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1. はじめに

ここでは，わが国における「倶楽部」の歴史について考える。「CLUB」ではなく，あくま

でも，日本的な「倶楽部」を対象とする史的な叙述である。

「倶楽部」とし、う言葉を聞いて，まず思い浮かぶのは，中学校・高等学校・大学などで行な

われている，さまざまなクラブ活動のことであろうか。あるいは繁華街にひしめくクラプや，

ゴルフやアスレチック，テニスなどの会員制スポーツクラプかも知れない。このように「倶楽

部」という概念は，現代の日本の社会では，かなり広い意味において用いられているように思

える。

事 1987年12月22日受理，文明開化，アミューズメント産業，倶楽部，娯楽場，社交
料大阪大学工学部

(1）社会人類学の分野では，人間集団の構造をあきらかにするという観点から， 「CLUB」に着目し研究

対象としてきた。
たとえばF・L・K・シューは， 『比較文明社会論』 （培風館， 1971）の中で，ヨーロッパ型社会を

象徴する集団形式の原理としてグラプなるものをとりあげ，考察を加えている。彼はクラプという術語

を，次のように定義している。
その可能なかぎりの最も広い意味において，なんの目的であろうとそのために意識的に組織され
た，なんらかの種類の自由な結社を指し示すため用いられる。社交団体，企業連合体，革新主義団
体もしくは改宗勧誘団体およびその他の多種多様な数多くの集まりは，したがってすべてクラブの

実例となる。
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技術と文明 4巻1号鈎

一般的な解釈として「倶楽部」とは， 「親睦・趣味・運動などの共通する目的を持った人々

の組織」を意味すると考えてよい。また広義には， 「会員制の娯楽場・社交場・遊戯場」とい
ω 

うように，場所性をも表わす用語でもある。

そもそも，われわれの「倶楽部」の租型は，欧米の「CLUB」に求めることができる。

しかし実際のところ，「CLUB」と「倶楽部」とを比較すると，やや異なる側面をもってい

ると言わざるを得ない。異論もあろうが，原型にあたる欧米の「CLUB」と比べた場合， 「社

交性」が希釈されている一方， 「娯楽性」という漠然としたタームで総括される側面が，強調

されているように思える。

またそれは，人間集団を意味すると同時に，空間や場所性を表す概念でもある。ふたつの文

脈を総合すると， 「倶楽部」とはすなわち遊びのための場所，このようなイメージが浮かびあ

がるだろう。確かなことは，われわれの「倶楽部」が，欧米の「CLUB」を模倣しつつも，

独自の発達をみたものだという歴史的な事実である。とりあえず，わたしたちは，それを日本

固有の娯楽空間のー形態とみなすことから，はじめなければならない。

この小稿では，明治前期から中期，いわば「倶楽部」の禦明期とでもいうべき時期を考察の

対象とする。その当時確立された「倶楽部Jイコール「遊び場」という認識が，変質しながら

も根本的には継承され現在に至っている，そう考えたし、。「CLUB」から「倶楽部」への移

行。その理由を，国民性や文化・風土の相違に帰結することはたやすい。しかし，本稿では，

文化の受容のプロセスという面から考えてみたいと思う。

要するにここでの興味は，欧米の「CLUB」が，いったいどのように日本の社会に受容さ

要するにシューの規定するクラブとは， 「いかなる目的であれ，ある目的のために意識的に組織され
たあらゆる種類の自由結社」なのである。
綾部恒男氏は，社会人類学における「任意集団」研究の系譜を整理するうえで，血縁や地縁とは異な

る紐体原理にもとづく広義の結社を，総括して約縁集団〈グラプ〉と呼ぴ， 「何らかの共通の目的・関
心を充たすために，一定の約束の下に，基本的には平等な資格で，自発的に加入した成員によって運営
される，生計を目的としない，パートタイムの私的な集団」と定めている。〈「約縁集団〈クラブ〉の社
会人類学J, 『社会人類学年報 vol.2』，弘文堂， 1976)

シューの定義と，綾部氏の約縁集団との差異は，集団へ加入する際に現象化する自発性，非自発性の
位置づけであろう。綾部氏のいう約縁集団〈クラブ〉とは，自分の自由意志、によってその集団に加入し
ている者だけを成員とするケースに限定される。
さらに綾部氏は，約縁集団というカテゴPーに，ソサイエティ，フラターニティ， ソロリティ，サロ

y，サ｝クル， セクト， グループ，協会，会，講集団，組合などと呼ばれている諸集団が含まれると
し， 「これらの集団を代表する言葉としてクラプを用いたのは，この言葉が他の類似の言葉に比べて最
も包括的なニュアシスをもち人口に脆灸していると考えたからであるりとその包括性を指摘している。

ωそもそも「CLUB」という言葉は， ラテン語の「キルクス」に由来するという。キルクスとは，す
なわちサークルのことで，元来「人の集まり」という意味である。
わが国の「倶楽部」は， 18世紀から19世紀にかけて発達した，欧米の「CLUB」を手本にしている。

18世紀イギHスを代表する文人サミュル・ジョンソンは， 「CLUB」なるものを定義して， 「ある規則
のもとに集まる親しい仲間内の寄り合い。」であると述べている。
イギリスの「CLUB」に関しては，たとえば以下の文献が参考になるだろう。
フロラ・トリスタシ rロシドン散策』，法政大学出版会， 19870
小林章夫 rグラブー18世紀イギリス政治の裏面史』，駿々堂， 19850
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れ阻唱された結果「倶楽部」なるものに転じたのか，その経過をあきらかtこすることである。

