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日本古典奇術「水芸」について
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A Study of Water Fountain Illusion of Japanese Classic Magic

Masaru Kawai，Nobuhiro Saito

はじめに

　日本固有の手品「水芸」は江戸時代初期に始まったとされ、江戸中期には、大掛かりな水か

らくりの見世物興行がおこなわれていた。江戸末期から明治前期にかけて、曲独楽の竹澤藤治、

手品師の吉田菊丸、養老瀧五郎、中村一登久などが水芸を十八番芸として演じていたが、明治

の西洋奇術師・松旭斎天一は、それまでの水芸をまとめあげ、大劇場で見せる芸術性の高い水

芸を作り上げた。天一は、明治 34 年からの約 4年間にわたるアメリカ、ヨーロッパ巡業でも、

水芸を演じ「水芸の天一」として、その名を世界に知らしめた。

　「水は高い所から低い方に向かって流れて落ちてゆく。水を高い位置から細い管の中を通し、

管の先を上に向ければ、水圧によって水は高く噴き上がる」。これは噴水の原理であって、水

芸の原理もこれと全く同じである。しかしだからといってステージで水芸を見ると、誰もが噴

水の原理に気づき、不思議さを感じないかというと、決してそうではない。水芸は非常に不思

議さを備えた舞台芸術である。そうさせるのは、水芸の仕掛けと芸の力である。しかし、これ

は一朝一夕に出来上がったわけではない。非常に長い年月の間に現れた独創的な演技者によっ

て、水芸の仕掛けや演じ方が工夫され、進化してきたからである。特に、水芸の太夫として全

国にその名をとどろかせた吉田菊丸は、ショーとしての水芸を創り上げ、その後の水芸を演じ

る奇術師に大きな影響を与えた。中村一登久は、曲独楽と水と火を組み合わせた独自の水芸を

完成させた。さらに、松旭斎天一は吉田菊丸の影響を受け、また中村一登久の方法を取り入れ

て、変化に富んだ構成力のある水芸を作り上げた。確かに天一の海外巡業以前に小規模な水芸

を演じた芸人はいたが、大規模な舞台芸術としての水芸は天一によって世界に紹介されたと

いってよいであろう。さらに、天一の水芸を引き継いだ弟子の松旭斎天勝は、女性ならではの

優美で艶やかな水芸を作り上げ、人々に「魔術の女王」と称賛された。長い歴史を持つ「日本

伝統の水芸」は、まさに天勝によって花開いたといえる。

調査・資料
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 松旭斎天一 松旭斎天勝

1．研究の目的と方法

研究の目的
　本研究は、「はじめに」に記したような特徴をもち、日本独自の古典的な奇術である「水芸」

に関する資料を紹介する研究ノートである。そして、日本における手品・奇術の発展過程を明

らかにする研究の一部をなすものである。

　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。趣味として手品・マジックに取り組む人も少なくなく、文化センター等で手品やマジック

を扱った講座を見つけることができる。このひろがりを傍証するため、Google社の検索機能

をもちいて、「文化センター」「マジック」をキーワードに web上の記事を検索すると、約 18

万件ヒットし、「カルチャーセンター」「マジック」をキーワードに検索すると、約 7万 5千件

ヒットし、全国各地で開催されている講座・教室について掲載されている（2009 年 8 月 27 日

確認）。この数字は、開催されている講座・教室の実数ではなく、単なるお知らせや過去に開

催されたもの、雑多なページを含んでいるが、様々な地域で開催されていることを示している

と考えられる。

　新しい文化を創り出す源でもある若者たちにとって、手品はどのように受け止められている

であろうか。同様に、Google社の検索機能をもちいて、「大学」「サークル」「マジック」をキー

ワードに web上の記事を検索すると、約 29 万件ヒットし、その上位には国内のいわゆる有名

大学のサークルが掲載されている（2009 年 8 月 27 日確認）。もちろんこれは存在するサーク

ルの実数ではないが、活発な情報発信がなされていることを表していると考えられる。このよ

うに若者たちにも一定数の賛同を得ており、大学生のサークル活動にもそれらを主題としたも

のがあり、web上でも情報発信がなされている。

　したがって、それらを楽しむ人々の多さに比例し、手品をたしなむ専門家も多数存在する。

たとえば、日本で唯一のプロマジシャンの組織である日本奇術協会は、1993 年に社団法人と
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なり、現在 100 名を越すマジシャンが所属している（日本奇術協会の公式 webページ「http://

www.jpma.net/index.html」を参照。同ページによれば、会員数は 127 名。2009 年 8月 27 日確認）。

　このように、手品をたしなみ、楽しむ人が広く存在していることから、手品に関して、それ

ら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、学術的に明らかにされつつある。

しかし手品について、歴史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。

これまでの研究の経緯
　筆者らはこれまでに、江戸中期に一世を風靡した塩屋長次郎の「呑馬術」（愛知江南短期大

学紀要第 38 号に掲載。河合と斎藤の共著）、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 号に掲載。河合の単著）について報告してきた。この二人

の独創的な手品は、日本の奇術史の上で輝かしいものであるばかりでなく、世界に誇りうるも

のであったことを示してきた。

　それらにつづいて本稿では、「呑馬術」や「胡蝶の舞」と並び、海外では、ほとんど類例の

ない「水芸」を取り上げることとした。

　水芸に関するさまざまな資料を通して、江戸時代に興行していた水からくり見世物の内容、

先人が考案した種々の水芸のアイデア、プロの手品師が演じていた水芸の方法などを解き明か

し、日本独自の水芸の発生から完成までの過程について考察をくわえるものである。

研究の方法
　現存する史料の中で、水芸に関する伝授本、興行ビラ、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。なお、

翻刻にあたっての方針は、巻末の凡例に記した。
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2．史料の調査

