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　〈森〉という語がもたらすイメージの変遷を、日本の近世から近現代にかけての文

学作品において概観し、異界との遭遇の場としての「森」の意義を考察する。

　近世文学における〈森〉とは、神社仏閣に付随した空間として、生活空間に隣接し

た境界的なトポスと認識される。異形のモノたちとの通路であり（信田の森の狐など）、

心中する男女の彼岸 ･ 他界への入口でもある。明治近代以降、『高野聖』などに見ら

れる近世的な異界との通路を開く〈森〉の表象も継承されるが、西洋文化（翻訳や絵

画）受容により、『今の武蔵野』などでは都市郊外の森林や大学内の〈森〉が、散策、

思索、男女の出合いと別れの場として描かれるようになる。戦後文学においては、『ビ

ルマの竪琴』や『野火』など、南方の戦地の〈森〉のイメージも流入する。日本人に

とって非日常のトポスではあるが、人間の〈死〉というものを生々しく突きつけてく

る空間といえる。

キーワード：森（もり）、神社仏閣、西洋文化、死、異界（他界）
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はじめに

　ドイツの社会学者ヘルマン・バウジンガーは、自著『典型的ドイツ性―ドイツ人とはどれほどドイ

ツ的なのか？』において、「ドイツの森」Der deutsche Wald というものが、「ドイツにおける諸々の

森」die Wälder in Deutschland とは別物であり、「地理的広がりではなく、後に形成されることにな

る感覚の質を指す」と指摘する。1 すなわち、18 世紀の終わりにはまだ「ほの暗く危険な側面」が強

調されていた〈森〉が、それまでのネガティヴな印象のいわば反動のように、「ポジティヴな対象物」

となっていったというのである。森という空間との物理的関わりではなく、森という表象との精神的

関わりという側面が、この「ドイツの森」という表現に表出しているという見解である。そもそも、

ドイツ人の「森への愛」Waldliebe2 という気質について取りざたされて久しいが、森林学者カール・

ハーゼルはこの「森への愛」について、「森の歴史上では何の根拠もないもの」と見なし、ドイツロ

マン派の所産であるとする。3 ハーゼルはまた別所にて、「中世から 18 世紀末まで、あるいはそれよ

り長いこと、私たちの風景を支配していた森の姿は、手入れもされず道もなく、何度も木が伐りださ

れ荒廃した森」だったのであり、その結果、「気候と立地だけでその姿がきまり、居住や文化の敵で

あった自然の森（Naturwald）は、何世紀もの展開の中で、かつての広がりの一断片の上に、人為の

森（Kunstwald）として存在するだけとなった」という。4

　このような森の荒廃の結果、風土や文化の形成に関して森が持つ意義が、19 世紀にあらためて認

識され、エコロジー認識へと繋がってゆく。そもそもエコロジーとは、19 世紀後半に、二つの異な

る要因から成立したものであるとアンナ・ブラムウェルは説く。すなわち一つは、ドイツの動物学者

エルンスト・ヘッケルに由来する「生物の反機械論的で全体論的なアプローチ」であり、もう一つは、

「エネルギー経済学と呼ばれる経済学へのあらたなアプローチ」であった。このエコロジー運動の中

心地の一つであるドイツでは、「国家の政治的、領土的境界の変化によって、より「本物で」大地に

根ざしたアイデンティティが模索された」というのである。5

＊ 本論考は、東洋大学人間科学総合研究所 2009 年度共同研究「トポスとしての「森」の系譜―日本における自
然観とその漢字文化・西洋文化受容」（大野寿子、千艘秋男、石田仁志、野呂香、早川芳枝、池原陽斉、松岡芳恵）
の研究成果の一部であるとともに、日本学術振興会科学研究費（基盤研究 C）交付による平成 21（2009）-23（2011）
年度共同研究「超域する「異界」―異文化研究・国語教育・エコロジー教育の架け橋として―」（課題番号：
21520383、研究代表者：大野寿子）の研究成果の一部でもある。
1 Hermann Bausinger: Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München 2000, p. 74. 大野寿子『グ
リム兄弟と森のエコロジー―ヤーコプ・グリム『古いドイツの森』序文をてがかりに―』、『思想』7 月号〔1023 号〕

（岩波書店、2009 年）、177-180 頁も参照のこと。
2 「森への愛」とは、森での孤独、森への郷愁といった、ドイツの 19 世紀初頭の文芸思潮（ロマン派）が好んだ
テーマをも含有すると考えられる。
3 Karl Hasel: Forstgeschichte. Ein Grundriß für Studium und Praxis. Hamburg/ Berlin 1985, pp. 251. 邦訳に際
し、カール・ハーゼル（山縣光晶訳）『森が語るドイツの歴史』（築地書館、1996 年）を参照した。
4 ibid.
5 アンナ・ブラムウェル（金子務監訳）『エコロジー―起源とその展開』（河出書房、1992 年）、18-19 頁。
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　ところで、ドイツにおいてこのような、〈森〉Wald への文学的関心と生物学的関心とが高まって

いった 19 世紀とはまさに、グリム兄弟が数々のメルヒェンを収集し、『子どもと家庭のためのメルヒ

ェン集』（Kinder- und Hausmärchen, 1812、KHM あるいはグリム・メルヒェンと略記）を編んだ時

代でもある。この Wald なる語で表される樹木で覆われた空間は、グリム・メルヒェンにおいては、

そのほとんどが大きく、暗く、鬱蒼としており、ネガティヴで不気味な印象を与える傾向にあるが、

登場人物にとっては、KHM15「ヘンゼルとグレーテル」のようにきこりが木々を切り、KHM26「赤

ずきん」のように狩人が猟をし、KHM13「森の中の三人の小人」のようにベリー類などを採取する

空間、すなわち、生活に密着した自然豊かな空間であるといえる。他方、KHM40「盗賊のお婿さん」

のように盗賊や人殺しの隠れ家が存在し、KHM53「白雪姫」のように子どもが捨てられ、人為的な

生命の危険も示唆される「社会的に無秩序な空間」と位置づけることも可能であろう。さらにメルヒ

ェンの森は、魔女、小人、水の精といった不思議な生き物、人の言葉を話す不思議な動物の住処でも

あり、天上世界や地下世界に代表される異質な非現実的世界、すなわち「異界」へ繋がる空間なので

ある。奥へと進めば進むほど異質になっていくグリム・メルヒェンの森は、日常世界と異界との境界

であるだけでなく、森そのものが異界の一部であるといっても過言ではない。6 また、これらのアン

ビバレントで不思議な〈森〉Wald への憧憬は、一種の 19 世紀的郷愁（ノスタルジア）あるいはロ

マン派的な「無限への憧憬」の象徴となり、グリム・メルヒェンのみならず、アイヒェンドルフ、7 ノ

ヴァーリス 8 などさまざまな作品にも表れていることはいうまでもない。とはいえ、上述の植林され

た「人為の森」が目の前に広がっているからといって、異界すなわち無限の世界へと繋がる空間とし

て象徴的に存在し、憧憬の念の対象となった「理念としての太古の森」の存在価値は、無に帰してし

まうのであろうか。否、眼前に広がる森への愛情は、日常の一部として確かに存在してはいる。しか

しながらその現実の森の背後に広がる、いわゆる理念としての〈森〉は、現代人の心象風景、あるい

は内的自然と繋がるイメージとして実在せずとも存在しえるものだからこそ、その存在価値が尊ばれ

るのではなかろうか。

　さて、同じく 19 世紀半ばに明治維新という一大転換期を迎える日本においても、〈森〉に対する価

値付与がさまざまに展開する。古代中世のいわば歌枕としての機能を経て保たれた、「神社仏閣」と

密接に関わる鬱蒼とした空間としての〈森〉のみならず、怪異すなわち異形のものとの結びつきを想

6 大野寿子『黒い森のグリム―ドイツ的なフォークロア―』（郁文堂、2008 年）参照のこと。
7 Joseph von Eichendorff （1788-1857）. ドイツの後期ロマン派の詩人。『予感と現在』（Ahnung und Gegenwart, 
1815）、『のらくら者の生活から』（Aus dem Leben eines Taugenichts, 1826）などの散文のみならず、故郷の森
や郷愁、古城、月光などをテーマに民謡風に詠う詩が収められた『詩集』（Gedichte, 1837）でよく知られる。そ
の詩の中には、シューマンやブラームスなどに作曲を施されたものもある。
8 Novalis （1772-1801）. フィヒテやシェリングなどの思想の影響を受け、中世への賛美や無限への憧憬などを歌
い上げた夭折の詩人。未完の小説『青い花』（Heinrich von Ofterdingen, 1802）には、主人公ハインリヒが、琴を
弾くと表れた少女に誘われ、森の中の彼女の家へゆき、それから死者の世界を訪れる場面がある。
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起させる、まるでグリム・メルヒェンの小人や魔女の住む〈森〉にも相当する異界の〈森〉が、近世

