
「夢浮橋」と＜ポスト･テクスト＞
―大和和紀『あさきゆめみし』、

橋本治『窯変源氏物語』、三島由紀夫『豊饒の海』―

大　野　雅　子

一．「開かれた作品」としての「夢浮橋」

『源氏物語』の最終巻「夢浮橋」は次のように終結する。

いつしかと待ちおはするに、かくたどたどしくて帰り来たれば、すさま

じく、なかなかなり、と思すことさまざまにて、人の隠しすゑたるにや

あらむと、わが御心の、思ひ寄らぬ隈なく落しおきたまへりしならひに

とぞ、本にはべめる。1

宇治川に身を投げて命を絶ったと思われていた浮舟が実は生きているとい

う思いがけない消息を手にした薫は、小野の浮舟の元に浮舟の弟の子
こ

君
ぎみ

を

使いにやるが、浮舟からは一言も返事が返って来ない。薫は自分がかつて

宇治の山荘に浮舟を隠し置いた経験から今度は誰か他の男が彼女を小野に

住まわせているのかもしれないと疑念を抱く。浮舟は簾の隙間から弟を見

たとき「夢のやうなり」2と思う。さらに薫への返事をせかされると、「昔

のこと思ひ出づれど、さらにおぼゆることもなく、あやしう、いかなりけ

る夢にか、とのみ心もえずなむ」3と尼に語るが、それっきり顔を衣に隠

して臥せってしまう。浮舟が「夢のようだ」と感ずるのは、出家前の過去

のこと－常陸で過ごした少女の頃、宇治で薫と匂宮との間で経験した葛

藤－なのか、出家後の今の境遇なのか。その区別さえ定かではない。浮舟

は薫がかつて執心した女だったということを知った横川の僧都は「もとの

御契り過
あやま

ちたまはで」4と暗に浮舟の還俗を促すような手紙を書いて寄越

す。
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「夢浮橋」の終わりには「終着と期待、両方の感覚が存在する」とハル

オ・シラネは言う5。結末に達したという感覚が得られると同時に「この

脱中心化した語りの他の箇所でも見られるように、更なる発展と展開の可

能性が存在している」6のである。浮舟の物語は恋の物語としてさらに展

開してゆくのか、それとも薫の愛執を断ち切って浮舟はひとり仏の世界へ

と旅立ってゆくのか。語り手は結末を宙吊りにしたまま「とぞ、本にはべ

める」と自らが語った物語に対する責任を放棄するかのように、語りの世

界から姿を消す。様々な疑問に答えは見つからないまま、読者は多様な意

味を喚起し続ける『源氏物語』という「開かれた作品」と向き合うことに

なる。

「開かれた作品」とはウンベルト・エーコが「解釈者によって美的に享

受されるその瞬間に完成される」7現代芸術の特徴を表すために使った言

葉である。あらゆる芸術作品は自由な解釈を許容する余地があるという意

味で「開かれた作品」であるが、エーコは十九世紀後半の象徴主義の時代

に自覚的な「開かれた作品」の詩学が登場すると考える。そこにおいては、

「テキストは神秘的な調和からくる深い応答を解釈者の内部から引き出す

べく、解釈者の個性的世界をまさに刺激しようとする」8のである。

中世において寓意的解釈を可能にした「秩序づけられた宇宙、存在と法

則の位階構造」9は、象徴主義の到来とともに「曖昧性に基づく世界」10へ

と移行する。それに応じて芸術作品は、「常に必然的であらかじめ決定さ

れた一義性の規則」11に従って解釈されるべき「閉ざされた作品」から

「意味の不定の貯蔵庫」12としての「開かれた作品」へと変質する。その歴

史を日本文学は共有しない。また、エーコが「開かれた作品」の典型例と

してあげる『ユリシーズ』は多元的な意味を包含する無限の宇宙を読者の

前に提示するが、それは明らかに作者ジェイムズ・ジョイスによって意図

されたものだ。『源氏物語』は読者によって完成されるべき「開かれた作

品」として意図されたのか、それとも何らかの理由で書き続けられること

ができなかったのか、作者紫式部の意図は謎である。それゆえ、『源氏物

語』を「開かれた作品」と呼ぶことには、エーコが言う意味での「開かれ
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た作品」とはずれがあるという認識を伴う必要がある。そうしなければ、

