歴史を知る楽しさ、そして歴史が
教えてくれる意義を広めていきたい

ような結論に至るのです。

後藤 圭

に出会って

昭和七年刊

ご紹介しましょう。

「影絵之研究」

私は劇団かかし座という影絵の専門

んでした。ところが十数年前にきっか

関してはさほどの興味を持っていませ

し座の影絵」であり、他の影絵表現に

「影絵」は先代から引き継いだ「かか

公演に携わって来ました。しかしその

二章は歴史的考察に入ります。実に広

について論じられています。そして第

後ますます可能性がある、ということ

中の芸術発展の底流に流れていて、今

影絵というものがいかに古くから世界

むべきである〜。
」

によって世界的な影絵芸術を発生せし

の茶室建築を生み出したる我々日本人

の南画に親しみ、清新な簡素そのもの

を発見し、〜また伝統的に墨絵として

のあらゆる芸術にも接近していること

「２影絵の芸術価値」で始まりますが、 「影絵の歴史的探求をはじめ、〜近代

以下「結論を跋に代えて」より

けがあり、影絵資料の収集を始めたの

範囲の世界各地の影絵の特徴を論じな

なんと、北尾春道氏は影絵を研究した

この本の第一章は「１影絵の意義」

です。その時の資料の中に「影絵之研

がら、以下の論を示します。

劇団を運営し、
「影絵」の企画、製作、

究」北尾春道・著がありました。

結果、それを世界的な芸術として発展

これをどのように受け取るのかは読

以下「７民族芸術としての影絵」より

者の自由でありますが、私はこれを影

最近引っ張り出してみたのですが、

絵によって芽生えた影絵劇が、人形自

絵を研究している後世代の人間として、

させるのは日本人であるべきと語って

身の動作を表現させる扁平木偶人形と

北尾氏からの大きな応援、励ましとし

いるのです。
法に至るまでその広がりと博識は他に

なりて、それが〜円形人形となり、つ

て捉えていきたいと考えています。

よりも先立って創生されたもので、影
見たことがありません。もうひとつの

いに優人舞台劇を作るようになったの

「〜この影絵芝居の人形劇は普通演劇

驚きは、著者が建築家であったという

であると思われる。即ち影絵は演劇起

驚きました。影絵の意義、歴史、世界

ことです。それも数寄屋建築の大部の

各地の影絵の紹介、その技法や練習方

研究書があり、今でも貴重な資料とし

源の一要素というべき〜。
」
築図面や文様図案のために、切り紙を

博識をもって影絵を論じ、活用のため

他に知りません。そして実に広範囲の

これをここまで言い切った文章を私は

これはとても重要な指摘なのですが、

出版されているのです。そん
て Web
な方がなぜ影絵を？と思いますが、建
活用されていた事がそのきっかけで

の練習課題なども提示しつつ、以下の

1

あったようです。
著者の影絵に対する考え方の一端を

● 後 藤 圭（ご と う
けい）／劇団かかし座
代表取締役
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〈くらべてわかる〉シリーズ発刊にあたって
一人ひとりの絵師の画集は、数多く存在する。だが、そこにもうひとりの絵師
の同じ主題の作品を並べて、見比べたらどうだろうか。比較することによって、
今回のシリーズは、江戸時代の一流絵師にしぼって、同種の作品を並べ、執筆

