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碧梧桐と熊谷の文化史

かわひがし へ き ご と う

河東碧梧桐 （1873-1937）

―現代俳句の系譜と民芸店「工藝」の文化振興―

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

将軍も見ゆ鳥葬や冷かに

明治 6 年（1873）2 月 26 日、愛媛県松山市千舟町
（旧温泉郡千舟町）に朱子学派の学者で、藩学明教館
の教授である父・河東坤（したがう）
（号・静溪）の
五男として生まれる。本名は秉五郎。日本の俳人・随
筆家。 伊予尋常中学校（現・愛媛県立松山東高等学
校）
、第三高等学校入学の後、第二高等学校（現・東
北大学）中退。中学時代から正岡子規に兄事、高浜虚
子とともに子規門の双璧をなした。
子規没後、新聞「日本」の俳句欄の選者を子規より
継承した。明治 39 年に全国俳句行脚を開始、新傾向
俳句運動をすすめる。中塚一碧楼らと大正 4 年『海
紅』を創刊、自由律俳句を示す。
『八年間』
『三千里』
『碧梧桐句集』などがある。大正 12 年「碧」
、14 年
「三昧」を創刊。昭和 8 年（1933）還暦祝いの席上
で俳壇からの隠退を宣言した後、昭和 12 年（1937）
2 月 1 日に東京にて没した。
お が わ せん よ う

大空を 仰ぐ目の
百姓の菊に散りつつ
大典奉祝

小川千甕 （1882-1971）
碧

啓 よくよく病気に
親しい君です
お互いに御無沙汰してをるから無事だと
思ふてをるとかういふ事がある
十分ご静養ありたし
六月十六日
碧
（改行、筆者）

明治 15 年 10 月 3 日生まれ。本名は多三郎。仏画師
の北村敬重の弟子となり、その後、浅井忠に洋画を学
ぶ。明治時代末、28 歳で東京へ転居し、
『ホトトギス』
などに挿絵、漫画を発表して人気を博した。更に大正
2 年には渡欧し、印象派の巨匠ルノワールと面会し
た。帰国後は日本美術院に出品し、本格的な日本画家
として活躍。大正 4 年、川端竜子、小川芋銭らと「珊
瑚会」を結成。油絵から日本画へ移行し院展に「田面
の雪」
「青田」などを出品。昭和 7 年、日本南画院に
参加。昭和 46 年 2 月 8 日死去。88 歳。京都出身。
代表作に「炬火乱舞」などがある。

い研鑽を積む。横山大観の薫陶を受け、大正 4 年日
本美術院同人。昭和 10 年帝国美術院会員となる。京
都で死去。俳人河東碧梧桐や、駐日フランス大使であ
った詩人のポール・クローデルとの交遊が知られて
いる。
な かつかきょう や

中塚響 也（1888-1945）
岡山県玉島町で生まれる。本名、謹太郎。俳人中塚一
碧楼の妹の清と結婚。河東碧梧桐に師事、
「乱礁会」
「水曜会」を結成。義兄一碧楼の「自選俳句」に参加。
一時「海紅」に参加したが大正期には俳壇を離れた。
昭和 10 年、定型俳誌「渚」を発刊したが、昭和 15 年
に廃刊した。
い わ や さざなみ

巌谷小波（1870-1933）
小川千甕筆扇面画
なかつ かい っぺき ろう

中塚一碧楼 （1887―1946）
岡山県玉島（現倉敷市）に生まれる。本名、直三。岡
山中学在学中にキリスト教の洗礼を受けている。明
治 40 年（1907）
、上京し早稲田大学商科入学、飯田
蛇笏らの早稲田吟社に入り『国民新聞』俳句欄に投句
し、当時の自然主義文学思潮の影響を受けた。明治
41 年より河東碧梧桐選「日本俳句」
（雑誌『日本及日
本人』俳句欄）に投句、新傾向作家として頭角を現し、
明治 42 年には新傾向の中心作家となった。翌年、選
者否定の俳誌『自選俳句』を、早大文科に再入学した
際には『試作』を、大正 1 年には『第一作』
（
『試作』
改題）を創刊して個性的な口語自由律の作を発表し
た。大正 4 年、碧梧桐とともに『海紅』を創刊し、碧
梧桐が去ってからは同誌を主宰して『層雲』と並んで
自由律俳句の流れを形成した。作風は初め頽唐風（た
いとうふう）の傾向があり、その後は清新平明な叙情
風に移った。句集に『はかぐら』
（1913）
、
『一碧楼句
抄』
（1949）などがある。
と み た け いせん

