
　日本で私製絵はがきの使用が認められたのは明治 33(1900) 年。

　個人でカメラを持つことが贅
ぜい

沢
たく

であった時代には、絵はがきは身の回りの出来事を写真付きで伝える現在の

ＳＮＳに相当する情報交換メディアとしての役割を担っていました。

　本展では、近年当館が寄贈を受けた故菱
ひし

田
だ

忠
ただ

義
よし

氏の膨
ぼう

大
だい

な絵はがきコレクションを中心に、まず、絵はがき

の歴史やその役割の移り変わり等について紹介します。次に、絵はがきに記録された懐かしい風景が、その後

どのように変化して来たか、様々な時代の絵はがきや現在の写真などを通して紹介します。

第１部　絵はがきで切り取られた「記念」

Part1  Moments Memorialised in Picture Postcards

　逓
てい

信
しん

省
しょう

は、明治３５（１９０２）年に初の官製絵はがきを発行します。万国郵便連合（ＵＰＵ）

加盟２５周年を記念したものです。６種類１組、５銭で販売されました。郵便にゆかりの深

い施設が描かれています。フランス語があしらわれた、異
い

国
こく

情
じょうちょ

緒が漂
ただよ

うデザインです。　

◆日露戦争と絵はがきの流行

◆官製絵はがき第一号は「記念絵はがき」
The first government-issued picture postcards:
the first commemorative picture postcards

The Russo-Japanese War and Postcards Popularity

　絵はがきは明治３７（１９０４）年から３８（１９０５）年にかけての日露戦争を契
けい

機
き

と

して、広く使われるようになりました。

　戦地から送られるはがきには絵はがきが多く使われました。また、逓
てい

信
しん

省は戦
せんしょう

勝、凱
がい

旋
せん

を

記念した絵はがきを発行し、記念スタンプを押したことで人々は競って購入しました。

今ノ横浜郵便電信局ト外国郵便局

（萬国郵便聯合加盟二十五年

奉祝典記念）

明治３５（１９０２）年

戦役紀念　敵艦攻撃後二於タル水雷艇隊ノ根據地引揚

（戦役紀念郵便葉書　第三回発行　逓信省　壹組三種）

明治３８（１９０５）年

明治三十七八年戦役　陸軍凱旋観兵式紀念

明治３９（１９０６）年



◆関東大震災と絵はがき

　大正１２（１９２３）年 9 月１日に発生した関東大震災の際に、

多くの絵はがきが発行されます。新聞社は壊
かい

滅
めつ

して発行を停止し

ていたため、震災の様子を各地へ伝える唯
ゆい

一
いつ

のメディアになりま

した。粗悪な紙に印刷され、誤
ご

字
じ

脱
だつ

字
じ

も多く、速
そく

報
ほう

性を重
じゅうし

視して

いたことがわかります。一方で、今回展示している「房
ぼうしゅう

州大震災

実
じっ

況
きょう

絵葉書」は、タイトルに「永
えいきゅう

久記念之参考資料」とあるように、

震災被害の様子を後
こう

世
せい

に伝えることを目的に作成されています。

◆学校の記念日と絵はがき

School Anniversaries and Picture Postcards

　学校の様々な記念日にも絵はがきが作られました。

　学校の創
そう

立
りつ

20 周年、30 周年など節
ふし

目
め

の記念に、校舎を新
しん

築
ちく

し

た記念などの目的で作られました。

　運動会、遠足、林間学校などの学校行事の際にも、さかんに絵

はがきが作られました。写真を撮
と

ることが身近ではなかった時代、

これらの絵はがきは思い出の品となったことでしょう。

　観光絵はがきセットのなかに、寺院や海岸などの名勝に混ざっ

て学校の校舎が取り上げられることもありました。

◆観光記念と絵はがき

Souvenirs and Picture Postcards

　観光の記念として、絵はがきは大活
かつ

躍
やく

します。

　観光地では、観光記念の絵はがきが数多く販売されました。周辺の観光地（施設）を集めた絵はがきセットから、当

時の観光ルートを探ることができます。また、観光地で購入した絵はがきは様々な使われ方をしました。観光地から友

人などに送るだけでなく、自分自身の旅の思い出・旅の記録として活用する場合もありました。

★変わりゆく観光地

Changing Tourist Attractions

The Great Kanto Earthquake and Picture Postcards

‘Not me, but me in the picture’

★写真に自分を 擬
なぞら

えて

印旛沼の畔、甚兵衛渡しにあっ
た眺望台。
眺望台は現在跡形もない。
渡しも、昭和４３（１９６８）年、
甚兵衛大橋の完成によって廃止
された。
印旛沼甚兵衛渡眺望台

（宗吾靈堂参拝記念　眺望台發行）　

昭和１０年代頃

銚子に滞在中の男性が東京の友人に送ったもの。
文章中に「僕の生涯もこの漁師のようなもので、
とれるかとれないか知れない魚を睨みながら一
生を送ってしまうのでしょう」とある。
銚子名所　犬吠岬犬吠岩

