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研究成果の概要（和文）：本研究は、近世以来、大坂（大阪）の浄瑠璃界と密接に結びつきつつ独自の興行を展開した
淡路島の人形座の活動を分析し、その果たした役割を人形浄瑠璃史上に正しく位置づけた上で、淡路座の遺産を掘り起
こし、現在の文楽にはない伝承を確認・復活することを通じて、現在の文楽の舞台（太夫・三味線・人形遣いの芸／人
形のかしら・鬘・衣裳／大道具などの各要素）を相対化し、人形浄瑠璃という芸能の多様性を回復することを目指した
ものである。

研究成果の概要（英文）：In the present investigation I analyze the activities of puppet theatre troupes 
from the island of Awaji, where an original style of performance evolved in close proximity to the joruri 
scene in Osaka.On this basis I evaluate the significance of its role in the history of joruri puppet 
theatre, and following a discussion of its appropriate historical place, I unearth the heritage of the 
Awaji troupes as I confirm and revive performance practices no longer present in modern bunraku puppet 
theatre. Hereby, I attempt to relativize (such elements as the art of chanting, shamisen play, 
puppeteering as well as the heads, wigs, costumes of the puppets and stage props on) the modern bunraku 
scene with the aim of restoring the diversity of joruri puppet theatre as a performance art form.

研究分野： 日本近世文学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
人形浄瑠璃は近世初頭に成立した日本の

伝統芸能の一つであるが、17 世紀末に竹本義
太夫が創始した義太夫節による人形浄瑠璃
が 18 世紀以降隆盛を極め、それが今日まで
伝えられた。現在は「文楽」として、財団法
人文楽協会（劇団）・独立行政法人日本芸術
文化振興会（劇場）による運営のもと、国立
文楽劇場（大阪）・国立劇場小劇場（東京）
で定期公演が行われている。 
 しかしその伝承は、ある意味で非常に危う
い状況にある。もとは座名であった「文楽」
が芸能全体を指す名称になっていることか
らもわかるように、大正時代末からは文楽座
という一劇団だけで芸が継承されるように
なり、他の座に伝承されていた芸や演出の多
くを失っていった。その上、第二次世界大戦
後は素人の愛好者が激減して、プロを生み出
していく裾野を失い、完全に文楽座単独で芸
が継承される（技芸員も研修生制度によって
養成される）ようになった。その結果、現状
では、時を経るごとに芸の多様性が失われる
傾向にあると言える。 
 申請者は、先だって科学研究費補助金「淡
路座を中心とする近世地方人形浄瑠璃芝居
の、興行と上演作品に関する研究」（2004～
2006 年度、若手研究 B）、「淡路人形座と大坂
浄瑠璃界の交流に関する研究」（2009～2011
年度、若手研究 B）に取り組み、従来人形浄
瑠璃史研究において等閑視されてきた淡路
座を取り上げ、その資料（浄瑠璃本・興行記
録）を整理するとともに、淡路座と大坂浄瑠
璃界との関係（18・19 世紀）を考察してきた。
その過程で、主に以下のことがわかった。 

・淡路座は大坂（大阪）で途絶した作品・
芸（舞台演出含む）を多く近代まで伝承
したこと。 

・淡路座と大坂浄瑠璃界は常時交流があり、
主に近世後期には、双方支え合うような
関係にあったこと。 

こうした点に加え、日本各地に残る地方人
形芝居（義太夫節・人形三人遣い）の多くが
淡路系のものであることからも、淡路座によ
る伝承の重要性は明らかである。その価値の
第一は、端的に言えば、大坂（大阪）にかつ
てあったものを残す点にある。 
そこで、以上の研究成果を踏まえ、新たに

近代以降の淡路座の歴史も視野に入れつつ、
淡路座の遺産を掘り起こし、現在の「文楽」
では失われてしまったものを確認して、その
一部を現代によみがえらせたいと考える次
第である。人形浄瑠璃史を通覧すると、近代
以降失われた伝承は、必ずしも不必要である
が故に淘汰されたものばかりではないこと
がわかる。芸の多様性を回復することは、こ
の芸能が備える潜在的な表現力を再発見す
ることにつながるものである。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、以下の三点にわたって分析を

加えることを目的とする。 
 
(1)大坂（大阪）で失われた伝承（作品・本
文）の残存とその内容の研究 
 まず、淡路座旧蔵浄瑠璃本（実際の興行時
に使用された上演台本）を調査し、淡路座が
残した浄瑠璃本文を原作や文楽上演本文（過
去・現在）と比較することによって、どの時
期のものと一致するかを調査し、大坂（大阪）
で失われた伝承作品・本文の発見を目指す。
これまでも主に淡路座が独自に創作した作
品に注目して浄瑠璃本の調査を進めてきた
が、本研究では、むしろ現行文楽上演作品に
ついて検討し、文楽では失われた古体本文を
見出すことを第一目的とする。また大坂で初
演されたが、現在の文楽では上演が途絶えた
作品も分析対象とする。現行文楽本文（多く
は原作通りではない）が成立するまでの歴史
についてもあまり研究が進んでいないので、
大坂（大阪）での伝承も併せて調査する。 
 
