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１．プロジェクト研究基本情報 

研究課題名 ボストン美術館所蔵日本古典籍調査 

責任機関名 九州大学 

研 究 代 表 者

（所属部署・役職・氏名） 
中野三敏 （九州大学 名誉教授） 

研究期間 平成２２年度 ～ 平成２４年度 

研究費 

平成２２年度   630万円 

平成２３年度   845万円 

平成２４年度   760.5万円 

 

２．本研究の社会的、政策的ニーズ 

本研究の意義の一つは、在外日本古典籍（和書）調査に支出された「科学研究費の効率的

運用」を最大の眼目と定め、日本国内外への学術貢献・社会への知的還元をいかにすべき

かを討論しながら、アメリカ合衆国ボストン美術館所蔵和書の総合化、体系化を調査する

ことにある。 

その二は、次の通りである。文部省科学研究費によって、在外日本古典籍調査を主目的に

交付された研究プロジェクトチームは、この１０年間だけでも５０以上に達する（国立情

報学研究所科研費データベース）。しかしながら、これらの科研費で展開された研究プロ

ジェクト相互は「横の連絡がないまま」に進められてきた。ましてや地域を越えた研究プ

ロジェクト相互の連携などはほとんど無いに等しく、研究成果の共有化と統合化の視点に

欠けていた。しかもそれぞれの研究が規定の研究期間内（2年～3年） に終えたまま、そ

れをさらに飛躍する手掛かりもないままになっている。本研究では、過去の科研費で顕著

な研究成果を網羅して、遂行された単独研究を束にして、それらの研究成果を踏まえて、

今後はボストン美術館のみ成らず、全世界で収集されつつある在外日本古典籍総合目録の

基礎的作業に努力を傾注することである。 

  

また本業務の目的は、ボストン美術館所蔵和本・漢籍などを総合的、体系的に調査しつつ、

在外和本総目録の基礎データを作成し、その公開・発信に努めると同時に、併せて日米の

「日本学」次世代研究者養成や国際的日本学研究者コミュニティー構築に貢献することに

ある。 

 

 

 

 



 

 

 

 

３．研究の概要 

 

１．ボストン美術館所蔵和本調査：  

ボストン美術館が提供する資料に対して、中野三敏、ロバート・キャンベルらの日本チー

ムと、Yukio Lippit らハーバード大学チームが共同で、ボストン美術館との協議を経て、

書名・著者・刊写年など書誌データなどを集積しつつ、ボストン美術館から世界に向けて

発信される WEB掲載和本書誌データの最大化を推進した。その結果、MFA所蔵和本のほぼ全

点約 6000 点以上、1 万 5 千冊以上におよぶ調査が幸いにも終了した。本プロジェクト着手

する前には、約 3000 点程度だと推定されていたが、William Sturgis Bigelow、Edward・

Sylvester Morse、Ernest・Francisco Fenollosa ・岡倉覚三（天心）などの先人等が情熱

を傾けて蒐集した和本数はその 2倍以上であり、MFA所蔵の絵本・画譜数は世界一であると

判明した。 

 この研究会を契機として、韓国・台湾・中国・ヨーロッパ 8ヶ国、アメリカ・カナダなど

の専門家との情報ネットワークが構築できた。今後ともに、このネットワークを活用して、

九州大学が当該情報の研究拠点となり、各国の和本所在情報を蒐集し、同時に関連する研

究発信を続けたい。 

 また優秀な次世代日本学研究者および和本書誌スペシャリスト養成のために、ボストン美

術館調査期間中に和本リテラシーやセミナーなどを実施し、今後現地の研究者によるボス

トン美術館書誌調査が可能となるように調査に共同で従事しつつ、その育成に努めた。そ

の結果、国内 11機関と海外１１機関の計２２機関間の在外和本所在情報ネットワークが形

成された。このネットワークを活用して、九州大学が当該情報の研究拠点となり、各国の

和本所在情報を収集し、同時に関連する研究発信を続けたい。 

 

 

 

４．研究成果及びそれがもたらす効果 

 

①ボストン美術館調査 

ボストン美術館が提供する資料に対して、中野三敏、ロバート・キャンベルらの日本チー

ムと、Yukio Lippit らハーバード大学チームが共同で、ボストン美術館との協議を経て、

書名・著者・刊写年など書誌データなどを集積しつつ、ボストン美術館から世界に向けて

発信される WEB掲載和本書誌データを作成した。 

 

これによって、ボストン美術館日本美術 Curator の予想と大きく異なり、その 2 倍以上の

和本所蔵数が判明した。 



 

 

本中野プロジェクトの調査結果は、次のように概括できるはずである。 

（１）世界に所在する三大絵本・絵入り本所蔵機関（ボストン美術館・大英博物館＜調査

終了済み＞・ホノルル美術館）の内、2機関の全貌をほぼ把握した点 

（２）上記３機関が所蔵する絵本・絵入り本 約１万２千点の内、約 1 万点の書誌データ

を作成した点 

（３）したがって、過去 10 年にわたる中野プロジェクトの研究調査を加えると、4機関（ボ

ストン美術館・ホノルル美術館・ソウル大学校・台湾大学）＋Harvard大学＋アーサー・M・

サックラー美術館（Arthur M. Sackler Museum）＋その他を総計すると、海外所在和本の

約１万８千点に達する書誌データを獲得した点 

 

②次世代研究者の養成 

優秀な次世代日本学研究者および和本書誌スペシャリスト養成のために、ボストン美術館

調査期間中に和本リテラシーやセミナーなどを実施し、今後、現地の研究者によるボスト

ン美術館書誌調査が可能となるように調査に共同で従事しつつ、その育成に努めた。 

その結果は、北米地域｢日本学｣次世代研究者 Community 構築に応分の寄与ができたことで

ある。 

北米の「日本学」次世代研究者養成（次世代）研究者コミュニティ構築

 

 

 

この図で一覧できるように、国内 11機関と海外 11機関の 26機関間の在外和本所在情報ネ

ットワークが形成されたことも、大書しておきたい。 

 



 

③在外和本所在情報セミナー 

これまで個別に行われてきた在外和本所在情報を、国書総目録在外編ともいうべき在外和
書データベースへと発展させるため、在外和本所在セミナーを 2回開催した。「絵本セミナ
ー」を東京大学駒場キャンパスで（平成 24 年 12 月 27 日）、ヨーロッパにおける和本所在
情報セミナーを九州大学で開催し（平成 25年 2月 16日）、併せて 8編の口頭発表があった。 
 

④在外和本データの公開・発信 

アメリカにおける「日本学」研究資源の共有化への第一歩としてボストン美術館

に所蔵される和本データを公開するデジタル化作業の基盤作業に従事した。その

一部は、すでにボストン美術館のホームページである、 

http://www.mfa.org/ 

で Visual情報と共に閲覧可能である。 
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はじめに 

  

 2010 年 11 月から開始した「ボストン美術館和本調査」（通称「中野プロジェクト」）は、2013 年 2 月

の第７回目の調査を以て、無事に完了することができたのは、幸いであった。 

 今でこそ笑って話せるのだが、２００８年からの二年間の下交渉では、絶望的なほどにMFAの「敷

居」は高く、中野三敏先生と松原はボストンの町で立ち往生した。 

 しかしながら、その時に「救いの神」が出現した。小林忠学習院大学教授と Kuniko Yamada 

McVey 氏（Librarian for the Japanese Collection、Harvard-Yenching Library）、Yukio Lippit 

Harvard大学教授の三人であった。もはや調査は不可能と感じられたときに、小林教授とMcVey氏、

Lippit 教授の心温まるサポートによって、ボストン美術館の門が開かれた。 

 

 このエネルギーの源泉は中野先生の不屈の精神であった。誰よりも熱心に精励し、誰よりも一刻

を惜しみ、誰よりも多くの調査カードを作成なさると共に、誰にも激励を惜しまず、そして誰にも優し

く教示をお忘れにならない中野先生の存在は、皆の亀鑑であった。 

 そして多くの方々へ感謝の意を表さなくてはならないが、ロバート・キャンベル先生門下の佐藤温

君・山本嘉孝君の二人の名は特記しておきたい。博士論文執筆の合間に、5 度にわたる調査団に、

「いざ、ボストンへ」とばかりに、いつも心やすく駆け付けてくれた。うれしい学友であった。 

 ２年６ヶ月間、７回にわたるボストン美術館調査を経て、百数十年間、ボストンの地で眠り続けてい

た和本群の大多数の書誌的調査を完了させることができた。今後、その総データ整理が待ち受け

ているが、管見によれば 7000 点以上、3 万冊以上だと推測している。 

 ところでボストン美術館スタッフ通用門のガラスドアーから Storage（書誌調査のための臨時的空

間）迄、１１０歩である。それを、松原は「１１０歩のマーチ」と呼んだ。その 110 歩の先には、 Dr. 

