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近松没後の浄珊璃界では︑時代物が隆盛を極め︑完成の域に達する
のに対し︑世話物は﹁発展を停止﹂たL︵森修﹁浄珊璃と近松﹂﹃講座日

内 山 美樹子

る︒しかし実際間題として︑現在︑文楽で最質ともに︑三分の一程度

の比重を占める︑世話浄瑠璃の存在意義を︑単に演技︑演出的巧級と

いった面のみに求むべきであるのか︒仮にそれにもせよ︑語り物の演

技︑演出自体を根本的に規定する筈の戯曲の本質を︑近松没後の世話

浄珊璃に関し︑如何に把握すべきであるのか︒

浄瑠瑚史では︑近松作﹁国性爺合戦﹂が︑画期的成功をみた正徳五

する寛延四年︵宝暦元年︑一七五一︶までの約三十六年間−徳川吉宗

本文学史近世工﹄︶といわれ︑享保改革の一環としての享保七︵一七二

保九年の近松の死をもって︑﹁世話浄珊璃そのものがひとめぐりの生

の将軍及び大御所時代に当る

︵一七一五︶︑享保一︑二年から︑近松没後の最大の作家並木宗輔が没

命を終えた︵松崎仁﹁浄珊羽の犬成と近松門左衛門﹂﹃日本文学全史近世﹄︶

演劇界の珊権を握った時期として特簗する︒この人形浄珊璃隆盛期を︑

二︶︑八年の許籍出版の取締り強化︑心中物の出版︑上波禁止︑及び享

とも言われる︒時代物的方法の導入も指摘され︑十八世紀後半に︑作

拙稿﹁並木宗輔の世話浄瑠璃1﹁和泉国浮名溜池﹂と﹁茜染野中の

を︑人形浄瑠璃が︑歌舞伎を圧倒し︑

品数及び戯汕形式の上では︑世話物の復興期が訪れるとは言え︑﹁大

隠非﹂﹂では︑三期に分け︑それぞれの時期における世話浄瑠璃の執

二作

二〇三

○近松生前の享保元年︵一七ニハ︶から九年︵第一期︶ 九年間で十

墾状況を比鮫してみた︒

都分は改作物で︑この頃の庶民祉会の新しい出来事から︑直接に魎材
を求めた所の真の意昧の新作物は極めて少たかつた﹂︵近石泰秋﹃操浄
瑠璃の研究﹄︶︒

いずれにせよ︑近松没後の世話浄珊璃に対する評価は︑消極的であ
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○﹁竹原伝授手習鑑﹂﹁義経千本桜﹂﹁仮名手本忠臣蔵﹂等が初演さ

八年間で十作

れ︑﹁扱り段々流行して歌舞伎は無が如し﹂といわれた延享寛延
︵一七四四〜五一︶の絶頂期︵第三期︶

○その中㎜︑享保十年以後︑元文︑寛保期︵一七二五〜四三︶︵第二
期︶ 十九年閉で七作

二〇四

本稿ではこの第三期の十作中︑もっとも世話物木来の体質を具えた

﹁八重霞浪花浜荻﹂を対象に︑作品研究を行ないたい︒﹁八重霞浪花浜

荻﹂は︑近松没後世話浄珊璃の大半を占める改作物ではなく︑時代物︑

お家物的世界も趣向も殆んど用いられていない︒寛延元年三月十八︑

十九日に大坂で起きた︑処刑︑心中︑院嘩という流血的事件のホット

場させた︑まさに﹁庶民杜会の新しい亦実から直接に題材を求めた﹂

ニュースを︑七目後に豊竹座の舞台にかげ︑ほぽ実名通りの人物を登

二期には︑ほぼ三年に一作程度である︒近松没後︑世話浄瑠璃が︑不

世話物正統派の作品である︒そもそも心中物脚色禁止の法令が︑効力

第一期︑第三期には︑一年に一作以上の世話物が書かれているが︑第

振をかこったとされる傾向が扱も顕著に認められるのは第二期であっ

魎を拠起するが︑作劇法の面でも︑ホヅトニュースの舞台化という世

を持ち続げているはずの時期に︑このような作品が支障なく上演され︑

第三期は︑作品数のみならず︑興行史的にも︑竹本座の﹁夏祭浪花

話物本来の方法に則りつつ︑近松︑海音の世話浄瑠璃とは︑異質のも

て︑第三期延享寛延期には︑少なくとも作品数の上では︑第一期近松

鑑﹂︵延享二年七月十六日︑並木宗輔︑三好松洛︑竹田小出雲作︶︑盗竹座

のを持つ︒決して高度な︑古典的価他を有する作ではないが︑ともか

爆発的人気を呼び︑半年前後も打ち続けられたこと自体︑興味深い間

﹁八重胆浪花浜荻﹂︵寛延二年三月二十六日︑並木丈助︑安田蛙杜︑唯正助︑

く現在まで血も伝わっている︒延享寛延期世話浄瑠璃の中でも︑特に

生前の線に灰っている︒

浅田一鳥作︶︑新卵の陸竹座﹁女舞剣紅楓﹂︵延享三年十月二十一日︑春革

多くの課題を内包する作品である︒

見に入った史料により整理してみたい︒

まず︑世話物研究の韮礎作業である︑作品と事件の事実関係を︑管

堂作︶と︑短い㎜に各匝で世話物に非常な当り作が生まれた︒しかも
三作の作蜘法は︑それぞれ全く異なっている︒一方︑初液時は不当り
と伝えられるが︑内容的には︑近松没後世話浄珊瑚の最高傑作とすぺ
き﹁双蝶々曲輪目記﹂もこの期︵寛延二年七月二十四日竹本座︑二世竹田

出雲︑三好松洛︑並木宗輔作︶に書かれている︒延享寛延期は︑時代浄
瑠璃の﹇皿盛期であるのみならず︑世話浄珊璃にとっても︑明和︑安永︑
天明︵一七六四〜八八︶の﹁後期三巻形式時代﹂︵操浄珊璃の研究︶に︑

質的に︑膀るとも劣らぬ意義を有する時期といえよう︒

寛延二年三月所載のものが︑よくまとまっている︒

﹁八重霞浪花浜荻﹂実説の記述としてば︑﹃浄瑠璃譜﹄豊竹座の項

二

要に北の新地白人かしくといふぜんせいの女郎ありしが︑去家
敷方の客にて引︑八重と名を替へ︑天満老松町辺に妾宅となる︒

此八重酒を呑ぱ前後を忘れ︑しやうたいなきが病也︒兄に絞りを
結て渡世とする吉兵衛といふ者あり︒此者正直ものにて折々妹に

だじやくなる酒の事を異見せしに︑或壁言ひ上り兄妹喧嘩にて刀

物ざんまいをなし︑兄吉兵術に手を魚す︒直さま入牢あって言訳

記事としては古いものである︒

新屋敷油慶かしく死罪

本名八重

数十年後の﹃摂陽奇棚﹄では︑地名人名等に異同があり︑伝説的色

三月十八目

彩が強まってくる︒

一

北埜法清寺二石碑あり故二世俗此寺かしく寺と呼ぶ

本具妙暁信女舳閉仰鯉胴加り

る︒此時吻新屋敷福島屋沽兵衛といふ方の女郎園といふ老︑大宝

願懸重宝記云

施主万屋とめ汕屋喜兵衛

人ことに恋しく思ふ八重さくら散てはかなき名は残りげり

寺町大工の丁稚上り六といふ者と西横堀にて心中をなす︒此問中

薬を煎じ病人に服さすべL忽平愈す又悪しき癖ある酔狂人の酒を

立がたく︑寛延二年己巳三月大坂中引廻し︑千目寺にて獄門とな

山無縁経にて神崎に於て御鵡寵の十右衛門といふ者︑多くの馬士

止んにはその本人の知らざるやうに手向水を飲せ．︵酒を嫌ふやう

労疲を治するには此墓の手向水を受帰り其水二而

と口論なし手を負せる︒是三月十八日十九日の事也︒同廿日に外

介右衛門橋心中

男は生国和泉の老内町大工の弟子六三郎女は道頓堀新屋敷の女郎

三月十九日靭

に成りといひ伝ふ

一

魎折板を出す︒

前浄珊璃 摂州渡辺橋供養 大序より二段目迄
切浄瑠璃 八重腹浪花浜荻 七冊物

一

おその助右衛門柄束詰の浜二而相対死

十目にかんぱいだし︑廿六目初目︑古今稀なる早き事と大坂中こ

御城代阿部伊勢守股御手廻り宅平といふ者紫雲山中山寺無縁経修

右新浄瑠璃かしくの趣向は︑三月十八日十九目の事なりしを︑二

ぞっての評判也︒是作老並木惣助︵丈助の誤︶および惣太夫操り

行中代参之節神崎辺にて馬士共と口論有之下向二及んで大喧嘩と

神崎犬喧嘩

中︑夜を目についでの出粘︑前代未聞の事共也と︑大坂は言ふに

相成り宅平壱人にて相手大勢に手疵負怖へ共馬士非分二相究り宅

平無難に役義を勤ム

同日

及ぱず︑近囚よりも大入をたせしとぞ︵浄珊璃研究文献集成本︶︒

．﹃浄瑠璃譜﹄成立は寛政期︵一七八九〜一八OO︶と推定されるが︑牧

一

三月廿六日より豊竹座二て浄留理大当り

村史腸氏が﹃侠妓かしくとお固︑六三﹄で指摘された寛政十年刊﹃続

﹃摂陽奇鋤﹄以後︑幕末の実説類には︑﹃伝奇作書﹄初編中の巻︑三

二〇五

近世恥人伝﹄﹁叡山源七﹂の項︵巾兄政六年以前に執躯︶も︑かLく関係の
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！

