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開催にあたって
享和2年︵1802︶︑十返舎一九の﹁東海道申膝栗毛﹂ が出版
されると︑瞬く間にベストセラーとなり︑次から次へと続編が出版

されました︒弥次郎兵衛と北八のコンビが東海道を旅しながら繰り

広げる滑稽な内容が︑話題性を呼んだのでしょう︒一九の﹁東海道
中膝栗毛﹂ が︑後の読み本や浮世絵など︑数多くの作品に大きな影
響を与えたことはよく知られています︒浮世絵師として有名な歌川

広重も膝栗毛にちなんだ作品を残しています︒

そして今回紹介する﹁東海道中栗毛弥次馬﹂ もその一つです︒幕
末から明治にかけて人気のあった戯作者の仮名垣魯文が新たに文を

書き︑落合芳幾が絵を描いたものです︒一九の﹁東海道中膝栗毛﹂
とは一味違った弥次さん・北さんの旅を紹介します︒

例

凡

1本苗は、令和3年1月3日〈日）から2月28円佃）まで、新店関所史料館で

開催する館蔵浮世絵版画展「東海道巾栗毛弥次馬 弥次さん・北きんの

の旅」の展示解説図録です。
2 図録番号は陳列番号と一致しますが、陳列の順序は必ずしも番号通りで

はありません。

3 解説文は、作品中の文をもとに絵の内容をわかりやすくまとめました。
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東海道中膝栗毛