Anne Nishimura Morse（William and Helen Pounds Senior Curator of Japanese Art、Museum of Fine 

Arts, Boston）と、お二人の新旧の Assistant Curator である Rachel Saunders 氏と Ellen Takata 氏、

そして浮世絵担当の Curator である Sara Thompson 氏の典雅な微笑が待っていた。特に Ellen 

Takata 氏は我々の訪問のたびに 

  「MFA にお帰りなさい」 

と言って、歓迎するばかりではなく、順調な調査を実施する上で、嫌な顔を一つとしてせずに献身

的なサポートと数々の便宜を賜った。 

 ボストン美術館調査員の延べ人数は、33 名。33 名×５日間＝165 日間が、我が中野プロジェクト

チームによる苦闘の日数である。 

 ところで、この間「縁の下の力持ち」として、我等の調査を支えてくれたのは、国際共同日本研究

専任スタッフである鈴木久恵氏、吉川真由美氏、大西香織氏、そして書誌データ整理に従事した

阿比留章子氏・野田英里氏であった。改めて、5 人の貢献に謝意を申し述べたい。 

 末尾であるが、ボストン美術館調査完了を一報できることは幸いである。 

｢ホッと」していると正直に告白しておきたい。 



 

  中野プロジェクト調査団を代表して、 

                松原孝俊（九州大学） 

 

補記）２０１３年３月開催の AAS 年次大会において、中野プロジェクトに参加した若手研究者たちが

特別 Sessionを設定して、英語によるPresentationの場に臨んだ。本研究プロジェクトの大きな成果

として特記しておきたい。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ⅰ 調査成果報告 

 

  １．ボストン美術館所蔵日本古典籍調査 

      

平成22年度～平成24年度

文部科学省「国際共同に基づく日本研究推進事業」

ボストン美術館所蔵日本古典籍調査

研究課題名「ボストン美術館所蔵日本古典籍調査」

研究代表者：中野三敏（九州大学名誉教授）

 

Okakura and Fenollosa

ボストン美術館 （開館：1876年7月4日）

日本美術コレクター3人男＋岡倉天心Bostonian 3人男と岡倉天心

*収蔵品：約45万点
＊日本美術品約10万点

*日本美術品
William Sturgis Bigelow、Edward・Sylvester 
Morse,Ernest・ Francisco Fenollosa などボス
トン3人男と岡倉覚三（天心）たちが蒐集。

1880年に購入した尾形光琳の「松島図屏風」な
どがコレクションの端緒。代表品「平治物語絵
巻」（本田家旧蔵）も1886年頃に入手。
「弥勒菩薩」（興福寺伝来、1920年収蔵）。「吉
備大臣入唐絵巻」（酒井家伝来、1932年収蔵）
「法華堂根本曼荼羅」 （東大寺旧蔵、天平仏画
）など。

FenollosaOkakura

9dward aorse William. S. Bigelow

 



 

21. Decorative arts
22. Documentation
23. Drawings
24. Drawings/Watercolors
25. Drawings/Albums
26. Drawigs/Sketchbooks
27. 9namels
28. Fashion illustration
29. Figurines
30. Fragments

ボストン美術館（ MFA）に、何が所蔵されているか？

aFA  Japanese categories– 約１０0種類の分類

1. 陶磁器：約7730点
2. 漆器：約350点
3. 刀剣：約600振り
4. 根付：約1040点
5. 印籠：約320点
6. 舞楽などの仮面：約200点
7. 鎧：約25点
8. 着物：約1000点
9. 能装束：約100点

 

ボストン美術館 Japanes print colleciton
＜2013年3月1日現在＞

• 700点以上の浮世絵肉筆画と5万2287枚の浮世絵

（１） Bigelowコレクション –浮世絵３万３千２６３枚

（２） Spauldingコレクション—浮世絵6千6百7枚
（３）Sharf コレクション--明治時代の浮世絵版画1680枚
（４）その他の２００名の寄贈品—約１万枚

 



 

九州大学UIプロジェクト Kyudai Taro,2007

セミナー等の開催

Our goal was to collaborate with the 
MFA to catalogue the Japanese 
books in the MFA’s collection that 
had not previously been catalogued.

Efforts shall be made to obtain 
information about the new location .

described 

We believe in Japan’s ability to become 
more global in the future and the 
resulting need for Japan’s next leaders 
to be global citizens.

Our catalog supportｓ Kokusho so 
Mokuroku（国書総目録), Revised 
Edition and Kotenseki Sogo 
Mokokuro（古典籍総合目録）

Our objective

Japanese books collection at MFA Education  for  the  Next 
Generation  of Japanology’

Japanese book(wahon) workshop in 
Europe , Asia ,USA .

The first step to a global catalog of 
Japanese rare books

“Soft power,“  plays an important role in underpinning the strengthening of Japan's 
growth potential.

 

ボストン美術館 調査風景

 



 

Nakano Research Project Outline
Total number of researchers is 32,

total number of days is 160

Illustrated Books: 
Over 5,000 Titles, 

of which approx. 3,500 were catalogued by 
the Nakano Research Project

Buddhist Books：
Over 1,000 titles

Total ：over 6,000 titles
approximately 

15,000 volumes  

目標①「ボストン美術館所蔵和本調査」

収蔵
品

収蔵品

約
45
万
点

（１）浮世
絵

（２）和本

収蔵品

日本関係

美術品

和本

• 約45万点

• 約10万点

• 約7000タイトル

• 約3万冊

（当初目標）
和本・画譜など約8千冊～1万冊を総合的、体系的に調査すること。

当初見込みの2倍以上の量

 



 

Nakano Research Project Summary

Three major auseums ： approximately 10000 titles

British 
museum

Honolulu 
Museum 

of Art

aFA
5000 titles 

(in collaboration with 
the aFA)

3000 titles

2000 titles

Taiwan 
national 

University 
3000 titles

Other library 
and museums 

5000 titles

Seoul National 
University     
2000 titles

British Library  
2000 titles

 

目標②
北米の「日本学」次世代研究者養成（次世代）研究者コミュニティ構築

 



 

目標③

在外和本調査Workshop開催

第１回：2011年3月24日 場所：ハーバード大学 燕京研究所

第2回： 2011年7月5日 場所：韓国高麗大学校 日本研究所

第3回： ２０１１年１０月２１日 場所：ロンドン大学SOAS

第４回：２０１２年１２月２７日 場所：東京大学駒場キャンパス

第５回：２０１３年２月１６日 場所：九州大学箱﨑キャンパス
 

 
 

1st Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy  at  Harvard

Theme：Wahon Literacy:Why are there so many variants in 
traditional Japanese books? 

○ Date: aarch 24, 2011
○ Harvard Yenching Institute
○ Lecture 1:‘ Wahon Literacy： Why are there so many variants in  traditional Japanese books? 