「開かれた作品」という概念を言い訳として作者の意図への接近をまった

く試みることのない、恣意的な読みを無限に許容してしまうことになるで

あろう。

『源氏物語』を「開かれた作品」と呼ぶことによって、「夢浮橋」の終

結のあとに何が起こったのか、自由にかつ恣意的に読むことは避けなけれ

ばならない。しかし、そもそも読者が文学作品を個人個人のやり方でまっ

たく勝手気儘に読むことは可能なのだろうか。また、読みの恣意性とは文

学作品の解釈において是が非でも避けなければならないものなのだろう

か。

ロバート・スコールズは、読者が文学テクストの中にある記号を外にあ

る記号と結びつけながらテクストの中で自分自身の物語をつくっていく読

みを「遠心的読み」と呼ぶ13。「遠心的読み」と、テクストの中心に存在す

る本来の意図を捉えようとする「求心的読み」－この二種類の読みは補い

合いながら一つの読みを形成してゆくという。『源氏物語』を「遠心的」

に読む過程において読者は「一つの 時を別の時に、一つの場所を別の場

所に、一つのテクストを別のテクストに、記憶の文彩［･･･］によって結び

つける」14であろう。この読みは、『源氏物語』が引用する様々なプレ・テ

クストを丹念に検証していく過程のみならず、我々の「記憶の中にすでに

存在する他のテクストの痕跡と撚り合わせる」15過程をも含んでいる。「読

む」とは「様々なテクストを一つに纏め上げる」16行為であり、そこにお

いて我々読者は、書かれたまたは書かれなかったテクストを、今読んでい

るテクストと結びつけながら解釈に至る。

解釈に辿り着く過程が完全な恣意性に支配されえないのは、我々読者が、

「文化的存在としての我々を支え、個々のあらゆるテクストが響き合い調

和するテクスト性の網の外に出ることは決してない」17からである。「我々

が何であるか、何になりうるかは、すでに強力な文化のテクストによって

決定されてしまっている」18のである。文化テクストという網に捕らえら

れている我々は、「白紙として一からやり直すことなどできない」19のだ。
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そういう意味で、文学作品の読みは勝手気儘にはなりえないし、恣意的に

もなりえない。

しかし同時に、テクストの「元の意味」と「我々にとっての意味」とを

区別することなどできないという点においては、読みの恣意性を回避する

こともできない。我々読者は読む行為において、「テクストの力が我々に

及びえない外側で、安全に佇んでいればいいというものではない」20。歴

史の流れの中に身を置いている我々はその外に出て一千年の時を遡り、

「超越的主体」として『源氏物語』と対峙することはできない。文化テク

ストの網の目の中に存在する我々は、一千年前のテクストと今の我々との

間に存在する数多のテクストを「一つに纏め上げ」ながら、そこに我々自

身を見出すことによって「読む」という行為を行うのである。我々読者は

「夢の浮橋」のイメージが刻印されたまたはそれを喚起させる様々なテク

ストをすでに知っている。それらのテクストを記憶の中で消し去り、『源

氏物語』を一から読むことはできない。

様々なプレ・テクストによって織りなされた『源氏物語』という織物は

それ自体もプレ・テクストとして様々なテクストの中に織り込まれてい

る。我々読者はそれらすべてをインターテクスチュアルな空間へと誘い込

み、『源氏物語』を読むためのプレ・テクストとして利用するのである。

それらすべてのテクストの総体が我々読者という文化テクストを形成して

いるのだから。『源氏物語』以後に書かれた『源氏物語』を読むためのテ

クストを＜ポスト・テクスト＞と呼ぶことにしよう。＜ポスト・テクス

ト＞が解釈する「夢の浮橋」は我々読者にとってのプレ・テクストとなり、

『源氏物語』の「夢浮橋」の新たな解釈を生み出すのである。この論考の

最後に到達する「夢の浮橋」解釈は紫式部が意図したものとは異なるかも

しれない。作者の意図に向かって求心的に読むやり方とは違うということ

を自覚した上で、紫式部と対話するひとつの方法として＜ポスト・テクス

ト＞を通して今の視点から読むという方法論を意識しながら、「夢の浮橋」

を読んでいきたいと思う。以下で扱う＜ポスト・テクスト＞は、大和和紀

の漫画『あさきゆめみし』（1979-93年）、橋本治の翻訳『窯変源氏物語』
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（1991-93年）、三島由紀夫の小説『豊饒の海』（1969-71年）である。