その絵師の筆の運び、テーマのとらえ方などに、より迫れるのではないだろうか。

応挙』

者の先生方に解説していただいた。お楽しみいただければ幸いである。

第一弾
『若冲

題や似たような主題を描いた二人の

安村 敏信
「絵は並べて見れば、良し悪しがわ
画家、一八世紀の京都画壇で活躍した
まるやまおうきょ

かる」と私も人によく言うのだが、絵
伊藤若冲と円山応挙が、それぞれどう

いとうじゃくちゅう

を見慣れた人には納得できる言葉であ
しかし、日ごろ絵など見たこともな
の描法や形のとらえ方。それらが二人

まさに細部から入る。鶴なら鶴の羽

描いたかをまず見てもらうのだ。

い人に向かって、こう言っても、
「で
の画家でどう違うのか、その部分を

ろう。

は絵のどこを見ればいいのですか」と

教わらないものだ。こうした教育しか

絵の見方というのは、案外学校では

るのではあるまいか、はたして何が見

ということが、なんとなくわかってく

家が同じ対象を描いてもまったく違う

延々と見比べてゆくうちに、二人の画

受けてこなくて、
「さあ日本の江戸絵
えてくるのか。ぜひともあなたの目で、

聞かれそうである。

画を見ろ」と言われても、たしかに、
確かめていただきたい。

●やすむら・としのぶ／1953年、
富山県生まれ。北斎館館長、板橋区
立美術館元館長。江戸狩野派の研究
と発掘に従事、ユニークな企画展を
次々に実施した。

（
「はじめに」
より）

どこをどう見たら鑑賞できるのか、皆
目見当もつかないのは、当然のことで
本書は、そういった悩みをもつ人の

ある。
た め に、や や 乱 暴 だ が、見 方 を 提 案
す る も の だ。つ ま り、初 め か ら 絵 の
全体を見せず、部分を見せる。同じ画

しげ

かつしかほくさい

うたがわひろ

本書に取り上げる葛飾北斎と歌川 広

うことである。

ることが可能ではないだろうか、とい

な輪郭線をくっきりと浮かび上がらせ

の絵師や作品が、それぞれにより明瞭

うことで、結果として比較される二つ

の作品と引き合わせて互いにぶつけあ

がりにくい個性を、よく似たライバル

る。つまり、ひとつの作品では浮き上

みが企てられないだろうか、とも考え

ことをより一段と深く知る、という試

て結果的にはそれぞれの絵師や作品の

点を設けることで、両者の対比によっ

作品を取り上げて比較する、という視

の作品とともにライバル絵師の描いた

りの優れた絵師の作品のみならず、そ

すぐ

だが、ここにおいて、たとえばひと

れるに違いない。

で、観者と作品との特別な関係が結ば

思う存分に向き合い、語りかけること

ろう。そこで出会ったひとつの作品と

を、もういちどよく見てみたらよいだ

ひっかかったもの、記憶に残ったもの

見 ま わし た あ とで、心に なんとな く

集や展覧会で、ざっと全体を通覧し、

絵の楽しみ方といえば、たとえば画

第二弾
『北斎

vs
重は、ともに浮世絵師のビッグネーム

若冲『虎図』

虎
対決

本場の虎図を模写するか、
虎に似たものを写生するか、
どちらの手法が
真実に迫るのだろうか

広重』
vs

●ないとう・まさと／１９６３年、
愛知県生まれ。美術史家、慶応義塾
大学教授、
。江戸時代の絵画史、と
くに浮世絵、琳派などを研究テーマ
としている。

（
「はじめに」
より）

る我々の側の、本当の思いなのである。

委ねられている。それが、本書に携わ

書を手に取るあなたに、そのすべてが

北斎と広重の対決の成り行きは、本

てきそうな予感がする。

いままで気づかなかったことがわかっ

賞を加えると、意外と面白いことに、

よって、以上の問題意識を踏まえて鑑

く 作 品 を 選 び、向 き あ わせることに

一の題材、あるいは類似の発想に基づ

的にはどのような相違があるのか。同

彼らがしのぎを削った花鳥版画は、質

いったいどう異なるのか。あるいは、

それでは北斎と広重の風景表現は、

めたこともすでに知られている。
、

しかに認め、その版画を競って買い求

た。江戸の人びとは彼らを人気者とた

互いにじつに魅力的な作品を描き出し

世 紀の幕 末の世 上に、北 斎 も 広 重 も

ある意味永遠のライバルである。一九

であり、江戸幕末期の浮世絵における、

内藤 正人

応挙『虎嘯生風図』

2
3

百物語『こはだ小平二』
北斎