﹁東海道中膝栗毛﹂ は江戸時代後期の戯作者十返舎一九の代表作で︑主

人公である弥次郎兵衛と北八の二人が伊勢詣でを思い立ち︑数々の失敗や

滑稽を繰り返しながら︑東海道を江戸から京︑大坂を旅する様子を狂歌や

小咄を交えながら描いた作品です︒

享和2年︵1802︶ に出版された当初は︑品川から箱根までで完結す

るようでしたが︑あまりにも人気が出たため︑その後文化6年︵1809︶

までに伊勢参宮︑さらにそこから京都︑大坂見物を行う全八編が出版され

ました︒そして︑文化11年︵1814︶に本来なら最初に説明されるはず

の弥次さん︑北きんが旅に出るきっかけとなる発端編が出版され︑合計18
冊︑13年間にわたり刊行されました︒

この間の文化7年には八縞の刊行に続いて金毘羅参詣の続編が刊行きれ

たのをはじめ︑その後も宮島参詣︑木曽街道︑善光寺道中の続編が出版さ

れ︑膝栗毛シリーズは21年間にわたりロングセラーとなりました︒

十辺舎一九

明和2年︵1765︶I天保2年︵1831︶8月

十返舎一九は︑明和2年に駿府︵静岡市︶ の下級武士の子として生まれ

ました︒若いころ江戸に出て武家奉公をしますが︑長くは続かなかったよ

うです︒その後︑大坂で浄瑠璃作者となったあと再び江戸に出て︑出版業

寛政7年︵1795︶ に三作の黄表紙を刊行したのを手始めに︑以後多

者の薦屋重三郎のもとで出版の仕事を手伝ううちに戯作の道に入りまし
︒
た

くの黄表紙︑洒落本などを刊行しました︒そして享和2年︵1802︶︑

にいたったのです︒辞世の句は﹁この世をば

どりゃ

おいとまに線香の

38歳の時に﹁東海道中膝栗毛﹂を出版し︑戯作者としての世評を確立する

煙とともに 灰左様なら﹂ と︑いかにも一九らしい句を残しています︒

東海道中栗毛弥次馬
文・仮名垣魯文 画・一恵斎芳幾 坂元・品川屋久助板
万延元年︵1860︶刊

か∴な﹁かさ・〇㌢ん

仮名垣魯文

文政12年︵1829︶−明治27年︵1894︶日月

江戸末期から明治初頭にかけての戯作者︑新聞記者︒江戸の京橋生まれ︒

かれ︑関連する絵が挿絵として描かれています︒それに比べこの栗毛弥次馬

落合芳幾が絵を描いています︒一九の﹁東海道中膝栗毛﹂は読み物として書

の影響を受けた戯作者の仮名垣魯文が︑原作にはないエピソードを脚色し︑

り広げるエピソードを滑稽に描いた作品︒十返舎一九の﹁東海道中膝栗毛﹂

中膝栗毛﹂や牛鍋屋を舞台にした﹁安愚楽鍋﹂を発表して流行作家になり

に倣いながら横浜の異国風俗を盛り込んだものでした︒維新後は﹁西洋道

文が戯作者として認められた出世作で︑十返舎一九の﹁東海道中膝栗毛﹂

歌などを書いていました︒万延元年︵1860︶刊の﹁滑稽富士詣﹂は魯

別号に鈍亨︑金屯通人︑猫々通人︒花笠文京の門に入り︑初め瓦版や流行

本名は野崎文蔵︑字は能達︑幼名兼吉︑また庫七︑後に文蔵と改めました︒

は︑仮名垣魯文が膝栗毛の滑稽さをより誇張し洒落っ気のある内容に書き改

ました︒一方︑明治7年︵1874︶からは﹁横浜毎日新聞﹂ の雑報記者

東海道を江戸から京都へ旅をする弥次郎兵衛と北八の両名が︑各宿場で繰

めるとともに︑その文に合うような絵を落合芳幾が面白く描いており︑読み

となり︑翌8年には自ら編集者として﹁仮名読新聞﹂ ︵いろは新聞︶ など

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師︒本姓は落合︑俗称は幾次郎︒

天保4年︵1833︶−明治37年︵1904︶

落合芳幾

を創刊し︑新聞記者としても活躍しました︒

物としてだけでなく見て楽しむ作品にもなっています︒

この作品は︑縦大判一枚に上下に図を描いています︒そのため︑それぞれ
に切り分けて鑑賞する事も出来たようで︑実際切り分けられたと思われるも
のも残っています︒

本作品と同じ﹁東海道中栗毛弥次馬﹂ という標題の作品がほかに二種存在

します︒一つは︑安政元年︵1854︶刊行の鈍亭︵仮名垣︶魯文が文を書
き︑一盛斎芳直面による上下2冊の合巻物︑もう一つは文久元年︵1861︶

号は一憩斎︵憩斎︶︑一恵斎︑朝霞機︑晒落斎など︒芳幾は︑縦やがいこつ︑

れる存在でした︒芳幾も歌川国労の作風を受け継ぎ︑魚を歌舞伎役者の似

刊行︑岳亭春信の作で一恵斎芳幾画による初・二編2冊の合巻物で︑いずれ

なお︑本作品は日本橋から京都までの56図に序文と発端・住家を含め全的

顔絵にした戯画や︑影絵仕立ての役者絵のほか︑武者絵︑横浜絵︑美人画

妖怪など奇抜な浮世絵で知られる歌川国労の門人で︑月岡芳年と並び称ざ

図の続絵ですが︑本館所蔵ではそのうち日本橋︑品川︑川崎︑神奈川︑吉原︑

など︑様々なジャンルで奇抜な作品を制作しました︒代表作に︑芳年との

も絵が中心の絵双紙スタイルになっています︒

蒲原 御油︑三条大橋︑京都の9図が欠けています︒

競作である残酷絵﹁英名二十八衆句﹂や︑影で描くという画期的な役者似

顔絵シリーズ﹁兵写月花乃姿﹂などがあります︒また︑明治時代には︑東

京日日新聞の新聞錦絵や︑歌舞伎雑誌の創刊に携わるなど幅広い活動を行
いました︒
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これは︑出立に捺し借金取りたちが押

︻住家︼ 膝栗毛では︑弥次さんは神田八

し寄せ︑借金を払うよう申し立てている

︻発端︼ 絵華子屋の詰前で︑旅に出かけ

東海道五十三次の宿場や駅路の滑稽を記

仮名垣魯文が新たに書き下ろしたことで

案の東海道中膝栗毛にちなみ︑戯作者の

に来たものの︑払ってくれないので居座

場面です︒一晩に三度も借金の取り立て

が︑﹁東海道中栗毛弥次馬﹂ の出版の経

し好評を博した十返舎一九の作品にちな

す︒左上は︑この作品で戯作を担当した

のはった米びつをのぞき込んでいます︒

ます︒左端では︑居候の北八がクモの巣

を払う際のやり取りが滑稽に描かれてい

くお家ちをと答えます︒旅立ち前の住家

のほうをかけあっているのでもうしばら

いうと︑弥次さんは︑先口の米屋や酒屋

定でさなぎゃ人をやり退去してもらうと

滞納されている大家が︑今宵こそ全て勘

るという米屋︒また︑一四か月も家賃を

好評を得ること間違いなしと述べていま

仮名垣魯文による口上︒

み︑戯作者の仮名垣魯文が興味をそそる

こや妻乞の里の野きつね

弥次馬に乗地の華のおささ身の

出版計画も述べられています︒

浜遊覧︑遊郭岩亀桜を題材にした続絵の

この作品に続いて木曽道中六十九次︑横

を執った経緯が記されています︒そして︑

文を再き︑それに絵師の一恵斎芳幾が筆

︻序文︼ 根元である当世堂の品川屋久助

Ii

居候という設定になっています︒
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丁堀あたりに住む独身者で︑北八はその

i詳言∴∵曲
正し呑畷難蕊
べている場面でしょう︒十返舎一九の妙
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霊＿
赴′し宗一

