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文楽はプロの手によって上演される日本
の人形芝居です。主として 17～ 18世

紀に発達したもので、歌舞伎・能・狂言と並
ぶ日本の四大伝統演劇の一つです。文楽とい
う言葉は文楽座から来ており、これは現代ま
で続いた唯一の商業文楽劇場の名前でした。
文楽は人形浄瑠璃とも呼ばれますが、この名
称はその起源と本質を示しています。浄瑠璃
とは、三味線の伴奏に乗せてドラマチックな
物語を語る語りものの様式の名前であり、そ
れを人形を用いて表すのが人形浄瑠璃です。
歌舞伎とともに、文楽は江戸時代（1600

～ 1868年）の活気に溢れた町人文化の一環
として発展しました。操り人形を使います
が、子供向けのお芝居ではありません。文楽
で最も有名な演目の多くは、日本最大の劇作
家、近松門左衛門（1653～ 1724年）の作品
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で、人形遣いの素晴らしい技術が、人形の役
柄や物語を舞台上でいきいきと躍動させるの
です。

文楽の歴史

すでに平安時代（794～ 1185年）には、
傀儡回しという遍歴の人形遣いが日本中を旅
して回り、家から家へと上演しながら施しを
集めていました。このような形の大道芸は江
戸時代も続き、人形遣いは首から提げた箱で
作った舞台の上で、2本の手のある人形を操
りました。やがて、多数の傀儡回しが、現在
の神戸近郊である西宮と淡路島に定住したと
考えられています。16世紀になると、これら
の人形遣いが京都に呼ばれ、公家や諸大名た
ちのために上演するようになりました。人形

文楽の舞台
文楽の舞台は、三人遣い
の人形に合わせた特別な
造りで、人形遣いは舞台
前の手すりの後ろにある
舟底から人形を操作する
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劇が浄瑠璃という芸能と結びついたのはこの
頃です。
浄瑠璃の先駆けとなるものは、琵琶法師

と呼ばれる盲目の遍歴芸人の中に見出されま
す。彼らは琵琶を自ら伴奏しながら、源平合
戦を描いた叙事的軍記物『平家物語』を語り
ました。16世紀になると、楽器として三味線
が琵琶に取って代わり、浄瑠璃の様式が整い
ます。浄瑠璃という名前は、この様式で語ら
れ始めた最初期に最も人気のあった作品であ
る、武士の源義経と美しい浄瑠璃姫の恋愛譚
に由来するものです。
語りや三味線の伴奏と組み合わされた人形

芝居は、17世紀初めの江戸（現在の東京）で
人気が高まり、将軍その他諸大名の後ろ盾を
得るようになりました。この時代の演目の多
くは、大胆かつ荒唐無稽な活躍で有名な伝説
的英雄、金平の冒険を描いたものです。しか
し、二人の人間の才能によって人形浄瑠璃の
黄金時代が始まったのは、商人の都市、大坂
でした。その二人とは、大夫（語り手）の竹
本義太夫（1651～ 1714年）と劇作家の近松
門左衛門です。

1684年、大坂に竹本座を開いてからとい
うもの、義太夫節と呼ばれる義太夫の力強い
語り方が浄瑠璃を席巻しました。また近松は
1685年、義太夫のために時代物を書き始めま
す。近松はその後 10年以上をほとんど歌舞
伎に費やしますが、1703年に竹本座に戻り、
1705年からは生涯文楽だけを書きました。近
松がなぜ歌舞伎の脚本から文楽に戻ったかに
ついては多くの議論がありますが、あるいは
歌舞伎における作家と役者の相対的な立場に
不満があったためかもしれません。当時の有
名な歌舞伎役者は、芝居を自分の才能をより
よく見せるために脚色する素材と考えていた
のです。

1703年、近松は新しい人形芝居である、
世話物という分野を切り拓き、竹本座に新た
な隆盛をもたらしました。ある店の奉公人と
遊女が心中を遂げてからわずか 1か月後、近
松はこの出来事を『曽根崎心中』に脚色した
のです。この劇に見られる義理と人情の葛藤