わたしたちは，都市住民にとってのレジャー施設という観点から「倶楽部」なるものを見つ

め直し， その変貌の様相を再確認したいと思う。 「会員制」という文化的な制度， あるいは

「CLUB」という組織形態が，わが国の伝統的な都市娯楽施設，都市娯楽産業に取り込まれて

いく，そのプロセスをここでは， 「倶楽部の産業化Jと呼ぶことにしよう。

2.倶楽部の誕生

明治初期，西欧文化のひとつとして，「CLUB」と称する「人間関係のシステム」が紹介さ

れた。まず，当時の「倶楽部」の状況を概観してみたいと思う。

石井研堂は『明治事物起ポ；において，わが国における「クラプの始」について論じ， r郵

便報知新聞』に掲載された次のような記事を引用，築地にあった「ナショナルクラブ」を「東

京に於ける社交クラブの鴨矢」であると断定している。

東京第一大区小七区西村勝三，同小十区伊東幸三等が，欧州の法に倣ひ『ナショナJレクラ

プ』の一社を建設したき旨を，東京府へ願ひ出でたるに，官其意を嘉し，四月下旬其建設

敷地として，築地元土州邸を許せし旨〈『郵便報知新聞』明治5年9月第19号〉

さらに石井は，福沢諭吉が自邸内に設けた集会所「万来舎」を挙げ，設立時の記文に記され

た内容から推察し，この私的な集会所を「クラブの性質を移せしもの」と位置づけている。

舎を万来と名けたるは，衆客の来遊に傍ふればなり。既に客と云へば主あるべきが，先

づ来るの客を主とし，後れて来るの客を客とす。早く帰るの客は客にして，後れて留まる

の客は主なり。去るに送らず，来るに迎えず，議論をすべし，談話妨げず，囲碁対棋読書

作文，唯客の好む所，危坐箕居共によし。 〈略〉万来舎建築の趣意右の如くなれば，江湖

の諸君子， 貴賎貧富の別なく， 続々来舎して其楽みを洪ひにせよ〈「万来舎之記」， 『家庭叢

談』明治9年12月2日〉

明治13(1880）年に設立された慶応義塾系の社交クラプ「交詞社」は， いわばこの集会所の

後身にあたるわけだから， 「倶楽部」の先駆的な事例のひとつに「万来舎」を数えていること

も， うなずけないこともない。

r明治事物起源』にみえるこれらの事例に先行する存在としては，居留地内の「外国人クラ

ブ」が注目に値するだろう。

管見によると，圏内で最初の「CLUB」は，「TheYokohama Club-House」だと思われ

る。文久3(1863）年， イギリス人W・H・スミスが， 横浜海岸通5番地に開業したもので，

当初は「横浜クラブ」と称し，居留地に滞在する外国人の聞で人気を博したという。グラプと

名付けられてはいるが，客室，レストラン，バーなどが設けられており，宿泊所に利用する人

(3）石井研堂 F改訂増補明治事物起源』，春陽堂， 1944,70～71頁。
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も少なくなかったらしい。そのためか，明治 2(1869）年には，「横浜クラブホテル」と改称，

ホテル業務を本業とするようになよ

明治初年に来日した英国人ザミュエノレ・モスマンは， 明治6(1873）年，「Club-Houseat 

Yokohama」と題する文章を発表， このクラブについて，「居留地外人の唯一の社交倶楽部に

して，其読書室には英国始め各国の新聞を備え付け，宿泊料は1日3食付3弗，食事のみは其

の半額なりき。館主スミスの経営は好評判なりし」と記していよ

また，神戸の居留地においても，すでに明治初年までには，「UnionClub」など， いくつ

かの「外国人クラブ」があったことが知られている。

居留地内にあったこれらのクラブが， 「倶楽部」のモデルのひとつになったことは，想像に

難くない。居留地の「外国人クラブ」の影響を受けたのであろう。開港場のある都市には，か

なり早い時期から，日本人の手によるクラブが設けられるようになる。

たとえば，横浜である。明治10年4月26日の『かなよみ新聞』は，この港町に新しいクラブ

が開設される旨の記事を， 『横浜新聞』から転載， 「今度港内の大商人が， クラプを住吉町辺

に建て，商業の手筈，外国との交易を盛んにするといふ」と報じている。貿易商たちのクラプ

というから，一種の商工会議所，同業者の寄り合い所のようなものであったのだろうか。

また同年11月18日の『読売新聞」には，次のような記事がみえる。これは，町会所がクラブ

ハウスに転じた事例と考えてよい。

横浜町会所の楼上にて今月下旬より演説会を始め，志有る者は誰でも無代にて，聞かせる

といふが，是は明治6年頃に神奈川県権例令大江卓君，旧参事山東君始め，高嶋嘉右衛門

三井組の社員杯積金をして勝読社といふを結び，休暇の折に参集して演説会のようなもの

を催されたが，中絶したのを再び取立つるのだ。

開化期の「倶楽部」は，西欧の「CLUB」を模倣しようとしたものであり， その中には，

近世都市における会所の伝統と結合，和洋折衷とでも称すべき性格のものも少なくなかったよ

うだ。新しい文化をなんとか摂取したい，人々のそういう貧欲な欲求が， もたらした結果であ

るとも考えられる。このあたりに，混乱しつつも，新しい時代へ向けての意欲に満ち溢れた，

変革期独特の都市文化の位相を見ることができる。

明治10年代も後半になると，ょうやくわが国においても，本格的な社交クラブが誕生する。

明治17(1884）年5月14日，井上馨外務卿の発起により結成された， 「東京倶楽部」がそれで

ある。 「修好の媒介を謀り，内外国人の交際を親密にせんが為，海外諸国に現行するクラプの

体裁に準拠L，ここにクラブを設立し，会員を募集する」ことを主旨に掲げ， 北白川宮を総

μ）村岡実『日：本のホテル小史』，中央公論社， 1971, 17～18頁。
堀越三郎『明治初期の洋風建築』，丸善， 1929, 117～119頁。

(5) S. Mosman rNEW JAPAN』， 1873仔開した訳文は，堀越前掲書に拠る〉。
(6) 『建築と社会』昭和32(1967）年2月号， 30～31頁。

ジュピりー・ナンバー『神戸外国人居留地』神戸新聞出版センター， 1980, 133～142頁。
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裁，芳川東京府知事を副総裁に迎え，内外の外交官を主な構成員としぷ欧化政策を積極的に

すすめる井上馨は，自らの威信をかけて建築した「外国人接待所」鹿鳴館を，クラプ・ハウス

に充てている。

このように明治10年代には，欧米の「CLUB」をモデルにした， 日本式の「倶楽部」が，

あいついで各都市に結成される。やがて，この新しい人間関係のシステムは，開化期の都市生

活に定着し必要不可欠な存在にまで成長するのである。

これらの「倶楽部」は，社会の指導層・上流階級など，限定されたメンパーだけで構成され

た，きわめて閉鎖的な社交組織であったようだ。政治家や同業者のクラブ。地域の名望家や資

産家の集まり。政社。商工会議所。さまざまなタイプの「倶楽部」が派生した。あくまでもそ

れらは，支配者階級や知識人のための，親睦の場という機能を果たしていた。つまるところ，

この時期の「倶楽部」は，特権階級の人々のサロンに他ならなかったのである。

3.倶に楽しむ部

「CLUB」の訳語に，「倶楽部」とし、う文字が用いられだした時期は，あきらかで、はない。

実際のところ，明治前期に限定すると，次に挙げる新聞記事にもみえるように，クラブを「苦

楽部」と表記する場合も少なくなかった。

神戸港へ大苦楽部を設置せんと専ら計画中 σ東京日々新聞』明治17年8月17日〉

大阪商法会議所の会頭の五代友厚，副会頭西川甫南両氏の発起にて同府下へ一大苦楽部を

建設せん〈『東京日々新聞』明治17年8月26日〉

やや時期は遅れるが， 明治22(1胞の年の大医では，政社や民党の大同団結の過程で， 「大

阪苦楽部」と称する団体が結成されている。 「苦楽を共にする集まり」という意味を付与した

かったのだろうか。

けれどもこれらは，例外としてよい。わが国においては，クラブはあくまでも「倶楽部」で

あって， 「苦楽部」ではあり得なかった。 「苦と楽をともにする部」ではなく， 「倶〈とも〉

に楽しむ部」でなければならなかったのである。

いかなる構成員からなる集団であれ， 「倶楽部」と名乗る限り，それは「遊ぶための場所」

を提供してくれる組織でなければならなし、。当時の人々は，そう認識してしまったのではない

だろうか。このあたりに，われわれの「倶楽部」と，その手本にあたる「CLUB」との相違

が派生した理由の一端を見ることができる。

もしかすると日本人は， 「倶楽部」というみごとなあて字を用いたことで，クラプの概念自

体に自ら枠を設けてしまったのかも知れない。 グラブ本来の意味から社交の要素を薄め， 逆

に，娯楽の享受という一面を強めてしまった。要するに， 「倶に楽しむ部」というあまりにも

(7) 『東京日々 新聞』，明治17(1884）年， 5月16日。
前掲『改訂増補明治事物起原』， 123～124頁。
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象徴的なその三文字が表す範囲にその性格をも限定させてしまったらしいのである。

