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1. はじめに

島崎藤村の小説『夜明け前』は、近代日本の出発点である明治維新を、彼の故郷で
ある中山道馬籠宿を舞台に描いた小説であり、1929年から1935年にかけて雑誌『中
央公論』に連載された。連載開始直前、読者に向けて藤村自身が本作を「一つのスタ
デイ1」だと語っているように、『夜明け前』は藤村が直接馬籠やその近辺に足を運ん
で収集した史料や、主人公青山半蔵のモデルである実父島崎正樹による歌集や自伝、
同時代の維新史研究や国学研究の書籍や論文など、実に膨大な史（資）料群を用いて
「下から見る」明治維新を描いたものである。
『夜明け前』がいかなる史料を参照しているのかついては、これまでに北小路健2や

鈴木昭一3による研究の蓄積がある。『夜明け前』とその参照史料との関係は、テクス
トの生成に関することはもちろん、そこでの出来事の描かれ方、解釈の在り方につい
て考える際にも極めて重要な問題であり、これらの研究の果たした役割は多大なも
のがある。しかし、そのような『夜明け前』の文献学的・注釈学的研究においては、そ
の本文との整合性に注意が向けられる分、『夜明け前』と史料との記述に相違がみら
れる部分については、単に虚構であるという指摘に留まり、その意味が詳細に検討さ
れることがないという問題があった4。そしてこうした傾向は、本稿が扱う『夜明け前』
の重要な参照史料である島崎正樹の自伝的テクスト「ありのまゝ」に対しても当ては
まる。管見の限り、「ありのまゝ」と『夜明け前』との関係に焦点を当てた先行研究は、
鈴木昭一による一連の研究5が唯一のものであるが、鈴木論の目的は「ありのまゝ」を
『夜明け前』の典拠として確定し、本文との整合性を明らかにすることにあり、部分的
に『夜明け前』の虚構について言及してはいるが、それを作者藤村による「作為」とし
てのみ位置づけることに留まっており、充分な考察は行っていない。そこで本稿では、
「ありのまゝ」と『夜明け前』の叙述において特に相違が見られる王滝参籠の場面に注
目し、『夜明け前』が島崎正樹を青山半蔵としてどのように語り直しているのかにつ
いて分析する。

先述したように、『夜明け前』は近代日本の出発点としての明治維新を描いた小説で、
「日本の近代とは何か」という問いに答えようとする藤村の思想的営為の中心を為す
書物でもある。そしてそれは、近年の先行研究が明らかにしているように、1930年前
後という同時代の思潮に沿ったものでもあり、『夜明け前』の語りもまた、その同時代
の歴史認識や価値観と呼応するものとなっている。例えば、成田龍一は1930年前後
における「国民の物語」批判という観点から、『夜明け前』の歴史の語りを、同時代に
おける歴史叙述全体の中で捉え直しており6、高橋昌子もまた、同時代における国学

1
島崎藤村「『夜明け前』を出すについて」(『中
央公論』1929年1月号)。

2
北小路健『木曽路文献の旅』正・続(芸艸堂、
1970年、1971年)。

3
鈴木昭一『『夜明け前』研究』(桜楓社、1987
年)他。

4
管見の限り、史料との比較から『夜明け前』の
虚構の問題に積極的な意味を見出している
唯一の研究は、高橋章則「『夜明け前』におけ
る「草叢」をめぐって」(『島崎藤村研究』第17
号(1989年9月))である。他に、拙稿「和歌が
生む〈葛藤〉―島崎藤村『夜明け前』における
国学と政治」(『国際文化研究紀要』第19号、
2013年3月)も参照されたい。

5
鈴木昭一『『夜明け前』論―史料と翻刻』(桜
楓社、1994年)参照。

6
成田『増補〈歴史〉はいかに語られるか― 
1930年代「国民の物語」批判』（筑摩書房、
2010年）。
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認識という点から、『夜明け前』と同時代言説との共通性を指摘している7。さらに、『夜
明け前』の同時代受容の問題については、M・ボーダッシュや中山弘明によって、
1930年前後の「知識人」論や「転向」の問題と『夜明け前』評価との関連性が指摘さ
れている8。本稿もまた、そうした先行研究の問題意識を引き継ぐものであるが、ここ
では同時代言説との比較ではなく、幕末維新期に書かれた史料である「ありのまゝ」
との比較によって、「近代とは何か」を問う『夜明け前』そのものが体現する〈近代性〉
をあぶり出したい。

2. 「ありのまゝ」と『夜明け前』─問題の所在

「ありのまゝ」（原題「安理能萬磨」）は、島崎正樹による天保2（1831）年の誕生か
ら明治7（1874）年頃までの自身の半生を記録した自伝的書物であり、『夜明け前』の
青山家の歴史や半蔵に起こる出来事の多くが、この史料をもとに語られている。藤村
編『松か枝』に収録されている「ありのまゝ」9は、原文のカタカナを藤村自身がひら
がなに直したものとなっており、原本「安理能萬磨」は鈴木昭一によって翻刻されて
いる10。また、原本「安理能萬磨」には、本文の下に〈葛ノ袴地ヲ賜ヘリマデハ友人
小松氏ノ説　元治以下ハ正樹、自記〉とあり、つまり「正樹初名は…」から始まる島崎
家の歴史と、正樹の生い立ちから独学の日々、師や学友、国学との出会いや結婚、村
内における貧民の救済と、それに対する尾張藩からの表彰までが「友人小松氏」に
よる記述で、それ以降が正樹の筆によるものとなる。その「友人小松氏」の記述にあ
たって、正樹がどの程度の干渉を加えたのかは不明であるが、前半部と後半部では
記述の方法においても相違が見られる。

