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舞踊家・河合澄子の誕生〜 大正期の活動を追って〜
杉山千鶴（早稲田大学スポーツ科学学術院）

1. はじめに

浅草オペラは、1917 年１月 22 日初日の高木徳子一座公演（於・常盤座）を以て始まっ

たとされる 1)が、そのブレイクを招いたのは、同年 10 月に日本館で旗揚げした東京歌劇座

と言える 2）。そしてその立役者となったのが、東京歌劇座の人気を二分した河合澄子と沢

モリノであり、この二人は、言わば浅草オペラの「功労者」3)であった。

本稿ではこの河合澄子に注目する。

増井敬二の著書『日本のオペラ』（民音音楽資料館、1984 年）は、都新聞を始めとする

膨大な量の資料を精査し、浅草オペラの通史を詳細に至るまで網羅し明瞭にした労作であ

る。浅草オペラ研究では、河合は浅草オペラ研究においてはその初期に相当する東京歌劇

座から日本バンドマン一座の旗揚げの頃までの時期について記されるに留まり、それ以後

は浅草や東京から離れては舞い戻ることを繰り返しているために、以後の活動については

触れられない。しかしながら増井の著書では浅草オペラにおける活動のほぼ全てを追うこ

とが出来るが、当然浅草オペラからは離れていた時期の活動を知ることは出来ない。筆者

は既に河合の昭和初期の活動を追ったが 4)、舞踊団を率いて浅草の映画館のアトラクショ

ンやレヴューに出演し、舞踊を活動の中心と据えていたことが認められた。浅草オペラの

役者には歌唱・演技・舞踊の全てが課されていたが、昭和初期においてはこの３つの中か

ら、舞踊を特化したと言うことが出来る。

そこで本稿は、浅草オペラのブレイクに貢献した河合について、以下の２点を明らかに

することを目的とする。

１つには大正期に限定し、浅草オペラを含めた河合の活動を明らかにすること。

２つめには河合が浅草オペラの女優としてスタートし、舞踊を特化して行く過程を明ら

かにすること。

本稿では東京周辺で発行された比較的演芸・演劇欄にスペースを割いている３紙（都新

聞・東京毎日新聞・中央新聞）を中心とするが、必要に応じて地方紙にも当たる。また当

時発行された雑誌資料も対象とする。これらに掲載されている遊覧案内欄や批評文から、

大正期における河合の活動を追跡し明らかにする。また掲載記事や上演広告等から舞踊に

言及している箇所を抽出し、舞踊活動を考察する。

本稿で用いた資料は、新聞は全国紙ではなく、また雑誌も一般誌ではない。むしろオペ

ラ女優について読者の好奇心を煽る記述が多くなされているが、これをそのまま受け止め

るのではなく、読者に相当する人々に取ってオペラ女優に期待されているものは何なのか

を知る術と理解するものである。

なお本文中の「 」は資料からの引用、〈 〉は作品タイトルとする。

また本稿においては、浅草オペラを、浅草で活動した経歴を有する歌劇団やオペラ役者

によるものと捉える。

２.大正期における活動の概観
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大正期における河合の活動は、以下の６期に分けることが出来る。

