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 1 ．研究の目的

　本稿は、手品・奇術の日本における発展過程の研究の一部をなすものであり、「呑馬術（ど

んばじゅつ）」に関する資料を紹介し分析する研究ノートである。

　現在の日本において、手品は幼児から高齢者にまで人気のある娯楽として受け入れられてい

る。したがって、手品に興味を持つ人々は多く、手品を趣味やボランティアとして、たしなむ

人たちばかりでなく、その専門家も多数存在する。また、手品に関しては、人と人とのコミュ

ニケーションを円滑にする効果などが注目されつつあり、研究もすすめられている。しかし、

手品の歴史を学術的に考察する視点は必ずしも充分でなかった。

　手品が人々にどのように受け入れられてきたかを明らかにすることは、現在において手品と

私たちの関わりを考える上で重要な示唆を与えてくれるものと思われる。

　そこで本稿では、人が生きた馬を呑みこむという世界に類を見ない奇怪な技である「呑馬

術」（注 1）という日本古典奇術に注目する。その理由は、日本奇術史上、最も独創的な奇術の一

つでありながら、歴史的なことがらなどについてほとんど解明されていないからである。

　この奇術については江戸時代の元禄期に、放下師・塩屋長次郎がこの術を行なったという記

録がいくつか残っている。しかし、その事実を示す決定的な史料がなく、呑馬術は多くの謎に

包まれている。今回、塩屋長次郎と呑馬術に関するさまざまな史料を選び出し、それを調査す

ることによって、呑馬術の存在とそのトリックを明らかにしたい。

 2 ．研究の方法

　現存する史料の中で、 呑馬術の上演図、塩屋長次郎に関する古記録、剣呑みの上演図と古記

録、そのほか関連する史料を調査した。史料の制約上、引用にあたっては原本以外に複製本、

翻刻本なども利用した。
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　江戸時代の奇術の中で、雀、鳩、魚、鶏などの小動物を使う演目としては、「玉子、雀とな

る」、「雀の首切り」、「絵、雀になる」、「籠より小鳥出る」、「柿栗、鳩となる」、「山の芋、鰻と

なる」、「空中より魚を釣る」、「笹の葉変じてドジョウとなる」、「玉子、鶏となる」、「生鴨、籠

より二つでる」などがある。牛や馬などの大型動物を使う奇術としては、天和 2年（1682 年）

刊行の『絵本このころくさ』に「古の伝内（いにしえのでんない）が、緒小桶（おごけ）の曲

という手品の中で、3本の筒から、初めは子どもの遊び人形を取り出し、その次に雁、鳩、鶉籠、

行灯を取り出し、最後に牛を出現させて、舞台を 3周歩かせた」と、また文政 9年（1826 年）

発行の『還魂紙料（すきがえし）』には、「塩屋長次郎は放下師にて太刀かたなは更なり、牛馬

をさへ呑、眼くらましに長たり」と書かれている。この二つの奇術は、牛を使う点では同じで

あるが、奇術的発想からみて決定的な違いがある。それは、前者の牛を舞台に出現させること

は大幕などを使えば可能であるが、後者の生きた牛や馬を小さい口から呑みこむことは、トリッ

クの面から考えてみても全く不可能である。

　本稿では、伝説ともいわれるその「呑馬術」をさまざまな史料をもとに検討することとする。

 3 ．史料の調査（ 1）
 3 － 1　塩屋長次郎と呑馬術について

図①信西古楽図（しんぜいこがくず）

　『信西古楽図』は、中国唐時代の舞踊、演奏、軽業、手品などの散楽雑戯の様子を伝える絵

巻物である。この中に、「入馬腹舞」というのがある。「入馬腹舞」すなわち「馬腹術」とは、

子どもが馬のお尻から体内に入って、口から出てくる術である。これは、現実には不可能なこ

　図版は、『信西古楽図』、正宗敦夫・編、日本古典全集刊行会・発行、昭和 2年（1927 年）
より転載
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とであり、実際は馬のお尻から入ったように、そして口から出てきたように見せているわけで

