帝京社会学第 22 号（2009 年３月）

続・ある編集者の軌跡
――「中山泰昌（三郎）
」の豊かな苦闘
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帝京大学社会学紀要第 19 号（2006 年 3 月 31 日発行）に、
「ある編集者の
軌跡――明治・大正・昭和三代『中山泰昌（三郎）』を追う」を書いたところ、
これをネットで知った、永代静雄について研究中の大西小生氏、そして山
口孤剣、西川光二郎らの研究者である大阪の田中英夫氏らから、筆者の知
りえていなかった中山泰昌関西時代の資料やその所在などを教示された。
また河上民雄氏は、泰昌の親しかった一色醒川（義朗）について書かれた
笠原芳光氏を紹介して下さり、
「新人の『詩人

一色醒川』」
（同志社大学人

文科学研究所編「『新人』
『新女界』の研究」所収）をお送り頂いた。
さらに、泰昌の令孫にあたる清田啓子氏が書かれていた「花袋『縁』中の
一モデルの証言」
（駒沢短期大学国文

第 10 号）の存在を田中氏たちから

教えられた。さっそくお会いして頂くことができ、
『縁』の原本に泰昌自身
が当時の様子を大量に書き込んだものを見せてもらうことができた。ま
た、長らく追っていたものの、入手不能だった広岡卓三著「永代静雄伝」
（さ
つき句会増刊・昭和 34 年＝兵庫県三木市立図書館所蔵）も読むことができ
た。これは、泰昌が『縁』の余白に書いたものを比較的忠実に生かしており、
泰昌から原本を借りたうえ、何回も問い合わせをしながら執筆したようだ。
こうした協力があったことから、書き足りなかった部分を補強し、泰昌
出身の津和野、京都・一燈園などにも足を運びつつ、もう一度この高等小
学校卒の努力型才人に迫ってみようと思った次第である。
当初は資料不足で書き込めなかった泰昌のものの考え方についても、今
回は出来るだけエキスだけでも触れていきたい。
いくつかの出版社を興して 2、30 点を刊行、自らも小説や俳句、歴史も
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のや生活書などを広範にものし、国文学の大系や明治時代の新聞記事を大
集成し、漢和辞典を作り、文楽に熱を上げ・・・・学歴ではない、在野の
まま埋もれていった人材だった。資産を残す代わりに、わずかながらも図
書館等に「文字」をとどめたことが、今甦らせる契機になった。
〈1〉 生い立ち ― 補遺
中山泰昌は 1884（明治 17）年 3 月 27 日、島根県鹿足郡津和野町鷲原に生
れた。西周、森鴎外、日本の地質、地震学の道を開いた小藤文次郎、脳神
経外科の祖で俳人の田中瑞穂ら、最近では安野光雅たちの郷里である。学
問に力が入ったのは、津和野藩という外様の小藩がもともと教育熱心だっ
たこと、とくに明治以降は貧しさから抜け出す便法として教育が重視され
たことによるだろう。本人の名前は〈三郎〉だが、若いころに俳句をやっ
て〈蕗峰〉を名乗り、その後〈泰昌〉を号としたが、ヤスマサかタイショウか、
読み方は自分でも決めていない、と書いている。
生まれについては、前に記したとおり、津和野藩士の斎藤善哉・セキの
三男だが、その後彼が設けた鶴見・総持寺（曹洞宗本山）に現存する墓誌
によって、少し補完できる。泰昌は 1958（昭和 33）年の 12 月 25 日に東京
で没するが、その半年前の 5 月、この墓碑を建てている。これによると、
同じ藩士だった中山家では四代続いて跡継ぎがなく、うち三代は斎藤家か
ら養子をもらっていたが、斎藤家も絶家となったので、この際中山・斎藤
両家を一本化した墓を建立することにした、とある。
中山家の養父は中山博人。三郎こと泰昌は、妹トミとともに事実上養子
となり、トミが先ず籍を継いだが、トミが結婚などなんらかの事情でその
家督を、すでに中山家に養子に入っていた、20 歳あまり年長のタカに渡
している。三郎はなぜか、やや遅れてタカの弟として入籍、中山家の家督
を継いだ、と思われる。ただ、くわしい経緯は分っていない。
前稿でも触れたが、義姉であるタカの実父は岡本素介（寛、勤之助）で、
旧藩士として「石津亀井記」12 巻を書き上げている。1889（明治 22）年、80
歳のときのことだが、素介はこの年津和野での会合に出た記録があり、な
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お元気であったようだ。泰昌はそのとき 5 歳。津和野高等小学校を卒業し
たのは 14 歳だが、のちに高小卒の泰昌が学才を発揮できたのは、やはり
この素介に連日教えを受けていたため、としか考えられない。すでに藩校
養老館は廃校となっており、そこで学ぶことは出来なかった。また当時は
森鴎外が 5 歳から論語の素読、6 歳で孟子、7 歳で四書、8 歳で五経とオラ
ンダ文典を学んでいることからすれば、こうした年齢からの学業への努力
があってもおかしくはない。
泰昌は、17、8 歳で神戸に出ている。冒頭で触れた『縁』の書き込みの中
で、津和野時代について「幼にして両親の許をはなれて他家に養はれ、親、
兄弟の親身の愛というものを知らず、貧乏に肩身狭く育った故郷に対して
は、寧ろ呪はしい気持より外に何の未練もなかった」と書き、神戸につい
ては「足に千鈞の錘を括りつけられた程の、断ちがたい未練があった」と
対照的に記している。この津和野での苦境の中に、素介の下での学業の厳
しさが含まれていたのではなかったか。
ちなみに、津和野は「つわぶき（石蕗）の里」といわれ、またこの地で峰
といえば津和野城趾に向き合い旧城下町を見下ろす青野山であって、泰昌
が〈蕗峰〉を名乗っていたことは一面で強い望郷の念があったにちがいな
い。
〈2〉 神戸教会の書記として
泰昌が神戸に出て来たのは、1902（明治 35）年ころである。はじめ、兵
庫県庁に 2 年間勤めていた。高小卒であるから、小使い程度であったろう。
明治 35 年 7 月号の「新聲」に中山蕗峰の名で「その面影」なる短文の投稿が
出ている。
「神戸に来てから最早廿日、知己とてもない余は心細さに堪へ
かねてゐた」の書き出しだ。津和野出身である姉の親友が神戸の弁護士の
妻になっているので、そこを訪ねる。蕗峰、つまり泰昌の父の従兄弟は神
戸に養子に来て、娘が生れるとすぐ、その家族を残して台湾、上海に出奔
してしまった。その 17 歳に育った女学生の娘がまもなく、その姉の親友
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を訪ねてくる、と聞かされる。父の従兄弟の話は蕗峰一家の秘密であって
話すわけにはいかない。だが、父親の住所などを問われたら、薄倖可憐な
彼女を偽ることもできない。そこで、あわてて用事に託けて席を立つ。玄
関を出ると、ひとりの女学生が入れ違いに入っていく・・・、といった内
容である。この小文にも、
「役所」の勤務で、18、9 歳であることが示され
ている。
そんな寂しさあってのことか、1903（明治 36）年に日本組合基督教団神
戸教会に行く。知識を求め、社会の変革を志す当時の若者たちはキリスト
教に深い関心を抱いていた。この教会で発行していた「教会月報」によると、
明治 36 年 5 月 10 日

