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 その惡い意味の「かぶき」を「歌舞伎」とい

ふ文字に當て嵌めたのは、誰が考へ出し

たのか知らないが、うまく拵へ出したもので

ある。但し「歌舞伎」［＃「伎」に白丸傍点］

と書くのは明治以後のことで、江戸時代に

は「歌舞妓」と書いてゐた。出雲阿國は巫

女であり、その流れを汲む「かぶき」の役者

も大かたは遊女のたぐひであつたから、

「妓」［＃「妓」に白丸傍点］といふ字が用

ゐられたのであらう。彼の「歌舞妓年代記」

などにも、明かに「妓」［＃「妓」に白丸傍

点］の字を用ゐてゐる。 

        一 

 

 わが演劇が慶長の初年に創まつて、昭

和の今日まで約三百四十年の歴史を有し

てゐるのは周知の事實である。演劇は普通

に「芝居」と呼ばれてゐる。むかしの興行物

は演技の場所にのみ舞臺をしつらへ、一

般の觀客は芝の上に坐つて見物してゐた

ので、芝の上に居るといふ意味で「芝居」

と呼ばれたのである。したがつて、最初は總

ての興行物を「芝居」と呼んでゐたのである

が、あらゆる興行物のうちで演劇が最も發

達し、最も勢力を占めるに至つたので、自

然に「芝居」といへば演劇を意味するやうに

なつて仕舞つたのである。 

 芝居の別名を「かぶき」といふ。今日では

普通に「歌舞伎」の字を用ゐることになつて

ゐるが、これは後世の習慣で、最初から歌

舞伎と書かれたのではない。「かぶき」の語

源については種々の説があつて、昔は人

にへつらい媚びるを稱して「かぶく」と云つた

ので、一人の機嫌を取つて卑しい商賣を

營む者を「かぶき者」と呼んだのであるとい

ふ。又一説には身なりを華美に行ふ者、い

はゆる「しやれ者」を「かぶき者」と呼んだの

であるともいふ。いづれにしても「かぶき」の

語源は善い意味ではないらしい。 

 「芝居」と「歌舞伎」のほかに、更に「狂

言」といふ名稱もある。これは「能」の狂言

から出たもので、「猿若狂言」などといふ。

江戸の町奉行所の申渡書などにも、劇場

を稱して「狂言座」と云つてゐる。併し一般

に「狂言」といへば、それは舞臺の上に現

れる脚本その物を指すのであつて、たとへ

ば一番目狂言とか二番目狂言とかいふが

如くで、演劇その物を總稱する意味には使

用されないのが普通である。 

 さういふわけで、わが演劇の名稱は第一

に芝居、第二に歌舞伎、それで江戸時代

から明治時代まで繼續して來たのである。

したがつて、芝居も歌舞伎も名稱こそ異れ、

所詮一身同體の物であつて、歌舞伎以

外の「芝居」は有り得なかつたのであるが、

明治廿年以後から一種の書生芝居なるも

のが勃興して、わが演劇は二派に分れ、

歌舞伎芝居は舊派、書生芝居は新派と

呼ばれるやうになつた。 

 歌舞伎芝居でも明治以後には、いはゆる

散髮物［＃ざんぎりもの］、即ち現代劇を上

演しないでもなかつたが、その内容といひ、

形式といひ、やはり在來の歌舞伎の傳統

に囚はれて、時代に適應するやうな完全の

寫實劇とはなり得なかつたので、その隙を

窺つて書生芝居なるものが興つた。これは

勿論、寫實を標榜して起つたのである。こ

れとても今日から觀れば、決して完全の寫

實劇とは云ひ得ないのであるが、少くとも其

當時に於ては歌舞伎に對抗する新形式の

演劇として迎へられたのである。 
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 かうして舊派と新派とが相對峙し、時に