触れておられない︒同時代記録とみなす際に難とたるのが︑一ヶ所︑

二〇六

田村鳶魚著﹃芝居と史実﹄で挙げられた﹃年代著聞集﹄の記事︵国会

後年の記酢が挿入されていることであるが︑その挿入のされ方は特殊

明三年までの粉川屋と市＾町奉行所との折衝の口上書と金銭授受の遂次

図書館本所見︶︑﹃侠妓かしくとお園︑六三﹄に収められた法清寺の刷

いずれにせよ︑﹃浄瑠璃譜﹄以下に収める実説類は︑事件後約半世

記録が掲げられ︑最後に天保九年の時点におげる粉川屋の状態が注記

である︒即ち寛保元年九月十三日の記事に関連して︑安永九年から天

紀以上後に︑多くは演蜘的興味を有する著老が︑かしく︑お園六三等

されているので︑何かの必要からこの一件に限り︑後年費料を書き加

り物等がある︒

について言い伝えられていた事柄を書き留めたものである︒これに対

えたとみてよく︑他の部分には一切手を加えた形跡はない︒

前掲文からも窺われる如く︑本書は文章のまとまりが悪く︑事件の︑

し︑演劇︑文学と関わりのない事件の生の聞き譜きで︑成立年代も事
件とほぼ同時代とみなされるのが︑左の﹃瑚雌猷課大阪市中風聞録﹄
の記泰である︒

つれ

ツ

仕やつたらあみだ池の開帳へ︒述立て参ろぞや﹂という江戸祐天寺の

よりはるかに具体的であるが︑文章は煩雑︑かつ省略があって分りに

小いち平ラ

一︑同二年己三月十八日天満十一町目借座敷に暦申時︑去る侍にか
＾守︸︺
こわれ居申右之侍が江戸へ校参候︒留主之間女の兄を殺し候︒か

阿弥陀池和光寺での開帳記事なども︑始りと終りの月日︵二月朔目か

一︑同年同月神崎にて︑馬方廿人斗と大坂御城代御乗物かきの頭人

くい︒遇去の記録や伝承から再編成した場合は︑もう少し要領のよい

﹂

く本名八重と申來︑罪科により三郷引廻し道頓堀にて獄門にかか

ら四月朔目︑﹃摂陽奇観﹄は三月とのみ︶︑開帳の内容等︑﹃摂陽奇観﹄

全貌を伝えるより︑現象的な一面のみを詳しく記す傾向がある︒たと
ソ
えぱ﹁八重腹浪花浜荻﹂﹁新屋舖の段﹂で禰満女房がお園に﹁本腹

り候︒

中山寺へ参詣致候処︑右馬方廿人斗口論致し馬方一人切殺し二三

三月十八︑十九日の華件に関しては︑かLくの件より神崎喧嘩の件

記述にたるのが普通だろう︒

を持つきはめ脇差は川中へ落候よし︑後に沙汰有之は︑馬方共欠

の︑とくに奉行所の処置が詳しく記されている︒本書は概して公辺の

人に手を魚せ︑神崎川之渡し舟乗人共殊の外さわぐ所︑船頭かい

落致候者も親方より尋ね出し船頭は右落せし脇差を尋上げ申候様
¶︺

情報に詳Lい︒しかも﹃浄瑠璃譜﹄以下の実説類の多くが︑かしく︑

＾

に被仰付候乗物かさは随分いたわり候様に被仰付候よし乗物かき

お固・六三︑神崎喧嘩の三件を一まとまりに記すのに対し︑本書はお

について割に詐しく記す本書であるが︑心中及び演蜘関係の記事は︑

園六一二の心中には一切触れていない︒一体︑犯罪︑殺傷事件︑処刑等

十右ユ門は人殺し候へ共︑申訳立たすかり候由︒

﹃和泉志﹄五四号に本書を校訂︑翻刻された出口神晩氏は﹁笠者は不

詳であるが︑犬阪市中在住の人と思考される﹂として︑成立年次には

関心がないのか独自の判断に基づくものか︑全く収められていない︒

下級遊女と客の心中や︑大坂城代所属の小老の喧嘩沙汰は︑大坂で
は︑いずれかといえぱありふれた事件であり︑女の兄殺しにしても︑

当座はセンセーショソを捲き起したとはいえ︑後世まで記憶に留めら
るべき事柄ではない︒何十目かの問︑ニュースとして騒がれた後は忘

璃﹁↓肌跳手向八重桜﹂︵寛延三年三月十五日豊竹座︶正本︒㈲さらに﹁八

重霞浪花浜荻﹂の正本︵丸本1−戯曲︶自体が作品であると同時に史料

としての側面を有することは言を侯たない︒

対し﹃軸雌猷訓榊大阪市中風閉録﹄の記箏は︑演蜘とは無閑係に︑かし

﹂﹂︵伝奇作書︶当り浄珊瑚﹁八重破浪花浜荻﹂の功縦である︒−﹂れに

のは︑要するに﹁三つの咄は別々にて由縁もなきをひとつ婆言に著せ

記法浦寺の刷り物は北の新地︑﹃摂陽奇棚﹄は新展敷とする︒牧村史

する記述はない︒間魎は遊女時代の勤め先である︒﹃浄珊璃譜﹄及び前

方に囲われていたことについては︑実説︑作品等がほ1一致し︑矛盾

かしくが本名を八重といい︑もと遊女で︑事件当時請出され︑武家

れ去られるはずの三班件が︑一括した形で後世に記録されるに至った

くと神崎喧嘩の件のみを︑町が唯として生きていた時期に書き留めた

かぱすぎごろから下級色街の様相を呈してきた北新厘敷の女で︑お園

陽氏は﹃伏妓かLくとお園︑六三﹄において︑かしくは十八世紀のな

以上﹁八重擾浪花浜荻﹂の実説類を挙げてきたが﹃浄瑠璃譜﹄以下

ね

ウ

の南新屋敷と混同せぬようにと注記しておられる︒Lかし﹁手向八重

ラきoとめ

ウ

後世の記述はもとより︑同時代記録とみなされる﹃刮雌賊瑚碑大阪市中

桜﹂にかしくの妹おまつについて﹁おまつも今は此里に身を浮草の

長地

風問録﹄にしても︑全くの第三者が︑班件後ある日数を経て︑凪閉を

かき

さきかよ

書き留めたものであるが︑同時代の︑箏件と今少L身近な︑もLくは

憂勤姉のゆかりや﹂とあり﹁此里﹂とは︑その後の﹁曽根崎通ひ﹂

ともあり︑以揃は南︵﹃賠陽英華﹄名寄にみえる八幡屋多吉p・︶に居た
歌二上リウ
ことになる︒﹁道行両手綱﹂︵以下引廻し道行と略称︶には︺一度のつ

重腹浪花浜荻﹂の絵尽と番付及び別番付︒特に人名︑場所等に関し︑

少なくとも大坂の中でも仕替えの経験があるとの設定である︒寛延期

二〇七

に北新屋敷自体が存在Lたか否か疑問であることを思えぱ︑﹃浄瑚璃
﹁八重優淡花浜荻﹂考

絵中の文字や︑﹁八重腹浪花浜荻﹂正本との異同に注意︒㈲迫善浄瑠

ウ

く処刑の五目後︑その首が獄門にかけられていた千日幕所関係の記録

とめを︒島ぱらの︒Lとあり或いは京にいたこともあるかも知れぬが︑

︸︑

秋極的な関わりを持った費料類にも留意すぺきであろう︒即ちoかし
く揃縛後︑処刑以前に兄殺Lを演じた歌舞伎狂言﹁恋淵蚊絞染﹂につ

﹁北の鐙や﹂等の文から︑明らかに北の新地である︒一方﹁八重霞浪
つとめ
花浜荻﹂﹁什座鋪の段﹂には﹁太左術門柄の八輔屋に勤て居たかしく﹂

もの︑と認めることができよう︒

三

﹃千日班所一件﹄寛延二年の項︵﹃道頓堀非人閑係文書﹄所収︶︒嘗﹁八

いての﹃役者花双六﹄︵寛延二年三月刊︒脱稿は二月中︶の記述︒⇔かし

ウ

譜﹄の如く︑北の新地の白人であったとみなすのが妥当で︑﹃摂陽奇

も︑市兵衛に改めたのであろう︒なお﹁政絞染﹂の外魎は︑兄の職業

衛で初目を明げたところ︑故障が出て︑数目後に番付も作成中の丸本

二〇八

棚﹄は後世の北新厘敷の状態から︑かしくの住屠ないしかしく寺法清

を暗示したとみてよい︒

ウ

お㌔てか﹂さLき

すじ

ぱL

﹄

かみ在

ウキソ

﹂も

