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第五章 現実と非現実の境界―夢― 

 

第一節 「水筋のぬけ道」 

 

夢を不確実で信頼性のないものと見るのは近代以降の観念であり、近世以前

の人々にとっては、夢は超越界との交流のための重要な、かつ確実なルートで

あった。近世の文芸においても、夢は神霊の意思を伝達する場であり、未来で

実現する事態の予告の場でもあった。不思議な出来事、非現実的な事柄を描い

た話が多く見られる『西鶴諸国はなし』は、その内容に夢という要素を含んで

おり、現実と非現実の境界が曖昧な、論理を超えた世界を呈示する63。夢とし

ての現実、あるいは現実としての夢という神秘的二重性を西鶴は巧みに話の中

に織り込み、虚実まじりの文学的空間を創出し、幻想・虚妄と見なされる夢に

新しい意味を付与しようと試みた。夢は怪異の展開の媒介だけではなく、怪談

を文学へと昇華させる過程にも欠かせないエネルギーであると思われる。 

「水筋のぬけ道」は、小見出しに「報」とあるように、女奉公人ひさの復讐

物語である。若狭国の小浜という所に、越後屋の伝助という漁師が使う網の糸

を商う裕福な者がいた。その店で働く年季奉公の女ひさは、美女で思いを寄せ

て言い寄る男も数多くあったが、その中で京都から通い商いに来る京屋の庄吉

と深い仲になり、婚約をするまでになった。ところが、これを知った主人伝助

の女房が激しく怒り、ひさに対する嫉妬心から「菟角は、形人並なるがゆへに、

いたづらをするなれば、目の前に思ひしらせん」とひさの左頬に焼火箸を押し

当てた。容貌が醜くなったことを悲嘆したひさは、気が狂ったようになり、生

きる望みを失って小浜の海に身を投げ、行方不明となる。 

奉公人に対しては、奉公という言葉にも示しているように、武士が主人に対

するのと同じように忠を尽くすべきものであるとされる。それに伴って主人は

                                                 
63 平林香織「『西鶴諸国はなし』における夢―巻二の四「残る物とて金の鍋」の場合」（日本文 

芸研究会編『文芸研究』第 125 巻、1990） 
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奉公人に対し、ある程度の刑罰権を持っていたのである。ひさは女奉公人であ

ったので、その監督は主人伝助の女房の責任であり、拘束される程度も大きか

った。女房がひさを折檻した理由とその正当性は、一応奉公人の不品行を戒め

る管理者の立場に立った行動といえよう。しかし、多くの男が言い寄るほどの

美人ひさに対し、女房は「菟角は、形人並なるがゆへに」と言い、火箸を押し

当てるという虐待的行為から、ひさという若く美しい女の存在への嫉妬心が読

み取れる。つまり、ひさが女房から残酷な私刑を受けた原因は、主人と奉公人

の関係からだけではなく、女と女の関係からでもあった。有働裕氏の言葉を借

りれば、自分に対峙するひさという女の存在の大きさを無意識の内に認めてい

たからこそ、嫉妬したのである64。 

同じころの大和の国秋篠の里では、田畑の用水を得るために百姓たちが集ま

り、古寺の跡地を掘っており、三日二夜を経てようやく水脈を掘り当てるが、

不思議な出来事に遭遇した。 

 

水の蓋と聞えて、車何百輌か引音して、片隅に穴明て、それより青浪立の

ぼり、俄に阿波の鳴戸のごとく、渦のまく事二時あまり、池より水あまりて、

国中大雨の思ひをなし、驚く事かぎりなし。 

 

水は渦を巻いて湧き出し、池より溢れて国中が大雨かと驚く程であった。こ

こでまさにひさの強烈な怨念は怒涛のように渦巻き、恨みの涙も大雨となって

国中に降り注いだ。 

翌日、水が静まってから人々が様子を見ると、池の岸辺に十八、九の女の死

体が岸の茨にかかっていた。近所の女でもなく、特に十日ぐらい前に入水した

様子なので、人々は訝った。たまたま奈良東大寺の二月堂の法会に参詣した旅

                                                 
64 有働裕「因果譚の解体―「水筋のぬけ道」と「因果のぬけ穴」―」【初出は『日本文学』第

45巻第 6号（1996）。後に『西鶴―はなしの想像力』所収（翰林書房、1998）】 
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人が通りかかり、死体を見てこれは自分の故郷小浜の越後屋の下女のひさであ

