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               馬琴―江戸のホモ・ルーデンス― 

 

 名詮自性を語る時 、動物の名前がついている者はその者の獣性を表していると言われる。八犬伝動物園な

どと言われる由縁だ。蟇六は「おのが名の、蟇に等しく身を平めかして、臂を張り」（②60）、またその死に

際の様子を「四跂ふ蟇六逃迷ひ 、蛇に追るゝ七転八倒 」（② 167）と蛙を名詮自性としているのが言表され

ている。馬琴が言表しているのだからそれで良いのかもしれないが 、なぜ蟇六は蟇「六」なのかの説明には

なっていない。そういう面から名詮自性を考えてみる。 

 八犬伝の引用は岩波新版。 

 

 １章 暗号としての名詮自性 

  俳諧の付合集はコードブックであり、送り手と受け手のコードブックとしての付合集がなければ馬琴の暗号

としての名詮自性、口絵・挿し絵の画中の文は「読む」ことができない。これを仮に「八犬伝における俳諧的

手法」とする。 

 俳諧的手法は①連想機能としての付合②変換機能としての付合→暗号化を言う。馬琴は「姓名によりて趣向

を立、趣向によりて姓名を付たる（『玄同放言』詰金聖歎）」と言っている。 

 連想機能。例えば犬塚信乃を殺害しようとした泡雪奈四郎秋実という男の名詮自性は、雪は犬の姨という名

前に関連しているのかと思いきや、梨は秋の実で、花は淡雪のように白いこと。「狗樹下にありて梨子堕中る

ときは忽死す」ことから、姨からは程遠い「犬殺し」である 。六は、ろくでなし＝六で梨、六は梨だから犬

殺しで蟇六、宮六、新六郎などが犬士を殺しにかかってくる。犬殺しという趣向によって六ネームは付けられ

ている。それはこういうことだ。 

 エニグマを攻撃するにあたってレイェフスキがとった戦略は、「反復は機密保護の敵」という事実に的を絞

って徹底的に攻め抜くことだった。反復はパターンにつながり、暗号解読者はパターンを手がかりにして暗号

を破る。(『暗号解読』上ｐ270) 

 蟇六、宮六、新六郎など六ネームの反復は、犬殺しというパターンにつながっていたのである。 

 嫦娥は『淮南子』覧冥訓によれば、もとは仙女だったが地上に下りた際に不死でなくなったため、夫の后羿

が西王母からもらい受けた不死の薬を盗んで飲み、月（月宮殿）に逃げ、蟾蜍になったと伝えられる。（『ウ

ィキペディア（Wikipedia）』） 

 図示すると分かりやすい。蟇は蛇と月に係るだけで、蟇六は蟇が犬殺しという訳ではなく、蟇の意味+犬殺

しの名詮自性である。蟇六の苗字は弥々山で八頭山（ややま）に通じる。蛇大夫・宮六親子の苗字は簸上で、

八岐大蛇の舞台の簸川に通じる。宮六は蛇大夫の息子なので、当然蛇で、宮六は簸川を簸上にしたことで「ひ

じょう＝非情」で宮＝究、非情究まる

犬殺しとなる。亀篠＝瓶酒は二輯口絵

に描かれている。大塚村の物語が『古

事記』をベースにしているなら、信乃

が持つ宝刀村雨は草薙の剣に比せられ、

後の荒芽山のモチーフとなる。                                                                                                                                                  

「和漢」に蛇の「所憎之物、則茗荷、

菴蓬（いぬよもぎ）、蛇芮草（いぬい
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たどり）」とある。この「いぬ」はまがい物といった意味だが、とにかく蛇は犬系を嫌いどころか憎むので、

蛇ゆえに六ネームたちの犬士に対する行いは酷すぎるのである。動物ネームはその人物の獣性を表していると

言われ、それが名詮自性だと言われるが、その獣性がどういった獣性なのかまで掘り下げないと犬士たちとの

関わりが分からない。 

    六ネーム以外にも犬殺しはいるから注意である。 

 長尾景春の母で、越後国片貝の邸に住み、荘助・小文吾を殺した（ことになっている）のは箙大刀自である。

または片貝殿とも呼ばれる。片は半なので半貝（はんかい）。半貝は樊噲と音通。樊噲（はんかい？-紀元前

189 年）は、中国の秦末から前漢初期にかけての武将。泗水郡沛県の人で、剛勇の人だったという。もとは

「以屠狗為事」していたので犬殺しである。樊噲が名詮自性の箙大刀自なので、荘助と小文吾処刑を命じた箙

大刀自だが、二人は「婦人に稀なる勇敢智計」（④343） と称えている。箙を分解すれば竹の服で、「箙竹心

の直かる本性」（⑦73）という名詮自性になる。箙大刀自の「現愆り、あやまちぬ」という言葉からは、八房

を殺そうとして伏姫に説き伏せられた義実と対になっていることからも、悪人には描かれていないという例も

ある。 

 七十八回は刀に纏わる話で、わざわざ大刀（たち）の名称について断り書き④352 をしている。と見ると箙

大刀自には大刀がある。箙も武具である。謡曲『箙』によって箙大刀自の口絵の額縁は梅と矢筈なのだ。口絵

の箙大刀自は首と薙刀を持っている、名詮自性「自ら箙、大刀」であるいかにも好戦的な婆さまなのである。 

 ところで、馬琴が使う暗号の用例は、「弓張月」（大系上ｐ196）に「暗号あひことば」侠客伝（新大系ｐ

470）に「暗号あひづ」と言うような符牒がほとんどで、本稿の「解読する暗号」とは別物である。 

●付合。変換機能。 

 連歌・俳諧の付合とは、前句の中の言葉や物に縁のあるもの。例えば松に鶴、梅に鶯(うぐいす)など。 

 連歌の付合をコードにして「～とあらば～」とある言葉を他の言葉に変換する働きがある。音通は別の言葉

同士を等価する働きがある。例えば八犬士の一人犬山道節の母を毒殺（道節は後に蘇生）した医師錠庵。錠を

分解すると金定。金定を転倒して定金、定包となり、寄合で庵とあらば山下（連珠合璧集 ）となる。錠庵の

名詮自性は「山下定包」なのである。これは山下定包と解読できる毒を使う男がいることで、犬山道節の前身

は神余光弘ではないかと推理できるので、道節と浜路＝玉梓との関係も分かってくることになる。 

 八犬伝は俳諧を抜きにして語ることはできない。発想、連想、変換、ディテールを体系付けているのが付合

である。 

●音通。音訓（よみこえ）かよへば、名詮自性（①37） 

 犬（ケン）と同じ音のものは、基本的に犬。例えば里見とは里犬、犬の里なのであり、八犬士は富山、つま

り犬の山という故郷に帰っていく。その故郷の富山も地元の読みである「とみさん」をとらずに敢えて「とや

ま」であるのは、戸（けん）「弓張月」にある葎家二三十戸（下 190）の戸のふりがなが「けん」であるから

富＝けん＝戸でなければならない。戸山（トヤマ）の妙真も富山→犬山の妙真なのである。 

「けん」は軒でも見でも権でも音通ならば犬（けん）である。 

 『下学集』のき 軒 檐。八犬伝ではこの二字を音読みで使い分けている。犬で使いたい場合は「けん」の軒

である。「軒のつま」とは犬の妻で浜路をいう。 

●『和名類聚鈔』蹇の項。説文云蹇、音犬。訓阿之奈閉。行不正也。  

 １.280-５行目（番作は）信濃の筑摩に赴きつ。ここにて湯治する程に（中略）膕の筋や縮やけん。是より

行歩自在ならず  

２．280-10 行目 筑摩に足を駐し日より、大塚の大の字に、一点を加つつ、犬塚番作と名告るものから 

 まとめると「（番作は）信濃の筑摩に赴きつ。筑摩に足を駐し日より、大塚の大の字に、一点を加つつ、犬
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塚番作と名告るものから、ここにて湯治する程に（中略）膕の筋や縮やけん。是より行歩自在ならず 」とな

る。 

 筑摩に着いた日に犬塚に改姓し、後に行歩自在にならなくなった。つまり犬塚に改姓したために番作は蹇に

なったということだ。大塚では憚られるから点を加えて犬塚にしたというが、じつは「犬（けん）＝蹇（け 

ん）」という名詮自性である。 

 『易経』にこうある。蹇は西南に利ろし、東北に利ろしからず。（『易経』下 57 岩波文庫） 

 蹇は犬だから「犬は丑寅によろしからず」となり、牛と虎は犬と相性が悪いのである。朴平と無垢三が定包

暗殺のために落葉畷の東北にいた。丑寅は鬼門でもあるから、鬼もまた「犬は鬼門によろしからず」となる。 

●分解 。 

 春王。春を分解して三人の日。親子三人の日々が詳細に語られているのは信乃。ついでに安には女がいるの

で、誰もが女と信じて疑わない毛野となる。結城落城の際に、前身の春王と安王が女装していたことが、信

乃・毛野の女装につながる。 

●十干十二支を数字に置き換える方法。 

   戊戌は八犬伝の世界では同じで戊は戌である。五と十一は犬を表す。蜑崎十一郎照文は、十二支の戌で、犬

男である。 

 丙は平と音通で、三番目の虎になる。真平は真の虎であったが、蘇生して犬江親兵衛と改名して虎性を失う。 

 三郎は三番目の虎で虎男。安西三郎景連は虎男。礼は寅なので、角太郎と化け猫の関係ができる。 

 幼い道節を山下定包が名詮自性の錠庵と殺した（蘇生したが）正月の母親の黒白（あやめ）。その行いは善

悪（あやめ）も分かず、ということだったから黒白でも良いだろう。しかし、「あやめ」には、蛇の異名とい

う意味もある。蛇の巳も六番目で、六で梨。道節を殺した（蘇生したが）犬殺しである。 

 簸上宮六は犬殺しだが、父親は蛇太夫でもろに蛇である。 

 八犬伝で一番重要なのが、当然だが「八」で、八犬士は龍の八番目の子が獅子だからとか、龍の子だから宝

珠を持っているとか、唐獅子牡丹とか考えられるが、それによって八犬伝が動いていく原動力になっているか

と言えば、弱い。つまり、「しし」は獅子ではなく、『論語』衛霊公第十五。子曰、志士仁人、無求生以害仁、

有殺身以成仁、に言う「志士」である。金碗八郎は志士であったし、「有殺身以成仁」の房八郎も志士であっ

たからこそ、犬江親兵衛仁という仁を成した。八犬士とは、ただ珠と痣を持っているだけではなく、志を持っ

た士たちなのである。そこのところを押さえておかないと、珠と仲間を探すための放浪記になってしまう。 

 補記。数字に置き換える方法は恣意的ではないかと思っていたが「美少年録」第三回に「彼漁者の姓名は、

則子自素它六（ねよりのそだろく）也。そが妻の名を綾女といひにき、素它の素は是白也、它はこれ蛇字の片

傍也。子より六目に當れるは、これ巳にして、巳も亦蛇也。且蛇の異名をあやめといへり」。とあった。これ

でいけば、三は虎、十一は犬という考え方は妥当である。大雑把に言うと、馬琴の八犬伝以外の作品は、八犬

伝を読むための参考書みたいなものである。  

 ところで、数字を置き換える手法は、すでに八犬伝肇輯の六年前の文化五年刊行『雲妙間雨夜月』で用いら

れていると考えられる。 

 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 

八行 仁 義 礼 智 忠 信 孝 悌     

十干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸   

十二支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 
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 雨田武平、哮死ににぞ死したりける。 