ウ

ちた

ナ︐スフシ

実質的に同じ︑ないしごく近接した地点である︒この家の主︑かしく

葉が︑﹁借座鋪﹂兄殺しの場における七郎助の﹁此六月﹂と対応する

を経過し︑しかも舟越十右術門の金銭授受に関する﹁六月比﹂との言

一方﹁新屋鋪﹂に先立つ二冊目﹁若林屋﹂で︑兄殺し以後五十日余り

くと町中に斬一差る︒﹁恋洲髪染一は前年十二月十吾初目︑

ひや5ぽん

の段﹂に﹁角の芝居⁝⁝二のかはりが大きに当つて︒それからか﹂く

かど

神無月︒すゑの五日のよはの霜︒たごりの霜と︒見返れぱ︒L﹁新屋鋪

づき

兄殺し事件の起きたのぱ何時か︒引廻し道行に﹁すぎしうるふの

寺の所在地と︑彼女の勤め先とを混同したものであろう︒なお彼女の

抱え主は﹃摂陽奇観﹄所収の法清寺の墓砕から油屋とされる︒﹁恋洲
政絞染﹂に油屋かしくとあるので︑認めてよかろう︒

ウ

かしくの住暦は﹃大阪市中風閉録﹄に﹁天満十一町目借座敷﹂︑﹃浄

中

瑠璃譜﹄は﹁天満老松町辺﹂︑﹁八重霞浪花浜荻﹂には﹁大川筋の橋通
つも へだて

ハル

を諦出した侍の名は︑﹁八重霞浪花浜荻﹂に﹁林右衙門﹂︑﹁手向八重

ので︑年は越していないことが分り︑綜合すると︑求件は丁度寛■延元

年閏十月二十五目頃のこととなる︒

﹁八重擾浪花浜荻﹂には林右衛門は直接登場しないが︑かしくの話

禁酒の守り札を出す所以である︒﹁八重霞浪花浜荻﹂でも︑かしくは

くの酒好きは﹁手向八重桜﹂で水強調されている︒法清寺が現在でも

﹃浄瑠璃譜﹄は兄殺しの動機を酒の上の単純な兄妹喧嘩とし︑かし

から武士らしいところのある人物と想像され︑﹁手向八重桜﹂の町人

殺しを決意した時︑酒をあおって気を落ち着ける︒が︑酒が殺しを誘

ではないか︒殺された兄は﹃浄珊瑚譜﹄に﹁絞りを緒て渡世とする吉

突名の林右術門を避げ︑歌舞伎で使用済みの替名以上に切り換えたの

つように設定されている︒﹁八重霞浪花浜荻﹂では︑兄市兵衛が︑か

非は殺された兄の側にあり︑かしくの行動■は正当防衛に近い面すら持

歌舞伎狂言﹁恋洲政絞染﹂でも︑浄珊璃﹁八重胆浪花浜荻﹂でも︑

︑

めいた遊客以上とはイメージが合致したい︒﹁手向八重桜﹂に林右衛

発した訳ではない︒

兵衡﹂︑﹁恋淵〃絞染﹂は﹁うをや吉兵へ﹂︵三枡大五郎︶︑﹁八重霞浪花

を叶えるように強要し︑七郎助も︑かしくが不承知ならぱ︑彼女を頼

しくに︑二十両の俳金を棒引きにしてもらうために七郎助の不倫の恋
﹁市﹂に彫り変えている︵﹃義太夫年表近世篇﹄参照︶︒これも実名吉兵

浜荻﹂は丸本は市兵衛だが︑絵尽と番付モト版は吉兵衛︑後刷番付で

︑

門の名が全然出ないところからも︑一周忌の段階で︑何か支陣が出て︑

する︒

へ名以上﹂︵坂田市太郎︑たお坂束豊三郎がその兄で川口林兵衛︶と

︵1︶

桜﹂に﹁以上﹂︑﹁恋洲政絞染﹂にはかしくの愛人を﹁本名石井兵助か

辻を隔て五つ六つ︒町家の表什座敷Lとあるが︑三書の表わす処は

ウ

なかりしとぞ此頃は科人落着の目はひとつの願ひは御聞届ある事

よくうるはしく誠に胡国に嫁す王照君の容もかくやと惜まぬ者ば

を受容れると見せて︑七郎助を殺し自害するつもりで︑誤って兄を

にて何にまれ好ぺしとありL時油揚を三枚計望しゆゑ食する事と

って来たお園六三を追手の者に引渡すと脅迫するので︑かしくは邪恋

殺してしまう︒市兵衛の死際の言葉から︑二十両の借金は︑かしくの

や

心得求あたへられしをかしく戴取透上髪の上へかの揚豆腐の油を

Lらは

ウ

こと

ラ

わらべ どうぜん

ウ

まよ

チ

イヤ申お役人様︑女のぐちなお願ひ︒追付切れて死る身に︒形
ウ
門くろ
地ウ
か湘
ケ
をよそほひ繕ふ事はなげれ共︒髪はおどろにとき乱れ鉄漿も付

ツ

みなりしとぞ云しを皆人聞て感ぜLとぞ︵伝奇作書︶

絞り附しゆゑ色光沢よく今死する身にいらぬ事乍ら女の身だしな

つ

ためになされていたことが分るのが︑浄瑠璃の﹁心底の趣向﹂︵近石
泰秋著﹃操浄璃璃の研究﹄参照︶である︒歌舞伎では吉兵衛は全くの悪

人で︑妹かしく︵市村さの八︶に不倫の恋をしかげ︑しかも石井家の
重宝八つはしのつぱを盗みとっている設定である︒

現在では事件の真相を確かめる術はないが︑かしく処刑以前と以後

フシ

詞

ねぱ白歯とたり︒世のあだ言に童も同然︒さいの川原に迷ふとい
色

に演じられた歌舞伎︑浄瑠璃の二つの作品が︑共に被害者が僧まれ︑

出ん

あぷらもとゆひ

ま止

ふどふぞ此義を︒おゆるしなされて下さりませい︒ イヤそりゃ

リ

ことは

加害者に同惜が集中するように描かれているということは︑事実にお

ならぬ︒女心にそふ思ふも理りながら︒御免なげれぱ我儘に取は

小み

いて︑何かかしくの側に情状酌量の余地があったのかも知れない︒但

もヨと︐

工

さLぐL

oやうけん

イ

からひも成がたし︒げに女は髪かたちとやら︒油元結用ひず共︒

取あぐる計は身が料簡︒一リヤくおまつとやら︒幸そちがさ

ろく

し兄殺しは引廻し獄門とは︑御定書の規定である︒三冊目﹁評義の段﹂
たすく
に情ある代官堀弥雌治の言葉に﹁女の事もしや又助る筋も有液らぱと︒
魯

いて居る其指櫛で︒油をのぺずと共儘に取あげてとらせいさ︒

Eれい

古例記録を尋れど助る筋毛頭ない﹂とあるが︑大坂町奉行所が︑かし

︵評義の段︶

﹁八兎霞浪花浜荻﹂のコ評義の段﹂が︑﹃伝奇作書﹄に伝える事実な

くの処置に非常に苦慮したのであれぱ︑江戸評定所に伺いを立てる筈
だが︑その点については︑詳しく調べ得ていない︒︵少たくとも﹃犬岡

いし風聞によって書かれたか︑﹁八皿霞浪花浜荻﹂の文章から油揚を絞

獄門に晒され

二〇九

一方︑やはり﹁評義の段﹂で︑かしくが同じ罪に行なわれる七郎助

﹁千日前覚え帳﹂﹃上方﹄十︶︒

た時顔色が変らぬため1話も伝わっている︵高橋好劇．上田長太郎

くが役人に願い︑油揚でたく紅を二歩買って飲んだ

って髪に杭きこむ話が作られたのかは︑知るべくもない︒別に︑かし

越前守忠相目記﹄寛■延一・二年頃の評定所の議魎には上っていない︶︒

処刑当目のかしくについては︑幾つかの挿話が伝えられている︒

かしくが引廻しの時永々の牢舎にて色は透通る計白きうへ髪の艶
﹁八重霞浪花浜荻﹂考

イ

さL

ソ

に﹁幸と呑かげた此酒さしませう︒是を呑で気をはつたりとこなた
ににあふた五右衛門の逝行︵元文二年豊竹座初演﹁釜淵双級巴﹂の﹁道

一＝O

で引渡しに先立ち︑堀弥藤治が母と妹に﹁お慈悲の上死骸はそち達に
加んごろ

と上ら

じ

ひ

刑死者の埋葬は︑尋常な形でば行われ得ない︒﹁八重霞浪花浜荻﹂

行街の手向草﹂︶でもかたらしやれ︒﹂といい﹁手向八重桜﹂でも︑掛
ケ
げ芝屠で語られる﹁五右衛門の上の巻⁝⁝沌川か身請の段﹂︵初演者
じやヨ
駒太夫が御馳走に一節を語る︶を︑かしくの母が聴いて﹁あの浄るりを