(2)淡路座への伝承過程の研究 
 (1)で発見したものについて、まず淡路座
への伝承過程を知る必要があるので、興行記
録を探索する。先述の科研費研究課題に取り
組む中で、申請者は複数の新出資料を見出し、
近世期における淡路座興行記録を大幅に増
やすことができた。本研究では、調査範囲を
近代以降にも広げ、昭和に至るまで（昭和 40
年代までに淡路座の伝承の多くが途絶する）
の淡路座の作品伝承を明らかにするために、
引き続き興行記録を探索・整理する。それに
よって、文楽と異なる伝承がどこから生じた
のかを明らかにする。 
 
(3)淡路座上演記録資料（文字資料以外）の
研究 
 (1)で発見したものを実演で復活させるた
めに、映像・音声等による淡路座上演記録を
収集する。昭和以降になると、上演を記録し
た写真・録画・録音が残されるようになる。
残念ながら量は多くないが、これらを分析す
ることにより、往事の上演の実態を部分的で
あれ明らかにすることができる。従来、当該
資料の網羅的把握に努めた研究は存在しな
いので、本研究において調査・分析を行う。 
 
 なお以上(1)～(3)の分析に基づき、本研究
では現行文楽にはない伝承の発見と、一部復
活（現在の「淡路人形座」の復活上演に協力）
を目指す。復活に当たっては、主に(1)によ
って上演台本作成を、(2)によって段名・段
構成の検討を、(3)によって演出（語り方・
人形操法含む）の検討を行い、年度ごとに一
作品の復活モデルの提示を目標とする。 
 
３．研究の方法 
 「２．研究の目的」欄に記した(1)～(3)の
研究として、各年度において次の作業を並行
して行う。 



 
(1)淡路座旧蔵浄瑠璃本の調査・分析 
 淡路座旧蔵浄瑠璃本を所蔵する代表的な
機関として、南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料
館、松茂町人形浄瑠璃芝居資料館、兵庫県立
歴史博物館を挙げることができる。各機関へ
の資料調査はこれまで繰り返し行ってきた
が、残存点数が多い（例えば、淡路人形浄瑠
璃資料館の全浄瑠璃本〈淡路座旧蔵本以外含
む〉冊数は 2011 年度時点で 3340 冊）ことか
ら、内容にまで踏み込んでの調査は一部にと
どまっている。従って、この３機関の浄瑠璃
本調査を適宜行い、大坂（大阪）で失われた
伝承作品・伝承本文の発見に努める。 
それから、浄瑠璃本には興行記録に準ずる

書き込みがなされる場合があり、番付等の記
録を補う情報となる。しかしその情報はこれ
までほとんど活用されていない。(2)を補う
調査として、浄瑠璃本の書き込み調査も進め
たいと考えている。３年間で上記全機関分の
整理を目指す。 
なお浄瑠璃本調査に関しては、これまで

『淡路人形浄瑠璃資料館所蔵資料目録１ 浄
瑠璃本』（淡路人形浄瑠璃資料館発行、2005
年）の編集（浄瑠璃写本担当）、『淡路人形浄
瑠璃元祖上村源之丞座座本 引田家資料』（財
団法人淡路人形協会発行、2011 年）の編集（浄
瑠璃本目録部分の浄瑠璃写本担当）に当たっ
た実績があり、その成果を用いて円滑に進め
ることができる。 
 
(2)淡路座興行記録（番付・古文書・チラシ・
ポスター・新聞記事等）の調査・分析 
 近世期の番付・古文書資料については、西
日本の文書館等を引き続き調査したい。これ
まで兵庫・徳島・香川・大分県等、淡路座の
興行頻度が高いところを重点的に調査して
きたが、もう少し範囲を広げて未調査の機関
を調査する。例えば、岡山県の津山歴史博物
館や（津山松平藩の藩政記録の中に興行記録
が残る。竹下喜久男著『近世地方芸能興行の
研究』）徳島県の徳島市史編さん室（市史編
纂に当たって、独自に文書を収集）などを調
査する予定である。またこれまでの科研費の
調査で、淡路座興行記録についてはかなりの
蓄積ができたので、最後に収集記録のとりま
とめ（興行年表の作成）を計画する。 
また近代に入ってからのチラシ・ポスター

類については、淡路人形浄瑠璃資料館所蔵分
の情報の整理を進める。新聞記事からの情報
は、まず最近電子化整備されつつある大手新
聞の記事データベース（ヨミダス歴史館・毎
索・聞蔵Ⅱビジュアル等）を活用して、関連
記事の収集に努める。 
 
(3)淡路座上演記録資料（文字資料以外）の
調査・分析 
 淡路人形浄瑠璃資料館の協力を得ながら、
写真資料の整理に取り組む。淡路座の上演の
様子を記録した写真としては、『阿波の木偶 

吉成正一写真集』（1979）や『淡路野掛浄瑠
璃芝居 宗虎亮写真集』（1986）所載のもの、
その他各種淡路人形浄瑠璃関連書籍に収録
されているもの、資料館に保存されているも
のなどがあるが、それら全体を網羅的に把握
し、記録されている情報を整理・分析する作
業は、いまだ試みられたことがない。残存資
料の収集・整理に努めつつ、これらの活用を
図る。 
 
