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武者小路実篤の素描―明治・大正・昭和の追憶         2018 年 5 月 24 日 
                                 山 本 利 久 
はじめに 

昨今書店を覗くと、｢生き方｣ ｢働き方｣などに関する書物を見かけることが多くなった。新
聞、雑誌の広告や TV 番組での紹介も目に付く。長寿社会の到来で、健康に関する医師、学
者など専門家による提言や、長寿を享受する人々のリアルな実践的暮らしの紹介もある。 
更に著名な小説家などによる本も数多く出版されている。 
また就業前の若い世代、定年延長に臨む世代、現役世代で生涯現役をモットーにする人々に
対する働き方を問う経験豊かなシニア・ビジネスマンからの智慧・アドヴァイスの類も出版
されている。 
ここで取り上げたテーマはやや軸足を変えて、高齢化する社会で多くの人が迎える 80 代を
如何にスマートにクールに暮らすかを時代の流れの中で取り上げてみた。 
70 代だった筆者もこれまで何度も機会を見ては先輩達に話を聞き出そうと試みたことがあ
った。ところが 80 代の彼らに共通して言えることは、兎に角 70 代は良かった。何をやっ
てもよかった、大いにやりたいことをやるがよい、と言うことだった。 
彼らの多くは、80 代の生き方について後輩にアドヴァイスを積極的にしようとする人は殆
どいなかった。その多くは自身やパートナーに健康上の問題や悩みを抱え込み、日々の暮ら
しに疲れ、心身ともにゆとりを欠いていたのであろう。 
筆者の暮らす調布市に武者小路実篤記念館がある。私は現役時代から四季折々、ここを訪ね
ている。記念館には広い庭を持つ実篤と家族が暮らした住まいが今でも大切に保存されて
いる。土・日には住まいだった内部も解放され、庭園にはボランティアのガイドさんもいる。
池や植物を配置した庭も管理が行き届き、草花の好きな人には｢実篤公園植物誌｣も出版さ
れていて、楽しく、大変参考になる。今では訪れる人々の憩いの場である。 
文化勲章を受章した折、実篤と家族は隣接する三鷹市(名誉市民)に居を構えていたが、やが
てこの地が気に入り移住した。この辺りは仙川の台地が多摩川に向かい急激に、高い段差を
生む地形が長く続く。その湧水を引いた、二つの池には、マスやコイが泳ぎ、大木に覆われ
た園内は実篤の好みか、自然を愛でる、変化に富んだ格好の散歩道が続く。 
記念館では図書館や常設展示に加え、折に触れ様々な縁の展示会、トークショウなどが行わ
れる。近くの公民館や調布市の市民交流施設でも関連した催しがあり、市内外から関心を持
つ人々が参集している。 
私も昨年後半、特別企画の催しに参加した。日頃から実篤の 80 代の生き方に関心を寄せて
いた私には、更なる探求に拍車がかかったように思う。 
この機会に、実篤の生きた時代、激動の明治と昭和に挟まれた比較的短かったが、複雑で興
味の湧く大正時代に焦点を当てながら、戦後実篤が暮らし、そして 80 代を過ごしたこの地
と記念館の活動を通して、この人間性に富み、理想を求めた、多面性を持つ、大変まじめな
作家であり、画家、文化人、教養人、実践家、内外の工芸品などのコレクターでもあり、更 
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に釈迦、耶蘇、孔子を尊敬、造詣の深いこの人物を素描することで、今に生きる人々への参
考になればと思い、執筆にとりかかった次第である。 

その 80 代は、言うまでもなくそれ
までの生き方が全て集約、消化・純
化され、その上に咲いた香り高き
桃源郷の様に思われる。誰しも一
足飛びで到達できる境地ではない。
それぞれの年代に応じた真面目で、
常に前向きに努力する生き方が集
積されたものであろう。 
写真：実篤公園 

 
 

 
注記： 
｢ライフ・シフト｣、｢ワーク・シフト｣、｢君たちはどう生きるか｣、｢あら、もう 102 歳｣、 
｢100 歳人生を生きるヒント｣、｢はじめての八十歳｣、｢九十八歳になった私｣ 
  
八十路の歩み：  

＊画集｢画をかく喜び｣から：絵と書(詩)、注記・関連作品の一部は p.4 にまとめた。 
 ・万年青 81 歳(1966) 生まれけり死ぬる迄は生くる也 p.27 
 ・冬瓜と南瓜(カボチャ) 同上 君は君我は我也、されど仲よき 

   
  出所：調布市武者小路実篤記念館｢画をかく喜び-武者小路実篤画集｣ 

 ・大調和 同上 大調和 p29 
 ・自在(なまず 木彫り) 同上 見るとかきたくなる かきたくなればかくなり その結

果かくなり。自在鉤 p29 
・この道 82 歳 この道より我を生かす道なし この道を歩く p30 
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・馬鈴薯群居図 同上 馬鈴薯群居図  p31 
・向日葵 83 歳 思い切って咲くもの萬歳  p32 
・牛｢黙々｣ 同上 黙々 p33 
・鳥三つ 同上 三人よれば文殊の智慧  p33 
・柿図 同上 我甘露の雨に打たれし事なく 甘露の泉に根をはりし事なく されど我

