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人形浄瑠璃の歌舞伎化 

―同一演目における浄瑠璃の表現― 

 

井之浦 茉里 

 
1. はじめに 
 人形浄瑠璃、歌舞伎はどちらも江戸時代に成立し

た舞台芸能である。両者の大きな違いは、歌舞伎で

は動作も言葉も舞台上の役者がこなすのに対し、人

形浄瑠璃では動作は舞台上の人形が、言葉は舞台の

脇に設置された床（出語り床）にいる太夫が受け持

つという点だ。床の太夫は伴奏の三味線弾きを伴い、

人形の動きに連動して、物語すべて、つまり登場人

物の言葉もそれ以外の地の文もすべて語る。太夫の

役割が「語り」と呼ばれ、太夫の行為が「語る」と

表現されるのは、人形浄瑠璃が語り物の１ジャンル

である浄瑠璃を使う芝居だからである 1。そして人形

浄瑠璃の特徴である浄瑠璃語りは、実は歌舞伎にも

多く存在する。 
歌舞伎で浄瑠璃語りのある演目は、義太夫狂言、

浄瑠璃狂言、丸本歌舞伎、丸本物など様々な呼ばれ

方をする。義太夫狂言を簡単に説明すると、もとも

と人形浄瑠璃として作られた作品がのちに歌舞伎に

移行して（歌舞伎化して）、歌舞伎作品として上演さ

れたもののことである。そして人形浄瑠璃が歌舞伎

化した場合、役者のセリフと太夫の浄瑠璃の二重構

造によって作品の言葉は観客に伝えられていく。歌

舞伎化した作品は現在でも多く上演されており、三

大名作である『仮名手本忠臣蔵』『菅原伝授手習鑑』

『義経千本桜』も人形浄瑠璃から歌舞伎化した作品

である。 
 では、人形浄瑠璃の歌舞伎化によって、語りとし

ての浄瑠璃の表現には何か変化が起こっているだろ

うか。本稿では、人形浄瑠璃・歌舞伎の『蘆屋道満

大内鑑』を材料とし、両者の浄瑠璃の検討すること

で、歌舞伎化が浄瑠璃にどのような変化を及ぼして

いるか確かめることにする。 
 
2. 人形浄瑠璃と歌舞伎の浄瑠璃 
2.1 浄瑠璃と上るり 
 人形浄瑠璃の場合、太夫が語る浄瑠璃は登場人物

のコトバと地の文で構成されている 2。いわば会話と

ナレーションを太夫一人で担っているようなもので

ある。それに対し歌舞伎の浄瑠璃は、基本的に役者

のセリフ以外の部分であり、ナレーションに徹して

いると言える。そこで、両者の浄瑠璃を表記上区別

するために、人形浄瑠璃の方を「浄瑠璃」、歌舞伎の

方を「上るり」と記すことにする。 
 
2.2 浄瑠璃と上るりの違い 
 人形浄瑠璃の浄瑠璃は「本行」、歌舞伎の上るりは

「竹本」と称されるが、両者の違いは呼称だけでは

ない。歌舞伎の太夫となった者に人形浄瑠璃で語る

ことを禁じた歴史があり、現在でも人形浄瑠璃の太

夫と歌舞伎の太夫は棲み分けがなされている 3。双方

の太夫の性質や方向性が異なっていることは芸談も

から伺える。以下は千谷（1964）の中に出てくる中

村吉右衛門（歌舞伎役者）と竹本岡太夫（歌舞伎の

太夫）の芸談の一部である。 
 

本行と芝居とは一寸相違のあるもので、いくらう

まくとも、津太夫氏 4が出て来て床になっても芝居

には、一寸困るのであって、本行を知っていて、

役者の注文を聞いて、そして見物に舞台の邪魔に

ならぬ様にする。そんな役目である（中村吉右衛門） 
 
チョボ 5というのは、地の文章だけで、台詞へ渡さ

なくちゃなりませんから、その台詞をおっしゃる

俳優さんの台詞の調子を考えて、それへ乗っける

ように、チョボの尻を合わせて語るんです。それ

がいちばん気を使うところです。（竹本岡太夫） 
 
 吉右衛門は、どんなに語りが上手くとも人形浄瑠

璃の太夫では歌舞伎の上るりには不適合であること

を述べている。岡太夫も歌舞伎の太夫としての語り

方について述べている。歌舞伎として成り立つため

には、人形浄瑠璃の浄瑠璃のままではいけないとい

うことである。それは次の芸談からも分かる。文楽

の竹本住大夫は、昭和 34 年の新橋演舞場公演の『日

向嶋』において、歌舞伎の役者が文楽の詞（登場人

物のコトバ）を語る、初めての試みがあったときの

ことをこのように話す。 
 

それまでは、文楽の大夫が歌舞伎の舞台に出演し

たとき、役者にせりふを言わせるのは御法度やっ

たんです。役者がせりふをいうと、文楽の大夫は

歌舞伎の浄瑠璃語り（竹本連中）と一緒になって

しまうので、厳しく止められていました。 
 
 人形浄瑠璃には人形浄瑠璃としての、歌舞伎には

歌舞伎としての太夫の語り方があることがよく伺え

る芸談である。歌舞伎の上るりの場合、太夫は役者

との関係から免れることはできない。その関係は、

役者が主で太夫が従であるという言い方で表現され

ることがあるが、人形浄瑠璃の浄瑠璃と歌舞伎の上

るりは、物語全部を語るか、それともナレーション

を受け持つかの違いだけではないのである。 
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3. 先行研究 
 日本語学の立場から人形浄瑠璃の歌舞伎化につい

