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日本古典奇術「釣り物秘伝」について

河合　 勝・斎藤　修啓

A Study of Trick Art “Tsurimono－ hiden” of Japanese Classic Magic

Masaru Kawai，Nobuhiro Saito

はじめに

　日本古典奇術の演目数は約 350 種である。それらを「水からくりの手品」、「科学の手品」、「数

学の手品」、「銭の手品」、「紐の手品」などと内容別に分類すると、その中に「釣り物」という

手品の一群がある。釣り物とは、「糸で大石を釣り上げる」、「卵の上に釣鐘を乗せる」、「水の

上に石を浮かす」など、不思議な現象を見せる細工物の総称である。

　江戸時代に発行された約160種の手品伝授本のなかで、元禄9年（1696年）から天明4年（1784

年）までに発行された初期の手品伝授本には、釣り物秘伝の紹介は極めて少ない。ところが、

文化 5年（1808 年）には名古屋大須での釣り物興行の記録があり、すでにこの頃に興行が行

なわれていたことを知ることが出来る。そして、その後に発行された手品伝授本には、多少の

差はあるものの釣り物が載り、それらの出し物が、手品の一種として重要なものであったこと

が推測される。そして、釣り物は人気を得ることになり、江戸末期から明治前期にかけて最も

盛んに取りあげられ、大衆の人気を得たようである。

　しかし、そのように隆盛を誇った釣り物は、明治中期になると、他の従来からある日本手品

と同じように人気を失っていったようであり、明治末期には奇術の世界から完全に消滅してし

まった。このため現代のマジック界では、釣り物秘伝の名前すら残っていない。

　マジックは、人が道具と技を駆使して、不思議な世界を創り出す芸術である。ところが、人

が作った不思議な細工物は、たとえそれに不思議さはあったとしても現代の視点からすれば手

品ではなく、単なる細工物であり、しいて言えば造形的なトリックアートの分野に属するもの

である。また、今日発行されつつある見世物の研究書、奇術の歴史書にも釣り物秘伝に関する

記述は管見の限り全く見当たらない。このように、釣り物秘伝に関しては、ほとんどのことが

未解明であるばかりでなく、その存在すら知られていないのが現状である。

調査・資料
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釣り物秘伝の名称について

　江戸時代に使われていた釣り物秘伝の名称は「釣り物」、「積み上げ」、「砂留め」「葉留め」、「水

画」の五つである。その他は、例えば「大石を水に浮かす法」、「柱に茶碗を取り付ける」など

と文章で表現している。そこで、釣り物秘伝を正確に分類するために、先の五つに加えて、「乗

せ物」、「置き物」、「取り付け物」、「浮き物」、「接ぎ木」の 5項目を新たに設け、次のア～コま

での 10 項目に分類した。

※（ ）内は現象の一例
ア．釣り物（絹糸で大石を釣り上げる）

イ．積み物（10 個の卵を積み上げる）

ウ．取り付け物（柱に茶碗を取り付ける）

エ．乗せ物（堤燈に石臼を乗せる）

オ．置き物（生け花の葉に植木鉢を乗せる）

カ．砂留め（皿に砂を入れ、その上に刀を立てる）

キ．葉留め（水面に木の葉を浮かし、その上に刀を立てる）

ク．浮き物（水の上に大石を浮かす）

ケ．水画（水面に絵を描く）

コ．接ぎ木（1本の木に異なる色の花を咲かす）

※図版の番号は、上記「ア」～「コ」に丸番号をつけて示した。

1．研究の目的と方法

研究の目的
　本論は、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、「釣り物秘伝」

に関する資料を紹介し、その盛衰の歴史を分析する研究ノートである。本論では、「はじめに」

で紹介したような日本古典奇術の中で特異な存在を示す「釣り物秘伝」に注目する。

これまでの研究の経緯
　筆者らはこれまでに、「水芸」（愛知江南短期大学紀要第 39 号に掲載。河合と斎藤の共著）、

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。これらの独創的な手品は、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ることを示してきた。

　それらにつづいて本稿では、海外ではほとんど類例のない「釣り物秘伝」を取り上げること

とした。

研究の方法
　現存する史料の中で、釣り物秘伝に関する伝授本、興行ビラ、古記録、そのほか関連する史

料を調査し、その成果をまとめた。史料の制約上、引用にあたっては原本以外に複製本、翻刻
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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。

　これに加え、「釣り物秘伝」を紹介する上で、図像的な面白さや美しさを取りあげるよう配

慮した。そして「釣り物秘伝」が現在どのような形で受け継がれ残されているのかについても

指摘するよう努めた。

2．史料の調査

2 －（1）釣り物の隆盛とその秘伝本の出版
　元禄 9年（1696 年）から天明 4年（1784 年）までに発行された 14 種の手品伝授本の中で、

釣り物の種明かしが載るのは 2冊である。享保年間に発行された『和国たはふれ草』に「楊枝

の先に玉子を三つ積む事」と「土器をキセルに付ける事」が、宝暦 14 年（1764 年）刊の『放

下筌』に、柱に茶碗を取り付ける「御祓いづり」が載るだけである。しかもどれも単純な内容

の釣り物である。

　ところが、文政 11 年（1828 年）に釣り物秘伝集『妙術智恵之砂越』が出版されると、状況

は一変した。この本は、当時流行した「釣り物」、「積み物」の仕掛けを伝授したもので、「積

み銭、刀の刃渡り」など 13 種を解説する。そしてこの種の不思議な飾りものは、幕末・明治

前期まで、形を変えながら頻繁に種明かしされた。それらにはこの『妙術智恵の砂越』の図や

文が盗用された。この本以降に発行された手品伝授本には、数の多少はあるものの必ず釣り物

秘伝の種明かしが紹介されている。また、明治初期には 2種の釣り物秘伝集も刊行され、人気

は隆盛を極めた。このような不思議な飾りものが祭りや催しに競って作られ、庶民の人気をさ

らったものと思われる。

　そこで、それらの中から特徴的なものを選んで紹介する。
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2 －（2）釣り物秘伝の種明かし
図ア① 絹糸で釜を釣る法

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、4丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、釣竿に絹糸を付、釜をつり上ル法

此法ハ、きたいかねにて釣竿をこしらへて、竹の通りのいろを付つるべし。釣いとハ、手

くすのいろ■■釣いとに見すへし。

・此通り曲りたるやうに拵べし　・此糸色付ケ也

【現代語訳】

釣り竿に付けた絹糸に釜を吊るす方法

　この方法は鍛えた鉄で釣竿を作り、竹に見えるように着色しなさい。釣り糸にはテグス

のような色を付けて、テグスに見せかけなさい。

・このように曲がった形につくりなさい。　・この糸は色付き
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図ア② 燈心で大石を釣る法

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、5丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、扇よりとふしんをさけ、大石をつる法（但、仕かけによりて目方何程にても釣るなり）

