


フリッツ・ルンプ (1889～1949)

中国・青島で兵役に服した後、はじめて来日 《19歳》

(After Rumpf had served his time in the army at Qingdao, he  
first visited to Japan.)  《19 years old》

1908年年年年（（（（明治明治明治明治41年年年年））））10月月月月～～～～ 1909年年年年11月月月月

October 1908 ～November 1909

・森鴎外・北原白秋・木下杢太郎・吉井勇などの作家・芸術家
と交流。
(He formed good relationships with some Japanese artists,for 
example, Mori Ogai, Kinoshita Mokutaro, Yoshii Isamu ,etc.)

・伊上凡骨に弟子入りし、日本の伝統的版画を学ぶ。
(He became an apprentice to Ikami Bonkotsu and learned 
Japanese traditional engraving.)
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ポツダム 旧ルンプ邸 （2009年11月）
(Potsdam. the Old Rumpf’s house)
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ポツダム 旧ルンプ亭
（2009年11月）

(the Old Rumpf’s house         

on November  2009)

《《《《桑原節子氏桑原節子氏桑原節子氏桑原節子氏とととと私私私私》》》》
(Ms.Setsuko kuwabara

and I. )
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与謝野鉄幹・ルンプ・石井柏亭
(Yosana Tekkan, Rumpf, Ishii Hakutei)
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ルンプの版画「銀座」

(the engraving by Rumpf,

“Ginza”)

（『（『（『（『屋上庭園屋上庭園屋上庭園屋上庭園』』』』創刊号創刊号創刊号創刊号、、、、

1909年年年年〈〈〈〈明治明治明治明治42年年年年〉〉〉〉10月月月月)

（in the “Okujyo Teien”, 

vol.1. October Issue 1909）

6



2度目の来日（ The second visit to Japan ）

1913年（大正2年3月）～ 《24歳》

《24 years old》

・恋人アリスとの結婚、日本での生活を希望
（He wanted to marry Alice, his girlfriend and live in   

Japan.）

・第一次世界大戦勃発→青島で日本の捕虜に
(He was captured by Japan in World War Ⅰ.)

・1914年～1919年 俘虜収容所

(He was confined in the prisoner-of-war camp in 
Japan.)
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婚約者アリス・へラーとルンプ（1914年）
(Fritz Rumpf  and Alice Heller, his Fiancee in Japan)
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大分俘虜収容所のルンプ

(Fritz Rumpf 

at the Ooita POW camp )
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帰国（1920年・大正9年）、結婚、長女・次女の誕生
（He returned home, married, and had daughters. ） 《31歳》
・ベルリン日本研究所に勤務
（He started working in “Japaninstitut”.)

・数多くの著作を刊行 （民俗玩具、浮世絵など）
（He published many books about Japanese folk toys, and 
Ukiyoe.）

3度目の来日（ The third visit to Japan ）
1926年（昭和元年）～1928年（昭和3年) 《3７歳～》
・大量の資料(書画)を収集し、持ち帰る
（He collected many old books and pictures, took out      

them to Deutschland from Japan.）
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学位請求論文を提出（193１年・昭和7年）《42歳》

(He presented his dissertation in 1931.)

《42 years old》
“Das Ise Monogatari von 1608 und sein Einfluss auf die 

Buchillustration des ⅩⅦ. Jahrhundert in Japan”

『1698年の『伊勢物語』とその17世紀日本における

版本挿絵への影響』

翌1932年に出版 《43歳》

（published in 1932）《43 years old》
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「1608年の『伊勢物語』」
（ ISE MONOGATARI  1608）

・ 「「「「嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語」」」」のことのことのことのこと （1608年・慶長3年刊）
（“Sagabon Ise Monogatari” was   published in 1608 ）
はじめて印刷された『伊勢物語』（版本）

それまではすべて写本
(This is the first block-printed Ise Monogatari in Japan. All Ise 

monogatari were manuscripts before Sagabon.)

