
隅田川の情景　「花火」「絵巻」「橋と渡し」　
東京スカイツリー®開業記念年間特集展示

すみだ郷土文化資料館では、「隅田
川の情景」を主題とした年間特集展
示を開催しています。
この展示は、東京スカイツリー®

の記念行事として開催し、当館がこ
れまで収集・保管してきた絵画資料
を中心に、未公開資料を含めて特別

公開致します。本年4月1日から6月
10日にかけて、「桜」をテーマとした
展示を開催しましたが、この展示に
引き続き、「花火」「絵巻」「橋と渡し」
の3テーマを主題とした展示会を順
次開催していきます。
展示では、隅田川とその流域の情

景を描いた絵画資料を丹念に読み込
み、絵が描かれた時代に「隅田川と
いう場」がどのような役割を果たし
ていたのかについて、具体的に明ら
かにしていきます。資料を通じて、
隅田川周辺の歴史と文化の奥深さを
感じていただければ幸いです。

すみだ郷土文化資料館だより
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みやこどり（ゆりかもめ）は、
すみだを舞台にした和歌に登場するなど
墨田区にゆかりのある鳥です。

MIYAKODORI 131-0033

http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/

E-mail  sumida-htm@city.sumida.lg.jp
siryou/kyoudobunka/index.html

東京都墨田区向島二丁目3番5号

電話番号は正確に。

■開館時間
午前9:00～午後5:00（入館は午後4:30まで）
■休館日
毎週月曜日（祝日に当たるときは翌日）
毎月第4火曜日（祝日に当たるときは翌日）
8月29・30日、12月29日から1月2日まで
■観覧料
個人100円、団体（20人以上）80円、
中学生以下、身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方無料

(03)5619-7034 (03)3625-3431

二代国貞画「東都両国大花火眺望」安政4年（1857）

鶴岡蘆水画『隅田川両岸一覧』天明元年（1781）　木母寺の周辺 南海画「東京名所之内吾妻橋の図」明治21年（1881）



■隅田川の花火の歴史 ■隅田川の花火の歴史 
　隅田川の花火は、江戸幕府将
軍・徳川吉宗が享保18年（1733）
に、前年の凶作と疫病で犠牲と
なった人びとの霊を慰めるために
おこなった水神祭がその始まりと
されています。五

ご

雲
うんてい

亭貞
さだ

秀
ひで

画「東
都両国ばし夏景色」は、鳥

ちょうかん

瞰的な
構図で西両国広小路から東方面を
描いています。両国橋には人が溢

あふ

れ、隅田川には納涼船がひしめき
あい、花火に興じる様をよく表し
ています。
　このような隅田川の花火は、「夕
涼み」と一体となったものでした。
両国橋付近は、夏の夕涼みの名所
であり、隅田川から吹く涼しい風
を求めて、毎夜多くの人びとが集

まり、納涼船からあがる花火を楽
しんだのです。当時の花火は、川
開きのときだけおこなわれたので
はなく、船を借り切った料亭など
が自らあげることもありました。
　「名所」とは、現代の観光地に近
い言葉で、戦乱の世が終わり平和
を謳歌するなかで誕生したもので
す。両国橋は花火とセットで、全
国に知られる名所でした。「江

え ど

戸大
おほ

節
せつようかいだいぐら

用海内蔵」という江戸時代末期
の節用集（現代でいう百科事典）に
は、日本橋や神田祭礼と並んで取
り上げられています。
　明治初期に西洋から科学薬品を
使用する技術が伝わり、伝統的な
倭
わ び

火に緑色や深紅の炎といった華
やかな色合いが加わりました。浮
世絵にもその変化が現れました。
著名な小

こ

林
ばやし

清
きよちか

親の作品もその影響
を受けています。
■花火の秘伝書 ■花火の秘伝書 
　花火は、戦国時代の火術・砲術
が発展したもので、その技術は花
火師の師匠から弟子に伝えられる
免許制でした。現在まで残されて