此法ハ、はりかねをとふしんにてつゝみ、扇の中にかねをいれ、地かミにてかくしつるへ

し。但、拾貫目のものならハ、六分のはりかねニてつるへし。余ハ是ニしたごふなり。

【現代語訳】

扇に取り付けた燈心で大石を釣る方法（後略）

　この方法は、針金を燈心で包み込み、扇の地紙の間に鉄板を入れて吊るしなさい。ただ

し、37.5㎏の物なら 1.8㎜径の針金を使用しなさい。他はこれに準じておこなう。
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図ア③ 麻糸でひき臼や大石を釣る法

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、7丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、風鈴のたんざくに水引をさけ、引臼又ハ大石の類を釣ルなり。仕掛ケによりて目何拾

貫目にても釣レル也

此法ハ、風鈴よりはりかねをさけて、紙にて巻、いろ付て水引と見すへし。たんしやくハ、

かねにてこしらへ上ル。かミをはり付へし。引臼ニても大石にて目方拾貫目迄。

【現代語訳】

風鈴の短冊に麻糸を下げて、ひき臼や大石を釣る方法（後略）

　この方法は、風鈴から針金を下げ、紙を巻き、色を付けて麻糸に見せかけなさい。短冊

は鉄板で作り、紙を貼り付けておきなさい。ひき臼でも大石でも重さ 37.5㎏まで。
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図ア④ 燈心ですり鉢を釣る法

『手妻早稽古』、著者不明、柳川一蝶斎・序、文久 2年（1862 年）、9丁（全 20 丁）

【翻刻】

▲とうしんニてすりばちをつるてん

すりバちのぞこへ松やにをなかしこミて、ふときはりがねのさきにつけ、見へぬやうにと

うしんニてつゝミ、つりあけるなり。

・はりがねのそこへつけぐあい、かくのことし。

【現代語訳】

燈心ですり鉢を釣り上げる法

　すり鉢の底に松脂を流し込んでおいて、太い針金の先端を接着し、その状態が見えない

ように周囲を燈心で包み込んで釣り上げる。

・針金をすり鉢の底に付けた状態は、図のようである。

【解説】

　松脂は非常に粘着性の強い物質で、これをすり鉢に流し込んで、針金の先と接着する。
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図ア⑤ 提燈、釣り鐘の釣り分け

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、6丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、絹切にてきせるを横にさけ、左右につりかねと提燈を釣ル法

此通りのかなものを鉄にてこしらへ、らう竹にさし込てつるへし。

・釣■ニカヽルナリ　・此金ハ切ニてかくすなり　・らう竹に入ル

【現代語訳】

絹布でキセルを吊るし、その左右に釣鐘と提燈を吊るす方法

　このような形の金具を鉄で作り、それを竹に差し込んで吊るしなさい。

・ここを引っ掛ける　・この棒は布で隠す　・ここはキセルの筒に入る

【解説】

　長いキセルに釣鐘と提燈がバランスよくぶら下がっている不思議な細工物である。仕掛けは

鉄で作った金属棒である。同演目は『長崎傳法手じな早指南』、『智恵鏡』、『傳授十撰』などに

載る。
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図イ⑥ 卵積み上げ

『長崎傳来智恵の海』、著者不明、安政元年（1854 年）、12 丁（全 40 丁）

【翻刻】

○玉子を積重る伝

玉子へ白きろうをつけをき、そのところをよくつけ合せてつむときハ、まつすくニなるな

り。

【現代語訳】

卵を積み上げる方法

　卵に白蝋を付けて、そこのところをしっかり合せて積めば、まっすぐに積み上がる。

【解説】

　卵に白蝋をつけて、積み上げる方法である。同演目は『手じなふうじ箱』に載る。
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図イ⑦ 卵と鍔積み上げ

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、7丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、皿の上に玉子を置、其上に刀のつばを小口つミにし、其上に玉子をのせ花を生ル法　

（但、上下の皿廻り上、つば不残まわるなり）

此法ハ、玉子のからに竹のくたをこしらへさし込て、此通りの金ものをつばのみゝに薬ニ

て付、くたの穴にさし込へし。但、廻すならハ、金ものトチにすへし。上下共金もの同断

なり。

・此間ハみヽに穴を明て、はりかねニてつき合すへし。

【現代語訳】

皿に卵を積み上げて、中間に刀の鍔を立て、最上部に花を生ける方法（後略）

　この方法は、卵の殻に竹管を差し込み、このような金具を鍔の端に接着剤で付け、管の

穴に差し込みなさい。ただし、回すならば金具をトチにしなさい。上下ともに金具は同様

である。
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図イ⑧ 卵十個積み上げ

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、6丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、玉子を拾ヲつミ、中の玉子を壱ツ抜取ル法

此法ハ、玉子の小口に薬を付てつミ立るなり。抜取玉子の上下の玉子に此通りのくり板を

薬にて付置ハ、抜取間ハ此木にて持ものなり。但、抜取間ニ持方ニ心もち有。口伝。

【現代語訳】

10 個の卵を積み上げ、中の 1個を抜き取る方法

　この方法は、卵のとがった部分に接着剤を付けて積み上げる。抜く部分の上下の卵に、

このようなくり板を接着剤で付けておけば、抜き取っている間は、このくり板で保ってい

る。ただし、抜き取っている間の持ち方に心得があるが、それは口伝である。
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図イ⑨ 卵と茶碗積み上げ

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、5丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、玉子をつミ立、其間にちやわんを横に置、其上また玉子をつみ、丼をのせ花を生ル

（但、上下鉢まわる引上ケて中の茶わん廻ルなり）

・此処に此通りの金ものを薬ニて付ル。　・玉子の中に竹くだ入ル。

・金物付　・金物付　・此処トチナリ。引上ケて廻ルナリ。　右之道具、薬ニ而付ル。

【現代語訳】

幾つもの卵を積み、中間に湯のみ茶碗を横向きに置き、最上部に花を生けた鉢を乗せる方法

（後略）

・ここにこのような金物を接着剤で付ける。　・卵の中に竹管を入れる。

・ここにトチ、引き上げれば回る。　以上の道具を接着剤で付ける。
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図イ⑩ 積み銭の刃渡り

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、3丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、つみ銭刀のは渡り法　組
（ママ）

小銭を小口つミにして刀のはに立、又其上に皿を置、花を生

ルなり

此法ハ、刀のはを銭のあつみほとには引にして、あなを明ケ、又銭のみゝにも穴をあけ、

折レ針にてつミ立る也。上の鉢の糸ぞこにハ此通りの金ものをこしらへて、薬ニて付、銭

のみゝの穴ニ折レはりにてつきてよし。（後略）

【現代語訳】

刀の刃に銭を積み上げる方法（後略）

　この方法は、銭の厚さぐらいに刀の刃をひいて穴をあけ、銭の耳にも穴をあけて、折れ

針を用いて積み上げる。上の鉢の糸底に、このような金具を作って接着剤で付けておき、

銭の耳の穴に折れ針でつなげばよい。
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図イ⑪ 銭の刃渡りと積み玉子の伝