前半部は、先に挙げたようなそれぞれの出来事が時間の進行に従って記述されて
いるのに対して、後半部の記述は、必ずしも時間の順序に沿ってはおらず、水戸浪士
の通過、父吉左衛門の病とその治癒祈願のための王滝御嶽神社への参籠、父の死、島
崎家の貧窮、東山軍の通過、山林事件と戸長免職など、正樹によって選択された出来
事や主題が、互いに関連し合うことなく、それぞれ独立したエピソードとして叙述さ
れている。例えば、後半部の始めに記される水戸浪士の通行は元治元（1864）年11月
のことであるが、その後に記されている父の病気祈願のための王滝参籠は、元治元年
の4月のことであり、こちらの方が半年ほど前の出来事になる。そしてそれ以降の記
述は安政5（1858）年からの二度の大火や慶応2（1866）年の飢饉、維新後の問屋本陣
庄屋の廃止などについて触れられ、島崎家の財力が正樹の経済面での無能もあいま
って徐々に落ち込んでいく過程が記されるのだが、先述したようにそれらのエピソー
ドが相互に関連を持つものとして描かれることはない。

その一方で、『夜明け前』の叙述は、上記のような正樹の個人史と、馬籠やその周辺
地域の歴史、そして黒船来航以降の国家史という、次元の異なる三つの歴史を組み
合わせて叙述を展開しており、語られるエピソード同士には、何らかの影響関係や因
果関係が付与されている。そしてそこでは、正樹の個人史や馬籠とその周辺の地域

7
高橋昌子『藤村の近代と国学』(双文社出版、
2007年)、特に第7章「二十世紀が封印したも
の―『夜明け前』の平田学認識とその背景」
を参照のこと。

8
M・ボーダッシュ「転向と近代日本文学史と
いう物語の成立―昭和十年前後における島
崎藤村の再評価―」（文学・思想懇話会編『近
代の夢と知性―文学・思想の昭和十年前後』

（翰林書房、2000年））、ＴʜＥ　ＤＡＷɴ　ＴʜＡＴ　
ɴＥＶＥʀ　ＣＯＭＥＳ：　 ＳʜɪＭＡＺＡＫɪ　 ＴＯＳＯɴ　
ＡɴＤ　 ＪＡＰＡɴＥＳＥ　ɴＡＴɪＯɴＡʟɪＳＭ, New 
York; Columbia University Press, 2003、
中山弘明『戦間期の『夜明け前』―現象とし
ての世界戦争』(双文社出版、2012年)。

9
『藤村全集』別巻(筑摩書房、1971年)。

10
前掲、鈴木『『夜明け前』論―史料と翻刻』。
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史が、より高次に位置する国家史の枠組みに沿って意味付けられ、語り直されている
わけだが、その点に関しては既に成田龍一による詳細な分析がなされている11。しか
し本稿において注目したいのは、そうした国家史レベルからの意味付けを背景としな
がらも、島崎正樹に関する個々の出来事が、『夜明け前』においてはどのように語り直
され、解釈し直されることでひとまとまりの歴史＝物語として繋げられているのかと
いうことであり、さらにはそうして描かれた物語のなかで、島崎正樹という人物が、
青山半蔵という小説の登場人物として、いかに語り直されているのかということである。

こうした人物像をめぐる正樹と半蔵との差異、もしくは半蔵という人物像の特徴に
ついては、具体的な資料との比較によらないものの中でもすでに多くの指摘がなされ
ている12。代表的なものとしては、「極端な排外主義、独善的な実行力」といった平田
門下における「ファナティシズム」への半蔵の批判的態度と、その思想の「宣長風の
精神」への変形という亀井勝一郎による指摘が挙げられ13、同様の指摘はこの他に
も多くの論者によってなされている。また十川信介による、正樹の実生活上における
不義―異母妹お喜佐との関係という「過失」の排除14などの問題も、度々指摘されて
きている。しかし、こうした先行論の問題点は、その差異や半蔵という人物像の「起源」
を、作者藤村の歴史、国学認識や、「父の時代の発見」、「十九世紀日本の考察」といっ
た作家の思想的営為の問題のみに還元してしまうという点にある15。先述した近年
の『夜明け前』の同時代性をめぐる一連の研究は、このような問題を克服する試みの
一つとして位置づけられるだろう。

そして本稿においては、このような従来の作家・作品論的解釈への偏向を克服する
ために、叙述された内容やそれに付随する意味の差異、そしてそこから浮かび上がる
正樹から半蔵への人物像における変化を、その「起源」とされる作家または同時代の
認識ではなく、それらの差異を生み出す描き方そのものに注目することで捉え直し
てみたい。この点において、本稿は歴史認識ではなくそれを生み出す歴史の〈語り〉
そのものに注目するという成田論に共通する視点を持っている。本稿では、「ありのまゝ 」

という史料とそれを参照する『夜明け前』、そして島崎正樹と青山半蔵との関係を、
実像と虚像の関係として捉えるのではなく、ある人物とその人物の経験についての
描かれ方の違いと見做すことで、それらの差異を考察したい。