いる秘伝書は、火薬の調合量のみ
記して重要な部分は省かれている
ものも多いですが、形状や細かな
注釈を記しているものもありま
す。江戸時代後期には、板

はんぽん

本とし
て出版されるものも現れました。
「野

の

寺
でら

流
りゅう

火
か

術
じゅつ

口
く

傳
でん

書
しょ

」には、ムカデ
形で落下傘のように開く「からく
り」花火が載せられています。
 （専門員　福澤徹三）

国芳画「隅田川之遠景」安政元年（1854）

小林清親画「両国花火之図」明治13年（1880） 「野寺流火術口傳書」

五雲亭貞秀画「東都両国ばし夏景色」安政6年（1859）

「隅田川の情景  花火  」  会期：2012年6月23日（土）～9月2日（日） 



　本展示では、隅田川を舞台に描
いた絵巻・折

おりほん

本を紹介し、絵の主
題とともに、細部に描き込まれた
表現の意味を丹念に読み解き、か
つて隅田川流域に広がっていた歴
史的な世界の実相を明らかにした
いと考えています。展示では様々
な絵巻・折本を紹介する予定で
すが、紙幅の都合上、本紙では調
査の進展している『梅

うめわか

若権
ごんげん

現御
ご

縁
えん

起
ぎ

』・『梅
うめ

若
わか

丸
まる

』を題材に取り上げ、
絵の細部の表現から絵巻のより深
い意味を読み解く方法の一端を紹
介します。
■■木木

もく

母母
ぼ じ

寺寺所蔵所蔵
　 　 『梅若権現御縁起』と『梅若丸』『梅若権現御縁起』と『梅若丸』

　人買い（人
ひと

商
あきびと

人）に連れ去られた
公家の子・梅若丸が隅田川のほと
りで無念の死を遂げ隅田川原の塚
（梅若塚）に葬

ほうむ

られ、一年後、哀し
みのあまり狂女となった母・花

はな

御
ご

前
ぜん

が塚の前で我が子の亡霊と涙の
再会を果たす－。能「隅田川」で有
名な梅若伝説の舞台は木母寺（墨
田区堤通）で、二つの絵巻は伝説
を描いた江戸中期に修復された優
品です（成立年は不明）。絵巻の細
部に注目すると、新たな事実が浮
かびあがってきます。図1は人商
人が梅若丸を連れて街道を下る絵
巻『梅若丸』の一場面ですが、たと

えば人商人のスタイルに注目して
みましょう。腰刀に長い杖、背中
に大きな荷袋。一見、何の変哲も
ない旅姿のようです。しかし絵巻
には何人かの旅姿が登場しますが
（図2）、こうしたスタイルの人は1

人も見当たりません。一方『梅若
権現御縁起』で人商人を見ると、
やはり杖を持ち（図3）、長い杖や
大きな袋は彼の個性を象徴する持
ち物のようです。実は中世とい
う時代、人身売買を目的とした誘
拐が多々見られ、その行為は当時
「大

おお

袋
ぶくろ

」と呼ばれていました。そ
の呼び名は、文字通り大きな袋に
人を押し込み、さらっていく野蛮
な犯罪が横行していたことに由来
します（保

ほ

立
たて

道
みちひさ

久『中世の愛と従
属』）。つまり人商人の象徴として
描かれた大きな袋はただの荷袋で
はなく、このような「大袋」の可能
性があります。また他の絵巻類で

は、従者や供
ともびと

人あるいは「鬼」が撮
さい

棒
ぼう

や六
ろく

尺
しゃく

棒
ぼう

という威
い

嚇
かく

用の長い棒
（杖）を持っている姿を目にしま
す（網野善彦『異形の王権』）。し
たがってここでは、これに類する
中・近世に武器や監視に用いた長
い棒（杖）を持つ人商人が、梅若丸
を威嚇しながら街道を下る様子が
描かれている可能性があります。
こうした表現の読み解きを通し
て、絵巻の作者が、人商人の酷

