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第二章 『西鶴諸国はなし』における越境 

 

第一節 「境界」とは 

 

境界とは、二つ以上の領域が相接するところを示すものである。この簡明な

定義から、境界は同質の領域を包括し、異質の領域を区別するための存在であ

るとわかる。一般的には境界という概念は、こうした領域的・地理的分断や区

切りの意味においてよく用いられてきたが、抽象的な視角から見れば、境界は

境界の内側、つまり自分の力が及ぶ範囲と、未知なイメージが伴い、制御のき

かない境界の外側を隔てるという役割を担っている。確かに境界の内側と外側

の秩序を強化し、外来者の侵入を阻むためには、境界の存在が必要であり、こ

の包摂と排除の論理こそ境界の特徴であると考えられる。 

境界という概念を一つの視座として検討すれば、まず『日本民俗大辞典』の

「境界」の項を見てみよう。 

 

古来、境界は土地の境を意味し、坂もまた、しばしば境と同義に用いられ

てきた。民俗レベルでもっともよく取り上げられる境界は村境である。しか

し、行政的範域を示す地図上の境界が必ずしも民俗レベルで取り上げられる

村境と同義というわけではない。（中略）村境をめぐる伝統的な行事の対象

となっているのは、民俗レベルで村人の考える村境であり、鈴木栄太郎のい

う「村の社会的統一」を空間的に表徴した社会意識上の村境である。したが

って原田敏明の指摘するように、村境は必ずしも社会的に村のはずれという

わけではなく、村外の世界に通ずる接点として人々が集まり行きかう「社会

生活の中心」という性格をもっている13。（後略） 

 

上述の定義から明らかなように、最初に境界は両側にある異なる世界の間に

                                                 
13 福田アジオ等編『日本民俗大辞典（上）』（吉川弘文館、1999） 
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存在するいわゆる「土地の境」を指すが、論者たちは本来の意味を基礎として

自らの理解を加え、境界の内実がいっそう多様になった。その機能も次第に「分

割」から「媒介」に転じていき、周縁的で両義的な空間に変わってしまったの

である。 

境界の帯びる地境以外の性質は、生涯を通じて柳田国男氏の関心を惹きつけ

たのである。柳田氏は「神を助けた話」の中で、道祖神の祀られる場所にふれ、

「きつと佐夜中山の如き峠の路か、然らざれば里の境、若くは川の岸、橋の袂

などの、何でも往来の人々の、是非通らねばならぬ要処であろう」と述べた14。

ここで境界の意義は、土地の境目という地理的な意味だけではなく、信仰装置

と結び付いた特別な場所とも示した。また柳田氏は、橋を守る女神である橋姫

に関して多くの事例を挙げ、橋や坂にまつわる霊力や怪異について考察した15。

特に注目したいのは、一見日常的に存在し、あまりにも普通の場所である橋と

いう境界は、いつの間にか別世界への回路になっていき、神霊などと直接的な

交流を可能にする機能を備えるのである。ここで境界の定義は、単純な地理的

景観から異なるものと出会える不思議な空間に変化した。 

境の神の信仰を取り上げた柳田氏の論説以来、日本の民俗学の研究者たちは、

道祖神あるいは辻、坂、峠などという境界にかかわる事柄に対し、論議を続け

てきた。例えば怪異現象が現れる空間の問題について宮田登氏は、辻や橋など

の境界の地に怪異が頻繁に発生していると指摘する。特に都市化する過程の中

で開発された自然の持つ霊力が不思議な現象を生み出したことから、「文化」と

「自然」の境界と怪異に対する意識の問題をも捉えた16。近年になっても、辻

や橋、河原、峠、山、川、洞窟、門、雨だれ落ち、家の入り口など、霊が出現

                                                 
14 柳田国男「神を助けた話」【初出は柳田国男等著『炉辺叢書 4』（玄文社、1920）。後に『定本

柳田国男集』第 12巻所収（筑摩書房、1963）】 
15 柳田国男「一目小僧その他」【初出は『一目小僧その他』（小山書店、1934）。後に『定本柳

田国男集』第 5巻所収（筑摩書房、1962）】 
16 宮田登「妖怪のトポロジー」【初出は『妖怪の民俗学―日本の見えない闇』（岩波書店、1985）。

後に小松和彦編『怪異の民俗学 8―境界』所収（河出書房新社、2001）】 
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した場所と死が生じた場所も境界と見なされるという小松和彦氏17の論点や、