その内より甘露をとりぬ  p34 
・愛用の机 84 歳 勉強 勉強 勉強のみよく奇蹟を生む  p35 
・つわぶき 同上 人見るもよし人見ざるもよし我は咲く也  p36 
・私は一つの存在 85 歳 私は一つの存在 亡ぶ迄は美しく生き 亡べば地上に種を残

す也 満足せる一つの存在  本誌 6 ページ参照。 
・李朝の壺といちはつ 87 歳 米寿祝賀会の記念品としてこの絵を風呂敷に染め｢私の

八十七回の誕生日｣を複製したものを添えて、参会者に配った。 P37 
 ｢私の八十七回の誕生日(1972.5.15)実篤  p37 
  私は満八十七歳なり 
  八十八回目の太陽のまわりを 
  この地球にのって旅立つわけです 
  この日を祝って集まって下さった方に 

さし上げようと思って 
  庭に咲いていた｢いちはつ｣を寫した 

わけです 
  記念にとって戴き 
  皆さんも元気にこの世に生きて戴 

きたく思います 
この世に生まれると言う事は珍らし 
い事です 
皆さんもこの世を幸福にお生きにな 
って下さい 
私もそうなりたいと思っております｣ 
1972.5.12 

  ・静物 この世に美しき物 87 歳 この世に美しき物あるは我等の喜び  p38  
  ・野菜図 88 歳 仲よき事は美しき哉  p39 
  ・自然は不思議 同上 自然は不思議  p53 
  ・だるま 89 歳 どかんと坐れば動かない  p39 
  ・百合 90 歳 真  p40 
  ・野菜図 90 歳 自然玄妙 人生玄妙  p40 
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 出所：いずれも調布市武者小路実篤記念館｢画をかく喜び-武者小路実篤画集｣ 
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＊｢淡彩画｣について 

 僕は元来画家には生まれていないが、しかしそれだけ、自然のつくったものの美しさには
感心し切る事が出来る。文句なしに美しい、生き生きしている。｢生命が内に充実してい
るものは美なり｣と僕は思っている。野菜はそう言う意味で僕はいつ見ても感心する。 
それをさながらに心をこめてかきたい。そしてそれがかければすばらしいと思う。 
特に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれて
くる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化する事に画家の喜びがあると思う。心をこめて自
分が本当に美しく思ったものをかく時の、敬虔な喜び、それを真心を生かしてかくと自分
の生命も自ずと紙面に生き出すと思う。僕はそう言う画だけが画とは思わないが、そう言
う画も真剣になってかくだけの値打ちがあるものと思っている。 

 出所：｢毎日の生活｣(『いえの)』昭和 44 年 5 月号) 

 
＊｢油彩画｣について 

僕は夢中に好きになれる画を愛する。愛しないでいられないから愛するのだ。 
 同時に僕は画をかく時も、材料に驚嘆しながらかく。馬鈴薯をかく時も、南瓜をかく時も、

その他のものをかく時も決してかかれるものを甘く見ない。どうかしてそのものを自分
の能力のかぎりをつくして、写生したいと思う。これがほんとうにかければ、自分は大芸
術家になれるのだが、まだ力がなくってだめだが、全力だけは出したいと思う。僕の画に
とり得があれば、その点だ。(中略) 
僕は画をかくことは、美の発見であり、また追求であると思っている。この世には美があ
りすぎることを僕は画をかくことで、知ったことを喜んでいるのである。 

 出所：｢画をかくことと美の発見｣(『画をかく喜び』昭和 32 年、創元社) 
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  出所：いずれも調布市武者小路実篤記念館｢画をかく喜び-武者小路実篤画集｣ 

＊｢水彩画｣について 

 自分は画はかけないつもりでいた。画は生まれつきなものだと思っていた。文学は誰でも
熱心にやろう思えばやれるものと思っていた。しかし、画は生まれつきのものだと思った。
それで自分が画をかくことなど四十歳を越えるまで考えもしなかった。ふとしたことで
もう一奮発で画家になれると思うようになった。 
画も誰でもかこうと思えはかけるものだと言うことを知った。 
あとは根気と勉強である。自分の短所をなおし、長所を生かし、精神をこめてかけば、自
分の実質だけの仕事は遂に出来るものと思っている。 
まだ途中ではあるが、しかしいくらか自分の味が出て来たと思う。 

出所：｢誰でも画かける｣(武者小路実篤画集と画論)昭和 17 年 

 

＊｢書｣について 

僕は油画も、日本画も、字も一寸かくが、油画をかく時が、一番気らくで、日本画を か
く時は、よれよりは息苦しく、字をかく時が一番くるしい。息がつまる。 
字が一番、主観的で、実力的だ。精神をこめてでないと字は死んでしまうし、精神がこも
った時、一息でかかないと字がつくったものになる。 
字をかく時は一心そのものになることを僕は何となく心がけることにしている。しかし、
その一心は融通無碍でありたい。 
形にとらわれないが、しかし形を忘れ切もせず、形に即して精神が充実して流れることを
のぞんでいる。 
出所：｢書に就いての雑感｣(『瓶史』昭和 12 年春の号) 

 

出所：いずれも調布市武者小路実篤記念館｢画をかく喜び-武者小路実篤画集｣ 

調布市武者小路実篤記念館 

・秋の特別展：｢率直に楽しむ 武者小路実篤と民藝｣ 2017.10.21-12.10 
・講座｢民芸と柳宗悦と武者小路実篤｣、杉山享司氏(日本民藝館学芸部長)2017.11.12 
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 ―市民プラザあくろす 
・ギャラリートーク｢武者小路実篤の民藝コレクション｣杉山部長 2017.11.19 