ある。そのトリックとしては、馬の向こう側に黒幕を張り、お尻に入ると見せて幕に隠れ、移

動して口側の幕から出てくる方法が考えられる。これはブラック・アートという手法で、この

場合は舞台を暗くすることと幕の後ろに子どもを補助する助手が必要である。観客の目には、

子どもが馬のお尻から入り、馬の体内を通って口から出てきたように見える。馬腹術と呑馬術

は、内容的には異なるが、雰囲気が似ていて、どちらも同じトリックではないかと思われる。

図②絵本百物語

【画図文】

　編者の多田克己は解説の中で「（前略）加賀国小塩の浦（石川県加賀市）にいた馬飼長者の

塩の長次郎

家に飼たる馬を殺して食しよう馬の霊気常に長次郎が口を出入なすとぞ、この事ハむかし

よりさまざまにいひつたへり

図版は、『絵本百物語』、多田克己・編、国書刊行会・発行、平成 9年（1997 年）より転載
（版本）竹原春泉・画、天保 12 年（1841 年）、5冊
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塩の長司は、死んだ馬を食肉したばかりか、馬食いたさに老馬を殺生して食べ、馬の霊にとり

憑かれてその報いをうけたという。絵を見ると長次郎（塩の長司）が馬を吸いこんでいるよう

に見えるが、これは馬の霊が口より腹内へ、侵入しようとしている様子である。（後略）」と述

べている。

　絵（図②）を見ると、まさにこれが「呑馬術」と思いたくもなるが、『正応記』に書かれた

塩の長司の出身地と職業、この絵画文の内容などから、塩の長司と放下師の長次郎とは別人で

あろう。

図③西鶴獨吟百韵自註絵巻

　この呑馬術の絵（図③）は、実際に見た人が描いたものか、あるいは見た人から聞いて描い

たものかは不明であるが、奇術的発想からみると不自然な点がいくつか見られる。たとえば、

このような明るい座敷では、呑馬術を行なうことができないし、また、観客が横にいるのも不

自然である。馬を持ち上げているが、実際にこのようなことはできない。絵としての効果や構

成上、このような表現になったと考えるのが妥当である。いずれにしても、塩屋長次郎の「呑

馬術」を絵で示す数少ない史料の一つである。

図版は、『図説日本の古典 15　井原西鶴』、集英社・発行、平成元年（1989 年）より転載
（巻子本）井原西鶴・著、元禄年間　　　　※原本は天理大学附属天理図書館蔵
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図④松寿軒西鶴獨吟百韵

【翻刻】

　この史料（図④）は図③の『西鶴獨吟百韵自註絵巻』のモノクロ複製本である。写真右側の

文面から長次郎が演じた手品の演目を知ることができる。（１）空中から鯉や鮒を釣り上げる。

（２）座敷に島を現す。（３）からの箱から数々の品物を取り出す。（４）生きた馬を呑む。井

原西鶴が綴った文面から、塩屋長次郎の呑馬術が世間を大いに賑わした様子をうかがい知るこ

とができる。

　図版は、『松寿軒西鶴獨吟百韵』、白石民憲・編、三越大阪支店・発行、昭和 6年（1931 年）
より転載

※原本『西鶴獨吟百韵自註絵巻』は天理大学附属天理図書館蔵

魔法にもせよ不思議成隠れ箕

鰤に羽子のはへたるを魔法にしての付かた也、天野川といふ目くらかしハ思ひもよらぬ所

より鯉鮒を出し、又隠れミのといふには座敷に島を見せ、数々のたから物出しける、是皆

種あつていたす事也、此程塩賣長次郎と申せしほうか師さまざまの事を仕出しける、中に

もちいさい口へ馬を呑ける、きのふハ誰が見た、けふハ我が見たといふ、是もつれづれに

書く慶長の比の鬼なるべし
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図⑤諸國怪談揃

【翻刻】

　この絵（図⑤）は、朝倉無声・著『見世物研究』に載っている。塩屋長次郎の呑馬術を絵で

示す 1枚である。下に「諸国怪談揃所載」と書かれているが、この史料の詳細については不明

である。

図版は、『見世物研究』、朝倉無声・著、春陽堂・発行、昭和 3年（1928 年）より転載

塩屋長次郎

からきよや　塩うる為に　のむ白馬
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図⑥太神楽一座　手品師たち

