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記録

杵屋巳太郎師にきく
─黒御簾音楽とその担い手─

土田　牧子、前島　美保、竹内　有一

第35回公開講座「黒御簾音楽を探る―芸談と資料研究―」

日　時：平成 25 年（2013）2 月 3 日（日曜日）午後 2時より

場　所：京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター

ゲスト：八代目 杵屋 巳太郎（尾上菊五郎劇団音楽部 立三味線）

聞き手：土田 牧子（東京藝術大学非常勤講師）

　　　　前島 美保（京都市立芸術大学非常勤講師）

司　会：竹内 有一（京都市立芸術大学准教授）

◆八代目の名跡を継ぐ

竹内　本日のゲストでいらっしゃいます、杵
きねや

屋巳
み た ろ う

太郎さんをご紹介いたします。巳太郎さんは、つい 2ヶ月前、平

成 24 年（2012）12 月に前名の二代目巳
み

吉
きち

を改め、八代目巳太郎という大きな名前を襲名されたばかりです。こ

のたびは、おめでとうございます。

巳太郎　ありがとうございます。

竹内　歌舞伎・長唄など伝統芸能の世界では、このように名前を受け継いでいくことが、芸の伝承のひとつの形

ともいえます。いろいろと決まり事に縛られることの多い業界ですので、襲名に際しては何かとたいへんだっ

たと思います。名前が変わったことで、何か変化したようなことはございますか。

巳太郎　心構えということではまったく変わりはありませんが、杵屋巳太郎という名跡は 260 年間続いてきたも

のですし（1）、皆さんよくご存知の『身替座禅』、『棒しばり』、『太刀盗人』などの舞踊曲、『白浪五人男』の稲瀬

川の出の唄などを作曲したのが五代目巳太郎（2）でして、そうした由緒ある名前を継がせていただいたというこ

とで、気持ちも新たに、また責任も少し重くなりましたので、ますます精進していきたいと思っております。

竹内　プロフィールの詳細は、配布資料（『平成 24 年版 歌舞伎に携わる演奏家名鑑』伝統歌舞伎保存会、平成 24

年）をご覧ください。巳太郎さんは、観客の目に触れる出囃子の舞台はもとより、舞台の進行を陰でサポート

する黒
く ろ み す

御簾音楽（下
げ ざ

座音楽、陰囃子）の演奏、そしてそれを監修するお仕事、すなわち、あとで説明と考察を

いたします「付
つけ し

師」「舞台師」と呼ばれる貴重な役割を担当されています。昭和 58 年（1983）に七代目杵屋巳

太郎師（現 杵屋淨
じょう

貢
ぐ

、人間国宝）に入門され、やはり歌舞伎の三味線を支えられた五代目松島寿三郎師（故

人、人間国宝）や、稀曲保存と復曲の第一人者である稀
き ね や

音家義丸師にも教えを受けるなど、多くの先輩方の芸

を継承しておられます。現在、常に歌舞伎の興行に関わられているということで、ともかくお忙しい。東京の

歌舞伎座では歌舞伎が休演になる月はありません。朝 10 時頃から夜 9時過ぎまで、本番が毎月 25 日間、その
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前に稽古が 3～ 4日ありますから、役者さんと同様、休日がほとんどありません。そんなご多忙な毎日にもか

かわらず、歌舞伎以外での演奏のお仕事、本日のような啓蒙や研究に関わる活動、そして国立劇場研修生など

への後進の指導にも熱心にご尽力されていらっしゃいます。

  　それでは、本日のテーマであります黒御簾音楽とその担い手、黒御簾音楽を監修するお仕事について、東京

藝術大学非常勤講師の土田牧子さん、京都市立芸術大学非常勤講師の前島美保さんとともに、杵屋巳太郎さん

にお話をうかがって参りたいと思います。

◆黒御簾音楽の現場 ―演奏上の意識と特色―

竹内　まず、黒御簾音楽の現場がどのようになっているのか、取材映像をみながらお聞きしたいと思います。映

像だけではなかなかわかりにくいところも多いので、そのあたりを巳太郎さんにお尋ねしていきます。

　【投影：舞台下手の黒御簾内部 1】

土田　はじめに黒御簾内部の環境についていくつかお伺いしたいと思います。黒御簾には御簾に近い方から三味

線方、その後ろに唄方、鳴物方という三種類の職掌の方が入っておりますけれども、それぞれ人数は何人くら

いなのでしょうか。

巳太郎　唄は 5人、三味線は 3人、鳴物は道具に応じまして多い時で 4～ 5人、笛が 1人。非常に密集していま

す。

土田　多い時で 10 人以上ということですか。

巳太郎　そうですね。それが四畳半ほどの場所に入ります。

土田　それは本当に密集した空間になりますね。巳太郎さんは舞踊演目で用いられる出囃子でも演奏していらっ

しゃいますが、黒御簾内で演奏されるときと、出囃子として演奏されるときで、演奏の仕方に違いはあるので

しょうか。

巳太郎　基本的にはございませんけれども、黒御簾というのはやはり効果音という要素が非常に強うございまし

て、例えば華やかなところは至極華やかに、不気味なところは不気味に、というように効果を重視いたします。

出囃子のほうは、あくまで三味線音楽として演奏することを意識してやっておりますね。

土田　先ほどお名前が出ました稀音家義丸先生から、「御簾内では抑揚やこぶしをあまり付けずに唄う」とお聞き

したことがございますが。

巳太郎　そのとおりです。付けずに唄います。唄の聞かせどころとなる独吟では別ですが、その他は抑揚とか技

巧的なものはあまり付けません。やはり効果音として、どちらかというとボリューム、音量のほうが大事になっ

てまいります。

土田　そう言われてみますと、客席で拝聴していて、確かにそのように感じることがあります。わかりやすいご

説明をいただきありがとうございます。

◆稽古の段取り ―幕が開くまで―

土田　引き続き、現場での様子をご説明いただきながら、黒御簾音楽を細かく検証して参ります。参考資料とし

て、昭和末期の歌舞伎公演（世話物）の舞台本番とお稽古の様子が伺い知れる映像を断片的にご覧いただきま

す。

　【投影：舞台下手の黒御簾内部 2】

土田　この映像の中で三味線の方が膝に乗せていらっしゃる帳面、これが付帳ですね。
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巳太郎　これが付帳です。各自作成するものでして、黒

