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中文提要

近世後期的淡路人形座和大坂净琉璃界

－以《生写朝颜话》为例－

久堀 裕朗

　　在江戸時代的淡路島，除了大阪的人形净琉璃剧团以外还有许多本地的人形净琉璃剧团 ( 以下简称淡路座 )，淡

路座的座本（班主）联合起来创立了名为 [淡路座本中 ]的同行组织，并开始了独自的演出活动。特别是在义太夫节

人形净琉璃成立 (17 世纪末 )以后，由残留于各地的记录可知淡路座开展了盛大的巡回演出。

    淡路座的演出活动常常是通过和大坂的净琉璃界缔结密切关系来进行的。其关系的紧密性从演员的交流、大坂首

演作品的上演事例等中也能看出来，另外我们还了解到在 19 世纪、大坂的因讲 (太夫 •三味线的同行组织 )和淡路的

座本同行组织互相直接联系，介绍演员签约的情况。

   淡路座不仅和大坂净琉璃界持有如此的深厚关系，而且还在人形净琉璃史中占有一定的位置，但是因为一直把它

作为一个将都市首演作品搬到地方上演的团体来看，所以在以往的净琉璃研究中不仅很少提及，甚至有被轻视的倾向。

在这里，我想通过介绍近世后期淡路座发挥创作力的一个事例，来证实其活动的重要性。

   《生写朝颜话》是天保 3年 (1832) 在大坂首演的作品。这部作品也间接地接受了中国戏曲地影响，在以后被重复

上演，成为现在文乐中受欢迎的演出剧目。但是，在首演的时候上演的是未完成品，直到 18 年后的嘉永 3年 (1850)，

作为增补完成本－正本《增补生写朝　话》才被发行。可是根据新发现的戏单，可以判明淡路座在正本发行以前早已

上演增补完成版，而正本的增补（五段目）实际上是由淡路座创作的增补部分构成的。在当时作为表演艺术的人形净

琉璃已趋于古典化，是一个新作也很少上演的时代，但是淡路座不仅在其中发挥了创作力，反而影响了大坂的净琉璃

界。在这里我们不仅仅能看出都市文化传播到地方的视点无法了解到的地方文化创造力，而且还能从中体察到都市和

地方之间的复杂相互关系。另外还可从此事例中重新认识到淡路座的重要意义。
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近世後期における淡路人形座と大坂浄瑠璃界

