屋根裏部屋の仲間たち

日本銀行総裁や大蔵大臣を歴任した渋沢敬三。 実業家・銀行家とし

しぶさわけいぞう

しぶさわ

まさひで

渋沢 雅英

学問の庇 護 者としても活躍した。 渋沢敬三が主宰し、仲間たちと研

ご

ゼアム」の収集資料は、みんぱくコレクションの母体ともなった。

渋沢の没後五〇周年を記念した特別展「屋根裏部屋の博物館」開

催にあわせて、渋沢敬三とアチックミューゼアムの仲間たちの活躍
をふりかえるとともに、その研究・収集成果が現在、そして未来の

民族学・民俗学の研究にどのように活かされてゆくのかを紹介する。

ず

しゅううち うら ぎょ みん

館主渋沢敬三自身の編著による﹃豆 州 内浦漁民
し りょう

いちはる ひこ

年から一八年にかけては︑
﹃日本魚名集覧﹄三巻

史料﹄全四巻が日本農学賞の受賞に輝き︑同一七
きん だ

が発刊され︑金田一春彦氏から︑
﹁日 本 方 言 学 上
の名著である﹂と激賞を受けました︒
しかしこの博物館では︑館主が
一人で仕 事をしていたわけではな
く︑豊かな才能と意欲にあふれた
研究者や︑実際に農林漁業に従事
していた多くの農民や漁民の方々
敬三はその方たちを︑同志ないし

を交えての︑大型の共同体でした︒

ら帰宅すると︑皆でおそくまで議

はパートナーと考え︑毎夜銀行か

斬新な構想が生まれました︒昭和

論を交わし︑そのなかから沢山の
九 年には︑二一名のグループが結
と しま

成され︑十島丸という船をチャー
ターして︑当時日本でもっとも交
さつ なん じっ とう

通が不便だといわれた薩南十島を

タルリ

裏部屋の博物館﹂に遺された時間が余りにも少な

自分も日銀の副総裁にスカウトされるなど﹁屋根

研究者の多くが応召し︑多くの仕事が中断され︑

行に出発し︑日曜の夜行で帰京︑駅から直接銀行

敬三自身も週末になると︑土曜の夜行で調査旅
に出勤するなど︑全速で走り続けていた姿が︑わ

い事を︑身にしみて知っていたのだと思います︒
あだ

でいる事と思います︒

ことを敬三も︑没後五〇年に際して︑心から喜ん

三氏の遺言によって作られたものだ﹂といわれた

代館長︑梅棹忠夫氏が︑
﹁この博物館は故渋沢敬

な図録が発行されました︒ちなみにみんぱくの初

評価され︑ソウル大学などの努力で数年前︑立派

納されていますが︑その存在は現在の韓国で高く

して朝鮮半島で収集した多くの民具も︑ともに収

所蔵展示される事となりました︒達里をはじめと

年を経て︑千里に建設された国立民族学博物館に︑

められた二万点におよぶ民具は︑敬三の死後十数

という︑貴重な書物の出版とともに︑全国から集

となりました︒幾多の試行錯誤の末︑﹃民具問答集﹄

そうしたなかでも︑民具の収集は歴史的な企画

渋沢敬三が遺したもの

たしたちの記憶には鮮明に残っています︒結果と
しては︑それが仇となって敬三は健康を損ない︑

渋沢敬三（1896〜1963）
。日銀総裁室にて。
（提供・渋沢史料館）

しぶ さわ けい ぞう

早すぎる死を迎える事になるのですが︑当時の敬

Attic Museum

ともに多島海の村々の周遊調査をおこなうなど︑

屋根裏部屋の博物館

見せたのは︑昭和七︵一九三二︶年ごろから︑一〇

渋沢敬三記念事業

三は︑日を追って激しさを増す戦争状況のなかで︑

特別展

興味深いプロジェクトが次々と実現しました︒

た とう かい

農村の衛生調査に参加したあと︑同学の人びとと

歴訪しましたし︑また朝鮮半島では︑達里という

公益財団法人渋沢栄一記念財団理事長

究にはげんだ自宅ガレージの屋根裏部屋の博物館「アチックミュー

年余りのことでした︒昭和一六︵一九四一︶年には︑

﹁屋根裏部屋の博物館﹂の仕事がいちばん盛況を

大型の共同体

屋根裏部屋が輝いた日々

て知られる一方、民族学や民俗学、水産史研究など多岐にわたる
ひ
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9 月 19 日（木）― 12 月 3 日（火）
国立民族学博物館 特別展示館
会期
場所