一盛一衰はあつても、兎も角もこの兩派が

我が劇界を占領してゐるうちに、明治の末

期から更に新劇なるものが現はれて、わが

劇界は三派に分れた。大正時代に入つて

から、舊派は歌舞伎と呼び替へられた。そ

こで、わが國現在の劇界は歌舞伎劇、新

派劇、新劇の三種を包含することになつた。

即ち在來はわが國劇全部を代表してゐた

「歌舞伎」といふ名稱が、現在はわが演劇

の一部に限られることになつたのである。近

來は歌舞伎劇の中に新歌舞伎劇の名稱

も出來た。嚴密に云へば、歌舞伎の俳優

も新劇風の作物を上演することがあり、新

派の俳優も新歌舞伎劇風の作物を上演

することがあつて、その境界は頗る曖昧でも

あるが、純粹の歌舞伎劇は依然として歌

舞伎俳優の獨占に歸してゐるのである。 

 然らば、その歌舞伎劇とは何ぞやと云ふ

ことになるのであるが、一ロにいへば慶長

以來、明治廿年頃に至る三百餘年間の

我が國劇は、總てみな歌舞伎劇と云ひ得

るのである。勿論、その時代にしたがつて、

變化もあり、進歩發逹もあつたが、なんと云

つても總て歌舞伎劇の範圍内に編入さる

べき性質の物である。明治以後に九代目

團十郎が創始した「活歴」なる物も、やはり

完全に歌舞伎劇の形式を脱出してはゐな

い。 

 これで「歌舞伎劇」の領分だけは先づ判

然した事と思ふ。その各部門については、

他にそれ／”＼解説者がある筈であるから、

私はこれから其の大體について説明を加

へ、各部門に對する專門的の解説を讀む

人のために、極めて一般的の豫備知識を

あたへて置きたい。それが「概説」の一項を

擔任した私の役目である。 

 

        二 

 