 
調布市武者小路実篤記念館 

白樺の活動 

・｢白樺｣の活動は、同人それぞれが個性を発揮することを目的して創刊され、内容も作風も
多彩であった。自然主義が主流だった当時の文壇からは、当初”上流出身者の”道楽”とい
った軽い扱いを受けた。しかし、一方でその自由な気風と大胆な自我の肯定とは、文壇の
閉仄した世界に息苦しさを感じていた青年層から熱狂的な支持を受け、大正デモクラシ
ーへと向かう時代の中で主流を成していった。 
｢白樺｣の活動はまた、一つの文学にとどまらない。 
西洋美術の図版を毎号掲載し、次々と展覧会を開催して、当時一般にはなじみの薄かった
美術作品を広く紹介した。また公共の西洋美術館設立を提唱し、寄付を募り協力者を得て、
実際にゴッホやセザンヌの作品を購入している。美術館設立は、資金などの理由で結局実
現には至らなかったが、こうした活動は当時の美術界に影響を与えた。 
また明治末期から盛り上がった新劇運動の中で｢白樺｣も白樺演劇社を設立し、独自の演
劇活動を行っている。 

 出所：調布市武者小路実篤記念館図録 平成 6 年 
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出所：｢愛・美・真｣第 33 号 

・特別展｢白樺の文学｣－｢白樺｣創刊から 80 年  
 1990 年 4.28.～6.3 調布市武者小路実篤記念館 

 里見弴(弟) 武者小路実篤 長与善郎 木下利
とし

玄
はる

 児島喜久雄 千家元磨 郡虎彦 有

島武郎(兄) 正親町
お お ぎ ま ち

公和
きんかず

 有島生馬(本人) 柳宗悦 志賀直哉 園池公致
きんゆき

 

・特別展｢白樺の美術｣―｢白樺｣創刊から 80 年 
 1990 年 10.27～12.2 於調布市武者小路実篤記念館 
 河野通勢 梅原龍三郎 椿貞雄 清宮彬 山脇信徳 中川一政 木村荘八 岸田劉生 
 バーナード・リーチ 高村光太郎 富本憲吉 有島生馬  
新しき村の活動 

実篤は大正 7 年(1918)春、以前から抱いていた理想社会についての考えを｢白樺｣誌上など
で発表し、この呼掛けに全国各地から賛同者が集まった。新しき村の運動が急速に盛り上が

るなか、11 月には実践の場として宮崎県児湯
こ ゆ

郡木城
きじょう

村大字石河内字城に土地を求めた。当

時の社会状況では、階級も身分も越え、人間らしい生活を求めるこの提唱は、大変画期的な
ものであった。 
新しき村では、労働の責任を自主的に負う義務労働があり、その合間に、芸術の創作や鑑賞
など文化活動も盛んに行なわれた。村の経済は、そのほとんどが実篤の収入によるものがあ
ったことから、大正 14 年実篤は執筆に専念するため村での生活を離れることとなり、以後
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は村外から資金的、精神的支援を送り続けた。 
昭和 13 年、日向の土地の一部がダム工事ため水没することになり、東京近郊に新たな土地
を求め、翌年 9 月埼玉県入間郡毛呂山町葛貫(もろやままち・つづらぬき)に東の村を設立し
た。戦中、戦後の困難な時期を乗り越え、昭和 34 年には、念願の経済的自立を達成した。
現在も新しき村は、日向と埼玉の二か所で、実篤らがめざした理想社会を求めて活動が続け
られている。 
出所：調布市武者小路実篤記念館図録 平成 6 年 

コメントなど： 

 

出所：新しき村 2017 年 11 月号 

＊前述(p.2)の画集から｢冬瓜と南瓜(カボチャ) 81 歳 君は君 我は我也、されど仲よき｣
について、この詩は、時代の変遷と共に｢新しき村｣運動の環境も複雑に変化する中、実篤
の一貫した基本姿勢だ、と確信する信奉者もいる。 

＊予備知識としての小史：安政の五カ国条約、1868 年明治維新・五箇条の御誓文、1871 年
岩倉使節団、1877 年西南の役、1882 年伊藤博文滞欧憲法調査、1885 年(m18)実篤生誕、
内閣制度創設、1888 年枢密院設置、1889 年大日本帝国憲法・皇室典範発布、1890 年第
一回帝国議会、1894 年日清戦争、1904 年日露戦争、1910 年日韓併合、1914 年第一次世
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界大戦、1917 年ロシア革命、1918 年終戦、同年｢新しき村｣誕生、1926 年大正天皇崩御、
1927 年金融恐慌起る、1929.10.24 ウオール街株価大暴落、世界経済大恐慌へ、1930 年農
業恐慌起こる、1932 年満州国建国宣言、1933 年国際連盟脱退、三陸大地震・大津波、皇
太子生誕、1936 年ロンドン軍縮会議脱退、2.26 事件、日独防共協定、1937 年日中戦争勃
発、1938 年国家総動員法、張鼓峰事件(日ソ)、1939 年ノモンハン事件、米通商条約破棄
通告、日英会談決裂、第二次世界大戦勃発、 