渋沢敬三と
特集

昭和十年代のアチック

いち かわしん じ

いちかわ

のぶ お

市川 信夫

父とアチックミューゼアム

ていたわたしを︑アチックで行事のある度に連れて行ってくれ

父はよく家族にアチックの話をし︑長男で小学校の教員をし

先生を訪ねる

物の管理と民具の整理を頼む︒いつから来てくれるかね ･･････
﹂
と尋ねられ︑信次はさっそく田舎の家を畳み︑上京しました︒

動で震えたといいます︒この先生にこそ従っていこう︒
﹁この建

NPO 法人高田瞽女の文化を保存 ･ 発信する会会長

わたしの父市川信次は︑アチック同人に加えていただき昭和九
︵一九三四︶年一一月より︑同一一︵一九三六︶年八月までアチック
に住み込みで日本各地より送られてくる民具の整理や採集者と
の連絡や指導にあたっておりました︒文字どおり渋沢敬三先生の
ひざもと

ました︒あるとき﹁宮本記念財団﹂の宮本端夫さんに﹁当時の

膝下にあって朝夕にご指導を受けられる人生で最高の時期でした︒
この時期のアチックは研究規模の拡大につれて手狭になり新
同人はほとんど亡くなって︑ジュニアも高齢になった︒そのなか

みや もとみず お

築改装がおこなわれたばかりで︑研究所のインフラ整備ととも
でいちばん先生に多く接したのはあんただ︒記録を残して下さ

やなぎ

に人材も必要となっていたようです︒父は二十代のころから柳
こう ぎ

ご ぜ

田國男先生の郷土研究会に入り︑盲目の旅芸人瞽女の実態調査
上京を知って父が﹁地元で評判の生そばを持って先生のお見舞

い﹂と言われました︒先生のご逝去の二〇日ほど前︑わたしの

た くに お

などをしていましたが︑同じ柳田門下で信次が交誼を深め尊敬

てアチックの玄関先に置いて失礼しようと思っていたところ書

いに行ってこい﹂と言いました︒三田綱町の坂道をとぼとぼ登っ

はや かわ こう た ろう

していた早川孝太郎さんの薦めで渋沢先生にお会いしました︒
先生はアチックを案内して下さり︑二階の民具置き場の隅にあ

先生はわたしを見てにこっとされ﹁よく来た︑
お父さんは元気か﹂

生が﹁先生がお会いになります﹂と︑応接間へ通されました︒

る熱帯魚の水槽で餌をやっていた書生に︑異常はないかと訊か
れ︑書生が昨夜水中ポンプを修理した後電源を入れるのを忘れ

渡へ行かれたことなど旅の思い出を楽しそうに語られました︒

と言われ︑やがて旅行で高田へ来られたこと︑小学校のとき佐

て︑一晩中ポンプ無しだったと話すと﹁ほう⁝⁝一晩なら大丈
夫か﹂と言われました︒信次は会話の意味がわからず︑またこ

時間です﹂と迎えに来て︑病室へしっかりした足取りで去って

ご病状を心配してはらはらして聞きましたが︑やがて書生が﹁お

の高価で泳ぐ宝石などといわれ︑金持ちのインテリアなどに飾
次の先生のことばで疑問は氷解しました︒

と反省するとともに︑わたしども未熟な親子にしっかりやれと

られ珍重される熱帯魚を物置で飼うのも不思議でした︒しかし
﹁一晩か ⁝ それなら海のない信州の山の子にも見せられるな︒
･･･
トラックで運ぶか︑計画を作ってみてくれ﹂
︒信次はそのことば
ご縁を下さったと思いました︒
ぽつんと言いました︒大樹はあまりに早く常世の人になられて