 たける【哮える】とは。意味や解説。［動ラ五（四）］けものなどが荒々しくほえる。また、大声で叫ぶ。

「猛虎)が―・る」（デジタル大辞泉の解説より）で、なんとも良い用例である。武は（たけ）で猛、平は甲

乙丙の三番目、子丑寅の三番目の虎。合せて猛虎になる。武平が明けても暮れても獸狩りをしていたのは猛虎

だからで、哮死にしたのも猛虎だという名詮自性である。おそらく、この手法が大々的に使用されるのは八犬

伝からだろう。「雨夜月」の名詮自性をもう一つ見ておくと、雨田嘉太郎。武平の息子で出家して西啓（西門

慶から）に、のち雨田法師、さらに雷法師。嘉は火であろうと「類舩集」をみれば神鳴がある。伊原武章（た

けあきら）が音読みで武松なのは明らかで、武章の子供たちによる猛虎の子である雷法師を討つというワンク

ッションおいた構図になっていて、水滸伝における武松の虎退治というモチーフは下層に隠れている。 

 

●丑寅は鬼門で、二三が六で犬殺し。 

●五行。木火土金水。木は青。火は赤。土は黄色。

金は白。水は黒。 

   二度戦っている荘助と道節。道節を土とすると、

土剋水で道節の勝ち。火遁の術の道節は水剋火で荘

助の勝ち。引き分けである。 

  板野井太郎（木）、土田土太郎（土）、網乾左文

二郎（水）交野加太郎（火）、村雨 （金）。木剋土。

土剋水。水剋火。火剋金。金剋木。全滅パターンで

ある。 

●仁義八行とは、人間が生きて行く上での大切な八つの道徳的規範を示したものであり、これも一から八に当

てはめる。 

仁（一）…思いやり、慈しみ。儒教の五行の最高の徳とされる。 

義（二）…人道に従うこと、道理にかなうこと。普遍的正義。 

礼（三）…社会生活上の定まった形式、人の踏み行なうべき道に従うこと。 

智（四）…物事を知り、弁えていること。（物の道理を知り、正しい判断を下すこと）智慧。 

忠（五）…心の中に偽りがないこと、主君に専心尽くそうとする真心。 

信（六）…言葉で嘘を言わない事、相手の言葉をまことと受けて疑わない事。自分の発言は実行する。 

孝（七）…親孝行すること。親に従う。悌（八）…兄弟仲がいいこと。年長者に従うこと。兄に従う。 

  社会関係においては、従属的地位に置かれることは当然あり得る。従属者が自ら仁（思いやり）義（普遍的

正義）礼（習俗を尊重する）智（智慧）信（自分の発言は実行する）の評価をした上で忠（権力者に忠誠を尽

くす）孝（親の利益を考える）悌（兄に従う）ことを決断するのは一向に構わない。 

 八行と十二支を組み合わせれば、一の仁と一の子で、親兵衛は子供という設定になる。 

 というところだが、荘助の義は上記の意味よりも、おとこだて、義侠心、正義を重んじて、強い者をくじき、

弱い者を助けることの意味が強い。それは、 

 浜路どのゝ心操え、昨夕思はず窃聞きして、感じおもふ所なり。怜悧といふとも婦人の情、逼らば不慮の愆

あらん。某窃に、これを資て、為に謀らん(②97) 

 という言葉によく表れている。仁義八行を調べようとネットで拾ってきた国語辞典的な「義」では、荘助を

理解できない。 
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 それぞれの関係は

本文の通りだが、面

白いのが智の毛野と

忠の道節。口絵でも

二人一緒。近すぎて反発するのか、本当は一番仲が良いのか。 

 犬山いかで大人気なく、和殿と刃を交えんや(⑤247) 

 ここまで言われたら道節だって何もできないだろう。智玉の毛野だけはある。 

●「類舩集」だけでも基本の犬 鹿狩、桜、蓼、籠城、虎、猿、弓の稽古、盗人、

乞食、雪、山伏、鎌倉、放下、乳、玉章と苗字の 下の部分の付合で犬士のエピソ

ードの大まかな設定は出来ている。八犬士は既定、犬山道節・犬塚信濃・犬田豊

後・犬坂上野・犬飼源八・犬川荘助・犬江新兵衛・犬村大学（『書言字考節用

集』） 

なのだが、「本貫終始を審」①５にしない彼らに肉付けをするためのイメージの連鎖、これも八犬伝の俳諧的 

手法である。 

  信乃はなぜ血に関係しているのか。

『毛吹草』血の項に薄がある。信乃

の名前の由来に、長生きして欲しい

との願いから、穂の長い薄をしのす

すきというなどがあるので「しの」

にしたという。しのすすきの薄が血

につきものなので、信乃は何度も血

を浴びるはめになったのだ。 

 毛野に僧正遍正があるのは興味深

い。僧正遍正といえば、あまつかぜ

雲のかよひじ吹きとじよ乙女のすがたしばしとどめむであろう。毛野は旦開野として乙女の姿をしばしとどめ

ていたからだ。  

 船虫はなぜ小文吾に関わり続けるのか？犬田小文吾に虫は付き物なのである。 親兵衛の話の前に巽風譚が

長々と語られるのも、寅童子の縁起譚としての形態をとっているからだろう。 

 『俳諧雅楽抄』から女郎花以外にピックアップすると、 

 椿：落る事を云→妙椿は玉の光に撃たれ、落ちて死んでいた。 

 雛：夫婦の情もよし→雛衣・角太夫婦。 

 梨花：底寒き心。春の雪：根のなき事。淡雪同意也→梨花と合せて淡雪奈四郎。 

 夕顔：夕の字に力入べし→特に「夕」に注目すると、片仮名の「タ」でタカオになる。 

 七夕：古の恋を底意に持つ心。 

 相撲：古代めきて任侠の心あるべし→野見宿弥と当麻蹶速→小文吾と房八。 

 稲：富貴→犬と音通。 

 炬燵：むつまじき心→「牝を追ふて紀二郎糠助が屋根に挑む」の挿絵の番作と信乃、 

 

 語呂合わせ的に趣向をみてみよう。こんな感じだ。 

 犬江→江、こうだけど。こにして犬の子 

犬江、絵 釣船、なこの海, 比丘尼、縁起 

犬川、皮 背中、はまる、奉行   毛 

犬村 時雨、弓、年寄、人の心 

犬坂 嵯峨 足柄、兎、木葉 女郎花、僧正遍正、嵐山、旅籠屋、狂言 

犬山 雪、隠家、木樵、罪障、疱瘡 

犬飼、貝 祭 

犬塚 冬野の薄、深草、筆、女郎花、隅田川 

犬田 虫、鹿、五月雨 
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 犬川→可哀想。雪中遭難から額蔵時代はかなり可哀想である。 

 犬村→犬が群がっている夢をみた。 

 犬坂→賢しい。智玉。道節にとっては小賢しいだろう。 

 犬山→やましい。エセ火行で軍資金を稼いでいた道節はやましかった。 

 犬飼→甲斐甲斐しい。信乃や角太郎への行動はかなり甲斐甲斐しい。 

 犬塚→刀の柄。村雨。 

 犬田→臀部。お尻に痣がある。 

 

２章 前身と後身・輪廻 ―前身識らずんば、何ぞ後身を説ん（「石魂録」原漢文）― 

 

麻生磯次氏『江戸文学と中国文学』に「八犬伝の犬江親兵衛の父房八は安房の侠民杣木朴平の転生であるが、

義侠の善因により、更に優れた仁者に生まれ替わっている」（ｐ591）とある。八犬伝では玉梓―八房と朴平

―房八の二例しか載っていない。ならば他の登場人物はどうなのか。 

 定包が持つ白い扇は、黒い扇になることで「輪廻」を表している。 氏元が八郎の後ろで黒い扇をかざし、

八郎の輪廻を示唆している。蘇々利といふ村あり〔今は硯村に作る〕。名馬磨墨は、這蘇々利より出たりとい

ふ（⑤358）。定包の前の硯と名馬の名前で図像を関連付ける。 

    岩熊鈍平はがんくま（顔隈）で、二輯口絵の顔に隈がある額蔵。戸五郎は戸が「けん」で「ケン五郎」→源

五郎（鮒）で魚男の網干左母二郎に転生。付け合いは玉章とあれば鮒なのである。二人して玉梓（浜路）の周

辺にいた。 
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 ちなみに額蔵こと犬川荘助の幼少期が悲惨な境遇なのは、前身の岩熊鈍平が