ると判明し、「奈良の都へ、若狭より水の通ひあり」という伝承を想起して不思

議に思った。里人達はひさの死骸をその里に埋め、また旅人はひさの遺品を持

って小浜へ帰る。 

この話を聞いた庄吉はいっさいの世事を捨てて出家になり、秋篠の里へ来て

ひさの塚に参り、そこで昔の思い出を語りつつ、つい寝入ってしまうと、その

夢に、 

 

火もへし車に、女弐人とり乗て、飛くるを見るに、正しく伝助が女房也。

是を押て、焼かねあつるは、我なれしひさが姿の替る事なし。「今ぞおもひ

を晴らしけるぞ」と、いふ声ばかりして消ぬ。三月十一日の事なるに、日も

時も違はず、若狭にて、一声さけびて、むなしくなりけると也。 

 

越後屋の女房とひさが「火もへし車に」乗り、ひさは女房を押さえ焼がねを

あて、「今ぞおもひを晴らしけるぞ」と叫ぶや否や消えてしまった。今までの「北

国者にはやさし」いひさの容姿とまるきり違った形相は、ひさの怨念の深さを

鮮烈に反映する。越後屋の女房も同日同時刻に小浜で一声悲鳴を発して息が絶

えたという。 

この一篇は古来、若狭の国と大和の国との間に、水筋のつながりがあるとい

う伝承をふまえて構想されている。井上敏幸氏は本話と奈良東大寺二月堂の若

狭井の伝説との関連性を認めながらも、秋篠寺の阿伽井にかかわる常曉の太元

帥明王化現の故事こそが、本話の中心である「報」を支える「原素材」である

と断じてよいと考えている65。特にひさの死体が、若狭よりと二月堂への水筋

を通って秋篠の里まで運ばれ、その土地に埋められたということは、実は秋篠

の古寺の土を死体に塗り付けてもらうことを意味し、それは太元帥法の法力、

すなわち調伏の法を獲得したことを意味すると井上氏は主張している。また太

                                                 
65 井上敏幸「『西鶴諸国ばなし』三題」（『江戸時代文学誌』第 7号、1990） 
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元帥明王は異形の忿怒の形相であり、背には火炎の輪光背を負っている。「火も

へし車」にひさと主人の女房の二人が乗って現われて来たというのも、太元帥

明王像の火炎の輪光背とのイメージ上の関連があったからであり、「伝助の女房

に」「焼がね」をあて、「今ぞおもひを晴らしけるぞ」と叫んだ時のひさの形相

は、太元帥明王と同じ忿怒以外の形相は考えられないのであると井上氏は説い

た。 

また越後屋の女房に折檻され、顔に酷い火傷を負ったひさの死体が、奈良に

出現した場面を描く「水筋のぬけ道」の挿絵をよく見れば、池の岸に浮いてい

るひさの死体が発見された時点で、その顔に火傷の跡がない。笹山彩子氏はひ

さが「善光寺如来の御影」を身に付けていたことと、挿絵に描かれている巡礼

者の笠と杖から、これは仏像が身代わりとなって傷を受ける説話の影響ではな

いかと指摘した66。それゆえ上述の太元帥法の法力のおかげと善光寺如来の見

守りにより、ひさは付与された霊力で報復を遂行できるわけである。 

女房から残酷な私刑を受け、果ては自殺まで追いやられるひさは、 後には

怨霊になり、女房を取り殺して復讐する。庄吉の夢の中の出来事と、現実の女

房の死が符合するのは、死者との交感を内容とする夢と現実の出来事との重層

が見られる。しかしここでひさの恋人であった庄吉の役割は女房がひさの怨霊

に取り殺されたということを目撃している傍観者だけである。ひさは全く庄吉

には目もくれず、報復するばかりなのである。庄吉との恋で女房から罰を受け、

自殺まで追いやられたひさは、庄吉との交情については何も言わない。何か物

足りないような気がする。この欠如してしまった部分に、有働裕氏は「対立す

る女同士と傍観する男」という構図で庄吉の無力さを説いた67。 

単純に考えれば、ひさが生きている間に女房に仕返しするのはそれほど難し

                                                 
66 笹山彩子「「水筋のぬけ道」考―挿絵から読みとれるもの―」（『尾道大学日本文学論叢』第 1

号、2005） 

67 有働、前掲注 64論文に同じ。 
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くないことであると考える。しかし、ひさにとって も気になっている美貌を