　文久 3年（1863 年）に来日したスイス人・アンベールが帰国後著した日本旅行記にこの絵

が載っている。この絵（図⑥）は、4つの芸人一座の演技図を 1枚にまとめたもので、その右

奥に「呑馬術」を演じる人物が描かれている。アンベールが日本国内で蒐集した資料の中に、

この呑馬術の絵があったものと思われる。

（洋書）エメ・アンベール著『幕末日本図絵』、Ｌ .クレポン画、1870 年、パリ、（下図は部分）
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図⑦還魂紙料（すきがえし）
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（版本）柳亭種彦・著、明治 15 年（1882 年）求版、上 33・下 26 丁
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　柳亭種彦・著『還魂紙料』（文政9年刊行）（図⑦）は28項目からなり、  塩屋長次郎については、

さまざまな版本から関連の記述を集成し、塩屋長次郎の人物像について考証したものである。

【翻刻】

※分かりやすくするために句読点をつけた。

 塩屋長次郎
塩屋長次郎ハ放家師にて太刀かたなは更なり、牛馬をさへ呑、眼くらましに長たり、難波
にて大に流行れ、元禄の比、江戸に下れり、原塩屋九郎右衛門座のかぶき者とも又塩をあ
きなひし者ともいへり。『西鶴置土産』元禄六年印本に少年の事をいふ條に「松風琴の丞年
十七、影人形よくつかひ申候、此ほか口から水を吹いだし、壁に文字を写し申候、品玉塩の
長次郎まさりに候」又『餘情男』元禄十五年印本に「酒のむ口もと牛猪にても飲べしと思は
れ塩屋長次郎が木戸十二文半の足に相應な手して盃を持云々」是ハ大上戸を長次郎に比て嘲
る文なり。『怪談諸国物語』正徳二年著「松田がからくり塩屋が手づま云々」松田がからく
りの事予か著す『俳諧古道具』にくはし。又。『軽口いくよ餅』五の巻に「江戸堺町にて今
度上方よりまかり下りました塩売長次郎、根本ハ是ぢやありやありや馬を呑ます、牛をのミ
ますと木戸口に呼れど塩売長次郎とある芝居四五軒もあれバ、いずれか正真ならスとはひ
りかねて木戸口より覗くその中に子ども五四人立ならびて覗きゐたれバ、木戸番腹を立て、
こゝな子どもハ此芝居に何がおもしろいことがあるというて叱ッた」といふ落しの話を載
たれバ、当時は流行し者なるべし。此さうしハ都又平といふ者の作にて刻梓の年号を闕と
いへども巻中に元禄五年の事見えたり
　　　　『前句附寶舩』元禄十六年印本　露月撰
　　　　  前句　曲りくねつたものでこそあれ　　　　附句　剱を呑不動塩屋の長次郎
言水句集『毛登柏』此書享保二年の印本なれどふるくしおきたる発句を集しなれバ此句元
禄年間の吟なるべし
　　　　  朝霧やさても冨士呑長次郎　　言水
言水自注に「しほや長次郎といふ者世に出て放下す、目前の山海行路の牛馬を忽に呑隠す、
今の朝霧ハ眼上の不二山をのむ塩の長次郎に似たり、此山たゞハ出さずしほじりの縁を持
つてなり、予此句好ずさりながら雑言の一ッ是慰ミもと」以上自注
○こゝにいふところのいくよ餅の話に合り言水ハ重頼門人にて延宝の江戸八百韻よりその
名を世にしられ享保四年まで長寿したり、果はありけり海の音の句を得て木枯の言水と称せ
らる。彼が句集に長次郎が事の見えたるハ最めづらし、又元禄十四年の印本『梅薗堂太平記』
宝永中印本『杉盃』等にも長次郎が名見えたり
○まへに引用せし軽口いくよ餅に此図あり又宝永七年の写本寄木といふ小唄に「ここに中比
ふどの吉三とまうす人酒をようのむ膳のミ椀のミかなだらひ塩やの長次もがをりやれ」と
あり牛馬をのむ放家も大上戸を見てあきれよといへるなり寄木とハ当時人口にありしこと
をとりあつめたるゆゑの名なり又同年の印本『松の落葉』にもしほや長次郎といふ小歌あ
れど放家のことハ見えず
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 3 － 2「呑馬術」のトリックと方法

