いわば制作業務の根幹 となるものである｡
従 ってそれを裏付 けるためには,戯曲内容の正確な把握,個々の演者の芸の正当な評価が不可
欠であ り,制作者 は同時に冷静 な評価者 ･評論者でなければな らないのである｡
また近年 にな って求め られ るようになった役割 として, ある種の演出者的側面がある｡ 現代
的な諸演劇 とは異 な り,人形浄瑠璃ではもともと太夫が一座 の統率者であ り,その立場で舞台
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の演出的な面 に も責任を負 っていた｡具体的には太夫の語 り方如何 によってその段のあ り方が
もん した

ほぼ定 まっていき, 浄瑠璃全体のチェックは紋下 (
本来は太夫) が行 っていたか らである｡ し
か し三百年 にわた る積み重ねや洗練の末,一つの段で も部分的には何通 りもの演 じ方が工夫 ･
定着 され, また昭和 の初期か らは ミドリ方式の上演が一般的にな り,現在 は紋下 もいな くなっ
た結果,文楽 に も全面的な ものではないにせよ,演出的業務が必要 となってきた｡ ただ前述の
ように,文楽では演者側 にすでにある種の演出機能が存在 し, また伝統演劇 を扱 う劇場 ･組織
側に明確な意識を持 って育成 した演出者 (
集団) が存在 しなか ったために, ｢
制作｣ の立場 は
西欧近代演劇的な演 出者 というよりも観客の代表 としての立場 といった方が実態 に近 いか もし
れない｡
文楽の演者 は個人 ･集団 として三百年の努力 ･工夫 ･蓄積 の結果おびただ しい演奏 ･演技 ･
演出上 の口伝や型 を継承 している｡舞台での上演 に際 しては全体的な方針 ･演出意図 は配役や
上演台本等を通 じて ｢
制作｣か ら伝え られるが,部分的には演者 自身 の工夫 とともに適当と思
われるものが選択 され演 じられる｡ しか しなが ら劇場や演者 の思惑 ･計算 ･努力等 にかかわ ら
ず,それ らが表現す る意味 ･内容が現在の観客 に無理な く正確 に理解 されるとは限 らず,却 っ
て誤解を与えるよ うな こともある｡ その場合 ｢
制作｣が間に立 って演者 に別 の表現にす るか,
一層の工夫を加え るよう伝え,観客が戯曲を正 しく理解で きるように計 らう｡ 観客の代表の立
場,の所以である｡
劇場運営の うえで演 目の選定 ･配役の決定 は最 も重要 な事柄であ り,当然それは現在経営 ･
運営側の完全 な責任下で行われている｡ しか しなが ら個人 ･集団 としての演者 は長年 にわたる
伝統 ･経験 に基づいて,演 目 ･配役 に関 して も当然それな りの意見 ･案があ り,傾聴 に値す る
もの も多々ある｡ ただ各人の師系 ･芸歴 ･芸質等々微妙な問題が絡み,彼 ら個 々の生 の意見 ･
案が演者集団全体の賛同を得 ることは困難 ･或 いは不可能なのが現状である｡ ここに ｢
制作｣
が介在す ることで一応関係者の納得が得 られる客観性が保 たれる｡
また演者達 による芸の伝承等 と劇場側の経営運営方針 ･体制 とは,時代や両者の力関係等 さ
まざまな条件 によって変化 してい くので,常 に微妙 な調整が必要 になる｡ これ もまた演者 と経
営運営の責任者が直接対応す ることには何か と難 しい点がある｡そ こに ｢
制作｣が介在す るこ
とで双方が折れ合 う機縁が生 まれる｡
従 って ｢
制作｣ は,文楽 と言 う芸能世界において演者 と劇場側の双方 に微妙 な距離を保つ こ
とで,文楽の芸やそれを担 う演者集団に対 して も, また劇場側の体制 ･運営 のあり方に対 して
も客観性を保証 して ゆ くいわば ｢内的な媒介｣ としての役割を担 ってお り, さらにはそれ らを
通 して観客 との接点 の役割を も果た している, といえよう27)｡
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文楽 ･人形浄瑠璃の現在 (
後藤)

