
2

Wa  19号　P２～３�

　平成15年11月、ユネスコの「人類の口承および無形遺産の
傑作（世界無形遺産）」に認定されたことで、いま世界から熱
い注目を集める日本の伝統芸能「文楽」。物語の展開や“情”
を語る「浄瑠璃（義太夫節）」、情景を音で表現する「三味線」、
人形に魂を吹き込んで操る「人形遣い」、この３つの芸が渾然
一体となって織りなされる伝統の世界である。�
「文楽」は「人形浄瑠璃」とも言う。今から約200年ほど前の
1805年、淡路出身の植村文楽軒が大坂で人形浄瑠璃の小屋を
創設。「文楽軒の芝居」として評判を呼んだことが、人形浄瑠
璃が「文楽」と呼ばれる名の起こりとなった。小屋はその後、

何度も移転したが、子孫も代々文楽軒の名を継ぎ、明治５年、
大阪西区松島への移転を期に「文楽座」と改めた。これが現在、
人形浄瑠璃の歴史と伝統を受け継ぐ大阪の「国立文楽劇場」と
して継承されてきたのである。�
　一方、江戸時代、地方を巡業した人形浄瑠璃が各地に根を下
ろし、郷土芸能として現在に継承されてきた人形浄瑠璃もある。
神社祭礼日に五穀豊穣への祈りを込めた奉納芸能、庶民の娯楽
として演じられてきたものだ。今回は、九州各地で継承されて
いる人形浄瑠璃の魅力にも光を当てた。�
��

時空を超えて人形が織りなす�
伝統の世界�

特 集�

世界に誇る日本の伝統芸能・人形浄瑠璃文楽�
　　�
�

　「浄瑠璃」は、室町時代中期に誕生した

と言われる。盲目の法師が琵琶をベンベン

とかき鳴らしながら物語を語り聞かせた「語

り物」だった。安土・桃山時代初期に琉球

から軽快な音を出す三味線が伝わると、重

い音の琵琶に替わって用いられるようになり、

浄瑠璃は音楽的にも文学的にも大きく進展。

全国に普及した。「浄瑠璃」という名称は、

牛若丸と浄瑠璃姫の恋物語『十二段草子（別

名：浄瑠璃姫物語）』からきたものだという。�

　一方、人形の楽しさは、日本では古来か

ら胸に下げた箱に人形を入れて旅をし、人

形を操って見せる大道芸人・傀儡子（くぐ

つし）で全国に知られていた。桃山時代後期、

京都を中心とした上方において、三味線と

浄瑠璃に合わせて人形を操らせたのが「人

形浄瑠璃」の始まりとされている。�

　その後、徳川幕府誕生とともに人形浄瑠

璃も江戸へ移り、豪壮勇武な題材「時代物」

が演じられるようになる。天才アーティス

ト・竹本義太夫が登場するのは元禄時代に

なってから。義太夫は独自の「義太夫節」

を生み出しただけでなく、大坂道頓堀に竹

本座を建て、人気作家・近松門左衛門の協

力で数々の名作を誕生させた。中でも当時

の実話にもとづく第１作『曽根崎心中』が

大ヒット。これによって男女の愛や人間心

理をドラマチックに表現した「世話物」と

呼ばれる新ジャンルが確立され、同時に「浄

瑠璃」といえば「義太夫節」を意味するよ

うになった。�

　元禄時代の終わりには義太夫の弟子・豊

竹若太夫が豊竹座を起こし、竹本座と人気

を二分。時代の華やぎもあって浄瑠璃全盛

の「竹豊時代」を迎える。義太夫の竹本座

では1746年から1748年の３年間に時代

物の『菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅ

てならいかがみ）』『義経千本桜』『仮名

手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）』

の名作が誕生。これが爆発的にヒットし、

歌舞伎でも上演された。�

　しかし、やがて人気も衰退。1765年に

は豊竹座が、1767年には竹本座も廃業し

てしまった。�

　廃れていた人形浄瑠璃が息を吹き返した

のは、日本沿岸に外国船が出没しはじめた

江戸時代後期の文化年間になってから。淡

路出身の興行師・植村文楽軒が大坂に出て

人形浄瑠璃の小屋を創設。小屋はその後、

何度も移転したが、明治５年、大阪西区松

島への移転を期に「文楽座」と改めた。明

治17年にはライバル「彦六座」もでき、

明治期の黄金時代を迎えるが、やがて彦六

座は文楽座に吸収され「文楽座」に一本化

されることになった。�

　昭和38年の財団法人文楽協会の設立、

昭和59年４月の大阪・国立文楽劇場の開

場によって、芸術の域まで高められた「文

楽」が現在に継承されてきたのである（国

の重要無形文化財）。�

歴史�

写真提供：（財）文楽協会�
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浄瑠璃、三味線、人形遣い�

　人形浄瑠璃文楽の劇場には、上手にせ

り出した「床（ゆか）」がある。床に裃（か

みしも）をつけて座るのは「太夫（たゆ

う）」と「三味線」。舞台では、太夫が

語る浄瑠璃と、三味線のリズムや音の強

さに合わせて、１体の人形をそれぞれ３

人の遣い手が操る。三位一体のこの形式

がほぼ完成したのは、義太夫や近松門左

衛門が活躍していた江戸時代中期。現代

