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I はじめに

眠狂四郎シリーズを世に送り出した柴田錬三郎は、近代的存在方式としてのダンデ

イズムの美学を創作活動の根幹に据えた作家で、あった。ここにいうダンディズムとは、

身仕舞いや身曙みといった外面的在り様だけではなく、精神の在り方や芸術表現全般

にもかかわる様式美学の謂である。様式の美学である以上、身体表現であれ言語表現

であれ、表現形式のちがいにかかわらず、節度と格式が重要な役割を演じ、 ダンディ

ズムは詰まるところ知的抑制の美学としての性格をそなえることになる。

柴田錬三郎は、このようなダンデイ ズムの様式美学に依拠しつつ、“花も実もある絵

空事”lとしての小説作りを実践しつづけた。その膨大な著作群の中で特に江湖の喝采

を博したのが、眠狂四郎シリ ーズであり 、『貧ljは知っていた』、『孤剣は折れず』、 『運命

峠」等の剣豪小説で、あり、また豊かな伝奇性に彩られた『赤い影法師J、『南国群狼伝』、

『忍者からす」など、の忍者小説で、あったが、これら本格的な伝奇時代小説以外にも、

柴田は多くの短篇 ・中篇を物している。壮大なスケールを有する本格長篇の読み応え

もさることながら、徹密なフ。ロットのも とに構成された中・短篇にも見事な出来映え

のものが少なくない。このことは、柴田が若き日に親しんだリラダン、メリメ、 ワイ

ルド、ポーといった文人たちが、いずれも短篇の名手で、あった事情と も無関係ではな

いであろう。柴田自身「実は極めて優れた短編小説作家」2だ、ったのである。

その柴田が手がけた中 ・短篇のなかに、眠狂四郎シリーズの番外篇ともいえる作品

が8篇ある。昭和 30年代に執筆された「狐と僧と浪人」（33年）、「悪女仇討J(35年）、

「消えた凶器」（37年）、「花嫁首」（38年）の 4短篇、昭和 44年に発表された中篇 「眠

狂四郎京洛勝負帖」、 47年の発表で、「眠狂四郎市井謂の内」としづ副題をもっ 2短篇

「贋者助太刀」と 「義理人情記」、そして 48年に発表された短篇 「のぞきからく り」

の8作である。本篇から独立したかたちで発表されたこれらの眠狂四郎ものは、物語

の舞台も時代設定も一様ではないが、 プロットや構成にはそれぞれ異なる趣向が凝ら

され、物語を紡ぐ文体にも作家固有の特徴が顕著に現われている。小論は、 8篇の眠

狂四郎もの番外篇のうち、初期に書かれた 「狐と僧と浪人」と 「悪女仇討Jの2短篇

を取り上げ、必要に応じてシリーズ本篇との関係にも触れながら、短篇小説家として
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の柴田錬三郎の持ち味と、形式・内容の両面から作品を支えるダンデ、イズムの表現美