 歌舞伎の創始者が出雲の巫女阿國で

あつて、他に名古屋山三あり、糸よりの傳

助あり、それらが協同して歌舞伎踊なるもの

を作り出したといふことになつてゐる。他に

正確の記録はない。したがつて、彼等を歌

舞伎の祖先と認めることに於て、何人も異

論を挾むべきではないが、この時代には彼

の念佛踊の如きものが次第に勃興して來

て、そのなかで最も尤なるものが阿國の一

座であつたのではないかと思はれる。何分

他の藝術とは違ふのであるから、阿國等が

如何に天才であらうとも、卒然として歌舞伎

を創造したとは考へられない。所詮は歌舞

伎まがひの舞踊が所々に行はれてゐたの

を、阿國等が集成して一種の纏まつた藝

術に築き上げたのであらう。それにしても彼

等の功ふの績偉なることは云までもない。 

 勿論阿國といひ、山三といひ、彼等自

身も後世の歌舞伎劇のごときものを生み出

さうと考へてゐたのではない。彼等は決して

我が國劇を創始しようなどといふ大望を懷

いてゐたのではない。彼等は單に自分逹

の身すぎ世すぎの爲に、こんな仕事を始め

たといふに過ぎなかつたのである。それが

漸次に發逹して、世界に類の無い「歌舞

伎」といふ大藝術を作り出すまでには、他

に幾多の天才が現れて、それを陶冶洗練

し來つたのであるから、あながちは阿國等

の功績とのみ認めることは出來ないのであ

るが、何と云つても彼等からその創始者の

地位を奪ふことは出來ないであらう。 

 阿國は出雲の巫女である。それが美女で

あつたと云ひ、或は好女にあらずと云ひ、

諸説一致しないのであるが、兎も角も若い

 2



婦人が綺羅びやかに扮裝して登場したこと

は疑ひない。それが時好に投じて多大の人

氣を博するや、それに倣つて同樣の歌舞

伎一座が到る處に續出した。いづれも女

歌舞伎であつて、その太夫は大かた遊女

の出身であるのを見ても、彼等が舞臺の上

の技藝のみで世に立つてゐたので無いこと

が想像される。それに伴つて種々の弊害が

釀成されたのも當然である。 

 わが國劇が平民のあひだに發逹したのは

誰も云ふことであるが、女歌舞伎の初期に

於ては諸大名も見物した。結城秀康が阿

國の技藝を讚美したといふのは有名の事

實である。慶長十二年、阿國はその一座を

卒ゐて江戸に乘込み、江戸城内で勸進

歌舞伎を催したこともある。そんなわけで、

歌舞伎も一旦は彼の能狂言と同じやうな

位地に立たされたのであるが、その内容と

いひ、その演出といひ、何分にも卑俗に傾

いてゐるのと、前にもいふ如く、その主演者

が遊女であるが爲に、それに伴ふ弊害を防

ぐことが出來ない。阿國の一代は兎もあれ、

その後に續出する女歌舞伎は扮裝に於て

もますます華美を競ひ、その鳴物にも笛皷

のほかに三味線をも使用するやうになつた。

演技の内容も次第に複雜になつて、阿國

の創始した念佛踊に比較すれば劇的の分

子を多量に加味するやうになつた。かうして、

女歌舞伎全盛時代が出現すると共に、そ

の弊害はいよ／＼大きくなつた。 

 女歌舞伎に惑溺して、身をほろぼす者、

家を傾ける者、それから惹いて喧嘩口論刃

傷沙汰にも及ぶ者が續出するので、德川

幕府もそれを不問に附するわけには行かな

くなつた。種々の取締令を發布して、屡々

それを抑壓してゐたが、結局その弊害の多

きに堪へ兼ねて、彼等に對して斷乎たる處

分を下すことになつたのは、三代將軍家光

の寛永六年十月で、女舞、女歌舞伎のた

ぐひは一切禁止されてしまつた。阿國が歌

舞伎踊を創めた慶長初年から數ふれば僅

に三十餘年、女歌舞伎の歴史は短いもの

であつた。 

 女歌舞伎といつても、一座の全部が婦

人から成立つてゐるのではなく、男子も當

然混入してゐた。その男子等は女歌舞伎

斷絶の後、他の狂言座に移動することを

得たが、婦人はいづこへも出勤することを

許されなかつたので、其以來、婦人はわが

國劇の舞臺から完全に驅遂されてしまつた

のである。私はそれに對して當時の爲政者

を批難することを好まない。女歌舞伎とは

云ひながら、舞臺以外の色を賣る者多く、

それがために弊害百出する以上、爲政者

としては斷然禁止するの外はない。今日と

ても甚しく風俗を紊すものは、その營業を禁

止するのである。まして天下やうやく統一し

て、今や建設の途上にある德川幕府が、

社會の風俗を破ること甚しきものを撲滅する

のは、寧る［＃「ろ」の誤りか］當然の制裁と

云はなければならない。女歌舞伎の滅亡

は自業自得ともいふべきもので、まことに餘

儀なき運命であつた。 

 而も國劇の上から觀れば、それが重大の

事實であることを記憶しなければならない。

在來の女歌舞伎は男女混淆の一座で、

觀客の好奇心を惹くために、男子が女裝し、

女子が男裝することもあつたが、兎も角も

男優と女優とが合同して舞臺に立つので

あるから、それが正則に順調に進展して行

つたらば、彼の外國の演劇のやうに、女子

に扮裝するものは女優にかぎられ、彼の女

形といふやうな變態の者は出現しなかつた

であらうと思はれる。德川幕府は女歌舞伎
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にとゞまらず、總ての婦人が舞臺に上ること