お下し有がたいと存︒跡懇に吊ふがせめてもの心ゆかし﹂との許可

加た

聞に付︒かしくがひかる∫道すがらあの逝行を語ったげた︒﹂と涙

を与えているが︑どの程度のリアリティを持つものか︑現在の躯者に

ケ

にくれる件りがある︒推竹座の自家宣伝は割引してみる必要があろう

は判断．がつかない︒

︵2︶

しかしともかくも︑かしくについては︑死後携許もたく︑彼女の住

居に近く︑生前度々参詣したといわれる日沌宗法清寺に班が述てられ︑

﹁木具妙晩信女﹂の戒名が刻まれていることは︑一周忌に先立って初

︷んぐ出﹃きやうLん

目を呪けた追善浄珊瑚﹁手向八重桜﹂によって呪らかである︒なお

﹁班所の段﹂でお固が︑かLくの首に向って詠む追善歌﹁詞人ことに︒

ゆかしく思ふ八重桜︒おしやさかりをちらす春雨﹂は︑墓石に刻ま

れた﹁人ことに恋しく思ふ八重さくら散てはかなき名は残りけり﹂

はいえなかった生涯の最後を︑せめて少しでも美しく演出しようとし

と無閑係または正反対の脚色や逸話が生れるとも考え難く︑仕合せと

か︑或いはかしく処刑直後に既にこの歌が広まっていたのを浄瑠璃作

る︒墓砕延立に際し﹁八重霞浪花浜荻﹂の歌を一部改めて採用したの

︵3︶
思ふ八重桜ちりてはかなく名を残しけり﹂︵法清寺刷り物︶と酷似す

︵﹃摂腸奇棚﹄﹃岬鮒願懸重宝記﹄文化十三年︶︒または﹁人ごとにゆかしく

たかしくの心意気が︑庶民の同情を一層かきたてる契機となったと考

者が︑お国の作の如く脚色したものか︒

ところでかしく処刑の五目後︑三月二十三日︑獄門台のある千日墓
︵4︶
所を管理する難波村庄屋の許に︑﹁恋淵政絞染﹂を演じていた角の芝居

えるのが自然であろう︒

だろう︒ただ引廻しは衆人環祝の中で行なわれるのであるから︑事突

引廻しのかしくをめぐる挿話類の箏実閑係を詮索しても徒労に終る

心を起させるぺく︑心を用いた話を付している︒

とたり︑卵和四年閉九月廿四目に入定した話を収め︑彼が遊女達に逝

源七という名うての無頼漢が︑感ずるところあって出家し︑高徳の僧

さらに﹃続近世崎人伝﹄には︑かしく引廻しの時︑馬の口をとった

とではない︒

親子に我身をなぞらえて︑道行を口諏んだとしても似合わしからぬこ

ク

が︑かしくが引廻しの折に︑七条河原の刑場に引かれる石川五右衛門

五

坂東豊三郎座の手代が訪れた︒

者や心中死者の死骸の処置をめぐって︑度々面倒な事態に捲き込まれ

てきた千目墓所側は﹁御上江之恐﹂と称して許可しなかった︒

去冬5かしくを狂一言二取組仕脈処︑入多ク御座怖而勝手二成附︑

で﹁墓所﹂に改刻されている︒後述のお園六三の心中場所とも関連す

の段﹂であるが︑絵尽と番付モト版は﹁千目寺の段﹂で︑後刷り番付

たお﹁八重霞浪花浜荻﹂で︑お園が歌を詠む場は︑丸本では﹁墓所

然所先目獄門二掛俗故︑芝居中4為志塔婆推︑千目慕所江延度六

るが︑正本見出しや番付等に︑心中や処刑の場の地名を具体的に著わ

一 千日墓所江かしく追善之塔婆建度と願人有之昨事
？〒︺
三月廿三目逝頓堀坂本豊三郎座角芝店手代覚兵衛外二壱人参︑

坊江柵談仕昨処︑御家江伺岬上之義と中︑何卒御免被下昨様二と

すことは支障があったようだ︒但し﹁新屋鋪﹂の福清女房の詞に﹁げ

一

願来︑我等留守故申置 ○同廿七日昨廿六日聖正貞参︑角芝居頼

■

之義仰ケ問相談仕怖処︑御上江之恐御座怖問︑班所二延させ脈事

さはほんのかしくが撫へか⊥つた︒﹂とあるところを︑管見に入った
はか
七行丸本中︑四本︵二本は初版︑二本は奥欠︶で︑﹁墓﹂を﹁千日﹂

t

迷惑之由申来岬故㎜届︑其段角兵衛へ使宇兵衛を以断申遣ス︵﹃千

と茱筆で訂正Lている︒実際には︑やはり地名をはっきりと語ってい
たのである︒

日班所一件﹄寛延弐已年︶

もヨじゆん
﹁恋洲政絞染﹂は﹁去冬十二月十五目より︒当二月中句に成ても大入︒

難波村庄屋と六坊とが︑千日幕所におげるかしく供養碑建立を不許

︷じ︸

次第に評判よく︒夜の内からゆかねぱ場も桟敷もたき程の箏﹂︵﹃役者

可と決めた三月二十六日︑遣頓堀班竹座は﹁八重霞浪花浜荻﹂の初日

︸

花双六﹄大坂︑坂市＾班三郎︶﹁此さの八ぱ︵さの八の演ずるか﹂く兄

を明ける︒

ひ干ヨぽん

殺しの場のな︶を︒京都冨十郎︒四郎太郎にて︒狂言へたて入レてさ
せ︒堺にても︒萩野かもん座本にて︑此狂言にての当り︒﹂︵同市村さ

の八︶などと評判されている︒四月二十日には別の外魎﹁染綱武蔵
鎧﹂︵﹃大歌舞伎外魎年鑑﹄等︶が出るので三月二十三日には﹁恋淵政

寛延二年三月十八︑十九目の事件のうち︑お園六一二の心中について

及び﹃年代著聞集﹄は女の名が異たる︵﹁惣嫁なるよし名はおすが﹂

絞染﹂は打ち上げていたかと思われる︒ともかく浄瑠璃に押され勝ち

つた︒

年代著閉集︶︒お園の抱え主逝頓堀新屋鋪色茶屋の亭主は﹁八重霞浪

は︑豊竹座の二作以外に同時代記録が見当らない︒﹃摂陽奇概﹄巻七

豊三郎座では︑半世紀以前︑岩井半四郎座の﹁あかねの色揚﹂成功

二一一

花浜荻﹂では福島屋清兵衛︑﹁手向八重桜﹂では﹁平兵衛﹂に改める︒
﹁八重砿浪花浜荻﹂考

を記念して建てた三勝半七供養砕にならおうとLたのだろうが︑刑死

ちの延享寛延期の上方歌舞伎で︑三︑四ケ月の続演は稀有の−﹂とであ

！、

前者が実名とみるのが普通だろうが︑寛保二年︵一七四二︶刊とされ
る﹃嶋陽英華﹄の島の内﹁茶屋之分﹂に﹁福島屋平兵衛﹂と見えるの

二一二

神崎の渡し喧嘩については︑﹃犬阪市中風聞録﹄の記事が抜群に詳

は︑単なる同姓同名であろうか︒或いは−﹂れが該当人物で︑﹁八重霞

浪花浜荻﹂執筆段階では︑あまりに身近なだげに遠慮して一字変えて

しい︒本書の﹁舟乗人共殊の外﹂以下の文と﹁八重霞浪花浜萩﹂の

心中場所は﹃浄瑠璃譜﹄に西横堀︑﹃摂陽奇観﹄に助右衛門橋萸詰
肚ま
の浜︑﹁八重霞浪花浜荻﹂丸本に﹁助右衛門橋の束浜﹂とあり︑絵尽︑

場させることになったものか︒

で︑前三書の方が︑年代も古く資料的にも信愚性が高いので︑実名は

﹁八重砥浪花浜萩﹂と同じく十︵重︶右衛門︑﹃摂陽奇概﹄のみ宅平

述ぺていることが分る︒中心人物の名は︑同書及び﹃浄瑠璃譜﹄が

文を比ぺると︑表現は全く異るが︑同じ状況を︑前者がより具体的に

歓

置いたが︑﹁手向八重桜﹂では︑平兵衛自身の言葉から窺われるよう

﹁船へのらんと指か∫れぱ︒のせじとさ土ゆるかいの先キ﹂以下の

番付の絵︑語り︑絵中の文字等では︑西笹町︑助右衛門橋近くの材木

十右衛門かと思われる︒ただ︑小老とは言え犬坂城代に所属するだげ

名や職業等について︑具体的な記述を避けているところがあり︑実名

納屋となっている︒いずれもほぼ同じ地点だが︑後刷り番付では﹁助

お園︵おすが︶六三の墓は﹃南水漫遊﹄﹃摂陽寄観﹄巻七﹃年代著

に︑この人物については﹁八重霞浪花浜荻﹂も扱いが慎重で︑主人の

聞集﹄によれぼ千日前自安寺にあった︒﹁八重霞浪花浜萩﹂大入りを

風のよさを表わすための設定ではあろうが︑同時に︑延享四年十二月

のまま登場させたと断定するのに︑一抹の不安ぽ残る︒
把んな
﹁八重霞浪花浜荻﹂では重右衙門を︑﹁お出入の旦那﹂と共に︑江

﹁手向八重桜﹂にも︑二人の流れ瀧頂の話はあるが︑墓のことは触れ

十三日付げで呵部伊勢守と交替した犬坂城代酒井讃岐守︵﹃摂陽春棚﹄

記念して延てたと圭言われるが︑寛延二年当時︑心中死者の埋葬は厳

られていない︒自安寺の墓は何時建てられたのであろうか︒現況は牧

戸から来た男伊達とL︑江戸言葉を際立たせている︒重右術門の気っ

村氏によれぱ﹁明治四十五年一月の南の犬火ですっかり焼き払われて︑
大正の末ごろ同墓地を調査したときはすでに見あたらたかった﹂︒

のが七に改刻されているからには︑全くの架空の人物とは思われない︒

金を︑七郎助が盗み︑獄門となるが︑番付モト版に﹁八郎介﹂とある

の記述は誤り︶に付いて︑江戸から来たことが暗示される︒一方︑重
■
唯L
二くお
右衛門の主人から七郎助の主人へ支払われた﹁三つ星の極印﹂入りの

禁で︑千日墓所界隈は︑特にその点をやかましく注意されている︒

ゑもんぱし﹂﹁西笹町﹂の文字が削除された︒

中

に︑当人が作品に扱われたことをむしろ喜んでいるので︑実名で再登

七

神崎の喧嘩が﹁八重腹浪花浜荻﹂の設定の如く十九日午後遅くのこ

座は︑同時に偶発した二つの出来事を組み合わせ︑浄瑠璃としては記

この虚像と実像が交錨する三月十八目のかしく処刑に目をつげた豊竹

如く︑惨めな罪人にすぎなかったかしくを︑大坂中の人気老に仕立て