て論じたものは、管見の限りではほとんど見つかっ

ていない。歌舞伎化についての多くは、芸能や文学

からのアプローチで研究されたものであり、以下の

ようなことが述べられている。 
以下引用中の（ ）内は筆者による加筆。 

 
（人形浄瑠璃の）義太夫節の詞の部分は（歌舞伎で

は）役者がせりふとしてしゃべるのだから、（歌舞

伎の太夫は）地の部分、情景描写を語るにすぎない。 
渡辺（1989） 

 
現存する台帳に拠る限り、義太夫の太夫に地の文を

語らせて、役者が台詞を受け持つという様式は、享

保末には確立されていたと思われる。 
児玉（1997） 

 
 前述したように、人形浄瑠璃の浄瑠璃は登場人物

のコトバとそれ以外の地の文で構成されているが、

人形浄瑠璃で登場人物のコトバだったものを歌舞伎

では役者に、地の文だったものを歌舞伎でそのまま

太夫に受け持たせるというのが先行研究に共通する

見解となっている。そこで、これを歌舞伎化の大枠

ともいうべき基本的作業とみなすことにする。 
 
【図 1】歌舞伎化の基本作業（先行研究より） 
 
 ＜人形浄瑠璃＞         ＜歌舞伎＞ 

 コトバ （役者）セリフ 

（太夫）浄瑠璃 

 地の文 （太夫）上るり 

 
図 1 に示したこの基本作業自体はまったくその通

りであるが、これは一つ一つの浄瑠璃に着目して得

た見地ではない。歌舞伎化を大きな視野で考えるな

らばこれを押さえておけばよいだろうが、ことばや

表現に着目して歌舞伎化を扱うには図１では大まか

過ぎる。今尾（1998）が、「（人形浄瑠璃と歌舞伎の）

両者の境界は入り組んでいて、曖昧である。」と指摘

しているように、歌舞伎化が単にコトバを役者に、

地の文を太夫にという端的な変化だけには留まらな

いのである。そこで本稿では、日本語学の研究観点

として歌舞伎化を扱っていくために、『蘆屋道満大内

鑑』の個々の浄瑠璃を見つめ、歌舞伎化による変化

を細かく捉え直したいのである。 
 歌舞伎化による浄瑠璃の変化を見るとは、歌舞伎

の上るりとそれに対応する人形浄瑠璃の浄瑠璃を比

較するということに他ならない。今回は図 1 の歌舞

伎化の基本作業を手掛かりとして、上るりと対応す

るのは人形浄瑠璃の地の文であると考えることにし

た。そして「地の文→上るり」の変化に着目しなが

ら、歌舞伎化によって地の文がどのように変化する

か、また歌舞伎の上るりにはどんなものがあるかを

中心に分析を行うことにした。 
 
4. 分析方法と分析資料 
 人形浄瑠璃『蘆屋道満大内鑑』の「加茂館の段」

から「信太社の段」に出現する浄瑠璃と歌舞伎の同

場面に出現する上るりを拾い出し、両者を比較する。 
 本稿で分析資料として用いる『蘆屋道満大内鑑』

（以下、『蘆屋』）は竹田出雲作の人形浄瑠璃で、初

演は享保 19 年 10 月、大阪竹本座においてである。

そして翌享保20年には京の富十郎座で歌舞伎化上演

が行われている。 
『蘆屋』を材料に選んだ理由は、人形浄瑠璃の歌

舞伎化に関しての先行研究、藤田（1979）、大西（1994）、
今尾（2001）において『蘆屋』が扱われており、他

作品に比べて研究が進んでいるためである。また、

『蘆屋』の初版ないしそれに近い版の刊本が入手し

やすいことが、これまで先行研究で扱われ、本稿で

取り上げた大きな要因となっている。初版、ないし

それに近い版を使用することが適切であると考える

のは、特に歌舞伎では上演ごとに改変が行われ、使

用する台帳によって差が生じてしまうためである。

時代が下るほど改変が多くなり、人形浄瑠璃から歌

舞伎化したての変化を見るには適さなくなってしま

うのである。 
今回底本としたのは、人形浄瑠璃は『竹田出雲・

並木宗輔浄瑠璃集（新日本古典文学大系 93）』、歌舞

伎は『歌舞伎台帳集成第 2 巻』で、どちらも初版、

もしくはそれに近いものが所収されている。 
 
5. 分析結果 
5.1 歌舞伎化をめぐる 3 ケース 
「地の文→上るり」を主に観察した結果、人形浄

瑠璃から歌舞伎への変化には次の３通りのケースが

あることが分かった。 
 
ケース 1……人形浄瑠璃にあり、歌舞伎にない。 

⇒歌舞伎化後にない 
ケース 2……人形浄瑠璃にあり、歌舞伎にある。 

⇒歌舞伎化した（狭義） 
ケース 3……人形浄瑠璃になく、歌舞伎にある。 

⇒歌舞伎化後に作られた 
 
 歌舞伎化を人形浄瑠璃から歌舞伎への可視的な変

化と狭義で捉えるなら、歌舞伎化と認められるのは

ケース 2 だけであるが、歌舞伎化にまつわる変化と

広く捉えるならこの 3 つのケースが考えられる。各

ケースについては、5.3 から詳しく見ていくことにす

る。 
 
5.2 例示の仕方 
 各ケースの説明に当たっては人形浄瑠璃と歌舞伎

の例を示すことにする。歌舞伎の底本とした『歌舞
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伎台帳集成』では、セリフごと、上るりごとに改行

