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東京における向井流の断片
第１節

上野徳太郎と関わる周辺の人物

69−149頁

現在、東京で伝承されている向井流の泳法は、明治４年(1871)の廃藩置県断行後に、
笹沼勝用が佐倉藩から東京に上京して、日本橋浜町河岸に向井流の水泳場を開いたこ
とに端を発しています。
師上野徳太郎による「向井流東京連絡会」の流れは、その延長線上にあるものと捉
えています。
本章では「向井流東京連絡会」の流れを確認する意味も込めながら、上野徳太郎に
直接・間接的に関わりのあった周辺の人物について、明治以降大正期までの向井流の
道場（水泳場）の動きについての２点に大きく区分して、当時の雑誌や新聞・書籍な
どから知り得た範囲の情報等をまとめてみました。
今日まで、明治以降大正期の向井流関係者のことや水泳場のことを詳しく調査し述
べた資料は多くありません。加えて、時代を経てきた期間が長いこともあって根拠と
なる原本や史料と思える情報が少ないことも否定できません。
そのような状況下で、調査探索する範囲を絞り、情報収集→整理・分類→検証とい
う手順を基本として、これまでの資料や論述などを見直し確認するとともに新たな情
報を盛り込むことを目的として、この調査を進めてきました。
しかしながら、より多くの情報を収集すると同時に、確証性も高めることを目指し
た結果、止む無くインターネットによる情報（不確証情報）や新聞・雑誌などの記事
（２次情報）に留まる手掛かりも採用しました。
具体的には、ある程度の検証はできても確証が持てない段階の情報も記述として取
り上げた為に、断定に至れない表現が多数見られることになりました。
したがって、現段階では確証のできない事例や情報も多く、史実としての確証の精
度を上げることも今後の重要な課題と考えています。
なお、史的事実の誤認を避ける為に、できるだけ多くの出典を示し、中には長文や
同じ出典から繰り返して引用したものもあります。いずれも、史実に近い時代性を優
先して原典の記述提示をする為です。その中で、現在の通説と異なったり、正否に関
わる問題を孕んでいたり、新たな疑問を生み出すなどの事例も出現しました。しか
し、本論は史料及び資料に従った観点を優先して論述したもので、誤りを糺すのでは
なく史実に近接するための展開が目的です。その意味では、出現した誤認や異論・疑
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問点が、史実に近接した認識への新たな手掛かりになればと考えています。

第１節

上野徳太郎に関わる周辺の人物

現在、東京で伝承されている向井流が、笹沼勝用由来であることは明白ですが、上
野徳太郎を通じて伝承された向井流の泳法や伝統において、そこに至る経緯の中で人
を介してなされた伝播が多くあったことも事実です。
直接的なところでは、第１章第１節で既に述べているところの〈深井子之吉〉と〈鈴
木正家〉で、上野徳太郎による向井流を語る上で、鍵を握る人物であったと捉えてい
ます。
本節では、鍵となるこの二人の人物の延長線上にある人物として、上野徳太郎と向
井流の視点からは間接的ですが、
〈笹沼勝用〉、
〈大竹森吉〉
、
〈上野正幸〉の存在は欠か
せないと考え、以下に取り上げています。
なお、本節で述べるところの〈笹沼勝用〉
、〈鈴木正家〉
、〈大竹森吉〉、〈上野正幸〉
については、先の向井流東京連絡会より出版した『上野徳太郎先生を偲んで―師上野
徳太郎没後20年記念誌―』
（師上野徳太郎没後20年記念事業実施委員会編・発行、
2011）註３−１の「第６章

向井流史の実相を探る」
（106−138頁）において取り上げ述

べましたが、本節ではその記述内容の再吟味並びに訂正及び新たな情報の加筆など、
論述を改めています。
また、これらの人物について、先行研究の面では、平成元年（1989）のV第38回日
本泳法研究会X資料『向井流水法』における栗原俊男著述の「第三章

明治以降の向

井流水法」
（83-91頁、以下、
『水法』と略す）が、出典の見える資料として最も詳しく、
その論述は調査資料に基づいた丁寧な記述でもあり、本節の論考上の参考とするとと
もに、手掛かりの範囲において基礎事例として記述対象に取り上げました。
また、以下の「1.笹沼勝用」では、
『中央区区内散歩

−史跡と歴史を訪ねて−（第

八集）
』
（中央区企画部広報課編発行、2010）の野口孝一著「三 隅田川の水練場」
（111―143頁）の中に新たな手掛かりを得ただけでなく、明治期の東京における水泳場
に関する未知であった情報入手の手掛かりともなりました。必要に応じて翻刻文書や
解説文を引用し、註釈にも明示しました。

１．笹沼勝用
笹沼勝用は、廃藩置県後の隅田川における水泳場の先駆者であり、明治以降の東京
における向井流泳法継承の原点でもあります。
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ここでは、笹沼勝用の伝承を佐倉藩士時代から述べ、東京での伝播に留まらず柔術家
としての一面までを含めて述べます。また、今回得られた範囲で当時の東京の水泳指
導者で笹沼勝用と深い関りがあったと考えられる人物の情報も取り上げました。

１）佐倉藩時代の父龍助から勝用への伝承
笹沼八郎（廃藩置県以降に改名し勝用と称す）の父龍助（廃藩置県後では良助の記
述あり）は、佐倉藩『保受録』
（佐倉藩士個人の履歴を記録した史料）に拠ると「文久
元年酉年十一月廿五日、病死、」註３−２とあります。

篠丸頼彦著述の『佐倉藩学史』
（千葉県立佐倉高等学校、1961、以下『佐倉藩学史』
と略す）
「附表

…

二文学武道免許目録人名調」の「(12)水術」(276-278頁)には、

佐倉藩の水術指南（水術員長）
「笹沼龍助」
「笹沼八郎」
「丹治平助」
「尼子嘉藤治」が
允許した人物の記録が一覧表として掲載されています。また、同著「10 水術所 …
〔水術教場と向井流〕」(132-133頁)には、同水泳所の天保から幕末に至る経緯なども記載

されています。以下、この記載記述に基づいて論じます。
この中で、文久３年(1863)に笹沼龍助が死去した後にも拘わらず向井流水術指南と
して、上記４人に対して「平水目録」を相伝したと考えられる記録が残されています。
年次等が誤記でないとすれば、何故、指南の死後に目録が出されることになったので
しょうか。
笹沼龍助が死去した後、翌文久２年(1862)と文久３年(1863)には、丹治平助が佐倉
藩水術指南（水術員長）を仰せ付けられ、平水目録と浪越目録を藩士に允許していま
す。
丹治平助は、嘉永３年(1850)に笹沼龍助から平水目録と浪越目録を允許されていま
す。そして、安政３年(1856)に同じく笹沼龍助から飛潜目録と免許が允許され、安政
６年(1859)６月に水術員長（指南）を仰せ付けられた人物です。当然、水泳能力に秀
でた人物であったことが考えられます。
しかし、上記４人は、笹沼龍助が生前に育てた門弟であり、平水目録が允許される
状況にありながら、師笹沼龍助の死によって允許されなかった目録として、翌年に丹
治平助が師の名前で認めたのかもしれません。
この時の平水目録を授与した者の中には、鈴木友之助（後述するところの鈴木正家）
もいました。
『佐倉藩学史』の記述では、
龍助の倅八郎（改勝用）は、文久二、正・晦日、父の家督をつぐが、暫くは龍助の高弟丹治平
助が、員長として指南に当るが道場預りは八郎であった。(132頁、下線加筆)
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とあり、加えて、
文久三・六・八。水術員長丹治平助、員長介笹沼八郎、水術世話木村午之助、同橋村宇之助。
(132頁、下線加筆)

とあります。
この記述文の典拠原文は確認していませんが、佐倉藩の記録に基づくことが明らか
です。丹治平助が担ったのは、笹沼龍助亡き後の代役と、笹沼八郎を指南として育成
するための代役であったように思われます。
笹沼龍助の死後、丹治平助による２年間の水術指南を経て、元治元年(1864)から慶
応３年(1867)までは、笹沼龍助から文久元年(1861)に免許を相伝された尼子嘉藤治と
笹沼八郎が水術指南となり免許状を允許しています。
この４年間に二人が、允可状を出した人数では、圧倒的に笹沼八郎が多く、平水目
録58人・浪越目録38人・飛潜目録15人・免許17人、これに対し尼子嘉藤治は平水目録
４人と浪越目録３人だけです。
しかし、この期間においてだけ二人の指南体制となったのでしょうか。年齢や指導
力などから考えた場合、笹沼八郎が文久元年(1861)10月23日付で、父龍助より飛潜目
録と免許を允許されていますが、弘化元年(1844)３月21日生まれ（
『水法』
、84頁）で
家督相続をした文久２年(1862)では18歳の若さ、水術指南となった元治元年(1864)の
時点でも20歳の若さでした。本来であれば、父笹沼龍助の跡を嫡男八郎が家督相続と
ともに直ちに継ぐべきところでしたが、年齢が若く、泳力が高かったとしても指導者
としての経験が十分とは言えず、尼子嘉藤治が補佐的役割を果たしたことが推測でき
ます。丹治平助と尼子嘉藤治は、平水と浪越の目録を与えるに留まり、笹沼八郎のみ
が飛潜目録と免許も允許していることから、上述の『佐倉藩学史』にも「道場預りは八
郎」とあることも含めて、笹沼龍助の後継者は、嫡子八郎と定められていたことが推

察できます。
同時に、笹沼龍助から受け継いだ向井流の伝承を、着実に継承できるように手段を
講じたものが、笹沼八郎に依る向井流泳法の伝承となったことも推察できます。
その伝承について『上野徳太郎先生を偲んで―師上野徳太郎没後20年記念誌―』(前
出、112-122頁)には、幕府御船手頭向井将監の配下から学んだ泳法を会津藩では『水
泳書』へと発展させたこと、そして会津藩士から佐倉藩士となって『水泳書』を授かっ
た笹沼龍助がその伝承に手を加え進展させたと推考を述べました。
現在、その進展したものが、現存するところの鈴木正家が発行し授けた伝書『向井
流水法秘伝書 完』であると考えています。
笹沼八郎に依る向井流泳法の伝承は、この推考で述べた発展・進展に基づいた継承
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であったと捉えています。

２）東京に上京して来た理由
廃藩置県後、佐倉から上京してきた笹沼八郎の存在によって今日も東京で向井流泳
法の伝承が命脈を保っていると考えます。では、上京してきた動機は何だったので
しょうか。
笹沼八郎が、明治３年(1870)まで藩の水泳指導者としてその職責を果たしてきた様
相の一端は、内田儀久が著わした『明治に生きた佐倉藩ゆかりの人々』
（聚海書林、
1998）の中に
藩の水術教場は、城下を流れる鹿島川にあった。明治四年四月に記された『三峰山道中記図
絵』の挿し絵に、そのようすが描かれている。それを見ると、高い監視塔が建てられ、一方か
ら川の中に渡りが出ており、川の中央に浮き小屋が建てられている。そして、小屋の脇から
人が飛び込んでいる。人は川を横切るように泳いでいた。廃藩置県が行われる三ヵ月前の様
子である。まもなく勝用は佐倉を離れた。(151-152頁)

と、窺うことができます。
『旧佐倉県士族卒明細短冊

坤』註３−３（佐倉市史編さん室所蔵、電子複写綴り）

の中に、
「笹沼勝用」
（綴り頁無記）の名前を見出しました。
その短冊から抜き出した記録は、以下の通りです。
祖父 笹沼金兵衛（元会津藩目付役）
父 笹沼龍助

（水術師範）

住居 下総国印旛郡佐倉宮小路北町
氏名 笹沼源勝用
旧称 八郎
年齢 明治７年(1874)４月
禄高 ７石５斗

30歳１ヶ月

（明治７年(1874)12月奉還）

家督相続 文久２年(1862)１月31日
拝命 明治３年(1870)12月25日水泳准教師
免職

明治４年(1871)12月23日

写真３−１

笹沼勝用

明細短冊

この記録から、「笹沼八郎」が「笹沼勝用」であることは間違いなく、明治３年
(1870)の佐倉藩内の藩制改定及び学制改正など註３−４から笹沼勝用が同年12月に水泳
准教師に任じられたこと、翌年12月にその職が解かれたことが窺えます。
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なお、氏名の項で、姓の後に「源」が加えられていますが、その由緒については不
詳として、今後の課題としておきます。
この笹沼勝用の記録とも関わる話として、明治４年(1871)に断行された廃藩置県
後、武士はその職が解かれ扶持（家禄）が藩から政府の給禄註３−５となり、それまで
でさえ十分とは言えなかった給禄に減給が加わり、武士の生活に苦しむ者が多くなっ
ていったようです。そのような中で、笹沼八郎（以下、
「笹沼勝用」と記す）は自身の
思いに従って東京に出てきたことが推測されます。
では、なぜ東京を選んで出てきたのか、その動機について探ってみたいと思います。
『水法』には、
笹沼勝用は、明治四（一八七一）年の廃藩置県と共に東京へ出、それまで佐倉藩下屋敷のあっ
た日本橋浜町の大川端に向井流水泳場を開設した。これは、維新後最初の水泳場である。当
時東京には数多くの柔術家がいたが、中でも戸塚派楊心流に知人が多かったことと、佐倉の
ママ

鹿島川のような細流でなく、隅田川のような大川で教授をしたいという兼ねての念願を果し
た。(83頁、下線加筆)

と述べられています。
ここに述べられている、この柔術家の知人についての論拠では、
菊間藩（水野出羽守）の家来で楊心流柔術師範戸塚彦介英俊（戸塚派楊心流流祖）と門人彦九
郎英美（嫡男・二代）
・柏崎又四郎・天明雄太郎・照島太郎が、明治二年六月二十七日に佐倉
に来、演武場で試合をしているし、同十二月十五日には、彦介の父戸塚右衛門英澄・門人戸塚
彦九郎・柏崎又四郎・天明雄太郎・照島太郎・深沢為之祐・柴田与三郎・神谷仲次郎が来、交
流している。
（佐倉新町油屋宿帳に拠る）（57頁）

を採り上げています。
この文章で述べている楊心流の柔術家との交友関係や理想として描く水泳場への想
いについては考えられることです。
『佐倉藩学史』
「附表 …

二

文学武道免許目録人名調」の「(13)柔術

A 心明殺

活流」(278-279頁)に拠ると、笹沼勝用（
「笹沼八郎」
）が慶応２年(1866)12月15日に佐
倉藩柔術「心明殺活流柔術指南 増田繁右衛門（虎之助）」より「奥儀皆伝免許」を允許され
たとの記録が見られます。
『水 法』で 栗 原 俊 男 が 指 摘 し た よ う に、笹 沼 勝 用 は 推 定 22 歳 で 心 明 殺 活 流 柔
術註３−６免許を允可され、前述の戸塚派楊心流柔術との交流があった当時は25歳の旺
盛な柔術家として参加したことが考えられ、その中で交友関係も生まれたことが想像
されます。
『佐倉藩学史』
（前出）所収の「附録三 諸藩文武修業者姓名録」に
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▽和州郡山、楊心古流柔術、住居江戸芝新堀今田七郎

門人藤井春五郎

同（安政）三年十月五日昼八ッ時着同月十一日朝五ッ時出立
▽駿州沼津藩、楊心古流柔術戸塚彦介、同藩門人柏崎又四郎同奥州中村藩田中忠司同土屋佐
渡守組丸岡文太郎
同（安政）三年十月九日未ノ刻着同廿日夘ノ刻発
…
▽起倒流柔術竹中鉄之助門人靏田政五郎
同（安政）三年十一月廿六日夕着十二月三日朝出立
▽和州郡山、楊心古流柔術、今田七郎・藤井春五郎
同（安政）三年十二月一日夜投宿二日より五日迄手合六日発行
…
▽楊心古流柔術、東都戸塚彦介、門人中川一、沼津

柏崎又四郎

同（安政）四年六月廿五日八ッ半時着七月朔日午後発足
▽楊心古流柔術、東都戸塚彦介門人、松平伊豆守内戸田隼太・同坂内茂平次
同（安政）四年八月十三日夜着同十五日朝出立

(289-291頁、括弧内加筆)

と、栗原俊男が取り上げた「佐倉新町油屋宿帳に拠る」だけでなく、明治２年(1869)以前
においても佐倉藩の柔術にあっては、起倒流も含めて楊心流の柔術関係者との交流が
安政３年(1856)頃から行われていたことが判明しました。

ママ

綿谷雪が『武芸流派100選』
（秋田書店、1972）の「98 揚心流（柔、薙刀、小太刀、
居合、死活、他）
」(182-184頁)で述べるところに拠ると、心明殺活流柔術と楊心古流
は、流祖が同人の可能性もある註３−７とのことで、同じ楊心流関係でもあり、親しく
交流があったことは当然ながら人的繋がりも多く生まれたことが推測できます。
「楊心古流柔術」について『武芸流派大事典』
（綿谷雪・山田忠史編、新人物往来社、
1969、以下同事典内表記では「楊」の記述が「揚」とありそのまま表示する）では、
揚心古流（柔） 三浦揚心の揚心流を、秋山四郎左衛門義時の揚心流と区別して、揚心古流と
いう。二代目は阿部観柳。三代目は江上司馬之助武経で、号は師の号を襲って同じく観柳と
いう。豊後の人で、竜造寺山城守三男の江上下総守の裔であり、叔父の阿部観柳から揚心流
を相伝して、この流の中興といわれている。二十一歳、江戸に出て、芝赤羽の心光院のそば
に道場をひらいた。寛政七年六月七日死去。四十八歳。その統を継いだ戸塚彦右衛門英澄
は、師の姓によって江上流を称したが、その子の戸塚彦介英俊がまたもとの揚心流に復した。
一に戸塚派揚心流という。(755-756頁、下線加筆)

とあり、元々江戸の芝赤羽の道場で伝えられて来たこと、さらに同事典では、戸塚彦
介の「戸塚派楊心流」について、
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戸塚彦介英俊。彦右衛門英澄の長子。一心斎と号す。二十五歳、戸塚

揚心流を父よりゆずり受けて教授した。…

沼津藩水野家師範。後、幕府の講武所の教授と

なり、自分の道場を愛宕山に移した。維新後は千葉に転じ、明治十九年四月十五日死す。七
十四歳。
（550頁、下線加筆）

とあります。
沼津藩に召し抱えられたことは、
『沼津市史
会編、沼津市教育委員会、1993）所収「四

資料編

近世１』
（沼津市史編纂委員

駿藩仕録(四)」に、戸塚彦介は文政13年

(1830、天保元年)沼津藩士として「二十三石弐人扶持」(201頁)で召し抱えられたとの記
録があります。また、同書所収の慶応三年(1867)の「六

沼津江戸大濱五泉御家臣姓

ママ

名録」には「同格（御番頭）柔術師範兼 戸塚彦助」(680頁、括弧内加筆)とあり、当時江戸
詰めの柔術師範であったことも記録に見られます。
講武所教授となったことについては、
『東京市史外篇

講武所』
（安藤直方、聚海書

林、1988）に拠ると、柔術は講武所が築地から小川町に移転後の万延元年（1860、安
政７年）以降に採用されたとあり、その後の文久２年(1862)９月に柔術差止の達しが
あったとあります。そのことに関わる同年の記述の中に、
ママ

十月六日柔術師範役たる片山彌次郎鈴木淸兵衛は両番に入り、教授方頭取戸塚彦助は慰労と
して銀三十枚時服二を受賞した。戸塚は水野出羽守忠良の家来であるが、講武所に入ってゐ
たのである。 …

柔術廃止に関しては伝へがない(95頁、下線加筆)

と、戸塚彦介の名前が見られました。
また、
『企画展解説書

沼津藩の人材』（沼津市明治史料館編集・発行、1989）にお

いて、
武術家

柔術

ママ

沼津藩の武道の中で最も有名なのは揚心流の柔術であろう。 …

右衛門英澄は、 …

戸塚彦

息子戸塚彦介英俊（一八一三〜八六）は、天保元年（一八三〇）沼津藩

に召し抱えられ、 …

沼津藩で多くの門弟を育成したほか、江戸西久保（のち愛宕下）に道

場を構え、幕府・諸大名の家臣や町人など無慮三千人を教授した。その隆盛ぶりは、江戸の
柔術家といえば、御玉ケ池の天神真揚流磯又右衛門か、西久保の戸塚彦介か、と称されたく
らいであり、

…

(14頁、下線加筆)

との記述が見られました。
上記のことから、少し拡大解釈も含みますが、沼津藩で柔術指導に携わりながら江
戸にも道場を構えていた戸塚彦介が、講武所の教授方として江戸に上がり、それ以降
は江戸西久保（愛宕下、現在：東京都港区愛宕）にある自分の道場と講武所で指導を
し、講武所での柔術指導が無くなった後も維新後菊間藩へ移動するまで江戸に居たこ
とは確かです。
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戸塚彦介が江戸で開いていた道場には、上述のように多様な人物が通っていたこと
から、当時楊心流を学んでいた者或いは楊心流に関わる柔術家たちが多数江戸（東京）
に在住していたこと、廃藩置県後も柔術道場を東京で開いていた者の存在があったこ
となども可能性として浮かび上がってきます。
また、後述する戸塚派楊心流の柔術家として東京で活躍し笹沼勝用に水術を学んだ
大竹森吉は、佐倉藩柔術と同流の交流が行われた明治２年(1869)の当時、推定16歳ぐ
らいで同行はしていませんが、柔術を通じて佐倉藩士に対しては柔術を通じての交流
から生じる特別な親しみに似た馴染みを持っていたことが考えられます。笹沼勝用が
東京に出てきたとき、大竹森吉とは柔術との関わりから早々に接した可能性があり、
その後に当人から向井流水術を学ぶ因縁に繋がったことも考えられます。
ただ、笹沼勝用が上京してきた当時の菊間藩の柔術家の動きや同門の東京における
当時の道場の様子などについては不詳であり、柔術が動機となった確証があると言い
切れません。今後の課題に数えておきたいと思います。
では、同じく『水法』で栗原俊男が述べている「隅田川のような大川で教授をしたいとい
ママ

う兼ねての念願を果した。
」とする水術への想いですが、仮に生活の糧を得る為の手段と

して考えていただけであれば、水術は活動期間が短く不向きであり、柔術を優先した
視点があったとしても不思議でなく、動機としての比重は低いように感じられます。
生活の糧も関わってであったことは当然であると推測できますが、旧藩主（堀田正
倫）の東京移住、新たな行政変革や身分による規制の解除など変わりゆく時代とその
中心地である東京を、先ず己を試す場所として考えたことが想像されます。そして、
「八郎」を「勝用」へと改名したのも、己を活かすことを夢見ての意気込みが含まれて
いたようにも見受けられます。

３）東京での向井流水泳場の開設
現在、笹沼勝用が明治４年(1871)浜町河岸に水泳場を創設していたことが通説と
なっており、この記述を散見します。今回の調査の中では何年何月何日に東京に上京
し水泳場を創設したかについては、史実としての論拠となる史料には行き当たれませ
んでした。
上述と重複しますが『水法』では、
笹沼勝用は、明治四（一八七一）年の廃藩置県と共に東京へ出、それまで佐倉藩下屋敷のあっ
た日本橋浜町の大川端に向井流水泳場を開設した。これは、維新後最初の水泳場である。
(83頁)

となっています。
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今回調査した資料の中から、一部情報を拾い上げてみます。
（１）明治21年(1888)６月発行で「笹沼勝用先生門弟」と表紙に添え書きのある鈴木正
家著述『生徒必用向井流秘伝

水練早学

全』
（仙鶴堂）の発行者に依る「凡例」

では、
… 笹沼勝用氏が

…

維新後に在ては游泳場を東京浜町に開き大方に教授す抑東京に游泳

教授の場を設るは氏を以て嚆矢となす

…

(１-２頁、下線加筆)

（２）明治27年(1894)７月21日付『東京日日新聞』の記事では、
○大川端水泳教場

同所の水泳教場は明治六年千葉県士族笹沼勝用氏の創立したる所なるが

現今は頗ぶる盛大となり生徒の数六七百名もあり東京府師範学校の如きも現に同場に水泳教
授を嘱託しありと云う

…

（３面、下線加筆）

（３）明治33年(1900)７月発行の『造士会叢書

日本游泳術』
（造士会編・発行）では、

佐倉藩士笹沼良助氏、向井流を学び、其薀奥を極め、嘗て栗橋の鉄橋より逆下を行うて□天
覧を辱うせりと。氏の子息勝用氏、明治四年より浜町に游泳塲を設け、向井流を教授す。(18
頁、下線加筆、□は空字)

（４）明治38年(1905)９月発行の加藤 進・向井正治共著『最新游泳術』
（博文館）で
は、
ロ、向井流

ママ

明治四年、笹沼勝田氏、其父良介氏の後を享けて浜町河岸に遊泳場を設け、向井

流を教授せしが、…

(27頁)

以上が、明治期における記述例で、
「維新後」
・
「明治６年」
・
「明治４年」が見られま
した。
明治期から大正期の前半でも大半は通説に従って「明治４年」としています。
ところが、大正９年(1920)に出版された京田武男の『最近の水泳術

諸流水泳術の

総合的研究』
（三田書房、1920）の中で、
・

・

・

・

【其の由来】…

佐倉藩士笹沼良助氏これに学びて名手となった。氏の息勝用氏は明治六年

日本橋区浜町に水泳場を設け向井流を教授したという。然るに四年後に勝用氏は病没し

…

(10頁、下線加筆)

と、なぜか、大正後期に入って通説を覆すかのような「明治６年説」が登場していま
す。
その理由を探ってみると、著者京田武男の同書表紙に記述された著者肩書きとして
「東京日日新聞運動部長」と付記されており、同新聞社の記者であった関係から上記の
(２）明治27年(1894)７月21日付『東京日日新聞』の記事を調べ出し、
「明治六年」の記
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述を論拠としていることが推測されます。
ただ、通説を覆すほどの論拠と捉えていたかは不明であるとともに、通説の論拠の
脆弱さを示しているかのようにも思えます。
なお、因みにですが、石川芳雄の『日本水泳史』
（米山弘編・発行、1960）に、
東京に於ては明治五年（一八七二）野島流多田為詮が兵学寮の水泳師範に和歌山から聘せら
れ、翌六年（一八七三）教導団水泳教師も兼任した。其年向井流笹沼勝用は浜町河岸に稽古
場を設けた。
（109頁、下線加筆）