　手品は「目眩まし」とも言い、人の目と心を眩惑させるものを持っている。手品の現象は、“そ

のように見える”というのが正しい表現である。呑馬術の場合も、人が馬を呑みこんだように

見えるという表現になるが、実際にその芸を見た人は、トリックが分からなければ、本当に呑

みこんだと思ってしまう。それほど、不思議さは人の正常な判断を狂わす力を持っている。冷

静になれば、そんなことはありえないし、仕掛けがあると分かっていても、目の前でその芸を

見せられれば、ほとんどの人は、その場の雰囲気に惑わされて本当に呑んだと思い込んでしま

うのだ。

　「呑馬術」のトリックは、ブラック・アートの手法（図⑧）を使っていると考えられる。図⑧は、 

現代におけるブラック・アートの方法を示したものである。奇術で言うブラック・アートとは、

舞台に光沢のない黒幕を張り、床も黒一色にし、舞台上を真っ暗にする。舞台のかぶりつきには、

何本かのロウソクの火を強く照らしておく。舞台上で密かに操作をする助手は、全身黒子に身

を固める。このようにすると、観客は、ロウソクの灯りが近いために、その奥の暗がりが見え

にくくなる。そのため舞台上に黒子の助手が現れても観客からは全く見えないのである。この

ような手法を使い、 「呑馬術」は、 明るい色の衣裳を着た長次郎が白馬とともに舞台にあらわれ、

次第に馬を呑みこむ演技に入っていく。 呑んだように見せた部分は助手が馬に黒布をかぶせ

て、観客から見えないようにする。また、長次郎も馬を吸いこむように見せるために、Ｖ字形

の皮か布製の仕掛けを使っていたと思われる。

図⑧ブラック・アート「白いテーブルの出現」

（写真）坂本種芳・著『奇術の世界』に所載
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 4 ．史料の調査（ 2）塩屋長次郎の剣呑みについて

　塩屋長次郎は、刀も呑んだという記述があるので、剣呑みに関する史料も参照する。

図⑨ぼうのみ　小川吉五郎

　塩屋長次郎が演じたという刀を呑む技とは、いったいどんなものであったのだろうか。絵ビ

ラ「ぼうのみ」（図⑨）は、それを示す一つの史料である。

　ぼうのみや剣呑みは、特に仕掛けはなく、90 センチの鉄棒や樫の棒、太刀を口から呑みこ

む技である。顔をのけぞるようにして喉を伸ばし、食道、胃をまっすぐにすることがポイント

である。太刀の場合は、出来るだけまっすぐなものを使う。また、刃のあるものは前もって鞘

を呑みこんでおくことが、ちょっとしたトリックであるが、ほとんどは仕掛けのない曲芸的な

技である。この危険術は、現在でも各国の法術師によって行なわれている。

　塩屋長次郎は、呑馬術を演じる前に、この刀呑みを演じて観客の心を引きつけ、そのあと「ト

リ」の呑馬術を演じたものと思われる。

（絵ビラ）絵師不明、江戸期、29.8 × 38.7 ㎝
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図⑩曲芸師たち

（洋書）エメ・アンベール著『幕末日本図絵』、Ｌ .クレポン画、1870 年、パリ、（下図は部分）
※図⑩は大道芸人が剣呑みを演じている場面。
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図⑪手妻早傳授　初編（てづまはやでんじゅ）

【翻刻】

　小刀や脇差しの刀身を呑み込む方法は、同じような刀を 2本用意し、1本はそのまま、もう

1本は刃先だけ 6センチほど切り取る。刀を紙で包むときに、刃先を 3センチほど出すのであ

るが、客に知れぬように、刃先だけの刃を出して、本物の刀は、紙の中に隠して包むのがタネ

である。紙に包んだ本物の刀は、ふところの中に落としてしまう。一方、先だけの刃は、口に

当てて紙の中に押し込み、上の方からだんだんと紙をたたんで、呑み込んだように見せる（図

⑪）。

（手品伝授本）十方舎一丸・画輯、嘉永 2年（1849 年）、33 丁

 小づか、脇差の身を呑傳

図のごとく、おなじ様なる切さき、ニ寸ばかりにこしらへ置、左のごとく切さき一寸ばか

り出し、つゝむとき、しれぬやうに、別にきつさきばかりのぶんをつゝミそへ、切さきば

かりのぶんをそとへだし、まことのわきざしハ、紙の中につゝむがひじなり。（後略）
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図⑫手妻傳授紫帛（てづまでんじゅむらさきふくさ）