学について考察する試みである。

Iト（1) 「狐と僧と浪人』の構成と語りの趣向

「狐と僧と浪人」は、昭和 33年 9月、月刊誌『小説新潮』に発表された。眠狂四郎

シリ ーズの第一弾「眠狂四郎無頼控」の正篇 100話の連載が昭和 33年 3月に終了し、

続篇 30話の連載が昭和 34年 1月に始まるまでのちょうど端境期にあたる。題名が示

すとおり、地域で語り継がれる狐伝説と、古文書に記された禅僧の逸事と、旅の浪人

者の三者に焦点をあて、地元の稲荷神社に伝わる民間伝承に、作者が 「土地の古老の

話と、柳かの自身の空想を加えて、」3 1篇の虚構の物語に仕立てたという体裁になっ

ている。物語の舞台となるのは、信州東部に位置する佐久平西方の地域で、千曲川を

隔てて対立する松平縫殿頭を領主とする野沢倶lj（左岸）と、天領である中込側（右岸）

との積年の確執を背景に、千曲川原で出来するある事件の真相と山奥に隠された秘密

との係わりを、行きずりの旅の浪人者が解き明かすという筋立てになっている。

「狐と僧と浪人」は「序の章」に始まり、「そのー」から 「その五」を経て 「終の章」

にいたる計7つの章から構成されている。まず 「序の章」で、物語の起源についての

作者の口上が述べられ、起承転結の“起”にあたる「その一」では、白隠門下の漂泊

の禅僧良源の略歴と、禅僧が東信地方に現れた経緯が記されたのち、佐久平西方の前

山山中で修行する良源の前に「華やかな、赤い衣裳」（154）をまとった一人の若い娘（お

りょう）が現れた逸話が語られる。良源はその若い娘を観世音菩薩の化身とみて、姿

を消した娘の代わりに現れた一匹の狐のあとを追い、 「肇じもならぬ絶壁の下に、 ぽっ

かりと口をあけた洞窟」（155）に行き着く が、ほどなく洞窟へ先ほどの娘が若い男（松

次郎）を伴って入ってくる。「人間と人間の闘争場裡において、瞬時も油断なく生きて

来た者のみが持っている鋭さ」（156）を、目配り にも身ごなしにも示すその若者は、こ

こで修業されては迷惑だと、良源を執劫に威嚇するが、おどされてもすかされても 「生

きた羅漢」（157）の風貌をそなえた良源は、いっこ うに動ずる気配をみせない。深い山

中での出来事が語られるこの 「その一」で、一匹の狐が女性に化身して人をたばかる

妖狐請の要素が導入されていることは明瞭であろう。

次いで“承”にあたる「その二」で、物語の舞台は下界へ移り 、「敵視し合う宿運を

背負う」（159）千曲川の右岸と左岸、すなわち天領の中込側と内政窮迫する松平縫殿頭

の大名領を隔てる川原で、松平家の使者である篤実な武士が何者かに首を例ねられる

という事件が起こる。あた りに人影はなく 、凶器も犯人も不明のまま、「葦の茂みから、

一匹の狐が、さっと躍り出て、風のように、野の方角へ走り去る」(161）様子が目撃さ

れるだ、けの奇怪な事件で、あった。そのと き偶然その光景を対岸から眺めていたのが「黒

羽二重着流しの浪人者」で、「異相とい うに足りる彫のふかい、暗い虚無的な窮を刷し1

た風貌の持主」（161-162）は当初、土地の人々から疑いの目を向けられるが、「浪人者

のただよわせる不思議な雰囲気」（164）は、その冴えた口調や態度とも相侠って、ほど

なく彼を 「好まずして、この場の中心的存在」たらしめる。 「その行動も、期待させる
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だけの、無駄のない、落着きはらった頼もしいものだ、った」（164）からである。

この浪人者が発する「）｜｜原のもめごとを、円満に納めたくない狐が、この地に棲ん

でいるとみえる」（165）という皮肉な科白を受けて展開する「その三」は、山間の村落

で語り継がれる狐伝説のかずかずと、大庄屋や村人の語る言い伝えに耳を傾ける浪人

者のすがたを写し出すが、 「狐も、山奥へ人を入らせないためには、 いろいろ苦心する

な。……川争いへ、皆の目をむけさせておくために、人殺しまで、やってみせたか」

(176・177）と洩らすつぶやきには、秘匿すべき何事かが奥深い山中に隠されているのを、

すでに浪人者が察知していることが示されている。

つづく“転”にあたる「その四」では、大庄屋の離れで、領主松平縫殿頭左大庄屋の

養女おりょうが興じる艶事と、領主と浪人者とのやりとり、そして妖狐の正体を突き

止めるためとの名目で、領主に山狩りを進言する浪人者の知恵者ぶりが描かれる。山

狩りの計画を知ったおりょうは、 山奥の秘密を暴かれまいと、 ただちに松次郎のもと

へ知らせに走るが、後を追った浪人者はおりょうを当て落としたのち、危機を察知し

て逃走を くわだてる松次郎の行方を追う。その逃走先を確かめて引き返した浪人者が、

おりょうを一糸まとわぬ姿にして問いただすと、娘は色仕掛けで誘惑しようと試みる

が、浪人者はすげなくはねつけ、暗い白日朝の眼差しを宙におく。貞節であった亡き妻

の想い出を胸中によみがえらせていたのである。

“結”にあたる「その五」で、よ うやく 事件の全容が明らかになる。 山狩りと称し

て領主を担ぎ出した浪人者は、巧妙な畏を仕掛けて松次郎をおびき寄せ、追いつめら

れた松次郎は仲間のおりょうを犠牲にして逃げ延びようと図る。異国の飛び道具ブー

メラン （これが川原で武士の首をはねた凶器であった）の名手松次郎との対決が描か

れるこの場面で、稀世の剣の使い手である浪人者の円月殺法が冴えを見せる。その後

「洞窟内に結蜘昧坐するこ と月余、悟りを得て、瓢平としてあらわれた良源J( 197) 

への再びの言及があり 、登馨を拒む山頂の一角を 「けんらんたる赤色にうめつく 」す

「嬰粟の花」(198）が山奥で秘かに栽培されていた事実を浪人者が確かめる場面が続く。

松次郎がおりょうの命と引き換えにしてでも守ろうと したのがこの秘密で、あった。そ

して後日談となる「終の章」で、山中での修業を終えた良源のその後と、「瓢然として

来って、また瓢然として去っていった旅の浪人者の素性」（199）を記した古文書の次の

一節が引かれて、物語は閉じられる。

家中及び村民等、しきりに、その姓名を問えども、応えず。去るに臨んで、

同の熱願もだし難ければ、浪士笑って、

眠狂四郎

と名のれり。けだし、その場にて思いつきたる仮名なるべし。爾後、その消息を

きくことなくうち過ぎたり。 （199)

「狐と僧と浪人」は、このよ うに狐にまつわる土地の伝説と古文書に記された禅僧

の逸事にかんする伝承に、ふしぎ、な存在感を放つ旅の浪人者を絡めて構成された虚構

謂である。物語全体の布置結構の見事さもさることながら、民間伝承風の物語の中に
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旅の浪人者として登場する眠狂四郎の影像をくっきりと浮かび上がらせたところに、