と、明治６年(1873)開設（創設）の記述が見られます。水泳史研究の大家の明記には
論拠があると考えられますが、今のところ不詳です。
では、現在、笹沼勝用の水泳塲（游泳場）が、実際に開設されていたことを示す論
拠となる手掛かりを強いて挙げるならば、次の２件があります。
（１）
『読売新聞』明治９年(1876)７月26日付
築地合引橋際へは去年の通り横山卓さんが游泳場を開かれ今日より始まり鑑札料は笹沼さん
と同じで一人前二銭づつで有ます

(１面、下線加筆)

（２）東京都公文書館蔵『往復録』
（第２類警視）明治10年(1877)の書類中
水泳場願
第一大区十三小区浜町二丁目二番地
清水吉森方寄留
千葉県士族
笹沼勝用
右ハ第一大区十三小区浜町一丁目二番地ニ於テ游泳伝習仕度尤一人ニ付一日金
二銭宛申受本日五日ヨリ来ル十月十五日迄日数百日間
明治十年七月二日
笹沼勝用

…

右

註３−８

この２件では、創設された年次を特定する論拠とはなりませんが、笹沼勝用が明治
９年（1876）
・明治10年(1877)の両年に、明らかに水泳場を開場していたと推定できま
す。
また、(２)東京都公文書館蔵『往復録』の笹沼勝用直筆と思われる「水泳場願」の記
述から、明治10年当時の笹沼勝用の住居が「浜町二丁目二番地」で、その関係性は不明
ですが「清水吉森方」に同居していたこと、水泳場として開設した場所が「浜町一丁目二
番地」であったこと等、新しく判明した論拠となる情報です。
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なお、この「水泳場願」には別紙で、
水泳場規則
一、入水前ニ教師ヨリ鑑札ヲ受取宿所姓名等詳記シ結付入水ヲ致事
一、筏通船等ノ妨害ニ不相成様可致事
一、裸体ニテ休息所幕外ニ一切出ベカラザル事
一、沈酔并病後之者ハ一切相断リ可申事
右ノ通リ御座候也

と、規則四カ条と休息所を示したと思われる「図」が添えられていました。

写真３−２

笹沼勝用 自筆「水泳場願」原文

写真３−３

同「水泳場願」別紙図

京田武男の著書の記述において、もう一点気になる個所があります。笹沼勝用が明
治６年に水泳場を開設し「四年後」に病死したとあることです。
京田武男の説に従うならば、４年後の明治10年(1877)に病死したということになり
ます。
『𦾔佐倉藩士族印鑑短冊 四』
（千葉県立中央図書館所蔵）註３−９に所収の「笹沼勝
用」
（頁数不明）の短冊には「明治十四年一月三拾七年十ヶ月」との墨書直筆の記録があ

り、間違いなく明治14年(1881)１月の時点では37歳10ヶ月で、まだ存命していたこと
が分かります。
『水法』
（前出）を見ますと、
勝用は

…

明治二三・八・二○品川で没した。佐倉市の除籍簿に依ると、勝用は、父龍助、

母むらの長男として弘化一（一八四四）
・三・二一に佐倉で生まれから、行年四七才の若さで
あった。(84頁)

と、明治23年(1890)８月に47歳で逝去していて、比較的短い一生を終えたとあります。
この栗原俊男に依るこれらの記述は、佐倉市における戸籍簿の調査が背景となってい
ることから、信憑性があると考えます。
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その死因については分かっていません。ただ、
『運動之友』第２巻第５号（運友社、
1907）の仲野秀治「東京及び東京を中心とせる水泳の分播」には、
笹沼良助氏の息同苗勝用先生である。同氏は佐倉の藩士であって柔術は水上署に教授して居
られて、詰らぬ病気で死去されたが、…

（49頁）

とありますが、今のところ具体的な死因は不明です。
隅田川に向井流の水泳場を創設した年次を推論する論拠には、前述した笹沼勝用が
明治７年(1874)４月に県に提出した『旧佐倉県士族卒明細短冊 坤』所収記録から、
明治３年(1870)笹沼勝用が同年12月に水泳准教師に任じられ、翌明治４年(1871)12月
にその職が解かれたことを加える必要があると考えます。つまり、創設したのは明治
５年(1872)以降であるとの可能性が想定できます。強いて考えに入れるとすれば、同
記録にあった明治７年(1874)12月に給録を奉還している記述註３−10も創立年次の参考
になるかもしれません。

４）東京で指導した期間と場所
笹沼勝用による浜町河岸の向井流水泳場が明治４年(1871)夏に創設されたとして考
えるならば、推定27歳の時から東京での向井流泳法の指導を開始したことになりま
す。
前述した『水法』に述べられた死亡年月日は、明治23年(1890)８月20日で満46歳で
した。
通説に従うならば、明治４年(1871)から死亡した明治23年（1890）夏までで、20年
間程、笹沼勝用による向井流の指導が行われてきたことになります。
この笹沼勝用の身上の情報として、
『水法』に、
妻ゆきとの間に子がなく、中野義道の二男七郎を養子にむかえ。明治三〇年に東京市芝区源
助町十八番地へ転籍した。現港区新橋四丁目四番地に当るので、区役所に調査を依頼した
が、大正三年の火災で焼失して関係書類がなく以後の消息不明とのこと。(84頁)

とありましたが、妻ゆき註３−11、子息の笹沼七郎についての詳しい情報も不詳で、後
裔の消息も不明です。
ここで笹沼勝用が実際に東京で指導した期間を捉える場合、関連する事例として門
弟に依る指導の引き継ぎ時期についても考えておく必要があると思います。
例えば、明治33年(1900)発行の『造士会叢書

日本游泳術』
（前出）には、

勝用氏逝て鈴木正家氏、向井流を継げりと号す。(18頁、下線加筆)
笹沼氏の後、鈴木正家氏、向井流游泳場を浜町河岸に建て、金子
…（24頁、下線加筆）
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とあり、明治38年(1905)発行の『最新游泳術』（前出）にも、
…

ママ

笹沼勝田氏、…

向井流を教授せしが、其没するや、高弟鈴木正家氏其後を享け、臼井兼

吉氏と協力して同所に游泳場を設け（27頁、下線加筆）

とあります。何れも笹沼勝用の死後、鈴木正家が継承した表現になっています。
この事例は、その後の通説となっています。
笹沼勝用の後継者とされる鈴木正家については後述しますが、
『運動世界』通巻５号
（運動世界社、1908）の町田藤男「大川端の水泳場」
（95-99頁）の記述には、
▲向井流鈴木水泳場（同所（浜町河岸）） 十八年の創立であって師範は鈴木正家氏、平泳及
び浪越は其の得意とする処、助手は江森、齋藤外数名(96頁、括弧内・下線加筆)

とあり、明治18年(1885)に鈴木正家が水泳場を開設したと記述されています。
また、今回判明した資料に鈴木正家が、明治20年(1887)12月25日付で「観世 寿」宛
てに授与した『向井流水法秘伝書 完』註３−12があります。
さらに、明治21年(1888)に鈴木正家は『生徒必用向井流秘伝

水練早学

全』（前

出）を著しています。自序はありませんが発行者の「凡例」には、鈴木正家が師笹沼
勝用より授けられた秘訣を知人（発行者小林喜右衛門）が公にして後進に役立てるこ
とを勧めたことが述べられています。
明治18年(1885)に鈴木正家が水泳場を創立したとする年次は検証の必要があります
が、明治20年(1887)に允可証書を授与していること、明治21年(1888)には師から授
かった秘伝を出版本において公開している事実などから、笹沼勝用自身に依る指導が
明治20年(1887)に至るまでに行われなくなった可能性を窺わせます。
しかし、笹沼勝用自身が向井流を伝承した期間は、佐倉藩時代の長く見ても文久２
年(1862)〜明治４年(1871)８月までの間で、10年程の期間であり、東京において向井
流の泳法を指導した期間の方が長かったことになります。
最後に、笹沼勝用の水泳場の所在地についての課題があります。
『水法』には、
「佐倉
藩下屋敷のあった日本橋浜町の大川端に向井流水泳場を開設」(83頁)とありました。

上記３）で触れた『往復録』明治10年(1877)の記録では「第一大区十三小区浜町一丁目
二番地ニ於テ游泳伝習仕度」とありました。

しかし、後継者鈴木正家の水泳場の所在を示した記述として、明治29年(1896)７月
１日発行『少年世界』第２巻第13号（博文館）には「水泳場と其教師 … 日本橋区浜町
一丁目一番地々先

（86頁）とあり、同様に明治30年(1897)７月８日発行『運動
鈴木正家」

界』第１号(運動界発行所)には「◎府下の水泳場 … 同区（日本橋区）浜町一丁目一番地先
鈴木正家」
（13頁、括弧内加筆）とあり、同じ浜町１丁目河岸には違いはないのですが、番
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地が一致していません。
また、笹沼勝用の水泳場位置については、随分時代を下っての記述ながら、岩本忠
次郎が昭和６年(1931)８月発行の『水泳界』（第１巻第４号、駿南社）
「游泳監督改善
私議（四）
」に、
明治の初年笹沼勝用先生（旧佐倉の藩士、後に水上警察署柔術世話掛となる）が、大川端（間
部河岸）に始めて水泳場を開いた時

…

（73頁）

と述べ、同じ浜町河岸筋でも「間部河岸」と場所を特定しています。
しかし、窪田吾郎著・発行『浜町史
間部河岸

下巻』(1989)には、

俗称間部河岸とは大川の西岸浜町二丁目の俗称で、新編江戸誌によれば、往時こ

の辺に間部の邸があったことによると。
（22頁）

とあり、位置としては「浜町１丁目」ではなく、伝聞や記憶などによる誤認かと思わ
れます。
明治10年(1877)『往復録』の記録ではV浜町１丁目２番地Xが笹沼勝用の水泳場で
したが、後継者鈴木正家が引き継いだ頃にはV浜町１丁目１番地Xに移動していたの
か、鈴木正家が新たに水泳場を開設したのかもしれません。いずれにしても浜町１丁
目の河岸の場所であったことは確かと考えます。
なお、
『水法』で示された「佐倉藩下屋敷」は、笹沼勝用が水泳場を開設した時期の大
川端にはなかったようです。佐倉藩の下屋敷がV浜町矢ノ倉Xにあった時期もありま
すが註３−13、笹沼勝用が水泳場を開設したV浜町１丁目Xとは隣り合わせの場所で、
下屋敷の位置も時代とも一致していません。

５）向井流泳法の伝承者としての門弟
笹沼勝用の門弟で向井流の伝承者となった者について、おおよそ明らかになってき
ています。
『水法』に、明治以後として笹沼勝用以降の伝承者を系統図化した表(100頁)が示され
ています。この表では、笹沼勝用より直接伝授を受け、伝承者となった人物として
「伊東又吉」
・
「鈴木正家」
・
「臼井兼吉」
・
「大塚定吉」
・
「石坂仲次郎」
・
「土屋兼太郎」
・
「山敷徳次
郎」
・
「大竹森吉」の８人が並列記述順で取り上げられています。

この伝承者の系統は、諸資料等に基づいて、水泳場が開設・分離された記述の中か
ら上記の伝承人物の氏名を確認してみました。
明治30年(1897)『運動界』第１号（運動界発行所）の記述者不詳「◎府下の水泳術
にて目下水泳を教授する場所及び教師は左の如し」
（13頁）には、
「大塚定吉」
、
「伊東又
吉」
、
「鈴木正家」
、
「大竹森吉」
、
「土屋兼太郎」
、
「石坂仲次郎」
、
「山敷徳次郎」の氏名があり、
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『水法』に取り上げられた人物中、｢臼井兼吉｣を除く７人が見られました。
明治38年(1905)の『最新游泳術』（前出）では、
ママ

明治四年、笹沼勝田氏、其父良介氏の後を享けて浜町河岸に游泳場を設け、向井流を教授せ
しが、其没するや、高弟鈴木正家氏其後を享け、臼井兼吉氏と協力して同所に游泳塲を設け、
其教授に任じたりしが、後（明治三十七年）都合に依り、浜町二丁目河岸に移転し、終始盛大
を極む、其後笹沼氏門弟諸氏相踵いて游泳場を設け、各盛大を極む、即ち大竹森吉氏は笹沼
ママ

流と称し、伊藤又吉氏は鈴木氏と分離し、大塚昇平氏は大塚定吉氏と共に、土屋兼太郎氏は
ママ

独立して、浜町河岸に教場を設けて各々繁盛を致せり、又同流の山敷徳二郎、石坂二氏は吾
妻橋畔に、吉村氏は横網河岸に於て各教鞭を採り、亦繁盛を極めつつあり、明治卅五年、大塚
昇平氏は、朝野紳士の賛助を得て水練奨励会を創設し、之れを其教場内に置きしが、明治三
十七年、教場の移転と共に之れを横網河岸に移せり

… （27-28頁、下線加筆）
ママ

の記述が見られますが、ここでは「鈴木正家」
、
「臼井兼吉」
、
「大竹森吉」
、
「伊藤又吉」
、
「大
ママ

塚昇平」
、
「大塚定吉」
、
「土屋兼太郎」
、
「山敷徳二郎」
、
「石坂」
（仲次郎と思われる）
、
「吉村」

（重吉と思われる）の氏名が挙げられています。
文章の記述表現から、いずれの人物も笹沼勝用に学び、同列分岐した氏名と捉えら
れます。
この中の「大塚昇平」と「吉村（重吉）」は、
『水法』では見られなかった人物名で
す。
「大塚昇平」については、同書の記述に従えば、明治35年(1902)に浜町で大塚定吉
と共に開いていた水泳場内に〈水練奨励会〉なる組織を創設した人物のようで、さら
に同書の中に、
日本水練奨励会 向井流の大塚昇平氏、游泳の海国の要務なるを感じ、之れが普及を図らん
が為め、朝野紳士の賛成を得て、明治三十五年同会を組織す、初め元柳橋畔に教場を設けし
が、今は横網河岸に移場して好況を呈せり、(35-36頁)

との記述が見られました。
「吉村（重吉）
」については、明治34年(1901)７月27日付『東京朝日新聞』の記事に、
●水およぎ（五）

◎各教場と流名

…

本所横網一河岸

笹沼流

吉村重吉

…

（５

面、下線加筆）

とあり、上記の「吉村」も横網河岸で指導していたとあり、一致しています。
また、明治43年(1910)８月発行の『運動世界』通巻27号（運動世界社）の一記者（推
定 町田藤男）
「水泳場廻り」の記事に、
大川端十八個所の泳ぎ場

…

じ笹沼氏の門人だ、

(46頁、下線加筆)

…

吉村水泳場（浜町河岸） 此処の師範吉村重吉氏は大竹と同

83

第３章

東京における向井流の断片

とあり、推定ながら吉村重吉も笹沼勝用に指導を受けた伝承者であったと考えること
ができます。
この吉村重吉を大竹森吉の笹沼流における水術の門弟との系類表示も見られます
が、このことは後述本節、3.8）で述べます。
笹沼勝用の門弟の可能性を考えるならば、かなり時代が離れますが、大正８年
(1919)『増補改訂
…

大日本游泳術』（水交会編・発行）に、
ママ

向井流は笹沼良助氏の嗣子勝用氏笹沼派を継ぎ、勝用氏の助教に鈴木正家、山敷徳二郎、

ママ

伊藤又吉（本年七十六歳）土屋兼太郎、大竹森吉、石坂、大島及び森田の諸氏あり。何れも向
井流若くは、同流自派の名にて教授せり。
（26頁、下線加筆）

とあり、
「大島及び森田」との新たな人物の氏名が見られます。現在この二人について
の情報は得られていません。今後の課題としておきたいと思います。

６）笹沼勝用の柔術家としての顔と交友
笹沼勝用は､佐倉藩士時代に心明殺活流柔術指南の増田繁右衛門より「奥儀皆伝免許」
を允許され、柔術にも長けていた事は前述しましたが、東京でも柔術を指導した形跡
があるようです。
『水法』では、
夏季二ヵ月ばかりの水泳場では一年の生計を立てることは不可能であるので、勝用は柔術道
場の手伝いをしたりしたが後に港区の警視庁東京水上警察署の柔術世話掛となり明治二三・
八・二○品川で没した。(84頁、下線加筆)

とあります。
記述されている通り水泳場での指導・運営のみでは生活が難しく、柔術を指導した
事は自然であると考えられます。
では、どこの柔術道場で手伝い（指導）をしたのでしょうか。残念ながら、今回の
探索では判明しませんでした。
敢えて推測するならば、佐倉藩時代に交流のあった戸塚派楊心流関係者が手掛かり
として考えられますが、推測の域を出ません。
また、
「警視庁東京水上警察署の柔術世話掛」に任用されたことですが、前出の明治40年
(1907)５月発行の『運動之友』第２巻第５号掲載の仲野秀治の「東京及び東京を中心
とせる水泳の分播」には、
…

笹沼良助氏の息同苗勝用先生である。同氏は佐倉の藩士であって柔術は水上署に教授し

て居られて、詰らぬ病気で死去されたが、

との記述を見ることができます。
84
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−東京水上警察署のあゆみ−』
（東京水上警察署史編集員会編、警

視庁水上警察署創立百周年五団体行事実行委員会発行、1979）に拠ると、東京警視庁
管轄下の水上警察署は明治12年(1879)10月28日に新設されたことが始まりで、同14年
(1881)には改組、同16年(1883)に再び設置となっています。(55-61頁)
また、上述の「柔術世話掛」については、
『ものがたり警視庁史』
（川原衛門著、警視
庁警務部教養課編、自警会発行、1982）に、
柔道 柔術世話係が警視庁に採用されたのは、武術世話係の採用から三−四年おくれてい
る。明治十六年三月、久留米の柔術家

…

四名が警視庁に奉職している。(60頁、下線加

筆)

とあります。この記述から水上警察署に柔術世話係が正式に採用されたのであれば、
この明治16年(1883)よりも後年であったと考えられます。
笹沼勝用は、水泳場使用における認可や取締りなどを通じて水上警察署と関係が
あったと推測できます。その縁で柔術家でもあることから笹沼勝用が柔術指導を委託
されたことがあったのではないかと考えられます。ただ、実際に水上警察署柔術世話
係になったという確証は無く、その時期や任用の状況なども不明です。
先に取り上げた昭和６年(1931)８月発行の『水泳界』
（前出）の岩本忠次郎著「游泳
監督改善私議（四）
」には、
私は嘗てこういうことを聞いてゐる。明治の初年笹沼勝用先生

…

、大川端（間部河岸）

ごろつき

に始めて水泳場を開いた時、当時何処にも多く居た破落漢が、飛び込んで来て、乃公達に渡
りもつけねえで、こんな人寄せ場所をこしらえやがった。太え野郎だ、擲きこわすぞ、サア
如何だと、三四人で凄文句をならべて金を強請った。寡黙の笹沼先生只にや笑って居ると、
ママ

よい気になって破落漢共は乱暴をし出したので、よしそれでは斯うしてやると、戸塚派揚心
流の柔術に秀でてゐられたので、取っては投げ、捩じ倒し、水中に突き落とす。

… 彼等

は生命ばかりは助けてとばかりに平蜘蛛のようになって謝罪して、やっと許して貰い、命か
らがら逃げて行った。之を実際に游泳場内で見てゐたのが魚河岸の威勢のよい連中であっ
た。笹沼先生は何んてえ偉え人だろう、之は一番尻押しをしてあげなけりゃならねえ、
毎日、魚河岸の朝仕事を終れば、習いに来る。

…

…

（73頁）

とあり、笹沼勝用の柔術家としても長けていた一面が、興味深く伝わってきます。
ママ

この記述の中で気になるのが、笹沼勝用の柔術を「戸塚派揚心流」としていることで
す。
『水法』(83頁)では、この記述に対して「（栗原注・実は心明殺活流）」と誤認記載とし
て註釈が加筆されています。
しかし、笹沼勝用と、後述の向井流を学び笹沼流を名乗った戸塚派楊心流柔術家大
竹森吉との関係を推考するならば、東京に出て来て戸塚派楊心流の柔術道場と関わり
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を持ち、修練したこともあり得たと仮想します。
当時の戸塚派楊心流の様相を語っている『嘉納治五郎 私の生涯と柔道』
（大滝忠夫
編、新人物往来社、1972）には、
ママ

幕末当時の柔術家で、日本第一等強い門下を持っていたのは戸塚彦助 であった。維新後に
なっても、なお当時の名人が残っており、戸塚彦助本人もまだ達者であり、その後継者の戸
塚英美もおって、その手に育てたもののうち、なかなか技の秀でたものがあり、千葉県に本
拠を据え、斯道に覇をとなえていたのだ。（86頁）

と、その名実が示されています。
この当時の笹沼勝用は、廃藩となったことで身分制度も変化し、当然藩からの縛り
もなくなり、旧知の間柄の柔術家たちと自由に交流し、新たな修練に意欲を持ったと
しても不思議はないように感じます。
また、日本橋浜町に水泳場を開いた笹沼勝用と大竹森吉は、年齢的に少し開きはあ
りますが、柔術家として接近し合い、その関わりの中から、何時からかは判断できま
せんが年上である笹沼勝用から向井流の泳法も学ぶような親密な関係が生まれたこと
は自然の成り行きであったと考えられます。

７）笹沼勝用と接点のあった横山卓と大橋寛悟
今回の史実探索の中で、明治の初期、笹沼勝用と時期を同じくして水泳場を開設し
ていた人物で、知友的関係の可能性がある人物が二人存在していたことが判明しまし
た。

(１)横山卓
一人目は、明治41年(1908)７月発行の『運動世界』通巻４号（運動世界社）に掲載
された山敷徳次郎の回顧談「水泳教師となるまでの難行苦行」で、
…

私が水泳を習い初めましたのは明治七年でありまして、其の頃佐倉の藩士笹沼勝用とい
ママ

われた仁が此の大川端に始めて水泳の導場を開かれました。其時に私は此の導場に五年間修
行を致して、

…

師に是れ迄の苦心を述べ、遂に水泳の教師となればドノ位骨の折れるも
ママ

のだか是れも修行の一つだからやって見よと初めて許されまして、築地の相引橋の所へ導場
を開きました。勿論只今は此の川は狭う御座いますが、其の当時は只今に比べますと幾分か
は広う御座いました。で其時には師と同輩の横山という仁が其処に導場を開いて居られたの
を、私が引きうけて五年間必死となって教授を致しましたが、

… (24-27頁、下線加筆)

と述べられた中に登場した人物です。山敷徳次郎が５年の修行の後、笹沼勝用の元を
離れて修練を重ね、師を再び訪ねて修行の一環として水泳教師として道場を持つこと
が許され築地の合引橋に開設することになったが、その場所について「師と同輩の横山
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という仁が其処に道場を開いて居られた」と述べている中で登場した「横山」という人物で

す。師（笹沼勝用）と同輩ということが気になります。
「同輩」とは、
『日本国語大辞典

第二版 ９』（日本国語辞典第二版編集委員会小

学館国語辞典編集部編、小学館、2001)に「同じ身分のもの。同じ位のもの。仲間。等輩。」
(1028頁)とあります。佐倉藩士同志であったのか、水泳仲間という意味であるのか、
或いは戸塚派楊心流の柔術家繋がりがあったのかなど、憶測が走ります。
この横山なる人物について得た情報には次のものがありました。
①『郵便報知新聞』第733号、明治８年(1875)７月27日付記事
○築地一丁目一番地々先の河岸に横山卓と申す人今度官許を受て水泳教導場を取設け間口弐
拾間の処へ休息所を手広く取り建て丸に四ッ目の幕打回し終日稽古の者は一人二銭宛の謝儀
を差出すと木札を渡し大勢の中へ先生も倶々游ぎ回り川中へ丸太を以て階子を押立登りては
飛込む其騒ぎの面白さ稽古人も日々相増し水の澄む間も無しと云う亦此印鑑木札所持の者万
一川中にて怪我致したる節は先生より百円の罰金を出すと往違う子供が噂せり（１面、下線
加筆）

②『読売新聞』第161号、明治８年(1875)７月29日付記事
○築地合引橋ぎわの横山卓という人の游ぎ場は日々盛りにて二三日跡に同所新富町の内川亭
という寄せに居る内田某の娘にて十七八の美しい別品さんが下女を連れて游ぎに参りました
が中々達者の游ぎ方にて雪の肌に滴たる水は白蓮に露をおびたる有りさまにて艶々しく島田
髷も少しとけかかり、自由自在に行つ戻りつして游ぐさまは、

… （１面、下線加筆）

③『読売新聞』第450号、明治９年(1876)７月26日付記事
○築地合引橋際へは去年の通り横山卓さんが游泳場を開かれ今日より始まり鑑札料は笹沼さ
んと同じで一人前二銭づつで有ます

(１面)

④東京都公文書館蔵『往復録』
（第２類警視

庶務課）の明治10年(1877)６月30日千葉

『中央区区内散歩 −史跡と歴史を訪
県士族横山卓提出「水泳願 願書」の書類から、
ねて−（第八集）
』の著者野口孝一が「三

隅田川の水練場」の文中で読み下し解説

した文面
今は埋め立てられてありませんが、中央区役所前の築地川にも水泳場がありました。明治十
年六月末、芝愛宕町三丁目の横山卓なる人物が築地一丁目合引橋際に水練教導の場を設けた
い旨の願書を出しています。近頃酷暑の節、納涼のため多くの人が海や川で泳ぎ、そのため
沈溺するものもあり、ついては裸体禁制（現在の明石町のところに外国人居留地があり、当
局はとくに気を遣っていました）のところ恐れ入りますが、同志の者と計り、水練教導した
いので、合引橋際に間口十八メートル、奥行三・六メートルの葭簀屋根の休息所を設け、水中
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五十四メートルの使用を、七月五日から晴天の日六十日間拝借したいというものでした。こ
れに対し警視本署は差し支えないとして許可を与えています (132-133頁、下線加筆)