文学において見られるようになる。さらに明治維新以降は西洋文学受容により、そして第二次世界大

戦後は戦争体験などにより、日本におけるそれまでの伝統的な〈森〉に、さまざまな意味、さまざま

な象徴性が付与され、多様なトポスを形成してゆく。本論考では、日本文学の、特に古代中世におけ

る〈森〉の変遷を概観した共同研究成果「トポスとしての〈森〉の系譜（古代中世編）―漢字文化受

容を中心に―」9 の後編として、近世そして近現代の文学作品に登場する〈森〉の概念の変遷を検証す

る。10

1．1．日本近世文学における〈もり〉

　日本文学における近世のはじまりをいつとするかは未だ定説がないが、日本史学における一般的な

近世のはじまりは織豊時代からと定義される。天正 10 年（1582）より豊臣秀吉によって行われた太

閤検地によって、近世封建制度の基盤ができあがったと同時に近世以降の〈村〉の単位がほぼ確立し

た。そして太閤検地の方法にならった享保期の検地によって〈字
あざ

〉が成立したのである。これら〈村〉

や〈字〉の呼び名は、明文化はされていないもののその土地で昔からいわれてきた地名がそのまま採

用され、検地帳に記載された。ここにおいて〈もり〉を含んだ地名が多数登場することとなる。また

近世の〈もり〉を考えるにあたって考慮すべき点に、人々の往来の増加がある。中世史上において人々

の生活基盤ないしは文学作品の舞台が、洛外や地方という実際に〈もり〉のある世界に少しずつ広が

っていったわけだが、天正 18 年（1590）以降行われた街道や宿場の整備がこれに拍車をかけた。参

勤交代や旅行によって人々が全国を行き来し、社寺仏閣や名所古跡の情報を集めた地誌が多数出版さ

れた。それらの地図上の目安として多く紹介されたのが〈もり〉なのである。以上のような近世社会

の様相を踏まえ、同時代の文学作品における〈もり〉を考察する。

1．2．〈もり〉のイメージ

　近世の人々は〈もり〉に対してどのようなイメージを持っていたのか。その一端を確認できる書に

『類船集』がある。高瀬梅盛が延宝 4 年（1676）に刊行した俳諧辞書であり、俳諧（連句）における

付合の題材、それに対する常套の付合語、注をいろは順に掲載したものであり、連句という連想ゲー

ムのような文芸における定石を記している。『類船集』において「森」という題材に対する付合語は

以下の通りである。11

9 東洋大学人間科学総合研究所編『東洋大学人間科学総合研究所紀要』第 12 号（2010）、117-138 頁。
10 「はじめに」執筆は大野寿子、第 1 章は松岡芳恵、第 2 章は早川芳枝、第 3 章は石田仁志、「おわりに」は石田
仁志 ･ 大野寿子が担当した。また、特に断らない限り、引用部の下線は引用者によるものであることを付言して
おく。
11 野間光辰鑑修『近世文藝叢刊第一巻 俳諧類舩集』（般庵野間光辰先生華甲記念会、1965 年）、535 頁。
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　　森
モリ

　　花　紅葉　白ゆふ　柏
カシハキ

木　山本　鴉
カラス

　神社　嵐　凩
コカラシ

　涼しき体　子規　鳥の音

　　　　　時雨　雪　霜　草刈　秣
マクサカフ

飼　月　蝉のこゑ　蜩
ヒクラシ

　刈柴人　片岡　生田　三笠山

　　　　　いはせ山　鷺
サギ

　鳥落す　鶯　あばら屋の月　乳母　鯢
クジラ

とる　葛葉　注連縄

　また逆に「森」が付合語となる題材 12 は「鴉
カラス

、鼯
ムサヽヒ

、社
ヤシロ

、深
フカキ

、衣手、鷺
サギ

、鹿
シカ

、蜩
ヒグラシ

、紅
モ ミ ヂ

葉」である。「森」

の付合の冒頭に「花」「紅葉」が来ていることは、「森」という場所が桜見など公楽の場所として生活

圏内に入り込んでいることを表している。その他の付合は伝統的な詩歌や物語、伝説からの連想であ

るが、留意すべきはやはり「神社」「注連縄」という語であろう。「社」に対して「森」が付合語にな

ることからも、「神社」と「森」は近世においても密接な関係にある。その 1 例を実作品で確認する。

　　　　　　　　　　前　くろみて高き樫
かし

の木の森

　　　　　　　　　咲く花に小さき門を出
で

つ入つ　　　　芭蕉

　　この前句出でける時、去来曰く「前句、全体樫の森の事をいへり。その景
け し き

色を失はず、花を

　　付け候はん事、むつかしかるべし」と、先師の付句を乞ひければ、かく付けて見せ給ひけり。

（『去来抄』先師評）13

　後半部分は、「この前句が出された時に、去来は『前句全体をもってこんもりと茂った樫の森が黒

くうっそうとしていることを詠っている。その味を損なわずに花の定座 14 に挑むことは難しい』と先

師（芭蕉）に付句を乞うと、このように詠んでくださった」と解釈できる。新編古典文学全集の頭

注 15 には、「樫の木の森を宮・寺・御所など規模の大きな森と見定めて、花の咲くころ、閉ざされた

大門でなく、小門より人の出入りするさまを詠み出した」とある。〈木が覆い茂る場所〉として詠ま

れた〈もり〉を、〈神社を囲むもり〉と芭蕉が読み替えたためにこの付句となったのである。〈もり〉

には〈こんもりと木々が茂る場所〉と〈神のいる場所〉という二つの概念があることが読み取れる。

しかしながらすべてのもりが登場する作品にこの二つの概念を見いだせるわけではない。特に近世に

おいて確立した、連句の発句が独立したものといわれる地発句（俳句）や、地誌に多く掲載される諧

謔性や滑稽を盛り込むことに主眼をおいた狂歌においては、専ら景物としての〈もり〉が文句に組み 

 

12 「粟
ア ハ ツ

津近江」に対して「杜
モリ

」という付合があるが『類船集』の中で唯一「杜」の字を使用した箇所である。こ
れは膳所明神の杜という特定のものを示しているからであろうが、「森」と「杜」の使い分けがほとんどなされな
くなった中世以降においてめずらしい例だといえる（本誌同時掲載の古代中世編 129 頁を参照）。
13 向井去来著。宝永元年（1704）頃成立。奥田勲・表章・堀切実・復本一郎校注／訳『新編日本古典文学全集
88 連歌論集 能楽論集 俳論集』（小学館、2001 年）、456 頁。
14 連句一巻の中で、必ず花の句を詠まなければならない箇所のこと。
15 注 13 に同じ。
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込まれている。近世以降確立した韻文の形式において、〈もり〉が景物以外の要素を持つことは少ない。

これは中世から徐々に確認されてくる〈もり〉の使用範囲が広がってきた例の一つと見ることができ

るだろう。〈もり〉が生活の場として定着しはじめた結果が表れていると考えられる。

1．3．　散文作品における〈もり〉

　次に散文作品ではどのような傾向が確認されるのだろうか検討する。

　1）　明けなばうしや天神の森で死なんと手を引きて〔中略〕心も空も影暗く風しん／＼たる

　　曽根崎の森にぞたどり着きにける　　　　　　　　　　（『曽根崎心中』16 徳兵衛おはつ道行）

　2）　御灯の影は紛はじと歩みよろ／＼足立たぬ、ゑびすの森にぞ着きにける。

（『今宮の心中』17 二郎兵衛おさき道行）

　3）ことばもこの世で聞き納め、心のうちの暇乞、あすの噂となりふりをやつす、姿の女夫連れ。

　　名を絵草紙に聖護院森をあてどにたどり行く。 （『近頃河原達引』18 堀川の段）

　4）流るゝ星の西の空、心ハ闇よくらがりの宮につゞきし北海道、並木の松の末長き、珠数ハ玉　

　　散る露よりも、もろき命の明日知らぬ （『睦月連理𢢫』19 おさん伊八道行）

　上記はいずれも心中をテーマにした作品の一節である。これらに書かれている「森」はそれぞれ神

社にある「森」である。

　1）の曽根崎の森（天神の森）とは大坂の露天神社の森のことを指す。露天神は『摂津名所図会』20

に「総じてこの辺を、俗に北の新地・堂島新地といふて、宝永五年の開地なり。常に賑しく〔中略〕

みなこれ天満る神の余光なるべし」21 とあり、大変賑やかで人の集まる場所であったようである。

　2）のゑびすの森も同じく大坂の今宮蛭子太神宮を囲む森である。『摂津名所図会』にはこの社は「今

宮森にあり。〔中略〕毎歳正月十日は大いに群参して福徳を祈る」22 とあり、やはり人々で賑わう場所

であった。

16 近松門左衛門作。元禄 16 年（1703）初演。『新編古典文学全集 75 近松門左衛門集 2』（小学館、1998 年）うち
山根為雄校註・訳『曽根崎心中』38 頁。ルビ、文字譜は省いた。
17 近松門左衛門作。正徳元年（1711）初演。注 16 うち山根為雄校註・訳『今宮の心中』326 頁。ルビ・文字譜
は省いた。
18 為川宗輔、筒川半二、奈河七五三助作。天明 3 年（1783）初演。頼桃三郎校訂『近頃河原達引・桂川連理柵』（岩
波文庫、1939 年）、49 頁を元に、私に仮名を漢字に改め、句読点を補った。文字譜は省いた。
19 宮古路豊後作。享保 19 年（1735）初演か。名古屋市教育委員会編『名古屋叢書第 14 巻 文学編（1）』（名古屋
市教育委員会、1961 年）、120 頁。ルビ、文字譜は省いた。
20 秋里籬島編。寛政 8 年（1796）- 寛政 10 年（1798）刊。
21 森修編『日本名所風俗図会 10 大阪の巻』（角川書店、1980 年）、136 頁。
22 注 21 に同じ、84 頁。
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　3）の聖護院森は京都の聖護院宮周辺の森である。前者二つの森はあくまで神社が主体であり、「森」