われわれが注目しなければならないのは，この事実である。

もう少し詳しく考えてみることにする。たとえば， 明治13(1880）年の r芳露雑誌』には，

「会の流行Jと題する興味深い小文が掲載されている。ここでいう「舶来の流行もの」のひと

つである「会」，それが「倶楽部」の原型である。

舶来の流行ものは磐多なれど，就中集会或は宴会或いは親睦会などと唱へ，動もすれば打

寄りて業体を議し，或は学事を講じ或は旧義を謀り，或は公益を興す等，種々の性質に

より集会すること，是ーの舶来の流行ものの如し。市して，各集会の最も欠くべからざる

精神と調ふべきは親睦にあり〈『芳輝雑誌』明治13年11月号〉

親睦を「欠くべからざる精神」とする舶来の集会。それこそが， 日本的に解釈されたクラ

ブ，すなわち「倶楽部」の姿である。

別の史料をみてみよう。以下は， 明治13年7月6日の r朝野新聞』に掲較された記事であ

る。そこでは，東京府下に居住する「伊予讃岐人」をメンパーとするクラプ， 「愛媛会」の活

動が詔介されている。現行の県人会の租型といってよい。

府下に寄留する伊予人は，昨年9月に於て始めて懇親会を聞き，其の官途に存るものと民

聞に存るものとを聞はず互に懇親を結び， 〈略〉常会の他に於て， 西洋に行はるる「クラ

ブ」に擬して弁理所を設け会員の遊息所と為し海南新聞，愛媛の地誌地図等を始め，該

県下に出版する一切の書籍等を供えて其縦覧に供し，かつ県下の諸社と通信報告を聞くこ

と

また，先に引用した明治10年4月26日付の『かなよみ新聞』の記事を見ると， 「グラブとは

諸人が寄り合て相談をしたり，書籍を読んだり，酒喰をしたりして遊ぶ所」であるという，注

記が加えられていることに気がつく。

これらの事例では， 「倶楽部」という言葉が，場所性を表すものとして用いられている点が

注目されるだろう。 「倶楽部」という概念は，人聞の集団や組織，あるいは会員制というシス

テムそのものをも意味する，きわめて包括的なものではある。が，当時においては，場所や空

聞を示す用語として用いられる方が，むしろ一般的であったようだ。

「会員の遊息所」としての「倶楽部」。それは， 上流階級や都市知識人の間で流行した洋風

の新しい娯楽空間であったのではないか。 r芳諦雑誌』の明治14年 2月号にも， 「此ごろ芝の

公圏内へ紅葉館といふ集会所を建て，貴顕方の遊び所とする由」という記事をみることができ

る。以上の事例からだけでは， 断定するにはいたらないだろうが， 少なくとも明治10年代に

は， 「倶楽部とはすなわち遊び場である。」とL、う理解が，一般化しつつあったと考えてよい

だろう。

一方，この全体的な社会の風潮に対して，その将来を憂う立場もなかったわけで、はない。た

とえば，明治19年4月28日付『東京朝日新聞』の論説欄に， 「クラブの誤解を解く J と題する
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興味深い評論が掲載されている。ここでは， 「倶楽部」すなわち「遊び場Jであるとし、う当時

の日本人の考え方は誤ったものである，と説かれている。少し長くなるが，その一節を引用し

てみよう。

然るに此クラブと云ふ名の英語に起るを以て，之を我国の語音に附会せんため倶楽部とい

ふ文字を用ひたると，其クラブ内に於て遊戯をなすの事実あるとにより，世人中クラブと

は即ち倶に楽む所にして特に快楽を取るの所なりとするもの太だ少からず，其弊たる遂に

人をしてクラブは遊客の集合するところなり，クラブは誘淫携蕩の場所なり，クラプに入

れば遊蕩放逸に流るベL，クラブには決して入るべからずと云はしむるに至れり是れ実に

誤解の太甚だしきものなりと難も，其名を書するに倶楽部の三字を以てしたると，其内に

遊戯をなすの事実あるとに由るものと謂はざるべからず，故に今英語に所謂るクラブの意

義を掲げて以て世の之を誤解する人に語んに，元来クラブとはゼルマン語のクランプとい

ふ字より脱し来りたるものにて，其意味は集合文は群衆或は団結と云ふものなり，故に其

目的とする所は学術にあれ政事にあれ又は商業にあれ，兎も角もーの目的を以て集合する

ものをクラプといひ，必しも単に快楽のみを取り，遊戯をなすの所を呼でクラブと称する

にあらざることをあきらかなりとす。

この論者が的確に指摘しているように，グラブとはそもそも， 「単に快楽のみを取り，遊戯

をなすの所」，あるいは「誘淫携蕩の場所」で

ここに述ベられているような状態であつたらしL、。このような警鐘を鳴らす必要があつたとい

う事実カ‘ら逆に推察すると，明治IO年代に設立された「倶楽部」の大多数は，まさに「倶に楽

しむ所にして特に快楽を取るのところ」であったのだろう。ここに．現在のわれわれの「倶楽

部」の原像を，見出すことができるのである。

4.倶楽部の流行

明治20年代になると，全国的な規模での「倶楽部ブーム」が発生する。それは，自由民権運

動の発展段階と軌をーにするものであったという見方もできる。

たとえば， r高知日報』は， 「今や天下を挙げて倶楽部の必要どき」と題する記事を掲載，

「熊本に一大倶楽部を建設の挙ある」ことを報じた後，次のように述べている。

今や天下到る所，倶楽部設置の必要を感じ官となく民となく，改進主義者となく，自由主

義者となく，国民主義者となく，頻りに唱道しつつ政党的の運動を試みんとすんとするの

時頭に当たりて，此の鎮西館が勃然として熊披の中央に嗣起したるは，実に邦家のために

慶賀する所なり〈『高知日報』明治21年9月16日〉

先に紹介した明治19年4月28日付『東京朝日新聞』の論説文にも， 「倶楽部」の流行という

現象に関して触れた部分がある。

かつて横浜にクラブを創設せし以来，其大に利益あることを悟り，東京の紳士は鹿鳴館を
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以て東京クラブとなしたりしは今を距る四年の前にありしが，爾来クラブの事を話するも

