
企画展

～怨霊から学問の神へ～～怨霊から学問の神へ～

期 間 ： 令和4年9月26日（月）～11月30日（水）

土・日・祝日、11月11日（金）休室

時 間 ： 午前10時～午後5時

場 所 ： 神戸女子大学古典芸能研究センター展示室

（神戸市中央区中山手通２丁目23-1 神戸女子大学教育センター２階）

展示図録



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Ⅰ 菅原道真について

菅公の生涯

菅公こと菅原道真は、平安時代前期を代表する学者・政治家で、承和12年（845）に菅原是善の三男と
これよし

して生まれた。その祖は土師氏だが、桓武天皇の侍読（儒学の教授者）をつとめた、道真の曾祖父古人の
は じ じ ど く ふるひと

代に菅原と改姓した。

道真は、十代はじめには早くも詩才をあらわし、長ずるに及んで元慶元年（877）に三十代前半で文章博士
もんじょうはかせ

となって学界の頂点に立った。四十代の前半には讃岐守として四国に赴任するが、帰京後は時の宇多天皇

に重用され、天皇即位当初は対立していた藤原基経の死去直後に蔵 人 頭の要職に抜擢された。以後、基
もとつね くろうどのとう

経の子時平（871～909）と相並んで、参議・中納言に昇進した。この間の寛平６年（894）、遣唐大使に
ときひら

任命されたのを機に、道真は内外の諸情勢にかんがみて派遣の中止を要請する。その意見が容れられ、遣

唐使は停止された（後に廃止）。

やがて、宇多天皇の子の醍醐天皇が即位し

てまもなく、時平が左大臣に、道真が右大臣

に任命された。学者としては異例の出世に対

する政界・学界の風当たりが次第に強まるな

か、天皇との関係を強めていく道真に対し、

藤原氏一族の将来への危惧を感じた時平らが

讒言し、昌泰四年（901）１月、従二位にな

った直後の25日に太 宰権帥に左遷する詔が
だざいのごんのそち

出された。左遷とはいえ政治に関わることも

許されぬ事実上の流罪であり、官途に就いて

いた息子たちも各地に流された。延喜３年（9

03）２月25日、失意と窮乏のうちに配所で死

去、59歳であった。

儒家としての菅原家

菅原氏は、祖父の清公（＊「きよとも」とも）、父の是善、そして道真と三代にわたり文章博士を務めた。古人
きよきみ これよし もんじょうはかせ ふるひと

の四男・清公は、兄弟のうちでも特に優秀で、最澄らとともに遣唐使として唐に渡り、帰国後、大 学 頭
だいがくのかみ

・文章博士となり、従三位を得て公卿となった。清公は、最初の勅撰集『凌雲集』（弘仁５年[814]）の編
こうにん

者であり、続く『文華秀麗集』『経国集』の編纂にも係わった。さらに養老令の注釈書『令義解』の編纂

にも携わっている。

清公の後継者は四男の是善であった。是善は摂関家の信頼を得ており、文徳天皇・清和天皇の側近とし

て重要な位置を占めていた。文章博士在任は34歳から56歳まで20年以上で、長く後進の指導にあたった。

私塾「菅原廊下」でも同様で、門弟が多く育ち、清公が基礎を作った儒家菅原氏を拡張したといえる。ま

た、貞観11年(869)撰進の『貞観格』、同13年(871)の『貞観式』では、大江音人とともに編纂の中心とな
おおえのおとんど

った。

道真は、文章博士在任時以外には官僚として勤める一方で、清公が始めた私塾「菅家廊下」を主宰して、

中国の文学・歴史を教授しており、自身では「儒家」と称した。儒家の係わる文芸といえば漢詩文である。

道真は歌人としても知られるが、何よりも平安時代随一の漢詩人であった。また、当時の公文書は漢文で

あるが、道真は職務として、あるいは依頼されて多くを作成している。これらの漢詩文は、彼が自ら編纂

した『菅家文草』全12巻と『菅家後集』に残されている。
ぶんそう
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文人・菅公

道真は、当代きっての優れた漢学者・漢詩人・歌人であった。六国史の一つ『日本三代実録』の編纂に

携わるとともに（完成が左遷後のため、撰者に名はない）、六国史の記事を事項別に分類した『類聚国史』
るいじゆうこくし

（全200巻のうち62巻現存）を撰修した。漢詩は、渤海客使から「白氏（白居易）の体を得ている」と賞
ぼつかい てい

賛されたこともあるほどで、その詩文集『菅家文草』全12巻、『菅家後集』１巻がある。その作風は、中
ぶんそう

国の模倣ではなく、中国と日本の詩文の特徴をうまく融合させた、新しい感覚のあるものと評価されてい

る。

一方で、和歌の世界においても才能を発揮した。道真の歌は『古今和歌集』以後の勅撰和歌集に35首

収録されており、他書にも20首以上の歌が載る。周知のごとく「小倉百人一首」にも選ばれている。私

撰集『新撰万葉集』二巻は道真撰と伝えられ（『日本紀略』寛平５年９月25日条）、『菅家万葉集』の異名

もあるが、係わりについては未詳である。

こうした事跡を受けて、後世、道真は「文道の祖、詩境の主」と称され（慶滋保胤「菅丞相の廟に 賽
かえりもう

す願文」、『本朝文粋』巻13）、やがて文学・学問の神となるのである。

文人官僚としての道真

道真の大きな特徴は、「学者」でありながら大臣へ昇進したという点だろう。当時の「学者」とはどの

ような存在だったのか。平安時代には大学寮という、文字通り現在の大学に近い組織があり、その中の

紀伝道（文学部にあたる）で、道真は文章博士という官を務め、中国の文学・歴史を講じた。その意味で
きでんどう もんじようはかせ

は大学教員に似た立場ともいえる。

道真は最初の官職に就いた27歳から死去の59歳までを官僚として過ごしたが、文章博士という任にあ

って大学寮紀伝道の教官を務めたのは10年間ほどで、残りの期間は「学者」以外の立場にあった。

当時の貴族は基本的に官僚である。一般的に、貴族とは高貴な血筋の者のみが高位につくことができる

と考えられているが、高貴な出自ではない者でも、大学寮で学ぶことによって地位を上げることができた。

道真もその一人である。だが、大臣にまで出世することは異例である。

平安時代では、道真以外に、後に藤原在衡（892～970）が左大臣にまで昇っている。だが、在衡が右
ありひら

大臣になったのは78歳と高齢で、翌年に左大臣に昇るものの、同年に死去している。昇進は長命を保っ

たゆえであった。また、実権を握っていたのは摂政藤原実頼や藤原伊尹であり、時平とともに政権を運営
これただ

していた道真とは様子が違う。道真は、大学寮紀伝道出身で、その能力を活かして大臣に昇進した希有な

存在なのである。

〔展示資料〕

１ 大津絵 天神 ：後掲（Ⅱ－「さまざまな天神像」）

２ 菅家世系録

３ 栄花百人一首吾妻鑑

４ 百人一首像讃鈔
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２ 菅家世系録
かんけせいけいろく

刊 大本 ３巻３冊 文化６年（1809）刊

玉田永教著、玉田永辰訂、菅原長孝序。菅原道真の伝記。あまり顧みられることのない俗説を多く含むのが特徴。
ながのり ながとき

また、道真信仰を神話起源と結びつけようとするなど神道的な立場からの記述も多く、儒学者（林羅山系統の道真研

究）への対抗意識もみられる。本書に見られる改変は、他書を参照しつつ創作的・脚色的になされたらしく、道真伝

説のさまざまな流れを知る上では興味深い。

著者の永教は講談師で通称は「エイキョウ」。もと阿波国徳島藩士で、岡田正利に入門して垂加神道を学び、後に

唯一神道の教授として京坂地区で教説を行う。その後、全国を巡歴する。生没年については、天保７年（1836）に81

歳で没したともいうが未詳。神道系の著書を多く遺している。 ［伊藤正義文庫］

３ 栄花百人一首吾妻鑑
あずまかがみ

刊 大本 １冊

内題「百人一首由来」。絵入りの「百人一首」と、その上欄に「婚礼の大意」から始まる女諸心得解説

を載せた、女性用の教訓書（往来物）。近世後期にはこの種の啓蒙書が数多く刊行されており、「百人一首」

が基本的な教養とされていたことがうかがえる。これらの啓蒙書は繰返し再版されたりして、類書が明治

中期まで400種類以上刊行された。

本書の初版は明和２年（1765）らしいが、現存するのは再刻の天保６年（1835）版のみで確認されてい

ない。絵入り百人一首部分については、書名から宝暦11年(1761)に刊行された高田嘉平治著「栄花百人一

首」の絵を利用したものかと推測されるが未詳。 ［志水文庫］

４ 百人一首像讃 鈔
ぞうさんしょう

刊 小本 ２巻２冊 延享３年（1746)（京）堺屋仁兵衛・堺屋儀兵衛

「百人一首」歌・歌仙絵・注釈に、系図、歌の心を翻案した背景画を添えた本。歌人を描いた歌仙絵と注釈が合体

した初めての本で、浮世絵を創始したと言われる菱川師宣を絵師に起用して延宝６年(1678）に３冊で刊行された。

本書は人気を呼び、書型や巻数を変えながらも何度も再版され、近代に入って明治16年にも出版されている。

注釈部分は細川幽斎の『百人一首抄（幽斎抄）』（慶長元年(1596）成立、寛永８年(1631）刊）の一本により、中院

通勝が補訂。また、本書の歌仙絵は、この後、既刊の注釈書『百人一首基箭抄』が絵入り版作成に使用、以下多く
きせんしょう

の絵入り本に受け継がれていき、歌仙絵の大衆化という点で大きな影響を与えることになった。 ［志水文庫］

Ⅱ 天神伝承の生成と展開

怨霊の発現から天満宮鎮座へ

菅公の死後、その栄光と晩年の悲劇とが、広く人々の関心・同情を引き、数々の逸話が生まれる。菅公

は次第に神格化の道をたどるが、その最初の発現は怨霊としてであった。没後まもなく、都には異変や災

害が相次ぎ、延喜９年に時平が39歳で病死するなど、菅公左遷に関わった為政者たちの身辺に数々の事

件が起こった。

中でも特筆すべきは、延喜23年（923）の皇太子保 明親王急逝（21歳）と、延長８年（930）６月26
やすあきら

日の宮中清涼殿落雷事件であった。保明親王の母は時平の妹穏子であり、また時平と弟忠平の娘もそれぞ
や す こ

れ親王の妻であったため、朝廷や藤原氏一族は大きな衝撃を受けた。朝廷は、この事件の直後に道真左遷

の宣 命 を焼却するとともに、本官右大臣を復して正二位を追贈している。しかし、その直後に皇太孫に
せんみょう

決まった３歳の慶頼王（親王の子、母は時平の娘）もまた２年後に５歳で亡くなった。

また延長８年（930）の落雷事件は、折しも臣下たちが旱魃対策を協議中の出来事で、大納言正三位藤
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原清貫ら延臣数名が死傷。醍醐天皇もショックで病臥し、３ヶ月後に崩御した。菅公の神格が「火雷神」
からいしん