―『生写朝顔話』を例として―

久堀 裕朗

一、はじめに

　江戸時代の淡路島には、義太夫節人形浄瑠璃の中心地大坂にある劇団とは別に、多数の人形座が存在した。その

起源ははっきりとはわかっていないが、伝承によると、淡路における操り職能集団の発生は中世にまで遡る。中世

における活動実態は明らかではないが、既に近世前期には、阿波国徳島藩主蜂須賀公の前で上村源之丞座が御前操

りを演じた記録が残り、古浄瑠璃時代に人形座として活動を開始していたことが確認できる。そしてその後の義太

夫節人形浄瑠璃成立以降について言えば、源之丞座のみならず他の多くの座の活動の足跡が各地の記録のうちに認

められ、特に 18 世紀以降、淡路の人形座（以下、淡路座と略称）が、藩の庇護を受けながら、全国的な巡業活動

を展開していたことが明らかである。

　人形座の数については、『淡路草』（文政８年 1825）に「享保元文の頃は四十株にあまれり。今十組残れり。

十八座本と称す」と記されている。また引田家文書（上村源之丞座の座
ざ も と

本が残した文書）の諸記録によると、元文

６年（1741）に 38、宝暦３年（1753）に 24、宝暦５年（1755）に 21、文化８年（1811）に 21、嘉永７年（1854）

に 16、慶応元年（1865）に 17 の座本が確認できる（三原町教育委員会編『伝統芸能　淡路人形浄瑠璃』参照）。

このような座本数の推移から淡路座の最盛期は 18 世紀前半の享保から元文期であると説かれることがあるが、元

文から宝暦の間に座本数が激減しているのは、おそらくは人形が一人遣いから三人遣いに移行したことによって一

座の構成員が増え、座の再編があったことによるものと思われる。幕末には明らかに座本数が減少するが、18 世

紀から 19 世紀前半にかけて少なくとも 20 程度の座本数を維持しており、一応その間、淡路座は隆盛期にあった

と捉えるのが妥当だろう。

　江戸時代、こうして多くの淡路座が地方巡業を行っていたわけだが、その興行は常に大坂浄瑠璃界と密接な関係

を築きつつ成立していた。演者の交流をもとに、淡路座は、大坂の竹本座や豊竹座で上演された新作を、時を経ず

して地方で上演していた。淡路座は基本的には人形遣いの座であるので、太夫・三味線を別に雇用することになるが、

当初からその人材の多くを大坂に求めていたようである。引田家文書の記録には、延享元年（1744）の段階で「大

坂表」での「太夫極メ」があったことが記されている。その他 18 世紀の記録は少ないが、19 世紀以降の番付等

各種記録の中には、大坂の太夫が追
おいだき

抱（特別出演）として淡路座に雇用されたり、大坂の若手の太夫が修行のため

淡路座に加入する事例が数多く見受けられる。この演者レベルの交流の面から見ても、淡路座と大坂浄瑠璃界との

関係は非常に深かったことがわかるのである。

　そして淡路座と大坂浄瑠璃界の繋がりは、単に個人レベルの契約のみによるものではなく、組織的なものだった

ことも注目される。島内の座本は「淡路座本中」という仲間組織を作っていたが、その発生は少なくとも元文期ま

で遡る。そしてこの座本仲間が大坂浄瑠璃界と常に接触し、演者の雇用に際しては、大坂の側から斡旋を受けていた。

その大坂側の窓口は、19 世紀には因
ちなみこう

講（太夫・三味線の同業者組織）であったことが判明している。18 世紀の状

況は、現在のところ記録が見いだせないのでわからないが、同様に組織的な連携があったことは間違いないだろう。

　こうして大坂浄瑠璃界とも関係が深く、人形浄瑠璃史の中で重要な役割を果たしてきたと考えられる淡路座であ

るが、これまでその活動は、さほど注目されてはこなかった。これまでに公刊された人形浄瑠璃史関係の研究書で、

淡路座について特に立項しているものはほとんどないと言ってよい。その理由としてはおそらく、一つには残存資

料が少なく淡路座の活動の詳細がよくつかめないこと、二つには淡路座がほとんど独自の作品を生み出さなかった

ことが挙げられるだろう。

　しかし、一つ目に関しては、近年、かなりまとまった数の淡路座旧蔵浄瑠璃本や、上記引田家文書が公共機関（い
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ずれも南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館）に寄託されるなど、資料の公開・整理が進み、淡路座について研究する