 1940 年第二次近衛内閣：｢大東亜共栄圏｣建設宣言、日独伊三国軍事同盟、大政翼賛会発
足、1941 年日ソ中立条約、日米会談開始、米英、日本資産凍結、日英通商条約破棄、東
条英樹内閣、太平洋戦争勃発。 

＊｢新しき村｣への傾斜：志賀直哉・武者小路実篤談論→徴兵制度について→非戦論への共鳴
→理想郷への強い思い・トルストイの耽読と影響。 

＊｢新しき村｣創設は今年 100 周年；理念の継承とチャレンジ。 
 ・様々な行事が計画されている。参考文献；｢新しき村｣の 100 年―｢愚者の園｣の真実  

前田速夫 新潮新書 2017  
 ・米国クエーカー教徒との共通点は？ 
 ・パナソニック株式会社も設立 100 周年となる。企業・組織のライフサイクル。 
 ・時代の急速な変化の中、いかに実篤の描いたユートピアを展開できるか、課題は多い。 
  農業経営の近代化と精神文化の調和、農村疲弊、人口減少社会への対応など。 

 

出所：新しき村 2017 年 11 月号 
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我孫子の暮らしと仲間たち 

＊柳宗悦(むねよし、そうえつ)：実篤の生涯の友 
 ・思想家、嘉納治五郎は叔父。嘉納が我孫子市手賀沼に広大な土地を所有していた。 
  そこに柳宗悦、武者小路実篤、志賀直哉らが居を構え、仲間たちを招き交流を緊密にし

た。｢新しき村｣は、ここで原型が発足した。 
 ・新しき村(宮崎県児湯郡木城)活動に対する朝日の批判記事(空想・空論)に対する宗悦の

反論、援護論。 
 ・浅川兄弟(兄伯教のりたか・弟功)を通して、朝鮮陶磁器に関心を寄せ、やがてその関心

は西洋から東洋へと移る。 
  注記 

① 浅川伯教(のりたか)は山梨師範卒、甲府キリスト教会で小宮山清三と知り合い、朝
鮮王朝の美術に惹かれる。1913 年渡韓(1910 年韓国併合)。当初は青磁に注目した
が、偶然目にした｢白磁｣(日常の器)に魅了され収集を始める(朝鮮古陶磁の神様)。
後にそれらを宗悦に紹介。 
ここに宗悦は、1916 年に初めて朝鮮の美術から工芸品にも関心・興味を広げた。 

    工芸・民芸の先駆者、コレクター(陶磁器約 600 点、工芸品・家具約 2000 点等)。 
② 浅川伯教・功兄弟資料館(北杜市) 

功氏：朝鮮総督府の山林課職員、山野の緑化に取り組み、朝鮮語に精通。｢朝鮮の土
となった日本人｣(草風館、歴史学者高崎宗司)→小説・映画に。 
著書：｢朝鮮の膳｣、｢朝鮮陶磁名考｣ 

③ 朝鮮民族美術館：柳宗悦、浅川兄弟が 1924 年ソウルに建立。 
 ・日本民芸館(1936 年創立)初代館長、1957 年文化功労章(仏教美術)。  
 ・民芸運動：新たな出会いを求めて、地方的、郷土的、民間的美の生活化を目指す工芸運

動、精神文化運動。その根源は｢白樺｣にある。 
 ・木喰仏： 
  弟の功を通じて、木喰仏を知る。以降柳は全国各地に木喰仏を探し回り、約 360 体を

集めた。 
注記 ：木喰五行、江戸時代の真言宗の僧。 

・ロダン(当時はそれ程高名ではなかった)との交流； 
  ジャポニズムを通じて日本文化に関心を寄せるロダンに浮世絵 20～30 点を贈呈、 
  これに対する謝礼として、ロダンから彫刻数点が贈られ、その一つが書斎に飾られた。 
 ・ウイリアム・ブレイク(1757-1827) 
  英国ロマン主義の詩人・画家とも接点を持つ。 
 ・ラフカディオ・ハーンとも接点を持つ。 
 ・海外； 
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  ハーバード大学に研究生として 1 年滞在。白樺派の思想面でのリーダー。 
＊バーナード・リーチ 
 明治 20 年香港生まれ、同 39 年ロンドン美術学校入学、エッチングを学ぶ。ここで日本

からの留学生濱田庄司、高村光太郎と出会う。同 42 年版画家として来日、里見弴、児島
喜久雄等にエッチングを教えたことから白樺同人たちと交流が始まる。六代乾山に師事
作陶を学び、大正 6 年には我孫子の柳宗悦邸内に窯を開く。大正 9 年英国に帰国。 

＊濱田庄司(1894-1978)：陶芸家 
 川崎生まれ、東京高等工業卒、先輩に河井寛次郎。 
 1920 年渡英、リーチと邂逅。 
 1968 年文化勲章、第二代民芸館館長。 
＊志賀直哉：小説家 
 名作｢和解｣、｢暗夜行路｣など、この地で執筆。実篤の最も頼りとする親友であり、心の友。 
 1914 年実篤夫妻の仲立ちで、直哉は勘解由小路康子(かでのこうじさだこ)と結婚。新婦