貪欲な虎という名前であることや、その行いによる。八犬士中こんな目に遭う

のは荘助だけ。前身のせいなのだから哀れである。左上は「小越小権太表練

（こごしこごんたおもねり）」小腰を屈めて阿るの擬人化。哀れである。 

 下の挿絵は「額蔵をれん木の上に、推仰向括着て」③46 で、第五回の「数か

所に深痍を負たりける大将岩熊鈍平を、盾の上に括り乗せ」①84 に対応してい

る。 

 道節が浜路に「輪廻によって解い」た（②147）のは、正月（浜路）の母黒

白の犯罪による「親の因果が子に報い」といったことであった。ここにもずら

しがある。「侠客伝」の女仙が小六に語った「輪廻の理り」が一般的な輪廻の理

解であると思われる。つまり「後醍醐天皇の、おん過世を考へ奉れば、則是天武天皇の後身にてをはしましけ

り。また北朝なる光明帝は、当時天武天皇と、御位を争ひて、亡ぼされ給いぬる、大友天皇の後身也」という

ように、前身と後身は同じことを繰り返すということだろう。これをヒントに読むと、玉梓と浜路は同じ怨み

の言葉を死の間際に残している。浜路は玉梓の後身であるとの仮説を立ててみると、名前も浜路の本名の正月

は章玉―玉梓になる。こういったことから読んだのが以下の輪廻転生である。 

五十子―犬江―安房  

岩熊―犬川―安房 

蜑崎―犬村―安房    

安王―犬坂―結城   

光弘―犬山―安房 

天津―犬飼―安房    

春王―信乃―結城   

七郎―小文吾―安房   

定包―八房―安房   

八郎―伏姫―安房 

玉梓―濱路―安房    

妻立―網干―安房   

房八―朴平―安房    

ぬい―無垢三―安房 

 『類船集』輪廻：負軍（マケイクサ）である。見事に負軍の面々である。 

 前身をみると後身たちの関係がよく分かる。前身が春王、

安王兄弟の信乃と毛野は争わない。前身が富山の川で「海

辺に人となりて、水練の達者なりしに、斯墓なくも流され

たる」（①174）蜑崎輝武の角太郎は山育ちで泳げない。

同僚だった天津兵内と那古七郎は乳兄弟の現八と小文吾に

なっている。五十子だった親兵衛は伏姫との関係が一番強

く、犬士内で誰とも争わない。婦人の仁などと言われるの

も前身ゆえである。岩熊鈍平の荘介と神余光弘の道節、玉

梓の濱路、妻立戸五郎の左母二郎とで濱路の最期に四人揃

っている。 
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 浜路の最期に道節、荘助、左母二郎が居合わせるのも前身ゆえの「環会」なのである。この前身後身が分か

らないと、犬士がただなんとなく玉と痣の「不思議」な因縁に導かれて安房に集っていく物語にしかみえない

のである。 

 「完本八犬伝」（ｐ428）に「八士会同の後、安房を目指して行動を共にする八人の連名は次のように記さ

れた。却説、信乃・毛野・道節・荘介・大角・現八・小文吾・親兵衛僴の八犬士」とある。この連名こそが、 

 春王―信乃：安王―毛野 光弘―道節 ：岩熊―荘介 蜑崎―大角：天津―現八 七郎―小文吾：五十子―

親兵衛 

 と言った前身後身の関係を表した連名である。 

 「侠客伝」の神女仙が「這も輪廻なり、那も亦、業報也と生悟りして、君父の為に怨みを雪めず、その身の

仇を思はずば、形の武士に似たりとも、その行いは出家に同じ。恁ては五常を蔑如して、蒙々たること未視

（まだめのあか）ぬ、雛狗児（いぬのこ）に異ならず。抑亦悲しからずや」（ｐ202）と全て運命だからと諦

めてはいけないと言っているのだ。 

 八犬伝について「侠客伝」の言葉を借りれば、「未視ぬ、雛狗児」の犬士が、玉と痣によって戦う獅子とし

ての自覚をもつこと、その自覚の上での戦いによって輪廻も業報も変えることができるということを、馬琴は

主張しているのだ。 

 転じることが出来ない前世の善悪の業因による業報も「至誠心にて修せば、定業なりとも必ず転」じること

ができることを馬琴は言いたいために輪廻転生の設定を使っているのである。これを読まないと伏姫も意味が

ないし、毛野の復讐の成就も「至誠心にて修」した結果であることにも意味がなくなってしまう。   

 登場人物たちは前世を知って行動しているのではないが、犬士の離合集散とは犬士自らが誠心を獲得してい

く過呈（信乃は破傷風で死にそうになって初めて「浜路も亦不便なり」（②274）と思った、戦いであること

を示しているのではないか。馬琴が輪廻を説くのは、運が悪いことをなんでもかんでも輪廻のせいにしたり、

定業だから仕方がないなどと済ましてはいけないことを言っているのである。 

●嘉吉元年四月十六日（結城落城）  

 八騎の従卒（中略）その名は朽ず、華洛まで、立のぼりたる丈夫の、最もはげしき最期なり。（①20）  

 『貞丈雑記』に番匠（ばんじょう）と音通の番長があり、近衛と云う役人左右の近衛府にて六百人ほどある

内、八人弓馬の達者なるをえらんで番長とせらるる、とある。つまり八人の弓馬の達者なる者は番長であり番

匠なのであり、里見季基と戦死したのは「八騎の従卒」だから、匠作と番作父子は二人で八騎の従卒の対にな

っている。 

  時に（文明十六年）四月十六日⑩119 其家臣八犬と唱ふる者の、戦功を叡聞ありて、連に御感のあまり（後

略）（⑩ 125） 

 四月十六日が大事である。朽ちずに都まで立ち上ったほどの八人の名前を一人も書いていないところがミソ

だ。無名の八人に代わって親兵衛は上洛し、八犬士の名前を「立のぼ」らせる必要があったのだ。 

●春王安王は女の姿に似せ、輿に乗りて城を出でけるを長尾因幡守これを生捕る （『房総軍記』）  

 其の（輿）中に若君二人を女子のやうに出で立たせ奉りて、敵陣の中を分けて、落しける（中略）中程の輿

に歳十二三ばかりなる姫君二人在します。其の御姿心言葉も及 ばぬ程優に見え給ひしを（『結城合戦絵詞』）  

 こし十四五丁よういし、ねうぼうたちをとりのせつつ、その中に若君二人女の形にこしらえて、同こしにの

せ申（「結城戦場物語」） 

 八犬伝では義実と番作で合戦の経過とその後を詳しく語っているようにみえて「両公達は生拘られ」（①18）

「両公達は生拘らる」（①256） と読者は納得してしまうが、春王・安王の女装脱出未遂については全く触れ

ない。女装の二人の兄弟という情報は読者には提示されないままに「俗（よ）にいふ結城合戦とはこれなり」
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と断言されて、またひとつ頭がよくなった気がして終わってしまうのだ。肇輯口絵の信乃、毛野という二人の

