目 竹中砦の段｣ の端場(｢行‑空の｣〜｢心の｣)､切場(｢内こそ'切なけれ｡｣〜｢武

たけなかとりで

会において'｢木下蔭狭間合戦 竹中砦の段｣ の検討が行なわれた｡研究会の構成員は
教員(内山美樹子･桜井弘･川口節子･飯島満)､研究協力者､cOE特別研究生'準
研究生等合わせて二十名から十七名であった｡
このしたかげはぎまがっせん
第1回･第二回の研究会では'司会進行役である桜井弘氏が｢木下蔭狭間合戦七っ

いけないのではないか｣(綱大夫①)とも考えるに至った｡事実'綱大夫･清二郎の｢竹
中砦｣は､津大夫･寛治のそれとは'かな‑趣きを異にするものとなっている｡
21世紀coEプログラム'古典演劇研究 (人形浄瑠璃文楽) コースの｢｢風｣研究の
原点﹃浄瑠璃素人講釈﹄ の解読｣プロジェクト'第一回 (二〇〇三年四月二十二日)'
第二回 (五月二十七日)'第八回 (十一月二十五日)､第九回 (十二月十六日) の研究

:
c
s
>
:

四十九年) に収められている｡文責者内山も昭和四十年九月二十三日の放送は直接聴
いた｡今回､綱大夫師も津大夫･寛治の｢竹中砦｣録音テープを繰‑返し聴き､多大
の示唆を得たが､｢麓さんのものですから､もう少しこって‑とした浄瑠璃にしないと

川静夫アナウンサー) の解説芸談があ‑､その芸談は山川静夫著﹃綱大夫四季﹄ (昭和

浄瑠璃｢木下蔭狭間合戦 竹中砦の段｣が劇場ないし講堂で'聴衆を前に奏漬され
たのは'昭和九 (一九三四) 年､四ツ橋文楽座以来約七十年ぶりであるが'NHKラ
ジオでは昭和四十 (一九六五) 年九月二十三日に､故四世竹本津大夫･故六世鶴揮寛
(2)
治により｢竹中砦｣切場が放送されている｡演奏前に'故人世竹本綱大夫(聞き手山

二

における｢木下蔭狭間合戦 竹中砦の段｣演出･曲風をめぐる復元的研究の概要と復
曲奏演の報告を記しておきたい｡

網大夫①と略記)､二〇〇四年二月十日の講演については紀要Ⅴ (本誌一四三頁) に'
｢竹本綱大夫師‑｢竹中砦のこと'先師のこと｣⊥(飯島満文責｡綱大夫②と略記)が
掲載され､飯島満｢虚構の中の桶狭間‑﹃木下蔭狭間合戟﹄小論⊥の論文も紀要Ⅲに
収められている｡本稿では'これらの報告'研究の補足も含め'二〇〇三年度研究会

本綱大夫師･｢木下蔭狭間合戦｣竹中砦の段復曲への取り組み｣ (飯島満文責｡以下､

｢木下蔭狭間合戦 竹中砦の段｣二〇〇三年'奏演と研究

｢木下蔭狭間合戦｣ (寛政元年へ一七八九)年､道頓堀大西芝居豊竹此吉座初演､十
巻物) の文楽復活通し上演企画が､東京国立劇場で検討されていた時期があった｡昭
和四十年代二九六五〜七四) のことと記憶する｡
｢復活通しの場合､むつかしいのがT来作住家｣だ｣という当時の制作担当山田庄一

(‑)

氏の言葉からは､｢来作住家｣以外の｢芥川｣｢壬生村｣｢竹中砦｣等は復活し易いので
あろうとも思われた｡昭和三十三年道頓堀文楽座で､｢石川五右衛門｣ の外題のもとに'
｢壬生村｣ほか｢芥川｣｢足利御殿｣など短い場と併せて計五段が演じられた例もあ‑'
これを利用できる所は利用して'｢来作住家｣｢竹中砦｣｢壬生村｣を柱とする､まとも
な｢木下蔭狭間合戦｣通し上演を行なうことは'当時の国立劇場では'十分現実性を
持つ話であった｡一方昭和五十九年に開場した大阪国立文楽劇場では'ともか‑｢竹
中砦｣だけは上演にこぎつけようtとの努力がなされていたらしい｡
東京でも大阪でも'二十一世紀に入った現在でも､人形浄瑠璃文楽で｢木下蔭狭間
合戦｣の上演をみるに至っていないが'｢竹中砦｣の切場の素浄瑠璃は'二〇〇三年五
月三十一日'国立文楽劇場､文楽素浄瑠璃の会において実現した｡太夫竹本綱大夫'
三味線鶴揮清二郎｡昭和九年以来､約七十年ぶりの'文楽劇場における｢竹中砦｣復
曲奏演である｡
21世紀coE演劇研究センター古典演劇研究･浄瑠璃コース研究会では､二〇〇二
年度から浄瑠璃の復元的研究課題作の一つに｢木下蔭狭間合戦｣を挙げて検討してい
た｡幸いに竹本綱大夫･鶴淳清二郎両師の御快諾を得て'公開講座｢浄瑠璃｣ のプロ
グラムとして'二〇〇三年十二月一日､早稲田大学小野記念講堂､｢木下蔭狭間合戦 竹
中砦の段｣復曲奏演が実現し'併せて大阪奏演に先立つ五月二十一日と'東京奏演後
の二〇〇四年二月十日'二回にわたる竹本綱大夫師の｢竹中砦｣復曲をめぐる講演会
を開催することができた｡研究会では'複数の参加者が'大阪'東京両奏演と綱大夫
師の二回の講演を聴き'｢竹中砦｣の作品論'演出論､曲風論等の発表'討論を行なった｡
このうち'二〇〇三年五月二十1日の講演については演劇研究センター紀要Ⅲに｢竹
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名の程こそ類なき｣) の'奏演を想定した台本を提示し'人形十二体のカシラ割りや'
登場人物の舞台における位置関係'登退場の手順､道具の使われ方等について'出
席者の見解を聞き'整理した｡主人公竹中官兵衛のカシラは'綱大夫師が｢鬼一だと