と名はついているがそれほど多くの木が茂る場所ではない。23 あくまで神社にある鎮守の〈もり〉で

ある。しかし聖護院森は別称を「森御殿」と呼ぶ 24 ことからも分かる通り、〈もりの中にある宮〉で

ある。これは 4）の舞台である闇
くらがり

の森も同様である。「月さへ漏らぬくらがりの森」と詠われた場所

であり 25、むしろ先に挙げた作品に登場する森よりもうっそうと木が茂っている土地であったことが

予想される。ここにもやはり神社があり闇森八幡宮というが、1）、2）、3）が「社」でなく「森」を

文句に組み込んだのに対して、4）は「宮」を組み込んでいる。しかし作品の性格からいって、この「宮」

は「森」に置き換えることが可能な「宮」である。

　『心中大鑑』26 には元禄年間に起こった心中事件 21 件がまとめられているが、うち 5 件は「社」が

心中の舞台となっている。連句における〈もり〉と〈社〉の意義が複合的な場合を先述したが、心中

物も同様であることが示唆できよう。神仏習合思想が根底にあった近世においては、神社も彼岸を連

想する場所の一つであったと考えられる。実際先に挙げた 1）から 4）では、3）の聖護院だけが神社

でなく寺であるが、他作品における神社の位置と同様のところにある。いずれにせよ〈もり〉は彼岸

への入口であった社寺仏閣に付随した空間であり、境界にあったと考えられる。江戸二大刑場である

鈴の森と小塚原はそれぞれ南方と北方から江戸への入口であるが、どちらももりが近隣に存在する 27

ことも留意する必要はあるかもしれない。〈境界としてのもり〉がこれらから読み取れる。

　心中物以外でもりが登場する作品といえば、上田秋成の短編集『春雨物語』28 に収録されている『目

ひとつの神』が挙げられる。文明・亨禄の乱の頃、相模国小よろぎの若い男が歌の道を学ぶため上京

しようとする。京まであと一日というところで宿を取り損ねたため、老曽の森にある古びた神社に野

宿することにした。眠りにつこうとすると神人・修験者・女房や童の格好をした狐が現れ祝詞をあげ

はじめる。すると神殿から目一つの神が登場し、男もこの神に呼ばれ宴に参加することとなる。そこ

23 『摂津名所図会』の挿絵は西洋の遠近法が伝来した後の俯瞰図で描かれているため、かなり写実的である。
24 木村明啓編『花洛名勝図会』元治元年（1864）刊。竹村俊則編『日本名所風俗図絵 7 京都の巻Ⅰ』（角川書店、
1979 年）、311 頁。
25 『尾張名陽図会』に石黒三郎左衛門母の歌として掲載されている。林英夫編『日本名所風俗図絵 6 東海の巻』（角
川書店、昭和 60 年）、698 頁。
26 書方軒著。宝永元年（1704）刊。尚、心中の舞台は「社」5 件、「水辺」8 件、「家」3 件、「店」3 件、「里」1 件、
不明（場所の記載なし）1 件である。
27 鈴の森（現品川区南大井）は斎藤幸雄・幸孝・幸成著『江戸名所図会』（天保 5-7 年（1834-36）刊）巻二第一、
41 丁裏 ‐ 42 丁表の絵では、街道沿いにもりが広がる。小塚原（現荒川区南千住）は『真景累ヶ淵』（三遊亭円朝
作、安政 6 年（1859）に『累ヶ淵後日怪談』として初演）に、「然

さ

うして見れば此
こ つ ち

方に此
こん

蒼
もり

見
み

えるのは、橋
は し ば

場の
総
そ う せ ん じ

泉寺馬
ば ば

場の森
もり

だらう。して見
み 　

ると此
こ こ

処は小
こつか　　ぱら

塚ツ原かしらん。」とある。『新日本古典文学大系明治編 6 落語怪談
話集』（岩波書店、2006 年）、146 頁。
28 未刊でありモチーフの異なる諸本が複数存在するため、未だどれを定稿とするか所説ある。今回は最も完成度
が高いといわれる富岡本を底本とした『日本古典文学全集 48 英草紙　西山物語 雨月物語 春雨物語』（小学館、
1973 年）の『春雨物語』（中村博保校注・訳、517-525 頁）を使用した。
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で神に歌の道は独学でしか学べないと説かれ、国元に飛ばされ帰ってしまう、という話である。

　従来の研究史では、なぜこの話の舞台が老曽の森であったのか、という問題に対して地名（歌枕）

の持つ連想が全編にわたって作用しているという答えがまず挙げられている。老曽の森という歌語の

「老い」に対する「若い」男をはじめとして、作品本文に歌枕からの連想が多いという証左があると

いう。これは現在では定説であるし、またさしあたって異論を挟む余地もない。しかし今ここで重要

なのは、神や神人らが現れたのが「神の祠（神社）」であるという点である。目が一つという異形の

者を神たらしめる要素は、やはり「神人らのおびら声」によって「神殿」から登場するということが

大きい。この目一つの神は『日本書紀』などに所見する天目一箇神からの連想であることも定説とな

っている。神人・修験者・狐の行列はさながら百鬼夜行絵巻 29 を思わせ、神に乞われて兎と猿が酒甕

を運ぶ姿は『鳥獣人物戯画』30 そのままの姿である。

　この話で森は「大樹の朽ちたふれし有り。ふみこえて、さすが安からぬ思ひして立ち煩ふ。落ち葉、

小枝道を埋みて、浅沼わたるに似て、衣のすそぬれぬれと悲し」と、不気味な雰囲気を醸し出してい

る。そして「神の祠立たせます」と神社にたどり着き、「あやし、ここにくる人あり」と百鬼夜行に

出会うのである。登場する神人と山伏という神仏混淆を思わせる人間二人は「妖に交わりて魅せられ

ず」、夜が明ければ「森陰のおのがやどりにかへる」のである。この物語において怪異は森を深く踏

みわけ入ってその先にあった「神の祠」においておとずれた。そして「森」は、やはり心中物同様〈境

界〉にあった存在であるといえる。

　この『目ひとつの神』の典拠の一つと考えられているのが井原西鶴の作品である『懐硯』巻二『椿
つばき

は生
いき　　

木の手
て あ し

足』である。この話も宿を取りそこねた男が森で野宿をしていると異形の行列が現れ、森

の中の神社から神を呼び出すという話である。この森は「信田森」であり、神は葛の葉を連想させる

「葛の玉姫」、異形の行列は公家に姿をやつした狐たちである。こちらもやはり神社を主体とした森に

おいての怪異譚だといえる。

　この葛の玉姫のモチーフである葛の葉の伝説は、近世を通じて歌舞伎・浄瑠璃・文楽・文学などさ

まざまな翻案作品を生み出した。『類船集』にも「森」の付合に「葛葉」があり、『絵本百物語』31 に

29 百鬼夜行とは本来目に見えない異形の者たち（鬼）が徘徊すること及びその集団を指しており、早くは『今昔
物語集』（平安時代末期成立）や『宇治拾遺物語』（鎌倉時代頃成立）に記載される。中世に〈職人〉が誕生した
ことにより器物が年を経て化ける〈付喪神〉の概念が確立し、また百鬼夜行の様子を具現化した真珠庵本『百鬼
夜行絵巻』（伝土佐光信画）など、室町から江戸にかけて成立した百鬼夜行絵巻には〈鬼〉以外にも〈付喪神〉が
多数描かれた。このころより百鬼夜行とは広い意味で〈異形のモノの集団〉を指し示すようになる。『目ひとつの
神』に書かれた異形の集団も鬼に限らない造形のため、絵巻を想像させる。
30 平安時代末期から鎌倉時代初期頃成立した高山寺蔵の絵巻。全四巻。そのうち最も出来が良いとされる甲巻に
は兎や蛙、狐、猫、猿などが二足歩行で野山を駆け回ったり、相撲をとったりする様子が描かれ、擬人化の白眉
とされる（参考：榊原悟『江戸の絵を愉しむ』（岩波書店、2003 年）、179 頁）。動物の擬人化とは最も単純で古典
的な〈異形〉を造り出す方法であり、『目ひとつの神』はその方法を文章化したところに妙があるといえる。
31 桃山人著。竹原春泉画。天保 12 年（1841）刊。巻第三 4 丁表。
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も「信
しのだの