失ってしまったことは、女としての生きがいも失ったことを意味する。ひさは

「年月手馴し鏡台にむかへば、顔おかしくなるを、身もだへしてなげき、『世に

ながらへてもせんなし』と」思いつめた。あまりにも残酷な事実を映し出す鏡

に向かい、ひさは自分自身でさえ受け入れられない姿になってしまったことを

知った。女としてこれほど悲しいことはないとも言える。庄吉を含めてみんな

の心の中に「北国者にやさし」い美貌を残すには、ひさは死の道を選ぶしかな

かった。その後、ひさは善光寺如来のおかげで、もとの容姿を回復したことに

より、やっと女房に報復する勇気を得た。そこでひさの死霊は遥かな若狭にい

る女房を取り押さえ、焼金を当てて取り殺し、「今ぞおもひを晴らしけるぞ」と

叫ぶことができたのである。ひさは庄吉の夢に現れ、「我なれしひさが姿の替る

事ない」と感じさせ、本話の中では唯一顔面の負傷後の自分の姿を知っている

女房に全く逆転した形で恨みを晴らすことにより、おぞましい記憶から解放さ

れた。これはひさにとって本話の主題である「報」の真義なのである。 

もともと夢の世界での復讐は他人に感知されることができるわけがないし、

夢が現実界へ闖入するのも不可能である。むしろ塚の前で「むかしの事ども申

つくし」、「万事捨てて、その身を墨染にな」ってひさの霊を供養する庄吉の思

いがひさに届いたので、ひさは庄吉の変わらぬ愛情に感激し、夢を通して変わ

らぬ自分を庄吉に見せて安心させようとする。しかしひさの復讐への執念があ

まりにも深いので、夢という形でひさは庄吉に報復の場面を見せ、それを確認

させることで、「今ぞおもひを晴らしけるぞ」と言い、庄吉の夢の中の声と、伝

助の女房の悲鳴がこの世とあの世の時空を越えて響き合うのである。 

夢が古来、神託を得る一つの通路であり、機会であったことは、よく知られ

ている。ひさは怨霊であって神仏ではないが、そういう夢託の思想が踏まえら

れているとみることができる。つまり夢はすでに死去し、ものいわれぬひさの

意思表示のルートでもあった。夢によって庄吉とひさの悲恋に幕が降ろされ、

本話も終わりを告げる。 
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第二節 「残る物とて金の鍋」 

 

