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蝉督橋蝶木

之

記

錦木︵十ノー︶
のしめ︑長上下︑小サ刀︑扇︒

是︿陸奥けふの里に住者にて候︒今日は物さびしき折柄
なれ︵︑錦塚の他りへ立出︑心を慰ばやと存る
先世上に人の夫婦一一なる仲立には︑皆なかふどと云事の

︵底本一行アキ︶

︵マ

有りしが︑いかなれば陸奥当島の習に︿︑何れにても其仲
人といふ︿なくて︑我思ふ女の門に錦木を立し時︑逢ふく
ぎ男の錦木を︵取入れ︑あふ間敷を︵取いれづ候・然︵約

元より鳥の羽根にて職たる布なれ︵︑はたばりせまくてむ

ねなどのあい申さいを︑古吾にも恋路などにもむね合がた

近頃奇特成事を被し仰る上物かな︒扱︿我等の推量一又︑

き恋と︿よまれたると申︒先我等のぞんじたる︿加レ此二
候

方々の御心中貴う御座により︑彼者は思ひにあこがれ空敷
︹たるかと︺

成し程に︑一扁の御回向にも預り度存︑今又御僧にま見へ

錦木細布のいわれ御物語致したるかと存る問︑余りに不思

議成御事なれ簿︿︑暫く是に御座候て︑彼夫婦の者の跡を念
頃に御弔あれかしと存る

マ︶

御用の事も候ハ凹被レ仰候へ

｡

たおさミめ

へ髪に田の長のありつるが︑美女よき娘を一人持たりしを︑

速の木なれ︵色どり筋るを以テ︑則錦木と︿申習す︒古し

心得申候

︵ママ︶

先此所︿一条大宮と申て︑無し隠名所にて御座候︒叉是

︵底本五行アキ︶

のしめ︑長上下︑扇︑小サ刀︒

小蝶︵十ノ２︶

有る若き男の心を懸︑約速の木を立申所に︑彼娘取り不し
入置たりしを︑男︿心の内に存る様︑此事人のかつて知ら
ぬに於て︿我等もふつっと思切り可し申が︑早男女ともに
其隠れなきに︑あれこそ女にうとまれたる者よ杯と沙汰の

に見へたる古き宮︿︑古しへ光源氏の住せ給ひたる所なる

あら︵︑生てもかい有間敷と思ひ︑夫より日毎に立けれど︑

終につれなく取入れず置たりし程に︑男︿思ひにあこがれ

由承くる︒然るに源氏の君と申は︑恭も醍醐天王の第二の

のか

が︑七才の御時源の位を給くり︑夫より次第ノーに御位増

王子︑御母︿アゼヂ大納言の御娘桐壺の前にて渡らせ給ふ

わうじ

空敷成しが︑誠に彼れく二世迄と契りけるか︑無し程娘も
相果しを︑二人リを錦木共に塚に突こめ︑則是成を錦木塚

子細︿あくてう

して︑後に︿牛車をせんじを給わり︑富士の浦に︿太上天

︵﹃↓︑︶

き人を取なやますを︑子を持たる者どもハ是をかなし︑︑︑︑

と申習す︒又細布といふ︿昔此所に悪鳥のありて︑おさな

き

王の尊号を得給ふにより︑誰かたをならぶる者なかりたる
いの

如何せんとたくむ所に︑有こざかしき人の被し申事に︑か

やどり木つとふ羽風に匂ひもいと堂かふぱしく有たると申︒

と申︒其折節是成御橋のもとの桜花今を盛りなるに︑鶯の
ちやく

必取止ム由申せしかぱ︑我先にと是を栫へ着いたさせし時︑

様に悪烏の有て人を取に︿︑鳥の羽根を布に栫へ着すれ︵︑
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たわむれを成し申せば︑桜︿初春に咲物なれ︵︑桜花にゑ

夫二付小蝶といふ物は春の暮より夏秋を送り︑千草万木に

ず︑有闇の夜いつものごとく︑更行鐘をしるべに内を出︑

夫をバー人の子は夢にも知らず︑兼てより契りしをたがへ

︵こそ通へ︑此橋がなく︵川を渡る事︿成問敷と思ひ︑彼

なれ︵︑思ひ切ん事夢々成間敷よし申間︑所詮此橋があれ

︹冬︺︹はか︺

ん無き事をかなしミ申に︑其頃此紅梅の何よりも早く咲た
るを悦︑此花に小蝶の飛︑種々珍敷たわむれけるを︑紫の

ふ︑．︑

妄かしこを呼べども居ざりし程に︑掴︿橋の下へも落たる

落て相果申を︑夜明て親々︿子の見へぬを不思議に思ひ︑

︹侯︺︵マ己

︵見づ向ふ斗り一一心ありて︑尋行とて是も橋よりかつばと

の渡る姿の見へたるが︑誰も此方へ︿来らぬと思ひ︑下お

あた

両人の子に︿深く隠し︑橋の板を二三問取はなして置を︑

かよ

上より中宮への御寄に︑花薗の小蝶をさえや下草に秋まつ

橋の傍りに立体う所に︑向一一人のかげの見ゆるを我待君と

︵ママ︶︵ママ︶

虫はうとく見るらんと︑か様によぶて参らせらるれぱ︑御

思ひ︑行間もおそしと心そぞろに成て︑渡るとて踏はづし︑
落て空敷成を︑今一人の者︿知らで思ふ様︑只今向より人

とか

返寄に︑小てふにもさそわれなましこょちあり八重山吹を
へだてざりせ︵と遊し給ひたるよし承くる︒誠に此花の盛
りの時分ハ︑輿車あまた立ならべ︑しやぱ道をもふさぎ︑
大宮人の御遊覧の被し成し所なれど︑今︿か様にあれはて些
名のミ斗りにて候︒先我等の存たるは如恢此一一候

舟橋他札準霊生下︑︵十ノ３︶
是︿佐野些郡内に住者にて候︒今日は物さびしき折から
なれ︵︑立出︑こ上ろを慰ばやと存る

必ず死骸の上にてときをうたふとい坐し程に︑左様にいた

しがひの見へぬに︿︑鶏を舟に乗せて他りをこぎ廻れ︵︑

なき折節︑有古老の人の被し申事に︑か様に水におぼれて

じ

こりう

あづ・ま

せめて死骸を成とも見たく思ひ︑川の上下を尋けれど︹も︺

昔当国此佐の上在所に︑忍び妻にあこがれたる若者の有

かと後悔し︑中々りうていこがれけれども其甲斐もなく︑

しが︑其両人のいへの間に川をへだて上住し故︑いつも道

そふずるとて烏を尋ねけれど︑昔より此佐の上三里が間︑

ぐんない

︿此舟橋を渡り行︒夜更人しづまって︑ひそかに馴し問︑

一円に鶏のなき在所なれ守︿︑差をもって万葉集の吾に︑東

ハニタ親の聞付申様︑内々︿可レ然縁者をも取んと思ひつ

先我等の存たる︿加レ此に候

近頃奇特成事を被シ仰る入物かな︒左様に何国ともなく

︹何︺

るに︑か上るふしぎの仕合出来いたす事︑人のおもわく外

若き男の来り︑忍び妻の子細委敷語べき者︑此傍りにて︿

︵底本一行アキ︶

れ︑一人知れ課︿悪事千里と世上にばつと風聞致スを︑後に

初めの程ハ人の知らざりけれど︑度重るに随て頓てあらわ

路の佐の呉舟橋烏︿なしとも︑又︿取はなし共︑二流によ
まれたる奇︿︑いづれも本説にてあるふずるとの御事に候︒

聞方を口おしきとて︑我子の友達を頼ミ種々異見申せ︵︑
あまれ
はやか程に普くひとの御存とい上︑其上二世迄と契りし中

3

不し覚候︒扱︿客僧の行力の達し給ひし故︑彼者︿恋の渕に

〜夫よりシテ出︑ツレト色々謡有末に︑
らじ

東屋の主︿いざ知らず︑しらべ︿隠しよも︹あも︺あ

いかに申上候︒仲国とやらん︿︑御目にか上らん程︿帰

ト謡終ると小督二向ひ︑

しづミて罪深き身なれ︵︑難し有き法味をも請度思ひ︑顕
︹れかしと︺

れ出︑声ことばを替したるかと存る間︑余りにいたわしき
御事なれ︵︑暫く是に御逗留被し成︑彼跡を御弔あり︑重

る間敷と有て︑あの柴垣の本に露にうたれて御入候︒何の

ねて奇特を御覧あれかしと存る

くるしう候べき︑此方へと御申候得かし

て承り候くし

又其前︒琴とやらん遊︵して︑御聞せ候へ︒童も是一一

仲国此方へ御入候へ︑ト是切ナリ︒

シテ方より女ツレ出ルゆへ︑跡いらず︒

ト云テ︑座二付︒

いかに仲国へ申候︒目出度折柄なれ零︿︑一さし御舞候ヘ

ト謡時一一云︒

酒宴をなして糸竹の︑声すミ渡る月夜かな

ト云テ笛座の上二居ル︒仲国内へ入︑色々謡有︒

仲国此方へ御入候得

︵底本一行アキ︶

御用の事も候︿堂被レ仰候へ

督︵十ノ４︶

心得申候
１
ノ

︐１Ｊ

初メシテ・ワキ出︑中入スル︒

シテ・ツレ・小督の局出ル︒其後に出て太．座二居︒
テ︑

柴垣の作り物出ル︒局の前へ直スト立︑シテ柱ノ先一一

童ハ此家の主じ二てさむらふ︒此程都方の上臨に御宿参
らせて候が︑琴とやらん申物を遊︵さる入と承り候問︑参
って所望いたそふと存る
ト柴垣の側へ行︑下一一居テ戸を開キ︑少し跡へ下リテ︑

太夫へ問事︒

是切二而跡なし︒

宝生流︿右のごとく柴垣あり︒

いかに申上候︒今夜︿八月十五日夜二て︑月も面白う御
座候︒又承れ︵︑琴とやらん申物を遊︵さる上と申せ︵︑
髪元の者︿左様の事︿間申さず候あいだ︑少と遊︵して御

中入過て︑小督謡過て名乗︒又前一一云も有︒間べし︒

喜多流︿柴垣の外よりいふ︒

望する︒

観世流︿柴垣真中一一有ゆへ︑戸を開キ内へ入て︑琴所

観世流︿是迄也︒

柴垣の戸を〆︑太．座二付︒

聞せ候へ

後のせりふ望時︿︑
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箔︑びなん︑女帯︒

空蝉︵十ノ５︶

︵底本二行アキ︶

是︿中川の里に住者二て候・今日た何とやらん物淋敷折
柄なれ︵︑罷出︑心を慰ばやと存る
去程にいにしへの空蝉と申︿︑光源氏の中将と申せし時︑
いか堂有けん中川の宿へ御出の折節︑やごとなき女郎の一

人りお︿しますを御らんじ︑頓て御心をうつされあこがれ
給ひ︑重て又御こし被し成︑今に始めず節を御出有つれど

出︑古き事ども語べき者︿不し覚候が︑扱くいにしへの空

蝉の亡こん顕くれ給ひ︑声詞をかわされたるかと存る問︑
︵底本一行アキ︶

是に暫く御逗留あり︑重て奇特を御らん有かしと存候
心得申候

︵底本一行アキ︶

御用の事も候︿堂承ふずる

空蝉︵十ノ６︶

是︿中川の里に住者一一而候︒今日︿何とやらん物淋敷折
柄なれば︑罷出︑心を慰ばやと存ル

去程にいにしへの空蝉と申︿︑光源氏の中将と申せし時︑

︵底本一行アキ︶

ひ︑重て又御こし被し成︑今に始めず節々御出ありつれど

いか貰有けん中川の宿へ御出の折節︑やごとなき女郎の一
人おくしますを御らんじ︑頓て御心をうつされあこがれ給

︵ママ︶

ろに思召し︑有時闇の内へ忍び入給へぱ︑兼てより源氏の

より源氏の躰をしるし召れたるか︑其夜︿すごノーとねや

5

も︑つれなく御帰り有︵︑弥むねの煙りもはれやらで︑そ堂

躰をしるし召れたるか︑其夜︿すごｊ︑とねやをかへさせ

で︑そ貸ろに思し召︑有時闇やの内へ忍び入給へぱ︑兼て

も︑ついにつれなく御帰り有ぱ︑弥むねの煙りもはれやら

をかへさせ給ひ︑跡に衣斗りぬぎ捨置れしを︑中将︿御存

ね︵ママ︶

よりたる事のはかなさよと思召︑此衣をぬぎ置れたるに付

給ひ︑跡に衣斗りぬぎ捨置れしを︑中将︿御存なく︑衣にた

て︑源氏一首口ずさミ給ひたると申︒其時の丹に︑空蝉の
︵ママ︶こ

身をかへてげる木の元になを人がらのなつかしきかなと︑

奇に︑空蝉の身をかへてげる木の元になを人がらのなつか

なく︑衣にたよりたる事のはかなさよと思召︑此衣をぬぎ
置れたる二付て︑源氏一首口ずさミ玉ひたると申︒其時の

︵ママ︶

しきかなと︑か様にょみて参らせられたれ︵︑彼御方︿御

シ﹂

か様にょミて参らせられたれば︑彼御方︿御覧じけるが︑
則御返奇の有ける︑空蝉の葉に置露の木がくれて忍びｊ︑

覧じけるが︑則御返吾の有ける︑空蝉の葉に置露の木がく

︵底本改行︶

など︿有つれども︑ついに打とけ給︿ざる由承︿る︒是に

にぬる上袖かなと︑か様にょミかくし給ふゆへ︑則空蝉と
名付られたると申︒夫より度々文を通︿され︑吾の御返奇

れて忍びノ︑にぬる上袖かなと︑か様にょ象替し給ふゆへ︑

則空蝉と名付られたると申︒夫より度々文を通︿され︑吾

付数多子細の有とハ申せども︑先我等の存たる︿加レ此二候

︵是底
本一行アキ︶今乙
︿奇特成事を仰候物哉︒左様にいづく共なく女姓の罷
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の御返寄など︿有つれ共︑ついに打とけ給︿ざる由承る︒

是二付数多子細の有と︿申せ共︑先我等の存為︿如レ斯二

イヤ是成御僧︿

︵ママ︶

半

去程に橋姫の明神と申︿︑昔平等院にて一切経供養の有

︵底本一行アキ︶

ぱと見へし折節︑何国ともなく木の葉一枚吹来り︑僧都の御

しに︑其時の導師は恵心僧都にて御座候ひしが︑供養も中

是︿奇特成事を仰候物哉︒左様にいづく共なく女性の罷

衣の袖に落止るを︑取上給へ︑︿虫食の文字有︒不思議一一思

て候

出︑古き事共語べき者は不し覚候︒籾くいにしへの空蝉の

召︑よく御覧有寺ハ︑極楽へ行船の便りにといふ奇の下の句

さばやと︑か様によ象つがせ給へぱ︑聴衆の中より女性一

てうじゆ

ありしを︑僧都上の句を付させ給ふ︒法知らん人を尋て渡

のり

亡こん顕れ出︑声詞をかわされたるかと存ル間︑是に暫く

御逗留有︑重て奇特を御らん有かしと存ル御用の事
も候︿堂被レ仰候へ心得申候

人進ミ出︑涙を流し申様︑只今の御詠吾を近頃有難く覚へ

人１と泣けれ兼︿︑僧都不思議に思召︑左有︿汝上の句を付

申なり︒乍し去法知らん人を尋て渡さばやと有時︿︑我等
ごときの愚智無智の衆生︿︑極楽へ参事成間敷とて︑さめ

候へと仰られしを︑彼女少しもじする気色もなく︑知る人
も知らぬ人をも渡さばや極楽へ行舟の便りにと︑かく詠ず

ぱい

るを御聞被ｒ成︑僧都高座より下り給ひ︑三度礼し給ふ故︑

つＪもｈク

貴賎の聴衆老若男女ともに︑彼女人を拝し給ふ︒さて此女
人を如何成人ぞと存れば︑則宇治の橋ひめにて御座ありた
ると申︒又摂州住吉の明神︑あの津守の浦より川舟二被し

朔日成由申伝へ候・先我等の存たる︿如レ此一一候︒

召︑此橋姫の明神へ通ひ給ふと承︿る︒御影向の御時は︑
取分波音もあらくきこへ申︒則通ひ給ふ御時︿︑殊更六月

うたがふ所もなき橋姫の明神二て御座有ふずる間︑是に

︵底本四行アキ︶

御逗留被し成︑重て誠の神姿を御覧あれかしと存る

ハ

︵以下白紙一丁の後に続く︒︿空蝉﹀ではなく︑︿維盛﹀の間語りの替文句か︶

叉日
大いなる松の木をたをし︑泣を名跡をぞ書付られける︒
︵ママ︶

祖父大政大臣平の朝臣清盛法名浄海︑親父小松の内大臣の
左大将重盛法名浄蓮︑三位の中将是盛法名浄円︑年二十七

無と唱ふる声と共に︑海へこそ飛入給いける︒与惣兵術・

才︒寿永三年三月二十八日︑なちの沖にて入水すと書付て︑
又船にのり沖へ浦出︑高声に念仏百湿斗りとなへ給い︑南

石童丸も︑同じく御名を唱へて︑統て海二ぞしづミける

橋姫︵十ノ７︲︶
是︿宇治の里に住者二て候・今日︿物淋敷折から成寺ハ︑

のほ
ほと
とり
りへ
へ罷
罷出
出︑
︑心
心を
を慰
慰ばやと存る︒扱々はなやかな事
橋の
哉︒是成バ早均罷出う物を
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吉野静︵十ノ８︶
ワキ太鼓座へ来り︑下ニイルト出ル︒

