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明治編

俳句図書館鳴弦文庫開館十周年記念「明治俳句文化展」資料

俳 句 文 化 渉 猟

秋

ご挨拶
皆様に支えられ、俳句図書館鳴弦文庫は開館十周年を迎えること
ができました。これまでのご厚情に篤くお礼申し上げます。
十周年を記念し、収蔵する明治期の俳諧俳句資料のいくつかを展
示することとし、そのおおよそを本書にまとめました。明治期の俳
文芸が、絵画や書など、周辺のさまざまな文化との交流によって、
豊かな世界を作り出していた様子をご覧頂きたいと思っております。
本書は、平成二十三・二十四年に、本阿弥書店『俳壇』誌に連載
させていただいた内容が元になっています。機会をお与え下さった
本阿弥書店に心から感謝申し上げます。
過去の俳句文化への眼差しによって、現代の俳句文化が、さらに
豊かになっていくことを願ってやみません。
俳句図書館鳴弦文庫館長
河 合 章 男

４
河鍋暁翠の挿絵のある返草

死絵

活字句集『俳諧連月千句集』を刊行した岩波其残

５
上田聴秋「俳諧五問答」

無腸編・小齋画・俳諧一枚摺
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活字句集『俳諧連月千句集』を刊行した岩波其残

多くの 号を持ち、 絵画、楽 焼、彫 刻、生花、 茶の湯 、写真、 砲術、
製図 、音曲などに才能を発揮したというから 、大変な風流人である 。
や がて諏訪 に眼病の治 療にき ていた尾 張藩士の娘 〈みち 〉と恋に
落ち 、出奔 。十一年 間諸国を放 浪し、 安政二年 にようや く諏訪に 戻
って、母の 実家で ある岩波 家を継ぐ。 この自 由さが、 時代に合わ せ
て俳句 を活字で印 刷すると いう発 想につなが っていく のであ ろう。
明治 期の諏訪地 方は、 養蚕、製 糸産業の 経済力を 背景に、 さまざ
まな 文化が花 開いた土 地である 。俳諧人 口も並大 抵ではな く、明治
十八 年に刊 行された 教林盟社の 名簿『 結社名員 録』に記 載された 全
国千五百十 五人の会 員中、 実に百三十 三人が 諏訪地方 の俳人なの で
ある。 長野県全体 では三百 五十五 人。これは 、全国の 二十三 ・四パ
ーセン トにあた り、二位 東京の八 十八人を 大きく引 き離して いる。
その 欄の筆頭 に置かれ ているの が其残で あるから 、全国で もっとも
大き な地方 俳壇を率 いていてい た俳人 と言える だろう。
図２ が其残の 描いた絵で ある。 明治二十 一年の一 枚摺で、 正
月の礼者 を描いて いる。四 条派風 を学んだと いうが、 蕪村な どの文
人画の タッチで 描いてい る。
図 ３ の 短 冊も 其 残の も の 。「 埃立道 に 雪ち る 二月 哉 其 残 」
とあ る。読 み易く直 せば 、
「ほこり 立つ道に 雪散る二 月かな 」
。凡庸
に見えるが 、十一年 に及ぶ 放浪生活を 思うと、 いささ かの味わい が
ある。文 字にも蕪 村に似た 風合い が見られて 興味深い 。
『俳諧連月千句集 』の出版人は藤森平五郎という人で 、住所は「信
濃国 諏訪郡上 諏訪村八百 九十一 番地」と なってい る。まだ 東京でも
木版 の句集ば かりが 刊行されて いた時 代に、諏 訪湖のほと りから 活
版の句集を 刊行した 其残と いう俳人は 、かなり モダン な感覚を持 っ
た自由な 風流人だ ったに違 いない 。
『花岡集 』
（明治 ）、
『俳 諧 早 合
点』
（明治 ）、
『明治増題俳諧新部類 』
（明 ）、
『増補探題早合点』
（明 ）、『草の餅 』（ 明 ） などの著書 を残し、 明治二十七（一八 九
四 ）年、其八十歳でこの世を去った。諏訪市の地蔵寺に葬られている。
＜

＞

＞
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１
明治の文明開化で 、出版物はたちまち活版印刷となった 。しかし 、
俳文 芸の世界 では、明治 二十年 代まで、 版本（版木 に彫っ て摺られ
た書 籍）が主 流であ った。風雅 の情緒 を重んじ たためであ ろう。
では 、
俳句を最 初に活字 にした勇 気ある俳 人は誰だ ったのだ ろう 。
新聞雑誌ということであれば 、慶応三年の『俳家新聞 』
（弘美編 ）、
明 治 九 年創 刊 の 『 風雅 新 聞（ 風 雅新 誌 ）』など が あり 、 木製 活 字の
句集 では、明 治七年刊の 『むつ み集 』
（麻の屋文 友編） がある。
金 属活字と なると、 北越の岡 田葭堂編 『正風俳 諧曙抄』 が明治十
一 年刊で、 現在分か ってい る中ではも っとも古 いが、 それに次ぐ も
きざん
のと し て 、 明 治 十三 年 刊の 『 俳諧 連 月千 句 集 』（岩波 其 残編 ） があ
る。国 会図書館に 刊年不 明のもの があるが 、鳴弦文 庫には十 三年三
つき なみ
月 刊 の 第 三 編 があ る 。「 連月 」は 月 次と 同 じ意 味 で、 こ の年 の 一月
から 毎月出さ れた句 集というこ とになる 。
図 １ は 、 そ の最 初 のペ ー ジで あ る 。「 連月 」 の「 月 」の 字 が
脱落して いるのが 、初期の 活版印刷 らしい杜 撰さで微 笑ましい 。冒
頭 は 「 甘さ う に 馬 の草 は む卯 月 かな 」 とい う 句で 、「 うまそ う に」
と 読 む の で あろ う 。 ただ し 、方 言 周圏 論 で説 明 され る よう に 、「 あ
ま い 」 と 「 う まい 」 は地 方 によ っ て交 錯 する か ら 、「 うま い」 と い
う 意味で「 あまい」 と読ませ た可能性 もある。 いずれ にせよ平明 な
月並調だ が、明る さが評価 できる。
編者 の岩波其残 は信州諏 訪俳壇 の中心的な 俳人であ る。文 化十二
（一八 一五） 年に文出村 （現・諏 訪市） の豪農、山 田両蔵 の長男と
して 生まれた 。名は 鉄蔵（鉄三 ）という 。父の 両蔵は、上 諏訪中町
で 旅館兼質 屋を営ん でいたが 失敗して 帰農。其 残は十九 歳で家督 を
継ぐことに なるの だが、農 業を好ま ず、二十 八歳で隠 居し、俳 諧を
好んだ 母〈とみ〉 の影響 もあって 風狂の道に 入って しまう。 俳諧を
らん
久保島 若人に 学び、蓼妙 、再庵、 天普、 芒老人、鸞 友、雪 散屋など
＜

20

＜

＞

〈図１〉

〈図３ 〉

〈図２〉

-3-

２

無 腸 編 ・ 小 齋画 ・ 俳 諧 一 枚 摺
はつせんぼう

〈図 ４〉は、明 治十一 年、後に 八千房を継 ぐ土居 無腸が、 大阪と
宇和 島の仲間 の句に著名 な宗匠 の句を添 え、小齋の 絵をあ しらった
摺物 である。
無腸は、 本名、土 居通夫。 大阪では 知らぬ人 のない財 界人で、 通
天閣の「 通」は、 彼の名か ら取った という説 まである 。司馬 遼太郎
の小説 「花屋町 の襲撃」 では、坂 本龍馬暗 殺の復讐 を謀る陸 奧陽之
ご け ざ や
助（ 宗光）に 雇われた刺 客「後 家鞘の彦 六」として 登場す る。どう
やら これは創 作らし いが、彼が 居合抜き の達人 で、龍馬ら と交流 が
あ ったこと は確かな ようだ 。
無 腸 は、 天 保 八 年（ 一 八三 七 ）、宇和 島 藩士 の 家に 生 まれ た 。幼
名は万 之助。両親 ともに 俳号を持 つ人であ った。養 子に行き 彦六を
名乗 るころに は居合の達 人とな っていた が、竜馬の 影響を 受けて脱
藩。 明治にな って大 阪府や司法 省の役人 を経て 、鴻池家の 再建に 従
事 。二十一 年に大阪 電灯会社 を起こし 、以降、 日本硝 子製造、日 本
生命、大 阪毎日新 聞など十 社を超え る企業の 経営に携 わった。 二十
七年に は衆議院議 員とな り、翌年 からは大阪 商業会 議所会頭 を死ぬ
まで務 めてい る。三十六 年には 内国勧業 博覧会を大 阪に誘 致。パリ
に赴 いてパリ 万博の 手法を持ち 帰り、エ ッフェ ル塔を模し た通天閣
の 建造を提 案したと いう。無 腸に関す る資料は 多いが 、平成十三 年
に創風社 出版から 出された 木村博民 著『通天 閣―第七 代大阪商 業会
議所会 頭・土居通 夫の生 涯』によ くまとめら れてい る〈図７ 〉
。
無腸 は多芸の 文化人で もあった 。
囲碁 は財界随 一の腕前 と言われ 、
浄瑠 璃は竹本 摂津大 掾の弟子と なって玄 人はだ し。書も文 人画も一
とうけい
流 だったと いう 。
俳 諧は松 木淡淡の流 れを汲む 二畳庵 桃兮に学ん で 、
明治二十五 年に八 千房七世 流美が没 すると、 その跡を 継いで八 世八
千房と なっている 。
旧派 の宗匠に も、国の 近代化に 足跡を残 した人は 少なくな い。貴

在京 春 湖
永機
沙山
西京 芹舎
文海
稲処

族院議 員の森山鳳 羽、静岡 の近代 化に力を尽 くした 松島十湖 など枚
挙にい とまがな い。新派 ばかりを 見て、 こういう人 たちを除 外して
しま う今の俳 句史は、 どこか歪 んでいる 。
絵 を描いて いるの は、田能村 小齋であ る。小 齋は、弘化 二年（ 一
八四五 ）、播磨国 兵
いい 、
( 庫県 に
)生まれた 。本姓は大野 。名を順と
ちよくにゆう
字は子 慎、通称順 之助。田 能村家 の養子とな って、養 父の直 入に
南画を 学んだ。 武芸にも 長じ、豊 後 大
(分 県 岡
) 藩に つかえ、 維新後
は大 阪、京都 で画家と して活躍 。明治四 十二年（ 一九〇九 ）に没し
た。 無腸と は同じ関 西の文化人 同士と して交流 があった 。
句は、最 初に東京 、京都、 大阪の著 名俳人の 作を置 いている。 芹
舎 の「 夜 の 新 し や」 が 感覚 的 でよ い 〈図 ５ 〉。 この後 、 故郷 宇 和島
と勤務 地大阪の 句が続く 。当時、 大阪高等 裁判所の 判事だっ た無腸
だが 、公職の かたわら 、中央俳 壇とつな がりを作 りつつ、 独自の地
方俳 壇を形 成してい たことが分 かる。
しゆうじゆう