2 －（1）水からくりの細工物
図①Ａ 龍泓玉（りゅうこうぎょく）

図①Ｂ 龍泓玉の作り方

『續たはふれ草　上・下』、鬼友・作、享保 14 年（1729 年）、図①Ａは上 11 丁、図①Ｂは下 20

丁（上 11 丁・下 21 丁）
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【翻刻】

龍泓玉を拵る法

仕かた図の如し。先外より見へぬやうに。高き所に桶に水を入置。それより吸出しのかけ

樋、ところてんやに用る竜の口といふものなり、これより水を吸出し落し。其落口の樋を

地に埋め。それより床木の足の中へ水を通し上。但し床木の足地へ埋むべからず。つい石

原にのせたるやうに見すべし、衣桁の柱へむけて水を上。但し此衣桁と床木との間に青石

あり。赤間関石にて硯にする石がよし。小刀にても穴あく故なり。此穴より衣桁の足に穴

ありて。柱へむけて上り。衣桁の上の横木より。右の方の釣紐のわなむすびのわなの紐の

中に水の通ふ道あり。うすき皮をとゆうるしにてぬり。細長くぬふて。紐の中へ打こめた

るものなり、此中を通り。蕨手の真鍮のくハんの中かたかたうとろにて。此中へ水つたひ

て皿より流出るなり。乗たる水の入たる玉ハ阿蘭陀細工にて離ものなり。水ハ一すしにて

かたかたの柱よりかよふなり。

【解説】

　楽屋の高いところに水を入れた桶を置く。水は桶からといの中を通って下に落ち、中空の床

木、青石、柱、釣り紐、真ちゅうの管の順に通り、皿から流れ出る。

図②Ａ 錦龍水（きんりゅうすい）
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【翻刻】

錦龍水

しかけ物でござる　・此水時々五色ニかハる　・白水　・青、黄、赤、白、黒

図②Ｂ 錦龍水の作り方

『璣訓蒙鑑草　松・竹・梅』、多賀谷環中仙・撰、享保 15 年（1730 年）、図②Ａは松 2丁、図

②Ｂは竹 1丁（松 16 丁・竹 9丁・梅 8丁）

【翻刻】

錦龍水

きんりやう水ハ、三段に水出て三段にミづぬける也。芝居のうしろより通ふなり。まず、

初印の竹の水、白水いでゝつりたる物に入り、二印のいとの中をぬけ左のはしらの中を
くゞり、水すたるなり。扨、五色の水、時々せんをさしかへて替ル水ハ、右の柱をのぼり

三印のいとの中おくゞり、水台へをちて、四印の足の中をぬけすたる。五色の水ハ、五
印の足の中お五筋にわかれて、水たいへ入、五すじニわかれてそれそれに出ル也。可秘、

可秘。

【解説】

　「錦龍水」は、上、中、下の 3段階に水が流れ落ちるもので、楽屋には 7個の桶がセットされ、

一つの大桶には、5色の水が分けて入れてある。まず、無色の水は管を通って上段の出口から

吊ってある瓶に入り、綱の中を通って柱の中をくぐり抜け捨てられる。中段の水の色がときど

き変わる方法は、色水が管の中を流れ柱の中を通って綱の中をくぐり、瓶の中を通過して中段

の出口より水槽に落下する。5個の桶の 5色の水は、脚の中を 5本の管に別れて水槽内を通り、

そのまま別々の下段の出口から流れ落ちる。
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図③Ａ 异龍竹（いりょうちく）

【翻刻】

异竜竹

さあさあ此度の大当り、异竜竹ハ是じや、此水の上るせいを御覧しませ。

何とも水か上へのぼりて雨の如くにふるハ、かハつたしかけじや。

図③Ｂ 异龍竹の作り方

『璣訓蒙鑑草　松・竹・梅』、多賀谷環中仙・撰、享保 15 年（1730 年）、図③Ａは松 3丁、図

③Ｂは竹 4丁（松 16 丁・竹 9丁・梅 8丁）
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【翻刻】

异龍竹

いりやう竹ハ、臥龍竹よりしかたちがいて、水のいきをいつよし。是も芝居のうしろより

引なり。てうちんのじやはらのようなる物、皮にて二つこしらへじやはらのほねハ、鉄の

針がねにてこしらへ内外よりいれて、扨、山の中にからうすのようなる物をこしらへ両方

のはしに細引をつけ、せきだいの足の中へむけとをし地の下をくゞらし芝居のうしろへ出

し、しばいのうしろかこいのうちにて引なり。ぜんまいのねじハなにのやくにたゝず、人々

の気をとるばかりなり。此ぜんまいぎちぎちとなるをとを聞て、うしろの人せい出して引

なり。本術ハ口伝ニ有。

【解説】

　図③Ｂのようなものを作り、奥の囲いの中で人が縄を交互に引っ張ると、蛇腹がちぢまって

水が押し上げられる仕組みである。水車は見せかけのもので、これが回転することによって水

を押し上げているように観客に思わせる。水車のギーギーとなる音を聞いて、奥の人は精を出

して縄を引く。

図④Ｂ 水を高所に上げる法図④Ａ 町屋に滝を作る術
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図④Ｃ 町屋に滝を作る術、並びに水を高所に上げる法

『天狗通　上・中・下』、平瀬輔世・著、安永 8年（1779 年）、図④Ａは上 10 丁、図④Ｂは下 8

丁、図④Ｃは下 7丁（上 13 丁・中 12 丁・下 13 丁）

【翻刻】

町家にて瀧を作る術

次にしるす図は近年大坂龍吐水屋より売弘る所の龍翼水をもちひ、手をかけずして昼夜無

滞くり上る仕かけなり。右龍翼水行戻りに水上る様にしてあるなり。然れ共人なくして年

中くり上る事、是迄工夫したる人なし。故ニ今こゝにあらハす此仕懸を見て能々工夫すれ

バ諸国水田を上田ニ直す事あらバ大なる利益ならん。又町家などにハ井戸をほり、内ニ此

仕懸を用ひバ手水又ハ家内の遣ひ水を汲上るニ世話いらす勝手宜しき也。冨貴の諸君子か

くのごとくの事を試玉ハヾ広大の重宝なるべし。

○町家ニ軽く瀧を作るニハ屋根より落る雨水をとゆニて一所ニあつめ、あらまし瀧の落る

所のようニ石又はしつくいなどにてしつらひ、庭の風景に用ゆるも又よきなぐさみなり。

然し是ハ常ニ水落ず面白からぬ事と思ふ人あるべし。然れども万の事つねに多く見れば後

にハ大キにあきはて、なぐさミにハならぬなり。かようにかるき事を用ゆるが誠のなぐさ

みなるべし。

【解説】

　庭に滝を作るには、屋根から落ちる雨水を樋で一ヶ所に集めて、そこから石や漆喰で造った

滝に流せばよい。これはちょっとした庭の風景になる。また、水を高所に上げる方法は、龍翼

水を使って図④Ｂのような装置を作れば、人の手をかけずに昼夜にわたって水を汲み上げるこ

とができる。
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『手妻秘密の奥義』、著者不明、文化年間（1804 ～

1817 年）、8丁（全 9丁）

【解説】

　吊るされた土瓶から水が絶えることなく出ている

ように見える不思議な水からくりの見世物である。

この仕掛けは、まず楽屋の高いところに水を入れた

桶を置く。水は桶から管の中を通って下に落ち、ガ

ラスの管の中を通って土瓶の中に入る。土瓶の口か

らあふれ出た水は、ガラス管の外側を伝わって下に

落ち、ざるの中に入る。仕掛けのガラス管は透明な

ため、何もないように見える。

【翻刻】

一、てうしの口より水をつぐにつぎさるてづま

此桶へ水をつぐときハ、水といをつとふててうしへ入ル。てうしへ入し水ハ硝子のといを

ながれ下りてざるへおちる事、てうしの水つきざるがごとし。

図⑥ 座敷に筧（かけひ）を作る法

『唐土秘事海　日・月』、多賀谷環中仙・撰、享保 18 年（1733 年）、右図は日 4丁、左図は月 8

丁（日 6丁・月 13 丁）

図⑤ 銚子の口より水を出す
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【翻刻】

○座敷に俄にかけひを作る

是ハかけひの姿を仕掛にして見する術也。如図燭台に大きなる皿をのせ、水一ぱい入、き

せるをかけ扇にてもたせ、扨、きせるのすい口を吸へハ、水いつる事ほそき滝のことし。

下に水うけの鉢ををくへし。夏至極の見物也。

【解説】

　これは、大気の圧力を利用したサイフォンの原理である。最初に上の皿の水を吸って出せば、

あとは滝のように続けて流れ出てくる。夏の涼を楽しむちょっとした趣向である。右上図の挿

絵は、棒の先から噴き出ているが、水の入った皿は裏に隠してあって表からは見えない。竹の

棒が畳から上方に出て、それがつながって棒の先から噴水する仕組みである。また、水の出て

くるところを人形に替えれば、ちょうど「小便小僧」のようになる。

2 －（2）水芸の種明かし
図⑦ 蝋燭の芯より水を出す

※図上奥の部分

『唐土秘事海　日・月』、多賀谷環中仙・撰、享保 18 年（1733 年）、右図は日 2丁、左図は月 3

丁（日 6丁・月 13 丁）
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【翻刻】

ともしびのうちよりをのれと水を出し、火きへざる術

○蝋燭の真より水を出す事

此所よりらうそくのしんまてかねのよをこしらへ、扨、そのかねのよにらうそくをさしこ

み、ところてん屋のかくに高き所に水を入レをけハ、らうそくのしんより水はじきいつる

也。図にて可考。

・是より右ハがくや

高ミより水ををとすに法あり。壱丈上よりをとして三尺あがると可知也。

【解説】

　水からくりの解説としては最も古いもので、水芸の原形となる。高いところに桶をセットし

て、そこから竹の管を木でつなぎ、最後に燭台の管をつなぐ。仕掛けは、楽屋と縁の下に隠れ

て見えないようにする。桶に水を入れれば、蝋燭の芯から水が噴き上がる。水圧を利用した噴

水の原理で、水を高さ 3ｍのところから落とせば、約 1ｍ噴水する。

図⑧ 徳利から水を噴き出す法

『繒本一興鑑　上・中・下』、幾篠・述、明和 5年（1768 年）、右図は上 4丁、左図は下 4丁（上

9丁・中 8丁・下 11 丁）　※『繒本一興鑑（えほんいっきょうかがみ）』は『仙術夜半楽』（宝

暦 5年刊・1755 年）の改題再版本である。
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【翻刻】

