
企画展パネル文の公開について 

 

新型コロナウイルス感染症拡大にともなう緊急事態

宣言のため、企画展「描かれた新選組 VII」は開催期

間を変更・短縮して開催することになりました。 

新選組のふるさと巡りを予定していたができなかった

方も少なくないと存じます。 

また、未だ長距離移動がはばかられる中であり、「お

うちで新選組」を楽しんでいただきたく、今回の企画

展パネルの文章と一部の画像を新選組のふるさと歴

史館のウェブサイトにて公開することにいたしました。 

コロナ禍収束のあかつきには、是非「新選組のふるさ

とひの」にお越しください。 

 

 

日野市立新選組のふるさと歴史館 

 
※展示資料については「新選組を扱った創作物」に関する展示という

性格上ごく一部を除き著作権があるため、インターネット上での公開

はできませんのでご了承ください。  



はじめに 

新選組を題材にした創作は令和の現在に至るまで

毎年のように新作が登場し、新選組を知り、興味を持

つ入口として広く親しまれています。 

一方、新選組創作が長い歴史を重ねる中で「創作物

が作られた後世」の常識や世相を取り込んでいきまし

た。その中でいつの間にか実際とは異なるのに幕末

当時からあったかのように定着してしまったエピソー

ドや設定も増え、創作物の他、TV 番組などの中でも

「新選組とはこういうもの」「幕末とはこういうもの」とさ

れることも少なくありません。 

本展は前半でこれまでの創作物の歴史を振り返りつ

つ、後半ではそうした新選組の「描かれがち」な姿に

ついて、実際の新選組や幕末と対照させながら見て

いくものです。 

  



【第 1 章 描かれてきた新選組】 

（１）創作に登場した新選組 

慶応 4 年（1868 年）1 月、鳥羽・伏見の戦いから始ま

った戊辰戦争は、明治 2 年（1869 年）5 月に終結し

ましたが、当時の庶民の間でも関心は高く戊辰戦争

がまだ終わらないうちから錦絵などが作られました。

戦争終結後も、主に東京の絵師によって戊辰戦争の

錦絵は描かれ、敗れ去った旧幕府軍に対する同情

や終わってしまった江戸時代に対する郷愁が根底に

あったようで、旧幕府軍を主役に据えた作品が多くあ

りました。特に、明治 7 年（1874 年）に旧幕府側戦没

者の祭祀が許可されると、戊辰戦争を題材にした絵

も増え、中には近藤

勇や土方歳三、相

馬主計などが登場

する作品もありまし

た。  

 
「訓蒙近世図説 甲州」 

明治 4 年（1871 年） 

勝沼の戦いの新選組を描いた錦絵。 



（2）戊辰戦争絵の終焉と映画の登場 

明治後期になると、日清・日露戦争など新たな錦絵

の題材の出現や写真の発達などもあって戊辰戦争

の絵は描かれなくなっていきました。 

入れ替わるように、明治末頃に登場した新たな庶民

の娯楽が映画でした。 

映画の初期から人気だった題材の一つが、正義の

剣士が悪を討つ「剣戟映画（チャンバラ映画）」で、

「幕末の動乱」を舞台にした作品も多く登場しました。 

「戦前は新選組は悪役だった」というイメージもありま

すが、遅くとも大正 4 年（1915 年）には近藤勇と新選

組を主役にした

作品が登場して

おり、その後も昭

和初期にかけて

新選組を善玉に

した映画が多数

作られました。 

  

 

「活動剣戟双六」 

昭和 10 年代に作られた時代劇の英雄を描いた

双六。左下に近藤勇が描かれている。 



（３）新選組映画の隆盛と漫画の登場 

戦後の一時期、GHQ によって暴力的とされた剣戟

映画が制作を禁じられたこともありましたが、やがて

制限は解除され、再び新選組を主役にした映画が作

られるようになりました。 

戦前から戦後にかけて日本は様々なことが変わりま

したが、新選組映画の配役やストーリー立てはあまり

変わっていません。 

当時局長近藤勇を演じたのは大河内傳次郎や片岡

千恵蔵、嵐寛寿郎ら当時を代表するスター達でし

た。 

こうした新選組映画が多数作られるようになる中で、

新選組を題材にした漫画も登場しました。初期の「新

選組漫画」は剣戟映画のストーリーを子供向けに簡

略化したものでした。 

  



