学苑

日本文学紀要

第八四三号

四八～五九（二〇一一

一）

泉 鏡 花「年 譜」補 訂
六

本稿は、先年刊行した岩波書店版『新編泉鏡花集』別巻二 （平成十八年
一月二十日）収録の泉鏡花「年譜」の補訂で、本誌七九五号（平成十九年一
月一日）掲載の「補訂 一 」
、七九七号（平成十九年三月一日）掲載の「補訂 二 」
、

吉

田

●

頁下段

頁下段

＊

の下が正しい。

和田梅子

行目 「綿染瀧白糸」

「錦染瀧白糸」

萬三郎ノチ豊喜）

中田猪之助（中田家二代）

〔幸清流小鼓師〕堀沢四郎右衛門

和田静子

中田猪之助（中田家三代
行目
行目

昌

志

追加］では、訂正部分、新たな追加部分に傍線を付

書誌的事項の記載を省かなかった。
一、［本文の訂正

して区別した。

誤植の訂正］

一、文中の敬称は、原則として省略した。

［誤記

八一九号（平成二十一年一月一日）掲載の「補訂 三 」、八二一号（平成二十一

追

一、必要に応じて、「＊」のあとに注記事項を補った。

誤植の訂正］、［本文の訂正

「補訂 五 」に続くものである。
内容は、［誤記

〔泉家系図〕

加］、［新たな項目］、の四部に分かち、書式を次の通りとする。
一、表記は、原則として右「年譜」に準じた。

「年譜」

●中田豊喜

●中田萬三郎（猪之助）

●堀沢四郎左衛門

の項には、内容の解説、考証等を記した。

字等を示し、典拠が複数の場合は番号を付して併記した。 注記

一、「年譜」本文の後に、典拠として、文献の原文、未公刊資料の翻


●

↓

↓

↓
4 11

一、引用文の仮名づかいは、原文のままとし、字体は概ね現行の印刷文

］内に補正した。

↓

字に改め、総ルビの場合は、読解に必要なルビを残した。
誤植は、［

一、引用文の中略部分は、総て「（…）」で示し、前略、後略はいちいち
断わらなかった。引用文の誤記

71 56

↓

↓

追加］、［典拠の訂正

年三月一日） 掲載の「補訂 四 」
、八二六号 （平成二十一年八月一日） 掲載の
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一、典拠文献が複数項目に重出する場合も、そのつど項目ごとに示して、




8
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［本文の訂正

追加］
己酉

三十七歳

二十四日、午後一時より第五回鏡花会が上野韻松亭で開かれた（幹

明治四十二年（一九〇九）
六月
事は堀尾成章、会費七十五銭）。前日二十三日付「読売新聞」の「よみ
うり抄」に会の予告が載った。

同会は創立以来満一 週 年になる由なるか［が］第五回は

（ママ）

典拠「よみうり抄」（「読売新聞」明治四十二年六月二十三日付五面）
・・・・・・

◎第五回鏡花会

明廿四日午後一時より上野公園韻松亭に於て開催し今回は大学派の主唱にて
全然書生的に快談を試むべしと云ふ
注記
典拠の「今回は大学派の主唱にて」云々とは、幹事が堀尾成章（当年二十五歳）
であることによる。

でもあつて催された、鏡花会初回の席

堀尾氏と相知つたのは可なり古い、氏がまだ東大独法科に籍を置いてゐた

頃のことで、私の思附きでもあり肝

上で、西本道圓氏が「同級の友人に一人鏡花熱愛者がゐます」といはれたの

で、私は「それは若し次回を開くことがあつたら是非出席して呉るやう話て

置て下さい」といつたのが縁で、知るやうになつたのである。

と記されており、鏡花会入会の経緯が明らかである。

なお、堀尾には六歳上の姉益恵があり、弁護士新井英夫に嫁し、未亡人となっ

ては木曾福島の上松に住んだ。のち、泉斜汀の長男桜が、堀尾らを後見人とし、

三十七歳

昭和十七年九月一日付で養子となったのは、この新井家であった。

己酉

十二日、文芸革新会第二回地方講演会（於栃木県宇都宮市寿座、午

明治四十二年（一九〇九）
九月

後二時三十分開会）で、「偶感」と題して講演するはずのところ、挨拶

のみで降壇した。この挨拶は十五日付「下野新聞」に報じられた。他の

講演者は、笹川臨風（前宇都宮中学校長）、後藤宙外、登張竹風、姉崎

口龍峡。終了後、八百駒本店での歓迎会に臨んだ。講演の模様

発行元千章館の主人として知られるが、福田頴造編刊『堀尾成章君追悼録』（昭

は、十八日付「読売新聞」（五面）の「文壇はなしだね」にも報じられ

風、

和二十一年三月二十日）に拠れば、明治三十五年福島県磐城中学校卒業後、第四高

た。

年七月卒業、また『東京帝国大学卒業生氏名録』大正十五年五月二十日、には法律学科独

・・・・・・・・・

・・・

典拠「文壇はなしだね」（「読売新聞」明治四十二年九月十八日付五面）

先日宇都宮の文芸革新会巡廻講話の一行に加はつた泉鏡花氏、嘗ては同会
そこ

の例会に演説をせまられ、其腹案のために睡眠不足で熱が出て遂に処女演説

風、

ふ

口龍峡二氏と鏡花君ば

の肩揚を取り害ねたが今度は何うかと見て居ると矢張不安の様子が顔に現は

れ他の二三氏は既に済んで、残つたのは姉崎



逸法兼修、本籍地長野、四十五年七月卒業、とある）。その後、千章館を閉じてから満



かりになつて来た頃の氏の様子たらない初めは頻りに煙草を喫かしたが追附



洲に渡り、大正九年満鉄傘下の南満鉱業株式会社に入社、専務取締役の時に歿し
た。
同書に収める田島金次郎「友情の人」には、



第四高等学校同窓会『会員名簿』昭和二十三年八月一日、には一部法科独法を明治三十八

等学校を経て、東京帝国大学に入り、四十四年に独逸法科を卒業したとある（が、

堀尾成章（明治十八年六月生、昭和十九年二月二日歿、享年六十）は、『日本橋』の
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風氏と、龍峡氏とが側で将棊を始めた、考られないから何うか止