基盤が整いつつある。また二つ目に関しても、そうした新出資料に関する調査・研究の成果として、新たに淡路座

独自の創作があったことが明らかになってきている。これまで淡路座研究を阻んでいた要素が、部分的にではある

が、取り払われつつあるわけである。

　本稿では、近世後期淡路座の活動について、大坂初演作品『生
しょううつしあさがおばなし

写朝顔話』の淡路座における増補上演事例を取

り上げ、その一端を明らかにしたい。

二 浄瑠璃『生写朝顔話』について

　『生写朝顔話』は天保３年（1832）正月２日より、大坂の稲荷境内芝居（いわゆる文楽の芝居）で初演された。

その成立までの過程を略述すると次の通りである

　まず、浄瑠璃作者としても知られる司
し ば し そ う

馬芝叟が、寛政末のころ「蕣
あさがお

」という長
ながばなし

話（人情話）を作った（現存せず）。

これを原拠に近
ちかまつとくそう

松徳叟が歌舞伎脚本を書いたが、上演に至らぬうち、文化７年（1810）に徳叟は没する。翌文化

８年、雨
うこうえんりゅうろう

香園柳浪（馬
うまたりゅうろう

田柳浪）作の読本『朝顔日記』が刊行された。この作品は扉見返しに「芝叟遺話」とあって、

明らかに長話「蕣」をもとにしたものである。儒者の熊沢蕃山を主人公のモデルとするが、全体に中国戯曲『桃花

扇』『琵琶記』などの影響を受けた内容で、また文章には白話語彙などもちりばめられており、中国文学の影響が

色濃い作品である（徳田 1987・内山 2003・川 2003）。この読本の流行に刺激され、文化 11 年には徳叟の遺稿

を奈
な が わ は る す け

河晴助が加筆した歌舞伎『けいせい筑
つくしのつまごと

紫斤』が上演される。そしてこの歌舞伎が大当たりとなって上演が繰

り返された後、読本や歌舞伎の影響を受けつつ、この題材が初めて浄瑠璃化されて成立するのが『生写朝顔話』で

ある。

　本作の作者は初演興行番付に「添削耶麻田加々子」とあるように、読本・浄瑠璃作者の山
や ま だ の か か し

田案山子である。案山

子にとって本作が浄瑠璃の初作であった。以下、参考に初演番付記載の内容を書き抜くと、外題は「生写朝顔話」、

段数に関して外題の下に「読本十二冊」とあり、段名は順に「大内館」「松原」「宇治川」「茶店」「岡崎」「明石船

別れ」「弓之助やしき」「大磯揚屋」「小瀬川」「摩耶ヶ嶽」「浜松」「島田宿や」「駒沢閑居」「山岡屋鋪」「多々羅浜」

となっている。

　新作浄瑠璃は初演後直ちに全段を収録した正
しょうほん

本（初演の太夫が署名し、素性正しきものとして刊行される浄瑠璃

本）が出版されるのが通例であるが、本作は天保３年に初演されて後、長くその正本が刊行されることがなかった。

『増補生写朝陣話』が本作の正本として刊行されるのは、初演から 18 年後の嘉永３年（1850）のことである。な

ぜそうなったのかについてはこの浄瑠璃本の跋文に校補者「翠松園主人」による説明がある。内容を要約すると以

下の通りである。

『生写朝顔日記』という浄瑠璃は、かつて故人山田案山子が、竹
し げ た ゆ う

本重太夫のために書いた作品であるが、未だ

完成するに至らず亡くなってしまった。故人重太夫の子息鶴沢才二・同儀左衛門らは、この浄瑠璃が未完で

あるのを惜しみ、私にしきりに増補を求めたので、断りがたく、私が増補潤色して二人はこれに節付を加え、

かつ外題の文字が六つになることは芝居内の忌み事であるので、改めて「増補」の二字を加え、『生写朝陣話』

と題する次第である。

　この跋文によると、本作は天保３年の初演の段階では未完であったことがわかる。上記初演番付では、全段の段

名が揃っているのだが、おそらく実際には上演されなかった段（「駒沢閑居」「山岡屋鋪」「多々羅浜」）があり、初

演時も、有名な宿屋の段までで終わっていたらしい（神津 2003）。宿屋までだと全部で十二段ということになり、

これは番付記載の「読本十二冊」とも照応する。初演以降正本の刊行まで本作の上演は繰り返されるが、そのほと

んどが十二段での上演であることもこれを裏付ける。この未完の作品の増補完成版が『増補生写朝陣話』（本稿末

尾に付録として全段の梗概を記すので参照されたい）なのである。

三 淡路座による『生写朝顔話』の増補

　ところが『増補生写朝陣話』以前、淡路座が宿屋以降の段も含む『生写朝顔日記』を上演していた記録が残って
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いる。既に『義太夫年表近世篇』に弘化４年（推定）紀州における中村久太夫座の番付が収録されており、その年

