折口信夫「身毒丸」の解説について

折口信夫の短編小説「身毒丸」はその内容が大変難しく、彼の言わんとする核心部分を
理解することは容易ではない。しかし、 折口信夫の短編小説「身毒丸」 に関して素晴ら
しいホームページがあるので、それを次に紹介しておきたい。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kabusk/geitohito33.htm

その要点は以下のとおりである。すなわち、
『 旅芸人の原初期の形態として折口信夫はホカイビトのことを挙げています。ホカイビ
トというのは「万葉集」 巻１６に出てくるもので、村から村を巡りながら祝福をして歌
い物乞いする芸能者のことを言いました。つまり門付け芸人のようなものです。呪術や祝
福を行 なったり するのですから、彼らはとても原初的な形態であるとしても何かの宗教
的役割を持っていたのです。』
『

折口が「わたしども」と言っているのは、民衆のなかにあって語り伝える者たちとい

うこと です。折口は自分はそのような語り手のひとりであると語っているのです。』
『

「身毒丸」には高安長者の名は出て来ませんし、天王寺も登場しません。語り手で

ある折口にとって、ある伝説の始原のイメージを読者に与えることが重要なのです。』
『

そ れでは折口がイメージした高安長者伝説のなかのとてもピュアなものというのは

いったい何でしょうか。それは「あちらを見ても山ばかり。こちらを見ても山ば か
り。」という文句に聞こえる物悲しい響きと同じものであろう。』
『

とにかく彼らは共同体から離脱することになったのです。そして生きるために流浪

し、共同体を渡り歩きながら神事めいたことを行なったのでしょう。旅芸人の起源をその
ような集団であったと想像したいと思います。』
『

しかし、彼は旅芸人として生まれ、旅芸人として生き、多分自分は旅芸人として死ん

で行く しかないのだろうということ も明らかです。「あちらを見ても山ばかり。こちら
を見ても山ばかり。」という浄瑠璃の文句には、そのような宿命を受け入れざるを得ない
旅芸人の悲嘆がある のです。』
『

身毒丸の美しさは観客の若い娘たちだけでなく、師匠である源内法師さえ身震いさせ

るほどの妖艶な美しさであると描写されています。』

『

小説には身毒丸に血縁を通じて引き継がれたものが何であったかという具体的なこと

は最後まで出てきません。身毒丸はその理由が何も分からないのですが、し かし、確か
なことはその理由が父から子である身毒丸に伝わっているということです。ということは
身毒丸も共同体に入ることが許されないということです。身 毒丸が放浪の旅に終止符を
打って・どこかに落ち着くことはできないのです。このことは最初から決まっているので
す。なぜならばその理由が父から子に伝わっ ているからです。』
『

良かれ悪しかれ父から子へ何かが引き継が れる・それは拒否することはできないの

です。』
『

世の中には死にたくっても、それをもって死んだ、と思われることの耐え難さに生き

ているものがたくさんあるのです。』
『

旅というものには共同体の窮屈な柵（しがらみ）から解き放たれて自由な気分を味わ

うような旅ももちろんありますが、折口がここで言うのは当てもなく死に場 所を求めて
彷徨うような旅のことです。そんな辛い旅ならばいっそ死んじゃった方がどんなに楽 なこ
とか・・と傍からは思えますが、しかし、彼は自ら死を選んだりしません。彼は行き倒れ
るまで旅を続けるのです。折口が言う通り、世の中には死にたくて も「あいつはそれだか
ら死んだ」と思われることの耐え難さに生きている人たちがたくさんいると言うことで
す。 彼らをそのように生に繋ぎ留めるものは何でしょうか。まず意地のようなものが考え
られます。』
『 ここで神に対して意地を張るということは、神に反抗するという意味ではないので
す。そのように考えるのは近代人の捉え方でして、古代人の場合には絶対者で ある神に対
して反抗するという発想は考えられ ません。自分に対する神の仕打ちが不当であると感じ
た時に、古代人は自らの清らかさを神に示すように控え入るのです。「神よ、この清い私
を見てくれ」とい うようにです。つまり表面 上は畏れ入っているのですが、内心には自
分に対する神の仕打ちは不当であるという強い思いがあるように思えます。「みさを
（操）」という語は古くは神様に 「見てくれ」と言うという意味に使われました。昔の
貞操観念は神様に対するもので・人間に対するものではありませんでした。神に対して自
分が清い（あるい は正しい）ということを示そうという気持ちを失ってしまえばそれは
不信仰ということになります。だから理不尽な神の仕打ちに耐えて・彼がそれでもひたす
ら に生き続けることは「神よ、この清い私を見てくれ」ということになるのです。それは
神に対して意地を張るということでもあ ります。』
『 このように当てもなく死に場所を求めて彷徨う旅は常に神との対話でありました。』
『 「最近ではそういうことはだんだんなくなって行きましたが、日本の師弟関係はしき
たりがやかましく、厳しい躾（しつけ）をしたものでした。まるで敵同士で あるかのよう

