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国立大学法人信州大学へ寄贈された経過について

　　　  岩　部　定　男　　（形文社）

2010 年 4 月 7 日付で、「国立大学法人信州大学学長・山沢清人」と「有限会社形文社代表取締役・

岩部定男」により「石井鶴三の作品及び関連資料作品の寄贈に関する覚書」が締結された。

ここに、国立大学の学長と民間小社との「覚書」に至るまでの経過を、石井蹊子氏、今村良子氏（法

定相続人）、長原ルリヤ氏（石井鶴三姪）が所有する石井鶴三遺品の寄贈に関する一切の業務を委託さ

れた寄贈代理人として、その概要を記しておきたい。

石井鶴三と作品が残った経緯

石 井 鶴 三（1887 ～ 1973） の 父、 石 井 重 賢（ 鼎 湖 1848 ～ 1897） は 鈴 木 筆 三（ 鵞 湖 1816 ～

1870）の二男で石井佛心の養子となった。鶴三は鼎湖の第五子、三男として生まれた。

鶴三の父鼎湖の没後は、一家離散に近い状態に陥った中で、鶴三の住まいは転々としたが、鶴三は、

福田美佐と 1921 年婚姻後、板橋区中丸町に定住し、1973 年までを中丸町の母屋・アトリエで過ごした。

この間、関東大震災（1923）、東京大空襲から終戦（1945）まで、中丸町の鶴三家は、大きな災難

と変革の中にあってなお、家屋、家財ともに難を逃れた。その結果、明治、大正、昭和三代期の作品、

資料の全てが中丸町に保存された。

戦災後の鶴三家には、戦災で住まいを無くした岩本素白、森銑三・篤子、和田順平・光子などの多く

が仮寓した。和田光子（鶴三の妹）の家族（和田蹊子・和田ルリヤ）はその後も引き続き同居した。

鶴三・美佐のあいだには子供がなかったので、和田白馬（和田順平・光子の長男）・良子（今村）の

和田家長男の第一子（長女蹊子）を鶴三の養女（石井蹊子）として迎えられた。

中丸町で鶴三はその生涯を閉じた（1973）。そして、鶴三の作品（彫刻（石膏原型を含む）油彩画等

の多数）は石井蹊子（中丸町）より東京芸術大学に寄贈された。寄贈の実務は長原玄・長原（和田）ル

リヤ（高田馬場）が行ない、当時の東京芸術大学美術学部長淀井敏夫の協力を仰いだ。

石井鶴三の作品展と作品集の刊行

春陽会葬（葬儀委員長中川一政）の後、日本水彩画会展、能彫刻展、東京芸術大学寄贈作品展等とい

った石井鶴三遺作展が開催された。また、『三彩』『信濃教育』『木曽教育』『上小教育会』の石井鶴三追

悼号（1973 ～ 1974）が刊行された。

その後、次々と鶴三の作品集が世に出る。
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『石井鶴三版画集』（1978）