中山三郎

受洗入会、とある。

この組合教会（会衆派教会）とは、プロテスタントの一教派で、神戸教
会（当初

摂津第一神戸公会）は 1874（明治 7）年に設立された。同志社神

学部に学んだ牧師が多く、新島襄、安部磯雄らがいる。
中山はかなり積極的に教会活動に参加しており、たとえば入会後の 8 月
には「パウロの生涯」についての会合で司会や感話を、翌 1904（明治 37）年
1 月の伝道師送別会では俳句を紹介したり、朗読をしたりしている。そう
した熱心さと知的レベルが認められたのか、その 1 月に兵庫県庁を辞めて、
教会の書記になっている。書記としての活動は記録や通信などの庶務以外
に、
「教会月報」を見るとほぼ毎号のように司会、感話、祈祷などをしている。
当時この教会を率いたのは原田助牧師（1863-1940）。熊本の英語学校、
同志社、シカゴ神学校に学び、番町、平安、神戸各教会の牧師を経て同
志社の総長などを務めた。また、この教会から育った金子白夢（卯吉、
1873-1950）は伝道師から福井教会牧師を経て、名古屋愛知教会を大きく育
て上げた。さらに伝道師西内藤男は福岡、旧満州、岡山で牧師をし、孤児
救済に努めた石井十次の側近になった。このように、同教会からは多くの
有能な人材を輩出している。このほかの、中山自身が親しく付き合ってい
た当時の教会メンバーに触れておこう。
西山庵（いおり、庵子とも）は神戸女学院教師・舎監で、神戸教会の熱
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心な信者。泰昌の 15、6 歳年長の先輩で、泰昌は「マザー」
「おっかさん」
といって生涯慕っていた。
一色醒川（義朗、白浪、1877-1910）は「無名ではないが、著名とはいい
がたい人物」
（笠原芳光・前述）で、キリスト者の詩人。後述するが、泰昌
が上京するきっかけを作り、泰昌の関わる京華堂書店から詩集「頌栄」を
出し、また上京後は泰昌とともに綱島梁川に私淑、泰昌の下宿で 33 歳で
没している。
永代静雄（1886-1944）は前々号で書いたように、田山花袋が「蒲団」、さ
らに「縁」に登場させた若い恋のライバルであるが、2 歳年長の泰昌は教会
で永代と知り合い、その恋の相手で、花袋の弟子でもあった岡田美知代
（1885-1968）との間で手紙の取次、花袋との調整、家探し、喧嘩や何度か
の離別話の仲裁などに関わっている。一時は、2 人の新婚の家に同居まで
して気まずい関係にもなっている。これらの事情は清田氏の論文（冒頭記
載）、泰昌自身が中山蕗峰の名で書いた「花袋氏の書いた『蒲団』に現はれ
たる事実」
（『新聲』1907.10 月号）などにくわしい。永代は関西学院のあと、
神戸教会メンバーの貿易商らの寄付で同志社に学び、途中美知代を追って
上京、早稲田大学に入ったが中退している。翻訳、著作のほか、毎夕、東
京毎日などの記者、編集幹部を経て、1920（大正 9）年に新聞研究所を設け、
「新聞及新聞記者」
「新聞研究所報」、大正 10 年から昭和 16 年までの「新聞
年鑑」、さらに「日本新聞学院」
（1927）を設立。戦時中は、子どものころ鳩
を飼育した経験を生かして、伝書鳩普及に熱中している。泰昌は関東大震
災で苦境に立ったあと、永代の新聞研究所に勤め、主幹、のちに社長とし
て「出版内報」発行を手伝った。永代の弔辞を泰昌が読んだことは紀要 19
号で触れた通りだ。
さらに永代の恋の相手岡田美知代の実兄岡田実麿（1878-1943）も神戸教
会員で、美知代も神戸高商の教師だった兄のもとに立ち寄ったりしていた。
そして、泰昌が永代に彼女の話をしたことが恋に火をつけたことになって
いる。実麿は 1907（明治 40）年、朝日新聞社に転進した夏目漱石の後任と
して、一高の英語教師になっている。
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泰昌は神戸教会に 2 年間務めて、上京する。教会は、行動力を示し、執
筆や発言、庶務などの能力を発揮するチャンスを彼に与え、彼の能力を認
め、自信をつけさせて送り出したといえよう。
「第二の故郷といふよりも、
精神的には実に第一の故郷、魂のふる里であった」
「神戸教会に転じてか
らの二ヶ年間の生活は、私の一大転機を與へてくれたのである。まづキリ
ストに救はれたことは、私のそれからの生命に一大光明を與へてくれた。
教会の人々が、皆一様に兄弟姉妹として、肉親も及ばぬ親切で私をとりま
いてくれた事も忘れられぬ思ひ出であるが、それ等の全教会の力よりも更
に大きな力を與へてくれたのは、病詩人一色白浪（醒川）であった。この
薄倖の病詩人が有ってゐた、ヨブの如き熱烈の信仰、信念、それがどの位
大きな信念と力とを私に與へてくれたか、若し此の人なかりせば、私は、
一薄信の教徒としてどのやうに崩れて行ったか分らぬ」と書き残している。
上京する契機はいくつか重なった。
文中にも触れている一色はそのころ、淡路島は洲本の裁判所書記をして
いたのだが、泰昌はこれも心服していた西山庵とともに一色を訪ねている。
1905（明治 38）年 5 月であった。
ところが、女性である西山との旅行が教会内でうわさになる一方、若い
信者の間に「一種の革新運動が勃興し、原田牧師の宗教観なり、その指導
を慊（あきた）らずとし、教会の事業と離れて、別個の運動を興すといふ
ことになり、九月の新涼に入って須磨に出かけて伝道演説会を開く事と
なったので、私もその若き人々の一員として之に参加した」。そのことで、
原田牧師宅に住まわせてもらっているうえ、書記である中山が参加すると
はけしからん、との空気が広まった。中山自身も「私には説教、演説をす
る『弁』をもたず、又音痴で賛美歌の一節もうたへぬといふ、其の方面で
はトリエのない代物、之ではいつまで教会にくっついてゐたところで、仕
方がないといふことが漸く分ってきた」。それが、上京への思いを強めた。
一色に相談すると、大いに同情して、すでに東京で活動していた中村春
雨（吉蔵、1887-1931）に連絡する。春雨は前稿で触れたように、関西で文
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学活動を始めており、関西（浪華）青年文学会の機関紙「よしあし草」
（のち
関西文学と改称）の同人であり、10 歳年上の一色もこの文芸誌に投稿して
おり、またともに病気に悩むクリスチャンであったことなどで、つながり
があったのだろう。この 1905（明治 38）年 12 月も押し詰まって、一色を経
由して春雨から電報が来る。直ちに上京せよ、というものだった。
中山は迷ったが、決意する。ただ、原田牧師に上京の意思を伝えると、
思いがけない話が飛び出したのだ。居心地の悪くなっていた神戸教会書記
から外して、牧師宅で発行していた日本組合基督教会の「基督教世界」の
編集主任を頼もうとしていたのだった。この「基督教世界」は、東京毎週
新報、基督教新聞、東京毎週新誌と改称してきた機関誌である。
しかし、泰昌は暮れも押し詰まった 12 月 28 日、神戸をあとに東京に向
かう。
こうした神戸離脱に先立って、中山の応召問題に触れておこう。1904
（明治 37）年 12 月下旬、つまり日露戦争のさなかに「兵役補充召集の令に
接し匆々行李を整へ

年末二九日出発せられたり」
（教会月報第 61 号）と

なった。送別会があり、40 人余に駅頭で見送られて出発、新年を郷里津
和野で老祖母、母親とともに迎えたあと、4 日に浜田連隊に入営した。
「然
るに幸か不幸か入営の際躰格不合格にて解除となり翌日出発帰郷されたる
由・・・思ふに氏は兵士としてよりも他の方面に於て神の為め国の為めに
より大なる使命あるべきを信ず」
（同）とある。この 1905 年 7 月にも、再度
応召して浜田に行くが、またも不合格となった。
彼自身が記したものを見ると、
「丈五尺五分〈153 センチ〉量十一貫弱〈41 キロ
余〉
」
（梁川回覧集第 3 号）と小柄で、
「津和野といへば、四万三千石の小城下、

昔は近藩から『糊米大名』と罵られてゐたさうです。其又小城下で私は米
の値の一番高い時に生れたからこんなに男が小さいのです」
（同第 5 号）と
冗談めかして記している。
そのまえに、大逆事件に関わったとして処刑された管野スガ（幼名すが、
のち須賀子、1881-1911）と、3 歳下の泰昌との接点に触れておきたい。泰
−7−

昌の記録によると、
「この『基督教世界』の編輯員として（神戸教会に）やっ
て来て、毎日私と席を共にして親しくし、女史が紀伊の牟婁に行ってから
も、その社で荒畑寒村君と恋仲になり二人で上京してからも、また寒村君
が赤旗事件（注：1908 年、社会主義者山口孤剣〈義三〉の出獄歓迎会で、無政府共産などの
赤旗を掲げた荒畑、大杉栄、堺利彦らが検挙、これを機に社会主義弾圧が強化された）で入