ととすれぱ︑具体的た怖報が大坂市中に知られるのは二十日以後であ

録的な早さで﹁八重霞浪花浜荻﹂の初日を開げ︑歌舞伎をさらに上回

大坂城代交替に伴ない動いた金をめぐる︑不正事件の噂があったので

ろう︒人形浄瑠璃の新作上演では︑戯山の書卸しと演者の稽古の間に︑

る大成功を収めた︒特に島太夫の﹁新屋鋪﹂は好評で︑後々まで語り

たのは︑歌舞伎狂言﹁恋淵政絞染﹂が作り出した虚像の力であった︒

節付けを経なげれぱならず︑二十六日初日となると︑戯曲の執筆期間

草となった︒

はないか︒

はほんの二︑三日である︒重右衛門は︑大詰でお園六三の死舷に向い︑
地一ル

各めを受けなかった訳だが︑﹁後に沙汰有之﹂とあり︑犬坂城代なり︑

はふ﹂と︑その死を予想させる言葉を述ぺている︒現実の十右衛門は

﹁不応の事にて人をあやめたれぱ遁れはたい︒跡より追付未来であ

せが生じた︒﹁華和讃新羅源氏﹂が親鴛記ものであるために︑本願寺

を付け︑さらに何ケ月かの続演を予定Lていたところ︑思わぬ番狂わ

を︑新作﹁華和讃新羅源氏﹂に替え︑犬切に﹁たには五節句操大踊﹂

四ヶ月近く打ち続げて盆を迎え︑七月十五日から前浄瑠璃の時代物

ツキムらい

町奉行所なりの十右衛門無構の処置は︑﹁八重霞浪花浜荻﹂執筆中に

から故障が出︑上演を差しとめられたのである︒﹃伝奇作書﹄に﹁八

o．が

は︑未決定︑たいし一般には知られていなかつたのではないか︒﹁手

重霞浪花浜荻﹂を七月末までとするのに従えぱ︑﹁華和讃新羅源氏﹂

○よ

向八重桜﹂には︑かしく︑お固六三以外の﹁八重霞浪花浜荻﹂の登場

差し留めに伴ない︑﹁八重霞浪花浜荻﹂も打ち上げということになる︒

︵5︶

人物がほとんど全員顔を揃えている中で︑重右衛門は姿を見せない︒

しかし寛延二年の搬竹座では︑以後十一月四目﹁物ぐさ太郎﹂まで替

り猛言の番付が現存せず︑この時点で︑三ヶ月以上︑道頓堀の本拠地

﹃大阪市中風聞録﹄に垣間見られる︑公儀の高圧的ともいえる姿勢が︑

庶民の心理に徴妙な影響を及ぽし︑豊竹座も一周忌追善浄瑠璃では︑

を休みにするとも考え難く︑前浄瑠璃のみ旧作の時代物の一都と替え

しかし︑考えてみれぱ︑﹁八重霞浪花浜萩﹂自体が︑公儀から何の答

親鷲記ものに対する本願寺の故障は︑古浄瑠璃時代から前例がある︒

て︑﹁八重霞浪花浜萩﹂は上演を続げたのではないかと思われる︒

あえて彼を登場させなかつたのであろうか︒

で主

めも受げずに上演を続けえたことの方が︑実は問魎とさるべきではな

かど

﹁新屋鍋の段﹂に﹁角の芝居の道行⁝⁝佐野八がかしくの出榊︒二
ひやヨぽん

かろうか︒享保六・七・八年に出された出版物取締強化に関する法令

あた

﹁八重竈浪花浜荻﹂考

二＝二

のかはりが大きに当一て︒それからかしくくと町中に評判一とある

八

中はもとより処刑︑喧嘩と︑まさに﹁時之雑説或は人之噂﹂﹁当前世

巻所収の触・達類︒適用範囲等に関する考察はここでは省略︶に︑心

及び心中物の上演︑出版禁止令︵﹃撰要類集﹄及び﹃犬阪市史﹄第三

のに比ぺて︑当局への遠慮が少なくなっている︒但し本曲にせよ︑延

生き残る︵おてうについては不明瞭︶形に︑最後が書き直されている

﹁青梅撰食盛﹂が︑﹁心中二つ腹帯﹂の再演でありながら︑半兵衛が

的心中物の形をとっている︒五年前︑寛保元年五月二十一日推竹座の

二一四

上二有之義﹂を︑脚色︑上演︑板行したこの作品が︑祇触Lないとは

■享二年七月十六日竹本座で大当りをとった﹁夏祭浪花鑑﹂︵延享元︑

四十年前の出来事を取組んだにすぎぬことを︑殊更強調している︒

二年に起きた殺人事件を繊り込む︶にせよ︑角書や口上で︑五十年︑

考え難いからである︒

心中者に対する厳罰︑脚色︑板行の禁止を公儀の方針として打ち出
すのは︑享保七︑八年以来であるが︑﹁時之雑説人の噂﹂﹁ぱやり候事︑

延享四年二月五日︑豊竹座﹁禰重紅梅服﹂は︑近松作﹁鑓の権三重

﹁鎚の権三重帷子﹂から借りてはいても︑実際には︑延事四年正月六

当座之替りたる荻﹂板行に対する禁令は︑﹃浄瑠璃操芝居の研究﹄︵横

効果はさして上らなかったであろう︒が︑吉宗治世下にあっては︑享

目大坂難波橋北誌で起きた︑﹁播州三ヶ月の老﹂による女敵討蔀件︵大

帷子﹂︵享保＝年八月二十二日竹本座︶の改作とされてきた︵近世邦楽年

保改革の政策徹底というぺきか︑少なくとも浄瑠璃界では︑心中物の

阪市中風聞録︶の脚色である︒それでも表向きはやはり︑旧作﹁鑓の

山正著︶でも指摘された如く︑貞享元禄期から幾度か出されている︒

みならず︑世話物は全般に衰微し︑世話物上演といえば旧作の再演か︑

権三重帷子﹂の改作という形をとる必要が︑この時点では感じられた

表︶が︑権三︑おさゐ︑市之進︑おきく等の人物名と設定の一部を

または改作物で︑中に僅かに現在の鄭件を織り込むことはあっても︑

のであろう︒

もっとも︑元禄宝永期の世話狂言︑世話浄瑠璃盛行をみれぱ︑禁令の

ホヅトニュースの直接の舞台化は行わないという時期が︑享保十年か

しかるに二年後の同座の﹁八重霞浪花浜荻﹂は︑もはや何の遠慮も

なく︑﹁春三月︑大坂で御評判︵浜荻1ーよしあし︶のかしく︵八重︶

ら寛保三年まで二十年近く続く︵本稿最初に記した﹁第二期﹂︶︒

しかるに延享中頃から︑世話物の様相に再び変化が生じはじめる︒

女舞剣紅楓﹂は三勝半七劇の改作物であるが︑前半は元文四︑五年に

悲蜘のヒロイソに仕立て︑観客に被害者を悪︑加害老を善と思い込ま

本曲に先立つ﹁恋洲政絞染﹂からLて︑いわぱ吟味中の重罪人を︑

諏﹂と銘打って﹁当前世上二有之義﹂を︑ほぽ実名で演じている︒

犬坂で起き︑江戸評定所の裁許による決着をみた︑豪商辰巳屋の家督

せる如き脚色態度は︑公儀を輝らぬ不届と答められても致し方ない筈

延享三年十月二十一目︑道頓堀の新興浄瑠璃座陸竹小和泉座の﹁群柵揃醐

争い︑贈収賄︑著修借上沙汰等の絡んだ辰已屋一件をとり入れ︑お家

だが︑上演には支障もなく︑この芝居の影郷π下に︑京でも堺でも︑か

︵6︶

騒動風に脚色︑後半の三勝半七情話は︑道行︑心中をもって終る典型

しく生前の時点で︑かしく劇がもてばやされている︒

三年頃から次第に紬んでいく状況は認めざるを得ぬ︒否︑世話浄瑠璃

のみならず︑たとえぱ赤穂事件の脚色にしても﹁仮名手本忠臣蔵﹂の

如く︑幕府︑犬名︑家臣団︑それぞれの事件への関わり方を︑あれだ

ただ作の形式から言えぱ﹁恋淵政絞染﹂は︑二の秤傾城買いお家狂
言の中に︑かしく兄殺しをとり入れたまでで︑世話延言ではたいが︑

げ現実味を持つ形で揃くことは︑享保改革進行中には︑不可能であっ
たろう︒

﹁八重置浪花浜荻﹂に至っては︑流血的箏件のニュースそのものを︑

元禄世話狂言の﹁聞てきたはなしの通すぐさまいたさふと申て︑此度

盟竹座で︑実名を用いたホットニュースの舞台化﹁八重霞浪花浜荻﹂

﹁仮名手本忠臣蔵﹂は寛延元年八月十四目竹本座初演︑その半年後︑

らの形で舞台にかげ︑極刑に処せられた女に同情を集め︑厳禁の心中

が︑上波に支障なく︑興行的にも大成功を収めたことは︑世話浄瑠璃

共晩の呪星が茶屋︶口上さたが

を正面きって演じ︑かりにも大坂城代所凪の者の殺侮事件を︑未決か

復興の気運をもり上げた筈である︒しかし実際には︑それによって浄

狂言に取くみましてござります﹂︵〃

と思われる時点で扱い得ているのであるから︑享保の改革の政策徹底

瑠璃界に新しい湖流が生み出されるには至らず︑宝暦以後の世話浄瑠

何に解すぺきかは︑稿を改めて考察を行ないたい︒

璃は︑結局﹁犬部分は改作物﹂の級に棚まることになる︒この点を如

は︑もはや過去のものとみなさざるを得ないだろう︒

延享二年十一月二目︑徳川吉宗は隠盾し︑九代家重が将軍職を襲う︒

以後も︑名習吉宗は大御所として政治の実椎を握っていたようにみな

されるが︑必ずしもそうではたく︑絶大な権力と威厳を具伽した不世

出の英主も︑隠退後は︑政権の座から遠ざかった寂漢たる疎外感を味
わわざるを得ぬ日々があった︵﹃犬岡越前守忠細日記﹄寛延四年二月二十

二日参照︶︒既に代替り直後︑吉宗の信任厚い老中松平乗邑の突然の失

脚は︑乗邑の幕政における実質的役割をどの程度に評価するにせよ
︵大石快三郎﹃大岡越前守忠梱日記﹄解魎参照︶︑享保の改革政治も一区切

り︑との懐いを世人に抱かせたことは想倣に難くない︒

政局の転換が︑市政︑とくに大坂の市政を直接的に︑急汲に変化せ
しめる訳ではあるまい︒が︑延享︑寛延期におげる世話浄珊璃の動き