主 従の 二 人を客や 洗ひ鯉
貰ふ たて置けぬ 気持や 初松魚
湯浴 する間 に崩れけり 雲の峰
今 暮た夜の 新らし や夏の月
青さしや 不自由し らすの物 このみ
挨拶をす る猶予 なし夏氷

ヽ
ヽ

無腸

末尾 に無腸 の三句が載 る。二句 目の「 小くら」は 、小倉と 小暗の
かけことば
掛 詞。 三句目 の蟹に は無腸の生 き方が見 える〈 図６ 〉
。
广那山に 登りて
人の 世の暑さ見 おろす 高嶺かな
小倉 の観蓮
空 はまた小 くらの沼 や蓮見舟
そよ
おのが
蟹 涼し戦 く芦間を 己か宿
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〈 図４ 〉 全体

〈図５〉 冒頭拡大
〈図６〉

〈図７〉

末尾拡大
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柴田是真画の俳諧一枚摺

詢尭斉

赤の紙 の図である 。歳旦の 刷物で 、著名な俳 人の百 五句が載 る。巻
じゆんぎようさい
頭は詢 尭 斉。

う ぐひすに あてが うておく小 庭哉
たか ゆき

八十 齢芹舎

詢尭斉 は元津藩 主の藤堂 高猷であ る。幕末 の政変に 活躍した 財政
通で、 よく算盤 をはじい ていたと いうが 、一方で和 歌、詩文 、書画
に長 じ、俳諧 は鳳朗、 春湖に学 んでいる 。能も玄 人の域に 達してい
たと いうか ら、高度 な文化を身 につけ た人々の 交わりが 、俳諧と い
う場で形成 されてい たとい うことであ ろう。
〈図９ 〉は明治 十七年八 月のもの で、是真 七十八歳 の作。水 鉢に
朝顔と 絵筆が書 かれ、三 十三句が 載る。鶯 笠という 俳人が旅 に出る
際の 送別の一 枚である 。巻頭句 は芹舎。

すゞ風や けふはど ちらへ吹 がよき

芹舎

芹舎 は京都の宗 匠で、 当時の俳 壇の長老格 である 。
〈図 〉は 明治十九年 、是真八 十歳の 作で、長寿 の松と 、難を避
ひさげ
ける という 南天が飾 られた提子 と盃の 絵。甫山 の還暦を一 年後に 祝
った一枚で 、七十句 が載る 。巻頭はこ れも芹舎 。
待て ど今咲ては 寒し梅 の花

綿 抜教授は 「還暦を 迎える前 の気持ち と後の 気持ちを、 梅の花に
たとえて詠 んだもの で、さ すがに手馴 れている 」と評 されている 。
是真の絵 は、そ の細密な 蒔絵や漆絵 と比べ れば、い ささか粗 い描
き方に も見える が、しか しこの三 枚は、明 治中期の 一流の文 化人の
交わ りを伝え る貴重な資 料であ る。
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３
はいかいいちまいずり

俳諧 一枚摺とい うのは 、明治時 代まではよ く作ら れた木版 の摺物
で、 句を並べ て絵を付し たもの 。歳旦や 何かの記念 の配り ものに使
われ た。その 起源は 浮世絵や錦 絵より 古いと言 われる。
ぜしん
鳴弦文庫 に百枚ほ どある一 枚摺の中 に、柴田 是真画の ものを三 枚
発見して 下さった のは、筑 波大学の 綿抜豊昭 教授であ る。
是真 は、文化四 （一八〇 七）年 、江戸両国 に生ま れた漆工 家・画
家で 、近年、 別冊『太陽 』に特 集され、 ここ数年、 横浜美 術館、三
井記 念美術館 、相国 寺承天閣美 術館など で大々 的に展示さ れて、 そ
の 異様なま でに細密 な作風 が注目を浴 びている 。
十一歳か ら蒔絵 を始めた 是真は、京 に上っ て絵画を 岡本豊彦に 学
び、ま た歌学・国 学を香 川景樹に 、漢学を 頼山陽に 、茶道を 吉田宗
意に 学んで、 奥の深い文 化人と なり、江 戸に戻った 。
江 戸で実力 を認めら れるよう になった 是真は、 さまざま な漆の新
技 法を開発 。明治に なってか らは内国 勧業博覧 会の審 査員も務め 、
明治六年 （一八七 三）のウ ィーン万 国博覧会 で進歩賞 牌を受賞 。皇
居の杉 戸絵なども 描き、 二十三年 （一八九〇 ）に初 代の帝室 技芸員
となっ て、工 芸界の重鎮 となっ た。翌二 十四年、八 十五歳 でこの世
を去 った。
著 名な工 芸家であ った是真が 、
俳 諧一枚摺 の絵を描 いている のは 、
自身も俳 諧を嗜ん だからで ある。飛 鳥園一叟 、橘田春 湖に学ん だと
いう。 一叟は、杉 山杉風 の門流の 飛鳥園に代 々受け 継がれた 名で、
春湖は 明治俳 壇の中心人 物。是真 は、俳 諧でも一流 の人た ちと交わ
って いたよう である 。
図 の三枚 の一枚摺 は、全紙（ 新聞一 面ほど） を横長に折 った鳥 の
子紙に摺ら れてい る。
〈図８ 〉は明治 十四年一 月のも の。七十五 歳の作で 、写真 では分
かりにくいが 、紙切り包丁と 、それによって裁断された白、青 、緑 、
10

〈図８〉

〈図９〉

〈図

〉
10
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たよる 木のかれ てあたり の寒さか な
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死絵

本人の辞 世ではな く、誰 かが詠んだ 追悼句の ように 思える。死 絵
の句は 、本人の辞 世とか、 本人が 詠んだよう に作られ た句が 書かれ
ること が多いの だが、こ れは少し 違う感 じがする。
彫 師の名が あったり、 左下に 奥付のよ うな欄があ るのも 明治期ら
しい 。職人 の名前が 記される時 代にな ったとい うことで ある。
手に杖を 持ってい るが、こ れも死絵 の特徴の 一つで 、手に何か を
持たせ ることで尋 常の人で はない ことを示し ている。
〈図 〉は、明 治三十 六年（一 九〇三）に 、五代 目尾上菊 五郎が
没し たときの 死絵であ るが、こ ちらは、 戒名、本 名、菩提 寺、当た
り役 の「牡 丹灯籠」 などの情報 が満載 である。
この菊五 郎は、手 に何も持 っていな い。死絵 では珍 しいことで あ
る。そ もそも描か れている のが「 牡丹灯籠」 の世界で 、死人 を演じ
ている のである から 、
そん なものはい らない というこ となのだろ う 。
お露 の死霊が 牡丹灯籠 を提げて 恋人新三 郎のもと に通うと いう話で
あっ て、手 に提げる べき灯籠を 大きく 描いたと いうことで もある だ
ろう。
書かれた 句は、

梅幸

こ れは本人 の辞世句 である。 署名の「 梅幸」 は、五代目 菊五郎の
俳名。もと もと初代 菊五郎 の俳名が梅 幸だった のであ る。
右下に豊 齋筆と あるが。 これは三代 歌川国 貞である 。国貞は 、嘉
永 元 年 （一 八 四 八 ）、江戸 日 本橋 に 生ま れ 、三 代 ・四 代 の 歌川 豊 国
に学 んだ浮世 絵師。明治 二十二 年（一八 八九）に三 代目と して国貞
の名 を継ぎ、 香蝶楼 を名乗った 。明治 二十四年 （一八九一 ）から 豊
斎を名乗っ ている。 文明開 化絵や役者 絵を描き 、初代 市川左團次 の
似顔絵を 得意とし た。大正 九年（一 九二〇） 没。

散る梅に 見あける 空の月清 し

12

４
しにえ

死絵 は、錦絵（ 浮世絵 ）のコレ クターにと っては 常識的な ものだ
が、 俳人には あまり知ら れてい ないよう である。
人 気役者が 死んだと きに摺ら れる錦絵 が死絵 で、明治期 まではか
なり作られ ていた。 多くは そこに発句 や狂歌が 書かれ ているので 、
俳句文化 から見て も重要な 資料であ る。
〈図 〉は、明 治十五年 （一八 八二）に、 八代目 岩井半四 郎が没
した ときの死 絵である。 右上に 、
「明治十五 年二月十 九日 」
「行年五
十二 年五ヶ月 」と記 されている 。この絵 に限ら ず死絵は、 役者の 生
没 を確認で きる資料 として 、歌舞伎の 研究者に 重宝さ れている。
画 は 、揚 洲 周 延 （ち か のぶ ）。通称 を 橋本 作 太郎 と 言い 、 越 後の
高田藩 士であった が、幕 末に函館 に駆けつ け、榎本 武揚の下 で官軍
と戦 った。
天 保九年（ 一八三八 ）に生ま れた周延 は、十五 歳で国芳 に絵を学
び 、三代目 豊国の門 に入って 、武士で ありなが ら二代 目歌川芳鶴 、
一鶴斎な どを名乗 る浮世絵 師となっ た。その 後、豊原 国周門と なっ
て、周 延を名乗る 。
慶 応 元 年 （ 一八 六 五 ）、 幕府の 第 二次 長 州征 討 に従 軍 。同 四 年に
は、 上野彰義 隊に加 わり、脱走 して箱館 戦争に 加わった。 下級武士
で あるが、 絵師とし て有名だ ったろう から、五 稜郭で 土方歳三と 句
会をした メンバー だったか も知れな い。三月 の宮古湾 海戦で重 傷を
負って 降服し、禁 固刑と なって高 田藩預かり となる が、やが て東京
に戻っ て浮世 絵師として 明治を生 きた。
こ の死絵を 描いた明 治十五年 には、第 一回内国 絵画共進 会に出品
し て褒状を 受けてい る。後に 、江戸城 大奥の風 俗画を描 いて江戸 浮
世絵の再来 と評判 を取り、 また、西 洋の服装 を着た女 性画も描 いて
人気が あった。大 正元年 に七十五 歳で没して いる。
画の 左に書か れている 句は、
11

〈図
〉
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〈図
〉
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河鍋暁翠の挿絵のある返草
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かあさ くさか」の 下で刃物 を研い でいるのは 。鍛冶 であろう か宮大
工であ ろうか。 句の「雲 」が「曇 」とな っているの は字面の 問題で
あろ う。鐘の 音を聞き ながら仕 事をして いるよう な印象を 受ける構
図で ある。 深川の芭 蕉庵で詠ま れた花 の句は、 深川不動 の新築祝 い
にはうって つけで あるし、 刃物を研ぐ 図は、 新築と句 の推敲に重 な
る内容 であろう。 全体を額 で囲っ ているのは 、この句 会が成 田山の
額堂の 新築を祝 うもので あるから で、実 際に入選句 を書いた 額が、
新築 の額堂に 飾られた に違いな い。
発 句は、芭 蕉の句 に続いて判 者七人、 副判八 人、判者（ 地元の判
者であろう ）三人の 発句と 続く。判者 の七句 を読んで みよう。

