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川端康成「雪国」論──「天の河」句と連環する物語
藤田 祐史

1 はじめに
川端康成の小説「雪国」の末尾近く、主人公の島村が芭蕉の俳句「荒海や佐渡に
横たふ天の河」を想起する場面がある1。島村が「天の河」句を思い出すとき、この
俳句が呼び起こすのはどのような物語なのだろうか。本稿はこの問いに答え、
「天
の河」句及び作中の天の河に焦点を当てることによる「雪国」の新しい読解を提示
することを目的とする。
後に詳しく見るように、小説「雪国」において天の河は一度島村に意識されてか

1
「雪国」は広く知られているように、各章が
短篇として幾つかの雑誌に分けて掲載され

た。本稿の主に扱うのは、
「天の河──「雪

国」のつづき」という表題で 1941 年 8 月に

『文藝春秋』に掲載された「雪国」最後の章で
ある。但し、引用・分析には全て『川端康成
全集

第十巻』
（新潮社、1980 年）を使用し

ている。

ら作中二十三回に渡って言及されることになる。その甚だしい頻度からも作者で
ある川端にとって、また島村にとって天の河が特別な意味合いを持って意識され
ていることが首肯されよう。そのため先行研究においてもこの点については様々
な考察がなされてきた。二つの代表的な例を挙げると、
無意識下における永遠性への希求が、単なる小説的構造以上の問題として、

2

縮みや火事を捉えるだけでなく、永遠なるもの、
「天の河」につながるものと

平山三男「川端康成と遺稿「雪国抄」
」
『注釈

して意識されるようになった2

男編著、林道舎、1984 年、153 頁

遺稿「雪国抄」
・
「住吉」連作』森本穫・平山三

のように、天の河に永遠性を認め、島村たち人間の儚さとの対比を強調する論が
あり、
それは天の河がきわめてはっきりした人格（ペルソナ）を与えられていること
である。
「裸の天の河」
、
「恐ろしい艶めかしさ」
、
「素肌」
「裾ひらき」というよう

鶴田欣也「川端康成『雪国』
」
『日本文学にお

ける「向う側」─母なるもの性なるもの─』

に女性の性的魅力を持たされている。
［中略］というのは天の河が駒子の代役

明治書院、1986 年

を受け持たされたからであろう3

4

のように、天の河と駒子とを結びつける論がある4。
それら先行論に対して本稿では、島村にとっての天の河が単に永遠性や女性性
が重ねられる風物としてではなく、芭蕉と共に遭遇されていることに注目をす
る。その場面を先に引いておくと、
島村は拍子抜けがすると足もとに線路が見えた。踏切の前まで来てゐた。
「天の河。きれいねえ。
」
駒子はつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
ああ、天の河、と島村も振り仰いだとたんに、天の河のなかへ体がふうと浮
き上つてゆくやうだつた。天の河の明るさが島村を掬ひ上げさうに近かつた。
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3

山崎甲一も「『雪国』──首尾照応の構図─

心の底から高みへ─」
（『東洋』2002 年 5 月）
において、
「天の河に象徴される駒子的な気

高い美しさ（人生の価値）」という表現で天
の河を捉えている。

──罫線

注の EM
──罫線

——EM ダッシュ

旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このやうにあざやかな天の河の大きさであ
つたか。裸の天の河は夜の大地を素肌で巻かうとして、直ぐそこに降りて来
5
「雪国」本文の引用は、前掲の全集版により、
以降の本文引用は、同書の頁数のみを記す。

てゐる。恐ろしい艶めかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の
河へ写つてゐさうに感じた。
（132–33頁5）

このように島村は駒子に促されるかたちで、天の河を振り仰ぎ、それからすぐ「旅
の芭蕉」のまなざしを想起しているのだ。
それではなぜ島村は駒子のように「天の河。きれいねえ」と眼前の景の美しさ
を嘆じるに留まらず、旅の芭蕉を思い浮かべるのだろうか。ここで芭蕉が出現す
ること、そして、明記はされていないものの芭蕉の「天の河」句が島村に想像され
ることでいったい何が起こるのだろうか。以降論じる順序として、次節では芭蕉
にとって当該の俳句はどのような句であったのかを振り返り、その後、二つの節
に分けて「雪国」の状況下で呼び起こされる物語（タナバタツメの物語と星の神話）
を小説全体に関連づけることにより、
「雪国」の主要な登場人物である島村と駒子
と葉子の関係をこの新たな光の下に捉えなおしたい。