を禁止したので、わが國劇の舞臺には婦

人が全然その影を潜めることになつたので

ある。 

 それは何人も遺憾とする所であるが、たと

ひ寛永時代の禁止令が無くとも、幕府の

方針が右の如くであり、社會の風俗が江

戸時代の如くである以上、女歌舞伎のたぐ

ひは善良の風俗を紊亂する一種の存在で

あるごとは免かれ難い。それが寛永時代に

禁止されなければ、元祿時代に禁止せら

れ、元祿時代に禁止されなければ享保時

代に禁止せられ、所詮無事の發逹は望ま

れない。なまじひ中途で消滅するほどなら

ば、最初から女優の登場を禁止されて、た

とひそれが變態であらうとも、女形で終始一

貫して來た方が寧ろ仕合せであつた。わが

歌舞伎劇は女形によつて立派に發逹して

來た。これに代へるに女優を以てした所で、

今後は知らず、江戸時代の歌舞伎劇はあ

の以上に發逹しなかつたであらう。いづれ

にしても、女形は歌舞伎劇の一特色であつ

て、今後の新歌舞伎劇を上演する場合は

格別、在來の歌舞伎劇には矢はり女形を

用ゐるに如くはないと思はれる。 

 女歌舞伎に代つて起つたのは若衆歌舞

伎で、女歌舞伎が美女をあつめたに對して、

これは專ら美少年を集めたのである。戰國

の餘風いまだ去らざる時代であるから、美

少年の若衆歌舞伎もまた大に持囃された。

美女を愛する觀客は男子の一方に限られ

てゐたが、美少年を愛する觀客は男女の

兩性に亙つてゐるのでその弊害がおびたゞ

しくなつた。 

 風俗取締の見地から女歌舞伎を禁止し

た德川幕府がそれを默認してゐる筈がない。

女歌舞伎禁止より廿三年の後、四代將軍

家繼の承應元年六月、若衆歌舞伎に對

しても同樣の禁止命令が下されたのである。

而も寛永當時とは世のありさまも頗る變つて

ゐた。劇場側でも種々の嘆願や運動を試

みた。幕府としても劇場を全廢して多數の

失業者を出すといふことも考慮しなければ

ならないので、結局その翌年から再び興行

を許すことになつたが、登場俳優はすべて

前髮を剃ることを命ぜられた。前髮を剃るの

は美少年の容色を損することおびたゞしい。

幕府はこの制裁によつて、一般觀客の美

少年惑溺を防がうとしたのである。俳優は

命令にしたがひ、前髮を剃り落して野郎頭

となった。女歌舞伎が先づ禁ぜられ、次に

若衆歌舞伎が禁ぜられ、更に野郎歌舞

伎となつて、それが江戸末期まで繼續した

のである。 

 右の次第で、女歌舞伎も若衆歌舞伎も

風俗を紊すものとして爲政者から睨まれた。

野郎歌舞伎も絶えず監視の眼を向けられ

てゐた。それがために、大名は勿論、一般

の武士も身分のある者は歌舞伎の小屋な

どへは足踏みをしない事になつた。町人で

も物堅い店では、その家族の歌舞伎見物

を許さなかつた。歌舞伎と吉原と、この二

ケ所は眞面目な人間の立寄るべき場所で

はないと決められて仕舞つた。その風習が

承應以來、江戸末期に至るまで二百餘年

も續いたので、わが日本國民は演劇に親し

まない習慣を自然に植ゑ付けられて、世界

有數の大都會たる東京市にも僅に四五軒

の大劇場しか所有しないやうな有樣であ

る。 

 

        三 

 

 歌舞伎の歴歴史を語るのは私の役目で
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ないから、その變遷については此以上に語

るを避けて、更にその内容に就いて説明し

なければならない。 

 歌舞伎狂言の範圍内にあるものは、先

づ義太夫狂言、時代物、世話物、所作

事の四種に分類される。 

 

        義太夫狂言 

 

 今日では一般に竹本劇と呼ばれてゐる

が、それは大正以來の新らしい名稱であつ

て、江戸時代には義太夫狂言といひ、明

治以後も義太夫物、あるひはデン／＼物と

呼んでゐたのである。デン／＼といふのは、

義太夫の三味線の音から附會したのであ

る。 

 義太夫狂言はいふまでもなく、操り芝居

の義太夫を歌舞伎の舞臺に移植したもの

で、彼の「假名手本忠臣藏」「菅原傳授

手習鑑」「ひらがな盛衰記」「義經千本

櫻」のたぐひである。原作の淨瑠璃そのまゝ

を上演するのもあり、多少の修正を施して上

演するのもある。原作全部を上演するのも

あり、その中の二段又は三段を上演するの

もある。その義太夫の多くは近松門左衞門、

竹田出雲、三好松洛、並木宗輔、近松

半二等によつて、大阪のあやつり芝居に上

演されたものであるが、その中には福内鬼

外、烏亭焉馬等によつて江戸のあやつり

芝居に上演されたものもある。勿論、正確

な數は擧げられないが、大抵五六十種を

越えざるべく、それが幾たびか繰返して上演

されてゐるのである。 

 義太夫狂言は其名のごとく、必ず義太夫

を用ゐるのを特色とし、登場人物の扮裝も

言語動作も總て人形の型に據るのを原則

としてゐる。したがつて、一定の型なるもの

が出來てゐる。時には名優が在來の型を

破つて、自己創造の扮裝動作を試みるこ

ともあるが、それが又一種の型となつてこれ

は團十郎の型、これは菊五郎の型と云つ

て蹈襲されることになるから、義太夫狂言

には必ず義太夫節が伴ふと共に、必ず一

種の型が伴ふのである。これは操り芝居の

模倣として已むを得ない。 

 由來、人形は口を利くことが出來ない。

顏面の表情も眉を昂げたり下げたりする位

にとゞまつて、完全に喜怒哀樂の感情をあ

らはす事が出來ない。それらの缺點を補ふ

ためには、どうしても首を振り、手を振つて、

その動作を誇張的に見せる必要がある。

操り芝居が歌舞伎へ輸入された場合、や

はりその人形の動作その他をそのまゝに取入

れることになつたので、こゝに義太夫狂言濁

特の型を作る結果になつたのである。同じ

義太夫を用ゐても、人形は人形、人間は

人間と、全然別種の演出法を取つたら好

からうといふ説もあるが、その淨瑠璃を普通

の脚本に書き直せば格別、原文の淨瑠璃

のまゝで上演するとなれば、やはり操り式に

演ずるのが無事である。殊にあやつり全盛

時代にあつては、なまじひに異なる演出法

を取つて失敗を招くよりも、總てあやつりに據

つた方が安全でもあり、觀客も亦それを喜

んだのであらう。かういふ次第で、扮裝の上

にも、演技の上にも、人形の形式が歌舞

伎の舞臺を支配することになつたのである

から、義太夫狂言即ち竹本劇なるものは

我が歌舞伎劇のうちでも、更に一種特別

の世界を有してゐるものと認めなければなら

ない。 

 而もその型なるものは一定不變のもので

は無く、前にもいふ通り、長い年月のあひだ

には幾多の名優の新しい工夫が加はつて、
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それが又一種の型となつて蹈襲されてゐる