た け な か と り で す じ ょ う る り

﹃竹中砦﹄を､素浄瑠璃で語った｡伝承の責任感の発露である｡｣と述べている｡

五月三十一日文楽素浄瑠璃の会の曲目は､｢竹中砦｣ のほか｢柳｣と｢壷坂｣､国立

文楽劇場の客席は'七割程度埋まっていた｡東京国立劇場の文楽素浄瑠璃の会は､前

売開始から数日で完売となる｡それだけに'たまには珍しい曲を出してはどうかtと

誰しも思うが､大阪で復活された｢日蓮聖人御法海 勘作住家｣ (綱大夫･清二郎｡

一九九九年素浄瑠璃'二〇〇一年文楽公演) すら､いまだに東京では取‑上げられて

いない｡大阪国立文楽劇場が'ともか‑も｢竹中砦｣を文楽素浄瑠璃の会という正式

れることにするが'まずはっきりしているのは､前記の如‑'綱大夫･清二郎の｢竹

3引･･凡

考えています｣ (綱大夫①) と述べ､出席者の多‑もそのように考えるが､古い写真
(一五五頁参照) では団七のようにも見える｡ちなみに永田衡書著﹃日本の人形芝居﹄
(昭和四十四年)に転載する明治期江戸系人形芝居関係のカシラの項に｢たばこ屋｣｢肉､
アオチ､ヨリ目○竹中官兵衛･那須八郎｣とあるが'｢たばこ屋｣がどのようなカシラ
かは未考｡倉田喜弘編﹃東京の人形浄瑠璃﹄ (平成三年｡対象は明治三十六年まで) に
は'明治十年二月と二十七年六月に｢竹中砦｣を含む｢木下蔭狭間合戦｣通し上演 (塞
厳島越前堀と新声館)を記載する｡

導と故人の録音を手がかりに､この大曲をよ‑ぞここまで物にした､というのが､昭

昭和四十年に｢竹中砦｣を語った四世津大夫は'昭和九年に｢竹中砦｣を語った文

不思議はない｡この点は東京奏演の時に併せて述べる｡

長い｡が綱大夫の財産である微妙な音遣いを駆使するならば､二分以上長‑なっても

らっとし過ぎている｣のに対し､よ‑複雑であるべきだtということが出発点であろう｡

津大夫･寛治と綱大夫･清二郎との違いは'前者が綱大夫①で述べられている｢さ

和四十年津大夫･寛治の演奏を聴いている人たちの評であ‑､我々も同感である｡

であ‑'事実聴かせて‑れたが'三味線の清二郎が'三十八歳の若さで､綱大夫の指

に綱大夫は｢大御所｣ (高木) であるから'初役でも相当のものは聴かせてくれるはず

中砦｣と津大夫･寛治の｢竹中砦｣とは､かなり趣きが違う､ということである｡次

大阪｢竹中砦｣奏演のこまかい点については､東京奏演の報告でも必要に応じて触

公演の演目に上せたことは'評価されてよいであろう｡

官兵衛の妻関路､娘千里'左枝犬清'小田春永と此下当書(久吉) のカシラは､綱
ふけ
大夫①にそれぞれ'老女形'娘'源太'検非違使'検非違使としている｡斎藤義龍に
ついては'綱大夫①では､文七としながら考慮の余地を残しているが'大笑いのある､
老人以外の役は､ロアキ文七が原則とされている｡

津大夫･寛治の放送録音は六十七分'綱大夫･清二郎の大阪奏演は六十九分で'二分

Tl二

問題は三人の注進のカシラである｡｢竹中砦｣は注進が三人出る (太夫･三味線が非
常な体力を要する)曲で知られる｡三人の中で､最も重い垂井藤太(二番目)を'吉
田文雀師は鬼若としている｡一番目の大垣三郎は陀羅助､最後の四の宮源吾は検非違
使､であろうか｡端場の腰元二人は､おすはがおふ‑､おすきが娘tが定型である｡

J･‑I

舞台面は ﹃義太夫年表 明治篇﹄ に収められた複数の道具帳の図と､明治三十八年
四月､御霊文楽座舞台写真とによれば'まず逆勝手で上手に陣門'下手に障子または
襖の一間'下手寄りの軒に藤棚'明治十八年一月文楽座の道具帳では'上手陣門近‑

津大夫･寛治の｢竹中砦｣は'｢尼ケ崎｣｢小牧山｣｢八陣｣ (麓太夫初演曲) および

どこに違いがあったか｡

感が溢れていた｡が人物造形が太夫によって異なるのは'当然のこととして'曲趣自体'

