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Masaru Kawai,  Yuki Mizokami

はじめに

日本古典奇術の演目数は約 350 種である。それらを内容別に分類すると、その中に「当て

物」という手品の一群がある。当て物手品とは「当てることが不可能と思えることを、ある

方法を使って言い当てるマジック」のことで、代表的なものに、相手が引いたカードを当て

る「カード当て」がある。そのほか「箱の中の品物を当てる」、「紙に書かれた文字を当てる」、

「人の年齢を当てる」、「人が触った文字を当てる」、「相手が心に思った品物を当てる」などが

ある。これらの不思議な術を行なうには、そのすべてのやり方にトリックがあり、そのトリッ

クを使うことによって当てることが可能となる。

本論は、これらの当て物の中から、江戸時代に盛んに行なわれた「目付字」、「目付絵」に注

目する。目付字、目付絵とは、多くの文字や絵の中から相手が心に思った一つの文字や絵を当

てる手品である。どちらも数学の理論に基づいて作られた当て物である。したがって、プロの

マジシャンが舞台で演じる類のものではなく、親子で楽しむ遊びである。そのため、古い記録

はほとんどなく、また、これに関する参考文献も極めて少ない。本稿では、残された原資料か

ら、それらの種類、仕掛け、演技の方法、時代別変遷などについて考察する。

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、「目付字・目

付絵」に関する資料を紹介し、その種類、方法、歴史を分析する研究ノートである。当て物

が、その時代の社会の中でどのように使われてきたかについても明らかにしたい。

これまでの研究の経緯

筆者らはこれまでに、「釣り物秘伝」（愛知江南短期大学紀要第 40 号に掲載。河合勝と斉藤

修啓の共著）、「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
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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、数学と関係の深いマジック「目付絵」を取り上げることとし

た。

研究の方法

現存する資料の中で、目付字、目付絵に関する伝授本、写本、ビラ、手品用具、そのほか関

連する資料を調査し、その成果をまとめた。資料の制約上、引用にあたっては原本以外に翻刻

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。

これに加え、「目付絵」を紹介する上で、図版を多く掲載して、視覚的に分かりやすくなる

ように配慮した。

２．資料の調査

２－⑴　目付絵の分類

目付絵を数学の理論上から分類すると、次のア～オの 5グループにまとめることができる。

※（ ）内の数字は、本稿に掲載した目付絵の数

ア．心に思った絵が、どのグループにあるかを２回答えてもらう方法（ 8種）

　　（例）『勘者御伽雙紙』の「名香の当て物」の 64 個の単語を使う。

　　（例）『繪合たのしミ艸 』の 100 個の絵を使う。

イ．心に思った絵が、どのグループにあるかを１回答えてもらう方法（ 1種）

　　（例）『風流新工夫目附繪』の 15 個の絵を使う。

ウ．心に思った絵が、グループにあるかないかを５回答えてもらう方法（15種）

　　（例）『玉手筥心之當物』の 25 個の絵を使う。

エ．心に思った絵が、どのグループにあるかをすべて答えてもらう方法（ 1種）

　　（例）『千里眼』の 12 個の絵を使う。

オ．心に思った絵が、必ずある数字のところにくる方法（ 6種）

　　（例）『しんばんあて物』の円形に並べた 16 個の絵を使う。

※但し、同じグループでも絵の数や演出の点において若干の違いがみられるものもある。
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２－⑵　目付絵の種類と種明かし