この物語の特質がある。眠狂四郎を通常よりもやや遠景から描し1た作者の手法は、瓢

然と現れ、瓢然と去ってし1く浪人者の、 おのれを誇示することのないそのさり げない

ダンディ ズムを表現して間然するところがない。信州、｜を舞台とするこの短篇では、信

濃の風土や習俗、地域で語り継がれてきた伝承などが彩りを添えているが、そうした

地方の土地柄とローカル色を背景に、ダンディとしての狂四郎のスタイリ ッ、ンュな個

性が浮き彫りにされるのである。

11--(2）「悪女仇討Jの構成と語りの手法

「悪女仇討」は、昭和 34年7月に連載が終了した「眠狂四郎無頼控続 30話Jと、

昭和 36年 1月に連載が開始されたシリ ーズ第2弾「眠狂四郎独歩行」の中間年 （昭和

35年 2月）に、月刊誌 『小説新潮』に掲載された。「狐と僧と浪人」がフォークロワ

的色彩の濃い物語の中に、行きずりの旅の浪人者と して眠狂四郎をいくぶん後景に配

した作品であるとすれば、「悪女仇討」は眠狂四郎を官頭から主人公として登場させ、

しかも彼の独白によって物語が進行していく点に大きな特色がある。すなわち 「冬陽

が、松の梢を縫って、白い土の斜面に仰臥したおれのからだに、あたっていたJ4 と

いう一文から始まるこの短篇は、狂四郎が自身を「おれ」と呼ぶ一人称の語りで展開

する趣向となっている。

起承転結の構造を内包する7章立ての 「狐と僧と浪人」に対して、「悪女仇討Jは序

破急の 3段構成からなる。江戸を出て気のむくままに街道を西へたどる 「おれJこと

眠狂四郎が、山陽道の姫路を過ぎてから山中を数里歩き、有年坂峠の路傍に仰臥して

いると、下の街道から女の悲鳴がきこえてくる。良人の仇に追われている武家の妻女

が、眉聞を引きつらせて逃れてくる ところであった。必死の形相で助けを求める妻女

から助太刀を請われた「おれ」は、妖艶なその美貌に心を動かされ、 「首尾よ く本懐を

遂げられたならば、 貴方の白い肌を、一夜だけ抱かせて頂こう」（128）と勝手な条件を

つけて助太刀を引き受ける。妻女は狂四郎の助勢を得て仇敵を討ち取るが、代官所へ

の知らせを頼まれた狂四郎が役人を伴ってもどってくる と、 すでに亡骸は崖下に突き

落とされ、 妻女の姿も消えうせていた （第一章）。

妻女が所持する懐剣に隣国の領主松平内蔵頭の家紋があるのを見ていた狂四郎は、

備前片上宿の脇本陣あたりが宿泊先であろう と目星をつけて妻女を探しあてると、助

太刀時に交わした約束を履行させる。事が終わって狂四郎が黙って部屋を出よ うとす

ると、女は 「助太刀をして頂いたこ とを、もはや、家中へつつみかく しはいたしませ

ぬ。城下までご同道くださいませ。（中略） …槍垣清十郎と名のって居りましたが、ま

ことは、三年前、良人佐藤嘉兵衛を闇討ちして、退転いたしました須貝修之進にまぎ

れもございませなんだ。」（132）と、 ほとばしるように云う。その必死な態度に狂四郎

はある疑念を抱くが、その場では深く訊すことをせず、ただ仇敵が遠方ではなく 隣国

に潜んでいたことの不審を問うと、女はいちおう辻棲の合う話をしてその場を取り繕

113 



う。そしてその日から十夜、女は密かに狂四郎のものとなり、「烈しく 身もだえて、陶

酔」 (135）するのであった。やがて「池田侯の別霊である烏城西方の後楽園」で、仇討

の真偽を確かめる召致があり、「きれ者らしい五十年配の城代」（136）と対面した妻女

きの女は、狂四郎の助太刀によって作法たがえず討ち取ったことを報告する。きの女

は亡き良人佐藤嘉兵衛宅に戻ると、深夜、寝所に忍び込んだ狂四郎との房事で、片上

の脇本陣での陶酔よりも一段と烈しい身もだえぶりをみせ、それが狂四郎に「かなり

技巧を加えて、誇張されている」（137）との疑念を深めさせる。その後も女の寝所へ忍

び通いを続ける狂四郎に、きの女は江戸で自分を妻と して迎えてもらえまいかと持ち

かけるが、江戸へ戻らずとも自分が入婿になる手だてがある、貴女を他人に譲る気は

ないと、狂四郎が逆に揺さぶりをかけると、次の夜の帰途、狂四郎は覆面の侍の襲撃

を受ける。狂四郎に居座られては計略に狂いが生じると踏んだきの女が、男を龍絡し

て襲撃させたものと考えられた。「この世の見おさめに、てまえの円月殺法をごらんに

入れる」と、狂四郎が愛刀無想正宗を鞘走らせるこの対決シーンで、「おれJの口から

円月殺法の極意が語られるのは、狂四郎自身が語り手をつとめるこの短篇ならではの

趣向といえる。（第二章）

最終の第三章で、“悪女仇討”の真相が明らかになる。襲撃者を斥けた狂四郎が岡山

城下から片上宿へ引き返すと、江戸から呼び寄せたおいた槍垣精十郎の実弟はすでに

到着していた。きの女は、 小田原で良人の真の仇、 須貝修之進の居場所を突き止めた

が、女手ひとつで討ち取ることは叶わぬと知ると、御家人崩れで、腕の立つ檎垣精十郎

なる人物を探しあてて操をゆるし、夫婦の約束まで交わして助太刀を乞うたので、あっ

た。仇討は首尾よく遂げられたが、女が約束をたがえて国許へ逃げ帰ったのを知ると、

檎垣は激怒して後を追い、ょうやく有年坂峠で女に追いついた。檎垣にとっての不運

は、偶然そこに狂四郎が居合わせたことであった。以上のよ うな事の次第を、狂四郎

が城代に伝え、檎垣の弟に兄の仇を討たせてやりたい旨を告げて許可を得ると、きの

女はついに自害して果て、狂四郎の胸中に「なんと も名状し難い、暗然たる不快感」

(147）を澱ませる。そして狂四郎と檎垣の実弟を領内から去らせまいと、城代が刺客を

差し向けてきたとき、若イ寺を先に行かせた狂四郎は、ひとり腫をまわして刺客との修

羅場へ向けて歩を進めてし、く。物語の幕はここで閉じられるが、「あの老猪な城代が、

われわれを、このまま、腕を扶ねいて、国の外へ出してくれる筈はない。白刃の土産

をくれようと、いう。せっかくの好意だから、貰って行こう。逃げたと思われるのは、

首がちぎれでもいやな、困った性分にできている男なのだ、わたしは一一一。」（148）と

「おれ」がふと洩らす言葉に、狂四郎の身上と精神のスタイルの一端が披涯されてい

る。

「狐と僧と浪人」と同様に「悪女仇討」においても、物語の展開とともに題名の意

味が解き明かされていく。 5すなわち、仇討の美名に隠された、男を手玉にとる好婦

の正体が最後に明らかになる筋立てであり、結末へ向けた伏線の敷き方も周到に工夫

されている。物語境頭の有年坂峠の場面で、きの女に仇敵呼ばわりされた檎垣精十郎
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が発する科白 「助太刀すれば、 こんどは、おぬしの恥となるぞ」（128）は、 結末で