『座敷遊手しなの種本』、著者不明、弘化 4年（1847 年）、1丁（全 10 丁）

【翻刻】

剱の刃わたりの伝

まづ銭のふちへちひさく穴をあけ、ひとつひとつつなぎあハせ、さて刀のはへ紙をゝり、

そのかミへはりをたて、又ちよくのしりへもはりをたて、図のごとくなすなり。

つミ玉子の伝

ゆで玉子にして付、薬を火にあぶりこかし、手ばやく何ほどにてもつミたて、上に盃を薬

にて付べし。また、重きものをのする時ハ、中へしんぼういれて、とほす也。又、われ玉

子を付るにハ、あとにてびん付にてつけ、しんぼうをうしろへかくすなり。

【現代語訳】

積み銭の刃渡り（以下省略）

積みたまご（以下省略）
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図イ⑫ 茶碗積み上げ

『手品種乃封 二篇』、冨士政七・編、明治 13 年（1880 年）、3丁（全 12 丁）

【翻刻】

○茶わん積みあげの伝

是ハ、なるだけひづみのなき茶わんをゑらミ、しだいしだいに口と底のすらぬやう合せ、

口をひつたりとし、さて（シケラツク）といふ薬をつけ、自由につみかさねる也。但、シ

ケラツクハ洋薬商に売るものなり。

【現代語訳】

茶碗を積み上げる方法

　これは、できるだけゆがみのない茶碗を選んで、茶碗の口と底とがずれないように、触

れ合っている部分にシケラックという薬品を付けて安定させ、順々に積み重ねる。シケラッ

クは、西洋薬品商店で売っている。

【解説】

　これは、接着剤となる薬品を付けて茶碗を積み上げる方法である。そのほか塩を使って、筒

茶碗を横向きに積み上げる方法が『座敷即興手妻』、『東京新工夫手品の大寄』に載る。
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図ウ⑬ 扇つり茶わん

『手妻早稽古』、著者不明、柳川一蝶斎・序、文久 2年（1862 年）、4丁（全 20 丁）

【翻刻】

▲はしらへ茶わんつけるでん

はりがねにて図のごとくこしらへ、その上へあふぎニてたねをかくす也。

・この所はしらへさす。　・この所茶わんへはめる。

【現代語訳】

柱に茶碗をつける法

　図のようなものを針金で作って柱に刺し、その前面を扇でタネを隠して茶碗を挟む。

・このところを柱に刺す。　・このところへ茶碗をはさむ。

【解説】

　湯呑み茶碗を柱に取り付ける秘伝ものである。柱に付けた茶碗が落ちないから不思議に見え

る。仕掛けの金具が見えないようにするために茶碗に花を生けることが多い。同演目は『盃席

玉手妻』、『新曲ざしき手づま』、『神僊手品妙術秘傳集』、『手妻早傳授　二編』、『秘事百撰』、『料

理こんだて手品傳授』、『手品種本』、『傳授十撰』、『東京新工夫手品の大寄』など、多くの伝授

本に載る。
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図ウ⑭ 御祓いづり

『放下筌 上・中・下』、平瀬輔世・著、宝暦 14 年（1764 年）、右図は上 11 丁、左図は下 6丁（上

15 丁・中 11 丁・下 9丁）

【翻刻】

御はらひづりの術

図のごとく紙を折てちやわんの中へいれ、かくのごとくの竹をけづりて、ちいさき釘をう

ちをり、紙のうしろへ見へぬやうにはさみ、壁におしつけをけバ、釘にてとまるなり。

【現代語訳】

お札を入れた茶碗を柱に吊るす方法

　図のように紙を折って茶碗の中に入れ、このような形に竹を削って、小さい釘を打ちつ

けて、紙の後ろの茶碗に見えないように挟む。この釘を壁に押し付ければ茶碗ごと留める

とこができる。

【解説】

　竹でタネの用具を作り、その竹に釘を刺しておく。茶碗を竹に挟んで留め、茶碗の中の竹の

上にお祓いの紙を貼って竹を隠す。このまま釘を柱に押し付ければ、茶碗ごと留まる。
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図ウ⑮ キセルつり茶碗

『手妻獨稽古 初編』、十方舎一丸・画輯、天保 14 年（1843 年）、11 丁（全 29 丁）

【翻刻】

○茶碗に水をいれ、煙管にて釣上る伝

きせるの雁首をぬいて。苧にてくゝり。苧を四寸ばかりあけて。らうにくゝり。がんくび

を茶碗の左りの縁にかけ。らうを左りのふちにかけ、らうを茶碗の右のふちにかけて。ま

きしめあぐるなり。（後略）

【現代語訳】

水の入った茶碗をキセルで釣り上げる法

　キセルの雁首を抜き取って、雁首の根元を細い丈夫な紐で縛り、その紐の端を 13㎝ぐ

らいあけて、らう菅の先に縛り付ける。雁首を茶碗の左側の縁にかけ、らう菅を茶碗の右

側の縁にかけて、ゆるみのないようにらう菅を巻き締めて、茶碗を持ち上げる。
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図ウ⑯ 割竹に石臼を付ける法

右図は一枚刷り『水引ニテ石ヲツル傳 他』、著者不明、江戸末期、1枚

左図は『四方正面大道具釣物』、江戸期、1枚、図は部分

【翻刻】※右図

割竹ニ引うすつける法

ゑすのとふりなるくきをこしらい、竹のふしの所へ立に穴をあけさしこみ、その上にうす

のせるなり。

【現代語訳】

割り竹に引き臼を付ける方法

　絵にあるような金棒を作り、竹の節のところへ穴をあけて差し込み、その金棒の上に臼

を乗せる。
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図ウ⑰ 手のひらに吸い付く徳利

一枚刷り『皇國西洋 酒席一興手妻早傳授』、著者不明、明治前期、1枚

【翻刻】

てのひらニつけるでん

てのひらをぬらして、ちから一ぱいニおして、ねじるようニつけると、すいつくなり。

・しりのあがりたるとくりなり。

【現代語訳】

手のひらに徳利を付ける方法

　手のひらを水で濡らして、徳利の尻を手のひらに当てて捻るように強く押すと、徳利が

手のひらにくっついて落ちない。

・糸底が上がっている徳利を使う。
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図エ⑱ 卵の上に釣鐘を乗せる法

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、4丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、花台に玉子のからを置、其上にちきりのふんどふを乗せ置法　但、目方三拾五貫目迄