前︑ツレハ三大臣の前に︑下二どうと居テいう︒

二人たがい違ひに云テ︑舞台へ出テ︑ヲモ︿シテ柱の

ヲモヅワヒノ︑〜ツレブウノノ︑︑

な

何とて皆おそいぞ去ば常の口と︿連ふて︑皆ゆだん

云テ入也︒

ツレ︑同断︒

鴫︑袴く上り︑小サ刀︒

二人静︵十ノ９︶

いかに菜摘の女へ申候︒何とて今日︿おそく帰り候ぞ︑

なつミ

御前に候畏て候

とうノ︑帰り候へ・共分心得候へノー

観世・金春︑間なし︒

しゆへ

ワキ太鼓座より出て︑舞台真中え来ルト︑二人立テ云・
秀々︿いかなる人なれ寺︿︑此吉野十八郷のおとなの衆会
の座敷へ︑ぬれわらんずで︿余りでおりやる

ここくあるじかんやせう

昭君︵十ノ㈹︶

鴫︑狂言上下︑こし帯︑扇︒

︵ママ︶

二人左右へ立︒

抑是︿胡国の主漢邪将に使へ申けんぞく二て候

わごりよ達︿何として出さしましたそなたがあま

りあわた堂しう出たによって︑何事かと思ふて是迄ついて

聞せい心得た︒去程悔一詞割雄窪弘鴎る事︑余の霞に

出たよ扱︿様子を知ぬかい上やしらぬ︒語て

こうほ

ばくどう

あらず︒只今此所へ頼申御方の御出ニテ候︒其子細︿再土

古保の里に伯道・王母といへる夫婦の民の有つるが︑一人
の姫を持・余りに美女成ゆへに帝へ召れ︑其名を昭君と付

給い︑御てふあい限りなかりたると申︒然るに頼ミ申御方

』

ヲモ何と都人じや

ヲモ夫なら︵先是に問う

深夫 が 能 ろ う
ヲモ都人ならば御存じで有う︒判管殿︿此山をいか程で開

かせられたと申ぞワキシカノ︑
ヲモ夫なら︑︿両人致て成共追かけ申さう那毒誇一塀行を︑

ヲモ十二騎と︿十二人の事か

もおそるしや︑お暇申候ハん︑ト謡卜二人モ同謡︒

ヲモ其方︿判官びゐきの人じやよワキ詞少し有︒後のとがめ
ラモ此方もお暇申候わんｊ︑

二人少し行うとして取てかへし︑

ヲモのうｊ︑都人に物おしへ申さふ︒勝手の明神の御前に
しん扱うらく
て︑静の新法楽が御座る︒是を御見物なされようズル︑卜

− ワ ー

げんてい

と元帝と御軍ましまして︑巳に漢邪将の勝軍二成給ふ︒左
ヲモ

ゑんとんに向い泣いたり︐ノく︑︒

ツレニ人

︵ママ︶

有に依て︑元帝の方より和だんましまして︑三千人の后の
内一人造し可し申と御約速にて︑軍もやミ申候︒元帝思召
る些様︿︑三千人の内︑随分見ぐるしき后を被し造くしと

二人祇王︵十ノⅡ︶

登り髭︑鼻引︑見徳︑ウソ吹︑等ニテ宜︒

厚板︑く坐り袴︑こし帯︑官人頭巾︑面︒

厚板︑かるさん︑こし帯︑鬼頭巾︑厚板壺折︑面︒

て︑其時の絵師毛延寿に被二仰付二一千人の后の絵姿を写さ
せ申せとの御事二付︑三千の后達︿︑彼絵師もうゑんじゆの

方へ色々まいないを造し御申候︒然るに昭君斗リハ造︿さ
の御姿斗り見ぐるしう害申を︑帝︿其絵姿を御らんずるに︑

れず候一一付︑毛延寿そねミ︑不し残美人二言候中二︑昭君
不し残美人一一害し中二︑昭君の姿斗り見苦敷害て有るを︑

いかに祇王御前へ申候︒仏御前を伴ひ︑早々御参りあれ

御前一一候畏て候

︵ママ︶

君の父母是をなげき給ひ候間︑死後の姿を二度見せ申そふ

唐士の事斗り御申有て︑終に空敷御成有︑漢邪将も昭君の御
別れをかなしミ︑是もむなしくならせ給ふ︒左有二依て照

付御申有といへど︑胡国のゑびすの恐敷有様を御覧じ︑只

申白拍子を召置れ︑朝夕御てうあひ不し浅ざりし折節︑叉

内二治メ給へ︑︿︑何事も思召儘に御座候︒然に姜二祇王と

ふ人多といへ共︑中二も此君清盛公︿︑天が下をたな心の

是二候畏て候

君を胡国へ被し造けれ簿ハ︑漢邪将嬉しく思召︑則王昭君と名

ずるとの御事成守︿︑我等︿御先へ参れと有が︑そなた達も

賀加の国の白拍子二︑仏御前と申て並なき美女のお︿しけ
るが︑舞の上手成由︑只今風と御前へ出られ︑相国に御対

との御事一一て候︒其分心得候へや

帝もふしんに思召せど︑一たん御約速の有故に︑見苦敷昭

おりやるか中々参うとも夫成バ︑さアノ︑お
りやれノ︑心得たヤァ／〜何といふぞ︑はや

殿を以︑祇王と相群一一舞へと仰出され︑両人共に舞の上手

面お︿しまし候︒夫二付清盛何とか思召候やらん︑瀬の尾

仕ろうと存る︒いや由無一入り事を申ておそなわりた・急
で二人の人々を呼出そふずる

成由聞及びて候間︑我等も物かげより見て︑重ての咄しに

か及︵ママ︶

誠一一珍敷からぬ御事なれど︑いにしへより天下を治め給

くるし︑︑︑の番と申か︒夫成︵早く迷途へ帰ろう︒そなた達

︵ママ︶

もおりやれノー身共︿先へ行程に︑其方衆︿跡から
おりやれ
シテ中入︒
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蛍よしゆじゃうはつそうぜうどうついぶつどう

に︑シヤ等ヘリニ仕候︒

断一一付︑宝生新之丞勤申候︒仁右衛門方二て呼出し無

世の中に唯亡前とあかし暮さんより︑某も後の世を願︿ん

た正ぽうぜん

此程ねられざるまＬつく人︑と存る様は︑誠に老少不定の

とが

ミやうへ

と存に付︑先いづれの宗旨にならんと彼方此方と存る所に︑

︵底本一行アキ︶

梅の尾の明恵上人当社へ御参詣のよし風聞いたすが︑誠か
偽りか︑参って見申そふずる

いやさればこそ︑是に御座候ょ︒此程︿久敷上人の御参
詣被陽成ぬとて︑南都の人々待申されたるに︑此度の御登
山先以テ目出度う候・いつも御参詣被し成る上時︿︑五日
十日以前より其かくれなくて︑皆路地迄御迎に参り候が︑

9−

鳩︑狂言上下︑こし帯︑扇さし︒

おゆ

童上慶僧利

も押なくて︑歩ミをはこぶ衆生数限り無二御座一候・夫一一付︑

枕弦橋車舎

いかに祇王・仏御前へ申候︒装束を召れ候ハミ早々出

しゃくやく

れど︑先我朝︿天地開關より神国なれば霊神国々に数多御
座スと︿申せども︑中にも当社の御本地︿︑誠やらん釈薬
ぢくわんもんおくし菫わくわうどうぢんけちゑんか

地観文にて御座すが︑和光同塵の結縁に仮りに春日の明神
げんぜあんのどせうぜんしよ

と顕︿れ給ひ︑迷ひの衆生を八相成道被し成︑終に仏道に

十

られ候へや

記

引入給ふと承る︒現世安おん後生善所の為に︑知もしらぬ

弁

慈

日龍

之

旱保十七︑西丸一一て被二仰付一候処︑脇方不レ覚二而御

︹墨滅︺

観世流員語り︺
のし目︑長上下︑短サ刀︑扇︒

冶蛛坂界神

是︿和州南都に住者二而候︒去程に珍らしからぬ御事な

︵底本二行アキ︶

鍛蜘

■■■■■

○○○○○

間

小土熊是春

春日龍神︵十一ノー︶

○○○○○

︵底本一行アキ︶

此度ハ御沙汰もなくて︑風と御参詣︿ふしんに御座候
是︿思ひも寄らぬ事を被し仰る︑物かな︒上人の御身に

きやうろんせいきやうのそミば

︹の給ふ︺ぶつせきおがミたぐ

て経論聖教に御望は有間敷に︑はる人︑の波とうをしのぎ︑
てんじくしんだん
天竺震旦え御越しあらぱ︑其間︿明神も淋しく思召れふず
ひゑい

りやうじゆせん

る︒其上古人の宣ふ様︑他国の仏跡を拝度思︿堂︑秋津洲

ば︑此三笠山の冬がれを︑是ぞねはんの所と観念し︑礼し

会りい

比叡山は天台山を移されたり︒又霊就山を志の輩︿︑則当
社へまふで給へ︒春日の御本地は釈迦如来にてお︿しませ

がつしこぐとかい

申と承︿れ鶴︿︑和国に御座有りても同じ御事なれ雷︿︑此度

く︿こく

大唐月氏国への渡海の儀︿︑只思召御とまりあれかしと存
る

古人のの給ふ様︑華国の仏跡を拝ミ度思ハＮ︑ト云て
もよし︒

言語同断奇特成る事を被し仰る入物かな︒左様のあらた

︵底本二行アキ︶

あたり

成御こと︿︑昔も今も聞も及守︿ぬ御事なれ︒︿︑此辺の人に
︵底本一行アキ︶

も罷出︑拝ミ申せと相ふれ申さふずるか
畏て候

︵底本一行アキ︶とが

やアノ︑皆々承り候へ︒此度梅の尾の明恵上人の御参詣
おが

︿︑入唐渡天被し成るＬ御暇乞成るを︑慈非万行の御神な
れ隷︿︑今夜の内に三笠山に五天竺を移し︑上人に拝ませ御
申可し有との御事なれ零︿︑｜﹂上ろざしの輩︿皆々罷出︑拝

ミ申せとの御事なり︒相かまへて其分心得候へノー

春日龍神︵十一ノ２︶
末社

か様に候者︿春日大明神に仕へ申末社の神にて御座候︒

︵底本二行アキ︶

去程に珍らしからぬ御事なれど︑先我朝︿天地開關より神

じんごけいうん

国なれば︑霊神国々に地をしめ給ひ︑威光まちノー成と︿
申せども︑中にもこの春日大明神︿︑諸神にいやまし霊現

あらたなる御神なれば︑神護慶雲二年に河内の国平岡より

︵ママ︶

当国三笠山へ御影向あり︑もるノーの菩薩の和光の姿をか

りに顕︿しおくしまし︑現世安おん後生前所の慈悲万行の
ぐら
御神なれ︵︑四海万民愚智無智の輩︑毎日毎夜老若男女と

なければ︑神前の一入賑︿しうまします御事︑凡ならびた

もに袖をつらね︑くびすをついで歩ミをはこぶ衆生数限り

かさ

る神も無二御座一候︒左有に依て︑当社へ参給ふ貴僧高僧多

﹁□口名付︺

しといへど︑中にも梅の尾の明恵上人を︐︿太郎と頼ミ︑笠
ぎ

くわこ

置のげだつ上人を寺︿次郎と名づけ御申有︒昼夜のおふご誠

に難し有御事二て候・其中にも明恵上人︿過去より殊勝に

うじんどこく暑︑ん

おくしますにより︑明神も直に御声を御かくし被し成候︒
ちく

ひざ

夫のミならず︑御登山の折節︿氏人の国民等︿申に不し及︑

羽をたれ︑いにやうかつごう仕候︒去識︿夫程貴き御方なれ

何の心なき鳥類畜如迄も皆奈良坂へ御迎に出て︑膝を折︑

て︑只今当社へ御暇乞に参り給ふを︑明神︿いらざる事と

ども︑御心中にいか璽思召候やらん︑俄に入唐渡天可レ有と

思し召︑秀行を以て御留あれば︑我れ仏跡を拝まん為との

−10−

其上天台山を望む人︿︑比叡山に参るべし︒叉霊鷲山の志

たまふを︑経論聖教の内二ても御存じ可し有との御事なり︒

徳をも見せ申そふずるとの給へぱ︑太郎坊下心に︿同心被睦

ま上伺ひ御申あれとの給へぱ︑是界︿悦び愛宕山を立出る︒

申ねども︑某事くいさい心得存る︑又あれに見へたるハ比
叡山とて我朝の天台山にて候間︑先あれへ御出あり︑心の

ゑんかいばんり

の輩︿︑幸ひ当社を御信向有れ︒則五なひ山のすミかけお
って︑吉野・築波と成りたれ︵︑我朝に御座有ても同じ御

に御出有て御祈祷あれとて︑度々勅使立申一一より︑則参内

仏法の事︿申に不し及︑先王法をさまたげんと致を︑僧正

被レ成れんと思召ど︑さすが頼申人の御出の事なれゞ︿︑御

ハ御無用と御留被し成るＬｏ猶もふしぎに思し召さゞ︿︑今

車の牛かひのと有シて次第ｊ︑の御供役人の仰付られ︑彼

事なれ等︿︑遠海万里のはとふをしのぎ給︿ん事︑さりとて

夜の内に三笠山に五天竺を移シ︑まやの誕生がやの成道︑
そくざい

じゆぶうの説法︑仏御入滅の躰迄も︑こと人〜く拝ませ御

︵﹃マ︶

申有べきとの御事なり︒然︵俗在出家男女に罷出︑拝ミ申
せとの御事なり︒相構へて其ぶん心得候へｊ︑

くわん

観じゆをさへ御寺を出せば︑はや捧げ申たるも同じ御事成

11−

方此方と御用しげきにより︑おそなくリ給ふ事もよぎなき
次第にて候︒然りとくいへども国土に住身の︑勅定を汕断
有りてくそらおそるしきに︑たとへ僧正はおそく共︑先此

是界︵十一ノ３︶

れぐ︿︑拙者ニ早々持て参れとの御事により︑取物もとりあ
しゆ

か様に候者︿叡山の僧正に仕へ申沙弥にて候︒去程に我

へず是迄罷出た︒急で伺公致さうずる︒誠に珍らしからぬ

主

等の是へ出る事別の儀にても御座なひ︒先大唐の天狗の主

ぐん

御事なれど︑先我朝は天地開關より神国なれ尋︿︑如何に摩
ゆういん

領是界坊︑此年月つく人︑と思︿る上様︑我国震旦におゐ

と﹄︐︵ママ︶

軍の是界成りと言ども︑りやうじにさまたぐる事︿成問敷

まんしん

て慢心の高僧数多有とくいへど︑皆我道に誘引せずといふ

と存る

あらふしぎや︒今迄能天気が俄に雲の気色がかわりたる

なき

日本一一渡り仏法をさまたげんとたくミしが︑其心中をたが

︿︑是︿何としたる事ぞ︒殊に辻風吹テ来て︑跡へも先へ

じい

へず此秋津洲に来る︒乍レ去太郎坊と言合せずハ成間敷と

︵ママ︶

も行れそもなひ︒実と今思ひ出した︒かの是界とやらん︿

︹れるれぱ︺

神通を得て︑大内へ御参り有事を存︑はや摩のわざをなす

と見へたよ・夫なら︵我等の壱人すＬんで︑先へ行はこ︿

せう

思召︑先愛宕山へ行︑案内を申さるれば︑太郎坊御出合︑
ば︑是界答へて申様︑唐土におゐて︿医王山しやうりう寺︑

此辺りの人を頼︑︑︑申ぞ︒是へ僧正の御出あら報ハ︑我等へ御

物じや︒髪許に居て頼申人をまち︑御供仕らふずる︒然守く

はん梶やだい︵ママ︶

盤若台に至る迄︑こと人︑く摩道へ引入申たるが︑誠や日

ちたり

本︿未だ仏法さかん成よし申間︑労も御同心なら︵我が行

．もるこし

此方へと請じ被し申︑槻只今︿何の為の御出ぞと御尋あれ
いわ﹄フじ

けしき

事の無に︑仏法東前と聞時︿︑心に懸る間︑如何様一度は

︵底本二行アキ︶

れうしんだん
(三）
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しらせあれ︒相構て其分心得候へノー

熊坂︵十一ノ４︶
あをばか

︵底本二行アキ︶

是︿青墓の宿に住者にて候︒今日︿物淋敷折柄なれ尋︿︑

冑のが原の辺りへ立越︑心を慰ばやと存る
いや是成御僧︿︑此傍り二而︿見馴申さぬ御かた成が
︵底本二行アキ︶
中︲々
︵底本二行アキ︶
はか

さん候︑此所に法躰の身にて悪逆をいたし相果たる者︿︑

にて︑終に空敷成り申せしを︑承り及びたる通り御物語り

髪に熊坂の長範とて︑無し隠盗人の有しが︑則此青墓の宿

盗人七八十人︑此青野が原へ寄合談合いたし︑夜半過烏の

前と覚しき時分︑吉次が旅宿へ夜討を掛し刻︑内に︿老た

若いに寄らず人多しと云へども︑何れも路地に草臥︑前後

んでか坐る盗人を残りずくなに討給へ︵︑夜盗の大将長範

も知らず伏たりしに︑沙那王殿斗り只御壱人渡り合︑す上

︿独り無念に存じ︑打物を追取直し少人に切て掛り︑つめ

つひらいつ請つながいつ︑秘術を尽し戦へど︑沙那王殿に

︿年月の手柄も出ずして︑ついに︿打れたると申︒夫迄︿

あの人見の松に遠見を置︑登り下りの旅人︑里通ひの者迄

りたると申︒先我等の存たる︿加レ此に候

も︑やらずすごさず打取はぎ取仕り︑近国他国の者迄も迷
惑致シたるが︑熊坂が果てより︿︑上下の旅人も心安く通

可 、

申さふずる

先熊坂の長範と申︿︑生れ︿北国の者なりしが︑幼少の

土蜘蛛︵十一ノ５︶

︵是
底へ本
二行アキ︶ひとり
罷出たる者︿︑源の頼光の御内独り武者に仕へ申者

︹と□︺︹どり︺

時よりかりそめに人の物をかすめ︑それをおさな心に面白
く思ひ︑夫よりひたどりに取程に︑後に︿悪盗の名を得︑
諸国の盗人かれに付そい︑有徳成者をおさへて取るに︑一

せこがくべき宵なりさ入がにの蜘のふるまひかねてや︿し

御覧ずれば︑かの僧︿古寄にて御返事を申た︒其吾に︑我

し召ょふ︑あらふしぎや︑僧形の殊に夜ふけて是へ来り︑
我を問事不思議なりと思召︑汝くいか成者ぞと枕を上ゲて

ぎやう

今宵の御こ坐ちは何と御座あるぞと尋けれ零︿︑頼光心に思

光︿風のこ入ちにて御座有により︑医師数を尽して御養生

いし

二而候︒去程に我等の是へ出る事別の義にあらず︒此程頼

かく

度も不覚をいたしたる事なかりたると申︒然バ源家の大将

被し成るれど︑其印更に見へぬ所に︑今宵夜半斗りと思敷
時分︑誰共知ぬ僧形壱入来り︑頼光の御枕近く立寄て申様︑

︵ママ︶︵マ

せうじん

義朝の末子︑常稚腹に︿三男︑沙那王殿と申少人のおくし
ますが︑平家の代の万みだんなる有様を御覧じ︑何卒して
東国に下り︑御舎兄兵衛佐殿へ此事を申︑いかさま一度︿
切て登り︑源氏一統の御代となし度思召折節︑其頃三条の
マ︶