女子と春王・安王は結びつかない。読者に「～とのみ思わせる」馬琴のテクニックである。 

 狗児は「わんわん」（⑦ 31）。弓張月の寧王女（ねいわんにょ） 

 春王と安王は王王でわんわん 、つまり狗児である。春王と安王は単に結城合戦の原因となったから犬士

（信 乃・毛 野 ）に生れ変っただけではなく、もともと狗児であったということになる 。 

  ワンワン 枉 wǎng 無実の罪。 冤 yuān 枉 汪汪 wāngwāng わんわん(犬の吠え声)。狗児は「わんわん」だから

汪汪の犬は音通の枉枉で、それゆえに信乃にしても額蔵にしてもいとも簡単に無実の 罪をきせられてしまう

のだ。 

●小文吾は、いふにや及ぶ、と拿直す、刃を引提て（旦開野の）背のかたに、 立遶りつゝふり揚ても、些も

騒がぬ女子の一心、項を延し、掌を、うち合しつゝついゐたるを（③314） という場面も、  

（春王、安王）騒ぎたる気色なく、さゝやかなる掌をうち合し、はや目を閉て俟給へば、長尾が老党（中略）

切鞆掛たる刃を引提て、おん後方にぞたちよする（①260）という場面も前身と後身でみると、同じことを繰

り返す毛野の行動には痛ましさを覚える。 

●前身後身を考えれば、なぜ春王の護身刀の村雨を信乃が持っていたのか分かる。村雨は単に足利持氏の近臣

だった匠作が持っていたというだけで、番作―信乃と渡され

ていったのではないということだ。 

 信乃は五十子城攻めの折の「犬塚信乃ここに在り。我もま

た、大父匠作三戌の主君なりける、故鎌倉の管領、持氏朝臣

の両公子、春王・安王の奉為に、嘉吉の怨を復さんず。命惜

くば城兵們、降参せよ」（⑤262）と名乗りをあげる。信乃

はすでに信乃にして信乃なのだから、村雨が春王であった自

分の護身刀であったことを知らず、のちに足利成氏に村雨を

返還する。そこを読むか読まないかによってこの場面の感慨

の深さも変わってくるだろう。 

● 鈴子 

 本文を読むと八郎が義実に、 毛野が小文吾に自分がしたことを得意気に話していることで両者の関係が分

かる。 

 挿し絵では酷六の妻子が谷に落ちて死ぬところを描いている。鈴子は階段から落ちた母親にぶつかって死ん

だ場面が描かれている。鈴子という名前。猫に鈴のイメージで猫系と思っていたが、八郎と毛野の対応から考

えると、鈴子の前身は酷六図で谷に落ちていく名前のない幼児ではないかと思われる。 

 つまり鈴はりん、子はねで、りんね、輪廻と読める名前なのである。前身も後身もろくな死に方をしない子

である。 
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３章 善悪不二―金碗父子― 

 金碗の碗（まり）は「わん」である。婆々が顔は狗児（わんわん）（⑦31）なので 、 金碗とは金狗で犬同

士の里見に関わることになる。肇輯口絵の八郎図も八郎と蟹ではなく犬と蟹である。この後も蟹が犬士を守っ

てくれる原点である。金狗については 、五行配当で金は白なので金碗は白犬であり、斑犬の犬士との精神的

な父という位置にいる 。 

  金碗大輔はもともと犬だったので丶大になるのも名詮自性であり、大輔と八房は二 身一体なのである 。 

 金碗八郎とは名詮自性、金碗姓の八人の男、八犬士である。現八郎、房八郎などがはっきりと分かるが、大

八と呼ばれた親兵衛こそが大八郎、八郎譲りの他の犬士がもつ瑕疵を取り払ったスーパー八郎である。 

 馬琴はよく二身一体というけれど、八犬伝というのは八身一体である。金碗姓に統一されてしまったことに

よって八犬士は金碗の八人の郎、金碗八郎になったのだ。仁義八行を標榜していた八犬士が二代目犬士に、駄

目殿に仕えるのは無駄であるからさっさと立ち去れと言うのは、神余を去った金碗八郎の考え方である。里見

由来の痣も消え、玉を手放した八犬士は、伏姫と八房の子ではなく、義実と会う以前の八郎なのである。八郎

は伏姫に生まれ変わったが、八犬士を通して八郎は八郎となって八犬伝の世界から退場していくのである。八

郎のいない世界では八犬伝という物語は動くことはできない。真の終わりである。 

 北村透谷は八犬伝を論じた「処女の純潔を論ず」の中で「第一輯は序巻なり。而して第二輯の第一巻は全編

の大発端にして、其実は「八犬伝」一部の脳髄なり、伏姫の中に因果あり、伏姫の中に業報あり、伏姫の中に

八犬伝あるなり」と述べている。伏姫を論じているのだから仕方がないかもしれないが、八郎の中に因果あり、

八郎の中に業報あり、八郎の中に八犬伝あるなり、としたほうが八犬伝一部の脳髄としては相応しいと思う。

八犬士の行動は基本的に八郎の行いの照応である。 

 八郎 世に疎れ、嫌れても、得死なざりける（①60） 

 伏姫 犬を殺してもろともに、得死なざるこそ悔しけれ（①220） 

 信乃 死べき時に得死ねば、世に疎れて恥多かり（②274） 

○上総へ赴き、下総へうち越へ、上野・下野・いへばさらなり陸奥の尽処までも、旅より旅に日を弥る。便着

には倣得たる、剣術拳法の師範と呼ばれ（①64）→現八（他犬士） 

○仇を狙う（道節、毛野） 

○乞食（毛野、あくまで一人で仇を討とうとする毛野は、義実の力を借りた八郎の反対） 

○鯉の講釈（角太郎） 

○妻を置いて出て行く（信乃、角太郎は子供が出来ちゃった八郎の反対） 

○八郎―大輔―ゝ大 房八―大八―親兵衛 

 信乃が古那屋と関わって物語が動くようだが、実は信乃と共にやってきた現八が重要な役割をしている。 

 富山での伏姫の死の再現である房八とぬいの死と、雛衣の死の両方に関わるのは現八である。八郎が義実の

前に現れた結果が伏姫の死、犬士誕生なので、それを繰り返す現八はやはり現・八郎なのだ。 

 八郎は義実（結城系）と安房との接点であり、現八も信乃（結城系）と古那屋（隠れ安房）との接点である。

船で流されてきた二人のうちの一人がかねて知っていた現八でなければ、文吾兵衛は「土地の煩労なるべし」

と関わりを避けようとしたのである（②203） 

 ところで、碗がワンというだけで「犬」そのものではない。「和漢」豺（やまいぬ）の項に 「似狗而頗白」

とある。金碗は白犬だが、実態は犬に似た豺だから丶大という犬にして犬ではない名前になる。さらに「木狗」

である。木工や番匠の黙、黒犬たちの意味がとれなかった。木工たちは黒犬そのものではなく、「形如黒狗」

の木狗であるから、犬のようだが犬ではないという微妙な関係で犬士たちとつながりを持つことになる。 

 ● 金
かな

碗
まり

、東 条
とうじょう

 稲城
い な ぎ

。金 碗 は 東(とう) 条(じょう)の氏族 
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東条は東（とう）が 稲 （とう・いね）で犬 。条は城→白

で反して白犬で、東条の氏族である金碗は金が五行の白 、

碗がワン、つまり白犬であった。百八十勝回上に「源氏は

素より金徳にて 、色は白を貴べり」 ⑩ 249 とある。つま

り白犬の一族なのである。  

 里見が里の犬で 、金碗が白犬で大輔も白犬のつながり

かと思っていたが 、金徳から金碗大輔孝徳を想起する。

大輔は金・徳＝源氏＝里見の白犬であったから義実が密か

に伏姫の婿にしようと思っていたのも間違いではなかっ

た 。 

 五十音図で犬の音通。い→き、ぬ→く、で「きく」 になる。きく、で一 番最初に思い浮かべるのは肇輯口 

絵で金碗大輔が金鞠大輔と書かれていること。鞠問 、罪を問いただす。 鞠罪、 罪を問いただす。 鞠獄、 罪

を裁く等の使用例があって、女四天に囲まれた金鞠（碗）大輔孝徳は罪人なのである。大輔には伏姫誤射とい

う悪があり、金碗の白犬から僧侶のゝ大という善悪のない犬に生れ変った。八犬伝は「善悪不二」「邪正一如」

「魔仏同根」が基本である。 

 大輔といえば鉄砲だが、弓を持っているのは梓弓を出す。弓、白帯、桐、玉梓に纏わりつかれていることを

表す。額縁の鉄輪は八房への嫉妬。 

 肇輯口絵の大輔は『海道記』の「富士の山を見れば（中略）半天にかかりて群山に超えたり。（中略）雪は

頭巾に似たり、頂に覆て白し。雲は腹帯の如し、腰に回て長し（後略）」といった富士山の描写で描かれてい

るが、八犬伝七輯六三回の挿し絵「名を改めて大角留別の小集す」の大角の横の衝立に描かれている富士山を

反転すると重なる。富士山中景の樹木と女捕り手の裾の形が重なる。挿し絵の部分と口絵では大きさが全然違

うだろうと思うかもしれないが、ぶんまわしと定規があれば拡大縮小は簡単である。 

 角太郎の衝立と大輔図、この二枚の

絵の共通項は「善悪不二」である。伏

姫救出を帰参のよすがにと考えた大輔の善悪。親には逆らえないと、化け猫

と船虫の言うがままに雛衣を見殺しにした大角の善悪。善の権化のように描

かれている八犬士にも善悪があることを馬琴は描いている。黒い痣は黒白、

善悪の象徴であって、のちに消滅する。仙人になってしまう八犬士は善悪を

超えてしまったのだ。 

  ちなみに、興味深いことに大輔と重なった衝立の富士山。北斎のいわゆ

る「赤富士」と稜線が一致する。A＝B、B=C∴A=B=C となる。八犬伝に

関与してない北斎が、こんなところに顔を出しているのかと想像するのは面白い。 

 

４章 「上総の大介」という名札  

   a 上総の大 介  

 金碗大輔は幼少時加多三と呼ばれていたが、父の八郎切腹図では名札に「上総の大介」とある。上総の大介

の上には玉梓の怨霊が描かれていて、玉梓の怨霊が大介に夤縁ていることを視覚化している。   

 上総は梓と音通である。上総を「類舩集」でみると、蟹蛤、蚫貝がある。蟹は忠臣だから後の大輔で良い。

蚫は八犬伝では片思いなので、後に大輔が射殺した八房を、鳥銃を振り上げて「なほ撃つこと五六十、骨砕け

皮破れて、復甦べうもあらざれば」（① 228） とこれでもかと言うほどにメッタ打ちにしたことを思えば、大



12 
 

輔の八房に対する嫉妬とは八房が一 番の軍功を上げたことよりも、実は片思いだった伏姫を取られたことの

ほうが大きい理由だったと推測できる。  

 「類舩集」に大の項目はないので、大の音通で意味が通りそうなのは「代」であ る。介は貝で玉。上総の

大介（梓の代玉）という呼び方には玉梓が隠れていて、「玉梓の代り」という名詮自性によって、八郎と義実

に復讐させられる運命付けられた名前 なのだ。 

 さらに音通を探すと「題」があり、題の付け合いに「鉄炮」がある。大輔に鉄砲 は付き物なので良いだろ

う。大介とは題玉、つまり「鉄砲玉」と言う名前になる。    

 大輔が安西景連のもとへ行ったまま帰ってこられなかったのは鉄砲玉だったからなのか。八房を殺した鉄砲

玉は大輔自身であり、伏姫の擁護とか言ってはいるが（⑦ 250）素より鉄砲玉の大介の丶大には当たらないの

である。 

 大輔は鉄砲玉であった。鉄砲は「江戸語」に 嘘、でたらめ、ほら 鉄砲言嘘つき、ほらふき 鉄砲様（てっぽ

うさん）嘘つきさん、ほらふきさんとあり、『嬉遊笑覧』巻九には○てつぽう「後撰夷曲集」いつはりを云を

世話にてつほうはなすといへば「いつはりと思ひながらもてつほうのはなしにきもをつぶしぬるかな 政長」

とある 。 

 金碗大輔の幼名である上総の大介（梓の代玉）という呼び方には玉梓が隠れていて、「玉梓の代わり」「鉄

砲玉」という名詮自性で運命付けられた名前である。 

 b 一子を遺して孝吉大義に死す 

  連歌寄合集「修茂寄合」 

 ○あふき：かたみ、ねや、風、あまの川、かうもり、かま、

はせお、夕かほ、うすもの。 

 これらが挿し絵の要素として、 

① かたみ：大介は加多三  

② あまの川：七夕の夜  

③ かうもり：黒い蝙蝠扇：「源氏」夕顔「白き扇のいたう

こがしたるを」 

④ はせお：右下の芭蕉→扇、鹿。：芭蕉は鹿で幕に囲まれ

ているから「かこい→鹿恋」 

⑤ 夕かほ：「源氏」夕顔：御まくらがみにいとをかしげなる女ゐて  

⑥ うすもの：「作者云。この段七月の初旬なれども、出像は冬の衣装に似たり。現羅衣（うすぎぬ）は

画くとも、彩なくしては定かならぬものなり。」（①131） とわざわざ書くこと自体が注目しろとい

うこと。 

となっている。  

 ○荻：ふるさと、山した、はま、のき、かせ、なかは、まかき、たまつさ。 

  玉梓が「願ふはわらはを赦させ給ひて、故郷へ還し給はらば」（①111） と突然故郷などと言うのに違和感

があったが、これも寄合であった。 

 「修茂」は馬琴の俳書目録にないが「あふぎ」「荻」の付合が八犬伝のキーワード になっているのは「修

茂」であった。荻の付け合いから逆算すると、戌と戍では意味が全く違うのに似ているから同じという八犬伝

的にみれば萩と荻は同じと考えていいだろう。 

 c 正夢と起行鹿や照射山  

      肇輯口絵の大輔はつま恋の鹿と関連付けられている。 
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 正夢の讃の鹿とは鹿恋。大輔の母濃萩が、濃＝恋、萩＝鹿、転倒して鹿恋であったということを意味してい

