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第四章 異界への訪問 

 

第一節 「夢路の風車」 

 

異界とは共同体の周縁に位置づけられ、理解不可能な世界として見なされる。

大きく区分すれば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。後者の異界は『西鶴諸国はなし』の中において「夢路の風車」

と「行末の宝舟」という二話により具現化されることができる。 

「夢路の風車」の話の背景が飛騨の奥山、「行末の宝舟」の舞台が諏訪湖であ

るように、作中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

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。未知への好

奇心に惹かれ、越境して異界に突入しようとする作中人物の行動を通し、西鶴

は不思議なの異界に対する想像を作品に活写し、独自の異界観を形成したので

ある。 

「夢路の風車」は、小見出しの「隠里」に明示されているように、隠れ里の

要素が盛り込まれて構成された一篇である。さらに冒頭の一句「世にはめいよ

なる事あり」は本話の奇談としての性格を明確に表わした。「飛騨の国の奥山に、

むかしより隠れ里のありしを、所の人もしらず」という一行から、飛騨の国の

奥山にある隠れ里は神秘性が漂い、まさに外側の世界と無縁である「秘境」と

呼ぶにふさわしいということがうかがえる。 

 

有時山人の、道もなき草木をわけ入を、奉行見付て、跡をしたひ行に、鳥

もかよはぬ峰を越、谷あい三里程もすぎて、おそろしき岩穴あり。彼山人、

是に入ける。のぞけば只くろふして、下には清水の流れ青し。目馴れし金魚

多し。我是迄来て、此中見届ずにかへるも、侍の道にはあらずと、おもひ定
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め、四五丁くゞるとおもひしが、唐門・階、五色の玉をまきすて、喜見城の

とは、今こそ見れ、是なるべし。 

 

山人が道もない草木の生き茂った中を分け入って行くのを、山中巡視中の奉

行が見つけた。奉行が山人の跡をつけていくと、「鳥もかよはぬ峰を越」え、谷

間を三里ばかりも渡って「おそろしき岩穴」の前に出た。ここで「鳥もかよは

ぬ峰」という世間と隔絶した無人の境に対する描写は、『西鶴諸国はなし』の「雲

中の腕押」にも「鳥さへ通はぬ峰」という相似の表現が見られ、まさに先行し

て怪異の発生を予告するものとなっている。奉行がその岩穴をのぞいてみれば、

下の方には清水が青々と流れ、「目馴れし金魚」がたくさん泳いでいた。水槽に

飼われる金魚が清流に多いという現象は、奉行が至ったところは別世界である

ことを反映した。 

「我是迄来て、此中見届ずにかへるも、侍の道にはあらず」と、奉行は覚悟

を定めた。そもそも境界を越えて反対側の世界へ到達することは容易ではなく、

特殊な能力を備える者でなければ、自らの意志に反して偶然にさまよい入って

初めて異界へ至るなどの場合が多いと宮田登氏は論じた46。武勇を重んずべき

の「侍の道」に従い、たまたま山人の「跡をしたひ行」く奉行はまさに上述の

設定に符合するのである。 

奉行は洞窟を通り抜けて見れば、「唐門・階」の美しい建物があり、庭には「五

色の玉」が撒き散らされている「喜見城」のような理想郷が目の前に展開され

ている。この異界に対する描き方は、おそらくお伽草子『かくれ里』の冒頭部

から受け継がれていると見てよかろうと井上敏幸氏は指摘した47。 

 

彼處なる岩陰の所を見やりたれば、大きなる穴あり。（中略）ともあれ都

                                                 
46 宮田登「ムラとユートピア」（網野善彦等編『日本民俗文化大系 8―村と村人＝共同体の生活

と儀礼』所収、小学館、1984） 

47 井上、前掲注 10論文に同じ。 
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に帰りての物語にもなれかし、内に入りて見ばやと思ふ心つきて、さし足に

なりつゝ、半町ばかり行くかと思へば、さしも廣き所に出でたり。日は天に

懸りて曇なく照し、河水静に流れて又深からず。（中略）向ふを見れば、棟

門・唐門建て並べたり。 

 

また異界全体の雰囲気としては陶淵明の「桃花源記」の影響も受けたと岡本

氏は説いた48。 

 