代推定の妥当性も再確認されていたが（飯島 2003）、それに加えて、新出の徳島県立文書館寄託酒井家文書所収

の記録によってそれを裏付けることができる。同文書には、酒井家６代当主の堺屋弥蔵（文化５～明治 25）が記

した番付体裁の興行記録が多数残されているが、その中に弘化２年（1845）吉田伝次郎座「生写蕣日記　五段続」、

弘化３年（1846）中村久太夫座「生写朝顔日記」の上演記録が残され、いずれも宿屋の段のあとに五段目として「道

行」「駒沢館」が上演されている。そしてこれは『増補生写朝陣話』で増補された五段目の場割り（「帰り咲吾妻の

道草（道行）」「駒沢屋鋪」）とも一致し、同内容のものであったと推定されるのである。

　ということは正本の増補段は、実は淡路座の増補部分を流用して成ったものである可能性が高いことになる。弘

化期の淡路座上演台本は残らないので、そのことを直接証明することはできないが、現在残る明治期頃の淡路座旧

蔵浄瑠璃本と正本の文章を比較して検討した結果、そうであることを示唆するいくつかの根拠を見出すことができ

た。以下それらを列挙することにより、正本の増補部分は淡路座の増補詞章を流用・補訂して成ったということを、

結論として示したい。

①増補の不十分さ

  正本の増補は、上記跋文のような経緯でなされたにしては内容的に不十分で、最後の段「駒沢上屋鋪」では、本

作の骨格になる御家騒動での謀反の首謀格が登場せず、冒頭で盗まれた御家の重宝も戻らず、完全な大団円になっ

ていない。淡路座で即席に仕立てられた可能性が高いと考えられる。

②正本跋文に見られる齟齬

  跋文に本作の外題を「生写朝顔日記」とするが、初演から正本刊行まで多くは「生写朝顔話」の外題で上演され

てきた。「生写朝顔日記」とするのは淡路座での上演で、校補者は淡路座の上演を念頭においた結果、このような

誤りをおかした可能性が高い。

③正本道行の詞章に見られる齟齬

  正本には「死る所を助りて二度東の我夫に逢へばどふしてかふして」という詞章がある。ヒロイン深雪はここで

西（大坂にある駒沢屋敷）へ向かっているので、「東の我夫」というのは不審である。淡路座の道行は、正本とほ

とんど詞章が同じで、方向のみ逆の東へ向かう旅となっているので、その詞章を安易に流用した結果と考えられる。

④正本「駒沢上屋鋪」の不審

  上屋敷というと、大名や旗本の屋敷を指すから、その場所は本国や江戸であるのが普通である。正本「駒沢上屋鋪」

で一儒学師範の駒沢家の屋敷が大坂にあるのは不審である。淡路座の増補では、東海道を東へ向かう道行の末に鎌

倉（江戸）の駒沢屋敷に着くことになっており、その点納得できる。但し島田宿から大井川へは西方向で、道行の

向きとしては正本の方が正しい。従って、この大坂上屋敷は、正本が淡路座の道行の向きだけ修正したことによっ

て生まれた場面と考えられる。

（以上は、久堀 2006 に詳述）

　これらに加え、次に『生写朝顔話』道行詞章の成立に関して検討し、正本の詞章流用説を補強してみたい。まず

次に浄瑠璃『鎌倉三代記』（天明元年 1781 初演）の「道行竊
しのび

の陣吉
よ ば な

花」と、淡路座の『生写朝顔日記』道行（吉

田伝次郎座「道行の段」、淡路人形浄瑠璃資料館所蔵）、正本『増補生写朝陣話』道行「帰り咲吾妻の道草」から、

詞章が対応する部分を抄出して掲げる（対応部分を丸囲み数字で表す）。

『鎌倉三代記』道行

①咲た桜になぜ駒繋駒がいさめば花がちる。ヤレモサウヤヽレヤレサテナ駒がいさめば花が散……又鎌倉を

②たつか弓。引もちぎらぬ。海道の人目を。忍ぶ思ひ付。……なまめく妻が③口紅の。朱を奪ふや藤沢も

……④大磯。小いそがしけな取なりも……⑤一ツ枕に寄添ふて。縺合たる藤枝の。……⑥跡に。見付や浜松

こへて。……⑦諷ふ声々休らはで。……

    

淡路座『生写朝顔日記』道行
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①咲た桜になぜ駒つなぐ駒が勇めば花が散るソレ／＼ヱヽそふじやいなア其駒沢を恋慕ひ……②わげも嶋田

を立か弓引もちぎらぬ海道を誰も人目大井川⑥跡に見付や浜松の浮艱難も④大磯と小磯かしげにちよこ／＼

と歩も風情も③紅のあけをうぼふや藤沢の其沢の字も我夫に由縁の声もなつかしく暫し彳みやすらひてヲヽ

ほんに……心ロは⑤ちゞにもつれ合しめてからんだ藤枝と離レぬ二人が妹背中早ふまり子を産落しねんねど

や／＼……⑦うとふ声々身の上にひつしと思ひ伊豆駿河冨士の煙も雲に消行衛見付や品川をたとりて急ぐ道

野辺に咲乱たる朝陣にむれ飛蝶の面白く勇んで歩ム主／＼が鎌倉さして

    