もこの形式が踏襲されている。�

【浄瑠璃（太夫）】�

【三味線】�

【人形遣い】�

　太夫の語りを支え、物語を音でひっぱり、

場面の季節感や時間、登場する人形の個

性や心情までも音で聞かせるムードメー

カーが「三味線」。文楽では、長唄など

で使うものより棹、糸、胴、駒、ともに

大きく、胴張りの皮も厚い「太棹（ふと

ざお）」と呼ばれる三味線を使う。床本

に朱で弾き方の勘どころを書き込んだ「記

譜」と呼ばれる譜面はあるが、太夫のよ

うに舞台に持って出ることはなく、太夫

との競演で物語をひっぱっていく。�

帯下腹部を幾重にも巻くこと
で腹に力を入れる�

【腹帯】�

【オトシ】�

【見台】�

【床本】�

【舞台下駄】�

尻の下に敷く小さなイス。両膝を
床につけ、爪先立ちをしてバラン
スを取りながら腹から声を出す�

体のバランスを取るために、
砂・小豆を入れた小袋を懐
に入れる�

【尻ひき】�
足遣いの姿勢が楽にな
るようにバランスを取
るために履く。20～
50cmまで様々な高さの
物がある�

【舞台下駄】�

人形を操る時の中心になり、
左手で人形の首、右手で
人形の右手を動かす。頭
巾をかぶらない時は“出
遣い”という�

【主遣い】�
中腰で人形の足を動かす。
女人形は足がないので、
着物の裾を歩いている
ように動かす�

【足遣い】�

右手で人形の左手、左手で人
形が使う小道具を取り出す。
人形が重い場合は左腹部を支
える�

【左遣い】�

　高く低く、短く長く、腹声で物語や情

を語るのが「太夫」。老若男女さまざま

な登場人物の情のこもった台詞、情景描写、

物語の展開、その全てを声の調子と声音、

独特の節まわしだけで伝えるストーリー

テラーだ。腹に力を入れて大きな声を出

すため腹帯を巻き、懐に砂や小豆が入っ

た「オトシ」

を入れ、尻ひ

きを敷いて体

のバランスを

取る。�

　語りの台本

に当たるのが

「床本（ゆか

ほん）」。「見

台（けんだい）」

に乗せて使う。

難しい浄瑠璃

文字で書かれているが、太夫はこれを自

ら書写したり、師匠や先輩の語りを何度

も聞いて覚えるのだとか。言葉はすべて

江戸時代の大坂の古語が使われている。�

　木と布でできたモノに過ぎない人形に

魂を吹き込み、人間以上に舞台でいきい

きと演じさせるのが「人形遣い」。人形

浄瑠璃では１体を３人がかりで操るのが

特徴だ。�

　人形の首（かしら）と右手を操るのが「主

（おも）遣い」で左手で頭部を操り、右

手で人形の右手を操る。左手を操るのが「左

遣い」で右手で人形の左手を操り、左手

で小道具を使う。足を操るのが「足遣い」

で中腰になって両足を操る。足のない女

人形では裾に手を入れて足の動きを表現

する。足遣いは中腰を保たねばならない

から重労働だ。これを少しでも楽にしよ

うと、主遣いは「舞台下駄」をはいて人

形の位置を高く調整する。３人の息がピ

タッと合った時にはじめて人形は繊細な

動きを生み出し、人間以上の存在になる。

「足10年、左15年」といわれるほど修

行は厳しく、奥深い。�

　人形遣いの３人は基本的に黒頭巾・黒

衣姿。主遣いだけが裃をつけて顔を出し

たまま舞台に上がる「出遣い」もある。

また３人と

も出遣いで

演じること

も。�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�
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写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