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vs

東京都渋谷区 太田記念美術館

は、かつて東邦生命相互保険会社の社

浮世絵を専門に扱う太田記念美術館

開館したばかりのすみだ北斎美術館く

博物館の常設展示室と、平成二八年に

太田記念美術館をのぞけば、東京国立

ある程度の数、鑑賞できる美術館は、
かなり貴重と言えるでしょう。

うのは、国内外の美術館と比べても、
、

素晴らしい作品を所有しているとい

日本を代表する
浮世絵専門の美術館

長・会長を務めていた実業家・五代太
らいだけです。かつてはいくつかの浮

平成御徒組 R

戸からの街並みを一新する大規模な区画整理が行

の企画展「東京 150 年」の会場を行きつ戻り

そのため、いつ会場を訪れても、その

私立の美術館である太田記念美術館が、 を展示するという形式をとっています。

太田記念美術館では、そのコレクシ

長きに渡って活動を継続してきたこと
われ、道路・橋梁・公園が整備され、今日の東京

つすると、明治半ばの市区改正〜大正の帝都復興

八〇）のこと。以来、三八年以上、国
たびに浮世絵の異なる魅力を観賞でき

ョンを紹介するため、月ごとにさまざ

内の浮世絵愛好者のみならず、日本文
は、大きな意義があったものと自負し

世絵が、かつての江戸の町であった現

江戸を代表する文化であるはずの浮
を収めた内容であるということです。

網羅的にたどれるような、幅広い範囲

絵の始まりから終焉まで、その歴史を

ンの特色を簡潔に述べるならば、浮世

太田記念美術館の浮世絵コレクショ

マイナーな浮世絵師や、
「江戸の女装

まとまって紹介されることのなかった

一方で、菊川英山や落合芳幾といった、

会をもちろん行っておりますが、その

ームヴァリューの高い浮世絵師の展覧

また、葛飾北斎や歌川広重など、ネ

者で、
『関東大震災を歩く 現代に生きる災害の記

の武村雅之客員教授は関東大震災研究の第一人

公園とその周辺を歩く」に参加した。名古屋大学

流れが俯瞰できる。なかでも帝都復興計画では江

化に興味がある海外の方々にも多く足
につながる骨組みが形作られている。

在の東京において、十分に鑑賞できる
しかも、浮世絵の両輪となる肉筆画
憶』など、震災関連の著作が多数ある。

来館者にぎあわうないばかりではあり

会も開催しています。必ずしも多くの

年（一九一九）
、赤羽に被服廠が移転すると、跡

や軍靴の工場「陸軍本所被服廠」となり、大正八

する「御竹蔵」が設けられた。明治時代には軍服

隅田川沿いの地に、江戸時代、建築資材を保管

九月上旬、東京都慰霊協会が主催する「横網町

土地に刻まれた災害の記憶

かと言えば、じつはそうではありませ
と男装」や「江戸の悪」など、これま

ませんが、研究的に意義のある展覧会

の、という価値観を知らず知らずに身

は、西洋のそれよりもレベルが低いも

本の音楽や楽器、アジアの音楽や楽器

レミファソラシドの歌。と同時に、日

彫られたアフリカの太鼓。雨を呼ぶ蛙

祈る。豊穣と多産を祈る女性の乳房が

神「青龍」などが彫られ、世の平和を

ヒル」
、西の守り神「白虎」
、東の守り

王家の象徴「獅子」
、庶民の象徴「ア

る。
」
これは浜松市楽器博物館のキャッ

神がいる、祈りにであう、美にふれ
いうと、そんなことはない。同じく素

音楽や楽器が、素晴らしくないのかと

が楽しんでいる。しかし、西洋以外の

しい。だからこそ世界に普及し、人々

西洋の音楽や楽器はもちろん素晴ら

一五〇〇点の楽器たちは、地球上のす

浜松市楽器博物館に展示された

シンボルであり、国章にもなってい

やパプアニューギニアの太鼓は、国の

する精霊の声。アイルランドのハープ

ギニアの竹笛の音は、人間世界を支配

太古の昔、人間がなぜ音を出し、楽

神と祈りと美、言い換えれば人間の無
限の精神世界に結びついていることを、
静かに語りかけているのだ。

なく、平和の大切さをも教えてくれる。

災害の歴史を振り返る、まち歩きは防災だけで

飛び交うＳＮＳの時代、学ぶべきことは多い。

鮮人犠牲者追悼碑が建つ。根拠のないコメントが

慰霊堂の傍らには、流言飛語の犠牲になった朝

った写真は、震災の凄まじさを今に伝える。

火災で変形した鉄の塊、黒焦げの遺体が折り重な

れた小学生が相談しながらノートをまとめていた。

復興記念館では、練馬区からグループ学習で訪

平和の大切さ、外交の重要性を改めて感じる。