○徳利より水をふき出すじゆつ

とくりの中へ。ほそき竹のくだを入。そこより少し上へ引あげ置なり。口をバよくつめて、

いきの出ぬやふにして。其くだのさきへ。きせるのすい口をさしをくべし。水ハ八ぶんめ

ほど入レ、上の口より随分ふくべし。いきの一ぱい吹入たとおもふ時分に。其徳利のくち

をゆびにておさへ。水をふかせんと思ふとき。其ゆびをはなすべし。

【解説】

　徳利の口から息をいっぱい吹き入れて、空気を詰め込み、徳利の口を指で押さえて空気がも

れないようにする。座敷で水を吹き上がらせようと思うとき、指を放せば水は勢いよく噴出す

る。空気圧を利用した噴水の方法である。しかし、この方法は、水芸に応用される内容とは思

われない。

図⑨ 傘より雨をふらす術

『繪本一興鑑　上・中・下』、幾篠・述、明和 5年（1768 年）、右図は中 1丁、左図は中 4丁（上

9丁・中 8丁・下 11 丁）

【翻刻】

○傘より雨をふらす術

からかさ乃。かしらの。紙にてつゝみある。油紙をほどき、針にてほそく。穴をいくらも

明て。扨、その紙え蝋をわかして一遍ひけば、針にてあけたる穴ハふさがる也。扨、其紙
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をいかやうになりともたゝみて、水を入つゝむべし。扨、からかさ乃。かしらの轆轤えの

せてくゝり付。落ぬやうにして傘をひろげて。ざしきへもち出。敷居乃うへに立て。かの

水の包ある紙を上の鴨居へおしあて。傘を上へぐつと。押あけれハ。彼はりのあなより。

水出て【傘より水なかれて雨のごとし。衣類、畳ぬれる也。水の用心あるべし。】

【解説】

　この方法は、水が勢いよく噴き上がる水芸とは異なるが、何もないところから水が流れ出て

くるので、水からくりの一種ともいえる。しかし、傘の先端に水を包むというトリックは水芸

の舞台で使われることはないが「傘より雨を降らす」という現象は、傘からの噴水（図⑯左下

の図）を考案するときのヒントになったかもしれない。

図⑩ 手の中から水を出す

『手妻早稽古』、著者不明、柳川一蝶斎・序、文久 2年（1862 年）、7丁（全 20 丁）

【翻刻】

▲手のうちより水気をあげるでん

三味せんのかハに、水をつゝミ、よくくゝりて、これニはりニてあなをあけ、てのうちし

ぼれバ、三げんもはしる也。

【解説】

　手から水を噴水させる現象で、これも水芸の一種といえる。水を貯める袋は動物の皮を利用

した。針で小さい穴を開けて水を飛ばす。実際の演じ方は、両手を改めた後、別の演技の最中

にひそかに袋を隠し持ち、一言「ただ今より手から水を登らせます」などと口上を述べたあと

に水を飛ばすので、観客はその意外性に、結構驚いたと思われる。液体を使うマジックは、そ

の扱いが面倒で、また操作も厄介である。これを克服するには、仕掛けの工夫と手際の良さが

必要である。
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図⑪ 茶碗水上げ

◆右図は『風流秘事帒　初編』、十方舎一丸・戯画、弘化 3年（1846 年）、13 編（全 19 編）

◆左図は『手品獨稽古』、楳亭漁夫・著、江戸末期、3丁（全 20 丁）

【翻刻】

○茶わん水上の伝

磁器のそこにあなをあけて、図のごとくミつぶくろより水をかよわするなり。水を出すに

ハ袋を足にてふむべし。ふくろハふぐのかハがよし。

【解説】

　茶碗から水が噴き上がる「水からくり」の一種で、これは袋を使う方法である。

図⑫ 井筒より水を吹き上げる法

『秘事百撰　三編』、米百斎三升・著、慶応 3年（1867 年）、34 丁（全 42 丁）
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【翻刻】

四十六からの井筒より水吹上る伝ハ
図のごとくから井筒をこしらへ、此井筒に別に細工なし。又右のごとき台をこしらへ、此

台の足壱本だけ足の中より台の板へ水のかようやうに穴を明置。図のことく足の下に水の

入たる袋を置、ひざの下に袋をしき、ひざにてをさえると水上へ吹上るなり。水袋のこし

らへやうハ合羽の紙にてこしらへるなり。水気袋ハでづまやにあり。

【解説】

　こちらは、図⑪と仕掛けも演じ方も同じであるが、台の脚を細く高くするなどの改良がみら

れ、一見しただけでは仕掛けが分からないように巧妙に作ってある。台の上の井筒も中が透け

て見えるようになっており、仕掛けを感じさせない。

図⑬ 扇から水を出す

『西洋利學傳授物　中』、安江文五郎・編、明治 19 年（1886 年）、7丁（全 8丁）

【翻刻】

△扇子水げいのでん

づのごとく、くだごぶをかひもとめ、そのさきニふり木くだをはめ、かつぱニ水をつゝミ、

そのなか、そのぶりきでこしらへたくだをはめ、せんすニもたせて、わきの下よりしぼり

あげる物なり。

・くだこむ　　・ぶりきくだ
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【解説】

　袋に水を入れて、その中へ管を押し込み紐でくくる。次にゴム管の先にブリキ管をはめ、そ

れを扇に取り付ける。腋に挟んだ袋をしぼると扇の先から水が噴出する。

図⑭ 髷の先より水を噴き上げる

『奇々妙術西洋手品種本』、大館利一・著、明治 20 年（1887 年）、8頁（全 48 頁）

【翻刻】

○髷の先又扇などより水がらくりを出す伝

これハ、下ノ図の如く豚の胃ぶくろ、ルーテサク、又ハゴム玉に水を入れ、之に細きコム

の管をつけ、その端に金物かガラスニて作りたる如是物を銜め、さてそのゴムの管を水出

すべき材料の中を泳らせ、而してゴム玉の処を強く握れバ、水上るなり。之を口上、又は

鳴物の拍子につれて緩急すれバ、その水上り下りして、至極面白し。

【解説】

　内容から見て、明治 20 年当時いろいろなゴム製品が入手できたようである。当時の水芸は、

ゴム管を使っていたと解釈してよいであろう。
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図⑮ 人形を使いながら水に入る術

『璣訓蒙鑑草　松・竹・梅』、多賀谷環中仙・撰、享保 15 年（1730 年）、右図は松 9丁、左図

は梅 1丁（松 16 丁・竹 9丁・梅 8丁）

【翻刻】

人形つかいなから水へ入ル術

是ハ、如図水舟の底に人の出入するほどの穴を明ケ、其穴に皮にて作りたる袋のそこなき

をこしらへ、かの穴の口にぬい付ケ、かましにてとめ口をきんちやくのごとくくゝるやう

ニして引しめ、水きわより五寸ほど下にしづめをき、扨、其水の内へ入らんとするとき、

舟なりとも何なにとも、かの皮のとおりへながしてやれは、下より其ながれてきたる物へ

口をひろげしゆへ、うへとしたへ穴でき、其内へ人形つかいながら入ルに、水にぬれずし

てがくやへ人かよふなり。

【解説】

　これは水が噴き出る水芸とは異なるが、水芸と組み合わせて演じる「水中早替わり」を可能

にする方法である。作り方は、まず箱の底に人が通れるほどの穴を開け、皮で作った袋を穴に

取り付ける。袋の口は巾着のように閉じたり開いたりできるようにする。箱に水を入れ、この

袋が水面から 15 ㎝ぐらい下になるようにする。演者が水に入るとき、舞台下の仲間が袋の口

を開ければ、水面から舞台下に通じる穴が出来る。演者は人形を使いながら徐々に穴の中に入っ

ていき、ついには水の中に消えてしまう。このあと楽屋で着替えて、水中の穴からせり上がれ

ば「水中早替わりの術」となる。
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2 －（3）水芸の興行
図⑯ 水大がらくり