かない次では正宗の二合瓶をクビリ三四本もヒツかけたが何うも元気が出な
い其内に
して呉れと抗議を持出すなど大変な騒ぎであつたが到頭「偶感」と言ふ題で、
無難に遣つて除けたさうだ。鏡花氏他日人に語つて曰く「処女演説は田舎で
やるに限る」と以前と打つて変つての得意満面。
注記
典拠には「無難に遣つて除け」て「得意満面」とあるが、「年譜」本文にも記

巻二、平成十八年一月二十日）。

四十一歳

鏡花以外の、小川未明、磯萍水、本間久雄の作品は予告題通りに掲載された。

癸丑

一日、午後五時より、日暮里の旧佐竹邸（もと山荘衆楽園跡地）

大正二年（一九一三）
十一月

で、井上正夫の後援会「井上会」主宰の野外劇場第一回試演として「紅

田中達夫

森潔、子供＝瀬戸

玉」（一場）が初演された。配役は、画家＝井上正夫、侍女＝板東のし

ほ、老紳士＝関根達発、烏＝立花貞二郎

木下二葉ほか。当日は夫人とともに観劇に赴いた。他に、足立

した「下野新聞」掲載「偶感」（岩波書店版『新編泉鏡花集』別巻一、平成十七年十二

四十一歳

日出夫

癸丑

月十四日、に収録）によれば、挨拶のみで実質的な講演はしなかったことが判る。

大正二年（一九一三）

朗々、石橋思案、市川ぼたん、伊原青々園、岡田八千代、岡村柿紅、小

山内薫夫妻、尾上紋三郎、加能作次郎、楠山正雄、久保田万太郎、山宮

中谷徳太郎、名倉聞一、長谷川時雨、原田信造（春鈴）、坂東秀調、松

允、瀬戸英一、竹久夢二、田中栄三、田村西男、土岐哀果、中内蝶二、

前月号の予告題は「本所囃子」であった。

」の傑出せる二長

ふる時。読者の眷顧厚くして毎号売切の盛况を以てせる本誌五月号の読物に

季は首夏に入らんとして新緑漸く薫る、気爽やかに読書の興味更に一段を加

劇評「自由劇場その他」を翌年一月の「三田文学」に寄せた。この上演

劇の場面の不明を鏡花に質し、その答えを得たという。久保田万太郎は

が載っている。同号に「野外劇を観る記」を寄せた楠山正雄は、後刻、

号（第七年第十二号、十二月一日発行）に上演の模様を伝えるグラビア

を越え、上演時間は四十五分ほどであったという。「演芸画報」十二月

、磯萍水氏が戯曲「花和尚入寂」なる一年有半苦心の作あり、論壇には本

に関わった山本有三は、「壬生融」署名で「野外劇場の話」を「演芸画

（ママ）

典拠

「芝居とゆうげい」（「都新聞」大正二年五月四日付 三面）

井上正夫を後援する為め同会を組織し年三回観劇会を催すべく入

会者は駒込神明町八三山本方へ申込むべし

▲井上会



は、本欄には泉鏡花氏の「本所囃子」、小川未明氏の「

間久雄氏久々にて「小川未明論」を掲 け、雑録、蒭蕘言、芸苑の諸欄は更

報」（第七年第十一号、十一月一日発行）に寄せ、上演の意図を説いた。

＊活字の大きさは均一とした。

居松葉（大久保二八）、森曉紅、柳川春葉、和気律次郎ら、総勢二百名

一日発行の「新小説」に「狸囃子」（ノチ「陽炎座」）を発表した。



典拠「新小説五月号予告」（「新小説」十八年四巻、大正二年四月一日）

五月



に一段の精彩を加へて読者をして倍々耽読の快に厭かしめざらんとす。
注記

「あゐのいろ」である （秋山稔編「自筆原稿所在目録」岩波書店版『新編泉鏡花集』別

1
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「狸囃子」の自筆原稿は、現在慶應義塾図書館蔵（和紙一〇三枚 墨書）、原題は