辻や坂のほか、異界との交感や交通を可能にする芸能の場、刑場などもさまざ

まな機能や意義を帯びていた境界であるという小峯和明氏18の主張などが続出

してきたが、いずれも民俗学の立場から出発し、先学の見方を継承して境界を

問題視してきた。これらの研究成果を検討すれば、ほとんどは民俗空間におけ

る境界の定義をめぐる論考が多く見られる。 

前掲の民俗学の研究系譜とは違い、始めて文化人類学や記号学、社会学、民

俗学などの学問領域を結合し、境界という概念の再検討を試みたのは山口昌男

氏である。文化人類学を専門とする研究者である山口氏は、『文化と両義性』（岩

波書店、1975）において「文化」の＜中心＞―＜周縁＞理論を用い、「文化」の

＜中心＞に「秩序」を、文化の＜周縁＞に「自然」もしくは「混沌」を配し、

「境界」はこのうちの＜周縁＞に重ね合わされる。そして＜周縁＞の特徴とし

て、＜中心＞から排除されたさまざまな価値が集積している「混沌」の領域で

あるがゆえに、＜中心＞を活性化する潜在的な能力をもっている19。ここで境

界は「文化」と「自然」を切り離す一方、＜中心＞に新しい刺激をもたらすこ

とができるので、その機能は隔てというより一種の繋がりとも言え、境界の両

側の共生を完成させると考える。 

山口氏の理論では、境界は秩序のある中心から、混沌たる周縁に傾斜すると

いう傾向が見られる。このような見方は民俗学における、境界が怪異発生の場

所という通論にかなり近いと考える。それゆえ、境界は、中心を活性化させる

能力を持っているからこそ、固定的ではなく可変的である。内と外、生と死、

此岸と彼岸、文化と自然、定着と移動、農耕と荒廃、豊饒と滅亡といった多義

的なイメージの重なる場であったと境界を解釈した山口氏は、これまで民俗学

における境界の含んだ意味を超越し、どの学問領域にも適用できる境界の定義

                                                 
17 小松和彦「生と死の境界」【初出は『現代詩手帖』（思潮社、1995）。後に小松和彦編『怪異

の民俗学 8―境界』所収（河出書房新社、2001）】 

18 小峯和明『説話の声―中世世界の語り・うた・笑い』（新曜社、2000） 

19 この引用は小松和彦編の『怪異の民俗学 8―境界』（河出書房新社、2001）による。 
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を創出しようとした。 

もう一つあげられるのは、小松和彦氏の境界に対する論説である。 

 

「境界」は二つ以上のカテゴリー（＝秩序）が相接し交錯するところであ

る。そこは秩序に対して無秩序あるいは反秩序の世界である。そのような領

域と接したときには「われわれ」（＝秩序の側の人びと）は日常の感覚とは

異なった感覚に襲われ、時には快感を、また時には恐怖心を抱くことになる。

われわれにとっての生活世界の感覚や知識では把握できない「怪異」は境界

の向こう側にある領域に立ち現れてくる20。 

 