冨田溪仙（1879-1936）
明治 12 年 12 月 9 日、福岡県博多に生まれる。本名
は鎮五郎（しげごろう）
。字は隆鎮。別号に雪仙、溪
山人など。明治から昭和初期に活躍した日本画家。初
め狩野派、四条派に学んだが、それに飽きたらず、仏
画、禅画、南画、更には西洋の表現主義を取り入れ、
デフォルメの効いた自在で奔放な作風を開いた。冨
田家はかつて福岡藩の御用を務め、溪仙が生まれた
頃は麹屋町（現在の博多区川端）で素麺製造業を営ん
でいた。福岡藩御用絵師だった衣笠守正（探谷）に狩
野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師
事。後に仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広

明治 3（1870）年、東京出身。本名は季雄。一時、
「漣
山人」と号した。父は貴族院議員も務める裕福な家庭
に育ち、医者となることを期待されて育ったが、文学
を好み、尾崎紅葉の主宰する硯友社に入った。
「こが
ね丸」
（1891）がきっかけとなり、博文館から次々に
お伽噺を発表し、明治 27（1894）年からは雑誌「少
年世界」の主筆となり、児童向け雑誌や、
「日本昔話」
「日本お伽噺」
「世界お伽噺」などの叢書を発刊した。
明治 33（1900）年から２年間、ベルリン大学東洋語
学校に日本語教師として赴任し、帰国後、ドイツでの
見聞をもとに、
「学校芝居」を提唱し、そのための脚
本も書いた。
「お伽翁」とも呼ばれ、近代児童文学の
祖となった。
お ざ き ほうさい

尾崎放哉（1885―1926）
鳥取県吉方町（現鳥取市）に生まれる。本名秀雄。中
学時代より句作。1902 年（明治 35）第一高等学校入
学。荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)のおこした一
高俳句会に入る。東京帝国大学法科に入学後、芳哉の
号で高浜虚子(きょし)選の『国民新聞』俳句欄や『ホ
トトギス』に投句。07 年ごろ放哉の号となり、09 年
大学卒業。東洋生命保険会社入社。15 年（大正 4）末
より井泉水の『層雲』に投句。朝鮮火災海上保険会社
支配人になったが酒癖のため退職。妻と別れ京都の
一燈園に入り、のち諸方の寺の寺男となった。25 年
夏、小豆島(しょうどしま)の西光寺奥の院の南郷庵
(なんごうあん)に入り独居無言、句作三昧(ざんまい)
の境に入ったが 1 年足らずで病没した。句集『大空』
（1926）があり、口語自由律の句に特色を発揮した。
お ぎはら せいせん すい

荻原井泉水（1884―1976）
明治 17 年 6 月 16 日、東京・芝神明町（現港区浜松
町）に生まれる。本名藤吉(とうきち)。中学時代より

作句し、1901 年（明治 34）旧制第一高等学校に入学
し、角田竹冷の「秋声会」
、岡野知十の「半面派」に
関係し、のち正岡子規の日本派に参加し一高俳句会
を結成した。05 年東京帝国大学言語学科入学、河東
碧梧桐の「新傾向俳句運動」に加わり、従来の俳号「愛
桜」を「井泉水」と改めた。08 年東大卒業。碧梧桐
と 11 年 4 月『層雲』を創刊したが、季題について意
見を異にする碧梧桐が大正初頭同誌を去り、井泉水
は季題と定型を揚棄した自由律俳句を唱え、門下か
ら野村朱鱗洞、芹田鳳車、尾崎放哉、種田山頭火らの
作家・俳人を輩出した。句集に『原泉』
（1960）
、
『長
流』
（1964）
、
『大江』
（1971）
、主著に『俳句提唱』
（1917）
、
『新俳句研究』
（1926）
、
『旅人芭蕉』正続
（1923～25）
、
『奥の細道評論』
（1928）などがある。
65 年（昭和 40）芸術院会員。昭和 51 年 5 月 20 日
に没した。
た ね だ さんとうか