しかしその一方で、本稿で行う分析は、同時に歴史書や史料とは異なる『夜明け前』
の小説表現

0 0 0 0

としての
0 0 0 0

特異性
0 0 0

を露わにすることにもなるであろう。その点において、本
稿は成田論とは異なる視点に立ち、単なる歴史叙述ではなく歴史小説

0 0 0 0

としての
0 0 0 0

『夜明
け前』の歴史叙述の特徴、そしてその表現や描写における〈近代性〉を明らかにできる
はずである。

以上の点を踏まえて、本稿では「ありのまゝ」と『夜明け前』における正樹／半蔵の
王滝御嶽神社への参籠の場面の叙述を中心として分析を進めていきたい。それは、
以下に見ていくように、この場面の叙述に「ありのまゝ」と『夜明け前』における語り
の差異が最も顕著にあらわれているからであり16、さらに『夜明け前』におけるこの場
面の描写は、テクスト全体を通しての青山半蔵の描かれ方を、最も特徴的にあらわし
ているからである。

16
王滝参籠の意味の読み替えについては、既に
前掲高橋『藤村の近代と国学』においても言
及されている問題ではある。しかし、本稿で
はより詳細な分析によってその差異を明ら
かにし、また高橋論における平田国学をめぐ
る同時代言説、認識とは異なる視点から『夜
明け前』の時代性を明らかにしたい。

11
成田前掲書。

12
本文中に挙げていないものに、芳賀登『「夜明
け前」の実像と虚像』(教育出版センター、
1984年)がある。本書では思想史学の見地か
ら島崎正樹と青山半蔵における相違が指摘
されているが、ここでの芳賀の関心は正樹の

〈実像〉の究明に向けられており、半蔵はあく
までも〈実像〉に対する〈虚像〉としての価値
しか持ち得ておらず、両者の差異がもつ問題
には触れられていない。

13
亀井勝一郎『島崎藤村論』(新潮社、1953年)。

14
十川信介『島崎藤村』(筑摩書房、1980年)。

15
こうした視点からの最新の研究成果としては、
細川正義『島崎藤村文芸研究』(双文社出版、
2013年)が挙げられる。『若菜集』から『東方
の門』までの主要作品に対する詳細な読みに
よって「文明批評家」としての藤村像を照ら
しだす本書は、藤村研究における重要な成果
のひとつであるが、本稿においてはそのよう
な作家藤村の思想の展開や確立を自明視せ
ず、そうした作家の「自我」もまた、あくまで
も表現においてあらわれる問題として考察
したい。
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3. 「ありのまゝ」における王滝参籠

前節で述べたように、「ありのまゝ」において描かれる個々の出来事は、互いに関連
性のないままに記された、いわば出来事の羅列でしかないものである。しかしながら、
エピソード単位としてみれば、「ありのまゝ」における個々の出来事の叙述は、それぞ
れに主題を持ち、時間軸に沿った記述がなされている。そしてそのような、正樹によ
って選ばれ、記された様々なエピソードの中には、それだけの単位で見れば物語性の
あるプロットとして判断出来るものも含まれている17。特に正樹の王滝御嶽神社への
参籠は、以下に引いたように、病に苦しむ父の姿を見た正樹が心を痛めたためにその
治癒を医薬の神である大巳貴・少彦名に祈りに行くという、その行為に対する理由や
意味づけが記述されている。そしてその後の記述も、参籠の甲斐あって父の体調は
回復し、しかし一年後にはまたしても病に倒れ、治療や看護を尽くすも翌年には亡く
なってしまうという明確な結末をもつのである。

三十二歳の時父中風病を発し右の半身不仁なり最初病の発するや口言ふこ

と能はず手動すこと能はず治療手を竭し漸にして半身癒ることを得たり父性

浄潔を好て自ら庭園及宅地を掃除す病起しより以来右手萎て箒を執るに不便

なり又字を書するに便ならず素と俗様を善す字体麗なりしも病後小字を書く

こと能ず宛も八九歳の児童の書の如し正樹に語て曰吾病起りしより治療の効

に依て半身の自由を得て食事便事独自にして事を弁ずるは幸なり然れども箒

を執り筆を執るの二事の不自由なる誠に悲むべしと時々嘆ぜらる正樹斯言を

聞毎に心刺さるゝが如く悲嘆に勝る能はず思惟するに御嶽の神は木曾の総社

にして（今郷社となる）大巳貴少彦名の二神なり医薬の神なりいかで彼社に参

籠して誠心を以て父の病を祷らばやと思発して元治元年の四月彼社に参籠し

て三昼夜寝食安んぜず懇祷祈念す爾時祈て曰僕吾が稟得たる齢の数幾年あり

とも其中を壱年返し上げ奉りて其を父の病に看易へ玉ひて直し賜ひ癒し賜へ

猶一年にて其病を償ふに足らずば二年三年の命数を返上奉るも辞む所に非ず

いかで父の病を直し賜へと篤く祷り家に帰りて神撰の撒を持らし来て父に呈

す父悦ばるること限なし18

「ありのまゝ」において覗えるのは、父吉左衛門の病状に心を痛め、その回復を望ん
で医薬の神に祈りを捧げる正樹の姿である。父の発病当初、その病状は「口言ふこ
と能はず手動すこと能はず」といった深刻なものであったが、治療を尽くしたことに
よってなんとか「半身癒ることを得たり」というところにまでは回復した。しかし、
元来「性浄潔を好て自ら庭園及宅地を掃除」していた父が、「病起しより以来右手萎
て箒を執るに不便なり」というように、箒を握ることも難しくなり、また書をするにも、
もともとは「字体麗なり」であったのが、今では「八九歳の児童の書」のようなものし
か書けなくなってしまった。父は正樹に対し、治療のおかげで半身の自由を得ること
が出来、「食事便事独自にして事を弁ずるは幸」せである、けれどもこのように箒を執
ることと筆を執ることの出来ないのは誠に悲しいと嘆く。正樹はその歎息を聞く度に、

