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明治における喜遊物語の誕生と分化：テクストの「文脈化」の一例
ブリティッシュコロンビア大学

鈴木紗江子

幕末開港五港の一つ横浜には、「異人客を拒絶し、辞世の句を残して自害したという遊女喜遊」の伝説が語り継がれてきた。
近世から近代への転換期をくぐり抜けてきた版元たちは、明治初頭、この伝説を商品化し盛んに世に送り出した。
この版本化された伝説を、D. F. マッケンジーのいう、政治的・社会的・技術的要因によって制作、伝播、再生される

早稲田大学図書館蔵『娼妓喜遊之話説』

「物質としてのテキスト」と定義づけ、文字化された喜遊の誕生と分化を出版メディアの仕組みの中で論ずる。

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/chi05/chi05_03919/index.html

特に、本発表では商業戦略であり、当時の政治・社会情勢を写す鏡でもある、版元による喜遊像の「文脈化」に焦点を当てる。
目的

方法・資料収集

文脈化のための二つの方法（①文学ジャンルによる主人公のフォーマット化、② 主題に基づいた歌集や伝記

書誌学的方法を用い、①② の方法を示すパラテクストの中でも、特に挿絵・レイアウト・広告に注目し

の編集）を調査し、近代国家揺籃期に於ける、模範女性像の一つとしての喜遊像の軌道を追う。

分析を試みた。
--パンデミックによる渡航制限のため、一次資料（喜遊物語の版本と浮世絵15点、横浜の細見記や地図等25点）は、
全て画像データベースから収集した。紙面の都合上、ポスターでは以下の版本6点のみを紹介する。

1.＜史実＞としての喜遊

2. 尊王攘夷派の中の遊女

『近世紀聞』二編 巻之一、二（実録物 全4編12冊 半紙本）
染崎延房編著 小林永濯画 東京 辻岡屋文助 明治7 [1874]

『義烈回天百首』全（歌書 全1冊 中本）
染崎延房編著 小林永濯画 東京 辻岡屋文助 明治7 [1874] 9月

版本に収載された初の喜遊物語で、後続作品の種本

『近世紀聞』から派生した同版元による作品

「三条の教憲」の国民教化政策に触発された実録物形態の歴史書

『近世紀聞』と同じ製作陣（染崎延房と小林永濯）を登用

中級読者のための振り仮名と、写実性を持った挿絵

初学者向け商品として、百首歌集の形態（小伝・和歌・肖像）を採用

文中で喜遊の逸話が＜史実＞であることを強調

集録人物100名全て尊王派で、そのうち女性は6名
喜遊以外は、尊王攘夷運動と直接関わった女性

喜遊物語は、「開国派島田正辰の章」の作中作として、
列強に屈しない女性像を提供
「嘉永六年（中略）より国事に忠節を尽したる美談（中略）一部の策子とし画を入れ仮名を
加へたれば婦幼の目にも触安く... 近世の事跡を知るに至るべし ...稗史小説の根なし事をば綴り
たる絵本なりと思ひ玉ひそ」『東京日日新聞』明治7年3月22日付広告
出典：国文学研究資料館明治期出版広告データベース

「是は近世名誉の人の歌を百人一首の体になし頭書に其人毎の小伝を記したれば
子供衆の読物に至極宜き書なり」『東京日日新聞』明治9年2月15日付広告
出典：国文学研究資料館明治期出版広告データベース

早稲田大学図書館蔵『義烈回天百首』
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko11/
bunko11_a0097/index.html

早稲田大学図書館蔵『近世紀聞』
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i13/i13_00530/index.html

3. 忠臣節婦の中の遊女

4. ＜孝女＞喜遊

『近世報国百人一首』全（歌書 全1冊 中本）
高畠藍泉編著 小林永濯・歌川芳虎画 東京 政栄堂 明治8 [1875] 1月

『春雨文庫』初編 上（人情本 全7編14冊 中本）
松村春輔編著 小林永濯画 東京 大島屋伝右衛門 明治9 [1876] 1月

『義烈回天百首』同様、初学者教化目的の百首歌商品

人情本の形態を持ち、感傷的で細かい描写が顕著

集録人物100名中6名が女性

この喜遊物語は、作中作や頭書の小伝から、独立した一冊の物語へ成長

『義烈回天百首』収載の尊王攘夷運動に直接関わった女性像を削除し、

前作品に比べ、色付きの口絵・挿絵等、娯楽的要素が増加

かわりに勤王忠臣を支えた妻妾像を集録

主流模範像の変化

本書は実録物の性格も有するが、実話性への強調はない

依然＜攘夷遊女＞喜遊像が描かれ、他の良妻像と隔たりが生じている

同作以降、喜遊像は＜攘夷遊女＞から＜孝女＞へと転換

「定価二十五銭 此ハ国の為に斃たる人々の詩歌を集め永濯芳虎両筆の画上に小伝を記し
近世の忠臣節婦を知るに便なる書也」『東京日日新聞』明治８年１月２日付広告
出典：国文学研究資料館明治期出版広告データベース