（４）『新選組血風録』の登場 

昭和 39 年（1964 年）、歴史小説家の司馬遼太郎に

よって、新選組、特に土方歳三と沖田総司を中心に

した短編集『新選組血風録』が出版されました。さら

に翌昭和 40 年（1965 年）には土方歳三の一代記で

ある『燃えよ剣』が出版され、新選組ブームを巻き起

こしました。 

それまで一般的には人物としての定まったイメージが

ほとんど無かった土方歳三は、新選組の組織を実質

的に束ねる、敵味方に恐れられる「鬼の副長」として

位置づけられました。 

本作の真に迫った描写は多くの人に「新選組・土方

歳三の『実像』」として刻み込まれることとなり、本作で

創作された設定をそのまま踏襲した作品が続々と登

場しました。 

  



（5）『新選組血風録』の影響 

『新選組血風録』『燃えよ剣』では土方歳三と沖田総

司を中心に人物像が大きく掘り下げられ、群像劇とし

て人気を博しました。 

ただし本作で描かれる人物像は独自の創作設定で

あることも少なくなく、その中には現在でも史実だと誤

解されている部分もあります。特に、映画草創期より

英雄的に描かれ多くのスターが演じてきた近藤勇

は、知勇兼備で容姿も優れる土方歳三との対比のた

め凡庸な人物と設定されました。この影響は大変大

きく、以降の他作品でもこのような設定が踏襲され、

定着していきました。 

土方がスター的な人気を得ていく中で、近藤は 40

年後の大河ドラマ『新選組！』までほとんど脇役とし

て扱われることになりました。 

  



（6）新選組漫画の隆盛 

『新選組血風録』が映像化され、ブームを巻き起こし

た昭和 40 年代は、青少年の文化として漫画の人気

が高まり、現在まで続く人気漫画誌が出揃い、大きく

部数を伸ばした時期でもありました。新選組を題材に

した漫画もこの時期に多数登場しました。 

新選組を題材にした漫画で特徴的であったのは「忠

義」「武士道」を前面に押し出した男性向け劇画と、

「絆」「恋愛」を扱った女性向け漫画とに分かれて発

展していったことです。 

特に、昭和 50 年代以降は女性向けの作品が目立

つようになりました。歴史や歴史上の人物が好きな女

性を表す「歴女」という言葉が流行するのは 21 世紀

に入ってからのことですが、新選組ファンは現在でい

う歴女が多かったようです。 

  