１．浅草オペラ以前

２．浅草オペラ①

３．浅草以外でのオペラ活動

４．関東大震災前後の新舞踊活動

５．浅草オペラ②

６．多様な活動を示すが、確証のない彷徨期

以下、各時期について見て行くこととする。

2.1. 浅草オペラ以前

河合澄子は浅草オペラに登場する以前は、G.V.ローシー（Giovanni Vittorio Rosi）主

宰のローヤル館で初めてオペラやオペレッタに触れ、高木徳子一座でもオペラ活動に携わ

った。「ローヤル館に一月いて追出され、高木徳子の弟子になったが直ぐに首」5)になって

いるように、いずれも短期間の在籍であり、しかも自主的に退座したのではないようであ

る。残念ながら今回はこの両座における活動を追うことは出来なかった 6)。

2.2. 浅草オペラ①

2.2.1.東京歌劇座

高木徳子一座を首になった河合は、1917 年 10 月日本館の東京歌劇座の旗揚げに参加す

し、浅草に登場する。同座は帝劇歌劇部出身の石井漠と沢モリノを中心としていた。石井

は後に舞踊家として我が国のモダンダンスを確立し、一方の沢は帝劇時代にローシーがそ

の才能を見込んで、イタリアの歌手モリノーに因んだ芸名を授けた 7)ダンサーであった。

これに同じく帝劇歌劇部出身の天野喜久代、杉寛らが幹部俳優であり、他は募集に応じた

初心者のコーラスガールばかりであった。河合はこの中の一人だったのである。

沢は小柄でキュートな容貌と、ローシー仕込みの軽やかな踊り振りで人気を集めていた。

対する河合が、帝劇歌劇部でオペラ女優となるべく研鑽を積んだ沢と並ぶ人気を獲得した

のは、舞台上では肉付きのよい身体を濃艶にくねらせ、流し目を送り、客席に向かって名

刺を撒き、劇場外では艶話を豊富に持つ発展振りを見せたように、観客の心を鷲掴みにし

てファンを増やす努力を、舞台上でも劇場外でも怠らなかったからである。また親しくな

ったファンを楽屋に招くなどのサービスも怠らなかった。筆者所有の「歌劇の絵葉書」（ブ

ロマイド）は、河合の顔写真である。しっかりと顎を引き、口元に笑みを浮かべて上目遣

いにこちらの様子を窺っている。それは 70〜 80 年代のアイドル歌手にも共通する、護ら

れるべき弱い存在であることを強調する 8)技法であった。このような努力が実を結び、河

合は一介のコーラスガールから、東京歌劇座のスターと人気を二分するまでにのし上がっ

たのである。

ちょうどこの頃、風紀紊乱問題が生じていた。観客は主に学生であり、熱心なファン（ペ

ラゴロ）は劇場内では他の観客の迷惑を顧みず大騒ぎを演じ、特に贔屓のオペラ女優と親

しくなると楽屋に上がりこみ、さもなければ浅草の街を屯し、当然学校に行っている時間

はなかった。そうした学業放棄の原因が浅草オペラにあると看做され、浅草オペラの観覧

を禁止した学校もあった。そんな折、1918 年１月 26 日付で東京朝日新聞をはじめ各紙に
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オペラ女優の後援会の学生 40 名前後が検挙された事件が報じられる。特に会員数の多い

オペラ女優として河合の名が挙げられ 9)、これを機に河合の名は全国区に躍り出たのであ

る。この事件以後、河合はゴシップと共に新聞や雑誌に頻繁に登場するようになり、“発展

女優”“問題の女”の称号を獲得する。河合は劇場外での発展振りが高じて欠勤することも

多々あり、オペラ女優として精進することなど、およそ考えていなかった。“オペラ役者に

必要とされる３素養”が歌唱・演技・舞踊であるならば、河合には、これに代わる“浅草

オペラ女優に必要とされる３素養”すなわち流し目・愛嬌・発展を生み出したのである。

河合以後、浅草オペラでは“発展女優”が続々と登場する 10)が、いずれもこの浅草オペラ

女優に必要とされる３素養を駆使している。その先駆的存在である河合は、言わば浅草オ

ペラでスターになる方法を確立した貢献者と言える。

東京歌劇座のリーダーの石井漠にとっては、河合の行為は看過出来るものではなかった。

石井が注意すると、これを不満として自主的に休場する 11)。このような態度には、沢と共

に二枚看板となったことによって抱いた強い自負と、自身のオペラ女優としてのやり方へ

の疑いのない自信が感じられる。

2.2.2.日本バンドマン一座

東京歌劇座を退座した後、同年３月には、日本バンドマン一座を御園座で旗揚げした。

この一座は獏与太平と海老名左力を舞台監督とし、二人は河合を主役に据えた作品を発表

している。

旗揚げ当初は御園座を「桃色座」と改称するなど、女性性を強調したエピソードを有す

る一座であった 12）。東京歌劇座は飽くまで帝劇歌劇部出身者が幹部俳優であり、河合が策

を弄して成り上がっても、メインの位置に食い込むことはできなかった。しかしこの日本

バンドマン一座は、自らが看板を背負って立ち、不動の主役の座を得ることとなった、念

願の一座だったのである。

しかしながらこの一座は名古屋などへ巡業に出て、そのまま解散する。解散時期は定か

ではないが、河合が「日本バンドマン一座 河合澄子」名で記した記事 13)が『女の世界』

1918 年 11 月１日の発行なので、少なくとも同年 10 月までは活動していたと言える。

2.3. 浅草以外のオペラ活動

1918 年 11 月より 1921 年４月までの長い間、河合は浅草を離れ、杉寛と共に横濱朝日

座で活動する 14)が、新派や旧劇との合同公演であった。この間の 1920 年３月には新星歌

舞劇団の横濱座公演にも参加している。この頃の河合は「横浜へ落ついていい後援者を得

て非常に安定された生活を娯むで」いる 15)と記されているように、拠点を横浜に置き、こ

れまでになく長く一箇所に留まって公演活動を続けることの出来る状況にあった。この間

にも浅草では次々と新しいオペラ役者が登場し、スター（舞台上）或いは発展女優（舞台

外）として資料に取り上げられている。そのような中で、既に過去のスターとなりつつあ

った河合が日本バンドマン一座のように主役級の活動をするには、浅草オペラを現在進行

形で呼吸している浅草ではなく、誌紙や巡業で知るしかない、浅草以外の地域が適してい

たのである。

その後は一時的に舞台活動から離れる 16)が、1921 年９〜 11 月に民衆歌舞劇団の早稲田
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劇場公演に参加する。この一座は石井漠や沢モリノを中心とするが、〈女軍出征〉など東京