名 月や／＼ とて立 居かな
ミき雄
春待や心 に梅を薫 らせて
龍吟
花の夜 明是もか らすの誘 ふのか 梅来
夕照 に松も見栄 る紅葉 かな
笛羅
くじ
其と しの御 鬮取る日や 笑ふ梅 三重女
は つ冬や苅 田の水 に朝の月
月彦
あらため て花咲揃 ふ卯月哉
春喬

月 彦だけ妙 にまっ とうな蕉風 であるの が面白 いが、大方 は俗に流
れた月並調 で見るべ きとこ ろがない。 むしろ副 判の尚 古の「のど か
さや何処 へ野水の 行とまる 」の方 が、この三 年後に俳 壇に登 場する
正岡子 規の句に 通じると ころがあ って味わ い深い。
〈図 〉は 、明治二十 五年の『 武陽幸 手町菅谷山 不動尊永 代奉額
四季 混題句集 』の表 紙。中央で 二つ折 りにして 、右が表紙 である 。
独鈷の図と 思われる 。
数年前に 京都の 相国寺承 天閣美術館 で行わ れた「ハ ンブルク 浮世
絵コレ クション 展」には 、父、暁 斎の絵が あしらわ れた俳諧 一枚摺
が展 示されて いた。それ も、関 為山、鳥 越等栽ら、 当時の 著名な俳
人の 句が載る 摺り物 であったが 、父娘 ともに俳 諧文化に深 く関わ っ
て いたよう である。
14

５
へ んそう

返草 というのは 、句会 の入選句 を記載し、 入選者 に無料で 配る摺
り物 である。 江戸期から あり、 一種の賞 品であるか ら、挿 絵が摺ら
れ、 記念の価 値を高 めているも のも多 い。とも かく全国で 数多く 作
られていて 、いった いどれ ほどあるの か見当が 付かな い。
現在、全 国の図 書館で確 認できる明 治期の 返草は千 冊程度で 、そ
のうち 三百ほど を鳴弦文 庫が架蔵 している 。しかし 、それは こうし
た資 料を本気 で集めてい る図書 館がない ということ で、実 際には数
千、 あるいは 数万と いう返草が 作られて いたに 違いない。 という の
は 、今の俳 誌と同じ で、月 並俳句とい うのは、 この返 草を毎月刊 行
していた のである 。
〈図 〉は、明 治二十四 年三月 に刊行され た『深 川成田山 新築額
堂永 代大奉額 句集』とい う返草 の表紙と 見返しであ る。こ れを三つ
に折 って、右 部分が 表紙となる 。
発 行者は 東京深川 区の折山文 治郎で 、三森幹 雄、鈴木 月彦ら、 当
時の著名 な宗匠に 選句を依 頼し、返 草として は厚手の 十六丁（ 三十
二ペー ジ）という 句集を 編んでい る。さすが 名刹の 額堂新築 を祝う
句会だ けあっ て、巻末に は「集 句参万余 」とある。 深川不 動尊は、
戦災 で一切の 資料を 焼失してい るという ことで あるから、 その意味
で もこれは 貴重な資 料である 。
きようすい
こ の 返草 の も う 一 つ の 価 値 は 、挿 絵 を 河 鍋 暁 翠 が 描 いて い ると
ころに ある。
きようさい
暁 翠 は 、 か の河 鍋 暁 斎 の 娘 。 明 治 元 年 十二 月 、 東京 の 本郷 に 生
まれ 、幼児か ら父の 手本で絵を 描き、数 え年十 七歳で内国 絵画共進
会 に出品。 二十二歳 で父暁斎 を亡くし た後も精 進を続け 、明治三 十
五年には、 女性と して初め て女子美 術学校の 教授とな っている 。
この挿 絵は、暁 斎没後一 年を経 た頃の作と いうこと になる が、す
でに熟 達した 技術と配慮 を見せて いる。 芭蕉の句「 花の曇 鐘は上野
13

〈図
〉
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〈図
〉
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上田聴秋「俳諧五問答」

心まて 洗ふ新茶や 宗祇水
はつも みちはつ かしさう に瀧をて る
澄や 秋月のこ たます河 鹿かな

聴秋
聴秋
聴秋

回答も おもしろい 。たしか に俳諧 、俳句の世 界とい うものは そうい
うとこ ろがあっ て、凡庸 な事物に 幽玄を 見ることも できるし 、また
別の 意味では 、初心者 の一句も 芭蕉の一 句も句で あること にかわり
はな いので ある。
最後は、 俳諧の道 が造化 の美の中に あること を言っ て終わるの だ
が、こ うした俳諧 観は、当 時の旧 派俳人にと っては一 般的な もので
あった ろう。
下段 の〈図 〉は、聴 秋の発 行してい た「俳諧鴨 東集」 の表紙。
〈図 〉は 短冊であ る。
明 治 十七 年 創 刊 の「 俳 諧鴨 東 集（ 俳 諧鴨 東 新誌 ）』は、 活 版の 俳
誌と し ては 、『俳諧 新 報 』（ 明十二 年 創刊 ）、「俳諧 友雅 新 報 」（明十
三年創刊 ）、
「俳諧明倫雑誌 」
（明十三創 刊）に次 ぐ。
白 雲清水
乙姫瀑布
初音河鹿

16

短冊 の右の 二枚に書か れている のは、 聴秋の故郷 である 岐阜県の
郡 上 八 幡 の 名 水に 因 む句 で ある 。 文明 三 年（ 一 四七 一 ）、 飯尾 宗祇
とうつねより
に古今伝授 を行った 美濃篠 脇城主東常 縁が、こ の名水 で墨を摺り 、
「もみじ 葉の流る る竜田白 雲の花 のみよしの 思ひ忘る な」と 書き送
ったと いう故事 からきて いる。左 の河鹿の 句は「月 のこだま す」が
かな りひねっ た表現とな ってい て 、
聴秋 の俳諧 観が投影さ れている 。
いず れも故事 を踏ま えた割には 分かり やすい句 である。

- 12 -

17

６
上田 聴秋は、明 治中期 から昭和 初期にかけ て、京 都を拠点 として
全国的に活動した旧派の俳諧宗匠である。 嘉永五年（一八五二）に美
濃国 （岐阜県 ）に生 まれ、京に 上って 八木芹舎 の門に入り 、不識 庵
を名乗った 。明治十七年 、梅黄社を興して活版で「俳諧鴨東集 」
（の
ち「 鴨 東 新 誌 」）を刊 行 する と 、 読み や すい 活 字の 月 並俳 誌 とし て
人気を 博し、若 手の選者 として全 国に名を 知られて いく。
明治 二十三 年に師の芹 舎が没す ると、 その号であ った「泮 水園」
と「 花の本」 を名乗 るようにな る。花の 本は二 条家より授 かった 由
緒 ある号で あるから 、聴秋 の名声はさ らに高ま り、大 正、昭和に な
って も 、近 代 俳句 にな じめ ない 人た ちが 聴秋 のも とに 集ま った 。 昭
「 海程」 同 人で 自 由律 俳 句の 研 究家 と して も
和 七年 （ 一九 三二 ）没 。
知ら れた上田 都史は聴秋 の孫だ という。
〈 図 〉の 「俳諧五 問答」は 、俳諧の 心得を書 いて門弟 に与えた
も のと思わ れる。
一問目、 俳諧の 楽しみを 「厠に入り て梅の 香をきく 」というの は
和歌と の違いを言 ってい る。厠で は和歌には ならな い。二問 目の、
花に笑 いを含 み、月に泣 くのが 俳諧の心 だというの もまっ とうな答
えで ある。
問 題は三 問目で、 俳諧の姿を 自然界 のイミテ ーション ととらえ て
いるとこ ろがおも しろい。 近代俳句 が写生を 強調し、 現実世界 を言
葉がそ のまま表現 できる という楽 観主義に陥 ってい くのに対 し、旧
派の聴 秋は、 実際の世界 と虚構の 世界が 別のもので あるこ とをちゃ
ん と 心 得 て い たよ う であ る 。さ ら に 、「 雪で 作り た る兎 の 如く 、 飴
で 造りたる 鳥のごと し」が尋 常と思わ れるのに 、それを 逆に言っ て
いるのは、 いささ かのひね りが必要 だという ことも暗 示してい るの
であろ う。
四問 目の、俳 諧の「玄 妙」に対 する、烏 も鳥、鳳 凰も鳥だ という
15

〈図

〉

15

「俳諧五問答」
俳諧の遊は如何
楼に登りて名月を
見 厠に入りて梅の香
をきく
俳諧の心は如何 花
を見て笑をふくみ
月を見て涙をぬ
くふ
俳諧の姿そ如何
ゆきて作たる鳥のことく
飴て造たるうさきの如し
俳諧の玄妙は如何
鳳凰も鳥やからすも
鳥也
俳諧の道は如何 天
に日月照々として明也
地に萬像青 くと
して翠也
為永賀大雅
印

花本聴秋書
印

〈図

〈図

〉

〉
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16
17

加賀藩 の御坊主 を務めて いたが、 酒癖が悪 く、職を 解かれて 京に
上り、 桜井梅室 の門に入 った。時 雨庵を 名乗ってい たが、梅 室の弟
子の 十丈園天 然居士が 死去する と、その 号を継ぎ 、加茂川 十丈・大
橋十 丈を名 乗って能 筆の俳諧師 として 活躍。梅 室の句集 には「卓 丈
こたひ十丈 園の席 を継く事 になりしを 祝して 花も実 も穂を継く 時
の こ ゝろ か な 」 とあ る とい う が出 典 は不 明 （『梅室家 集 』に こ の句
は な い ）。 今の 心得 が 大事 だ と いう 戒 めの 句 であ る から 、 梅室 も 、
やは り卓丈の 行状を心 配してい たのかも しれない 。慶応元 年（一八
六五 ）十一 月三日、 卓丈は五十 四歳で 越中で客 死した。
高 畠 鳳外 編 『 加 賀能 登 の書 郷土 著 名人 の 筆跡 』（北国 出 版社 ・
昭和四 十九）には 、
「松の香の無理なきための朝嵐 」
「孝行に品あ り
けふは 小松曳」 という卓 丈の二句 の揮毫が 紹介され ている。 何やら
理屈 っぽい句 であるが 、墨痕は 見事なも のである 。
さて、
〈 図 〉であるが 、
「寒月や さしもの 鶴も夜 のてま」と 読め
きぎす
る。
「てま」は「手間」であろう。難解句であるが 、
「焼け野の雉子
ことわざ
夜の鶴」 という 諺 に 基づく 句と思う 。雉子 は野火から 命がけで 子
を救お うとし、 鶴は寒夜 に羽で子 を暖める というこ とで、親 の情愛
の深 さのたと えである。 句意は 、立派で 目出度い 鳥として 敬愛され
てい る鶴も 、寒月の 夜は子育て に手間 がかかっ て大変なの だ、と い
うこ と 。 川 柳 のよ う な発 想 の作 り だが 、「夜の 鶴 」の 出 所は 『 白氏
文集』で あるから 、古典を 踏まえ ての句とい うことに はなる 、画の
中で橇 を引いて いる人も 家族のた めに働い ているの だと気づ かされ
るお もしろさ もある。
絵 は佐々木 泉玄。文 化二年（ 一八〇五 ）に金 沢で生まれ 、明治十
二年（一八 七九）ま で生き た加賀藩お 抱えの狩 野派の 絵師である 。
歴史画や 写生を色 彩豊かに 描くこと を得意と した人ら しいが 、ここ
では墨 一色で省 略の効い た絵を描 いている 。力を入 れた脚の 描写が
すば らしい。
19
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７ 金沢の俳諧文化 ―『秋風集』と大橋卓丈画賛―