京は、世界から孤立し、再び焼け野原となった。

海外からの支援もあり、震災から立ち直った東

震災・戦災からの復興を今に伝える

日、東京大空襲で十万人以上が犠牲となった。

日増しに戦況が悪化する中、昭和二〇年三月一〇

昭和一六年（一九四一）
、太平洋戦争に突入し、

事変、日中戦争と、日本は戦争への道をひた進む。

日移民法が成立。二九年の世界恐慌を経て、満州

ではなく、震災の翌年一九二四年には米議会で排

される。すでに日米関係はそれほどよかったわけ

見ると、特にアメリカからの支援の大きさに驚か

国から義捐金が寄せられた。復興記念館の展示を

震災の被害は海外へも大きく報道され、世界各

が巻き起こり、三万八千人が犠牲になったという。

が押し寄せ、家財道具に火が燃え移って火災旋風

四万人が集まってきた。午後四時頃、四方から火

被服廠跡を目指し、大八車に家財道具を積んで

よる強風にあおられ、火は瞬く間に拡がった。

所で火災が起こり、日本海に抜けた台風の影響に

地震が発生。ちょうど昼どきの火の不始末から各

大正一二年九月一日、マグニチュード七・九の

地の北半分は二万坪を超える空き地になった。

に付けていった。専門の音楽家を目指

チコピー。ヨーロッパや日本の奇麗な
晴らしいのだ。ただ西洋と「価値観や

える東南アジアの銅鼓。パプアニュー

楽器を思い浮かべて「美」は納得して

た残した。西洋文化への過度な憧れと

器を作り、どんな目的でどんな時に演

や神への祈りが存在することに気付く

を持ち、エンタテイメントだけでなく、

べての楽器と音楽が、それぞれに価値

思う人も多いだろう。
今年は明治一五〇年。明治維新は素

尊敬、日本やアジアなど非西洋文化に

奏したのかを考えてみれば、単なるエ

晴らしい遺産とともに、負の遺産もま

対する無理解、時には蔑視である。
国民一丸となって西洋文化を吸収しな

だろう。その証拠は目に見える形でも

欧米に追いつく文明国家を作るには、 ンタテイメントではない、神との交信
ければならないと考えた国の指導者た

インドネシアのジャワ島のガムラン

楽器に残っている。

明治五年に学制を作り、小学校の授業

の木枠には、
龍と蛇が合体した動物
「ナ

ちは、教育改革に取り組んだ。早くも
に「唱歌」という教科を取り入れた。

を助ける神だ。韓国の宮廷楽器には、

そこで庶民の子供たちが学んだのは、 ガ」の彫刻が見える。世界を支え、王
今まで経験したことの無い、西洋のド

静岡県浜松市 浜松市楽器博物館

神がいる、祈りにであう、美に触れる
楽器は人間の、無限の精神世界の象徴

アジアの楽器群が壮観に展示され並ぶ、浜松市楽器博物館の
第一展示室。

楽器を通して、人間の歴史と
文化を知る

美意識」が「違う」だけである。

いった。

や、死者の魂を天へと運ぶ鳥の姿が見

の魅力に触れてみてください。

ぜひ当館にお越しいただき、浮世絵

務と考えております。

館が果たさなくてはならない重要な責

を開催することは、浮世絵の専門美術

でになかった新しい切り口による展覧

と版画、このいずれにおいても状態の

数少ない浮世絵専門美術館

るのが、大きな魅力となっています。

計画〜昭和の戦後復興といった東京の都市計画の

京府が設置されてから一五〇年。江戸東京博物館

慶応四年（一八六八）
、江戸を東京と改め、東

東京１５０年の秋、
「慰霊と復興の両国」を歩く

まなテーマを設け、それに沿った作品

浮世絵の魅力の発信地

田清藏（一八九三〜一九七七）が亡く

れも閉館してしまいました。

第十一回

ております。

そのような中、予算の乏しい小さな

歴史
さんぽ

を運んでいただいております。

オープンしたのが、昭和五五年（一九

若者でにぎわう街、原宿に美術館を

ョンを公開するために設立されました。 世絵専門美術館がありましたが、いず

なった後、その膨大な浮世絵コレクシ

太田記念美術館（外観）

す者は、ドイツ音楽を中心に学んで

展示室。落ち着いた和風で、中央に
石庭があり、左手奥に座敷も用意さ
れている。

ん。浮世絵を一年間いつでも、また、

日野原 健司

嶋 和彦

も「祈り」や「神」には「えっ？」と

ここが見所、我が博物館

4
5

足 で 歴 史を 感じる、
まち歩きの 極 意
伊東忠太の設計による東
京都慰霊堂。後方の三重
塔に関東大震災と東京大
空襲の犠牲者、 約16万
3000体の遺骨が安置さ
れている。