此法ハ、台に釘を玉子なりにまけて打、其上に玉子のからをかぶせ、其上にのせて置なり。

此仕かけニすれハ、引うす、つきうす、大石にてものるものなり。

・玉子スカシ穴アリ　・此通りニ釘ヲ打ナリ

【現代語訳】

卵の上に釣鐘を乗せる方法（後略）

　この方法は、卵の形なりに曲げた釘を台に打ちつけ、それに卵の殻をかぶせて、その上

に釣鐘を乗せる。この仕掛けなら、ひき臼、つき臼、大石でも乗せられる。

・卵に覗き穴をあける。　・このように釘をうつ。
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図エ⑲ 提燈に石を乗せる法

『手妻早稽古』、著者不明、柳川一蝶斎・序、文久 2年（1862 年）、6丁（全 20 丁）

【翻刻】

▲てうちんの上、石をのせるでん

うしろより板だして、これへのせ、うへハよこ木をいれ、おなしく、うしろへはりかねニ

てひつぱる也。

【現代語訳】

提燈の上に石をのせる法

　後方から板をだして、この上に石をのせる。上部には横木をわたして、針金で後方へ引っ

張る。

【解説】

　提燈の上に後方から板を出して、その上に石を乗せる。

さらに石の上に横木を渡し、針金で縛って後方へ引っ張る。

『座敷即興手妻』には、その仕掛け図が載る。（右図）
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図エ⑳ 土人形の頭に石臼を乗せる法

『手妻獨稽古 初編』、十方舎一丸・画輯、天保 14 年（1843 年）、27 丁（全 29 丁）

【翻刻】※図の右側

○土の人形のあたまへ石臼をのせる伝

かねのハかりをたゝきのバし。人形のかしらへつきさし、其上へ石臼のせる也。

但し、石臼にかぎらず何にてものせらるゝなり。

「メラ、メラ、メラト、こハれそふなものたに。これハ、さてさて」（後略）

【現代語訳】

土の人形の頭に石臼を乗せる法

　金属製の竿ばかりをたたき延ばして、人形の頭部に突き刺し、その上に石臼を乗せる。

この方法は石臼に限ったことではなくて、何でも乗せることができる。

「ガラガラガラと壊れそうなものだが、これは、さてさて」。

【解説】

　人形の頭部に金属棒を突き刺し、その上に石臼を乗せる。石臼を乗せる部分は平らにしてお

く。こうすれば人形の頭に石臼の重さがかからない。
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図オ㉑ 包丁の先へ茶碗を乗せる法

『手妻の大寄』、著者不明、明治前期、17 丁（全 20 丁）

【翻刻】

▲出刃包丁の先へ茶わんをのせるでん

此でんじゆハ、ばんじやくねりといふものにて、かくのごとく包丁のうらへぬりつけ、茶

わんをのせてしバらくがあいだ手ニてもちそへ、かハきたるとき、じつと手をはなせバ必

らずよくとまる。ばんじやくねりの仕やう、胡麻の油と松脂とを等分ニ合せたきつめる也。

但し、此でんじゆのほか、此様なたぐひニ何ニても用ゆひじゆつ也。

【現代語訳】

出刃包丁の先に茶碗を乗せる方法

　この伝授は、「ばんじゃくねり」というものを、図のように包丁の裏に塗りつけ、茶碗

を乗せて、しばらくの間手で保持し、乾いたところで手を離せば、茶碗はじっと留まって

いる。ばんじゃくねりは胡麻油と松脂を同量合わせて、煮詰めて作る。この伝授のほかに

も、同様の伝授物に使うことができる秘伝薬である。
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図オ㉒ 生け花の葉に植木鉢を乗せる法

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、3丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、水仙、杜若の類を生花ニして、葉に丼をのせ、又其上に何花にても生置なり

此法ハ、生花の葉の真ンにはりかねをさして、根元ニて能薬にて留置、鉢のいとそこにハ

とちと云金ものを拵へて薬ニて付、金物の下ニハはりかね差廻ハしと穴を明、跡ニて葉の

上より見へぬよふにはりかねニさすべし。下もとちにて留るな■。引上レハ下の鉢廻ル也。

尤薬ニて付ル也。薬の方末にあり。

【現代語訳】

生け花の葉に植木鉢を乗せる方法

　この方法は、生け花の水仙や杜若の葉の芯に針金を通し、根元によく接着剤を付けて留

めておく。鉢の糸底にはトチという金物を作って接着剤で付けておく。金物の下には針金

を刺し通す穴をあけ、葉の上から見えないようにあとから針金に刺しなさい。下の鉢もト

チで留めておき、引き上げると鉢が回るようにする。これも接着剤で付ける。
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図オ㉓ 刀身の皿留め

『妙術智恵之砂越』、著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）、8丁（全 8丁）

（国立劇場 蔵）　※図は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載

【翻刻】

一、刀の身を皿に立、切先に丼をのせて花を生る法　但、引上レハ下の皿共ニ上り、上下

のはりまわるなり

此法ハ、刀の切先の通りに金ものをこしらへ、薬にて鉢のいとぞこに付、身を立て乗セル

也。小身のところも同様なり。但、廻すならハ、金ものトチにすべし。刀の身ハ、いかに

もすくなるがつり合よし。

【現代語訳】

皿に立てた刀身の先端に鉢を乗せて花を生ける方法（後略）

　この方法は、刀の切っ先に合わせて金物を作り、鉢の糸底に接着剤で付け、刀身を立て

て乗せる。小身（柄に入れるところ）の先端も同様である。ただし、回すならば、金物を

トチにしなさい。刀身は、できるだけまっすぐなものの方が調和がとれてよい。
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図カ㉔ 包丁の砂留め

『釣物秘傳』、作者不明、江戸期、19 図（全 33 図）、折帖 1冊

【解説】
　「砂留め」とは、皿などに砂を入れ、その上に物を立てる秘伝ものである。この「砂留め」

に関する記述は少ないが、明治前期の草稿本『手妻の大寄』に「いけ花砂どめのでん」という

演目があり、そこには「図のごとく鉢の中ニ入れ、まつやにをゆにし■つける也。何なりとも

生花する。白砂ニて、ねもとかくす也」と書かれている。
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図キ㉕ 刀身の葉留め

『手妻山早合点』、十方舎一丸・画輯、江戸末期、見返し（全 15 丁）

【解説】
　現象としては、どんぶりの中の水に葉っぱが浮いており、その葉の上に刀身が留まっている

状態である。このような秘伝ものを「葉留め」という。葉留めの仕掛けは金具である。それよ

うの金具を作り、どんぶりの底か縁に取り付ける。刀身の場合は重さがあるので、どんぶりの

底に金具を取り付けて、その金具の先に葉と刀身を付けたものと思われる。
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図キ㉖ 花の葉留め