晉の太元中、武陵の人、魚を捕うるを業と為す。渓に縁うて行き、路の遠

近を忘る。忽ち桃花の林に逢う、岸を夾むこと数百歩、中に雑樹無く、芳草

鮮美にして、落英繽紛たり。漁人甚だ之れを異しむ。復た前み行きて、其の

林を窮めんと欲す。林は水源に尽き、便ち一山を得たり。山に小口有り、髣

髴として光有るが若し。便ち船を捨てて口より入る。初は極めて狭く、纔か

に人を通すのみ。復た行くこと数十歩、豁然として開朗なり49。 

 

この三話の導入部を比較分析すれば、いずれも主人公が思いがけなく日常の

軌道から離脱し、長い道程を経て異界の入り口にあたる「おそろしき岩穴」、「大

きなる穴」あるいは山にある「小口」を抜けた末、からりと開けた美景が見え

る。訪問者が異界に到達する前に道に踏み迷い、通常の方向感覚が失われて彷

徨した時、そこには違った空間が出現する。それは異界への一つの関門であり、

いわゆる境界空間がそこに存在している。こう考えてくると、異界はわれわれ

の住む人里つまり現実空間と連続しているのではなく、境界空間である「おそ

ろしき岩穴」、「大きなる穴」あるいは山にある「小口」によって遮断されてい

るということになる。異界にたどり着く前に必ずそこを通過しなければならな

い。この境界空間というような設定は、いずれにも共通しているのは恒常性か

                                                 
48 岡本勝「『西鶴諸国はなし』の方法」（檜谷昭彦編『論集近世文学 3―西鶴とその周辺』所収、

勉誠社、1991） 
49 松枝茂夫・和田武司訳注『陶淵明全集（下）』（岩波書店、2000） 
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らの脱却を意味し、まさに異界訪問譚の特徴であり、常套表現とも考えられる。 

さらに「冬山を分のぼり、落葉の霜をふみてきた」奉行の目に映したのは、

何と「鶯・雲雀の囀りて、生烏賊・さはら売声」に囲まれた春景色なのである。

もとの世界は冬なのにこの世界は春であり、ここで異界の季節の混乱がうかが

える。しばらくその景色を眺めているうちに、奉行は眠気がさして来て「是な

る草枕して、前後もしらずかり寝する」。すると、夢の中に、女の商人が二人現

れ、寝ている前後に立ち寄り、奉行に頼みごとを言った。亡夫が残した絹織物

を売って渡世する彼女たちに、谷鉄という「大力」が「執心の文」を遣した。

その後、恋文の返事のないことを恨んだ谷鉄はある夜、彼女たちの家に忍び込

み、二人を斬り殺して貯えて置いた絹紬を盗んで帰り、死骸は野原に埋めた。

谷鉄のはじめから絹織物目当てであった下心は、彼女たちが殺害された後に明

らかになる。ここで事件の経緯を詳しく語った女商人二人が奉行に敵討を依頼

した。 

 

「あはれ国王へ申あげられ、かたきをとつてたまはれ」と、女の首両方よ

り、袖にすがりてなげく。「それこそやすき事なれども、何をかしるべに、

申あぐべきたよりもなし」と申せば、「それにこそ証拠あれ」と、念比に語

る。「是より南にあたつて広野あり。つねは木も草もなき所也。我等を掘埋

し後に、二またの玉柳のはへしなり。是しるしに頼む」との言葉もつゐ絶て、

夢は覚ける。 

 

この斬首された女商人二人が左右から奉行の袖にすがりついて嘆き訴えた一

幕は、欲望に駆けられた谷鉄の冷酷な手によって無残な死を遂げた彼女たちの

悲運を鮮烈に反映した。特に注目すべきなのは奉行と女商人二人の間で橋渡し

の役割を担っている夢の伝達機能である。奉行は夢の中で訪問者から参入者へ

と身分を転換し、生死の境界を越えて女商人二人と対話・交流を行なう。この

段落から夢は話の怪奇性をいっそう盛り上げるとうかがえる。 
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奉行の夢枕で谷鉄殺人の証拠として女商人二人は遺体遺棄のありかを教え、