正本『増補生写朝陣話』道行

①咲た桜になぜ駒つなく。駒がいさめば花がちる／＼其駒沢を。恋したふ。……②髪も嶋田と立か弓。引も

契らぬ海道に誰も。人目を大井川。⑥跡に見付や浜松の。憂艱難に引かへて昔語とあらひかへ白すかかけて

二川や。④かいしよらしげにちょこ／＼／＼とあゆみし。姿も吉田御ゆ赤坂宿を打過て藤川縄手に。休らい

けり。ヲヽほんに……心は⑤ちゞめもつれ合。しめてからんた松の蔦其みどり子を。うみ落しねん／＼ころゝ

んや……⑦諷ふ声／＼身の上に。ひつしと思ひ石部川。花香もこもる梅の木をたとりて急く道のへに咲乱れ

たる朝陣に。むれ飛ふ蝶のおもしろく。うかれ／＼て主従か浪花路さして急ぎ行

　これらを比較すると、『鎌倉三代記』道行が『生写朝顔話』道行に影響を与えていることは一目瞭然である。そ

して淡路座の道行と正本の道行を比べると、前者の方が『鎌倉三代記』道行に近いことがわかる。上記対応箇所の

うち、①②⑥⑦は両者あまり変わりなく、どちらが直接『鎌倉三代記』の影響を受けたのかわからないが、④⑤は

淡路座の道行の方が『鎌倉三代記』道行に近く、③は淡路座の道行だけにしか対応箇所がない。これによって、『鎌

倉三代記』道行→淡路座『生写朝顔日記』道行→正本『増補生写朝陣話』道行の順に成立したと推定することがで

きる。正本が先行したとすれば、淡路座の道行は、正本を踏まえ、更に正本が典拠とする『鎌倉三代記』に再度立

ち返って詞章を流用し、その結果成立したということになるが、そう考えるのはかなり不自然だろう。

　以上五つの根拠から、『生写朝顔話』の増補は、正本より淡路座が先行し、しかも正本増補部分は、おそらく淡

路座における増補詞章をほとんどそのまま流用して成ったと結論付けることができる。すなわち淡路座の創作物が、

大坂に逆輸入されたのである。従来淡路座は、専ら大坂浄瑠璃界から作品の供給を受け、それをそのまま地方で上

演してきた団体であると受けとめられがちであったと思われるが、このように作品面で逆に大坂浄瑠璃界に直接の

影響を与えた事例もあることは、看過できないだろう。

四 おわりに（19 世紀の淡路座と大坂浄瑠璃界）

　『生写朝顔話』の事例により、天保から弘化期、淡路座が独自に作品の増補を行っていたことが明らかになった。

天保以降と言うと、人形浄瑠璃の古典化が進み、大坂でもほとんど新作が上演されなくなっていた時代である。こ

の頃も、人形浄瑠璃興行は、ある演目を大序から通して上演する「建て」の形式が普通であったが、再演作品の通

し上演に当たっては、五段目や、多段形式作品の末尾の段が省略されることがしばしばあった。新作でありながら

最終段を欠いた形で上演された『生写朝顔話』も、当時のそうした上演傾向を反映したものと考えることができる。

　ところが淡路座は、この未完の作品に独自に結末を書き加えた。大阪では未完の『生写朝顔話』が、結末のない

ままに上演が繰り返されたわけだが、淡路座は大坂とは異なる選択をしたということになる。

　思うに、その背景には、都市と地方における人形浄瑠璃という芸能への受けとめ方の違いがあったのではないだ

ろうか。淡路座ではちょうどこの時期、『敵討肥後駒下駄』や『二名島女天神記』など、大坂で初演されたもので

はない、独自に創作した作品も生み出している。また、大坂初演作品の改作であるが、今日淡路座の代表作となっ

ている『賤ヶ嶽七本槍』も、やはりこの時期に成立した作品と推定することができる。こうして特に 19 世紀に入り、

淡路座の創作活動が活発化したのは、おそらく人形浄瑠璃という芸能に対し、淡路座（及び地方における淡路座の

興行の観客）が、大坂の浄瑠璃界（及び都市の観客）とは異なる感覚を持っており、端的に言えば、地方では人形

浄瑠璃が未だ都市ほどには古典化していなかった（古いものと認識されていなかった）からだと思われる。だから

こそ、専門作者がいない環境にもかかわらず、こうして淡路座において、独自の新作が生まれてきたのだろう。
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　このような状況を見ると、人形浄瑠璃の歴史は、都市の中で完結した形で成立しているのではないことがわかる。