境界を介して「生活世界の感覚や知識では把握できない怪異」が発生する場

所と、秩序の支配する領域や認識可能な領域が対置しているという小松氏の見

解は、基本的には山口氏の観点を敷衍して整理するという形であるが、境界の

向こう側に潜んでいる怪異に、「時には快感を、また時には恐怖心を抱く」とい

う「われわれ」の心理を取り上げ、境界の彼方に対する複雑な思いを指摘した。 

また文学研究における都市論の先駆的研究者である前田愛氏は、民俗学と文

化人類学の研究成果を都市空間論に巧みに織り込み、境界という概念に対して

独自な見地を披露した。都市小説論の集大成としての『都市空間のなかの文学』

の中で、前田氏はドイツの哲学者・社会学者であるＧ・ジンメルのエッセイ「橋

と扉」を引用し、結合と分割の両義性をはらんだ橋の境界性をときあかしたう

えで、橋に象徴されているのは人間の意志の領域が空間へと拡張されて行く姿

であるという西洋的な見方と、橋と扉のほかに峠・坂・渚・三叉路・十字路な

どの、より自然的な境界をつけくわえ、橋をふくめてこれらの境界は昔から土

地の精霊が宿る禁忌の場所として畏怖され崇敬されてきたという日本人の認知

                                                 
20 小松、前掲注 19書の解説による。 
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を比較分析した21。前田氏は、日本では橋の造形を人間の意志の表徴としてう

けとめる見方は確かに乏しかったと認めたが、近松門左衛門の『心中天網島』

の道行「名残の橋づくし」を例に、橋を渡して死出の旅路を急ぐという小春と

治兵衛の行為を「彼岸の世界への境界を横断し」、「運命を予示する移動の儀式

である」と読み取り、文学作品における橋の意味するものを運命の急転と結び

つける形で説明した。また前田氏は、柳田国男氏が採集した境界にまつわる民

俗をふまえながら、境界の両義的な性格を強調している山口昌男氏の境界論を

援用し、テクスト空間のなかの境界は、あらかじめ与えられた障壁として固定

されているものではなく、むしろ登場人物の行動によってさまざまなイメージ

が顕在化してくると把握した。文学テクストの中の境界は、必ずしも実在する

空間の境界に対応して位置づけられるとは限らないと考えた前田氏は、透明化

している境界が作中人物の越境という行為を通じてはじめて隠されている意味

合いを浮上させると指摘した。換言すれば境界の意義は越境によりいっそう明

らかに示すことができるのである。 

現代は、従来の境界が次第に崩壊していく時代である。自然界に存在し、昔

から越えられない障害と思われてきた山や海などはもう人間の力に征服されて

しまった。不可能のない今では、境界の可能性を討論することがかえっていっ

そう有意義になると考える。無形になった境界こそ、無限な意味が含まれてい

るからである。 

境界の定義については、最初は村境における信仰的な存在として認識され、

その後、前述の地理的な境目という背景をふまえ、怪異の発生する舞台の裏側

にある不可欠な装置となり、最後に秩序の支配する領域と、認識不可能な領域

の中間地帯に存在する多義性を帯びる空間と意味づけられきた。もともと「区

切り」として人間の行動範囲を制限する境界は次第に変わっていき、境界の両

                                                 
21 前田愛「空間のテクスト テクストの空間」【初出は『現代思想』第 10巻第 8号（1982）。後

に『都市空間のなかの文学』所収（筑摩書房、1992）】 
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側を結びつくいわゆる「接点」となり、境界を越えるさまざまな接触や交流を

深め、境内の活性化を促せる役割を担っている。この平面から立体へ、具体か

ら抽象へ、狭義から広義へ、という境界に対する意識の推移が示すとともに、

多様な境界風景が生み出され、多義性が付与されるのである。 

境界は一連の隠喩的特性に由来しているので、唯一の定義を持つしかないわ

けではないだけに、主観的で相対的概念であり、絶対的な境界というものは存

在していないのである。絶対的な境界の不在こそ、いかに境界を認識して理解

し、さらにどうやって一つの切り口として研究領域を拡大させようと試みるか

は、今後検討するに値する課題であると考える。 
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第二節 『西鶴諸国はなし』における越境―序文からの展開 

