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活在活在活在活在「「「「幻想幻想幻想幻想」」」」的女性的女性的女性的女性    

——樋口一葉後期文學中樋口一葉後期文學中樋口一葉後期文學中樋口一葉後期文學中女性的反抗表女性的反抗表女性的反抗表女性的反抗表現現現現——    

    

【【【【摘摘摘摘    要要要要】】】】    

近代明治是國民國家形成的時期、文明開化的時期，但是，女性的生

存方式依舊受到社會制度的束縛。樋口一葉小說從人道主義的精神出發，

對社會性差規範和封建道德等制度規範開始產生懷疑，進而表現出反叛意

識與反抗行為。作品以「女性的自覺和解放」此一女性表現的主題為主，

追問女性的生存方式及主體性的問題。一葉後期作品與前期的作品相較之

下明顯得可看出作品表現趨近成熟，對於「我是女人」的自我認識，從中

感到身為女性的無價值性，在後期作品中很濃厚的表達出此種身為女性的

悲哀。 

本研究的目的是想要探討女性在被要求扮演家庭裡面賢妻良母的角

色，選擇過其他生活方式的主權被剝奪的明治時代之下，樋口一葉後期作

品中描繪的女性們，以何種的方式來反抗社會的家長制度與兩性差別文

化？以及，如何表現女性的自我？並且，如何去尋找新的生存方式？如此

的「女性的性」（女性的自我意識和身體）的表現，與主體性的問題。再

者，想去探討同時代的女性作家如何去摸索近代女性的新的生活方式與如

何去表現自我，進而去探求明治女流文學中樋口一葉文學的解放思想之位

置。 

關於研究方法，本研究以樋口一葉後期作品中生活在家庭空間內部的

少女與人妻，以及生活在家庭空間外部的娼婦對象，以從家族關係成立的

「家族幻想」(共同幻想)，以及由戀愛的關係所成立的「戀愛幻想」(對

幻想)的觀點來作思考，考察女性的自我意識與行為表現。此外，從作品

論衍伸到作家論，藉由作者在日記中記述，或同時代的評論、作品，來論

及作家的思想及作品表現之特性。 

 

關鍵字：樋口一葉後期文學、反抗表現、女性的性、幻想、女性解放思想
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Women living in “fantasy” in the Meiji Era ：：：： 

The woman's resistance in the works of Higuchi Ichiyo’s 
later years 

 

【【【【Abstract】】】】 

Women were still confined to traditional social norms while the Meiji Era 

(1868-1912) started its modernization and industrialization, and rose to world power 

status.  Higuchi Ichiyo, considered as the first major woman writer of Japan's Meiji 

period, examines and argues gender issue, social class and feudalism from the 

perspectives of humanism, especially women's roles.  Her literary focuses on 

women’s self-awakening and liberation, exploring women’s autonomy and the way of 

how women live in the society.  Compared with her own early works, her writing 

mechanism and thinking become more delicate and sophisticated with time passing by, 

and she, at the end, deeply realizes the ill-fated destiny of being a woman in the 

self-exploration process of I-am-a-woman. 

This research aims to examine how women oppose the paternalism and gender 

discrimination by looking at the novels of Higuchi Ichiyo’s later years in which 

women have no choice but to be housewives to meet social expectations.  From the 

standpoint of female, this research also tends to review how women express and 

identify themselves, and how they find their own way to live physically and 

consciously at that time.  At last, the study investigates other woman writers of the 

same period to re-define and re-position Higuchi Ichiyo in the Japan Meiji Era’s 

literature. 

The methodology employed in the study is to analyze women’s self-awareness 

and behaviors by using two types of “fantasy” concept: (1) family fantasy, also called 

co-fantasy, formed by family relationships and (2) romance fantasy created by love 

relationships.  Two kinds of women are analyzed in this study.  One is the ladies 

and housewives in the household, and the other is the prostitutes outside the 

socially-expected family life.  In addition, contemporary criticism, literary theory, 

authorship theory, and author’s journals are reviewed to analyze Higuchi Ichiyo’s 

writing mechanism and thinking. 

 

Keywords: Higuchi Ichiyo’s late works, oppose, resistance, feminism, female, fantasy, 

liberation
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〈幻想〉に生きる女性たち〈幻想〉に生きる女性たち〈幻想〉に生きる女性たち〈幻想〉に生きる女性たち    

——樋口一葉後期文学における女性の反抗表現樋口一葉後期文学における女性の反抗表現樋口一葉後期文学における女性の反抗表現樋口一葉後期文学における女性の反抗表現——    

 

【要【要【要【要    旨】旨】旨】旨】    

近代明治は国民国家形成の時期、文明開化の時期であるが、女性の生が依然

として桎梏に縛られている。一葉小説は、人道主義の精神から出発し、ジェン

ダー規範や封建道徳などに対する懐疑を抱き始め、更に反抗に移行していく。

一葉の文学的表現は、「女性の自覚と解放」という女性表現のテーマを扱い、

女性たちの在り方、個人における主体形成をめぐる問題を問い詰めるようとす

る姿勢が強く見られる。一葉の後期作品は、前期の作品に比べて画期的な成熟

を遂げ、「われは女成けるものを」という自我認識によって感じられる女性の

甲斐なさに対する哀感が色濃く描かれている。 

本研究は、女性が家内役割・母役割に押し込められ、生きる場所の選択肢と

可能性とを奪われてきた明治時代において、一葉後期作品の中に描かれている

女性たちは、どんな形によって、社会の家父長制度や性差文化へ反抗し、自己

表現してみせたのか、そして、如何にして新たな生き方を模索しようとしてい

るのか、といった「女の性」（女性の自我意識と身体）の表現、主体的な問題

を探究することを目的とする。さらに、同時代の女性作家は如何にして近代的

女性の新たな生き方を模索し、女性の自我を表現してみせたのかを検討したう

えで、一葉文学の解放思想を新たな位置づけをしたいのである。 

研究方法について、一葉の後期作品における家庭内に生きる少女や人妻、あ

るいは家庭外に生きる娼婦を考察対象として、家族関係から成立した「家族幻

想」（共同幻想）と、恋愛の関係性から成立した「恋愛幻想」（対幻想）という

観点に基づいて、そこに表現されるジェンダー意識と身体的行為の両義性を究

明する。さらに、作品論から作家論へまで進んで、作者の日記に見られる言説、

あるいは同時代評にも及んで触れて論じて、対照的な視点を取り入れた考察で

ある。 

 

キーワード：樋口一葉後期文学、反抗表現、女の性、幻想、女性解放思想
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〈凡 例〉 

 

一、本研究は第一部序論、第二部本論、第三部結論の三部から成る。第一部か

ら第三部まで、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで示す。 

二、第二部の本論は、第一篇、第二篇、第三篇の三篇から成る。第一篇と第二

篇における各章の作品の配列は発表年次順とする。 

三、原文の引用は、塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集 第一巻』

（筑摩書房、1974.3）、『樋口一葉全集 第二巻』（筑摩書房、1974.9）によ

り、変体仮名等は通常の表記に改め、ルビを省略した。 

四、記述は新漢字、現代仮名づかいを原則とする。 

五、引用文及び記述の下線・太字は筆者によるものである。 

六、参考文献の分類は、「全集・作品集」「単行本」「雑誌所載論文」「歴史文化・

文学事典・理論全般」とした。 

七、参考文献の「雑誌所載論文」の分類は、『やみ夜』（明 27.12）、『たけくら

べ』（明 28.1～明 29.1）、『軒もる月』（明 28.4）、『にごりえ』（明 28.9）、『十

三夜』（明 28.12）、『われから』（明 29.5）、「一葉文学相関」「同時代作品文

献」とした。 

八、付録一は「樋口一葉作品全般」である。岩見照代・北田幸恵・関礼子・高

田知波・山田有策編『樋口一葉事典』「第一部 作品篇」（おうふう、1996.11）、

塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集 第三巻（下）』「日記Ⅱ・

随筆」（筑摩書房、1978.11）を参照したものである。 

九、付録二は、「樋口一葉年譜」である。年譜作成にあたっては、以下の参考

文献を参考した。 

� 後藤積・山田有策編「年譜」、『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.491-516 

� 松坂俊夫編「年譜」、『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、

p.415-426 

� 野口碩編「樋口一葉年譜」、『樋口一葉〈群像日本の作家 3〉』、小学館、1992.3、

p.312-319 
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Ⅰ 序論 

1. 研究動機と目的 

樋口一葉（1872~1896）は、明治五年から明治二十九年にわたって二十四歳

の短い生涯のうち、二十二篇の短篇小説を発表した。そのうち『裏紫』（明 29・

2）一篇が未完成の作品である。他には、日記と和歌、随筆の類が残された。

一葉の最初の小説試作は明治二十四年一月の「かれ尾花 一もと」であるが、

活字化されたのは『闇桜』（明 25・1）で、最終小説は『われから』（明 29・5）

と、随筆「すゞろごと ほととぎす」（同・7）であるから、社会的な活動時期

は四年六か月の間ということになる。ただし作家活動にほぼ専念できたのは、

明治二十七年五月以降の二年間であった。1一葉の作品はおよそに習作時代

（『闇桜』明 25・2～『やみ夜』明 27・11）を初期・中期とし、完成時代（『大

つごもり』明 27・12～『われから』明 29・5）を後期とし、三期に分けている。

2さらに、前期は、古典的要素が多く明治二十五年三月の『武蔵野』にのる『闇

桜』（明 25・3）から明治二十六年十二月の『文学界』にのる『琴の音』（明 26・

                                                 
1小池正胤「樋口一葉」（明 5～明 29。小説家・歌人）『研究資料現代日本文学〈第一巻小説・

戯曲 I〉』、明治書院、1980.3、p.60 
2植村邦正氏は、習作時代をさらに二分し、初期（『闇桜』明 25.2～『経づくえ』明 25.10）、中

期（『うもれ木』明 25.11～『やみ夜』明 27.11）とし、完成時代を後期（『大つごもり』明 27.12
～『われから』明 29.5）とし、三期に分けている（植村邦正「樋口一葉入門(一)」『名古屋女

子大学紀要』27巻、1981.3.31、p.226）。三期の分け方のほかには、塩田良平氏は「『闇桜』以

降『五月雨』までの桃水影響下にある趣向中心の初期。『うもれ木』以下『やみ夜』までの露

伴その他現代作家影響下にある性格描写に近づいた中期。作風からいえば動揺時代。『大つご

もり』以下『たけくらべ』完成に至るまでの彼女独自の作風を展開する後期」というように分

けた（『鑑賞 日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.286）。そして、『時代別日本文

学史事典 近代編』で第一期は『闇桜』から『暁月夜』（『都の花』明 26.2）までの七作品、縁

故の紹介や依頼によって作品を発表できた時期である。第二期は『文学界』に発表した作品の

うち『雪の日』（明 26.3）から『暗夜』（明 27.7～11）までの時期、第三期は『大つごもり』（『文

学界』明 27.12）以降『われから』（『文芸倶楽部』明 29.5）までの十篇の時期であるというふ

うに三期に分けた。（有精堂、1994.6、p.129）さらに、笹淵友一氏は、第一期は明治二十六年

二月『都の花』に発表の『暁月夜』に至るまでの作品で、大体において二十四・五年中に執筆

された作品であり、古典文学、先行文学の影響が著しく、一葉の個性はまだ鮮やかではない。

第二期は『雪の日』（『文学界』三号、二六・三）から『暗夜』（『文学界』19－13号、27・7－
11）に至る自棄であり、『大つごもり』（『文学界』24号、27.12）以後の一葉独自の作風に至る

過渡期である。明治二十七年末『文学界』に寄せた『大つごもり』から『われから』『うらむ

らさき』などに至る約一年半に亘る一葉晩年の作品は第三期であると指摘した。（笹淵友一『文

学界とその時代（下）』、明治書院、1960.1、p.1190-1221） 
また、二期の分け方には、『大つごもり』（明 27年）を境として分けるという松坂俊夫氏の

説もある。（松坂俊夫『増補改訂 樋口一葉研究』、教育出版センター、1970.9、p.234） 
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12）まで、後期は、過渡的要素が多く明治二十七年の『文学界』にのる『花ご

もり』（明 27・2）及び『やみ夜』（明 27・11）を含み、「奇蹟の期間」3と呼ば

れる期間に『文学界』に発表された『大つごもり』（明 27・12）から明治二十

九年五月の『文芸倶楽部』に掲載された『われから』（明 29・5）までという

前期と後期に分けて考えることができる。4一葉前期の作品は空想的・古風的

なものが多く、平安朝の物語的な世界にとらわれ、草双紙的、題詠和歌的方法

によって書かれ、和歌情趣の作品化を意図していたのであるといわれる。前期

の作風について、塩田良平氏は次のように述べている。 

 

「初期の作品を通じて共通するものは、主人公が無常観や諦観的心境を

持つものであり、作者も、生の矛盾を新しい倫理によって解決せず、死

や離別によって事件的な解決法を取ろうとしていたことであった。だか

らその義理人情の葛藤は古風で、その解釈は安易であった。（略）又、桃

水の世界観なり小説作法に従っている限り、彼女の作品は前時代的なる

ものに後退するか、彼女の厭う続きものに堕してしまう傾きをもってい

た。」5 

 

公刊された処女作『闇桜』（『武蔵野』第一編明 25・3）は前年からの桃水の

指導によったもので、東京の本郷あたりに隣同士で育った男女が成人して、恋

愛感情をもつようになるが、間もなく女は病気になり、臨終の床にかけつけた

男に、病み疲れた顔を見せまいとする内容で、「筒井筒」の恋をそのまま明治

に置いたような作品で、文章ははやや古典的ではあるが、小品としてまとまっ

ていた。後の『たま襷』（『武蔵野』第二編明 25・4）も桃水の指導のあとが窺

われ、『闇桜』と共に個性的な作品ではなかった。 

                                                 
3 和田芳恵氏によると、明治二十七年十二月の「文学界」に『大つごもり』が発表され、明治

二十八年の一月の「文学界」に『たけくらべ』の第一回分が発表され、断続掲載されて、明治

二十九年一月の「文学界」で完成した。この期間に、他の『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』

の三篇が書かれているので、この十四ヶ月は、一葉に与えられた「奇蹟の期間」ということで

あるという。（和田芳恵「樋口一葉」『鑑賞 日本現代文学 2 樋口一葉』、角川書店、1982.8、
p.278） 
4 樋口一葉が明治五年から明治二十九年までに発表した作品について、〈付録一〉【樋口一葉作

品全般】に詳しい。「第一部 作品篇」『樋口一葉事典』（岩見照代・北田幸恵・関礼子・高田

知波・山田有策編、おうふう、1996.11、p.12-79）を参照したものである。 
5 塩田良平「一葉作風の展開」『鑑賞 日本現代文学 2 樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.290 
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三作目の『別れ霜』（『改進新聞』明 25・4連載）は、大商店同士の許婚の一

方が借金のため零落し人力車夫となって再会するが両親の烈しい憎悪のため

結ばれず心中する悲劇で、前作『たま襷』より構成も中編小説として確かにな

ってはいるが、近松の心中浄瑠璃の明治版ともいえ、独自の主題や世界を開拓

するには至らなかった。続いて『五月雨』（『武蔵野』第三編明 25・7）、『経つ

くえ』（『甲陽新報』明 25.10連載）、『うもれ木』（『都の花』明 25・12）を発表

した。『うもれ木』は、当時漸く盛んになった海外の日本陶器熱に便乗する奸

商と、芸術的良心から自作に忠実な陶工とその妹を設定し、兄虎之助の裏返し

をモデルとしながら書き進めた意欲作で、幸田露伴の「風流仏」に示唆を得た

ともいわれる。この作品で、はじめて評論家星野天知に認められ、実質的に作

家への方向が決定した。 

一葉は、二十六年に入り『暁月夜』（『都の花』3月）を書き、続く『雪の日』

（『文学界』3月）を書いた。『雪の日』は二十五年二月四日雪のなかを桃水を

訪ねたことが下敷きになっており、日記の記事と、桃水への恋情の形象化とい

う点で興味ある小編であった。折から一葉一家の窮乏は、実業へ向かうことを

決意させた。下谷龍泉寺町で小雑貨店を開業して、家業に追われる毎日で、創

作活動から遠ざかることを余儀なくさせる毎日であったが、かえって一葉の内

なる創作への衝動は、小説修練へかりたて、上野図書館へ通う二重生活が続い

た。さらにこの地域の特殊性が強い刺激を与え、一葉に新しい視野を開かせ、

この間には、『琴の音』（『文学界』明 26・12）、『花ごもり』（同、明 27・2）の

二作が成り、後半期の作品への大きな活力が貯えられていった。 

二十七年五月、一葉は本郷丸山福山町に転居して、まず『やみ夜』（『文学界』

7月）を、この年の末に『大つごもり』（同、12月）を、二十八年に『たけく

らべ』（同、明 28・2）を連載しはじめ、一葉独自の境地が完成した。政治家

と政商との不正な関係を憤る『やみ夜』は、社会小説とも言うべく新境地を開

き、貧しい、虐げられた女性の立場からの怒りと悲しみを強く訴えた文明批評

的な契機を内包した作品であった。小池正胤氏は、後の二作『大つごもり』と

『たけくらべ』は、彼女の従来の作品にも、また当時の文壇にも全く見られな

かった素材を扱い、明瞭な主題が、きわめて印象的に脚色されており、初期の
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古典的雰囲気は全く消えていると指摘した。6相馬御風氏によると、旧套の形

式内容に囚われる前期の作風と比べて、後期の作は旧い型を破って、自己独特

の自由な形式を得たものであり、文章と会話はまだまだ旧い型が絡み付いてい

るけれども、形式の本質に於ては独創的で、反抗的であるというのである。7そ

して、塩田良平氏は、一葉後期文学が女らしさに対する無条件の肯定から懐疑

へと進み、更に抵抗を感ずるに至っているのであると指摘した。8また、笹淵

友一氏によると、一葉後期の作品は、前期の作品に比べ、画期的な成熟を遂げ

たのは、その視野が社会的に拡大され、写実的手法が確立したのであるという

のである。9関礼子氏はさらに次に語っている。 

 

「明治二十年代後期という近代国民国家形成期の日本の、国を挙げての

ジェンダーの仕切り直しの時代を背景とする一葉小説の世界には、ジェ

ンダー規範の強化に苦しむ女性たち・男性たちをそれぞれ出口なしの袋

小路に追い込む様子が印象的に語られている。とくに〈放蕩〉などとい

う伝統的な逸脱コードを持たない明治の年若い女性たち・男性たち、さ

らに人妻たちは、自死や狂気・病気などの変調や失調を抱え込む。これ

らは、自らの身体という出発点でもありゴールでもある領域における逆

説的な自己表現といえるのである。」10 

 

また、坂垣直子氏は、その題材には家庭内の問題、恋愛問題、下層社会の不

幸な人達の生活などを含み、世界が広々として現実が展開し始め、現実的、写

実的な社会性と批評性を内包する作品が生まれたと指摘した。11さらに、関礼

子氏は、「一葉小説は家族物語／反家族物語などの領域もふくみ、それは日清

戦争前後の個人における主体形成と国民国家形成の時期の「女性と表現」をめ

                                                 
6 小池正胤「樋口一葉」（明 5～明 29。小説家・歌人）『研究資料現代日本文学〈第一巻小説・

戯曲 I〉』、明治書院、1980.3、p.60-61 
7 相馬御風「樋口一葉論」『樋口一葉・明治女流文学・泉鏡花集〈現代日本文学大系 5〉』、筑
摩書房、1972.5、p.426 
8 塩田良平「一葉作風の展開」『鑑賞 日本現代文学 2 樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.300 
9 笹淵友一『文学界とその時代（下）』、明治書院、1960.1、p.1221 
10 関礼子『語る女たちの時代 一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.25 
11 坂垣直子『評伝 樋口一葉』、日本図書センター、1989.10、p.261 
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ぐる問題として広いパースペクティヴをもつものである」といっている。12つ

まり、前期の作品と比べれば、後期の作品は写実的な傾向が見られ、現実を見

据え、客観的に物事を観察し、仮空的な題材が見られなくなってくるものであ

る。そして、読者や分析者自身が内在化している女性性／男性性が問われなけ

ればならない物語、女性の主体的な問題を扱い、身体的な自己表現をめぐる物

語が生成されてくるものである。 

それでは、一葉後期作品は、社会の家父長制度、ジェンダー規範に対してど

れほど、どんな形によって、批判や抵抗して、自己表現してみせたのだろうか、

という疑問が生まれてくる。それに、湯地孝氏は、一葉の描写にはひたすら女

の嘆きの限界内に閉じこもうとしたものである。作品の重心は多く情緒にあり、

社会の冷淡と苛酷に痛めつけられながら、その日々を送っている様な力ない若

い女性の情的苦悶であると論じている。13だが、果たしてこのような一葉的な

女の苦悶と反抗に対する男性評論家の読解がどこまで的を得ているのか甚だ

疑問があるのである。実際には一葉後期作品の描写がひたすら女の嘆きの限界

内に閉じこもうとしたものなのか、あるいは人生の不如意に対し、如何なる態

度によって、向き合って反抗したのかは未だ議論を深めていく余地のある問題

だと思われる。 

本研究の目的は、反抗行為としての表現に焦点を当て、その内面に潜んだ抵

抗意識が家族制度及び家父長制度に加担していった恋愛幻想と家族幻想をも

含めて、その反抗の有効性を検討したいのである。つまり、苛酷な運命と戦っ

た女性が、どのような反抗の手段を取り、現実生活の障碍（例えば、家族制や

身分の拘束、恋愛及び結婚の破綻）を排除し、生の可能性を探り出したのか、

同時に探究してみたいのである。そして、創作者の語り手がこうした女主人公

の反抗表現を通して、如何なる現実認識を持ち、ひいては現実批判を語り得て

いるのかという作品の表現効果にも触れていきたい。さらに、明治女流文学に

おける一葉文学の解放思想を探究してゆきたい。

                                                 
12 関礼子『語る女たちの時代 一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.25 
13 湯地孝『樋口一葉論〈近代作家研究叢書 3〉』、日本図書センター、1983.7、p.330 
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2. 先行研究 

2.1 樋口一葉後期文学における女性表現 

2.1.1 差異化される生——制度に生きる女たち 

明治という時代は男女の社会的・文化的な区別が厳密で顕な「ジェンダーの

時代」であったといわれ、1一葉の小説は、家庭内に生きる女性たち（母・妻・

娘）と、家庭外に生きる女性たち（身を売る娼婦）を対象として、それらの生

の暗部を冷徹に描かれている。菅聡子氏は次のように述べている。 

 

「どの作品も、それまで描かれえなかった明治近代の抑圧のなかを生き

る女性たちの姿を、その所属する社会的な階層を越えて描き出したもの

であった。たとえば『ゆく雲』(明 28.5)『十三夜』(明 28.12)などでは、母・

妻・娘として家父長制度の内部を生きる女性たちの個としての生を希求

する苦悩が、〈家〉による束縛と対比されつつ描かれている。また身を売

る女性たちの生の本質、彼女たちが担わねばならなかったものは、『にご

りえ』(明 28.9)や『たけくらべ』(明 28.1～29.1)に結晶している。身を売

る女性たちは一見家父長制度の外部を生きているかのように見えるが、

実は彼女たちを差別化し、また制度内部の女性たちにもそのような差別

化に基づく優位性の意識を与えることによって、家父長制度が、ひいて

は明治近代そのものが支えられているという厳然とした事実を、一葉の

視線は見事にとらえている。」2 

 

また、「日本の家族制度と女流文学」という視点から見れば、伊狩章氏は明

治以降、近代文学の主要なテーマが儒教道徳と家長制を軸とする家族制の問題

であったと指摘した。3伊狩章氏によると、女性にとって、三従七去の女大学

                                                 
1 関礼子『姉の力 樋口一葉』、筑摩書房、1993.11、p.48 
2 菅聡子「解説」、樋口一葉『にごりえ・たけくらべ』、岩波書店、1999.5第 1刷改版発行（1927.7
第 1刷発行）、p.131-132 
3 氏によると、そのような旧制度のためにもたらされる女性の悲劇もまた、近代小説の一つの

主題として、各作家によって、多く取り上げられたのであり、女流作家には、その苦難の上に、

もう一段社会的な困難が加わって、田辺花圃・樋口一葉・北田薄氷から与謝野晶子・田村俊子・
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式な封建道徳は、依然としてその自由を束縛する苛酷な制約として存在し、江

戸時代とほとんど変わることなく、女性の人間性をしいたげ、ゆがめたという

のである。伊狩章氏は、樋口一葉の『十三夜』を取り上げ、この作品の主題が、

親の命ずるままに嫁がねばならぬ不合理な結婚制度と、女性にただ忍従を強い

る世の定めへの批判にあり、その他、一葉のほかの作品『大つごもり』（明 27.12）、

『にごりえ』（明 28.9）、『わかれ道』（明 29.1）などにも旧道徳観に拘束される

女性の哀れさが描かれており、作を通じて、家族制の不条理に対する作者の感

慨をうかがうことができると述べている。4 

一方、家の内部から押し出される女性の場合では、関礼子氏は「職業と女性」

という視点を持ち込んで、近代日本の職業に対する性的差異を論じている。氏

によると、近世社会以前では、職業＝身分であり、大半の人々にとってそれは

自らが選び取るのが不可能な世襲的なものであって、「職」に就くことが立身

出世につながったのは、学歴を有する中流階層以上の人間であり、その「人間」

のなかには大かたの女性は含まれてはいなく、明治二十三年以降の明治社会は、

女性を家の中に囲い込もうとする動きが顕著になったときであり、それにとも

ない職業に従事する女性＝貧しいか特殊な女性というような通念が生まれつ

つある時代であったというのである。5 

一葉の後期作品の中で『たけくらべ』と『にごりえ』の主人公は「特殊な女

性」即ち、売春婦として設定される女性たちである。前者には、人間としてす

ぐれれたものを持ちながら、それがどこでも生かされずに売春婦の生活に落ち

込んで、いつも焦れているお力という女性のタイプが、そのしぐさまでを含め

て実に生き生きと描かれている。後者では、売春婦をそれとして間接的に描き、

それと共に売春街やその周辺やの下積みの世界の情景を、その哀れさをも含め

てややロマンティックに描いている。6この二作といえば、小田切秀雄氏は「人

間への差別に対する批判・抵抗・たたかいが、日本近代文学の本来の目的の一

                                                                                                                                            
平塚雷鳥まで、彼女らは、自我に目覚めて、封建的な家族制の悲劇を材とし、問題としてとら

え、さらにその古いしくみの変革、そこからの脱出をねらいとするところに、彼女らの文学の

一目標を定めたのであるという。(伊狩章「日本の家族制度と女流文学」『国文学解釈と鑑賞〈特

集・近代女流の文学〉』37巻 3号、1972.3、p.53-54) 
4 伊狩章「日本の家族制度と女流文学」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代女流の文学〉』37巻

3 号、1972.3、p.55 
5 関礼子『姉の力 樋口一葉』、筑摩書房、1993.11、p.91-92 
6 小田切秀雄『明治･大正の作家たちⅠ』、第三文明社、1978.12、p.222-223 
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つであったといっていい。一葉の場合も、そういう女性たち、または廓の周辺

の貧しい人たちやその子供たちに、どんな差別的な見方をもしていない。下積

みの人たちを、愛着こめてこんなに生き生きと描いた作家は彼女以前にはなか

った」と評している。7 

また、小森陽一氏は時代背景の日清戦争という視点を取り入れて、『にごり

え』と『たけくらべ』を戦後文学として読んでいる。『にごりえ』には、売買

春の制度化された社会と、男女の婚姻関係の世界が対比され、日清戦争の中で

いったいどういう大きな経済変動と社会変動が起きていたのかということが、

こうした一人の人間を取り巻く生活環境や、性的商品としての女も含めた様々

な商品の動き方、そういうものを通して描かれている。次に、『たけくらべ』

には、子供たちの世界を通して、格差社会、人身売買、売買春の問題が取り上

げられている。お金を介在させることによってそれをシステム化したのが売買

春といえる。それはお金を介在させて女性の〈言葉〉を奪うという関係にある。

抑圧されてきたのは、男性たちの暴力の背後において常に性的に拘束され続け

てきた女性たちである。小森陽一氏によると、明治という時代に対する女とし

ての一葉の抵抗、男性中心主義的な明治の家父長的社会に対する拒絶、あるい

はそれに対する正面からの批判とでもいうべきものが一葉の文学を貫いてい

るというのである。8 

以上の諸説をまとめれば、一葉作品の最大の主題としては男性中心主義的な

明治の家父長制度に生きる女性たちの束縛に集約されており、その中には作者

自身の創作意図としては社会制度の不合理や、人間の差別化に対する批判と抵

抗が読み取られる。しかし、そうした男性社会に生きる女主人公たちは感じ取

った束縛と不合理は何であるか、どれほど近代的自我を感知し、目覚めている

のか、ないし自らその社会制度を無自覚的に内面化しているか否かは、問題の

数々が未だ残されているとも思われる。 

 

 

 

                                                 
7 小田切秀雄『明治･大正の作家たちⅠ』、第三文明社、1978.12、p.219-222 
8 小森陽一『ことばの力 平和の力－近代日本文学と日本国憲法』、かもがわ出版、2006.10、
p.34-67 
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2.1.2 破綻へ導く家族幻想と恋愛幻想 

湯地孝氏は、一葉の文学の中で主として取り扱われている題材は恋愛関係で

あると指摘した。おおよそ不幸な少なくとも悲哀の調を帯びた破綻の恋愛関係

であるといわれる。氏によると、「前期のものは理想的なものが多く、後期の

ものには現実的なものが多い。恋愛に見ても、前者には浪漫的な恋愛が主とな

り、後者には性欲的な恋愛が主となつてゐるといつた様な趣がある。同じく悲

哀は悲哀でも、前者は余りに純であり、時に屡々幼稚である。それにひきかへ

て、後者には奥行があり往々避け難い運命の手に触れてゐる」というのである。

9つまり、後期になると、作者の眼界が感情の上で、境遇の上で、又性格的に、

心理的に開けてきたとともに、恋愛関係は複雑化してきて、単なる三角関係か

ら進んで、姦通というような事件をも取り入れるようになった。しかし、恋愛

に達した人は一人もいない。坂垣直子氏は、悲恋に導く要因は境遇（物質的な

もの）であると指摘した。氏の見解は次のようである。 

 

「一葉の失恋者達は皆、境遇で敗ている人々である。後世の文学に扱わ

れているように、当人達の性格や思想といったもの、即ち、各個人の人

間的なものに原因があるのではない。境遇の悪いものは、恋愛にまで敗

北し、一層人生の下積にされて生きてゆく。」10 

 

つまり、恋愛の破綻は男女それぞれ個人的な要因によるものではなく、個人

的な文化的な価値が恋愛を決定する現代の倫理が発見されなかった明治の初

期において、物質が恋愛の達成に強く作用してくるという事実を一葉は凝視し

ているのである。一方、一葉の文学には家庭問題（夫婦、親子関係、姦通など）

もかなり取り扱われる。後期文学の中に人妻物語の作品は五つある。11作品群

の中に主に夫婦関係の問題を中心に描かれている。坂垣直子氏は次のように述

                                                 
9 湯地孝『樋口一葉論〈近代作家研究叢書 3〉』、日本図書センター、1983.7、p.333-334 
10 坂垣直子『評伝 樋口一葉』、日本図書センター、1989.10、p.288 
11 人妻をヒロインにした小説は『軒もる月』（明 28.4）、『十三夜』（明 28.12）、『この子』（明

29.1）、『裏紫』（明 29.2）、『われから』（明 29.5）といったものがある。他に、『にごりえ』の

お初や、『雪の日』の桂木文も人妻である。（戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』、

勉誠出版、2008.3、p.212） 
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べている。 

 

「愛情なしにも夫婦関係と生活は成立する。夫婦とは実にそのようなも

のである。（略）夫婦各々と社会を結付けるどの糸が重要視されるかによ

って、夫婦関係の正規な状態に変化が起ってくるのである。変化し、或

いは不具合した状態のまま夫婦は共同の生活をつづけることも起りうる

のである。あるべき筈の愛情なしに、他の事情から夫婦生活を続けてい

ることがあるのである。ことに女には経済力がないから、離婚ができぬ。

妻の忍従生活はそこから生まれる。女についての一葉の悲観はそこから

生まれている。」12 

 

つまり、愛情なしに夫婦になった場合においては、夫婦がもともと別々な人

間であり、妻の側にも夫の方にも、複雑な人間関係と結ばれているので、他の

事情から夫婦関係が薄弱になることがある。但し、一旦夫婦関係が成立したら、

夫婦生活を続けなければならない。このような厳しい生の事実は、夫婦という

ものの正体である。そして、人妻物語の作品の中から田中優子氏は、『十三夜』

（明 28.12）という作品を取り上げ、「結婚は家族全部を巻き込んで成立するも

のであり、結婚とは二人の問題ではなく、家族というコミュニティ全体の利害

を負って成り立っているのである。社会的地位が高い男性との結婚は幸せなの

か？多くの女性たちが、そういう疑問を胸に秘めたことだろう。しかし、結婚

すると幸せか幸せではないかではなく、『大つごもり』（明 27.12）以降の一葉

は『まさにこれが、この世に生きるということ』という認識が一作一作の小説

なのである」と説いている。13 

また、恋愛と結婚の両立という課題について、佐伯順子氏は、明治の男性作

家たちの多くは「恋愛」「ラブ」という言葉を理想化して使うのであるが、「恋

愛」という理想の、高踏的で男性本位な側面に気付いていた一葉は、男性作家

たちの多くが憧れた恋愛と結婚の一致という幻想をさめた目で眺めていると

指摘した。14たとえば、『十三夜』は、恋愛感情と結婚を一致させたはずの夫

                                                 
12 坂垣直子『評伝 樋口一葉』、日本図書センター、1989.10、p.277-278 
13 田中優子『樋口一葉「いやだ！」と云ふ』、集英社、2004.7、p.188-191 
14 佐伯氏は次のように述べている。「明治の新しい〈恋愛〉というのは、結婚生活と恋とを分
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に、ほどなくして飽きられてしまう妻の悲劇であり、『にごりえ』は、惚れた

はれたという感情の次元と、現実生活の両立不可能性の中で破滅してゆく男女

の話である。いわば、一葉は明治の恋愛幻想というものを、作品を通じて、結

果として糾弾して行った。藪禎子氏は、一葉の場合、おそらくは現実の恋の挫

折から、恋愛幻想をもてなかったし、家族幻想からも遠い所にいった、一葉文

学は、そういう地点に成立したのであると考えている。15 

さらに、戸松泉氏は、同時代の結婚について論じた文章に、泉鏡花『愛と婚

姻』（明治 28.5『太陽』）があると指摘した。氏の説は次のようである。「鏡花

は、現実の中でいかに愛と婚姻が相反するものとしてあるかを、繰り返し述べ、

婚姻とは〈孝道〉〈家〉〈朋友〉〈親族〉、要するに〈総括すれば社会〉に対する

〈義務〉に他ならない。愛という個人的感情は、〈社会〉の前に封殺されるも

のであった」。16つまり、明治の恋愛小説の系譜をたどると、多く家と愛との

板挟みのなかで悲恋に終っていくものである。氏はその観点をもち、悲恋小説

の系譜のなかに『うらむらさき』（明 29.2.5）が未完であるゆえに意味を持て

くると思われる。17 

要するに、一葉文学の中で取り扱われる恋愛問題と家庭問題について、諸説

をもとめると、恋愛や結婚の破綻に導く要因は、男女それぞれ個人的な要素が

排除され、むしろ社会制度や、書き手の操作によるものなど、様々な要因が複

雑に入り混じって介在されている。しかし、恋愛や結婚の破綻には境遇という

現実の条件とかかわるほかに、個となる恋愛認識や性的他者に対する恋愛幻想

的な気分、あるいはそうした情緒的な気分を育ませた性差の問題も見逃せない

問題である。結局、作者の一葉は結婚とは家族全体の利害を負って成立するも

                                                                                                                                            
けていた江戸時代の〈色事〉に比べて、日常生活の中での結婚愛を重視したので、それがいわ

ゆる恋愛結婚、当時でいえば〈自由結婚〉の奨励という形になったのですが、透谷自身、自由

結婚を実践していざミナと結婚してみると、恋愛時代のときめきというものは永遠に続くもの

ではないと気付いてしまい、現実生活の壁がひしひしと迫ってくる。結婚という日常と恋とい

う非日常が別物だということはすでに吉田兼好が「色好み」の美学を説きながら指摘している

はずなのに、〈恋愛〉と〈好色〉は違うと信じていた透谷はその矛盾について無自覚だったん

である。」（藪禎子・佐伯順子・菅聡子「〈座談会〉樋口一葉－これまでの、そしてこれからの」

『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉―これまでの、そしてこれからの〉』68巻 5 号、2003.5、
p.18） 
15 藪禎子・佐伯順子・菅聡子「〈座談会〉樋口一葉－これまでの、そしてこれからの」『国文

学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉―これまでの、そしてこれからの〉』68巻 5号、2003.5、p.19 
16 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』、勉誠出版、2008.3、p.226-227 
17 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』、勉誠出版、2008.3、p.227 
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のだという現実認識に基づいた立場を取り、恋愛結婚に対する不信感や拒否意

識を強く表現したわけである。そういう意味で考えると、作品内部に隠蔽され

た創作者一葉の恋愛観や結婚観の限界性も顕現され、同時に検証されなければ

ならないものである。 

 

 

2.1.3 出奔する狂女——狂気による生の解放 

藤井正人氏氏によると、江戸期の名残を尚とどめた明治社会において、近代

的自我にめざめて来る時期といっても、女子にのみきびしい明治の桎梏に懐疑

を抱き始めた一葉も矢張り初期、中期は女卑の風潮をあるがままに受けとめて

弱い女の世界を描いているというのである。18また、氏は次のように論じてい

る。 

 

「一葉の心底には此の不合理に対する積憤が沸々とたぎり立ってはいた

が之に対して女の戦いを宣するには未だ機が熟していなかった。明治二九

年四月『たけくらべ』の一括再掲に依り一葉の文名は極まり、詩人として

の地位は牢固たるものとなる。既成概念の〈女らしさ〉の無条件肯定より、

懐疑へ、更に進んで之への反抗に移行する。作品から見れば、五月発表さ

れた『われから』には瞠目に値いするこの転換がうかがわれ、少し先に書

かれた未完の小説『うらむらさき』に至っては女の反逆に迄も筆は進んで

いる。」19 

 

つまり、前期に描かれている弱い女性に対して、後期に描かれている女性は、

反抗意識に目覚め、徐々に行動に移行するのである。一葉後期の作品の中に現

れる女性像について、相馬御風氏は次のように述べている。 

 

                                                 
18 藤井正人氏は、「『闇桜』は論ずるに足らざるも、『花ごもり』のお新はその典型、又『十三

夜』のお関の最終的屈服も之に他ならぬものである」と指摘した。（藤井正人「樋口一葉－生

と精神のはざまにて－」『国文学解釈と鑑賞』48巻 7号、1983.4、p.86） 
19 藤井正人「樋口一葉－生と精神のはざまにて－」『国文学解釈と鑑賞』48巻 7 号、1983.4、
p.86-87 
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「一葉後期の作に現れる女性が、美しくばかり行くものではなく、さま

ざまの困難と戦い、さまざまの人情を経験するに随て、彼の心のそこに

加わって来たものは強い力を持ち、悲しい運命に泣き又は戦った果に起

り来る、強い凄味のある女の力－世間にはその強い凄味を帯びた反抗的

な力を以て、世と戦い運命と戦う哀れなる者であり、「涙の後の女子心」

（『やみ夜』明 27.7）の怖ろしい、凄い女心が、一葉の後期の作に、最も

力強く、最も色濃く描かれ、今日から見て吾々が彼の二大傑作となす『に

ごりえ』『わかれ道』の二篇も、共にその怖ろしき「涙の後の女子心」を

描いたものに他ならない。」20 

 

それに関して、藪禎子氏は一葉後期の作品の底にうごめいていたものを「魔」

ないし「狂」という語で捉えている。藪禎子氏は次のように指摘している。 

 

「一葉の主要な作品の女達は、ほとんど常に「恐ろしき女」を自分の内

に抱え込んで、閉ざされた状況の中にじっと身を据えながら、そこでひ

たすら自分の夢と志を温め、やがて噴出せずにはいられない所に立って、

一見何気ない平常の顔の陰に、いつでもどうでもなりうる自分を置いて

いる。『にごりえ』（明 28.9）『うつせみ』（明 28.8）を含むこの時期、一

葉が解放への夢を、特に情念の世界において膨らませつつあった。だが、

その夢が死とか狂とかを代償とする形でしか成り立たなかった。富とか

地位への憧れは不如意と屈辱に泣きつつある挫折の中で、一葉には、女

性の性が次第に明瞭に見えてきて、徐々に、肉体による解放の可能性が

探られようとしていた。」21 

 

また、女性の解放への夢が死や狂によって表現することについて、吉田裕氏

                                                 
20 相馬御風「樋口一葉論」『樋口一葉・明治女流文学・泉鏡花集〈現代日本文学大系 5〉』、筑
摩書房、1972.5、p.427 
21 藪禎子氏はによると、「『にごりえ』のお力は、そのちょうど交差するところに立っている

と言えるし、妾の道を選ぶ『わかれ道』のお京は、上昇志向がそのまま肉体幻想として転化せ

ざるを得なくなった跡を、象徴的に語るものだとも言えるだろう。『たけくらべ』の美登利の、

初潮による決定的変化は、その門口に立った者の一種のおののきとも読みとれるのである。『う

らむらさき』『われから』など、一葉晩年の作品は、これを更に明確に追う形で成立している。」

という。（藪禎子『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.323-325） 
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も「狂」という視点を持ち込み、作品の中にあらわれる女性像を「出奔する狂

女」と称して、明治二十六年一月の『雪の日』を発端として、二十七年の『や

み夜』『軒もる月』を経て、出奔する女の像は狂気を孕みながら、二十八年の

『にごりえ』から二十九年の最後の作品となった『われから』にいたるまで、

一葉が自分の内に感知した物狂おしさは「人生の諸可能性」の予感であったよ

うに考えている。22その「出奔する狂女」とは、あらゆるエネルギーを解き放

ち、かつ自らをも解き放つ存在なのである。つまり、日常の世界から逸脱して、

生の可能性を探っていく女性たちである。その点について、滝藤満義氏は、「作

家一葉の内面を領した文学的テーマの一つは、恋における解脱のそれであり、

そして恋における悟り、悟道の追求という方向性を持っている」と述べている。

23氏は『軒もる月』（明 28.4）『ゆく雲』（明 28.5）『うつせみ』（明 28.8）とい

った作品を検討した。圧迫された女性原理は、出口を求めて次の作品を求めて

やまなく、『軒もる月』の直接的な反動は、明治二十九年の『裏紫』という未

完の不倫小説となって現れ、『ゆく雲』の直接の反動は『うつせみ』の狂女物

になって現れる。悟りと狂気は一葉の小説の構造を支え、これら境界のあいま

いな紙一重の「非日常の構造」を、一葉は好んで描いた作家だったと思ってい

る。24 

また、西尾能仁氏は人間解放という視点を持ち、一葉が初期の悲恋小説から、

やがて次第に解放小説へと発展していったと指摘した。氏によると、女を悲恋

に泣かせるのは狂った金権の非人間性と見たのであり、男性の横暴、男性の作

った制度や道徳が女性の人権を阻んでいることへの思想的自覚にまで至って

いなかったものの、一葉は悲恋小説を書き続けるその実践の中から、内発的に

その根源に気付きはじめ次第に女の人間解放へと発展していったのであって、

彼女の悲恋小説はそのうちに内蔵している社会批判とともに解放思想形成へ

                                                 
22 狂気について、吉田裕氏は次のように述べている。「狂気とは何か。人生の諸可能性を啓示

する物語は、必ず狂乱の瞬間を招くという訳ではないが、少くともそれを呼び求める。この瞬

間がなければ著者はこれらの過度なほどの可能性に対して盲目だということになるだろうと

バタイユは言っている。この〈人生の諸可能性〉の予感が作品の上でかたちを取りはじめるに

は、今しばらくの時間を必要とする。」（吉田裕「一葉試論－出奔する狂女たち」『文学』56巻

7 号、1988.7、p.35-45） 
23 滝藤満義「『ゆく雲』から『うつせみ』へ－一葉における小説の発想－」『国語と国文学』

67巻 10号 1990.10、p.37-45 
24 滝藤満義「『ゆく雲』から『うつせみ』へ－一葉における小説の発想－」『国語と国文学』

67巻 10号 1990.10、p.45 
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の必然的な過程でもあったのであるというのである。25つまり、一葉の思想が

近代的自覚に伴って導かれていったゆえに、人生社会一般に対する観察批判が

含まれる作品を通して、次第に女性の人間解放の問題意識に目覚め、一葉文学

の基底をなしているのである。 

こうして、一葉小説の女性の内面には情念の解放や生の解放、人間解放を求

めていこうとする強烈な意識を持ち、反抗的な力を持ち合わせているように形

象されることが分かる。しかし、人間的な解放を目指したところの反抗行為と

して、なぜその多くが死や悟り、狂気などによって表現しているのであろうか。

女性たちの対面している社会の限界性、あるいは自分自身の限界性は何であろ

うか。さらに、それらの限界性を突破し、人間解放の可能性を求めていくこと

があるかどうか、といった問題を更に掘り下げて、追究してみたい。 

 

 

                                                 
25 西尾能仁『一葉・明治の新しい女－思想と文学』、有斐閣、1983.11、p.39-40 
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2.2 近代明治の社会制度と女性解放 

2.2.1 明治民法の家族制度と女性の地位 

日本近代の出発の時期・文明開化期、これを廃藩置県（一八七一年）から憲

法発布（一八八九年）までの時期とする。国家による家族把握の方式は基本的

には旧幕時代の延長であるが、長州藩の戸籍法に倣って早くも明治元年には京

都で「戸籍仕法」が行われている。一八七一年（明治四）公布の戸籍法は、江

戸時代の身分制の戸籍編成を廃棄して、居住地を基礎に家を単位として全国民

を掌握せんとするものであったが、それはまた家の秩序の規制でもあった。戸

籍書式は戸主を筆頭人としその親族も家族とみなし、尊属・直系・男性を上位

に卑属・傍系・女性を下位とする序列を強制するものである。1 

一八八九（明治二十二）年二月の憲法発布、衆議院議員選挙法の公布、翌年

五月の府県制・郡制の公布、七月の第一回衆議院議員選挙、十一月の第一議会

開会と法的制度的整備が進み、日本は着々と近代国家へ道を歩んでいた。しか

し、日本が法的・制度的に整備されていく過程は、女性にとってはその権利や

地位に厳しい制限が加えられていく過程であった。法律は女性とは無関係のと

ころで制定されたから、女性の権利は女性であることを理由として認められな

かったのである。衆議院議員選挙法でも市制・町村制でも女性の参政権を一律

に否定し、集会及政社法（明治二十三年公布）は女性すべてに政治活動を否定

した。 

一八九〇年十月に公布された民法（旧民法）は一八九三（明治二十六）年か

ら施行されることになっていた。しかし、天皇制国家体制の確立をめざす側か

ら第一議会開会直前に教育勅語が煥発されたように、平等な権利義務関係が身

分法に影響を及ぼすことを恐れて施行延期論が出され、第三議会で施行延期法

が可決された。それゆえ旧民法の施行延期後改めて制定された明治民法（明治

三十一年施行）の身分法は、「淳風美俗」の名のもとに家族関係における男尊

女卑を規定したものとなった。同時にそれは戸主権・家督相続・男尊女卑を中

心とする「家」制度を、民間で行われている慣行としてではなく、強制力を持

                                                 
1 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.4-7 
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った法規範として観念的に存在させたことを意味する。2 

「家」の統率者として戸主をおき、その戸主に家族の居所指定権や、婚姻や

養子縁組の同意権を与え、戸主の居所指定に従わなかったり同意なしで婚姻等

を行う家族を離籍することができた。3また妻は婚姻によって夫の家に入るこ

ととされたから、女戸主を除けば婚姻によって夫の姓を名乗ることとなった。

さらに、夫は妻の財産を管理すると定められたから、女性は結婚によって無能

力者と見なされ、妻は夫の同意なしに契約を結ぶことができない。重婚は夫・

妻ともに禁じられていたけれども、妻の姦通はそれだけで離婚原因になったの

に対し、夫の姦淫は姦淫罪によって有罪になってはじめて離婚原因とすること

が認められる。七〇年の新律綱領から八二年の刑法にあっても妻の姦通は罰せ

られたが夫のそれは問われなかったのであり、妻を殺傷した夫の罪は一般の殺

傷罪よりも軽く夫を殺傷した妻の罪は一般よりも重かったのである。また、夫

から離婚は妻の承諾なしに親族協議で届出ればよかったのに比べて妻から離

婚する場合には夫の同意が必要とされたのであって、実質的には協議の名によ

る夫の側からの一方的な離婚を合法化するもので、妻の申出による離婚裁判は

きわめて困難でったように思われる。妻は戸主たる夫により財産を管理される

ので、夫の死亡後は家督相続人たる長子が単独相続したから子供に扶養されね

ばならない。家督相続の順序には同親等の場合男を先にするという規定から、

女の嫡出子より男の庶子が優先されていた。 

妻の無能力的な位置づけは、すでに一八七〇（明治三）年に制定された明治

国家最初の刑法典「新律綱領」において妻妾を二等親と規定していたが、明治

六年八月の大政官指令では戸籍上でも妾を妻の次に記載することが公認され

た。民法の規定が事実上妾の存在つまり一夫多婦制を認めていたことを示して

いる。この妾の配偶者扱いは啓蒙思想家たちの激しい批判を浴びて八三年によ

                                                 
2 大木基子「明治の国家と女性」『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.199-200 
3 明治民法に規定された戸主権の具体的内容は次のようなものである。①家族の入籍・去家に

対する同意権、②家族の婚姻・養子縁組に対する同意権と、これに伴う離籍権・復籍拒絶権、

③養親死亡後、養子の離縁に対する同意権、④家族の居所指定権と、これに伴う離籍権、⑤家

族の瑕疵ある婚姻・養子縁組の取消権、⑥家族の禁治産・準禁治産の宣告・取消の請求権、⑦

家族の後見人・保証人となる権利義務、⑧親族会に関する権利、などがそうであるが、これら

の中でとくに①、②、④などが重要な明治民法の戸主権の内容とされている。（鎌田浩「家父

長制の理論」『家と家父長制』、早稲田大学出版部、2003.7、p.26） 
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うやく廃止され、4法律上は一夫一婦制となるが、妻の無能力者的な規定はず

っと引き継がれていった。だが、明治政府の狙いは妾の地位を高めることその

ものにあったのではない。そうではなくて、生殖機械5としての女性を効率よ

く利用することで「家」の継続を保障し、国家の基礎を強化することが問題だ

ったのである。また、親権についてみれば、原則として父が親権者であり、母

は父が親権を行使できない場合にかぎって親権者となることができた。その場

合でも、この財産管理や財産関係の法律行為の代理として行使するさにには親

族会の同意が必要であった。それというのも母はふつう他家から入った人間だ

からである。6 

このように明治民法が規定する女性の地位をみてみると、男性の絶対優位の

秩序、ことに妻の位置の無力、さらに母としても子の後見における差別など、

文明開化期における戸籍法・民法・刑法などの規定は、家父長的家族秩序のも

とに女性を無権利状態におき差別した点で、一貫していた。7幕藩体制化での

武士の「家」ほど峻厳な実態のあるものではなく多分に観念的な「家」であっ

たけれども、「家」を存続させることが最優先されたために、女性はときには

他家から入ったものとして退けられ、ときには夫の家に入ったのだからと夫の

尊属に仕えることが強要され、ときには「家」の一体性を守るとして自分の財

産管理も子に対する親権も認められず、ときには妾の存在すら耐え忍ばねばな

らなかったのである。そして「家」の存続のためにすべてを犠牲にしえた女性

が婦女の鑑として讃えられた。8 

明治民法に続いて明治三七、八年の日露戦争後あたりから急速にナショナリ

ズムの高揚がみられる。家族国家思想はより強化され、戦後の反動不況と社会

                                                 
4 「文明開化」を謳歌した明治初期には、一人の男性が妻と妾という複数の女性を抱え込む「蓄

妾制」が蔓延っていた。そのような状況を正し、欧米並みの婚姻制度を整備することは、開明

派知識人たちにとって緊急の課題だったのであるという。（加藤秀一『〈恋愛結婚〉は何をもた

らしたか－性道徳と優生思想の百年間』、筑摩書房、2004.8、p.63） 
5 妾とはいかにも男の性欲処理のための道具のようだが、それは事柄の半面にすぎない。たし

かに一方の極には純然たる性を売る「売女」としての昨日があったが、他方で上層武士階級に

とって妾とは「家」を維持するためのいわば「生殖装置」でもあった。意外なことに、こうし

た妾の両義的な位置づけは明治期に入って更に明確にされていくという。（加藤秀一『〈恋愛結

婚〉は何をもたらしたか－性道徳と優生思想の百年間』、筑摩書房、2004.8、p.63-65） 
6 大木基子「明治の国家と女性」『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.201-202 
7 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.7 
8 大木基子「明治の国家と女性」『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.202 
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不安を鎮静化するために、企業家族的主張もされるようになって、その後、太

平洋戦争における「八紘一宇」のスローガンに至るまで、日本中は、あらゆる

社会単位をすべて家に擬制し、其の中での人間関係を、近代法的な平等な権利

義務関係を基礎としてではなく、親分子分・兄弟分・目上目下、先輩後輩など

の権威と恭順の関係、あるいは礼とか和の精神の尊重といった家父長制的関係

の集積体としてとらえてきたのである。この意識は戦後四六年を経た現在でも

なお日本人の心理の根底に残っており、日本社会の構造的特殊性として国際的

にしばしば批判の的となっている。9 

一八七九年（明治十二）に学制が廃止されて教育令の公布となり、学制期の

啓蒙的教科書が追放されて天皇の名による「教学大旨」が「仁義忠孝」の教育

を強調、八〇年の改正教育令では修身教育の重視がうたわれ、官製の修身教科

書『小学修身訓』・『幼学綱要』などで儒教道徳の復活がはかられる。これは自

由民権運動の高揚に危機感を高めに政府の教育政策の転換であったが、女性に

は「和順」「貞操」が強調され、「モシ婦人ヲシテ其居室ノ生涯ヲ止メ、外出シ

テ他事ノ職務ニ入リタランニハ、人間社会ニ凶禍ヲ生ズベシ」（『小学修身訓』）

と女性を家に閉じ込める方向が露骨に主張された。「国家の根本は教育に在り、

教育の根本は女子教育に在り、女子教育の挙否は国家の安危に関係するを忘る

へからず、又女子を教育するには国家を思ふの精神をも養成すること極めて緊

要なりとす」（森有礼文部大臣・八七年）、国家意識に目覚めた良妻賢母の創出

こそが女子教育に期待されたのである。10 

一八八七（明治二十）年時の文部卿森有礼は「国家富強の根本は教育に在り、

教育の根本は女子教育に在り」（「一中国地方学事巡視に際しての説示」）と

述べて女子教育を重視する必要を説いた。そのさい彼は「国家を思ふの精神を

も養成すること」を付け加えるのを忘れなかった。つまり女性に対する中等教

育の必要は、女性の側からの男女平等要求をおしとどめるという文脈で考えら

れていたのである。それだけではない。女性自身の側から中等教育の場を設け

てほしいという要求が出る前に、国家の側が主導権を握ったのも、「人の良妻

となり人の賢母となり一家を整理し子弟を薫陶するに足る気質才能」の養成を

                                                 
9 鎌田浩「家父長制の理論」『家と家父長制』、早稲田大学出版部、2003.7、p.27 
10 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.9-11 
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その目的としたのも、この文脈ぬきには考えられない。そして森のこの発言が

高等女学校制度を方向づけるものとなる。 

一八九三（明治二十六）年、文部大臣に就任した井上毅は、女性に対する中

等教育の重要性を認識し、高等女学校の整備に尽力した。彼は「男女の生理的

差異をもとに、その役割の違いと固有の性能を固定化して強調する」という理

念に立ち、女学校教育の目的を「貞淑の徳」の涵養にあるとした。11そして、

多くの学科はその貞淑の徳にそうことを目的とし、知識技能は一家の経理・女

子の教育など、すべて女子の職分に適応せしめることとした。彼によれば、国

民は国家社会の隆盛に貢献するために男女均しく教育をうけるべきだが、その

内容については、助詞には女子の職分に応じた教育がなければならなかった。

彼はその著述の中で、男女は人間として生理的差異があり、したがって政治上

でも男女同権はありえない、そして男は外を治め女は内を治めるに適当な固有

の性能があり、「男は剛勇にして濶大高尚の徳を具へ、女は温和にして機敏精

緻」であるべきだと述べている。このように男女の生理的差異をもとに、その

役割の違いと固有の性能を固定化して強調する考え方は、近世の儒教的女性観

以来支配的な考え方であり、井上の女学校教育に対する構想はこの理念によっ

て貫かれた。12 

こうして高等女学校における教育が理念においても実際の内容においても

「良妻賢母」の育成にあるとされるようになった。女性に対してなされる中等

教育の目標が「良妻賢母」養成ということに限定された。このことは、女性が

抽象的人格としての国民としてだけでなく、家事・育児を通して国家に貢献す

る具体的国民としてとらえられたことを意味している。13したがって、女性の

生き方としては人の妻となり母となることがすべてである。そして、人の妻と

なり母となりには高等女学校程度で十分だとして専門的な上級学校への進学

を阻み―男性における中学校に相当しながら高等女学校と名付けられたこと

自体、それを物語る―自立を妨げた。さらに、「良妻賢母」14の意味するとこ

                                                 
11 大木基子「明治の国家と女性」『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.207-208 
12 永原和子「良妻賢母主義教育における「家」と職業」『日本女性史④近代』、東京大学出版

会、1982.5、p.152 
13 小山静子『良妻賢母という規範』勁草書房、1991.10、p.46 
14小山静子氏によると、単なる従順さだけが良妻の条件なのではなく、「男は仕事、女は家庭」

という近代的な性別役割分業観にのっとった上で、家事労働を充分に果たし、家政を管理する
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ろは、女性が夫に従属する良妻であり、子供を教育する賢母であるべき欧化思

想である。国家の政策を過程と云う私的レベルで貫徹し実現していく担い手で

あるから、家族からみての良き妻・賢い母も「良妻賢母」と一致しなかった。

15 

この教育理念は「家」の女ではなく職業を持つ女性や、従来儒教的家族倫理

とは無縁であった勤労民衆にまでおしおよぼされた。その一つは、当時の主要

な女性の職業であった女教師を養成する女子師範学校の教育であった。教育者

であり、職業人であれう女教師に対して、このように男性とは差別した教育が

行われ、社会的関心や知識よりは貞淑などの徳目を重視して良妻賢母的人間の

師表となることが要求された。この後、女教師は女性の職業人の先頭にあった

労働婦人の地位の向上に貢献する反面、良妻賢母主義の実践を通して、天皇制

と軍国主義へ女性を駆り立てる忠実なる尖兵の役を担うことになった。義務教

育において男女の特性に応じた教育16が行われたことは先にも見たところで

あるが、教育における国家統制の進んだ一九〇〇年代になるとこれが一層顕著

になった。こうした学校教育における男女役割分担論、女のつとめ論によって

農民など勤労民衆も、その生産的労働での男性の主たる仕事に対する女性の補

佐的仕事、女性の従属という関係が固定化されることとなった。17 

女性教育が急速に普及した一九〇〇年から二〇年にかけての時期は、同時に

日本資本主義が日露戦争と第一次世界大戦をはさんでめざましい発展を遂げ

                                                                                                                                            
ことができる女性が、良妻と観念されているのであるという。（小山静子『良妻賢母という規

範』勁草書房、1991.10、p.46）また、高群逸枝によると、良妻は妻を夫のベター・ハーフ（よ

り良き半分）とみるようになったヨーロッパの中世以後の所産であり、賢母もこれにともなっ

て登場するもの、つまり賢母とは女子の教育を夫と同体の立場で一手に引き受ける資格の持主

のことであるという。（高群逸枝『女性の歴史（下）』、講談社、1972.8、p.79-80） 
15 大木基子「明治の国家と女性」『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.209-210 
16 一九〇〇年の小学校令の改正では、「男女ノ特性」が強調され、さらに〇三年からはじまっ

た国定教科書では、終身の教科の中に「男のつとめ、女のつとめ」という課を設けて、このこ

とを次のように教えている。 
男は家の主人となって家業をつとめ、女は男を助けて家の世話をするものであります。男

のつとめと女のつとめはかよーに違いところがありますからその心がけも違わねばなり

ません。（中略）知識は男にも女にも大切でありますから、各々そのつとめを尽すために

必要な知識を磨かねばなりません。女を男より劣っているものだと思ふのは間違いであり

ます。 
国民は男女共に義務教育を終わるにあたって、男のつとめと女のつとめを順々と教えられたわ

けであるという。（永原和子「良妻賢母主義教育における「家」と職業」『日本女性史④近代』、

東京大学出版会、1982.5、p.157） 
17 永原和子「良妻賢母主義教育における「家」と職業」『日本女性史④近代』、東京大学出版

会、1982.5、p.156-158 
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た時期であり、女性の職業分野も広がっていたときである。しかし、またこの

時期、帝国主義段階に入った天皇制国家の支配の強化は、教育においても国家

意識、「家」観念の強調となってあらわれ、女子教育においても、女性の「家」

を守る任務が一層叫がれるようになった。このように、二十世紀初頭のこの時

期は、女は「家」を守るべしという教育と、これに対し女性の自立の途を求め

る動きがするどく対立しだしたときである。 

 

 

2.2.2 娼妓解放令と公娼制度 

一八七二年（明治五）、政府は大政官達で娼妓解放令を布達した。すでに六

九年に津田真道の女子売買禁止建白が出だれるなど開明官僚の一部にその動

きはあったが、清国人二三〇人を奴隷として拉致しようとしていたペルーの汽

船が横浜に入港したさい、逃亡した清国人の保護をめぐって国際的抗議がおこ

った「マリア・ルーズ号事件」18を直接の契機として公布されることになった。

日本政府の管轄で行われた裁判の過程でペルー側から人身売買が日本でも行

われているとして、遊女の年季証文を突きつけられた。日本政府は国際裁判で

あったことや外交交渉を考慮して、急遽人身売買禁止・年季奉公の制限を中身

とする娼妓解放令を出したのである。19しかし、この娼妓解放令は人身売買禁

止を中身とするものであって、売春そのものを否定したのではなかった。 

法律によって許可された売春婦のことを公娼といい、日本の公娼制度は豊臣

秀吉の京都万里小路通、徳川家康の葭原公許にはじまり、売春許可の遊女屋が

集合したのを集娼制度といった。江戸時代でも廃娼実施の藩がなかったわけで

はない。だが、いずれもその理由は、遊廓の地が無頼漢の集合所となることや、

                                                 
18 明治五年六月、ペールの汽船マリヤルーズ号が苦力二三〇名をのせて横浜へ入港した。そ

の苦力の一人が夜陰に乗じて脱出して、イギリスの軍艦アイアン・デユーク号に泳ぎ着き、自

分たちは奴隷使いされているから救って欲しいと嘆願した。事件はただちにわが国の官憲の手

に委ねられたので、神奈川県令大江卓が裁判長となり、奴隷売買は国際法違反であるとし、そ

の苦力を広東へ送還した。ところがペルー側はただちに抗議し、日本では悲惨な奴隷にも等し

い娼妓が売買されているではないかと指摘し、人身売買を公許しておきながら、中国の労働者

を勝手に解放するとは無事だとねじ込んだ。大江裁判長もこの議論には負けてしまい、芸妓・

娼妓・年季奉公人を解放すべきだとして政府へ建白した。こうしてついに明治五年十月、遊女

解放令が公布されることになった。（小野武雄『吉原と島原』、講談社、2002.8、p.23） 
19 脇田晴子・林玲子・永原和子『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8、p.194 
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藩の子弟が黴毒に犯されるからで、人権問題として廃娼されたわけではなかっ

た。20実に公娼制は、娼婦にすべての責任を転嫁しながら、その実は男性の性

的欲望の放恣を保証するところの体制として出発する。家父長的家族制度のも

とに女性を無能力者の位置に閉じ込めておくことが、一方では家の犠牲を一身

に背負った娼婦の供給を保証し、他方では対等な夫婦関係の未成熟に伴う男性

の性的欲望の不幸な放恣を生み出すという構造を生み出し、公娼制を支えるこ

とになる。公娼制は江戸時代よりもはるかに大規模に、階層を超えて全国民の

生活のなかに入っていき、女性蔑視の観念を拡大再生産していくのである。21 

また、遊廓の問題も政府の早くからの関心事であった。政府はすでに六八年

四月に横浜の吉原町に駆黴院を設置、七一年には各地に遊廓の新規開業を制限

し検黴実施を指導している。開港や維新動乱を契機に各地に遊廓が増加し、梅

毒を中心とする性病の蔓延が秩序の混乱を生むことの危機感からであり、また

治安対策の重要な一環としても意識されていたのである。七一年の駆黴院設置

の諭告では、人身売買と風俗紊乱と性病蔓延との三つの理由に遊廓の弊害を説

きながら、「然れども因襲の久しき断然之を廃せんも亦妨げあり」という理由

だけで遊廓の存在を認め、「黴毒疫除の方法」を強調した。そして娼妓解放令

後の次第に広がる鑑札制度は、文明の名による検黴制と「本人真意」を媒介に

してさらに厳格に国家によって管理されるところの公娼制を、公然と展開させ

ることになるのである。政府当局者たちは秩序の面からの関心は強かったが、

娼婦たち自身がもつ苦痛や恥辱については無関心だったのであり、むしろ政府

高官たちの遊廓への出入は公然と頻繁になされた。22 

娼妓解放令を経たあとの娼婦たちは、鑑札をもつ「本人真意」をたてまえと

した文明的存在であり、彼女達を縛る経済的暴力的な足枷はその文明の名のも

とに隠蔽される。司法省令第二二号のなかで、「娼妓芸妓ハ人身ハ権利ヲ失フ

者ニシテ牛馬ニ異ナラス、人ヨリ牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ。故ニ従来

同上ノ娼妓芸妓ヘ貸ス所ノ金銀並ニ売掛滞金等ハ一切債ルへカラサル事」とあ

る。つまり娼芸妓は人間として解放されたのではなかった。世間ではこの解放

                                                 
20 吉見周子「売娼の実態と廃娼運動」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.226 
21 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.11-13 
22 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.7-9 
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令を「牛馬切りほどき」と称した。23となれば「牛馬に異ならぬ」娼婦の境遇

を自ら求める彼女達は、人格的に畜生と同じだということになってしまうだろ

う。公娼制はこのように文明を装いながら、女性の人格と人権を抹殺したうえ

にたって展開していく。24 

政府の方針は、人身売買を禁止し、娼・芸妓を解放しても、遊廓を禁止する

つもりもなく、売春を悪いといっているのでもなかった。解放令の二日後には、

東京府知事大久保一翁は、各区長に布告の実施を命じているが、そのなかで本

人の希望があればいままで通り営業を続けることを認めている。遊女屋も貸座

敷と名を改め、自由意志によって営業したいという娼・芸妓に場所を貸すとい

う形になったのである。問題は身代金も前借金という名に変えられて、実質的

には従前通り存続したのであり、本人の自由意志とは全く無関係に、というよ

り、家父長権の強い社会では、名称は変っても実体は売られることに相違なか

った。公娼は、国家公認から地方官庁公認に変っただけのことである。かくし

て各府県ごとに、「遊女貸座敷渡世規則」「遊女渡世規則」「芸者渡世規則」な

どを定めていった。こうした実態は、むしろ、貸座敷業として復活することに

よって、旧に倍する盛況を呈することになるのである。25 

 

 

2.2.3 文明開化における女性解放思想 

廃藩置県後に本格的に登場した啓蒙思想家たちは、西洋近代思想の圧倒的影

響をうけそれを後光としながら、日本の文明開化、国民の教化をはかろうとし

た。天賦人権論をかかげて封建的不平等と奴隷の精神を批判し、国民に西洋近

代文明を身につけて合理的自立的に奮闘し国家独立に尽すことを訴えた。そし

て女性解放についても、天賦人権論にもとづいて儒教的な男尊女卑を批判し、

男女同等と女性教育の重要性を説いたのであった。 

 啓蒙思想家のなかでも福沢諭吉は男女同等論者の先駆としての名誉を持ち、

また死に至るまで“女性解放”を説き続けた点でも注目される。福沢はすでに一

                                                 
23 吉見周子「売娼の実態と廃娼運動」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.223 
24 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.9 
25 吉見周子「売娼の実態と廃娼運動」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.223-226 
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八七〇年（明治三）の「中津留別の書」において「人の自由独立」を説き、「人

倫の大本は夫婦なり」として人倫の大本を君臣・父子にみる儒教を批判し、「男

といひ女といひ、等しく天地間の一人にて軽重の別あるべき理なし」と断じ、

一夫多妻の悪習を非難しつつ父母の協力による子供の教育の重要性を力説し

た。さらに「かたわ娘」（七二年）ではお歯黒や眉そりを既婚女性の不合理な

因習として痛烈に揶揄し、「学問のすゝめ第八編」（七四年）では、「男も人な

り女も人なり。……其効能如何にも同様」と男女同等を主張するとともに、蓄

妾の習を「蓄類」同様の行為と攻撃した。福沢の議論が刺激となったといえよ

うか、一八七四年から七五年にかけて、「男女同権ノ論説世上ニ蜂起セリ」（『朝

野新聞』七四年二月）といわれたように新聞雑誌で初めて男女平等の是非が論

議されて、世論をわかせた。時あたかも自由民権論勃興の年である。 

森有礼は「妻妾論」を書き、「夫タル者ハ殆ト奴隷モチノ主人ニテ、其ノ妻

タル者ハ恰モ売身ノ奴隷ニ異ナラス」と封建時代の妻の地位を暴露・批判し、

蓄妾の弊害を説きつつ、「夫婦ノ間其ノ権利義務」の行わるべきを主張して「婚

姻律案」を提案した。また中村正直は「善良ナル母ヲ造ル説」で立派な国民を

造るには善き母が不可欠であり善き母を造るには女子教育が大切だと説き、津

田真道は「廃娼論」で「娼妓アル故ニ女子ヲ売買スル悪風アリ」と指摘し、「独

立ノ国体ヲ維持セン」がための廃娼を主張した。 

 啓蒙思想家たちの儒教的男尊女卑への批判と男女同等論は、それが日本の歴

史において初めて公然と論ぜられたものであり、何はともあれそれらは女性解

放の近代の第一歩であったことは否定できないのである。しかし彼らの論じた

男女同等論・女子教育論・一夫一婦論・廃娼論等の内容は、女性の政治・経済・

社会における自立的活動をすすめるものは一つもなく、基本的には開化政策の

もとでの女性の開化、つまりは文明的な良妻賢母の要請を求めるものなのであ

った。女性の役割は基本的に妻か母としてであり、一人前の人格を持った社会

人としてではなかった。 

 しかも啓蒙思想家たちの啓蒙の論理は、西洋文明を身につけて一身独立をは

かれというにあり、それは貴賎貧富の別なく要請されたのであった。しかし、

現実には貧民は無学文盲で西洋文明を身につける手立てを持ち得ないし、それ

ゆえ一身独立できない存在として蔑視・疎外される構造にあった。貧民と全く
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同じではないが女性にあっても、文明的な良妻賢母として西洋文明の教養を身

につけたとしても、その幸運な彼女達でさえも社会人として一身独立すること

を期待されたのではなかったし、そのための女子教育が主張されたわけでなか

った。すなわち、貧民は経済によって疎外され、女性は家の内に閉じこめられ

ることによって疎外され、文明社会における一人前の人間からはともに排除さ

れることになる。26 

自由民権運動の高揚とともに八〇年代に入ると女性自身が自らの解放を求

めて立ち上がり始める。岸田俊子（号湘煙）は、早くから、明治一五年四月一

日の大阪臨時政談演説会での初演説「婦女の道」において、既に、いわゆる三

従の教えに基づく〈婦徳〉を批判し、女が自立的に生きる発想を培うことので

きような新しい女子教育の重要性を訴え、翌年発行の『函入娘 婚姻之不完全』

（明一六・十）では、〈娘〉を窮屈で不自由な〈函〉に入れようとする〈父母〉

の教育のあり方を批判するとともに、封建的な結婚生活を甘受している女性た

ちに警鐘を鳴らしている。そして景山英子や富井於莵らは彼女の影響を受けて、

女流民権家として活動するようになるのである。27しかし、彼女は男尊女卑批

判は厳しかったが、女性の自立については観念的で具体的方策を提示しえず、

女性の社会的活動のイメージは展開しなかった。28 

民権運動の挫折後、改良主義的な女性の地位向上の主張が登場する。その代

表的な論客が八五年創刊の『女学雑誌』を主宰する巌本善治であった。巌本は

「平民的の基督教」をかかげ、政府の専制や貴族主義を批判すると共に民権家

たちの主張と実生活との矛盾をもつき、その政治主義を排して、日常生活のな

かにキリスト教の道徳を実践せしめて「欧米開化の良習」を植えつけようとし

た。福沢や森が性急に国家独立のために良妻賢母主義を唱えようとしたに対し

て、巌本の主張は平民的家庭そのものの実現をめざす良妻賢母主義である点に

大きな前進があったといえよう。しかし、また、民権論の中からは芽生えかけ

ていた女性の社会的運動の主張（参政権など）までも、「男は外、女は内」の

                                                 
26 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.14-20 
27 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.26 
28 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、
p.22-24） 
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分業論で抑えることになり、女性を一個の人間として自立することの問題を検

討しようとしなかった点に、彼の良妻賢母主義の大きな限界があった。 

これらに対して植木枝盛は、民権運動の挫折を糧として女性解放論を深めて

いった数少ない民権論者の一人であった。巌本が「男は外、女は内」を近代的

な分業論で合理化するにたいし、植木は福沢からうけついだ原子論的な社会観

を徹底させて男性も女性も独立した一個の人格とみなすところから出発する。

したがって彼は、第一に教育、第二に女権拡張、第三に職業進取、第四に社会

交際、第五に自尊自重の精神を「世の婦女達に勧む」（八六年）ことになるの

である。彼は良妻賢母主義を乗り越え、女子絵を常に可能性を潜在させた存在

であり社会的に活動すべき存在だとみる社会進出主義をかかげることにおい

て、この時期の女性解放論の頂点を示すこととなったのである。しかし、おそ

らく、こうした植木の解放論は彼の独身的生活と深く関係しているように思わ

れる。民衆女性にとって家事・育児の問題がどれほど大きな課題であるかとい

うことに、植木が全く無知であったことを物語るものでもあった。29 

つまり、文明開化期に出現した近代女性解放論は、良妻賢母主義と社会進出

主義の二つの方向をもったが、両者は互いに相手の問題を自己に組み込むこと

ができず、したがって女性解放の課題を全体的に捉えることができず、それぞ

れ分裂的に二つの方向が深められていくことになる。そして、それは、家父長

的秩序を解体した後の新たなる秩序構想の未成立とあらたなる秩序のための

生産力をも含めた社会的諸条件の検討の未成熟とに深く関わっている。それに

しても、文明開化的な良妻賢母主義や社会進出主義は、せいぜいが中産階級ま

でのものであって、圧倒的大部分を占める底辺民衆にとっては、この段階では

無縁のものであった。底辺民衆女性もそうした文明的女性解放論に触発される

部分もあったろうが、大部分にとっては縁のない、自分たちの存在を蔑視する

ところのものとして受け止めれられた。底辺民衆女性は、民衆宗教の教祖たち

に見られたように通俗道徳的な規範のもとに自己を律しつつ文明の威力から

自己を守り、そのバイタリティはしばしば家族内の実験を左右させるものとな

ったけれども、家族の危機にさいしては結局は家父長のもとにもっとも犠牲を

強いられる存在であることを甘受せざるをえなかったのである。文明的に管理

                                                 
29 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.25-29 
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される娼婦たちはその最大の犠牲者であった。30 

 

 

2.2.4 制度によって分けられている女性 

文明開化政策は西欧の進んだ文明を取り入れる男女同権論から出発された

が、男尊女卑の秩序を構想したのであった。このように政府は、国民を一定の

家父長的秩序のもとに家を規制していこうとした。女性には公民権が与えられ

ず、ことに妻は夫に隷属的な地位を強制され、財産権も夫の監視下で、未成年

者と同じ無能力者扱いをされたのである。このように新たに整備された法律や

制度によって女性の権利が認められず逆に男女差別が確立されていたのは、政

治的権利の側面だけでなく私生活を律する民法、特にその身分法において著し

かった。また、教育面では、学制期から一貫するところの政府の意図は、国家

に能動的自発的に奉仕する文明的国民の創出であり、その国民創出のための重

要な一助としての良妻賢母の養成を求めるものであった。こうした良妻賢母主

義は、すでにみた家父長的秩序における無能力者的な法的位置づけに基本的に

対応している。良妻賢母の能力においてのみ評価されるということは、家の内

に女性を閉じこめ、社会人としては無能力者とみなすことになるのである。 

一方、女性を社会的には無能力者と認定する政府が、娼婦に対して女性自身

の意向を重視した「本人真意」のゆえをもって娼婦の存在を認めたことが皮肉

である。性病蔓延による秩序の混乱、廃娼による混乱を恐れた政府は、「良妻

賢母が家秩序を維持するための存在として求められたように、娼婦は社会秩序

を維持するための存在として位置づけられ」31、政府によって管理さるべき存

在となったとみなされる。牟田和恵氏の言うように、新しい「近代的性道徳」

32に基づく廃娼運動が行ったことは、売買春が娼婦の人権を侵していることを

                                                 
30 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.39-40 
31 ひろたまさき「文明開化と女性解放論」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.9-11 
32 売娼が家庭の幸福と秩序を脅かすものであるとしたら、当然のこととして娼婦がその元凶

である。「終身泥中」にある「醜業の婦人」に「恥を知らしめ正に導かん」ことが廃娼運動の

なさねばならぬことであり、「女郎という商売ほど、苦しく、悲しく、恥しく又罪の深い仕事

が人間の世界に今一つとござりませんか」「女郎、酌婦などいう罪深い家業」「其不義なる商売

を廃め、真人間の途に御立帰りなされませ。」と、娼婦の境遇に同情しながらも、彼女達の犯

している罪に対しては容赦ない裁きがある。（牟田和恵『戦略としての家族―近代日本の国民

国家形成と女性』、新曜社、1996.7、p.133） 
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告発し、彼女達を救おうとする正義感と人道主義にあふれるものではあったけ

れども、しかし他面から見れば売買春を罪悪視しそれを行う女性にスティグマ

を負わせることであり、娼婦の存在を一般社会と真っ当な婦人たちから物理的

にも観念的にも厳しく隔離することだったのである。33 

また、明治初期から十年代にかけて、男女平等、一夫一婦制の確立といった

女性解放の先駆的言説を担ったのは、福沢諭吉、森有礼といった政府の要人や

学者達であった。啓蒙思想家たちの女性解放論は、其の後の女性解放の端緒を

提供するとともに、あらたな女性差別の論理をも用意したのである。一九八〇

年代の「性別役割分業」批判パラダイムは、主婦的状況が労働＝男／家事＝女

というようなジェンダー・イデオロギーによって構築されてきたものである。

しかし、主婦的状況を構築するためのもう一つの重要な要素として、聖母／娼

婦の分断を行う性道徳のイデオロギーが存在している。34したがって、聖母／

娼婦の分断をおこなう性道徳のイデオロギーは、性役割・性別分業イデオロギ

ーと接合されている。駒尺喜美氏によると、 

 

「通常、妻と娼婦は、対極のように考えられがちであるが、この両者は、

全く同じ根から出ている。女が娼婦と妻に分けられたのは、社会制度に

よって分けられているだけだということである。家制度の内部に生きる

妻は、もっぱら子供を生み、育児や家事をするものであると決められ、

そのために家庭という「私的領域」に囲い込まれることになった。正式

社会には入れられない家制度の外部に生きる娼婦は、男の性的欲望を充

たす物体であるとすれば、男の性的欲望を、全面的に充たす道具である。

つまり、妻が男の生の手段となっているのであり、娼婦が男の性の手段

となっているのである。妻と名付けようが、娼婦と名付けようが、男に

                                                 
33 牟田和恵『戦略としての家族―近代日本の国民国家形成と女性』、新曜社、1996.7、p.134 
34 ①売春婦を不道徳なものとすることで、多くの女達を聖母へと囲い込む。②聖母の美徳は

家庭的な愛情であるということで、女たちをケア労働に追いやる。③聖母の美徳は母性である

ということで、女達を母性イデオロギーに追いやる。④聖母の美徳は異性愛であるということ

で、女達を異性愛に追いやる。⑤異性愛の中に於いて、女達は無能力で無価値な存在であると

洗脳される。⑥聖母の美徳は慎みであるということで、女達からセクシュアリティにおける主

体性を奪う。そして、一人の主人＝男性とのみ関係を持つように縛る。（細谷実「リブの売春

論とセックス・ワーク論とをつなぐ―聖母／娼婦の分断への視角」『女性学 Vol.10』、日本女性

学会、2003.1、p.106） 
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支配されていること、物とみなされていることにおいて、本質的には何

程の差もない」35 

 

というのである。また、結婚を人生の最大目標とさせる女子教育の時代にお

いて、江種満子は次のように指摘している。 

 

「女性たちは妻の座を女の役割として目指し、それを固守して生きた。

そしてそれは、妻の座を脅かす女性の人権を、妻に対して対等と認めな

いことによって維持されたシステムであったことは、断るまでもない。

このことは、妻の座を反転させて芸娼妓の立場から妻の座を眺める場合

にも、事情は同じである。妻の座から排除されている彼女たちも、やは

り妻の座だけに女の正当な価値を認めるように教化されているゆえに、

一方で妻の座を羨望し、他方でそれを憎悪する。まさにこれがこの時代

の日本のジェンダーのからくりであえる。」36 

 

それに、牟田和恵は〈社会が妻の座を殊更に持ち上げるのは、女自らに夫と

子供の世話をする道具だと、気付かせたくないからである。たとえば「良妻賢

母」は、官製で、上からの押しつけとして行われた側面もあるが、むしろ女性

の地位を高めるためにも意図され、教育を受ける女性の側の熱意にもよって普

及したのだ〉と述べている。37このように妻であろうが、娼婦であろうが、い

ずれがいずれよりも高等だとはいい難いのである。また、一葉の実生活からみ

ると、江種満子氏は次のように述べている。 

 

「父の死、女戸長、婚約者からの一方的な婚約破棄、貧困と闘う中での

作家修業などの事情によって、結婚を断念した。また、結婚制度の裏側

を生きる芸娼妓や貧困層が暮らす吉原界隈や丸山福山町に身を置いて困

                                                 
35 駒尺喜美『魔女の論理』、不二出版、1984.6、p.25-26 
36 江種満子『わたしの身体、わたしの言葉 ジェンダーで読む日本近代文学』、翰林書房、

2004.10、p.92    
37 牟田和恵「家族・性と女性の両義性」『ジェンダーと女性』、早稲田大学出版部、2004.10、
p.106 
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窮生活をしのいだ時期もあった。その生活体験から、一葉の小説や日記

に現れているような、結婚する女性も結婚しない女性も売春をする芸娼

妓も、まずは女として等しい存在として眺める視座が開かれることにな

る。これは、結婚による近代家族を核として形成された明治日本の国家

体制―その体制を性の制度として暗黙のうちに巧妙に支えたジェンダ

ー・システムに対して、明らかにそのシステムの外部に立つ視座である。」

38 

 

さらに、菅聡子氏によると、〈『闇桜』以来、一葉は一貫して明治近代を生き

る女性たちの姿を描き続けてきた。家父長制度の内部にあって、母・妻・娘と

呼ばれる女性たち、また制度の外部で、性的欲望の対象としてのみその存在意

義を認められる女性たち。いずれの場合も、一葉の作品は、それらさまざまな

場所における女性たちの苦悩と抵抗を言語化してきた〉というのである。39し

かし、〈書くこと〉それ自体においてこそ性の枠組みがますます強化されると

き、女性作家としての自らは一体「女性」をどう語ればよいのだろうか。「女

性」作家という範疇を越え出ることはついに出来ないのだろうか。まだ検討す

る余地のあるところである。 

次の第一篇と第二篇では、樋口一葉の作品における家庭内に生きる少女と妻

と、家庭外に生きる娼婦の反抗表現を中心に探究しておきたい。女性が家内役

割・母役割に押し込められ、生きる場所の選択肢と可能性とを奪われてきた時

代において、彼女たちは時代とその制度に対してどのようにわたりあって自己

形成をしたのか、六つの作品分析を通して明らかにしたいと思う。さらに、第

三篇では、同時代の女流文学において、女性作家は女性の生を規制する社会の

枠組みに直面したとき、如何にして近代的女性の新たな生き方を模索していく

か、一葉作品と対照しながら、一葉文学の解放思想の位置づけを探究してみた

い。

                                                 
38 江種満子『わたしの身体、わたしの言葉 ジェンダーで読む日本近代文学』、翰林書房、

2004.10、p.89 
39 菅聡子「女性作家 樋口一葉」『樋口一葉集』、岩波書店、2001.10、p.557 



 

 41

3. 研究範囲及び方法 

一葉後期作品は、明治二七年から明治二九年にわたって、雑誌に掲載される

作品群で、共に十二部である。明治二七年から二八年までに雑誌『文学界』に

掲載される作品には、『花ごもり』（明 27.2）『やみ夜』（明 27.5）『大つごもり』

（明 27.12）があり、『たけくらべ』（明 28.1～明 29.1）は雑誌に断続して七回

にわたって連載されるが、一括掲載されたのは、『文芸倶楽部』（明 29.4）であ

り、一葉は改稿して掲載したのである。明治二八年に掲載される作品には、『た

けくらべ』をはじめ、『軒もる月』（『朝日新聞』明 28.4）、『ゆく雲』（『太陽』

明 28.5）、『うつせみ』（『読売新聞』明 28.8）があり、『にごりえ』（明 28.9）と

『十三夜』（明 28.12）は共に雑誌『文芸倶楽部』に掲載された作品である。明

治二九年に掲載される作品には、『この子』（『日本の家庭』明 29.1）、『わかれ

道』（『国民之友』明 29.1）、『裏紫』（『新文壇』明 29.2）、『われから』（『文芸倶

楽部』明 29.5）がある。1 

本研究は、塩田良平氏・和田芳恵氏・樋口悦氏によって編集された『樋口一

葉全集 第一巻』（筑摩書房、1974.3）、『樋口一葉全集 第二巻』（筑摩書房、

1974.9）の定稿の本文に即して考察を行いたいと考える。一葉後期作品を対象

として研究するが、研究課題と関わる家族問題や恋愛問題を取り扱う『やみ夜』

『たけくらべ』『軒もる月』『にごりえ』『十三夜』『われから』のテクストを中

心に考察したいと思う。従来の研究を踏まえた上で、一葉作品に一番取り扱わ

れる女性の社会的抑圧の問題と、ジェンダー的な女性的抵抗の意味合いを考察

するために、女性と家庭の外部に現れる制度との連帯、あるいはジェンダーの

意味において女性と男性との交渉に窺われる主体性の表現などに焦点を当て、

女性の抵抗意識、および女性が求めている自我の主体としての拠り所を探究し

ようと思う。方法論について、「幻想」という視点を通して、女性の反抗表現

を論じてみたい。日本の思想家である吉本隆明は、著書『共同幻想論』におい

て、人間が世界と関係する観念の在り方にある「共同幻想」（国家とか法とか

いうような問題）、「対幻想」（男女の関係の問題）、「自己幻想」（文学や芸術に

                                                 
1 「第一部 作品篇」『樋口一葉事典』（岩見照代・北田幸恵・関礼子・高田知波・山田有策編、

おうふう、1996.11）を参照のこと。p.12-79 
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おいて示される個的幻想）といった三つの幻想領域を提起した。2幻想領域で

ある「共同幻想」と「対幻想」と「自己幻想」はどういうような観念意識なの

だろうか。吉本隆明は『共同幻想論』の序で以下のように定義している。 

 

「自己幻想、あるいは個体の幻想でもいいですけれども、自己幻想とい

う軸を設定すればいい。芸術理論、文学理論、文学分野というものはみ

んなそういうところにいく。（略）共同幻想も人間がこの世界でとりうる

態度が作り出した観念の形態である。〈種族の父〉（Stamm-vater）も〈種

族の母〉（Stamm-mutter）も〈トーテム〉も、単なる〈習俗〉や〈神話〉

も、〈宗教〉もや〈法〉や〈国家〉と同じように共同幻想のある表れ方で

あるということができよう。人間はしばしば自分の存在を圧殺するため

に、圧殺されることを知りながら、どうすることもできない必然に促さ

れてさまざまな負担を作り出すことができる存在である。共同幻想もま

たこの種の負担のひとつである。だから人間にとって共同幻想は個体の

幻想と逆立する構造をもっている。そして共同幻想のうち男性また女性

としての人間が生み出す幻想をここではとくに対幻想とよぶことにし

た。」3 

 