都市と地方を繋ぐ形で活動した淡路座のような存在も絡みながら、もっと重層的に歴史の流れが作られているので

ある。従って、特に近世後期の人形浄瑠璃史について考えるとき、淡路座の活動を視野に入れることは極めて重要

である。本稿では『生写朝顔話』を取り上げ、近世後期の大坂浄瑠璃界と淡路座の関係について、一事例を示した

に留まるが、今後更にこの時代の両者の関係について、総合的に把握していきたいと考えている。

参考文献

徳田武「『朝顔日記』と『桃花扇』『通俗金翹伝』」『日本近世小説と中国小説』青裳堂書店、1987 年５月。

内山美樹子「中国戯曲から「生写朝顔話」への流れと周縁」『「朝顔日記」の演劇史的研究―「桃花扇」から「生写

朝顔話」まで―』朝顔日記の会、2003 年１月。

川浩二「『朝顔日記』と『桃花扇』」同上。

神津武男「浄瑠璃本「増補生写朝陣話』の成立とその時代―山田案山子と近松狂言堂、文楽翁の浄瑠璃制作―」同上。

飯島満「人形浄瑠璃「生写朝顔話」上演史」同上。

久堀裕朗「近世後期淡路座の人形浄瑠璃―『敵討肥後駒下駄』の成立―」『説話論集　第十五集』清文堂出版、

2006 年１月。

○付録　『増補生写朝陣話』梗概

初段

（大内館の段）

　鎮西探題、大内義興は鎌倉に在番しているが、遊所通いの放埒な生活を送り、本国から来る諌言の使者も手討ち

にする始末である。そんな折、本国の大内館に禁廷の詔使として玉橋の局が、中宮の病気治癒のため、大内家に伝

わる薬王樹を借り受けにくる。留守を預かる後室園生の方に対し、家中の儒学師範駒沢了庵は、大事の宝ゆえ鎌倉

に勅使を遣わした上でと忠言するが、国家老の山岡玄蕃は了庵をなじり、早急の用に猶予はならないと説く。園生

の方は勅命には逆らえぬと薬王樹を差し出すことに決め、またその場で了庵に、気掛かりになっている息子義興の

放蕩に対する諌言をたのむ。了庵は勘当した息子祥一郎に代わり、甥の宮城阿曾次郎に家督を譲り、鎌倉への諌言

に向かわせたい由を願い、許される。園生の方は宝蔵から薬王樹を取り出すが、悪心を持つ玄蕃はその機に乗じて

赤星運八を使い霊符の尊像を盗ませる。玉橋の局は薬王樹を受け取り館を去る。

（松原の段）　

　周防の国、多々羅浜の松原。駒沢了庵の一子祥一郎は落ちぶれて非人となり、浅ましい身の上を嘆いている。そ

こへ乗物が通りかかり、その場で怪しい覆面の男と出くわすと、中よりは白髪の老女が降り、二人は話をはじめる。

その話をうかがっていた祥一郎は、老女が大友家再興を願い大内滅亡を企んで玉橋の局になりすまし、重宝薬王樹

を騙りとったことを知る。老女が摩耶が嶽の住家へ向かうと聞き、祥一郎も後を追って行く。

（宇治の段）

　京都で儒学修行中の宮城阿曾次郎は、僧月心に誘われ宇治川へ蛍狩りに来ている。月心の所望によって和歌を詠

むが、短冊が風に飛ばされ川辺の御座船に落ちる。その船に乗っていたのは、芸州岸戸家の家老秋月弓之助の息女

深雪。乳母浅香が障子をあけ、舷に落ちている短冊を取り深雪に渡すと、その時、船と陸とで深雪と阿曾次郎は顔

を合わせる。そこに酒に酔った二人の浪人が通りかかり、深雪の船に絡みはじめる。見かねた阿曾次郎が浪人を追

い払い、それが縁で二人は知り合う。深雪が金地に朝顔を描いてある扇に一筆書いて欲しいと乞うと、阿曾次郎は

朝顔の歌を書きつける。折しも、奴鹿内が駒沢了庵からの書状を持ってその場に駆けつける。状を開くと、家督を

継ぎ、殿への諌言のため鎌倉へ下れとのことである。阿曾次郎は後日深雪の宅を尋ねることを約束して別れる。

（真葛が原の段）

　真葛が原にある茶店で、立花桂庵という医者が人を待っている。待ち人は萩の祐仙という医者。桂庵は秋月家に

出入りする身であることを利用し、深雪に惚れこんでいる祐仙に仲人をする約束をしている。しかし秋月家には、
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僧月心が宮城阿曾次郎という男を仲人しようと申し入れたとのこと。秋月家より阿曾次郎の身元調べを頼まれた桂