種田山頭火 （1882―1940）
山口県防府町（現防府市）に生まれる。本名、正一。
幼時の母の自殺が山頭火の生涯に大きな衝撃を与え
た。1902 年（明治 35）
、早稲田大学文科に入学した
が、神経衰弱で退学して帰郷。父と酒造業を営むが失
敗し、家は破産。山頭火は熊本市で額縁店を開くが、
家業に身が入らず妻子と別れ上京。しかし、定職を得
ず、熊本に帰る。酒におぼれ生活が乱れた。1924 年
（大正 13）市内の報恩寺で出家。法名、耕畝とした。
市北部の植木町味取の「味取観音」の堂守となった。
1926 年、行乞（ぎょうこつ）の旅を始め、山口県小
郡（現山口市）の「其中庵」に住したが、行乞漂泊す
ること多く、諸国を巡り、1940 年（昭和 15）松山市
の「一草庵」で没した。句は 1913 年から『層雲』に
投句。漂泊中の作に特色がある。句集『草木塔』
（1940）
がある。

現代俳句への道 ―子規、虚子、碧梧桐―
正岡子規の死後、俳壇は高浜虚子を中心とする「ホ
トトギス派」と、河東碧梧桐を中心とする「新傾向句」
に分かれる。
「新傾向句」が五七五調や季題にとらわ
れない新しい句作を提唱したのに対し、
「ホトトギス
派」は五七五の定型調や季題といった伝統を守り、客
観写生を深めることを主張した。その後、大正～昭和
初期には「ホトトギス派」が俳壇の主流となり、そこ
からさらに「馬酔木」
、
「天狼」
、
「人間探求派」などが
派生していく。系譜としては「ホトトギス」→「馬酔
木」→「天狼」
、
「人間探求派」とつながる。
虚子を中心とする「ホトトギス派」は「四 S」と称
された水原秋桜子、山口誓子、阿波野青畝、高野素十
らを中心に勢力を拡大したが、後に「客観的写生」を
唱える虚子、素十と、
「主観的写生」を唱える秋桜子

とが対立。秋桜子はホトトギスを脱退・独立し、主宰
する「馬酔木（あしび）
」を中心に主観的な叙情俳句
を追求した。
その後、
「馬酔木」を辞した山口誓子が「天狼」を
創刊。また「馬酔木」の中で秋桜子から「難解派」と
呼ばれていた中村草田男らが「人間探求派」として独
立した。草田男は子規の「写生」を受け継ぎ深化させ
つつ、さらに人間の内面心理も詠むことを追求した。
ナイターの光芒大河へだてけり（水原秋桜子）
流水や宗谷の門波荒れやまず （山口誓子）
天よりもかがやくものは蝶の翅（山口誓子）
勇気こそ地の塩なれや梅真白（中村草田男）
降る雪や明治は遠くなりにけり（中村草田男）

「新傾向句」から「自由律派」へ
碧梧桐は明治 38 年頃から自由律俳句誌『層雲』を
主宰する荻原井泉水と共に句作活動を行うようにな
った。荻原は定型にとらわれない自由な韻律の句作
を提唱。門下生には尾崎放哉、種田山頭火らがいる。
力一ぱいに泣く児と啼く鶏との朝（荻原井泉水）
空を歩む朗々と月ひとり（荻原井泉水）
咳をしても一人（尾崎放哉）
こんな良い月ひとりで寝て見る（尾崎放哉）
分け入つても分け入つても青い山（種田山頭火）
まつすぐな道でさみしい（種田山頭火）

新傾向俳句
河東碧梧桐を中心とする新傾向の俳句および俳句
運動。高浜虚子とともに正岡子規門下の双璧であっ
た碧梧桐は、明治時代末、自然主義の影響下に子規流
の平面的写生から脱却、季題趣味の打破、実感描写に
よる個性発揮を唱え、
「日本俳句」 （新聞『日本』の
俳句欄）に拠って虚子らの『ホトトギス』派を圧倒、
その句風は全国に及んだ。しかし、次第に先鋭化して
「無中心句」などが主張され、大須賀乙字、荻原井泉
水、中塚一碧楼らによる自由律俳句運動が起り、分裂
の道をたどった。
1908 年（明治 41）頃から河東碧梧桐選「日本俳句」
（雑誌『日本及日本人』俳句欄）には、大須賀乙字の
『俳句界の新傾向』
（
『アカネ』1908.2）が指摘するよ
うに、正岡子規流の平面的写生を脱しようとする動
きがあり、乙字は「若鮎の二手になりて上りけり 子
規」に対し「思はずもヒヨコ生れぬ冬薔薇 碧梧桐」
をあげて季題の象徴的用法による新展開を説いた。
碧梧桐はこれに啓示されて『三千里』行脚中、旧来の
季題趣味打破に向かい、実感の直写による人間個性
の発揮を唱え、季題による自然象徴を説く乙字の意
図を超えて急進した。当時の自然主義思潮の影響で