と目されるようになった契機とされる出来事であった。

こうして都の住人たちに道真の怨霊の噂が広がっていくなか、天慶５年（942）に右京の七条に住む

多治比文子（奇子とも）に、ついで天暦元年（947）には近江国比良宮の禰宜神 良 種の子の太郎丸に道
た じ ひ の あ や こ ひらのみや みわのよしたね

真の託宣が下った。前者の託宣には、生前慣れ親しんだ「右近馬場」に道真の霊を祀るようにと、また後
う こ ん の ば ば

者にはそこに一夜にして目印の松を生じさせるとの予言がありその通りとなった。その地に、近辺の寺僧

の協力も得て創建されたのが北野天満宮（古くは北野宮寺・北野社とも）である。以来、北野天満宮は仏

教、特に天台宗との係わり深く幕末まで推移した。

元来「北野」は、平安京北郊の野一帯を広く指す地名であり、天満宮創建以前に、遣唐使の航海安全を

祈る祭祀や、五穀豊穣祈願の「雷公」の祭祀が行われていた事実もあり、天満宮を中心とした後世の天神

信仰の展開にも独特の色彩を与える下地となった。

道真の霊は、特定の人のみに祟る怨霊の域を超えた「御霊」というべき存在であったが、例えば貞観年
ごりょう

間（859～77）の有名な神泉苑の御霊会が一度きりの開催であったのとは異なり、北野の地に恒久的に祀

られるようになった点に大きな特徴がある。

天神信仰の変容と諸相

北野天満宮鎮座当初の社殿の整備には藤原師輔（忠平の子で、時平の甥）が尽力し、その子で摂政の兼
もろすけ

家は少なくとも二度、自ら天満宮へ参詣した。そして藤原道長（兼家の子）の時代―一条天皇（母は兼

家の娘、在位986～1011）の時代―には、北野天満宮をめぐって画期的な出来事が集中している。具

体的には、勅祭としての北野祭の創始とその恒例化（毎年８月）、伊勢神宮以下の主要19社への加列、祭

神菅公に正一位左大臣、ついで太政大臣を追贈、北野祭における道長の神馬奉納とその恒例化、一条天皇

の初めての天満宮行幸などであった。

こうした藤原氏（とりわけ摂関家）の篤い崇敬のもと、天神道真公は怨霊としての側面を次第に鎮めて

いき、時の朝廷を守護する神格に変貌し、ついに「王城鎮守の神」の地位を獲得するに至る。そしてそれ

にとどまらず、神格はさらに多彩さを増す。

学問・文芸の神としての天神

最も有名な学問・文芸の神としての天神は、祭神の性格からしてまことに古く、江戸時代の寺小屋にお

ける崇拝を経て、今日の「受験の神」へと一貫している。中世から近世において北野天満宮は詩歌の会や

連歌会の場でもあったが、それらは「法楽（神仏を楽しませること）」であり、「芸能の神」としての側面
ほうらく

はここでつながってくる。さらに、天神の筆跡を「神筆」として崇める信仰も古く、これが今日の「書道

の神」のルーツでもある。

平安時代末期には、菅公の伝記から始めて天満宮の創建と御利益を説き明かした『天神縁起』が成立し、

やがて、これに絵を添えた『天神縁起絵巻』なども多数制作される。これらの縁起には、正直の徳を守り、

孝道を擁護し、冤罪を晴らす神徳も説かれるほか、何よりも「王城鎮守の神」とともに「二世安楽」すな

わち長寿と極楽往生に導くとの神徳が強調されていることにも注目されよう。

もともと「天神」は、中国では天上の神々の総称で（その代表が雷神である）、古来の日本神話におい

ては、「地祇（国つ神）」に対する「天神（天つ神）」であり、さらに仏教語としては天界に住して仏法を
ち ぎ くに てんしん あま

守護する神を意味した。実は、天満宮の鎮座以前に、すでに「北野」の地では遣唐使の安全を祈る祭祀が

行われたり、「年穀」を祈って「雷公」が祀られた史実があった。言わば「天神さま」の信仰は、そうし

た多様な性格を包含しつつ、天皇から公家・武家、さらには町人・農民など庶民に至るまでのあらゆる階

層に、また同時に日本の広範な地域にも浸透していったのである。
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〔展示資料〕

５ 天満宮本記

写 半紙本 １冊

「北野天神縁起」の詞部分。「北野天神縁起」は鎌倉初期成立で、北野天満宮の祭神菅原道真が神と祀られた次第

を述べた縁起で、①道真の伝記、②死後の怨霊の活動、③北野社の創建とその霊験の三部から成る。 本書は奥書に

「永徳三年癸亥二月日／前大蔵権少輔従五位下藤原光増画図之／干時延徳二年庚戌五月七日書写記／神殿大預法眼禅

予当年四十歳」とあることから、同縁起の二類（乙類）第二種（いわゆる光信本）本系で、詞のみを伝える光増本と

考えられる。光増本は、本書奥書に加えて「内題無之而外題云天神記全云々右縁起以白房蔵本令書写矣淵案如巻首天

／神記全四字者恐当時書写之時以其原本之外／題而移之於巻首者歟」とする。本書と同種の光乗院蔵本（北野文叢巻

二十五所収「天神記 上下」）を参照すると、本書の一行空白部には絵が入るものらしい。 ［伊藤正義文庫］

６ 天神御縁起

写 大本 １冊 慶長18年（1613)11月

列帖装で、奥書に「慶長十八年霜月日」と記す。内容は「北野天神縁起」と基本的には同じく、①道真の伝記、②

死後の怨霊の活動、③北野社の創建とその霊験の三部から構成される（展示５参照）。

本書の大筋は、近年丁類とすべく提唱されている（村上学氏）安楽寺本系の諸本の特徴をもつと思われる。漢文も

しくは漢字片仮名交じりの表記ではないが、序文巻頭の文句「伝聞三葉之葦海上ニ開ケシヨリ以来～」、また都良香

の詩作の説話（羅生門の鬼に教えられた詩句を自作と偽って道真に見破られた話）を含む点などが共通している。

本書は「探花文庫」旧蔵。印主は近弥二郎（号 探花房）、金沢の古書肆「近八」五代目で、昭和50年4月歿（87歳）。
ちかや

真宗板画や古俳書の収集で知られた。「探花文庫」印は代々の襲用印らしい。 ［志水文庫］

７ 本朝神社考

刊 大本１冊（全６冊）

全三巻、林道春（羅山）著。寛永15年（1638）以降、正保２年（1645）以前の成立か。神道の本姿を明

らめる目的で、全国の主要な神社の祭神・由来・信仰・霊験等を考証したもの。遺編を訪ね、古老を訪い、

縁起を伺い、『旧事紀』『古事記』『日本書紀』『延喜式』などをはじめ諸古典に検した、と序に云う。著者

は、本書の立場について、社寺混交を歎き、仏教を痛撃、史学的に神道を「上古淳 直の姿」（序）に復
じゅんちょく

せんというが、自らは神儒一致の思想に立っている。本書の刊行以前は、全国を網羅的に紹介した本格的

な神社・信仰の研究はほとんどなく、その点で本書は画期的で、後世への道を開いた功績も大きい。

［志水文庫］

８ 明治七年 五月小学読本 巻四

刊 中本 １冊 文部省編 明治15年（1882）月刊

「小学読本」とは、小学校の国語教育で使用した教科書をいう。学制発布の翌明治６(1873)年、文部省は洋学者田

中義廉編４巻と、国語学者榊原芳野編６巻の２種類の『小学読本』を刊行した。前者はアメリカの教科書の翻訳であ

った。本書は後者で、明治７年改正版の１冊（首巻と巻１を合体、計５巻）。巻３までと違って巻４・巻５は儒官で

あった那珂通高・稻垣千穎撰で、内容も和漢洋の史話・逸話などを基にした教訓的物語を多く収録している。（この
な か みちたか いながきちかい

５ 天満宮本記 ６ 天神御縁起
７ 本朝神社考

８ 明治七年五月小学読本 巻四
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４・５巻は、前掲田中本に不足している和漢の読本教材としても使われたという。）

本書の第十課に菅公の話を載せる。左遷の前年、仙洞御所で詩を帝に褒められて賜った御衣を、太宰府に左遷され

た後も大切にしていた話を漢詩とともに紹介し、忠臣の鏡とする。 ［個人蔵］

９ 太平記

刊 横本 １冊（全40巻17冊）

南北朝期の軍記物語。応安７年（1374）死去した小島法師の作と伝えるが不明。成立は応安の末年（1375）から永

和年間（1375～1378）頃の説が有力。後醍醐天皇の治世から足利義満の将軍就任まで、内乱の混迷した50年間を描く。

『太平記』は他書からの引用が多く、中世の百科事典のごとくに称されるが、寺社縁起は少なく、天神縁起のほかに

はほとんど引用がみられない。

展示個所は、巻十二「公家一統政道事 付菅丞相事」。後醍醐天皇が大内裏を造営するにあたって、なぜ大内裏が

何度も焼失したのかを説明する際に、天神縁起が長文にわたって紹介される。その際に、内裏を襲う道真の霊が讒言

を信じた帝への恨みを述べるなど、意図的に改変されたとみなし得る個所が少なくはないことは注目すべきだろう。

［志水文庫］

10 天神の本地

刊 半紙本 １冊（２巻）

室町末期の成立か。『北野天神縁起』を物語化した絵入りの御伽草子。縁起の第一部、詩文の才に秀でた道真の順

風時代、および第四部北野創建縁起・利益説話を切り落とし、本地ものに共通する、主人公が苦難を受けたのちに神

仏に転生する構想に沿って筋立てを作り直している。

また、当時の天神に関する俗伝を取り入れている。具体的には、挿絵になっている場面で、時平がでっちあげた放

火事件、配所の道真のもとに飛んだ飛梅、菅公が咎なきことを梵天帝釈天に祈ると雷が鳴って南無大聖威徳天満大自

在天神の札が下がり、まもなく薨じたこと、生をかえた菅公が比叡山法性坊を訪れた時、柘榴を口に入れて吹きかけ
ざくろ

て焔と変えたこと（柘榴天神）、一夜のうちに白髪となった（一夜白髪天神）形相のまま、荒人神として宮中を襲う
ざくろ

ことなどである。 ［志水文庫］

さまざまな天神像

１ 束帯天神 ―正式な装束を着けた肖像
そくたい

生前の道真の姿を写して、貴族の正装の束帯姿で描かれたもの。手に笏を持ち太刀を佩いて威儀を正し

た姿で、座像の場合は多く上畳に座っている。これが天神画像の基本で、後述の綱敷形式の画像類を別と

するとさほど激しい動きのポーズはとらないが、怒りが顔に集中して表現されている場合も少なくない。

画像に天神と縁の深い松と梅を描く絵は、室町末期から桃山時代にかけての狩野派の作例に見られ、梅

と松は天神を示すシンボルとなった。

２ 綱敷天神 ―綱の円座に座して怒る姿

束帯の姿ながら激しい怒りを表現する作例がある。上畳ではなく綱を巻いた円座に座る天神像で、太宰

府に左遷されて舟で下る道中、休むのにも敷物がなく、艫綱を巻いて敷いた時の様子を描く。この時、無

９ 太平記 （巻十二「公家一統政道事 付菅丞相事」より）

10 天神の本地
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実の罪を着せられたことに激しい怒りがこみ上げてきたという伝説による。眼を剥き、歯を露わにした異