４．研究成果 
 「３．研究の方法」欄に記した(1)～(3)の
作業を並行して進め、それぞれ以下の成果を
得た。 
 
(1) 淡路座旧蔵浄瑠璃本の調査・分析 
 淡路座旧蔵浄瑠璃本の調査・分析を進め、
独自の伝承本文の発見に努めた。論文執筆に
は至らなかったものの、2012 年度は『生写朝
顔話』、2013 年度は『仮名手本忠臣蔵』、2014
年度は『奥州秀衡有鬙壻』『妹背山婦女庭訓』
の浄瑠璃本を主として調査し、それぞれ淡路
人形座（南あわじ市福良）による復活公演に
協力した。具体的には、2013 年 2月 2日『生
写朝顔日記』摩耶ヶ嶽の段、2014 年 2 月 15
日『仮名手本忠臣蔵』殿中刃傷の段、2015 年
2月 14 日『奥州秀衡有鬙壻』遠眼鏡の段・『妹
背山婦女庭訓』入鹿御殿の段の上演（於・淡
路人形座。文化庁「文化遺産を活かした地域
活性化事業」）に際し、それぞれ上演台本の
作成、舞台演出の助言等で協力した。また各
公演前に解説を担当した。 
 
(2)淡路座興行記録（番付・古文書・チラシ・
ポスター・新聞記事等）の調査・分析 
 番付・古文書の調査を計画通りに進め、新
たに多数の淡路座興行記録を見出した。主要
な調査資料をいくつか挙げると、「府内藩記
録」（大分県立図書館に複製本所蔵。再調査
の上、近世後期の記録を追加発見）、「津山松
平藩文書」（津山郷土博物館蔵。「町奉行日記」
等から興行記録を確認）、「徳府世情ひかえ」
（徳島市市史編さん室に稿本蔵。同室蔵の
「徳島市資料台帳」に影印収録。久米惣七著
『阿波と淡路の人形芝居』に「松浦文庫」と
して紹介される資料と同一であることを確
認し、未紹介記録を発見）、木内家文書（徳
島県立文書館蔵。「諸控」所収の記録を確認）
などである。 
また徳島県立酒井家文書に残される、堺屋

武助・弥蔵による淡路座興行記録については、
「徳島県立文書館寄託「酒井家文書」の淡路
座興行記録」として『演劇研究会会報』第 41
号（2015 年 5月刊行予定）に紹介・翻刻した。
同紹介には、興行記録以外に、付録の参考資
料として「外題鏡」（武助が書き留めた浄瑠
璃外題の一覧）も翻刻した。 
そして以上の調査も含め、これまでの科研

費における淡路座興行記録調査のまとめと
して、近世期（但し、義太夫節人形浄瑠璃興



行の確立以降）の淡路座による人形浄瑠璃興
行の記録を時代順に配列した資料集『近世淡
路座興行年表（稿）』（本研究課題の報告書と
して発行）を編集・刊行（2015 年 3月）した。 
チラシ・ポスター・新聞等、近代の資料に

ついては、特に徳島における上村源之丞座の
記録を多数確認した。 
 
(3)淡路座上演記録資料（文字資料以外）の
調査・分析 
 写真資料の調査分析として、まず淡路人形
浄瑠璃資料館蔵の宗虎亮氏撮影写真ネガを
デジタル化し、昭和 20～40 年代の淡路座に
よる公演写真を調査し、現淡路人形座による
復活上演の演出（『仮名手本忠臣蔵』殿中刃
傷の段）に活かした。まだ論文発表には至っ
ていないが、同資料中の『仮名手本忠臣蔵』
撮影写真（昭和 32 年 5月、尾崎八幡神社〈現
淡路市〉境内、淡路源之丞座）を用い、淡路
座の舞台演出を分析した論文を執筆してい
るところである。 
 録音資料の調査としては、淡路人形浄瑠璃
資料館蔵の豊沢町太郎氏旧蔵テープを調査
し、現淡路人形座による復活上演（『生写朝
顔日記』摩耶ヶ嶽の段、『奥州秀衡有鬙壻』
遠眼鏡の段）に活かした。 
 映像資料の調査としては、記録映画『阿波
の木偶』（大毎東日新聞映画部）、『淡路の人
形芝居』（NHK）、『淡路の人形浄瑠璃』（読売
映画社）等を分析し、現淡路人形座による復
活上演の演出に活かした。 
 
 以上、(1)～(3)の作業を並行して進めるこ
とにより一定の成果を得、人形浄瑠璃史の中
で淡路座が果たした役割を再確認すること
ができた。 
 併せて、計画の通り、本研究課題におけ
る調査・研究の成果を、実際の上演（現淡
路人形座の復活公演）に反映させることが
できた。 
 また現行文楽では失われた舞台要素を確
認することによって、「定型」「規範」とし
て国立劇場が提供する「文楽」の舞台を、
より客観的に見ることが可能になったと考
えている。 
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