Nakano aitsutoshi ( 9meritus Professor of Kyushu  University, Person of Cultural 
aerit)

Panel Presentations:
• Yuichiro IaANISHI (Director, National Institute of Japanese Literature) “Square Script Goes 

Cursive: Popularizing the Text in 9do Woodblock-Print Books”
• Robert CAaPB9LL (Professor, University of Tokyo) “Between aanuscripts, Printed Books and 

Writing in the aargins”
• Hitoshi NAKANO (Professor, Kyushu University) “Historical Documents Related to Toyotomi 

Hideyoshi”

 



 

 

2nd Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy  in Seoul (1)

General Theme: ‘Japanology from Seoul’
○Date: 2011 July (Korea University)
• Chairperson: Takatoshi aatsubara (Director, Research Center for Korean Studies in Kyushu university)
• 【Opening Address】 Choi Guang (Director, Research for Japanese Studies in Korea University)

Yuichiro Imanishi (Director-General, National Institute of Japanese Literature)
【１ ‘Location of oversea Japanese books’ information Seminar’ 9:00~】

Host: Takatoshi aatsubara (Director, Research Center for Korean Studies in Kyushu university)
○ Report   9:20~
• Wang Xiaowen (Curator,  Liaoning Library) ‘Source of Old Japanese literature which Liaoning Library holds in 

possession, arrangement and use’
• Linhung Shuffen (Special storage team, Taiwan University Library) ‘About Japanese classic books which Taiwan 

University Library holds in possession’
• Hea-Kyong Ann (Library Research office, National Library of Korea) ‘Japan related reference which National Library of 

Korea holds in possession’
• Chu-Yon Chong(Chief, Hallym University Japanese studies office) ‘Keijo Imperial University and Seoul University 

Library: Birth of University library in Korea’
• Choi Guang((Director, Research for Japanese Studies in Korea University) ‘Report: Publication of those 

books ”Korean peninsula・aanchuria Japanese Literature(1869~1945)Catalog(13 Volume)”and “Korean peninsula ・
aanchuria Japanese Literature(1869~1945)Catalog(27Volume)”’

• Yoji Otaka (Professor, National Institute of Japanese Literature) ‘Outline: National Institute of Japanese Literature’s 
research of Japanese classic books data in the countries in 9ast Asia・Areas’

○ Synthesis Dibate 11:00~     
• Tateo Nakami (Professor, Tokyo University of Foreign Studies)
• Choi Dok su(Korea University・Professor)

 
 

2nd Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy  in Seoul(2)

• 【2 ‘Wahon Literacy seminar in Seoul’ 13:30~】

• Host: Keisuke Kaino (Associate Professor, National Institute of Japanese Literature)
○ Lecture: aitsutoshi Nakano (9meritus professor, Kyushu University) “Welcome to the 

Wahon world”-Wishing the Promotion of Wahon Literacy
○ Panel Presentations(20 minutes each)15:00~
• Robert Campbell (Professor, University of Tokyo)   ‘The Transcriptions produced by SAKAaOTO’
• Kousei Terashima (Professor, National Institute of Japanese Literature) ‘The selected data of 

Shin Kokin Wakashu-About some pieces of Sadaie’s autograph which National Institute of 
Japanese Literature holds in possession.’

• Kim Shi-tok (HK Research Professor, Research center for Japan studies in Korea University)
‘”撃朝鮮論”Brought to Korea by missions of intelligence assessment’

• Commentator:  Choi Kyou kook (Professor, ayoungji University)
Kim  Yeoun chol(Professor, Hanyang University)

Atsushi Iriguchi (Assistant Professor, National Institute of Japanese Literature                        
Hitoshi Nakano (Professor, Kyushu University)

○ 【Closing Address】 Choi Guang (Director, Research Center for Japan studies in Korea University)

 



 

3rd Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy in London--（１）

Theme：Wahon Literacy: Why So aany Variants? An Overview 
of Xylograph Printing in 9arly aodern Japan

○ October 21, 2011:  SOAS, University of London (Russell Room, lower ground floor, 
Main College building)

Lecture 1:Japanese Illustrated Books at the British auseum (in 9nglish)
Timothy Clark ( Head of the Japanese Section, British auseum)

Lecture 2: An Overview of Colour Woodblock Printing in 9arly aodern Japan –
Wahon Literacy： Why are there so many variants in traditional Japanese 
books? (in Japanese)

Nakano aitsutoshi ( 9meritus Professor of Kyushu University, 
Person of Cultural aerit)

○ October 22, 2011:
Colloquium   at SOAS (by invitation)  ‘Looking back on the history of Japanese Illustrated Books’

Presentations by Suzuki Jun, Professor, National Institute of Japanese Literature, 
in association with Ellis Tinios, Honorary Lecturer, Leeds University 

Japanese Study Room, British Museum

 

3rd Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy in London--（２）

• [Resume]
• London is truly a treasure house of traditional Japanese books (wahon). The British Museum houses one of the great 

collections of traditional Japanese illustrated books in the world. Particularly notable within the BM’s holdings is the 
outstanding collection assembled by Jack Hillier (1912-1995), pioneer scholar in the field. In addition, the British 
Library (originally the library of the British Museum) has many precious books formerly collected by Philipp Franz 
von Siebold (1796-1866), Ernest Satow (1843-1929) and others.

• In both these institutions the value and importance of these Japanese book collections has long been recognised and 
they have been careful preserved and made available for study. It is a unique experience for book enthusiasts and 
scholars to be able to take these fine traditional Japanese books in their own hands: this serves very much to keep 
the books alive. Crossing the oceans and transcending the boundaries between nations, the books have served as 
fine ambassadors for traditional Japanese culture. Academic institutions that promote the study of Japan, such as 
SOAS, University of London, have formed important links with the British Museum and its extensive holdings of 
illustrated books and other cultural artefacts, to promote the study of traditional Japanese culture in a globally 
significant way.

• The aim of these lectures is to highlight the particular essence of traditional Japanese books within the printing 
history of the world – to show how both calligraphic text and illustrations are able to assert their distinctive qualities 
within the whole ensemble. Through our shared appreciation of the books we wish to promote further cultural 
exchange in the future. It is no accident that this workshop should be staged in London: it builds naturally on the 
extraordinary achievements of many collectors and scholars of the past.

 



 

4th Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy at Tokyo University 

○Date:  December 27,2012

○University of Tokyo, Komaba

○【Opening Address】 SHINADA Yoshikazu （ Professor, Graduate School of Arts and 
Sciences and the College of Arts and Sciences, University of Tokyo ）

○ Panel Presentations
Lecture 1: An Overview of Colour Woodblock Printing in 9arly aodern Japan –

Wahon Literacy： Nakano aitsutoshi ( 9meritus Professor of Kyushu                    
University, Person of Cultural aerit)

Lecture 2:  An Illustrated Books in France : Christophe aarquet(INALCO)
Lecture 3: Akahon-Aohon :Kimura Yaeko(9meritus Professor of Kinjo Gakuin

University
Lecture 4: An Illustrated Books at aFA : Robert Campbell( Professor ,University of 

Tokyo)

 

5th Japanese book(wahon) workshop 
--Wahon Literacy at Tokyo University 

○Date:  February 16,2013
○Kyushu University , Hakozaki   
○【Opening Address】 Nakano aitsutoshi( 9meritus Professor of  Kyushu  University, Person of 

Cultural aerit)
○ Panel Presentations

Lecture 1: A Japanese book(wahon) in 9urope: Kamei Shin (Kagoshima University)
Yuichiro aanish (Director-General, National Institute of Japanese Literature)   

Lecture 2:  9arly Japanese Book Survey at the auseum of Fine Arts, Boston:  Yoshitaka 
Yamamoto(Ph.D. Candidate, University of Tokyo)

Lecture 3:   An Illustrated Books At aFA—Suzuki aoronobu : Suzuki Jun (professor , National 
Institute of Japanese Literature) 

Lecture 4：Survey Summary of  Nakano Project : Takatoshi aatsubara (Director, Research 
Center for Korean Studies in Kyushu university) , Nakano aitsutoshi ( 9meritus Professor of  
Kyushu   University, Person of Cultural aerit)

○ 【Closing Address】 Yuichiro Imanishi (Director-General, National Institute of Japanese 
Literature) 

 



 

２．調査組織 

 

  １．2010 年 10月 31日～11月 7日実施 

  松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  白石良夫（佐賀大学文化教育学部 教授） 

  佐藤温（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程） 

  山本嘉孝（東京大学大学院総合文化研究科 修士課程） 

  以上 4名 

 

２．2011 年 3月 21日～25日実施 

  中野三敏（九州大学 名誉教授） 

松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  佐藤温（国文学研究資料館 特別研究員） 

  山本嘉孝（東京大学大学院総合文化研究科 修士課程） 

  以上 4名 

 