強‑'同時に知的な面も持つ老軍師竹中官兵衛の造形がすぐれ､犬清も自害後は凄恰

一方'二〇〇三年五月三十一日の綱大夫の､｢竹中砦｣は､何よ‑もう誇り高‑意地

十分評価に催いするものであった｡

豪快さ'明るさ'テンポのよさで'大曲を少しもだれさせず'一気に聴かせただけでも､

れぞれ適切に語られ'千里も可憐であった｡ともか‑津大夫･寛治の｢竹中砦｣は､

たから'時にべタツキや'やや単調になる箇所もあったがう そこを寛治が心得て､面

明るい芸の持主で､スケールの大きい太夫であった｡音遣いは必ずしも丁寧ではなかっ

白く楽しく'変化をつけて聴かせた｡人物では津大夫は'斎藤義龍を'安敵的な面と

楽座紋下三世津太夫の息'昭和四十年当時四十九歳余の体力十分､名にし負う大音'

御大将の面を併せて'ズバリと言ってのけ'秀逸であったが'春永'久吉'犬清もそ

ニ‑〜

｢竹中砦｣一場'三十三年に｢壬生村｣とその前後tが上漬されたのみであったO

に蜂火台の指定がある｡正面の襖は義龍の出まで開かないはずである｡
｢木下蔭狭間合戟｣は人形浄瑠璃の本拠地大阪で'明治期まで建(通し)狂言として
上演頻度の高い作品であった｡大正期十五年間にも文楽座で二回'非文楽で一回'計
三回通し上演が行なわれているが'昭和期は'人形浄瑠璃としては､文楽座で九年に

三

五月三十一日大阪'文楽素浄瑠璃の会プログラムに､昭和四十年の放送に携わった
高木浩志氏が'｢竹中砦｣の太夫'三味線に関し､筒にして要を得た具体的な解説を書
いている (｢伝承と表現 こぼれ話｣)｡高木氏は﹃文楽 文楽協会創立四十周年･ユネ
スコ ｢人類の口承及び無形遺産の傑作｣宣言を記念して ‑ ﹄ (二〇〇四年春'文楽協
会) でも､九代竹本綱大夫の条で'｢十五年五月公演｡精神的にも肉体的にも極めて過
ながつぼね
酷と誰もが言う﹃長局﹄を勤めながら'僅か五日後に'約七十年振‑の大曲中の大曲
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現行の｢弁慶上使｣などにも通ずる､快いリズムと派手なメロディを聴かせ'いかに
も後期東風らしい曲'と思わせた｡が綱大夫･清二郎で聴‑と'確かに後期東風曲で
あるが'いわゆる東風の派手なところが'やや抑制された表現になっていた｡明るく
豪快にさらさらと運んでいく津大夫に対し'綱大夫は'微妙な音遣いで'複雑さや渋
おを
ん聴かせる｡しかも一段全体の音設定が(何本という調子での説明が文責者にはで
味
きないが)'綱大夫は津大夫よ‑低いOそれは声柄や年令の違い(四十九歳と七十1歳)
によるところもあろうが'つまるところは､曲に対する力点の置き方の違いであろう
(後述)｡比較的低音設定で､微妙な音遣いを重視するから'いわゆる東風らしい派手
な印象は､少な‑とも津大夫･寛治に比べて､薄‑なるのである｡これは綱大夫が八
世綱大夫から与えられた越前大株､六世染太夫､五世弥太夫'九世染太夫､八世綱大
夫と'いずれかといえば西風系の太夫に伝えられてきた床本(綱大夫①②)の書入れ
を指針として組み立てられた｢竹中砦｣であることと関係するかとも思うが､推測の
域を出ない｡これらの点については'東京奏演後に'もう一度と‑上げることとしたい｡

のキーワードも含まれている｡基本的に早いテンポで足取りに緩急をつける
が'そこの三味線とのからみに'演者双方のイキや腹構えが､十分であるこ

とが要求される｡八合冒あた‑の難所であろう｡
次に内山から先行作との関係について三nn‑
｢木下蔭狭間合戦｣は､角書に｢小田の結納･斎藤の色直｣とある如‑'七冊(巻)
目｢竹中砦｣までの表筋は小田斎藤の物語である｡小田斎藤の戦いを措く｢竹中砦｣

で､作者が多大の影響を受けた先行作は'近松半二作｢時代織室町錦繍｣(天明≡
(一七八二年) の六冊目｢松下嘉平治住家｣であろう｡｢時代織室町錦繍｣で小田春
長に懇望される敵方の軍師松下寡平治が'本作の竹中官兵衛に当たるが､この主人公
の人物造形をはじめ'戯曲の筋'構成､悲劇的高揚感などすべての面で､｢木下蔭狭間
合戦 竹中砦｣が出藍の作であることは言を侯たない｡注進が伝える戦況が'斎藤方

優勢'小田方劣勢から'一挙に逆転すること､謎の小男(此下兵書久書) の采配と勇
にんげん
戦ぶりが｢人間とは兄へ申さず｡｣と伝えられるあたり'｢竹中砦｣ の二度目の注進に'

局面として大幅に摂取されているにもかかわらず､作者の構想が'いわゆる｢出世握

下蔭狭間合戦｣の作品内容に関する発表(飯島滴氏)と'曲風曲趣の検討が行なわれた｡

十二月一日｢竹中砦｣東京奏演を六日後に控えた十一月二十五日へ研究会では｢木

はない｡｢木下蔭狭間合戦 竹中砦｣は'寛政期浄瑠璃復興の旗印とみなすにふさわし

六冊目の如‑'偽狂気'幼児の身替‑'｢心底の趣向｣等の局面類型が用いられること

よい｡｢竹中砦｣は小田方'斎藤方の謀略の応酬によって進行するが'｢時代織室町錦繍｣

と転換されるに伴い'旧作の残存物を云々する意味もほとんどな‑なった'と言って

藤義龍実は今川義元と織田信長の桶狭間の戦い (木下蔭狭間合戦'飯島論文参照) へ

虎の世界｣ の斎藤道三 (･松永弾正) 対小田春長の戦い (時代織室町錦繍) から､斎

﹃浄瑠璃素人講釈﹄初版本三二一頁に､三世竹本大隅太夫が明治二十年代に'東京後
(oo)
藤象二郎邸で'｢志渡寺か､狭間合戦の官兵衛砦かを｣語ることになっていたが'後藤