がなされており、セリフの頭には役名や役者名が入

り、上るりの頭には「〽」や「上るり」との表記が

入っている。歌舞伎の例示についてはそれに倣い、

セリフの場合はまず役者名を表示し、セリフ部分は

「 」で示す。上るりは「〽」のあとに太字で表示

する。 
 人形浄瑠璃は、本来、句読点も「 」も改行もな

く浄瑠璃が一続きで書かれる 6。よって、登場人物の

コトバか地の文かとの判断は正本や床本の読み手に

委ねられる。底本とした『新日本古典大系』では、

校訂者によって、登場人物のコトバに「 」と句読

点がつけられ、意味のまとまりごとの段落分けが行

われている。本稿では校訂者が各表現をそれぞれコ

トバ、地の文と見なした判断に拠ることにした。そ

して人形浄瑠璃の例示の仕方は、歌舞伎の例示形式

に合わせ、コトバの前に登場人物名を適宜載せ、コ

トバ部分は「 」で示す。そして地の文は太字で示

すことにした。 
 
5.3 ケース 1 ～歌舞伎化後にない場合～ 
 
人形浄瑠璃 

後室「骨をぽきぽき折っていわす。サアぬかせ

出しおれ」 
と腕まくりするきつそうに。榊はとかふ泣計さ

しうつむいていらへなし。 

治部「ヤア後室手ぬるし手ぬるし」 
 
歌舞伎 

後室「骨をぽきぽき折つてなりとも言わせよふ

がある ぬかせ どうじや 言わぬか 何

とじや」 
（ ※ ） 

治部「ヱヽ後室 手ぬるい手ぬるい」 
 
 人形浄瑠璃にはあった地の文が歌舞伎化しなかっ

たケースである。太字で示した人形浄瑠璃の地の文

は、歌舞伎の（ ※ ）に入るはずであるが、それ

がない。今回も人形浄瑠璃にある地の文が歌舞伎で

はなくなっている例は多くみられた。それは一続き

の上るりがすべてなくなっている場合も、ある上る

りの一部分がなくなっている場合もある。 
今回の場合、人形浄瑠璃の地の文は 8,000 字程度、

歌舞伎の上るりは 3,500 字程度だったので、単純計

算でも半分程度の文字量が歌舞伎化後になくなって

しまったことが分かる。よって、ケース 1 は頻繁に

起こっていることになる。 
ただ、次のケース 2 で見るように、地の文が歌舞

伎の上るりではなくセリフとして残っている場合が

あるため、一概に地の文の半分が歌舞伎化されずに

なくなってしまったということではない。 
 

5.4 ケース 2 ～歌舞伎化した場合～ 
5.4.1 ケース 2 の概観 
 今回の『蘆屋』の調査から判明した歌舞伎化、と

りわけ人形浄瑠璃の地の文からの変化に焦点を当て

たものを図２に示す。 
 
【図 2】 『蘆屋道満大内鑑』の場合の図 
 
 ＜人形浄瑠璃＞         ＜歌舞伎＞ 
 コトバ （役者）セリフ 

（太夫）浄瑠璃 

 地の文 （太夫）上るり 

 

  （台本上）ト書き 

 
 これまでは図 1 に示した「コトバ→セリフ」「地の

文→上るり」の二つばかりが基本的作業として取り

上げられてきたが、地の文の変化には「地の文→上

るり」だけではなく、「地の文→セリフ」「地の文→

ト書き」があることが確認できた。 
 
5.4.2 ケース 2「地の文→上るり」 
 
人形浄瑠璃 ……（A） 

「内へいんで入りませふ」 
とぬすみ取ツたる巻物を腰にかこつけ立帰る。 

 
歌舞伎 ……（B） 

治部「内へ去んで入ませう」 
〽盗み取たる巻物を腰にかこつけ立帰る 

 
まずは従来言及されてきた「地の文→上るり」に

ついてである。この場合、たいてい地の文の表現や

内容がほとんど変わらない形で上るりとなっている。

太字で例示した地の文と上るりもほぼ違わない表現

となっている。地の文の「とぬすみ…」にある「と」

が上るりでは省略され「盗み…」となっていること

に関しては後ほど述べる。ケース 2 の中では、この

「地の文→上るり」が最も多く、『蘆屋』でも大体が

このパターンであった。 
 
5.4.3 ケース 2「地の文→セリフ」 
 
人形浄瑠璃 

 二人が中の。かたらひは。末長かれと尾長鳥。

朝夕ここに置きまして見つ見せたさのかほよ鳥。 
 

歌舞伎 
腰元「お二人様の御仲は 末長かれと尾長鳥」 
腰元「朝夕ここに置まして 見つ見せたさの顔

佳鳥」 
 
地の文が歌舞伎でセリフに変化している例である。
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この地の文は、5.3 や 5.4.2 で見た地の文とは性質が