つまり、共同幻想は、個体としての人間の心的な世界とそれが作り出した観

念世界、すなわち、共同性としてこの世界と関係する観念のあり方のことを意

味している。たとえば、政治、法律、国家、宗教、イデオロギーなどの共同観

念である。また、対幻想は「家族の本質」4であり、社会の共同幻想とも個人

の持つ幻想とも違って、いつも異性の意識でしか存在し得ない幻想性の領域を

さすという意味である。たとえば、男女、夫婦、親子、兄弟姉妹といったよう

な一対一の関係となる対幻想である。また、それらの相関係といえば、上野千

                                                 
2 吉本隆明『共同幻想論』、角川書店、1982.1、p.25 
3 吉本隆明『共同幻想論』、角川書店、1982.1、p.25-37 
4 吉本氏は〈家族〉の本質と対幻想の関係について、次のように述べている。「〈対なる幻想〉

が生み出されたことは、人間の〈性〉を、社会の共同性と個人性のはざまに投げ出す咲くよう

を及ぼした。そのために人間は〈性〉としては男か女であるのに、夫婦とか、親子とか、兄弟

姉妹とか、親族とか呼ばれる系列のなかに置かれることになった。言いかえれば〈家族〉が生

み出されたのである。だから〈家族〉は、時代によってどんな形態上の変化をこうむり、地域

や種族でどんな異なった関係におかれても、人間の〈対なる幻想〉にもとづく関係だという点

では共通している」。（吉本隆明『共同幻想論』、角川書店、1982.1、p.182） 
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鶴子氏は、次のように説明している。 

 

「自己幻想・共同幻想・対幻想のそれぞれが「幻想」であるのは、そ

れがただ意識のあり方にすぎないからである。自己幻想とは、「それ以上

分割できない」個人、つまり身体という境位に同一化した意識の謂にほ

かならない。しかし意識は、身体のレベルをこえて同一化の対象を拡張

することができる。たとえば「妻子のため」に外で「七人の敵」と闘う

男は、家族に自己同一化している。「天皇陛下万歳」と呼んで死ぬ兵士は、

自己同一化の対象をオクニのレベルにまで拡大している。この種の自己

拡張は、自己幻想の同心円的拡大によっている。同一化対象のマキシマ

ムは宇宙との自己同一化だが、その時「宇宙の中にわたしがいる」と言

っても「わたしの中に宇宙が孕まれている」と言っても同じであろう。」

5 

 

そうすれば、自己幻想と共同幻想の関係は逆立するが、しばしば家族や国家

に自己同一化して、共同幻想の範疇に吸収され、内包される。共同中心的なも

のだから、一方から他方へと横すべりしてしまうのである。その家族に自己同

一化している自己幻想の拡大は、秋山さと子氏が提起される「家族幻想」6と

                                                 
5 上野千鶴子氏は、自己幻想と共同幻想の関係は共中心的なものであり、対幻想は楕円のよう

に複中心化して安定すると指摘している。その模式は図 1のように示している。自己幻想・共

同幻想・対幻想の関係を図 2 のように示している。（上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、

1986.11、p.3-6） 

    
（図 1）                   （図 2） 

6 秋山さと子氏は、個人と家族という集団全体の関係に生み出された「家族幻想」という観念

を提起した。氏は次のように指摘した。〈家族という最小の集団の中では、対人関係としても

っとも接している時間が長いだけに、ナマの自分がそのまま出やすいといえます。それと同時

に、お互いが抱いている幻想をそれぞれ相手に投影しやすいのです。そして時には、家族のみ

んながそれぞれの幻想の中だけで生活しているといったことにもなりかねません。それだけに、

家族の中での幻想と現実の区別をきちんと、自分なりに弁えていかないといけないともいえる

のです。〉（秋山さと子『「家族」という名の幻想』、双葉社、1998.5、p.54）〈家族とは、人間に

とって最も根源的な幻想であって、しかも同時に現実でもあるのです。そこで幻想と現実を行
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いう概念で捉えることができよう。吉本隆明氏によると、対幻想の関係によっ

て家族が生み出されたのであるが、家族は共同幻想に内在させていると、対幻

想の異質性を抜け落ち、他者性を介在させない「家族幻想」という共同体の幻

想となり、自己幻想の同型的拡張であると考えられる。また、対幻想は、同型

的自己拡張と異なって、異質な他者と同一化しようとする「自己意識の変容」

7が介在される。変容した自己幻想である対幻想は、「一対一」という排他性を

もち、共同幻想と拮抗しているが、〈人は、対幻想と共同幻想というべつべつ

の世界をふたつながら持つことができる。だが人は、両者の間を往復するだけ

であって、ふたつを調和させているわけではない〉というのである。8吉本隆

明氏の指摘されている〈家族〉は一対の男女の〈対なる幻想〉による生み出さ

れたものであり、近代の核家族9を成り立たせた核家族幻想である。青木透氏

は、その〈対幻想〉を対なる関係性
、、、

として捉えている。〈家族〉という関係性

を〈対幻想〉の概念に含むことがあるとすれば、それは一対の男女による関係

性の結果としてであり、〈対幻想〉とは、〈恋愛〉を通した関係性のことである

と読み替えている。10したがって、〈恋愛〉というの関係性には、ある特定の

相手を恋しいと想う感情によって生み出された「恋愛幻想」を〈対なる幻想〉

の概念として捉えることができる。 

本研究は女性の社会的抑圧の問題を検討するために、幻想論の観念を視点と

して取り入れて、家族関係から成立した「家族幻想」（共同幻想）と、恋愛を

通した関係性から成立した「恋愛幻想」（対幻想）という観点に基づいて考え

ていきたい。女性の主体性への追求は、如何なる形で表現されているか、そし

                                                                                                                                            
ったりきたりしながら、幻想と現実、人間の心の中の世界と外の世界、自己と他人といった、

人間の基本を学んでいくのです。〉（同書、p.245） 
7 上野千鶴子氏によると、〈対幻想の中では、自己幻想は構造的な変容をとげている。自己幻

想から対幻想への過程は、したがって不可逆であり、こうやって一度構造変容した自己幻想は、

共同幻想からの取り込みに強い抵抗力を示す〉という。（上野千鶴子『女という快楽』、勁草書

房、1986.11、p.6） 
8 上野千鶴子氏は、〈対幻想は共同幻想と拮抗し、無限に遠ざかろうとする。もっと卑近な言

い方をすれば、政治と性は両立しないということだ。古代人たちは、政治と性の両立性をよく

知っていた〉と指摘している。（上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、1986.11、p.4） 
9 水田宗子氏によると、〈近代の核家族は、自立した個人である男と女が対等な性的対関係を

結ぶ場であり、生命の再生産と労働力の再生産を通して社会の構成員という役割につながる場

でもある。個人としての自我の充足を、対関係と共同体への参加の中に求める近代思想を支え

たのが、恋愛という思想であり、その実現が核家族であった。核家族は、個人幻想・対幻想・

共同幻想という近代人の幻想をすべて内に取り込んで、恋愛―結婚―家族―社会―国家という

連環で成り立ち、意識的にも制度的にも機能した〉という。（水田宗子「まえがき」『フェミニ

ズムの彼方 女性表現の深層』、講談社、1991.3、p.2-3） 
10 青木透『恋愛幻想論』、芸文社、1993.8、p.16-19 
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て、自我のアイデンティティが「家族幻想」と「恋愛幻想」の両者の間に拮抗

し、動揺しつつあるのかという問題を中心に探究しようと思う。一葉の後期作

品における家庭内にいきる少女（『やみ夜』・『たけくらべ』）や人妻（『軒もる

月』・『十三夜』・『われから』）、あるいは家庭外に生きる娼婦（『にごりえ』）と

差異化される生に即して、家族幻想によって支えられる〈個〉と相対化される

〈他者〉という一対一の関係（恋人などもその範疇に入れられる）を中心とし

て分析し、そこから現れる自意識と行為表現を考察してみたいと思う。また、

作品論からさらに作家論へ進んで、作者の言説あるいは作品内部で垣間見せる

同時代言説との絡み合いにも及んで、触れていきたい。 

なお、第二篇において、まず、明治時代の社会制度という時代背景から作品

中の女性たちの引き受けた抑圧の中身を検討する。それぞれの作品の中で、女

性の社会的地位、すなわち身分や職業から招かれた封建道徳及び家父長制の不

条理や、近代日本の職業に対する性的差異を論じ、場面ごとにおいて、相対化

された人物たちの視点に注目しながら、テキスト内の言葉、会話の意味を分析

する。それによって、女性の家父長的社会に対する抵抗意識を明らかにする。

さらに、女性の社会的抑圧から生じた抵抗意識と現実の制約との齟齬の実態を

解明し、女性自身の生によせる抵抗及び家父長社会に対する拒否意識と批判を

一葉作品の一つの典型として意味づけていきたい。 

次に、男性社会からはめ込まれた役割、あるいはその境遇の悪さといった現

実条件のせいで、それぞれの作品の中で、少女、人妻、娼婦の身分として生き

ていこうとする女性たちが、恋愛、結婚に対してそれぞれ不自由な思いをさせ

られる諸像を取り上げる。又、そのゆえに、幻想の領域へ逃走し、必死の思い

で性的他者を求めていく姿を捉えてみる。続いて、男女の相対化された視点に

基づいて、それぞれの会話や言説を分析し、性的他者へ抱く対幻想の内面に秘

められた男性性、女性性の意味を検討する。 

第三篇において、明治時代の女性解放思想の歩みという視点から捉え、作品

内部の女性たちの反抗表現を評価してみる。そして、それぞれの作品に見られ

る社会との対決という意味で家族幻想に生きる女性たちの内なる「涙の後の女

子心」、そして女の主体性と拮抗する家族の宿命といった生の桎梏、又は、女

性の既成概念である「女らしさ」から身体で表現される女性の解放の意味合い

を、六つの作品を考察することによって、まとめた上で論じてみたい。また、
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一葉の日記や同時代女流文学の作品と対照しながら、一葉文学の解放思想を明

らかにしていきたい。
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Ⅱ 本論 

第一篇 家庭内に生きる少女と妻の反抗表現 

第一章 『やみ夜』における〈父の娘〉の復讐 

1.1 はじめに 

『やみ夜』は、明治二十七年七・九・十一月の『文学界』（第一九、二一、二

三号）に分載され、表題「暗夜」目次「闇夜」である。翌年、『文芸倶楽部』

臨時増刊閨秀小説（明治二十八年十二月）第十二編に一括再掲された。『文芸

倶楽部』に再掲載するにあたって「暗夜」から「やみ夜」という題名に改めら

れた。〈作中の「月にも暗にもをかしきは夏の夜」は、いうまでもなく『枕草

子』を踏まえた措辞だが、同時に『やみ夜』の「闇」は、不正・悪の横行する

暗黒の世という対社会認識と、一葉自身の下降・不遇意識を象徴する言葉でも

ある〉と解釈されている。1 

『やみ夜』（明 27.7）のドラマが生起する深い闇は文明開化の明るさの反世

界として対置させられている。主人公が不条理な社会への反感と、恋人に対す

る怨恨から、テロリストを志向してゆくというモチーフを扱った小説である。

お蘭という二十五歳の独身の女性が、荒れ果てた広い松川屋敷に佐助夫婦の主

従三人と暮らしている。お蘭の父は、汚名をきせられ、奥庭の池に身を投げ、

自殺した。ある夜、門前で衆議院議員波崎漂の車にはねられ負傷した高木直次

郎がお蘭、佐助夫婦によって救われた。肉親をすべて失った彼は、お蘭の境遇

に共感した。お蘭は彼に自分と父を見捨てた許婚者の波崎議員に復讐してくれ

るよう頼む。暗殺をした後、直次郎の姿が消えた。波崎は襲撃されるが、軽傷

を負っただけであった。松川屋敷は人手に渡り、お蘭主従の行方は知れない。

2 

いわば、『やみ夜』は荒廃した邸に住む年若い美女が、不条理な社会への反

感と、自分を弄ぶかつての恋人波崎漂に対する怨恨から、テロリストを志向し

てゆくというモチーフをもった小説である。関良一氏が「一葉文学の発想」で

                                                 
1 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.35 
2 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.35 
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提示した〈『やみ夜』はやはり政商の世界の「腐敗」に対する批判・抗議を重

要なモティーフとした「社会小説」であり、『にごりえ』はもとより、『たけく

らべ』『十三夜』などにさえも文明批評的、社会小説的なモティーフを発見す

ることがけっして不可能ではないからである〉3と評価して以来、『やみ夜』は

一葉文学の転機を示す作として認識されるようになっていた。森山重雄氏によ

ると、語り手はこのお蘭の心の変貌を「おそろしきは涙の後の女子心」と評し

ているが、一種の「悪魔的エゴイズム」を感じさせるものがあり、斎藤緑雨が

この作品を証拠として、一葉文学の本質を「泣きての後の冷笑」と評したこと

は有名であるというのである。4 

『やみ夜』が「社会小説」としての評価を得てから、作家一葉の社会意識を

そこに読み取ろうとする試みがなされてきた。「政治社会の頽廃」に対する一

葉の「痛烈な抗議」や、「反官、反体制の立場」5といった、いわゆる上流階級

や資本主義に対する異論申し立てであるという指摘がこれまでされてきてい

る。近年では、作品に見られる批判の対象を〈政治社会及び上流階級の欺瞞と

頽廃〉から〈家父長制による女性に対する抑圧〉へとスライドさせる読解も目

立つが、いずれにせよ、世のあり方への違和・抗議という理解は、現在に至る

までの『やみ夜』論の道筋を作ることになったと提示されている。6北田幸恵

氏によると、〈お蘭が「女夜叉」という「魔女」であるのは、波崎が主宰する

家父長制の物語の中に与えられた性役割に満足せず、自分の物語の主人公とな

ろうとするからであり、自我に生きようとするからである。他の初期作品の多

くのヒロインと違って、お蘭は、家父長制の異端者・破壊者として、自我を抑

圧する制度と対立しはじめる〉というのである。7しかし、はたしてお蘭は「家

父長制の異端者・破壊者」であろうか、家父長制度からの越境という視点から

読み取ってしまっては妥当なものだろうか。ここで、波崎暗殺を依頼したお蘭

の内面（不条理な社会への反感と、恋人波崎漂に対する怨恨）に焦点を当てて、

                                                 
3 関良一「一葉文学の発想」『樋口一葉〈群像日本の作家 3〉』、小学館、1992.3、p.23 
4 森山重雄「一葉の『やみ夜』と相馬事件」『日本文学』20巻 4号、1971.4、p.54 
5 橋本のぞみ「『やみ夜』論―傀儡の他者性」『国文目白』37巻、1998.2、p.94 
6 峯村至津子「〈烈女幻想〉の揺らぎ―樋口一葉『やみ夜』再考」『国語国文』76巻 5 号、2007.5、
p.1 
7 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.85-86 
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そこに潜んだ反抗意識を検証したい。 

 

 

1.2 閉ざされた家の闇 

父親が亡くなった後、お蘭は「背負ひあまる負債もあり、あはれ此處なる邸

も他人の所有」と、家没落の経緯を負い、主従三人が屋敷にこもり住む。冒頭

の語りからみると、松川屋敷は「取まはしたる邸の廣さは幾ばく坪とか聞こえ

て、閉ぢたるまゝの大門はいつぞやの暴風雨をそのまゝ今にも覆へらん様あや

ふく、（略）訪ふ人もなく、哀れに淋しき主従三人は都ながらの山住居にも似

たるべし」（一・p.312）という俗世間と交わりを持たない、閉ざされた空間と

して設定される。「底知らずの古池」は、さらに松川屋敷から切断された時空

であるというイメージを植え付けられている。8古池のトポロジィについて、

前田愛氏は、「松川屋敷の古池は、グロテスクな風景のすべてが収斂する中心

なのである。松川屋敷に立ち込める無気味な死の雰囲気が、ひときわ濃縮され

て淀んでいる所が、この『底知らずの池』の漏斗である」と指摘した。9それ

に対し、北田幸恵氏は、実は池は「グロテスクな風景のすべてが収斂する中心」

であるばかりでなく、「静かに眠る処」「住よかるべし」という〈彼岸〉への入

り口として設定されていると述べた。10しかし、はたして松川屋敷は死のトポ

スとして設定されるのであろうか。次の描写から考えてみよう。 

 

「さしも廣かる邸内を手入れの届かねば木はいや茂りに茂りて、折し

もあれ夏草處得がほにひろがれば、忘れ草しのぶ草それ等は論なし、刈

るも物うき雑草のしげみをたどりて裏手にめぐれば幾抱への松が枝大蛇

の水にのぞめる如くうねりて、下枝はぬるゝ古池の深さ幾ばくぞ、昔し

は東屋のたてりし處とて、小高き所の今も餘波は見ゆめれど、まやの餘

                                                 
8 藤井信乃「一葉ノート（二）―「やみ夜」について」『星美学園短期大学研究論叢』34巻、

2002.3、p.68 
9 前田愛「一葉の転機―『暗夜』の意味するもの―」『樋口一葉の世界』、筑摩書房、1989.9、
p.159 
10 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.81 
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りも浅ましくあれて、秋風ふかねど入日かげろふ夕ぐれなどは獨りたつ

まじき怪の心さへ呼おこすべく」（五・p.324） 

 

考えてみると、廃園風景の不気味な雰囲気は、まず「閉じたるまゝ」空間、

月なく闇の色深く陰暦五月二十八日という時間、人気なく雑草の茂みに生えて

いる荒廃の邸内といった設定に重ねられている。次に、古池はお蘭の父親が自

ら命を絶った場所である。山師の醜名を背負ったまま、死の真相を明らかにせ

ず、謎に包まれた底のない池でもある。つまり、松川屋敷のトポスは、「死の

世界」「反世界」「反社会性」「異界」「境界性」11というだけでは片付けられな

いのである。松川屋敷は社会と対立するトポスや死のトポスに位置づけられな

く、社会から捨てられ、冷やかされたところであり、世間の冷たさ、真実に対

面できない醜悪さを示している。いわば、世間の闇を象徴しているトポスであ

る。したがって、松川屋敷の不気味さ、恐ろしさは世間の闇に由来しているの

である。荒廃、零落、闇、死、謎といったイメージによって表象される。俗世

間との接点が途絶えた、社会から隔離された静止の空間に封じられ、死の真相

は誰にも知らず、深い闇に包まれた光のない暗い世界であり、「浮世に遠ざか

るやうな」孤絶の世界である。ひいては、「哀しさ」「淋しさ」「恐ろしさ」と

いった雰囲気に重ねられ、頽廃、絶望意識というような主人公お蘭の心の闇も

窺われる。それで、外部の闇から内部の闇まで捉えられる遠近法を通して、『や

み夜』の統一的な「暗さ」という基調を形成していく。 

「怕き處のやうに人思ひぬ」（一・p.312）松川屋敷の奥の一室にヒロインお

蘭の姿を現す。松川屋敷という閉じたままの空間の中で人物像も俗世間から逸

脱する女として造型されている。お蘭の風貌を「観音さま」よりも「淋しく」

「美し」いと評価する言辞へと収束し、〈世の定型から逸脱した姿〉を示しつ

つ、ヒロインの美を〈超俗的〉というイメージで捉えさせる。12もっと注目す

                                                 
11 松川屋敷の闇と死の世界は、文明開化へのパラドックスであり、「才子の君、利口の君万々

歳」の明治社会総体に突きつけられた陰鬱な反世界でなければならなかった。（前田愛「一葉

の転機―『暗夜』の意味するもの―」『樋口一葉の世界』、筑摩書房、1989.9、p.162）屋敷は、

お蘭が統べる闇と死のトポスとして設定され、その隔離と闇と死は、場の反社会性、境界性を

表象する。（藤井信乃「一葉ノート（二）―『やみ夜』について―」『星美学園短期大学研究論

叢』34巻、2002.3、p.69） 
12 峯村至津子「〈烈女幻想〉の揺らぎ―樋口一葉『やみ夜』再考」『国語国文』76巻 5号、2007.5、
p.3 
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べきなのは、お蘭の「深く思ひいりたる眼」、「折折にさゞ波うつ柳眉」、「愁ひ」

（一・p.313）を含んだ表情である。その表情は彼女の心の闇を表す表象とも

いえる。 

お蘭の父親が古池へ投身自殺したのは、波崎漂の裏切りによるのである。波

崎は、「衆議院に美男の聞えある年少議員」であるし、お蘭の婚約者、恋人で

もある。八年前、波崎とお蘭の父、松川が「世にある頃は水魚の交り」であっ

た。波崎の地位と「今日の財産も半は」松川の助力によったものであるという。

だが、波崎が「外国あるき」の間に、松川は波崎に選挙で起こった「沙汰」の

責任を負ったが、実は、波崎こそは張本人でありながら、手先の松川に罪を負

わせた。松川の死後、もちろんお蘭との婚約も破棄した。父の無惨な死と波崎

の裏切りは、お蘭に世間に対する憤慨させ、人間嫌いの感情をもたらせる。 

 

「流石に天道是非無差別といひがたけれど、口に正義の髭つき立派な

る方様のうちに恐ろしや實の罪はありける物を、手先に使はれける父が

身はあはれ露拂ひなる先供なりけり、毒味の膳に當てられて一人犠牲に

のぼりたればこそ残る人々の枕高く、春のよの夢花をも見るなれ、さて

は恩ある忘れがたみに切めては露の情もあるべきを、あれゆく門に馬車

あとたえて行かば恐ろし世上の口と、きたなき物は人心ならずや」（七・

p.328-329） 

 

以上の引用文からみると、お蘭はすでに善悪是非無差別となった世態を批評

し、あるいは抗議していることが窺える。即ち、塚本章子氏の言うように、『や

み夜』には、倫理観が崩壊し、利益に目が眩み、不公正が横行するようになっ

た世に対する憤りが込められているのである。13従来の読解は、政治社会の頽

廃に対する一葉の痛烈な抗議として捉えられてしまいがちだが、「世情への批

判、抗議」というだけで片付けられないような面を有していると考えられる。

つまり、注意しておくべきなのは、「きたなき物は人心ならず」という男の醜

悪な心を憎んでいるお蘭の怨念である。お蘭の父が山師の汚名を着たけれども、

                                                 
13 塚本章子「樋口一葉『暗夜』論－交錯する「闇」の諸相」『近代文学試論』37号、1999.12、
p.8 
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昔、父から恩を受けた波崎と官僚たちはその恩を忘れて、父の醜名をすすぐ人

が一人もいない。「訪ふ人もなく」、「あれゆく門に馬車あとたえて行かば恐ろ

し世上の口」と知らぬ顔をして、誰でも事件と関わりたくない。遂に「醜名な

がく止まる奥庭の古池に、あとは言ふまじ恐ろしやと雨夜の雑談」（一・p.312）

になってしまった。 

父親の死後、周りの冷たい仕打ちを見据えているお蘭の心は、「悲しさ怕さ

口惜しさ」（七・p.329）に染み込まれている。そして、波崎の裏切りに対し、

お蘭は「誰が為守る操の色ぞ」「憎くき男心におめおめと秋の色ひとり見て」

（七・p.330）という口惜しい感情を持ち、「甲斐なき捨てられ物」に過ぎない

と認めて憤慨した。杉藤美穂氏によると、〈結婚をすることで「女性」として

の使命は果たされる。しかし、当時の女性の適齢期は一七、八歳であり、二五

歳のお蘭は婚期を逃してしまったといえる。妻や母にならない生き方は一般に

異端者として扱われた。当時の風潮の中で、お蘭が肩身の狭い思いをしていた

ことは察しがつく。また、当時独身女性が戸主である場合、戸主は他家に嫁ぐ

ことは許されなかった。女戸主14は婿養子を迎え、家を守らねばならない。と

ころがお蘭は多額の負債を抱えているのであり、しかも亡き父は世間から山師

だと考えられていた。こうした特異な状況にあるお蘭のもとに、すすんで婿養

子に来る男性は、まずいなかったと捉えるべきであろうし、そのことによって、

「良妻賢母主義」の女性像とますますかけ離れていく彼女は、社会の冷ややか

な視線を一層感じねばならなかったであろう〉。15このように、お蘭は波崎の

裏切りによる家族が崩壊し、結婚もできず、世から遠ざかる「捨てられ物」と

して闇の中に生きているしかない自分の運命を憤慨し、父親の死後八年間、波

崎に対する恨みを抱え続けている。お蘭の波崎に対する批判は次のように語っ

ている。 

 

「憎くき男の地位にほこりて何時まで我れを弄ばんとや、父は山師の

                                                 
14 家督の継承における「男子相続正統・女子相続例外」という明治のイデオロギーである。

女子の相続、すなわち〈女戸主〉の誕生を男子相続人不在の場合の例外的措置に限定するとい

う原則が緩和されてきたことである。（高田知波「〈女戸主・一葉〉と『われから』」『樋口一葉

論への射程』、双文社、1997.11、p.132-133） 
15 杉藤美穂「『やみ夜』（一）の構造」『岡山大学国語研究』11巻、1997.3、p.53 
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汚名を着たれど未だ野幇間の名は取らざりし、恋に人目をしのぶとは表

面、やみ夜もあるものを千里のかち跣足に誠意は其時こそ見ゆれ、此家

よりは遠からぬ染井の別墅に月の幾日を暮すとは新聞をまたでも知るべ

き事なり、殊更の廻り道して我が門をよそに、止みがたき時は車を飛ば

せて女子一人に逢はじの懸念、お笑止や我れ故天地を狭しと思すか、あ

まりの窮屈にいざ廣々とならんには我れを欺して君様いとしと言はせ、

何も時世とあきらめ給へ、正しき妻とは言ひ難けれど心は後の世かけて

などゝ、我れを何処までも日蔭ものゝ人知らぬ身として仕舞はゞ、前後

に心ざはりなくて胸安からんの所為とは見え透きたり」（九・p.334） 

 

お蘭は波崎が自分を弄ぶことを恨んで、「何事も時世と諦めてください、正

妻とはいい難いけれど心は後の世までもあなたのことを想っています」という

波崎の言葉を信じられず、「私をどこまでも日陰者の人知れぬ身としてしまえ

ば、前後に心障りがなく安堵できるだろうと思っての仕業である」ことを見え

透いている。波崎の下心を見通したお蘭は、「人こそ知らね心の底には冷やか

に笑ひぬ」（九・p.334）、波崎が自分を避けていることを冷笑している。ここ

からみると、作品に見られる批判は、「家父長制度による女性の抑圧」16とい

うより、むしろ、権力の座につく男が立身出世と保身のために他人を利用する

軽薄非情、狡猾などの醜悪な心、利益のため婚約を破って女性を弄ぶ不義、と

いった男性の悪性と悪行に対して憎悪の感情が生じられ、ひいては男性に主導

される政治社会の不公正へ批判し、男性に支配される女性の地位へ抗議するよ

うになったのである。ここから、お蘭が護持している松川家の義理・仁義の世

界、と、波崎をめぐる権力者が主導する政商社会の不義・非情の世界、と対峙

している様相が窺える。そして、男性に支配される女性と、女性を支配する男

性、という性差の支配構造への抵抗がみえる。 

 

 

 

                                                 
16 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.86 
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1.3 復讐の代行者を支配する女夜叉 

では、なぜお蘭は父の死後八年間、父の恨みを晴らす行動に出なかったのか。

おそらくお蘭の内に、純粋に復讐に向うだけでは済まされないものが潜んでい

たのであろう。お蘭の内面に焦点を当てて彼女の家族観を探究してみたい。 

 

「よしさらば我れも父の子やりてのくべし、悪ならば悪にてもよし、善

とはもとより言はれまじき素性の表面を温和につゝんでいざ一と働き、

仆れてやまば夫れまでよ、父は黄泉に小手招きして九品蓮臺の上品なら

ずとも、よろしき住家は彼の世にもあるべし、さらば夢路に遊ばんの決

心」（七・p.329） 

 

このお蘭の語りから見ると、〈父の娘〉17であることを意識したお蘭の内面

が、確かに何らかの行動に出ようと決意したことは読み取れる。しかし、更に

読めば、父と一緒に住む家を「よろしき住家」と述べるお蘭には家族に対する

幻想が垣間見られる。お蘭のまなざしは「我が父は此世の憂きにあきて何處に

もせよ靜かに眠る處をと求め給ひしなり」（六・p.326-327）と父の死の世界へ

降りてゆき、そこは「思へば此底は靜なるべし、世の憂き時のかくれ家は山辺

も浅し海辺もせんなし唯この池の底のみは住みよかるべし」（六・同）と、お

蘭が求める浮世から離れた静寂な境地にある幻想する家である。前田愛氏は、

そこに彼女自身が抱えている死の意識をまざまざと見ると指摘した。18しかし、

「いざ一と働き、仆れてやまば夫れまでよ」という、お蘭の父のために何らか

の行動に出ようという生の意識は見逃せない。それに、「父が遺志のつぎたさ

になり」（十一・p.340）といったように父の遺志を継ぐ娘として父の無念を晴

らそうとしてもいる。父の遺志が何であろうかは意味不明だけれど、お蘭は「よ

ろしき住家」という幻想を抱き、父の遺志を継ぎたい意志を持ったゆえ、〈父

                                                 
17 自分がお母さんの役割を演じたい「母の娘」タイプとは逆に、「父の娘」タイプはお父さん

の真似をしたがる傾向があります。父に憧れたりして、知的なことに興味を抱いたりします。

生き方としては、経済的にも精神的にも男性的な自立を理想としているのである。（秋山さと

子『「家族」という名の幻想』、双葉社、1998.5、p.154） 
18 前田愛「一葉の転機―『暗夜』の意味するもの―」『樋口一葉の世界』、筑摩書房、1989.9、
p.160 
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の娘〉として此の世で何らかのことをしないと「よろしき住家」へ行けなくな

るという意識に強く支えられている。 

それに、お蘭は亡くなった父への思いに殉じず、冷静に「我が父は此世の憂

きにあきて何處にもせよ靜かに眠る處をと求め給ひしなり」と父が死を選んだ

理由を考えている。この点について、峯村至津子氏は「父が死を選んだことを

冷徹に見据える視座を獲得し、父の行き方に隷従して後に続くのではなく、そ

れを乗り越えてゆこうとするお蘭の像が見えてくるように思われる」と指摘し

た。19更に考えれば、父の死に対し、お蘭はとても冷静で悲しみが全く見えな

いのは、〈父の娘〉としての役割に従う意識に強く支配されているからである

と考えられる。しかも、父の死を語っているとき、「冷かなる眼中に笑みを浮

かべて」いるのは、父の無実な罪を見据え、世間の汚さ、愚かさを軽蔑してい

るような心持も窺える。 

つまり、自分が〈父の娘〉であることを強く意識したお蘭が、家族幻想を抱

えながら、父の後に赴かず、その死後八年間を生き続けているのは、松川家の

女戸長としての役割に従っていくべきであるという家族観に囚われているの

であろう。峯村至津子氏によると、同時代を舞台とした作品であっても、前出

『経つくえ』（明 25.10・18~25）あたりまでの一葉小説は、家や義理、操など

に殉じて、自決したり世を捨てたりする主人公を多く描いてきたのであり、『や

み夜』に於いてもお蘭自身による仇討ち・殉死を描くことも可能であったはず

である。お蘭は、孝・貞・忠などを拠り所として命を賭して敵に立ち向かう単

純な〈烈女〉的ヒロインとは距離を持つように意図的に造型されたのである。

20いわば、お蘭は一見、烈女・孝女の鋳型に嵌められ形骸化した存在とされて

いたが、何の行動にも出なかった彼女は、ただ屋敷にこもりすみ、家族幻想を

抱えて生き続けている。しかし、生き続けているということは、この世に対す

る彼女のとった反逆姿勢と取れるのではないか。波崎への手紙に「我れを何處

までも日蔭ものゝ人知らぬ身として仕舞はゞ、前後に心ざはりなくて胸安から

んの所為とは見え透きたり」（九・p.334）と書きたかったお蘭は「我が家の門

                                                 
19 峯村至津子「〈烈女幻想〉の揺らぎ―樋口一葉『やみ夜』再考」『国語国文』76巻 5号、2007.5、
p.12 
20 峯村至津子「〈烈女幻想〉の揺らぎ―樋口一葉『やみ夜』再考」『国語国文』76巻 5号、2007.5、
p.13 
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を避け」る波崎の心持を見え透いている。そうすれば、父の恨みを晴らす行動

に出なかったお蘭は自分の存在によって、死の真相から避ける世間の汚さ、愚

かさを露呈させ、父の無罪を世に証明させるような役割を果たす存在として考

えられよう。 

お蘭は家族幻想を抱え、父の遺志を継ぎたいと言いながら、なぜ八年間を経

た後、復讐することを決心したか。それを直次郎との関係から考えてみよう。

北田幸恵氏は、肉親に死別した孤児となったお蘭と直次郎について、二人の関

係は現世の縁、男女の性さえも超越し、共同の情念で結ばれた関係であり、容

貌、地位、財力によるかつてのお蘭波崎の関係とは対極のものとして理想化さ

れて、世間に対して深い怨恨と矜恃を持ち世に背を向けていることで「浮世に

不運の寄合」という精神的な相似形をなしていると指摘した。21そこからさら

に、二人が相似な遭遇による「不運の寄合」を自覚しても、なぜ精神的な寄り

合いの関係を続行し続けたかを探究してみる。 

直次郎は死んだ母に代わり育ててくれた祖父にも十三歳で死別し孤児とな

った。家再興のため、東京で医学の修業に打ち込みようと母と祖父の恨みを胸

に秘めて決意したが、どこでも用いられるのは才子で、口先が巧みな小器用な

者が重宝がられる。直次郎は人に媚びて心にもない御機嫌を取ったりせず、舌

を噛み切って死ぬ間際まで乞食などできない性分なので、どこまでもさんざん

な目に遭わされて、結局野宿者のあてもない身になってしまった。さまよって

いたところを波崎の車にはねられ、松川家に助けられた。こうして、お蘭と直

次郎は共に家運が零落し、たった一人の肉親にも死別した孤児であり、「我等

に宿りたもう神も仏もない世の中であれば、世間と戦うのみ」と世に背を向け

て「捨てられた者」として生きる。 

直次郎の身の上を知ったお蘭は「あなたも幼い頃からのひとり者とか。私と

よく似た身の上」、「あなたのご両親も早くに世を去ったとか。私も母の顔を知

らず、父上の手一つで育ったので、恋しさ懐かしさは人一倍。つね日頃はとも

かく、命日にはことさら父上のことが思い出され、何かで紛らわそうとて紛れ

ない。あなたにもそのような経験はあるでしょう」といって、自分と相似な不

                                                 
21 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.94-95 
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運を感応しあった。いわば、お蘭にとって直次郎は自分と同じ不運に遭われた

「天地にたった一人」の孤独感を感応し得る男である。一方、お蘭の目で見る

波崎とは対照的である。現世での栄華をきわめた波崎は、立身出世と保身のた

めに他人を利用する軽薄非情の、狡猾で誠意のないものとされている。また、

妾という待遇での復縁を迫る手紙を受け取ったお蘭は、波崎の自分に対する恋

心を信じなかった。それに対し、直次郎に心底から告白されたお蘭は男の誠心

を感じた。 

 

「恋をうきたる物とは誰れか言ひし、恋に誠なしとは誰れか言いひし、

昨日までの述懐我れながら恥かし、直次は我れを左ほどに思ひしか、我れ

は其方を思ふ事の夫れほどには非ざりしぞかし、我れは其方を哀れとは思

ひつれど命をかけても可愛しとは思はざりし、今日の今こそ其方は誠に可

愛き人に成りぬ、誠ぞや、今日の今までお蘭に口づから恋ひしといひし人

も無ければ心に染みて一生の恋はせざりしなり」（十一・p.339） 

 

といったようにお蘭は直次郎の素直な心によって、恋に誠のあることを信じ

始めた。「今日の今こそ其方は誠に可愛き人」になった、「今日より蘭が心の良

人に成りて、蘭をば君が妻と呼ばせ給へ」という。お蘭は直次郎を「心の良人」

と思ったとき、心で結ばれた関係になった。しかし、それは男女の超越的で絶

対的な魂の一致の関係ではなく、お蘭の一方的な思い込みである。つまり、直

次郎を愛せないお蘭にとって、直次郎と精神的な寄り合いの関係ではなく、た

だ心で結ばれたもう一人の「分身」であり、自分の心と一体化した他者である。

そうすれば、八年後、お蘭が波崎への復讐を決心したのは、〈父の娘〉として

父の遺志を継ぎたいが、何の行動にも出せず、女の身の代りに、今まで自分の

心を束縛する昔の恋人、「今よりは仇に成りて」彼の命を断たずにおくものか

という家を潰させた者に復讐する執念に行動を出せる「分身」が現われたから

である。お蘭は、直次郎と自分が同じように世間に対して深い怨恨を持ち、世

に背を向けている存在であることを感応しあって、そして、何らかの行動を出

す「分身」と思ったのだと考えられよう。いわば、お蘭は直次郎の恋心と彼が

持っている波崎への恨みを自分の気持ちに重ねて、波崎暗殺を依頼しているの
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であり、そしてお蘭の復讐意識から悪魔意識が生み出され、「女夜叉」へ変貌

し、男を自分の道具として支配しようとする。北田幸恵氏の言うように、直次

郎はお蘭に代わってお蘭の意志を実行する「身体」なのである。22 

直次郎を自分の意志を実行する「身体」と思ったお蘭の悪魔意識は、直次郎

に「我れを誠に可愛しとならば其命を今此場にて賜はるまじきや」と言ったと

きに露呈されている。お蘭の「いつしか心に魔神の入りかはりしなるべく」と

いう悪魔意識について、北田幸恵氏は、お蘭が「女夜叉」という「魔女」であ

るのは、波崎が主宰する家父長制の物語の中に与えられた性役割に満足せず、

自分の物語の主人公となろうとするからであり、自我に生きようとするからで

あると述べた。また、お蘭は、家父長制の異端者・破壊者として、自我を抑圧

する「家父長制度」と対立し、『やみ夜』の画期的新しさがあるも指摘してい

る。23ところが、女に要請される規範を平然と踏みにじる女へと変化してしま

っているか。さらに検討してみよう。 

 

「女子は温順にやさしくば事たりぬべし、生中持ちたる一節のよきに

隨ひてよきは格別、浮世の浪風さかしまに當りて、道のちまたの二タ筋

にいざや何處と決心の當時、不運の一煽りに炎あらぬ方へと燃へあがり

ては、お釋伽さま孔子さま兩の手を取らへて御異見あそばさるゝとも、

無用のお談義お置きなされ、聞かぬ聞かぬと振のくる顔の、眼に涙はたゝ

ゆるとも見せじこぼさじ是れを浮世の強情我慢といふぞかし、天のなせ

る麗質よきは顔のみか、姿とゝのひて育ちも美事に、斯くながら人の妻

とも呼ばれたらば打つに點なき潔白無垢の身なりけるを、はかなきはお

蘭の身の上なり」（七・p.328） 

 

上述を見れば、お蘭が女子の「温順にやさしく」性情を持たない「強情我慢」

を通す自我を表現していく女として描写されていることがわかる。確かに、お

蘭は世の人の既成意識に凝りつく世俗の女人観、価値観念を排して、世の中心

                                                 
22 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.97 
23 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」『樋口一葉を読みなおす』、學藝書林、1994.6、
p.86 
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秩序から外れ、境界にいる世外の人となる。24しかし、それが規範を越えてい

く女と捉えることはできない。従来の見解は、お蘭を「家父長制の異端者」と

見、「自我を抑圧する制度と対立」するというふうに〈妾制度糾弾〉を読み取

り、世の悪に反逆する烈女を思わせる潔癖な地位へとお蘭を囲い込む。だが、

更に読めば、お蘭の自我は世間と対立したが、父の死による〈父の娘〉として

父の遺志を継ぐという意識に追い込まれた結果であることは見逃せない。つま

り、お蘭は、女子の規範に嵌められない性情を持ちながら、家族幻想に囲まれ

る父の娘であり、家族こそ精神的な寄り合いなのである。こうして彼女は、父

の恨みを晴らすという復讐の執念による「我れながら女夜叉の本性さても恐ろ

しけれど、かく成りゆくはこれまでの人なり、悔まじ恨まじ浮世は夢と、これ

や恋をしをりに浅ましの観念、おそろしきは涙の後の女子心なり」（七・p.330）

という、いかにしても負けずに個我に潜まれる「魔性」「夜叉」として認識す

るのだ。 

 

「捨てられし人に恨みは愚痴なれど、愁らき浮世に我れは弄ばれて、

恐ろしとおぼすな、いつしか心に魔神の入りかはりしなるべく、君の前

には肩身も狭き我れは悪人の一人なるべし、夫れをも更に厭ひ給ふまじ

きか、恐ろしとは覚さぬか、悪人にても厭ひ給はずば、悪魔にても恐ろ

しと覚さずば、今日より蘭が心の良人に成りて、蘭をば君が妻と呼ばせ

給へ。」（十一・p.339、下線筆者） 

 

お蘭は内なる「魔性」に駆使され、「父が遺志」を継ぎたいことを理由に、

自分の代わりに波崎を亡き者にしてくれと直次郎に頼み、「我れを誠に可愛し

とならば其命を今此場にて賜はるまじきや、」「まだ後に入用のある身の上つら

く、欲とはおぼすな父が遺志のつぎたさになり、今二十五年の我が命に代りて

御身を捨て物に暗夜の足場よき処をもとめていかやうにも為して賜はらずや、

此やうの恐ろしき女子に我れは何時より成けるやら」（七・p.340）と言った。

ところで、「とても狂はゞ一世を暗にして首尾よくは千載の後まで花紅葉ゆか

                                                 
24 藤井信乃「一葉ノート（二）―『やみ夜』について―」『星美学園短期大学研究論叢』34巻、

2002.3、p.81 
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しの女に成りおほせ、出来ずは一時の栄花に末は野となれ山路の露と消ゆるも

よし」（七・p.330）と覚悟を決めた彼女は、なぜ自分を「まだ後に入用のある

身の上」といったか、直次郎に復讐を代行させ、まだ何をしようとしているの

か、どのような具体的な考えがあったのか。 

北田幸恵氏は次のように指摘している。「女が自己を救出し自我を作りだそ

うとするとき、〈狂気〉を体現せねばならなくなる。このような生活は女性を

妖怪に変え、自然に背くゆえに〈魔女の生活〉と定義されることになるという。」

25考えてみれば、直次郎を「分身」として扱われるお蘭は、心が自我の執念に

蝕まれ、人間性を失う女夜叉へと変貌してゆく。つまり、彼女の悪魔意識は、

女の深い復讐の執念によって生み出されたものであり、それに絶対化された主

体意識、自我の肥大意識であるといってもよい。お蘭は直次郎に頼むとき、復

讐の行動に対する失敗する可能性があることを懸念しているためか、「まだ後

に入用のある身の上」を口実にして、自分の身体を犠牲せずに世と戦う戦略を

用いてる。いわば、『やみ夜』は家族幻想に生きる女の強い自我を、お蘭の「強

情我慢」「泣きての後の冷笑」という曲げられない性情と、たとえ他人の命を

犠牲しても願望を遂げようとする「女夜叉」「魔女」という内なる本性を通し

て表現しているといえる。 

一方、お蘭は自分の本性を「女夜叉」と自覚したが、流浪の果てに車にはね

られ、松川屋敷に運び込まれた直次郎は、夢の中に見たお蘭を「女菩薩」と呼

び、慕い、自分が柔らかい御手に抱かれたことでさながら極楽浄土に生まれた

ように感じている。 

 

「浮世の中の淋しき時、人の心のつらき時、我が手にすがれ我が膝に

のぼれ、共に携へて野山に遊ばばや、悲しき涙を人には包むとも、我れ

にはよしや滝津瀬も拭ふ袂は此処にあり、我れは汝が心の愚かなるも卑

しからず、汝が心の邪なるも憎くからず、過にし方に犯したる罪の身を

苦しめて、今更の悔みに人知らぬ胸を抱かば、我れに語りて清しき風を

心に呼ぶべし、恨めしき時くやしき時はづかしき時はかなき時、失望の

                                                 
25 北田幸恵「越境する女・お蘭―『やみ夜』論」、新・フェミニズム批評の会編『樋口一葉を

読みなおす』、學藝書林、1994.6、p.86 
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時、落胆の時、世の中すてて山に入りたき時、人を殺して財を得たき時、

高位を得たき時高官にのぼりたき時、花を見んと思ふ時月を眺めんと思

ふ時、風をまつ時雲をのぞむ時、棹さす小舟の波の中にも、嵐にむせぶ

山のかげにも、日かげに疎き谷の底にも、我身は常に汝が身に添ひて、

水無月の日影つち裂くる時は清水となりて渇きも癒さん、師走の空の雪

みぞれ寒き夕べの皮衣とも成ぬべし、汝は我れと離るべき物ならず、我

れは汝と離るべき中ならず、醜美善悪曲直邪正、あれもなし、これもな

し、我れに隠すことなく我れに包むことなく、心安く長閑に落付きて、

我が此腕に寄り此膝の上に睡るべし」（四・p320-321） 

 

とそんな声が直次郎の心や身に響いた。朦朧とした意識の中で認識したお蘭

は「女菩薩」のような存在であった。しかし、やがて正気を取り戻した直次郎

は、現実世界へと引き戻され、「今見るお蘭さま」が「女菩薩」と異なり、自

分との間に一枚垣根を隔てたようで「恐ろしく怖き」ものと認識を変化させて

いく。いわば、「親しさは我れに覚えな」く、「帰るに家なし」、不幸不運の行

路を辿った直次郎の深層の渇きが「母のよやうに」温かさで包み込む。さらに

いえば、それは母性思慕の感情であろう。菅聡子氏は、「女菩薩」が夢、うつ

つのいずれであろうとも、〈母性〉としてのその顕現が、直次郎の無意識のう

ちの欲望の投影であり、擬似的な母子関係の幻想に身を任せているのであると

指摘した。26橋本のぞみ氏も、自分の欠損感を補う、母性の体現者としてのお

蘭に執着する彼は、生身の多面的な人間として彼女をとらえられないのであっ

たと言っている。27したがって、お蘭に命を救われた直次郎は、お蘭を「大恩

人」として崇めることにより、「我れはお蘭様に命と申す、此一言を金打にし

て、心に浮世のさまざまを思ひ絶ちたれば生死は御心のままにと、言はねども

其色にあらはれぬ」というように、全身全霊をお蘭に奉げ、心がお蘭に依存す

るこそ自分の生の証となっている。「行く処はなし、世間は仇なり、望みの空

に帰してより此一身を如何になすべき」（八・p.332）直次郎の居場所は松川屋

敷に属するほかにならない。この俗世間と交わりを持たない、閉ざされた空間

                                                 
26 菅聡子『時代と女と樋口一葉』、日本放送出版協会、1999.1、p154-155 
27 橋本のぞみ「『やみ夜』論―傀儡の他者性―」『国文目白』37巻、1998.2、p.100 



 

 62

に住んでいるうちに、「一にもお蘭さま、二にもお蘭さまと我が物のやうに」

直次郎の目にはお蘭のことしか見えなかった。彼女に対する恋慕の感情を次の

ように告白する。 

 

「我れは何故に君の慕はしきかを知らず、何故に君の恋しきかを知ら

ねど、一日は一日より多く、一時は一時より増りて、我が心は君が胸の

あたりへ引きつけらるるやうにて、明け暮れ御姿を見、おん声を聞き、

それに満足せば事なかるべけれど唯々心は火の燃るやうにて我れながら

分らぬ思ひに責めらるる果々、静かに顧みれば、勿体なや恥ずかしき思

ひの何処やらに潜みて」（十・p.337） 

 

「大恩ある君が恋人を恨めしと思ふ我れは即ち君が仇に成りしなり、

かくて此思ひの増りゆかばいかにせん、恐ろしと思ひしより我身は誠に

捨てたくなりぬ、我が身の死するは君に害を加へじとてなり、（略）すで

に我が心の腐りはしるく、清からぬ思ひの下に忍べる上は我は最早大罪

を犯せる身、（略）人心の頼みなさ、我れながら今日までの経歴をおもふ

にも時に随ひて移りゆく後は我れにも有らぬ我れに成りて、いかに恐ろ

しき所為をなすべきか、今亡する身の御恩は万分が一を送らねど、切め

ては害を加へ参らせじとのすさび」（十・p.338） 

 

つまり、世俗的価値から離脱した直次郎は自分の心身をお蘭に託するように

なり、お蘭を頼りに生きていく自己喪失の男となった。そして、無意識のうち

に母性思慕の感情を彼女への恋愛感情として思い込んだ。直次郎は、今まで世

に出て侮どられ、軽蔑されて、医への初一念を「何うでもやりまする、骨が舎

利になるともやりまする、精神一到何事か出来ぬ」と言い張るが、お蘭に「其

方の宝の潔白沙汰は今の世の石瓦」「思ふ事は遂げられまじ」と諭されること

により、世にてて立身出世するという現実の理想を断念し、「お天道さまはど

うでも善人に味方してくださらぬのか」「自分は世間の能無し猿にはなっても

心の穢い男にだけはけっしてなるまい」と世俗の価値一切を放棄した。したが

って、お蘭のために生きていく直次郎は、心身ともに彼女と一体化する。だが、
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「大恩ある君が恋人を恨めしと思ふ我れは即ち君が仇に成りしなり」というよ

うに、お蘭の恋人を恨む自分が彼女への背反に追い詰められ、「我が心の腐り」

「大罪を犯せる身」となり、彼女の敵になると思い込む。そして、お蘭に背反

した自分の心と身を自ら壊し、「今亡する身の御恩は万分が一を送らねど」と

死の意識を動かす。だが、お蘭の復讐意識が注がれることにより、波崎を刺殺

するという役目に当てられた彼は、生の意識を戻られる。つまり、自我喪失に

なった直次郎は心と身ともにお蘭に供え、お蘭の復讐心を自分に移して波崎の

刺殺をする「分身」になり、お蘭に付き随って生きてきた直次郎の身体がお蘭

の悪魔意識に支配されているのだ。 

 

 

1.4 無限の闇に葬られていく反逆者の宿命 

最後に、お蘭と直次郎によって計画される波崎暗殺の試みは失敗した。波崎

暗殺直後に直次郎は行方不明になる。事件から三ヵ月後お蘭と佐助夫婦は松川

屋敷を離れ、松川屋敷も新しく改装されている。お蘭と佐助夫婦の行方は、作

中では明らかにされていない。物語は「世間は広し、汽車は国中に通ずる頃な

れば」という一文で締められる。趙恵淑氏によると、「汽車」によって外部地

域とのより活発な交流が始まった時代となり、改装によって松川屋敷は外部と

の接点が途絶え、閉ざされた空間、取り残されてしまった空間、人々が恐れて

いた空間ではなくなったのだろう。28さらに、「改装」によって、死の真相を

深く隠して、摩滅させるような一種の仕掛けと思われる。そこから古池の謎、

自殺事件とかかわった関係者たちの心の闇が窺える。屋敷は一見、世間の闇を

象徴しているトポスにならなくても、事件の真相を知った関係者たちの心の闇

は果たして消えるとはまだ言いきれないだろう。 

そして、新しいものに変えることには、過去の出来事を摩滅する仕掛けを意

味したほか、古い価値観（情義、義理、恥など）を捨てることも意味している。

古いものを除ける上層社会の人たちは、自分の罪を誤魔化すことができ、それ

に「改装」によって、世間の人たちには真相がさらに見えなくなり、屋敷の謎

                                                 
28 趙恵淑「疎外された者の反逆―『やみ夜』」『樋口一葉作品研究』、専修大学出版局、2007.2、
p.28 
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への関心も失われる。さらに、「汽車は国中に通ずる」という都市化発展の頃、

「生活ないし活動空間の拡大」、「流通の機構の変化、中央文化の普及力の増大」

が起きる。29いわば、上層社会の人たちは強い力をもって社会の中心を主導す

る。一方、下層の人は彼らから受けた痛みを忍びつづけるしかない。それは、

おそらくお蘭の言った「流石に天道是非無差別」および、直次郎の言った「お

天道さまはどうでも善人に味方してくださらぬ」のあるように、下層社会の人

間たちの世間の無情無理に対する強烈な批判を表現している。北川氏のいうよ

うに、「金銭欲や出世欲が渦巻く明治の近代から取り残された存在である。近

代という新しい光によって、闇夜に放逐されるべき人々に他ならない」。30「世

に捨てられる」お蘭と直次郎の居場所はもっと狭くなり、無限の闇を抱きしめ

つつ生きるしかない。また、波崎暗殺失敗の意味するものについて次の引用文

から考えてみよう。 

 

「疵は猶さら半月の療治に可惜男の直も下がらず、よし痕は残るとも

向ひ疵とてほこらあれんか可笑し、才子の君、利口の君万々歳の世に又

もや遣りそこねて身は日蔭者の此世にありとも天地ひろからぬ直次郎は

いかにしたる、川に沈みしか山に隠くれしか、もしくは心機一転誠の人

間に成しか」（十二・p.342） 

 

ここからみると、暗殺失敗によって波崎の名望がかえって、高まったという

皮肉な結果が書き付けられている。いわば、明らかに下層の人はどんなに反抗

しても、上層社会の権力者に傷つかず、上層の力をちっとも揺るがせず、何も

変わらないのである。しかも、それは下層社会の人たちの宿命として示されて

いる。世間の人たちは軽傷を負った波崎を「才子の君、利口の君万々歳の世」

と称し、本当の悪人が偉人となり、直次郎のような善人は悪人となり、世間の

裏に隠れるしかない。ここで語り手が世間のくねり、可笑しさを風刺している。

趙恵淑氏は、お蘭と直次郎によって計画される波崎暗殺の試みは、文明開化の

新しい時代に向って再編成されていく思潮や制度から外れた者同士が企てた

                                                 
29 趙恵淑「疎外された者の反逆―『やみ夜』」『樋口一葉作品研究』、専修大学出版局、2007.2、
p.11 
30 北川秋雄「『やみ夜』論―年上の悪女」、『論集樋口一葉Ⅲ』、おうふう、2002.9、p.22 
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反逆であったと見ることも出来ると言っている。31また、菅聡子氏は汽車が近

代の表象であるとして、「闇夜の足場よき処をもとめて」直次郎が行動を起こ

したところで、〈近代〉の前には敗れ去っていかざるを得ないと指摘している32。

いわば、文明開化の近代に対して、資本の巨大な力によって支配される社会か

ら外れる下層社会の人たちは何らの衝撃力も持ちえなかった。暗殺失敗後、直

次郎は行方不明、お蘭ら主従三人の行方は明示されていないが、またこの世か

ら遠ざかれ、無限の闇に生きる反逆者の宿命を作者が冷徹に見つめている。 

 

 

1.5 父の意（遺）志に生きる家族幻想 

『やみ夜』は一葉がはじめて自我を表現するヒロインとして女性の内面を描

いた作品である。お蘭の内面に不条理な社会への反感と、恋人波崎漂に対する

怨恨を、一葉の現実に対する独自の鋭い批判の表現として読れるほかに、男性

社会と対抗する女性の内面に潜んだ自意識の表現として読み取ることができ

る。つまり、時代が変わっても、世間の善悪基準が乱れ出しても、揺るがれな

い自我意識を持ち、男性社会の主導力と対抗する「強情我慢」を通す女性とし

て、『やみ夜』のお蘭の「泣きての後の冷笑」という女の恐ろしさ、女の執念

として表現されている。そして、お蘭の内面には、男性社会制度の構造に向け

る二つの反抗意識が内包されている。一つは、男性社会への反発としての復讐

意識であり、もう一つは、家父長制度の内部に束縛される〈父の娘〉として生

きていかざるを得ない家族幻想である。 

八年間も潜み続けていたお蘭の復讐意識は、悪魔の心性が生み出され、人間

性を喪失した「女夜叉」へ変貌し、男を道具として支配した。そこから、強い

反抗的な意志を持つ女性の「涙の後の女子心」の恐ろしさが窺える。〈魔女変

身劇は、女性恐怖を逆手にとった自己解放、自己表現の試みであり、それは始

めから強者に対する弱者の反抗、正統に対する異端の反抗を前提としており〉

                                                 
31 趙恵淑「疎外された者の反逆―『やみ夜』」『樋口一葉作品研究』、専修大学出版局、2007.2、
p.11 
32 菅聡子「暗夜 校注」『新日本古典文学大系明治編 24 樋口一葉集』、岩波書店、2001.10、
p62 
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33、そして、〈お蘭が直次郎を使って復讐を計る場面は、これまでの作品では

家や男性の傀儡のように描かれていた女性が初めて直次郎という男を動かす

存在として際立っている〉。34そこでは、女性が男性に支配される位置から支

配する位置へと変え、男女の性的支配構造を逆転したことから、女性の性差へ

の反逆・挑戦があると見ることができる。しかし、お蘭の復讐は、自ら行動を

出せず直次郎に依頼したのであり、それは主体的な意識に従う女性の後退的姿

勢であるといえる。それに、復讐の失敗は、社会の不条理や階級制度に対する

批判であり、近代に向って再編成されていく制度から外れる下層社会の人たち

が、上層社会の支配構造を破壊できない反逆者の宿命を意味している。 

一方、お蘭の反抗の志向性は、男性支配の社会に立ち向いているが、無意識

のうちに、家父長制度の担い手として「父が意志のつぎたさ」という自虐的な

家族幻想に囚われ、父系観念的をそのまま引きずられていく。つまり、家内部

に生きる娘は、無意識的に家父長制度を支える役割を担っているのである。河

野信子氏によると、観念の場で、父と息子は、しばしば、相互に否定しあう対

峙者としてあつかわれたのに比べて、父と娘は、まっすぐな継承者、または、

受容者としてあつかわれ、父系の定着と権力の周辺の流通とが渦巻くなかで、

「家系」が弱まるとき、娘は父系を強化するための擬制の枠組のなかに自己を

措き、父系の呪縛は、反抗または離脱の志を養うものとはならず、観念の実態

化へむかう素因となるというのである。35いわば、父系を担っているお蘭の復

讐は、女性から男性への反発である一方、無意識のうちに、社会への帰属を求

め、弱まる家系を回復させようとする男性社会制度を強化する担い手となって

いる。関礼子氏は、〈明治家父長制と一葉との潜在的な共犯関係を指摘するこ

ともあるいは可能かもしれない。しかし、父や兄の相次ぐ死去による物質的条

件の喪失は共犯関係を否定する方向へと一葉を運んだ〉と指摘している。36だ

が、娘は父の観念の正当な受容体として、この種の意識界を担ってきた。ここ

から考えれば、家内部の娘と家父長制との潜在的な共犯関係は語りえるもので

                                                 
33 水田宗子『ヒロインからヒーローへ』、田畑書店、1982.12、p.231 
34 矢田麻美「樋口一葉における「闇」についての一考察」『大妻女子大学大学院文学研究科論

集』通巻 13、2003.3、p.27 
35 河野信子『家族幻想』、新評論、1986.2、p.195-201 
36 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.144 
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あると思う。 

『やみ夜』は、一葉後期作品の系譜に置いたとき、前期に見られない、家や

義理、操などに殉じて繰り返し描かれていた女性像を脱却し、はじめて執念深

い女性の内面に潜まれている悪魔の本性を見出し、女性の反抗意識を描きだし

た。まだ世俗的批判を中心に描き、家父長制度に対しても無自覚に受容すると

いう段階に止まっているのであるが、以後の作品、一葉は女性の内面に潜んで

いる欲望や執念をより写実的な次元で作品化し、そして、制度への反逆、性差

別の偏見への挑戦を具像化していく。いわば、『やみ夜』は、はじめて社会的

性差（ジェンダー）と女性の性（精神と肉体）を対象化して描いたものであり、

後期的作品への転換点に位置しており、その後の一葉小説の方向を示している

作品である。
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第二章 『軒もる月』における「不貞の女子」の高笑い 

 

2.1 はじめに 

『軒もる月』は一八九五（明治二十八）年四月三日と五日の二回にわたって、

「毎日新聞」に連載されたものである。執筆のきっかけは、非正系の日記であ

る「しのふくさ」明治二十八年一月二十日のくだりに、「残花君にとはる（略）

毎日新聞が日曜付録にものせよとたのまる稿をば二十六日までにといふ」とあ

り、一葉は『文学界』同人で『毎日新聞』の客員でもあった戸川残花から原稿

の依頼を受けたとある。その数日後にやはり『文学界』の星野天知から寄稿の

依頼を受けた一葉は、一月から三月下旬頃まで『たけくらべ』（明 28.1～明 29.1）

一章から八章までの原稿執筆に追われることになった。おそらく八章を成稿し

た三月二十二日頃以降から三月末までの間に『軒もる月』の製作に集中したも

のと考えられる。1 

『軒もる月』（明 28.4）は、夫と恋人との間で煩悶する人妻の心理を描いた

心理劇である。ヒロインのお袖は、かつて桜町という家の小間使いをしていた

時に主人の寵愛を受けたが、現在勤勉な職工の夫の人妻となった。奉公先の主

人から送り届けられた数々の手紙は読むことなく秘匿していた。ある夫不在の

晩、「心試し」のために手紙をすべて読み通した。最後に手紙を残らず焼却し

て、高く笑った。物語の焦点は職工の妻で「今宵」から夜業をはじめた夫の帰

りをまつお袖という女性が、夫の帰宅を待つ数時間の室内における心の葛藤に

ある。2 

『軒もる月』の読解について、戸松泉氏は、「小説の〈読み〉の上では、従

来、夫と恋人との間で煩悶する人妻の心理を描いたものとして、最晩年の「メ

インテーマ」へと、即ち『われから』『裏紫』への発展を明示するものとして、

ある一定の固有イメージを付与されつつ、一方で末尾の主人公の〈高笑い〉・「狂

気」を思わせる姿の解釈に何か不透明さを残すとして問題にされてきた」と指

摘している。3また、一葉テクストの最大のポイントは、お袖という有夫の女

                                                 
1 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.48 
2 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.48-49 
3 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.43 
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性が、かつて小間使いとして働いていた勤め先の主人桜町からの封切らずの手

紙の束を読み終え、突然「高く笑ひぬ」ところにあるといわれる。4 

女の発した笑い声について、関礼子氏は、「同時代の普通の女が抱くにはあ

まりにも逸脱した感情や思念を託する、時代の〈共時的な意味体系〉の間隙を

縫うように挿入された〈高笑い〉こそ、後期一葉テクストに固有の、テクスト

の空白を読むための指標の一つと言える」と指摘した。5関礼子氏論のほかに、

〈高笑い〉の解釈について、ほぼ「虚無的な匂いのする笑い」（戸松泉氏）6を

はじめ、「自己の存在基盤を失った」「虚無的に匂い」（早矢仕智子氏）7、「虚

無に生めて決断して生きるしかない女の生」（弦巻克二氏）8、『軒もる月』と

羽衣伝説との関わりの視点として「人界の汚濁を厭」いながらも、彼女は「人

界」にとどまらざるをえなかった「恩も愛情も超越した無の状態へと引き上げ

られていった」「自己の無化」説（橋本のぞみ氏）9、そして、『軒もつ月』は、

これまで他者のために生きてきた袖が、初めて自分の身を顧み、自己解体に陥

った物語なのであると読む「自己解体」説（屋代博美氏）10といったように提

示されている。また、弦巻克二氏は、悟迷の境から飛躍して恋の解脱「悟り」

                                                 
4 関礼子「〈読む〉ことによる覚醒―『軒もる月』の物語世界」『亜細亜大学教養部紀要』43
巻、1991.11、p.114 
5 関礼子「〈読む〉ことによる覚醒―『軒もる月』の物語世界」『亜細亜大学教養部紀要』43
巻、1991.11、p.130 
6 〈高笑い〉は、「あたりを見廻して高く笑ひぬ」「其身の影を顧り見て高く笑ひぬ」というよ

うに、自分の置かれている境涯を確認することによってなされるのである。いわば、この〈高

笑い〉は袖自身の生自体に向けられたものであり、〈現実〉を突き抜けたところからの一種虚

無的な匂いのする笑いであったということができる。（戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一

葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.49） 
7 「高笑い」は自己の恋情に対してであり、その対象について相違が見られるが、どちらの主

人公にとっても自己の存在基盤を失ったという意味においては共通であり、そこに虚無的な匂

いが感じられることを見逃してはならない。（早矢仕智子「『軒もる月』における一葉の語りの

方法」『宮城学院女子大学大学院人文学会誌』3巻、2002.3、p.37） 
8 「桜町の殿」との恋を敢えて仮構して迄対自的にその恋の奥を見極めることによって見つけ

た恋の罪性、或は常識から逸脱する生に賭けていかなければならなかったお袖が、虚無に向け

ての決断の前に立たされていたからであろう。（弦巻克二「一葉『軒もる月』断想―結婚の機

関（からくり）と「悟迷の境」の解脱」『叙説』26巻、1998.12、p.13） 
9 夫との関係性をかけての、お袖の手紙開封がスムーズにいくわけもなく、彼女に必要とされ

るものが先に見た「自己の無化」であることは、おのずと明らかであろう。（橋本のぞみ「『軒

もる月』―〈二タ心〉とジェンダー・システム」『日本女子大学大学院文学研究科紀要』10巻、

2004.3、P.36） 
10 お袖は自分の身を顧みて高く笑っている。〈殿、我良子、我子、これや何者〉という言葉は、

自分は一体何者なのかという、自己に対する問いかけなのだ。袖は自己の存在の意味が分から

なくなり、自己が解体してしまった。（屋代博美「『軒もる月』の世界―古典の受容を視座とし

て」『宇大国語論究』13巻、2002.2、p.138） 
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の観点を取り入れ解明を試みている。11滝藤満義氏も「解脱の境地に達したの

であり、笑いは豁然大悟のしるしであった」と捉えた。12さらに、水野亜紀子

氏は、結婚して以来の受身の姿勢を変えるためには、殿・夫・子の三者の存在

を、自分を縛り付けるものとするその捉え方自体を退けることがお袖には必要

であり、お袖の高笑いは、夫と子の存在を、現在の生活へと向かうための〈強

制〉とする自分の認識を退けようとする行為と読む。13 

では、この笑いは、関礼子氏が言うように一葉から読者に向かって差し出さ

れた謎めいた一つの「暗号」であるとするなら、どのように意味づけられるか、

「虚無的な匂い」「悟迷の境」を読むという読解のほかに、女性の内面を更に

見据えて読み解くことによって、もう一つの可能な解釈を試みたい。『軒もる

月』は人妻お袖の内面の独白を中心に展開する。一見起伏に乏しい構成と内容

をもつ小さな物語であるが、女の笑いを焦点として、回想的時間と孤独な家庭

的空間、一人称、三人称による語り口、手紙を読むことの行為性等などのレト

リックが複雑に織り込まれている。以下具体的に物語世界を分析してみる。 

 

 

2.2 節婦という身体の拘束力 

「卑賤にそだちたる我身」となるお袖は、娘時代に「小間使」として桜町家

で働いていた。桜町の殿から寵愛を受けていたが、親の決定にしたがい、「工

職にて工場がよひする人」と結婚して一児の母になった。では、なぜお袖は、

職工との結婚を受け入れたか、その理由について、趙惠淑氏は三つ目の理由を

指摘した。即ち、①お袖の身分意識による諦念、②両親を心配する気持ち、③

殿への思いである。14お袖がこの結婚を受け入れた理由から考えれば、お袖が

感じた身体の拘束力を更に探究することができる。次のようなお袖の独白から

考察してみる。 

                                                 
11 弦巻克二「一葉『軒もる月』断想―結婚の機関（からくり）と「悟迷の境」の解脱」『叙説』

26巻、1998.12、p.11 
12 滝藤満義「『軒もる月』――――悟道を急ぐ女」『国文学解釈と鑑賞』68巻 5号、2003.5、p.100 
13 水野亜紀子「樋口一葉『軒もる月論』―凝視の先にあるもの―」『阪大近代文学研究』第 7
号、2009.3、p.10 
14 趙恵淑『樋口一葉作品研究』、専修大学出版局、2007.2、p.69 
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「卑賤にそだちたる我身なれば始めより此以上を見も知らで、世間は裏屋

に限れる物と定め、我家のほかに天地のなしと思はゞ、はかなき思ひに胸

も燃えじを、暫時がほども交りし社会は夢に天上に遊べると同じく、今さ

らに思ひやるも程とほし、身は桜町家に一年幾度の出変り、小間使といへ

ば人らしけれど御寵愛には犬猫も御膝をけがす物ぞかし。 

言はゞ我が良人をはづかしむるやうなれど、そもそも御暇を賜はりて家に

帰りし時、聟と定まりしは職工にて工場がよひする人と聞きし時、勿躰な

き比らべなれど我れは殿の御地位を思ひ合わせて、天女が羽衣を失ひたる

心地もしたりき。」（p.479） 

 

お袖の身体の拘束感は、まず、「卑賤にそだちたる我身」という身分意識に

よるものである。職工との結婚を受け入れなかったら、「此縁を厭ひたりとも

野末の草花は書院の花瓶にさゝれん物か」（p.479）というように、自分の低い

身分と相応する結婚が「書院の花瓶にさゝれん物」よりましであると認識して

いる。そして、桜町家の「小間使」という低い階級に属する身分意識である。

もし殿が自分を妾に迎えることになったとしても、「邪道にて正当の人の目よ

りはいかに汚らはしく浅ましき身とおとされぬべき」、そして、「殿がは浮世に

誹らせ参らせん事くち惜し、御覧ぜよ奥方の御目には我れを憎しみ殿をば嘲り

の色の浮かび給ひしを」（p.479）とあるように、『源氏物語』にみられる桐壺

が帝に寵愛されても、奥方に憎まれたという筋を想定し、身分相応のない結婚

であれば、さんざんな目にあうことになることを認識している。ここからみる

と、お袖の結婚観は、恋から結婚に至るのが恋情の成就であるという「近代的

結婚観」15ではなく、妾を「邪道」、正妻を「正当」とする価値観に支配され

る。身分相応の結婚を夢想していたと考えられる。お袖の結婚生活の不満もき

たのは身分の拘束感によるものであると考えられる。次に、お袖の拘束感は〈良

                                                 
15 弦巻克二氏の見解は、次のようである。お袖に結婚生活の不満が感じられるのは、恋が結

婚に連続するという近代的結婚観を夢想していた。独身時代に経験した殿への恋と結婚生活に

おける夫への恋情を連続させ、近代的な恋情ある夫婦生活を夢想したためであり、そしてその

結果、恋情を無みする結婚という制度の機関によって「家」に閉じこめられる女の虚しさを体

験したためであるという。（「一葉『軒もる月』断想―結婚の機関（からくり）と「悟迷の境」

の解脱」『叙説』26巻、1998.12、p.3-4） 
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妻賢母〉という身分意識にもよっている。次の語りから検討してみる。 

 

「勿躰なや此の子とふ可愛きもあり、此（子）が為我が為不自由あらせ

じ憂き事のなかれ、少しは余裕もあれかしとて朝は人より早く起き、夜は

此通り更けての霜に寒さを堪へて」（p.480） 

 

「母が心の何方に走れりとも知らで、乳に倦きれ乳房に顔を寄せたる

まゝ思ふ事なく寝入し児の、頬は薄絹の紅さしたるやうにて、何事を語ら

んとや折々曲ぐる口元の愛らしさ、肥えたる腮の二重なるなど、斯かる人

さへある身にて我れは二タ心を持ちて済むべきや、夢さら二タ心は持たぬ

までも我が良人を不足に思ひて済むべきや、はかなし、はかなし、桜町の

名を忘れぬ限り我れは二タ心の不貞の女子なり。」（p.481） 

 

子のため、妻のため、一生懸命に働いた夫に対して、お袖は「我が良人を不

足に思ひて済むべきや」と、良き夫の妻として、夫に不満を抱くべきではない

と思った。しかも、可愛い子供に恵まれた「身にて我は二タ心を持ちて済むべ

きや」と、母になったお袖は子供の身上に専念しべきなのに、母としての規範

から逸脱する「心の何方に走れり」、「二タ心」を持つべきではないと自戒して

いる。高田知波氏の言うように、「二タ心」という言葉が三回繰り返され、夫

以外の男性を「心」に思い浮かべる自体を「不貞」と見なすお袖は、「二タ心

の不貞の女子」に対する強いオブセッションの持ち主であった。16こうして、

家父長的家族秩序のもとに女性は家を守ることが強要されるゆえ、女性が無意

識に家を守ることを自己の役割として観念される。その結果として、家父長制

度は女性のセクシュアリティを女性自身から疎外させるものとなり、再び女性

にとっての重荷、抑圧となるといえる。 

「不貞の女子」になるべからずと自戒しているお袖の内面を考える際、明治

啓蒙期における良妻賢母規範との関わりも見る必要である。明治十五年に下布

した『幼学綱要』には、女子に対して、貞淑な妻、従順な女であるべきことが

                                                 
16 高田知波「『某の上人がためしにも同じく』―『軒もる月』を読む―」『論集樋口一葉Ⅲ』、

おうふう、2002.9、p.152 
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教えられ、孝女・節婦を讃える話題が盛られていた。17女性＝妻・母の立候補

者＝子供の教育者への躾けが重要であり、そのなかで「和順」と「貞操」は基

本的要素である。貞婦・貞女とは、二夫にまみえぬ、すなわち夫の死後再嫁せ

ぬ女のことであると同時に、家や夫のために守られるべき性の規範を守る女を

指す言葉である。橋本のぞみ氏によると、時あたかも日清戦争下、国家・国民

意識が高揚し、また、戦争を契機として、近代的工場制産業が急速に発達する

なか、国家の安泰と家庭の平安とをアナロジカルにとらえ、「男は外、女は内」

という性別役割分業に基づく良妻賢母規範が宣伝されてゆく時期であること

を考えると、夫の姿勢は理想的なものであるといえ、それに対し、他の男性に

心奪われ、家政がなおざりになりがちなお袖は、あるべき妻・母像をともに逸

脱しているといえるというのである。18さらに考えれば、お袖の内面は「ある

べき妻・母像」という身分を意識したからこそ、逸脱すべきではないと自戒し

て、身分の規範による拘束を自らに与えたのではないか。 

「孝女・節婦」という身分を意識したお袖は、その内面意識においても倫理

観に拘束される。次の語りから分析してみる。 

 

「父の一昨年うせたる時も、母の去年うせたる時も、心からの介抱に

夜るも帯を解き給はず、咳き入るとては背を撫で、寝がへるとては抱起

しつ、三月にあまる看病を人手にかけじと思し召の嬉しさ、夫れのみに

ても我れは生涯大事にかけねばなるまじき人に不足らしき素振りの有

りしか、我れは知らねど左もあらば何とせん」（p.480） 

 

お袖が結婚を受け入れた理由には、「恩愛ふかき親に苦を増させ」るという

配慮が作用していたためである。封建道徳においては、子供が親のために自己

犠牲をすることが親孝行の基本であり、親の難儀を救うため娘が身売りするこ

とは美談ですらあった。一方、家的（血縁的）人間関係の特徴は、自然的・感

情的・心情的・情緒的ということができる。これは、法的・契約的・公的人間

                                                 
17 赤木志律子『女性〈日本史小百科 2〉』、近藤出版社、1977.11、p.50 
18 橋本のぞみ「『軒もる月』―〈二タ心〉とジェンダー・システム」『日本女子大学大学院文

学研究科紀要』10巻、2004.3、p.31 
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関係と対比的なものということができる。19したがって、「恩愛ふかき親に苦

を増させ」たくないお袖が、病弱の両親のために、縁談を承諾したことのは、

「孝」という倫理観に支配されているといえなくても、「家的感情」という血

縁倫理を意識していると考えられる。しかし、その倫理観はかえって自分の心

を縛られるようになった。 

また、両親を親身になって「介抱」し続けてくれた夫は、お袖にとって「此

大恩の良人に然る」という感謝の対象である。高田知波氏によると、「貧しい

裏屋に婿入りして病身の両親を献身的に介護してくれた上に、子供を可愛がり、

育児費捻出のために職工としての苛酷な労働時間を延長までしてくれている

良人は、恩返しに励まなければ道に反するような存在であった」20というよう

に、お袖にとって、夫が「勿躰なや」、「大恩」「生涯大事にかけねばなるまじ

き人」など、夫の恩に報いるためには、「不貞」であってはならない、しかも、

いささかでも「不足」を抱くことを「勿躰なき罪」という倫理観で自分を縛り

つけた。 

以上、分析したように、お袖の身体と情念との葛藤は、定められた身分、倫

理観による自意識を屈折しなければならないという自我を抑圧した状態のま

まで感じたものであることが分かる。戸松泉氏によると、「現実の女の生は、

夫や家族やとの関係のなかでのみ位置づけざるを得ないからである。どのよう

な才能に恵まれようが、それを生かし、花開かせる道を見出すことが女にとっ

ていかに困難か、所詮女の生は関係のなかに閉ざされて在る他ないのではない

か。こうした意識が一葉のなかに強く根ざしていた」というのである。21さら

に言えば、お袖は、関係のなかで生きてきた自分を認識し、宿命として受け止

めてきた。その宿命的関係の中で、身分意識と倫理観が彼女の身体と情念を縛

る強固な拘束力であることがわかる。 

 

 

 

                                                 
19 村上益子編『婦人論のイデオロギー』、現代書林、1969.8、p.59-69 
20 高田知波「『某の上人がためしにも同じく』―『軒もる月』を読む―」『論集樋口一葉Ⅲ』、

おうふう、2002.9、p.154 
21 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.53 
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2.3 手紙を読む行為で構築されるセクシュアリティの空間性 

お袖が結婚してから物語時間の現在までの経過時間は少なくとも三年を経

ていると思われる。22桜町の殿が返信のない「十二通」の手紙を発信し続け、

お袖がそれを読まずに葛籠の底に秘匿し続ける。お袖が結婚後から今日に至る

まで殿への思いを抱き続けることは、殿の行動の光景をさまざまに想像する場

面から窺える。 

 

「桜町の殿は最早寝処に入り給ひし頃か、さらずは灯火のもとに書物を

や開き給ふ、然らずは机の上に紙を展べて静かに筆をや動かし給ふ、書

かせ給ふは何ならん、何事かの御打合わせを御朋友の許へか、さらずば

御母上に御機嫌うかゞひの御状か、さらずは御胸にうかぶ妄想のすて所、

詩か歌か、さらずば、さらずば、我が方に賜はらんとて甲斐なき御玉章

に勿躰なき筆をや染め給ふ。」（p.478-479） 

 

殿の姿を想像するお袖は、小間使時代に見たことのある光景が思い浮かべ、

「桜町の殿といふ面かげなくば胸の鏡に映るものもあらじ」、「殿だになくは我

が心は静なるべきか」という殿への思いを馳せている。しかし、身分意識と倫

理観に縛られるお袖は、殿との恋情が「はかなし」「はかなき思ひ」「果敢なき

楼閣」と思って、「勿躰なき罪」と見なし、「桜町の名を忘れぬ限り我れは二タ

心の不貞の女子なり」と自戒している。そのため、「幾度幾通の御文を拝見だ

にせぬ我れいかばかり憎くしと思しめすらん、拝さば此胸寸断に成りて常の決

心の消えうせん覚束なさ」と語ったように、結婚後から今日まで「常の決心」

を持っているお袖は、殿からの手紙を読まなかった。「常の決心」とは、妻の

倫理を守って良人と忠実な結婚生活を営むことと思われる。23いわば、結婚後

三年間、殿への思いを抱き続けるお袖は、身分意識、倫理観に縛られ殿からの

手紙を読まずに、「常の決心」のもとで生きていこうと努力し続けてきたが、

「桜町の名を忘れぬ」心のなかの葛藤を自覚している。 

                                                 
22 高田知波「『某の上人がためしにも同じく』―『軒もる月』を読む―」『論集樋口一葉Ⅲ』、

おうふう、2002.9、p.147 
23 趙恵淑『樋口一葉作品研究』、専修大学出版局、2007.2、p.70 
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 ところが、お袖はなぜこの夜、今まであえて読まなかった殿からの手紙を開

封すると決めたのか。手紙を読むことを決意する動機について、戸松泉氏は、

「自分の心を対象化するところにあった」のであり、「自らの抱え込んだ〈二

タ心〉を止揚しようとする意志からであった」と述べている。24滝藤満義氏も、

「〈二タ心の不貞の女子〉にならないこと、つまり夫を選ぶことで」「自己の決

心を試さなければならない」と指摘した。25また、高田知波氏も、「これは彼

女にとって反倫理的な決断によるものではなく、むしろ自己を倫理的に追い詰

めた結果で」、「倫理が感情を制御し得るかという試練への挑戦として、この行

為が決断されていた」というのである。26水野亜紀子氏も、「結婚生活の継続

を志向する中で抱えた迷いを、誤魔化さずに見る好意である」とほぼ同じ見解

を示した。27それらの見解に対し、弦巻克二氏は、「恋文と直面することによ

って、袖は恋情のない結婚制度の機関を超えて、恋そのものの奥を対自的に見

極めて行こうとする」と指摘した。28つまり、先行説によると、手紙を開封す

る動機は、〈二タ心〉を止揚して、結婚生活の継続を志向しようとするからで

あり、あるいは、殿との恋を見極めようとするからであるというのである。し

かし、深く読んでみれば、お袖が果たして手紙を開封するのは、〈二タ心〉を

止揚して、結婚生活を継続するためのであろうか、この点について、まず、手

紙を読む時間が「今宵」という時点の設定に注目して検討してみる。作品の冒

頭に、お袖が夫の帰りを待っている場面は次のように描かれている。 

 

「我が良人は今宵も帰りのおそくおはしますよ、我が子は早く睡りしに帰

らせ給はゞ興なくや思さん、大路の霜に月氷て踏む足いかに冷たからん、

炬燵の火もいとよし、酒もあたゝめんばかりなるを、時は今何時にか、あ

れ、空に聞ゆるは上野の鐘ならん、二ツ三ツ四ツ、八時か、否、九時に成

りけり、さても遅くおはします事かな、いつも九時のかねは膳の上にて聞

                                                 
24 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.47 
25 滝藤満義「『軒もる月』――――悟道を急ぐ女」『国文学解釈と鑑賞』68巻 5号、2003.5、p.100 
26 高田知波「『某の上人がためしにも同じく』―『軒もる月』を読む―」『論集樋口一葉Ⅲ』、

おうふう、2002.9、p.152-153 
27 水野亜紀子「樋口一葉『軒もる月論』―凝視の先にあるもの―」『阪大近代文学研究』第 7
号、2009.3、p.6 
28 弦巻克二「一葉『軒もる月』断想―結婚の機関（からくり）と「悟迷の境」の解脱」『叙説』

26巻、1998.12、p.9 
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き給ふを、それよ今宵よりは一時づゝの仕事を延ばして此子が為の収入を

多くせんと仰せられし成りき、火気の満たる室にて頸やいたからん、振あ

ぐる鎚に手首や痛からん。 

女は破れ窓の障子を開らきて外面を見わたせば、向ひの軒ばに月のぼり

て、此処にさし入る影はいと白く、霜や添ひ来し身内もふるへて、寒気は

肌に針さすやうなるを、しばし何事も打わすれたる如く眺め入て、ほと長

くつく息月かげに煙をゑがきぬ。」（p.478） 

 

「我が良人は今宵も帰りのおそくおはしますよ」と語ったお袖の心の中に、

夫が毎日夜遅くまでうちに帰るので、毎日淋しさに耐えていることがうかがえ

る。お袖の淋しさの心象は、「大路の霜に月氷て踏む足いかに冷たからん」と

いう屋外の寒さと対応している。「向ひの軒ばに月のぼりて、此処にさし入る

影はいと白く、霜や添ひ来し身内もふるへて、寒気は肌に針さすやうなる」と

いう語り手の描写も主人公の内面に抱えている寂しさ、孤独感を、「月」「霜」

「寒気」「長くつく息」といったイメージによって、映し出されている。そう

考えれば、お袖は、内なる寂しさを排除するために、結婚後三年間経ても、「果

敢なき楼閣を空中に描く」、殿への思いを抱き続けるのであると考えられる。

しかし、お袖は、今まで夜遅くまで帰る夫が「今宵よりは一時づゝの仕事を延

ば」すことになり、さらにその淋しさに耐えきれなく、生活の貧しさを一層強

く感じたのであろう。 

次に、注目したいのは、お袖の「天女が羽衣を失ひたる心地」という心境で

ある。昔、「天上に遊べると同じ」ような上流社会で暮らしたことがあるお袖

は、桜町家の「小間使」といっても、殿の「寵愛」を受け、「天女」になる身

分を夢のように感じたが、今は、職工と結婚した「地上」の「裏屋」に暮らす

職工の妻となったゆえ、身体の拘束力を強く感じさせ、貧しい生活の中で、「地

上」に生きる自分の宿命を見据えていた。「果敢なき楼閣を空中に描く時、う

るさしや我が名の呼声、袖、何せよ彼せよの言附に消されて、思ひこゝに絶ゆ

れば恨をあたりに寄せもやしたる」とあるように、現実の生活を嫌がって、殿

との関係によって得られる「天上界」の生活に憧れている。そのため、お袖は、

下層社会にいる「工職にて工場がよひする人」と、上流社会にいる殿の地位を
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比べれば、「人界」と「天上界」との差と同じように、身分の差を感じながら、

「天女が羽衣を失ひたる心地もしたりき」という喪失感を生じさせている。橋

本のぞみ氏は、人類普遍の「人界の汚濁を厭ふ」テーマを読み取っていること

に注目し、一葉において「身」「心」相克のテーマとして継承、異化されてい

ることを指摘した。29そうすれば、心の底に天界へ憧憬しているお袖は、自我

意識を抑圧したゆえに、身体の拘束力を強く感じたのであることがわかる。そ

して、「今宵」の淋しさに襲われ、その拘束力を一層強く感じたのである。さ

らに、お袖の言う「心試し」という言葉に注目したいのである。お袖は、今ま

で手紙を開封しなかった理由を、次のように語っている。 

 

「今日まで封じを解かざりしは我れながら心強しと誇りたる浅はかさよ、

胸のなやみに射る矢のおそろしく、思へば卑怯の振舞なりし、身の行ひは

清くもあれ心の腐りのすてがたくば同じ不貞の身なりけるを、卒さらば心

試しに拝し参らせん、殿も我が心を見給へ、我が良人も御覧ぜよ。 

 神もおはしまさば我が家の軒に止まりて御覧ぜよ、仏もあらば我が此手

元に近よりても御覧ぜよ、我が心は清めるか濁れるか。」（p.481） 

 

お袖の言う「心強し」とは、殿からの手紙を読まなかった「常の決心」を持

っている自律の力であると考えられる。しかし、自分の心が今まで「二タ心」

を持っていて、身体と情念の相克に苛まれ、「濁れる」ことは、すでに分かっ

ている。手紙を読まなかったのは、「二タ心」を持っていないと意味している

ように、所詮「卑怯の振舞なり」であると認めた。したがって、今まで殿への

思いを抱き続けているお袖の「心試し」は、文字通りに「我が心は清めるか濁

れるか」というのではなく、「身の行ひは清くもあれ心の腐りのすてがたくば

同じ不貞の身なりける」と言ったように、自分が「心の腐り」「不貞の身」で

あることをすでに知っているので、「自分の心を対象化する」30という観点か

                                                 
29 橋本のぞみ氏は北村透谷が「他界に対する観念」（『国民之友』1892.10）で、人間が憧憬し

てやまぬ天上界もまた、「人界」と大差ないものだという「他界」への否定的な見解を取り上

げている。（橋本のぞみ「『軒もる月』―〈二タ心〉とジェンダー・システム」『日本女子大学

大学院文学研究科紀要』10巻、2004.3、p.28） 
30 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.47 
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ら考えれば、「殿も我が心を見給へ、我が良人も御覧ぜよ」と言ったお袖は、

殿との関係、および夫との関係の中で、正直に自分の心を遮らずに見ようとす

る「心試し」を意味しているのであろう。「神もおはしまさば我が家の軒に止

まりて御覧ぜよ、仏もあらば我が此手元に近よりても御覧ぜよ、我が心は清め

るか濁れるか」と、あえて「神も」「仏も」見せようというのは、つまり、「我

が心は清める」という自分の素直な感情である。したがって、手紙開封への決

断は倫理的禁忌の侵犯ではなく、ありのまま感情に従うものであり、神様まで

引き合いに出してこの行為の正当性が強調されているのである。 

つまり、「今宵」の淋しさは、殿への思いを馳せることだけでは解消できな

い程度であり、身心の拘束による苦しさから解放され、殿への愛情を直視して、

素直に自分の感情を見据えることでしか解消できないのである。「今宵」のお

袖は、その耐え切れない淋しさを感じているゆえ、殿への感情を強く自覚し、

「不貞の女子」という身心の拘束による苦しさも強く感じ取った。したがって、

お袖が手紙を開封する動機は、〈二タ心〉を止揚して、結婚生活の継続を志向

しようとするのではなく、「今宵」の淋しさをきっかけとして、強く感じた身

心の拘束による苦しさから解放しようとするため、「心試し」（自分の感情と素

直に向き合うこと）という意志にかけられ、手紙を開封したのである。 

この夜、お袖は自分の心と素直に向き合う「心試し」を決意し、今まで抵抗

し続けている束縛から解脱しようと、殿からの十二通の手紙を一通ずつ読んで

いく。作品後半部において、お袖の心が次第に解き放たれていく、変貌劇が始

まる。 

 

「封じ目ときて取出せば一尋あまりに筆のあやもなく、有難き事の数々、

辱じけなき事の山々、思ふ、恋ふ、忘れがたし、血の涙、胸の炎、是等の

文字を縦横に散らして、文字はやがて耳の脇に恐しき声もて咡くぞかし、

一通は手もとふるへて巻納めぬ、二通も同じく、三通四通五六通より少し

顔の色かはりて見えしが、八九十通十二通、開らきては読みよみては開ら

く、文字は目に入らぬか入りても得よまぬか。」（p.482） 

 