は当時の観客を大いに感動させ、これが文楽
の主要なテーマとなりました。
近松による一連の心中物などの世話物が、

文楽の得意とする題材となりました。とはい
え時代物も引き続き人気があり、観客が世話
物のような心理的な深みを求めるようになっ
たため、時代物もいっそう洗練されていきま
した。その一例が『仮名手本忠臣蔵』で、も
しかしたら最も有名な文楽の演目かもしれま
せん。これは 1701～ 03年に実際に起こっ
た 47人の浪人の事件に基づいており、47年
後の 1748年に初めて上演されました。将軍
家の高家筆頭である吉良義央の侮辱に江戸城
内で刀を抜いた結果、大名・浅野長矩は切腹
を強いられ、藩は取り潰しになります。忠臣
47人は慎重に策を練り、2年近く後に吉良を
殺害して復讐を遂げます。事件から何十年も
経っていましたが、幕府の機嫌を損ねないよ
う、脚本は時代や場所、登場人物の名前を変
えてありました。この人気作品はたちまち歌
舞伎にも取り入れられ、今なお文楽・歌舞伎
ともに重要な演目となっています。

18世紀を通じて、文楽は歌舞伎と競い合
い、また協力し合う関係を育てていきました。
それぞれの役柄で、歌舞伎役者は文楽人形の
特徴的な動きや大夫の語り口をまね、一方、
人形遣いはその演じ方に有名歌舞伎役者の様
式的な身振りを取り入れました。演目では、
多くの文楽脚本、特に近松の作品が歌舞伎に
取り入れられ、また豪奢な歌舞伎式の作品も
文楽の舞台で上演されたのです。
しかし、次第に歌舞伎の人気に押され、18

三人遣いの人形
三人で一つの人形を遣う。
主遣い（左）は左手で人形
を支え、右手で人形の右腕
を動かす。一人の補佐が人
形の左腕を、もう一人が両
脚を操作する
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主遣いの辰松八郎兵衛が初めて観客に全て見
える形で人形を遣いました。
現在、三人の人形遣いは全員舞台に現われ

ます。普通は黒い衣と頭巾を身につけ、見え
ないことの象徴とします。しかし、文楽界の
名士である主遣いは、しばしば頭巾なしで人
形を使い、時には真っ白な絹の着物を着るこ
ともあります。
人形遣いと同様、大夫・三味線ももともと

は観客から隠れていましたが、1705年の新作
で、竹本義太夫が観客の前で語り、1715年に
は大夫も三味線も現在見られるような舞台右
手の一段高くなった床の上で演じるようにな
りました。伝統的に、大夫は文楽の一座の中
で最高の地位を保っています。語り手として、
大夫は芝居の雰囲気を創り出し、また男の野
太い声から女や子供の高い裏声まで、全ての
役の声を出さねばなりません。
三味線は単なる大夫の伴奏ではありませ

ん。人形遣い・大夫・三味線は上演中お互
いを見ないので、リズミカルな演奏で芝居の
ペースを創るのは三味線の仕事です。一部の
大がかりな文楽や、歌舞伎から取り入れられ
た派手な演目では、複数の大夫・三味線のコ
ンビや三味線の合奏が使われます。

『曽根崎心中』

この近松門左衛門の代表作は、人間の感情
と時代の厳しい制約や義務との葛藤に焦点を
当てた、世話物という新しいジャンルの最初
の作品です。この演目の大成功によって町人
と遊女の悲恋の芝居が多数作られ、また模倣
した心中が続発するきっかけになったとも言
われています。
一段目：醤油屋の手代、徳兵衛は、得意先
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世紀後半から文楽は興行的に傾いて、劇場も
一つまた一つと閉鎖していき、文楽座を残す
のみとなりました。第二次世界大戦後からは、
近年人気が増しつつあるものの、文楽はその
存続のためには政府の支援に頼らなければな
らなくなってしまいました。現在では、文楽
協会の後援で、東京の国立劇場と大阪の国立
文楽劇場で定期公演が行われています。また、
文楽上演のツアーは世界中の都市で熱烈に受
け入れられています。

人形と演技

文楽人形は等身大の半分から 3分の 2の大
きさで、木製の首（かしら）・肩板・腰・両腕・
両脚・衣装というパーツを組み立ててできて
います。首には目や口、眉を動かす仕掛け糸
のついた胴串と呼ばれる握りをつけます。この
胴串を胴の真ん中の穴に差し込むのです。腕
と脚は糸で肩から吊り、衣装は胴の上から着
せます。胴には腰を形作る竹の輪がついてい
ます。女の首は顔が動かないことが多く、また
長い着物で完全に下半身を隠してしまうので、
ほとんどは足をつける必要がありません。
使われている人形の首は約 70種類です。