太田記念美術館
主席学芸員
浜松市楽器博物館
館長

テーマが好評です
地元密着型の

ご推薦！
学芸員

地域研究
レポート
前野良沢と豊前中津、
地方に息づいた蘭学
曽我 俊裕

親類であった中津藩医・前野家の養子
となり、江戸詰めの典医を務めたよう

おらんだ

いう。昌鹿は良沢のことを「和蘭人の
化物」と戯れに称し、それを耳にした
良沢が自らを「蘭化」と号した、とい
うエピソードもまた二人の関係性を物
語っている。
さて、中津では良沢の後を追って長
崎留学する人が増え、蘭学が花開いた。
現在でも蘭学・医学に関する多くの史
大江医家史料館では中津藩医が伝え

料を目にすることができる。
た『解体新書』や吉雄耕牛塾の教科書
車窓から眺める景色こそが、吾輩の鉄道旅行の

四〇歳前後で蘭学を志し、明和六年

である。
（一七六九）に長崎への遊学を果たし
を、村上医家史料館では良沢が愛好し、
最大の目的であり、心地よい揺れに身を任せなが

よしお

た。四か月程の滞在中に大通詞・吉雄
ら目の前を通り過ぎていく景色をあかず眺め続け
次の瞬間に現れる車窓の思いがけない変化を期待

ひとよぎり

中津藩士に伝えた笛「一節切」ととも
ることを至上の楽しみとしてきた。言い換えれば、

こうぎゅう

耕牛らの薫陶をうけ、彼の運命を変え
に、良沢最晩年の弟子であった中津藩
津バスタールド辞書』を見ることがで
して鉄道の旅を続けてきたともいえる。

ナトミア』を入手する。
江戸へ戻ったのち小浜藩医・杉田玄
きる。昌高たちの時代に中津の蘭学は

雲児たち〜蘭学革命篇」では、その主

平成三〇年のＮＨＫ正月時代劇「風
体新書』として発刊。当時の医学界に

上げた。安永三年（一七七四）に『解

この本の翻訳という壮大な計画を立ち

当時忘れ去られていた杉田玄白の回顧

て慶應義塾が開かれた。実は、福澤は

だ江戸の中津藩邸で、福澤諭吉によっ

幕末には、良沢たちが翻訳に勤しん

し、目の前に静かな入江が現れる時の驚き。さら

空が大きく拡がっていくうちに突然海辺に飛び出

行く手をさえぎっていた山並の間が次第に開いて

地が拡がるその瞬間。のどかな山里を進む列車の

け出して急に眺望が開け、目の前に広々とした平

特に、山奥を走っていた列車が狭い谷間からぬ

人公として描かれた。原作はみなもと
大きな衝撃を与え、蘭学流行の発端と
録『蘭学事始』を再発見し、刊行して

フ・キャストが織りなす「武将も馬も

八年の大河ドラマ「真田丸」のスタッ
雄耕牛に母の骨折を治療させたことが

中津藩主・奥平昌鹿がいる。前述の吉

さて、良沢を支えた影の立役者に、
語り継がれているのである

力により、良沢たちの功績が現在まで

いる。奇遇にも中津藩出身の福澤の尽
すぐにまた現れることを繰り返すおもしろさ。そ

川が森の陰や集落の奥になって隠れたと思うと、

には、大きな川に沿って走って行くときに、その

良沢ゆかりの地・大分県中津市には
の長崎遊学を許した。
『蘭学事始』に

きっかけで、蘭学に興味を持ち、良沢

色を思い浮かべながら長い暗闇の中で感じる緊張

して極めつきはトンネルの先に現れるであろう景

前野良沢は享保八年（一七二三）の
有益なことをしようとするのもまた、

めるのも勤めだが、天下後世の人々に

刻の 時 分に奈古駅を発車した。

った。そんななか、山陰本線下りの普通列車は定

日本海名物の夕焼けや夕陽は全く期待していなか

迎えていたが、日中は雲が多めだったこともあり、

の萩に向かっていた。あたりはちょうど夕暮れを

ある年の九月初めに日本海を眺めながら山口県

が止まってほしいと願うばかりである。

原を眺めているときなど、それこそこのまま時間

良く晴れ上がった日に青く光り輝いて拡がる大海

吾輩は海を眺めることがことのほか大好きで、

感、などなど。

彼の足跡はもちろん、彼ののち、九州

生まれ。幼くして両親と離別し、医者
その仕事を勤めることだ」と諭したと

国で三番目の樺戸集治監が作られた。

海道のシベツプト（現・月形町）に全

国内の集治監だけでは間に合わず、北

にもおよんだ。これらを収容するには

であった叔父に育てられた。その後、

もうひとつの開拓史
樺戸集治監

あがった。最初は近くの原生林に挑み、

―
ここ樺戸の囚徒たちは、開庁時は三

かつて「蝦夷地」と呼ばれていたこ
伐木、抜根、根焼きなど過酷な労働で

〇〇名、一年で一〇〇〇人近くに膨れ

の地は、箱館戦争の終結後の明治二年
自分たちの生活基盤づくりでした。そ

堀川 俊之

（一八六九）八月一五日に太政官布告
によって「北海道」と命名されました。 の後北海道庁の設置に伴い、囚人の労
働が本格化され、農場の耕地開拓を始

列車が大きく左に回り込むと、赤く色づいては
いるが少しだけ淡く感じられる夕陽が突然目の前
に現れた。その夕陽は、沖に浮かぶ大島と思われ
る車窓一杯に拡がる島の真ん中あたりの一番高い
ところで最後の光芒を放って輝いていた。写真愛
好家の間でよく言われるダイヤモンドなんとかで、