明かされる真実を予示するものであるし、懐剣で牌腹をえぐられながらも 「双腕で、

女のからだをかき抱きつつ、断末魔の形相の中へ、ふしぎな喜悦の色を交えるJ檎垣

の様子に、 白分を欺いた女にじつは惚れていた男の心中を察した狂四郎が「胸の奥に、

微かな痛みをおぼえ」（129）るのも、 のちに彼の胸底に澱む「名状し難い、暗然たる不

快感」の一因と なっている。

また、きの女自身の言動も伏線と しての働きを担っている。狂四郎が代官所の役人

を伴って仇討現場にもどったとき、亡骸が崖下に突き落とされていたのは、遺骸の身

元を知られまいと、きの女がま交智を働かせたことを匂わせるし、仇討後のきの女の、

江戸で妻に迎えてほしいとい う 「おれ」への申 し出にも、邪魔者を遠ざけて約束を反

古にしようとの魂胆が透けて見える。そして婿入りする手だてもある とい う 「おれ」

の逆提案に動揺したきの女が、男を龍絡して襲撃させたさい、 狂四郎が発する次の言

葉も、理屈では推し量れない色恋の沙汰を示唆しつつ、 伏線の役割をはたしている。

「おぬしが、婿にえらばれた御仁ならば、仇討ちの栄誉をになった女を妻にする

よろこびが、いずれ水の泡となるこ とを、予告しておこう。きの女が、いかなる

事由を立てて、この素浪人を討って欲しいとたのんだか知らぬが、助太刀してく

れた者を暗殺しようとするところに、かくさねばならぬやましさがあろう、とい

うものだ。悪女に手玉に取られる愚をさとることだ。」（140・141)

こう諭しながら、「女の色香に血迷った者に、忠告して、未だ曾て、ただの一度でも、

肯き容れられたためしがあったろうか」と自問した 「おれ」は、「死に急ぎする者に対

しては、こちらも、作法通り、尋常に立合って、あの世へ送ってやるべきであろ う」

と、「ゆっくりと、腰から、無想正宗を滑り出させ」(141）るのである。

I I I 言語表現と文体美学

「狐と僧と浪人」と 「悪女仇討」の2短篇は、 いずれも謎解きの面白さや推理小説

的要素を交えながら、前者は行きずりの旅の浪人者として、後者は冒頭から語り手兼

主役として眠狂四郎を登場させ、 彼の存在感を印象づける描き方となっている。なる

ほど前者では、狂四郎は主役というよ りも作中人物のひとり として、通常の眠狂四郎

作品よりもやや遠景に配されてはいるが、それでも彼の 「生来の鋭い直感力」 （166)

やスタイリッシュな言動は際立つているし、後者では、狂四郎自身の独自を通じて仇

討の真相だけでなく、ニヒルな相貌の下に隠された彼の心の動きや思念が直接伝えら

れる方式がとられている。 本篇と番外篇をあわせた眠狂四郎ものの中で、「悪女仇討」

が 「異色作」6と呼ばれるのは理由のないこ とではない。

物語設定の面でも両短篇は、江戸を主たる舞台に八百八町の世態風俗や、 「義に勇み、

節を尚び、意気に感じ、人情に厚い江戸っ子気象」7を描く シリーズ本篇とはちがい、
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一所不住の漂泊の浪人が旅先の地方で事件や騒動に遭遇する体裁をとっている。狂四

郎の立ち位置と役割に多少の相違があるとはいえ、「狐と僧と浪人」では信州東部の佐

久平西方の一帯が、そして「悪女仇討」では播磨から備前にかけての山陽地方が舞台

にえらばれ、地方の風土やローカル色と対置させることで、狂四郎の都会的なセンス

とダンディとしての言動がいっそう精彩を放っ仕掛けになっている。

しかしこれら 2短篇の特質は、趣向を凝らしたプロッ トや語り の手法、舞台設定の

工夫といった点にのみ見出されるわけではない。謎解きやミステリーの要素を絡めた

仮構の小説宇宙を創出しているのが、独自の様式美学に基づく作家固有の文体である

ことを、ここで改めて確認しておく必要がある。柴田作品を読んでまず気づかされる

ことは、独特のリズムとテンポを有する明断な文章によって物語が織り なされている

ことである。日本画家で、あった父の影響で幼い頃から古今の書物に親しみ、大学では

中国文学を専攻して漢籍の素養を深める一方、西欧文化にも傾倒して近代的なダンデ

イズムの精神を受容した柴田は、創作にあたって漢文脈を基調とする独特の文体を駆

使した。「狐と僧と浪人」の次の一節には、柴田の簡潔で律動感にとむ文章のスタイル

が典型的に示されている。

文書にあるごとく、良源は、東嶺に持して、仏道修行に精進して、すでに三十

歳を迎え乍ら、まだ「人天眼目」の妙理に契当することが出来なかった。

達磨大師が、修業二十年におよんで漸く殖奥を尽したのを思って、自分のよ う

な鈍才が大悟するのは、さ らに二十年、 三十年の刻苦研鐘をつづけなければなら

ぬ、と覚悟していた。師の師たる白隠禅師も、悟道の 日にいたるまでは、おそろ

しい煩悶、慎悩、焦慮を経て、大悟したと覚つては自負慢心して、さらに参禅精

進し、 あるいは心労のあげく病痢に犯されて、血を暗きつづけ、 絶望しては諸国

を放浪しているのである。

宗統白隠、禅師の法統を継ぐためには、それに百倍する努力をつくさねばならぬ、

と良源は決意をしていた。（152)