若い娘や屈強な若い男など様々な種類に分け
られ、それぞれの首は多くの異なった役柄に
使われるのが普通ですが、最初に登場した役
柄の名前で呼ばれることがよくあります。
主遣いは人形の背中の衣装の分かれ目から

左手を入れ、首の胴串を握ります。右手は人
形の右腕を動かします。大きな武士の人形は
20キロほどもあるため、支えるのは持久力の
いる仕事かもしれません。左腕は左遣いが、
両脚は足遣いが操作します。足遣いは、音響
効果のためや三味線のリズムにアクセントを
つけるため、足を踏み鳴らしたりもします。
女の人形では、足遣いは着物の裾を動かして
脚が動いているように見せます。
近松の時代、人形は一人で遣いました。三

人遣いの人形は 1734年まで登場しなかった
のです。最初、この一人の人形遣いは舞台に
は姿を見せませんでしたが、『曽根崎心中』で、

人形の首（かしら）
首は長さ 15～ 20cm、約
70種類ある。これは高級
遊女（花魁）役に使う傾城
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回りの途中、大坂・生玉社で恋人の遊女お初
と偶然出会いました。お初は泣きながら、手
紙を書いても会いに来てもくれないとなじり
ます。徳兵衛は困り事があったのだと言い訳
しますが、お初に強くせがまれて全てを打ち
明けます。
徳兵衛の叔父である醤油屋の主が、徳兵衛

に妻の姪を娶るよう頼みましたが、徳兵衛は
お初を愛しているため断りました。ところが、
徳兵衛の継母がこっそり承諾し、莫大な持参
金をもらって国へ帰ってしまったのです。徳
兵衛が再び結婚を断ったところ、怒った叔父
は持参金を帰せと迫りました。何とか継母か
ら金を取り戻した後、徳兵衛は親友の九平次
にその金を貸しましたが、なかなか返済して
くれません。
ちょうどその時、酔っぱらった九平次が友

人数人と社にやってきます。徳兵衛が金を返
すよう強く求めると、九平次は借りていない
と否定し、友人と一緒に徳兵衛をめった打ち
にしてしまいました。
九平次が去ると、徳兵衛は野次馬たちに無

実を訴え、死んで償うつもりだとほのめかし
ます。
二段目：その夜、お初は働いている女郎屋、

天満屋に戻ります。事の成り行きになおも取
り乱し、徳兵衛の姿を見かけたお初は店を抜
け出します。二人は泣き崩れ、徳兵衛はお初
に「もう死ぬしかない」と語りかけました。
お初が自分の座っている縁の下に徳兵衛

が隠れるのを助けると、すぐに九平次と仲間
がやってきました。九平次はなおも徳兵衛が
悪いと主張しますが、お初は徳兵衛の潔白は
はっきりしていると言い、それから、独り言
のようにして、徳兵衛に心中の決心を尋ねま
す。他人には見えないよう、徳兵衛はお初の
足で自分の首を引き切るようにして返事をし
ます（女の人形には脚がないため、この場面
では特製の足が使われます）。
九平次は、徳兵衛が自害したら自分がお初

の面倒を見ようと言いますが、お初は泥棒、
嘘つきとそしり、徳兵衛が死んだら自分も死
ぬし、徳兵衛も一緒に死んでくれる自信があ
ると言います。その愛情に感激し、徳兵衛は
お初の足を額に当てて応えます。
九平次が去って店が静まると、お初は何と

か外へ抜け出しました。
三段目：曽根崎の森への途次、徳兵衛とお

初は愛を語り合い、大夫の語る情趣に富む文
句が世の中の移ろいやすさを説きます。道端
の茶屋で、酔客たちが先の心中を歌った歌を
がなり立てるのを聞きながら、徳兵衛は自分
とお初もこんな歌の種になるのだろうかと詠
嘆します。
曽根崎の森に着くと、お初は自分の帯を切

り、見事に死ねるよう一緒に縛りつけます。
徳兵衛は叔父に、お初は両親に迷惑をかける
ことをわびると、阿弥陀仏への祈りを唱えな
がら、徳兵衛はお初を刺し、それから自分を
刺すのでした。

曽根崎心中
近松門左衛門の名作の一
場面
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