「二またの玉柳」が印であると知らせた。この「二またの玉柳」は何を象徴し

ているかと言えば、中国の詩人である王昌齢の「閨怨」という作品からヒント

が得られると考える。詩の内容は次のようである。「閨中少婦不知愁、春日凝妝

上翠樓。忽見陌頭楊柳色、悔教夫婿覓封侯。」（閨中の少婦、愁いを知らず。春

日、粧いを凝らして翠楼に上がる。忽ち見る、陌頭楊柳の色。悔ゆらくは、夫

壻をして封侯を覓めしめしを）50。新しく春の季節が訪れ、道端の柳の枝も青々

とした色が添えられたということにより、少婦は時間の経過、自然の運行、孤

閨というものが分かってきた。ここで「楊柳」に触発された少婦の「閨怨」は、

「二またの玉柳」の象徴意義にもなれると考える。夫に先立たれ、悪い男に殺

害された女商人二人の運命は、柳の柔らかく垂れ、雨風に揺れる姿態にも近似

するのである。 

夢から目覚めた奉行は、不思議に思いながらその野原に行ってみると、村の

人々が集まって「今迄は、見なれぬ柳」に驚き騒いだ。このことを国王に申し

上げると、国王は大勢の人を遣わしてそこを掘らせてみた。すると、奉行の夢

に間違いなく、「女弐人、むかし姿かはらず、くびおとしてありける」。奉行の

説明により事の一部始終を知った国王は、犯人谷鉄を「鉄の串ざし」で処刑し

た。その後奉行はご褒美に「目なれぬから織の嶋きぬ」を与えられ、「汝此国に

ては命みぢかし。いそひで古里にかへれ」と命じられ、空を飛ぶ「くれなゐの

風車」に乗せられた。浮雲の取り巻く中を、またたく間に住み慣れた故郷に帰

った。そしてありのままにその話を人々に語れば、「其所をさがし出せ」と何百

人も奥山に入って探し回ったが、「今にしれがたし」。つまり、飛騨の奥山にあ

る隠れ里は、一度は行くことができても再訪することを拒否する場所である。

この再訪不能の構図は、「桃花源記」の結末部にも見られるのである。 

 

（漁人）既にして出づるや、其の船を得て、便ち向の路に扶い、処処に之れ

                                                 
50 この語釈は松枝茂夫編の『中国名詩選（中）』（岩波書店、1999）による。 
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を誌す。郡下に及び、太守に詣りて説くこと此の如し。太守即ち人を遣して

其の往くに随い、向に誌せし所を尋ねしむるも、遂に迷いて復た路を得ず51。 

 

桃源郷から帰ってきた漁人は、その不思議な遭遇を郡の長官に語り、帰る時

に付けておいた目印をたよりに探しに行ったが、ついに迷ってもはや路を見つ

けることができなかった。ここで「桃花源記」の桃源郷も「夢路の風車」の隠

れ里も、いったん訪問者がそこから辞去すれば、せっかく開かれた異界への道

は永遠に閉鎖されることになるという設定がうかがえる。異界への訪問は容易

ではないことであるがゆえに、人々は限りない憧憬を抱いているのである。 

「夢路の風車」の概略は、近藤忠義氏の「『大下馬』の原話一、二」（『文学』

第 28巻第 11号、1960）に、『太平広記』巻一二七の「蘇娥」に拠ると指摘があ

り、また、冨士昭雄氏は『合類大因縁集』巻七の六に、江本裕氏は『因縁集』

の「王法牢獄ノコト」所収の話は、『太平広記』に拠ると明記し、人名などの小

異を除けば、『太平広記』をほぼそのまま、片仮名交じりの文に書き改めたもの

である。『太平広記』では、交州刺史の何敞が任地へ赴く途中、その明君なるを

知った女の霊から敵討ちを頼まれ、見事に悪人を退治する話であるのに対し、

「夢路の風車」では、隠れ里の不思議な話というところに、重点が置かれてい

るのであると岡本勝氏は論じた52。さらに、前にも述べたように、本話の 初

と 後の部分は「桃花源記」の描写と類似し、異界訪問譚の趣向が見られる。

しかしここでは確かに素朴な説話の翻案という手法が取り入られたが、「夢路の

風車」における異界の本質はやはり桃源郷とだいぶ違っているのである。「桃花

源記」では、訪問者である漁人の見聞によれば、桃源郷とは華やかで美しい絶

境であり、そこの住民たちは悠然として平和で豊かな生活を送っていた。この

世間の争乱とは絶縁するユートピアは、まさに作者陶淵明の理想とする地上の

仙郷である。 

                                                 
51 松枝、前掲注 49書に同じ。 

52 岡本、前掲注 48論文に同じ。 
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一方、「夢路の風車」では、奉行は「おそろしき岩穴」を経由してようやく「隠