（絵ビラ）『江戸登り 新工夫　水大がらくり』、四条道場、文化年間（1804 ～ 1817 年）、1枚、

24.6 × 34.0 ㎝

【解説】

　このビラには刊記はないが、おそらく文化・文政時代の夏、江戸から上京した水からくり一

座がある年の 7月 9日より京都の四条道場で開場したときの興行図である。図の上段には、徳

利、宝珠、煙草盆、手桶、柄杓、風鈴、下駄などから、下段には、扇、とんぼ、手燭ぼんぼり、

番傘などから噴水している。また、女性の持つ刀からも噴水したと思われる。また、口上の「あ

まからや」の頭からも水が吹き出て、コミカルである。このような見世物は大量の水を必要と

するため、楽屋には水を貯めるための大きな桶が高い位置にいくつもセットされていた。

　尾張藩の役人である高力種信（高力猿猴庵）が、名古屋の出来事等を記した『金明録（猿猴

庵日記）』の文化 3年 8月に次のような記述がある。

　「広小路柳薬師少し西の方にて、水からくりを見せる。竹田の人形等にてはなし。色々の道

具より、水を吹出す。荒増を印、松の枝に猿の作り物、柿を持たる中より、水上る。床の上に

たばこぼん置、上にきせる有、がんくびより水吹上る。又は神酒壷、上より下し銚子の口、手

水鉢にのせたるひしゃく、刀掛にかけたる刀の身より、水吹上る。或は石の上に居たる下駄の

鼻緒の切れし先よりも、水をだせり。至而珍らしく奇観といふべし。当夏、京四条にて大評判

故、秋迄、長々みせける。夫より当地へ来り、大に繁昌す」。名古屋で興行された水からくり

の様子が京都興行の際に配られたビラ（図⑯）の内容とほぼ一致する。
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図⑰ 満干の玉（みちひのたま）

『名陽見聞図會』、歌月庵喜笑（小田切春江）・著、翻刻本は服部良男・編、翻刻本 597 頁（全

739 頁）　※上図は天保 8年（1837 年）6月 9日夜、名古屋広小路での見聞記

【翻刻】

【六月九日の夜より、水からくり、桶ぬけ、満干の玉といへるを見す】

広小路夜観満干玉

此満干の玉といへるハ、びいどろの玉を手に持、さし出し居るに、初ハ其玉に水なし。然

るに、その玉中いづく共なく次第に水まさりて、後にハ図の如く玉の上より水吹き出すな

り。又、干潟となります、との口上にしたがひ、玉中の水半減。是にて一切の替り、替り。

【解説】

　「満干の玉」とは、手に持つガラス玉に初めは水がなかったが、どこからともなく水があふ

れてきて、玉の上まで噴き上がり、次に「潮が引きます」との口上に従って、水が減っていく

という手品である。
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（絵ビラ）『元祖曲獨樂　竹澤藤治　竹澤萬治』、

弘化 3 年（1846 年）、1 枚、33.2 × 47.6 ㎝、図

は部分

【解説】

　曲独楽師の竹澤藤治（竹澤籐次）が水中から

せり上がり、水柱の上に立ち、手のひらに回る

独楽の芯棒から水を噴き上げる。藤治は曲独楽

と水芸を組み合わせた独自の世界を創りあげ

た。

（洋書）エメ・アンベール著『幕

末日本図絵』、パリ・アシェット

社、Ｌ .クレポン画、1870 年、2

－ 233 頁（全 2 巻、1 － 424 頁、

2－ 432 頁）

【解説】

　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銅版画

が載っている。アンベールが日本

国内で収集した多くの資料の中に、手品や曲独楽の資料があったものと思われる。この絵は、

4つの芸人一座の演技図を 1枚にまとめたもので、その中に、左手に茶碗を右手に扇を持った

演者が、蝋燭の芯より水を出す様子が描かれている。扇の所作に合わせて水を高く上げたり、

止めたりしたものと思われる。

図⑲ 太神楽一座　手品師の水からくり

図⑱ 竹澤藤治の曲独楽水からくり
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（絵ビラ）『新工夫水仕掛　吉田菊

丸 』、 江 戸 末 期、1 枚、34.0 ×

49.0 ㎝

【解説】

　絵ビラのすべてが水芸図であ

る。台の上の宝珠、太夫の手に持

つ番傘、口上役の頭から噴水する。

また、籠の花からは、3本もの大

水が吹き上がる。左上の部分では、

屋外で太夫が人形のようなものを

持ち、その胸の辺りから噴水する。

太夫の横の台の容器からは、黒い煙が立ち昇り、龍が天に向って昇る。左下の台からは、水が

噴水するとともに、青竹が長く伸び、それがビラの四辺を一周する。内容は、確かに据え物か

らの水からくりが中心であるが、水芸の工夫も派手さも一級である。このビラを見る限りでは、

吉田菊丸は江戸時代における水芸の第一人者と言ってもよいであろう。

（絵ビラ）『西洋手品水藝大道具入

　太夫 吉田菊丸』、明治12年（1879

年）9月、1枚、38.5 × 52.0 ㎝

【解説】

　このビラのタイトルには「西洋

手品水芸」という言葉が使われて

いる。しかし図⑳に見られるよう

に、江戸時代、水芸は「水仕掛け」

あるいは「水からくり」「水の曲」

などと呼ばれていた。残された資

料からこの変化をみると、「水芸」

という言葉が使われるようになったのは明治に入ってからと思われる。

　明治に入り、ヨーロッパから西洋手品が導入されと、文明開化という時代の流れとともに、

日本手品は衰退し、反対に西洋手品が台頭してくる。明治 10 年頃から、養老瀧翁斎も他の手

品師も「西洋首斬手品」「天井渡り」「人体浮揚」「空中一本竹」「十字架の磔」などの西洋奇術

を演目に加えるようになった。この絵ビラを見ると吉田菊丸は「西洋手品」と名乗っているが、

「水芸」「化け猫早替り」「宙乗り早替り」などの日本手品が中心である。西洋手品としては、1

図⑳ 吉田菊丸の水仕掛け

図㉑ 吉田菊丸の水芸
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本の棒で体を宙に支える「唐子人体浮揚の図」が描かれている。このように菊丸は時代の流れ

に対応しながらも、日本手品・水芸にこだわり続け、歌舞伎の技法を加えるなどして、ケレン

味の強い水芸と早替りに執念を燃やし、大衆の支持を得た。

図㉒ 養老瀧五郎の水からくり

（絵ビラ）『太夫 養老瀧五郎　若太夫 養老瀧之助』、江戸末期、1枚、31.8 × 46.0 ㎝

（大阪府立中之島図書館蔵）

【解説】

　養老瀧五郎は水芸を得意とした手品師である。この絵ビラでも、台の上の井筒、太夫の手に

持つ扇や宝珠、口上役の頭から噴水するがそれほど賑やかな水芸とはいえない。その他の手品

としては「胡蝶の舞」「妖怪人形手品の曲」「竜宮浦島の曲」「児雷也忍術の曲」「長竹の曲」な

どが描かれている。

（絵ビラ）『東京一流手品水の曲　

太夫 養老瀧翁齋』、明治 4 年頃、

1枚、34.0 × 48.8 ㎝

【解説】

　養老瀧翁斎（明治 4年、還暦を

機に養老瀧五郎から養老瀧翁斎

に改名）の明治前期の絵ビラに

は、蝋燭の炎、井筒、宝珠、湯飲

み茶碗、煙管、花瓶の花などから

噴水し、また演者の手に持つ扇、

宝珠、口上役の頭からも噴水があ

図㉓ 養老瀧翁斎の水の曲
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り賑やかである。絵ビラのタイトルにも「水の曲」と書かれ、時代と共に水芸の内容、演出に