る弥次さんと北八が合羽姿で︑口上を述

1
緯と作品への意気込みを述べています︒

2発端1主家

3

いうと︑北八がそれに答えて︑さぞ旨かっ

大方昼飯の代わりにでもするのだろうと

ほうが賢い︶と北八︒すると弥次さんが︑

やつらだからよっぽど相手が悪い ︵馬の

うと弥次さん︒あいつらも馬に撒かれる

していたら馬がどこかに逃げ出してしま

る光景を日にします︒あんな騒動を起こ

次さんと北八︒馬子らがつかみあってい

︻保土ヶ谷︼ 保土ヶ谷に差し掛かった弥

ことができないから不通用だと大笑いし

と︑弥次さんがこの金は大きすぎて歩く

を持っていくと大金になると北八がいう

ンと叩き始めました︒いまどき江戸へ金

金工は大きな金玉の上にのせてテン︑チ

でした︒そこで弥次さんが銭を払うと︑

戸にいたらしく︑弥次さんとも顔見知り

います︒どうやらその金工は︑以前は江

︻戸塚︼ 二人は金細工を行う金工に出会

た二人︒﹁ちょんなれ︑ちょんなれ︑ちょ

近教わったという﹁ちょんなれ﹂を始め

しました︶

に興じています︒そのうち最

負けたものが酒を飲んだり服を脱いだり

横浜拳︑虫拳︑ちょん立て拳などがあり︑

んのもとになったという遊び︒藤八拳︑

めた弥次さんと北八が︑拳酒︵じゃんけ

︻藤沢︼ 藤沢の図では︑宿屋で宴会を始

たと︒画中には︑二人が食べている団子

はかり買ってやったら一人で食っちまっ

泊りで可哀そうだからサツマイモを二百

す︒そのわけを弥次さんがきくと︑一夜

と︑北八は﹁いや︑もたれた﹂ と答えま

次さんがよっぽどもてただろうという

な縁で幼馴染みの女性だったらしく︑弥

り上がっています︒北八の相手は不思議

八︒話題は昨晩の宿屋での女性の話で盛

︻平塚︼ 茶屋で休憩する弥次さんと北

笑ひ上戸のはるのやまやま

を狙っている犬がいます︒

ぎ合っています︒

たたろう︵馬が勝った︶ と洒落をいって
います︒そこで弥次さんの一首
ものいうたちのはてのいさかい

馬の背をわけいかづちの高声に

さわらびのたしたこぶしのけんざけに

んちょん︑なれなれ﹂ と︑お互い服を脱

4藤；尺 平塚
ています︒

3碍ケ合 戸 塚

4

ます︑鴫燐とは焼いたナスに練り味噌を

︻大磯︼ 大磯では鴫燐の店が描かれてい

らなかったのか北八は︑下駄を履いたま

︻小田原︼ 五右衛門風呂の入り方がわか

ないと宿屋の亭主からどうにかしてほし

しまいます︒他の客を入れることができ

ところだと︑北八が知ったかぶりをする

いと叱られてしまいます︒北八が熱さの

ま入り︑五右衛門風呂の底を踏み抜いて

と︑それは鴫立沢だと弥次きんがいいま

あまり弥次さんに助けを求めますが︑弥

つけたものですが︑鴫腕は大磯の名物で

す︒鴫立沢は昔︑西行上人が諸国行脚の

と大笑い︒これは一九の﹁東海道中膝栗

次さんは︑意気地のない底抜けの野郎だ

はありません︒西行上人が鴫擬を始めた

とき︑鴫の立ち去るさまに秋の風情を感

やどやのていしゅしりをよごした

すへふろのかまをぬきたるとがゆえに

毛﹂ にも登場する有名な場面です︒

じ︑歌を詠んだ場所とされています︒北

脱沢﹂ と間違えたようで︑そこで﹁鴫﹂

八が︑大磯の名所である﹁鴫立沢﹂を﹁鴫

さいもなきせんにあはれはしられけり

の名がつく物を登場させたのでしょう︒

しぎやきなすのあきの夕めし

関、一／綴頭韻醒

醒、、醒1．

寸￣

抜け出した北八が︑痛がる弥次さんを見

すくに逃げましょうといいます︒布団を

の騒ぎに驚いた飯盛女が地震と勘違いし︑
映った姿がいかにも山賊のようでびっく

てしっかりしろといって︑弥次さんを助

何かに食いつかれたと騒ぎ出します︒そ

りする二人︒弥次さんがアッヒ叫び提灯

けに向かいますが︑当の北八自身は恐怖

すると弥次さんの脇差の尻を掴まえて一

を投げ出し逃げようとすると︑北八もそ

のあまり腰が立たなくなっています︒ど

人の男が声をかけました︒提灯の火影に

につまずき転んでしまいました︒少しば

れにつられて逃げようとしますが木の根

さんが噛まれて大騒ぎになり︑その騒ぎ

うやら二人が持ち込んだすっぽんに弥次

にまざれてゴマの灰に財布を盗まれてし

かりですがありったけの路用を差し上げ

まいます︒これも一九の﹁東海道中膝栗

ます︑必要なら棒も解きますので助けて

くだきいと懇願する弥次さんでしたが︑

どさくさにさいふさらってすっぽんと

毛﹂ に登場する有名な場面です︒

実は男は大道役者で︑ただ明かりを分け
てもらおうヒ声をかけたのでした︒

にげだすごまのはいさようなら

5

￣1

かが入ってきました︒すると弥次さんが

子

︻二島︼ 旅純で就寝中︑北八の布団に何

顧葉蘭繭蘭義認語 ∴∴

︻箱根︼ 小田原で宿を勧める留女を振り

6箱根．三．島

切り︑箱根の山道を行く弥次きんと北八︒
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えます︒大釜の仕丁が言うことには︑こ

こちとらかまやしないと︑弥次さんが答

が︑自分から好きで釜に入ったのだから︑

弥次きんに起こしてもらおうとします

ちて釜が割れてしまいました︒北八は︑

ています︒留女のなかには旅人の着物

ベー﹂をしなから立ち去る二人が描かれ

し︑女性の器塵を見るなり﹁あっかん

ら二人に声をかける女性がいます︒しか

︻原︼ 原の宿場で客引きをする留女に呼
び止められる弥次きんと北八︒店の中か

壷焼きなどの磯料理が有名です︒その名

からの富士山の眺望の良さと︑サザエの

北八です︒由比の名物といえば︑薩唾峠

山を望む茶屋で休憩している弥次さんと

︻向比︼ 由比の薩埋峠でしょうか︑富士

しゆがんでいます︒どうやら弥次ぎんは

二人ですが︑先を行く弥次さんの顔が少

行われます︒川越人足の肩車で川を渡る

橘がかけられますが︑夏場は歩行渡しが

かった弥次さんと北八︒ここは冬には仮

︻興津︼ 薩壇峠を越え興津川に差し掛

いるのです︒それを見た北八は︑水の中

て大騒ぎしています︒どんなことをして

ました︒すると弥次さんは︑﹁めいかを

にでも落っこちたんじゃないかと冗談を

物のサザエに北八はなぜか指をはさまれ

の釜は源頼朝公の富士の巻狩りに際し炊

少々強引な客引きを行うものもいて︑街

よもう︑うたのどくで離すかもしれない﹂

言って笑っています︒あまりひどく押さ

またぎも玉をつぶしこそすれ

きん玉のつぶれたことゝおどろいて

なったとびと安心する弥次さんでした︒

いたらしく︑揉み下ろしたら元どおりに

一句ひねりました︒

きざいのっぽのふたりしっぽり

しめつけるあじはあはびの貝ならで

︵名歌と迷歌︑徳と毒の掛け言葉か？︶と︑

の衿首をつかんだり荷物をつかむなど︑

き出しをした由緒あるものでした︒この

道の風物詩の一つでした︒
顔は杓子に似たりよったり

旅人に膳をすえたるめし盛の

話は︑司馬温公の逸話を引き合いにした

ものです︒司馬温公は中国の北宋時代の
政治家で︑幼少のころ大きな瓶に落ちた
友人を助けるため叱られることを覚悟で

瓶を割ったというものですか︑北八は戯
れて釜に入って割ってしまったのです︒

たわむれに入たることがわれがまの
しりからもれし身をいかにせん

れたものだから上の方へつるし上がって

れ︑測れてしまったと大騒ぎし痛がって
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油気のようで︑人足の背中で股間が押さ
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も離さないので︑弥次さんに助けを求め