歌劇座でも上演した作品を採用し、河合と沢の競演を実現させることによって、往時のブ

レイクぶりを想起させたであろう。そのために浅草を長く離れていたにも関わらず、河合

は「人気の焦点」17)となっている。

1922 年４月には有楽座で杉寛、堀田金星と共に楽劇座を旗揚げするが短期間で解散し、

同年 10 月には早稲田劇場で櫛木亀二郎の聚星歌劇座に参加して、名古屋に巡業する。そ

して名古屋では帝国座で喜劇、社会劇、新派など多様な演目を上演している深沢恒造一派

に参加するが、1923 年２月には退座している。

2.4. 関東大震災前後の新舞踊活動

続いて資料に登場した河合は、もはやオペラ女優ではなかった。1923 年８月 31 日より

新潟劇場で開催された音楽演奏会に新曲の新舞踊〈お夏狂乱〉を引提げて賛助出演してい

る。神戸新聞の記事によると、この頃すでに「新舞踊などの研究を続け」ていたという。

18)震災後は関西に逃れ、同年 10 月 23〜 29 日には京都烏丸高島屋で開催された東京新舞踊

音楽協会関西第１回発表会の振付・指導をしたこと 19）、さらに大阪・神戸でも「良家の子

女」を対象とした舞踊学校の開校を企図してい 20)ことが資料に記されている。この時期の

活動は、まさに舞踊家のそれであった。

このように浅草オペラや東京から離れたところで活動した要因として、第１に浅草オペ

ラでは過去のスターに過ぎない存在になっていたという状況、第２に 1923 年９月１日の

関東大震災によって浅草興行外を含めた東京市内及び周辺域は壊滅的な打撃を受け、活動

の場を失ったことが考えられる。

2.５. 浅草オペラ②

関東大震災当日に浅草で唯一公演していた根岸歌劇団は、震災後、浅草の復興を待つた

めに地方巡業に出たが、1923 年 11 月にここから日本歌劇座が派生する。この新しい一座

は、翌月にはミカゲ喜歌劇座と改称して各地を巡業していた。この頃の河合は関西で舞踊

家として活動していたが、1924 年６月に同座の神戸公演から参加する。言わば浅草オペラ

への復帰であった。同座には震災前に長く行動を共にした杉寛の他、東京歌劇座にいた千

賀海寿一や岩間百合子などもいたが、何と言ってもスターは 17 歳 21)のアイドル・相良愛

子であった。震災を機に、浅草オペラは新しいスターを擁し、世代交替をしたかに思わせ

た。当時の河合は 25〜 6 歳 22）、しかし相良と共に「ヤンヤの喝采を博し」23)たという。

相良の「歌劇の絵葉書」を見ると、やはり上目遣いの妹的なキャラクターであり、愛らし

さも漂わせている。対する河合は久しく浅草を離れ、震災前後には歌劇からも離れていた

せいか、過去のスターどころか伝説的な存在と化していたであろう。そんな河合澄子が、

相良とは対照的な大人の女性として貫禄たっぷりに姿を現して歓迎されたのであろう。

一座は同年７月末初日で浅草に登場し、河合は 16 年振りに浅草復帰を果たす。しかし一

座はわずか１ヶ月半で浅草を離れ、同年９月末には解散に到る。

ところで上述の根岸歌劇団を再結成し、1924 年 4 月に浅草オペラ館で旗揚げしたのが森

歌劇団であり、ミカゲ喜歌劇座の解散当時は、浅草では唯一の歌劇団として公演していた。

河合はミカゲ喜歌劇座解散の翌月に沢マセロらと共に森歌劇団に加入する。東京歌劇座で



５

ブレイクし、その後の浅草オペラの流行を生んだ張本人の河合の加入は、森歌劇団にとっ

て非常に心強いものであったに違いない。昔日の繁栄を想起させるかのように河合は〈フ

ラフラダンス〉を踊り、また〈南洋土産・赤裸々ダンス〉が上演禁止となるなど話題を撒

いた。浅草オペラの伝説のスターが、伝説から現実の存在に帰り咲いたのである。しかし

ながらこの森歌劇団も 11 月には解散に至る。

この後は浅草を離れ、1924 年 11 月まで日本橋劇場で新日本座や万世橋アーケード喜歌

劇団と称し、歌劇、時代劇、新舞踊劇の合同公演に、1925 年１〜 ２月には聚楽座で喜劇・

新劇・歌劇・旧劇４座大合同に出演している 24)。

2.６. 彷徨期

この後は、東京毎日新聞 1925 年 11 月 19 日付でマキノプロダクションへの正式入社の

決定、主演映画の脚本を模索中と報じられた 25）。ところが河合が現れたのはスクリーンで

はなく、浅草は金龍館の喜劇春秋座の公演であった。1925 年 12 月 31 日初日の初春興行

には従来の一座に匹敵する人数が加入したが、河合はその一人であった。上演広告 26)には、

「従来の大一座」と「新加盟出演」とに分かれて氏名が並んでいる。前者には看板の橘花

枝ら３名が大きく氏名を記し、後者は曾我迺家のついた３名と河合の計４名の氏名が、先

の３名と同じ大きさで記されている。新たに加入した中にはオペラ女優の松木みどりらも

いたが、この広告は、河合があたかも浅草オペラの代表として鳴り物入りで加入したかの

ような印象を与えると共に、河合澄子という名前の持つ宣伝効果を期待したことが推察さ

れる。翌年２月３日には一座の看板役者達と共に豆撒きを行っており 27)、一座においては

河合は看板役者たちに匹敵する存在であった。しかし実は主役を務めることはなく、「看護

婦」「女給」などの役どころが多く、公演批評文では触れられることもなかった。河合に続