な気持ちで、また弟子や後輩の進歩を妬みでもしているかのようにさえ思われるほど厳し
く躾していました。例えば最も古い感情を残している文楽 座の人形遣いなど、少しの手落
ちを咎めて、弟子を蹴飛ばしたり、三味線弾きは撥で殴りつけたりした。そういうことは
以前はよくあった。そうした躾を経ない では一人前になれないと考えられてきたのです。
なぜ、そうした、今日の人には無理だなと思われるような教育法が行なわれてきたかとい
うことが問題になりま す。（中略）それはある年齢に達した時に通らねばならない関門な
のです。割礼を施すということがかなり広く行なわれていたユダヤ教信仰が、古代にも、
それ が俤を見せていますでしょう。あれなども受ける者たちにとっては、苦しい試練な
わけです。（中略）子供または弟子の能力を出来るだけ発揮させるための道ゆ きなので
す。それに耐えられなければ死んでしまえという位の厳しさでした。」（折口信夫：座談
会「日本文化の流れ」・昭和２４年１２月）。ここで折口が言うことは人類学者のアーノ
ルド・ファン・ゲネップが提唱した「通過儀礼」の概念においても理解できると思いま
す。』
『

父から子との血のつながりのなかで、「お前にはまだ分かるまいが、それは事実なの

だ」という形で受け継がれた身毒丸の原罪ということを考えました。』
『

通過儀礼と言えば貴種流離譚のことを思い浮かべます。貴種流離譚というのは高貴な

生まれの人物が何かの事情で本来在るべき土地を離れ、各地を流れさまよ い・散々の苦
労をした果てについに元の土地に戻って昔のあるべき姿に戻ってめでたしめでたし・・と
いうような物語のことを言います。高貴な人物が各地を流 浪するのは通過儀礼の物語と見
ることができます。言うまでもなく貴種流離譚は折口学の重要な概念 のひとつです。』
『

折口は憤りを発することが日本の神の本質であるとします。神の憤りとは人間が いけ

ないからその罰として神が発するものではなく、神がその憤りを発する理由がどこまでも
分からない。神がなぜ祟るのかその理由が分からない。このことが 重要であると折口は
言うのです。』
『

道徳がまだ成立していなかった古代人には照らし合わせるべき倫理基準などまだな

かったのですから、人々には神が怒る理由など全然想像が付きま せんでした。古代人に
とって神の怒りは唐突で・理不尽で、ただただ無慈悲なものに思えたのです。』
『

自分の行為が、ともかくも神の認めないこと、むしろ神の怒りに当たることと言う怖

れが、古代人の心を美しくした。』
『

ただひたすらに耐えたの です。そうすることで古代の人々はみずからの心を倫理的に

研ぎ澄ましていったのです。「神よ、この清い私を見てくれ」と言うかのように。』

『

「神よ、この清い私を見てくれ」ということは、神の憤りにみずからを共振させ、神

の憤りを自分の憤りにして奮い立つということです。みずからを奮い立たせることで古代
人の気持ちは強い核を持ったものに結晶化していきました。このような 過程を経て絶対的
な良き事という倫理的・道徳的な概念が古代人のなかに次第に生まれていったのです。折
口が「神の怒りに当たることと言う怖れが古代人の心 を美しくした」というのはそうい
う意味です。』
『