︻沼津︼ どういうわけか北八が大釜に落

7三召三宝 原の駅

が︑衣食住には困っていない手相だとい

り︑女性のために心を乱す形が見える

幸せを呼ぶという魚紋の相が乱れてお

歌う声がよくて︑さぞかし美人だろうと

まったと嘆く弥次さん︒昨晩︑隣座敷で

六両でも置いてゆけヒ離しません︒し

でもついてゆくぞ︑それがいやなら五︑

います︒それに気づいた女性が︑どこま

しに茶番でもしようというのです︒ふざ

す︒長丁場の旅に飽きたので︑うきはら

一都ずつ経典を奉納して廻る僧のことで

経︵法華経︶をもって諸国の霊場を巡り

は六十六郎のことで︑大乗妙典六十六郎

げようとしますが︑体が動きません︒両

かぶきりました︒北八はびっくりして逃

あたり︑隣で寝ていた北八に襖ごと超い

投げ飛ばされたはずみで弥次さんは襖に

首筋をつかまれ投げ飛ばされたのでした︒

ている女性の上に詔いかぷきったので︑

ています︒ことの発端は︑弥次きんが寝

います︒さらに詳しく見て︑すっぱり当

人とも地窓だと思って﹁くわはら︑くわ

︻岡部︼ 弥次さんが女性に投げ飛ばされ

ててみましょうと占い師︒ところが北八

ると弥次さんが﹁ほざいたりぬかしたり︑

けてないで︑さっきと通せと廻国僧︒す

ばら﹂ と声を上げています︒どうやら︑

り︒弥次さんが腕づくで離そうとしま

弥次さんが間違って女性に覆いかぶきっ

思っていたのですが︑夜が明けてびっく

どの﹂ と返します︒これは︑﹁誠に柚ふ

袖振り合うも緑のした力持ちまえ修行者

かったらしく︑江戸を発つときにあの世

引っ張って離そうとしません︒

たようです︒

伐の名歌徳三舛玉垣のセリフを引き合い

の︑がのこくんますのたiがさ

経廻る旅の憂さおも晴らし﹂ という歌舞

り合うも他生の緑とやらいえば︑諸国を

すが︑その女性は弥次さんの樺をきつく

ついはいかけてきぬ川のふち

うつくしいこえをしるべのかさねよき

していないか見てもらおうと思っただけ

した︒

いないという占い師の見立ては大外れで

でした︒ともあれ︑北八が生活に困って

までと言い交した女性が︑心変わりでも

は︑そんなことを見てもらうつもりでな

く手をさえぎる弥次さんと北八︒六郎と

1

︻丸子︼ 六郎の廻国僧を前後で挟み︑行
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らっています︒占い師が言うことには︑

：∵： ・三豊

にだしているものと思われます︒
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︻江尻︼ 北八が占い師に手相を見ても
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︻藤枝︼ 落馬した弥次きんが馬方に文句

んをみて馬子が注意しています︒どうや

︻白坂︼ 座頭の猿市と犬市の二人連れが

ため︑止めようと横っ腹を蹴り上げたら

弥次さんが乗ると同時に馬が駆け出した

で目元︑口元のどこをとっても申し分の

低からず︑くっきりとした白い肌︑柳腰

名の妾だろうといいます︒背も高からず

に乗った女性を見た北八が︑どこかの大

引き上げようとする北八に︑強く引っ張

た土留め︶ に足を踏み込んだようです︒

ら弥次さんは︑蛇篭︵綱に石などを入れ

い争いになっています︒どうやら最初に

たった今おぶって漉したではないかど言

早くおぶって川を漉さないがと言うと︑

ん︒どうやら先を行く女性に気を取られ

て大往生したいものだといいます︒する

りったけの身上を使って美しい妾をもっ

す︒できるものなら生まれ変わって︑あ

を持つことはできないと羨ましがりま

ない女性を妾にした大名に比べ︑自分は
どんなに頑張ってもあんなに美しい妾

に持っていたようです︒一服しながら北

さっぱりかまってくれなかったことを根

出しました︒すると北八は︑弥次さんが

で北八が釜の中に落っこちたことを持ち

いヒ北八が言うと︑弥次さんは沼津の宿

を踏み入れて人の世話になるのにうるさ

げてくれと頼みます︒自ら蛇竃の中へ足

次さんは︑大笑いです︒

川下へ流れる北八を川から引き上げた弥

されてしまいます︒手足をもがきながら

ますが︑途中で気付かれて川に振り落と

と今度は北八がおぶきり川を波ろうどし

市に猿市が背中をだすと︑これはしめた

わった弥次さんのようです︒催促する犬

嬢市がおぶって漉したのは犬市にすり替

こかれてこしをぬかすおっこち

ききへゆく女馬にのりてみきほしと

た弥次さんでした︒

た︒この騒ぎで︑女性を見失ってしまっ

とができず北八に助けを求める弥次さ
夢中になっていて振り落とされたのでし

と︑人のことを羨ましかっても仕方がな

八は︑見物でもするつもりのようです︒

︻嶋田︼ 弥次さんと北八の二人は︑東海
道の難所の大井川にやってきました︒こ

十六︑七の娘が気になるようです︒

いという弥次きんは︑後の連台に乗る

振り落とされたのでした︒起き上がるこ

ると足の皮がむけるから︑そっと引き上

せやかって腰の骨を折ったではないか︒

︻金谷︼ 往来の端でふざけている弥次き
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だ︑こぼしてもしたのだろうと言い争い