里」に到着した。ここで洞窟という異界への扉に当たる装置は、話の伏線とし

てこの隠れ里に潜んでいる異界の真実を掲示した。洞窟の象徴としての意義を

考察するには、まず『歴史学事典第 3巻―かたちとしるし』の「洞窟」という

項目を見てみよう。 

 

（前略）洞窟は生命の源である母の子宮と考えられると同時に、死者が大

地に抱かれる場所、墳墓であり、死者の魂が下る冥界とも考えられたのであ

る。生と死、発芽と死滅、この対立する二つの価値を洞窟はもつのである。

（中略）一方洞窟はその黒々とした闇によって冥界、あるいは異界への入り

口とも考えられた。その「辺に至たれば必ず死ぬ」という窟を『出雲風土記』

は「黄泉の坂、黄泉の穴」といっている。（中略）魂の住まう霊地としての

洞窟は、無時間的な異境、神秘のトポス（場）と考えられた53。（後略） 

 

生と死、光と闇という両義性を帯びる神秘的な空間である洞窟は、境界とし

て人間界と異界を隔絶しながら同時に奇妙にも連結している。「桃花源記」にも

このような設定が見られるが、桃源郷は光明の面に偏重するのに対し、「夢路の

風車」の岩穴はむしろ暗闇への通路として意味付けられる。特に文末にある「此

国にては命みぢかし」という一句から、隠れ里での滞在は死の危機を招致する

冒険行為であることがわかった。そもそも隠れ里の季節は、人間界の冬とは違

い、早くも春が到来した。この加速される時間の流れは、奉行の命がここでは

短い原因であると考える。さらに春につながる「生」と冬につながる「死」の

イメージから考えれば、異界での生は実は人間界での死を暗示する。それゆえ

異常な状態に陥り、合理性や秩序が失われた隠れ里は、表面が平和な桃源郷な

のに裏側が死に近接する危険な喜見城である。 

                                                 
53 黒田日出男等編『歴史学事典第 3巻―かたちとしるし』（弘文堂、1995） 
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 話の展開により、奉行の前に呈示する異界は、殺人、盗難事件が発生する過

酷で暴力的な危険境域であり、桃源郷のようなユートピアとは正反対の世界で

ある。つまりこちら側の世界と相似形、というよりはこちら側の世界の本質を

さらにハードに凝縮して鏡に映し出したような、欲望全開の逆ユートピアであ

る54。また森耕一氏もこの異界は一面日常を裏返しにしたような世界であるが、

反面人間の欲望とその表出を極大化させた日常以上に俗な色と欲の「浮世」そ

のものであると説いた55。女商人二人殺しという誰の仕業とも知れない懸案は、

後に隠れ里の部外者である奉行により解決され、真相が判明した。結局奉行

は風車に乗って日常に帰還し、隠れ里も永遠に閉鎖となったところで話が終わ

る。 

話の 初に戻って見れば、「夢路の風車」というテーマ自体がすでにこの一篇

の主題をはっきりと掲示した。奉行が現実離れの異界に入り込んだ後、前後も

知らず仮寝し、また「夢路」をたどってもう一つの非在の世界に着き、二人の

女商人から敵討ちを頼まれる。 後に「風車」で帰国した。「夢路」という異界

行きの経路と「風車」という異界離れの手段により「夢路の風車」の物語空間

が作り上げられた。さらに西鶴は話の内容を豊かにするために『太平広記』や

お伽草子の『かくれ里』などの物語要素を盛り込んでさまざまな工夫を凝らし、

隠れ里における奇談として本話を作成した。しかし注目すべきなのは、これら

の話材を用いながら、西鶴は理想郷という糖衣に巻かれた危険な喜見城を築き

上がったという点である。虚構の異界は真実の世界と類似し、あるいは真実の

世界より険悪な場所として描かれた。これは本話の異界訪問譚としての特異性

と西鶴の作意の独自性であり、この趣向は「行末の宝舟」という話にも見られ

るのである。

                                                 
54 西鶴研究会編『西鶴が語る江戸のミステリー―西鶴怪談奇談集―』（ぺりかん社、2004） 

55 森、前掲注 30書に同じ。 
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第二節 「行末の宝舟」 