図ア①  初製目付字

『塵劫記』、吉田光由・著、寛永 8年（1631 年）版、二巻末

【解説】

この目付字は、64 個の漢字の中から、相手が心に思った一つの漢字を当てる遊びである。

まず右図の「初製目付字 始」の漢字一覧の中から一つを心に思ってもらう。それが右から何

行目にあるかを尋ねる。次に、左図の「初製目付字 終」を見せて、相手に同じ文字がこんど

は何行目にあるかを尋ねる。もし相手が「市」の字を選んだとすれば、「始」は 5行目と答え、

「終」では 4行目と答えるはずである。このとき、「終」の 4行目をみると、上に「月下汲酒」

とあるので、下の方で「酒」という字を探す。「始」は 5行目と答えたから、この「酒」の字

から数えて 5つ目の字、すなわち下に 3つ数えて、次に上から 2つ目を見ると「市」とある。

この「市」が、相手が心に思った字である。

吉田光由・著『塵劫記（じんこうき）』は全三巻からなり、この「初製目付字」と「椿の目

付字」は二巻に載り、三巻にも「椿の目付字」が載る。いずれも本の飾りとして載るだけで、

やり方の解説はない。
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図ア②  椿の目付字

『塵劫記』、吉田光由・著、寛永 8年（1631 年）版、右図は三巻頭、左図は二巻頭

【解説】

椿の花に書かれた 64 字の中から、相手が心に思った一つの漢字を当てる遊びである。まず、

右図の左右に書かれた各四文字に秘密の数字が隠されていて、句の最後の字が数字を表わして

いる。その数字とは、右上から「鐘音百八」は 8、「人間福禄」は 6、「深抽 志」は 4、「俄企

社参」は 3、左上から「社数三七」は 7、「雨中囲碁」は 5、「色赤似丹」は 2、「人集如市」は

1で、この四文字のすぐ横の花とセットになっている。

この目付字の方法は、少し複雑であるが次のように行なう。例えば、相手が「臼」を選んだ

とする。その横には「鐘音百八」とある。この句の最後の「八」だけが意味を持つ。すなわち

「8」を表わす。次に左図を見せて、選んだ字がどの枝にあるかを尋ねる。「臼」は一番下の四

の枝の葉にあると答えるはずである。そこで相手が覚えた字は、四の枝の葉にある 8番目の字

であることが分かる。それではどの字を一番と数えるかであるが、それは右図の「人集如市」

（一）の花の中にある 8個の字（本、刀、孑、卭、戌、延、絰、啇）が、左図の葉と花にひと

つずつ配置されていて、数えるときにその字が１番目となる。先ほどの場合は「啇」がそれに

当たる。この啇を 1として 4まで反時計回りに数え、5からあとは「啇」の字の次から時計回

りに数える。8番目は「臼」の字がそれにあたる。
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図ア③  名香の当て物

『勘者御伽雙紙 上・中・下』、中根法舳・著、寛保 3年（1743 年）、

下 20 丁（上 30 丁・中 29 丁・下 29 丁）

【翻刻】

　 十七 　  名香六十四種の目付の事

但し蘭奢待は東大寺と同香也。又、ミやこ玉椿ハ名香の外也。

【現代語訳】

名香六十四種の当てもの

「蘭奢待」と「東大寺」は同じものである。また、「みやこ」と「玉椿」は名香六十一種

には入っていない。

【解説】

名香は、本来 61 種のところ、数を 64 に合わせるために名香以外の香を 3種

加えている。そのため、名香第 1に属する東大寺と同じ香である蘭奢待（ら

んじゃたい）を追加し、また、みやこと玉椿を加えた。演じ方は、上右図の

「表」から好きな香を一つ心に思ってもらう。それがどのグループにあるかを

尋ね、次に思った香が上左図の「裏」のどのグループにあるかを尋ねる。例えば、思った香が

「表」の第二にあれば、「裏」で“有る”と言ったグループの「二」（下図）のところにくる。
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図ア④  六十四花当て物

（版本）『徹透早點頭』、美那ミ乃山人・著、（京都）河南四郎右衛門・板、

明和 6年（1769 年）、上図は右から 5丁、13 丁、16 丁、下図は 9丁（全 18 丁）

【解説】

これは、64 種の草花の中から心に思った一つの花を当てる遊びである。演者は、前もって 1

から 8までの数字に対応した卦木（かぼく）の形を覚えておく。頁をめくって、覚えた花の有

るなしを聞き、有ると答えた頁の花と松の数字を、卦木を 2回並べてできた形によって花の名

が分かる仕組みになっている。図の「けし」は 2と 6である。
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図ア⑤  絵合わせ

　（上巻）

　（下巻）

（版本）『繪合たのしミ艸 上・下』、松美庵・著、〔江戸後期〕、

上図は上 6丁、下図は下 3丁（上 11 丁・下 11 丁）
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【解説】

これは、相手が心に思った一つの絵を当てる遊びである。この本には上巻に百図、下巻に同

じ百図が描かれているが、描かれている頁は異なっている。各頁の右側に書かれている歌に、

秘密の数字が隠されている。例えば、相手が上巻の「足長人」を思ったとする。そこに書かれ

た歌は「待わびし蚊やりのそばに畳ざん」であり、隠された数字は、実は「一」である。この

数字を頭に入れておき、次に下巻を見せて、相手が、「覚えた絵はこの中にあります」と言っ

た頁の 10 図を見て、「一」と書いてある絵、すなわち「足長人」が相手の覚えた絵となる。仕

掛けの原理は、上巻の「一」に描いてある 10 図は、下巻のどの頁も「一」の絵になるように

振り分けてある。各歌の頭の文字を１から順に並べると「まつわちよのことふき（松は千代

の寿）」になる。これが秘密の言葉で、「ま→ 1、つ→ 2、わ→ 3、ち→ 4、よ→ 5、の→ 6、こ

→ 7、と→8、ふ→ 9、き→ 10」である。

◆上巻の歌　　※（ ）内は秘密の数字

（ 6）「のり出す駕のすだれや秋の風」

（ 7）「恋風をふせぎ兼たり花見かご」

（ 8）「とのごまつ秋の夜ながし窓の月」

（ 9）「深草の露ふミわけし恋の里」

（10）「きぬぎぬの別れにぞふる袖の雪」

（ 1）「待わびし蚊やりのそばに畳ざん」　※（前頁上図）

（ 2）「つれ立て二人がむろの月と花」

（ 3）「別れにて露路いとわず恋衣」

（ 4）「千代よろず松のミどりの春の色」

（ 5）「宵々にかよふ時雨の紅葉かな」

◆下巻の歌　　※（ ）内は秘密の数字

（10）「きく重おもひ立二ツ三ツふとん」

（ 1）「待わびしかゞしにばるの雪見かな」

（ 2）「つき出の姿あたらし初桜」　　　　※（前頁下図）

（ 3）「わかれ坂ゑもんたゞすやかげの月」

（ 4）「ちる花にまさる今宵の名残かな」

（ 5）「宵々のあつさしのぐや郭公」

（ 6）「のびちゞむ柳の糸やあらいかみ」

（ 7）「恋の身は寒さいとわず笠の雪」

（ 8）「とりどりに飾るもん日や野に錦」

（ 9）「ふきよせし千草の花や夜の見せ」
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図ア⑥  言葉合わせ