2 芭蕉の物語
そもそも問題の俳句はいつどこでどのように芭蕉によって詠まれたのであった
か。それは一般に『おくのほそ道』の旅の途上に詠まれた句と認知されており、以
下のような文章に表されている。
な ご り

酒田の余波日を重て、北陸道の雲に望、遥々のおもひ胸をいたましめて、加
か

ち

賀の府まで百卅里と聞。鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の國
6
。引用は、
『日本
『奥の細道』
（元禄 15 年刊）

（杉本正一郎・
古典文学大系 46 芭蕉文集』

宮本三郎・荻野清校注、岩波書店、1959 年、

91 頁）による。

一ぶりの関に到る。此間九日、暑濕の労に神をなやまし、病おこりて事をしる
さず。
文月や六日も常の夜には似ず
荒海や佐渡によこたふ天河6

しかし、この句は上記の引用のような「文月や六日も常の夜には似ず」という七
夕を意識させる並びでの掲載とは別に、
「銀河の序」と題される別の文章を伴うか
たちでも伝えられている。
かの

北陸道に行脚して、越後ノ国出雲崎といふ所に泊る。彼佐渡がしまは、
［中略］
むべ此嶋は、こがねおほく出て、あまねく世の宝となれば、限りなき目出度嶋
にて侍るを、大罪朝敵のたぐひ、遠流せらるゝによりて、たゞおそろしき名の
聞えあるも、本意なき事におもひて、窓押開きて、暫時の旅愁をいたはらむと
するほど、日既に海に沈で、月ほのくらく、銀河半天にかゝりて、星きら／＼
と冴たるに、沖のかたより波の音しば／＼はこびて、たましゐけづるがごとく、
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電子辞書版の広辞苑第五版では「＼／」を用いて

膓ちぎれてそゞろにかなしびきたれば、草の枕も定らず、墨の袂なにゆへとは
なくて、しぼるばかりになむ侍る。
あら海や佐渡に横たふあまの川7

7
「銀河の序」
『本朝文選』
（許六編、宝永 3 年

刊）。引用は、
『芭蕉俳文集（上）
』
（堀切実編

注、岩波書店、2006 年、255–56 頁）による。

このように付随する文章が変わると、この俳句は流刑地である佐渡を背景にし
みじみとした旅愁を覚えさせる表現へと変容する。
「天の河」の句は芭蕉自身に
よっても文脈を変えて紹介されているのである。
この点について大輪靖宏は「俳句というものは、それ自体が独立した価値を
持っている文学形態であるが、それとともに、どのような背景を与えられるかに
よって句の味わいが変化する文学形態でもある」と述べた上で、俳句単独の場合、
「おくのほそ道」の場合、
「銀河の序」の場合と、それぞれにおいて俳句の趣が変わ
ることを指摘している8。川端の「雪国」において「荒海や」の句が思い出されると

8
大輪靖宏『芭蕉俳句の試み―響き合いの文

学―』南窓社、1995 年、115 頁

き、呼び起こされる物語とはどのようなものか、が小論の問いであったが、
「雪国」
において、という状況（文脈）こそが十七文字の詩である俳句においては決定的に
大事であり、俳句の詩趣はその句の機能する具体的状況との関係によって定めら
れるのである。
そして「雪国」においては、
「芭蕉」の物語（「おくのほそ道」や「銀河の序」
）とは異
なる新しい物語と接続するかたちでこの句は機能している。島村は彼独自の物語
において「天の河」句の趣を変容しているのだ。なお、この作用は「天の河」句が島
村たちの物語に変容をもたらしている、とも言い換え得る。よって、この両者のあ
り方を具体的に追うことにより、
「天の河」句が思い出されるときに連環する物語は
明らかになるであろう。次節からは「雪国」の具体的な場面を参照しながら、
「天の
河」句に焦点を当てることによって展開され得るその物語を追っていこう。