いて岩間百合子や田中寿々子といったオペラ女優も加入しているが、河合の名前は別扱い

であった。しかし同年２月 27 日初日の興行の上演広告 28)を見ると、一座全員の顔写真が

掲載されている。そして演目の横に「歌劇界の明星 木村時子 加盟出演」と記されてい

る。顔写真の最も大きいものは一座の看板である男性３名、同じく橘花枝、復座出演の桜

木文子と木村の６名であった。その下に一回り小さい顔写真 17 名が演目を記したスペース

を三方から囲んでいる。河合の顔写真はその１枚であった。帝劇歌劇部出身のオペラ女優・

木村は、河合が決して務めることのなかった主役を演じた。木村の加入は、河合にとって

は脅威となったに違いない。そうした状況に堪えられない河合は、同年３月末に退座する。

この時期の浅草オペラは、震災前のスターたちが中心となって東京歌劇舞踊団や五彩会

歌劇団などの歌劇団を旗揚げしては短期間の後に解散することを繰り返し、また巡業中の

沢モリノ歌劇団や東京少女歌劇団の公演、1927 年には更生歌劇団と歌劇民衆座のそれぞれ

半年近くの活動が認められるが、河合はこのいずれにも参加するはなかった。浅草オペラ

の衰退を横目に見ながら、自らの活動場所を模索していた時期であったと言えよう。

3.舞踊活動
ここでも２．と同様に６期について個別に見て行くこととする。

3.1.浅草オペラ以前
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ローヤル館では G.V.ローシーが毎朝９時から初心者に演技・歌唱・舞踊を指導し、帝劇

歌劇部出身者と並んで舞台に立てるよう鍛えていた。また本邦初のトーダンサー・高木徳

子の元からは、小野喜美子、松本徳代、後に高田雅夫の門下になり舞踊家となった堺千代

子など、浅草オペラでは評価の高いダンサーを多く輩出しているが、この要因として、高

木自身がアメリカで積んだ研鑽に基づいて厳しく指導していたことが挙げられる。この両

座に所属したのであれば、さぞダンサーとして鍛えられたことと思われるが、河合は「時

にはローヤル館に又徳子一座にも生徒格で一座しました位の事ですから、歌劇役者として

の修養は絶無と申して宜敷いので御座います」29)と謙遜している。しかし先日の通り、実

際はいずれも短期間のうちに退座を求められているので、真摯にレッスンに励んでいたか

どうかは疑わしい。また東京歌劇座もコーラスガールとして入座しているので、歌劇役者

の修養が充分に身に付いていたとは言い難いものがあったに違いない。

しかしながらエンリコ・チェケッティ（Enrico Cecchetti）の高弟であるローシーと、

評価の高いダンサーを育てた高木の元にいたということは、オペラ役者の持つべき３素養

（＝歌唱・演技・舞踊）のうちでも特に舞踊については、強く深く身体に刷り込まれたで

あろうし、従って３素養の中では最も自信を持てるものとなっていたであろうと想像でき

る。そして二人から受けた舞踊教育は、短期間とはいえ、舞踊への関心という種子を植え

付けたのではないだろうか。

3.2. 浅草オペラ期①

河合が東京歌劇座でコーラスガールから大人気を博すに至ったのは、先述の通り、人一

倍練習を積んで素養を身につけるという方法ではなかった。河合に対する評価は「卓抜な

演出法に長じた女優であるからでも亦肉声の美しい唄子であるからでも無い。勿論舞踊が

旨かったので、人気を博したのでも無い」30)、「何も芸がうまい訳でもなく、歌が唄へた

訳でもない」31)と手厳しい。そうした河合が多くのファンを得るには、オペラ役者にとっ

て必要な３素養の中でも、最も自信があり、なおかつ浅草オペラ女優に必要な３素養を発

揮出来る舞踊が効果的であった。肉付きのよい身体をくねらせ、なまめかしく踊りながら、

艶っぽい視線を投げ掛け、愛嬌たっぷりに微笑む美人は、観客の心をしっかりと掴んだの

であった。この時点において、河合にとっては舞踊は自分が成り上がるための手段だった

のである。

東京歌劇座では石井漠が新舞踊や舞踊詩を模索しながら精力的に作品発表していたが、

石井のパートナーは常に沢モリノであった。コーラスガールの河合には出る幕はなかった。

河合が踊ったのは石井の舞踊作品ではなく、喜歌劇等の１場面であった。

日本バンドマン一座では〈カルメン〉や〈サロメ〉の主役を演じている。特に〈サロメ〉

は歌唱を苦手とする河合のために、獏与太平が台本を書き海老名左力が作曲して 32）「有り

触れた『サロメ』の幕切を少しばかり改め、之に二三個所ばかり歌謡を挿んだのみ」33)に

アレンジし、「挿んだ歌謡の曲も面白く、その挿み場所も当を得たもの」34)に仕上げてい

る。これらの演目は「重い物には手を出さず、成るべく軽い物ばかりを演じて、見物に媚

を売るのを専門とすべきである。之が興行師としても、澄子自身としても、最上の自衛法

だ」35)と評されたが、どちらも大歌劇の主役ではなく、あるキャラクターを有した女性役

と捉えれば、それは発展女優として恋愛に情熱的な河合にはぴったりであり、だからこそ
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選んだ演目であろうし、観客もまたそのような役を演じる河合を期待したに違いない。