 

「人間程、物のあぶなき事を、かまはぬものなし」という冒頭の一行には、

目の前にある危険を無視する人間の愚かさを皮肉る西鶴の姿勢がうかがわれる。

この話の背景は「信濃の国、諏訪の湖」であり、そこでは毎年、「氷の橋」がか

かり、「狐のわたりそめて、其跡は人馬とともに、自由にかよひをする事ぞかし。

春また、きつねの渡りかへると、そのまゝ氷とけて、往来をとめける」。ここで

西鶴が諏訪湖における「神渡り」・「神獣行」を狐に結びつき、「狐の渡り初め」

の伝承を冒頭に記すことによって咄の真実性を付与しようとする56。氷も解け

はじめる春先のころ、この国の「あばれ者、根引の勘内」という馬方が、遠回

りを嫌い、人々の制止をもかまわず、自分の独断で氷の上を渡ろうとするが、

「まん中過程になりて、俄に風あたゝかに吹て、跡先より氷消」え始めた。す

ると勘内は波間に沈み、行方不明になってしまった。 

ところがその年の七月七日に、不思議な光景が現れた。 

 

同じ年の七月七日の暮に、星を祭るとて、梶の葉に歌をかきて、水海に流

しあそぶ時、沖のかたより、ひかりかゝやく舟に、見なれぬ人あまた取乗け

る。其中に勘内、高き玉座に居て、其ゆゝしさ、むかしに引替、皆々見違へ

ける。舟より心静にあがり、前につかはれし親方のもとに行ば、いづれもお

どろき、様子聞に、「それがし只今は、竜の中都に流れ行て、大王の買物づ

かひになりて、金銀我まゝにつかまつる」と、金銭弐貫くれける。 

 

同年の七夕の夕暮れに、人々が七夕祭の催しを楽しんでいたところ、死んだ

はずの勘内が立派に変身し、光り輝く舟に乗って多数の部下を連れて来た。宝

舟から上陸した勘内は、以前使われていた親方の所に訪れ、事故のあと、「竜の

中都」に流れつき、「大王の買物づかひ」になって金銀を自分の思うままに使え

                                                 
56 江本、前掲注 37論文に同じ。 
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ると誇った。勘内の遭遇により、諏訪湖の底には「竜の中都」、つまり竜宮があ

ることがわかった。そこの湖面の融ける／氷るはある意味で異界への入り口の

開／閉を象徴している。偶然に竜宮に至った勘内は、乱暴な馬方姿から一変し、

貴公子のように舟の「高き玉座」を離れ、「心静に」陸に上がった。親方をはじ

め、勘内は旧識に竜宮の住心地のよさを宣伝する。勘内は、 

 

「さて爰元より、米もやすし。鳥肴は手どらへにする。女房はより取、旅

芝居の若衆もくる。はやり歌の、やろかしなのの雪国を、うたひあかして、

さむひともひだるひともしらず。正月も盆も、爰とすこしも違ふた事なし。

十四日から灯籠も出して、爰と替た事は、借銭乞といふ者をしらぬ」と申。 

 

竜宮は米価も安いし、鳥や魚も手で捕らえることができるほど豊富である。

また女性は選り取り見取りであり、旅芝居の若衆もやってくる。飢寒も知らず

に「やろかしなのの雪国」を一晩中歌い明かすことができる。 も大事なのは、

正月も盆も、ここと少しも違ったことはなく、ここと違ったことは借金取りと

いう者がいないのである。ここで勘内が語った竜宮像は、この世では恵まれて

なかった馬方仲間にとってまさに理想の具現できるユートピアとも言える。勘

内は「爰とすこしも違ふた事なし」とその世界とこちら側の世界との類似性を

強調する一方、同時に、「女房はより取、旅芝居の若衆もくる」と、竜宮は日常

の世界以上に徹底した欲望の充足が可能な世界であると説いた57。このような

竜宮は、どう見ても人間臭いユートピアである58。しかしその後勘内は、あや

しい発言をした。勘内は、 

 

「此七月は、我はじめての盆なれば、ひとしほ馳走のために、国中の色よ

き娘、十四より廿五迄、いまだ男を持ぬをすぐりて、大踊のこしらへ、それ

                                                 
57 森、前掲注 30書に同じ。 

58 篠原進「西鶴というメディア―『大下馬の毒』―」（『日本文学』第 43巻第 10号、1994） 
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はそれはまたあるまじき事也。其用意の買物にまいつた」と申。めしつれし