3 タナバタツメの物語
小説「雪国」は、島村、駒子、葉子の三人の人間関係がその中心を占める物語だ
が、ここからは先に述べた「天の河」句及び「天の河」に注目することによって、そ
の関係を読み解いてみよう。

9
例えば、次のような一文。
「その火の子は天

「雪国」の終末に近い場面、島村が芭蕉の姿を思い出す場面は既に引用した通り

の河のなかにひろがり散つて、島村はまた

である。島村は駒子に促されるように天の河を振り仰ぎ、芭蕉を思い、そのあざ

煙が天の河を流れるのと逆に天の河がさあ

天の河へ掬ひ上げられてゆくやうだつた。

やかな星の形象に「恐ろしい艶めかしさ」を覚えたのであった。この後、幾度とな

つと流れ降りて来た。屋根を外れたポンプ

く天の河についての言及はつづくわけだが9、それらの描写を経て葉子が「雪中火

天の河の光が映るかのやうだつた」
（ 138 頁）

事」の現場である繭倉から落下する、この小説の最後の場面を引くと、
人垣が口々に声をあげて崩れ出し、どつと二人を取りかこんだ。
「どいて、どいて頂戴。
」
駒子の叫びが島村に聞えた。
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の水先が揺れて、水煙となつて薄白いのも、

は「＼／」を用いて

「この子、気がちがふわ。気がちがふわ。」
10
「天の河」に織姫星と彦星の伝説のようなロ
マンスを見出す例としては、羽鳥徹哉が

「『雪国』における自然」
（『
「雪国」の分析研

究』教育出版センター、1985 年）において

「この天の河の果す役割だが、これは現実
世界で別れざるを得ない男女を、どこか遠

さう言ふ声が物狂はしい駒子に島村は近づかうとして、葉子を駒子から抱
き取らうとする男達に押されてよろめいた。踏みこたへて目を上げた途端、
さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるやうであつた。
（140頁）

とあるように、島村のなかへ流れ落ちる天の河によってこの小説は閉じられてい

いところでつなぐことを約束する何かと考

る。天の河は先述のように二十三回の頻度に渡り言及されるだけでなく、小説の

えてよいと思われる」と論じている。また、

終わるその時まで意識されつづけているのだ。では、なぜこれほどにこの天の一

年）の注にも「今、駒子と島村の二人を、世

景が強調されるのだろうか。

郡司勝義による新潮文庫版『雪国』
（ 1987
間周知の牽牛と織女の伝説になぞらえてみ
れば、その愛の結末は、はっきりと非運が
予想されて」と、類似の言及がある。

天の河、そして、
「雪国」のように男と女の関係が主題に挙げられている小説を
並べるならば、七夕伝説（織姫星と彦星）との縁がまずは考えられよう10。こうし
た連想は単に天の河ではなしに、本論の着眼点である芭蕉の「天の河」句を想定し
ても同様であり、先に紹介した「おくのほそ道」の場合には「文月や六日も常の夜
には似ず」の句が先につくことで、七夕の伝説がそこに思い起される仕組みがつ
くられている。しかしながら本節で注目したいのは、人口に膾炙した男と女のロマ
ンスである物語であるよりも、次に引く安東次男氏の論から展開される別の物語
である。
五節句の一つとされる七夕祭の起りは中国伝来の乞巧奠だが、それと別に
日本にはもともと古くから棚機女信仰がある。水辺に機屋を懸けて神迎をし、
一夜明けて送る（穢を流す）祓の行事で、ネムリナガシ（眠流し）
・ネブタなどの
名で各地にのこっている風習も一連のものだが、多くは七月六日の晩に斎っ
て七日朝に川へ流す。婦女子の星まつりではなく、水に因んだ豊穣祈願だ。
したがってこれは、六日夜に多少とも雨が降ってくれることをねがう。乞巧
奠とは反対である。
「六日も常の夜には似ず」とは、越後路の七夕は都会のそれとは違うと云って