⑤東京都公文書館蔵『往復録』
（土木課）の明治11年(1878)６月15日付の游泳場等許可
に関する東京警視本署から東京府への回答書類
二ノ第五百八拾四号
通願出候間

芝愛宕町三丁目横山卓築地一丁目合引橋川筋へ水泳場取設度致別紙之

…

以上の５件から、明治８年(1875)〜明治11年(1878)の間、築地合引橋で「横山卓」
という人物が水泳場（本人申請時提出図有り）を開いていたことは確かで、上記願書
に千葉県士族とあることも、情報として笹沼勝用との関わりを示す意味ある手掛かり
と見ています。
前出の佐倉藩『保受録』を翻刻して出版されている『佐倉市史料叢書
以下末々迄』
（佐倉市総務部行政管理課

保受録

徒

佐倉市史編さん担当編、2003）には、
「横山」

姓は見られませんでした。佐倉藩士でないとすれば、菊間藩士であったのか、戸塚派
楊心流の柔術家であったのか、向井流に関わる水泳場であったのかなど、不詳です。

（２）大橋寛悟
二人目の人物は、上述したように笹沼勝用の住居は東京都公文書館蔵『往復録』明
治10年(1877)に「浜町二丁目二番地」と記述されていましたが、下記に示す同じ地域に
住む「大橋寛悟」なる人物が、ほぼ近接していると思われる場所に水泳場を開設して
います。
同地域の住人であることが、笹沼勝用と特別な因縁を持っていたのではないかと興
味が惹かれます。その情報は、以下の１件のみです。
①東京都公文書館蔵『往復録』
（第２類警視 庶務課）明治10年(1877)の書類中
游泳練習開業願 第一大区十三小区浜町二丁目二番地寄留

静岡県士族 大橋寛悟今般私儀

浜町二丁目二番地字マナベ川岸内長五十間巾二十五間并休息所フチ巾一間長サ六間別紙図ノ
之通拝借来ル七月一日ヨリ十月十日迄凡百日之間泅術開業仕度

…

明治十年六月

この願書の全文を野口孝一が翻刻読み下し、解説文とした「三

隅田川の水練場」

（前出）には、
まず、浜町河岸では、明治十(一八七七)年六月、浜町二丁目に住む大橋寛悟なる人物が浜町
二丁目地先の河岸地を七月一日から百日間水泳教授のため日除けのある休息所（一.八×十.
八メートル）を設けたい旨、申請を出しています。船の運航や河岸地の交通の邪魔にならな
いよう注意を怠らないと誓っています。同所が当局へ届け出た規則はつぎのようなものでし
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た。
（読み下し文、東京都公文書館蔵『往復録』明治十年）
。
一、洪水の時は水中へ入る事を許さず
一、拝借地の外游泳を禁ず
一、通船へ近寄りみだりに妨害することを禁ず
一、一人ごとに木札を渡し順次伝習の事。但し木札のない者は（何かあっても）一切かまわ
ない
一、下帯をせずに游泳をしてはならない
一、断りなく水に入ることを禁ず
一、熟酔の者は游泳を禁ず
一、伝習料は一人につき二銭
（126-127頁、下線加筆）

とありました。参考までに引用掲載しておきます。
『大日本人名辭書（五）
』
（講談社学術文庫508、大日本人名辞書刊行会編、講談社発
行、1980）註３−14の「武術諸流系圖」の「游泳術」に向井流の系図が記載されています。
その中の笹沼勝用の門弟として前に述べた「大竹森吉」の名前の右横に「笹沼流 沼津
マ

マ

ノ人、元大橋覺吾ノ門人」(100頁、下線加筆)との付記が見られました。

おそらく、
「大橋覺吾」は「大橋寛悟」であり、
「静岡県士族」とあるのは「元沼津藩士」
で水術の指導の立場にあった人物と考えます。
『日本教育史資料』第１巻（文部省総務局編・発行、1890）に見る沼津藩には「学科
学規試験法及ヒ諸則

…

游泳」(205頁)とあり游泳が課されていました。

さらに、明治維新の際に沼津藩主水野忠敬が上総の菊間藩に移封となっています
が、同書の菊間藩においても「学科学規等ノ諸則 … 游泳」(235頁)と游泳が課されて
いたことが判ります。が、同史料における「游泳」の記載記述に流名などの付記がな
く、泳法の情報については不明です。
「大橋寛悟」に関する情報として、後述の本節3.3）で大竹森吉が幼少期に学んだ楊
・

心流柔術師範の柏崎又四郎について触れますが、その柏崎又四郎の実弟が「大橋勘吾」
であったことが判りました。
『企画展解説書

沼津藩の人材』
（前出）の「武術家

柔術」の中の「柏崎又士郎」に

ついての記述の末文に「なお、実弟大橋勘吾も水泳の名人として知られた武人だった。」(14頁)
とあり、おそらく「大橋寛悟」こと「大橋勘吾」が水泳に長け沼津藩で指導をしてい
たと推察します。
なお、水野藩士（沼津・菊間藩）の名簿である『旧菊間藩士人名録（復刻）―旧沼
津水野藩士人名資料―』
（原本編者：中山長明、編集・発行：沼津市立駿河図書館、
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1981、７頁）並びに『水野藩士轉籍者名簿―菊間藩寄留者明細短冊集―』
（編集・発行：
沼津市立駿河図書館、1984、51頁）でも「大橋勘吾」の氏名が見えます。後者の資料に
「大橋勘吾」は、
「実父当県士族柏崎甚平亡三男」ともありました。おそらく「大橋寛
悟」と同一人物であると捉えていますが、更なる調査で詳細を得たいと考えています。

以上が、二人の水泳場開設者に関する情報ですが、笹沼勝用とどのような知友の関
係にあったのかなど数々の疑問と憶測が生まれます。明治初期における向井流史とし
ても水泳場情報としても興味深く意義があるものと考えています。また、笹沼勝用に
留まらず大竹森吉との三者関係の手掛かりでもあると考えられます。

２．鈴木正家
明治以降の東京における向井流の先駆者笹沼勝用の後継者であり、先に述べた戸塚
派楊心流の柔術家大竹森吉と後年水術で関わりを持った人物であり、向井流泳法に関
しては上野徳太郎の師の一人でもあった人物として述べます。

１）佐倉藩時代と笹沼勝用との関係
鈴木正家は、佐倉藩士であったのかという問い掛けがあります。
瀬尾謙一著『向井流水法私議』(向井流水法岩本会、1971)の「向井流水法私議（九）
−鈴木正家と残る謎の数かず−」では、
岩本忠次郎の説によると、鈴木正家は佐倉藩士と伝えられるが、慶応三年(1867)以前の佐倉
ママ

藩水術に、笹沼竜助・八郎・丹治平助ならびに尼子嘉藤治の、目録・免許受伝者には鈴木正家
の名は見当らない。もっとも、その後に改姓・改名したものならば、問題は別である。（82頁、
下線加筆）

との疑問が述べられています。
しかし、
『旧佐倉県士族卒明細短冊 坤』
（前出）の中に、
「鈴木正家」
（綴り頁無記）
の名前がありました。
その短冊から抜き出した記録は、以下の通りです。
（□は、翻刻不明字）
祖父 鈴木惣十郎（錠□番）
父

鈴木友蔵

（作事杖突）

住居 下総国印旛郡佐倉藤沢町
氏名 鈴木源正家
旧名
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24歳１ヶ月

禄高 ６石５斗 （明治７年(1874)９月奉還）
家督相続

慶応２年(1866)７月10日

拝命 明治４年(1871)４月20日四番隊銃卒
免職 明治４年(1871)12月23日

写真３−４

また、
『佐倉市史料叢書

鈴木正家

明細短冊

保受録 徒以下末々迄』（佐倉市、2003）にも、友蔵の倅

「鈴木友之助」(342頁)の名前があり、類推においておおよそ「芳蔵」と「友之助」そし
て「正家」は同一人物と推定され、
「鈴木正家」が佐倉藩士であったことは確かである
と言えます。
氏名の項において、笹沼勝用もそうでしたが、鈴木正家の姓の後にも「源」とあり
ます。この「源」は後述の伝書落款にも使用されていますが、その由緒については笹
沼勝用と同様に、不詳の課題としておきます。加えて、この短冊の右上に「失踪」と書
き加えられた墨書があることも今後の課題としておきます。
上記の記録に拠ると、明治７年(1874)４月の時点では、24歳１ヶ月と年齢記載があ
ります。
『𦾔佐倉藩士族印鑑短冊

四』
（千葉県立中央図書館所蔵）に所収の「鈴木正家」
（頁

数不明）の短冊にも「明治十五年六月三十三年六月」との年齢記録が見られます。
この２件の情報には、何故か計算上の齟齬が生じてきます。
前者であれば嘉永３年(1850)３月生れ、後者であれば嘉永２年(1849)１月生れとな
ります。
鈴木正家の生誕年に関する記述として『水法』では、
大正四（一九一五）年十二月十六日

…

上野正幸方で客死した。行年六八才。
（87頁）

とあり、大正４年(1915)12月に68歳であったとすると、単純に逆算して弘化４年
(1847)生まれとなります。
さらに、
『増補改訂

向井流水法書』
（竹原栄、向井流水法会、1991）の「第二章

鈴

木正家と門弟」には、
鈴木正家は佐倉藩士鈴木友蔵の長男で嘉永元年（一八四八）四月九日生まれ(59頁)
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と具体的な生年月日が記述されています。
『水法』
、
『増補改訂

向井流水法書』ともに論拠があってのことだと思われますが、

現時点では出典不詳のため参考に留めます。
今回見出した『旧佐倉県士族卒明細短冊 坤』と『𦾔佐倉藩士族印鑑短冊

四』に

おける「鈴木正家」について書かれた短冊の筆跡を比べると、書体の違いもあります
が筆跡者は別人のように見えます。
当論述の中では、初出と思われる前者を史料として優先し、その推計で単純算出し
た嘉永３年(1850)３月を生誕として、以下に述べることにします。
鈴木正家は、佐倉藩士時代に鈴木友之助の名前で向井流の目録を３人の師範か
ら允許されています。
『佐倉藩学史』
（前出、277-278頁）に記載の目録允許時の年齢を、嘉永３年(1850)
生まれとして計算しますと、次のようになります。
（１）文久３年(1863)平水目録（笹沼龍助允許）＝13歳
（２）元治元年(1864)浪越目録（尼子嘉藤治允許）＝14歳
（３）慶応２年(1866)平水目録（笹沼勝用允許）＝16歳
後年の鈴木正家の意識の中では、笹沼龍助（廃藩置県後に良助の記述あり）から最
初に学んだことへの想いが強かったのか、同人から学んだことの深さを強調したかっ
たのか或いは伝承系統を示したかったのかは不知ですが、明治28年(1895)９月に鈴木
正家が小田弘之助宛に授与した『向井流水法開伝巻』
（国立博物館所蔵）の末文におい
て、
向井流水法先師

向井将監之高弟笹沼良助之門下トナリ

…（丁数不明、下線加筆）

と述べています。また、明治29年(1896)６月発行の著書『游泳人必用向井流秘伝

游

泳術伝習法』
（小林仙鶴堂）の発行者に依る「凡例」において、
笹沼勝用氏

…

氏の実父良助氏の高弟鈴木正家氏 …（１-２頁、下線加筆）

と、笹沼良助の門弟であることを敢えて意図的に述べられていることが、何かを示唆
しているように感じます。
また、水術ではありませんが、
『佐倉藩学史』
（前出）には、槍術誠心流註３−15
の矢野繁五郎師範より半神文目録を、
「鈴木芳蔵」の名前で慶応２年(1866)16歳の時に
允許されたことが記載（267頁）されています。
上野徳太郎は著書『日本の水術』
（晴南社、1943）で、
第十三世師範の鈴木正家先生は佐倉藩士で、槍術の大家であったことを私は先生の口から直
接に聴いたことを覚えてゐます。
（70-71頁）

と回想しています。
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鈴木正家は、水泳にも槍術にも熱心で、若くして熟達していたことが推測されます。
もう１件、明治28年(1895)９月、小田弘之助宛で鈴木正家が授けた『向井流水法開
伝巻』
（東京国立博物館蔵）の伝文を見ると、
「向井流水法先師 向井将監之高弟笹沼良助之
門下トナリ…今ヨリ二十六ヶ年前向井流水法秘伝書ニ奥秘ヲ受タルナリ」
（奥書、下線加筆、写真
3-13）と記述しています。

単純計算すると、26年前の明治２年(1869)に向井流の奥秘（免許）を允許されたこ
とになります。正家が19歳の年で、廃藩置県前の当時佐倉藩の時代に允許されたこと
になります。これを允許した人物は、佐倉藩の水泳指導者であった笹沼勝用であるこ
とは自明のことです。
そして、師匠である笹沼勝用が水泳場を開くにあたり助手として参加したことは自
然な成り行きであったと考えられます。
しかし、なぜ東京に出て来て、何時より笹沼勝用の助手として指導を始めたかは定
かではありません。このことも今後の課題の一つと思われます。
なお、給禄は前述の禄高記述の箇所の記録に拠ると、明治７年(1874)９月に奉還し
ています。参考となる手掛かりかも知れません。

２）笹沼勝用の後継者としての位置
本節.1.4）で述べたように、何れの史料も笹沼勝用の死後、鈴木正家が向井流を継
承したという表現になっています。この事例は、その後の通説として数多く取り上げ
られてきています。
また、鈴木正家が明治20年(1887)に允可証書を発行し授与したこと、師から伝授さ
れた秘伝の内容を書籍として公開出版している事実などから、笹沼勝用に依る指導は
明治20年(1887)以前に行われなくなった可能性が考えられます。
その点から考えると、実質的に継承されたのは何時かという疑問が出てきます。
鈴木正家が笹沼勝用の後継者であるとしながら、時期が曖昧な記述として、次のも
のが見られました。
（１）明治29年(1896)『風俗画報』第122号（東陽堂）大田才次郎註３−16「水練（続）」
向井流は向井將監に発して今の鈴木正家氏十三代目の業を継ぎ

（２）明治37年(1904)村田

…

(12頁)

析著『水泳術指南』
（民友社）

開祖は向井氏にして佐倉藩士笹沼良助氏之れを学び、鈴木正家氏之れを継けりと。
（199頁）

（３）明治43年(1910)由比
…

要・齋藤六衛共著『最新水泳教範』（浜川堂書店）

ママ

勝田氏明治初年に東京浜町に游泳場を設け、之れを教授し、後鈴木正家氏之れを継げり、
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現今両国に於ける幾多の游泳場は殆んど向井流なり。
（８頁）

（４）大正２年(1913)浅野篤太郎著『游泳之研究』
（上田書店）
其ノ子勝用氏向井流ヲ教授シ鈴木正家氏之ヲ継ギ大竹森吉氏ハ笹沼流ト称セリ（７頁）

以上のように、時期は曖昧ながら鈴木正家の継承を述べています。
これらの記述から、笹沼勝用没後の後継者として鈴木正家が認識されてきたことは
断定的に捉えても差し支えないと言えます。
しかし、笹沼勝用没後の後継者について、
『水法』には、
マ

マ

この笹沼水泳場は勝用の高弟鈴木正家と伊東又吉（号雷光）によって引き継がれて経営され
たが、間もなく鈴木はこれから分かれ浜町に独自の水泳場を設けた。(84頁)

とあります。
この『水法』の引用文のように、鈴木正家と伊東又吉とが後継者として共同して引
き継いだと考える説があります。
明治20年(1887)以降で、鈴木正家が死去した翌年の大正５年(1916)までに出版され
た水泳関係書籍の中で、向井流関係者以外が著述した書籍おおよそ60冊註３−17を探っ
てみましたが、大正５年までの水泳関係書籍における記述では、伊東又吉を後継者と
する説は見当たりませんでした。
ところが、大正６年(1917)に伊東又吉（雷光）の弟子で向井流伊東水泳場教師で
あった諏訪多冨峰の著述『水泳名手となるまで』（長久社書店）において、
(イ)向井流 …勝用氏に至って、明治の初年東京日本橋区浜町河岸に水泳場を建設し、ここ
に始めて広く此の流儀が行はれるようになったのである。現在では、右、勝用氏の高弟たる
伊東雷光師その後を襲うて、同流派の牛耳をとって居る。(18-19頁、下線加筆)

と、伊東又吉が笹沼勝用の後継者であるかの様な表現が見られました。
続いて、大正８年(1919)の『増補改訂
第六

現代に於ける游泳術

…

大日本游泳術』
（水交会編・発行）の中では、

茲には国民新聞記者にして大日本共修会水泳部出身なる京

田武男氏の調査せる「京浜游泳場一班」より。其の大要を抜粋し、之により推して日本全国
一般の趨勢を窺う事とし。…
…

(25頁、下線加筆)
ママ

向井流は笹沼良助氏の嗣子勝用氏笹沼派を継ぎ、勝用氏の助教に鈴木正家、山敷徳二郎、

ママ

伊藤又吉（本年七十六歳）土屋兼太郎、大竹森吉、石坂、大島及び森田の諸氏あり。何れも向
井流若くは同流自派の名にて教授せり。鈴木氏は向井流十三世と称せしが、其第十四世は同
時に二人を出せり。山敷派の後は其門下生にて山敷会を作り之を継ぎ。一方山敷氏高弟仲野
秀治氏岩本忠治郎氏等を主脳とする革新派分離して大日本共修会を作る。(26頁、下線加筆)
向井流
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頁、下線加筆)

との記述があります。これは、京田武男の調査に基づいた記述で、笹沼勝用の水泳場
の助教として鈴木正家と伊東又吉は同列扱い、また伊東道場についての摘要の項目に
「笹沼の後引受」とあります。
加えて、大正９年(1920)に発行された京田武男の著書『最近の水泳術

諸流水泳術

の総合的研究』
（前出）では、
其二、向井流

…

【其の由来】

…

勝用氏は明治六年日本橋区浜町に水泳場を設け向井

流を教授したと云う。然るに四年後に勝用氏は病没し、現時の伊東又吉氏が笹沼流を継ぎ、
ママ

向井流は故鈴木正家氏が継いた 事になって居る。

…

向井将監の家系等は煩を避けて略

す。向井将監の像は現に伊東又吉氏が持って居る。笹沼勝用氏から譲られたものであろう。
（10 -11頁、下線加筆）

と笹沼勝用の没後、伊東又吉が笹沼流を継ぎ、鈴木正家が向井流を継いだと言う、ど
こか曖昧な表現で後継者説を述べています。
しかしながら、伊東又吉と鈴木正家の繋がりを明治43年(1910)８月発行の『運動世
界』通巻27号（運動世界社）に掲載された一記者（編集部の一員（推定

町田藤男）

「水泳場廻り」で、
伊東水泳場（浜町河岸）

教師の伊東又吉氏は瀧縞の単衣に白髯を捻りながら湯屋の番台見
マ

マ

た様な上から、大きな声で生徒を怒鳴り付けながら居る、元は笹沼流の大家鈴木正家氏の茶
売りをして居た男で、隣の大竹に懇願して今の処へ大竹の監督の下に水泳場を開いて貰っ
て、何うやら斯うやら今の様に漕ぎ付けた癖に、今は其の恩を忘れて頻りと大竹の悪口を
云って居る、夫れ計りならいいが向井流の家元を幾度も幾度も繰返えされるには少からず閉
口した、鈴木正家から借金の代に取った巻物や何かを平常から振り廻すと云う事はチャンと
記者の方で心得て居るから一向有難くない生徒は未だ五六十人位、創立は卅六年で剣舞と撃
剣の教授も遣って居る。
（45頁、下線加筆）

と、伊東又吉と鈴木正家の関係性を記述しています。
この記述と明治20年(1887)から大正５年(1916)までの水泳関係書籍の鈴木正家後継
者説の状況を鑑みると、茶売りをしていたとの伊東又吉を水泳指導者とは思えず、笹
沼勝用没後の向井流泳法の後継者の位置に伊東又吉がいたとは考えがたいものがあり
ます。角度を変えて水泳場の経営という立場での貢献であるならば想像できる範囲か
と思われます。
上記の京田武男著『最近の水泳術

諸流水泳術の総合的研究』に、
「向井将監の像は現

に伊東又吉氏が持って居る。笹沼勝用氏から譲られた」とありましたが、向井将監像の所持

は鈴木正家の借金の代に受け取った可能性があるものの、これも伊東又吉後継者説の
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後盾としての役割を果たしたように伝わってきます。
また、伊東又吉が鈴木正家から分離独立した時期としては、明治33年(1900)発行の
『造士会叢書

日本游泳術』
（前出）に、

… 明治廿六年に及びて、全盛を極め、游泳場続々として起る。永田義章氏は、太田氏と分
ママ

離し伊藤又吉氏は、鈴木氏と分離して、浜町河岸に設場し、向井流土屋大塚の二氏、亦浜町に
建場し、安宅河岸なる学習院の旧跡には神伝流游泳協会起る。…
橋畔に建場し、大竹氏は浜町に建場す。明治廿七年より

…

向井流山敷氏は、吾妻

。(25頁、下線加筆)

とあり、文面の流れから明治26年(1893)頃かと推察しています。
石川芳雄著述の『日本水泳史』
（米山弘編・発行、1960）にも、
マ

マ

ママ

明治二十六年（一八九三）には向井流笹沼道場（鈴木正家師役）から伊藤又吉が分離設場

…

(110頁)

と、論拠不詳ながら表記のあることを取り上げておきます。
また、笹沼勝用の後継者説に登場してきた伊東又吉の向井流伝承者としての力量に
ついて、上記の続きとして触れておきたいと思います。
後年の昭和６年(1931)７月の発行『水泳界』
（前出）に、
「徹翁」
（宇田川吾郎執筆と
思われる）とのペンネームで書かれた「大川端の思出漫談」の中で伊東又吉を指して
いると推測できる記述があり、
…

マ

マ

右の先生は笹沼流の某水泳場で駄菓子を売り水褌を貸し、お茶代を貰うのが本職であっ

たが、チョイチョイ人が沈むと、其都度真っ先に水着姿凜々しく小舟をあやつり、河底を竹
棹でツッ突き、溺没者を探してゐた。そのくせ自身水に入った事は只の一度も見たものが無
かった。

… 而して其後お茶屋商売サラリと止めて？同じ浜町河岸に水泳場の幕も新に、

天晴先生になり済ましたのだ。(63-64頁、下線加筆)

と語っています。
前述と同じくこの記述においても伊東又吉の水泳場での本職が、泳ぎを見せたり指
導することでなかった上に「水に入った事は只の一度も見たものがなかった」との表現は泳
げなかったとの憶測を呼びかねません。が、大正６年(1917)弟子の諏訪多冨峰が著わ
した『水泳名手となるまで』
（前出）の自序には、
序

自分は幼い時分から水泳が好きであった。十一歳の時、向井流伊東水泳教場に入ってか

ら爾後約十五年、同教場師範伊東先生その他諸先輩の指導を受け、巳に平水目録を授けられ
た。かくして少くも向井流水泳術の大要を知る事が出来た。
（１頁、下線加筆）

とあり、少なくとも泳力の如何はともかく、長らく笹沼勝用や鈴木正家らと接したこ
とによって、向井流についての知識を身に付けていて、少なくとも平水目録を伝授で
きるほどの伝承能力があった人物と捉えています。
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３）鈴木正家の向井流水泳場
鈴木正家が笹沼勝用の後継者として向井流の伝承を引き継いだ事は、間違いないと
捉えています。
また、笹沼勝用の存命中の明治20年頃には鈴木正家が伝承者としての役割を果たす
ようになっていたとも推測しています。
笹沼勝用の没後に鈴木正家が継承したとする水泳関係書籍の記述として、明治38年
(1905)発行の『最新游泳術』（前出）には、
…

ママ

明治四年、笹沼勝田氏、其父良介氏の後を享けて浜町河岸に游泳場を設け、向井流を教

授せしが、其没するや、高弟鈴木正家氏其後を享け、白井兼吉氏と協力して同所に游泳場を
設け、其教授に任じたりしが、後（明治三十七年）都合に依り、浜町二丁目河岸に移転し、始
終盛大を極む、其後笹沼氏門弟諸氏相踵いて游泳場を設け、各盛大を極む、即ち大竹森吉氏
は笹沼流と称し、伊東又吉氏は鈴木氏と分離し、…（27-28頁）

と臼井兼吉の協力が示されています。
明治40年(1907)発行の『運動之友』第２巻第５号（前出）掲載の仲野秀治著「東京
及び東京を中心とせる水泳の分播」に見る記述にも、
…

笹沼良助氏の息同苗勝用先生である。 … 詰らぬ病気で死去されたが、其前則ち明治

四年と覚えて居る、浜町河岸へ、始めたのは臼井兼吉先生である鈴木先生と協同してやって
居られる。
（49頁、下線加筆）

とあり、そのことを物語っています。
なお、臼井兼吉については、
『日本水泳史』
（前出）に、
「臼井兼吉 明治二十一年（一八
ママ

八一）浜町河岸に向井流道場を開く。当時としては珍しき町家出身の達人、向井流と称す。」

（241-242頁)と、この人物についての記述が見られました。今の時点では情報として提
示するに留めておきます。
なお、臼井兼吉に纏わる可能性のある話として、画家の三宅克己の回顧録『思ひ出
づるまま』
（三宅書房、1936）に、
浜町の狐横町時代、一番楽しい季節は夏であって、それはツイ近くの大川端に、二三軒の各
流の水泳場が開かれ、某所に行って水泳が出来るからである。私の就いて学んだ水泳場は、
ママ