（日本百景之随一　房州　清澄山絵葉書）

明治時代末

房州大地震惨状　那古市街

（房州大地震実況絵葉書　永久記念参考資料）　

大正１２（１９２３）年

東金高等女学校十周年記念

大正７（１９１８）年



Changing Tourist Attractions

The Great Kanto Earthquake and Picture Postcards

★写真に自分を 擬
なぞら

えて

★旅日記になった絵はがき

Postcard Travel Journals

★自分宛ての絵はがき

Picture postcards sent to oneself

第２部　絵はがきの撮影地を訪ねる

Part 2 Visiting Places in Picture Postcards

写真の場所での出来事、考えたことなどが細かく
記されている。まるで写真付きの日記のようであ
る。
銚子名所　君ヶ浜海岸

（銚子名所　犬吠岬）

大正時代～昭和はじめ

購入した絵はがきセットのなか
から、１枚を抜き出し、その日
の行動、翌日の予定を記して自
分に宛て、はがきを送っている。

（成田山）　仁王門

（成田山不動尊）

明治時代末

　絵はがきの宛名面は時代によって形式が違うため、宛名面を調べるとその絵はがきが作られた年代を知ることができ

ます。つまり、時代時代の絵はがきを比較することで、絵はがきが撮影されたその場所がこれまでどのような変遷をたどっ

てきたかを知ることができるのです。

　第 2 部では、県内各地の観光地のうち、菱田コレクションの絵はがきが数多く残されているいくつかの場所について、

各時代の絵はがきや現在の写真を比較し、その変
へん

遷
せん

を探ります。また、全国の観光地の代表格として、別府の地獄（温泉）

めぐりの変遷についても紹介します。

◆銚子磯めぐり

A Tour of the Coastline of Choshi

　江戸時代になると東国三社詣のおまけとして銚子の観光スポットを周遊する小旅行「銚子磯めぐり」が流行します。

飯沼観音や川口妙
みょうけん

見などの寺社やとんび岩、海
あ し か

鹿島、犬吠埼、犬岩などの自然の作り出した奇岩や景観、通信所や灯台

などの当時の技術の最先端の施設を巡る旅です。磯めぐりの観光スポットの写真は、明治時代には絵はがきとして観光

客向けに盛んに売り出されるようになりました。

　銚子磯めぐりの観光スポットの特徴は、そのほとんどが海岸という侵食に対して不利な立地条件であるにもかかわら

ず、その形を 100 年以上も保ち続けているという点です。それは、侵食に強い県内では一番古い地層が銚子地域に分布

していることに理由があります。

〇海鹿島海岸 海水浴場大プール　　　
　（銚子市海鹿島町）

沖の岩
がんしょう

礁には明治時代までア
シカが生息。かつては大きな
プールで賑わっていたが、今
は石積みの崩れた外壁が残る
のみ。アシカがいなくなった
だけで、岩礁にはあまり変化
が見られない。

１９３３～１９４４年 ２０１９年



◆成田山参詣
A Pilgrimage to Narita-san Shinsho-ji Temple

　毎年 1,000 万人もの参
さん

詣
けい

者
しゃ

が訪れる県内随
ずい

一
いち

の観光スポット成田山。歴史も古く、広い境内に配された伽
が

藍
らん

の多くが

国の重要文化財に指定されています。

　当館の菱田コレクションには 500 枚近くの成田山を題材とした絵はがきがあります。絵はがきで追いかけられる成田

山の歴史は明治時代中頃からのごく一部となりますが、絵はがきを丹
たん

念
ねん

に見ていくことで建物の配置の変更や焼失した

建物のかつての姿などを確認することができます。

〇成田山釈迦堂
　（成田市成田）

安政 5（1858）年に建立し
た重要文化財。大本堂の建築
に伴って昭和 39 年に移築さ
れた前本堂で、本堂時代の絵
はがきが数多く存在する。は
がきで右に建っているのは三
重塔。

１９１８～１９３２年 ２０１９年

◆南房総周遊
A Round Trip in Minami-BOSO

　都心から近からず遠からずと絶妙な距離に位置する南房総。温
おん

暖
だん

な気候で豊かな自然に恵まれ、社寺など歴史的資源

も数多く存在します。こうしたことから、南房総は古くからレジャーの場、観光の目的地として人々に親しまれてきま

した。南房総を題材とした絵はがきも多く、当館の菱田コレクションには 1,700 枚もの絵はがきを有し、その数は県内

の絵はがき総数の約 4 分の 1 にあたります。

 〇那古寺（那古観音） 
　（館山市那古）

千手観音菩薩で有名な古
こ

刹
さつ

。
背景の植生は、絵はがきでは
松林であるが、この場所に限
らず南房総の海岸の崖沿い
は、ほぼマテバシイ林に変
わってしまった。

１９０７～１９１７年 ２０１７年

◆別府地獄めぐり
A “Hell” Tour - a Tour of Hot-springs in Beppu

　大分県別府市は、日本有数の温泉地です。蒸気や熱湯が湧
わ

く場所を「地獄」と呼び、明治末期に観光施設化されました。

昭和初期に日本初のバスガイド付き遊覧バスが運行されて以来、「地獄めぐり」は別府観光の目玉になっています。

　絵はがきに写る「地獄」を訪ねると、ほとんど変わらない「地獄」がある一方で、既になくなっていたり移転してい

たりするところも少なくありません。蒸気や熱湯の枯
こ

渇
かつ

などが主な原因のようですが、観光施設としての経営が立ち行

かなくなって閉鎖した「地獄」もあるようです。まさに「地獄の沙
さ

汰
た

も金次第」と言えるかもしれません。

〇鶴見園地（鶴見地獄）　
（大分県別府市南立石）

昭和初期に、歌劇場なども有
する広大な敷地の園地として
整備され、名所と名高かった
ようだ。戦後に徐々にさびれ
ていき、現在でも寺の境内に
池（地獄）は残っているが、
観光客は入れない状態。

１９３３～１９４４年 ２０２０年
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