吉次信高といふ商売人︿︑毎年五幾内の宝物を買集め︑奥
へ下る商人を御頼ミ有御下向あるを︑夫を︵夢にも知らず
して︑長範︿吉次が高荷を取んとたくミ︑京都を出る時よ
り目付を置︑当国赤坂の宿にまんまと付込︑くつぎやうの
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ると︑か様に詠ずるを御聞被レ成︑扱は化生の者と思召︑

下々成も︑老少不定の習ひなれ︵︑我一天の君とあをがれ

の院︑此程つく人︑と思召る皇様︑人間︿如何成高位成も

そば

不断御側に置せらる些御太刀をぬき︑てうど切らせらるれ
︵ママ︶

天下泰平の御代に︑何ぞ国土の宝に成事を被二成置一御名を

︒くれやうせまヘ

バ︑暮に失て見へぬ内に︑順ミ申人是を聞付︑其ま上御前

ず︑諸道具の内一一も剣︿身をはなさで朝敵をも鎮ヅめ︑昔

高記に留度思し召ど︑詩寄管弦墨跡も器用がなけれ︵なら
つるぎ

へかけ付給ひ︑御声の高く聞つる問︑心元なふ存じ伺公仕
ぎよかん

候と被し申けれ︵︑扱も早く来りたるとて御感有︑今の様

罷出たる者を御存ジ無人︿︑何者ぞと思召れうずる︒是

事の御請にて候︒宗近心に思くる些様︑か様の大事の打物

者無くて︿罷ならず候へども︑倫言︿汗のごとく︑出テニ

で申上らる上様︑御剣など仕るに︿︑我におとらぬ相槌打

けん

成の卿︑宣旨を請︑勅使立を︑宗近一世の面目と存ジ︑謹

夢ましまして︑三条の小鍛冶宗近に御剣を仕れと︑橘の道

げんのたちばな

小鍛冶にましたる︿なき由風聞致とあれ︵︑実にも是が上
手成よし一同に仰らる些二付︑殊に今夜帝に不思議の御霊

て置んと思し召︑今日の本に太刀を何者が能打ぞと御尋あ

いまひ

せうきのけん村雲の剣とて今に名高き宝なれ︵︑剣を打せ

あとさき

躰語ってきかせうと有て︑跡先の事をつぶさに御物語被し

人︑に被し申しを︑有古老の臣下すＬ染出て申さる︲皇様︑

れば︑鎌倉物が見事な︑いやｊ︑大和物︿業がよい︑備前
が上手じや︑北国に︿替り物が有など上︑公卿大臣さま

げ︵ママ︶

成るれぱ︑今に初ぬ御手柄共にて御座候︒実二ものりの引
たる様躰隠れなけれ︵︑是を知るべに某︿尋参り︑かの物
を退治仕らふずるとありけれ︵︑頼光も尤と仰らる上に

がら

付︑頼申人︿化生の物を退治に御出し被成る上により︑我
等躰の者にも御供に参れと仰付られた︒是︿何として能ら
うぞ

小鍜冶︵十一ノ６︶
く都三条の横町に小家を持て︑幼少の時より細工を致・我

を︵︑神力を頼まず︿成問敷と存︑先氏神稲荷へ参り給ふ

︵底本二行アキ︶

等︿小鍛冶宗近の弟子にて候︒去程に宗近の打被レ申たる
太刀かたなく︑とぎの重なるに随って焼刃をあざやかに見

所に︑何国ともなく見馴ぬ人の出て︑面々︿三条の小鍛冶

ちからそへ

だんの

じく

な

度返らざるゆへ︑是非無お請を申されたるが︑なんぼう大

りんげんなあせ

せ︑地はだつまりて年々にへ顕れ︑ぼうし合杯に様々のち

宗近にて候か︒雲の上成君より御剣を仕れと有を︑心安く

よこまち

けい出来︑業︿和らか成も堅き物迄も︑さ︿る所ハかけず

思ひお請を申上︑檀をかざりて待給へ︒其時節我等も行て
さ三人︑ゑん

など

たまらぬ物切なれば︑老若共に小鍛冶を指ぬ人︿︑皆男ハ
ちつら
成らぬ様にの給ふ程に︑国々より日々に打物訓へ申さるれ

の勅︿只今成に︑早しりたるハ扱もノー奇特成とて︑弥稲

力を添んとい上もあへず︑其儘しげミの内え入給ふを︑劔

やハ

御頼ミ被し成る入︒夫一一付差に目出度事の候・今の帝一条

ど︑少も隙なくて皆々請取被し申ぬを︑又様々の縁を以て
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の

荷の明神を信じ︑下向被し申たが︑なんぽう目出度御事に
て候

事ぞ︒鳴神かと思へぱそふでもなひ︒何がなった事ぞしら

ぶつ

ぬ︒是二付ても後生が一大事じや︒愚僧も菩薩の道を随分

心懸ると︿存れども︑今の鳴内一只仏共法ともわきまへの

いま

しらぬ

︵底本一行アキ︶

いや未だ是におりやるよ︒ヤァラ方々︿と■かい物じや︒
急で仏舎利をおかへしやれ

うずる

当った︒最前出雲国三保の関より登られた︑その悪僧が取
っていた物で有ふ︒扱もノ︑腹の立事哉︒急いで追懸申そ

尾か

ヤァＪ︑此お舎利を︿何者がどこへ取ていたぞ︒今思ひ

あら不思議や︒いつもより内がはれやかになった

なか

イヤそこ元の賑やかな︿何事ぞ︒ヤァノ︑何といふぞ︒

︵底本一行アキ︶

のとこ

無つた時︿︑兼ての心懸がかんよふで御座る︒先舎利殿へ
見廻申そうずる

あたらしくや

抑もｊ︑早い事かな︒頼ミ申宗近の所に︿︑今度の御剣を
へ︑稲荷明神を勧請申︑細工所に︿馨敷用意なれ︵︑小鍛

仕らんとて︑新敷かり家を立︑檀を築︑其上にかな床をす
︵ママ︶

冶を学ぶ衆︿宗近の所へ詰らへ候へ︑相構へて其分心得候
へｊ︑

舎利︵十一ノ７︶
ワキ｜一付出ル︒狂言座二居︒
︵底本二行アキ︶

誰にて渡り候ぞ

︵底本一行アキ︶

遠国よりはる人〜と御参りなれば︑拝せ申度︿候へども︑

︵底本一行アキ︶

いや知らぬとちんじたりとも︑しらせいで置ふか

た明るトモ

せんゆじ

此泉訓寺の仏舎利と申︿︑りやうじに拝せ申事︿罷成ず候

るまい︒其上お取りやったなら零︿︑姜許に︿御座るまい︒

実とおしやれ︵そふじや︒御出家の身として偽り︿おしや

タ

おが

が︑当月︿某御戸を開く番にて鍵を持合せたると申︑殊に

てい

とうそくいふ

画画も件一

しむ折節︑そくしつ鬼といふ足はやき鬼が︑成仏のそくわい
をとげんと思ひ︑仏の御歯を引もぎ︑行方しれずこくうに

減の御時︑八万の大衆︿不し及レ申二︑五十二類迄なげきかな

めつ

理も聞分ず︑りふじんに盗賊人に打ふせ︑きつい事を言た
ると思召れうずれ共︑此泉涌寺の仏舎利と申︿︑釈尊御入

こ︲こくｈ〆

力の数珠を手にまとい︑にんにく二躰の衣を着したる者を︑

りき

も︑旅人にてもあれ︑髪をおろし仏躰の姿にて︑しかも十

方々の御心中に思召る入︿︑如何に大事のものが失たりと

か・畠じう

今日ハお舎利を取出す日なれ︵︑御戸を開き仏舎利を拝ま
せ申そふずる

最前の人の渡り候か

︵底本二行アキ︶
︵底本一行アキ︶

御戸を明ヶて候・御拝候へ︒又其後大唐より渡りたる山門
の十六羅漢の御拝ミ候へ
︵底本一行アキ︶

︵底本二行アキ︶

心得申候

クハバラ︑ノノｌ︑１．ア︑かなしやのノノＩ︑︑

今ちと気が付いた︒狐只今のめりノく︑どふとなった︿何

︵底本一行アキ︶
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いだそな

失けるを︑異多天と言本尊︿︑仏にぶくを備ふる時︑毎朝
さんぶ

斯申ぞなれ令︿︑洛中洛外の大溝・小溝を越る事︑京童べの

じゆんにげまハなぎやくまく

シ﹂︐〆一

誰にても続く者のなけれ寺︿︑我程身の軽ひ者︿有間敷と自

定て三部の鐘を三シ打に︑壱シ打内に三千世界に行わたり︑

車僧︵十一ノ８︶
︵底本二行アキ︶§︑ぞ一﹂し
ミぞこゆきやうわらん

二シ目に︿諸仏に委人︑く相触給ひ︑三シ目に︿本寺へ御
帰りある程の早き異多天のおっかけ給へ︵︑しつきはしゆ

慢仕りたる故︑太郎坊の羽先にてそとなでられ︑か様にミ

にくつきげ

主ん

がんせきくがじ

はさき

か様に候者︿太郎坊の御内成溝越天狗にて候︒某を何故

ミを七へんまで順に逃廻︿れ︵︑異多天︿逆に参り︑追欠

ぞこし天狗と︿罷成て御座る︒夫に付世に︿不思議成事の
有ぞ︒髪に車僧とて貴き僧のおくしますが︑牛も引ず人も

つｘじきじ

追付おさへて取返し持給ふを︑去子細あって当寺の御宝と

引ぬ車に乗て︑山川竹木巌石共いわず︑谷峰をも陸地のど

︒﹃︑たから

なし申︒釈尊肉付の牙舎利なれ︵︑常に︿御戸をさへ開き
申さぬに︑今日たとり出す日なれ︵︑方々にも心静に拝ま

じざい

おりふし

︿有間敷きと慢心の有を︑太郎坊︿にくきと思召折から︑

まんしん

とく飛行自在に飛かける人の候が︑左有に依て我程貴き者
さが

︾︑−し﹂寺く

彼僧今日嵯峨野の他りへ来るを御覧じ︑頼ミ申御方嬉敷思

くれ︑山伏の姿に成て出合給ひ︑詞をかけ給へば︑いたづ

わ

ら者がねそノーと何事ぞと答ゆる時に︑太郎坊一首の吾に︑

浮世を零︿何とかめぐる車僧まだ輪の内に有とこそ見れと︑
わ

かく仰らるれぱ︑車僧も即座に︑浮世を︵めぐらぬ者を車

僧のりもうるべき輪があらぱこそと申たを︑其の推量に︿︑

ぜんわＬ﹂ミノそノ︑

かの僧の乗たる車の輪の事かと存たれ令︿︑一向左様に︿無

て︑禅の話答と申て︑一千七百速斗り有事を︑太郎坊も未

わ

ださんぜぬといふ心にて仰らるれぱ︑車僧︿こと人〜くさ
んじて有程に︑乗もうるべき輪があればこそと被し申た︒

叉太郎坊︿︑のりもうるべき話があらぱこそといふ︿たそ

なくして︑たそ︐Ｉ︑と尋る時︿逢もせでたそにはなれてた

おい

と︑か様に仰られたを︑常の詞かと存じたれ零︿︑是もさく

T F

せ申て置たるに︑か様に行方しれず取られ迷惑致候が︑籾
お僧の是に御座候内に︑如何様成者が参りて候ぞ
︵底本二行アキ︶

たるぞ

何と只今あやしき者の参り︑天井をけやぶりこくうにう
せたると仰らる上か︒扱こそいつもより内がはれやかに成
たと存たれ︵道理じゃ︒是を見るに付ても︑弥お僧の御存
ないがしれた︒此天井をけやぶった躰︿︑中々人間のわざ
と︿見へぬ︒お僧︿如何成者で有ふと御すいりやう被し成
︵底本一行アキ︶

仰らる上通り︑古しへのしつきが今にしうしんの残し︑此

︵底本一行アキ︶

度︿人間と現じ︑取て行たる者で御座あらふずる︒然ら︵
人力の分にて︿成間敷候︒幸異多天ハ当寺の守本尊なれ︵︑
かの仏にきせい申︑二度取かへし申そうずる
然︵方々も力をそへて給くり候へ
︵底本二行アキ︶
ちゃうらいまんとくゑんまんしやかしん人︑

一心頂礼万徳遠満釈迦如来信心舎利︑此度足しつ鬼の取
りて行たる仏舎利を取かへし︑二度当寺の御宝となしてた
び給へ︑南無異多天ｊ︑

−−LO−

圭圭好ｅ

わ

わらまと夷ノ

こそぐらふ

も笑ふ気色の有なら︵︑魔道へ引入したも同前じや︒ちと

︹□□□□かぜ︺

︵底本一行アキ︶

クッノく〜︑クッノく︑ノく︑ノく︑ノく〜

︵底本一行アキ︶

そにこそあへと︑是も正しうたその話の心にて有げに候︒

いっしょふぢうくわたくしゆつしや

時に空道風す型しいと︑彼こくふを吹風はす貸しいと
︐くみどうかぜ

な︒我が名のミ高尾の山に云立る人ハ愛宕の峰に住ずして︒

どひやううつぼ

おかしいか車僧︒面白ひか車僧︒車僧の鼻の先を廿日鼠

が土俵靱を後ろに急度つけて︑こなたへ︿ちよろ︐Ｉ︑︑此

そうじ

お僧の住家くいかに︒一所不住︒車︿いかに︒火宅の出車︒

めぐれどめぐらず︑引も引れぬ車僧じや︒世の中ハ生死の

あいたノ︑ｊ︑

︵底本二行アキ︶

ＪＩＩ︑クッ７１︑ヤノく〜

方へくちよる︐Ｉ︑︑ちよろりノー︑︐Ｉ︑︑ヤアおかしいか車

僧︒面白ひか車僧︒笑わずともわら︿せう︑こそごろや

ひく

引手峰の松火打袋に鶯の声︒か様に知れぬ事を半時斗りた
とｇこふる
些かハる上に︑一字滞る事の無けれ︵︑頼申人の心に思召

い聖

兎角某の分で︿なるまい︒太郎坊を呼いだそう

淋しつ

様︑か様に貴き僧にりやうじに詞をすごして︿と思召︑去
あん
給︿ん詞のよし無て︑我が住方︿愛宕山︑ちと太郎坊が庵
室へお尋あれと言もあへず︑其儘飛で御帰り被し成︑我等

是︿下京辺に住者にて候
去程に平家︿一天四海をたなご坐るの内に治め給ふとい

︵底本三行アキ︶

橋弁慶︵十一ノ９︶

いかに太郎坊ｊ︑引

扱かのゑせ坊主︿どこ元に居るぞ︒参って見申さふずる

の木末に何心もなく遊山仕り居たるを︑急ぎあれへ参り︑
車僧をなぶって見よと被防申る上程に︑取物もとりあへず
是迄罷出た
く一扁廻る﹀内々間及ふだ僧じや程に︑常々見たいと思ふたに︑

ひがしやまぢうぜんじさん

へど︑入道相国の悪逆により︑諸人いきをつめて居申処に︑

此程西塔の武蔵坊弁慶︿︑宿願の子細有て東山十善寺に参

すで

い

去れ︵こそ是に居らる坐︒巳に行当らうとした︒先見た

嬉しい事じや

る︾︐

籠被し申しが︑叉今夜よりも五条の天神へ丑の時もふでせ

み作つし﹄

所が貴そうな僧じや︒太郎坊も詞をおかけやった程に︑我
等も詞をかけう

んと有を︑去人異見被し申し︿︑きのふ夜ふけて五条の橋
を通りし時︑十二三なるおさなき者の︑小太刀にて切て廻

いふとも︑弁慶程の者が聞にげ︿せまじい︒是非共参ふず

てふとり

いかに車僧ｊ︑

︵底本一行アキ︶

る︿︑さながら蝶烏のごとく早けれ︑︿︑今夜の丑の時詣で
ぎ

し坐の角を峰がさいた様に︑そっとも用いぬ顔じや︒何

を︵思し召留れかしと有を︑たとへ如何なる天魔鬼神成と

ばち

として能ろうぞ︒イヤ思ひ出た︒人︿老た若ひも又貴人高

ると有︿︑なんぼう不思案な人で︿あるぞ︒其橋へ出て人

たつと

人も︑おかしい事くこらへられぬ者じや︒いかに車僧が貴
く共︑こそぐったなら︵こらへられまい︒こそぐって成と
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ひがしだに

をきるおさなひ者を能聞ぱ︑源家の大将義朝の末子︑常盤
腹に︿三男︑沙那王殿と申少人のお︿しますが︑幼少の時
より父におくれ︑鞍馬の東谷とつこの坊に御入有頃︑天狗
ふし
に兵法を御相伝被し成︑稽古の手がらを見せ度思召折節︑

ちごくれ

入といふ︒よしノー沙那王殿にてもあれ︑また化生の者に

此ころ母上に向顔のため︑都へ登り給ふが︑其児子の日暮
て五条の橋へ御出あり︑行来の人をやらずすごさず切らる
︹と１しつ当昌

奉り︑様々もてなし被し申︑琵琶の一曲を所望致せし間︑

ふりてうし

安き間の事ひゐて聞せうずると仰られ︑被し遊し折節︑時

ふき

ならぬ村雨降来り︑調子の違へ︵︑翁はとまを取出し屋根

をふぐを御覧じ︑何とてもらざる家根をとまにて葺給ふぞ

られけれ︵︑翁答ていわく︑さん候︑屋根に当る雨の
おと仰と
おんがく

音︿ばんしきりなり︒また音楽の音︿わうしきにて︑調子
わざ
の違へ︵態ととまにてふきたるよし巾せぱ︑頓ミ申人心に
思召様︑いやしきふせ屋なれど心にくしと思召︑ちと琵琶

