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深川の情景―泉鏡花の小説を中心に― 

 

川原塚 瑞穂 

 

はじめに 

 江戸から明治へという時代の流れの中で、貪欲に西洋文

明を摂取しつつ形成されていった東京という都市は、江戸

との連続性を保ちつつも大きな変貌を遂げたと言えるだろ

う。そこには近代文明に対する批判的視線と共に、失われ

行く〈江戸〉に対する郷愁が生じ、文学の主題となってい

く。例えば永井荷風や石川淳が地方からやってきた人々に

対して強くに反発しながら〈下町〉の江戸文化に固執した

ことはよく知られていることで、そこでは東京という都市

の中でも〈山の手〉／〈下町〉という領域区分が非常に重

要な意味を持つことになる。 

本発表では、失われた〈江戸〉の俤を残す土地として文

学作品に多々登場する「深川」という、江戸の郊外で、あ

る種独自の文化を育んだ地域に焦点を当て、明治期の東京

の中で深川がどのような意味を担っていたのか、主に泉鏡

花の深川を舞台とする小説を参照しながら考察する。泉鏡

花は、幽玄怪奇の幻想的世界や、花柳界を舞台とした耽美

的・浪漫的な作風で知られる作家である。出身は金沢だが、

江戸下谷生まれの母を持ち、「江戸っ子」である尾崎紅葉を

師と仰ぎ、好んで江戸の面影を残す東京を舞台とする小説

を書いた。鏡花の、深川を舞台とした小説を参照しつつ、

明治期に深川がどのような表象を担っていたのか、さらに

それがテクストにどのように作用しているのかを明らかに

したい。 

 

一、江戸の郊外としての深川 

まず、深川という土地について簡単に確認しておきたい。

隅田川東岸に位置する深川は、西に中川、南に東京湾を配

したデルタ地帯で、小名木川をはじめとする運河が縦横に

通じた江戸屈指の水郷である。この〈水の都〉深川を考え

る際に重要なのは、江戸中心地域、即ち日本橋を中心とす

る下町との関係性であろう。 

深川は江戸時代、まず佃島の猟師町として開け、ついで

富岡八幡宮の門前町として発展した。隅田川の西に収まり

きれなくなった江戸という都市が東に拡張していく、その

過程に隅田川の対岸の深川開発があったと考えられる。商

品流通拠点として倉庫地が立ち並び、寺町が存在すること

も、深川が江戸という都市の外縁部分に位置したことを示

しているだろう。深川は、行政的には享保四年（1719）に

は町奉行支配となり、文政二年（1819）には朱引きの内、

すなわち「ご府内」となったが、江戸の中心部から見れば、

隅田川の対岸にある異境としての郊外意識が強かったよう

だ。それは深川を「川向こう」と呼び、深川から日本橋方

面に川を渡るのを「江戸へ行く」と言った表現からもうか

がえる。 

そして、富岡門前を中心とする町々の発展は、江戸東南

の独特の気風を持つ遊所を出現させることになる。富岡八

幡宮の創建は寛永四年（1627）で、門前の茶屋女から辰己

芸者や私娼が発生し、俗に深川七場所と呼ばれる岡場所が

形成されていった。安永天明期に栄え、文化文政期に全盛

を極めたこの深川遊里は、天保十三年（1842）に岡場所取

払令によって壊滅するまで続いた。深川遊里は文学の舞台

として頻繁に取り上げられており、後期江戸文学―洒落

本・人情本・古川柳などに現れる「深川」は、もっぱらこ

の深川遊里を指している。 

そこでは吉原に匹敵する最大の岡場所として、吉原と深

川の比較が盛んに行われた。明和七年（1770）の為永春水

の洒落本『辰己之園』などをみると、吉原が形式的で上品

で静かな遊びであるのに対し、深川は素人風でさっぱりし

て大騒ぎをする遊びであったと捉えられていることが分か

る。このように吉原を比較対象とすることで、深川には意

気と侠、気性の激しさをよしとする独自の文化が作り上げ

られていった。前田愛氏（『都市空間の中の文学』筑摩書房、

1982.12）の言葉を借りれば、支配する側の制度として作り

出された都市の反世界、すなわち都市とは全く異なるルー

ルが適用される世界が吉原であり、深川はその吉原の反世

界、すなわち吉原を対照軸としつつ都市の「自由」と「自

然」が育て上げた快楽の空間として形成されていったと言

えるだろう。 

以上みてきたように、深川は、江戸の都市発展の過程で、

それまで都市の外を流れていた隅田川が次第に都市の内側

に取り込まれて行く中で、江戸の外縁部分として独自の文

化を形成・発展していった土地であり、文学などにおいて

も江戸との異質性が常に意識されてきた地域であると言え

る。 

 