先生の訃報を聞いた日︑父が﹁先生は欅がお好きだった﹂と

けやき

行かれました︒帰りの夜汽車のなかで︑お疲れではなかったか︑

で先生の人柄に触れたと思いました︒そのころの日本には︑満
教育にミュウゼアムは不可欠と考えておられました︒熱帯魚の

足な水族館や動物園︑植物園もありませんでした︒先生は国民
しまいました︒

つねひこ

究に通じていた︒そこで渋沢敬三に︑ ・ビュッ

しており︑当時有力であったドイツ歴史学派の研

であることで知られていた︒長期間ドイツに留学

水槽ひとつでも学問であり︑教育だと言う先生に触れ信次は感

い

ヘルの工業発展段階論を参考に︑自分の足で国内

ところで敬三にとっては︑中学生時代から旅行・

ゆ

渋沢敬三と土屋喬雄の卒論と実証主義

各地の工業の発展を調査研究し︑商工業の知識を

登山を好み︑生物の収集と分類に親しんでおり︑

公益財団法人三井文庫常務理事・文庫長

が現実化し︑思想的には大正デモクラシーの風潮

高校時代には東北各地の農村を旅し︑伝統的な農

由井 常彦

深めるよう指導したことは︑大いにありうること

が昂揚した︒こうした時代背景において︑二人の

業の調査を手がけたいと思っていた矢先のことで

ず銀行史から着手するよう奨めたであろう︒

すす

である︒そして土屋喬雄には︑経済史家としてま

研究テーマは問題意識が明確で︑有意義な研究と

あべこべの研究テーマ？
渋沢敬三と土屋喬雄︵ 東京大学名誉教授︑日本

いえる︒しかし︑渋沢敬三と土屋喬雄のそれぞれ

あった︒実態調査︑実証研究は彼の望むところで

こう よう

経済史︶は︑高校︵ 旧制︶から大学を通じてクラ

あった︒

つち や たか お

スメートであり︑終生の親友であった︒小稿は二

逆ではないかとの違和感をもたざるをえない︒

の経歴と将来からみれば︑二人のテーマはむしろ

かくて敬三は︑全国的に発展していた織物業を

人の卒業論文に着目し︑その意義について考えて
みたい︒

渋沢敬三の方は祖父の栄一の強い要請のもと︑
既に家督の相続が決定していた︒卒業後は祖父の

資本と経営︑原料と技術︑販売と流通などについ

対象に選び︑とくに関東各地の機業地に出張して︑

二人が仙台の第二高校文科に入学して机を並べ

手になる第一銀行の役員となり︑いずれ頭取にな

ての先駆的なフィールド・サーベイを試みた︒な

たのは大正四︵一九一五︶年のことで︑同七︵一九
一八︶年 東 大 法 学 部 経 済 学 科︵ 翌 年 学 部 となる︶

ることは約束されていた︒とすれば︑銀行史の研

かでも木綿の産地での行田の足袋は大いに彼の興

だ

究こそふさわしい︒それに対し工業の発展段階の

響による好景 気で︑国 内の

本は︑第一次 世 界 大 戦の影

言で決まったことが十分にうかがえるからである︒

の論証を尊ぶ︑指導教授の山崎覚次郎の意向と助

けるうえでは賢明な選択であった︒何よりも事実

マは︑安易な途を避け︑学問をしっかりと身につ

に活用している︒渋沢・土屋コンビはその後﹃渋

にあったが︑ここで土屋は敬三の実証研究を大い

あった︒争点のひとつは︑幕末の工業発展の理解

批判の要 旨は︑講 座 派の論 証 不 足をつくもので

して土屋喬雄は︑﹁労農派﹂を代表して対抗したが︑

ルクス主義的ドグマを至上とする﹁講座派﹂に対

学会はいわゆる資本主義論争で沸きかえった︒マ

さて︑二人が卒 業してから一〇年たったのち︑

ぎょう

に進学し︑同一〇︵一九二一︶年に卒業した︒とも