お里じ

うばこと

を仕れと仰られければ︑祖父︿琵琶をしらぶれば︑姥︿琴

おうぎ

なされし所に︑夫婦御袖にすがり止るを︑抓御身︿いか成
人ぞと問︿せ給へぱ︑我レいにしへの弦上の御主村上の天

おろかなりと思召︑あるじにもおんびんにしてかへらんと

日の本にもかふる上手の有に︑大国を伺︿ん事︑我ながら

﹄フか望

をこと人︑く極めたると思ひ︑入唐渡天せんと思ふ所に︑

ひきし間︑諸長心に思召︿︑我天下に於て琵琶・琴の奥儀

じ

ても候へ︑此年月人の前にて口をき上ながら︑か様のしれ
者を只おかんも口惜きに︑今夜弁慶よりも先へ行︑かのい

柱をたてならべ︑ばち音つま音け高くして︑秘曲を不し残

︵底本一行アキ︶

たづら者を退治し︑天下におゐてほまれを取らふと存る
ヤァノ︑そこ元の賑やかな︿何事ぞ
ヤァノ︑じや︒誠に五条の橋近くかして殊の外賑やかな︒
某杯の差元にいてしぜん切れてくいか竺な︒是より罷帰ら
ふ︒只急でのけ／〜

弦上︵十一ノ扣︶

て︑先此度︿都へ御帰り可し有との御事なれ︵︑御供の川

うせ

王井になし壷の女御夫婦なり︒御身の渡天止めんため︑是

つぼにやう．ご

か様に夜中まかり出たる者を︑御存ない人︿何者ぞと思

迄顕︿れいでたる由御申被レ成︑その僻失給ふ︒左有に依

︵底本三行アキ︶︹の罷出︺

召れうずる︒是︿大政大臣諸長公の御内の下々にて候︒去

意被レ致候へ︒相椛へて其分心得候ヘノ︑

︵ママ︶もるなが

程に諸長公︿天下に無し隠琵琶の上手二て御座候が︑いか
堂思召候やらん︑俄に入唐渡天被し成れんと思召︑国々の

尤慈童三通りあり︒二通り︿︑此末にしるす︒

枕慈菫︵十一ノ川︶

と思し召︑先都を出て山陽道に趣き︑須磨明石の月を御覧
しぱ
有所に︑ある片原に老人夫婦柴の庵を結び︑よしありげに

シテノ流儀二より趣替るべし︒

名所旧跡を御らん被し成る些躰にて︑下心︿唐土への門出

住しゆへ︑立寄一夜の宿をかり給ふに︑姥出て頓て内へ入
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ていくぎやうだいじん

流れ出し程に︑ふしんをなし給ひしに︑古しへ周の穆王に

す二より︑吹風枝をならさず︑民戸ざしをさ上ぬ御代にて
ぎ
てつけんざん
候︒然︿魏の片原二麗懸山と申山有り︒其谷川より薬の水

抑是︿魏の文帝に使へ申管人にて候︒扱も此君賢王に座

ふ所へ御参り有り︑其時穆王普門品の四句のげと申を︑直
焔かん．もん
にさづかり給ひしを︑則慈童に御相伝被し成る上︒其要文

尊法花経読荊の有し時︑穆王は八匹の駒に召て法味を述給

彼山に捨置くしと被し申しを︑此儀尤と御同心ある︒左有

被し申ける︿︑是より百里の外に鉄劔山といへる深山有り︒

見付︑其罪太方ならぬ事なれ令︿︑およそにしてく叶ふ間敷

つ︒︑︑北八かた

節︑かの慈童あやまって帝王の御枕を越ス︒公卿大臣是を

仕へ申せし慈童と申人︑君の御寵愛の余り︑あやまって御
枕をこへしが︑其科に依て麗懸山に流し給ふ︒去程に穆王

を菊の葉に書付︑水にひたし毎日呑給ふに︑此水不老不死
の御薬と成て︑七百歳をへ︑今︿報祖といへる仙人となり︑

厚板︑そばつぎ︑官人頭巾︑腰帯︑扇︒

は八匹の駒に召れ︑仏より直に普門品の四句のげをさづか
り給ふが︑慈童をあわれミ給ひ︑彼四句のげを御枕に書付

只今是へ御出あり︑菊水の目出度事共いるｊ︑御物語し給

︵底本一行アキ︶ぎぶんてい︵マこ主しま

給ハリけれ等︿︑慈童︿麗懸山の菊の葉に書つけ︑毎日読杣
げ︹下︺ちやうおんようぶん
し給ひしに︑此四句の焔と申︿︑寿命長隠の要文なれ令︿︑

あま

はっぴっこま輻げ

てつけん

す趨勢．．︑

はっぴつほ展︐︑︑︑のべ

これによって

抑是︿淡の武帝に仕へ奉る官人にて候︒抑も我君賢王

︵践本一行アキ︶かん

装速同断︒

︵ママ︶

菊慈菫︵十一ノ旧︶

分心得候へノノ︑︿トモいふ・﹀

ん可し有との御事なれゞ︿︑百官卿相に至る迄︑州構へて其

６﹀是に依て帝王かの山へ御幸被し成︑報祖が仙家をゑいら

︵底本二行アキ︶

：︑くすりほうそ

トモ

に依て穆王よの常ならずあわれミ給ひ︑一年霊篤山にて釈

ぽくわうひと坐せりやうじゆせん

すて

と︑種々様右に御評定有︒其中にも或る古老の臣下進出て

ころう

おのづから七百歳をたもち給ふ︒其菊のした堂り︑なんり

にて︑慈童︿其ま呉御帰りある︒６﹀依レ之只今勅使を可し

ひ︑則薬の水を我君へ捧げ︑寿命をさづけ申さんとの御事

のいにぼく

やうけんへ流候︒此水をむすびぶく仕候へゞ︿︑息才延命に

どくじゆ

して何事も思召スま上の御事なれ蟻︿︑皆々なんりやうけん

被し立との御事也︒皆☆その用意被し致候へ︒相かまへて其
分心得候へノー
かの

へ参り︑薬の水をむすびてぶく被し致候へ・叉其上彼御枕
を持て御出有り︑此君に捧げ御申有べきとの御事にて候間︑
皆を其分心得候へノー

士童︵十一ノ吃︶
︵ママ︶

装束同断︒

︵底本一行アキ︶ぎ

か様に罷出たる者︿魏の文帝に使へ申官人にて候︒籾も

此君賢主に御座ス故︑吹風枝をならさず民戸指をさ上ぬ御
ポク
代にて候︒然︿昔周の穆王と申て目出度御門座すが︑慈童
と申童を召つかハれしが︑御てふあいのあさからざりし折
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げ

り釈尊にま見へ︑普門品の四句の輻を直にさづかり給ひ︑

ごじつじ﹂７じつまつ

にましますにより︑五日の風十日雨おだやかにして︑政り
﹄﹂︐く︑

事た貸しうましますにより︑国土の民悦び申事数限り無二

毎日おこなひ給ふを︑我等も君の御かたミと存じ︑毎朝お
こたらず菊の葉に書付︑となへ申せ︵︑いつとなく七百歳

をたもち︑叉鉄劔山より続く川有︑此川の辺りにて菊の水

せい

御座一候・誠に聖人の御代に︿仙人も山より出ると申が︑
夫二付姜に目出度事の候・いにしへ周の穆王の召つかわれ
けん

源

しうたん

氏人虫守漕

わうゐ

し慈童と申者有︒余りに壬意に叶ひ申を︑臣下大臣それミ

君南陽瞼へ御幸被し成︑仙人の住家をゑいらんあるべきとの

を用る人︿︑寿命長穏成由申せ︵︑余りに奇特なる事とて︑

記

御事なり︒相構へて其分心得候へｊ︑

磨

︹シテの□︺

ながら︑させる科もなきに闇々ふし漬にせられ︑なげかる

実と年たけたる身にて一子を先立らる上事︑勅命と︿申

橋懸りえ行︑中入送り込︒﹀

︿両手二而シテノ腰ヲヲサヱ立セル︒シテ立テフリ向︒

姜︿玉殿なれ︵先御立ちやれ︿ト立テル・﹀

あらいたわしの事かな︒方々の愁段︿尤なれど︑乍レ去

十

はつぴつ

之

と成事︑穆王に告の子細有て八匹の駒に乗り︑霊鷲山に至

飼姥烏戸鼓
畏て候
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被し申て︑麗懸山に流されたるが︑我七百歳をたもち仙人

︿シテノ後え行︒﹀

御前に候〜老人をぱ私宅え帰し候へ

須海扇野阿

二

○○○○○

間

鶇山夜藤天

︿ワキ呼出し︑シテ柱の先え︑﹀

熨斗目︑長上下︑小サ刀︒

天鼓︵十二ノー︶

○○○○○

物かな︑惣じて夢といふもの︿合事くまれにて︑十に九シ

たへ

Ｌ︿尤じや︒殊一一老てく子に掛らんと末頼母敷思︿れ︑其

︿合い物とは乍レ申︑されども是︿妙なるを見て有物哉と

︵ママ︶

思ふ折節︑無し程壬母懐胎し︑十月の末に︿玉を延たる事

︵ママ︶
く成男子を悦び︑夢の告に任せ名を︑︿天鼓と付︑いつきか

・くわいたいと

そかにおもわればこそ

上世間の父母の習にて︑数多持たる子の内にも壱人もおろ
く橋がＬり長候︿輿︑此未ヲいふ︒三四間迄︿此詞吉︒﹀

し付そだてし所に︑後に︿誠の鼓ふり下るを︑打て見れ今︿

したく

︑もし

役者の事︿申に不し及︑公卿殿上人立替り遊尋︿せども︑終

てん

にふしづけに被し成︑鼓︿安房殿雲龍閣に籠置れ︑音楽の

あぽうでんうんりやうかくおんがく

行を︑数千の官人の以ってさがし出シ︑彼者を零︿路水の江

も

︿天命のつきたる故やらん︑天鼓つぎ象をおしミ深山え逃

︵ママ︶おん

誠に皆人の不器用な子をも可愛く存︑東西をわきまへぬ
︾﹄︑〆一︽

幼子さへ別おばかなしむに︑増て成人の子をうしなひ︑な
そなた
げかるＬ︿理りなれ共︑其方の罪深きを助給︿ん御法便に︑

心言葉に及ぬ程のしゅん音の出ると有るが︑内裏迄隠なく
して︑ためし少き物なれば勅定として召れしに︑誠にかれ

仏菩薩の仮に親子と現じ来り︑か坐るうき目を見せ給ふと
ぎやくゑん
思ひ︑方々の後世を大事と能願ひ︑逆縁なれども天鼓がぼ
そ

だいを弔給ひ︑又跡式の訴しやうあらぱ我等迄おしやれ︑

随分御取合そふずる間︑先方々︿私宅へ御かへりやれや

ぬか︑狐︿筒にひびきなどのいて音がとまったか︑但又中

どう︵ママ︶ね

只今の老人が子の天鼓とやらん申者︑玉殿の鼓仕れ謡︿能

に前のごとく成音の出ざりし間︑若鼓にきづがついてなら

き音の出たるが︑余人のうてゞ︿少もならぬに依て︑其父に

せらるれ識︿︑又元のごとく︑かんにたへたる音の出し故︑

に何ぞいっても有かなど塁︑思ひｊ︑に御ふしん被し成け
るを︑恭も御門間召及せ給ひ︑元より鼓︿心なき物と︿申
ぢんべんし︾フ
ながら︑空よりふる程の神変の有上︿︑是︿主の別れをか
なしミ︑ならぬ事の可し有との宣旨にて︑父王伯を召て打

︿ト幕ノき︿迄送り︑帰リシテ柱一一而﹀

語らんと存︑嬉うおもふたれ零︽︑左︿なくして︑当国の住

参り仕れとの仰にてあらふずる︒然ら籍︿子の打さへ聞事な
に︑まして親の仕らば嚥面白からんに︑拙者も能聞て人に

人に王伯・王母といふ只何となき夫婦の民の有けるが︑男

老人をゞハ私宅へ帰し申て候・狐も只今の老人の躰︿あわ

の

先あれへ罷出申そうずるくトワキノ前へ行︑下一一居テ︑﹀

やよし無ひとりごとを申内に︑思ひの外路次に逗留仕つた︒

しんし︹とて︺

し給ふにより︑老人を今︿我等の承りて私宅へ帰し申た︒い

さへ親子の間︿へだてなき辿︑君辺の老若迄も御袖をぬら

人は高いも下いも親子の中程の事︿ないぞ︑あの心なき物

子にても女子にても子を壱人ほしく思ひ︑明暮仏神にきせ
いし︑若ざかん成し時より正直を第一として︑殊に慈悲心
あまつ

深く二親に孝有ゆへやらん︑此以前二も少の奇瑞度々有り
といへど︑其中にも有夜の夢中に天津ミそらより鼓壱シふ
ぐだ左さ
り下り︑正しう王母が躰内にやどると見て︑誰おこす共な
く夢ハかつばとさめし程に︑狐も是は不思議成事を見て有
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︵底本一行アキ︶

ぞう︹この︺

扱も去年此所にての源平の戦を︑思ひ出せ︿今も恐し

や︒平家︿数千艘の兵舟を浮メ此小嶋の前に居りしを︑源
にしかハじり
氏︿河の向ひの西川尻藤渡に旗を立られし程に︑源平たが

れな事で御座る︒御存知のごとく此中如何成高位の人々ま
で︑老た若いに寄らず遊してならぬ鼓が︑父王伯が打て鳴

と

様な不思議な事ハ御座ない︒是に付ても人の親子の中︿申

かいがん

ひに海岸をへだて陣を取給へぱ︑船なくして越べき様も無

たいせつ

一一不ｒ及︑親類までも大切な事成に︑今の王伯︿子に別れ

所に︑最前頼申人の御物語のごとく︑兼而案内を間くれ御

あしげ

し老の身なれ簿︿︑何とぞして御取成を以て身命をつぎ︑ニ

存じの事なれゞ︿︑頼朝より被陛造し足毛なる馬に乗り︑家

只今の老女を私宅へ帰︹り︺申て候

射立し程に︑我等︿其ま上取て返し︑面白も無申事なれど
も︑人足の仕置を致た︒先あれへ罷出申そふずる

︵ママ︶

藤戸を渡すと見て平家︿舟をそば立︑指詰引詰さん人︑に

た淫あいぐ

タ親のなげきのやむ様に仰付られいかしと存る

にかおとるべきと思ひ︑盛綱に付いて向の磯まで来りしが︑

の子郎等を唯六騎相供し︑海へさっと乗入給ふ時︑某も誰

︵底本一行アキ︶

ずる

是こそ人口可レ然御意なれ寺ハ︑管弦の役者を相ふれ申さう
くシテ柱の少し先二而﹀
為め

やアノ︑皆々承り候へ・天鼓が事を不便に思召せゞ︿︑我

︵底本一行アキ︶シ

︵底本一行アキ︶

さん候・槻も只今の躰︿あわれな事で御座る︒何れも親子
わか
の分レハかなしむ物と︿乍レ申︑中にも今の老たる母の愁

段︿深く可し有と存る︒其子細︿我子の案内者仕りたる故︑

がい

先陣も被し成︑殊に当嶋を御拝領なれ寺︿︑此醐に︿如何成

こ↑︻ノしや

御褒美にも預るべき所に︑さわなくして闇々と害せられ候

事を︑親の身としてなげき申︿余儀なけれゞハ︑一シは後者

けいりやくいきやミトモうらミ

うせ

の契略のため︑又生残りたる母の思ひも失︑亡者の恨のは

る坐様に︑彼者の妻子を代に立させられ︑なき跡をも御弔

当 エ

君︿路水の堤へ御幸被し成︑天のつ堂承をすへ置︑天鼓が
跡を管弦識を以シて御弔可し有との御事なれ零︿︑管弦の役

者︿相かまへて其分心得候へｊ︑

藤渡︵十ニノ２︶
のし目︑長上下︑小サ刀︒

御前に候

︵底本一行アキ︶
︵底本一行アキ︶

畏て候

方々の愁歎な尤なれど︑是︿御前なれ寺︿先お立ちやれ

︵底本一行アキ︶しうたん主へ
︵底本一行アキ︶おい

実と年老たる身にて成人の子を失ひ︑なげかる上︿余

あれかしと存る

義なけれど︑今︿頼申人も不便一一思召シ︑又我等迄も別而
痛敷存れども︑最早帰らぬ道なれ令︿︑此上︿ふつっと思ひ

ずる

是こそ人口可に然御意なれ︵︑管弦の役者を相ふれ申そう

︵底本一行アキ︶

セ申そうずる間︑先方々︿私宅えお帰りやれや

切らしませ︒叉跡をぱ代に立させらる些様に︑随分お取合
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︵底本一行アキ︶