（写本）『風流喜樂當物 上・下』、作者不明、刊年不明、上１丁（上 10 丁・下 10 丁）

【翻刻】

ひるハきへて物をこそおもへ

よしわら　げいしや　てんぷら　さしみ　まんぢう　やきいも　みつば　壱丁目　

くわい　みかん

【解説】

写本か或は手作りの本である。上巻 10 丁、下巻 10 丁の本で、見開きに歌が 1種、その下に

10 個の品物名が書かれている。歌の頭の文字を初めから順に並べると「ひ、と、を、は、か、

す、わ、き、つ、ね」となる。これが秘密の言葉で「人を化かすは狐」と覚える。即ち「ひ

→ 1、と→ 2、を→ 3、は→ 4、か→ 5、す→ 6、わ→ 7、き→ 8、つ→ 9、ね→ 10」である。

演じ方は「図ア⑤ 絵合わせ」と同じである。相手に上巻を見せて、好きな品物を一つ心に

思ってもらう。演者は、このときこの頁の歌の頭文字を覚えておく。次に下巻を渡して、覚え

た品物はどの頁にあるか尋ねる。相手が「この頁にあります」といったら、先ほど覚えた秘密

の文字に該当する品物を当てる。
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図ア⑦  あてもの

　　　　　　　　　（上巻）

　　　　　　　　　（下巻）

（版本）『あてもの』、石川正七・著、明治 25 年（1892 年）、

上図は上 10 頁、下図は下 4頁（上 18 頁・下 18 頁）、内題：新板智恵の當もの

【解説】

この当て物本の秘密の言葉は「いろはにほへとち」（左下図）である。演じ方は、上巻の 64

図の中から一つを心に思ってもらう。このとき、演者は右頁上の格言の頭の平仮名を覚えてお

く。下巻をめくって、「思った絵はこの頁にあります」と答えたら、先ほど覚えた平仮名の位

置の絵を示して当てる。例えば、右上図の汽車を思ったとすると、格言は「論語読論語知ず」

で、頭の字は「ろ」である。下巻の「ろ」の位置を見ると「汽車」と分かる。
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図ア⑧  天眼鏡

（手品用具）『天眼鏡』、著者不明、戦地の友社・発行、〔昭和 10 年代〕、

単語のカード 5枚、絵のカード 5枚

【解説】

これは当て物遊びの用具である。単語のカードが 5

枚、絵のカードが 5枚、それぞれ両面に 10 個ずつ印刷

してあるから、計 100 個の単語とその絵である。

演じ方は、相手に単語のカードを見せて、この中から

一つを心に思ってもらう。演者は、密かにこの単語カー

ドの番号を知る。次に絵のカードを見せて、覚えた単語

の絵が載っているカードを出してもらう。先ほど覚えた

番号のところが相手の覚えた絵である。

絵のカードにはマレー語も書かれているので、遊びな

がらマレー語を覚えることもできる。
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図イ⑨  心の当て物

『風流新工夫目附繪』、東里鼻山・考、渓斎英泉・画、弘化 2年（1845 年）、

上図は 2丁、下図は 7丁（全 10 丁）　※下右図は解説の一部

【解説】

これは、15 種の絵の中から心に思った一つの絵を当てる遊びである。方法は、例えば、相

手が「からかさ」を思ったとする。頁をめくり、相手が「思った絵はこの中にあります」と

言ったときの右上の数字とみると「九」である。そこで下図右頁の左下の「どびん」から上に

順に数えて 9番目を見ると「からかさ」であることが分かる。
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図ウ⑩  椿の目付字

『塵劫記』、吉田光由・著、寛永 8年（1631 年）版

【解説】

図の椿には五つの枝があり、それぞれの枝に秘密の数字が書かれている。その秘密の数字と

は、下の枝から順に一、二、四、八、十六である。やり方は、相手に「一、十、百、千、万、

億、兆、京、垓、 、穣、溝、澗、正、載、極、恒、阿、那、不、無」の 21 文字（一～無の

21 字には１～21 の数字が付く）の中から好きな一文字を心に思ってもらう。次に、下の枝か

ら「覚えた字が花にあるか葉にあるか尋ねる」。五つの枝について同様に尋ねるが、「花にあ

る」と答えたときだけ、その枝の“秘密の数字”を足し算する。例えば、相手が「億」を覚え

たとすると、二と四の枝の花にあるので、2＋4＝6となり、6は「億」であることが分かる。

同様の遊びは、室町時代初期の『簾中抄（れんちゅうしょう）』の「いろは文字くさり」に、

「花にあり、葉にありとのみいいおきて、人の心をなぐさむるかな。花は取れ、葉はあだ物と

思うべし。一、二、四、八、十六」とある。
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図ウ⑪  桜の目付字