3.3. 浅草以外のオペラ活動

横浜朝日座では浅草オペラでも繰り返し上演された喜歌劇の他、新舞踊、バレー、トー

ダンスや各種ダンスが上演されている。この一座には黒木憲三 36）、沢マセロ 37）、石井行

康 38）の名前が認められる。石井は帝劇歌劇部出身でローシーの薫陶を受け、沢は後に「故

高田雅夫の秘蔵弟子」39）と評され、黒木は石井漠や高田の作品に多く出演し、いずれも

震災後は〈ボードビル〉中で舞踊や舞踊詩を多く発表している 40)。同座では常に舞踊を上

演しており、またこの３人の在籍期間は重ならない。それは、この一座が舞踊をプログラ

ムの一つの柱に据えており、そのために舞踊に重点を置いた活動をする人材を常に在籍さ

せておく必要があったからであろう。河合が舞踊作品に出演したかどうかは不明であるが、

喜歌劇〈唖の旅行〉では踊子役を演じている。

この時点においては、もはや河合には成り上がる必要はなく、従って河合にとって舞踊

は手段ではなかった。一座が常に舞踊を上演するという方針を有し、従って舞踊に出演す

る機会に恵まれたこともあり、河合は浅草オペラ以前に植え付けられた舞踊への関心を強

め、舞踊に特化した活動を展開するに至る端緒を形成したものと思われる。

この頃、歌劇の絵葉書がいかがわしいものとして問題化したが、特に人気のあるものの

１つに河合が挙げられている 41)が、それは「肉体ダンスの舞台面」42)であった。残念なが

ら現物を目にしていないが、肉体が際立って見える姿であろうと想像できる。肉付きのよ

い肩や上肢・下肢を剥き出しにしてポーズしているところであろうか。東京歌劇座時代の

イメージが強いこともあろうが、河合の踊る姿は、印象や技術を云々されるのではなく、

肉体という素材の存在感が強調されるものだったのではないだろうか。

この後、楽劇座ではバレー〈春〉を上演し、「河合澄子の胡蝶が美し」43)いと評価され

ている。踊り振りではなく容貌と衣装のことかもしれないが、この作品によって初めて河

合の舞踊は肯定的な印象評価を得たのである。

3.4. 関東大震災前後の新舞踊活動

この時期は、「東都に於る新興芸術の一端たる新様式舞踊の研究に没頭し」44）、「去年（筆

者註・1923 年）の７月から舞踊音楽会なるものを組織して童謡、新舞踊などの研究を続け」

45)たように、「十一年の女優生活から新舞踊の世界へ」46)と活動の場を移していた。

浅草オペラでは石井漠や高田雅夫らが新舞踊と称する作品を発表している。特に石井漠

は浅草以前に山田耕作や小森敏らと共に新しい舞踊を模索し新劇場公演でも作品を発表し

ているが、その頃に蓄えたものを浅草で作品化し発表し、成果を世に問うている。

一方、「私たちの新舞踊は西洋の舞踊に源を発」47)すると語っているように、河合の新

舞踊は洋舞と洋楽をベースとしていた。この時期に創作した「お夏狂乱」は、その後の活

動においても繰り返し再演されている作品である。音楽は「原曲富本道行比翼の菊蝶を西

洋楽の形式に櫛木亀二郎が編作曲し」48）、河合は洋舞を踊って来たので考える振付は洋舞

になるが、これに「藤間の家元につきて振りを研究し」49)て邦舞の要素も取入れて新しい

技法の開発を試み、しかし衣装は和服であり、さらに「全然旧来の踊りの形を破壊し最も

大胆なる演出法」50)を加えている。この作品に見られるように、河合の新舞踊とは邦舞作
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品の洋舞化であった。邦楽を洋楽化し、洋舞に邦舞の要素を取り込んだ、形式的に新しい

舞踊だったのである。従って当然石井や高田の新舞踊を踏襲したものではなかった。そし

て下半身を包み隠す和服を身に着け、下肢の運動を主体とする洋舞を踊る河合の姿は、観

客にとっては新しい舞踊に対する試みというよりもむしろ、あの浅草オペラの河合澄子が

下肢を露わに踊り、そのうちに着付けも乱れてくる肉体ダンスという、相変らずの印象を

与えたに違いない。

しかしながら、これまでにも振付の経験を有しているのかも知れなが、この時期には踊

るだけでなく、研究して創るという作家としての活動も開始し、さらに後進の指導や振付

も行い 51)、舞踊家活動を展開したのである。

3.5. 浅草オペラ期②

ミカゲ喜歌劇座では〈ボードビル〉の一場面を数人で踊ったり、喜歌劇で踊り子役を演

じている。舞踊作品や〈ボードビル〉では相良愛子と沢マセロがデュエットを踊っていた。

この一座においては河合の位置付けは舞踊家ではなく、浅草オペラ初期の河合であり、こ

れまでの舞踊家活動はここでは考慮されることはなかったのである。

ミカゲ喜歌劇座の解散の翌月には森歌劇団に加入したが、そこでは早々にソロで新舞踊

〈お夏狂乱〉と〈フラフラダンス〉の２本を踊っている。上演広告には「濃艶極まりなき

独特の…問題女優河合澄子のフラフラダンス…豊満なる肉の香り・あの懐かしの魅力」52)