３．2011 年 7月 24日～29日実施 

  松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  久保田啓一（広島大学 教授） 

  吉良史朗（日本学術振興会 特別研究員） 

  佐藤温（国文学研究資料館 特別研究員） 

  定村来人（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程） 

  村上義明（九州大学 人文学府 博士課程） 

  以上 6名 

 

４．2012 年 5月 7日～11日実施 

  中野三敏（九州大学 名誉教授） 

松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  Kristin William（ハーバード大学大学院 博士課程） 

入口敦志（国文学研究資料館 助教授） 

佐藤温（国文学研究資料館 特別研究員） 

山本嘉孝（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程） 

  以上 6名 

 

 

 



 

５．2012 年 8月 6日～10日実施 

  松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  ロバート・キャンベル（東京大学大学院総合文化研究科 教授） 

Kristin William（ハーバード大学大学院 博士課程） 

川平敏文（九州大学人文学研究院 准教授） 

亀井森（鹿児島大学 准教授） 

  入口敦志（国文学研究資料館 助教授） 

佐藤温（国文学研究資料館 特別研究員） 

山本嘉孝（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程） 

  以上 8名 

 

６．2012 年 10月 1日～5日 

  松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

  Kristin William（ハーバード大学大学院 博士課程） 

  大場卓也（久留米大学 准教授） 

佐藤温（国文学研究資料館 特別研究員） 

  山本嘉孝（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程） 

  以上 5名 

 

７．2013 年 2月 27日～3月 4日 

  松原孝俊（九州大学韓国研究センター 教授） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．和本リテラシー 

 

古典が大事だと言うのなら、「和本リテラシー」の回復を 

中野三敏（九州大学名誉教授） 

 

五十歩百歩ではすむまい 

 明治三十三年（ちょうど 1900 年にあたる）の小学校令によって、仮名文字の数が一音一

字と定められて以来、それ以外の仮名（所謂変体仮名）は不必要となった。これはその当

時、尋常小学校だけで就学を終える人が国民の九割方を占めるので、その大多数の人たち

に一応の読み書きを達成させようというものであり、効率と流通の観点に立つ限り、それ

なりのメリットもさぞかし大きかったことは、疑う余地はない。 

 ところが、その制度としての効果はあまりに絶大で、それ以来百十一年、既に大学全入

でさえほとんど不思議でなくなった今日、日本人のおそらく九割九分までが、変体仮名や

草書体漢字の読み方（それを私はひとまず「和本リテラシー」と呼ぶ）を見事に忘れ去る

事態となってしまった。 

 今やその能力の保持者は、国語・国文学の古典研究の専家、あるいは日本に関わる歴史・

美術史・諸文化史の近代以前の専家、またその卵（大学院生）を中核とした、ほんの一握

りの人たちに限られてきている。その数およそ五千人と数えれば、おそらくお釣りが来よ

う。 

 一方、明治三十三年以前にわが国で作られた書物（刊本、写本、文書類）のすべては、

変体仮名と諸書体の漢字とを用いて書かれている。ということは、取りも直さずそれ以前

に書かれた、いわばわが国の古文献なるものを、曲がりなりにもそのまま読めるのは、一

億三千万人中の五千人ほどということになる。０．００三％。まさかと思われるかもしれ

ないが、試みに周囲の大学の研究者を見渡した時、先述したその保持者以外、現役の自然

科学・社会科学の研究者の中からそれに当てはまる人を見出すのは、一苦労であること、

目に見えている。 

 ただし、誰も彼もそれぞれの研究のベーシック言語である外国語に関しては、大いに堪

能な方ばかりである。引き替えて、和本リテラシーの保持者で外国語にも得意な人はとい

えば、ごく少ない。私などその代表と言えよう。したがってこれは五十歩百歩だろう……

というわけには実はいかないのだ。 

 あえて外国語風に言えば、変体仮名と草書体漢字は、いわば明治以前の日本人にとって、

唯一のネイティブ書記言語である。そして今や、日本人の九九．九九七％までが、そこに

遡るためのツールをほとんど完璧に失ってしまっていることになる。これを大問題だと考

えるのは、決して私一人ではあるまい。 

 

とんでもない誤解 



 

 このあたりで、「いや、いや、我々は先人の叡知には十分敬意を払ってきた。『古事記』『六

国史』『源氏物語』『奥の細道』『うひまなび』『解体新書』、そして『学問のす々め』等々、

近代日本人も忘れてはいない。きわめて丁重に扱ってきているではないか」といったつぶ

やきが聞こえるような気がする。それはそうだろうが、では現代日本人はそれらの文化遺

産を何によって読んでいるのか。もちろん、大半の日本人は活字化された文献に頼ってい

るに決まっている。これまで、それによって何とか口を糊してきた私などが言うのもおか

しな話かもしれない。 

 しかし、大部分の読書人は、今必要で大事な古文献のほとんどは、すでに活字化されて

いるに違いないとお考えなのではなかろうか。これはとんでもない誤解である。 

 明治三十三年以前までに積み上げられた書籍群、特に江戸時代ともなればそれは自然・

社会・人文の三分野にわたって、人としての生活に関わる形而上・形而下、ほとんどあり

とあらゆるものが書物化されていて、その数はおそらく二百万点を下るまい。これはたと

えば『源氏物語』が千点近く残されていたとしても、それを一点として数えた時の数を指

す（『国書総目録』が公称五十万点というのを基本にして、その上に曾祖父や祖父の誰某が

お伊勢参りのついでに書き残したコヨリ綴りの手書きの旅日記などというものまで数えれ

ば、それを超す数は優にあろう）。 

 ご存知の通り、江戸時代までは音声メディアや動きのある映像メディアはない。文字メ

ディア以外に過去の生活文化を伝えるものはほとんどないのである。そのうち活字化され

たものと言えば、たかだか一万点強、どれほど多く見積もっても五万点には到底届くまい。

要するに最大でも二．五パーセントにも足りぬ。しかも清濁と句読点とを研究者の判断に

委ねる活字化は、いわばどれほどその道の研究者が心血を注いだとしても、翻訳に過ぎぬ

とも言えよう。その上、活字化選択の基準は、いわゆる近代主義的評価に偏りすぎていよ

う。つまり現代日本の知識人は自らの古典を外国語の翻訳を読むのと同じようにしか享受

できないところまで追い詰められているのである。 

 活字化即ち翻印の一端を担う所業を重ねてきた自身を顧みれば内心忸怩たる思いがある

にはある。だからこそ、ようやく近代主義一本道の危うさを意識し始めた昨今、それを是

正する大きなヒントを与えてくれるに違いない先人の生き方を翻訳のようなものではなく、

じかに辿れる人が、ある特殊な領域の研究者に限定されたわずか五千人ということは、な

んという皮肉な結果であろうかと思わずにはいられない。 

 

近代主義の大波 

 実は、この問題は何も今に始まったことではなく、明治以来、日本の学問がその根底を

西洋学にシフトしたことから生じている。それは現在の大学における講座名や研究者室名

を一覧しただけでも瞭然であろう。自然科学や社会科学は言うまでもなく、それに従事す

る研究者は、その基礎言語しての外国語に精通するのは当然としても、日本古典語などは

まったく眼中に置くこともなく済んでしまう。 



 