者ども、何とやら磯くさく、かしら魚の尾なるもあり、螺のやうなるも有。

万の買物をもたせ出行時、「あの国の女の、いたづらを皆々、見せましたい

事じゃ」といふ。 

 

死んだと思われていた勘内は「我はじめての盆」を迎えると言った。これは

明らかに新盆のことをさす。新盆とは、死後一年以内あるいは三年以内の新し

い仏の霊を迎えてまつる盆である。勘内が新盆に近い頃に帰り、買い出しをし

てから再び竜宮に戻るというところに、竜宮は死の国のイメージを帯びている

異界ということが読み取れる。また勘内の引き連れてきたのは、「何とやら磯く

さく、かしら魚の尾なるもあり、螺のやうな」海の生物を思わせる奇妙な家来

たちである。どう見ても異界からの来訪者であり、不気味な感じはするが、親

方以下の仲間たちは、それに目もくれず、皆華麗な盆踊りや、美しい娘に完全

に誘惑された。冷静に考えれば、竜宮にいるいわゆる「色よき娘」も前述の家

来たちと同じように人間離れした様相を持つ可能性が高い。 

しかし「あの国の女の、いたづらを皆々、見せましたい事じゃ」という勘内

の一言に皆は判断力をすっかり失い、急いで「それはなる事か」と聞いた。す

ると勘内は「それがしのまゝなり」と答え、十日ばかりの旅程でこい、帰りに

は白銀をいっぱいもたせてやるとまで保証した。「わしはつねづねのよしみ」「人

より念比した」と、応募者が殺到するが、親方以下七人を同伴することになっ

た。「玉船」に乗り込む寸前、一人の男が「分別し」、「命に替る程の用のあり」

と辞退した。結局六人のは、 

 

「さらばさらば頓」といふまもなく、舟は波間に沈み、それより十とせあ

まりも過ゆけど、たよりもなく「踊を見に」と、歌にばかりうとふて果ぬ。

此六人の後家のなげき、又壱人ゆかぬ人は、今に命のながく、目安書して、

世を渡りけると也。  
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「それでは、さらば。すぐに戻ってきますよ」と言っているうちに、舟は波

間に沈み、十年たっても音沙汰もなく、「踊を見に」という歌だけが残った。こ

の六人の後家のなげきをよそに、同行しなかった一人が公用文書の書記役をし

ながら暮らしているということである。ここで勘内の親方と旧友は、勘内に騙

されたというより、むしろ欲望につられてしまったというほうがいいのである。

これは「人間程、物のあぶなき事を、かまはぬものなし」という起筆に呼応し、

「無分別」という小見出しにも合致する人間のばけもの性とも言える。「命に替

る程の用のあり」という言い訳で断り、「目安書して、世を渡」していた男の運

命と違い、欲望と死が一体になった異界へ船出の六人は「命に替る危険」を呼

び込み、 後に欲望の渦に呑み込まれてしまった。 

この話については、四つほどの典拠が指摘されている。一は『剪燈新話』（巻

四「修文舎人伝」）を核としながら、これを挟む二話（巻四「龍堂霊会録」・同

「鑑湖夜泛記」）で潤色したという早川光三郎氏の説（「西鶴文学と中国説話」、

『滋賀大学学芸部紀要』第 3巻、1954）である。二は『伽婢子』（巻一「竜宮の

上棟」）に拠るという堤精二氏の説（「『近年諸国咄』の成立過程」、慶応義塾大

学国文学研究会編『近世小説―研究と資料』、至文堂、1963）である。三は『新

著聞集』（巻九）などに載る竜宮行きの民話に拠るという宗政五十緒氏の説（『新

編日本古典文学全集 67―井原西鶴集 2 西鶴諸国ばなし・本朝二十不孝・男色大

鑑』、小学館、1996）である。四は民話の巧智譚・馬喰やそ八を典拠とするとい

う井上敏幸氏の説（『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）である59。この中で特に『剪燈新話』巻四の