形の表情に、激しい怒りが表現され、雷神のイメージが重ね合わされて感じられる。怒りの神、立場を転

じて我身を守る守護神、あるいは身の潔白を晴らす神として、相手と戦う神の属性が示されるともいえよ

う。（ただし、御伽草子や絵巻中に描かれる道中の綱敷菅公像には、怒りよりも悲しみが表現されている

ことが多い。）

３ 渡唐天神 ―唐衣をまとった天神
と と う

中国の仙冠・道服を身につけた儒者姿で、左肩から右腰に袈裟袋を下げた天神像がある。袖の中で手を

組み、一枝の梅を手挟んでいる。当然のことながら道真がそのような格好をしていたはずはない。これは、

菅公が東福寺の開山・聖一国師の夢に現れ、教えてに従って中国南宋時代の高僧・無準師範（仏鑑禅師）
しよういちこくし ぶじゆんしはん

に参禅し、嗣法の証として袈裟を授けられた、という室町時代の禅僧の間で広まった話によって制作され

たものである。中国に渡った天神なので「渡唐天神」あるいは「渡宋天神」と呼ばれている。

４ 一夜白髪天神 ―一夜にして白髪に変じた姿

菅公は怒りのため一夜で白髪となったという伝説がある。縁起類には見えないエピソードで、応永年代

に禅徒を中心に新しく生み出された天神信仰の一つらしい。当時の諺のような「一夜白髪」の語が菅公と

結びつき、その悲嘆と心痛の激しさを象徴する出来事として形成されたものか。この伝説は画像として描

かれ流布したらしく、御伽草子の『天神の本地』の類にも見られる。

〔展示資料〕

１ 大津絵 天神

軸装一幅 三枚継ぎ

大津絵は、京都と近江の境である追分の地で、近世以来、土産物として売られてきた素朴な絵

画。現存最古のものは寛永期作とされる。文献に現れる早い例は、寛文元年(1661)刊の『似我蜂
じ が ば ち

物語』巻二で、初心者が連歌会をやろうと床に天神像を飾る様子を滑稽に描く部分に「大津あは

た口の道にて売天神の御影をひつはり」と出て来る。（歌会には柿本人麻呂像を、連歌会では菅公

像を掲げるのが決まりであった。ここでは主人が間に合わせでお手軽な天神像で済ませようとし

ている。）

天神・菅公を描いた絵は多種多様で、大津絵にも数多く残っている。本作は衣冠束帯姿の座像

（束帯天神像）で、背後に梅と松が描かれている典型的な構図である。 ［志水文庫］

11 渡唐天神像

刊 一軸 一寿斎（歌川）芳員画 甘泉堂刊
いちじゅさい よしかず

渡宋天神とも。菅原道真が唐に渡った姿を描いたもの。南北朝時代の『両聖記(りようせいき)』

（花山院長親）にみえる、道真が夢中に径山の無準師範に参禅し、衣鉢を伝得したという記事に
ちかなが むじゅんしばん

基づく。頭には頭巾、そして中国の儒者の「仙冠道服」を身につけ、両袖の中で両手を交差させ
せんかんどうふく

て（叉手）、正面を向いて立ち、菅公のシンボルである一枝の梅を携えている。
さしゅ

本画は、右下に画者「一寿斎芳員」左下には書肆「甘泉堂」とあり、江戸末期か明治のごく初期

のものか。上方には本来ならば禅の賛が書かれているが、本画は道真の和歌「菅公神詠」が記され

ている。

一寿斎芳員（生没年未詳）は幕末～明治にかけて活躍した浮世絵師で、歌川国芳の門人。作画期

は嘉永年間(1848～54)から明治３年（1870）頃まで。異国風俗を描いた「横浜絵」を多く遺してい
かえい

る。 ［個人蔵］

１ 大津絵 天神

11 渡唐天神像
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Ⅲ 能にみる菅公・天神
＊能の曲名は《 》で示す

天神信仰を背景とする能（謡曲）は、菅公を主人公とする作品としては、《雷電》のほか、現行曲では
らいでん

ないが、《雷電》の原作とされる《菅 丞 相》や、《一夜天神》などが知られている。
かんしょうじょう いちやてんじん

能の大成者・世阿弥の伝書の中には「天神の面」や「天神の能」の語がみえる（『世子六十以後申楽談

儀』第22条）。これは、菅原道真を主人公とした鬼系統の能であろうと推測されることから、《菅丞相》

あるいは《一夜天神》（謡本が残されていない古い形も含め）と係わりがあるとされている。

また各地の天神社や末社にちなんだ作品としては、現行曲では《老松》・《藍染川》・《道明寺》、番外曲
おいまつ あいぞめがわ どうみょうじ

では《休 天 神》などがあげられる。これらはいずれも天神信仰の所産と言えるだろう。
やすみのてんじん

＊「丞相」…帝を助けて政治を行う人のこと。古く中国で使われていた呼称。「菅丞相」は菅原道真の異称。

《老松》 初番目物 五流現行

シテ（前）：老人 シテ（後）：老松の神 ツレ（前）：男

ワキ：梅津の某 ワキツレ：同行者 アイ：安楽寺門前の者

〔あらすじ〕

都に住む梅津某は、北野天満宮の夢の告を被り、菅原道真の菩提寺である筑紫の安楽寺を訪ねる。来

かかった老人と男に道真の後を慕ったという梅と松のことを尋ねると、梅は紅梅殿、松は老松という名

で、ともに天満宮の末社としてまつられていると説明する。そして梅と松の徳を、唐土の始皇帝の故事

などを引いて物語るうちに姿は消える。〔中入〕

夜に入り、老松の精が気高い老体の神姿で現れ、神々しい舞を舞い（真ノ序ノ舞）、御代をことほぐ。

『北野天神縁起』などの菅公伝説に取材した世阿弥の作品。もっぱら長寿の象徴である松と、春、諸

木に先がけて咲く梅のめでたさを強調する祝言能。前場は〈クセ〉が、後場は〈真ノ序ノ舞〉が中心で、

清澄な中にも毅然とした強さがある。老体の神能の代表作といえる。

12 江戸初期写観世流謡本「老松」
一番綴 半紙本 １冊（全98冊）

本文筆者、節付者ともに不明。施譜は観世大夫黒雪風で、本文・施譜などはしかるべき証本によるらしい。紺無地

表紙の半紙本で、全体的に石田友雪本が想起される雰囲気を持つ。また、揃本(もとは百番か)に

調整しながらも署名・奥書等を欠くのは、注文を前提に制作された商品的工房作品を思わせる。

本文は基本的に上掛りの古版本(光悦本・玉屋本・擬光悦本・元和卯月本)の範囲で、かつ特定

の一種には限らない。元和卯月本とは、何冊かの題簽の文字が酷似していたり、同本に含まれな

い15曲のすべてに朱筆の書入れがあるなど、何らかの関わりのある可能性もうかがえるが、影響

関係は未詳。なお、元和卯月本所収曲のうち、｢右近・善知鳥・大原御幸・景清・小袖曾我・桜

川・白髭・龍田・玉井・竹生島・唐船・鵺・野宮・花筺・氷室・富士太鼓・夜討曾我｣の17番は

本書には含まれない。

13 福王雪岑能狂言画巻

紙本著色 巻子本 １軸 明和９年（1772） 福王雪岑筆

能と狂言の彩色絵13図が交互に描かれた絵巻。全６紙。絵巻の末尾に「右一軸/行年七十二歳雪岑筆（朱印）（朱印）」

の落款がある。冒頭の《三番叟》に続き、上演の一場面を描いた６曲の能絵と５曲の狂言絵が収められており、能は

12 江戸初期写観世流謡本
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五番立の曲順にそって並べられている。（所収曲は、三番叟・老松・福の神・田村

・猿座頭・祇王・政頼・道成寺・枕物狂・土蜘蛛・仏師・咸陽宮・金札）展示個

所は「老松」（後場）。

＊福 王雪 岑：元禄14年～天明５年（1701～1785）…江戸中期の能楽師・絵師。雪岑は、
ふくおうせっしん

ワキ方福王流九世茂右衛門盛 勝の画号。絵を画師の 英 一 蝶に学び、能・狂言を
も え も ん もりかつ はなぶさ いっちょう

題材とした絵をよく描いたほか、俳諧本の挿絵も手がけている。

《藍染川》 四・五番目物 観世・（宝生）・金春流現行

シテ（前）：梅千代の母 シテ（後）：天満天神 子方：梅千代

ワキ：宰府の宮の神主 ワキツレ：神主の従者 ワキツレ：左近尉 アイ：神主の妻

〔あらすじ〕

在京中の太宰府の神主と契った女が、その子梅千代を伴って、子の父を訪ねて筑紫へ下り、宿のある

じ左近尉に神主への手紙を托す。神主は不在で、神主の妻は嫉妬から偽の返事を書き、左近尉とも謀っ

て二人を追い出させた。女は思いあまって藍染川に身を投げる。〔中入〕

梅千代はあとを追おうとして左近尉に止められる。神主が帰府し、女の手紙を読んで愕然とし、父子

涙の対面をする。神主は梅千代に跡目を継がせることとし、水死した女を蘇生させるべく神前に祈祷を

捧げると、天満天神が現れて女の命を救う。

登場人物が多く手間もかかることもあってか上演は少ないが、ワキ方では重い習 事 （特別な伝授
ならいごと

を要する作品）として大切にしている。

14 明和改正謡本(外組)「鍾馗・照君・松山鏡・ 染川 ・明王鏡」（鍾馗・昭君・松山鏡・藍染川・皇帝）

刊 半紙本 １冊（全20冊）明和２年（1765）出雲寺和泉掾刊

「明和改訂謡本」と通称される、十五世観世大夫元章による改訂謡本。内・外二百番、習十番、

二百十番謡目録と九祝舞各１冊、独吟(９冊)がその全容。全二百十番の曲目は復活させた古曲を

含む独特の選定で、ほとんどの曲の文句を改訂、節付法を工夫して詳細な直シを加え、発音通り

の振り仮名を施すなど、国学全盛の風潮をも反映している。

この大胆な改訂は総じて不評で、元章没後すぐに廃止されたため、わずか九年足らずの実施で

終わった。刊者の出雲寺和泉掾は、幕府の御用書肆。明和本が幕府後援下の刊行だったため同店

が起用されたらしい。 ［伊藤正義文庫］

《道明寺》 初番目物 ＊別名「白大夫」「土師寺」とも 観世・（宝生）・金剛・（喜多）流現行

シテ（前）：宮守の老翁 シテ（後）：白大夫神

ツレ（前）：宮守の男 ツレ（後）：天女 ワキ：尊 性 ワキツレ：従僧 アイ：末社の神
そんじょう

〔あらすじ〕

相模国の僧尊 性は善光寺の如来から霊夢を授かった。菅原道真が大乗経を書写して埋めた軸から生
そんじょう

えた木槵樹の実で数珠を作り、念仏を百万遍唱えると極楽往生するという。僧は、河内国土師寺（道明
もくげんじゅ

寺、菅原道真の氏寺）を訪れ、寺の老翁たちに夢告を語る。老人は僧に木槵樹の木を教え、菅公とこの
もくげんじゅ

名木との係わりや菅公配流の有様などを語り、天神の使いの神白大夫と名乗って消える。〔中入〕

後に天女と白大夫の神が現れ、めでたく舞を舞い、僧に木槵樹の実を授ける。
もくげんじゅ

13 福王雪岑能狂言画巻より 「老松」

14 明和改正謡本
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シテ白大夫の神は、北野の末社として中世には信仰された神であった。脇能で僧脇が出る点は異色。