折口信夫が貴種流離譚というものを語る時・「貴種」という二字にどういう思いを込

めたのかという問いの答えは明らかです。それは「無辜（むこ）である」と いうことで
す。その人に罪はなく・穢れはないということです。 つまり「身なりはボロでも俺の心は
錦だ」というのが貴種ということの真の意味なのです。物語や芝居ではそのことを形象化
して・筋として分かりやすくするた めに主人公を貴人に設定しているのです。そのため貴
種流離譚は「身分の高い人が落ちぶれて哀れな姿になって・・」というところに重きを置
かれて一般に理解 されていますが、それは貴種流離譚の表層的な理解に過ぎないので
す。』
『

そのような時に古代人は 神の理不尽かつ無慈悲な怒りを強く感じたのですが、そこ

をグッと持ち耐えて自己を深い内省と滅却に置くことはまことに殉教者以上の経験をした
ことになるの です。折口はそのような過程から道徳のようなものが生まれて来ると考えま
した。遊芸民というのは定着民と全然様相が異なるように見えますが、遊芸民も定着民も
無辜の贖罪者として過酷な 生の現状を生きているという点ではまったく同じなのです。も
ちろん遊芸民の置かれた状況の方が別の意味でより過酷であったかも知れません が、神
の立場から見れば遊芸民と定着民は与えられた役割が違うというだけで本質的には同じで
あるということになります。 だとすれば貴種流離譚というものが民衆に与えた印象という
ものは「身分の高い人が落ちぶれて哀れな姿になって・・」というものでは決してないの
です。民衆 が貴種流離譚に見たものは神の与えた理不尽かつ過酷な試練に従順に耐える殉
教者の姿なのであり、それは過酷な生のなかに生きる民衆自身の姿と も自然に重なって
来るわけです。民衆が貴種流離譚を愛したのはそれゆえなのです。遊芸民は地方の集落を
訪れて門付け芸などをして定着民から喜捨を受けまし た。それはもちろん定着民が遊芸民
の芸 にある宗教的な意味を認めていたことに他なりませんが、喜捨という行為は単なる
施しということではなく、自らに対する贖いの行為であるのです。 すなわち喜捨すること
によりその者が背負う天つ罪（それは原罪と呼んでも良ろしいものです）もまた贖われる
ということです。 喜捨そのものが宗教的な行為なのです。遊芸民も定着民も等しく受け入
れられる貴種のイメージがこれでお分かりになるだろうと思います。貴種流離譚の本質が
主人公が無辜であることにあると言うことが分かれば、折口学と呼ばれる折口信夫の思想
体系がおぼろげに見えて来ます。

貴種流離譚で折口信夫が考えただろうことを、さらに想像します。それは理不尽な怒りを
発したことで無辜な人々に過酷な運命を背負わせてしまった神が、それ でも人々がなお
神に背こうとせず神の課した運命に黙々と従う姿を見た時に何を感じたであろうかという
ことです。その怒りを神は思わず発してしまったので あって、その怒りには何も正当な理
由がありません。だから理不尽なのです。そのような神の理不尽な怒りによって、無辜の
人々が過酷な仕打ちを受けることに なります。その時に人々が取る態度はふた通りあると
思います。ひとつはそうされて仕方ないことを神がしたとも言えますが、自分をそのよう
な目に合わせた神 を裏切ることです。グレて堕落するということです。（これはまあ多分
に近代人的な態度であると思いますが、このことは本稿では置きます。）もうひとつは、
なおも神が正しいことを信じて・神の指し示す道を黙々と歩むことです。そのようになお
神を信じて神に従う人を見た時、神はそのような人々に対してその愛お しさと・そのよう
な人々に過酷な運命を背負わせたことの苦しさが交錯してたまらなさを感じたと折口は考
えたと思います。付け加えると、愛おしさと苦しさで たまらなさを感じて神はどうするの
かということですが、神は別に何もするわけではないのです。しかし、神がたまらなさを
感じて涙を流してくれるならば無辜 の贖罪者は何かしら救われることになる・ 実はその
ことだけで十分なのです。これが古代人が神に対する時の態度です。』
『

