


表紙：晩年の眞山青果（星槎ラボラトリー所蔵写真より） design：S. AOTA



2016年 12月 特設コーナー

「眞山青果旧蔵資料展－その人、その仕事－」

国文学研究資料館では､創設間もない昭和 51年（1976）、「真山青果文庫」所蔵の古典籍 426
点の文献資料調査およびマイクロフィルム撮影による 148点（書誌点数 155点）の収集を
おこなっている。当時、前進座で管理されていた眞山青果旧蔵資料は、翌 52 年に新制作
座が竣工した「眞山青果記念館」に返還され、青果の長女眞山美保が主宰する劇団・新制

作座の所属に帰す。その後、平成 22 年（2010）に縁あって星槎グループの所蔵となり、
さらなるご縁で、平成 25年（2013）、近代文献を含む調査を当館が再開することとなった。
その数 50,000 冊とも伝えられた眞山青果（明治 11 年～昭和 23 年）の蔵書。加えて、青
果の広範な仕事と交友関係を裏づける厖大な原稿・メモ類。―震災や戦火等を免れて、

星槎グループ・星槎ラボラトリーに収蔵された資料 9,000 冊余を改めて繙き、新たに拓い
ていくことが、眞山青果という知の巨人の光と闇を共に照射する端緒になると考えている。

星槎グループの理念の一つに「知繋（人を知り、つながる）」があると聞く。
ち け い

今回の展示は、眞山青果の〈人〉〈集書〉〈研究〉〈交友〉をテーマとして、彼が、いかに

人と繋がり、その知識を過去から現在へとどのように繋げ開示してくれているかについて、

青果旧蔵資料によりつつ辿ろうとするものである。

（国文学研究資料館・研究部 青田寿美）
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a『眞山青果全集』月報

眞山青果（本名彬）は、明治 11年（1878）宮城県仙台市に生まれた。名門、旧制第二高
ま やませい か あきら

等学校に進学し、親のすすめで医学の道を志したこともあった。明治 40 年頃、自然主義
小説家として一躍脚光を浴びるが、著作上の事件をきっかけに、演劇界へと転向する。史

劇を得意とし、舞台設定の為に調査を重ね、古地図や古書等を渉猟吟味し尽くす研究家で

もあった。これは後に西鶴研究者であるという自負につながっていく。登場人物の中に青

果自身の姿を投影した作品を多く手掛けたが、昭和 23 年（1948）、疎開先の沼津で 69 歳
の生涯を閉じた。

本セクションでは、青果遺愛の品々を中心に展観し、その人物と生涯を偲ぶ縁としたい。

（丹羽みさと）

（1-01）写真 2点
少年期、青年期の青果写真、各 1点。
少年期の写真は石材の写真立てに収まる。写真台紙下部に「仙台市東壹番町人物専門写真

師□□□□」とあり、仙台市立東二番小学校時代のものと思われる。退色が進んでいるが、
破 損 不 明

その面貌には、「腕白小僧」とも「麒麟児」とも評された当時の面影が看取される。

青年期の写真は紙製のフォトフレームに貼付され、表紙には「保存亭々居」の朱印あり。

（青田寿美）

（1-A）パネル展示 写真 7点
上掲（1-01）の 2点を含む 7枚の写真を、パネルにして大凡の年代順
に一覧した。①少年期 ②青年期 ③壮年期が各 1点で、④～⑦が晩年
（うち、⑦の角袖外套の立ち姿は、本展示目録・表紙画に使用）。

国民服姿の④⑤は、同一写真館での撮影であることが、写真が貼付さ

れた紙製フォトフレームから知れる（裏面印刷「東京市小石川区大塚

窪町（文理科大学正門前） 寺崎写真館」）。④は、『眞山青果全集』

月報第 14号（昭和 17年 4月）表紙にも「著者近影」として掲載され
ており（右掲 a 図）、④⑤とも昭和 16、17 年（青果 63 歳頃）の撮影
と推察される。ちなみに、青果没の翌月に企画された座談会「眞山青

果を語る」（『演劇界』昭和 23 年 7 月）の巻頭に載る写真（b 図）も
同じ国民服にネクタイ姿で、キャプションは「晩年の眞山氏」。パネ

ル中、破顔大笑の青果⑥は、昭和 18 年に眞山美保と並んで撮影した
写真 cのトリミングである。いずれの表情にも、万感交到るものあり。
⑥ （青田）

展示ケース 1 ： 青果、その人

b『演劇界』掲載座談会
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c 青果と美保(吉祥寺にて)



（1-02）眼鏡
青果は新宿の矢来町から牛込、小石川と転住しており、眼鏡ケースに記された四谷４丁目

の前川眼鏡院は、牛込からほど近い所に位置している。娘の美保によると、青果が没した

際、その枕元には日本随筆全集が読みさしの侭拡げてあったという。華美な物を好まなか

った青果は、やや楕円で銀縁のこの眼鏡をかけて、最後の夜を書物と共に過ごしたのだろ

う。最後まで手放さなかった青果愛用の品の一つである。

（丹羽）

（1-03・04）煙管・ライター
き せ る

昭和 4年頃、青果は娘をタバコ工場で働かせようとしたことがあった。次の間でそれを耳
にした 7歳の少女は、自分の行く末を案じて一晩中眠れなかった。青果は当時、マルクス
主義に傾倒しており、自分の娘が学校に通うことさえ、贅沢に感じていたために発せられ

た言葉であった。華美な物を嫌った青果の村田製煙管は、雁首と吸口が銀メッキで羅宇は
ら う

竹で出来た実用一点張りの品である。またライターは、第一次世界大戦の頃、オーストリ

アで製造が始められたモデルで、ライフルの使用済み薬莢が再利用されており、トレンチ

ライターと呼ばれたもの。青果の性格を象徴するかのようなこの品々を、遺された娘美保

はどのように眺めたのだろう。

（丹羽）

（1-05・06・07）竹尺・コンパス・虫眼鏡
青果の史劇や歴史小説には、その冒頭に古地図が付されていることが多い。場所を特定す

ることに心血を注いだ青果は、古地図を好んで収集していた。持ち運びに便利なこの折り

たたみ式竹尺や虫眼鏡とともに作品の舞台となる場所へ赴き、古地図を広げて今昔の実地

調査をしていたであろうことは、想像に難くない。また「江戸名家居住考」などの随筆に

も地図が転記されており、コンパスは古地図の転写に用いられたものと思われる。

（丹羽）

← 真上から撮影 ↑ 正面から撮影
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（1-08・09）印章・印泥
住所印 2顆、室号印 1顆、姓名印 1顆。印文は、以下の通り。（／は改行）
①「東京市小石川區／第六天町四十八番地／眞山彬」 ②「東京市小石川區第六天町四十

八番地／眞山彬」 ③「亭々居」 ④「眞山／彬」

うち、④のみが朱肉付き牛革クロムケースに収まる（印材と同じ象牙サヤ付）。認印とし

て使用されていたものか。①～③は木印。住所印の 2顆①②に刻された居所「小石川區第
六天町」には、昭和 2年（1927）5月に転居、19年夏に戦局の逼迫するなか沼津へ疎開す
るまでの 17 年間、青果が旺盛な執筆活動を続けた場所である。③「亭々居」印は、書画
の落款印もしくは蔵書印と思われるが、国文学研究資料館で調査した眞山青果文庫所蔵資

料の書誌データ（古典籍：昭和 51年調査カード 504点+平成 25～ 28年調査カード 372点、
近代文献：192 点）を参照する限り、資料への押捺は確認されない。(※後掲コラム④参照)
漆器の印盒（印肉入れ）に収まった印泥は、鮮やかな朱色を留める。器は底面を除き、唐

いんごう

様の風景や紋様の堆朱細工が施されている。

（青田）

（1-10）帝国図書館図書帯出特許票
帝国図書館（現・国立国会図書館）の図書帯出特別許可票。

表「第八三號 帝国図書館図書帯出特許票 真山彬 自大正十四年

七月参日至大正十五年七月参日」

裏「貸付図書員数和装ハ五本洋装ハ二本和洋併セ借ルトキハ前者ハ

二本後者ハ一本トス 図書借受ノ期限ハ十日乃至三十日トス尚

引続借受セントスルトキハ一旦返納シテ更ニ借受ノ手続ヲ為ス

ベシ 期日ニ後ルヽトキハ特許規則ニヨリ特許票無効トナルベ

シ」の注意書き印刷

表面、朱・長方印（割印）「□□図書館」、朱・方印「帝国図書館長印」押捺あり。
不 明

裏面、27 行の横罫線。うち、見出し行に「函」「号」「冊」「期日」と印刷。縦罫「冊」列
に、帯出等手続き確認者と思われる名字印あり（「細井」「福村」「植野」「渡辺」「すゝき」