早稲田大学図書館蔵『近世報国百人一首』

「這の書は人情本の趣きに做ひ近時有名の孝女烈婦の珍説奇談を故人為永春水の口調を 其まゝいと面白く
綴られたれど例の淫褻俗を乱さゞるやう専注意せられたる開明中の一奇書なり」
『東京絵入新聞』明治9年3月27日付広告 出典：国文学研究資料館明治期出版広告データベース

早稲田大学図書館蔵『春雨文庫』
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko11/
bunko11_a0416/index.html

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko11/
bunko11_a0098/index.html

6. 殉難の遊女たち

5. 良妻たちと喜遊
『近世名婦伝』初編 上 （伝記 全2冊 中本）
岡田霞船編著 伊藤静齋画 東京 大川屋錠吉 明治14 [1881] 1月

『近世名婦百人撰』下 （歌書 全2冊 中本）
岡田霞船編著 伊藤静齋画 東京 大川屋錠吉 明治14 [1881] 12月

幕末から西南戦争 [1877]にかけて、活躍した女性15名を上・下巻に集録

『近世名婦伝』と同年、同版元から出版の百首歌商品

女性の国民化が進みつつあった時期に出版された烈女伝

『近世名婦伝』と同じ製作陣（岡田霞船と伊藤静齋）を登用

勤王・佐幕派を問わず、憂国の士である夫に従い支えた良妻妾伝の中で、

両作品に共通する内容が僅かで『近世名婦伝』の派生作品とは言い難い
勤王派・佐幕派、有名・無名を問わず、江戸後期から明治の名婦を収載

＜孝女＞として喜遊は異質な存在

10名の集録遊女像も、客の立身出世のために尽くす良妻的イメージが
「定価金二十三銭五厘 此書ハ嘉永以来貞婦孝女の美談ハ勿論又明治年間に至りてハ奥羽北越の戦争（中略）
西南暴動の際に於ても節婦烈女（中略）此書にのせた れバ実に婦人一代の鑑とも成る可き珍書にて書林
及び各絵双紙屋よりお購求を乞ふ尚ほ貸本屋にも五〔ママ〕座ります（以下略） 」
『東京絵入新聞』明治14年2月24日付広告 出典：国文学研究資料館明治期出版広告データベース

中心で、喜遊のような孝行遊女像は少数派
早稲田大学図書館蔵『近世名婦伝』
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko11/
bunko11_a1700/index.html

個人蔵『近世名婦百人撰』
UBC Library Open Collections: One Hundred Poets

[同版本の新聞広告については調査中]

https://dx.doi.org/10.14288/1.0223359

まとめ
7年という短い出版ブームの間で、喜遊像は＜攘夷遊女＞として誕生し＜孝女＞へと変化した。
この二つのイメージの確立に重要な役割を果たした作品が、地本・横浜絵等を多く手掛けてきた辻岡屋文助の『近世紀聞』と、人情本を主力商品としてきた大島屋伝右衛門の『春雨文庫』である。
上述６点の版本は、①版元が各ジャンルの商品に伝説を埋め込むことで喜遊像のフォーマット化に成功していることを示す一方、②その人物像は必ずしも作品の主題と完全に合致していないことを明らかにしている。
『義烈回天百首』と『近世報国百人一首』の喜遊像は、「列強に屈しなかった社会・ジェンダー構造の中の弱者」であり、版元が中心に据えた尊王攘夷プロパガンダとしての人物像とはギャップがある。
国民教化のための版本を取り巻く言説が、近世尊王攘夷思想から近代的国家主義へと変化した時、喜遊像は復古調の＜攘夷遊女＞から儒教的な＜孝女＞へと再生された。
『春雨文庫』では、自害の理由が「親の教えを守るために仇人（異人客）を拒否」という孝行論にすり替えられている。
『近世名婦伝』が国家主義的良妻論を唱道し、『近世名婦百人撰』が収載遊女を準良妻像として描写した結果、両作品に於ける＜孝女＞喜遊の価値は矮小化されていった。
『近世名婦百人撰』以降、悲劇のヒロイン喜遊は模範女性像の地位を急速に失い、有吉佐和子作『ふるあめりかに袖はぬらさじ』成功の1970年代初期まで、出版メディアからほぼ放置されてきた。
その一因として、喜遊という題材が、良妻賢母イデオロギーを唱道するテクストを作るためには、相応ではなかったためだと考察される。

今後の展望
上述の百首歌集を含む作品５点のテクスト・パラテクストの比較分析
人情本の流れを汲む娯楽性の高い喜遊物語の調査（例）河竹黙阿弥作『縦横浜格子新織』
喜遊と同じ辞世の句（右横）を共有する別の遊女物語との関係性を検討
米国書誌学学会での研究報告（特に、喜遊像の変容に果たした版元の役割）
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デジタル資料利用の可能性・問題事例の提供、ネットワーク作り
喜遊作とされる辞世の句

国文学研究資料館 明治期出版広告データベース
早稲田大学図書館 古典籍総合データベース
University of British Columbia Library Open Collections: One Hundred Poets

百人一首

University of British Columbia Library Open Collections: Japanese Maps of the Tokugawa Era