17
歴史叙述における年表のような出来事の羅
列に留まるストーリーと、そこに因果関係が
付与されたプロットとの違いは、ヘイドン・ホ
ワイト『物語と歴史』(平凡社、2001年)、また
前田愛『文学テクスト入門』(筑摩書房、1993
年)を参照のこと。

18
前掲『藤村全集』別巻より引用。
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「心刺さるゝが如く悲嘆に勝る能はず」と、自身も心を痛めていた。そこで木曽の総社
であり、医薬の神である大巳貴・少彦名の社である王滝御嶽神社への参籠を思いつき、
元治元年4月にそれを実行したのである。そこでの正樹は、「三昼夜寝食安んぜず懇
祷祈念す」と、ひたすら神に祈りを捧げ、自分に与えられた寿命の一年、それで足り
なければ二年でも三年でも返上してかまわないから、なんとか父の病を治して欲しい、
父の寿命を少しでも延ばして欲しいと神に伝える。こうした「ありのまゝ」の叙述か
らは、いかに正樹の参籠に込めた想いが深かったかが分かる。正樹の王滝参籠は、
言うまでもなく父の病気治癒の祈願のためであり、それが参籠に込められた意味の
すべてであった。

このような「ありのまゝ」における記述に、『夜明け前』の語りを対置してみると、
そこではまったく関連をもたなかったはずの王滝参籠と水戸浪士の馬籠通過という
二つの出来事が、ある必然性をもつものとして語られている。そしてそれは、王滝参
籠においても水戸浪士の通行においても、語られる半蔵の在り方が、常に「平田門人」
としての彼であることに由来している。水戸の浪士を待ち受けるときの半蔵を描く場
面では、「平田門人としての彼が、水戸の最後のものとも言ふべき人達の前に自分を
見つける日のこんな風にして来ようとは、猶々思ひがけないことであつた19」（『夜明
け前』第1部第10章3、以下1-10-3のように記す）と、平田派国学とも関係の深い水戸
学の思想に殉じようとする人々との思わぬ対面に感激を覚える様子が描かれている。
そしてまた、以下に見ていくように、王滝御嶽神社への参籠の場面でも、私達は「平
田門人」としての半蔵に出会う。二つの出来事は、激動する世界に対面する「平田門
人」半蔵によって経験された出来事として、その苦悩や感激が描かれているのである。
このことは、『夜明け前』における半蔵の王滝参籠が、父の病のための祈禱の他に、
半蔵においてはより重要なもうひとつの意味をもつ出来事となっていることを示す。
そしてここに、「ありのまゝ」に記された出来事を『夜明け前』の歴史叙述として再編
成する際の大きな相違点が見出せるのである。

4. 『夜明け前』における王滝参籠─病気祈願から「道」の発見のプロットへ

まず注意しておきたいのが、『夜明け前』における半蔵の王滝参籠は、元治元年の
正樹のそれよりも一年早い「文久三年」に設定されていることである。そして、その文
久三年とは、「当時の排外熱の絶頂に達した年」（1-7-1）と位置づけられている。そん
な中で参籠を思い立つまでの半蔵は、景蔵に続いて香蔵の京都行きを見送り、同じ
平田門人としての二人の友との違いに「心が騒いで仕方ない」との焦りを感じていた。
父の病状に心を痛める半蔵の様子は語られつつも、それは「この（父の…引用者注）嘆
息を聞く度に、半蔵は胸を刺される思ひをして、あの友の香蔵のやうな思ひ切つた行
動は執れなかつた」（1-7-2）と、彼が家を離れられない理由の一つとして語られる。こ
のような状況のもとで半蔵が思い立ったのが王滝への参籠であり、以下の引用部に
はより端的にその目的が示されている。

19
以下、『夜明け前』の引用はすべて『藤村全集』
第11・12巻(筑摩書房、1966年)による。
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「お民、俺は王滝まで出掛けて行つて来るぜ。後のことは、清助さんにもよく

頼んで置いて行く。」／と半蔵は妻に言つて、父の病を禱るために御嶽神社へ

の参籠を思ひ立つた。（中略）半蔵はそれを機会に、往復数日の僅かな閑を見つ

けて、医薬の神として知られた御嶽の神の前に自分を持つて行かうとした。同

時に、香蔵の京都行から深く刺戟された心を抱いて、激しい動揺の渦中へ飛び

込んで行つたあの友達とは反対に、しばらく寂しい奥山の方へ行かうとした。

（1-7-2、下線は引用者、／は改行を示す）

このように、『夜明け前』での王滝参籠には、同じ平田門に属しながらも二人の友と
同じ道を歩むことの出来ない半蔵が、その焦る心を落ち着かせるためという新たな目
的が加えられている。もちろん、父の病気のための祈願という目的が全く削除されて
いるわけではないが、その目的は霞んで見える。正樹が父への想いと神への祈りを込
めて作成した長歌に関しても、初稿時にはその大意が本文で説明されていたが20、改
訂後にはその部分が削除され、半蔵が長歌に込めた父への想いは切り取られてしま
うのである。