る。大輔は鎖と四天に囲まれている。囲（かこい）で、大輔は鹿恋（遊女）の子供であった。いくら濃萩の父

の一作が淫奔に似て淫奔ではないと言っても淫奔なのである。ただ金碗は神余で神の余りであるから、民俗学

的にみれば「旅人を歓迎する性風俗と客人神」のカテゴリーに入る話とみてもいいだろう。 

 七夕の夜、八郎の前に現れたのは、濃萩との間に産まれた後の大輔である。大輔は濃萩の代理である。口絵

で向かいにいる伏姫は八郎の後身なので、七夕の夜に逢えなかったが逢えた、逢えたが逢えていない（例えば

力二 等夫婦）という微妙な関係が八犬伝における男女の恋の底流にある。 

 伏姫と大輔だが、八郎と濃萩なので、肇輯口絵の隠れテーマである恋がこの二者の間にある。 しかし表面

の二人にあるのは八房に対する大輔の嫉妬である。嫉妬が次の悲劇を生む。  

 意識して見ると肇輯口絵の大輔図は哀れになるほど玉梓に

纏わりつかれているのがわかる。 鉄砲を使う大輔が梓弓で

弓を持っている。白頭巾と白帯、桐柄も桐＝霧、さらに女四

天の紗綾形と分銅繋ぎ、これで不幸にならなければおかしい

というくらいに玉梓に纏 わりつかれているのだ。 

 形見こそ今はあだなれなき親のゆづりおかれし貧乏の神

（「万載狂歌集」巻第十四） 

 まるで肇輯口絵の八郎と加多三こと大輔のことである。貧乏神の格好をした八郎こそ、大輔に玉梓の怨念を

譲りおいた貧乏神である。 

 伏姫は仁義八行の玉を持っているので、紗綾形もチラッとあるだけである。八郎から受け継いだのが貧乏神

とは、本当に大輔は哀れである。  

 大輔が持つ弓矢が作る台形、白頭巾と腹の白帯は『海道記』に「富士の山を見れば、（中略）半天にかかり

て群山に越えたり。（中略）雪は頭巾に似たり、頂に覆ひて白し。雪は腹帯の如し。腰にめぐりて長し」とい

う富士山 の雪と雲である。 

 女四天が二人なので半天で、大輔は半天にかかって群山（女二人）を越えている。大輔が富士山であること

は伏姫を救出しようとしたのに、誤殺（蘇生するけど）してしまうという善悪不二であることを描 いている。 

 肇輯口絵義実図の龍門を受け、鹿と照射で『宇治拾遺物語』「龍門の聖鹿にかはらんとすること」によって

大輔の運命を暗示する。 伏姫にも同じ白い帯をつけさせることで、玉梓に纏わりつかれているという二枚の

絵に共通の意味があること を示している。 ちなみに大輔像は六十七回の「名を改めて大角留別の小集す」の

大角の脇にある富士山と重なる。馬琴は雛衣を見殺しにした大角を仁義八行の善の塊としては描いていないの

である。  

 玉梓と同じ遊女の要素をもった母から生まれた上総の大介であった金碗大輔は、玉梓の怨霊に終始纏わりつ

かれ、 「鉄砲玉」「玉梓の代わり」といった名詮自性の玉梓の子であったとも言えるだろう。 

「類舩集」鉄輪（カナワ）の付け合いに「嫉妬」があるのは興味深い。肇輯口絵大輔図の縁は鉄輪である。こ

れは「画中の文」で、伏姫救出を帰参のよすがにしようとか理由はあるだろうが、大輔を衝き動かしていたの

は、自分がもたついている間に最高の手柄をたてた八房に対する嫉妬なのである。 

 d 富山  

 大輔が富山で伏姫を誤射した日、その日に限って初めから晴れていて絶好の鉄砲日和だったと思っている人

が多いのではないだろうか。大輔は自分が霧が晴れろと祈ったら霧が晴れた、と言うが 

 大輔の証言： 且く祈念して目をひらけば、不思議なる今までも、黒白もつかぬ川霧は、拭うが如く晴れわ

たる。（中略）拿 たる鳥銃取なほし、狙固めし二ッだま、火蓋を切れば（① 232 ） 
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 地の文 ：時なるかな去歳よりして、川よりあなたは靄ふかく、絶えて晴間もなかりしに、今鳥銃の音とと

もに、拭ふが 如く晴わたり（① 228 ） 

 霧が晴れた順番も地の文と大輔の証言は違っている。大輔は善人である、故に大輔が 言うことは全て正し

いとのみ思わされているのだ。大輔が言っていることは正しいですよ、偽りですよなどと本文に言表されては

いない。 

 では大輔が鉄砲を撃った順番が証言と食い違うことは何を

意味するのか。                                                                                              

 川に向かった八房の様子を何故か今まで走っていったと思

い込んでいたが「伏姫を見かへり見かへり、水際を指してゆ

く程に」 （①225） なのだから、大輔が言う「八房はこなた

を見てや、水際を指して走り来つ」（①232） という証言は

ただの主観にすぎないことがわかる。ここでも走っていない

八房が、後からの「水際を指して走り来つ」という大輔の証

言による誤った情景が脳に刷り込まれてしまっているのだ。 

 晴れてなく、霧の中であったからこそ、八房が自分に向かってきたと勘違いした大輔は慌てて鉄砲を撃った

のだ。もし初めから晴れていたのなら声だけでなく、水際を指してくる八房の直線上に伏姫がいることが分か

るのだから慎重に狙いを定めて撃ったはずで、そうしなかったのは霧がまだ晴れてはいない状態で大輔が鉄砲

を撃ったことを物語っている。  

 地の文と大輔の証言が食い違うのを読んで、大輔は嘘つきな

のか、登場人物の発言は主観的なもので客観的事実とは違うの

だろうと思ったこともあった。ただ大輔が自分に都合の良いよ

うに言っているという印象は消えなかったが、大輔は鉄砲玉と

いう名詮自性なのだから、そういうものかもし れない。 

 ついでに言うと、証言と地の文との違いはこんなのもある。 

 背は黒く、腹は白き狗の子（①285）が信乃が語ると「全

身、黒白八个の斑毛ありて、その足はみな白」くなってしまう

のだ（②324）。理屈をつければ信乃が与四郎のことを言う前

に、丶大が八房について牡丹の花に似た「その数八个の斑毛」（②317）があったと言ったことに影響されて

記憶が上書きされてしまったと言える。 

 もし馬琴がそういうつもりで書いているとしたら、登場人物の台詞に振り回されるのは考えものである。地

の文を客観、台詞を主観と捉えるならば、状況を読む場合には地の文を優先するのが良いのではないだろうか。 

 地の文、大輔の証言、妙経の功徳というタイトルの挿し絵の三つは互いにずれている。ずらした馬琴の意図

は何なのかが問題である。 

 大輔の証言は主観なのだから当てにはならない、地の文と馬琴が「画中の文」を読めという挿し絵が考察の

対象となるだろう。鉄砲の音と妙経の功徳の関連である。 

 「この犬誠に得度せり」（① 224 ）と伏姫が八房に感じた時は、まだ煩悩の雲霧は晴れていなかった。八房

が玉梓の後身であるなら、妙経の功徳で八房が得度した時には雲霧は晴れているはずだが、雲霧が晴れたのは

大輔が放った鉄砲の銃声が響いた瞬間である。 

 挿し絵でも明らかなように、大輔が渡河している時に玉梓は掌を合わせ、その周りに花が散っている。大輔

とともに玉梓が描かれているのは、伏姫狙撃の鉄砲の音とともに玉梓の怨念による煩悩の雲霧が開けたという、
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大輔を因とする画中の文が一つ。役の行者が描かれているのは、伏姫による妙経の功徳で八房が煩悩の雲霧を

開いたというのが一つ。別々の要因が同じ結果に収束したことを読み分けることによって、大輔と貞行が 疑

問に思った八房＝玉梓が得度し怨念が消えたあとに、何故大輔が伏姫を射ってしまうという悲劇が起こるのか、

というタイムラグの謎（① 235 ）も解消される。 

 大輔の祈りの元は八房に対する嫉妬であり、伏姫救出を帰参のよすがにして、「賠話ずともわが先非を、ゆ

るされん事疑ひなし」（①178）という下心もあり、そこに信はなかった。信の欠如は、三年間至誠心から修

し信乃を成した手束と、復讐を遂げた毛野とは違い、伏姫誤射という結果が出るのは当然であった。 

 八房―信乃、伏姫―濱路、大輔―左母二郎と同じ関係になり、左母二郎が濱路を殺してしまったのは信乃へ

の嫉妬に衝き動かされたせいだろう。金碗とは悪の白犬であり、大輔は左母二郎並の人間であったために善悪

のない犬、丶大としての再生が必要であった。玉梓によって、やることなすこと鶍の嘴と食い違った大輔は、

ようやく「玉梓の代わり」から解放されたのである。 

 