典拠

「演芸」（「読売新聞」大正二年十月二十三日付 三面）
十一月一日薄暮と決定せり同劇の脚本塲所等は種々の障

熊々発表せざる由なるが脚本は鏡花物にて観覧希望者は駒込

▲井上会の野外劇
害の為め間際
神明町八三山本方同事務所へ申込むべしとなり
典拠
「井上の野外劇」（「読売新聞」大正二年十月三十一日付 三面）

ための井上会では既記の如く明一日薄暮に野外劇を演ずるが演

＊アキは原文のまま。

井上正夫の

り、帰りには一人々々提灯を渡すさうである、何しろ日本では最初の公演で

あるから十分注目する価値があらう

典拠 「野外劇」（「東京朝日新聞」大正二年十一月一日付 七面）

井上正夫一派の試演たる野外劇は一日薄暮より田端白梅園内にて催す、出し

物は鏡花の新作「紅玉」にして登塲俳優は十三名舞台監督は桝本清氏なり井

上会会外の希望者は白梅園に間［問］合す可く会費一円
典拠

「昨夕の屋外劇」（「東京日日新聞」大正二年十一月二日付 七面）
＊写真入。引用を省く。

昨日第一回開演をするといふのみで塲所も出物も分

集つて呉れゝば場所に案内する、それも十五歳未満の小児は断はるさうで見

つて貰ひたいとの事に出かける、集まる人々二百五六十人、誰れも是れから

らない▲同劇塲側でも一向に知らせないが午後四時

井上正夫の屋外劇塲は

物希望者は当日中に事務所へ申込む会費は一円だといふ而して申込のあつた

何うなるかゞ分らないで有耶無耶の中に一時間が経つ▲集まつた人の中には

に田端の白梅園へ集ま

人も劇が初つてから来たのは謝絶する筈で演出時間は一時間で終り、野外劇

泉鏡花夫妻、柳川春葉、中内蝶二、松居松葉、伊原青々園、岡村柿紅、楠山

おつぱな

い▲かくて御案内致しませうと白梅園の裏木戸口から引つ張られて約二丁、

とわめいて現はれる

屋外劇塲が始まつたの也▲すると

佐竹の原の原の中莚が二十枚ばかり敷た処へ追放される、前の小山の前へ子
供が六人ワイ

▲

あつて画家は子

薄暮漸く迫つて夜に入り舞台も見えなくなると黒い魔があらはれる

い、何処で誰が何を演ずるかと云ふ事は一切知らさず、開演後一週間以内に

臨時入塲者は白梅園若しくは本郷駒込神明町八二井上会事務所へ申込めば可

感興から烏を描いて文展に出したが遂に落選をするといふ筋だ▲科白にも仕

其指環を画家が拾つたのが縁となり貴夫人と画家は恋に落ちる、画家は此の

真暗で一向に見えない、要するに貴夫人ありルビーの指環を烏が咥へて去る、










此野外劇の写真版や記事を入れた記念帖を入塲者に残らず配附する、それに

に集合すれば、其処から公演の塲所へ案内する、



組にも鏡花式を充分に発揮したもの▲幕がないので終つたのか終らないのか

下車し田端の白梅園へ四時

井上の画家が落選画を背負つて酔つた心で出て来る、いろ

▲日本で最初の公演

はじめて

「明日の野外劇」（「萬朝報」大正二年十月三十一日付 三面）

らう

分る

の写真版や記事を入れた記念帖を当日来た人に頒布するそれを見れば役割は

までに田端の白梅園へ

出する狂言は泉鏡花氏作「紅玉」で役割を演出前には発表しないが場所は日
やしき



正雄等の人々、紋三郎等も居り、時雨女史、田村とし子と御婦人連も少くな

した邸跡で見物する人々は午後四時





新派の井上正夫を中心とせる井上会の主催で明一日薄暮日暮里で野外劇を開



供の輪の中へ入つて狂ひ廻る中に画家は酔ひ倒れて了ふ▲時に午後五時過ぎ



演することゝなつた、（雨天順延）会員は山の手電車に乗つて田端停車塲で

典拠



といふ何しろ日本では初めての催しだけに随分変つたものを見せるだ

暮里のある廃

5



よつて役割や筋書を了解することが出来る仕組みで、演技は一時間内外で終
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6



2

3

4

芝居は四十五分間しかかゝらなかつた

分らない処へ井上が出て先づ今晩は之れぎり今後御ひいきに願ますと云つた、
草原に坐つた事とて寒い事夥しい
（一日、午後六時記）
典拠
「野外劇の試み」（「読売新聞」大正二年十一月二日付 三面）