は実篤の従妹。 
実篤・宗悦の比較 

 ・共通点； 
自我の肯定、個性の尊重、勤勉、率直、 

 ・コレクション； 
  実篤；郷土玩具 
  宗悦；古い人形 
 ・特色 
  実篤；文学、書、絵画、実践的 
  宗悦；工芸、民藝、思想 
時代背景 

大正デモクラシー・他 

 第一次護憲運動(1912 大正元年)から男性普通選挙制成立(1925 年)に至る時代思潮や社会
運動を｢大正デモクラシー｣と呼ぶことが多い。具体的には市民的自由(言論、出版、集会)
の拡大、大衆の政治参加(政党政治、普選論)要求。 
参考までに、第一次護憲運動とは、中国で起こった辛亥革命と清朝滅亡と言う事態に対し、
第二次西園寺内閣が明確な態度をとらず、更に海軍拡張を優先しようとした内閣の姿勢
を不満とする山縣有朋と陸軍は、2 個師団増設を内閣に強く迫った。西園寺首相が、これ
を財政上困難だとして拒絶すると、上原勇作陸相は単独で辞表を天皇に提出、1912 年(大
正元年)末、内閣も総辞職した。 
元老会議は桂を後継首相としたが、内大臣兼侍従長である人物が首相になるのは宮中と
政府(府中)の境界を乱すとの非難の声が上がり、立憲政友会の尾崎行雄と立憲国民党の犬
養毅(つよし)を中心とする野党勢力・ジャーナリストに商工業者・都市市民が加わり、｢閥
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族打破・憲政擁立｣を掲げる運動として全国に展開されたことを指す。翌 1913 年 2 月、
内閣総辞職(第一次護憲運動)。1924 年 1 月の清浦内閣成立に反対、護憲三派(政友会・憲
政会・革新倶楽部)が総選挙に勝利、6 月加藤高明内閣成立(第二次護憲運動)。 

＊学問：欧米思想の紹介、東洋・日本思想など 
 ・急進的自由主義；｢東洋経済新報｣石橋湛山、植民地(朝鮮、満州、台湾など)の放棄と平

和的経済発展、｢小日本主義｣。ロンドン・エコノミスト誌の影響。 
 ・マルクス主義；＊学問的論争に加え、川上肇の｢貧乏物語｣(1917 年、大正 6) 
  ＊日本資本主義論争； 
   労農派；雑誌｢労農｣、櫛田民蔵、猪股津南雄等 
   講座派；野呂栄太郎編集｢日本資本主義発展史講座｣、羽仁五郎、服部之総、山田盛太

郎ら 
 ・｢善の研究｣西田幾太郎、和辻哲郎の仏教美術・日本思想史研究→｢古寺巡礼｣、｢風土｣ 
 ・｢古事記｣、｢日本書紀｣の科学的分析；津田左右吉 
 ・民俗学の確立：柳田国男、民間伝承の調査・研究を経て無名の民衆生活史を究明。 
 ・自然科学： 
  理化学研究所設立 1917 年(大正 6)；大戦期に染料・薬品の輸入が途絶えたため。 

野口英世：黄熱病研究。 
本多光太郎：KS 磁石鋼の発明。 

＊文学 
 ・自然主義の退潮： 
  日清戦争前後；ロマン主義文学も日本に登場。これは啓蒙主義、合理主義に反発、感情・

個性の躍動を重んずる立場 
   北村透谷の雑誌｢文学界｣がその拠点。森鴎外、泉鏡花の小説。 
   詩歌では、島崎藤村の新詩体、情熱的な短歌の与謝野晶子の登場など。 
   俳諧：正岡子規の革新(p19 注記①陸羯南日本新聞)、万葉調和歌の復興促進。 
  日清戦争後；人道主義の立場から徳富蘆花(蘇峰の弟)の社会小説など。 
  日露戦争後；フランス・ロシアの自然主義文学の影響→人間社会の暗い現実の姿をあり

のままに寫し出そうとする自然主義が文壇の主流に。国木田独歩、田山花袋、島崎藤
村、徳田秋声ら。ロマン主義から出発した詩人石川啄木も、社会主義思想を盛り込ん
だ生活詩を詠んだ。 

 ・そうした中、森鴎外(1862-1922 軍医の他、文豪、啓蒙家、西洋事情の紹介、語学の達
人など。高級官僚、高踏派)、夏目漱石(1867-1916、文豪、俳諧＜正岡子規＞、評論、
随筆など。エリート階層だが反官的、余裕派)ら多くの作家の登場 

   両者の共通点：自然主義文学とは一線を画し、東西の広い知識に基づく文学を追求。 
   歪ゆく近代化の価値観の主流でも、自分たちの認識を確り見つめた。 
   実篤の一つ前の世代。 
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 ・白樺派(1910～23)：人道主義・理想主義、反自然主義。 
   都会的感覚＋西洋的教養を身に着けた有島武郎、志賀直哉、武者小路実篤ら。 
 ・耽美的作風：永井荷風、谷崎潤一郎、 
 ・新思潮派：芥川龍之介、菊池寛ら。 
 ・新聞・大衆雑誌：中里介山；大長編小説｢大菩薩峠｣、 
   吉川英治、大佛次郎の時代小説。 
   江戸川乱歩：探偵小説。 
 ・プロレタリア文学運動：大正末から昭和初期 
  社会主義運動・労働運動の高揚； 
  機関紙｢種まく人(1921 創刊)｣、｢戦旗(1928 創刊)：小林多喜二の｢蟹工船｣、徳永直の