かけると︑猿市はさっきついだばかり

いるかもしれないとか︑あの腹じゃ布袋

ちてきました︒カブトムシのようなアリ

八が着物をふるうヒ大きなアリが二匹落

裸になってふるってみるというので︑北

ものが見えてびっくりした拍子に後ろへ

雨戸をあげると︑庭の隅に宙に浮く白い

一緒にやろうと北八を誘います︒北八が

います︒小便を我慢していた弥次きんが

ぞいて目を回す始末︒この騒ぎに宿の亭

倒れました︒弥次きんも恐る恐る外をの

腹が膨れたのはたらふく茶を飲んだせい

つぶそうとするともう一匹のアリが弥次

を見て北八はびっくりしています︒踏み

様の代わりが務まるとか言いたい放題︒

こゝに来てゆきゝの腹やふくれけん

だろうと弥次さんが一首詠みました︒

した弥次さんがよく見ると︑干したまま

主をはじめ皆が駆けつけます︒日を覚ま

する有名な場面です︒

じゅぽんのの

と結んでいて︑こ

れは一九の﹁東海道中膝栗毛﹂ にも登場

りのこわくおぼえた﹂

忍びのほかにせんたくの

霊と見間違えなのでした︒﹁ゆうれいと

の白楠梓を下女が仕舞い忘れ︑それを幽

が食いつかれました︒おちおちと飲ん
北八はというと︑キャン︑キャンと犬に

じゃいられないと︑早々に勘定をして立

さんの脚絆に潜り込み︑今度は弥次きん

不自由なことをいいことに茶屋の亭主の

はえられびっくりしています︒よっぽど

ち去る二人でした︒

されば布袋のふくろ井の茶屋

仕業だと思い込み︑銭を払わないといい
だします︒茶屋で酒を飲んでいる二人に

ンと鳴けと言っています︒しかしよく見

盗み飲みしていたのでした︒

たようです︒

ると︑北八が犬のしっばを踏みつけてい

普通の鳴き方ではない犬に︑ワンとかビ

︵狂句︶ コイツ廻文 かんぽんに

出会った北八が︑座頭の飲んでいる酒を

た二日でなくなったことに猿市は︑日が

を回せと詰め寄ります︒二合の酒がたっ

り猿市が一人で飲んだとばかり思い︑盃

になっています︒そして犬市は︑てっき

︻浜松︼ 浜松で泊まった宿に死霊が出る

ト

︻見附︼ 弥次さんと北八が茶店で一杯
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やっていると︑突然北八が﹁アイタ︑ア
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て︑弥次さんと北八がうわさ話をしてい

ZiJミ

ます︒飯をたらふく食ったとか︑学んで
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下でとぐろを巻いている蛇を発見︒捕ま

船中大騒ぎとなり捜したところ︑板の

ねると︑蛇を見失ったのだといいます︒

る男がいました︒不審に思った北八が尋

船中で弥次さんの着物のたもとをまさぐ

に引っ掛かり吊り上げられようとして弥

ました︒どういうわけか︑北八が凧の糸

は江戸時代以降大凧を揚げる風習があり

ている男たちに出会います︒遠州地方で

︻新居︼ 弥次さんと北八は︑大凧を揚げ

からかったからだと聞く耳をもたず︑ウ

います︒しかし弥次さんは︑北八が娘を

次きんに早く出してくれるよう懇願して

娘が網をかけたヒ冗談を言いながら︑弥

かけられた北八は︑人を人魚だと思って

こく付きまとっていたからでした︒網を

います︒どうやら北八が娘のあとをしつ

かり貰ってしまうことに︒

もしつこくせがむので︑とうとう成文ば

といっても許してくれません︒あまりに

きそこでたらふく食ったからいらない︑

うしつこく追いかけられています︒さっ

に似た顔の茶屋の婆さんに柏餅を買うよ

次之内﹂にも登場しています︒二人は猿

︻二川︼ 二川宿のはずれの猿ケ馬場は柏
餅が名物で︑歌川広重の﹁東海道五拾三

で︑腰をしっかり持つように北八がいい

渡船という船漉しが行われていました︒

えた蛇を北八が海へ捨てるよう言います
した︒そこで北八が︑その男ともども海

ます︒しかし︑弥次きんは自分まで一緒

このあみのめにかゝるくるしき

ける

ざるがばゝあのかしわもちうり

きゃっきゃっとわめきてむりにおしつ

しています︒

へ放り投げるというと︑男は懐から蛇を

手を放して下へ落ちろというのでした︒

に天に昇ってしまうからと︑北八に笠の

取り出して北八に迫るのでした︒一九の
﹁東海道中膝栗毛﹂ では︑北八の刀の輔
しまったところ︑浮き上げってきて竹光

に巻き付いた蛇を刀ごと海へ投げ入れて

恋ならば人目のせきはいとわねど

サギがキッネを生け捕ったのだヒ大笑い

峠￣ ∴ TitJ、 ．1工 潮 iI 寧

が伸びると海の中へ吊り上げられるの
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次さんに助けを求めました︒これ以上糸