二．大和和紀『あさきゆめみし』

大和和紀の『あさきゆめみし』の最後の場面で浮舟は机に座り写経して

いる。次の頁で立ち上がった浮舟は縁側に佇み川を眺める。空には「夢の

浮き橋」が浮かび、川には小舟が漂う。川は激しく流れ、やがて穏やかに

なり、最後の二頁で海に流れ込む。このような絵の中で浮舟は次のように

思う。

わたしたちは･･････またいつか出会うことがあるのだろうか･･････ い

つか･･････男と女の垣根をこえた　御仏
みほとけ

の御弟子として･･････ その日

こそわたくしたちは夢の浮き橋を渡り･･････ 静かに手をとりあうこ

とができるだろう　いまはまだその橋をみることはできない　ま

だ･･････なにもわからずに･･････ ただ川を漂う小舟のように　ひとり

ぼっちで流されてゆくばかり･･････ けれども･･････ わたしは　も

う嘆いたり　恐れたりはしない･･････ わたくしにはわかっている　い

まは濃い川霧に包まれているこの流れが　やがては晴れやかな空の下に

出るように　川は流れ･･････ 走り･･････ そしてわたくしもまたすべ

ての川の行きつく先にたどりつけるだろう　走り去る流れが　いつか光

に満ちた　大海に注ぐごとくに･･････21

浮舟は宇治にいるとき毎日飽かず眺めていた宇治川を小野では眺めること

ができない。また、小野は比叡山の麓にあるから宇治よりもさらに海から

遠ざかる。それゆえ、浮舟が川の絵を背景にして自らを川にたとえ、「い

つか光に満ちた大海に注ぐ」と言うのは地理的には矛盾している。出家し

た浮舟はさらに比叡山を登り、海の見えない、海から遠ざかった地点に行

く運命なのだ。

このような地理的矛盾にも関わらず、川の流れが遂には「光に満ちた大
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海」に注ぐのと同様に浮舟も「すべての川の行きつく先」に辿り着くとい

う予感をもって『あさきゆめみし』が終結するのは納得できる終わり方で

ある。それは、『あさきゆめみし』に描かれる浮舟が希望と決意に満ちて

おり、彼女が行き着く場所のメタファーとして「光に満ちた大海」が適切

だからである。

北村結花は日本の少女漫画の特徴は「男性によって実現される女性の自

己肯定」22であると論ずる。吉井美弥子も指摘するように、『あさきゆめみ

し』は薫と匂宮を「現代の読者にとって同化しやすい、純粋な恋愛に生き

る貴公子たちとして＜転生＞させ、主人公とそのライバルたちという関係

を改めて作りあげた」23。『源氏物語』の「蜻蛉」巻では京にいる薫は浮舟

の死（行方不明）を嘆く涙が乾く間もなく、女一の宮に対する激しい執着

に身を焦がす。この場面は『あさきゆめみし』においては描かれない。

『あさきゆめみし』における薫は浮舟を純粋に愛し、浮舟も匂宮よりも薫

のほうを恋慕する。薫は浮舟にとって「居場所のなかった彼女に初めて居

場所を与えてくれた男性」24だったからである。愛と庇護を初めて与えて

くれた薫という男性によって浮舟は自分自身を発見したからである。

日本の少女漫画に描かれる女性像はあくまでも男性によって肯定しても

らわなければならないという点において受身的である。しかし、『源氏物

語』において沈黙することしかできなかった浮舟とは違い、『あさきゆめ

みし』の浮舟は自分自身を主張するための「声」を与えられた。日本の少

女漫画の読者たちの嗜好に合わせて大和和紀は薫をロマンティック・ヒー

ローに変貌させた。それによって浮舟は、薫との恋に生き、その記憶とと

もに自分の足で未来に向かって歩み出すヒロインとして再生したのであ

る。その浮舟にとって「夢の浮き橋」は、過去を捨て去り確固とした自分

自身を確立できるだろう輝かしい未来に向かって架けられた橋なのであ

る。それは、光り輝く未来を象徴する海を下に見て、雨上がりのように

清々しい空にあり、浮舟を招き寄せているかのようである。
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三．橋本治『窯変源氏物語』