18

江戸 時代の俳諧 史を、 金沢とい う文化都市 抜きに 考えるこ とはで
きな い。高桑 闌更、成田 蒼虬、 桜井梅室 という三人 を京に 送り出し
たと いうだけ でも、 その影響力 の大き さは想像 がつく。さ らにそ の
影響力は、 明治時代 にも及 んでいる。
梅 室 は、 明 和 六 年（ 一 七六 九 ）、金沢 に 生ま れ 、藩 主 に仕 え る代
々の刀 研であっ たが、文 化元年（ 一八〇四 ）に隠居 して京に 上り、
天保 から嘉永 期までの俳 壇の中 心を担っ た。
そ の 梅 室 の 弟子 に 句空 庵 四 世雪 袋 がい る 。雪 袋 は 、『 闌更 句集 』
な ど多くの 句集を編 んで 、
金 沢俳諧の 伝統を明 治に繋 いだ人であ る 。
つれなく
明治十六 年、桜 井梅室の 揮毫した芭 蕉句碑 「あか／ ＼と日は難 面
も秋の 風」を、兼 六公園 に移築す ることに なり、雪 袋は、そ れを記
念し て、句集 『秋風集 』
（明治十七 年刊） を刊行する 。
〈図 〉は 、
その 表紙と口 絵であ る。絵師右 巌につい ては不 明だが、金 沢の絵 師
で あろう。
言うまで もなく この句は 芭蕉が金沢 で詠ん だもの。 この句碑は 今
も兼六 公園の山崎 山のふ もとに佇 んでいる。 江戸俳 諧のこう した伝
統は、 金沢の 近代俳句に 大きな 影響を与 えている。
〈 図 〉は 、これも 梅室の弟 子で、金 沢出身の 大橋卓丈 の画賛で
あ る。卓丈 もまた金 沢に生ま れ、京に 上って活 躍した 幕末の俳人 で
ある 。全国的には有名でもなく 、明治維新の直前に没してもいるが 、
江戸俳 諧を明治に つなぐ 時代の俳 人として、 また、 金沢と京 の俳壇
のつな がりを 教えてくれ る俳人と して、 ここに紹介 してお きたい。
大河良一著『加能俳諧史 』
（清文堂出版・昭和四十九 ）によれば、
卓 丈は文化 十年（一 八一三） の生まれ 。石橋姓 であった ものを後 に
大橋に変え 、名は 貞であっ たが、こ れも和春 としてい る。母の 名は
恵善で 、金沢の徳英寺に残る過去帳の注記に「割場附故惣右衛門妻 」
とある という から、その 惣右衛門 が父で あろう。
19

〈図

右巌写［ 印］
翁
あか ／＼と日は
難面 も
秋 の風
梅 室書

〉
『秋風集』と その口 絵

18

〈図

〉寒月やさ しもの鶴 も夜の てま

19

卓丈
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８

教 林 盟 社 関 係資 料

教林 盟社は、明 治七年 四月に設 立された俳 諧結社 で、同年 八月に
設立 された明 倫講社と明 治前期 の俳壇を 二分した団 体だが 、機関誌
を発 行してい なかっ たため、そ の活動 がよく見 えてこない 。
一方 の 明 倫 講 社に は 、『俳諧 明 倫雑 誌 』と い う月 刊 の機 関 誌が あ
るため、 かなり細 かく活動 を追うこ とができ る。その ため、 教林盟
社は、 結社とし ての活動 が消極的 だったと いう評価 が一般的 になっ
てし まってい る。
だ が、両団 体とも、 明治政府 の教化政 策の中で 作られた 団体であ
り 、政府の 定めた俳 諧教導 職を引き受 けていた わけで あるから、 何
も活動を しなかっ たという ことはあ り得ない 。
そこ で、教林盟 社関係の 資料を 集めてみた 。
〈図 〉は、 句集『真 名井』で 、明治 七年四月に 教林盟社 が結成
され たときの 記念句 集である。
〈 図 〉 は、教林 盟社が明治 十一年 から毎年 出してい た句集『 時
雨まつり （内題『 時雨祭集 』の第一 編。
〈図 〉は、明 治十八年 刊行の 『結社名員 録』で、 全国の 会員の
住所、 氏名が 分かる。
こ れ に よ る と、 会 員は 全 国に 千 五百 十 五人 。「 長野 県信 濃 国」 の
三 百五十五 人が最も 多く、二 位が「東 京府下」 の八十 八人、三位 が
「広島安 芸国」の 八十三人 となって いる。
第一 章に記した 岩波其残 以外に も、歴史に 名を残し た人の 名がか
なり掲 載され ていること に注目し たい。
例 えば 、
「東京府下 」の「梅雄 日本橋区通四丁目 茂木房五郎」
と いうのは 、千葉県 野田町の 醸造家で 、他の茂 木家や髙 梨家と明 治
二十年に野 田醤油 醸造組合 を結成す る人。大 正六年に は、それ が野
田醤油 株式会社と なり、 やがて現 在のキッコ ーマン となる。
「千 葉県下総 国」の「 釣月 葛 飾郡堀江 町 大塚 亮平」は 、東京

湾の海 苔養殖業の 基礎を築 いた人 で 、
浦安市堀江の大蓮寺境内に「大
塚亮平 顕彰碑」 が建てら れている 。その 碑文によれ ば、釣月 は秋江
庵と 号した俳 人で、明 治になっ て堀江小 学校を創 設。堀江 村学校事
務掛 、副戸 長、戸長 、堤防取締 などを 務め、宮 内省御用 掛並びに 江
戸川筋御狩 場監守 、勧業委 員などを歴 任。明 治十七年 からは堀江 村
の漁業 共同組合長 となり、 東京湾 水産諮問会 郡総代を 務め、 一府五
県連合 水産共進 世話掛と もなって 東京湾 の漁業の近 代のため に働い
たと いう。明 治十八年 には、有 志と東京 府に海苔 養殖場の 設置を申
請。 漁業関 係者から の反対を説 得し、 養殖を始 めた人だ という。
ママ
同じく「 蕉巣 豊 田郡水街 道宿 田 中嘉兵衛 」とあ るのは、現 在
の茨城 県常総市水 海道で醤 油醸造 などを営ん でいた釜 屋嘉兵 衛であ
ろう 。釜屋嘉兵衛は 、近江国辻村の鋳物師の流れを汲む近江商人で 、
江戸 時代の「 関八州田 舎分限角 力番付」 という地 方の分限 者を載せ
た番 付にも その名が 見える豪商 。辻村 で作った 鍋釜を全国 に売り 歩
いていたが 、運送費 が掛か るので、一 族が各 地に散ら ばって生産 を
始めたら しい。
「長 野県信濃国 」の部 の「香雪 高井郡赤 岩村 湯本佳録 」は、
井上 円了とと もに京北中 学校を 創設し、 また寺田 勇吉と精 華学校を
創っ た湯本 武比古。 安政二年（ 一八五 六）に生 まれ、ドイ ツに留 学
し、皇族へ の教育法 を研究 。帰国して 、東宮御 用掛、 学習院教授 、
高等 師 範学 校 嘱託 教 授な ど を務 め 、『新 編教 育 学』 一
( 八 九四 等
)を
著して ヘルバル ト教育学 の普及に 努めた。
「神 奈川県 相模国」の 「閑茶 高坐郡 上溝村 榎 本儀兵衛 」は、
明治 三年に上 溝市場 を開設した 人。儀 兵衛は国 に陳情して 市場を 開
設し、八王 子や江戸 に運ん でいた生糸 を、自力 で横浜 に運び、貿 易
商人との 取引を始 めたので ある。
こう してみると 、教林 盟社には 、近代の学 問を身 に付けた 人や、
経済 力のある 人が多く、 従来考 えられて いた文明開 化を理 解できな
い古 くさい旧 派宗匠 の集まりと いうイ メージと はかなり異 なるの で
は ないかと 思われる のであ る。
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〈図

〈図

第一 編 』
（明治七年）

〉句集『真名井』
（明治七年）

〉
『 時雨 まつ り

20
21

〈図

〉
『結社名員録』
（明治十八年）

22
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27
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明 倫 講 社 関 係資 料