「修文舎人伝」の死者が生前の知人に、いかに良い暮らしをしているかを語り、

死後の世界に招き入れるという内容は「行末の宝舟」と共通点が見られる60。「修

文舎人伝」の主人公は、遺稿出版のお礼として生前の知人を冥界に招き込むの

に対し、「行末の宝舟」の勘内が竜宮の「色よき娘」や「しろがね銭」などで魅

                                                 
59 篠原、前掲注 58論文に同じ。 
60 田島玲子「西鶴と中国文学」【初出は『学習院大学国語国文学会誌』第 28巻（1985）。後に

檜谷昭彦編『日本文学研究大成―西鶴』所収（国書刊行会、1989）】 
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きつけておき、六人の男たちを湖底に連れ去る理由は何であろうか。 

この話で勘内に対する描写は、「此里のあばれ者」であり、馬方という無法者

の多い職業で渡世していた。それゆえ勘内は乱暴なことを常にする者であるこ

とがわかる。堕落した生活を送り、歪んだ行動を取っていた勘内は、諏訪湖の

氷上を強行に横断し、途中で氷が溶けて湖中に沈んだが、偶然に湖底にある「竜

の中都」に着いた。勘内はこの遭遇により、生きていたうちに「あばれ者」と

して評判された汚名をはらし、竜宮の「大王の買物づかひ」として帰還した。

ここで勘内は異界への越境という回路を通り、今までの被軽蔑感から脱却しよ

うとした。しかし、お盆というと死者があの世からこの世へと戻ってくる時期

で再び故郷に帰ってきた勘内は、まず七夕という夫婦愛を確かめる日の雰囲気

を感じた。文中から見れば、勘内は親族を持っていないような気がするので、

いっそう孤独感が胸に迫るはずであると想像できる。 

この時、寂しい勘内は「大王の買物づかひ」という身分から無鉄砲な馬方に

戻り、竜宮の素晴らしさを次々と語り、旧友に竜宮赴きの気持ちを起させよう

とした。ここで注目すべきなのは、竜宮の絶妙は話の流れによって現れるので

はなく、勘内によって描かれたり賦与されたりしていたわけである。いわゆる

「竜宮」の真実な光景はただ勘内の話しと友人たちの想像に存在するともいえ

る。さらに勘内の「我はじめての盆」という発言や「めしつれし者」のおかし

さなど、いずれも再考すべきものである。しかし勘内は竜宮との往来を簡単に

できるものと感じさせ、さらに竜宮の金銭を与え、竜宮の女の淫奔を誇張して

語った。彼の巧言にのせられ、更に「爰とすこしも違ふた事なし」という、ま

るでこの世の投影とも言える竜宮に対し、六人は安堵感を覚えた。 後に六人

は共同幻想を抱きながら、すべての欲望が満たされると描かれた竜宮へ突き進

もうとし、結局この世から消えて二度と帰ってこなかった。色と金に迷い、簡

単に口車にのせられた六人の船出は、勘内の狡猾で残忍な所業というより、む

しろ「無分別」者の自滅行為というほうがよいであろう。勘内の話ではほんの

十日ほどの異郷へ旅のはずであったが、永遠に死の国に赴くことになってしま
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った。 

ここで船のイメージは、直接的には人や荷物をのせて水上を往来する乗り物

であるが、象徴的には異界との交流を可能にする装置である。松田修氏の説に

よると、船は、現世・現実という有限性の中へ、他の次元、他の現実を持ちこ

む具＝通底器なのである。しかし、湖であれ、海であれ、水上を人為・人力で

渡るということは、基本的に反自然の営為である61。確かに船に乗れば、もと

もと長く居てはいけない水上での活動は実現できるが、一方、船での旅立ちは

空間的拡大につれ、人間のコントロールできる範囲が縮小していくことになる。

「行末の宝舟」では、有限な力を無視し、無限の欲望を追求するという、いわ

ゆる越境行為は、必ず回帰不能という結果を呼んだ。 

ところで西鶴はこの異次元への船出に対する考え方といえば、話の結末を見

ればうかがえると考える。出発直前に「分別して」乗らなかった一人の男は、

後に「今に命のながく、目安書して、世を渡」った。つまり未知へ冒険に赴

く六人とは違い、既知の生活を送ることにしたとされる。植田一夫氏はこのよ

うな結末部について、以下のように述べた。 

 