『勘者御伽雙紙 上・中・下』、中根法舳・著、寛保 3年（1743 年）、

下 18 丁（上 30 丁・中 29 丁・下 29 丁）

【解説】

これは「桜木の目付の事」という当て物遊びで、それぞれの枝に「さくら木のふみやいづれ

とおぼろけにはなにありしをかずへてぞうる」の 31 文字が書かれている。演者は前もって数

字と文字を、この歌に関連付けて覚えておく。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

さ く ら 木 の ふ み や い づ れ と お ぼ ろ け に は な に あ り し を か ず へ て ぞ う る

また、五つの枝には、それぞれに秘密の数字がついている。下から、一の枝は 1、二の枝は

2、三の枝は 4、四の枝は 8、五の枝は 16 である。方法は、相手に 31 字の中から好きな 1字を

心に思ってもらう。一の枝から覚えた字があるかどうか聞いていき、花にあった場合だけ、秘

密の数字を足し算する。例えばその合計が 19 であれば、覚えたのは「な」である。数えると

きは、指を折って数える。
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図ウ⑫  七福神役者目付

『七福神役者目付絵本』（仮題）、近藤清信・画、〔正徳・享保頃〕、3丁（全 5丁）

※１丁落丁

【解説】

書名は書き題簽で『目つけ繪』とあるが、本来の書名ではないと思われる。また、初めの 1

丁が落丁のため、内題も不明である。そのため目付の絵から『七福神役者目付絵本』（仮題）

とした。しかし、ほかに『浮世目つけ絵本』という本があり、絵の内容が「流行あそび福神役

者図」であるところから、この本の書名は『浮世目つけ絵本』である可能性が高い。

絵師の近藤清信は正徳から享保年間にかけて活躍した画工である。この目付絵もその頃の制

作と思われるが、刊年は不明である。しかし、現存する中で最も古いクラスに入る目付絵本で

ある。これらのことから、このタイプの目付絵の初出は元禄頃ではないかと推定される。とい

うのは、手品本の発行も文化の爛熟期と関係が深く、日本最古の手品本とされる『神仙戯術』

は元禄 9年（1696 年）の発行であり、後の享保年間（1716～1736 年）には『珎術さんげ袋』、

『たはふれ草』、『續たはふれ草』、『唐土秘事海』、『璣訓蒙鑑草』などの優れた手品本が相次い

で発行されているからである。

演じ方は「図ウ⑭  心の当て物」と同じで、覚えた絵が右頁にあるときだけ、一、二、四、

八、十の数字を足し算して、絵を知る方法である。
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図ウ⑬  目付絵

（版本）書名不明、近藤助五郎清春・画、山本九左衛門・発行、享保 12 年（1727 年）、〔全 6

丁〕　※図版は『新燕石十種 第一』の中の『於路加於比 下巻』、廣谷雄太郎・編集、廣谷国書

刊行会・発行、大正 16 年（1927 年）、272 頁（全 552 頁）より転載

【翻刻】※左図

目付絵見やうの事

此めやすのみやうハ、十六ばんのうちニして、とれにてもひとつニ目を付置、又つきヲ

見て右か左かといふ。右といはば数ニ入て、又つきヲとふて、左といふ時ハかすにいれ

ずして、おわりまて右といふ時ハ数にして、惣数を入て、口の目やすの数を見て是なり

といふへし。其ため右といふ字の下ニ、一、二、四、八、十としるし置也。

　享保十二丁未正月吉日　　はんもと　山本九左衛門

【解説】

この目付絵の書名は不明である。奥書に享保 12 年（1727 年）丁未正月と、また裏表紙に画

工・近藤助五郎清春筆とある。絵の内容は、往来商人が子どもの手遊び類を売っている図であ

る。演じ方は「図ウ⑭  心の当て物」と同じであるが、絵の数が 16 図である。
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図ウ⑭  心の当て物

（版本）『玉手筥心之當物』、著者不明、〔江戸末～明治前期〕、2丁（全 6丁）

【解説】

江戸時代は当て物のことを目付といい、字のものを目付

字、絵のものを目付絵といった。目付絵の演じ方は、1～

25 の数字が付けられた 25 種類の絵の一覧表の中から好き

な絵を一つ心に思ってもらい、頁をめくるたびにその絵が

右にあるか左にあるかを尋ね、右頁にあると言ったときだ

け、その頁に書かれた数字（一、二、四、八、十）を合計

した数を一覧表の絵と照らし合わせれば、相手の思った絵

が分かる仕組みになっている。数学の理論を基にしたマ

ジックで、同じ方式の目付絵本には『化物目附』、『役者目

附』、『あやつり目附』、『智エ袋心の當物』、『當もの智ゑの

考』などがある。
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図ウ⑮  心の当て物

（版本）『智ヱ袋心の當物』、著者不明、版元不明、〔明治前期〕、４丁（全６丁）、

表紙は芳信・画

図ウ⑯  心の当て物

（版本）『当もの智ゑの考』、著者不明、（大阪）田中安治郎・発行、〔明治前期〕、

2丁（全 7丁） 、表紙は芳光・画

【解説】

図ウ⑮と図ウ⑯の演じ方は「図ウ⑭  心の当て物」と同じである。絵の内容は、著者や時代

によって異なっている。
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図ウ⑰  十二支当て

（手品用具）『十二支射覆』、岩田・作、〔江戸期〕、包紙、伝授書、干支の字札4枚、絵の札4枚

【翻刻】※右から 2番目

目附画伝法　　江戸　岩田氏戯作

　　　一  二  三  四  五  六  七  八  九  十  十一 十二

定数　子  丑  寅  卯  辰  巳  午  未  申  酉    戌     亥なり

さて画のはじめにある子、丑、卯、未を目的として、その定数を覚へおくべし。たとへ

ハ向ふの人、辰を思ふて辰のある画をうつむけしときハ、目的子一、卯四、合五と成、

則五ハ辰としる也。又法、残る画の目的丑二、未八、合十と成を目的の惣数十五の内を

引、残り五を辰とさすもよし。

※子は 1、丑は 2、卯は 4、未は 8と覚えておく。
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図ウ⑱  紋章当て