渡辺弥 一郎。真風 舎を名乗 る能筆 家で。明治 二十二 年、俳文 芸のさ
まざま なジャン ルを網羅 した二百 十九丁 の句集『明 治俳諧金 玉集』
〈 図 〉 を 編 んで 上 京。 明 倫講 社 で指 導 的な 立 場と な った 。『 正風
俳 諧 真 の 栞 』 は 、『 俳諧 矯風 雑 誌』 の 精神 を 受け 継 ぐ俳 誌 であ る 。
〈図 〉 は、一事 庵史琹 （しきん） の『俳諧 季寄発 句独稽古』 で
ある。 史琹もまた 明倫講社 に属し 、三十冊も の俳書を 残して いる。
その多 くが幹雄 の養子と なった三 森松江 と共著であ るから、 明倫講
社の 中枢を担 っていた 人と思わ れるが、 生地、生 没ともに 不明。国
会図 書館に さえその 名を史栞（ しかん ）とされ ている資 料がある 。
旧派の俳人 がきちん と調べ られてこな かった 証左であ ろう。
『俳諧 季寄発句 独稽古』 の序に三 森松江が 「史琴詞 兄は栗庵 宇山
叟の門 人なり」 と書いて いる。宇 山は美濃 派。西園 寺公望の 俳諧の
師で ある。一 事庵は六 世芭蕉堂 公成の旧 号だった が、公成 は慶応四
年に 刺殺さ れている 。史琹が一 事庵を 継いだ経 緯も不明で ある。
文 苑 閣か ら 明 治十 七 年出 さ れた 『 開化 普 通 漢語 用 文 』の 責 任表
示を国立 国会図書 館は「鈴 木喜右 衛門 史
(栞 編
) 」とし ている 。しか
し『俳 諧発句五 百題』の 編者は「 一事庵馬 場史琴」 である。 名字が
鈴木 か馬場か も分からな いので ある。今 後の探索 を待つし かない。
史琹 の主な 著書を挙 げておく。
『今人大家 俳諧増補 新六百 題』宇山編 史琹校 文雅堂 明
『俳諧発 句五百題 』
『俳諧発句七百題』
『俳諧発句六 百題』
史琹 編 仙鶴堂 明
『俳 諧発句九 百題』史琹 編 弘 文館 明
『俳 諧季寄発 句独稽 古』史琹編 三森松 江閲 弘 文館 明
『俳諧発句 千題集』 史琹編 弘文館 明
『絵入俳 諧季寄手 引草』史 琹編 松 江閲 弘 文棺 明
『四季 秀逸俳諧 発句五千 題』史琹 等編 上田 屋 明
『俳 諧発句名 吟集』史琹 編 松 江閲 弘文 館 尚
･ 古堂 明
『俳 諧名家発 句集』 史琹編 細 鱗舎松江 閲 弘文 館 尚
･ 古堂 明
『 四季秀逸 俳句精選 』史琹 編 春江堂 明

24

25

26

27

９
明倫 講社は、明 治七年 に三森幹 雄が結成し た俳諧 結社であ る。最
盛期 には全国 に三千人を 超える 会員を有 したといい 、明治 十三年か
らは 機関誌『 俳諧明 倫雑誌』を 月刊で 刊行。芭 蕉を神格化 し、神 社
を建てて、 国家神道 の体制 に乗って活 動を広げ た団体 である。
幹雄は、 鈴木月 彦ととも に、国の教 導職の 試験に最 初に合格 した
俳諧宗 匠として 知られて いる。教 導職の試 験は、明 治政府の 打ち出
した 近代化の 理念への理 解を問 われる試 験であった 。
教 導職とな った幹雄 は俳壇で の発言力 を増した ようで、 明治七年
四 月に、月 の本為山 を社長 として教林 盟社が結 成され ると、その 八
月に、自 らが社長 となって 明倫講社 を設立す る。本局 は、日本 橋区
蛎殻町 二丁目四番 地。現 在の水天 宮のあた りである 。
〈 図 〉 は 、『 俳諧 明倫 雑 誌』 の 明治 十 五年 一 月号 。 鳴弦 文 庫の
架蔵 するなか ではも っとも古い もの。第 十四号 である。
ま た 、〈 図 〉 は 、明 倫 講社 が 明 治二 十 二年 十 二月 か ら刊 行 した
『俳諧矯 風雑誌』 の第十九 号である 。これは 、旧来の 俳諧を正 風に
改革し ようとする 思いを より明確 にした雑誌 で、三 年後の正 岡子規
の俳句 改革の 呼び水にな ったと も考えら れる俳誌で ある。
こ れらの雑 誌が存在 するので 、明倫講 社につい ては大方 の活動が
分 かってい る雰囲気 になって いるのだ が、実は まだま だ分かって い
ないこと は多い。 特に、三 森幹雄を 継ぐべき 次世代の 俳人たち は、
正岡子 規の登場に よって その姿を かき消され 、俳句 史の外に 置かれ
たまま である 。
〈図 〉は 、上が渡辺桑月が浅草から刊行した『正風俳諧真の栞』
の 第一号と 思われる もので、 明治二十 八年六月 の刊行。 下が明治 三
十三年十月 刊の六 十九号で あるから 、少なく とも五年 以上は継 続し
た俳誌 であるが、 こうし たものに 触れる俳句 史は皆 無である 。
渡 辺 桑 月 は 、弘 化 三年 （ 一八 四 六 ）、 福島県 川 俣に 生 まれ 。 本名
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〈図

〈図

〉
『俳諧明倫雑誌』第十五号

〉
『俳諧矯風雑誌』第十九号

〈図

〈図

〈図

〉
『明治俳諧金玉集』

〉
『正風俳諧真の栞』

25
27

26

〉
『俳諧季寄発句独稽古』袋と下巻
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23
24

田辺機一画賛

〈図 〉は、八 世其角 堂田辺機 一が、その 息子の 永湖の桜 の画に
付し た画賛で ある。永湖 はのち に九世其 角堂となり 、江戸 俳諧の命
脈を 昭和に繋 ぐ数少 ない俳人の 一人と なる。句 は、

はつせんぼう

年々に 田蓑をさき の時雨哉

永機

頃から絵が上手かったようだ 。昭和四年（一九二九）、俳誌『つの 』
を白雨 社より刊 行し、旧 派俳諧か ら俳句 結社への転 換を計っ たが短
期で 終刊して いる。昭 和二十年 二月十八 日没。な お、明治 期には佐
竹永 湖とい う絵師も いて、古美 術商な どでとき どき間違 えて売ら れ
ているから 注意を 要する
画賛に記された「乙卯」は大正四年（一九一五 ）。「叟」は老人と
いう意 味で、機 一が還暦 、その子 永湖が 三十二歳の 年の合作 という
こと になる。
〈 図 〉は 、右か ら、永機、 機一、永 湖の短 冊である。 永機の字
は読みにく いが、
八 千房会

幾 万の切 続く一は 高灯篭

機一

だ と 思 わ れ る 。「 八千 房翁 会 」と 前 書き に ある の で、 八 千房 流 美の
法要の会の句であろう。流美は、文政十二年（一八二九）に生まれ 、
明治二十五年（一八九二 ）二月十四日に没している 。八千房の号は 、
翌年には 無腸（４ ページに 解説） が跡を継い でいるの で、没 した年
の法事 の句では なかろう か。
機一 のは、
金竜 山拝景

永湖

で、前書 きに「金 竜山拝景 」とあ るから、東 京浅草の 浅草寺 の盂蘭
盆会の 景を詠ん だ句であ る。無数 の灯籠が 並ぶ中、 ひときわ 高い灯
籠が 一つ立て られている 、とい うのであ る。高灯 籠は、屋 外に竿を
立て 、お盆の 灯籠を 高く掲げた ものを いう。
最後の永 湖の短冊 には 、
永湖自身が 描いた正 月の玩 具の絵があ る 。
句は、
起き競ふ 子に雪晴 の雀かな

子 を見守る 温かい眼 差しが感 じ取れる 佳句であ る。
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28

思ひ てに昔 語らむ華こ ゝろ

25

42

29

10
と書か れている 。今風に 書けば「 思い出に 昔語らん 花心」と いうこ
とに なる 。
「乙卯叟晋 機一」 と署名され ている。
田 辺 機 一 は 、 安 政三 年（ 一八 五 六 ）、江戸 神 田の 生 まれ 。 七世 其 角
堂 穂積永機 の門人で 、明治 二十年に永 機の其角 堂を継 承した。
これには 裏話が 残されて いて、明治 二十年 が芭蕉の 没後二百年 に
あたる ため、永機 は、義 仲寺で芭 蕉二百回 忌を開催 したいと 考えた
のだ が、資金 が足りない 。そこ で、多く の弟子を立 机（宗 匠となる
こと ）させ、 号を継 がせて資金 を作った という のである。 一説に よ
れ ば、当時 の金で二 百円余り を集め、 それをす べて義 仲寺で使い 切
って帰っ てきたと いう。現 在の貨幣 価値で言 えば数百 万円と言 うこ
とにな るだろう。 現在、 義仲寺の 翁堂に残る 芭蕉の 肖像画な ども、
消失し ていた ものを、そ のとき 永機が復 元したもの だとい う。
要 するに機 一という 人は、大 枚をはた いて八世 其角堂と なったの
で あるが、 実力もな かなかの もので 、
『都新聞』
『万朝報』などの選
者を務め 、書も掲 載した画 賛から分 かるよう に個性的 で美しい 。さ
らに『 発句作法指 南 』
（明 ・頴才新誌社 ）、
『支 考 全 集 』
（明 ・博
文館 ）、
『万朝俳句選 』
（明 ～・如山堂書店）、
『正風明治俳句集』
（明
～ ・双樹庵 ）など多 くの著書 も残して いるから 、機一に 其角堂を
譲 った永機 の目に狂 いはなか ったとい うことに なる。
一方、画 を描いて いる九 世其角堂田 辺永湖 は、明治 十七年（一 八
八 四 ）、 機一 の 長男 と して 生 まれ た 。本 名 は栄 一 （本 名 を永 湖 とす
る 資 料 もあ る が 間 違い だ ろう ）。 別号に 白 雨山 人 があ る 。子 ど もの
44
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と有り 難い。
と こ ろ で 、〈俳 諧五 百 題〉 と いう と 、普 通 は類 題 集の 名 であ る 。
類題 集という のは、季 語ごとに 発句を分 類した句 集のこと で、明治
期ま ではよ く作られ ていた。要 するに 解説のな い歳時記 である。 少
ないもので 三百題 、多いも のでは、千 六百題 とか、三 千題という の
がある 。眉唾のよ うな気も するが 、数えてみ るとだい たいそ の数に
なって いるから 大したも のである 。ただ し中には、 千五百と 謳って
半分 しかなか ったり、 逆に八百 題と名乗 って千を 超えてい るという
もの もある 。
江 戸時 代 には 、「季語 」、「季題」 と いう 言 葉は な かっ た とい う こ
と にな っ て い る が 、「類題 」 とい う 概念 は あっ た わけ で ある か ら、
簡単に 決めつけ るのは危 険だと思 う。
明治 期の類 題集で、も っとも 人気のあ ったのが五 百題で ある。必
要最 小限の 季語は五 百くらいと いうこ となので あろう。明 治期だ け
で五十種類 以上刊行 されて おり、鳴弦 文庫に も二十ほ どある。そ の
中で珍し いものを いくつか 紹介し ておく。

『俳 諧今人五 百題 三編 』梅之 本為山 明 治期
『古 人五百 題発句集 ・故人五百 題』松 露庵主人 編 明治期
『俳諧今人 五百題 上下』 八雲東溟編 明治期
『俳諧新 五百題』 田喜庵護 物編 孤 山序 明 治期
『近古 発句明治 五百題』 一事百古 編 明元 金沢
『明 治俳諧広 涯五百題』 楊州庵 半湖編 明３ 京 都
『俳 諧故人五 百題』 松露庵主人 編 明
『近古発句 明治五百 題』近 八郎右衛門 編 明
石川
『俳諧明 治五百題 』語石庵 精知編 明
東京
『頭書 季寄新選 俳諧早手 引 付古 人五百題 季寄注解 』
竹林 舎狐狗狸 編述・瀬 山佐吉編 明
東京
『頭 書季寄発 句古人 五百題』東 籬園梅 耕編 明
東京