の多く，西京には昨年七月を以て京都クラプを設立し，神戸には同年末を以て神戸クラブ

を聞き，其他岐阜に福岡に，之を設置するものあるを聞けれ而して今又聞く所に拠れば

京都に平安クラプと云ふを聞き，京都グラプに入るの不便を感ずるものにして其会員たら

しむるの計画なりと云ふ。 （『東京朝日新聞』明治19年4月28日〉

「倶楽部」プームの京都における展開を， さらに詳しく見てみよう。以下は明治22(1889) 

年5月17日の『大阪朝日新聞』に掲載されたものである。

京都にては近来倶楽部の数おおいに増加したるが今現在のものを列挙すれば木屋町に京都

倶楽部，建仁寺に都華倶楽部，三本木に対獄倶楽部，備前島町に京華倶楽部，西陣に上京

倶楽部，霊山の麓に文雅倶楽部，嵐山に温泉倶楽部あり猶此頃鴨東下柳町に鴨東倶楽部と

云へるを起きんとするものあり。此他十人十五人位の会員ありて倶楽部と称するもの尚多

しとのことなり。

同様の記述は， 『国民の友』明治21年9月7日号の論説欄にもみえる。そこでは， 「倶楽部

の繁昌」と題し，明治倶楽部，丁亥倶楽部などの結成を報じた後， 「とにかく今後は，倶楽部

繁昌の世となりつべし」としていま1)0

江村栄一民は，明治10年代から流行の兆を見せ始めたヴォランタリィー・アソシェイシオン

である民権結社を，政治結社，学習結社，産業結社の三者に大きく分類し， 「実際には多くの

結社は上記のどれかに重点を起きながらニつないし三つの性格を合わせ持つ場合が多かった。

親睦会・懇親会と称するものが上記結社の周辺にあり，親睦・交流を主目的とするゆるい結合

体であったと見ることができる」と述べている。

江村氏は，そのイメージを簡潔に図示している。こ

こにある最も外側の円， きわめて包括的なこの領域

が，われわれの「倶楽部」が存在し得る範囲である。

政治結社，学習結社，産業結社，あるいは単なる親睦

会・懇親会などの緩い結合体でも良い。親睦・交流を

目的のひとつに含んでいる結合体である限り，それは

「倶楽部」的な結社であるといえる。しかし，氏の意

見には，本論の視点、である「娯楽の享受」とでも呼ぶ

べき，結社の役割が欠落している（図ー1参照〉。

一方，色川大吉氏は，在地型の民権結社の構造を，

それが果たしていた機能の面からまとめ，（1）学習運

動， (2）相互扶助， (3）勧業・勧農， μ）政治活動， (5）愉

図－1 明治10年代における結社の

モデル

出典：江村栄一『自由民権革命の研究』
（法政大学出版局， 1984）より

(8) 江村栄一『自由民権革命の研究』，法政大学出版局， 19倒， 409頁。
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図－2 在地型民権結社の構造

「一教育活動.........政談演説会、新聞、雑誌縦覧所、手弟の塾教育
(1）学習運動-l

（学ぷ） 」ー自習活動 H ・H ・－－－自学自習、相互討論、都市民権家からの学習、定例会

「一法律相談・H ・H ・－・刑事事件への支援、代言業務、法律相談、負債問題調停

ト一保険共済・H ・H ・－・災害保険共済、無尽簿、貧民救助、 E助会
( 2）相互扶助-l

（助ける） 卜ー遭変者救助 H ・H ・弾圧犠牲者と家族への救援、カンパ活動

」一公衆衛生・H ・H ・－・コレラ等伝染病対策、地域医療診療所、衛生演説

「一興業殖産・H ・H ・－・技術改良、特産研究、市場情報交換、勧業講習会
( 3）勧業・勧慶一寸

（稼（.：，働〈） l一公租軽減H ・H ・－・公租公課軽減、地租軽減、地価改訂要求、地租延納要求

「一国会開設譜願…署名獲得運動、地方民会・府県会闘争支援

( 4）政治活動ー斗一憲法草案起草…法律研究、各国憲法の学習討論会、草案審議、建白書提出
（戦う） L 

」一組織の拡大 H ・H ・遊説活動、戸別訪問、支社の設置、弾圧への抗議行動

「一自己表現・H ・H ・－・俳句会、歌会、連歌の会、漢詩の会、武術の会

(5）愉楽・享受ー→一民衆芸能・・H ・H ・－村歌舞伎、説経節、義太夫、人形芝居、写し絵
（楽しむ） L 

」ー祭りと踊り H ・H ・共同体の祭り、盆踊り、村賭博、運動会

「一政治的懇親会…武相懇親会、北陸七州有志大懇親会など
(6）交流懇親-l

（聞く） 」一風流親睦会......遊船会、鈷i魚会、観桜会、観月会など

出典：色川大吉『自由民権』（岩波書店， 1983）より

楽・享受，（6）交流懇親の 6つに整理している。ここで重要なのは， 5番目に呈示されている

「愉楽・享受」と， 6番目の「交流懇親」というはたらきである。色川氏は「都市型はいちお

う別」としているが，農村型の民権結社のもつこのような側面の都市的な展開こそが， 「倶楽

部の流行」であったと考えてよいのではないだろうか（図－2参照よ

自由民権運動の盛り上がりの中で，都市部では数多くの政社が結成される。それと平行し，

あるいは未分化のままに発達した，都市的な「娯楽享受」団体， 「親睦・交流を主目的とする

ゆるい結合体」， それが「倶楽部」なのではないか。たとえ政社的な色合いの濃い団体であっ

ても， 「倶楽部」と名のる限り，少なくとも「娯楽享受」 「親睦・交流」というような目的

を，その設立趣旨の中でうたいあげているはずだ。演説会の後行なわれた懇親会を，そのよう

な目的に沿った活動のひとつに数えることもできるだろう。一次的な生活共同体から離脱し

た二次的な任意集団である「倶楽部」においては， 「共に楽しみあい自己表現を享受する機

能」も，重要な要素であったことは確かだろう。全国的なスケールで発生した「倶楽部ブー

ム」の背景には，このような事情があったのである。

事情は大阪でも変わらない。明治20(1887）年をひとつの境に，新聞の紙面は， 連日，市内

各地に結成された「倶楽部」の会合の様子を伝える記事で埋めつくされていた。その状況は，

「木の芽立ちの時節とて昨今倶楽部熱に浮かされ，何倶楽部彼倶楽部と一雨毎に倶楽部の殖る

今日」 （『大阪朝日新聞』明治22年3月16日〉という報道に，端的に表されている。

⑩） 色川大吉「自由民権』，中央公論社， 1981,38～51頁。
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これら大阪の「倶楽部」のほとんどは，市会議員選挙や府会議員選挙の際，選挙母体となる