御簾音楽の曲名、演奏のきっかけが全部書いてありま

す。

　【投影：公演数日前の稽古場 1】

土田　ここからはお稽古風景になりますので、お稽古の

ことについてお伺いしたいと思います。歌舞伎の稽古

というのは、初めに出演者が顔を揃える「顔寄せ」と

いうのがございまして、そのあと音楽をつけて稽古を

する「付
つけ

立
たて

」、そして全体を通す「惣ざらい」、そして

舞台で初日通りに演じる「舞台稽古」となるかと思い

ますが、それでよろしいでしょうか。

巳太郎　原則としては間違っておりません。ただ、作品

によっては「顔寄せ」の前に「立ち稽古」というもの

が入ります。

土田　「立ち稽古」では音楽の方は。

巳太郎　責任者だけです。

土田　この映像のお稽古はそのどれにあたるのでしょ

うか。

巳太郎　これは「付立」か「惣ざらい」ですね。

　【投影：公演数日前の稽古場 2】

土田　（映像）こちらが当時、付師を務められていた松島寿三郎さんで、巳太郎さんも師事を受けた方です。いま

寿三郎さんと監修の中村歌右衛門さんが相談しながら音楽演出を作っていく様子をご覧いただきましたけれど

も、これは現在でも同じ形ですか。

巳太郎　今もこのスタイルと全く同じです。坂東玉三郎さんも尾上菊五郎さんも、この映像と全く同じようにし

ていらっしゃいます。

土田　いまこの映像ではどのようなことが相談されていたのか、説明していただけますか。

巳太郎　今のところは、寿三郎師匠がこれまでと少し形を変えて演奏されたところ、大成駒屋（六代目中村歌右

衛門）さんから前回どおりに合方を弾き続けてくださいというご指示があった、というところですね。

◆付師と舞台師、付帳とは何か

土田　付師の方たちは、こういった「付立」なり「惣ざらい」なりの間に、台本（台帳）やメモに決まったこと

を書き込み、決定後に付帳を作成するということでしょうか。

巳太郎　そうです。

土田　正式な付帳を作成する時期はいつごろなのでしょうか。

巳太郎　それは中
なか び

日過ぎとなります。公演の中日以降、すべて芝居が落ち着いてきましたら、音楽台本といわれ

る、付帳を清書します。

土田　けっこう遅いんですね。

巳太郎　遅いですよ。

土田　巳太郎さんは付師でいらっしゃると同時に、舞台師でもいらっしゃいますね。舞台師というのは、黒御簾

八代目 杵屋巳太郎 師
（尾上菊五郎劇団音楽部 立三味線）

1983 年、七代目杵屋巳太郎に入門。2012 年 12 月、杵
屋巳吉改め八代目巳太郎 を襲名。歌舞伎の公演を中心
に、出囃子と黒御簾（陰囃子）の両方で中心的演奏者
の一人として活躍している。舞台に即して黒御簾音楽
を監修する「附師」「舞台師」としても欠かせない存
在。2009 年第 29 回伝統文化ポーラ賞奨励賞を受賞。
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の中で演奏のリードをする演奏面のリーダーですが、公演によっては付師とは別の方が舞台師をされることも

あります。その場合には、付師の方はどのように舞台師の方にご自分の作られた音楽演出を渡されるのでしょ

うか。

巳太郎　お稽古中は全部付師が入りまして、付師があらゆる音楽の進行を決めます。初日の日に舞台師をはじめ

とする演奏者に渡します。あくまで音楽演出を作るのは付師。付師は作曲もしますし、音楽を補う補曲もしま

す。演奏とはまた別の役職でございます。舞台師は演奏者の中のコンダクター、付師は音楽台本の作者です。

土田　付師の方以外の演奏者の方は、付師の作った付帳をもとに自分の付帳を作るのですか。

巳太郎　各自、付師が作りました音楽台本より、手書きで書き写します。コピーは許されません。

土田　各自がそれを保存して、随時自分の勉強に使われるんですね。

巳太郎　そうです。それが私たちの財産でございます。

土田　珍しい作品や新作の場合、どのような手順で音楽演出を作られているか、教えていただけますか。

巳太郎　まず台本を読みまして、情景に音楽をつけるか、人物につけるか、それとも感情につけるかを考えます。

その中で一番重要なところをピックアップして付けてまいります。

土田　それでお稽古の時に役者さんと相談して、必要があれば修正して、ということですね。

巳太郎　そうです。それで中日過ぎになると、付帳を清書します。

土田　ありがとうございます。また少し続きをご覧いただきます。

　【投影：公演数日前の稽古場 3】

土田　このように、お稽古中は演奏の方々も各自メモを取られているんですね。

巳太郎　そうです。各自です。

　【投影：公演数日前の稽古場 4】

土田　今のところはどのようなことを相談されていたのでしょうか。

巳太郎　合方の打ち合わせですね。手がちょっと違うみたいだから演奏してみてとおっしゃって、直しているん

ですね。

土田　研究者が映像を見ただけではよくわからない、現場の裏の裏までご説明いただき、大変勉強になりました。

どうもありがとうございました。

◆上
かみがた

方の特色を探る

　【投影：公演数日前の稽古場 5】

前島　私は上方歌舞伎の音楽を中心に研究しています。この研究センターも上方・関西にありますので、上方の

お芝居、例えば『封印切』のような演目の場合についてお聞きしたいのですけれども、上方の付けというのは

江戸とはどのように違いますか。

巳太郎　江戸とは合方が全く違います。上方独自のものがございますので。

前島　具体的にはどのような違いがございますか。

巳太郎　同名異曲というものがありますね。弾いてみましょうか。例えば田舎の情景を描写しました〈麦ついて〉。

東京ですと「麦ついて　小麦ついて」【実演】（3）。関西ですと（低めの音で）「麦ついて　小麦ついて」【実演】（4）

と、ちょっとボテボテっとした感じですね。これだけでも大分違いますね。

前島　随分印象が異なります。上方ならではの音色というのは他にございますか。

巳太郎　江戸はシャッキリとした感じですね。江戸の騒ぎ唄は「送りましょうか送られましょうか」【実演】（5）と、

こういうちょっと粋な感じ。同じ騒ぎ唄でも関西は、〈宵の白鷺〉【実演】（6）のようにボテボテッとして弾く。こ
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れが関西なんですね。