「さらばさらば頓といふまもなく、舟は波間に沈み、それより十とせあま

りも過ゆけど、たよりもなく踊を見にと、歌にばかりうとふて」という描写

には、超現実的な世界や、現実逃避に対する否定が感じられ、「此六人の後

家のなげき、又壱人ゆかぬ人は。今に命ながく」と続く描写には、現実を生

きていかねばならないとする姿勢が認められる62。 

 

現実の中に生きていこうとせず、この六人は目の前にある危機を無視し、竜

宮行きを転機であると見なした。それゆえ架空の世界を求め、この世から遠ざ

かって行ったが、舟で越えたのは現実と夢の差ではなく、生と死の境界である。 

                                                 
61 松田修「船と駕籠と」【初出は『日本逃亡幻譚―補陀落世界への旅』（朝日新聞社、1978）。

後に『松田修著作集』第 4巻所収（右文書院、2002）】 
62 植田一夫「『西鶴諸国はなし』の世界」（『西鶴文芸の研究』所収、笠間書院、1979） 



 

 66

西鶴は愚かに湖の中に沈んでいくこの六人の軽率さに対し、「無分別」という言

葉で批評を加えた。ここでは西鶴の現実重視・肯定の姿勢が明らかに示されて

いると考える。
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第三節 小結 

 

異界は、人間の日常世界から空間的に分離する異質・異次元にある不可視の

世界である。この異界の「異」という特質に対し、人々は不安や畏怖を持つ一

方、好奇心や興味も湧いてきた。したがって異界訪問譚という人間が異界に対

する想像を満足し、紙上の冒険体験を可能にする話型が流布していた。 

『西鶴諸国はなし』における異界訪問譚である「夢路の風車」と「行末の宝

舟」は、自然の危険に満ちた山と海という異界を描き、そこへ越境していく主

人公の目を通し、西鶴の異界に対する認識を反映した。「夢路の風車」では、奉

行は日常の次元から、岩穴をくぐりぬけてまったく幻境のような「隠里」に辿

っていた。しかしこの異界は、表面が平和な理想郷であるが、裏側が「此国に

ては命みぢかし」という危険な喜見城である。また「行末の宝舟」では、諏訪

湖に沈み、死んだはずの馬方勘内はこの世に帰還し、竜宮の絶妙を誇張して言

い、彼の巧言に乗せられて異界へ船出した六人は帰ってこなかった。ここで男

性にとって 大な楽園である反面、再び生きては戻れない死の世界でもある。 

上述の二話では、異界は現実と感覚的に連続しつつも、それはやはり非現実

の、異質の時間の支配する世界なので、「喜見城」であれ、竜宮であれ、当初は

ユートピアとされていたものが、話の流れにより、異界の冥界としての本質を

次第に露呈する。ここで異界への訪問は、一種の死と再生の趣向として描かれ

ている。換言すれば、つまり「異界に連れ去られる＝現世での死」という図式

が見られると考えられる。 

 さらに『西鶴諸国はなし』では、西鶴によって描き出された異界は、一見人

間界とはまったく違った空間であるが、その内実を見ればこの世と瓜二つの世

界であることがうかがえる。「夢路の風車」における殺人、盗難が発生する「隠

里」と、「行末の宝舟」における「正月も盆も、爰とすこしも違ふた事な」く、

いわゆる人間臭いユートピアは、いずれも人間界の様態を鏡に映したような、

類似性の高い存在である。西鶴は、異界の素晴らしさや醜さに着眼するのでは
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なく、異界の人間界と相似する部分にだけ着目する。これは『西鶴諸国はなし』

における異界訪問譚の力点であり、ここで西鶴の現実重視の姿勢が明確に提示

された。 

「夢路の風車」と「行末の宝舟」において西鶴は理想郷ではなく危険と死に

満ち溢れた世界である異界を創出し、「爰（この世）とすこしも違ふた事なし」

というところに重点を置いた。これはおそらく西鶴の異界認識の独自性の所在

であると考えられる。重ねて言えば、西鶴は異界訪問譚の枠組みを用いながら、

こちら側の世界の本質を逆照射して浮かび上がらせたに違いないのである。こ

の「異」に「同」を見い出そうとする西鶴の作意には注目すべきである。こう

して異界をもう一つの人間界として見つめる描写の仕方により、本作品の中心

思想ともいえる「人はばけもの」の延長線上にある「世間は異界」という『西

鶴諸国はなし』の作品構造はいっそう明らかにされるのである。