組織となった，いわゆる「予選団体」であった。立候補制の存在しなかった当時においては，

円滑に選挙をすすめるために，地域の有力者が議員にふさわしい人物を推薦，新聞紙上などに

広告することで，候補者を限定することが必要であった。つまり「予選団体」の主な活動は，

クラプ内での予選を経て候補者を選出することにあったのだ。たとえば，明治22年に実施され

た第1回大阪市会議員選挙の記録をみると， 「東倶楽部」 「北倶楽部」 「南倶楽部」 「船場倶

楽部」 「大阪苦楽部」など， 「予選団体」である「倶楽部」の名前が残されていることに気が

” っく。

「予選団体」は，確かに政治的な目的を持つ団体である。 明治21(1888）年4月25日の「市

町村制理由」には， 「地方ノ名望アル者」に「公同ノ事務ヲ負担セシメ以テ自治ノ実ヲ全カラ

シメ」ることこそ，国家の基礎を強固にすることだと述べられている。この意向を受け，地方

都市では，地域の資産家階級，都市中小プノレジョワジーを核とする都市支配体制の近代化がす

すめられた。その過程で結成された名望資産家達の親睦組織，政治的目的をもっ「倶楽部」が

「予選団体」だったのである。

つまり，これらの「倶楽部」は，政治的結社であると同時に社交クラブでもあり，さらには

娯楽享受のための空間，都市的な「遊戯場」を提供してくれる組織でもあった。当時の紳士達

は，夜になると自分が所属するグラブ・ハウスに集まった。その集会室は，毎晩のように遊戯

場・賭場に変じたという。

目今，大医市中に在る所の何倶楽部何会といへるは徒に撞球をなし，或ひは骨牌を弄する

遊嬉場の如き観を呈するもありと聞く。 〈『大阪朝日新聞』明治21年12月5日〉

今はラシプの下のトラシプ炉辺の八十八ぞ流行れる其が中にも昨今は大坂の富豪大家の高

楼｜羽室に此遊盛んに行はれその長夜の賭には懐を膨張して選挙騒ぎの苦労を慰むる紳士あ

れパ財嚢を倒にして西施のひそみに倣ふ令閏あり〈略〉大阪00会と云ふ中にも妙ならぬ

事の行れ掛りたりとて小言を云ふ人達もあり〈『大阪朝日新聞』明治22年 2月3日〉

また「倶楽部」が場所性・空間性を表す言葉であったことについては， 「北浜倶楽部」に関

する次のような興味深い事実を指摘することができる。

府下の有志者が結合して向きに組織したる談話会にてハ，今度東区北浜三丁目なる豊田文

三郎氏の控家を以て倶楽部に充て之を北浜倶楽部と称する事となり（『大阪日報』明治20年

11月29日〉

又同談話会々員ハ今度東区北浜田丁目なる旧四野病院の後を借受け其事務所に充つる由に

帥大阪における予選体制に関しては，原回数ー「都市支配の構造」 〈『歴史評論』， 1983, 1月号〉に詳
しい。

帥大阪談話会と北浜倶楽部の関係については，原田敬一「三大事件建白運動」 〈『近代日本の成立と展
開』，恩文閤出版， 19剖〉の考察に拠る。
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て既に借受の約束も調ひ昨今該家の修繕中との事なれバ右接工の上ハ北浜倶楽部と改称し