５章 虚実 

 ●六十六回まで虚実をキーワードにして読むと、 

 言の虚実（37） 

 虚実（58） 

 虚泪（そらなみだ）（68） 

 虚々しき目（71） 

 虚泣き（そらなき） 

 虚言（そらごと）（81） 

 虚滅（そらじに）（87） 

 虚死（88） 

 これだけを見れば庚申山が虚の世界であったということが言える。現八の役回りとは虚の世界を実の世界に

戻すことであった。現八は現・八郎であるのだから、金碗八郎の役回りも虚の世界になった安房を実の世界へ

回復させることであったと逆から読むことができる。現八がもつ玉に信（まこと）＝実の文字があるのもこう

いった事情によるものであろう。 

 雛衣が守ったのは偽一角によって逆手にとられた角太郎の信であったということになる。伏姫が守ったのは

義実の信であり、この点でも角太郎＝義実、雛衣＝伏姫の構図で成り立っている。単に蟹の娘だからというこ

とではないのだ。 

 信（まこと）から見れば仁義八行の化け物といわれた八犬士の中で現八だけが信を体現していて、他の七犬

士は初めに信が欠如していて、自らを利するための行動によって事件に巻き込まれていったとも言える。 

 信乃は浜路に嘘をついている。道節は偽火定で金を騙し取っている等である。八犬とは野犬である。元々は

馬琴が言う「暴虎馮河之勇」⑤195 の輩でしかないのだから、野犬には仁義八行の玉（魂）が必要なのだ。道

節は玉を手にしていなかったらずっとエセ火行で軍資金を稼ぎ改心していなかったろう。 

 犬士にとって牡丹の痣が出来、玉の由来を知ることは、虚、偽りの自己から真の自己、志士へのアイデンテ

ィティーの確立を意味する。それ以前の犬士は狗の子であり、女装をさせられたり、名前を変えられたり、偽

ったり、望まない仕事をさせられたりして真の自分を出すことは出来なかった。生まれて後にまた生まれると

は、伏姫から生まれて後に現世の母から生まれることもあるが、現世の母から生まれた後に玉＝魂を得て伏姫

の子として生まれ変わるということも意味している。 

   八犬士は他の犬士との関わりの中で信を持ち始めるのである。犬士の成長物語を読まないから仁義八行のば
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けもの物語になってしまうのである。 

 八犬士を善のみに捉えるのは馬琴の用心ではない。坪内逍遥の八犬士は仁義八行の化け物という、一番槍で

自分の名を上げるための邪読（逍遥は八犬伝を良く理解しているからこそなのだけれど）が八犬伝をいかに捻

じ曲げてきたか、恐らく八犬伝をちゃんと読んだ人が少なかったからこそ言えたことなのだ。仁義八行の化け

物というキャッチフレーズが煩悩の犬なみのインパクトを持っていたから一人歩きをして、周囲がそれを鵜呑

みにしたのも悪いのだけど。 

 仁義八行のばけものという他人が作ったフィルターをはずして、犬士を人間として読み直すことからはじめ

なければならない。自分はなんでも出来ると傲慢にも思っていた親兵衛が泳げないことによって、自分は間違

っていたと反省するところに人間的な成長を読まなければ親兵衛譚は本当に空虚な物語に堕してしまう。 

  伏姫にしても、仙童と思われている子供から、八房との物類相関による妊娠を聞いたあとに八房を「見る

も斎忌しく疎ましく」①222 感じる。聖女などではなく人間の感覚である。伏姫にしても犬士にしても、人間

としての葛藤があることを読まなければ、なぜ善果が得られるのか分からなくなる。禍福は糾える縄の如しと

言っても、禍の次は福だからと、ボーっとしているだけで禍が福に転じることはないのである。 

 

６章 手束 ―夕顔の系譜―    

  手束は里見八犬士の一人犬塚信乃の母である。これまで伏姫、玉梓、船虫は多く論じられているが手束に

ついては、信乃の母という以外にとりたてて重要人物とも見えないし、作中で他の犬士の母親と違い多く語ら

れているので、分かりきっているという思い込みからかおそらく皆無であろう。手束とは何者であるのか、八

犬伝の女性たちの中でどういう意味をもっているのか。「八犬伝」の引用は岩波版による。 

Ⅰ．里見と遊女  

  馬琴の『故事部類抄』に「南面に当たりて五間の仮屋を立つ。御家人同じく軒を連ねる。狩野介は路次に

参会す。北條殿は予めそのところに参候せられ、駄餉を献ぜしめたまふ」の部分を中略したものの里見と遊女

そのものがあった。書写年は不明ながら、里見と遊女は馬琴の中でつながっていたのだ。  

  『全訳吾妻鏡』建久四年五月十五日 庚辰  

 藍沢の御狩り事終わりて、富士野の御旅館に入御す。南面に当りて五間の仮屋を立つ。御家人同じく軒を連

ぬ。狩野介は路次に参会す。北條殿は予めその所に参候せられ、駄餉を献ぜしめたまふ。今日は斎日たるによ

って、御狩りなし。終日御酒宴なり。手越・黄瀬河以下近辺の遊女群参せしめ、御前に列候す。しかうして里

見の冠者義成を召し、向後は遊君別当たるべし。ただ今すなはち彼等群集し頗る物騒なり。傍らに相卒し芸能

者を撰び置き、召しに随うべきの由仰せ付けらると云々。その後遊女の事等訴論等に至るまで、義成一向これ

を執り申すと云々。 

 

Ⅱ．玉梓―玉章・手紙― 

 八犬伝に稗史七法則がある限り、玉梓が一番初めに八犬伝に登場する女性であるので、玉梓は後に登場する

女性たちに影響し、対にしろ反対にしろ、その原点になっているはずである。 

  玉梓という名前から再考してみる。玉梓を手近な古語辞典で引いてみると、【玉章・玉梓】[名詞]手紙、消

息とあり、枕詞として、使い・人・言・妹・通うにかかる。 

 各種寄合書や『俚言集覧』等を見ると、玉章はあっても玉梓はない。ところが、馬琴の『六三之文車』にも

う一人の玉梓が出てくる。八犬伝の玉梓は唯一無二の特別な存在ではなかったのだ。二人の共通項として玉梓

というのは怨霊になる名前なのだとわかると、「合璧集」に「書とあらば、玉づさともいふ」の項目に「怨み」
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があるので、玉梓は玉章が名詮自性なのだとわかり、手紙が関係しているところには玉梓がいるということに

なる。 

 玉章の寄合を抜き出すと、 

 〇（毛吹）犬 鷹 雁 烏瓜核 

 〇（合璧集）かく おく よむ あなかしこ 名 うらみ 一くだり 鳫 からす羽 鯉 つつみやき（鮒）

しぢのはしがき きぬのうすよう 

 〇（類舩集）鳫 犬 からす瓜 後朝 見初める人 窓の内 焼鮒 美濃の小山 門司の関 

 〇（修茂寄合）荻：ふるさと、山した はま のき かせ なかは まかき たまつさ 

 ●書とアラハ（玉つさともいふ）恨。 恨とアラハ 海辺の詞。 海辺 いそ・はま 文 葛 衣 海辺の詞

（中世の文学ｐ156） 

 玉梓が「願ふはわらはを赦させ給ひて、故郷へ還し給はらば」（①111）と突然故郷などと言うのに違和感

があったが、これも寄合であった。「修茂」「類船集」「合璧集」（「類船集」「毛吹」には荻の項目自体がない）

を比較すると八犬伝に出てくる赤字が載っているのは「修茂」であった。「修茂」は馬琴の俳書目録にないが

「あふぎ」「荻」の付合が八犬伝のキーワードになっている。 

 玉梓の梓は分解すると木+辛で、きしん（鬼神）とも読める。馬琴の「鬼神論」 に「〇昔は美女をさして鬼

といひけり。拾遺集に、平兼盛、 

 みちのくのあだちの原の黒塚に鬼こもれるといふはまことか 

 と詠るは是なり。外面如菩薩内心如夜叉の義なるべし。かかれば兇賊を鬼といひけんも準てしるべし」とあ

る。第六回で金碗八郎は玉梓に「外面如菩薩内心如夜叉」と言っている。 

 玉梓に梓巫女の連想からか神性をみるむきもあるが、本文にあるように「祀らざる鬼」であろう。付け合い

に虚言とあらば梓御子とあるのは注目である。玉梓のモデルのような「大織冠」の龍女をみると、義実に相当

する「さしも賢き万戸と申せども、（竜女に）やがてだるまかされ（欺かれ）」と玉梓の言っていることは嘘で

あろうと推測できる。八郎が義実に対して玉梓に騙されるなと言ったことは正しいのだろう。もう少しでボン

ボンの義実を騙しおおせると思った瞬間に失敗したのだから、玉梓は逆ギレしたのだ。このように里見への怨

み、悪意などは逆恨みなのである。義実に「信（まこと）」がなかったから招いた災いではあるが。後の妙椿

事件も、義実に対する逆恨みが発端である。それにしても義実（よしざね）とは虚実に通じる稗史的によく出

来た名前である。戯言を弄してしまう人物なのである。義実（ぎじつ）とは偽実（にせのまこと）であり、伏

姫の信（まこと）でもって補われるものなのである。 

 伏姫の死までは、全ては万理に通じた玉梓の怨霊によって仕組まれた壮大な復讐劇だったのだ。壮大な復讐

劇は玉梓の遊女の系統にある旦開野（毛野）で繰り返される。 

 