畏て候
︵底本一行アキ︶

そのｋノへ

やアノ︑皆々承り候へ︒去年此所にてうしなわれし者の跡
を︑管弦講を以て御弔ひ可し有との御事なれ︵︑管げんの
役者︿相かまへて其分心得候へＪ︑
替せりふ

是こそ人口可レ然御意なれ︒其上むなしくなりし浦の男
︿︑我身の科無きに一命を失︿るれ︵︑恨の悪念などの若
し且

叉残るとも︑左様の御沙汰あら︵︑成仏のそくわいをとげ︑

死ての悦びをなし申そふずる︒某別シて痛敷存る間︑管弦

︵底本一行アキ︶

尤お宿参らせ度︿候へ共︑方々の様成修行者一一宿かす事︿

いや／︑私二てハ成間敷候間︑只日の暮ぬ先に何方へも御

︵底本一行アキ︶

かたき法度なれ︵︑思ひながら叶候まじ

︵底本一行アキ︶

通り候へ
︵底本一行アキ︶

中々成間敷候

アラいたわしや︑何れへがな留申そう︒やれし上申︑お宿

参らせう︒あの須崎の御堂へおりやっておとまりやれ︒
︵底本一行アキ︶

あれをかし申そうずる
︵底本一行アキ︶

いや某の立たる堂一一而︿なく候

左様におしやっても夜なノ！︑化物が上ると申ぞや

の内をなら︵何ぞ一役仕らふずるが︑是︿何と御座あらふ

一段とすねい僧じやよ

夜前旅のお僧の宿かせと被し仰られたを︑須崎の御堂を

︵底本二行アキ︶

おしへてやり申たるが︑未だあれに御座るか︑但又何方え
︵底本一行アキ︶

も御通り有たるか︒参って見申そうずる
︵底本一行アキ︶

いや未だ是に御座候よ
︵底本一行アキ︶

中々さいぜん御目にか上りたる者にて候
︵底本一行アキ︶

心得申候

概御尋有度と︿︑如何様成御用にて候ぞ

︵底本一行アキ︶︵﹁かな﹂以下十字分底本貼紙︒

原文判読不能︶

是ハ思ひもよらぬ事を御尋被し成る上物かな︒左やうの御

事︑しかと存も不し致候︒乍レ去初たるお僧の思召より御尋

ね有を︑一円存ぜぬと申も如何なれ︵︑承及たる通りあら
ｊ︑御物語申そふずる

の 、

︵底本一行アキ︶

ずる
︵底本一行アキ︶

去ながら一円稽古仕らぬ事を致しても成まい︒何をがな致
そふずる︒いや思ひ出して御座る︒管弦過て定めて御酒が

︵底本一行アキ︶

出ませう︒其時分に大盃を持︑御酒の相手になり申そふず
る︒先某の役は是に定メ︑残りの役を相ふれ申そうずる
畏て候

右のせりふく管弦の時申替りせりふなり︒ 習也︒ワキ
ノせりふも同前言合︒笛・太．・シャウ︑ 先 三 ツ ヲ 云
なり︒言合により今壱シもいふなり︒

鵺︵十ニノ３︶
のし目︑長上下︑扇︑短刀
誰にて渡り候ぞ

︵底本一行アキ︶

色 乙 一
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こんへのいん

昔近衛院の御位の時︑御門の御脳以テの外に御座候間︑

︵底本一行アキ︶

たいほうひ峰﹄フばかせ
大法秘法の御祈祷にも不し叶︑博士を召てうらなくせらる
ひとへ
わざ
れ︵︑うらかたを考へ申上る様︿︑是︿偏に変化の者の業

くきやうせんぎちしん

にて︑夜なｊ︑御殿の上迄来るよし申上るを︑如何有べき

流されたれ︵︑しばし︿此所に流れと輿まりたると︿申せ
候

共︑委敷事︿存も不し致候︒先ヅ我等の存ジたる︿加レ此に

是︿きどく成事を被し仰る些物かな︒抑︿此堂へ上る化

︵底本一行アキ︶

に不思議成御事なれ︵︑弥難レ有御経をも御読調被レ成︑彼

物︿︑かの夜鳥の亡魂にて御座あらふずると推量致︒余り

せんていもの上ふに仰せてトモ︵底本貼紙︶

とて公卿詮議被し成る入所に︑其中にも有知臣のの給ふや
うち

︵底本一行アキ︶

者の跡を御弔ひあれかしと存る

う︑先帝にも去ためしのあれ︵︑武士を召て射させられよ
しよ

と有を︑諸人一同に此儀尤と被し仰て︑源平両家の中を尋

ひとむら

のし目︑長上下︑扇︑小サ刀︒

山姥︵十ニノ４︶

︵底本一行アキ︶

心得申候

御用の事化候︿堂被レ仰候へ

りやうひたＬれどう

給ひて︑中にも頼政といふ射手をゑり被し出たるに︑頼政

はやものやＬひさしく

の出立に︿︑ぎょ龍の直垂を着し︑しげ藤の弓にとがり矢
二筋そへて持︑郎等に︿遠江国の住人猪の早太といふずん
もり

入に︑案のごとく東三条の森の方より︑黒雲一村立来り︑御

誰にて渡り候ぞ

︵底本一行アキ︶

あげろごへ

ふ︑︑︑わけ

さん候︑善光寺え御参り有に︿︑上道下道中道とて数多御

︵底本一行アキ︶か：︑しもなか

座有︒中にも上路越と申︿︑如来の踏分給ひたる道なれ︵︑

どないせうこしん§﹃だゆいしん

し﹂

余の方を十度御参のあるよりも︑是を一度成共御通りあれ

︵︑仏の御内證にも御かなひ有により︑古身の弥陀唯心の
じ
ゃうどなんじよ
浄土にたとへられて候︒乍レ去難所なれ︵︑御乗り物は叶
︵底本一行アキ︶
︵底本一行アキ︶
︵底本一行アキ︶

是に候

我等も用所候へ共︑女性上薦の連て御参りなら︵︑案内者
仕らふずる

ワq

どの早者を壱人つれ︑内裏の大床に伺公し︑良久敷またる
殿の上にお坐いたるを見て︑とがり矢を取てつがい︑雲の中

とおぼしき所をよつぴいて切てはなされたれ︵︑はったと
こ上のか

手答へして︑御殿の上をよろめいて庭上へどうど落る所を︑

早太︿つるｊ︑と寄て取ておさへ︑鎧通しを以て九日つか
れたると申
こ＼のかたな

︵底本二行アキ︶

ふへ

わぬ道にて候
ゆ

実と九刀が本で御座あるふずる︒揮火をともし︑能御らう
じられたれ︵︑種々の者がばけたと申︒先頭︿さる︑どう

心得申し候
ふへ

︿たぬぎ︑目は杣︑足は尺八︑尾︿長刀︑鳴声が笛に似た

とあって︑夫より彼の者の名を笛炎と申げに候

ぬへふえぬへ

︵底本一行アキ︶

よど

夜鳥・笛︑是も鵺が本で御座らふずる︒か様の恐敷物を

りやうじに捨おかれて︿と有り︑うつほ舟をつくり淀川へ

含 J

急御同道被し成候へ
︵底本一行アキ︶

御覧ぜらる上ごとく︑ヶ程の難所なれば御乗ものなど︿

叶わぬ道にて候︒あらふしぎや何とやら日の暮る奥様に御
座る︒拙者も自分の用所有て行か︑又︿人に頼まれてもせ
︵底本一行アキ︶

つｊ︑通り申が︑か異るふしぎ成事︿無二御座一候

いや此山中に︿泊りのない所で御座る︒いや兎角申内に︑

候
︵げ誠にに底
本一行アキ︶ところ
何とやらが山姥に成と申た︒ヲ︑夫レーｊ︑︑草翁が成
と承り候

︵底本一行アキ︶そうもくねっち

︹の︺

いわれこそ御座れ︒草木の根もと土のそこに有物なれ︵︑

ひげしろしらＬぜんせう︲輯

大雨ふり山川に水の出たる時にあらわれ出︑雨露にさらさ

︵底本一行アキ︶

れ髭の白く成たるが山姥の白がと成︑自然と性根が入てう
ごくに依て︑是が山姥に成と申候

語れと被し仰る些程に聞及びたる程の事を申せ︵︑夫︿左

︵底本一行アキ︶

日の暮て前後をわきまへず候
あれ︐ｊ︑お宿と申︑急でからせられい

様にて︿有まいの︑是︿誠しからぬ事などｋ有により︑我

が成よし承候︒

でんぢあるじ

等も咄シか上り迷惑いたノ︑︒乍レ去誠の山姥に︿何やら
が成と申た︒今思ひ出いた︒正身の山姥に︿山にある木戸

まこと

今迄闇であったがまた夜が明たよ・先あれへ罷出申そふ

︵底本一行アキ︶

籾も只今︿不思議なる事にて︿無二御座一候か

︵底本一行アキ︶

ずる
︵底本一行アキ︶

是︿面白事をお尋被レ成る些物かな︒先世上にあまねく取

山中の田地に︿けだものを入間敷ために垣をいたし︑主の

どうたい

︵底本一行アキ︶ひやくまゆふくん

座候

何と思召して︑山姥の事をお尋被レ成たるぞ︒ふしんに御

︵底本一行アキ︶

木戸・鬼女︑実と是は鬼女が本で御座らふずる︒籾只今︿

出入口に︿木戸を仕るに︑其垣が胴躰と成︑木戸が則口と
成ゆへ︑山姥︿山に住木戸じやと申候

しら﹃︑︑だ

り沙汰いたす︒山姥に︿尾花が成と申候︒
のち
其子細︿すＬきく後に事なそふずるといふ心にて︑大地の
おいしげりやうきうけ
そこ
底より思ひ合イ︑一村ヅ上生茂り︑春にも成れ︵陽気を請
ほ

そろり職ｊ︑と葉を出すが︑其葉がよれあふて左右の手とな

り︑穂の出たるが白く乱て山姥の髪となり︑風に吹れてう
ごくに依て︑山姥にハ尾花が成と皆申候

扱︿是に御座候が︑天下に無し穏百摩山姥と申遊君と有れ
くせ

︵︑正身の山姥は曲舞を見度思ひ︑俄に日を暮し留置たる

︵底本一行アキ︶

実と尾花の分にて︿成まじく候︒叉去ル人の咄シ被し申た

かと存る間︑か様の恐ろしき者の思ひ入たる事を︑只御通

どんぐり

︿︑山姥に︿団栗が成ると申候︒

り有てく御行末が大事なれ︵︑是にて吾の一節を御所望あ

り︑其後如来へ御参りあれかしと存る

ひとふし

大木の木の実がじゅくして枝より落る時︑谷へころりノ︑

︾﹂尋︑

とこけ集りて寄合︑談合いたし五躰と成るに︑其中にも大
きながまなこと成に依て︑どんぐり目と申も此子細にて有
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︵底本一行アキ︶

然ら︵うたわせ御申候へ︒我等も是にて承らふずる

鵜飼︵十ニノ５︶
誰にて渡り候ぞ

︵底本二行アキ︶

︹せつせうきんぜい︺︵岾紙︒マこい壷霧っ︵１︑︶ざ︲いしよ

殺生禁製の所なるに︑是より下岩落と在所の者︑夜毎

ふ﹄︐ぶん

とを

に忍びのぼって鵜を遣ふ由風聞致すを︑在所の老若間付申

近国にトモ

されける︿︑この浦の殺生いたさぬとある事︿︑遠き国迄

も流布仕るに︑当所の者をあるかなしにいたす事︑あまりに
づけ

にくきやつなれば︑何卒してとらへて後代のためしにふし

︵底本一行アキ︶

尤お宿参らせ度︿候へ共︑方々の様な修行者に宿かす事︑

漬にいたそふずるとて︑深く隠して夜な︐Ｉ︑待を︵夢にも

やミのち

かたき法度なれ︵︑思ひながら叶ひ候まじ

かのじうくわにんの

任せ︑所も替ず伊沢川のふちへざんぶとはめたく︑なんぼ

しめ︑両のはしに大きなる石を二シ結付︑一切他生の利に

りやういしいつせったせう

ぢよりきりノーと巻て︑つよき縄をもって五シ所しつかと

所あ︑︑︑て︑共すの上にかの鵜遣ひをゆるりと寝させ︑片は

を取に遣り︑一間程づ上にきらせ︑二シづ入に割たるを三

人も有を︑去人見付持々にいけん申様︑如何に科人成と左
ひろ
様にないためそと言て︑あたりの人をのけて広く置︑大竹

とがにん

ぱいせうずるといふ者もあり︑走りかＬってさん人〜に打

はし

やわり

此度︿我等の命を御助あれ︒是より︿御意次第に致そふず
るとわびけれど︑理非をもきかぬ若者共︿︑やに︿にせい

たすけ﹇る﹈

つきか上るりやうじ成事を仕︑今︿一段迷惑致ス︒乍レ去

川とも存ぜずして︑皆人に異見おも可レ申老の身の︑天命

おい

う︑某も近郷に住者と︿申ながら︑左様の殺生きんぜひの

トウジン

などり︑堅き法度の事にてすなどりを致ス事︑前代未聞の
く
せヌスピトぎよおう
曲事なりとしかりけれ︵︑其時盗人の魚翁こたえていふや

に出て︑彼重科人をむづと取らへ︑汝︿此あたりの者をあ

ま

知らず︑ある闇の夜︑ょふけ入しづまって後︑いつもの蝿

︵底本一行アキ︶

イャノ︑私にて︿成間敷候間︑只日の暮ぬ先に何方へも御

造ひ真鳥をはなちつかふ所を︑ねらふ人々左右よりいちど

かたぜんだい§︑もん

通り候へ
︵底本一行アキ︶

れ︒

中々成間敷候︒あらいたくしや︑いづれにがな留申そふや
し上申︑御宿参らせふ︒あの須崎の辻堂へおりやれ︒あ
︵底本一行アキ︶

れをかし申そふずる
いや我等の立たる堂二而︿無二御座一候
︵底本一行アキ︶

︵底本一行アキ︶

イヤ左様におしやっても︑夜なｊｆＩ光り物が上ると申ぞや
一段とすねい僧じやよ
︵底本一行アキ︶

ｑ一︑し﹂君﹁ノ

夜前往来の僧の宿かせと被し仰たを︑須崎の辻堂へおし

︿中入後﹀

へてやり申たるが︑未ダあれに御座るか︑参って見申そふ
ずる︒

イヤいまだ是に御座候よ
︵底本一行アキ︶

中々夜前御目にかょりたる者にて候
常之通り

去程に此伊沢川と申︿︑昔より川の上下三里が間︿堅く

︵底本一行アキ︶いざわかミしも
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うおとなしき異見一一而︿無二御座一候か

を︑壱人知れ︵悪事千里と世上にばつと沙汰の有て︑在所

おそれず

の老若間付被し申ける︿︑此浦の殺生致さぬといふ事︿近国

迄も其隠れなきに︑殊に当国にありながら大神宮の不し恐︑

是︿奇特成事を被し仰る上者哉︒扱︿此堂へ上る光り物︿︑

︵底本一行アキ︶

彼鵜遣ひのぽふれいにて御座あらふずる︒夫をいかにと申

かつうく此里の者を有か無に致ス事︑余りににくきやつ成

々左右より一度に出て︑走りか坐って阿漕をむづと取らへ︑
はやりたる若者共︿やに︿にせいばいせうずるといふを︑
此重科人の唯ころさんなおしけれ︵牛ざきに致そうずるな

暮に月入︑人しづまりて後︑沖に︿舟も見へず︑陸に余人
︿なきと存︑いつものごとく網をおろし引所を︑ねらふ人

且

に︑かの者︿此世にて殺生をいたし︑罪深き身なれ︵︑一

︵︑何卒してとらへて後代のためしにふしづけに致そうず
るとて︑深くかくして夜殊にまつを︵夢にも知らず︑ある

の鵜を遣ふて御目にかけたると存る間︑難し有御経をも御

つミふか

扁の御回向にも預り度思ひ︑かりにあらくれ出︑ごうりき
読謂被レ成︑重てぎどくを御覧あれかしと存る
︵底本一行アキ︶

︵底本一行アキ︶

左様に候ハミ我等もともに石をひらふてまいらせうずる
心得申候

阿漕︵＋ニノ６︶

なる石を二シ結付︑所もかへず其あミを引たる此浦の沖中

てうしん

ゆい

存たる︿如レ此に候

ナ

左様に昔より例なき事︿如何と申て︑長くすまきにして大

なが

是︿伊勢の国阿漕の浦に住者にて候︒今日︿物淋敷折柄
なれ︵︑罷いで心を慰ばやと存る
常之通

へ︑一切他生の利に任せふしづけに仕りたるを︑古しへの

ど上種々に申を︑在所の年寄が︑いやノー当国︿神国成に︑

先此所︿伊勢の国阿漕が浦と申て︑無し隠名所にて候︒其

奇人︿能被し存︑吾に︑伊勢の国阿漕が浦で引網も度重れ

︵底本一行アキ︶た

子細︿恭も天照大神の当国へ初て御光臨被レ成し以後︑こ

︵あらわれにけりと︑か様によまれたる由承る︒先我等の

あまてるおＬか．﹄︑

の辺︿御膳調進の網を引浦なれ︵︑いづれを神慮にもる坐
さんこくごうが
物の無故に︑山谷江河の鱗此磯に集るを︑世を渡る近郷の

し︵ら

是︿奇特成事を被し仰るょ物かな︒誰あって罷出︑左様

の御物語いたそふずる者︑此あたりにて︿不し覚候︒扱︿

︵底本一行アキ︶

海士ども是をよく存︑恩ひＩ︑に縁をもってすなどりを
たればつ
のぞ ミ
望けれど︑誰も神罰とおそろしく被し存︑未だ是をゆるし

我等の存︿︑一扁の御回向にも預り度思ひ︑阿漕の亡魂顕
れ出︑声詞を替されたるかと存る間︑余りに不思議成御事

ゑんの

申さぬ所に︑髪に心底の拙なき魚人のあって︑忍びて夜な
かさ
ノー網を引・初メの程︿一円に人の知らざりけれど︑度重

存る

なれ︵︑暫く是に御逗留あり︑重て奇特を御覧あれかしと

つた

に随て︑有者思ふ様︑かれほど能魚を数多取物︿無と心中

弁峰るしたがつ

に如何斗り浦山敷ぞんじ︑朝暮心を付て見るに︑当浦成し
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たか

り有たると申︒是に依て奇にも︑はし鷹の野守の鏡ゑてし

︵底本一行アキ︶

御用の事も候︿ 堂被レ仰候へ

候

︿為ノドし

河原おもてへ立出︑心を慰ばやと存る
常之通

昔人王五拾二代嵯峨の天王の皇子とふるの大臣と申せし

おとｒ

是︿下京辺に住者にて候︒今日︿物さびしき折柄なれば︑

︵底本一行アキ︶

のし目︑長上下︑短サ刀︑扇︒

融︵十ニノ８︶

成︑鬼神の誠の姿を御覧あれかしと存る

不思議成御事なれ︵︑とてもの事に一ト祈り御いのり被し

住鬼神野守と現じ︑声詞をか︿したるかと存る間︑余りに

扱︿我等の存るく︑労の行力達し給ひたるゆへ︑此塚に

常之通り

付︑数多子細の有と︿申せ共︑先我等の存たる︿如レ此に

の御事に候︒惣じて此春日野において︑飛火の野守と申一一

ぱ野を守る鬼の鏡成に依て︑是が本説にて御座有ふずると

ぜっ︹あら︺

界しゆミ迄移す常張が︑誠の野守にて御座候よし承る︒去

じゃうばり

守り︑夜︿鬼と成て是成塚にかくれ住に︑その鬼の三千世

おに

申︒夫を如何にと申に︑かの鬼神ひる︿人と現じて此野を

︹の昼ハ︺げん

ひる

承り及び候︒又誠の野守の鏡ハ︑此塚の内に鬼神の住ける
が︑其鬼の秘蔵致して持たるこそ︑正身の野守の鏡成よし

つかき

がな思ひ思︿ずよそながら見んと︑か様によミ給ひたる由

︵底本一行アキ︶

心得申候

野守︵十ニノ７︶

︵底本二行アキ︶た
是︿和州春日の里に住者にて候︒今日︿春日野の他りへ

︵底本二行アキ︶

罷出︑心を慰ばやと存る

先野守の鏡と︿︑すな︿ち是成池を申︒夫をいかにと申

に︑御覧ぜらる上ごとく︑なりも鏡の様に丸くして︑さな
がら曇りもなく影のうつるに依て︑野守の鏡と︿申げに候︒
ぞうだん
又去人の御雑談被し成し︿︑いにしへこの春日野を守る者
の有しが︑いつも野を守りに出申時︿︑是成池水にて我か
げを移し︑姿を能見たるゆへに︑則野守の水とも申︒叉一