庵は、いっそのこと祐仙を阿曾次郎に仕立てようと考えている。そこへ祐仙が現れ、仲人の報酬として桂庵に三十

両を渡す。桂庵は祐仙に、偽の宮城阿曾次郎として祐仙を秋月家に紹介する計画を話し、総髪の祐仙を厚鬢にかえ

させるため、髪結床へ送りだす。更に金をせしめたい桂庵は、祐仙のいない間に茶店の下女お由と示し合わせ、鍋

の炭こげを惚れ薬いもりの黒焼きに仕立てる。戻ってきた祐仙は騙されて、単なる炭を十五両で買い取る。

（岡崎の段）

　聖護院の町はずれにある秋月弓之助の住居。弓之助は岸戸家譜代の家臣であったが、主君が側室お蘭の方を寵愛

し、その弟蘆柄伝蔵という卑しい男を取り立てて、あまっさえお蘭の薦めにより深雪を伝蔵にめあわせよとの仰せ

を下すに至って、仕えを辞して浪人の身分になっている。その住居に立花桂庵が、阿曾次郎と偽り祐仙を伴って訪

れる。弓之助とその妻操は二人を迎えるが、祐仙の不格好な容姿と滑稽な話し様に忽ちそれと見抜き、奴関助に言

いつけ外へ追い出させる。阿曾次郎が来ると聞いて喜んでいた深雪は悲しみに打ち沈む。そんな折、国元から使者

が来て、蘆柄伝蔵の悪政に百姓が一揆を起こしたこと、そして主君も後悔し騒動をおさめるため弓之助を呼び戻し

たいと願っていることを述べる。書状を見て、確かに主君の自筆と確かめた弓之助は、直ちに屋敷を引き払う用意

をさせる。そこに様子を知らぬ本物の阿曾次郎が訪ねてきて外より案内を乞うが、祐仙と間違われて追い返される。

不審ながら仕方なく阿曾次郎は帰って行く。

二段目

（明石船別れの段）

　月が美しく波を照らし出す明石の浦の港で、鎌倉に向かう阿曾次郎と、弓之助の帰国で芸州に向かう深雪は、互

いの船から相手を見つける。深雪はあまりのうれしさに我を忘れて阿曾次郎の船に乗り移る。どこへでも連れていっ

て欲しいと言う深雪に対し、武士が立たないから一旦は時節を待つようにと言い聞かせた阿曾次郎であるが、深雪

のあまりの情熱に折れて、書置を残した上で連れていくことにする。ところが深雪が書置をしに自分の船に戻った

間に、嵐の訪れを避けるため阿曾次郎の乗る船が急に出港してしまう。深雪の船にむかって、阿曾次郎は持ってい

た扇を投げ入れる。

（弓之助家鋪の段）

　帰国して見事に国の乱れを静め、再び主君に重用されている秋月弓之助の屋敷。弓之助の留守中に蘆柄伝蔵がやっ

てきて、出迎えた弓之助の妻操に、深雪との縁談の返答を迫る。娘は病のため本復の上でと巧みに言い抜けようと

する操に対し、伝蔵は居丈高になって奥へ踏み込もうとする。しかし操が長刀を取って脅すと、伝蔵は仰天して逃

げ帰る。しばらくして弓之助が帰宅する。弓之助は操に、主君の仲人で大内家の家臣駒沢次郎左衛門という武士を

深雪の婿に迎えることになったと述べる。その話を操から聞かされた深雪は、次郎左衛門が阿曾次郎のことだとは

知らず、貞女の道を貫かんがために身を投げるとの書置を残し屋敷を飛び出す。

（大磯揚屋の段）

　鎌倉に近い大磯遊郭にある松葉屋という揚屋で、大内義興は玄蕃の手下の奸臣岩代多喜太を伴い遊蕩に耽ってい

る。そこに駒沢次郎左衛門が訪れ、義興に目見えを願う。義興らの案に相違して、次郎左衛門は諫言するどころか、

見事に酒の相手をつとめ、舞まで披露する。義興が奥に入った後、残ったのは義興が寵愛する傾城瀬川。以前より

次郎左衛門は、女郎衆への詩文指南にことよせ、忍んでこの遊郭へ通っていたので、既に瀬川とも顔見知りである。

次郎左衛門は玄宗皇帝と楊貴妃のたとえや古歌を引き、瀬川に恋をしかける。がその実は、命を所望との謎かけで

あった。瀬川もそれを察し、次郎左衛門と不義をなすと見せ、自ら義興の手打ちにかかる。不義ではなく、自らを

諫めるための行為と知った義興は、改心して帰国することにする。

三段目

（小瀬川の段）

　屋敷を出た深雪は未来で阿曾次郎と結ばれることを願い、小瀬川付近の柳に帯をかけて死のうとしている。通り

かかった老女がそれを止め、慕う恋人がいるなら探してやろうと言う。そこに深雪を追っていた悪者二人が来て、

深雪を連れてゆこうとする。老女は彼らに十両与えて去らせる。秋月家の奴関助が深雪をたずね求めてやってくる
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が、一足違いに深雪は老女に誘われて小瀬川の船に乗ってしまう。