改良が加えられたことがうかがわれる。しかし、全体的には台の上の据え物からの水からくり

が多い。その他の手品としては「胡蝶の舞」「妖怪人形手品の曲」「竜宮浦島の曲」「児雷也忍

術の曲」「長竹の曲」などが描かれている。

（絵ビラ）『太夫 エリキ唐子　養

老瀧翁齋』、明治 10 年頃、1 枚、

34.3 × 45.0 ㎝

【解説】

　日本手品の「水芸」と「傘づく

し」の他に西洋手品の「唐子空中

浮揚」「メリケンハット」「五色水」

などが描かれている。明治 10 年

頃は日本手品と西洋手品の混在

期といえる。

（絵ビラ）『術者 東京下り　養老

瀧五郎　西洋不思議手品術』、明

治 10 年代、1枚、32.6 × 46.4 ㎝

【解説】

　明治 10 年頃、ヨーロッパから

西洋手品が次々と導入され、マジ

シャンは競って西洋手品を取り

入れた。図㉕の『西洋不思議手品

術』を見ると、「十字架の磔」「天

井渡り」「空中一本竹」「壷抜け」

などの外国手品が大部分を占め、

日本手品は「水芸」のみである。

図㉔ 養老瀧翁斎の水芸と西洋手品

図㉕ 二代目養老瀧五郎の水芸と西洋手品
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（絵ビラ）『手品 敷樂齋』、大阪・難波新地、明

治 9年（1876 年）、1枚、31.4 × 44.7 ㎝、図は

右半分

【解説】

　天井からぶら下げた台に井筒や丸盆に卵と

茶碗を乗せ、そこから噴水する。演者の敷楽

斎については不明である。

（絵ビラ）『西洋業事 七々不思議

　太夫 中村市徳』、道頓堀・弁天

座、明治 13 年（1880 年）1 月、

1枚、34.4 × 49.6 ㎝

【解説】

　この絵ビラには「剣先渡り」「天

井渡り」「壷抜け」「首斬り手品」

などの西洋奇術が描かれている

が、水芸らしきものは、天井に

吊るした洋風灯籠から水が流れ

出ているのみである。これは、

水芸というよりも水からくりといってよいであろう。また、燭台に立てられた蝋燭の炎の上で

独楽が回っている。

図㉖ 敷楽斎の水からくり

図㉗ 中村市徳の七不思議
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（絵ビラ）『東京手踊外國手術　太

夫 イチトク』、刊年不明、1 枚、

39.0 × 52.0 ㎝

【解説】この『東京手踊外國手術』

は刊年不明であるが、数々の曲独

楽を演じる「イチトク」の姿が描

かれており、市徳は曲独楽師でも

あったことが分かる。

　明治 15 年発行の絵ビラ（図㉙）

は、曲独楽と水芸が演目の中心に

なっている。これらのことから市

徳が独楽を使った水芸に取り組み始めたのは、図㉗のビラが発行された明治 13 年頃と思われ

る。そのきっかけとして、市徳は、おそらく大阪で水芸の第一人者である「吉田菊丸」の水芸

を見て触発され、“水曲独楽” の開発に本格的に乗り出したものと推察される。

（絵ビラ）『三國傳来玉もの前の曲

ごま　耶蘇三代のけゐ罪の業事

水の手術曲ごまの機械　太夫 中

村市徳』、道頓堀・朝日座、明治

15 年（1882 年 ）、1 枚、36.5 ×

51.8 ㎝

【解説】

　この絵ビラを見ると「十字架の

磔」「縄抜け」「剣差しボックス」

「鉄砲の奇術」などの西洋奇術の

他に「曲独楽」と「水芸」が描か

れている。曲独楽、水芸の占める割合は大きく、市徳の演目の中心が曲独楽であることが分か

る。図㉗の明治 13 年の絵ビラとは大きな違いが見られるが、それは、当時流行の西洋奇術師

である帰天斎正一や新進気鋭の松旭斎天一に対抗するために独自の演目を開発した結果と思わ

れる。そして、翌明治 16 年 1 月に、中村市徳は東京公演を実現させることになるが、それに

向けた意気込みを感じさせる内容である。

図㉘ イチトクの曲独楽

図㉙ 中村市徳の曲独楽と水芸
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（絵ビラ）『大阪初上り 水火之曲 

和洋七ふしぎ　太夫 中村一登

久』、浅草観世音奥山、明治 16 年

（1883 年 ）1 月、1 枚、38.6 ×

52.0 ㎝

【解説】

　この絵ビラは、大阪で活動して

いた中村市徳が明治 16 年、東京

に再進出し、1月 1 日より浅草観

音奥山で興行したときのもので

ある。芸名も東京進出に合わせ

て、市徳から一登久に改めた。得意の「壷抜け」「火吹き」「天井渡り」などの技を見せるが、

中でも独楽を使った水芸は圧巻である。絵ビラを見ると、演者の持つ煙管の首から水が吹き上

がり、その水の上で独楽が回る。羽子板から噴水し、その水の上で独楽が回る。台の上に置か

れた独楽、ランプ、コップからも噴水する。口上役の頭からも水が吹き出ている。刀の刃に積

まれた卵の上で独楽が回る。まさに一登久が独楽と噴水を自由自在に操る光景が目に浮かぶよ

うである。この浅草奥山の興行は 5ヶ月以上も続いたが、これによって一登久は「水芸の太夫」

としての地位を不動のものにした。翌明治 17 年（1884 年）の番付『落語鏡』に一登久の名は

まだ見られないが、明治 22 年の番付『落語家一覧表』には帰天斎正一、アサヒマンマロらと

ともに幹部として名を連ねている。一登久は、落語協会から一級の手品師として認められたこ

とになる。

（絵ビラ）『西洋手術　座長 松旭

齋天一』、文楽座、明治 21 年（1888

年）、1 枚、37.3 × 49.0 ㎝、水芸

は図の左上の部分

【解説】

　松旭斎天一（しょうきょくさ

い・てんいち）は大仕掛けのマ

ジックを得意とした西洋奇術師

であるが、水芸は、彼が演じた演

目の中で唯一の日本手品である。

しかし、衣裳は裃などの和服でな

図㉚ 中村一登久の水の早わざ

図㉛ 松旭斎天一の水芸
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く、大礼服である。やはり西洋奇術師を意識してのことであろう。絵ビラを見ると、天一と女

性演者の持つ指揮棒の先から噴水している。また、台の上に置かれた宝珠やコップ、刀の刃に

積み上げた卵などからも噴水している。3人で演じているが全体的には質素な水芸という感が

ある。しかし、その後、改良が加えられていったようであり、翌明治 22 年の両国回向院の大

手品興行での水芸は、天一と女太夫 2人、それに道化役の傀儡（かいらい）を 2人登場させて、

賑やかな水芸に変わっていった。

（絵ビラ）『賜天覧數度 古今無比世界獨歩

　東洋大奇術士 松旭齋天一』、明治 32 年

（1899 年）、1 枚、51.0 × 73.0 ㎝、図は部

分

【解説】

　これは、明治 21 年の文楽座興行から 11

年後の明治 32 年の絵ビラである。天一は、

左手に羽子板を、右手に扇を持ち噴水させ、

両脇の演者は棒からファイヤーを灯してい

る。2人の道化役の傀儡が、頭から水を出

したり、相手に水を投げ渡したりしている。

全体的に噴水も身体表現も動きを感じさせる賑やかな水火の芸である。

（絵葉書）『松旭齋天一水

藝』、明治後期、1 枚、9.0

× 14.0 ㎝

【解説】

　天一は、明治 34 年 7 月

からの海外巡業では、衣裳

を大礼服から裃姿に替えて

演じた。

図㉜ 松旭斎天一の陰陽水火の遣い分け

図㉝ 松旭斎天一欧米巡業用の水芸
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（プログラム）『演藝番組』、