前島　他に何か上方の黒御簾に関する芸談など教えていただければと思いますが。

巳太郎　わたくし今の山城屋（坂田藤十郎）さんから最初に担当しました時に教わりましたことは、それから特

に上方の作者奈河彰輔先生（7）から教わりましたことは、音色がきれいすぎないこと。それからボテボテッ。そ

れともう一つ一番大事なキーワードは、「ドカチャカしてください」ということですね。これが一番印象に残っ

ています。「ドカチャカ弾かんと、これ味が出まへんのや」と言われましてね。関西ならではの、こう何と言い

ますか、洗練され過ぎてはいけないということですね。決して「はんなり」とは仰いませんでした。

前島　人物の出入りなどでも、江戸に比べてたくさん相方が入ると思いますが。

巳太郎　人物の出入りでも全部唄入り相方が入りますよ。ですからちょっとうるさいんですね。でもそれが上方

の味だと教わりました。

前島　上方ならではの特色、その表現や味わいの傾向についてわかりやすくお話をいただき、ありがとうござい

ました。

◆付師の秘訣

土田　それでは、前半の締めくくりとして、巳太郎さんご自身が映っておられるお稽古場の映像をご覧いただき

ます。黒御簾音楽の付師としての秘訣をおうかがいできるかと思います。『籠釣瓶花街酔醒』です。

　【投影：公演数日前の稽古場 6】

  　ここで巳太郎さんが、前を覗くような、尾上菊五郎さんと尾上菊之助さんの動きを覗くようなしぐさをされ

ますけれども、これはお稽古の中で演奏のタイミングを掴むというような意味があるのでしょうか。

巳太郎　そうですね。俳優さんの動きが優先でございますので、常に俳優さんの動きをみて、キッカケとテンポ

を決めます。

土田　それをお稽古の時に体得されてしまうということですか。

巳太郎　そうです。それでないと務まりません。

土田　ここで、鳴物担当の田中伝左衛門さん（十三代目田中流家元）が巳太郎さんと何か言葉を交わされている

ようにみえますが、これはどのようなお話をされているのでしょうか。

巳太郎　これは鳴物と唄・三味線との兼ね合いの調整をしているのです。鳴物さんのほうは音楽を作る職掌を「作

調」と言いまして、付師と作調の方とで、お互いに尊重し合いながら音楽演出を作っております。

土田　歌舞伎の本公演前の稽古は僅かな日数で行われるためでしょうか、役者と黒御簾の演奏者との間で、重要

なポイントを要領よく一つ一つ確認して整理していく様子が、適度な緊張感の中に垣間見えるということがわ

かりました。ありがとうございました。お稽古の様子については以上でございます。

◆音楽演出のデモンストレーション ―『塩原多助一代記』を例に―

竹内　さて、本日のメインとなる後半に移って参ります。歌舞伎の『塩原多助一代記』（三世河竹新七作）を事例

として、音楽演出を作りあげていく手順の実際を、巳太郎さんにデモンストレーションいただくという実践的

な企画です。この演目は、つい 4ヶ月前、平成 24 年（2012）10 月国立劇場で上演されたばかりで、巳太郎さん

が付師を担当されておりまして、音楽演出の事例説明がしやすいのではと巳太郎さんから推薦をいただきまし

たので、今回はこの公演を取り上げることにした次第です。お手元の資料に、巳太郎さんが付けを書きこまれ

た台本（台帳）のコピーをお配りしてございます〔図版 1〕。
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土田　お手元の資料には、杵屋栄左衛門さんによる『歌舞伎音楽集成（江戸編）』（昭和 51 年）に掲載された「台

帳書き込みの囃子付」を載せましたが、巳太郎さんが栄左衛門さんと全く同じ方法で、劇場から配られた台帳

に付けを書きこんでいらっしゃることがわかるかと思います。

竹内　デモンストレーションをしていただく部分は、四幕目「神田佐久間町山口屋店先の場」です。登場人物と

あらすじについて少し補足しておきます。まず、「塩原多助」というタイトルの主人公は、この場面の最初には

出てきません。幕が明くと、小
こへい

平という悪人が炭屋の使用人八右衛門に化けて、店から代金をせしめようとやっ

て来ます。小平は、多助が郷里の上州にいた時分から悪いことばかりしているごろつきでした。ただ、この四

幕目では最初から悪人として出てくるのではなく、炭屋になりすました善人面で出てくるというわけです。多

助はようやく最後のほうで登場するのですが、今回の台本では、座頭（主役）の坂東三津五郎さんが小平と多

助を早替りで演じています。

  　お手元の台帳の冒頭のほうをご覧ください。「明き」、つまり幕明（幕開）であることが示してありまして、

〈一筋な唄入り〉という曲名が書き込まれています。そのあたりからご説明いただきながら、デモンストレー

ションをお願いいたします。

〔図版 1〕

八代目杵屋巳太郎師による「台本書き込みの囃子付」。同師所蔵。歌舞伎台本（刊本）の余白に、付師（巳太郎
師）によって囃子付が書き込まれた事例である。平成 24 年 10 月国立劇場上演台本『塩原多助一代記』「四幕
目 神田佐久間町山口屋店先の場」冒頭部分より抜粋。現在、歌舞伎の台本は、上演に先立って補綴されたもの
が役者・囃子方、衣装や大道具などの興行関係者用に印刷配布され、公演の準備や稽古の段階から使用される。
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巳太郎　はい。では『塩原多助一代記』の四幕目「神田佐久間町山口屋店先の場」の音楽をご紹介いたします。ま