太杜
もり

のくずの葉
は

の事ハ稚
おさな　　

児までも知
し 　

る事なれば」とあることからも、〈もり即ち葛の葉〉とい

う図式があったといえる。『泉州信田白狐伝』32 は信田森について「風ボウ／＼タル信田野辺森シン

／＼タル心ボソサ何ニ喩エシ方モナシ」と述べている。また、『敵討裏見葛葉』33 には「菊
き く を

芒花
ばなさき

咲ミだれ、

楠
くす

の梢
こずゑ

も風
かぜ

に音
おと

して、招
まね　　

く薄
すすき

もわが思ふ。それかあらぬかと見かへれど、虫
むし

の声
こゑ

のミ聞
き

こゆ」とある。

両者とも風が吹き、心細く感じている様は共通である。そして「発
はつ

と燃
もえ

たる鬼
きつねび

火に、不
お も ハ ず 　

意見かへるわ

が後
し り へ

方に、立
たゝずミ

在しハその人也」（『敵討裏見葛葉』）と、妖狐に出会うのである。ところで、この葛の

葉伝説には神社が登場しないことが多い。ここに挙げた二作品もそうである。〈もり〉そのものが怪

異との出会いの場となっている。これは非常に稀有なことであろうと考えられる。

　稀有な例のもう一つが、『懐硯』巻三『気
け し き

色の森
もり

の倒
ころび

石
せきとう

塔』34 である。現鹿児島県の気色の森にての

話で、大切に飼われていた屋敷の猫が自分を殺した娘に取り憑き、怨みの言葉をはく。「夏
なつ

冬
ふゆ

時をわ

かず火
こ た つ

燵して此
　 や

家の内に置給はれ」と娘から離れる条件を提示するが、今度は新たに娘にふられて焦

がれ死にした男の霊が憑依してしまう。寺僧が娘を「永
なが　　

き未
み ら い

来一
　　れんたくしやう

蓮托生の契
ちぎ　　

りを祈
いの

らすべし」と出家

させると、男は「和
おしょう

尚の教
け う け

化骨
こつずい

髄に徹
てつ　　　　

したり」と言い残し成仏したかに見えた。しかし娘が男の墓参

りに行くと今でも石塔が倒れ、未だ男の亡霊が残っているという話である。この話には神社は出てこ

ない。寺も男の墓がある大閤寺の名が僅かに登場するのみで、話の展開には全く関わってこない。話

の主題は「一念
ねん

五 百
ひやく

生
しやう

。戯
けん

念
ねん

無
む

量
りやう

劫
こう

まことなるかな」である。一度悪心を持つと五百年はそれから

逃れられず、情念に執着すると永遠に報いを受けるという仏教の教訓話といえる。こういった仏教教

訓話に神社や寺が出てこないことはままあるが、〈もり〉を舞台にして話が展開することは非常に稀

であろう。しかもその森の中に一年中絶やさず火燵をつけておくという〈異界〉を自ら作り出した。

この話も確かに森は境界としての機能を持っている。しかしそこに寺も神社も存在せず、森の中の〈異

界〉は人間と妖猫の共同作業によって新たに作り出された空間なのである。

　西鶴や秋成をはじめ、当時の作家たちは話のモチーフとして漢籍やその影響で成立した和本を多く

扱う。この『気色の森の倒石塔』の出典は未だ分かっていないが、一説には中国志怪小説の翻案を収

める『奇異雑談集』が候補にある。こういった日本古来からの〈もり〉観を離れた作品が登場する以

上、この時代に日本に流入していた漢籍をつぶさに検討しなければ、真の考察結果が得られるとはい

えない。

　以上、近世文学作品における〈もり〉の諸相を大略に考察してきた。〈もり〉という場所が生活に

定着してくる中世以降、〈もり〉の表す意味範囲が広がったが、近世はそれに拍車がかかったといっ

てよい。それまで主流だった歌枕の概念から大幅に広がり、景物としての〈もり〉と鎮守の〈もり〉

としての両義性が確認された。特に散文作品においては〈もり〉という場所が非日常という異界との

32 誓誉著。宝暦 7 年（1757）刊。巻二 14 丁裏。
33 曲亭馬琴著。文化 4 年（1807）刊。巻四 17 丁裏 -18 丁表。
34 潁原退蔵・暉峻康隆・野間光辰編『定本西鶴全集第三巻』（中央公論社、1955 年初版、1972 年 7 版）、312-317 頁。
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境界としての概念を持つ例も散見される。だがその概念にはあくまで神社や寺が背景にあった。しか

し一方で神社や寺から独立した境界としての〈もり〉の例もあり、これらは大陸から渡ってきた漢籍

の検討を要する。そこには大陸仏教と日本仏教の相違点や国学との関わりという問題も含まれてくる。

また、中世より同一視されはじめた〈もり〉と〈林〉の使い分けは、近世文学作品においては作家が

武士であるか、国学者であるか、町人であるか等個人のレベルに還元される問題でもある。しかし全

体的には〈もり〉＝〈林〉と見なす観念の増加傾向にあるといえるだろう。広大な調査範囲を要する

のが〈もり〉の諸相なのである。

2．1．日本近代文学における〈森〉

　明治維新以前にも、長崎の出島をとおしてオランダから西洋文化の流入はあったが、幕末から明治

にかけての開国によって本格的に流入と受容がはじまった。そうした西洋文化の影響による〈森〉と

は、神社そのものや神社を取り囲む森ではなく、薪などの採集をする生活空間としての森または林で

もない。近代文学の中で表象される〈森〉というのは、明治以降に発見された一種の〈風景〉であると

いっても過言ではない。そこには文学のみならず、西洋絵画の受容状況も考慮する必要がある。たと

えば西洋絵画によって、森が画題となり鑑賞の対象になりうることを発見しただろうし、とりわけフ

ランスのバルビゾン派 35 のように森や田園地帯で絵筆をとった画家たちの作品も風景観や自然観に大

きな影響を与えたに違いない。当然文学作品に登場する森のイメージも、大きく変貌したはずである。

　グリム・メルヒェンの森が、魔女の住む恐ろしい場所として描かれることがあるように、日本の現

代文学においても森はしばしば人以外の存在との交流の場として描かれたり、一般の人間が分け入る

ことができない場として描かれたりしている。たとえば村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワ

ンダーランド』（新潮社、1985 年 6 月）における影を持つ人だけが入る森や、大江健三郎『同時代ゲ

ーム』（新潮社、1979 年 11 月）における「壊す人」が眠る森などが想起されよう。いわば一種の異

界として機能しているのである。しかし、このような傾向が必ずしも日本本来の〈森〉のあり方では

なかったことは、古代文学における森の扱われ方を見れば明白である。

　西洋文化の流入、戦争と植民地経験をへて森のとらえ方、考え方は現在まで変化更新されているも

のである。まずどのような点が西洋からの影響なのか。逆に日本固有の〈森〉観はどのようなものな

のか。そのため西洋文化の本格的受容がはじまり、定着しつつあった明治期の〈森〉の表象をこの第

2 章では考察する。ただし、明治期に発表された作品におけるすべての〈森〉を網羅することは、実

質的に不可能である。残されている文献は膨大であり、個々の文献について索引も存在しない。今回

35 フランスのバルビゾン村周辺に 1830 年頃から集まりだした画家たちによって形成された画派。バルビゾン村
はパリ東南のフォンテーヌブローの森に隣接しており、彼らはその自然と親しみながら風景画や農民画を描いた。
テオドール・ルソーやジャン・フランソワ・ミレー、ディアズ、ドビーニー、デュプレ、トロワイヨンが中心的
存在と見なされている。
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取り上げたのは、あくまで日本文学に影響を与えたことが確実に分かっている翻訳作品と、代表的な

作家の特徴的な傾向を表している作品のみである。

2．2．発見される森・林

　ツルゲーネフ作、二葉亭四迷訳『あひゞき』36 は、明治 27 年（1894）7 月『国民之友』37 に発表され

ている。そして同じく明治 31 年（1898）1 月から 2 月にかけて国木田独歩『今の武蔵野』がやはり『国

民之友』38 に掲載される。国木田独歩が『あひゞき』に触発されて『今の武蔵野』を執筆し、武蔵野

とその森林の価値を再認識したことは、彼が『あひゞき』を引用していることから伺える。

元来日本人はこれまで楢の類
たぐひ

の落葉林の美を余り知らなかつた様である。林といへば実に松林の

みが日本の文学美術の上に認められて居て、歌にも楢林の奥で時雨を聞くといふ様なことは見当

らない。自分も西国に人となつて少年の時学生として初て東京に上てから十年になるが、かゝる

落葉林の美を解するに至たのは近来の事で、それも左の文章が大に自分を教えたのである。39

　このように述べた後で、『あひゞき』冒頭にある樺の林を詳細に描写している部分をかなり長きに

わたって引用している。落葉樹は日本のほとんどの地域で人里に近い林の多くを占めている。杉や檜

などが木材用に植林された林や、照葉樹が多い社寺林を除けば人の生活圏内でもっとも一般的な樹木

であり、冬が近づくと落葉して春には新たな葉をつける。松林や竹林のみならず梅や桜、紅葉の名所

も歌に詠まれるが、花や紅葉の美しさとは関係なしに落葉樹林そのものが注目される事例は、日本文

学にあまり見受けられない。

　そもそも落ち葉というものは、少なくとも一昔前の武蔵野の雑木林においては、集められ、畑の肥

やしとして利用されていたようである。40 つまり落ち葉を大量に採取することが可能だった落葉樹林

は、農業に携わる日本人にとっては採集という仕事の場であり、生活空間であった。そのような日常

空間にある美を再発見するためには、異質な文化の視点が必要とされたのであろう。それは『今の武

蔵野』の次の場面からも裏づけられる。

自分は或友と市中の寓居を出でゝ三崎町の停車場から境まで乗り、其処で下りて北へ真直に四五

36 以下明治期の森を論じる上で使用した文学作品および論文は、すべて雑誌または新聞の初出資料から引用した。
この場合、通例ではタイトルに「　」を付すが、引用と区別するためにすべて『　』を使用した。
37 7 月 6 日発行の第 25 号と 7 月 20 日発行の第 26 号に分載されている。
38 1 月 10 日発行の第 365 号と 2 月 10 日発行の第 366 号に分載されている。
39 国木田独歩『今の武蔵野』、『国民之友』（民友社、1898 年 1 月）、58 頁。『今の武蔵野』は後に『武蔵野』と解
題され、1901 年に民友社から刊行されている。
40 亀山章編『雑木林の植生管理』（ソフトサイエンス社、1996 年 2 月）、195-198 頁。
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丁ゆくと桜橋といふ小さな橋がある、それを渡ると一軒の掛茶屋がある、此茶屋の婆さんが自分