ママ

向流（向井流）と云い、伊藤さんと云う先生の水泳場であった。臼井さんと云う大変に上手
ママ

な深切な優しい先生も居て、その先生の顔は今でも一番はっきりと覚えてゐる。何時向ふ河
岸まで泳げるかと思って居た大川も、楽々と泳ぎ抜くことが出来た。ある時は品川のお台場
まで、遠泳会が催され、私はそれでも両国橋下から永代橋まで泳ぎ切ったものであった。(16
頁、括弧内・下線加筆)

との記載があります。向井流の水泳場で登場する「臼井」なる先生がその人ではない
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かと推察しています。この話が、明確に明治何年頃かの記述であるかは不明ですが、
三宅克己が12歳前後の明治18年(1885)頃の話のようです。

ママ

話は逸れますが、三宅克己の上記文中に登場する「伊藤」なる先生は、明治18年
(1885)頃であれば、先に取り上げた「伊東又吉」とは別人であると考えます。何故な
らば上述したように、この頃未だ当人が水泳場を開設していないことから別人と考え
るのが妥当であると思われます。
鈴木正家と協同して１年間のみ指導に携わったと述べた人物に山敷徳次郎がいま
す。
明治41年(1908)発行の『運動世界』通巻４号（前出）の本人回顧談「水泳教師とな
るまでの難行苦行」は本節、1.7）で既に取り上げたので、経緯の前半は省略しますが、
築地合引橋の川から大川への水泳場移動の際の話に、
…

何に致せこんなケチな川では生徒をあつかって居てもトテモダメでありますから大川へ

出たいものだと大川端へ出まして只今浜町河岸で向井流の教導場を開いて居らるる鈴木正家
氏と連合して同所へ開場しましたが、此の水泳術は将来に於ては大に発展する事業であると
心得まして、同氏と一年間連合しました後に只今の大日本共修会の所へ独立で開場致しまし
たが、

… 此処で三年間教授を致しましたが、思う様な弟子もありませんでしたから吾妻

橋の方へ出かけたら浅草、本所両区の繁華の中心だからよかろうと只今現に教授致して居り
ます、此の導場を開きましたが其初めて此処へ参ったのは廿五年頃でしたから

…

(27-28

頁、下線加筆)

と１年間指導者に加わった様な、協力・協同した様な事が述べられています。
この談義の中に、この１年間とは何時のことなのかヒントとなる表現があります。
１年間の連合の後、３年間は当時の大日本共修会の場所に水泳場を開き、その後吾妻
橋の方には明治25年(1892)頃場所を移して開場したと述べられています。
当時の大日本共修会の水泳場と山敷徳次郎の水泳場ですが、上記と同年の明治41年
(1908)発行『運動世界』通巻５号に掲載の町田藤男著「大川端の水泳場」には、
▲大日本共修会水泳所（横網河岸）

師範仲野秀治氏監督の下に開かれてる水泳場で、数多

き大川端の水泳場中最も振るってるものであろう。(97頁、下線加筆)
▲山敷水泳所（吾妻橋際）

向井山敷流の山敷徳次郎氏の監督の下に開かれて居る所で創立

は廿五年、…（98頁、下線加筆）

と、先ず大日本共修会が「横網河岸」にあったこと、そこから３年後に移ったのが「吾
妻橋際」で、明治25年(1892)頃創設であったことが特定できます。

場所については、明治29年(1896)７月発行『少年世界』第２巻第13号（前出）には
「水泳場と其教師 … （本所区中之郷瓦町一番地：現、墨田区吾妻橋）同番地下流 山敷徳次郎」
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（86頁、括弧内・下線加筆）とあり、明治31年(1898)８月発行『運動界』第２巻第８号（前

出）にも「○向井流 … 吾妻橋上流なる山敷氏の教場」(24頁、下線加筆)とあり、明治43年
(1910)発行の『運動世界』通巻27号（前出）一記者（推定

町田藤男）「水泳場廻り」

においては、山敷徳次郎本人から聞いた談として、
「山敷水泳場（向島）教師の山敷徳次郎
氏（向井山敷流）は

…

、
『今年は

…

此処の創立は明治廿五年さ、助教かね、助教は皆よく

なると他所へ盗まれて仕舞ふには殆んど閉口する、名前は皆出したくないと云うから御免蒙ろ
う』」(43頁)と自ら述べているなど、記憶に拠る話ながら明治25年(1892)がおそらく吾

妻橋際での創立であったと考えます。
したがって、吾妻橋際に移動した明治25年(1892)から３年引いたのが横網河岸に開
設した年次となり、計算上では明治22年(1889)となります。であるとすれば、山敷徳
次郎が鈴木正家の水泳場で連合して居た時期は、その前年の明治21年(1888)の１年間
であったと推察できます。笹沼勝用の存命中に鈴木正家の水泳場で指導していたこと
になります。
また、明治21年(1888)当時、山敷徳次郎が語った「只今浜町河岸で向井流の教導場を開
いて居らるる鈴木正家氏と連合して同所へ開場しました」との表現は、明治20年(1887)以前

には笹沼勝用が直接指導することはなくなり、実質的には鈴木正家が水泳場運営を
行っていたことの手掛かりとも言えます。
上記の他に鈴木正家の水泳場の助教をしていた人物の名前が、上記の明治41年
(1908)発行『運動世界』通巻５号の町田藤男著「大川端の水泳場」に、
▲向井流鈴木水泳場（同所（浜町河岸）） 十八年の創立であって師範は鈴木正家氏、平泳及
び浪越は其の得意とする処、助手は江森、齋藤外数名(96頁)

と記述されています。助手に「江森」と「齋藤」の他数名の存在あったことが読み取
れます。また、この記述に鈴木正家の得意技が「平泳及び浪越は其の得意とする処」とあ
ることにも興味が惹かれます。
また、この鈴木正家の水泳場の指導法（教授法）や謝金についての情報を明治29年
(1896)９月発売の『風俗画報』第122号(前出)の大田多稼著「水練（続）
」に見出しま
した。記述中の指導方法では、鈴木水泳場と名指しで記してはいませんが、文脈から
該当すると判断しました。
…

今向井流の教授法を記せんに先ず練習生を甲乙丙及び班外の四種に分ち能く游泳するも

のを甲班となし之れに次ぐを乙班となし稍々游泳し得るも十分監視を要するものを丙班とな
し少しも水に馴れざるものを班外となす班外の者は教師自ら手を取りて浅瀬に於て之を教え
稍々游泳し得るを待ちて深水に入るを許し犬掻き、仰き泳等を教う其班外より丙班に移るに
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は大抵一週間を費し大川を自在に抜切るには三週間を要す既に其技に熟すれば教師は生徒を
しお

率いて遠泳と云うを試みることありては石川島御台場辺の沖合に出て、醎水に泳がしめ其成
績を験するなり此試験終れば教師は生徒に得業証書を与うるを例とすという其他の水泳場の
教授方法も之れと大同小異なるべければ

…

水泳場（浜町河岸）の謝金は一様ならず

…

鈴木水泳場（浜町河岸）は束修金五十銭月謝金六十銭特別教授者は束修金一圓月謝金五十銭
なり（12頁）

この文面から、向井流水泳場の指導方法が詳しく分かるとともに、当時の水泳場で
は同様であったことも窺えます。また、鈴木水泳場では、束修金（入門金）と月謝が
徴収される他、特別教授（個人教授などか）も設定され別料金であったことも情報と
して伝わってきました。

４）日本体育会游泳場の最初の教師
鈴木正家に関して判明してきたことの一つに、明治27年(1894)５月、日本体育
会註３−18游泳教師の委嘱を受けたことがあります。
このことは、
『学校法人日本体育会

日本体育大学八十年史』
（学校法人日本体育会

発行、1973）の中に、
日本体育会では、明治二十七年以来、毎年夏季になると、隅田川に水泳場を開設している。
…

本会が水泳場の開設を決定したのは、明治二十七年五月で、

…

海事思想の普及と体

育の奨励を目標に、厳格に指導したようである。しかし、
「当分ハ」本会関係者と関係ある学
校のみで、一般募集は見合わせている
月制定―『文武叢誌』八号）

…

…

ママ

日本体育会遊泳場規則 …

（明治二十七年五

ママ

設立時の遊泳場長は第一体育場長兼体操練習所長の隠岐

重節が兼務し、教師は鈴木正家であった。…設置場所は、日本橋浜町河岸で、つぎのような
開場広告がみられる。 游泳場設置の報告

…

（
『東京日日新聞』明治二十七年七月四日）

この開設第一年目である明治二十七年の利用者数は不明であるが、得業生はわずか八名（全
ママ

員学校生徒）にとどまった（『文武叢誌』一一号）。しかし、遊泳協会などとともに、本会水泳
ママ

場を主要な水泳場の一つに揚 げている（
『東京日日新聞』明治二十七年七月二十一日）
(253-259頁、下線加筆)

とありました。
この記述には、鈴木正家が日本体育会水泳場の最初の教師として、明治27年(1894)
６月発行の同会機関誌『文武叢誌』８号（日本体育会事務局）
「雑録」に掲載された「日
本体育会游泳場規則」(49-50頁)の記事に基づいて述べられています。同時に、明治27年

(1894)７月４日発刊『東京日日新聞』の游泳場開設に伴っての開場広告に、
「日本橋浜
100
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町一丁目一番地川岸並に同所中州の両所に於て開場」(５面)とあり、明治29年(1896)発刊の

『少年世界』第２巻第13号（前出）には「水泳場と其教師 … 日本橋区浜町一丁目一番地々
先

鈴木正家」（86頁）とあり、当時の鈴木正家の水泳場所在と一致しています。

上記に引用した文中に登場する、
「隠岐重節」という、この時の游泳場長に就任した
人物について『大日本人名辭書（一）』
（講談社学術文庫504、前出、1980）には、
オキ ヂュウセツ
将 …

隠岐重節 軍人、嘉永元年三月下総国佐倉に生まれ…三十七八年の役少

(473頁)

とありました。
鈴木正家も隠岐重節も同じ佐倉藩出身者であり、しかも年齢も近かったことから知
人であった可能性があり、この関係から日本体育会最初の水泳教師として採用された
ことも考えられます。加えて、上記の引用文にあった厳格な水泳指導の評判やこれま
での向井流水泳場の指導内容も評価されてのことであったとも推察しています。さら
に、鈴木正家が明治29年(1896)に著述出版した『游泳人必用向井流秘伝

游泳術伝習

法』
（後出）に、隠岐重節が序文を書いています。これも両者の信頼に足りうる関係を
示していると思われました。
上記の『学校法人日本体育会

日本体育大学八十年史』に、この日本体育会の游泳

場を描いた図として、明治29年(1896)８月発行『風俗画報』第121号（前出）大田多稼
著述「水練」の挿入画「両国水練場の図」
（山本松谷画）
（18頁）３部（３枚）中２部
を取り上げています。その理由として「隅田川水練場の図,鉄棒のあるのは日本体育会の印
象を描いたものであろう」(260頁、写真３−５)と挿入図に添え書きをしています。

写真３−５

図『風俗画報』１

写真３−６

図『風俗画報』２

とすれば、この『風俗画報』の「両国水練場の図」は、鈴木正家の水泳場が描かれ
ていたことになります。
しかし、この図について、
『向井流水法私議』
（前出）の著者瀬尾謙一は、
ママ

この図にみえる幕や旗の庵木瓜の紋で、伊藤又吉の水練場であることを、知ることができる。
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伊東氏は、伊豆国田方郡伊東におこった藤原氏がもとで、九州の伊東氏、伊豆伊東氏の末と
つたえられている。

… 庵木瓜紋をつかうのは、家系のゆかりがあるからであろう。(94

頁)

との見解を述べています。
丹羽基二の著『家紋』
（樋口清之監修、秋田書店、1969）に「庵木瓜」を見ることが
出来ました。(235頁)
であったとすれば、庵木瓜紋の幕や旗が描かれた１枚（写真
３−６）は、伊東水練場の図の可能性が高いと考えますが、も
う１枚の鉄棒が描かれている図（写真３−５）は鈴木水練場即
ち日本体育会水泳場であったと考えられます。
写真３−７

いおりもつこう

庵 木瓜図

今後、まだ検討の余地がありそうです。

５）伝承者として果たしたこと
向井流の伝承を考えた場合、伝書を発行することも重要な伝承者の役割であり、伝
承を知る手掛かりとも言えることでしょう。
鈴木正家も伝承者として、伝書を伝授したことを示す形跡が幸いにして幾つか残さ
れています。
『水法』には、鈴木正家が伝授した伝書として確認ができた実物５件と著述出版し
た書籍２件が記載(87-88頁)されています。
この内の伝書の所蔵先としては、東京国立博物館（２件）
、防衛大学校図書館（１件）
会津白虎隊記念館（１件）
、東京都立日比谷図書館（１件）の４箇所でした。
また、記載項目として、所蔵先の他に、発行年月、書名、
（鈴木正家の）肩書きも記
述されていました。現在、これらの所蔵先の内、会津白虎隊記念館以外は、複写も含
めて実物を確認できています。ただ、会津白虎隊記念館にも問い合わせをしました
が、同館の所蔵目録では見つからず、目録外の保管の可能性はあるものの、現在「所
在不明」との回答でした。
現在、上記の他に、墨書直筆２件と活版印刷１件の伝書の実物が新たに判明してい
ます。
したがって、著述出版された書籍を除いて、合計７件の確認ができています。
以下、発行年月日記載がある墨書直筆の実物５件を、発行年次順にして、①発行（伝
授）年月日、②所蔵先、③肩書・伝授者名、④落款印影、⑤受与者宛名、⑥伝書表題、
⑦伝授内容等を列記してみます。
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（１）①明治20年(1887)12月25日、②個人、③肩書無記・鈴木正家、④「鈴木藤原正
家印」
、⑤観世

寿、⑥『向井流水法秘伝書完』、⑦〈平水巻〉のみ、向井家の

系譜等なし

写真３−８ (1)表紙

写真３−９

(1)奥書

（２）①明治21年(1888)10月８日、②東京国立博物館、③肩書無記・鈴木正家、④「鈴
木藤原正家印」
、⑤小田弘之助、⑥『向井流水法秘伝書

完』
、⑦〈平水巻〉
〈浪

越巻〉向井家の系譜あり、徳川宗敬寄贈
（３）①明治26年(1893)９月、②日本泳法委員会、③向井将監業孫・鈴木正家、④「鈴
木藤原正家印」
、⑤青地玄三郎、⑥『向井流水法秘伝書

完』
、⑦〈平水巻〉
〈浪

越巻〉向井家の系譜・向井家入門関係（誓詞・証文書案）

写真３−10 (3)表紙

写真３−11

(3)奥書

（４）①明治28年(1895)９月、②東京国立博物館、③肩書無記・鈴木正家、④「□水
法向井将監之統」
（□は不読印字）
「藤原正家印章」の連印、⑤小田弘之助、
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⑥『向井流水法開伝巻』、⑦〈開伝巻〉のみ、徳川宗敬寄贈

写真３−12

(4)『向井流水法開伝巻』表紙

写真３−13

(4)『向井流水法開伝巻』奥書

（５）①明治30年(1897)２月14日、②東京中央図書館（近藤記念海事財団：旧日比谷
図書館からの移管）、③向井将監業孫

鈴木正家、④「鈴木藤原正家印」、⑤及

部辰之助、⑥『向井流水法秘伝書 完』、⑦〈平水巻〉
、〈浪越巻〉
、向井家の系
譜・向井家入門関係（誓詞・証文書案）

写真３−14

(5)表紙

写真３−15

(5)奥書

以上(１)〜(５)の伝書は、何れも墨筆による記述で、朱肉による落款が押されている
ものでした。
では、残りの年次月日の記載がない２件について列記します。
（６）①年月日なし②防衛大学付属図書館（現、総合情報図書館）③向井将監之統

向

井流水法教師 鈴木正家、④「□水法向井将監之統」
「藤原正家印章」の連印、
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松本浩良、⑥『向井流水法秘伝書 完』
、⑦〈平水巻〉
、〈浪越巻〉、向

井家の系譜・向井家入門関係（誓詞・証文書案）、有馬文庫在中資料（有馬成甫
寄贈）

写真３−16

(6)表紙

写真３−17

(6)奥書

（７）①年月日なし②日本泳法委員会、③向井将監之統 向井流水法教師 鈴木正家、
④「□水法向井将監之統」
「藤原正家印章」の連印、⑤記載なし⑥『向井流水法
秘伝書

完』
、⑦〈平水巻〉
、
〈浪越巻〉
、向井家の系譜・向井家入門関係（誓詞・

証文書案）
以上(６)と(７)とも表紙タイトル・伝書全文が活版印刷によるもので、装丁や内容、
落款印影も同一でした。なお、落款印影は朱肉、(６)の宛名書きは墨書直筆でした。
ただ、(６)について、
『水法』では発行期日を「明治22年(1889)７月」としています
が、根拠は不明です。また、
『水法』には、この年月日で会津白虎隊記念館の所蔵が列
記されていて伝授者の肩書記載も「向井将監之統 向井流水法教師」と同じ表記であ
ることから現在は所在不明とされる同館の伝書も活版印刷によるものの可能性が高い
かと思われます。
この活版印刷による伝書が何時作成されたかについて、伝授者の「肩書」と「落款」
の変化から考えてみました。
(２)と(５)は「向井将監業孫」と肩書及び落款が同じで、何故かその間の(４)のみ
が「鈴木藤原正家印」の単印印影であったのに対して「□水法向井将監之統」
・「藤原
正家印章」の連印形式が採用され、印影の大きさも違っています。
この変化を単純に受け止めるならば、(３)の明治26年(1893)と(５)の明治30年
(1897)の間か、(４)の明治28年(1895)か翌29年(1896)に作成されたと類推されます。
105

第３章

東京における向井流の断片

なお、(６)には、
「師範 松本浩良」宛ての記述が見られますが、どのような形でこ
の授与がなされたのかは不詳であり、作成年次に近いことは推測できますが特定はで
きません。
なお、(４)(６)(７)の落款が同じ連印と述べましたが、その中の一つ「□水法向井
将監之統」に、不読印影字（□）がありました。
瀬尾謙一著『向井流水法私議』
（前出）には、
泖は、
「日本無双玉篇」に、リウ、ナガル、と記され、…

(83頁)

と「泖」の字であると解読しています。
諸橋徹次著『大漢和辞典 巻六』
（大修館書店、1957初版、1989修訂第２版第１刷）
に拠ると「泖」(1055頁)の漢字がありますが、読みは「バウ、メウ、リウ、ル」で、字
義は「湖の名、ふち、よどみ、水のさま」とありました。
いま一度、不読印影字の解読と字義を確認する必要があると考えています。
上記に羅列した(１)(２)(３)(５)(６)(７)の『向井流水法秘伝書 完』には、会津
藩で作成されたとも推考できる『水泳書』の「向井流水法口訣」の中より、
「平水之大
事」の７ヶ条と「浪越之大事」の５ヶ条の全文を転記し、平水・浪越の口訣の前に「平
水巻」と「浪越巻」のそれぞれに62ヶ条の項目を記載したものでした。つまり、
『水泳
書』には記述されていなかった62ヶ条の項目記載が増えていたことになります。
この項目記載は、会津藩時代からあったものではなく、佐倉藩時代に笹沼龍助に
よって、工夫・創案された内容ではないかと現時点では考えています。
列記(４)の『向井流水法開伝巻』は、はじめに「向井流水法へ加フル開伝巻」と巻題が
記され、これを「外海ノ塩道ニ罹リ游泳之術」と称し「出シ道之塩心得之事」
「マ塩之道心得
之事」
「サカ塩之道心得之事」
「ダマノ道心得之事

附リ渦巻ノ場所見分之事」の４ヶ条を秘術

として具体的に記述しています。
この向井流水法開伝巻の巻末には、「向井流水法先師 向井将監之高弟笹沼良助之門下ト
ナリ正家者流儀ニ従ヒ游泳修業者上総国ト下総之東海岸ニテ字九十九里ト称ス荒海則太平洋ヨリ
打来ル激波ノ中ニテ年数十ヶ年間内休年ナク己ニ研究シタル四ヶ條ヲ当流江加フル事也

…

」

とあり、鈴木正家が「数十ヶ年間」弛むこと無く自ら研鑽してきた経験に基づいて、
独自で創作した伝書であることを述べています。
この記述から推測して、この伝書が底本ではないかと考えています。
鈴木正家は、伝書を典拠とした発刊本を上梓しています。
明治21年(1888)６月に出版された『生徒必用向井流秘伝
編述、仙鶴堂発行）は、
『向井流水法秘伝書

水練早学

全』
（鈴木正家

完』に基づくもので、
「平水巻」13ケ条、

「平水之大事」５ヶ条、
「浪越巻」10ヶ条、
「浪越之大事」３ヶ条を大凡引用し、それに
106

東京における向井流の断片

第３章

「向井流游泳心得書」を加えた内容でした。
この書の表紙には、
「笹沼勝用先生門人 鈴木正家先生」と発行者に依って付加された
肩書きが記載されていました。発行者による序文には「余鈴木氏と知あり故に其秘訣を梓
とき

しい

に上せ以て世に公にせんことを謀る鈴木氏喜で曰今日は是れ物を秘するの秋にあらず弘く世に施
て後進に益あらば何ぞ夫れ之を惜まんや」とあります。発行者が出版を希望し、鈴木正家

がそれに応えた事が窺えます。
さらに、明治29年(1896)６月に『游泳人必用向井流秘伝

游泳術伝習法』
（小林仙鶴

堂発行）を出版しています。

写真３−18 『水練早学』表紙
（国立国会図書館所蔵より）

写真３−19 『游泳人必用向井流秘伝 游泳術伝
習法』表紙（国立国会図書館所蔵より）

先に上梓した発行所と屋号が違いますが、発行者は「小林喜右衛門」で同じです。
本書は先の『生徒必用向井流秘伝

水練早学

全』に基づき、これに鈴木正家が独

自に創作した伝書『向井流水法開伝巻』を加えたことが、前書き様の「海川之心得及游
泳術伝習巻」(１頁)とする文中で
…

其業充分と云のは向井流水法六十二ヶ條中平水七ヶ條浪越五ヶ條の修業したる以上流儀

六十二ヶ條の極意伝授したる後の外海の潮道四ヶ條を心得るまで伝習することなり（３-４
頁）

と示されています。
なお、文中の「潮道四ヶ條」は『向井流水法開伝巻』が、上述したように「外海ノ塩道
ニ罹リ游泳之術」であることから記述されたものであると解釈できます。

内容の記述方式は、伝書の表記を引用するのではなく、章立てを用いて向井流外の
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人が読むことを意識して簡明に記述されています。
（下線加筆）と付加された著者肩
この本の表紙には、
「向井将監十三代業孫鈴木正家著述」

書と言える文言があります。この文言が気になります。
瀬尾謙一著『向井流水法私議』
（前出）に、
正家は「向井流水法秘伝書」には、ただ向井将監業孫とかいたものが、
「游泳術伝習法」には
十三代業孫とかいた。これは正家自ら十三代目とかいたか、発行書店がつけ加えたものか、
またつけ加えたものを黙認したものかは、わからない。ここでいえることは、十三代とかい
たのはこの時かぎりで、そののちにも、十三代目とは認めていないことである。
「向井流水法
秘伝書」に、ある先師向井家之系や、御当家被召出候の家系の代数は、ただ家系尊重の事風と
して、伝来の水泳に権威あらしめるため、かき足されたものにすぎない。それなのに、その
代数に加算して十三代としたからとて、水泳史には何の意味ももたないことである。

…

十三代がもとになり、それより遡って、いまだ何代ともいわなかった、笹沼竜助や、勝用を、
十一代とか、十二代とか、または省いたりされることになったのだろう。（84頁）

と鈴木正家の肩書に触れ、その意味の有り処と一人歩きする問題性を述べています。
また、発行者がキャッチコピーとして表現したことも充分考えられます。
この肩書から少し話が飛躍しますが、家元研究の大家である西山松之助が書き述べ
た『家元ものがたり』
（産経経済新聞社版、1956）にも、
歴史的な名家に出自を求める日本人の正統意識は、今でも抜きがたいものであるが、向井流
でも、第何世師範を称して流儀の家元組織を整え、流史の必要に迫られた時、ここに始めて、
向井兵庫頭正綱がその流祖として誕生するわけである。はなはだ大胆な推定であるが、その
時点は笹沼良助に発し、向井流第十三世師範を称した鈴木正家に至る期間のことではなかっ
たかと思う。(65-66頁)

との論述があります。
論述の視点が瀬尾謙一と西山松之助では些か異なっていますが、安政４年(1857)に
笹沼勝用の父笹沼龍助が『水泳書』を携えて向井家を訪れた話註３−19と重ね合わせる
と単なる推論では終わらない正否の論議にまで発展しそうな論点とも考えられます。
ここでは正否論には直接触れず、鈴木正家が用いた肩書きの必要性を述べる上で、
考察の前提として把握しておくべき状況を以下に取り上げておきます。
遡って佐倉藩時代の向井流を考えてみると、家元（宗家）という感覚ではなく、基
本は藩内水術指南の血脈世襲であって、藩内の向井流指南に焦点が置かれていたと思
われます。したがって藩制時代に笹沼龍助が向井将監家から数えて何代目と称したこ
ともなく嫡男勝用（八郎）も同じであり、東京で向井流を伝承した期間においても家
元と称したこともなかったように情報からは推察できます。
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さらに遡って、会津藩の水術指南においても家元としての係累代数の標記は見られ
ず、その元である御船手頭向井将監家においても家系としての累代明記はあるものの
水術の家元としての累代を向井家自ら記した史料は見られません。
これらを考え合わせると、向井流において家元と称し第何代と標榜したのは、前述
した鈴木正家が最初であることが推測されます。
また、伝書においては、明治26年(1893)以降の免許状に向井将監の系譜を継承した
ことを意味する「業孫」などの標記を用いているものの、
第13代との家元累代数を
肩書として標記したのは明治29年(1896)の出版著書『游泳人必用向井流秘伝