と紹介されており、一方の〈お夏狂乱〉は浅草初演であるが上演広告では特に触れていな

いことからも、浅草では舞踊家に転身した河合ではなく、震災前の浅草オペラ初期のイメ

ージそのままの河合の登場が待望されていたのである。替わる 13 日からは〈南洋土産・赤

裸々ダンス〉の上演が記載され 53)、５日間の上演の後に「河合澄子の奇抜な赤裸々踊りが

呼び物になっている」54)と、その評判が伝えてられている。ところがその直後に〈赤裸々

ダンス〉が上演禁止となったことが報じられ 55)、その代替措置として「新に振付の形式を

変更上演」56)している。ここに到るまでの経過は明らかではないが、代替措置と「奇抜」

57)という形容から、河合の踊り振りに問題があったに違いない。例えば東南アジアの、特

にバリ島の舞踊は、両膝を軽く屈曲させ腰を落として後ろに突き出し、上半身を起こすた

めに胸部を反らせる基本姿勢をとるものが多く、ダンサーの身体は体幹部に厚みがあり、

肉感的な印象を与える 58）。〈南洋土産・赤裸々ダンス〉の詳細は不明であるが、河合がバ

リ島舞踊のように、肉付きの良い体型で腰部を後ろに突き出しながら踊ったことが想像さ

れる。初日後即座に上演禁止となったわけではないので、単に振付そのものに問題があっ

たのではない。肉体ダンスの河合の持つ身体と技能を伴い、日を経るに従って上演禁止の

対象となる趣を次第に強めていったのではないだろうか。かつての学生検挙事件が社会面

を賑わせたように、この措置は演芸欄に限定されるものの、きちんと話題を提供したので

あり、あの浅草オペラの河合澄子の健在を示したのである。

この他に、やはりミカゲ喜歌劇座から加入した櫛木亀二郎作の新舞踊〈真間の手古奈〉

に主演している。この作品は相手役には沢マセロを据え、里の人々には福井茂や石田守衛

がいるが、この３名は浅草オペラではボードビルなどを多く振付け、後に離れて舞踊家と

して活動を展開する。また〈お夏狂乱〉を上演し、震災前後の舞踊家活動の成果を浅草で

も問うている。このような舞踊を主に活動する男性陣との共演や自作の新舞踊作品の発表
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は、舞踊における自身の可能性を実感させるとともに、舞踊家としての自負を強めること

になったであろう。

3.6. 彷徨期

喜劇春秋座では出演した演目の詳細が不明なので、ここでは省略する。

4. 大正期における河合澄子の活動

4.1.活動の概観

河合澄子はローヤル館と高木徳子一座を振出しにオペラ女優としての研究を始め、東京

歌劇座では一介のコーラスガールから、帝劇歌劇部出身のアイドル・沢モリノと人気を二

分するまでの看板に成り上がった。その後、主役を務めるような場に常に身を置き続けよ

うとする自負は、この時期に養われているのであろう。また、元祖・発展女優として、浅

草オペラの女優として必要とされる３素養を確立させている。

ローヤル館や高木徳子一座同様、東京歌劇座をクビになり、日本バンドマン一座を組織

し看板役者となるが、地方巡業に出、浅草を離れる。次に浅草オペラに登場するのは震災

後であった。その間は横浜で長く安定した活動を展開するが、やがて歌劇団を組織しては

解散することを繰り返しながらもオペラ女優としての活動を続ける。

しかし震災前後は新しい舞踊を求めて関西を中心に研究と実践、指導を行っており、舞

踊家としての活動を見せている。そしてこの関西で巡業していた歌劇団に加入して、再び

浅草に復活するのである。浅草オペラ初期にブレイクし、その後長く浅草を離れ、さらに

一時は歌劇界からも離れていた河合は、もはや過去のスターであり伝説的存在であった。

それでも浅草は、そうした河合を受け入れた。河合もそれに答えるかのように、浅草オペ

ラ初期の自分を再現するかのような作品を演じ、復活を遂げた。しかし浅草オペラ初期と

異なり、もはや河合にとっては、同じことを繰り返し演じて伝説化を進めていくことに堪

え難かったに違いない。森歌劇団解散後、衰退していく浅草オペラには近寄らず、全く異

なった活動を繰り広げるのである。喜劇春秋座への参加、映画女優への転身は、新しい活

動を模索している様子を語っている。

4.2. 舞踊活動

河合は、短期間ながらローシーや高木徳子に師事していたので、オペラ役者に必要とさ

れる３素養の中でも、特に舞踊について自信を持っていたであろうし、他に比べて舞踊に

対する関心を抱いていたに違いない。ここで得た自信と関心は、以後の活動においても認

められる。

東京歌劇座では、河合にとって舞踊はその技術や技能を示すものではなく、自身の魅力

を遺憾なく発揮する、成り上がるための不可欠な手段となった。しかし浅草オペラのスタ

ーに登り詰めた後には、もはや成り上がる必要はなかった。そのような横浜時代は、手段

であった舞踊が関心の対象へと変容し、後に舞踊に特化した活動を展開する端緒となった

のである。そして関東大震災前後には舞踊への関心が高じ、舞踊家の活動を展開する。

その後はまたもや浅草オペラに復帰する。ここではかつての・浅草オペラ初期の自身を
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再現する一方で、自作の新舞踊を発表し、また舞踊では名立たる男性達と共演するなど、