 

前節で述べたように、境界という概念は各学問領域の解釈と敷衍により、違

った時空、背景の下で、多種多様なあり方で受容されてきた。作品鑑賞の一つ

の手がかりとして『西鶴諸国はなし』における境界を模索するには、まず本文

とのつながりがいつも重要視される本書の序文から検証する必要があると考え

る。 

本文の前に附く序文というものは、読書行為に対して重要な影響を与えるの

である。われわれ読者を日常生活からしばらく離脱させ、非日常的な作品世界

に引き込もうとする機能を果たしている序文は、現実と非現実を媒介する境界

的な存在ともいえよう。一方、序文も作者が読者に本文をどう読ませようと、

一種の作品読みの角度を提供するルートと称することができる。 

『西鶴諸国はなし』の序文は、西鶴の読書圏と情報源を確認するための糸口

として多くの研究者が素材や典拠の探求に没頭し、数々の業績を残してきた。 

この序文を通して西鶴は広い世間に目を向け、各地の珍物奇事に興味を抱いて

いたことがうかがえる。また西鶴の創作意識も巧みに序文に託し、作品の主題

が明らかに読み取れるのである。 

ここで序文の文脈を確かめるために、原文を引用しておくことにしよう。 

  

世間の広き事、国々を見めぐりて、はなしの種をもとめぬ。熊野の奥には、

湯の中にひれふる魚有。筑前の国には、ひとつをさし荷ひの大蕪有。豊後の

大竹は手桶となり、わかさの国に、弐百余歳のしろびくにのすめり。近江の

国堅田に、七尺五寸の大女房も有。丹波に、一丈弐尺のから鮭の宮あり。松

前に、百間つゞきの荒和布有。阿波の鳴戸に、竜女のかけ硯あり。加賀のし

ら山に、ゑんまわうの巾着もあり。信濃の寐覚の床に、浦島が火うち筥あり。

かまくらに、頼朝のこづかひ帳有。都の嵯峨に、四十一迄大振袖の女あり。
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是をおもふに、人はばけもの、世にない物はなし22。 

 

一見すれば、素材の羅列と奇談の集録というものが序文の大部分を占めるの

である。「国々を見めぐりて」、諸国を歴訪していた西鶴は、「世間の広き事」を

驚嘆しながら、途中の見聞を「はなしの種」として収集していたという冒頭の

一句から、西鶴取材の基本的な姿勢が看取できると思う。ここの「世間」とは、

日常的、直接的に経験する視圏以外の領域のことを指している。つまり、日常

的な生活圏以外の範囲を意味している。人間は未知の世界に対し、好奇心ある

いは冒険心が自然に湧いてくる。近世において異事奇聞が好まれたという現象

の裏側にある原因に対する日野龍夫氏の説明は、このような心理を反映してい

ると考える。 

 

彼らにとっての異事奇聞とは、憧憬するにせよ恐怖するにせよ、自分たち

のこの現在とはまったく異なったもう一つの世界への入口であった。人々が

日常の世界を営む世界があり、その外側に、物理あるいは心理的に見知らぬ

世界が広がっている。世間咄とは見知らぬ世界についての情報交換である23。 

 

「見知らぬ世界についての情報交換」と見なされた世間咄は、安定かつ閉鎖

的な社会に生きていた人々にとっては、自身の経験領域外の「もう一つの世界」

を垣間見る窓口であり、また想像を満足して安全な刺激を提供する遊園地とも

いえると考える。ここで読者の読書興味に迎合する西鶴の執筆動機の一斑がう

かがえる。 

人間にとって未知の世界はあまりにも広すぎるので、「未知」を「知」に変

                                                 
22 この引用は冨士昭雄・井上敏幸・佐竹昭広校注の『新日本古典文学大系 76―好色二代男・西

鶴諸国ばなし・本朝二十不孝』（岩波書店、1991）による。 

23 日野龍夫「世間咄の世界」（『江戸人とユートピア』所収、朝日新聞社、1977） 
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えるために、「国々を見めぐ」る必要が生じたのである。それゆえ西鶴は、旅