のであるから、洗煉に洗煉を積み重ねたも

ので、たとひそれが操りの人形式であらうと

も、その形式美は誰が眼にも快く眺められて、

いつまでも舞臺の上にその生命を保つてゐ

るのである。 

 

        時代物 

 

 時代物は時代狂言とも云ひ、今日では

時代劇ともいふ。前に擧げた義太夫狂言

のうちにも、時代物もあれば世話物もあるが、

こゝでいふ時代物とは義太夫狂言以外の

物を指すのであつて、その數量はおびたゞし

い。 

 時代狂言といふ以上、それが古い時代

の歴史を背景として描かれたものであること

勿論であるが、今日は格別、江戸時代に

は德川家に關することを脚色し難い事情が

あるので、專ら德川氏以前の史實を題材

とするのが普通で、たとひ德川氏のことを

脚色する場合でも、それを憚つて北條時政

とか源賴朝とか變名するのを例とした。德

川氏ばかりでなく、それに關聯する人物、た

とへば織田信長とか羽柴秀吉とかいふた

ぐひも、小田春長とか眞柴久吉とかいふ變

名を用ゐてゐた。そんなわけで、近世の史

實を題材とする時は種々の不便を生ずる

ので、歌舞伎の世界では成るべく遠い昔

の時代を選むことになる。そこで、同じ時代

物の中でも、いはゆる王朝物と普通の時

代物との二種類を生ずるやうになつた。 

 「王朝物」とは奈良朝より平安朝時代に

至るものを云ひ、その中でも前太平記物と

稱して、前太平記にあらはれたる史實、たと

へば源賴光とか平將門とか云ふやうな人

物の登場する舞臺が多い。普通の時代

物は源平時代より德川時代に至る。而も

時代狂言なるものは、それが王朝物にせよ、

普通の時代物にせよ、所詮は歴史上の人

物を假りて來るだけのことであつて、史實は

全然無視してかゝるのが習である。今日とは

反對で、なまじひに史實を詮索し、史實に

拘泥して筆を執るのは、作者に伎倆のない

證據として輕蔑される風があつて、作者等

はみな競つて自由に大膽にその空想をほし

いまゝにしたのである。したがつて、在來の時

代狂言に對して荒唐無稽を論ずるのは野

暮であるとされてゐた。 

 時代狂言の骨子は大抵「謀叛」である。

天下を覆さうとするか、一國一城を傾けよう

とするか、目的に大小の相違はあつても、

要するに惡人の陰謀に對する忠臣の苦心、

それに伴ふ暗殺や毒殺や、身代りや人質

や、怨靈や妖術や、寶物の紛失や、又そ

の詮議や、それ等が因をなし、果を作して、

種々の波瀾曲折を生ずることになる。どの

狂言も大同小異と云へば云はれるのであ

る。 

 今日では一囘の興行に三種又は四種の

狂言を列べるのを例としてゐるが、昔は一

種の狂言を以三日打通すのが習で、時に

中幕として義太夫狂言を挾むに過ぎなか

つた。初代櫻田治助が一日の通し狂言を

二部に分けて、一番目は時代物、二番目

は世話物と定め、更に並木五瓶に至つて

一番目二番目の區別をいよ／＼明かにし

たと傳へられるが、それは單に形式にとゞま

つて、やはり一番目と二番目とは何かの關

係を繋いでゐるのが多く、所詮は一日一種

の風習が長く殘つてゐた。その結果、時代

狂言と云つても朝から晩まで時代物で押

通しては、觀客を倦ませる虞れがあるので、

時代のあひだに世話を取りまぜ、或は所作
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事などを加へてゐるのもあるから、それを

一々分解すれば、或部分は時代狂言、或

部分は世話狂言、或部分は所作事、或

部分は喜劇といふことになつてそれを時代

狂言といふべきか世話狂言といふべきか、

その鑑別に苦しむものが徃々ある。したがつ

て、江戸時代の歌舞伎劇には完全なる時

代狂言も少く、完全なる世話狂言もない。

たとへば茲に南北作の「東海道四谷怪

談」といふ狂書がある。今日では單に世話

狂言のやうに認められてゐるが、初演當時

は一番目に「忠臣藏」を据ゑ、二番目に

「四谷怪談」を据ゑたもので、「四谷怪談」

にあらはれる主要の人物は、總て鹽冶家に

由縁のある者とし、鹽冶浪人の復讐事件

がその背景をなしてゐるのであるから、つまり

は「忠臣藏」の續き物と見るべきである。 

 このほかに「荒事」なるものがある。これは

彼の歌舞伎十八番の「暫」とか「矢の根五

郎」とかいふ種類を指すので、これも時代

狂言の一部に過ぎない。後世ではその一

幕だけを切放して上演するやうになつたが、

その書きおろし當時は一幕物ではなかつた

のが多いのである。 

 要するに、歌舞伎劇の時代狂言は今日

の新しい史劇とは全然別種の物で、それ

が餘りに荒唐無稽であるために今日の觀

客に容れられず、その世話物に屬する部

分だけが篩ひ殘されて、時代物に屬する

部分は明治の昔に大抵消滅してしまつた

のであるから、舞臺の上で再び觀ることは

むづかしい。 

 