に向て、「今時分、何しに来たゞア」と問ふた事があつた。

自分は友と顔を見合せて笑て、「散歩に来たのよ、たゞ遊びに来たのだ」と答へると、婆さんも

笑て、それも馬鹿にした様な笑ひかたで、「桜は春咲くこと知ねえだね」と言つた。其処で自分

は夏の郊外の散歩のどんなに面白いかを婆さんの耳にも解るやうに話して見たが無駄であつた。

東京の人は呑気だといふ一語で消されて仕了つた。41

　このように現地の生活者の目から見れば、桜の季節でもないのに大人が木々の間に遊ぶことは理解

不能なのである。桜の季節か紅葉の季節にでもならない限り、木々や林は鑑賞の対象とはならないの

である。高等教育を受けて西洋文化を身につけ、都市に生活するものだけがそこに美しさや楽しさを

見いだしているといえるだろう。

2．3．異界の一部あるいは異界への通路としての〈大森林〉

　一方、憩いの場として見いだされた森林ではなく、異界的な場としての森を描いているのが泉鏡花

の『高野聖』である。だが、ここで注意すべきは作中の「大森林」が現在の白川村と飛騨市の間にあ

る天生峠付近の山中に現れることである。この天生峠を通る道は現在でも冬は通行止めになる険しい

道で、作中に本街道ではなく旧道と描かれている通り、白川街道はこの峠を大きく迂回している。白

川村から一端荘川に南下して、そこから高山市まで北上するのが白川街道であり、現在の国道 156 号

線である。いわば森は森でも標高 1000 メートル付近の森であり、一般の日本人の感覚からすれば山

と見なすべき空間である。

　道が二股に分岐する地点で、越後の売薬は信州松本を目指して右の道を進んでいったとある。そこ

から推測するに、この分岐点はあの合掌造りで有名な白川郷にあたり、左の道が本街道すなわち白川

街道にあたることになる。つまりこの聖は越後側から飛騨を経由して信州松本を目指しているという

ことになる。越後の売薬と同道することになったのも、売薬が越後から信州松本方面へ行商に向かっ

ているからなのだろう。この天生峠越えの道を通った方が本街道よりも早く高山に出られる。ただし

急勾配で、高低差が激しい。そのことは、作品中でたまたま付近を通りかかった百姓の話として描写

されている。
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41 国木田独歩『今の武蔵野』、『国民之友』（民友社、1898 年 2 月）、109 頁。
42 泉鏡花『高野聖』、『新小説』（春陽堂、1900 年 2 月）、11 頁。
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　つまり一本道で本街道を通るより七里（約 27㎞）ほど近いのである。それにも関わらず、くたび

れて野宿をした場合は遠回りの本街道を通る方がましだというのだ。むろんこの聖は話を聞いた以上、

先に誤って本街道からはずれてしまった売薬を連れ戻すために後を追うことになる。

　険しい旧道に入ったものの、すぐに森が現れるわけではない。森の前にも境界があり、森の後にも

境界がある。この作品における森はいくつかある境界の一つに過ぎない。しかしその中でも日常から

離れた非現実的空間といえるだろう。この森が現れる前に、聖は五体の蛇に出会っている。二体目ま

では道を横切っていったが、三体目は道をふさいだままでなかなか道をあけない。やむを得ず跨ぎ越

したものの、下腹に痛みが走り、身の毛が鱗に代わるような錯覚に襲われる。

　結論的にいえば、この蛇をまたぐという行為が第一の境界を越えることに相当すると考えられる。

この先には頭が引きちぎられ、体液を流しながらもびくびくと動いている蛇が横たわっていた。蛇嫌

いの聖はこの旧道を引き返そうとするものの、先ほど跨ぎ越した第三の蛇に道をふさがれており、そ

れをもう一度跨ぎ越す気にはなれない。仕方なく蛇の死骸をよけて道を進んだものの、やはり一丈ほ

どの大蛇が道に横たわっている。聖が蛇は山の霊ではないかと考えて祈ると、大蛇は道をあけ、その

先に「大森林」が姿を現すことになる。

　このようにあくまで「大森林」は山の一部であり、それゆえに日本的な異界のごとき様相を呈する。

幅が五分で丈が三寸（幅 1.5㎝長さ 9㎝）もある大きな山蛭が、木々の枝を埋めるように無数に垂れ

下がっている「蛭の林」ともいうべき場所であった。何匹もの蛭に吸いつかれながら、聖は恐ろしい

考えに支配される。
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〔後略〕。43

　恐怖のあまりに脳裏をよぎった地獄絵図であるが、それはここが生と死の境であり、一歩間違えれ

ば死の世界へと引き込まれかねない場所であることを示しているからに違いない。一般に、日本にお

いて山はしばしば死者の魂の赴くところととらえられてきた。ここは山であると同時に旧道の坂の上

にもあたる。坂は古代において戦勝祈願をしたり坂の神を祭ったりする例 44 も見られるなど、境界と

43 注 42 に同じ、81 頁。
44 たとえば『古事記』では冥界から逃げ帰ったイザナギが、「黄泉比良坂」に大きな石を置いて追ってくるイザ
ナミを追い返している。坂があの世とこの世の分岐点なのである。また崇神記では建波邇安王の反乱軍を平定す
るにあたり、丸邇坂に忌瓮という神を祭るための甕を据えて出発している。また『日本書紀』の崇神天皇 9 年には、
夢のお告げにしたがって墨坂神と大坂神を祭る記述がある。それぞれ大和から伊勢と河内へ出る要所であり、こ
れらの境界にいる神を祭ることで大和国内の安泰を願った。
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見なされる場であったと考えられる。しかし一方で森林の中でもあり、森が死後の世界への入口とな

っている点は、日本文学の伝統の中では比較的新しい傾向といえるかもしれない。

　死ぬほどの思いをして森林を通り過ぎた後には、長い下り坂が続き、小さな土橋がある。本当の異

界はこの橋を渡った先に存在するといえるだろう。白痴の男とともに谷間の家に住む女は、男を蟇蛙

や猿などの動物に変えてしまう魔力を持った存在である。聖より一足先にその家に着いた薬売りの男

は、馬に変えられて諏訪の馬市で売り払われたことが、女のもとにいた親仁の口を通して語られる。

この親仁が女を魔神と呼ぶように、この女が住む家とその周辺は魔界と呼ぶに相応しい場である。

　男を誘惑し、動物に変えてしまう女は、まるで王子を蛙に変えてしまう魔女のようだが、魔神と呼

ばれるほどの悪として描かれているわけではない。そもそもは薬師様と讃えられたほどの高い治療能

力を持った医者の娘であった。また川で聖の身体を洗うことによって蛭につけられた傷を治してしま

っている。水辺にいて他所から来た幼い男の沐浴を介助する女は、折口信夫が唱えた「たなばたつめ」

の姿そのものである。45 いわば巫女のような一面を有する女性として描かれてもいるのである。

　ここではあくまで森の描かれ方を中心に論じているので、女についての分析は割愛するが、この『高

野聖』における森は山と重なり合うことによって日本的な異界の様相を呈し、死の世界との境界ライ

ンとして機能しているといえる。

2．4．『三四郎』の「森の女」たちと『あひゞき』

　つづいて、明治 41 年（1908）9 月から 12 月にかけて『東京朝日新聞』に連載された、夏目漱石の『三

四郎』を取り上げたい。漱石はロンドン留学を経験しており、西洋の文化に直に触れた経験を持つ人

物である。それゆえ、作品中に表れる森は西洋絵画の色濃い影響を受けている。たとえば初期の有名

な作品に『坊ちゃん』46 があるが、ここに登場する森は、ターナー47 の絵のような森と表現されている。

しかしこの森はあくまで風景としての森であって、登場人物が森の中へ入ることも森が作品中で重要

な場となることもない。

　一方で『三四郎』における森は三四郎が美禰子とはじめて出会う場であるなど、森が男女の出会い

の場として機能する面がある。しかし、互いの存在を意識し合いながらも、美禰子は別の男と結婚す

る。これはツルゲーネフの『あひゞき』とも通底するテーマといえるだろう。『あひゞき』は別れて

いこうとする恋人たちの密会の現場に、語り手が偶然居合わせたことで物語が展開されている。「も

45 折口信夫『七夕祭りの話』、『旅と伝説』（三元社、1930 年 7 月）などを中心に折口はたなばたの本来の形を推
測する論を展開している。
46 夏目漱石『坊ちゃん』、『ホトヽギス』（ほととぎす発行所、1906 年 4 月）。
47 ジョセフ・マロード・ワイリアム・ターナー（1775-1851）。ロンドンに生まれ風景画家として地誌的風景画か
ら画業をはじめ、ロイヤルアカデミー入学後はロマン主義的な自然描写による歴史的風景画を制作した。晩年は
ロマン主義的な色合いを強め、圧倒的な自然の力と弱い人間の闘争を描いた作品が多い。またその風景画は明る
い色調と白く輝く光に覆われており、印象主義の先駆とも見なされることがある。
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ともと女房にされないのは得心づくじやないか？」48 と別れを惜しむ少女アクーリナにウヰクトルが