獄して、同女史が幸徳秋水と同棲するに至ってからも長くつきあって、私
も危くブラックリストに載せられるところであった。この女性が大逆事件
の一味として断頭台上の露と消えた――私は其死刑執行の号外を手にした
時は、思はず歩を停めてその冥福を祈ったことであった」とある。
さらに、泰昌の戦後の著作「ほほえむ人生」で、
「不幸にして桂内閣は、
山県の旨を受けて西園寺内閣を毒殺した政治上の責任として、例の大逆事
件を半ば捏造して一味を断頭台に上せると共に、極度に主義者を弾圧し、
遂に彼らを地下に潜らせてしまいましたので、表面的には一応その根を
断ったのでありますが、斯うした特殊の事情がなかったら日本の社会主義
運動は極めて穏健に発達したであろう」と書いている。
若干補足すると、1910（明治 43）年、幸徳秋水ら一部の社会主義者、無
政府主義者らが明治天皇暗殺を企てたとして数百人を検挙し、26 人を起
訴、12 人が処刑された事件。秘密裁判直後の翌 1911 年 1 月、幸徳、管野
らが相次いで死刑を執行された。
この管野は不遇な家庭に育ち、離婚後大阪朝報記者を経て大阪婦人矯風
会で活動、泰昌が入信し神戸教会に行き始めた 1903 年ころ、
「基督教世界」
にも寄稿している。とくに、この年 4 月、管野の参加する婦人矯風会大会
がこの神戸教会で開かれ、
「醜業婦救済事業」について論議している。原田
牧師は当然、管野を知っており、洗礼を受けていた彼女とともに中山を使
おうと考えたのだろう。だが、翌 04 年 2 月には、平民社の堺利彦に勧められ、
和歌山の牟婁新報記者として赴任、さらに 10 月には上京して、次第に社
会主義革命の道に踏み込んでいった。
キリスト教を基盤とした社会主義者が多く出るなかで、またのちに触れ
−8−
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る梁川会の小田頼造（注：山口孤剣らと社会主義伝道行商に努めた）、
「都市？」を泰
昌のもとで出版し関西労組期成会を結成した三宅磐、同じく「舶来乞食」
を出した原霞外など、社会主義者たちとの接点のあった泰昌だが、そうし
た思想の方向に積極的に動くことはなかった。津和野という保守的な風土
が影響したのか、あるいは同調できない視点があったのだろうか。ただ、
この稿最後に紹介する戦後の著作「ほほえむ人生」や、社会主義運動の回
顧を 4 回にわたって取り上げた泰昌の戦前の編著「明治史話」を見ると、
そうした運動が発祥した社会的背景や、支えに動いた人々には理解を持っ
ていたことがわかる。
〈3〉 上京―出版業スタート
泰昌は 1905（明治 38）年 12 月 28 日、東京に着くとすぐ、中村春雨を訪
ねる。同じ津和野出身ながら初対面だった。その足で夜、京橋区五郎兵衛
町の金尾文淵堂に連れられて行く。東京に進出してまもない文淵堂は、やっ
とこの場所に落ち着いたばかりで、それに島村抱月のもとで再刊すること
になった「早稲田文学」を引き受けており、大晦日まで発送などに追われ
ていた。文淵堂は優れた出版物を手がけたことは紀要の前稿で触れた。
大晦日の夜、下宿を追われ、食うこともできない永代が打ちひしがれて、
文淵堂に泰昌を訪ねて来る。時間がなく、永代はそのまま寒風の町に出
て、大晦日の終日運転の電車に乗って時間をつぶした、という。泰昌 21 歳、
永代 19 歳。二人の交流はここでまた復活、岡田美知代や田山花袋との問
題に関わりあうことになるのだが、このことは清田氏の論文などに委ねた
い。
驚くのは、文淵堂の「住み込みの小僧兼番頭」として働き始めるのだが、
半年も経つと「百藝雑誌社」をスタートさせている。
「百藝雑誌」は 1906 年 4、
5 月の 1、2 号だけが東大の明治新聞雑誌文庫に残されている。
・恋愛観

宮田暢編

1906（明治 39）6

この百藝出版社で刊行したのが上記の「恋愛観」である。
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この宮田暢は兄の修とともに雑誌「火鞭」の編集に関わっており、その
同人には安成貞雄、白柳秀湖、中里介山、社会主義者の山口孤剣らがい
た。安成貞雄（1885-1924）は秋田出身で、早大文科予科から早稲田社会学
会、平民社、さらにトルストイ研究会、
「火鞭」同人などを経て、
「新聲」の
編集長、二六新報、萬朝報記者などを転々とした人物。この貞雄と中山泰
昌との関係をつくったのが、貞雄実弟の安成二郎（1886-1974）だった。泰
昌が上京直後に勤めた金尾文淵堂で、この二郎は広告文などを書いており、
「中山君に紹介されて、永代（静雄）と私は急激に親しくなった。永代も私
も東京の学校生活がなく、殆んど友人というものがなかった」
（安成二郎「病
間漫録Ⅰ」）と記している。
このようにして、泰昌、二郎、永代の関係が生れ、田山花袋の「縁」に
登場する永代の変転の人生に関わっていったのだった。
なお、二郎は前述の宮田修、内田魯庵、堺利彦らの世話になり、のちに
「実業之世界」
「女の世界」の編集者、読売、毎日記者、平凡社員などとして、
長い執筆生活を送った。
当時は、こうして人が人を呼び、人脈を拡げ、互助的な関わりで人材を
育てていった。
ここで、もとに戻ろう。百藝雑誌社の所在地は文淵堂と同じ五郎兵衛町
22 で、巻末には文淵堂の広告が並んでおり、泰昌の住み込んでいる文淵
堂に面倒を見てもらっていたことが分る。それにしても、まだ半年しか経
たない泰昌の力とは思えず、経営実態が親会社にあったことは間違いない。
次に、中山三郎を発行者としたのは京華堂書店であり、ここから発刊さ
れたリストを見てみよう。
・倶舎哲学

舟橋水哉

・都市？

三宅

磐

〃（

・南米渡航案内

水野

龍

〃（ 〃

）11

・頌栄

一色醒川

〃（ 〃

）11

・現代青年論

伊藤銀月

・舶来乞食

原

霞外
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1906（明治 39）7
〃

）9

1907（明治 40）5
〃（

〃

）5 ＝発禁に
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「倶舎哲学」の舟橋の著作は、おそらく関西で仏教書を刊行していた金
尾文淵堂の関係で発行されたのだろう。著者識として書かれた序も前年
12 月 1 日の日付になっている。ちなみに、舟橋は大谷大学教授で、奈良
期の南都六宗のひとつ倶舎宗研究の大家で、子息の一哉、孫の尚哉と三代
にわたって仏教研究を続けている。
三宅磐は大阪朝日の経済記者、東京日日の経済部長を務め、都市問題に
関心を持っていた。
「都市？」は 100 ページ程度だったが、2 年後には 270
ページ近い「都市の研究」
（実業之日本社）として補強、発表している。三
宅は社会主義にも問題意識を持ったが、横浜貿易新報社長を経て横浜市議、
神奈川県議、民政党の衆院議員 3 期を務めた。
水野龍は巡査を経て移民問題に興味を抱いた。自ら南米各地に足を運ん
でこの本をまとめたもので、日露戦争後の海外進出熱のもと、集団移住
の可能性を実地で調べて推進、ブラジル集団移住の父といわれた。彼は
1911（明治 44 年）、日本に現存する最古の喫茶店「カフェーパウリスタ」
（東
京・銀座 8 丁目）を開業し、サンパウロ州政府から無償提供を受けたコー
ヒー豆を使っていたという（読売新聞 2008.12.5 付）。
「頌栄」は、泰昌上京のきっかけを作った一色の作品で、いわばお礼の
気持ちで刊行したのだろう。また、伊藤銀月は萬朝報記者などをやり、小
説、評論など多数の著作があり、管野スガとも関わりがあった。
「舶来乞食」
の原霞外は社会主義に傾斜し、この作品も「ゼネスト小説」として話題を
呼んだ。
発行元の住所は金尾文淵堂と同じ、文淵堂の広告を載せており、資金の
みならず、著者の紹介なども含めて面倒を見てもらっていたようだ。
1908（明治 41）年、金尾文淵堂が経営難に陥ったのを機に、泰昌は薄田
泣菫の弟薄田鶴二、印刷なども手がけていた河本亀之助の弟河本俊三の 3
人で「獅子吼書房」を創業した。上京後にやはり文淵堂で働いていた一色
醒川、永代の恋愛問題で協力し合い、文淵堂の広告文などを手がけていた
安成二郎は、この会社には参加していない。泰昌にとって、文淵堂は出版
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業を身につけ、この世界で生きていこうとする修業第一歩の場であった。
後述するが、その一方で、単なる業者としてではなく、文学青年としての
気概も堅実に持ち続けていたようだ。
・落葉