（手作り本）『智恵競』、作者不明、〔明治期〕、5丁（全 6丁）

【解説】

これは手作りの当て物絵本とみられ、1.5㎝角の紋章の印

刷された用紙が、見開きで 24 枚ずつ、計 120 枚貼ってある。

また、1頁目に 24 個の紋章が一覧にしてある（下図）。

演じ方は、相手に、この中から一つを心に思ってもらう。

次に、頁をめくるごとに、覚えた紋章が右頁にあるか左頁に

あるかを聞き、右頁にあると言ったときだけ、下に書かれた

数字（一、二、四、八、十）を足していく。その合計数と紋

章一覧の番号とを照らし合わせると、相手の思った紋章を知

ることができる。
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図ウ⑲  心の当て物

（版本）『心のあてもの』、政井常四良・著兼発行、明治 32 年（1899 年）、5丁（全 8丁）

【解説】

明治後期の当て物絵本（小本）である。絵を見ると

日本の品物の他にシルクハット、ラッパ、靴、ラン

プ、時計などの外国製品もいくつか載っていて、その

時代の特徴を表している。

29 種類の絵の中から、相手が心に思った絵を当て

るというもので、その方法は、「図ウ⑱  家紋当て」と

同じであるが、絵が 29 種類のため、右頁下に書かれ

た数が、一、二、四、六、八、十となっている。六が

入っているところが他の当て物絵本と異なる点であ

る。
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図ウ⑳  年齢当て

（一枚刷り）『ちゑの年あて』、著者不明、（大阪）田中常吉・発行、大正 3年（1914 年）、

1枚、24.1×32.4㎝　※一枚刷りを四つ折りにしたもの

【解説】

この年齢当ては、60 歳まで当てられるようにできている。各グループの右上角の数字（一、

二、四、八、十六、三十二）がキーとなる数字である。

演じ方は、数字の一覧を相手に見せて、「この中にあなたの年齢と同じ数字はありますか」

と 1グループずつ、6個のグループについて尋ねる。「この中にあります」と答えたグループ

のキーの数字を足し算すると、それが相手の年齢となる。例えば 60 歳の場合、六十があるグ

ループのキーの数字は、四、八、十六、三十二で、これらを合計すると 60 になる。
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図ウ�  当て物遊び