        世話物 

 

 世話物といひ、世話狂言といひ、二番

目物と云ひ、近來は世話劇などともいふ。

前にもいふ通り、歌舞伎の時代物は已に

大かた消滅してしまつたが、世話物は猶依

然として上演を繰返されてゐるものが多い。

世話物は江戸時代における市井の出來

事を取扱つたもので、その時代の社會劇で

ある。時代物が荒唐無稽であるに反して、

これは寫實を旨としてゐる。殊に江戸末期

に至各るに從つて、その寫實味がいよ／＼

濃厚になつたので、町奉行所から注意を

受けてゐる位である。江戸時代の歌舞伎

作者の筆に成つたもので、その佳作の後

世に殘つてゐるのは、みな世話物であると

云つてよい。 

 世話狂言の特色として、濡れ場、殺し場、

ゆすり場、責め場、世話場といふのがある。

世話物を研究する人はそれを知らなければ

ならない。 

 濡れ場は世話物にかぎらず、時代物にも

徃々見らるのであるが、何と云つても世話

物は寫實を旨とするだけに、その實感を挑

發する程度もまた多いといふ事になる。濡

れ場も二種あつて、單にラヴシーンだけを

見せるに過ぎないのもあれば、更に一歩進

んで卑猥に墮してゐるのもある。今日出版さ

れてゐる江戸時代の歌舞伎脚本は、濡れ

場の卑猥な件を總て削除してあるから、續

者はさのみに怪しまずに看過して仕舞ふで

あらうが、一たびその原本を見せられたらば

恐らく一驚を喫するであらう。いかに江戸時

代でも、こんな卑猥な脚本が果して舞臺の

上で實演されたであらうかと疑ふであらう。

而もそれは事實であつて、普通に濡れ場と

呼ばれるのは專ら後者をいふのである。 

 濡れ場が卑猥を主眼とすると同時に、殺

し場は殘酷を主眼とする。總ての狂言に於

て、人を殺すことは珍しくない。殊に江戸時

代の狂言では必ず二三人ぐらゐを殺してゐ
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るが、單に狂言の筋の都合で人を殺すの