といういわば「越境」行為を始め、「はなしの種」というより、未知の世界に

おける真実の人間のありようを見出そうとした。 

後に続く本文は、西鶴が遊歴の旅で出会った異事奇聞の記述によって展開さ

れた。この序文の構成について、森田雅也氏は「熊野の奥・・・」以下の文章

を四段落に別けている。第一段落の「熊野の奥・・・」から「豊後の大竹・・・」

までは、現実にはあるが、狭い世界しかしらない人には知り得ない奇談であり、

第二段落の「わかさの国・・・」から「七尺五寸の大女房・・・」までは、あ

くまで伝説の域であり、事実とは言い難いので、前述の三つの素材とは一線を

画した素材と森田氏は述べ、また第三段落の「丹波に・・・」から「松前に・・・」

までは、全くの誇張で非現実的な奇談であり、第四段落の「阿波の鳴戸に・・・」

から「かまくらに・・・」までは、一括して同一の方法ともいえ、俳諧の手法

による連想の世界であり、誇張を越えた空想の奇談と森田氏は論じた24。 

「はなしの種」の信憑性に対し、精密な分析と考察を施した森田氏は、この

事実や伝承の裏付けのある素材で組み立てられている四段落による分類こそが

『西鶴諸国はなし』の奇談性を形成している基本的な基調の標榜となっている

と主張し、最後に残った「都の嵯峨に、四十一迄大振袖の女あり。是をおもふ

に、人はばけもの、世にない物はなし」という一句について、この「嵯峨」の

女の逸脱した若作りぶりは、非常識の域をはるかにこえ、日常にある怪奇です

らあったといっているのである。そして「是をおもふに、人はばけもの、世に

ない物はなし」という結末部は、西鶴自身も世の中にある「ばけもの」を通じ、

人間の真の姿の発見を試みようとすることを、序文を通して読者に宣言してい

るともいえると森田氏は指摘した。 

西鶴は「世間の広き事」から筆を起し、「熊野の奥・・・」以下、虚実まじり

                                                 
24 森田雅也「『西鶴諸国はなし』の余白―その序文からの読みをめぐって―」（関西学院大学日

本文学会編『日本文芸研究』第 50巻第 4号、1999） 
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の一連の話材を増幅させていった末、「人はばけもの」という人間の真の姿の発

見で結んだ。「はなしの種」を「もとめ」るために旅立った西鶴は、諸国巡遊に

より視野の拡大に伴い、どのような不思議な出来事に遭遇しても驚かず、すべ

てを「世にない物はなし」という経験法則に収斂することができる。ところが、

唯一の例外を「人」に見つけ出し、それを「ばけもの」として考えていること

が明かである。つまり人間こそ怪異的な存在であり、真に不思議な存在である

人間に対し、西鶴は限りない関心を示していた。 

そういうような人間観察の目には、一体どのような意味が含まれているので

あろうか。浮橋康彦氏は近世という時代背景を考え合わせつつ、論述を行った。 

 

「人は化物」（諸国咄序）と言う人間観は、西鶴の文学方法に対応する面

と同時に、人間じたいの近世的特質からも来ている。中世において自然と連

続した存在として認識された人間が、商業資本主義と封建体制の秩序化によ

って、人間的情動を多様に解放していく、それが「人は化物」という不可思

議感、多様感を支えている25。 

 