舞踊家として自負を強めていった。

これ以後は浅草オペラが衰退して行く様子を横目に見ながら、浅草を離れ、合同公演で

歌劇に出演していた。それは浅草にいる限り舞踊家としての活動はできず、いつまでも震

災前の自身を再現しなくてはならないことを認識し、避けたためであろう。一介のコーラ

スガールからスター、伝説的存在へと化し、舞踊家であることに自負を強めた河合にとっ

て、もはや震災前の自分を演じることなど不要だったのである。この頃の河合は、舞踊家

としての活動を再開出来るチャンスを伺っていたのではないだろうか。

5. おわりに

Ⅰ）河合は東京歌劇座でブレイクして以後、①浅草を離れたオペラ女優、②新舞踊の舞踊

家、③喜劇一座の座員、④映画役者、そして⑤浅草の歌劇団で活動するオペラ女優など、

多様な活動を見せていることが明らかになった。

Ⅱ）上記の多様な活動は、身の置き場を求めていることによる。

Ⅲ）河合は浅草オペラに登場する以前のローヤル館と高木徳子一座において、舞踊への関

心と自信を抱いた。

Ⅳ）河合にとっての舞踊は、成り上がるための手段から高い関心の対象へと変わっていっ

たが、その端緒は横浜時代に認められる。そしてその後の活動の中で、舞踊における可能

性と舞踊に対する自負を強めていった。

本稿は、限られた資料にあらわれた記事や上演案内を対象としたに過ぎない。今後はさ

らに資料収集を進める他、『歌舞』や『オペラ』といった浅草オペラ専門誌や、今回対象と

した資料を交えて特に読者欄に注目し、河合にごく近しい空間における河合の姿を明らか

にすることで、本稿に肉付けしたいと考えている。

注
１）都新聞 1917 年１月 22 日付に掲載されている上演広告は「二十二日より替る常盤座は」

と中央に縦書きで記され、その左側に佐藤歳三一座、右側に高木徳子一座の内容が記され

ている。単独公演ではなく、そのためか演目は「歌舞劇 女軍出征 一幕」一本である。

２）都新聞を追うと、東京歌劇座旗揚げ以前の４月〜 ７月には、浅草のみくに座と三友館

で、桂二郎一座の連鎖悲劇等とともに日本歌劇協会が公演しているが、本稿では、後述の

通り、オペラ女優の性格付を行ったとも言える河合澄子の存在に注目し、河合がメジャー

となった東京歌劇座を浅草オペラの初期の隆盛の契機と捉えた。

３）マダム・カルメン：ロマンス払底オペラ女優謹慎時代、花形 1919 年 2 月号：105.

同書では、河合澄子については東京歌劇座と日本バンドマン一座を詳細に記し、その後の

活動も漏れることなく追っているが、浅草オペラの範囲にとどまるに過ぎない。

４）拙稿：昭和初期における河合澄子の活動—映画館のアトラクションと浅草レヴューに

おいて―、早稲田大学 21 世紀 COE プログラム：演劇研究センター紀要Ⅷ、2007 年、305
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−309。

５）覆面叟：歌劇団の人々、演芸画報 1919 年 4 月号：62.