和漢洋にわたる豊かな教養に裏打ちされ、ダンデイズムの様式感覚にも支えられた

柴田の作品では、何よりも文章の節度と格式が重んじられ、文彩のゆたかさも群を抜

いているが、とり わけ漢字、漢語が重要な役割をはたしている。“柴錬語葉”と も評せ

られる独特の漢字遣いと表記法 8は、常用漢字では表現しえないニュアンスと味わい

を伝えるとともに、漢字・漢語が本来そなえ持つ力によって意味を凝縮させ、文章の

格調を高めることにつながっている。

浪人者は、（中略） 斜陽をあびて横たわっている死体に踊みかかって、その切

口を調べた。（163)
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まも

立ち棟んで、 見成っていると （後略）( 173) 

以上「狐とイ曽と浪人Jより

・・・・佐藤嘉兵衛と、勝負を争った修之進は、 みごと嘉兵衛の木太刀を空中へ例

ゃ

ねあげたが、おのれも、勢いあまって、箸火まで奔って、親指を突いた。それ以

後、爪が波型に変形して黒如、筋がついたのである。（136)

のたればぼう し こも

無想、正宗の湾刃の佐子に業念が軍る瞬間が来た。（中略）

みひら まなじり

敵の双昨は、それにつれて、 徐々に、陸かれ、 日此が裂けんばかり となった。

(142) 以上 「悪女仇討」より

このよ うな独特の漢字遣いの一方で、大和ことばや平仮名の使い方にも作者の気配

りは行き届いている。ひとつには漢字や漢語が多いことで、字面が黒っぽい印象になる

のを避けるため、もうひとつには美しさ と読みやすさへの配慮から、あえて漢字をひ

かえ、平仮名表記されることもめずらしくない。次の「狐と僧と浪人」からの引用は、

身分にそぐわぬ高価な替を髪にさした娘と父親を、浪人者が問いただす場面で、とく

に後半部分に意図的に平仮名が用いられている。

月を背にして、う っそりと、戸口に立つ浪人者は、冷やかな声音で、

「山で、何をひろった？」

と、ずばり と訊ねた。

二人が、 （中略） おののいていると、浪人者の顔は、声なく笑ったようであった。

「白状させたからといって、 こちらへ取りあげようとはいわぬ。……娘のあたまの

箸も、ひろいもののひとつであろう。・・・・・・どこで、どのようにしてひろったか、それ

だけを打明けてもらえばよい。」（175)

以上の引用や文例からも、柴田の文章では句読点、とく に読点の打ち方に独特の作

法があることがうかがわれるであろ う。読点の使用頻度は、 他の作家に比して相対的

に高いが、特徴的な読点の打ち方は次の用例にも見てとることができる。

そして、次の瞬間には、そこから、 いっびきの狐が、非常な迅さで、躍り出る

と、いっさんに、月の野を掠め去ったのである。

てFと みえ う方、

それを見とどけて、浪人者は、月光を宿した昨子に、微笑をj乏べたことだ、った。
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(186-187) 