【翻刻】

　手品伝授本『手妻傳授紫帛』（春風堂・著、  江戸後期刊行）に「六尺の棒を呑みこむ手妻」が載っ

ており、そのタネ明かしも書かれている（図⑫）。それによると、演者の後ろの黒幕に穴を開

けておき、六尺棒を呑む振りをして、棒を穴に差し込んで幕の裏側に滑らせていく方法である。

これは明らかに仕掛けのある手品である。見る角度によっては、トリックがバレやすいので、

観客を前方へ座らせることと、本当に呑んだように見せる演技力が演者には必要である。

（手品伝授本）春風堂・著、江戸後期、24 丁

一　六尺ある棒をうのミにする手妻の噺

或手妻師六尺ある棒を小口よりぐつとのんで、のこりを五寸斗口より出して置キ、其後ず

つと引出したり。六尺の棒ののまるゝ理なし。ふしぎの次第なり。（中略）座敷にて此手

妻をするにハうしろにくろきまくをはり、此まくに少し穴を明、（中略）口中へ入ると見

せて、右の方へすべらせ、棒の先をまくの内へつきこむべし。（後略）
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 5 ．史料の調査（ 3）塩屋長次郎に関する古記録

　江戸時代に出版された版本の中から、塩屋長次郎に関する記述の部分を抜書きして、以下に

まとめた。それぞれの番号は、巻末の「塩屋長次郎・呑馬術」関連資料一覧の番号と対応して

いる。

13. 『法眼春ト一翁書』、延宝 2年（1674 年）

 「塩屋長次郎、其頃名高き品玉とり也」（※『手品からくり年表』より引用）

14. 『軽口幾世餅』、元禄 5年（1692 年）

 「江戸堺町にて今度上方よりまかり下りました塩売長次郎、根本は是ぢやありやありや馬

を呑ます、牛をのみますと木戸口に呼れど塩売長次郎とある芝居四五軒もあれば、いずれ

か正真ならすとはひりかねて木戸口より覗く、その中に子ども五四人立ならびて覗きゐた

れば、  木戸番腹を立てこゝな子どもは此芝居に何がおもしろいことがあるというて叱っ

た」（※『還魂紙料』より引用）

15. 『西鶴置土産』、元禄 6年（1693 年）

 「松風琴の丞年十七影人形よくつかひ申候此ほか口から水を吹いだし壁に文字を写し申候

品玉塩の長次郎まさりに候」（※『還魂紙料』より引用）

16. 『梅薗堂太平記』、元禄 14 年（1701 年）

 「『梅薗堂太平記』、『杉盃』にも長次郎の名が見えたり」（※『還魂紙料』より引用）

17. 『餘情男』、元禄 15 年（1702 年）

 「酒のむ口もと牛猪にても飲べしと思はれ塩屋長次郎が木戸十二文半の足に相應な手して

盃を持」（※『還魂紙料』より引用）

18. 『寶舩』、元禄 16 年（1703 年）

 「前句　曲りくねつたものでこそあれ　附句　剣を呑不動塩屋の長次郎」

 （※『還魂紙料』より引用）

19. 『松の落葉』、元禄 17 年（1704 年）

 「塩売長次郎はこいさばにのせてのふさ、おきにやどんどんどんどろめけば、夜の目もよ

寝られず、あさせうがいな。」（※『見世物研究』より引用）

20. 『昼夜用心記』、宝永 4年（1707 年）

 「塩の長次郎が馬を呑み牛をしな玉の曲」（※『見世物研究』より引用）

21. 『寄木』、宝永 7年（1710 年）

 「こゝに中頃ふどの吉三とまうす人酒をようのむ膳のミ椀のミかなだらひ塩やの長次もが

ををりやれ」（※『還魂紙料』より引用）

22. 『傾城風流杉盃』

 「何萬貫目のうりかひ、塩屋長次郎が手品といひつべし」

 （※『めくらます手品の世界』より引用）

23. 『怪談諸国物語』、正徳 2年（1712 年）
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 「松田がからくり塩屋が手づま」（※『還魂紙料』より引用）