游泳術

伝習法』（前出）以外には見当たりません。
では、この強調されたとも受け取れる肩書きが、なぜ用いられたのでしょうか。
当時、隅田川の水泳場が数多く出来て盛んとなってきた上に、日清戦争(18941895)後の軍事思想としての海国日本が水泳習得の後押しをし、未だ水泳に関する
書籍が年数冊から５冊以上も出版される状況註３−17に同じとなる中、このキャッチフ
レーズは発行者の意気込みだったように思われます。
先に取り上げた鈴木正家発行の伝書における肩書を振り返って見みると、(１)(２)
(４)では肩書き記述が無く、(３)(５)が「向井将監業孫」、活版印刷の(６)(７)では
「向井将監之統 向井流水法教師」としています。
本節.2.2）で取り上げた前出『運動世界』通巻27号掲載の一記者「水泳場廻り」に
は、鈴木正家が伊東又吉に借金をしていた話(45頁)がありましたが、笹沼勝用の存命
中には肩書を用いず、師の没後の水泳場運営に特別な費用の必要性が生じたり、明治
21年(1888)に出版本発行に加えて再度の明治29年(1896)の出版本発行に向けてなど、
費用の捻出も想定して特価性を高める為に肩書を使用したことも推測されます。
これも、おそらくですが、
『水法』に「向井流の伝書は市販されていて … 」(14頁）や
「正家が印刷して売ったといわれている『向井流水法秘伝書 完』 … 」
（87頁）とあるよう
に、仮に活版印刷の伝書を売り歩いたことが事実ならば、それも当時の発行許可や出
版には多額の費用が必要であったことも関わっていると考えます。
先に述べたように、明治２年(1869)頃に向井流の奥秘（免許）を允許されていたと
捉えた場合、鈴木正家は、笹沼勝用の伝承を受け止めながら、明治20年代の後半に『向
井流水法開伝巻』を創案して発行しています。鈴木正家なりに向井流泳法の伝承に時
代性や必要性を考慮し、基本泳法の範囲において経験で得た知識による実利性の強調
と独自の工夫を加えた発展的思考を表明することで、新たな伝承を試みようとしたよ
うに思われます。
これら鈴木正家が行った行為は、向井流泳法の技術を純粋なまま伝えたいとしなが
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らも、傍ら向井流の伝承を出版本にして発行したことで、向井流の伝承を広く世に知
らしめようとしてきたとも言えます。
一方、この明治期の半ばでは水泳場が盛況となるとともに、徐々に新たな変化も生
じて来たようです。
『造士会叢書

日本游泳術』
（前出、1900）の「明治時代の游泳術」に「游泳術は、明

治廿年頃より、次第に盛大となり、明治廿六年に及びて、全盛を極め、游泳場続々として起る。」

(25頁) とあり、海国日本の高揚意識が高まると共に盛んとなった水泳教育にも軍
事的色彩が加わってきたようです。
その一端として、同書の編者である高橋雄次郎が明治30年(1897)10月発行『運動界』
第４号（前出）に掲載した論述「游泳諸流派に檄す」の中にも、
游泳術は遊戯に非らざるなり、我海国民の義務として、国技民術として其練習を務むべきも
のなり。古来より浸染せる流派的弊風を打破し、射利主義を撲滅し、虚飾的游泳方を廃し、
広く緒流の長を採り、短を補い、良法を案出し、以て美なる大日本帝国の武術となすべきも
のとす。(15頁)

と述べられているように、軍事的意識が「游泳術」にも反映されました。
明治30年代(1897〜)の水泳書では、海国日本の思想も手伝って、一流派に拘泥しな
い実用重視で泳法を取り上げた著述が散見されます。
このことは、当時の隅田川で盛況となった水泳場において、自流の泳法技術だけに
固執せずに他流の泳法も採り入れて創作したり、或いはその団体内で自分たちに適し
た或いは実用性に応じたと思われる泳法の採用や変化させるなど、水泳場間で特徴化
を計り、時には流名は兎も角として一流儀に固執しないことを強調する場合もあった
と想像されます。
語られた時代が明治40年(1907)と少々後年になりますが、向井流泳法の伝承者でも
あった仲野秀治が『運動之友』第２巻第５号（前出）
「東京及び東京を中心とせる水泳
の分播」の中で、
中学生以上になると向井流は何となく面白くなくなるというのは、此流儀の泳ぎ方は極めて
数が少ない

…

それに此流儀の真髄とも云うべき平泳というのが見掛が派手でなくて又ど

うも巧く出来ない泳ぎである。故に此頃の向井流の水泳場では何処でも自然の潮流に逆う事
マ

マ

は如何な大家も六つしいと見えて横体大流行で、何の為に向井流という名を名乗って居るの
か解らない位です。(51-52頁)

と述べ、さらに同人が語った明治43年(1910)の『運動世界』通巻27号掲載の「水泳の
大先生」では、
…
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から僕のも基は是れかも知らんが、他の流のいい処を選んだ上獨逸から飛込を二つ輸入した
上自分で一つ考えたから仲野流とでも云えばいいかも知れないが僕はそんな事は嫌いだから
まァ無流だね、

…

（26頁）

と述べています。
当時の向井流と時流の中での状況が伝わってきます。
同じく向井流泳法の伝承者で〈向井山敷流〉を名乗った山敷徳次郎が、明治41年
(1908)７月発行の『運動世界』通巻４号（前出）で語った回顧談「水泳教師となるま
での難行苦行」では、
…

私はもと唯向井流の山敷でしたが、明治三十四年に流名を改めまして向井山敷流と致し
ママ

ました。是れは大に潜越の様で御座いますが、いろいろ前々から苦心致しまして唯師より伝
えられた技術のみではトテモダメだと思いまして、昔しから「前鴨」俗に「摺鉢泳ぎ」と称え
ママ

ママ

まする枝は前へ両足が出ますがら後ろへもと思い、…
何かモー一つ二つと「邯鄲」と称えまする技
致しました

…

…

次で同じ様な技の「扇子返し」

…

それから「水廻し」と「水中倒立」を創作

まだ其他に二三は案出致しまして流名を改称した次第で御座います。

（28-29頁、下線加筆）

と、向井流泳法以外の新たな技の導入・創作と流名の改称までを意識的に行ったこと
を述べています。
これらの話から比較すると、鈴木正家は頑なに向井流泳法に拘り、環境に応じた新
たな心得を伝書として創作したものの、泳法についての改変や新たな泳技の導入は行
わなかったのではないかと推察します。
同時に、こういった状況の隅田川の水泳場の様相を鈴木正家と照らし合わせた場
合、この時代の地域での水泳場状況に乗り損ねた一面があったようにも感じられま
す。
加えて、このことを示す事例とまでは言い切れない話ですが、明治43年(1910)発行
『運動世界』通巻27号（前出）掲載の一記者の記述「水泳場廻り」には、
大竹水泳場（浜町河岸）

…

近来は鈴木正家氏も出張して大竹氏と共に教授して居る

…

（45頁、下線加筆）

と大竹水泳場で出張指導する鈴木正家のことが述べられています。同時に、この一記
者の水泳場の報告には、
「鈴木水泳場」の名前は見られませんでした。
推定60歳に至っての身体的不具合も考えられますが、水泳指導以外の収入源がなく
水泳場の運営において窮状にあった可能性も捨て切れません。
しかし、向井流泳法の伝承を伝えたいと最後まで想いを抱き続けていたことが大竹
森吉の水泳場での出張教授に窺えます。
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６）上野正幸との接点
鈴木正家は、晩年、上野正幸（本名：八十吉）宅に寄寓して客死したようです。
『水法』には、
鈴木正家は、嫡子次郎と別居し、意思の疎通のないまま、大正四（一九一五）年十二月十六日
東京市下谷区根岸の練武館主上野正幸方で客死した。行年六八才。まことに淋しい死であ
る。
（87頁）

と述べられ、大正４年(1915)の暮れに死去したとあります。
先に述べました推定嘉永３年(1850)生まれとすれば、65歳で亡くなったことになり
ます。
この当時のことを上野徳太郎著『日本の水術』
（前出）では、
…

私がまだ中学生時代であったときに、私の生家（東京市下谷区下根岸町五十七番地）で

この世を去られた向井流第十三世師範の鈴木正家先生

…

（70頁）

とあり、上野徳太郎が『新体育』38巻７号（新体育社、1973)「生きている歴史

向井

流水法というもの」
（前出、1968）でも取り上げています。
鈴木正家先生は明治時代から大正時代の初めにかけて日本橋区浜町河岸（いまの中央区）で
向井流の水泳道場を開いていたが、早く令閨を失ない、また令息の鈴木次郎氏は故あって先
生の手を離れて流浪の人となっていた。天涯孤独で老境にいた鈴木正家師の伝統と、その身
を預かったのが私の父、上野正幸である。これは浜町河岸の鈴木先生の水泳場の同業ともい
うべき斎藤松之助（修武館）、吉村重吉（柔道では戸塚派楊心流）
、両氏の尽力によるものであ
る。(65頁、下線加筆)

つまり、日本橋浜町に水泳道場を構えていた鈴木正家が天涯孤独の身となった際、
同業者で水泳と柔術に携わっていた人物との因縁が、鈴木正家と上野正幸との接点と
なり、上野家への寄寓となったようです。
『踏水会八十年史』
（（財）京都踏水会、1975）に上野徳太郎が寄稿した「武徳会最
初の先生」には、
私は少年時代に早くも大竹、斎藤、吉村の三先生（
は、青年時代になってその指導を知っていた

…

）を直接知っており、また松平氏

… 松平を除いて、大竹、齋藤、吉村の三人に

ママ

私が接したのは、私の父、上野正幸（戸塚流楊心流柔術師範、大日本武徳会柔道教士、向井流
水法家元預り）の関係による。三人とも実は楊心流の柔術家で、大竹は父の先生すじに当る
大先輩で、斎藤と吉村は、同じ楊心流の流れを汲むものであった。
（36頁、下線加筆）

という記述が見られます。
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文中の「大竹」とは、上述した笹沼勝用の向井流門弟大竹森吉のことで、詳しく後
述する柔術の戸塚派楊心流の著名な師範でもあった人物です。
同じく、文中に見られる上野徳太郎の父上野正幸も大竹森吉と同じ戸塚派楊心流の
柔術家であり、その関係は師弟筋にあたり、斎藤と吉村は大竹森吉の柔術での門弟で
あったのではないかと推察しています。
また、鈴木正家は推定嘉永３年(1850)生まれ、大竹森吉は後述しますが、嘉永５年
(1852)生まれと年齢も近かったことが明らかです。鈴木正家の上野家寄寓に尽力した
吉村と斎藤の背後には、大竹森吉の指示があったと考えては可笑しいでしょうか。
しかも、上述の鈴木正家が大竹水泳場に出張教授していた件から考えるならば、当
然な流れでもあったことが推察できます。
大竹森吉の周りにいた戸塚派楊心流の柔術家の中には、水術も修練していた者が数
多く居たことも考えられます。
つまり、そのことが上野正幸と鈴木正家との接点でもあった可能性があり、上野正
幸が大竹森吉と師弟関係にあったのであれば、当然、向井流（笹沼流）にも接し修練
していたことは不可思議なことではありません。
余談の領域かも知れませんが、上野徳太郎が『柔道』第15巻、第８・９号（前出、
1944）
「鍛錬の事」で、
父と槍

なげし

住家の板の間の長押に柄の長さが二間もある槍が架けてある。この槍は亡父（上野
ママ

光斎、柔道教士、戸寸（塚）流楊心流）が秘蔵してゐたものである。

…

父は在世中、柔道

の稽古を旺んにしてゐた頃、この槍を使って咽喉締めに対する鍛錬をしてゐたのを、子供ご
ころにみて覚えてゐる。
（24頁）

と、槍についての話をしています。鈴木正家が槍に長じていたことと重ね合わせる
と、年齢的には差があったもののお互いに話が通じる相手として認識していたことも
寄寓と関係があったように思えます。
なお、上野家に寄寓していた鈴木正家と上野徳太郎の関係については、前述第１章．
第１節．1.1）
「（２）鈴木正家からの見聞」で詳しく述べています。

３．大竹森吉
大竹森吉のことは、これまで向井流の中において、余り多く知られていない人物で
す。今回の史的探索の中で、少し判明してきました。その中で、明らかとなってきた
のは、彼が明治期の隅田川の水泳場で際立った存在であり、同時に優れた柔術家でも
あったことでした。
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１）新たな情報
大竹森吉の全体像は、
『江戸っ子』第27号（アドファイブ出版局（江戸っ子編集室）、
さむらいごころ

1980）に掲載された杉浦大輔著「 武

辺 に候ふ」（以下「武辺に候ふ」と略す）と、

ブログネーム西村定継によるウェブリブログ「我が家の歴史

柔術家 大竹森吉」
（以

下「我が家の歴史」と略す）註３−20に詳しく述べられていて、多くの情報と手掛かり
を得ることができました。以下の文中で引用しました。
なお、杉浦大輔と西村定継とは、親子関係であり、大竹森吉とは縁戚にあたる方々
です。
また、
「武辺に候ふ」を手掛かりとして独自の史実解釈と調査結果を加えたと推測さ
れる論述に、歴史家である加来耕三が著した『日本格闘技おもしろ史話』
（毎日新聞
社、1993）
「一代の達人

大竹森吉」（以下「一代の達人」と略す）がありました。場

合によってですが、付加情報として並列させて引用しました。
ただ、上記３件には、史料としての検証が必要な内容も含まれていますが、手掛か
りとして重要と考えられる記述と判断して、随所に取り上げました。
また、千葉県立中央図書館での調査において、次の３件の史料・資料を見出しまし
た。
①『旧菊間藩士名簿（復刻）―旧沼津水野藩士人名資料―』（
（原本編者：中山長明、
編集・発行：沼津市立駿河図書館、1981）には、明治40年(1907)調べに基づいての
氏名・住所・備考・旧家禄が記載されていて、その中に「柔道指南 大竹森吉 千葉県
千葉町寒川九一六 旧名操吉嗣子忠一

一〇」(７頁)とあり、附録として明治４年(1871)

11月現在の「菊間藩士卒人名表」では「◎卒 … ○家禄十石ノ部 … 大竹操吉」(39
頁)とありました。

②『水野藩士轉籍者名簿―菊間藩寄留者明細短冊集―』
（編集・発行：沼津市立駿河図
書館、1984）は、旧藩士の戸籍明細書（寄留者明細短冊）及び印鑑届書（印鑑届短
冊）として提出された短冊に基づいた記録で、住居・先代・本人氏名・旧名・記述
年次・本人年令・家禄・経歴などが記述されています。大竹森吉の記述(49頁)には
「第五大区六小区上総国市原郡菊間村二百二十九番屋敷居住」
「父儀八」
「旧名操吉」
「明治九年
五月二十年六月」
「一元家禄現米拾石

明治七年八月奉還」などと明治２年(1869)から明治

６年(1873)までの出仕履歴が見られました。
③『房総町村と人物』
（編・発行：多田屋書店（編纂部）、1918、以下「房総町村と人
物」と略す）は、大正５年(1916)５月に情報収集に着手してから１年９ヶ月を費や
して脱稿した人名録で、
「中堅たる模範的人物七千名を網羅」（例言）している資料です。
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ただ、
「◎本書は其性質上、記事の精確を計りしは勿論なるも、山積の材料中には、往々不備の
もの、疑問の存するもの、 …

其収捨塩梅に苦しみたる点尠からず

…

」(例言２頁)との

但し書きが述べられていました。その中に大竹森吉の項目がありました。詳細と言
える手掛かりが含まれているので以下に大半引用します。
オオタケシンキチ

【大竹森吉】武芸家、千葉県寒川九一六番地に住して道場を開く。旧沼津藩主水野出羽守の
ママ

家臣にして、安政二年同藩に生れ、幼時柏崎又四郎の門に入りて柔道を学び、後ち斯道の達
ママ

人戸塚彦助の門弟となり一意専心技を磨き、遂に斯道の薀奥を極む。明治十九年東京本所区
相生町に道場を開きて子弟を教授すること二ヶ年、同廿一年更に日本橋区浜町に道場を設立
ママ

して一層多数の門弟を教養し、尚ほ廿三年より同所に於て水泳の教授をも開始せり。又明治
十九年より廿六年迄警視庁柔道教授たり。現今其門を出でたる武芸家の数実に一万有余人に
達し、

…

千葉町寒川の現住地に道場を設立したるは明治三十年にして同三十三年迄は東

京より通いて教授しつつありしが、後ち此処に移住す。其間先帝明治天皇、照憲皇太后両陛
下の御前試合二回の光栄に浴し各宮殿下の台覧試合亦数回の栄誉を蒙むれり。(69-70頁)

以上が、大竹森吉自身に関する新たな情報源です。

２）大竹森吉の生没と風貌と生涯
大竹森吉の誕生、没年について「我が家の歴史」には、
沼津藩の上士大竹儀八の長男として嘉永５年(1852年)に生まれた。 … 昭和五年、森吉は
七十八才で隠棲の地千葉県猪之鼻台（現在の県庁近く）市場町の浄土宗胤重寺の前方一千数
百坪の敷地内の自邸で没した。

とありました。千葉市内の日蓮宗本敬寺（同市中央区本町）の墓地にある同家の墓誌
に刻まれた戒名と没年等にも、
「貞壽院妙得日和信士 昭和五年六月六日 俗名森吉 行年七
十八才」とありました。

上記、１）で述べた情報源を含めて述べると、嘉永５年(1852)沼津で生まれ、父親
は「儀八」で「旧名操吉」、廃藩置県後に名を「森吉」
、読み「シンキチ」と改め、柔道
家として大成し、昭和５年(1930)千葉県の自宅で78歳の生涯を閉じたと思われます。
しかし、
「房総町村と人物」には、
「安政２年」に生まれたとある一方、
『水野藩士轉
籍者名簿―菊間藩寄留者明細短冊集―』には「明治九年五月二十年六月」註３−21となって
おり、誕生年に誤差があります。現時点では、墓誌に刻まれた没年や縁戚内の認識を
優先して嘉永５年(1852)生まれとして論じます。
この大竹森吉の風貌や外見は如何様であったのでしょうか。現在、大竹森吉自身を
被写体とした写真は「武辺に候ふ」に掲載された著述者の家に所蔵している２枚（次
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の写真）しか見出せていませんが、同文の記述に在りし日の様子が伝聞も含めて表現
されていました。
彼の写真二葉を手許に蔵しているが、伝え聞くと背丈五尺八寸余り、体重二十貫をこえる偉
丈夫で中々の美男である。晩年の大竹は真白な見事な長髭を蓄え、一見高僧の如き風格が
備ったが、つるつるの頭部には刀創二十七ヵ所があって青壮の頃の武勇を物語るものがあっ
た。

…

平素は常服に黒羽二重の笹竜胴の紋服袴を着用し大道を濶歩する彼は威風あたり

を払い、一流の師範の風格があった。長身で美男子であり、そのため艶福家で晩年に到るま
マ

マ

で女性関係も華やかであったという。菊間藩上士の家に生まれ学問もあり、書も能く豪壮雄
渾で一家を成していた。(23頁）

写真３−20

楊心流柔術戸塚彦介と一門、明治15年頃、
後列右端大竹森吉

写真３−21

大竹森吉遺影

また、明治43年(1910)発行の『運動世界』通巻27号（前出）に掲載された一記者（推
定町田藤男）の記事「水泳場廻り」には、
大竹水泳場（浜町河岸） … 師範の大竹森吉氏は坊主頭で白髯のデップリ肥えた品のいい
老人、笹沼流の達人であるそうな

…

(45頁)

とあります。
加えて、上野徳太郎の回顧談「武徳会最初の先生」
（『踏水会八十年史』
、（財）京都
踏水会、1975、以下「武徳会最初の先生」と略す）の記憶では、
大竹は体躯堂々、私の知っているときは身長、約一米七五ぐらい、体重は八十キロもあった
ろうか、斗酒なお辞せずの豪快ハダのひとであった。
」(39頁)

と述べられています。
さらに、
「武辺に候ふ」に、
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大竹が柔術界を引退したのは大正の末期であった。彼の引退披露は後援者安田家主催で隅田
川畔の安田庭園で行なわれ政財界武道関係者他朝野の名士一万余人が出席し、頗る盛儀で
あった。(24頁)

とあり、その引退セレモニーの盛大さは幾ら安田財閥の主催であったとしても尋常で
はない規模と思われます。
「一代の達人」には、
晩年、大竹は歩行困難となったが、それでも高弟四人に両手両足を抑えさせ、気合ひとつで
かれらを跳ね飛ばし、すくっと起き上がってみせる技量はあった。(137頁)

と、晩年にいたって身体の傷みはあっても、その精神力は達人の域を保っていたこと
が窺えます。
これらの表現に従えば、身体的にも、才能にも、生育環境にも、人間関係にも恵ま
れて、旺盛な精神は衰えることなく威風堂々にして豊かな生涯を送り、戸塚派楊心流
柔術の恩師が眠る胤重寺（千葉市中央区市場町）の前で終焉の時を迎えたのではない
かと推察します。

３）柔術家として
「房総町村と人物」には、幼少期に「柏崎又四郎」から柔術を学んだ後に、戸塚彦介
に学び奥義を極めたことが記述されていました。
この柏崎又四郎については、
『企画解説書

沼津藩の人材』
（前出）の「武術家

柔

術」の中に、
柏崎又士郎（一八三二〜八九）

藩士柏崎甚平範綱の子。又四郎とも書く。十三歳で江戸へ

出て戸塚彦介に学び、十七歳で目録、二十歳で免許、二十五歳で本免許皆伝を受け、藩の柔術
師範となった。

…

万延元年(一八六〇)脱藩し、武者修行として西国に遊び、広島で武名

を轟かした。慶応元年（一八六五）沼津藩に帰参し、 … 医師を開業した。
「鬼又士郎」の
勇名を後世に伝える。(14頁、下線加筆)

とあり、戸塚彦介の門人で楊心流を極め秀でた柔術家であったようです。この記述の
出典である『静岡県 駿東郡誌』
（静岡県駿東郡役所編・発行、1917）の「柏崎又士郎」
（1149-1150頁）には、より詳しい人物像が描かれていますが、省略します。
幼少期の大竹森吉が学んだのは、柏崎又四郎が脱藩するまでのことであったと思わ
れます。
ちなみに、柏崎又四郎は、前述の本節1.2）で取り上げた佐倉藩柔術と楊心流柔術の
交流の際にも名前が見られた人物です。
「武辺に候ふ」の記述を引用しますが、
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幕末から明治中期にかけて古流柔術諸流の中で大流、最強の流派といわれた戸塚派楊心流戸
塚彦介英俊門下三千人の中で高弟十傑の一人に大竹森吉がいた。

…

胤重寺には彼の師戸

塚彦介及び二代英美の墓所があり、千葉県文化財史蹟に指定されている。傍らに門人三千人
の内という碑があって、免許皆伝戸塚英美を筆頭に門流百士の出身藩姓名が刻まれ、やや中
央位の位置の目録者の中に菊間藩大竹森吉の名が見える。(23頁)

とあり、幼少期から柔術を修練し、大竹森吉が戸塚派楊心流の皆伝免許を得ていたこ
とが分かります。
この「門人三千人の内」の碑では、「𦾔菊間藩」のように藩名の前に「𦾔」
（当用漢字
「旧」）を付していることや横に建立されている「楊心流柔術師範 戸塚彦介先生墓」の碑
文が明治20年(1887)４月とあることから、その頃の碑であると推定します。この碑に
は、数多くの藩に属する門人の姓名が連ねられていました。
そのような同流柔術の門人の中にあって、極めて傑出していたことを「一代の達人」
では、
明治二十年代（一八八七〜九六）
、日本の格闘界は講道館柔道が日の出の勢いにあった、と一
般には伝えている。が、その講道館も避けて通った男がひとりいた。名を大竹森吉。

…

大竹は幕末、慶応三年（一八六七）、十五歳であったが、その特異なó柔ôは相手の手首や肩
の逆をとり、足首、膝の関節を決める一方、深く相手の懐へ飛び込み、急な角度で投げをうつ
ところに特徴があった。投げられた者は皆、脳天からたたき落とされ気を失うか、悪くする
と死んでしまう。
といわれるが

…

生半可なことでは、倒せる相手ではなかった。「生涯不敗であった」

… (136頁)

と表現しています。
また、
『武芸流派大事典』
（前出）に拠ると、
ママ

戸塚派揚心流（柔）

戸塚彦介英俊。

…

二十五歳、戸塚揚心流を父よりゆずり受けて教

授した。父の遺命で、後に流名を揚心流に復し、戸塚派の称を廃す。

…

門人大竹森吉が、

江戸日本橋浜町に道場をひらき、ふたたび戸塚派楊心流という。(550頁、下線加筆)

とあるように、廃藩置県後大竹森吉が東京に出てきて、戸塚派楊心流の伝承者として
一本立ちしていったことが窺えます。
大竹森吉が柔術道場を構えたことについて「一代の達人」では、
明治二十五年（一八九二）
、安田財閥の総師・安田善次郎の後援をうけて、日本橋浜町に柔術
と水泳の道場を構え、門下生は最盛期六千人を数えたといわれている。天下の講道館も、こ
の道場だけは潰せなかったようだ。(137頁)

とあり、
「武辺に候ふ」では、
大正中期頃まで日本橋浜町一丁目に彼の道場があった。福井楼やもとの日本橋倶楽部の辺り
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といわれる。道場は四十畳程であって楊心流柔術と泳術の笹沼流（大竹流）を教え、盛時に
は門人六千人を数えた。(23頁)