積に異変があって以来、晴天つづきで、今日も、東天に、覆輪を描きはじめた

太陽は、光の潮を、山々の襲へ浸して、明暗を織っている。遠い八ヶ岳は、 水気

の膜に掩われて、淡くかすんでいる。（190) 以上「狐と僧と浪人」 より

短い字句ごと、時には一語ごとに読点が付されているが、これにもむろん理由がある。

黙読ないし音読をしてみると直ちに了解されるのは、読点が気ま ぐれに打たれている

のではなく、読み手の呼吸に配慮して付されていることである。この点について中国

文学者・史学者の稲畑耕一郎は、柴田の「文章に心地良い緊張感と躍動感がある」の

は、 「彼の書く文章の句読の打ち方が、人の呼吸の生理と合致するところがあるから

である」9と述べているが、的確な指摘であろう。柴田の文章作法では、読点はただ意

味の切れ目を示したり、読みやすくしたりするために打たれるのではない。これによ

って文のテンポとリズムが生まれ、読み手の呼吸が定まるのであり 、読点の打ち方も

ダンディズムの様式感覚に支えられた表現技法の一部とみることができる。

IV 文章のスタイルと精神のスタイル

「狐と僧と浪人」と「悪女仇討」の形式面を支えるこのような文章のスタイルは、

作品の内実、とりわけ作中で中心的な役割を演じる眠狂四郎の精神像とも分ちがたく

結び、ついている。し、やむしろ、両者は表裏一体の関係にあるというべきかもしれない。

独特の様式美をそなえた格調高い文章と響きあう主人公の精神のスタイルは、これま

での引用や物語の梗概からも窺い知ることができるが、ほかにも物語の要所要所で、

彼の発する言葉や挙措動作、また無想正宗を振る う彼の冴えた剣さばきなどを通じて

示されている。文芸評論家の秋山駿は、眠狂四郎の 「魅力は、爽やかな、というか、

潔い日本男子を描いたところにあるのではないか、 と思っている。爽やかな男とか潔

い男については、深い伝統の文化が、 その生の態度を生きいきと創り出している。そ

ういう日本人の心性を（中略）よ く描いたと ころに魅力があったのではなし1かJ10 と

書いているが、作者の文章と狂四郎の人物像とのあいだには、たしかにダンデ、イズム

の様式感覚で結ぼれた緊密な相関性が存在する。まさに卓越した言語感覚に支えられ

た品位ある文体が、スタイ リッシュな主人公の美学や生きざまと呼応しつつ、 仮構の

物語宇宙を構築していくのである。

しかしここで注目されるのは、 眠狂四郎のニヒルな相貌やダンディとしての個性を

印象的に描き出す一方で、作者が狂四郎を必ずしも完全無欠な主人公としてではなく 、

時に心の揺らぎや人情の機微を垣間見させる等身大のヒーローと して造型しているこ

とである。超然と世俗を陣脱するダンディには一見似つかわしくない描写が織り交ぜ

られていることが、その例証となるであろう。狂四郎の独白体で語られる 「悪女仇討」

には、仇敵呼ばわりされた槍垣精十郎が自分を裏切った女に対して示す複雑な心情に、
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狂四郎が 「胸の奥に、 微かな痛みをおぼえ」る瞬間があるし、 槍垣の弟と江戸へ向か

う「おれの胸の裡には、なんとも名状しがたい、暗然たる不快感が澱んでいた」（147)

という一節もある。また刺客を差しむけてきた城代に対して「逃げたと思われるのは、

首がちぎれでもいやな、困った性分にできている男なのだ」と、思わず本音を洩らす

場面もある。

狂四郎の心中に生ずるこうした心の動きは、 旅の浪人者として登場する 「狐と僧と

浪人」にも見出すことができる。その好個の例は作中で唯一、 浪人者の内面に焦点が

あてられ、亡き妻美保代への追慕の念、が描かれる場面である。にべもなく色仕掛けを

斥けられたおりょう が 「屈辱で、唇まで蒼槌めさせて、 出て行くと、浪人者は、 暗い

自噺の眼H牟を宙に置いて、 しばらく、微動もせずにいた。」（188）胸中を占めていたの

は次のような感慨である。

「・・・・・・このおれが、稀にみる百掘の美色を素裸にし乍ら、腕を扶ねいている。ふん、

おれとしたことが、 だ。……美保代の霊が、おのれの無頼の性を、このよ うに白

く晒してしまったのか。」

鵠は浴せずして白し、という。おのれの天性は、泥まみれと思いなして、無頼

に生きて来たこの浪人者が、ふっと洩らした感慨には、美しく貞節であった亡き

妻が、自分に捧げてくれた、限り ない愛情を、日 々新たなものに更生らせている悲

痛を軍めているとみえた。（188・189)

狂四郎と美保代の出逢いと、二人がその後たどる哀しい運命はシリ ーズの鴨矢とな

った「眠狂四郎無頼控」の通奏低音のひとつで、あるが、亡き妻への秘めた想いが表出

したこの一節は、 狂四郎にとって美保代の存在がいかに掛け替えのないものであった

かを示すとと もに、ニヒルな仮面の下に隠、された彼の体温を感じさせる効果を持って

いる。 ダンデ、ィとは、 いうまでもなく危機に瀕してなおポーカーフェイスを保ち、沈

着冷静さを失わない人間である。いわば不感無覚を信条とするその一点で、ダンディ

ズムはニヒリズムに隣接する。 しかし同時にダンディとニヒリ ス トのあいだには微妙

な、 しかし載然たる相違があること も指摘しておかなければならない。いかなる人間

も思想も価値も信じえないのがニヒリス トの本質であるとすれば、ダンデ、ィは本質に

おいて真のニヒリス トではない。なぜなら虚無に隣接しつつ、虚無と実在のはざまで

比類なきバランス感覚を発揮して、 綱渡りの妙技をみせること こそダンディの真骨頂

であるからだ。 日みずから市井無頼の徒と称するこの痩躯異相の浪人者は、 決して真

正のニヒリストではない。「悪女仇討」でみせる 「胸の奥」の 「微かな痛み」といい、

「逃げたと思われるのは、首がちぎ、れでもいやな、困った性分にできている」という

真情の吐露といい、また「狐と僧と浪人」において「暗い白酬の眼昨」を宙にすえつ

つ「ふっと洩ら した感慨」といい、「亡き妻が、自分に捧げてくれた、限り ない愛情を、

日々新たなものに更生らせている悲痛」といい、真のニヒリス トにはまったく無縁の感

情である。

実生活者としてもダンデ、ィとして知られた柴田錬三郎について、その 「作品群に漂
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う特質を、氏一流のニヒリズムにもと めるのは、 私見によればいささか皮相に過ぎる