（小冊子）『アテモノアソビ』、安田忠蔵・編、宗教書院・発行、昭和 7年（1932 年）、

上図は 1～ 2頁、下図は 5～ 6頁（全 18 頁）

【解説】

27 図の中から一つを心に思ってもらい、それを当てる遊びである。頁をめくるたびに思っ

た絵が赤で囲まれた中にある場合だけ、右上に書かれた数字を足していき、その合計数と絵を

照らし合わせると分かる仕組みである。子どもたちが、これで遊びながら自然に物の名前を覚

えるという教育的効果を狙ったものであろう。

69



日本古典奇術「目付絵」について

図ウ�  不思議カード

（販売促進品）『わかもと不思議カード』、著者不明、わかもと本舗・発行、

昭和 13 年（1938 年）、2～ 3頁（全 4頁）

【解説】

やり方は、（イ）のカード（右上）には 24 種の兵器など

の絵が書かれており、その中から一つを心に思ってもら

う。次に（ロ）～（ヘ）の 5枚のカードを見せ、この中

に先ほど心に思った絵があるかどうか尋ねる。「ある」と

言ったカードの星マークを足し算し、その合計数と（イ）

の一覧表とを照らし合わせる。
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図ウ�  美人探し千里眼

（慰問品）『美人探し千里眼』、著者不明、発行所不明、〔昭和 10 年代〕、写真 6枚

【解説】

箱の表に「兵隊さんに最も喜ばれる美人探し千里眼。思想の美人百発百

中不思議に当る」とある。箱の中には本物の写真が 6枚入っており、その

写真には合計 63 人の女性が写っている。この中から、一人の理想の女性

を思ってもらい、その女性を当てる手品である。戦時中の陣中慰問品であ

る。
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図ウ�  当て物カード

（販売促進品）『おもしろい當物カード』、著者不明、不動預金銀行・発行、

昭和 20 年（1945 年）以前、カード 6枚

【解説】

銀行が発行した販売促進用の当て物カードである。6枚のカードに描い

てある 60 種の絵の中から好きな絵を一つ相手に思わせ、その絵が 6枚の

カードの中で、どれとどれにあるかを聞くだけで即座に当てることができ

る。例えば、相手が「覚えた絵はこの中にあります」と出したカードが 2

枚あったとしたら、その 2枚のカードの左の一番上の欄に記してある番号

を見る。それが例えば、2と 32 であれば、その合計は 34 であるから、そ

の番号の書いてある絵を見つけて答えればよい。この場合は「ウサギ」で

ある。
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図エ�  千里眼当て物

（手品用具）『千里眼』、著者不明、丸万堂・発行、〔明治後期〕、1枚（23.0×31.5㎝）、

絵の札 12 枚、宝珠

【解説】

12 枚の絵札があり、それぞれに

「い、ろ、は」の 1文字が書かれて

いる。これは、い－1番、ろ－2番、

は－3番というふうに順番を表して

いる。この手品は、客が選んだ 1枚

の札を当てるというもので、その方

法は次の通りである。

① 客は、12 枚の絵札から 1枚を選

び、それを宝珠の中に入れて蓋を

する。

② 演者は、絵の一覧表を示し、先ほど選んだ札と同じ絵が、一～七の横列に有るか無いかを尋

ねる。例えば、二、三、六、七に有るとすれば、その合計数は 18 である。無いのは一、四、

五であるから、その合計数は 10 である。18 から 10 を引くと 8となり、答えは 8番目の、ち

→太鼓となる。

・ 「有る」という数字の合計が、「無し」よりも少ないときは、逆に引き、其の数から 1を引く

と札の番号になる。

・引いた数が 13 以上の場合は、その数より 5を引いたものが、札の番号となる。
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図オ�  十六文字の当て物

（版本）『秘事百撰』、智徳斎・著、文政 10 年（1827 年）、21 丁（全 46 丁）

【翻刻】

　 廿一 　  十六の文字を人のまへに出し、人の心にておもふ字を此字なりとあてる法ハ、図

のごとき物をこしらへ、人のまへに出し、何れからにても右へかぞへるなり。九ならバ

九ツかぞへ、卅三なれば卅三かぞへ、三なれバ三ツかぞへる也。かぞへしまいの字をお

もハせるなり。何からかぞへても卅三の所にあたるなり。中の丸ハきりきり廻るようニ

こしらへ置べし。一度一度に少しヅヽまハすべし。卅三のある所の字を見覚居て少し廻

し、此字なりといふべし。此所の図にてハ、天の字にあたるなり。一度一度に廻して、

ちがへざれバ人にしらるべし。

【解説】

これは、客が心に思った文字を当てる手品である。図のような 16 個の文字を書いた円板を

作り、中央の数字盤は回るようにしておく。まず、33 にあたるところの文字（図では「天」）

を覚えてから客の前に出し、「この中から好きな数字を一つ心に思ってください。それでは、

その数字から始めて、思った数字の数だけ反時計回りに数えていき、数え終わったところの文

字を覚えてください」と説明する。客が覚えたら、「あなたが覚えたのは“天”ですね」と当

てる。相手が思った字は、必ず 33 のところの文字になる。1回当てるたびに数字板を少しず

つ回転させる。初めに 33 のところの文字を覚えておけば、何回でも行なうことができる。
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図オ�  当て物

（一枚刷り）『しんばんあて物』、著者不明、版元不明、〔江戸期〕、1枚、23.2×31.1㎝

【解説】

中央の数字盤は、真ん中に糸が通してあり、回るようにできている。16 種の絵は、太鼓、

丁子（ちょうじ）、隠れ蓑、分銅、松かさ、笹、梅、亀、波銭、提灯、釣鐘、釜、巻物、打ち

出の小槌、金嚢（きんのう）、宝珠（ほうじゅ）である。

この用具は、相手が覚えた一つの絵を当てる遊びに使うもので、タネとなる秘密の数字は

「十七」である。演じ方は次のとおりである。

①相手に、数字盤の数字のうち好きな数字を一つ心に覚えてもらう。

② その覚えた数字のところから、時計回りに覚えた数だけ進み、終わったところの絵を覚えて

もらう。

③すると、必ず十七のところに来るから、その絵の名を言う。

上図の場合、十七は提灯であるから、「あなたが覚えた絵は提灯です」と言う。なお、演じ

る前に数字盤を少し動かしてから行なうとよい。
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図オ�  姿絵当て