四

象二郎の事故のため､中止となった､とある｡1五五頁掲出写真'明治三十八年四月

い､新鮮な内容を具えた作品である｡

G*

御霊文楽座の｢竹中砦｣も'太夫は三世大隅太夫(三味線は三世清六)である｡﹃浄瑠

きんちゃう

ところで｢竹中砦｣ における謀計の局面として､最も日立つのが｢花の金打｣ の場

ることになるのか｡大阪文楽素浄瑠璃の会プログラム ｢あらすじ｣では'紙面の関係

面である｡犬清は何故'｢官兵衛殿の花の金打｣を見て｢安堵｣Lt｢様子包まず申上げ｣

璃素人講釈﹄で｢竹中砦｣に触れるのはこの1ヶ所のみ｡﹃浄瑠璃素人講釈﹄では｢蝶
花形名歌島台小坂部館｣｢絵本大功記尼ケ崎｣｢日吉丸椎桜小牧山｣｢八陣守護

もあ‑'｢官兵衛は犬活を民にかけ'丹下の砦に篭る小田の軍勢が実は手薄であること

城正清本城｣等を豊竹麓太夫の風を伝える麓場として重視するが'｢竹中砦｣につい
ては詳しい言及がない｡綱大夫･清二郎の大阪奏演を聴いたところで'｢麓場｣に留意

を聞き出しました｡｣と結論のみ記しているが'十二月一日配布のプログラム掲載本文

と｡ためらふ気色見て取る重晴｡

5
m
ル
E

しっつ'｢竹中砦｣という曲の特色を､桜井弘氏が'い‑つか挙げてみた｡

から'該当箇所を左に引用する｡
うくわつ

O｢竹中砦｣は｢尼ケ崎｣のように(本来好まし‑ないにせよ)二人の太夫に分

官兵｢もっとも さこそあるべき事｡他言せまじき勇者の潔白｡たゞ今見せん｣
さ
し
ぞ
へ
か
う
が
い
ふ
じ
か
づ
ら
と｡差漆の算抜き取‑庭先の松が枝｡伝ふ藤葛の｡花を目当てにはっしと打つ｡

けしき

大酒｢戦国の人心 迂閥に口外なし難き密談｡御推察下されよ｣

○女のくどきが､比較的短く'あっさ‑してお‑'男のドラマの方に重点が置

手練に落ち散る紫藤の英｡

けて語らせることが'できない｡

Ban
iサ9閉x
O語る側からみて重いところは､勿論マクラから犬清と官兵衛の虚実のやりと

しとうはなふさ

‑以下'何ヶ所かあろうが'なかでも官兵衛に動揺を斎す二皮目の注進'垂

犬清きつと打ち守‑

大酒｢ム赤色は小田の旗色｡朱を奪ふ紫は武勇鋭き斎藤氏｡姓はすなはちアノ

しゃくしき

井藤太の件‑が重要である｡
○この二度目の注進は､分量的にも長‑､節付けも変化に富み､詞章に｢桶狭間｣
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‑

わ

き

ん

ち

や

う
がんしょく

音を遣わない｡そういう語‑方もあるだろうが､綱大夫が｢麓さんのものですから'

おん

せぬ丈夫の顔色刀を｡杖に立ち出づれば｡｣以下'じいわ‑とした語り口で主人公竹

中官兵衛の知的な老軍師の風格を表す｡綱大夫は'たとえば｢直きにィィたァァァめエ｣

つ

藤原｡落花枝に帰らざる官兵衛殿の花の金打｡底意も知れて安堵の上は｡
さ
ん
く
わ
ぎ
う
様子包まず申し上げん｡さても｡去ぬる天文十九年の頃よりも｡摘牛と争

｢(木と) わ‑るり｣と語るが'津大夫は｢直きにィためエ｣｢わくる｣と'ほとんど

ら

ふ小田斎藤｡(以下略)｣

解できる｡ともか‑低音が自在で音遣いの立派なマクラである｡｢こはぐながら娘は

本稿末尾に掲出した十二月一日配布プログラムの｢あらすじ｣ (寺田詩麻･桑原博行･
犬清に密談を持ちかけられた官兵衛は､人払いをLt斎藤の｢藤｣ の花を差漆の

差し寄り｡｣で｢むすめエ｣は綱大夫①にも触れるが'少し浮かして(｢太夫の未では｢ウ

もう少しこって‑とした浄瑠璃にしないといけないのではないか｣と考えたことは理

算で打ち落とし'逆心を抱いていると示す｡犬清は安心Lt春永の軍勢は'丹下･

川辺美香三氏の共同作成) では'

中島両所の砦にいるだけだと告げ'

初菊や雛絹よ‑年上の十八歳‑らいtという綱大夫の語り方が正しいtと納得がいっ
た｡

の先入観を持ってきたことの方が問題で'千里には満一歳の子があるのであるから'