とありました。
「房総町村と人物」から柔術道場関連の情報を抜き出すと、
①明治19年(1886)東京本所区相生町に道場を開く。
②明治21年(1888)日本橋区浜町に道場を改めて設立する。
③明治30年(1897)千葉県千葉町寒川にも道場を設立し、東京より通う。
④明治33年(1900)千葉町寒川に住居を移す。
とありました。この情報は、著述の但し書きがあるものの記述材料があっての記載で
あり、精確とは言えない一面もありますが、有用な手掛かりであると考えます。
この記述から整理をすると、明治19年(1886)頃に本所区相生町で道場を構えたこと
に始まり、明治21年(1888)以降には日本橋区浜町１丁目に道場を移動し、大正時代中
頃までその道場を維持しつつ、明治30年(1897)には千葉県千葉町寒川にも道場を構
え、明治33年(1900)頃からは本拠地を千葉に移していったようです。
さらに、
『千葉いまむかし』第５号（千葉市史編纂員会、1992）に掲載された北島隆
の著述作成の「明治四十年千葉町中心街家並概念図」があり、胤重寺前の軒並み図の
門前正面に当たる位置に「大竹柔道教師」(「図18

亥鼻山の周辺」54-55頁間差込)の文

字が見えます。おそらく、明治40年(1907)以降に寒川からこの場所（市場町）に道場
とともに移り住み、終焉の時を迎えたと思われます。
また、道場を構えつつ、明治19年(1886)から同26年(1893)迄は警視庁の柔道教授を
務め、明治天皇や皇族などの前で台覧試合を行ったと「房総町村と人物」に記されて
います。加えて、大竹森吉の道場で育った弟子の数が、一万人を超える程に達したこ
とも述べられていました。
では、道場を構えるまではと言うと、「武辺に候ふ」に、
ママ

明治の初期に高名な剣士直心影流榊原健吉の撃剣会興行に刺激され、大竹も友人の柔術家天
神真楊流市川大八、起倒流奥田松五郎等と組んで、浅草奥山で飛入り勝手試合の柔術興行を
やっていた。維新後は市川、奥田、大竹のような名の通った斯道の一流の達人でも武術では
飯が喰えず、大道に出て見世物興行をやって木戸銭の上がりで辛くも糊口をしのいだのであ
る。(23-24頁)

とありました。本章本節1.2）で触れたように、笹沼勝用と同じく廃藩置県後に旧菊間
藩から東京に出てきた大竹森吉が生活の糧として選んだ一つが柔術興行だったようで
す。この興行は、明治６年(1873)に始まった撃剣会興行註３−22 を模して開始された
ものでした。
119

第３章

東京における向井流の断片

『武芸流派大事典』
（前出）に、
大和杖（杖）

明治のはじめ。

始めたのが最初であるが、

…

…

撃剣興行は榊原が明治六年四月十一日、浅草見付外で

明治三十年ごろまで余勢がつづいた。当初における興行中

もっとも有名なものは、前記の榊原鍵吉以外に、

…

浅草奥山

大竹森吉

等である。

(741-742頁、下線加筆)

と名前があり、柔術興行者の存在として巷で知られていたようです。
当然、他流派の柔術家とも積極的に交流していたことが考えられます。
その後、柔術道場を開くまでの間には、柔術興行や戸塚派楊心流の道場での指導な
どを行いながら柔術家としての日々を送ってきたことが推測されます。が、同時に次
に述べる笹沼勝用との関わりを考えると、夏期には笹沼勝用の水泳場で指導の手伝い
をしていたことも可能性として考えられます。
なお、大竹森吉に柔術を学んだ門弟に、彼の文豪芥川龍之介がいました。
芥川龍之介は、自著「追憶」
（
『芥川竜之介随筆集』岩波文庫、石割透篇、岩波書店、
2014）の中で、
柔術

僕は中学では柔術を習った。それから又浜町河岸の大竹と云う道場へもやはり寒稽古

などに通ったものである。中学で習った柔術は何流だったか覚えていない。が大竹の柔術は
ママ

確か天真揚心流だった。註３−23 (79頁)

との記述があります。
芥川龍之介は、東京府立第三中学校に明治38年(1905)に入学し、卒業したのが明治
43年(1910)３月です。したがって、明治40年(1907)頃の話しのようです。
ちなみに水泳を学んだことも、上記の「追憶」の中に書いていますが、「水泳 僕の
習ったのは日本水泳協会だった。」(72頁)と述べていて、大竹森吉の水泳場ではなかったよ

うです。

４）笹沼勝用との出会いと向井流の習得
大竹森吉が笹沼勝用と関わったのは、不確かながら佐倉藩時代ではなく東京に出て
きてからと考えられます。また、お互いに柔術家であったことが大きく関係している
ことは間違いないかと考えます。が、水術を通じての関係から考えるのであれば、本
節1.7）(２)で触れた大橋寛悟と笹沼勝用の関係も接点を推考する範囲に入ってきま
す。
大竹森吉が、年長の笹沼勝用に向井流を学んだことは確かと言えますが、学ぶ側の
泳力は如何だったのでしょう。
大竹森吉は、沼津藩の武家に生まれ、藩の教育方針の中で必然的に武術の修業に励
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んだことでしょう。
そのことは、前述の『日本教育史資料』第１巻（前出、1890）に見た「沼津藩」並
びに「菊間藩」において「游泳」が課されていたことや『大日本人名辭書（五）』
（前出、
1980）の記載から沼津藩士で幼少期に柔術を学んだ師範の実弟で沼津藩の水術の指導
をしていたと考えられる「大橋寛悟」から水泳を学んだことが推察されます。同時に、
大竹森吉が藩の武術教育の中で水泳技術を身に付けていたことを示す確かな情報と捉
えられます。
おそらく、笹沼勝用と出会った頃には、充分な泳力を身に付けていたことが考えら
れます。
したがって、大竹森吉の水泳の心得と優れた身体的能力から考えて、笹沼勝用から
向井流の泳法を習得することも容易だったことが推測されます。

５）大竹水泳場
大竹森吉が水泳場を開いたことについて「武辺に候ふ」では、
水泳は当時清流であって白魚がとれたという隅田川浜町河岸を教場に多くの門人を育成し
た。大竹の後援者は安田財閥の安田善次郎及び二代善衛である。随って門人には安田系の
人々が多かった。(23頁)

とあり、また「一代の達人」では、
明治二十五年（一八九二）
、安田財閥の総師・安田善次郎の後援を受けて、日本橋浜町に柔術
と水泳の道場を構え

…

(137頁、下線加筆)

と記述されていました。
明治33年(1900)発行の『造士会叢書

日本游泳術』
（前出）では、
「 … 明治廿六年

に及びて、全盛を極め、游泳場続々として起る。

…

、大竹氏は浜町に建場す。
」(25頁、下線加

筆)とあり、明治41年(1908)発行の『運動世界』通巻５号（前出）の町田藤男の「大川端

の水泳場」
（95-99頁）の記事では、
「▲笹沼流大竹水泳教場（浜町河岸） 廿四年の創立で、
… 」（95頁、下線加筆）とあります。

前出の情報源「房総町村と人物」には、
「同(明治)廿一年更に日本橋区浜町に道場を設立し
て

…

廿三年より同所に於て水泳の教授をも開始せり。
」(70頁、括弧内・下線加筆)とありま

した。
これらから、大竹水泳場の開設は、明治23年(1890)から明治26年(1893)の間と考え
ますが、笹沼勝用が死去したのが明治23年(1890)８月であることや当人からの伝聞記
事である可能性が高い明治24年(1891)を創設年と推測しています。
大竹森吉の柔道場について、
「武辺に候ふ」には「日本橋浜町一丁目」とありました。
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明治29年(1896)７月１日発行の『少年世界』第２巻第13号(前出)には「水泳場と其教
師

…

大竹森吉」（86頁、括弧内加筆）と、

（日本橋区）同町（浜町一丁目）二番地々先上流

明治34年(1901)７月27日付『東京朝日新聞』の「●水およぎ（五） ◎各教場と流名」
(５面)に、
「 … 同町（日本橋浜町一河岸）河岸 笹沼流

大竹森吉」
（括弧内加筆）とあっ

て、その10年後発行の明治43年(1910)の『風俗画報』第411号（前出）にも「水泳場の
開始

…

同町（日本橋区浜町）一丁目二番地先笹沼流大竹森吉」(14頁、括弧内加筆)とあるこ

とから、明治末までは同じ場所で開場していたことが窺えます。
大竹森吉の柔術場と水泳場は、日本橋浜町１丁目の近距離にあったことが明らかで
す。
大竹水泳場の状況はというと、
『運動世界』通巻５号（前出）「大川端の水泳場」記
事に、
▲笹沼流大竹水泳教場（浜町河岸）

廿四年の創立で、今日迄に養成した生徒の数は凡そ七

八千名、兎に角浜町河岸に在る水泳場中で最も振ってるもの、師範大竹森吉氏は笹沼流の達
人で、會て武徳会千葉師範学校の教授であったとか

…

（95頁、下線加筆）

と、浜町でも極めて盛況な水泳場であったこと、大竹森吉が大日本武徳会註３−24や千
葉師範学校（現：千葉大学教育学部）といった武道組織や教員養成の学校で指導の任
を受けたことなど、水泳場運営においても指導者としても特定の認知を得ていたこと
が伝わってきます。
また、『風俗画報』第122号（前出、1896）の「●水練（続）
」には、
鈴木水泳場（浜町河岸）は束修金五拾銭月謝金六拾銭

…

マ

マ

笹沼流の水泳場（浜町二丁目河

岸）は授業料三拾銭なり(12頁、下線加筆)

と、当時の水泳場位置の浜町と流名から推定して、大竹森吉の道場は授業料が極めて
安かったように受け取れます。安田財閥の後援や柔術との兼業、それに加えての盛況
さに因り、運営資金に余裕があったことなどが推測されます。
日本画家奥村土牛が浜町河岸時代の大竹水泳場で学んだ思い出を語った随想文が、
本人著述『牛のあゆみ』中公文庫（中央公論社、1988初版、1990再版）の中にありま
した。
身体のこと

… 私が数えで十五になった時、両国の河岸に夏になると水泳の教習所ができ

た。大竹という浜町に柔道場を開いていた人が、夏だけ水泳の先生になっていて、私は体を
きたえたい一心でここに通ったのである。大川を往復すると、赤の帽子が白地に黒の一本筋
となり、両国から品川の御台場まで流れに乗って泳ぎ切ると、帽子は黒になった。私は二年
続けて通い、初めは下手だったが熱心にやって最後は黒になった。ところがこの水泳のお陰
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で、翌年から見違えるように達者になり、冬になっても風邪一つ引かないようになった。
(38-39頁)
奥村土牛年譜
…

明治二十二年（一八八九）二月十八日、東京市京橋区南鞘町に生まれる。

明治三十七年（一九〇四） …

また、前年より水泳の教習所に通い、めきめき健康を回

復していった。(175頁)

大竹水泳場の進級過程が分かります。進級が励みであったことも推察できます。ま
た、当時の隅田川の水泳場の多くでは、文中にあるように両国から御台場まで泳ぐよ
うな長距離泳を教程の最後に課していたことが見えてきます。加えて、心身の鍛錬効
果なども手伝って、隅田川の水泳場近隣の子供が水泳場に通うことが一般化していた
のではないかと思われます。
なお、大正10年(1921)８月１日発行の『運動界』第２巻第８号に掲載された加藤進
の著述「氓び行く江戸水泳の面影」には、
月島移転後の堕落
…

…

大正七年に至って警視庁は隅田川の下流に於ける水泳場を禁止して

其の多くは潰散となり、一部は千住に移り、内、大竹、 …

マ

マ

とが月島海岸に河岸を転じ

て(20頁、下線加筆)

とあり、大竹水泳場が月島河岸に移転した記述があります。しかし、現在のところ、
この記述以外に見られず、不詳です。

６）水泳の技量と笹沼流
大橋寛悟に水術を学んだ後に、笹沼勝用から向井流を学び習得したと考えられる大
竹森吉の泳力はどの程度のものだったのでしょうか。
上記で取り上げた『運動世界』通巻５号（前出、1908）の町田藤男「大川端の水泳
場」の記述では
▲笹沼流大竹水泳教場

…

師範大竹森吉氏は笹沼流の達人で、

…

其の得意とする処は

平泳と浪越である。
（95頁）

とあり、達人と言わせる泳力があり、
「平泳と波越」を得意としていたようです。
「武辺に候ふ」には、
大正の末頃、両国国技館の仮設プールで赤裸に褌一本、南蛮鉄の兜を着用し笹沼流極意の敵
ゆうこん

きごう

前泳法の妙技を示し立泳ぎで白扇に達筆で雄渾な書を揮毫するという至芸を大衆に披露し大
向うの喝采を得たという。また人に教えることが実に非凡であった。(23頁)

とあり、
「一代の達人」にも同じような表現で、
なお、水泳は向井流に工夫を加え、笹沼流（あるいは大竹流）を称したが、 …

昭和のはじ
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め、大竹は七十歳を越えても両国・国技館に仮設されたプールで、褌のまま南蛮鉄の兜を着
ママ

用し、秘伝の敵前遊泳術を披露。余興に立ち泳ぎで白扇に達筆をふるい、水しぶきひとつた
てずに大書して、大きな喝采を博したと記録にある。晩年、大竹は歩行困難となったが、そ
れでも高弟四人に両手両足を抑えさせ、気合ひとつでかれらを跳ね飛ばし、すくっと起き上
がってみせる技量はあった。 (137頁)

と記述されています。
いずれも大竹森吉が70歳を超えてなお、その泳力と技前を演じて見せたことが記述
されていますが、常人ではない泳力を想像させます。
「一代の達人」で気になるのは、
「水泳は、向井流に工夫を加え、笹沼流（あるいは大竹流）
を称したが

…

」の表現です。

大竹森吉の泳ぎの素養の中には沼津・菊間藩時代に身に付けた水泳技術があり、藩
士時代に学んだ泳法に加えて当時の隅田川の他流派の泳法の採用や独自に創作した泳
技を採用するなど、向井流に留まらない指導を行っていた可能性は否定できません。
また、大竹森吉が大日本武徳会で水泳教授したことを上記で触れましたが、それは
明治29年(1896)のことで『大日本武徳会 游泳部沿革紀要

明治二十九年』註３−25の

（丁数不明）とあり、自ら「笹沼流」と名乗っ
史料の中には「笹沼流ノ游泳術教師大竹森吉」

たことは間違いのない事実と考えます。
明治38年(1905)発行の『最新游泳術』（前出）に、
(ハ)向井流

…

首肯し得べきは、笹沼良助氏以後の統伝にあり、此処に其系譜を挙げん
現代師範
―

笹沼良助

―

笹沼勝用

鈴木正家

――
現代師範
―

大竹森吉

（笹沼流と称す）

（24-25頁）

との系統図が示されています。
解釈によっては、鈴木正家と大竹森吉は同列とも分立とも受け取れます。
今回の資料探索において、大竹森吉が向井流に新たな工夫を加えたと明記した記述
の初見は、大正11年(1922)池田尚康の『水泳大観』
（健康堂）で、
勝用氏の門弟大竹森吉氏は斯流に多少の研究改良を施して師の名を採て笹沼流と云うものを
ママ

初めた。(33頁、下線加筆)

と表現されていました。
この２件から、前者の系統図表示と後者記述の意味するところを考えた場合、大竹
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森吉が向井流でなく「笹沼流」と称したのは、基本を成すのは笹沼勝用から学び習得し
た向井流泳法ではあるが藩士時代に大橋寛悟からも学び習得した泳法や独自の工夫や
創作した泳法などを加えて伝承したことに由来するのか、或いは仮に笹沼勝用から学
んだ向井流泳法を変えないまま伝授していたとしても「向井流」と標榜するには笹沼
勝用の後継者である鈴木正家の手前遠慮があったかなど、理由が考えられます。
独自の工夫や創作した泳法などの可能性が高いと推測しますが、今後の課題の範囲
としておきます。
なお、明治42年(1909)に発刊された『グラヒック』第１巻第14号（有楽社）に「隅
田川の水練場」と題した写真６コマが掲載され、その説明文には「図は浜町河岸笹沼流水
泳場にて撮影せるものなり」(21頁)とあり、笹沼流で浜町とあることから、当時の大竹水

泳場ではないかと捉えています。

写真３−22

『グラヒック』掲載の笹沼流水泳場の写真、向井流東京連絡会所蔵より

７）水術の指導力
大竹水泳場が盛況であった背景には、安田財閥の後援でその関係者の参加が多かっ
たことも要因に挙げられますが、
「武辺に候ふ」に「また人に教えることが実に非凡であっ
た。」(23頁)とあり、その指導力も関与しているように思われます。

その一面を窺い知る本人の論述があります。
それは、明治42年(1909)８月１日発行『婦人世界』第４巻第９号（実業之日本社）
に掲載された「婦人と盲啞者とに泳ぎを敎へた實驗 笹沼流水泳師範 大竹森吉」の一文で
す。希少な資料として、敢えて全文を以下に引用します。
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婦人の泳ぎは、男子と少しも違ひません。陸では隨分活潑で、體操でも舞踏でも決して人に
負けないといふ運動家の婦人でも、水に入ると怖がつて少しも泳げない人がありますし、陸
の上では蠅も殺さぬといふ婦人で、水に入ると男子も及ばぬほど活潑に泳ぐ人があります。
私は前に、義太夫の三味線彈きの豐三郎といふ盲者に泳ぎを敎へたことがありますが、盲者
は水がみえませんから、水を怖がるといふことなく、熱心に稽古しましたから、ぢき上手に
なりました。腰に長い綱をつけて水に入れてやると、何處までも潜って行ってズッと向ふの
方で浮き上ります。それに、感がようござんすから、船が通つても蒸気船が來ても、決して
危いといふことはありませんでした。しかし、困つたのは、盲啞學校を卒業した啞者を敎へ
た時です。眼はみえますからいいやうなものですが、少し泳げるようになりますと、隅田川
のこちらの岸から向うまで、熱心に泳ぎ出します。そして、歸にはとても泳げなくなるのも
知らずに泳ぎますから、呼び戻そうとしても、耳が聞えないので危險でなりません。一人泳
がせるために一人つき添うてゆくといふ有樣でございました。けれど、これも熱心でしたか
ら、ぢきに上達しました。丁度ある華族のお嬢さんに啞の人があるので、この啞者が家庭敎
師として、そのお邸へまゐっておりました。それから、その邸の池で、啞者がお嬢さんに泳
ぎを敎へたそうです。すると、今までは非常に身體の弱かつたお嬢さんが忽ち健康になった
というので、その御兩親たちも非常に悅ばれたと、啞者が手眞似で私に話してくれました。
（56頁）

観察力に優れ、対応としての指導方法が的確であったことなどが、実際の状況さな
がらに伝わってきます。
柔術の指導で培った経験が、水術の指導にも活かされたことと推察しています。

８）大日本武徳会での指導と誤解
前述したように、大竹森吉は、大日本武徳会游泳部で明治29年(1896)に笹沼流の指
導をしています。
大日本武徳会游泳部の歴史且つその流れを現在も継続している（財）京都踏水会
の年史の中において、その游泳部で笹沼流の講習に関する事柄が詳らかに述べられて
きています註３−26。したがって、その游泳部の講習に関わる詳細の記述は省略すると
して、ここでは大竹森吉に着眼をおいて部分的に覗いて見たいと思います。
史料である『大日本武徳会游泳部沿革紀要
明治二十九年

明治二十九年』(前出)の記録では、

一 游泳術講習ノ創始及経費ノ予算決算

明治二十九年ノ初夏本会評議員雨

森菊太郎、高木文平ノ両氏共ニ私事ヲ以テ東上中京都市ノ子弟ニ游泳術ヲ奨励スルハ刻下ノ
急務ナリトシ笹沼流ノ游泳術教師大竹森吉ト招聘ノ約ヲ結シテ帰京シ本会ノ事業トシテ之ヲ
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（丁数不明、以下略）

と、笹沼流の大竹森吉に游泳術指導者の就任確約を取り付けた記録があります。
同会游泳部創設の議決が行われる前段階での依頼であったことが分かります。
では何故、大竹森吉であったのか、その理由について上野徳太郎は「武徳会最初の
先生」に、
大竹が招かれたわけ つぎにいうことは、真実に近い私の想像である。大竹は、前にも述べ
たとおり楊心流の柔術家として、東京を中心としての有名人であった。警察（警視庁）関係
の武術師範もやっていたらしい。したがって武道を通じて、軍部や官僚関係に多くの知己を
もっていたはずである。私は、三、四十年まえに、大竹が京都へ招かれたのは、武徳会本部の
主要人物が、東京の軍部関係のひとに水泳指導者の推選を頼んだのが、そのキッカケである
という記事をどこかで読んだ覚えがある。あるいは事情通の話であったかもしれない。(38
頁、下線加筆)

と述べています。
「房総町村と人物」に拠ると大竹森吉は、明治19年(1886)から明治26年(1893)の間、
警視庁で柔道教授をやっていたとあり警察や軍部との繋がりがあったと考えられま
す。また、前述したように安田財閥が後盾に居たことや柔術でも水術でも、指導者と
して名声を得ていたことなどがその理由に大きく関わっていたと推測します。
大日本武徳会游泳部が創設され、この第１回の游泳部講習は明治29年(1896)７月11
日に始まり、９月10日に終了しています。
『大日本武徳会游泳部沿革紀要

明治二十九年』
（前出）には、

三、教師助教及取締
雨森高木両氏東上中雇入レノ契約ヲ為シタル教師助教ハ七月四日ニ到着セリ其氏名俸給左ノ
如シ
教師

月俸五拾円

大竹森吉

同

助教

同

吉村重吉

同

同

同

松平末五郎

同

同

同

斉藤松之助

…

笹沼流

二拾五円

大竹教師ハ私事ヲ以テ七月十四日出発帰京シ八月二十三日再ビ来京セリ

ハ八月二十七日出発帰京セシ

…

…

吉村重吉

九月十日講習ノ終了ニ際シ会長ヨリ本会調製ノ土器賞盃

一個謝状ヲ添ヘ教師助教取締ニ贈与セラル
大竹教師ニ贈ラレタル謝状

本会挙行ノ水泳術講習ニ付テハ開会以来講習三百五十余名

ニ及ビ其術ヲ習得シタル者既ニ過半ニ達シ候斯ル著大ノ効果ヲ奏シタルハ全ク懇篤ナル教授
ニ依ラズンバアラズ本会役員一同深ク感謝スル所ニ御座候茲ニ土器盃一個ヲ贈呈シ及御挨拶
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候艸々敬具
助教三名ニ贈ラレタル謝状

…

一ニ大竹教師其薫陶宜キヲ得タルモノナリト雖モ亦助

教諸君ノ熱心ト懇篤ナル指導ニ依ラズンバアラズ

…

とあり、教師大竹森吉が助教３人を引き連れて同年７月４日に京都に来たこと、大竹
森吉が７月14日から８月23日までの間講習には不在であったこと、助教吉村重吉が８
月27日に東京に戻ったことなどが記録されています。
加えて、講習の効果が大であったことから、大竹森吉と助教を務めた３人にも謝状
と品物が贈呈されています。
この時の助教３人も記録上「笹沼流」と付記されていたことは後述するとして、兎も
角ここでは笹沼流教師大竹森吉の助手的立場として笹沼流の記録が残っていると考え
ています。
先に示した本節.2.5）において、上野徳太郎が「武徳会最初の先生」(前出、36頁)
の中で記憶に依る話として述べた大竹と吉村並びに斎藤の関係が柔術繋がりであった
ことは確かです。吉村と斎藤とは柔術における大竹の弟子ですが、大竹森吉の水泳場
では助手的な役割を果たしたことがあったと推察しています。
松平末五郎と斎藤松之助の関係については再度後述しますが、今回の調査から斎藤
松之助は講武永田流の永田義章の門弟で、両者が講武永田流註３−27の永田義章門下で
あることの繋がりから助教として参加したと推測しています。
この講習の成果を評価した会長の演説が、
『大日本武徳会游泳部沿革紀要

明治二

十九年』に記録されています。
六、会長演説
説アリ

九月十六日京都倶楽部ニ評議員幹事水泳講習員等ヲ会シ会長ヨリ左ノ如キ演

今回施行シタル水泳術ノ講習ハ七月十一日ニ開始シ本月十日ヲ以テ閉会セリ而シテ

当初ニ在テハ諸般ノ準備十分ナラズ教師ノ数モ亦多カラザル …
良ナル成績ヲ得タル
…

些少ノ違算ナク且最モ優

… 僅々タル日子ニシテ練達斯ノ如キハ誠ニ意想外ノ好結果ナリトス

今回ノ講習ニ於テハ僅少ノ日時ヲ以テ幾多ノ優等者ヲ出シタルノミナラズ一般異例ノ進

歩ヲ為シタルヲ以テ之ヲ教師ニ資ス

演説中、幾回か評価した言葉が述べられています。
なお、この演説の中では、好成績の要因として講習場所であった京都市疎水夷川舟
溜が「波静カニ流レ緩ナル」であったことも述べられていました。
いずれにしても、大竹森吉による講習の評価が高かったことが窺えます。
しかし、この大竹森吉による大日本武徳会游泳部の講習は、この年のみで終わって
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います。
翌、明治30年(1897)３月15日、同会幹事会において、本年は教師を熊本県より招聘
する決議がなされたことが『大日本武徳会游泳部沿革紀要

明治三十年』の「― 游泳

講習ノ確定」に記録されていて、それに付言として
昨年招聘シタル笹沼流教師ノ行為上ニ対シ種々ノ非難アリシヲ以テ本年ハ熊本県ヨリ招聘ス
ルコトニ決シタル所以ナリ

と笹沼流不招聘の理由が述べられています。
ここで述べられている「笹沼流教師ノ行為上ニ対シ種々ノ非難アリ」が何を指している
のかは不明ですが、前述したように大竹森吉が講習期間中の半分以上の間不在であっ
たことが先ず考えられます。
なお、同史料の記録には、同年(1897)５月に、前年の講習が評価されて引き続き本
年も招聘依頼があるものと考えていた大竹森吉が、昨年の招聘に関わった高木文平を
通じて水泳講習開業の問い合わせをしたことから一悶着となった顛末も記録されてい
ます。解釈によっては誤った認識も生まれる可能性もあるので詳細は省略しますが、
結果的には、大竹森吉個人に対して同会から金銭的な支出をすることで決着したよう
です。
大竹森吉の京都で非難を受けたとする行為に対して少年時代に接したことがあると
いう上野徳太郎は、
「武徳会最初の先生」の中で、
大竹の武徳会水泳指導は、わずか一年で終った。