｢太陽のない街｣など。これらの作品にはプロレタリア(労働者)の生活に根ざし、階級
闘争の理論に即したものが主流。 

    
外国との接点 

武者小路実篤は既に学習院時代から文学に目覚め、海外にも関心が高かった。そうした中、
トルストイ、聖書、仏典などを読み漁り、我孫子時代にはバーナード・リーチとも親交があ
り、ロダンなどとも、仲間たちと共に交流があった。 
＊欧米見聞記(1936 年) 

実篤は 1936 年 4 月 27 日、横浜から初めてとなる欧米旅行に出発、専ら美術品と画家な
どを歴訪、凡そ 7 カ月半にわたる旅を終え 12 月 12 日帰国した。このあたりのことは｢欧

米見聞記｣として発表されている。当時駐独大使であった兄、公共
きんとも

を頼ったのともみられ

る。 
・エジプト： 
 船がスエズ運河を通る間、スエズからカイロまで自動車とラクダで移動。ピラミッドやス

フィンクスを見物、カイロの博物館を訪れた。 
・ベルリン、オランダ、北欧：同行者、中谷博 
 ベルリン・オリンピックに間に合うよう、スウェーデンを切り上げ出発。尚オスロ―にも

出掛けている。 
・ウイーン・ブダペスト：ウイーンで尊敬する作家トルストイの原稿を購入 
・パリ：案内役；高田博厚、朝吹三吉 

滞在中の日程が分かる資料がほとんどないが、日々充実した 20 日余りであった。 
 ルオー、マチィス、ピカソ、ドランのアトリエを訪ね、モデルを呼んで画を描いたり、高

田が発行していた｢日仏通信｣の発送を手伝ったりと忙しい。実篤は見たい物が多くなり、
それらに夢中になって、家族や友人たちへの手紙や日記に具体的な日程を書き忘れるほ
ど、充実した日々を過ごしていたと考えられる。 
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・イタリア：ミラノ、ローマ、ナポリ、ポンペイ、アッシジ、フィレンツェ、バチカン 
 在イタリア日本大使館松宮参事官らの支援を得た。アッシジでは絵も描いている(アッシ

ジのホテルより見た農家)。 
・米国 
 ニューヨーク、ワシントン、シカゴ、サンフランシスコを巡る。 
・旅行中の感想・等 
 欧米旅行中では、日本に戻るのが待ち遠しい思いを家族らに書き送っている。 

尚詳細については参考文献：｢秋の特別展 実篤の旅～美と愛を求めて｣を参照。 
注記とコメント 

＊ドイツについて：実篤全集 12 巻から 
 ヒットラーは、政権掌握前から民衆に大変な人気があった。雄弁や熱情も必要だが、民衆

を集め、一つの興奮を貫くことが必要。彼にはその力があり、珍しい才能がある。彼の説
には自分は殆ど知りません。またドイツ人でない自分はそれを痛切に知りたいとも思い
ません。 
彼の人気は大したもの。信者何十万かの人にとっては、そしてベルリンにいる日本人の内
にも信者は増えつつあります。それは彼が人心を掴む呼吸を知っていて、またドイツ人を
動かすことを心得、そしていいと思う事はすぐ実行する力を持っているからです。 

＊ドイツ人気質 
 ドイツ人は音楽、詩、哲学、科学、器械類については、世界で一番優れた人種と言えると

思う。しかし天は二物を与えずと言うが、画家の方ではいくら好意を以て見ようとしても、
フランス第一流画家の傍に持ってゆくと、二流と言う感じがする。 

＊微に入り細を穿つ見聞記だが、大戦直前の欧米政経事情等に関するものはない。兄が駐独
大使であり、ベルリン・オリンピック(1936.8)が開催された時期と重なるが、ヒットラー
と握手を交わしたこと、ヘスの簡単な人物像(意志の強そうな、真正直な男)にとどまって
いる。 

＊実篤のトルストイ文学の耽読とは対照的な、ドストエフスキーの｢罪と罰｣、親鸞の｢悪と
業｣；山折哲雄｢私の履歴書｣から、｢罪と罰｣はロシア人の運命、アジア人の宿命｢悪と業｣
への妄想。 

＊黄禍論(Yellow Peril) 
 19 世紀半ばから 20 世紀前半にかけドイツ、フランス、イギリス、ロシアなど欧州諸国・

北米・豪州などの白人国家に現れた黄色人種脅威論。一種の人種差別。 
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出所：｢秋の特別展 実篤の旅～美と愛を求めて｣ 

＊大東亜戦争私感(1942 年 3 月) 

 貴族院勅撰議員であり、後の文化勲章受章者である実篤が先の大戦勃発直後どのような
心境でいたか、実篤全集第 15 巻から要旨を纏めてみた。 
序 日本の使命 
この文はあまり日本に好意を持たない亜細亜民族の一部の人を頭において書くのだ。自
分はそういう人に聞きたいのだ。もし日本と言う国が東亜に存在しなかったら、亜細亜は
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どうなっていたであろうかを。 
  ・日露戦争；東洋人蔑視、少数の欧米人が多数の亜細亜人種を奴隷に 
  勝利は東亜のため、この日本が人類から特別の使命を与えられていることを本当に知