（7）大河ドラマ『新選組！』と新選組ブーム 

昭和末期頃になると新選組を題材にした創作のブー

ムは去りましたが、それでも新選組漫画の新作は毎

年少しずつは登場していました。 

平成に入ると『風光る』や『PEACE MAKER 鐡』など

がロングヒットを記録し、平成 16 年（2004 年）には

NHK 大河ドラマ『新選組！』が放送されて第二次新

選組ブームともいうべき状態となり、多数の新選組漫

画やゲームが生まれました。 

毎年大河ドラマの主役なった人物に関しては様々な

解説本やグッズが登場しますが、大河ドラマをきっか

けに数十本もの漫画やゲームが登場したのは 50 年

を超える大河ドラマの歴史の中でも『新選組！』だけ

で、他に例はありません。  



（8）『薄桜鬼』と現代の新選組 

大河ドラマ『新選組！』をきっかけに多数の新選組創

作が生まれてくる中で、『新選組血風録』の「縛り」か

ら脱する動きも活発になりました。 

近年の新選組創作は史実をベースにした作品からフ

ァンタジー、パラレルワールド物などジャンルも多岐

にわたり人物設定も様々です。中でも平成 20 年

（2008 年）に登場した『薄桜鬼』は女性向け新選組ゲ

ームの一つの到達点といえます。 

同作は独自のファンタジー設定を入れつつ、「滅び

の美学が魅力」「非業の最期から救いたい」など一見

矛盾するファンの多様な希望を上手く取り込んで高

い支持を集め、第 1 作から 10 年以上を経ても新作

が作られ、ファン層が拡大しており、新選組創作を代

表する作品になっています。  



【第 2 章 描かれがちな新選組】 

第 1 章で見てきたように、新選組は明治期から創作

の中に登場するようになり、幾度かのイメージの転換

がありながらも、100 年以上の歴史を重ねるうちに

様々なイメージが積みあがって現在の新選組のイメ

ージが出来上がっています。 

しかし、新選組は確実な史料が少なく、実像が知ら

れないままに創作に登場し続けたことで、伝説や創

作を発祥としたイメージがかなりの部分を彩っていま

す。ロマンや創作意欲をかきたてている一方で史実

と伝承と創作の境目が曖昧になり、実像とは違うイメ

ージで語られることも少なくありません。ここからは描

かれがち・語られがちな新選組のイメージと、実像に

ついてみていきます。 

  