6.紘

壬五
日口

この稿では,

･依代 ･呪具 よ り発達 した人形 と,招魂 ･鎮魂の業である浄瑠璃 とがある種 の必然性を持 っ
て結 びついたのが,近世都市庶民芸能 としての浄瑠璃操 り (
人形浄瑠璃)であった｡
･この国の中世 ･近世を代表す る芸能である能 と歌舞伎 とを,あらゆる面 において橋渡 しす
るもの こそ人形浄瑠璃である｡
･人形浄瑠璃 と歌舞伎 とはほぼ同時期 に創始 されたが,人形浄瑠璃はよ り強 く中世的また宗
教的性格 を保持 して きた｡

･人形浄瑠璃 ･文楽 の ｢
幕開 き三番里｣ は能以前の夷舞わ し等 と能の翁 とが結合 した独特の
ものであ り,江戸中期以来 の伝統 を今 に伝えるものである可能性 もある｡
･｢
幕開 き三番里｣ は予祝 と舞台鎮 めの為 に行われ,長 く神聖なものとされた｡
I｢
幕開 き三番里｣ は主遣 い と足遣 いの二人遣 いであ り,足拍子を踏 み轟 かす ことに ｢
反
間｣以来 の呪術的意味合 いがある｡

･浄瑠璃五段の冒頭部を大序 と呼び,浄瑠璃の性格を象徴す る重要な場であ り,内容的に も
音曲的に も儀式性 ･様式性が重ん じられる｡
･大序では太夫 ･三味線 ･人形 ともに姿を見せない人形浄瑠璃本来の様式で演 じられ,義太
夫時代 には最 も重要 な場 とされた｡
･十二段か ら始 まった浄瑠璃 は六段を経て,能の理論を取 り入れなが ら五段形式 を完成 させ
たが,完成者 ･義太夫 は能 とは一定の距離を置 き,浄瑠璃が自立 した近世芸能であること
を意識 した｡

･人形浄瑠璃 は太夫 ･三味線 ･人形 の三業によって成立 し,人形の操作法 は三人遣 いである｡
･浄瑠璃 は早 くか ら ｢
正本｣ を持 ち,それを尊重す る姿勢 は現在 まで貫かれている｡
･三業の構成 と正本 の尊重 の姿勢 は,人形浄瑠璃の変質 を抑える要素 とな った｡
･人形遣 い三人 の組み合わせは常 に流動的である｡従 って三人遣 いの芸のポイ ン トは主遣 い
の意志 の伝達 と三人の連繋, にある｡
･そのために,一般的な型 による処理でな く, ズと呼ばれる独特の合図 (
型を分解 した要素)
が案出された｡
･ズの案出 と演者 の長期且つ高度 な修業 と集中力により,三人遣 いはは じめて成立す る｡
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･文楽 の ｢
制作｣ はかつての奥役の業務の大半 を引 き継 いでいる｡
･劇場 における ｢
制作｣の身分 は事務職員である｡ ただ し ｢
制作｣ は文楽 の芸の根幹 にも関
わる専門的な業務を担 う必要がある｡
･｢
制作｣ は文楽 という芸能世界 において,演者集団に対 して も, また劇場 に対 して も客観
性を保証する役割を担 ってお り, さらにはそれ らを通 して観客 との接点 の役割 を も果た し
ている｡

以上のことを,人形浄瑠璃 ･文楽 において現在行われている諸事象 に依 って考察 を試みた｡

1) 福岡県築上郡吉富町 ･八幡古表神社

大分県中津市 ･古要神社

2) 浅井了意 『京雀』寛文 5年 (
1
6
6
5
)他
3) 郡司正勝 『元禄かぶ さと能』郡司正勝制定集 Ⅰ,1
9
9
0
1
5
6
0頃) と考え られる｡
4) 永禄年中 (
5) 浄瑠璃の創めとされる 『
十二段章子』 は薬師如来の霊験講である｡
6) 各地 に残 る三番里 は一人遣 いと二人遣 いがほとんどである｡