異なっている。5.3 などは登場人物の動作説明の色合

いが強かったが、この例は叙情的なニュアンスが強

い。そもそも人形浄瑠璃は、登場人物のコトバも地

の文も太夫が語るという性質のためか、両者は明確

に分かれているわけではなく、コトバなのか地の文

なのか判断付きかねる表現がある。そのようなどち

らかはっきりさせづらい表現や今回のように説明的

ニュアンスが薄い地の文は、歌舞伎化によって「地

の文→上るり」ではなく、「地の文→セリフ」になり

やすいのではないかと考える。 
 
5.4.4 ケース 2「地の文→ト書き」 
 
人形浄瑠璃 
  と。道しるべの立て石に腰をかくれば。 

 

歌舞伎 
  ト 腰かけ息つぐ 
 
 ト書きは歌舞伎の台帳にのみ記載されるもので、

音声として観客に伝わることはないが、台帳に文字

として存在し、演技として観客に伝達されるもので

ある。よってセリフや上るりと並ぶ重要な要素であ

ると考える。 
 上述した例は、人形浄瑠璃の地の文が歌舞伎化に

よってなくなってしまう、つまりケース 1 の変化の

ように見える。だが、地の文の情報を一部分なりト

書きにすることによって、役者はそれを非言語情報

として観客に提示することが可能である。よって、

ここは地の文が歌舞伎化しなかったのではなく、ト

書きに変化したと考える方が妥当であろう。 
 
5.5 ケース 3＜歌舞伎化後に作られた場合＞ 
 今回、歌舞伎化後に新たに付け加えられた上るり

（入れ事の上るり）が 2 例あった。 
 

〽突きやられても今更に 詞もなんと岩清水 

濡れし袂も観世水 流れもやらずまきゑだの 

桜の花の散りかかり落葉かぞへて側より 

 