ツレの〈天女ノ舞〉、ツレからシテに引き続いての〈楽〉と、華やかさと重厚さをあわせもつ曲。

15 謡抄 巻八 （ 道明寺 ・西行櫻・遊行柳・融・小塩・小督・盛久・俊寛・石橋・大原御幸）

大本 十番綴 第８冊（全10冊） 慶長頃 守清刊（古活字版）

文禄４年（1595）、関白豊臣秀次の命で編纂された最初の謡注釈書。百番余りの謡の詞章に注

釈をほどこす大事業は、五山の僧侶や浄土宗・日蓮宗の僧、公家の山科言経(ときつね)、連歌師

の里村紹巴など、各分野の専門家が参画した。本書の特徴の一つは、仮名書きで伝えられた謡
じょうは

の本文に、漢字を宛てて解釈を示すことだった。慶長初年に編集を終え、古活字版で刊行された。

本書第８冊末尾に「守清梓刊」とある。守清本は最初の刊本で、歌語の引用・注解等の和文は行

書体でその他は活字体で記すのが特徴。これは、平仮名書きと片仮名書きとが混在していた原稿

のかたちを残すとされる。 ［伊藤正義文庫］

《雷電》 五番目物 観世・金剛・喜多流現行

シテ（前）：菅丞相の霊 シテ（後）：菅丞相の化した雷神

ワキ（前）：法性坊の僧正 ワキ（後）：同 アイ：法性坊に仕える能力

〔あらすじ〕

比叡山延暦寺の座主・法性坊の僧正のもとへ、夜半、菅丞相の亡霊が現れる。菅丞相は旧師に恩を述

べ、宮中に復讐に赴くが妨げないで欲しいと師に懇願する。しかし僧正に断られて激怒し、本尊前に供

えられた柘榴をとってかみ砕き、妻戸へ吹きつけ火焔となして姿を消した。〔中入〕
ざ く ろ

僧正は宮中に召されて怪異調伏の祈祷を行う。菅丞相は雷神と化して現れ、内裏を飛び回り僧正と争

うが、行力に降参。帝から「天満大自在天神」の称号を贈られて、虚空に消え失せる。

本曲は、世阿弥『世子六十以後申楽談義』にいう「天神の能」とされる《菅丞相》（別掲参照）の改

作曲。前半、僧正と静かに対面していた丞相が急に怒りをなして退場する場面、後場のシテとワキの激

しい攻防などが見せ場。宝生流は本曲の後場を改作し、別曲の《来殿》としている。

《雷電》と《来殿》

観世・金剛・喜多流では曲名を「雷電」と書く（金

剛流では一時「妻戸」とも）が、宝生流の表記は「来

殿」で、内容も後場が異なる別曲である。《来殿》で

は、道真を無実の罪に陥れた者たちを天が戒めたた

めの落雷とされており、後場シテ菅公の霊は朝廷を

寿いで舞を舞う。これは、菅原道真を祖神とする加

賀前田家藩主前田斉泰が、嘉永５年（1852）の菅公
なりやす

九百五十年忌の上演に際し改作（節付は十五世宝生

友于）したもので、上演当初は「来殿 舞入」の小
ともゆき

書（特殊演出）付き扱いであった。しばらく宝生流

には《雷電》と《来殿》両曲があったが、その後さ

らに改作を経て、明治26年（1893）、流儀の公定曲として《来殿》を採用、《雷電》を廃曲とした。

能
「

雷
電

」（

後
シ
テ
：
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世
栄
夫

ワ
キ
：
工
藤
和
哉

）
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堂
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八
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八
月

15 謡鈔（道明寺）
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16 塩小路光貫写仕舞附 第六（補第参）
しおこうじみつつら

写 大本 １冊（全７冊）

寛政六年に塩小路光貫が書写した観世流の能型付。本資料は「第一」～「第九習」のうち二・四・六・八を欠く５

冊と、「補第貳」・「補第参」の２冊（第四・第六の内容に相当するか）から成る。補

巻は明治年間に書写された同系他本。展示した「第六（補第参）」は四・五番目物の

巻。《雷電》のほか20曲所収。

各巻に目録あり、各曲とも仕舞付の前に装束付、末尾に作リ物・小道具を記す。第

九は能十番の型付と目録に記載されない習 事。内容は、明和改正謡本廃止後の観世
ならいごと

流の基準的な型付とされる、京都片山家の実質的な初代の片山九郎右衛門豊慶（幽室）
ゆうしつ

系統のもの。塩小路光貫（1739～1800）は九条家の諸大夫、号稲音、明和三年若狭守。

観世十五代大夫元 章、および片山幽室の弟子。 ［吉田文庫］
もとあきら

17 春 藤流型付
しゅんどう

写 半紙本 １冊

ワキ方春藤流の型付。全130曲所収。最終丁表に「江崎」の署名と二世江崎正左衛

門直行の花押を墨書。《雷電》はワキの活躍する場面が多く、型は現行のものと大き

く変わらないが、装束は前場も大口を着けた高僧の出立ち。

江崎家は、初世直継は春藤流で二世から福王流と伝えるが、春藤流から転じた時

期は未詳。初世が姫路移住後に福王流に転じた可能性もある。同家旧蔵資料中には

ほかにも春藤流の謡本などが含まれている。春藤流は室町後期から続いたワキ方の

流派。シテ方金春流の座付として隆盛を誇ったが、三世の三男権七が五代将軍綱吉の命で宝生座付ワキ方の下 掛宝
しもがかり

生流を創始してからは、同流に勢力を奪われ、昭和20年（1945）に廃絶した。 ［江崎家旧蔵資料］

《菅丞相》 五番目物 番外曲

シテ（前）：菅丞相の怨霊 シテ（後）：菅丞相の怨霊 ツレ（後）：火雷神

ワキ：法性坊 ワキツレ：従僧 アイ：能力

〔あらすじ〕

菅丞相の祟りで病に臥す帝の平癒を祈る比叡山の座主・法性坊僧正の前に、菅丞相の霊が訪れる。丞

相は太宰府左遷後に憂慮のあまり一夜にして白髪に変じた姿で、配所への旅と流謫地での生活を語り、

宮中に報復に行くので邪魔をしないで欲しいと頼むが、拒絶され、仏前の柘榴をかみ砕いて妻戸に吐き

かけて火焔となし、姿を消す。〔中入〕

怨霊調伏の勅命に応じて内裏に向かう僧正の前に、鬼と化した菅丞相が眷属の火雷神を従えて立ち塞

がり、参内を妨害する。しかし、僧正に諭されて怒りを鎮め、車を内裏へ誘導する。天皇は平癒し、菅

丞相は「天満天神」と祀られることになった。

前シテは「一夜白髪の御影」の姿で道真の生涯を懐古。中入前に「柘榴天神」の伝説を再現し、後場
み え い

ではツレ火雷神を率いて荒ぶる雷神と化した正体を見せるなど、天神伝説を集大成した感のある作品。

18 江戸期写上掛五百番謡本「泣不動・武文・恋重荷・ 菅相丞 ・羊」

写 半紙本 １冊（全100冊）

本書は長浜の旧家である吉田家に伝わった、五百番揃の五番綴じ謡本。同装の「式三番」1冊・「謡

目録」１冊・「謡名寄」上下２冊と併せられている。また同家は、『塩小路光貫筆仕舞附』（展示16）

なども伝える。

本文は「福王流五百番謡本」（法政大学能楽研究所蔵）と同系で、本文・節ともに観世流とほぼ

同じ。福王流は観世座付のワキ方で、素謡の教授に力を注ぎ、番外曲（通常謡われる曲に謡うこと

16 塩 小 路光 貫写仕舞附 第六
しおこうじみつつら

17 春藤流型付

17 江戸初期写上掛五百番
謡本「菅丞相」
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の稀な遠い曲）まで入れて総数八百番以上の曲数を伝えていた（展示19参照）。ちなみに、こうした大部な揃本が登

場してくるのは、三種計三百番もの番外謡版本が刊行された貞享・元禄頃以後であった。 ［吉田文庫］

《一夜天神》 初番目物 （散佚曲）

シテ（前）：老人 シテ（後）：菅丞相の霊 ワキ：旅僧 （アイ：所の者）

〔あらすじ〕（＊現存謡本による）

筑前山中で行き暮れた旅僧が、古い社で、灯火を奉るために社参した老人に出会う。老人は僧に、同

社が菅丞相の神霊を勧請し「星天神」として祀っていること、明星の本地（天神の本地）が御影を映じ

た由緒を持つ「明星が池」は病を治す霊水であること、そして菅公の事跡と衆生済度の神と現じた次第

を語り、姿を消す。〔中入〕

夜半、明星池のほとりに異香が広がり天から花の降るなか、神が影向して、舞を舞い、国土安穏を約

して消え去る。

《菅丞相》とともに、室町時代に存在が確認されている作品だが、現在伝わる内容とは異なっていた

らしい。現存の謡本では後シテが舞を舞うが、室町期には《菅丞相》に近い鬼能だったと推測されてい

る。菅丞相が怒りのあまり一夜で白髪に変じたというエピソードは『北野天神縁起』諸本にはまったく

見えず、応永年代に禅徒を中心に新しく生み出された天神信仰の一つに由来するか。

19 平松家旧蔵福王流番外謡曲八百十番本（六百番）

「袖湊・櫃切曽我・時秋・二見浦・現在敦盛・鶴林・京妻・劉季皇帝・ 一夜天神 ・甘糟太郎」

写 半紙本 １冊（全67冊）

四百番・五百番は五番綴、六百番以降は十番綴。本来は八百番までの計70冊と新曲十番１冊、外

題揃１冊の揃いであったらしいが５冊を欠く。奥付には、平松善右衛門（信尚）が、家蔵本を火災

で失ったため新たに調えたと文政11年９月に記している。

平松善右衛門は、『福氏門人録』にも名前の見える享保以来の福王家門人で、同門の平岡八郎右

衛門とともに、素人ながら十一世茂十郎盛充当時の福王流を支えた存在であり、平岡家もまた、本

書と同様の八百番本を蔵していた(吉田幸一氏旧蔵｢八百番謡本｣、現関西大学蔵)。 ［伊藤正義文庫］

「天神の面」と「天神の能」

世阿弥の時代、観世座に、父・観阿弥から伝えられた「天神の面」という名の赤 鶴作の面があった。『世
しやくづる

子六十以後申楽談儀』（第22条）に次のようにいう。

出合の飛出、この座の天神の面、大癋見、小癋見、皆赤鶴也…。（中略）…大癋見、天神の面、

専ら観阿よりの重代の面也。飛出は、菅丞相の柘榴くわつと吐き給へる所を打。天神の面、天神の

能に着しよりの名也。

この面の名称の由来となったのが「天神の能」で、これは菅公の霊を主人公とした鬼系統の能だろうと

癋 癋考えられる。赤鶴作の飛出・大 見・小 見はみな鬼系統の面であるし、当時「天神」といえば北野の天
とび で おおべしみ こ べ し み

満天神のことだろう。では、天神が主人公となる「天神の能」として想定されるのはどの作品だろうか。

天神伝承を扱う古作の番外曲《菅丞相》と《一夜天神》のあらすじは先にあげた。現存謡本でみると《一

夜天神》は鬼の能ではない。天神説話で「一夜」と言えば、普通は「一夜白髪の御影」が連想される。無

実の罪に憤激するあまり一夜にして白髪に変じた、怒りの姿である。これを念頭に置くと、現存《一夜天

19 平松家旧蔵番外謡曲
八百十番本 「一夜天神」
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神》のような舞い遊ぶ神体とは異なる、怖ろしい白髪の怨霊が登場する同名異曲の別作があったのではな