 そうは言っても、日本における語学それぞれの学史を研究対象とする人や、少数の心あ

る人はその限りではありえまい。つい一世代前までは、かえって医学部や理学部の先生方

の中に、我々が専攻する学会でも指折りの業績を示す人物を探すのは、それほど困難では

なかったはずである。 

 一方、人文科学の中でも唯一、国語・国文学のみは、名称はともあれ、内容は契沖・宣

長以来の伝統に則って、辛うじて西洋学にも比肩しうる実証的学問を保持しえていたので、

この領域においてのみ、何とかネイティブ書記言語を絶やすことがなかったのである。 

 それでも、「文学」と言う西洋学に根ざす呼称は、そこにも明らかに近代主義の影が射し

て、戦後の江戸文学は特に所謂俗文学（庶民文学）の領域にのみ大きく傾く傾向が眼に見

えて生じていた。国史学も、大元は西洋歴史学を基本として、辛うじて扱う材料の性格に

応じたリテラシーを大事にしているに過ぎまい。江戸人の心性にあれほど重大な影響を及

ぼしてきた儒学も、中国哲学と銘打った以上、江戸儒学の独自性などどこ吹く風、すべて

は中華本土の儒学の解明におおわらわであったことは、名目上やむをえぬ仕儀であったろ

う。 

 肝心の国語・国文学とて、全体の風潮はあやうくその激流に呑み込まれそうになってい

たこと、贅言を必要とはするまい。近代文学の研究者の場合なおさらで、一旦、たとえば

一葉や鴎外、露伴など明治・大正の作家の自筆原稿やごく個人的な書簡などが新出した時、

泰然として対峙できる人が果たして何人いるのだろうか。 

 以上の風潮をひっくるめて一言でいえば、日本の学界はこぞって明治以来の国是であっ

た「近代主義」の大波に一斉にさらわれていたことになると言えばよかろう。 

 思うに「近代的」いう惹句は、我々の学生の頃まではポジティブな用い方以外になされ

たことはなかったはずである。「あなたは近代的なお考えの持ち主だ」という評言は、一部

の冷やかし的用法以外はすべて褒め詞であった。 

 それが平成と元号が変わり、世紀が変わる頃から、なんとなく急ぎすぎた近代主義の持

つ負の意味も意識され、以下に述べるような大きな転換の予兆が生じてきた。まさしく戦

後初めてのことと言えよう。グローバル化と称する錦の御旗に煽られて、しゃにむに空間

軸に沿った広がりだけを大切にしてきたことに対し、やっと時間軸に沿って積み上げられ

てきた先人の叡智に、少しは耳を傾けなければという風潮が初めて生じたとも言える。 

 明治以来、近代主義即欧米化と早とちりした向きは多かっただろうが、昨今誰もが欧米

の地を踏む機会に恵まれ、生活そのものに触れることができるようになった時、その地の、

実際に自らの血を流してかち取った近代主義の内実が、いかに伝統を重んじ、過去の英魏

の上に成り立っているかは、容易に理解できるようになったはずである。 

 日本だけが東洋の先進国などとおだてあげられ、特に戦後はお仕着せの近代主義に酔い

痴れ、過去を振り捨てて全くとして恥じることがなかったのは、先述の０．００三パーセ

ントという数字に何より明瞭に示されていよう。無論、時の必要に応じた西洋学の受容と

吸収の福音の大きさは十二分に評価できるし、自分自身の来し方を考えても、近代化に酔



 

い痴れていた残影ばかりが大写しにならざるをえない。結果、そのような事実があること

にさえ、またそれが何を意味するかさえ、誰も気づかなくなってしまった。気づいたとし

ても、近代化と経済成長の旗印の前では、口にすることも憚るような雰囲気さえ生じてし

まっていたのではなかったか。 

 

回復の道筋 

 これを是正する道はただ一つ。近代日本読書人のすべてにそのためのツールを回復させ

るしかなかろう。大学の一定の特殊領域の研究者の卵にのみ、その方法を伝えるというよ

うな消極的な姿勢で賄えるはずはない。 

 まずは小・中学校の初等教育レベルに、そのほんの手ほどきだけでも示すべきであろう。

それはちょうど明治三十三年の小学校令の大英断を、ベクトルを変えてもう一度決断する

ことである。当時の九割の児童が尋常小学校以上の進学を諦めていたとすれば、現在は十

割の児童が中学へ進み、高校・大学へも進む時代になっている。まさに世態は完全に逆転

しているのに、制度はまったくそれに順応していない。 

 当然、小学生に教えるには、その先生にその能力が求められよう。まずは教員試験の国

語免許取得の条件として、右の能力を要求すること。以上が達成されれば、回復はまこと

にたやすい。 

 つい五、六十年前の日本の読書人の大半は、曲がりなりにも身につけていたのだし、今

でも生活の片隅に、たとえば箸袋の文字や、蕎麦屋、うなぎ屋の看板や暖簾に、日常眼に

触れる機会は多い。外国語を覚える努力の何分の一かで足りる。小中学生の軟らかな頭に

は瞬時のことだろう。 

 読書人として成長するのは、そのうちのほんのわずかかもしれぬ。しかし、社会構成そ

のものは、いつの時代でもそんなものであろう。かく言えばとて、他言語学習も必要不可

欠なのは当然のこと。余りの偏りぶりは如何かというのである。 

 福澤諭吉は『学問のす々め』で西洋の学問取得による知的ステップ・アップの必要性を

力説した。今まさに知の内容を変えた『学問のす々め』が必要なのである。その意味での

真の知識人は、まずは日本中の小・中学生にその能力を回復させることによってしか、担

保されることはありえまい。ともかく三十年後に期待したい。 

 

時間軸と空間軸 

 すでに述べた通り、言語知識の展開には空間軸上と時間軸上との二方向がある。日本の

近代化はあまりに空間軸上の広がりばかり気を取られすぎて、他言語（主にヨーロッパ言

語）の獲得のことしか考えず、さらに近年のグローバル化の掛け声に後押しされて、いっ

そう他言語領域を広げることのみに邁進してきた。すべては経済優先路線のしからしむる

ところである。その効果は十分評価するにしても、当然のこと、時間軸上のことはまった

く忘れ去られることになる。明治三十三年時点では十分な理由があったとしても、制度と



 

して定められることによって、完全にその方向性を自ら閉じてしまった。理由は性急な「近

代化」の一語にあったこと、前述したとおりである。それに対する一抹の不安が決定的に

なったのは、九・一一から三・一一へと連続する、石油と原子力という近代エネルギーの

申し子の暴走と、それに加えるに自然の猛威の前のどうしようもない人工の卑小さの自覚

にあったことは、抗いようのない事実として誰の目にも焼き付けられたに違いない。 

 今、我々にできることは、一旦、時間軸を遡る術を取り戻して、先賢による自然と人間

のほどよいバランスの取り方を反芻することなのではないか。そこにはわれわれの生活の

すべてを大きく変換する、ほんのちょっとした意識のスイッチに関する知恵が、必ずや見

出されるに違いない。そのためには何はともあれ大多数の読書人の間に、時間軸を遡るツ

ールを回復させるのが先決であろう。それを小学校から始めるのでは遠回りすぎる……と

いう、そのあせりこそが、近代化という思考の残した最大の悪癖の一つであることに気が

ついてもよいのではかかろうか。 

 

夜明け前 

 このところ私は、右のような事柄を性懲りもなく説きまわっている。それは顧みれば、

自らがたまたま五千人の中の末席の一人に位置していて、もし若い頃に西洋の学問を志し

ていたならば、当然反対側の九九．九九七％にまわっていたに違いないにもかかわらず、

これまでそうしたことにまったく無関心のままに過ごしてきたことを自戒する余りの所為

ではある。 

 無関心であった理由ははっきりしている。それは私のみならず、江戸文化研究者のほと

んどに通じることであろうが、つい先年まで江戸といえば反近代・非近代の象徴的存在で

あったことに起因する。 

 今日でもなお世人の共感を一身に集めている坂本龍馬の極めぜりふの一つに、天の一方

を仰いで、「サァこれからが日本の夜明けだ」というものがある。誰が考えた言葉なのかは

穿鑿する気にもなれないが、この言葉は裏返せば、江戸時代は真っ暗闇夜であったという

のが共通認識でなければなるまい。藤村の『夜明け前』はまさにそのものズバリであろう。

しがたって江戸に何かを期待し、江戸研究に現代的意義を探るなどは、露ほども考えられ

ることではないのが、いわば国民的常識でもあった。つまり江戸研究者に対し、世間が何

かを求め、期待することなど絶えてないのが常だったのである。 

 ところが前述した転換の予兆に萌してか、近年の江戸、江戸の大合唱が捲き起こる。ま

さしく求められている。求められながらそれに応えることができないのであれば、いかに

もお粗末すぎよう。その時、もっとも基本的な問題として、「和本リテラシー」の回復の必

要性が意識されたのである。 

 