ここでまず、注目したいのは、お袖が手紙をどのような状態で読んでいるか、
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どのくらい読み解くかというところである。十二通の手紙を読み通していく過

程でお袖の様子は、最初の一、二通では「手もとふれへて」いたのが「三通四

通五六通より少し顔の色かはりて見え」、さらに、八九十通十二通では、「文字

は目に入らぬか入りても得よまぬか」になり、次第に混沌状態に陥っていくよ

うで、「微笑を含みて読みもてゆく」というように変化していく。関礼子氏に

よると、手紙の「文字」というそれ自身では単なる記号に過ぎないものが、「恐

しき声」に換わるのは、読み手側の体験や記憶が強く作用していることを物語

っていて、「声」は身体から直接送り届けられるナマの感情語であるというの

である。31また、戸松泉氏は、殿の甘美で情熱的な言葉によって、自分自身が

今も殿の心を捕らえて離さないことを生々しく知っていく、殿の言葉は袖を自

己陶酔の世界へと誘惑する刺激に満ちていた。殿との甘美な関係に生き得る自

分をいやがうえにも顕在化させていったと指摘した。32いわば、お袖は、手紙

を読んでいるうちに、身体の記憶が次第に蘇って、殿と二人いる対幻想の空間

に引き込まれ、手紙に書かれている「筆のあやもなく、有難き事の数々、辱じ

けなき事の山々、思ふ、恋ふ、忘れがたし、血の涙、胸の炎、是等の文字」を

読むことによって、「声」から伝達したありのままの感情を感じ取り、自分の

心をありありと見たすえに、変貌していくのである。お袖の手紙を読んでいる

過程の変貌は、殿からの手紙に書かれている文字から伝達する感情への対応表

現であるといえる。とすれば、「手紙」は、お袖と殿の共有できる空間性を作

り出す機能を担っていると考えられる。 

次に、対幻想の空間に入り込んだお袖は、自分の心をどのくらい見据えたか、

なぜ「微笑を含みて読みもてゆく」か、という内面意識を探究してみる。 

 

「あはれ果敢なき塵塚の中に運命を持てりとも、穢なき汚れは蒙むらじと

思へる身の、猶何所にか悪魔のひそみて、あやなき物をも思はするよ、い

ざ雪ふらば降れ風ふかば吹け、我が方寸の海に波さわぎて沖の釣舟おもひ

も乱れんか、凪ぎたる空に鴎なく春日のどかに成なん胸か、桜町が殿の容

貌も今は飽くまで胸にうかべん、我が良人が所為のをさなきも強いて隠く

                                                 
31 関礼子「〈読む〉ことによる覚醒―『軒もる月』の物語世界」『亜細亜大学教養部紀要』43
巻、1991.11、p125-130 
32 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.48 
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さじ、百八煩悩おのづから消えばこそ、殊更に何かは消さん、血も沸かば

沸け炎も燃へばもへよとて、微笑を含みて読みもてゆく、心は大滝にあた

りて濁世の垢を流さんとせし、某の上人がためしにも同じく、恋人が涙の

文字は幾筋の滝のほとばしりにも似て、気や失なはん心弱き女子ならば。」

（p.482、下線筆者） 

 

ここでいう「穢なき汚れ」とは、明らかに心の不貞を意味しているのである。

お袖は、自分の不貞の心を「悪魔のひそ」む心、「あやなき物」と見据えてい

る。自分の〈心〉にひそむ「悪魔」、すなわち殿への情熱の感情を見極め、「我

が方寸の海に波さわぎて沖の釣舟おもひも乱れん」というように、心がすでに

乱れているので、「いざ雪ふらば降れ風ふかば吹け」「血も沸かば沸け炎も燃へ

ばもへよ」とあるように、どんなに掻き回されてもかまわず、どうせ「百八煩

悩」が消えることはないから、心に住み着いている情念も別に抑える必要がな

く、リアリティに沸き立ってもいいというセクシュアリティの欲望のままに突

き進もうとする。 

お袖は、自己の心のなかに「悪魔」の存在を知ってしまって、殿への感情を

ありのままに直面するからこそ、「微笑を含みて読みもてゆく」ことができる

のである。つまり、その「微笑」は、自分の心をはっきりと知ったときに、幻

想空間にいた自分が外在の拘束に縛られず、身体がすでに外界に拘束されない

境地になって、心の中の自我意識を押し通す心象ともいえる。 

自分の感情を積極な姿勢で向き合っていることは、「某の上人がためし」と

形容されている。「某の上人がためし」が那智の大滝で行われた文覚上人の修

行（『平家物語』巻五「文覚荒行」）を指すのである。33「恋人が涙の文字は幾

筋の滝のほとばしりにも似て」というように、「涙の文字」は自分にとって、

大滝と同じように、自己に対する試練である。ありのままに自分の感情を直面

して、身体と情念の相克による苦しさから解放しようとするのは、「心は大滝

                                                 
33 明治二九年から明治三二年に刊行された「日本お伽噺」の第一九篇を繙くと、これは日本

一の大滝、紀州は熊野山「那智の滝」に打たれ修業する文覚が、あまりの試練に時折生死の境

をさまよいながらも、不動明王の使いに救われ、二一日の長きにわたる荒行を成し遂げる、と

いう話しであるという。（早矢仕智子「『軒もる月』における一葉の語りの方法」『宮城学院女

子大学大学院人文学会誌』3 巻、2002.3.3、p.34） 
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にあたりて濁世の垢を流さんとせし、某の上人がためしにも同じく」、熾烈な

感情をそのまま身で受止めつつ、はっきりと見極めることによって、すべての

苦しさを解消するという自己挑発の姿勢である。熾烈な感情は「大滝にあた」

ると、身で受止めるその激烈さによる「気や失なはん心弱き女子」となってし

まう。 

 

 

2.4 高笑いする〈狂〉の世界への転落 

殿との対幻想の空間に自分の感情を見極めているお袖は、「桜町が殿の容貌

も今は飽くまで胸にうかべん、我が良人が所為のをさなきも強いて隠くさじ」

と、「良人が所為のをさなき」を明らかに見出した。「良人が所為のをさなき」

がどこにあるのか書かれていないが、桜町の殿との甘美な恋愛に対して、今宵

より残業時間を増やして、「此子が為の収入を多くせん」いる夫がこつこつと

お金を稼ぐ行為を幼さと受け止めているのである。いわば、お袖が求めている

のは、感情的な精神生活であり、お金に追い詰められる生活ではない。しかし、

桜町の殿との精神的な対幻想の世界を求めるお袖は、現実世界の拘束から逃れ

ることができるのか、「心試し」の答えとは、何であろうか。次に探究してみ

る。 

 

「傍には可愛き児の寐姿みゆ。膝の上には、無情の君よ、我れを打捨て

給ふかと、殿の御声ありあり聞えて、外面には良人や戻らん更けたる月

に霜さむし、たとへば我が良人今此処に戻らせ給ふとも、我れは恥かし

さに面あかみて此膝なる文を取かくすべきか、恥づるは心の疚ましけれ

ばなり、何かは隠くさん。 

殿、今もし此処におはしまして、例の辱けなき御詞の数々、さては恨

みに憎くみのそひて御声あらく、さては勿躰なき御命いまを限りとの給

ふとも、我れはこの眼の動かん物か、此胸の騒がんものか、動くは逢見

たき慾よりなり、騒ぐは下に恋しければなり」（p.482） 
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戸松泉氏によると、お袖は自分にとっての子供、殿、夫との関係
．．

を具体的に

想いう浮かべることによって己れを対象化しようとするというのである。34お

袖は手紙を読んだ後、傍に寝ている子供を見て、家庭内部に身が置かれている

母親としての自意識、膝の上の手紙の中から殿の声が伝われてきて、殿の恋人

としての自意識、家の外には夫がもうすぐ帰ってくると予想する妻としての意

識、という三種三様の極めて混乱した自意識が生きていて激しく入れ替えって

動転している。しかし、「心試し」の後のお袖は、妻として夫に対して、「我が

良人今此処に戻らせ給ふとも、我れは恥かしさに面あかみて此膝なる文を取か

くすべきか、恥づるは心の疚ましければなり、何かは隠くさん」というように、

手紙を隠したり、良心が咎めたりする必要はなく、素直に「我が心は清める」

心理状態で、「不貞の女子」とは思わない。「心試し」の後、殿への恋情をはっ

きりと自覚してしまうことになったので、殿に対する感情を確認した自分の心

が夫を欺くことではなく、身体と情念との相克から脱却し、手紙を読むという

行為を正当化する。一方、身体の拘束力から完全に脱却できず、妻としての意

識が作用され、殿に対して、「我れはこの眼の動かん物か、此胸の騒がんもの

か、動くは逢見たき慾よりなり、騒ぐは下に恋しければなり」というように、

自分の情念を控えるべきであると言いつけた。その中に葛藤しているお袖は、

「暫時悾惚として其すゝけたる天井を見上げし」になった。戸松泉氏は、「こ

の時、袖は想像の中で殿との濃密な関係を極限まで生きていたのである。自分

の意識のなかで殿との愛を完璧に貫いていったのである。幻想としての、〈夢〉

としての世界を生き切っていくことによって、やがて袖の心は、『おぼろなる

胸』『空虚なる胸』と形容される一種の虚脱状態にまで陥っていく。この時の

袖はもはや以前の袖とは違う。〈夢〉を虚構の世界としてしか生きられない空

しさを抱えた袖であった。こうして生の自己完結を果たし、自らの欲望を突き

抜けて、袖はかろうじて〈現実〉の世界に還ってくるのである」と述べている。

35しかし、お袖は、〈現実〉の世界に還ってくることができるのであろうか。

むしろ、幻想の世界と現実の世界の間に佇んでいて、途方に暮れたように「悾

惚」としているしかなかったといってよい。つまり、「心試し」の答えとは、

                                                 
34 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.49 
35 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.49 



 

 84

幻想としての世界を生き切っていく自分と、現実の世界を生きていく自分を葛

藤しながら、混沌状態に陥っていくのである。手紙を読むことで殿との恋と向

き合ったお袖は、はっきりと自分の感情を確認したからこそ、かえって身体の

拘束力と激しくせめぎ合うようになり、自分を見失うように「天井を見上げ」、

無力感に抱え込められる。 

「心試し」最後のお袖は、「高く笑ひぬ」と三回繰り返し、手紙を焼却した。

なぜ、三回高く笑うか、手紙を焼却したか、『軒もる月』全体の主題を考える

上で、常に問題になった箇所である。最後に、お袖の心がどのように動いてい

るかについて、次の場面から検討してみよう。 

 

「女は暫時悾惚として其すゝけたる天井を見上げしが、蘭燈の火かげ薄

き光を遠く投げて、おぼろなる胸にてりかへすやうなるもうら淋しく、

四隣に物おと絶えたるに霜夜の犬の長吠えすごく、寸隙もる風おともな

く身に迫りくる寒さもすさまじ、来し方徃く末おもひ忘れて夢路をたど

るやう成しが、何物ぞ俄にその空虚なる胸にひゞきたると覚しく、女子

はあたりを見廻して高く笑ひぬ、其身の影を顧り見て高く笑ひぬ、殿、

我良人、我子、これや何者とて高く笑ひぬ」（p.483、下線筆者） 

 

手紙を読むことで内面に葛藤しているお袖は、やがて、「悾惚として」、「来

し方徃く末おもひ忘れて」、「おぼろなる胸」「空虚なる胸」などという心境に

なった。その時のお袖は、対幻想の世界、現実の世界から離れ、「夢路をたど

るやう成し」ように、自我の世界にたどり着いた。その「淋しく」孤独な心境

は、「蘭燈の火かげ薄き光を遠く投げて」、「四隣に物おと絶えたるに霜夜の犬

の長吠えすごく」、「寸隙もる風おともなく身に迫りくる寒さもすさまじ」とい

う周りの風景から映し出されている。自我だけ存在する境地に入るお袖は、「あ

たりを見廻し」、自分の「影を顧り見て」、「殿、我良人、我子、これや何者」

といって、現実の関係の中で生きる自分から逸脱した。「高く笑ひぬ」対象は、

現実の生活、規制の規範に拘束される自我、そして自分を拘束する他者である。

その「高く笑ひぬ」は、現実に対する反抗表現であり、自分がすべてを超越し

た位置に立ち、心が拘束されない境地になる自己解脱を求める表現でもある。
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戸松泉氏は、お袖の〈高笑い〉は、「一種虚無的な匂いのする笑い」であった

と解釈した36が、むしろ、自己を対象として凝視するきわめて冷徹な感情表現

であるといえよう。精神的に言えば、周りの世界が解体され、自己を生きると

いう意識に駆けられ、自分ひとりしか見えない孤独の世界に立っている精神的

な超脱である。また、橋本のぞみ氏は、お袖の「笑い」は、彼女がいまだ語り

うる言葉を奪還できずにいることを物語るものなのであり、つづく手紙の焼却

は、心を無化し、「場所的二元論」を「自らの業として受け入れ」、「塵塚」の

なかで生きていくであろう彼女のこれからを暗示するものであると指摘した。

37しかし、「塵塚」のなかで生きていく意志はどこにも見当らない。ただ、お

袖は、心の乱れさ、空しさ、淋しさから解脱しようとすることが読み取られる。

この点について、次の手紙を焼却する場面から検討してみる。 

 

「目の前に散乱れたる文をあげて、やよ殿、今ぞ別れまいらするなりと

て、目元に宿れる露もなく、思ひ切りたる決心の色もなく、微笑の面に

手もふるへで、一通二通八九通、残りなく寸断に為し終りて、熾んにも

え立つ炭火の中へ打込みつ打込みつ、からは灰にあとも止めず煙りは空

に棚引き消ゆるを、うれしや、我執着も残らざりけるよと打眺むれば、

月やもりくる軒ばに風のおと清し。」（p.483） 

 

お袖は、自己として存在する境地に入ることによって、心の乱れ、空しさ、

淋しさ等から精神的な解脱を求めている。「殿、我良人、我子、これや何者」

といったように、自分がすでに恋人として、妻として、母として存在するので

はなく、自我として存在しているのである。だから、殿とのはかなき恋の苦し

さにも拘束されたくないように、「やよ殿、今ぞ別れまいらするなり」といっ

て、「目元に宿れる露もなく、思ひ切りたる決心の色もなく、微笑の面に手も

ふるへで」という冷徹な感情を持って、殿の手紙を火の中に投げ込んでいく。

「からは灰にあとも止めず」とあるように、自分の心を拘束するものを全部な

くした心象を意味している。そして、「うれしや、我執着も残らざりけるよ」

                                                 
36 戸松泉「『軒もる月』の生成―小説家一葉の誕生」『相模女子大学紀要』56巻、1993.3、p.49 
37 橋本のぞみ「『軒もる月』―〈二タ心〉とジェンダー・システム」『日本女子大学大学院文

学研究科紀要』10巻、2004.3、p.36 
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と殿に対する感情をすでに捨てたように言い聞かせた。早矢仕智子氏は、女の

「執着」とはそのまま読めば、「やよ殿、今ぞ別れまいらするなり」に続き、

「桜町の殿」についての「執着」からの解放と読むべきかもしれないが、前述

の「殿、我良人、我子、これや何者とて高く笑いぬ」からの関連でいえば、女

の周りにある現実のすべてのもの、さらに言えば自己に対する執着さえもなく

なってしまった境地であると解釈をした。38しかし、お袖が「執着」から解放

され得るのか。自己の精神を超越の境地に託したことによって、心の安らぎを

求めただけである。お袖は、心の底に桜町の殿に対する執着、恋愛幻想が潜在

していながら、「高く笑ひぬ」とか、手紙の焼却とか、「やよ殿、今ぞ別れまい

らするなり」、「うれしや、我執着も残らざりけるよ」といった表現を通して、

精神の解脱を求めようとする。それは、自己の反抗意識を全て無化した境地に

たどり着いて、すべての拘束された対象から解脱を求める仕掛けであるといえ

る。だが、お袖は、心のなかに桜町の殿に対する感情を捨てきれようとするが、

意識の中に葛藤をし続けている。結局、「高く笑ひ」をすることによって、す

べての対象を無化して、他者との絆から自我解脱の境地を求めていくようにな

った。お袖の高笑は、自我感情を高揚する表現である一方、凡ての対象の価値

を否定し、無化するという虚無思想の意識表現である。梅原猛氏によると、「運

命に対する深い諦観から生ずる笑いにより、苦難の価値が低下する。さらに、

無の思想は、このような価値転倒と価値無化に効果的である」というのである。

39しかし、桜町の殿に対する感情を捨てきれず、その感情に引きずられていな

がら、すべての対象を無化しても、感情のはけ口も見つけなかった。かえって、

自己錯乱の状態になり、〈狂〉の世界に入り込んでしまう。その〈狂〉とは、

自我として生きる我執の意識と、現実の拘束に引っ張られている意識の葛藤に

よって生じたのである。早矢仕智子氏の言うように、変えることができない現

実の中で自我意識に気付くことは、女にとっては絶望的な宿命としてとらえら

れた。40現実の生に対する無力感に襲われるお袖にとっては、一人として生き

                                                 
38 早矢仕智子「『軒もる月』における一葉の語りの方法」『宮城学院女子大学大学院人文学会

誌』3 巻、2002.3、p.37 
39 梅原猛『笑いの構造』、角川書店、1972.10、p.76-77 
40 早矢仕智子「『軒もる月』における一葉の語りの方法」『宮城学院女子大学大学院人文学会

誌』3 巻、2002.3、p.36 
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る精神的超越な〈狂〉の境地に追い詰められるしかなかった。しかし、その〈狂〉

の境地は、「淋しく」孤独の境地であり、「月やもりくる軒ばに風のおと清し」

という風景に託されている。ここの「月」は、冒頭の「大路の霜に月氷て踏む

足いかに冷たからん」という「月」と呼応して、孤独の生を象徴している。 

 

 

2.5 回想的時間と家庭的空間からの逸脱 

〈狂〉を形象化したお袖の「高く笑ひぬ」は、時代の拘束から脱出できない、

変えられない運命に対する女性の無力さ、セクシュアリティが家の中に封じ込

められる生の空虚さなどを意味していると考えられる。そして、お袖は、女性

の身を拘束する社会制度を拒否しながら、無意識的に倫理観念に引きずられて

いる故に、無意識の想像的世界において、「不貞の女子」のセクシュアリティ

の満足を得られたような擬似的解放を果たしたにもかかわらず、反抗行為は到

底「高く笑ひ」をすることによる以外、表出する術を持っていなかった。ただ、

その反抗の指向性は外部制度に向けているというより、むしろ内部精神の自由、

即ち、反抗意識を無化するという自意識からの解脱を指向しているのである。

早矢仕智子氏によると、明治二十年代の社会の中で、女であるという自我意識

は一葉にとっては観念ではなく、生身の身体を通した感覚として確立していた

はずである。しかしながら時代を超えて存在し続ける問題である女性性と母性

（妻性）との相克というテーマに挑んで、女という視点をもつことによって、

この物語がお袖一人の物語ではなく、時間と空間を越えて女に共有される問題

を提出していると捉えることが出来るというのである。41いわば、一葉は、実

存的な視点を取り入れ、お袖の内面に見詰め、家内部に生きる女性の内面に潜

んでいる情念と社会制度に規定される身体との相克の有様を描き出している。

一度情念に動かされたが、無意識に家族制度の観念に引きずられ、反抗意識を

無化するようになる。ここから、家父長制度から越境できない妻の役割を固定

化させる女の無力感や、夫と子供のいる家族の中に閉じ込められた女の不在と

したセクシュアリティが描かれている。この物語は独白体を通して、女の身体

                                                 
41 早矢仕智子「『軒もる月』における一葉の語りの方法」『宮城学院女子大学大学院人文学会

誌』3 巻、2002.3、p.38 
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感覚や感情が現実の拘束から解脱しようとする解放意識と屈折した自意識と

ともに表現されている。『軒もる月』は、後の作品に扱われる妻、母たちの女

性性からの逸脱や、女としての主体性への問いかけが更に具現化され、家父長

制度への反抗意識を内在させた。脱出行為を形象化した最初の作品となってい

る。



 

 89

第三章 『十三夜』における美人妻の離縁決意 

 

3.1 はじめに 

『十三夜』は明治二十八年十二月に、「文芸倶楽部」第一巻第十二編臨時増

刊「閨秀小説」に掲載され、『たけくらべ』『にごりえ』『わかれ道』などと並

び称せられている一葉の名作である。『十三夜』は一幕二場の劇曲的な構成に

よって成り立っている。この作品は、当時の一葉が腹案として持っていたいろ

いろな人物イメージの中に、奥様とその良人、奥様とかつての恋人、という二

つの異なる人物関係の組み合わせが、複合して一篇となったものと考えられる。

それは、残された未定稿から判断すると、本来はお関と夫、そして実家のこと

を主として描こうと意図されていたようで、（下）にあたる録之助との出会い

の場面は、あとで複合したものであろう。1また、評判はさして高い方ではな

かったが、「帝国文学」（明 29・1）は〈一葉女史の十三夜、濁江には比ぶべく

もあらねども、同情に富みて精緻なる筆致、巾幗中また其比を見ず〉といい、

「めさまし草」は〈わかれ道に劣らぬ作なり〉と評された。2『十三夜』（明 28.12）

は、明治上流階層の家庭婦人を素材とした小説である。3お関は奏任官原田勇

に嫁いで七年、旧暦十三夜の今宵、離婚の決意を固め、一人で実家斎藤家に戻

ってきた。父の言葉に諭され、お関は涙ながら離婚の決意を翻し、実家へ帰る

（上）。帰り道にお関が乗った車をひく車夫は昔なじみの高坂録之助だった。

お関の結婚をきっかけに、放蕩の果てに車夫にまで落ちぶれた。録之助の境遇

を聞くお関も自らの身の上に思い至るが、広小路で二人はそれぞれの道へと別

れていった（下）。 

『十三夜』は（上）にお関が両親と話したあと離婚決意を翻意する過程、（下）

に録之助との再会が描かれている。『十三夜』を論ずるにあたって、お関の婚

姻問題、翻意の理由と（下）段の位置づけ問題をめぐって、従来の研究ではさ

                                                 
1 松坂俊夫『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、p.114-116 
2 塩田良平「『十三夜』鑑賞」『国文学解釈と鑑賞』2 巻 4 号、1937.4、p.39 
3 物語は玉の輿に乗った女性の悲劇を主題としているが、近代社会の構造的歪みを、季節感に

基づく「十三夜」という抒情的枠組を援用して描き出したと指摘される。（菅聡子・関礼子校

注『樋口一葉集〈新日本古典文学大系 明治編 24〉』、岩波書店、2001.10、p.564） 
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まざまな見解が述べられてきた。まず、婚姻問題について、関良一氏は「お関

に即していえば、結局は、半封建的な、明治という時代における女性の悲劇で

ある。愛情も、もちろん敬意というものもない思い上った夫に、乳母や召使い

同様に扱われ、すこしの人格さえもみとめられない人形妻の悲劇である」と述

べている。4婚姻の不幸は、松坂俊夫氏もお関の消極的な態度にかかわると思

われ、「具体的に言えば、お関が録之助との初恋を貫くことをせず、原田に請

われるまま、親のすすめのままに結婚したことである」と指摘した。5さらに、

前田愛氏も彼女の側の問題として見なし、「お関の不幸は彼女自身の主体性の

乏しさ、人間的自覚の欠如にも根ざしている」と説いている。6その点につい

て水野泰子氏は、「お関は、被害者意識にしがみついているばかりで、自分も

相手を不愉快に、不幸にしていることにまで気がまわらない」と指摘した。7 

次に、お関が離婚決意を撤回した主な理由として、太郎への愛情（「母性」）

を父親に指摘された点が挙げられてきた。8それに対し、高田知波氏は、「我が

子との絶縁を覚悟してきたお関が、もっぱら“母性”の論理によって離婚を断念

したというのではあまりに単純すぎるのではないだろうか」という反論を提起

した。9また、山本欣司氏は、お関の「決心」には、その言葉の激しさに見合

うだけの実質はなかったと指摘した。10田中実氏によると、お関を動かしたも

のは、外ならぬ父親の言葉にこめられた父の愛である。父と娘の絆の深さ、実

はここに旧暦十三夜の月見という仕立があったというのである。11さらに、狩

野啓子氏によると、本気で、離縁を決心していたならば、勇にぶつかるなり、

あるいは手紙ででも意思表示ができたはずである。自分と同じ価値観で生きて

                                                 
4 関良一『樋口一葉・考証と試論〈日本近代文学研究叢刊〉』、有精堂、1970.10、p.364-365 
5 松坂俊夫『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、p.120 
6 前田愛「十三夜の月」『樋口一葉の世界』、筑摩書房、1989.9、p.258 
7 水野泰子「『十三夜』試論―〈母〉幻想の称揚」『文芸と批評』6巻 10号、1989.9、p.14 
8 関良一氏によると、お関が翻意するのは、「離縁を取つて出たが宜いか、太郎は原田のもの、

其方は斎藤の娘、一度縁が切れては二度と顔見にゆく事もなるまじ」という父親の言葉による

のであるという。（関良一『樋口一葉・考証と試論〈日本近代文学研究叢刊〉』、有精堂、1970.10、
p.365）そして、松坂俊夫氏もその言葉がお関に離婚を思いとどめさせるだけの説得力を持っ

ていると説いている。（松坂俊夫『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、p.121） 
9 高田知波・北田幸恵・金子幸代編著『近代文学ヒロインの系譜』、双文社、1990.4、p.44 
10 山本欣司氏によると、お関にとって離縁とは、極めて重い意味を持った決意であった。あ

のような二律背反ともいうべき問いに陥った一人の力ない女性が、迷うことなく自力で明確な

答えを出し得るはずがないのであるという。（山本欣司「『十三夜』論－お関の〈今宵〉／斎藤

家の〈今宵〉」『国語と国文学』71巻 8号、1994.8、p.20） 
11 田中実「『十三夜』の〈雨〉」『日本近代文学』37巻、1987.10、p.18 
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いる両親が、離縁の話にどのように反応するかは、お関にはある程度予測がつ

いたのではないだろうかというのである。12一方、（上）と（下）の「量が不

均衡であり、『下』のほうが付録のような感じを与えている」13という関良一

氏の評論に対し、松坂氏は「一葉の腹案の中には、幼馴染の男女の離別という

構想が根強くあって、それは『十三夜』の場合でいえば、（下）において高坂

録之助の登場を必要とした」と述べている。14 

お関の婚姻問題について、先行緒論をまとめると、お関の不幸は人形妻にみ

なされること、お関の受身的な態度、自我意識の欠如や、身分の差といった原

因にかかわっている。ここから次のような問題が生じてくる。お関の今までの

結婚生活の中で耐え続けたことは何であろうか。原田勇はお関の語られる「鬼」

なのか、お関が太郎を身ごもって以来変貌したのか。そして、原田勇はなぜ強

引にお関と結婚したのか、お関を離縁しないのか。また、なぜ「今宵」（十三

夜）この日限り、離縁を決心して婚家を飛び出したか、といった問題を検討し

てみる。次に、父親の話はお関の決意において、どのように有効に作用したの

か、探究したい。さらに、録之助との出会いと別れが設定されている意味を考

察してみる。 

 

 

3.2 美人妻に依存する「鬼」夫 

『十三夜』は「例は威勢よき黒ぬり車の、それ門に音が止まつた娘ではない

かと兩親に出迎はれつる物を、今宵は辻より飛のりの車さへ歸して悄然と格子

戸の外に立てば」（上・p.96）という「例」の状態と異なる状態が置かれてい

るところから始まる。そこから今まで両親の前で平和そうな七年間の結婚生活

の仮面を剥ぎだされた。お関とその「良人」である原田勇との結婚生活の様相

は、離婚を求めて実家の斎藤家に帰ってきたお関と両親との会話を中心に明ら

かとなっていく。離婚の決意を固めた後に原田家から逃げ出したが、実家の門

                                                 
12 狩野啓子「関係性の病い―『十三夜』の照らし出す近代」『日本文学』45巻 11号、1996.11、
p.44 
13 菅聡子・関礼子校注『樋口一葉集〈新日本古典文学大系 明治編 24〉』、岩波書店、2001.10、
p.364 
14 松坂俊夫『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、p.121 
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前で「戻らうか、戻らうか、あの鬼のやうな我良人のもとに戻らうか」と迷っ

ている。でも、心の中にやはり「彼の鬼の、鬼の良人のもとへ、ゑゝ厭や厭や

と身をふるはす」というように婚家に戻ることを拒否した。 

しかし、ここで注目したいのは、お関によって語られる「鬼」という原田像

と、虐げられてきた生活と相対化することができず、お関の一方的な語りのみ

によって示されているのである。「妻であるお関の側からの一方的な解釈とし

て、根本的な限界を有する語りが意図的に選ばれているのである。」15それは、

おそらく家内に生きる女性の虐待されてきた苦しみと男の理不尽な横暴への

告発であり、自己主張の立場を据えて発してきた強烈な訴えは、男性の横行に

対する一種の反抗姿勢であるともいえる。そして、笹尾佳代氏の言うように、

「両親の共感と離縁の同意を求めようとするお関の語りの戦略性を読むべき

なのである」。16お関の苦情は次のように両親に語っている。 

 

「夫れは何ういふ子細でと父も母も詰寄つて問かゝるに今までは默つて

居ましたれど私の家の夫婦さし向ひを半日見て下さつたら大底御解りに成

ませう、物言ふは用事のある時慳貪に申つけられるばかり、朝起まして機

嫌をきけば不圖脇を向ひて庭の草花を態とらしき褒め詞、是にも腹はたて

ども良人の遊ばす事なればと我慢して私は何も言葉あらそひした事も御座

んせぬけれど、朝飯あがる時から小言は絶えず、召使の前にて散々と私が

身の不器用不作法を御並べなされ、夫れはまだまだ辛棒もしませうけれど、

二言目には教育のない身、教育のない身と御蔑みなさる、それは素より華

族女學校の椅子にかゝつて育つた物ではないに相違なく、御同僚の奧樣が

たの樣にお花のお茶の、歌の畫のと習ひ立てた事もなければ其御話しの御

相手は出來ませぬけれど、出來ずは人知れず習はせて下さつても濟むべき

筈、何も表向き實家の惡るいを風聽なされて、召使ひの婢女どもに顏の見

られるやうな事なさらずとも宜かりさうなもの、嫁入つて丁度半年ばかり

の間は關や關やと下へも置かぬやうにして下さつたけれど、あの子が出來

てからと言ふ物は丸で御人が變りまして、思ひ出しても恐ろしう御座りま

                                                 
15 山本欣司『樋口一葉 豊饒なる世界へ』、和泉書院、2009.10、p.171 
16 笹尾佳代「『十三夜』論－コミュニケーションの不可能性－」樋口一葉研究会編『論集樋口

一葉Ⅵ』、おうふう、2006.11、p.67 
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す、私はくら闇の谷へ突落されたやうに暖かい日の影といふを見た事が御

座りませぬ、はじめの中は何か串談に態とらしく邪慳に遊ばすのと思ふて

居りましたけれど、全くは私に御飽きなされたので此樣もしたら出てゆく

か、彼樣もしたら離縁をと言ひ出すかと苦めて苦めて苦め拔くので御座り

ましよ、御父樣も御母樣も私の性分は御存じ、よしや良人が藝者狂ひなさ

らうとも、圍い者して御置きなさらうとも其樣な事に悋氣する私でもなく、

侍婢どもから其樣な噂も聞えまするけれど彼れほど働きのある御方なり、

男の身のそれ位はありうちと他處行には衣類にも氣をつけて氣に逆らはぬ

やう心がけて居りまするに、唯もう私の爲る事とては一から十まで面白く

なく覺しめし、箸の上げ下しに家の内の樂しくないは妻が仕方が惡いから

だと仰しやる、夫れも何ういふ事が惡い、此處が面白くないと言ひ聞かし

て下さる樣ならば宜けれど、一筋に詰らぬくだらぬ、解らぬ奴、とても相

談の相手にはならぬの、いはゞ太郎の乳母として置いて遣はすのと嘲つて

仰しやる斗、ほんに良人といふではなく彼の御方は鬼で御座りまする、御

自分の口から出てゆけとは仰しやりませぬけれど私が此樣な意久地なしで

太郎の可愛さに氣が引かれ、何うでも御詞に異背せず唯々と御小言を聞い

て居りますれば、張も意氣地もない愚うたらの奴、それからして氣に入ら

ぬと仰しやりまする、左うかと言つて少しなりとも私の言條を立てて負け

ぬ氣に御返事をしましたら夫を取こに出てゆけと言はれるは必定、私は御

母樣出て來るのは何でも御座んせぬ、名のみ立派の原田勇に離縁されたか

らとて夢さら殘りをしいとは思ひませぬけれど、何にも知らぬ彼の太郎が、

片親に成るかと思ひますると意地もなく我慢もなく、詫て機嫌を取つて、

何でも無い事に恐れ入つて、今日までも物言はず辛棒して居りました、御

父樣、御母樣、私は不運で御座りますとて口惜しさ悲しさ打出し、思ひも

寄らぬ事を談れば兩親は顏を見合せて、さては其樣の憂き中かと呆れて暫

時いふ言もなし。」（上・p.101-103、下線筆者） 

 

以上からみると、お関が語っている夫の横行は次のようである。①「朝飯あ

がる時から小言は絶えず、召使の前にて散々と私が身の不器用不作法を御並べ

なされ（略）二言目には教育のない身、教育のない身と御蔑みなさる」、②「箸
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の上げ下しに家の内の樂しくないは妻が仕方が惡いからだと仰しやる」、③「一

筋に詰らぬくだらぬ、解らぬ奴、とても相談の相手にはならぬの、いはゞ太郎

の乳母として置いて遣はすのと嘲つて仰しやる斗」、④「張も意氣地もない愚

うたらの奴、それからして氣に入らぬと仰しやりまする」、また、後に言う⑤

「出際に召物の揃へかたが惡いとて如何ほど詫びても聞入れがなく」といった

事例である。夫の横行に対するお関の対応は、「よしや良人が藝者狂ひなさら

うとも、圍い者して御置きなさらうとも其樣な事に悋氣する私でもなく」、「氣

に逆らはぬやう心がけて居りまする」「詫て機嫌を取つて、何でも無い事に恐

れ入つて、今日までも物言はず辛棒して居りました」とあるように、いつも夫

の機嫌をとって、従順な態度で扱っていたのである。お関の口を通して、原田

勇の態度は理不尽だが、お関の言葉から推量すれば、彼の不満は妻の諄々とし

た態度にもかかわっている。原田勇は高い教育を受ける奏任官で「利発の人で

はあり随分学者でもある」。原田勇が強引にお関と結婚したのは、彼女の「容

色」に魅せられたのである。 

 

「阿關が十七の御正月、まだ門松を取もせぬ七日の朝の事であつた、

舊の猿樂町の彼の家の前で、御隣の小娘と追羽根して、彼の娘の突いた

白い羽根が通り掛つた原田さんの車の中へ落たとつて、夫れを阿關が貰

ひに行きしに其時はじめて見たとか言つて人橋かけてやいやいと貰ひた

がる、御身分がらにも釣合ひませぬし、此方はまだ根つからの子供で何

も稽古事も仕込んでは置ませず、支度とても唯今の有樣で御座いますか

らとて幾度斷つたか知れはせぬけれど、何も舅姑のやかましいが有るで

は無し、我が欲しくて我が貰ふに身分も何も言ふ事はない、稽古は引取

つてからでも充分させられるから其心配も要らぬ事、兎角くれさへすれ

ば大事にして置かうからと夫は夫は火のつく樣に催促して、此方から強

請た譯ではなけれど支度まで先方で調へて謂はゞ御前は戀女房」（上・

p.103-104） 

 

母親の話によると、当初原田勇はお関の容貌に引かれて、強引に嫁を貰いた

のであり、斎藤家は何度かも断ったが、原田勇は「何も舅姑のやかましいが有
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るでは無し、我が欲しくて我が貰ふに身分も何も言ふ事はない、稽古は引取つ

てからでも充分させられるから其心配も要らぬ事、兎角くれさへすれば大事に

して置かうから」と言うように、身分とかも気にせず、好きにお関を嫁に貰い

たのである。結婚後の半年間、お関を「戀女房」として可愛がっている。笹尾

佳代氏によると、この時期、階級差を考慮しない「自由恋愛」によって「美人

妻」を求めることは、政治家や高等官にとって自らの「開明性」を誇示するも

のとなり、「美人妻」は「社会界でのアクセサリー」ともなり得ていた。奏任

官である勇はお関を妻とすることで、集団からの〈卓越化〉を図ろうとしてい

たということである。17しかし、原田勇はお関を嫁にしたのは、自らの「開明

性」を誇示するつもりがあるか、原田勇がお関を嫁に貰う態度から見当らない

のである。むしろ、自分と対応する身分を要求しない結婚観を持つ開明派の近

代人である原田勇にとって、お関に求めているのは、教育のある身、子供の教

育に能力を発揮する新時代の「賢母」でもなく、道徳規範に即した「良妻」で

もなく、ただ自分の所有する一個の単なる玩弄物的附属物と見なし、愛玩する

人形妻であるといってよい。原田勇はお関の精神的人格的方面を無視し、妻を

人形視し、玩弄物として思い描いているとしか考えられない。家庭を守り、子

供の養育という重責を負うべき女性である事を思い至らなかった。「御同僚の

奧樣がたの樣にお花のお茶の、歌の畫のと習ひ立てた事もなければ其御話しの

御相手は出來ませぬけれど、出來ずは人知れず習はせて下さつても濟むべき

筈」なのに、原田勇は、お関にお花のお茶の、歌の畫などを習うことを行かせ

ず、高い精神的教養を求める事も許されない。女の身体的装飾のみを要求して、

精神的装飾は却って嫌がっている。単なる女性を人形のように自分のそばに添

ってほしい。それに、お関が「藝者狂ひなさらうとも」嫉妬せず、「氣に逆ら

はぬ」態度を表したら、原田勇は、却って好ましくなく「家の内の楽しくない

は妻が仕方が悪るいからだ」と怒鳴って、お関が自分のことを気にして欲しい

のである。だから、お関が心の求める妻像になっていなかった故に、わざわざ

お関を「身の不器用不作法」とか「教育のない身、教育のない身」などの言葉

を言って、軽蔑したりして、横暴な態度を表したことによって、相手から自分

                                                 
17 笹尾佳代「『十三夜』論－コミュニケーションの不可能性－」樋口一葉研究会編『論集樋口

一葉Ⅵ』、おうふう、2006.11、p.68 
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のことに注意を向けてほしい。妻の心身は自分の所有であると思っている。し

かし、それはただ相手が自分の甘い夢と期待に応えなければならない欲張りで

あり、自己中心主義の表れである。一旦、自分の期待に裏切られたら、相手を

いじめることによって、欲望を満たすことを求めようとする「鬼」夫となった。 

したがって、七年間の結婚生活の中、最初の半年は幸福らしく過していたが、

お関が太郎を身篭って以来、原田勇が変貌していたのは、お関が「太郎の乳母」

に転じるからであると考えられる。原田勇がお関に求めているのは原田の妻で

あり、太郎の母ではないのである。お関と離婚しない理由はそこにあると考え

られる。ここから原田勇のお関への甘さ、妻への依存の欲求が現われる。田中

実氏の指摘したように、「二十三になったお関に『詰まらぬくだらぬ、解らぬ

奴、とても相談の相手にはならぬ』と責める。その言葉の裏には妻の実家との

身分の格差に安住して、その上で妻をなじっている勇の弱さが顕れ、それは同

時にお関への甘えの現われでもあって、そうした妻への依存の欲求をも隠し持

っていた。」18それに、さらにいえば、お関に対する横暴な態度は、彼の自己

中心的な意識の現われであり、即ち、自分自身の欲求を中心として、他者が自

分の欲求に満たさなければならないという意識である。一方、お関は、夫が自

分に対する欲求がわからず、「全くは私に御飽きなされたので此樣もしたら出

てゆくか」といったように自分が飽き捨てられた人形であると考えている。 

お関は、夫に精神的虐待されることに対し、妻としてただ「我慢して」「氣

に逆らはぬやう」「何うでも御詞に異背せず」沈黙のままに反撥の態度を出さ

なかった。では、なぜお関は従順な態度でしか表していなかったのか、それは

お関の妻の役に対する認識、即ち、実家から受けられてきた躾にかかわってい

ると考えられる。斎藤家の父親が育てられる女性の態度は封建道徳の中で「柔

順」、忍従という女子の美徳である。そして、「嫁に行つた身が實家の親の貢を

するなどゝ思ひも寄らぬこと、家に居る時は齋藤の娘、嫁入つては原田の奧方

ではないか」という父親の言葉には「分」をわきまえる道徳観が現れている。

そのような道徳規範を受け入れて育ったお関は、夫に従順な態度で対している

自分が、何処が間違ったかわからなくて、夫の横暴な態度を理解できなかった。

考えてみれば、今までの結婚生活を耐え続け、反発の態度を出さなかったは、

                                                 
18 田中実「『十三夜』の〈雨〉」『日本近代文学』37巻、1987.10、p.16 
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「お関の結婚に対する消極的な態度」19ではなく、「人形妻」に扱われ、「主体

性の乏しさ、人間的自覚の欠如」20でもなく、道徳規範を内在化するのである。 

つまり、婚姻破綻の原因は、原田勇がお関の身から期待する妻像を求めなか

ったからである。太郎を身ごもった時期を境にして、お関が子供の世話に専念

してから「原田の妻」から「太郎の乳母」へと変わったときに、原田勇がお関

への甘さ、妻への依存の欲求を充たせず、自分の欲張りによって妻を苛めてい

る。お関は、夫の横暴な態度に対してただ被虐的な姿勢をとって、忍従に妻の

役に徹して生きてきただけである。いわば、今までの結婚生活の中で、お関は

妻となる身体を演じながら、守備に徹する戦略をとって、夫の横暴な態度に耐

え続け、夫の横行に抵抗しているのである。では、今まで忍従に生きてきたお

関は、なぜ「今宵」婚家から逃れたのか、彼女の望んでいるものは何であろう

か、次に探究してみる。 

 

 

3.3 「今宵」の離婚―〈父の娘〉への回帰願望 

『樋口一葉事典』によると、今宵の「十三夜」は、旧暦九月十三夜を意味す

る言葉で、この夜は、古来「中の月」（仲秋の名月）に対する「後の月」とし

て秋の夜空に澄む月を惜しみ、月見の宴を催す習俗があった。とくに民間では、

この夜の月を「豆名月・栗名月」と呼び、折からの枝豆・栗を囲んで家内中で

団欒の場とすることを習わしとした。したがって「十三夜」という記号は、さ

さやかな一家団欒の場面と深まり行く秋の哀感とを同時に喚起するというの

である。21また、山本欣司氏は、「〈十三夜〉とは、金銭の量や功利性ではとら

えきれない、懐かしい実家の温かな人間関係の象徴というべき時であった。〈お

月見〉という一つの習俗を通して心の連帯を確認し、家族という小さな共同体

の持つ親和力＝きずながいっそう強まる夜であったのである。その磁力が、空

虚にあったお関の心を捉えたのだ」と述べている。22そうすれば、今宵十三夜

                                                 
19 松坂俊夫『樋口一葉〈鑑賞日本現代文学 2〉』、角川書店、1982.8、p.120 
20 前田愛「十三夜の月」『樋口一葉の世界』、筑摩書房、1989.9、p.258 
21 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.64 
22 山本欣司「『十三夜』論－お関の〈今宵〉／斎藤家の〈今宵〉」『国語と国文学』71巻 8 号、

1994.8、p.19 
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という月見の日限り実家へ戻るのは、家族の団欒、家族の温情に恋しいからで

あると考えられる。では、なぜお関は今宵に家族の温情に包まれような感情が

生じたのか、それはお関の結婚生活の様相から窺うことが可能であろう。 

 

「良人は一昨日より家へとては歸られませぬ、五日六日と家を明ける

は平常の事、左のみ珍らしいとは思ひませぬけれど出際に召物の揃へか

たが惡いとて如何ほど詫びても聞入れがなく、其品をば脱いで擲きつけ

て、御自身洋服にめしかへて、吁、私位不仕合の人間はあるまい、御前

のやうな妻を持つたのはと言ひ捨てに出て御出で遊ばしました、何とい

ふ事で御座りませう一年三百六十五日物いふ事も無く、稀々言はれるは

此樣な情ない詞をかけられて、夫れでも原田の妻と言はれたいか、太郎

の母で候と顏おし拭つて居る心か、我身ながら我身の辛棒がわかりませ

ぬ」（上・p.105） 

 

つまり、「良人は一昨日より家へとては歸られませぬ、五日六日と家を明け

るは平常の事」とあるように、結婚生活の中で、夫がいつも遅くまで帰り、あ

るいはうちにいない日が少なくないので、寂しさに耐えている結婚生活が窺え

よう。そして、「一年三百六十五日物いふ事も無く、稀々言はれるは此樣な情

ない詞をかけられて」、夫婦があまり話しかけなく、話しかけたら夫がいつも

情けない言葉を言っただけである。このような結婚生活の中で、お関は家族の

温情に包まれような感情を望んでいる心がけが理解できる。したがって、今宵

十三夜という時点で、月見の日に家族の団欒、家族の温情が恋しく、今まで結

婚生活のつらさから逃れようとするために実家に戻って、家族の温情を求める

お関は、「千度も百度も考へ直して、二年も三年も泣盡して今日といふ今日ど

うでも離縁を貰ふて頂かうと決心の臍をかためました」というお関の言葉には

二極に分裂した自己意識が現れ、彼女は妻の「分」という道義を振り捨て「今

日といふ今日」から斉藤家の娘に戻そうと「決心」をした。次のお関の語りか

らかつての父の娘に立ち戻りたいという団欒する家族幻想の指向性が窺える。 

 

「本當に私は親不孝だと思ひまする、それは成程和らかひ衣服きて手車
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に乘りあるく時は立派らしくも見えませうけれど、父さんや母さんに斯

うして上やうと思ふ事も出來ず、いはゞ自分の皮一重、寧そ賃仕事して

もお傍で暮した方が餘つぽど快よう御座います」（上・p.100、下線筆者） 

 

「私は今宵限り原田へ歸らぬ決心で出て參つたので御座ります、勇が許

しで參つたのではなく、彼の子を寐かして、太郎を寐かしつけて、最早

あの顏を見ぬ決心で出て參りました、まだ私の手より外誰れの守りでも

承諾せぬほどの彼の子を、欺して寐かして夢の中に、私は鬼に成つて出

て參りました、御父樣、御母樣、察して下さりませ私は今日まで遂ひに

原田の身に就いて御耳に入れました事もなく、勇と私との中を人に言ふ

た事は御座りませぬけれど、千度も百度も考へ直して、二年も三年も泣

盡して今日といふ今日どうでも離縁を貰ふて頂かうと決心の臍をかため

ました、何うぞ御願ひで御座ります離縁の状を取つて下され、私はこれ

から内職なり何なりして亥之助が片腕にもなられるやう心がけますほど

に、一生一人で置いて下さりませ」（上・p.101、下線筆者） 

 

つまり、お関が「自分の皮一重、寧そ賃仕事してもお傍で暮した方が餘つぽ

ど快よう御座います」といったように親の娘として家族の温情に包まれる生活

を送っていきたいという家族幻想をもって、原田勇の妻という「分」から逃れ

ようとする。山田有策氏によると、お関が容易に父親の論理を受け入れるのは、

「〈女性〉意識は備わっていなかった」からであり、「お関にはそうした〈女性〉

意識などもともとないわけで、だからこそ〈妻〉や〈母〉から簡単に〈身はい

にしへの斎藤主計が娘〉に戻り得ると思考するのである」という。23しかし、

〈妻〉や〈母〉から〈娘〉に戻れようと決意したことは、彼女が女性意識を強

く持っているからこそ、女性としての役割を抵抗したという意味をするのでは

なかろうか。「離縁状もらふて下されと言」うという「決心」を胸に原田家を

飛び出したお関は、今まで精神上の虐待にさらされ、妻の役へ強く拒否意識を

持ち続けてきた。だが、「今宵限り」「鬼」になると決意をしたお関は、一番気

                                                 
23 山田有策「『十三夜』の世界」岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3樋口一葉』、小学館、1992.3、
p.88 
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にかかる人がやはり子供の太郎である。お関は妻の役を拒絶するために、原田

家から逃れたが、母子の情を捨てられないゆえに、母の役に対して強く拒否意

識を表すことができない。いわば、お関は〈妻〉〈母〉〈娘〉たる女性意識を持

っているからこそ、親の〈娘〉に戻りたいと気強く決心した。では、原田の妻

という役割を拒絶し、親の〈娘〉に戻りたいと決意したお関は、父親の説得を

受けたまま、離婚決意を撤回したのか、はたして決意を翻意した理由は何であ

ろうか、次に探究してみる。 

 

 

3.4 家族共同体に生き通す従属的身体 

お関が親の〈娘〉に戻りたいといったとき、父親に「馬鹿、馬鹿、其樣な事

を假にも言ふてはならぬ、嫁に行つた身が實家の親の貢をするなどゝ思ひも寄

らぬこと、家に居る時は齋藤の娘、嫁入つては原田の奧方ではないか、勇さん

の氣に入る樣にして家の内を納めてさへ行けば何の子細は無い、骨が折れるか

らとて夫れ丈の運のある身ならば堪へられぬ事は無い筈」と叱られた。いわば、

「家に居る時は齋藤の娘、嫁入つては原田の奧方」「堪へられぬ事は無い筈」

という身分意識、道徳規範を受け入れて育ったお関は、原田勇と結婚して以来、

自分の内面と衝突しつづけ、「戻らうか、戻らうか、あの鬼のやうな我良人の

もとに戻らうか、彼の鬼の、鬼の良人のもとへ、ゑゝ厭や厭やと身をふるはす」

といったように原田家の妻の役に対し、拒絶感を持っている。しかし、何とも

考え直して離婚の決意を固めた後に実家を訪問したというお関を迷わせたも

のは何だったのであろうか。父親の説得の言葉は、お関がすでに予想していた

内容であろうか。実家の格子戸の前に立った時点におけるお関の迷い事とその

後の父親の言葉と対照させながら、父親の説得の有効性を考察してみる。まず、

お関の語りから検討してみる。 

 

「何の顏さげて離縁状もらふて下されと言はれた物か、叱かられるは必

定、太郎といふ子もある身にて置いて驅け出して來るまでには種々思案も

し盡しての後なれど、今更にお老人を驚かして是れまでの喜びを水の泡に
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させまする事つらや、寧そ話さずに戻ろうか、戻れば太郎の母と言はれて

何時何時までも原田の奧樣、御兩親に奏任の聟がある身と自慢させ、私さ

へ身を節儉れば時たまはお口に合ふ者お小遣ひも差あげられるに、思ふ

まゝを通して離縁とならは太郎には繼母の憂き目を見せ、御兩親には今ま

での自慢の鼻にはかに低くさせまして、人の思はく、弟の行末、あゝ此身

一つの心から出世の眞も止めずはならず、戻らうか、戻らうか、あの鬼の

やうな我良人のもとに戻らうか、彼の鬼の、鬼の良人のもとへ」（上・p.96-97、

下線筆者） 

 

つまり、お関は、「何の顏さげて離縁状もらふて下されと言はれた物か、叱

かられるは必定」と予想したので、すでに離縁状をもらえないはずであると考

えた。それに、離婚すれば、「太郎には繼母の憂き目を見せ、御兩親には今ま

での自慢の鼻にはかに低くさせまして、人の思はく、弟の行末、あゝ此身一つ

の心から出世の眞も止めずはならず」ということである。一人の決断によって

両親に失望させ、太郎、弟に不幸させる結果をもたらすことを予想している。

ここから、近代的な家族制度のもとで女性の生は、個人の生を生きることでは

なく家の一員として家のために生きることを意味したことがわかる。次は、父

親の語りから検討してみる。 

 

「いや阿關こう言ふと父が無慈悲で汲取つて呉れぬのと思ふか知らぬが

決して御前を叱るではない、身分が釣合はねば思ふ事も自然違ふて、此方

は眞から盡す氣でも取りやうに寄つては面白くなく見える事もあらう、

（略）夫を機嫌の好い樣にとゝのへて行くが妻の役、表面には見えねど世

間の奧樣といふ人達の何れも面白くをかしき中ばかりは有るまじ、身一つ

と思へば恨みも出る、何の是れが世の勤めなり、殊には是れほど身がらの

相違もある事なれば人一倍の苦もある道理、お袋などが口廣い事は言へど

亥之が昨今の月給に有ついたも必竟は原田さんの口入れではなからうか、

七光どころか十光もして間接ながらの恩を着ぬとは言はれぬに愁らからう

とも一つは親の爲弟の爲、太郎といふ子もあるものを今日までの辛棒がな

るほどならば、是れから後とて出來ぬ事はあるまじ、離縁を取つて出たが
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宜いか、太郎は原田のもの、其方は齋藤の娘、一度縁が切れては二度と顏

見にゆく事もなるまじ、同じく不運に泣くほどならば原田の妻で大泣きに

泣け、なあ關さうでは無いか、合點がいつたら何事も胸に納めて知らぬ顏

に今夜は歸つて、今まで通りつゝしんで世を送つて呉れ、お前が口に出さ

んとても親も察しる弟も察しる、涙は各自に分て泣かうぞ」（上・p.106-107、

下線筆者） 

 

ここからみると、父親の説得には、①「身分が釣合はねば思ふ事も自然違ふ

て」「身がらの相違もある事なれば人一倍の苦もある道理」、②「夫を機嫌の好

い樣にとゝのへて行くが妻の役」「何の是れが世の勤めなり」、③「間接ながら

の恩を着ぬ」、④「親の爲弟の爲、太郎といふ子もあるものを今日までの辛棒

がなるほどならば、是れから後とて出來ぬ事はあるまじ」、⑤「離縁を取つて

出たが宜いか、太郎は原田のもの、其方は齋藤の娘、一度縁が切れては二度と

顏見にゆく事もなるまじ」といったことである。いわば、父親はお関の「人一

倍の苦も」身分の相違によるものであると考えられる。父親にとって、「妻の

役、表面には見えねど世間の奧樣といふ人達の何れも面白くをかしき中ばかり

は有るまじ」という妻の役に当たる辛さが共有するものであり、しかもその役

は「世の勤め」という人間としてやるべき役目である。そして、一旦人妻にな

ったら、妻の役を果たさなければならないという道徳規範に即すべきであると

言い聞かせた。また、弟が原田勇の恩を着るので、義理としていえば、離縁は

あるまじきことになる。さらに、今まで辛抱してきたので、これからも親のた

め、弟のため、太郎のため辛抱できないことはなく、離縁すれば、「太郎は原

田のもの、其方は齋藤の娘」とあるように、太郎と会うことはできないと考え

た。いわば、父親は娘の子供に対する感情を配慮しながら、道徳倫理に従うべ

き、家の倫理を守るべき、といった倫理観念に強く根ざしている。 

そして、お関の父斎藤主計は没落した士族であり、斎藤家の復興も潜めに望

んでいると考えられる。それが託されているのは、次期家長である亥之助であ

る。菅聡子氏によると、「昼は勤めに出、夜は夜学に通う亥之助の、将来の立

身出世がかなうか否かに斎藤家の将来もかかっているのだ。この彼の将来にと

って、奏任官原田の力は絶大である。斎藤家の現在も未来も、原田を後ろ盾と
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した亥之助にかかっているのである。このためには、お関が原田の〈妻〉であ

ることが必須条件であることは言うまでもない。斎藤家にとって、お関は原田

の〈妻〉としてのみ存在意義があるのである」というようである。24こうして、

父親はお関に家のため、家族のための自己犠牲をする必要であることを暗示し

ている。個体を犠牲することは、家という全体を保存する没個人的な自然的欲

望の充足を目的とするものである。それで家族という自然共同体は、「利己的

な団体」25という性格を持ち、家族の成員としての個人の犠牲は、家族的集団

のエゴイズムの充足のための行為なのであることがわかる。村上益子氏は、「個

人の自然性は否定されても家という自然性は肯定される。この家の自然性への

個人の自然性の解消は、日本人特有の愛惜感と虚無感のなかで美的な情緒に高

められる」と言っている。26つまり、父親の理論からみると、娘の家のために

献身することに対して、家という全体を保存する必須条件であり、〈妻〉〈母〉

〈娘〉として存在意義があると同時に「道徳」27として肯定しているのである。

そして、斎藤家の父の倫理は、「家」が実体的な価値としての家族共同体の利

己心によって保護され、家族の成員として家の共同利害に忠実すべき、個人を

抑圧する全体的集団の価値であることが示されている。 

しかし一方、お関の思う事と父親の理論を合せてみると、お関はすでに父の

言う夫の機嫌をとって、家族のために辛抱すべきだという「妻の役」を強く意

識していたことがわかる。今までお関が原田勇と離縁しなかったのは、「何に

も知らぬ彼の太郎が、片親に成るかと思ひますると意地もなく我慢もなく、詫

て機嫌を取つて、何でも無い事に恐れ入つて、今日までも物言はず辛棒して居

りました」というように、子供のために耐えてきたのである。原田の妻として

                                                 
24 菅聡子『時代と女と樋口一葉』、日本放送出版協会、1999.1、p.213 
25 家という全体は、外に対しては、それ自身ひとつの欲望の充足を目的とするものである以

上、利己的な団体という性格を持たざるをえなくなる。このような家のための個人の自己否定

は、日本人個人個人の内面からみると、全体のために自己否定しこの全体によって逆に個人を

救わせるという美しいロマンチズムを形成する。（村上益子「イデオロギーとしての家」『婦人

論のイデオロギー』、現代書林、1969.8、p.71-72） 
26 村上益子「イデオロギーとしての家」『婦人論のイデオロギー』、現代書林、1969.8、p.72 
27 女性に関していえば、母の子に対する自己犠牲、妻の夫に対する献身があげられる。ここ

では個人の欲望は否定されるが、母とか妻とかいう立場での本能は満足させられている。それ

らの自己犠牲的行為は、自己犠牲であるということだけで社会的に是認される。この自己犠牲

の道徳は日本古来のもっとも安易な―特に女性にとって―道徳であった。（村上益子「イデオ

ロギーとしての家」『婦人論のイデオロギー』、現代書林、1969.8、p.71） 
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の辛さを耐えがたい故に出奔したお関は、生活に耐え続けるべき理由を父親か

ら聞かせた。それを生き続けられる信条として受け容れたのである。そして、

お関が父親の論理を抗弁せずに、受け入れるのは、自分の身に育てられてきた

女性として求められている態度や道徳観念もかかわっていると考えられる。し

たがって、父親の論理には身分の落差、「世の勤め」、「恩を着ぬ」といった内

容はお関の離縁決意を翻意した理由になるまではないと思う。では、父親の諫

めからみると、お関の心を動揺させる誘因が何であろうか、父親はどれぐらい

娘の苦痛を感じ取ったか、なぜお関を原田家に戻って辛抱するように生きてい

こうと説得したのか、次の語りから考えてみる。 

 

「父は歎息して、無理は無い、居愁らくもあらう、困つた中に成つたも

のよと暫時阿關の顏を眺めしが、大丸髷に金輪の根を卷きて黒縮緬の羽織

何の惜しげもなく、我が娘ながらいつしか調ふ奧樣風、これをば結び髮に

結ひかへさせて綿銘仙の半天に襷がけの水仕業さする事いかにして忍ばる

べき、太郎といふ子もあるものなり、一端の怒りに百年の運を取はづして、

人には笑はれものとなり、身はいにしへの齋藤主計が娘に戻らば、泣くと

も笑ふとも再度原田太郎が母とは呼ばるゝ事成るべきにもあらず、良人に

未練は殘さずとも我が子の愛の斷ちがたくば離れていよいよ物をも思ふべ

く、今の苦勞を戀しがる心も出づべし、斯く形よく生れたる身の不幸、不

相應の縁につながれて幾らの苦勞をさする事と哀れさの増れども」（上・

p.106、下線筆者） 

 

つまり、父の本音は、①「襷がけの水仕業さする事いかにして忍ばるべき」、

②「太郎といふ子もあるものなり、一端の怒りに百年の運を取はづして、人に

は笑はれものとなり」、③「良人に未練は殘さずとも我が子の愛の斷ちがたく

ば離れていよいよ物をも思ふべく、今の苦勞を戀しがる心も出づべし」、とい

ったようである。斎藤家の娘に戻ったら、水仕業などをさせると情けなく、そ

して、太郎という子をもつことはは娘にとって、「百年の運」であり、さらに、

娘の子供に対する感情を捨てきられないことを見通し、母子関係を断絶すれば、

娘に一層苦しめられるところまでを配慮したからお関を説得したのである。父
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親の見通したお関の子供に対する切れられない感情は、お関と両親との会話場

面から窺える。 

 

「ほんに替り目で陽氣が惡いけれど太郎さんは何時も惡戲をして居ます

か、何故に今夜は連れてお出でない、お祖父さんも戀しがつてお出なさ

れた物をと言はれて、又今更にうら悲しく、連れて來やうと思ひました

けれど彼の子は宵まどひで最う疾うに寐ましたから其まゝ置いて參りま

した、本當に惡戲ばかりつのりまして聞わけとては少しもなく、外へ出

れば跡を追ひまするし、家内に居れば私の傍ばつかり覘ふて、ほんにほ

んに手が懸つて成ませぬ、何故彼樣で御座りませうと言ひかけて思ひ出

しの涙むねの中に漲るやうに、思ひ切つて置いては來たれど今頃は目を

覺して母さん母さんと婢女どもを迷惑がらせ、煎餅やおこしのしも利か

で、皆々手を引いて鬼に喰はすと威かしてゞも居やう、あゝ可愛さうな

事をと聲たてゝも泣きたきを、さしも兩親の機嫌よげなるに言ひ出かね

て、烟にまぎらす烟草二三服、空咳こんこんとして涙を襦袢の袖にかく

しぬ。（上・p.98、下線筆者） 

 

「もうもうもう私は良人も子も御座んせぬ嫁入せぬ昔しと思へば夫れま

で、あの頑是ない太郎の寢顏を眺めながら置いて來るほどの心になりま

したからは、最う何うでも勇の傍に居る事は出來ませぬ、親はなくとも

子は育つと言ひまするし、私の樣な不運の母の手で育つより繼母御なり

御手かけなり氣に適ふた人に育てゝ貰ふたら、少しは父御も可愛がつて

後々あの子の爲にも成ませう、私はもう今宵かぎり何うしても歸る事は

致しませぬとて、斷つても斷てぬ子の可憐さに、奇麗に言へども詞はふ

るへぬ。」（上・p.105-106、下線筆者） 

 

したがって、実家へ戻ったが、子供に切れられない感情をもったお関は、「太

郎は原田のもの、其方は齋藤の娘、一度縁が切れては二度と顏見にゆく事もな

るまじ」という父親の言葉を聞くと心を動揺させると考えられる。それに、離

縁すれば、「今更にお老人を驚かして是れまでの喜びを水の泡にさせまする事
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つら」「御兩親には今までの自慢の鼻にはかに低くさせまして」など、親の気

持ちも配慮したお関は、親に悲しませたくないという親に対する思いやりを持

っている。「お前が口に出さんとても親も察しる弟も察しる、涙は各自に分て

泣かうぞ」という父親の言葉には、親が子供の不幸に痛みを持ちながら、それ

ぞれの苦痛を味わいながら、それぞれに耐えているしかないという意味をして

いる。そして、子供の不幸は一家が支えているものである。山田有策氏による

と、「涙は各自に分て泣かうぞ」と呼びかける父親には人間関係のただ中で常

に存在の責任を引き受けて生きて来た者の持つ重みがずっしりと感じられる

のであるというのである。28また、田中実氏は、「父は娘のために涙を流して

いるからであり、ここには親は子のため、子は親のためという強い人間的絆で

結ばれていた家族共同体の世界がしっかりと生きていた。これが没落士族らし

い斎藤の一家なのであって、彼らはこの強い精神の絆で結ばれ、ここに支えら

れてお関は生きてきたのだった」29と述べている。したがって、親が自分のた

めに悲しむことを感知したお関が心を動揺し、親の望んだとおりに原田の妻と

いう役目を演じることを決めた。つまり、お関が翻意した理由は親子の情と母

子の情に引かれれるものであると考えれる。では、翻意したお関は、どんな決

心をもって婚家に戻るか、次のお関の言説から探究してみる。 

 

「夫れでは離縁をといふたも我まゝで御座りました、成程太郎に別れて顏

も見られぬ樣にならば此世に居たとて甲斐もないものを、唯目の前の苦を

のがれたとて何うなる物で御座んせう、ほんに私さへ死んだ氣にならば三

方四方波風たゝず、兎もあれ彼の子も兩親の手で育てられまするに、つま

らぬ事を思ひ寄まして、貴君にまで嫌やな事をお聞かせ申しました、今宵今宵今宵今宵

限り關はなくなつて魂一つが彼の子の身を守る限り關はなくなつて魂一つが彼の子の身を守る限り關はなくなつて魂一つが彼の子の身を守る限り關はなくなつて魂一つが彼の子の身を守るのと思ひますれば良人の

つらく當る位百年も辛棒出來さうな事、よく御言葉も合點が行きました、

もう此樣な事は御聞かせ申しませぬほどに心配をして下さりますな」

（p.107-108、下線筆者） 

 

                                                 
28 山田有策「『十三夜』の世界」『群像日本の作家 3樋口一葉』、小学館、1992.3、p.89 
29 田中実「『十三夜』の〈雨〉」『日本近代文学』37巻、1987.10、p.19 
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「お父樣、お母樣、今夜の事はこれ限り、歸りまするからは私は原田の

妻なり、良人を誹るは濟みませぬほどに最う何も言ひませぬ、關は立派

な良人を持つたので弟の爲にも好い片腕、あゝ安心なと喜んで居て下さ

れば私は何も思ふ事は御座んせぬ、決して決して不了簡など出すやうな

事はしませぬほどに夫れも案じて下さりますな、私の身體は今夜をはじ私の身體は今夜をはじ私の身體は今夜をはじ私の身體は今夜をはじ

めに勇のものだめに勇のものだめに勇のものだめに勇のものだと思ひまして、彼の人の思ふまゝに何となりして貰ひま

しよ、夫では最う私は戻ります、亥之さんが歸つたらば宜しくいふて置

いて下され、お父樣もお母樣も御機嫌よう、此次には笑ふて參りまする」

（p.108、下線筆者） 

 

つまり、「太郎に別れて顏も見られぬ樣にならば此世に居たとて甲斐もない

もの」「あゝ安心なと喜んで居て下されば私は何も思ふ事は御座んせぬ」とい

ったように、親子の情と母子の情による離婚決意を翻意したお関は、「これま

での身と覺悟して」、自分の身と心を分離した状態で、「今宵限り關はなくなつ

て魂一つが彼の子の身を守」って、「私の身體は今夜をはじめに勇のものだ」

と思った。「身體」は「勇のもの」になれば、「良人のつらく當る位百年も辛棒

出來さう」に何らの苦しさを感じることはなく、生ける屍のように妻の役に耐

え続けることできると思った。一方、「魂一つが彼の子の身を守る」に決めた

お関は、「太郎に別れて顏も見られぬ樣にならば此世に居たとて甲斐もないも

の」といったように、自分の生き甲斐は子供に依存するものである。いわば、

〈身体〉は生け贄として夫に供え、〈心〉は子供の身のうえに従属するのであ

る。したがって、お関は〈娘〉〈妻〉〈母〉という役割に対し、母の役を一番の

位置に置かれ、次に娘、妻という位相に位置付けられる。ここからみると、お

関が自ら選んだ〈生〉は「関係の網の目のなかで自らを無くすことによって、

辛うじて生きるという、自己放棄としての〈生〉」30ではなく、内面において

主体的な情念、すなわち家族幻想における温情希求、および母子情愛を保ちつ

つ、妻の役に耐え続けるという身体の被虐的な〈生〉を選択したのである。 

（上）において心が子供の身に寄せていきながら、身が妻の役に徹して生き

るに決めたお関は、思いがけなく幼馴染の録之助と出会った。（下）において、

                                                 
30 松下浩幸「『十三夜小論―記憶ドラマ』」『明治大学日本文学』18巻、1990.8、p.83 
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再会する二人はそれぞれ相手に対する異なる思いや身分に対する意識が描か

れている。録之助はお関と別れてから、「奧樣にお成りなされたと聞いた時か

ら夫でも一度は拜む事が出來るか、一生の内に又お言葉を交はす事が出來るか

と夢のやうに願ふて居ました」とあるようにお関に対する思いを抱え続けてい

る。お関が結婚して以来、彼は変貌しはじめ、自己喪失の状態に陥ち、現実の

生活から逸脱した。女房を持たせても「遊んで遊んで遊び拔いて、呑んで呑ん

で呑み盡して、家も稼業もそつち除けに箸一本もたぬ」「放蕩」の生活を送っ

ていた。母親が田舎へ帰り、女房が実家へ戻ったうえで、子供が「昨年の暮チ

プスに懸つて死んだ」といった境遇に遭わせた。お関のことを思い続けた録之

助は、七年ぶりに彼女と再会する際に、「嬉しき樣子も見えざりき」となるの

はなぜであろうか。 

 

「お恥かしい身に落まして今は家と言ふ物も御座りませぬ、寢處は淺

草町の安宿、村田といふが二階に轉がつて、氣に向ひた時は今夜のやう

に遲くまで挽く事もありまするし、厭やと思へば日がな一日ごろごろと

して烟のやうに暮して居まする、貴孃は相變らずの美くしさ、奧樣にお

成りなされたと聞いた時から夫でも一度は拜む事が出來るか、一生の内

に又お言葉を交はす事が出來るかと夢のやうに願ふて居ました、今日ま

では入用のない命と捨て物に取あつかふて居ましたけれど命があればこ

その御對面、あゝ宜く私を高坂の録之助と覺えて居て下さりました、辱

なう御座ります」（下・p.111） 

 

今にお関の「奥様風」になった姿を見た録之助は、「貴孃は齋藤の阿關さん、

面目も無い此樣な姿」を見せ、「お恥かしい身に落まして今は家と言ふ物も御

座りませぬ」というように二人の間に隔てられていた身分の差を強く意識し、

「お別れ申すが惜しいと言つても是れが夢ならば仕方のない事」と思って、彼

女に対する恋の儚さを再び感じていた。一方、再会する際に、お関が録之助に

対して「何んなにお懷しう御座んしたらう」という胸いっぱい懐かしい感じを

抱き、「我身のほどをも忘れて」録之助に話しかけている。 
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「私は此人に思はれて、十二の年より十七まで明暮れ顏を合せる毎に

行々は彼の店の彼處へ座つて新聞見ながら商ひするのと思ふても居たれ

ど、量らぬ人に縁の定まり、親々の言ふ事なれば何の異存を入れられや

う、烟草やの録さんにはと思へどそれはほんの子供ごゝろ、先方からも

口へ出して言ふた事はなし、此方は猶さら、これは取とまらぬ夢の樣な

戀なるを、思ひ切つて仕舞へ、思ひ切つて仕舞へ、あきらめて仕舞うと

心を定めて、今の原田へ嫁入りの事には成つたれど、其際までも涙がこ

ぼれて忘れかねた人、私が思ふほどは此人も思ふて、夫れ故の身の破滅

かも知れぬ物を」（下・p.113） 

 

お関にとって、録之助も「忘られぬ由縁のある人」である。「あゝ高坂の録

さんが子供であつたころ、學校の行返りに寄つては卷烟草のこぼれを貰ふて、

生意氣らしう吸立てた物」という子供の頃の遊ぶ光景を思い出した。お関は記

憶の中で「小川町の高坂とて小奇麗な烟草屋の一人息子」である録之助が「世

にある頃の唐棧ぞろひに小氣の利いた前だれがけ、お世辭も上手、愛敬もあり

て、年の行かぬやうにも無い、父親の居た時よりは却つて店が賑やかなと評判

された利口らしい人」であった。しかも、十二歳から十七歳まで「彼の店の彼

處へ座つて新聞見ながら商ひする」とあるように彼の妻になり、二人で暮らす

光景を想像したこともある。相手から自分に対する気持を打ち明けず一方的に

彼に対する思いを「夢の樣な戀なる」と感じている。今に「色も黒く見られぬ

男」になった録之助を見た彼女は驚き、「私が思ふほどは此人も思ふて、夫れ

故の身の破滅かも知れぬ」と思った。そして録之助の遭遇を知ったお関は、彼

の落魄の姿を見て、「我が此樣な丸髷などに、取濟したる樣な姿」とあるよう

に原田家の妻という身分をはっきりと意識した。さらに、彼の顔を見ると、「何

を思ふか茫然とせし顏つき」をしていた彼の心持を知らなかった。つまり、お

関は録之助の様子を見ることによって、昔の二人がそれぞれ相手に対する思い

と共有しない境遇を知って、二人の身分の差と心を交わし得ない二人の距離を

今に認識してきた。いわば、（下）において二人の再会という設定には、お関

の意識が現在から過去へ、過去から再び現在へという変化が見られる。その過

程において、録之助はお関に現在の自分と過去の自分をはっきりと認識させる
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役割を果たしている。録之助との再会によって、お関が原田家の妻という身分

を明確に意識させ、被虐的な生を押し通して生きる「決心」を確認した。 

 

「私は御別れに致します、隨分からだを厭ふて煩らはぬ樣に、伯母さ

んをも早く安心させておあげなさりまし、蔭ながら私も祈ります、何う

ぞ以前の録さんにお成りなされて、お立派にお店をお開きに成ります處

を見せて下され、左樣ならばと挨拶すれば録之助は紙づゝみを頂いて、

お辭儀申す筈なれど貴孃のお手より下されたのなれば、あり難く頂戴し

て思ひ出にしまする、お別れ申すが惜しいと言つても是れが夢ならば仕

方のない事、さ、お出なされ、私も歸ります、更けては路が淋しう御座

りますぞとて空車引いてうしろ向く、其人は東へ、此人は南へ、大路の

柳月のかげに靡いて力なささうの塗り下駄のおと、村田の二階も原田の

奧も憂きはお互ひの世におもふ事多し。」（下・p.114） 

 

お関が録之助と別れる際に差し出した小菊の紙に包んだ紙幣は、二人の身分

の垣（人力車夫と原田家の奥様）に隔てられている距離や、幼馴染の関係から、

社会化される車夫と客という心を交わしえない他人関係への変化を意味して

いる。そもそも（下）の設定は読者にお関は初恋の相手と何か新たな生の道を

開ける可能性と期待させるのである。しかし、「其人は東へ、此人は南へ」と

二人は別れていく、今の時点において二人の平行する生が十三夜の月に照らさ

れ、お関の被虐的な生を押し通すしかないという宿命が提示されている。昔の

初恋の相手に会っても、新たな生が展開されることなく、それぞれの生を貫い

ていくしかないのである。文末に「憂きはお互ひの世におもふ事多し」と記さ

れているように、この世において、誰にも救いを求めなく、それぞれ自分の生

を耐えていくしかないという社会認識が呈示されている。 

 

 

3.5 分裂される母性的身体 

『十三夜』をめぐる議論の焦点の一つは、お関が父親の説得を受けて、翻意
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したのかどうか、翻意したのであれば、父親の言葉がどれほど功を奏したのか

ということである。そして、もう一つの論点は、（上）と（下）の関係をどの

ように有機的なつながりを把握するかということである。前者について、「離

縁状もらふて下されと言」うという「決心」を胸に原田家を飛び出したお関は

今まで精神上の虐待にさらされ、妻の役へ強く拒否意識を持ち続けてきた。妻

の役を拒否しても、自意識を抑えながら、既定の道徳規範に従い、夫を仕え、

被害者の立場に立ったまま相手の横暴を抵抗する。一度婚家から逃げ出して離

婚決意をしたが、父親の説得に対し、抗弁の言葉を一つ発することなく、離婚

決意を撤回してしまう。それは、教育されてきた道徳規範が無意識の深層に強

く根ざしていると同時に、母性の表現として母子の情が捨てられないゆえであ

ると考えられる。原田の妻に徹して生きていくと決意をし婚家へ戻ったお関は、

既成の規範に対し、家族幻想に依存する温情希求が捨てきれないまま、婚家の

中において、妻の役に耐え続ける被虐的な身体性を生きるという分裂的な生と

なる。だから、一時的な脱出行為の反抗は、結局何らかの新しい生を拓くこと

はなく、極めて内部指向の精神的解放と情緒的な反動に止まるしかない反抗表

現となった。 

また、（上）と（下）の関係について言えば、お関に過去を顧みることによ

って、現在において自他の身分差や自他関係をはっきりと認識した。それによ

って、原田家の妻としての身分を意識し、自分と録之助がそれぞれの苦痛を抱

えながら、それぞれの生を押し通して生けなければならないことを認識してき

た。このように、お関が被虐的な身として生きていく「決心」は録之助との再

会によってさらに確認したのであると考えられる。作者は『十三夜』の（上）

と（下）を通して、人の世の抜き差しなら憂苦を透かし見つめて、変えられな

い運命という宿命を冷徹に見据えている。家父長制度の内部で女性は母性とい

う自己犠牲的な身体を生きていながら、家族体制を支える従属的な身体として

も機能している。いわば、『十三夜』は、女性の内面に潜んだ反抗意識や、女

性が規制される〈分〉を弁えて、家族共同体の関係の中で自己犠牲して生きて

いかざるを得ない閉ざされていた厳しい社会認識も同時に重層的に表出され

ている作品である。
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第四章 『われから』における妻の逸脱する身体性 

 

4.1 はじめに 

『われから』は一八九六（明治 29）年五月『文芸倶楽部』に発表された一

葉最後の小説である。一葉死後間もなく刊行された『一葉全集』（明 30・1）

では、二十九年五月作とされているが、三十年六月刊行の『校訂・一葉全集』

で、斎藤緑雨が二十八年十一月作と記して以来、それがそのまま引き継がれて

きた。昭和十八年一月、和田芳恵が『一葉に与へた手紙』百五十二の解説で、

二十九年四月と推定し、関良一が「一葉小説成立考」で、四月説を補強した。

作品自体が、『たけくらべ』に次いで長く、未定稿の量は他を圧して多い。1し

かし、作品の構成に対して発表後まもなくの『めさまし草』（明 29・5）の酷

評が響いたとみられる。 

『われから』は全十三章で構成されている。基本的にはお町の物語であるが、

十三章中、三章から七章までに渡ってお町の母美尾を中心とする美尾物語が描

かれている。いわゆる入れ子型の構成である。この点に関しては、同時代評に

おいて、「たけくらべには似るべくもあらず」、「一葉としては太く劣りたる作」

であり、「お美尾が上とお町が上と、殆と等分にかゝれたるより、力負けとも

云ふものにや、話の筋は先づ作者の手よりこんがらかりはじめて何を主とも定

かならぬやうになり了りたり」（『めさまし草』明 29・5）とか、「此作に一葉

女史にあるまじき欠点は、二ツの別々談を一ツに合したるが如き―悪く形容せ

ば所謂木を竹に接ぎたるの―観あることこれなり」（『青年文』29・6）などと

いった評が早くから出ている。2二つの物語が存在する意味をその後も『われ

から』論の大きな部分を占めている。 

『われから』（明 29.5）という最終作は、政治家の夫をもつ富裕な家の妻の

悲劇を描いた作品である。主人公お町の両親の与四郎と美尾は、幼馴染から夫

婦になったが、貧しい暮らしに不満を抱く美尾は、赤ん坊をおき去りに出奔し

た。父与四郎はそれを恨み、以後蓄財にのみ生涯をかけ、莫大な資産を残した

                                                 
1 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.79 
2 藪禎子「『われから』論」『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.287。峯村至津子『一

葉文学の研究〈岩波アカデミック叢書〉』、岩波書店、2006.3、p.169 
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まま死んでしまう。その財産でお町の生活を贅沢なものだが、夫の不在、子供

時代のつらい思い出、夫の持ち出した子供を貰う話等が重なるにつれて癪に悩

まされるようになる。そのうち看病に励んだ書生の千葉の間によからぬ噂がた

ち、ついに夫から家から出て行くように言い渡される。 

『われから』は、お町の現在の物語時間に、母美尾の物語が挿入されるとい

う時間構成に対して、同時代評の多くが構造上の破綻と捉えられている。新し

い『われから』論には、二つの物語の相関関係究明を中心としている。例えば、

藪禎子氏は、「美尾は、お町の物語に必須」であるという前提として、美尾物

語の絶対的な意味が検討されている。藪禎子氏が、お町は「性的に放恣な女」

であり、それが「母親の淫奔な血」と連ねられているという湯池孝（『樋口一

葉論』大正 15・10）の理解を納得できず、「性的生活」と「遺伝」を重視し、

これを自然主義への一段階として評価するのは、当の湯地自身が自然主義時代

の残影の中にいたことの逆証明であると述べている。3そして、一葉が美尾に

おいて語りたかったのは女の欲望とエゴイズムだったということであり、お町

の「一念」という語に作者が何を託したのか、具体的には把握が難しいけど、

それが不条理な世の告発とそれに対する強い抵抗になっているのもまた疑い

ないと指摘している。4つまり、藪禎子が、女の孤独と解放への夢、世への哀

しい認識と、抑圧された女の性の思い切った剔出と表現に、この小説の画期的

な新しさがあったとみている。 

次に、重松恵子氏は、二つの物語は「有機的な関連がある」とし、「不義と

いう〈非行〉に向わなければならなかった女たちの固有の状況、心情」を、母

娘二つの物語を通して、浮かび上がらせているとする見解を打ち出した。新た

な可能性を求めて煩悶する妻と、状況認識を欠いた夫とのズレが、自己充足で

きない「意気地」をもった女の心の底に暗い情念を生じさせ、お町の唐突に発

せられる「一念が御座りまする」という一言が女たちに脈々と伝わって流れる

「意気地」の血を示していると指摘した。5一方、高田知波氏は、当時の家族

法の側から、家屋と制度を中心とする「家」のハード面を表している「イエ」

                                                 
3 藪禎子『われから』論『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.287 
4 藪禎子『われから』論『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.309 
5 重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、

1992.11、p.28-31 
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と、ソフトとしての「ウチ」の差を導き出し、『われから』における美尾の物

語とお町の物語はともに「家」のソフトとハードとの統一を求めて得られず、

戸籍上の妻の地位だけが残ったという点において一対の物語になっていると

読んでいる。6また、千田かをり氏は、『われから』がお町を登場させることに

よって、従来の女性身体とは別の身体、つまり言葉と等価な身体を提示してい

ると論じて、身体に関する意識の差異、身体とのかかわり方の差異を明らかに

するためには、美尾、お町ともに必要だったのであると指摘している。7渡辺

澄子氏は、一葉が女にとって生きづらい明治社会の現実を、境遇の異なる二女

性を通して描きたかったのであるという見解を示した。8さらに、戸松泉氏は、

〈この小説が、こうした夫との心の懸隔から来る妻の虚しいもの思いによって

始められていることに注目した時、『われから』の一見分裂しているかのよう

な構造も新たな観点から、即ち二組の夫婦の破綻へのプロセスとして捉え返さ

れてくるのである。そしてその破綻は、お町のこのもの思い美尾の「心の狂ひ」

と、結婚生活の中で妻の側が抱え込んだ何らかの満たされない思いが発端とな

って展開していく〉と述べている。9五島慶一氏も夫婦関係に注目し、自らの

存在のありように対する妻の苦悩とその夫への哀訴、それぞれにある意味に於

て妻を深く愛しながらもその不満・不安の訴えを全て受け止めることのできな

い夫、そして最終的な関係の破綻に至るまで、その意味では二つの物語は全く

パラレルの位置関係にあると指摘している。10 

また、橋本威氏は、〈物質的な幸福〉のみを求めて夫と我が子を捨てた美尾

と、経済的に恵まれながら心の充足を得られず書生に近付き、その〈噂〉によ

って夫に捨てられるお町とは、筋の上からは、一応、まるっきり反対の立場に

ある妻のように見えるが、この母娘共通の〈無自我性〉が立証されるのである

と述べている。11関礼子氏は、「姦通」のテーマを形象化させる物語としてみ

                                                 
6 高田知波「<女戸主・一葉>と『われから』(第三十号記念)」『駒澤國文』30巻、1993.2、p.60 
7 千田かをり「『われから』における言葉と身体」『立教大学日本文学』71巻、1993.12、p.58 
8 渡辺澄子「樋口一葉の世界－新たな飛躍」『日本近代女性文学論－闇を拓く』世界思想社、

1998.2、p.50 
9 戸松泉「『われから』試論－〈小説〉的世界の顕現」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－

新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6、p.113 
10 五島慶一「<妻>の「一念」:「われから」における妻の位置」『三田國文』巻号 34、2001.9、
p.46 
11 橋本威によると、美尾は、世俗的意味で経済的に豊かな生活を求めたに過ぎないし、お町

に、〈今の境遇〉を変えようとする意思は全く与えられていないという。「一葉『われから』
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て、一葉が「物語」を目指したのであれば、「美尾物語」「お町物語」の分析

でもあきらかなように、二つの物語を生成するキーワード、「不義」の論理を

生きるにふさわしい女としてお町をそして千葉をも造型すべきであったろう

といっている。12一方、朴那美氏は、『われから』は、二人の女性における「愛」

と「金力」を主に扱っていて、二つの物語を通じて「愛」と「金力」を痛切に

語ろうとしたと見なしている。13 

さらに、峯村至津子氏は、美尾の物語・お町の物語は、それぞれ当時の下層

社会・上流社会で数多く見られ、社会問題として批判されていた事柄に材を取

っている点、更に、美尾・お町の二人が、当時の女子教育論が否定する女性像

に添って造型されている点に於て共通しており、このことからも、この二つの

物語が、同等の一対の物語として構想された可能性が高いことが考えられ、二

つの物語が主張してくるものは、不安に囚われた女性たちが、なすすべもなく

息詰まるような日々を過ごす中で、次第に飽和状態に近づきつつあった思いが、

ある時はじける―。それが妻の出奔・妾への転身・姦通（に類する行為）とい

ったかたちをとって表されていると指摘している。14そして、趙恵淑氏も逸脱

したい女性の内面性に注目し、家の内部を活動領域とする女性が自分の無力に

気付いて悩み、日常からの逸脱した女性という面において、美尾物語とお町物

語は一つの対になっていると言っている。15こうしてみれば、『われから』論

は、論者がそれぞれの視点なり、問題意識から、二つの物語が成る意味を論じ

て、多様に展開している傾向が顕著である。 

発表当時のその評価が大きく分かれた『われから』は、同時代評および先行

研究において、お町物語と美尾物語の両者を密接に関連する不可分の要素と見

て、両者の類似性・共通性といったレベルを越えた、統一的で、絶対的な意味

                                                                                                                                            
覚え書き（下）―講義ノートより」『梅花女子大学文学部紀要（国語・国文学）』30巻、1996.12、
p.33-38 
12 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.359 
13 朴那美氏によると、〈愛はあっても金力によって破壊され、また金力によって作られた仮

装夫婦のパターンは、人間誰もがもっている愛欲と金力の創出した物語である。『われから』

は抑圧された愛に反抗した女性の物語であり、「金力」によって人間関係がつくられ、また解

消される世の中に対する理性的な目線がみられる一葉の最後の小説なのである〉という。「樋

口一葉の『われから』におけるお町の〈一念〉は成就するか（一）」『ことば』20巻、1999.12、
p.195 
14 峯村至津子『一葉文学の研究』、岩波書店、2006.3、p.254。峯村至津子「『われから』論（上）」

『国語国文』64巻 3号、1995.3、p.11 
15 趙恵淑「女性の無力―『われから』」『樋口一葉作品研究』専修大学出版局、2007.2、p.204 
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を抽出しようとする方向が探られている。先行研究で考察されてきたように、

母娘物語の類似点や対照点や関連性に関して、「女の欲望とエゴイズム」「自己

充足できない意気地をもった女の心の底に暗い情念」「日常からの逸脱した女

性」といった論点が提起されてきた。それらの論点を更に検討してみたい。本

章では二つの物語の有機的な関連性を探り出し、一つの物語として総合的に把

握しようとする。そして、美尾とお町の抑圧された女の性に焦点を絞って、そ

れぞれの女たちの固有の状況、心情（煩悶や不満や不安）、及び、それぞれの

女の欲望や身体表現に注目して、美尾とお町は貧富という点では一見対極にあ

るのだが、そこで描かれる出奔、見え隠れする姦通といった事柄を通して追究

されていることを明らかにしたい。そして、結末にお町の反発とする「一念」

という語に何を託したのかを考察したい。さらに、『われから』における美尾

物語の挿入は、どのような狙いがあったのか。なぜあれほど長々と美尾物語が

語られなければならないのか。二つの物語が織り交ぜた語り方から語り手の表

現意図も検討してみたい。 

 

 

4.2 商品化される悪女の身体を生きる美尾の物語 

全十三節からなるこの小説はお町を描いた作品なのに、三節から八節までの

六節を裂いてお町の母美尾の物語となっている。父与四郎は大蔵省の月給八円

の下級職員で、幼馴染で美貌の妻美尾と貧しいながら幸せに暮らしていた。美

尾は貧しいながら日々の生活に安んじていたようであるが、前の年の花見に華

族さま一行の花やかな姿を見て以来現在の生活を嘆き、夫に出世を求めるよう

になっていった。梅の季節の土曜日の午後、与四郎が帰宅すると隣家の妻から、

美尾は実家からの迎えだという綺麗な車が来て出かけたと告げられる。美尾は

翌日になって帰宅し、母が急病という知らせで実家に行き、今日も帰りが遅く

なってしまってとお詫びる。実家からの迎えという車が来た頃から実家へ帰る

ことが多くなり、帰れば忍びやかに吐息をつく。夫が問えば気分が悪く食欲不

振という。そのうち妊娠とわかったが、そのころから美尾の母は与四郎にもう

少し収入の良い仕事に就くように勧め、辛かろうが、美尾は子ぐるみ預かるか
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ら独身になってひとかどの働きをしてをして人並みの生活ができるようにと