他、青印）。青果の利用履歴は 21 行で、返却期日の記載は 8 月 2 日から翌年 6 月 10 日の
間。とりわけ 8月から 9月にかけて頻繁に通っており、3日連続の帯出記録も確認できる。
青果が江戸時代の研究に注力し猟書に没頭した時期と重なっていることからも、本票に記

された館外帯出（貸出）記録は、その調査研究動静を忖度する好個の材料といえよう。

当時、「図書館通ひを開始して三十年、特許帯出許可されて約十年」と帝国図書館通を自

称する石川巌が、一年毎の帯出特許票取得手続きの煩瑣さを批判し制度改善を提起してい

るが（「帝国図書館問題（今は特別閲覧室と特許券の手続に就て）」『書物往来』大正 15年 2
月）、いまだ閲覧料をも徴収していた同館に、青果が特許票申請を継続したか否かは不明。

（青田）
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項目１

（1-B）パネル展示 寛君追想記・眞山寛先生追憶
ひろしくん ま や まひろし

『寛君追想記』は昭和 6年（1931）青果の母すみが死去したさい、その葬儀に出席した亡
父寛の友人山崎楽天に青果が依頼して、はがきで日々書き送ってもらった寛に関する記録

を編集した小冊子である。「醃蔵雑纂 篇外」として出版された。編輯兼発行者は青果の
えんぞうざっさん

義弟井上宗助と青果の子眞山零一、発行所は青果の住居、亭々居である。
れいいち ていていきょ

『眞山寛先生追憶』は没後 46年目の昭和 17年、寛の教え子たちが記念に編んだ小冊子で、
青果はその出版に尽力した。『寛君追想記』も全編収録されている。

（寺田詩麻）

コラム① 青果の父・眞山寛
ま や ま ひろし

青果に影響を与えた人物の一人として、父の眞山寛（安政 3 年（1856）～明治 29 年

（1896））を挙げることができる。寛は小学校教諭として全国に名をはせた名教師である。
眞山家は代々仙台藩に仕える武士であった。寛は少年時に明治維新を迎え、明治 9 年

に小学校の教員資格を得た。西南戦争には警部として応募し従軍したが、負傷して仙台

に戻った。その後自由民権運動に関わり、小学校の自治をめぐって宮城県の学務課・師

範学校と闘ったこともある。明治 19 年、現在も残る仙台東二番丁小学校の校長となっ
ひがしにばんちょう

た。国立国会図書館には寛の編んだ教師用指導書や文例集が複数収蔵されている。

『寛君追想記』と『眞山寛先生追憶』によれば、寛は討論をカリキュラムに取り入れ

る、小学校に続く課程として中学に代替する 2 年間の「別科」を設置するなど、数々の

ユニークな教育を行った。また生徒だけでなく同僚もしばしばきわめて厳しく叱責した

が、人間味のある性格と品のある風貌で相手は納得させられてしまったようだ。明治 29

年、長年苦しんだ結核のため数えの 41 歳で亡くなったが、『追憶』が没後相当の時間を
経てから編まれたことを見ても、周囲の記憶に残り、異彩を放つ人物であったと推察さ

れる。

若年のころ、青果は父に必ずしも単純な尊敬をも

って接したわけではないらしい。しかし『追憶』に

収録される青果の文「先人語片」によれば、小説を
せんじんごへん

断念し、明治後期以降盛んになった演劇である新派

の作者となったときにつけた号「亭々生」は、知人
ていていせい

宛の実父の書簡にあった「物表ニ亭々タレバ百事皎潔
こうけつ

ナリ」から採ったという。大意は、孤高であれば全

ての行いは美しく輝いて見えるということであろう。

失意の中でその書簡を贈られたことを亡父からの励

ましととらえ、黙々と執筆に向かう青果の姿が見え

てくる。

なお『寛君追想記』に口絵として、挿画画家・斎

藤五百枝による寛の肖像画がある。のちに『眞山

寛先生追憶』にも収録された。

（寺田詩麻）

眞山寛肖像（斎藤五百枝画）
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項目１

項目１

コラム② 眞山家家系図

※正治、蘭里はともに眞山家の養子。

一部の親族については、個人情報の関係から省略しているところもあります。

家系図作成にあたり、劇団・新制作座の込山虔二郎氏にお世話になりました。

（眞山蘭里）

中里時代に「西鶴をやつてゐると妻子に貧乏させるから」といつて、一度、その書物を焼いたこ

とがありました。明治四十五年頃でせうか、その時は、さすがに蒼くなつてゐました。

（眞山いね「〈座談会〉眞山青果を語る」『演劇界』6巻 7号）

西鶴の和綴じの書物は、残暑が過ぎた秋晴れの日であったか、時おり頁をめくりながら、日陰に

並べて風を通した。

熱中している私のうしろに、よく父が立っていた。

「うまくなって来た。ああ、そちらの本は気をつけろよ。」

はい、と返事をしながら私は得意であった。西鶴本の手入れをしているのだ、父に誉められてい

るのだと、小学生の心は躍るものであった。

（眞山美保「青果と私」『真山青果全集』別巻 1）

点描：青果と蔵書 Ⅰ
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眞山青果は江戸時代研究に多方面から取り組み、資料の収集も多岐に渡っていた。その古

書収集において特筆すべきことは、西鶴本のコレクションの充実と、地誌・絵図類の収集

の徹底ぶりである。

西鶴本では『好色一代男』『世間胸算用』など 10種類の作品の版本を有する。今回はこれ
らのうち、『国書総目録』や『近世文学資料類従 西鶴編』の｢書誌解題｣に未掲載の 3 作
品を展示する。

（広嶋進）

（2-01）『武家義理物語』
貞享 5年（1688）2月刊。6巻 6冊。全 27章。
序文に｢義理に身を果たせるは、至極のところ、古今その物語を聞き伝へて｣とあり、｢義

し ごく

理に身を果たせる」武士の話を集めたもの。「義理＝人として踏み行うべき道」をあらゆ

る犠牲を払って実行する、武士の意地を描いた短編集である。

展示箇所は、巻 1の 1「我が物ゆゑに裸川」の挿絵で、鎌倉の滑川に落とした 10銭を青砥
はだかがわ なめりがわ あお と

左衛門尉藤綱が人足代 3,000文をかけて探索させている場面。
じょう

（広嶋）

（2-02）『西鶴織留』
おりどめ

元禄 7年（1694）3月刊。6巻 3冊。全 23章。
西鶴没後 7か月後に出版された第 2遺稿集。内容は 3つに分かれ、巻 1は家業継承の教訓
を描く 4 章、巻 2 は「本朝町人鑑」の 5 章、巻 3 ～巻 6 は「世の人心」の 14 章と推定さ
れている。

青果所蔵本は改装本であり、巻 1・巻 2の副題は「世の人心」、巻 3・巻 4の副題は「世の
人心」、巻 5・巻 6の副題は「本朝町人鑑」とされている。題簽の「一二」「三四」「五六」
の字は補字。

（広嶋）

（2-03）『好色一代男』
天和 2年（1682）10月刊。8巻 8冊。西鶴の浮世草子第 1作。
江戸時代の町人社会の風俗と現実を生き生きと描いた、画期的

な作品で、主人公世之介の好色遍歴を一代記の形式で記す。全

編 54 章は『源氏物語』54 帖を模したもの。前半では世之介の素
人女との様々な恋を語り、後半では三都（京、大坂、江戸）の

著名な遊女たちとの恋愛模様などを描く。

最終章で世之介は好色丸に友人達と乗り、女護が島を目指して
よしいろまる にょ ご

船出する。

（広嶋）

展示ケース 2 ： 青果、その集書
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項目１
コラム③ 眞山青果の蔵書について

眞山美保先生から聞いているところによれば、父上にあたる眞山青果先生の小石川の

家には、台所と風呂場以外、廊下から部屋という部屋に本棚がありびっしりと本が詰ま

っていたという。

その数 5万冊。
これも美保先生から聞いた話ですが、当時（昭和 2 年小石川転居後）青果先生は、松

竹から月給の形で作品を書いていたのですが、千円の月給の内その大部分を古書の収集

に充てていたそうです。

第二次世界大戦の戦況悪化により、昭和 18 年小石川第六天町の家が強制疎開の対象と
認定されたため、翌 19 年夏、静岡県沼津郊外の静浦海岸に疎開しました。昭和 20 年 3