二、東京における深川 

江戸時代、深川は江戸の外縁領域として、江戸との異質

性が強調されてきた。では明治時代に入り、「江戸」から「東

京」へ都市が変貌したとき、深川の位置付けはどのように

変わっていったのだろうか。 

 『東京の空間人類学』（陣内秀信、筑摩書房、1985.4）に

指摘されるように、明治の東京においては、都市の基本的

骨格である町割や各敷地の形状はほとんど変えることなく、

土地利用の用途を変更し、その中身の建物を文明開化にふ

さわしく洋風の意匠のものに置換することで、新時代への
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対応が成し遂げられた。 

 江戸という城下町では階級に応じた住み分けがなされて

おり、〈山の手〉には起伏に富んだ豊かな地形を誇る武士の

生活空間が、そして〈下町〉にはデルタを造成して掘割の

巡る町人の生活空間が存在していた。近代になると、主に

武士の生活空間だった〈山の手〉及びそこから西に、新た

に東京へと進出してきた日本近代化の指導層が住みつくよ

うになる。明治大正期の東京の人口動態を見ると、日本橋、

神田など〈江戸〉のなごりを残している〈下町〉部分には

人口の増加が少なく、圧倒的な人口拡大は豊多摩郡および

北豊島郡であり、ここから東京という都市が西に拡大し、

そこに新たな住人が定着していったことがうかがえる。 

 同じく欧化の流れの中にありながらも、近代に入り新た

に流入してきた人々の土地として活用された〈山の手〉以

西に対し、〈下町〉が江戸の文化を色濃く継承していたこと

は想像に難くない。なかでも伝統的な行事を行う神社仏閣

の周辺、河川に沿った木場、倉庫街などは比較的変遷がゆ

るやかで、深川はまさにそのような土地のひとつであった。

江戸湾の機能が日本橋地域から拡大し、隅田川東岸一帯へ

も広がったことから充実した深川の運河・橋梁・河岸の景

観は、明治になっても変わらず江戸第一の水郷としての趣

を見せていた。明治二十年代後半あたりから近代的工場が

急増し始め、街の景観も変貌していくが、深川の、江戸の

消費経済を支える倉庫地帯としての重要な役割は、江戸か

ら明治期に至るまで、連綿と続いていたのであり、水辺の

風景は江戸を忍ばせるに足るものだったと考えられる。 

また明治二十一年には、本郷にあった根津遊郭が深川の

洲崎に移転して新たな歓楽街が形成された。これは本来都

市の周縁にあるべき盛り場が、商家の発展に伴って町中に

なってしまったための移転だが、川向こうの盛り場として

栄えた江戸時代の深川遊里とも呼応する光景だったのでは

ないだろうか。なお、この洲崎遊郭を背景とした作品には、

広津柳浪の『浅瀬の波』（1896.11）や永井荷風の『夢の女』

（1903.5）などがある。 

 さて、磯田光一氏は『思想としての東京』（国文社、

1978.10）において、東京の担った二重の意味について次の

ように語っている。 

東京地元民が東京を〝地方〟として感受していたのに

たいして、地方人にとっては東京は〝中央〟を意味し

たという二重の逆説がかくされている。最初から東京

が〝地方〟であった人々は、最終的には文明を保守す