勧めるようになる。十月十五日に娘が誕生し、それから一ヵ月後、残業を終え

て帰宅した与四郎は美尾の家出を知った。ところが、それまで貧乏暮しに特別

不満も抱いていなかった美尾が、夫与四郎と生まれたばかりの娘お町を捨てて

出奔するようになるのは、なぜだろうか。次のような場面から考察してみよう。 

 

「浮世に鏡といふ物のなくば、我が妍きも醜きも知らで、分に安じたる思

ひ、九尺二間に楊貴妃小町を隠くして、美色の前だれ掛奥床しうて過ぎぬ

べし、萬づに淡々しき女子心を來て揺する様な人の賞め詞に、思はず赫と

上氣して、咋日までは打すてし髪の毛つやらしう結びあげ、端折かがみ取

上げて見れば、いかう眉毛も生えつゞきぬ、隣より剃刀をかりて顔をこし

らゆる心、そもそも見て呉れの浮氣に成りて、襦絆の袖も欲しう、半天の

襟の觀光が糸ばかりに成しを淋しがる思ひ、與四郎が妻の美尾とても、一

つは世間の持上しなり、身分は高からずとも誠ある良人の情心うれしく、

六疊、四疊二間の家を、金殿とも玉樓とも心得て、いつぞや四丁目の薬師

様にて買ふて貰ひし洋銀の指輪を大事らしう白魚のやうな指にはめ、馬爪

のさし櫛も世にある人の本甲ほどには嬉しがりし物なれども、見る人毎に

賞めそやして、これほどの容貌を埋れ木とは可惜しいもの、出て居る人で

有うなら恐らく島原切つての美人、比べ物はあるまいとて口に税が出ねば

我おもしろに人の女房を評したてる白痴もあり、豆腐かふとて岡持さげて

表へ出れば、通りすがりの若い輩に振かへられて、惜しい女に服粧が悪い

など哄然と笑はれる、思へば綿銘仙の糸の寄りしに色の褪めたる紫めりん

すの幅挾き帯、八圓どりの等外が妻としては是れより以上に粧はるべきな

らねども、若き心には情なく箍のゆるびし岡持に豆腐の露のしたゝるより

も不覺に袖をやしぼりけん」（四・p.178-179） 

 

これは美尾が、通りすがりの男達の言葉によって自らの美貌を意識し始め、

それと比較して自分の置かれている境遇を情けなく思い始める場面である。

「これほどの容貌を埋れ木とは可惜しいもの、出て居る人で有うなら恐らく島

原切つての美人、比べ物はあるまい」とか、「惜しい女に服粧が悪い」などと
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道行く人々に言われ、自己の美貌を自覚させられ、そして、結婚四年目の春以

後、おめかしして夫婦連れたって花見に出かけた折、桜雲台近くで「何処の華

族様」か五六輌の車を連れた一行に出会い、そこに贅の限りを尽した女性を見

て美尾の心が激しく揺さぶられる。豪華に着飾った華族様の一行に出会ったこ

とで、「華族様」と自分との「服粧」が比較されてみじめさが一挙に襲ったの

である。以後の美尾に、「はかなき夢に心の狂ひ」が生まれ、「空虚」になっ

て「物の手につかぬ」ようになった。つまり、他者の視線や言葉によって、自

分の美貌と身なりのみすぼらしさとの不釣合いを自覚し始めた。容貌と身なり

との落差に胸を痛め、やがて、自分の美貌に釣り合うものを欲しく、自らを美

しく飾ることを求めるというような女性自らが充実感を得ようとする欲望す

る自我に目覚めた。重松恵子氏の言うように、自己意識の目覚めは、現在の状

況に対する異和を生じさせていく。即ち、それは美尾の中に新たな価値基準、

判断を生じさせることでもあり、そのことがやがて別の可能性を求めることに

繋がっていくわけである。16したがって、美尾が出奔するのは、他人の視線を

きっかけに、「これほどの容貌を埋れ木とは可惜しいもの」「島原切つての美

人、比べ物はあるまい」といわれるように、出世には交換価値の高い美を備え

ている女としての「身の価値」17を意識しはじめ、それに見合うものを求める

ようになるのである。美尾の家庭は、余裕があるとはいえないものの、食うに

も困るというほどの切迫感はないという状態である。18だが、美尾の中に新た

な価値基準を生じさせるゆえ、それまで特に何も感じなかった日常の貧しい暮

しに満足できなくなってゆく、現状とは異なる自分の生の可能性を思い描くよ

うになった。こうして美尾物語は、豊かな生活を求めて、欲望に憑かれてゆく

「心の狂ひ」の女に変貌し、自分一人の欲望を満足するために家族を捨てて、

                                                 
16 重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、

1992.11、p.27 
17 重松恵子氏は、商品化している女性の身体について、当時の女たちの〈出世〉には交換価

値の高い〈美〉を備えていることが必須であったし、また、女たちにとってみれば〈美〉こそ

自己の可能性を切り開く唯一の道でもあったと解釈している。（重松恵子「樋口一葉『われか

ら』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、1992.11、p.25） 
18 峯村至津子氏によると、与四郎のような役所勤めは、たとえ八円でも月々定まった月給が

あることから、家族がよほど増えない限り、貧しいながらも小さな安定を得ているといえる。

実際、与四郎も同僚と酒の付き合いもしており（三章）、夫婦揃って花見に出かけたりもして

いる（四章）ように、慎ましやかな暮しの中で、ささやかな楽しみの時も持っているという。

（峯村至津子『一葉文学の研究』、岩波書店、2006.3、p.197） 
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不義の女、出奔する女を描き出す、というように語られているように見える。

では、なぜ、美尾は人妻でありながら、自らの心に従って出奔するか。それは、

美尾と与四郎の日常生活を描いた三章で美尾が夫のために尽すといった気持

ちは希薄であるからであると考えられる。 

 

「役處がへりの竹の皮、人にはしたゝれるほど濕つぽき姿と後指さゝれ

ながら、妻や待つらん夕烏の聲に二人とも膳の菜の物を買ふて來るやら、

朝の出がけに水瓶の底を掃除して、一日手桶を持たせぬほどの汲込み、

貴郎お晝だきで御座いますと言へば、おいと答へて米かし桶に量り出す

ほどの惚ろさ」（三・p.176） 

 

というように、家事をするのは与四郎の方である。与四郎は現代の理想の夫

像を先取りしたかのように、妻を愛しながら、進んで家事を引き受ける新しさ

を備えた夫として造型されている。一方、妻としての美尾は夫に尽させる女で

ある。峯村至津子氏によると、当時の最下層と位置づけられるような貧家の妻

たちが、家事や子育ての合間に手内職をして家計を支えている、その暮らしぶ

りの一端を美尾の日常生活から見られないというのである。19このように、美

尾は当時の夫を仕え、家事や子育てをするという理想の妻像から逸脱する女と

して現してくるのである。いわば、美尾は家のために身を尽せず、〈母〉や〈妻〉

の役割を果たす意識も持たず、世俗の倫理を捨てて、既成道徳に真向から抗っ

てゆく女性性を越境する女性である。子をめぐる家族の幻想を持たず、母性を

切り離し、例の作品に見かけない逸脱する女として造型されている。『十三夜』

のお関のように、家のために、子のために、忍従生活を生き通す女性ではない。

そして、『にごりえ』のお初のように、夫のために、家のために、懸命に尽す

といった姿勢が見られない。さらに、『われから』の美尾は、欲望を抑圧する

ヒロインではなく、欲望を充たすために、行動を起こす能動的な女性である。

当時の妻に要請された夫に従順する婦徳を打ち破って、富裕な生活を求めるた

め、夫の出世を願い、次のように夫を懸命に諌め、夫と共に努力して甲斐ある

暮らしをしようと願った。 

                                                 
19 峯村至津子「『われから』論（下）」『国語国文』64巻 4号、1995.4、p.199 
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「お前様も男なりや、少しも早く此様な古洋服にお辮當さげる事をやめ

て、道を行くに人の振かへるほど立派のお人に成つて下され、私に竹の皮

づゝみ持つて來て下さる眞實が有らば、お役處がへりに夜學なり何なりし

て、何うぞ世間の人に負けぬやうに、一ヅぱしの豪い方に成つて下され、

後生で御座んす、私は其為になら内職なりともして御菜の物のお手傅ひは

しましよ、何うぞ勉強して下され、拝みますと心から泣いて、此ある甲斐

なき活計數へれば」（五・p.181-182） 

 

しかし、与四郎は美尾の言葉を聞くと、腹が立ち「何うで我れは此様な活地

なし、馬車は思ひも寄らぬ事、此後辻車ひくやら知れた物で無ければ、今のう

ち身の納りを考へて」、「碌でもなき根すり言、懶怠者だ懶怠者だ、我れは懶

惰者の活地なしだと大の字に寐そべつて」（五・p.182）美尾の気持ちを理解

しようとしていなかった。夫の心を動かせない美尾が苦悩のすえに、お町と与

四郎を捨てて出奔することでこの物語は締めくくられる。新たな生活を求めて

煩悶する妻と、状況認識を欠いた夫とのズレが、夫婦関係の破綻の内実だった

と思われる。夫を説得することに失敗した美尾は、第三章で、「お実家からの

お迎ひとて奇麗な車が見え」（三・p.176）たというその日、夫に何の断りもな

く外泊する。そして、美尾の母親が「つねづね御懇命うけましたる從三位の軍

人様の、西の京に御榮轉の事ありて、お邸彼方へ建築られしを幸ひ、幵處の女

中頭として勤めは生涯のつもり」（七・p.186）と言ったことがある。併せて読

むと、三章末尾の「与四郎は何事の秘密ありとも知らざりき」（三・p.178）と

いう語り手の言葉から、外泊の日に、この「從三位の軍人」との密会が行われ

たという読みに引き寄せられていく。母親の言葉がすべて事実であるとは限ら

ないが、出奔前に美尾が「其數およそ二十も」ある「手の切れるやうな新紙幣」

を置いて去っていったことからして、出奔した美尾は、恐らくは財力ある男の

妾になったであろうと読める。峯村至津子氏によると、同時代小説の趨勢を見

ると、当時の実社会では自ら進んで妾にある女性が少なくなかったにも拘わら

ず、小説の中での女主人公としての娘達は、必死にそれを拒もうとする、ある

いは「妾奉公の卑賤は此上な」し、「畜生奉公」、「女の道に背いた恥づかしい
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こと」などという意識を持っているというのである。20こうして、夫と子を捨

てて出奔し、自ら妾になる道を選択するという美尾は、自らの心に従って進ん

で選び取っていく主体的意識に働きかけた能動的女性として描かれ、当時の小

説のヒロインとしては極めて特異な存在であったことがわかる。 

しかし、美尾において語りたかった女の欲望とエゴイズムは、下層階級の貧

しい家から出て、上流階級の男の妾になるという富裕で華美な世界への上昇志

向の欲望に囚われた心理によって生じられたものであり、個的な自我に目覚め

ず、女としての自己実現のため出奔するまでに至っていないのである。橋本威

氏は、美尾が与四郎を捨てるのは物質的欲望のためであり、美尾は世俗的意味

で経済的に豊かな生活を求めたに過ぎないと言う。21朴那美氏も、美尾は夫の

愛情だけでは満たされなかった物質的な欲望を追いかけて、ついに不義に至っ

てしまうのである。22同じように、趙恵淑氏も、華族という予期せぬ比較対象

の出現によって、質の高い服、高価な装身具、社会的地位を自分が持ち合わせ

ていないことに気付いて不満を抱き始めた美尾は、この日以後、富と地位に憧

れていくようになると言う。また、重松恵子氏によると、本物への欲望に捕ら

えられたお美尾を、語り手はモノに突き動かされ、遂に己自身もモノとして交

換してしまった、そんなふうに語られ、モノへの志向、豊かさへの志向という

物質的な欲望に囚われた人間普遍の心理を応用するのであるというのである。

23そのモノへの志向について、さらに千田かをり氏は、美尾が金銭と交換可能

な、欲望の対象としてみずからの身体を自覚し、女の美貌というひとつの価値

に対して、それにふさわしい見返りを払える男のもとへと走るのであると言っ

ている。24五島慶一氏も、美尾が世間に見せる／見られる対象として自らを商

                                                 
20 峯村至津子「『われから』論（下）」『国語国文』64巻 4号、1995.4、p.28-29 
21 橋本威「一葉『われから』覚え書き（下）―講義ノートより」『梅花女子大学文学部紀要

（国語・国文学）』30巻、1996.12、p.33 
22 朴那美「樋口一葉の『われから』におけるお町の〈一念〉は成就するか（一）」『ことば』

20巻、1999.12、p.196 
23 華族様の一行に出会ったことで、「比ぶる」ことを知ってしまったお美尾が、やがて自分

自身の身に着けているものが「擬ひ」物であることに目覚めていく点にある。本物への欲望に

捕らえられたお美尾を、語り手は「はかなき夢に心の狂」ったと言う。（重松恵子「樋口一葉

『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、1992.11、p.25） 
24 美尾の自覚した身体とは飾るための身体であり、身体の商品性、流通性には自覚的であっ

た。千田かをり「『われから』における言葉と身体」『立教大学日本文学』71巻、1993.12、
p.55 
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品（モノ）化してゆこうとすると見なす。25つまり、出世に交換価値のある美

貌を備えている美尾は、商品化される身体の価値を意識して、自ら妾になって、

自分の身体を商品としてとらえ、富と地位を交換するのである。千田かをり氏

によると、〈そもそもこの時代の女性身体とは欲望の対象すなわち商品として

の身体か、母性本能の枠に嵌められた母性の身体のいずれかであった。〉26そ

うすれば、母性の身体を切り離れ、妾になるのを選択した美尾は、自意識に従

って能動的女性になっても、結局、男の欲望の対象としての身体に嵌められ、

時代の女性身体の範疇を越え出ることはなく、身体を商品としての交換価値を

内在化してしまうのである。女性が自ら身体を生の手段として扱っている限り、

男の性的欲望を充たす道具と同じようにモノ化される身体となっているに過

ぎない。いわば、妾になる美尾の身体は、男に物とみなされる娼婦の身体と本

質的に何程の差もないともいえる。 

商品化される身体を生きる美尾の出奔について、峯村至津子氏によると、

〈『われから』が書かれた時代、美尾のように出奔する女、妾になろうとする

女は、現実に多く見られながらも非難の対象となっていた。当時の論説が女の

出奔について否定的に捉えるばかりで、その背後に女性の何らかの思いがある

か否かといった視点を欠落させていた〉というのである。27このように、自ら

の欲望を充たすため財力のある男の妾になる道を選んだ美尾の行為に対し、与

四郎は全く理解できず、ただ美尾を憎んでいる。与四郎にとって、美尾は誰に

も取られたくない宝物だったのである。妻に裏切られた与四郎は「忽ち顔の色

青く赤く、唇を震はせて悪婆と叫びしが、怒氣心頭に起つて、身よりは黒烟り

の立つが如く、紙幣も文も寸斷寸斷に裂いて捨てゝ、直然と立ちしさま人見な

ば如何なりけん」（七・p.188）と語られるように妻美尾を「悪婆」と呼んでい

る。清永孝氏によると、「女らしさ」28に背を向けて生きることは社会の期待

                                                 
25 五島慶一「<妻>の「一念」:『われから』における妻の位置」『三田國文』巻号 34、2001.9、
p.47 
26 千田かをり「『われから』における言葉と身体」『立教大学日本文学』71巻、1993.12、p.55 
27 当時の論説で妾になる女性が激しく非難されていたように、〈妾志願〉は、同時代小説に於

いても「理想の佳人」たるヒロインにふさわしくない「悪風」としてのイメージを持たされ、

ヒロイン自身によって排撃されていたと言える。（峯村至津子「『われから』論（下）」『国

語国文』64巻 4 号、1995.4、p.209） 
28 それは男性に従順であること、貞淑であること、犠牲的であること、男性のため便利な存

在であることなどなど、一種の社会規範として彼女達の日常生活を自在に規制し、悪女と貞女

を選別する価値基準ともなっていた。（清永孝『良妻賢母の誕生』、筑摩書房、1995.7、p.195） 
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を裏切り、その秩序をかき乱し悪女、不貞、新しい女などと誹られ、憎まれ、

世間の晒し者にされることだったというのである。29また、「出奔」「妾志願」

は、「悪風」としてのイメージを負わされようとしていたのである。30つまり、

それは男性に従順しなけれなならない女性に対する男性の本意の要請であり、

それに従わなかったら、「悪婆」「悪女」として非難の対象となっていた。与四

郎は、最愛の妻美尾に裏切られて以降、美尾への激しい怨念を持つだけである。

一念発起して夜明しの蕎麦搔きを売り始め、以降「浮世の欲を金に集めて、十

五年がほどの足搔きかた」をし続けた。与四郎の金に対する執着が妻の裏切り

に起因し、人に「赤鬼」と呼ばれるほどの悪質な高利貸となった。 

 

 

4.3 不透明な姦通的身体を生きるお町の物語 

美尾出奔後、与四郎がお町をどう見ていたかは全く語られていない。美尾の

妊娠が明瞭となり十月十五日の町の出産へと進行するのだが、与四郎は自分の

子であることを確定できず、しかも、「母親似の面ざし見るに癇の種とて寄せ

つけも致されず朝夕さびしうて暮し」てきたというお町の語りから、与四郎は

お町に美尾を見出し、怨念と憎悪の情念をますます増幅させていったようであ

ることが窺える。愛する美尾に裏切られ、与四郎が蓄財に没頭した結果として

現在のお町の裕福さがあるが、お町は美しい母親によく似ていたため、父親か

ら疎まれ、その淋しさを埋めるゆえに「機嫌かひの質」が形成された。お町の

使用人たちへの対処の仕方を具体的に見てゆくと、高慢な態度をとるのではな

く、身分差の垣を越えて親切にすることもした。更に、自分の気に入った使用

人に給料以外に物を与えることもある。母に捨てられ、父には疎んじられて淋

しく成人したお町には心を許して話し合える友もなく、「人に物を遣り給ふ事」

は他者との関係を結ぶ有効な手段であった。峯村至津子氏によると、女子教育

書との対応について、そうした使用人への過度の恩情は、家を乱す基として、

「女大学」以来厳しく戒められてきた事柄であった。31そして、お町の贅沢な

                                                 
29 清永孝『良妻賢母の誕生』、筑摩書房、1995.7、p.195 
30 峯村至津子『一葉文学の研究』、岩波書店、2006.3、p.175 
31 峯村至津子『一葉文学の研究』、岩波書店、2006.3、p.222 
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暮らしぶりも、当時の女性に求められたあるべき姿に背馳するものである。32

さらに、妻としてのお町は恭助に対するあり方は、当時の妻に美徳として強要

された「従順」「忍耐」といったものとは正反対である。彼女は夫恭助の放蕩

を面と向って責め立てたり、「お帰りの遅き時は何処までも電話をかけて」常

に夫の行く先を確かめようとしたりする。こうしてお町は、当時求められた理

想的な妻像からもずれてゆくのであることがわかる。つまり、お町というヒロ

インは、女性としても、女主人としても、妻としても、当時の社会が求めた理

想的な女性像を裏切ってゆく存在として造型されているのである。 

『われから』は発表して以来、お町と書生千葉の間に実事があったかどうか

の問題が多く注目されていた。『めさまし草』はじめ『文学界』『太陽』『青年

文』『明治批評』『国民之友』など同時代評があり、大体の研究がお町と千葉と

の間には実事があった方に傾いている。加えてそこを補強することになる美尾

「淫奔」説が重ねられ、親子に二代にわたる「血」の遺伝と見る視点である。

33その点について、お町が深夜単身千葉の部屋を訪うという場面と、十三章で

千葉がお町の「癪」の介抱をした場面から検討してみる。 

 

「（前略）しるべの燈火かげゆれて、廊下の闇に恐ろしきを馴れし我家

の何とも思はず、侍女下婢が夢の最中に、奥さま書生の部屋へとおはし

ぬ。お前はまだ寐ないのかえ、と障子の外から聲をかけて、奥様ずつと

入り玉へば、室内なる男は讀書の腦を驚かされて、思ひがけぬやうに惘

れ顔をかしう、奥さま笑ふて立ち玉へり。」（一・p.171） 

 

「奥様は立上がつて、私は大層邪魔をしました、夫ならば成るべく早

く休むやうにお為、私は行つて寝るばかりの身體、部やへ行く間の事は

寒いとて仔細はなきに、構ひませぬから此れを着てお出、遠慮をされる

と憎くゝなるほどに、何事も黙つて年上の言ふ事は聞く物と奥様すつと

                                                 
32 高田義甫『女訓』（明 7）第一章では、「女一生の誡めとなすべきこと」として、「身に華美

を尽す」こと、「芝居・花見などを好み出歩く」ことをあげており、『われから』と同時期の論

説、『風俗画報』113号にも、「良人全盛のときとて、敢て美服を求めず、美食を貪らず、倹素

を守りて」云々とある。（峯村至津子『一葉文学の研究』、岩波書店、2006.3、p.221） 
33 渡辺澄子「樋口一葉の世界－新たな飛躍」『日本近代女性文学論－闇を拓く』世界思想社、

1998.2、p.48-49 
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お羽織をぬぎて、千葉の背後より打着せ給ふに、人肌のぬくみ背に氣味

わるく、麝香のかをり満身を襲ひて、お禮も何といひかぬるを、よう似

合のうと笑ひながら、雪灯手にして立出給へば、蝋燭いつか三分の一ほ

どに成りて、軒端に高し木がらしの風。」（二・p.174） 

 

「さまざま物をおもひ給へば、奥様時々お癪の起る癖つきて、はげしき

時は仰向に仆れて、今にも絶え入るばかりの苦るしみ、始は皮下注射な

ど醫者の手をも待ちけれど、日毎夜毎に度かさなれば、力ある手につよ

く押へて、一時を兎角まぎらはす事なり、男ならでは甲斐のなきに、其

事あれば夜といはず夜中と言はず、やがて千葉をば呼立てゝ、反かへる

背を押へさするに、武骨一遍律義男の身を忘れての介抱人の目にあやし

く、しのびやかの囁き、頓て無沙汰に成るぞかし、隠れの方の六疊をば

人奥様の癪部屋と名付けて、亂行あさましきやうに取なせば、見る目が

らかや、此間の事いぶかしう、更に霜夜の御憐れみ、羽織の事さへ取添

へて、仰々しくも成ぬるかな、あとなき風も騒ぐ世に忍ぶが原の虫の聲、

露ほどの事あらはれて、奥様いとゞ憂き身に成りぬ。」（十三・p.202） 

 

こうしてみると、小説のどこにも実事があったという記述はみられない。お

町と書生千葉との間に実事があったとは断定しがたい。読者の読みを二人の姦

通という方向に導くのは、まず、お町は女子教育書が求める理想の妻像から逸

脱している性をもっている女性が造型されているゆえである。彼女には、女性

のあるべき姿といった意識はないので、お町自身に、男女の接触が戒められて

いた当時において、女性が男性の部屋を訪って、男に羽織を着せかけるという

逸脱している自身の行為に対する自覚、後ろめたさや罪悪感といったものが感

じられない。次に、語り手の意識的な操作によるのである。重松恵子氏による

と、二人の不透明な関係を懸念させる濃密な感覚や身体性がテクスト全体にに

漂っていて、〈語り手は千葉の部屋に入ってしまったお町に対し、「有難いを

迷惑らしう」、「自慢も交じる親切」、「奥様は何のやうな働きをでも遊した

かのやうに」と言うように、揶揄し皮肉な言葉を浴びせる。『めさまし草』の

「頑固」は、「不義ものと一喝して責むべき価値あり」とこの場面を評してい
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るが、語りのこのような評言も当時の人々の一般的な感情に沿ったものだった

と思われる。お町の軽率な行為は確かに批判に値するものであるが、語り手自

身も読者の反応に呼応するように倫理的な価値観でその行為を捉えている〉と

いうのである。34さらに、テクストの空白部分に、噂という断片的な、あるい

は曖昧な情報が積み込められ、お町の心情を語り尽くさない限り、読者はお町

の心情に寄り添うことができず、読者に姦通を読み込んでしまう結果となる。

山本欣司氏の言うように、〈『われから』においては、噂の場、噂のメカニズム

に読者自身をも巻き込んでいくような、手の込んだ語りの戦略が選ばれている。

福がばら撒いた悪意ある噂に、恭助や周囲の人々が巻き込まれ、町を取り返し

のつかない状況に追いやったことを語るだけではなく、読者自身も、いつのま

にか町を追いつめ傷つけかねない危うい場にいざなうのである。〉35つまり、

お町の逸脱している性に基づく、語り手の意識的な操作により、読者の読みを

お町と千葉の姦通という方向へ誘う様な趣向・叙述を積み上げているのである。

さらに考えれば、お町と千葉の間に実事の有無が問題なのではなく、問題にな

るのは、真実か否かが担保できないまま流通している断片的な、あるいは曖昧

な情報を判断基準にして、人々のそれぞれの主観によって〈真実〉が作られる

のである。それを通して浮かび上がるのは、「言葉というものの持つ暴力性」36、

及び、人々の主観によって作られる〈真実〉を引き受けねばならない理不尽で

ある。かえってみれば、金村家の使用人は誰にもお町の内面心情を理解できず、

夫の恭助も噂話に堕ちてしまい、彼女を家から追い出そうとした。しかも、語

り手も金村家の「女中の視点」37にたって、二人の関係は「奥様の癪部屋」と

                                                 
34 重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、

1992.11、p.24 
35 山本欣司「物語ることの悪意―『われから』を読む―」『論集樋口一葉Ⅵ』、おうふう、2006.11、
p.106 
36 噂とは、巻き込まれた人を傷つけ大きなダメージを与えかねない危険なメディアである。

ことに、「われから」の場合がそうであるように、悪意が含まれたとき、そこでは言葉という

ものの持つ暴力性が遺憾なく発揮される。（山本欣司「物語ることの悪意―『われから』を読

む―」『論集樋口一葉Ⅵ』、おうふう、2006.11、p.84） 
37 物語はお町を「奥様」という敬称で呼び、また「給ふ」、「おはす」等の敬語でその行為を

読者に伝える語り手によって全篇が統一されている。かなり敬意の高い言葉を語り手は使用し

ているわけだが、このようにお町に対して待遇意識を持ち、そしてお町の身近にいてその行為

を伝える者、それは例えて言えば、金村家の女中がその語り手の位置に最も相応しいと言える。

（重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、

1992.11、p.21） 
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揶揄的調子を帯びた冷ややかに語られている。結局のところ姦通を必然的なも

のとして導いていく。では、なぜ語り手は、表層に現れた事実としての姦通を

書かず、見え隠れする姦通の影を書いたのか、次にお町が千葉に接近していく

心理の内奥に満たされぬものとは何であったのだろうかを探究して、語り手の

表現意図を検討みたい。まず、作品冒頭で夜遅くまで帰らぬ夫を持ち続け、苛

立ちを募らせていたお町の姿から探求してみる。 

 

「霜夜ふけたる枕もとに吹くと無き風つま戸の隙より入りて障子の紙

のかさこそ
、、、、

と音するも哀れに淋しき且那様の御留守、寝間の時計の十二

を打つまで奥方はいかにするとも睡る事の無くて幾そ度の寝がへり少し

は肝の氣味にもなれば、入らぬ浮世のさまざまより、旦那樣が去歳の今

頃は紅葉館にひたと通ひつめて、御自分はかくし給へども、他所行着の

お袂より縫とりべりの手巾を見つけ出したる時の憎くさ、散々といぢめ

ていぢめて、困め抜いて、最う是れからは決して行かぬ、同藩の澤木が

言葉のい
、
とゑ

、
を違へぬ世は來るとも、此約束は決して違へぬ、堪忍せよ

と謝罪てお出遊したる時の氣味のよさとては、月頃の痞へが下りて、胸

のすくほど嬉しう思ひしに、又かや此頃折ふしのお宿り、水曜日のお人

達や、倶楽部のお仲間にいたづらな御方の多ければ夫れに引かれて自づ

と身持の悪う成り給ふ、朱に交はればといふ事を花のお師匠が癖にして

言ひ出せども本にあれは嘘ならぬ事、昔しは彼のやうに口先の方ならで、

今日は何処そ処で芸者をあげて、此様な不思議な踊を見て来たのと、（略）

まあ今宵は何處へお泊りにて、昨日はどのやうな嘘いふてお歸り遊ばす

か、夕かた倶楽部へ電話をかけしに三時頃にお帰りとの事、又芳原の式

部がもとへでは無きか、彼れも縁切りと仰しやつてから最う五年（後略）」

（一・p.169-170、下線筆者） 

 

ここで注意すべきのは、毎晩夜遅くまで帰らぬ「且那様の御留守」、他者の

不在による「哀れに淋しき」を抱え込んで悶々としているお町の心情、そして、

恭助に執着しているという点である。お町は母親を知らないで育ったのである。

そして、父と親密な親子関係も築くことができなくて淋しく暮らしてきた。父
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を失った後、頼りのない一人ぼっちの寂しさを覚えてしまったお町は、恭助が

唯一の頼りとなった。だから、夫の不在によるお町の淋しさをより一層増幅さ

せ、夫と昔のような親密な関係を取り戻そうとする。それで夫の姿を思い馳せ

て、夫が昔のままに誠実な人であり、自分の機嫌をとってくれる人であると想

像している。その対幻想の空間で、お町が夫の自分に対する心遣いや愛されて

いる気持ちを感じている。しかし、「昔しは彼のやうに口先の方ならで」とあ

るように、今の夫の変化に気付いた時、夫との間に距離を感じて不安を抱え込

んだ。夫が他の女性（芸者や娼妓）に夢中になることや、夫の心が自分から離

れていってしまうのを恐れるようになった。さらに、夫に「捨てられは為ぬか」

と怯え、心細さを感じていた。江口忍氏によると、人間には、性的な快感・安

全・満足に対する欲求があるために、それらが得られないことに対する不安が

生ずるのである。そして、人間は不安がある場合には、その環境から逃れるか、

不安をかき消すために防ごうと努力する〉というのである。38対幻想の中で夫

との親密な関係を現実に求めるようになった。恭助が三月半年の留守である場

合、お町は文通をして夫と連絡を取り合っていた。また、夫の「お帰りの遅き

時は何処までも」その行き先にお町が直接電話をかける、というように夫との

親密な関係を取り戻し、心身の距離に生まれる不安を消すために努力してきた

のである。しかし、夫不在がちの心から信頼できる者もいない邸内での孤独、

寂寥に襲われ、五年間も続けている。寂寥に襲われたお町の心情は、また、第

八章末から第九章にかけて、お町が夫の誕生日会で友人の接待に疲れ、庭に逃

れていく場面から考察してみる。 

 

「此家は町子が十二の歳、父の與四郎抵當ながれに取りて、夫れより

修繕は加へたれども、水の流れ、山のたゝずまい、松の木がらし小高き

も唯その昔のまゝ成けり、町子は酔ごゝち夢のごとく頭をかへして背後

を見るに、雲間の月のほの明るく、社前の鈴のふりたるさま、紅白の綱

                                                 
38 ホルネーは、人間の心を動かす力、ひいては性格に影響し、行動を支配するに至るものと

して三つの要因を挙げている。性的な快感を得るための満足を求めることに支配されるだけで

なく、むしろ、生きるための安全と満足を求めることの二つと、更にそれよりも大きな動因と

して、特に不安があることを強調しているという。（松村康平・小口中彦編集『女性心理学（上）』、

福村出版、1973.5、p.95） 
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ながく垂れて古鏡の光り神さびたるもみゆ、夜あらしさつと喜連格子に

音づるれば、人なきに鈴の音からんとして、幣束の紙ゆらぐも淋し。 

町子は俄かに物のおそろしく、立あがつて二足三足、母屋の方へ歸ら

んと為たりしが、引止められるやうに立止まつて、此度は狛犬の臺石に

寄かゝり、木の間もれ來る坐敷の騒ぎを逢かに聞いて、あゝあの聲は旦

那様、三味線は小梅さうな、いつの間に彼のやうな意氣な洒落ものに成

り給ひし、由斷のならぬと思ふと共に、心細き事堪へがたう成りて、締

つけられるやうな苦しさは、胸の中の何處とも無く湧き出ぬ。 

良久しうありて奥さま大方酔も醒めぬれば、萬におのが亂るゝ怪しき

心を我れと叱りて、歸れば盃盤狼籍の有さま、人々が迎ひの車門前に綺

羅星とならびて、何某様お立ちの聲にぎはしく、散會の後は時雨に成り

ぬ。」（九・p.191-192） 

 

ここでお町が賑やかな宴席から一人抜け出し、静寂と闇に包まれた世界に入

り込み、初めて自己の内面を凝視するのである。重松恵子氏の言うように、こ

の場面の語り手はそれまでと異なり、奥様という呼称を止め、町子と呼び、敬

語の使用もせず、町子の視線とぴったり重なって、雲間の月を見、社前の鈴を

見てゆく。読者もそれに自己の視線を同化させることができ、「淋し」を自然

に知覚できるのである。この情景描写が、お町の心情表出の役割を効果的に果

たしている。39お町が、「唯その昔のまゝ」の、子供のときから見続けてきた

日常的な風景の中に、何処かいつもと違うものを感じ取った。お町が「俄かに

物のおそろしく」「いつの間に彼のやうな意氣な洒落ものに成り給ひし」「心

細き事堪へがたう成りて、締つけられるやうな苦しさ」に突き上げられる場面

に注目すれば、お町の苦しみは、「いつもあなたが昔のままと思っている」お

町が、自分の知らない夫の一面を発見し、夫との距離が増していくことである。

夫の誕生日には「今歳は別きてお客様の數多く、午後三時よりとの招待状一つ

も空しう成りしは無くて、暮れ過ぐるほどの賑ひは坐敷に溢れて茶室の隅へ逃

るゝもあり」、参集したお客様の数は現在の恭助の地位の高さを証するもので

                                                 
39 重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代文学論集』18巻、

1992.11、p.28 
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ある。歌も以前より上手になったという自分の知らないところで変わってゆく。

夫との距離を感じたお町は、その夜、「不思議な心地」「言ふに言はれぬ淋し

い心地」を夫に涙をこぼしながら、次のように訴えている。 

 

「今日の會席の賑かに、種々の方々御出の中に誰れとて世間に名の聞え

ぬも無く、此やうのお人達みな貴郎さまの御友達かと思ひますれば、嬉し

さ胸の中におさへがたく、蔭ながら拝んで居ても宜いほどの辱さなれど、

つくづく我が身の上を思ひまするに、貴郎はこれより彌ますますの御出世

を遊して、世の中廣うなれば次第に御器量まし給ふ、今宵小梅が三味に合

せて勸進帳の一くさり、悋氣では無けれど彼れほどの御修業つみしも知ら

で、何時も昔の貴郎とおもひ、淺き心の底はかと無く知られまする内、御

厭はしさの種も交るべし、限りも知れず廣き世に立ちては耳さへ目さへ肥

え給ふ道理、有限だけの家の内に朝夕物おもひの苦も知らで、唯ぼんやり

と過しまする身の、遂ひには倦かれまするやうに成りて、悲しかるべき事

今おもふても愁らし、私は貴郎のほかに頼母しき親兄弟も無し、有りてか

ら父の與四郎在世のさまは知り給ふ如く、私をば母親似の面ざし見るに肝

の種とて寄せつけも致されず、朝夕さびしうて暮しましたるを、嬉しき縁

にて今斯く私が我まゝをも免し給ひ、思ふ事なき今日此頃、それは勿體な

いほどの有難さも、萬一身にそぐなはぬ事ならばと案じられまして、此事

をおもふに今宵の淋しき事、居ても起ちてもあられぬほどの情なさより、

言ふてはならぬと存じましたれど、遂ひ此様に申上て仕舞ました、夫れは

孰れも取止めの無き取こし苦勞で御座りませうけれど、何うでも此様な氣

のするを何としたら宜う御座りますか、唯々心ぼそう御座りますとて打な

くに、旦那さま愚痴の僻見の跡先なき事なるを思召、悋氣よりぞと可笑し

くも有ける。」（九・p.193-194、下線筆者） 

 

といういように、自分の置かれている孤独な生い立ちや、夫を取り囲む「限

りも知れず廣き世に立ちては耳さへ目さへ肥え給ふ」夫と、「有限だけの家の

内に朝夕物おもひの苦も知らで、唯ぼんやりと過しまする身」の差異など、お

町が自分自身のことを意識的に考えている。お町は、当時の家の内に生きる「男
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が才幹をみがいて活躍することを至上とする」40女性と違い、男の出世を恐れ、

外に出て活躍する男と、狭い家の中に密閉される女という夫との落差に怯える

女である。そのため、「私の浅薄さがそのうち嫌になってくる」というように、

夫の成長発展に付いていきたいのである。もし、夫との距離が増していくと、

「遂ひには倦かれまするやうに成りて、悲しかるべき事」、夫に捨てられたら

どうなるか、「心ぼそう御座ります」。もちろん彼女は外的には家付き娘として

の誇りを抱き、父の莫大な遺産によって極めて富裕であり、家付娘ということ

もあって我儘が許されてきている。夫と連れ立って歩く時もあれは新橋か、と

振り返られるような美人である。子のないこともあっていつまでも娘っぽさが

抜けず、二六歳という歳より五つも若く見え、みなりも派手好みである。政治

家金村恭助の奥方として遇されることにも慣れ自信も持っている。しかし自ら

の内部を覗き込んだとき、〈われから〉の文字通りなる身の空虚さに襲わざる

を得ない。「頼母しき兄弟も無」ないお町にとって、頼るべきは夫だけである。

肉親の愛情に恵まれないお町は、夫を唯一の頼りとする肉親である。したがっ

て、夫と親密な関係を形作っていた対幻想を抱いていたお町は、男女を取り囲

む環境の差に目を向けたとき、かえって夫の出世による夫との乖離に不安を抱

き込んでいる。「世間見ずをば手の平で揉んで丸めて、夫れは夫れは押へ處の

無いお方」という夫認識したお町は、夫に「捨てられは為ぬか」と怯え、心細

さを感じる。このようなお町の淋しい心境から、彼女が夫に精神的安定感を求

めようとすることが窺える。いわば、お町にとって、夫に求めようとするのは、

夫と身も心も離れない緊密的な関係というセクシュアリティの満足に対する

欲求である。そして、夫と他の女性（芸者や娼妓）の関係を嫉妬している心情

には、夫を性的欲望を充たす対象として見なすのである。 

しかし、夫にセクシュアリティの満足を求めることができず、その結果お町

                                                 
40 女性は何世紀もの間、重要な経済上、政治上の地位から隔離され、私的な情緒の生活に限

られた条件のもとで生きてきた。これは女性が責任を回避し、仕事をしなかったことを意味し

てはいない。ただその仕事が家庭の範囲の内に閉じ込められ、いきおい情緒中心になり、もっ

と公けの事実中心の態度とはおよそ反対であった。他面からみれば、愛と献身とが婦人固有の

理想や道徳とみられるにいたった。また婦人にとっては、男と子供への関係のみが、幸福、安

全、名誉への道であったから、男が才幹をみがいて活躍することを至上とするように、愛情が

現実的価値をもっていたという面もある。かくて情緒面以外に出た仕事は、現実に否認された

ばかりか、彼女自身の心に、それが二次的な意味しか持たなくなってしまった。（松村康平・

小口中彦編集『女性心理学（上）』、福村出版、1973.5、p.105） 
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は一章で千葉の部屋へ赴くことになるのである。「書生部屋入室」はその少し

前に描かれる「孤閨の嘆き」と対になってからみれば、お町の「奥様生活」が

表面上の華やかさとは裏腹に、心情的には満たされないものであると窺える。

おそらく、お町の千葉に接近する心理の内奥には満たされぬものは女のセクシ

ュアリティであるといえる。若い男の部屋に行って、羽織を着せかけるという

お町の行為からみると、彼女自身明確に意識しきれていない他者に接近するの

は、セクシュアリティの満足に対する欲求があるためであると考えられる。い

わば、家族、家庭の味を知らず孤独に育ったお町が千葉に求めたのは、緊密な

家族関係というより、女性の性的他者に求める情欲の満足である。お町の書生

に対する気遣いは、親から引き離され、夫の不在により感じられた疎外感、孤

独感、孤立感を克服するため、女のセクシュアリティの満足に対する渇望に駆

り立てられたのである。語り手が表層に現れた事実としての姦通を書かず、見

え隠れする姦通の影を書いたことは、家に閉ざされた妻の満たされないもの、

すなわち女のセクシュアリティを充たすため姦通的身体、反制度的身体になっ

ていく信号を出しているようであると同時に、妻の欲求不満を理解しない夫へ

の警鐘を意味する象徴となっている。 

 

 

4.4 人形妻の「癪」という病の身体性 

お町が自分の「淋しい心地」という心の空虚、不安の心情を泣きながら、夫

に訴えたが、美しい人形としてしか見ようとしない恭助にはお町の心境を理解

できず、「又かと且那さま無造作に笑つて」「旦那さま愚痴の僻見の跡先なき事

なるを思召、悋氣よりぞと可笑しくも有ける」というように、お町の心配する

ことを置き去りにして、彼女の言葉を受け止めようとしない。「何うでも此様

な氣のするを何としたら宜う御座りますか」というほどの苦しみを訴えても、

恭助の理解を得られず、結果としてお町の苦悩は一層深くなってゆくようにな

った。年末の大掃除の日に偶然耳にした夫の妾である「飯田町のお波」と息子

の存在は、お町の精神的に不安定な状態に拍車をかけた。翌日の朝、恭助は、

金村家の跡取りに十一歳になる知人の子を養子に貰おうと提案する。お町は、
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「萬一その子にて有りたらば」、恭助と妾のお波の子供のことであろうと心配

している。機嫌をとって優しい言葉をかける恭助に、お町は「貴郎は何故そん

な優しらしい事を仰しやります、私は決して其やうな事は伺ひたいと思ひませ

ぬ、鬱ぐ時は鬱がせて置いて下され、笑ふ時は笑ひますから、心任かせにして

置いて下され」と、夫の「優しらしい」言葉の裏を見抜いていても、子のない

お町がこの提案に拒否し難く、ただ「心に籠めて愁はしげ」に返事するしかな

い。十三章の冒頭に、「さまざま物をおもひ給へば、奥様時々お癪の起る癖つ

きて、はげしき時は仰向に仆れて、今にも絶え入るばかりの苦るしみ」（十三・

p.202）を重ねるように、身体的異常すなわち神経症を引き起こすことになる。

「癪」はヒステリーと同様の症状と思われる。41藪禎子氏は、〈お町の「癪」

は、明らかにヒステリーである。これが、言葉も権利も持たず、ただ内攻する

しかなかった女の、精一杯の抗議と自己主張であることは言うをたまない。身

体の病を借りて、作者はこれをきわめてリアルに、また有効に表現した〉と述

べている。42その見解を踏まえて、千田かをり氏は、〈他者と共有しうる、コ

ミュニケーションの手段としての言葉が町子には与えられていないのならば、

町子は特別の手段を講じるしかない。言説化＝表出されることなく、町子の内

部でくすぶり続ける、当の町子にさえ正体のわからない思いは、とうとうにお

いて癪という身体的なレベルで噴出してしまうのだ。ここに至り、癪は女性性

の表徴であることを超える〉と指摘した。43また、五島慶一氏も、「町のヒス

テリーの発作は、言葉による夫との交通がもはや不可能とみた彼女の非言語的

身体表現である。ヒステリーは元来特定の他者の現前を必要とするものであり、

町のそれは根源的には夫たる恭助唯一人に向けられたものだ」と言う。44つま

り、「癪」は言葉による他者との交通が不可能となった者の、身体による自己

                                                 
41 千田かをり氏によると、〈同時代評のなかで町子の癪に言及したのは「三人冗語」の頑固と

訳知りであった。癪という本来医学のカテゴリーにそぐする者が、当時のいてはあるタイプの

女性の徴しとして流通していたらしい。ヒステリーや癪が女性固有の病であるとする説は俗説

にすぎないのだが、「われから」発表当時、ヒステリーや癪は女の病と相場が決まっていた。

文学テクストに於いても癪やヒステリーは女性にふりわけられてきた。癪、ヒステリーは文学

テクストのなかを生きる〈女〉の記号なのである〉という。（千田かをり「『われから』にお

ける言葉と身体」『立教大学日本文学』71巻、1993.12、p.53-54） 
42 藪禎子「『われから』論」『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.306 
43 千田かをり「『われから』における言葉と身体」『立教大学日本文学』71巻、1993.12、p.56 
44 五島慶一「<妻>の「一念」:『われから』における妻の位置」『三田國文』巻号 34、2001.9、
p.49 
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表出である。ところが、身体をかけてお町の思い悩み、心理的な圧迫は表出さ

れても、周囲の者たちに理解されることはなかった。お町は「癪」が起きると、

「夜といはず夜中と言はず、やがて千葉をば呼立て」たし、千葉は「反かへる

背を押へさするに、武骨一遍律義男の身を忘れての介抱」をした。このような

二人の様子は「人の目にあやしく、しのびやかの囁き」がなされ、さらに、「隠

れの方の六疊をば人奥様の癪部屋と名付けて、亂行あさましきやうに」噂され

るようになる。お町と千葉の不義の「風説」が家の外部に広がり、ついに恭助

の耳にまで届く。だが、恭助自身はお町に姦通の事実があったと見ていて、〈不

義〉の真偽を問い質す意思さえもなかった。「金村が妻と立ちて、世に耻かし

き事なからず」と思いながらも、噂が「さし置がたき沙汰とにかくに喧しく」

からこのままにしておいたのでは、政治家としての生命にかかわるの判断に立

って、「内政のみだれ世の攻撃の種に成りて、淺からぬ難義現在の身の上に

かゝ」ることを気にした恭助は、世間体と政治家としての自身の地位を維持す

るため、お町に別居を言い渡した。『われから』末尾に、最後の別居言い渡し

場面は次のように描かれている。 

 

「憂かりしはその夜のさまなり、車の用意何くれと調へさせて後、いふ

べき事あり此方ヘと良人のいふに、今さら恐ろしうて書齋の外にいたれば、

今宵より其方は谷中へ移るべきぞ、此家をば家とおもふべからず、立歸ら

るゝ物と思ふな、罪はおのづから知りたるべし、はや立て、とあるに、夫

れは餘りのお言葉、我に悪き事あらば何とて小言は言ひ給はぬ、出しぬけ

の仰せは聞きませぬとて泣くを、恭助振向いて見んともせず、理由あれば

こそ、人並ならぬ事ともなせ、一々の罪状いひ立んは憂かるべし、車の用

意もなしてあり、唯のり移るばかりと言ひて、つと立ちて部やの外へ出給

ふを、追ひすがりて袖をとれば、放さぬか不埒者と振切るを、お前様どう

でも左様なさるので御座んするか、私を浮世の捨て物になさりまするお氣

か、私は一人もの、世には助くる人も無し、此小さき身すて給ふに仔細は

あるまじ、美事すてゝ此家を君の物にし給ふお氣か、取りて見給へ、我れ美事すてゝ此家を君の物にし給ふお氣か、取りて見給へ、我れ美事すてゝ此家を君の物にし給ふお氣か、取りて見給へ、我れ美事すてゝ此家を君の物にし給ふお氣か、取りて見給へ、我れ

をば捨てゝ御覧ぜよ、一念が御座りまするとて、はたと白睨むをば捨てゝ御覧ぜよ、一念が御座りまするとて、はたと白睨むをば捨てゝ御覧ぜよ、一念が御座りまするとて、はたと白睨むをば捨てゝ御覧ぜよ、一念が御座りまするとて、はたと白睨むを、突のけ

てあとをも見ず、町、もう逢はぬぞ。」（十三・p.204、下線筆者） 
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お町は別居の意を決めた恭助に「お前様どうでも左様なさるので御座んする

か、私を浮世の捨て物になさりまするお氣か」と、夫の裏切りの行為を激しく

詰め寄る。「美事すてゝ此家を君の物にし給ふお氣か、取りて見給へ、我れを

ば捨てゝ御覧ぜよ、一念が御座りまする」と言って、「はたと白睨む」。お町

にとって、幼少から父与四郎が残された家の中で育ち、唯一自己を同一化しえ

る「家」が、恭助に奪われんとする瞬間、強い意志が現れ、「此家を君の物に」

譲られず、激しく抵抗している。「一念が御座りまする」という言葉は、お町

の不条理な世への抵抗、憤懣、抗議に通わせることが可能である。この「一念」

という言葉は、「罪はおのづから知りたるべし」「一々の罪状いひ立んは憂かる

べし」という夫の言葉に対する、なんの「罪」もない事実を明示するのである。

だが、お町にとって、具体的な対策、戦略などを持っていたわけではないだろ

うと考えられる。お町は、夫の裏切りの前に何ら関係打開への道も見出せず、

できるのは、ただ恭助を「白睨む」ことだけである。別居を申し渡された際の

お町の「抗議の声は空しい響を伝えるにすぎない」45（前田愛氏）というよう

である。恭助は自らの処世の論理から保身に懸命で、「振向いて見んともせず」

お町の言葉を正面から受け止めることはない。結語の「突のけてあとをも見ず、

町、もう逢はぬぞ」には、お町がどう反抗しても、住み慣れた家を追われたと

いうことを変えることができない。そこから男性社会に支配される女性の生、

女性の無力さが表出されている。お町一人っ子の「家つき」娘である。高田知

波氏によると、「家つき娘」の結婚には「婿養子」と「入夫」の二つのケース

があったが、「金村恭助ぬしは、其與四郎が聟」とあり、また、お町と恭助が

「相添ひて十年餘り」、父親の与四郎が死んだのが「十年の以前」という微妙

な表現から間もなくして与四郎が死去、「幾万金」にも及ぶ遺産と家督を恭助

がそっくり相続していたことは明らかである。46そして、作品最終部における

恭助の措置はお町を名目だけの戸籍上の妻に封じ込める行為にほかならず、恭

助はお波の子供を庶子として認知するのに何の障害もなくなった。同時にこの

措置は今後お町と恭助との間の子供―金村家の嫡出子―が生まれる可能性の

                                                 
45 樋口一葉『大つごもり・十三夜・他五編〈岩波文庫〉』、岩波書店、1979.2、p.175 
46 高田知波「<女戸主・一葉>と『われから』(第三十号記念)」『駒澤國文』30巻、1993.2、p.54 
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消滅をも意味しているから、養子入籍をしなくてもお波の子供は恭助を父親と

する庶子の資格において金村家の相続権を確保でき、未来の戸主の母親として

のお波の地位も安定したものになったはずだからであると指摘される。47結局

お町が「家つき娘」でありながら、父親の所有していた家ぐるみ夫に引き渡さ

れるものに過ぎず、決して自分で家を所有するものではない。家督（家の所有

権）は結婚した時点から法律上恭助のものであり、お町に残されたのは戸籍上

の妻としての地位だけである。五島慶一氏のいうように、当時の夫婦関係にお

いて、制度上妻は夫からみて「家」を表象する代替可能な記号であり、恭助―

政治家―権力、社会体制・論理によって、家付娘の家―一人の女性の自己同一

性が収奪される、「割れ殻」のドラマである。48そして、〈家父長制の下で、性

関係は結婚という公に認められた条件のもとにおいてのみ正当化されるよう

になるが、それにもかかわらず、この制限は女性に対してのみ厳格に適用され、

男性に対しては寛大な扱いがなされるのである。のみならず、社会は男性にた

いして特別に性衝動のはけ口を公認されたものとして用意する。娼婦制がこれ

である。女性に対しては、結婚前の処女性が強く要求され、結婚後は婚外の性

関係が厳しく禁じられることになる。このため女性の婚外の情事は道徳的に非

難され、それは離婚の原因となり、また法的に処罰されることになる。〉49つ

まり、男女の性に対する二重標準の不合理性、すなわち妻の姦通は道徳的に非

難され、夫の浮気には寛大な扱いがなされるという性の二重標準は、最後にお

町が家出されることによって描き出され、ここでは家父長制と性の二重基準に

歪められた妻の不安定な位置に対する批判も窺えるのである。 

 

 

4.5 家制度に回収される妻の「一念」 

お町は「此家を君の物に」譲らず、抵抗しても、家を所有することができな

いかぎり、お町は夫恭助の手によって「谷中の家」に別居・幽閉を強いられる

                                                 
47 高田知波「<女戸主・一葉>と『われから』(第三十号記念)」『駒澤國文』30巻、1993.2、p.58 
48 五島慶一「<妻>の「一念」:『われから』における妻の位置」『三田國文』巻号 34、2001.9、
p.45 
49 山根常男『家族と結婚:脱家父長制の理論を目ざして』、、、、家政教育社、1990.11、p.86-87 
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ことを変えることができない。ここで、明らかに家の中にいる女性は男性主導

の体制に逆らえない定められた生が描かれている。そして、お町の不幸に陥っ

ていく運命は、女子にのみ貞操の厳重さを要求する時代の封建制、男性権力の

社会体制によるほかに、母の不義とも深く関わっている。藪禎子氏は、「お町

が母の不義、父の復讐を一身に引き受けた娘だったということであろう。とり

わけ、美尾の劇の意味は大きい」と言った。50さらに言えば、お町物語は、美

尾物語を前景化して、前代の定め（親の因果による孤立への必然）と、現世の

社会の定め（男の権力、男性社会体制・論理）を引き受けなければならぬ女の

生が暗示されている。 

また、美尾物語とお町物語母子二代の物語に見られたのは、女性のセクシュ

アリティを形象化して描き出し、女性の性の解放を肯定する一方、また自己否

定した、という女性自ら枷を造った自己限界である。一葉は美尾も、お町も、

家族主義的な発想の犠牲・奉仕というものより、自分自身の欲望とエゴイズム

に生きた人物として、心と身と一致する女として描かれている点において、最

後の小説として画期な飛躍であると認めるが、語り手は夫与四郎と生まれたば

かりの娘お町を捨てて出奔する美尾の行為に対し、「夫を裏切る妻の正当化」51

を示しているが、彼女の欲望に翻弄されてゆく夫与四郎と娘の町の不幸によっ

て心のままに行動する美尾を批判しているように見える。そして、〈母から娘

へと伝わる血のもたらす宿命的な運命という『にごりえ』と同様の設定をさら

に具体化し、娘のお町には寂しさの積み重なった上での千葉への傾き、そして

破滅という道を歩ませたということになる。「母と娘の因果応報」というテー

マを加えた多重構造により、物語に厚みを増やしたのであった〉。52したがっ

て、女性が世間の規範を破って、自分の欲するままに行動して、個人の意志を

生き通しても、関係の中で生きている存在である限り、他者に不幸を齎せるこ

とは免れないのである。それは妻の身から逸脱しようとする『十三夜』のお関

の配慮である。他者に不幸させる有様は、お町物語で如実に語られている。作

者は、女性の欲望やエゴイズムという人間の個としての自我意識を肯定しても、

                                                 
50 藪禎子「『われから』論」『透谷・藤村・一葉』、明治書院、1991.7、p.293 
51 木元伸祐「樋口一葉作品にみる女性像:妻の歩み」『日本文學誌要』47巻、法政大学、1993.7、
p.69 
52 木元伸祐「樋口一葉作品にみる女性像:妻の歩み」『日本文學誌要』47巻、法政大学、1993.7、
p.69 
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やはり家族の中で個としての存在ではなく、関係的な存在、破壊すべからず家

族秩序という共同体意識を重要視している。 

美尾物語、お町物語から妻である女が人形扱いされることを拒否して、女も

欲望するという精神と肉体をもつ人間である女として、欲望の充足を求めて模

索する苦悩を描いた。美尾の物質的欲望は、商品化される身体として表現され

ている。一方、お町のセクシュアリティの愛欲（エロス）は、姦通的身体、身

体の「癪」として象徴されている。ここから母と娘とともに自分の欲望が身体

を通して表現していることがわかる。しかし、母娘の身体は時代の女性身体の

範疇を越えることができず、女性は如何に反抗しても、社会の中で関係的な存

在、男性に依存する存在、家父長制度に縛られる存在であることは変えられな

い。男に支配される体制に反抗意識を持っていても、「一念」という情緒的反

動の言葉を言うしかなかった。一方、無意識的に「家」に依存し、夫からの疎

外や規制される妻としての自我存在を見失うことが恐れ、「家」から帰属感を

求めようとする心持が潜在されている。つまり、『われから』は、女性の反抗

行為としての逸脱する身体表現がモノ化される志向、無意識的な回帰志向によ

って回収され、女性の個として自我を確立する限界、および女性の生きた時代

の限界を、構造的に最もよくみせた作品であるといえる。また、一葉文学の表

現に於いては、最後の作品として、前作の『わかれ道』（明 29.1）と『裏紫』

（明 29.2）53に及んだ貞という価値を自ら捨てていこうとする傾向が深化され、

家制度から逸脱する女を描き出し、女性の欲望を幻想領域に囲い込まず、身体

によって表現してきたという方向へ変容していく。家に囲まれ、欲望が抑圧さ

れ、幻想に生きる女性は、徐々に家の閉塞感を破る主体的な姿勢をもって、欲

望を幻想領域から越えて、自意識に従うまま行動を出した。いわば、『われか

ら』は、一葉が最後に生との闘い（最後まで現実と妥協しない意志、女性の生

                                                 
53 『わかれ道』（明 29.1）で一葉は、相容れない生き方を選んで生きていくお京と吉三とを描

いた。吉三は、天涯孤独の身で、一寸法師と馬鹿にされながらも、頑固な潔白さと、苦境の中

でも何かしら希望を見出していける明るい逞しさとを持っている。一方、お京は、身を汚し人

の誹りを受けてでも、妾奉公に出ることを決意し、現状から這い上がっていこうとする女であ

る。『わかれ道』のお京の生き方は、社会的に堕落（不道徳）ではあっても、罪悪（反道徳）

ではなかった。『裏紫』（明 29.2）で一葉は、世の価値観に於いては絶対の罪悪である姦通妻を

描いた。善良な夫を騙して恋人に会い続けようとするお律は、反道徳行為を犯してでも、心に

正直に生きようとする女として描かれているのである。（河野郁代「樋口一葉論―一葉文学の

ゆくえを追って―」『香川大学国文研究』巻号 6、1981.9、p.57-58） 
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の可能性を開こうとする意志）を具象化した作品である。そして、〈妖艶な閨

怨の様を描き出しているあたりや、夜更けて書生部屋を訪れたお町が、燃え立

つ情炎を危うく踏みこらえている姿等、かなり感覚的に描かれている。〉54一

葉は、最後の作品において、女性の性（精神と肉体）を対象化して、女の欲望

や情欲が内面意識の描写に止まらず、女性の身体を通して表現していく感覚的

な官能描写、という新しい分野の描写を開拓した。一葉の後を継ぐかのように

鮮烈に登場した女流文学者与謝野晶子は、歌集『みだれ髪』（明 34）をもって

大胆な姿を現し、官能的に女性の情熱を謳いあげていた。この意味で、一葉文

学にみられる肉感的な表現は、文学史に先駆者として位置を占めることができ

たのであるといえる。

                                                 
54 平山斐子「一葉に於ける晩年の動向」『日本女子大学紀要：文学部』巻号 6、1957.2、p.25 
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第二篇 家庭外に生きる娼婦の反抗表現 

第五章 『たけくらべ』における少女の変貌 

5.1 はじめに 

『たけくらべ』（明 28.1～明 29.1）は初め「雛鶏」1と題して、未定稿として

書かれていたものと推定される。明治二十八年一月三十日発行の『文学界』第

二十五号に最初の第一章から第三章までの分が発表されてから、最後の第十五

章、第十六章が翌二十九年一月三十日発行の『文学界』第三十七号に発表され

るまで、一年間に亘って書き続けられえたものであるが、その間暫く中断され

た時期もあり、また併行して数篇の作品が発表されるという制作状況の中で世

に出たものである。当時それほど評判にはならなかったが、明治二十九年四月

十日発行の『文芸倶楽部』第二巻第五篇に一括再掲されたとき、森鷗外・幸田

露伴・斎藤緑雨の三人による合評「三人冗語」（『めさまし草』明 29.4）で激賞

され、とくに鷗外による｢われはたとひ世の人に一葉崇拝の嘲を受けんまでも、

此人にまことの詩人といふ称をおくることを惜しまざるなり｣とまで言ってい

る。以来今日においても一葉の小説といえば『たけくらべ』をあげる、いわゆ

る代表作として、日本近代文学史における歴史的作品とされている。2「たけ

くらべ」という題名は『伊勢物語』二十三段3の二首の和歌、（「筒井筒井筒に

かけしまろがたけ 過ぎにけらしな妹見ざるまに（男）」「くらべこし 振分髪

も肩すぎぬ 君ならずして誰があぐべき（女）」）少年少女の恋・成長という事

柄からとったというのである。幼い二人が適齢期になって、お互いに恥ずかし

がっていたが、幼馴染の淡い恋を結んで、夫婦になる話である。 

一葉は明治 26年 7月、本郷菊坂から大音寺前（下谷竜泉町）に、母と妹の

                                                 
1 「雛鶏」という題名は、おそらく「巣を出て塒も知ら雛鶏のなぜや暮れゆくひよと啼くらん」

（「宇津保物語」）、「鳥の子はまだひなながら立ちてゐぬかひの見ゆるは巣もりなりけり」（「拾

遺和歌集」）あたりの和歌に拠るものと思われる。「雛鶏」は、その未定稿の内容も、題名のよ

うに大人から保護された子供たちを描こうとしている感が強い。（岩見照代・他編『樋口一葉

事典』、おうふう、1996.11、p.44） 
2 西尾能仁『一葉・明治の新しい女―思想と文学―』、有斐閣、1983.11、p.126 
3「井戸を囲う井戸枠と高さをくらべた僕の背丈も、あなたが見ない間に、ずっと高くなって

しまったよ（男）」「あなたと長さをくらべあった、おかっぱも、肩を過ぎる長さとなりました。

あなたではなくて、いったい誰の為にこの髪をあげて、私は大人になるの（女）」堀内秀晃・

秋山虔校注『竹取物語・伊勢物語』、岩波書店、1997.1、p.104-106 
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三人で移り住み、駄菓子屋を開き、そこでの生活体験が作品と大きくかかわっ

ている。翌 27年 5月、閉店してから本郷丸山福山町に移った。わずか 10ヶ月

足らずの生活であったが、〈下谷龍泉寺にて荒物と駄菓子屋を営み、店に出入

りする子供たちの会話や動向を観察したと思え、繊細な心理分析まで緻密に写

実的に描写されたのは、この時の体験が素材になったものである〉といわれる。

4作品の筋書きに移ると、吉原遊廓の裏町を舞台として、夏から初冬への季節

の移ろいの中で、龍華寺の信如・大黒屋の美登利・鳶の頭の子長吉・田中屋の

正太郎の四人を中心に、表町と横町の子供達の対立を主軸に据えながら、その

恋愛や挫折を主題とする物語である。僧侶の息子信如は学問ができ、長吉に尊

敬されている。一方、姉の全盛の遊女を誇りとしている美登利は持ち前の気風

で子供仲間の女王様である。八月二十二日の千束神社の祭りの夜、美登利は長

吉に罵倒され屈辱を受けた。このことがあってから美登利は信如を長吉の仲間

だと思い込み、密かに慕っていた信如を恨むようになる。いつしか秋風の吹き

はじめた十一月三日の酉の市の日、正太郎は、美しく着飾った美登利を見つけ、

大黒屋の寮まで付いてゆくものの、美登利の不機嫌な理由がわからないままに

退散する。この日を境に、これまでの陽気で勝気だった少女は、内気な性格に

なってしまう。ある霜のおりた朝、美登利の家の格子戸に水仙の造り花を差し

て行った者があった。その日は信如が仏門に入るためにこの町を立ち去る日で

あった。5 

『たけくらべ』を読解する場合、美登利の急激な変貌の原因は何であるか。

この変化をどう読むかは、『たけくらべ』論における、最大の焦点となった。

〈美登利の変貌理由〉に関するこれまでの先行論文は、大きく分けて五つの説

に分かれる。一つ目は、和田芳恵・塩田良平両氏を中心として前期初潮説（石

崎等氏、重松恵子氏、山本欣司氏、矢部彰氏）6と、次の初店説を受けて初潮

                                                 
4 朴那美『たけくらべ』『国文学解釈と鑑賞』第 68巻 5 号、至文堂、2003.5、p.90 
5 岩見照代・他編『樋口一葉事典』、おうふう、1996.11、p.44-45 
6 【前期初潮説前期初潮説前期初潮説前期初潮説】石崎等氏によると、〈髪形・衣装という外的な記号だけではなく、それを結

い纏うに相応しい肉体の変化があったと見るのが至当であろう。つまり同時代批評以来、人口

に膾炙している初潮をみたことがそのきっかけに他ならない。身体の成熟にともなう変化は、

身体の成熟にもなう変化は、登校拒否児ではあるが、まだ小学校に在籍している少女を残酷に

も性の儀式の主人公に仕立て上げる〉という。（石崎等「無垢（イノセンス）のゆくえ（一）

―『たけくらべ』試論」『立教大学日本文学』70巻、1993.7、p.45）。また、重松恵子氏による

と、〈花魁になることを期待されている美登利の場合、初店には充分な準備期間を設けたはず

で、美登利の変化は、やはり周囲も予期せぬうちに初潮が始まったと考えるほうが適切である〉
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～成女式を想定した後期初潮説に分けられる（青木一男氏、関礼子氏、宮崎千

鶴氏）7。二つ目は、美登利の変貌に疑問を抱いた佐多稲子氏が「既に客を取

らされたのが原因ではないか」と主張した初店説（吉田千佳氏、張晋文氏）。8

また、三つ目は、両説否定論（本田和子氏、朴那美氏）。9四つ目は、上杉省和

                                                                                                                                            
という。（重松恵子「『たけくらべ』の哀感―語り手法」『日本文学研究』27巻、1991.11、p.116）。
山本欣司氏によると、〈初潮による〈少女〉の変貌は、自明のこととして語られてきた。初潮

を境に、〈少女〉は〈女〉になる。〈少女〉にとって初潮とは、たんなる生理現象ではなく、象

徴的意味を持った一種の通過儀礼である。アイデンティティの書き換えを求め、行動原理の変

革をも迫るものとして、初潮はおとずれると考えられてきた〉という。（山本欣司「売られる

娘の物語―『たけくらべ』試論」『弘前大学教育学部紀要』87巻、2002.3、p.12-13）。さらに、

矢部彰氏によると、〈美登利の「大人に成る」ことを象徴するのが「初潮」であったのだ。美

登利は、「初潮」を、「見えない関係が見えてくる」体験、「自分の心的世界を一般性として取

り出した体験」という契機に据え、「大人に成るは厭やな事」という認識に到達したのである〉

という。（矢部彰『樋口一葉私論』、近代文芸社、1995.9、p.67） 
 
7 【後期初潮説後期初潮説後期初潮説後期初潮説】青木一男氏によると、〈美登利は初潮を契機として遊女となることを自覚し

たのであろうし、またしかるべき人から遊女なるものの実態や遊女となるための心構えを教え

られたことであろう。そして、生理現象の続く間は、いっそう憂鬱な気持が募っていたことで

あろう〉という。（青木一男「美登利の変貌をめぐって―『たけくらべ』ノート（七）」『城西

文学』20巻、1994.12、p.47）。また、関礼子氏によると、〈「いつでも極りの我まゝ様」（十五

章）であった美登利にようやく「初潮」が訪れ、そのことを待ち構えていた人々の手によって

盛大な儀式が行われ、大黒屋の主人から遠からず「初店」の日が訪れることが告知された、と

考えるのが最も自然な解釈ではあるまいか。「初潮」「成女式」という段階を踏むことで、特殊

な環境に置かれた美登利という存在が「少女なるもの」の普遍的な一つの形象としてわれわれ

と地続きの存在になるのではないか〉という。（関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性

表現』、新曜社、1997.4、p.287）。宮崎千鶴氏によると、「初潮〉を迎えれば一人前の女となっ

たことを〈成女式〉として祝い、世間一般の娘なら〈母〉になる印として先輩の母親に教授さ

れることが、吉原という特別な地で迎えた〈初潮〉は、〈母〉になる事など全く関係なく、〈遊

女〉として体が資本になることを、姉女郎から教わると考えられるからだ。〈初潮〉・〈成女式〉

を契機とした〈禿〉の廓内修業のほうが、〈生動〉してくるのではないか」という。（宮崎千鶴

「樋口一葉『たけくらべ』論」『国文橘』28巻、2002.3、p.26-27） 
 
8 【初店説初店説初店説初店説】吉田千佳氏によると、〈初めて男性に体を開かせられたとき、遊女の仕事がどの

ようなものであるかを、まさに身をもっと知ったのに違いない。美登利は、「初店」を強いら

れたことによって、己が運命を自覚したのである〉という。（吉田千佳「『たけくらべ』の〈季

節〉―美登利の変化を中心に」『日本文学ノート』29巻、1994.1、p.61）。張晋文氏によると、

〈酉の市の日から美登利の境遇は、単なる少女から特殊な運命を歩んでいかなければならない

女性へ変身したことが窺える。これをもっと明白に言えば、作者は、第十五章から終章までに

おいて激しく心理的に変化する美登利を描く前に、酉の市の日に美登利が廓に通うことを前提

にしながら、初店が行われたことを暗示的なタッチで伝える第十四章を作品に挿入したのであ

る〉という。（張晋文「美登利の変貌を巡って―『たけくらべ』を読み直す」『福岡教育大学国

語科研究論集』45巻、2004.1、p.77） 
 
9 【両説否定論両説否定論両説否定論両説否定論】本田和子氏は〈「憂きこと」が果たして「初潮」だったのか、あるいは「初

店」つまり初めての性の商いだったのかは、私にとっては問題の外にある。作者によって明確

に特定されず、行間にゆらめくイメージとしてのみあえて言語化されていないことがらに関し

て、ただ一つの事実を探り出すという、謎解きめいた探究には格別の興味をそそられないので

ある〉と述べている。（本田和子「〈美登利〉の孤独と少女像」『日本児童文学』38巻 5 号、1992.5、
p.62）また、朴那美氏は、〈「初潮」であれ「初店」であれ、ここで重要なのは、子供から大人
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氏を中心として検査説（峯岸千紘氏、石井茜氏）。10これは、娼妓になる為の

性病検査というこれまでに無かった論説である。五つ目は、自覚説。恋の自覚

説（猪狩友一氏、藤村猛氏、陳蘇黔氏）11、即ち、美登利の変容の理由は彼女

らの「恋」と関わって、美登利に「恋の意識化の過程」を読む論説と、体を売

る自覚説（中山洋子氏）12に分けられる。それは、体を売ることを「嫌やな事」

と知り、姉のような職業を賎しいものと知った。そして、やがては、自分も姉

と同じ境遇になることも予知し、遊女となることの恥も、体を売ることの賎し

さも何も知らなかった美登利が島田髷に結って初めて知ったものは廓内での

                                                                                                                                            
への成長点ではないかと思う。一人前の大人、女性として成長した印として「憂く恥づかしく、

つゝましき事」を受け止めなければならないと思うのである。（略）美登利の身に起こった「憂

く恥づかしく、つゝましき事」は、彼女が一人前の大人になった結果、これから彼女がなるべ

き遊女という決められた運命を最も鮮明に目覚めさせる役割をしているのである〉と指摘した。

（朴那美「樋口一葉の『たけくらべ』にみられる悲哀」『言語と文芸』117巻、2000.11、p.106） 
 

10 【検査説検査説検査説検査説】峯岸千紘氏によると、〈三の酉の後の美登利は「かの日を始めにして生れかはり

し様の身の振舞」「いつも恥かし気に顔のみ赤めて筆やの店に手踊の活溌さは再び見るに難く

成ける」（十六）と、描かれている。これは、美登利がその身で体験させられた、検査による

ショック状態が続いているからである。だからこそ「此処しばらくの怪しの現象に我れを我れ

とも思はれず、唯何事も恥かしうのみ有ける」（十六）のである。なお、この「現象」を、作

品中では「さま」と読ませており、その意味に「生理現象」などという意味はない。ここでは

「様子」程度の意味であろう〉という。（峯岸千紘「樋口一葉『たけくらべ』―三の酉の日の

美登利―」『語学と文学』37巻、2001.3、p.29）。石井茜氏は、〈私は、美登利が「検査場で身

体検査を受けた」とする上杉省和、峯岸千紘の検査場説を支持する。「検査場説」をとること

で、美登利の異常なまでの落ち込みや並外れた羞恥心について納得でき、作品理解が深くなる。

また、「たけくらべ」という作品の評価のみならず、娼妓検査を含む遊女の辛さを、真の意味

で理解していた樋口一葉自身も再評価されることになる〉と述べている。（石井茜「美登利は

なぜ変わったか―『たけくらべ』の研究―」『語学と文学』41巻、2005.4、p.72-79） 
 
11 【恋の自覚説恋の自覚説恋の自覚説恋の自覚説】猪狩友一氏は〈変貌〉に至る美登利の認識や心情、ことに信如への思いを、

作品の語りに即して慎重にたどる必要があろう。一葉はごく初期の作品『闇桜』で、幼馴染の

男女のうち娘の方が、あるきっかけで恋を自覚し変貌する様子を描いている。美登利の意識に

恋が芽生えたとすれば、それは彼女の幼い認識が劇的に転回するときであるはずだと指摘した。

（猪狩友一「〈美登利の変貌〉私解」『湘南文学』11巻、1997.10、p.30-32）そして、藤村猛氏

は美登利に「恋の意識化の過程」を読む猪狩友一氏の考察に賛成する。その一つの姿として、

十二章で、鼻緒が抜けて困っている信如に対して、それまでとは違う彼女の思いが描かれると

述べている。（藤村猛「樋口一葉『たけくらべ』論」『国語国文論集』34巻、2004.1、p.36） 
また、陳蘇黔氏は、〈酉の市の日には、遊女の辛さや彼女の定めを理解したのと同時に、信

如との真の断絶の意味を実感として知ったのであろう。信如への恋の体験があったかこそ、こ

れほど激しく変身するのであり、それゆえに可憐でいたいたしいのである〉と指摘した。（陳

蘇黔「『たけくらべ』―美登利の悲劇をめぐって」『論樹』6巻、1992.9、p.25） 
 

12 【体を売る自覚説体を売る自覚説体を売る自覚説体を売る自覚説】中山洋子氏によると、〈どのような形であったかは当時の吉原の状況を

詳しく知らなければ分らないがこの日、美登利は人の目にさらされたのである。それが佐多氏

のいう「初店」だったかどうかはわからない。しかし彼女は、この時点で「おとな」の感覚に

なったのである〉という。（中山洋子「『たけくらべ』研究ノート―美登利、「こども」から「お

とな」へ」『金沢大学国語国文』20巻、1995.2、p.42） 
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「憂く恥ずかしい」行為であったという見解である。 

美登利の変貌の理由は長い間「初潮」であると考えられてきた。しかし、佐

多稲子が「『たけくらべ』解釈へのひとつの疑問」で、〈初店説〉を発表したこ

とにより、美登利の変貌の原因について論争が行われた。この論争の過程で上

杉省和「美登利の変貌―『たけくらべ』の世界―」により「美登利の突然の変

貌の原因を、検査場で身体検査を受けたことに求め」る〈検査場説〉が出され

た。それから、恋の自覚説、体を売る自覚説といった新たな見解も出てくる。

どちらの説も決め手に欠け、現在でも変貌の理由は確定されていない。このよ

うな諸説が対立している状況について、結局、「美登利の変貌」に関して一つ

の定説が確定したとは言い難い状況が続いている。本章では、美登利の変貌に

ついて、ひいては『たけくらべ』という作品全体の理解について、初店説か初

潮説かと、どちらが正しいのかを争論するつもりではなく、『たけくらべ』と

いう作品が美登利の変貌を通して顕現するものは何なのかを探究してみたい。 

 

 

5.2 「悪場所」の金銭支配論理に抵抗する信如 

『たけくらべ』の語り手は大音寺前という町に降り立ち、テレビのリポータ

ーのように歩みながら読者を誘導していく。語り手の視線によって吉原周辺の

町と子供たちの世界は読者の眼前に浮上したのである。 

 

「廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お齒ぐろ溝に燈火うつる三階の騷

ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行來にはかり知られぬ全盛をうら

なひて、大音寺前と名は佛くさけれど、さりとは陽氣の町と住みたる人の

申き、三嶋神社の角をまがりてより是れぞと見ゆる大厦もなく、かたぶく

軒端の十軒長屋二十軒長や、商ひはかつふつ利かぬ處とて半さしたる雨戸

の外に、あやしき形に紙を切りなして、胡粉ぬりくり彩色のある田樂みる

やう、裏にはりたる串のさまもをかし、一軒ならず二軒ならず、朝日に干

して夕日に仕舞ふ手當ことごとしく、一家内これにかゝりて夫れは何ぞと

問ふに、知らずや霜月酉の日例の神社に欲深樣のかつぎ給ふ是れぞ熊手の
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下ごしらへといふ」（一・p.402） 

 

冒頭の一文であるが、語り手は大廈が連なる新吉原を遠望しつつ、吉原遊廓

に隣接した大音寺前の通りに立って、不夜城と言われた吉原の明かりを見、そ

の喧騒を聞いている。語り手が三島神社あたりから、大音寺前を中心とした下

谷龍泉寺町に次第に接近し、その町並みを紹介していく。このように町を歩き

ながら語り手は、「廓者」といわれる吉原に関わる仕事をするそこに住む人々

の生活風俗や習慣あるいは気質に言及していく。あるいは、酉の市の名物であ

る熊手作りの内職に精を出して暮らしている下層の赤貧に甘んじる人々であ

る。語り手の眼は、吉原独特の風俗に染まっており、不健全さが漂う暮しぶり

を、たえず新鮮さにみちみち、ときどき「をかし」という評価を下ろした。 

重松恵子氏によると、「あはれ」が悲哀や可憐の感動を表し、主情的、浪漫

的であるのに対し、「をかし」は観照の美、さらに笑いや滑稽の意味を含むユ

ーモアの美ということができるだろう。近世に至るにつれて笑いの意味でし様

されることが多くなり、特に西鶴は庶民生活を描くのにこの「をかし」を効果

的に使用しているというのである。13語り手はこの町に住む人々の生活風俗の

特殊性や、一般市民社会とは異質の価値観をもつ住民の意識の有様を紹介して

いるのは、明らかに大音寺という地域の特殊性を余所者に提示したことがわか

る。そして、語り手はこの地域の異質性を強調するほど、隔離される空間、周

縁性に対して、「をかし」と評価する一方、無意識的に「あわれ」という感情

が表現されている。 

では、明治の「吉原」14はどのような地域でしょうか。関礼子氏によると、

                                                 
13 重松恵子「『たけくらべ』の哀感―語り手法」『日本文学研究』27巻、1991.11、p.110 
14 菅聡子氏によると、〈吉原の歴史は元和三（1617）年葺屋町（現在の日本橋人形町付近）に

始まる。幕府は江戸市中の遊女屋を一か所に集め、一大傾城町を造った。この地にヨシが繁茂

していたことから薜原、転じて吉原と呼ばれるようになった。明暦三（1657）年には大火のた

め浅草山谷（現在の台東区千束）に移転し、以後前者を旧吉原、後者を新吉原と呼ぶ。明治の

吉原は後者のことである。吉原は大下水の流れる溝で周囲を囲まれており、この水は明暦の大

火の教訓としての防火用水であると同時に、遊女たちの逃亡をも防いだ。水はどす黒く濁った

下水であるが、遊女たちがお歯黒の水を流したためとも言われ、お歯黒溝と呼ばれた。お歯黒

溝には各町ごとに廓外と廓内をつなぐ門と跳ね橋があり、番小屋が置かれていた。この跳ね橋

が上げられてしまえば、吉原は完全に隔離された空間となるのである。正面の入口には大門が

あり、大門と日本堤を結ぶ坂の途中に、朝帰りの客が名残を惜しんで振り返ることからその名

がつけられた「見返り柳」がある。大門は廓外と廓内の境界を、そして「見返り柳」はその予

告を示すものであるが、一葉の『たけくらべ』も、この言葉から始まっている〉という。 
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〈吉原とは周縁を「お歯黒溝」によって、またその出入口を「大門」によって

区切られた特殊な界域だ。そこでは女たちは一方的に「恣意的に関係を結ぶ」

対象として出口裕弘のいうように「全き受動性」のもとに置かれる。「張見世」

とは買われ消費される遊女達のありようを、彼女達を商品と同じように「陳列」

することで表現した露骨な意識である。この露骨な取引の儀式はその露骨さに

よって遊客たちを一切の粉飾抜きに、「買い側」へと鮮明に追いやる。いわば

布令で禁止された「人身売買」の寸劇をその都度じさせるわけである。遊客た

ちは幾許かの痛みを感じつつも、瞬時、視る主体・選ぶ主体・買う主体になる

ことで社会で痛めつけられたり、何らかの事情で抑制されたアイデンティティ

の束の間の回復を試みる。身分や階層、趣味や教養などよりも、金銭の多寡だ

けが遊客たちの優劣を決める性の交換のイチ、それが近代の吉原の現実的な姿

であろう〉というのである。15つまり、吉原遊廓は町人や職人らの遊び場にな

                                                                                                                                            

 
（菅聡子「『たけくらべ』の世界」『時代と女と樋口一葉』、日本放送出版協会、1999.1、p.225-227） 
15 関礼子『語る女たちの時代 一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.270 
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った日常性に対立しながら周縁の地域であり、売春を強制された女たちの犠牲

の上に築かれた「人身売買」の悪所である。しかも持続している時空間として

の遊びの場である。しかも、遊女が「遊行」を止め、その身体が一定の区域に

囲い込まれ、管理される対象となった「悪場所」16、即ち聖でも俗でもない特

質、「悪」としか名付ける性質によって共同体や日常性から厳重に隔離される

場といわれる。そういう地域で過ごした無垢の象徴としての子供は、汚れの世

界への反措定として、廓の習慣や風俗が日常生活の中に浸透してしまったさま

ざまな世界の歪みが提示されている。第一章で語り手はこの町に住む人々の生

活風俗の特殊性や、一般市民社会とは異質の価値観をもつ住民の意識の有様を

紹介している。特に子供たちの早熟ぶりに驚きの目を向けている。 

 

「昨日河岸店に何紫の源氏名耳に殘れど、けふは地廻りの吉と手馴れぬ

燒鳥の夜店を出して、身代たゝき骨になれば再び古巣への内儀姿、どこ

やら素人よりは見よげに覺えて、これに染まらぬ子供もなし、秋は九月

仁和賀の頃の大路を見給へ、さりとは宜くも學びし露八が物眞似、榮喜

が處作、孟子の母やおどろかん上達の速やかさ、うまいと褒められて今

宵も一廻りと生意氣は七つ八つよりつのりて、やがては肩に置手ぬぐひ、

鼻歌のそゝり節、十五の少年がませかた恐ろし、學校の唱歌にもぎつち

よんちよんと拍子を取りて、運動會に木やり音頭もなしかねまじき風情、

さらでも教育はむづかしきに教師の苦心さこそと思はるゝ入谷ぢかくに

育英舍とて、私立なれども生徒の數は千人近く、狹き校舍に目白押の窮

屈さも教師が人望いよいよあらはれて、唯學校と一ト口にて此あたりに

は呑込みのつくほど成るがあり、通ふ子供の數々に或は火消鳶人足、お

                                                 
16 「悪場所的なもの」とはなにか。廣末保は「悪場所論おぼえがき」のなかでこのように述

べている。本来、持続してはならないものが、持続しており、そのために、恣意的に関係を結

ぶことも可能になるような場が、悪場所であった。聖なるもののもう一回性が、そこでは否定

され、しかも日常的な俗に転落しきることなく、いつも対岸のそこに存在するゆえに、聖は悪

の影を宿す。（関礼子『語る女たちの時代 一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.269） 
また、沖浦和光氏によると、〈江戸時代から「悪所」と呼ばれていた地域には、三つの特性

があった。その第一は色里・遊里であり、第二は芝居町である。江戸時代ではこの二つを合わ

せて「悪所」と呼んだ。この両所がすぐ近くに併存していて、そこが近代に入って「盛り場」

になったケースが多い。そして、第三の特徴は、そのすぐ近くに、そこを旦那場とする被差別

民の集落があったことである〉というのである。（沖浦和光『「悪所」の民俗誌―色町・芝居町

のトポロジー』文藝春秋、2006.3、p.13-14） 
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とつさんは刎橋の番屋に居るよと習はずして知る其道のかしこさ、梯子

のりのまねびにアレ忍びがへしを折りましたと訴へのつべこべ、三百と

いふ代言の子もあるべし、お前の父さんは馬だねへと言はれて、名のり

や愁らき子心にも顏あからめるしほらしさ、出入りの貸座敷の祕藏息子

寮住居に華族さまを氣取りて、ふさ付き帽子面もちゆたかに洋服かるが

ると花々敷を、坊ちやん坊ちやんとて此子の追從するもをかし」（一・

p.403-404） 

 

娘達については、「一體の風俗よそと變りて、女子の後帶きちんとせし人少

なく、がらを好みて巾廣の卷帶、年増はまだよし、十五六の小癪なるが酸漿ふ

くんで此姿はと目をふさぐ人もあるべし、所がら是非もなや」（一・p.403）と

語られている。「卒業して何にかなる」と疑問の形で提出されているが、一般

には賎業と位置づけられるものでありながら、娘達は遊廓を「檜舞台と見た」

てて、立派な役者、つまり遊女になりたいと考え修業をしているのだと説明す

る。それに、子供たちは自分で自分の道を選択できなく、親や土地によって既

に与えられている職業－例えば、信如ならば僧、長吉ならば鳶、正太郎ならば

質屋、美登利ならば花魁の道を歩き始めるということである。いわば、語り手

は、純粋な子供たちの言動を通して大人の世界の様々な矛盾を反映した。そし

て、この地域の生活風俗や価値観が子供たちの生活に影響を与えることを語っ

ていることによって、子供たちの大人世界に吸収されている無垢な童心の喪失

および、彼らはやがて成長しても結局は進むべき道を親や土地などで決められ

る抵抗できない宿命に「あわれ」という感情が注いでいる。 

また、大音寺前に流通する金銭は、人々の心を支配しその生き方を制限し、

金銭によって縛られた救いのない現実の世界を暗示している。まず、注目する

のは大人たちの金に溺れる描写である。信如の父である龍華寺の和尚は金儲け

に目が眩んでいる。信如の母は和尚の商売に追従している。和尚夫婦の有様か

らみると、本来ならば町中で最も聖なる存在であるべき龍華寺も、この大音寺

前で俗に埋没しきっている。そして、美登利の両親にとって、美登利は将来の

金づるであり、傷付けてはならない大切な商品である。娘を廓に売り金儲けし

ようとすることに親としての罪悪感がないようにみえる。吉見周子氏によると、
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当時、売られる理由は家計の貧困のため、あるいは親や兄弟の病気などのため

であり、娘は窮地を救う第一の犠牲候補であった。しかも親権者が娘を売って

も罪にはならなかったし、また娘にしても孝行の観念に美化され、娼妓の道に

はまり込んでいったというのである。17また、三五郎の父親は、「目上の人に

頭をあげた事なく廓内の旦那は言はずともの事、大屋様地主様いづれの御無理

も御尤と受ける質」という、完全にプライドも意地も失い、金銭の前で骨抜き

になってしまっている人物である。 

子供たちもまた、金銭の支配に組み込まれ生き方を制限されていた。描かれ

る子供たちは、主に十三、十四歳くらいの少年少女である。大音寺前では、子

供たちはおよそ二派に分かれて遊んでいた。一つは、田中屋（高利貸し）の正

太郎を中心とする表町組で、美登利はその仲間だった。もう一方は、鳶頭の息

子長吉が率いる横町組である。横町の子供たちは金持ちでないから私立の学校

にしか行けません。劣勢の長吉は、龍華寺の信如を無理やり抱き込み、勢いを

つけようとしていた。この二派の対立からみると、金銭で威張っている表町組

と勝目のない横町組との格差が明らかに見られる。小森陽一氏の言うように、

格差社会というものが、子供たちのなかにもどうしても乗り越えることのでき

ない差別を作り出している事情が見えてきます。18つまり、金のある階層は「勝

ち組」で、金のない階層は「負け組」であるという子供たちの最初から金銭の

支配で行き先が決まっている宿命が暗示されている。 

一方、子供たちの中で、信如はこの地域の生活風俗や価値観に染まない子供

として描かれている。 

 

「多くの中に龍華寺の信如とて、千筋となづる黒髮も今いく歳のさか

りにか、やがては墨染にかへぬべき袖の色、発心は腹からか、坊は親ゆ

づりの勉強ものあり、性來をとなしきを友達いぶせく思ひて、さまざま

の惡戲をしかけ、猫の死骸を繩にくゝりてお役目なれば引導をたのみま

すと投げつけし事も有りしが、それは昔、今は校内一の人とて假にも侮

りての処業はなかりき、歳は十五、並背にていが栗の頭髮も思ひなしか

                                                 
17 吉見周子「売娼の実態と廃娼運動」『日本女性史④近代』、東京大学出版会、1982.5、p.228 
18 小森陽一『ことばの力 平和の力－近代日本文学と日本国憲法』、かもがわ出版、2006.10、
p.55 
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俗とは變りて、藤本信如と訓にてすませど、何處やら釋といひたげの素