（１）土方歳三は鬼の副長だったのか？ 

土方歳三は鬼の副長と呼ばれていたのか 

土方歳三のあだ名としてあまりにも有名な「鬼の副

長」ですが、当時の史料で「鬼」と称しているものは見

つかっていません。 

この名は司馬遼太郎の『新選組血風録』でそのように

称して以来定着したもので、同作の影響力の大きさ

を示す例の一つといえます。 

鬼と呼ばれた理由として隊士の粛清や浪士の拷問を

行っていたので敵味方を震え上がらせたからとされ

ますが、新選組内で隊士の粛清や浪士の拷問を指

揮していたのが誰なのかは実は不明で、土方歳三だ

といわれるのはあくまで創作上の彼の「イメージ」から

来ているようです。 

元新選組隊士中島登は「土方歳三は若い頃は厳し

い人だった」と書いていますが、粛清などのことを指

しているかは分かりません。  



<コラム>鬼の局長 近藤勇 

 土方歳三は幕末当時から「鬼の副長」とは呼ばれていなかった

ようですが、仮に当時から呼ばれていたとしても、「鬼の副長」から

イメージされがちな、残酷で忌み嫌われた「蔑称」「汚名」ではなか

ったかもしれません。 

 「鬼」には現代でよくイメージされるような「残酷」「冷酷」など悪い

意味だけではなく、昔は「強い」「勇ましい」など良い意味もありまし

た。戦を生業とし、強いほど尊敬される武士にとっては、「鬼」と畏

怖されるのは名誉なことだったのかもしれません。 

 「鬼」の異名を持つ戦国武将は多く、幕末でも新政府軍相手に

勝利を重ね「鬼玄蕃」と呼ばれた庄内藩家老酒井玄蕃などの例

があります。 

 ちなみに『新選組血風録』以前の映画では、近藤勇を「鬼」と呼

んでいる映画がいくつかあります。これらも近藤勇が「鬼のように

強い」ことからそのように呼ばれているという設定で、「鬼のような

悪人」だからではありません。  



（2）幕末の人は現代人より強かった？ 

太い木刀で体を鍛えたのは本当？ 

天然理心流は竹刀よりも真剣に近い形状の木刀を

重視し、道場内の竹刀試合よりも実戦での勝利を重

んじる、「肉を切らせて骨を断つ」実戦剣術といわれ

ています。映画や漫画などで「真剣より重い木刀を使

って体を鍛えていた」と描かれることが多いですが、

モデルとなった天然理心流の「太くて重い木刀」も実

在しています。しかし、現存数が少なく記録にも出て

こないため、実は何に使ったのかは分かりません。 

「体を鍛えていたのだろう」というのは現代人の「振る

には重すぎる」という感覚が元になっているようです

が、江戸時代の人は現代人以上の体力があった人

が多かったと考えられるので、違う感覚だったかもし

れません。  
 

 
天然理心流の木刀（複製） 

上が太い木刀（重さ約 1.8kg）、下の普通の木刀の 4 倍の重さがある。 



<コラム>江戸時代人の「健脚」と 

浪士組の上洛 

 土方歳三は健脚だったと言われています。しかし、江戸時代の

人の多くは健脚だったので、その中でも健脚であったかは分かり

ません。例えば、浪士組の京都までの行程は 16 日間のうち長時

間歩いていない初日と最終日を除いた平均歩行距離は約 37km

でした。1 日だけなら現代人でも 40km の距離は歩けるかもしれ

ません。しかし何日も続けて歩いて疲労が溜まれば当然ペースは

落ちます。筋肉痛で動けなくなるかもしれません。 

 一方浪士組の行程を見ると最も歩行距離が長いのは行程も半

ばを過ぎた 10 日目の約 47.5km で、その翌日の 11 日目も約

45km 歩いており、ペースダウンは見られません。 

 このように天然理心流の面々を含め、少なくとも浪士組に参加し

たような「壮健な成人男性」にとって 40km の距離を歩くことは「一

晩で回複する」程度の運動であったことが分かります。 

 江戸時代は現代とは「健脚」の基準がかなり違ったようです。  



（3）近藤・土方は武士を目指した？ 

 <1>農民が学んだ剣術とは？ 

かつて江戸時代は士農工商という厳格な身分制度

があったと考えられていましたが現在では農工商の

壁は厳しくないことが分かっており、武士になる手段

も無かったわけではありません。 

土方歳三が将来武士になろうと誓ったという伝承が

伝わっていますが、多摩における剣術の門人たちは

治安悪化に対する護身術として学んでいた者が多く、

皆が武士を目指して剣術を学んでいたわけではあり

ません。 

幕府は農民の剣術修練を「農民の本分を忘れさせ、

秩序を乱す」などとして禁令を出しましたが、厳しく取

り締まってはいませんでした。逆に農民と接する現場

では多摩を治めた江川代官所のように治安維持に

役立つと期待を寄せていたようなところも見られます。 

  



<コラム>農民と刀 

 

 近藤勇や土方歳三ら多摩の農民だけでなく、現在放送中の大

河ドラマ『青天を衝け』でも描かれていますが、江戸時代後期に

は関東を中心に農民の間で剣術が流行しました。 

 豊臣秀吉の刀狩りによって農村から武器は無くなったというイメ

ージがありますが実際はそのようなことはなく、ある程度以上の規

模の家になれば刀や槍は普通に所持しており、中には火縄銃を

所持している家もありました。 

 なお、農民に禁じられていたのは大小刀の「二本差し」であり、

儀礼用や護身用として脇差を腰に差すことは認められていまし

た。 

  



<2>土方歳三は武士を目指して剣術を始めたのか？ 

土方歳三が最初から武士を目指して剣術を始めた

かは記録に残っていませんが、武士になることも「実

現不可能な夢物語」ではないので、夢を抱いていた

可能性はあります。 

また、入門から免許に次ぐ段位である中極位目録ま

で 3 年弱という速さで達しています。 

これは平均的な昇段速度の倍以上の速さだといわれ、

才能もさることながら、熱心に取り組んでいたと考えら

れます。 

また土方の入門は数え年で 25 歳からと比較的遅か

ったのですが、そこからの短期間で師にあたる近藤

勇と近しい関係になっていることがうかがえることから

志あるいは野心をもって行動していたとも考えられま

すが、土方が武士を志した時期については分かって

いません。 

  