江戸に何を求めるか 

 このテーマを発信した時、必ず求められるのは、それを回復したとして、そこから何が



 

見えてくるのかという問いかけである。さらには最も効果的にそれがわかる一冊を提示せ

よという問いもしばしばある。そのような問いかけそのものが近代主義的悪弊の最たるも

のと思わないでもないが、その時はひとまず先達の叡智に触れることと大まかに答えてい

たが、もう一歩踏み込んだ時は、次のような答えもできよう。 

 それを回復しえた時、たとえばどこでもよいが、前述した通り、ある旧家の土蔵の片隅

に、長年置き去りにされていたらしい、ネズミの齧るに任せた、コヨリ綴じ、手書きの、

それも先祖の誰某が書き留めた『奥の細道』ならぬお伊勢参りの旅日記の一冊でもよい。

それを読めば、必ず、江戸の人間と現代の人間との、人間としての精神構造の違いに心打

たれるはずである。 

 より現代的な一冊をというのであれば、これまた何でもよいが、たまたま手許にある戯

作（これこそ近代主義者からも江戸を代表する文学とみなされた）の代表的な一冊、これ

は活字にもなっているものであるが、町人作家山東京伝作るところの『通言総籬
つうげんそうまがき

』（天明七

年刊）の冒頭に、 
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云々とある。 

 いわゆる江戸っ子の啖呵の典型としてよく引かれる文章だが、なかでも「御膝元に生れ」

た自分というところこそ、江戸っ子の最も誇らしげな心情を一語に約
つづ

めた表白である。そ

れは後述する通り、被治者である町人が、治者である武士（ここはその象徴としての徳川

家）に対する満幅の信頼を込めた評言であり、おなじことを一世紀ほども早く、浪花の西

鶴は『天下の町人』という言葉で表明していた。（事の仔細は、中村幸彦「『天下の町人』

考」[昭和十七年稿]を参照されたい）。 

 すなわち、片々たる戯作の一文にも、論じつめれば、近代の側からは必ず批判の対象と

なる封建制度に、町人をして自らの誇りとするに足る「江戸モデルの封建制」が顕在した

こと、すなわち治者が被治者からの絶対的信頼をかち得るという江戸社会の構造の有り様

を、自ずと読み取ることができるのである。 

 近年まで何度か生じては消えた、ある種の江戸ブームがあった。それを通じて見て取れ

るその特徴は、まさしく江戸の中に近代に通じる何かを求めるという、いわば江戸と近代

の相似のみを言い立てる傾向があった。 

 武士も人間、民百姓も人間、人情の濃淡においては現代の人間関係と比べてもそうもち

がいがないのは当然で。その意味では千年前でも変わるものではあるまい。それが江戸に

限定して面白がられたのは、おそらくそれまでの江戸の反近代・非近代性のみが、なんと

なく現代の常識として言い立てられ過ぎたところからの反省の一歩ではあったろう。 

 しかし、より積極的に、近代の歪みを何がしかでも是正する鍵としての何かを江戸に求

めるのであれば、それはお互いの相似点ではなく相違点に着目するのでなければなるまい。 

 その根本的な相違点は、前述した通り、人間の精神構造、より平たく言えば出来具合の



 

違いというところにあるのではなかろうか。 

 たとえば「武士」、江戸時代の武士はもはや戦闘要員ではなく、治者としての立場にあ

った。現代に置き換えれば、政治家と官僚に比定されよう。その時、武士およびその家族

の全員に徹底して求められたのは、「治者としての倫理」であった。「武士道の全教則は自

己犠牲の精神によって完全に浸潤せられ」たというのは、新渡戸「武士道」の中心理念で

あり、少なくとも江戸時代に限った「武士道」理念として、それに矛盾する江戸の文献記

述を、私はこれまでまったく見たことがない。 

 むろん、俗の領域の文芸などに武士批判とされる文献は数多い。しかしよく読めば、そ

の文献のすべては武士の道に外れた武士らしからぬ武士に対する批判であり、被治者側か

らの、武士らしい武士に寄せられた信頼は絶大であった。ひいては被治者側も、できうれ

ば、そのような信頼されうる存在に自らも近づきたいという願望は、常在のものであり、

そこに江戸人および江戸社会の根本的な姿を認めうる。 

 転じて現代の政治家および官僚の存在に思いを寄せた時、このような信頼関係はほとん

ど認められ得べくもない。たとえば直近の三・一一における政治家や官僚のふるまいに、

その違いは明々白々であろう。近時の政治家が軽々に自らを準
なぞら

えて「維新」と言い立て

ることが多いが、明治維新にあたっては、実際の戦闘で死んだ武士よりも、政治上の責任

をとって切腹した各藩の武士がどれほどの数に上ったかを、いまどき、切腹とまでは言わ

ぬにしても、時にあたって万民の納得する責任の取りようはあるはずである。官僚に至っ

ては自らその無謬
むびゅう

性と身分保障を言い立て、社会もそれを腑に落ちぬながら何となく容認

しているらしく、すなわち治者と被治者の間の信頼などということ自体が、完全に空文化

しているのが近代主義の偽らざる姿であろう。 

 このような事柄は、江戸時代の社会構造そのもののあらゆる局面において、江戸モデル

として顕著であり、そこに留意しさえすれば、それは江戸時代のあらゆる文献（前述の旅

日記などは、今でも値段の付けようもないまま、古書店の土間に積み上げられている始末

である）に読み取りうるところである。何も高価で有名な一冊を提示するまでもない。和

本リテラシーの回復は、その読み取りをたちまち可能にしてくれる。 

 前進のみ、未来のみに価値を置いて、ほとんどつんのめり気味のいわゆる社会進化論的

近代主義と、人間は前進するにつれて悪くなるという復古的倫理中心主義の江戸的人間論

と、そのいずれかをというのではなく、そのいずれをも熟知したうえで、極端に陥ること

なく、そのバランスをとる必要性、それこそが過去と未来、東と西のバランスに通じるも

のであり、そこに本当の意味での近代の成熟があるとすれば、それを可能にするのが、ま

ずは和本リテラシーの回復にあるということは、もはらこれ以上の贅言を必要とするもの

ではありえまい。 

 

 

 



 

Ⅲ．ボストン美術館調査を終えて 

  

                   ロバート・キャンベル（東京大学大学院 教授） 

 

私は今日、チラシに書いてありますが、ボストン美術館の絵本について、ごく簡単にご報

告をさせていただきたいと思います。今日、松原先生のお話、それから中野先生のお話に

ありましたが、ボストン美術館はとにかく欧米において、最も点数の多いコレクションを

誇っておりまして、それも先ほどのマルケ先生のお話ですと、19 世紀の半ば頃から、フラ

ンスのいくつかのコレクションが構築されようとしていたわけですが、ボストンのような

美術館は、19 世紀の終わりに日本の美術のコレクションの根幹として、立ち上がっていく

わけです。その中で、もちろん絵本だけではなく、肉筆の浮世絵、それから絵画、工芸品

などがたくさんあります。様々な資料が、日本文化を一つの民俗学、あるいは文化史的な

対象として学び、あるいは鑑賞しうる領域として、おそらくフランスやヨーロッパのコレ

クションに比べて、短期的に、計画的に、コレクションとして構築されたというところに、

特徴があるように思います。 

中野先生、松原先生が十数年間、推進しているプロジェクトの中で、私は遅蒔きながらで

すが、このボストン美術館の調査に加わらせていただいております。今年は 8 月、それか

ら 10 月に 2 回伺いまして、調査を、先ほど松原先生のお話にもありましたように、一応、

最後のところまで、調査を続けてみています。 

で、今日、松原先生のお話で、4人の男性、日本人が 1人と、白人系の欧米人が 3人立って

いた写真、最初にありましたけれども、その中に岡倉天心がいまして、それから Fenollosa

もいて、それからもう一人、Edward Sylvester Morse という、大森の貝塚の Morse が立っ

ていました。その 3 人は、文化史の上ではよく記述され、教科書にも載っているほどに、

日本人にとって、研究者でなく一般の人にも馴染み深いものですが、ボストン美術館で彼

らが、それからボストンの 19 世紀から 20 世紀にかけて、ボストンを 1 つの大きな拠点と

して、アメリカの日本研究、あるいは日本美術への愛好というんでしょうか、そういう活

動の拠点を作ることに最も大きく関わったのが、その中に、右側の端の方に立ち姿が確認

できる William Sturgis Bigelowという人物です。それで、Bigelowという人が、文化史、

文学史、美術史にあまり記述されない理由というのが、彼は研究者 Fenollosa や Morse と

違って、お雇い外国人として日本に渡ってきたわけではなく、1人の日本美術の愛好家であ

り、それから、彼が来日した後、ここに年譜に簡単にまとめてみましたけれども、その前

後に、ボストン美術館の準備室というものができ、そしてボストン美術館そのものが開館

するという、ちょうどそれと前後してあるわけです。この Morse、Fenollosa、それから

Bigelow が、ここに書いてありますように、1882年、明治 15年前後から 3人が揃って、ち

ょうどその年、Morse が明治政府から任命をされまして、関西の美術調査に行くわけですけ

れども、3人が揃って、まあ、西は今の山口あたりまで足を延ばし、関西方面を中心に古い



 