＊活字の大きさは均一とした。

△枯草原の薄暮の中にて

に田端の白梅園へ来いとい

井上正夫氏のために起された井上会では昨日薄暮野外劇の新しい試をやつた、
塲所も脚本も俳優も何も知らせない、たゞ四時
ふ、受付へ切符を渡すと

すると闇の中から「オイラノセエヂャナイゾ」といふ声がして黒い影が現は

れてくる、それが関西弁で下らぬことを言ひあふ、やがて倒れてゐた前の男

が起きあがつて、枯草に火をつけて、看板を捧げて「おれの画を見ろ」とい

つて入つてしまふ、これでおしまひであつた、しんしんと非常に寒い、井上

氏が出て来て、まことに詰らないもので済まなかつた、どうか風邪をひかな

いやうに帰つてくれと挨拶した、一同は提灯に照らされながら帰つたそれは

六時すこし過ぎであつた、寔に新しい試みであつた、来会者凡そ二百名

典拠  蝶生「野外劇を看る」（「萬朝報」大正二年十一月二日付 三面）
＊「蝶生」は中内蝶二。典拠

と同じ写真入。引用を省く。

田端の白梅園に集まつた井上会の会員約三百名は、野外劇の始まるのを今か

▲森黒き日暮里の丘

を齧ぢりながら寒いので芝原に焚火をするものもある、郊外の冬空は蒼く暮

よこれから始りますと

落ちて行く森の影が段々黒ずんで、風

と待つてゐる、何処で誰れが何を演ずるのか一人も知つたものはない、

て三日月が森の上に照りはじめる、五時、どうぞこちらへと導かれるまゝに

光りの弱い秋の日は西の方へ低く

と瞬き始めた、

幹事さんの知らせに、白梅園の裏門を案内人に続いて真先に飛び出した、一

な色になつて、宵の明星がチラ

▲枯草の上に

町半ばかり左に折れ右に曲つて更に高い台へ登ると、其処は日暮里の丘であ

鳴つて益心ぼそくなる、と見る［と］一段高い

なく右の阪路から大きな看板を背負つた男が酔つぱらつて上つて来る、子供

る、薄、萱草の生ひ茂る広い原つぱの端れに、舞台を設けて見物席に蓆を敷

はづ

と問答をする、手をつないで踊る、そこへ黒いものを着た四つ五つの影が出
ひとり

いてある、舞台と云ふのは、見物席より一尺ばかりも小高くなつて平たくな

てーぶる

て来て一緒に踊る、前の男はそこへ倒れてしまふ、黒い影の一つが女の声を

らされた薄原、その薄を苅取つて、背景は黒い杜で蔽はれ、左手には丘も見

あたり

出す、三脚の卓子を組みたてる、小さく灯をつける、酒を盃につぐ、何か独

える、右手には苅り残された芒尾花の一叢がある四辺は全く暗の幕に包まれ

ごと

て陰暦二日の繊い月が淋く杜の上に懸てゐる、杜の奥の方から幽かに寺の鐘

の音が流れて来る五六人の子供ががや

騒ながら出て来て、根ツ木をする

▲オドシ文句

やら紙鳶を揚るやら、寒さうに遊んで居る処へ大きな凧が見えると云ふ、そ

をいふ、虹がどうとかして奥さまの指環を鴉がくはへたと女
がいふ、ピストルがあるぞと男が怒なる、遂にこの二つの姿は入つてしまふ、

何か

男の子が四五人出て来て紙鳶を揚げる、何か言ひあふ、間も



語をいふ、するとそこへ左から男が出て来る、女がキャツと叫ぶ、その男が



でこぼこ

凹凸の枯草道を佐竹の邸跡まで行くと其処に筵が敷いてある、観衆はそれに



も身に沁む夕である、日は到頭暮れて了つた、碧の空は深い流れの水のやう

をくれる、塲所柄なのですこし狐につまゝれた形であるそれ

6



腰を下ろすのである、もう近よつても顔は見えない、するとボーンと銅羅が

▲一袋甘納豆
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7

＊「西男」は田村西男。

十一月一日の薄暮より井上会が田端に有りと聞いて行く恰度松居松葉さんと

れは若い美術家が文展へ出した絵が落第したのを、背負つて帰つて来る処な
のだ、自暴くそ半分呷つた酒が大分廻つて千鳥足で出て来るのを、子供等は

上野から山の手線の電車に乗合はせて田端で下りて白梅園其時は最う日が暮

ん

面白半分仲間に入れて『青山はやま』を唄ひながら踊り出す、其処へ鴉が四

れんとして居た狐に魅まれた様なのが落ちでせう等と誰やらが言つた斯様な

こ

羽あらはれて其仲間に入る、子供等は逃げ出す、美術家は酔つて仆れて寝て

会合の時には必らず現はれる岡田八千代さんや田村俊子さんの姿も見えた妻

など

了ふ、四羽の中三羽は消えて後に残つた一羽の鴉は、芒原から三脚や円い盤

のしほが出塲するので坂東秀調が来て居た、ぼたんも居た、紋三郎も見えた

つま

を運び出して卓子を作り、臘燭に火を点して酒の瓶やコツプを並べて紅い酒

白梅園の下のお寺で鐘が鳴つた暫くすると最う始めますからと袴羽織の人が

れは華族様の奥様の腰元で、自分の道楽でこんな真似をしてゐたと云ふ華族

一人の華族があらはれる、先きの鴉は華族に捕つて正体を引

芒が茂つてゐた月が細く光つて三河島田圃や田端村の灯が木の間にちらつく

れて居るといふ処へ来た舞台掛り然として少しく平地で小高く左に山、右に

がした白梅園から日暮里よりの広塲此場は活動写真を映す塲所に多く用ゐら

と細い道を大勢はのたくつて行く焼塲へ行く様な気

様は夫人が隠し男をこしらへて居るに違ひないと煩悶して腰元に其様子を聞

見物は菰を敷いて開催を待つ銅羅が幽かに鳴ると子役五人、一人は瀬戸日出

とぼ

を注いだり、若い恋の思ひ出に耽つたりしてゐる、三羽の鴉もあらはれて、

園内を触れ歩くぞろ

く、此処で奥様の紅い玉の指環と、烏と若い男との関係に就て夢のやうな腰

夫、一人は木下二葉後は知らぬ之が夕暮を遊んで青山葉山何とか斯うとかい

つかま

この鴉に附きまとふ、羽ばたきをしたり、飛ぶ真似をしたりして居る処へ、

元の話がある、華族様は腰元を引立てゝ去る後に三羽の鴉があらはれて、指

ふ唄を唄つて井上の美術家を輪の中に入れると其所へのしほの扮する小間使

でゐる子供等は逃げる美術家は落選の画を木に立掛けて酔つて寝る小間使の

園遊会の扮装でやつて来て人を脅す事を好ん

ひらち

環と奥様と鴉との関係に就て説明的の対話を始める、其処へ若い男と奥様と

が鳥の精に魅入られてふら

かれると、こ

が杜の奥からあらはれる、臘燭の火は消える、暗黒の裡に美術家の声が聞え
が枯草に

影が黒くうつる此時日は既に全く落ちて只一丁の臘燭が点る私は歯の根がが

つて煙草に点ける其燃え

移つてパツと燃え上る美術家は其処に立てかけてあつた自作の画に気が付き、

た

と云はねばならぬ、因みにこの脚本は泉鏡花氏の『紅玉』に依つたもので、

自然に極めて意味深く演ぜられ了つたのは、第一回の試みとして非常な成功

には木立が茂つて、三日月の細い光りが東の空に懸つて、下町の電気が幽か

十一月一日午後七時半から田端の佐竹邸内で演ぜられた。一段高い草原の奥

次第に日が暮れた薄闇に、四つの黒い影法師が現はれたは、鏡花式の凄みが

に見下される。見物は荒薦の上に坐らせられる。脚本は『新小説』に出た鏡

（「歌舞伎」一六二号、大正二年十二月一日）
 伊原青々園「井上会の野外劇」

して堪らない原の穴凹に足を入れて時々転んで外へ出た（西男）

包みを解ひて鴉の画と今までの夢に見た事実とを考へ合はせて、『俺の画を

て眼が覚めたことがわかる、マツチを



登塲者は声によつて察すると、美術家は井上正夫氏、鴉になつた腰元は阪東

をは


10

花氏の『紅玉』で、井上が美術家、のしほが腰元、関根が華族といふ役割で、
 西男「野外劇は寒い」（「二六新報」大正二年十一月三日付 夕刊三面）
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典拠