中世において「自然と連続した存在として認識された」人間が、近世という

「秩序化」された時代に「人間的情動を多様に解放していく」という視点は一

見矛盾しているようであるが、よく考えると、物事が極端になると必ず逆の結

果が生じるという法則に裏付けられると考える。秩序に束縛される人間は、極

限状態に置かれてしまったときには、必ず出口を探してみようとするはずなの

である。ここで無限の可能性を持っている人間というものは、時には異様な姿

や形に化けて現れたり、時には異常な能力を見せたりして可変的で把握できな

い「ばけもの」的な存在になる。言い換えれば厳しく規範されるからこそ、既

                                                 
25 浮橋康彦「西鶴文学の反語的性格」【初出は『日本文学』第 12巻第 6号（1963）。後に日本

文学研究資料刊行会編『日本文学研究資料叢書―西鶴』所収（有精堂、1969）】 
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存の境界を超越しようとする衝動が生まれ、人間本来の姿が具現化されると考

える。西鶴は「人はばけもの」を基軸とし、人間存在の不可解さと人間の心の

不思議さに焦点を当て、読者に人間の多面性を感得させる新しい奇談を作り出

そうとしたのである。日常外の神秘なる未知の「世間」への関心は、人間の普

遍性や変貌への興味に帰結して転化し、「人はばけもの」という人間のあり様を

「種」として、人間の内面に着目して「はなし」を作り上げ、現実の世の中に

起こりうる奇談として開陳して見せるのは『西鶴諸国はなし』の制作意図であ

り、西鶴文芸における人間存在の探求という課題にも符合するのである。 

 最後に、『西鶴諸国はなし』の序文が西鶴自身にとってどのような意義を持っ

ていたのであろうか。この質問に答えるために、柳田国男氏の論述を見てみよ

う。 

 

「うそ」と「まぼろし」との境は、決して世人の想像するごとくはっきり

したものでない。自分が考えてもなおあやふやな話も、何度となくこれを人

に語り、かつ聴く者がつねに少しもこれを疑わなかったなら、ついには実験

と同じだけの強い印象になって、後にはかえって話し手自身を動かすまでの

力を生ずるものだったらしい26。 

 

序文で各地の異事奇聞をいくつかを列挙し、類似性の高い事柄を何度も繰り

返す西鶴は、反復説明で読者を信じさせ、納得させることを通し、虚構を真実

に移行させる創作力を伸ばした。作り話であったが、話の裏側に潜んでいたの

はまさしく偽りのない、作者と読者両方とも感動させる感情に間違いないので

ある。 

好色物作者として出発した西鶴は、『西鶴諸国はなし』までに、『好色一代男』

                                                 
26 柳田国男「山の人生」【初出は『山の人生』（郷土研究社、1926）。後に『定本柳田国男集』

第 4巻所収、筑摩書房、1962）】 
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『諸艶大鑑』を刊行し、『西鶴諸国はなし』が出版された翌年に『好色五人女』

や『好色一代女』を世に出した。これらの一群の好色物の中間に発表された、

前の主題や作品の傾向とは大分違っている『西鶴諸国はなし』は、西鶴の浮世

草子作者としての活動が徐々に本格化し、多様性を帯びる時期の到来を象徴し

たのである27。遊里という好色の世界から諸国における浮世の諸相へと新しい

方向に進んでいったという西鶴作品風格の変遷は、創作上の越境とも見なせる

と思う。さらにこの作品の序文では、西鶴は日常生活圏「以外」の世界へ突入

し、視圏外に発生する「意外」を発見した。ここで越境の中の越境、つまり越

境の二重性が生み出され、作品読みに新しい視角を提供すると考える。

                                                 
27 麻生磯次・富士昭雄訳注『決定版対訳西鶴全集 5―西鶴諸国ばなし・懐硯』（明治書院、1992）

の解説による。 
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第三節 『西鶴諸国はなし』における境界の諸相 

 

『西鶴諸国はなし』という西鶴が「はなしの種」を創作原点として諸国を次々

に舞台に設定しながら、話を展開していった作品では、序文に現われる越境と

いう特徴については、すでに前節で論じた。ところで越境というキーワードは、

本文の読みにおいてどのような意味を持っているのであろうか。この問題を解

明するために、まず『西鶴諸国はなし』における境界の諸相を捉えようと考え

る。以下は「異類との接点」、「異界との接点」、「意識界と無意識界の接点―夢

―」という三つの分類の仕方により考察を展開する。 

 