振なり。」（一・p.404） 

 

信如は、自分の勉強心に従い、苛めの少年を退けるまで優れた学業成績をあ

げ、自己を生かそうとする子供である。そして、僧侶になるのは、「発心は腹

からか」という本願ではなくても、卒業前に、自ら「学林」に入ることを選択

した。それは、龍華寺の後継者としての自己が背負っていかなければならない

宿命として受け取ったからである。自分から進んで僧侶になるということで、

主体的に宿命を捉え直し、自己の未来を選択したのである。また、子供の中で、

世俗に対して自分の価値観を持っている少年である。父和尚の生臭に反発する

気持ちが強く、蒲焼を買いにやらされるのを「嫌やなること骨にしみて」、「我

身限つて腥きものは食べまじ」と僧侶なるものにしたがうべきであると思って

いる。また、父が祭のときに必ず門前に露店を出して、母が売り手に立つこと

をした。それを見ると、信如は「いかにも心ぐるしく、よし檀家の耳には入ら

ずとも近邊の人々が思わく、子供中間の噂にも龍華寺では簪の店を出して、信

さんが母さんの狂氣面して賣つて居たなどゝ言はれもするやと恥かしく」、金

銭を拝跪する両親の有様を否定している。いわば、信如は〈俗〉と抵抗する〈聖

なるもの〉を象徴している。しかし、「其樣な事は止しにしたが宜う御座りま

せう」と反発しても、父は「大笑ひに笑ひすてゝ、默つて居ろ、默つて居ろ、

貴樣などが知らぬ事だわ」と相手にしてくれず、「我親ながら淺ましくて、何

故その頭は丸め給ひしぞ」と怨んでいる。僧侶の肉食妻帯、お金に目が眩んで

いる有様を嫌がっている。〈信如の父親に対する感情は、聖としての俗に対す

る感情であり、父親を否定的に捉えるということは、延いては、僧でさえ吉原

の影響を受けて色・金に溺れる町という、大音寺前そのものを否定的に捉える

ことにつながる〉というようである。19 

 

「元來一腹一對の中に育ちて他人交ぜずの穩かなる家の内なれば、さし

て此兒を陰氣ものに仕立あげる種は無けれども、性來をとなしき上に我

が言ふ事の用ひられねば兎角に物のおもしろからず、父が仕業も母の處

                                                 
19 豊嶋知佐「『たけくらべ』私考―〈藤本信如〉という存在」『大妻国文』28巻、1997.3、p.109 



 

 151

作も姉の教育も、悉皆あやまりのやうに思はるれど言ふて聞かれぬ物ぞ

と諦めればうら悲しき樣に情なく、友朋輩は變屈者の意地わると目ざせ

ども自ら沈み居る心の底の弱き事、我が蔭口を露ばかりもいふ者ありと

聞けば、立出でゝ喧嘩口論の勇氣もなく、部屋にとぢ籠つて人に面の合

はされぬ臆病至極の身なりけるを、學校にての出來ぶりといひ身分がら

の卑しからぬにつけても然る弱虫とは知る物なく、龍華寺の藤本は生煮

えの餅のやうに眞があつて氣に成る奴と憎くがるものも有りけらし。」

（九・p.428、下線筆者） 

 

信如にとって、「父が仕業も母の處作も姉の教育も、悉皆あやまり」である

と思いながら、何をいっても仕方がなく、心に埋めるようになった。そのゆえ、

「如法の變屈ものにて一日部屋の中にまぢまぢと陰氣らしき生れなれど」

（九・p.426）とあるように、誰に対しても正面から向き合うことを諦め、「陰

気」「心の底の弱気」「臆病」「弱虫」など閉鎖的性格となるのである。一方、

信如の「変屈」は、自己の信条（正義観）に従って他者と妥協しない性質であ

るといえる。いわば、語り手は、世俗の歪みを突き崩そうとする激しい闘志を

失い、金銭社会の前に敗れ去っていかざるを得ない反逆者の無力さ、弱さを語

っている。長吉に頼まれて正太郎と対抗するために横町のグループへの参加を

要請することに対して、「だつて僕は弱いもの」「僕が這入ると負けるが宜いか

へ」と尻込みしている。一度弱者を救おうとする正義感による「小鍛冶の小刀

を取り出して」見せるが、具体的な対策を持ちえず、ただ反発する気持ちに止

まっている。語り手は、自己の主体意識を遂げようとする信如を肯定的人物と

して描写しているが、〈抵抗し、孤立し、事成らずして、自己の弱さのままに

敗北し醜態をさらす。しかも正義と清純・潔癖を護持しようとする時代の知識

人の宿命を一葉は感じ取っていた〉20というように、信如は周囲の俗人から理

解されず、反俗的な個人の意志、理想をもっていても、壁の前に一歩を踏み出

せず、その弱き心を自覚せざるを得ず時代の敗北者として形象されたのである。

信如は、金銭の価値体系に対し、何の疑いもなく生きている正太郎・長吉・三

五郎とは全く異なって、『たけくらべ』の子供達のなかで唯一吉原という金銭

                                                 
20 和田繁二郎『明治前期女流作品論―樋口一葉とその前後』、桜楓社、1989.5、p.430 
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に絡め取られた世界を否定し、聖、潔さを求める人間として造型され、現実に

対して、自己の信条に従って生きようとする反俗的人物として登場させたが、

現実の壁の前に敗れ去っていかざるを得ない反逆者の弱者像という一面を見

逃さないのである。 

 

 

5.3    娼婦的身体の成熟を拒否する美登利 

信如が大音寺前の金銭や経済の論理から逸脱する存在に対して、子供達のな

かで美登利のお金は魅力で群がっている。「子供中間の女王様」としての彼女

を成り立たせる。一人の少女を女王の座に坐らせる背後に支えているのはいう

までもなく姉の存在＝吉原の金銭の支配力である。語り手は美登利の出自や性

格を次のように紹介している。 

 

「大黒屋だいこくやの美登利みどりとて生國しやうこくは紀州、言葉の

いさゝか訛なまれるも可愛く、第一は切れ離れよき氣象を喜ばぬ人なし、

子供に似合ぬ銀貨入れの重きも道理、姉なる人が全盛の餘波なごり、延

いては遣手新造やりてしんぞが姉への世辭にも、美みいちやん人形をお

買ひなされ、これはほんの手鞠代と、呉れるに恩を着せねば貰ふ身の有

がたくも覺えず、まくはまくは、同級の女生徒二十人に揃ひのごむ鞠を

與へしはおろかの事、馴染の筆やに店ざらしの手遊を買しめて、喜ばせ

し事もあり、さりとは日々夜々の散財此歳この身分にて叶ふべきにあら

ず、末は何となる身ぞ、兩親ありながら大目に見てあらき詞をかけたる

事も無く、樓の主が大切がる樣子さまも怪しきに」（三・p.408） 

 

美登利は、「姉なる人が全盛の餘波なごり」のおかげで、たくさんのお金を

貰え、贅沢を尽している。陳蘇黔氏のいうように、美登利の「闊達さ」は吉原

の世界から提供された金銭で保証され、いわば将来を見込んだ投資によって贅

沢ぶりが発揮できる女の子である。21語り手は、彼女の年と身分に似合わない、

                                                 
21 陳蘇黔「『たけくらべ』―美登利の悲劇をめぐって」『論樹』6巻、1992.9、p.20 
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「さりとは日々夜々の散財」という金銭感覚の異常さ、その浪費ぶりを「同級

の女生徒二十人に揃ひのごむ鞠を與へしはおろかの事、馴染の筆やに店ざらし

の手遊を買しめて」と語っている。「我まゝ」な「嬢さま」に育てられた美登

利は、子供の中ではただ一人、金銭論理の体現者として設定されているのであ

る。「二十日はお祭りなれば心一ぱい面白い事をしてと友達のせがむに、趣向

は何なりと各自めいめいに工夫して大勢の好い事が好いでは無いか、幾金いく

らでもいゝ私が出すからとて例の通り勘定なしの引受けに、子供中間の女王に

よわう樣又とあるまじき惠みは大人よりも利きが早く」（三・p.409、下線筆者）

というように、子供の遊びの世界で美登利がお金の効力によって、子供たちの

リーダーとなり、「子供中間の女王様」としての優位に立たれている。地位や

権力は、お金の豊かさで決められているという金銭至上主義が渦巻いていた大

人の世界を薄かに映している。美登利が「我まゝの本性」を発揮でき、「女王

様」として振る舞いをできるのは、吉原の金銭支配論理に確保されたのである。

それに、美登利をめぐる子供たちは、彼女のお金の力を備えっている身体（＝

金銭）の前に跪いているのである。その意味で、子供たちの世界で美登利は、

金銭価値によって作り上げられる身体として見なされているのである。 

一方で、廓がえりの若者は、美登利の朝湯帰りの頸筋に、三年後を透視して

商品としての「性」に貪欲な視線を注いでいた。美登利の身体を欲望の対象で

ある商品としての身体として見ている。そこから女の性の商品価値を肯定して

しまう男性たちの性欲の醜さが現される。そして、祭り上げられた少女は、男

たちの贄とされる運命をその肉体に刻印される。ここからみると、美登利は対

等の立場で共に遊ぶ仲間というよりは、むしろ他の子供達たちとは異なる価値

の高い通貨と等しい存在としている。子供たちの世界で少年たちによってただ

一人選び出され、女王の座に祭り上げられた少女は、群れの中で「女王様」と

して吉原世界の金銭の支配力を持ちながら、金銭的価値を生み出すという生産

型の身体として見なしている。そして、大人の世界で商品としての身体と見な

され、男達に消費される「性の玩具」という存在としている。いわば、女性の

身体は、利益価値に直結しているとき、生産と消費の構造の中で、商品の存在

と一致され、金銭的価値の存在として見なされているのである。 

 しかし、美登利は、未だ自分のもつ金銭の意味を知らない。「遊女」という
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職業が如何なるものか認識せず、表面の華やかさ、姉大巻の繁盛ぶりしか知り

えない。遊女本来の仕事、金銭の代償として己の身体を汚されるという仕事を

理解していないので、自分の運命に対してまだ無自覚なのである。美登利が身

体に対する自覚し始めたのは、「何を女郎め頬桁たゝく、姉の跡つぎの乞食め、

手前の相手にはこれが相應だ」と長吉に罵倒され、長吉の投げた泥草履によっ

て屈辱を受けてからである。美登利の勝ち気な性格を考えれば、泥草履事件か

ら受けた屈辱を心的打撃とした。誇りに思っていた姉のことが蔑視される遊女

であることを知らされたことは、ショックであると同時に、これまで女王様の

如く振る舞いっていたプライドも傷つけたので、徐々に学校へ行かなくなる。

それは、他者から差別される視線を避けるため、女王様としての、自分の姉を

誇りとする自尊心を守るために、学校をやめてしまうのであると考えられる。

一方で、〈遊女〉という仕事の何たるかをまだ知らずが、姉を頂点とする価値

観は学校と相容れないものであったことを知って、他者から軽蔑される「女郎」

という身の賎しさを自覚した。それをきっかけに美登利は徐々に学校から、子

供たちの世界から遠ざかるようになった。その疎外感、口惜しさの情緒を持ち

続けて、大鳥神社の酉の日に至るまでであると考えられる。 

酉の日に美登利は誰にも言うことができず、何か思い起こせ、不機嫌の様子

に変わった。なぜ、美登利は変貌したのか、それに関するこれまでの先行論文

は、初潮説、初店説、検査説という大きく分けて三つの説に分かれる。美登利

の変貌は、美登利自身が自らの運命に対し、何を自覚したのかということから

検討したい。次の場面から美登利の「憂き事」を考えてみよう。 

 

「夫れなら何うしてと問はれゝば憂き事さまざま是れは何うでも話しのほ

かの包ましさなれば、誰れに打明けいふ筋ならず、物言はずして自づと頬

の赤うなり、さして何とは言はれねども、次第次第に心細き思ひ、すべて

昨日の美登利の身に覺えなかりし思ひをまうけて物の恥かしさ言ふばかり

なく、成事ならば薄暗き部屋のうちに誰れとて言葉をかけもせず我が顏な

がむる者なしに一人氣まゝの朝夕を經たや、さらば此樣の憂き事ありとも

人目つゝましからずば斯く迄物は思ふまじ、何時までも何時までも人形と

紙雛さまとをあひ手にして飯事許りして居たらば嘸かし嬉しき事ならんを、
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ゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る、最うゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る、最うゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る、最うゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る、最う

七月十月、一年も以前へ歸りたい七月十月、一年も以前へ歸りたい七月十月、一年も以前へ歸りたい七月十月、一年も以前へ歸りたいにと老人じみた考へをして、正太の此處

にあるをも思はれず、物いひかければ悉く蹴ちらして、歸つてお呉れ正太

さん、後生だから歸つてお呉れ、お前が居ると私は死んで仕舞ふであらう、

物を言はれると頭痛がする、口を利くと眼がまわる、誰れも誰れも私の處

へ來ては厭やなれば、お前も何卒歸つてと例に似合ぬ愛想づかし、正太は

何故とも得ぞ解きがたく」（十五・p.443-444、下線筆者） 

 

この時点で、美登利は大人になることに嫌悪感を抱き、子供の時間に終わり

を悟った。「ゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取

る」と、歎き悲しんでいるのは、彼女が「大人」になるのを自覚したのである。

それは、髪形・衣装という外的な変化による「遊女」という職業につくのを意

識させるからであると考えれる。不登校のときから、酉の日に至るこの期間に

〈禿〉として姉女郎の雑用や付き添いが仕事になって、廓の行儀作法を習って

いると考えるのが可能である。石井良助氏によると、〈禿はのちに遊女となる

少女が七、八歳から十四、五歳ごろまで、おいらんに付随して、その身の回り

の雑用をするをいう。そして、禿の名は、おいらんに預けられるとき、楼主が

つけるのであるが、みどり、ちどり、たより等などけない名で、かつかなで三

字であった。禿が十三、四歳になると、新造となる。遊女のあとは二人の新造

がいく。新造の衣裳は三枚襲ねであって、遊女とさして異ならないが、仕掛け

をかけない。帯は前で太鼓に結び、髪形は島田で、鼈申の櫛一枚をさし、簪も

鼈申で七、八本さす〉というのである。22こうして、酉の日に「初々しき大嶋

田結ひ綿のやうに絞りばなしふさふさとかけて、鼈甲のさし込、總つきの花か

んざしひらめかし」という外在的な変化をした美登利は、のちに遊女になるの

を意識させる。その故、「大人に成る」ことは、美登利にとって、「遊女」とい

う職業につき、子供時代と別れると同じ意味である。身の呪縛を認識したその

時にこそ、美登利は「ゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事」と身の束縛から

解き放たれたい。 

そして、島田髷を結い纏うに相応しい肉体の変化によって、「大人に成る」

                                                 
22 石井良助『女人差別と近世賎民』明石書店、1995.1、p.128-142 
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のを自覚したという可能性も考えられる。思春期は子供から大人への過渡期で

あって、児童期の安定した世界が崩れ、大人への移行が行われる不安定な時期

だといわれる。23成長ざかりの十二、三歳ごろから、十六、七歳ごろに至る時

期は、急激な身体的発達に伴い、精神的発達が始まり、「身体的変容期」、「心

理的変容期」であり、いわば、心身の発達的変容期である。24そして、身体発

達に伴い、心理的には身体不安を抱き、身体的情緒不安を引き起こしている。

25性的成熟には、羞恥心、煩悶、葛藤などがでてきて、初潮にしても、その成

長の喜びよりも、戸惑い、不安、恐れ、心配などの「心的動揺」26を現すこと

があり、「身体的自己疎外感」27がでるのである。伊藤美奈子氏によると、思

春期の性の成熟にまつわるこうした体験は、時に、子供時代に築いてきた自信

を打ち砕くようなものであったり、あるいは大人の世界に不信や嫌悪感を抱く

きっかけになってしまうようなものであることもあるというのである。28つま

り、身体上で髪形・衣装と肉体の成熟にともなう変化による「大人に成る」の

を感知し、心理上でまだ子供の世界から離脱できず、大人の世界に不信や嫌悪

感を抱いたのである。だから、「何時までも何時までも人形と紙雛さまとをあ

ひ手にして飯事許りして居たらば嘸かし嬉しき事ならんを、ゑゝ厭や厭や、大

人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る、最う七月十月、一年も以前

へ歸りたい」という子供の時間に戻りたく、「成熟」を拒否している。 

「誰だつて大人に成らぬ者は無い」（十一、p.433）という正太のセリフのよ

うに、大人への不可避的な成長として受け入れるのに対し、美登利が「大人に

成るは厭やな事」と思った。それは、髪形や衣裳、身体的な変化による「大人

                                                 
23 陳蘇黔「『たけくらべ』―美登利の悲劇をめぐって」『論樹』6巻、1992.9、p.25 
24 松本伸夫『思春期心理学』学文社、1983.12、p.1-2 
25 思春期は、感傷、欲求不満、空虚感、情緒不安、孤独感、劣等感などの否定的・拒絶的感

情が交錯し、次第に具体性をもった悩みを引き起こすのである。（松本伸夫『思春期心理学』

学文社、1983.12、p.76） 
26 性の成熟がもたらす体験は身体的にも精神的にも男女差が大きい。そしてそれを受け入れ

ていくことは、男性にとってよりも女性にとってのほうが難しいといわれる。例えば身体面で

は、男性は性快感を求める衝動と格闘しながら大人へのプロセスを歩いていくことになる。一

方、女性にとって初潮は性快感を伴わない。出血そのものが衝撃的な体験であるだけでなく、

多くの場合不快な身体感覚とともにやってくる。大人になった誇らしさや喜びを感じることは

あるとしても、それ自体は拒否的な感情を伴いやすい体験である。また、乳房のふくらみなど

外見の変化も著しく、変容する自分の外見に対する戸惑いも大きい。（伊藤美奈子編『思春期・

青年期臨床心理学』朝倉書店、2006.8、p.92） 
27 松本伸夫『思春期心理学』学文社、1983.12、p.13 
28 伊藤美奈子編『思春期・青年期臨床心理学』朝倉書店、2006.8、p.90-91 
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に成る」ということを自覚させ、子供の時間に戻れないと悟ったほかに、「思

春期の心理的特徴」29として指摘される一つの点、即ち、連帯（集団）の欲求

も関わると考えている。自立行動には、不安、孤独にかられることが多くなる。

友人やなかまとの連帯的結合欲求がでてくるといわれる。30美登利は、泥草履

事件から受けた屈辱を心的打撃としたときから、子供の世界との疎外を感じ始

め、酉の日に至って「他者の目」から「蔑む眼つき」と感じられることによっ

て、一層仲間達との連帯感を失い、子供の世界との疎外が不安、孤独にかられ、

友達と一緒に遊んでいる子供たちの時間に戻りたいという集団の欲求がでて

くる。そのため、時を止まれという意識を懐いて「成熟」を抵抗しようとして

いる。 

そして、「成熟」を拒否するもう一つの原因は、他人の目から〈女郎〉とい

う身の賎しさを感じさせるのである。島田髷を結わされたときに、美登利は人

の目にさらされて恥ずかしさに顔が赤くなって、「憂く恥かしく、つゝましき

事身にあれば人の褒めるは嘲りと聞なされて、嶋田の髷のなつかしさに振かへ

り見る人たちをば我れを蔑眼つきと察られて」（十五・p.441）、人に軽蔑され

るように感じている。それは、長吉に「女郎め」と屈辱を受けた経験があった

からだけではなく、思春期の特徴として指摘されるもう一つの点は、意識面の

変化である。伊藤美奈子氏は、〈思春期における自己意識の特徴は、自分に対

する意識とともに他者に対する意識（他者意識）も急激に高まるという点にあ

る。そのため、自分を振り返るときにも、必ず「他者の目」を取り込み、その

「他者の目」を通して自らを評価するという作業を行うことになる。人を意識

し人と比較する中で、自己評価を下げ自己嫌悪に陥るのも増えていく〉と指摘

した。31いわば、性的な「成熟」によって、〈少女〉は〈大人〉になり、自ら

の「女」が意味する本質を悟った一方、「他者の目」を通して、人に軽蔑され

る〈女郎〉となる身も意識させ、「他者の目」から「女郎」という身の賎しさ

を知らせるように感じているゆえに、「成熟」嫌悪として受けとめられていた。

                                                 
29 思春期の心理的特徴について、松本伸夫氏によると、独立の欲求、承認の欲求、連帯（集

団）の欲求、文化的価値への欲求、自己実現の欲求であるという。（松本伸夫『思春期心理学』

学文社、1983.12、p.27-28） 
30 松本伸夫『思春期心理学』学文社、1983.12、p.27-28 
31 伊藤美奈子編『思春期・青年期臨床心理学』朝倉書店、2006.8、p.4 
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だから、「他者の目」から「我れを蔑む眼つきと察られ」る美登利は、正太郎

をみると、その視線からも同じ意味をしているように感じられる。その時点で、

平常の美登利と違って、「物いひかければ悉く蹴ちらして、歸つてお呉れ正太

さん、後生だから歸つてお呉れ、お前が居ると私は死んで仕舞ふであらう、物

を言はれると頭痛がする、口を利くと眼がまわる、誰れも誰れも私の處へ來て

は厭やなれば、お前も何卒歸つてと例に似合ぬ愛想づかし」（十五・p.443）と

あるように変貌し、仲良い仲間の正太郎にも会いたくなくなり、不機嫌になっ

た。 

ここからみると、美登利の心の深層に社会の集団という共同体への従属志向

を抱いていることがわかる。美登利が「成熟」を拒否する理由は、彼女が抱い

ていた集団に疎外されない、差別されない共同体幻想の崩壊を意識し、共同体

から排除される主体の不在を恐れているのである。そのため、美登利は、子供

時代を決別することに対し、恐れや拒否感をもって、共同体へ従属しようとす

るのである。一方、信如に恋心を抱いている彼女は、他者に対する対幻想の空

間で主体としての居場所を構築している。次に、美登利の対幻想意識を探究し

てみる。 

 

 

5.4    無垢の対幻想による反抗意識 

美登利の信如への思いは「唯いつとなく二人の中に大川一つ横たはりて」と

いう段階から、「人前をば物識らしく温順につくりて、陰に廻りて機關の糸を

引しは藤本の仕業に極まりぬ、よし級は上にせよ、學は出來るにせよ、龍華寺

さまの若旦那にせよ、大黒屋の美登利紙一枚のお世話にも預からぬ物を」（七）

と冷えたかにみえるが、夏祭りも過ぎ秋雨しとしと降るある夜、筆やに買物に

来た信如に対して、「意地惡るの、根生まがりの、ひねつこびれの、吃りの、

齒かけの、嫌やな奴め」（十一）とののしりながらも、「とぼとぼと歩む信如の

後かげ、何時までも、何時までも、何時までも見送る」（十一）ようになる。

そして、信如が下駄の鼻緒を踏み切る場面へと美登利と信如の恋心がみえてく

るのである。 
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「それと見るより美登利の顏は赤う成りて、何のやうの大事にでも逢ひし

やうに、胸の動悸の早くうつを、人の見るかと背後の見られて、恐る恐る

門の侍へ寄れば、信如もふつと振返りて、此れも無言に脇を流るゝ冷汗、

跣足になりて逃げ出したき思ひなり。平常の美登利ならば信如が難義の體

を指さして、あれあれ彼の意久地なしと笑ふて笑ふて笑ひ拔いて、言ひた

いまゝの惡まれ口、よくもお祭りの夜は正太さんに仇をするとて私たちが

遊びの邪魔をさせ、罪も無い三ちやんを擲かせて、お前は高見で采配を振

つてお出なされたの、さあ謝罪なさんすか、何とで御座んす、私の事を女

郎女郎と長吉づらに言はせるのもお前の指圖、女郎でも宜いでは無いか、

塵一本お前さんが世話には成らぬ、私には父さんもあり母さんもあり、大

黒屋の旦那も姉さんもある、お前のやうな腥のお世話には能うならぬほど

に餘計な女郎呼はり置いて貰ひましよ、言ふ事があらば陰のくすくすなら

で此處でお言ひなされ、お相手には何時でも成つて見せまする、さあ何と

で御座んす、と袂を捉らへて捲しかくる勢ひ、さこそは當り難うもあるべ

きを、物いはず格子のかげに小隱れて、さりとて立去るでも無しに唯うぢ

うぢと胸とゞろかすは平常の美登利のさまにては無かりき。」（十二・

p.435-436、下線筆者） 

 

語り手は「平常
．．

の美登利ならば」をはじめ仮定形をとって美登利の異常な状

態を強調している。美登利は実際に「物いはず格子のかげに小隱れて、さりと

て立去るでも無しに唯うぢうぢと胸とゞろかすは平常
．．

の美登利のさまにては

無かりき」とあるように、平常の様態と違って、何も言わず、どきどきしてい

る。美登利の反応からみると、信如に対する恋心が窺える。母親の呼声に返事

したとき、「其聲信如に聞えしを恥かしく、胸はわくわくと上氣して」いる反

応からも窺える。一方、信如も「無言に脇を流るゝ冷汗、跣足になりて逃げ出

したき思ひなり」（十二）「顧みねども其人と思ふに、わなわなと慄へて顏の色

も變るべく」（十三）と恥しがている。また、美登利は格子門の外に友仙のち

りめんの切れ端を投げ与えた場面も互いの恋慕の情が垣間見る。 
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「胸はわくわくと上氣して、何うでも明けられぬ門の際にさりとも見過

しがたき難義をさまざまの思案盡して、格子の間より手に持つ裂れを物い

はず投げ出せば、見ぬやうに見て知らず顏を信如のつくるに、ゑゝ例の通

りの心根と遣る瀬なき思ひを眼に集めて、少し涕の恨み顏、何を憎んで其

やうに無情そぶりは見せらるゝ、言ひたい事は此方にあるを、餘りな人と

こみ上るほど思ひに迫れど、母親の呼聲しばしばなるを侘しく、詮方なさ

に一ト足二タ足ゑゝ何ぞいの未練くさい、思はく恥かしと身をかへして、

かたかたと飛石を傳ひゆくに、信如は今ぞ淋しう見かへれば紅入り友仙の

雨にぬれて紅葉の形のうるはしきが我が足ちかく散ぼひたる、そゞろに床

しき思ひは有れども、手に取あぐる事をもせず空しう眺めて憂き思ひあり。

（十三・p.437-438） 

 

美登利はちりめんの切れ端を投げ出した時、信如は見ないぶりをしている。

そのときの美登利は「遣る瀬なき思ひを眼に集めて、少し涕の恨み顏」をして、

せつない気持ちを抱いている。信如は「紅入り友仙」を拾い上げずに、ただ、

「そゞろに床しき思ひは有れども、手に取あぐる事をもせず空しう眺めて憂き

思ひあり」とあるように、物思いをしている。おそらく信如は美登利に引かれ

たけれど、二人の中の大川を渡す勇気がなく、ただ岸辺に留まるのである。そ

の場から離れるときに、信如は「友仙の紅葉眼に殘りて、捨てゝ過ぐるにしの

び難く心殘りして見返れば」とあるように、「紅入り友仙」を拾い上げないこ

とに心残りが感じている。美登利の好意を受けるかどうかと躊躇っているとき

に、長吉に声をかけられ、物思いをする幻想空間から現実の世界に戻ってきた。

同じように、美登利は「母親の呼聲」によって、信如に対する思いをする幻想

から現実に戻ってきた。いわば、「大黒屋の美登利」、「龍華寺の信如」という

称号を背負っる二人は、将来所属すべき場所はすでに決定され、二人の住む世

界は永遠に交わらないが、語り手は、「紅入の友仙」を媒介して、二人の互い

に対する思いをする対幻想の空間を構築したのである。また、この二つの場面

からみると、美登利は、信如が長吉の味方になって自分と対立することや、「何

を憎んで其やうに無情そぶりは見せらるゝ」と相手にされないことを恨んでい

ながら、彼女の信如に対する思慕の情が窺える。つまり、赤面、動悸、呼びか
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けられない、動けない、涙顔など、これまでにない激しい情緒が起こり、それ

らの反応からみると、美登利の信如に対する恋愛感情が見られる。それは、恋

心を抱いている相手相手に疎外されることを嫌がって、他者に接近したいとい

う異性に対する欲求である。松本伸夫氏によると、〈思春期の異性感は、現実

ばなれのした幻想的、空想的な美化、あるいは、昇華したものである。それも、

性的倒錯現象である場合が多い。このような心理的現象を恥しく思い、異性感

を抑圧するとき、潔癖感や羞恥心がでてきて、異性忌避的態度がでてくること

がある。ここに、異性への憧憬的な接近欲求がありながら、一方では、拮抗感

が現れ、拒否欲求がでてくる。この矛盾した両極的心情が、いつまでも、複雑

な葛藤をもたらせている。このため、たとえば、ある異性に対しては、積極的

に憧憬心情を高めているかあるいは、反発的態度にでるか、無関心・逃避的態

度をするかである。いずれにしても、現実的ではなく、未分化的心情である。

複雑な心情がある〉というのである。32信如は美登利を無視するふりからみる

と、信如は彼女へ接近欲求がありながら、恥しく思い、忌避的態度で彼女を避

けている。それに、二人の中の大川を渡す勇気がなく、ただ岸辺に留まるとい

う信如の反応からみると、第二章に自分の言った「僕は弱いもの」だという言

葉と対照してみれば、現実の障碍と対面しているときに、一歩を踏み出すこと

ができず、その弱さによる彼女を避けているのである。 

一方、美登利は信如へ対幻想を持ちながら、「何ぞいの未練くさい、思はく

恥かし」と反発的心情がでてくることがある。美登利と信如は互いに恋心をも

っていても、所詮それぞれ僧侶と遊女になるという〈聖〉と〈俗〉の添えない

運命にたどり着くのである。少年と少女との別れを「水仙の作り花」をもって

象徴的に表現している。物語の終わりに誰が格子門の外に水仙の作り花を置く

のか、おそらく信如は翌日修行に行く前に美登利に別れを告げるため置いてい

たのである。信如は自分の思いを花に託して美登利に伝えている。水仙はお別

れの贈り物であり、自己愛・気高さ・報われぬ恋という花言葉を含んでいる。

33信如は水仙の花言葉にのせ、自分にとって、美登利が高潔な人であり、自分

自身を大事にしてほしい、愛してほしいという美登利に対する思いを伝えてい

                                                 
32 松本伸夫『思春期心理学』学文社、1983.12、p.88-89 
33 呉淑芬『花的奇妙世界: 四季花語録 160則』、綠生活、1995.5、p.19-21 
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ると考えられる。一方、美登利は、水仙の「淋しく清き姿」を見て、信如の姿

を思い出しながら、「懐かしき思ひ」を抱いている。「水仙」はお別れ、報われ

ぬ恋を象徴しているが、二人の純愛を「作り花」に凝っていて、永遠に保存し

ているという意味をしている。 

美登利は「何ゆゑとなく懷かしき思ひにて違ひ棚の一輪ざしに入れて淋しく

清き姿をめでける」（十六・p.446）とあるように、〈水仙は、信如の「淋しく

清き姿」そのものとして、美登利の中に「懐かしき思ひ」を誘い、それゆえに

又「めで」られているのだ。信如の「淋しく清き姿」、つまり孤高の「聖」性

そのものが、美登利の憧れを呼び、それが「懐かしい」ものとして反芻されて

りうことになる〉。34語り手は美登利と信如二人の別れの運命が決定付けられ

た吉原の世界において、他者に対する純情的な恋愛幻想を「水仙の作り花」に

託して表現している。「水仙の作り花」という無垢で自由な対幻想の空間で自

己主体を護持している。いわば、語り手は、純情的な幻想意識を強調すること

によって、決められた運命に対して、自我としての存在意識を無垢的世界に依

存し、意識的主体を守ろうとする姿勢をとって、現実と対峙する屈折しない自

意識を表現しているようにみえる。しかし、その反抗の心持は、現実の定めに

何らの破壊力も持ちえなかった。〈この二人の不幸な出会いと別れによる人生

的悲哀が、全体を支配するモチーフであり、そのテーマは、このような悲哀を

もたらす当代の社会に対する、切ない批判と慨嘆とにあった〉35というような

哀れな情が作品の底流となっている。 

 

 

5.5 共同体に排除される「哀れ」の生 

『たけくらべ』における社会批判意識は作品の表層に浮かび上っていないが、

純粋な子供たちの言動を通して大人の世界の様々な歪みを反映した。美登利を

めぐって、大音寺前の子供たちは、これから吉原、及びその界隈の、金銭と欲

望が渦巻く混沌とした世界に吸収されて、それぞれの「定め」に従い、子供の

                                                 
34 藪禎子「非望の生の物語―樋口一葉『たけくらべ』」『フェミニズム批評への招待―近代女

性文学を読む』、學藝書林、1995.5、p.56 
35 和田繁二郎『明治前期女流作品論―樋口一葉とその前後』、桜楓社、1989.5、p.432 
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世界と決別した運命になった。物語は、信如が挿し入れたと思われる「水仙の

作り花」の、「淋しく清き姿」を愛でる美登利を描いて閉じられるが、この水

仙が他者との対幻想の空間、子供たちの無垢な童心の世界を象徴するように思

われる。語り手は子供たちに寄り添って、見つめているのも子供たちの無垢な

童心、および無垢性を喪失していく子供たちの「生」の歪みを語ろうとしてい

る。また、子供たちの定められた運命や、無垢性の喪失に対して、反世俗的な

批判意識を「をかし」という口調で反映している。さらに、『たけくらべ』に

おいて、美登利を通して、女性差別の中に生きた女の悲しさを感じさせ、社会

における女性が犯されている種々「醜悪な実態」36、及び女性の肉体が男性の

性欲をみたすための商品として扱われる体制の非人間性を、痛烈に批判しよう

としている。 

美登利は子供たちの過ぎ去った時間への未練があっても、成熟を拒否しても、

結果的に対抗できない決められた運命に従って、子供の世界との「別れ」、恋

との「別れ」という淡い悲しい「哀れ」を物語の主調となっている。藤村猛氏

の言うように、美登利たちの恋および生の切断化現象は、一時的なものかもし

れないが、子供時代への回帰が不可能である点とあいまって、悲劇を叙情的に

盛り上げている。『たけくらべ』はその意味で、否定と必然の挟間に花開いた

美登利たちの「別れ」の恋愛物語である。37一方、語り手は、美登利の対幻想

意識を「水仙の造り花」に化せしめ、定められた運命の中で、自ら対幻想の空

間が封じ込められ、聖なる娼婦として造型され、美登利の無垢性を保とうとす

る心がけが窺える。逆に、対幻想に生きるしかない女性の生の「哀れ」や、社

会共同体から疎外される生に対して、反抗意識を持っていても、何らかの行動

に出せず、娼婦として生きるしかないという女性の身の限界性を表現している。 

したがって、その反抗は、情緒的反動に止まり、現実の宿命を受け止め、対

幻想によって自己救済の姿勢をとって、意識的主体を保とうとする無効な反抗

である。そして、制度外部に生きる女性が、他者や社会から疎外されるのを恐

                                                 
36 高良留美子氏によると、この小説のなかで美登利は三度、象徴的に犯されている。一度は

長吉の投げた泥草履によって、次は朝帰りの長吉によって、最後は検査場の門から乱れ入った

若人達の勢いによって。はじめは共同体の差別によって、二度目は金銭によって、最後は国家

権力によって、といってもいいという。（高良留美子「たけくらべ―両極存在に引き裂かれた

少年と少女」『恋する女―一葉・晶子・らいてうの時代と文学』、學藝書林、2009.6、p.81） 
37 藤村猛「樋口一葉『たけくらべ』論」『国語国文論集』34巻、2004.1、p.40 
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れ、女性の内面に無意識的に秘められていた男性社会制度に従属しようとする

志向が窺える。さらにいえば、その反抗指向は、内部共同体との切断、疎外さ

れることを拒否し、内部共同体への従属を求める求心的な反抗指向である。こ

のように、家制度の外部に生きる女性の反抗指向は、従属志向と一線に並んで

いるといえる。いわば、『たけくらべ』は、対幻想に宿る女心を見据えて、精

神的な主体を保ちながら、逆らえぬ宿命に対抗する姿勢や、無意識的に社会共

同体へ従属志向を、美登利の変貌を通して描き出した作品である。その延長線

上に、作者は、制度外部に生きる女性の内面にある共同体への反抗意識と従属

志向との葛藤を、『たけくらべ』の後に発表された『にごりえ』の中の「物思

ふ」酌婦お力を通して描いている。このようにみると、『たけくらべ』は、作

者一葉が少女の美登利から大人になったお力へと社会制度から疎外される女

性の内面意識を深く見つめ、女心に寄り添っていく物語を創出させる起点の作

品となっている。
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第六章 『にごりえ』における酌婦の独白夢遊 

 

6.1 はじめに 

『にごりえ』は、明治二十八年九月号の『文芸倶楽部』に発表された。一葉

二十四歳のときである。その前年の五月には、『たけくらべ』の舞台ともなっ

た下谷龍泉寺町から、『にごりえ』の舞台となった丸山福山町に転居している。

転居後間もない七月二十日の日記には、〈かくあやしき塵の中ににまじはりぬ

る後、よし何事のよすがありておもひ出られぬとも、夫は哀れふびんなどの情

にはあらで、終に此の世を清く送り難く、にごりににごりぬる浅ましの身とも

おもひ落され、更にかへりみられるべきにあらず〉とも記している。「にごり

え」という題名は、この日記の一文〈にごりににごりぬる浅ましの身云々〉か

ら名付けられたというよりも、他の一葉の作品の多くがそうであるように、直

接には和歌に典拠を求めることができる。それは、『伊勢集』に収められてい

る贈答歌である。1「にごりえにすまむことこそかたからめ／いかでほのかに

影をだに見む」及び、「すむことのかたかるべきに濁江の／こひぢにかげもぬ

らぬべらなり」とある。典拠となった『伊勢集』の二首は、恋の歌だが、とも

に、濁り江が澄むことが難しいという意味では共通している。その題名には、

そこに描かれた世界も、澄むことの極めて困難な、いわば、割り切ることの出

来ない、混沌とした、不条理の世界であることはもとより、お力自身の、ひい

ては一葉自身の世界でもあった。一葉はお力に、「泥中の蓮」を描くことを意

図し、その想いが、「にごりえ」という題を選ばせてもいよう。2 

また、『にごりえ』には、「親ゆづり・ものぐるひ」と題された未定稿もあり、

馬場孤蝶は、一葉から「放れ駒」という題名も考えていたらしいことを、直接

聞いたと伝えているが、結果的に、こうした具体的な題名には盛り込めない複

雑な世界を現そうとしたときに、『にごりえ』となったものと考えられる。3『に

ごりえ』の成立は、明治二十八年の川上眉山との邂逅に端を発していると思わ

                                                 
1 松坂俊夫『増補改訂 樋口一葉研究〈研究選書 3〉』、教育出版センター、1970.9、p.300-301 
2 松坂俊夫『鑑賞日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.98 
3 三好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.08、p.131 
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れる。4この眉山の自伝論が、一葉に『にごりえ』を書かせた直接の動機と考

えられる。『にごりえ』は、「話の連絡にも怪しいところがある」（「めさまし草」

雲中語、明治三○・二）と評されたように、『たけくらべ』の完成度には及ばな

いにしても、複雑に屈折した構成・人物・思想のかもし出す迫力は、一葉文学

の特質を色濃く表現した作品となっている。5「一葉内面の悲劇のもっともふ

かくねざした、いわば血をもってつづられた作品」、「一葉晩年の志向、あるい

は思想の色濃く反映した迫力ある問題作」とされる評がある。6 

『にごりえ』（明 28.9）と『たけくらべ』（明 28.1～明 29.1）と同様、花柳界

周辺が題材にとした小説が、後者が公娼制度下の花街であるなら、前者は私娼

街である。7お力は、「菊の井の一枚看板」であるが、その実質が酌婦とはなば

かりの私娼である。酌婦たちがいる銘酒屋とは、表向きは店先に酒瓶などを並

べ、それらしき看板を出しながら、実際には二階などで酌婦たちが身を売る場

所であった。『にごりえ』は、新開地の銘酒屋を舞台として、菊の井の一枚看

板であるお力の内面のドラマを扱った小説である。お力には源七という馴染み

客がいたが、今は零落している。ある雨の日、菊の井にはふさわしからぬ上客、

結城朝之助が現れた。七月十六日の夜、心乱れのお力は町を彷徨い、偶然朝之

助と出会った。店に戻った彼女は身の上話を語り始め、夜に彼を泊まらせる。

翌日、お力が太吉に買い与えたカステラを発端として、源七一家離散に発展す

る。数日後、新開の町を二つの棺が出、お力と源七の死の真相が不明のまま町

には様々な噂が飛びかっている。 

                                                 
4 その年の五月二十六日、眉山は、馬場孤蝶、そして平田禿木に連れられて、はじめて一葉の

前に姿を現している。一葉の見た眉山は、「としは二十七とか。丈たかく、色白く、女子の中

にもかかるうつくしき人はあまた見がたかるべし。（中略）かねて高名なる作家とも思へず、

心安げにをさなびたるさま、誠に親しみ安し」という風情であったが、次いで六月二日に眉山

は一人で一葉を訪ねている。そして「いたく人世を思ひいりてせんすべもなく物の弁別つけ難

く成し頃とて、かしらいたく気のぼりて、常に夢の中にあるやうな心地す」と、自分の苦しみ

を偽らずに打ち明けている。（略）後年、自殺を遂げたほどに細かく傷つきやすい眉山の心が

一葉の心をゆすぶり、ふるいたたせ、創作意欲を駆り立てたであろうことは想像に難くない。

（松坂俊夫『鑑賞日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.89） 
5 松坂俊夫『鑑賞日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.90 
6 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.187 
7 花柳界や遊女を素材とした小説は少なくないが、『たけくらべ』は読者に特殊な世界の出来

事を感じさせることに、明治小説のなかでも優れた作品として評価される。一方、『にごりえ』

は、酌婦の生とその無残な死という物語の主題が明確であることに、発表時から同時代の批評

家たちによって熱烈に支持されたそうである。（菅聡子・関礼子校注『樋口一葉集〈新日本古

典文学大系 明治編 24〉』、岩波書店、2001.10、p.562-564） 
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藪禎子氏によると、〈『にごりえ』には、読みや評価の上で少なからぬブレが

当初からあった。「名作」と言うより、「問題作」といったニュアンスで受け止

められた気配が強く、その側からの批評や論議が、形や質を変えながらも、現

在まで続いている〉というのである。8「問題作」として、おもに三つの謎が

指摘されている。9一つは第五章で丸木橋を渡るとか渡らないとかという「独

白夢遊」場面である。それから第六章で出世を望むなと言われて、お力が「ゑ

ッと驚きし」とあるのが二番目の謎である。三番目の謎は、第八章で源七とお

力は無理心中だったのか、あるいは合意心中だったのかということである。こ

の三つの問題に対して従来の研究をまとめると、以下のようになる。 

まず、「独白夢遊」場面をめぐる先行緒論について、さまざまな解釈を下し

てきた。たとえば、前田愛氏によれば、お力が渡らねばならぬ「丸木橋」は、

菊の井の生活空間から、虚の空間、死の空間へと架けられた橋であって、「お

力にとっての未来は死の空間、虚の空間によって遮断されているがゆえに、お力

が〈丸木橋〉を渡ることは、過去の世界の住人たち、父や祖父など、死者たちの

とった行動の繰返しにすぎなくなるのであ」り、お力はこの二つの空間のあわい

に架る「丸木橋」の上に立って、「孤立した自我の最暗部、人間の本来的な実

存的空虚を垣間見た」という。10また、松坂俊夫氏によると、「一葉が〈国是

の道〉を考えるに及んだのは、自身が零落し、貧困にあえぎ、しかも、どうし

てもそこから浮かび上がることの出来ない足掻きの中から生まれた理念であ」

って、この志向の投影こそ、お力の為さずには、「死んでも死なれない」こと

であり、「思ふこと」であり、「目的」でもあって、一葉は、お力に最後までそ

の「目的」をはっきり語らせようとしなく、「こうした志向が女なるが故には

ばまれ実現し得ないことを嘆いた」という。11石丸晶子氏は、前田愛氏の論に

対し隔靴掻痒のすっきりしない感が残ると思われ12、それに、松坂俊夫氏の論

に対し、国是の道を考え社会変革を願うことを読み取れないといい、お力の苦

                                                 
8 渡辺澄子『女性文学を学ぶ人のために』、世界思想社、2000.10、p.200 
9 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.246-247 
10 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.208-209 
11 松坂俊夫『増補改訂 樋口一葉研究〈研究選書 3〉』、教育出版センター、1970.9、p.304-305 
12 前田愛氏の論がなかなか眩惑的な視座の存在を提出しておりながら、氏の論において、「に

ごりえ」は「お寺の山に人魂が飛びめぐるという結果に象徴される」「現実を顛倒した世界」

でのことどもだとして読み通そうとして読み通されていないのである、と石丸晶子氏は説く。

（三好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.08、p.72） 
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悩は、形而上的人生的苦悩であり、それは自分自身と人生そのもの向って問い

かけ煩悶する魂の姿の表出である、と指摘している。13一方、山本洋氏は、「丸

木橋を渡ることは目的（地）にむかうために多少危険な架け橋を通ることであ

った。とすれば、〈渡らねば（ならない）〉というのは、前田愛氏のいう〈強迫

表象〉14というよりも、お力がある行動への決心を誘われている、それもお力

内部のある必然的な意志によって、と解されるべきであろう」、と言っている。

15さらに、今井泰子氏は、お力その生の危うさに堪えて生きねばならぬと、お

力は死に魅せられる心を現実に引き戻し、それが「幾代もの恨みを背負」うお

力の「宿世」とすると「為る丈の事はしなければ」、つまり淫売稼業に徹して

男の中を行きつくさないならば、「死んでもしなれぬ」のであり、思いつめる

うちに神経が昂ぶり、お力は精神の錯乱状態に陥ると述べている。16また、須

田千里氏は、「丸木橋を渡るとは、そうした他者の誤解を覚悟しながら、源七

と絶縁するという目的に向って進むことなのである。一歩間違えれば、他者の

そしりはおろか、よかれと願った行為の対象である当の源七からも恨まれるこ

とになろう」と指摘している。17  

次に、二番目の謎であるが、三つに大別されることができる。①前田愛氏は、

お力は結城と自分とは非常に離れている世界の人間だということがわかって、

彼の言辞の意外性に驚いて困惑してのだとみなしている。18②岡保生氏による

                                                 
13石丸晶子氏によると、「独白夢遊」行は、お力が、生活社会の枠に嵌らず伝法に渡世するし

かない浮気者の性と、それをかなしみ、一生を頼む人を求め、さらに何ものか心を充足させる

生を求めて浮遊する魂と、という「二人のお力」のせめぎあいの中で苦悶する、という。（三

好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.8、p.72-79） 
14 前田愛氏は、丸木橋を渡らねばならぬことが、お力にとっての強迫表象なのであると指摘した。

氏によると、この強迫表象は「為る丈の事はしなければ死んでも死なれぬ」というお力自身もは

っきり意識していない生の衝動と、それとはうらはらな「私の身の生き方は分らぬ」という自暴

自棄と隣り合わせになっている諦観との葛藤にもとづく、という。（前田愛『樋口一葉の世界〈前

田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.208） 
15 山本洋氏は、お力の「ある行動」への決心について、「お力の決心しようとしている行動は、

長く深い馴染みだった源七を振り捨て、結城に乗り換え結城に身をまかせる行動であったと解

せざるを得ない。自分ゆえに零落し不幸を背負うことになった源七の家庭（とくに子供の太吉）

に平和と幸せを回復させたいという目論みを持つ行動であった」と論じている。（日本文学研

究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、p.222-224） 
16 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.189 
17 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.73 
18 前田愛氏は、お力の驚くことについて、次のように論じている。 
〈お力の驚きのもっとも深い意味へと導いてくれる手がかりのひとつは、たとえば『夕鶴』

の一齣である。（略）昼の世界、生の世界から銘酒屋の地獄を訪れた結城と、闇の世界、死
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と、お力が「えッと驚」いたのは、朝之助にいわば図星を指されたからであり、

少なくとも彼女の胸中の秘密の一端に触れられたからであるという。19それに、

今井泰子氏も同じ見解があり、驚きとは意表をつかれた時の感情であり、図星

を指されたときのそれは狼狽であると信ずるからであると説く。③須田千里氏

によると、「お前は出世を望むな」という言葉は、結城がお力の内面をまった

く理解していないことを無残にも露呈し、「ゑツと驚きし様子」とは、結城が

共に語るに足らぬ男であることにお力がやっと気づいたことを意味する、とい

う。20宇佐美毅氏の説も同趣旨のものと了解される。氏によると、結城は一見

お力の理解者となり得るような可能性を示し、お力もまた、結城にだけは自分

の過去を語り涙を見せるが、そうしてお力が心を開き、結城に寄り添おうとし

たその瞬間に、二人の間に横たわる深い溝が明らかにされてしまい、だからこ

そお力の絶望は一層深いである、というのである。21 

さらに、三番目の謎について、お力と源七とは如何なる死をたどったか。そ

れは合意心中か無理心中か。そうした問題をめぐって、これもいろいろいわれ

てきている。①無理心中説。今井泰子氏は、お力は源七に未練が残り、カステ

ラによって源七に復縁の意志を暗示したが、お力にとっての復縁の意志は、あ

くまでも酌婦としての「生」の選択を意味していたからであり、したがってお

力は源七の刃を逃げた、と述べている。22これに対し、石丸晶子氏は、復縁の

意志を源七に示さなく、お力にとって、源七一家は遠い存在になっていたので、

「お力の死は無理心中に他ならない。今や新しく日常の生活社会の人となって

生きなおそうとしたその時、彼女は己が生を閉ざさねばならなかったからだ。

彼女はこの世に恨みを残して死んでいった女である」と言っている。23②合意

                                                                                                                                            
の世界に閉ざされているお力との隔絶は、この短い応答のうちにまぎれようもない形で露に

されてしまうのだ。「思ひ切つてやれやれ」とからかい気味にけしかけ結城は、お力が垣間

見せた宿命の世界の暗さに、ほんの一瞥をくれただけで遠ざかって行く昼の世界の人なので

ある。〉（前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.218） 
19 日本文学研究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、
p.203 
20 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.71-72 
21 宇佐美毅「樋口一葉『にごりえ』－〈女たち〉の声－」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代文

学と「語り」〉』、56巻 4号、1991.4、p.65-66 
22 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.195-196 
23 三好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.08、p.84-87 
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心中説。関良一氏は、〈無理心中説に対しては、不審をいだいていた。この破

局以前、お力は、すでに自暴自棄になっており、絶望的であり、ほとんど生け

る屍であったのではなかろうか。とすれば、この作品は、最後に、彼女の不幸

な死を暗示すれば、それで充分であったのではなかろうか。お力は源七の情死

の誘いをたやすくうけいれたかもしれないし、極言すれば、お力のほうから情

死を誘ったかもしれないではないか。〉24と説いている。また、③一度は合意

したお力が、最後にはそむき、やむを得ず源七が無理心中を迫ったという渡部

芳紀氏の解釈もある。25渡部芳紀氏は、この最後の読みは、関良一氏の「『に

ごりえ』考」の見方でよい、お力としては、自分の恋の思いに殉じたというこ

とであろう、と述べている。④無用詮索説。前田愛氏は、「無理心中か、合意

心中かという問題設定も無用の詮索であるとしか思われぬ。肝腎なのは二人の

死体が、冷かな第三者の噂話によって葬送されたという事実だ」26と指摘して

いる。また、氏によると、死者の霊を生者の世界へと迎えとる盆提燈がまだ軒

先に灯っている季節に、お力と源七がこのような死の手にとらえられてしまう

ところに、『にごりえ』のもっとも深いアイロニーがある、という。27また、

宇佐美毅氏によれば、無理心中であるか、合意心中であるかは、それ自体はど

ちらでもかまわず、問題なのは、たとえ合意の上の心中であったとしても、お

力が自らの死ぬきっかけを源七に求めたはずであり、二人は個々の「死」を選

んだと考えるべきということである、という。28これは関良一氏の「お力のほ

うから情死を誘った」のと違った見解である。こうした多様な読み方に対し、

松坂俊夫氏は、一葉自身の表現が十分でないというのもさることながら、死に

おいても明確な解釈を下ろしえないお力の複雑な生を、意図的に象徴している

のではないかとも思われ、29それは、生きんとしては絶望の淵に突き落とされ、

                                                 
24 関良一『樋口一葉 考証と試論〈日本近代文学研究叢刊〉』、有精堂、1970.10、p.339 
25 渡部芳紀氏によると、「作品の末尾で、二人の心中を無理か合意か、頭を悩ませる必要はあ

るまい。お力は自分の意志で源七と会ったのである。ただ、その時点では、まだ死ぬ覚悟まで

はできていなかったかもしれない。とっさに、死への恐怖が走って、怯む思いが〈後袈裟〉の

疵となって表れたのではなかろうか」という。（渡部芳紀「にごりえ」、『国文学解釈と鑑賞』

〈特集・近代文学が描く愛と性〉52巻 10号、1987.10、p.43） 
26 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.221 
27 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.221 
28 宇佐美毅「樋口一葉『にごりえ』－〈女たち〉の声－」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代文

学と「語り」〉』、56巻 4号、1991.4、p.66 
29 松坂俊夫『鑑賞日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.100 
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絶望の中にも烈しく生を願ったお力の、死においても人々には理解されない複

雑な苦悩と孤独な姿であったと指摘している。30 

『にごりえ』は「問題作」として見做しても、作品の主題も看過できないの

である。関良一氏によれば、『にごりえ』のひとつの主題は女性の悲劇であり、

一葉は、処女作と考えられる断片「かれ尾花」以来、しばしばこの「落魄」（没

落士族の女性の悲劇）ということを主題とし、『にごりえ』が真に訴えている

のは、より性格的な、あるいは生理的な、不可解な不気味な宿命の悲しみであ

り、血統の業のごときものである、というのである。31「女性の悲劇」に対し、

松坂俊夫氏が既に指摘されるように、『たけくらべ』以前の作品は運命的悲劇

が主題であって、『たけくらべ』以後、つまり、『にごりえ』から性格悲劇に移

行していくことになる。32また、藪禎子氏によると、『にごりえ』は、ぎりぎ

りの生を余儀なくされた女の自意識の劇であり、その点で疑いもなく近代小説

たりえていると言えるはずであるという。33さらに、山本洋氏は〈独白夢遊〉

場面に『にごりえ』における作者の最大の意図（の一つ）がこめられているこ

とは疑いを入れない、その意図とは、お力の最も人間的な苦悩煩悶の表出であ

り、内容的にはお力の人生の意思ともいうべきものの転回を描いており、きわ

めて近代的な手法で描出している箇所である、と述べている。34 

『にごりえ』は難解の作品としておもに三つの謎が指摘され、これに対して

先行所論はさまざまな解釈を提出している。一番目の謎の解説は大別すると、

死にむかうことだとする前田愛氏の説と、生の方向において捉える説とに分け

られる。生の方向には、「国是の道を考え社会変革」への志向、「形而上的人生

的苦悩」、「お力内部のある必然的な意志」、「淫売稼業に徹して男の中を行きつ

                                                 
30 松坂俊夫『増補改訂 樋口一葉研究〈研究選書 3〉』、教育出版センター、1970.9、p.172 
31 関良一『樋口一葉 考証と試論〈日本近代文学研究叢刊〉』、有精堂、1970.10、p.347 
32 『たけくらべ』以前の作品の主人公は、美しい独身の女性であり、かつては相応の身分の

出であったものがいまは零落し、しかも孤児となり、そこに親族二代にまたがる運命的悲劇が

主題でもあった。これに対して『たけくらべ』以後、つまり、『にごりえ』からは主人公が“人
妻”に代わり、係累関係も親娘、そしてその子と三代にまつわり、しかも現実生活の中から種々

様々な苦悩と葛藤に悶える性格悲劇に移行していくことになる。（日本文学研究資料刊行会編

『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、p.212） 
33 渡辺澄子『女性文学を学ぶ人のために』、世界思想社、2000.10、p.204 
34 作中人物の心理を独白体によって描写している箇所について、「近代的な手法」と称しても

不当ではなかろう、と山本洋氏は説く。（日本文学研究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日

本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、p.225） 
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く」し方、「源七と絶縁するという目的」などがある。二番目の謎は「意外性」

「図星を指された」「お力の絶望」と三つに大別されることができる。さらに、

三番目の謎は「無理心中」「合意心中」「両者混同」「両者否定」と四つに分け

られる。本章では、作品中のキーワード、「秘密」「思ふ事」「丸木橋」「為る丈

の事」「出世」といったお力の内面意識とかかわる言葉を考究することによっ

て、作者が主人公お力のアイロニーに満ちた内面意識を解明していきたい。 

 

 

6.2 二重的差異を生きる酌婦の「恨み」 

作品全体としてみれば、一、二、三の章節では思うこと多いお力の姿が描か

れ、お力の「思ふ事」の内実が五、六章で開示する、最大のやま場となる。そ

して源七とその生活空間を示す四、七章が挿入され、この二つの系列は終章の

八章にいたって合体し、作品世界を完結する、という構成をとっている。まず、

第五章の「独白夢遊」場面から考察を行いたい。場面は次のようである。盆の

七月十六日の夜、お力は嫖客相手の酒席で請われて端唄をうたう。「我戀は細

谷川の丸木橋わたるにや怕し渡らねば」と唄ったときに、突然何をか思い出し

て、店を飛び出した。それに続いてお力の「独白」の叙述の段である。 

 

「お力は一散に家を出て、行かれる物なら此まゝに唐天竺の果までも行

つて仕舞たい、あゝ嫌だ嫌だ嫌だ、何うしたなら人の聲も聞えない物の

音もしない、靜かな、靜かな、自分の心も何もぼうつとして物思ひのな

い處へ行かれるであらう、つまらぬ、くだらぬ、面白くない、情ない悲

しい心細い中に、何時まで私は止められて居るのかしら、これが一生か、

一生がこれか、あゝ嫌だ嫌だと道端の立木へ夢中に寄かゝつて暫時そこ

に立どまれば、渡るにや怕し渡らねばと自分の謳ひし聲を其まゝ何處と

もなく響いて來るに、仕方がない矢張り私も丸木橋をば渡らずばなるま

い、父さんも踏かへして落てお仕舞なされ、祖父さんも同じ事であつた

といふ、何うで幾代もの恨みを背負て出た私なれば爲る丈の事はしなけ

れば死んでも死なれぬのであらう、情ないとても誰れも哀れと思ふてく
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れる人はあるまじく、悲しいと言へば商賣がらを嫌ふかと一ト口に言は

れて仕舞、ゑゝ何うなりとも勝手になれ、勝手になれ、私には以上考へ

たとて私の身の行き方は分らぬなれば、分らぬなりに菊の井のお力を通

してゆかう、人情しらず義理しらずか其樣な事も思ふまい、思ふたとて

何うなる物ぞ、此樣な身で此樣な業體で、此樣な宿世で、何うしたから

とて人並みでは無いに相違なければ、人並の事を考へて苦勞する丈間違

ひであろ、あゝ陰氣らしい何だとて此樣な處に立つて居るのか、何しに

此樣な處へ出て來たのか、馬鹿らしい氣違じみた、我身ながら分らぬ、

もうもう皈りませうとて横町の闇をば出はなれて」（五・P21-22、下線筆

者） 

 

以上の場面からみると、その時のお力は、自分の人生に向って「これが一生

か、一生がこれか」と問いかけ、主体としての意識が目覚め、突如居直った態

度で従来の生活を捉えなおした。「嘘のありたけ串戲に其日」を送る生活に対

し、「つまらぬ、くだらぬ、面白くない」といい、現実の生活を厭悪し、そこ

から「唐天竺の果までも行つて仕舞たい」と思って、偽善の生活から逃げ出そ

うとする。娼婦たちは、「自分自身でさえ嫌悪する職業に生きるには、人間性

を喪失した生き方が要請される。彼女たちが罪深く、世間から嫌悪される存在」

35である。語り手は、娼婦が自分の人間性を隠して、本音を他者に対して語る

ことができない「惡魔の生れ替りにはあるまじ」人間であることを語っている。 

 

「菊の井のお力とても惡魔の生れ替りにはあるまじ、さる子細あればこ

そ此處の流れに落こんで嘘のありたけ串戲に其日を送つて、情は吉野紙

の薄物に、螢の光ぴつかりとする斗、人の涕は百年も我まんして、我ゆ

ゑ死ぬる人のありとも御愁傷さまと脇を向くつらさ他處目も養ひつら

め、さりとも折ふしは悲しき事恐ろしき事胸にたゝまつて、泣くにも人

目を恥れば二階座敷の床の間に身を投ふして忍び音の憂き涕、これをば

友朋輩にも洩らさじと包むに根性のしつかりした、氣のつよい子といふ

者はあれど、障れば絶ゆる蜘の糸のはかない處を知る人はなかりき」

                                                 
35 植田一夫「『にごりえ』の世界」『文学研究』49巻、1979.6、p.45 
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（五・P21-22） 

 

つまり、お力が酌婦として客と交際するうちに、本心を隠しつづけるうえで、

客を経済的破綻に導く、その身を潰させても、「人の涕は百年も我まんして、

我ゆゑ死ぬる人のありとも御愁傷さまと脇を向」いて、「人情しらず義理しら

ず」ようなふりを示し、自分の思いを押し殺し、冷酷な人間として生き通して

きたのである。関礼子氏によると、〈私娼が公娼に比べ、より多くの自由を手

にしているというのでは決してない。お力たち酌婦は自らの内部にそれぞれの

境界を設定しなければならない〉のである。36彼女は職業柄に拘束されたゆえ、

人間的な心を隠さなければならないが、実に「障れば絶ゆる蜘の糸のはかない

処」があって人間的感性のある女である。義理人情を振り捨てて、「人並」に

人間らしく生きられない彼女は、普通の女と同様に人の妻になるという「人並

の事を考へて苦勞する丈」であると思って、「此樣な身で此樣な業體で、此樣

な宿世」とあるように自己嫌悪の感情を持ちながら、世間から嫌悪される存在

であることを自覚している。酌婦は実に酌をする仕事につきながら、性的サー

ビスも供している。37同じ売春婦であっても、娼婦より下等な身分である。38し

かも、家庭の破壊者という役割も担っている。良妻賢母が家秩序を維持するた

めの存在に対して、娼婦が家秩序を脅かすものである。だが、娼婦は、男性の

性的欲望を満たすための存在として求められたように、家父長制の補完として

                                                 
36 関礼子「進め方と実例記号論の視点－樋口一葉『にごりえ』」『国文学〈特集・作品をど

う論じるか〉』34巻 8 号、1989.7、p.81 
37 小森陽一氏によると、『たけくらべ』では性的な売買春が公然化され、行政に公認された吉

原が舞台になっていますが、『にごりえ』の銘酒屋というのは未公認の場所です。小石川の裏

が新しく開発されて新開地になり、新手の風俗産業の女達がいる。あそこは陸軍砲兵工廠があ

った。日清戦争前後に軍需産業への国家予算の大規模な投入が行なわれたわけで、生産体制は

どんどん高められていた。地方から食いつぶした男達が単身で労働力としてやってくる。独身

男性が単身で来ていて、最初は酒を飲みながら性的サービスも受けているが、やがてお金を貯

めて結婚していくという。（小森陽一『ことばの力 平和の力－近代日本文学と日本国憲法』、

かもがわ出版、2006.10、p.40-43） 
また、磯田光一氏によると、明治十八年四月十九日の「読売新聞」に、「牛込芸妓二十五人

買切で／砲兵工廠職工の花見」という記事がある。「飛鳥山へ花見に出かけ、牛込の芸妓二十

五人を買切で引連れるとは散財」という批判記事であるという。（磯田光一「『にごりえ』の背

景―丸山福山町と日清戦争」『群像日本の作家 3樋口一葉』、小学館、1992.3、p.204-205） 
38 岩見照代氏によると、〈お力が、同じ売春婦であっても吉原の娼婦でもなく、芸者でもなく、

もっと下等な夜鷹のような淫売でもなく、「酌婦」であったことの意味が考えられるように

思う。（略）酌婦はちょうど、娼婦と芸妓との中間的存在の準娼妓と考えられる〉という。

（岩見照代「お力の伝説－『にごりえ』論」新・フェミニズム批評の会編『樋口一葉を読み

なおす』、學藝書林、1994.6、p.128-129） 
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機能している。 

共同体から排除された存在として、賎視の対象であるお力は、「私の事をば

鬼々といひまする、まあ其樣な惡者に見えまするかとて、空を見あげてホツと

息をつくさま、堪へかねたる樣子は五音の調子にあらはれぬ」とあるように、

心の苦痛を堪えてきている。そして、その苦痛は「誰れも哀れと思ふてくれる

人はあるまじく、悲しいと言へば商賣がらを嫌ふかと一ト口に言はれて」、誰

にも理解されないのである。生きるために「鬼」を演じなければならないと知

りながら、賎業に勤めている自己の存在意味に強く抵抗意識を持ち出し、その

すえ、銘酒屋「菊の井」から出奔して、「独白夢遊」の状態になってしまった。

前田愛氏は「人の聲も聞えない物の音もしない、靜かな、靜かな、自分の心も

何もぼうつとして物思ひのない處」が日常的な空間と異質な虚の空間、死の空

間であり、丸木橋を渡ることはその空間に入り込んだ自分を夢想するのである

と解している。39前田愛氏の説に対し、今井泰子氏は彼岸が死界ではなく、た

だ力は「人の聲も聞えない物の音もしない」死界を恋い、死への願望を持ちな

がら、死に魅られる心を現実に引き戻すと読み取る。40しかし、私は両氏の説

に対して、その時のお力は死の想念があるかどうか、という疑問が生じる。お

力は自分の現在と将来に対し「あゝ嫌だ嫌だ嫌だ」と言い、それは現実の状態

を拒絶し、屈服しないような言い方であると思う。死の世界に入り込んだら、

現実を屈服する意味をするのではなかろうか。それに、死の世界に入ることを

望むなら、なぜ「仕方がない」という諦観をしたのか、丸木橋を「渡らずばな

るまい」「爲る丈の事はしなければ死んでも死なれぬ」という強い言い方をし

たのか、と不審に思われる。おそらく、酌婦としてのお力にとって、源七への

思いを断念することや、自分の身分を変えることは、「仕方がない」ことであ

る。生きるために現実の世界に戻るしかないので、丸木橋を渡らなければなら

ないのである。彼女にとっての「物思ひのない處」はただの空想の空間であり、

具体的なかたちとして捉えず、現実の規範から逸脱して何らの煩悶のないとこ

ろである。明確な目的を予想せず、一時的に苦悶の情緒をはらそうとする言い

方である。それに、橋の彼方に、現状とは異なる何らかの「社会変革への志向」

                                                 
39 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.207-208 
40 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.189 
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「理想の世界」41のではなく、実はもとの現実の世界へ戻るにすぎないのであ

ると思う。いわば、そのとき、菊の井という現実の生活空間から飛び出したお

力は、現実の空間と「物思ひのない處」という理想の空間の間に挟まって立ち

竦んで、行き場のない浮遊する心理状態に陥られるのである。 

では、彼女にもとの生活に帰せられる駆使力は何であろうか。「渡らずばな

るまい」と決意をした前に彼女は、「渡るにや怕し渡らねば」という幻聴をし

た。前田愛氏は、「何處ともなく響いて來る」声は「お力の声ではない」42と

指摘したが、私の彼女の内面から発した声と解釈しておきたい。というのは、

お力の内面には、現実と妥協しないお力と、もう一人の現実に従うお力があり、

この二人の自己の葛藤の中におかれていたからである。しかし、お力はそれが

内なるから発する声であることを自覚しなかった。彼女に決断を下ろさせるの

は、父と祖父の一生を想起させることである。石丸晶子氏は、彼女に「菊の井

のお力」を押し通して生きていくよう教唆したのは、他ならぬお力の父祖の霊

であったと指摘した。43むしろ、自分の「身の行き方は分らぬ」お力は、お盆

の日に、その声が父祖の霊から発すると錯覚し、「何うで幾代もの恨み」が重

なっている「宿世」の重圧を意識した。その「恨み」は、生活社会からの放遂

者、疎外者たる父祖の社会に迎えられない、志向も遂げない生を意味している。

社会からの疎外者たる父祖の不幸な生の道に辿りつく可能があることを感知

しているお力は「宿世」に抵抗しつつ、丸木橋を「渡らずばなるまい」と決意

をした。彼女が父祖と同じように橋から落ちることなく、「菊の井のお力」と

して押し通して「爲る丈の事」をすることによって今まで背負っている重圧か

ら解放しようとする。ここからみると、お力の「生の情念」とは人並みになる

こと（即ち、人間性の奪回、階級からの脱出、社会への回帰）、そして「宿世」

の恨みを晴らすこと（「宿世」からの脱出）というのである。 

そのときのお力は、客体として外在する宿世を自覚し、自らの主体性におい

て己の主体に内在化し、これを生きあらためようとしている。人間存在にとっ

                                                 
41 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.188 
42 前田愛氏は「生きながらの地獄からの脱出を徒労とするお力の諦観に抑圧され、しめ出さ

れていたその生の衝動が、いったん外界に投射され、逆にお力に対して指示し、強制する声と

なって響いてくるのである」、と解している。（前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、

筑摩書房、1989.9、p.208） 
43 三好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.08、p.79 
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て、もともと外在して、人間を支配している絶対的意思の宿世は、宿世の主体

者、実存者としての彼女にとって、受動的無意志に従い生きるものではなく、

能動的主体的に生きあらためられるものである。しかし、「菊の井のお力を通

してゆかう」と決心したとしても、それは徒労であり不可能であるのを承知し

た。「此樣な身で此樣な業體で、此樣な宿世で、何うしたからとて人並みでは

無いに相違なければ、人並の事を考へて苦勞する丈間違ひであろ」と自己韜晦

の言葉をいい、「情ないとても誰れも哀れと思ふてくれる人はあるまじく、悲

しいと言へば商賣がらを嫌ふかと一ト口に言はれて仕舞」うとあるように、現

実の稼業状況を心得た。したがって、極度の絶望に追い詰められるお力は、「氣

が狂ひはせぬ」と感じられ、今井泰子氏のいう「精神の錯乱状態」44に陥った。

前田愛氏は「精神病理学にいう離人症の症候と符合する」45と解している。ま

た、笹川洋子氏は、自我の整合性という視点から考えて、お力を追いつめた心

理状態は、矛盾する自我の葛藤、自我の不調和、統合に起因して、自己矛盾へ

の耐性がないと自己分裂を起こすと指摘した。46そのような不安定な精神状態

の極点において、お力は非日常の空間に入り込んで、あらゆる観念的規範から

解放たれた、現実の裸形の認識をした。 

 

「夜店の並ぶにぎやかなる小路を氣まぎらしにとぶらぶら歩るけば、行か

よふ人の顏小さく小さく摺れ違ふ人の顏さへも遙とほくに見るやう思は

れて、我が踏む土のみ一丈も上にあがり居る如く、がやがやといふ聲は聞

ゆれど井の底に物を落したる如き響きに聞なされて、人の聲は、人の聲、

                                                 
44 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.189 
45 離人症（Depersonalisation）とは、いろいろな存在の現実性がぴんと感じられない体験をい

い、病者は実在感の稀薄ないし喪失、異和感、疎隔感等の異様な感じを訴える。それは精神的

な自分の存在に関して（autopsychische Depersonalisation）、身体的な自分の存在に関して

（somatopsychische Depersonalisation）、また外界（人・物事・象徴）の存在に関して（allopsychische 
Depersonalisation）という風に、三つの領域に一応分けて考えられる（ウェルニッケ Wernicke）。
三つの領域いずれにも感じられる場合もあり、どれかが際立って感じられる場合もある。それ

は一般にさまざまの場合に出現する症候として考えられているが、「離人症」あるいは「離人

精神症」「離人精神病」という一つの臨床単位として考える学者もある。また精神分裂病、う

つ病、心因反応、器質性疾患などの一症候として現れる。或いは正常人においても過労時など

に淡く体験されることもあるし、文学者の日記、詩などに似たような表現が散見することも知

られている（アミエル、ヘッベル等）。（前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑

摩書房、1989.9、p.222） 
46 笹川洋子「言語行為から読む『にごりえ』試論－お力の苦悩と愛における心的二重性をめ

ぐって」『親和國文』40巻、神戸親和女子大学、2005.12、p.39 
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我が考へは考へと別々に成りて、更に何事にも氣のまぎれる物なく、人立

おびたゞしき夫婦あらそひの軒先などを過ぐるとも、唯我れのみは廣野の

原の冬枯れを行くやうに、心に止まる物もなく、氣にかゝる景色にも覺え

ぬは、我れながら酷く逆上て人心のないのにと覺束なく、氣が狂ひはせぬ

かと立どまる」（五・P22、下線筆者） 

 

お力の眼に映る風景は「人の顏小さく小さく」なり、「遙とほくに見るやう

思はれて」、自分の踏む土が「一丈も上にあがり」ように感じられ、聞こえる

聲は「井の底に物を落したる」ような響きに聞こえられる、といったように自

らを取り囲む風景が異貌なものへ変身してゆくようになった。つまり、その時

のお力は、「人の聲は、人の聲、我が考へは考へと別々に成りて」という現実

と異なる次元の空間に入り込んで、客体としての自己を「日常」を眺めている。

前田愛氏のいうように、「お力の目に映じた外空間の変質、生の場面の輪郭喪

失を指し示している」。47現実の風景や他者や物事の、裸形に行き当たったと

き、いわゆる日常性が跡形もなく崩壊しまう。彼女を囲む現実もまた、剥き出

しの「もの」に変貌し、形姿が剥がれ落ち変貌していく現実を認識したのであ

る。しかし、風景が消えた跡に、残った異貌のものたち＝現実の真の姿を発見

した彼女は、人と人の関係、および人と風景の関係から、すなわち世間や社会

から、「廣野の原の冬枯れを行くやうに」強く疎外される孤立感、存在の空虚

感に襲われ、「我れながら酷く逆上て人心のないのにと覺束なく」とあるよう

に感じられる。 

要するに、非日常性の空間に入り込んで、「氣が狂ひはせぬか」と感じられ

るお力は、浮遊する心象には現実（酌婦という職業と宿世）への拒否意識が明

らかに現れている。お力の「思ふ事」は、いわば実存的人生の苦悩である。「現

実と理想の葛藤」→「丸木橋を渡る（現実へ戻る）決断」→「生の方向を考え

直す（現実脱出によって「恨み」をはらす決意）」→「現実脱出の無力感に追

いつめられる」というようなお力の心の微妙な変化である。お力は自分の人生

に問いかけ、「宿世」を自覚し、従来の願いを断念し、今まで背負っている「幾

代もの恨み」をはらそうとするので、現実の生活に戻り、丸木橋を渡ることを

                                                 
47 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.209 
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決めた。「恨み」をはらさなければ、現在の苦境から脱出できない、父祖と同

じように橋から落ちるしかなかった。お力は自分の志、理想を持ちながら、「幾

代もの恨み」をはらすことによって、現実の状態から脱出する願望があっても、

現実脱出の無力感におそわれ、ついに絶望の心理状態に陥ってしまった。さら

に考えれば、お力の「思ふ事」はお高、同業の女たち、あるいはお初と異質な

ものである。お高はお力と対照的な人物として登場してきた。お力が「ゑりも

と計の白粉も榮えなく見ゆる天然の色白」（一・p.4）とある美しさは、「白粉

べつたりとつけて唇は人喰ふ犬の如く」（同）というお高とは対照的である。

また、お高の思うことでは、商売女の代表者としてお力と対照的である。 

お高はお力と同じような現実脱出する願望を持ちながら、それほど苦悩する

姿が見られなかった。お高は「力ちやんと違つて私しには技倆が無いからね、

一人でも逃しては殘念さ、私しのやうな運の惡るい者には呪も何も聞きはしな

い、」（一･p.3）「私しのなぞといつたら野郎が根から心替りがして顏を見てさ

へ逃げ出すのだから仕方がない、どうで諦め物で別口へかゝるのだがお前のは

其れとは違ふ、了簡一つでは今のお内儀さんに三下り半をも遣られる」（一・

p.6）といった。お高にとって、お力は男から結婚を請われるのに対し、自分

から男を探すしか結婚の願望を叶わない。つまり、お力と比べれば、お高は男

と結婚することは、現実脱出を意味すると思っている女である。一方、お高の

羨ましい対象であるお力は、お高の自分ほどの苦悩がない様子を見るとかえっ

て羨ましいように思われる。「高ちやんなぞは夜る寐るからとても枕を取るよ

りはやく鼾の聲たかく、好い心持らしいが何んなに浦山しうござんせう、私は

どんな疲れた時でも床へ這入ると目が冴へて夫は夫は色々の事を思ひます」

（三・p.14）とある。おそらくお力は結婚する以上の願望があったらこそ、現

実脱出の無力感が生じられ、絶望の心理状態になるかもしれない。 

一方、妻たるお初は生活の糧を求めることに苦悩する女である。第四章にお

けるお初は、明治時代の「良妻賢母」48の「良妻」の典型ともいえる。しかし、

                                                 
48 木村真佐幸氏によると、明治時代における、いわゆる「良妻賢母」の概念を、福地重孝氏

の「近代日本女性史」（雪華社、昭和 48.3）に求めると、「良妻」とは、「夫に貞淑にして従順」

かつ「隷属」する「節婦」であり、夫は職場、すなわち「社会的」に活躍し、女は「家庭」に

あり、あくまでも「夫を中心」とする「内助の地位」といったもので、換言すると女性の社会

的な自覚を封鎖し、「家長権の絶大」の「家族主義」の中に埋没させることを意味していた、

という。（日本文学研究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、
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第七章でお初は窮極的な状況に迫られ、太吉を連れて家を出ていく。木村真佐

幸氏は、第七の結びの部分、すなわち離縁、そして家を出ることに、“臍”を固

めた後のお初の強さを「ウーマンーリブの原型」と言い、自棄的に運命に流さ

れるお力を乗り越えたと述べている。49いわば、お初にとっての現実脱出は家

から出ることである。現実と抗うお力と違って、「ウーマンーリブの原型」と

いっても、自分の行く末に何も考えせず、現実から脱出することができるかど

うかまだ知ることができなく、おそらく妾になるか娼婦になるかという選択肢

を持つしかないのである。では、同じように酌婦稼業を勤めるお高と比べると、

どうしてお力は実存的苦悩に苦しめられるか、彼女の望みは何であろうか、を

次に探究したい。 

 

 

6.3 性的差異の断絶構造 

酌婦の位置から這い出る可能性について、今井泰子氏は、それが三つに限ら

れると指摘した。50つまり、①男性を当て込んだ境涯の変化平たく言って結婚

（妾を含む）、②金を貯めて行なう何らかの独立、③芸娼世界内部における出

世＝「芸者」になること、この三つの道が考えられる。氏は「第一の道をうべ

なえない女である」と指摘したが、私の読む限りでは、お力はその結婚願望を

持っている女であると思う。その望みは第六章で朝之助との会話の中からその

端緒がうかがえる。ここでは、第六章と第二章、第三章におけるお力と朝之助

との会話場面を対照しながら考察しておきたい。第六章の告白の場面は次のよ

うである。 

 

「何より先に私が身の自墮落を承知して居て下され、もとより箱入りの

                                                                                                                                            
1982.4、p.213） 
49 日本文学研究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、
p.218 
50 今井泰子氏は、「まず第一に〈持たれるは嫌〉と言い切る女、したがって時には迷うにせよ

究極のところ〈玉の輿〉〈味噌こし〉の別を問わず第一の道をうべなえない女である。第二に

金銭的執着もまるでないことは、岡保生氏がすでに指摘するとおりである。さらに、赤坂にい

たという設定と我がまま性格という二重の条件によって、第三の道も閉ざされている。（略）

〈赤坂〉から銘酒屋菊の井へのお力の転居は芸者からの転落を意味するに違いないからであ

る」と指摘した。（岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3樋口一葉』、小学館、1992.3、P188） 
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生娘ならねば少しは察しても居て下さろうが、口奇麗な事はいひますと

も此あたりの人に泥の中の蓮とやら、惡業に染まらぬ女子があらば、繁

昌どころか見に來る人もあるまじ、貴君は別物、私が處へ來る人とて大

底はそれと思しめせ、これでも折ふしは世間さま並の事を思ふて恥かし

い事つらい事情ない事とも思はれるも寧九尺二間でも極まつた良人とい寧九尺二間でも極まつた良人とい寧九尺二間でも極まつた良人とい寧九尺二間でも極まつた良人とい

ふに添うて身を固めようふに添うて身を固めようふに添うて身を固めようふに添うて身を固めようと考へる事もござんすけれど、夫れが私は出來夫れが私は出來夫れが私は出來夫れが私は出來

ませぬませぬませぬませぬ、夫れかと言つて來るほどのお人に無愛想もなりがたく、可愛い

の、いとしいの、見初ましたのと出鱈目のお世辭をも言はねばならず、

數の中には眞にうけて此樣な厄種を女房にと言ふて下さる方もある、持持持持

たたたたれたら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りませぬれたら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りませぬれたら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りませぬれたら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りませぬ、そもそも

の最初から私は貴君が好きで好きで、一日お目にかゝらねば戀しいほど

なれど、奧樣にと言ふて下されたら何うでござんしよか、持たれるは嫌持たれるは嫌持たれるは嫌持たれるは嫌

なり他處ながらは慕はしゝなり他處ながらは慕はしゝなり他處ながらは慕はしゝなり他處ながらは慕はしゝ」（六・p.25、下線筆者） 

 

お力の結婚願望は、第二章で「此樣な者なれど女房に持たうといふて下さる

も無いではなけれど未だ良人をば持ませぬ、何うで下品に育ちました身なれば

此樣な事して終る」（二・p.8）「相手はいくらもあれども一生を頼む人が無い」

（同）と暗示的に朝之助に聞かせた。それに、「世間さま並の事」も考え、「寧

九尺二間でも極まつた良人といふに添うて身を固めよう」と表明した。お力に

とっての「一生を頼む人」は財力を持ち、自分の出身を別として、互いに相愛

する対象である。幼時の貧苦体験をしたお力は、その辛さをたまらなくて「私

は其頃から氣が狂つた」（六・p.26）といい、その貧苦から脱出することを願

っている。それに、お力は朝之助の前に、「恥かしい事つらい事情ない事」を

する酌婦の身分が彼と相応できないと思って、たびたび「此樣な者」「下品に

育ちました身」「私が身の自墮落」「もとより箱入りの生娘ならねば」「私は此

樣な賤しい身の上、貴君は立派なお方樣」（六・p.24）といった自嘲するよう

な言い方をした。その言葉から自分に軽蔑を帯びる目を見ないでほしいという

ような意味が含まれている。お力の結婚しない理由は、「此方で思ふやうなは

先樣が嫌なり、來いといつて下さるお人の氣に入るもなし」（二・p.8）、「持た

れるは嫌なり他處ながらは慕はしゝ」といったようである。お力が「持たれた
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ら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りませぬ」と思ったのは、おそら

く彼女が互いの愛に基づいて結婚を望んでいるからであろう。お力は源七との

愛情が遂げないことを苦悶することから考えれば、彼女が期待する結婚は、単

なる形式ではなく、愛情を込められる結婚であり、つまり、女の情欲を満足す

る願望である。 

しかし、彼女はなぜ「夫れが私は出來ませぬ」といい、結婚願望を自ら否定

したのだろうか。次のお力の語りから探究してみる。 

 

「あゝ此樣な浮氣者には誰れがしたと思召、三代傳はつての出來そこね、

親父が一生もかなしい事でござんしたとてほろりとするに、其親父さむは

と問ひかけられて、親父は職人、祖父は四角な字をば讀んだ人でござんす、

つまりは私のやうな氣違ひで、世に益のない反古紙をこしらへしに、版を

ばお上から止められたとやら、ゆるされぬとかに斷食して死んださうに御

座んす、十六の年から思ふ事があつて、生れも賤しい身であつたれど一念

に修業して六十にあまるまで仕出來したる事なく、終は人の物笑ひに今で

は名を知る人もなしとて父が常住歎いたを子供の頃より聞知つて居りまし

た、私の父といふは三つの歳に椽から落て片足あやしき風になりたれば人

中に立まじるも嫌やとて居職に飾の金物をこしらへましたれど、氣位たか

くて人愛のなければ贔負にしてくれる人もなく、（略）私は其樣な貧乏人の

娘、氣違ひは親ゆづりで折ふし起るのでござります、今夜も此樣な分らぬ

事いひ出して嘸貴君御迷惑で御座んしてしよ、もう話しはやめまする、御

機嫌に障つたらばゆるして下され、誰れか呼んで陽氣にしませうかと問へ

ば、いや遠慮は無沙汰、その父親は早くに死くなつてか、はあ母さんが肺

結核といふを煩つて死なりましてから一週忌の來ぬほどに跡を追ひました、

今居りましても未だ五十、親なれば褒めるでは無けれど細工は誠に名人と

言ふても宜い人で御座んした、なれども名人だとて上手だとて私等が家の

やうに生れついたは何にもなる事は出來ないので御座んせう、我身の上に

も知れまするとて物思はしき風情」（六・p.25-26） 

 

おそらく、お力が自ら結婚否定をするのは、「此方で思ふやうなは先樣が嫌
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なり、來いといつて下さるお人の氣に入るもなし」、「持たれるは嫌なり他處な

がらは慕はしゝ」「持たれたら嬉しいか、添うたら本望か、夫れが私は分りま

せぬ」といった「浮気」の性のゆえであろう。お力は「浮気者」たる己の性に

対する歎き、「誰れがしたと思召、三代傳はつての出來そこね」という父祖二

人の血が自分に伝わった結果であると思って、「氣違ひ」も血統の遺伝である

「親ゆづりで折ふし起る」ものであると言っている。お力の祖父は「四角な字

をば讀んだ人でござんす、つまりは私のやうな氣違ひで、世に益のない反古紙

をこしらへしに、版をばお上から止められたとやら、ゆるされぬとかに斷食し

て死んださうに御座んす、十六の年から思ふ事があつて、生れも賤しい身であ

つたれど一念に修業して六十にあまるまで仕出來したる事なく、終は人の物笑

ひに今では名を知る人もなし」という封建政治の弾圧に断食をもって抗議し、

ついにしに至った反俗の人である。一方、父は職人で、「三つの歳に椽から落

て片足あやしき風になりたれば人中に立まじるも嫌やとて居職に飾の金物を

こしらへましたれど、氣位たかくて人愛のなければ贔負にしてくれる人もな

く」という氣位が高い人である。いわば、お力が父祖のことを取り上げて、自

分がその気概と才能がある血と繋がることにひそかな誇りを持ち、自分が意固

地な、誇り高い女を強調している。父祖のように反俗者、「気違ひ」者であり、

世俗に従えず自分の意思・理念を貫く生き方をした人であるという自我の性分

に対する偏執を示している。しかし、祖父は、「一念に修業して六十にあまる

まで仕出來したる事なく、終は人の物笑ひに今では名を知る人もなし」、父は、

「細工は誠に名人と言ふても宜い人で御座んした、なれども名人だとて上手だ

とて私等が家のやうに生れついたは何にもなる事は出來ないので御座んせう」

とあるように、いい才能があっても、世俗に従えない「気違ひ」という反骨精

神により、出世できない宿命を負うしかない。 

ここから考えれば、お力が自分を「浮気者」「氣違ひ」と規定するのは、自

分も父祖も社会に疎外されている存在を意識し、社会制度に従順しない反逆者

として意識しているからである。そして、お力が結婚という「人並の事」を望

んでも、朝之助の前に、「此樣な者」「下品に育ちました身」「私が身の自墮落」

「もとより箱入りの生娘ならねば」「私は此樣な賤しい身の上、貴君は立派な

お方樣」といったのは、社会からの疎外者である酌婦という低い身分を強く意
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識したのである。お力は家父長制度から疎外された娼婦であり、公娼制度から

疎外された私娼という二重に疎外された女である。お力は自分が社会に疎外さ

れている存在を強調するほど、かえって、世俗社会に対する自意識を屈折した

くない反逆者の意識が表れてくる。こういう我執の性分をもっている人は、な

ぜ世間に受け入れられず、疎外しなければならないかという憤慨の感情も介在

されている。一方で、心の中で世俗社会に回帰しようとする結婚願望も持って

いるという心の矛盾的な二重構造はお力の内面の中で拮抗し続けている。では、

なぜ今まで世俗の結婚を拒否しているお力は朝之助の身に託しようとするか、

朝之助はお力の結婚願望を読み取るか、次に探究してみる。 

「独白夢遊」の絶望状態から彼女に結婚願望の希望を与える可能な人は朝之

助である。「十六日は必らず待まする來て下されと言ひしをも何も忘れて、今

まで思ひ出しもせざりし結城の朝之助に不圖出合て、あれと驚きし顏つきの例

に似合ぬ」（六・p.23）とあるように彼女がそのとき驚いたのは、彼が自分の

言葉を本気に聞き入れて、約束を守ったことである。したがって、お力はまた

希望を燃えられ、朝之助が誠に自分と付き合う人であると思い込み、結婚願望

を彼に託しようとする。そのときのお力は、「常には左のみに心も留まらざり

し結城の風采の今宵は何となく尋常ならず思はれて、肩巾のありて脊のいかに

も高き處より、落ついて物をいふ重やかなる口振り、目つきの凄くて人を射る

やうなるも威嚴の備はれるかと嬉しく、濃き髮の毛を短かく刈あげて頸足のく

つきりとせしなど今更のやうに眺られ」（六・P24）、いっそう彼に惹かれるよ

うになる。彼女の眼に映る朝之助の様子が、すでにいつもと違うように見える。

したがって、彼が「一生を頼む人」であると思って、自分の秘密を彼に告白し

たわけである。次は告白後の謎ある場面である。 

 