月、静岡県海岸地帯への空襲が頻繁になったため、前進座のすすめで長野県蓼科に再疎

開しました。疎開に伴い青果先生の蔵書は、長男零一と長女美保先生でリンゴ箱に詰め

て大八車で運んだと聞いていますが、静浦に運んで再疎開と共に蓼科に運んだのか、東

京から蓼科に直接運んだのかは、運んだ時期と共に不明です。

戦後美保先生が、青果未亡人のいねを引き取り暮らした新宿百人町にあった戸山アパ

ートにも蔵書の一部があったようですから、青果先生終焉の地となった静浦海岸の安藤

家の離から荷物をひきとったことを考えると、静浦にも蔵書の一部が残っていたのかも

しれません。

前に書いた通り、蓼科には前進座のすすめで疎開した経緯もあり、青果先生は現在残

っている蔵書を前進座に預けました。戦後蓼科から吉祥寺に運ばれた青果先生蔵書は、

前進座に保管され当初吉祥寺の劇団稽古場に多くの蔵書は収められたそうですが、置き

きれない分は稽古場近くに住んでいた劇団員の家に分けて保管していたと聞いています。

昭和 52年（1977年）新制作座文化センターの一画に「眞山青果記念館」が竣工し、前

進座から返還された蔵書、直筆原稿、研究ノートなどを収蔵しました。

翌年のことと思いますが、美保先生の指示で蔵書を「眞山青果記念館」外の庭で虫干

しをしたことをよく覚えています。手に手に羽のはたきを持ち、劇団員 10 数名で縁側や

庭に広げたゴザの上に本を広げ、ページをめくったり羽ばたきでほこりをはたいたこと

を懐かしく思い出します。昔青果先生の指示で小石川の家の庭で美保先生が家人や書生

さんたちと虫干しをした時の事をよく私たちに語ってくれましたが、正にそのまま。本

の扱い方、はたきのかけ方など細々と指導しながら作業を見つめていた美保先生の姿の

向こうに、会ったことのない青果先生を見たような気がしました。

その後は、虫干しの記憶はなく暮れの大掃除に書庫に入り、樟脳の取り換えと書棚の

掃除は毎年していました。

青果先生蔵書について、私の知っている範囲で書きました。青果先生の展示とシンポ

ジウムの一助になれば幸いです。

（眞山蘭里）

※眞山蘭里……眞山家の養子。祖母・眞山美保が立ち上げた「劇団 新制作座」の理事長にして舞台俳優。
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項目１
コラム④ 眞山青果の蔵書印について

近代日本の蔵書印影を収録した『近代蔵書印譜』初編～五編（青裳堂書店、1984～ 2007

年）をはじめ、日本の印譜としては採録印影・印主数で群を抜く『新編蔵書印譜』とそ

の増補訂正版であるところの『増訂 新編蔵書印譜』上中下巻（青裳堂書店、2013～ 2014

年）、これらのいずれにも眞山青果所用印は登載されていない。その一因として、青果旧

蔵印の押捺ある資料が古書市場にはあまり出回っておらず、世に知られる機縁のなかっ

たことが挙げられよう。また、青果自身がその集書に自用印を捺す習慣の少なかった蔵

書家であることも、一連の「眞山青果文庫」調査により明らかとなった。

青果と美保、二代の眞山家では生活の困窮等から拠ん所なく集書の一部を手放したこ

ともあったと仄聞する。それを裏付けるかのように、「保存亭々居」印の他にも「保存」

の 2 文字印を捺した資料が存在し、家運の如何に関わらず子々孫々別して大切に扱うべ

しとの思いが、該印から看取される。

「青果文庫」の長方印 2顆は、蔵書管理が美保に移って以降の押捺か。検討を要する。

確認し得た限りで最多の押捺がみられたのは、上下に八卦（乾坤）を、中央に草庵を

あしらった「［乾坤一草亭］」印である。これは曲亭馬琴の所用印（［参考 2］参照）を模

したもので、『随筆滝沢馬琴』の労作ある青果ならではの一顆といえる。

（青田寿美）

［乾坤一草亭］ 亭々生蔵 保存亭々居

※以上 6 顆および［参考 1］は、いずれも

「眞山青果文庫」所蔵資料より採取。

眞山 青果文庫 青果文庫

［参考 1：前進座蔵印］ ［参考 2：曲亭馬琴所用印 『増訂 新編蔵書印譜』より］

青果文庫前進座蔵
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眞山青果は｢僕の本業は西鶴研究だ｣と知人に語るほど、井原西鶴作品の収集と研究注釈を

自らのライフ・ワークとしていた。その調査研究は晩年にまで及んでいる。

青果による西鶴作品の注解は、語例を精査し､社会経済史や法制史の知見を踏まえてなさ

れる、画期的な試みであった。さらに彼は、『忠臣蔵』地誌、東海道絵図、江戸地理、曲

亭馬琴の伝記、仙台方言など、多岐に渡る分野を研究の対象としていた。

今回の展示は、それらの諸研究のうち、青果が最も力を注いだ西鶴研究に焦点をあて、

『一目玉鉾』（西鶴作の旅行案内書）に記載された大名の調査ノートや『日本永代蔵』の
ひと め たまぼこ

注釈ノート等を展覧する。

（広嶋進）

（3-01）「一目玉鉾大名調査」
ひと め たまぼこ

『一目玉鉾』とは西鶴が元禄 2年（1689）正月に刊行した、北海道から九州までの道中絵
図である。上段には名所旧跡、故事、宿駅などの情報が記され、下段には絵図が描かれて

いる。

上段にはまた、城下町と大名の名前が記されている。例えば｢仙台 松平亀千代殿城下｣と

ある。青果はこの記述から、亀千代が寛文 9年（1669）に元服し、名前を綱基と変えてい
ることを調査し、西鶴の仙台部分の執筆が寛文 9年以前であると推定する。

（広嶋）

（3-02）翻刻本『好色一代女』への書き入れ
大正 15 年（1926）10 月に日本古典全集の 1 冊として『好色一代女』の翻刻本が発行され
た。この活字本の本文に対して、青果は｢校訂疎漏なり｣と厳しい批判を記している。

日本古典全集は大正 14年から昭和 21年（1946）にかけて刊行された叢書（全 267冊）で、
与謝野寛、正宗敦夫、与謝野晶子が校訂・編集を担当している。

青果は自らの校訂による『西鶴全集』上巻（日本文学大成 18、地平社）を昭和 22 年 11
月に刊行する。時に青果、数え 70歳であった。

（広嶋）

（3-03）「日本永代蔵新註」
青果は｢読誤の妄説が…学界の定説になったものがある｣として、旧来の西鶴作品の注釈を

批判した。

例えば『日本永代蔵』（貞享 5 年（1688）正月刊）｢浪風静に神通丸｣に｢（丁稚が）いつ
しずか じんずうまる

となく角前髪より銀取りの袋をかたげ｣とある。この｢角前髪｣の語注として、昭和 10 年
すみまえがみ

（1935）前後の注釈書では髪の形状を説明するのみであった。青果は、この語が丁稚頭
でっ ち がしら

特有の髪型であることを指摘し、背景にある年季奉公の階梯（丁稚―丁稚頭―手代―番頭）
かいてい

を解説した。

（広嶋）

展示ケース 3 ： 青果、その研究
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（3-04）『東海道分間絵図』
ぶんげん

全 2巻のうち上巻（日本橋より天竜川まで）。
江戸時代後期の作。奥書に｢信悦書｣とあり、｢素軒」の印がある。縦 28cm、横 18m（上巻）。
「分間」とは正確な縮尺の意。

東海道を西へ向かう旅行者の視点から、街道沿いの寺社、河川、橋、渡し、町並みの様子、

方角図などを正確に描く。特に富士山と相模国大山は、各地から眺められる姿を、異なっ

た相貌で繰り返し描く。言わば「空間の中に時間がもち込まれている」（矢守一彦『古地

図への旅』）と言うことができ、近代の地図との相違がある。

展示した場面は、青果の蔵書が所蔵されている大磯（星槎ラボラトリー所在地）と、青果

が明治 42年 12月から約 1年間移り住んだ国府津。街道から見える富士が 2景描かれてい
る。パネルには、富士山が最も大きく描かれた箇所、原宿－吉原宿間を掲出した。

（広嶋）

◇東海道分間絵図 上下巻

2400 万画素の撮影画像 上巻 51 コマ、下巻 52 コマを巻子の形状に復元し、モニタ 3 台を
横につなぎ 1台の超横長モニタとして使用し表示する。ゆっくり自動横スクロールさせる
ことで、巻子を巻きながら見るイメージを再現。展示ケースは物理的に限られた空間ゆえ

一部しか演示できないが、デジタルでは巻頭～巻尾までご堪能いただける。

今回は分割撮影した画像の重複を正確にトリミングし合成しながら表示する方式を採用。

30インチモニタ 3 台 (7680× 1600 pix)

** AR実験の予定 **

展示期間中に新しい試みとして、拡張現実(AR)技術を使い、東海道分間絵図上の宿場町名をスマート

フォンやタブレット端末のカメラで探すと、その宿場町の絵図を見ることができる実験を行う予定。

デジタル展示 ： 東海道分間絵図 他
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http://base1.nijl.ac.jp/~kindai/collection/index.html