さらに、この引用部においてもう一つ注意しておきたいのは、そのように王滝に籠
もることで自らの心を落ち着かせようとする半蔵の行為が、ここでは「神の前に自分
を持つて行」くという言葉で描かれているということである。これに類似する表現と
しては、以下の分析において登場する篤胤の言葉「一切は神の心であらうでござる」
を挙げることができる。このような「神」という存在に自らを対置させようとする半蔵
の姿は、後に見るように参籠当日の場面においても登場し、さらにはその後の物語上
の重要な局面においてもある機能を果たす。詳細は次節に譲りたいが、こうした「神」
に対峙しようとする半蔵、歴史の動きに「神」の心を見ようとする半蔵という表現の
在り方は、本稿が問題とする小説表現としての『夜明け前』の〈近代性〉を浮き彫りに
するものとなるはずである。

以上を踏まえた上で、王滝での場面がどのように描かれているのかを見ていく。
まず参籠直前の晩、半蔵は改めて現在の平田門人としての自身の立場をいかに全う
するかに悩むこととなる。排外熱の絶頂に達した頃にあって、静かな山奥に身を置
く半蔵は、「熱する頭をしづめ、逸る心を抑へて、平田門人としての立場に思ひを
潜め」（1-7-3）る。そうしたなか、「同じ勤王に志す」ものの内にある「水戸の志士藤原
東湖等から流れて来たものと、本居平田諸大人に源を発するもの」の二潮流の違い
に気づいた彼は、「国学者から見れば多分に漢意の混つた」水戸派の「行くところま
で行かずに置かないやうな」勢いに、「攘夷」の行く末への不安を抱く。そして彼
は「王滝の宿であけて見たいと思つて」わざわざ持参した篤胤の講本『静の岩屋（志
都能石屋）』を開き、そこに現れてくる師の「大きさ」に驚かされる。「自分の浅学と
固陋と馬鹿正直と」を痛感し、「深い溜息」をついた半蔵は、「先師は異国の借物をか
なぐり捨てゝ本然の日本に帰れと教へる人ではあつても、無暗にそれを排斥せよと
は教へてない」と、師篤胤は決して現在彼の耳に聞こえてくるような「攘夷」を唱えた
のではなかったことを発見する。そしてその直後、そのことを心に刻みこむように、

20
『中央公論』1931年1月号参照。
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篤胤の言葉「一切は神の心であらうでござる」を口にするのである。
そして参籠当日、半蔵は昨晩開いた先師の著作のタイトルそのままのような「神の

住居」に腰を下ろすのだが、何かとやかましい世間の様子や国学者仲間の動向といっ
た「彼が眼に触れ耳に聞くものの多くは、父のために祈ることを妨げさせ」、父のため
の祈禱に集中できない。そしてその心は、ついにはしばらく離れるつもりで来た馬籠
の方へも向かう。参勤交代制度の変革以来、馬籠の宿場に起こった様々な現象を思
い起こし、「街道の犠牲」に思い悩むのだが、ここでついに彼は「平田門人」、そして「庄
屋」としての自分の役割を見つける。しかしその一方で、「ありのまゝ」に対応する部分、
父の病の治癒を必死に祈る半蔵の姿は、わずか以下の記述にとどまっている。

四日目には半蔵はどうやら心願を果し、神前に祈りを捧げる人であつた。仮令

自己の寿命を一年縮めてもそれを父の健康に代えたい、一年で足りなくば二年

三年たりとも厭わないという風に。（1-7-4）

このように「ありのまゝ」の記述を反映しつつも、『夜明け前』の語り手にとって、父
のために必死に祈る半蔵の姿はさして重要ではない。代わりに、王滝への参籠をきっ
かけにして「平田門人」としての自らの焦りを落ち着かせようとする姿、師篤胤の本
来の教えを発見し、「庄屋」としての自分の役割を再発見する半蔵の姿が、ここでは
重要となるのである。つまり、ここでは同じ「王滝参籠」という出来事でも、そこに込
められている意味が異なっている。王滝参籠を一つのプロットとして見たとき、父の
病気平癒を祈願するためという「ありのまゝ」のプロットが、『夜明け前』では迷う半
蔵が自己と向き合い自分なりの「道」を発見するというプロットへと変換されている
のである。そしてこのことによって、この小さな物語の結末も変化する。「ありのまゝ」
では「家に帰りて神撰の撒を持らし来て父に呈す父悦ばるること限なし」という、父
のための参籠としての結果に相応しく、参籠を終えて父のもとへ帰ったところが結末
となるが、『夜明け前』では「さうだ、われ／＼はどこまでも下から行かう。庄屋には
庄屋の道があらう。」（1-7-4）という、これまでの迷いが吹っ切れたことを示す半蔵の
言葉で閉じられるのである。

以上のように改変された半蔵の王滝参籠は、その後の彼にとって重要な意味をも
つ出来事になる。まずは参籠によって見出された「平田門人」かつ「庄屋」としての半
蔵の立場は、先に触れたように、その後の元治元年11月の水戸浪士の馬籠通過にお
いて、早速その意義を半蔵に再確認させる出来事として描かれる。参籠の前夜には「攘
夷」をめぐっての国学との立場の違いが強調されていた水戸学が、ここでは思想に殉
じることに対する共感の対象となっている点に違いが見られるものの、彼ら水戸浪士
の通過は、「庄屋」として街道の混乱を最小限に抑えようとする立場と、地方における
「平田門人」の一員として国事に関わろうとする立場とを同時に満たす出来事として
位置付けられている。