「お前は出世を望むなお前は出世を望むなお前は出世を望むなお前は出世を望むなと突然に朝之助に言はれて、ゑツと驚きし樣子ゑツと驚きし樣子ゑツと驚きし樣子ゑツと驚きし樣子

に見えしが、私等が身にて望んだ處が味噌こしが落、何の玉の輿までは

思ひがけませぬといふ、嘘をいふは人に依る始めから何も見知つて居る

に隱すは野暮の沙汰ではないか、思ひ切つてやれやれとあるに、あれ其

やうなけしかけ詞はよして下され、何うで此樣な身でござんするにと打

しをれて又もの言はず。今宵もいたく更けぬ、下坐敷の人はいつか歸り
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て表の雨戸をたてると言ふに、朝之助おどろきて歸り支度するを、お力

は何うでも泊らするといふ、いつしか下駄をも藏させたれば」（六・p.27、

下線筆者） 

 

このくだりに関して、朝之助のいう「お前は出世を望むな」という言葉に対

し、お力の「ゑツと驚きし様子」という反応についてさまざまな議論がしてき

た。先行研究によれば、通説はこれをお力が図星を指されて心理的に種々動揺

する条と理解している。さらに考えれば、図星を指されることには、①事前に

予想がある場合、②事前に予想がない場合、がある。また、告白の意味が読み

取れないと解することもある。予想がある場合とは、その言葉を期待しながら、

意識的に告白をして、それにその言葉が予想とおりになったというのである。

逆にいえば、何の予想もなく単純の告白であり、予想をしないが、自分の結婚

願望を読み通す場合である。私の考えでは、お力の告白は意識的に、暗示的に

語るのであると思う。「そもそもの最初から私は貴君が好きで好きで、一日お

目にかゝらねば戀しいほどなれど、奧樣にと言ふて下されたら何うでござんし

よか」（六・25）とあるように、「奧樣にと言ふて下」さい、相手と結婚したい

意志が読められる。だが、朝之助はお力の出世願望を看破しても、彼女の望み

としては一般的な「玉の輿」ではないことを理解していない。須田千里氏のい

うように、お力の出世願望、玉の輿願望を看破したが、そもそもの出会いから

結城はお力への当初の固定観念に囚われたままだったのである。51それに、「固

定観念」のほかに、会話の中で、「お前は出世を望むな」など、「まあ嘘でも宜

いさよしんば作り言にしろ、かういふ身の不幸だとか大底の女は言はねばなら

ぬ（略）お前に思ふ事がある位めくら按摩に探ぐらせても知れた事、聞かずと

も知れて居る」（三・p.12）とあるように、朝之助の言葉から、男の女に対す

る性的差異、階級差異の「固定観念」もうかがえる。お力は、最初に朝之助に

「貴君は別物、私が處へ來る人とて大底はそれと思しめせ」（六・p.25）とい

い、他の客と違う目で見ている。だが、朝之助の「お前は出世を望むな」とい

う言葉を聞いたお力は、朝之助がやはり多くの客と同様、自分を商売女としか

                                                 
51 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.71 
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みえないことに失望感を感じ、身の上話は打ち切られ、この以上何も語られな

い。お力は現実脱出が行き詰まって、朝之助が自分の心の理解できない他者で

あることを分ってきた。 

それにしても、その夜、結城を無理に泊まらせる。その意味について、前田

愛氏によると、めいめいが抱えている内部世界の断絶を確認したお力にとって、

結城との交通を保証するものは、お互いの生理でしかなかったからである、と

いう。52また、須田千里氏は、結城とお力との肉体関係の成立は、二人の思い

の隔たりを露呈させたのであると指摘した。53お力はおそらくその時、相手と

の心の融合に失敗しても、せめて肉欲上、肉体の融合を求める欲望を満足しよ

うとするという心持を持っているのであろう。松坂俊夫氏は、結城との一夜の

ちぎりにも、ひそかな訣別の意味がこめられていたかもしれないと指摘した54

が、「訣別の意味」があるかどうかまだ明確に判断できない。第七章で源七の

息子太吉の口を通して、お力が「何處のか伯父さんと一處に來て、菓子を買つ

てやるから一處にお出といつて」、太吉にカステラを買ってやったことがある。

この「伯父さん」というのが誰か、先行緒論によれば、通説は結城であったと

いう（山本洋・岡保生・須田千里・石丸晶子の各氏）。また、今井泰子氏は、

「伯父さん」が朝之助か否か判断する材料は見当たらないと指摘した。55もし、

「訣別の意味」があったら、その男は結城ではないかもしれない、逆にいえば、

「訣別の意味」がなかったら、その男は結城であると解することができる。い

ずれにせよ、明確な断定が下ろすことができない。ただ、お力の心の中で、結

婚願望が貫流していることが変わらないのであると想定できる。では、お力は

朝之助を選んで、彼に身を任せようとする、ということに対し、その意味では

旧い情人の源七と絶縁する意味があるかどうか、源七の息子太吉にカステラを

買ってやった意味は何であろうか、次にお力と源七、あるいは源七一家との関

係を検討してみる。 

 

                                                 
52 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.218 
53 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.72 
54 松坂俊夫『鑑賞日本現代文学 2樋口一葉』、角川書店、1982.8、p.98 
55 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.194 
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6.4 宿命的な死の結末 

お力は源七と絶縁したかどうか、先行研究によれば、三つに大別できる。①

復縁の説。今井泰子氏は、お力が最終幕の直前に太吉に買い与えたカステラは、

復縁の意志の現れと映るであろうし、男女間の心理的駆け引きにたけたお力に

その予測がつかなかったはずはない、と述べている。56②絶縁の説。石丸晶子

氏は、源七に対して、彼女の気持がふっ切れたからこそ、彼女は太吉に近づき、

菓子を買ってやることができる、と言っている。57また、須田千里氏によると、

子供にカステラを買ってやったのは、経済力ある新しい情夫を見せつけ、源七

に諦めさせるためである、という。58③無絶縁の説。渡部芳紀氏は「今はさめ

ているとする読み方が圧倒的に多いが、それは間違いである。お力は、今でも

強く源七を愛しているのだ。お力が源七に冷たくするのは、自分の思いを圧え

つけているのである」と指摘している。氏によると、お力は、源七一家の幸せ

を考えると、今の自分の源七への恋の思いを諦めることが一番だと考えた、と

いう。59お力は源七と絶縁する気がするかどうか、お力はお高、朝之助との会

話から考察しようとする。第一章におけるお力とお高の会話の場面から考えて

みる。 

 

「力ちやん先刻の手紙お出しかといふ、はあと氣のない返事をして、ど

うで來るのでは無いけれど、あれもお愛想さと笑つて居るに、大底にお

しよ卷紙二尋も書いて二枚切手の大封じがお愛想で出來る物かな、そし

て彼の人は赤坂以來の馴染ではないか、少しやそつとの紛雜があろうと

も縁切れになつて溜る物か、お前の出かた一つで何うでもなるに、ちつ

とは精を出して取止めるやうに心がけたら宜かろ、あんまり冥利がよく

                                                 
56 岩橋邦枝・他『群像日本の作家 3 樋口一葉』、小学館、1992.3、p.193 
57 三好行雄『近代小説の読み方 1』、有斐閣、1979.8、p.84 
58 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.73 
59 渡部芳紀氏は、「今まで、源七の気持を受け入れて来た事が、結果として彼を破産させ、彼

の妻や子をも悲惨のどん底に陥れてしまった。幼い太吉に、自分の子供の頃のあの貧乏の悲し

さを味わわせていると思うとたまらない思いがしたことであろう」と述べている。（渡部芳紀

「にごりえ」、『国文学解釈と鑑賞』〈特集・近代文学が描く愛と性〉52巻 10号、1987.10、p.42） 
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あるまいと言へば御親切に有がたう、御異見は承り置まして私はどうも

彼んな奴は虫が好かないから、無き縁とあきらめて下さいと人事のやう

にいへば」（一・p.4、下線筆者） 

 

以上の場面において、お高はお力に源七との縁を戻させように手紙を出すこと

を勧めている。お力は「大底におしよ卷紙二尋も書いて」いるが、手紙を出さ

なかった。ある意味では源七への深い情念がまだ残っていると考えられる。お

力のいう「私はどうも彼んな奴は虫が好かないから、無き縁とあきらめて下さ

い」という言葉から源七と断念できないことが読み取られる。お高はさらに次

のようにお力を説得して語っている。 

 

「夫は今の身分に落ぶれては根つから宜いお客ではないけれども思ひ合

ふたからには仕方がない、年が違をが子があろがさ、ねへ左樣ではない

か、お内儀さんがあるといつて別れられる物かね、構ふ事はない呼出し

てお遣り、（略）お前は氣位が高いから源さんと一處にならうとは思ふま

い、夫だもの猶の事呼ぶ分に子細があるものか、（略）お前は思ひ切りが

宜すぎるからいけない兎も角手紙をやつて御覽、源さんも可愛さうだわ

な」（一・p.5-6、下線筆者） 

 

つまり、お高にとって、お力が源七と別れたのは、源七の女房お初のためで

あり、二人の年齢さ、そして息子太吉のためである。だが、お力が源七と別れ

た鍵は、「今の身分に落ぶれては根つから宜いお客ではない」ということであ

ろう。源七は家産のすべてをお力に入れ揚げ、零落し不幸になった。お力は「人

情しらず義理しらず」「菊の井のお力を通してゆかう」と決めたが、実は「惡

魔の生れ替りにはあるまじ」（五・p.20）、「障れば絶ゆる蜘の糸のはかない處」

（五・p.21）のある人間であり、それに幼女時極貧体験をなめたことがあるの

で、自分のゆえに源七一家の生活に崩壊されたことに対し、憐憫の情が生じる

可能性も考えられる。山本洋氏は、お力はそんな源七を冷酷無情に捨て去るこ

とができない、憐憫の思いに心が痛むし、罪業感もある、と解している。60そ

                                                 
60 山本洋氏によると、お力が毎日の酌婦稼業のなかで人間的な真実といったもの、繊細純粋
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のため、彼女は、源七から離れることが一番いい選択であると考え、「彼んな

奴は虫が好かない」「何の今は忘れて仕舞て源とも七とも思ひ出されぬ」（一・

p.5）など、すでに自分と縁が切るような言い方をした。第三章におけるお力

は朝之助との会話の場面から彼女の思慮もうかがえる。 

 

「結城さん貴君に隱くしたとて仕方がないから申ますが町内で少しは巾

もあつた蒲團やの源七といふ人、久しい馴染でござんしたけれど今は見

るかげもなく貧乏して八百屋の裏の小さな家にまいまいつぶろの樣にな

つて居まする、女房もあり子供もあり、私がやうな者に逢ひに來る歳で

はなけれど、縁があるか未だに折ふし何の彼のといつて、今も下坐敷へ

來たのでござんせう、何も今さら突出すといふ譯ではないけれど逢つて

は色々面倒な事
、、、、

もあり、寄らず障らず歸した方が好いのでござんす、恨

まれるは覺悟の前、鬼だとも蛇だとも思ふがようござりますとて」（三・

p.13、下線筆者） 

 

お力が源七を避ける理由は「面倒な事」にあったのである。その事は、自分

のゆえに身を破滅させていた源七に妻と子供を養う困難の状態に陥らせ、生活

を崩壊させることである。お力は、相手がいかにも自分の無情を「鬼だとも蛇

だとも」と恨んでも、かまわず、ただ相手を一層不幸させなければいいと思っ

ている。しかし、源七の子供太吉に「鬼」と罵られるお力は、「私の事をば鬼々

といひまする、まあ其樣な惡者に見えまするかとて、空を見あげてホツと息を

つくさま、堪へかねたる樣子は五音の調子にあらはれぬ」（三･p.15）とあるよ

うに、心が苦しくてたまらない。源七のために会わないのは、まだ源七との情

が断ち切れないからである。それに、源七の事を思うと、又「持病」（三・p.12）

が起こった。このことから、お力は源七との縁をまだ断ち切れずに、彼のゆえ

に苦悩することがわかる。 

お力は源七との絶縁を決める契機は、「我戀は細谷川の丸木橋わたるにや怕

し渡らねば」と唄ったときである。自分の身分の限り、真の愛情を求めるのは

                                                                                                                                            
な心といったものを磨りへらさず保持し続けているので、普通の酌婦ならば呵責も罪業感も感

じない行動をとるのに、お力はわが身を引き裂かれるほど苦悩煩悶するのである、という。（日

本文学研究資料刊行会編『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、p.228-229） 
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至難のことがわかってきた。たが、その遂げない愛情に対し、やはり真正面に

対面しがたく、源七から避けるしかない。店を飛び出したお力は、すでに客観

的に過去の愛情に対し、「渡るにや怕し渡らねば」と自覚した。遂げない愛情

に苦悩する自分は、現実脱出に向ってそこから乗り越えようと考えた。山本洋

氏によると、丸木橋を渡るのは、長く深い馴染みだった源七を振り捨て、結城

に乗り換え結城に身をまかせる行動である、という。61また、須田千里氏は、

丸木橋を渡るとは、そうした他者の誤解を覚悟しながら、源七と絶縁するとい

う目的に向って進むことなのであると指摘した。62「他者の誤解を覚悟」する

ことは、すでに源七と逢わせないと決めたときにあったと思う。それに、「源

七を振り捨」ることをさらに考えれば、丸木橋を渡るお力は振り捨てるのが、

源七への愛情であり、残しているのが源七に対する憐憫の情だけである。した

がって、結城を新たな愛情の対象として、身をまかせるようとする。それに、

源七の息子太吉にカステラを買ってやった意味には、憐憫、お詫びの意味が含

まれる。 

しかし、お力の思いはお初に「圖太い奴めが是れほどの淵に投げ込んで未だ

いぢめ方が足りぬと思ふか、現在の子を使ひに父さんの心を動かしに遣し居

る」（七・p.30）と誤解される。そのカステラを発端とする源七お初の収拾の

つきかねる夫婦争いが起こった。「世俗の倫理の体現者」63であるお初にとっ

て、男女の情念より生活の糧が大切である。したがって、夫に「氣を取直して

稼業に精を出して少しの元手も拵へるやうに心がけて下され」（四・p.18）と

説得し、「お金さへ出來ようなら、お力はおろか小紫でも揚卷でも別莊こしら

へて圍ふたら宜うござりましよう」（同）といった。つまり、彼女は夫の風流

に気にせず、家の生計や夫との離縁に恐れを抱き、「離縁されての行き處とて

はありませぬ」（七・p.31）、生きるために男に頼るしか得られない女である。

                                                 
61 山本洋「『にごりえ』の丸木橋」『幸田露伴・樋口一葉〈日本文学研究叢書〉』、有精堂、1982.4、
p.224 
62 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6 号、1995.6、p.73 
63 宇佐美毅氏によると、何とか夫を立ち直らせ働かせようとする彼女の態度は、「お力とはう

らはらにお初は源七の内部にくすぶっている暗い情念への理解を阻まれている」、「お初の意識

を占めているのは家業の再建や世間への思惑でしかなく」という世俗の論理の体現者として位

置つけられることが多かった、という。（宇佐美毅「樋口一葉『にごりえ』－〈女たち〉の声

－」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代文学と「語り」〉』、56巻 4号、1991.4、p.64） 
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したがって、お初は、「あの姉さんは鬼ではないか、父さんを怠惰者にした鬼

ではないか」（七・p.30）と叱って、生活の破壊者であるお力を「鬼」として

憎悪していた。いわば、妻・母として家庭の維持・存続をまかされた女性たち

は、明治時代における家を守る「良妻賢母」という家父長制度の体現者として

位置づけられ、〈家にいる女〉と〈性を売る女〉の間に性的二重規範によって

分けられ、娼婦と同じように家父長制度のもとでの犠牲者である自覚を封鎖し、

「家」の中に埋まられていくことで自ら制度を支える役割に加担していく。 

お力を「鬼」として憎悪して、娼婦に対する偏見を持つ「世俗の倫理の体現

者」を代表しているお初の世俗の観念に対し、語り手は、「誰れ白鬼とは名を

つけし、無間地獄のそこはかとなく景色づくり、何處にからくりのあるとも見

えねど、逆さ落して血の池、借金の針の山に追ひのぼすも手の物ときくに、寄

つてお出でよと甘へる聲も蛇くふ雉子と恐ろしくなりぬ、さりとも胎内十月の

同じ事して、母の乳房にすがりし頃は手打手打あわゝの可愛げに」といって、

娼婦でも母親から生まれた人間であるという女性差別偏見を打破している。性

的欲望の対象としてのお力と、人妻として母として家の維持に奉仕しているお

初とは、対照的な場所を生きる女性たちであるように見えるが、二人の対立の

位置が入れ替え可能である。菅聡子氏の言うように、お初は、〈妻・母という

制度内の役割を遵守することで自らの矜持を保ち、身を売る女性たちとの差別

化を図ってきたが、源七から離縁されたとき、身よりもなく幼い太吉を抱えた

お初が生きていく術は、自ら身を売るより他にはないからである。お初にとっ

て、自分たちの家が崩壊した原因は、ひとえにお力の存在に求められるだろう。

彼女の憎悪はもう一人の女性へと向けられる。『にごりえ』という場所は、女

性から女性への憎悪を再生産する場所なのである〉。64 

今まで妻の諫言に対し黙って応えてきた源七は、妻のお力への罵倒、カステ

ラを捨てることに激動し、「明けても暮れても我れが店おろしかお力への妬み、

つくづく聞き飽きてもう厭やに成つた」（七・p.31）と今まで積み込んできた

感受を言い出し、「例の源七にはあらざりき」（同）と変貌してきた。源七の意

識の中に「忘れて仕舞へ諦めて仕舞へと思案は極めながら、去年の盆には揃ひ

                                                 
64 菅聡子「流通する〈閨秀作家〉―明治２０年代の場合論」『国文学』巻号 44-12、通巻 647、
1999.10、p.70 
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の浴衣をこしらへて二人一處に藏前へ參詣したる事なんど思ふともなく胸へ

うかびて、盆に入りては仕事に出る張もなく」とあるようにお力への執着の情

念しか残っていない。次は源七がはじめてお初を叱る場面である。 

 

「能い加減に人を馬鹿にしろ、默つて居れば能い事にして惡口雜言は何

の事だ、知人なら菓子位子供にくれるに不思議もなく、貰ふたとて何が

惡い、馬鹿野郎呼はりは太吉をかこつけに我れへの當こすり、子に向つ

て父親の讒訴をいふ女房氣質を誰れが教へた、お力が鬼なら手前は魔王、

商賣人のだましは知れて居れど、妻たる身の不貞腐れをいふて濟むと思

ふか、土方をせうが車を引かうが亭主は亭主の權がある亭主は亭主の權がある亭主は亭主の權がある亭主は亭主の權がある、氣に入らぬ奴

を家には置かぬ、何處へなりとも出てゆけ、出てゆけ、面白くもない女

郎めと叱りつけられて」（七・p.30-31、下線筆者） 

 

源七にとって、妻が妻なりの仕事をするだけでいい、自分のことは男として、

亭主として、妻に差し支えられるほどのことではないのである。つまり、源七

は、妻が夫を叱る資格がないと思って、「妻たる身の不貞腐れをいふて濟むと

思ふか」（七・p.30）とお初に自分の立場を注意させ、「亭主は亭主の權がある」

と男性社会の生み出した父権の絶対権利を強調している。いわば、男性社会に

おいて、男性中心の強者支配の論理である。男の側からの自己中心的な、一方

的な倫理によって、女の哀願、本音を理解できず、夫婦関係の破局を決定的な

発展になった。妻や子供を追い出された後、孤独と絶望に追いつめられ、すべ

てのものを喪失した生の脱落者となった源七は、ただの男として、女への情念

だけが残している。したがって、源七にとって、自分の愛情を遂げた道しかを

選ばないのである。ここからみると、お初も、子供の太吉も、源七の情念によ

って、生きる道が断絶され、さらに、お力まで男の情念の犠牲者になった。い

わば、そのカステラは、離縁の契機、家庭崩壊の誘因であり、結末の悲劇の遠

因となったといえる。結末において、お力と源七の悲劇に対し、二人は如何な

る死をたどったか、先行研究によれば、三つの説がわけられる。それぞれの立

論の根拠が違うが、私の読み限りでは、無理心中説の可能性が高いと思う。と

いうのは、お力の源七に対する感情はすでに諦念した一方、源七のお力への情
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念はまだ断ち切られないからである。それに、次の四人の噂話から考えてみよ

う。 

 

甲、無理心中説：無理心中説：無理心中説：無理心中説：「彼の子もとんだ運のわるい詰らぬ奴に見込れて可愛

さうな事をした」（八・P33、下線筆者） 

乙、合意説：合意説：合意説：合意説：「イヤあれは得心づくだと言ひまする、あの日の夕暮、お

寺の山で二人立ばなしをして居たといふ確かな證人もござります、

女も逆上て居た男の事なれば義理にせまつて遣つたので御坐ろ」

（八・P33） 

丙、無理心中説：無理心中説：無理心中説：無理心中説：「何のあの阿魔が義理はりを知らうぞ湯屋の歸りに男

に逢ふたれば、流石に振はなして逃る事もならず、一處に歩いて話

しはしても居たらうなれど、切られたは後袈裟、頬先のかすり疵、

頸筋の突疵など色々あれども、たしかに逃げる處を遣られたに相違

ない、引かへて男は美事な切腹、蒲團やの時代から左のみの男と思

はなんだがあれこそは死花、ゑらさうに見えた」（八・P33、下線筆

者） 

丁、表明なし：表明なし：表明なし：表明なし：「何にしろ菊の井は大損であらう、彼の子には結構な旦

那がついた筈、取にがしては殘念であらう」（八・P33、下線筆者） 

 

この四人の中で無理心中説は二人を占めて、その比率から見ると、無理心中

説の可能性が高いであろうと考えられる。しかし、可能性が高いといっても、

「諸説みだれて取止めたる事なけれど」（八・p.33）とあるように作者が確定

の答えを読者に与えないことには、作者自身の意図があると想定できる。その

意図は噂話によって、結末をつける手法の真意である。 

つまり、二人の如何なる死をたどったかという問うより、その死の意味、噂

の意味を注目してほしいと暗示されている。前田愛氏のいう「肝腎なのは二人

の死体が、冷かな第三者の噂話によって葬送されたという事実だ」65というこ

とから考えれば、世間の人々は、二人の死を一般的な社会事件と見なし、冷や

やかな眼差しで眺め、情死の内面事実を探ったり興味すら示さない無関心の態

                                                 
65 前田愛『樋口一葉の世界〈前田愛著作集第三巻〉』、筑摩書房、1989.9、p.221 



 

 194

度が示され、制度的な評価を下ろした。人間としての感情や、生の苦悩や苦痛

などは摩滅され、埋められた。真に関心を持って、死者たちに同情し、彼らの

運命を悲哀する者は一人もいない。「彼の子もとんだ運のわるい」「可愛さうな

事をした」「何にしろ菊の井は大損であらう」「取にがしては殘念であらう」と

いった言葉から見ると、世間の人々は、当事人と同じような心持をもたれず、

彼らの考え方も理解できないかぎり、死者たちに本当の同情を与えず、世俗の

目で見るしかないのである。宇佐美毅氏によれば、「お力の死後、その魂は空

を飛んでいくように見えた。それが示されるのは、人の死を金銭に換算するほ

かないような、口さがない町の人々の噂話によってであった」という。66誰一

人お力の内心の真実が理解できず、世俗価値に葬られるお力の死には、アイロ

ニーの意味合いが込められている。お力は男性社会に葬られ、犠牲されたにも

かかわらず、町の人はお力の逃避的行為を貶し、「引かへて男は美事な切腹」

「あれこそは死花、ゑらさうに見えた」と専ら源七の行為を称賛した。源七の

死が称揚されることは、一層彼女の運命の悲劇性が相対化され、強調されてい

るものである。 

お力はやっと思い切って源七と絶縁を決心したが、相手が断念しない限り、

女は男との絆が永遠に結ばれ、いつまでも「宿縁」から脱出できない。自分の

生がいつか男の手につぶされ、断絶され、男の情欲の犠牲者になされる危うい

道を歩いているしかない。いわば、女は自分の「生」と「死」が男に支配され

る宿命である。体を売る仕事につく、出世願望をもつお力は、男に身をまかせ

るしか生きていられない。一方、男によって、いつか自分の生の道が断絶され

る運命がある。また、「恨は長し人魂か何かしらず筋を引く光り物のお寺の山

といふ小高き處より、折ふし飛べるを見し者ありと傳へぬ」（八・p.33）とい

う一文では、お力は恨みを残して死んでいったことが考えられる。彼女は、生

前で「爲る丈の事はしなければ死んでも死なれぬ」といったことがあり、死後

では「死なれぬ」「人魂」になった。彼女は、祖父三代の恨みをはらせず、「宿

世」から脱出できない女になった。つまり、「人魂」となったお力の恨みはそ

の「宿世」からの脱出が敗北した意味となる。 

                                                 
66 宇佐美毅「樋口一葉『にごりえ』－〈女たち〉の声－」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代文

学と「語り」〉』、56巻 4号、1991.4、p.66 
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6.5 行き場のない浮遊する生 

『にごりえ』は名作というより、問題の多い作品であるゆえに、評価の上問

題作とみなされる。この作品は、多様な解釈可能性の物語空間におけるいろい

ろな面相を持ったゆえに、「悲惨小説」（「深刻小説」）、「社会小説」、「写実小説」、

「恋愛小説」などが称されている。近代小説として「女の自意識の劇」の作品

とも称されている。お力の自分の生に対して動揺しがちの心は、お力の「思ふ

事」から来たしているところが大きいのである。その「思ふ事」には、階級問

題としての「酌婦」という職業柄、結婚問題としての出世願望、「宿世」の問

題としての「恨み」を背負う生など、多義的に解釈されることができる。現実

世界に抵抗してきたお力は、日常的な生活空間から脱出しようと試みた。自分

の生の意味へ強く疑問などを投げかけ、「宿世」の重圧を意識し、今まで背負

っている「幾代もの恨み」をはらすことによって、生の苦境から解放されよう

と懸命に思った。その過程において「現実（酌婦という職業、宿世）への抵抗

意識」から「丸木橋を渡る（淫売稼業を押し通して生きる）決断、恨みをはら

す志向」へと変化し、さらに「孤立感、存在の空虚感に襲われる」絶望の境地

までお力の様々な意識変化が窺える。現実から脱出し得なくとも、屈服せずに、

お力はその結婚願望を朝之助に寄せていく。だが、絶望したのち、彼女の生に

対する意識は明確に表明されないままに死を遂げていく。彼女の行き場のない

浮遊する生のありようが最終的に情死という形で収斂されていった。文末に

「恨は長し人魂か何かしらず筋を引く光り物のお寺の山といふ小高き處より、

折ふし飛べるを見し者ありと傳へぬ」という一文から、お力は「恨み」を残し

て死んでいったことが考えられる。その「折ふし飛べる」「人魂」はこの世に

残している女の生の情念や怨念、宿世や社会からの放逐への反抗を象徴してい

る。 

『にごりえ』には、作者一葉が人間や社会の醜悪の相を披露し、女の生を冷

徹に見つめているところは、作者の人間社会への現実認識であり、非情の世間

に反抗する意志が滲み出ている作品であるといえる。そして、「家庭内の女性
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と身を売る女性、この両者の間の差別化、境界をたやすく無効化してしまうこ

と」67が描かれ、家父長制度のもとで差別化された女性に対する無量の同情や、

無情の人生、宿命への悲嘆を込めていた。作者一葉はお力に、「泥中の蓮」を

描くことを意図し、俗との妥協を拒み、「菊の井のお力は鋳型に入つた女でご

ざんせぬ」という意地と張りに生きる強烈な自負を貫いた女として造型された。

だが、それはただの「無力な自負」であり、「絶望的の自己肯定」である。68お

力の内面では、制度から疎外される身、宿世の重荷を反抗してそこから解脱し

ようとするが、「菊の井のお力を通してゆかう」しかないという行き届く極点

を自覚したことによって無力感に襲われ、そして、「菊の井のお力を通してゆ

かう」と決意したのも無意識的に社会への従属志向と、社会の鋳型に入った役

を拒む反逆者としての自負心との葛藤に陥られてしまった結果である。そのす

えに、「私の身の行き方は分らぬ」（五・p22）、新たな生の可能性を開くことは

できない内面意識の葛藤の状態に止まるしかなかった。いわば、『にごりえ』

は、「物思ふ」酌婦お力を通して、制度外の女の行き場のない浮遊する生、お

よび行き届く極点を垣間見ている女の内面心象が『たけくらべ』より深く表現

されている作品であるといえる。

                                                 
67 菅聡子氏によると、〈酌婦・お力、妻・お初。この二人が同一の場面に居合わせることはな

い。一見両者の間にははっきりとした境界があるように見える。だがそれは「制度」のもたら

した錯覚にすぎない〉という。（菅聡子『時代と女と樋口一葉』、日本放送出版協会、1999.1、
p.191） 
68 佐々木雅発「にごりえ」『国文学解釈と鑑賞』39巻 13号、1974.11、p.151 
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第三篇 明治女流文学における一葉文学の解放思想 

1. 一葉文学にみる「女」の意味の二重性 

一葉はこれまで多くの女性たちの反抗の姿を描いてきた。一葉の女性観およ

び一葉観について、まず、松坂俊夫氏は次のように指摘している。 

 

「一葉の「女」について考えてゆこうとする今、最初に留意しておか

なければならないのは、この一葉における「女」の意味の二重性、もし

くは二重構造ということである。つまり、一葉の「女」とは、一葉とい

う一人の作家の描いた「女」を意味すると同時に、「女」である人間一葉

をも意味していることである〉1というのである。樋口一葉の創作表現を

論じている際に、従来の評論家や研究者たちは、主に「女」である人間

一葉を中心に研究している。まず、『めさまし草』（明 29.4）の幸田露伴・

斎藤緑雨・森鷗外の時評「三人冗語」で、森鷗外は〈われは縦令世の人

に一葉崇拝の嘲を受けんまでも、此人にまことの詩人といふ称をおくる

ことを惜まざるなり〉と記し、抒情的でロマンティックな〈まことの詩

人〉一葉という、芸術派ないし耽美派的な一葉観が成立した。2抒情的な

詩人樋口一葉という見方に対して、虚無的なリアリスト、シニシズムに

生きた一葉という見方がある。〈斎藤緑雨は、一葉の本質を泣きての後の

冷笑と規定し、秘められた烈しい憤懣と抗議、そして鋭いアイロニーと

深いペシミズム、更にはシニシズムの精神を発見している。さらに、関

良一は、その日記をもとに、一葉の意図は天地の誠の描出にあり、国家

の大本の具現にあったという一葉の文明批評家的・社会主義的傾向を指

摘し、一葉経世家説を提示した。」3 

 

この考えは後に修正されて経世家としてよりも女侠的な一葉観に傾くが、一

                                                 
1 松坂俊夫「一葉の〈女〉」『明治文学の展開〈近代文学 2〉』、有斐閣、1977.9、p.109 
2 「三人冗語」は、樋口一葉の文学に最初の批評であり、その文学の価値を決定づけたとさえ

いえるものである。（松坂俊夫「一葉の〈女〉」『明治文学の展開〈近代文学 2〉』、有斐閣、1977.9、
p.110） 
3 松坂俊夫「樋口一葉評価の位相」長谷川泉・紅野敏郎・磯貝英夫編『資料による近代日本文

学』、明治書院、1979.7、p.35 
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葉後期文学には文明批評的、社会主義的な傾向性を有するという、一葉観を導

き出すことになった。このようなさまざまな一葉観を提示した次に、そのリア

リズムを追うことが、一葉文学の近代性の検証に繋がるはずだと藪禎子氏が考

えられている。その点について、樋口一葉を封建的、旧時代的な「女」とみる

か、進歩的、近代的な「女」と考えるかという問題を問わざるを得ないことに

なり、いまだに意見が分かれた。前者の一葉観は、相場御風氏の「樋口一葉論」

が代表的である。相場御風氏は次のように論じている。 

 

「一葉は最後の旧き日本の女であつた。今日以前乃至今日以後に於て、

如何なる形を以てして旧き日本の女の訴ふる声が起らうとも、結局最後

の旧き日本の女は一葉である。ほんとうの日本の女の新しい自覚は一葉

が思ひ詰めた境地を徹底的に経なければ、到底得る事は出来ぬ、一葉は

矢張り The Last Woman of Old Japanであつた。」4 

 

こうした考えは、『青鞜』の「新しい女」の一葉観にもなり、平塚らいてう

は「女としての樋口一葉」の中で、「一葉には一葉自身の思想がない。問題が

ない。創造がない。作品の総てが弱者と又弱者の数に洩れぬ女に対する熱烈な

同情なのはあやしむに足らぬ」と批判し、「彼女の生涯は女の理想（彼女自身

の認めた）の為め、親兄弟の為めに自己を殺したもの。其価値は消極的の努力

奮闘そのものである。彼女の生涯は否定の価値である。矢張り彼女は〈過去の

日本の女〉であつた」5と結論している。同じように、平林たい子氏も、「樋口

一葉論」で、「彼女の作品に時々現れる社会的不正に対する批判や、硬化した

道徳に対する反撥やは、決してそれと堂々闘はうとしたり、抗議の性質を帯び

た辛辣さを持つたものではなかつた。どんなに中心的な常識から離れてゐる様

でも、結局ある範囲を超えてはゐなかつた」とその封建的イデオロギーを指摘

し、「あの頃の社会との比較に於て論じる時に、決して彼女が社会の進歩的な

部分を代表してゐなかつたといふ結論を持つて来ざるを得ない」6と記してい

                                                 
4 相場御風「樋口一葉論」『樋口一葉・明治女流文学・泉鏡花集』、筑摩書房、1972.5、p.428 
5 平塚らいてう「女としての樋口一葉」『樋口一葉〈群像日本の作家 3〉』、小学館、1992.3、p.50-54 
6 平林たい子「樋口一葉論」『樋口一葉研究〈近代作家研究叢書 117〉』、日本図書センター、

1992.10、p.167-176 
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る。一方、〈過去の女〉〈最後の旧き女〉という考えに対して、一葉を〈新しい

女〉とみる見方について、松坂俊夫氏は、〈古い日本の教養と思想の中に生き

た一葉ではあったが、晩年には女性の解放をめざす文学を志向して〉7、〈一葉

は、愁訴のかたちで、社会に抗いの声をあげた、近代女性の夜明けの星であっ

た8〉と考えている。また、熊坂敦子氏は、 

 

「一葉の内在した反抗心を考えれば、古い女としてのみ片付けるのは、

必ずしも当を得ない。確かに一葉は、きわだって近代的な視点を据えた

思想や行動力は持たなかったが、その時代の当面した問題にも誠実に反

応し、批評した。一葉は、その抵抗を外部に働きかけるよりも、内則に

こめて苦しみ多い心情の起伏を重ね、辛辣な発言もなした。その果てに

一葉は、女の行き届く極点を垣間見ている。」9 

 

と指摘している。さらに、大石修平氏も一葉は旧い女であるという見解を否

定した。氏は次のように指摘している。 

 

「その作品・日記などから窺われる彼女の姿は、たとえば勝気さ、理

想を求め続けた情熱、堅固な倫理性などなどにおいて、優れた人間・女

性としての典型的な一性格を示している。ことに、気骨ある叛逆の精神

において、人間的腐蝕・頽廃から遠いことを明らかにしている。だから

こそ、其の生涯は鋭い戦いの苦しみを被っていて悩ましくも見えるが、

旧い環境に対する彼女自身の抵抗性はこれを旧きもののなかに埋没させ

て、否定的に片付け去ることを許さぬ積極性を持つものである」10 

 

以上のように、一葉文学に対する批評は、主に「女」である人間一葉を中心

に論じられてきた傾向が窺える。だが、一葉における「女」の意味の二重性に

留意しなければならない。つまり、一葉という一人の作家の描いた「女」を意

                                                 
7 松坂俊夫「樋口一葉評価の位相」『資料による近代日本文学』、明治書院、1979.7、p.35 
8 松坂俊夫「一葉・その軌跡」『国文学解釈と鑑賞』43巻 5 号、1978.5、p.140 
9 熊坂敦子「一葉における文学の意味」『国文学解釈と鑑賞』39巻 13号、1974.11、p.54 
10 大石修平「樋口一葉」『日本文学』1巻 1号、1952.11、p.17 
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味することである。それを明らかにすることによって、新たなも一葉観も見出

すことができようと思う。したがって、以上のような先行論を踏まえたうえで、

まず、作品における家庭内に生きる「女」、および家庭外に生きる「女」を意

味することから検討してみる。 

一葉は、俗世間と同化することのできない世外の狂人となって、又、自ら制

度からはずれた「疎外者」11となって、俗物的社会の機構の中に組み込まれる

女性の生き方を拒否し、女性の自我を密閉させるものを告発し続けた。描かれ

たヒロイン像に視点をあてて考えてみると、作品の中で激しい姿勢を「女」に

とらせているのは『やみ夜』（明 27.7）が初めてなのである。『やみ夜』のお蘭

は、「女子は温順にやさしく事たり」という女徳を否定し、自我の善悪基準（義

理・仁義）を持ち、男性権力者に主導される社会の不義、不正と対峙して、性

差の支配構造へ反発している。そして、お蘭は、怨念、恨みを自分の内に抱え

込んで、「強情我慢」の女として身を据えながら、執念深い女性の内面に潜ま

れている悪魔の本性を見出し、人間性を喪失した「女夜叉」へ変貌し、男を自

分の分身として操作するようになり、性的支配構造を逆転し、男性支配体制へ

の反逆、挑戦に働きはじめた、という前期に見られない女性像を創出した。『や

み夜』では、「涙の後の女子心」という恐ろしい、強い凄味のある反抗心、執

念、魔性を持っている女性の自我を表現している。その作品は一葉後期小説の

方向を示し、一葉が徐々に女の心と女の身体に凝視し、女の中に鬱屈する性の

表現、情念と身体の相克様相に注目していくようになった。はじめて『軒もる

月』（明 28.4）で女性の生理、情念を女の自己語りによって描出してきた。そ

の自己語りは、女性自我の身体感覚や感情が現実の拘束から解放され、自己回

復を求めようとする主体的姿勢である。お袖が殿からの手紙を開封することは、

「節婦」「貞女」となるべき、家や夫のために守られるべき性的道徳規範への

挑戦であり、最後に、「狂気」を呼ぶまでの激しい情念に追い詰められる「高

笑い」は、女の情念を家の中に閉じ込ませる性的役割、ジェンダー規範に対す

る反発であると考えられる。 

家制度に縛られる女性の反抗表現の中で、『軒もる月』のお袖のように、妻

                                                 
11 女性にとって自己意識を持つことは、疎外者として自らを知ることであり、その自我は疎

外者の自我としてしか認識されえなかったのであるという。（水田宗子『ヒロインからヒーロ

ーへ』、田畑書店、1982.12、p.57） 
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の性的規範から解放しようとする外向的な反抗姿勢をとっている女性が見ら

れる一方、自己犠牲の道を選んで妻の身体を押し通し生き続けている、という

内向的な被虐的反抗姿勢をとっている女性も描かれている。結婚の制度を拒否

する女性は『経つくえ』『暁月夜』『琴の音』『にごりえ』にも描かれるが、人

形妻としての身から脱出する意志を諦め、かえって妻としての身体を演じなが

ら、母としての意志で生き通す道を選ぶ、という反逆的な反抗姿勢をとらせた

のは、『十三夜』（明 28.12）のお関である。一葉は、この作品で、女の自意識

と身体の亀裂性に注目した。女性の自我を密閉させる家制度の空間への反抗は、

お関の離婚決意という妻の告発から明示され、そして、家制度の壁への対抗は、

分裂する心と身体として生き通しようとするお関の決意から暗示されている。

家に閉じ込められる女の無力な反抗に対して、一葉は、いっそう最後の作品『わ

れから』（明 29.5）で家の閉塞感や秩序を突き破って、家から逸脱する女を創

出した。自我の欲望を充足するために、夫や子を捨てる「悪女」に変貌した美

尾と、自我のセクシュアリティを満たせず、姦通的身体になったり、身体の病

にかかったりしたお町を通して、女性の自我の欲望、エロスを密閉させる家制

度、性的役割の規範に対する正面から挑戦した。『軒もる月』に見られるお袖

の内なる情念と規範される身体との相克状態から脱却し、最後の作品で、女性

が自己のうちに膨らませつつあった欲望や情念を、身体と合一し、女性の自我

意識（反抗心、欲望、情念など）が内面に潜まずに行動を出して表出してきた。

これまで見てきたように、自意識を抑圧し、家父長制度に規制された妻の役割

を尽してきた女性たち（お袖、お関）は、社会に固定された道徳規範を越えて、

姦通に走るまで自我の意識に従って生きようとした女性へと変容する。一葉は、

家に閉じ込める女性たちの性に目を向け、お蘭の執念、お袖の情念、お関の意

志、美尾の欲望、お町のエロスといった女性の内面意識を描きだし、そして、

それぞれに化せられる「魔女」、「不貞の女子」、「人形妻」、「悪女」、「逸脱する

女」といった女性像を通して、男性社会の性差構造や、家父長制度の女性に求

められる性的役割へ反抗し、女性の性を規制する差別を批判した。「魔女」や

「悪女」などの女性像は、渡辺氏の言うように、〈ジェンダー化された女性の

身体から逸脱した、強い欲望と自己主張をそこに宿している。ジェンダー化さ

れた女という身体から逸脱した欲望の主体は、性差文化の構造をゆさぶり、解
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体する〉12というのである。これは、ジェンダー化され、他者化された女性の

身体の記号や意味を否定し、女性のセクシュアリティの主体、欲望の主体を取

り戻しようとする一葉のジェンダー規範に対する挑戦の姿勢である。 

また、「近代の理想とする制度の中にはまらない女性たち、具体的には遊女

や妾といった女性たちは、知識人の言説のなかではひたすら糾弾される存在に

なってしまうのですが、一葉はそうした近代の制度からはみ出る女性たちの立

場から発言できる稀有な書き手」13であるといわれている。一葉は制度に封じ

込められた女性、制度に排除され差別視される女性の怨念ともまがう批評と反

抗の姿勢を描き、娘、妻、母であろう、娼婦であろう、同じような精神と肉体

をもつ人間であるという視点から女性を見据えている。「残簡 その二」に表

れているように、「天地は私なし 萬物おのおの所に随ひておひ立ぬべきを何

物ぞはかなき階級を作りて貴賎といふ 娼婦に誠あり （略）一人娼婦斗せめ

をうくるは何ゆゑのあやまりならん あはれこれをも甘じてうくれはうき世

に賎しきものゝそしりをうくるもむへなるかな」14と晩年に丸山福山町で書か

れた人間平等の思想である。制度外に生きる女性たちといえば、『たけくらべ』

（明 28.1～明 29.1）の「女王様」美登利と、『にごりえ』（明 28.9）の「鑄型に

入つた女でござんせぬ」お力とともに、自我意識に従うまま振る舞いをしてい

るわがままな女性である。一方、社会からの疎外され、軽蔑される自分の身分

を自覚し、自分の「性」を売り出させた身体に劣等感や無価値感といった感情

を抱き、女性嫌悪に陥ってしまう傾向がある女性たちである。美登利は、商品

化される体の成熟を拒否し、お力は差別視される自分の体を嫌悪している。娼

婦になる美登利に比べ、お力はもっと下等な身分であり、二重的軽蔑視される

私娼である。だが、たとえ身は賎しい稼業に染まっていても、世から排除され

る存在としても、お力は意志的に強い女、意地と張りに生きる女である。自ら

も世を拒否することで、女性の生き方である人妻となり母となるという世の価

値を否定し、世俗と同和し妥協することのできない「気違ひ」の狂人として、

社会の性的差別機構と対抗している。そして、美登利は娼婦になる宿命を拒否

                                                 
12 渡辺澄子『女性文学を学ぶ人のために』世界思想社、2000.10、p.18 
13 佐伯順子「座談会 樋口一葉―これまでの、そしてこれからの」『国文学解釈と鑑賞』68巻

5 号、2003.5、p.20 
14 塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集』〈第三巻 下〉、筑摩書房、1978.11、p.752 
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している一方、お力は酌婦の身で生きざるを得ない宿命と、「幾代もの恨み」

を背負っている宿世、という二重的な定めを抵抗している。一葉は、美登利の

変貌、お力の独白夢遊を通して、女性差別、宿命に対する拒絶、「女の性」が

「遊び」となり、人身売買されることや、女性を性奴隷にした非人間性への抗

議を表現してきた。 

一葉の志向の原型を、「英雄豪傑の傳仁侠義の行為などのそゝろ身にしむ様

に覚え」15、「金銀はほとんど塵芥の様にぞ覚えし」16という、道義的、精神的

なものを求める志向から出発したのである。一葉の処世観が三月の「塵之中日

記」に表れている。「虚無のうきよに君もなし 臣もなし 君といふそもそも

偽也 臣といふも又偽也 いつはりといへどもこれありてはじめて人道さだ

まる 無中有を生じてこゝに一道の明らかなるものあれば人中に事をなさん

とくはだつるものかならず人道に寄らざるべからず」、「こゝろは天地の誠を抱

きて」、「天地の誠は虚無のほかにあるべからずといへども人世の誠は道徳仁義

のほかにあらず」17と書いているように、一葉がすべての世の価値（上下階級、

貧富貴賎）を偽や虚無と見なし、自分の心の誠（本性、信念）を貫いて生き方

を求め、「人道」「道徳仁義」の精神、人間個性の尊重を重んじている。現実社

会の不条理を身をもって体験した一葉は、「塵中につ記」の中で、「あれにあれ

しは敷嶋のうた斗か道徳すたれて人情かみの如くうすく朝野の人士私利私欲

をこれ事として国是の道を講ずるものなく世はいかさまにならんとすらん」18

という「朝野の人士」の堕落を嘆きつつ、理想的な社会の有様を考えている。

人の心が天地の法則に即して動かせれば、立派な人だろうと愚かな人だろうと、

男だろうと女だろうと何の区別もなく、「わが心はすでに天地とひとつに成ぬ 

わがこゝこざしは国家の大本にあり」19という世の中の不平等から超越した理

                                                 
15 明治二十六年八月の「塵の中」日記に次のように書かれた。「七つといふとしより、草々紙

といふものを好みて手まりやり羽子をなけうちてよみけるが其中にも一と好みけるは英雄豪

傑の傳仁侠義の行為などのそゝろ身にしむ様に覚えて凡て勇ましく花やかなるが嬉しかりき」

（塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、p.315） 
16 「下のこゝろにまだ何事を持ちて世に顕はれんともおもひさだめざりけれど只利欲にはし

れる浮よの人あさましく厭はしくこれ故にかく狂へるかと見れば金銀はほとんど塵芥の様に

ぞ覚えし」（塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、
p.315） 
17 明治二十七年三月「塵之中日記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、p.373-374 
18 明治二十七年三月「塵中につ記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、p.379 
19 明治二十七年三月「塵中につ記」の中で次のように語られている。「かひなき女子の何事を
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想的な社会の根本が道義にあるべきであり、それに従うのは自分の志向である

と表明している。こうして、一葉が家制度内に生きる女性たちに対する男性支

配体制、性的道徳規範への批判や、売春婦に対する不当な人間差別への抗議は、

道義的な社会理想に基づく、男女平等、階級打破、女性の人権復権を訴えたも

のであり、一葉の近代人間解放思想に発するものであると考えられる。そして、

一葉が女性の「性」（精神と肉体）を語ることによって、資本主義社会の非人

間的現実を批判しようとする。女性の「性」を語ることから女性は制度に創ら

れた「温順」たる女子、「良妻賢母」たる婦人、「悪魔の生まれ替りにはある」

娼婦ではなく、世の固定規範や観念に嵌められない主体としての自我意識や性

情をもつ人間であるという一葉の近代人間尊重の精神が窺える。それで、一葉

の描いた「女」を意味することは、ジェンダー規範にそう女性性を越えようと

する自我に目覚め、強い意識をもつ人間であるという意味をしている。一葉が

『やみ夜』から『われから』まで、女の意識と女の身体とともに視線を注いで、

女といっても、既成の価値規範に鑄型されるものではなく、主体的な意識や性

情をもつ人間であるという女の自我の強さを見せた一面を語ろうとした。 

しかし、明治の社会制度や道徳規範と衝突したとき、強い反抗精神を持って

いても、その障碍の前に止めてしまった。作品に見られる女性たちは、社会の

壁に対して決して泣き寝入りはしないけれども、消極的な退行姿勢をとって、

情緒的な反動に止まってしまった。それは、一葉文学から見出した新たな近代

的思想における自意識の挫折であり、女の自我の弱さを見せた一面である。『や

み夜』のお蘭は、八年間松川家に閉じこめ、反逆の情緒を持っていても主体的

な行動に出せず、復讐の行動は、直次郎に依頼したのであり、そして、二人の

復讐は、結局「汽車は国中に通ずる」文明開化の近代社会に前に敗れ去って姿

を消してしまった。日記の上で、一葉の社会批判は、「文明開化か百鬼夜行か

筆こころにしたがはば材料は山ともいふべし」20と記されているように、当時

                                                                                                                                            
思ひ立たりとも及ぶまじきをしれどわれは一日安きをむさぼりて百世の憂を念とせざるもの

ならず かすか成といへども人の一心を備へたるものが我身一代の諸欲を残りなくこれにな

げ入れて死生いとはず天地の法にしたがひて働かんとする時大丈夫も愚人も男も女も何のけ

ぢめか有るべき 笑ふものハ笑へ そしるものハそしれわが心はすでに天地とひとつに成ぬ 

わがこゝろざしは国家の大本にあり わがかばねは野外にすてられてやせ犬のゑじきに成ら

んを期す」（『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、p.379） 
20 明治二十六年二月七日「よもきふにつ記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、
p.202 
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の文明社会に対する痛感をもっている。『やみ夜』の中に、一葉の「文明開化

か、百鬼夜行か」の実感が紛れもなく現れているが、明治社会の厚い壁に対し、

一葉がただ突き破ろうとしても突き破れぬ現実を受け止め、反逆者の反抗が

「宿命」21という型で締めくくりをつけたのである。さらにいえば、女性の明

治社会の厚い壁への対抗は、最初からすでに不可能性を認め、最後の失敗によ

って、その不可能性を「宿命」として受け止めただけである。『十三夜』のお

関も同じように、実家の格子戸の前に立った時点ですでに離縁状をもらえない

と考え、父親の反対によって、原田家の妻として被虐的な生を押し通すしかな

いという宿命を認めた。お関のとらせた反抗姿勢は、ただ心と身体を分裂する

ことによって、妻としての役割を勤めつづけるという消極的なものである。ま

た、『にごりえ』のお力が社会の女性差別や宿世に対する反抗姿勢は、自ら社

会疎外者として社会の蔑視を耐えているだけであり、意識的抵抗、情緒的な反

動に止まった。独白夢遊の時点ですでに前代と現世の定めを引き受ける重圧を

感じ取り、宿命を超えようとするが、宿世と宿命から脱出する術を明確にとら

せず、意識的な葛藤の状態に止まり、「菊の井のお力を通してゆかう」という

消極的な姿勢をとるだけである。語り手が最終的にお力の反抗を情死という形

で収斂させ、娼婦の生の定めを意味づけるによって結末をつけた。『たけくら

べ』の美登利も自分の運命に対し、意識的抵抗、情緒的な反動という消極的な

姿勢をとっただけである。語り手が最初から美登利の宿命を意識し、最後に娼

婦になる運命の苛酷を悲しみをもって抒情的に宿命の「哀れ」を美しく描き出

した。さらに、『軒もる月』のお袖も明治社会の厚い壁に対し、ただ意識的抵

抗、情緒的な反動を表し、最後に高く笑いをして、すべてを無化しようとする

「虚無」に収斂される心構えで女の情念を片付けるという消極的な内攻する姿

勢をとらせた。一方、女性の消極的な反抗姿勢に対し、『われから』の美尾は、

自発的に行動を出して、自ら家を出て、妾の道を選んだ。そして、お町は、夫

を諌め、夫を脅迫する言動を出したまでの反発行為が見られる。しかし、一葉

は、結局美尾の反抗行為を否定し、娘のお町が前代の定めと、現世の定めを引

                                                 
21 宿命という観念の中には、仏教的な土壌が底にあり、当然諦念が含まれてくる。同時に古

典の教養からくる一葉の伝統的な感性は、その中に滅び行くものの美をも感じ取っていたに違

いない。（高木利夫「構成から見た一葉の宿命観」『法政大学教養部紀要（人文科学編）』巻号

50、1984.7、p.45） 
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き受けなければならぬという反抗の無効を宿命として受け入れたのである。 

それに、「未来」「今」「過去」という三つの時間を捉えることで、変えれな

い、あるいは帰れない定められる現実を示し、それらを引き受けなければなら

ぬ「宿命」として受け取った。女主人公達の「今」は社会制度や倫理規範に規

制された身分や、美登利の「未来」は娼婦になる運命、お町の「未来」は孤独

な生活を送る運命や、家族が亡くなった「過去」（お蘭の父とお力の父祖）、親

しい関係だった「過去」（お袖と桜町の主人、お力と源七、お関と録之助、美

尾と与四郎）といったのである。このように、女性たちの精一杯の抵抗は、明

治社会の壁の前に、定められる運命に前に、全く無力なものでしかないことを、

一葉は「宿命」や「虚無」として認めている。 

さらに、女性が現実から脱出できなかったのは、現実の束縛を背負っている

故であるほかに、男性社会によって規制される娘、妻、母となる身体の記号を

内面化し受容していることも関わっている。たとえば、『やみ夜』のお蘭は、

父の恨みをはらすため、〈父の娘〉としての役割を果したいという意識に強く

支えられている。『軒もる月』のお袖と、『十三夜』のお関は、家や夫のため、

妻となるべき母となるべきであるという身体の規範や道徳倫理（「家的感情」

という血縁倫理や恩返しという道義など）を受け入れた。そして、無意識に家

父長制を支える従属的な身体としての機能を担っているからである。たとえば、

『われから』のお町は、自己を同一化する「家」に依存し、母の美尾は自らの

身体を差し出し、男性に求められた性的欲望を満たす存在として、家父長制の

補完として機能している。また、『たけくらべ』の美登利、『にごりえ』のお力

は、社会共同体に排除された存在であるゆえ、社会共同体に属しようとする志

向をもっている。それは、娼婦たちが男性社会によって商品化される身体から

記号化される身体へと変え、共同体に回収されていくことを暗示している。 

こうして、一葉の描いた「女」を意味することについて言えば、一つは、女

性であることは、強者であり、人間であるという自我に目覚め、女性の内面意

識を深く見詰めることによって女性の自我を表現し、女性性を越えようとする

女の性である。もう一つは、女性であることは、弱者であり、敗北者としての

自己、疎外され、抑圧された存在としての自我を自覚し、社会の壁の前に対抗

できない「宿命」を引き受けなければならぬ女の性と、男性によって記号化さ
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れる身体の機能を担っている女の性である。女が反道徳の意識をもち、女とい

うカテゴリーを超えて自我に生きようとしても、社会制度や規範を前にしては、

何等かの術を持たず、生の極点に辿りついた一葉の自意識の屈折、無力感が後

期の作品に投影されていった。 

 

 

2. 「われは女成けるものを」という女性認識 

『たけくらべ』は『めさまし草』で「三人冗語」に絶賛され、高い評価を受

けた後、一葉の名前は世間の評判となった。だが、一葉はその好評に対して不

満を抱いている。明治二十九年五月二日の日記には、一葉の感想が次のよう記

述している。 

 

「我れを訪ふ人十人に九人まてはたゝ女子なりといふを喜ひてもの珍しさ

に集ふ成りけり さればこそことなる事なき反古紙作り出ても今清少よむ

らさきよとはやし立る 誠は心なしのいかなる底意ありてともしらず我れ

をただ女子と斗見るよりのすさび されば其評のとり所なきこと疵あれど

も見えずよき所ありてもいひ顯はすことなくただ一葉はうまし、上手なり、

餘の女どもは更也、男も大かたはかうべを下ぐべきの技倆なり、ただうま

し、上手なりといふ斗 その外にはいふ詞なきか いふべき疵を見出さぬ

か いとあやしき事ども也」22（「ミつの上日記」明治 29.5.2） 

 

一葉は、『たけくらべ』による名声を得ながら、かえって「女」であるゆえ

の無力さを感じ取り、女であるという一事が社会の女性観に括り付けられる存

                                                 
22 明治二十五年五月二日「ミつの上日記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、
p.483 
【現代語訳】「私を訪ねて来る人は十人中九人までは、私が女性であるということを喜んで、

もの珍しさで集まってくるのです。だからこそ私が何の取り柄もないつまらない本などを書い

ても、すぐさま現代の清少納言よ紫式部よとはやし立てるのです。これは愚かな者たちが、私

の考えがどんなものかということも知らずに、私をただ女の作家だということだけで、面白が

っているのです。だから彼らの批評の取り柄のないことは、私の作品に欠点があっても発見出

来ず、良い所があっても指摘できないのです。そしてただ、一葉はうまい、上手だ、他の女性

作家は言うに及ばず大方の男性作家も負けるような技倆を持っていると言って、ただ、うまい、

上手だを連発するばかりです。それ以外には批評の言葉を持っていないのだろうか。または、

欠点を発見出来ないでいるのだろうか、まことに不思議な事です。」（高橋和彦訳『完全現代語

訳 樋口一葉日記』、アドレエー、1993.11、p.414-415） 
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在であると考えるようになる。自らをとりまく人々の視線は、自身の「才」よ

りも「女」という性的身体に向けられるものであることを認識していた。自分

が「女」だから、世の中の男どもは、才能のある女性を珍しく見ていて、うま

いとか上手とかという言葉で褒めて、作品を高く評価したのであり、作品にど

のような真意が潜んでいるとも知らないで、どこが悪いのかも見えず、女性作

家であるという点に興味をもっているだけである。〈一葉が、「閨秀作家」の第

一と注目されるようになったのは、『にごりえ』が発表された後である。そし

て、いくつもの新聞や雑誌に、一葉作品への批評が載り、賛辞がいたるところ

で巻き起こり続ける。〉23菅聡子氏によると、〈『にごりえ』の好評から『めさ

まし草』による絶賛後まで、一葉日記に記された彼女をめぐるさまざまな人の

渦は、若い女性作家がまさに一つの商品として、文学者仲間や評論家や出版社、

そして読者たちの欲望に取り巻かれ、流通させられようとしているさまをあり

ありと伝えている。だが一葉がそのような自分の現世的な成功を、冷ややかに

醒めた目で見つめ、むしろ絶望や虚無の方に傾いていったのは、彼女が商品と

しての自分、〈女性〉作家という商標のついた商品としての自分を自覚してい

たからである〉というのである。24一葉が求めていたのは、女の性的身体に対

する関心ではなく、自我を持つ人間である作家としての自分（女）の内面の性

を理解してほしいのである。〈世間一般が『にごりえ』を「熱涙もて書きたる

もの也」と口をそろえて評価したのに対し、緑雨は「我が見るところにしてい

はしむれば、むしろ冷笑の筆ならざるなきか」と全く違う見解を示し、『にご

りえ』の熱涙の裏に隠れた冷笑を看破した〉。25七月十五日の夜更け、折から

の大雨の中を訪れた斎藤緑雨26が、一葉の文学について次のような肝心な発言

をしている。 

 

「世人は一般君がにごりえ以下の諸作を熱涙もて書きたるもの也といふ 

                                                 
23 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』、勉誠出版、2008.3、p.201-202 
24 菅聡子『時代と女と樋口一葉』、日本放送出版協会、1999.1、p.281 
25 杉山武子『一葉樋口夏子の肖像』、績文堂出版、2006.10、p.236 
26 本名斎藤賢。慶應三年生まれ、「かくれんぼ」「油地獄」（いずれも明治 24）などで知られた

小説家であり、「小説八宗」（明 22）など風刺的文体を駆使した批評を書いて注目を集めた評

論家である。また『めさまし草』「三人冗語」欄の合評者の一人である。（戸松泉『日本の作家

100人 樋口一葉－人と文学』、勉誠出版、2008.3、p.204-205） 
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こは萬口一齊の言葉なり さるを我が見るところにしていはしむればむ

しろ冷笑の筆ならざるなきか、嘲罵の詞も真向よりうつてかゝるあり、

おもては笑みをふくみつゝ君はかしこうこそおはせ、いとよき人におは

します、と優しげにいふ嘲りもあり、君が作中には此冷笑の心みちみち

たりとおもふはいかに、されど、世人のいふが如き涙もいかでなからざ

らん、そは泣きての後の冷笑なれば正しく涙はみちたるべし」27（「ミつ

の上日記」明 29.7.15） 

 

緑雨は一葉文学の本質を「冷笑の文学」と見抜いたのであるが、一葉がただ

笑っているばかりで答えなかった。おそらく、緑雨は一葉作品の核心を、「泣

きての後の冷笑」という言葉で表現して、一葉の泣きつくした涙の段階から一

段上の境地に抜け出ていると理解されても、作品に女心の奥が潜んでいるもの

をまだ見通ししなかったかもしれない。緑雨は自信ありげに一葉文学を看破し

た自分の評価をどう思うか、一葉が笑いで対応しているように、他者に理解さ

れないことに対して、皮肉を言うような笑いを表すだけで、他者の愚かさが言

うまでもなくはっきり示されてくる。その笑いは、『やみ夜』のお蘭の「人こ

そ知らね心の底には冷やかに笑ひぬ」と同じように、自己陶酔状態（オイフォ

リア）である。小此木啓吾氏は次のように指摘している。 

 

「笑いは、嘲笑・冷笑・高笑・皮肉な笑い……という具合に、優越感

や勝利感、ひいては、嘲り・皮肉・冷たさの表現の意味をもつ。心理状

態の極致、つまり躁状態（マニイ）や、自己陶酔状態（オイフォリア）

である。その時、自我感情は高揚し、拡大し、自己愛は肥大し、周囲の

人々、事象はすべて、自分の思う通り、自分の感情と一体になって動い

                                                 
27 明治二十九年七月十五日「ミつの上日記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、
p.517 
【現代語訳】「世の一般の人は、『にごりえ』以下の諸作をあなたは熱涙をもって書いたものだ

と言っている。これは万人が万人みな言っている言葉です。しかし私が見たところで言えば、

むしろ冷笑をもって書いたのではなろうか。嘲り罵る表現の仕方を考えてみても、真正面から

打ちつける嘲りの言葉もあれば、表面は笑みを含みながら、賢い人だ、善い人だと、いかにも

優しそうに言う冷笑の言葉もあるのです。あなたの作品にはこの冷笑の心が満ち満ちていると

思うのですがどうでしょうか。」（高橋和彦訳『完全現代語訳 樋口一葉日記』、アドレエー、

1993.11、p.439） 
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ているように感じられる。いわばそこにはナルシスチックな全能感が成

立している。そして自分の受ける感覚は、すべて快となり、自我は、そ

のすべてを自分へのくすぐりと感じてしまう。」28 

 

このように見ると、お蘭の冷笑は、優越感、ナルシスム的快感という自己陶

酔状態であれば、お袖の微笑は、一種の自己解放、自己回復を得た勝利感の表

現であり、そして、最後の高笑は、自我感情の高まりという躁状態である。お

蘭の笑いとお袖の笑いは、いずれも、笑われる側への愛情とか、配慮とかは失

われていて、自己中心的な、非情さが現れる心理状態である。 

おそらく、その時点で緑雨が見当ったのは、作品に満ちている世間を非難す

るアイロニーだけであったと思われる。それは、一葉自ら体験した貧窮生活、

竜泉寺町などで見聞した下層階級のどん底暮し、そうした見地から生じた社会

批判の視点である。たとえば、『やみ夜』にみられるお蘭の「冷かなる眼中に

笑みを浮かべて」、世間の薄汚さに対する軽蔑、そして本当の悪人が偉人とな

り、善人が悪人となるという社会の不条理に対する風刺や、『たけくらべ』に

おける「をかし」という皮肉な言葉によって社会の矛盾に対する批判や、『に

ごりえ』における世間の人達がお力の死を貶し、源七の死を称揚することに込

められているアイロニーといったようである。しかし、緑雨は、一葉の内面に

あるヒューマニズム、道義的、精神的なものを求める志向を見抜けなかった。

作品の中に移ってみると、一葉が女性の内面を理解できない男たちの人間否定

の野蛮な暴力に対しても冷ややかに見詰めている。後期作品に見られるように、

男達は、女主人公たちの内面精神を見ていなかった。たとえば、『やみ夜』の

波崎は松川家の没落でお蘭との婚約を破ってお蘭を弄び、『十三夜』の原田勇

はお関を精神的に虐げ、『われから』の与四郎は美尾の諫言を聞かずに、美尾

の煩悶を理解しようとしていなく、恭助もお町の言葉を聞かずに保身をために

別居を言い渡し、『たけくらべ』の長吉は美登利に「女郎め」と罵り、『にごり

え』の源七はお初の哀願を聞かずに彼女を叱り、録之助はお力を商売女として

のみその存在を理解される、といったように男達は女性を軽蔑し、差別視し、

女の内面を理解し得なかった。お蘭、美登利、お袖、お力、お関、お町といっ

                                                 
28 小此木啓吾『笑い・人みしり・秘密―心的現象の精神分析』、創元社、1980.1、p.8-9 
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た女主人公たちは、精神的孤児のように、自意識が他者や社会に理解されない、

相容れないことを自覚し、精神的な孤絶の状態に陥ってしまって、自我意識を

持ちながら、時代の反逆児として生きている女性たちである。おそらく、一葉

作品の核心は「泣きての後の冷笑」というところにあったのであるというより、

一葉が一番関心のところが他者に理解されない女性の内面に焦点を置いてみ

れば、作品の核心は、「涙の後の女子心」にあったのであると言い得る。一葉

が「女」を意識したのは、世間の人達が自分の内面を見届けず、「女」として

の自分、すなわち女性規範に括り付けられる自分、男性視点で構築された自分

を認識しはじめたからである。一葉が死の九ヶ月前の日記には次のような心境

がみられる。 

 

「雨じたりの音軒ばに聞えてとまりがらすの聲かしましきにふと文机のも

との夢はさめぬ 今日は二月廿日成きとゆびをるに大かた物みなうつゝに

かへりてわが名わがとしやうやう明らかに成ぬ 木よう日なれば人々稽古

に来るべき也 春の雪のいみじう降たるなれば道いとわるからんにさぞな

侘びあへるならんなどおもひやる 

みたりける夢の中にはおもふ事こゝろのまゝにいひもしつ おもへるこ

とさながら人のしりつるなど嬉しかりしをさめぬれば又もやうつせみのわ

れにかへりていふまじき事かたりがたき次第などさまざまぞ有る。 

しばし文机に頬つえつきておもへは誠にわれは女成けるものを、何事の

おもひありとてそはなすべき事かは 

われに風月のおもひ有やいなやをしらず 塵の世をすてゝ深山にはしら

んこゝろあるにもあらず さるを厭世家とゆびさす人あり そは何のゆゑ

ならん はかなき草紙にすみつけて世に出せば当代の秀逸など有ふれたる

言の葉をならべて明日はそしらん口の端にうやうやしきほめ詞などあな侘

しからずや かゝる界に身を置きてあけくれに見る人の一人も友といへる

もなく我れをしるもの空しきをおもへばあやしう一人この世に生れし心地

ぞする 我れは女なり いかにおもへることありともそは世に行ふべき事

かあらぬか」29（「ミつの上」明 29.2.20） 

                                                 
29 明治二十九年二月二十日「ミつの上」日記『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、
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ここには、女であるゆえに「何事のおもひ」があってもどうにもならないと

いう一葉の嘆きである。一葉は社会に構築された女としての身に拘束された主

体意識としての自己を発見した。語りの主体として認知してきた自己が、実は

社会の通俗的な男性視点で構築された「女性」であることを認識し、主体とし

ての自己と、「厭世家」と呼びかけられたり、「当代の秀逸」と名付けられたり

する自己との間に違和感を感じ取った。自分の存在のあり方は自己主体によっ

てコントロールできないなのだということに気付いた一葉が、「女」なるがゆ

えの無力さを感じるようになった。いろいろな事を思ったとしても、それらは

到底実行できないときに、「われは女成けるものを」という嘆きをしたのであ

る。世の男たちが一葉を「女」の冠をつけたところから評価しているゆえ、「かゝ

る界に身を置きてあけくれに見る人の一人も友といへるもなく我れをしるも

の空しきをおもへばあやしう一人この世に生れし心地ぞする」といったように、

一葉が文壇の中に自分のことを本当に理解してくれる友は一人もいなく、ただ

一人この世に生まれてきたような気持ちがしている。しかし、「われは女成け

るものを」は、ジェンダーの嘆きから出でながら、ジェンダー規範から独立し

た内的世界に生きている女という他者が知っていない自我を意識してから発

せられた強味が含まれている言葉でも読み取られる。それは、一葉の「女」を

                                                                                                                                            
p.471-472 
【現代語訳】 
「雨垂れの音が軒端に聞こえ、ねぐらの鴉の声の騒々しさに、机のもとの転寝の夢は覚めた。

今日は二月二十日だったと指を折っているうちに、やっと現実の世界に立ち戻ってきた。今日

ハ木曜日なので皆が稽古に来る日。春の雪がひどく降っているので、道が悪くて、さぞかし困

っているだろうなどと思いやる。 
今まで見ていた夢の世界の中では、思う事を思いのままに言いもし、私の思ったことはそ

のまま人も理解してくれて嬉しかったのに、覚めると再び現実の私に戻って、言ってはならな

い事や言いにくい事などがたくさん出てくる。 
机に頬杖をつきながらよくよく考えてみるに、所詮、私はか弱い女にすぎない。色々な事を

仮に思ったとしても、それらは到底実行できることではない。 
私に風雅な文学的才能があるかどうかは知らない。またこの俗世間を棄てて深山に隠れる心

があるわけでもない。それなのに私を厭世家と言う人がいる。何故だろうか。ほんの一寸した

つまらない書き物を世に出すと、「現代の秀逸」などとありふれた言葉を並べて、明日はまた

誹謗するだろうその口先で、大げさに褒めそやしたりする。何と侘しいことよ。このような文

壇の中に身を置いて、毎日顔を合わせる人の中には、一人として友と言える者もいない。私を

本当に知ってくれる者は誰もいないと思うと、ただ一人この世に生まれてきたような気持ちが

して、何ともたまらない思いがする。所詮、私はか弱い一人の女にすぎない。たとえどんなに

心の中に思うことがあっても、それをこの世で実行することができるとは思われない。」（高橋

和彦訳『完全現代語訳 樋口一葉日記』、アドレエー、1993.11、p.410） 
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認識するとき、社会に構築された弱い女（「女成けるもの」）と、制約を超えて

自己主体として存在した強い女（「われ」）を切り離して認識したからであると

思われる。 

「文机のもとの夢はさめぬ 今日ハ二月廿日成きとゆびをるに大かた物ミ

なうつゝにかへりてわが名わがとしやうやう明らかに成ぬ」、「夢の中にハおも

ふ事こゝろのまゝにいひもしつ おもへることさながら人のしりつるなど嬉

しかりしをさめぬ」といったように、「夢の中」にいる自分と、現実の世界に

戻った自分を示している。中川成美氏の言うように、〈自己主体を確立し何の

障碍もなく自己実現する夢のなかの「我」と、そうではない現実の「我」との

逡巡は、「誠に我は女成りけるものを」という母体を得て統合される。ジェン

ダーによって分断された不平等を転倒させ、権力の支配・分配原理から独立し

た場所として「女性」を認識したのである。一葉が、自己の語る欲望の発話へ

の拘りを捨て、自己実現の場所としての「女性」、つまり自己身体を発見して

いく。〉30「夢の中」では思う事は心のままに言うことができたし、他者に理

解してくれることもできた。だが、語る主体としての自己は、夢の中で存在し

ているが、現実では「わが名」「わがとし」といった、社会の中の位置に置か

れ、他者による語られる存在となり、自己主体が喪失されてしまうのである。

「夢の中」で自分の抱いていた〈自己幻想〉は、女性というジェンダーを越え

て、作家として、一人の人間として自分の独自の主体感覚を取り戻すことがで

きる。だが、それは、誰にも理解されることはない絶対的な孤絶の世界である。

小此木啓吾氏は「孤独とアイデンティティ」について、次のように指摘してい

る。 

 

「自らも求めて、自分の意志の選択によって、あえて、当面の対人的欲

求を断念して、このような孤独を選ぶ場合がある。誰にも理解されない、

誰にも助けてもらえない、誰からも協力が得られない……そんな悩みを

敢えて自分のこととして選ぶことがある。つまりそうした孤独が、みず

からのアイデンティティ（同一性）であるような、そのような孤独とい

                                                 
30 中川成美「わが如きもの、わが如くして過ぬべき―近代女性文学と語る欲望（２）・樋口一

葉」『論究日本文学』通巻 76、2002.5、p.50 
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うものがある。それは、自分が選んだ生き方とか、使命意識とか、責任

とか、約束事とか、とにかく、その人物にとってはかけがえがない価値

のあるものなのだが、他人にとっては、それだけの価値あるものには思

えないかもしれない何かである。つまりその意味は自分にしかわからな

い。その苦労は、自分にしかわからない。しかし、そうであればあるだ

け、それはその人物には価値ある生き甲斐である。」31 

 

一葉にとって、自分の書いた作品の内実や文学の価値や自分の考え方、理想、

価値観などが理解してくれる人は一人もいない。自分にしかわからないという

孤立感を味わってきた一葉は、「あやしう一人この世に生れし」と嘆き、自分

で一人で背負ってゆくほかならない人生的な孤独をひしひし感じるようにな

った。 

一葉が後期作品の中で、社会の厚い壁の前に何処へも歩み出すことができぬ

佇んでいて、孤立感を味わっている彼女たちの姿を描いた。たとえば、酒席の

場から飛び出したお力や、友人の接待に疲れ庭に逃れていくお町のように、現

実の生活空間から逃れ、独処の空間で心の中の鬱や煩悶などを発露し、孤立感

を味わっていながら、主体感覚を感じ取っている。あるいは、内面深層に自ら

が依拠していた独自の内的世界で主体的意識を保とうとする。『やみ夜』のお

蘭は、亡くなった父への思いを抱きながら、父と一緒に浮世から離れた静寂な

境地にある「よろしき住家」に住みたい家族幻想を抱いている。復讐の執念は

彼女の家族幻想という幻想領域に孕みつつあり、徐々に悪魔意識へと変容して

いくのである。『十三夜』のお関も家族幻想を抱いている女である。家族の団

欒、家族の温情が恋しく、親の娘として家族と一緒に暮らしたい望みを持って

いる。賃仕事でもして両親の側で暮らしたほうが気分が晴れると思っている。

家族共同体の世界で生きている彼女は、家族との精神の絆で結ばれていたこと

によって、原田妻として被虐的な生を押し通すと決意したのである。家族に対

する家族幻想のほかに、お袖、お町、美登利、お力は、性的他者に対する恋愛

幻想を抱いている女性たちである。お袖は、手紙を読む行為で構築される対幻

想の空間で、お袖の情念が次第に解き放たれていく、セクシュアリティが満ち

                                                 
31 小此木啓吾『笑い・人みしり・秘密―心的現象の精神分析』、創元社、1980.1、p.83 
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ていた自己陶酔の世界に入り込んだ。殿と共有している空間で手紙の文字が

「声」に変わって直接に殿から伝達した感情をありありと感じ取り、実体とし

て現れてきた殿との間の性的感覚を満ちていた。対幻想の空間で自ら慰めて自

分のセクシュアリティの充足を味わってきたお袖に対して、お町は自分の情欲

を幻想の空間に抑えずに、実際に身体的な行動によってセクシュアリティの満

足を求めようとするのである。対幻想の空間で夫の恭助がいつも昔のままであ

り、夫と親密な関係だったころの光景や、夫の姿を思い馳せて、「胸のすくほ

ど嬉しう思ひし」になった。しかし、夢からさめて現実に戻ると、夫の不在、

夫の変化によって生じられる空虚さ、心細さを強く意識して、いっそう孤独感、

寂寥感に囚われた。夫と昔のような親密な関係を求めるために、努力してみた

が、夫との乖離をますます感じ取ったお町は、心身とも不安定の状態に陥って

しまった。夫にセクシュアリティの充足をもらえず、徐々に書生千葉に身体的

な性的欲望の満足を求めるようになった。自分の心の中に満たされない欲望は、

自分自身で把握しきれないものになり、自覚的でないうちに、噴出するように

なったのである。一葉は、『われから』のヒロインお町の満たされないもの、

その制御しきれないものを作品の中の「怪しき心」や、日記の中の「怪しうひ

そむもの」32という言葉で表現している。それは、『軒もる月』のお袖は自分

の不貞な心を「悪魔のひそ」む心、「あやなき物」として見なしていると同じ

ようである。それらは、女のセクシュアリティとして捉えられ、他者に理解さ

れることができない、制度の規範に嵌められない女の性を示しているのである

と考えられる。それに、女性の身体は「男性の快楽の対象であり、生殖の手段

でもあって、能動的な欲望やエネルギーを持った主体」33とも考えられないの

であったが、一葉は実際に身体的な行動によってセクシュアリティの満足を求

める女性を描き出し、規範的女性の性に正面から挑戦した。 

このような制度の規範に抑圧される女の性（精神と肉体）の解放を求める妻

                                                 
32 一葉日記によれば、明治二十九年五月二十九日、一葉を訪ねた緑雨は、一葉に二つの質問

を投げかけ、ヒロインお町の稲荷社前の物思いの内実と、お町と書生千葉との姦通の実事の有

無常という二つの問いを一葉に向けた。一葉は、「誠にこれは偶然の出来事なり しかれども

常々おのれも知らぬ心のそこに怪しうひそむ物のありて心細き感は常々有しに相違なかるべ

くさて此事は偶然におこりたるなるべし」と答えている。（明治二十九年五月二十九日「みづ

の上日記」『樋口一葉全集』〈第三巻 上〉、筑摩書房、1976.12、p.485） 
33 渡辺澄子『女性文学を学ぶ人のために』世界思想社、2000.10、p.17 
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たちに対して、娼婦たちの性は、商品化されるものであり、身体を自ら商品と

して売り出すことによって、肉体の性欲を充足させてもらえるが、個人的な恋

愛感情や情欲が職業柄（モノ化される身体）による拘束されたのである。美登

利と信如はそれぞれ将来が遊女となり僧侶となり、二人の添えない運命に対し、

語り手は、互いの純情的な対幻想の空間を「紅入り友仙」と「水仙の作り花」

と化して表現しているのである。美登利は、格子門の外に「紅入り友仙」を信

如に投げ与え、それを媒介して、信如への思いを寄せながら、自分の思いを相

手に届けるように期待している。だが、信如は「紅入り友仙」を拾い上げずに、

それを見ながら、好ましい思いを馳せている。物語の結末に語り手は、「水仙

の作り花」を媒介して、二人の思いを寄せる空間を構築することによって、二

人の純愛を幻想の空間の中に凝結した。美登利の信如に対する対幻想は、恋愛

感情によって生じられるのであり、一方、お力の朝之助に対する対幻想は、結

婚願望によって生じられるのであると考えれる。酌婦としてのお力は、自分の

職業柄で客と交際するうちに本心を隠さなけれならない。そして、人妻となる

という「人並の事を考へて苦労する丈」である。身柄の卑賤を自覚しているお

力が自分の結婚願望を抑えていながら、朝之助との会話場面から彼女の他者に

対する対幻想が垣間見せる。それは、財力を持ち、自分の出身を構わずに互い

に相愛する「一生を頼む」「良人」と結婚して、その理想的な結婚の相手像を

朝之助の身に託し、「寧九尺二間でも極まつた良人といふに添うて身を固めよ

う」という結婚願望を暗示的に相手に聞かせ、「奥様にと言ふて下」さいと期

待し、結婚の理想像を描いている幻想である。お力にとって、朝之助がほかの

客と違って自分のことを理解できる人であり、「一生を頼む人」として身を託

しようとするが、実際には、朝之助が自分の結婚願望を「玉の輿」しか理解で

きないと気付いたときに、情欲の満足をもらえずお力はその夜、朝之助を無理

に泊まらせに、性的欲望の満足を求めるようになった。お力の場合からみると、

娼婦の身体性は、自由的、解放的で、制度の規範による抑圧されずに、性的欲

望の充足を自ら求めるものであるが、情欲は身柄の限界による拘束されるもの

である。一方、お町の場合からみると、妻の身体性が性的規範に規制されるも

のでありながら、一旦情欲の充足を満たさないときに、娼婦と同じように、身

体的な行為によって求める娼婦性をもっている身体となる。 
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このように、家族幻想に生きる女性たちの内面に潜んでいる望みが制度規範

の拘束によって抑えられ、お蘭の「魔性」、お関の「被虐性」と変容されてい

くのである。また、対幻想に生きる女性たちの内面に満たされぬもの、自分に

も制御できないもの、「悪魔のひそ」む「あやなき物」、「怪しき心」といった

情念や情欲が、対幻想の空間に抑えた場合は、お袖の「狂気」、「平常の美登利」

になれぬといった形によって現れ、あるいは、幻想領域から現実世界へと向け

られ、肉体的な接触や結合といった身体的行為によって求めるようになる。明

らかに、一葉が女性の性は、変容されるものや、制御できないもの、拘束され

ないものであることを強調している。しかし、幻想空間に潜んでいる女性の性

は、他者に理解されないものであり、現実世界に拠り所とされる場所もないの

である。日記の中に、「われは女成けるものを」という嘆きを暗示しているよ

うに、女性の性が拘束されるものであり、主体的な自我の理想、信念、志向な

どの自意識をもっていても、既成の女性観に嵌められ、社会的限界を越えれな

い存在である。だから、日記の中に語られているように、夢の中では、自由に

語り、自分の考えていることを理解してくれる人もいて、幻想の世界を自意識

の拠り所として自由的に馳せられていることができる。だが、夢から醒めて現

実に戻ると、そこには、種々の制約が待っており、行く手をはばむ壁の厚いこ

とを知って、理解してくれるものは一人もいないと意識し、無力的、孤独的な

感覚に囚われるようになった。「女」という男の視点から定義したカテゴリー

を越えない一葉は、再び社会的限界を身にしみるように感じ、「我れは女なり 

いかにおもへることありともそハ世に行ふべき事かあらぬか」という吐息をも

らした。 

作品に表現されているように、自我に目覚めた女性たちが、反抗意識をもっ

ていても、時代の壁の前に、退行的な姿勢をとるしかできず、娘、妻、母とし

て、あるいは娼婦として生きる道だけを与えれ、他の道を拓くことができない。

そして、最後に女の定められる運命として受け取った。一葉の解放思想は、「わ

れは女成けるものを、何事のおもひありとてそはなすべき事かは」という諦観

を象徴しているように、社会批判をしたり、人間解放、性の解放を唱えたりし

ても、社会限界に直面したとき、具体的な対策、戦略などを持たえず、ただ情

緒的な反動に止まり、結局「宿命」や「虚無」として受け取っただけである。
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一葉は、お蘭の復讐や、お関の家出や、美尾の出奔や、お町の姦通に擬する行

為などのように、自らの意志で自らの欲望に従って行動する女の姿も描いてい

るが、必ずしも成功を収めない、あるいは他人に不幸をもたらすという結末に

至って、彼女たちの衝動的行為を否定している。最後の作品『われから』では、

それまで描き続けてきた女性像を超えて、女性の新しい道を模索しようとして

いるが、結局、女性の宿命という型で締めくくりをつけた。一葉は大胆な新た

な方向へと向おうとしていたが、行き届く極点を認識したとき、自らブレーキ

をかけ、自意識を屈折せざるを得ないという敗北者としての自己を認識した。

人間的な解放を目指しながら、その可能性を放棄せざるを得なかった一葉の心

象風景が後期作品の中に語られている。現実では自己主体が喪失され、個人の

敗北感を味わっている一葉は、現実の境界を越え、自由に自分の思うように、

「ものを書く、ものを語る」ことができる〈自己幻想〉の空間という小説の世

界を、アイデンティティの拠り所とされ、自己実現の場所としての「女性」を

確認してきたのである。だが、それは、決して真に人間的な解放の花開くこと

はなく、社会と自我の闘争に疲れ、絶望した自我からの逃避の思想であり、孤

独の淵に追いやるしかなかったのである。作品の中に見られるように、家族幻

想に生きる女性たちも、恋愛幻想に生きる女性たちも、幻想空間の中で自分の

独自の主体感覚をもって、アイデンティティの拠り所として自己主体を確立す

ることができるが、その自意識の空間は、現実の闘争と苦悩に疲れ果てた女性

の身を寄せる逃避所、あるいは自己救済の場所としても捉えられる。いわば、

一葉の解放思想は、社会の不合理や制度の規範に対する反発や挑戦しようとす

る「人道」「道徳仁義」の精神を基底として、女性という性別を問題視して、

性差文化や社会制度への異議を申し立て、女のあり方に対する懐疑と追求に進

んで、女性の性をより深められていく探索していく過程の中で、新たな方向を

開拓しようとするが、現実の限界を突破できず、自棄的な心境に陥ってしまっ

たあげく、「われは女成けるものを」という諦観に収斂されるのである。した

がって、現実に対抗できない身の限界を認識したゆえ、現実と衝突した主体的

意識を内面深層や幻想の空間に秘めることによって、主体感覚を保とうとする

のである。 

その中途半端な女性解放の意識からみると、「女であることを超えようとす
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る心と、女であることの甲斐なさを嘆く心と相克の中に生きた女」34としての

一葉を、新しい女とみるか、旧い女とみるかという問題について、一葉の日記

や小説からの考察を通してみれば、恋愛の自由、男女平等、人間解放などを目

指していた一葉小説は、「近代的視点」35を据えたが、解放思想の不徹底で行

動力も持たなかった弱点を持っている。作家の基本的な精神の構図は、「自我」

という新しく発見された視点を備えても、基本においては江戸期の小説の延長

上にあり、「人道」「道徳仁義」「宿命」「虚無」「諦念」という封建的要素を濃

厚にとどめている。したがって、一葉を新しい女とみても、旧い女とみても、

どちらでも嵌められず、近代的な自我意識に目覚めたが、現実の閉塞状況を脱

け出せず、近代と前近代の挟間に生きる女であるといえるだろう。小説の中の

「二葉の新芽に雪霜のふりかゝりて、これでも延びるかと押へるやうな」36

（『ゆく雲』・中）という言葉で語っているよう一葉の生きた時代は、明治政府

が成立してから、間もなく西欧の文明を取り入れ、近代化を歩み始めたが、封

建制をまだ断ち切れなかった。市民生活の上でも、人情、風俗、習慣など、依

然として江戸時代の名残をとどめ、下層底辺の大部分の女性たちが、文明的女

性解放論に縁のない。文明開化政策は女性たちに新たな生きる道を与えずに、

一層女性たちを拘束したのである。女性は文明的に管理されるものとなり、文

明開化の犠牲者となる存在である。一葉文学は、人道主義の見地から自ら体験

した下層底辺の生活で見聞した女性たちの訴えの文学、反体制の文学、人間性

（個性、感情、意識、身体感覚など）を表現する文学、あるいは、現実（身体

の制約）と理想（内面の意識）の挟みに葛藤しつつある女性の自己探しの文学

ともいえる。明治という文明開化の時期において、一葉は時代の壁と直面した

下層底辺の女性たちの自我表現を描いていたが、同時代のほかの女性作家は、

如何なるこの時代に生きる女性たちの自我を表現してみせるか、次に検討して

みる。

                                                 
34 河野郁代「樋口一葉論―一葉文学のゆくえを追って―」『香川大学国文研究』巻号 6、1981.9、
p.60 
35 近代が、人間の尊厳、人命の尊重、暴力の否定、戦争反対、自主自由自立、言論出版信教

良心学問恋愛の自由、男女平等、人権解放等を目指していたことは近代を定義づける定説であ

る。（西尾能仁「一葉文学に見る近代思想」『大東文化大学紀要（人文科学）』巻号 19、1981.3、
p.4） 
36 塩田良平・和田芳恵・樋口悦編『樋口一葉全集』第一巻、筑摩書房、1974.3、p.499 
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3. 明治前期の女流文学にみる近代的女性 