◇東海道分間絵図の特徴的な宿巡り

絵図の中から選りすぐりの特徴的な宿や

風景を 4K モニタで精緻な描写をご覧い
ただく。

◇その他、「元禄忠臣蔵」草稿における種々推敲の痕跡を 4K モニタで仔細に閲覧する、
また、愛用の品々をプロジェクタでスライド上映して青果の生きた時代を回顧する等々、

デジタル展示ならではのダイナミズムを、体感していただきたい。

（北村啓子）

web 展示用に精選した資料を、展示ケース内では
閲覧できない箇所を含めて、細部までご覧いただ

くことが可能です。（Thanks to the support from 柳宗利）

web展示 ： 精選・眞山青果旧蔵資料展
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眞山青果の生涯を、その業績を中心にして考えるならば、無名時代に続いての小説家時代、

劇作家時代に 2大別されるが、その 2つの時代に並行して、研究者として活躍しているこ
とも見逃すことができない。小説家、劇作家、研究者の 3つの顔に付随しての知人、友人
は多彩なものがあり、近代日本の歩みの一端を垣間見せてくれるものとなっている。

（青木稔弥）

（4-01）［住所録］
戦時下、昭和 19 年の眞山青果の疎開時の住所録。冒頭に「昭和十九年五月於静浦寓居改
訂」とある。

菅忠雄、東宝映画株式会社伊藤基彦、巌谷三一、市川猿之助、石川寅治、市川八百蔵、市

川三舛、内ヶ崎作三郎、鵜月洋、頴原退蔵、尾崎久弥、大谷竹次郎、河竹繁俊、川尻清潭、

川村花菱、勝本清一郎、講談クラブ編輯長萱原宏一、喜多村緑郎、城戸四郎松竹キネマ撮

影所、木村錦花、木村毅、菊池寛、清元梅吉、久米正雄、小杉未醒、小杉為蔵(小杉天外)、

佐藤義亮（新潮社）、桜井忠温、沢村訥子、佐藤八郎、沢村田之助、白井松次郎、島中雄

作、白柳秀湖、塩谷温、助高屋高助、相馬御風、高田保、滝田貞治、近松秋江、暉峻康隆、

徳富蘇峰、徳田秋声、徳富愛子、中村武羅夫、長田幹彦、長田秀雄、永見徳太郎、南木芳

太郎、額田六福、野間左衛子、長谷川伸、阪東寿三郎、坂東蓑助、花柳章太郎、林次郎（林

子平後裔）、藤井乙男、正宗白鳥、真山勝、真山秀子、真山東、正岡容、三田村鳶魚、三

宅周太郎、水守亀之助、水谷八重子、溝口健二、森銑三、本山荻舟、守田勘弥、森田草平、

山本有三、山本実彦、横関英一、鷲尾洋三、綿谷雪などの小説家、劇作家、評論家、俳優、

興業関係者、出版関係者、研究者、画家、政治家など多士済々の名がある。

訪問者自らが記したと思われる住所カードも多く、

筆跡見本帳的な側面もあり貴重である。

（青木）

（4-02）『病 牀録』
びょうしょうろく

明治 41 年 7 月 新潮社刊。国木田独歩口述、筆録、編纂は眞山青果。中村武羅夫も青果

の助手として筆録を務めた。明治 41 年 2 月、独歩は結核により神奈川県茅ケ崎の南湖院
に入院し、田山花袋、正宗白鳥、斎藤弔花ら、多くの文士が見舞に訪れた。5 月 2 日、花
袋に伴われて初めて訪れた青果は、病床の独歩が文学や人生について語る言葉に感銘を受

けた。これを新潮社の佐藤義亮（橘香と号す）に伝えたところ、出版刊行を勧められ、そ

の月の内に企画が成った。独歩本人に知らせると、非常に喜んで、挿絵意匠を自ら小杉未

醒に託したという。6 月 23 日、独歩は帰京の願い叶わぬまま逝去し、本書刊行は没後の
こととなった。

本書の内容は「死生観」「人物観」「恋愛観」「芸術観」「雑観」「独歩手記」の六部構成。

展示ケース 4： 青果、その交友
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附録として眞山青果の「国木田独歩氏の病状を報ずる書」（全十信。本書第一、二、四～

八信は原題「独歩氏の近状を報ずる書」、「読売新聞」明治 41 年 5 月 11 日～ 6 月 23 日ま
で分載。第三信は原題「独歩氏の近状を報ずるの書」、同年 5月 15日「新潮」に掲載。第
九、十信は『病牀録』初収録。）も収められている。序文は眞山青果。口絵に満谷国四郎

「独歩氏死像 六月二十四日午後三時―死後十八時間の写生」、挿画に「病室の写生」「茅

ヶ崎の海」と題する小杉未醒のスケッチが配されている。

（高野純子）

（4-03）「酒中日記」劇脚本原稿
しゆちゆうにつ き

独歩による原作（「酒中日記」明治 35年 11月「文藝界」）は日記体短篇小説であるが、青
果は四幕物の劇に仕上げた。原作にはない場面や人物を配する大胆な脚色は「脚色も一種

の創作でなければならぬ。原作者の隷属者ではない、独立した創作だ。」（「『酒中日記』

の脚色につきて」大正 8年 9月 新潮社刊『脚本 酒中日記』に収録）という青果の考え

に基づくものであった。

初演は大正 8年 5月 9日。同月 16日には「独歩デー」と銘打ち、明治座総見が催された。
その上演売上の三割が未亡人国木田治子に贈られることも新聞記事となった。舞台監督は

小山内薫、主人公大河今蔵を演じたのは井上正夫であった。しかし、公演開始直後の客入

りは多くなかった。井上が落胆していたところ、初日の公演を観ていた大谷竹次郎（明治

座の経営を担った松竹合名社・東京事務所社長）が楽屋を訪ね、「井上君、えゝ芝居や」

と激賞し、楽日まで続けるよう励ましたという。これに力を得た井上は熱演を続け、徐々

に観客も増えて、満員御礼を連日出すまでになった。

以後、「酒中日記」の大河は井上の当り役となり、同年 6 月に横浜座、9 月に京都南座、
大正 10年には有楽座、大正 12年には浅草御國座、その後も更に上演を重ねた。井上没後、
追悼公演の「酒中日記」（昭和 31年 2月～ 3月、新橋演舞場）では、久保田万太郎が演出
を手がけ、大河を柳永二郎、妻お政を水谷八重子が演じた。

（高野）

（4-04）「富岡先生」劇脚本原稿
独歩の原作（「富岡先生」明治 35年 7月「教育界」）を、青果が大正 14年脚色。初演は邦
楽座にて大正 15年 5月 1日行われ、主演は沢田正二郎であった。

さ わ だしょうじろう

原作において、主人公の富岡先生は、維新後、故郷に戻って漢学の私塾を営む、頑固で片

意地な老人である。一人娘の梅子と出世した教え子との結婚を望むが果たせなかった老人

は、上京し、今は侯爵伯爵となった同郷の知人の力を借りようとする。しかし、彼らの傲

慢無礼な扱いに憤怒し、再び帰郷した富岡先生は、村の小学校長細川繁に梅子を託す。

三幕物の青果の脚本は、人物設定や一人娘の結婚話で原作をふまえた点もあるが、最終幕

で「江藤侯爵ハルビン停車場にて於て負傷」「遂に薨去せらる」の号外が届く場面は原作

と大きく異なっている。「江藤は立派に、血をもつて君国に酬いてくれた」「俺は、長州

のため、日本のために悦ぶ。江藤は高槻先生の弟子だ。俺の旧友だ」と語った富岡先生が、

江藤の名を呼び続け、劇は幕を閉じる。

独歩が、かつて松下村塾で教えた富永有隣を明治 24 年訪問し、構想された原作にも、富
岡先生に「三輔」と呼ばれる、「江藤直文」侯は登場する。けれども、明治 42年、伊藤博
文がハルピンで暗殺される事件は、明治 35年の独歩の原作では当然描かれるはずがない。
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原作の江藤侯は、上京した富岡先生に傲慢な態度を示す侯爵以上の役割は担っていない。

作品終末、先生の逝去後、その死を知らせる広告が東京の大新聞に掲載されるが、広告中

の「友人野上子爵等の名」の中に江藤の名があったかも明示されない。

しかし、青果脚本では暗殺事件が重要な役割を果たす。長州の松下村塾に学び、維新後は

明治政府の要職にあった伊藤博文。その暗殺事件を想起させる「江藤侯爵」の事件は、歴

史上の大きな転換点を観客に示すことを意図して脚本に書かれたものであろう。そしてこ

の事件は富岡先生にとって、同郷の志士であった江藤との絆を蘇らせる契機となるのであ

る。

（高野）

（4-C）パネル展示 「晃山雑吟」（国木田独歩自筆原稿）
こうざんざつぎん

国木田独歩没後、青果脚本による「酒中日記」上演の記念に、遺族から贈られた独歩自筆

原稿。「酒中日記」初演は大正 8年。青果の詞書にある「乙丑初夏」は大正 14年初夏、表
装を行った時期を指すものと思われる。

内容は明治 30年の詩作で「未定稿」と記されている。全 23篇の新体詩の多くは、その後
『山高水長』（明治 31年 1月 増子屋書店）、『独歩遺文』（明治 44年 10月 日高有倫堂）