31
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席題籤「俳諧五百題」

上部 に小さな穴 の空い た箱と 、
季語を 記した竹 簡のセッ トである 。
〈図 〉の写 真は、箱の 周囲に 竹簡を並 べて撮影し ている が、この
竹簡 を箱に入 れ、そ れを振り出 して席 題を定め たと思われ る。
「席題籤 」は私に 付した仮 の名で、 正式に何 と呼ばれ ていたか は
不明だが 、箱には 「俳諧五 百題」と 銘打たれ ている。 箱は六 ・七セ
ンチ角 で、高さ が約十八 センチ。 竹簡は、 幅八ミリ 、長さ十 一・五
セン チほどで ある。
〈 図 〉に 見られる ように、 竹簡には 、表裏の 上下にそ れぞれ春
夏 秋冬の季 語が配さ れてい て、どの季 節にも使 えるよ うになって い
る。六十 六本ある から、二 百六十四 の季語が 記されて いること にな
る。五 百題という タイト ルを考え ると半分 程度であ るが、こ れは前
の持 ち主が紛 失したのか もしれ ない。
つのがき
箱 の表に「 俳諧五百 題 」
（「俳諧」は角書 ）、
「呈暉帝」 とあり、 裏
面 に 「 明 治 十 九年 極 月新 調 之」 と ある 。「 新調 」 とあ る から に は、
ずっと使 っていた ものが古 くなった ので、ま た新しく したとい うこ
とであ ろう。とい うこと は、この 時代までは 頻繁に 使われて いた道
具とい うこと になる。
記 さ れ て い る季 語 は今 と そう 変 わら な いが 、「 粥杖 」と か 「雪 こ
かし（雪転し ）」とかあって勉強になる。ちょっと驚いたのは 、
「水 」
があった ことで、 夏として いるよう だ。そう 言えば、 私も子ど もの
ころ、 父に、水は 夏の季 語だと教 わった記憶 もある 。
席題 を決める のに苦労 している 人には今 でも訳に 立つ道具 と思わ
れる から、こ しらえ てみたらど うだろう 。もっ とも今なら 、パソコ
ン を使って 、乱数で 季語が出 てくるソ フトを作 った方が 早いかも し
れない。
私の周 辺にはこ れを使っ たとい う人がいな いが、地 域によ っては
まだ利 用され ているかも しれない 。ご存 じの方はお 教えい ただける
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〈図

〉席題籤「俳諧五百題」
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〈図

〉席題を記した竹簡

野菊
田螺
真葛
さひづり
春永
初雪

鴛鴦
水
頭巾
菖蒲湯
蠅
茶挽草

※表 裏 と上 下 で季 節 が 分か る 。
「水」は夏 、「初雪」は春
に置かれている。
「茶挽草」はカラスムギのこと。
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市川右團治十三回忌の俳諧一枚摺

〈図 〉は 、初代市川右團治の十三回忌に摺られた一枚摺である。
初代 右團治 は、明治期 に活躍し た歌舞 伎役者で、 大正五年 （一九
一六 ）三月に 没して いる。その 十三回 忌である から、昭和 三年（ 一
九二八）に 摺られた ものと いうことに なるが、 右團治 とともに明 治
期に活躍 した名優 、市川團 十郎の句 も載るの で、明治 期の俳 句文化
を伝え る資料と してここ に紹介す る。
初代 市川右 團治は、幕 末の名優 小團次 の子。茶屋 に生まれ たらし
く、 小團次が 東京に 移ってから 大阪の舞 台を踏 んでいる。 それな り
の事情もあった人なのだろう。しかし芸は超一流で、時代ものから、
女形、ザ ンギリも のまであ らゆる役 どころを こなし、 踊りも名 人と
謳われ て、角座の 座頭と なり、江 戸から明 治という 時代の転 換期に
関西 近代歌舞 伎の基礎を 作り上 げる。墓 は、大阪市 天王寺 区の西方
寺に あるとい う。
こ の摺り 物を作っ たことにな ってい る二代目 右団治は 、初代の 実
子で、名 を右之助 と言った 。明治十 四年に大 阪で生れ 、四十二 年に
中座で 二世右團治 を襲名 する。発 声に障害を 抱えて いたらし いが、
それを 所作の 美しさや早 替りの ケレンで 補い、父同 様に人 気を博し
たと いう。昭 和十一 年に五十六 歳で没し ている 。
二 代目を 襲名させ ると、初代 は斎入 と改名し 、二代目 の後見に 徹
したとい う。子の 障害を思 っての配 慮だった のだろう か。そう であ
れば、 二代目の親 への思 いも深か ったであろ う。
さ て 、〈 図 〉 に摺 ら れた 句 であ る が、 一 句目 は 二代 目 実川 延 若
の も の 。「 蟬の なみ だ 」に 驚 くが 、『 新古 今和 歌 集』 に 、「 秋近 きけ
し きの杜に 鳴く蝉の 涙の露や 下葉染む らむ」と あって、 それを踏 ま
えているの である 。蝉が赤 い血の涙 を流すと いう発想 はかなり 強烈
なイメ ージで、何 事も強 調して表 現する傾向 のある 歌舞伎と いう世
界には ふさわ しいレトリ ックだっ たかも しれない。

次から は月並な 句が続く が、十句 目の団十 郎の句が なかなか 読ま
せる。 現代風に 読み易く 書けば「 根分け せし牡丹の 土を眺め ても」
とい うことに なるのだ ろう。杏 葉牡丹（ ぎょよう ぼたん） は市川宗
家の 替紋で あるから 、これは一 族のこ とを言っ ているわ けで、宗 家
から分かれ た家の 名優を感 慨深く思い 出すと いう趣旨 の句である 。
「土」 とまで言っ ていると ころが 読み所で、 なかなか よくで きた句
ひらく
である 。また、 発句とい うより、 平句（ 連句の発句 以外の句 ）の姿
であ るから、 団十郎が 連句を嗜 んでいた 可能性も 匂わせて いる。ま
た、 団十郎 の句を十 句目に置く という のも、歌 舞伎の世 界らしい 洒
落の効いた 趣向だと 言える だろう。
しかし 、ここに 大きな問 題がある 。九代目 団十郎は 、すでに 明治
三十六年（一九〇三 ）に亡くなっているのである 。十代目団十郎は 、
昭和 三十一年 に亡くな った五代 目市川三 升に死後 贈られた 名である
から 、このとき団十郎は存在しない。すでに鬼籍に入った人の句が 、
他の人の追 悼句に混 じって いるという のはい ささか不 思議な感じ も
する。
おそ らくこれは 、こう いうもの がほしいと いう熱 心なファ ンのた
めに 作られた 摺り物なの であろ う。とす ると、最 後に「父 の十三廻
忌営 むとて 」と二代 目右團治が 書いて いるけれ ど、本当に 二代目 の
意 図 で 作 ら れ た も の か ど う か も 疑 っ て み る 必 要 が あ る かも し れ な
い。
絵師 、芳峰は大 阪の浮 世絵師で ある。本名 を武部 安兵衛と いい、
一梅 斎、胡蝶 楼、玉亭な どの号 を持つ。 芳梅の門 人で、長 く大阪朝
日新 聞の挿絵 を描い ており、世 間には それなり に知られた 画家で あ
った 。成田屋（團十郎 ）が信仰していた不動明王を思わせる図だが 、
市川家一 門を守護 するもの として描 かれてい るのであ ろう。 その署
名の前 に「応需 」と書か れており 、二代目 に依頼さ れて描い たとい
うこ とではあ ろうけれど も、ま さに人々 の求めに応 じて作 られた一
枚で もあった に違い ない。
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上段
初紅 葉染るも蝉 のなみ たかな
身 にしみて 思ふものな り秋の 風
簑 むしの声 やわか 身に同しこ と
秋風の吹 てかなし き過た 事
萩咲て 露を泪と 思ひけり
しみ ／＼と思ふ ものな り秋寒
見る 蔭もの ふてはかな や破芭 蕉
秋 深き一夜 ／＼の 哀れかな
暮れの秋 御身に思 ふ心かな
根分せ し牡丹の 土をなか めても
枯尾 花見ても泪 や秋の 寺
下段
思 ひ出す昔 なつか し秋の雨
寝て見て もかなし きものや 秋の夜
朝顔の露 のめつ しもはか なけり
蓮の 身の飛て手 向や水 の中
寝も やらす 昔思ふや遠 きぬた
菩 提樹の声 て仏に 手向たし
澄月に碪 あはれを 聞夜かな
秋の夜も の思ひ 出すむし の声
露な から残りし 菊を手 向はや
暮て 行秋を まねくか薄 かな
敗 荷を見て もむかし を思ひ出 す
父の十三廻 忌営むと て
寝さめに もむか しのこと は
遠けれ とわすれ は
せま し父のこ との葉
秋 の夜灯篭 花や手向 たし

延若
嘉七
猿蔵
九蔵
八百蔵
駒之 助
源 之助
多 賀之丞
蝦十郎
団十郎
多見蔵

※ □は難 読文字

左 団治
小団治
時蔵
我童
瑠寛
能□
三津□
八十翁
川井新 七
三榮
大情

右 団治

門 弟中
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家橘

菊寿は 、幕末、 明治に活 躍した柳 橋芸者で 、成島柳 北の『柳 橋新
誌』に も登場す る。若い ころに柳 北は、 二百人を超 える柳橋 芸者の
中か ら、美貌 と教養を 併せ持つ 二十四人 を選び、 それぞれ を花にた
とえ て「柳 橋二十四 番花信評」 を著し た。しか し、明治 となった 今
は、 そ の 中 で 「 阿幸 、 菊寿 、 政吉 （ 阿郁 ）、阿蓮 」 の四 人 しか 残 っ
ていな いと、時の 移ろいを 悲しむ くだりであ る。
さ て 、 句 意 だが 、「素 笠」 は 、官 位 を示 す 帽子 で はな い ただ の 笠
げんせいおう
とい う意 味で 、『 三国 史記 』の元 聖 王の 故事に出てく る言葉であ
る。 素笠を かぶる夢 は王になる 吉兆だ という話 であるか ら、この 話
を踏まえて いるとす れば、 自分のとこ ろに来 る客は、 真の意味で の
上客が 多いと言っ ているこ とにな る。質素な 身なりだ けれど 、うち
に来る 客は、実 は中身の ある将来 有望な客 ばかりな のよ、と いうこ
とで 、菊寿と いう芸者 の、ただ ならぬ教 養を示し ている。 これを実
景と して解 釈しても 、二階から 、初霜 で白くな った橋の上 を行き 交
う丸い笠を 見下ろす 、とい う構図にな ってい て見事で ある。
絵の方も なかな か凝って いる。左 側で光っ ているの は火打ち 石だ
から、 これは菊 寿が、置 屋から料 理屋へ出 掛けよう としてい るとこ
ろを 描いた図 であろう。 出掛け る人の無 事を祈っ て火打ち 石の火花
で送 り出す 光景は、 銭形平次な どの時 代劇によ く登場する 。左上 の
囲いの中の 意味あり げな夜 景は、おそ らく菊寿 がこれ から向かう 店
の周囲な のだろう 。天水桶 の家紋 が、店の名 を示して いると 思われ
るが、 今となっ ては店の 名を特定 するのは 難しい。
〈図 〉は、豊国と署名があるから 、明治三年以降の作品である 。
「立 花の鶴吉 」の名 で
人な みの世 も渡りたし 秋の川