を殺し場とは云はない。たとひ百人斬を演じ

ても殺し場とは云はない。殺し場は殘酷を

主眼とするのであるから一刀に斬倒したり、

一と思ひに絞め殺したりしたのでは意味をな

さない事になる。一と思ひに殺しても濟むも

のを、打つて突いて斬つて責め苛み、血ま

ぶれ泥まぶれの嬲り殺しにして、その殺し方

のいかに殘酷であるかと云ふことを見せ場

にしなければならない。殺し場には怪談を伴

ふのが多い。かくの如く殘酷な死を遂げた

人間の怨靈が加害者に崇るのである。 

 濡れ場と殺し場――卑猥、殘酷、怪異、

いはゆるエロとグロとを極度に發揮するの

が特色である。この傾向が文化文政の頃

から著しく眼立つて來たのも、所詮は頽廢

氣分の現れであつて、特に劇方面ばかりで

なく、小説その他の方面にも明かに看取せ

られるのである。明治以後は勿論そのまゝに

上演することを許されないので、濡れ場も

殺し場もみな省略して至極あつさり［＃「あ

つさり」に傍点］と片附ける事になつたので、

一面にはやゝ上品になつた代りに、一面に

はその持味を失ふことになつた。したがつて、

濡れ場とか殺し場かとかいふ名稱も今日

では殆ど廢れてしまつた。 

 責め場も殺し場に類似のものであるが、こ

れは人を苦しめるに留まつて殺すに至らな

いのを普通とする。多くは一種の拷問であ

る。時には責め殺すこともあるが、大抵は殺

さない程度にとゞめて置く。中將姫や浦里

の雪責のたぐひが好適例である。 

 ゆすり場は世話狂言に多く見出される場

面である。濡れ場や殺し場の無い狂言は

あっても、強請めいた場面の無い狂言は少

いと云つてよい。そのなかでも、ゆすり場と

いふ以上、ゆすりが主眼であること勿論で、

ゆすりに來る者は男もあれば女もあり、成功

して歸るのもあれば不成功で歸るのもあるが、

所詮は千編一律で餘り興味のないもので

あるにも拘らず、それが煩さい程に屡々繰

返されてゐるのを見ると、むかしの歌舞伎の

觀客にはよほど歡迎されたものであるらしい。

ゆすりに來る者が男女を問はず、大抵ふた

り連れであるのは、舞臺上の都合ばかりで

なく、實社會の寫實からも來てゐるのであら

う。 

 ゆすり場以上に最も多く見出されるのは、

世話場である。歌舞伎狂言では少くも一場

は觀客を泣かせる場面を作らなげればなら

ない約束になつてゐるので、いはゆる世話

場を必要とするのである。筋の上に多少の

相違はあるとしても、世話場は必ず貧家で

ある。裏長屋か浪宅か百姓家か、見るか

ら貧しげな舞臺の上で悲しい筋が運ばれて

行く。それには親子夫婦の別れと云ふやう

な事件もあるが、先づ第一には貧苦である。

金がかたきの世の中といふやうな事が

屡々繰返されて、貧苦のために種々の悲

劇が發生する。こゝは作者も俳優も大いに

腕を揮ふところで、殆ど一日中の見せ場と

なるやうなことが徃々ある。 

 世話場には義太夫を用ゐるのが例である。

元來、江戸の歌舞伎狂言には、義太夫を

用ゐないのが普通で、義太夫を用ゐるの

は義太夫狂言に限つたものであつたが、

文政頃から普通の狂言にも義太夫を用ゐ

るものがぽつ／＼［＃「ぼつ」に傍点］現れ

て來た。殊に幕末の名優と呼ばれた四代

目市川小團次は上方仕込みの俳優であ

つたので、世話狂言のあひだにも義太夫

の淨瑠璃を入れることを好み、それが一般

の觀客にも喜ばれたので、世話場には必

ず義太夫を用ゐることになった。その作風は
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江戸末期から明治の初年に傳へられて、

河竹默阿彌なども世話場には義太夫を用

ゐた。歌舞伎では舞臺に用ゐる義太夫を

チョボといひ、世話場はチョボ入りと決まつ

てしまつた。世話場にかぎらず、他の重要

なる場面にはチョボを用ゐることが屡々あ

る。 

 最後に所作事と、それに伴ふ劇場音樂

を語らなければならない。所作事は今日の

いはゆる舞踊劇である出雲阿國が創始し

たといふ歌舞伎踊、念佛踊のたぐひは、宮

神樂や各地方の民俗舞踊を折衷して、そ

れに自家の工夫を加へたものである。而も

一方に科白劇が發逹すると共に、舞踊は

だん／＼独立して、それに能樂の舞や人

形の振や盆踊や種々の型を取入れること

になつた。殊に藤間勘兵衞などといふ有

名の振付師があらはれて、工夫に工夫を

かさねた結果、さらに一種の所作事を完成

したのである。舞踊については、恐らく他に

專門家の解説があらうと思はれるから、こゝ

には詳しく云はないが、わが歌舞伎劇が舞

踊に密接の關係を有するのは誰も知る所

であらう。 

 次は劇場音樂である。歌舞伎劇とは何ぞ

やといふ質問に對して、或人は「音樂を伴

ふ劇」であると答へたが、實際音樂を離れ

ては歌舞伎劇は成立しないと云つてもよい

位で、歌舞伎狂言は全體に於て一種の樂

劇である。近來上演される新歌舞伎劇に

は純然たる科白劇もあるが、在來の歌舞

伎狂言には必ず何等かの音樂を伴ふのが

習で、今日汎く行はれてゐる音曲の種類は

殆どみな劇場に關聯して發逹したものであ

る。その主なるものは、長唄、清元、常磐

津、義太夫、新内、歌澤のたぐひで、これ

らの劇場音樂について相當の豫備知識を

持たなければ、歌舞伎狂言を完全に理解

する事はむづかしいと云はれてゐる。 

 

        四 

 