いっていることから、二人が身分の違いなどで結ばれない間柄であることが推測できる。

　つまり森は出会いを提供する場や逢瀬の場として描かれているが、一歩森の外へ出ると男女はそれ

ぞれ別の道へ進み別の生活を送ることになるのであり、そこはあくまで一時的に男女が時をともにす

る場でしかないのである。たとえば三四郎も、友人の与次郎に、俺やお前では年齢的に美禰子に釣り

合わないといわれており、二人が結ばれない間柄であることが作品中で暗示されている。日常空間で

は決して出会うことのない男女が出会い、そこにいる間だけは逢瀬が許される、そのような祝祭空間

として機能しているのである。

　それは広田先生が高等学校時代に出会い、二十年ほど後に夢に現れた少女についてもいえることで

ある。広田先生は三四郎に対して夢の様子を次のように語っている。
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　この少女は、明治 22 年（1889）の森有礼の葬列 50 の中にいた、あの少女であり、夢の中では二十

年前と全く変わらぬ姿で現れる。しかしながら、現実にはこの少女とは、葬儀の時以来全く会うこと

はなく、どこの誰であるのかも分からない。つまりは、その存在に心奪われつつも、決して結ばれる

ことのない、そういった間柄なのである。

　三四郎は広田先生に、その女を忘れられないから結婚しないのかと尋ねているが、広田先生は笑っ

て否定している。しかし、その女が嫁に来たらもらったでしょうとの問いには、少し考えながら、「も

らっただろう」と答えている。だが三四郎と美禰子のように、何らかの条件や社会的制約の問題で結

婚できない事例とは異なり、名前も所在も分からず言葉さえ交わしたことがない間柄では、なす術が

ない。

　この広田先生と少女の関係は、『あひゞき』における語り手とアクーリナとの関係にやや近いもの

がある。語り手は明らかにアクーリナに惹かれているが、語り手の姿を認めたアクーリナは、逃げる

48 ツルゲーネフ、二葉亭四迷訳『あひゞき』、『国民之友』（民友社、1894 年 7 月 20 日）30 頁。
49 夏目漱石『三四郎』、『東京朝日新聞』（東京朝日新聞社、1908 年 12 月 20 日）、3 頁。
50　1885 年伊藤博文内閣の文部大臣に就任し、教育制度の改革に携わった。欧化政策推進者と見なされたことから、
明治憲法発布の祝賀会へ向かう途上、国粋主義者の西野文太郎によって刺殺される。
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ようにその場から去ってしまうのである。男性側は好意を持ってその姿を認めるものの、女性側は男

性と言葉を交わすことなく姿を消す。森または林という、日常からやや乖離した場で出会い、もしく

は夢の中での再会はするが、ひとたびその場を離れれば、決して両者が出会うことはない。

　『三四郎』に話を戻せば、美禰子は画家原口の絵のモデルとなり、彼女を描いた絵は「森の女」と

題されて展覧会で公開される。その絵には、団扇を額のところにかざして立っている美禰子が、三四

郎と出会った時の服装とポーズを再現するように描かれている。実は美禰子自身が、服装やポーズを

指定して描かせたものだ。また確かに「森の女」と題されているが、三四郎がはじめて美禰子を見た

のは、東大の森の中にある池のほとりであったため、広田先生の引っ越し先で再会した美禰子を「池

の女」と呼んでいた。

　その後も、谷中から根津へ抜ける小川のそばで森とその上に浮かぶ雲を眺めるなど、森の中や近く

にいる美禰子を三四郎が観察するという場面が展開されるが、三四郎自身は彼女を「森の女」とは呼

ばない。むしろ結末部で「森
もり

の女
をんな

と云
い

ふ題
だい

が悪
わる

い」51 と評するように、美禰子を「森の女」とするこ

とに異議を唱えている。それは、一度森を抜けてしまえば互いに別々の道を歩むしかない存在と美禰

子が見なされることに対する一種の抵抗とも考えられる。

　いずれにしても漱石が描く森と、その周辺で出会う男女は、森という非日常の空間で一時的に関係

を結ぶものの、結婚という形で長い結びつきを築けずに終わっている。ツルゲーネフの『あひゞき』

における林の持つ機能と、非常に近いものを有しているといえるだろう。

　〈森〉や〈林〉に、憩いの場や観賞対象としての価値が見いだされたこと、また、日常空間では出

会うことのない男女が、束の間の時をともにする場として描かれることも、西洋文化の影響によるも

のと見てよいと思われる。近代以前には、「桜」や「紅葉」など、特定の景に焦点があてられ、〈森〉

や〈林〉そのものに価値が見いだされることは少ない。また、男女が邂逅する場として機能するよう

な例についても、それほど顕著ではない。

　また『高野聖』が描く〈大森林〉は、それが山深い旧街道の坂の上という場所にあることから、日

本における異界としての山の機能と、境界という性格を有していることを考慮する必要がある。山と

未分化な森であり、『今の武蔵野』における武蔵野の林や、『三四郎』における東京市内の森とは性格

が異なるものである。日常生活空間のすぐ隣にある森や林とは、描かれ方に差が生まれるのも当然で

ある。

　つまり近代における西洋文化の流入によって、郊外の〈森〉が設定され、そこに新たな文学的トポ

スが付与されたものと見てよいだろう。一方で、人里離れた森林は古代以来の、異界・異教の場とし

て温存され続ける。泉鏡花が『高野聖』の舞台として白川郷から天生峠越えをする旧街道に設定した

のも、飛騨のもっとも山深い地でなければ、あのような異界を描く物語がリアリティーを持ち得なか

51 注 49 に同じ、3 頁。
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ったことの証しといえるかもしれない。

　『三四郎』の連載がはじまる二年前、明治 39 年（1906）からは神社合祀政策が進められ、全国各地

にある神社の統廃合が行われた。これにより、古くから残されてきた貴重な照葉樹を含む鎮守の森が、

消滅の憂き目にあう事例が相次いだ。南方熊楠を中心とする反対運動によって、急進的で強引な合祀

は明治末頃に収束する。こうした過程で、森の価値を再認識する機運が起こったことは間違いないだ

ろう。

　また大正 11 年（1922）の関東大震災によって、東京を中心とする都市部は壊滅的な被害を受けた。

復興の過程で郊外住宅の建設が盛んとなり、生活空間と森を含む山が接近しはじめるようになる。こ

うした住環境の変化や居住地と非居住地の接近によって、〈森〉のとらえ方は変化した可能性が高い。

3．1．戦後日本文学における〈森〉の表象

　15 年以上にわたる日中戦争・太平洋戦争とその敗戦は日本社会だけではなく、日本文学にも大き

な変革をもたらした。そしてそれは小説における〈森〉の表象においてもいいうる。文学を取り巻く

現実の環境が大きく変化し、戦争体験の中で人々が強く感じていた死の恐怖や生への絶望、厭世とい

った感情が小説作品の中に解き放たれるようになると、そうした感情と深く繋がったものとしての

〈森〉が描き出される。

　その象徴的な作品が、坂口安吾『桜の森の満開の下』52 ではないだろうか。「鈴鹿峠」の「桜の森」は、

花の季節に旅人がその下を通ると「みな森の花の下で気が変に」なると語り伝えられ、今では人跡の

絶えた山となっていった。そんな山に一人の山賊が住みついたが、やはり桜の森の花の下へ来ると「怖

しくなって気が変に」なり「魂が散っていのちがだんだん衰えていく」のを感じていた。あるとき彼

は一人の美女をさらってき、女の命ずるままに彼は六人の女房を殺す。女の美しさに魅せられた山賊

は、「魂が吸いよせられ」るのを感じる一方で、心の中に「不安」が生れていることを強く意識する。

そしてその「不安」の感覚は「桜の森の満開の下」を通る時の感じと似ている。そしてひとりで「桜

の森の花ざかりのまんなか」にすわってみて、はじめて「虚空」というものを感じ取る。その時の感

覚を安吾は作中で次のように表現している。

花の下の冷めたさは涯のない四方からドッと押し寄せてきました。彼の身体は忽ちその風に吹き

さらされて透明になり、四方の風はゴウゴウと吹き通り、すでに風だけがはりつめているのでし

た。彼の声のみが叫びました。彼は走りました。何という虚空でしょう。53

　森の中を吹きぬける風に〈身体〉はその物質的な存在性を剥ぎ取られ、〈魂〉だけの孤独な人間の

52 1947 年 2 月、雑誌『肉体』に発表された。
53 坂口安吾『桜の森の満開の下』『坂口安吾全集』第 5 巻（筑摩書房、1998 年 6 月 20 日）、357 頁。
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姿がそこに立ち現されている。安吾は、満開の桜の美しさが積み重なる〈森〉の空間を人間存在の卑