11
安東次男『おくのほそ道』岩波書店、1983 年、

187 頁

いるようにも読め、あやしい空の気配があると云っているようにも読めるが、
いずれにしても祈雨のいわれを知っていなければこういう句は作るまい。
11

ここで安東氏は芭蕉の「おくのほそ道」の「天の河」句の場面を解釈しながら「日
たなばたつめ

本にはもともと古くから棚機女信仰がある」と述べ、その反映を芭蕉の句に読み
込んでいる。本稿は芭蕉の俳句の解釈そのものの正解を問うことは目的ではない
のであるが、タナバタツメの物語を背景としてこの句があり得ることは「雪国」に
おけるこの句の機能を考察するに際しても大きな示唆となるのではなかろうか。
では、安東氏の説く「棚機女信仰」とはどのような信仰なのか。これについて折
口信夫は、
ゆかはだな（湯河板挙）を作つて、神の嫁となる処女を、村の神女（そこに生
れた者は、成女戒を受けた後は、皆此資格を得た）の中から選り出された兄処
女が、此たな作りの建て物に住んで、神のおとづれを待つて居る。
［中略］来る
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べき神の為に機を構へて、布を織つて居た12（引用の傍線はママ）

と講じており、日本にはタナバタツメ信仰という風習があること、そしてタナバタ

12
折口信夫「水の女」
『折口信夫全集２』中央
公論社、1995 年、105 頁

ツメとは神の嫁として選ばれた処女であり、特定の建物にいて訪れる神のために布
を織っていた存在であることがわかる。また、作者の川端自身も参照したとされる
近世北国の記録である『北越雪譜』にもよく似た風習が次のように記されている。
貴重尊用の縮をおるには、家の辺りにつもりし雪をもその心して堀すて、住
居の内にてなるたけ烟の入らぬ明りもよき一間をよく／＼清め、あたらしき
筵をしきならべ四方に注連をひきわたし、その中央に機を建る、是を御機屋
と唱へて神の在がごとく畏尊ひ、織人の外他人を入れず、織女は別火を食し、
御機にかゝる時は衣服あらため、塩垢離をとり、盥漱ぎこと／″＼く身を清む、

13

日毎にかくのごとし13

波文庫改版、1978 年、79 頁

鈴木牧之編撰『北越雪譜』岡田武松校訂、岩

それでは、このようなタナバタツメの物語と「雪国」を重ねて読むことはどの程
度有効なのであろうか。以下、実際に「雪国」における駒子と葉子の描写を幾つか
追いながら、タナバタツメの物語との間にどのようなアナロジーを見出すことが
できるのか、分析を試みたい。
「雪国」を一読するに、駒子にはタナバタツメとの類似が顕著にあらわれている。
本文からそれを示す箇所を引くならば、
土間へ入ると、しんと寒くて、なにも見えないでゐるうちに、梯子を登らせら
れた。それはほんたうに梯子であつた。上の部屋もほんたうに屋根裏であつた。
（45頁）
「お蚕さまの部屋だつたのよ。驚いたでせう。
」

とあるように、駒子の部屋は「お蚕さまの部屋」に通じている。そして、先に引い
た折口の文章を思い出すなら、やや隔離された場所（神を待つ場所）が駒子には与
えられている。
「寒くなつたとみえて、食ひが悪くなりました。
」と、番頭は島村に言つて、
蚕の蛹を干し砕いた餌が水に浮んでゐるのを、しばらく眺めてゐた。
駒子は清潔に坐つてゐて、湯から上つて来た島村に、
「こんな静かなところで、裁縫してたら。
」
部屋は掃除したばかりで、少し古びた畳に秋の朝日が深く差しこんでゐた。
（92–93頁）
14

そして、その部屋は清潔に保たれ、駒子自身も常に作中でその清潔さが強調さ

例えば、本文の別の箇所でも「柾目のみご

れ、かつ、裁縫する女としても描かれている14。もっともそれは駒子に限ったこと

など、駒子と「裁縫」が結びつけて語られて

ではなく、

いる。

雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗ひ、雪の上に晒す。
績み始めてから織り終るまで、すべては雪のなかであつた。雪ありて縮あり、
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とな箪笥や朱塗の贅沢な裁縫箱」
（ 117 頁）