見方である。虚無の底に流れる血のぬくみにこそ、氏の文学的特質があるのではない

か。」12と語ったのは文芸評論家の江園滋であるが、狂四郎の微妙な心のひだや情動を

伝える作者の描写には、江園が喝破したように柴田の文学を根抵から支える表現美学、

あえていえばダンディズムの一変奏としての審美的モラ リスムの発現をみとめること

ができる。

それならば、とここで問う人がし1るかもしれない一ーなぜ作者は眠狂四郎を徹頭徹

尾、鋼の心を持った冷徹なダンデ、ィとして描かなかったのか、と。あるいはそこに主

人公像の造型の甘さを指摘すること も、一理ある見方と しては成立しうるであろ う。

しかし誤解をおそれずにいえば、 平然と女を犯す市井無頼の徒として描きつつ、同時

に心の奥底に童心の無垢を、少なくとも無垢への’憧憶を秘め持つ人間として造型する

ことで、作者は眠狂四郎という虚無の男に人間的リアリティを賦与しようとしたので

はないか。いやむしろ主人公を人間的に描こうとしたというより も、 「虚無の底に流れ

る血のぬくみ」が期せずして狂四郎のポーカーフェイスの幽かな場りとなって現れた

というべきであろうか。しかもそうした真情の発露を、ダンデイズム美学の射程にと

らえた上での周到な人物造型なのである。完全な推理マシーンになりきれないシャー

ロック・ホームズがそうであるように、弱さや欠点を併せ持つ主人公に、読者は却っ

て人間的魅力を感じることもある。おそら く眠狂四郎は、もともと冷酷な性情の持ち

主であるにもかかわらず人を魅するのではない。むしろその虚無的な仮面の下に血の

温もりを秘め持つがゆえに、心奥に埋み火のように燃える炎が、 人々の心眼に映ずる

のである。

V 結びにかえて

ダンディズムの様式感覚に支えられた柴田の作品が内容と形式の両面で、節度と格

式を旨とする原則によって統御されていることは、以上見てきたとおりである。ダン

ディの本領は先述のよ うに、自己抑制と自己顕示、 沈黙と雄弁、 感敷と無礼といった

二項群の境界線上で絶妙のバランス感覚を発揮して、 大向こうを捻らせる綱渡りの妙

技をみせることにあるが、ちょう ど眠狂四郎の円月殺法が“意識”と “無意識”の境

に対手を迷い入らせる催眠剣法としての一面を持つよう に、作者もまた創作にさいし

て“うそ”と“まこと” の弁証法を巧みに操り、“花も実もある絵空事”としての小説

世界を生み出しつづけた。

“語る”ことが“踊る” ことに通じるのは、その意味で示唆的である。“語る”と “時

る”が、もと もと同語源の語であるのは偶然ではない。「うそをまことら しく 言って、

人をあざむく。いつわる。」13の意で用いられる“踊る”は、辞書によれば「もっとも

らしく、巧みに話しかける」 14ことに由来する。とすれば作家は、 語る ことによって

巧まずして踊るのであ り、語りと踊り は共に、虚実相和した仮構の物語宇宙に読者を

招じ入れることに通じている。 “まこと”を “うそ”で塗り固めるのも、“うそ” を“ま

こと”しやかに語るのも、作家の腕次第ということになる。
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「小説というものは、元来、嘘を書くものである」15 とは柴田の言であるが、この

言葉は “うそ”という虚構を通じて “まこと”を写し出す手法を作者が実践していた

ことを意味しており、またそれは虚が実に通じ、実が虚に反転する虚実の弁証法を作

家が縦横に駆使していたということでもある。このアプローチが 「虚構で、あればある

ほど、却って真実に近づくという逆説的な思考」16に基づいていることはいうまでも

ない。虚構による真実への肉薄というこの逆説的アフOローチこそ、 ダンデイズムの本

質に内在する精神の技法のひとつにほかならず、眠狂四郎シリ ーズの物語宇宙を根祇

から支える表現技法ともなっている。第 1作から第7作までのシリーズ本篇が、無頼、

無情、虚無、異端といった一見否定的なイメージを打ち出しつつ、 否定による肯定と

いう逆説的手法を通じて、 主人公の孤独と人間的真実を虚構の小説世界の中に見事に

繋ぎ止めていることが、その何よりの証といえる。

むろん、こういう逆説的な手法を作家が用いた事態の背景には、 「自分と、（中略）

自分の生の現実との聞に、早くも隙聞を感覚している者」 17の人生認識が係っていた

かもしれない。理想と現実のあいだに何らの懸隔も感じ得ない人聞がどうして正攻法

によってではなく、屈折した表現手法を通じて真実の核心に迫ろ うとするであろ うか。

それは T S.エリオッ トがボードレールを評した言葉に倣っていえば、キリス ト教に

おける悪魔主義にも似た“さかしま” の探索の途、地獄の裏門から天上へ到ろ うとす

る大いなる迂回の途なのである。 18 こう考えるとき、眠狂四郎のポーカーフェイスも

その無頼な言動も、真正のニヒリズムに由来するものでないことは自明であろう。彼

の無頼とは、「ころび伴天連の姦淫の子」19として生きる宿命を背負った人聞が身につ

けざるを得なかった擬態であり 、畢寛それは彼の心奥にひそむ 「精神の健康性J20の

裏返しのあらわれにほかならない。いじらしくもけなげに生きる子供たちに向けられ

た彼のまなざしが何よ りもそれを物語っている。21

「狐と僧と浪人」と「悪女仇討」は、眠狂四郎の登場する物語としては小品ないし

は掌篇と呼びうる作品であり、作中での彼の役割や立ち位置も本篇とはやや異なるが、

それでも形式と内容の両面でダンデイズム美学のたしかな刻印があり、シリーズ番外

篇としての意義を充分にそなえている。現実世界との径庭を確知していた作家自身の

精神のスタイルが、それぞれの物語宇宙に反映されていることもまた疑いを容れない。

「柴田錬三郎はダンディで知られていたが、 それは風貌や風采のみにかぎらない。精

神のスタイルそのものが爽快なまで、にダンデ、イだ、った」22 と、柴田の短篇集を編纂し

たドイツ文学者の池内紀が評する所以である。現実に対するある種の断念と引き換え

に、その断念の淵から紡ぎ出された“うそ”と“まこと”の変奏曲、 それが眠狂四郎

もの番外篇に共通する作品のスタイルで、あり、表現のスタイルで、ある。

注

I 柴田の文学の師で、あった佐藤春夫の言葉とされる。尾崎秀樹 「解説J、柴田錬三郎『眠狂四郎

孤剣五十三次』、 新潮社（文庫）、 1978年、 750頁を参照。

2 秋山駿 「解説」、 柴田錬三郎『剣鬼』、新潮社＜文庫＞、1977年、416頁。

3 柴田錬三郎「狐と僧と浪人」、 柴田錬三郎 『新篇 眠狂四郎京格勝負帖』、 集英社＜文庫＞、2006
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年、 151頁。これ以降、本文中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