明治以降、近代文学の主要なテーマの一つは、儒教道徳と家長制を軸とする

家族制の問題であった。とりわけ女性にとっては、維新以後文明開化の世界が

開けたからといって、昨日までの男尊女卑の風習が、一朝にして抜け去ったわ

けではなかった。三従七去の女大学式な封建道徳は、依然としてその自由を束

縛する苛酷な制約として存在し、江戸時代とほとんど変ることなく、女性の位

置が旧時代とさして変わらなかった。そのような旧制度のためにもたらされる

女性の悲劇もまた、近代小説のひとつの主題として、各作家によって、多く取

り上げられたのである。その代表作となるのは、徳富蘆花の『不如帰』（明治

31）であろうが、田山花袋の『生』（明 41）にしても、島崎藤村の『家』（明

43）にしても、みな多かれ少なかれ、因習に歪められる女性の運命を、一つの

主題として描き出していた。1 

さらに女流作家には、その苦難の上に、もう一段社会的な困難が加わった。

当時の慣習は女性の文壇進出を容易に許さなかった。女性が書くことは勿論、

読むことすら批判対象となった。だから閨秀作家たちは、ほかの一般の女性が

忍ばねばならぬ因習の上に、さらに古い社会観、職業上の女性差別の白眼視に

もたえる、という二重の困難を苦しまねばならなかった。西洋に範を求めた新

しい文化の形成期、女流文学の母胎となったものは、明治十八年七月キリスト

者巌本善治（1863～1942年）によって創刊された『女学雑誌』（明 18～明 37）

である。2この女子教育、女流文学育成の巌本の理念の実現者が、明治十五年、

フォリス和英女学校高等科の第一回卒業生であった若松賤子（1864～1896年）

である。明治十年代の末には女性の解放と自覚を促した『女学雑誌』一派のよ

うな啓蒙的な運動が、キリスト教の普及をバックに、徐々にもり上がってきた

ものの、キリスト教は本質的に反文学的であるから、『小公子』（明 23～25）

                                                 
1 伊狩章「日本の家族制度と女流文学」に参考されたものである。（『国文学解釈と鑑賞〈特集・

近代女流の文学〉』37巻 3号、1972.3、p.54） 
2 小川和佑氏によると、巌本善治の社説「女子と小説」（『女学雑誌』明 19・6）は彼のピュー

リタニズムによる文学論であり、女子啓蒙に文学教育もしくは知的活動としての文学の創造に

対する理念が当然強くはたらいていたことは強調して、女子の資質が小説執筆にふさわしいも

のであることを繰り返し説き、女子が小説を書くことを鼓舞しているという。(小川和佑「一

葉と明治の女流文学」『国文学解釈と鑑賞〈特集・夭折のロマン 樋口一葉〉』39巻 13号、

1974.11、p.64) 
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の訳者若松賎子のような翻訳・翻案文学者をわずかに出すにとどまった。3『小

公子』が『女学雑誌』に翻訳連載された時期、日本の近代文学の最初の女流文

学の隆盛期を迎えている。4 

明治の二十年代は、日本初の女流小説家が多く輩出した時代である。その流

れの噴出は明治時代に入り、学制の施行と女学校教育とによって盛んになった。

女学校ばかりではなく、伝統的な歌塾で学んだ女性達や、自由民権運動への参

加による、「ものを言う」女性達は、明治二十年代のはじまりを機に多くなっ

て行った。樋口一葉の文学が花開く前後の女流作家たちといえば、中島歌子、

中島湘烟、木村曙、田辺花圃、若松賤子、田沢稲舟、北田薄氷、清水紫琴など

の名前があげられる。反訳文学の先駆者若松賎子、歌塾の中島歌子、民権運動

家・作家の中島湘煙（旧姓名岸田俊子）、日本初の女流ジャーナリスト清水紫

琴等は、それ以前に開拓者として、活躍をしている。中島湘煙（1864～1901

年）5が早く政治に関心して、男女平等や女権拡張を示唆しても、かんじんの

女性自身の自覚が進まず、彼女は『善悪の岐』（明 20）以下、若干の小説を書

いて女流作家の走りをなしたが、作品は稚拙きわまるできで、半人前にも達し

ていない。6田沢稲舟の『五大堂』（明 29）や北田薄氷の『乳母』（明 29）にも

見られるように、人物の描き方が類型的であり、持てる才能を十分に結実しえ

ていない作品である。7彼女らにくらべれば、田辺花圃の作品は明治期におけ

                                                 
3 吉田精一の評論「近代女流の文学」に参考されたものである。（『国文学解釈と鑑賞〈特集・

夭折のロマン 樋口一葉〉』39巻 13号、1974.11、p.11） 
4 小川和佑「一葉と明治の女流文学」に参考されたものである。（『国文学解釈と鑑賞〈特集・

夭折のロマン 樋口一葉〉』39巻 13号、1974.11、p.65） 
5 一八六三年京都生まれ。父は但馬の人であったが、京都へ出てみすぼらしい古着屋をはじめ、

遂にみやこでも屈指の呉服商になったという。母は和歌・俳句をたしなみ、書をよくするなど

文化的素養のなる人で、俊子の教育には特別熱心だった。十七歳のとき、文事御用掛として宮

中に召され、皇后に『孟子』を御進講したという。しかし、二年ほどで辞めている。その後、

母と共に旅に出て広く各地をめぐったが、そのおり、土佐の自由民権家たちを知って共鳴し、

八二年二十歳のときから、自由民権・女権拡張の演説を行なって有名になった。八四年、自由

党副総理の中島信行と結婚。以後は、主として『女学雑誌』に文章を発表するようになった。

（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.11-12） 
6 吉田精一「近代女流の文学」に参考されたものである。（『国文学解釈と鑑賞〈特集・夭折の

ロマン 樋口一葉〉』39巻 13号、1974.11、p.11） 
7 平岡敏夫の評論「樋口一葉」に参考されたものである。（『明治の文学〈近代文学史 1〉』、有

斐閣、1972.6、p.105）また、和田繁二郎氏によると、〈稲舟は、新思想をもって自己の道を切

り開こうとしたが、結婚生活に挫折の悲哀をなめ、文業も習作の域を出ることなく、惜しくも

夭折した。薄氷は、硯友社的風土の中に育ったが、珍しく批判的な姿勢、弱者への哀惜の情が

強く、善人の悲境に注目したが、その基底に新思想の裏付けが乏しく、結局、風俗的悲劇の域

にとどまった〉という。（和田繁二郎『明治前期女流作品論―樋口一葉とその前後』、桜楓社、



 

 222

る女性がてがけた初の小説と位置づけられる。明治二十一年『藪の鶯』を発表

し、坪内逍遥の『当世書生気質』（明 18～19）の女学生版を書いた田辺花圃（1868

～1943 年）は、女流作家のトップを切った。田辺花圃の作品は文学としてと

いうよりも、女性の自立の手段として小説を書くということそのものに話題が

集中した。処女作『藪の鶯』（明 21）は、樋口一葉の創作意欲を刺激した。そ

して、田辺花圃の作品はその時代の若い女性たちの間に女流作家志望熱が吹き

荒れた。8その後に、続出した女流作家群中、異才を放つのは、木村曙である。

木村曙（1872～1890年）は、わずか十八歳で、その処女作『婦女の鑑』（明 22）

を発表した。そこには、明治初期にあって、女性の社会進出についての可能性

や、幼い理想が素直に述べられている。他の女流作品が、自らの「女」の部分

を、内省的に追求する中にあって、社会に参加する「新しい女性像」を書こう

とした意志は、特筆する価値があると思われる。9また、曙や花圃と同時代の

清水紫琴（1868～1933 年）は、中島湘煙に啓発されて登場した自由民権の女

性運動家として知られ、日本初の女性ジャーナリストであり、小説家でもあっ

た。男尊女卑という名の封建制に呪縛された明治期の女性を、男女同等の磁場

に救い上げるために、女性をめぐる様々な問題を指摘しその解決を目指した

『女学雑誌』―女学思想に基づくこの雑誌の全盛期を、主宰者・巌本善治とと

もに担ったのが、紫琴・清水豊子である。10また、紫琴は、曙と同じく結婚に

失敗し、筆で身を立てようとした人である。彼女は自ら自由民権思想を学び、

封建的な結婚生活から脱出した。その経過を描いたのが、つゆ子という筆名で

発表された処女作『こわれ指環』（明 23）である。11 

明治後期の女流作家には、歌に一代の天才与謝野晶子（1878～1942 年）が

                                                                                                                                            
1989.5、p.614） 
8 山下悦子『日本女性解放思想の起源』に参考されたものである。（海鳴社、1988.10、p.74） 
9 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」に参考されたものである。（『文学研究（聖徳学園

短大）』巻号 1、1986.2、p.52） 
10 林正子氏によると、〈明治二三年、『女学雑誌』の主筆・編集責任者となった紫琴は、「何故

に女子は、政談集会に参聴することを許されざるか」（八月三〇日）、「泣いて愛する姉妹に告

ぐ」（一〇月一一日）、「当今女学生の覚悟如何」（一一月一五日）など、壮絶な問題意識を反映

する題名で女性解放を希求する一連の評論を発表、女権拡張のために女性自身の覚醒と奮起を

全身全霊で呼びかける〉という。（林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学

者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.23） 
11 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」に参考されたものである。（『文学研究（聖徳学

園短大）』巻号 1、1986.2、p.57） 
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現れ、彼女を取り巻いて山川登美子（1879～1909年）・茅野雅子（1880～1946

年）らの女流歌人が出たが、女流作家の方面ではやはりさびしく、三十年代に

「旦那様奥様小説」の作家だと評された大塚楠緒子（1875～1910 年）を出し

たにすぎない。また、明治三十年代から四十年代にかけては、投書雑誌なども

でき、多くの女流作家が登場してくる。そして、こられの女流作家たちが平塚

らいてう（1886～1971年）により創刊された女流文芸雑誌『青鞜』（明 44・9

～正 5・2）へと結集したのである。12 

田辺花圃・樋口一葉・北田薄氷から与謝野晶子・田村俊子・平塚らいてうま

で、彼女らは、自我に目覚めては、その自我と因習とのせめぎあいに苦しめら

れつつ文筆の道に精進した。かくして女流作家たちは、封建的な家族制の悲劇

を材とし、問題としてとらえ、さらにその古いしくみの変革、そこからの脱出

をねらいとするところに、彼女らの文学の一目標を定めたのである。13それで

は、同時代の女流作家は如何にして作品の中で、「近代的女性」を表現してみ

せるか、ここで同時代小説の中に語られている女性解放思想に焦点を置いて検

討してみたい。山田有策氏によると、「明治十八年七月に創刊された『女学雑

誌』を中心とする多くの女性啓蒙誌をめぐって、無数とも言える女流文学者た

ちが輩出していったが、残念ながら文学史に浮上するような作品を生み出した

作家は極めて少なかった。中島湘烟、三宅花圃、木村曙、若松賎子、清水紫琴

らは当時としては比較的にすぐれた作品を残しているものの、時代を超えて読

みつがれていくだけの文学的質は持ち得なかった」というのである。14それで

時期、量、内容から考えると近代女性作家小説の嚆矢と考えられる田辺花圃の

『藪の鶯』（明 21）、木村曙の『婦女の鑑』（明 22）、清水紫琴の『こわれ指輪』

（明 24）というそれぞれの代表作を対象として、文明開化の時期において西

洋思潮を受ける女性解放思想の内容を探究したい。さらに、明治女流文学の女

性解放思想における一葉文学の位置づけを続いて論じてゆきたい。 

 

 

                                                 
12 山下悦子『日本女性解放思想の起源』に参考されたものである。（海鳴社、1988.10、p.79） 
13 伊狩章「日本の家族制度と女流文学」に参考されたものである。（『国文学解釈と鑑賞〈特

集・近代女流の文学〉』37巻 3号、1972.3、p.54） 
14 山田有策編『女流文学の現在』、学術図書出版社、1985.4、p.3 
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3.1 田辺花圃『藪の鶯』―女徳体現による恋愛結婚の実現 

明治期に入って女性がはじめて小説らしい小説を書いたのは、田辺花圃

（1868~1943年）15である。田辺花圃は、大官の令嬢として生まれ、育ち、ベ

ッドで寝起きし、洋装をするといった洋風の生活をしていた。洋書を読み、ド

レスを着て舞踏会に出席、男女交際も行っていた。この作品が書かれた明治二

〇年代のはじめは欧化熱一色に染まっており、鹿鳴館仮装舞踏会たけなわの時

代であった。男女同権の思想を掲げる文芸誌『女学雑誌』が創刊される一方で、

雑誌『日本人』が創刊されるなど、国粋主義的な感情がもてはやされ始めた時

代でもあった。そのような中で、きわめて表層的に時代の流れにあわせて「婦

徳」を守りつつその範囲で女性の自立を確保するといった上流階級の女性の現

実的な生き方を描いたものが田辺花圃の『藪の鶯』（明治 21年）であった。『藪

の鶯』は、明治になって最初の女性の小説で、単行本で出版された。田辺は坪

内逍遥を師と仰ぎ、逍遥の『当世書生気質』を模倣することによって書かれた

作品である。雅俗折衷体の文体で、『当世書生気質』に貫かれた半封建的な人

生態度を受け継ぎつつ、一冊にまとめている。結婚をして男子を産み育て、そ

の一方で家庭を大切にしながら女子にふさわしい仕事をしていくという生き

方を彼女は理想としていた。16 

山下悦子氏によると、この作品が出版された時の原稿料は三三円二〇銭とい

う大金だったからである。エリート男性の月給が二五円ほどだったことを考え

れば、二十歳そこそこの女性の稼ぎとしては破格値であったに違いない。小説

を書くということが、精神的自立と同時に経済的自立をもたらすものとして、

若い女性たちの憧れの的となったのであったというのである。17そのゆえに、

                                                 
15 田辺花圃（三宅花圃）は、一八六八年（明１）生れ。本名、竜子。三宅雪嶺の妻。東京本

所生れ。跡見女学校・東京高等女学校卒業。父の田辺太一は旧幕臣で、明治になると外務省へ

出任し、やがて元老院議官という顕官に昇進した。母は、やはり旧幕臣で五稜郭にたてこもり、

のち海軍総裁になった荒井郁之助の妹である。作者は西洋通の父の好みで万事西洋風な家庭で

そだち、明治女学校などに通ったほか、中島歌子の萩の舎などで和歌をまなんだ。まだ二十歳

だった作者は、坪内逍遥の小説『当世書生気質』を読み、これなら書けると思ってこの小説を

一気に書き上げ、坪内逍遥と中島歌子の序文をつけて出版、その原稿料で亡兄の法事をまかな

ったという。こういう制作事情は、作者の生活意欲や金銭観を示しているが、それはともかく、

『藪の鶯』の出版は、木村曙や樋口一葉など当時の若い女性を刺激し、作家への夢を書きたて

たのであった。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.20-21） 
16 山下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.73 
17 山下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.74 
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『藪の鶯』の出版は、木村曙や樋口一葉など当時の若い女性を刺激し、作家へ

の夢をかきたてたのであった。 

さて、小説の基本的な筋は、二人の娘の結婚をめぐる幸不幸である。まず、

否定される人物として西洋かぶれで自由奔放な篠原浜子が登場する。彼女の父、

子爵篠原通方は皮相な欧化熱に浮かされており、「西洋の娘子は交際を専らと

し。芝居見物。夜会。踏舞と昼も夜も遊びくらすものなりなどといへる咄しさ

へきゝかぢりて。学校の修業などは二の次として。ピアノ。バイオリンなどの

稽古にのみ身をよせさせつ。」というような教育をしたので、浜子はダンスが

何よりも好物だという新しがりやで、はね上りのお嬢さんになった。彼女は英

語の家庭教師にきていた官員の山中正と親しくなり、許婚者を捨てて結婚する

に至るが、まもなく財産を奪われて捨てられてしまう。18一方、理想の女性と

して登場してくるのは、松島秀子である。秀子は父母を失い、弟と二人で暮ら

している。彼女は、父母がなくなったため毛糸の編物で生計を立て、弟を学校

に通わせている。そしてなお向学心をもち、弟の復習の傍らについて、共に勉

学するという。和歌が取り持つ縁で、洋行帰りで前途有望な浜子の義兄、篠原

勤と結婚することになる。19これら主要人物のほかにも、浪子と同塾で宮崎の

妹福子、斎藤松子、相沢品子、「泥水社会」（第二回）の出身で後家のお貞、主

人たちの行状を諷する下女・車夫・馬丁などが配置される。関礼子氏の言うよ

うに、近代タテ社会の原像ともいうべき、明治的ヒエラルヒーを如実に浮かび

上がらせる仕組みである。20 

小説は一二節に分かれており、各節とも、鹿鳴館や篠原子爵邸など場所が固

定されている上に、会話文が多く、しかも情景描写が少ないから、一見、戯曲

風である。登場人物の性格も主として会話を通して描いており、会話文そのも

のは実に巧みだが、性格の掘り下げはあまり深くない。とはいえ、構成がしっ

かりしているため筋の展開がおもしろく、雅俗折衷の地の文章も、簡要にして

流麗である。当時の人情がわかって面白いが、浜子の西洋かぶれと共に強い性

格も表している。21 

                                                 
18 和田繁二郎「「薮の鴬」試論」 『論究日本文学』巻号 10、1959.4、P2-3 
19 円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.21-22 
20 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.107 
21 円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.22 
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ところで、この小説の結末には、西洋かぶれの浜子は不幸になり、和歌をよ

くする秀子は幸福になる、という欧化主義批判と国風尊重の考えが現れている。

松島秀子と篠原浜子との対照的な運命に、「女徳」を備えた、おしとやかで勤

勉な娘には幸せな結婚が待っているが、「恋愛」にすべてをかける西洋流のお

転婆は不幸に終わるという図式が読み取れる。22関良一氏もこの作品の主題は

「文明批評」「欧化思潮への批判」「民権女性への批判」に搾っていると言って

いる。23円谷真護氏は、作者が欧化主義への反撥もよるのではあるが、儒教倫

理（封建道徳）への根底的批判に進み出ることはほとんど期待できないと指摘

した。24つまり、円谷真護氏の見解は、明治時代の女性解放が儒教倫理への根

底的批判ぬきには果たしえない一方、「女のわるい風俗」とは何かという追究

を自身では行っていないため、女性解放について深く考える機会を逸して、部

分的には女性の自立を強く求めながら、まったき女性解放とは何かという問題

には終に思い至らなかったと考えざるを得ないというのである。 

また、女性自らの「立身」は、男性の「立身出世」コースに便乗するのでは

なく、「温順な女徳」（第六回）を発揮する場として実現され、「立身」と「結

婚」の調和を意図した作者の考えに対し、関礼子氏は、自由恋愛主義者の浜子

を戯画化し、敗退させることで秀子・浪子らに有効な現実性を与えた花圃が、

その代償として時代の常識性と妥協せざるを得なかったと指摘し、恋愛の夢と

挫折、あるいは「女徳」体現者の破婚というテーマが形象され、現実に肉迫し

た女性表現が誕生するには、清水紫琴や樋口一葉の登場まで待たねばならない

と思われる。25それでは、花圃の書き上げた松島秀子が近代女性としての条件

を備えているのか、作品に近代的思想も見られないのか。この問題について、

西尾能仁氏によれば、〈秀子は女性が働いて自活することを立派なこととする

新しい考え方、かく合理的、能率的な生活など、近代的精神の持主として造型

している。また、女性の人格を無視した過去の結婚に対して、男女対等の人間

としての結婚という考えは、近代女性としての必須条件であるが、その点では

                                                 
22 満谷マーガレット「女性作家の「近代」―花圃、曙、一葉」『研究叢書 第十六冊〈共同

研究 日本の近代化と女性〉』、共立女子大学総合文化研究所神田分室、1998.2、p.161 
23 関良一「薮の鴬（三宅花圃）」『国文学』巻号 13-5、1968.4、p18 
24 円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.27 
25 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.120 
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古い女性が夫に操をたてるという、いわゆる貞婦二夫にまみえずという考えを

否定し、「むかしの慣習にて主の死去したる時は一途にはやまりて松の操色か

へじと。プッツリ思ひ切かみも。漸くのぶるにしたがひて。アアあのかみをか

もじにして。今更丸わげにも結はれまいか。時たまは束髪か櫛巻にしてみたい

と。かへらぬ悔のなきにもあらざるべし。むしろ女やもめに花をさかせて。あ

からさまによめ入らん方ぞしかるべき。泰西諸国にては。公然に再縁してはぢ

ざるときくものを。」と、再婚を支持し、恋愛と結婚の自由を主張しているの

である。また、国際結婚という当時にあって極めて開花的な結婚観を打ち出さ

せているなど、封建的色恋恋愛や淫婦姦夫的自由恋愛との対比によって、結

婚・恋愛における近代と非近代とを明示し、花圃の新しい恋愛観、結婚観を語

ろうとしたと見られるのである。特に女性の人格が確立されるならば、再婚も

国際結婚も、堂々たる結婚であることを言おうとしているのである。モラルを

失った男女関係、それは、開花の風潮である恋愛の自由が誤られたものとして、

否定するために語らせたものであり、一方「権妻」云々は、女性の人格を無視

した蓄妄制度を非難したものと見るべきであろう〉というのである。26ここか

らみると、花圃にとって、近代女性としての条件が女性の自主独立の精神や、

恋愛結婚、再婚の正当性によって語られているのである。花圃は、秀子の心に

抱いていた好ましい「近代女性」の姿を描き語ろうとして、西洋の教育を受け

た篠原浜子の自由奔放性を否定して、女性の無自覚的に欧化への傾斜、「日本

人はメスメリズムにばかされた人のように。西洋人の指先次第。いろいろなま

ねをする」と、日本人の自主性の欠如を突いて、女性の主体性を失ったことを

非難している。つまり、和田繁二郎氏の言うように、花圃の見解は、浜子のよ

うに自由が放縦に流れてはならないのであって、良識の上に立った自主と自律

とを持つべきことを要請しているのである。27そして、『藪の鶯』には、近代

的要素が絶無であるなどとは、勿論言いきれない。それは皮相な欧風模倣の頽

廃を否定し、慎ましやかでしかも教養が高く、また自主自立的な生活意志をも

備えた女性を理想として、反動的風潮に対応する女性の生き方を示していた自

主独立の精神や、男女同等の人格として認め合う恋愛結婚、女性の再婚権とい

                                                 
26 西尾能仁「「薮の鶯」における「近代女性」『国文学論考』巻号 5、1968.11、p.32-33 
27 和田繁二郎「「薮の鴬」試論」『論究日本文学』巻号 10、1959.4、p.5 
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う男女同権を主張したことからも窺える。 

しかし、『藪の鶯』における物語のプロットの中心となるのは、女学生と青

年紳士の恋愛を軸に幾組の男女が結婚に至り大団円を迎えるという過程であ

る。「近代女性」の姿を描き語ろうとしても、理想の女性を日本風女徳と自助

主義を兼ね備えた女性と端的に纏めていて、職業としての学問を目指した女性

ではなく、秀子にとって努力の末の学問は、良妻たる大切な資格の一つになっ

ているのである。北原泰邦氏の言うように、「佳人才子」の結縁を物語の中心

軸として、女子教育論、結婚・家庭論、職業論などの同時代的言説のなかで時

代に即応した女性の生き方を示そうとしたものである。28いわば、『藪の鶯』

における女性の理想的生き方を模索する姿を描こうとしたものは、女性による

自主独立の思想（立身出世）が、結末部分に示された「佳人才子」の結縁に向

けて収斂され、自らのアイデンティティの拠り所として表現されている。考え

てみると、「佳人才子」の結縁は当時の恋愛結婚の提唱とかかわっている。〈恋

愛は神聖なるもの也〉（「悲恋愛を非とす」明 24）と提唱した巌本善治が、そ

れに先立って、〈真正の愛は、必ず先づ相ひ敬するの念を要す。既に之を敬せ

ず、之が霊魂を愛せずして、如何で真正なる伉儷の娯楽を得んや。男女もしい

よいよ高尚にあらんと欲せば、須らく互ひに相敬愛すべし、断じて、一方は之

れを弄び、一方は之を懼るゝの思ひある可らざる也〉、〈夫婦は之れ天地間唯一

の同等者なり、初めて同等者の間に行はるゝべき真の友情を味はふことを得〉

（「理想の佳人」明 21）と論じていた。29また、〈恋愛は人世の秘鑰也、恋愛あ

りて後人世あり、恋愛を抽き去りたらむには人生何の色かあらむ〉（「厭世詩家

と女性」明 25.2）と北村透谷が宣言したのも、人格主義的恋愛という恋愛観で

ある。それで当時の人格を認め合い〈愛〉に基づいた男女関係論を呈示してい

た。30そうすれば、『藪の鶯』における夫婦という男女関係の改革を促す理想

的な夫婦像を、「佳人才子」の結縁によって実現したところは、当時の恋愛結

婚思想の風潮を反映した作品として挙げることができる。しかし、固有の女徳

                                                 
28 北原泰邦「明治女性作家における〈立身出世〉の表現―田辺花圃『藪の鶯』を中心に」『国

学院大学紀要』通巻 42、2004.2.14、p.80 
29 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.31 
30 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.31 



 

 229

を発揮することによって、良妻たる者として互いに相敬愛による理想的な結婚

を実現するということは、〈良妻賢母〉のイデオロギーによる女性管理体制に

込まれてゆく危険性を内包していたことであるといえるだろう。宮本百合子氏

の指摘しているように「『藪の鶯』の世界は一種新時代との歩調を合わせ妥協

している」31のであり、花圃はこの小説における女性造型の中で、作者の好ま

しい女性像を近代日本女性教育に一貫された政府の方針に従って、当時の支配

者たちの女子教育論を代弁して描いて、女徳やつつましやかさを強く要請しよ

うとするところに、一種新時代との歩調を合はせている折衷主義に傾いて来た

ようにも見える。また、和田繁二郎氏は、〈女徳やつつましさなどを望んだと

いうことは、女権拡張というような闘争の姿勢を解いて、平和な表情を発揮し

ようとするものであって、そこには、男性への素朴な信頼が見えており、そこ

にロマンチックな甘さがあると言えばそれまでだが、そこにこそこの作品の理

想主義の明るさがあるというものである。女徳を発揮しつつ、しかも幸福にゆ

けたら何よりではないか〉と指摘していた。32それらは、当時の女学校教育に

教われた女徳の涵養や良妻賢母思想の影響を受けて、まだ「不徹底な近代的自

覚の段階」33、開明性と封建性という矛盾的形態に止まっているに由来してい

るのであると考えられる。 

ここからみると、花圃にとっての女性の自立は、女性の独立人格、主体性の

確立において立てられ、女性の西洋から教わった主体性のない機械的な受け売

りへの反撥として、欧化主義を批判し、女性の自主独立精神、主体性への回帰

を要請している。しかし、「温順な女徳」を発揮することによって、女性の自

主性が育てられ、「佳人才子」の結縁を実現する道にたどりつくという花圃の

理想的生き方は、明らかに封建的な思想であり、激しい欧化への反動の中で、

                                                 
31 宮本百合子によると、『藪の鶯』の世界は一種新時代との歩調を合わせ妥協していることも、

若い作者花圃の人生態度の分別のよさと共に、まぎれもなく当時指導的な思想として、日本に

台頭しつつあった国粋主義の考えの一応のまとまりを反映しているのであるという。（宮本百

合子「藪の鶯」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、p.393） 
32 和田繁二郎「「薮の鴬」試論」『論究日本文学』巻号 10、1959.4、p5 
33 西尾能仁氏によると、〈百合子は、花圃の小説執筆を高く評価している。それは女性の人権

確立からいって、女性が小説を書くということは大きな進歩であったからである。但し、その

道を積極的に続けていかなかったことを、『藪の鶯』の中の浪子の言葉を引いて、花圃の思想

が、まだ完全な「社会的独立」を志すまでに至っていない、不徹底な近代的自覚の段階にあっ

たことに理由づけている〉という。（西尾能仁「「薮の鶯」における「近代女性」『国文学論考』

巻号 5、1968.11、p38） 
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進歩的方向にある女性の行動の保守性を表している。おそらく、そこには「近

代」と「前近代」が共存している過渡的な時代において、思想の進歩性と保守

性とともに存している矛盾的形態が露骨に現れてきた。つまり、『藪の鶯』に

は、当時藩閥政権の欧風模倣の皮相浅薄な様相が批判され否定されていて、し

かもその基底に、欧化政策のもとで西洋式の教育から教わった主体性の喪失へ

の反撥、女性の自主独立精神への要請が蔵され、女性の自ら生の可能性を拓く

能動的「近代的女性」を理想の雛形として思い描いたが、社会的な独立を求め

るのではなく、ふさわしい配偶を得て、「佳人才子」の組み合わせによる理想

的な結婚を実現するため、知性豊かな自主と自律とを持つ近代女性を要請する

ことには、明らかに明治の文明開化期という混沌な過渡期における観念的な自

主独立精神が見られる。おそらく、花圃にとって女性のアイデンティティの根

拠は、男性によって愛され、妻となる母親となる身体である。それは、男女の

「先天的に存在する特色を生かし、女にのみ与えられた尊き使命を果たすこと

が主張される。彼女等の唯一の路は母並に妻としての地位を忠実に果たすこと

によって、男性と同等の価値ある生活を送ることであり、母権の主張によって

女性の地位を強固にすることである」34というようである。女性の主体が女性

の本性に即応している女徳を発揮して、男性と異質のものである事を果たすと

ころに寄せているという女性の本分に対する認識であると同時に、女徳の説き

方をすべての人が充分納得できるように女性のつとめの尊さが説かれ、個性的

自覚が無視される当時の女子教育に受容されたゆえである。即ち、女である事

を誇りを感じ、女性の務めの崇高さを感ずることができるという印象を女子に

与えて、「女性の本分として子供を生み育てる母としての天職、或は夫の内助

者、蔭の力としての妻の役割が強調される」35という女性の本分論である。い

わば、封建的要素が残っている明治二〇年代に生きる花圃は、欧化風潮の中で、

漸く民族的主体性に目覚めたが、良妻賢母主義を忠実に受け入れ、個性的自覚

がまだ目覚めていなかった。国家の欧化政策に順応しない反動を女徳の涵養と

いう近代日本女子の修身教育の枠組みから明治初期における女性の立身出世

の可能性を模索していた点に当時の女子教育の教化も反映されているのであ

                                                 
34 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.304 
35 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.303 
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る。 

 

 

2.2 木村曙『婦女の鑑』―家を出た〈父の娘〉の立身出世譚 

田辺花圃に続いて、木村曙（1872~1890年）36が『婦女の鑑』という小説を

書き、一八八九年（明 22.1.3~2.28）『読売新聞』に連載された。『婦女の鑑』は、

女性がはじめて新聞に連載した小説であり、一人の少女の夢物語である。曙は

東京女子師範付属高等女学校（東京高等女学校）を卒業した後、留学を望んだ

が、父木村荘平に許されなかったので、その夢を『婦女の鑑』のヒロイン吉川

秀子に託した。37吉川秀子は、妾の腹の子であり、父義国とは義理の親子であ

る。そして、父義国は、維新前の武士であった。無実の汚名を負って父義国の

怒に合い家出をし、英国に渡りケンブリッヂ大学の女子部で優秀な学業成績を

修め、次にアメリカに渡って手芸の工場に入り、その製作品は米国朝野の絶讃

をあびてやがて帰朝する。その結果父に許され築地に工場を設立し、女性に開

かれた新しい生産部門に活躍する、という筋である。そして、内容は物語らし

くいろいろ趣向がこらされ、秀子のために身を売った洋行費を調達する友人春

子、秀子をひそかに恋する青年清、その清を恋する秀子の友人花子、ケンブリ

ッヂ大学時代に彼女と優等を争うカドリーンヌ、秀子に救われて日本を慕って

くる少年ヘンリー、同じくアメリカ娘のイサベラ。その他親友の小ゼット、エ

ジヌなど、めまぐるしいほど東西の人物を出入させ、最後に東京を背景として

幾組かの新夫婦が出来、それ等の中に若い場主秀子が事業経営家として発足す

るところでこの小説は終る。38関礼子氏によると、〈木村曙の『婦女の鑑』（明

22）は、田辺花圃の『藪の鶯』（明 21）同様、鹿鳴館時代の記念碑的作品であ

る。作品には、小説的時間の推移が明治十八年春からに二十二年までと明示さ

                                                 
36 作者の木村曙（本名、栄子）は、一八七二年（明５）生れ。東京高等女学校の生徒だった

八八年（明２１）『藪の鶯』が出版されたのに刺激をうけてこの小説を執筆、翌八九年、饗場

篁村の推薦によって、『読売新聞』に連載された。父親は、浅草で牛肉料理店「いろは」を創

業して成功、いくつも支店を設けたが、彼女は、女学校卒業後、その支店の一つで帳簿づけを

しながら、さらに創作を続けた。外国留学を望んだが、父親がかなえてくれなかったという。

（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.28） 
37 満谷マーガレット「女性作家の「近代」―花圃、曙、一葉」『研究叢書 第十六冊〈共同

研究 日本の近代化と女性〉』、共立女子大学総合文化研究所神田分室、1998.2、p.164 
38 十二角生「閨秀小説を読みて」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、
p.424 
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れ、ほぼ鹿鳴館全盛期と歩調を合わせている。主人公吉川秀子を取り巻く交友

圏には、小ゼット、エジスなどの外国少女もおり、条約改正による内地雑居後

の上流階層の雰囲気が仮構された、いわゆる「未来記」の体裁を取っている〉

というのである。39 

しかし、内容に関しては、「『藪の鶯』が出版されたのに刺激をうけて書かれ

たものであるが、七五調の文体で、筋の構成は滝沢馬琴流の荒唐に立ち、江戸

文学の延長という印象を受ける」と評している。40或は、「その主題が女性の

理想生活建設という点に、中島湘煙と共通するものがあったが、筋が作為に充

ち空想に過ぎ、会話も地の文章も生硬で、主題を恋愛事件に置かず、前年の花

圃の『藪の鶯』のような写実性を持たなかった」という評もある。41また、関

礼子氏によると、〈舞台設定の上から見れば以上のように多分に開花期的色彩

の濃いものであるが、登場人物の多くは義理・人情に縛られ、恩愛・友愛など

の絆から自由ではない。とりわけ登場女性の中で最も選ばれた存在である吉川

秀子は、徹頭徹尾恩愛・友愛などの人情の規制を受けることになる。いわゆる

「近代的自我」を特徴付ける一つの指標が快楽肯定をも含めた、個人主義精神

にあるとすれば、秀子は全く非近代人というよりほかはない〉というのである。

42さらに、長江曜子氏は次のように評している。〈この作品は、日本の一少女

吉川秀子が世のために留学をしようと志をたて、多くの試練に打ち勝ちイギリ

ス留学をし、ニューヨークの工場で女工として経営を学び、帰国後女性のため

の幼稚園や給食制度のある工場を作り、貧しい女性を助け教育して行く姿を描

いている。筋立ては、大変粗く出来ている。ストーリーのみを、追おうとして、

不要な登場人物が多い。また、外国人の心情が、いかにも日本的に描かれてい

る。しかし、欠点ばかりが目に付く訳ではない。十八歳の曙が書いた処女作に

は、男女の恋愛感情など一片も出て来ない。『婦女の鑑』、つまりは、女性の生

き方の手元ともなるべき理想像を、描こうとしている。そこには、男性の影に

隠れ、一歩さがっている女性は一人も出て来ない。むしろ、封建的な武士の娘

                                                 
39 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.126 
40 山下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.73 
41 十二角生「閨秀小説を読みて」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、
p.425 
42 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.126 
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の気力、覚悟、勇気を身につけた、「強い」女性が描かれている〉。43 

一方、宮本百合子氏によると、「筋の組立ての人為的な欠点や文章の旧さ、

登場人物の感情の或る不自然さなどが欠点として目立つにしろ、『婦女の鑑』

は当時にあって珍しい社会的な題材を扱っていた。台頭しつつあった当時の日

本の繊維産業と、その生産で女・子供が使役され始めた状態が扱われたのは珍

しいことであった。工場の給食や託児所という、働くものの福利施設のことが

出てきていることも珍しい。木村曙という作家の若い女性らしい正義感によっ

て、厖大な数になり始めた「女工」生活の非人間的条件を観察し、それへの抗

議として、そんな題材へも及んだのであったろう」44というように、社会主義

リアリズム的要素を持つ初の作品である。そして、十二角生氏も、婦人の社会

的地位確立という理想に置いたところにこの作のもつ新しさがあったと指摘

している。45また、満谷マーガレット氏は、「『婦女の鑑』を書いたときわず

か十七歳だった曙は、海外事情について、滑稽なほど無知だったとはいえ、女

性がいかにして新時代の日本に貢献できるかを一生懸命に考える一人の少女

の姿が全編を通じて生き生きと伝わってくる」と評している。46 

つまり、『婦女の鑑』は、文体や趣向があまりにも旧く前近代的であるもの

の、題材が極めて新しく社会的拡がりを持っているというように評価を与えら

れてきた。その文章の古めかしさ、筋立ての趣向や道徳観などの古風さと、貧

しい主婦のために働く場所を作り出し、食事を給し、保育園まで設けるという

理想を描いた先駆的な理想とのアンバランスについて、宮本百合子氏は、「当

時の日本の文化がいかにも新しい勢と古いものとで混雑していた様子」と指摘

し、それは「モラルもそのとおりの正義、人情で操られながら、他の半面では

当時の開化小説の流れをくんで、場面は海外までひろがり、登場人物には外国

少女も自然に取り入れられていて、しかも、それらの外国婦人の心情がそっく

り日本の武士の娘の心情に取り替えられて表現されている」のである。47同じ

                                                 
43 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」『文学研究（聖徳学園短大）』巻号 1、1986.2、p.58 
44 宮本百合子「藪の鶯」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、p.394-395 
45 十二角生「閨秀小説を読みて」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、
p.425 
46 満谷マーガレット「女性作家の「近代」―花圃、曙、一葉」『研究叢書 第十六冊〈共同

研究 日本の近代化と女性〉』、共立女子大学総合文化研究所神田分室、1998.2、p.164 
47 宮本百合子「藪の鶯」『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、1966.8、p.393 
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ように、円谷真護氏も、「この小説は、新芽のように伸びようとする明治の若

い女性の憧憬が、まだ旧社会の美意識に囚われていて、一種混沌とした状態に

なったことを示している」と指摘している。48いわば、『婦女の鑑』に現れる

新しいものと古いものとの混雑は、文明開化後二十年を経て、社会に女性が働

きかける可能性を模索している女性自立の理想像を、旧い文体、会話の候文、

馬琴流の荒唐な筋立て、主人公の武士的心情の中に込められたことによって表

現されているのである。 

ここから、表面開化しながら内実は封建制の暗さ重さに圧しつけられていた

ことが窺える。関礼子氏によると、〈「国益優先・家名振興」という大義の下で、

個人的感情を許容する余地はありえなかった。「義理」と「報恩」の家族関係

の中で相互に絡み合って、少女たちは個人的欲望の実現よりも、友愛や弱者へ

の「哀情」の実現に何よりも心を労していたのである。むろん、このような貧

富差を融和する他者への共感の背後には、義理や恩というあの古くて新しいモ

ラルが根強く支配していた。「情緒道徳」あるいは「心情的に内面化された内

的規範」（源了円『義理と人情』）としての義理は、しばしば美しい恩愛や友愛

のドラマをさえ生み出す。相互に絡み合った「義理」と「報恩」の家族関係の

中で、秀子は彼らの恩愛に報いるべく自己を厳しく律し続けねばならないだろ

う。共感と義理意識に富む秀子にとって留学経験とは、自己の能力を試す好機

であるよりも、むしろ「世」や「父母」に対する報恩の、またとない機会であ

った〉というのである。49つまり、海外に赴く秀子は、内面化された「義理」

と「報恩」といったモラルに支配され、立身出世を実現することによって、「世

よりかりたる高恩」に報いることと、「父母より賜はる重き名」を挙げること

で恩愛に報いようとした。こうして、秀子は、自己実現としての留学を目指し

たのではなく、娘の役割を実現しようとする留学であることがわかる。 

考えてみれば、秀子が娘の役割を尽そうとするのは、「義理」と「報恩」と

いう家族関係のモラルに介在されるほかに、〈父の娘〉という家族幻想に囚わ

れることにもかかわっている。秀子の父義国は、留学前の娘に向って、帰朝後

の子女の振る舞いが怠惰に流れていく昨今の様を歎き、「己れの為に徒らに其

                                                 
48 円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.31 
49 関礼子『語る女たちの時代・一葉と明治女性表現』、新曜社、1997.4、p.127-131 
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身をな傷けなしそ」「進んでハ世の為に益を計りて撓まぬ様退いてハ世の為に

益を守りて動かされな」云々と諭す。その為、一般的な欧化主義、外国かぶれ、

軽薄な私利私欲のためや、出世のための留学を否定し、何よりも日本のために

真に良い方向を見つめた「世のため」を先に考えよと秀子に説く。秀子はこの

教えを内面化し、父親に、「一々に恐れ入りたる御教諭骨身に徹りて忘れ侍ら

ず我身不肖には候へども父君の御血統を受けたる子にて候へば如何でか吉川

の家名を汚し申すべき元より我身が父君に留学の事を申出しもさる悪弊を除

くべき一端ともならん為め毫も秀一身の為ならず世よりあづかる貴き身父母

より賜はる重き名をもて此身のあらん限りには世よりかりたる高恩は必ず報

い候へば御安心くましませ」（第四回）50というように、決して「吉川の家名」

を傷つけず、両親の「高恩」に報いることを誓う。これらを考え合わせる時、

秀子が義国の訓戒に対して、吉川家の娘として、父の娘として儒教道徳に発す

る留学目的を自己の使命として自覚していると同じであることが理解される

のである。 

一方、花子（秀子の友人）の策略による秀子の品行への批判の新聞記事が義

国の目に入る。秀子には、身に覚えのない、清との恋文まで含まれた恋愛事件

である。父義国の一方的な非難に秀子は言い訳をせず、父の誤解を試練と受け

止め、「再び清き名を挙げて必ず後に御詫申さん暫しが程を赦させ玉へ」（第八

回）51と毅然と立ち向かい、自分の力で汚名を晴らすために、黒髪を切り男装

し家を出る。 

つまり、海外に赴く秀子が、義父の期待に応える〈父の娘〉として、「家名

のため」「世のため」を先に考え、「必ず名をば取り返し錦を飾りて我国へ疾く

還りまゐるべし別れの際の御教諭骨身に徹へて」（第十五回）52と誓ったこと

からみると、秀子の留学目的には、「義理」「報恩」「家名振興」といった道徳

意識が介在され、その裏には親子の感情よりも、個人の感情よりも、父の意志

に継ぐ〈父の娘〉としての役割を尽す家族幻想に囚われてしまうこともある。

そして、「世よりかりたる高恩」という発想を媒介にしながら、社会性を指向

する能動的な精神の構造には、家族エゴイズムが基調として流れていることも

                                                 
50 代表著者税所敦子『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、p.204-205 
51 代表著者税所敦子『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、p.212 
52 代表著者税所敦子『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、p.221 
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窺える。その家族エゴイズムは、言うまでもなく、明治初期の家父長制度にお

ける「父親」の強大な権威として象徴されている。そして、娘は「父系の呪縛

から離脱の志を養うものとはならず、観念の実態化へむかう」53存在として父

系観念を無自覚的に内面化している。小説中で秀子は一見、父親に背いて家を

出た新しい女性像として造型され、その後渡った米国ニューヨークでの女工生

活も、実業家となるべき修養のためであり、時代の要請する良妻賢母的女性像

とはかけ離れたようにみえる。しかし、家を出て、友人たちの協力のもとに実

現した留学は、女子の規範を超えていたと言えるが、意識的には父の意志に継

ぎ、父親の期待に応えることに自己の役割を見出そうとする〈父の娘〉である

ことが見逃せない。そのため、秀子は、世界の名門とされるケンブリッジ大学

で成功することで名誉を回復する方法を選んだ。さらに、父に誓う世のための

留学で使命感に燃えていた秀子は、国家社会に貢献できることを考え、社会的

な実質に向って強く働きかけようとする。女性の主体の自立を目指する社会進

出という女性の能動的精神構造の底流に少なからず家族エゴイズムよって支

えられたことが反映されるでもあったのである。ここから、女性の自覚は家制

度の底に見えない形で呑み込まれてしまうことがわかる。 

そして、この作品の基調としての困った人を助けるという思想には、「情義」

「人情」という封建的要素が介在されている。畑有三氏によると、〈海外留学

の成果を携えて、秀子は築地に工業場を設立したのだった。「工業場の製造品

は総て倭の品にて製し業も務めて他の国へ売出す手段に運ぶ」というように、

ここには工業生産と貿易についての要請と展望が、見事に明確に語られている。

しかもさらに注目されるのは、設立の趣旨が「貧民を救助」のためだと、はっ

きり述べられていることである。「一芸に秀でたる工人」のほか「細かなる下

職は貧婦を雇ひて」それぞれに給料を払い、また「総て工業場に通ふ者には其

日の食事は朝夕とも総て賄ひ与へ」たとされている。そのうえ「幼稚園を設立」

して「貧民の子の三歳より十歳に成る迄」の者に、教育、保育から職業訓練ま

で与えるのだった〉というのである。54また、和田繁二郎氏は、『婦女の鑑』

に、その骨子として設定された秀子の女性としての工場営業に、新しい当代の

                                                 
53 河野信子『家族幻想』、新評論、1986.2、p.201 
54 畑有三「婦女の鑑（木村曙）」『国文学』巻号 13-5、1968.4、p.26 
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真実を見出すことができ、高く評価できるものの、この骨子に付与された戯作

的な結構に至っては、とうてい評価を与えることはできないと述べている。55

いわば、作品の主軸は、報恩と名誉回復とともに、義理と人情の世界に没入し

ている物語という主題に傾斜していくので、江戸時代の戯作精神に基づいて作

られてきた作品としてその痕跡をとどめるにすぎないものとなった。作者の封

建的思想は、父親への「恩義」、弱者への「人情」に基づいて社会的理想の体

現を通して、女性の立身出世を実現したことによって表現されている。この小

説の最後には、逆境から起死回生し、名誉を獲得するに至った秀子は吉川家か

ら独立し、本姓橋詰を名乗り、ここに一女性の立身出世譚は完成するという、

理想的な自立の未来図に留まっている。 

長江曜子氏は、〈西欧的教育や、英・仏両語に通じていた新世代人の曙のは

ずが、彼女が描く所は、江戸時代の義理人情の世界に止っている。明治二十年

代といえば、欧化主義華やかな頃であり、それに対して色々な批判も存在した。

曙の中にある「日本的なるもの」が、その江戸的性格・美徳を持つ「女性像」

を作り上げているのかもしれない〉と指摘している。56しかしながら、『婦女

の鑑』において、画期的で進歩的な内容と混雑しているところには、女性が自

ら自分の運命を切り開く主体的な姿勢を示し、明治初期にあって、女性の社会

進出についての可能性を模索する近代的女性が見えてくる。長江曜子氏の言う

ように、〈外型は、明治二十年代の欧化主義に流されずあくまで日本的な心情

―武士の娘の覚悟と勇気を持ち、英米で身につけた先端技術を人々に伝えよう

とする曙の造型した理想像は、「自立した女」「新しい女」の先駆者として記憶

せねばならぬ〉57、そして、この作品において掲げられていた近代的思想は、

〈この時代に女性が留学までして実技を身につけて経済的自立をはかったこ

と、女性が奴隷的境遇から逃れられないのは経済力を持たぬからであり、持つ

ための外に出て働くことを阻止する、女に課せられた家事・育児の重圧から解

放されることのないこと、加えてそれらの原因でもある無産者子弟の無教育と

いう大問題を、明治二十二年に十六歳の少女が発想して表現した〉ということ

                                                 
55 和田繁二郎『明治前期女流作品論―樋口一葉とその前後』、桜楓社、1989.5、p.153 
56 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」『文学研究（聖徳学園短大）』巻号 1、1986.2、p.56 
57 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」『文学研究（聖徳学園短大）』巻号 1、1986.2、p.63 
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である。58いわば、『婦女の鑑』は、人間としての美徳を発揮した上で、女性

の社会進出の可能性を明らかに明示し、女性の理想的な自立の未来図を描く作

品である。秀子は、「婦女の鑑」と呼ぶにふさわしい人物として造型される。

一方、旧い道徳意識と新しい行動との間に矛盾はないように運命を切り開く女

性の立身出世譚が描かれている。そして、女性の身体は、家父長制度から越境

したようにみえるが、意識的には、家族意識を継承して、既存的な日本の美徳

を発揮する女性として、女性の理想的な自立を実現したことが見逃せない。 

つまり、曙にとって、女性の解放は、欧化主義に流されず日本的な旧道徳に

基づく主体的な自覚から、新たな女性の生き方を開こうとする能動的な行動に

転化することによって実現するのである。そこから新旧の混雑形態が露呈され、

〈世界的な広がりにまで達する理想やまた人物造形の未熟さなどは、当時の日

本人が背負っていた理想や未熟さと同じ次元のものとして理解できる意味が

ある〉59というようである。したがって、木村曙は、殖産興業や国益産業に参

加した女性の社会進出等、明治二二年という時代の文脈に沿った物語空間、そ

の空間で活躍をする主人公秀子を創出したが、明治二十年の時空間に生きる女

性の理想的な自立の未来図に留まっているしかなかった。 

『藪の鶯』と『婦女の鑑』に描かれているのは、理想化された二人の秀子と

いう時代の要請する期待される女性像である。満谷マーガレット氏の言うよう

に、〈それぞれ弟の出世と慈善活動に全力を注いでいて、恋愛など女々しい感

情が入る隙間はなかった。しかし、花圃と曙は恋愛に溺れる篠原浜子や花子を

非難し、排除した。そこにこそ、彼女達の時代性が現れているのかもしれない。

つまり、近代日本が国を上げて出世しようとしていた明治二〇年代にあって、

花圃や曙にとって問題だったのは、女性がいかに愛すべきかなどではなく、女

の身で国家の出世をいかに支えるべきか、ということであった〉。60要するに、

『藪の鶯』と『婦女の鑑』は、欧化主義による女性の主体性に目覚めたが、育

成される女徳や家族観の呪縛を自覚せず、欧化主義への反動として、ひたすら

日本的な道徳を体現することによって、女性の自立を図ろうとする。かえって、

                                                 
58 渡辺澄子「木村曙『婦女の鑑』を読む」『日本文学』巻号 47-1通巻 535、1998.1.1、p.74 
59 畑有三「婦女の鑑（木村曙）」『国文学』巻号 13-5、1968.4、p.26 
60 満谷マーガレット「女性作家の「近代」―花圃、曙、一葉」『研究叢書 第十六冊〈共同

研究 日本の近代化と女性〉』、共立女子大学総合文化研究所神田分室、1998.2、p.168 
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無意識的に当時の支配者たちの女子教育論を代弁して、国家の支配体制を支え

ているような役割を果たした。そして、花圃と曙は、能動的な近代的女性の自

立像を創作した女性の新たな生き方の可能性を掲げたが、格差の問題、男女の

恋愛感情の問題を問わず、既存的な道徳を体現した女性自立の未来図を描く限

界を自ずと物語っている。そこには、既存的な道徳思想と開化思想との間に現

れてくる矛盾的な形態、あるいは混雑的な形態という文明開化期における未分

化の精神構造が窺える。 

 

 

 

2.3 清水紫琴『こわれ指環』―自主的に離婚した妻の復縁要望 

木村曙と同時期の明治二十年前後、清水紫琴（1868～1933年）61は、女演説

家として出発し、八八年以後、文筆活動に入ったが、一九〇一年の感想文を最

後に筆をたち、三三年（昭 8）病没した。文筆上の活動期間が約十年にすぎぬ

ため、なおざりにされてきた憾みがあるが、女性解放史上、重要な人物である。

紫琴の根本的特徴は、まっすぐ女性解放を目指したことであり、まず、政治上

の男女同権を要求する評論を発表した。一八九〇年の「何故に女子は、政談集

会に参聴することを許されざるか」に始まる。続いて彼女は、「泣いて愛する

姉妹に告ぐ」を執筆することになる。さらに、書いた「当今女学生の覚悟如何」

は、女学生たちに、結婚に望んで「改革者たり、先導者たるの覚悟」が必要で

あると、切々と説いたものである。彼女にとっては、男女の基本的人権におけ

る平等は、いわば直感的に自明の理なのであった。こうして紫琴は、女の主戦

場は家庭にありと思い定める。62そして、最初の小説『こわれ指環』（明 23）

                                                 
61 清水紫琴（本名、豊子）は、一八六八年岡山県生まれ。四歳のとき、父が京都府庁に勤め

たため移住。岡崎晴正と結婚、自由民権運動に参加したが、やがて離婚した。九〇年上京して、

『女学雑誌』の主筆兼編集責任者になり、主として同誌に、評論・小説・探訪記事などを執筆、

最初の女性ジャーナリストと見られる。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、
p.40） 
62 紫琴にとって、結婚とは、「一匹の羊を駆りてこれを虎狼の群、狐狸の街に入るるが如し。

かの餌とならずんば、羊たるの柔性を失ふに至る」、「口惜しと、思ふとも、とても威力の行は

るるところに、真理は容れられまじと口を緘してあきら」め、心に涙をしたたらすことになる。

「故に忍耐強きもの、思慮あるものは、辛ふじてこれらの艱苦を忍び、幾多の年月と、労力と

を費やして、徐々にその良人を感化し、舅姑を融和し得ることあるも、気短きもの、弱きもの

は、自ら仆るるにあらざれば、中途にして全くかれに同化し去られ、高尚なる希望は全く消へ

失せて、一に習慣の奴隷となり、一個の器械としてその身を終らんのみ」と断じている。（円
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を書き始め、「つゆ子」という筆名で明治二四年一月一日発行の『女学雑誌』

に発表する。紫琴は、この時、この雑誌の主筆・編集責任者であり、雑誌の方

針として、女性の地位向上のための論陣を張っていた。63 

紫琴二三歳につゆ子名で発表されたこの小説は、一人称告白体の離婚物語で

ある。女主人公は、封建的遺習の強い田舎に育ち、女学校でも専ら忍従の徳を

教え込まれた。十八歳のとき両親から強いられて結婚するが、結婚についてと

くに考えもなく、未来の夫については、「吉でも凶でも当つたものは仕方なく、

只々天命に任かし、自分は自分の義を守り、生涯を潔く送るまでの事と覚悟し

て」いた。この結婚に対する諦めの反面にあくまで「自分の義を守」ろうとす

る思想を抱いている。ところが二、三ヶ月後、夫に隠し妻があることがわかり、

やがて夫は、何日も外泊するようになった。実家へ帰ると、口では立派なこと

を言っていても、滝なす涙が正直に実情を伝えてしまい、母親は、心配のあま

り床についたあげく他界した。その頃、女権論が起こってきて、「不幸悲惨は

決して女子の天命でない」という泰西の女権論の感化を新刊書籍・雑誌などか

ら受け、日本の女性もまた「天賦の幸福を完ふする様にならねばならぬ」とい

う思想を抱き、夫に対してはその「行を矯め直して、人の夫として恥かしから

ぬ丈夫にならせたいといふ」積極的意欲をもつに至ったが、夫が「またしても

賢しげに女の分際で少しの文字を鼻に掛くるか」と、「女の分際」という差別

意識をもち、夫を諌めても甲斐もなく、「とうとう心を定めて」自主的に離婚

する。自分の結婚の失敗を恥じかくそうとはせず、夫から贈られた結婚指輪は

その破婚の記念として、自ら「玉を抜き去り」、こわれたまま「今」でもはめ

続けている。64そして、「只管世の中の為に働こふと決心し」、活動家となる自

分の志望を語るが、その一方で、別れた夫との復籍を望んでいる。 

このように、『こわれ指環』の小説のかたちは、「私」が同性の「あなた」に

語る二人称の回想談である。「今」の「私」は、指にはめるこわれた指輪にま

つわり、振り返って過去を対象化し、自身の結婚・離婚の経緯を語る。林正子

                                                                                                                                            
谷真護『言挙げする女たち』社会評論社、1989.3、p.41-43） 
63 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』に参考されたものである。（勉誠出版、

2008.3、p.220） 
64 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』に参考されたものである。（勉誠出版、

2008.3、p.222） 
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氏の言うように、紫琴は、自らの体験と課題を〈あなた〉＝読者と共有するこ

との可能な文体の獲得によって、個人的問題を社会的問題へと昇華させること

に、同時に、〈女〉の自己獲得、―〈夫〉に支配されていた客体的自我を主体

的自我に恢復することに成功している。65そして、彼女が世間の批難攻撃を受

けながらあえてこわれ指環を身につけて、その過去を他人の前に示そうとする

のも「可憐なる多くの少女達の行末を守り、玉のやうな乙女子たちに、私の様

な轍を踏まない様、致したい」ため、又一つには自ら信ずることが堅いからで

あるというようである。66主人公の自ら信ずることは一夫一婦制の実現である。

それは当時の西洋近代思想の影響と関わっている。渡辺澄子氏によると、〈文

明開化政策の中で婦人の解放、家庭の近代化問題で諭吉をはじめとする明六社

の啓蒙学者たちの果たした功績はきわめて大きい。「酔うては枕す美人の膝、

さめては握る天下の権」が現実そのものであった時代、上が上なら下も下で、

公認の売春街が繁栄をきわめ、妾を内外にたくわえて恥とせず、重婚が平然と

なされている実態に対して諭吉は、「多妻法禽獣世界を脱けて、一夫一婦の人

間界に還るは、人獣分け目の境だ」と厳しく非難し、西洋流の一夫一婦制度、

女性の地位向上を熱っぽく唱導した。わけても生彩を放つ「日本婦人論」（明

一八、六・四～一二、時事社報社説）は、婦人が寄生状態から脱け出て、形体

の生、知識の生、情感の生の三生を充実させて人間として生きるべきだとする

婦人解放論である〉というのである。67そして、主人公の主張する一夫一婦を

基礎とする近代的夫婦観には、戸松泉氏の指摘している〈作中に「今ではおひ

おひ結婚法も改まり世間にずいぶん立派なご夫婦もござりますから」という言

葉があるように、「私」が明治民法制定の「過程」を意識していることも確か

である。未だ施行には至らない民法「断行」への期待が背後に隠されている。

折しも、明治二三年十月民法中の、人事編が公布された直後であり、公布後起

こった、いわゆる「民法典論争」の渦中であった〉68という一夫一婦制の結婚

法が施行に至らない民法制定の問題も反映されている。 

                                                 
65 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.36 
66 笹淵友一「こわれ指輪・一青年異様の述懐（清水紫琴）―その浪漫性―」に参考されたも

のである。（『国文学』巻号 13-5、1968.4、p.29） 
67 渡辺澄子「（読む）清水紫琴『こわれ指環』」『日本文学』巻号 29-3、1980.3、p.76 
68 戸松泉『日本の作家 100人 樋口一葉－人と文学』、勉誠出版、2008.3、p.220 
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また、岡西愛濃氏によると、当時としては、高等教育機関である女学校で学

ぶ女学生でさえも、結婚の幻想に捕らわれ、夫権の強大さに何の疑問も持たず

に嫁ぎ、旧式な慣習に絡めとられていく女学生たちが大半であったというので

ある。69こうして、離婚後も、離婚の記念＝玉を抜いた指環〈こわれ指環〉を

はめていると語っているように、「私」の意識のなかでは、自分の体験を個人

的なものとして終わらせず、社会的問題として認識を深めることを目指し、「可

憐なる多くの少女達の行末を守り、玉のやうな乙女子たちに、私の様な轍を踏

まない様」に、結婚が平和安逸なものという幻想を持つ「あなた」を覚醒させ

ようと努力する。ここから林正子氏の言うように、「外ならぬあなた」に「私」

の経歴が打ち明けられることによって、離婚による〈家〉からの自己解放、自

立した〈女〉としての自己獲得／恢復というテーマが、観念的・理念的なもの

に終わらず、現実的な問題として読者に提起され、聞き手（＝読者）と問題意

識を共有しようとする作者の意図がうかがえる。70 

さらに、紫琴造型の『こわれ指環』の主人公は、父に絶対服従する母にその

手本をみていて、「婦人の運命は誠につまらない」、できることなら結婚などし

ないで一生を過ごしたいものだと念じながらも、父の至上命令に背くことがで

きず結婚しないわけにはいかなくなるが、この上は「自分は自分の義を守り、

生涯を潔く送るまでの事と覚悟」する女性である。渡辺澄子氏は、〈この覚悟

には従来の女のありように対する、まだ観念的ではあるが判断と抵抗がみられ

る。「婦人の運命は誠につまら」ぬと十五、六歳の少女の目に映じた妻として

の母の生き方、それは「女大学」71的女子教育に縛された当時の女の姿であっ

                                                 
69 岡西愛濃「清水紫琴「こわれ指環」論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.36 
70 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.34 
71 「女大学」第六条に、「婦人は別に主君なし夫を主人と思ひ敬ひ慎みて事ふべし軽し侮べか

らず惣じて婦人の道は人に従ふに有り……夫若し腹立怒時は恐れて順ふべし怒り諍ひて其心

に逆ふべからず女は夫を以て天とす返々も夫に逆ひて天の罰を受べからず」、第十条に、「女は

常に心遣ひして其身を堅く謹護すべし朝早く起き夜は遅く寝ね昼は寝ずして家の内のことに

心を用ひ織縫績緝怠べからず又茶酒杯多く飲べからず歌舞伎小唄浄瑠璃等の淫たることを見

聴べからず宮寺杯都て人の多く集る所へ四十歳より内は余り行べからず」とあり、徹頭徹尾忍

従することが“一生身を保つ”ことになるという徹底教育の支柱は、最終の第十九条で「凡婦

人の心持の悪き病は和ぎ順ざると怒恨むと人を謗るとものを妬むと智恵浅きと也此五の疾は

十人に七八は必ず有是婦人の男に及ざる所也……」とあり、愚かに教育しておきながら女は馬

鹿だときめつける男尊女卑のおしつけであった。（渡辺澄子「（読む）清水紫琴「こわれ指環」」

『日本文学』巻号 29-3、1980.3、p.76） 
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た〉と指摘している。72ここから、儒教教育を受けて、時の体制が求める女性

像を疑いもなく受容肯定していた主人公が、長ずるに及んで女大学さながらの

母の姿を批判的に見るようになる。そして、渡辺澄子氏の言うように、〈天賦

人権論をわがものにした主人公は、離縁という立身出世とは逆の道を選んでま

で自己確立をはかった。こうして、男に都合のよい、労働力、子孫づくり、性

の相手としての美しい人形、というような女づくりの鋳型に嵌め込まれてつく

られた女性が個の自覚にめざめ始めるプロセスが、自然に巧みに描き出されて

いる〉。73つまり、『こわれ指環』は、女づくりの鋳型に嵌め込まれない女性の

一人称の語りを通して、西欧的・近代的な知識の啓蒙を旨とした女性解放論や

結婚法制定の問題を直接に反映して、離婚による女性の個人的解放、一夫一婦

制を唱えることにとどまらず、女性全体の社会的問題を読者に提起され共有さ

れていることも目指している。 

ところが、「只此上の願には、此こはれ指輪が其与へ主の手に依りて、再び

もとの完きものと致さるゝ事が出来るならばと、流石に此事は今に……」とい

う結語部分について、それまで切々と夫の不品行、離婚に到るまで、こわれ指

環のために働く決意、と語ってきたのに対して、この結末の一文はそれまでと

矛盾するような不明の感を読者に与え、せっかく女性の人権に目覚め、行動を

起こし始めた「私」がなぜ前夫との復縁を願わなければならないのかという疑

問を提起せざるを得ない。これについて、渡邊澄子氏は、それは自立を主張す

る女性の言行不一致であり、〈男女間の距離、女性差別は、きわめて近代的な

家庭改革、婦人解放論を唱えた優れた民主主義者であった自由民権家たちにお

いてすら、ほとんど血肉化、体質化しているほどに根深く、言行不一致者が多

い。男尊女卑による女性差別は一九四五年の太平洋戦争敗戦時までの公然たる

秩序であった。戦後の民主主義は、女性をそれまでの人間失格者、法的無能者

から、男性と対等の一個の人格に引き上げはしたが、あまりにも長く続いた女

にとっての無惨な歴史は今なお尾をひき、現代といえども口に男女平等、女性

解放を唱える者でも、裏を返せば男尊女卑意識でコンクリートされている者の

多いのが実態である〉と指摘している。74それに対し、岡西愛濃氏は、それは

                                                 
72 渡辺澄子「（読む）清水紫琴「こわれ指環」」『日本文学』巻号 29-3、1980.3、p.76 
73 渡邊澄子『日本近代女性文学論―闇を拓く』、世界思想社、1998.2、p.34 
74 渡邊澄子『日本近代女性文学論―闇を拓く』、世界思想社、1998.2、p.31 
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言行不一致ではなく、〈文面通りに読み取っていくならば、「その与へ主」とは

指環を与えた前夫以外にはありえず、前夫との愛のある結婚を願っているとし

か読み取ることはできない。本文にもある通り、世間の「随分立派な御夫婦」

の様子を見ると、自らが愛のある妻となりえず、また愛されず破婚に到ったこ

とに対して「幾多の感慨を催」している。そのような中で「この上の」、つま

り自分の身上において、人格を認め合った上での夫婦愛を築きたいとの願いを

生じさせることは自然なことであろう。夫不在である「私」が愛のある夫婦と

なることを願うとすれば、その相手は前夫以外にはありえない。それは明治二

四年において、越えられない限界であった〉と述べている。75また、林正子氏

は、〈「その与へ主の手に依りて、再びもとの完きもの」とされるということは、

結婚ということに対して夫が改心し、丈夫になってほしいということではない

か。つまり、自分の別れた夫を始めとする世の〈夫〉が〈妻〉の人格を認めた、

双方の〈愛〉による理想的な結婚の実現こそが、〈私〉によって〈この上〉望

まれているのではないか。だが、〈私〉は、〈夫〉たちのそのような意識改革が

一朝一夕に実現することが不可能なこともまた、充分に認識している。その無

念こそが「さすがにこの事は今に……」に表現されている〉という見解が提出

されている。76 

こうして、『こわれ指環』の主人公は世間の思惑をはね返すだけの強い自己

を確立しようとするが、結局、前夫との復縁を願わなければならないのは、「そ

の与へ主」と互いの〈愛〉による理想的な結婚の実現を望んでいるからである

と考えられる。さらに考えてみれば、女徳思想への反抗を踏まえた上での結婚

指環の玉をぬきとった離婚＝破婚記念のこわれ指環を嵌めた時から、自己主張

を表す「こわれ指環」のメッセージを読み取れる。江種満子氏によると、〈語

り手の「私」は契約という新しい結婚観を「契約の指環」に表象させ、離婚し

てこわした指輪をかざしながら、離婚してもなお一夫一婦の契約の履行を夫に

望んだ。語り手の「私」が、西洋流の一夫一婦制結婚への崇拝によって、指環

が婚姻の契約を意味する神聖な象徴記号に表象転換された。完全な指環・完全

                                                 
75 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.41 
76 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生の軌跡」『岐阜大

学国語国文学』巻号 23、1996.3、p.35-36 
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な結婚になることを目指し、完全な結婚にふさわしく契約の履行を求め、一夫

一婦の実現を女権論として押し進めている。それは語り手の「私」が考える女

権の実現である〉というのである。77そして、〈こわれ指環を嵌めたことによ

って、女性の覚醒に女性教育が必ずしも有効でないこと〉78を示し、社会の矯

正を行なう必要性や、夫を矯め直し相愛の夫婦を作るという理想を表している

と考えられる。つまり、現実の社会における男子の不品行を糾弾し、女子を奮

起させることを目的としていたのである。 

紫琴は、当時の社会や慣習に対して、岡西愛濃氏によると、〈道徳の偏りを

女子のみに与えられている七去の責に求め、これまでとは異なった文明国日本

には、この道徳の欠点を自覚し進歩するべきであるとし、「男子諸氏よ翼くハ

深く自ら猛省し幸ひに大に改むる所あれ」と結んでいる。数婦に戯れるような

ことは文明国の真正の紳士の行いではない、と堂々と訴え、反省し改めるべき

であると、世間の男性たちの行動を促した〉というのである。79つまり、『こ

われ指環』では夫を咎める妻とその咎める行為自体が女徳に外れていると制す

る夫という対立関係によってその矛盾、不条理を明確に表し、「世間に随分立

派な御夫婦もござりますから、それらの方のありさまを見ますと、なぜ、私は、

ああいふ様に夫に愛せられ、また自らも夫を愛することができなかつたのかと、

この指環に対しまして、幾多の感慨を催す事でござります」という記述に見ら

れるように、女子が自らの「天賦の幸福を完ふする」権利に目覚め、人権を認

め合い、互いに愛し合う夫婦となるために自らの力で夫を改良するべきとの考

えである。しかし、それは、妻としての「内助」の役割に嵌られてしまう恐れ

になるのである。岡西愛濃氏によると、〈妻は夫婦間に「愛」の萌芽が可能と

なるように、夫を改めさせるモニカの役割を負うことになったのである。「私」

                                                 
77 江種満子『わたしの身体、わたしの言葉 ジェンダーで読む日本近代文学』、翰林書房、

2004.10、p34 
78 岡西愛濃氏によると、女学生に限らず、女性全体が集会及政社法によって政治活動を一切

禁止され、衆議院の傍聴も一時は許可されず、教育勅語は封建的な家庭の枠を一層堅固なもの

にする危険があった。女性は家庭に引き戻されて、啓蒙の対象から被支配の立場に、再び絡め

取られようとしていた。啓蒙主義的な立場を有する女子教育機関や婦人雑誌も保守主義へ転換

を余儀なくされた。女性が家庭の外へ出て、社会の一員となる権利を剥奪する方向に、制度化

は急速に進められつつあったという。（岡西愛濃「女性をめぐる時代状況と『女学雑誌』―『こ

われ指環』の背景」『同志社女子大学大学院文学研究科紀要』通巻 5、2005.3.15、p.28） 
79 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.33-34 
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はその役割を果たせず、自らの身のみを責める。それは男女同権ではなく、キ

リスト教的な倫理に基づく良妻賢母の思想であった。〉80ここから、時代の要

請する良妻賢母的女性像とはかけ離れず、無意識的に家父長制度を支える役割

を担ってゆく女性の自覚、自立の限界性が窺える。つまり、「その与へ主の手

に依りて、再びもとの完きもの」という前夫との復縁要望は自己主張（一夫一

婦制の結婚）の実現と、自己回復（良妻の役割を果たすこと）の実現を象徴す

るのであるといえる。 

ここからみると、確かに、北田幸恵氏の指摘しているように、〈花圃の女徳

擁護の姿勢に対して、紫琴は女大学的な女性の生き方、女子教育、圧制結婚が

導く女性の不幸を訴え、夫の行いを矯め直そうとする新しい女性の姿を描いた。

女徳を保護するようなものでないどころか、女大学的な女性の生き方、女子教

育、圧制結婚等を告発し、さらにはまだ目覚めぬ乙女子たちを覚醒させようと

する内容は、当時の女徳思想に対する挑戦ともいうべきものであった。〉81そ

して、その中に、〈女性の隷属から天賦の幸福を求めての自立へという解放の

プロセスの提示、さらに女性の連帯の呼びかけと、近代女性史の歩みが凝縮し

ているような小説である。圧制結婚と夫の裏切りによって二重に踏みにじられ

た女が、離婚によって自己回復し、さらに同胞女性のために働くことで女性と

して回復していく。男性の告発と脱出に終わるのではなく、女性の状況の変革

のため生きることを決意するというきわめて前進的女性の心情を描き出して

いる。このように『こわれ指環』は今でも誰もなしえなかった女の解放されて

いく瞬間の内面の声、自立に踏み出した精一杯の叫びを表現することになっ

た〉というようである。82しかし、自分自身の結婚→破鏡→自立、悲嘆→悔恨

→奮起の一連のドラマであるものの、「離婚によって自己回復し、さらに同胞

女性のために働くことで女性として回復していく」という自立の志向性は、家

庭を出て一個の人間として自立する自己回復を目指せず、家庭に回帰し、妻の

役割を果たす自己回復を目標としているのである。 

                                                 
80 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.40 
81 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.25-27 
82 北田幸恵「真葛から紫琴へ―性差と表現」『日本文学』巻号 43-11、1994.11、p.62 
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つまり、当時の時代環境において『こわれ指環』の斬新な点は、妻が夫を矯

め直しようとしたということ、女が自主的に離婚をしたということ、離婚を決

行後も世間を憚らず指環を嵌めて、圧制結婚を社会問題として提起し、男女同

権を目的とした社会改革の志向を示しているということ、男と女が人格を認め

合い、互いに敬愛することによって、従来の封建的な結婚制度を超克した自由

恋愛・自由結婚―真の意味での男女同権の実現を標榜することなど、宿命観を

越えて、自主的に離婚してなお権利を語り、「私の様な轍を踏まない様」に行

動する女性像を語り出すことに成功している。岡西愛濃氏の言うように、〈『こ

われ指環』は主人公の生い立ちから離婚までを描くことを主体とするのではな

く、その後の女性が行動を起こすまでが大きな役割を持つ。それは、それまで

の女性を登場させた小説のいずれにも属さない新しさであった。それこそが、

紫琴が『こわれ指環』の上で発揮し、成功を収めた「私」の思いであった〉。83

しかし、とはいっても、それまでの長期間重い封建道徳の鎖につながれ、当時

の女性を取り囲んだ社会的現実は儒教道徳のしみこんだものであるゆえ、日常

化していた道徳思想を簡単に変えることは至難であろう。解放論を唱えた紫琴

も自身封建道徳そのものによって育ち、それを体質化し、女性の地位を向上さ

せることを求めるが、妻の役割として「内助」を強調した立場に置かざるを得

ない。そして、〈キリスト教による啓蒙的な思想は、キリスト教により男女同

権に到ることを前提とした上での男女の天職論がその大部分を占めていた。当

然、現実とかけ離れたものとなり、女の天職を完遂することを主眼とした良妻

賢母論に包括されてしまう〉。84したがって、既成の道徳思想とキリスト教の

思想を受けたもとに、女性の主体は家庭への回帰によって寄せられ、無意識的

に、「女の天職」を発揮する良妻賢母の養成を求めるものに帰せられてしまう

のである。ここから、女性を家庭から出て、一個の人間として自立することに

は、まだ女性を閉じ込めた時代の壁の厚さがあったことがわかる。渡辺澄子氏

によると、〈戦後三十五年目の社会的現実に、なお根強く生き続けている良妻

賢母主義とは、その変質の過程で「女大学」の系譜に連なるものになってしま

                                                 
83 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.30 
84 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女子大学大学院文学

研究科紀要』通巻 3、2003.3.15、p.41 
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ったが、そもそもは明六社同人たちを中心とする啓蒙思想家たちの発想、発言

によったきわめて進歩的なものであった。しかしその進歩性とて、「人民の開

化のため」に「善良ナル母ヲ造ル」ことに重要性の強調された賢母良妻であり、

個の確立は無視されている。〉85当時の啓蒙思想家たちに対し、紫琴は、女性

の主体の確立を目指すところには、自主的に離婚し、良妻賢母主義を乗り越え、

女性の社会的活動を起こすまでが大きな前進があったといえる。しかし、女性

を社会人として自立することの問題を検討しなかった。個の確立（自己回復）

を男女同権の実現とともに目的とした意識では、家庭そのものの実現をめざす

良妻賢母主義に帰着させられてしまうのである。つまり、旧習に絡めとられよ

うとしていた既婚女性が覚醒を果たしたとしても、女性が家庭から独立した一

個の人格とみなすところから出発することができず、家庭においての打開策も

与えられなかったという当時の女性自立の限界が暗示されている。 

『こわれ指環』は、〈妻の人間性を蹂躙する夫に真正面に対峙して、自説を

出張し、それが容れられぬと知るや、旧倫理に縛されたまま、己れを殺した生

き方に徹する、または諦念して埋没することを覚悟する、というのではなく、

婦徳を破って家をこわし、新社会に貢献できるような、苦しくも意義生き方を

しようとする、強烈な個性の開顕した女子像を創出したところに歴史的意義は

特筆大書してよいものである〉と思われる。86にもかかわらず、理想を追った

『こわれ指環』の「私」は、男女同権の実現へ向けるところに、理想の夫婦（近

代的家族）の実現という家庭への回帰によって求められる指向性が見えてくる。

ここから、女性の個的自覚を覚醒させ、女性の地位向上を目指す女性解放思想

の内実には、未だ家庭からかけ離れないことが反映されている。いわば、二十

年代の明治時代において、欧化政策における西洋流の男女平等、一夫一婦制と

いった思想が込められている一方で、国家主義的、家父長制的政策を女性の自

意識の深層まで浸透させ、その新旧が共存している重層的構造をもっている時

代において、女性の自立実現の道は、時代に超えられない限界があったことを

無意識の内に明らかにしたのである。

                                                 
85 渡辺澄子「（読む）清水紫琴「こわれ指環」」『日本文学』巻号 29-3、1980.3、p.77 
86 渡邊澄子『日本近代女性文学論―闇を拓く』、世界思想社、1998.2、p.39 
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4. 樋口一葉文学の解放思想の位置づけ 

女学校出身、上流階級の令嬢たち田辺花圃、木村曙、清水紫琴とは対照的に、

下級官吏の娘樋口一葉は、女学校教育や近代女性解放論と無縁の立場にいた。

小学校中退のあと、歌塾へ入門した。中島歌子の歌塾「萩の舎」1で学んでい

た一葉は、身分の低さのため数々の屈辱を受け、先輩の花圃の『藪の鶯』によ

って得られた三十三円二十銭の原稿料に刺激されて、生計を立てるため、小説

を書こうと決心したのである。〈萩の舎での屈辱感と激しく燃えるライバル意

識は、奥深く眠っている彼女の中の「真の女」を開放させるエネルギーとなっ

てゆく。〉2下層社会の女性たちとしての訴えは作品の中に現れ出したが、花圃、

曙、紫琴とは違って、一葉は明確な主張を持っていなかった。橋浦兵一氏によ

ると、〈訴へとは一葉が身を持って示した矛盾から出たロマンチシズムである

が、ロマンチシズムが人間の悲惨に交わって、個我の幸福を問題にし、不幸を

突破しようとするならば、それは主張となりうる。一葉が後期の『十三夜』『に

ごりえ』『わかれ道』『たけくらべ』の現実的題材、悲惨な女性の運命を取り扱

いえたのは、自覚された写実主義からではなく、主張に至る一歩手前に止まっ

て、訴えようとする「情熱」から、必然的に至りえた世界であった〉というの

である。3一葉作品の中に見られるように、女性たちが性的道徳規範を挑戦し、

ジェンダー規範に対する反発してみせるが、具体的な対応策を持ち出せず、最

後に諦観に収斂される。 

一葉に対して、花圃は『藪の鶯』において、明確的な恋愛観、結婚観を示し

ている。女性が夫に操を立てることを否定し、蓄妾制度を非難し、女性の人格

の確立を求め、恋愛・結婚の自主権や、対等の結婚、再婚、国際結婚などを主

張していた。〈当時の女学生の風俗や志向を凝視するとともに、批判的な姿勢

をもって、誤った欧化主義の放恣を否定し、学問や教養と慎ましやかな女徳を

                                                 
1 夏子の入門当時、萩の舎は全盛期にあり、一時は千人もの門下生がいたというが、単に門人

が多いというだけではなかった。歌塾の経営にあたって、同門の歌人の援助を受けていた。皇

室や華族をはじめとする上流階級の夫人や令嬢たちを門下に集めていた。そうとは知らず父が

決めた萩の舎は、下級官吏の娘にすぎない夏子には場違いであったかもしれないが、同時に未

知の世界へ開かれた扉でもあった。（杉山武子『一葉樋口夏子の肖像』、績文堂出版、2006.10、
p.27） 
2 佐藤英里「樋口一葉が描いた生涯のかたち」『学海』9巻 59-67号、1993.3、p.60 
3 橋浦兵一「一葉の作品形成」『文芸研究』6 巻、1951.1、p.32 
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肯定し、その理想とするところを強く打ち出した。〉4また、木村曙は『婦女の

鑑』において、女性が自ら自分の運命を切り開く主体的姿勢をとって、女性の

社会進出の可能性を開示している。そして、女性の理想的な自立像を描いて、

留学までして実技を身につけ、経済的自立を図って、家事や育児の本分から社

会に出て働くことを主張している。さらに、清水紫琴は『こわれ指環』におい

て、女性が自主的に離婚をして自己回復を提示し、そして、圧制結婚を社会的

な問題として提起し、一夫一婦制の結婚を主張している。 

しかし、花圃、曙、紫琴は一葉とともに不徹底な近代的自覚の段階に至った

という弱点をもっている。花圃は『藪の鶯』において、社会に向けて女性が働

いて自活することや女性の教養、自主独立の精神を説きながら、社会的独立を

目指すまでに至らず、かえって家庭に向けて自身の身を立てていく方向を求め

ていく。女徳の体現を通して、理想的な結婚を実現させるという「立身」と「結

婚」の調和を意図し、時代に即応した生き方を示しているところに、女学校教

育が教えられる女徳の涵養や良妻賢母思想を受け入れていたことが窺える。当

時の女性指導の原理について、「如何に女性の務めの崇高さを説いても、結局

は女性の社会的、家庭的劣位を合理化する詭弁に過ぎない」5のであり、女で

ある事は誇りを感ずることができるような説き方は、家庭向け6の女性の務め

が固定化されるためである。花圃の「本分に則した対等」という考え方はまだ

観念的であり、現実的認識を欠いたのである。男女対等の人間としての結婚と

いう主張をしたが、人格的平等が男女の特性に応じた性別役割分業（男の仕事

に比して等価値である女の務め）の立場から考えている段階に至って、男性へ

の従属、劣等な地位を認識せず、女性解放についての問題にまだ思い至らなか

ったのである。また、曙も日本的な道徳を体現することによって、女性の自立

を図ろうとするのである。『婦女の鑑』において、近代的女性の理想的生き方

を模索しているが、「義理人情」「報恩」といった封建的道徳意識に囚われてい

て、個人としての自立を目指すことではなく、父親の期待に応える〈父の娘〉

                                                 
4 和田繁二郎『明治前期女流作品論―樋口一葉とその前後』、桜楓社、1989.5、p.268 
5 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.296 
6 女性が家庭に帰るのは女性の生物学的本態であり、社会的分業であり、家族制度の基調であ

り、国家的職域であるとさえ説かれる。従ってそれは女性の道、婦道として永遠に遵奉す可き

ものとして訓されるものである。（牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.348） 
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としての役割を尽くし、「家名新興」「報国」の使命を果たす身体を自分のアイ

デンティティの拠り所とされているのである。それは、家のために身を尽すと

いう家制度を支える家族観を内面化した女性の自覚である。また、国家社会の

ために貢献しようとするという女性の社会的志向は、当時の女子職業の指導に

受容されたものである。〈女子職業に関しては全く相反した原則が説かれてい

る。一つは「女性は家庭に帰れ」との主張であり、他は女子労務動員という国

家的要請である。共に指導者層から女性へ呼びかけられる言葉であり、政策で

ある。〉7それは、社会に貢献することを「報国」として奉仕をするときに、女

である事に誇りを感ずるような勤労報国の精神であり、そして勤労報国の高き

使命を自覚させるような教導である。曙は、女性の自立を求めながら、家や国

家の要求に即応する身体を主体としての場所を心得ていて、使命を果たすこと

を立身出世として認め、女性身体の桎梏を自覚せず、女性解放の問題を追究し

ていく段階にも至らなかった。こうして、花圃と曙と共に、もともと女性の主

体を指導者側によって規制されている女性身体とされているので、欧化思潮に

よって女性主体の喪失を自覚しはじめ、女性の自立（本分や使命を果たす身体）

を求めようとするのであると考えられる。だが、「女が仕事を持っても必ずし

も、女性解放につながるとはいえない」8、そして「経済的自立だけが自立と

は限らない」9ということから考えると、花圃と曙の目指した女性の自立は、

まだ主体的自覚を持たずに、女に課せられる務めを果たそうとする目標を目指

すだけで、女性解放に至ったまでとは言いがたいのである。 

一方、紫琴は『こわれ指環』において、封建的道徳に縛られる女性身体の桎

梏を自覚し、西洋の女権論の感化による女性の個的自覚を覚醒させ、自主的に

離婚した。だが、離婚を決行後、社会に貢献できるような身体を生かして、一

夫一婦制の結婚を目指し、妻の役割を果たす主体の回復を求めている。この女

性の自覚をみるに「女にとって家庭生活の完成が自己の完成である」10、或は

                                                 
7 牛島義友氏によると、〈この二原則を使い分けるのに社会情勢、国家の要求に即応するのも

一つの考え方かもしれない。経済不況のために失業者続出する時代に女性は家庭に帰れと呼ぶ

ことは社会不安を除く一つの道であろうし、反対に生産拡充に追われる時代は女性も職業戦線

に進出せよと呼びかけることも必要であろう〉という。（牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、

1943.4、p.347-348） 
8 上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、1986.11、p.210 
9 上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、1986.11、p.210 
10 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.352 
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「結婚して男性を助けることによって、女性の存在が最高の意義を持つ」11と

いう当時の女性の主体意識が窺える。したがって、紫琴の女性解放思想は女子

教育の抑圧、圧制結婚による主体意識に目覚め、自主的に離婚による女性の個

人的解放の段階に至っただけである。家庭を出て一個の人間としての自立を目

指せず、また家庭の回復による主体の回帰を求めるようになった。ここからみ

ると、紫琴は、女性として耐えなければならぬ身体を拒否しながら、また妻と

なる母となる身体を主体の拠り所として帰せられてしまう。したがって、男性

の不道徳が社会的法律的に承認されている制度への反発として自主的に離婚

したが、女性の地位の向上、平等の待遇を要求する男女同権の主張は、「単に

女権の拡張などの要求は感じられず、権利を主張するというよりも、正当なる

保護を要求する態度で臨んでいる」12というようである。おそらく、紫琴は、

男性に比し劣悪な地位や生活に耐える女性の立場から、女権の主張によって女

性の家庭における地位を強固にするのであると考えられる。これは、当時の家

庭生活を中心とし、女の家庭における一家を平和にしてゆき、夫の蔭の力とな

り、子供を育てねばならぬ、という女子教育の指導原則と関わっている。また、

女学校教育と無縁であった一葉は、自己の生活体験を通して、「われは女成け

るものを、何事のおもひありとてそはなすべき事かは」という女である事に対

して無力感を深く感じとり、女の本分に拒否感をもち、妻となる母親となる身

体を女性のアイデンティティの根拠としては思わなかった。これは、女性の自

我意識の目覚めに伴い、女性の本分に対する批判的、懐疑的な態度であり、個

人の個性を生かすとか、人格的に取扱うことをせず、社会的道具として取扱い

としている女性の身体に対する再認識である。だが、一葉作品には、時代に即

応した生き方に反抗精神をもっていても、「仕方がない」、「宿命」といった諦

念観によって、また男性社会によって規制される娘、妻、母、妾、娼婦となる

身体に帰せられてしまい、あるいは、それらの身体の記号を内面化し、身体の

規範や道徳倫理を受け入れているのである。たとえば、『婦女の鑑』の秀子と

『やみ夜』のお蘭は同じように、〈父の娘〉としての身体を生かそうとする娘

である。『藪の鶯』の秀子と『十三夜』のお関は、妻の分を弁えて、或は母の

                                                 
11 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.360 
12 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.316 
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身体で生き通していく女性である。『こわれ指環』の「私」と『われから』の

お町は、女性の主体が家庭に依存している妻である。ここからみると、花圃、

曙、紫琴、一葉の作品の中に、「近代」と「前近代」が共存している過渡的要

素が共に見られ、それに、無意識的に従属的な身体として国家の支配体制を支

えているのである。 

こうして、花圃、曙、紫琴、一葉とともに不徹底な近代的自覚の段階に至っ

たことは彼女たちの時代性が反映されているのである。しかし、欧化思潮によ

って女性の主体性の喪失を自覚し、女性の自立を求めようとする花圃、曙とは

違って、紫琴と一葉は、男性社会における女性の社会的地位、家庭内の役割が

従属的劣位の立場を自覚しはじめ、女性の解放を求めようとするのである。花

圃、曙は女性の理想的な自立像を描いているが、家父長制や道徳規範への根底

的批判や懐疑的な態度を持たず、女性解放についての問題も深く考えず、自身

で追究していなかった。男女対等の恋愛結婚や経済的自立や生産労働への指導

などの主張は、当時の国家政策が女性に課せられる制約から考えれば、余り理

想に過ぎないのである。そして、家制度や倫理規範、階級問題、性差問題など

を問わない限り、男女対等の恋愛結婚は、実際に実現しがたいのである。たと

えば、『こわれ指環』において、「私」は結婚前に夫に隠し妻がることを知らず、

結婚してから夫の不倫を専ら忍従しなければならない。男性の不道徳が法律で

公認されていることに耐えられない屈辱を感ずるのである。また、『やみ夜』

のお蘭の場合からみると、当時独身女性が戸主であれば、他家に嫁ぐことはで

きず、女戸主は婿養子を迎え、家を守らねばならない。『軒もる月』のお袖は、

恋愛の対象が桜町の殿であるが、低い身分のゆえ職工との結婚を受け入れざる

を得ない。また、家の倫理や家族の成員として家の共同利害に背負っている『十

三夜』のお関にとっても、戸籍上の妻に封じ込められる『われから』のお町に

とっても、再婚は簡単に実現することができない。さらに、娼婦の場合からみ

ると、『たけくらべ』の美登利は、「大黒屋の美登利」、「龍華寺の信如」という

職業柄の差異を背負っているため、恋愛の自由は与えなかった。『にごりえ』

のお力は、結婚相手を選べても、男女の性的差異、階級差異によって、恋愛結

婚の理想を実現しなかった。そして、『こわれ指環』のように、女性の精神的

人格的方面は男性に無視される限り、男女対等の恋愛結婚といっても、女性が
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依然として家内役割に押し込められ、男性に従属する関係が固定化され、女性