『春遊座敷手じ那』、一二三亭四五六・著、安政 2年（1855 年）、8丁（全 18 丁）

【翻刻】

九	花の葉どめの伝
図のごとくに、いたがねをまげ、どんぶりのふちへ、これをびん付あぶらにてつけるなり。

これへ葉なり、花なりさす時ハよくとまるなり。

【現代語訳】

生け花の葉どめの方法

　図のように金属板を曲げて、びんつけ油でどんぶりの縁に付ける。これに葉でも、花で

も刺せばよくとまるものである。

【解説】

　どんぶりの縁に付けたタネの金具を隠すために、水を濁らせる必要があると思われる。
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図ク㉗ 大石を水に浮かす法（軽石）

『風流手妻秘事嚢』、和是・著、江戸末期、8丁（全 12 丁）

【翻刻】

○大石を水ニ浮す伝

軽石を蝋にて色を付、水に浮すなり。大きいほど水の上にて見事也。

【現代語訳】

大石を水に浮かす方法

　軽石に蝋で色を付けて、水に浮かす。石が大きいほど、水の上では見事である。

【解説】

　軽石（溶岩が急に冷えて出来た、穴が多くて軽い石）を使う方法である。色を付けて普通の

石のように見せる。
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図ク㉘ 大石を水に浮かす法（ビードロ）

『長崎傳来智恵の海』、著者不明、安政元年（1854 年）、13 丁（全 40 丁）

【翻刻】

○水に大石をうかす伝

水の中へ、びいどろのとくりをおき、その上へ石をのせるなり。

【現代語訳】

水面に大石を浮かす方法

　水中にガラスの徳利を置き、その上に石を乗せる。

【解説】

　水の中にガラス製の容器を置き、その上に石を乗せる。ガラスは透明なため、水の中では区

別がつきにくい。そのため、一見すると石が水の上に浮いているように見える。
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図ケ㉙Ａ 水画

『釣物秘傳』、作者不明、江戸期、18 図（全 33 図）、折帖 1冊

図ケ㉙Ｂ 水画

『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 308 頁（全

739 頁）　※天保 5年（1834 年）4月、鯉兆店の伝授物、図は部分
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図ケ㉙Ｃ 水画

一枚刷り『水画の伝 他』、江戸末期、1枚、23.7 × 31.0 ㎝、図は部分

【翻刻】

水画の伝

かん水石ニ白らうを入ている也。尤、水中へ、ふしのこ、やき明ばんを入る也。

【解説】

　水画とは水面に絵を描いて見せる秘伝ものである。水画の方法は、一枚刷り『水画の伝 他』

に「寒水石に白ロウを入れて炒り、それを毛羽根につけて水面に描く。水留めとして、五倍子

（ふし）の粉と焼きミョウバンを入れる」と書かれている。
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図コ㉚ 1 本の木に異なる色の花を咲かす

絵巻『手妻秘傳圖巻』、作者不明、江戸期、10 図（全 14 図）、1巻

【解説】

　植木鉢に植えられた 1本の木に、「赤と白の花」と「異なる種類の花」が咲く不思議な草木

である。方法は接ぎ木と思われるがはっきりしない。
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釣り物秘伝史料（1）
　『手妻秘傳圖巻』は、14 種の釣り物が紙に自筆で描かれた秘伝集である。絵は明確に描かれ、

彩色もされ、巻物仕立てになっている。演目の内容は絵によって理解できるが、その仕掛けや

方法の記述は書かれていない。作者、製作年代も不明である。この絵巻は、作者が、自分の忘

備録として、あるいは人に伝授する際の絵目録として製作したものと推察される。内容は「釣

り物」「積み物」「葉留め」「取り付け物」「浮き物」のほか、「花の色の異なる木」（8図目、10

図目）がある。

　　※図は右から左に進む

 （扇に卵と杯の積み上げ） （キセルの葉留め） （積み銭と卵の刃渡り）

 （盆栽の葉留め） （刀の葉留め） （大石の葉留め）
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 （生け花の葉留め） （異なる色の花の葉留め） （積み卵の葉留め）

 （石臼の取り付け） （柱釣りお椀） （豆腐釣り） （1本の木に異なる色の花を咲かす）

 （提燈、釣鐘の釣り分け） （破れ扇の手桶釣り）

絵巻『手妻秘傳圖巻』、作者不明、江戸期、全 13 図、1巻、35.8 × 379.0 ㎝
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釣り物秘伝史料（2）
　『釣物秘傳』は、33 種の釣り物が自筆で描かれた秘伝集である。内容は「釣り物」、「積み物」、

「取り付け物」、「乗せ物」、「葉留め」、「浮き物」、「水画」などのほか、「水からくり」、「智恵の

輪」も載る。絵は漫画風で、ユーモラスでもある。中でも、26 図目の「碁盤の上で人形が石

を持ち上げて立つ図」は、おかしさに溢れている。

　作者、製作年の記載はなく、不明である。この折帖は、細工人が、自分の覚えとして、ある

いは人に釣り物を伝授する際の絵目録として製作したものと思われる。

　　　　※図は右から左に進む

 （積み銭・卵の刃渡り） （キセル、卵斜め積み上げ） （米俵の燈心釣り）

 （キセル水からくり） （刀水からくり） （三つ銭の智恵の輪）

※第 5 ～ 9 番の図で、立ち昇るものは水または煙と思われる。ここでは水とした。
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 （龍宮水からくり） （花生け水からくり） （行燈水からくり）

 （草木の葉留め） （立扇に卵、杯の積み上げ） （積み銭、積み卵の刃渡り）

 （卵、銭、椀の積み上げ） （木を浮かす） （包丁の葉留め）
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 （水画） （浮き石） （浮き銭）

 （刀身の砂留め） （万年青の葉留め） （包丁の砂留め）

 （紅葉の水画） （コテの砂留め） （草花の葉留め）
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 （掛け軸に石臼付け） （卵、銭の上に碁盤乗せ） （万年青の葉留め）

 （破れ扇の挽石釣り） （扇釣り茶碗） （こんにゃくに石臼取り付け）

 （提燈、釣鐘の釣り分け） （破れ紙の釜釣り） （破れ紙の臼釣り）

『釣物秘傳』、作者不明、江戸期、全 33 図、折帖 1冊、18.3 × 313.5 ㎝
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釣り物秘伝史料（3）

『智恵鏡』、著者不明、江戸末～明治前期、表紙（全 5丁）、15.7 × 21.2 ㎝

【解説】

　『智恵鏡』は 10 種の釣り物秘伝を解説する。上図の秘伝一覧は、智恵鏡の表紙に添付されて

いた。図の 11 種の演目名は右から次の通りである。

※図の右から順に

①破扇子にて岩釣伝

②水へ石ヤ銭浮す伝

③とうしんで石釣伝

④刃物の上に銭、玉子積、其上に花生する伝

⑤扇子に茶碗を付、花生る伝

⑥切抜の紙に大石を釣伝

⑦おもとに玉子付伝

⑧ちやうちんつりがねの伝

⑨葉留花生の伝

⑩刀の切先に玉子積伝

⑪扇子へ玉子や徳り附伝
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2 －（2）釣り物秘伝の興行
図㉛ A 鯉兆店の伝授物
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図㉛ B 鯉兆店の伝授物 つづき