 以上、わが歌舞伎劇の概略を説明した

に過ぎないが、兎も角も歌舞伎狂言が如

何なる内容を持つてゐるものであるかと云

ふことだけは、一通り語り得たと思ふ。その

詳細は他の各項目について研究して貰ひ

たい。即ち江戸時代における各劇場の組

織を始めとして、俳優の事、作者の事、音

樂の事、芝居茶屋の事、芝居番附の事、

俳優似顏繪の事、それらを一々研究するこ

とも歌舞伎劇を知るに必要の條件である。

かうなると、甚だ面倒なことにもなるが、實

際わが歌舞伎劇なるものゝ實體は、それほ

ど面倒で複雜な物であるのだから仕方が

ない。 

 要するに、わが歌舞伎劇は狹斜趣味と

浪漫趣味と草双紙趣味とを以て組み立て

られてゐるものと思へばよからう。 

（一）歌舞伎劇は遊女等の女歌舞伎に生

まれ、美少年の若衆歌舞伎によつて繼承

された。いづれも舞臺以外の色を以て人氣

を博してゐたのである。それに對して德川幕

府が如何に抑壓を加へても、その慣習はお

のづからに存して、歌舞伎が一個の藝術と

して立派に濁立し得られるやうに生長した

後に於ても、一種の狹斜趣味を脱却するこ

とが出來なかつた。殊に江戸にも京都にも

大阪にも遊廓が大いに繁昌して來て、それ

が社會に隱然たる一大勢力を占めるに至

つたので、遊廓と芝居と、それが恰も車の

兩輪のごとき關係をなして、互ひに相扶け

合ふやうになつた。觀客も亦それを喜んだ

のである。歌舞伎の舞踊には、大抵遊廓
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に關する詞章を發見するのもそれが爲であ

る。 

（二）浪漫趣味はその時代の小説や義太

夫狂言の影響を受けてゐるのと、一般の觀

客がそれを歡迎した爲とであらう。歌舞伎

狂言が荒唐無稽の批難を蒙るのも、この

浪漫主義が大に累をなしてゐるのである。

要するに一種の好奇心を挑發するのを能

事としてゐたからである。それに件つて探偵

趣味も大いに發逹してゐた。義太夫狂言

の名作なるものも大抵は探偵的のトリツクを

用ゐてゐる。それが歌舞伎にも流れ込んで、

大抵の惡人も「謀る／＼と思ひの外、却つ

て相手に謀られる」といふやうな事にもなる

のである。 

(三)草双紙趣味はその内容よりも形式にあ

る。由來、草双紙は本文よりも插畫に重き

を置かれてゐる。彼の柳亭種彦の「田舍源

氏」があれほどに歡迎されたのも插畫の力

で、前茶筌に結つた光氏の殿樣姿が一

般に愛好された爲であると傳へられてゐる。

歌舞伎もその形式美に重きを置いてゐるこ

とは、一見して知られるであらう。草双紙以

外に錦繪といふものも大いに行はれたので、

草双紙趣味と共に錦繪趣味も發逹して、

こゝに歌舞伎特有の形式美を完成したので

ある。 

 而も以上三種の趣味は、江戸が東京と

生まれ變ると共に、だん／＼に稀薄になつ

て來た。狹斜趣味の本家たる遊廓も昔の

やうな勢力を所有してゐない。浪漫趣味も

一口に荒唐無稽と嘲笑されるやうになつた。

探偵趣味も昔のやうなあざとい［＃「あざと

い」に傍点］巧みでは瞞されなくなつた。草

双紙趣味も衰へた。その時世に適應すべく、

九代目團十郎は新しい活歴劇を創め、五

代目菊五郎は專ら寫實の方面を開拓しよ

うと努めたのであるが、それだけでは一般の

觀客を繋ぎ留めることが出來なくて、更に新

派劇を生じ、更に新劇を生じたのは、前に

云つた通りである。 

 こゝに於てか「歌舞伎滅亡」の聲が徃々

に叫ばれるのであるが、三百年の傳統を有

する歌舞伎劇が容易に仆れやうとは思は

れない。唯、歌舞伎が依然として三百年

來の舊夢を追ひつゝある時に、そこに危機

が孕まれてゐないとは云へない。由來、歌

舞伎劇は創始以來、一定不變の物では

なかつた。享保時代の歌舞伎は元祿時

代の歌舞伎でない、文化文政時代の歌

舞伎は享保時代の歌舞伎でない、それは

常に時代の變遷に伴つて、民衆と共に進

んで來たのである。今後とても其の歩みを

續けて行かれない筈はない。要は如何にし

て新しい歌舞伎劇を作り出すかと云ふにあ

る。歌舞伎の擁護者は舊態維持を以て唯

一の保存法と考へてはならない。いたづら

に三百年來の舊趣味に囚はれてゐてはな

らない。文化文政時代には文化文政時代

の歌舞伎劇があつたやうに、昭和時代に

は昭和時代の歌舞伎劇がなければならな

い。 

 

 

出典 『日本文學講座 第

十巻』昭和八年十二月十六日發行 改

造社 

 

入力：Ｆ 

校正：清十郎 

公開：２００２年１０月１７日 
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