雪は縮の親といふべしと、昔の人も本に書いてゐる。
（122頁）

と描かれる「雪国」の女たち全般に与えられている象徴かもしれない。けれども、
駒子はそのなかでも上記に確かめたようにタナバタツメとの類比を強調して描か
れている人物と捉えてよかろう。
それでは、
「雪国」のもう一人のヒロインである葉子についてはどうであろうか。
「雪中火事」の場面を引くと、
あつと人垣が息を呑んで、女の体が落ちるのを見た。
繭倉は芝居などにも使へるやうに、形ばかりの二階の客席がつけてある。
二階と言つても低い。その二階から落ちたので、地上までほんの瞬間のはず
だが、落ちる姿をはつきり眼で追へたほどの時間があつたかのやうに見えた。
（ 138 頁）
15
「本来はすべての神の降りたまふべき処が
クラであった」
（柳田国男「日本の祭」
『柳田

国男全集第十三巻』筑摩書房、1998 年、403
頁）という指摘も参考になる。

とあるように、彼女が落ちる場面は繭倉である。織物に通じる繭の倉から落ちて
くる彼女もやはりタナバタツメとの類比がほのめかされているようであるが15、
この葉子の占める位置の詳細な検討については次節での星の神話との関連の分析
に譲ろう。
以上、ここまでタナバタツメの物語を想定するだけも「雪国」の表面的な物語が
ほぐされ、別の面を伴って、駒子や葉子が息づきはじめるのが見て取れる。そし
て、ここで大切と思われるのは、島村が「天の河」句を想起した上でタナバタツメ
信仰を思う芭蕉の姿を意識し、タナバタツメの物語に沿って葉子や駒子との関係
を認識しなおしたのではないということだ。タナバタツメの物語は島村の、そし
て恐らく作者である川端康成の自覚的な理解を超えて接続される物語である。そ
して、そうしたタナバタツメの物語が実際に過去にあったのか否かは、本稿におい
ては意味のある問いではなく、
「天の河」句の呼び起こす物語としてタナバタツメ
の物語は存在し得るものであり、島村たちはそれに気づかないままに、この別の
物語を生きている。加えて、そのように重ねられた物語は、認識された物語（例え
ば、天の河から「旅の芭蕉」のまなざしを思い、そうした芭蕉の物語に自らを重ね
るのは島村の自覚的な経験であろう）と同様に島村たちの存在に働きかけ、その
行く末をも占うことになろう。このことをさらに考えるためにも、タナバタツメ
信仰と天の河とを改めて結びつけ、ここから展開されるもう一つの物語を通し、
島村たち登場人物の関係を捉えなおしたい。

16
北沢方邦『歳時記のコスモロジー─時の声

を聴く─』平凡社、1995 年、130 頁。以降、
この第四節では北沢氏の説く神話に従い、
論を展開する。前節でも述べたように、こ
の神話そのものが正しいか否かは小論では

問題に挙げることはなく、ただ「天の河」句

が「雪国」の状況下で想起されるとき、呼び
起こされ得る物語の一例として、北沢氏の

4 星の神話
タナバタツメはカラスキ女神そのひとであり［中略］カラスキ星座全体は、
カラスキや琴やウミガメにみえるとともに、この場合は織機にみえる16

神話を提示する。
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引用した文章は、タナバタツメに星座として対応するのはカラスキ星座である
とする北沢正邦の論である。カラスキ星座という名は聞き慣れない名であるが、
カラスキとは一般には農具の名前であり17、星座としては「オリオン座」の名でわれ
われがふだん呼んでいる星座がそれに当たる。
また、タナバタツメにはもう一つ、対応する星座があり、それを論じている文章

17
「農具のカラスキ［中略］この農具が最も重
んぜられていたことも判る。それで、わた
しはしばしば星の名のカラスキも、農夫の
間でいわれていたのではないかと考える」

（野尻抱影『日本の星

庫、1969 年、236 頁）

星の方言集』中公文

を引くと、
トヨウケの星座つまり北斗七星［中略］は、稲穂の容器であるとともに、織
機を横からみたものとされていました。カラスキ（オリオン）全体の星座が、
織機を上からみた姿とされていたように。事実、トヨウケを祀る伊勢外宮に
も、カラスキを祀る宗像のヤシロでも、奉納品のひとつは古代の織機の模型
やミニチュアです18