６）増井敬二は、高木徳子一座にいた高美冴子、1916 年に旗揚げした日本バンドマン一座

にいた河合須美子、河合澄子を同一人物としている（増井敬二『日本のオペラ─明治から

大正へ─』民音音楽資料館（1984）：337,345。）。一方、曽田秀彦は高木徳子一座の隅田美

沙子を河合澄子と同一人物とし、高美冴子（河合須美子）とは別人と看做している（曽田

秀彦「デカダンスの輪舞─浅草オペラ女優・河合澄子」、大正演劇研究会編『大正の演劇と

都市』武蔵野書房（1991）：70。）。

７）安成二郎：沢モリノ、女の世界 1919 年 3 月号：口絵

８）拙稿：文化としての女性の身体—浅草オペラの女優のエロチシズム―、体育科教育 1999

年 7 月号：55。。松田直行は「浅草オペラの歌手たちは、日本で最初のアイドルだったと

言うことができるだろう」と指摘している（松田「近代浅草の芸能空間」、民俗芸能研究の

会／第一民俗芸能学会編『課題としての民俗芸能研究』ひつじ書房（1993）：393。）。

９）都新聞は河合のみを、全国紙の東京朝日新聞、東京日日新聞、地方紙の東京毎日新聞、

中央新聞では、河合と井田芳美の氏名を挙げている。

10） “発展女優”と評されたオペラ女優は、年代順に江波万里子、神山仙子、白川澄子

（以上都新聞 1919 年１月 28 日付）、月岡千草（『花形』1920 年６月号）、岩間百合子、久

保田園江、伊達龍子、林初子（以上『花形』1919 年６月号）、一條久子、千種百代、花園

蝶子、二見秀子（以上都新聞 1919 年２月 14 日付）、松島栄美子（『花形』1920 年３月号）、

松本徳代（『演芸画報』1919 年４月号）である。（ ）内は筆者調べによる称号初出。河合

がいかに早い時期に称号を得た先駆者だったかが分かる。

11）中央新聞 1918 年１月 18 日付は、舞台上から勧誘して後援会に入会させる行為を沢モ

リノと石井漠に注意されたと報じている。また石井は、休場中の河合が幕間に舞台上で花

束を受け取りたいと申し出たのでそれを諌めたところ、劇場を飛び出しそのまま退座した

と記している（石井「浅草オペラ時代」『演劇界』1950 年１月号：10。）。中央新聞 1918

年１月 31 日付は学生検挙を恐れて首になったと報じている。退座の経緯は特定できなか

ったが、1918 年１月中に退座したものと思われる。

12）都新聞 1918 年３月２日付には「桃色館」の項に「日本バンドマン一座を浅草公園に

て上演」、同紙翌日には「御園座」の項に「歌劇日本バンドマン一座は三日より浅草公園御

園座改め第一回旗揚げ興行をなす」とあり、これ以後同紙では御園座となっている。旗揚

げは御園座改め桃色館でなされたが、翌日には名称を戻したということであろう。なお同

座の舞台監督・獏与太平の追悼集『映画に生きた古海卓二の追憶』の年譜では、「ピンクハ

ウスで旗揚げした」と記されている（古海巨編、中央公論事業出版、(1962)：236.）

13）河合澄子「歌劇と妾」『女の世界』1918 年 11 月号：39。

14）都新聞では 1918 年 11 月は新生歌劇座、12 月には東京歌劇座と称しているが、1919

年以降は都新聞・東京毎日新聞共に「杉寛一派」「杉・河合一派」と称している。この新生

歌劇座は、東京歌劇座にいた内山惣十郎が独立して横浜朝日座で旗揚げしたと記している

（内山『浅草オペラの生活』雄山閣（1967）：74。）ものと同一であり、内山より一足先に

東京歌劇座を飛び出した河合がこれに参加したものと考えられる。

15）歌劇界、都新聞 1920 年 2 月 11 日付
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16）都新聞 1921 年 6 月 11 日付の「歌劇界」には「横浜の朝日座を去って本牧に豪奢な生

活をしているさうだ」「西洋相手の商売をやり海水浴に来る外人で一儲けしやうと牙を研い

でる」と近況を記されており、舞台活動から離れても横浜に留まっていたことが窺われる。

17）歌劇界、都新聞 1921 年 10 月 2 日付

18）運命にめぐまれた明るい女性(4)十一年の女優生活から新舞踊の世界へ、神戸新聞 1924

年 6 月 14 日付

19）新舞踊と音楽、京都日出新聞 1923 年 10 月 22 日付

20）同上 18）

21）相良愛子は 1906（明治 39）年生まれ（東京毎日新聞 1921 年 8 月 8 日付、同紙 1921

年 8 月 31 日付）。

22）日本レビュー界花形グラフ（東京レビュー協会発行、1932 年版）では 1897（明治 30）

年５月生まれとしているが、東京毎日新聞 1918 年 8 月 20 日付では 1898（明治 31）年５

月生まれとしている。

23）同上 18）

24）東京毎日新聞 1925 年５月５日付に、同年５月４〜 ５日に聚楽座の新宿園少女歌劇の

特別公演で新舞踊「お夏狂乱」が上演されたとあるが、出演者は不明である。ただし同紙

同年 11 月 19 日付では河合が「新宿園の白鳥座の女王になったりしてゐた」とあり、出演

した可能性はあるが、確認出来なかった。

25）東京毎日新聞 1925 年 11 月 19 日付

26）都新聞 1925 年 12 月 28 日付

27）都新聞 1926 年 2 月 3 日付

28）都新聞 1926 年 2 月 27 日付

29）同上 13）

30）「演芸ノート」『女の世界』1918 年 5 月号：95。

31）三楽流子「浅草女優太平記（一）」『女の世界』1918 年 4 月号：50。

32）同上 12）：226。

33）同上 30）：95。

34）同上 30）：95。

35）同上 30）：96。

36）横浜朝日座、東京毎日新聞 1919 年 11 月 29 日付

37）朝日座、東京毎日新聞 1920 年５月２日付

38）朝日座、東京毎日新聞 1920 年 12 月 27 日付

39）安田敏也「浅草レビュースター恋人調べ」『犯罪科学』1932 年５月号：96。

40）拙稿「関東大震災後の浅草オペラ─歌劇団の地方巡業と上演された舞踊」『舞踊学』

第 25 号（2002）：13。

41）歌劇の絵葉書 其筋で厳重に取締、都新聞 1919 年 6 月 5 日付

42）同上 41）

43）楽劇座旗揚公演、東京毎日新聞 1922 年 4 月 11 日付

44）新曲お夏狂乱、新潟新聞 1923 年 8 月 30 日付

45）46）47）同上 18）
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48）49）50）同上 44）

51）新舞踊と音楽、京都日出新聞 1923 年 10 月 22 日付

52）都新聞 1924 年 10 月２日付

53）都新聞 1924 年 10 月 15 日付、東京毎日新聞同 17 日付

54）都新聞 1924 年 10 月 18 日付

55）都新聞 1924 年 10 月 20 日付、東京毎日新聞 1924 年 10 月 19 日付

56）東京毎日新聞 1924 年 10 月 21 日付

57）同上 54）

58）筆者が 1997 年〜 2002 年まで断続的に行ったフィールドワークによる。