Ⅲ．玉梓の図像   

   図像的に玉梓の仰け反りと、浜路の仰け反りには梓弓とはま弓という弓の共通項がある。「類舩集」の「反

ソル」に弓がある。弓ついでに、浜路のはまが『貞丈雑記』に「正月のはま弓」とあり、梓弓・手束弓（③

381）・はま弓と玉梓・手束・浜路が弓つながりであることが分かる。はま弓は破魔弓で、 魔を払い、長生を

のぞむものとして正月、男児に送るものだ。 

 玉梓図の鷽の袖とは何か？太宰府天満宮の鷽替え神事の鷽がある袖ともとれる。

しかし、これに対応した二輯口絵の額蔵の袖が琴の形をしているのを見ると、袖は

玉梓が持つ琴の仮想琴で、嘘の袖である。姫ではない玉梓が姫の格好をしているの

は嘘姫＝鷽姫だからで、玉梓の着物の鷽は別名「琴弾き鳥」であり、類舩集には「琴」の項に「うそ」がある。



18 
 

肇輯口絵の玉梓の図像は「嘘」を擬人化したものである。 

 西洋名画のアトリビュート。馬琴にその知識があったかどう

かはわからないが、持ち物はその人を表している。ここでは琴

は玉梓であり、玉梓は琴である。琴、墨染桜、仰け反っている

姿は玉梓を表す。琴は桐から霧、木目が虎を表す。図像はない

が、八房が伏姫の部屋に乱入した時、牀に立たる筑紫琴を横ざ

まに倒し（①161）伏姫の動きを封じた琴も玉梓で、これは文

中の絵である。 

 切腹しないはずの  定包が扇腹と言われる仕草をしている。姫ではない玉梓が姫の

姿をしている。『海道記』の女を赫奕姫と云う。（中略）嬋

娟たる両鬢は秋の蝉の翼、宛転たる双蛾は遠山の色。一たび

咲めば、百の媚なる。見聞の人は皆腸を断つと言ったところ

であろう。『江戸遊女紀聞』遊女の作法にこうある。『色道大

鏡』巻第四「寛文格」は、遊女の作法としての笑いのありよ

うを記す。一 わらひの事（中略）いたくおかしくわらふべき

には、口に袖を覆ひてわらふか（後略）定包は、有一日主君

にまうすやう（中略）玉梓これを興じつゝ(①35)に当たるの

だと考える。玉梓は遊女であると、この仕種でも推測でき

る。  

『幸若舞』「築島」に、「名月は聞こし召し、げにげにさる事のありしぞや。住吉詣のありし時、輿の先に玉章

を引き結びて落とせしを」とある。紗綾形は綸子生地では定番の文様だが、ここでは文様に意味はなく、綸子

を「りんね」と読むこと。 

 玉梓が義実、八郎に呪いの言葉を放った時の「花の顔朱を沃ぎ、瓠核のごとき歯を切て」①114 という姿で

ある。夕顔は瓠瓜の花で、白い花を咲かせる。玉梓の朱を沃ぐ前の「花の顔」が夕顔のような白であったこと

も想像できるだろう。 

 この挿し絵は、連歌寄合集「修茂寄合」の 扇の寄合で構成されている。 

  ○あふき：かたみ、ねや、風、あまの川、かうもり、かま、

はせお、夕かほ、うすもの。 

 かたみ：大介は加多三 

 あまの川：七夕の夜 

 かうもり：黒い蝙蝠扇：「源氏」夕顔「白き扇のいたうこが

したるを」 

 はせお：右下の芭蕉→扇、鹿。：はせおは鹿で幕に囲まれて

いるから「かこい→鹿恋」 

 夕かほ：「源氏」夕顔：御まくらがみにいとをかしげなる女

ゐて 
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 うすもの：この挿し絵について馬琴は「作者云。この段七月の初

旬なれども、出像は冬の衣装に似たり。現羅衣（うすぎぬ）は画く

とも、彩なくしては定かならぬものなり。」(①131) とわざわざ注

をつけているから、衣装に注意しろということだ。 

 大夫天神は夏も小袖なり。帯は如此横に長く結

ぶなり(『羇旅漫録』)。 

  これに関連して肇輯口絵の伏姫と大輔で目をひくものは白い帯

であり、白い帯は玉梓であるから、如此横に長く結んでいる玉梓は

大夫天神なのである。 玉梓を怨霊というだけでなく、特定の

菅原道真の怨霊と結び付けることで大夫天神＝遊女に導く。 

 白い帯は第六回の末尾にあるように、義実、八郎の「その

子その子に夤縁」っていることを表している。この挿し絵中

の芭蕉は、こがしたる扇（源、夕）「合璧集」である。 

 ちなみに、寛政九年馬琴の序がある『吉原細見』に二文字

屋の玉章が載る。（早稲田大学図書館古典総合データベース） 

 

Ⅳ．八房 

 八房に生まれ変っている「はず」の玉梓の怨霊が狸を八房のところに連れてくる不思議。 

 「因とは何ぞや。譬ば八房が前身は、その性僻る婦人なり」(①

217)と仙童と思われている子供は言う。「弓張月」で馬琴は、 金

毘羅は、此に翻して威如王といふ。言は、この神の威勢通力、譬ば

世間の王者、其邦内に於、能自在を得たるが如し。故に以これに名

つく。（大系下 p255） 

（崇徳院の）御霊を鎮め祀り給ひにければ、象頭山の金毘羅に配祀

れりといはんも、故なきにあらず。例せば武蔵国神田の明神へ、平

将門の霊を配祀れるが如し。（同下ｐ256） 

 と「金毘羅名号并安井金毘羅之事」という同じ文章中で寓言と挙例を明確に使い分けている。こういう馬琴

が、譬ば八房が前身は、その性僻る婦人なりと挙例ではない「譬ば」を使ったのは何故なのか考えてみるべき

である。つまり仙童が「例せば八房の前身は、その性僻る婦人なり」と言っていれば、八房の前身はその性僻 

る婦人―玉梓―であるが、譬ばであるから事実として八房の前身はその性僻る婦人であるとは言っていないの

だ。ここに八房を玉梓の後身とのみ思わせる馬琴の引っ掛けがある。 

「松染情史」に、 

 ところかはらず死神の、憑とは寓言かほんだはら（巻五上） 

とあり、この寓言のふり仮名が「うそ」である。馬琴が寓言をどのように捉えていたかの一例になる。「譬ば」

は寓言（うそ）であり「文面の仮話」なのだ。譬話は答えではない。 

 怨恨一匹の犬になるとは、八房に生まれ変ったということではなく、煩悩の犬、心猿と同じ譬話である。信

乃は（中略）歎きはおなじ煩悩の、犬飼に目をあはしつゝ（②337）と言ったところだ。閲者（みるもの）彼

賊婦が怨言にこころをとめて見なし給ひね。（①115）と殊更に「児孫まで、畜生道に導きて、この世からな

る煩悩の、犬となさん」を強調し、犬と玉梓にだけ関係付ける。 

 挿し絵では、明らかに玉梓と八房は別個に存在している。 
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 これに関して馬琴は「荘周が胡蝶の喩をもていハゝ゛、八房はおのづからなる八房にて、玉梓にハあらず。

既（すでに）巳（すで）に八房が、玉梓なることをしらずハ、誰かよくこれを弁ぜん」と言っている。 八房

が玉梓の後身だとしたら、玉梓は八房に生まれ変った時点で既に自分が玉梓であることを知らないのだから、

玉梓の怨みは玉梓の怨みではなくなってしまう。そうなると玉梓の能動的な義実に対する怨念は八房が生まれ

たときにすでに消えてしまったことになり、八房が玉梓の後身である意味はなくなってしまい、十三回以前に

妖は休んでいるはずだ。    

 この犬誠に得度せり①224 と伏姫が八房に対して思った時には、まだ雲霧は払われておらず妖しみは

続いている。本文にある通りに大輔が撃った鉄砲の音と共に雲霧は拭うように払われたのだから、妖

しみ、つまり玉梓の怨霊の呪いが解けたのは八房の得度とは関係ないのだ。 

 さらに図像的にも八房はおのづからなる八房なのだから、八房に後身っていると言われているはず

の名札付きの玉梓の怨霊が動き回って八房のもとに狸を連れてくることなどありえなくなってくるし、

大輔渡河図に玉梓が描かれるのもおかしい。ここが「文外の話説」である。「犬夷」を読んだ人なら馬

琴が言っていることには矛盾がありおかしいと思うだろうが、「文面の仮話」によって八房は玉梓の後

身であると言いくるめられてしまうのである。この「既巳に」という強調を素通りしてしまう訳には

いかないだろう。玉梓は八房には転生していないと考えることができる。 

 馬琴は『犬夷評判記』で「八房を、玉梓の後身とのみ思ハするは、世俗の臆断に宛てたるなり。作者の面目

にハあらず。この間、なほいひがたき所あり、後の評を得バ、復其処にて分解せん。今しバらく待給へ」と言

うが、そう臆断する世俗とは何者だろう。いかにも世俗の臆断に合わせて書いたかのように言うが、そのよう 

に世俗を導いているのは馬琴である。～とのみ、というからには他の選択肢があるということだ。例えば選択

肢はＡとＢの二つあるのに、世俗はＡとだけ思っている（思わせている）のだからＡだけ書いておいたのだ、

ということになる。つまり八房は玉梓の後身ではない、という隠れ選択肢Ｂがあることになる。これと同じパ

ターンが犬士の痣がなぜ牡丹形なのかという疑問の丶大による謎解きであるが、解答は丶大本人が言うように

あくまで「一解」にすぎないということ。その「一解」を only one とするか one of them とするかは読者の読

み次第であろう。八房は本当は定包の後身じゃないですか！などと後の評を得なかったので、そのまま馬琴は

黙っていたのである。一つの論文中に玉梓の生まれ変りの八房、玉梓が憑いた八房とぶれているのをみると馬

琴の呪縛の強さが分かる。八房は玉梓の後身ではないと理解できているのだが、いや違うと馬琴に言いくるめ

られてしまう。生まれ変りは A→A´で、憑いたというのは A+B で別物である。A+B と言うのは本文でも挿

絵でも明らかなのに、本文中の正体不明な人物が A→A´だと言うと自分の目と脳みそを信じないで A→A´

を鵜呑みにしてしまうのだ。 

 自分は牡丹の痣とは肇輯口絵の定包の着物の牡丹であり、富貴歓楽の象徴であって聖痕とは考えていない。

消えてしまう聖痕とは何なのだ。黒い痣は犬士のもつ黒白＝善悪であると考えるのも「一解 one of them」で

ある。 

 だいたい人に対して煩悩の犬にしてやると言った玉梓が、自ら煩悩の犬に生まれ変わり、読経の功徳で善の

犬になった途端に怨みの相手の息子に射殺され、死体を「骨砕け皮破れ」るほどにボコボコにされてまで煩悩

の雲霧を晴らしてしまうお人好しでマヌケな怨霊なのであろうか？ 
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 大輔が父八郎の後身である伏姫を撃った瞬間に、