『石井鶴三文集』（1978） 

『山精』（1983）

『石井鶴三全集』（1986 ～ 1989）

『石井鶴三素描集』（1992 ～ 1993）   

『美術家修行』（1994）

『石井鶴三書簡集』（1996 ～ 1999）

『石井鶴三日記』（2005）

これらの編集・刊行に際しては、中川一政、淀井敏夫、三木多聞、尾崎秀樹、紅野敏郎、西川新次、

保田春彦、匠秀夫、入江観、陰里鉄郎、米倉守が執筆にあたった。そして、石井蹊子・長原ルリヤの協

力を得て形象社（17 冊）と形文社（12 冊）より、29 年間の間に、29 冊の単行本として刊行され、こ

の編集者・発行人として筆者（岩部定男）が携わった。

同時に、様々な形で鶴三の作品展が、山梨・三重・茨城の県立美術館、大月・上田・穂高・小平・小

諸・板橋・上野の美術館で開催された。

「上田彫塑研究会 50 年記念展」（1975）

「石井柏亭・鶴三兄弟展」（1976）

「上田市制 60 周年記念、石井鶴三展」（1979）

「石井鶴三の石膏像展」（1982）

「回顧・石井鶴三・たんだ一本の線」（1983）

「生誕百年記念石井鶴三展」（1987）

「石井鶴三美術館館報第 1 号」（1989）

「石井鶴三展・東京芸術大学時代を中心として」（1992）

「没後 20 年記念石井鶴三のすべて」（1994）

「小平市平櫛田中館 15 周年記念石井鶴三展」（1999）

「小諸市立美術館・石井鶴三展」（2000）

石井鶴三の遺品整理の依頼を受けるまでの経緯

「石井鶴三日記」Ｖ巻の編集なかば、2004 年 6 月 11 日に石井蹊子氏が急逝された。石井蹊子氏の

入院中に依頼を受けて書かれた「遺言書」が年月日の記入が無かった事と、長原ルリヤ代筆の為、無効

とされた。このため、石井蹊子の相続についての会合が、弁護士、税理士、会計士、法定相続人（今村

良子）、長原ルリヤ、岩部定男と弁護士、会計士の事務所から各 1 名の出席により会計士事務所（吉祥寺）

で開かれた。その後、鶴三の遺品をめぐって、主に弁護士と会計士の事務所（吉祥寺・四谷）で柴田健、
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和田誠司の協力を得て会合が続けられた。

石井蹊子が鶴三家の相続と和田白馬家の第一子としての相続が二重になることとその結果、中丸町と

高田馬場の土地評価の高さがそのまま相続税に重なり、億を超える相続税が発生し、そのため、相続税

の納期までに中丸町（鶴三家の母屋とアトリエ）の土地を売却せざるを得なくなった。

高田馬場の土地は、もとは和田家のものであり、戦災後から今日まで仮住された方が多く、和田象

二一家、長原玄・長原ルリヤ、石井柏亭の長女松村三冬、田坂ゆたか、石井洋等の子から孫、曾孫まで、

居住権を有する者たちに分割して相続された。

こうして、中丸町の売却が不動産会社との間で納税期（2005 年 7 月）ぎりぎりに成立する。その場

所には、新たにマンションが建築されることとなり、三ヵ月以内に、母屋とアトリエに残された全ての

「物」を移動しなければならなくなったのである。そのため、限られた人数で、数万点におよぶだろう

鶴三作品遺品のダンボール詰めが行われたが、当然ながら、その時点では、その内容確認や点数確認ま

ではできなかった。後に確認された限りで記せば、その内容は次のようなものであった。

中丸町と高田馬場の 2 ヶ所に残された鶴三の作品（木彫・ブロンズ・油彩・水彩・石膏・版木）

大量のスケッチブック

新聞小説の挿絵の画稿数千点

鶴三から美佐宛の書簡、美佐から鶴三あての全書簡

坂本繁二郎・中川一政・恩地孝四郎・高村光太郎・中原悌二郎・木村荘八・川上澄生・棟方志功等、

鶴三以外の絵画・彫刻・版画家の初期の作品

これらの美術家からの書簡、鶴三宛に贈られた図書の全点

これらに加えて、鶴三は、新聞小説の挿絵を多く描いていたため、その関係で、田村松魚、上司小

剣、中里介山、森田草平、直木三十五、子母澤寛、吉川英治、村松梢風、尾崎士郎、高浜虚子、窪田空

穂、長谷川伸、司馬遼太郎、岩本素白、宗不旱等々の文筆家から鶴三に宛てられた大量の書簡が、未整

理のまま、残らず保存されている。

さらに、鶴三が生前に関与した様々な経歴に関連する書簡類・その他がある。時系列で、鶴三が関わ

った企画・組織を列挙すると次のようになる。

『東京パック』『楽天パック』勤務（1906） 

日本創作版画協会第一回展（1919）

春陽会客員会員（1922）

小県上田彫塑講習会（1924 ～ 1970）

日本版画協会（1931）

大日本体育芸術家協会（1931）

長野彫塑講習会（1933 ～）
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上田蚕糸専門学校長像制作（1935）