京奏演を聴き終えて考えてみると'筆者自身が津大夫の奏演から'千里は十六㌧七歳と

千里の造形が'大阪でも東京でもヘ ヤや年かさになる点が気になったが'しかし東

キン｣｣) 語る｡

となっている (この部分'寺田詩麻氏原案)｡
官兵衛が藤の花房を打ち落としたことが'主君斎藤義龍への逆意の表明である (と
犬清に思わせたtと官兵衛は思った)という文脈が'読み取れるか否かで､この浄瑠
この点につき'聴衆の注意を喚起しておきたいと思った｡

璃に対する聴衆の引きこまれ方は､確実に違って‑る｡十二月一日の奏演前の解説で､

以下'千里､官兵衛'犬清の詞で劇的展開に入‑'大阪のような不明瞭や弱さを感

十二月一日｢竹中砦｣東京奏漬｡半年前'五月二十六日に開催された21世紀coE
公開講座｢浄瑠璃｣第一回｢八重霞浪花浜荻 新屋敷の段｣復曲奏演の当日は晴天に
恵まれたがう十二月一日は'季節外れの台風が吹き荒れ土砂降りの豪雨'桶狭間合戦

けた｡

とは別の'手強い敵役で大将らしい重味もある人物として描き出された｡

じさせるところは'まった‑'といってよいはどな‑'官兵衛の人物像が際立ってい

の日さながらの天候であった｡しかし開場前から熱心な聴衆が列をなし'ぜひとも綱
大夫･清二郎の｢竹中砦｣を聴きたいという聴衆のみによって満席となった｡湿気の
多い'音響に不利な条件にもかかわらず'浄瑠璃の場にふさわしい張りつめた空気が

と鮮やかに言い切り'｢武名の｣と太‑押して｢程こそ類なき｣と語り納めるまで､綱

五

会場の小野記念講堂を包んだ｡二時開始'竹本幹夫演劇博物館副館長の挨拶'内山の
解説へ 十分休憩の後'二時五十分から'竹本綱大夫･鶴揮清二郎による｢木下蔭狭間
合戦 竹中砦の段｣奏演が始まった｡
*
‑
<
｢内こそ｣以下のオクリで'まず綱大夫の息の詰み方と音の行き届き方の完壁さに驚

大夫は確かに｢明日がない浄瑠璃｣を語っていた｡

るべきものではないことを'改めて痛感したが､その貴重な研摩の成果を小講堂二百

二郎両師が半年間'この曲を研究し尽‑した結果である｡復曲奏演は一回勝負で終わ

大阪奏演で不満が残った箇所が'ほとんどすべて改善されていたのは､網大夫･清

が｢ハテ好い子だなア｡｣から大オトシ) の迫力､最後に段切直前の｢清洲へ御凱障｡｣

かいじん

後半､状況の厳しさと主人公官兵衛の激情とがぶつか‑合う要所要所(その総仕上げ

綱大夫の義龍の大笑いの大きさ､千里の‑どきの哀切'｢迷ふはいの｣ の息の長さ､

一､二の音'ハリキリの徹底は'初心者の聴衆にも'文楽の三味線の特質を強く印象づ

清二郎の三味線が､専ら太夫を助け､抑制した弾き方の中から'ほとばしる豊かな

があ‑'津大夫の独檀場と思われた斎藤義龍も'いわゆる｢猪武者｣ (人世竹本綱大夫)

ることは､前述の通り､また犬清の懇願や悔みに'底を割らないぎりぎりの線での牡

き'大阪とは別の展開になることが予感されたO 五月三十1日大阪初演時'綱大夫は
では､反応のちぐはぐな大阪でも流石に拍手が湧き'筆者(文責者'以下同) も聴き

全力でこの曲に取‑組み'後へい‑ほど充実し､｢ハテ好い子だなア｡｣から大オトシ
終えて｢久しぶりに義太夫らしい迫力｣とノートに書きつけたのではあるが'大阪で

人足らずの聴衆の前で開示されたことに'感謝と尊敬の念を抱かずにはいられなかっ

た｡しかも'たとえ最高の太夫が半年間研鐙を積んでも､そのことで芸術的開花が保

は前半'義龍の引込み位まではう

証される訳ではない.きわめて得難い出会いが､二〇〇三年十二月一日の小野記念講

時々聴きとりに‑いところ'やや声が小さいところ

があった｡七十一歳'初役の大曲'高木氏も書いている過酷な日程等を考えれば'一
日のみの公演に完全を求めるのは無理であろう､とも思われた｡

堂にあったが故に'｢表現力の素晴らしさ､凄まじきに､唯々庄倒されっぱなしであっ
た

た｣ (学部生)､｢名人芸というものの現場に'はじめて立ち会った｣ (研究会出席者)

お

その大阪奏演時の不満が､ほぼ全面的に解消されたのが'十二月一日の東京奏演で
な

あった｡マクラの｢曲れる枝を直さに擁め木は木と分‑る竹中官兵衛重晴｡手傷に屈
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といった所感が聴衆から洩らされたのである｡
六