︻白須賀︼ 北八が娘から網をかけられて

16 白；貴賓．ニ多用

が︑蛇使いの男は捨てられないヒ答えま

だったことがばれてしまう話になってい
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謁

ていた北八は︑般若の面をした女が天狗

てしまい︑大笑いしています︒それを見

たところ︑とんでもない鼻柱にぶつかっ

︻吉田︼ 旅箱屋の女が勢いよく駆けてき

構いなしに北八の手を後ろに回して縛り

です︒痛がる北八ですが︑弥次さんはお

と信じ込んで︑捕まえようとしていたの

弥次さんは北八のことを狐が化けたのだ

をだせと︑北八の尻に手をやっています︒

︻赤坂︼ 弥次さんが馬乗りになって尻尾

駕縄について歩いていたのでした︒芝居

いいことに︑何と声をかけようか思案し︑

北八は年配の女性から見つめられたのを

︻藤川︼ 駕縄に乗った女性の脇をついて
歩く北八︒先には年配の女性がいます︒
どうやら駕純の女性の母親のようです︒

詠んでもらいます︒

の鼻柱にぶつかったと︑弥次きんに一首

て転べば助けて声をかけることもできる

の話︑食べ物の話︑天気の話︑つまずい

金びらの御利生ゆへかないじんの

江戸時代には金毘羅参りをする行人は︑

ドゥドゥ﹂ と答えるのでした︒回申には︑

ン﹂

親子は脇道にそれて行ってしまいました︒

が︑といろいろ考えているうちに︑その

戸帳めがけて鼻のめんぼく

るのか目印でした︒金毘羅参りは︑伊勢

画中にあるように天狗の面を背負ってい

する場面です︒

二人の様子を見つめるキッネがいます︒
これも一九の﹁東海道中膝栗毛﹂ に登場

にしても大きな天狗の面を背負っていま
︒
す

参りと並ぶ人気の旅コースでした︒それ

というと︑弥次さんも﹁ハイハイ︑

あげます︒そのうち北八は面白くなって︑

fI 当 〉 竜iii￣一重璽重を蛭 ヰ∴一 ＼ド窓 ニ∴

弥次さんが引っ立てると﹁ヒビン︑ヒビ

18赤坂
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蹄・場漏
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∴∴∴ ∴∴亨

官わたし

露
ブ合ii

i駄

ち偉ひて寂しかっだといいます︒一万︑

ていた旦那の帰りがずいぶん遅いので待

ています︒万歳師の女房が︑江戸へ行っ

家族に出会い︑旦那と女房の会話を聞い

︻岡崎︼ 弥次さんと北八は三河万歳師の

すると︑向こうから白いものが見え︑だ

聞いた二人は︑恐る恐る歩いています︒

やってきました︒逢妻川で河童が出ると

を弥次さんと北八は︑池鮭鮒の逢妻川に

︻池鯉鮒︼ 雨がしょぼしょぼと降る夜道

て顔に墨を塗られたのでした︒柱には﹁神

るのに︑ろくでもない落書をして詞とし

弥次きんと北八が︑振乱・落書無用とあ

ます︒どうやら出来たばかりの寺の柱に

さんと北八が︑僧たちに追い払われてい

︻鳴海︼ 寺の前で顔に墨を塗られた弥次

同

んだんと提灯が近づいてきました︒提灯

きたはち

万歳師の旦那は︑さぞ帰りを待ったであ

弥二郎兵衛

田八丁はり

引き抜くとされていました︒

ると想像された玉で︑河童が好んで

※しりご玉︵尻子玉︶は︑肛門の所にあ

かっはやろうの北の自らがい

しりご玉ねらう子ぞうヒ思いしは

越しに見えたのは︑手に豆腐と徳利をも

親がどうしたと尋ねると︑その子供は︑
土産をくれないのなら話さない︑と答え
るのでした︒
女ほうは内でていしゅをまっちゃらこ

としたちかへるみかわまん才

∴−

日たちもはやき風のはらみ帆

うみおとすけがあやまちはなみのうえ

飲んで酔ってしまったと答えました︒

なっただろうというと︑北八はたらふく

を食らったりしてさぞかし腰が一杯に

を聞いた弥次さんが︑泡を食らったり水

りの水を飲んだというのでした︒この話

な波がきて海へ落っこち︑一斗五升ばか

用を足そうとました︒すると俄かに大き

急に腰が痛くなり︑舶先で尻をまくって

那の用で木更津で船に乗った時︑沖合で

八は昔のことを思い出したようです︒旦

の船渡しの渡船場がありました︒船で北

と北八︒ここは︑桑名へ向かう海上七里

︻宮︼ 宮︵熱田︶ へやってきた弥次さん

言．二塁を三二二二上空二三＿」一二一二二二二＿∴

liiS

ろう︑江戸で金持ちの娘や後家に大変も

〇〇〇は ヽゆ＼

行二人﹂ と見えます︒

ヽ

てだと自慢話をしています︒すると子供

矛へSP

ち︑大きな傘をさしている小さな小僧で
した︒二人は︑豆腐小僧の河童の化け物

、￣裏＝デー へ 〇・

が︑父親に土産はないのかとせがみ︑さ

Sn∴ 騙畷 幽￣ 溶一会重囲S騒塞選言＿ し 攫生が
かタヌキかムジナかと驚き︑腰を抜かし

掌斉、因は8回発表MS○○＿噛
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繊

ながら逃げていきました︒

20時三毎

寸一羅翻駆鰯澱翻
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llil
一° ＝二一でチ：＿￣
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＝二重