日本山岳画協会（1936~）

日本版画協会会長（1941~）

福島国民学校図画教育・島崎藤村像制作（1942~）

木曽学童図画展講師（1942~）

東京美術学校彫刻科教授（1944~）

木曽教育会講演（1945）

天皇陛下巡幸記録係（1947）

木曽での島崎藤村像制作（1949）

横綱審議委員会委員（1950~）

「木曽馬」制作（1951）

法隆寺金堂再建修理（1953~）

木曽教育会の図画工作認定講習会（1953）

『信濃教育』表紙画 793 号 ~892 号（1953~）

『上小教育』表紙画（1954~）

『萩原碌山』発刊（1954）

五島慶太像制作（1961）

能彫刻展（1961~）

島崎楠雄像制作（1965）

大原孫三郎像制作（1966）

長野絵画研究会 30 周年（1966）

『折り折りの人』発刊（小山正太郎、佐藤朝山、横山大観、上司小剣、宗不旱、中原悌二郎、戸張弧雁、

高村光太郎、岩本素白、石井柏亭 1967）

相撲博物館館長（1969~）

「山岳と芸術教育」（『信濃教育』1000 号 1970）

38 回日本版画協会展ポスター（1970）

「赤旗」元日の表紙画（1970~）

「天皇の世紀」挿絵（1971）

「地天泰」春陽会展（1971）

このうち、特に、信濃教育会の人々、ならびに長野県の人々からの書簡は群を抜いて、多数を占める。

なお、これらの鶴三作品、遺品の推測、推定は『石井鶴三全集』『素描集』『書簡集』『石井鶴三日記』

等々の取材と編集作業を通じて得た知識に基づく。筆者は、これら鶴三の全遺品の整理を、法定相続人

（今村良子）と長原ルリヤ両氏ならびに弁護士、会計士を通して依頼されることになった。
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松本市美術館に寄贈が決まるまでの経緯

会計士からの依頼の第一は、追徴課税の対象となる作品その他の課税対象となるような遺品の全て

を、公的機関の大学ないしは美術館に一括して寄贈して欲しい、ということであった。

一方、弁護士からの依頼は、鶴三の遺品・作品多数の中でも、今村良子、長原ルリヤ二人の所有権の

確定が難しいもの（鶴三から和田光子へ贈られた作品・鶴三から長原ルリヤに贈られた作品等々）全て

を、鶴三の遺品・作品として一括し、その全てを公的機関に寄贈してもらいたい、とのことであった。

すなわち、筆者に依頼された鶴三の遺品・作品とは、次のようなものであった。

明治、大正、昭和三代にわたる書簡

創作版画協会などの第 1 回展からの出品目録

大量の新聞、雑誌の挿絵切り抜き

広告紙や封筒に描かれた万を超える量の素描とメモ

大量のスケッチブックと挿絵の画稿

作者の特定できない石膏像

油彩画、水彩画、水墨画、版画、写真、フイルム、テープ

未完のように見える木彫

石井鶴三の全版木

石井家三代にわたる書籍、雑誌

その他、図録、絵葉書、画材等

これら大量の資料は、中丸町の家屋内の石井蹊子室、長原ルリヤ室と共通室、別棟アトリエ２階と高

田馬場の家屋中の長原ルリヤ室、石井蹊子室と共通室と１階の収蔵庫に分散して、保管されていた。し

かしながら、「個人所有の全遺品、全資料、全作品を（アーカイブのように）一括して寄贈したい」と

申し出たとしても、受けてくれる公的機関（日本の美術館・美術大学）はそう簡単には見つからないこ

とが予想できた。

実際、東京芸術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、日本相撲協会、町田市立国際版画美術館、春

陽会、日本版画協会、石井鶴三美術館、碌山美術館、多摩美術大学、松本市美術館等々、様々な美術館、

美術大学を訪ね廻ったが、なかなか芳しい返事をもらうことはできなかった。

現在の日本の美術館や美術大学では、個人の全収蔵品であることが受け入れの障害となる。これらの

大学や組織では、版画だけ、木彫だけなど、一部分の寄贈を求められたのであり、「アーカイブ」のよ

うな全遺品を受け入れてはもらえない。それらを整理、研究をするような人的組織も収蔵研究の機構も

無く、現在までの実績例はほとんど無いからである。

こうしたわけで、全点寄贈が公的機関では無理だとあきらめはじめた頃、多摩美術大学の理事・教授

で松本市美術館館長の米倉守氏に、2005 年９月９日、朝日新聞社談話室でお会いした。そのときの驚
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きは忘れられない。なんと、「松本市美術館で全点を受けたい」との申し出を受けたのである。米倉守