橋本治の『窯変源氏物語』の浮舟は薫の手紙に返事を求められて、「夢

のように、すべてが靉靆
あいたい

と霞んで、何一つとして、思い出すことが出来な

いのでございます」25と答える。『源氏物語』の浮舟は白を切るために「夢

のようだ」と言うわけだが、『窯変源氏物語』の浮舟は「靉靆」という日

常言語にはない語彙を用いることによって、彼女の周辺全体が靄に包まれ

ているかのような、まさしく「靉靆」とした雰囲気を醸し出し、本当に夢

と現実との区別がつかないのかもしれないと思わせる。この「靉靆」とし

た雰囲気の中で、『窯変源氏物語』の最後では奇妙なことに、語る紫式部

と語られる浮舟との区別が曖昧になり、さらには翻訳する橋本治と翻訳さ

れる紫式部の区別も曖昧になる。『源氏物語』における複数の語り手が語

る物語を現代日本語に置き換えるにあたって橋本は、41巻までを光源氏の

一人称の語りとし、光源氏が死んだあとの42巻から54巻までを紫式部に語

らせるという手法をとった。物語を語り終えた紫式部はまるで自分自身に

言い聞かせるかのように次のように呟く。

私が何を書いたのか、それはもう分からない。

書き進めて、私はいつの間にか、世の女の住まう境を踏み越えてい

た。

それをしたのは、私一人だったのだろうか？

自身の足で、安穏とされる領域を踏み越えていた。

美しい物の怪に誘われるのではなく、思
し

惟
い

の心と、それを確かにする

己れの筆の力に助けられて、私は、安穏として人の住まう苦しい境から、

人として伸びやかに生きられる、大いなる木の根方へと歩み寄ってい

た。

［････････］

暗い夜の内に、もう私を導く者はない。
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美しい物の怪の姿が、どこかにまださすらうようにも思えた。

しかし、私の前には、何もなかった。

ただ、「この先を生きてみよう」と思う 時″の他には何も―。

「生きてみよう」と私は思った。

生きなければ何も始まらない。

物語の筆を捨てて、そして、その自分の前にある 時″というものを

眺めた。

「千年とは、どれほどの長さを持った時だろう？その時に至って、す

べての女は、自身の足で歩み出すことが出来るのだろうか？」と、遠い

空に虹の懸け橋を追うようにして見た。

「生きてみよう」

誰に言うとなく、私は思った。

その千年の、遠い昔に。

空に、夢の浮橋のような雲の流れるその下で―。26

「私」は「生きてみよう」と思う。「私」は自分が「何を書いたのか」

わからないと言い、「物語の筆を捨てて」とも言うのであるから、「私」は

紫式部だと思われる。しかし、なぜ紫式部は「大いなる木の根方へと歩み

寄っていた」のだろう。なぜ紫式部は「美しい物の怪の姿が、どこかにま

ださすらうように」思うのだろう。『源氏物語』において浮舟は、宇治川

に身を投げる決意とともに、夜の暗闇の中を美しい男の物の怪におびき寄

せられるようにして大きな木の根元に向かって歩いて行った。それは浮舟

の経験であって紫式部の経験ではない。紫式部は浮舟の経験と自分の経験

とを混同しているのだ。ふたりの経験は重なり合わされ、それとともに浮

舟の声と紫式部の声も唱和する。どちらの声なのか区別をつけることは困

難になり、あたかも二人の声がハーモニーを奏でているかのようである。
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さらに奇妙なことが起きる。浮舟＝紫式部は現代の読者に向かって「千