る立場に追いこまれざるをえなかった。そして逆に東

京を〝中央〟として意識した人々が、その中央志向の

ゆえに〝近代〟への憧憬を急進的に生きてしまったの

も、理の当然であったとみられるのである。 

ここには東京を「中央」と見る視線と、東京を「一地方」

として眺める視線の対立が指摘されている。近代化が急速

に推し進められる東京という都市において、地方としての

東京を生きる人びとは、江戸文化に対する郷愁を深めてい

くことになるのだが、そのまなざしの向かう先のひとつに

深川があったと考えられる。例えば永井荷風の『深川の唄』

（1908.2）を見てみよう。荷風はまず、文明開化以来、急

速な物質的進歩を遂げていった〈東京〉の不調和な町並み

を批判的まなざしで捉え、そこからの逃避先として深川を

思い描いている。 

自分は憤然として昔の深川を思返した。幸い乗換の切

符は手の中にある。自分は浅間しいこの都会の中心か

ら一飛びに深川へ行こう―深川へ逃げて行こうという

押えられぬ欲望に迫められた。／数年前まで、自分が

日本を去るまで、水の深川は久しい間、あらゆる自分

の趣味、恍惚、悲しみ、悦びの感激を満足させてくれ

た処であった。電車はまだ布設されていなかったが既

にその頃から、東京市街の美観は散々に破壊されてい

た東京中で、河を渡って行く彼の場末の一画ばかりは、

到る処の、淋しい悲しい裏町の眺望の中に、衰残と零

落の、云尽し得ぬ純粋、一致、調和の美が味われた。 

ここには、近代化された「俗悪蕪雑」な明治の表象として

の東京市街と、江戸情緒の名残をとどめた「純粋一致の調

和の美」を感じさせる深川が二項対立的に捉えられている

ことがはっきり見てとれる。荷風は、近代化された東京の

景色の中に残された江戸文化の残照として、深川を眺めて

いるのだ。 

 江戸時代、既に深川は江戸の外縁、〈川向こう〉の異境と

して捉えられていた。例えば人情本『春色梅児誉美』で米

八や丹次郎が吉原から深川へと流れていったように、深川

は、負の性格を抱かざるをえない都民の救済地（アジール）

をも意味していた。芭蕉、一茶、四世鶴屋南北ら文芸に関

係する人々も、都心に見切りをつけ深川へと移動したとい

う。近代に入って永井荷風が『深川の歌』を描き、谷崎潤

一郎が『刺青』を描いたことも、中心から周縁へと向かう

この流れの中に位置付けることもできるだろう。 

しかしそれ以上に、江戸時代は空間的イメージに即した

異境であった深川が、既に電車も通う近代において、江戸

情緒を漂わせるという、より時間的異質性を持った地域と

して、都市の中央から区別されていることに注目したい。

つまり同じく都市の中の異境として捉えられてはいるもの

の、江戸時代、深川が江戸の外縁、異郷であったのに対し、

明治の深川は、東京に残された江戸として認識されていた、

と考えられるのだ。江戸との異質性を強調することで独特

の文化を形成した深川が、都市の近代化の過程において、
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東京の中の江戸という表象を担うというねじれが生じてい

るのである。 

 