研究の方は︑経済史家たることを決意していた土

やま ざきかく じ ろう

参加した︒研究のテーマは︑渋沢敬三が﹁日本の

に銀行・貨幣論の第一人者︑山崎覚次郎の演習に

れるからである︒

屋がまず取り扱うべきテーマ︑と常識的に考えら

味の対象となった︒

工業の発展段階﹂
︑そして土屋喬雄は﹁明治日本
その成果をとりまとめて作

の銀行史﹂であり︑卒論は︑

だがよくよく考えると︑二人のそれぞれのテー

原点は卒業論文に

諸産業も金融も活況を呈し︑

膨大な業績をあげるが︑原点は二人の卒業論文に

沢栄一伝記資料﹄をはじめ社会経済史の分野でも

二人が学生の大正期の日

成され︑提出されている︒

工業 化が促 進された︒だが

山崎は銀行論ばかりでなく︑経済史の講義も担

みち

他 方 で 米 騒 動︵ 大 正 七 年︶

当する大家であった︒研究については厳格︑厳密

あったのである︒

が全国に波及し︑社会問題

4
2013 年 11 月号

5

K

アチックでの市川信次の送
別記念会。一列目、右から4
番目が渋沢敬三、5 番目が市
川信次。昭和11年ごろ。
『柏
葉拾遺』より

フィールド・サーベイのはじまり

龍門社青淵翁伝記資料室員。日本橋井上にて。左端が渋沢敬三、右
から3番目（いちばん手前）が土屋喬雄。昭和12年。
『柏葉拾遺』より

まなざしの広がり

アチックミューゼアム

北海道 樺
･ 太、台湾、朝鮮半島の収集資料

発展する博物館

さいとう

れい こ

齋藤 玲子
民博 民族文化研究部

特別展のタイトルは﹁屋根裏部屋の博物館﹂だが︑展示場の二階では︑
渋沢敬三が深くかかわったもうひとつの博物館を紹介している︒
渋沢は一九三四年に設立された日本民族学会の理事に就任し︑一九三六
ほう や

年には国に﹁日本民族博物館﹂設立を建議したが︑
なかなか進展しなかった︒
属の研究所と博物館の建物を造り︑研究員を置き︑手狭になっていたアチッ

そこで︑渋沢は一九三七年に保谷村︵ 現西東京市︶に土地をえて︑学会附

本の植民地であるが︶での調査が積極的におこなわれ︑民具収集の活動には

クミューゼアムの民具を学会に寄贈した︒このころから︑海外︵つまりは日
多くの研究者らが加わり︑コレクションも多様化していった︒一九三九年
に日本民族学会附属民族学博物館︵ 以下︑学会附属博物館︶が開館した際
には︑日本の民具をはじめ︑北海道 樺
･ 太︑台湾︑朝鮮半島およびミクロ
ネシアの資料など約六〇〇点が陳列されていた︒このうち今回の特別展で
はミクロネシアをのぞく資料を展示し︑アチックミューゼアムの関心の広
がりとともに︑これらの資料が今日どのように利用されているかも例示し
ている︒
三つの﹁海外﹂調査
台湾︑南樺太︑朝鮮がそれぞれ一八九五年︑一九〇五年︑一九一〇年に
日本の統治下におかれて以降︑現地の役所や﹁内地﹂から派遣された役人
や研究者らは︑各地の慣習や社会組織など伝統的な文化の調査をおこなっ
た︒アチックミューゼアムの同人や日本民族学会の会員らも︑おもに一九
三〇年代から終戦までに多くの資料を収集している︒
学会附属博物館に収蔵されていた樺太資料の多くは︑一九三七︑三八年
に学会が北方文化調査隊として派遣した研究者らが収集した樺太アイヌ︑

ゼアムの時代から収集がおこなわれていた︒また戦後の一九五〇年に︑学

ウイルタ︑
ニヴフなどの民具である︒北海道アイヌの資料は︑
アチックミュー
会附属博物館の野外展示としてアイヌの伝統的な家屋が建築され︑そのと
きの儀礼具や建築材料の一部も資料として残されている︒
ま ぶちとういち