薄田泣菫

1908（明治 41）2

綱島梁川ほか

1908 〜 09（〃 41 〜 42）

・寸光録

綱島梁川

1908（

〃

）5

・新書翰

綱島梁川・鶴二

〃（

〃

）7

・チエホフ傑作集

瀬沼夏葉訳

〃（

〃

）10

・名家書翰集

泣菫・鶴二編

〃（

〃

）12

・書簡集

上下

獅子吼書房刊行として見つけ出すことができた書籍はこの程度だが、こ
れらには金尾文淵堂の広告はほとんど出ていない。また、発行所も京橋区
南小田原町 3-9 となっており、文淵堂から離れている。このころ、文淵堂
は凝った装丁などコストを厭わない出版や、仏教大辞典発行のつまずきな
どで倒産状態にあったことは紀要 19 号で触れたとおりで、泰昌たちは否
応なく自立を迫られたのだろう。
発行・編輯人はいずれも薄田鶴二（「寸光録」は梁川実母の綱島くめ）で、
当時人気のあった鶴二の兄泣菫を頼みにし、また資金的にも鶴二の負うと
ころが大きかったのだろう。ただ、クリスチャン・文人思想家として著名
で、34 歳という若さで死んだ梁川については、泰昌が没前から梁川会の
メンバーに加わって熱心な活動をしていたので、その関係から刊行できる
ことになったものだ。このことは後述したい。
売れ筋とも思える刊行物ではあったが、獅子吼書房の経営は苦しかった。
当時の出版の経営環境は零細企業が多く、また収益もわずかで、相当厳し
かった。
泰昌はそんななかで、永代・美知代夫婦の新居に誘われるままに居候す
ることになる。夫婦のほうも、美知代が妊娠、その事態に直面したため、
田山花袋の養女として結婚、1909（明治 42）年 2 月に出産する。このとき、
泰昌と静雄の早大学資の面倒を見ていた石島郁太郎（薇山、埼玉・行田の
− 12 −
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青縞問屋で文人）との連名で、両人の結婚通知状を出している。
紀要 19 号の前稿では、百藝雑誌社、京華堂書店、獅子吼書房について
はつかみきれず、さらに春秋社設立、隆文館勤務の経緯もわからなかった。
ただ、前川文栄閣の前川又三郎の資金援助によって、春秋社を立ち上げた
点は事実だった。春秋社として刊行した書籍はすでに前稿に示したよう
に、第 1 号はアンドレエフ著、中村春雨訳の「信仰」で、この刊行の日付
は 1909（明治 42）年 11 月となっている。紀要 19 号で触れたリストのように、
文章論から健康、修養問題など多彩だ。その中でも、中村春雨の「牧師の家」、
アミーチスの「愛の学校」などは話題作になった。
また、春秋社の事業が何とか軌道に乗り、泰昌は 1912（明治 45）年 6 月、
玉江（戸籍名、墓碑には玉枝とある）と結婚して麹町区飯田町 6-13 に新居
を構えた。泰昌 28 歳、玉江 24 歳のころだった。結婚の後はどうだったの
か。泰昌はこの点についてメモに記しており、
「所以あって春秋社を一時
閉鎖して隆文館編輯部に入り、ここに三年過して、さて又春秋社を復活し
ようとしたが、第一次欧州大戦前の紙の暴騰に資金乏しく、その頃永代が
虎の門で『イーグル』といふ雑誌を主宰してゐたので、之に春秋社を合併
する事とした」とある。
紀要 19 号で触れたとおり、1913（大正 2）年 10 月、隆文館から人気作家
の渡辺霞亭「渦潮」が上梓されているが、これには泰昌が動いている。こ
の隆文館を興した草村松雄（北星）はその後「財政経済学会」を設立、泰昌
の代表作「新聞集成

明治編年史」を刊行しており、長い関係が続いたよ

うだ。
泰昌はこの春秋社の再興が不能だったように書いているが、実は短い期
間ながら再開している。春秋社書店として、大正 4、5 年に何冊かの本を
刊行しており、判明したものをリストアップしておこう。
・エフィシェンシー能率増進法
・楽しき思ひ出

同調査会編

原口鶴子
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1915（大正 4）3
〃（

〃

）5

・ニコニコ式処世法

牧野元次郎

〃（

〃

）7

・化学工業大勢講話

水津嘉之一郎

〃（

〃

）11

・ユウゴオ論説集

榎本秋村

〃（

〃

）12

・森林文学：生と自然

三浦関造訳

〃（

〃

）12

・現在の生活費から思はぬ貯金を産み出す法
嘉悦孝子

1916（大正 5）2

このほか、
「ニコニコ式処世法」の巻末広告を見ると、
「実験新説
養」田中不老禅室主人、
「実験

簡易強健術」川合春充、
「先哲実験

禅学療
腹式呼

吸編」春秋社編輯局編、
「岡田式呼吸静坐法と実験」岡田虎次郎、
「精神能率
増進法」
「健康能率増進法」西邨卜堂、の数冊が紹介されているが、現物の
一部は国立国会図書館などで確認できたが、一部はまだ見ていない。
「ニコニコ処世法」の著者となっている牧野元次郎は不動貯金銀行（現り
そな銀行）の創業者でニコニコ倶楽部会頭だったが、泰昌の記述によると、
永代と一時別れて生活に困っていた美知代に書かせた、としているので、
美知代のゴーストライター本である。原口鶴子はコロンビア大学に学び、
日本女性で始めて ph．D．の称号を得た人物。水津嘉之一郎は東京工業
学校教授。三浦関造は、泰昌が 1912（明治 45）年、つまり初期の春秋社時
代に発刊して大当りしたアミーチス「愛の学校」を訳した三浦修吾の実弟
である。この泰昌と修吾との関係はすでに書いている。嘉悦孝子は嘉悦学
園の創始者。出版に至る経過はわからないが、こうして見てくると人脈確
保の策に長けていたと思われる。
永代静雄がイーグル社を興したのは 1916（大正 5）年。前出の田中英夫
氏によると、この雑誌『イーグル』の広告が見出せるのは、この年 1 月の
創刊号から 9 号まで。しかもこの年の内に、永代は元の勤務先の東京毎夕
新聞に戻っている。従って、この雑誌は短命に終わり、この時点でイーグ
ル社に合併した春秋社もなくなったことになる。
〈4〉 執筆の世界
中山泰昌の若いころは、実名の三郎を使い、また俳句や投稿の際は蕗峰
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の号を使っていた。時間を少し巻き戻して、その執筆について触れておき
たい。
津和野から神戸に出てきた 1902（明治 35）年に、投書によってできてい
る青年向けの文芸雑誌「新聲」に「その面影」が蕗峰の名で掲載されたこと
は先に書いたが、上京 1 年ほど経った 1907（明治 40）年 4 月号の同誌に「湯
ざめ肌」という私小説的なものを出している。貧しいナイーブな雑誌記者
（中山本人だろう）が、好意を寄せてくれる富裕な女性と伊香保に小旅行
をするが、結婚後のその格差を気遣い、一歩踏み出せない心情を書いたも
のだ。この号には、永代とまだ結婚していない岡田美知代も小文「わか草」
を載せている。
また同誌 10 月号には、その頃この「新聲」編集部にいた安成貞雄（安成
二郎の兄）に頼まれて、
「花袋氏の作『蒲団』に現はれたる事実」を書き、自
然主義文学の道を築きつつあった花袋を批判、事実関係を正しながら永代
の擁護に当たっている。
また、1909（明治 42）年 4 月号には「栗の樹」という、会話に津和野の方
言を使った短編小説も蕗峰の名で掲載されている。栗の大樹をめぐる元
足軽の一家と落ち目の旧家の絡み合いがテーマだった。これについては、
「私は一俳文としての投書のつもりであったが、それが小説として扱はれ
（平凡社の文芸年表にも之を小説として扱ひ、私の名〈中山蕗峰〉を小説家
の中に入れられて赤面したのである）、原稿料として金八円五十銭を送っ
てきた（十七頁あったから、一頁五十銭といふのであらう）。之は私に取っ
て思ひがけない事であった」と、うれしそうに書き残している。
泰昌のこの時期は、京華堂書店を立ち上げた奮闘のさ中であったが、仕
事に追われながらも文筆を折っていなかったことがわかる。
さらに、月刊誌「少年」
（時事新報社）を見ると、1910（明治 43）年 3 月号
から 1914（大正 3）年 4 月号までの四年間に、数えられた範囲内では 21 編
の子供向けの物語を書いている。いずれも蕗峰の名である。初出の「根来
谷の探検」は津和野城築城の際に設計に当たった根来坊なる僧侶が秘密保
持のために殺害された、という地元の語り伝えを絡ませており、固有名詞
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を変えつつも郷里に触れた話だった。幼児期に聞かされた話が浮かんでき
たのだろう。また、
「百合子と白熊」
「秘密探偵

地下室の髑髏」
「毒宮殿」
「怨

の拳銃」
「仮装少年」など、子供向けキャッチコピーの効いたタイトルで、
概して練達の文章を書いている。
原本は見つからなかったが、少女小説「愛の心」という広告があり、ま
た少女雑誌にも寄稿していた、という。生活に追われるなかで、書くこと
を楽しみながら、出版の道に進むか、文筆で立つか、迷いの時期を送って
いたのではないか。
蕗峰の名で力量を見せたのは俳句だった。
選者河東碧梧桐による「続春夏秋冬」
（籾山書店）を見ると、蕗峰の 53 句
（そのほか「路峰」名で 1 句ある）が掲載されている。
「余の日本新聞〈陸羯南主
宰〉選者たること約四年、一日閲讀の句數約八百、四年間一千四百六十日

の句數約百十五萬、其中毎季千句併せて四千句を得てこの集を成す」と書
いているので、厳選に勝ち残ったことになる。1 冊にまとまる前の句集は
秋冬春夏の順でそれぞれ 1906（明治 39）年 8 月から翌 07 年 6 月にかけて刊
行されているので、百藝雑誌社、京華堂書店の経営と格闘中の頃に当たる。
もっとも、神戸教会の月報には、泰昌が集会で俳句の話をしたとの記録が
出ているので、兵庫県庁時代の早い時期に句作を始めたと思われる。
若いころの友人である安成二郎は「病間漫録Ⅰ」
（雑誌「イソラベラ」8 号、
1956）で、青年時代の泰昌の句作に触れている。安成は読売、毎日などの
記者をやり、小説も書いた人物。文淵堂で仕事を共にし、俳句の話で親し
くなったが、
「仕事は営業方面で私などよりはずっと世間知りであった」、
さらに中山の紹介で永代を知り、急激に親しくなった、とも書いている。
そこで蕗峰の句をいくつか紹介している。
洗礼を受く