という 句が書か れている 。どうや ら尋常の 人生を踏 み外した 男のよ
う だ が 、 ど の よう な 話な の かは 不 明。 他 の豊 国 の錦 絵 に 、「 橘の鶴
吉 市村羽左 衛門」 と記された ものが あり、こ の画も羽左 衛門と 思
わ れる。お そらく十 四代目 であろう。
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歌川国貞の錦絵「今様発句げいくらべ・菊寿」

錦絵 （浮世絵） にはよ く発句が 記されてい る。歌 川国貞の 「江戸
あわせ
名 所 発 句 合 」 な ど の よ う に シ リ ー ズ化 さ れて い るも の も多 い 。錦
絵を 愛好する 層と、 発句を愛好 する層 が重なっ ていたとい うこと で
ある。江戸 庶民のそ うした 分野の教養 は尋常で はない 。
〈図 〉 は、歌 川国貞の 「今様発句 げいく らべ」と いうシリ ーズ
の内の 一枚で、 柳橋の芸 者、菊寿 を描いた ものであ る。江戸 末期の
作品 であるが 、描かれて いる菊 寿が、明 治期にも活 躍した 芸者であ
るの で、ここ に記す 。
はなぶさいつけい
国 貞は、 天明六年 （一七八 六）の生 まれ。歌 川豊国、 英 一 珪の
門下で、 後に三代 豊国を名 乗る絵師 である。 残した作 品の数は 江戸
絵師中 随一と言わ れてい る。文化 年間に絵 を描きは じめ、文 政年間
に美 人画を描 いて人気絵 師とな った。は じめは国貞 と署名 していた
が、 文政十年 一
( 八二 七 ご
) ろか ら香蝶楼 国貞と 名乗るよう になる 。
口 絵の作品 にも香蝶 楼国貞と 署名され ているか ら、こ のころのも の
と分かる 。油の乗 りきった 時期の作 である。
弘化 元年（一八 四四）に 豊国の 号を継ぎ、 二代豊国 を名乗 るよう
になる が、実 際は三代目 である 。二代目 を名乗った 兄弟子 を認めな
かっ たという ことな のだろう。 しかし、 このこ ろから、粗 製濫造の
作 品が増え てくる。
その後、 国貞舎豊 国、一 陽斎豊国な どと名 を変え、 喜寿を迎え て
喜翁豊 国と称した 。ほか にも、一 雄斎、五渡 亭、月 波楼、琴 雷舎、
国貞舎 豊国、 北梅戸、富 眺山人、 富眺庵 、雛獅豊国 などを 名乗り、
元治 元年（一 八六四 ）
、 七十 九 歳 で 没 し た 。
画 に描か れた発句 だが、右上 部に「 柳橋 菊 寿」とあっ て、
は つ霜や素 笠目にた つ橋の上

33

と記さ れてい る。

34

13

〈図
〉

33

〈図
〉
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36

35

藻のと もる浪ず れや獺の 祭る魚
橋な くて遂に渡 れぬ枯 野かな
番 傘に揚屋 の下駄やは るの雨
かわうそ

好句誰書 草底蛇
集将春 色至我家

碧梧桐
漱石
虚子

碧梧桐の 句は「 獺 魚 を祭る 」を詠 んだ春の句 で、いわ ゆる新 傾
向俳句 だが、絵の 景に真向 かって 詠んでいる 。絵本の ような 手法で
あるが 、
「獺」をも ってきた のが手 柄で 、
「獺祭」が この短冊 帖の経
緯と 重なる面 白さが生 まれてい る。たし かにこの 短冊帳は 、カワウ
ソが 魚を並 べるよう に、短冊が 並べら れている のである 。
漱石の句 は、絵に 描かれて いない「 橋」を詠 んで物 語を生み出 し
ており 、実に小説 家らしい もって いき方だと 言えるだ ろう。
虚子 のは、燕の 絵に「 はるの雨 」の句を付 けてい る。これ は、燕
が低 く飛べば 雨になる という淡 い連想か らのつな がりで詠 んでいる
わけ で、ま さに伝統 的な画賛の 手法と 言えるで あろう。
こうした ことにも 、三人の 俳句観、 文学観の 違いがよ く現れて い
る。これ が、絵と ともに俳 句を鑑 賞する醍醐 味で、俳 句だけ 読んだ
のでは 分からな いことが 見えてく る。
〈図 〉は 、漱石の序 文だが、 近頃は 句も読まず 、俳壇 とは疎遠
で、 これと いう意見 もまとめか ねるか ら、悪詩 一首をお詫 びのし る
しに差し上 げると書 かれて いる。その 手紙をそ のまま 序としてし ま
ったのも 面白いが 、落款も 押され ているから 、漱石も そのつ もりだ
ったの であろう 。詩は七 言絶句で 、
雲 箋有響墨 痕斜
九十九人 渾是錦

とあ り、最後に 「百家 帖に九十 九人と申す は小生 を省きた る意味
に御 座候」と あるのも漱 石らし い。
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秋元梧楼編『明治百俳家短冊帖』

『明 治百俳家短 冊帖』 は、明治 の俳人百人 の短冊 を石版で 摺った
豪華 な折本で ある。大正 元年と 二年に天 地二巻が刊 行さて いる。所
蔵し ている図 書館は 極めて少な く、天 地を揃え ているのは 宮内庁 書
陵部と大阪 府立中之 島図書 館。地の巻 を持つの は国会 図書館と三 康
図書館（ 増上寺） で、天の み架蔵す るのは鳴 弦文庫の みであ る。
編者 の秋元梧樓 は、茨城 県新治 郡玉里村の 生まれ で、元の 名は矢
口常 五郎。千 葉県の流山 で代々 味醂業を 営んでいた 秋元家 の娘婿と
なっ て秋元姓 となっ た。病弱だ った九代 目に代 わって家業 をやり く
り し、その 傍ら『ホ トトギ ス』で俳句 にいそし んだ。 俳号は虚受 。
小林一茶 のパトロ ンとして 有名な秋 元双樹が 五代目と いう家系 であ
るから 、一族に俳 諧を嗜 む人は多 かったよ うだが、 新派の俳 句を流
山に 持ち込ん だのは梧樓 が最初 と思われ る。
明治三十五年に秋元家に入った梧楼は事実上の経営者となった
が 、十代目 を名乗ら ず、俳句 に情熱を 傾け、明 治の末 に、下村為 山
ら当時の 有名画家 に絵を描 かせた短 冊を持っ て著名俳 人を訪問 し、
天の巻 、地の巻二 冊の短 冊帖を完 成させた。
この 本が有名 になった のは、宮 内省の お買い上げ となって 、それ
が新 聞記事に なった からである 。当時の 宮内省 が俳書を買 うという
の は、それ ほど珍し いことだ ったので ある。現 在の宮 内庁書陵部 の
目録にも 、確かに 『明治百 俳家短冊 帖』があ って、申 請すれば 閲覧
もでき る。
鳴弦 文庫は天 の巻を架 蔵してい る。序文 は夏目漱 石、題句 は内藤
鳴雪 で、松根 東洋城 、大谷句佛 、尾崎紅 葉、荻 原井泉水、 渡辺水巴
ら 三十四人 の短冊が 収録され ている〈 図 〉
。
〈図 〉 は、右か ら碧梧 桐、漱石、 虚子の ものだが 、それぞれ 短
冊の絵 に合わせて 画賛に 近い句を 書いている 。
37

14

〈図
〉

35

〈図
〉

36

〈図
〉
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俳諧の伝統を今に繋ぐ美濃派宗匠

14

三秋

旧派 俳諧の門流 は、明 治、大正 期につぎつ ぎと姿 を消した 。しか
し、 平成の今 に流れをつ ないで いる人た ちもいる。 美濃派 と呼ばれ
る獅 子門の一 統もそ の一つであ る。
かがみしこう
獅子門は 各務支考 の門流で 、芭蕉を 一世、支 考を二世 と数え、 五
世のとき に以哉派 と再和派 に別れる が、昭和 四十八年 、三十 七世各
務於菟 が両派を 統一し、 今に至っ ている。
〈図 〉に 示した短冊 は、右か ら以哉 派二十九世 山田三秋 、三十
世 南 谷 翠 濤 、 三十 一 世恩 田 憲和 、 三十 二 世高 橋 清斗 （ 二枚 ）、 三十
三 世足立吾 柳のもの 。いず れも昭和の 激動期に 旧派の 伝統を守り 伝
えた宗匠 たちであ る。いず れも、明 治期のも のではな いが、短 冊の
上を空 けて書き始 めるな ど、当時 の俳諧文 化を現代 につなぐ 資料で
ある ので、こ こに紹介す る。
山 田三秋は 、明治八 年、岐阜 県本巣郡 西郷村に 生まれた 。二十七
世 の長屋其 馨に俳諧 を学び、 和歌を佐 佐木信綱 に学ん だという。 昭
和十 五 年没 。『獅子 門 俳人 名 鑑 』（昭和 ）、『花の雨 』（昭和 ）な
どを残 している。
12

河中 に出湯の ありて水 涸るゝ

翠濤

いかにも蕉風の風格を持った大きな句で、正岡子規なら「理想美」
と評 し そ う な 世 界を 作 り出 し てい る 。「春風 は ゆた か なる 人 の心 よ
で
りわき いてぬらし 和らか に吹く」 などの短歌 も残し ており、 ロマン
主義の 影響も 感じられる 。
南 谷翠濤は 、明治六 年、羽島 郡松枝村 に生まれ た。

月天心大 河しつ かに流れ けり

38

着 眼 点 に お もし ろ さが あ る 。「 草もち の 杵を 代 りし 女 かな 」 など
の句も あり、 視線に強い 主情が感 じられ る。

憲和

恩田憲和は 、明治五年生まれ 。武芸村に生まれ 、昭和二十二年没 。
かな

偉ある哉 との感激 を旗の 春

かなえ

清斗
清斗

お そらく戦 時中の 句ではない かと思わ れるが 、美濃派の 蕉風も 、
こうなると 明治期 の明倫講 社風である 。
高橋清 斗は、明 治十二年 、松枝村 に生まれ た。戦後 、三十二 世と
なり、 獅子門俳 諧作法を 笠松町の 無形文 化財とし、 また『獅 子門俳
諧正 式作法』 を著すな ど、俳諧 文化の継 承に力を 尽くし、 昭和三十
三年 に没し た。
明月 や石の 鼎 に 魚あ ふる
舌 にきゆる 梨の甘 さよ月にむ く