等に収録されたが、改稿された詩もある。本資料により、その草稿段階の内容を確認する

ことができる。また各詩には制作年月が附されており、独歩の新体詩研究においても貴重

な資料といえる。(※後掲コラム⑥参照)

（高野）

（4-05）沢田正二郎書簡
さ わ だしょうじろう

沢田は筆まめで、日本各地を巡業中、長男の正太郎へ送り続けた絵入りのはがきは『パチ
しょうたろう

パチ小僧』として書籍化された。早稲田大学演劇博物館にも多くの書簡が残っている。

展示に供した書簡は、作品を上演中に観客席から「眞山青果！」と、作品の作者をほめる

声がかかったことを報告するものである。付属する封筒の消印と裏書きには昭和 2 年 10
月 17日とあるが、文中の「魚 品の場」が戯曲「坂本龍馬」の第 3幕であるとすると、「坂

（うおしな）

本龍馬」の執筆と初演は昭和 3年のため日付が合わない。別の書簡の封筒が混入したもの
かと推定される。

本書簡はすでに旧版全集の第 11 巻月報で紹介され、広く知られた資料であるが、自身が
主役をつとめた青果作品の上演が観客に好意的に迎えられた沢田の喜びと、作者本人への

親しみを生き生きと伝える重要なものである。

（寺田詩麻）
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（4-06）［昭和四年・五年日記］
第一書房「自由日紀 我が生活より」に記される。青果の日記は複数残っているが、いず

れもあまりまとまった形ではない。本冊も昭和 3 年（1928）12 月 28 日から記述が始まっ
ているが、4年 6月ごろにはほとんど記述がなくなり、12月 20日でいったん途切れる。5
年 1 月 5 日からあらためてはじまり、3 月 31 日の記述後、入院で贈られた見舞品の一覧
を書きつけたところで中絶している。

その状況から見ればほぼ偶然と言ってよいが、この日記には 4年 3月 4日に死去した新国
劇の創立者沢田正二郎に関する、かなり生々しい記述があることが注目される。作品をい

くつも書き下ろし、会えば演劇論を戦わせる厚い信頼関係を築いていた沢田は、青果にと

って無二の自作の表現者だった。沢田の壮絶な最期は当時の新聞でもくわしく報道されて

よく知られているが、その死に際して「新聞記者に包囲せられ談話謝絶の方法に苦しむ」

（3日）「沢田遂に起たざる由」（4日）と記すところに、青果の感情の一端が読み取れる。
（た）

（寺田）

日記（見舞品の一覧） 日記（昭和 4年 3月 4日）

（4-D）パネル展示 「元禄忠臣蔵」草稿① 最後の大 評 定（部分）
さ い ご だいひょうじょう

この草稿は「最後の大評定」その五の途中からその六（最終場）の結末までで、印刷用の

原稿を作る浄書者に宛てたとみられるメモが冒頭にある。初出（「キング」昭和 10年 5月
号）と対校すると、この原稿で入っている修正は一か所を除いて全て反映されており、字

遣いもルビ以外ほぼ一致する。おそらく初期の草稿と推定される。

発見されたのが現在のところ後半のみであることが惜しまれるが、たとえばこの草稿から

は、その五の結末が当初、赤穂城を明け渡すことに決めた内蔵助と藩士たちの落涙で終わ

らせる予定であり、現在版本で見ることのできる、内蔵助の「斯く評議一決の上は、何事
か ひょうぎいっけつ なにごと

も……」からはじまるせりふがあとから補足されたことがわかる。

（寺田）

（4-E）パネル展示 「元禄忠臣蔵」草稿②

眞山青果文庫にはこのほかに膨大な量の草稿、カーボンコピーや謄写版の台本、ノート、
とうしゃばん

メモが残されている。青果の創作や調査の過程をよりくわしく検討できる可能性が、これ

らの資料には秘められている。

（寺田）
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項目１
コラム⑤ 連作「元禄忠臣蔵」

げ んろ くちゅうしんぐら

「元禄忠臣蔵」は青果の傑作であると同時に、明治後期以降西欧化の進む時代の流れ

の中で、歌舞伎俳優が上演することを念頭に置き、劇場内外で執筆活動を盛んに行った

作家たちが書いた「新歌舞伎」と呼ばれる作品群の、昭和期における代表作でもある。

昭和 9年（1934）から 16年に書かれた 10編を事件の経過順に並べると、「江戸城の刃 傷」
にんじょう

「第二の使者」「最後の大 評 定」「伏見撞木町」「御浜御殿綱豊卿」「南部坂雪の別れ」
だいひょうじょう ふ し みしゅもくまち お は ま ご て んつなとよきょう なんぶざか

「吉良屋敷裏門」「泉岳寺」「仙石屋敷」「大石最後の一日」となるが、発表順は前後する。
き ら や し きうらもん せんがくじ せんごくや し き おおいし

元禄 14 年（1701）から 15 年にかけて起きた赤穂義士事件は、江戸城内で京からの使

者の饗応準備中、吉良上 野介に赤穂藩主浅野内匠頭が切りつけたことに始まる。幕府の
き ら こうずけのすけ たくみのかみ

裁定は、喧嘩両成敗とせず内匠頭を切腹させ、赤穂藩を召し上げるものであったが、そ

れを不服とした筆頭家老の大石内蔵助以下、浅野家の家臣 47 人が吉良家に討ち入り、上
くらのすけ

野介を討ち取った。47 人が大名家 4 家に分割して御預となってから、幕府ではその処遇
をめぐって論議が行われたが、結局全員が切腹の申し渡しを受けた。

義士の事績は江戸時代から、人形浄瑠璃（文楽）、歌舞伎、講釈（講談）、草双紙など

に脚色された。もっとも有名なのが人形浄瑠璃として書かれ、歌舞伎のレパートリーに

もなった「仮名手本忠臣蔵」である。ほかにも義士にまつわるエピソードを脚色・創作
か な で ほ んちゅうしんぐら

して作られた「外伝」と総称される作品群があり、それらも広く深く親しまれた。現在
がいでん

まで赤穂義士のイメージには、これらの作品が大きく影響を与えている。

青果の「元禄忠臣蔵」は、西鶴研究とも共通する地誌、地図、同時代資料によって緻

密な考証を行いながら、既存の文学・演劇作品も考慮に入れ、登場人物の人間像を立体

的に描こうと試み、「義」とはどうあるべきかを考えていることに特色がある。発表され

た昭和 9 年から 16 年は、日本が世界の中で主権を守ろうと軍国主義的な政策と思潮を強
めていた時期である。そうした時期に、たとえば「義の義とすべきはその起るところに

おこ

あり、決してその仕遂げるところにあるのではない」「義人の復讐とは、吉良の身に迫る
せま

までに、汝 等の本分をつくし、至誠を致すこと」（「御浜御殿綱豊卿」）―すなわち、
なんじ ら し せ い

結果ではなくいさぎよい過程こそが大事であると書いたところに、青果の人と思想の一

端を見ることができるだろう。

（寺田詩麻）

『眞山青果全集』（旧版） 「元禄忠臣蔵」草稿 「元禄忠臣蔵」草稿
（「御浜御殿綱豊卿」の場） （「最後の大評定」部分）
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（4-07）『眞山青果全集』（旧版）第 1巻
『眞山青果全集』は戦前に一度全 15 巻のもの（旧版）が出ており、戦後大幅に改訂増補
した全 25 巻のもの（新版）が出版されている。旧版の装丁は小村雪岱による。版元であ
る大日本雄辯会講談社の初代社長、野間清治は青果の後援者の一人で、青果は大正 9 年

だいにっぽんゆうべんかいこうだんしゃ の ま せい じ

（1920）から同社の複数の雑誌にひんぱんに寄稿した。青果の傑作で昭和期の新歌舞伎の
代表作でもある「元禄忠臣蔵」は、「大石最後の一日」以外の全てが、初演と前後して同

社の看板雑誌「キング」に掲載されている。昭和 15 年までに発表された 9 編が書籍化さ
れたのは、旧版の第 1巻がはじめである。
『全集』の出版は青果から野間に申し入れたという。売れても 3千部ぐらいであろうと難
色を示す意見も社内ではあったが、野間が押し切って出版が決定された。結果は初版 2万
部で、もっとも少ない巻でも 1 万部を越えたという。創刊 74 万部とされる「キング」が
青果の知名度を上げたことが全集の出版と売れ行きを後押しし、青果の晩年の研究と闘病