宰：「里芋
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訂
￣

あーが⁝といいだしました︒すかさず父

19周崎 三也鯉，鮒
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四日市

庄野

す︒﹁その手は桑名の焼き蛤﹂ ︵その手は

︻桑名︼ 桑名といえば焼き蛤が有名で

かしたようで︑宿屋の亭主が怒っていま

︻四日市︼ 北八が四日市の宿で何かやら

ですが︑北八が詩つコンガリと焼けた美

︻石薬師︼ 焼きめし屋で食事をする二人

しだいが︑ほかに美しい娘はいないかと

んは︑あなたのような美しい娘を女房に

次きんが何か話しかけています︒弥次き

︻庄野︼ 道端で作業をしている女性に弥

尋ねます︒娘がほかへ行って聞いてくれ

味しそうな焼きめしか犬にとられました︒

と答えると︑弥次きんは︑ほかになきゃ

す︒手前には誼にまかれた地蔵が横た

あなたでもいいと︒そして︑年はとって

食わないの意︶ の洒落言葉としても良く

飛びついたら皮をはいで太鼓にしてやる

いるが気立てがよく女性にも優しいし︑

八は︑やきめしを五︑六個注文し︑今度

江戸へ行けば金もあるから親たちに苦労

のではないかと疑われたのです︒問い詰

ぞヒ意地になっています︒それを見た弥

はさせないヒ自ら売り込みを始めました︒

ます︒たまたまそこにいた北八が壊した
められた北八は︑小便に行こうとしてう

とるのか商売だとたしなめますが︑北八

次さんが︑いい加減にしろ︑柏手は毎日

指を挟まれています︒そんな弥次きんを
のだといって蛤を取りますが︑どうみ

ろうろしていただけだと答えました︒し

子でみています︒

りもなく︵性懲りの洒落︶﹂ と冷めた様

そんな弥次きんを北八は︑また﹁庄野こ
でした︒

は犬が取りそこなうまであきらめません

かし実は夜這いを行おうとしていたので

又かぶりたるしゅぴのわるきよ

はいかけじぞうのかおもきんどがさ

した︒

でした︒﹁手を食われた﹂北さんでした︒
ふきだすほどにわらわるゝなり

はまぐりに手をはさまれてしんきろう

たって大きな蛤に手を挟まれている北八

見た北八は︑よくやけた小さな蛤をとる

また犬にとられてしまいます︒すると北

一己＿ 翠l臨・i ；：： el rT〇十 ′←

今度はとられないと意気込みきしだが︑

Jlt 昔 緯融点結滞∵1」捕鯨 1幡 生ヽi e 繍I と ■ l 言上∴ i N、＼ i．

わっています︒お寺に奉納するため新し

語需 ：「∴ 擁 蒸 出田職種∴1m・＿ 撚上し

く建立した地蔵でしたが︑鼻が壊れてい

つ、ゝ」 甲 ￣i孝壬 ＝！イ〝、

ですが︑弥次きんが大輪を取ろうとして

22石薬官市

知られています︒食い意地のはった二人

21桑名
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ま∴∴宮巷間享i守

燭i

れでも北八が行こうこすると︑留女が北

で行くと夜になると留女が答えます︒そ

雑ぜと北八は言いますが︑これから関ま

るよう催促しています︒関まで行くから

を見つけた北八はそれを拾い上げ︑身に

自分はずぶぬれだといいます︒幸い米俵

洒落か︶を着ている弥次さんはいいが︑

駆け出しました︒北八は︑合羽︵河童の

ふりだしてこころもせきにせきのしゅ

とおりすぎたるなつのあめあし

す︒しかし弥次きんは筆跡の優れたのは

行列を描いています︒弥次さんと北八の

海道五拾三次之内﹂で雨の中を行く大名

ぎます︒二人はうつむき加減で黙々と歩

二人も︑雨に降られるなか石部宿まで急
じゃないと︑まったく悪びれる様子もあ

いているように見えます︒いつもふざけ

の有名な書家にも劣らず今に高額になる
なりましょうといいたい放題︒すると宿

して︑相変わらず冗談を言い合っている

られたことに掛けて女性に振られた話を

のでしょうか︒いいえ︑どうやら雨に障

と︑弥次さんは平気じゃない︑﹁平家の侍︑

あめつちやまのめぐみとうとき

革も木もめだす五月のかぜすぎて

屋の亭主がよっぽど平気なお方だという

と平家も掛け言葉になっています︒

家に仕えた悪七兵衛︵平黒酒︶で︑平気

悪筆兵衛﹂と答えました︒悪筆兵衛は平

ようです︒

でしょう︑銭にならずとも手拭き紙には

てばかりの二人でも落ち込むこともある

りません︒しかも︑見る人が見ると中国

は筆法を第一とするから字の良し悪し

素人じゃわかりやしない︑自分が蓄くの

︻土山︼ ﹁坂は照る照る︑鈴鹿は曇る︑

八の辞をもって引主戻します︒帯が解け

まとうと一目散に駆けだしますが︑五︑

︻坂下︼ 弥次さんは︑自分は有名な蕾家

るのも知らず北八は弥次きんの後を追っ

六間先で動かなくなりました︒北八は訳

︻関︼ 雷が鳴る中︑大雨が障りだしまし

ji

酬離籍経

i麗報
だと偽り︑旅範の屏風などに好き放題に

劃帆塗

た︒二人は一丁ぽかり先にある茶屋まで

蝿，． ＼ 灘

は雨の多いところでした︒歌川広重も﹁東

て駆けだしました︒すると留女は帯を

く

まっていたのでした︒

引っ張りながらはやし立てると︑思わず
北八も浮かれて踊り出しました︒

人まねのたびじはざるに三本も

たらぬくり毛のほんの弥二馬

ぎ・l− 嚢襲
腎

土山
下
24坂の

㍉∴重言∴女

あいの土山雨が降る﹂と唄われほど土山

工藤ヾi熱闘、 ∴

落雷をして旅純の亭主から叱られていま

∴￣ふ

が分からず︑離せ︑離せと掻いでいます︒
どうやら俵から伸びた組が︑臼の下に挟

︻亀山︼ 留女が北八を引っ張り︑宿に泊

終、欝部首 総、∴ふ・1−−
？I＼ ＼il、＼

関駅
23亀山
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二重−章￣

仕掛けの妖怪が動き出す趣向︒北八が矢

で遊んでいます︒的に当たるとからくり

︻水口︼ 弥次さんと北八が吹き矢の屋台

たが︑どうやら間違って母親の寝床に

の寝床に忍び込んだはずの弥次きんでし

の部屋を若い娘が覗いています︒若い娘

︻石部︼ 二人が泊まった宿で︑弥次さん

といっていましたが︑口から吐き出した

き出しています︒弥次さんは五つ食べだ

泡食って食べて喉に詰まらせ︑すべて吐

が有名でした︒その姥が餅を弥次さんが

︻草津︼ 草津の矢倉の立場では﹁姥が餅﹂

の大津絵の中に瓢箪で強を押さえつける

で︑旅人の土産物として有名でした︒こ

された民俗画の大津絵で知られたところ