本篇の小見出し「大和の国生駒にありし事―仙人」という一行は、この話の

仙人に関する奇談として性格を明確に掲示している。「俄に時雨て、生駒の山も

見えず、日は暮におよび」、大和から平野に帰る木綿買いが「道をいそ」いだ。

この冒頭の叙述は謡曲で仙人あるいは鬼神の出現する際の常套的表現を踏まえ、

突然の空模様の変化が、日常的な生活空間から物語的世界へと木綿買いが誘導

されていく契機となっている68。さらに黄昏時とは、人間が活動する時間帯で

ある昼と、神々や妖怪などこの世の住人ではない神秘的な存在が支配する時間

帯である夜との交錯する境目なので、昼と夜の両方が入り混じる可能性がある

とされる。ここで夕暮れの訪れはまさに一種の暗示的な手法として非日常的な

世界の現出を導き出すというはたらきを担っている。この後、降雨と日没とい

う境界的空間を急いで歩いている木綿買いは、帰り道で思っても見なかった不

思議な出来事に遭遇した。 

「残る物とて金の鍋」は中国の古典小説『続斉諧記』の「陽羨鵝籠之記」を

骨格に作られたと考えられ、全篇の直接の出典は『酉陽雑俎続集』四に載る説

話である。「陽羨鵝籠之記」の話の梗概は次のようである。許彦という男が綏安

山の中を歩いていると一人の書生に出会った。書生は、足が痛いので、許が背

負っている鵞鳥の籠の中に入れてかついでほしい、というので許は承知した。

許が籠を背負っても重く感じなかった。しばらく行って大樹の下で、書生は籠

から出、許に馳走するという。許が承知すると、書生は口からおいしい食物を

盛ったいくつもの銅盤を吐き出した。馳走を食べ、酒を飲むうちに、書生は一

人の十五、六歳の美しい女を吐き出した。やがて書生が酔って眠ると、女は許

に、自分は好きな男と会いたいと言い、二十歳余りの一人の男を吐き出した。

その男は許に挨拶をし、ともに酒を飲んだ。やがて、書生が目を覚まそうとす

                                                 
68 平林、前掲注 63論文に同じ。 
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ると、女は男をのみこんだ。書生は起きて許に、日暮れであるから別れよと言

い、自分の吐いた銅盤をのみこみ一つだけ大銅盤を残し、許にこれを与えて去

った69。確かに「残る物とて金の鍋」の筋はほとんど『酉陽雑俎続集』四に載

る説話に拠っているが、西鶴は読者にとって馴染みの薄い外国の咄を、生駒山・

生馬仙人・木綿買いに変え、瓜を持ちだすことによっていかにも生駒山の話で

あると感じさせるように工夫した70。 

再び西鶴の「残る物とて金の鍋」の話に戻ろう。「道をいそ」いでいる木綿買

いは、ようやく「息づきの水といふ所迄」着いたこの時、 

 

跡より八十あまりの、老人きたつて頼むは、「ちかごろの無心なれども、

老足の山道、さりとては難義なり。しばらく負てたまはれ」といふ。「やす

き事ながら、かゝる重荷の折ふしなれば、叶はじ」と申。「いたはりのこゝ

ろざしあらば、おもくはかゝらじ」と、鳥のごとく飛乗て行に、一里ばかり

も過て、松原の陰にて、日和もあがれば、（後略） 

 

初対面の老人の背負ってくれという要求に対し、木綿買いは「やすき事」と

は思ったが、「かゝる重荷の折ふしなれば、叶はじ」と客観的な条件が整わない

ので拒絶した。しかし老人は「いたはりのこゝろざしあらば、おもくはかゝら

じ」と奇妙な発言をしながら「鳥のごとく飛び乗りて行に、一里ばかりも過て、

松原の陰にて、日和もあが」った。木綿買いの背中の荷物に加え、老人まで背

負っているにもかかわらず、少しも重さを感じない状況から飛翔する仙人の姿

がうかがえるので、木綿買いは仙人により日常的文脈から引き離され、非日常

的世界へと連れ去られていくわけである。 

松原に至った後、老人は木綿買いにお礼に「酒ひとつもる」と言うが、「見へ

わたりて、吸筒もな」いので「不思儀」に思う木綿買いの前に現れるのは、信

                                                 
69 宗政、前掲注 38書の「残る物とて金の鍋」頭注参照。 

70 江本、前掲注 37論文に同じ。 
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じられない光景である。 

 

（老人の）ふき出す息につれて、うつくしき手樽ひとつあらはれける。「何

ぞ肴も」と、こがねの小鍋いくつか出しける。是さへ合点のゆかぬに、「と

てもの馳走に、酒のあいてを」と吹ば、十四五の美女、びわ琴出して、是を

かきならし、後には付ざしさまざま、我を覚ず酔出ければ、「ひやし物」と

て、時ならぬ瓜を出しぬ。 

 

ここで老人の正体は「仙人」であるということが明らかにされる。神力を発

揮して口から酒樽、肴と金の小鍋を吐き出し、さらに十四五の美女をも吐き出

して酒宴となった。いつの間にか酔ってくると「時ならぬ瓜」、つまり当時の人々

にとっては人知によって獲得し得ないものを出した。時ならぬ瓜という季節外

れの珍しい果物によって示されているのは、欲しいものがあれば何でも手に入

れることができ、欲望がすぐに満足できるという仙人の現実を自分の思い通り

にする「自由」な姿である。この仙人が不思議な力を展示する場面では、木綿

買いの反応があまり提示されてないところに注目すべきである。むしろここで

は木綿買いの視点は読者の目線と重なり合い、同時に作品の中の傍観者として

この不可解な体験に驚異している。つまり作中人物が話の筋からしばらく離れ、

読者と同じ立場で話の展開を傍観するというような設定になっているのである。 

「此自由、極楽のこゝちして、たのし」んだ末、老人は酔って女の膝枕で眠

ってしまう。この時女が小声に木綿買いに話しかけた。 

 