吾柳

一句目 は蕉風の 骨格を持 つ句であ るが、ど こかモダ ンな詩情 を感
じさ せる 。二句目な どは、戦後 の中村草田男 や中島斌男 などに通じ
る時 代 性 をも感 じさ せる響 きがある。下 五 が
「 月 に剝 く」だとかなりお
もしろいが、
「 向 く」だとしても、戦 後 の現 代 俳 句 としての水 準を十 分 に
備えた句である。
三十三世 足立吾 柳は、明 治九年、 不破郡宮 代に生ま れ、自在 庵、
自由庵 、春和坊 などを名 乗った。 昭和二十 八年没。
御忌を撞 く鐘に 曇れり東 山

「を」の 使い方が 俳諧的で 、旧派の 面目躍如 。こうし た言い回 し
は現 代 俳 句 に も 残し た い 。「馬に 乗 りて 日 傘さ し ゆく 女 かな 」 など
の句もあり 、美濃派の「俗談平話」を心がけた人だったに違いない 。
こう して並 べてみると 、美濃派 という 枠組みの中 に宗匠そ れぞれ
の個 性があり 、個々 の作品にも 時代の 空気があ る。五人と も『俳 文
学大 事 典 』（角 川書 店 ）に 解 説の な い俳 人 だが 、 俳人 と して の 実力
も、俳句 史に残し た実績も かなりの ものであ る。旧派 という 先入観
だけで 遠ざける ような評 価は、そ ろそろ終 わりにし たい。
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〈図
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39

〈図 〉の右上 が松島十 湖である 。本書の 第二章に 少し登場 した
が 、嘉永二年（一八四九 ）、遠州浜松に生まれ 、嵐牛 、春湖に学んで 、
七十 二峰庵、 大有庵、 年立庵、 大蕪庵な どの号を 持った。 報徳運動
家で 静岡県 議も務め 、地域農業 の振興 に努めた 人。この 本の跋を 書
いている。
〈図 〉の左上 が、この 本の校閲 をした香 樹園服部 耕雨であ る。
本名、 服部治左 衛門。嘉 永五年（ 一八五 二）に下総 の国琴田 （現在
の旭 市琴田） に生まれ 、服部家 の養子と なり養父 柏園に俳 諧を学ん
で、 指頭庵 、香樹園 を名乗った 。明治 二十九年 十二月、 千葉県嚶 鳴
村（現在の 海上町） から月 刊俳誌『俳 諧評論 』を刊行 。やがて上 京
し、東 京の湯島か ら刊行す るよう になる。秋 声会の機 関誌的 な俳誌
であっ た。
こう して、 一人一人の 写真を 見ている と、それぞ れの生 き方が感
じ取 れる気 がするか ら、不思議 なもの である。
〈図

〉
『明治俳豪の俤』
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42

43

『明治俳豪の俤』

明治 という時代 がもう 終わると いう予感が あった のだろう 。明四
十 五 年 六 月 、 兵庫 県 淡河 村 の霞 吟 場か ら 、『 明治 俳豪 の 俤』 が 刊行
さ れ る 〈 図 〉。 明治 期の 宗 匠百 八 十人 の 写真 を 掲載 し 、そ の 代表
句と略歴、 主張など を掲載 した本であ る。翌七 月の三 十日に明治 と
いう時代 が終わり を告げる のである から、怖 ろしいほ どのタ イミン
グでこ の本は刊 行された ことにな る。
著 者 は 霞 流 庵淡 秋 （松 村 唯一 ）。 千葉県 の 香樹 園 耕雨 が 校閲 し て
いる 。藤原孤鶴と不識庵聴秋が題辞を記し、羽洲園羽洲 、角田竹冷、
内 藤鳴雪が 題句を寄 せてい る。序は柿 本秋邨。 静岡の 大蕪庵松島 十
湖が跋を 書いてい る。
今と なっては、 それぞれ の地方 の俳句史を 調べて も手に入 りにく
いと 思われる 宗匠らの写 真と代 表句が一 覧できるの である から、こ
れほ ど便利な 書物は ない。
〈 図 〉 が写真の 最初のペー ジで、 右上が上 田聴秋で ある。本 書
の第 六 章 に 記 し たよ う に、 岐 阜か ら 京に 出 て 、『鴨東 新 誌』 を 刊行
し 、 京 都随 一 の 人 気宗 匠 とな っ た人 。「 海程」 同 人で 、 自由 律 俳句
の研究 者であ る上田都史 の祖父 に当たる 。明治の末 期には 旧派の第
一人 者であっ たのだ ろう。この 本の題辞 を書き 、巻頭に写 真を置か
れ ている。
〈図 〉 の左上は 、馬田 江公年。知 る人は 少ないだ ろうが、柳 原
極堂の編集した松山版『ほとゝぎす 』創刊号の「奉額俳句募集広告」
に、正 岡子規 と並んでそ の名があ る。こ れは松山第 二十二 連隊の招
魂社 の竣工を 記念し て企画され た奉額俳 句の募 集なのであ るが、お
そ らく初期 の子規と 選者を務 めた唯一 の旧派の 宗匠であ ろう。本 名
は山田重五 郎。大 阪の人で 、明治四 十二年に 『俳諧季 寄兼用題 意註
解玉兎 』の著書が ある。 この本が なければ、 この人 の顔を知 ること
はなか ったで あろう。
40

41

39
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〈図

〈図

42

〉

〉
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40

〉

〉

43

〈図

〈図
41

年

は簡単 に文字の修 正ができ なかっ たのである 。
そこで毅は 、自筆で版を起こすことを決意し 、ついに〈図 ・ 〉
のよ うな手書 きの大事 典を完成 させる。 この分厚 い事典の 文字のす
べて のペー ジは、毅 の自筆なの である 。
しかし、 これほど の労作 も、研究者 から高い 評価は 得られなか っ
た。発 行の翌年に は、角川 書店の 「俳句」誌 上で村山 古郷に 「生涯
の労作 」と紹介 されたり もしたが 、その 後、あちこ ちに細か な誤り
が見 付かり、 使えない 事典とい うレッテ ルを貼ら れてしま う。
け れど、だ からと いってこの 事典の価 値がな くなったわ けではな
い。この事 典にしか 記され ていないこ とがら も多いの である。筆 者
は、数 十ヶ所に訂 正を入れ てこの 事典を使っ ている。 次の書 物など
もこの 事典にし か記載が なく 、
それを 手がかり に古書 店で探しあ て 、
今は 鳴弦文庫 に架蔵さ れている 。今でも 、明治期 の俳諧・ 俳句を調
べよ うとす るのであ れば、一冊 は手元 に置いて おかなけれ ばなら な
い事典であ る。

『木の 葉串』奇 泉編 華 兄序 明 治３年 〈図 〉
『蓑 虫集』翠 艾編 明９ 年
〈図 〉
『時 雨祭集 第一冊 』教林盟社 明治 年
『ふたもも 年集』対 山編 曲川序 明 治 年
『不老仙 』村山抱 月編 羽 州跋 越後 明治 年
『卵毛 集』松田 宰治編 秋山樵支 跋 精巧 堂 明治

44

45

毅 には、震 災で何か を失った 喪失感が あった ように思う 。その心
の隙間を『 明治大正 俳句史 年表大事典 』完成へ のエネ ルギーに転 換
し、半世 紀にわた って志を 継続させ たのであ ろう。
思え ば、今回の 東日本 大震災で 亡くなった 俳人、 失われた 資料も
数知 れない。 それらを掘 り起こ し、記録 する作業も 重要な のではな
いか と思われ るので ある。
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大塚毅編『明治大正俳句史年表大事典』

39

近代俳句に少し詳しい方なら 、新井声風の編んだ『木歩句集 』
（素
人社 書屋・昭 和９年）に ついて はご存じ だろう。下 肢に重 い障害を
抱え 、
その ために関 東大震 災で焼死し た貧困 の俳人富 田木歩の句 を 、
死後、声風 がまとめ たもの である。
震災の当 日、木 歩を助け ようと隅田 川を渡 った声風 は、木歩 を背
負って逃げようとしたのだが 、火の手に囲まれ 、二人は別れを覚悟 。
声風 は熱風に よって川に 吹き落 とされ、 木歩は焼死 する。 声風は、
その 後の人生 を、木 歩の句を世 に残すこ とに費 やすのであ る。
そ の声風 が 、
『 富田 木 歩 全 集 』
（ 世界 文 庫 ・ 昭 和 年 ） を 編 む に あ
たって、 登場する 人物の生 没年など の確認を 依頼した 相手が大 塚毅
であっ た。
毅は 、明治三 十三年、 大分県入 田村（ 現・竹田市 ）に生ま れた。
毅は 本名であ る。関 東大震災を 期に短歌 、俳句 に志を抱き 、短歌 で
は 池田毅、 俳句では 晩成子と 名乗るよ うになる 。やが て震災で失 わ
れた明治 大正期の 俳句資料 の調査に 情熱を燃 やすよう になり、 慶応
大学を 中退して 、
本格的 に明治大 正俳句史 年表の作 成にとり かかる 。
震災で 失われ たものの記 録を何 としても 後世に残そ うとし たのであ
る。
震 災の喪失感 を創造 のエネル ギーに転換 したと も言える だろう 。
そ の 情 熱 と 地 道な 努 力を 知 って い た声 風 が 、『 富田 木 歩全 集 』の 事
実確認を 託したの である。
毅は その後文部 省属とな り 、
山口大 学文理学 部事務長 などを務 め 、
戦後は光村図書出版株式会社に勤務して教科書の作成に従事する
が、 その間も 年表の 作成は継続 されてい た。
光 村図書 出版退職 後、毅は成 果をま とめ、世 界文庫から 『明治 大
正俳句史年 表大事 典』を刊 行しよう とする。 ところが 、再三に わた
る原稿 の修正に印 刷所が 音をあげ てしまい、 出版が 頓挫しそ うにな
る。当 時の写 植によるフ ィルム製 版では 、現在の電 子製版 のように
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〈図

〈図 〉
『明治大正俳句史年表大事典』によ
って存在を確認できた句集『木の葉
串』の表 紙

〈図 〉
同じく『蓑虫集』に掲載されてい
る芭蕉の句「みのむしの声聞きに来
よ草の 庵 祖翁 」
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〉大塚毅編 『明治大 正俳句 史年表大事 典』

45