7) 浪速散人‑楽 『竹豊故事』宝暦 6年 (
1
7
5
6
)
1
6
5
8
)他
8) 喜多十太夫 『猿轡』万治元年 (
9) 宇治加賀接 『
竹子集 (
加賀接段物集)
』,延宝 6年 (
1
6
7
8
)

三遷)』応永年間 (
1
4
2
0頃)
1
0
) 世阿弥 『能作書 (
ll
) 能 における五番立ての成立 は徳川家光の頃か ? 浄瑠璃への影響関係 についてはなお考察を要

す る｡

1
2
) 竹本義太夫 『逸題段物集』貞享 4年 (
1
6
8
7
)
1
3) 同前

1
4
) 竹本義太夫 『竹本秘伝丸』宝永2
,3年 (
1
7
0
5
, 6)頃
1
5
) 前出 『逸題段物集』
1
6) 前出 『
什豊故事』
1
7) 近石泰秋 『
操浄瑠璃の研究』昭和 36年 (
1
961
)

1
8
) 荒木 田守武 『守武千句』天文 9年 (
1
5
4
0
)
柴屋軒宗長 『
宗長 日記』享禄 4年 (
1
531
)

1
9
) 竹 田か らくり,山本飛騨操の芝居等｡
2
0
) 斎藤月琴 『声曲類纂』弘化 4年 (
1
8
4
7
)
9
91
21) 郡司正勝 『芸能の発想 と文学』郡司正勝制定集Ⅳ,1
2
2
) 前出 『声 曲類纂』
2
3) 人形の配役 は制作が決めるが,｢
手伝 い｣ は人形頭取 (
現在 は首割委員 と言 う) 吉田玉男が決

め,舞台稽古の前 日には じめて楽屋で発表 される｡

2
4
) ｢節の名｣ は LPレコー ドや録音 テープとその台本類で部外者で も知 る事 はで きるが,演者達
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の習得 ･伝承 は専 ら相対の稽古 を通 じて体得 してゆ く｡
25) ｢
人形の ズ｣ については記録類 は一切存在せず,各人が稽古 ･舞台を通 じて体得す るのみ｡

26
) 文楽の人形に関 しては,む しろ首 に典型的な類型化がみ られる｡さらに首の類型化を通 して一
部浄瑠璃の類型化がみ られる｡
27) 制作 につ いては詳 しくは,岩波講座 『
歌舞伎 ･文楽』 第 10巻 "
今 日の文楽" 中の拙稿 ｢
現代

の文楽一制作の側か ら｣を参照 されたい｡

参 考 文 献
三宅周太郎 『文楽の研究』昭和 5年 6月
石割松太郎 『人形芝居の研究』昭和 8年 1
0月
三宅周太郎 『続文楽の研究』昭和 16年 11月
黒木勘蔵 『
浄瑠璃史』昭和 1
8年 2月
木谷蓬吟 『
文楽史』昭和 1
8年 2月
折 口信夫 『日本芸能史六講』昭和 19年 3月
日本演劇文献研究会 『浄瑠璃研究文献集成』昭和 19年 7月
折 口信夫 『日本芸能史序説』昭和 25年 2月
池田弥三郎 『芸能』昭和 30年 5月
尾形亀吉 『中世芸能文化史論』昭和 32年 8月
林屋辰三郎 『中世芸能史の研究』昭和 35年 6月
祐田善雄 『
浄瑠璃史論考』昭和 50年 8月
芸能史研究会編 『日本庶民文化資料集成 7 (
人形浄瑠璃)』昭和 5
0年 1
0月
井野辺潔 『
浄瑠璃史考説』平成 3年 2月
人形舞台史研究会編 『
人形浄瑠璃舞台史』平成 3年 2月
盛田嘉穂 『中世膿民 と雑芸能の研究』平成 6年 1
0月

‑ 293‑