東京・歌舞伎座、明治 38

年（1905 年 ）9 月、1 枚、

19.5 × 36.5 ㎝

【解説】

　天一一行は、明治 38 年

5 月海外巡業から帰国し、

すぐに一座を再結成した。

そして同年 9 月 2 日より、

歌舞伎座で帰朝記念公演を開催した。番組には海外で仕入れた「鏡隠しの美人」などの西洋奇

術が並ぶが、トリは「電気応用水芸」であった。

図㉟ 映画『魔術の女王』の水芸シーン

（写真）映画『魔術の女王』、木村荘十二・監督、松旭斎天勝・主演、東宝ＰＣＬ製作、昭和

11 年（1936 年）　※写真は、大喜タマ子・編『花の群像』より転載

【解説】

　松旭斎天勝（しょうきょくさい・てんかつ）は本名「中井かつ」といい、明治 19 年（1886 年）

の生まれで、明治 28 年に天一一座に入門した。技術の習得と天性の美貌を生かして、数年に

して天一一座の花形女性奇術師となった。明治 34 年からの天一の欧米巡業にも同行した。実

際に天勝の舞台を見た人は、「天勝が舞台に現れて、中央にある所作台に上がるとき、着物の

裾をちょっと持ちあげて台に乗る、その仕草の美しさにうっとりしてしまった」と述懐してい

る。それほど、天勝は観客の心をとりこにするほどの魅力にあふれていた。昭和 11 年公開の

図㉞ 歌舞伎座演芸番組
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映画「魔術の女王」で、天勝の水芸を見るこ

とができる。

図㊱ 松旭斎天勝の水芸

昭和 12 年（1937 年）　※写真は大喜タマ子・

編『花の群像』より転載

（雑誌）『すりいだいや　No.81』、

三菱自動車販売株式会社・発行、

昭和 51 年（1976 年）7月、4頁（全

27 頁）、図は部分

【解説】

　二代目・松旭斎天勝は（本名：

中井絹子）は初代天勝の姪にあた

る。昭和 12 年に二代目を襲名し

たが、昭和 13 年 8 月頃まで、初

代と合同で舞台に出た。昭和 26

年（1951 年）、二代目松旭斎天勝

一座はブラジル公演を実施し、フログラムの最後に「家伝の水芸・滝の白糸」を演じた。

図㊲ 二代目松旭斎天勝の水芸
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（絵ビラ）『吉田菊五郎水藝記念　主催 上方郷

土研究會』、昭和 9 年（1934 年）7 月、1 枚、

35.7 × 25.2 ㎝

【解説】

　二代目も初代と同じく、水芸と水中早替り

を得意とした。

3．水芸の起源と発展の過程

江戸時代初期より中期
　『尾陽戯場事始』の寛文 5年（1665 年）には、以下のとおり記されている。

清水寺開帳、大職冠水からくり

　『見世物研究』には、以下のとおり記されている。

時計からやゝ遅れて、京阪で見世物とした水ガラクリは、後世に水芸とも呼ばれたもので、

水に縁のない所から噴出させる装置である。これは寛文の頃、大坂の水学が元祖で、後山

本弥三五郎（受領飛騨掾）に伝えてから、大に行はれる事となった。

　これらの文献から、日本における水からくりの起源は江戸前期にまでさかのぼることができ

る。

　水からくりの細工物は、享保 14 年（1729 年）刊『続たはふれ草』に「臥龍竹（がりょうちく）」

と「龍泓玉（りゅうこうぎょく）」（図①）の作り方が、また享保 15 年（1730 年）刊『璣訓蒙

鑑草（からくりきんもうかがみぐさ）』に「錦龍水」（図②）と「异龍竹（いりょうちく）」（図

③）の作り方が載っており、水からくり細工の解説としてはこれらが最も古いころのものであ

る。

　水芸の種明かしは享保 18 年（1733 年）刊行の『唐土秘事海（もろこしひじのうみ）』に載

図㊳ 二代目吉田菊五郎の水芸
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る「蝋燭の芯より水を出す事」（図⑦）が最古である。

　『歌舞伎年表』には、以下のとおり記されている。

文化元年七月三日より江戸河原崎座の歌舞伎、天竺徳兵衛韓話に尾上松助工夫の水中早替

りをみせる。江戸中大評判にて大入繁昌。

　『摂陽奇観』には、以下のとおり記されている。

文政七年六月、難波新地にて阿蘭陀一流水からくり、大当たり、細工人九州田中儀右衛門

　水からくりの見世物としては、『猿猴庵日記』に、文化 3年（1806 年）8 月に名古屋の広小

路で水からくりの興行が行なわれたとある（図⑯の解説参照）。文化・文政時代には、「大水か

らくり一座」が、江戸、京都、大坂、名古屋で興行した。これらは、大掛かりな装置を必要と

するため、一ヶ所に長く留まって興行した。

江戸時代後期より末期
　『名陽見聞図會』には天保 8年（1837 年）6 月 9 日の夜に名古屋広小路で「桶ぬけ」の手妻

と「満干の玉」という水からくりを見たとある。（図⑰参照）

　『見世物研究』には、博多小蝶の水芸について以下のとおり記されている。

弘化四年の三月には、浅草寺の観世音が、三十三年目の開帳であるといふので、其参詣人

を目当ての香具師連は、早くも二月初旬から奥山へ殺到して、（中略）是に対抗して現は

れたのは、大阪博多蝶之助の門人小蝶であった。（中略）小蝶は女ながらも名人蝶之助から、

秘術の伝授を受けた妙手で、彼女が最も得意とする所の水芸を応用した竜宮玉取りの曲を

巧みに演じたので、大いに喝采を博したのである。殊に美貌であったから、当時錦絵とし

て出版される程であった。

　江戸末期に活躍した曲独楽の竹澤藤治は、独楽の芸の中に水芸を取り入れ、手の上で回る独

楽から噴水させる独自の方法を考案した。ゴム管がない時代のことだから、針金と和紙を使っ

ての用具の製作には独自の工夫と大変な労力を費やしたと推察される。

　『見世物研究』には、竹澤藤治の嘉永 2年の興行について次のように書かれている。

（前略）かくて七月十五日から番組を改めて、此度新工夫仕り、竜宮城の大仕掛け、乙姫

浦島の新曲、水中にて龍の早替り御覧に入れ候、との絵入番付を町々の湯屋や髪結床へ配っ

たが、吹聴に違はず水中早替りの見事さが又評判になって、十月に至るまで七ヶ月の間大

当たりを続けたのは、曲独楽としての長期興行のレコードであった。（後略）

　また、現存する絵ビラによれば、江戸末期、細工人・高橋喜三郎によって「水機関（みずか

らくり）」の興行がおこなわれた。
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養老瀧五郎と吉田菊丸の活躍
　江戸末期から明治前期にかけて水芸を得意とした手品師は、養老瀧五郎と吉田菊丸である。