いかと考えられよう。この点は、室町時代の作者付（能作者リスト）や演出記録からも傍証ができる。

例えば、室町後期の群小猿楽系の型付けを伝えるとされる『舞芸六輪之次第』の「鬼の能」の項には、

以下のようにある。

一、一夜天神、シテは、前、大口・指貫・狩衣・すみがふり（＊透冠カ）也。後は白き垂髪・悪尉の

面なり・冠・指貫・太刀をはく也。

一、菅丞相、シテは童子の体、後は一夜天神の出立。悪尉、又は癋見も。はらひ（火雷）の神二人。

例式の鬼の体。矛を持つ也。口あきの面よし・脇は僧也。二三人計。

ここからは、室町後期に鬼系の能「一夜天神」と「菅丞相」の二曲が存在したことがわかる。この「一

夜天神」の後シテの「悪尉の面」は、現存謡本《一夜天神》の舞を舞う神の姿には相応しいとはいえない。

天神は本来は菅公の霊であり、その恨みのために鬼系の作品の主人公とされていた。だが、ある時期か

らは他の神々と同様に、神舞を舞って言祝ぐ存在としても描かれるようになったとみるべきだろうか。番

外曲《休天神》に至ると、類型化された神能で、鬼系の面はそぐわない印象が強い。

20 能面図巻

紙本著色 巻子本 １軸 慶応２年（1866） 孝頂写

能面25点の絵を、およそ老体面、女体面、男体面、異相面の順に並べた

絵巻。12紙継。各能面の上部に面の名称が墨書され、能面ごとに彩色に関

する注記が書き込まれている。筆者の孝頂については未詳。なお、奥書に

は、「慶応二年寅仲春 面数廿八 孝頂写」とあり、本来28面の能面の絵

が収められていたはずだが、冒頭が欠損しているため、３面分の絵が失わ

れている。所収面：三光・曲見・翁・小面・増・中将・邯鄲男・渇喰・平

太・猩々・獅子口・山姥・童子・痩女・〔般若〕・泥眼・痩男・悪尉・怪士

・天神・一角仙人・大癋見・長霊癋見・黒髭・釣眼。展示個所は天神～大癋見。 ［伊藤正義文庫］

《休天神》初番目物 番外曲

シテ（前）：里人（明石の里長の霊） シテ（後）：天満神

ツレ（後）：稲爪明神・岩屋明神 ワキ：旅僧 （アイ：所の者）

〔あらすじ〕

旅僧が摂津の天満天神から筑紫の安楽寺への参詣の道中で、明石浦に至り、真新しい社殿の天神社を

見つけ参拝する。そこへやってきた里人が、ここは休天神社であると教える。里人はその縁起を語り、

一時廃れていた神社が、今の御代に再建されたと喜ぶ。旅僧に依頼され、里人は近くの名所を順に教え、

さらに太山寺と人丸神社の案内をし、実は自分は、その昔、筑紫へ下る道真を迎えた里長の霊であると

明かして消える。〔中入〕

夜、漁師たちが大漁の網を曳いているところに、月光に照らされて東西から稲爪明神と岩屋明神が現

れ、海上を飛行する。稲爪・岩屋の両神は舞を舞う。続いて天満神も登場し、舞を舞う。夜が明けて、

稲爪・岩屋の両神は東西に去り、天満神も御代を言祝ぎつつ天上へ消えていく。

《休天神》は、明石の休天神社の縁起を素材とし、明石の名所旧跡を折り込んだご当地謡。能として

上演されたかは未詳だが、それなりに需要はあったらしい。

前半で語られる菅公の腰掛石と祠の由来は、『大鏡』巻二に載せる、筑紫下向の折のできごとによる。

20 能面図巻（右より天神・一角仙人・大癋見）
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また播磨の国におはしましつきて、明石のむまやといふ所に御宿りせしめ給ひて、むまやの長の

いみじく思へる気色を御覧じて作らしめたまふ詩、いと悲し。

駅長莫驚事変改、一栄一落是春秋

明石に立ち寄った菅公を迎えたむまやの長は、思いがけぬ再会に涙する。菅公は彼を慰めて「駅長驚く

ことなかれ、一栄一落これ春秋」という詩を詠んだという。『菅家文草』にも昌泰四年の作とする。

詞章では休天神について「今此所を領し給ふ 太守の政道ただしくて 絶えたるをつぎ すたれたる

をおこさせ給ふ」とする。これは史実に即しており、明石城六代目城主の松平信之が延宝４年（1679）

に天神社の再興を命じ、同７年に新社殿が竣工した。ワキの旅僧が「あたらしき宮居」というのは竣工

後のこととすれば、信之が藩主であった天神社再興時に、その治世を言祝ぐ内容をもつ本曲が作られた

のではないかと考えることもできよう。

21 江崎家旧蔵五番綴謡本「志广廻・五倫砕・卒都婆流・ 休天神 ・柿本人丸」

写本 半紙本 １冊

《休天神》を含め、番外曲ばかりの五番綴本。外題（打付書き）は曲順が異なり、曲名の下に番

号が付されている。最終丁表下方中央と同丁裏左下方に墨書「江崎（花押、２世か）」。姫路在住の

ワキ方江崎家に伝わる《休天神》の伝本３種の１本で、節付は下掛系と覚しいが、他は上掛系。

そのうち一番綴本は「正徳四甲午年三月」の奥書を持つ。

本曲は元禄11年（1698）に番外刊本（五百番本）として刊行はされたが、伝本の多い本ではな

い。江崎家に伝来するのは、ご当地謡としての需要かもしれないが、３本ともに少なからず異同

が見られることから、実質的には語りの部分（展示22）が謡われることが多かったのではないか

と予想される。 ［江崎家旧蔵資料］

22 語集

写 半紙本 １冊

ワキとシテの語リの部分を集めた伝書、全43曲所収。所収曲の中には、能《船弁慶》の「鵯越の

語り」や能《朝長》の「大崩の語り」など、ワキが能の中で特別に演じる「ワキ語リ」もいくつか

含まれるが、収録曲の殆どは能の番外曲の語リの部分を抜き出したものである。本来は能の中でシ

テが担当する語リも、能から離れて独自に語ったのであろう。一曲目の「彦七」のみ、語リでない

本文に福王流の節付が施されている。

奥書には「此一巻雖為千金著伝/唯授一人之秘事／深随執心之間不残一事相伝/申処也敦不可有漏

／脱者也/江崎」とのみ記され年記がないので正確な成立年代は未詳だが、所収曲のうち「諏訪」（ク

リ・サシ・クセ部分のみ収録）の完曲が寛文12年（1672）成立の新作能とみられることから、江戸

中期以降の書写と推定される。 ［江崎家旧蔵資料］

23 泰平小謡童子訓

刊 半紙本 １冊 享保14年（1729）大坂 塩屋喜助

本書は、正徳4年敦賀屋刊の『小舞入 拾遺小うたひ百番』の覆刻だが、小舞謡は除き、頭書は

まったく改めている。掲載する小謡実数は99曲（春39・夏8・秋17・冬7・雑28）。内容は同体裁で

刊者の異なる本（「塩屋平助」、小泉吉水氏蔵）や書名も異なるもの（『改正 小諷童子訓 百番』、

刊者「正本屋清兵衛」鴻山文庫蔵）も確認されている。

頭書には、国尽・書冊文字略上中下之事、万物の数書様之事、十二月異名、八算割声、銭小遣

相場割、五性名かしら、天神経、七夕歌尽、片造冠沓構尽、万葉仮名、汐の満干、不成就日、万

折形之図、能狂言面之名寄、たしなみ草、日本にて作りたる字の項目を載せる。展示個所は「天

神経」掲載前丁の挿絵。右側の床に天神像の軸が掛けられている。 ［伊藤正義文庫］

21 江崎家旧蔵五番綴謡本

22 語 集

23 泰平小謡童子訓
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24 絵本舞台桜

刊 半紙本 １冊

浄瑠璃や歌舞伎の題材を能・狂言風に仕立てたもので、「菅原・道風（狂言）・

国性爺・黒舟（狂言）無間鐘・和田（狂言）」の全６曲を所収。各曲とも見開き

の下三分の二ほどに仮想の上演図（舞台は能舞台風）が描かれ、絵の上方に、曲

名、登場人物・配役と詞章の一部を載せる。本文（枠付き）は表紙見返しから裏

表紙見返しまでで、狂言は枠外に「狂言」と記す。展示個所は「菅原」。

刊記・書誌は不明ながら、同趣向の『絵本松の花』の一部を別外題で刊行した

ものらしい。能と浄瑠璃・歌舞伎をない交ぜにして楽しむようなこの種の本はそ

れなりの需要もあったようで、同書から作られたと覚しき本が他にも確認されて

いる（法政大学能楽研究所鴻山文庫蔵『絵本雪なづな』など）。

Ⅳ 浄瑠璃にみる菅公・天神

『天神記』
時代物 五段 作者：近松門左衛門 初演：正徳４年（1714）正月 大坂・竹本座

人形浄瑠璃の三代名作の一つとして現在も人気の高い『菅原伝授手習鑑』（延享３年（1746）初演）に

先立つ、菅原道真を巡る天神伝説や先行する能などをモチーフとした作品が、正徳４年（1714）初演の

近松門左衛門作の『天神記』である。本作は初演当時大当たりし、同年歌舞伎でも上演され(同年２月９

日から大坂荻野八重桐・嵐三右衛門座で上演）、人形浄瑠璃を歌舞伎に移した最初の例ともなった。

『天神記』には渡唐天神、綱敷天神、柘榴天神などの天神伝説のほか、飛梅伝説、白太夫伝説、好文木
こうぶんぼく

の故事、裴文籍 （渤海の使者）の史実、『大鏡』『北野天神縁起』『菅家瑞応録』や、先行する能「雷電」
はいぶんせき かんけおうずいろく

などによって、道真と天神にまつわる伝説が巧みに織り込まれている。構成は、菅原道真の左遷・怨霊を

縦筋とし、これに兼竹・十六夜夫婦の忠節を横軸に配している。

『天神記』（全五段）のあらすじ

初段：菅 丞 相は、唐の装束を身に着けて登場する（「渡唐天神」）。丞相は藤原時平に身に覚えのない罪
かんしようじよう ふじわらのしへい

を着せられ、丞相の御台は宮中の舞姫・十六夜と時平の家臣・兼竹との間にできた子を拾うことになる。
み だ い い ざ よ い かねたけ

二段目：丞相の太宰府への配流が決定する。寺子屋を開いていた丞相の後を慕う教え子たちが取りすがり、

丞相は「たとへ我配所にて死するとも。魂は止まつて手習学問の守りの神と成べきぞ（たとえ私が配所の

太宰府で死んだとしても、魂はこの世に止まって、子どもたちの学問の守り神となろうよ）」と泣く。太

宰府への途上で、丞相の暗殺が企てられるが、十六夜と兼竹がこれを止めようとし、十六夜は我子ともど

も殺されてしまう。

三段目：丞相が太宰府へ流された後を描く。十六夜の霊が現れて、父・白太夫に自分の死の経緯を語る。
しらたゆう

浜に打ち上げられた十六夜と子どもの死骸が引き上げられたところへ丞相が現れるが、白太夫は丞相に不

浄な場にお座りいただくわけにはいかないと、 碇 の綱を巻いて円座とする（「綱敷天神」）。そこへ十六夜
いかり

の兄・荒藤太が現れ、丞相を殺そうとするが、丞相が「東風吹かば……」の一首を詠むと、東風が吹いて
あらとうた こ ち

白梅が咲き誇り、その梅の木の陰に丞相を隠すという奇蹟が起こる（「飛梅」）。

24 絵本舞台桜
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四段目：丞相が天拝山で柘榴を口に含んで吐き掛けると炎が上がり（「柘榴天神」）、雷神となる姿が描か
ざ く ろ