ず、幕明は〈一筋な〉。これは江戸の町の店先、店の情景を表す音楽です。これは「稽古唄」と申しまして、近

所から長唄をお稽古している音が聞こえるという設定でございます。この「稽古唄」が聞こえると、「あ、江戸

の店先だな」と昔の人は思ったわけでございます。それでは〈一筋な〉。【実演（一筋な唄入り）】（8）。これで幕

が明きます。

  　幕が明くと、店先で人足さんたちがいろいろお話をしていますが、そこへ悪党小平の出となります。悪党な

んですが、このときはまだ炭屋の使用人に化けておりますので、悪の性根を出さずに、商店の使用人を表す、江

戸の端唄の〈本町二丁目唄入り〉で花道を出てまいります。【実演（本町二丁目唄入り）】（9）。「はい、ごめんく

ださい」となって【合方となり実演つづける（本町二丁目合方－弾流し）】、「今日はご主人様の使いで参りまし

た。」とセリフの間、これをずっと弾き流しております。そして今度は台本の 93 頁でございますね。「証文と代

金をもらって来いということで参りました」となりますと、「それはそれは」と番頭さんが印形を調べます。そ

れで「間違いございませんので」ということで、「お金を渡しましょう」「ありがとうございます」ということ

になります。その間ずっと、お金を渡すまでこの合方を弾いております。

  　そうしますと今度、この山口屋の若旦那が障子の奥から出てまいります。【実演（替った合方）】（10）。それで

「このお方は」となり、小平のことを番頭に尋ねます。小平は旦那が風邪で寝ているとか何とか言って、何とか

お金をせしめようといたします。この合方は〈替た合方〉と申しまして、江戸の町屋のセリフ地に弾く合方で

ございます。

  　そうすると、やっぱりバレちゃうわけですね。「あんた違うだろ」ということで。すると使用人に化けていた

小平は開き直るわけです。「静かにしねえかい。」と江戸弁になりまして、「うまく証文が手に入ったから仕切り

の金を騙りに来たが、山出しの多助の野郎に指差されてわやになったわ」と言いますと、【実演（玉取の合方）】（11）。

合方が入って、小平のツラネのセリフとなります。この合方は〈玉取の合方〉と申しまして、長ゼリフに弾く

合方でございます。小平はここで自分は悪党だということを認めて開き直るわけですね。

  　それから一悶着あって人足たちが小平に飛びかかろうとすると、若旦那が手荒な真似はするなと止めます。そ

こで人足たちが「でも若旦那」と言いますと、本当の使用人であります吉田屋八右衛門が出てまいります。【実

演（只合早め合方）】（12）。99 頁です。「もしもし、ここを開けてください。私は八右衛門と申す者でございます。

開けてください。開けてください。」と慌てて出てきますので、出の〈早め合方〉を演奏します。それで「私が

本当の使用人ですよ」と申し上げるわけですね。そうしますと、悪党の小平も「しょうがねえや」ということ

になりまして、旦那に「ちょっと話があるから」と言われて店の奥へ入っていきます。ここは座頭の三津五郎

さんの入りとなりますので、〈只唄〉を使いました。「どれ、参りましょうか」。【実演（只唄－松に吹き来る）】（13）。

〈只唄〉というのは、俳優さんの動きにつけて演奏するので、素で演奏するのは少し難しいのですが、このよう

な短い唄でございます。大変古い、宝暦以前に出来ていた黒御簾の唄でございます。

  　これで三津五郎さん演じる小平が奥へ入りますと、今度早替りで多助となって出てまいります。これで小平

というのは大変な悪党だという話になりますが、ここでまた〈一筋な〉の合方を使いましてセリフにかぶせて

演奏します。「まあ聞いて下せえ」。【実演（一筋な合方）】。このようにセリフに演奏をしまして、それで 104 頁、

「したが、よう帰りやしたな」というセリフで「付直し」（14）となり、もう一度同じ曲〈一筋な合方〉を演奏しま

す。それで「よかったよかった」となるわけですね。

  　それで「万事上手く収まりましたね。多助もますます一生懸命働きます」ということで幕明の〈一筋な唄入

り〉を幕切でもう一度演奏しまして、終わりということになります。
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◆音楽演出の決め手 1 ―幕明、稽古唄―