（摩耶が嶽の段）

　摩耶が嶽にある老女荒妙の住家。娘千里は知らぬが、荒妙は実は盗賊の頭で、助けた深雪を女郎として売ってし

まっている。奴の関助がこの家をたずねるが、知らぬと言って去らせ、手下を殺しに向かわせる。そこに山岡玄蕃

と心を合わせ謀反を企てている蘆柄伝蔵が訪ねてきて、駒沢次郎左衛門という邪魔者がいるので、薬王樹を奪いか

えされぬよう注意せよと言う。

　多々羅浜の松原から老女を追ってきた祥一郎は、浮洲の仁三郎と名乗り、盗賊の一味として荒妙の家に入りこん

でいる。仁三郎は自分を慕っている千里に、荒妙が大事にしている女の病を治す守り、すなわち薬王樹を見せて欲

しいとたのむ。二人が奥に入っている内に、人買いの輪抜吉兵衛に連れられて深雪が戻ってくる。深雪が少しも言

うことをきかぬので戻しに来たと吉兵衛から聞き、荒妙は深雪を焼鉄箸で折檻する。そこに手下が、大名の金飛脚

を襲う加勢を求めて帰ってきたので、荒妙は急いで出てゆく。荒妙が留守の間に、仁三郎は薬王樹を用いて気絶し

ている深雪を助け、秋月弓之助の娘と知り逃してやる。荒妙が戻るが、すべてを知った千里は懐剣を咽に突き立て

る。仁三郎が大内方の駒沢了庵の子であると知った荒妙も、もはやこれまでと、自分は以前大友宗鎮に仕えていた

身であること、そして娘千里は実は宗鎮の忘れ形身菊姫であることを打ち明け、自害する。そこに追っ手の手下を

片づけた関助がもどってきたので、仁三郎こと駒沢三郎春次は、深雪は都へ向けて落としたと告げる。蘆柄伝蔵が

すべてを見あらわし、山岡玄蕃のもとへ注進に向おうとするが、関助がこれを討つ。

四段目

（浜松の段）

　深雪は数々の憂さが重なって目を泣きつぶし、盲目の乞食に身を落としている。阿曾次郎に扇子に書いてもらっ

た朝顔の歌をうたって袖乞をしているので、朝顔と呼ばれているが、里の子にも乞食よといじめられる有様である。

深雪を探していた乳人浅香が来て朝顔に出会うが、あまりの変わり様に深雪とは思えないほどである。深雪は話す

うちに浅香であることを知るが、落ちぶれた身の面目なさに自分から名乗らないでいる。別れた後、朝顔が浅香に

詫びる独り言をいっていると、浅香が木陰から現れる。浅香は深雪が自分からは身の上を明かさないと思い、そっ

と様子を見ていたのであった。そこへ以前荒妙から深雪を買ったことのある人買いの輪抜吉兵衛が通りかかり、深

雪を捕らえようとする。浅香と斬り合いになり、吉兵衛は討ちとられるが、浅香も深手を負う。二人は小夜の中山

の辺りに住む浅香の親、古部三郎兵衛のもとへ向かう。

（宿屋の段）

　東海道島田の宿、戎屋徳右衛門方の旅宿。駒沢次郎左衛門と山岡玄蕃の手下の岩代多喜太は、義興帰国の先触れ

として、西国に向かう途次ここに滞在している。萩の祐仙は岩代に加担し、茶にまぜて痺れ薬を次郎左衛門に飲ま

せようと、湯の中に薬をしこんでおく。それを見ていた宿の主人徳右衛門は、密かに湯を取り替え、そこに笑い薬

を入れる。岩代のすすめで次郎左衛門は萩の祐仙のたてる茶を飲むことになるが、徳右衛門の提案で祐仙が毒味す

ることになる。祐仙は解毒薬を飲み安心して茶を飲み干すが、笑い薬の効き目で笑いが止まらなくなる。

　次郎左衛門は宿屋の張りまぜ屏風に、深雪に与えた朝顔の歌があるのを見つけ、主人にその由来を訪ねる。主人

の話によると、この朝顔の歌の主は、もと中国辺りの歴々の娘だが、たずねる人があって家出し流浪する内に目を

泣きつぶして、街道でこの朝顔の歌を歌って袖乞をするようになった朝顔と呼ばれる女だということである。気が

かりな次郎左衛門が座敷に朝顔を呼び寄せると、やはりそれは深雪であった。しかし岩代の前であり、名乗ること

ができない。朝顔が歌をうたい、岩代の望みで身の上話をしてから帰った後、次郎左衛門は再度主人に言って朝顔

を呼び戻そうとする。しかし清水に向かったので、その夜の内には呼び戻せないとのこと。明朝七つに出立するので、

もはや会えないと思い、次郎左衛門は朝顔への謝礼と言って、主人に金と扇、そして甲子の年に生まれた男の生血

を以て服せばたちまち眼病が平癒するという秘法の眼薬を託して去る。座敷を終えて徳右衛門の宿にもどった朝顔

は、次郎左衛門が残していった扇に宮城阿曾次郎と書いてあるのを知り、嵐の中を追いかけてゆく。しかし大井川

は水かさが増し、川止めになっていて渡れない。よくよく運が悪いとあきらめた朝顔は川に身を投げようとするが、

そこに駆けつけた関助と徳右衛門に止められる。関助と朝顔の会話で、朝顔が秋月弓之助の娘であること、そして

乳母の浅香がここに来る途中で死んでしまったことを知った徳右衛門は、自らが浅香の父、古部三郎兵衛であると
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名乗り、深雪への土産と言って腹を切る。三郎兵衛は甲子の年の生まれであり、その血で深雪が次郎左衛門の残し

ていった眼薬を飲むと、深雪の両眼が開く。

五段目

（帰り咲吾妻の路草）

　深雪と供の関助は次郎左衛門を追い、島田の宿から東海道を西に向かって旅をする。

（駒沢上屋鋪の段）

　大坂にある駒沢の上屋敷に帰国途中の大内義興が立ち寄り、次郎左衛門と岩代多喜太が迎える。そこに深雪も追

いつき、次郎左衛門と再会する。義興の許しを得て、改めて二人は夫婦となることになり、祝言の用意が進められ

る。そこへ駒沢了庵の実子三郎春次が現れ、山岡玄蕃から岩代への内通の書状を証拠に、奸臣らの悪事を暴く。破

れかぶれになって斬りかかる岩代を関助が討ち果たし、その功により関助は侍にとりたてられる。春次も駒沢了助

と名を改め、大内家に再び仕えることになる。
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