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研究成果の概要（和文）：江戸時代・近世期の「人形浄瑠璃文楽」（義太夫節成立以後の人形芝居）の上演記録は、『
義太夫年表　近世篇』（八木書店。1979～1990年）の成果を最新とする。しかしその完結から20年余を経て、少なくと
も四次の補正更新情報が別々に報告されている点が、利用上の障壁となりつつあった。
　本研究課題としては最も基本的な資料である「番付　ばんづけ」についてデータベース化を進め、一元的な情報検索
を可能とすることに努めた。

研究成果の概要（英文）：The latest findings in performance records of Ningyo Joruri Bunraku in Edo period 
are the result of Gidayu Nenpyo, Yagi shoten, 1979-1990. But 20 years have passed since the work completed
, corrective information have been delivered separately at least four times. It becomes the barrier to use
 them.
 In this study we constructed the database of the most fundamental data, Banzuke, and made it possible to 
manage information in an integrated fashion. 
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１．研究開始当初の背景 
江戸時代・近世期の「人形浄瑠璃文楽」（義
太夫節成立以後の人形芝居）の上演記録は、
『義太夫年表 近世篇』（八木書店。1979～
1990 年）の成果を最新とする。しかしその
完結から 20 年余を経て、少なくとも四次の
補正更新情報が別々に報告されている点が、
利用上の障壁となりつつあった。 
 興行記録という最も基本的な情報（とその
検索手段）における混乱状況を解消すること
は、当該研究分野の深化に有用と考えられる
ばかりでなく、日本近世文学をはじめとする
近接諸分野への情報提供の観点からしても、
早期に実現されるべき課題と考えた。 
 
２．研究の目的 
全体構想は、我が国が世界に誇る伝統演劇
「人形浄瑠璃文楽(にんぎょうじょうるりぶ
んらく)」の、伝統の実体を解明し、真に科学
的な通史を完成させ、以て当該演劇およびそ
の研究の一層の隆盛を大目標とするもので
ある。 
本研究課題はその基礎となるべく、専門家(人
形浄瑠璃文楽の演技者や劇場関係者)や日本
文学研究者への学術的貢献はもとより、当該
演劇に関心をもつ日本国民一般ひいては外
国人研究者等へ対しても、正確で信頼のおけ
る上演記録へのアクセスを可能にすること
を通じて、大方の関心と叡智とを当該分野へ
集めることを所期の目的とするものである。 
 
３．研究の方法 
問題解決の方法のひとつとしては、『義太夫
年表 近世篇』の改訂版の作成が考えられる
が、やはり紙媒体での更新であっては今後も
予想される資料の新出に対応することは出
来ない。検討すべきは、追加／更新情報を随
時組み入れられる、可変的なシステムの構築
である。 
研究組織各員においては、その分担する範囲
を定め、個々に新出上演記録の抄出に努めた。
たとえば研究代表者の神津は、 
・「浄瑠璃本（通し本）の配役書入本」に拠
って知られる配役情報の摘出・一覧化（「浄
瑠璃本(通し本)の配役書入本の効用―付
リ・上中編の補遺と年月順総索引―」など） 
・「浄瑠璃絵尽」の所在情報の一覧化（「浄瑠
璃絵尽作品名別所在目録―浄瑠璃絵尽研究
の現在と、二三の補遺―」など） 
を進めた。 
共同研究を進める中において、こうした成果
については、総員全体の作業である以前に、
各員の研究として精選・公開されるべきもの
との認識で一致して、それぞれの分担する範
囲について同様の論文化を進め、それらを補
助的・衛星的な存在として位置付けて、統合
的な上演記録データベースを作成すること
と工程を構想するに至った。 
そこで研究組織全体の作業としては、最も基
本的な資料であり、上演記録の中心的な存在

である「番付 ばんづけ」についてデータベ
ース化を進めて、一元的な情報検索を可能と
することに努めた。 
研究期間の全体を通じて、「番付」の所在調
査および画像の収集に努めた。特に次の所蔵
機関・所蔵者の資料において新出の上演記録
を得ることが出来た。記して感謝申し上げま
す。 
【個人】 
内山美樹子氏 
安田文吉氏 
鷲野文吉氏（著書『尾張・名古屋／芝居番付』） 
【公共機関】 
淡路人形協会 
飯田市立美術博物館 
大阪音楽大学音楽博物館 
大阪市立大学 
大阪城天守閣 
大阪府立中之島図書館 
神戸女子大学図書館 
国文学研究資料館 
石水博物館 
西尾市岩瀬文庫 
早稲田大学演劇博物館辻町文庫 
台湾大学図書館 
東京大学教養学部 
徳島県立文書館 
富山県立図書館 
名古屋女子大学 
日本大学総合学術情報センター 
広島大学附属図書館 
松茂町歴史民俗資料館 
港区立港郷土資料館 
南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館 
 
４．研究成果 
先行研究である『義太夫年表 近世篇』のほ
か、近年新出した資料などを含めて、ひとつ
のデータベースの中で整理した。結果、3714 
板 2499 興行を把握するに至った。 
新出の上演記録は 206 板 187 興行を数えた。 
また板木の異同を含め新たな情報を得られ
たものは 136 板 116 興行を数えた。興行数換
算で、12％（303 興行）の新出情報を加え得
たのが、本研究課題の成果である。 
これらデータベースの電網上での運用は将
来の課題であるが、現在把握する 2499 興行
の基本情報については、報告書「近世期人形
浄瑠璃興行番付の基本書誌データベースと
その索引」にまとめた。本研究課題組織員の
所属大学図書館などに寄贈したので、ご参照
願いたい。 
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