見ろ』と得意の体で担いで去るこれだけの筋道が、如何にも面白く、而かも



のしほ氏、華族に扮したは関根達發氏らしかつた（一日夜、蝶生）
典拠

9

なかつたが、兎に角新しい試みであつた。見物は二百五十人ばかりで、文士

あつた。脚本のアツケないのと、井上の役が余り活動せぬとで、興味が足り

（…）

王寺の森といひ、さすが郡部の人は、女の方でも足まめなのには驚きます。

の人達はみんな四日つづけて つた仲間です。佃といひ、渋谷村といひ、天

 楠山正雄「野外劇を観る記」（「演芸画報」七年十二号、大正二年十二月一

摘の和気さんだの、それからこれも御定連の一人の久保田さんにも

ひまし

んだの、新聞のをぢさんも沢山ゐたし、原さんだの、岡村さんだの、誤訳指

「毎日」の橘弾碁さんだの、「日々」の原田さんだの、「読売」の土岐哀果さ

人固まつて話をしてゐます。（…） 焚火仲間には「朝日」の名倉さんだの、

寒いもんだからあつちでもこつちでも枯枝を集めて焚火をしながら五人六

、、、

や画家が多い。俳優では秀調、紋三郎、ぼたんなど旧派が多くて、新派は一
人も見受けなかつた。
典拠
日）

井上正夫君の野外劇の批評を書け、西洋の野外劇のことを少しは知つてる
だらうから序でに書けといふ命令です。

借着ぢやあないさうですけれど妙に似合ひつかない大きなイン

ネスをぢぢ

ふたんびに綺麗になります。木場の兄イの徳太郎さんも

を二つ三つ観た外には、一体どんなことをやるのかなんにも知らないんです。

むさく引

た。久保田さんは



つてやつて来ました。この人はおミキが上がらないと妙に影の薄

でも井上君は僕の大好きな役者だから、この人のことを何とか書くのは嬉し

い人です。（…）

十一月の一日が来ました。

いから書くといつて約束してしまひました。

可笑しいことには僕は西洋のシバヰの雑誌で、野外劇の舞台だといふ写真



見物の中に大久保二八先生だの、チヨコレエトの兵隊さんだの、それから

井上会事務所の通知書には、「 今度誰が何処で何を演ずるかと言ふ事は

（ママ）

渋谷村の小山内さん御夫婦の姿も跡から見えたやうです。（…）

由劇場、三十日の芸術座の音楽会、三十一日の市村座、それから今日と四日

一切お知らせしない事にしました‥‥一週間以内に此野外劇の写真版や記事

を入れた記念帖を差上る事になつてをります、役割や筋書は後で夫れを御覧

な小さな身体をいとど小さくして割り込みました。

ひました。こ

ほさんだと言ふこと

ね

ま

お寝室ごしらえをし

て置きませう」と言つて天幕を引廻してテエブルを隠して「お楽しみだわね」

つた腰元がテエブルの用意をする、それから「さあ

その後作者の泉さんにお目にかかつた時伺つたのでは、鴉の縫ぐるみを冠

でした。多分さうなんでせう。

花さんの「紅玉」それから女役は秀調さんの妻君のの

か、忘れたんだか、まだ来ません。しかし新聞の記事に依ると、脚本は泉鏡

をしてゐるんです。（…）上野のステエシオンは押すな押すなの大混雑です。

その跡の電車に、真赤なチリメンの、この場合大変不都合な馬鹿々々しく

オオムがしまつてしまひました。

になれば分りますとしてありました。僕は一週間待つたけれどできないんだ

続くんです。そして毎日同じやうな人達の顔を見て同じやうなシバヰの

話

冗談ぢやない忙しいんだよ々々々と口では言ひながら、僕は二十九日の自



（…） 人込の中に博文館の加能君の背の高い姿が見えたと思ふとプラツトフ



大きな風呂敷包を抱へた佃のをばさんと画家の夢二さんなどと一緒に、それ
でなくつてさへ随分謙

息を切らして待つてゐるのに



野外劇の会員の休憩所と定められた白梅園前の坂の上で渋谷村の奥さんと
天王寺の森の奥さんがせい
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11