異類との接点 

 

異類とは、人間の生活空間に入り込む非人間的な存在を意味する。鳥獣や化

け物などはこの類に属している。この中では、特に人間と日常生活圏域を共に

しながら非常に密接な関係を持っている動物という人間にとって最も身近にい

る異類に対し、人間は馴染みを持つ一方、広漠の荒野という未開の土地に棲息

する動物に時々不可解さを感じ、そこから信頼と不安の錯綜する人獣交渉がだ

んだん成り立ってきた。このような題材は文学作品においていつも扱われ、動

物がよく支配と征服、あるいは嫌悪と恐怖の対象として描かれるとともに、人

間との情愛や葛藤も常に着目されるのである。 

動物が人間の世界へ合理的に参入する際には、まず人間に変身する必要があ

るとされる。変身という設定は、自然科学の域では言うまでもなく荒唐無稽の

奇談と見なされるものであるが、文学の世界においてこういう超自然的な現象

を受け入れる土台は随所に見られる。人間の想像力の無限性は現実の有限性を

乗り越え、拘束されない形体は人間と動物の境界を簡単に横断したり往来した

りする。この奔放不羈の変身行為は、社会秩序に規制されている人間の持つ自

由に対する憧れの投影ともいえると考える。 
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『西鶴諸国はなし』の世界に出没する異類、特に動物は、本来の姿ではなく、

変身後の姿で現れるという傾向が多く見られる。動物が動物の姿で話を展開す

るより人間に変身したほうが深意が表現でき、面白味が増せるのである。「傘の

御託宣」の美しい娘の奉仕を要求する「御しんたい」により、神仏と異類の間

に存在する境界の曖昧模糊さが取り上げられ、「狐四天王」の人間の姿に化けて

仕返しを行う狐一族と、「姿の飛のり物」の見た目を変えたりあちらこちら飛び

回ったりして世の中の難儀になった女乗物の起した怪異が描かれる。また「紫

女」という異類との恋物語もある。人間に変身し、人間の生活環境に闖入して

くる動物が、獣性と人性を兼ねている存在として人間を脅かしたり害したりし

ている一方、人間と友好したり親交したりしている。この動物を人間と同じ土

俵に上げているという意義は、これらの話を通し、人間の幻想への満足と人性

への皮肉が表現できるからである。 

『西鶴諸国はなし』における異類に対する描き方を検討してみれば、変身と

いう現象が話をいっそう怪しく引き立て、人間とそっくりな形に変身する動物

たちという、自由に境界を越える存在こそ、境界は可変であり流動であると証

明できる。さらに社会秩序の埒外に生きる異類は、変身により常軌を逸し、形

体に加わる拘束を免れるので、この規範からの離脱は、むしろ話の裏側に隠れ

ているいわゆる脱社会性・反社会性の反映ともいえると考える。 

 

異界との接点 

 

異界とは、人間が周囲の世界を分類する際、自分（たち）が属する（と認識

する）世界の外側の世界のことを指している28。この明快かつ簡潔な定義を詳

しく説明すれば、異界は人間の主観認知により、日常生活を営む空間の周辺に

広がり、認識不可能の世界であると想定される。ここで異界という概念に含ま

れている二重の意味がいっそう明確に見えてくる。つまり異界には、大別して

                                                 
28 福田、前掲注 13書に同じ。 
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空間的に距離のある所に存在すると信じられる異界と、人間の想像力により生