また、慶応2（1866）年、一昨年に続く再度の長州征伐や、前年5月の江戸をはじ
めとした諸国での大規模な「打ち毀し」など、いよいよ乱世極まるかと思われる頃、
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半蔵は情報を求めるために名古屋行きを決める。ついに家を飛び出すかと心配する
両親に対して、彼は「わたしは黙つて家を出るやうなことはしません。庄屋には庄屋
の道もあらうと考へますし、黙つて家を飛び出して行くくらゐなら、もともと何もそ
んなに心配することはなかつたんです」（1-12-1）と答える。このようにはっきりとし
た言葉で、それも長年気を遣ってきた両親の前で、庄屋としての「道」に生きることを
示す半蔵の姿に、王滝行きが彼にもたらしたものの大きさを見ることが出来る。さら
にその一年後、慶応3年12月8日の「王政復古」を迎えた半蔵は、「今一度、神武の創
造へ―遠い古代の出発点へ―その建て直しの日がやつて来たこと」（1-12-6）を確信
するのだが、そこで彼の胸に浮ぶのもまた、王滝参籠において見出した先師篤胤の言
葉「一切は神の心であらうでござる」となるのである。半蔵による王滝参籠とは、その
プロットを変換されることによってはじめて、物語上における重要な転機となり得た
のである。

5. 〈個〉を描く『夜明け前』と〈近代〉─反照装置としての「神」

病気祈願のプロットから「道」の発見のプロットへ、前節で行った分析は、正樹／
半蔵の王滝参籠の場面における物語内容の違いを明らかにすることを目的としてきた。
では、この一場面をめぐる『夜明け前』の上記のような変化は、「ありのまゝ」と『夜明
け前』という二つのテクスト全体がもつそれぞれの性質と、その差異の問題として、
いかに位置づけることができるだろうか。ここでは、これまでの分析を手がかりとし
ながら、それぞれのテクストから浮かび上がる正樹／半蔵という人物像の違い、より
正確には、テクストがある人物を描く方法そのものの違いとして捉え直してみたい。

ここでヒントとなるのが、『夜明け前』における「平田門人」としての青山半蔵で
ある。先述したように、『夜明け前』においては、王滝御嶽神社への参籠もその後の
水戸浪士の通過も、すべて「平田門人」としての青山半蔵によって経験された出来事
として描かれている。そしてそれは、前節で分析したように、王滝参籠のプロットの
変換によって獲得された「道」─つまり出来事に関わる立場、視点であった。しかし
注意しておきたいのは、ここで使用している「平田門人」とは、歴史的に実在した集
団としての平田門人ではなく、あくまで青山半蔵という個人のもつ価値観によって
規定された立場であり、半蔵の内面や個性を表現する言葉としての「平田門人」であ
るということである。このことは、半蔵にとっての「庄屋」という言葉にも同様に当
てはまる。この意味での「平田門人」らしさ、「庄屋」らしさとは、既にこれまでの先行
論においても言及されてきた「ファナティシズム」の排除や、「宣長風」の主情主義、
または民衆の側に立とうとする立場などが、その内実として挙げられるだろう。しかし、
ここで重要なのは、そのような内面や個性の内実の問題ではない。「ありのまゝ」に
記されている正樹にまつわる個々の出来事が、『夜明け前』においては「平田門人」
や「庄屋」としての半蔵というある固定的視点から描き直されているということが
重要なのである。
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さらに、こうした『夜明け前』の叙述の特徴は、何も王滝参籠による「道」の発見に
よってはじめてもたらされたというわけではない。例えば、「ありのまゝ」の冒頭で記
される島崎家の歴史は、『夜明け前』においては以下のように半蔵の父吉左衛門の「炬
燵話」として語られ、半蔵にとっては父によって幼い頃から刻みつけられた伝統とし
て登場する。

「金兵衛さんの家と、俺の家とは違ふ。」／と吉左衛門が自分の倅に言つて見

せるのも、その家族の歴史を指す。（中略）／子供の時分の半蔵を前に坐らせて

置いて、吉左衛門はよくこんな古い話をして聞かせた。（中略）／隣家の伏見屋

なぞにない古い伝統が年若な半蔵の頭に深く刻みつけられたのは、幼い頃から

聞いたこの父の炬燵話からで。（1-1-1、下線は引用者）

ここで重要なのは、「ありのまゝ」においては地の文において語られている島崎家
の伝統が、『夜明け前』においては父の言葉として間接的に表現されているというこ
とにある。つまりそれは、『夜明け前』における青山家の伝統が、半蔵の視点から見れ
ば距離をもって表現される外的なもの、外から押し付けられたものとして描かれると
いうことを示している。他にも、「ありのまゝ」においてはその人柄を示すものとして
記される祖父母に対する正樹の献身的な看病も、『夜明け前』においては、国事に奔
走することも勉学に励むことも出来ない中での、半蔵にとって不本意な行為として描
かれている21。つまり、『夜明け前』では「ありのまゝ」に記されたあらゆる出来事が、
ある内面、個性を持った半蔵という個人の価値判断に沿った形で、構造化もしくは階
層化されて描き直されているのである。一方で、「ありのまゝ」においては、そのよう
な固定的視点にもとづいた出来事の叙述は見られない。

亀井秀雄は、近代的な小説文体とは、「語り手（あるいは作中人物）の身体性を媒介
に情景を時・空間的に構造化し、情景の概括的な描写ならぬ、いまここという一回性
の経験を印象づける散文表現22」であるとしている。この「身体性」をもった視点によ
る一回きりの「いまここ」としての情景とは、柄谷行人がその著名な風景論において
述べたような、「固定的な視点を持つ一人の人間から、統一的に把握される対象」と
しての「風景」23と言い換えることもできるだろう。このような情景／風景をめぐる近
代小説における描写の特質は、『夜明け前』における出来事の叙述においても当ては
まると考えられる。そしてこの点において、小説表現としての『夜明け前』における〈近
代性〉を読み取ることが出来るのではないだろうか。