年とは、どれほどの長さを持った時だろう？」と尋ねるのだ。それに答え

て「生きてみよう」と答える声は「その千年の、遠い昔に」生きてみよう

と宣言する橋本治自身の声だ。ということは、「生きてみよう」と繰り返

される言葉は、浮舟、紫式部、橋本治－この三人によって発せられていた

のか。『窯変源氏物語』においては、千年の時を超えてヒロインと作者と

翻訳者の三人の声が響き合うという不思議な現象が起こるのである。そし

て、「テクストとメタテクストとの交響による、新たな言語文化」27の中で、

浮舟は紫式部と橋本治に助けられて新しい人生を選択する。そこに薫の影

はない。未来に向かって勇敢に生きようとする浮舟＝紫式部＝橋本治の眼

差しの先にある空には「虹の懸け橋」があり、「夢の浮橋のような雲」が

流れる。『あさきゆめみし』と同じように、「夢の浮橋」は『窯変源氏物語』

においても未来に向かって架けられた希望の橋なのである。

四．三島由紀夫『豊饒の海』

三島由紀夫の『豊饒の海』は第一巻『春の雪』のヒロイン綾倉
あやくら

聡子
さと こ

を通

じて『源氏物語』と間テクスト的関係を結ぶ。『源氏物語』のテクストの

余白は『豊饒の海』によっていかにして埋められるのだろうか。

明治維新の功によって華族に取り立てられたがもともとは鹿児島の地方

武士の出身であった松枝
まつがえ

家の一人息子である清顕
きよあき

は幼少の頃、和歌と蹴鞠

の家として27代も続く堂上家である綾倉家に預けられた。「優雅」を学ん

だ清顕は自分を「一族の岩乗
がんじょう

な指に刺った、毒のある小さな棘
とげ

のようなも

の」28だと感じていた。二つ年上の聡子が自分を愛しているということを

知りながらも彼にはそれだけでは十分ではなかった。彼には「禁を犯す」

ことが必要だった。それゆえ、洞院宮
とういんのみや

治典王
はるのりおう

と聡子との結婚に勅許がお

りたとき「絶対の不可能」29という観念に清顕は歓喜したのだ。生まれて

初めて清顕は「僕は聡子に恋している」30ということを確信した。「優雅と

いうものは禁を犯すものだ、それも至高の禁を」31という考えに突き動か
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されるようにして清顕は聡子とともに破滅への道をひた走る。清顕の子を

堕胎した聡子はこの世ではもう二度と清顕には会わないと決意し奈良の月

修寺で剃髪する。春の雪が舞う中、清顕は月修寺に続く長い坂道を辿るが、

聡子に会うことはできない。迎えに来た親友本多
ほんだ

繁邦
しげくに

とともに乗った東京

行きの汽車の中で「今、夢を見ていた。又、会うぜ。きっと会う。滝の下

で」32という謎に満ちた言葉を残し、清顕は20歳の若さで死んだ。

清顕の言葉の謎解きをするかのように本多は、夭折した清顕の魂が飯沼
いいぬま

勲
いさお

（第二巻『奔馬』）、月光姫
ジン・ジャン

（第三巻『暁の寺』）、安永
やすなが

透
とおる

（第四巻『天

人五衰』）の中へ次々と転生してゆくのを認識しようとした。それは彼に

とっての「限りなくうるわしい生命への讃歌」33であった。しかし、養子

に迎えた透が贋物であるという事実に愕然とした本多は、生涯をかけて追

い続けてきた輪廻転生の夢が無残にも瓦解してゆくことに絶望の念を深め

る。しかも、80歳となった本多の晩年は罪と汚濁に満ちていた。本多は自

分の余命が幾ばくもないことを知ったとき、清顕のかつての恋人であり今

は奈良の月修寺の門跡である聡子を60年ぶりに訪ねようと決意する。輪廻

転生の神秘の唯一の「見者」としての誇りを取り戻すため、どうしても聡

子に会う必要があったのだ。83歳になった聡子は「六十年を一足飛びに、

若さのさかりから老いの果てまで」至ったかのように、「みごとな玉
ぎょく

のよ

うな老いが結晶していた」34。しかし、その聡子の言葉は一瞬のうちに本

多の輪廻転生の夢を無に帰すのである。

「［･･･］松枝清顕さんという方は、お名をきいたこともありません。そ

んなお方は、もともとあらしゃらなかったのと違いますか？何やら本多

さんが、あるように思うてあらしゃって、実ははじめから、どこにもお

られなんだ、ということではありませんか？お話をこうして伺っていま

すとな、どうもそのように思われてなりません」35

かつての恋人を拒絶するこの言葉は『源氏物語』において浮舟が最後に発

した言葉を思い起こさせる。しかし、浮舟の場合は薫に会いたくないため
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に「思い出せない」と白を切るのだが、聡子の場合はしらばくれているの