小さを照らしだす場とするとともに、その存在の原点ともいえる〈空〉なる場所 54 として表象している。

　山賊は女と都で盗みや殺人を繰り返す生活を送った後、山へ戻ろうとする。「女を背負って峠のあ

ちら側の山径」を登ってきた山賊は満開の桜の森の下を通る。にわかに「不安」になった山賊は背中

の「女が鬼である」ことを覚り、首を絞めて殺してしまう。しかし、ふと我に返ると鬼だと思ったの

はやはり「女」で、彼はその死体に抱きついて泣くのである。

そこは桜の森のちょうどまんなかあたりでした。四方の涯は花にかくれて奥が見えませんでした。

日頃のような怖れや不安は消えていました。〔中略〕桜の森の満開の下の秘密は誰にも今も分か

りません。あるいは「孤独」というものであったのかも知れません。なぜなら、男はもはや孤独

を怖れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。55

　この桜の「森」が示しているのは人間の絶対的な「孤独」なのであり、人はそれを怖れるがゆえに

桜の「森」を怖れるのである。その「森」と一体化したとき、「彼の手も彼の身体も延したときには

もはや消えて」「冷めたい虚空」だけがそこに現前する。

　ここに表象される「森」のイメージは明治期の西洋文化の影響下で発見された〈癒し〉を与えてく

れる空間としてのイメージと、異形の存在が跋扈し他界への通路ともいえるような恐怖と不安と狂気

を喚起する空間イメージとを併せ持ち、さらにそこにインド伝来の〈空〉という仏教思想とを融合さ

せた独特なものである。

3．2．戦争の中の〈森〉

　上述の坂口安吾の〈森〉の表象は人間存在の原点としての「孤独」を表すという点では、ある種の

普遍性を獲得しているが、同時にそこに描かれる〈狂気〉はこの作品が敗戦直後に発表されたもので

あること、つまりは戦争と無縁ではないことを示していよう。

　明治以降の日本近代文学に発見されてきた〈森林〉が、日本という風土において都市との接点の中

にあったのに対して、太平洋戦争という現実を通して日本の戦後文学にもたらされたのは、フィリピ

ンやビルマなど南方の戦地におけるジャングルという異質な〈森〉の表象だったのではないだろうか。

そしてその〈森〉は戦争状況下において常に〈死〉の恐怖と背中合わせの空間としてある。その例を、

54 〈空〉という思想は紀元 2 世紀ごろのインド仏教僧龍樹（ナーガールジュナ）の『中観』によって理論化され
たといわれる。〈空〉とはすべての存在はそれ自身によって実体化されているのではなく、他のさまざまな関係性
として構築されているという考え方を指す。
55 注 53 に同じ、367 頁。
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竹山道雄『ビルマの竪琴』、56 大岡昇平『俘虜記』57『野火』58 に見ることができる。

　『ビルマの竪琴』は敗戦後、多くの若者が戦地で命を落とし、なかにはその遺骨すら戻らなかった

者があることを知って書いた鎮魂の小説である。その第一話「うたう部隊」は、この小説の主人公の

水島上等兵の部隊がタイの山中で敵兵に囲まれて投降する場面を描いている。このとき、部隊を取り

囲んでいたのは深いジャングルの「森」である。

森の中の様子をうかがうと、もう散開も終ったとみえて、動く人影も見えません。しんとして静

まりかえっています。

われわれはみな言葉どおり必死になって、うたいました。今にも森の中から火蓋がきられるかと

気づかいました。そして、はやく、しかも遠目には何か冗談でもしているようにして、重い車を

押さなくてはなりませんでした。もしここで森の中から弾がとんできて、この箱にあたったら、

上にのっている水島はもとより、われわれはみな死ぬのです。59

　ここでの「森」は「われわれ」の命を狙う敵兵を代替的に表象しており、それは〈死〉をもたらす

空間である。弾薬を積んだ「重い車」を「森」の中の敵に覚られないようにしたとしても、包囲され

た部隊に助かる道がどれほどあるのか、「森」は「われわれ」に何の恩寵もここでは与えてくれない。

彼らはそれでもなんとか弾薬を手にして隊長が「突撃の命令を下す瞬間を待って」森の方を睨み、そ

れが下ろうとしたその時、「森の中から、一つの歌の声があがった」のである。

森の中の歌声はたちまち二つ三つと数を増し、ついにはあちらからもこちらからもそれに和しま

した。そしてそれは「はにゅうの宿」の節を英語で「ホーム・ホーム・スイート・スイート・ホ

ーム」と歌っているのです。60

　この小説における「森」は、兵士に〈死〉をもたらす暴力の表象から、ここで一気に〈生〉の表象

へと反転する。兵士が戦地で歌をうたうということがどこまで現実的かといえば、それは疑問であろ

うが、この小説が一種のおとぎ話として描かれたとしたら、「森」に響きわたる日本語と英語の歌声は、

むごい戦争が終結し、日常がそこに戻ってくることを願ったものであるといえる。「森」という空間が、

歌声と一体となって非日常と日常、死と生、彼岸と此岸の両方を表象している。つまりは、〈森〉の

56 1947 年 3 月、同年 9 月 - 同 1948 年 3 月、雑誌『赤とんぼ』連載。1948 年 10 月中央公論社刊。
57 ここでは 1948 年 2 月『文学界』に発表された初出部分を指している。1952 年 12 月に合本『俘虜記』にまと
められる際に、この初出『俘虜記』は『捉まるまで』と改題されて収録されている。
58 1951 年 1 月 - 8 月、『展望』連載（但し、一部分は 1948 年 12 月と 1949 年 7 月に『文体』に発表されて休止）。
59 竹山道雄『ビルマの竪琴』『竹山道雄著作集』第 7 巻（福武書店、1983 年 10 月 15 日）、28-29 頁。
60 注 59 に同じ、30 頁。
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表象はここでは現実的な空間表象であることを超えて、それに対峙している（あるいは含まれている）

人間の心的表象へと変換されているのではないだろうか。先に掲げた明治期の〈森〉表象が西洋文化

の影響下から発見された〈風景〉としての〈森〉であったり、あるいは日本の風土に密着した異界空

間であったりしたのに対して、戦争という現実を経て戦後文学の中に現れる〈森〉表象は、人間の心

理によって意味づけられる記号空間として立ち現れている。

　そのことをより強烈に示しているのが『俘虜記』や『野火』の中の〈森〉ではないだろうか。大岡

昇平はスタンダールの翻訳者として中原中也や小林秀雄らと親交がある文学者であったが、太平洋戦

争末期の昭和 19 年（1944）に補充兵として徴兵され、フィリピンのミンダナオ島に送られた。彼の

所属した部隊は上陸してきた米軍の前になすすべもなく敗走。大岡はマラリアに罹患して部隊から取

り残され、山中をさまよい歩いた末に捕虜となってレイテ島の捕虜収容所に送られた。復員後に小林

秀雄の勧めで書いたのが『俘虜記』である。ここには大岡が熱帯の戦地を彷徨したときの様子が克明

に記録されている。

水牛はさらに川原から岸に上り、林の中へ入って行った。気がつくとそこは両岸が小さな崖をな

して迫り、道は川から離れて今水牛が去った林の方へ続いていた。水溜りの奥で谷は急に曲がり

先は見えなかった。〔中略〕私は林のへりに倒れてしまった。

　前方の草原はさし渡し二十間ばかり、左手つまり谷の側から前面までずっと叢林が縁取られ、

右手のみ開いて緩やかに陣地正面に上っていた。そこには比島の丘々にあの柔和な夢幻的な緑を

与えている、細い長い萱に似た雑草が生えていた。61

　ここでは「森」という表現は使われておらず、「林」「叢林」と表現されている。人間の痕跡の絶え

た山深いジャングルではなく、大岡がいたのはフィリピンの村人が農地を耕しながら生活する空間に

隣接する場所であったためにそう表現されるが、明治期に国木田独歩が武蔵野の風景として見いだし

た森林も広い意味で〈森〉であるなら、これもまた同様に〈森〉といえる。大岡がここで目にしてい

るのは「柔和な夢幻的な緑」の「叢林」だというのだが、実際には彼は部隊から捨てられた惨めな敗

残兵として米軍やフィリピン人ゲリラから逃げねばならない極限的な状況を生きている。彼はこの「林

のへり」で自分が米兵に撃たれて死ぬ姿を空想するが、次の瞬間、現実に米兵の声を直ぐ近くで聞く。

林の中に倒れこんでいた大岡からは米兵の姿は見えるが、米兵は彼には気がついていない。彼は「生

涯の最後の時を人間の血で汚したくない」と思い、「射つまい」と心に決めていたが、右手は「自然

に動いて銃の安全装置を外していた」。

61 大岡昇平『俘虜記』『大岡昇平全集』第 2 巻（筑摩書房、1994 年 10 月 20 日）、18-19 頁。
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声は澄んだ林の空気を震わせて響いた。この我々が長らく遠く対峙していた暴力との最初の接触