ところが列車が進んで島との位置関係がずれて

め、未開の厳しい自然の下で道路開削、

まる。市来知と忠別太（現旭川）を結

くると、島の稜線がなだらかに低くなるにつれて

名付け親は探検家の松浦武四郎と言わ

まさに夕陽が山頂と重なりあって下半分だけが島

ぶ上川道路（八八キロ）は樺戸と空知

夕陽が浮き上がり、そのうちに島影が尽きると海

れる。近世まで先住のアイヌ民族と少

空知集治監、標茶に釧路集治監は作ら

このことは、北海道に集治監を置く

の共同事業で、夜も眠れぬほどの糠蚊

橋梁工事、鉱山開発などに駆り出され

の裏側に沈み込んでいた。

ことによって、本州の監獄の負担を軽

の上に躍り上がってしまった。沈んでいく夕陽が

数の和人を除けば、ほとんど原野が広

れ本格的に囚人による道路の開削が始

減し治安を安定させること、囚人の安

とブヨの襲来、熊やオオカミに怯えな

チュプペト

価な労働力で北海道開拓に役立てるこ
とが背景にありました。

景であった。

熊本神風連の乱、福岡秋月の乱、山口

。
に先駆けて基礎工事をおこなったのは、 の囚人の犠牲をもとに作られた。

られた北の監獄。本格的な北海道開拓

発していった。明治七年から佐賀の乱、 「ここに来たら二度と帰れないと恐れ

明治一四年から大正八年まで樺戸集

され全長二一七キロに及ぶ道路が多く

と空知と釧路集治監、網走囚徒も加勢

度だけ丸い夕陽が一瞬現れ、すぐにまた見えなく

大井駅を発車したところで市街地の間からもう一

んで海辺から遠ざかっていったが、その先の長門

が拡がっていた。列車はそのまま内陸部に入りこ

岬の後方には輝きを失いつつある鈍い色の日本海

小さな岬の陰に入ると夕陽は見えなくなったが、

萩の乱、明治一〇年に西南のほか内乱

ここから逃れられない境遇の囚人たち。

治監が設置されていたあいだに千四十

過酷な労働での開拓政策

が続いた。国事犯、政治犯、国内が困

六名の死亡が記録されている。

もとは集治監で現在、開拓を担った功

牲を払ってこの難工事を完成させた。
」

人道的であった。囚人たちは多くの犠

を始め集治監の人々の命を忘れてはな

られた事実と意味を考えるとき、樺戸

入植を可能にして、北海道開拓が進め

明治二四年（一八九一）に屯田兵の

巡り合わせを感じざるを得なかった。列車はその

きたのはラッキーという以上の、なにか運命的な

陽の不思議な動きをタイミング良く見ることがで

走行中の列車から、大島の山頂からはじまる夕

と向かっていった。

まま長いトンネルを抜けて薄暗くなった萩の街へ

らないでしょう。
史とも言えるでしょう。

北海道の歩みはその上に成り立つ歴