養老瀧五郎（後の養老瀧翁斎）は、興行ビラに「水の曲」と入れるほど、水芸を得意とした。

舞台における水芸の創始者は養老瀧五郎であるといっても過言ではない。一方初代吉田菊丸は

水芸と水中早替りを十八番とした。二代目吉田菊丸は明治 19 年（1886 年）に吉田菊五郎と改

名し、翌 20 年には大阪・角座で改名披露興行をおこなったが、舞台全体が水であふれるほど

の大掛かりな水芸ショーを繰り広げた。見世物研究家の樋口保美によれば、「裃姿の太夫が出て、

下座の “千鳥” や “手まり唄” などのにぎやかな囃子に合わせて、扇子の先や湯飲み茶碗、刀

の刃先、花瓶などから太く細く、長く短く、次々と水を出す。最後に後ろの黒幕が切り落とさ

れると、天女姿の美しい女が四、五人宙吊りで登場し、手に持った花束から一斉に水を噴き出

す。舞台の前後左右に仕掛けた数百本の管から水しぶきが入り乱れて噴出し、と同時に五色の

花火が火炎をあげ、水と火の祭典となって幕となる」。当時の水芸は、噴水の中に蝋燭や松明

の火、花火などを取り入れていた。すなわち「陰陽水火の術」である。いずれにしても吉田菊

五郎の水芸は、今日の水芸とは一味違う芝居がかりのスペクタクルな水芸であり、口上、お囃

子、仕掛け、演技、演出面において、驚くほどの力量を持っていたと推察され、その芸は、後

の中村一登久や松旭斎天一にも大きな影響を与えたと思われる。

　二代目吉田菊五郎も水芸と水中早替りを演じた。三代目吉田菊五郎は、水芸ではなく「万倍

傘」といって、からの容器から絹布やたくさんの傘を出現させる日本手品を十八番とした。

水芸の名人・中村一登久の出現
　そして明治 12 年頃、曲独楽と水芸の名人・中村一登久が現れた。明治 16 年、一登久の水芸

を鑑賞した明治期のジャーナリスト・成島柳北は『観幻戯記』の中で次のように述べている。「架

上の刀の刃の上に卵を二個積み上げ、その上で独楽を回して、その心棒から水を出し、その独

楽を傍のガラスの杯にどけて、独楽と刀、蝋燭台の蝋燭へと水を移し、両手に持った手板で囃

しに合わせて、自由自在に水を操り、ついには自分の頭や肩、将又後見の身体からも水が噴出

する」。

　一登久は、竹澤藤治の曲独楽と吉田菊丸や養老瀧五郎の水芸を一つにまとめ上げ、独自の世

界を創り上げた水芸の第一人者である。曲独楽からの噴水を除けば、一登久の水芸は現在行な

われている水芸のほとんどすべての内容を含んでいる。そして一登久の水芸は天一に受け継が

れたといわれている。

松旭斎天一、海外巡業での水芸
　奇坊・著『改良手品』（明治 34 年刊）の「天一の奇術談」には、天一が水芸と関わるくだり

が次のように書かれている。「（前略）次に土佐に参りまして、かって習い得たる剣伏せの法を

して高評を博し、高知に乗り込んで茲で三年ほど住んでおりました。或時私は吉田菊麻呂の水

芸をしているのを見て、それからというものは剣伏せの法はソチノケにして水芸のことばかり

昼も夜も考へ、ドウしたらならアノ水芸が出来るかといろいろさまざまな工風をこらし遂に独
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り考へて一種の水芸を発明いたしました。これならばというので長崎に赴き同地の丸山で一興

行をいたしました。その時私の興行をジョネスていう西洋人が見に来ていましたが、如何にも

ジョネスは感心したと見まして私に向て亜米利加に行て一興行してはドウかと申しましたか

ら、私も一度は欧米を漫遊したひとかねがね思ふて居たものですによつて、開た口に牡丹餅で

早速安受合をいたし、（後略）」とある。

　この「天一の奇術談」には、誇張した内容がいろいろあり、すべてを信用することはできな

い。たとえば、天一一行はアメリカに行ったと書かれているが、実際は中国・上海に渡り、そ

こで興行した。水芸については、吉田菊麻呂（菊丸）の水芸を見て触発され、研究を重ねて “一

種の水芸を発明” したとあるが、すでに水芸は何人かの手品師によって上演されていたことな

どを考え合わせれば、このことは検証すべき点であろう。

　天一（本名：服部松旭）は上海から帰国後の明治 13 年ごろ独立し、芸名を松旭斎天一と改め、

大阪・千日前で旗揚げ興行をした。『明治奇術史』（秦豊吉・著）によれば、時期は不明である

が、松旭斎天一は中村一登久から水芸の手ほどきを受けたという。それを示す記録は一切残っ

ていないが、天一の水芸の中にそれを思わせるふしがある。明治 21 年文楽座での興行の水芸

図（図㉛）に刀の刃に卵を積み、そこから噴水する絵が描かれているが中村一登久の絵ビラに

も成島柳北の文面にも同様の記述が見られる。また、明治 22 年の両国回向院や明治 32 年の興

行ビラ（図㉜）に描かれた「陰陽水火の遣い分け」は、まさに一登久のそれと類似する。

　天一は明治 34 年 7 月から 38 年 5 月まで、アメリカ、ヨーロッパ巡業を実施したが、このと

きは火を使わない水芸を演じた。海外巡業で天一の「水芸」と「サムタイ」は欧米人に高く評

価されたが、他の西洋手品はノーグッドであった。

　松旭斎天一は天覧奇術、海外公演、歌舞伎座公演などを成功させた。そして明治 43 年正月、

新富座での天二帰朝記念興行「賜三度天覧榮　世界無比大奇術」は、まさに天一芸術の絶頂期

だった。しかし天一は病に犯され始め、明治 44 年 1 月 25 日から 10 日間、浅草公園裏の宮戸

座での興行「世界無比大奇術」では、天二が水芸を演じた。プログラムには「天一十八番の内

水芸　天二師」と書かれている。これによって、天一引退後は、一番弟子の天二が、二代目松

旭斎天一を継ぐことが決定的となった。明治 44 年 4 月に天一は病のため引退し、天二が二代

目松旭斎天一を襲名した。
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図㊴ 松旭斎天二の水芸

（絵ビラ）『世界無比大奇術　松旭斎天一師一行』、浅草公園裏・宮戸座、明治 44 年（1911 年）

1月、1枚、47.5 × 64.0 ㎝、右図は部分

　天勝は天二と袂を分かち、天勝一座を結成し、明治 44 年 4 月浅草・帝国館で旗揚げ興行を

おこなった。二代目天一からは水芸上演禁止の通達も無く、天勝は昭和 13 年夏まで、水芸を

上演し続けた。日本手品「夕涼み」と「水芸」は天勝の十八番となった。また、水芸は泉鏡花・

原作「滝の白糸」の劇中で演じられるが、これは天勝が花柳章太郎に指導した方法が基になっ

ており、その後も数々の名女優によって演じられている。

昭和期以降の水芸
　昭和 20 年以降、水芸は二代目松旭斎天勝、松旭斎椿、松旭斎正恵らによって受け継がれた。

しかし、舞台で水芸を披露するには、大がかりな装置と何人かの裏方を必要とする。そのよう

な中、藤山新太郎は水芸の装置と道具に画期的な改良を加え、屋内外でも実施できる方法を考

案した。平成 9年（1997 年）、土戸直哉（芸名：藤山新太郎）は「水芸の装置及び水芸の道具」

で発明特許を取得した。そして、2009年7月北京で開催された第24回ＦＩＳＭ世界奇術大会で、

藤山新太郎と東京イリュージョン所属の藤山晃太郎、小林大郎、和田奈月、高橋花子は約

2000 人の世界のマジシャンの前で、日本の伝統芸「水芸」を披露し、嵐のような拍手を浴びた。

◆水芸の演者

　現存する史料から江戸・明治時代に水からくり・水芸を演じていたことを確認できた手品師、

曲独楽師、軽業師は次のとおりである。（◎印は水芸の主要な演者）

◎養老瀧五郎（養老瀧翁斎）　・二代目養老瀧五郎

・柳川一蝶斎　二代目柳川一蝶斎　・柳川黄蝶　・柳川小蝶斎（キリウサン）

・柳川蝶玉斎
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◎吉田菊丸　◎二代目吉田菊丸（初代吉田菊五郎）　◎二代目吉田菊五郎