か本気なのか判然としない。「記憶と言うてもな、映る筈もない遠すぎる

ものを映しもすれば、それを近いもののように見せもすれば、幻の眼鏡の

ようなものやさかいに」36という聡子の言葉は、彼女が大乗仏教の唯識論

の立場から発話していることを示している。唯識論によれば、自己も事物

もただ心のみがつくり出すのであるから、この世に絶対はあり得ない。た

だ我々の認識のみが存在するのだ。

究極の＜空＞の思想に直面した本多は、月修寺の庭を見て自分は「記憶

もなければ何もないところへ」37来てしまったのだと思う。一方、「読者は

物語を外側から読んでいたはずなのに、最後に至って物語として語られて

いた筈の唯識が物語を乗り越えて現実界に逆流し」、「自らの読書行為その

ものの根本を問われねばならなくなる」38。読者が今まで本多とともに辿

ってきた輪廻転生とは一体何だったのか。読者は手にしていた本が塵とな

って消え去るような思いがする。

『暁の寺』を書き終えたとき三島は、小説世界と現実世界という「浮遊

していた二種の現実」が「確定せられ」、「それまでの作品外の現実はすべ

てこの瞬間に紙屑になった」39と感じた。二種の現実の対立関係が終結し、

作品世界が閉じられるとき、通常は現実世界が唯一の現実となる。しかし

三島の場合には現実世界が＜空＞になってしまった。バルザックは「病床

で自分の作中の医者を呼べと叫んだ」40という。バルザックは単に虚構と

現実を混同しているのだが、三島の場合は現実が虚構となり、虚構が唯一

の現実となったという点において、普通ではない経験である。「あくまで

異なったものとして対立・緊張し合っていた二つの現実、二つの時間的未

来」のうち現実世界が作品世界の中へ「呑みこまれてしまった」41のであ

る。小説世界は閉じられることによって逆説的に現実に向かって溢れ出し、

現実を覆い尽くしてしまった。その先にあるのは『天人五衰』の最後に本

多が見た「記憶もなければ何もない」月修寺の庭と同じ空っぽの空間なの

である。

「空っぽの庭」は同時に「海」でもある。『豊饒の海』という題名は
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「月の海の一つのラテン名 Mare Foecunditatisの邦訳である」と三島は『春

の雪』の「後注」に記しているが、そのように記した理由は、その海同様

『豊饒の海』も「豊饒」という名を裏切って「カラカラの沙漠」42であると

いう「矛盾」を表現するためであろう。

「海」は『豊饒の海』のストーリーの主たる背景とはならない。また、

「海」が小説全体のメタファーとして表されるわけでもない。豊饒であり

かつ不毛である海は『豊饒の海』の比喩的な終結点なのであり、そのこと

を指し示すヒントは『春の雪』の中に隠されているのである。海は聡子が

若い頃に自分の人生の終結点として思い描いた場所であった。「君はのち

のちすべてを忘れる決心がついているんだね」という清顕の問いに対して

聡子は答えた。

「ええ。どういう形でか、それはまだわかりませんけれど。私たちの歩

いている道は、道ではなくて桟橋ですから、どこかでそれが終って、海

がはじまるのは仕方がございませんわ」43

「すべては海に呑み込まれ無に帰す」－聡子は自分と清顕との恋の行く末

を比喩的に語ったのだ。

83歳になった聡子はかつて自分の人生を海に架けられた桟橋にたとえた

ことを記憶してはいないだろう。なぜなら、聡子を呑み込んだ海は唯識論

によるところの阿頼耶
ア ー ラ ヤ

識
しき

の海だからである。『豊饒の海』においてしばし

ば言及される「唯識論」はそれを通じて本多が「認識」の問題を深めてい

く論理的枠組みでもある。唯識論における世界認識の手段である阿頼耶識

は「世界を産み、存在せしめ」、「一刹那一刹那、存在と実有を保証しつづ

ける北極星のような究極の識」44である。阿頼耶識によって生ずる世界は

「一瞬一瞬に生滅している世界」、「過去の存在も、未来の存在も、何一つ

確証はなく、わが手で触れ、わが目で見ることのできる現在一刹那だけ」

を「実有」45とする世界である。本多にとって阿頼耶識はかつてインドで

見た「ワゴーラ川へ落ちる一双の滝」46を思い出させるものだった。水が
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流れる様はまさしく阿頼耶識の流動する様と通じている。常に動き続けな