（一枚刷り）『姿の當る傳』、著者不明、新井忠■・発行、明治 21 年（1888 年）、

1枚、24.0×31.8㎝

【解説】

これは、当て物遊びに使う用具である。円周上に

職種を思わせる 16 人の絵が描かれ、中央には数字

の書かれた回転盤が糸で留めてある。この数字盤を

めくると、次のような言葉がそれぞれの人物の上

に書かれている。「しごとはきらい」、「もちとだん

ごがすき」、「しんぼう第一」、「親を大切にする人」、

「よいことをまつ人」、「金事でくろうある」、「人よ

りりこう」などである。また、一枠ごとに三つの数

字があり、十年から始まって五十七年までの数字が反時計回りに連続的に書かれている。タネ

となる数字は、「十七年・三十三年・四十九年」であり、演じ方は「図オ�  当て物」と同じで

あるが、数が多く複雑となるため大人向きの当て物遊びと思われる。題には「姿の当る伝」と

あるが、何をしている姿なのか、一部を除いては分かりにくい。上図では、傘をさしている人

のところがタネの数字である。
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図オ�  通信術

（手品用具）『新案通信術』、著者不明、丸万堂・発行、〔明治後期〕、１枚、直径 15.7㎝

【解説】

円盤には、太鼓、鈴、提灯、帽子、筆、硯、樽、犬、櫛、やかん、蝋燭、ぽっくり（子ども

や舞妓がはく木履）など、12 個の品物が描かれている。このうちの一つを心に思ってもらい、

それを当てる手品である。中央の数字盤は回るようにできている。秘密の数字は「十三」で、

演じ方は次のとおりである。

①数字盤の中から好きな数字を一つ心に思ってもらう。

② その覚えた数字のところから覚えた数だけ時計回りに数えていき、止まったところの絵を覚

えてもらう。

③演者は考える振りをしてから、十三のところの絵の名を言う。

上図の場合、初めに六を思ったとする。その六のところから時計回りに六つ数えると「ぽっ

くり」のところに来る。どこから始めても必ず十三のところに来るようにできている。そこで

「あなたの覚えたのは、ぽっくりですね」と当てる。数字盤を演じるたびに動かせば、何回で

もできる。
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図オ�  花透視術

（慰問品）『不思議な盤面』、著者不明、発行所不明、〔昭和 10 年代〕、1枚、36.5×38.3㎝

【解説】

この当て物用具は、陣中慰問と書かれているので、戦地の軍人への慰問品である。円盤に

は 16 人の女性とその下に「たんぽぽ」、「さくら」、「なでしこ」などの花の名が記されている。

演じ方は、次のとおりである。

①まず相手に好きな花を一つ心に思ってもらう。

② 次に中央の円の中に数字盤を自由に入れ、先ほど思った花のところの数字を覚えてもらう。

相手が覚えたら数字盤を取り除く。※演者は、16 のところの花の名を覚えておく。

③初めに覚えた花の次から反時計回りに覚えた数だけかぞえ、その場所の花を覚えてもらう。

④演者は、考える振りをして、先ほど覚えた花の名を言って当てる。

女性の写真の下には短い文が書かれている。「故郷は、本年は大豊作です。お喜び下さい」、

「皇軍の威力は世界に輝いています」、「一日も早く大東亜建設が出来ます様に」、「銃後では知

事も学生も隣組も食料増産と節約に大馬力です」、「私も男なれば戦場に出掛けて働き度いと思

います」などと報告や思いが綴られている。
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図オ�  動物当て