説に︿︑昔し有賢王の有しが︑当国において御狩を被し成
しらたか
し時︑秘蔵の白ふの蘆を失なくれ︑姜かしこを思ひＩ︑に
尋ねあるき︑折節是に野守の翁の有し程に︑御縢の行衛を
見て有かと仰られけれ︵︑かの者頓て答へて申やう︑御鷹
︿あれ成水の底に有よし申を︑知ぬ者とておかしき事をい
ゆび

上つるかなと︑目を引︑指をさいて御わらいあれ︵︑其時
はら
かの翁大きに腹をたち︑左様に偽りと思召におゐて︿︑御
げに

出有御らんぜょと申一一付︑狩人我レ先にと走り寄見給へ︵︑

実もかれがいふごとく︑水の底にそれたる鷹の有をふしん
に思召︑暫く心を付て御らんずれ︵︑水底にハなくしてそ
ば成木に鯉を取っていたるを︑今の者︿あどなき事を申た
お乳・﹃︑や

るげに候︒扱大宮人︿御鵬をすゑられ︑悦びいさ染て御帰
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御方︑父母の御寵愛かぎりなかりし故︑古来にも聞及ぬと

見へ渡るかなと︑作意を種々によまれたると申︒先我等の

候一一より︑今︿か様に名の︑︑︑斗りにて候︒其後貫之︿立寄︑

ことも無二御座一候・或時大臣被し仰る入様︿︑何にても世

とくいへど︑是も一たん面白く思召て︑重てもて遊び給ふ

時︿薦をつかくれ︑鹿を狩︑又次の曰く池を掘︑山をつか
せ︑其高山に︿古木大木を植置れ︑朝夕立さらず御覧ある

あら︿れ出︑声詞を御替し被し成たるかと存る間︑余りに

候・扱︿お僧の御心中貴う御座一一より︑融の大臣の御亡心

の罷出︑か様の御物語致そふずる者︑此傍りにて︿覚へず

存たる︿加レ此に候︒

一首の吾に︑春まさで煙たえにししほがまの浦さびしくも

有程に種灸様々の御遊覧の被し成る坐︒春の花・秋の月︑
池しいかきんぎ
千草にすだく虫の音︑詩吾管弦琴碁書画︿申に不し及︑有

に替りて珍ら敷事や有︑見て慰度と御意被し成しを︑去ル

不思議成御事なれ︵︑暫く是に御座候ひて︑重て奇特を御

さし

しびんせき

給ひし御在所にて候︒叉是成を新珠嶋と申子細︿︑昔天智
たんかいもろこしきさき
天王の御時︑淡海公の御妹ハ唐土高宗皇帝の后に立せ給ふ︒
しか
然るに南都興福寺︿かの后の御氏寺なるにより︑大唐より

︿呼出シ︑高砂同断︒﹀
︵
底本一行アキ︶いに
先あれに見へたるハ海人の坐里とて︑古しへあま人の住

熨斗目︑長上下︑短刀︑扇︒

海人︵十ニノ９︶

心得申候

︵底本一行アキ︶

︵底本一行アキ︶

近頃奇特成事を仰らる上物かな︒左様に何国共なく老人

︵底本一行アキ︶

人御前にて語り被し申た︿︑陸奥の千賀の浦はの躰︑世に

覧あれかしと存る

．﹃︑ちのく

越へて詠一入のよし被し申たるを︑則御覧被レ成度思召セど︑

御用の事も候︿竺被レ仰候へ

孝心へ

これよりハ遠路にて御下向も叶︿ざれず︿︑思召出され此六
かいほう

条河原の院へ千賀の海方少もたがわず移され︑三千の人足
ど︾フ

を三手に分て︑津のくに三津の浜より毎日うしお上汲マせ︑

塩時を待て一同にあけし程に︑誠に指くるうしをの如くに
さま
有たると申︒されども塩院有様なくてはとあり︑此河原の
院へ浜をならし塩家を立テ︑風もしづまり日もうらら成る
折節ハ︑杵海士人の出て塩を焼に︑さすが花の都の事なれ
おも

︵︑宮殿らうかくの内よりも︑塩屋の煙のほそく立上る躰
︵ママ︶ミ

を︑見る人毎に面白ふ被し存て︑行来の人も立留りたると
申︒叉あれ成︿陸奥まがきが鴫を写され︑いつもさぶ︿御
船に召て御出あり︑思ふ友どち御遊び被し成たると申︒其

の宝を渡さる上︒かげんけい・酒浜石・面向不背の玉︑
な種々か
ぎよくおう

﹂缶がミ

中にも面向不背といふ︿︑玉中に釈迦の像ましますを︑何
方より参りておがミ奉れど︑同じごとくの御面像を拝申に

しほがま

依て︑面をむかふにそむかずと書て︑面向不背と申習ス︒

ぞく

臣むなしくなり給ひて後︑相続して持テ遊ぶ人も無二御座一

刻業平の吾に︑塩竈にいつか来にけん朝なぎに釣する舟
も髪によらなんと︑か様に遊︵されたると申︒されども大

−28−

鶯流狂言伝言『間之記』（三）
十七一四

此内弐シの宝は京着し︑名珠︿此沖にて龍宮へ取られしを︑
大臣どの此玉をふかくおしませ給ひ︑当浦へ忍びて御下向
有︑賎しき海人乙女と契りをこめ︑無し程一人の男子を悦

者︿相かまへて其分心得候へ１１︑

須睡源氏︵十ニノ㈹︶

熨斗目︑長上下︑短サ刀︑扇︒
︵底本一行アキ︶

常之通り

是︿津の国須磨の浦に住者にて候︒今日︿物淋敷折柄な

れ︵︑浦へ罷出︑心を慰ばやと存る︒又若木の桜今を盛な

び給ふ︒其折節大臣殿海士人え仰られける様︑此沖にて龍
女のしづめし名珠をかづき上ょと御申有しか︵︑安き間の
よつぎのそ
事玉を︵取上申くし︒然る上︿今の御子を世統にと望まれ

るよし申問︑立越詠ばやと存る

ちひろ

しを︑則御同心被し成し故︑抑︿我子故に捨ん命︿おしから

じと︑千尋の紬を腰に付︑其儘海中にわけ入給ふが︑や具

去程に此所︿須磨の浦と申て︑無し隠月の名所にて御座

︵ママ︶

候︒又是成木を若木の桜と申て︑名木にて御座候︒其子細

母︑次そこ

ありて水底の縄うごきけれ︵︑す︿約速のなわこそゆるげ

︿︑昔し平家の君達薩摩の守忠度︿︑此所に住給ひし時に

不し覚候︒是︿我等の推量申︿︑古しへ此所に光源氏住せ
給ひし所成れ︵︑御心を残し置れ︑源氏の御亡心顕︿れ給
ひ︑声詞を御替し被陛成たるかと存る問︑余りに不思議成

なく老人の罷出︑光源氏の御物語可レ申者︑此傍りにては

言語同断︑奇特成事を被し仰る些物かな︒左様に何国共

︵底本一行アキ︶

致候︒先我等の存たる︿如し此に候

此浦に付て色を面白事共有げに候得共︑委敷事︿存も不し

く︑藤の裏葉にて太夫天王︑光君と申奉りたる由申︒其外

簡士の浦ハトモ

の御事にて︑則御上満被レ成︑官位ほうろく世にたぐいな

くわんい

石の月を詠メ︑御心を慰め給ひしが︑都より帰洛有くしと

丑ごらく

に光源氏暫くこの須磨の浦に御座ありし時︑明ヶ暮須磨Ⅲ

木の桜と申て御座ありたる共︑二せつに承り及び候︒去程

せつ

とて︑上にまちたる者共︿我先にと取付引上ゲ︑是成嶋に
てかの玉を初て見そめたるに依て︑所をも新珠嶋と︿申習

手づから植置れたる桜成よし申︑又一説に︿むかしより若

ふたたび

ス︒か程の名珠を二度日の本の宝となし︑興福寺に納メ置
れたるも此故にて候︒されども海人びと︿龍神の見入ける
けいやく

か︑無し程むなしく成給へども︑御契約の事なれ︵︑御子
そな

︿世継の位に術くり︑今都に房崎の大臣殿と申て御座候も︑
︵底本一行アキ︶

此子細にて有げに候︒先我等の存ジたる︿如レ此二候
左様の御方と︿存ぜずして︑只今くりやうじ成事を申︑

めいわく仕候︒
︵底本一行アキ︶

︵底本一行アキ︶

畏て候

やあノー皆々承り候へ︒房崎の大臣殿此所へ御下向も︑

御母海士人の御追善の御為なれ︵︑一七日のあいだ︿浦々
︵ママ︶

の網をも上︑殺生堅く禁断と被二仰出一てある︒叉御跡を識︿

管弦識をもって御弔ひあるべきとの御事なれば︑官弦の役
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︵底本一行アキ︶

︵底本一行アキ︶

引田鼓雪我

御用の事も候︿貰仰られ候へ

十EF

少し立テ居︑箱王シテ柱へ来ルト︑ワキノ次一一居る︒

ト同入︒又︑サシ・クセ済と︑ワキ出ル︑同出ル︒

夫よりいるｊ︑有︒シテ・ワキ別れて︑ワキ楽屋へ入

畏て候

此詞なくてもよし

太方人宿りの辺まで︑御出有うずる

︵ママ︶

是二候

へ

いかに箱王殿へ申候︒別当殿より召れ候間︑急ギ御出候

卜云テ︑シテ柱ノぎわへ行︑幕ノ方向︑

御前二候畏て候

ト太．座二居︒シテ・ワキいる／︑謡有て︑ワキ呼出︒

曽

御事なれ︵︑暫らく是に御座候ひて︑重ねて奇特を御覧あ

我我我我我

之

但︑太刀持成︵︑笛ノ上一一居︒シテ・ツレ出︑次第・
道行過て︑一ノ松より案内乞︒

誰二て渡り候ぞ

討

心得申候

日 日 日 日 日

左有ば其由申さうずる間︑夫一一暫く御待候へ
ワキノ前へ行︒

龍太の

れかしと存る

苗 崖 I 崖 I 苗 苗

記

はやし方出ルト︑ワキ出ル︒付テ出テ︑太﹁｜座二居止

元服曽我︵十三ノー︶

袖兼師伏服

いかに申上候︒只今祐成の御登山にて候
さん候

千鶏籠竹夜

三△
○○○○○

間

小切禅調元

御出の由申て候得︵︑此方へ御入有と被し申候

畏て候
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十七一四鷺流狂言伝言『間之記』（三）

ト云テ︑ワキノ後ろを通りて一ノ松一一テ︑

ぬ然ら︵語って間せう︒扱も右大将頼朝御登山被し

躰︑事も彩敷見物なれ︵︑箱王殿も此由を御覧じのたまいけ

成る上二付︑何が東八ヶ国の諸士車座ニ居ならび列座の

る︿︑序に御供の衆の名苗字を仰聞させられよと有ヲ︑安
ねんじゆ
き問の事申て間せうずるとあれ︵︑先一番に風折召れ念珠

シテ柱へ出テ︑シテ見テ

早ばつくん御出有ふずる︒急で追付申さうずる
未是に御座候︒いかに申上候︒別当是迄被し参て候
シテ・ツレ出向い︑ツレ︑シテヘ云テ又狂言へいふ︒

け高ク見へ給ふく鎌倉殿一一而御座候︒中々あれこそくわほ

へ置︑切一一付入︒

ワキ通ル︑同笛座ノ上二居︒ワキノ側へ太刀を右ノ方

誰そ︒壱人の大男︿和田の左衛門︑今一人くち上ぶの重忠︒
其次に月出シたる扇つかい︿︑あれこそ工藤一郎と迄仰ら

揮又中座の一番︿︑諸士の別当梶原父子︒紅の直垂二人︿

タリ

太刀持成︵是二てよし︒太刀なく︵︑太刀をシテ方よ

れ︑そこで思ひ当た︒じっとおひかへやつたれ共︑さすが

こ︶フ

り巴︿︑宇都の宮︒右巴︿︑小山の判官友綱︒松皮︿︑小笠原︒

ういミじき兵衛の佐殿よ︒左りの上座︿︑御舅北条殿︒左

︹く︺

心得申候
ト云テ︑ワキヘいふ︒

此方へ御入有と被し申候

り出し有也︒

さらぬ躰にてもてなし︑いろＩ︑せいし止め給ひ︑御かへ

利はつの箱王殿の事成︵︑其儘助経かとおとがめやつたを︑

、1

︹側︺

太刀持問事︒︹太は︺

り有道すがら︑頼ふだ人さＡやいて申されける︿︑誠左様

︵ママ︶

太刀不し持時︿︑有所と脇の側へ置︑尋候事︒

いかに申上候︒護摩だんをかざり申て候

だんをかざりて︑ワキ出ルト前へ行︒

事で︿無か誠に是は気遣ひな事じや先急でだ
んのかざらう能ろう

しらいが︑其儘檀を錺れと仰せ付られたが︑何様心元ない

︵ママ︶

に思し召さば我等の調伏︑と迄閏たれども︑くわしき事︿

但︑ワキ中入後一一太刀持出ル事も有︒
嶋物︑無地のしめか︑く︲︽り袴︑水衣︑腰帯︑合仕頭巾︒

調伏曽我︵十三ノ２︶
扱々武士の子︿︑幼少より格別で御座る︒只今箱王殿の

もの１ふ

御前に候畏て候
太刀追取て出給ふ吉相︑中々恐ろ敷躰で御座る︒先同宿を

いふて入︒

高安流︑中入の時︑はしが異りにて呼出ス︒狂言︿云

大蔵二てく一人出テ語り︑急でだんをかざり候へ︑と

りょは是程鞍敷事を何と知らしませぬかい上やしら

呼出し申そう︒新発意おりやるか何事ぞわご

− 0 」

て︑だんを筋り︑太．座二居︑ワキ出ルト前へ行︑
いかに申上候

といふ︒但︑橋が上りへワキ出ルトいふか︒

禅師曽我︵十三ノ３︶
︵ママ︶

太夫禅師二出ル跡へ出ル︒太夫名乗︑舞台の中ニテ呼︒
御前に候
護摩堂の戸を州キ候へ

畏て候
狂言柱二付と︑ワキ・ツレ四人斗り出て︑橋が上りへ
来て︑案内ヲ乞︒

案内と︿誰にて渡り候ぞ
脇伊東九郎祐宗一一て候︒急で門ヲ明候へ

畏て候
ト云テ︑シテノ前へ出テ︑

いかに申上候︒伊東の九郎祐宗の御出にて候
此方へと申候へ

立テ︑シテ柱と目付柱の間より一ノ松の方向て︑扇開

畏て候
きて

帯︒

嶋物か無地か︑へんてつ︑く坐り袴︑合仕頭巾︑扇︑腰
又日︑

初メ母出︑シテ・ツレ出︑台出ル︒シテ出ルト其跡へ
付て出ル也・

御前に候畏て候

ト云テ開キ︑其儘片ひざ立テ居テ︑

護摩台︑大臣柱の方二有︒扇を開き︑台の側へ行て︑
さらｊ︑ｊ︑

護摩堂を開き申て候
卜太．座二居ル︒

ワキ出テ︑一セイ過て案内乞︒

誰にて渡り候ぞ

いかに申上候︒祐宗の御参にて候

心得申候
畏て候
こうｊ︑御通り候ヘ
又日︑

シテ・ツレ︑文持出ル︒ツレト入替リ︑太．座一一居︒

ト云テ太．座二付︒ワキ通りて詞有︒末一一︑

こうｊ︑御通り候ヘ

敵を討︑其身も即座︸一討れて候

さらｊ︑ノー
ワキノ方ヲ見テ

ト云時二︑狂言文を持出テ︑

いかに申上候︒曽我殿より御文の候・御覧候得

︹の︺

こうノー御通り候へ
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ト云テ︑シテヘ渡し︑太．座一一居︑シテ｜一付テ入︒

右云合次第︑委敷間べし
︵底本一行アキ︶

又日︑

扱々目出度事かな︒御祈祷が有やらん︑護摩堂を開けと
被二仰出一た︒急いで開こうずる

両手をかけて︑両方へ開くてい

どとノーノ︑︑ぎい︑ぐわらｊ︑ノ︑
護摩堂を開申て候︑トモ︒

一付て出・間︑壱人︒ワキ梶原︑楽屋より出︒太

切兼曽我︵十三ノ４︶
シテ

刀持一人︒橋が上り二て︑ワキ供

御前に候畏て候いかに此内へ案内申候
シテノ供

案内と︿誰にて渡り候ぞ
ワキノ供
か坐り

梶原源太景末にて候︒御目にかけ度由申候︒此由御申有て
給くり候へ

袖曽我︵十三ノ５︶

ワキ出ルト︑付て出︑笛座ノ上二居︒

御前にさむらふ
ト元ノ所一一居・

畏て候

シテ祐成・ツレ時宗出て︑次第謡過て案内乞︒

の仰一一︿︑祐成殿御参なら︵申せ︑時宗の御出成バな申そ

誰｜一て渡り候ぞ︒いや祐成殿の御参り一一て候・大方殿より

︹上候︺

と仰られ候が︑労の御出の由申さうずる
心得申候

いかに申候︒祐成の御参りにて候
心得申候
此方へ御通り候ヘ

なつかしけれ︵さりやらず︒

ト云テ笛ノ上二居︒いるノー謡有︑地へ取て末に︑

此謡の内二呼出スゆへ︑不レ間︒心へてよし︒

御前に候
心得申候
時宗猶々勘当︑

此請ル詞の内一一兄弟いるｊ︑詞︒末二︑

︵底本一行アキ︶

其由申さうずる︒夫に暫く御待候へ

いかに申上候︒梶原源太景末の御出二て候畏て候

当と仰られ候間︑左様に御心得候へ

いかに祐成へ申候︒時宗の事を御申有ぱ︑祐成ともに勘

ト云と︑

最前の人の渡り候か︒其由申て候へぱ︑かうｊ︑御通り

あれとの御事一一て候心得申候
中入に供して︑両人とも入︒

かうｊ︑御通りあれとの御事にて候
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小

︵ママ︶

︹な︺

︹け︺

れ︑愛かしこにた■よひいとけなければ︑母のつれて相模

の国の住人︑曽我の太郎助信が所へゑんにつきしきざミ︑
兄弟の者は幼少二て父を討せ︑何さま父の敵を討んとたく

卜云テ笛の上二居ル︒後に太方二付入︒

宝生流︿太刀持出ル故︑狂言いらず︒

みしが︑今成人して曽我の十郎祐成・五郎時宗とて︑並び

︿かへろう︒乍レ去是迄来て只帰るも如何なれば︑此様子

れ霞︿︑某などのとらへられたらば中々働く事︿成まい︒某

郎・十郎が是へ討てくるといふか︒かの両人︿大剛の者な

やアノー其元のにぎやかな︿何事じや︒何といふぞ︑五

座ろうと存れど︑夫も知ぬ事じや︺

誠に是がぜうなれば手柄な事でおりやる︒︹定て偽りで御

︿△両人の時ハ印えつ函く﹀︹御座る︺

をとげられたると︿聞たれども︑定説︿しかとく知しぬ︒

しら

なき大剛の者なれ録ハ︑此度祐経の屋形へ忍び入︑今夜本望

箔︑女帯︑びなん︑末広持也︒

夜討曽我︵十三ノ６︶
やる舞ぞｊｊ１のがすなノ︑わごりょ︿何と
してわせだぞいや某︿何心もなふ寝ていたれば︑寝
耳に風とわめく音がした処で︑そちがやる舞ぞノーと云程

