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坪内逍遙作の戯曲『桐一葉』は、「早稲田文学」（第一次第一期）七十五号（明 27・

11・10）から同九十六号（明 28・９・25）まで、十四回に渡って断続的に掲載されたが、

その詳細は次のようであった。

序 幕 大阪城内奥御殿の場 「早稲田文学」七十五号（明 27・11・10） 沙石子稿・

春のや補序幕 奥山築山の場（序幕のつヾき） 同七十六号（明 27・11・25）

春のや・沙石

二幕目 吉野山桜がり（夢の場） 同七十七号（明 27・12・10） 春のや主人・沙石子

二幕目 奥殿二女密訴の場 同八十号（明 28・１・25） はるのや、沙石

三幕目 上 城内溜の間の場 同八十二号（明 28・２・25） はるのや、沙石

三幕目 中 黒書院再評議の場 同八十三号（明 28・３・10） 春のや主人

三幕目 下 片桐邸の場 同八十四号（明 28・３・25） 春のや主人

四幕目 上 奥庭豊国神社鳥居前の場同八十五号（明 28・４・10） 春のや主人

四幕目 下 豊国神社宝前の場 同八十九号（明 28・６・10） 春のや主人

五幕目 上の一 渡辺内蔵邸の場、上の二 饗庭の局部屋の場 同九十一号（明 28・７・

10） 春のや主人

五幕目 下の一 奥殿乳母自害の場 同九十二号（明 28・７・25） 春のや主人

五幕目 下の一 奥殿乳母自害の場（つヾき）、下の二 淀君寝所の場 同九十四号（明

28・８・25） 春のや主人

六幕目 上 片桐邸奥書院の場 同九十五号（明 28・９・10） 春のや主人

六幕目 下 長良堤訣別の場 同九十六号（明 28・９・25） 春のや主人

その後、翌二十九年二月六日に春陽堂から単行本として刊行された。

この作品について作者の逍遙自身は、単行本の「桐一葉はしがき」の中で次のように

述べている。

此の作、そのはじめ友人鶴田沙石子に粗筋を語り、今より三年ほども

前かたに、起稿したまへとすゝめしに基き、同子が綴りかけて中絶せ

しもの六場ほどありしを、去年の秋うけとりて、若し能ふべくば、あ

りかたのまゝを補綴して『早稲田文学』に掲げばやと思へりしが、さ

ても人の考は心々にて、他人の綴りかけたるは、おのが案とは折あは

ぬ節いと多くて、そのまゝには筆を加へんすべもなく、まづ試に序幕



三場を走りがきに綴り添へて、そを『文学』の紙上に掲げ、やがて興

の来るに任せて、淀君夢の場をもかきそへにき、さて後々の趣向など

は、只おぼろげに立てたるのみにて、おぼつかなくも綴りもてゆくほ

どに、やう／＼筋立むつかしうなりて、沙石子の原稿は、悉く余所に

なり、『桐一葉』といふ題号の外は、筋立も人物も、全く別仕立とな

り了んぬ、随うてはじめ走りがきにせし序幕三場と、後の趣向とは、

折あはぬ節もいでき、五六幕目を綴るころに至りては、我れながら前

後不揃の感深く幾たびも筆を投ぜんとせしこともありけり、辛うじて

綴り果てゝ見れば、拙さいよ／＼著く、一たびは焼きも棄てばやと思

ひたりしが、しかすがに未練気生じて、此のまゝに打すてんもくちを

しく、ふと思ひたちて春陽堂のあるじが許へ、我がしか／＼の作を出

版せんの意なきか、若し出版の意あらば、余りに矛盾したる節は、能

はん限り修正して稿本を送らんといひやりぬ、儲心の外に男気ある春

陽堂のあるじ、病中ながら心よくうけがひて、すぐにも出版せんとい

ふ、折から依田学海翁の綿密なる批評、『読売』の紙上にいでゝ、我

が作の拙きを正し、作者が心づかざりし欠点をも指摘する所尠からず、

これにます／＼便を得て、辞も意も処々に修正を加へて、つひに現形

の如くになしつ、されど生中にこゝかしこ、無理なる筆を加へたれば、

大かたははぎ／＼布子のやうになりて、或はもとの形よりさへ醜くな

りし所多かるべし、就中文句の如きは、あとより入れし斧の痕、まざ