三、鏡花の描く深川 

では泉鏡花の小説のなかで深川はどのように描かれてい

るのだろうか。泉鏡花は明治六年に石川県金沢市に生まれ、

十七歳で上京して翌年尾崎紅葉門下生となり、昭和十二年

に亡くなるまで、明治・大正・昭和と三代に渡って活動し

た作家である。鏡花は明治三十二年（1899）頃から次々と

深川を舞台とする小説を発表し始める。『辰己巷談』『三尺

角』『葛飾砂子』『木精』『歌仙彫』『五大力』『芍薬の歌』な

どがあり、これら一連の作品は「深川もの」と呼ばれるこ

ともある。鏡花自身が、「何方かと言えば、私の作などの中

には、景色を見てから、人物を考え出した場合が多い。『三

尺角』や、『葛飾砂子』などは深川の景色を見て、自然に人

物を思い浮かべたのです。」（「小説に用うる天然」1909.1）

と述べているように、鏡花にとって深川という土地は、そ

れ自体非常に重要な意味を持っていたと言えるだろう。 

 さて、鏡花が深川を描くようになった背景には、先輩作

家である広津柳浪の影響や、同じ尾崎紅葉門下の小栗風葉

や柳川春葉らとともに洲崎の遊郭に通った体験を基盤とす

ることが指摘されている。しかし鏡花の実体験も勿論なが

ら、それ以上に、都市の周縁的空間としての性質が、深川

を舞台として選ばせる要因としてはたらいたのではないか

と考えられる。以下に、具体的にいくつかの作品をあげな

がら、鏡花作品において深川がどのように描かれているか

見ていきたい。 

 『辰己巷談』は明治三十一年（1898）二月に発表された、

深川洲崎遊郭の元娼妓をめぐる物語である。元娼妓である

お君、お君を身請けした妻子もちの船頭宗平、娼妓時代の

馴染客で赤坂から通って来る鼎という美少年という三角関

係の、恋と嫉妬に端を発した刃傷沙汰が描かれ、最後に宗

平に刺されたお君が亡くなって幕引となる。鏡花は〈山の

手〉の男と〈下町〉の女の恋を度々描いているが、この『辰

己巷談』では、〈下町〉の女をめぐる、〈下町〉と〈山の手〉

の男の対立の構図を見ることが出来る。いくつかの台詞を

抜粋してみよう。 

「山の手のももんがあ、江戸へ来るにゃあ手水でもつ

かって来い。」 

「人様の鼻っさきへ腕車の輪を押つけやあがって、何

だ額にぶつかりそうにしやあがった、山猿め、何処

の国の風船から落っこちたんだ。此方人等の地内を

何だと思ってやあがるだろう。」 

「ただじゃあ済まされねえぞ、此奴等此まま黙っちゃ

あ、山の手の名折れだい。」 

〈山の手〉／〈下町〉の対立が、〈山の手〉と〈江戸〉の対

立として語られていることが分かるだろう。すなわち深川

を江戸と認識しているのであり、これは次のような発言に

より一層明らかである。 

「よしねえ、見ともない、嫌われて殺すなんて、そん

な間抜けなのが江戸にあるかい。」 

「見っともない、出来もしない女を殺して其で自分も

死ぬ気だろう。いまいった、そうだ立派な男だ。立派

だけれどね、宗さん、そんなことはよしておくれ、深

川の名折だ、よう、」 

先に述べたように、深川が〈江戸〉という表象を担ってい

た様相をここに見ることができるだろう。明治時代に入り、

新たな文明の担い手の生活空間として発展した〈山の手〉

の人間の矜持と、〈山の手〉の人間を地方からやってきた「山

猿」と呼び、自らに〈江戸〉という記号を背負って啖呵を

きる深川の人間の対立が、ここに鮮やかに描き出されてい

るのだ。 

 次に、明治三十三年（1900）十一月発表の『葛飾砂子』

を見ていこう。この作品は、題名の由来が、享保17（1732）

年刊の江戸の地誌「江戸砂子」であるといわれている。葛

飾というのは、深川がもと下総国葛飾郡に属したことから

つけられたもので、いわば「深川地誌」とも言い換えられ

る題名である。その名が示すように、この小説には富岡八

幡の門前町、不動尊の縁日、佃の船唄、洲崎に通う早船、

津波の記念碑など、深川の風物がかずかず織り込まれ、深

川の情景を存分に味わうことが出来る。まさに「景色を見

てから、人物を考え出した」作品に他ならないといえるだ

ろう。 

 主人公は深川富岡八幡宮門前の三味線屋の娘菊枝で、彼

女は歌舞伎役者である尾上橘之助の死を悲しみ、彼が着て

いた形見の浴衣を羽織って入水自殺を図る。しかし、深川

の蓬莱橋と弁天橋の間を往来する乗合舟の船頭に助けられ、

身を投げた蓬莱橋から形見の浴衣を流して供養するという

物語である。この作品にも、深川の〈山の手〉との異質性

が、例えば次のような叙述によって描きこまれている。 

髭のある者、腕車を走らす者、外套を着たものなどを、

同一世に住むとは思わず、同胞であることなどは忘れ

てしまって、憂きことを、憂しと識別することさえ出

来ぬまで心身ともに疲れ果てたその家この家に、かく

までに尊い音楽はないのである。 

ここでは深川が、「髭のある者、腕車を走らす者、外套を着

たもの」といった、文明開化を象徴するような人びととは

異なる生活空間であることが強調されている。歌舞伎役者

の形見の浴衣に身を包み川に身を投げ、助かってのち供養

に川に浴衣を流すという情緒ある光景の繰り広げられるこ
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の土地では、夜干ししてある看護婦―明治の新しい職業で