せんでした。それにいかに野外だつて、電気の設備のまるでできないといふ

てただけだから、実は何であんなことをするのかおしまひまで訳が分かりま

のださうです、ところが野外劇では唯野天の下にテエブルを据ゑて臘燭を立

と言ふ、奥様と若い男のためにあひびきの場所をこしらへてやることになる

見て居られず、闇をすかしてこは

幻的と来て居るので、吹きさらしの寒さ一層身に沁み、我慢にも安閑として

始まる。（…） 近視眼たる僕には、何が何やら一切不分明、それに台辞が夢

した心地で、只々驚異の眼を つて居ると、やがて銅羅が鳴つて、

かれた。荒菰の上に腰を下ろして見物するなど、劇道の原始時代に逆戻りを

々劇が

ことはありません。天幕を引廻してその陰だけを思ひ切つて明るく華やかな

の前まで

゛

ものにしたらどんなに引立つて、例の思はせぶりな神秘の中に思ひ切つて俗

のオン声を聞ける思ひ、幾度か「でこへこ」の芝生にこけつまろびつも、ち

曉紅、西男、朗々、閻太郎等劇通諸君

へて『もう行きませうか』と言はれ、地獄で仏

、帰路は日暮里停車場へ出て、丸の内の

 久保田万太郎「自由劇場その他（小泉君水上君へ）」（「三田文学」五巻

一号、大正三年一月一日。のち『駒形より』平和出版社、大正五年十月十三日、に

□自由劇場が終つたあくる日、一日の日に田端で井上正夫の後援会主催の野

収録） ＊引用は初出。

まり造作無さすぎた、殆んど「試み」と言ふほどの試みもしてゐない、何で

外劇がありました。私はまだ野外劇といふ事について、深く考がへたことも

を買ひましたから行つてみました。芝居は日の暮れからで、四時まで白梅園

もないものでした。僕等が郊外散歩の帰りにでもつひそこらの野原で遊び半

僕はこの頃あんまり無造作に無神経に扱はれた芝居ばかり観せられて、芝

へ集まることになつてゐたのですが、生憎とまた風の寒い日で、誰れをうら

居といふものに対して恐ろし
九日朝）

（「文芸 楽部」十九巻十六号、大正二年十二月一日）
」

ませんでした。始まつてみたらそれはいつぞや新小説にでてゐた「紅玉」で

泉さんの芝居をやるというんでしたが、当日始まるまで何をやるんだか解り

典拠  石橋思案「本町誌

は、かねて耳にして

野外劇を我が国にも移植されるといふ

▲十二月朔

した。（…）

（ママ）

居たが、此の日午後四時から井上会で其の封切を行ふ案内があつたので、岡

□そんな事よりも、貴方は芝居の出来がどんな工合だつたかとお訊きになる

むやうもありませんが、随分其待つてる間こたへました、前の触れこみでは

［く］懐疑的になつて来ました。（十一月

なければ、本を読んだこともありませんが、丁度前のばん帝劇の廊下で切符

典拠

ると、一同声を

な現実を打ちこむ鏡花一流の味が出たらうと思はれます。それにおしまひの

と大業過ぎるが、足元踏みしめ

ぶ

若い男女が黒暗の奥から出て来るところにも、ずゐぶん電気のお道楽の要り

帝劇へ急いだ。

くらやみ

さうなことです。（…）
総括して眼に残つてゐるのは井上正夫君の酔つぱらひの身体のこなしです、
それからのしほさん（として置きます）の腰元の綺麗な声です。



分にやつてもやれるものでした。

いくら「日本では始めての試み」だといつて、あの野外劇そのものはあん







村加能の両君と其の参集地たる田端の白梅園へ行つた。裏枯れた庭園に佇立
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13