18
北沢『歳時記のコスモロジー』、174 頁

とあり、タナバタツメにはトヨウケの星座、つまり、北斗七星も深く関わっている19。
織機として、タナバタツメとして、イメージされるオリオン座（カラスキの星座）

19
北斗七星については、次のような見解もあ

る。
「北斗・織女星はワンセットと見做され

と北斗七星（トヨウケの星座）
。タナバタツメ信仰を頭に入れて夜空をイメージする

［中略］天子親耕と皇后献蚕・神衣奉織の祭祀

ならば、このように二つの星座が浮かび上がるのである。では、
「天の河」を媒介

『陰陽五行と日本の天皇』人文書院、1998 年、

に夜空にそのようなイリュージョンを描くとき、
「雪国」の人間関係の読解はどの

のズバリ直截な表現といえよう」
（吉野裕子

169 頁）

ように更新されるのであろうか。
前節では、芭蕉の「天の河」句の解釈を手がかりに、タナバタツメと駒子（と葉
子）の類比的関係を見出し、
「雪国」本文の引用によってその仮説を検証したので
あったが、ここからはタナバタツメの物語を星の神話に展開し、タナバタツメ＝カ
ラスキ＝駒子、あるいは、タナバタツメ＝トヨウケ＝葉子、と位置づけた先にどの
ような「雪国」の読み換えが可能であるのか、その解釈を提示する。具体的には、
いかづち

「カラスキの女神：トヨウケの女神：雷神＝駒子：葉子：島村」という関係が成り立つ
のではないか、という類推による仮説の上で、このように星の神話を考えること
によって、駒子と葉子と島村の関係について、先行の研究では気づかれなかった
奥行きを「雪国」に見出していきたい。
島村についての対応する星座については、ここまで何も述べてこなかった。こ
こで、
夏の天の安の河（銀河）にいるサソリ座は、わが国では常世を守護するヲロ
チ・サルタヒコ、そして稲の女神をはらませる豊穣の神…… 20

20
北沢方邦『日本神話のコスモロジー─常世
の潮騒を聴く―』平凡社、1991 年、209 頁

という先と同じ北沢方邦の文章を引くと、島村に対しては、夏の星であるサソリ
座（神としては雷神）が、それに当たると仮定できる。以降、同氏の『歳時記のコス
モロジー』及び『日本神話のコスモロジー』に示された神話的思考を参照しながら、
「雪国」を対比させていくと、
カラスキの女神（カラスキの星座）は雷神（サソリ座）を見送る21

とあり、これは実際の星座の位置関係を示している。夏の星座であるサソリ座と
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21
北沢『歳時記のコスモロジー』、185 頁

冬の星座であるオリオン座は共に同じ天に留まることができない。二つの星座も、
駒子と島村も、別れざるを得ない関係にある。
22
北沢『歳時記のコスモロジー』、147 頁

神話的にいえば、これは地の雷神のほんらいの妻であるカラスキの女神の、
稲の女神に対する嫉妬といえます22

また、上記の引用からは、カラスキの女神と雷神は本来夫婦の関係にあること
がわかる。しかし、二つの星座は共に在ることができない。そして、カラスキの女
神はトヨウケの女神に嫉妬する。ここには、島村を思う駒子と、島村に頼んで東京
に出ていこうとする葉子との関係が類比として浮かび上がる。
それから、特に「雪中火事」の場面との対応として、
麻のカラ、つまりヲガラを焚くとは［中略］ヲガラの火で迎え、また送る。一
般に水による浄め［中略］は現世の人間が他界にむかっておこなうもので、火
23
北沢『歳時記のコスモロジー』、189 頁