生活を支えた。

（寺田）

（4-08）『眞山青果全集』（旧版）月報・内容見本
文学者や芸術家というものは、えてして社交的でなく、人間関係に問題を抱えることが多

いというのは、しばしば言われることである。青果は、間違いなく処世下手だったようで、

例えば、「自信の強いのに先づ、度肝を抜かれて」「苦笑し」「真山氏は今少し読者を尊敬
お し

し玉へ」（徳田（近松）秋江「文壇無駄話」読売新聞 明治 41年 4月 12日）と評されるよ
うな個性の強さと相まって、様々な軋轢を起こしている。

小説家、劇作家、研究者の３つの顔に付随しての知人、友人は多彩なものがあるものの、

彼ら、彼女らと安定した関係を続けることは容易なことではなく、とりわけ、原稿の二重

売り事件（青果自身は陥れられたと考えていた）で追放された感のある文壇関係者とのそ

れは難しいものがあったのであるが、徳田秋声とは「案外淡々たる交友であつた」（徳田

秋声「思ひ出す事」『眞山青果全集』月報 5 昭和 16年 3月 17日）。
徳田秋声は「眞山青果全集後援会」に名を連ね、眞山青果全集の内容見本に推薦文(『眞

山青果全集』月報 1 昭和 15年 10月 3日 に「眞山青果全集を欣ぶ」のタイトルで再掲）

を寄せている。

（青木）

（4-F）パネル展示 『眞山青果全集』（旧版）第 15巻口絵
第十一回配本（昭和 16年 12月 8日）。『随筆滝沢馬琴』と『仙台方言考』を収録。単行本
『随筆滝沢馬琴』（昭和 10年 11月 29日 サイレン社）では、その「あとがき」で「挿入

の口絵は、島田筑波氏・森潤三郎氏の好意により、鈴鹿三七氏御所蔵の馬琴肖像を拝借し、

また尾崎久弥氏の蔵書を借用し得たことを厚く感謝したい」と述べているように、2 枚し
かなかった図版が、全集第 15巻収録時には 7頁にわたる「随筆滝沢馬琴 挿図目次」があ

り、図版頁は 66 頁に増えている。図版を提供した所蔵者も大幅に増えており、その名を
列挙してみると、鈴鹿三七、鈴鹿雄太郎、武藤一郎、小石川茗荷谷深光寺、九段中坂・世

継稲荷社、日暮里九丁目青雲寺・俗に花見寺、早稲田演劇博物館、早稲田大学図書館、三

村清三郎、狩野亨吉、横尾勇之助、金子孚水、帝国図書館、吉田直吉、滝沢邦行、帝室博

物館、広田健一郎、広瀬辰五郎、三沢栄之助のようになっている。

（青木）

- 17 -



全集刊行時のチラシ

（4-G）パネル展示 「東京通信」第七百六十三号（書店版）

大日本雄弁会講談社、昭和 15年 10月 10日発行。『講談社の 80年』（平成 2年 7月 20日）
によれば、大正 13年、「「書店面白誌」(書店向け宣伝用小冊子。のち「東京通信」と改題)
を発行」、昭和 4 年「11 月より月刊」となった。昭和 15 年 10 月 31 日に予約〆切の『眞
山青果全集』の販売を促進するために配布された。第一回配本の第 1巻発行直後で、この
内容見本で予告された収録予定書目は、翌月の第二回配本の第 9巻から早くも変更が生じ
始める。「毎月一回一冊配本」との予定も、翌年以降は守れないことが多くなり、『眞山

青果全集』は結局、五ヶ月遅れで完結した。

（青木）

（4-09）［Note Book］
到来物と出費等を書き付けたノート。

表紙に「Note Book」と印刷された糸綴じ製本のノートで、背テープは黒（平織り綿布ヵ）。
筆記具は主に鉛筆（一部ペン書き）で、書き手は、（4-06）［昭和四年・五年日記］の青果
日記と比べるに筆跡が異なっており、青果の妻・いねによるものと推察される。

ノートの前半は到来物メモで、「昭和十年十月」に始まり「御歳暮」の記述を経て翌年 3
月まで続く。9 年秋に心臓病を発症し病臥する日々にあった青果のもとへ、見舞品として
届けられたと思しき種々には全て贈り主の名前が書き留められ、交友関係を知る上で貴重。

また進物の文化史的視点からも興味深い記録といえる。以下、品名を抜粋する（表記ママ）。

カステーラ一折、丸ボーロ一折、ぜいたくあられ一折、とろゝ昆布、あめ、おこし、お菓

子二折、おすし一折、チヨコレート一折、梨一箱、シクラメン一鉢、仙台味噌一樽、西洋

菓子一折、千枚漬一樽、黒まめ、支那まんちゆう、花かこ果物付、お花、鯖寿司、最中一

折、バタ、黒あめ、柿、バラノ花、着物、人形、玉子、おさしみたい味噌漬、サルマタ、

メロン一つ、きんつは、りんご、はせ一折、羊かん一折、佃煮一折、みかん一箱、甘栗、

うに、甘鯛五つ、ザホン、バナゝ、海苔、牛肉一樽、水菓子一かこ、石鹸二箱、シミ豆腐、

カマホコ、支那料理、奈良漬、お赤飯、梅の花桃の花、干物二カコ、いつう料理、ビスケ

ツト、おはき、パイナツプル鑵詰、おしる粉、パン一折、空屋最中桜餅、カラスミ、ポン

カン、成田様お札守、雀焼、たほる、ねまき、わかめ、干菓子、京都かま風呂かし

（御歳暮）ビール、フロシキ、とひん木皿、シヤツ、コーヒー茶わん、文房具、鮭一尾、

つまみ物一筋、いか塩から、小鯛かす漬、帯あげ、虎屋ようかん、はまくり一箱、植木鉢、

めぬけかす漬、スまめ、干柿一折、ホタテ貝、クルミ、浜焼鯛、うば貝、たはこ、紅梅、

寒玉子二折、うつら玉子、スツホンスープ

空白頁を挟んでノート後半は、メモ書きや簡単な出納簿として使用。医者や八百屋等への

支払および電車代・新聞代等の出費、原稿料などの収入が記され、某年（昭和 10年頃ヵ）7
月～ 8月にかけての眞山家の家計を断片的にではあるが、窺い知ることができる。
展示では、「果物カコ 徳田秋声様」の頁を示した。

（青田寿美）
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項目１
コラム⑥ 独歩自筆原稿「晃山雑吟」

こ う ざ ん ざ つ ぎん

【題簽】

晃山雑吟 独歩自筆原稿

【詞書】

故国木田独歩氏自筆

詠草也 同氏作酒中日記

を脚色上演せる際記念

のためとて同家より贈らる

装釘して後にのこす

乙丑初夏 青果生

【解説】

原稿の初めには

「明治卅年五月二十七日
独歩吟客

晃山雑吟
未定稿

及其他 」

とあり、各々の詩に制作年月が附されている（注１）。

また「其歌」の前に「独歩吟 日光山中作」とあり、「独歩吟客」の署名がある。

次頁表の題名欄に「無題」とある詩は、原稿に題名が明記されていない。単行本刊行

は、『青葉集』（明治 30年 11月 文盛堂）、『山高水長』（明治 31年 1月 増子屋書店）、『独

歩遺文』（明治 44年 10月 日高有倫堂）である。

全 23 詩中、没後刊行の『独歩遺文』掲載詩が 8 詩含まれている。「緒言」に沼波瓊音

が「国木田未亡人の委嘱に依り」編集に携わり「筐中の原稿」の整理を行ったと記して

いることから、その編纂時には原稿が遺族の元にあり、大正 8 年「酒中日記」初演後、
青果に贈られ、大正 14年（乙丑）初夏、折帖に表装されたものと推測される。

青果は、独歩亡き後、夫人やその子供たちとの交流を永く続けた。本展示（4-06）［昭
和四年・五年日記］、（4-09）［Note Book］などにも、その名が記されている。未亡人治

子は『眞山青果全集』（旧版）刊行時に寄せた「その頃の独歩」（大日本雄辯会講談社版

全集月報 第 12 号、後に講談社版全集月報 第 8 号に再録）の中で「眞山先生」と親しく

呼びかけ、青果の病の快復を喜ぶ心情を綴っている。

遺族が大切に保存していた独歩の原稿や遺品は、昭和 20 年 7 月疎開先の岐阜で空襲に

遭い、数点の遺品を除き、焼失してしまった（注２）。昭和 38 年に編集委員会が発足した
学習研究社版国木田独歩全集は、左久良書房の柴田流星から佐野敏夫氏に譲り渡された