労を記録する目的で残されている月形

置されると、市来知（現・三笠市）に

いちきしり

明治一九年一月札幌に北海道庁が設

樺戸博物館にはこの掲示が残る。

なってしまった。

極寒の原始林を開く工事は罪を犯した

さらに旭川から北見峠を越え網走へ

させた。

逆に浮かび上がってくるように見える不思議な光

ていきました。

15

「日々の治療に努
いたのかを示す史料が多く残っている。 咎めたことに対し、

よれば、同僚医師が良沢の勤務態度を

おくだいらまさか

駆けない時代劇」は話題を集めた。

らんがくれぼりゅうしへん

太郎氏の歴史ギャグ漫画『 風雲児た
なったことはあまりに有名である。

見学したことで同書の確かさを確信し、 最盛期を迎えたといえよう。

白らの同志を得て、刑死体の腑分けを

おくだいらまさたか

主・奥平昌高が編纂した蘭日辞書『中

第４話 跳び上がる夕陽

るオランダ語の解剖書『ターヘル・ア

高橋 治雄

ち』
、脚本の三谷幸喜氏ほか、平成二

『 解 体 新 書 』の 編 纂 の 中 核 を
担った中津藩医・前野良沢 。

鉄道浪漫
18

がらも突貫作業でわずか四か月で開通

がる未開の地であったこの地を開拓と
整備を推し進めるには道路建設が急務
でありました。

未開の地での集治監
ときに日本に明治新政府が誕生し、
廃刀令、斬髪令、徴兵令などの政令、

●ほりかわ・としゆき／
月形樺戸博物館解説員

の一地方都市でどのように蘭学が息づ
●そが・としひろ／
中津市教育委員会・
社会教育課文化財室
明治 15年
（1882）、石狩川右岸沿いにある当時
の樺戸郡月形町付近の光景。

者に課せられたとはいえ、あまりに非

失業による士族の不平不満が内乱を誘

『解体新書』扉絵

6
7

前野良沢の肖像画

窮して犯罪の急増での囚人数は九万人

開設当時の月形集治監

奇想天外！ 痛快無比！ エロス

全開！ いっとき山田風太郎の忍法

帖をむさぼり読んだことがあります。

その頃の角川文庫版忍法帖は、佐伯

俊男がカバー画を描いており、妖艶

で、おどろおどろしい画と忍法帖は

分かち難いものでした。

しかし、残念なことに、シリーズ

途中から、妖艶さが薄れてしまった

のです。端的にいえば、裸がＮＯ！

理由は、言わずもがなですが。

数年後、偶然、手にしたシリーズ

初期のものも、何と馴染んだ絵は描

そんなわけで、
今回、
新旧全巻（全

き直されているんじゃありませんか。

「めっけ本」
─拾肆─

●枻川 渉 かじかわ・わたる／路地裏誠志
堂主人。Web専用古本屋「路地裏 誠志堂」
http://rojiura-s.o.oo7.jp
（詳しくはホームページをご覧ください。
）