による浄め、修験道の火渡りなどが典型的ですが、それは他界や神々が人間に
課す浄めです23

という記述がある。
「雪国」における「雪中火事」が繭倉からの火事であることは、
24
「日本と天の安の河は中国でも銀色に流れる

先に確認した通りではあるが、それは単に葉子とタナバタツメを結びつける意味

天の河、つまり、銀河ですが、それは同時に、

合いに加えて、一種の「浄め」の場面であったことが推察できる。さらには、その

天女の羽衣の薄い絹の織物にもみたてられ

天の河が絹の河としても長く伝わってきたことを思い出すとき、地の繭が燃えて

129 頁）

空の天の河となるという劇的な天と地の関係までがあらわれてこよう24。そして、

て いた」
（北 沢『歳 時 記 のコスモロジ ー』
、

この火事のさなかに葉子が落下してくる。
葉子の星座として仮定していたトヨウケの星座（北斗七星）は、この季節のこの
時間、ちょうど天から地へと落ちてくる。ここで天体の実際を確かめるために、仮
に星座早見盤を、現実に当時の湯沢村で火事があったとされる十月二十二日の午
後七時頃に合わせてみる。このとき天頂に来るのはハクチョウ座で、そのことも
また牽牛織女の伝説を想起すれば興味深いのだが、それ以上にここでは、本節で
島村をなぞらえたサソリ座が天から今にも消えんとし、そして葉子をなぞらえた北
斗七星が地に落ちて行かんとする動きに目がとまる。二人は天上の動きと対応し
て、島村は退き、葉子は落ちるというように、その身を移動させているのだ。それ
では、その地に落ちた葉子はそれからどうなっていくのか。この後の出来事は「雪
国」には書かれていない。しかし、ここまでの神話的思考に導かれるならば、
25
北沢『日本神話のコスモロジー』、82 頁

処女ウズメは、地に降って雷神サルタヒコの妻トヨウケとなり、人々に稲穂
でみたされたゆたかなウケ舟を約束する……25

というこの引用のように、葉子はやはり島村と共に東京に出ていくのではない
か。その一方で、島村と駒子は星座の動きのごとくはなれざるを得ず、この場面が
駒子と島村の最後の時となる。そのような解釈が構築し得るのではないか。
芭蕉の物語から、タナバタツメの物語へ、そして星の神話へ。以上、仮説として
の展開を重ねたわけだが、島村と駒子と葉子の関係に従来とは異なる奥行きを
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1. はじめに、とか

与えることはできたのではなかろうか。もっとも、この星の神話もタナバタツメの
物語と同様、島村にとっては自覚することのない物語ではある。しかしながら、
こうした物語を背景に想像することによって、
「雪国」という宇宙の住人は従来と
は別の存在としての姿をあらわしていく。くり返しになるが、このことはタナバ
タツメが駒子であり、葉子である、ということではない。タナバタツメの物語やそ
れに対応する星の神話を想定してみることが、島村と駒子と葉子の関係を理解す
るための補助線となり、
「雪国」の宇宙を新しい光で照らしだすのだ。

5 おわりに
小論では、島村が芭蕉の句「荒海や佐渡に横たふ天の河」を思い出す場面にまず
注目し、その句が想起されることで呼び起こす物語について考察してきた。その
まとめに入る前にもう一つ、この「雪国」の後に書かれたある小説の一場面を紹介
し、
「天の河」句の接続し得る物語の別のかたちを示しておこう。下に引用するの
は、横光利一の日記体の小説「夜の靴」であり、疎開先で迎えた戦後の日本を背景
に日記の書き手が芭蕉の句を思い出す場面である。

26
横光利一「夜の靴」
『定本横光利一全集第

十 一 巻』河 出 書 房 新 社、1982 年、379 頁。

「夜の靴」の初刊は 1947 年。
27

日本の全部をあげて汗水たらして働いてゐるのも、いつの日か、誰か一人

横光利一の「夜の靴」について詳細を論じ

の詩人に、ほんの一行の生きたしるしを書かしめるためかもしれない、と思

ている先行研究として、山本美紀「横光利

ふことは誤りだらうか。
淡海のみゆふなみちどりながなけば心もしぬにいにしへ思ほゆ （人麿）
何と美しい一行の詩だらう。これを越した詩はかつて一行でもあつただら
うか。たとへこのまま國が滅ばうとも、これで生きた証拠になつたと思はれ
るものは、この他に何があるだらう。これに並ぶものに、
荒海や佐渡によこたふ天の川 （芭蕉）
今やこの詩は実にさみしく美しい。去年までとはこれ程も美しく違ふもの
かと私は思ふ。26