／＼と見らるゝ、我が見てだにかたはら痛けれど、今更に如何ともす

べなし、あはれかく拙しとは心づきながら、初めて生みし子と思へば、

片輪ながらいとをしくて、嗚呼がましくもおほしたてゝ、かくは世の

人にひけらかすになん

明治廿八年十一月初旬

修正の筆を擱する時

春のや主人

ここでは、戯曲としての『桐一葉』に対する批評を取り上げて紹介していくことにする。

まずは、「早稲田文学」で連載が完結した翌月の明治二十八年十月十四日から、十月二

十日、十月二十四日、十月二十六日、十月二十八日、十月二十九日、十月三十日と断続的

に七回に渡って「読売新聞」に掲載された依田学海の「桐一葉の評」を見ていくことにす

る。

学海は初めに前文で、批評の基本はその対象の短所を主として論じるのではなく、まず

長所を挙げた後、短所があればそこで明らかにするべきだと述べて、詳論を展開していく。

最初は「惣評」から始まり、次のように論じている。



（前略）

凡そ歴史に據りて。演義する小説或ハ脚本ハ必ずその人物の精神意思

を推し測りて。歴史の及ばざる処を補ひ。又その事蹟を曲折して。趣

味を深くし。智あるものハ益その智を宏遠にし。勇あるもの益その勇

を壮大にするを主とすさらバ。この主人公たる片桐且元の人物を十分

に描き出さずハあるべからず。作者ハこの人をいかなる人と定めしに

や。唯正直にして。深智無く。思慮周密ならず。疎鹵の木訥漢とした

るに似たり。これ果して且元が人物に当れりや。余が思ふにハ。且元

ハ唯一わたりの武人にあらず。よく東西の事情に精はしく。時勢を量

り実力を測りて。当時の勢にてハ。とても智力をもて。徳川氏にハ当

り難く。また天下の諸侯もはや。勢に付き。利に趨りて。一人もたの

みとし難し。さらバ豊臣氏の旧領ハ得て保ち難く。その勢力ハ得て恢

復し難し。断然として封を締め。志を屈して。その世祀を絶ざる事こ

そよけれ。無益の力を竭して禍を得るハ決して謀の得たるものに非ず

と。よく強弱の勢を看破りて処置せんとせり。これ深識老謀の人に非

ざれバ。いかでこの計に出むや。（中略）且元に対敵する人物ハ大野

道軒とす。（中略）大野等を奸悪の人物とするときハ。彼等ハ何を目

的として片桐を逐ひ退け且ハ殺さんとしたるにや。秀頼をおしかたづ

けて。天下を奪はんとするにも非ず。徒に主君の目を昧まして。私智

を弄するに過ぎず。漠然として意向の解すべからざる人物に非ずや。

もし旧劇ならバ。主君を除きて。己がその地位を奪ふとか。又ハ主君

の弟を立んとか。又ハその奸臣がもとハ。この主家の仇なるがゆえに。

この家を乱して。その報を為んとするとか。旧套ながらその趣意ある

ものなり。この本篇のいふ所にハ。大野等の趣意さらに解す可らず。

余が前の説に従ふときハ。大野渡辺と。片桐とハ。その人物の性質ハ

同じからねども。いづれも。豊臣家に不忠の人に非ず。唯浅才短智に

て。家康の奸智に欺かれしなり、さて片桐の智謀もその離間策を破る

こと能はざる。憤悶不平の状を写すときハ。唯かの大野等を奸臣とし

て。その奸謀に誣られたるよりも。今一層深酷にして。片桐が誠忠も

あらはるべし。況やこれ当時の事実なるをや。作者がこ〃に心を用ら

れざるハ甚惜むべしと思ふなり。

淀君の性質を写されたるハ。さすがに作者の慧眼炬の如く。実にそ

の我慢急性にして父信長の性をうけつぎし女性と見えて。その言語

一々紙上に見るが如し。感服に堪へず。されバ。本篇第一の妙ハこの

婦人を写し出せし筆力にありといふべし。大蔵正栄尼の人々もよく婦



人の性質を写し出して。妙ならざる事無し。これハ実相にして少しも

演義とハ思はれず。乳母もまたその人物をよく写されたり唯や〃旧劇

の趣に近く。その居動所謂仰山すぎたる所ありと覚ゆ。なほその余の

人物ハ幕毎に評すべし

と。その後続いて、序幕から六幕目までの各場ごとに微細に登場人物を分析している。