こくはく

薄
な個性をそのスタイルの描写によ
り強調し、梅若丸母子の悲劇性を
より際だたせていた事実を推察で
きるのです。
　中世、梅若塚周辺の隅田川原に
は鎌倉街道が通過し、その渡し場
附近には隅

す だ の

田宿
しゅく

という町が存在し
ていました。中世の宿では、遠方
からもたらされる様々な商品が取
引され、その雑多な交わりの中に
はこのような人商人も入りまじっ
ていました。江戸時代の木母寺周
辺は、墨堤の桜並木が最初に植え
られた風

ふうこう

光明
めい

媚
び

な名所として知ら
れています（表紙絵）。しかしその
はるか以前の中世には、悲喜劇の
織りなす人間ドラマの舞台とな
り、明暗に彩られた＜都市的な世
界＞が広がっていたのです。
 （専門員　田中禎昭）

図3『梅若権現御縁起』中巻　人商人（左端）と隅田川辺で倒れた梅若丸

図1『梅若丸』下巻　人商人（右）と梅若丸（左）

図2『梅若丸』上巻　母・子（花御前）と従者
の旅姿

「隅田川の情景  絵巻  」  会期：2012年9月15日（土）～12月2日（日）



■両国橋と吾妻橋 ■両国橋と吾妻橋 
　江戸時代、隅田川下流には5つの
橋が架けられました。東北への軍
事的理由から最初に架けられた千
住大橋（1594年）、本所・深川地域
の開発のために架けられた両国橋
（1661年）、新大橋（1693年）、永代橋
（1698年）、民間の力によって架け
られた大川橋（吾妻橋、1774年）で
す。両国橋は、全国的な名所とし
て花火とともに広く浮世絵の題材
となりました。忠臣蔵・赤穂浪士
の渡橋場面も有名です（史実では永
代橋渡橋が有力）。

　両国橋は流出の多さでも有名で、
江戸時代を通じて10回の架替工事
がおこなわれています。架け替え
費用の多さから、江戸幕府もその
維持・管理には頭を悩ませていま
した。現地の専門家として本所道

みち

役
やく

という役職の者が知識と技量を
働かせました。彼らは、町奉行所
の役人に先例を答え、上流で橋を
守るための芥

ごみどめくい

留杭の設置を巡って
議論もしています。
　橋が完成すると渡り初めが盛大
におこなわれました。渡り初めに
は、町の役人や相撲力士、三代夫婦
も参加しました。両国橋の通行量
は、江戸時代中期には1日4～5万人
ほどあったと考えられています。
■渡し ■渡し 
　橋を架けるほど交通量がない場
所には、「渡し」が設置されました。
渡しは、町人による特権的な営業
が認められ、竹町（中之郷）の渡し
では、営業を江戸幕府に認めても

らうかわりに、「御忠節」として護
岸の維持・管理や将軍や配下の者
が隅田川から上がる場所（「御上り
場」）の普

ふ

請
しん

を請け負っていました。
渡し賃はおおむね1文～2文で設定
され、武士は無料で通行できまし
た。橋場の渡し、竹屋の渡し、厩

うまや

河
岸の渡し、竹町の渡し、枕橋の渡し
などが知られています。江戸への
荷物を運ぶ帆船、夕涼みをする屋
形船、荒川を下ってきた筏

いかだ

などと
ともに、渡し船は浮世絵に描かれ
る題材の一つでした。
○参考文献
『墨東外史すみだ』（1967年）、松村
博『論考　江戸の橋』（2007年）。
 （専門員　福澤徹三）

「隅田川の情景  橋と渡し  」  会期：2012年12月15日（土）～2013年2月24日（日） 

二代広重画「東
とう

都
と

両
りょう

国
ごく

橋
ばし

渡
わたり

初
ぞめ

寿
ことぶきの

之図
ず

」安政2年（1855）

「赤穂四十七士両国橋ヲ渡ル」昭和6年（1931）

初代広重画「東都名所 隅田川堤乃花」安政元年（1854）