『欺かざるの記』草稿、小川五郎氏、本間久雄氏、塩田良平氏ら研究者所蔵の草稿、編

集中に発見された新資料等をふまえて編纂された。しかしながら、草稿に遡ることが叶

わなかった作品も多い。

「国木田の写真や原稿、手紙類遺品等、全部灰にしてしまい、本当に申し訳ないこと

をしてしまったと済まない気持です」と治子が戦後語った言葉が、『近代文学研究叢書』

第 9 巻（注３）に残されている。本資料は、大正期「酒中日記」を脚色した青果に贈られ
たがゆえに戦禍による焼失から免れた、貴重な自筆原稿である。
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項目１学習研究社版国木田独歩全集 第一巻「解題」（中島健蔵）に「日光で、彼は『源叔父』を

書き、五月十三日の手記には、『新体詩十餘篇を作りぬ。』とあるが、それがどれに当るかは

不明である」との記述がある。全集編纂時には青果も治子も既に逝去し、国木田家から青果

へ贈られた原稿の所在を確認できなかったものと思われる。一部の詩には推敲の跡も残って

おり、刊行された著作物収録以前の草稿段階の内容をも本資料により知ることができる。

題名（原稿記載） 制作年月（原稿記載）発表誌、所収単行本・主なる異同

1 其歌 （三十年五月作） 「その歌」の題で明 30・5・15「国民之友」、後に「そのう
た」の題で『山高水長』所収。

2 若鳥 （三十年五月） 「わか鳥」の題で明 30・5・15「国民之友」、後に「若鳥」
の題で『山高水長』所収。

3 亡友を懐ふ （三十年五月作） 明 30・5・15「国民之友」、後に『独歩遺文』所収。
4 我身 三十年五月作 明 30・5・15「国民之友」、後に『山高水長』所収。
5 すみれ 五月十日（三十年五 「菫」の題で『独歩遺文』所収。

月作 （注４）

6 すみれ 同上 「菫」の題で『独歩遺文』所収。

7 すみれ （三十年五月作） 明 30・5・22「国民之友」掲載。『山高水長』所収の際「山
際のすみれ」と改題。

8 都少女 （三十年五月作） 『独歩遺文』所収。

9 高峰の雲よ （三十年五月作） 「高峯の雲よ」の題で、『独歩遺文』所収。

10 無題（注５） （三十年五月作） 一部改稿し、「人のすみか」と題する詩の前半部分となる。
『山高水長』所収。

11 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 一部改稿し、「人のすみか」と題する詩の後半部分となる。
『山高水長』所収。

12 己が身 五月十二日作（三十 『青葉集』「若き旅人の歌」では「己が身一つ」以降を削除。
年五月作） 削除しない詩を『山高水長』所収。「行雲流水」と改題。

13 無題（注６） 五月十五日作夜（三 「久方の空」と題し、明 30・5・22「国民之友」、『青葉集』
十年五月作） 所収。異同あり。「限なき空」の題で、『独歩遺文』所収。

14 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 『山高水長』所収。「雲影」と題す。

15 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 「わが心」の題で明 30・5・22「国民之友」、「わがこゝろ」
の題で『山高水長』所収。

16 無題（注６に同じ） 五月十四日作十五・ 「すみれの花よ」と題す。明 30・5・22「国民之友」、後に
六成■、たゞし未定 『山高水長』所収。
稿（注７）

17 無題（注６に同じ） 五月二十七日夜（三 「友人某に与ふ」其一と題す。明 30・6・5「国民之友」、
十年五月作） 後に『山高水長』所収。

18 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 「破壊」と題し、『独歩遺文』所収。

19 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 「友人某に与ふ」其二と題す。明 30・6・5「国民之友」、
後に『山高水長』所収。

20 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 「友人某に与ふ」其三と題す。明 30・6・5「国民之友」、『山
高水長』所収。

21 無題（注５に同じ） （三十年五月作） 「友情消ゆ」と題し、『独歩遺文』所収。

22 永遠の俤（注８） （三十年五月作） 「亡友を懐ひて」と改題し、明 30・6・5「国民之友」、後
に『山高水長』所収。

23 ゆめうつゝ 以下帰郷後の作 明 30・7・3「国民之友」、後に『山高水長』所収。
（注１）明治 30年 4月 21日、独歩は田山花袋と共に東京を出発し、以後、日光照尊院に滞在した。
帰京は 6月 2日。この間、小説「源叔父」と新体詩を著したことは『欺かざるの記』に記載がある。
（注２）昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書』第 9 巻（昭 33・9 昭和女子大学近代

文化研究所）に、愛用した釣竿、印、小硯、硯滴、日清戦争従軍記者章など数点が残ったとある。

（注３）前掲書。

（注４）制作年月を記した後、訂正線を引いている。以下の訂正線も同じ。

（注５）文字の消し跡あり。

（注６）題記載なし。

（注７）一文字判読できず。

（注８）文字消し跡あり。「永遠の俤」を訂正挿入。 （高野純子）
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項目１

項目１

コラム⑦ 眞山青果と三田村鳶魚
み た むらえんぎよ

展示されている（4-01）［住所録］にもその名前が記されているように、眞山青果は市

井の江戸文学研究者、三田村鳶魚と知己の間柄であった。

鳶魚の日記に青果の名前が初めて登場するのは、大正 13年(1924)4月 12日のことであ

る。「真山青果氏より面会を求むるよし申越す、十四日御目に掛るべしと返事す」とあり、

鳶魚の江戸時代に関する博識を頼んで、青果が相談に上がった形となっている。

青果とその家族への親近感が、鳶魚の日記には散見される。

大正 15 年(1926)8 月 9 ～ 11 日には、青果の家族と仙台松島ホテルで落ち合い、塩竃
しおがま

などで一時を過ごしている。夜には「真山君より林子平の父の話を聞く、頗る面白し」

と江戸談義に花を咲かせた様子も記されている。また青果が熱海で保養していた昭和 13

年(1938)3月 24日には、鳶魚が見舞いに訪れている。日帰りのつもりであったが、「真山

氏の芳情を思ひ一泊」したとある。同年 10 月 7 日には新婚一年目の青果長男、零一への
贈り物を妻の八重に持って行かせている。

彼等の交情は、井原西鶴という共通の関心事で以て、より強固なものとなっていた。

明治の後半から西鶴に傾倒し始めていた青果は、昭和 2年(1927)6月から始まった鳶魚

主催の「西鶴輪講」にも参加していた。これは昭和 9年(1934)6月までの 7年間、ほぼ毎
月、中野の鳶魚の自宅で行われた定例会を指し、そこでは『好色一代男』など西鶴の 10

作品が順次取り上げられた。必ずしも 7 年間絶え間なく、また西鶴作品だけを対象とし
た研究会ではなかったが、山中 共 古や水谷不倒、森銑三、忍 頂 寺 務 など当代一流の

やまなかきよう こ みずたに ふ とう もりせんぞう にんじょう じ つとむ

研究者が集っており、意見交換の場として、重要な意味のある会であった。

青果の出席は昭和 2年 9月 25日『好色一代男』巻 4、昭和 3年 4月 21日『好色一代女』

巻 3 の 2 回のみだが、「筆記原稿に就てあとから意見を追加された」(『西鶴輪講』3 三

田村鳶魚編、青蛙房、昭和 36年(1961))とあるように、手紙での参加は続けていた。

両者の学問的交流の証拠は、『好色五人女』巻 4 に登場する「八百屋お七」に現れてい

る。青果は『東都古墳志』（国立国会図書館蔵、写本）を参考資料として、お七の家を駒
とう と こ ふん し

込願行寺付近と特定しているが(「八百屋お七」『冨士』昭和 8 年(1933)9 月・10 月)、こ

れは鳶魚が「八百屋お七歌祭文」（『日本及日本人』明治 43年(1910)7月)で記したお七の
住居場所と同じである。『東都古墳志』は他に引用されることのほとんど無い資料であり、