その中で六幕目の評言に、学海の『桐一葉』に対する評価が集約されている。

六幕目 片桐邸奥書院の場

此場ハ城中より淀君の誓書をもて。片桐が登城を促し来たり。片桐そ

の詐謀を知りながら。登城せんとする苦節。実によく写されて遺憾な

し。か〃る所に大野が手勢片桐の従者等が守る番所を襲ふの報あり。

つヾきて。石川伊豆貞政が大野父子を討んとして事成ず。こ〃に来り

て。片桐と〃もに。兵をもつて大野父子を除かんとすれども。片桐こ

れをきかず。城に向て戦ふ志なしといひしかバ。貞政大に耻て自殺す

ることあり。いづれも。忠義英烈の気象見えて。一段の出来なり。盖

片桐の人物を写し出すハ。本篇この場を第一とすべし。毫髪も遺憾な

しと思へり。

長良堤訣別の場

凡そ院本脚本ともに。結局に至りて唯形ばかりの局を終るのみにて。

絶えて出色の趣向無きものなり。しかるに。然すが春の屋の作ハこれ

と異にして。此場の文章頗るおもしろく。片桐が城中を遙に望みて感

慨の詞殊に意味深し。但秀頼暗君にして。譬へ真田後藤等の勇将智士

を招き来すとも。いかにぞ。関東の老雄に敵す可き。此人の見識こ〃

に及ばざるやうに。作られたるハ。全部の趣向なれども。余が趣意と

同じからず。こ〃をもて。その趣意にハ。賛成し難けれども。結局の

文勢大に振ひしハ感服する所なり。なほ修正の説あれども事長けれバ。

他日を待て再言すべし

この依田学海の文章が発表された五日後の明治二十八年十一月四日から十一月十一日、

十一月十八日と三回に分けて同じ「読売新聞」に、上田敏の「桐一葉を読みて」が掲載さ

れた。この文章も学海ほどの詳細さはないが、文章の構成はほぼ同じで、総論から始まり、

続いて各幕ごとの各論に移るが、最後にまとめが置かれているところが、学海の評論と異

なる点である。

まずは、総論にあたる部分は次のように始まる。



坪内逍遙氏の『桐一葉』ハ昨年の秋の末より今年の秋の初まで、時々

『早稲田文学』に掲載し来れる大作にして、素より近来の名什なるこ

と疑無し。然るに之にも拘らず世間の評判さまでに眼覚しからぬハ畢

竟何故なるべき。思ふに是ハ古来孰れの時孰れの邦を問はず改革者の

受くる通常の待遇なる可し。人ハ外見に依ず保守なる者にして、仮令

如何計口に進歩を唱ふる人も、偖実行となりてハ兎角古に怩み勝なる

が常なり。されバ文運の革新を計り詩文に新機軸を出さむとの大願を

起して、如何計人知れぬ心血を灑ぎたりとも、世間ハ其割に注意せず

して徃々冷淡なるあしらひを為す事あり。これ単に戯曲の新作を試む

る人に限れる事ならず、（中略）

本篇の眼目とする所ハ片桐市正且元の孤忠苦節を写して、侫者小人の

為に其経営苦心終に水泡に帰したる経路を明にするに在り。されバ其

悲壮劇に属する者なること疑無し。然れども素此戯曲にハ熱情の奔放

横溢したる場少く、功名恋愛の大欲に煽られて、人の心が不測の断崖

に臨みたる如き蹤跡なし。又ハ主人公の性格既に悲壮の運命を醸す可

き罪過を包有して、外界の感触交渉に応じ意志となり行為と変じ終に

大破裂に導く可き悲運の綱に捉はれたるにもあらず。本篇の後景に在

て全体の運命を操るものハ当時の歴史として甚く曲中の人物の行為を

圧する如き傾きあれバ、且元を始とし原動対動の人物皆興奮を欠き反

抗に乏しく未曾て天地を掀飜す可き悲壮の高点を有せず。されバ『桐

一葉』ハ或る意味に於て心細き劇なり。茲にハ個人が運命に圧せられ

し蹤跡あれども、之に衝突反抗して終に粉砕せられたる悲壮劇振の運

動なく、劇の漸く進むに従て著るしき変更を主人公の運命に現はさず、

仮令二三の副人物の破滅ありと雖も、単に悲哀の情を惹くのみにして

全篇の大精神に向て大なる影響を及ぼさヾるなり。宜なる哉此戯曲の

大団円が悲壮劇の大破裂にあらずして一篇の好叙事詩の如き観あるも。

吾等ハ且元の孤忠を憐み苦節を察して一片の同情を寄する事を得べき