『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 308 頁（全

739 頁）　※天保 5年（1834 年）4月、大須門前町での見聞記
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【翻刻】　※天保 5年（1834 年）

【四月　小】

【此頃より門前町（大須のむかへ）に、諸薬及び手づまの伝授を教ゆる者店を出して、種々

珍らしき物を彼店ニ飾り置。此人ハ京都なる岩戸錦子内の鯉兆といふ人也。此春の頃より

大曽根ニ暫く止宿し、彼地ニても望の者ニハ種々伝授せしとぞ。夫より此所へ来りしよし。

扨、店ニかざり置物ハ、燈心ニて大石を釣上、石を水ニ浮せ、或ハ菓子の挑燈を抒臼と釣

合せ置など、誠ニ奇々妙々の工をなせり。旦此鯉兆といふ人、手妻一通ハ勿論、何ニても

知ざる事なしとかや。されバ此地ニても大ニ行ハれて、大家衆へも出入叶ひ、或ハ富家の

町人等、此伝授をうくる者多きよし也。】

鯉兆店の伝授物

去所の開帳の観物に、ヤアヤアあぶない物あぶない物といひて、よバヽり居たるを、如何

なる物ぞと、小屋ニ入て見れバ、下ニ炮碌を居置、上より石を下げてありしとかや。され

バ諺ニもいへる如く、見ぬ商ひハ出来ぬとやら、小屋をかけし見せ物ハ、かゝる馬鹿らし

き事もあれど、此度鯉兆の店ニかざりし手妻の品々ハ、生の物、生ニて、誠ニ珎らしき品々

なり。尤、今図する所ハ、彼店のかざり附を、其まゝ写したるニハあらねど、要とする物

ハ、ことごとく出せり。此節、七ツ寺の掛行燈に、物づくしを画くニ、山あらしを画きて、

ミせ物と頭書し、此店を画て、伝授物と誌せり。予も人真似せバやと、

伝授物の釣り物　見れバあぶなもの　なぐさミものに　おぼへたいもの

伝授物の演目名
①水ニ紙をうかせ、其上ニ銭をのせて、しづまぬ図　②同　③水画　④草花のからいけ　⑤石

を玉子四ツニてとめる（以上図㉛Ａ）。

⑥抒臼を桃燈のやふれしニてとめる　⑦持遊びの手おけと、うすのつり合　⑧大石を短冊ニて

釣　⑨大石をとうしんニて釣　⑩抒臼を扇子ニて釣　⑪茶わん二ツをうちわニつける　⑫びい

どろつぼへ、おだまきをいれ、長きせんをさしたる図（以上図㉛Ｂの上段）。

⑬刀の上ニ銭をつミ、石をのせる　⑭石を筆ニつけ、すゞりのうミのうへに立　⑮うちわニ石

をつける（以上図㉛Ｂの下段）。
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図㉜ 四方正面大道具釣物

ビラ『四方正面大道具釣物　釣物細工人岩戸錦玉』、江戸期、1枚、35.5 × 48.5 ㎝

【解説】

　江戸時代の釣り物秘伝の興行を示す史料である。細工人は、岩戸錦玉で、『名陽見聞図會』

の記述から京都の人と思われる。伝授物の演目名は次のとおりである。

①船とうしんにてつる　目方百二十五貫目

②石臼　目方六貫五百目

③水ひきニてつる　大石目方七十貫目余

④てうちんとつりかね　目方三十八貫目

⑤よし一本ニ金糸にてつる　石十八貫目

⑥燈心にてつる　十八貫目

⑦水の上に石をうかす

⑧玉子のからよこニしてふんどうをのせる

⑨筆に硯を付る　⑩ろうそくにとつくりをつける

⑪※演目名無し（扇の上に植木鉢をのせる）　⑫銭百文たてにし銭をつむ

⑬割竹ニ石臼を付る　目方七貫五百目　⑭ちやうちんの上に大石　三貫八百目

⑮はりこの達磨の上に大釜　目方■■貫目
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図㉝ 玉子の上曲

錦絵『江戸の花一流曲独楽 竹澤藤次』、歌川国芳・画、嘉永 5 年（1852 年）、1 枚、26.0 ×

19.3 ㎝

【解説】

　図の左側は「玉子の上曲」といって、キセルの先で廻した独楽を積み上げた卵の上に移して、

卵の上で独楽を廻すというものである。
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釣り物秘伝興行の記事
①『猿候庵日記』高力猿候庵・著

【翻刻】　※文化 5年（1808 年）

文化五年八月

大須門前に、釣物の見世物有り、大釜を燈心にて釣、或は立臼、其外、重き物を中に釣上

て、つり花生の如くなし、花を生たるも有。大瓶に水を入て、猩々の小さき張子人形のあ

たまにのせたるも有。又、石臼をれんに付て、花を生しも有。

②『見世物雑志』小寺玉晁・著

【翻刻】　※文政 5年（1822 年）

文政五年春

○当春玉屋町の道具屋平兵衛が（東側なり）所江、京都（仏光寺通柳馬場）田川三朝と云

者、止宿滞留す。細密なる画を米壱粒ニ、日本の図・世界の図・尾張名所・百人一首・六

歌仙・題目・南無阿弥陀仏を書て、絶奇の妙也。又石を柱ニ付、石を水ニうかし、釣鐘と

ちやうちんとを同しおもさに見せなどいたす。手つまの上手にて、伝授を百疋づゝにて致

スよし。

右三朝といふハ、去冬より当春に至る迄、右道具屋ニて伝授いたし居ける。（以下省略）

③『反古のうらがき』

【翻刻】　※弘化頃（1844 ～ 1847 年）

去る術師が「刀自然と抜出る法、盃に酒を盛上る法、釣花活、わら人形手の平に立、燈心

にて大石を釣る法」などを見せて信用を得、終身水に入て死なざる法を教えるとて金品を

村民より巻あげ逐電した。その伝に曰、すねより深き水に入るべからず。
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3．丹生茶わん祭