角川文庫 佐伯俊男カバー画

改めて眺めると、初期のものは輪

郭線が太く妖艶ですが、その数は思

っていたより少なく、十作程度でし

た。描き直しには、パターンがあり、

一、全く新しい絵を描いたもの。二、

なんとなく似た構図で、無難な絵に

直したもの。人物や小道具等流用も

しています。三、単純に、裸に着衣

させたもの。一番の驚きは、当然で

すが、着物を着せただけで、雰囲気

は全く変わってしまうことでした。

他にも面白い「めっけ」が…。

只今、当方のＨＰにて全巻掲載し

ています。描き直す前後のものも並

べました。ご興味がある方は、覗い

てみて下さい。最後は、宣伝になっ

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

作 上 下 巻 あ り、一 作 は 沢 田 重 隆

路地裏の

てしまいましたが、平にご容赦！

板垣退助、牧野冨太郎、岩崎弥太郎な

高知県は坂本龍馬をはじめ中江兆民、

れました。今日までその歴史は百年を

ど多くの偉人を輩出し、人物をはじめ

の中断をはさんで昭和二五年に再建さ

超え、機関誌の発行は二六八号を数え

連載

日本歴史文化講座
（ヒスカル）
のご案内

好評
始動中！

歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、
講演、
講座の開催などで研究者との交流も行っ
ております。あなたも「仲間づくり」をしませんか。
当倶楽部は、随時、入会可能です。奮ってご参加ください。

画）
揃え、
並べて見ることにしました。

●山田風太郎著『忍法帖シリーズ』

私 たちの活動 を
紹介 します
土佐史談会は、地理・考古・民俗を

豊かな歴史遺産にも恵まれています。

会員は戦前一一〇〇人を数え、戦後

調査研究発表する在野の研究団体とし

ます。

は六〇〇人に達したこともありました

て学術文化の発展に貢献してきました。

的に取り組んでいきます。

が、近年は高齢化などで四〇〇人台に

活動は年三回の機関誌発行のほか、

●土佐史談会事務局／〒７８０・０８

在野の研究団体として百年の歴史

県内外の史跡めぐり、土佐の歴史をテ

これからも一〇〇年の歴史を継承し、

二）
、勤王の志士の残存者・三宅謙四

ーマとする史談会講座や郷土史入門講

減少しています。

郎宅で創立者中岡直正らが史談に夜を

４２ 高知市追手筋二丁目一―一 オ

土佐史談会は、明治四五年（一九一

更かしたことを濫觴としています。

座、高校への出前講座、東西支部、関

ーテピア内 電話０８８・８５４・５

地域の歴史研究と普及啓発活動に精力

大正六年（一九一七）に会員組織と

東支部での講演会や史跡探訪など多彩

ら んしよう

なり、
機関誌『土佐史壇』
（のちに『土

です。
５６６

佐史談』と改題）を創刊。戦中・戦後

あなたも
入会
しませんか
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中世〜全 10 回の内容〜

鎌倉時代から室町時代まで、政治・くらし・死生観、天皇制、文化など、
さまざまなテーマで、より深く学んでいきます。

第１回 ９月 18 日（火）中世とは何か
本郷恵子 ( 東京大学教授 )
第２回 ９月 25 日（火）治承 • 寿永の乱と武家政権 本郷和人 ( 東京大学教授 )
第３回 10 月 ９日（火）鎌倉幕府と御家人
高橋典幸 ( 東京大学准教授 )
第４回 10 月 23 日（火）やぐら・板碑のいのり 千々和到 ( 元・國學院大学教授 )
第５回 10 月 30 日（火）仏教と中世の死生観
本郷恵子 ( 東京大学教授 )
第６回 11 月 ６日（火）鎌倉を掘る
河野眞知郎 ( 元・鶴見大学教授 )
第７回 11 月 13 日（火）後醍醐天皇と東アジア
本郷和人 ( 東京大学教授 )
第８回 11 月 20 日（火）足利政権と観応の擾乱
山家浩樹 ( 東京大学教授 )
第９回 11 月 27 日（火）室町時代の文化と禅宗
川本慎自 ( 東京大学准教授 )
第 10 回 12 月 4 日（火）中世の天皇制と現代
本郷恵子 ( 東京大学教授 )

◉時 間：15:00 〜 17:00
◉会 場：文化産業信用組合 / 千代田区神田神保町１-101 ☎ 03・3292・2711
◉定 員：50名
（問い合わせ・申し込み：敬文舎03・6302・0699）
◉資料代：2,000円（舎人倶楽部会員は1,800円）

舎人倶楽部会報、講座などについて、ご意見・ご感想をお寄せください。
toneri.k@blue.ocn.ne.jp

敬文舎ホームページ

http://k-bun.co.jp
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