み出され、現実世界と重なり合いながら常識を超える空想上の異界とがある。

ここでは後者を中心に考察を展開しようと考える。 

異界の観念は、境界の観念と深く関わる。橋・坂・峠などの境界の場所は、

異界への回路であり、両義的な空間である29。そもそもこの均質ではない世界

が大地という座標の上に、山、森や湖、海などといった自然の地形、あるいは

門、壁などの人為的な建造物により境界が形成され、この境界の外側に位置す

る禁忌される混沌とした空間は異界と見なされた。要するに境界は、隔離と連

結という互いに対立しながら依存する機能を果たしているのである。 

この現世と異界という二極化された空間認識は、各学問領域において世界を

解読する一つの手がかりとして語られてきた。『西鶴諸国はなし』から切り込

み、『好色一代男』、『諸艶大鑑』、『男色大鑑』、『好色五人女』、『日本永代蔵』、

『世間胸算用』などの作品を例証として西鶴の描いた非日常の世界を分析した

森耕一氏は、「異界」ということばは、主人公たちが住む世界の日常的秩序とは

異なった秩序（あるいは無秩序）によって支配された世界、異なった情念や行

動の論理が人間を動かしている非日常的な世界と定義づけたのである30。この

文学の作品世界における異界の定義は、「秩序」や「無秩序」という文脈に従い、

民俗学のように異界の「怪」が強調される傾向とは違って「異」という部分が

重視されるともいえる。この秩序と混沌という二元的世界構造は『西鶴諸国は

なし』でどう具現化されているのであろうかということを究明するには、まず

『西鶴諸国はなし』の中において異界の名に最もふさわしい「夢路の風車」や

「行末の宝舟」という二話を例としてあげてみよう。 

「夢路の風車」の話の舞台が飛騨の奥山、「行末の宝舟」の舞台が諏訪湖であ

るように、登場人物が日常的な世界から日常と非日常の境界を越え、日常世界

の向こう側にある、山中の隠れ里と湖底の竜宮に移動していくという筋立てか

                                                 
29 小峯、前掲注 18書に同じ。 
30 森耕一『西鶴論―性愛と金のダイナミズム』（おうふう、2004） 
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ら、話の異界訪問譚としての枠組みを読み取ることが可能である。異界への憧

れと好奇心に駆られ、禁忌の境界を侵犯して異界に参入しようとするという作

中人物の行動を通し、西鶴が不可視の異界に対する想像を作品に反映し、読者

も紙上で構築された異界を巡遊し、擬似体験を楽しむことができる。 

 

意識界と無意識界の接点―夢― 

 

夢とは、単純に言えば寝ている間に起こる擬似体験の一種である。目を閉じ

て睡眠状態に入った後、頭の中で展開される日常生活の断片、あるいは奇想天

外な思いつきなど、いずれも夢境の旋律を構成する音符なのである。夢の世界

では肉体という枷から逸脱した精神が浮遊し、無意識下の心境の表出を促すの

で、夢は古来、予兆を知り、神託を聞く一つの手段として認識されてきた。 

現実と非現実の境界線上に浮かび、人間の意識を合理的世界から本能的世界

へ引き連れていく夢は、『西鶴諸国はなし』においても、一つの表現手法として

隠されている人間の赤裸々な姿を呈示させる。夢を通して極楽の一時が味わえ

る「残る物とて金の鍋」、また夢託の思想が踏まれている「水筋のぬけ道」、「夢

路の風車」と「因果のぬけ穴」などの話においては、人間の心の内面に絡んで

いる感情が次々と取り出され、夢という軸にからめとられる。こうした話の筋

に織り込まれる夢は、作品の彩をいっそう鮮やかに引き立てるのである。 

生きている限り、煩悩や妄執が完全に払拭できない人間にとって、定められ

た運命と潜在的な願望との葛藤は、夢により一時的な慰めが与えられ、夢はま

さに人生の旅路にある仮宿のように、人間の心の休憩所と言っても過言ではな

いと考える。夢かうつつか、時々見分けることのできないこの世の中は、無常

であり、いつも移り変わるので、夢は虚妄で不確なものというより、むしろこ

の世の真実のありようを描き出す絵巻にも喩えられると考える。 

 