このような視点から考えた場合でも、『夜明け前』における王滝参籠の場面の叙述
は注目に値する。安藤宏は、近代以前の文学とそれ以降の文学とを区別する指標と
して「写実主義」と「個人主義」を挙げているが、そのように「事実らしさ」をよそおい
ながらも「他の誰とも違う自分」を描く近代小説の「表現機構」の一つに、「反照装置
としての「自然」」24があることを以下のように述べている。

一般に「近代」以前と以後とを分ける分水嶺の一つは、それまでの共同体意識

とは異なる「個」の自覚─他の誰とも違う自分─を志向する動きにあり、「孤独」

21
『夜明け前』第1部第2章2参照。

22
亀井秀雄『明治文学史』(岩波書店、2000年)
より引用。

23
柄谷行人『定本　日本近代文学の起源』(岩
波書店、2008年)より引用。

24
以上、安藤宏『近代小説の表現機構』(岩波書
店、2012年)より引用。
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な「個」はみずからを照らし出すために、心情の素朴な投影としての自然とは

異なる「客観的な自然」をまず言葉で仮構していくことが要請される。その意味

でも観察の対象となる「自然」は、一見科学的な客観性をよそおいつつも、実は

孤絶した「個」を言葉にするために要請された、多分に創られた反照装置であ

った。25

ここで注意したいのが、先述したような『夜明け前』における表現上の〈近代性〉―
固定的な視点に基づく出来事の構造化は、そのような視点がはじめからあったことを
意味しないということである。安藤によれば、むしろその固定的視点や内面、個性と
いった〈個〉の表現は、その目の前に広がる「自然」や情景が、伝統的・共同体的な記憶
としての「景」から切り離され、〈個〉を照らしだす反照装置として機能することによ
ってはじめて浮かび上がる。こうした視点から『夜明け前』における王滝参籠の描か
れ方を見ていくと、御嶽神社の本殿に到着した場面では、半蔵の目の前に掛けられた
「二つの大きな天狗の面」が収められた額の様子が、以下のように描写されている。

耳のあたりまで裂けて牙歯のある口は獣のものに近く、隆い鼻は鳥のもの

に近く、黄金の色に光つた眼は神のものに近い。高山の間に住む剛健な獣の野

性と、翼を持つ鳥の自由と、深秘を体得した神人の霊性とを兼ね具へたやうな

のがその天狗だ。製作者はまたその面に男女両性を与へ、山岳的な風貌をも附

け添へてある。例へば、杉の葉の長く垂れ下つたやうな粗い髪、延び放題に延

びた草のやうな髯。あだかも暗い中世はそんなところにも残つて、半蔵の眼の

前に光つてゐるかのやうに見える。（1-7-4）

ここでは、御嶽における修験道的な神仏習合の世界が、「獣」や「鳥」、「男女両性」
が混じり合った混沌の世界として描かれており、半蔵と語り手は、そこに「暗い中世」
の跡を読み取っている。さらにこの直後には、「こゝは全く金胎両部の霊場である。山
岳を道場とする「行の世界」である。神と仏の混じ合つた深秘な異教の支配するとこ
ろである」（同上）と、その空間が半蔵にとっては全く異端なもの、違和感を覚えるし
かないものとして表現されている。このように描かれる木曽御嶽山は、古くから修験
道における霊山の一つに数えられ、近世後期には御嶽講を中心として木曽だけでな
く東海、関東地域にまで広く浸透した御嶽信仰の聖地として、多くの民衆の信仰を集
めた土地であった26。正樹にとっての王滝もまた、おそらくこのような伝統的な民衆
信仰の空間としてあったと思われる。しかし、『夜明け前』の叙述は、そのような伝統的・
共同体的な意味をその空間から引き離し、それを「混沌」や「異端」の場として描き直
すのである。

そしてさらに注目したいのは、そのような「現世に超越した異教の神」が支配す
る空間から逃れるために、「もつと人格のある大己貴、少彦名の二神の方へ自分を
持つて行」（1-7-4、下線は引用者）こうとする半蔵の姿である。この「神」の前に自分
を持っていくという表現は、前節でも引用したように、半蔵が王滝行きを思い立つ
場面においても登場していたものである。先の安藤による「反照装置」という概念を

25
前掲、安藤『近代小説の表現機構』より引用。

26
菅原壽清・時枝務・中山郁編『木曽のおんたけ
さん―その歴史と信仰』(岩田書店、2009年)
参照。
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援用すれば、ここには半蔵という〈個〉を浮かび上がらせるために、反照装置としての
「神」が機能しているといえるだろう。

安藤によれば、伝統的な「景」から切り離された「自然」を描くことによっていかな
る〈個〉が発見されようとも、究極において〈個〉が〈個〉のままでは生きられない以上、
どこかに普遍的な共同体の根拠が求められなければならないという。そのために、
一度客体化された「自然」は、老荘思想的な「自然」観に結び付けられ、再び回帰の対
象となって〈個〉と一体化する。そしてこのような「「個」を「自然」との相関関係にお
いて時に特殊化し、時に普遍化する」二段のプロセスこそが、北村透谷、国木田独歩、
そして白樺派に続く近代小説の一つの系譜であるという27。『夜明け前』において半
蔵が自身と対峙させようとする「神」とは、伝統的な共同体から孤絶した〈個〉として
の半蔵を浮かび上がらせながら、同時にそれに代わる新たな普遍性を半蔵が獲得す
るための装置として捉えることが出来るのである。こうした反照装置が機能すること
によって、「神」と向き合う半蔵は深く〈個〉の内奥に降りていくことが出来る。『夜明
け前』における「道」の発見としての王滝参籠は、この反照装置としての「神」が機能
することによって導き出された結末なのである。