印刷は古くからあったが、経典などの普及が目的
娯楽的内容の書物(物語など)の印刷ははじめて

(Although there was printing in Japan , it was to disseminate the 
Buddhist Scripture. )
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嵯峨本伊勢物語（１） (Sagabon Isemonogatari)
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嵯峨本伊勢物語（２） (Sagabon Isemonogatari)
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「嵯峨本伊勢物語」（Sagabon Ise Monogatari）

・「「「「嵯峨本嵯峨本嵯峨本嵯峨本」」」」‥豪商・角倉素庵が作製したとされる、豪
華な印刷本―高貴な人に献上した
（Suminokura Soan who was a wealthy merchant produced 

“Sagabon Ise Monogatari”,  and presented them to noble 
people. ）

・「「「「嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語嵯峨本伊勢物語」」」」‥本文は木製の活字を用い、
絵入り本 (Printed by wooden types, with illustrations)

・これ以後、おびただしい種類の『伊勢物語』版本が
作られる‥商業出版の時代へ

(After Sagabon Ise Monogatari was  published, many kinds of 
block-printed “Ise Monogatari” were produced.  

→ the period of Commercial Publications)
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「嵯峨本伊勢物語」（Sagabon Ise Monogatari）

古活字本 （Printed with wooden types ）

↓

後の版本‥製版本 （Block-printed books）

・しかし、初期の版本の挿絵はすべて「嵯峨本」の

模倣

（The illustrations of early block- printed books of

Ise Monogatari almost imitated Sagabon.)
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嵯峨本と絵入り版本（１）
（Sagabonn and  following block-printed books）

第７段
Passage 7

嵯峨本(1608)

Sagabon

承応３年版（1654）
Printed in 1654
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嵯峨本と絵入り版本（2）
（Sagabonn and  following block-printed books）

第27段
Passage 27

嵯峨本(1608)

Sagabon

寛文２年版（1662）
Printed in 1662
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「嵯峨本伊勢物語」（Sagabon Ise Monogatari）

・重要な作品なのに、あまり高く評価されなかった。
（Sagabon  Ise Monogatari had a low value, nevertheless it was 

an important work. ）

↑

・江戸時代の版画では浮世絵だけが注目されていた。
(In engraving of Edo period , Japanese people were only 

interested in Ukiyoe.) 

・ルンプは、「嵯峨本伊勢物語」の価値と重要性を主
張した。‥すぐれた見解
（Fritz Rumpf disclosed that Sagabon Ise Monogatari  was very  

excellent and important.）
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・ルンプは、「嵯峨本伊勢物語」の価値と重要性を証明す
るために、同時代の版本３０種類を詳しく紹介し、 「嵯峨
本伊勢物語」と比較している。
（ Fritz Rumpf introdeced 30 block-printed books which is 
contemporary with Sagabon Ise Monogatari  in 
detail ,and compared to prove the value and the 
importance of Sagabon Ise Monogatari.  ）

・またルンプは、 「嵯峨本伊勢物語」以後に作られた「伊
勢物語」版本を４１種類紹介し 「嵯峨本伊勢物語」の影
響と、そこからの変化について述べている。
（ Fritz Rumpf introdeced 41 block-printed books of Ise 
Monogatari which were produced after Sagabon Ise 
Monogatari. Also, he explained the influence of  Sagabon 
Ise Monogatari and the transition of block-printed books 
of Ise Monogatari after Sagabon.)
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宝暦６年版（printed in 1756 ）嵯峨本(1608)

Sagabon
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変化変化変化変化（The transformation）

→



宝暦６年版（printed in 1756 ）
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新新新新しいしいしいしい形形形形（The new style）



・ルンプは、大量の版本を日本から持ち帰り、それを研究の
資料に用いた。

（Fritz Rumpf took home many block-printed books from  

Japan, and used them as the material of his study. ）

・現在では、ルンプの知らなかった「伊勢物語」版本も数多く
発見されているが、当時の日本では、まだ「伊勢物語」版
本の研究は本格的には始まっていなかった。

(As of today in Japan, some new block- printed books of Ise 

Monogatari Rumpf didn’t know are discovered. However, 

full-scale research of block-printed books of Ise 

Monogatari had not yet begun in Japan when Rumpf 

introduced them.)
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日本では知られなかったが、ルンプの「伊勢物