府下民権家の集会ハ宴会の場に充つると云ふ。尤も談話会ハ同倶楽部内に設置するとの事

なり（『朝野新聞』明治20年11月20日〉

ここで注目されるのは， 「北浜倶楽部」が， 「大阪談話会」の会場の名称であったことであ

る。組織自体の名前は「会」であるが，集会場は「倶楽部」と呼ばれていた。

地方の名望家たちが集い，社交を楽しむ場所。この時代にあっては，それが都市誤楽施設で

ある「倶楽部」の役割であったようだ。

では，当時の「倶楽部Jとはどうゅう施設であったのだろうか。具体的に見てみよう。以下

は，明治21年11月15日の『大阪朝日新聞』に掲載された連載小説の一節である。 「其規模先づ

は浅少ならずして完全たるー倶楽部なりとは誰人も許す所」とあるから，その頃の大阪にあっ

た代表的な「倶楽部」を，モデルに選んで、描いたとみてよいだろう。

元何某といふ豪商の大家を譲り受け猶二万円余の費金を投じ是を悉皆煉瓦西洋造の館に改

築し，先づ美術品陳列室あり談話室あり読書室あり揮事室あり応接室あり飲食室あり遊戯

室あり，近頃又遊歩場をも設けて此中に好みの茶室をも新設したり。

陳列室には常に美術の模範参考となるべき絵画陶器漆器彫刻其他，種々の品を陳列し〈略〉

会員の紹介あるいは通券を携帯するにあらざれば入場を許さざるがゆえ，限も明かぬ弥治

馬連のワヤワヤと場中も騒がしむる煩ひもなく唯，美術熱心家のみ来りて熟覧するに妨ぐ

るもののなきように仕組たり。談話室は常は五室程にしきり，小室あり広間あり其談話す

る人の一組々々人数の多少によって適宜に大小の室を選むを得せしめ会員総会議のときは

しきりを取り外して大広間となるの仕掛なり。

遊戯室には囲碁・将棋・骨牌・球撞台等を設けたるのみにて其他の種類は備へあらざれど

も近頃新設したる遊歩場には築山盆池・鳥獣四季折々の草花一歩々々眼の移る処，大抵娯

楽を与えしめざる所なき程にまで具備したり。

これは，あくまでも一例である。しかし，もしかすると，ここに描かれたクラブ・ハウスの

姿が，当時の人々の理想とした「倶楽部」像であったのではないか。談話室を中心に， 読書

室，美術品陳列室，遊戯室などを配し屋外に和風庭園や茶室を設けた構成，それは一種の総

合的な文化センターのようなものである。洋風の娯楽要素と，伝統的な娯楽要素が折衷されて

いる点に着目すると，あるいはそれは，総合娯楽場であったという言い方もできそうだ。

このように明治20年代前半には，都市プルジョワジーの娯楽空間である「倶楽部」が流行，

都市施設として一般化する。あくまでも推論にすぎないが，おそらくこの頃，会員制の遊び場

という「倶楽部」のイメージが，わが国の社会において定型化した，と考えて良いのではない

カ泊。
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5.大衆化する倶楽部

大正2(1913）年の「大阪倶楽部設立趣意書」では，明治時代の大阪における「倶楽部」を，
ω 

次のように回想している。

……近来我帝都ニモ数多クノ倶楽部アリ社交ノ発達ニ資スノレ所実ニ鮮少ナカラズ然ノレニ我

大阪市ハ百二十万ノ人口ヲ包擁シ帝国商業ノ中心ヲ以テ称セラルルニ関ラズ銀行業者ヨリ

ナル銀行倶楽部ヲ除キテハ倶楽部ト称シ得ルニ足ルモノナク而モ大阪銀行倶楽部ハ銀行業

者以外ノ人士ヲ容ノレノレニハ規模余リニ小ニ失ス故ニ大阪市ニアリテ社交ト称セラルルモノ

ハ旧套ヲ脱セザルト共ニ其範囲も亦頗Jレ狭少ナリ是久シク世人ノ遺憾トセル所ニシテ夙ニ

大規模ノ社交倶楽部設立ノ議ヲ唱エラレタル所以ナリ……

政治の中心であった帝都東京には， 「東京倶楽部」 「交詞社」をはじめ，「日本倶楽部」 〈明

治31年6月創立〉などの本格的な社交クラブがあり，上流階級による社交は股盛をきわめてい

た。それに反し商都大阪では，本格的な社突グラプらしきものは存在せず，社交とし、う風習そ

のものも旧態を脱していない。だからこそ，われわれが改革してやろう。そういう，いきごみ

が書かれている。

しかし，脊妨な話である。実際のところ，この趣意書が言うように，明治期の大阪では，純

粋な意味での社交は発達せず，未成熟なままであったのだろうか。仮に， それを認めるとし

て，それでは，明治20年代に顕在化した「倶楽部」ブームは，いったいどのように理解すれば

良いのだろうか。

厳密に論証できるわけではないが，とりあえす．ここでは，次のように解釈しておきたいと忠

弘明治中期の都市部で発生した「倶楽部」の流行は，すなわち， 「倶楽部」の大衆化現象で

あったのだと。

たとえば， 「堺倶楽部」（明治22年4月創立〉の規約書では， その結成理由を， 「交際ヲ広ク

シ友誼ヲ蜜ニシ以テ各自智識ヲ交換スルニアリ」と LていZ。確かに社交を目的に掲げた団体

ではあったのだろう。しかしそれは，地域の有力者からなる小さなサークル以上のなにもので

もなかった。地縁による共同体，もしくは同業者クラプ。いずれにせよ，都市レヴェノレでの社

突ではなく，地域に密着した「より小さな社交」をめざす団体に過ぎない。さらに言うと，そ

の会所であるクラプ・ハウスは，あくまでも，利害を共有する人々のサロンでなければならな

かったのである。

建前上は誰に対しても公開されていたにもかかわらず，実際のところ，その構成員は，一部

の政社を除くと，都市中小プルジョワジ一階級に限定したものが多かった。つまり，構成員の

~ r社団法人大阪倶楽部回年史』， 1962,33頁。
帥 「雰倶楽部規則」（堺市立中央図書館蔵〉。
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階級だけをとってみても，権力者達の理想としたクラブ像とは，いささか趣が異なっていたの

である。このあたりに，前述した「大阪倶楽部設立趣意書」にある認識が成立した理由がある

とみてよいかも知れない。

すでにあきらかにしたように，明治20年をひとつのターニング・ポイントとして，数多くの

「倶楽部」が結成される。それらは，政治的な結社でありながら，実質的には都市プルジョワ

ジーが集まる「遊び場」であった。上流階級の社会クラブを模倣した，地域の有力者たちの娯

楽場は，一般に「倶楽部」と呼ばれた。いまだそれは，会員の資格が，地域の名望資産家に限

定されている点。会員以外の施設の利用が困難であった点。この 2点において，きわめて閉鎖

的な空間である。しかしその存在自体が，後述するような，聞かれたもうひとつの「倶楽部」

が登場する素地となった，と考えたいのだ。

地域の有力者間での「倶楽部」ブームと同時進行するかたちで，実は，その大衆化現象が派

生していたのである。そこには， 2つの方向性を指摘することができる。ひとつは， 「倶楽

部」という概念自体が一般に流布し，都市内に多数の庶民のサロンが派生したということであ

る。もうひとつは「倶楽部」というシステムの内容が，一般大衆によって拡大解釈され，その

意味するところが多様化・変質したということである。

では，明治という時代を生きた庶民の眼には， 「倶楽部」なるものはどのように写っていた

のであろうか。 『風俗画報』明治38(1905）年3月10日号に， 「湯屋の二階」とし、うエッセイ

がある。さまざまな遊びを楽しめる場所，庶民のためのクラプの姿がいきいきと描きだされて

いる。

明治の初年から十四五年まで，東京市中の湯屋の二階は，クラプの観を呈していた。梯子

段を上がったところに，茶釜，火鉢，茶碗，土瓶などを控えて二階番が居り，その左右に

は，菓子の箱が置いてある。 （略〉湯から出て，上がって来てまた二階で一休みすると，

桜湯を波んで出してくれる。菓子を食べると，五銭から十銭二十銭の散財となる。女への

祝儀に，五十銭をはずむ客もある。いい気持ちになった隠居が，喉自i霊とあって，玉藻前

三段目を拾っている。将棋が始まってし、る。……

ふたたび，明治20年代の大阪をみてみよう。 「倶楽部」ブームの真只中，大阪のまちには，

次のような特殊な「倶楽部」も生まれている。このような多様化のグェクトルも，大衆化のー

側面を示すものといってよいだろう。

何倶楽部彼倶楽部と倶楽部流行の今日当掘川監獄にても監獄員の倶楽部を監獄の近傍に設

けんとの計画あり其趣意は倶楽部を設けて看守押丁等に法律其他の書籍を学ばしめ傍ら学

術等を練磨させなば非番の日と雌も自然他に遊歩する事もなかるべく欺れば其人々の品行

も改まり且一朝破獄を企つる者ありし時に於て頗る便利ならんとし叫，にあり er大阪朝日新

聞』明治22年12月8日〉

南区宗右衛門町井に九郎右衛門町等の老芸妓が発起者となり久左衛門町に五花街芸者倶楽
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部なる者を設置せんと左棲を掲げて奔走なし居るよしにて其目的と主意は青首芸者の不品