その「レア度」から考えても、青果が鳶魚の学識を認め、敬意を払っていたことがわか

る。

（丹羽みさと）

度々の御通信、難有御礼申し上候。当方よりはいつも御無沙汰にて御申訳なく存居候。今回は拙

宅疎開につき、一方ならぬ御配慮を煩はし、一座諸君に種々御尽力をおかけ致し、千万感謝仕居候。

御蔭様にて適当なる居住も見つかり、疎開貨物便の荷物も昨日午後到着致し、これにて何うやらホ

ツと安心仕候。

（小池章太郎「真山青果晩年の書翰一束、及び略註」(「演劇研究」33 平成 12・3・30 早稲田大

学坪内博士記念演劇博物館)所載の「五月二日」付「長十郎様／翫右衛門様」宛（封筒なし）冒頭））

※長十郎は河原崎長十郎、翫右衛門は中村翫右衛門。

点描：青果と蔵書 Ⅱ
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出品目録

資 料 名 著 者 等 年 代 等 数 量/寸 法

1-01 写真（幼年期） 8.9× 5.9

1-01 写真（青年期） 15.2× 10.9

1-A 写真（壮年期・紋付羽織） 6.1× 4.5
1-A 写真（晩年・国民服） K.terasaki（撮影） 11.7× 9.3

1-A 写真（晩年・国民服） K.terasaki（撮影） 14.8× 10.3
1-A 写真（晩年・和装） 9.5× 7.6

1-A 写真（晩年・角袖外套） 12.5× 8.6
1-02 眼鏡 12.0× 11.0

1-03 煙管 27.5× 2.0
1-04 ライター 7.7× 2.5

1-05 竹尺 1.2× 92.0
1-06 コンパス 1.0× 12.5

1-07 虫眼鏡（小） 5.7× 12.5
1-07 虫眼鏡（大） 8.0× 18.0

1-08 印章（真山彬住所印・小） 5.0×2.0× 5.8
1-08 印章（真山彬住所印・大） 7.0×1.5× 6.5

1-08 印章（亭々居） 2.2×1.0× 6.5

1-08 印章（真山彬） 1.4×1.4× 4.5
1-09 印泥 9.2× 9.4

1-10 帝国図書館図書帯出特許票 大正 14年 15.5× 10.5
1-B 『寛君追想記』 山崎楽天 亭々居私家版、昭和 6年 四六判 1冊

1-B 『眞山寛先生追憶』 氏家時（編） 東二番丁小学校同窓会、 四六判 1冊
昭和 17年

2-01 『武家義理物語』 井原西鶴 貞享 5年 大本 6冊
2-02 『西鶴織留』 井原西鶴 元禄 7年 大本 3冊

2-03 『好色一代男』 井原西鶴 天和 2年 大本 8冊
3-01 「一目玉鉾大名調査」 眞山青果他稿本 原稿用紙 1冊

3-02 翻刻本『好色一代女』 大正年間 青果書入 1冊
3-03 「日本永代蔵新註」 眞山青果他稿本 原稿用紙 1冊

3-04 『東海道分間絵図』 江戸後期 巻子 2巻
縦 28.5cm

4-01 住所録 昭和 19年 1冊
15.0×22.5× 4.3

4-02 『病牀録』 国木田独歩口述、 明治 41年 1冊
眞山青果編輯 19.5× 13.5

4-03 「酒中日記」劇脚本原稿 眞山青果 大正 8年 仮綴稿本

4-04 「富岡先生」劇脚本原稿 眞山青果 大正 14年 仮綴稿本

4-C 「晃山雑吟」 国木田独歩 明治 30年 原稿（未定稿）
（眞山青果詞書） 折帖

23.7× 16.4
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4-05 沢田正二郎書簡 沢田正二郎 眞山青果宛、昭和 3年ヵ 巻子 1巻
縦 21.9cm

4-06 昭和四年・五年日記 眞山青果 昭和 4年、5年 1冊
21.0×15.0× 2.2

4-D 「元禄忠臣蔵」草稿① 眞山青果草稿 紐綴稿本

4-E 「元禄忠臣蔵」草稿② 眞山青果草稿 紐綴稿本

4-07 『眞山青果全集』第 1巻 眞山青果 大日本雄辯会講談社、昭 四六判 1冊
和 15年

4-08 『眞山青果全集』月報第 1 大日本雄辯会講談社、昭 20.8× 14.8
号、14号、内容見本 和 15年、17年

4-F 『眞山青果全集』第 15巻 眞山青果 大日本雄辯会講談社、昭 四六判 1冊
和 16年

4-G 「東京通信」第 763号 大日本雄辯会講談社、昭 25.8× 18.6
和 15年

4-09 Note Book 昭和 10年 1冊
15.7× 10.0

※展示資料は、『病牀録』（個人蔵）を除き、全て星槎ラボラトリー・眞山青果文庫所蔵。

［参考文献］

『眞山青果全集』月報 （大日本雄辯会講談社、昭和 15・10～ 17・5） ※旧版全集

『真山青果全集』第 12巻 （講談社、昭和 51・1）

野村喬編『真山青果全集』別巻 1「真山青果研究」 （講談社、昭和 53・7）

真山青果研究会編『真山青果全集』別巻 2「真山青果戯曲上演・舞台写真集」 （講談社、昭

和 53・5）

大山功『眞山青果・人と作品』 （木耳社、昭和 53・12）

昭和女子大学近代文学研究室編『近代文学研究叢書』64 巻 （昭和女子大学近代文化研究所、平

成 3・4）

野村喬『評傳 眞山青果』 （リブロポート、平成 6・10）

田辺明雄『真山青果 大いなる魂』 （沖積舎、平成 11・8）

* * * * *
「独歩会と独歩デー」 （大正 8・5・9「読売新聞」朝刊 7面）

「独歩デーは今日」 （大正 8・5・16「読売新聞」朝刊 5面）

「隠れたる維新の志士 富岡先生を澤田が上演」 （大正 15・4・24「読売新聞」朝刊 5面）

尾澤良三『女形今昔譚』 （筑摩書房、昭和 16・6）

井上正夫「『酒中日記』上演」 （『化け損ねた狸』右文社、昭和 22・9）

「ステージ 浅い『或る女の生涯』 新橋演舞場 井上正夫追慕公演」 （昭和 31・2・21「読
売新聞」夕刊 2面）

眞山美保『決定版 日本中が私の劇場』 （有紀書房、昭和 36・11）

竹野静雄『近代文学と西鶴』 （新典社、昭和 55・5）

国木田独歩全集編纂委員会編『定本国木田独歩全集』 （学習研究社、第 1 ～ 10 巻・別巻 1 昭

和 53増補版刊、再刊及び別巻 2刊行 平成 12）

『松竹百十年史』 （松竹株式会社、平成 18・2）
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項目１

［執筆者一覧］※五十音順

青木 稔弥 神戸松蔭女子学院大学教授

青田 寿美 国文学研究資料館准教授

北村 啓子 国文学研究資料館准教授

高野 純子 国文学研究資料館国文学研究情報研究専門員

寺田 詩麻 早稲田大学演劇博物館招聘研究員

丹羽 みさと 立教大学等非常勤講師

広嶋 進 神奈川大学教授

眞山 蘭里 劇団新制作座代表

デジタル展示については、科学研究費助成金(基盤研究(C)) 「拡張現実技術を利用しデジタル展示と

展示原本とを連続的に融合するための基礎技術開発」(平成 26 年度～ 28 年度、課題番号：26350393、

代表者：北村啓子)の成果の一部を含みます。

展示目録作成にあたり、星槎グループ・桑原寿紀氏に御協力賜りました。また、画像掲載について、

星槎ラボラトリーより御高配を賜りました。記して感謝申し上げます。

喜多村緑郎に誘われた某日、汽車中で僕は、「静浦に真山先生を訪ねてみませんか。」と言って

みた。「いいね。是非行こう。」と話がすぐ決まった。前以っての知らせなく沼津に下車・疎開先

の門を叩いた事とて、真山先生は大変喜んでくれた。

早速二階に通されたが、畳一杯に江戸時代の下町地図をひろげて、先生は何か書き物をしていた。

「面白いんだ。一人で江戸の街々を歩いているとね。」と微笑した。三十五年に余る旧知は話題に

富む。晩餐を戴き、話好きの緑樹御大とて何時腰をあげるか解らない。僕は電話を借りに外へ出た。

真山蔵書は通りに面した一室を借りて積まれてあった。大仁ホテルを呼び、十時に自動車を廻して

貰うように頼んだ。その晩、対談がはずんで「ね、喜多村君、“半七捕物帖”を芝居にして君に贈

りたいと思うんだが……」「有難いね。それより一度、文楽の団平を書いてもらいたいね。」「君が

僕に注文つきでものを書いてくれと言ったのは、今夜始めてだよ」真山青果は明るく笑った。その

夜の両大人交友風景の若々しかったことを、僕は今だに忘れない。

（大江良太郎「喜多村緑郎聞書」(劇団新派編『新派百年への前進』大手町出版 昭和 53・10・1)）

※「緑樹」はママ、俳名。

点描：青果と蔵書 Ⅲ
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展示期間中 限定企画

「近代書誌･近代画像データベース」にて、展示資料の一部を web公開！

「精選・眞山青果旧蔵資料展」

展示期間 ： 2016年12月1日～2017年1月24日
（12月1８日～1月15日閉室）

場 所 ： 国文学研究資料館展示室特設コーナー

主 催 ： 国文学研究資料館

協 力 ： 星槎グループ・星槎ラボラトリー

眞山青果旧蔵資料展
－その人、その仕事－

http://base1.nijl.ac.jp/~kindai/index.html