近代とそれ以前の時代とを区分する「写実主義」と「個人主義」に基づく近代小説
独自の表現は、以上のように『夜明け前』の叙述においても当てはまる。そしてさらに、
こうした〈個〉を浮かび上がらせるための「神」をめぐる二段のプロセスは、『夜明け前』
の描写のみならず、半蔵自身が実行するプロセスそのものとしても表現されている
のである。つまり、『夜明け前』における青山半蔵とは、近代日本における小説表現の
在り方そのものの体現者として存在しているのだ。

6. おわりに

ここまで、『夜明け前』における歴史叙述の特徴を明らかにするために、幕末維新
期に書かれた史料である正樹による自伝「ありのまゝ」と『夜明け前』における叙述
を比較してきた。「ありのまゝ」における父の病気祈願のための王滝参籠は、『夜明
け前』においては半蔵の「道」の発見の物語として読み替えられており、その場面の
描写は、父のために祈る姿よりも、文久三年という排外主義による攘夷運動が絶頂に
達した時期にあって、「平田門人」でもあり「庄屋」でもある半蔵が、自らの生き方と
静かに向き合う姿が主題として描かれていた。

さらに、以上の分析を手がかりとしながら、そのような物語内容における差異を生
み出す『夜明け前』における人物と出来事の描かれ方の問題に注目すると、そこに
は「平田門人」や「庄屋」といった言葉で象徴的にあらわされるような、ある内面を
もった固定的な視点によって半蔵をめぐる出来事や情景の意味が解釈され構造化さ
れるという『夜明け前』の叙述の特徴が見出された。特にその中でも王滝参籠をめぐ
る場面の描写は、王滝御嶽神社という空間を伝統的・共同体的な意味から切り離し、
「混沌」とした「異端」の「神」の支配する空間として客体化することで、半蔵という

27
前掲、安藤『近代小説の表現機構』参照。
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人物を固定的な視点や内面をもった〈個〉として浮かび上がらせるという機能を果た
していた。と同時に、そこから半蔵が新たに対峙しようとする「神」は、伝統的な共同
体から引き離された半蔵が、それに代わる新たな普遍性を獲得するための反照装置
として働き、半蔵がその内面に深く潜り込み「道」を発見することを促すものとして
表現されていた。このようにして半蔵を〈個〉として描く『夜明け前』の叙述、そして
そうして描かれた青山半蔵という人物は、「写実主義」と「個人主義」に基づいた極め
て〈近代的〉な小説表現の在り方を体現しているのである。

そして、ここでさらに言及しておきたいのは、こうした小説表現としての『夜明け前』
の〈近代性〉が、物語の結末における座敷牢での半蔵の狂死という悲劇に深く関わっ
ているということである。『夜明け前』第2部第14章の水無神社からの失意の帰郷以降、
狂気に蝕まれつつある半蔵の幻覚としてあらわれるのは、「暗い中世の墓場から飛び
出して」（2-14-3）きた亡霊と表現されており、それは参籠の場面において見られたよ
うな本殿の描写―伝統的な「景」すなわち従来の共同体の記憶からの切り離しの問
題に深く関わっている。また、同章における半蔵の馬籠万福寺の放火未遂は、彼の座
敷牢への監禁―つまり共同体や社会からの疎外を招くこととなるのだが、この場面
の直前には、「御霊さまと一緒に居れば寂しくない。（中略）もう一度俺は勇気を出し
て神を守りに行かにやならん」、「一切は神の心であらうでござる」というように、再び
「神」の存在が召喚されているのだ。つまり、ここで半蔵は再び反照装置としての「神」
と向き合い、それによって深く〈個〉の内面に降りていくと同時に、その生を支える普
遍性を獲得しようとするのだが、そのことが〈個〉としての半蔵自身と共同体や社会と
のより一層の乖離を生んでしまうのだ。つまり、「神」という反照装置を通して半蔵と
いう〈個〉がこれまでの伝統的な共同体から離れ、それに代わる普遍性を求めようと
すればするほど、半蔵は社会から疎外されていくのである。

これを近代における文学史の問題と合わせて考えるならば、先述したように、この
ような〈個〉を突きつめることによって「自然」や「神」といった普遍につながるという
モチーフは、白樺派の文学や大正教養主義によって引き継がれていくのだが、安藤に
よると、ここでは「「個」は現実の「世間」を飛び越え、（中略）個人と個人が利害を持っ
て対立し合う、いわば中間項としての「社会」のイメージ」が抜け落ちてしまうという。
半蔵の座敷牢における悲劇は、いわば近代小説の表現そのものが生んだ悲劇でもあ
るのだ。そして、このことは1930年代という『夜明け前』の同時代性の問題としても
重要な視点を提起している。つまり、それまでの近代小説において、社会との関係を
忘却したままでも確立し得ていた〈個〉が、『夜明け前』においては社会から疎外され
復讐されてしまうという悲劇は、1930年代において浮上する近代日本の行き詰まり
やその反動による所謂「近代の超克」論とも関わるような、文学表現における〈近代性〉
の転換点としても捉えられるのではないだろうか。紙面の都合上、詳細な分析は別稿
に譲るが、『夜明け前』における同時代性の問題はこうした文学表現の視点からも考
察されるべきであろう。