も、此の如き反抗力乏しく運命の争闘飽気無き曲に於てハ、之と与に

泣き之と与喜ぶ深刻沈痛なる悲憐を感ずる事能はざるなり。（中略）

忌憚なき直言を恕し給へ、『桐一葉』ハ未だ憾無く今代の新思潮を発

洩したる美術品に非らず。

然れども本篇既に劇の性質を有するからにハ、仮令情熱の高潮なく悲

運の大衝突なくとも、個人運命の葛藤を生ずる源因動機又此動機の発

展及び最後の破裂ともいふ可きものハ自ら曲中に具れり序幕奥庭茶室

の場に於て大野父子の奸策を現はして此劇の緒を開き、二幕目吉野山

桜狩の場ハ淀君が憂慮より生じたる夢に過ざれど、此女性が性格素行



を描写して此劇の始らむとする時、其心裡に如何なる憂愁憤恨を蔵し

たるかを示す。三幕目より以下ハ葛藤の発展排置にして全篇の脚色漸

く熟し来り誤解過失等種々の紛雑を生じて、終に五幕目に至り此劇の

高点に達す。六幕目ハ此篇の大団円にして悲壮の情を動かすべき点な

れども、思ひしよりハ穏に只哀れなる方に静まり行きしハ口惜しき限

りなり。

この後、もう一度序幕に立ち戻って、学海と同様に一幕ずつ論じていき、最後に次のよ

うなまとめの文章で終わっている。

終に臨で少しく此戯曲の文致に就て言はむに、坪内氏の文章が平淡に

過ぎて情熱に乏しきハ既に言へりし所なれど、対話科白の語調極めて

流暢にして晦渋の患なく、唯少しく煩雑に過ぎて場に上ぼりし時如何

ならむと掛念せしむれども、年少気鋭の才子等が思ふが任に筆を走ら

せたる放膽の作品とハ異り、梨園の事情に少からず注意する所ありて、

筆を執られたるなれバ、此作が後日多少の改竄を経て、帝都の劇部に

上ぼらむ事を望むもあながちに基礎なき空想に非らざる可し。此篇殊

に人物の独語に於て西劇より脱化し来れる如き妙処あり。（中略）又

本篇の滑稽洒落ハ多く強て可笑を粧ひたるやうの欠点ありて、真摯穏

健なる作者の本性ハ何時も此仮面の裏より覗きたる如く見え、軽妙自

然の興味少なし。吾等ハ作者が他日訂正の砌凡て是等の諧謔に厳密な

る改竄を施し。荘重典雅、時として崇美雄大の妙趣をも伝へたる本篇

の秀逸なる条々を毀損するを防がれむことを切望す。後学菲才の徒い

たづらに先進大家の苦心に成りたる名什を是非し、妄言横議甚だ礼を

欠きたるの譏を甘ずるも、ひとへに明治盛代の新戯曲を熱慕する一片

の衷情に駆られてなり。人物性格の活動したるに於て、動機発展の貫

通したるに於て、将亦個人運命の衝突を明にしたるに於て、吾邦旧来

の演劇に其類を見ざる劇詩『桐一葉』ハ、来る可き明治戯曲の魁とし

て、後の文学史家が記述せずむバある可からざる所、而して吾等ハ此

劇が幾も無くして劇部に採用せられ、今世の名優に因て演ぜらる〃を

観むと欲して止まざるものなり。

次に、翌明治二十九年二月の「めさまし草」に森鴎外とされる匿名の「めさまし草評」

が掲載された。

この文章で筆者は、『桐一葉』を次のような三方面から論じている



（前略）桐一葉にては且元淀君の血書を受けて、和解か悲壮の死か、

二つに一つと決心して登城すべかりしに、大野が襲撃に逢ひて機を失

し、後事を重成に托して去るといふに過ぎず。且元が志はこれに抗す

る淀君、大野の勢力の存ずると共に存じて、暗裏にその生甲斐なき身

を苦め、天の時にや大御所のおのづからなる徳風にいつしか靡く夜の

有様を歎ぜしむ。且元は大阪を去りて、その外なる葛藤に於ける個人

的志望を抛棄すと雖、その内なる葛藤は心の底に潜みて解くる期なし。

これを悲壮に非ざる悲哀となす。且元が目的なき生存に伴へる悲哀の

実感は桐一葉の曲を読み、桐一葉の劇を観るものに、同感として悲哀

の審美感を起させ、到底満足して巻を掩ひ、満足して場を出づること

能はざらしむべし。これを美の変化の上より見たる桐一葉とす。

（中略）「ハムレツト」の曲中にシエクスピイヤの世界観見えざるが