寺院や神社仏閣を中心に調査を行います。Fenollosa の仕事の中では、明治 15 年の『美術

真説』ですとか、そのあたりで大いに活かされる経験ですけれども、Bigelowは研究者では

ありません。アメリカに帰ってから、ボストン美術館の理事になり、色んなところで演説

をしたり、発表もし、それが雑誌に載るということはあっても、単著を書いたり、美術に

ついて体系的な研究をまとめていないんです。ただ、Bigelowはここにも書いていますよう

に、1850年に、ボストンで資産家で貿易商の長男として生まれ、彼自身、74年に、ハーバ

ード大学の医学部を卒業し、すでにパリへ渡ってパスツールのもとで細菌学を学ぶわけで

すけれども、外科医としてアメリカへ戻ってきて、病院で短期間ですけれども、診療して

います。本来は、生業としてといいますか、生計を立てるために一生医学に関わる必要は

なく、実際に病院もその直後にやめまして、その後の 1880年代からは、全く畑違いに、家

の財産を用い、ボストン美術館の充実化に努めるわけです。 

81年に Edward Morseが一時的にアメリカに帰国しまして、これがボストンで大変大きな話

題になるわけですが、日本美術について講座を開きます。ボストンの 19世紀後半の、いわ

ゆる知識人の中で、フランスを中心とするジャポニズム、それと同時にある一つの大きな

波と、それから Morse が帰ってきまして、日本の状況の報告、というものがあり、またそ

の前に、青色で書きましたけれども、5年程前にフィラデルフィアで、明治維新後、初めて

日本がアメリカで、日本政府として大きな展示をしまして、万国博覧会というものがあり

ました。これは東部のアメリカの芸術好きにとっては、目から鱗が落ちるようなものであ

りました。特に工芸品ですね、立体物です。彫像でありますとか工芸品、様々な、いわゆ

る日本から見れば輸出産品としての工芸品がふんだんに展示されて、そういったところか

ら、ボストンの人たちが、ちょうどこの Bigelow の世代の若い人たちが、フランスのジャ

ポニズム、浮世絵、特に版画を中心とする浮世絵という 1 つの影響と、もう 1 つは、万博

以降のアメリカにおける日本へのイメージとして日本の職人の技の素晴らしさ、斬新さと

いうものが評価され、それが、ボストンではちょうど美術館というものを作ろうとすると

ころで、1つの先端になっていくわけです。Morseが帰国をして、ほぼそれと同時に、Bigelow

は 82 年に日本に渡っていきます。そこから 5、6 年程日本に滞在し、膨大なコレクション

を築き上げていくわけですけれども、ここに書きましたように、15000というコレクション

を、買いながら、もう買ったところから簡単な目録を自分で作って、それを全部美術館に

寄託をするということを行っております。しばらく寄託という状態でしたけれども、1911

年に寄贈され、今のボストン美術館の大きな根幹をなす浮世絵（浮世絵は、Spaulding コ

レクションと Bigelow のコレクションの 2 つの大きな柱があります）と、刀剣と、漆器、

それから様々な蒔絵、それらがほとんど Bigelow のコレクションであります。Morse、

Fenollosa、それから Bigelowが、滞日期間が重なりながら少しずつずれていくわけですが、

大体 Bigelow が滞在している 5、6 年の間に、3 人が揃い、明治政府の様々な要請、あるい

は庇護のもとで調査をし、調査をする先々で大量に書画商、骨董商、あるいは寺社、仏閣

などから直接多くの作品を仕入れて、それを順次、ボストンに、自分たちが日本にいる間



 

にも、梱包してボストンに送り出していく、というようなことをやったんです。これは海

外における日本美術のコレクションとして非常に珍しいもので、最初から Bigelow 一人の

資財を用いて 3 人が共同で取捨選択をしながら、その人の資財を用いて公にする（公とい

っても当時は私立の美術館ですけれども）。そのコレクションを公開することを前提として

作っていくことをやっていっているわけです。Bigelowはそのようにそもそも出資者であり、

徐々に使い分けといいますか、住み分けというものが、3人の間に出てきます。大体 Morse

が、民族資料であったり、古代資料を集め、Fenollosaは版画と絵画を大量に―大量といっ

ても 1500点くらいですけれども―を買い、そして Bigellowが、先ほど申しましたように、

どちらかというと立体物ですね、仏像であったり、刀剣であったり、漆器であったり、そ

れから書物を多数集めたわけです。彼らの世代の人たちが、日本の、我々が「絵本」と呼

んでいる総称、そういうものをどういうふうに見ているかということを考えると、1つは立

体物といいますか、版画や肉筆を全部とにかく Fenollosa の鑑識眼に任せ、それが日本の

明治 10年代、20年代に美術を専門領域として認める、その認識を大きく変えることになる

わけです。 

Bigellowは、亡くなる直前に、こういった写真に収められています。今年の 10月にはじめ

て、調査が一段落したところで、Mount Auburn Cemeteryという、ボストンの上流社会とい

いましょうか、19 世紀の初めから、古い私営の霊園がありますが、そこにお墓があるとい

うことで、訪ねて行きました。Bigelow のお墓はとっても分かりにくかったんです。晩年、

天台宗に帰依しまして、火葬をするんですね。火葬をしまして、分骨します。三井寺と、

それからこの Mount Auburn Cemetery に。当時としては非常に珍しい火葬です。この写真

ですね、ちょっと分かりにくいので、こういう、墓石が並んでいるところに、ぽつんと W.S.B

と、本当に簡略なお墓ですけれども、この写真ではどれくらい小さいのかがよく分かりま

せんので、隣に私が座って写真を撮ってもらったんです。これくらい小さな、ボストン美

術館のコレクションの、西洋美術を含めて、1番核をなすようなコレクションを作った人が、

こんなに小さなお墓に入っているということが、ちょっと不思議です。 

控えとして、調査をしている時に文献の写真を撮らせていただくのですが、先ほど中野先

生のお話にありましたように、ボストン美術館のコレクションの大きな特徴が、副本とい

いましょうか、同じタイトルを幾つも集めているのですね。 

短期間に Bigelow たちが書物を京都、大阪、江戸、あるいは地方に出かけて行って、出か

けた先々で買っているわけですが、短期間に買っているので、重複して、あえてこういう

ものを幾つも揃えようという、そういう理解もあったかと思うのですが、とにかくおそら

くまとまったものとして、100 点とか 200点単位で買っているうちに、自然とタイトルが重

なるということができたように想像されます。とはいえ、やはり、彼らの嗜好というもの

が働くわけでして、先ほどマルケ先生のお話にもあって、とても興味深いので後でお聞き

したいんですが、ボストン美術館の和本の中に北斎の絵を収めたものが、最も比率として

多いわけですね。北斎の、例えば『絵本隅田川両岸一覧』という大本 3 冊の本、国内にも



 