ある―の白い上着こそが「お化」に見えてしまうのだ。こ

のようなさりげないエピソードからも、近代化とはかけ離

れた場所として深川が認識されていることを見て取ること

ができる。深川の風俗風物を描きこんだこのテクストには、

地誌、講釈、滑稽本、洒落本、浄瑠璃、浮世草子など、江

戸時代の文芸が摂取、活用されているが、それは東京にな

お残る江戸への追懐として深川を描き出すにふさわしい手

法だったといえるのではないだろうか。 

最後に、明治三十二年（1899）一月発表の『三尺角』、三

十四年六月発表の『三尺角拾遺』について見ていきたい。

この作品は深川の木場を舞台にした怪談風の小説である。

木挽きの少年与吉は、材木小屋にある三尺角の樟に枝葉が

繁るという怪奇な光景を目にし、あたりに触れてまわる。

一方近所の豆腐屋に病気で臥せっているお柳という女性は、

小石川に住む工学士の恋人から「深川のこの木場の材木に

葉が繁ったら、夫婦になって遣る」という手紙を受け取っ

ていた。これは病気でもう長くないから諦めさせてほしい

と願うお柳への返事の手紙だが、そこへ「小屋の材木に葉

が茂った、大変だ」という与吉の福音が伝えられるのだ。

その夜工学士はお柳に連れられて葉の繁った樟を見せられ

るが、お柳を抱きしめると女は消え失せて夜が明け、気が

付くと豆腐屋の門に立っていて、今し方お柳が死んだこと

を知る、という物語である。『三尺角』においても、深川と

いう土地が、近代化を進める東京とは異なる位相と捉えら

れており、「永代の方から長く続いて居るが、図に描いて線

を引くと、文明の程度が段々此方へ来るに従って、屋根越

しに鈍ることが分るであろう」と語られている。 

ものの色もすべて褪せて、其灰色に鼠をさした湿地も、

草も、樹も一部落を蔽包んだ夥多い材木も、材木の中

を見え透く溜め池の水の色も、一切、喪服を着けたや

うで、果敢なく哀である。（略）皆心するともなく、風

土の喪に服して居るのであろう。 

皆何となく土地の末路を示す、滅亡の兆であるらし

い。けれども滅びるといって、敢て此の部落が無くな

るという意味ではない、衰えるという意味ではない、

人と家とは栄えるので、進歩するので、繁盛するので、

やがてその電柱は真直になり（略）即ち人と家とは、

栄えるので、かかる景色の俤がなくなろうとする、其

の末路を示して、滅亡の兆を表すので、詮ずるに、蛇

は進んで衣を脱ぎ、蝉は栄えて殻を棄てる、人と家と

が、皆他の光栄あり、便利あり、利益ある方面に向っ

て脱出した跡には、此地のかかる俤が、空蝉になり脱

殻になってしまうのである。 

ここでは深川という土地が「滅亡の兆し」を見せ「風土の

喪に服して居る」とされているが、それは「人と家が栄え」

進歩し繁盛することで滅びる、江戸情緒ただよう深川の情

景のことを指している。しかし、単純に文明の発展と失わ

れて行く情景が二項対立的に捉えられているわけではない

ことが、次に続く文章から浮かび上がる。 

敢て未来のことはいわず、現在既に其の姿になって居

るのではないか、脱け出した或者は、鳴き、且つ飛び、

或者は、走り、且つ食う、けれども衣を脱いで出た蛇

は残した殻より、必ずしも美しいものとはいわれない。

ああ、まぼろしのなつかしい、空蝉のかような風土は、

却ってうつくしいものを産するのか、柳屋に艶麗な姿

が見える。 

種田和加子氏（「『三尺角』論―イリンクスの光景」国文学

1991.8）が「文明が発展するのと反比例に美しいもの（草

木虫魚）が失われていくというのはありきたりの痛恨だが、

眼前の光景が、発展したあとの俤であり、未来の結果が既

に今あるということによって、時間の未来志向は徹底して

否定されるのだ。」と指摘するように、ここでは進歩、発展、

向上の時間観念が極端にねじまげられている。この場面の

深川は、近代化を推し進める東京という都市にあって、未

だ江戸情緒を残す土地としての単純な郷愁の対象ではあり

えない。そうではなく、時間を失った、もしくは全く別の

時間の流れる、まさに異次元の空間が出現しているだ。そ

して「｢俤｣という、すでにないものの残像がさらに｢空蝉｣

になるという、空虚さの二乗」によって提示されることで、

より一層実体としての風景ではなく、幻景としての深川が

そこには出現してくる。深川の異質性を基盤としながら、

そこに作り上げられた幻景としての深川こそ、材木小屋の

三尺角の木材に葉が繁り、死にかかっている女の魂が男の

前に現れるという超自然的出来事を紡ぎ出す土壌となりえ

たのではないだろうか。 

 

おわりに 

江戸時代に入って開発された深川は、まず江戸中心地か

ら見て隅田川の向こう側、都市の境界的領域として独自の

文化を発展させた。それが近代に入り、都市が西洋文明を

取り入れて急速に変貌していく中で、江戸の面影を残した

水郷として、近代文明への批判的視線とともに郷愁の対象

として描き出されるようになる。そこには「江戸の外縁、

江戸とは異質な場所」から「東京の中に残された江戸」へ、

という意味の転換はあったが、都市における異質な場所で

あったという点においてそれほど差異は無い。深川は常に、

中心に対する周縁として存在していたと言ってもよいだろ

う。そこはいわば都市の中の異界であり、また深川の景色

を見て、そこから自然に人物を思い浮かべたという鏡花の
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手によって、時には魔界を現出させる土地ともなった。鏡

花の『三尺角』において、深山幽谷ではなく、都市の中の

怪異を描き出すことを可能にしたのは、深川の有する異質

性が大きく関与していたと言えるのではないだろうか。 