24. 『毛登柏』、享保 2年（1717 年）

 「朝霧やさても冨士呑長次郎　言水」（※『還魂紙料』より引用）

25. 『還魂紙料』、文政 9年（1826 年）

 「塩屋長次郎は放家師にて太刀かたなは更なり、牛馬さへ呑、眼くらましに長たり、難波

にて大に流行れ、元禄の頃、江戸に下れり。原、塩屋九郎右衛門座のかぶき者とも又、塩

をあきなひし者ともいへり」（※『還魂紙料』より引用）

26. 『嬉遊笑覧』、文政 13 年（1830 年）

 巻四に「元禄の頃塩谷長次郎といふ者観場に出て馬を呑やうのめくらましをなして世に名

高かりき」、巻五に「貞享元禄の頃塩屋長次郎といへる放下師太刀かたな又牛馬をも呑で

みするものあり、其頃江戸にも来り堺町に出て大に行はれしとぞ」、巻八に「元禄の頃塩

屋長次郎といへるもの芝居をはり、牛馬を呑でみせけるとなむ、其頃の草子に多く出たり」

 （※以上『日本随筆大成　別巻　嬉遊笑覧』より引用）

27. 『心中重筒』

 「手をかう振上げ投げる顔で塩の長次郎、銭は手にとまつた」

 （※『めくらます手品の世界』より引用）

 6 ．調査の結果

　塩屋長次郎（塩売長次郎、塩の長次郎ともいう）と呑馬術に関する文献、史料を調査した結

果、次のような結論を得ることができた。

　塩屋長次郎は、放下師（手品師）として大坂で活動し、元禄時代に江戸に下って興行し、名声

を得た。興行の演目は、空中から魚を釣りあげる技、からの箱からたくさんの品物を出す手品など

を披露したあと刀を呑む技を見せ、そして、最後に馬を呑む術を見せたと思われる。ニセ長次郎

が出るほど塩屋長次郎の人気はたいへんなものだった。また、読み物にも多く紹介されたという。

　人は、彼のことを放下師といい、彼の演じる演目は、目眩まし、呪術、幻術の領域である。

これは、室町時代に活躍した幻術使い・果心居士（かしんこじ）と共通する面があり、それは、

手品ではなく、魔法の領域の術である。人々には、そのように映ったはずである。

　今から 300 年以上も前に、塩屋長次郎は世界でまれに見る「呑馬術」という技を、ブラック・

アートの手法を使って見せて、人々を驚かせた。確かに塩屋長次郎一座の興行ビラなどの史料

は未見であるが、これほどまでに塩屋長次郎や呑馬術に関する史料が数多く存在することを考

えあわせれば、塩屋長次郎という人物は実在し、芝居小屋で呑馬術を見せて大いに人気を博し

たと断定してよいであろう。

　江戸中期に一世を風靡した塩屋長次郎の「呑馬術」、江戸後期に世界を驚嘆させた柳川一蝶

斎の「胡蝶の舞」（愛知江南短期大学紀要第 37 号にて報告）、この二人の独創的な手妻は、日

本奇術史に燦然と輝く金字塔であり、世界に誇り得る日本の手妻である。
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「塩屋長次郎・呑馬術」関連資料一覧