うか︒ここ大津は江戸時代初期から制作

うとしていますが︑どういうことでしょ

おきへかねたるなまずいっぴき

はねというぬらくらものよひょうたん

は押さえられない︑とあります︒

られるが︑ぬらくらもの︵なまけもの︶

※文中に︑輪がはねるのは瓢箪で押さえ

で

知って登場させたと思われます︒

を吹くと︑鐘の中から般若が飛び出し驚

︒
た

持っています︒これで輪を押さえつけよ

うか︒ところで︑弥次さんは手に瓢箪を

焼きにして食べようとでもいうのでしょ

を弥次さんが押さえつけています︒かば

︻大津︼ たらいから飛び出した大きな輪

はしのたしにはならぬくるしき

すきはらにあわてゝのどへからみもち

入ってしまったようです︒弥次きんに先

ばゝもむかしはしんぞきみなら

むすめぞとおもいちがいし六十の

いています︒今度は弥次さんが吹くと︑

まいました︒

れています︒戯作者の魯文がそのことを

堪＿萎聖堂空理

絵があり︑鹸絵のもとになったともいわ

ヒ ＼

門 ∴「 の

、く J ∴∴∴．

Li布i
：∴

のは七つで︑茶屋の老婆もあきれていま

「「蟻醜藷樽型＿

を越されてしまった北八も行燈を下げて

．．了一一、∴、

洋一 お 里
「∴∴ 「∴∴∴

一つ目小僧に石灯鱒の化け物が出てきま

I辛中型 雄；舞二∴ii−

す︒それにしても欲の深い弥次さんでし

26害う岩 大三君
きたらこのありさまに出くわし︑互いに
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した︒二人が吹き矢に夢中になっている
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問に路用の入った風呂敷包を盗まれてし
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石部
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参考2「増補東海道膝栗毛」浜松の場面の挿図

参考1十返舎一九「東海道中膝栗毛」浜松の場面の挿図

慶応3年（1867）から明治3年（1870）にかけて「東海 物干の稲梓を幽霊と思いびっくりして、気絶した弥次きんが
道中膝栗毛」を真似て出版された全7冊の読み本○狗々山 北八に介抱されている場面を描いています。

人が文を書き、月岡芳年が絵を描いています。狗々山人は幕
末から明治にかけての戯作者で初代笠亭仙果。本名は高橋広
道。月岡芳年は歌IIi国芳の門人で落合芳幾とは同門。
上図は、びっくりした2人が腰を抜かしている場面で増補
版ではこのほか、気絶した弥次さんが北八に介抱されている
図の2図が描かれています。
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参考3 歌川広重「膝栗毛道中雀東海道浜松泊」
このシリーズは、「京都大仏殿」「雲津の宿はつれ」「浜松泊」の3点のみです。十辺舎一九の「東海道中膝栗毛」
の浜松宿での話をもとに、物干の白い稲梓を幽霊と思い、弥次さんと北八がびっくり仰天している場面を描いて
います。狂歌は「ゆふれいと おもひの外にせんたくの しゅほんの糊かこわくおはへた」

16

展示品リスト
Nn
1

展

示

資

料

名

東海道中栗毛弼次馬

年

序文

代

形態・寸法（縦・横）

万延元年

2

東海道中栗毛弼次馬

発端住家

3

東海道中栗毛輔次馬

4

東海道中栗毛禰次馬

藤沢・平塚

5

東海道申栗毛捕次馬

大磯・小田原

6

東海道中栗毛禰次馬

箱根・三島

7

東海道中栗毛諦次馬

沼津・原の駅

8

東海道中栗毛弼次馬

由井・興津

9

東海道中栗毛捕次馬

江尻・府中

縦大判

万延元年5月

程ヶ谷・戸塚

38．0

縦大判

万延元年閏3月

縦大判

26．2

37．5

25．8

37．3

25．8

万延元年6月

縦大判

37．6

25．8

万延元年

縦大判

37．3

25．6

縦大判

38．1

25．6

縦大判

37．8

25．7

万延元年10月

縦大判

37．9

25．5

万延元年10月

縦大判

38．5

25．9

万延元年

万延元年

10

東海道中栗毛弼次馬

鞠子・岡部

万延元年6月

縦大判

38．0

25．5

11

東海道中栗毛捕次馬

藤枝・嶋田

万延元年10月

縦大判

37．5

26．0

12

東海道中栗毛弼次馬

金谷・日坂

毛万延元年5月

縦大判

37．3

25．5

13

東海道申栗毛弼次馬

掛II上袋井

万延元年7月

縦大判

37．8

25．6

14

東海道中栗毛請次馬

見附・濱松

万延元年5月

縦大判

37．8

25．9

15

東海道中栗毛禰次馬

舞坂・新井

万延元年6月

縦大判

37．9

25．4

16

東海道中栗毛弼次馬

38．0

25．5

17

白須賀・二多用

東海道中栗毛弼次馬

吉田

万延元年10月
万延元年

縦大判

縦大判

18．6

24．3

18

東海道中栗毛弼次馬

赤坂・藤Iii

万延元年6月

縦大判

37．9

25．6

19

東海道中栗毛輔次馬

岡崎・池鯉鮒

万延元年8月

縦大判

38．0

26．1

20

東海道中栗毛弼次馬

鳴海・宮わたし

21

東海道中栗毛禰次馬

22

東海道中栗毛弼次馬

23

東海道中栗毛繭次馬

24

東海道中栗毛諦次馬

坂の下・土山

25

東海道中栗毛繭次馬

水口・石部

26

東海道中栗毛弼次馬

草津・大津

参考1

参考2
参考3

万延元年7月

縦大判

37．2

25．6

桑名・四日市

万延元年5月

縦大判

38．0

25．8

石薬師・庄野

万延元年11月

縦大判

37．0

25．6

縦大判

37．6

25．8

縦大判

37．9

26．2

万延元年10月

縦大判

37．7

25．4

万延元年5月

縦大判

37．7

26．0

亀山・関駅

十辺舎一九 東海道中膝栗毛 全18冊

増補東海道膝栗毛
歌川広重

膝栗毛道中雀

全7冊

万延元年6月

万延元年11月

享和2一文化11年

慶応3−明治3年

東海道浜松泊
17

中本

中本

（天保初年頃）

横大判

23．5

36．2

新居関所史料館
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