でせう。しかし私は、井上と井上会のために、深くそれをお話ししたくあり



して待つこと一時間余り、釣瓶落しの冬の日の暮れ早く、四辺も漸く暗澹た



ません。実は今日これを書くについて、井上会の当事者が書いた演芸画報と

88

る頃、いざとて幹事に導かれ数町を歩して、会場たる旧佐竹邸内の芝生に導

12

みなのに

年九月に東京帝国大学文学部独逸文学科選科の試験を受けて合格し入学、当時は

数え二十六歳の二年生だった。井上とは、四十四年二月、処女戯曲「穴」が東京

俳優学校の劇団「試演劇場」によって初演された際、校長の藤澤浅二郎に紹介さ

れたのが交友の最初である（永野賢『山本有三正伝』上巻、未来社、昭和六十二年七月

大正二年十一月一日の夜、私は日本で最初の野外劇をやりました。これは

ったことである。これも「演出」の一つであったろうが、十月二十三日の報（典

上演にいたる経緯の特徴は、演目、配役、上演場所等が直前まで報知されなか

）」（「演劇界」五巻八号、昭和二十二年

新小説の野外劇場の議論を読んで、余りにその考がへが暢気で大
驚かされました。
 井上正夫「身の上ばなし（中の

十二月一日）

当時親しくしていた山本有三さんや久米正雄さんや桝本君が外国の雑誌を見

拠

二十七日）。

て、日本でも一つ野外劇をやつて見ようぢやないかという話から計画された

泉鏡花さんがその年の七月新小説に発表された『紅玉』という象徴的な劇で、

入った「記念帖」を配付する際に、すべてが判る仕組みであった （が、典拠 の

されたものの、依然として配役は非公表で、開演後一週間以内に写真版と記事の

てまごついてしまいました。

開演当日の報（典拠 ）では、上演場所を白梅園とするが、他の典拠にもある

11

ように、白梅園は集合場所 （典拠 では白梅園前の坂の上が「休憩所」） で、そこか

邸内）で上演が行われたのである。白梅園は、のち大正七年二月二日に芥川龍之

ら日暮里方面へ移動して旧佐竹邸跡（典拠 の井上文では、当時渡邊治右衛門所有の

14

年十二月一日） に拠って記したが、その後、新聞記事や観劇記によって当日の模

本清氏なり」との条で、むろん演出には山本有三が関与していた。

介が塚本文と祝言をあげた旅亭である。典拠

で注目されるのは「舞台監督は桝

様が具体的に判明、とりわけ鏡花夫妻の観劇を確められたので、内容に重複する

「年譜」で開演時刻を「午後四時」としたが、これは集合時刻だったので、典

とするのは錯誤であろう。薄暮から開演した野外劇ゆえ、観劇者を確認するのも

により「午後五時」と訂正した。伊原青々園（典拠 ）のみ「午後七時半」

報が早いものの一つであろう。「年譜」で「井上正夫主宰」と記したのを、本記

容易ではなかったろうが、各種典拠からできるだけ名前を拾ってみた。鏡花夫妻

拠

事および井上自身の文（典拠 ）により、「井上正夫の後援会」と訂正した。会の

の大正二年五月四日の

10

の名を記すのは典拠

この野外劇の主体である「井上会」については、典拠

7

事務所 （申込み先） は、明治四十五年五月に転居した山本有三の自宅。山本は同

1

ところもあるが、当時の実況を再現すべく、多くの典拠を挙げてみた。

5

注記

11

ると邸の持主が気をきかせてすつかり刈取つてしまつたので、その場になつ

（…） その時の画はたしか久米さんが泥絵具で描いたと思います。（…） 又テ



楠山文によれば、一週間以上経っても頒布はされなかったようである）。

では「ある廃

した邸跡」）に案内する、という。上演時間（一時間）は知ら

）では、日時と「鏡花もの」であることだけが伝えられ、前日になってよう

2

（典拠

3

ーブルやコツプやビン等を隠しておく適当な叢があつたのですが、当日にな

治右衛門さんの邸内（元の佐竹屋敷跡）の松林の中でやりました。脚本は

やく演目が鏡花の「紅玉」で、午後四時に田端白梅園へ集合すれば、上演場所

日本最初の野外劇



ので、私の後援会の井上会が主催で、日暮里駅から坂を登つて行つた所の渡

典拠

2

「年譜」では、おもに田中栄三『明治大正新劇史資料』（演劇出版社、昭和三十九

5

である。まだ特定に至らぬ者もあるが、その顔触れは多彩

6

14
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であり、他の「鏡花もの」の上演では、ほんの数名にとどまる場合が多く、これ
だけの観劇者を挙げられた例はない。日本で最初の野外劇という新奇な上演形態
のしからしむるところといえよう。俳優関係で「新派は一人も見受けなかつた」
）とあるのにも注意しておきたい。