戦中の「雪国」における「天の河」句から戦後の「夜の靴」の「天の河」句へ。ここ
でもやはり、別の具体的状況が「天の河」句と交響し、新しい詩趣を生みだし、同

る準備はないが、本稿と同内容の指摘をし

一「夜の靴」試論 ──〈詩〉の引用について」

（『解釈』58 号、2012 年 7 月）の次の一文を紹

介しておく。
「芭蕉句が単独である時、人と

佐渡との対比によって浮き上がる、人が感

情を持つことの「さみしさ」を読むことは

容易であろう。しかし、それを更に「美し
さ」へとつなげることは一足飛びにはでき
ない。それでも「夜の靴」における芭蕉句が

「美しいもの」として捉えられるのは、
「夜の
靴」が内包する敗戦という背景が句に付与
されたからである。芭蕉の句と「夜の靴」の
文脈は相互に補い合い、それによって相互
に新たな読みが開かれるのである」
28
もっとも、私たちが「天の河」句と出会うと

時に「天の河」句がその状況に対して、その句なしでは気づき得なかった美しさを

き、その遭遇は私たちの物語と芭蕉の物語

伝える機能を果たしている27。

ことも予想される。
「雪国」の特異性は、
「天

「天の河」句に焦点を当てることによる川端康成「雪国」の新しい読解が本稿の目
的であった。しかし、
「天の河」句の旅は「雪国」以降もつづくのであり、それはま

の出会いのみという単一の連環に過ぎない

の河」の句との接続によって、複数の物語
の交響がはじまることにあり、このことは

「雪国」という物語の豊かさを示している。

た別の小説に、そして小説でなくとも私たちが具体的な出来事として「天の河」句

29

と遭遇する機会を持つならば、その状況において「天の河」句は潜在の意味をあら

例えば、大庭みな子「もってのほか」
（『大庭

わし、また、
「天の河」句はその句なしでは気づき得なかった発見を私たちにもた
らすであろう28。そうした「天の河」句にまつわる二重の発見の系列を追うことは
論者の今後の課題でもある29。おわりに、島村が「天の河」句を想起するとき呼び
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みな子全集第十四巻』日本経済新聞出版社、

2010 年、429–430 頁。初 出 は 1994 年）で

は、
「雪国」とも「夜の靴」ともまた異なる状

況下で「天の河」句が想起され、独自の機能
を果たしている。

+1/6 スペ

に、とか

+1/6 スペース「」

30
但し、天の動きをこの晩秋からさらに追う
ならば、葉子＝北斗七星は、島村＝サソリ
座のように完全に天上からは退かず、再び
のぼりはじめるのであり、葉子は再び立ち
上がり雪国にて、駒子＝オリオン座と共に
歩むという道筋も、もう一つの予想される
物語として浮かび上がる。
31
しかしながら、牽牛織女の伝説であれ、本

起こされる物語について、そこから生じる「雪国」の新しい解釈をまとめておこう。
地上における駒子と島村は天上においてと同様に決定的に隔てられ、相まみえ
る運命を持たない。島村は芭蕉同様にこの地の漂泊者であり、駒子から贈られた
時のような「天の河」に満たされながらも雪国をはなれていく。同じように、地に
落ちた葉子も星の神話の構造に従うならば、雪国をはなれていくだろう30。このよ
うに連環する物語を折りこむことで、島村、駒子、葉子の関係が重層性を持って浮
き上がり、彼らの未来を予想することも可能となる31。
「荒海や佐渡に横たふ天の

稿で考察した星の神話であれ、駒子と島村

河」。タナバタツメの物語を秘めたこの句を想起することによって、イリュージョン

が常にはなれざるを得ないのは悲しい。い

としての「天の河」が延々と流れはじめ、登場人物たちはタナバタツメの物語、星の

つの日か二人が結ばれる連環の物語があら
われることはないのであろうか。

神話の関係に結びつけられ得る存在に移っていく。このとき、
「天の河」句もまた、
島村、駒子、葉子という具体的背景の「取合せ」を得て、
「おくのほそ道」とも「銀河
の序」とも異なる詩趣を発見していく。
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