籾ハ様子を知らぬかい上や其義ならば語

に︑先のがすなｊ︑といふたが︑扱是︿何事が出来たぞ
て閏せふ︒先今夜の夜打の︿○﹀印へっ蟹く

︹きとて︺

時も同断︒但し︑一人︿もぎどう︒叉︿一人鑓︑一人
︿弓二てもする︒

両人の時の留メ

︵改丁︶

がらな事じや
ヤアノ︑そこ元の賑かなく何事じや︒何といふぞ︑五郎

誠に是が定なれ母︿手柄な事で︿ないか実と是︿手

︿△﹀

︹一人弓︺

早鼓の時︿︑狂言上下︑右ノ方肩ぬぎ︑竹杖︒二人の

へノノ︑︑

を触てのこう︒やアノ︑皆々承り候へ︒今夜の夜討の輩︿

壱人の時ハ
さる
くら
是へ罷出たる者︿︑鎌倉殿の御内去御方一一使へ申者二て

をかため︑番を能仕れとの御事なり︒相構へて其分心得候

曽我兄弟の者なれば︑面々の屋形の前にか堂りを焚︑辻々
く○﹀

候︒其の是へ出る事余の儀にあらず︒今夜の夜討のおこり
と申︿︑伊豆の国の住人伊藤の入道助近に︑工藤助経が先

また

祖の本地をおうれうせられ︑何卒して彼伊藤入道を討んと
便りを伺ひ待所に︑一とせ頼朝を慰め奉らんとて︑伊豆相
模武蔵の三ケ国の諸侍︑赤沢山奥野の狩りを催し︑彩敷遊
舞を尽し酒ゑんのなし︑種々様禽のぎやう応をなし︑彼河
津亦野が角力も此時なり︒か様の時節能折柄と思ひ︑助経
ちか

が普代の郎等近江八幡に心を合︑何卒して討んとせしが助
．もの

近を今ハ打もうし︑嫡子河津の三郎祐重を念なふ射落しぬれ

ぱ︑其子に一万箱王とて兄弟の者の有しが︑幼くて父に分
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十七一四

のふｊくｌ両人︿大剛の者なれゞ︿︑姜元にうろたへ

・十郎が是へ討て来ると云か︒籾もｊ︑是︿何として能ろ
う

て居て︑しぜん切られて︿成まい︒急でのかふ是く

ょからふさアノーーおりやれノく︑心得た
又日

︵底本一行アキ︶

アドャァノ︑其元の賑かなは何事じや︒何といふぞ︑五郎・

中へくると︑

子方︑シテ柱へ出ルト︑側へ寄て︑

のう腹立や︑早う参られ候へ

のう月若殿お聞候へ︒父︿四五日物詣でとて御出候︒御
ナグサ
留守の内︑月若殿を能々慰め申せと仰られた︒いつのお留

守一一ても自があしき様に当りたる事︿候︿ぬが︑何とて左
様にむりをぱ仰せらる皇︒惣て左様に仰候ぱ︑世の常一一て
ハ置れ申まじいぞ︒能心を付られ候へ︒あの顔︿いのふ︑
腹立やのｊ︑

十郎が是へ討て来るヲモ何といふぞアド五郎・

いに︑そなた迄何として連て行る上物か︒夫に居さしませ

十郎が是へ討て来るといふヲモ夫成ぐく和御料を頼む
程に︑某を連れていてくれいアド某壱人さへ心元な

行て有う︒汝行てつれて来り候へ・童が呼と有ぱ来るまい

に誰か有御前に候月若が見へぬ︒定て長松へ

長松の母の所へ行たる物で有う︒籾々腹の立事かな︒いか

あら不思議や︑月若が見へぬ︒いづくへ行て有ぞ︒定て

ト謡終ると︑女狂言の供をつれて︑橋掛二ていふ

親子ならで︿かくあらじ︑ｊ︑

末に︑

子方をつきたおして楽屋へ入︒子方謡有︒シテ掛合有

ヲモ是之身共をもつれていてくれい

竹の雪︵十三ノ７︶
初メワキ出︑名乗て呼出ス︒
蕊つからを呼︿せらる上︿何事二て候ぞ雪誇噸磧註杢︑竹の

殿のお召被レ成る上とだまいて︑急で呼で来り候へ

いかに渡り候か

何と物詣でと候や︒竹の雪の事︿心得申候︒又月若殿をい

心得申候蓼蘇羅万甦供︿

狂言女

たわれと仰候が︑いつの御留守二ても︑︑︑づからのいたわら

御座る笛の上ニィル︒供出て云・

扱々殊の外隙が入と︑何と致ておそい事か︑腹の立事で

︵ママ︶

女︑シテ柱へ立ていふ︒

候・急で御出候︹︽︺岬匡孫﹄｜毛穴鯨荏坊切

いかに案内申候︒是に月若殿の御座候か︒殿の御召一一て

ぬ事の候ぞ師鴦麩諏覗涛向頓て目出度御下向候得
大臣柱ノ方へ行︑ワキ幕へ入卜︑舞台の真中へ立て
楓もノ︑腹立や︒叉月若が告口を仕たと見へた︒

いかに月若の渡り候か︒申べき用所有ぞ︒急ぎ出られ候
へ

子方幕より出ル︒女︿真中二立居ル︒子方橋が上り真
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いかに申上候︒月若殿を御供申て候
いかに月若︒能所が有と思ふて︑長松へ︿何とて行ぞ︒

後見座より笹を持出て︑子方二渡ス

長松ニテ嚥ミづからが事のミ申つらん︒のう腹立や︑何と
致た物で有うぞ卜云テ
父御の仰せ置れ候ぞ︒上のぎぬをぬぎ︑小袖一シにて︑是

篭太鼓︵十三ノ８︶

岬出スＯ

ワキニ付テ太刀持出︑太．座ニイル︒脇︑名乗過テ呼

太刀を太．座二置て︑シテ柱ノ先一一て

御前一一候畏て候

いかに清次︑今日︿見舞なんだが︑用の事が有なら︵︑

ずに

とが

誠一一仰せらるれぱそうじゃ︒いかにはふばいにしてもあれ︑
︵ママ︶

を持て此□の竹の雪を払い候へ

中を見

科人じやに由断を致ふ所で︿ない︒番をいたそう詐諏︑労

︵底本一宇空白︶

共雪濁りたら︾︿能事︿有まいぞ︒構て其分心得候へ︒何れ
ト云テ幕へ入︒子方謡有︒末に︑

是はいかな事︒清次が籠をやぶってぬけたが︑何とした物

何成ともおしやれやのふ清次ノｌ１誹鋤麺諫を
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を何と致た物で有うぞ
思うかいなき月若ハ︑ついに空敷成りにけり︑ｊ︑

候随分念を入︑かたく番を致て御座れども︑いつの

ァ︑ぬけて候清次が籠を破てぬけて候さん

で有うぞ︒乍レ去申上ず零︿成舞︑一議坤鎚認の前へ出て︑

子方︿作物の内へ入と︑後見衣をかけるト︑供狂言出
ル︒シテ柱の内二ていふ︒

間にやらぬけて候いや子は御座らぬ妻は御座

何と申ぞ︒月若殿竹の雪を払ひ給ふとて︑雪にむもれて
空敷成給ひたると申か︒荒いたわしや︑急で長松へ参り︑
︵空白二字分︶

シ｜でワキいろ︐Ｉ︑有︒今女を引立テ︑ｊｌＩ

て候トー享太．座ニィル︒

直ニワキノ前へ行ていふいかに申上候︒清次が妻を連て参り

ツレ

用所有︒出られ候へ︒上より物をお尋有ふずるとの
事じや︒参られ候へあ呉其方︿先ぐりの早い人じや

幕の方へ行いふ．いかに此家の内二清次が妻の有か︒某の

で参う︒先方便を以て呼出そう

る畏て候シテ柱の先へ立てあ入能きもをつぶいた・急

此由申さふと存ル
幕ノ方向て︑いかに案内申候︒月若殿□口竹の雪を御払

痢時Ｏ

Ⅱ

懐中スル︒

黒骨末広

候とて︑雪にむもれて空敷成給ひて候︒夫々御申候得

狂言上下︑こし帯︑

箔︑女帯︑びなん︑

ト云テ太．座一一付也

供女

十七一四鷺流狂言伝書『間之記』（三）

ト云時ワキ呼出ス︒

ト云テ︑うでまくりをし︑シテノ後ろへ行て︑両の手を脇ノ下の他りへ

御まへ一一候畏て候
かけ

急で立しませ引立るていをして．
作物の中へ入︑戸を〆な︑がらローて

卜拍子一シふミ︑太．座より太刀を持て出て︑肩をぬぎ︑作物の方へ行て︑右ノ

がつたり
方へ片ひざつぎ︑刀一一手をかけて︑

やい女︑清次をにがいて口おしい︒おのれびつくりともし
て糸よ・やる事で︿ない

シテ︑謡少し有︒

太．座ニイル︒

いや籠の女が狂気仕る程に︑此由参て申上う

ト云テ太．座ニイ︑仕廻に脇一一付入也︒太刀を持入

いかに申上候︒清次が妻︑殊の外狂気仕候さん候
又日

さん候ワキ立越見うずる一｜て候

御尤に候卜云テ︑シテ柱ノ先へ立て︑

ト云テ太．座へ付テ︑後二脇二付て入也︒

やアノ︑是へ頓ふだ人の御座候間︑篭の廻りをのぎ候ヘ
太鼓打様の事
又日

どん一シ︑どん二シ︑どんセツ︑どん九シ︑どん十ヲ︑

どん壱シ︑どん二シ︑どん三シ︑どんセツ︑どん八シ︑
どん九シ︑どん十ヲ

鴫︑狂言上下︑こし帯︑小サ刀︑扇︒

鶏立田︵十三ノ９︶
﹁畏て候︺

御前に候御尤に候︒扱々謬敷庭烏にて候
︵底本一行アキ︶

畏て候し上と上／︑ｊ︑︒とらへて参て候︒扱もｊ︑

見事な烏二て候︒是を和子様方への御みやげに取てかへり
御前一一候

申さふずる

いかに申上候︒あこや御前︑物のけの様躰一一見へさせ給

、

ワキ詞いかに汝女一一テ有間︑太刀も刀も無益也︒所詮籠の廻り

に太．をかけ︑一時替り︑番を仕り候ヘ

ア︑対一琴︑シテ柱へ実にと仰らるればそうじや︒女に向て

太刀︿入ぬ事じや︒先太鼓を釣て︑一時ヅ︑番を仕ふずる
ト云テ︑太．座へ太刀ヲ置︑扇を入て太．を持出て︑作物へ釣り︑但し太．の面
をシテ柱の方へ向て︒其内詞︒

いや上々の御分別︿連ふた物じや︒か様に致て︿︑由断を
仕ふト思ふても由断︿ならぬ事じや釣て仕まい少し開見て
わた

︵ママ︶

一段と能︒最前から早一時一一成ふずる間︑急で番を致そう
ずる
ず︒

卜云一ｚ肩ヲぬぎ︑左りの手を太︒のふちへ少し当︑扇一一て手のひらを打・太コ打

どんノノ︑︑ｊく︑︑ノく〜︑どこ︑ノノ●︑Ｉノノ︑︑︑どん一シ︑どん二シ︑

どん三シ︑五シ︑十ヲ︒今の︿過たがおしかりやるで有う

− ･ イ ー

︿叶い候まじ︒とくｊ︑出で御引候得シテ柱へ来テ扱も

々我が儘な事をいわします︒是非お引無に於ては︑当所二

ノ︑女なれ︵とて気ずいな事を申︒とかく銘々｜一触る一ス

ひて候︒是︿何と仕らふずる

急いで参り申そうずる・扱々気の毒な事でハ有ょ︒参る

の千人の石を他国へ引出し︑チや二割捨有べきとの御事成

及ぬ︒此所一一て相触申さふ︒やァ／︑皆々承り候得︒此所

畏て候

程に是じや︒いかに此内へ案内申候︒平岡殿よりの御使に

︵︑いざ引うさアノ︑︑おりやれｊ︑心得た

引うで︿無か是︿迷惑なれ共︑仰せ出された事なら

おりない︒千引の石を他国へ引出せとの御事じや︒若引ぬ
者有に於て︿︑当所の住居︿成まじくと仰出た程に︑石を

のうノ︑皆々おりやるか何事ぞ別の事でも

々を呼出し︑石引うと存るト幕へ向て

の石を他国へ引出し︑ち堂一一割捨ょとの御事一｜て候間︑皆

隠大石の候が︑かの石に魂有て︑年々人を取事限りなし︒
左有に依て︑何某殿よりの仰に︿︑男女によらず罷出︑か

の是へ出ル事︑別の儀一一あらず︒此所に千人ノ石とて無し

か様に候者︿︑此他リニ住居致者で御座る︒去程に我等

中入ノ間︑三人出︒但し︑一人先へ出ル・

入スル・

卜云テ笛ノ上ニイル︒シテ︑出テ色々有︒石ノ中へ中

間︑男女に寄らず︑急で石を引れ候得︒其分心得候へｊ︑

参じて候あこや御前おん物の化︑以の外にて御座候
間︑急御出有︑加持あって給︿れとの御使にて候
小ひぢりを諸じて候

畏て候
御尤一一候

畏て候
ちいさきだんを持出︑置也︒置所︿︑ワキニ間べし︒

千引太刀持︵十三ノ㈹︶
大石ノ作物出ル︒ワキ名乗過て︑呼出ス・

扱もｊ︑迷惑な儀を仰出された︒当国盤の石を他国へ引

御前に候畏て候
出し︑ち堂二割捨ょとの御事にて候間︑此由面点へ相触申
さふ︒先此小家から申さふ
ツレノ女︑ワキノ次一一居ルー向て︑

通りじゃ︒縄が有かい上や某の取てこふ程に︑

先見た所が千人迄︿掛りそうな石で︿無か其

を︑上六十︑下︿十五を限て皆々罷いで︑他国へ引出し︑

いかに此内へ案内申候此家の内一ス外二人はなく
候か是は何某殿よりの御使二参て候・此所の千人石

ちと待しませ

シテノ後見︑縄持出ルを受取︑持出て︑作物の真中二

ち筥二御割有べきとの御事成間︑とうノー出て石を御引候

へ左様ニ候︿箕︑人をやといて出され候へ担
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小縄付て有を︑夫へ縄を付ル︒

さアノ︑付済だ︿何とよいか中々・某の拍
ゑいさらゑさらＪ︑ゑいといふてくゑいノ︑ノ︑︑

子を取う程に︑其方達︿はやさしませ
ゑいやｊｌｌノく︑蝿獣つもかへして

問畏て候・

のうｊ︑今のを間しましたか︒一刻も早う帰ろう
嬉しャのｊ︑

能ろうさアノーおりやれｊ︑参るノー

間︑幕へ入ト︑太刀持︑脇の前へ行て︑

いかに申上候︒千引の石を大勢して引共少しも働ズ候を︑

女の一入りして引うずると申候尤に候
太．座へ付ている︒

て︑童一入りして引う︑といふ︒

如レ此いふて︑はやしていると︑ワキ座よりツレ女出
ヲモ間何と此石を童一入りして引うずると御申有か︒夫こそ

太刀持共四人︒

︹へ︺

石を引繩︑長引て置也︒是ハシテより好事也︒

記

車山窟干木

太刀持の方へいふいかに申上候太刀何事にて候ぞ下二届

右間︑何しも︑鴫︑狂言上下︑こし帯︒

︹一一一ｌ︺

十四

ソ

て候︒急御出候へ中々の事︑こう御参り候へ
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幸ひなれ︒左有︵其由申上うずる間︑夫に暫く御待候へ

之

太刀其由申上うずる間︑面々︿私宅へ参り休ミ候得

斎藤五

I

御前二候畏テ候いかに鶴若殿︑父子御召に

上三鳶豊大

一間間あれ成女の此石を一入りして引うずると申候

間

聟入自然居士

鶴若
満
仲
鬼黒
△△△○△

鶴若︵十四ノー︶

△○△○△

(三）
十七一四鷺流狂言伝言『間之記』

ヤアノ︑皆々承り候へ︒掴も此度平家追討の為に︑鎌倉

︵底本一行アキ︶

︹落︺

殿の御代官として︑蒲の御ぞうしのりより︑九郎御曹子義
経を御大将ニテ︑西国に御下向有︑先木曽殿のろうぜきを
御しづめ可し有為に︑義経都へ御上洛にて候︒左有二依て︑