らないのではないか。 
  ・大東亜戦争 
  この戦争も要するにこの使命を果たすために起こった戦争と見ることが出来る。もし

日本が負けたら、中華民国は恐らくロシアと米英の支配を受けインド、ビルマ、フィリ
ピンの様になるだろう。ソ連はドイツと戦うことで、手一杯で中華民国の方に手が伸ば
せないかも知れない。その時は米英の頤使に甘んじなければならない。・・・・・日本
は決して、精神を十分認め、日本と協力することが大事ではあるが、奴隷扱いにはしよ
うとは思っていない。 
日本の使命は東亜を真の東亜にし、東亜民族が米英人から軽視されず、本来の生命を
益々忠実に生かせるようにすることである。 
実にいい国であり、取っておきの国であり、いざと言う時に立ち上がって、亜細亜を開
放するために用意された国と見るべきである。 
大東亜戦争は我々が好んで始めたものではい。しかし始めないわけにはゆかないよう
に、いろいろ事情が仕組まれて来て、実にやむをえず立ち上がったのだが、立たないわ
けにはゆかないようにしたものが、また同時に我々の勝利を用意していたのである。 
実際に日本を最後に残しておき、その日本を遂に立ち上がらせたやり方は考えれば考
えるほど効果の大きい痛快なやり方でよくもこういう仕組みをしたものと思える。実
によく考えられている。 

・米英の日本観；唯物的、日本蔑視、知らなさすぎ 
 2 割愛 
 3 自分は繰り返し言う。日本は亜細亜全体が米英等から思い通りに搾取されることを拒

絶し亜細亜の富を亜細亜に戻し、亜細亜の人間を奴隷人扱いするものを罰するために、取
っておかれた唯一の国であることを、この自明なことをはっきりさせることが、一番日本
の立場を亜細亜の人に、また世界の人にはっきりさせる事実だと思っている。 

コメント：為政者・軍人に加え、当時の多くの日本の知識人、文化人の思考を考えるうえで
これは貴重な資料だ。  

・以下西村京太郎著『十五歳の戦争：陸軍幼年学校｢最後の生徒｣』から 
＊幕末吉田松陰の主張； 
 ｢朝鮮民族は、自力で近代化できないから、我々が植民地として、その後われわれの方

で、近代化してやらなければならない。｣ 
＊勝海舟、西郷隆盛、板垣退助ら明治の政治家が同じことを言っている。征韓論の基礎。 
 そして伊藤博文もである。 
＊中国に対しても同じだった。日中戦争に突入してから、中国大陸に侵攻した日本軍の師
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団長が日記に同じことを書いている。｢敗戦国の国民は、実に惨めで哀れである。私は
彼等を見ると日本国民に生まれてよかった、とつくづく思う。｣ 

 ○ほぼ同じ時代を生き、アジアや日本社会に目を向けた先達等(順不同) 
  ・頭山満(1855-1944)：アジア主義のリーダー、玄洋社総師、国家主義運動の草分け、

後年愛国主義団体や右翼団体に道を開いたとされる。条約改正交渉に一貫して強硬
姿勢を貫き、日本の海外進出を訴えた。日露戦争開戦論者。 

   また金玉均(韓鮮独立運動)、孫文・蒋介石(中国)、ラス・ビバリ・ボース(インド)、
ファン・ボイ・チャウ(ベトナム)ら、日本に亡命したアジア各地の民族主義者・独立
運動家への援助を積極的に行った。 

   注記；玄洋社、自由民権運動の結社であった向陽社を改組し、人材育成に注力。 
    憲則三条；第一条皇室を啓戴すべし 
         第二条 本国を愛重すべし 
         第三条 人民の権利を固守すべし 

 ・梅谷庄吉(1869-1934)： 
  写真館経営、香港での貿易商として巨万の富を築き、中国革命で孫文を金銭面で破格

(2010 年時点で凡そ一兆円)の支援を行った。孫文・宋慶齢の結婚披露宴を東京の自
宅で主催した。アジア主義者(頭山満、犬養毅、山田純三郎、宮崎滔天ら)との交流。 

   M・パテー商会(日活の前身)の発起人の一人。 
・宮崎滔天(とうてん、1871-1922)： 
 辛亥革命で孫文らを支援、片や浪曲師。アジアを救うには、亜細亜文明の中心である

中国の独立と人民の自由が先決であり、それが世界平和に通じると言う信念を保持
し、大陸浪人として活躍。 

・近衛篤麿(号：霞山、1863～1904 年、満 40 歳没)：拙文｢東亜同文会と東亜同文書院創設
期の三先覚、2016 年｣から。 

1863 年 6 月 26 日、権大納言・近衛忠房の長子として京都に生まれた。
1873 年祖父近衛忠熙の養子として家督を相続。1879 年大学予備門に入
学したが、病を得て退学。1884 年、華族令の制定で公爵に叙せられた。
1885 年から 90 年にかけオーストリア・ドイツに留学した。近衛は当初
からフランスと共に自由民権思想の本家と目された英国を留学先と希望
したが、当時の内政上の事情もあって、それが叶えられなかった。ドイツ