館長が言われるには、「石井鶴三の全作品や生き方を証言できる全周辺資料の研究こそ重要で、鶴三個

人の顕彰を越えて、日本美術史、日本文化史の重要な証言、実証研鑽にもつながる。またとない機会と

またとない史料群だと思う。新しい学芸員の勉強になる」とのことであった。そして、受け入れのため

に、松本市美術館で、石井鶴三展を開催する計画についても話があり、次のように述べられた。

「『石井鶴三展』は１回だけでなく、『石井鶴三とその周辺』、『石井鶴三と文人たち』など、ビエンナ

ーレでもトリエンナーレでもいくらでも考えられる。美術館の展覧会は他の美術館との共同企画が多く、

自主企画が少ない。だが、それでは学芸員の勉強にならない。もっと学芸員の中から出てくる企画展を

増すためにも、この鶴三全資料集成を生かしたい」

寄贈に関する業務の経費は「鶴三基金」から出費するなどの条件があったものの、全点の寄贈を受け

てくれる美術館・美術大学がないことに落胆していた矢先、この申し出は有り難いものであった。早速、

このことを、弁護士、会計士、今村良子、長原ルリヤに伝えて、松本市美術館への「寄贈委任状」を今

村良子、長原ルリヤ両名に早々に書いていただき、契約書が取り交わされた。

2005 年９月 29 日、中丸町の母屋とアトリエの全遺品が集荷され、10 月 1 日には、中丸町の石井鶴

三作品・遺品が松本市美術館に搬入された。

信州大学に寄贈されるまでの経緯と私の気持ちを手紙にしました

ここから手紙の形にしました。多くの人を亡くした今、書いておかねば、この遺品整理作業の真意を

伝えられなくなるという思いで書きます。

最終的に、松本市美術館での鶴三遺品の全点一括の寄贈は叶いませんでした。鶴三の遺品には作品だ

けでなく書簡といった二次資料や、鼎湖や鵞湖の作品も多く含まれておりました。

そもそも、日本の創作版画史、挿絵史、彫刻史、日本美術史の一部分とは言え、これだけ多様にして

多量な実証資料が揃うことは稀なことであります。これらの資料は、美術史にとどまらず、日本山岳史、

日本相撲史へと広がり、小なりとはいえ、日本文化史の貴重な実資料となるものなのです。

この認識を共有していた米倉守館長の訃報に接したのは、2008 年 2 月 25 日のことでありました。

病魔と闘いながらも、「学芸員を育てる」という責務を貫かれ、美術館の振興に最後まで尽力された方

でありました。

米倉守館長亡き後、市民の中からは美術館・芸術館の経営を批判する声もおこり、この鶴三の遺品受

け入れも暗礁にのりあげてしまいました。私は、ただ黙々と、高田馬場から手持ちで、寄贈品を運び続

けました。その時期、暗い美術館の中でも、職場見学の生徒がスケッチブックの枚数計算の中で見つけ

た「大鵬像」に声を上げ、旭川出身の臨時職の女性は同じ旭川出身の中原悌二郎、匠秀夫のことを初め

て発見したように喜び、学芸員資格のまだ無い学芸員補が『鶴三文集』を読み始め、学芸員の一人は『鶴
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三全集』を机の上に積み上げて、制作年の特定だけでない総合研究を始めていました。このような風景