（販売促進品）『百発百中わかもと魔法盤』、著者不明、わかもと本舗・発行、

昭和 13 年（1938 年）、1枚、直径 17.4㎝

【解説】

この魔法盤の秘密の数字は 33 である。演じ方は次の通りである。

①数字盤に書かれた数字の中から好きな数字を一つ心に思ってもらう。

② 思った数字の数だけ、その数字の場所から反時計回りに数え、そこに描いてある動物を心に

思ってもらう。

③すると、必ず 33 のところの動物になるから、その動物の名を言う。

※始める前に数字盤を廻せば、何回でも行なうことができる。

上図の場合、例えば相手が 3を思ったとすると、その場所から反時計回りに三つ数えると、

そこの生き物は「せみ」である。

数字盤は、色々な数字がバラバラに並べてあるように見えるが、実は 1～ 16 までの数字が

順番に並べてある状態である。
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３．目付絵の変遷

室町時代初期の成立なる『簾中抄（れんちゅうしょう）』の「いろは文字くさり」に、「花に

あり、葉にありとのみいいおきて、人の心をなぐさむるかな。花は取れ、葉はあだ物と思うべ

し。一、二、四、八、十六」とある。これが目付字に関する最も古い記録である。寛永 8年

（1631 年）に和算家・吉田光由が著した『塵劫記（じんこうき）』には「初製目付字」、「椿の

目付字」が載り、寛保 3年（1743 年）に中根法舳が著した『勘者御伽雙紙（かんじゃおとぎ

そうし）』には「桜の目付字」、「名香のあてもの」が載る。いずれも和算の本に載る目付字で

ある。

享保 12 年（1727 年）に近藤助五郎清春・画による目付絵本が発行された。この本は、25

個の絵の目付絵であり、全 6丁と思われる 1冊の本になっている。また、近藤清信・画によ

る『七福神役者目付絵本』（仮題）も享保頃の発行と考えられる。そのほか同じ形式の『役者

目付』、『化け物目付』、『あやつり目付絵』などの目付絵本が現存するが、これらの発行年も不

明である。時代が下って江戸末期から明治前期にかけて、『玉手筥心之當物』、『智ヱ袋心の當

物』、『当もの智ゑの考』などの錦絵表紙の目付絵本が相次いで刊行された。

一方、当て方の形式は異なるが、64 種の草花を使う当て物本『徹透早點頭（みとおしはや

がてん）』（美那ミ乃山人・著）が明和６年（1769 年）に、また、100 図を使う方式の当て物絵

本『繪合たのしミ艸』（松美庵・著）が、江戸後期に発行された。

また、円形の盤に 16 個の文字や絵が書かれた形の当て物は、文政 10 年（1827 年）発行の

『秘事百撰』に載るところから、この方式の当て物はそれ以前から存在していたと言えるが、

それがどの時代までさかのぼるかは、今のところ不明である。

これらの当て物は、明治、大正、昭和と形を変えながらも受け継がれ、子どもたちの心を楽

しませてきた。ところが、時代は戦争の局面をむかえ、昭和６年の満州事変、昭和 12 年の日

中戦争、昭和 16 年の太平洋戦争へと進むと、当て物手品は国威発揚のため、或は戦地への慰

問品として使われた。今でも数多くの「兵隊さんへの慰問品」が残され、過去に悲しい歴史が

あったことを物語っている。

我が国で 400 年以上も続く目付絵は、数学遊びの一つであり、親子で楽しむ当て物遊びでも

ある。子どもたちが遊びながら自然に物の名前を覚えるという教育的効果もある。その原点を

思い起こして、これからも当て物手品が子どもたちの健やかな成長のために、大人と子どもが

共に楽しむ形で活用されることを願いたい。

〈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。

80



河合　　勝・溝上　由紀

・翻刻には、読みやすさを考慮して適宜、句読点をつけた。

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

・虫損、汚れなどで文字が判読できない場合は（■）で表記した。

・著者は、序や奥書などに記されている人とし、不明の場合は「著者不明」とした。

・発行年は、奥付に記された年号とし、不明の場合は「刊年不明」とした。

・著者、発行年などが無刊記でも、考証により補った場合は〔 〕でくくった。

・ 原本の全丁数は、表紙を除いた丁数とした。初めに掲載図版の丁を記し、次にカッコ内に本の全丁数を記

入した。（例）12 丁（全 20 丁）

◆引用文献

・『塵劫記』吉田光由・著、寛永 8年（1631 年）版

・『勘者御伽雙紙 上・中・下』中根法舳・著、寛保 3年（1743 年）

・『徹透早點頭』美那ミ乃山人・著、明和 6年（1769 年）

・『繪合たのしミ艸 上・下』松美庵・著、〔江戸後期〕

・『風流喜樂當物 上・下』作者不明、刊年不明

・『あてもの』石川正七・著、明治 25 年（1892 年）

・『天眼鏡』著者不明、戦地の友社・発行、〔昭和 10 年代〕

・『風流新工夫目附繪』東里鼻山・考、渓斎英泉・画、弘化 2年（1845 年）

・ 『新燕石十種 第一』の中の『於路加於比 下巻』廣谷雄太郎・編、廣谷国書刊行会・発行、大正 16 年

（1927 年）

・『七福神役者目付』（仮題）、近藤清信・画、刊年不明

・『玉手筥心之當物』著者不明、〔江戸末～明治前期〕

・『智ヱ袋心の當物』著者不明、版元不明〔明治前期〕、

・『当もの智ゑの考』著者不明、（大阪）田中安治郎・発行、〔明治前期〕

・『十二支射覆』岩田・作、〔江戸期〕

・『智恵競』作者不明、〔明治期〕

・『心のあてもの』政井常四良・著兼発行、明治 32 年（1899 年）

・『ちゑの年あて』作者不明、（大阪）田中常吉・発行、大正 3年（1914 年）

・『アテモノアソビ』安田忠蔵・編、宗教書院・発行、昭和 7年（1932 年）

・『わかもと不思議カード』著者不明、わかもと本舗・発行、昭和 13 年（1938 年）

・『美人探し千里眼』著者不明、発行所不明、〔昭和 10 年代〕

・ 『おもしろい當物カード』著者不明、不動預金銀行・発行、昭和 20 年（1945 年）以前

・『千里眼』著者不明、丸万堂・発行、〔明治後期〕

・『秘事百撰』智徳斎・著、文政 10 年（1827 年）

・『しんばんあて物』著者不明、版元不明、〔江戸期〕
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・『姿の當る傳』著者不明、新井忠■・発行、明治 21 年（1888 年）

・『新案通信術』著者不明、丸万堂・発行、〔明治後期〕

・『不思議な盤面』著者不明、発行所不明、〔昭和 10 年代〕

・ 『百発百中わかもと魔法盤』著者不明、わかもと本舗・発行、昭和 13 年（1938 年）

※ 図版は、著者所蔵の文献・資料の中から必要な箇所をスキャンまたは写真撮影して掲載した。

◆参考文献

・『塵劫記』吉田光由・著、大矢真一・校注、岩波書店・発行、昭和 52 年（1977 年）

・『和算百話』佐藤健一・著、東洋書店、平成 19 年（2007 年）

・『塵劫記の魅力』佐藤健一・著、研成社・発行、平成 12 年（2000 年）

・『精選版 日本国語大辞典』小学館・発行、CASIO電子辞書「EX-word」に収録

・『新版日本史年表』歴史学研究会・編、岩波書店・発行、平成 2年（1990 年）

・『錦絵の改印の考証』石井研堂・著、芸艸堂・発行、平成 6年（1994 年）新版

・『浮世繪人名辞典』清水澄・編、美術倶楽部鑑定部・発行、昭和 53 年（1978 年）

・『日本奇術書目録 2001 年』河合勝・編、私刊、平成 13 年（2001 年）

・『日本奇術演目事典』河合勝・編、私刊、平成 23 年（2011 年）

◆河合勝のマジックワールド　　http://homepage3.nifty.com/kawai-magic
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