れる。

五段目：雷神となった丞相は時平の身を二つに裂き、時平は絶命。生前の恨みを晴らした丞相の口からは

金色の息が吐き出され、「南無天満自在天神」の文字が浮かぶ。後に丞相には正一位太政大臣の位が贈ら

れ、北野天満宮に祀られたことが語られる。

25 天神記

刊 半紙本 １冊

五段、浄瑠璃、近松門左衛門作。正徳４年（1714）正月、大坂竹本座初演。

十二行本、27丁。内題「天神記 作者近松門左衛門」展示個所は第二段の始め。

［志水文庫］

26 天神記

刊 半紙本 １冊

五段、浄瑠璃、近松門左衛門作。正徳４年（1714）正月、大坂竹本座初演。

十行本、53丁。内題「天神記 近松門左衛門作」展示個所は初丁。［志水文庫］

『菅原伝授手習鑑』
時代物 五段 作者：竹田出雲・三好松洛・並木千柳・竹田小出雲

初演：延享３年（1746）８月21日 大坂・竹本座

好評で８ヶ月続演、翌年２月には江戸の肥前座でも上演される。また、初演の翌月には早くも京都の喜

世三郎座で歌舞伎になり、江戸でも延享4年春、中村座・市村座が競演した。

人形浄瑠璃『菅原伝授手習鑑』は、延享３年（1746）８月、大坂道頓堀の大坂・竹本座で初演された。

当時は人形浄瑠璃は全盛期を迎えており、本作に続き『義経千本桜』が延享４年に、その翌年には『仮名

手本忠臣蔵』と、いわゆる三大名作が相前後して生まれている。

初演後は大好評で約８ヶ月の続演となり、延享４年（1747）２月には江戸の肥前座でも上演された。

この時は江戸中の寺子屋師匠に宣伝をして大入りとなったという。また初演の翌月には京都の喜世三郎座

で歌舞伎になり、江戸でも延享４年春、中村座・市村座が競演するという人気ぶりだった。

本作は、天神伝説、とりわけ菅原道真が藤原時平の企みによって太宰府へ左遷された事件を題材として

作られた。外題（題名）にもなっている筆法を弟子に「伝授」する場面を経て、政争に巻き込まれた親子

の苦悩と別れを中心に、ストーリーは展開する。最後に時平一味は、謀反の企みを知って荒ぶる雷神と化

した菅丞相らに倒され、丞相の霊は天神として祀られる。

また、本作中には、梅王丸・松王丸・桜丸の三つ子兄弟が登場するが、これは実際の出来事をいち早く

取り入れた設定だった。延享３年（1746）7月28日に大坂の天満で三つ子の男の子が生まれ、人々の話

題となっていた。作品内では、菅丞相が彼らを取り立てたという設定になっているが、実際の三つ子の親

たちには、奉行から50貫文（約150万円）という祝い金が贈られている。

作者について：四人の作者

現在のように人形浄瑠璃や歌舞伎で作者名を明記するようになるのは近松門左衛門の活躍以降で、本作

25 天神記（十二行本）

26 天神記（十行本）
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は複数の作者の合作であったことがわかっている。初版本は、外題の下に竹田出雲、末尾には竹田小出雲、

並木千柳、三好松洛と列記されている。

竹田出雲（初代）は宝永２年（1705）に竹本座の座本になった人物で、近松の弟子でもあった。経営

者として、また演出家としても優れた手腕を発揮したが、初演時は70代と高齢だったため、後見役とし

て指導を行い、実際の執筆には他の３人が当たったらしい。

並木千柳は僧侶から還俗後、竹本座のライバル豊竹座で並木宗輔を名乗り作者として活動していた。そ

の後、歌舞伎作者を経て竹本座にスカウトされ、寛延4年（1751、宝暦元年）に浄瑠璃の作者に復帰して

いる。初演時は51歳。

三好松洛は並木と同じく還俗して浄瑠璃作者となった人物で年頃も同じであった。竹本座で上演された

50作以上に関わっている（すべて合作）。

竹田小出雲は初代・竹田出雲の子で、後に竹本座の座本を受け継ぎ、２代目出雲を襲名、父に対し、「親

方出雲」とも通称される。父からも指導を受けていらしく、『瑠璃天狗』（文化4年［1807］）には、『新薄

雪物語』の「道行」を執筆する際、当時江戸に滞在していた父に飛脚を送って添削をしてもらった、とい

う逸話が残る。

彼らは合作で『菅原伝授手習鑑』のほかにも『夏祭浪花鑑』、『義経千本桜』、『仮名手本忠臣蔵』、

『双蝶々曲輪日記』などの人気作を世に送り出し、人形浄瑠璃の全盛時代を築いた。
ふたつちようちようくるわにつき

『菅原伝授手習鑑』（全五段）のあらすじ

初段：大内の段

時は平安時代、延喜の帝こと醍醐天皇の御代。渤海国から使いの僧・天 蘭敬が訪れ「日本の帝の絵姿
ぼつかいこく てん らんけい

を描かせてほしい」と申し出た。帝は病に伏していたため、左大臣・藤原時平が代理を務めようとする。
ふじわらのしへい

これが謀反の兆しだった。右大臣・菅 丞 相は時平を諌め、帝の弟宮・斎世親王が帝の代わりをつとめる。
かんしようじよう と き よ

怒った時平は、役目を終えた親王から帝の装束を奪い持ち去ろうとするが、丞相が制す。その後、帝から

丞相に「優秀な弟子に筆法を伝授するように」という命令が下った。
ひつぽう

初段：加茂堤の段

河内国・佐太村にある菅丞相の下屋敷（＝別荘）の番人・四郎九郎には梅王丸・松王丸・桜丸という三

つ子があった。三人は、梅王丸が菅丞相、松王丸は藤原時平、桜丸は斎世親王に、それぞれ牛飼舎人とし
と ね り

て仕えている。

ある日、加茂明神で天皇の病気平癒の祈願が行われ、主人の供でやってきた二人は、加茂堤で互いの主

人自慢で口論となるが、後から来た桜丸に追いやられる。桜丸と妻の八重は、帝の弟・斎世親王と菅丞相

の養女・苅屋姫の逢引きの手引きをするが、発覚し、桜丸が多勢相手に争う中、親王と姫は駆け落ちをし
かりやひめ

てしまう。これが大事件の原因となるのであった。

初段：筆法伝授の段

筆法を伝授せよとの勅命を受けた菅丞相は、誰に伝授するか思案する。弟子のひとり、左中弁希世は自
ま れ よ

分こそと思い込んでいたが、丞相はかつて弟子として仕えていた武部源蔵こそがふさわしいと考え、館に
たけべげんぞう

呼ぶ。

源蔵は同じ館に仕えていた腰元の戸浪と許されない仲になり、その不義の罪で丞相から勘当され、今は
と な み

寺子屋の師匠をしている。源蔵に文字を書かせると見事な出来ばえだったので、丞相は源蔵に筆法伝授の

一巻を与えた。源蔵は勘当を解いてほしかったが、それは叶わなかった。そこへ参内せよとの知らせがあ

り、丞相は出かけていく。
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初段：築地の段

斎世親王と苅屋姫の仲が明らかになり、「親王を皇位につけ娘を后にしようと、陰で糸を引く首謀者は

丞相である」と藤原時平が讒言したため、丞相は官位を剥奪され、太宰府に流罪と決まった。丞相から伝

授を受けられなかった弟子の希世は時平方に寝返り、攻撃をしかける。希世を懲らしめようとする梅王丸

は丞相に諌められ、ともに館に蟄居する。

そこへ丞相の大事を知った源蔵夫婦が現われる。梅王丸は、子息の菅 秀 才だけでも…と、館の塀（築
かんしゆうさい

地）の上から秀才を源蔵たちに託す。菅秀才は夫妻とともに寺子屋のある 芹 生の里へ落ちのびた。
せりよ う

二段目：道行詞甘 替 ＊「甘 替」とは、当時の飴売りの呼び声を真似たもの
あまいかい あまいかい

斎世親王の牛飼舎人として仕えていた桜丸は、時平側に怪しまれないため飴売りに身をやつし、斎世親

王と苅屋姫を荷箱に隠して、姫の実家がある河内国・土師の里へ向かう。途中、丞相が筑紫国に配流にな

ると聞き、丞相が船の汐待ち（天候待ち）をする摂津国・安井の浜へと急ぐ。

二段目：安井汐待の段

流罪の菅丞相を護送する一行は、摂津国安井の浜で船の汐待ちをしていた。そこへ桜丸と斎世親王と苅

屋姫が現れ、菅丞相の流罪は自分たちのせいだと嘆く。そこへ姫の実の姉・立田前が来て、菅丞相に土師
たつたのまえ

の里の伯母・覚寿の館で休息してほしいと願う。護衛の役人である判官代輝国の情けで、丞相は覚寿の許
かくじゆ てるくに

へ赴く。かけおちした二人については、姫の身は生母の覚寿が、親王の身は父親である宇多法皇が預かる

ことに相談がまとまった。

二段目：杖折檻の段（河内国・土師の里にある覚寿の館）
つえせつかん

苅屋姫は、ひと目でも丞相に会って流罪の原因となったことを謝罪し、別れを告げたいと姉に話してい

ると、母の覚寿が現れて、姫の起こした騒ぎで丞相は失脚したと姫を杖で打つ。そこへ奥から丞相の声が

して、折檻をやめさせる。姫が部屋の障子を開けるが、そこには丞相の木像が置かれているだけだった。

この木像は、覚寿が形見にと願い、丞相が自らの姿を刻んだものだった。これは、以後、館で起きる不思

議な出来事の最初の奇瑞だった。

二段目：東天紅の段 ＊「東天紅」は東の空が紅に染まる意で、夜明けを告げる鶏の鳴き声のこと
とうてんこう

立田前の夫・宿禰太郎と、太郎の父・土師兵衛は、褒美目当てに藤原時平の一味になっていた。兵衛と
すく ね はじのひようえ

太郎は菅丞相を護送する贋の一行を仕立て、丞相を亡き者にしようと企む。出立の合図は一番鶏の鳴き声

で、兵衛は通常よりも早く鶏を鳴かせるための仕掛けを用意し、本物の行列が来る前に丞相を連れ出そう

とする。その計画を立田前が立ち聞きするが、二人に殺されてしまう。やがて鶏が鳴き、丞相の一行は出

発してしまう。

二段目：丞相名残の段
な ご り

鶏の鳴き声を合図に、贋の迎えの輿に菅丞相が乗り込み一行は去った。しかし立田前の姿が見えないの

を不審に思った覚寿が行方を探させ、池の中から立田前の死骸が見つかる。立田前の口には噛みちぎられ

た太郎の着物の裾が残っていた。それが証拠となり、覚寿は成敗のため自らの手で太郎の腹に刀を突き刺

す。

そこへ判官代輝国が丞相の迎えにやってくるが、その時に、贋迎えが戻ってくる。輿の中にいたのは丞

相ではなく、丞相の木像だったという。悪事が明るみに出て、太郎の父・兵衛も輝国に取り押さえられて

しまう。これもまた、木像の奇端であった。

三段目：車曳の段（都、吉田神社近く）

梅王丸と桜丸が偶然出会う。梅王丸の主・菅丞相は筑紫へ流罪に、桜丸の主・斎世親王は法皇の許に

預けられたので、二人は浪人の身の上であった。そこへ藤原時平の吉田神社へ参拝に向かう牛車が通り合
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わせる。二人は主の無念を晴らすべく立ち塞がり、時平に仕える松王丸と３人で押し問答が始まると、車