<3>近藤勇の道場は「田舎道場」だったのか？ 

多くの新選組を題材にした創作において、近藤勇の

道場は困窮していた田舎道場という描写が多いよう

です。実際に衣類を担保に道場の修理費の借用を

願う手紙も現存していますが、田舎道場の描写は

『新選組血風録』で裸一貫から幕臣に成り上がる「立

志伝」の一環として設定されて以降、そのストーリー

展開が支持されて定着したもので、それ以前は「貧し

い田舎道場」とされることもあ

れば「中堅の剣術道場」とされ

ることもあり、定まった設定は

無かったようです。 

しかし佐藤彦五郎の日記には

近藤勇は道場に神道無念流・

練兵館や神道一心流・櫛淵道

場の門人数十人招いて合同

稽古を行ったとあり、それなり

の規模があったことがうかがえ

ます。  

 
佐藤彦五郎日記 

万延 2 年（1860 年）1 月条 

近藤勇の道場に斎藤弥九

郎や櫛淵盛宣の門人を招

いて合同稽古を行ったこと

を記す。 



（4）土方歳三は剣の道に生きたのか？ 

<1>新選組は「剣豪集団」だったのか？ 

新選組は剣戟映画で華々しい立ち回りが描かれて

以来「刀」のイメージが強いです。 

実際に新選組の中核となった近藤勇、土方歳三、沖

田総司、井上源三郎、山南敬助、藤堂平助らは天然

理心流剣術の同じ道場の師弟・仲間でしたので、新

選組の出発点において剣術が重要な役割を担って

いたのは確かです。また、池田屋事件などで「刀」で

活躍し名を轟かせました。 

そして現在も「刀の時代」「武士の時代」の最後を飾

る剣豪集団のように描かれることが多いです。 

実際に新選組は剣術の稽古に力を入れていました

が、「刀」のみに特化していたわけではありません。 

  



<2>「刀」以外も重視していた新選組 

元治元年（1864 年）10 月の土方歳三の書状によれ

ば、その時点で既に隊士に洋式銃を与えて調練を

連日行っていたことが書かれていますし、当時の壬

生寺や西本願寺でも、新選組の連日の大砲や鉄砲

の轟音や振動で大変な迷惑を蒙っていたことが記録

されています。 

新選組は倒幕派との戦いのために銃が必要であるこ

とを理解し、実際に調練を行っていました。刀にこだ

わり、戦や武器の変化に気づかなかったわけではあ

りません。 

では何故早いうちから洋式銃を揃えていた新選組が

刀で活躍していたのかといえば、それは新選組の活

躍の多くは京町屋や路地など狭い場所におけるもの

で、狭い場所では刀の方が強かったためです。  

 
ゲベール銃 

19 世紀半ば頃に日本で広く使われた前装滑腔式の洋式銃。 

新選組もこのような銃を使って訓練していた。 



<3>土方歳三は鳥羽・伏見の敗戦で刀の時代の終

わりを悟ったのか？ 

創作などでよく土方歳三が口にする「刀の時代は終

わった」という台詞の元になったのは、佐倉藩の藩医、

依田学海が土方から聞いたという「戎器は砲にあらざ

れば不可、僕、剣を佩き槍を執るも一も用うるところな

し」という言葉ですが、この語は「武器は銃砲でなけ

ればいけない。自分は刀槍も持っていたが一度も使

わなかった」と述べているだけで、新選組が「鳥羽・

伏見の戦いに銃を持たずに臨んだ」とはいえません

し、「薩長軍が刀を持っていなかった」わけでもありま

せん。『燃えよ剣』に

代表される「土方とい

えば刀」というイメー

ジから「刀の時代が

終わって悔しい」とい

う意味が付加されて

いったのではないか

と考えられます。  

 
佐藤彦五郎書状（複製） 

佐藤が土方から聞いて購入した新型銃に

ついて書かれている。 

原史料：井上源三郎資料館所蔵 



<4>新選組の戦いと武器 

土方歳三が新選組が長州征討に参加する可能性を

考えて編成した「新選組行軍録」が現存しています

が、新選組を大銃（大砲）隊や小銃隊に再編する計

画が書かれています。 

その 3 年後に起きた鳥羽・伏見の戦いにおいて、元

治年間の武装や隊編成よりも後退しているとは考え

にくく、新選組は小銃で武装し、銃隊を編成して戦い

に臨んだと考えられます。 

たしかに新選組の中心メンバーの拠り所は近藤勇の

剣術道場でしたが、「新選組」は決して刀だけに特化

した剣豪集団ではなく、広い場所では銃を、狭い場

所では刀を、任務に合わせて臨機応変に最適の武

器を使う戦闘集団でした。 

  



おわりに 

新選組は確実な史料が少なく、一般的によく知られ

たようなエピソードでも史実かどうか不明な伝説など

が元になっていることが多くあります。 

一方現在新選組を題材にした多くの創作があり、実

在する新選組をベースに作者が独自の世界観を展

開させながら伝承や他作品からのイメージを加え味

付けをした様々な新選組を、ファンは何度でも味わう

ことができます。 

一方、実在の新選組はまだまだ多くの謎を持ってい

て、イメージを掴みにくい面もありますが、史実と考え

られる部分とイメージから生まれたような部分を切り

分けて味わうことでさらに新選組を深く知り、楽しむこ

とができるでしょう。 

 