ではベルリンでドイツ語を学んだ後、ボン大学(政治学・法学)、そしてライプチヒ大学(国
法学・憲法)で学び 1890 年 6 月法学博士号を授与された。この間近衛は英国・フランスな
ど欧州各国を訪れて、欧州事情に精通すると共に日本を意識した国際感覚を磨いた。 
近衛家は、日本固有の公家制度の中、五摂家の筆頭にあり、生まれながらにして”ノブレス・
オブリージュ”の自覚を備え、また政治(行政)への直接関与を潔しとしなかった(入閣は一度
もなかった)。そして欧州留学は、また彼に国益への意識を芽生えさせた。同時に近衛は、
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欧米列強による中国分割政策の背後に帝国主義的・植民地主義的野望とレイシズム(人種差
別主義)があり、よくその本質を見抜いていた点は注目すべきだろう。当時既に欧州でも、
取分けドイツにも｢黄禍論｣が流布していたのだ。 
1899 年 4 月、2 度目となる欧米巡遊の帰途、上海に劉坤一(清朝末の軍人・官僚、義和団の
乱当時の両江総督)を訪問、日中両国の人材育成の必要性を説き、劉に協力を依頼、劉は快
諾した。その結果 1900 年 5 月将来の日中両国の人材育成を目的とした南京同文書院が設立
された。北清事変の影響を避けるため、僅か 3 ヶ月で同院は上海に移転、結局南京同文書院
は 1901 年 4 月東亜同文書院として改めて開学となった。近衛は 1898 年以降同文会会長、
東亜同文会会長などを勤めた。1890 年貴族院議員、第 3 代貴族院議長、同年対露強硬論の
国民同盟会を結成、会長となる。 
近衛は、その言動を見る時、先見性と国際性を備え、時代とその変化を鋭く洞察、いざとい
う時には同志を纏め果敢に行動するエネルギーを持った、公家の立場を弁え、研究・教育に
深い理解を持つリーダーであり、また人望も厚かったことが伺える。1895 年学習院院長と
なり、華族の子弟の教育に注力した。 
東亜同文会 
財団法人東亜同文会は、東亜会(1897 年発足)と同文会(1898 年)が共に財政難に喘ぐ中、
1898 年合併を条件とする外務省の資金支援を得て合流、発足した。その目的は｢東亜の保全

と 輯 協
しゅうきょう

｣だった。これは東亜の保全と清国の覚醒・改革を期す運動の一環であり、また中

国に於ける唐有為等の革新運動後の孫文等の滅清革命運動と並列するものであった。 
霞山会 50 年史にはこの間の事情を次の様に記している：『東亜同文会の創設時の綱領は、
支那を保全す。支那及び朝鮮の改善を助成す。支那及び朝鮮の時事を討究し実行を期す。国
論を喚起す｣とある。近衛篤麿は同文会の機関誌｢中外時論｣誌上に、｢東洋は東洋なり、東洋

問題を処理するもの固と東洋人の責務に属す。(中略)偕
とも

に輿
こし

に手を携えて東洋保全の事に従

う事敢えて難しと為さず｣と論じ、かねてより日清同盟論を公にして、東洋保全の体制確立
を深く期していた』。 
また『東亜同文会の政治活動は、当時の世相を反映した｢支那を革命すべし｣、または｢清朝
を援助し西欧列国の分割を妨げるべし｣との両論を考慮し、中国における一党一派との特別
な関係を避けることをもって会の不文律とした』。 
注記：  
① 東亜会；1897 年発足、メンバーは機関紙｢日本人｣を発行、日本文化を欧米化から守ろう

とする言論派・政教社系の三宅雪嶺、志賀重昂
しげたか

、陸
くが

羯
かつ

南
なん

と大陸浪人系の内田良平、平山

周、宮崎滔天
とうてん

ら更に犬養毅、学生の井上雅二らが中心。目的は清国を巡る時事問題の積
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極的議論並びに発表。志士的気質が強く、唐有為、梁啓張らの変法派や孫文らの革命派
に好意を抱く人々が多かった。 

② 同文会；1898 年に設立された。会長近衛篤麿、組織と規約起草を命じられた中西正樹、
大内暢三、白岩龍平、井出三郎らに加えて、貴族院議員らと柏原文太郎、五百木良三、
岸田吟香らがメンバーとなった。近衛は、既に｢東洋は東洋人の東洋なり｣と論考し、支
那保全論に基づくアジア主義の姿勢を見せていた。目的は清国問題の調査研究と事業助
成、上海に同文会館と同文学堂を設立、日清間の交流と教育に資すること。劉坤一(両江
総督)、張之洞(湖広総督)ら清朝内部の穏健改革派である洋務派官僚と近かった。 

③ 津軽家第十三代当主津軽英麿：近衛篤麿の実弟(弘前シンポジウム資料参照)、公武合体 
▽2017 年ノーベル文学賞受賞者：カズオ・イシグロ(1954～) 
 ｢The Remains of the Day、日の名残り｣で、英国最高の文学賞｢ブロッカー賞｣を受賞。 
 父石黒鎭雄氏は海洋学者、60 年に英国国立海洋研究所に招かれ、家族で渡英。 
 祖父石黒昌明は東亜同文書院五期生。 

・川上音二郎(1864-1911)・貞奴(1871-1946)：オッペケペ節(参考文献 pp17-19 参照) 
 自由民権運動。 

 
出所：ウィキペデイア 

 尚スマイル会 HP 掲載の、拙著｢2012 年大統領選を通してみる米国の民主政治｣
(2013.6.27)で川上夫妻を紹介した。 

 ・中村草田男(1901-1983)：俳人、大学教授など 
  降る雪や明治は遠くなりにけり(1931) 
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武者小路実篤年譜 
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出所：調布市武者小路実篤記念館図録 平成 6 年 
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出所：ウィキペディア 
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