を蹴破り藤原時平が姿を現した。梅王丸と桜丸はその姿に圧倒され、なす術がない。時平は二人を尻目に

社殿へ向かい、三つ子兄弟は来月の父・四郎九郎の70歳の賀の祝での再会を約束して別れる。

三段目：茶筅酒の段（河内国・佐太村）

三つ子の父親・四郎九郎は、古希を機に名を白太夫と改め、不自由なく暮らしていた。そこへ三つ子の

嫁たちがやってくる。梅王丸の女房・春、松王丸の女房・千代、桜丸の女房・八重で、３人はともに祝い

の料理を作り、白太夫は舌鼓を打つ。嫁３人から祝いの品も贈られるが、桜丸の女房・八重からの贈り物

は三方で、白太夫は不安げに顔を曇らせる。そのあと白太夫は八重を連れ、氏神詣でに出かける。
さんぽう

三段目：喧嘩の段

父親の賀の祝のため、まず松王丸が訪れ、遅れて梅王丸もやってくる。梅王丸にとって、主・菅丞相を

陥れて流罪にした時平に仕える松王丸は敵と同じ。同じところにいるのは気分が悪いと、梅王丸は松王丸

に食ってかかる。二人は取組みあいの喧嘩を始め、そのはずみで、庭にあった菅丞相の愛樹の梅・松・桜

のうち、桜の木を折ってしまう。

三段目：桜丸切腹の段

梅王丸は白太夫に菅丞相の許に行きたいと申し出るが、行方不明の丞相の妻子を探すようにと命じられ

る。松王丸は勘当を願い出て聞き届けられたが、白太夫は悪人の時平に忠義を尽くすのかと怒りを露わに

する。

松王丸と梅王丸夫婦が帰っていき、家には八重だけが残る。すると桜丸が刀を手に現れ、白大夫は八重

が持参した三方の上に脇差を載せてやってくる。桜丸が切腹すると聞き、八重は理由を聞かせてほしいと

泣きすがる。桜丸は、自分が恋の取り持ちをしたことが原因で、菅丞相が謀反の濡れ衣を着せられ流罪に

なった、その責任を取るために自害すると説明する。

白太夫は桜丸の命を助けたかったが、不吉なことが続いたので白太夫は桜丸の運命を悟り、切腹を許す。

八重は夫のあとを追おうとするが、隠れて様子を見ていた梅王丸夫婦に止められる。白太夫は梅王丸たち

に後事を託し、筑紫国へ旅立つ。

四段目：天拝山の段（太宰府）

菅丞相の世話をするため筑紫にやって来た白太夫は、丞相の身の回りの世話をしながら暮らしていた。

ある日、白太夫が曳く牛の背に揺られながら、菅丞相は近くの安楽寺へ梅の花を見に出掛けた。そこに斬

り合いの騒ぎが起こり、梅王丸が相手を取り押さえる。それは丞相の暗殺を命じられた時平の家来・

鷲塚平馬であった。
わしづかへいま

平馬から、帝や法皇を押し込め天下を覆そうとする時平の野望があることを聞くと、丞相はたちまち怒

りの形相となり、手にした梅の枝で平馬の首を打ち落とす。一変して、雷神と化した丞相は、太宰府を望

む天拝山に駆け登り、京の都へと飛び去った。

四段目：北嵯峨の段（京、北嵯峨の隠れ家）

菅丞相の御台所は、桜丸の女房・八重や梅王丸の女房・春とともに、人目を避けて隠れ暮らしていた。

菅丞相の師である法性坊の阿闍梨が近くに来ていると聞いた春は、御台所のことを頼みに出て行く。

そこへ時平の家来、星坂源五が御台所を捕らえようとやってくる。八重は薙刀で応戦するものの、傷を
ほしざかげん ご

負い息絶える。源五が御台所を捕らえようとすると、朝から外で家の様子をうかがっていた怪しげな山伏

が現れ、源五を投げ飛ばし、御台所を抱え、飛ぶがごとくに走り去る。

四段目：寺入りの段（芹生の里、武部源蔵の寺子屋）

丞相の一子・菅秀才を託された源蔵は、秀才を我が子と偽り、静かに暮らしていた。ある日、源蔵の留
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守中に、入門したいという子が母親に連れられてやってくる。この子ども小太郎の母親は、実は松王丸の

妻・千代で、子どもを預けると寺子屋を後にした。

四段目：寺子屋の段（芹生の里、武部源蔵の寺子屋）

青ざめた顔で源蔵が戻ってくる。菅秀才を匿っていることが発覚し、首を差し出せという難題を告げら

れたからだった。新入りの小太郎を見た源蔵は、この子を身代わりにする決意を固める。やがて時平に仕

える春藤玄蕃と松王丸がやってくる。菅秀才の顔を知っている松王丸は、菅秀才の首が本物かどうかを見
げ ん ば

分ける「首実検」のため同行していた。催促された源蔵は、やむなく身代わりの小太郎の首を討ち、切首

を入れた首桶が松王丸の前に置かれる。しかし、松王丸は「菅秀才の首に相違ない」と言い、一行は首を

携え寺子屋を後にした。

そこへ小太郎の母親・千代が我が子を迎えにやってくる。口封じのため母親も亡き者にと源蔵が斬りか

かるが、千代はその刀をかわし、「菅秀才のお身代はり、お役に立てて下さったか」と思わぬ言葉を口に

する。まもなく松王丸も現れる。実は小太郎とは松王丸と千代の一人息子であった。松王丸は悪人の時平

に仕えながら、名付け親であり、恩義ある菅丞相のため役に立ちたいと思っていたのだった。

北嵯峨で御台所を助けた山伏も松王丸で、御台所は菅秀才と再会が叶う。すべての仔細が明らかになり、

最後、小太郎の弔いが行われ、松王丸夫婦は菅秀才を救うことができた喜びと我が子を失った悲しみを抱

きながら、小太郎を葬るため鳥辺野に向かう。

五段目：大内天変の段（京の都）

都では毎日のように雷が鳴り、御所の上空でも雷鳴がとどろいていた。雷から帝を守るための特別な祈

祷の最中、判官代輝国が斎世親王と苅屋姫、菅秀才を伴って、菅家再興を願い出る。時平は参内した菅秀

才を捕えるが、御所に雷が落ち、時平に味方する左中弁希世と三善清貫は死んでしまう。その上、亡くな

った桜丸と八重が亡霊となって時平を責めるので、時平は逃げまどうが、苅屋姫と菅秀才に討ち取られて

しまい、菅丞相の霊も鎮まり空は晴れ渡った。

こうして菅秀才の菅家再興の願いはかなった。菅丞相には正一位が贈られ、社を建てて「南無天満大自

在天神」と崇め皇居の守護神とせよ、という宣旨が下り、人々は喜び合った。

〔展示資料〕

27 菅原伝授手習鑑

刊 半紙本 １冊 延享３年（1746）

五段、浄瑠璃。竹田出雲・並木千柳・三好松洛・竹田小出雲作。延享３年（1746）

８月、大坂・竹本座初演。十行本、72丁。63丁目～66丁目の間、手書き５丁（8行）

を含む。刊記「延享三年寅八月二十一日 作者連名 並木千柳／三好松洛／竹田小出

雲」 内題下に「竹田出雲作」

竹田出雲（初代）は宝永２年（1705）に竹本座の座本となり、経営 者・演出家と

しても優れた手腕を発揮した。近松の弟子でもあった。初演時は70代で高齢だったた

め、後見役となり、実際の執筆は他の３名が当たったらしい。小出雲は二代目出雲。

［志水文庫］

28 菅原伝授手習鑑

刊 半紙本 １冊 延享３年(1746)（京）山本長兵衛・（大坂）山本久右衛門

五段、浄瑠璃。竹田出雲・並木千柳・三好松洛・竹田小出雲作。延享３年（1746）８月、大坂

・竹本座初演。七行本、98丁。刊記「延享三年寅八月廿一日 ／作者連名 並木千柳／三好松洛

／竹田小出雲」 内題下に「竹田出雲作」。奥付「右之本頌句音節墨譜等令加筆候／師若鍼弟

子如糸固吾脩所傳沂先／師之源幸甚竹本筑後掾髙弟／予以著述之原本校合一過可為正本者／也

竹田出雲掾清定 （刊者略）」

27 菅原伝授手習鑑（十行本）

27 菅原伝授手習鑑（七行本）
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出雲を除く３名の合作はほかにも『夏祭浪花鑑』、『義経千本桜』、『仮名手本忠臣蔵』、『双 蝶 々曲輪日記』など
ふたつちょうちょうくるわ