茶わん祭の由来
　釣り物は手品としては、衰退してしまったものの、その要素が地域の祭礼に残されている例

をみることができる。それは余呉町丹生の「茶わん祭」である。

　滋賀県長浜市余呉町上丹生に古くから伝わる「丹生茶わん祭」の由来については、「茶わん

祭の館」が発行するリーフレットに次のように書かれている。

　余呉町丹生神社の大祭「茶わん祭」は、おおむね 3年に一度行われています。その昔、

余呉町丹生には良質の陶土が採掘できたそうで、名工・末遠春長は、優れた陶土と技を

自分に授けてくださった神に感謝し、毎年欠かさずに新しい陶器を神社に奉納したとい

います。これが「茶わん祭」の由縁です。丹生神社の摂社・八幡神社に渡御する 3基の

曳山（恵宝山、寿宝山、丹宝山）には、数千を超える陶器をつなぎ合わせた山車飾りが

取り付けられ、その高さは約10メートルにも及びます。山車づくりの技法は秘伝とされ、

いまも選ばれた工匠のみに口伝されています。「茶わん祭」の伝統美はこうして親から

子、子から孫へと継承されてきたのです。

　また、丹生茶わん祭保存会が編集した報告書『丹生の茶わん祭』には、茶わん祭の由来につ

いて次のように書かれている。

　茶わん祭は、その昔橋本地先の末遠という所に、陶器をつくる工人がいて、その技を

神から授けられた報恩感謝の意味から、毎年陶器を奉納したのがはじまりと言われてい

る。また、一説には、その昔橋本の末遠（須恵陶）に焼き物に適した陶土が出て、そこ

に末遠春長という陶器をつくる工人が住んでいて、陶器を焼き、丹生神社に奉納したの

がはじまりとも言われている。この祭がいつ頃から始められたかは定かではないが、文

禄年間（1592 ～ 1595 年）以前から行われていたのではないかと考えられる。丹生神社

由来書の中に、中之郷村の旧家・三段嵜半左衛門家の所蔵古文書によると、「永暦の頃

（1160 年頃）、専ら盛大になり、庄内三郷より各番ごとに行ない、近江、越前、美濃等

より参詣群集する」とある。また「伊香郡中之郷村に、祭り田と称して七町七反六歩の

土地ありしという。文禄年間検地の時より貢租嵩みたるにより祭礼、漸次衰徴し来たり、

後上丹生のみにて行なうなり」と書かれている。（中略）

　神輿は天文 6年（1537 年）に購入し、大破したので宝暦 13 年（1763 年）に新調し今

に至っている。また、大鉾、子鉾は文和 3年（1354 年）に購入している。また、山車

の錦水引幕や綴錦見送り幕は寛文年間（1662 年）に購入され、傷みはあるが貴重な文

化財である。

※「丹生茶わん祭」は、昭和 60 年（1985 年）滋賀県無形民俗文化財に指定された。
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山飾りについて
　丹生茶わん祭の山飾りの芸題は、歌舞伎や浄瑠璃、伝説、民話などから題材をとり、人形と

陶器を組み合わせて物語を表現する。山飾りは、下人形と宙人形からなり、およそ 5～ 6ｍの

高さになる。その間を主人公縁りの人形、陶器、建具、武具、道具、花鳥風物を巧みに組み合

わせて積み上げ、観る者に何の物語か判るように構成されている。この作業は「山作り」といっ

て、極めて高度な技術を必要とするものである。この技術は、昔から秘伝とされ、区民から選

ばれた 9名の技術者以外には製作過程を教えないという厳しい掟があった。

山飾り「岩見重太郎のヒヒ退治」、平成 22 年 8 月 29 日撮影、余呉町「茶わん祭の館」

※この山飾りの芸題は「岩見重太郎のヒヒ退治」で、下から岩見重太郎人形、壷、花飾り、刀、

徳利、皿、ヒヒなどで構成され、積み上げられている。この山飾りは平成 21 年（2009 年）5

月 4日の丹生茶わん祭において、曳山・寿宝山に取り付けられたものである。
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神輿渡御行列と山飾りの披露

　丹生神社から八幡神社への神輿渡御行列が始まると、数々の「ねりこみ」や「花笠道中」が

披露され、3基の曳山が「しゃぎり」という演奏に合わせて曳航される。八幡神社のお旅所に

到着すると、そこで稚児の舞が奉納され、続いて曳山の山飾りを支えていた竹竿のサスが取り

除かれ、風に揺れる山飾りが披露される。

「神輿渡御行列」、報告書『丹生の茶わん祭』、丹生茶わん祭保存会・編、平成 14 年（2002 年）

より転載
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祭りのクライマックス「山飾りの披露」、平成 21 年（2009 年）5月 4日、八幡神社

※右端の山飾りが「岩見重太郎のヒヒ退治」、写真は浅井氏から提供

4．まとめ

　釣り物秘伝の起源、発祥の地、考案者などを明らかにするには至らなかったが、ここまでに

紹介した資料からは、次のようなことを知ることができる。

　釣り物の興行については、『猿候庵日記』の文化 5年（1808 年）8 月に大須門前での興行の

記述が最も古い。また『名陽見聞図會』の天保 5年（1834 年）4月、大須門前町での興行の図

と記述、また別の釣り物興行の絵ビラにより、この時代の釣り物興行の様子やその内容を知る

ことが出来る。 

　プロの細工人には、文政年間の田川三朝、天保年間の岩戸錦子、岩戸鯉兆、時代不明の岩戸

錦玉らがあげられるが、いずれも京都の人である。また、文政 5年刊の『見世物雑志』には「（前

略）又石を柱ニ付、石を水ニうかし、釣鐘とちやうちんとを同しおもさに見せなどいたす。手

つまの上手にて、伝授を百疋づゝにて致スよし」とあり、細工人は、この釣り物秘伝を銭一貫

文で伝授したといえる。

　伝授本の種明かしについては、享保 10 年頃（1725 年頃）に発行された『和国たはふれ草』

に「楊枝の先に玉子を三つ積む事」と「土器をキセルに付ける事」が最も古く、釣り物専門の
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伝授書については、文政 11 年（1828 年）刊の『妙術智恵之砂越』が最古である。