…

こんにちでも私が心配していること

が一つある。それは大竹の大酒のことである。父やその他の人々からの話によると、大竹は
大酒ばかりでなく酒乱の兆しがあったということである。京都に滞在中このことがなかった
ならばよかったと思っているが。(39-40頁)

と述べていますが、史料の記録を見る限りどうもこの話ではなさそうです。
インターネット情報「我が家の歴史」では、
我が家にも森吉について逸話は、数多く残されている。

… 森吉については、浅草での力

士との乱闘事件や彼の高弟の亀崎忠一の素行の悪さから、彼自身も無頼漢のように描かれる
ことが多い。子孫としての弁護にはなるが、安田財閥の安田善之助の後援を受け、日本橋浜
町に柔術と水術の道場を構え、門人三千名を超えたと伝えられている人物が、唯の無頼漢で
あるはずがない。(１-２頁)

とあり、身内贔屓の謗りを懸念しながらも、武術家としての豪快さや多くの門弟を抱
える自信などから誤解を受けた一面があったと受け止めているようです。
大竹森吉は、上述したように武士としての教養を持ち、武術の能力に優れ、指導力
もあり、面倒見の良い親分肌で、多くの門弟を育てた人物です。その上、政財界にも
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知られた人物であったことから、大正末期に安田庭園で行われた柔術界引退披露には
名士が一万人も出席（
「武辺に候ふ」、24頁）するという大事業が成し遂げているなど、
唯の大酒のみや無頼漢とは考えられません。
上記で触れた、大日本武徳会游泳部で弟子に講習を任せて長期不在にしたことから
の伝聞なのか、大竹森吉が泳げなかったとする説があります。
『水魚』第４・５合併号（向井流岩本会機関紙、1968)に掲載された浜田均二記述の
「向井将監家と向井流水法」の中で、
先師岩本忠次郎が書き残された文章がある。

…

笹沼勝用氏没後、大竹森吉は浜町河岸に
ママ

笹沼流と称して教場を出したが、游泳法は全然向井流である。之は笹沼勝用と戸塚派揚心流
柔術の同門であって、互に知己の間柄であったが自分は游泳が出来ない。併し其の子息が出
来たので、子息を実際の教師にしたが、向井流の免許を誰からも授けられなかったので自分
から笹沼流と称したのである。(18頁、下線加筆)

との話があります。
この話は、おそらく伝聞に基づいているものと思われますが、藩士時代に既に泳ぐ
技術を身に付けていたことや老齢に至っても充分に泳ぎを披露する泳力を持ち合わせ
ていたことは上述の通りです。

９）水術の弟子と水泳場継承
大竹森吉の水術における弟子について『水法』に取り上げられた明治以降の「向井流
ママ

水法の道統」(100頁)では、笹沼流の「吉村重吉」
「深井子之吉」
「東条正夫」と「大竹流、亀
崎忠一」の４人を門弟としています。

先ず、
「吉村重吉」についてですが、本節.1.5）で大竹森吉の係累に記述されている
ものの笹沼勝用の弟子であった可能性があると述べました。また、上述の大日本武徳
会游泳部の指導に関わっての中では大竹森吉の柔術の弟子が、笹沼流水術の助手的な
立場であったことも述べました。
しかし、単純に解釈できない事情があることが分かってきましたので、以下に特別
に取り上げて述べます。
「深井子之吉」については、上野徳太郎が幼少時に最初に水泳を学んだ先生という特
別の関わりがあることから、以下に「4.深井子之吉」の項目を設けて、改めて取り上
げます。
「東条正夫」については、情報が乏しく現在判明しているのは大正８年(1919)に発行
の『増補改定

大日本游泳術』（前出）「第六

現代に於ける游泳術」に示された游泳

場（水泳場）の中で、
「月島方面 … 帝国游泳協会水泳場 … 東條正夫 笹沼流 大正七年
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創始。若手協和制。三宅游泳場の継承」(28頁、下線加筆)

とあったことのみです。
「亀崎忠一」については、大竹森吉の後継者となり「大竹流」と称したことが少し判
明したこと、また大竹水泳場の継承とも関わる人物として、以下に特別に取り上げま
した。
なお、大日本武徳会游泳部の指導に吉村重吉と一緒に助教として参加した「斎藤松之
助」については、大竹森吉に関する情報の中に水術においても弟子であることを連想

させる記述があることから、吉村重吉に続いて以下に特別に取り上げます。
なお、大竹水泳場の助教としては、
『運動世界』通巻５号（前出、1908）町田藤男「大
川端の水泳場」に、
「▲笹沼流大竹水泳教場（浜町河岸） 廿四年の創立で、…助教授としては
亀崎忠一、太田忠徳の諸氏」（95頁）と、亀崎忠一、太田忠徳の名前があり、明治43年

(1910)発行の『運動世界』通巻27号（前出）に掲載された一記者（推定町田藤男）の
記事「水泳場廻り」には、
「大竹水泳場（浜町河岸） … 助教には高橋、森などと云う連中が
十数名居る。」(45頁)とあり、高橋、森など10名以上も居たことが窺えました。

（１）吉村重吉
笹沼勝用の弟子である可能性と、大竹森吉との師弟関係が柔術と水術に及んでいる
ことを述べました。
先の明治29年(1896)に大日本武徳会游泳部で助教をした時は「笹沼流」と名乗り、
明治34年(1901)７月27日付『東京朝日新聞』
「●水およぎ（五）」
「本所横網一河岸 笹沼
流

吉村重吉」(５面)にも「笹沼流」とあります。

明治40年(1907)発刊の『運動之友』第２巻第５号（前出）に掲載された仲野秀治の
「東京及び東京を中心とせる水泳の分播」に、
「 … 勿論大竹先生の弟子の吉村重吉氏が一
年京都の武徳会水泳場の教師に行かれた事があったが

…

」(52頁)とあり、大竹森吉の水術

の弟子として見られていたようです。
しかし、
『運動世界』通巻26号（前出、1910）には、
「▲都下各水泳場 … △同（日本
橋浜町）河岸 向井流吉村重吉」(55頁、括弧内・下線加筆)とあり、同じ年に発行された『風

俗画報』第411号（前出）にも「水泳場の開始 … 同番地（日本橋区浜町二丁目二番地）先
向井流吉村重吉」(14頁、括弧内・下線加筆)とあり、何故か「笹沼流」ではなく「向井流」

となっています。
加えて、
『運動世界』通巻27号（前出、1910）一記者「水泳場廻り」では、
「吉村水泳
場（浜町河岸） 此処の師範吉村重吉氏は大竹と同じ笹沼氏の門人だ、…

」(46頁、下線加筆)と

笹沼勝用の門弟であることが述べられています。
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記事の中に、この次に述べる斎藤松之助に関する話として、
修武館水泳場（浜町河岸）
チャポチャ遣って居た、

記者が行った時は丁度雨上りの時で、夫れでも熱心な生徒はポ
…

師範の齋藤松之助氏は元永田の弟子だったが、都合に依って

中途で止めて、大竹と吉村の世話で卅六年に今の処へ出したのだ

…

(46頁、下線加筆)

との記載があります。
この２件の記述は、記者が実際に水泳場へ出向いて取材した話しを記事にしている
ことが前提となっており、前者では大竹森吉と吉村重吉が同門者であることが述べら
れ、後者では斎藤松之助の水泳場開設にあたり大竹森吉と吉村重吉が同じ立ち位置で
世話をしたと解釈できる記述がされています。
また、
『増補改定

大日本游泳術』
（前出、1919）
「第六

現代に於ける游泳術」に示

された游泳場（水泳場）の中では、
「月島方面 … 笹沼流 吉村水泳場。吉村重吉。 大竹
森吉門弟。

土屋兼太郎の弟子を引受」(27頁、下線加筆)と大竹森吉の弟子で「笹沼流」と記

述されています。また、備考として、土屋兼太郎の弟子を引き受けたとも記述があり
ますが、土屋兼太郎は笹沼勝用の弟子の一人で、親しい関係であったことが見て取れ
ます。
また、先に述べたように、明治29年(1896)に大日本武徳会游泳部の講習に助手とて
参加していますが、大竹森吉の水泳場の開設を明治24年(1891)とすると、吉村重吉が
笹沼流の門下となって僅か４年ほどの修業の後に、指導者的な立場となったことにな
ります。
以上からは、吉村重吉は水術において大竹森吉の弟子とも笹沼勝用の弟子とも断定
し難いですが、その関係を並べ直してみると、大竹森吉と吉村重吉は年齢が大きく離
れていないことが先ず推測されます。つまり、二人が笹沼勝用の元で向井流の修業を
していた時期が近かった可能性が出てきます。
これらすべての情報から想定すると、吉村重吉は笹沼勝用に向井流を学び、柔術の
師で笹沼流を標榜していた大竹森吉の水術の手伝い（助手的役割）をしていたこと、
大日本武徳会游泳部での折には笹沼流の助教として参加したことなどが意識上の連鎖
となって、大竹森吉の水術における直接の弟子ではなかったが、対外的には笹沼流と
名乗っていたことが考えられます。
また、
『運動世界』通巻27号（前出、1910）一記者「水泳場廻り」では、
吉村水泳場（浜町河岸）

…

元は京都の武徳会の教師を遣った事もある、趣意は小屋の建

築費さえ上がればいいと云うので、月謝が一ヶ月一圓、二ヶ月一圓五十銭で其他束修小屋代
などは徴収しない上、若し家計困難な者があれば特待生として無料で教えるから生徒は馬鹿
に多い来月になれば三四百になるだろうが未だ百と少し位だ、師範吉村氏の外は刀根豊之
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（浜町河岸）
めた

…
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… 游泳研究会

… 今年からは都合に依って吉村氏の門人だった飯塚高次氏が引き受けて始

(46頁)

とあり、本業を柔術と考えていたのか記事の表現からすると料金は月謝のみで、しか
も当時の水泳場の料金の中では安価で、家計困難者は優遇するという水泳教育への貢
献的姿勢が見えます。また、助手の存在として「刀根豊之助」、
「林藤次郎」が居たこ
と、指導法においても評判の良かったことなどが分かります。さらに、門人に「飯塚
高次」なる人物の居たことも判明しました。
吉村水泳場の創設については、明治30年(1897)発刊の『運動界』第１号「◎府下の水
泳場」(13頁)や明治33年(1900)発行の『造士会叢書

日本游泳術』
（前出）
「五 明治時代

の游泳術」(24-25頁)には名前が見当たらないものの、上述の明治34年(1901)の『東京朝

日新聞』
「●水およぎ（五）」（５面）には記載が見えることから、明治33年(1900)か明治
34年(1901)頃と考えられます。
なお、上野徳太郎の「武徳会最初の先生」では、
「吉村は、浜町河岸の向う岸である本所
(区)に住んでいたことが、私の記憶にある。吉村の令閨は、後年、父の言によると、楊心流戸塚派
の本流の先生の令嬢であるということであった。

… 吉村は小がらのひとであった。
」(37-39

頁)と述べられていたことを付け加えておきます。

（２）斎藤松之助
大日本武徳会游泳部の指導に吉村重吉とともに関わった斎藤松之助ですが、上記吉
村重吉と同様大竹森吉の水術における弟子と受け取れる記述が見られます。
大日本武徳会游泳部では、大竹森吉の「笹沼流」の助教の一人として参加した記録
があることは先に述べました。
明治38年(1905)発行の『最新游泳術』
（前出）に、
マ

マ

明治三十七年、齋藤松太郎氏は、大竹氏と分離して、浜町河岸に教場を別設し、大竹氏と協力
して、斯流の発展に勉めらる、
（28頁、下線加筆）

と、大竹森吉の元から分かれ笹沼流を指導したような記述が見られます。
また、明治40年(1907)発刊の『運動之友』第２巻第５号（前出）に掲載された仲野
秀治の「東京及び東京を中心とせる水泳の分播」に、
…

笹沼先生の直弟子たると孫弟子たると彦ヤシャゴ弟子たるとを問わず此系統に属する

人々を上流から順に並べて見ると、

…

ママ

それから吉村重吉、伊東又吉、鈴木正宗、松本長

ママ

吉、大竹森吉、齋藤松之介、土屋兼太郎の緒先生であって銘々一個の水泳場を出して居られ
る(50頁、下線加筆)
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とあり、さらに明治43年(1910)の『風俗画報』第411号（前出）では「水泳場の開始 …
同町（日本橋区浜町）二丁目一番地先向井流齋藤松之助」(14頁、括弧内・下線加筆)と記載され

ており、向井流の系統に見られていた節があります。
しかし、
『運動世界』通巻27号（前出、1910）一記者「水泳場廻り」では、
修武館水泳場（浜町河岸）

…

師範の齋藤松之助氏は元永田の弟子だったが、都合に依っ

て中途で止めて、大竹と吉村の世話で卅六年に今の処へ出したのだ、馬鹿に義理堅い人で永
田や大竹に何方の流名を名乗ってもいけないからと云うので無流と云って居る、今年は去年
迄海軍兵学校の教官を遣って居た松平末五郎氏が一緒に教授するそうだ。(46頁、下線加筆)

となっていて、先に吉村重吉のところで用いた引用文と一部重複しますが、記述に従
うと斎藤松之助は、かつて永田義章の門弟であったことが見えてきます。
このことは、
『増補改定

大日本游泳術』
（前出、1919）
「第六

現代に於ける游泳術」

に示された游泳場（水泳場）でも「千住方面 … 講武流 齋藤水泳場。 齋藤松之助。 永
田義章門弟。

小石川教育会教師兼任―（在小台教師西山菊次郎）」(27頁、下線加筆)と永田義

章の門弟であったことが明らにされています。
同時に、大日本武徳会游泳部に一緒に助教として参加した「松平末五郎」と斎藤松
之助の関係を永田義章の門弟繋がりと述べましたが、お互いに親しかったことは上記
『運動世界』通巻27号の引用文からも推測できます。
また、松平末五郎も永田義章の門下であったことは、『増補改定

大日本游泳術』

（上記に同じ）に「千住方面 講武流 松平水泳場。 松平末五郎。 永田義章門弟。 場主下
谷教育会教師兼任」(27頁、下線加筆)とある記述からも窺えます。

なお、
『運動世界』通巻５号（前出、1908）の町田藤男「大川端の水泳場」の記述に
は、
▲松平水泳場（同所） 師範は松平長次郎、同末五郎の両氏であって鈴木、吉田外数名の人が
助手として手伝って居る、現生徒の数は二百名内外。
…
▲修武館齋藤水泳場（同所） 三十六年の創立、師範齋藤松之助氏の御得意は平泳で谷澤、西
山などが助手である。現生徒二百五十名。(96頁、同所：浜町河岸)

とありました。情報として提示しておきます。
また、上野徳太郎の「武徳会最初の先生」では、
「斎藤は中肉、中ぜい。」(39頁)と記憶
されていたことを付記しておきたいと思います。

（３）亀崎忠一
大竹森吉の笹沼流後継者として、亀崎忠一が「大竹流」を名乗ったと言われています。
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先ず、引用文が重複しますが、
『運動世界』通巻５号の町田藤男「大川端の水泳場」
（95頁、下線加筆）と
に、
「▲笹沼流大竹水泳教場（浜町河岸）、 … 助教授としては亀崎忠一」

あったように、亀崎忠一が大竹水泳場で助教授をしていたことが見られました。
これは、明治41年(1908)の記述ですが、次に亀崎忠一の名前が見られたのが大正６
年(1917)発行の諏訪多冨峰著『水泳名手となるまで』
（前出）で、向井流についての記
述の中で、
又、向井流の流れを汲んで居る大竹森吉氏が起した笹沼流というのは、爾来浜町河岸に於て
ママ

水泳教授を行って居たが、近年、同氏の愛婿亀崎忠吉氏之れを経営するに及んで、更らにこ
れを大竹流と改めたのである。(19頁、下線加筆)

とあり、娘婿註３−28で大正６年(1917)の時点までに大竹水泳場を経営し、大竹流と名
乗っていたことが述べられています。
大正８年(1919)発行の『増補改定

大日本游泳術』
（前出、1919）「第六

現代に於

ける游泳術」に示された游泳場（水泳場）には、大竹水泳場も亀崎忠一の名前も見当
マ

マ

たりませんが、
「月島方面 … 向井流伊東水泳場。 伊東又吉。 笹沼良助門弟。 笹沼の後
引受、向井流古老」(28頁、下線加筆)とあり、
「笹沼の後引受」が気になります。

この記述より、少し後年になりますが、大正12年(1923)発行、西村節の著述『水泳』
（大鐙閣）には、
笹沼流

…

〔其の歴史〕向井流の所で説明した如く同流の研究者、大竹森吉が創始したも

ので、現時は伊東又吉之を継いで居る。（17頁）

とあり、この記述を受けてか翌大正13年(1924)の岩田敏の著述『最新水泳術』
（博文
館、1926再版）にも、
（笹沼流）

ママ

向井流より出たるものにして大竹森吉氏創始たり現時伊東文 吉氏之を継ぐ。」

（269頁、下線加筆）

とあり、上記で気になった「笹沼の後引受」が笹沼流（大竹水泳場）を引継いだとの意
味にも考えられ、大正８年(1919)までに伊東又吉の経営となったとも考えられます
が、不明です。
いずれにしても、大竹森吉の後継者として大竹流を名乗った亀崎忠一の時代があっ
たようです。
『日本水泳史』
（前出、1960）には、
亀崎忠一

大竹森吉高弟、師名を冠して大竹流と称す。此門より江森力造・太田忠徳・前波

鉄太郎・田谷寛等の名手を出す。（241頁）註３−29

との記述がありました。
なお、
「我が家の歴史」
（前出）には、
「亀崎忠一の素行の悪さ」とあり、
「武辺に候ふ」
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（前出）には「大竹は市井無頼の柔道家ではない。 … 高弟亀崎忠一を後継に定め同流を存続
させることに腐心したのであった。
」(24頁、下線加筆)と大竹森吉が亀崎忠一を水術のみで

なく戸塚派楊心流柔術の後継者としても考えていたことが窺えます。
後継者となったと思われる「亀崎忠一」についての情報は、今のところ上記の範囲
でしか見出せていません。

４．深井子之吉
大竹森吉門下でも柔術と水術に優れた人物であったことが推測でき、上野徳太郎が
幼少期に水術と柔術の手ほどきを受けた先生であったことから、特別に項目を起こし
て、以下に述べます。

１）上野徳太郎を指導した水術家
上野徳太郎が水泳を学んだ人物として、第１章.第１節.1.1)「(１)初めての先生
深井子之吉」において詳しく触れていますが、
「武徳会最初の先生」にはっきりと、
「笹
沼流。先生は深井子之吉」(36頁)と記述されています。

「笹沼流」を学んだとする上野徳太郎は、満６歳から小学生時代に深井子之吉の水泳
場通いをしていただけでなく、父親正幸との関係から師の存在を近く感じていたこと
が想像されます。
今回の調査の中で、孫に当たる
方と面談をして、深井子之吉に関
する以下の新たな情報を得ました。
①子息深井準平が語り記述され
た『我が道場の記』（昭和55年
頃の記述、以下「①道場の記」
と略して内容の一部を文中で
引用する）
② 練 武 館 の 創 設：明 治 33 年 写真３−23 『我が道場の記』電子複写された元原稿１
(1900)12月末との伝聞

枚目部分

③昭和４年(1929)８月に開催された練武館の創立30周年記念水上運動会写真
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創立30周年記念写真

④深井子之吉の生没と菩提寺
生誕：明治９年(1876)４月12日
没年：昭和20年(1945)１月22日（行年70歳）
菩提寺：正応寺（新宿区）
⑤撮影年月不詳ながら晩年と思われる本人写真

写真３−25

深井子之吉晩年像

この新情報を得たことで、笹沼流の練武館に関わる情報に少し詳細な一面が加わり
ました。

２）深井子之吉の水泳場
この、水泳場について現在入手できた情報は、
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①『運動世界』通巻５号（前出、1908）
▲練武館水泳所（橋場）

ずっと上流に飛び離れて、橋場に在るのが之れで師範は柔道家の

深井子之吉氏、笹沼流である。目下二百名内外の生徒がある。此処は規則が頗る厳重で軍人
的である。
（99頁）

②『運動世界』通巻26号（前出、1910）
△浅草橋場河岸笹沼流

深井子之吉（55頁）

③『運動世界』通巻27号（前出、1910）
大川端十八個所の泳ぎ場

…

練武館水泳場（橋場）

ずっと上流に飛び離れて、小松宮家
ママ

のお隣りにあるのが是れで、先生は笹沼流大竹の弟子たる深谷子之吉氏、例年の通り七月一
日から開場したのだが何しろあんな天気が続いたので未だ五六十しきや生徒はない、記者が
訪ねた時には合憎小屋には誰も居ないで、助教連が二三人向岸へ船を止めて逆立をしながら
水へ飛込んで居た、総てが軍隊式なので評判がいい、月謝は一圓五十銭で束修が五十銭だそ
うだ。(42頁)

④『風俗画報』第411号（前出、1910）
水泳場の開始

⑤『増補改訂
千住方面

…

マ

マ

浅草区橋場町十二番地先永田流深井子之吉(14頁)

大日本游泳術』
（前出、1919）

…

南千住教育会水泳場。

深井子之吉。

笹沼流（大竹門弟）
。前の教師は渋

谷槻一郎(27頁)

以上、５件です。
この情報の中で①②③は同一人物の記述ですが、⑤も含めて推察すると大竹森吉の
水術の門弟で笹沼流と称していたことが判かります。なお、④の流名は誤植か誤記と
思われます。
またこれらの情報から、明治43年(1910)当時は「練武館水泳場」
、大正７年(1918)頃
「南千住教育会水泳場」の名称下で指導をしていたことが見えます。
『水魚』第７号（向井流水法岩本会・小樽水泳指導者連盟、1970）掲載の伊藤直之
（山敷会長）による「汐入村の向井山敷流の教場」には、大正９年(1920)頃の汐入村の
水泳場紹介が述べられ(29頁)、位置図「汐入村山敷会水泳教場並に各流派水泳教場位置図」
(98頁)が別掲されていました。

そこには、
「笹沼流深井練武館」と書き記されていました。
『水法』において、上述した明治以降の「向井流水法の道統」(100頁)では、係累とし
、深井子之吉門弟に「三田三郎」とありました。
て笹沼流の大竹森吉門弟に「深井子之吉」
三田三郎が、向井流山敷会の櫻井昇に宛てた昭和58年(1983)８月25日付け書簡に拠
ると、大正６年(1917)に汐入村の上野正幸の練武館で水泳を学びはじめ、翌年(1918)
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の小学校６年生からは下谷教育会水泳部で学び、大正10年(1921)より「反対側（南千住
側）の常盤線鉄橋下にあった練武館深井教場で助手補として御世話になり大正13年深井子之吉先
生から平水免状を戴き教師となりました」註３−30と書面に綴られています。

この記述から、三田三郎が深井子之吉の門弟であり平水免許が授けられたことと深
井子之吉が練武館に本拠を置きながら「南千住教育会水泳場」と兼務するようになった
ことが推察できます。
深井子之吉の水泳場「笹沼流深井練武館」の創設年は、おおよそ分かってきました。
練武館（柔術・剣術）の創設が明治33年(1900)の12月末との伝聞があり、
「①道場の
記」に練武館開始を述べるとともに「後に、笹沼流水泳術の指南も併せ加えて、 … 」と
あること、昭和４年(1929)８月開催された練武館の創立30周年記念水上運動会（荒川
放水路）写真があることなどから、明治34年頃と思われます。ただし、今回調査した
明治34年(1901)７月27日付『東京朝日新聞』に掲載の「●水およぎ（五） ◎各教場と流
名」(５面)では、深井子之吉の水泳場の記述は見られませんでした。

また、子息の深井準平が、夏になると父親が開設していた水泳場に通い修練した回
想を「①道場の記」で詳しく述べています。
その一文では、
又夏は、父の開設する水練場へ通う。産業が興り、川が汚れ水泳場も隅田川を次第に上流へ
登って昭和の初め、川筋を変えて千住新橋左側に移った。各小学校から毎夏、約一三〇〇名
ヨシ

程の生徒が集まり、小屋は三十間張りの葦ずで囲まれ、紅白の幕が垂れる。水上の伝馬船に
ヤグラ

は 櫓 が組まれ、生徒の飛込台となる。岸近くにはカシ竿を打って丸太を浮かせる。初心者
のバタ足用である。犬掻きから始めた赤褌の頼りなげな肩も、いつか赤銅色に焼けて夏の終
りには、広い川幅を渡り切る逞しい少年に成長する泳法のó形ôを習得して進級し、一本、二
本と黒線を加えていく。汐干狩、遠泳会、水上運動会と催しも限りがない。私も父から笹沼
流水泳術の、平水目録、及び浪越免許、教師資格を与えられた。親子二代、三代という弟子の
拡がりに支えられた練武館水泳部の歴史も一まず昭和二十五年を以って打ち切られることに
なった。

とあり、水泳場の様子、進級過程、催し事、深井子之吉が授与した免許の区分、練武
館の深井水泳場（水泳部）の閉幕の時期が窺えます。赤褌であったこと、進級に応じ
て大竹森吉の水泳場と同じく帽子に黒線が増えること、深井子之吉が平水・浪越・教
師の免許状を出していたことなど、笹沼流に関わる水泳場の手掛かりとなる証言と考
えます。
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３）柔術家として
深井子之吉は大竹森吉に水術を学んだと上述しましたが、柔術を学んだのも大竹森
吉でした。
なお、
「①道場の記」に拠ると、
「戸塚派楊心流柔術指南を看板に揚げ、練武館と称して剣術
と柔術の教授を開始したのは、明治三十三年」と深井子之吉が柔術のみならず剣術にも長