か の ただ お

台湾の民族資料の大部分は︑当時の台湾原住民族研究の第一人者であっ
た馬淵東一と鹿野忠雄が一九三〇年代に収集した︒二人は台湾の高等学校
や大学に学び︑原住民族の社会に深く入り込み︑その文化についての調査

カン ジョンテク

を進めながら︑資料を収集していった︒彼らのフィールドノートはみんぱ
くのアーカイブスにあり︑重要な学術資料である︒
ウル サ ン

朝鮮半島については︑渋沢が支援していた留学生・姜 鋌 澤の出身地であ
る蔚山の資料がまとまったものである︒一九三六年に姜は学生らを組織し︑
収集した︒この調査でも︑動画フィルムや写真・ノート類が残されており︑

アチックミューゼアムの同人とともに農村の在来の生活を調査し︑民具を

なお︑渋沢自身も台湾には一九二六年に︑朝鮮半島には一九三三年と一

渋沢史料館︑宮本記念財団︑神奈川大学常民文化研究所に所蔵されている︒
九三六年に訪れており︑報告書や見聞記などを残している︒

学会附属博物館は一九六二年に閉鎖され︑このときまでに集まった民族

今に活かされる資料
資料は国に寄贈されたのち︑一九七五年に開館準備中だったみんぱくに移
急激に近代化が進む時代に収集

管された︒

あまり残されておらず︑貴重な学

されたこれらの民具は︑現地にも

所蔵されたこれらの資料は︑長い

術資料となっている︒みんぱくに
ときを経て︑現地の人びとによっ
て改めて調査がおこなわれ︑文化
資源として役に立っている︒各地
では︑里 帰 りの展 示 会 も開かれ︑

北海道・樺太の展示
アイヌの伝統家屋の展示
台湾の展示
朝鮮半島の展示
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祖先の残したものをもとに︑あら
たなものづくりも始まっている︒

民博の外来研究員として、所蔵資料を調べるアイヌの工芸家
たち。特別展では、この調査をもとに複製した前掛けを借用
して展示している（2011年 撮影・伊藤敦規）

ひろ き

民俗学者の絵心
き むら

木村 裕樹
龍谷大学非常勤講師

二〇〇一年にみんぱくで開催された企画展﹁大

残された資料群
正・昭和くらしの博物誌 民族学の父・渋沢敬三
するアチックミューゼアムのコレクションに光を

とアチック・ミューゼアム﹂は︑みんぱくの所蔵

近藤雅樹先生を代表とするアチックミューゼア

当てた最初の展示であった︒
ムの共同研究会がはじまったのは︑一九九九年で
ある︒わたしはその年から参加させていただいて
いるが︑企画展終了後は︑もっぱら未登録資料と

し が しげたか

雪湖は︑志賀重昴の﹃日本風景論﹄に挿絵を提
供した画家としてよく知られている︒また︑
﹃江
戸時代の交通文化﹄を著した交通史家︑あるいは
切手や絵はがきなどの郵趣研究家としての顔もも