No 種別 書　　　名 内　容 刊行年 備　考

図① 複製本 信西古楽図（しんぜいこがくず） 馬腹術の図 昭和 2年（1927）国書刊行会・発行

図② 版　本 絵本百物語 馬を食す図 天保12年（1841）『絵本怪談揃』改題本

図③ 絵　巻 西鶴独吟百韵自註絵巻（原本） 呑馬術の図 元禄年間 天理大附属天理図書館蔵

図④ 複製本 松寿軒西鶴独吟百韵 呑馬術の図 昭和 6年（1931）モノクロ印刷、31 丁

図⑤ 諸國怪談揃 呑馬術の図 （不明） 『見世物研究』所載

図⑥ 洋　書 幕末日本図絵「手品師たち」 呑馬術の図 1870 年 アンベール著

図⑦ 版　本 還魂紙料（すきがえし） 塩屋長次郎 文政 9年（1826）柳亭種彦・著

図⑧ 単行本 奇術の世界 ブラック・アート 昭和18年（1943）坂本種芳・著

図⑨ 絵ビラ ぼうのみ　小川吉五郎 棒呑み 江戸期

図⑩ 洋　書 幕末日本図絵「曲芸師たち」 剣呑み 1870 年 アンベール著

図⑪ 伝授本 手妻早傳授　初編 剣呑み 嘉永 2年（1849）十方舎一丸・画輯

図⑫ 伝授本 手妻傳授紫帛 棒呑み 江戸後期 春風堂・著

13 版　本 法眼春ト一翁書 塩屋長次郎 延宝２年（1674）『手品からくり年表』所載

14 版　本 軽口幾世餅（かるくちいくよもち） 塩屋長次郎 元禄 5年（1692）『還魂紙料』所載

15 版　本 西鶴置土産 塩屋長次郎 元禄 6年（1693）『還魂紙料』所載

16 版　本 梅薗堂太平記 塩屋長次郎 元禄14年（1701）『還魂紙料』所載

17 版　本 余情男 塩屋長次郎 元禄15年（1702）『還魂紙料』所載

18 版　本 寶舩 塩屋長次郎 元禄16年（1703）『還魂紙料』所載

19 版　本 松の落葉 塩屋長次郎 元禄17年（1704）『見世物研究』所載

20 版　本 晝夜用心記 塩屋長次郎 宝永 4年（1707）『見世物研究』所載

21 版　本 寄木（よせぎ） 塩屋長次郎 宝永 7年（1710）『還魂紙料』所載

22 版　本 傾城風流杉盃 塩屋長次郎 宝永年間 『めくらます手品の世界』
所載

23 版　本 怪談諸国物語 塩屋長次郎 正徳 2年（1712）『還魂紙料』所載

24 版　本 毛登柏（もとがしわ） 塩屋長次郎 享保 2年（1717）『還魂紙料』所載

25 版　本 還魂紙料 塩屋長次郎 文政 9年（1826）柳亭種彦・著

26 版　本 嬉遊笑覧 塩屋長次郎 文政13年（1830）喜多村筠庭・編著

27 版　本 心中重井筒 塩屋長次郎 『めくらます手品の世界』
所載

28 版　本 此花 塩屋長次郎 『めくらます手品の世界』
所載
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29 大坂日記塩長次郎（盆狂言） 塩屋長次郎 明和 4年（1767）『めくらます手品の世界』所載

30 近江源氏先陣館（盆狂言） 塩屋長次郎 明和 6年（1769）『めくらます手品の世界』所載

31 版　本 絵本怪談揃 馬を食す図  5 冊

32 絵　巻 散楽雑戯絵巻 馬腹術の図 （不明） 『見世物研究』所載

33 版　本 還魂紙料　上・下 塩屋長次郎 明治15年（1882）柳亭種彦・著、求板

34 復刻本 信西古楽図（陰影復刻本） 馬腹術の図 昭和 2年（1927）陰影と解題

35 単行本 見世物研究 呑馬術の図 昭和 3年（1928）朝倉無聲・著

36 小冊子 てづまからくり年表 塩屋長次郎 昭和29年（1954）山本慶一・編

37 単行本 見世物の歴史 呑馬術の図 昭和45年（1970）古川三樹・著

38 単行本 見世物研究（復刻本） 呑馬術の図 昭和52年（1977）思文閣出版・発行

39 単行本 見世物風俗図誌 呑馬術の図 昭和52年（1977）小野武雄・編著

40 単行本 めくらます手品の世界 塩屋長次郎 昭和56年（1981）南 博・編

41 手品からくり年表 塩屋長次郎 昭和56年（1981）山本慶一・編

42 単行本 日本手品宝華集 馬を食す図 昭和61年（1986）山本慶一・著

43 単行本 図説日本の古典15 井原西鶴 呑馬術の図 平成元年（1989）集英社・発行

44 単行本 図説庶民芸能－江戸の見世物 呑馬術の図 平成 5年（1993）古川三樹・著

45 単行本 絵本百物語 馬を食す図 平成 9年（1997）国書刊行会・発行

46 単行本 寄席の人たち　現代寄席人物列伝 呑馬術 平成19年（2007）秋山真志・著

47 雑　誌 ザ・マジック　73号 呑馬術 平成19年（2007）松山光伸・著

※確認した文献、史料を掲載（2008. 9. 10　河合　勝・作成）

注１　江戸期の記録は「牛馬を呑む」などとなっているが、本稿では「呑馬術」という演目名で統一した。

〈付記〉

　本稿の作成にあたっては、河合が全体構成の企画と 2～ 6の執筆および巻末の資料一覧図の作成を、斎藤

が 1の研究の目的の執筆を担当し、共著者の討議によって内容の調整を行なった。

◆引用文献
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