ノレビ、は原則として省略する。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。

4 柴田錬三郎「悪女仇討I、 『新篇 眠狂四郎京洛勝負帖』 、126頁。これ以降、本文中の引用後

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する。また同頁

から複数の引用を行う際は、その頁からの最後の引用の後にのみ頁数を記す。

5 題名の「悪女仇討」には、悪女による仇討の意味と、悪女を仇打つというこ重の意味が重ね合

わされていると解するこ ともできる。

6 末園善巳 「編者解説J、末園善巳編 『花嫁首 眠狂四郎ミステ リ傑作選』、 東京創元社く文庫＞、

2017年、504頁。

7 柴田錬三郎「ねずみ誕生」、 「眠狂四郎無頼控（六）』、新潮社く文庫〉、 1977年、 358頁。

8 特徴的な漢字遣いは、擬音語の表記にも及ぶことがある。「狐と僧と浪人」からの次の二例は、

平仮名か片仮名で表記されることが多い擬音語を漢字表記したものである。

くV'ぐち

－－首なき胴が、頚 口から真紅の血を噴き上げつつ、 撞と横倒しになるのを見て（後略）

( 161) 

一人が、そっと近づいて、覗き込もうとして、地上をのびて来た一個の影法師に、倖つ

となって、あとずさった。 （197)

後者の例では、「おそれで胸がどきどきする」の字義を持つ 「倖」を用いて、文脈にふさわしい意

味と音が表現されている。

9 稲畑耕一郎「柴田錬三郎の中国文学J、柴田錬三郎『柴錬三国志 英雄 ・生きるべきか死すべ

きか（下）』、講談社〈文庫〉、1996年、 698・699頁。

10 秋山駿「解説」、『柴田錬三郎選集第十八巻 随筆 ・エッセイ集』、 集英社、1989年、 492頁。

II ダンディの始祖と調われるボー・ プランメルのダンデイズムの真髄を 「たゆたい、冷笑し、無

礼すれすれのと ころをさまよい、無意味の縁をかすめながら、しかもある不思議な中庸の うちに

常にとどまる一一一それがプランメルの流儀で、あった」と、 英国の閏秀作家ヴァージニア ・ウルフ

は評している。VirginiaWoolf, The Common Reader: Second Series, edited and introduced by Andrew 

McNeillie (London: Hogarth Press, 1986), p. 151. なお、ダンディズムの妙諦が日常と非日常、聖と

俗、善と悪などの二項群の境界線上に示されることについては、以下の拙論も参照。「デカダン、

ダンディ、 シャーロック ・ホームズ－ A・C・ ドイルと『四つの署名』 の物語宇宙」、『信州大学

人文社会科学研究 第3号』、信州大学人文社会科学研究会、 2009年、123頁、及び 「伝説の幕開

き一一 『シャーロック ・ホームズ、の冒険』と 『ストラン ド・ マガジン』J、『信州大学人文社会科学

研究第4号』、 信州大学人文社会科学研究会、2010年、30頁。

12 江園滋「解説」、 柴田錬三郎『鳴呼江戸城』 文事春秋社く文庫〉、 1977年、 361頁。

13 『日本国語大辞典』の 「踊る」の項を参照。「日本国語大辞典第二版 第三巻J、小学館、2001

年、753頁。

14 『大辞泉』の 「踊るjの項参照。『大辞泉第二版上巻あーす』、小学館、2012年、 719頁。

122 



15 縄田一男「解説J、柴田錬三郎『異説幕末伝 柴錬立川文庫 ・日本男子物語』、 講談社く文庫〉、

1998年、351頁を参照。

16 清原康正「解説」、柴田錬三郎「心形刀』、新潮社く文庫入 1996年、274頁。

17 秋山駿 「解説j、柴田錬三郎『柴田錬三郎選集第十八巻 随筆 ・エッセイ集』集英社、 1989年、

492頁。

is T.S.エリオット 「ボオドレエノレ」、『エリオッ ト全集 第四巻』（吉田健一他訳）、中央公論社、

1960年、394頁を参照。

19 柴田錬三郎「円月決闘J、 『柴田錬三郎選集第一巻 眠狂四郎無頼控 （上） 』、集英社、1989

年、 537頁0

20 江園滋 「解説」、 柴田錬三郎『鳴呼江戸城』文書春秋社く文庫〉、 362頁。

21 けなげに生きる子どもたちへ向けられた狂四郎のまなざしは、シリーズ第 l作 『眠狂四郎無頼

控（一）～ （六）』 の正・ 続 130篇の中でも折に触れて描かれている。たとえば第 31話 「京の雨」

には、 「不幸な子供がいじらしく 生きのびて行こうとするのを見せられる時だけ、 この虚無の男の

心に、熱い血が流れるよ うであった」とい う一節がある。柴田錬三郎 『眠狂四郎無頼控（二u、

新潮社＜文庫＞、 1976年、 210頁。

22 池内紀「解説」、柴田錬三郎 「柴田錬三郎選集第十五巻 初期短篇集』（池内紀編集 ・解説）、

集英社、 1990年、 500頁。

（信州大学全学教育機構教授）

2019年 1月 29日受理 2019年 3月 4日再録決定
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