を迫っていくと︑享保の改革が劇界にもたらした種々の制約が︑延享
﹁八重霞浪花浜荻﹂考

二一五

つ目﹁船渡喧嘩の段﹂でも殺しがあり︑その問の︑二つ目﹁若林屋﹂

きない︒しかし八冊物の初段﹁借座鋪﹂で︑忽ち兄殺しが起り︑八

係に楓る安易さが目立ち︑戯曲として︑優れた椛成︑という−﹂とはで

も新しいものではない︒またその組み合わせ方も︑人物同志の緑故関

とにある︒三つのプロヅトを一つに組み合わせる手法自体は︑必ずし

係に起きた三つの泰件を︑短時間のうちに一つの芝屠に取り組んだこ

﹁八重霞浪花浜荻﹂の特色は︑寛延二年三月十八︑十九日に︑無関

九

らし書︒それも誰ゆへ秋庇のと︒語つたは佐野八がかしくの出端︒二

は

でお園の胎児が殺され︑続くかしくの処刑と︑お園六三の心中死は蔭

のかはりが犬きに当一て︒それからかLくくと町中に評判L奈︒

で

の場面となるが︑七つ目﹁墓所﹂でかしくの獄門首が晒され︑八つ目

ばか
げさはほんのかしくが墓︵千目︶へか∫つた︒L淡々とLた女房の一一一冒

二一六

大詰助右衛門橋の場に︑お園六三の死体が横たわっている︒それぞれ

葉に︑芝居の雑踏と色町の享楽︑その裏手に黒々と広がる刑場︑墓所︑

かた

衝撃的事態であるにもかかわらず︑一つ一つの出来事の意昧を考え︑

獄門台︑﹁述頓堀﹂の二つの顔が︑くつきりと浮ぴ上る︒

豊竹座の観客は︑同時に引廻しや心中死体の見物に群がる野次馬で

あた

関わった人間達の行為の完結を期するには︑余りにも慌だしく︑雑然
とLた︑それ故にこそ︑人問性をマヒさせ︑埋没させていく日常性の

﹁八重霞浪花浜荻﹂の立作者は︑﹃伝奇作書﹄等で︑正本署名筆頭

璃と銘打って怪しまたい︒目常性と臨場感とに浸り切っているところ

不幸た死老にかこつけて︑物見遊山の馬鹿騒ぎをする話を︑追善浄瑠

あり︑作者達もこの種の概客の意を迎え︑﹁手向八重桜﹂のように︑

にある並木︵盟︶丈助とされている︒豊竹座の浄瑠璃という観点から

に︑近松における如き﹁世話悲劇﹂︵広末保著﹃近松序説﹄︶は生まれ得

断面が︑効果的に提示されていると言うことはできる︒

は︑古参の浅田一鳥の存在も軽視できぬが︑三面記事をベタベタと貼

ぬ所以があった︒

︵7︶

り込んだような椛成でありたがら︑独特のスピード感をもって︑日常
性の冷酷さを表わし得たのは︑歌舞伎作者として優れた手腕を発揮し

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

てきた並木丈助の功紙によるところとみなしてよい︒

本作には浄瑠璃としての改作ぱ存在しない︵操浄瑠璃の研究︶︒寛
延二年三月︑大坂︑という︑一回限りの臨場感が﹁八重霞浪花浜荻﹂

同じ心中物でありながら︑お園六三の恋愛は︑近松物のそれに比べ

ぱ︑犬坂近郊の百姓の娘が︑近所の息子と︑親の決めた許嫁を嫌って︑

て︑何と惨めで薄汚れてさえ︑いることであろう︒お園について言え

かしくが︑もと島の内の女で﹁大坂三郷引廻﹂獄門にかかり侯﹂と

先が︑かつての馴染の女かしくの︑訪出されて幕す家︑というのも︑

愛人と心中する︒六三郎に至っては︑お園と駆け落ちLて転げ込んだ

で堕し︑下級遊所で働く中に︑医老が匙を投げる程の病気に罹って︑

﹁飯代﹂を払うために愛人と表向き別れさせられ︑強請されて子供ま

駆落ちしたものの︑落ち着く先もなく︑やくざの許でその日その日の

角の芝暦の国太夫節かしく道行が閉こえてくる︒﹁あだなかしくのち

﹁逝頓堀の女郎﹂となったお園の病気をいたわり︑髪を椀いてやる時︑

座白体が位置する道頓堀界隈に据えられている︒福清女房が︑やはり

の神崎の渡しへと﹁大坂めぐり﹂︵番付語り︶しつつ︑その中心は豊竹

同時代記録が伝える如く︑作品の舞台も大坂の北から南へ︑また郊外

の生命線であった︒

十

か工り合を︒物の見班に仕舞て置た︒Lと言われる如く︑かしくを適

イ

だらしなく︑自分達のためにかしくに兄殺しの罪を犯させてしまった

当な金で身講出来れぱするが︑無理をしてまで請出す気はなかった︒

L主ム

後︑悪肝煎梶の長兵衡の手から奉公に出た大工の親方の許を︑追い出

林右衛門にとってかしくはその程度の相手にすぎなかったにもせよ︑

かLく自身は︑武士の女房として︑六三郎にもけじめのある熊度をと

されるのを恐れ︑長兵衛の言いなりにお園と縁を切った形をとり︑お
園が妾奉公に出されるのも︑二人の中の胎児が殺されるのも︑結局︑

り︑七郎助から借金のかたに姦通を要求されたこと自体﹁どふも夫

﹂ やう

手を洪いてみているぱかりである︒二人とも命がけで恋を︑子供を守

へいひ訳立ねぱ︒七郎助をさし殺し︒我身も倶に死ふより外仕様も

み︑周囲の人問に細やかた心遺いを示しながら︑夫に対する感慨は︑

とも

り抜こうという惹志はなく︑生活の手段を奪われることを︑何より恐

なし︒Lと思い詰める程︑夫を大切に考えていた︒げれども彼女が死

六三はお園にかしくのことを聞かれ﹁ちよつちよとあふた馴染の

心理描写も含め︑一言も表わされていない︒江戸にいる林右衛門は︑

貞

れている︒二人の心中は︑かしくへの義理立てと称しているが︑生活

を目前にした﹁評義の段﹂と引廻し遣行では︑母と妹への名残を惜し

者︒﹂と白状しているからには︑八嚇屋へ足繁く通ったこともあった

罪を犯し捕えられた彼女を︑妻︵または妾︶として認知することを拒

わけ

能力のない二人が喰い詰めた果て︑と見られても仕方がないのである︒
な じム

ろうが︑現在は︑六三にもかしくにも恋愛感情は全くない︒が六三郎

︑

んだのではないか︒﹁手向八重桜﹂で︑林右衛門と同一人とは考え難
︑

に閑し︑こういう過去が設定されたことで︑現在のお園との恋愛自体

︑

の純度も低いものになっているのは否定出来ない︒

レ

かは

も︑その辺の事情が絡んでいるのではないか︒ところでその以上も︑

︑

い以上という男を︑かしくの相手として登場させざるを得なかったの

かしくは兄の借金のかたに︑七郎助から姦通を強要されるが︑七郎
助にとってかしくは︑当座の欲望の対象にすぎず︑夫婦にたる気など

かしくの死後幾許もたく︑遊女となった妹おまつと﹁我は姉より可
いひ

愛﹂と口説し︑遊山ついでの墓参りも︑酔って正体なく︑かしくへの

いなかったのである︒

かしくの夫と称する男達は︑彼女をかけがえのない存在とはみなして

︑

毛頭ない︒つい先頃まで遊女だったかしくを︑訪出された後も︑同じ

愛惜の情など︑娩う−﹂ともできない︒林右衛門にせよ︑以上にせよ︑

もし

︑

目 で 見 て い る の で ある︒

カ

一方かしくの夫林右衛門については︑兄市兵衛によれぱ﹁そちを身
あま

訪なされる時︒奉公の内方々のか∫り合︒余り金がさも上る故︒若
﹂や︐つとめほうこ︐

ご

ふく

﹂やくせん

かる

お園六三は︑かしくへの義理に後を追って死ぬ程の覚悟があるたら

ケ

在いLPヨ

おん

身諦もやめにならふか︒Lと危ぶまれ﹁それでは一生勤奉公せにや
わ

ぱ︑何故最初に︑七郎助が戸棚の中のお園を人質に︑かLくに姦通を

ソせ

ならぬが︒今迄大分世話になった思がへし︒そなたの借銭を軽ふせ

強要した時︑かしくを窮地に立たせたまま手を束ねていたのか︒市兵

ン

二一七

ふ為⁝︵七郎助に︶無心をいひ︒内証で小間物や︒呉服やたどの
﹁八重霞浪花浜荻﹂考

おいて︑﹁とてもそなたが合点せぬはしれて有ル︒つれて来て︒直に

いが︑その納末を︑かしくに七郎助の邪恋を叶えるように押しつげて

術は妹の遊女の稼ぎで幕してきたことへの恩返しを思い立りたのはよ

っ風のよさ︑親達の恩愛などを絡ませて︑観客の涙を誘おうと懸命で

園六三の悲恋を美化し︑お園の親方福清夫婦や許嫁舟越重右衝門の気

て表現しようと考えた訳ではない︒むしろ︑かLくの侠気と哀れ︑お

作者はお園六三や︑かしくの惨めさを︑自然主義的リアリズムを以

二一八

返事いはせたら得心もしおろふかLと考えていたとは︑何とも無責任

ある︒げれども︑実際に描き出された主人公達の生きざ童は︑悲惨で

ヰ

である︒舟越重右術門は︑主人の息女命乞いの代参という大切な役目

あり︑何らかの惹味で卑小であり︑お園六三の恋たどについて言えぱ︑

日常性の卑小さを︑そのまま舞台化する元禄歌舞伎世話狂言及び非

き

を仕課せるまでは︑どんな屈犀にも堪える筈であるのに︑何故もう一

それ以上に作者の世界概の低さを露呈している︒

近世の二流以下の戯血︑とくに世話物系の戯曲に多く見られる︑これ