十二月十六日の研究会で'桜井氏から東京の｢竹中砦｣は七十三分tと聞いて多‑
の出席者は意外に思った｡と‑に大阪'東京両方を聴いている筆者には､東京が大阪

い楽しさを味わわせて‑れた｡が綱大夫･清二郎は､それらの‑どきを'全部正確に

所かある｡津大夫･寛治は､そこをとりわけたっぷ‑聴かせ'いかにも後期東物らし

東風に語っているが'そこを売りにしているのではない｡千里の｢ア､思へばはかない｣
1 3 円

以下｢｢迷ふはいの｣とばかりにて涙に｡血汐争へり｣の切実さと'楽しさとは無縁で
ある｡

綱大夫･清二郎の｢竹中砦｣は男のドラマtを際立たせ'津大夫･寛治の｢竹中砦｣

よりも､劇として深刻である｡但し深刻でも陰気にならず'奥が深‑しかも爽やかで

ということは'にわかには信じられなかった｡桜井氏は'たとえば

義龍の｢イヤサ ‑ ｣を東京で｢イヤサ｡イヤサ｣と'はっき‑した意志表明に言い

けの特色は十分生かされている｡その上で'女のくどき等で前受けのするふLや手が

あるのが'東京奏演｢竹中砦｣の優れたところで'麓風らしい変化に富む派手な節付

より四分も長いt

いうことでなく､七十三分は綱大夫の｢竹中砦｣ にとって必要十分時間であると思わ

変えるなど'具体的にい‑つかの変化は指摘できるが'要するにどこかが延びた'と

とが'東風の‑どきを前受けに走らせることへの抑止に作用したとしても'それ故に

る｡綱大夫の床本が'いずれかといえば西風系の太夫に伝えられてきたものであるこ

抑制され'演劇的表現に収赦されたことは'この曲の東風曲としての一つの達成であ

兵衛の最初の詞｢色に寄り来る煩悩の犬清とは名に相応｣ で'津大夫の演奏では｢煩

｢竹中砦｣の曲自体が西寄りになった訳ではな‑'津大夫より低音設定で'微妙な音遣

つぎに田革川みずき氏から'語句の読みについて､こまかい異同は一まず措き'官

れると分析した｡

悩の犬'清｣と切っていたが'綱大夫は｢大酒｣と続けていた｡｢煩悩の犬｣は一つの

いを聴かせたことも含めへ
すべきである｡

本稿末尾に二〇〇三年十二月一日'COE公開講座｢浄瑠璃｣｢木下蔭狭間合戦｣竹

浄瑠璃史的意義を有する｢木下蔭狭間合戟｣ の中核をなす'優れた戯曲でもある｡
二〇〇三年'大阪'東京の奏演を機に'｢木下蔭狭間合戦｣を'文楽の現行演目に組み
込み得るか否か'現在の文楽が'この問いかけにどう答えるかを'見守っていきたい｡

開講座｢浄瑠璃｣ で'綱大夫師自身t より納得のいく形で､｢竹中砦｣を語った｡この
成果を'いかに今後の奏演､上演につなげていくか｡
｢竹中砦｣ は単に珍しい曲､体力'健腕を要する大曲'難曲､であるに留まらず'

昭和九年四ツ橋文楽座｢竹中砦｣上演(切場は三世津太夫･四世綱造)の三十一年後'
昭和四十(一九六五)年に'ほぼ七十八歳の六世寛治が｢竹中砦｣を｢覚えていて下さっ
た｣ (人世竹本綱大夫) おかげで'津大夫･寛治による演奏録音が成立った｡三十八年
後二〇〇三年に､九世綱大夫はその録音テープで曲の大要を掴みながらへ十九世紀中
期以来の｢竹中砦｣床本を読み抜いて､津大夫･寛治とは別趣の｢竹中砦｣を'まず
五月三十一日大阪の文楽素浄瑠璃の会で語‑'半年後の十二月l日に東京のCOE公

r
‑
r

筆者は津大夫･寛治の｢竹中砦｣を否定的に評価するつも‑は'まった‑ない｡津
大夫･寛治の豪快かつ平易で楽しい ｢竹中砦｣ のあ‑方も'﹃風姿花伝﹄｢奥義云｣｢能
し
ょ
し
ん
わ
す
(
1
)
に初心を忘れずして｣ (｢初心時代の平易な芸を身に残しておいて｡｣)ということの効
用から'やはり継承されてい‑ことが望ましい､と考えている｡

それらはどこまでも東風の範囲内でのあるべき姿tと理解

慣用句であ‑'謡曲｢通小町｣ の｢煩悩の犬となって｣なども'近世の謡文化隆盛の
との発言があった｡この点について二〇〇四年二月十日

中で､親しまれていた文句と思われるので'やはり｢煩悩の犬'清とは｣と掛け言葉
をはっきりきかせてほしいt

切るか切らぬか､二様を考えていた跡が貼紙などで残されていた｡綱大夫師は意見を

講演会の折に綱大夫師に質問すると､同師が示された床本には先人の太夫が｢犬｣ で

なお十二月一日の三味線について言い添えると'高木浩志氏の大阪の解説に｢勇壮

今後の参考にしたい'と言われた｡

はちさは

な手が続‑﹃尼ケ崎﹄ でも'三の糸を弾き切らないよう､痛んだ箇所を途中で繰‑る
ことがあ‑ます｡﹃竹中砦﹄ では'更に凄い擬捌きが要求されますから'二回‑らい繰
らないと対応できないのではないかと推測されます｡｣とあるが'十二月一日､清二郎
は一の注進のあとと､春永の最初の詞の中で､糸を繰っていた｡また段切り近‑'犬
清の｢久書殿の厚恩にて｣の詞の中で駒を替えて｢抱き上げたる後紐｡｣で調子を上げ
ている｡
七