が、よりどころのない暗い一年の中の、かすかな光明でありました。

美術館内では、2009 年 4 月前後から、石井鶴三展（2009 年 10 月 10 日～ 11 月 29 日）へ向けて

の作業が本格化していました。しかしながら、寄贈整理は一次資料（石井鶴三の作品）のみに絞り、二

次資料（鶴三作品以外の資料・作品）の整理、撮影はすべて中止、ということになってしまいました。

その後、松本市美術館から、鶴三の一次資料以外の二次資料の寄贈は受け入れることができない、と告

げられました。その結果、膨大な二次資料は、その引き受け手も定まらぬまま、歴史の中に埋もれてい

く運命であるか、に思われました。

さらに、この事態に追い打ちをかけるかのように、2009 年 4 月 9 日、寄贈依頼人の長原ルリヤ氏が

代々木に入院されました。4 月 15 日から始まった春陽展（86 回）の「石井鶴三特別展示」は、松本

市美術館学芸員の協力で実現したものの、このままでは鶴三の貴重な資料が未整理のままで残されてし

まう、という焦眉の思いで、様々な方々へ手紙を差し上げました。その中の一人が、信州大学の笹本正

治教授でありました。

笹本正治教授を紹介されたのは、中央公論新社編集部勤めの木村史彦氏（私の恩師木村祐章氏の長男）

からの紹介によるものでした。笹本正治教授は、「私は歴史が専門ですが、何か手伝えることはありま

すか」と優しい言葉をかけてくださいました。そこで、私は、寄贈品の中には、多方面から鶴三に宛て

られた書簡がほとんど全て残されていること、日本創作版画会の創立・日本山岳会の創立の頃からの記

録などが残されていること、鶴三が新聞小説の挿絵を担当していたことで、中里介山、直木三十五、吉

川英治などの文士たちと数千通におよぶ書簡のやり取りがあったこと、などを力説しました。

2009 年 8 月 25 日、信州大学から五名の先生方が、9 月 4 日には、小県上田教育会の七名の先生方が、

それぞれ松本市美術館を来訪されました。寄贈資料の一部でもどんな状態にあるのか、どれだけの量な

のかを見たい、とのことでありました。そして、2009 年 10 月 10 日から開催された「石井鶴三展」には、

信州大学・山沢清人学長、笹本正治副学長（広報・情報担当）・附属図書館長、他の先生方が来訪され、

鶴三の作品に大きな感銘を受けられたようでありました。

こうして、行き場をなくしたかに思えた鶴三の膨大な資料は、信州大学に寄贈される運びとなったの

です。以下、時系列のみを列挙してみます。

2009 年 11 月 29 日、12 月 23 日に、信州大学との間で覚書 ｢案｣ が作成される。

2009 年 12 月 21 日、24 日、「…松本市美術館に対する寄贈分を除く、残りすべての美術作品等

を国立大学法人信州大学に寄贈することに関し下記の各事項を委任する」との委任状を、長原ルリ

ヤ氏、今村良子氏から、それぞれ受領する。

2010 年 2 月 10 日、松本市美術館から公式に、寄贈の拒否が伝えられる。

2010 年 3 月 9 日、松本市美術館に寄贈しなかった資料が、3 月 30 日には、高田馬場の長原宅の

資料が、それぞれ、信州大学の手で、図書館へと搬入される。

2010 年 12 月 26 日、長原ルリヤ氏永眠。
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こうして経緯を振り返りながら、私には、今でも、山沢清人学長の言葉が忘れられません。

「大学は価値のあるものを戴く処ではありません。それにどんな価値があるのかを研究するところで

す。ご寄贈いただいた石井鶴三の資料を、信州大学の宝として、これからの研究にあたります。」

思えば、公的機関になかなか受け入れてもらえず、ようやく受け入れてもらえると思った松本市美術

館からも前言を翻され、公的機関に対する不信感がつのっていたときでした。「石井鶴三は松本出身で

もないし、長野県出身でもないのが、大きな妨げでした」と語る私に対して、山沢清人学長は、「私も

長野出身ではありません」と言われ、公的機関とはどうあるべきなのか、そのあるべき姿を教えられた

思いでありました。公的機関の中にも、このような大学があったればこそ、全点寄贈、全点整理の道筋

が救われたと、深く感謝しております。

ところで、なぜそれほどまでに全点寄贈にこだわるのか、訝しがられるかもしれません。依頼人や弁

護士・会計士からの依頼がそうだったから、という答えもありますが、「石井鶴三という類まれな芸術家・

教育者の資料が、多くの不幸と多くの時間を越えてここに在ります。これらの資料がもたらすであろう

未来の価値を、財政難などの言い訳の下に葬り去るわけにはいかない」という思いからであった、とお

答えしたいのです。

ここに至るまで、実に長い道のりでありました。米倉守前館長との出会い、笹本正治教授との出会い、

山沢清人学長との出会い、そして、多くの方々の強い後押しがあったればこそ、今日の「信州大学への

寄贈」が実現できたのだと思います。関係各位に、この場を借りて、重ねて感謝と御礼を申し上げたい

所存です。

鶴三の「文」の中に、「美術を通して人間教育の出来る人になって欲しい」との言葉があります。こ

こに、教育者としての一面があります。彼はまた、「新聞小説の挿絵は、機械印刷を通した版画と心得る」

とも語り、「版画は最も民衆的の芸術」と見抜いた、先見の明をもつ人でありました。同時に、「相撲は

人間を鍛える」と実践し、「山登りが人の生き方を教える」と山の精を求めた行動の人でもありました。

鶴三を取り巻く人々（中川一政・淀井敏夫・匠秀夫・石井蹊子・米倉守・長原ルリヤ）は、もはや

この世にはおりません。ですが、それでもなお、日本美術史にその名を刻んだ鶴三という巨人を顕彰し、

その業績を正しく見定めていく努力が、多くの人の力と協力で、長く継続されることを心から願うばか

りです。

現在、私は、共同の研究者の一人として、寄贈作品資料の調査を続けており、一月に一泊二日の限ら

れた時間の中で、残されたスケッチブックの顕彰にあたっております。「素描集」編集時にも見なかっ

た「戸張弧雁のデスマスク素描」、「昭和 20 年の岡鹿之助像」等の新たな年代明記の素描を、信州大学

で用意された封筒に一冊ずつ入れ、整理番号と高田馬場出所番号を記入し、摘要に「弧雁デスマスク」、「制
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作年不明」等を記入する日々であります。本稿は、そのような中で記した、一つの証言にすぎません。

2011 年 11 月 14 日早々頓首

岩部定男