こゝにある我身は誰ぞ秋涼し

山上の垂訓

教説く人尊さよ霧の中
我頭花火の下に来りけり

更にいくつか紹介しておこう。
峠茶屋なくて門茶の功徳かな
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秋も半ば尻がいざりて天の川
薄雲の星を包んで野分かな
冬籠日記のことは日々同じ
塔に雲の通ひや梨の花
絵日傘の登山下山や六月会
蝙蝠や蝶舞雲の暮れて行く
文淵堂が手がけていた「早稲田文学」
（明治 40 年 7 月号）の俳句欄にも一
句だけ、蕗峰名で掲載されている。これ以外には掲載作品はない。
花樗蠶〈蚕〉飼の道具洗ひ干す
1916（大正 5）年、春秋社書店はその経営が厳しくなり、永代の「イーグ
ル社」に合併するのだが、この方もその年のうちに倒産して、春秋社もな
くなった。
ここで、泰昌は執筆生活に入ったようで、紀要の 19 号でこの点には触
れている。大正 8、9（1919、20）年ごろ、
「通俗
「忠孝義節

大和桜」
「文武任侠

日本精史」
（上下、共著）、

大和錦」
「国民年中行事」
「内治外交

吾が

家の顧問」
（共著）に、中山泰昌著とある。
「国民年中行事」は 300 ページ程
度だが、あとは各巻 6,700 から 1000 頁を超えた大作である。
泰昌が 20 歳過ぎの時期に少年小説などを掲載した「新聲」は隆文館が発
行したもので、社長の草村松雄（北星）は新聞記者のかたわら小説も書いた。
その草村の事務所と、
「大和桜」
「大和錦」の出版元とは同じ住所にあり、草
村がこの刊行になんらかの関係を持っていた、と考えられる。さらに、昭
和に入って、代表的な大書となる「新聞集成

明治編年史」
（15 巻）の発行

を引き受けたのは、この草村の財政経済学会だった。
中山の人間関係は長続きしており、人と人とのつながりで生き延びる術
を確保していたようにも思われる。それは泰昌の人間好きの性格とともに、
積極性、とことんやっていく迫力、面倒見のよさなどがうかがい知れるの
だ。
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ただ、一色醒川、永代静雄、安成二郎ら一部の友人を除き、梁川会、金
尾文淵堂などにも多くの学生、文人志望などの知識層が集っていたが、泰
昌はこうした人々と深い付き合いを持とうとはしていなかった。あくまで
も独立独歩というか一匹狼的な道を進んでいる。学びたくても進学できる
状況になく、どこかにそのコンプレックスを抱えてなじめなかったのか。
あるいは自分の身を置いた出版業界や日々の暮らしの厳しい現実からし
て、学生の書生論の世界を羨みながらもその乖離に踏み込めなかったのか。
結果的には、その閉じこもるかの姿勢が百巻を数える文学大系、新聞集成、
辞書つくりといった一事専心、集中の環境を作り得たのかもしれない。そ
のようなこだわる志、気構え、取り組みといったものは、後年の文楽、そ
して吉田文五郎らを支援する姿からもうかがい知ることができるようだ。
〈5〉 綱島梁川との関わり
流れをもとに戻そう。
キリスト教の洗礼を受けた中山は 1906（明治 39）年早々から東京での生
活を始めた。その東京では、職と住を兼ねた金尾文淵堂のほかに力を入れ
たのは、綱島梁川（1873-1907）との会合だった。
その出会いのきっかけはまず、梁川がその著作「病間録」
（明治 38 年 6 月）
を文淵堂から出版するとともに、年末には梁川も編集に参加していた再刊
「早稲田文学」を文淵堂が手がけ始めたことなどがある。上京したばかり
の泰昌は同 39 年早々から番頭兼小使として動き始めており、梁川が「病間
録」に続いて「回光録」
（同 40 年 4 月）を刊行する予定だったこともあって、
仕事上の接点が生れたのだろう。また、一色義朗こと醒川、薄田泣菫、西
田天香ら神戸教会での知人や、中村春雨といった共通の知り合いがいたこ
と、キリスト教についての理解を持ち合えたこと、泰昌の小まめで気働き
があったこと、などもプラスになったに違いない。
梁川の「書簡集」
（のちに泰昌らが興した獅子吼書房刊）によると、明治
39 年 11 月から梁川の亡くなる 9 日前の翌 40 年 9 月までに、三郎（泰昌）宛
の 11 通の封書やハガキが紹介されている。最初の便は、文淵堂などが出
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版した本を病床まで届けるよう依頼したもので、ほかに一色が届けるよう
頼んだ見舞いの菓子果物への御礼を伝えるようにといったもの、あるいは
「回光録」の用紙・価格・活版・写真・校正などについての注文、本購入
の依頼などの内容だ。また、
「回光録」完成のお礼か、5 月にはごく親しい
二人とともに自宅での夕食に招かれている。このように、下働きを通じて、
短期間にも拘らず、よく食い込んでいることがわかる。
梁川、本名綱島栄一郎は 1873（明治 6）年、岡山県生れ。熱心なクリスチャ
ンで、評論家、倫理学者として、この時代の知識人の象徴的な存在のひと
りだった。東京専門学校で文学、哲学を坪内逍遥、大西操山に学び、また「早
稲田文学」の編集に関わり、その後倫理、哲学、美術、思想、文芸などの
論評活動を続けた。10 年来の結核との闘病に苦しみつつ、1907（明治 40）
9 月 14 日に 35 歳で早世した。
梁川研究者の川合道雄氏によると、梁川会について「大別してインテリ
（学生）層と庶民層の二つの受容形態がうかがえ、前者の主流は魚住〈影雄、
折蘆〉
、安倍〈能成〉、を中心に宮本〈和吉、成城学園長、カント研究家〉、小山〈鞆絵、
東北大教授、ヘーゲル研究家〉、といった一高、東大哲学科のグループ、他に斎

藤勇（二高、東大英文〈のち東大教授、東京女子大学長〉）に代表される正統的ク
リスチャンとのかかわりがあり、後者のそれは、仏教的色彩を主にした
西田天香〈求道放浪ののち、トルストイに啓発され、現存の修養団体一燈園を京都に開く〉
の実践運動を中心にさまざまな波紋を拡げていった」
（「綱島梁川とその周
辺」）と区分している。
梁川の亡くなる前後から、彼を慕う各地の人々が「梁川会」を作っていた。
泰昌は追悼会、月命日の会合、雑司が谷墓地の墓碑建設などの事務方を務
めている。梁川が死ぬ直前の 8 月 20 日を第 1 号（其一）として、メンバー
が思い思いの事柄を書き込んだ「回覧集」が作られた。これには中山三郎
または泰昌の名が出ており、その活動ぶりがうかがわれる。
「東京梁川会
ハ毎月例会ヲ開キ居レリ中山三郎君主トシテ斡旋ノ労ヲ執ラル」
「石碑の
図案、石工の選択などに奔走」などとある。
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「回想録」には、さまざまな思考、体験、近況、議論などが個性ある筆
致で書かれている。これを同人に郵送するなどして順次、回覧し書き込む
というもので、計 7 号、1909（明治 42）年 8 月まで続いている。
この「回覧集」に、中山が「飛び入り」として登場するのは第 2 号からで、
神戸教会時代の先輩や仲間たちに触れている。
「〈受洗は〉一色〈義朗〉兄に導か
れたやうに思ふ・・・常に僕を教へ励ましてくれた人」、
「西山庵〈いほり〉さ
ん、さんは今呼ぶとおかしい、よそよそしいやうで僕の精神的『お母さん』
で、僕はその手にあはぬ駄々っ子でした。随分とやんちゃを極めたもの」、
「白夢〈金子卯吉〉兄は神戸に於いて、最も愛慕した法の師です。講壇のドラ
イは君によって潤され、わが荒れたる心は君によって耕され、培われまし
た」と書いている。
この前後には、岡田実麿と美知代、永代静雄、一色、続いて西山、金子
と、神戸教会に関係した人々が相次いで上京、その何人かが梁川を囲むメ
ンバーに入っている。泰昌が出版した「愛の学校」
（クオレ物語）を訳した
三浦修吾とその弟関造も加わっている。
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ここで、少し長いわき道に入るが、中山の思考に触れるために、彼の
24、5 歳ころの表現を、この「回覧集」に見ていきたい。
先輩であれ、かなりズバリとした物言いが出ている。この第 2 号を見る
と、梁川追悼会で大先輩の海老名弾正（1856-1937、新島襄に師事した組合教会派の
著名な牧師、同志社大学総長）が「梁川君は法悦の人にして活動的の人に非ず」と