土田　どうもありがとうございました。音楽によって情景が思い浮かぶような感じがいたしました。次に、今の

音楽演出ができる前の段階と申しましょうか、いくつか曲目の選択肢があり得る中でどのような経緯で最終的

にこのような曲に決まったのかということについて、また、演奏のテンポや強弱についてお聞きしてみたいと

思います。

  　もう一度、台本の 90 頁をご覧ください。幕明〈一筋な〉のところですが、長唄の一節を取り入れて近くで長

唄のお稽古をしているという情景を表す「稽古唄」には他にもいくつかございますね。

巳太郎　はい、長唄《越後獅子》（文化 8年初演）の一節を使った〈向い小山〉（15）や〈己が姿〉（16）などが有名で

すね。【実演（向い小山、己が姿）】。

土田　ありがとうございます。これらもよく使われる曲だと思いますが、それではなくて〈一筋な〉を選ばれた

理由を教えていただけますか。

巳太郎　〈向い小山〉とか〈己が姿〉とかは、【実演（己が姿）】（弾きながら）「はい、いらっしゃいいらっしゃい」

というように、お店が開いていて、お客さんの出入りが多い場面で使うものです。ただ、この場面は台本の 90

頁にもありますように、宵の四ツ過ぎです。そうなると、もうお店は閉まっている時間です。そうすると、他

の曲を持って来なければならないということで、今回は長唄の《軒端の松》（弘化 2年初演）から取り入れた

〈一筋なあ〉を使いました。

土田　《越後獅子》の稽古唄は『白浪五人男』の「浜松屋」でも使われていますが、まさに今ご説明いただいたよ

うな、お店が開いていてお客さんの出入りがある、という場面に使われていますね。

◆音楽演出の決め手 2 ―小平の出、役者の格―

土田　では続きまして、小平の出で使っていた〈本町二丁目〉というのは、他の作品ですと例えば『め組の喧嘩』

で炊出しの喜三郎に使ったり、『お祭佐七』に使ったりしておりまして、侠客とか鳶の出入りに使われることが

多いようですけれども、その曲をここで使うというのは。

巳太郎　最初はね、夜だしこんな曲にしようと思ったんですが、【実演（更けて合方）】（17）、これだと悪人だとわ

かってしまう。これは没になりまして、やはり座頭（三津五郎さん）の出ですので、唄を付けることになりま
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した。これは大切なことなのですが、一番格の高い役者さんは唄と三味線に鳴物入り、次は三味線と鳴物、次

は三味線だけ、さらに下の格の人は鳴物だけ、それで三階さんはバタバタだけ（音楽なし）というような暗黙

のルールがあります。ですので、ここは座頭の三津五郎さんの出なので、〈本町二丁目〉の唄入りとなりました。

土田　それでこの〈本町二丁目〉は 92 頁で一度演奏を止めまして、小平が「左様で、よくおいで下さいました」

というセリフから、93 頁の小平「この暮へ来て」というあたりまで音楽なしでセリフを言い、また「参りまし

た」というところから、また〈本町二丁目〉の合方を演奏していますね。このように同じ曲、唄入りなり合方

なりを、何回も演奏を止めてはまた繰り返してというときに、どこで演奏を止めて、どこで再開するかという

のは、どのように決まるのでしょうか。

巳太郎　それは文章の内容で決まるんです。台本をよく読んでみると、内容が少しずつ変わっていく。その変わ

り目のところで演奏を止めたり、再開したりしています。そのあたりは塩梅ですよね。ずーっと音楽が流れて

いてもだれてしまうし、なくてもつまらないし。この塩梅も付師の仕事でございます。長年の勘というもので

もあります。ただ、大事なことはセリフの内容をよく吟味することですね。セリフの内容が変わってきたなと

思ったら、音楽を止めるのが無難ですね。台本を読み込んでいくとわかるようになります。

土田　だれてしまうとおっしゃいましたけれども、確かに音楽が鳴っていない箇所があり、また始まるというほ

うが、舞台に緊張感とかリズムが生まれますよね。

巳太郎　そう、メリハリが立つわけ。例えばずっと音楽が鳴っているところで、突然大事なセリフが音楽なしで

入ると、観客の皆さんはセリフに耳が行くじゃないですか。そういう対比の効果を音楽はあげているんですよ。

まあ映画と一緒ですね。

土田　どこで止めて、どこで入るのかなと思っていましたけど、それは長年の勘なのですね。説明のしようがな

いのですね。

巳太郎　そうですね、長年の勘ですね。

土田　そこに役者さんの注文が入ることはあるのですか。

巳太郎　それはもちろんございます。もうちょっと弾いていてくれ、とか、もうちょっと締めて（ゆっくり弾い

て）くれとか。それはやっぱり、なるほどと思わせるご注文ですね。

◆音楽演出の決め手 3 ―ツラネ―

土田　続いて、98 頁の〈玉取合方〉についてです。この曲は聞かせどころである七五調のセリフ、ツラネと申し

ますけれども、そのツラネに使われる合方です。「長唄《玉取蟹》の一節の三下りの合方で「つらね合方」とし

て台詞の間に弾くことが多い。暗い感じのやや乗った曲で華やかさがないのが特徴」（18）と説明されるようです

が、その通りなのでしょうか。

巳太郎　その通りでございます。やっぱり本当の悪人には、この〈玉取合方〉です。ツラネの合方には他に〈さ

つま合方〉（19）というのがありますが、これは逆にスカッとした小悪党といいますか、ちょっと美男子だったり

する悪人に使います。ちょっとやってみましょうか。【実演（玉取合方、さつま合方）】。〈さつま合方〉はちょっ

と江戸前で粋な感じです。同じツラネでもね、少しずつ違うんです。

土田　〈さつま合方〉は心なしか、明るいですね。

巳太郎　心なしか明るい、だけども悪党だからそんなに華やかではない。だから【実演（さつま合方冒頭・・・ツ

ツ）】こういう音を使うんです。【実演（ツツ）】こういうところで悪党を表しています。どすが効いている。三

味線というのはいろいろ表現できるんです。【実演（ツツ）】でもこうなると粋なんです。

　【実演（さつま合方つづき）】。最後はまた悪党の感じです。というようにね、糸で雰囲気を変えるわけです。
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土田　『白浪五人男』の「勢揃」で使われる〈かりつば合方〉（20）なんかもツラネ用なのですか。