「自是なる御かたの、手掛者なるが、明暮つきそひて、気づくしやむ事な

し。御目の明ぬうちのたのしみに、かくし妻にあふ事、見ゆるして給はれ」

と申。言葉のしたより、是も息ふけば、十五六なる若衆を出し、「 前申せ

しは此かた」と手を引合、そのあたりを、つれ歌うとふてありきしが、後に

はひさしく、行方のしれず。 
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女は自分がこの老人の妾であると語り、老人が泥酔して寝てしまったうちに

「かくし妻にあふ事、見ゆるして給はれ」と木綿買いに願った。ところで女は

仙人が自分を吹き出したように「息ふけば、十五六なる若衆を出し」、二人で唱

和しながら歩いていたが、後には行方が知れなくなった。ここで老人の妾であ

る女は、自分の愛人である若衆のことを「かくし妻」といい、このような言葉

遣いによって三人の支配／従属関係が明確にうかがえる。「老人→女→若衆」と

いう「吐き出し」の順からの三人関係の連鎖的重層構造が暗喩される点は特異

である。 

残された木綿買いは傍観者としてすべてを目撃したが、やはり局外者なので

「老人目覚たらばと、寝がへりのたびたびに、彼女を待兼つる」しかない。こ

の木綿買いの心理は行間に曲折が見られる。すなわち思いのままに極楽の一時

を満喫する老人とは違い、木綿買いは客として招待されたが、女が帰ってくる

前に老人が目覚めるかどうかを心配しているわけである。ここで木綿買いはい

つの間にか仙人の世界の局外者から関係者に変わってしまった。ようやく女は

老人が目覚める直前に姿を現し、若衆を呑み込み、自分も他の道具とともに老

人に呑み込まれてしまった。そして老人は「金のこなべをひとつ残し」、これを

木綿買いに与えた。二人とも「どれになつて、色々の物語つきて、既に日も那

古の海に入れば、相生の松風うたひ立に、老人は住吉のかたへ飛さりぬ」。老人

と別れた後、木綿買いは「しばし枕して、夢」を見た。 

 

花がちれば餅をつき、蚊屋をたゝめば月が出、門松もあれば、大踊あり。

盆も正月も一度に、昼とも夜ともしれず、すこしの間に、よいなぐさみをし

て、（後略） 

 

ここで木綿買いの夢は謡曲『邯鄲』の詞章「夜かと思へば昼になり、昼かと

思へば月またさやけし。春の花さけば紅葉も色こく、夏かと思へば雪もふりて」

を生かした表現である。夢は四季の交錯される景色により描かれるという発想
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は、夢の無時間性を語るためのものである。本話では、木綿買いと仙人である

老人の出会いから展開し、飲酒遊宴の場面で盛り上がって享楽的な時間に陶酔

し、我を忘れた境地に至った様子が活写された。さらに木綿買いの夢は、この

一篇の奇遇としての性格を強化し、一種の仙境の体験として話全体に作用する

はたらきを持っているのである。つまり、現実では過ぎてゆく時間の象徴とし

て意識されている移り変わるはずの四季が、夢の中では同時に展開するのであ

り、それは、そこが時間の停止の世界、時間をもたない永遠の世界であるとい

うことを示すためなのである。この春夏秋冬の風景が同時に現れ、四季の素晴

らしさが一つの夢境に集約し、短時間に享楽の極みを達することができるので、

疑いなく人生の至福の時間なのである。ここでは夢の非論理性と超現実性が巧

みに話の中に織り込まれ、木綿買いが老人と一緒に過ごした夢のような一時と

ともに、「仙人」という小見出しに凝らして一篇の奇談を構成した。 
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第三節 「因果のぬけ穴」 

 