・竹澤藤治　・竹澤萬治　・博多蝶之助　・博多小蝶（以上曲独楽師）

・桜綱駒寿　・早竹虎吉（以上軽業師）　・濱碇定吉（足芸）

・都川市太郎　・隅田川小金　・鈴川鈴之助　・敷楽斎　・源次郎　・正天一

◎中村一登久（中村市徳）

◎松旭斎天一　・松旭斎天海（小天一）　・松旭斎天二（二代目松旭斎天一）

◎松旭斎天勝

4．おわりに

　約 400 年にわたる水芸の歴史を、現存する数々の史料を元に紹介してきた。奇術としての水

芸が今日まで伝わり、それが現在も演じられている背景には、水芸を考案し、工夫を重ね、技

を磨き、水芸の文化を長く伝えてきた有名・無名のマジシャンたちの存在があったことを描い

てきた。

　マジックは不思議さだけでなく、楽しさと美しさを表現する芸術である。水芸は、特にそれ

を感じさせる日本独自の奇術文化であるが、それを支えてきたのは、マジシャンたちの情熱と、

芸を楽しむ庶民の心意気にあったのではないだろうか。

　今回の調査によって、江戸の手妻には、日本人の持つ美意識と情緒、そして遊び心にあふれ

ていることを実感した。加えてこれらの伝統を築きあげてきた先人たちにあらためて敬意を表

したい。

「水芸」関連資料一覧

No 種別 書名 内容 刊行年 備考

図① 版本 續たはふれ草 龍泓玉 享保 14 年（1729） 鬼友・作

図② 版本 璣訓蒙鑑草 錦龍水 享保 15 年（1730） 多賀谷環中仙・撰

図③ 版本 璣訓蒙鑑草 异龍竹 享保 15 年（1730） 多賀谷環中仙・撰

図④ 版本 天狗通 町屋に滝 安永 8年（1779） 平瀬輔世・著

図⑤ 版本 手妻秘密の奥義 銚子から水 文化年間

図⑥ 版本 唐土秘事海 蝋燭から水 享保 18 年（1733） 多賀谷環中仙・撰

図⑦ 版本 唐土秘事海 座敷にかけひ 享保 18 年（1733） 多賀谷環中仙・撰

図⑧ 版本 繪本一興鑑 徳利から水 明和 5年（1768） 仙術夜半楽・改題

図⑨ 版本 繪本一興鑑 傘より雨を降らす 明和 5年（1768）

図⑩ 版本 手妻早稽古 手から水 文久 2年（1862）

図⑪ 版本 手品獨稽古 茶碗水上げ 江戸末期 楳亭漁夫・著

図⑫ 版本 秘事百撰　三編 井筒から水 慶応 3年（1867） 米百斎三升・著
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図⑬ 版本 西洋利學傳授物　中 扇から水 明治 19 年（1886） 安江文五郎・編

図⑭ 洋装本 奇々妙術西洋手品種本 髷から水 明治 20 年（1887） 銅版印刷

図⑮ 版本 璣訓蒙鑑草 水に入る術 享保 15 年（1730） 多賀谷環中仙・撰

図⑯ ビラ 水大がらくり 水からくり興行 文化年間 京都・四条道場

図⑰ 版本 名陽見聞図會 満干の玉 天保年間 歌月庵喜笑・著

図⑱ ビラ 曲獨樂　竹澤藤治 曲独楽水芸 江戸末期 藤治・萬治親子

図⑲ 洋書 幕末日本図絵 蝋燭から水 1870 年 アンベール著

図⑳ ビラ 新工夫水仕掛　吉田菊丸 水芸興行 江戸末期 後に吉田菊五郎

図㉑ ビラ 西洋手品水藝　吉田菊丸 水芸興行 明治 12 年（1879） 後に吉田菊五郎

図㉒ ビラ 太夫　養老瀧五郎 水からくり 江戸末期

図㉓ ビラ 水の曲　養老瀧翁齋 水の曲 明治前期

図㉔ ビラ エリキ唐子　養老瀧翁齋 水芸 明治前期 水芸、西洋手品

図㉕ ビラ 二代目養老瀧五郎 水芸 明治前期 西洋手品、水芸

図㉖ ビラ 敷樂齊 水からくり 明治 9年（1876） 大阪・難波新地

図㉗ ビラ 七々不思議 中村市徳 吊り灯篭から水 明治 13 年（1880） 道頓堀・弁天座

図㉘ ビラ 東京手踊外國手術 イチトク 曲独楽 刊年不明

図㉙ ビラ 耶蘇三代 中村市徳 水の手術 明治 15 年（1882） 道頓堀・朝日座

図㉚ ビラ 和洋七ふしぎ 中村一登久 水の早わざ 明治 16 年（1883） 浅草観音奥山

図㉛ ビラ 西洋手術　松旭齋天一 天一の水芸 明治 21 年（1888） 文楽座

図㉜ ビラ 東洋大奇術士　松旭齋天一 天一の水火術 明治 32 年（1899）

図㉝ 絵葉書 松旭齋天一水藝 天一和装水芸 明治後期 天一裃姿

図㉞ 番組 歌舞伎座演藝番組 電気応用水芸 明治 38 年（1905）

図㉟ 写真 映画「魔術の女王」 天勝の水芸 昭和 11 年（1936） 木村荘十二・監督

図㊱ 写真 松旭斎天勝の水芸 天勝の水芸 昭和 12 年（1937）

図㊲ 雑誌 すりいだいや 二代目天勝水芸 昭和 51 年（1976） 三菱自動車・発行

図㊳ チラシ 二代目吉田菊五郎 水芸 昭和 9年（1934）

図㊴ ビラ 世界無比大奇術 天二の水芸 明治 44 年（1911） 浅草公園・宮戸座

　40 単行本 見世物研究 水からくり 昭和 3年（1928） 朝倉無聲・著

　41 雑誌 奇術研究 70 号 水芸解説 昭和 49 年（1974） 山本慶一・執筆

　42 単行本 図説・日本の手品 水芸解説 昭和 36 年（1961） 平岩白風・著

　43 単行本 西洋奇術自在 水芸解説 明治 38 年（1905） 昇天斎一旭・著

　44 洋書 MORE EXCLUSIVE MAGICAL SECRETS 1921 年 ゴールドストン著

※確認した主な資料を掲載（2009.9.7　河合勝作成）
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〈凡例〉

・文章は横書きで表記した。ただし原文はすべて縦書きである。

・史料の翻刻にあたっては、原則として旧字体を新字体に改めた。ただし文献、史料などの書名、及び氏名

は旧字体を使用した。また、読みやすさを考慮して適宜、句読点をつけた。

・図版に載せられなかった部分の翻刻は【　】でくくって表記した。

〈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～ 4の執筆および資料一覧図の作成、斎藤が 1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

・（絵ビラ）『太夫 養老瀧五郎』大阪府立中之島図書館蔵

・『仙曲續たはふれ草　上・下』鬼友・作

・『璣訓蒙鑑草　松・竹・梅』多賀谷環中仙・撰

・『唐土秘事海　日・月』多賀谷環中仙・撰

・『天狗通　上・中・下』平瀬輔世・著

・『手妻秘密の奥義』著者不明

・『繪本一興鑑　上・中・下』幾篠・述

・『手妻早稽古』著者不明

・『手品獨稽古』楳亭漁夫・著

・『風流秘事帒　初編』十方舎一丸・戯画

・『秘事百撰　三編』米百斎三升・著

・『西洋利學傳受物　中』安江文五郎・編

・『奇々妙術西洋手品種本』大館利一・著

・『幕末日本図絵』エメ・アンベール著、アシェット社・発行

・『花の群像　松旭斎天勝一座の思い出』大喜タマ子・編、私刊

・『尾陽戯場事始』三田村鳶魚・編、中央公論社・発行

・『歌舞伎年表』井原敏郎・編、八木書店・発行

・『摂陽奇観』船越政一郎・編、浪速叢書刊行会・発行

・『名陽見聞図會』歌月庵喜笑（小田切春江）・著、美術文化史研究会・発行

・『金明録（猿猴庵日記）』高力猿猴庵・著、名古屋市教育委員会・発行

・『観幻戯記』成島柳北・著

・『見世物研究』朝倉無聲・著、春陽堂・発行

・『見世物はおもしろい「明治大阪・見世物十景」』樋口保美・執筆、平凡社・発行

・『改良手品』奇坊・著、盛文館・発行
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※図㉒以外の図版は河合勝コレクションより引用
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