がらも一瞬としてとどまることのない海、すべてを包み込みながらも何も

かも無にしてしまう海。「海」ほど阿頼耶識の表現として適切なものはな

い。

落飾に至らざるをなかったほどに激しい恋も無に帰す「海」に聡子は到

達し、海そのものになったのだ。勅許の重みに慄きながら鎌倉の海で清顕

との一夜の逢瀬を楽しんだとき、「自分が海にならなくてはならぬ」と思

い、「重い充溢
じゅういつ

のなかで海になった」47のと同じように。海は聡子の「永遠

の棲家」48となった。そこにおいては、「有」と「無」の区別そのものを無

効にする「永遠」だけが阿頼耶識のように存在する。

聡子の「夢の浮橋」は海に架けられた桟橋であったが、『豊饒の海』に

はもうひとつ「橋」がある。月修寺で待っている本多の前に聡子が現れる。

六十年を経て、聡子は昔と違っていたが同時にまったく変っていなかっ

た。

庭の一つの橋を渡って来る人が、木陰から日向へ来て、光りの加減で面
おも

変
がわ

りがしたように見えるだけで、あのときの若い美しさが木陰の顔なら、

今の老いの美しさは日向の顔だというだけのちがいにすぎない。49

月修寺の庭には部屋と部屋とをつなぐ渡り廊下がある。聡子は「橋」とし

て機能するその渡り廊下を渡って本多の待つ座敷にやって来たのかもしれ

ないが、それは描かれない。また、「庭の一つの橋」という表現が、月修

寺の「渡り廊下」を指しているのかどうかは定かではない。三島がなぜ

「橋を渡る」比喩50をここで用いたのか意図はわからない。

＊

「夢浮橋」は『源氏物語』最後の巻の巻名であり、『源氏物語』五十四

巻の中で唯一巻名が本文に表れない。「浮」は「憂し」を響かせ、さらに
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「浮草」、「浮寝」、「浮名」に通ずることから、否定的な響きをもっている。

「夢浮橋」とは、同時代の読者にとっては「悪夢のような浮舟の半生を象

徴する」51ものであっただろう。また、当時「渡し舟」も「浮橋」と呼ば

れたから、浮舟自身も浮橋であり、水に浮かんだ不安定な存在なのである。

浮舟が「浮舟」という名前を得たのは匂宮とともに宇治川を渡って向こう

岸の隠れ家に連れて行かれた舟の中でであった。「たちばなの小島の色は

かはらじをこのうき舟ぞゆくへ知られぬ」52という浮舟が詠んだ歌は自分

の人生がこれからどう進んでいくのかわからない浮舟の不安を表してい

る。『源氏物語』において浮舟は出家したものの、不安な「浮橋」を渡り

終え向こう岸に着いたかどうかはわからない。夢と現実との狭間で「何も

思い出せない」と言い、あとは沈黙するだけである。

浮舟は、一瞬一瞬が消えてはまた生ずる阿頼耶識の海にいるわけではな

い。また、浮舟は海を見たことがないし、「夢浮橋」で海が言及されるこ

ともない。しかし、浮舟と聡子が同じように過去を拒絶するとき、また、

『源氏物語』も『豊饒の海』もフィクションの輪を閉じることなく終結す

るとき、聡子が「老浮舟」53として飛翔する姿が見え、「海」のイメージが

想起されるのだ。それは、我々読者が文化テクストの網の目から逃れられ

ないからであろうか。「夢の浮橋」が、永遠の海に向かって架けられた未

来の希望の橋というイメージを喚起するのは文化テクストに刻印されてい

る＜ポスト･テクスト＞のせいであろうか。浮舟は『あさきゆめみし』に

おいて川が光に満ちた大海に注ぐのを見た。『窯変源氏物語』においては

作者紫式部とともに一千年先の未来の「遠い空」に架けられた「虹の懸け

橋」を見た。『豊饒の海』の聡子は桟橋を渡って永遠の海に辿り着いた。

『源氏物語』の浮舟も一千年先の分身たちと一緒に橋を渡り、海に出るの

だ。「夢の浮橋」はそのための未来に架けられた希望の橋なのではなかろ

うか。
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