語」版本研究の意義はきわめて大きい。

(In Japan, nobody knew Fritz Rumpf’s research 

on block- printed books of Ise Monogatari, but 

his research had a great meaning. )
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・第二次世界大戦後、ルンプ邸は、ソ連軍に接収され、その
地域は「東ベルリン」に。

After World War Ⅱ, the Rumpf’s House was requisitioned 

by the Union of Soviet Socialist Republics. Also, the place 

where there was  the Rumpf’s House became East Berlin.

↓

・ルンプ家は西側に逃れ、蔵書の一部を売って生活した。

Rumpf family escaped to West Berlin and lived there while 

selling a part of Rumpf’s collections.

・まもなくルンプは病気のため死去。（１９４９年・６１歳）

It was not long before, Rumpf died because of illness.（６１
years old in 1949）
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1989年年年年、、、、ベルリンベルリンベルリンベルリン日独日独日独日独センターセンターセンターセンターでででで、、、、大大大大

規模規模規模規模なななな回顧展回顧展回顧展回顧展がががが開催開催開催開催されたされたされたされた。。。。
(In 1989, Retrospective Exhibition of 

Fritz Rumpf was held in Japanese-

German Center Berlin.)

『『『『伊勢物語伊勢物語伊勢物語伊勢物語』』』』版本研究版本研究版本研究版本研究についてはについてはについてはについては、、、、そそそそ
れほどれほどれほどれほど詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは触触触触れられていないれられていないれられていないれられていない。。。。
(However, the block-printed books of 

Ise Monogatari was not explained in 

detail then.)

来春来春来春来春、、、、日本日本日本日本でででで、、、、『『『『フリッツフリッツフリッツフリッツ・・・・ルンプルンプルンプルンプとととと伊勢伊勢伊勢伊勢
物語版本物語版本物語版本物語版本』』』』というというというという研究書研究書研究書研究書のののの刊行刊行刊行刊行をををを予定予定予定予定。。。。
(Next  spring, I am going to publish the 

book  which name is “Fritz Rumpf and 

the block-printed books of Ise  

Mmonogatari” .) 回顧展図録
The picture record  of  

Retrospective Exhibition
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（追加）

ルンプが資料として使った伊勢物語版本は
どこに？

①東京・鉄心斎文庫で、ドイツ語が書かれたカードやメ
モが挟まれた伊勢物語版本１０冊あまりを発見。す
べてルンプが使った版で、ルンプの名前を記入した
ものもある。

→なお検討が必要だが、ルンプ旧蔵書の可能性もあ
る。

→東京古典会の出品書。ドイツから日本に来た経緯
などは不明。
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②２０１２年９月１７日、ルール大学ボッフム校へ
Japaninstitut旧蔵書（伊勢物語版本１３点を含む）を
調査。

・蔵書印を確認。

・購入年月はルンプの

帰国時に一致。

・すべて、ルンプが資料

として使ったものと同じ版。

→ルンプが資料にした

本である可能性が大きい。
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31

さらに、

“Das Ise Monogatari von 1608 und sein Einfluss auf die 

Buchillustration des ⅩⅦ. Jahrhundert in Japan”の

図版と虫食い跡が一致するもの２例を発見。

→ボッフム校の伊勢物語版本は、ルンプが日本から
持ち帰り、資料に用いた本だった。

ルンプが日本から持ち帰り、資料に用いた伊勢
物語版本のうち、上記以外のものは行方不明。



③２０１２年９月２１日、Staatsbibliothek所蔵の

ルンプ旧蔵本（約５０点）を閲覧。

・ルンプの娘で民俗学者のマリアンネ女史によって寄
贈されたもの。伊勢物語版本は含まれていない。
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今後の課題

・Japaninstitut旧蔵書の探索。Web上での旧蔵

書リスト復元。

・第二次大戦以前の日独文化交流の実態の検
証、再評価。

‥‥《記憶》喪失の責任は日本側にある。
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