発言したことについて「あゝ梁川先生が病床に流された血と汗とは遂に人
の知らぬまゝに消えゆくものか、そんな事を承ると心細い気がします」と
書き、さらに「（海老名が）又曰く『梁川君の文章はまだるつこくて読みづ
らい』と。是れ必ずしも海老名牧師一人の言でありますまい、多くの世の
人も又かく言ってゐませう。けれど『これだ』、今の世は実行々々で韻も
なければ興もない、其言葉や実行に鋭利直截な節はあるかも知れぬが、要
するに昔の万朝〈報〉社説や今の二六〈新報〉の三面である。詩がない、歌が
ない、韻がない、ものゝ分かつた人からこんな事をきくと、人は『梁川氏
の死について寂寞を感じない』かも知れぬが、私共は永久の寂寞を感じざ
るを得ぬ」と反論している。
また、キリスト者としてはかなり自己流の受け取りようもあり、そこに
泰昌らしい個性が感じられる。この独自の吸収ぶりが、信仰の道に終生と
どまることなく、宗教のエキスのようなものを体内に大きく残しながら脱
皮していくことになったのではないか。
「飛び離れた理想郷を夢想してそれに移りたいとは思はぬ。現在の境遇
をその移るに任せて、其中で、生存に対する高貴な悲哀、苦痛を味って行
く程の余裕が得られたらと思ふ」
（第 3 号、明治 41.1.11 記）
「神を寂びしいものと見た人は、其人は寂びしい神を要求してゐるので
はあるまいか。温かいといふ人は其方面を要求してるのであらう。と私だ
けは思ふ。私は自分の随時随処の要求によって神を小さく切り刻んで懐ろ
に入れて、それで満足してゐます」
（第 5 号、同 41.10.9 ころ）
「今若しほんとに親しい神があったら『おとっさん』と呼びます。・・・
私の『おとっさん』は強くて優しくて思ひやりが深ければいゝと思ふ。頭
をポカポカはって下さるのは構はんが、折々は少々の我侭を通して下さ
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るといゝと思ふ。
『鬼っ子』や『健子』のへだてなしに可愛がって下さりゃ尚
いゝと思ふ」
（同）
「個人意識を奪って了ふことはそんなに（やって見れば）辛い事でないか
も知れず、又そうしたら如何に楽しいかも知れないが、楽しくても、辛ら
くなくっても私はイヤだ。回覧集中の皆さんの御筆も、私には其人にその
個性を認めて始めて面白いと思ひます。千様万態の帰着は神の一点かも知
れぬが、さまざまの色異るあらはれがあればなを面白い」
（同）
〈6〉 西川光二郎との出会い
中山泰昌は綱島梁川に精神的影響を受けたあと、やはりキリスト教入信
を経て、政治活動、社会主義運動から社会奉仕に関心を移していった精神
修養家西川光二郎（1876-1940）に接近している。社会主義には直接近づか
なかった泰昌だが、社会問題には強い関心があった。
西川は、東京専門学校（早稲田大学の前身）在学中、労働運動を指導し
た片山潜のもとで雑誌「労働世界」を発行、また 1901（明治 34）年には社会
民主党の創立発起人になり、平民社に加わって「平民新聞」を発行して社
会主義・非戦論を主張、1906（同 39）年日本社会党結成に参加した。その
後 1908 年、東京市電値上げ反対運動で兇徒聚集罪に問われ入獄。
「2 年の
獄中生活の間に運動からの離脱を決意、1910 年の出獄直後から『心懐語』
を執筆した。過去の運動を否定し、
『制度の改革より修養』が必要だと説い
た。折から大逆事件の審理が進む中での上梓（新渡戸稲造序）であったため、
同志の失望は大きかった。・・・幸徳らが処刑された 11 年、松村介石の日
本教会（後の道会）に入会し『道』や『道話』の編輯に携わった後、14 年に自
ら自働道話社を興して『自働道話』を主宰した」
（田中英夫、近代日本社会
運動史人物大事典第 3 巻）。
西川は第 1 次世界大戦の始まった 1914（大正 3）年 4 月、新聞 4 つ折 4 ペー
ジほどの小誌「自働道話」を刊行した。1919（大正 8）年 2 月号の同誌 59 号
に、泰昌が年賀状を送ったことが出ている。泰昌はこの時期、春秋社書店
がつぶれ、
「日本精史」など部厚な書を執筆していた。
「自働道話」を見る限
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り、誌上での関係は関東大震災をはさんで 10 年近く続いていることが確
認できる。
1921（大正 10）年 2 月号には、年賀状の氏名一覧に中山泰昌のほか、同
郷の天野雉彦、岡千代彦や、野間清治、島中雄三、白柳秀湖、花井卓蔵、
山室静、三木武吉らの名があり、幅の広さを示している。この年の 3 月、
第 1 回の自働道話読者会が開かれ、これには「たま江」夫人とともに出席。
6 月の第 2 回会合では、泰昌は「大阪第二北野尋常小学校長若林常順の廃
物利用」について講話している。当時の国民 6000 万として 1 人 1 日白米 1
粒を粗末にすると、1 日 6000 万粒、1 年 219 億粒、3087 石、当時で 1 石 30
円として 9 万 2000 円余のマイナスになる、などと節約を説いている。貧
しい状況の続く中山家の思いを込めたのだろう。
翌 1922 年 2 月号では、新読者紹介で 4 人を獲得、また 7 月号では拡張
運動で 10 部の成果をあげるなどとあり、熱心な関わりが伺われる。
翌年には、関東大震災に襲われるが、その頃の様子については後述した
い。震災 1 年を過ぎると、被害を受けた西川光二郎の住宅再建にも寄付し、
愛読者の青年子女のための修養寄宿舎建設にあたっては終身読者になっ
て、誌代 10 年分（15 円）を前納している。
1928（昭和 3）年 1 月号にも名刺広告を出している。このころは大震災か
ら 4 年余が経ち、中山は、永代静雄が設立した新聞研究所関係の仕事に就
いて生活を徐々に再建している。さらにその後研究所から独立、円本ブー
ムに乗って「校註

日本文学大系」などの大仕事を軌道に乗せ始めた。だ

がその前に、関東大震災に遭遇した泰昌の様子を取り上げておこう。
〈7〉 関東大震災に苦しむ
紀要 19 号でも、震災が直撃した出版業界について触れたが、泰昌は「サ
ンデー毎日」
（1923・大正 12 年 9 月 16、23 両号）に詳細なルポを書いていた。
1923（大正 12）年 9 月 1 日午前 11 時 48 分、大規模の地震が襲ったとき、
中山の家族は 60 歳過ぎの養母タカ、11 歳前後の長女、3 歳下の二女、そ
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れに小学校に入ったかどうかの長男八郎の子ども 3 人を抱えていた。泰昌
は不惑の 40 歳だった。
「火に一時間と経たぬ内になめられて了った」ので、一同は市谷見附の
土手に逃れた。ついで、母親と子ども 3 人を知人宅に預け、夫婦は神楽坂
警察署に避難する。妹と乳飲み子たち 4 人の子どもと一緒に、不明の妹の
夫を待った。
「最早疼痛を感ずる程の正〈生〉気もないらしく折々ピクリピク
リと体の何処かを動かすばかり」の重症患者たちがすぐそばに寝て、
「翌朝
見ると顔に白い布が覆ってあった」り、臨月の母親が梁の下敷きになって
亡くなったという、その幼児 2 人が母を求めてヒーッと泣き続けたり、悲
惨な修羅場がくわしく綴られている。不明だった小学校教師である妹の夫
は 3 日目に元気な姿を見せて、ホッとするのだが、聞けば「逸早く勅語を
捧持し」て千葉まで逃げた、という。妻の姉も教師で、こちらも御真影を
抱え、上野の山で一夜を明かした。そういう天皇崇拝の時代だった。
9 月 16 日号の見出しは「『人間』の醜さに直面して――弛緩し頽廃した人
心から産れる新東京の建設が怖しい」となっている。
「烏が孔雀の羽を借着したやうな薄っぺらな身繕ひをした『文明』と、そ
の中に育てられた『文明人』の癡呆が、みじめにも露骨にされて了ったの
が今度の大東京の残骸である。その残骸の東京に、纔に身を以て生残った
人々は腐死に生いた蛆である。その腐死を喰盡したら他に行くべきところ
もない」
「その基礎と信用とで一萬円の銭を十萬円にも活かして使って来た者が、
今度はよし十萬円の銭を握ってゐても、それを一萬円に活用する事すら覚
束なかろう」
「私達一家が山の手の或る警察（神楽坂署）に厄介となって、その炊き出し
米を頂いてゐた時の事であった。炊出し第一回には白米の握飯二個と沢庵
二切れ、第二回目には同じく二個と梅干一個、第三回目四回目は玄米の握
飯二個宛で塩気も無い。第五回目からはその玄米飯が一個となり第六回目
からは玄米の粥一椀宛となった。それは事実食糧がないのだから仕方がな
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いが、併し然うなると腹の方が承知しないから、人数の嘘を云っても一個
でも余計に取らうとする