の生が男性に依存しなければならないのである。 

このように、花圃、曙の観念的、理想的なものに比して、紫琴、一葉は、家

庭生活、愛情問題、或は社会生活の体験を心得ることによって、女性の個的自

覚を覚醒しはじめ、劣等な地位の向上、平等の待遇を要求していくのである。

しかし、紫琴、一葉は、共に女性の解放を求めようとするが、主体の根拠とさ

れる場所の位相という点に異質性がある。紫琴の『こわれ指環』と一葉の『十

三夜』を対照してみれば、女主人公は同じように両親から強いられて結婚する

が、「私」は西洋の女権論の感化を受けて、夫の行いを矯め直すことまでして、

甲斐もなくとき自主的に離婚する。ここまでは、お関のような離婚決意をして

も結局、婚家に戻った行為表現と違い、女性の離婚による個人解放に成功して

いる。しかし、離婚後、妻としての役割を果たさなかったことを自ら責めてい

る。そして、家庭を出て個人としての自立を求めず、社会に貢献できることに

使命を自覚し、そこに主体の拠り所としての身体を生かし、また家庭に回帰し、

主体を妻の役割を果たす身体に帰せられようとする。一方、お関は、「女にと

って家庭生活の完成が自己の完成である」13、或は「結婚して男性を助けるこ

とによって、女性の存在が最高の意義を持つ」14という当時の女性の結婚観を

持たず、家庭生活の円満を自分の使命としても思わなかった。お関は結婚以来、

妻となる母となる身体を演じながら、主体的意識が両親と一緒に暮らす家族幻

想に寄せている。婚家に戻ったが、身体性（精神と肉体）を分裂し、主体意識

が母子情愛に寄せて、妻としての身体を演じながら、被虐生活を耐えているの

である。 

つまり、『こわれ指環』の「私」は、夫によって愛され、よい妻となる身体

を、自己のアイデンティティの根拠としてきたが、『十三夜』のお関は、個人

の主体意識を持つ幻想を、アイデンティティの根拠としてきたことがわかる。

『こわれ指環』にみられるように、一度女性の個的自覚に目覚め、妻となる母

となる身体を切り離し、個人の解放に成功を収めたが、女性の主体が記号され

る身体に帰せられようとする。一方、一葉作品からみると、婦徳や女性の本分

                                                 
13 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.352 
14 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4、p.360 
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に対する批判的、懐疑的な態度を一貫して、女であることを超えようとする、

女性としての自己を生かそうとする、という女性の自己表現、解放を強調して

いる。だが、女性である事を無視することは不可能であり、結局女性としての

運命から離れることはできない。そして、女性を観念的に否定し、女性の本分

に反対してみても、男性論理中心の社会構造の中で女性の生き方への打開策、

社会的性差（ジェンダー）の問題を解決することもできない。自己の人間性へ

の自覚、あるいは自己の生の自主的な自覚に辿りついたが、現実生活の基盤か

ら自己の有り場所を見付からず、窮地に追い詰められたあげく、『軒もる月』

のお袖、『十三夜』のお関、『たけくらべ』の美登利、『にごりえ』のお力とい

った女性たちのように、規制される身体を演じながら、主体意識が内部的世界

に逃れていく、あるいは、主体意識に駆けられ、『やみ夜』のお蘭のように他

者の身体を通して、『われから』の美尾、お町のように自己の身体を通して、

主体的自己意識の実現を追い求めていく。このように、一葉は紫琴より自我の

目覚めへと一歩を踏み出す女性を描いている。ここからみると、紫琴と一葉は、

女性解放思想史において、共に明治前期の啓蒙思想の作家として考えられる。

紫琴の解放思想は、女性の個的自覚を喚起していた点に最初の位置づけとされ

る。そして、女性の個的自覚、女性の性の解放を深く追究していく一葉の解放

思想は、紫琴に引き続く位置づけられることができる。 

また、明治二〇年代の一葉解放思想を引き続き、明治三〇年代に入ると、女

性の個的意識、女性の性（肉体と精神）をさらに、大胆に官能的表現をしてい

く与謝野晶子（1878~1942年）15の歌集『みだれ髪』が現れてきた。この女性

の性の自由と解放を掲げ、近代的自我の表明は、明治四〇年代の『青鞜』へと

連なる先駆的役割を果たしていた。高群逸枝氏は、明治末の平塚らいてう

（1886~1971年）16にいたってはじめて旧制度と女性の自我との全面的衝突と

                                                 
15 与謝野晶子は 1878年（明 11）旧姓を鳳といい、大阪府堺市甲斐町の菓子の老舗駿河屋の三

女で、名をしやう（晶）といった。（赤木志律子『女性〈日本史小百科 2〉』、近藤出版社、1977.11、
p.248）堺女学校を卒業した。1900年来阪した与謝野鉄幹と会うと、翌年、家をすてて上京、

処女歌集『みだれ髪』を出版、鉄幹と結婚した。この歌集が、明治浪漫主義に画期をもたらし

た。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.123） 
16 平塚らいてうは 1886年（明 19）東京生まれ。本名、明。日本女子大卒。1908年（明 41）
閨秀文学会の講師、森田草平と塩原事件をおこし、女子大同窓会から除名された。この事件は、

自我意識による殆ど捨身のドラマであったと考えれるが、世界は心中未遂事件として騒いだ。

1911年（明 44）九月、友人たちと女性だけでつくった雑誌『青鞜』を創刊、「元始、女性は太

陽であった」と題する創刊の辞を書いた。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、
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なって立ち現れるのであるといっている。17また、山下悦子氏によると、〈女

性が文学作品を通してその「内面」を口語体で赤裸々に語るのは、『青鞜』18に

おいてである。彼女たちは言文一致の制度の内に主体を求めた。それは女性の

自己同一性を求める出発であった。江戸文化の厚みのない表層的空間に宿して

いた言説の配置は変容、消滅し、近代の人間中心主義が言文一致の確立ととも

に誕生する。『青鞜』はそういった意味における近代的「女性」の誕生宣言で

もあった」というのである。19『青鞜』の女性達が繰り返し強調した「新しい

女」とは、〈「自覚」「自己覚醒」し、自己に対して「反省」「批判」が出来、世

間に対して「懐疑」「批評」「批判」を行える女性であった。又、「新しい女」

は、「自己充実」、自己内部の「生命」を生かすことに重きを置き、そのために

「習俗打破」も辞さないのである。そうした像の対極にあるのが「古い女」で

あるとすると、それは自分を囲む習俗、習慣、境遇、そして自己の生き方その

ものに何に懐疑も持たない女性であり、自己の内面の充足など考えもしない女

性ということになる。〉20平塚らいてうの「女としての樋口一葉」の中には、

与謝野晶子の「そぞろごと」と一葉の日記の一部「……誠にわれは女なりける

ものを、何事のおもひありとてそはなすべきことかは」を挙げて、「今日晶子

氏を得て新日本の我々が「我れは女ぞ」と誇らしげに高唱し得たのは矢張り一

葉によつて代表された幾百年の圧迫の下になほも生きねばならなかつた過去

の日本の女が「我は女なり」と嘆いた諦めの涙の後であることを忘れたくな

い。」と書いているところなど、只一葉にマイナス評価を下すばかりでなかっ

たことを示している。21中山清美氏の言うように、平塚らいてうは、〈「新しい

                                                                                                                                            
p.92-93） 
17 日本女性の自覚路線をふりかえると、（１）明治維新の貞女烈婦型、（２）民権運動・実学

派・科学立志者らの文明開化型、（３）一葉の自我の苦悶型、（４）晶子の自我の表現型で黎明

期がおわる。（高群逸枝『女性の歴史（下）』、講談社、1972.8、p.268） 
18 平塚らいてうによって明治四四年の九月に創刊された女流文学雑誌。「青鞜」とは、一八世

紀の半ばごろ、ロンドンのモンタギュー夫人のサロンに集まって、盛んに芸術や科学を論じた

新しい婦人たちの一団がそろいの青い靴下をはいていたところから、名付けられたものである。

（高群逸枝『女性の歴史（下）』、講談社、1972.8、p.276-277） 
19 山下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.72 
20 中山清美「明治四十年代 一葉受容と「新しい女」―「円窓より 女としての樋口一葉」

を中心にして」『名古屋近代文学研究』巻号 15、1997.12、p.129 
21 中山清美「明治四十年代 一葉受容と「新しい女」―「円窓より 女としての樋口一葉」

を中心にして」『名古屋近代文学研究』巻号 15、1997.12、p.123 
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女」宣言を前に、「旧さ」を拭い去るために、一葉を否定した〉のである。22『青

鞜』に結集してきた与謝野晶子、岡本かの子、国木田独歩夫人の国木田冶子、

のちに高村光太郎の夫人となる長沼智恵子、伊藤野枝、神近市子、日本女子大

関係者等々、いずれの女性も近代的な自我の持ち主であった。23関礼子氏によ

ると、〈「一葉」はメディアの中で、自らを差異化するための否定的な媒介だっ

た。『青鞜』に結集した女性たちが、多かれ少なかれ没後記号としての「一葉」

を否定的媒体としてその差異化を図ったのはこのためにほかならない〉という

のである。24「元始、女性は太陽であった」と題する創刊の辞は、封建的束縛

への反逆を意味し、近代的自我の確立、自主自由への憧憬を示し、自己の可能

性を引き出そうとする平塚らいてうの「新しい女」宣言25である。それを切り

開いたとされるのは与謝野晶子であるが、一葉は封建的束縛への反逆や、女性

の性の表現、解放への夢を既にらいてう、晶子より先行的に掘り当てていたの

である。だが、まだ充分有効な表現を得るに至っていない。確かに、一葉文学

には自立した女性の姿を現さない、大胆に性の表現も描いていないが、近代的

自我の覚醒や、女の性の自覚は、一葉が近代女流文学の先駆者として呈してい

ることが否定できないのである。

                                                 
22 山下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.90 
23 中山清美「明治四十年代 一葉受容と「新しい女」―「円窓より 女としての樋口一葉」

を中心にして」『名古屋近代文学研究』巻号 15、1997.12、p.131 
24 関礼子『一葉以後の女性表現－文体・メディア・ジェンダー』、翰林書房、2003.11、p.10-13 
25 この宣言は女権でも母性でもなく、あらゆる既成の価値観や自明とされている道徳及び日

常的な有様を括弧に入れて、意識の基底に降り立ったときに見出される潜めたる本来的自己を、

その自己の可能性を引き出そうとした、現象学的還元という手続きによった言葉である。（山

下悦子『日本女性解放思想』、海鳴社、1988.10、p.89） 
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Ⅲ 結論 

1. 〈幻想〉に生きる女性たちの無化される反抗 

一葉文学は、人道主義の精神から出発し、批判的な姿勢と、抵抗の情念を湛

えさせているものである。一葉のテクストの語り手は常に底辺に生きる女性た

ちを鋭い視線で見つめ、社会批判をして、世間の不人情、不合理を告発し、女

性に強いられた不当な男性支配と不平等に抵抗的な身体性を匂わせていた。二

十七年の『やみ夜』は後期文学の最初の作品として数えられる。この作品をは

じめ、一葉が更なる現実批判と自己凝視に厳しく眼を開き、女性の主体的な問

題や社会的な性差問題へまで執拗に追及した。その作品からは今までの世間へ

の批判や、抵抗の姿勢、男に捉えられた優しい「女菩薩」という女性像に反し

て、新たに「女夜叉」という意地を立通すという強い自我をもつ女性像が誕生

している。二十八年の『軒もる月』『にごりえ』『たけくらべ』『十三夜』など

に至ると、女であることを超えようとする意志や人間として心の儘の生き方へ

の切望など、つまり自我意識と現実の障碍との相克をより一層激しい身体的な

自己表現によって、女性の内面意識の葛藤が具象的に描かれている。さらに、

二十九年の『われから』に至っては、一挙、女性の身体的行為によって、女性

の内面欲望や情念が表出され、家父長制度やジェンダー規範に真正面から挑み

かけようとする反抗的姿勢へと変容していく。このように、女の性（精神と肉

体）と家父長制度や性的規範との対立が『やみ夜』をはじめ、両者の相克、葛

藤が『たけくらべ』『軒もる月』『にごりえ』『十三夜』へと進められていって、

遂に『われから』に至って、制度や規範に安んじ得ない女の中なる性の不安が

形象化され表現してきた。こうして、一葉文学の解放思想は、女性性と男性性、

男性の支配原理とのせめぎあいを基底として、人間性を縛り、女性の精神面を

抹殺する不平等、人間差別の社会機構を批判したうえで成立されたものである

といえる。 

女性の差別化を意識している一葉の後期作品の中には、家庭内に生きる女た

ち、（娘、妻、母）と家庭外に生きる女たち（遊女、酌婦）の両者を描いてい

る。いずれも、人間性の視点から女性の主体性を捉え、男性によって記号化さ

れた女性の身体への抵抗と、女の内なる情念を表現し、性差文化の構造をゆさ



 

 259

ぶり、人間差別を打破しようとする女性表現である。女性のジェンダー化され

た身体への抵抗意識は、社会的性役割の期待に応じきれずに、逸脱した「魔女」、

「狂女」、「悪女」、「逸脱する女」といった女性像が具象化され、それぞれ変調

や失調を抱え込む病理的な身体（お力の離人症、お町の癪、お袖の狂）や、商

品的な身体（美尾）、あるいは姦通的な身体（お町）、ないし神話的な身体（聖

なる娼婦と化された美登利、女夜叉へ変身したお蘭）、又は分裂的な身体（お

関）などの身体性が表象されている。だが、現実の障碍を打ち破るべく激しい

反抗意識を持っていながら、打開策を持ち得ずに、結局お蘭の恨み、お袖の高

笑い、お関の訴え、お町の一念、美登利の不機嫌、お力の独白といった数々の

情緒的・言語的反動の情念として止まらせていくしかなかった。 

それから、女の内面に鬱屈した性的表現については、情念の解放を求める『軒

もる月』のお袖は、手紙を読む行為で構築された空間で性的規範という枠を超

えて、性の解放を求めているように見えるが、彼女自身の内面意識に限定され

た擬似的解放に過ぎないものである。意識的次元において性の解放を求めるお

袖と違い、『われから』のお町の情欲は、夫に対する対幻想という意識的情念

を越えて、似而非の姦通を試みることによって、セクシュアリティの満足を求

めるように働いた。一葉が「二タ心」をもつお袖を「不貞の女子」として断罪

せずに、姦通を背徳行為として認めずに、むしろ女性の素直な感情や情欲を肯

定し、制度への反逆・挑戦をしようとした。一方、身を売る娼婦の商品化され

る性、没主体の性的表現のそれは、家庭内に生きる人妻の規範される性、欲望

的主体となる性の表現と比べると、『たけくらべ』の美登利は、娼婦になる性

的身体を拒否し、少女的身体の無垢性、処女性を守ろうとした。一葉が、肉体

の性を完全に否定することによって、純愛幻想の次元に泊まらせることによっ

て、その娼婦の性が神聖視され、純化される方向に働きかけさせた。また、『に

ごりえ』のお力の性の主体は、商品的身体から人並みの身体に還元させている

ため、あくまでも恋愛結婚という幻想の次元へ帰せられたのである。このよう

に、一葉は、人間性から捉え、女性の性の素直さ、率直さ、純粋さという自然

の性の表出を肯定し、男性の作り上げた女らしさの規範を離脱する人間として

の女として把握し、男性の管理下におかれる性、消費される性から脱出する個

体としての性的主体を奪回しようとした。しかし、これらの女性の主体として
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の自己表現は、意識的な幻想の空間において実現できたが、『われから』の美

尾のように、モノ化される身体に甘んじてその揚句、自己破滅の危機に陥って

しまうような商品的身体、あるいは、お町のように、性的他者に見捨てられか

ねない自己喪失の危機にさらされてしまう姦通的身体と変貌していくように

なる。つまり、家庭内に生きる妻であろうと、家庭外に生きる娼婦であろうと、

そのどちらも如何なる自我意識を持っていようとも、結局、男性中心の社会が

作り上げられた女性性のイメージに回収されていかざるを得ないのである。 

このように、新たな生を拓くことができずに、ひたすら立ち竦んでしまう女

性たちの滲み出る哀感が一葉後期の作品に色濃く描かれている。強い自我を表

現する女性は、一度、反動的に働きかけても、結局、女性に課せられる役割か

ら脱出できずに、現実の生活に耐えていくしかなかった。たとえば、お関や美

登利のように、新たな生き方を拓くことを諦め、妻や娼婦となることを女の宿

命として諦めていた。また、その情念のはけ口を見つけそうとするお袖やお町

の女たちように、自己喪失の危機に陥り、最終に家制度の規範へ回収されてい

く始末となった。そして、家の恨みを背負った女たちは、お蘭やお力のように、

最後に遁世や死の形で世から消え、女の宿命として締めくくられていった。女

性たちの反抗行為は、結局、諦め、狂、自己喪失、遁世、死といった負の生の

形で収斂されていった。すでに女としての身の限界を認識した一葉は、それら

の女性たちの運命を宿命的な悲劇として見なし、同情をも寄せずに冷徹な視線

で女性たちの不幸な生を見極めている。そのために、一葉は明治の女の心境と

境遇を写実に描いていたリアリズムの作家として名を上げるのである。 

女性たちの反抗行為の敗北は、ある意味で家父長制度で固められた社会性の

限界でもあるが、一方においては、女性たちの深層意識には娘、妻、母となる

身体意識に引きずられ、染み付いた教養と倫理観を無自覚に内面化している女

性の自身の限界性にもよるものだと思われる。結局、女性の内面としての自意

識の苦悩を、他者や社会への憧憬的幻想のうちに解消され、現実との葛藤から

逃れようとして、ひたすら宗教（無の思想、宿命）というエドの自意識の鏡像

として映し出されていくのである。このように、現実の障碍との対立を断念し

て、女性の自我懐柔、ないし自己救済、あるいは自己憐憫の退行的姿勢は、実

際の上、現実の障碍に何等かの破壊、衝撃を与えられずに、自己の同一性とい
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う独善に拘束されていくのであった。『にごりえ』のお力や『われから』のお

町のように、現実生活の中に他者や社会と調和的な関係、密接な関係が形成で

きずに、孤立感を味わっていた女性たちは、自己の幻想的な世界に閉じこもり、

強い浮遊感覚や、不安感に襲われるようになる。「一人この世に生れし心地ぞ

する」（「ミつの上」明治 29.2.20）という孤独感を強く意識してしまうところ

は、一葉の書くことによって得られる自己認識である。女であることの社会的、

身体的意味を認識してきた一葉は、「われは女成けるものを 何事のおもひあ

りとてそはなすべき事かは」（「ミつの上」明治 29.2.20）と嘆き、女性が自ら

主体的な意志によって生きようとした時に、明治社会の厚い壁の前で、屈折す

るしかないという口惜しさの感情がしみじみ味わわされていた。いわば、一葉

の後期文学における女性の反抗の行末は、〈幻想〉に生きる女性の無化される

反抗として定着されるものとなったわけである。 

これは封建的桎梏に取りつかれている下層階級の女としての一葉の限界で

ある。同時代の上流階級の田辺花圃や木村曙や清水紫琴の場合とは大きく違い、

一葉は新しい思想や主張、理想的な生き方を持ち得なかった。だが、一葉の視

点には常に明治女性の現実生活の苦しみや痛みを見詰める視線の深さが同時

存在していた。そして、同時代の作品と対照させた上で考えると、下層階級の

生活面を取材している一葉の作品は、身辺の不幸な人達の側に立って描いたた

め、それほどの幅広い視野を持ち得なかったが、女性たちの在り方、自意識を

執拗に問いかけもし、追及もした。したがって、一葉文学の解放思想は、女性

の個の自覚から出発した紫琴の解放思想に引き続くものとして位置づけられ

ることができる。そして、女の自我表現として女の性（精神と肉体）の表現か

らみても、同時代作家の作品に比べて格段と独壇場たる一葉文学の異色的な女

性表現を呈している。しかし、自意識に目覚めた女性が依然として封建道徳に

縛られ、現実の閉塞状況から脱け出せず、結果として、「近代」と「前近代」

の狭間に立ち竦んでいる有様をも窺われるものである。いわば、一葉は「古い

女」でもなく、「新しい女」でもなく、旧制度と新制度の交錯しあう、葛藤に

満ちた時代に生きる女であり、そうした時代に生きる女性たちの閉じこめられ

た晦渋的な身体性を写実に反映している作家である。そして、一葉は〈自己幻

想〉によって、女性性というカテゴリーを乗り越え、自己語りとしての主体的
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自我の居場所として、構築された幻想空間の中に思うままに生きていこうとし

た作家である。作品の中で一葉は、幻想に生きる女性たちの内面意識を見据え、

「真情」1を通して、自我と制度とのせめぎあいに苦しめられる女性の自我を、

その力強い一面とか弱い一面の両方を共に表現している。「真情に訴へ、真情

をうつさ」うとする文学観は、つまり一葉が文学や生命に対して、真実一筋に

追求してやまない情熱であり、生涯を通じて変わらない志向を表現している。

その意味で考えられる一葉後期文学は、制度打破に困難な時代状況のもとで、

女性の生の在り方に挑みかけようとする反逆的姿勢を取り、女性の内なる鬱屈

する性や、幻想を表現し、その幻想に生きる女性たちの無化される反抗表現を

通して、時代の限界性および一葉思想の限界性をも映し出されていたのである。

一葉文学の真価は、作家の一葉が時代の限界性に対面したときに、人間性の真

に迫ろうとする目的意識をもって、封建的な明治の社会に生きる女の苦悩や鬱

憤などの精神面、および生理や病理などの身体面をリアリティーに語っている

のであると同時に、他者性および自意識の限界を打破ることができない突破で

きない人間の無力さ、弱さ、不徹底的な自覚、そして、理想が遂げられずに、

敗北感を味わわざるを得ない明治二〇年代の女性の屈折した自意識をも提示

しているのであると思われる。 

 

                                                 
1 明治二十四年十一月「森のした艸」（感想・聞書）の中に次のように記述されている。 
「おのれ思ふにはかなき戯作のよしなしごとなるものから我が筆とるハまことなり 衣食の

為になすといへども雨露しのぐ為の業といへど拙なるものは誰が目にも拙とみゆらん 我れ

筆とるといふ名ある上はいかで大方のよの人ごと一たび読みされば屑籠に投げいらるゝもの

は得かくまじ 人情浮薄にて今日喜こばるゝもの明日は捨らるゝのよといへども真情に訴へ

真情をうつさば一葉の戯著といふともなどかは値のあらざるべき」（塩田良平・和田芳恵・樋

口悦編『樋口一葉全集』〈第三巻 下〉、筑摩書房、1974.9、p.722-723） 
【現代語訳】 
「たとえつまらない小説ではあっても、私が筆をとるのは真心からのことです。衣食のために、

雨露をしのぐために書くとはいっても、その事で許されるべきではなく、つまらないもの、下

手なものは、誰が見てもつまらないものでしょう。私も小説家といわれるからには、世間のあ

りふれた作者の作品のように、一度読んだらすぐに屑籠に捨てられるような、そんな作品は書

くまいと思っているのです。現代は人情が軽薄で、価値観も変わりやすく、今日喜ばれている

ものも明日は捨てられてしまう時代だとは言っても、人間の真心に訴えるものを書き、人間の

真心を書き写したならば、たとえ僅か一枚の作品であっても、文学としての価値が無いと、ど

うして言えようか。」（高橋和彦訳『完全現代語訳 樋口一葉日記』、アドレエー、1993.11、p.94） 
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2. 今後の研究課題 

二〇年代をはじめ、一葉文学の解放思想に引き続く、三〇年代に至って、時

代の制約を突き破って大胆に女性の性の解放を謳いあげたのは、与謝野晶子の

歌集『みだれ髪』（明 34.8）である。それは、四〇年代になると、『青鞜』の創

刊者平塚らいてうが「我は女なり」と嘆いた一葉を否定し、「我れは女ぞ」と

高唱した晶子を代表として、掲げてあげた「新しい女」宣言へ連なる大いなる

存在となる。女性の性（精神と肉体）の表現に注目している一葉は、近代的自

我の問題を明治後期の女性解放を唱える与謝野晶子や平塚らいてうより先取

り、近代女性解放の啓蒙者の一人であったと思われる。しかし、その性の表現

は、明治二〇年代における封建的思想の限界性によって、屈折されたり、幻想

の次元に隠されたりしている。いわば、まだ保守的であり、回避的である。一

葉の後に引き続き、明治三〇年代に至ると、与謝野晶子は歌集『みだれ髪』の

中で女性の性を大胆に謳っているが、女性の性を表現する文学作品は見当らな

かった。二〇年代の作家一葉と三〇年代の歌人与謝野晶子の後を継ぐかのよう

に、四〇年代に入ると、〈性〉の分野に踏み込んだ最初の女流作家であったの

は、田村俊子1（1884～1945）である。水田宗子氏によると、「田村俊子をはじ

め、『青鞜』に集まった女性たちの人生と文学への情熱―自我希求、恋愛とエ

ロスを通しての自己成就への渇望、性の退廃感、男性の自我との対立、自己表

現へのあがきと絶望など―は、近代女性が知り尽くした内面風景である。それ

は社会と男性に向けられた批判や怒りや怨念、願望や不安や絶望にさいなまれ

る、欠落として意識された、危機を孕んだ自己の内面風景である」というので

ある。2そして、山田有策氏は「大正期の『青鞜』に匹敵する役割を果たした

雑誌『女人芸術』（昭 3~7）は、婦人解放を目指す総合雑誌の色彩が強くなっ

て、女流作家たちも自然に左翼運動に関わることとなったが、宮本百合子3

                                                 
1 田村俊子（本名、佐藤とし）は、一八八四年（明 17）東京の浅草で生れた。生家は、もと

蔵元・札差だったそうであるが、明治維新後は米穀商を営んだ。日本女子大の国文科に進んだ

が病気のため中退し、幸田露伴に師事して小説を書き始めた。作品『あきらめ』（明 44）、『木

乃伊の口紅』（大 2）などがある。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.100-101） 
2 水田宗子「性差の文化と狂気」『フェミニズムの彼方 女性表現の深層』、講談社、1991.3、
p.30 
3 宮本百合子は旧姓、中条。日本有数の建築家と華族女学校出を両親として、一八九九年（明

32）東京で生れた。一九一六年（大 5）夏、中編小説『貧しき人々の群』が『中央公論』に掲

載されると、作家を志して、その春入学したばかりの日本女子大を退学、短編小説を発表しは
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（1899～1951）、佐多稲子4（1904～1998）、平林たいこ5（1905～1972）、林芙

美子6（1903～1951）らが輩出していった。その強烈な生命力の光芒は時代色

をバックにして、この三人によって「女流の時代」への流れは大きくうねり始

めた」といっている。7また、戦後の女流作家の描かれている女性の性の表現

について、水田宗子氏は次のよう述べている。 

 

「円地文子（1905～1986）や高橋たか子（1932－）の、不完全燃焼の

自己希求、性的充足への渇望、男の自我への怨念、自己愛と自己憎悪、

人間愛への嫌悪といった、荒涼とした内なる風景にさまよう女性の救済

探究が書かれている。岡本かの子（1889～1939）を源流とする、女性の

性と母性の豊饒な世界による救済の夢が繰り広げられる。津島佑子（1947

－）の『寵児』（昭 53）での想像妊娠は、母性が純粋に観念的なものであ

るとき、なおさら女性のサイキを深く捉えていることを示している。『幼

児狩り』（昭 36）など、一連の作品に共通する不妊の感覚は、河野多恵子

（1926－）の実存の風景を形づくるが、その空虚の子宮という欠落感と

母性愛への渇望を、主人公たちは、肉体を傷つけるサド＝マゾヒズムの

性の行為を通して拡大する肉の意識のうちにうめ、実際の、あるいは想

像上の幼児いじめによって満たしていこうとする。一方、大庭みな子

（1930～2007）は、あるときは生命を産み、あるときは狂気を孕む女性

の性のとめどない世界を原始から現代へ、豊饒から不毛までの振幅をも

                                                                                                                                            
じめた。長編小説『伸子』は彼女の代表作であるばかりでなく、二十年代の女性像を表現した

注目すべき作品である。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.172-173） 
4 佐多稲子は、一九〇四年（明 37）長崎で、中学生と女学生の恋愛の結晶としてこの世に生

をうけた。彼女は小学校五年生の中途から通学をやめ、働き始めた。二四歳のとき、随筆を小

説に書き改め、『プロレタリア芸術』に発表した。これが処女小説『キャラメル工場から』で、

以後、つぎつぎと小説を書き始めた。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、
p.232-233） 
5 平林たい子は、一九〇五年（明 38）日露戦争の年に、長野県諏訪地方の農村に生れた。生

家はもと名主であったというが、没落して貧窮していた。『没落の系図』という小説も、家系

を語っているらしい。いずれにせよ、諏訪高女に進み、在学中から『文章倶楽部』に小説を投

稿、早くから文学を志した。二七年（昭 2）大阪朝日新聞の懸賞小説に『嘲る』が入選した。

この年、『文芸戦線』に発表した『施療室にて』によって、新進のプロレタリア作家として注

目され、以後、この道を進んだ。（円谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.156-157） 
6 林芙美子（本名フミコ）は、一九〇三年（明 36）の大晦日、下関で生ま、私生児として届

け出された。以後、各地を転々と移りながら暮らした。小説『放浪記』が出世作になった。（円

谷真護『言挙げする女たち』、社会評論社、1989.3、p.188-189） 
7 山田有策編『女流文学の現在』、学術図書出版社、1985.4、p.7-8 
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って持続していく流れとしてとらえる。結婚や家族、夫と妻の役割や母

と子の関係など、さまざまな性の神話のヴェールをはがしていき、そこ

に露出してくる性の形相を描こうとする富岡多恵子（1935－）や、性と

母性の二つの軸の間にあがく女性の心理を描き始めた山本道子（1936－）

も、不毛の現実と豊饒への希求の間を揺れ動く、女性の性の狂気の相を

追求し、浮き彫りにしている。」8 

 

こうして、多様な女性の性の表現は、性差文化の構造との対立、苦闘を経過

して、狂気を孕みながら女性の自我の表現を求めて結晶したものであり、四〇

年代以後の女性表現は、性と家族の神話の解体の契機を孕む表現ともいえる。

ここから考えれば、明治二〇年代の一葉文学に見られる女性たちの鬱屈する性、

幻想、狂などの身体表現と、明治四〇年代以後の自己表現を模索する女性たち

の狂気を孕む身体表現との類似性や相違性はどこにあるのか、そして、明治四

〇年代以後の女性たちは、如何にして結婚や家庭や家族に拘束されずに自由な

個人の生、「性の自由」9を追求するか、また、二〇年代の女性たちの不徹底な

近代的自覚の段階を経て、四〇年代以後の女性たちは、個としての自覚を持ち

得たのか、女性解放の可能性を拓けるのか、といった数々の問題が残されてい

る。さらに、四〇年代以後の現代の女性作家は、どのように狂気から脱出する

のか、恋愛幻想や家族幻想を解体するのか、そして、女性の性的特質（妊娠・

出産・育児などに対する身体的感覚を含む）を描写し、自己表現の空間を成り

立たせるのか、といった女性の表現の核心に迫る多くの問題も生じてくる。こ

うした女の身体性についての問題は、自意識を屈折し、混沌とし、狂気を孕む

ものとなった明治時代に生きる一葉作家の描かれている女性の性の表現を引

き続く、今後の課題として検討する余地があろう。

                                                 
8 水田宗子「性差の文化と狂気」『フェミニズムの彼方 女性表現の深層』、講談社、1991.3、
p.31-33 
9 上野千鶴子氏によると、性の自由には、性の愛からの自由と、生殖からの自由が含まれる。

愛は、個人の間の多少とも持続的な、かつ排他的な関係をもたらす。一方生殖は、性を制度に

組み入れる社会的な回路であるという。（上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、1986.11、
p.28） 
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『文芸と批評』8巻 1号、1995.5 

46. 藤井淑禎「評価史のなかの『にごりえ』を読む」『国文学解釈と鑑賞〈特集・

樋口一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 
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47. 須田千里「『にごりえ』試論－他者のことば」『国文学解釈と鑑賞〈特集・

樋口一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 

48. 岡部隆志「『にごりえ』論－情の行方」『共立女子短期大学文科紀要』40

巻、1997.2 

49. 蓮実重彦「樋口一葉の『にごりえ』－〈恩寵〉の時間と〈歴史〉の時間」

『文学』8巻 2号、1997.4 

50. 塚本章子「『にごりえ』論―反復する〈溝〉のイメージ」『国文学攷』150

号、広島大学国語国文学会、1997.6 

51. 遠藤伸治・有元伸子「樋口一葉『にごりえ』における性の二重規範」『近代

文学試論』35号、広島大学近代文学研究会、1997.12 

52. 大畑照美「『にごりえ』を読む」『国語年誌』17巻、1999.2.1 

53. 室之園裕美「『にごりえ』の結末部における謎とその解明への試み」『岐

阜女子大学国文学会誌』28巻、2000.3 

54. 朴那美「樋口一葉の『にごりえ』と近松門左衛門の『心中天の網島』―そ

の愛の形、行方」『東アジア日本語教育・日本文化研究』2巻、2000.3.31 

55. 早矢仕智子「『たけくらべ』・『にごりえ』における一葉の語りの方法」

『宮城学院女子大学大学院人文学会誌』1巻、2000.3.31 

56. 荻原桂子「樋口一葉『にごりえ』論－<境界>という物語」『九州女子大学

紀要』37巻 1号、2000.9 

57. 熊谷有佳子「お力の〈思ふ事〉と結城朝之助―樋口一葉『にごりえ』から

―」『大妻女子大学大学院文学研究科論集』第十一号、2001.3.31 

58. 猪狩友一「にごりえ」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－これまでの、

そしてこれからの〉』68巻 5号、2003.5.1 

59. 秋山駿「文学の葉脈（十九）―樋口一葉『にごりえ』」『新潮』102 巻 9

号、2005.9.1 

60. 笹川洋子「言語行為から読む『にごりえ』試論－お力の苦悩と愛における

心的二重性をめぐって」『親和國文』40巻、神戸親和女子大学、2005.12.1 

 

 

（五）『十三夜』（明（五）『十三夜』（明（五）『十三夜』（明（五）『十三夜』（明 28.12）））） 
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1. 塩田良平「『十三夜』鑑賞」『国文学解釈と鑑賞』2巻 4号、1937.4 

2. 松坂俊夫「『十三夜－構想・成立を中心に－』」『国文学解釈と教材の研

究』2巻 11号、1957.10 

3. 前田愛「十三夜〈樋口一葉〉」『国文学解釈と教材の研究〈特集・現代女

流文学の魅力〉』13巻 5号、1968.4 

4. 木谷喜美枝「十三夜」『国文学解釈と鑑賞〈特集・紅葉・露伴・一葉〉』

43巻 5号、1978.5 

5. 高橋通子「樋口一葉『十三夜』試考」『国文学ノート』20巻、1983.3 

6. 沢井孝子郎「『十三夜』私見」『神戸学院女子短期大学紀要』16巻、1983.3 

7. 藤井貞和・小森陽一・戸松泉・山田有策「共同討議樋口一葉の作品を読む：

『大つごもり』『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』」『国文学

解釈と教材の研究〈特集・樋口一葉―明治東京のフォークロア〉』29 巻

13号、1984.10 

8. 山本洋「『十三夜』の構造」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉の世界〉』

51巻 3号、1986.3 

9. 田中実「『十三夜』の〈雨〉」『日本近代文学』37巻、1987.10 

10. 水野泰子「『十三夜』試論―〈母〉幻想の称揚」『文芸と批評』6 巻 10

号、1989.9 

11. 紅野謙介・小森陽一・十川信介・山本芳明「『十三夜』を読む（上）」『文

学』1巻 1号、1990.1 

12. 紅野謙介・小森陽一・十川信介・山本芳明「『十三夜』を読む（下）」『文

学』1巻 2号、1990.4 

13. 松下浩幸「『十三夜小論―記憶ドラマ』」『明治大学日本文学』18 巻、

1990.8 

14. 関礼子「『十三夜』の時間と空間」『文学』4巻 3号、1993.7  

15. 高良留美子「樋口一葉『十三夜』と月の暗示―父の沈黙、娘の沈黙」『城

西文学』19巻、1993.12 

16. 山本欣司「『十三夜』論－お関の〈今宵〉／斎藤家の〈今宵〉」『国語と国

文学』71巻 8号、1994.8 

17. 紅野敏郎「久保田万太郎－『十三夜』と『或る女』をめぐって」『悲劇喜
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劇』47巻 10号、1994.10 

18. 山本欣司「『十三夜』論の前提」『立命館文学』538号、1995.2 

19. 菅聡子「『十三夜』－心の闇」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新た

な一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 

20. 出原隆俊「『十三夜』を統合するもの－《擦れ》の機能」『国文学解釈と鑑

賞〈特集・樋口一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 

21. 西荘保「『十三夜』論－先行する〈嫁した女の不幸」の話と比較して」『日

本文学』45巻 2号、1996.2 

22. 狩野啓子「関係性の病い―『十三夜』の照らし出す近代」『日本文学』45

巻 11号、1996.11 

23. 山本雅子「レトリックとしてのスキ-マ－樋口一葉『十三夜』の場合－」『文

体論研究』43巻、1997.3 

24. 広井多鶴子「樋口一葉『十三夜』の時代―明治の結婚と離婚」『群馬女子

短期大学国文研究』25巻、1998.3.13（網路 97.07.29） 

25. 塚本章子「樋口一葉『十三夜』試考－坪内逍遥『妹と背かがみ』への抗い」

『近代文学試論』36号、広島大学近代文学研究会、1998.12 

26. 金丸千雪「樋口一葉の『十三夜』におけるセンチメンタリズム」『九州女

子大学紀要』35巻 3号、1999.2 

27. 丸川浩「樋口一葉『十三夜』論:抒情小説・メロドラマ・家庭小説」『山

陽女子短期大学研究紀要』26巻、2000.12.25 

28. 西野竜太郎「<卒論>『十三夜』はいかにして近代ジェンダーの成立を助

けたか」『日本文學誌要』64巻、法政大学、2001.7.14 

29. 千田かをり「十三夜」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉―これまでの、

そしてこれからの〉』68巻 5号、2003.5.1 

30. 高峡「人力車夫へ〈下降〉の現象について－樋口一葉文学の人力車夫モチ

ーフ」『多元文化』8号、名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専

攻、2008.3 

 

 

（六）『われから』（明（六）『われから』（明（六）『われから』（明（六）『われから』（明 29.5）））） 
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1. 坂本政親「われから」『国文学解釈と教材の研究』2巻 11号、1957.10 

2. 宮城達郎「われから」『国文学解釈と鑑賞〈特集・夭折のロマン 樋口一

葉〉』39巻 13号、1974.11 

3. 重松恵子「樋口一葉『われから』論―母娘の物語が指向するもの」『近代

文学論集』18巻、1992.11 

4. 高田知波「<女戸主・一葉>と『われから』(第三十号記念)」『駒澤國文』

30巻、1993.02 

5. 千田かをり「『われから』における言葉と身体」『立教大学日本文学』71

巻、1993.12 

6. 峯村至津子「『われから』論（上）」『国語国文』64巻 3号、1995.3 

7. 峯村至津子「『われから』論（下）」『国語国文』64巻 4号、1995.4 

8. 山田有策「『われから』－与四郎の復讐」『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口

一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 

9. 戸松泉「『われから』試論－〈小説〉的世界の顕現」『国文学解釈と鑑賞〈特

集・樋口一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6号、1995.6 

10. 橋本威「一葉『われから』覚え書き（下）―講義ノートより」『梅花女子

大学文学部紀要（国語・国文学）』30巻、1996.12 

11. 十川信介「緑雨は一葉をどうよんだか―『われから』をめぐって」『資料

と研究』2巻、1997.1 

12. 朴那美「樋口一葉の『われから』におけるお町の〈一念〉は成就するか（一）」

『ことば』20巻、1999.12.31 

13. 石井和夫「姦通の影：『化銀杏』『多情多恨』『われから』の三つ巴」『香

椎潟』46巻、2000.12.25 

14. 朴那美「樋口一葉の『われから』におけるお町の〈一念〉は成就するか（二）」

『ことば』21巻、2000.12.31 

15. 大畑照美「『われから』論―母と美尾、美尾と町子」『近代文学研究』18

巻、2001.2.28 

16. 坂野晴和「お律、お京、そしてお町：『うらむらさき』論考」『名古屋経

営短期大学紀要』42巻、2001.3.15 
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17. 五島慶一「<妻>の「一念」：『われから』における妻の位置」『三田國文』

巻号 34、2001.9.30 

18. 青木一男「『われから』―人妻物語への試み」『国文学解釈と鑑賞〈特集・

樋口一葉―これまでの、そしてこれからの〉』68巻 5号、2003.5.1 

19. 塚本章子「樋口一葉『うらむらさき』・『われから』:「カネ」と「モノ」

と「女の欲望」」『近代文学試論』巻号 47、2009.12.25 

 

 

（七）一葉文学相関（七）一葉文学相関（七）一葉文学相関（七）一葉文学相関 

1. 福田清人「樋口一葉」『国文学解釈と鑑賞』5月号、1948.5 

2. 川口朗「一葉と『わかれ道』」『国文学解釈と鑑賞』11月号、1948.11 

3. 橋浦兵一「一葉の作品形成」『文芸研究』6巻、1951.1 

4. 大石修平「樋口一葉」『日本文学』1巻 1号、1952.11 

5. 永平和雄「明治の浪漫主義文学―「文学界」の変質と一葉―」『岐阜大学

学芸学部研究報告：人文科学』巻号 1、1953.3 

6. 藤井公明「樋口一葉―その生活と作品―」『香川大学学芸学部研究報告：

第１部』巻号 7、1956.4 

7. 平山斐子「一葉に於ける晩年の動向」『日本女子大学紀要：文学部』巻号 6、

1957.2 

8. 坂本政親「一葉の宿命―立身出世主義と女性意識―」『福井大学学芸学部

紀要：第１部；人文科学』巻号 6、1957.2  

9. 瀬沼茂樹「一葉文学の位置」『国文学』巻号 2-11、1957.10 

10. 稲垣達郎「一葉の時代環境」『国文学』巻号 2-11、1957.10 

11. 和泉恒二郎「一葉の思想―その晩年を中心として―」『日本文学／日本文

学協会』巻号 7-8、1958.8 

12. 黒田しのぶ「樋口一葉の近代性」『国文学』 巻号 3-12、1958.11 

13. 鈴木道子「一葉文学―その哀愁―」『実践文学』巻号 7、1959.6 

14. 瀬沼茂樹「明治の女流作家」『国文学解釈と鑑賞』巻号 27-10、1962.9 

15. 阿部靖子「一葉の作品に描かれた女性」『宮城学院国文学会会誌』巻号 20、

1962.10  
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16. 塚田満江「樋口一葉考―作家研究の一試論―」『女子大国文』巻号 29、1963.5 

17. 安達よし子「一葉の文学意識―下層民に対する態度を中心に―」『日本文

学ノート』巻号 1、1965.12 

18. 塚田満江「一葉とその父」『女子大国文』巻号 43、1966.11 

19. 関良一「一葉小説の基層（上）」『解釈』巻号 16-11、1970.11 

20. 関良一「一葉小説の基層（下）」『解釈』巻号 17-2、1971.2 

21. 仲尾さつき「樋口一葉の女性観」『大谷女子大国文』通巻 1、1971.3 

22. 村松定考「樋口一葉」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代女流の文学〉』37

巻 3号、1972.3 

23. 伊狩章「日本の家族制度と女流文学」『国文学解釈と鑑賞〈特集・近代女

流の文学〉』37巻 3号、1972.3 

24. 山根賢吉「一葉文学における笑い」『学大国文』巻号 17、1973.11 

25. 『国文学解釈と鑑賞〈特集・夭折のロマン 樋口一葉〉』39巻 13号、1974.11 

26. 伊狩章「樋口一葉の生活意識」『国文学会誌（新潟大学）』巻号 19、1975.12 

27. 伊狩章「樋口一葉の生活意識 その二」『国文学会誌（新潟大学）』巻号 20、

1976.10 

28. 『国文学解釈と鑑賞〈特集・紅葉・露伴・一葉〉』43巻 5号、1978.5 

29. 三宮慎助「作家一葉の近代性」『高知女子大国文』巻号 15、1979.9 

30. 『国文学解釈と教材の研究〈特集・女流の前線―樋口一葉から八〇年代の

作家まで〉』25巻 15号、1980.12 

31. 西尾能仁「一葉文学に見る近代思想」『大東文化大学紀要（人文科学）』巻

号 19、1981.3 

32. 植村邦正「樋口一葉入門(一)」『名古屋女子大学紀要』27巻、1981.3.31 

33. 河野郁代「樋口一葉論―一葉文学のゆくえを追って―」『香川大学国文研

究』巻号 6、1981.9 

34. 愛知峰子「後期一葉の「真情」観の変遷」『名古屋大学国語国文学』巻号

49、1981.11 

35. 植村邦正「樋口一葉入門(二)」『名古屋女子大学紀要』28巻、1982.3.31 

36. 植村邦正「樋口一葉入門(三)」『名古屋女子大学紀要』29巻、1983.3.31 
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37. 藤井正人「樋口一葉−生と精神のはざまにて」『国文学解釈と鑑賞』48巻

7号、1983.4 

38. 高木利夫「構成から見た一葉の宿命観」『法政大学教養部紀要（人文科学

編）』巻号 50、1984.7 

39. 堂本正樹「頭痛肩こり樋口一葉」『国文学解釈と鑑賞』49巻 10号、1984.8 

40. 藤井貞和・小森陽一・戸松泉・山田有策「共同討議樋口一葉の作品を読む：

『大つごもり』『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』」『国文学

解釈と教材の研究〈特集・樋口一葉―明治東京のフォークロア〉』29 巻

13号、1984.10 

41. 滝藤満義「花圃と一葉：初期一葉ノート I」『横浜国立大学人文紀要』31

巻、1984.10.30 

42. 前田愛「樋口一葉〈半井桃水宛〉心の揺れと屈折にみちた手紙」『国文学

解釈と教材の研究』29巻 12号臨時号、1984.12 

43. 滝藤満義「樋口一葉」『国文学解釈と鑑賞〈特集・女流作家〉』50 巻 10

号、1985.9 

44. 『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉の世界〉』51巻 3号、1986.3 

45. 渡辺澄子「一葉作品にみる強い女像」『日本文学誌要』巻号 36、1987.3 

46. 山田有策「樋口一葉論〈虚構〉の生まれる時」『国文学解釈と鑑賞』52巻

4号、1987.4 

47. 高田知波「〈良妻賢母〉への背戻－『金色夜叉』のヒロインを読む－」『日

本文学』36巻 10号、1987.10 

48. 西川祐子「性別のあるテクスト－一葉と読者」『文学』56巻 7号、1988.7 

49. 吉田裕「一葉試論－出奔する狂女たち」『文学』56巻 7号、1988.7 

50. 関礼子「一葉における〈風景〉と〈女性〉の発見―〈萩の舎〉的世界から

の離陸」、『日本文学』38巻 10号、1989.10 

51. 幾度たつ子「樋口一葉研究―一葉の求めた究極のもの」『仁愛国文』巻号

7、1989.12 

52. 荒井とみよ「女主人公の不機嫌（１）」『文芸論叢（大谷大学）』巻号 34、

1990.3 
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53. 関礼子「一葉における〈風景〉の様相－明治二十四年秋の日記から」『文

学』1巻 2号、1990.4 

54. 滝藤満義「『ゆく雲』から『うつせみ』へ－一葉における小説の発想－」

『国語と国文学』67巻 10号 1990.10 

55. 荒井とみよ「女主人公の不機嫌 ２―「われから」の場合」『文芸論叢（大

谷大学）』巻号 36、1991.3 

56. 『国文学〈特集・廓－江戸の聖空間〉』38巻 9号、1992.8 

57. 高田知波「『こわれ指環』と『この子』」『日本近代文学』47巻、1992.10 

58. 野田正代「樋口一葉 奇蹟の期間考―作風転換への一考察」『金城国文』

巻号 69、1993.3 

59. 佐藤英里「樋口一葉が描いた生涯のかたち」『学海』9巻 59-67号、1993.3 

60. 橋口晋作「『金色夜叉』と樋口一葉の小説」『文学研究』77巻、1993.6 

61. 木元伸祐「樋口一葉作品にみる女性像:妻の歩み」『日本文學誌要』47 巻、

法政大学、1993.7 

62. 岩淵宏子「女性による一葉論（一）」『目白近代文学』巻号 11、1994.9 

63. 『国文学解釈と教材の研究〈特集・樋口一葉―越境する性と言葉〉』39

巻 11号、1994.10.10 

64. 中山清美「明治二十八・九年の文壇状況―一葉の小説需要をめぐる問題」

『金城国文』巻号 71、1995.3 

65. 『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉－新たな一葉像へ向けて〉』60巻 6

号、1995.6 

66. 中川成美「放浪・自己語り・女性―近代女性文学と語る欲望（１）」『論究

日本文学』巻号 63、1996.1 

67. 藪禎子「一葉と〈世の中〉」『藤女子大学国文学雑誌』56巻、1996.3 

68. 鈴村麻希子「「樋口一葉」論―「出世」を願う女達」『椙山国文学』巻号 20、

1996.3 

69. 斎藤順二「「女流文学」から「女性文学」へ―近代フェミニズム文学論序

説」『群馬女子短期大学国文研究』巻号 23、1996.3 

70. 青木一男「樋口一葉の描いた母親像」『解釈』42巻 11号、1996.11 

71. 藪禎子「一葉と世の中（二）」『藤女子大学国文学雑誌』58巻、1997.3 
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72. 青木一男「樋口一葉の描いた女性」『城西文学』22巻、1997.3 

73. 藪禎子「女の一人称－樋口一葉」『社会文学〈特集・ジェンダーの探求－

21世紀をめざして〉』11号、1997.6 

74. 松坂俊夫「さまざまな一葉像－人と文学への視点－」『湘南文学』11号、

学校法人神奈川歯科大学・湘南短期大学、1997.10 

75. 菅聡子「平成八年（自１月至１２月） 国語国文学界の展望（２）近代 樋

口一葉」『文学・語学』巻号 157、1997.11 

76. 中山清美「明治四十年代 一葉受容と「新しい女」―「円窓より 女とし

ての樋口一葉」を中心にして」『名古屋近代文学研究』巻号 15、1997.12 

77. 共立女子大学総合文化研究所「共同研究 日本の近代化と女性」『研究叢

書 第十六冊』、共立女子大学総合文化研究所神田分室、1998.2 

78. 猪狩友一「平成九年（自１月至１２月） 国語国文学界の展望（２）近代 

樋口一葉」『文学・語学』通巻 161、1998.10.31 

79. 菅聡子「流通する〈閨秀作家〉―明治２０年代の場合論」『国文学』巻号

44-12、通巻 647、1999.10.10 

80. 岡野幸江「平成十年（自１月至１２月） 国語国文学界の展望（２）近代 

樋口一葉」『文学・語学』通巻 165、1999.10.31 

81. 佐伯順子『恋愛の起源』、日本経済新聞社、2000.2 

82. 菅聡子「〈対話〉の発生装置－場所としての一葉身体－」『文学』10 巻 1

号、1999.1 

83. 芳賀登「近代地域風俗史への提言―一葉の「女の出世」の志を受け継ぐた

めに」『風俗史学』巻号 7通巻 137、1999.04.10 

84. 山本洋「樋口一葉筆名由来考」『国語国文』69巻 11号、2000.12 

85. 中川成美「わが如きもの、わが如くして過ぬべき―近代女性文学と語る欲

望（２）・樋口一葉」『論究日本文学』通巻 76、2002.5.30 

86. 小平麻衣子「〈一葉〉という抑圧装置―明治四十年代の女性の書き手をめ

ぐる諸相」『埼玉大学国語教育論叢』通巻 5、2002.8.16 

87. 矢田麻美「樋口一葉における「闇」についての一考察」『大妻女子大学大

学院文学研究科論集』通巻 13、2003.3.3 

88. 『国文学解釈と鑑賞〈特集・樋口一葉―これまでの、そしてこれからの〉』
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68巻 5号、2003.5 

89. 『国文学解釈と教材の研究〈特集・樋口一葉―日記の領分／創作の場〉』

49巻 9号、2004.8.10 

90. 菅聡子「いま、〈樋口一葉〉を読む 第一回 〈女性作家〉であること」『月

刊国語教育』巻号 24-8通巻 289、2004.10.1 

91. 田中優子「第二部一葉の真実：樋口一葉の可能性(経済学会講演会の記録,

法政大学多摩キャンパス開設 20周年記念号)」『経済志林』72巻 3号、法

政大学社会学部、2004.12.20 

92. 長峰麻衣「樋口一葉の身体描写の研究」『日本文學』102巻 72-86号、2006.3.15 

93. 峯村至津子「〈怪しうひそむもの〉への眼差し」『女子大国文』通巻 139、

2006.6.30 

94. 佐伯裕子「樋口一葉の時代感覚」『三田文学 第 3期』86巻 90号、2007 

95. 笹尾佳代「ドラマの中の〈樋口一葉〉－一九三○年代におけるイメージの

創出と変容」『日本文学』56巻 12号、2007.12 

 

 

（八）同時代作品文献（八）同時代作品文献（八）同時代作品文献（八）同時代作品文献 

① 三宅花圃『薮の鴬』（明 21） 

1. 代表者長田幹彦『現代日本文学全集 84 明治小説集』、筑摩書房、1957.7 

2. 和田繁二郎「「薮の鴬」試論」『論究日本文学』巻号 10、1959.4 

3. 関良一「薮の鴬（三宅花圃）」『国文学』巻号 13-5、1968.4 

4. 西尾能仁「「薮の鶯」における「近代女性」『国文学論考』巻号 5、1968.11 

5. 橋口晋作「『薮の鴬』と『新編浮雲』―その相互の影響」『文学研究（日

本文学研究会）』巻号 70、1989.12 

6. 中山清美「女学生作家の登場―『藪の鶯』「婦女の鑑」、巌本善治の小説

を中心にして」『名古屋近代文学研究』通巻 16、1998.12.20  

7. 北原泰邦「明治女性作家における〈立身出世〉の表現―田辺花圃『藪の

鶯』を中心に」『国学院大学紀要』通巻 42、2004.2.14 
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② 木村曙『婦女の鑑』（明 22） 

1. 代表著者税所敦子『明治文学全集 81 明治女流文学集（一）』、筑摩書房、

1966.8 

2. 校注者高田知波・中川成美・中山和子『女性作家集〈新日本古典文学大

系明治編 23〉』、岩波書店、2002.3 

3. 畑有三「婦女の鑑（木村曙）」『国文学』巻号 13-5、1968.4 

4. 長江曜子「木村曙『婦女の鑑』について」『文学研究（聖徳学園短大）』

巻号 1、1986.2 

5. 高田知波「雅号・ローマンス・自称詞―『婦女の鑑』のジェンダー戦略」

『日本近代文学』巻号 55、1996.10 

6. 渡辺澄子「木村曙「婦女の鑑」を読む」『日本文学』巻号 47-1通巻 535、

1998.1.1 

7. 白井ユカリ「少女の留学―木村曙「婦女の鑑」」『実践国文学』通巻 65、

2004.3.15 

 

 

③ 清水紫琴『こわれ指環』（明 24） 

1. 笹淵友一「こわれ指輪・一青年異様の述懐（清水紫琴）―その浪漫性―」

『国文学』巻号 13-5、1968.4 

2. 渡辺澄子「（読む）清水紫琴『こわれ指環』」『日本文学』巻号 29-3、1980.3 

3. 北田幸恵「真葛から紫琴へ―性差と表現」『日本文学』巻号 43-11、1994.11 

4. 林正子「清水紫琴の〈女権〉と〈恋愛〉―明治の〈女文学者〉、その誕生

の軌跡」『岐阜大学国語国文学』巻号 23、1996.3 

5. 岡西愛濃「清水紫琴『こわれ指環』論―その基底となるもの」『同志社女

子大学大学院文学研究科紀要』通巻 3、2003.3.15 

6. 岡西愛濃「女性をめぐる時代状況と『女学雑誌』―『こわれ指環』の背景」

『同志社女子大学大学院文学研究科紀要』通巻 5、2005.3.15 
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四、 歴史文化・文学事典・理論全般 

1. 牛島義友『女子の心理』、巖松堂書店、1943.4 

2. Edmund W. Sinnott著・飯島衛訳『人間・精神・物質』、紀伊國屋書店、1958.2 

3. 三宅剛一『人間存在論』、勁草書房、1966.8 

4. 伊藤整・他編『新潮日本文学小辞典』、新潮社、1968.1 

5. 久松潜一・他編修『現代日本文学大事典』、明治書院、1968.5 

6. 北村晴朗『自我の心理』、誠信書房、1969.1 

7. 吉本隆明『吉本隆明全著作集 4〈文学論Ⅰ〉』、勁草書房、1969.4 

8. 村上益子編『婦人論のイデオロギー』、現代書林、1969.8 

9. G・ロゾラート他著・佐々木孝治訳『欲望と幻想』、サイマル出版会、1970.4 

10. 田中義久『個人と社会―社会学と実存主義の視座構造』、みすず書房、1971.8 

11. 小原信『孤独と連帯』、中央公論社、1972.2 

12. 紅野敏郎・他編『明治の文学〈近代文学史 1〉』、有斐閣、1972.6 

13. 吉本隆明『吉本隆明全著作集 14〈講演対談集〉』、勁草書房、1972.7 

14. 高群逸枝『女性の歴史（下）』、講談社、1972.8 

15. 吉本隆明『吉本隆明全著作集 11〈思想論Ⅱ〉』、勁草書房、1972.9 

16. 梅原猛『笑いの構造』、角川書店、1972.10 

17. 松村康平・小口中彦編集『女性心理学（上）』、福村出版、1973.5 

18. 宮城栄昌・他編『新稿日本女性史』、吉川弘文館、1974.4 

19. 石塚経雄『ベルジャーエフ研究―実存的人格主義と弁証法的自己否定の倫

理』、明玄書房、1974.4 

20. 長谷川泉『近代日本文学―鑑賞と研究―』、明治書院、1976.2 

21. 岡本重雄『無我の心理学』、朝倉書店、1976.4 

22. 柳田國男『明治大正史 世相篇（下）』、講談社、1976.6 

23. 日本近代文学館・子田切進編『日本近代文学大事典 第三巻』、講談社、

1977.1 

24. 赤木志律子『女性〈日本史小百科 2〉』、近藤出版社、1977.11 

25. 西山松之助編『遊女〈日本史小百科 9〉』、近藤出版社、1979.9 
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26. 吉本隆明『共同幻想論』、角川書店、1982.1 

27. 日本放送協会『大学講座 女性論の系譜』、NHK サービスセンター、1981.4 

28. 女性史総合研究会編『日本女性史 4近代』、東京大学出版会、1982.5 

29. 水田宗子『ヒロインからヒーローへ』、田畑書店、1982.12 

30. 近代作家研究事典刊行会編『近代作家研究事典』、おうふう、1983.6 

31. 松本伸夫『思春期心理学』、学文社、1983.12 

32. 駒尺喜美『魔女の論理』、不二出版、1984.6 

33. 水島恵一『自己と存在感〈人間性心理学大系 第五巻〉』、大日本図書株式

会社、1986.9 

34. 上野千鶴子『女という快楽』、勁草書房、1986.11 

35. 脇田晴子・林玲子・永原和子編『日本女性史』、吉川弘文館、1987.8 

36. 坪井洋文代表『家と女性－暮しの文化史〈日本民族文化大系 10〉』、小学館、

1985.2 

37. 河野信子『家族幻想』、新評論、1986.2 

38. A.H. マズロー著／小口彦訳『人間性の心理学』、産能大学出版部、1987.3 

39. 佐伯順子『遊女の文化史』、中央公論社、1987.10 

40. 石本隆一・他編纂『日本文芸鑑賞事典－近代名作 1017 選への招待 第 2

巻』、ぎょうせい、1987.10 

41. 山下悦子『日本女性解放思想の起源』、海鳴社、1988.10 

42. 大濱徹也・熊倉功夫『近代日本の生活と社会』、放送大学教育振興会、1989.4 

43. 国文学編集部編『作品別・近代文学研究事典』、学燈社、1990.4 

44. 女性史総合研究会編『日本女性生活史 4近代』、東京大学出版会、1990.8 

45. 山根常男『家族と結婚 : 脫家父長制の理論を目ざして』、家政教育社、

1990.11 

46. 前田愛・長谷川泉編『日本文学新史・近代』、至文堂、1990.12 

47. 水田宗子『フェミニズムの彼方 女性表現の深層』、講談社、1991.3 

48. 国文学編集部編『近代文学作中人物事典』、学燈社、1992.8 

49. 市古貞次代表『増訂版・日本文学全史 5近代』、学燈社、1990.3 

50. 小山静子『良妻賢母という規範』勁草書房、1991.10 

51. 下山弘『遊女の江戸』、中央公論社、1993.3 
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52. 青木透『恋愛幻想論』、芸文社、1993.8 

53. 有精堂編集部編『時代別日本文学史事典 近代編』、有精堂、1994.6 

54. 石井良助『女人差別と近世賎民』明石書店、1995.1 

55. 呉淑芬『花的奇妙世界: 四季花語錄 160則』、綠生活、1995.5 

56. 清永孝『良妻賢母の誕生』、筑摩書房、1995.7 

57. 鶴見和子他監修・奥田暁子編『Ⅴ 鬩ぎ合う女と男－近代〈女と男の時空

－日本女性再考・全 6巻〉』、藤原書店、1995.10 

58. 日本女性学会学会誌編集委員会編『女性学 Vol.3』、日本女性学会、1995.11 

59. 見田宗介ら著『自我・主体・アイデンティティ』、岩波書店、1995.12 

60. 牟田和恵『戦略としての家族―近代日本の国民国家形成と女性』、新曜社、

1996.7 

61. ジャン・ラプランシュ／J・B・ポンタリス者・福本修訳『幻想の起源』、法

政大学出版局、1996.11 

62. 堀内秀晃・秋山虔校注『竹取物語・伊勢物語』、岩波書店、1997.1 

63. K.バリッジ著／宮永国子訳『個のアイデンティティ―誰かであること、誰

でもないこと』、世界思想社、1997.1 

64. 総合女性史研究会編『家と女性〈日本女性史論集 3〉』、吉川弘文館、1997.12 

65. 総合女性史研究会編『婚姻と女性〈日本女性史論集 4〉』、吉川弘文館、1998.1 

66. 秋山さと子『「家族」という名の幻想』、双葉社、1998.5 

67. 総合女性史研究会編『教育と思想〈日本女性史論集 8〉』、吉川弘文館、1998.5 

68. 藤田正勝・松丸壽雄編『欲望・身体・生命―人間とは何か』、昭和堂、1998.8 

69. 梶田叡一『意識としての自己―自己意識研究序説』、金子書房、1998.11 

70. 平田由美『女性表現の明治史』、岩波書店、1999.11 

71. 根本橘夫『人と接するのがつらい―人間関係の自我心理学』、文藝春秋、

1999.11 

72. 日本女性学会学会誌編集委員会編『女性学 Vol.7』、日本女性学会、1999.12 

73. 清水学『思想としての孤独』、講談社、1999.12 

74. 青木保・他編『女の文化〈近代日本文化論 8〉』、岩波書店、2000.2 

75. 亀井秀雄『明治文学史』、岩波書店、2000.3 

76. 第八巻編者米谷匡史『京都哲学撰書 第八巻 和辻哲郎「人間存在の倫理
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学」』、燈影舎、2000.7 

77. 福沢諭吉著／林望監修『女大学評論・新女大学』、講談社、2001.1 

78. 野山嘉正・安藤宏『近代の日本文学』、放送大学教育振興会、2001.3 

79. 日本女性学会学会誌編集委員会編『女性学 Vol.9』、日本女性学会、2002.1 

80. 第二十三巻編者酒井潔『京都哲学撰書 第二十三巻 三宅剛一「人間存在

論の哲学」』、燈影舎、2002.7 

81. 小野武雄『吉原と島原』、講談社、2002.8 

82. 岸田秀『幻想の未来〈唯幻論序説〉』、講談社、2002.10 

83. 日本女性学会学会誌編集委員会編『女性学 Vol.10』、日本女性学会、2003.1 

84. 若桑みどり『お姫様とジェンダー―アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入

門』、筑摩書房、2003.6 

85. 永原慶二・住谷一彦・鎌田浩編『家と家父長制』、早稲田大学出版部、2003.7 

86. アリス・メイベル ベーコン（Alice Mabel Bacon）著、矢口祐人・砂田恵理

加共訳『明治日本の女たち〈大人の本棚第 2期〉』、みすず書房、2003.9 

87. 編著者 R. K. アンガー・訳者日本心理学会ジェンダー研究会『女性とジェ

ンダーの心理学ハンドブック』、北大路書房、2004.3 

88. 加藤秀一『〈恋愛結婚〉は何をもたらしたか－性道徳と優生思想の百年間』、

筑摩書房、2004.8 

89. 田端泰子・上野千鶴子・服藤早苗編『ジェンダーと女性』、早稲田大学出版

部、2004.10 

90. 網野善彦『中世の非人と遊女』、講談社、2005.2 

91. 井上俊・船津衛編『自己と他者の社会学』、有斐閣アルマ、2005.12 

92. 紀田順一郎編『近代世相風俗誌集⑤明治時代の風俗』、クレス出版、2006.1 

93. 沖浦和光『「悪所」の民俗誌―色町・芝居町のトポロジー』文藝春秋、2006.3 

94. 伊藤美奈子編『思春期・青年期臨床心理学』朝倉書店、2006.8 

95. ウィリアム・B・アーヴァイン著／竹内和世訳『欲望について』、白揚社、

2007.12 
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◎〈付録一〉 

【 樋口一葉作品全般 】 

 小 説 初 出 

1 『闇桜』 『武蔵野』（明 25.3.31） 

2 『たま襷』 『武蔵野』第二編（明 25.4.17） 

3 『別れ霜』 『改進新聞』（明 25.4.18） 

4 『五月雨』 『武蔵野』第三編（明 25.7.23） 

5 『経つくえ』 『甲陽新報』78~84号（明 25.10.18~25） 

6 『うもれ木』 『都の花』95号（明 25.11.20） 

7 『暁月夜』 『都の花』101号（明 26.2.19） 

8 『雪の日』 『文学界』第 3号（明 26.3.31） 

9 『琴の音』 『文学界』第 12号（明 26.12.30） 

10 『花ごもり』 『文学界』第 14号（明 27.2.28） 

11 『やみ夜』 『文学界』第 19.21.23号（明 27.7.30、9.30、11.30） 

12 『大つごもり』 『文学界』第 24号（明 27.12.30） 

13 『たけくらべ』 

『文学界』（第 25号、明 28.1.30～第 37号、明

29.1.30）に断続して七回にわたって連載された。

一括掲載されたのは、『文芸倶楽部』（明 29.4.10）

で、一葉は改稿して掲載した。 

14 『軒もる月』 『毎日新聞』（明 28.4.3～5） 

15 『ゆく雲』 『太陽』第一巻第五号（明 28.5.5） 

16 『うつせみ』 『読売新聞』（明 28.8.27～31） 

17 『にごりえ』 『文芸倶楽部』第一巻第九編（明 28.9.20） 

18 『十三夜』 
『文芸倶楽部』第一巻第十二編臨時増刊「閨秀

小説」（明 28.12.10） 

19 『この子』 『日本の家庭』第二号（明 29.1.1） 

20 『わかれ道』 
『国民之友』第 277号（明 29.1、民友社）付録

「藻塩草」が初出である。 

21 『裏紫』（未完） 『新文壇』第二巻第二号（明 29.2.5） 

22 『われから』 『文芸倶楽部』第二巻第六編（明 29.5.10） 
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随 筆 初 出 

あきあはせ 

『読売新聞』月曜付録（明 28.9.16「雨の夜」「月の夜」、同年

10.14付「雁がね」「虫の音」）。のちに『うらわか草』第一巻（明

29.5.26）で一括掲載された。初出時の総題は「そゞろごと」で

あった。とりとめもないことの意味で、随筆のことである。『う

らわか草』に一括掲載のとき、総題を「あきあはせ」と改めて、

前書をつけた。 

すゞろごと 

『文芸倶楽部』第二巻第九編（臨時増刊「海嘯義捐小説」明

29.7.25）明治二十九年六月十五日、三陸地方を襲った津波の被

害者を救うために特集されたものである。津波は死者三万人近

くの大被害を与えたが、その救援復興のため、八十二名の執筆

者が寄稿した。一葉も「すゞろごと」を載せたが、これが一葉

が生前に発表した最後の作品となった。 

 

その他 

通俗書簡文 

一葉の生前に出版された唯一の単行本。『日用百科全書』第十

二編として、明治二十九年五月二十五日に博文館から出版され

た手紙の文範（手本集）。『日用百科全書』は冠婚葬祭などのハ

ウツー物のシリーズ。 

未発表小説

作品 

斷片・書入れ、草稿（「反古しらべ」、「枯れ尾花一もと」、「棚

なし小舟（甲種）」、「棚なし小舟（乙種）」「雪の日（乙種）」、「や

れ扇」、「遠山鳥」、「狂女（甲種）」、「狂女（乙種）」など）。 

和歌 

一葉は中島歌子の萩の舎で桂園派風の和歌を学んだ旧派の歌

人でもある（歌人としては、通例、夏子と称した）。彼女は四

千首を超えるおびただしい数の和歌を残しており、多くは特に

戦後になってから知られるようになった。 

日記 

「一葉の日記」と呼ばれる資料群は、極めて多様な要素で構成

されている。日記としての純粋な形を整えて行く過程で、様々

な試行錯誤が繰り返された。 

書簡 

一葉が書いた手紙は、現在までに百二十二通の存在が知られ、

受け取った手紙は三百三通が『一葉に与へた手紙』に収録され

ている。署名はすべて「なつ（奈津）」「夏」「夏子」「樋夏子」

「ひな子」であって、「一葉」と署名したものは一例もない。 
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◎〈付録二〉 

【 樋口一葉年譜 】 

明治五年（1872） 

旧暦三月二十五日（新暦五月二日）東京府第二区大区一小区（現・東京都千

代田区）内幸町一丁目一番屋敷の東京府構内長屋に、父則義（43 歳）・母多

喜（38歳）の第五子次女として生まれた。本名、なつ、戸籍名、奈津。自称、

なつ・なつ子・夏・夏子。長女のふじは安政四年に生まれた。長兄の泉太郎

は元治元年に生まれた。次兄の虎之助は慶応二年に生まれた。三兄大作は明

治二年に生まれ夭折。八月、第五大区小四区（現・台東区）下谷練堀町四十

三に自宅を購入し転居。 

明治六年（1873）一歳 

十一月二日、則義、東京府権中属となった。十二月二十三日、則義は教部省

大講義を兼ねる。この年から金融業を兼ねる。 

明治七年（1874）二歳 

二月、第二大区六小区（現・港区）麻布三河台町五番屋敷に転居。六月二十

二日、妹くにが生まれた。国・国子・邦・邦子とも。九月、則義、東京府中

属となった。十月、ふじ、東京府小属和仁元利の長男元亀（陸軍軍医副）と

結婚。この頃より、則義は金融・不動産業などの事業を始める。 

明治八年（1875）三歳 

三月、則義、法令によって、東京府士族となる。七月、ふじは元亀と離婚。

九月、則義は教部省大講義の兼職を解かれた。 

明治九年（1876）四歳 

四月、第四大区七小区本郷（現・文京区）六丁目五番地に転居。十二月、則

義（47歳）、東京府中属を退官。 

明治十年（1877）五歳 

三月、本郷学校（公立）に入学、幼少のため退学。十月、則義、警視局雇・

警視病院製薬会計係となる。一葉、吉川学校（私立）に入学。『小学読本』『四

書』の素読を学んだ。学校に通う一葉は手まり、羽つきなど好まず、草双紙
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の類、英雄、豪傑、仁侠義人などの伝記を好む。 

明治十一年（1878）六歳 

六月、一葉、吉川学校下等小学校第八級を卒業、七級に進学。 

明治十二年（1879）七歳 

四月、妹くに、止敬学舎に入る。八月、則義、東京地方衛生会消毒係となる。

十月、姉ふじ、久保木長十郎と再婚。この頃より、一葉、自己の一生が「常

ならぬこと」を念ず。 

明治十三年（1880）八歳 

日記によれば、「我身の一生の世の常にて終らむことなげかはしく、あはれ、

くれ竹の一ふしぬけ出しがな」と願うようになった。また「金銭はほとんど

塵芥のようにぞ覚えし」とも記しており、則義の金融業に対する批判も生ま

れていたようである。 

明治十四年（1881）九歳 

三月、則義、警視庁警視属にある。四月、一葉、吉川学校退学。七月、下谷

区御徒町一丁目十番地に転居。虎之助、分籍、久保木夫婦と同居。十月十四

日、下谷区御徒町三丁目三十三番地に転居。十一月、一葉、下谷元黒門町の

私立青海学校小学二年後期に入学。 

明治十五年（1882）十歳 

虎之助、陶工成瀬誠至の徒弟となった。のちに、薩摩焼金欄着絵師となり、

奇山と号す。五月、一葉、青海学校小学二級後期を卒業。十一月、青海学校

小学一級前期を卒業。 

明治十六年（1883）十一歳 

五月、一葉、青海学校小学中等科第一級を五番で卒業。十二月二十三日、一

葉、青海学校小学高等科第四級を一番で卒業。次の第三級に進まずに退学。

在学中に教師から和歌の手ほどきを受けた。同月、長男泉太郎、家督を相続。 

明治十七年（1884）十二歳 

一月より父の知人、和田重雄に和歌の通信教授を受く。長男泉太郎、病気療

養のため熱海へ出かけた。十月一日、下谷区西黒門町二十二番地に転居。こ

の年、一葉は神田同朋町の松永政愛の妻のもとに通い、裁縫を習いはじめる。
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政愛は則義の知人。 

明治十八年（1885）十三歳 

二月、泉太郎、明治法律学校に入学。この年、一葉は政愛宅で真下専之丞の

妾腹の孫、渋谷三郎（18歳）を紹介される。三郎は、慶応三年に生まれた。

当時、東京専門学校に在学中、同校卒業後、山梨県知事、早稲田大学法学部

長を歴任。 

明治十九年（1886）十四歳 

八月、則義の知人で医師の遠田澄庵の紹介により中島歌子の萩の舎に入塾。

和歌・書道を学ぶ。塾は小石川区水道町十四番地。通称安藤坂にあった。萩

の舎は民間歌塾のなかで、多くの貴族・上流生活者をあつめ、このころの門

下生は千余人といわれる。同門の姉弟子に田辺竜子、伊東夏子、田中みの子

らがいた。 

明治二十年（1887）十五歳 

一月十五日から手記「身のふる衣、まきのいち」をつけはじめる。以後没年

までの日記四十数巻がある。六月、則義、警視庁を依願退職。泉太郎、大蔵

省出納局配賦課雇になる。十一月、泉太郎、病気退職。十二月、泉太郎、肺

結核にて病没。 

明治二十一年（1888）十六歳 

二月、則義が後見人となり、一葉、相続戸主になる。五月二十六日、黒門町

の自宅を売却し、虎之助の借家（芝区高輪北町十五番地）に同居。以後、一

家は借家住いとなる。六月、則義、荷車請負業組合の設立をはかり、東京府

より認可。同月、花圃田辺竜子の小説『藪の鶯』が出版された。七月、則義、

事務総代を依頼さる。九月、則義、新設の「荷車請負組合」の実務担当者と

なった則義は出資。事業のため、神田区（現・千代田区）表神保町二番地に

転居。神田錦町に事務所設置。 

明治二十二年（1889）十七歳 

三月、則義、事業に失敗、神田区淡路町二丁目四番地へ転居。五月、則義、

病床に臥す。このころ、彼は渋谷三郎に一葉と結婚を頼み、三郎は承諾した。

七月、則義（59 歳）、病没。九月、滝子、邦子と一緒に、芝区西応寺町六〇

番地の虎之助の許に身を寄せる。このころ三郎は婚約を一方的に破談。 
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明治二十三年（1890）十八歳 

一月十七日、一葉はくにの職を求めて新橋、愛宕下、神田辺を歩きまわる。

四月一日、第三回内国勧業博覧会（上野）の売子になろうとしたらしい。こ

の頃、母たきと次兄虎之助の仲が悪化し、争いがたえなかった。生活も苦し

くなっていたらしい。五月、萩の舎に寄宿、歌子は、学校の教師に推薦する

と約束したらしいが果たされず、しかも、塾では「下女」のように使われた

という。ただ、この頃はじめて小説の筆をとったらしく、「無題一」が残っ

ている。父の死により一葉は後見人廃止届を提出。九月、母親のたき、妹く

にと共に本郷区菊坂町七十番地の家に転居。同じ町の五十九番地には姉ふじ

夫婦が住んでいた。これより、もっぱら洗濯と針仕事で生活をたてる。 

明治二十四年（1891）十九歳 

一月、一葉、小説「かれ尾花一もと」を執筆、小説家として立つことを決意。

四月十一日より日記「若葉かげ」を記し始める。これより本格的な日記がは

じまる。四月十五日、くにの友人で東京府高等女学校の生徒、野々宮菊子の

紹介で『東京朝日新聞』の小説記者半井桃水を訪問。桃水は一葉の小説指導

の申し出を承知。桃水は当時三十一歳で、妻と死別し独身であった。芝区南

佐久間町の借家に弟の浩や茂太、妹の幸子を養い、幸子の友人鶴田たみ子を

同居させていた。十月、邦子が菊子から、鶴田たみ子が、桃水の子を生んだ

という噂を聞き一葉に伝えた。それは事実に相違していたが、一葉の疑いは

最後まで晴れなかった。この年、一葉は小説を十編ほど習作したらしい。ま

た、この年、お銭
あし

がないというしゃれから、達磨が乗ってきたという芦の葉

にちなんで、一葉というペンネームを初めて使い出したらしい。十一月、随

筆「森のした艸 一」を執筆。 

明治二十五年（1892）二十歳 

二月、桃水を訪ねたとき、雑誌『武蔵野』発行の企画を聞かされる。この日

の訪問から『雪の日』を着想。二月十四日、『闇桜』脱稿。三月二十七日『武

蔵野』創刊、『闇桜』発表。四月、『改進新聞』に『別れ霜』（署名、浅香の

ぬまこ）、十七日、『武蔵野』第二編に『たま襷』を発表。二十三日、荻の舎

で同門の島田政子（島田三郎夫人）から悲話（彼女は家付き娘だが、書生と

の関係を理由に離縁された）を聞く。後の『われから』は彼女をモデルにし
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ているらしい。五月五日、本郷菊坂町六十九（隣家）に転居。九日、『五月

雨』成稿。六月十五日、萩の舎で桃水との間が噂になり、歌子の指示で桃水

とは一応絶交する。七月二十三日、『武蔵野』終刊号に『五月雨』を発表。

九月十五日、『うもれ木』脱稿。十月六日頃、野尻理作の要請に応じて執筆

した『経つくえ』成稿。十月十八日、『経つくえ』（署名、春日野しか子）を、

野尻理作主幹の『甲陽新報』に発表。十一月十九日、花圃、三宅雪嶺と結婚。

花圃の紹介で『都の花』第九十五号に『うもれ木』発表、第九十六号（十二

月四日）と第九十七号（十二月十八日）に分載。十二月二十四日、『暁月夜』

脱稿。三十一日、三宅（旧姓田辺）龍子を通じて、翌年一月『文学界』が創

刊される事を知らされ、執筆を依頼される。 

明治二十六年（1893）二十一歳 

一月二十日、『雪の日』成稿。二月十九日、『都の花』第百一号に『暁月夜』

発表。三月、『文学界』同人の平田禿木がはじめて来訪。三十日、日記に貧

困の苦しさを記し、金銭を得る道を希求する。このころから借金の記述が日

記に繰り返し現れるようになる。三十一日、『文学界』第三号に『雪の日』

発表。六月十八日、『都の花』第百九号で廃刊、一葉発表の舞台を失う。六

月二十九日、家族と相談の上、商売を志す。七月一日、この日の記述の前に、

商売に踏み切る宣言を明記する。生活は商売で維持し、今までのような「糊

口的文学」とは訣別、「おもひの馳するまゝ、こゝろの趣くまゝにこそ筆は

取らめ」と決意する。七月十五日より日記の表題を「塵の中」又は「塵中日

記」と改題。七月二十日、下谷区龍泉寺町三六八番地、俗称大音寺前に転居。

新居は吉原遊廓の茶屋町通りに面した二軒建ての長屋。八月六日、荒物・駄

菓子店を開業。随筆「流水園雑記」執筆。十月二日、商いは軌道にのらず、

この日から店はくににまかせ、図書館通いを再び始める。十月二十五日、禿

木来訪。『文学界』への寄稿を約す。以後、禿木はしばしば来訪。十一月二

十五日、『琴の音』成稿。十二月三十日、『文学界』第十二号に『琴の音』発

表。 

明治二十七年（1894）二十二歳 

一月十三日、星野天知が初めて来訪。二月、花圃が家門を開くことを聞く。

秋月という仮名で、天啓顕真術師の久佐賀義孝を訪ねた。二月二十八日、『文
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学界』第十四号に『花ごもり』（其一～其四）発表。三月十二日、禿木に連

れられて、馬場孤蝶はじめて来訪。三月十四日、久佐賀に手紙を出し、物質

的援助を請う。四月三十日、『文学界』第十六号に『花ごもり』（其五～其七）

を発表。生活危急を極め、食事乏しく、借財困難なため家賃の支払いが滞り、

住む家を追われようとするまでに至った。一葉は中島歌子に頼らずに短歌を

改革する意思を一時強めたが、歌子の提案によって、萩の舎の稽古を助教と

して手伝うようになった。五月一日、龍泉寺町の店を閉じ本郷丸山福山町四

番地に転居。日記の表題「水の上」又は「水の上日記」となる。六月五日、

蓮門教行者の二十二宮人丸を訪ねた。六月九日、久佐賀から手紙で物質的援

助の代償として「人身」を求められるが、拒絶。七月一日、下谷区上野桜木

町三十三番地の丸茂病院で治療を受けていた則義の弟喜作の長男幸作が急

死、一葉に大きな衝撃を与えた。七月二十日、星野天知、戸川秋骨や島崎藤

村来訪。七月三十日、『文学界』第十九号に『やみ夜』（一～四回）発表。九

月三十日、『文学界』第二十一号に『やみ夜』（五～六回）発表。九月下旬、

村上浪六に借金を依頼したらしい。このころから、和歌・国文学の教えを受

けるため一葉の門に入る者が多くなる。十一月十日、浪六を訪問。が、借金

は果せず。十一月三十日、『文学界』第二十三号に『やみ夜』（七～十二回）

発表。十二月、久佐賀義孝に妾になることを求められ、拒絶。十二月十九日

までに『大つごもり』成稿、三十日、『文学界』第二十四号に『大つごもり』

発表。 

明治二十八年（1895）二十三歳 

一月、『文学界』客員の戸川残花、はじめて来訪。『毎日新聞』に執筆依頼。

『三沫集』持参。この月以降に残花から『罪と罰』を借覧。一月三十日、『文

学界』二十五号に『たけくらべ』（一～三回）を発表。二月二十八日、『文学

界』二十六号に『たけくらべ』（四～六回）を発表。三月三十日、『文学界』

二十七号に『たけくらべ』七～八回）を発表。四月三、五日、『毎日新聞』

に『軒もる月』を発表。四月十八日、安井てつ来訪、入門する。彼女は後に

東京女子大学学長となる。四月二十日、大橋乙羽、はじめて来訪。五月五日、

『太陽』第一巻第五号に『ゆく雲』を発表。五月、上田敏・川上眉山、はじ

めて来訪。六月二日、眉山来訪、一葉に「自伝をものし給ふべし」と勧める。
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一葉と眉山は、この日かなりうちとけて、人生上の問題をめぐる突っ込んだ

話をしている。六月三日、桃水を訪問し、鶴田たみ子の娘千代に会う。一葉

はあくまでも桃水の子と思い込んでいたらしい。また、この日久し振りに桃

水に会って、深い感慨に沈んでいる。今までの恋心や憎悪の気持ちなどをす

べて葬り去り、「たゞなつかしくむつまじき友として過さんこそ願はしけれ」

と記している。七月十二日、関如来から手紙で『読売新聞』に執筆を依頼さ

れる。六月二十日、『文芸倶楽部』第一巻第六編に『経づくえ』を再掲。七

月上旬、『にごりえ』の執筆を開始、八月二日までにすべてが脱稿した。八

月二十七～三十一日、『読売新聞』に『うつせみ』を発表。八月三十日、『文

学界』三十二号に『たけくらべ』（九～十回）を発表。九月十六日、『読売新

聞』に「そゞろごと」という総題で随筆「雨の夜」「月の夜」を発表。十七

日、当初女学雑誌社の依頼を受けて書き始めた『十三夜』脱稿、博文館に渡

す。九月二十日、『文芸倶楽部』第一巻第九編に『にごりえ』を発表。下旬

に関如来、初めて来訪。十月十四日、『読売新聞』に随筆「雁がね」「虫の音」

を発表。十一月三十日、『文学界』三十五号に『たけくらべ』（十一～十二回）

を発表。十二月十日、『文芸倶楽部』第十二編臨時増刊「閨秀小説」に『十

三夜』を発表。また、この号に『やみ夜』を再掲。二十二日、国木田収二（独

歩の弟）の依頼により執筆した『わかれ道』成稿。その直後、有明文吉の依

頼により『この子』を執筆。三十日、『文学界』三十六号に『たけくらべ』（十

三～十四回）を発表。 

明治二十九年（1896）二十四歳 

一月一日、『日本乃家庭』第二号付録として『この子』を掲載。四日、『国民

之友』第十八巻第二百七十七号付録「藻塩草」として『わかれ道』を掲載。

この月以降、一葉を訪れる人がきわめて多くなった。『毎日新聞』の岡野正

味や横山源之助が来訪。二葉亭四迷に紹介しようと申し入れたこともあった

し、豪商松本直己が訪れ、彼女の後援をしたいと申し入れたりした。また、

入門者も三名ほどこの月にふえている。二十日頃、島海嵩香の依頼により執

筆中の『裏紫』の（上）を脱稿。一月三十日、『文学界』三十七号に『たけ

くらべ』（十五～十六回）を発表。二月五日『太陽』に『大つごもり』を再

掲、『新文壇』第二巻第二号に『裏紫』（上）を発表。続稿は完成せず、『新
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文壇』が廃刊となって未完に終わった。二月二十日、『みつの上』に「誠に

われは女成けるものを、何事のおもひありとてそはなすべき事かは」と記す。

三月、このころから肺結核がかなり進行。四月、病症があらわれるようにな

る。四月十日、『文芸倶楽部』第二巻第五編に『たけくらべ』一括掲載。二

十五日、『めさまし草四』の「三人冗語」は、この作品を最高の表現で高く

評価する。五月二日、禿木・秋骨来訪、『めさまし草』の『たけくらべ』評

を伝える。五月十日、『文芸倶楽部』第二巻第六編に『われから』発表。二

十四日、緑雨、初めて来訪。二十五日『通俗書簡文』（日用百科全書・第拾

弐編、博文館）刊。二十六日、『うらわか草』に随筆「あきあはせ」（「そゞ

ろごと」に前書をつけたもの）を一括再発表。二十九日、横山源山之助来訪。

その後、緑雨来訪。『われから』の疑問点をただす。六月一日、禿木来訪。『め

さまし草』の『われから』評を伝える。六月二日、春陽堂編集者前田曙山が

原稿依頼のため来訪。『めさまし草』同人三木竹二（鷗外の弟、篤次郎）来

訪。六月十八日、『国民之友』編集者国木田収二（独歩の弟）が来訪。二十

三日、春陽堂から三十円借りる。この月、来訪者がきわめて多く、入門者も

かなり多くなった。七月十五日、緑雨来訪。一葉文学を「泣きての後の冷笑」

と規定する。二十日、三木竹二と共に幸田露伴が初めて来訪。合作小説の誘

いを受ける。二十一日、博文館の編集者岩田鷗夢来訪。二十二日、緑雨来訪。

『めさまし草』の合評に参加しない方がいいと忠告される。この月、一葉の

病勢進む。二十五日、『文芸倶楽部』に随筆「ずゞろごと」を発表。八月上

旬、くには駿河台の山龍堂病院で、樫村清徳院長から一葉の病状は絶望との

宣告を受ける。九月九日、無理を押して萩の舎の歌会に出席。花圃にも会う。

秋のある日、緑雨は鷗外を通して青山胤通の往診を依頼した。が、胤通は危

篤に近い重態を宣告した。十一月三、四日ごろ、馬場孤蝶が見舞に来訪。二

十三日午前、一葉死去。時刻は正確には不明。二十四日、眉山、秋骨、緑雨

らで通夜。二十五日、葬儀執行。くにの考えで内輪にしたため、会葬者は十

余名であった。萩の舎関係では伊東夏子と田中みの子の二人だけであった。

遺骸は茶毘に付され、築地本願寺樋口家墓所（現在は杉並区和泉の本願寺墓

所）に葬られた。法名は智相院釈妙葉信女。 

 