典拠 の久保田文の副題に「小泉君水上君へ」とあるのは、この劇評が当時洋

行中の両人への書簡文の体裁をとっているからである。

小泉信三の洋行出発は、大正元年九月十一日。十一月にロンドンへ着いてから

水上、澤木四方吉とロンドンで同宿、五年三月十四日に帰朝した （小泉「年譜」

一年後ドイツに転じ、第一次世界大戦勃発により再び英国に渡り、翌四年の夏、

なお観劇者のうち、楠山文（典拠 ）中の「チヨコレエトの兵隊さん」は、お

文芸春秋版『小泉信三全集』別巻、昭和四十五年十二月一日）。水上の横浜出帆は、大

が「凡そ二百名」、典拠

では「二百五六十人」、典拠

には「約三百名」とあるが、少ない方の人数

は「二百五十人ばかり」、典

10

ようである。

久保田の文中「井上会の当事者が書いた演芸画報と新小説の野外劇場の議論」

（中内蝶二）、典拠

（伊原青々園） は、その最初の試み

楽部」（二巻十一号、大正二年十一月一日）に寄せている。

従来、「紅玉」の上演評では、山宮允「井上会の野外劇を観て」（「帝国文学」十

を「演芸

外劇場」をさすが、山本はこの他にも、「み、ゆ、生」署名で「独逸の野外劇場」

面がよく見えず、楠山正雄は上演後原作者鏡花に場面の意図を質してさえいるほ

かく観劇の条件の調わなかったため、全般的な評判は必ずしも上乗とはいいが
、典拠

九巻十二、大正二年十二月一日） のみが特記されてきたが、典拠に示した各種観劇

記、劇評から総合的に考察する必要がある。

翌三年七月二十五、二十六日には鶴見花月園野外舞台で、ズウデルマン作（小山

車終点玉の丘遊園地で、井田絃声作「無謀」の上演 （午後三時開演） が、さらに

号、大正十一年十二月一日）の記述とも一致しており、野外劇「紅玉」上演に際し

井上正夫の回想文 （典拠 ） は山本有三「井上君と私」（「演芸画報」十六年十二

内薫訳）「テエヤア王」
、グレゴリイ夫人作（田中栄三訳）「



演、九時終了）があった。いずれも井上会の刺戟によるものといえよう。

い。

て、山本有三、桝本清のほかに久米正雄の関与があったことも心に留めておきた

前記『明治大正新劇史資料』によれば、これに続いて、十一月二十九日玉川電

の新しさに一定の評価を与えている。

たいが、典拠

10

」の上演（午後七時開

14

8



場所が無くなったという思わぬ誤算もあった。

とは、「年譜」中に記したものと、同月「新小説」に載った「壬生融」署名「野

友である両者は義兄弟となった。

一月二十六日生れ。第五子の章蔵＝瀧太郎より八歳下） と結婚、御田小学校以来の親

周知のことながら、小泉は帰朝後に阿部泰蔵の三女とみ（第八子、明治二十八年

当時、小泉はイギリスに、水上はアメリカに在ったのである。

学」十五巻九号、昭和十五年九月一日）。久保田が右「自由劇場その他」を発表した



どだ。当日、邸の持主が薄の叢をすっかり刈取ってしまい、小道具を隠しておく

配役を知らされない上演では、演技評もままならぬ上に、照明は臘燭のみで場

着したのは五年十月十九日であった（井 清治「水上瀧太郎年譜（その一）」「三田文

そらく、新劇社第一回公演（有楽座、大正二年十月十八日より七日間）でバーナード

観劇者の人数は、典拠
拠

8

を採った。上演時間は、予告「一時間」のところ、「四十五分」（典拠 ）だった

6

7

じた伊庭孝のことだと思われるが、本文の記載は控えた。

正元年九月二十八日。米国滞在二年にして、イギリス、フランスを経、神戸に帰

（典拠

13

ショー原作「武器と人と」改題「チヨコレエト兵隊」のブルンチュリー大尉を演

11



7
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10

6

なお、「紅玉」に関する研究には、市川祥子「「紅玉」論

仮装

メーテルリン

」（泉鏡花研究会編『論集 泉鏡花』四集、和泉書院、平成十八年一月二十五日） が



癸丑

四十一歳

を典拠に記したが、より詳しい新聞報を見出したので、内容と散会時刻を補い、

会の名を「追悼会」から「追悼祭」に改めた。同紙には、遺影を飾った祭壇の写

真も載っている。参加者の数は「七十余名」とあるが、「新小説」報のままとし
ておく。

四十二歳

七月 十日より二十五日まで開催の画博堂（京橋区東仲通一番地の美術店）

甲寅

主催者（鏡花の他に、小栗風葉、柳川春葉、徳田秋聲）の一人として出

における「妖怪画展覧会」の告條を書いた。この展覧会の内容と告條は、

大正三年（一九一四）

席した。当日は降雪にもかかわらず八十名近くが集まった。細川風谷の

二十五日発行の「絵画叢誌」（第三二四号）に紹介された。

十六日、故尾崎紅葉山人追悼祭（於紅葉館、午後二時より）に、

講談、野口政吉の岩船、近藤乾三の枕慈童、三遊亭円右の怪談累が淵、

十二日、同じく画博堂主催の「怪談会」（於同店四階）に出席した。そ

折からの初雪鵞毛を飛ばして轍の痕の十筋百筋紅葉館の門に乱れる巌谷小波

柳川春葉、市川左団次、松本幸四郎、河合武雄、喜多村緑郎、吉井勇、

幹彦、谷崎潤一郎、岡本綺堂、坂本紅蓮洞、松山省三、鈴木

鼓村ら、六十余名に及んだ。この会の模様は、二十日付「読売新聞」の

＊写真のキャプションのみ引用。

松山省三。

（ママ）

「文芸画報」欄に「泉鏡花氏等の発起」として写真入で報じられた。

（ママ）

繁く中に竹冷宗匠を囲んだ一座は硯友社当年の諸文士連、紅葉在りし時の一

泉鏡花氏等の発起でこの程京橋の博画堂で百物語の会を開いた

いけ

た

注記

し

水館の美人の園遊び来間上人菩提樹の実を縮珠にした餡パンほどの鉄側時計

「年譜」の出席者は鈴木鼓村「怪談が生む怪談」（雨田光平編『鼓村襍記』古賀書

報により補う。写真には二十五名ほどが写っているが、不鮮明で鏡花の顔を確め

を出してサア九時だよといふをきつかけに会は散じて雪は夜と共に闌けて行

注記

られないため、引用を省いた。

店、昭和十九年二月二十五日） に拠ったが、発起に鏡花が加わっていたことを新聞

「年譜」には、
「時報 紅葉山人追悼祭」（「新小説」十九年二巻、大正三年一月一日）

く此の日集まるもの柳原伯岡警保局長其他知名の文士画家七十余名（一記者）

ぼうふら

夕これも亡き人の眉山、酔ふて床の間に活た寒牡丹の瓶を投げて紅い絹糸



平岡権八郎氏等の青年画家及俳優等が多数集つた



を紊したやうな孑子を膳に流した話しも出た楼下では旋て野間吉野の狂言清

（ママ）

夜は寂びた旋て席を二階に移せば北蓮蔵の描いた故人の面影は生るがごとく

と情緒をそゝつて降る雪と

長田秀雄
゛



典拠「文芸画報」（「読売新聞」大正三年七月二十日付 五面）

淵あつて富士松加賀太夫の明鴉夢の淡雪しみ

の開会の辞の後風谷の講談野口政吉の岩船近藤乾三の枕慈童円右の怪談累が



お ば け ゑ

富士松加賀太夫の明烏夢淡雪などがあり、九時に散会した。

の他の出席者は、岩村透、黒田清輝、岡田三郎助

八千代、長谷川時雨、

典拠「昨日の紅葉祭」（「都新聞」大正二年十二月十七日付 五面）

十二月

大正二年（一九一三）

あるが、上演の実態については、今後に考究の余地を残している。

ク





花瓶にさした茶山花の二片三片の手向の杯に散る懐旧の物語は今日の雪より
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鏡花は前年大正二年五月の画博堂開店に際し、鰭崎英朋、鏑木清方の画のある
引札（報条。自筆文の木版刷）を書いている（宮﨑徹「資料紹介 画博堂報条 」「泉鏡

いかな、疾くにあの夜に旅立たれ、鏡花君亦、先月この世を捐てられたり」云々

（ママ）

所謂画博堂の若主人より、予に相談を掛けられしこともありしが、同君は、惜し

十一月一日）に、石井研堂が「鏡花逸文」として紹介し、
「この画会の催しには、

「妖怪画展覧会の告条」は、鏡花歿直後の「書物展望」（九巻十一号、昭和十四年

「画博堂―或る画廊先駆者物語」（「一寸」四号、平成十二年十一月一日）に詳しい。

画博堂の主人松井栄吉 （月岡芳年の弟子。年葉と号す） については、岩切信一郎

記しているのが最も早い。

を翻刻し、「右に英朋筆の湯上美人、左に清方筆の杜若あり。奉書木版刷。」と注

第二冊（大正十三年六月三十日）に神代種亮が「鏡花小史余墨一」として文章のみ

花研究会会報」二十四号、平成二十年十二月二十日）。この引札の紹介は、
「書物往来」



追加］のみで紙幅を越え、

まさし

日本語日本文学科）

資料の調査に関しては、国立国会図書館、日本近代文学館、本学図書館近代文
庫のお世話になった。記して深謝申し上げる。

（よしだ
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と記している。この「若主人」とは、初代栄吉の甥にあたる松井清七で、大正九

誤植の訂正］［本文の訂正

年二月に流行性感冒のため逝去している。

［付記］
以上、今回は［誤記



［新たな項目］を示すに至らなかった。続稿を期したい。