それを発見されて叱られる。異常の緊張と混乱

とが影を濃くして行って一種物凄い光景となった。其処へ行くと、自分の
奪う一個が他にどれだけの影響を與へるかといふやうなことを考へる暇は
なくなって了ふ。・・・亀戸の避難地では、敷島一個を二十銭宛に売りに
来たとて、上野の山では梅干一個を十銭に売りに来たとて、千葉街道の往
還では新聞社の写真班にあらざるものが慰み半分（でもあるまいが）に写
真を撮ってゐたとて、孰れも或は叩き殺され、或は半殺しにされて了った」
これは 9 月 16 日号の執筆である。
このあとの事態は、19 号の紀要稿にあるとおり、
「丸裸で投げ出されて、
瓦のカケラ一つ持たぬ私は最早立ち上りやうがない」と書いている。
更に「自働道話」116 号、つまり地震から 3 ヶ月ほど経った号に、大阪に
行った泰昌は次のように書き送っている。
「何一つ残さず焼いて身を以て逃れました。老幼共怪我のなかったのが
天佑であります。お宅様〈西川光二郎〉とも角御無事御立ちのきの御様子めで
たく存ます〈ママ〉。印刷所焼失は此際大打撃御心労御察申上ます。
私は（地震直後の 9 月）6 日東京を捨てて 7 日大阪着（直に「大毎」に駆けつけ
「サンデー毎日」十六日号、二十三日号に執筆しました）。これから此方面
で何かを見つけて働くつもり。四十男の赤ん坊が今から又這え立て笑への
再練習は兎も角滑稽の悲劇ですが勇を鼓してやって行くつもりです。
秋近しこれから伸びる草や何に
想ひ出すほど東京は懐しく思ひます

どうぞ復興の新東京に目覚しい御

活動をいのります（大阪）」
先に触れた花袋著「縁」の余白に書き込まれた震災の頃のくだりを見て
みよう。
「私は丸裸となって再起不可能と見て、五日目に大阪に走った。
あとに残った私の妻は何とかして私を呼び返さうとして、その頃小石川の
柳町に移ってゐた永代をたづね、私に帰京を促す電報をよこし、私も一
応東京の様子を探るべく帰京して、遂に当分永代の『新聞研究所』に入り、
新に『出版内報』を創刊して、私はそれを主幹することになったが、その
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頃の永代の耽溺性はますます激しく、震災の創痍癒えざる中でも、金が少
し集るとそれをさらへて行って飲みに行き、行ったら最後、二日でも三日
でもしけこんで帰らない」と書いている。
〈8〉 文学大系編纂へ
中山の道は揺れ動いていた。上京してすぐ出版業に飛び込み、その日暮
らしながら百藝雑誌社、京華堂書店、獅子吼書房、春秋社と倒れては立ち
上げ、立ち上げては倒れながらも、かなりの書物を世に問うてきた。その
かたわら、雑文書きも忘れていない。また、綱島梁川に私淑しつつ、仕事
にもつなげた。春秋社を、長い付き合いのある永代静雄の雑誌社と合併さ
せたものの、短期で倒産。西川光二郎に傾注しつつ厳しい生活を支えてい
るうち、関東大震災に見舞われる。
だが、そこでまた立ち上がる契機をつかむ。そこにも、近づいたり離れ
たりの永代が登場、ともあれ生活と仕事を建て直していく。
「自働道話」142 号（1926・大正 15 年 2 月号）には、
「大正十二年以来私が
専任担当して来ました『出版内報』を引受けて経営することゝ相成、之を
出版『販売・印刷、製本・著述、内報』と改題して一段の躍進を為すべく・・・」
「右出版内報社の経営と共に新に『出版相談所』を設立・・・」との手紙を
寄せている。これは、震災のあと、永代の新聞研究所内で、永代の新聞関係、
中山の出版関係と、それぞれの経験や人脈によって業界情報を紹介してき
たものだが、この底流には永代の奔放さと中山の生真面目さと貧乏性との
葛藤があり、また自信をつけてきた中山泰昌の自立宣言ではなかったか。
終戦の直前に急逝した永代に対する泰昌の弔辞は、全面的に永代の才覚
を真摯に称え、決して外交辞令ではないのだが、
「有体に申せば君ほど天
才的に、奔放自在に一切の拘束羈絆を超脱して其の一生を我が思ふ儘に過
した人はないでせう」
「新聞記者となるに及んでも、殆ど捕捉すべからざ
る勤務振りで先輩友人の気を散々に揉ましたものである」と述べたところ
にも、二人の関係の面白さがにじんでいる。
ただ、この自立に至る直接の引き金は、国民図書株式会社から「校註
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日本文学大系」出版の話があって、泰昌がこれを受けたことである。ある
いは、泰昌がこの企画の腹案を示していたのかもしれない。
『出版内報』が
いつまで続いたものかわからないが、全 25 巻という奈良朝から江戸期ま
での国文学と和歌を網羅するという大事業は片手間にできることではない
ので、
『出版内報』の方は長くは続かなかっただろう。紀要の前稿でも触れ
たが、この国民図書はコロンビア大学を出たあと 16 年の滞米生活を送っ
た中塚栄次郎が創業したもので、文学大系は 1925（大正 14）年 10 月以降に
順次刊行されている。この発行は震災復興の中で持ち上がった書物への欲
求の機運、つまり大正から昭和へと切り替わる 1926 年からの円本ブーム
に乗って、好調に売れて行った。それがさらに全 25 巻の「近代文学大系」
を生むことになり、全 28 巻の「校註

国歌大系」につながった。いずれも

中山泰昌編纂、国民図書発行であった。
このように大正末から昭和初期にかけても、多忙を極めたようだ。それ
ばかりではなかった。前稿でも触れたように、泰昌は当時の小川誠文堂
を創業した小川菊松に対して、雑誌「子供の科学」の発刊を提案しており、
この仕事も若干続いていた。これは、震災後の 1924（大正 13）年 9 月になっ
て、府立一中教師から科学の啓蒙的な執筆や編集にあたってきた原田三夫
のもとで刊行された。この雑誌は、今も誠文堂新光社から出されている。
さらに、大正期に手がけた「掌中漢和新辞典」が、1926（昭和元）年 12 月
に至誠堂から上梓されている。1 人でコツコツと集積する辞書つくりは容
易ではなかっただろう。また、
「国歌大系」の索引の整理カード 36、7 万枚
に及ぶ仕事、
「新聞集成

明治編年史」の索引の見事さからしても、その丹

念な取り組みには驚くほかはない。彼自身、このころを「所謂八面六臂時
代が来た」と書いている。
この文学や国歌の大系、辞書などの評価などについては紀要 19 号に触
れているので、参考にされたい。また、1933（昭和 8）年春から取り掛かっ
た全 15 巻に及ぶ「新聞集成

明治編年史」
（財政経済学会刊）編纂の様子や、

その基になった「明治新聞雑誌文庫」創設の宮武外骨との関わり、妻玉江
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の尽力についてもここでは省略する。
「新聞集成