「身毒丸」では芸に迷いを見せた身毒丸に源内法師は怒り狂ったかのように血で写経

を命じました。師の言いつけ通りに血を流し意識朦朧となりなが らなおも懸命に写経を
続ける身毒丸の姿を見て、源内法師は涙を流します。この描写がまさにそのような場面で
す。まあ強いて言えばこれが文献的根拠ですか ね。』
『

源内法師は身毒丸に無慈悲な折檻を強いながら、それに抵抗することなく・懸命に師

の言いつけを実行しようとする身毒丸の健気さ・ひたむきさのなかに、無辜 の殉教者の
姿を見たのです。』
『

折口がこのように語る時、折口は日本伝来の師弟関係のなかに、理不尽に怒る神と・

神を信じてその仕打ちに黙々と耐える無辜の民衆の絶対的な関係をそこに重ねて見ている
のです。』
『そこには正しいとか・間違っているという倫理基準など存在しません。善とか悪という
のは道徳が成立した以後にある基準なのです。あるとするならばそれは 「清い」とか・
「清くない」という感覚的（あるいは生理的な）基準です。』
『

源内法師が住吉法師から受け継いだ父の役割は明らかです。それは父の言い残した通

り「浄い生活を送って・身体を浄く保つことで血縁の間に執 念深く根を張ったこの病い
を一代限りで絶やせ」ということです。源内法師はこのことを芸という繫がりのなかで身

毒丸に実践させようとし ます。源内法師は芸を迷わせる雑念の一切を厳しく禁じまし
た。』
『

芸能というのは折口学の最重要のジャンルであることは言うまでもないですが、遊芸

民が芸能を司るということの原初的な意味 （宗教的な意味というのではなく、それより
もっと以前の宗教以前の意味ということです） をそこに見ているのです。』
『

そのような辛い気持ちを抱きつつも、遊芸民はなおも旅を続けなければならないので

す。その旅には終わりはありません。そのようなただひたすらに励む行為が遊芸民の芸を
美しいものにすると折口は言っているのです。』
『

小説「身毒丸」の末尾近くで身毒丸が見る夢の場面です。夢のなかで身毒丸が仰むく

と、窓からくっきりと一つの顔が浮き出ているのが見えます。それはどうも 見覚えのある
顔である。何時か逢うたことのある顔である。しかし、身毒丸はその顔が誰なのかを思い
出せません。身毒丸にはただ懐かしく、またせつない気持 ちが残ります。』
『

ところで夢のなかに庭には白い花が一ぱいに咲いてゐる光景が現れます。それは小菊

とも思はれ、茨なんかの花のやうにも見えたといいます。どても幻想的な光景です。その
なかに懐かしく・せつない面影が浮かび上が ります。』
『

こうして子供は故郷を捨てて、安住の地を見出すことのない・果てしない旅に出ま

す。生まれ故郷を放逐されて果てしない放浪をつづける旅芸人の原点が ここに見えま
す。』
『

いろんな雑多な要素があとから入り込んできて枝別れして、謡曲「弱法師」や説経

「しんとく丸」、はたまた浄瑠璃の「摂州 合邦辻」が成立していくのでしょうが、その
系譜を辿ることが折口の目的なのではありません。折口がイメージした高安長者伝説の最
原始的な風景とはどういう ものでしょうか。』
『 しかし、最終場面の身毒丸にはどこか吹っ切れたところが見えます。』
『 身毒丸に宿命に身を委ねる覚悟が出来たのかも知れません。身毒丸をそのような気持
ちにさせたきっかけは、夢のなかに出てきた白い花が一ぱいに咲いた庭なの か、窓に
くっきりと浮かんだ誰かの顔なのか、山の下からさっさらさらさと響いてくる簓の音なの
か、それはよく分かりません。けれど身毒丸はそのなかに何か 自分が繫がるものを感じ
取ったのかも知れません。』