〽余儀なき頼みに 夫婦も顔見合 しばし詞も

なかりけるが庄司かさねて 

 
歌舞伎は上演が重なり、時代が下るに連れて改変

が行われ、新たな場面や表現の入れ事が増えていく

ものである（もちろん改変によってカットされる場

合もある）。そのため、入れ事があること自体は自然

なことだが、歌舞伎化時に上るりの入れ事が 2 例あ

ったというのは、留意すべき点であろう。それは、

歌舞伎では太夫の語りより役者の演技が主となるた

めに、普通はセリフの入れ事の方が多いからだ。今

回の『蘆屋』でも、人形浄瑠璃のコトバに比べ、歌

舞伎のセリフは増えていた。ケース 2「地の文→セリ

フ」にしたり、新たにセリフをつけ足したり、人形

浄瑠璃のコトバを膨らませてセリフを長くしたりと、

セリフを増補する作業はよく見られた。そのように

セリフ重視の姿勢があるはずなのに、ケース 1 のよ

うに上るりを減らすだけでなく、歌舞伎化後に新た

な上るりを作っているというのは非常に興味深い。

歌舞伎化において人形浄瑠璃の地の文を享受してそ

のまま上るりとして歌舞伎化後に残すだけでなく、

歌舞伎化後も積極的に上るりを利用しようとした様

子が伺える。 
 
6. 分析Ⅱ 
6.1 ケース 2 における「と」の省略 
 5.4.2 の例（A）、（B）を比べると（B）ではセリフ

の後の地の文で「と」が省略されていることが分か

る。 
人形浄瑠璃では、（A）のように登場人物のコトバ

から地の文に移る際、「と」が共起することがほとん

どであり、「と」が登場人物のコトバが終了したこと

を示す役割を果たしている。『蘆屋』でも調査範囲中、

「と」の共起は 132 例、共起なしは 6 例であった。

しかし、歌舞伎『蘆屋』ではほぼ全ての「と」が省

略されていた。そこで、歌舞伎化においては「と」

の省略がかなり高い確率で行われることが分かる。

これは人形浄瑠璃では太夫一人で語っていたために、

コトバと地の文の間には、コトバと地の文の切り替

えを示す「と」を入れる必要があったが、歌舞伎で

はセリフと上るりが分かれたために、あえて「と」

を入れる必要がなくなったためであろう。また、役

者のセリフ後に太夫の「と」があると、太夫がその

セリフを受けて、もしくはそのセリフを引き取って

語るという色が強くなり、「と」があることによって

セリフが生き生きと際立たなくなる恐れがある。こ

のようないくつかの要因が重なって「と」は省略さ

れたと思われる。 
 
6.2 ケース 2 の特殊例「コトバ＋地の文→上るり」 
 
人形浄瑠璃 
  「……拙者にくださりませ」。 
  「ヲヽともかくも」 

  と抜き放せば平馬ものがれぬ死物ぐるひ。 
 
歌舞伎 
  与勘平「……拙者に下さりませ」 
    〽ヲヽ兎も角もと抜きはなせば 平馬もの

がれぬ死物狂ひと 

 
 この用例の下線のように、人形浄瑠璃で登場人物