巻三の七「因果のぬけ穴」は、そのテーマの示すように、因果譚を中心に敷

衍された一篇である。「鎚持・乗馬をひきつれて、家中にまたなき使者男、大河

判右衛門」という立派な武士がいた。その行儀・態度は世の人々も見習うがよ

いとまで称えられたほどの人物であったが、「武士の身程定めがたき物はなし」。

確かに武士という身分は判右衛門にとって誇りと栄光の象徴であるが、その反

面では不安定の源でもある。 

ある日突然、郷里の豊後の国から判右衛門に手紙が届いた。見れば女の筆跡

で書かれていたので、不安に思って開封して見ると、兄嫁が書いてよこしたも

のであった。その内容は以下の通りである。 

 

「判兵衛殿事、此十七日の夜、妙福寺の碁会に、すこしの助言より、いひ

あがりて、寺田弥平次うつて、はや所をたちのき申候。子もなき人の御事な

れば、おのおのさまならで、誰か外にはたよりもなし。女の身の是非もなき

仕合」 

 

故郷にいる兄判兵衛が「妙福寺の碁会に、すこしの助言」から激論になり、

寺田弥平次に討たれたと、兄嫁は悲しく綴った。この予想外の事件が判右衛門

の人生に波乱を巻き起こした。弟として判右衛門は「子もなき」兄の敵討ちを

するため、俄かに主君にお暇を願い出て一子判八を連れ、江戸を出発した。 

しかし、弥平次は主君が抜擢した家来なので、強く守護されてなかなか容易

には討たせない。そこで判右衛門父子は弥平次が「但馬の国に、里人に親類あ

り」という消息を獲得し、おそらくそこに隠れているであろうと推測した。そ

こで二人は急いで但馬の国に下り、ひそかに様子を探ってみると、思ったとお

り、「百性の門作りに、二重垣をして、窂人あまたかくまへ、用心の犬迄何疋か、

夜は油断なく、拍子木をならし、間もなふ目を覚」ますように備え、警戒が厳
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重である。 

 ある夜、雨風激しく吹き降ろし、しかも闇の夜であった。判右衛門父子はこ

れが好機であると思い、屋敷に忍び込んだ。まず持参の焼き握り飯で犬どもを

手なづけ、横手の塀を切り抜き、また内側の壁にも穴を開けて通路を作り、台

所の広土間に忍び入った。しかしその物音を弥平次が聞きつけた。「何者か」と

言うのに対し、判右衛門父子は板の切れをくわえ、犬が魚の骨を口にして吠え

る真似をしたが、弥平次は「いぬにはあたまが高ひ、皆起あへ」と叫び知らせ

た。すると、前々から用心棒に雇っている若者たちが大声をあげて騒いだ。そ

れでも弥平次は用心して出て来ない。身に危険が迫ってきたので、「先今度はの

け」と、判右衛門父子はその場にあった鍋釜を提げて普通の物取りに見せかけ、

表に捨て置いた。その後はじめにつけたぬけ穴から外へ逃がれようとした時、

老人の身の不自由さに、判右衛門が穴を抜けようとしても、あとから大勢の追

っ手が両足に取りつき、判右衛門の身を動けなくさせてしまった。やむなく判

八は引き返し、親の首を切り落とし、その首をさげて逃げのびた。その後、弥

平次の方はあれこれ取り調べたが、鍋釜を持ち出していることから「盗人には

うたがひなし」と判断し、そのままに事は落着した。 

 判八は、自分の手にかけた判右衛門の首を持って入佐山の奥深くに逃げ込ん

だ。ここで判八は父親の首に対し、物語をした。 

 

「世にはかゝるうきめもある事かな。かたきはうたで、いかなる因果ぞか

し。江戸にまします母の聞たまはゞ、我をふがひなく、御なげきも深かるべ

し。されども一念かけし弥平次を、うたでは置まじ、御こゝろやすかれ」 

 

判八は、自分の身の上を嘆きつつ、弥平次を討たずにはおくまいと心強く決

意した。こうして話を終わった判八は、木の根を掘り返して首を埋める穴を掘

ったところ、その穴からしゃれこうべが一つ出てきた。「是もいかなる人の、む

かしぞ」と見知らぬ人にあわれを催し、縁故もない二つの首を並べて埋め、露
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草を折って供え、水を手向けて葬った。まだ日暮れには遠いので、夜になって

から人目を避けて里に戻ろうと、塚を枕にしてしばらく仮眠することにした。

すると夢に、先のしゃれこうべが現れ、次のように語った。 

 