巳太郎　あれもツラネです。【実演（かりつば合方）】。これはセリフのテンポにのって弾く合方ですね。三の音を

使うとやっぱりちょっと派手になります。だけども三下りだからちょっと沈んでるから、ちょっと渋い感じで

ね。こんな感じです。

◆音楽演出の決め手 4 ―人物の登場―

土田　ではちょっと進みまして、99 頁です。ここは本当の八右衛門が急いで出てくるところでございますが、こ

こでは〈只合早め合方〉というのを使っています。人が急いで出てくるところでは〈三下り早め合方〉（21）がよ

く使われるかと思いますが。

巳太郎　三下りの〈早め合方〉は、出に使います。入りにはあまり使わない。まず〈三下り早め合方〉。【実演（早

め合方）】。人が急いで出てくるときです。

土田　それに対してこの〈只合早め合方〉というのは。

巳太郎　こんなに急いでないし、もっと何て言うか、色気がある。この八右衛門というのは、町人の若者です。侍

ではないので、少し柔らかく。【実演（只合早め合方）】。こういう粋な感じです。

土田　よく使いますか。

巳太郎　〈三下り早め〉のほうがよく使います。あらゆる人物に使えるから。今回は特別にこの〈只合早め合方〉

で。八右衛門が坂東巳之助さん、三津五郎さんの坊ちゃんだったので。そういう役者の格も大切です。

◆音楽演出の決め手 5 ―〈只唄〉―

土田　では 102 頁に行きまして、〈只唄〉ですが、〈只唄〉というのは同じ旋律でいくつも歌詞がありますね。

巳太郎　はい、「心残して」「松に吹き来る」「清き流れに」などがあります。

土田　歌詞の違いというのは、ここにはこれと、どのように選ばれるのですか。

巳太郎　やはり去りがたい場合は心を残すわけだから「心残して」。そうではないけれども、入りをデフォルメし

て目立たせたいという場合には、「松に吹き来る」とか「清き流れに」を使います。

土田　演奏をしていただいてもいいですか。

巳太郎　はい、では「心残して」。【実演（心残して）】。もっと三倍くらいに伸びます。俳優さんがいっぱい芝居

をしますので、それに合わせて演奏しますので。

◆音楽演出の決め手 6 ―再び〈一筋な〉―

土田　では最後に 103 頁で、主人公の太助が出てくるところで、幕明に使った〈一筋な〉をもう一度使いますが、

ここは〈一筋な〉という曲のイメージと太助の人物像が重なったりするのですか。それとも、あんまり関係な

いのでしょうか。

巳太郎　音調がね、よく合っていて、これは妥当な選曲だったかなと思っているんです。音調が太助の実直な感

じと合っている。【実演（一筋な合方）】。こういう感じでセリフが始まります。

土田　このセリフ、「まあ聞いて下せえ」と始まりますので、曲を変えて雰囲気を変えるのかなとも思ったのです

が、やっぱりあまり曲を変えすぎても、ごちゃごちゃしてしまうということでしょうか。

巳太郎　そうですね、ごちゃごちゃしちゃうということもあるし、ここで変えてもあまり意味がない。そこはも
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う少し柔軟にいかないと。こういうところではこの曲、という決まりや、情景を表現することも大切だけれど

も、メロディーラインを意識することもあります。そのセリフにあったメロディーをバックミュージックとし

て流すということも大事なので、ここではそれを大切にしました。映画音楽と一緒です。

土田　本当に微妙なものなんですね。長年の勘と、生まれ持った感性と、ということですね。

巳太郎　そうですね。難しいですね。

◆確認しておきたいこと

土田　それでは、デモンストレーションと解説を振り返りながら、音楽演出の担い手である付師というお仕事に

ついて、いくつかお聞きしたいと思います。

前島　まず選曲のときですが、調子替え（演奏途中での調弦の変更）の有無というのは気にされますか。

巳太郎　気にします、やっぱりね。演奏上の都合で。【実演（三味線の調弦を変えつつ注意深く合わせる音）】。芝

居の途中にこんな音ばっかりしていたら、最近はうるさいって言われちゃうこともあるんですよ。そういうと

ころでも効果を考えますね。あまり調子を替えないようにします。昔と違って皆さんいろんな音楽を聴いてい

らっしゃるから、黒御簾音楽もきれいじゃないと。

土田　95 頁に「○一上げる」と書き込みがあります。これが調子替えのマークですね。いくつかあるのですが、

これがあまり多くならないように留意していらっしゃるんですね。

前島　先生は本当にたくさんの曲をご存知でいらっしゃいますけれども、何か専用のメモみたいなものは作って

いらっしゃいますか。

巳太郎　メモねえ、台本にはこのように書きつけますけれども。

前島　お手製の合方集のようなメモは。

巳太郎　私はそういったものは作っておりません。自分のは全部脳みそで。そういうものを作ってしまうと、固

定されちゃうんですよね。縛られちゃう。それもちょっと良し悪しでございます。

前島　では、台帳に書かれた手付や歌詞というのは、他の演奏家に便宜をはかるためでしょうか。

巳太郎　そうですね、他の演奏家のためと、自分のためでもあります。

前島　記録用ということですか。

巳太郎　そうです、記録用です。

前島　次回また上演があった時には、これを参考にされるということですね。

巳太郎　そうですね。

竹内　それに関してひとつお聞きしたいのですが、今回ご提供いただいた台本はきれいに書かれていて、まあ鉛

筆で書いていらっしゃるので書いたり消したりできるのかなとは思うのですが、これとは別に何冊か台本を使

い分けられることもあるのでしょうか。これが清書用というわけではないのですか。

巳太郎　いえ、これだけです。

受講者　この台本についてお聞きしたいのですが、こうした復活狂言などの場合、台本というのはいつ入ってく

るのでしょうか。一か月前、二か月前でしょうか。

巳太郎　半月前です。

受講者　僕ら観客でも（国立劇場主催公演のものは劇場で）買えるものですよね。お手持ちの台本は、僕らが買

うものと全く同じものですか。

巳太郎　そうです。でも、実際の舞台と台本とが全然違うときもありますでしょ。稽古でガラッと変わっちゃう

場合もあるんですよ。半月前、場合によっては一週間前に台本が来まして、それから付けを始めます。
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竹内　いわゆる復活狂言の場合は、実質は新作のようなものですから、初日が明いてからも座
ざがしら