綱大夫師の二つの｢竹中砦｣と二回の講演を､二〇〇三年度に聴‑ことができたのは'
研究会にとって'きわめて幸いであった｡大阪五月文楽素浄瑠璃の会が本決まりになっ
てから十二月一日の東京奏演まで'一年足らずの間に形作られていった九世綱大夫の
｢竹中砦｣ の特色を'もう一皮整理してみたい｡
十一月の研究会で指摘があったが'｢竹中砦｣では他の麓太夫初演曲｢尼ケ崎｣｢小
牧山｣｢八陣｣に比べて､女の‑どきが短い｡が‑どきないしそれに準ずるところは何ケ
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中砦の段奏演時に配布したプログラムの'浄瑠璃詞章以外の部分と図版を掲出する｡
注(‑) 浄瑠璃関係上演､奏演記録は'﹃義太夫年表﹄近世篇･明治篇･大正篇及び ﹃文楽興
行記録昭和篇﹄ (高木浩志調)参照｡
(2) 昭和四十二年には歌舞伎座で｢竹中砦｣が上演された｡八世三津五郎の官兵衛､猿
之助の犬清'雀右衛門の千里'菊次郎の関路､九郎右衛門の義龍'竹之丞 (現富十郎)
の春永'羽左衛門の久書であった｡
(3)内山美樹子著﹃浄瑠璃史の十八世紀﹄ (1九八九年)序説｢十八世紀後期の｢竹本座｣
と ｢豊竹座｣｣参照｡
(4) 同書四二二頁〜四二七頁掲載｢吉田冠十郎から小田内通久が聞書したのが'左の目
録である｡原文･矢崎俊二蔵｡ ○明治時代における江戸系人形芝居開演に関する品
目｣ の｢カシラ｣ の項｡
(5) 国立劇場文楽公演プログラム (平成元年九月) ｢文楽のかしらシリーズ･3｣｡
(6)一間のない例もある｡
(7)なお昭和四年に三味線の野沢会で｢竹中砦｣がかけ合いで語られている｡
(8)引用で初版本の振‑仮名は略｡
(9)近石春秋著﹃操浄瑠璃の研究 ‑ その戯曲構成について ‑ ﹄(昭和三十六年)参照｡
(S)本稿引用本文は'この十二月一日プログラム掲載本文による｡本文自体は丸本通り
であるが､間投詞'濁点'振仮名'句読点等'聴衆を考慮した異同がある｡なお国立
劇場芸能調査室編︹未翻刻戯曲集･4︺に｢木下蔭狭間合戦｣九本全段翻刻がある(昭
和五十三年)｡
(3) ﹃浄瑠璃素人講釈﹄初版本三一八頁に描写する三世大隅太夫が後藤象二郎邸で語った
｢先代萩｣政岡の‑どき(｢丸で噂しのやうで'何時も人々の面白がる処は全部ないの
で'只々顔も上げ得ず泣‑計りであった｣) の話は極端すぎて適切な例ではないが'
多少重なる面がある｡なお三世大隅太夫はこのしばら‑後に｢志渡寺｣か｢竹中砦｣
を'後藤伯邸で語る予定になっていた｡
(3)表章校注﹃世阿弥 禅竹﹄ (日本思想大系'一九七四年) による｡
(文責･内山美樹子)
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COE公開講座｢浄瑠璃｣
解醗r木下蔭狭間合戦Lについて
(早稲田大学教授)

内山美樹子

檀‑漬義太夫｢木下蔭狭間合戦｣(このしたかげはざまがっせん)
竹中砦(たけなかとりで)の段

浄瑠璃
≡rm

日時=平成15年(二〇〇三)12月1日(月)午後2時‑
場所‑早稲田大学小野妃念講堂(西早稲田キャンパス7号虎)

浄瑠璃r木下蔑狭間合戦｣が作られなければ､文楽は今日

I七八九年(寛政元)に初演された｢木下麓狭間合戦｣は､十

∵ ) ヽ ■

八世穀兼のr浄瑠沸復興｣を象徴する記念碑的作品であり'

ちょうど十年後に初演された｢絵本太功紀｣とともに'浄瑠璃
の太閤記物の代表作である｡人気曲｢絵本太功記｣に比べて上
演頻度は低いが'とりわけ｢竹中砦の段｣は大曲､難曲として
大切に伝桑されてきた｡文楽としては1九三四年(曙初九)大

二･軒舟甘.三兼･沖犬･ JF十枚僻･恩千)野合#のし蓉中廿･横綱洪溌T*1
朝呼官.は井書のこ(六軒東大和大)座帯文末靭･月四年八十三他所(幼主B代

作‑若竹笛粥･並木干物･近松余七

[*8H

初演=寛政元年二七八九)二月･大阪通常裾大西芝居

本作は､足利義輝を滅ぼそうと画策する三好長慶親子と斎藤道三の陰謀を､尾張の小田春永が阻止するという構想

今回葬汝される七の巻(通称'竹中砦の段)は'此下当吉と軍略を競い合う､斎藤轟龍の名軍師竹中官兵衛重晴を辛

で､これに此下当吉と石川五右衛門の対立を中心に物常は展開していく｡

心に描かれている｡

文禄四年の夏､勝ち戦の軍を引いた竹中官兵衛は'その底意を義軸から疑われた｡また官兵術の娘千里はまだ戦が始ま

︻これまでのあらすじ︼

っていなかった二年余り前､小田春永の家臣左横大浦と恋仲になり､親の許しを得ないまま浄松という子供をもうけてい

た｡そのことを大沢十郎によってあきらかにされ'さらに義瀧の疑念が深まった｡ことの束偽を矢傷療養中の夫に代わって

秦の関蕗が確かめることを命ぜられた｡主君から勘当されている左枝犬清は'熱田神宮で此下当吉の車お嬢の方に会い'