あり、
「誰のことを淫らに生くと柿主が 一碧楼」
「雨
の花野来しが母屋に長居せり 響也」などの句が注
目された。ことに後句は、一日の生活の一場面をあり
のままに詠じたものと碧梧桐が評し「無中心」の句で
あるとした。
「想化」を退けて現実に即するのが「無
中心」であるとしたところにも、自然主義に通う点が
ある。碧梧桐も自作の「角力乗せし便船のなど時化と
なり」を「無中心」句とした。新傾向俳句は伝習的季
題の革新とそれに伴う五七五調批判とに特色があり、
やがて大正初頭にかけて自由律俳句が出現する過渡
期の様相をもった。
「新傾向」作家には自由律俳句作
家となった者が多く、河東碧梧桐、荻原井泉水、中塚
一碧楼などが主な例である。

自由律俳句
五・七・五定型律に対して、感情の律動を自由に表現
する俳句をさす。明治末におこった新傾向俳句が急
進して大正なかばごろ自由律として確立する。
「日の
ましたはるかにはるかに浪立てり 荻原井泉水」
（1920）は、わずかに 1 音の字余りだが、感情のリ
ズムが印象的である。
「病めば蒲団のそと冬海の青き
を覚え 中塚一碧楼」
（1946）は、定型超えの文字数
だがイメージが鮮明となる。「雲の峰稲穂のはしり
河東碧梧桐」
（1916）は、12 音で景が感覚的ともいえ
る。
「分け入つても分け入つても青い山 種田山頭火」
（1926）は、口語がよく生き、内容を生かすためには
季題をも顧みないことが分かる。

古美術店「工藝」と碧梧桐屏風
熊谷市本町二丁目の国道17 号沿い市役所前交差点
近くにあった古美術店。かつては江戸時代後期から
続く木綿問屋が原点で、戦後は金子綿ふとん店とし
て店舗が続けられた後、1980 年から古民家を活かし
た古美術店「工藝」として開店し、2010 年頃に閉店
した。現在、その店舗建物は残されていない。
「工藝」
の店主、熊木憲市氏（1938-2010）は、フランス文学
者の朝吹登水子氏（1917-2005）や俳人の金子兜太氏
（1919-2018）とも交流があったほか、西洋骨董品、
俳人の揮毫作品のコレクションなどでも知られる。
「工藝」は熊谷の文化発信拠点の性格も有していた。
今回、
「工藝」から市内個人が購入保管していた、碧
梧桐の俳句短冊を含む屏風（六曲一双屏風 H95×
W265cm）を特別公開する。

熊谷市本町の中山道沿いにあった「工藝」外観

無季俳句
季語・季感をもたない俳句を総称する分類。明治
末・大正初期の河東碧梧桐らによる新傾向俳句、日野
草城らが活躍した昭和初期の新興俳句、金子兜太ら
の第二次世界大戦後の前衛俳句にみられた。その主
張は、伝統の季感が現代人の生活感情の表現に不適
当とするものであった。多くの同調者を得たが、伝統
的立場の水原秋桜子・山口誓子らは、これを批判した。
新興俳句は政治当局の弾圧によって中断したが、戦
後、桑原武夫の「第二芸術」論をきっかけに無季俳句
が再び始まった。昭和 30 年代に登場した「前衛俳句」
は、金子兜太「造型俳句論」を論拠とした社会性・抽
象性に富む傾向の無季俳句の傾向を表現した。

「工藝」の絵葉書から。意匠溢れる入口

【主な参考文献 上田都史・永井龍太郎編『自由律俳句作品
史』
（1979・永田書房）
、阿部喜三男著『新訂俳句シリーズ 人
と作品 6 河東碧梧桐』
（1980・桜楓社）
、明治文学全集『高
浜虚子 河東碧梧桐集』
（1967・筑摩書房）

店主の熊木憲市氏（左）と、フランス文学者の朝吹登水子
氏（中央）
。フランス、パリにて。