頭の役者さんが満

足できなくて台本や歌詞をあちこち変更するということが少なくありません。先代の市川猿之助（猿翁）さん

はどんどん削除して上演時間を短くすることを心がけておられて、常磐津の出語りの事例ですが、せっかく覚

えた私の語り場のあたりが時間節約でカットされて嬉しいような悲しいような…。

  　いま受講者のかたが復活狂言ということを仰ってくださったので、先ほどの私の説明で申しそびれた情報を

補っておきます。この「山口屋店先の場」というのは『塩原太助一代記』初演の時、つまり五代目菊五郎が演

じた時にはなかったのですが、その前に上方で塩原太助を脚色した先行作を何回か上演していまして、その時

にはあったらしいのです。それから、菊五郎による初演以降も、上方系統の台本では何度か演じられておりま

して、例えば、配布資料に入れておいた番付図版は、明治 22 年（1889）南座の上演です。近年、この「山口屋

店先の場」は上演機会が少なかったのですが、今回久しぶりにこの場面を加えることになり、そのため巳太郎

さんが付けを一から工夫されたわけです。本日この場面をデモンストレーションしていただいた理由も、そう

いうところにあるのだと思います。話が前後してしまって恐縮ですが、そんな理解でよろしいでしょうか。

巳太郎　はい、そうでございます。

前島　最後にひとつ。先生の台帳への書き込みの仕方ですけれども、ここからここまでこの曲というように、円

を描くように書かれていますけれども、この書き方というのは代々このように書かれているのでしょうか。

巳太郎　以前に稀音家義丸先生に江戸時代の台本を見せていただきましたが、これと全く同じ書き方で書き込み

をしていまして、安心いたしました。私のこの書き方というのは、菊五郎劇団で長年付師を務めて来られた稀

音家政吉次師、それから先ほど映像がありました松島寿三郎師、あとうちの師匠の七代目杵屋巳太郎、皆この

書き方でございます。ですので、これだけは伝統を守っていると自負しております。

土田　このようなところにも伝統というか、付師ならではの職人技の痕跡のようなものが感じられると思います。

お聞きしたいことはまだ山ほどありますが、ここまでにしておきます。ありがとうございました。

◆付師の資質と後継者

竹内　それではそろそろ締めくくりに移ります。歌舞伎の世界では役者さんがたが、それぞれの伝承、秘伝、そ

して新たな創作力を携えていらっしゃいますが、黒御簾音楽の演奏者についても同じことが言えると思います。

そういった能力を歌舞伎の現場でどうやって工夫して使っておられるかは、普通に芝居を見ているだけではな

かなかわからないのですが、本日はそういうところを非常にわかりやすく教えていただきました。お話と様子

をうかがっていて、付師の仕事をまっとうできる能力を持った人は非常に限られていると思いますが、付師と

いうお仕事について今後の抱負や展望をお話くださいますか。

巳太郎　そうですね、付師ができる人というのは、三味線に関して言いますと、5人いるかいないかなんです。こ

れも大勢いればいいというものでもなくて、限られた選ばれた三味線演奏家が代々守っていくというのが、歌

舞伎の付師に与えられた使命のようでございます。たぶん百年前にも付師は 5人くらいしかいなかったのでは

ないでしょうか。この付師というお仕事は二十年、三十年かけませんとものにはなりません。それから、長唄

だけ上手く弾けてもなれません。あらゆる三味線音楽に広く浅くて結構なので、知識がありませんと付師には

なれません。なぜかというと、黒御簾音楽は長唄だけでなくて、民謡、端唄、小唄、それから義太夫、常磐津、

清元、うた沢、一中節、宮薗節。あらゆるジャンルの知識、広く浅くでございますが、これを聞いたらうた沢

だなとか、この旋律は宮薗だな、これは民謡だというような知識がないととても務まりません。最近は流行歌

も使うようになってきまして、これはうちの若い者がいろいろ工夫していますけれども。非常に広範に三味線

音楽としての素養を要求される難しい仕事です。でも、とてもやりがいのある仕事でございます。あとは、私
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の後を継ぐ者を育てなければなりません。それも二十年、三十年、四十年かけないといけません。非常に長い