えただろう︒ただし︑雪湖は︑アチックよりむし

ことなどは︑渋沢敬三の博物館構想にも影響を与

とや︑展示品にもとづく﹁実物教育﹂を重視した

料を雪湖自らポケットマネーで購入︑寄贈したこ

﹁研究所附属の陳列館﹂であった︒また︑展示資

や郵便機械の改良といった実用的研究をおこなう

この博物館は︑雪湖によると︑切手の図案作成

親として︑その運営に貢献した︒

リニューアルオープン予定の郵政博物館︶の生みの

九〇二︶年に設立された︑逓信博物館︵ 来年三月︑

つが︑本務は逓信省の官吏であり︑明治三五︵一

みんぱくの第三収蔵庫にある整理中の未登録資料

ろ﹁実業史博物館﹂とのかかわりの方がつよい︒
これは︑敬三が祖父栄一の顕彰をきっかけに提案

こん わ じ ろう

アチックの研究を支えたのは︑そんな多才な顔を

絵描きと民俗学者は切り離せない人格である︒

がむしろ間違いで︑人間はもとはひとつだと思う﹂
︒

す︒
﹁学問と実業とをふたつにわけて考えること

そこで︑わたしは︑敬三の次のことばを思い出

退職したら﹃日曜画家﹄になること﹂
︒

で渋沢敬三没後五〇周年記念の特別展を実現し︑

などの経歴がある︒わたしの﹃夢﹄は︑みんぱく

﹁イラストレーター︑兵庫県立歴史博物館学芸員

が︑思い入れの強いプロフィールが脳裏を離れない︒

に︑近藤先生が参加記を寄せておられるのである

発祥地︑銘板除幕式におよんだものである︒そこ

保谷︵ 現西東京市︶に設立された﹁民族学博物館﹂

ほう や

敬三と高橋文太郎︑ならびに今和次郎らによって︑

たか はしぶん た ろう

武蔵野から千里へ﹂であった︒これは︑

本誌二〇一〇年三月号の特集は﹁ふたつの﹃み

切り離せない人格

︱

んぱく﹄

ボール紙に貼られた雪湖のつま楊枝コレクション。標題に「明治の江戸」とある
ボール紙に貼られた雪湖のつま楊枝コレクション。標題に「信濃方面」とある

されるコレクションの全容 解 明に意が注がれた︒
これは文部省史料館からみんぱくへの移管時に︑
未整理のまま残された資料群である︒リンゴ箱や
段ボールに収納されていたそれらは︑調査の結果︑
四〇〇〇件近くあることが判明した︒全資料の登
録を目指して︑台帳との照合作業など︑地道な努
力が現在も続けられている︒
研究所附属の陳列館の構想
未登録資料のなかで︑わたしが注目しているも
ひ ばた せっ こ

のに︑樋畑雪湖︵一八五八〜一九四三︶の収集した︑
よう じ

つま楊枝のコレクションがある︒各地の名物名産
や口中衛生の観念を知る手がかりとなる貴重な資
料であるが︑ボール紙の台紙にレイアウトされた
つま楊枝からは︑遊び心が感じられる︒

した﹁近世経済史博物館﹂であり︑雪湖は︑創設
の準備にあたり商工関係の資料を数多く収集して
いる︒戦争の激化にともない︑実現しなかったけ
れども︒
アチックに集った仲間には︑雪湖同様︑絵画を
学んだ者も多かった︒民具の研 究を推し進めた
敬三は︑文 字やことばの採 集 だけでなく︑眼 前
民 俗 学 ﹂は︑モノの収 集︑展 示はもとより︑写

にある対象をまるごととらえようとした︒
﹁ 渋沢
真や一六ミリ映画の撮 影︑絵 画 史 料の分 析など
をとおして︑庶民の生活記 録の掘り 起しに努め
たのである︒
みやもとつねいち

近藤先生自身も︑武蔵野美術大学で洋画を学
ばれるとともに︑民俗学者の宮本常一に師事され
た︒卒業後は︑財団法人日本常民文化研究所の
研究員をされながら︑絵描きとしての仕 事もさ

もつ仲間たちである︒

http://www.minpaku.ac.jp/museum/
showcase/fieldnews/shigotoba/kondo/wp

れている︒

渋沢敬三没後五〇周年を記念する本特別展に︑実行
委員長としてご尽力されていた近藤雅樹教授が去る八
月三日に亡くなられました︒本特集号の企画にもご協
力いただきましたが︑
﹁アチック﹂をライフワークのひ
とつとされていた近藤氏ご自身に︑特別展に寄せる思
念でなりません︒

近藤氏の横顔は、みんぱくホームページ
「民族学者の仕事場」に紹介されてい
ます。ぜひ、ご覧ください。
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いをここにつづっていただくことができなかったのが残

国際フォーラム「在外資料の調査研究II―バルト
海周辺地域の日本コレクション」の際の近藤雅
樹教授（2012年、撮影・岡田祐子）

近藤先生作画の子ども向
け展示解説書。茶目っ気
たっぷりにして真面目な漫
画は、雪湖の遊び心にも通
じるよう