「我は判右衛門（原本通り。判兵衛の誤り）があさましき形也。我為とて、

かたきを打に来て、汝が手にかゝる事は、是定る道理あり。前世にて、弥平

次が一門、ゆへなき事に八人迄うしなひければ、天此科をゆるしたま（は）

ぬを、今此身になりて覚る。其方とても、是をのがれがたし。武勇の本意を

やめて、墨染の身となりて、先立し二人が跡を、よくよく吊ふべし。此言葉

の証拠には、我形あるまじ。二たびほつて見るべし」 

 

幽霊として判八の夢に出てきた判兵衛は、判右衛門が判八の手にかかって死

んだのは、「定る道理」であると言った。判兵衛は前世で弥平次の一門を理由も

なく殺害したので、天がこの罪をお許しにならない。死んだ後ようやくわかっ

た判兵衛は、判八に敵討ちをやめて出家し、二人の菩提を弔ってくれと告げた。

またこの話の証拠には、先のしゃれこうべはもう残っていないと、判兵衛は言

いながら消えてしまった。 

判八は目覚めてから塚を掘ってみると、確かに初めのしゃれこうべがなくな

っていた。不思議なことと思いながらも、判八は「よもやうたで置べきか」と、

さらに努力した。しかし、その甲斐もなく、判八もまた返り討ちにあって命を

落とした。 

話の 初に「風俗、世に見ならへといわれ」、まさに武士の模範として判右衛

門は登場した。前途は洋々としている彼は、故郷にいる兄判兵衛が碁会のささ

やかな助言のせいで弥平次に討たれたという事件で順風満帆の人生から一気に

転落した。一子判八を連れ、判右衛門はある風雨の強い夜をねらって弥平次の

住家に侵入したものの、やはり発見された。 

この後、敵に見つかった場面では、判右衛門親子が板をくわえて犬の吠え声
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を模倣するところは滑稽である。ここで判右衛門の武士としての尊厳は完全に

喪失し、話の冒頭部の「鎚持・乗馬をひきつれて、家中にまたなき使者男、大

河判右衛門」とはまったく別人であるような気がする。敵討ちを失敗して逃亡

しようとするが、判右衛門はぬけ穴に詰まって動けなくなった。仕方なく判八

が父親の首を討って逃げた。 

ここで判右衛門親子は、堂々たる敵討ちを行なうべきであるが、 初から

後まで真正面に敵と向かい合わず、犬のまねをしただけではなく、鍋釜を表に

捨てて盗人の所為であるようにまで作った。武士の道とはだいぶ離れていたが、

判八は未だに敵討ちに執着した。すると判兵衛が判八の夢の中に現れ、事件の

裏側にある判八の認識とは甚だ異なる真相を明らかにした。 

有働裕氏の論点によると、確かにこの一話の中には、敵討ちの論理と因果譚

の論理という、二つの論理が存在する。判右衛門親子は一貫して前者の論理に

基づいて行動したことになる。また一方で、判兵衛の悪行の報いがその兄弟や

甥にまで及ぶという因果に、この一話の結末は支配されている71。判右衛門が

なくした後も、敵討ちの論理を従っている判八は、夢の中ではじめて因果の論

理を知った。しかし判八は「よもやうたで置べきかと、心をつく」して運命に

逆らうようにしたが、結局滅びてしまった。判右衛門父子は敵討ちの論理に基

づいて行動すると思ったが、努力の甲斐なく因果の論理に負けた。 

 この話は一篇の重点である判八の夢により、因果の必然性を説き、 初に口

論で弥平次に討たれた判兵衛、ぬけ穴から逃げ出そうとしても逃げられない判

右衛門と、復讐に執念したが結局失敗して逆に討たれた判八三人は、いずれも

因果に支配される運命を免れないということを掲示した。判兵衛の夢託には、

前世の罪のため、この世で償わなければならないという宿命観がうかがえる。 

さらに判兵衛は夢と現実の虚・実という構図を逆転させ、弥平次との敵対関係

の真実を道破した。 

しかし、武士と自認し、虚構の自分にこだわりつつける判八は、判兵衛の勧

                                                 
71 有働、前掲注 64論文に同じ。 
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告を聞き入れず、敵討ちを強行しようとする。そもそも判兵衛と弥平次は、前

世の因果で現世はお互いに敵討ちし合う関係になったので、判八が敵討ちに対

する執念を放棄しない以上、このぬけ穴から解脱しきれないのである。つまり、

来世になってもまたこの因果にめぐり合うわけである。結局因果から脱出し得

なく、殺されてしまった判八は、来世になっても必ず弥平次にかかっていき、

この殺し合いが永遠に続くわけである。ここで夢はあの世から越境してくるメ

ッセージとしてはたらいているほか、判兵衛一門が因果の連鎖から逃れ得ない

という話の前後の展開をも緊密に結びつけている。敵討ちの中の怪異譚として

取り上げられたこの一篇は、夢によりその不思議さがいっそう強調され、話の

奇談性も明らかに提示されたのである。
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第四節 小結 

 

現代では、夢は非現実的なものであるとされ、信憑性が低いと思われている。

しかし、昔の人々は夢に対し、きわめて重要な役割を認めていた。現実と非現

実の境界線上に存在している夢は、古くから予兆を把握したり神託を獲得した

りする回路として認識されてきた。また日常の論理を離脱し、無意識下の心境

を表出する夢は、人間を合理的世界から本能的世界へと導き、心の解放を求め

る場とも見られる。 

『西鶴諸国はなし』における夢は、上述の特質を備えながら、怪異の展開の

媒介として話の奇談的性格を呈示させるのである。「水筋のぬけ道」の 終場面

では、ひさの「今ぞおもひを晴らしけるぞ」という叫びと、伝助の女房の悲鳴

は、夢を通して非現実界から現実界にある庄吉に届き、ひさの復讐も完結を告

げた。また「因果のぬけ穴」でも、判八の夢に現われた判兵衛のしゃれこうべ

は、自分が前世で悪事を働いたから殺されたのであり、判八に敵討ちを思い止

まって仏門に入るように勧めた。ここで夢は一つの事件を表裏の関係で解明し

た。この二話では、あの世から越境してくるメッセージとして描かれた夢は、

不可解さや虚構性を脱却し、具体的に事件の真相を告げた。つまり夢はすでに

死去し、ものいわれぬひさと判兵衛の意思表示の経路であり、これにより非現

実と現実は結びつけられ、話の地平も広げられた。 

夢託の思想を踏まえながら作り上げられた以上の二話とは異なり、「残る物と

て金の鍋」における夢は、謡曲『邯鄲』の詞章を踏襲し、同時に展開される四

季の景色で一種の仙境の体験を象徴する。仙人との奇遇に誘発された木綿買い

の夢は、無邪気な非合理と、現実にとらわれない「自由」な空想を色取り、奇

抜な行楽図として紙上に現われた。ここで夢は、他界からの知らせを伝達する

ものではなく、無意識的に開放された欲望の濃縮図なのである。 

江口孝夫氏の説によれば、『源氏物語』に見られる、古代の夢の怪異は精神の

根底部に触れたものであったのに対し、西鶴に見られる、近世の夢は珍話・奇
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談に傾いていた72。確かに『西鶴諸国はなし』では、夢は怪異性を増殖させる

機能を持ち、話全体に作用するのである。さらに『西鶴諸国はなし』における

夢は、異次元から現世への一方通行の場とされる夢の局限を突破し、自発的に

潜在的願望を開放する場ともなっている。ここで『西鶴諸国はなし』における

夢の多面性が見られる。 

西鶴は、意識的に夢の超時間性・超空間性・非合理性などの要素を話の中に

取り入れ、話の境界を広めていった。『西鶴諸国はなし』では、夢という非在へ

の架橋を通し、現実世界での満足されない欲望や癒されない思いや解決不能の

問題が、非現実世界で解消される。また夢により生と死の隔てがなくなり、他

界にある人と夢という交流形式で対話が成り立つ。夢を通し、現実・非現実の

世界や生死の越境を遂げた。また、夢は非現実の産物だけではなく、現実をい

っそう明らかに浮上させようとする機能をも持っている。夢は鏡のように物事

の裏側や人間心理の深層を忠実に映し出し、一種の心の出口になっている。

                                                 
72 江口孝夫「夢の作品化」（『夢についての研究』所収、風間書房、1987） 