近松初期世話浄珊瑚の方法については︑既に諸先学により︑種々の検

とく﹂ 几

歩のところで︑みすみす馬士達の挑発に乗るようなことをするのか︒

らのあざとい柳の作り方は︑蜘作法の上の間魎として解明すぺきであ

璃として︵﹃近松論集﹄一︶等参照︶︒﹁八重砥浪花浜荻﹂もまたこの方法

討がなされてきた︵諏訪春雄﹃元禄歌舞伎の研究﹄﹃近松世誘浄珊璃の研究L

かしくの場合は︑彼女なりの意志も判断も︑なかった訳ではない︒

に則り︑近松世話悲蜘からは︑もっとも遠くに位置する作品である︒

るが︑内容的に解釈すれぱ︑登場人物達の知性の低さ︑音⁝志薄弱︑行

ただ︑初段で忽ち︑七郎助の姦通の要求をはねつけれぱ︑命に替えて

しかし世話物といえども︑浄珊璃には叙事詩的性格もあり︑日常性

松崎仁﹃元禄演蜘研究﹄原道生﹁﹁曽根崎心中﹂の意義−発生期の世話浄瑠

匿うと六三に約束したお園を︑追手に引渡すことになるという︑板挾

の扱いも︑歌舞伎と全く同様にはなし得ぬはずである︒﹁八重蘭浪花

為の一貫性の欠如を表わすことになる︒

みの状況に置かれ︑次の瞬問︑兄殺しへと遣い込まれる︒﹁最初の状

浜荻﹂が︑単にかぶき世話狂言の方法を︑浄珊璃に移しただけでは︑

度々上演され︑現在まで曲が伝わるには至らなかったであろう︒ど−﹂

況設定がなされるや否や帰結に達し︑行為し︑苅脹を展閉させる余地

ともかく登場人物は︑すぺて最終的に︑受げ身であり︑悲惨た運命

かに︑歌舞伎的ではあっても︑浄瑠璃本来の魅力ないし特色があった

あれほどの大当りをとる−﹂とはできなかったであろうし︑まして以後

への詠歎が聞かれるぱかりで︑主体的な煎志と行為は存在しないと言

と︑考えざるを得ないが︑その点を如何に理解すぺきであろうか︒

のない﹂ところに︑惨蜘は生じても悲劇はあり得ない︵近松序説︶︒

ってよい︒この点も﹁八重霞浪花浜荻﹂のみの特色ではたく︑近松没

後の世話浄瑠璃の基本的傾向であり︑少くとも延享寛延期世話浄珊璃
企般に亘っての考察が必要である︒

さて書入れのうち︑H詞章関係については︑全体を通じ︑地合より

詞の部分に書入れが多く︑一寸した入れごとのセリフや︑詞の一部︵接

詞の多い曲であるが︑入れごとや問投詞の挿入によってますます口語

十一

﹁八重霞浪花浜荻﹂の現存丸本には書入れが多い︒筆者が偶々見る

化し︑語り物というより︑日常会話蜘への傾斜が強まったのではない

尾語その他︶の訂正︑問投詞の挿入たどが大部分を占める︒もともと

ことの出来た三十二本中︑十六本に︑o詞章関係︑o節付関係︑⇔役

かと︑この資料のみからは︑想像される︒

⇔節付げ関係では︑まず正本︵丸本︶の元の文字譜の中︑音高譜や

割関係等の︑何らかの朱筆︵稀に墨書︶が加えられており︑﹁八重霞
浪花浜荻﹂の戯曲︑演出を側面から把握する手助げとなる︒その場合︑

義太夫節地の旋律型を除き︑主に他の流派や歌謡から取り入れられた

即ち﹁八重贋浪花浜荻﹂は︑人形浄珊璃では︑文化期前半頃までは︑

評義

若林屋

借座鋪

ニ上リ歌

タ・キ

サハリ

サハリ

︵8︶

書入れ年代が間魎となるであろうが︑以下の理由により︑初演乃至再

特色あるふしのみを抜き出してみる︒

通し上演が原則であったが︑以後は﹁評義﹂﹁新屋鋪﹂のみ︵時には

引廻し遣行

サハリ

アミトヲクリ

江冷泉■柵山

正本のもとの節付けでは︑他流系の際立ったふしの指定は︑右の通り

サハリ タ・キ

演︵宝腔十一年三月︶前後のものが多いとみなしてよいように思われる︒

お園六三の逝行等が付く︑新曲か︶の上演が圧倒的になり︑文政三年

新屋鋪

歌

文弥詞

し通しの場合も︑二つの道行と﹁喧嘩﹂は省かれることが多く︑特に

心中道行

サハリ

︵一八二〇︶を最後に︑浄珊璃では︑通し上演の記録は跡を断つ︒但

引廻し述行は初演と再演︵かしく十三回忌︶以外に上滅記録がない︒

墓所

冷泉

しかるに右十六本巾︑十一本まで半分以上の段に亙る書入れを有し︑

四本は奥欠本だが︑うち二本は二一一頁に記した﹁新屋鋪﹂の﹁墓﹂を︑

至って少ない︒義太夫節地の旋律型を含めても﹁八重霞浪花浜荻﹂の

︵ナシ︶

朱筆で﹁千目﹂と訂正しているので︑初版本に準じて扱うことができ︑

正本におげる節付指定は単純である︒が︑そのことと前記H詞章関係

喧嘩

残る二本も︑朱の色や表記上から古い年代の書入れとみなされる︒少

のせりふ的入れ事や問投詞の書入れの多いこととを直ちに結び付け︑

その中七本は引廻し道行に書入れがある︒七本中三本は初版本︑他の
はか

なくともこの七本は初演乃至再演時の詐入れが主と考えてよい︒引廻

詞中心の︑ふLの閉かせどころの少ない曲と考えるのは︑速断に過ぎ

二一九

L道行に書入れを欠く四本も︑三本まで初版本である︒
﹁ 八 重 霞浪花浜荻﹂考

る︒右と同緬のふしの九本各段に書入れられたものを︑ 左に掲げる︒

セッキョウ

位置づげられる︵﹃操浄瑠璃の研究﹄参照︶︒

二二〇

この説経文弥豊後系のふしは︑義太夫節本来の格調から外れるとさ

ヲトリ タ・キ
リソセイ

借座舖

サハリ

れながら︑現在の文楽でももっとも客席を湖かせ︑観客の耳を官能的

ヲント

タ・キ

セッキャウ

若林屋

演されていたが︑明治以後は︑明治六年文楽座︵評義・新屋鋪・道行︶

サハリ

冷泉

﹁八重霞浪花浜荻﹂ぱ︑幕末までは﹁評義﹂と﹁新屋鋪﹂が時折上

に楽しませる箇所である︒

タ・キ

屋とみたす︶

文弥

りで﹁新屋鋪﹂を聴かせていた∫いた︵補記参照︶︒

﹁新屋鋪﹂は本職の間では語られていた︒筆者は千葉胤男氏の弾語

なくなった︒もつとも朱は﹁評裁﹂﹁新屋舖﹂とも伝存し︑戦前まで

二十四年彦六座︵新屋鋪・道行︶を最後に︑大阪の本舞台では行われ

ク・キ

表具 ヲソトタ・キ江戸文弥才文

＊
セヅキャウ 表具

国太夫 文弥 ︵他に﹁半﹂﹁道﹂あり︑ 半太夫︑ 道具

評義

サハリ

セヅキャウ

文弥

文弥 国太夫 半中 サハリ 半太夫 ヲソト
＊
タ・キ 国太夫 半太夫 文弥 サハリ
＊
半太夫 レイセイ

＊

引廻し道行
新屋舖
心中道行

墓所

恐らく正本に細かい指定を記入する余裕がなかつたもので︑具体的に

花浜荻﹂が︑節付けまで含め︑極めて短時間に制作板行されたために︑

本に︑初演ないし再波時の書入れが多く残っているのは︑﹁八重霞浪

書入れが加わるとふしの種類も︑その頻度も非常に多くなる︒現存丸

り返し用い︑問々にリソセイ︑表具︑才文︑など説経系のふし︑江戸︑

から﹁墓所﹂まで殆んど各段に︑文弥︑サワリ︑説経︑タ・キを︑繰

臭く︑いずれかと一言えぱ単調なものではなかったか︒即ち﹁脩座鋪﹂

花浜荻﹂初演時の節付けは︑全般に︑派手であると同時に︑もっと泥

もあるが︑丸本書入れから推定される︑﹁新屋鋪﹂も含めた﹁八重丙浪

現行﹁新屋鋪﹂には︑すつきりと﹁江戸風﹂︵補記参照︶のところ

ふしを記されぬサワリの指定が多いのもそのことと関述があろう︒実

レイゼイ︑アミトヲクリなど古浄珊璃系のふし︵主にかLくの件り︶

‡は引廻し道行に讐入れを欠く奥欠本のみにあり︑

際の舞台も︑かなり流動的であったと思われる︒

て同系統であり︑㈹とωは音曲ジャソルは別でも︑内容的に近接し︵

○豊後節系のいずれかに属するものである︒この中ωωは浄珊璃とし

て感帷の高まりを表わす指定︑及びナキ︑ウレイ等の波出指定が︑随

下︑ヲソなど低音指定も日立つ︶クル︑入など︑局部的に高音を使っ

上やカソの高音指定︑︵但し﹁引廻し逝行﹂は陰惨な内容を反映して

と国太夫系のふし︵主にお園六三の件り︶をはめ込む︒これに加え︑

信多純一﹁山本角太夫について﹂︿﹃古浄珊璃集﹄角太夫正本O所収V参

所に書入れられ︑詠歎的︑感傷的山調であることは︑一目瞭然である︒

書入れによって加わったふしは大部分が︑㈲説経祭文系ω文弥節系

照︶︑結局㈲ω㈲一括して披太夫節と対立する語り物の一系列として

ないが︑雰四気的には︑生玉あたりで女太夫の語る歌祭文などに近い

それはむしろ︑豊竹座の本舞台で語られるからには義太夫節には相遼

していたことも︑否定できない︒

期の浄瑠璃にあっては︑説経文弥搬後系の感侮的なふしへの傾斜を促

の木の文弥ぶしにて誉を訪られしは︑義太夫の本惹にはあらず﹂︵音

半二︑それぞれのお染久松物に決定的形響を与えてきた︒一方︑豊竹
︵9︶ はち
座の元机越前少橡は︑﹁文弥風かせつきやうか﹂︵今昔操年代記︶﹁鉢

といえども無祝できず︑歌祭文の代表血お染久松などは︑海音︑菅助︑