　元禄 9年（1696 年）から天明 4年（1784 年）までに発行された 14 種の手品伝授本の内、釣

り物秘伝が載るのは『和国たはふれ草』と『放下筌』であり、しかも前者に 2種、後者に 1種

の釣り物が載るだけである。ところが文政 11 年（1828 年）の『妙術智恵之砂越』の発行を境

にして、状況は一変した。この本によって本格的な釣り物の仕掛けが紹介され、その作り方が

広まったと思われる。そしてこの種の不思議な飾りものは、幕末・明治前期まで、形を変えな

がら頻繁に種明かしされたが、それらにはこの『妙術智恵之砂越』の図や文が盗用された。事

実、この本以降に発行された手品伝授本には、数の多少はあるものの釣り物秘伝の種明かしが

必ず紹介される。例えば、江戸末期刊行の『座敷即興手妻』に 9種、『手妻早稽古』に 8種、『長

崎傳法手じな早指南』に 7種の釣り物秘伝が載る。やはり、釣り物秘伝集『妙術智恵之砂越』

の発行が、その後の手品伝授本の演目に影響を与えたものと考えられる。この傾向は、明治前

期においても同様で、この時期の手品伝授本は、書名を「西洋手品」とうたっているものの、

中身は全て日本手品であり、その中の一部に釣り物秘伝も含まれている。また、釣り物専門の

伝授書『続聞書秘傳』や『傳授十撰』が刊行され、手品としての人気は衰えることが無かった。

　ところが、明治 17 年（1884 年）刊行の『東京新工夫手品の大寄』の表紙には、色刷りで「麻

糸でひき臼を釣る図」が載るものの、この頃から、釣り物秘伝に陰りが見え始め、明治後期発

行の手品伝授本には、稀にみる程度になってしまった。例えば、明治 38 年（1905 年）刊行の『改

良手品』には、129 種の手品の内、子どもの遊びとして「大石を水に浮ぶ法」の 1種が載り、

明治 36 年（1903 年）刊行の名著『西洋奇術自在』には、釣り物秘伝は 1種目も載っていない。

これらのことから、釣り物秘伝は明治 20 年頃を境にして、徐々にその姿を消しはじめ、明治

の末期にはほぼ完全に消えてしまったといえる。その理由として、文明開化による西洋マジッ

クの導入と、それに伴う日本手品の衰退、さらに西洋の科学的なものの見方の浸透が進んだこ

とがあげられる。

　しかし、時代がどのように変ろうとも、不思議さは、多くの人の心をひきつける。たとえば、

余呉町上丹生の茶わん祭の山飾りは、その技術を数百年以上も秘伝として受け継ぎ、今もその

姿を伝えていることは驚くべきことである。神への感謝から生まれた「丹生茶わん祭」の山飾

りは、外国には類例の無いトリックアートの世界を見事に表現しているといえよう。近年、ト

リックアートは現代美術の中で「不思議な光景」を表現する芸術として多くの人々を楽しませ

ている。奇術としての「釣り物秘伝」は消えてしまったものの、人々の心に「不思議な飾り物」

に対する興味は、今も尽きることが無い。
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「釣り物秘伝」関連資料一覧

No 種別 書名 内容 刊行年 備考
1 巻子 手妻秘傳圖巻 秘伝全 14 図 江戸期 釣り物秘伝集
2 折帖 釣物秘傳 秘伝全 33 図 江戸期 釣り物秘伝集
3 版本 妙術智恵之砂越 秘伝全 13 種と解説 文政 11 年（1828） 釣り物秘伝集
4 版本 萬傳集法 秘伝全 13 種と解説 江戸末期 釣り物秘伝集
5 版本 智恵鏡 秘伝全 13 種と解説 江戸末期 釣り物秘伝集
6 版本 傳授十撰 秘伝全 10 種と解説 明治前期 釣り物秘伝集
7 版本 続聞書秘傳 秘伝全 28 種と解説 明治前期 寿亭・著
8 ビラ 四方正面大道具釣物 釣り物興行図、15 図 江戸期 岩戸錦玉・作
9 版本 名陽見聞図會 釣り物興行図、15 図 天保 3年～ 10 年 歌月庵喜笑・著
10 版本 猿候庵日記 釣り物興行記述 明和 9年～文政 5年 高力猿候庵・著
11 版本 見世物雑志　 釣り物興行記述 文政元年～天保 13 年 小寺玉晁・著
12 版本 反古のうらがき 釣り物興行記述 弘化頃
13 版本 長崎傳法手じな早指南 63 種の内秘伝 7種 江戸末期 十方舎一丸・著
14 版本 座敷即興手妻 83 種の内秘伝 9種 嘉永 3年（1850） 松旭坊・著
15 小冊子 釣物奇術の研究 秘伝物解説 昭和 52 年（1977） 近藤勝・編
16 単行本 私家版 伝授十撰 現代語訳 平成 8年（1996） 高田史郎・編
※確認した主な資料を掲載（2010.9.10　河合 勝作成）

〈凡例〉

・本文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、原則として異体字と旧字体は新字体に直し、変体仮名は現在使われている仮名

に直した。ただし、書名は旧字体を使用し、本文についても一部旧字体を使用した。なお、ルビは省略した。

・翻刻には、読みやすさを考慮して適宜、句読点をつけた。

・図に付けられた部分説明の翻刻は、頭に「・」を付けた。

・原文に挿入されている割り注は（  ）でくくって表記した。

・図版に掲載のない箇所の翻刻については【  】でくくって表記した。

・翻刻を省略した場合、（前略）、（中略）、（後略）、（以下省略）と表記した。

・ルビ「（ママ）」の表記については、「明らかに原文の文字の間違いであるが、そのまま表記した」という

意味で使用した。例：本
（ママ）

・虫損、汚れなどで文字が判読できない場合は（■）で表記した。

〈付記〉

　本稿の作成にあたっては、河合が全体構成の企画と「はじめに」、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。
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◆引用文献

・『妙術智恵之砂越』著者不明、歌川国景・画、文政 11 年（1828 年）

※原本は国立劇場蔵。図版は、高田史郎・編『私家版 妙術智恵之砂越』より転載した。

・『手妻早稽古』著者不明、柳川一蝶斎・序、文久 2年（1862 年）

・『長崎傳来智恵の海』著者不明、安政元年（1854 年）

・『座敷遊手しなの種本』著者不明、弘化 4年（1847 年）

・『手品種乃封 二篇』冨士政七・編、明治 13 年（1880 年）

・『放下筌 上・中・下』平瀬輔世・著、宝暦 14 年（1764 年）

・『手妻獨稽古 初編』十方舎一丸・画輯、天保 14 年（1843 年）

・『水引ニテ石ヲツル傳 他』著者不明、江戸末期

・『四方正面大道具釣物 釣物細工人 岩戸錦玉』作者不明、江戸期

・『皇國西洋 酒席一興手妻早傳授』著者不明、明治前期

・『手妻の大寄』著者不明、明治前期

・『手妻山早合点』十方舎一丸・画輯、江戸末期

・『春遊座敷手じ那』一二三亭四五六・著、安政 2年（1855 年）

・『風流手妻秘事嚢』和是・著、江戸末期

・『水画の伝 他』著者不明、江戸末期

・『江戸の花一流曲独楽 竹澤藤次』歌川国芳・画、嘉永 5年（1852 年） 

・『手妻秘傳圖巻』作者不明、江戸期

・『釣物秘傳』作者不明、江戸期

・『智恵鏡』著者不明、江戸末期

・『名陽見聞図会』歌月庵喜笑（小田切春江）・著、美術文化史研究会・発行、昭和 62 年（1987 年）

・『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、昭和 61 年（1986 年）

・『見世物雑志』小寺玉晁・著、郡司正勝・関山和夫・編、三一書房・発行、平成 3年（1991 年）

・『日本手品宝華集』山本慶一・著、石田天海賞委員会・発行、昭和 61 年（1986 年）

・『丹生の茶わん祭』（報告書）、丹生茶わん祭保存会・編、平成 14 年（2002 年）

※図版は、原本の所蔵先を明記したもの以外は、著者所蔵の文献・資料の中から必要な箇所を写真撮影して

掲載した。

◆参考文献

・『傳授十撰』著者不明
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・『私家版 妙術智恵之砂越』高田史郎・編、私刊

・『私家版 伝授十撰』高田史郎・編、私刊
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