けていて明治33年(1900)に練武館を開始した頃は、両方の術を指導したようです。し
かし、明治37年(1904)日露戦争に出征し、同年８月の遼陽会戦註３−31の際に前頭部に
受けた銃弾による負傷の為に剣術指導を止め、その後は柔術と水術の指導に徹したよ
うです。また、
「大正９年(1920)に施行された第一回柔道整復術試験合格者」となり、練武館
開設以来施術されてきた柔術の「活法」からの発展として生業を盛況にして行ったと
思われます。
深井子之吉は、柔術の指導書２冊を著しています。
両著書とも何れもが、柔術の通信教育的な教科書として作成されたものですが、そ
れぞれの冊子において、特記しておきたい情報と、水術に関わる情報について以下に
取り上げました。
①『柔術教授書

龍之巻

非売品』帝国尚武会、明治44年(1911）４月発行

ａ．本人写真「実習部主任深井師範」が口絵にあり、技の実演者写真も深井子之吉
と思われます。
ｂ．
「緒言」に「昨冬帝国尚武会に入り」(１頁) と関わったのが前年の明治43年
(1910)冬とありました。
ｃ．溺者も想定した「活法」(218-223頁)が取り上げられています。
ｄ．冊子最後尾に掲載された帝国尚武会出版部広告に「深井先生 水泳術教範 四
六版クロース金文字入美本

正価金三十銭

送料金四銭」（下線加筆）があり、
「深井

先生」が「深井子之吉」の事と考えられ、水泳書「水泳術教範」を出版する或

いはしたことを推測させます。
②『柔術教授書

虎之巻

非売品』帝国尚武会、明治44年(1911) 12月発行

ａ．①と同様に本人写真「深井師範」が口絵にあり、技の実演者写真も深井子之吉
と思われます。
ｂ．
「緒言」に「予や元より斯道に於ける修行深からずと雖も夙に戸塚派揚心流の師範大竹
氏に師事し、傍斯道大家の説を仰ぎ遂に一派を樹立したり

… 」
（緒言

２頁、下線加

筆)

と、大竹森吉に柔術を学び、自分なりに研究を重ね極めたことが述べられて
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いました。
ｃ．
「奥義秘傳」章立ての中に、①と同様に「活法」(306-309頁)が述べられていま
すが、明らかに水術の技術を応用したと考えられる「水中試合法」(305-306頁)
を取り入れて述べています。
ｄ．①と同様、帝国尚武会出版部広告頁に「深井先生 水泳術教範 四六版クロース
金文字入美本

正価金三十銭

送料金四銭」がありました。

以上です。
現在、両著書の実在は、図書館所蔵書や古書販売書籍の目録などから知ることがで
きますが、上記各 d.で取りあげた刊末の掲載広告の「深井先生 水泳術教範」は、実物
が現存している情報が全くありません。しかし、
「道場の記」には、「龍虎二巻を顕し、
更に「水泳術教範」の著書を世に送り出すのである。」とありました。この記述が見られるも

のの、現物の情報がないので、憶測ながら、広告として掲載されただけで出版されな
かったのか、出版されたが残念ながら現物は残存しなかったのか、それとも帝国尚武
会出版部から明治45年(1912)５月発行された向井宗之による同書名『水泳術教範』の
出版広告であって「向井」を「深井」と誤植したことなのかなど、いずれの可能性も
否定できません。
深井子之吉の柔術に関する情報が、大竹森吉について述べられていた加来耕三の
『日本格闘技おもしろ史話』
（前出、1993）の中で、
「武術の通信教育に困惑した男

深

井子之吉」として取り上げられていました。人物像にも関わる情報として長文です
が、以下に抜き出しておきたいと思います。
明治中期、日の出の勢いの講道館が、避けて通った柔術家＝楊心流戸塚派の大竹森吉に、深
井子之吉という高弟がいた。その腕前は、師と並ぶとまで称せられ、衰亡の危機に直面して
いた古武道界では、大いなる期待を寄せていたという。とくに、
「打倒、講道館」この悲願を
スローガンに燃える古流武術の総本山・帝国尚武会では、明治四十三年（一九一〇）
、深井を
実習部主任の肩書きで招聘した。「古武道の振興に役立つなら―」深井は二つ返事で OK し
たが、入会してみて驚いた。なるほど、技術指導の任にあたったのは事実だが、少々勝手が
違っていた。その職務の多くは、なんと通信教育用の教材を書くこと、テキストの実技モデ
ルを演じること。さらには、通信会員の疑問や質問に答えるといった、机上の作業が大きな
ウエイトを占めていた。

… 帝国尚武会では講道館との対決姿勢を固持する手前、稽古も

ó乱取ôを中心にすえていた。もうしわけ程度に形も演じたが、この場合、多くは楊心流戸塚
派のもののみで、その場を取りつくろっていたようだ。むしろ、帝国尚武会ではó通信教授ô
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に全力を傾注していた。

…

本部道場は明治末期、東京市麻布区本村町にあり、大正年間

には芝区芝公園へ移ったものの、他流試合はほとんどなされず、今日のスクーリングのよう
に、冬夏に上京してくる会員を、直接指導することが多少あった程度だった。本来、そうし
た一連の活動は設立者である野口清（潜龍軒）の率先すべきことであったろうが、 前述した
ように野口は、古武道の失地回復を海外に求めて洋行しており、国内の事業のほとんどは、
深井がこれを統括していた。結局、帝国尚武会は空中分解してしまうが、深井はその後も古
武道の存続に、自ら東奔西走し、ひとり武道家としての節をまっとうしたという。(150-151
頁、下線加筆)

この文中では、深井子之吉が戸塚派楊心流（文中「楊心流戸塚派」
）の柔術家として優
れ、師を凌ぐほどであったこと、帝国尚武会の設立者野口清（潜龍軒）が海外事業を
展開註３−32していて国内事業を一手に担っていたことが窺えます。
現在、国立国会図書館の憲政資料室所蔵「石黒忠悳関係文書目録」記載の「資料番
号100 井上円了書簡」には、井上円了の「石黒男爵殿執事御中」と封書宛先が記された
大正８年(1919)５月５日付けの墨書直筆書簡が残っています。
井上円了註３−33と男爵石黒忠悳註３−34は新潟県人であり、深井子之吉と井上円了は
郷里出身地が同じで、書簡の文面に「新潟県友会員

深井子之吉」と記述されていた

県人会員の間柄であったようです。
書簡は、この人間関係において、井上円了が石黒忠悳に、深井子之吉の新たな決意
で運営する道場の名誉賛助員への記名を要望したもので、同封されていたと思われる
練武館の趣意書（大正８年(1919)５月付）
・入門者心得、名刺が添えられていました。

写真３−26
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この書簡からは、深井子之吉が新潟県出身であることが判明しました。また、趣意
ママ

書と名刺に記載された肩書き（
「剣術柔術導場 練武館主 大日本練武会長」
）などを照ら
し合わせてみると、大正８年(1919)に帝国尚武会から離れて、柔術に留らない剣術も
含めた新たな武術修練の組織〈大日本練武会〉創立を考えていたことが推測されます。
さらに、趣意書に「本館設立以来二十有年 …

」との記述があり、練武館が明治33年

(1900)頃に設立していたことが推察できます。
現在、深井子之吉からの言い伝えも含めて、明治33年(1900)が練武館の開設と考え
られます。大正８年(1919)の上記練武館意書・入門者心得、名刺には、
「東京市浅草区田
中町三十八番地」とありました。なお、
「①道場の記」にも、
「練武館道場の故地は、かつて
田中町〔明治四年刊行の古地図には土手八丁日本堤の北を俗に田中という

…

三村清三郎によ

ると、田中＝浅草元吉町とある。
〕
」と、練武館の道場場所が示されていました。

５．上野正幸
上野正幸は、息子上野徳太郎に水泳と柔術を学ぶ機会を与えた人物です。また、推
定ながら大竹森吉から戸塚派楊心流を学んだ門弟であり、鈴木正家の向井流泳法の宗
家継承者になったと目されている人物です。
『水法』では、
上野正幸、通称八十吉、号を光斎、戸塚派楊心流の十哲の一人である。正家が死に臨んで、向
井流水法秘伝書を預けたことから向井流水法家元十四世をとなえた。(87頁)

と取り上げられています。
残念ながら、未だ多くの情報を得るに至っていませんが、新たに得られた内容を少
し加えて以下に述べます。

１）柔術家正幸（八十吉・光斎）
上野徳太郎の父親の名前としては、これまで上野正幸が本名とされてきました。
上野徳太郎の戸籍に拠ると、上野徳太郎の父親の名前は、
「上野八十吉」との記載が
あります。今日まで、何故か上野正幸の通り名として「八十吉」が挙げられてきまし
た。
先に述べた、上野徳太郎の随筆「武徳会最初の先生」の文中で、上野正幸は大日
本武徳会柔道教士との付加説明がありました。
『昭和12年武道範士教士錬士名鑑』
（大日本武徳会本部雑誌部発行、昭和12年３月）
を見ると、
「「ウ」の部 … 上野八十吉 昭和三・一一・教士 明治十三年・九・生 東京市下
谷区坂本町二ノ二七」（168頁）とありました。
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東京都台東区に残る上野八十吉の戸籍簿を見ても、明治13年９月15日生まれ昭和17
年(1942)７月24日没とあり、上野徳太郎の父母を示す戸籍簿記載においても「父 上野
八十吉」と記述されています。

どうやら、柔術家としては上野八十吉の本名で名乗り、道場主として「光斎」を号
としていたように思われます。
原康史が描いた『実録
マ

柔道三国志』(前出、1975)の中に、

マ

戸塚楊心流は、この当時千葉に本拠を構え、… 戸塚派十傑といわれる藤井勇平、好地円太
郎、大竹森吉、照島太郎、金谷元明、山本欽作、上野八十吉、今田正儀、柏崎又四郎、鈴木孫
八郎が勇名を轟かせていた。

…

また長老格の上野八十吉（号は光斉）は、実力ナンバー

ワンと自他共に認めた照島太郎が、西郷四郎の凄絶な山嵐の前に宙に舞わされ、叩きつけら
れたのを見て「柔術は、存亡の危機」であると強く警鐘を鳴らして、柔術界の奮起……という
マ

マ

より大流戸塚楊心流の奮起をうながし檄を飛ばした。(78-79頁、下線加筆)

と確かに「上野八十吉（号、光斎）」の氏名が戸塚派十傑として見られます。しかも「長
老格」とも形容されています。

しかし、同書文中のこの話の時代を文字として拾うと、明治19年(1886)ごろが設定
として捉えられます。この時、上野八十吉の名前に間違いがなく同一人物とするなら
ば、戸籍簿から考えて６歳前後の子供ということになります。
どのような根拠や伝聞が背景にあるのかは分かりませんが、
「十傑」や「長老格」と
いった表現は簡単に受け入れられません。
ただ、単に文字からの憶測としては、十傑に数えられたとあることは柔術家として
の実力があり、長老格と形容されたことはそれなりの人格者として認められた存在で
あったことが感じられます。

２）水泳場経営
上野正幸が、水泳場を経営していた事実は、大正８年(1919)発行の『増補改訂

大

日本游泳術』
（前出）に「千住方面 … 向井流 練武館。 上野正幸。 向井流鈴木の株。
向井流第十四世を名乗る」(27頁)とあることから推察できます。また、前出の『水魚』第

７号に掲載の伊藤直之（山敷会長）による大正９年(1920)頃の汐入村の水泳場紹介の
位置図(98頁)にも、
「向井流上野練武館」が記入されていて、上記で述べた「三田三郎」
の櫻井昇に宛てた昭和58年(1983)書簡にも「私の水泳は大正６年汐入村（現 南千住）に
あった上野徳太郎氏の父上が開いていた練武館に入門し、…

（下線加筆）と、記述があるな
」

ど明らかです。
そうであれば、上野正幸が如何程の泳ぎ手であって、指導能力があったのかを知り
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たいところですが、今のところ情報がありません。
一つの考えとしては、大竹森吉とは柔術において師弟関係であったことから、笹沼
流に関わる人物も周りにいて、その環境の中で泳ぎを学んだ可能性があるのではと想
像します。
ただ、自分の子息上野徳太郎の水泳指導は深井子之吉に委ねています。
明治９年(1876)生まれで４歳ほど年長の深井子之吉は、大竹森吉門下の柔術の兄弟
子であり、泳ぎに長けていて水泳場も開設した人物であったと考えられます。
この深井子之吉と比較した場合、上野正幸は水泳における泳力や指導力において得
意という程ではなかったことが推測されます。
その意味では、前述した鈴木正家が上野宅に寄寓したことが水泳場経営と関わる
切っ掛けとなった可能性が高いと考えられます。

３）鈴木正家からの継承
鈴木正家が、大正４年(1915)の暮れに亡くなった事は既に述べましたが、上野正幸
が水泳場の経営をしたのはその後のことではないかと推察しています。
また、水泳場経営の時から、
「上野八十吉」を改め「上野正幸」と名乗ったのではな
いかとも推測しています。
本名である八十吉から、
正幸と名乗ったことの理由を単純に想像するならば、
鈴木正家の没後、
「向井流水法家元預かり」の立場であった上野八十吉が水泳場経営を
始めようと意識が働いた時点で、鈴木正家の正の一字を継いで、
正幸と名を改
めることで系統性を持たせ、向井流第14世家元の名乗りを上げたように思えます。
したがって、
「正幸」は、向井流の水術家（宗家）としての襲名のような意味を持た
せたのではないかと考えます。
上野正幸という水術家が、鈴木正家を通じての向井流に関する知識を持っていたこ
とは当然考えられます。向井流の泳者としての実力は不明ですが、鈴木正家の伝承を
伝える能力は持ち合わせていたと推測しています。
考えようによっては、早い時期から大竹森吉や鈴木正家との接触の中で、いろいろ
と経験を重ねて来ていたのかもしれません。
向井流第14世を名乗った上野正幸ですが、
『増補改訂 大日本游泳術』
（前出、1919）
には、「月島方面 向井流 鈴木水泳場。 鈴木次郎。 鈴木正家嗣子。 向井流第十四世を名
乗る」(27頁)と、鈴木正家の子息次郎が向井流第14代宗家の名乗りを上げたようです。

このことについては、大正９年(1920)発行の京田武男が書いた『最近の水泳術

諸

流水泳術の総合的研究』
（前出）に「 … 現在では向井流第十四世は鈴木正家氏の息次郎氏
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が継いて居るが、故あって上野正幸氏も十四世を名乗って居る。
」(11頁)と記載され、大正12年

(1923)発行の西村節が著わした『水泳』
（前出）でも「 … 向井流は鈴木正家の子、次郎、
上野正幸など斯流の第十四世と名乗って居る。
」（17頁）とあり、大正13年(1924)発行の岩田

敏が著わした『最新水泳術』
（前出）にも、
「 … 鈴木正家継ぎ正家死後子次郎継げり、然
（269頁）とあります。
かして十四世を名乗り居れり又故ありて上野正幸、十四世を名乗るなり。」

おそらく、この二人が同時期に第14世を名乗っていたことは、事実であろうと思わ
れます。
この二人の家元世襲という状況が生じてきた要因には、鈴木正家が出版本の著書肩
書きにおいて第13代業孫を唱えたことにあるように思われます。
その点は、西山松之助が『家元ものがたり』
（前出、1956）で触れた、
「歴史的な名家
に出自を求める日本人の正統意識は、今でも抜きがたいものであるが、

…

向井流第十三世師

範を称した鈴木正家に至る期間のことではなかったかと思う。
」(65-66頁)にヒントが隠されて

いるように思われます。
伝承文化における家元の継承では、水術に限らず必ずしも正当性や史実重視の系譜
のみが絶対視されて来たとは限りません。伝説的なことが介入したり、系統性を無理
に持たせたりするなど色々な継承事例があるかと思われます。
今後、鈴木正家が示した家元表明も、その時代の中における思考や変化などを踏ま
えながら慎重に検討していくべき課題であると考えます。
また、
『日本水泳史』
（前出）の著者石川芳雄は、
「十三代 鈴木正家 佐倉藩士 … 後
年上野正幸方にて死去。正幸に流儀を預く。十四代以後は異説種々あり。上野正幸、鈴木正家よ
り流儀を預り十四世を称す。」(241頁、下線加筆)と述べています。このことは、
「武徳会最
ママ

初の先生」で嗣子上野徳太郎が述べた「私の父、上野正幸（戸塚流楊心流柔術師範、大日本
武徳会柔道教士、向井流水法家元預り）。

…

父の向井流家元預かりに際しては、
」（36頁、下線

加筆）と一致しますが、この「家元預り」が実質何を意味したのかも検討する必要があ

るようにも思われます。
いずれにしても、上野正幸が鈴木正家との因縁の中で、向井流という水術の継承を
考えた事柄であったと捉えられます。
【註 釈】
註３−１

同書は同時に同内容で改題『上野徳太郎と向井流東京連絡会―日本泳法向井流の伝承と関
わって―』を文栄堂書店より発刊している

註３−２

原本：㊖日産厚生会佐倉厚生園所蔵佐倉市寄託資料、現在は『佐倉市史料叢書

保受録

徒以

下末々迄』
（佐倉市、2003）として翻刻刊行されていて、同書において笹沼龍助の履歴が284−
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285頁に掲載されている
註３−３

佐倉市史編さん担当の方の説明では「明治７年４月に旧佐倉藩士（佐倉県）の士族から提出さ
れた履歴を書いた短冊を集めたもので、印旛県により作成され、明治新政府による秩禄処分の
ための台帳として使われたもの」と云う

註３−４

『佐倉市史 巻二』
（編：佐倉市史編纂委員会、佐倉市、1973）
「

…

明治維新後の藩校改革」

中、1443頁から1451頁参照
註３−５

明治６年(1873)12月に家禄奉還の規則、明治９年(1876)８月金禄公債証書発行条例を以って
廃止される

註３−６

『武芸流派大事典』（綿谷雪・山田忠史編、新人物往来社、1969）には、
心明殺活流（柔） 佐倉藩士、上野縦横義喬、揚心流祖秋山四郎左衛門義時が中国人より捕手
八手、活法二十八法を授かり、工夫して捕手三百手を案出して上野に授けた。上野これを心明
殺活流と名付け、佐倉藩に伝統。秋山四郎左衛門義時―上野縦横義喬

…

増田繁右衛門虎

之助（388-389頁）
註３−７

『武芸流派100選』では、
秋山・三浦ともに長崎の医師であったという点なども、別人とするためには確証の欲しいとこ
ろである。(183頁)

註３−８

『中央区区内散歩 史跡と歴史を訪ねて（第八集）』（前出）には、
ママ

また、同年七月、同じく浜町二丁目に住む笹沼勝用なる人物が浜町二丁目二番地先の河岸地に
休息所を設け、水泳場を開設しています。ここは川幅が百八十メートル、河岸地の道幅十.八
メートルあり、支障がないとして許可されています。（『往復録』明治十年）（127頁）
註３−９

原本は、千葉県立中央図書館所蔵で、明治11年(1878)太政官布告第32号の「戸長の職務の概
目」町村内の印影簿設置が実施された折、各自が短冊に実印と小印捺印して登録したもの

註３−10

奉還の記載は、短冊作成の後年に加筆されたようである

註３−11

栗原俊男著「笹沼勝用先生の水術と柔術」
（『水魚』第11号（向井流水法会・小樽水泳指導者連
盟、1978）には、
「光野清二郎長女ゆき」(23頁)とあり、
『保受録徒以下末々迄』(前出)に「弁
蔵忰

光野清治郎」(294-295頁)の履歴あり

註３−12

個人所蔵：
「平水巻」62箇条、向井流水法口訣のみ、「向井家之系」無し

註３−13

『佐倉市史

巻二典』
（前出）所収の「(ロ)

堀田氏の幕府より賜邸・遷徒沿革」は明治11年

(1878)11月堀田正倫が東京府記録課に提出した江戸藩邸に関する書類に基づいて作成された
表で、同書401-404頁にわたって屋敷、町名（明治11年当時）、位置、坪数、給収年月が記載さ
れている。浜町にあった佐倉藩江戸屋敷は、上屋敷が安政５年(1858)９月から文久２年
(1862)３月まで「浜町」、中屋敷が天和２年(1682)３月から元禄２年(1689)１月まで「浜町大
川端」
、下屋敷が天和２年(1682)11月から寛政10年(1798)８月まで「浜町矢ノ倉」に藩邸があ
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り、さらに、同書には「(ハ)附記、廃藩後の東京堀田邸」で下屋敷について「明治四年十一月、
堀田家では渋谷の下屋敷（現在日本赤十字病院）

…

上地を命ぜられ

…」(404頁)との記

述もあり、廃藩置県当時の下屋敷は浜町でなかったことは明らかである
註３−14

原本は、昭和12年(1937)新訂第11版を底本として、昭和49年(1974)に復刻刊行したものをその
まま縮刷して文庫本サイズに収録したもの

註３−15

『佐倉藩学史』（前出）に拠ると、
槍術所では誠心流（井口郡内の預り）鏡智流（木川織右衛仝）佐分利流（佐分利忠次仝）宝蔵
院派（岩井石三郎仝）の四流派の道場が置かれ

…

、この中誠心流と鏡智流は佐倉藩の槍術

としては古くから採用されたもの(106頁)
註３−16

記事タイトル下の筆者名が「大田才次郎」とあるが「大田多稼」の誤植と思われる

註３−17

『体育・スポーツ書解題』
（木下秀明編、同他共著、不昧堂出版、1981）
・
「資料
録」（岸楢夫、
『天理大学学報

日本水泳書目

自然体育篇』第８号、天理大学、1969）
・「日本水泳書目録Ⅱ」

（同、
『天理大学学報』第126輯、天理大学、1980）などから検索して現物閲覧を原則として調査
を実施した
註３−18

現在の日本体育大学の前身

註３−19

『上野徳太郎先生を偲んで ―師上野徳太郎没後20年記念誌―』
（前出）
「5.向井家に見せた水
泳書」119-121頁参照

註３−20

http://41073589.at.webry.info/201407/article_1.html

註３−21

同履歴記載に「別に「當酉九月十八年十ヵ月」と「當戌四月十九年五月」の二短冊あり。」(89
頁)と註の付記あり

註３−22

『近代体育スポーツ年表』
（岸野雄三編、大修館書店、1986）の明治６年(1873)の４月６日「も
と講武所剣術師範役榊原鍵吉、東京浅草で撃剣会興行」(38頁)、
『新修体育大辞典』
（今村・宮
ママ

畑編、不昧堂出版、1976）
「撃剣興行」項では、
「明治６年、直心影流の榊原健吉を中心に興行
という営利的形態で始めた剣術の試合。

…

この興行は大変な人気を呼び、当時失業状態

であった剣客たちは次々と撃剣会を作り興行を行なうようになった。」(455頁）とあり
註３−23

文中の「天真楊心流」について、
『武芸流派大事典』
（前出）では、
「祖は戸塚一心斎英俊。戸塚
派揚心流に同じ。
」
（519頁）とあり

註３−24

日清戦争(1894-1895)を契機に、明治28年(1895)に組織化された全国組織としての武術団体

註３−25

大日本武徳会の発起人の一人鳥海弘毅によって、明治39年(1906)３月に明治29年(1896)〜明
治31年(1898)までの游泳部関連書類等を基に各年次合計三冊に編纂製本したもので、（財）京
都踏水会所蔵（引用文は、同本手書き写しされた冊子から転載）
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註３−26

『踏水会六十年史』
（社団法人

註３−27

講武永田流についての詳細な記述として『最新游泳術』
（加藤進・向井正治著、博文館、1905）

京都踏水会、1958）ほか
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には、
講武永田流、講武永田流は、明治に至り、永田義章氏に依り創設せられし所、氏は幕府の士に
して、幼名を渥美半次郎と云い、曾て講武所の開かるるや、其門に入り、細川某氏に就きて游
泳術を研究し、大に得る所ありき、後太田氏（水府流）の教場に於て同氏を助けたりしが、明
治廿年の頃、独立して別に浜町河岸に教場を設け、年々隆盛を極めて今日に至れり其講武永田
流なる名称は、永田氏が、講武所に於て得たる所と、自己の意見とを総合したるに因るものな
りと云う、
（永田氏の直話）
、三十三年に至るに及びては、門生松本長太郎氏、分離して同所に
教場を開く、(29頁)
註３−28

『旧菊間藩士名簿（復刻）―旧沼津水野藩士人名資料―』
（前出）
「柔道指南

大竹森吉

…嗣

子忠一」(７頁)とあり
註３−29

同書の250頁に大正10年(1921)『大日本人名辞書』９版に記載された向井流の系図があり、そ
・ ・

・

・

れを情報源としているようである。なお、田口寛は四谷寛の誤植と考えられる
註３−30

この書簡は、
『上野徳太郎先生を偲んで

―師上野徳太郎没後20年記念誌―』（前出、2011）

81-82頁に所収
註３−31

『日本史辞典』
（高柳光寿・竹内理三編、角川書店、1968）
「にちろせんそう

日露戦争」(659

頁)より
註３−32

『日本格闘技おもしろ史話』（前出）
「アメリカに柔術をもたらした男
アメリカ・サンフランシスコの近郊で柔術ジムを開いていた
帝国尚武会の総師として、アメリカへ渡った。

…

野口清」には、

… 「神道六合流」を名乗り、

野口のことを三流の興行師のごとくい

う人もあるが、彼は彼なりに柔術の新天地をアメリカに求めたのであり、講道館がいまだ指
導書を持たなかった明治の末期に、立派な柔術教授書を出していた点などは、再評価すべき
ではあるまいか。(145頁)
註３−33

哲学者、教育家、哲学館（東洋大学の前身）の創設者

註３−34

日本陸軍軍医、貴族院勅選議員、日本赤十字社第４代社長など歴任

（第３章文責者：中森一郎・藤原

充）
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