時間をかけないと、焦っても一朝一夕には全くできない仕事でございますので。これが課題でございますし、自

らに課せられた責任だと思っております。

竹内　付けをなさる方が 4～ 5人いらっしゃるということですが、年齢構成はどのような状況でしょうか。また

今後の後継者ということも含めまして。

巳太郎　私の師匠であります杵屋淨貢はすでに 76 歳、それから杵屋栄津三郎さんは 60 歳を超えております。杵

屋五七郎さんは 55 歳、私が 47 歳、それから和歌山富之さんが 47 歳。そうですね、40 代から 60 代にかけて、

ちょうど油の乗った頃の人が付師をしております。

竹内　そうしましたら、47 歳の巳太郎さん・富之さんの世代が、今後の将来を担っていかれるというわけですね。

巳太郎　あと 30 年は現役でいないと、次の付師が育ちませんので。大変な仕事です。

竹内　お弟子さんの中で、後継者の候補としてお考えになっている方はいらっしゃるのですか。

巳太郎　もちろんです。それはおります。でもやっぱり何十年もかけなければなりませんので。でもまだまだ全

然。いま三味線音楽を聞く環境が脆弱になってまいりまして、なかなか皆さん…。今の若い子は、長唄は弾け

ても民謡を知らない子がいましてね。昔は民謡くらい弾けたものですが、民謡、端唄、小唄を知らない。長唄

だけを知っているんです。それではとても務まりません。常磐津、清元なども知らないと。

土田　その後継者を育てる際の演習方法としては、ちょっとした短いものをお弟子さんに付けさせてみて、それ

を先生が指導されるという形ですか。

巳太郎　そうやっております。私はそうやって育ててもらいましたので。例えば最初、幕明だけ弾いてごらんと

言われるわけです。最初は幕を明けることもできなかった。でもやっぱりこれも経験ですよね。それでちょっ

と付けてごらんと言って、本当に短いものから、2頁、3頁ぐらいの場面からやらせています。本当に小さな仕

事からでないと。あとは、作曲でも、合方を作ってごらんと言ってやらせていますけどね。

竹内　後継者を育てることは、どの流派でも大きな課題になっていますよね。最後に、私の主催する共同研究会

の共同研究員からコメントや質問を頂戴したいと思います。

共同研究員A　とても興味深いお話をありがとうございました。こういうお話を伺ってから歌舞伎を見ると、また

見え方が違ってくるのではないかと思いました。巳太郎さんのお立場としては、今日お話しいただいたような

ことを「知ってほしい」というお気持ちはあるのでしょうか。

巳太郎　どんな合方かなというようなことを知っていただきたいというのはありますけれども、やはり歌舞伎は

俳優さんが主なのでね、スター制度でありますので、黒御簾はあくまで BGMでございますので、あまりこっち

が目立ってはいけないと思います。広く浅く知っておいていただけたらと僕は思います。

共同研究員A　歌舞伎のほうも若い世代が離れているという現象があるので、逆に音楽のほうから見方を伝えると

いうのもひとつの今後のやり方なのかなと、今日伺っていて思いました。

巳太郎　そうですね、ありがとうございます。

共同研究員B　後継者育成について伺いたいのですが、この人は後継者に適しているなと思われるポイントという

のは、どういうところにあるのでしょうか。

巳太郎　一番大事なポイントは「やる気」でございます。これがないとダメなんですね。どんなにテクニックが

あって、演奏が上手くてもね。それで終わっちゃう人がたくさんいます。もっと勉強したいとか、黒御簾につい

て知りたいという意欲がないとね。意欲とテクニックは別でございまして、難しいところですけれども。まず

意欲、それから最低限のテクニックですね。それから、「マメ」であること。合方でも何でも几帳面に書き留め

ること。それから資料を整理できる人。これ、とても大事なんですよ。意外と男の芸人はダメでございまして。

大事なことはやる気、向上心がある人、几帳面な人というところですかね。技量は後から追いつきますので。
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竹内　私は常磐津節の太夫をやっておりますが、自分が舞台や稽古で使う床本（浄瑠璃本）はきちんと五十音順

に整理しておりますので、そこだけはマメです。少しは素質がありそうですね。

共同研究員C　御簾内で舞台師の座る位置ですけれども、三味線の方が 3人並ぶとすると、舞台師が真ん中に座

ることが多いですか。

巳太郎　このごろは俳優さんが非常に細かくなっていますので、真ん中に座った方が両脇をよくコントロールで

きるじゃないですか。そういうこともあるし、花道も舞台もよく見えるし。ということで、僕は真ん中に座り

ます。ただ、従来は右端なんです。

共同研究員C　客席に近い方、下
しもて

手ですね。

巳太郎　そう、客席に近い方。出囃子と並びは一緒です。タテ、ワキ、三枚目ということで。僕は実利を考えま

して、真ん中に座ります。

竹内　そういえば、出囃子で唄と三味線を上下 2段にする場合も、タテが真ん中のほうになりますから、それと

似ていますね。

共同研究員C　あと、場面によって座る位置を変えることがあると聞いたこともありますが。

巳太郎　そうですね、場面によっても違いますね。やはり俳優さんが主なので、俳優さんが一番見えやすいとこ

ろに座ります。

竹内　それでは、これにてお開きとさせていただきます。本日はたくさんの皆様にご来場いただいき、誠にあり

がとうございました。そして杵屋巳太郎さん、きわめて専門的でありながら大変わかりやすいお話を交えて貴

重なデモンストレーションを構成くださいまして、ありがとうございました。

補記
本記録は、平成 26 年度科学研究費補助金（若手研究（B））（研究代表者　土田牧子）、平成 26 年度科学研究費補助金（特別研究
員奨励費）（研究代表者　前島美保）による研究成果の一部である。

注
１　初代杵屋巳太郎は、明和年間（1764 ～ 1772）より芝居に出勤。天明 3年（1783）2 代目杵屋彌十郎を襲名。「五大力」等を
作曲し、享和 3年（1803）没。

２　明治 12 年（1879）生まれ。市村座音楽部長を長くつとめ、大正 14 年（1925）没。
３　望月太意之助『歌舞伎下座音楽』（1975 年、演劇出版社）209 ～ 210 頁に、実演に関連する記事例がある。
４　杵屋栄左衛門『歌舞伎音楽集成（上方編）』（1980 年、「歌舞伎音楽集成」刊行会）、322 ～ 323 頁。
５　杵屋栄左衛門『歌舞伎音楽集成（江戸編）』（1976 年、「歌舞伎音楽集成」刊行会）、234 頁。
６　前掲『歌舞伎音楽集成（上方編）』、214 頁。
７　昭和 6年（1931）大阪府生まれ。歌舞伎の脚本家、演出家。とくに関西歌舞伎の企画や制作、復活狂言の台本等を手がけた
ほか、スーパー歌舞伎の監修にも携わる。平成 26 年（2014）没。

８　前掲『歌舞伎下座音楽』、184 頁。
９　前掲『歌舞伎音楽集成（江戸編）』、211 頁。
10　同上、45 頁。
11　望月太意之助構成・演出・解説『歌舞伎下座音楽集成』（CD解説書、1998 年、ビクター）、29 頁。
12　前掲『歌舞伎音楽集成（江戸編）』126 頁に〈只合くづし〉として掲載。早め合方と同類の使い方をする旨も記されている。
13　同上、29 頁。
14　演奏を一度止めて、次のキッカケから同じ曲を区切れのいいところから再び弾き始めること。同じ曲であっても、役者のセ
リフやシグサを少し強調することが出来る。

15　前掲『歌舞伎音楽集成（江戸編）』、290 頁。
16　同上、291 頁。
17　同上、317 頁。長唄《門傾城》の一節を使い、夜の情景を描写する。
18　注 11 に同じ。
19　前掲『歌舞伎音楽集成（江戸編）』、219 頁。
20　同上、208 頁。
21　同上、103 頁。
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