には奇妙な新鮮さがあった。62

　『ビルマの竪琴』では「森」は敵兵の姿を隠し、日本兵たちに〈死〉の恐怖を突きつけてきたが、

ここでの「林」は大岡にとって〈死〉と〈生〉とを分かつ最後の試練の場であり、彼に人間としての

尊厳を突きつけている。結局、米兵は大岡に気づかないまま、別の方角へ歩いていってしまい、大岡

は射つことなくやり過ごし、その後、発熱のために昏倒している所を米兵に捕らえられることになる。

この〈森〉表象は、大岡が「射つまい」という意志を貫いたという記憶によって再構築されたもので

あるがゆえに、〈死〉の恐怖を捨象した客観的な空間表現であるかのように読める。むろん、実際に

その場で大岡が自分自身の行動を作品のごとくに冷静に分析していたわけではないことは、『俘虜記』

の中で繰返しこの時の情景にこだわっていることからも明らかである。ここでの〈森〉は彼がこうで

あったと記憶する自分自身への自負が見せてくれる空間である。

　しかし、大岡は同じように敗残兵として山中をさまよう日本兵の目に映る森林を『野火』では人肉

食が行われる空間として描いてもいる。63

　永松は赤い口を開いて笑いながら、私の差し向けた銃口を握った。しかし遅かった。

　この時私が彼を撃ったかどうか、記憶が欠けている。しかし肉はたしかに食べなかった。食べ

たなら、憶えているはずである。

　次の私の記憶はその林の遠見の映像である。日本の杉林のように黒く、非情な自然であった。

私はその自然を憎んだ。64

　ここでも「林」と表現されているが、この主人公にとって眼前の森林は決して自分を優しく包み込

んでくれるようなものではなく、また、死の世界へと誘ってくれるような夢幻的な空間でもなく、人

肉食という狂気へと追いつめていく戦争の愚かさを人間に突き返してくる「非情な自然」の空間であ

る。『俘虜記』や『野火』で描き出された〈森〉は、もともと日本の風土の中にあったものではなく、

戦争という人為的な行為によって出会わされた空間であった。それを大岡は武蔵野の「林」に似たも

のとして見ようとしたが、それは決して安らぎや癒しを与えてくれるような日常的な空間ではありえ

62 注 61 に同じ、20 頁。
63 レイテ島の部隊に配属されていた田村一等兵は米軍の攻撃で敗走し、山中を彷徨。途中でフィリピン人に発見
され一人を射殺してしまう。さらに敗走中に出会った他の日本兵とさまよううちに、人間の死肉を「猿の肉」と
称して食べるようになってしまい、ついには日本兵同士で殺しあって人肉食をするようになる。田村はそれに耐
えられず、仲間の日本兵を殺害する。捕虜として復員した田村は「狂人」となって入院させられ、その山中での
出来事を小説風にノートに書いている（それが『野火』という作品という設定になっている）。
64 大岡昇平『野火』『大岡昇平全集』第 3 巻（1994 年 11 月 20 日）、124 頁。
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ず、〈死〉と〈生〉、狂気と正気とを分かつ「非情」な空間として表象されている。

　〈森〉が明治期以降、西洋文化（とくに風景画やロシア文学）との邂逅の中で生活空間に隣接した

風景として発見されて、恋愛の場としてあるいは憩いや癒しの場として表象されてきたのに対して、

戦後文学の中の〈森〉は戦争という現実を反映して、その表象する意味性を大きく変えた。そこでは

〈森〉は〈死〉を常に意識しなければならない戦場の中の〈日常〉にあって、日本人により強く、平

時とは異なるあるいは日本の風土とは異なる〈非日常〉の時空に生きていることを知らしめ、自らの

生命のはかなさ、倫理観や価値観の揺らぎを突きつけてきている。

　最後に、一人の日本人作家が特派員という形で戦地に降り立ち、そこで目のあたりにした「森」の

姿を紹介する。

　とつぜん木洩れ陽の斑点と午後の白熱と汗の匂いにみちた森のなかで銃音がひびいた。マシ

ン・ガンと、ライフル銃と、カービン銃である。正面と右から浴びせられてきたのだ。ドドドド

ドッというすさまじい連発音にまじって、ピシッ、パチッ、チュンッ！……という単発音がひび

いた。ラスがパッとしゃがんだ。そのお尻のかげに私はとびこんだ。それから肘で這って倒木の

かげへころがりこんだ。鉄兜をおさえ、右に左に枯葉の上をころげまわった。65

　開高健の『ベトナム戦記』66 の中の一節である。開高は『週刊朝日』の特派員としてベトナム戦争

の現実を取材するために南ベトナムのサイゴンに昭和 39 年（1964）11 月から同 40 年（1965）2 月ま

で滞在した。2 月 14 日、彼は米軍・南ベトナム軍とともに北部のジャングルでのベトコン掃討作戦

に従軍し、ジャングルの中でベトコンに突然襲撃された。これはその瞬間の記述である。大岡の『俘

虜記』以上にルポルタージュとしての側面が強い作品であるため、この場面での「森」そのものは何

らかの意味性を帯びた表象とはなっていないが、それ故にここで開高が必死に転げまわる「森」は

1960年代、高度経済成長を続けて平和を謳歌しているかのような日本の〈日常〉からは懸け離れた、〈他

者〉の空間として彼を（そして読者を）拒絶しているように感じられる。『俘虜記』や『野火』で描

かれたフィリピンの森林が日本人に戦争の意味を問い掛けてきていたが、米ソの代理戦争として長期

間にわたって泥沼のような殺戮が繰り返されたベトナム戦争の中で表象された「森」は、日本人とか

アメリカ人、ベトナム人といった国籍に関係なく人間そのものが何故に殺し合うのかという重い問い

を人間に投げかけてくるものとなっている。

65 開高健『ベトナム戦記』『開高健全集』第 11 巻（新潮社、1992 年 10 月 5 日）。
66 この作品は開高が帰国後すぐに 1964 年 3 月に朝日新聞社より緊急出版された。開稿はベトナム戦争取材から
感じ取った深い苦悩と虚無感を『輝ける闇』（1965 年 4 月、新潮社）で小説化している。
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おわりに

　日本の近世文学における〈森〉とは、「天神森」のごとく神社仏閣に付随した空間を指し、生活空

間に極めて隣接した境界的なトポスとして認識されていたといっても過言ではない。たとえば上田秋

成や近松門左衛門らの物語や浄瑠璃作品において〈森〉は、「信田の森の狐」のごとく、伝承世界の

異形のモノたちとの通路を開く空間、心中する男女の彼岸への入口として表れる。明治近代以降でも

『高野聖』などに見られるように、近世的な異界との通路を開く元来の〈森〉の表象が継承される。

しかしながらその一方で、西洋文化受容に伴い、特定の神社仏閣の〈森〉ではなく都市郊外の森林、

都心の公園や大学内の森が文学作品に描かれるようになり、都会人の散策の場、思索の場、あるいは

男女が出会い別れる恋愛の場として新たなるトポスを形成していくのである。

　これが戦後文学になると、近世・近代の〈森〉の表象とは異質な、南方の戦地の〈森〉のイメージ

が流入してくる。日本の風土からは切り離された非日常のトポスであるという点では異界的ともいえ

ようが、それはもはや近世的な異界のごとく「幻想的なもの」ではなく、人間の〈死〉というものを

生々しく突きつけてくる厳しい空間として描き出されるのである。

　このように近世から戦後までの日本文学を概観すると、トポスとしての〈森〉の表象が、霊験あら

たかなる空間、生活に隣接した空間、物語的空間、そして厳しい現実空間との間を大きく揺れ動き、

かつ意味範囲を拡大させていることが見て取れる。そこには大きな意味での、文学のロマンチシズム

からリアリズムへの変化という流れがあることは確かであろう。ただ、それだけですべてが説明でき

るわけではない。たとえば、大正期から昭和初期の文学作品への分析が本論考では充分とはいえず、

都市化が急速に進行した大正から昭和にかけての〈森〉の表象の変化、あるいは現実の都市空間にお

ける森林の価値の変化のさらなる検証が必要である。また、戦後も特に 1970 年代以降の日本におい

ては、高度経済成長の影響により生活環境が大きく変容し、さまざまな価値観が多様化していく。そ

の中で、〈森〉という空間あるいはその背後にひろがる理念的なものが、どのように認識されえたのか、

そして 1980 年代以降、ドイツの酸性雨と森林破壊問題をも範とする、環境意識あるいはエコロジー

意識の再認識あるは再覚醒化の中で、〈森〉がいかなる意味を獲得しえたのか、諸々の文学作品に照

らし検証することが、今後の大いなる課題といえよう。
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