行を矯正し且毎月積金して互に助け合はんといふ〈略〉或人は之を聞き倶楽部を設置して

芸妓仲間の不品行を矯正せんとの主意ハ宜しければ遂には徹夜輸廊を争ふトランプの賭場

と変じ或は客を伴ふて春夢を結ぶの場所と化する事はあらざるか甚だ気遣はしなどと評す

るものもあるよし〈『大阪朝日新聞』明治22年3月16日〉

明治22(1889）年， まだ人家もまばらであった， 大阪府今宮村〈現大阪市浪速区〉に， 巨大な

クラプが忽然と姿をみせた。これが， 「借楽園商業倶楽部」であ忠大阪における「倶楽部」

の大衆化現象は，この「商業倶楽部」の開設が，ひとつのエポックになる。華やかなその開業

式の模様を，当時の新聞は次のように報じている。

去18日に仮開会式を行ひ同日より物品陳列所を縦覧せしむる事とせし西成郡今宮村の商業

倶楽部は其後日々縦覧人の増加し一昨日の如きはその数八千人に及ぴたり〈『大阪朝日新聞』

明治22年3月22日〉

商業倶楽部開業式は予記の如く一昨三十一日に執行したるが其景況の概略を記さんに戎橋

南詰日本橋北詰及び同所の門前と其東西の道路に大いなる縁門を設け同所内は紅白の幕を

打廻し数千の球灯を吊るし文数百の国旗を掲げ当日の来会者は児玉控訴院西村知事を始め

高等官その他紳士紳商同所会員等の夫人を携へたるもありて無慮二千余名に及び〈略〉夜

に入りではかねて設けある電灯を点じたるに付き同所の内外はさながら白昼の如くにて之

が見物人も数多群集してすこぶる雑踏を極め〈略〉近来稀なる盛況なりしと〈『大阪朝日新

聞』明治22年4月2日〉

今宮村は，大阪市街地の南郊，いわば「まちはずれ」に位置する小さな農村であった。徳尾

野有成は，当時の地勢を回顧して， 「明治初期の此辺はもちろん田や畠の連畝」であり，また

「東北は茶臼山から西蓮院を北へ逢坂を越えて連らなる一線の丘部に人家の散在を見たるも名

呉橋〈メガネ橋〉裏から堀留橋の辺まで一帯の野面であり， 南せば遠く住吉まで一望数里荏洋

たる草原に過ぎず」と述べている。そのような未開発な土地に，あまりにも立派な「倶楽部」

が建設されたのであるから，よほど驚いたのであろう。彼は， 「当時の地情に比し不思議な存

在」であったと記しているく図－3参照〉。

「商業倶楽部」がどのような施設であったかは，会員募集の新聞広告や案内図が教えてくれ

る。会員制を取る点，貸集会室を設けている点など，社交クラブとして必要な機能，体裁は備

えている。しかし商品陳列館を始めとする店舗群の充実を考えるとむしろ巨大な複合商業施

~~ 「商業倶楽部」設立の計画が，いつの時点からすすめられていたかはあきらかではない。 『大阪朝日
新聞』明治21(1888）年8月10日，および16日付の報道によると，この頃，府知事に対して，建設許可
の申請が行なわれている。 「借楽園商業倶楽部」については，下記の拙稿も参照されたい。
橋爪紳也「新世界一一遊園都市の開発」 〈『大建協』，昭和62年10月号〉。
橋爪紳也「近代大阪の娯楽施設に関する史的研究」 〈京都大学大学院修士論文， 1986)0

M 徳尾野有成『新世界興隆史』，同書刊行会， 1934, 8～12頁。
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10 I 10001M N 

出典：「怠謀本総作製二万分一地形~」 (1飽5測量）をもとに作成
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会員募集

出典：『大阪朝日

新聞』明治22
(1889）年1月
9日
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倶楽節の誕生（橋爪）

設と呼ぶほうが相応しし、かもしれない。事実，その構成を見ると，明治初期の官営勧業施設，

東京辰の口の勧工場や大阪博物場との類似点が多いのである〈図－4・5・6参照〉。

付設された庭園， 「借楽園」に視線を移してみよう。御殿造りの大広間。茶室・小亭などの

数寄屋建築。あるいは望楼のある本部に代表される，いわゆる開化式建築。さまざまなスタイ

ルの建物が，池泉を囲むように巧みに配置されている。

その噴の観光ガイド・プックを聞くと，おもしろいことにこの「倶楽部」は， 「遊覧所」の

ひとつに数えられている。開場早々，一躍，浪花の新名所になったわけだ。設立趣意書にある

言葉を借りると， 「商業ノ拡張，智識ノ発達ヲ計ル」ために造られた「商業倶楽部」であった

が， 「娯楽ノ中ニ実益ヲ収メシム」という「借楽園」の方がその中心になってしまったようで

ある。

たとえば，明治25(1892）年に出版された『名勝漫遊大阪新繁昌記』では，その概要を次の

ように描写している。

煉瓦の塘壁鋳鉄の柵門いかめしく 3銭を投じて内へ入れば仮山小池の愛すベ〈楓桜の諸樹

雅致を添へり四顧するときは遠近の眺望目を楽ましむ部内に商店ありて物品を版売するこ

と博物場内と同じ電気器械を装置し：場内点灯の用を供す」

また， r大坂けんぶつ』では以下のように述べている。

観然たる五層楼空に聾え其周囲に家尾建列なりて宛然小誠廓の如きものあり是なん今宮高

業倶楽部にて入場券料を払へば何人にても随意に入場するを得らる，場内に売店ありて博

物場内の売店と同様なりまた場内数軒の料理店茶店あり，西手に御殿と唱ふる二階建の広

座敷ありて能狂言舞等の催しおりおりあり其他温泉，玉突場，新聞縦覧所等あり且電灯機

械を備へて電灯をてんず。

明治31(1898）年に出版された『大阪繁昌誌』も，大阪を代表する名所のひとつに，「商業倶

楽部」を選んでいZ。オープンから約10年が経過しても，大医市民の身近な行楽地，憩いの場

であったわけだ。

豪商岡崎栄三郎氏， 8万円の金をなげうち独力を以て， 4800坪余の田地を買ひて創立した

るものなれ洋風の館，御殿造りの舞台，小亭などもあり。山を築き，池を掘り，濯を落

とし，橋を架け，鳥を放ち，魚を養ひたり。この内にて諾産物をひさがせ勧商場の体裁な

りしが，今はこれを廃して全くの遊園地とせり。入場料は2銭なり。もしこの内に遊ば

ば，文半日の快楽をとるに足れり。

人気は上々であった。開業2カ月後には，早くも便乗しようとする者が現われ，東成群天王

寺村での「商業倶楽部様の一大倶楽部を設立せんとの計画」が報じられている。

(H1 岡本可亭『名勝漫遊大阪新繁昌記』， 1892，感文堂。
伺藤の家主人誌『大坂けんぷつ』， 18950
(l~ 宇田川文海・長谷川古都土編『大阪繁昌誌』 18980
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建前上は，企業経営者のための親睦団体，社交グラプであった。しかし，実際のところは，