幾つもありますけれども、ボストン美術館には 7種類もあります。7種類もあれば、それは

意図的に何か、良いもの悪いものを色々取り混ぜて並べて見ようという意図があったかと

思いますと、私が拝見したところ、初版はないんですね。大体、後刷りであったり、状態

が良くなかったり、というところを見ると、多分その一タイトルよりも、要するに北斎の

ものなら取りあえず何でもいい、何かはないのか、というようにアンテナを張って聞いて

るうちに、こんなに堆積していったということもあったのかなあと思います。 

そういうケースもありますし、以前国文学研究資料館の鈴木淳さんが、『江戸のみやび』と

いう本の中で紹介しておられますが、北斎が若い頃に、挿絵を寄せた『花の兄』という絵

入狂歌本、これは小本ですね。国内には所在が確認されていない、いわゆる孤本（こほん）

と思われます。非常に美しい、まっさらな、おそらく配りものだと思うのですが、そうい

ったものもあるわけです。で、先ほどの『鳥山彦』も 3 種類ありまして、初版も、とても

綺麗なものが 1 つあり、それから後刷りの『石燕画譜』というものが 2 種類ある、という

ような具合です。そういうとても綺麗ないわゆる名物、ヨーロッパのコレクションをずっ

と見ていると必ず出てくる、先ほど名前が出ました Duret でありますとか、Goncourt であ

りますとか、1番珍重、重宝されたタイトルは、ほとんど全て揃っています。一方では、非

常に際物的といいましょうか、1つしかなかったという、本来残るべきものではないものが、

とっても大事にとられたりするということです。 

今映してるのは、調査の最後の箱いっぱいに、色々な袋がいっぱい出てきて、本来あまり

残らないものですが、あえて残そうという人がいたようです。次に、これは控えとして写

真を撮ったので、ひどい状態のものをお見せするようで恐縮ですが、こういう後の、幕末

から明治の本屋か、所蔵した人が手書きの題箋で『智恵物語』と記していますけれども、

中を開いてみますと、名古屋の永楽屋の見返しが付いていて、全部、少し大きめの大本の

台紙に、中本型の本が、丁寧に、匡郭のところで切り出されていて、1丁ずつ台紙に貼って

―ここに何種類かの貸本屋の判子が捺してありますけれども―よく見ていきますと、蔵書

印もあります。ここは「山東庵」とありまして、山東京山のものだったということが分か

ります。山東京山はかなり長生きをした戯作者でして、後半世に随筆の中で、江戸の戯作

の歴史といいましょうか、江戸の戯作について色々と振り返って、大切な証言を残してく

れていますが、最晩年に、自分が若いときに書いたこの作品に再会をしています。京山は

感慨深げに、この貸本の周りに朱筆で書き込んでいます。「此書は、今安政三年」とありま

すので、1856 年と分かります。「安政三年丙辰四十七年前、我四十一歳の時の作なり。家に

残したるは人に貸してうしなひ、婿におくりしが、此一本をよむに他人の作をよむが如し。

今日婿のもとに逗留して記す。安政三辰菊月十七日八十八歳京山」というふうに、京山が

40代に出した合巻『早引節用集』、8冊のものでして、絵を歌川国貞が描いているわけです

けれども、それを家に記録としてとってあったものを、いつの間にか貸してなくなったの

が、それをその人が婿に返したのかどうかは分かりませんが、婿のところに行って逗留し

ていたら出てきたわけで、全く自分が書いたとは思えないほど、他人が書いたようだ、そ



 

ういう隔世の感を、この中で書いているわけです。この書物がふたたび京山の手を離れ、

貸本（かしほん）に仕立てられた時期や経緯などをぜひ知りたいものですね。 

最後に、これも同じように、黒っぽい表紙で、厚手の表紙で、貸本屋で扱っていたものと

推測されます。開けてみますと、表紙にも裏の見返しにも、もとの題箋も書名の書き付け

もありません。仮に我々は「教訓刷物貼交帖」と付けているわけですが、学芸員に聞きま

したところ、これはおそらく最初に受け入れたときの、一番古い時代のタイトル紙が貼っ

てあります。Scrap book と書いてありますね。その下に万年筆で unimportant  prints と

書いてあります。全く重要ではない版画、ということですね。余計なことを書くものです

ね。これはどこの店かがよく分からないんですけれども、一番後ろの、いわゆる裏見返し

には、浅草御蔵前松本氏とありますが、どういう人かまだ分かりません。江戸の貸本屋が

作ったのかと考えています。中身は、いわゆる石門心学に使う教訓物の配り物、チラシい

わゆる引き札といわれたものが 160枚以上、1冊の中に大変丁寧に、台本に貼り付けられて

います。そして、一枚一枚が勝手に剥がされないように、こういうところに割印が捺して

あるわけですね。通し番号のようなものはないのですが、この冊子自体が、色々な時に手

に入った刷物を脈絡もなく貼り込んだものです。天明 7 年が 1 番古くて、翌天明 8 年のも

のも入っています。そしていくつもの刷物を見ていきますと、ここに書かれていますよう

に「施印」と印刷されていて、つまり篤志家が自費で、自分のお金でそれを作って刷らせ

て、人々に施こしたのです。ここに書いてありますけれども、中沢道二という京都出身の

心学の大家。天明時代に下ってきまして、大きな道場といいましょうか、校舎を作りまし

て、その道二先生が色々な講釈をしている様子が書かれているのを、おそらく弟子がこう

いうふうに刷り物にして配ってるということですね。ほとんどの中身が、このように「施

印」であることを明示しています。中味は雑多なものですが、なかには道歌といわれるも

のがあります。例えば、「かれはさぞつかふとこそはおもふらんつかはれて世をわたる猿引」

というふうに、遣っているつもりが実は猿に使われている人間の猿引、読んでいてちょっ

とためになるような、あるいは親孝行すべきだ、忠義を鼓舞しようというような道歌が書

かれているわけです。 

「施印」というものが１枚１枚、心学者たちの間で、普段行われていることが、例えば、

道二の師匠であった京都の手島堵庵の弟子たちの間に配っていた社約というものから分か

ります。その中に、入門をしますと、講釈師のように道話をする、そのお稽古をさせるわ

けですけれども、その時に 1つのルールとして、「著作物ならびに施印などは、なされ候思

し召し御座候はば」、彼らがいる校舎に、それを「ご相談くださるべく候」と、届け出を義

務化しています。要は勝手に施印を作ってはいけないよ、ということを書いているわけで

す。かなり統制をします。江戸でも道二は同じように、一門を広げていく、あるいは彼ら

の心学というものを普及させるための活動として、「施印」を奨励しています。先ほど申し

ましたように、これは際物的、つまりその場限り、読んで、道話を聞き、配ったりするも

ので、コレクトされる対象ではもともとないのですね。ただこれらに価値を見出した、お



 

そらく幕末の江戸の貸本屋だと思いますけれども、ある本屋が集め、こしらえ、また商品

として再利用していることが、原本の形態から分かります。 

もう１枚を見てみましょう。中沢道二が、江戸において 2 番目に開いた校舎、慎行舎があ

ります。これは天明 3 年に作っていますが、それより 2 年前に、日本橋で、最初の有名な

参前舎という大きな道場を作って、町人から武士、この時期には松平定信などからも大変

注目されていまして、道二の一門というのが、江戸で大きく発展します。稽古の定日があ

りまして、毎月の 7日、27 日、それから稽古、道話をする人の稽古が毎月の 17日に、志が

ある人は、遠慮なくおいでくださいというふうに書かれていて、これはいわゆる仲間内の

ものです。 

全てが江戸かと言うとそうではなく、京都や、大坂で心学を教えているところももちろん

あります。こういった、目で見て決して綺麗なものではない、18世紀の資料、おそらく 20

世紀の初めに、学芸員が unimportant と書いてしまったように、ほとんど不要、美術品と

しては価値は認められないけれども、資料としては非常に重要な、興味深いものが多々あ

ります。 

美術史として系統的に集める、北斎などを中心に意図的に集めていくことと、それからお

そらくそれぞれの場所で、業者であったり、あるいは同伴する日本の知識人のアドバイス

を得ながら、興味深い絵入り資料を集め、とりあえず整理しないまま、ボストンへ送り込

んでいったと思われます。 

ご清聴をありがとうございます。 

 

 

 

 