のコトバだったものが、歌舞伎で役者のセリフにな

らず上るりの一部になってしまうことがある。この

ような「コトバ＋地の文→上るり」は決して稀では
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なく、度々見られる。5.4 などで歌舞伎化後にセリフ

の分量が増えていくことは一般的だが、上るりが増

えるということはあまりないことを述べた。そこか

ら考えれば、人形浄瑠璃でコトバだったものを歌舞

伎化後に上るりに移行させているのには、何らかの

意図が感じられる。それが何なのかは今回の分析か

らは定かとならなかったが、「コトバ＋地の文→上る

り」が、歌舞伎において役者がセリフ、太夫が上る

りという風に単純に分けられない要因となっている

ことは確かである。 
 
7. まとめ 
 ここまで、3 つのケースに分けてそれぞれ歌舞伎化

の様子を見てきたが、6.2「コトバ＋地の文→上るり」

を踏まえて、改めて『蘆屋道満大内鑑』の場合の歌

舞伎化の様相を図にすると次の図 3 のようになる。 
 
   【図３】 歌舞伎化の様相 『蘆屋道満大内鑑』の場合 

         ＜人形浄瑠璃＞                 ＜歌舞伎＞ 
 ケース 1 （太夫）浄瑠璃   なし 
 
  コトバ （役者）セリフ 
 ケース 2 （太夫）浄瑠璃 
  地の文 （太夫）上るり 
 
   （台本上）ト書き 
 
  ケース 3 なし  （太夫）上るり 
 
 これが今回見られた歌舞伎化の流れである。従来

の基本的な変化をとらえた図 1 に比べると歌舞伎化

によって起こっている現象を分かりやすい形で示す

ことができたのではないかと思う。今回は浄瑠璃や

上るりのことばを詳細に分析するという段階まで進

むことはできなかったが、歌舞伎化の様相をとらえ

ることで、これから研究を行っていく上で欠かせな

い下地を得ることができたと考えている。 
 今後はただ表現上の変化だけを追うのではなく、

演技の音声的な面や役者と太夫の関係性なども絡め

て歌舞伎化における変化をさらに追及していきたい。 
 
 
注 
1. 人形浄瑠璃で使われる浄瑠璃は、特に義太夫節である。 
2 本稿では、登場人物のコトバ以外の部分は、すべて「地

の文」に含めている。 
3. 現在、文楽は「大夫」、歌舞伎は「太夫」と表記されるが、

本稿ではどちらも「太夫」と統一して記している。 
4. 文楽の太夫である竹本津大夫のこと。 
5. 竹本の別称。侮蔑のニュアンスがあるとして、現在は用

いない傾向にある。 
6 正本、床本などに句点（。）はあるが、これは息継ぎの個

所を表すために用いられている。よって、文章の句切れ

を表す現行の句読点の用法とは異なる。 
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