【文七】� 【金時】� 【若男】� 【傾城】�

�

　人形のつくりは意外にかんたん。「首（か

しら）」と「胴串（どぐし）」と「胴」

から成る。胴は上体、両腕、両足がバラ

バラに取り外せる。胴串を軸に、首を胴

部分の肩板に差し込み、手足をつけて衣

裳を着せれば完成だ。�

　しかし、首や手の指はさらに巧妙な仕

掛けが施されている。首の内部には指で

操る糸が仕込まれていて、糸を引くだけ

で眉や口が動かせるのだ。特に目は、横

目や寄せ目、まぶたの開閉もでき、デリ

ケートな感情の表現が人形遣いの指操作

一つでできる仕掛け。仕掛けのバネには

弾力のあるセミクジラのヒゲが使われて

いるとか。手の動きは、人形の腕に仕込

まれた糸の操作で表現する。女人形は指

先を上下に動かすことしかできないが、

男人形では掴み手、縦掴みなど５種類も

の表現ができる。�

　人形の背丈は120～150cm程度。衣

裳をつけた人形の総重量は10kg以上、

中には15kgを超えるものもある。これ

だけの重い人形を支え、指先で糸を操作

しながら繊細に表情をつけ、物語に合わ

せて操るのが人形遣いなのである。�

�

　舞台を横から見た断面は凹型をしている。真ん中のへこんでいる部分は「舟底」、

いちばん奥の高い舞台が「屋台」。道や庭をあらわす舟底と、屋内をあらわす屋台が

主舞台となる。舞台には奥から順に「本手」「二の手」「三の手」と呼ぶ仕切り板が

ある。客席と舞台を仕切る手摺り（てすり）の板「三の手」は「しげさん」とも呼ぶ。

舞台に向かって右手が太夫と三味線の位置。�

　大道具は意外にシンプル。小道具も少ない。やはり人形が主役なのである。�

人形の仕組み�

首（かしら）�

舞台�

�

　人形浄瑠璃文楽の演目（タイトル）には歌舞伎と同じものがあることに気づかれた

方も多いのでは。そう、同じ作者の脚本を使っているのだ。物語の内容やクライマッ

クスもほとんど同じだが、人形ならではの特徴と表現がふんだんに盛り込まれている。

演目も驚くほど多いが、大きく分けると「時代物」と「世話物」がある。�

　　　　　江戸時代以前の貴族や武士の事件を描いたもの。義経・弁慶が登場する源

平時代のものが多いのが特徴で、平安以前のものは「大時代」「王代物」とも呼ばれる。

『国性爺合戦（こくせんやかっせん）』（国性爺）、『伽羅先代萩（めいぼくせんだい

はぎ）』（先代萩）、などがある。�

　　　　　江戸庶民の事件や恋、人情の葛藤を描いたもので近松門左衛門の『曾根崎

心中』が最初の作品とされている。当時の人間模様は現代に通じるものがあり、感動

させられる。『冥土の飛脚』（梅川忠兵衛）、『新版歌祭文（しんばんうたさいもん）』

（野崎村、お染久松）、『夕霧阿波の鳴門』などがある。�

演目�

首の下は首筋にあたる喉木。さらにその下に柄のように
なった胴串がある。�

主遣いにより様々な表
情が表現可能。男女、
年齢、役柄、性格で分
類される�

【首】�

右手を主遣い
が、左手を左
遣いが操る。
腕に仕込んだ
操り糸で自然
な動きを表現

【手】�

【手摺り（二の手）】�

【手摺り（本手）】�

＜舞台断面図＞� ＜舞台平面図＞�

【手摺り（三の手、�
　しげさん）】�

【手摺り（三の手、しげさん）】�

【胴】�

【足金】�

足遣いが人形
のうしろから
中腰になって、
かかとについ
た“足金”を
持って操る�

【足】�

　昔は新作ができるたびに新しい首を作ったという。現在は約40種、300点余りの首

を人形部屋に常備し、役柄に合わせて「首わり」をして使う。いわば首は出番待ちの

役者と同じ。演目の役柄に応じて呼び出し、衣裳を替えて演じさせるというわけ。�

　首には男・女があり、それぞれに老年・中年・子ども、さらに善人役・悪役がある。

首の主なものでは、立役（主役級）の代表「文七」、時代物の武将役「金時」、元服

前の若者役「若男」、気品と華やぎのある遊女の「傾城」、かすかに笑みを浮かべた

「娘」、美女が突然、口裂け女や夜叉に変わる特殊首の「がぶ」などがある。�

「人形部屋に首をしまうとき、敵同士を隣り合わせにはしない」と聞いた。人が去っ

た人形部屋では人形たちがいろんな会話をしているに違いない。�

【時代物】　　�

【世話物】�

�

【舟底】�

【床】�

【屋台】�

【客席】�

【客席】�

【小幕】� 【小幕】�【舟底】�

【手摺り（二の手）】�

【屋台】�
【手摺り（本手）】�

喉木（のどき）�

胴串（どぐし）�

写真提供：（財）文楽協会�
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●問い合わせは財団事業係まで。TEL 092-263-6265�

�

◎（財）文楽協会オフィシャルウェブサイト：http://bunraku.or.jp/

→文楽公演の詳細は12ページをご覧ください�

P R O F I L E

すぎもと　あきこ●昭和28年福岡県生まれ。ノートルダ
ム清心女子大卒、金城学院大学大学院研究科修士課程修了。
専攻は江戸戯作。昭和55年、寺門静軒の生涯を描いた『男
の軌跡』で第４回歴史文学賞佳作に入選。以後、緻密な
考証に基づく時代小説家として活躍。平成元年、明治の
浮世絵師・小林清親を描いた『東京新大橋雨中図』で第
100回直木賞受賞。平成14年には初の連作小説「信太郎
人情始末帖」シリーズ第１冊目の『おすず』で第８回中
山義秀文学賞を受賞。他に『写楽まぼろし』『名主の裔』
『爆弾可楽』などがある。現在、オール読物で「信太郎
人情始末帖」、小説現代で「お狂言師歌吉うきよ暦」の
シリーズを連作中。福岡市在住�

　今年３月７日（日）、福岡市立西市民センターにお

いて（財）文楽協会創立四十周年記念公演（福岡市文

化芸術振興財団平成15年度日本の伝統文化鑑賞事業）

が開催される。ユネスコ世界無形遺産にも認定された「文

楽」の名舞台を見る絶好の機会、しかも出演は人形遣

いの吉田簑助さん、三味線の鶴澤寛治さんという２人

の人間国宝、浄瑠璃は国立劇場文楽大賞・芸術選奨文

部大臣賞など受賞の竹本綱大夫さんらという豪華版。

公演は当日のみだが昼夜２回、上演される。昼の部が『絵本太功記』と『釣女』、夜の部は『伽

羅先代萩』である。�

　演目を少しご紹介しておこう。昼の部の『絵本太功記（夕顔棚の段・尼ヶ崎の段）』は、本

能寺の変から山崎の戦までを踏まえた明智光秀の物語。孤立無援の光秀と母、そして息子との

悲しい別れがクライマックスに。『釣女』は独身の大名と太郎冠者がかけあいをする狂言をも

とにした楽しい作品。夜の部の『伽羅先代萩（竹の間の段・御殿の段）』は仙台藩のいわゆる「伊

達騒動」を題材にした物語。息子千松が毒殺されても涙一滴こぼさず若君を守る気丈な乳母政岡。

しかし一人になった時の政岡の激しく深い嘆き---。人形たちがどんな名舞台を見せてくれるのか、

大いに楽しみだ。�

絵本太功記�

伽羅先代萩�

「文楽」の名舞台が福岡にやってくる！　�

杉本章子さん�（作家・福岡市在住）�ナマの舞台でこそ味わえる文楽の魅力�

写真提供：（財）文楽協会�

写真提供：（財）文楽協会�

楽しさはやはりナマの舞台を見て味わうもの、ということです。むつかしく考えず、まずは舞台で展開�

するストーリーや人形の所作を楽しめばいい。義太夫節に乗せた台詞を頭で理解しようと思えば、舞台を�

見るのがお留守になる。義太夫節独特の節まわしは、台詞は分からなくとも私たちの体が共鳴板のようになって、心の深いところが自然に受け止めてくれるような気がします。きっと私たちのＤＮＡの中に連綿と続くものがあるのしょう。浄瑠璃は、文楽の贅沢さ、芳醇さを味わうために越えなければならないハードルのようなもの。慣れると、きっと快感になるはずです。�

考えてみれば文楽は小説と似ています。一人の太夫がすべての役を語り分ける。物語を展開していく地の文があり、登場人物の台詞があり、音楽に似た情景描写や感情表現がある。有吉佐和子の『一の糸』や瀬戸内晴美の『恋川』など、文楽に関わりのある小説を読んでから舞台を見るのも、一つの楽しみ方ではないでしょうか。（談）�

�

楽しさはやはりナマの舞台を見て味わう�

もの、ということです。むつかしく考えず、

まずは舞台で展開するストーリーや人形�

の所作を楽しめばいい。義太夫節に乗せ　      

　た台詞を頭で理解しようと思えば、舞�

　台を見るのがお留守になる。義太夫節　

　独特の節まわしは、台詞は分からなく　

　とも私たちの体が共鳴板のようになって、

　心の深いところが自然に受け止めてく　

　れるような気がします。きっと私たち　

　のＤＮＡの中に連綿と続くものがある　

　のしょう。浄瑠璃は、文楽の贅沢さ、　

　芳醇さを味わうために越えなければな　

　らないハードルのようなもの。慣れると、

　きっと快感になるはずです。�

　考えてみれば文楽は小説と似ています。

　一人の太夫がすべての役を語り分ける。

　物語を展開していく地の文があり、登　

　場人物の台詞があり、音楽に似た情景　

　描写や感情表現がある。有吉佐和子の�

　『一の糸』や瀬戸内晴美の『恋川』など、　�

　文楽に関わりのある小説を読んでから　

　舞台を見るのも、一つの楽しみ方では　

　ないでしょうか。（談）�

　観客として初めて文楽を見たのは、学

生時代を過ごした名古屋から福岡に戻っ

てまもなくのころ。もう20年以上前の

ことです。電気ホールで公演があるとい

うので、四世竹本津太夫さん（1916�

～87）と親しかった教授に紹介状を�

書いていただき、楽屋で演目の話をう�

かがったり、人形の髪を整える床山の�

仕事などを見せていただきました。演�

目は『曾根崎心中』。当時、浄瑠璃と�

三味線に凝っていましたから、間近で�

聞きたかったこともあり、舞台前の客�

席で食い入るように見たことを覚えて�

います。�

　四世津太夫さんは当時60歳くらい�

だったでしょうか。裃をつけた姿しか�

知りませんでしたが、楽屋ではダンデ�

ィーな背広姿。寡黙な方でした。それ�

が舞台のぶん回しに乗ると威風堂々、�

凛として、まるで別人。その落差が面�

白かったですね。修練の腹声で、若い�

私の耳にもスケールの大きさを感じま�

した。今にして思えば、とても幸せな�

文楽との出会いだったと思います。�

　物語が進むにつれて人形が観客の心�

を吸い寄せるとでもいうのか、人形が人

形ではなくなり、物語の中の生きた男と

女が動いているとしか思えなくなる。ま

さに至芸ですね。陶然と夢うつつの世界

に引き込まれて見ていると、一瞬、遊女

お初の手が舞台の橋に触れて、カタッと

鳴ったのです。その時、「あ、人形なんだ」

と夢から覚めたような気分になりました。

私の文楽の原体験です。�

　主遣いの、人形の横に見え隠れするあ

のポーカーフェイスも人形の邪魔になら

ない。これも、まさしく芸の力だと思い

ます。人形遣いの魂は人形の中にあるの�

�

でしょう。あの時代の男や女の思いや感情、

情の世界は人間が持っている普遍的なもの。�

現代の私たちが持つ情と同じです。身を�

焦がす恋があり、悲恋がある。庶民の感�

情を、胡粉（顔料）を塗った人形の首と�

所作だけで、あふれんばかりに表現する。

芸の凄さですね。�

　その後、『絵本太功記』『先代萩』な

どを見て思うのは、文楽の素晴らしさ、�
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伝統を受け継ぐ九州の人形浄瑠璃（人形芝居）�
�

【今津人形芝居（福岡市西区）：福岡県無形民俗文化財】�

　江戸後期、大坂で人形浄瑠璃を再興した「文楽軒」が淡路の出身であることはすでに紹介した。阿波藩蜂須賀公が人形浄瑠璃を保

護したため江戸時代中期、阿波では多くの人形座が輩出して技を競いあったという。近世以前の傀儡子（くぐつし＝大道芸としての

人形遣い）の伝統も失われず、阿波や淡路から人形をたずさえて宿場町や農村漁村を訪ね、春や秋の神社の祭礼に旅公演を行う人形

座もあった。こうして全国各地に伝播し、郷土芸能として今日に受け継がれているのが地方の人形浄瑠璃、人形芝居なのだ。九州で

は現在も10近くの人形浄瑠璃が継承されているが、その中から代表的な３座をご紹介しよう。�

　今津は博多湾の西にある古来から知られた風待ちの港。江戸時代後期の弘化年

間（1844～48年）、今津港にほど近い大原の鯉川弥蔵が、博打に興じていた若

者の善導を目的に、当時しばしば巡業に来ていた大分県の北原人形芝居から伝授

を受け、人形操りをしたのが始まりと言う。その後、幾度か衰退・再興を繰り返し、

明治24年、今津の宗善次郎が大原の人形道具一式を譲り受けて新たに今津操り人

形「恵比須座」を結成したことで最盛期を迎える。太平洋戦争前後は一時中断。

しかし昭和45年になって、恵比須座の中村貞義、中村隆暢らの指導のもと「今津

人形芝居少年部」を組織。後継者育成に取り組んできた。�

　昭和29年に組織された「今津人形芝居保存会」は現在、大人組の恵比須座18人、

子ども組（後継者育成会、地元の小学生から高校生まで）24人、浄瑠璃・三味線（公

民館サークル）20人、計62人で構成されている。保存会が収蔵する首は約50。古いものは160年前の江戸時代後期のものがあるという。演じること

ができる題目は現在11というから素晴らしい。地元の登志宮神社祭礼日の９月第１日曜日には境内に野舞台が特設され本公演が行われるほか、要請に

応じて地域の集まりや慰問公演も行っている。�

　ふだんの練習は保存会会長・中村隆暢さん所有の倉庫２階で月２回程度行うだけだが、公演前になると毎晩遅くまで練習に熱が入る。「人形操りは

つたなくてもお客さんの拍手が励みになっているようです。人形は子どもたちを積極的にしてくれます」。父親が操る人形の足遣いを始めたのは12歳

だったと語る中村会長、今も現役の主遣いとして舞台に立つ。�

【清和文楽（熊本県清和村）：熊本県重要無形文化財】�
　宮崎県と境を接する熊本県清和村に伝わる清和文楽は、江戸末期から150年にわた

り村人たちの手によって受け継がれてきた貴重な農村文化の一つだ。旅廻りの役者か

ら習い覚えたものを、春や秋の祭りに自ら奉納し始めたのが興りと言われ、一時は衰

退したものの昭和初期に復活。清和文楽保存会によって受け継がれ、昭和54年には県

の無形文化財に指定された。平成４年には常設舞台や資料館を併設した清和文楽館が

完成。村の一大観光資源として脚光を浴びている。�

　現在保存会会員は16名。ほとんどが農業等の仕事を持ち、本業の合間に演じているが、

演技は玄人はだし。淡路で修業し、三味線、浄瑠璃語りの太夫となった村出身の若者

二人も活躍している。「傾城阿波の鳴門」など５～６外題に加え、平成14年秋は新作「雪

おんな」を上演、好評を博した。�

　買い集めてきた首は50体ほどあり、ほとんど100年ほど前のものである。「人形

拵（こしら）えから簡単な修理までほとんど保存会のメンバーでやってます。後継者育成に関しては、定年を迎えた60歳で入門し、80歳まで続ける

というシステムを作りました」と倉岡輝司会長。年間200～300回の公演を行い、年間２万人以上が訪れている。上演後に披露するからくり舞台や、

人形遣いの体験コーナー、資料館の展示等も好評だ。公演のない日は資料館のスクリーンで観ることができる。月曜日休館（祝祭日は休館）。�

清和文楽館での公演は毎週第２・第４日曜日午後１時半から約１時間。有料。20人以上の団体の場合、希望日に公演（２週間前に要予約）してくれる。�

�

【旭座人形芝居（福岡県黒木町）：福岡県無形民俗文化財】�
　八女茶の発祥地・霊巌寺をかかえる黒木町笠原地区。山あいのひっそりとした鰐八（わ

にばち）集落で明治５年ころから受け継がれてきたのが「旭座人形芝居」だ。祝の座

の余興に、ひょうたんや徳利を人形に見立てて操ったのが始まりだという。以後、山

鹿や日田、朝倉などに残されていた首を譲り受け、当時60戸の集落中、8戸の家族だ

けで「鰐八座」を結成。農閑期に娯楽と八女茶のPRを兼ねて県内各地へ興行にまわっ

たという。明治40年、寄贈を受けた引幕が旭日に大鷹をあしらっていたことから「旭座」

と呼ばれるようになり、今もこの名を継承する。�

　昭和30年、県の無形民俗文化財に指定されたことを機に「旭座人形芝居保存会」を

結成。昭和61年になると地元の笠原小学校６年の総合学習として「人形浄瑠璃クラブ」

が発足した。現在は保存会と笠原小学校児童の人形浄瑠璃クラブが保存と練習に取り

組んでいる。平成11年には鰐八集落に、小ぶりながら舟底をもった舞台、専用の大道具を備えた「旭座人形芝居会館」も完成している。�

　会館の収蔵室に保存された首は約70。現在、鰐八集落の６戸18人で構成された保存会がこなす演目は『御所桜堀川夜討』『絵本太功記』など7本。

保存会では年に２回、大阪文楽・吉田簑助（人間国宝）門下の吉田勘緑氏を招き人形遣いの指導をしてもらう。「主遣いは難しい。一生勉強です。吉

田さんは農村文楽の良さを残すため、私たちが伝承してきた操りを大事にしてくれるから有難い」と保存会会長の石崎政雄さん（75）。しかし「鰐八

集落で浄瑠璃を語れる人は数名になってしまった。過疎と高齢化で語れる人がいなくなるのでは」と心配そう。�

連絡先�今津人形芝居保存会　TEL 092-806-2050（中村隆暢）�

連絡先�黒木町教育委員会　TEL 0943-42-0297

連絡先�清和文楽館　TEL 0967-82-3001

写真提供：清和文楽館�

撮影協力：旭座人形芝居�

撮影協力：旭座人形芝居�

撮影協力：今津人形芝居�


