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眠狂四郎シリーズの名脇役たち
――番外篇「のぞきからくり」の語り手松次郎を中心に――

山口

和彦

キーワード：精神の貴族主義、江戸っ子金八と立川談亭
ムの表現技法
I

語り手松次郎

ダンディズ

序章

柴田錬三郎は「時代小説について」と題するエッセイで、実作者の楽屋話を語り、
自作の中の人物像に言及している。
「私の時代小説に登場する人物は、いくらたくさん
現れても、私好みの人物以外は、一人もいない」と記したうえで、柴田はまず主人公
について「私は、心にも容貌にも陰翳のない人物は、主人公にしかねる。そして、常
に孤独な生きかたをしていなければならぬ」と述べ、代表的な主人公に眠狂四郎と、
『剣は知っていた』の眉殿喬之介を挙げている。両者ともに作者好みの「孤独な生き
かた」をする、「心にも容貌にも陰翳」のある主人公像の典型といえるであろう。
次いで脇役について、
「私は、主人公よりも、狂言まわしやその他の脇の人物の方に、
より愛着を持っている」と明かし、自身の時代小説に登場させる「どこか似たり寄っ
たりのシンプル・ハートの人物」について説明している。柴田のいう「シンプル・ハ
ートの人物」とは、
「孤想を抱く主人公や女主人公に、献身的に仕える」脇役を指すが、
“ギブ・アンド・テーク”の物質的料簡とは無縁のこれら「シンプル・ハートの人物」
たちは、「いったん惚れたとなると、とことんまで」尽し、「そのために、一命を落し
ても、決して後悔はせぬ」身上の持主たちである。柴田はこういう脇の人物が好きだ
といい、彼らが体現する「滅私奉公」の精神、すなわち「利害打算を考えずに、一命
をなげだして奉公する」姿勢は「いかにも、すがすがしく、清らかである」と語って、
人と人との「こういうつながりを書く時、時代小説作家になったよろこびをおぼえる
のである」1 と記している。
作中人物に対するこうした想いが、柴田の信奉したダンディズムと深く係わってい
ることはいうまでもない。ここにいうダンディズムとは、たんなる「男性のおしゃれ。
伊達ごのみ」2 の意味ではなく、また「知識、教養や格調、洗練を求めた気取り」3 と
いうのとも違う。端的にいえば、それは極度の精神主義のひとつであり、“利害打算”
とはおよそ対極にある“精神の貴族主義”の謂である。柴田の代表作のひとつで、本
篇 7 作と中・短 8 作の番外篇が書き継がれた眠狂四郎シリーズ 4 には、このダンディ
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ズムの精神像と表現美学が色濃く投影されている。稀世の剣の使い手眠狂四郎は作者
のダンディズム美学を体現した主人公であるし、脇を固めるのは、それぞれに個性的
な役回りを演じて主人公のダンディズムを際立たせる名助演者たちである。拙論は、
眠狂四郎シリーズの小説宇宙を彩るこれら代表的な脇役たちに焦点をあて、主人公を
引き立てる彼らの役割と個性を考察することを通じて、シリーズの魅力の一端を解き
明かそうとするものである。
II

江戸っ子金八と立川談亭

眠狂四郎シリーズは、孤独な主人公の生の軌跡を辿るライトモチーフと絡めて、江
戸の四季の移ろいや世態人情を、また漂泊を好む主人公が訪れる土地の暮らしや習俗
を写し出すことも特色としており、それらを背景にした個性ゆたかな脇役たちの活躍
もシリーズの尽きざる魅力となっている。主人公を支えるこれら脇の人物たちは文字
通り多士済済で、本篇と番外篇の別なく登場する、いわば常連の面々もいれば、特定
の作品にのみ顔を出す一見もおり、また常連に比べて頻度こそ低いものの、複数の作
品に登場する準常連とでもいうべき脇役たちもいる。こうした多彩な顔ぶれの中で読
者に最もなじみ深い常連の脇役といえば、代表格は巾着切の金八と、読本作者の立川
談亭であろう。
ちゃきちゃきの江戸っ子である金八は、第 2 作『眠狂四郎独歩行』を除く本篇 6 作
と番外篇の「消えた凶器」に登場する、シリーズに欠かせない名脇役のひとりである。
勇み肌のこの若い巾着切は、常磐津の女師匠文字和歌やその妹分の文字花らと活きの
いい掛け合いをみせる一方で、三味線歌曲を口ずさむ乙な一面を持ち合わせている。
金八の十八番ともいえるこれら端唄や小唄の粋な文句は、しっとりとした江戸情緒を
醸し出す役割をはたすとともに、庶民生活の匂いを伝える効果も生んでいる。番外篇
の短篇「消えた凶器」は、そんな金八が茶屋の娘に小意気に言葉をかける場面から始
まる。
みめぐり

ちらりと姿を、三囲 の
仇し契りを枕橋、と来た。
、、、
巾着切の金八が、やぞうをきめて、とっとと、小走りに、言問橋を、渡って来た。
恋の闇路に言問いの
お茶屋がとりもつ
縁かいな
そのお茶屋ののれんをはねて、
「ほい、ご免よ。お雪ちゃん、うちの先生は、ここかい？」
と、訊ねた。
赤いちりめんのたすきと前かけをつけた娘は、うなずいて、二階を指さした。5
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「うちの先生」という呼称に、金八と主人公の関係が端的に示されている。狂四郎の
一の乾分を自認する金八は、
「眠狂四郎って御仁はな、
（中略）土性っ骨は、まっすぐ、
6
孟宗竹のように、通っているんだ」 と啖呵を切るほど、その人柄に心酔しているの
である。狂四郎が公儀隠密から挑まれた決闘の地へ独り赴こうとするとき、
「こう長え
つきあい

交際 になりゃ、ひきとめはしませんや。追剝ぎ原へ蛍狩り――それが、旦那の性分な
んだから、しようがねえ」7 という金八の言葉にも、狂四郎との信頼関係がうかがわ
れる。
若さと気っ風のよさが金八の持ち味であるとすれば、本篇 7 作すべてに登場する立
川談亭は、洒脱で飄々とした人柄が魅力の名脇役である。古今東西「和漢蘭ことひと
つもな」8 いと自称する、洒落っ気にとんだ談亭は、その博識を生かして読本作家を
しているが、同時に庶民に人気の講釈師でもある。張扇片手に聴衆をわかせるその名
調子は、ときに暗い色調に染まりがちな物語世界の中で一服の清涼剤たる役割を担っ
ている――「さっても、頃はいつなんめり――五代将軍元禄は、十と五年もおしつま
なかだち

る、極月厳冬十四日、雪は巴に降りしきる、屏風が恋の 媒介 で、蝶と千鳥の三つ布
こ

て

き こ み

団、にはこれあらで、二つ巴の定紋つき、緞子の紺の 臂甲 、衣甲 、黒羅紗羽織に、
たっつけ

べり

浮放しの 裁付 、黒と白との革 縁 とったる兜ぐるみの頭巾をば、一天高しとおしいた
だき、采配片手に、位牌は胸に――半鐘も鳴らぬに火事装束。」
「へへ、火事がなくなりゃ半鐘はいらぬ、とかく焼けるは色のみち。」
と、客の一人が、半畳を入れた。
談亭は、にやりとして、
「野次は半畳、火事半鐘、賄賂繁盛のその果てに、かんにん袋の浅野紐、ぷっつ
り切れたが一大事、憎さも憎し上野め、この太刀くらってくたばれと、打ちおろ
されて腰ぬかし、吉良れ損はかなわんと、息絶え絶えの半死半生――松の廊下を
まろびつこけつ、やっとこさで生きのびた義央殿の御首級を、いざ頂戴せんと武
者ぶるい、今宵一期の晴れ姿。（後略）9
講釈師としての力量をこのように高座で示す一方で、談亭の人間味がしみじみと感
じられる場面も織り込まれている。自決を図ろうとして狂四郎に救われた武家の妻女
志津が、短銃で撃たれた狂四郎を徹夜で看病しているとき、この薄倖の妻女に談亭が
語る次の言葉は、狂四郎のダンディとしての原点を伝えるとともに、談亭と狂四郎の
交友の深さをうかがわせるものになっている。
高熱に冒された狂四郎を視たのは、談亭もはじめてであった。この孤独な、虚
無の男が、隠して他人にみせなかった人間の弱さが、侘しい色になって、閉じた
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目蓋や口もとに刷かれているようであった。
「この御仁のことを、うかがわせて下さいましょうか？」（中略）
「くわしいことは、御当人も口になさいませぬし、てまえもうかがったことはあ
りませんが、（中略）物心ついた時から、たった一人の友達もなく――母上と二
人きりで、どこかの寺院の離れで、淋しくおくらしなすった由でございます。い
つか、こういうことを、申されて居りましたが……、十五歳の時、母上がお亡く
なりになると、母上のご先祖が豪族として栄華を誇って居られた丘の上に、たっ
たお一人で遺骸をはこばれ、穴を掘って、葬られたそうでございます。……自分で、
一人で生きて行こうと決意して、為した最初の行為が、それであった、と申され
ておりましたな。」
「…………」
志津は、息をのんで、じっと、談亭の言葉に耳を傾けている。
「これまで、かぞえきれぬほどの人命を、あの世へ送られましたし、薄倖な女人
に対して、ずいぶん無情な仕打ちもなさいました。こちらが、親しくなって、狎
れようとすると、急に、冷たく厳しく、心をぴしゃりと閉じておしまいになります。
おおきゅう

……哀楽、時を失えば、 殃咎 必ず至る、という言葉が、左伝にございますが、ま

るで、それを、地で振舞っているようにみせかけているところがございますな。
……しかし、心の奥底では、人を愛するということを、人一倍知っておいででご
ざいますよ。愛してその悪を知り、憎みてその善を知る――そういう御仁でござ
いますて。」10
III−−(1)

旅の薬売り松次郎

これら江戸っ子たちとは別の意味での名脇役ぶりを発揮するのが、旅の薬売り松次
郎である。金八や談亭ほどの常連ではないとはいえ、第1作から第5作までの本篇と、
番外篇「のぞきからくり」に登場するこの行商の薬売りは、主人公との道中談の口上
役を作者に代って担う異色の脇役である。眠狂四郎シリーズは、作者がいわゆる神の
視点から語るのを定型とする連作で、この定型のほかに狂四郎自身の独白、妻美保代
の語り、祖父松平主水正の語り、敵方の忍者の独白など少数の例外はあるが、通常は
作者自身が語り手をつとめ、作者以外で口上役を担う頻度がもっとも高いのが松次郎
ということになる。
もともと信州生まれで、隅田川沿いの諏訪町で蕎麦屋を開いていた2年間を除けば、
松次郎は永い年月を薬の行商に費やしてきた人物である。江戸に暮らす金八や談亭と
はちがって、松次郎が狂四郎と出会えるのは、自身が用向きで江戸へ出てきた折か、
狂四郎が地方へ旅に出たときに限られる。しかも運よく狂四郎と行き会えたとしても、
松次郎はそのつど事件や騒動に巻き込まれて危機に瀕し、それでもなお狂四郎の不思
議な魅力に惹きつけられて、みずから道中の供となることを願い出るのである。
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松次郎と狂四郎の出会いは、シリーズ第1作『眠狂四郎無頼控』の第71話「遺言賭博」
で描かれている。人を容易に近づけないその独特の雰囲気に気圧されながら、思い切
って挨拶の言葉をかけた場面を、
「いまから考えると、自分の生涯で、二度とはめぐり
会えぬふしぎな魅力をお持ちのおさむらいだと――自分で気づかぬうちに、霊感のよ
うなものが、はたらいたからでございましたろうか」と松次郎は振り返り、狂四郎の
第一印象をこう述べる。
……てまえは、こうやって、日本中をあるいている薬売りでございますから、そ
れはもう、千差万別なお人にお目にかかりましたが、あんなに冷たい目つきをな
すったお方には、はじめてお会いいたしました。目つきだけではございません。
彫のふかいお貌に滲んでいる暗い色は、なんともいえない孤独なものでございま
した。
声をおかけするまでは、てまえにわかって居りましたのは、黒の着流し姿ぜん
たいに、寂しげな翳がつきまとうていたことでございます。11
狂四郎の「冷たい目つき」や「黒の着流し姿」にただよう「寂しげな翳」が、口上役
の松次郎の視点から描写されているが、松次郎が2度目に登場する同作第73話「花の長
脇差」にも、次のような狂四郎評がみられる。
どんなに珍しいものに対しても、無関心を装う冷たい無表情が、このおひとの
持ちまえだったのでございます。お心のうちに湧いている興味を、それが、ご自
分の身を働かせなければならぬかかわりあいに至るまでは、決して、口にも態度
にもしめそうとはなさいませぬ。12
「無関心を装う冷たい無表情」は、狂四郎の代名詞といえるもので、金八や談亭も認
めるところであるが、狂四郎と日頃は縁遠い、松次郎という行商の薬売りに語らせる
ことで、孤独な主人公のダンディズムを改めて印象づける効果があるといえるであろ
う。ともあれ、こうして狂四郎との奇縁を結ぶことになった松次郎が語り手をつとめ
る物語が以降、本篇に数話ずつ組み込まれていくことになる。13 番外篇「のぞきから
くり」は、シリーズ最終作『眠狂四郎異端状』の前年の昭和48年に発表された作品で、
本篇とは別に、狂四郎との道中で遭遇した事件を、松次郎が口上役となって語る短篇
である。
III−−(2)

番外篇「のぞきからくり」の趣向と筋立て

番外篇 8 作の掉尾を飾る短篇「のぞきからくり」は、旅の薬売り松次郎の登場作と
しても最後となる作品である。題名の「のぞきからくり」は「覗眼鏡」、「絡繰覗」と
からくり

も呼ばれる大道見世物「覗 機関 」に由来すると考えられる。
「大きな箱の中に入れた
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数枚の絵を口上とともに転換させ、凸レンズを取り付けたのぞき穴から見せる」14 こ
の出し物の「箱の中に入れた数枚の絵」に相当する旅の体験談を、松次郎が口上役と
なって語りきかせる趣向になっている。
物語は 6 章からなり、松次郎が語り手をつとめる作品の多くがそうであるように、
作中に別の物語を入れ子として内包する枠物語の体裁をとっている。第 1 章は外枠を
なす導入部で、入れ子となる次章以降の物語の前口上的役割もはたしている。5 年ぶ
りに京を訪れた松次郎が、裕福な顧客を相手に自身の 5 年間を振り返り、
「一年中旅を
15
しているのに、嫌気がさして、柄にもなく、江戸で」 蕎麦屋を 2 年開き、客あしら
いのむずかしさ、江戸趣味の面倒さを思い知り、結局また薬の行商人にもどったこと、
そして 7 年前に初めて甲州街道で出会った浪人者眠狂四郎の想い出を語るという順に
進行する。続く第 2 章から第 6 章までが、助郷 16 をめぐる入れ子の物語で、1 年前の
春、下諏訪の湯宿で眠狂四郎と邂逅した松次郎が、江戸へもどるという狂四郎の供を
して甲州路を道中していた折、石和宿で遭遇した騒動の顛末が、松次郎の口上で以下
のように語られる。
＊

＊

＊

石和宿はずれの茶店で狂四郎と松次郎が憩うていると、街道を馬で疾駆する音がき
こえてくる。そこへ荷車を曳く老爺が通り掛かり、騎馬を避けようとして荷車の積荷
を横転させてしまう。陣笠に野袴の馬上の武士は、転げ落ちた雛祭りの道具類を蹄に
かけ、
「邪魔ものめが！」と老爺へ鞭をくれる。そのとき「畜生っ！なんてえことをし
やがる！」(207)と叫んで駆け寄り、老爺を助け起したのは、三度笠も合羽も手甲脚絆
もまだ新しい旅姿の若い渡世人であった。
松次郎が老爺の手当をしている間、路上の雛人形を拾い集めていた渡世人が、あの
野郎はどこのどいつだ、と茶店の主人に問うと、石和代官の弟で手のつけられぬ乱暴
者の高山秀之進だという。再び馬蹄の音がしたとき、渡世人は松次郎の制止もきかず
往還へ飛び出し、
「代官が怕くて、渡世人になれるけえ！」
（208）と、長脇差を抜き放
つ。駆け戻ってきた代官の弟は行く手を塞ぐ博徒を認めるや、何か怒号しざま白刃を
閃かせるが、刀を振り下ろそうとした刹那、狂四郎の投じた茶碗が額を直撃し、秀之
進は逆落しになって昏倒する。
「ざまアみやがれ！この糞ったれ野郎め！」と、渡世人
が吐き捨てるのを尻目に、狂四郎は茶代をおいて往還をもう歩き出していた。松次郎
が後に従い、渡世人の無鉄砲さを案じると、狂四郎は「娘だてらに、博徒の身装をし
て、あのような無謀な行為に及ぶには、なにか仔細があるのだろう」（210）と呟く。
もしや娘では、と見ていた松次郎も、やはりと合点するのであった。（第 2 章）
銀次と名乗るその娘渡世人を松次郎が再び見かけたのは、土地の貸元勝沼の茂兵衛
への挨拶に石和近くの古寺の賭場を訪れたときであった。色も欲も旺盛な茂兵衛は、
盆胡座を囲む 20 人余りの男たちに交じって「胸まで白い晒を巻いた半裸で、胡座を」
（212）かき、内股をちらつかせる娘渡世人に最初から目をつけていて、負けて座を立
とうとするのへ、「つづけたけりゃ、駒をまわすぜ」と声をかけ、「なアに、その股引
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で十両貸そうじゃねえか」と最後のひと勝負をけしかける。
「ええい、こうなりゃイチ
カバチかだ。十両借りた！」（213）と娘渡世人が受けると、賭場は沸き立った。
あきれつつも松次郎が固唾をのんで見守っていると、娘渡世人は丁と賭け、「勝負
っ！」と中盆が叫んだ瞬間、「待て！」と低く鋭い声が掛かる。「その壷の中は、半で
あろう」――いつの間にか賭場に来ていた狂四郎の声であった。
「てめえ、場荒らしだ
な、素浪人め！」（214）と中盆が匕首を抜いて突きかかるのを、躱しもせずに腕を掴
んでねじ上げ、もんどり打たせた狂四郎が、抜く手も見せず刀を一閃させると、壷は
真二つに割れ、二個の賽も四つに両断されていた。紛れもなく鉛を仕込んだいかさま
賽であった。（第 3 章）
渡世人を旅籠に連れ帰り、洗い髪の娘姿にもどらせると、自然と物腰もしおらしく
、、
なり、石和の次の宿川中嶋の百姓の娘ぎんと打ち明ける。
「お前は、よほど、石和代官
、、
に恨みを抱いて居るようだな？」（215）と訊く狂四郎に、ぎんは「代官は、百姓の敵
でございます」（中略）「助郷のために、うちらの村は、爺婆は、首をくくったり、山
へすてられたり、娘という娘は売られて居ります」（216）と答え、唇を噛む。助郷の
課役で「破滅してしまった村がある、と申し上げても、お信じになれましょうか。本
当に、破滅した村があるのでございます」
（217）と、松次郎は言葉を継ぎ、
「で――つ
、、
、、、
いに。／ぎんの村では、半月前に、むしろ旗を押し立てて、川中嶋の問屋場を襲」
（219）
、、
い、その結果、村人の大半は役人に斬られ、ぎんの兄栄吉は捕えられて目下、代官所
の牢の中だという。（第 4 章）
、、、
、、
ぎんと栄吉は親もない二人兄弟で、その兄が江戸で磔になると知ったぎんは、明日
籘丸籠の行列に斬り込み、
「十八の小娘でも、いざとなると、阿修羅になるのを、木っ
ぱ役人どもに見せてくれるんだ！」（220）と言い放つ。狂四郎は終始、無表情であっ
たが、栄吉が率いた人数を尋ね、23 人との返答に、14 ヵ村なら少なくとも 200 人は集
、、
められたはずだと不審を口にする。しかし松次郎がぎんの身を案じて、
「どうなさいま
す？」と問うても、
「すてておくことだ」との冷たい返辞であった。流石の松次郎も「十
八の娘がたった一人で、籘丸籠を襲うのを、知らぬふり」の狂四郎を、いささか恨め
しく思うのであった。（221）
翌日、狂四郎と松次郎が栗原宿を発ち、郡境の関所に着くと、門は閉ざされ、足止
めされた旅人たちは籘丸籠破りの噂でもちきりであった。渡世人ではなく百姓の一団
の仕業であったときいて安堵する松次郎に、襲撃したのは「百姓に化けたやくざども」
(222)であろうと狂四郎は語る。怪訝そうな松次郎に「しばらくのんびりとできる湯治
場はないか？」と訊き、
「猿芝居の終幕を待つには、ぜいたくな温泉宿など、ふさわし
くない」(223)と云うのであった。（第 5 章）
塩山の湯治場で待つこと 10 日、狂四郎は明朝、街道へ出て騒動が起きたか聞いてき
てくれと松次郎に頼み、甲府金山の粗金が江戸表へ送られるのが明日で、石和を通る
頃は朝霧の中だとすると「襲うには、恰度いい時刻だ」(224)と、まるですべてを予見
しているような口ぶりでいう。何者がそんな真似を、と松次郎が訊くと、
「栄吉を首領
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とする一揆の百姓団であろう」と狂四郎は答え、「どんな猿芝居にも、筋書きがあり、
終幕がある」(225)と呟く。翌朝、栗原へ出た松次郎は、百姓の一団が行列を襲い、役
人を皆殺しにして金を略奪する一大事が起きたことを知る。待合せ場所へもどると、
、、
そこにはぎんの姿があった。未明に旅籠を出ようとするのを狂四郎が呼び止めて自身
の推測を告げ、この場所で落ち合う約束をさせてあったという。抜かりなく手を打っ
ておいた狂四郎の才智に、松次郎は改めて感じ入る。
、、
狂四郎は松次郎とぎんを伴って代官所へ向かう。役人をすべて峰打ちで倒し、高山
秀之進だけは一閃裡に斬り伏せると、狂四郎は代官高山主水正の頸根に白刃をあて、
「お主が使嗾した栄吉を、ここへ、連れて来てもらおうか」と命じる。栄吉は、一揆
を起したと見せかければ士分にとりたてるという代官の言葉を、浅はかにも信じてし
まったのである。代官の計略は、助郷に起因するとみせた一揆を栄吉に起させた後、
「唐丸籠に乗せて、江戸送りをするようにみせかけ、これを百姓に化けた勝沼の茂兵
衛の乾分どもに襲わせて、破り、一時、栄吉に身をかくさせる。それから、栄吉を先
頭に立てて、茂兵衛の乾分全員に、甲府金山の御用金を掠奪させ、これを一揆の百姓
どものしわざだと、ご公儀にも世間にも信じ込ませる」（227）というものであった。
栄吉は、しかし、すでに高山秀之進の新刀試し斬りの犠牲にされ、亡骸が運ばれて
くる。「兄が、実は、山梨郡各村の百姓たちの裏切り者であった、と知らされて、（中
、、
略）泪もなく、立ちつくしたぎんの姿が、いまも、てまえには、ありありと思い泛ぶ
、、
のでございます」と、松次郎は語り、
「ぎんの身の上が、その後、どうなったか、てま
えは、耳にいたしては居りませぬ。／はっきりと申し上げられるのは、過酷な助郷の
課役が、いまもなお、つづいていることだけでございます」（227−228）との口上で、
物語は閉じられる。（第 6 章）
IV

終章：「のぞきからくり」と語り手松次郎

番外篇「のぞきからくり」は、このように枠物語の形式をとり、松次郎が 1 年前、
狂四郎との道中で遭遇した甲府御用金略奪騒動――助郷に起因するとみえた百姓一揆
、、
がじつは石和代官によって仕組まれた狂言で、栄吉とぎんの兄妹がその計略に躍らさ
れる事件の真相――が入れ子として組み込まれる構造になっている。口上役の松次郎
が語る入れ子の物語がミステリー仕立てになっていることを考えると、同じ番外篇の
短篇「消える凶器」や「花嫁首」と同じく、
「のぞきからくり」にも推理小説的性格が
そなわっているとみることができるであろう。代官の策謀が結末で明らかになるプロ
、、
ットや、栄吉とぎん、勝沼の茂兵衛らの人物配置にミステリー風の謎解きの要素が認
められるし、狂言一揆の真相を見破る狂四郎と事情が呑み込めない松次郎という取合
せには、名探偵ホームズと相棒ワトソンのコンビが透けて見える仕掛けといえるかも
しれない。
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むろん、だから狂四郎と松次郎を、そのままホームズとワトソンになぞらえうると
いうのではない。語り手としての松次郎はなるほどワトソンに近いが、事件捜査に能
動的に係わるワトソンに比べて、松次郎は狂四郎の旅の随行者のような存在で、狂四
郎との距離感もホームズとワトソンのそれと同じではない。狂四郎とのあいだに一定
の間合いをとり、ちょうど主従の関係にも似た距離感を保っているのが松次郎であり、
その松次郎の視点と心証を介して、眠狂四郎というダンディの内なる真情が伝えられ
るのである。
「江戸へお帰りでございますなら、おともさせて下さいまし。」
と申し上げ、鄭重に腰をかがめた時、じろりと見かえされた――その冷たい目つ
きに、ぞくっと、すくみあがったとたんから、てまえは、あの御仁に、魅せられ
てしまったのでございます。
供をさして頂きたい、とお願いしても、べつに、否とも応とも、ご返辞をなさ
らずに、歩きつづけておいででございましたが、（中略）
決して、てまえを無視なさっていたわけではなく、ものの二町も過ぎた頃あい、
「薬屋、連れになったからには、あまり神経をつかわぬことだな。」
と、仰言ったことでございます。（中略）
肩をならべて歩くように、と無言でお示しになったしぐさが、別人のようにお
やさしかかったのも、てまえを、どぎまぎさせたものでございました。」17
口上役の松次郎が、いわば後列の人としての顔を持っているのは理由のないことで
はない。何ごとによらず出過ぎた真似をしない松次郎は、足手まといにならない旅の
相棒であり、独歩を好む狂四郎からみて松次郎ほど迷惑ではない道連れもめずらしい。
しかも職業柄、松次郎は各地の習俗やしきたりに明るく、さまざまな身分の人々とも
付き合いのある世渡り上手で、下戸 18 とはいえ人情の機微を解し、さらには人を見る
目のたしかさと観察眼の鋭さも持ち合わせている。こうした世情に通じた訳知りの目
を通して、ニヒルな仮面の下に秘められた、狂四郎の人としてのぬくもりが浮彫りに
され、そのダンディ像に奥行きと厚みが加えられるのである。
ここで改めて語り手としての松次郎の役割に触れておくならば、前述のように作者
以外でシリーズの口上役をつとめる機会がもっとも多いのが松次郎である。ではなぜ
脇役の松次郎が、物語の口上役を担うのか。ひとつには、作者とは別の語り手を設け
て、物語の進行形式にヴァリエーションをもたせるためであろう。松次郎の視点から
物語が語られることで、作者による神の視点からの語りとは異なる口調や言葉づかい
となり、読者にとっては身近な印象の語りとなる。たとえば助郷の過酷さを、
「助郷の
悲惨な哀話は、二十年も旅をしているてまえ自身が、かぞえきれぬほど、この目で見、
耳で聞いて居ります」19 と述べる松次郎の口上なども、その一例といえるであろう。
そしてもうひとつには、語り手の松次郎を作者の別のペルソナとすることによって、
ちがう角度からの主人公の描写が、すなわち松次郎という一作中人物の目から見た主
人公像の呈示が可能となるからであろう。ちょうどホームズ物語の語り手ワトソンが
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そうであるように、松次郎は語り手として主人公と読者の橋渡し役をつとめるだけで
なく、仮構の小説宇宙に生きるヒーローを読者の生きる現実世界につなぎとめるのに
まさに打ってつけの人物なのである。
こう考えてくるとき、口上役の松次郎を主人公の旅の相棒とした設定には、やはり
作者の周到な計算が働いていると思われる。主人公に対する松次郎の距離感が独特の
ものであることは先述した。江戸市中に暮らす金八や談亭が物理的にも心理的にも主
人公と近しい関係を築いているのに対して、行商の薬売りとして 20 年の歳月を送って
きた松次郎は、そもそも主人公とは縁遠い世界に暮らす人間である。しかし物理的な
距離は、必ずしも人と人との精神的隔たりを意味するとは限らない。日常的には疎遠
でも、狂四郎と松次郎のあいだには一種独特の精神的つながりが存在する。いや、む
しろ頻繁に顔を合わせる間柄ではないからこそ、かえって濃密に心を通わせうる関係
といえばよいであろうか。二人を結んでいるのは、まさにそうした強い人間的紐帯で
あり、狂四郎に対する松次郎の心情は、たとえば次のような口上によって伝えられる
のである。
「あのご浪人さんのことなら、いくらでも、お話申し上げますよ。なにしろ、七
年前に、はじめて、甲府街道でお近づきになって以来、なんと申しますか、切っ
ても切れぬ合縁奇縁――と申しては、ちと大袈裟でございますが、ともかく、て
まえには、生涯忘れられぬ御仁でございますからね。」20
「なにしろ、てまえは、あの御仁に巡り逢いたくて旅をしている、と申してもよ
ろしいくらいでございましてね――、この街道をひろっていると、屹度お逢い出
来る、と、予感がして、それがふしぎにあたるのでございます。」21
これらの言葉が示すように、松次郎は薬の商いで諸国をめぐりつつ、狂四郎と行き
合えるのを心待ちにしている人間である。いや、
「あの御仁に巡り逢いたくて旅をして
いる」と語るほど、狂四郎に対する親昵の情は深い。そういう人物だからこそ、狂四
郎の挙措や沈黙の中に、かすかな気配や心の微妙な動きを鋭敏に感じとることができ
るともいえるであろう。これが、普段から狂四郎と近しい江戸っ子たちと松次郎の、
狂四郎に対する間合いのとり方の違いであり、だからこそ狂四郎と松次郎は、身分や
素性のちがいを超えた旅の名コンビたりうるともいえるのである。
脇役の人物造型がダンディズムの表現美学と係わるのは、おそらくこのような文脈
においてである。作者の着眼の妙は、松次郎をたんに物語の口上役としてだけでなく、
主人公の道連れとして、さらにいえば主人公と一蓮托生の旅の相棒として描いている
点にある。すなわち松次郎は、狂四郎の身におよぶ危機や危険を他人事としてではな
く、まさに自身に降りかかる危難として体験するのである。松次郎にとって狂四郎が
両義性をそなえた人物であるのは、その意味で示唆的である。狂四郎は、松次郎が生
涯で二度とはめぐりあえない魅力の持主である一方、いつ巻き添えになって命を落す
かもしれないリスクを内在させた相手でもある。
「お供をしたために、あの御仁に襲い
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かかる敵に、まきぞえをくって、あやうく、てまえも生命を落しそうになったことは、
一度や二度ではございませず、こんどもまた、お供をしているうちに、なにか異変が
起るぞ、という気はいたして居りました」22 と、松次郎自身語っているように、狂四
郎の供をすることは無上のよろこびである反面、つねに死と隣合わせの道中となる。
にもかかわらず、狂四郎の供となることを松次郎が嬉々として願い出るのはなぜか。
狂四郎の無類の強さを知るからというだけでは説明にならないであろう。生死が紙一
重の状況に身を置くスリルを、松次郎が秘かに愉しんでいるといえば言い過ぎになる
かもしれない。しかし、もしかするとそうではないかと想わせる地点に、作者の発想
の核は据えられているようにみえる。
ザ・リージェンシー

18世紀初頭の“ 摂政時代 ”に英国上流社会の大立者として名を馳せたボー・ブラン
メルのダンディズム23 にみられるとおり、慇懃と不遜、聖と俗、日常と非日常、虚と
実といった二項群の境界線上での綱渡り演技に、大向こうをうならせるダンディの真
骨頂があるとすれば、「死地に置かれた時のみ、おのれが生きている証をみる」24 眠
狂四郎もまた、ダンディという韜晦的演技者の後裔と称するにふさわしい。その屈折
した心性の持主のかたわらで、自身も危険と隣合わせの劇的瞬間を共有するのが松次
郎なのである。
最後に番外篇「のぞきからくり」にもう一度立ち返るならば、この作品では主人公
の旅の同行者であり、物語の口上役でもある松次郎の視点から、狂四郎の内に秘めら
れた真情やぬくもりを描き出すという手法が採られている。松次郎という名助演者の
目を通して、主人公のダンディとしての実像が浮彫りにされるのである。松次郎の見
立てるとおり、狂四郎は孤独でニヒルな男の顔を持ちながら、人としての血のぬくみ
を、そして人と人とのふれあいの意味を知らない人間ではない。いや、あえて反語的
にいうならば、人のぬくもりを誰よりもよく知るがゆえに、故意にそれを遠ざけよう
とするのが狂四郎である。別言すれば、ダンディの冷やかな仮面を内側から支えてい
るのは、畢竟さかしまのヒューマニズムにほかならない。逆説的に表現される主人公
のこの内なる真実に、江戸っ子の脇役たちではなく、日頃は疎遠な旅の薬売り松次郎
の視点を介して光を当てた作品が「のぞきからくり」であり、迂回路を経由して搦め
手から文学的真実を繋ぎとめるこの表現技法こそ、作者の重んじたダンディズム美学
の所産ということができる。
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眠狂四郎シリーズの本篇7作は、すべて『週刊新潮』に連載されたのち単行本化され、現在では
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5

柴田錬三郎「消えた凶器」
『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、集英社＜文庫＞、2006 年、76 頁。

6

柴田錬三郎「大磯待ち」
『眠狂四郎孤剣五十三次』、新潮社〈文庫〉、1978 年、116 頁。

7

柴田錬三郎「当惑刺客」『眠狂四郎異端状』、新潮社〈文庫〉、1990 年、163 頁。

8

柴田錬三郎「女心抄」『眠狂四郎異端状』、190 頁。

9

柴田錬三郎「血笑の果て」『眠狂四郎無頼控（四）』、新潮社＜文庫＞、1977 年、273 頁。談

亭のたくみな話術や語り口に作者一流の言語感覚と遊び心が活かされていることも、併せて指摘
しておくべきかもしれない。
10

柴田錬三郎「母恋い」『眠狂四郎虚無日誌』
、新潮社＜文庫＞、1979 年、40−41 頁。

11

柴田錬三郎「遺言賭博」『眠狂四郎無頼控（四）』、184-5頁。

12

柴田錬三郎「花の長脇差」
『眠狂四郎無頼控（四）』
、221頁。

13

シリーズ本篇の松次郎の登場作は、以下の通りである。
『眠狂四郎無頼控（四）』第 71 話「遺言

賭博」
、同第 73 話「花の長脇差」
、
『眠狂四郎無頼控（五）
』
、第 87 話「麻薬姫」、
『眠狂四郎無頼控
（六）
』第 9 話「くれない鏡」
、
『眠狂四郎独歩行（上）』第 23 話「透し目侍」、第 25 話「魔性の女」、
『同（下）
』第 27 話「野ざらし」
、第 29 話「野猿記」
（ただしこの物語では、狂四郎の独白の中で
「薬屋」と呼びかけられるだけで、松次郎は直接には登場しない）、第 31 話「美女の墓」、第 38
話「浮世問答」
、『眠狂四郎殺法帖（下）』第 36 話「待伏せ賭博」、第 37 話「夜這い祭」、『眠狂四
郎孤剣五十三次』第 35 話「吉田通れば」（この物語では口上役としてではなく、一作中人物とし
て登場する）、第 36 話「御油の姫君」、第 37 話「赤坂暮色」、第 38「藤川悲劇」、
『眠狂四郎虚無日
誌』第 1 話「少年必死」
、第 52 話「墓地の人」。
14

『明鏡国語辞典』の【のぞきからくり】の定義による。
『明鏡国語辞典』、大修館書店、2002 年、

1287 頁。
15

柴田錬三郎「のぞきからくり」
『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、集英社＜文庫＞、202 頁。これ以

降、本文中の「のぞきからくり」からの引用後の括弧内の数字は同書の頁数を表すものとし、引
用文中のルビは原則として省略した。また同頁から複数の引用を行う場合は、その頁からの最後
の引用の後にのみ頁数を記すこととする。
16

助郷をめぐる物語は、『眠狂四郎無頼控（四）』の「花の長脇差」にすでに見られる。先行作

との関連でいえば、
「のぞきからくり」は「遺言賭博」と「花の長脇差」を下敷きにして、コラー
ジュの手法で再構築された作品と解することもできる。
17
18

柴田錬三郎「のぞきからくり」
『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、204−205 頁。
「てまえは、下戸でございますので、……」という一節が、松次郎の口上の中に見える。柴田

錬三郎「花の長脇差」
『眠狂四郎無頼控（四）』
、222 頁。
19

柴田錬三郎「のぞきからくり」『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、217 頁。

20

柴田錬三郎「のぞきからくり」
『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、203−204 頁。

21

柴田錬三郎「のぞきからくり」『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、205 頁。
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柴田錬三郎「のぞきからくり」
『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』、205-206 頁。なお、本篇第 2 作『眠

狂四郎独歩行（下）
』
（新潮社<文庫＞、1976 年）の第 27 話「野ざらし」にも、次のような松次郎
の口上がある。
まことに妙なもので、お伴をしていると、ご浪人さんの前には、次から次に、危険が起る
ような気がして、潮どきをうかがって、お別れしよう、と思うのでございますが、さて、お
まなざし

別れしてみると、あの冷たく冴えた 眼眸 や、抑揚のないひくい声音や、どんな時にも決して
感情をおもてにあらわさず、そのことに対して鋭い正確な思考をめぐらしておいでになるご
様子などが、泛んでまいって、たまらなくお会いしたくなるのでございます。 24-25 頁
また同作第 38 話「浮世問答」にも、狂四郎と松次郎の次のようなやりとりがみえる。
「薬屋−−−」
（中略）
「そこいらあたりから、槍か鉄砲でも、狙っているのではないか、と思っているのであろう。」
「そりゃア、まあ……旦那様というおかたは、そういう危ない道を、いつも歩いていらっし
ゃいますので……」 194 頁。
23

ブランメルのダンディズムを、例えばフランスの小説家・批評家のバルベー・ドールヴィイは

次のように説明している−−−「その冷たさはものに動ずることを許さなかった。ものに動ずること
は熱中することだからだ。熱中すること、それはなにものかに執着することであり、なにものか
に執着すること、それは己れを劣ったものとして提示することである。かわりに、泰然自若とし
て、彼は<毒舌>を放つのだ。
（中略）ただし警句のなかに縮約されるには彼の尊大さはあまりにも
幅がありすぎた。それを表明する気のきいた言葉、それを彼は自分の身振りの中に、態度の中に、
その物腰と声音の中に入り込ませた。さらに、彼は紳士淑女連に耐えしのぶことを要求する、異
論の余地ない優越性をもってそれを実践した。つまり尊大さは粗野と紙一重のところで隔たって
いた。ちょうど崇高さが滑稽さと紙一重であるように。」生田耕作『ダンディズム−−−栄光と悲惨
−−−』奢灞都館、1987 年、63 頁を参照。
24

柴田錬三郎「わずらい娼妓」『眠狂四郎異端状』、新潮社〈文庫〉、1990 年、25 頁。

（信州大学 総合人間科学系 全学教育機構教授）
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