な耳ざわりのよさは︑それなりに大衆の支持を保ち︑官許の竹推両座

掛げ小厘や門付けで︑心中︑刑死等の浮名評判を語る歌祭文の卑俗

程の問に︑説経文弥及び他の古浄珊璃系のふしが浪密に付されている︒

綜合Lて︑もっともふしの細やかた段は︑かしく引廻し道行で︑三丁

﹁八重霞浪花浜荻﹂の正本節付け及び初演︑再演時の丸本書入れを

ることは︑やはり一面的であろう︒

こういう手法が︑浄珊璃として︑何ら秋枢的惹味を有したいと断定す

で閉鎖的な体質との馴れ合いを見せっげられる面すらある︒げれども

しく見掘える姿勢はそこにはない︒近松没後の世話浄瑠璃の︑無気力

人問苦の実態をきび

幽口伝讐︶と批判されても頓着なく︑文弥で固めた﹁女鉢の木﹂をド

道行の音楽性からみて︑ふしの多用は当然であろうL︑また文字譜の

催涙効果を狙った︑派手な感傷的た節廻し

ル箱にして語り続けた人である︒もともと東風自体が花やかさを身上

数や種類のみで曲風を判断することにも危険が伴うが︑しかL同じ道

ものではなかったか︒

とする上に︑﹁八重川以浪花浜荻﹂のように極度に短い時間で︑観客が

行でも歌舞伎系列に立つお園六三の件りの心中道行より︑いわぱ純浄

uんゐ

喜び︑演者も覚え易い手を付けようとすれぱ︑説経文弥班後系のふし

珊瑚系のかしく引廻し逝行の方が︑それらの特色が際立っている−﹂と

uめ

が多用されるのは︑豊竹座の傾向として︑ごく自然であろう︒一面で

は︑留芯されてよい︒さらに三波以後︑引廻し道行が省かれるように

苫んや

は語り物の枠を踏み外す程︑目常会話的部分が膨張し︑その間々に︑

なると︑﹁評裁の段﹂に︑三世棚澤清六の朱入り本にみる如く︑古風

き

聴衆が喜ぶままに︑高音を張り上げ︑派手で︑古風な︵説経系︶︑ま

で花やかな節が多く盛り込まれていく︒

作者︑演者がどの程度惹識していたかは別として︑かしくに関L︑

︵7︶

たは流行の︵国太夫系︶手を何度でも聴かせるといった﹁八重霞浪花
浜荻﹂の曲風は︑前受け本位で︑浪花節に按近する危険すら︑孕んで

た演出が工夫されてきたことにはそれなりの意味がある︒心中︑処刑

特に説経文弥古浄瑠璃系のふしを多用しつつ︑艶腫に詠いあげるよう

ただ義太夫節正統派の批判とは別次元で︑浄珊璃自体の中に︑説経

といった芳しからぬ死に方で浮名を流した人物達が︑仮にも宗教的起

いたといえようo

の流れ−神仏の前生誕におげる主人公の悲哀と受苦を︑泣くが如く

源を持つ歌祭文の主人公となり得たのは︑彼らが救いの必要を最も病

二二一

に語る−が脈打っていることはまぎれもなく︑その体質が︑近世中
﹁八重竈浪花浜荻﹂考

切に感ぜしめる存在であったからに他ならない︒た∫︑歌祭文類の︑

卑俗かつ稚拙な表現や︑残酷な好奇心の露呈ぶりが︑そのようた理念

心意的に無関係ではなかったであろう︒

二二＝

たとえぱ︑そのような浄瑠璃の思想が︑﹁叡山源七﹂発心誕とは︑

一方︑浄瑠璃には︑﹁八重霞浪花浜荻﹂のようた︑二︑三流作家に

悪酒をとどむるの神霊とならん一大願を立て申﹂置きしとかやL︵法

が禁酒祈願の名所として参詣人を集め︑遂に﹁最後の一念にて世上の

どう結びつくのか︑さらに十九世紀始め頃から︑法清寺のかしくの墓

よる通俗な作であっても︑歌祭文やくどきぶしの類とは異質の︑ある

清寺の刷り物︶などと誠しやかに書き立てられ︑現在まで墓の周りに

とは︑程遠い実感を抱かLめたことも事実であったろう︒

人生を捉示するに必要なリアリティは︑具わっており︑しかも︑たと

﹁かしく大明神﹂の提灯が上っている状態を︑世話浄瑠璃の構想との

氏︑鳥越文蔵教授より御教示をいただき︑千葉胤男氏には︑資料面

本稿作成に当り︑千葉胤男氏︑肥田略三氏︑武井協三氏︑信多純一

関わり合いから︑如何に解釈するかは︑今後の課題である︒

えぱ︑現実のかしくは︑情状酌且坦の余地もないあぱずれに過ぎなかっ

た︑といった﹁実説﹂にありがちな︑傍観者の皮相的写実とは︑はっ

きりと秩を分っている︒野次馬的興味に引かれた脚色態度自体は︑
﹁八重霞浪花浜荻﹂とても︑歌祭文類とさして変るところはないが︑

一度︑浄瑠璃として︑近世杜会の︑男性中心の構造がもたらす政治

荻﹂正本その他の資料閲覧を許された︑市＾京犬学教養学部国文学研究

︵文献・音曲併せて︶でも格別の御高配を賜わった︒﹁八重霞浪花浜

生

室︑東京犬学国文学研究室︑東京芸術大学付属図書館︑京都犬学付属

的・経済的矛盾の鍍寄せを受け︑苛酷に扱われ︑死に波されていく人

う−に接した時︑これを冷やかに見過すことの出来ない基本姿勢は︑

図書館︑犬阪大学国文学研究室︑日本大学綜合図書館 目本女子大学

現実のかしくも︑当らずといえども遠からずの状態であったろ

本作にも■貫かれて い る ︒

国文学研究室︑大阪市立中央図書館︑大阪府立中之嶋図詐館︑文楽協

︑

かしくには︑如何に誠突であろうとしても︑主体的に行為する余地

︑

会︑京都府立綜合資料館︑都立中央図書館︑国会図書館︑松竹大谷図

︑

が与えられていない︒それでもお園六三や母︑妹のような︑白分より

︑

書館︑早大図書館︑早犬演蜘博物館にも︑併せて御礼申上げる︒

︑

千葉胤男氏は女文末のかしくと対応する文末諦以上を愛人の秤名に
付けたと解釈される︒

︵1︶

註

弱い者の身を案じ︑死の恐怖におののきつつ仏の救いを願い︑せめて
女の身だしなみを調えて最期を迎えようとする彼女への鱗けは︑救い
の可能性を暗示する説経のふしに乗せて︑出来る限り美しくうたって

やる以外にない︒豊竹座が﹁八重腹浪花浜荻﹂の前浄瑠璃として︑
﹁華和讃新縦源氏﹂という︑ひどく古風な説経系の曲を新作したのも︑

過去帳に委しく見えたり︒当寺へ毎度さんけいして深き因緑ありしとや﹂

︵2︶ 法清寺の刷り物に﹁この婦人︑つとめを引きてより八重と改名あり︸

の間︵江戸冷泉︑相の山︑タ・キ︶︑六三の出︵文弥カ・リ︶など︑派手

件︵﹁あはれなり﹂がカヅサオトシ︶︑母とおまつが帰る所︑お園の化粧

らしくギソが多用され︑お園が母とおまつからかしくの形見を受げとる

﹃歌舞伎年表﹄﹃大歌舞伎外魍年鑑﹄は巾の芝暦とするが︑従い難い︒

た後期的艶物とは︑趣きを異にする︒この詞とふしの組み立て方は︑初

間は︑詞が多く︑全体に足取りが早く︑隅々まで唄うように節付げされ

なふし︑細やかな手は多用されている︒が︑その際立ったふしとふしの

︵3︶ 現在墓石はさや堂の中にあって外からは見えない︒牧村氏によれば

石割松太郎氏が﹃近世邦楽年表﹄﹁華和誠新⁝維源氏﹂の項に﹁本願寺

さや堂に納める以前から︑石片を削られ︑歌は読めなくなっていた︒
︵4︶

級になっているであろうL︑千葉氏は︑江戸風の曲と言われる︒なお二

演時以来のものであろう︒勿論︑個々の節付けは初演時よりはるかに巧

︵5︶

の故陣で中止﹂と書入︒出典未詳︒

㌔1Lか

二二三

一一頁の﹁墓﹂は︑もとより原本通りで︑﹁千日﹂に直されてはいない︒

︵6︶ 拙稿﹁辰巳屋一件の虚像と突像−大岡越前守忠相日記・銀の拝・
女舞剣紅楓をめぐって﹂︵本誌二十九輯︶参照︒

︵7︶ 雑竹座では︑延享後半︑寛延・宝暦期に︑松屋来輔︑並木大輔︑並

木永輔たど︑歌舞伎作老を立作老格で迎えているが︑それら客負立作老
の有無にかかわらず︑豊竹座本来の浄珊璃作老の中心をなすのが浅田一

鳥である︒延享四年二月︑浅田一鳥立作者になる﹁被重紅梅服﹂のお才
と﹁八重砥浪花浜荻﹂のかしくとは︑その砥かれた状況や心境の描き方
に︑きわめて類似した点がある︒いずれも犯罪老としての女性という魎
材自体の共通性︑﹁八重砥浪花浜荻﹂が概度に短時間で作られ︑手近な世
話物の先行作を下敷きにm川いても不思談はないこと︑などから︑両老の

狐似をもって直ちに同一作老と断定することには問魎があるが︑逝定的
に︑全体の椛成とお園六三関係の執筆が木助︑かしく関係の執筆が浅田

概ね井野辺潔﹁曲節の椛造﹂︵日本音楽大系・義太夫︶の分類に従う︒

一鳥とみなしておくことに大過はないであろう︒
︵8︶

あるが︑﹃今昔操年代記﹄刊行の享保十二年当時における﹁北条時頼記﹂

︵9︶ ここは︑文弥風やせつきやうであってはならぬ︑との反語的表現で

ム把

現行噛﹁新星鋪﹂︵千葉胤男氏弾語り︶メモ

﹁女鉢の木の段﹂犬当りへの批判をこめた言葉と見てよいであろう︒

補記

丸本のマクラから二行目﹁仇名かしくの﹂から文弥となり︑﹁秋鹿の﹂の

次に︑﹁桂川道行﹂﹁廊文章﹂で馴染深い宮固の手が入る︒以後も︑束風
﹁八重饒泌花浜荻﹂考