功を立てれば帰参できると伝えられる｡帰路､熱田神宮に詣でた関務は'追われていた犬滑を乗り物にかくまい､お嬢の
方は清松を隠し､互いに分かれる｡

西三河､八つ補のそばにある巷に'竹中官兵衛はたてこもっている｡母関路が熱田神宮への参詣から戻り､千里に乗物を

︻七の巷のあらすじ︼

示して奥へ入る.乗物に乗っていた大帝は千里と対面し､共に涙にむせぶoしかし大神は軍が練の切れ目だと別れを告げ'

官兵衛は出るなり'犬清が潜んでいることを見破るb覚悟を決めて出た大酒に'官兵衛は斎藤方へ仕官して婿になれと

千里は子に会えぬばかりか録まで切られる恨み雷を言う｡官兵術の味こむ声が聞こえ､大浦は縁の下へ潜む｡

すすめる｡千里は官兵術の許しが出て夫婦になれると音ぶが､犬滑は反対に､小田方へ付くことをすすめる｡犬津に密淡

を持ちかけられた官兵術は'人払いをし､斎藤の｢藤｣の花を差添の葬で打ち落とし､逆心を抱いていると示す.大帝は安

心し､春永の軍勢は､丹下･中島両所の砦にいるだけだと昔げ'春永の窮地を救って欲しいと歯う｡それを聞いた官兵衛は'

斎藤方へ知らせるとあざ笑い､大浦を取り押さえて出陣ののろLを上げる｡官兵衛が勝ち戦の軍を引いたのは､知勇兼備

る｡裁能の疑いが晴れた官兵衛は､大柿と千里に改めて祝宮させようとするが'大帝は拒絶する｡未来でも添われぬと絶

れまでと牌を切る.官兵術が小田方に寝返ることを疑って潜んでいた斎藤義龍があらわれ'官兵衛の牡転をほめて出陣す

の名将と知られる春永の度重なる敗軍に､何か軍略があるのではないかと疑ってのことであったo大事を滑らした大津はこ

阪･四ツ橋文楽座を舟後に上演紀魚がなく､その後敷皮とな

進により義能の討死が伝えられる｡斎藤方の陣地は竹中砦だけになり､小EE方に包囲されるO大浦の命がけの見にかかつ

方が少ないと偽ったのは､義瀧を討ち取る軍師久吉の謀であり'この切腹が役に立ち､本望だと喜ぶ｡さらには第三の注

場に大浦がいることを研りながらも主人義満のもとへ､朱勝を負った体で駆けつけようとする｡大帝柱苦しい息の下で､味

枝大帝となのる侍の働きがすさまじいことが告げられるD官兵術は大浦を謀ったつもりが､逆に謀られたことを悟る｡戦

兵衛は聞き入れない｡第二の注進により､斎藤方の勝利は敵の戦略で'桶狭間の義朝の陣に小田方が攻め寄せたことJ左

森がたった今'理を非に曲げて小田方へ付けば'千里と犬滑は清い良終を迎え'未来で練が結ばれると訴える｡しかし官

戦場から叔初の注進が､小田方を独歩した斎藤方が体勢であることを伝えるD関路は味方の勝利によって'義鶴への忠

望した千里は'喉に矢を突き立てる｡

く文楽公演での上演が検討されたらしいが未だ実現せず､そ
の伝承は途絶えかけていた｡
演劇博物館演助研究センターでは二一〇〇二年度から｢木
下蔭狭間合戦｣の復元的研究を計画し､竹本網大夫師からも
はeob盟is廻H3廼㌫BBS託ES*:･.;r3Ss:挑幅提HES品
代(前田利家)を中心に'秀吉､斉藤義龍'竹中半兵衛と､戦
国武将が次々に聾沸する渡瀬万丈で雄大な｢竹中砦の段｣｡

(内山美樹子)

本年五月末の大阪･国立文楽此奴に放いて'今回､東京では
約1世束ぶりの復曲奏済となる.

ー155‑

鶴竹
洋本
清綱
二大
郎夫

の形では存在しなかった､とあえて官おう｡フランス革命の年､
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小田春永と､左枝犬清を名乗る侍が現れる｡侍が母衣

たことを官兵衛比悔しがる｡

を取ると'それは滞松を背負った此下当書であった｡深
手を負った千里は､会いたかった清松を抱くことはできな
い｡当吉は自らの下知に従い､故地で命を賭して課を成
功させた犬清と､義軸を討った済松の功により､大河の
勘当を許すよう春永に頼む｡許された大浦はにっこりと
打ち笑い'仇も恨みもこれまでとようやく千里と二世を
誓う.官兵衛は清松を斬ろうとするが､はじめて会う孫
の可愛さに断念Lt粟原山に隠居して主君と娘夫婦の菩
軽を弔うと誓うb後年､名を知られた左枚改定額門時

︻この後のあらすじ︼

豪こそ'孤児となり此下久吉に育てられた沖松である｡

石川五右衛門は自分の高貴な出生を知り､贋論旨を持

三好長慶屋敷では､比下当吉が五右准門の妖術を解き､
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ち勅使と偽って､三好長康を仲間にする計画を立てる｡

22

(井田借長)

*

四の宮源吾

企みを暴き'雌雄の剣を取り返して五右衛門を助けるd

｢木下謙狭間合戦｣絵尽し(国立文楽成功歳)