商品見本市的な色彩が捜い。入場料さえ支払えば，会員以外の誰でもが利用できる。開業時か

らそういうシステムが取られていた。企業家である会員のメリットは， 自社の製品を出品し，

展示即売できる点にあったわけだから，どうしても一般の利用者を増やす必要がある。必然的

にこの「倶楽部」では，多彩な旗楽装置が備えられ，さまざまなアトラクシヨンが催され， 自

ずと「遊園地」的な性格を帯びてしまったのである。

のちに明治34年， 「商業倶楽部」の敷地は，第五囲内国勧業博覧会の用地として，八万円で
ω 

大阪市の博覧会委員会に売却される。また建物の一部は，平野念仏寺に寄付されたとし、ぅ。

12年というきわめて短い寿命ではあった。が，この異形の「倶楽部」は，明治中期における

都市文化の一面を，良〈伝えてくれている。茶席や能舞台などの伝統的な遊戯施設。競馬場と

言ったスポーツ施設。さらに，新聞縦覧所や蒸汽機械館など，欧米の新しい情報を得るための

パピリオン。勧商場。図書室。散策用の和風庭園。これら多彩な娯楽装置群が，一つの「倶楽

部」の中に混在していた。さまざまなタイプの娯楽要素から構成されていたこの「倶楽部」

は，都市娯楽が未分化であった明治中期を代表する複合娯楽施設で、あり，文化史や建築史，さ

らには都市史の上で重要な示唆を与えてくれるものである。

「借楽園商業倶楽部」を，突出した特殊な事例として処理してしまうこともたやすい。しか

しここでは，この異形の「倶楽部」を，時代の要請にもとづいて発生したものと理解し， 「倶

楽部」の大衆化現象のひとつのピークに位置づけたいと思う。

6.倶楽部の産業化

その後， 「倶楽部」は，ますます大衆化の速度を速める。

明治30年代から頻繁に現われる， 「00倶楽部」という誌名をもっ，一般雑誌の創刊ラッシ

ュも，その一例であると言えるだろう。その嘱矢が，明治28年に博文館から創刊された「文芸

倶楽部」である。 「倶楽部」と銘打つてはいるが，閉鎖的な同人組織ではなかったらしい。創

刊号の巻頭に掲げられた「文芸倶楽部略則」第一条には， 「本会は単に文芸倶楽部といへど，

ー名誰でもおよみん会ともいふ，幹事私に名けて，たんと買っておくれん会と日ふ」とあり，

定期購読すれば誰でも会員になれるという，極めて開放的なシステムを取っていた。このの

ち， 「倶楽部」という冠を掲げ，同様のシステムをとる大衆向け雑誌が多数出現することに

” なる。また，テニスやゴルフや乗馬など，各種のスポーツクラプが，各地の都市に出現したの

” も，ちょうどこの明治30年代頃からである。いずれも「倶楽部」の大衆化現象の深化を示す事

~!J r大阪朝日新聞』，明治22(1889）年， 6月29日。
帥 『大阪朝日新聞』，明治34(1901）年， 3月8日， 3月18日。

前掲『新世界興隆史』 12頁などに拠る。
制槌田満文『明治大正の新語・流行語』，角川書店， 1983,110頁。
伺たとえばテユスクラブの歴史については，鳴海正泰『テユス明治誌』〈中央公論社， 1985）に詳しい。
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例である。

いずれにせよ，明治20年代から30年代にかけて，外来の概念である「CLUB」が一般化し，

大衆的で日本的な「倶楽部」が発達した。会員になるための資格審査などもなく，階級的にも

限定されなL、。とりあえず会費さえ払えば誰でも会員になることができる。さらには入場料を

払うことで，会員以外の誰でもが簡単に利用することが可能である。明治20年代以降，そうい

うごく緩やかな紐体原理にもとづく，庶民的な「倶楽部」が，わが国の都市部に数多く現われ

たのである。

別の見方をすれば，この大衆化という現象は， 「倶楽部」の産業化の過程であったと言える

のではないだろうか。厳密な会員制をとる任意の親睦団体，階級的にも組織的にも閉鎖的な社

交クラブを，産業化される以前の「倶楽部」であると仮定してみよう。すると，使用料・入場

料を払えば誰でも利用できる，聞かれた「倶楽部」は，商業ベースにのったすぐれて産業化さ

れた「倶楽部」だということができる。

ともかく，明治中期という時期に， 「倶楽部」という記号で理解されているシステムが，都

市アミューズメント産業の戦略となったことは紛れもない事実である。階級によって閉ざされ

ていた閉鎖的な「倶楽部」を大衆化する過程で，金銭の授受のみを媒介とする聞かれた「倶楽

部」が，派生したのだ。その典型的なものとして，たとえば「商業倶楽部」のケースをあげる

ことができるだろう。人間ひとりひとりを「異化」する会員制というメカニズムを，より開放

的で緩やかな形式に改め， 採りいれた結果， 都市娯楽産業の新たな可能性が導かれたのであ

る。

さらに， 「倶楽部」という言葉を，場所や施設，あるいは空間そのものを表示する記号であ

ると見るとき，その大衆化とは，すなわち空聞を商品化する技術である，そういう理解も可能

だろう。現代社会においては，都市における娯楽空間のシンボル，場所性のみを表す虚ろな象

徴として， しばしば「倶楽部」という名称が用いられている。カフ zバーやコミュニティ浴

場。居酒屋。喫茶店。普段はあまり気にならないが，注意して歩いてみると roo倶楽部」と

いう屋号をもっ店舗が，街角に氾濫している事実に驚かされる。それらの中には，会員制とい

うシステムとはいっさい関係のない遊戯施設も少なくない。わが国では，人々が集まる楽しい

場所，そうし、う場所性をシンポライズするコードの役創を， 「倶楽部」という言葉が果たして

いるのである。

ここでの結論は，要するに，明治20年をひとつの契機として， 「倶楽部」なるシステムが，

わが国の社会に深く浸透，大衆化した結果，産業技術に昇華したということである。それは，

特に都市娯楽産業という分野において顕著であり，空間を商品化するうえでの，ひとつの思想

になったのである。逆に， 「倶楽部」なるものが， 「楽しい場所」を意味する日本的な概念と

り，ひとり歩きをはじめたのがその頃からであった，という言い方もできそうだ。

また， ここでは具体的に論考している紙幅がないが，明治期に定形化した「倶楽部」と呼ば
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れる空間商品化の技術は，大正期以降， roo会館」などと称する賃貸ビルディングの形態を

派生させた。さらに，近世における「会所」をも射程に入れると， 「会所」 「倶楽部」 「会

館」という流れの上に，日本的な都市型集会施設の歴史を把揮することが可能である。その位

置づけについては，稿を改めることにしたい。

From the Club to the “Kura bu” 
ー－Aresearch on the amusement industry of Japanese cities in the Meiji Era(part 1)-

by 

Shinya HASHIZUME 

(Uniuersity of Osaka) 

This papぽ isa study about the history of the “Kurabu.”The “Kura bu”is a type 

of Japanese style amusement, which orginally comes from what is known as the club in 

the western world. 

We are mostly interested in the evolution of the “Kura bu，＇’ how the club, as a cu 

ltural system, influenced and was formed into the traditional urban amusement facility 

m Japan. In this article the following facts have been made clear through newspap町

and magazine articles from the Meiji Era. 

In the early years of the Meiji era, a few club, whose menbers were mostly foreig 

ne眠 weremade at the foreign settlements in Kobe and Yokohama. In the second decade 

of the Meiji era (1877-1886), western style clubs for Japanese, patterned afterthe clubs 

of the early age, spread out all over Japan. Yet, this was only an amusement and 

social gathering facility for the gentry. 

In the third decade of the Meiji era (1887-1896), the “Kura bu”gained growing 

popularity within the urban middle classes. This “Kurabu" was a copy of the club 

which was made for the gent早 Thisdecade was also the period of the “Kura bu” 

being popularized and being limited to no particular social layer of the population. It 

was no longer limited to certain social classes and by paying an admission fee, even 

non-members could also rightly use the “Kura buへItwas after this that many of these 

“Kura bus”， which were a peaceful and democratic community, appeared in the urban 

parts of our country. The “Imamiya ShogyδKurabu”in Osaka was a typical type 

of this “Kurabu’＇. In other words, the Kurabu syste became just another kind of 

amusement for the urban amusement industry. It thereby produced a new field of 

amusement in addition to the traditional urban amusement facilities. 
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