の人気作があり、人形浄瑠璃の全盛時代を築いた。 ［志水文庫］

29 国性爺合戦 絵尽

刊 半紙本 １冊 （京） 正本屋 正本屋九兵衛

天明２年（1782）上演の役割番付。表紙に「座本 近松門左衛門」とあるが、実

際の座本が誰であったのかは未詳。演目は、「国性爺合戦」１～３段目、「戀女房染

分手綱(こいにようぼうそめわけたづな) くつかけむらのたん／さかの下のだん」、

「けいせい反魂香(はんごんこう) 大門のたん／相の山のだん」、「菅原伝授手習鑑

道行言葉のあまいかへ／二ノ切道明寺の段」。裏表紙は番付で、それぞれの演目を

語る太夫の名前と三味線担当者の名前が記されている。展示個所は「菅原伝授手習

鑑」。二段目はじめの「道行詞甘替」と二段目最後（切）「丞相名残の段」。［志水文庫］

30 天保十四年一月若太夫芝居役割番付

刊 一枚摺 天保14年 （大坂）本屋清七

天保14年（1843）正月、道頓堀若太夫芝居での人形浄瑠璃興行の役割番付。演

目は「菅原伝授手習鑑」・「花上野躄仇討(いざりのあだうち)」・「恋娘昔八丈(こい

むすめむかしはちじよう)」・「朝顔日記」。座本吉田兵三、太夫は竹本綱太夫。

上段に太夫と三味線の役割を、下段に人形遣いの役割（人形配役を載せる。こ

うした一枚物は、絵が入らない浄瑠璃の役割番付の定型で、絵の入るものは、１

枚目に太夫役割、２枚目に人形役割を記した２枚組となる。（２枚組タイプは、だ

いたい享保頃から明和頃まで作られたようである。）絵の入らないこの種のスタイ

ルは、近代以降も使われている。 ［志水文庫］

31 菅原伝授手習鑑

刊 中本 １冊 （絵）鳥居清経

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」をもとにした黄表紙。全５巻。本書は無刊記だが、初

版は安永５年(1776)。各段の有名な場面を、絵と簡単なあらすじ・台詞を交えて描

く。巻頭（初丁表）は三番叟の舞台を「三ばそうはじまりはじまり」「すがわらきや

うけん（狂言）いつでもおもしろいことさ」などと言いながら観客が見ている様子

を描く。巻末（末丁裏）は、芝居小屋の外の大看板を通行人が見ている様子で、巻

頭に対応するよう締めくくられる。初丁裏からは見開きで、劇中の世界が展開する。

展示個所は、四段目「天拝山の段」、右は白太夫のひく牛に乗る菅丞相。左は菅丞相が梅の枝で刺客・鷲塚平馬の

首を打ち落とす図。登場人物は (白太夫)、 （梅丸）、 （平馬）のように略号で示される。 ［志水文庫］

32 菅原伝授手習鑑 天拝山の段

写 大本 １冊

四世竹本相生太夫が使用した、「菅原伝授手習鑑」４段目の口「天拝山之段」

の床本。貼り紙・修正個所が見られるので、複数の異なる公演で使用されてい
ゆかほん

ることは推測されるが、年記はない。

「床本」は文楽の太夫が舞台で浄瑠璃を語る時に使う本をいう。大きな文字

で１ページに５行で本文（浄瑠璃全文ではなく、太夫が語る部分のみ）が書か

れており、本文の横には太夫が語るのに必要な「譜」が書き込まれている。

床本が太夫の前に置かれるようになったのがいつ頃からかははっきりとしな

いが、志水文庫蔵の浄瑠璃『つれづれ草』（延宝９年上演）の写本は体裁が似

ており、現存する最古の床本と考えられている。 ［四世竹本相生大夫旧蔵資料］

30 天保14年1月若太夫芝居役割番付

31 菅原伝授手習鑑

29 国性爺合戦 絵尽

32 菅原伝授手習鑑 天拝山の段



- 24 -

33 菅原道真図

斎藤清二郎（画）

人形浄瑠璃『菅原伝授手習鑑』四段目「天拝山」の段、冒頭部分で、白太夫のひく牛に

乗った菅原道真の姿を描く。

画者の斎藤清二郎（1864～1973）は、春陽会美術団体「春陽会」の第１回展覧会（大正

12年[1923]）から作品を出品している常連画家であった。第２回展（大正13年[1923]３月）

の同年８月、春陽会若手の川端信一、倉田三郎、土屋義郎、横堀角次郎、三岸好太郎とと

もに麓人社を結成し展覧会を開くなど、活発に活動している。春陽会では第９回（昭和６

年[1931]）から第16回展(昭和13年[1938])まで文楽芝居をモチーフにした作品を多数出品

しているが、以後、春陽会展には出品もしていない。この頃から文楽のかしらの研究に専

念するようになったらしく、昭和18年（1943）に『文楽首の研究』(アトリエ社)が刊行さ

れた。

同書は、敗色の漂いはじめたこの時期に制作されたにも係わらず、カラー写真も入った豪華写真集で、初版2,000

部限定の高価(15円50銭)であった。（この時期にこうした高級本の出版が可能だったのは、文楽のかしらと「国威発

揚」とを無理やり結びつけたからであった。谷崎潤一郎の序文の中からもそのあたりの事情を伺うことができる。）

戦後は、写真集編纂や『かしら：日本の「首」』（岩崎美術社、1964年）の執筆など、専ら文楽かしらの研究者とし

て活動を続けた。最後の仕事となったのが、志水文庫旧蔵者（信多純一氏）と共編著の『のろまそろま狂言集成：道

化人形とその系譜』（大学堂書店、1974年）であった。 ［志水文庫］

Ⅴ 地誌類にみる天神さん

34 京 童
きょうわらんべ

刊 大本 １冊（全６冊） 明暦４年(1658) （京）八文字屋五兵衛刊

仮名草子、中川喜雲著。洛中洛外、一部近江国も含む87ヶ所の名所案内。自序によると、丹波

国馬路村から京に上り、医学と俳諧を学んだ著者が、「古郷のつとに」「今少年のさかしきにあな

い（案内）させて」巡覧し、寺社・仏閣を絵に描き、来歴を記した。書名もこれによるとする。

内容は特に考証を経たものでもなく、訛伝・俗伝を選ばず、挿絵も写実的ではないが、実地見聞

の記述はかなり詳しい。京都名所記の先駆けといえるだろう。 『京童』の初版本は京都山森六

兵衛刊で、本資料は求版の後摺だが刊記は同じ。展示した巻三（西北東より）は冒頭に北野神社

が登場する。展示部分は挿絵で、北野天満宮で開催される連歌会の様子。 ［志水文庫］

35 都名所手引案内

刊 横本 1冊 宝暦13年(1763) （京）銭屋惣四郎ほか刊

撰者は洛下愚定。京を訪れる旅人向けの手軽でコンパクトな旅行案内書。同じ著者の元禄７(1694) 刊『花洛名所
らっかぐてい

記』の改題本とされる。名所旧跡だけではなく、通りごとに街中の店や宿の名前も載せる。寺社仏閣などは、位置・

由来とともに周辺の食事処（茶屋）や土産物も紹介する。さらに運送屋、大坂との船

便や船宿などの案内もある。

展示個所は「北野天満宮」の挿絵。次頁（丁裏）の説明は、「天 暦九年三月ご託
てんりゃく

せんの事有て 北野に御社を作りて天満大自在天神といはひ給ふ」と手短で、続いて、

社内や近隣に茶屋が多いことや、「社中に梅樹多し 梅品とて梅を見分る本有 求て
ばいひん

みるべし」といったおすすめ情報を載せる。 ［志水文庫］

32 菅原伝授手習鑑 天拝山の段

34 京 童

35 都名所手引案内
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36 摂津名所図会

大本 全９巻12冊 寛政８～10年（1796～98） 大坂 森本太助他刊 秋里籬島著・竹原春朝斎ほか画

京都で出版された『都名所図会』（安永9年〔1780〕）に始まる「名所図会」シリ

ーズの一書で、摂津国（現在の大阪府北部から兵庫県南東部の地域）の名所を絵入

りで紹介した、近世大坂を代表する地誌。名所旧跡はもちろんのこと、祭礼・風俗

習慣・特産物などについて、詩歌をまじえて平易に解説しており、現地取材に基づ

く細密かつ写実的な挿絵とあいまって、娯楽的な読み物として好評を博した。

すでに作者としての名声を得ていた籬島は、出版元の負担で取材旅行ができるよ

うになり、取材先も協力を惜しまなくなっていた。寛政８年（1796）９月にまず第

７巻～巻９巻までの３巻４冊（現兵庫県側）、寛政10年（1798）９月に第１巻～巻６巻までの６巻８冊を刊行。数あ

る大坂の地誌のなかでも決定版というべき大作が誕生した。

文は秋里籬島、絵図は過半数が竹原春朝斎の作で、『都名所図会』の名コンビの再現となった。他の絵師は丹羽桃

渓、竹原春泉斎、下河辺維恵、石田友汀、西村楠亭、西村中和、秀雪亭だったが、全12冊が刊行された後、竹原春朝

斎以外の絵は大半が丹羽桃渓のものにさしかえられている。

37 須磨明石名所絵巻 縮写

写 巻物（継紙） 紙本彩色 縦28.0×横265.5㎝

布引滝近辺から明石城に至る、山陽道周辺の道中鳥瞰絵図。名所案内を主眼とし、村名・地名のほかに名所旧跡を

多く記し、簡略な注記や古歌が添えられている。展示部分は、後半の三分の一あまりの垂水以西。

外題「須磨明石名所絵巻／寛文十二年 河上正継筆記本資料は巻頭にも「寛文十二年／河上正継筆／須磨明石記／

絵巻縮写」とあり、河上筆の須磨明石を描いた絵巻を「縮写」したらしい。原本に該当すると思われるものに、河上

正綱筆、寛文十二（1672）年成立の地誌『須磨明石名所記』一軸（西尾市岩瀬文庫蔵、および鶴舞図書館（「浪花明

石名所道中記」）があるが、現物未調査のため詳細は未詳。岩瀬文庫本（寸法27.3×751.0㎝）は、「猪名ノ入江」「よ

し嶋」（現尼崎市）以西を描いており、本資料は西側のみを写したものか。 ［神戸女子大学蔵］

38 播磨名所巡覧図会（播州名所巡覧図絵）

大本 全５巻５冊 文化元年（1804） 大坂 塩屋忠兵衛ほか刊 秦（村上）石田編・中井藍江画

大阪から赤穂までの地名や旧跡の由来を書いた、当時の旅行案内。名所の和歌や

古典などが紹介されている。第５巻末尾の説明には「大坂より播州室津までの紀行

・神社・仏閣・故事・来歴・名所・古跡・山川・浦々・宿駅等、絵図を正写になし、

鄙々・俗語に至る迄残らず集め、名所考察の便」にしたものという。

巻１は神崎川から和田岬まで、巻２は長田から魚住まで、巻３は土山から的方ま

で、巻４は御着から家島まで、巻５は龍野から赤穂までを、ほぼ海岸沿いに紹介し

ている。

36 摂津名所図会（巻四 天満天神 神輿渡御）

37 須磨明石名所絵巻 縮写（部分）

38 播磨名所巡覧図会（巻二 休天神祠）
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（付録）近隣の天神さん紹介

「天神さん」のお社は全国津々浦々にあって、その数およそ一万二千社とか。古典芸能研究センター最

寄りの北野の天神さんと、神戸女子大学のある須磨の天神さんをご紹介しましょう。（「兵庫県神社庁ＨＰ

「神社紹介」参照）

北 野 天 満 神 社
神戸市中央区北野町3-12-1

JR・阪急・阪神・地下鉄三宮駅より、北野坂を上がり、
約700メートル北詰め、風見鶏の館東隣

主祭神：菅原道真公 例祭日：4月25日

祭記事：年4回、3月に「北野プラムブロッサムフェスティバル・国際いけばな展」、7月に「北野国際

まつり」、11月に「神戸国際 YATAI まつり」、「北野国際イモ煮まつり」と国際的なお祭が行われて

おり、初天神祭に併せての「世界平和祈願祭」などと、様々なお祭りや行事を通して世界宗教の相

互理解を基本理念に各宗教者代表が集い、それぞれの祭式により永遠の世界平和に共に願いをこめ

た心の国際交流活動が続けられている。また、「神事芸能のタベ」など年中盛んにお祭りが行われて

いる。

由緒：平清盛公が治承４年（1180）6月に京都から神戸に、いわゆる「福原の都」を遷都するに当っ

て、禁裡守護・鬼門鎮護の神として京都の北野天満宮を勧請して祀られたと伝えられている。

神社前の東西の道は、古くから北部の西国街道とあって旅人の往来も多く、歴史上の人物もこの道

を歩いて幾多のロマンを残し、特に明治開港と共に、外国人がこの北野山麓に多く住み風光を賞で

異国情緒豊かな異人館を残して、神戸の名所に数えられるようになった。このような北野町にご鎮

座する天神様は外国人の氏子も多い。なお、「北野町」なる町名は当社の由縁である。

綱 敷 天 満 宮
つ な し き

神戸市須磨区天神町2-1-11

ＪＲ神戸線「須磨駅」から徒歩8分
または山陽電鉄「須磨寺駅」から徒歩3分

祭神：菅原道真公 例祭日：7月25日

祭記事：1月24・25日に初天神祭、2月24・25日の梅花祭は、境内の120本の梅の花が見頃で135燈の

ライトアップもし、梅がゆの接待がある。4月25日は学業講祭があり、一年間の学生の健康と学徳

向上を祈願している。7月24日・25日は夏の天神祭。11月中の七五三詣でには、菅公5才時の衣裳

を史実に基づいて再現している。12月25日、納天神、一年間の絵馬2万枚のお焚き上げ神事がある。

由緒：当社は、御祭神菅原道具公が太宰府へ向かう途中、須磨の浦にて風波が強くなり一時上陸した

ため、漁人等が網の綱を円座としてお休み頂いたところ、公は大層お喜びになったという歴史があ

り、「綱敷」という名称になった。良妻賢母の象徴として、幼き道真公を抱く御母君の立像が建立さ

れている。

聖跡二十五霊社のひとつ。

（「須磨明石名所絵巻 縮写」より）

（
「
須
磨
明
石
名
所
絵
巻

縮
写
」
よ
り
）
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〔参考〕菅公聖蹟二十五拝

探検家で北海道の名付け親としても知られる松浦武四郎が、西日本の天満宮二十五社を聖跡と定め、明

治17年(1884)～20年(1887)にかけてこの二十五社を参拝、石碑を建て神鏡を奉納した。後に、「聖跡二十

五霊社順拝双六」を刊行している。

第一番 菅原院天満宮神社 京都府 京都市

第二番 錦天満宮 京都府 京都市

第三番 菅大臣神社 京都府 京都市

第四番 吉祥院天満宮 京都府 京都市

第五番 長岡天満宮 京都府 長岡京市

第六番 與喜天満神社 奈良県 桜井市

第七番 威徳天満宮 奈良県 吉野郡吉野町

第八番 道明寺天満宮 大阪府 藤井寺市

第九番 佐太天神宮 大阪府 守口市

第十番 大阪天満宮 大阪府 大阪市

第十一番 露天神社 大阪府 大阪市

第十二番 福島天満宮 大阪府 大阪市

第十三番 長洲天満宮 兵庫県 尼崎市

第十四番 綱敷天満宮 兵庫県 神戸市

第十五番 休天神社 兵庫県 明石市

第十六番 曽根天満宮 兵庫県 高砂市

第十七番 大塩天満宮 兵庫県 姫路市

第十八番 滝宮天満宮 香川県 綾歌郡綾川町

第十九番 御袖天満宮 広島県 尾道市

第廿番 厳島天神社 広島県 廿日市市

第廿一番 防府天満宮 山口県 防府市

第廿二番 綱場綱敷天満宮 福岡県 福岡市

第廿三番 太宰府天満宮 福岡県 太宰府市

第廿四番 上宮天満宮 大阪府 高槻市

第廿五番 北野天満宮 京都府 京都市

「菅公さんのイメージ ～怨霊から学問の神様へ～」展示図録

会場 神戸女子大学古典芸能研究センター展示室

期間 2022年9月26日（月）～11月30日（水）

編集 神戸女子大学古典芸能研究センター

（担当：非常勤研究員 大山範子）

〒650-0004 神戸市中央区中山手通２丁目２３－１

神戸女子大学教育センター２階

聖跡二十五霊社順拝双六（国立国会図書館蔵）