如く、桐一葉に逍遙の世界観見えざるはさもあるべきことなり。され

どハムレツト太子の世界観はその個性と共に見ゆべきものなるが如く、

且元の世界観はその個性とともに見ゆべきものなるべし。作者豈独り

忠不忠の判すべからざる且元を写して止むことを得むや。さればわが

且元を尋常の忠臣として視たるは、いづれの点よりも難ずべきに非ざ

るなるべし。独り且元のみならず、猜疑の念深き淀君、色悪たる治長、

正直にして短慮なる貞政等、いづれか能く類型の旧套を脱し得て、個

人たる特質（所謂活差別相）を現じたる。われは未だこれを発見する

こと能はず。これを人物の性格の上より見たる桐一葉とす。（中略）

淀君が夢の全曲の調子より夢に過ぎたるは、作者が才に任せて縦横揮

灑したるがためなるべけれど、これも桐一葉の主なる葛藤と関係薄弱

なるに似たり。淀君の寝所にて、治長淀君に逢ひ、淀君怪を見て珍柏

を刺す条は、「ハムレツト」中太子が妃の房にてポロニユスを刺す条

より引き来たる血統頗るあらはなりと覚ゆ。而して淀君が見る秀次一

家の怪と、太子が見る妃の今の夫に虐殺せられし父王の怪とを比べ、

淀君に刺さるゝ珍柏と、太子に刺さるゝポロニユスとを比べむに、亦

その曲のおもなる葛藤との関係に甚き強弱あることを知るべし。第二

段第二節奥殿二女密訴の場には取り出でゝ言ふべきことなし。これを

戯曲行為の進捗の上より見たる桐一葉とす。

この三方面を踏まえて、

以上桐一葉の略評は、彼曲の戯曲論に精く、シエクスピイヤに遠き作者

の手に成りたるために、所謂巧を見て誉むることなく、反りて其拙を尋



ね忌憚なく疑を陳じたるものなり。桐一葉を視るに今の幼稚なる文壇の

一著述を以てせば、その価値は忽ち重きを加へ、作者をして我国現時の

戯曲家中屈指の人たらしむることは、われ確に保証し、また作者が直に

これに継ぐに牧の方を以てし、愈出でヽ愈巧に、未来の詩壇劇壇の好地

位を占むべきことも、われ切に希望す。

と述べている。

さらに、同じ明治二十九年三月と四月の「太陽」に高山樗牛とされる匿名の「春の家が

『桐一葉』を読みて」が発表された。

ここで筆者は、次の五項目を挙げて、一つ一つ長所、短所を論じている。

（一）総評 逍遙氏が作としてはあきたらぬふし少からざれ共、氏を措

きて今の世に斯程の作を出し得べき人無きを思へば、桐一葉は明治文学

の珍として吾れ人の尊重すべきものなること勿論なり。（中略）

（二）性格を工に描けること 流石に在来の脚本に慊らで筆を執りし作

とて、人物の性格の概してよく物されたるは敬服の外無し。就中めでた

きは淀君の性格ならむかし。（中略）

（三）文字の妙 脚本なれば科白に念入れられたるは勿論のことなれど

も、旧来の脚本に見る如く単調平板に流れず、緩急の変化其自在を極め、

言辞の使ひ分け情緒の移り行きまで、さても見事に物されたり。句調に

注意せられたる殊にめでたし。（中略）

（四）主人公且元が性格 吾等想ふに、是脚本が悲劇の形式に於て欠く

る所あるは、主ばら主人公たる片桐且元が性格のはなはだ悲劇的ならぬ

に由れり。こは少しく眼ある読者の夙に注意したる所なるべき（中略）

（五）舞台の上の『桐一葉』 はいかヾあるべき、是れ吾等の最後に考

へむと欲する所なり。是脚本の素舞台に上ぼせむとて物されたるものな

るは無論のこと也。吾等は此点に就て逍遙氏の用意の怠りなきを到る処

に認むるものから、而かも尚舞台上の好脚本として容し難きふしあるを

恨みとす。

（後略）

そして最後に、（六）として

著者の技倆及び是脚本は世已に定評あり爰には只思ひつきし二三を記

しつ。素より著者の大名を軽重し得るものにはあらず。



とことわりを述べている。

『桐一葉』が発表された約十年後の明治三十七年三月に東京座で初演された。その後は

劇評が多く出るが、戯曲としての『桐一葉』に対する研究、批評も深化してくることにな

る