明治編年史」完成のあとの 1937（昭和 12）年、
「明治史話」を

刊行している。明治編年史編纂会に参加した尾佐竹猛ら有志で明治大正史
談会を設立、この会の名のもとに、編年史 15 巻に毎回添付されていた小
冊子「三朝史話」を 1 冊にまとめて出版したものだ。編纂者の名前はないが、
編年史と同様の作り方で、また中山泰昌の名や一記者といった原稿が掲載
されているところから、明らかに泰昌作品といえる。
「明治初期の新思想
に先駆した雑誌」
「明治初年の新聞取締」
「明治十四年の政変、その裏道を
往く」
「明治二十年前後の新聞界」
「マリア・ルーズ号事件」
「社会主義運動
の回顧」などが掲載されている。泰昌は、伝書鳩の知識を永代静雄から仕
入れたのか「明治事物起源小補」と題して伝書鳩普及について取り上げた
り、神戸教会の原田助牧師から聞いたのか、金森通倫、海老名弾正、徳
冨猪一郎（蘇峰）、浮田和民らを送り出した熊本洋学校・熊本バンドにつ
いて「日本に於ける基督教発達の経路と熊本バンド」を書いたりしている。
泰昌の幅の広さ、興味の強さが感じられる。
〈9〉 戦後の思考をたどる
中山泰昌は 1936（昭和 11）年 12 月に「明治編年史」の 15 巻目を出版した
あと、第二次世界大戦中をどのように過したのか、その軌跡はたどれてい
ない。1943（同 18）年 2 月には、聞き語り「文五郎芸談」を桜井書店から出
している。昭和初年に吉田文五郎や桐竹紋十郎を知り、その後援会を作る
など、戦後に至るまでずっと文楽の振興に情熱を傾けている。これも紀要
前稿に触れたとおりである。
また、戦後は 1955、56（同 30、31）年に「国語漢・英綜合新辞典」
（光文書院）、
「難訓辞典」
（東京堂）といった、辞書作りに専念している。この点もすで
に触れているが、この難訓辞典は今も十分使える力作である。この辞典の
完成を見ないまま、その半年前の 1956 年 7 月 5 日に、妻の玉江が没して
いる。玉江の内助の功は「明治編年史」の編纂作業やその挿画作製などに
見られることは紀要前稿で指摘したが、泰昌の生涯において多彩な仕事を
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果たしたことは彼女の存在なしにはありえなかった。
第二次世界大戦が終わったあとの日本は食糧・資源・外貨難、失業、世
相不安と犯罪多発など、保革・労使の激突、政治の不安定、経済の破綻と
社会全般に暗い状況が続き、ぎすぎすした空気に覆われた。そうしたなか
で、東西冷戦の緊張が高まり、日本は内政外交ともに西の自由主義陣営・
米国側に組み込まれ、1950（昭和 25）年 6 月には朝鮮戦争が始まった。こ
の戦争は特需景気をもたらして、日本の戦後復興に寄与することになる。
泰昌はその頃、一冊の本を書いている。
「ほほえむ人生」というタイトルの、1951 年 3 月、光文書院刊で、これ
までの編著のものとは違い、エッセイ風に自分の考えを前面に出している。
一種の修養・啓発の書でもある。泰昌、66、7 歳の頃で、円熟が感じられる。
その底流として、平均的庶民の立場、温厚和平を志向する姿勢、個人格を
尊重する一方で人間としての練磨を重視する基調が感じられる。
彼の幼時以来の貧困・不遇や、思いがけない倒産・被災などの挫折から
の立ち上がり、キリスト教による啓発、人間関係を重視した出版業での経
験、そして文学大系・新聞集成・辞書つくりに見せた粘りと熱中・・・こ
のような体験を前向きに生かしたと思われる文章が目に付く。そして、現
実をにらみながらも、根底に社会や人間に対するロマンの世界を描いてい
ることも一つの特徴といえよう。
「むすび」のなかで、この執筆の動機を次のように書いている。
「私共は、暗いジメジメした夜道には歩きつかれています。何とか世の
中を明るうしたい、希望のある世界としたい、笑って暮らしたい、魂の安
住が出来る、ほほえましい人生を送りたい。その頼みをかけるには、私共は、
現実の世相を、もっと深く突っ込んで考えねばならぬ。そのためには、主
義思想の骨に、経験と鍛錬の肉をつけねばならぬ。――この所願から、こ
の一編の生活白書をものした次第であります」
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文中から、彼の思考をうかがわせる部分をピックアップしてみよう。
「民主主義の穿き違え、人権尊重の行きすぎ、横道にそれた言論の自由．
到る処に『てんやわんや』の猿芝居が演ぜられるのも、畢竟、あまりにも
安易に狩りとった獲物に有頂天になって、それの料理の仕方も知らないか
らではありますまいか」

〈安易感を去れ〉

「昔の道徳は、個人の徳を養い、人格を磨くことに出発し、今の道義は、
社会人として共同の生活ということに責任を負うことを第一の目標としな
ければならなくなりました。が、それは個人の徳を第二義的に考えてよい
というのではありません。否、個人の徳を磨き、その人格を立派に磨き上
げることが、社会道義を完成する根本で且つ重要の基礎工作であり、これ
なくして築かれた共同の生活は、ただ畜類の世界に等しいものであります」
〈日本再建の基礎〉
「昔の右傾団は、口を開けば、忠君愛国。何かすれば皇室中心主義。理
論も何もなしに、真っ向から之を振りかざして相手を叩きつけ、そして自
らの悪と我意とを助長して来ました。今は代議士の得票を稼ぐ道具が、曰
く日本の再建。闇会社の宣伝広告亦、曰く日本の再建。・・・日本の再建
は国の財政の建直しにあり、一国の経済を建直すには、先ず生産を増加す
ることにある。という議論には間違いはありません。だが、それを平滑に
廻転し運営するには、道義という精製された潤滑油がなくてはなりません」
〈同〉
「日本に於ける労働運動の歴史は必ずしも新らしいことではありません
が、戦時中は理不尽な弾圧を以て禁止の状態におかれました。それが新憲
法によって公然と保障さるゝに至ったばかりでなく、戦後の放漫財政によ
る悪インフレの急激な昂進に伴い、労働階級の不安は著しく増大して、そ
れが労働運動に拍車をかけるに至ったのは、けだし当然の事でありましょ
う。・・・ストライキは最後の武器であります。最後の武器である以上、
昔の武士が腰に指した両刀と同じく滅多に用いるべきものではありますま
い。それが一時は訳もなく行われて、次から次へと流行の形となって現わ
れた為に、一般労働者の心構えは真剣味を欠き、自分の生活苦に対する痛
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烈の要求とは遊離したお祭り騒ぎに至った感があるのであります。無論そ
れも単純なるワイワイ連のお祭り騒ぎではありません。第一には、新憲法
によって解放されたという喜び、それに有頂天になって、自己反省を欠い
たという点もあります。人間というものは兎角新規なものを喜ぶ癖があり
ますが、それが殊に長い間の封建制度の重圧から一時に解き放たれたので
ありますから、冷静な理性を欠くまでに浮つ調子になったのも無理はあり
ません。第二には、理論的究明を好む若き人たちが、言論の自由を得た事
とて、その議論に花を咲かせすぎて、多分に興味が手伝い、社会の実情に
対する批判なり観察なりを疎かにしたという点もあります」
〈労働運動のあり方〉
「（明治時代）当時の社会主義運動は、寸毫の妥協性もない熱烈そのもの、
真剣そのものでありましたが、その中に宗教的かとも思われるゝまでに高
い倫理観があり、今憶い出しても好感の持てるものでありました。当時の
『平民新聞』は今展繙しても、ドコ一つイヤらしい、人をして顰蹙せしめ
るような下劣さはありません。そのころの運動に最も活躍し、又は非戦論
を唱えた人を挙げて見ましても、内村鑑三、安部磯雄、矢野文雄、片山潜
等の老先輩といい、木下尚江、幸徳秋水、加藤時次郎、堺枯川、西川孝次
郎〈ママ〉、大杉栄、山川均等の中堅どころといい、いずれも人格の香り高く、
今なお想起して懐しさ、親しさを感ぜしむる人ばかりでありました。従っ
てすべての調子が上品であって、大きい輪郭があって、人を引きつける力
が十分にありました。苟しくも斯かる思想運動をリードする頭目は、やは
り斯うした人格を有する、所謂『人物』でなければならぬことを痛切に思
わせるのであります」

〈人格の輝き、道義の光〉

「家庭の事を語るに当りまして、あまりにも女性の問題について多く述
べ、妻の立場についてのみ強いて語りましたが、これは婦人に対して多き
を求むるからではありません。家庭は妻の天下であり、子供は母の天国の
下にのみあり、家庭という一城郭内では、主婦が総大将であると共に、そ
の任務があまりにも尊く大きいからであります。而も、封建的思想の下に
虐げられて来た女性が、ただ解放されたという喜びに走りすぎて、精神の
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世界、魂の世界の事を閑却する傾きが多いので、特にその面に多く触れた
次第であります」

〈人形の家のノラ〉

「人は希望と光明を求めます。真善美の世界を求めます。誠実と愛情と
の中に憩いを求めます。それを求め得て初めて人生には、
『ほほえみ』があ
ります。その『ほほえみ』なくして、人生に、何の楽しみがあり、生き甲
斐がありましょうか。私共は豚でもなければ鶏でもない、不滅の魂を有っ
ている人間として、もっと深く人生を掘り下げて夜光の玉を拾い、又もっ
と高く仰いで黎明の輝きに浴しなければなりません」

〈恋愛と人生〉

中山三郎・泰昌は明治、大正、昭和の三代を出版と文筆に生き抜いた。
彼が上梓し、執筆したものは残るが、彼の名は郷里の津和野においても、
すでに知る人はいない。しかし、無名ながら、激動の中を一貫して、一途
に生きた人物を追ってみると、その人生の重さを強く感じざるを得ない。
彼は、1958（昭和 33）年 12 月 25 日、キリスト降誕とされる日に肺炎で
死んだ。
〈紀要 19 号で触れた「岸田蒔夫・牧童」は 1932（昭和 7）年 8
月から 2 年間、中山と同郷の島根県鹿足郡旧津和野町町長を
務めたことが判明。この人物もトレースしてみたい。
また、前稿で誠文堂新光社を興した小川菊松の著書から引
用したが、令孫清田啓子氏の冒頭に掲げた論文に「戦後はの
んびりと質素に暮し、小川菊松著『出版興亡五十年』のゴー
スト・ライターをつとめたりして」とあり、泰昌と小川との
かかわりが概して詳しく書かれている事情がわかった。
多少のことでも、訂正修正、補強材料、ヒントなどのご教
示をお願いして、この稿を終えます。／ 2009．1 未定稿〉
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