次信・忠信兄弟も御供被し成る坐間︑則明日御立あれば︑御
供の人々︿用意被し致候へ︒相かまえて其分心得候ヘノ︑

満中︵十四ノ２︶

御前一一候畏て候
子方ヲ呼出ス︒叉︑子ヲ切とき︑小袖をかへる︒
御前二猴マ︶睦一罵弥げをかくし候へ︑

其後︑ゑしん僧都︑案内ヲ乞︒

畏て候嫡ヰヲつれて︑楽やへ

誰二て渡り候ぞ心得申候
いかに申上候︒恵心僧都の御出にて候

聟入自然居士︵十四ノ３︶
ワキ呼出ス︒

御前に候鍬亟塞噸感据士方へ畏て候
︵ママ︶

是︿如何な事︒雲居士へ只今御使に参る事︑いか■と存
ル所に︑此御文を自然居士へ持て参れとの御事二て候間︑
﹄﹂

急ぎ持て参うと存る道行扱々大事のお使を仰付られて
いかに案内申候

御座る︒何かと申内一一是じや嫌ノ方向て

シテノ詞二曰

﹄え

きしゆれんきやうの床の上一ス︑立かいほつの花の光りゑん

々として︑心もすめる折柄︑案内といふ︿いか成者ぞ

ｊ︑たり︑座禅くわんの窓の前一兵︑真如実相の月のかげ明

是︿北山衣笠殿よりの御使二て候そもいか成御使二

て候ひそかに申せとの御事一一て候とにかくに出
りて︑シテヲ先へ返して︑

て対面申さんと︑戸びらヲ明けてそともニ出て︑ト舞台へ出ル︒入替

レ承候︒先々御文を御覧候へ

是二お文の候さもあれいか成事ぞ使に︿何共不

実にＩ︑是︿断なりと︑文を開ょミて見れば思いよらぬ︑う

ャ︑是︿人たがい︸−て候か

た呉れの︑夢のごとくに見しよりも︑しづ心なき恋と成︑

去らず︿居士をいましむるか︑我をこそいやしと思う共︑姿

慥一一居士の御事一｜て候

一一捨︑内二入地謡じやくまくの︑柴の戸なそをてうたてＬ︑

ぽ

一天恐れょかし︑にくき女の言事かなと︑文を引さきしら洲

むにんぜうとて音もせず︒

是︿こざかしき事一一て候へども︑人を助くる︿聖りの行
郷︿誠一一空敷成べきか

と申事の候へぱ︑御出有かしと存る

さん候︑今日を限りと見へ給ひて候

去有ぱ明日の夜参るくし
り候へ

左様に候︿壁︑あすの夜に入︑御出有べきとの御返事を給
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お事御前に待候へ

いやノ︑文︿落事も有くし︒只一人よをかけて参り候くし︒

畏て候喜ノ前いかに申上候︒自然居士あすの夜二入︑
御出有べきとの御事一一候
や︑面白や人しらん︒面白や九垂の︑Ｉ︑︑花の都︿四方の

地諦津の国の︑ｊ︑︑郷の入海よそにては︑深き心を人しる
空︑束ハのどかにて︑西に向ふや夕日かげ︑南より行夜の︑
ノ！︑中入︒ワキ呼出ス︒

北山︿愛なれや︑今ぞ衣笠の山松の︑おはやしはやし入や︑

畏て候シ｜藤二ていう

御前に候自然居士聟入一一候間︑道筋をそうじ仕れ
似為頼うだ人の御姫君︑自然居士を只一目見給いて︑度
々文玉章を参らせられ候得共︑一度も御返事無候二より︑

我等に参り此事を申せとの御事成二依て︑最前お文を持て
参り候へ︵︑則明日夜一一入居士の御出有べきとの御事一一て

候間︑何かの用意を致シ︑又道筋をそうじ致せとの御事二
て候︒此由申付ばやと存る︒やアノ︑憐全承り候へ・明日
夜二入自然居士の御忍び二て御出候間︑道筋をそうじいた
せとの御事二て候・其分心得候へｊ︑
カゲ

鬼黒陰山共︵十四ノ４︶

誰にて渡り候ぞさん候君︿大手のせいろう
二御出二て候御尤に候
りけり

夫より語り舞有︒君も御しん所一一︑入せ給へぱ︑各本陣にかへ

やアノ︑皆々承り候へ︒早夜も明方なれば︑大将お馬を

御前に候畏て候

ワキ︑陰山ノ何某︒シテ︑八幡太郎︒

出べき由仰候間︑其分心得候へノー

斎藤五︵十四ノ５︶
斎藤五供

ワキ供

御前に候畏て候御前一一候︒祇園へ御参詣二
て候

是︿誰人なれ︑︿大事のＮ人の前へ長具足をたいし来り給

御前二候畏て候

ふぞ︒大法なれ︑︿︑先長具足をぱ御出し候へ長具足

御前に候︒いかに斎藤五・斎藤六へ巾候︒今夜ハ此処が

アヅカ

を預り中て候災て候先御こしを立候へ

御泊り二て候間︑左様に御心へ被し成れうずる︒六代子の

御宿へは叶うまじき由仰られ候︒又兄弟の人々も耐々にお

宿を召れ候へ︒一所に︿叶うまじきとの御事二て候

︹︾不︺

面々｜一世申て候畏て候

いかに此内へ案内申候︒時政よりの御侠に参りて候

般前無し神森二而六代子の御供の事︑いるｊ︑御申被し成

︵ママ︶

候一一付︑時政の心得一一てゆるし被し申候︒左様に候へぱ︑六

代子の御事︿︑天下の朝敵の長本一｜て候・左あるに依て︑

其御供の人々なれば︑囚人二まがい無二御座一候・然ば囚人

−41−

申候︒急で刀をお出し有ふずる中々の事いや

が刀差たるためしなければ︑刀を出シ御供被し成候へと御

候︒然ぱ其由申そうずる

れとの御事二て候いや／︑秀︿いわれざる気色一｜て

預りたる長具足を参らせうずる問︑是より都へ御かへりあ

扱々ぶれんな︒とてもか坐る縄を︑利くつをいふ人じや︒

しき二て候尤に候

をも渡スまじ︑中々縄をもかＬるまじくとて︑以の外のけ

いかに申上候︒斎藤六の宿へ参て候へ︵︑是に︿替り刀

ｊ︑左様に仰られ候へぱ︑最前の長具足をもかへし申され

ふずる間︑是より都へ御帰りあれとの御事一一て候此
方へ御渡し候へ

刀を預り申て候畏て候

思うさましめ付てしんぜう中々かふく申︑随

いかに案内申候︒又御侠一一参て候頓ミ申人被し申
候︿︑最前︿刀の事を申候処︑御渡し被し成︑一入神妙に

分頼ミまするぞや

いかに斎藤五・斎藤六へ申候︒此所︿駿河の国千本の松

御前に候畏て候先御腰を立候へ畏て候

被し存候︒左様ニ候へぱ︑刀を御渡し被し成候上︿︑猶々囚
人二かくれ無候間︑縄をも御か異り被し成︑御供被し成れう

るされ申候︒急で御前へ御参りあれとの御事二て候

原一一て候︒六代子を誹し被し申候︒又兄弟の人々︿縄をゆ

ずるとの御事二て候中々の事︑其通り二て候
いヤノ︑左様に御申あらぱ︑最前の長具足・刀をも御かへ

か様に候もの︿︑長門国観音寺の住僧に仕へ申沙弥にて

後弐人

切て参れとの御事なり︒相構て其分心得候ヘノ︑

大木なけれ︵︑北谷の大杉ならではなく候川︑急ぎ参りて

やあｊ︑杣ども承り候へ︒当年︿本堂のむなぎに成べき

御前へに候長て候

︵底本二行アキ︶

大木︵十四ノ６︶

し申さふずる問︑急都へ御かへり候へとの御事一一て候
︵ママ︶

誠ニいたわしき御事成ぞ︒君臣の道殊勝に御座候
則御誌の通り申て候へぱ︑道利につまり是非なく縄を御

か坐り候畏て候
十イゼン

いかに申候︒時政よりの御使に参て候其御事｜一て
候︒最前無し神森にて六代子の御供の事を色々御申被レ成候
程に︑頼申人の心得二て︑ゆるされ御供をさせ参らせ候︒

︵ママ︶

然ぱ六代子の御事︿朝敵として︑しかも平家のちやくｊ︑

に告るに依て︑何事かと思ふて是迄来たが︑狐是︿何とし

いや︑そなた︿是へ何しに来たぞ〜其方が用有そふ

候︒シカノ︑︲

為も囚人にうたがひなく候・左候へぱ囚人の身として︑刀
カタナ
を差たるためしのなければ︑刀を御渡し︑則縄を御か坐り

なれば︑囚人の院領へ本のま上其御供を被し成る上︿︑方

あれとの御侠二て候いやｊ︑左様に候へ︵︑きのふ
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山拾得の住玉ひし所なるが︑其拾得と申︿︑豊干或時市に

先此寺︿天台大師の旧跡国情寺と申候︒則豊干禅師・寒

︵底本一行アキ︶

出︑児をひろひ養育し︑やしない得たる連︑其名を拾得と

た事じゃその事じや︒和御寮も知るとふり︑当年︿
本堂の御作事に付︑我らを始めそなた衆も︑方々を勤る事

名付玉ふ︒去比拾得の如くなる童子来て帯を持︑庭を度々

はくを見玉ひて︑何くより来る物と尋玉へ︵︑我︿寒山よ

キタリ

のなけれ︵︑北谷の大杉ならで︿なきにより︑杣を被二仰

ではないかいかにも︒夫に付︑むな木に成べき大木
本ノマ︑

り来ると答ふ︒其寒山は既に七百里を隔し山なり︒夫を遠

リョキウと申入来りて︑豊干に仰られ候︿︑あの弐人くい

きと思ハず︑朝来て夕に帰る事︑不思議の思ひをなす処に︑

付一︑木を直に造さる呉所に︑何くともなく見馴ぬ人の出
て杣に申様︑何くの樹を切らせ玉ふぞとあれ︵︑北谷の大

か成ものぞと尋玉へ︵︑豊干の仰には︑寒山︿文珠︑拾得

︵マ マ ︶

杉ならではなきゆへ︑大杉伐るべきよし申けれ︵︑前々よ
り此木を残し置れたる程︑なかｊ︑成まじき由申され︑若

有つくしう思し召︵︑暫く是に御逗留あり︑重て奇特を御

き︑寒山拾得にて御座あらふずると存る問︑御僧もさ様に

言語道断奇特なる事を仰らる上もの哉︒掴は疑ふ所もな

我らの聞及びたる︿如レ此に候

の三毒絶へず︒是を払ひ捨度との御心にて御座有ると承り
候︒惣じて最前より申如く︑委細の事︿存も致さず候・先

申

んじあるくけれども︑人ハ六座の境界に迷ひ︑頓欲・愚痴

ろに︑御旧院御座候︒又寒山帯を持玉ひし事︑定めて御ぞ

断虎にのりて歩行玉ひし人成よし申す︒則あの宝蔵のうし

アⅢグキ

弥陀の化身なれとて︑則宝窟の内に入玉ふ︒夫より三人の
本地顕︿れ玉ふ︒叉或説に︑豊干︿釈迦の化身とも申︑不

が本地を顕︿し玉ふ上︿︑豊干の本地も申くし︒あれこそ

ライ︲

潰し︑何注我を礼し玉ふぞと御申候へ︵︑其事にて候︑豊
干の教へにまかせ︑かくの如くと答へ玉へ︵︑左様に我ら

︿普賢なりと宣へ︵︑其儘弐人を拝し玉ふ程に︑両人肝を

ふ

慈悲この木を伐申され候︿堂︑恨ミをなすべしとあれ︵︑

︵マ マ ︶

杣人ども︑そこのき玉へ是非に伐申べきと申時︑其時彼も
の申︿︑我こそ杉の精なる由申︑かならず恨をなすべしと

有有るが︑なんぽう不思議な事で︿ないか誠に是︿
不思議な事じゃいや此観音の御事︿かくれなき御事︒
殊に当年︿御作事にむな木なぎゆへ︑彼杉を切らせらる上
に︑尤草木心なしとは申せども︑其精出て杣人に詞を替し︑

殊に恨を成うずると言は不思議な事で︿あるぞ去な
がら是迄来た事じや程に︑何程の事が有うぞ︑参って杉を

見てこふでハないか是︿一段とよからふ雌垳守融聿坤
トモニ逃テ
帰ルナリ︒

豐干︵十四ノ７︶
是︿国清寺の門前に住ものにて候︒今日︿心ざす日なれ

︵底本二行アキ︶

ば︑国清寺へ参らばやと存候
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らんあれかしと存る

鳶窟︵十四ノ８︶
か様に罷出たる者︿︑杉村の森に住ゐする木の葉天狗に

︵底本二行アキ︶

て候大会同事︒シヵノ１我らの是へ出る事別の儀にあらず︒

此度三熊野に籠り申されたる客僧︑不思議の霊夢を蒙り筑
紫へ渡り玉ふを︑頼ミ申人︿能御存じなされ︑賤しき老翁
と御身をやつし顕れ出玉へぱ︑按の如く彼客僧︑はや詞を
かけ申さる入︿︑我此山に始めて来りし間︑︑道しるべせ
よと御頼申さる坐︒頼ミ申御方申されける︿︑いか成事に
て此所へ︿御出なさる坐とあれ零︿︑彼客僧答へていはく︑
︵ママ︶

ヲドロキ

此所の地を潔界となし︑衆生を助けんと御申なさる上︒頼
ミ申人大きに驚き︑さ様に候へ︵我ら如きのもの迄も︑た

ツチカゼ

上ずむ所もなきと答へ︑いるｊ︑争ひ御申あり︑其ま里と
んで帰り玉ひ︑我ら如きのものにも参り︑彼僧をなぶって
見よとあるに付︑とるものもとりあへず︑是迄出たが︑そ
なた達︿何と思ふぞ
おかしき天狗︿より合て︑ノー︑喧埖口論︑其外あっ気
｜︵ママ︶

の︑智識連風︑是等をけばくす︑時こそ心も︑面白けれと︑

飛行自在に︑かけまハリ飛まはテ︑是迄なりとて︑天狗共
︿︑ｊ︑︑元のすみかに︑帰りけり︒

三山︵十四ノ９︶
誰にて渡り候ぞさん候︑当所に於て見へ渡りたる

︵底本一行アキ︶

山々多しといへど︑中一一もあれに見へたるが三山一｜て候間︑
︵被し仰候得

初めたる御方ならば︑御出有て御覧候へ御用の事有

最前□□の御僧の三山の事を御尋有し程に︑則教テやり

︵底本一行アキ×空白二字分︶

申たるが︑未あれに御座候か︑但し又何方へも御通被レ成
たるか︑参て見申さふずる︒是︿奇特と未是に御逗留被し
︵底本三行アキ︶

成たるよ
︵ママ︶

所の者と︿誰二て渡り候ぞさん候・南に見へたる
︵ママ︶

が香句山︑西に見へたるがうねミ山︑又是成を耳無山と申

か様に候者︿︑和州耳無山の麓に住者二て候・此程︿隙

︵底本四行アキ︶

候︒こ上ろ静に御覧め候得御尤に候

無ゆへに何方へも不二罷出一候間︑今日︿罷出︑心を慰ばや
︵底本二行アキ︶

と存る

ヨシ

去程に此三シ山と申︿︑当所二無し隠名山二て候・一男姿
きんなり

と申て︑南に見へたるを香久山と申て男山｜｜て御座候由申

候︒其子細は︑昔公成と申人の御座有たるが︑西に見へた
るうねミ山の麓に住申ス︑桜子と申て色よき女の御座候︒

又是成耳無山の麓に桂子と申遊女の御座有たるが︑公成二

二道かけて浅からぬ契り一｜て御座ありたると申︒乍レ去公

人の女の方へかり染に通ひ契りをこめられ候処に︑後に︿

成何と思︿れけん︑桜子の方へ斗りかよわれ︑桂子の方へ

おとづれも無︑程過参らせ候程に︑桂子此様子を見て︑所

詮命有ても專なしとて︑公成をも桜子をも深く恨ミ︑耳無
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山の池へ身をなげ候︒他りの者驚きさわぎ︑頓て取上候へ
ども︑はや空敷成候間︑土中につきこめたると申︒左有に
依て︑耳無山を身無山共申実に候︒先我等の存たる︿加レ
此に候
是︿奇特成事を被し仰る上物かな︒夫︿うたがふ処も無︑

︵底本一行アキ︶

桂子の亡魂顕れ出︑御僧の御心中たつとうましますにより︑

間︑かの跡を念頃に御弔い有かしと存候

御弔にも預り度思れ︑三シ山の事を御物語り有たると存る

土車口明ヶに出ル．︵十四ノ仰︶
是︿信濃の国善光寺の住僧に使へ申社弥にて候︒今日も
仏前のそうじを致さふと存る
卜云テ︑笛ノ上ニイル︒ワキ道行過て︑大臣柱二つく卜︑作物出て︑子方トシテ
出ル︒舞台二て︑善光寺に着にけり︑ト謡有テ︑シテハ下一一イル︒子方︑車より

Ｌヲｏ

下りて︑目付柱の方一一イル︒シテハ真中︸一イテ︑年む時に︑狂言︑シテ柱よりか

いや是成人︿物狂ひの躰と見へて候・是︿内陳ニテ候︒

︵ママ︶

左様の者︿内陳の事︿さて置︑天が下一ス叶うまい

イヅクノ

ト云テ︑太．座へ付︒金春流ハの時︿︑始より太．座二付︒喜多流︿︑笛の上一一

中々の事
居ル︒

叉習有︒

謡独りせかせ給ふか

此小鼓の内二いふ是を大がへしと言．

ヤアエイイヤ︿︑
△
△△○○△△ヤヲ

叉此かへし打時く

いや︐Ｉ︑何とおしやろう共儘よ・此国一一︿叶い候まじ

︵言マ︶

いやノー左様に過言をおしやろうと侭ょ︒此国︸ス叶い候
まじ

是を二段がへしと云・右二てく︑シテノ謡の船戸二成ゆへ如咳此いふ

い大がへしといふ

通ふら・︿とうろう迄よ◎左様の推参の者︿天が下に︿叶ま

言語同断左様の推参ヲつくさば︑此国一ス叶うまい

是ハ善光寺の門前の者

仁右衛門方二てく︑シテ・子方出て︑子方車より下ると︑笛の上一｜て名乗︒

大蔵弥太郎方︑堂守といふ︒

此内二常ノ打切有テ︑シテノ上ゲニ成︒シテノ上二打切有事︑土車一番二限ル︒

ひとりせかせ給ふか狂言直ぐニ通ら︵とうろう迄よ如レ此短くい
ふ也︒

し︒是︑伝也︒

是大小ノ習也︒常の打切ゆへ︑右ノ詞いふ也︒打切間一辰ふゆへ︑短くいふがよ

又日

︵底本改丁︶

始メ名乗同断︒シテ善光寺に着にけり

︹ぬ︺

いかに是成狂人︑狂ひ侯へ御身くすねたる事を申
者かな︒只急で狂うて御見せ候へ掴︿狂うまじく︿︑

狂言︑笛ノ上より

参られ候ぞ︒是︿内陳二て候・左様の者︿内陳の事ハ扱置︑

此如来堂一天叶うまいぞ︑急で出候へ︒いやｊ︑此如来堂

やアノー労︿何国の人なれば︑御堂へぬれわらんず二て

天が下二はかのうまい中灸の事
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斗︿曲もない︒此国ニハ叶うまじい︒此国斗ハせばくとも︑
シテ︑愛二て︑一天四海波︑の謡有︒

天が下一一︿叶うまじいぞ思ひも寄ぬ事
切二顔を見合て︑下ニイル︒
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