本文と妙経の功徳の挿し絵にあるように、現世に留

まっていた玉梓の魂魄は義実と八郎に対する怨みを

晴らしたのである。 

 では、玉梓の後身ではないとしたら、八房とは何

者なのか。 

 八房の挿し絵で目立つのは菰である。「類船集」の

菰をみると尺八吹、である。本文でも挿絵でも尺八

と関係があるのは定包であるから、尺八は定包なので

ある。 

 虚無（菰）僧姿の木曽介は尺八を持っていないこと

を強調している。ではその尺八はどこにあるのか。朴

平たちが踏みつけているのが尺八→定包である。 

 後の船虫に関係するのが「古金襴の袋に納たる笛」

③244 で、朴平等が踏みつけている尺八の遠い対にな

っている。「慰かねし徒然に、尺八の笛吹すさみ、更

に余念はなかりけり」①100 といった定包の対として

小文吾も「われも亦いとはやくより、尺八を好みしかども、そは虚無僧尺八」③244 と言っている。尺八は定

包の属性なのだから、八房を経由して小文吾に受け継がれていると言えよう。 

 最初に牡丹柄の着物だったのは、肇輯口絵の定包である。我々は出版中の八犬伝を読んでいるわけではない

ので、八房の斑が牡丹であったことを最初から知っている。しかし、本文には「首尾八所の斑毛」（①140）

とあるだけで牡丹とは関係ない。ところが第三十七回になると、突然ゝ大によって「その毛白と黒きを雑へて、

黒きは牡丹の花に」似ていたと明かされる。（②137）この時、肇輯口絵の定包の牡丹を記憶に留めていた者

はいたであろうか？さらに初版では黒地に牡丹がはっきり描かれていたものが、後刷版では牡丹が一つあるよ

うな柄に改変されている。定包―牡丹―八房というつながりは消えてしまったのである。ゝ大の言葉によって

八房だけが牡丹であったように思わされてしまうのである。牡丹、富貴花は、定包の富貴歓楽（①P43）の象

徴であった牡丹は消されてしまったのである。が、牡丹は消えていなかった。手束が拾ってきた雛犬は、四白

とも与四郎とも呼ばれた（①294）。四白とは、よしろ―夜白であり牡丹なのである。 

 富山に入ったばかりの

八房は表で比較したよう

に定包そのものである。

「只惚々と姫の顔を、臥

て見つ、又起て見つ、舌

を吐、涎を流し、或は 毛

を舐り、鼻を舐り、只喘

ぐこと頻り」①208 だっ

たが、百日ほど経ったこ

ろ伏姫の「読経の声に耳 

を 傾 け 、 心 を 澄 ま せ る

もゝのごとく、復姫うへ

定包 八房 

面色白して眉秀 骨太く眼尖く 

鼻たかくして 高さは常の犬の倍 

唇朱く 垂れたる耳 

言語柔和 巻たる尾 

容姿によって）光弘 これを召出だし （容姿によって）義実 召しよせよ 

富貴歓楽を極めしかば 飯に飽き褥に眠る 

主を諌めかねて 主君の愛犬なるをもて、等閑ならず 

白妙の、人啖馬 景連を、啖殺さば 

瞪れる眼尻引立 眼を瞪らし、 

定包が吭をぐさとつらぬきぬ 八房は吭を打たれて 
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を眷ら」なくなった。雑念を断ち切って心を静かにする修行で定（じょう）がある。八房は入定したのである。

この定を包み持っていたのが定包なのである。 

 さて、その牡丹を黒い痣として、それぞれ体に持つのが八犬士だ。それを聖痕と言う人もいれば、呪われた

生まれの証と言う人もいる。自分は、定包は前世の自らの悪の象徴である牡丹を斑として、八逆の八個をもっ

て八房として生まれ変ったのだと思う。その痣と相殺されるのが仁義八行の玉、魂である。 

 八房の房。ふさとかぼうとか読んでいるが、八犬伝中での使用例は「ま」がほとんどである。「一房ひとま」

④312、「八席房はちじょうのま」がある。とすると八房は「はち（やつ）のま」となる。まは魔で、絵解き

でも天狗を描いて魔と読む例が多い。水滸伝では百八の魔君であるから、八房とは八の魔である。水滸伝の隠

微は魔君が本然の善に帰るところというから、八房が善の犬になるところが隠微である。 

 ところで、義実が遁世して「突然」と号した訳を悟ったのは毛野だけであった（⑤315）。つまりゝ大も分

からなかったということになる。のちに八犬士の痣が牡丹であるのは何故か義成が訊ねたときに毛野は考証は

あるが「身にかかりたる隠微なので、忌まざるをえない」（⑩272） と答えなかったのである。そのあとにゝ

大が牡丹純陽論を語るのだが、恐らくは毛野の答えとは違うだろう。ゝ大は隠微を悟れる人間ではないのだ。 

 閑話休題（あだしごとはさておきつ）。定包は光弘を倒した後、老臣近臣等に「山下大人は徳高く、先君に功ある

こと、鎌倉の執権たりし、北条氏にも倍給へり」（①43）と北条氏に擬えている。犬士の一人犬川額蔵が伊豆

の北条と関係づけられているのも太平記が発想のもとになっていると思われる。小文吾が弁慶、毛野が義経と

静二人で人物造型されているように、定包は北条氏であり、そのことで犬と関係付けられていると思われるの

である。 

 北条高時を始めとする北条氏を滅亡させたのが新田義貞であったことは、新田の余類（①19）である里見が

北条高時に比せられる定包を滅ぼしたことに通じるだろう。 

 闘犬を惑溺した高時のせいで、「肉に飽き錦を着たる奇犬、鎌倉中に充満」（『太平記』①163）した。これ

と同じように、義実の八房の飼い方は「只奇怪の事」（①140）で、それは安西に攻められて里見が滅びそう

になる予兆だった。国家将に亡びんとするや、必ず妖孼あり（『中庸』）と言うことだ。山下定包のモデルにな

っている北条高時と同じことを義実はしたのだから、 

 富貴（定包）←高時（富貴・犬を溺愛）→犬を溺愛（義実） 

 と義実と定包は北条高時の属性を挟んで同じ人間になる。口絵（定包）と挿絵（八郎切腹図の義実）で両者

がそれぞれに濃淡がちがう市松模様を着ていたのにも訳があったのだ。 

 馬琴は八房を枕草子の一条帝の翁丸に比せようと、つまり翁丸だけをポンと見せて、それ以上のことは言わ

ない。「肉に飽き錦を着たる奇犬」の存在は隠される。ただ口絵に「深宮飽食」とヒントだけはおいてある。 

 里見領が凶作になったのは、玉梓の呪いもさることながら、義実自身が付けいられる隙を作り招いたことだ

った。馬琴は義実の一面を暗君に描くが、義実は単に玉梓についデレデレしたというだけで、「暗君」ではな

かったのだ。 

 北条高塒は、さしも人の敬なつき富貴栄花なりし事、（中略）楽尽て悲来る習ののがれがたくして（中略）

自害しける（『梅松論』）と滅んでいく。このことは八犬伝本文からでは分からないが、肇輯口絵の定包は扇腹

という切腹の仕草をしている。 

 北条氏という視点で公暁の実朝暗殺と、朴平らの定包暗殺未遂、光弘誤殺を見ると、それらを結ぶキーワー

ドは「にはかに」だ。  

『吾妻鏡』健保七年正月二十七日 

 右京兆にはかに心神御違例のことあり。御剣を仲章朝臣に譲りて退去したまひ 

『北条九代記』巻四にも「義時俄に心神違例して、御剣をば仲章朝臣に譲りて退出せらる」とある。 
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 馬琴がこの事件に関して『読史余論』を引き合いに出すので『読史余論』の当該記事を読むと、「鏡」「九代

記」にない「心神違例」の中身が書かれている。 

 ①義時の夢に薬師十二神将のうち戌神が現れ、来年の鶴岡の拝賀には行くな、と告げた。 

 ②当日、拝賀は昼にしようと頻りに広元が言っても仲章は必ず夜にするものだ、と戌時に定めた。 

 ③鶴岡八幡宮の楼門に入った時、義時は夢のごとくに白犬が傍らに見えたと覚え、心神みだれ、仲章に剣を

譲り退出した。 

 なんと犬尽くしなのだ。これに関して『燕石雑志』（三）悪禅師をみると、実朝暗殺の裏に北条氏がいたこ

とは『読史余論』をみても分かると言っているように、馬琴にとっては確かなこととしていたようだ。犬尽く

しのこの事件を馬琴が利用しない手はないのではないか。 

 定包の謀略に朴平らがはまった時、まず定包は「俄頃（にはか）に夥兵を召聚へ」朴平らを捕まえようとし

たが、良いアイデアが浮かんだ（①34）。狩倉の当日、光弘の乗馬は「暴（にはか）に病み」（同）、そのこと

で近臣の那古らは馬が「暴に」倒れたのは吉祥ではないと「猛（にはか）に途を（37）」変えようとした。 

 古那屋では、信乃が芳流閣での切り傷が原因で「俄頃に」破傷風にかかり（②243）、瀕死の信乃を救うこ

とで山林房八、ぬい夫婦が死んでいる。八房と犬の死で大八は親兵衛として再生する。 

 甲斐で信乃が木工作宅に逗留することになったのも「俄頃に」初雪が降って深く積もったことによる（④

123）。足止めを食った信乃は奈四郎と夏引の狂言、木工作殺人事件に巻き込まれる。ここでも浜路は浜路姫

として再生する。 

 現八と大角も驟雨が「猛可に」降ってきた（➃427）ことで事件に巻き込まれる。「俄頃」は事件の前兆で

ある。俄狂言があるように、狂言ということで、定包による事件は自作自演なのである。 

 「猛可に」が発端になるのは、こういうこともある。 

 蟹目前に連れられて湯島天神に参詣にきたペットの猿が社頭に着いたころ「猛可に悶掻騒」ぎだしたのは、

犬の毛野の存在を感じ取ったからだろう（⑤132）。伏姫がいたくむつかりだした（①133）のも、玉梓の気

配を感じ取ったからだということが分かる。扇谷定正の室蟹目前はこのあと忠臣河鯉権佐守如と謀って佞臣竜

山免太夫を除かんとし、遂に自害するということが起きる。定正は鈴森の戦に敗れ、道節に追われ兜を射落さ

れるということにまで発展する（⑤234）。 

 小さな出来事から事態が大きく動き出すというのは馬琴の小説作法で、大塚では番作の飼い犬与四郎と、蟇

六の飼い猫紀二郎との喧嘩という余りに小さな出来事が大塚の人々を巻き込み、里見の対管領戦という事態に

なる。馬琴が言う浸染とは、一匹の蝶が羽ばたくと、地球の裏側で竜巻が起こるというバタフライ理論のよう

なものである。 

 話がそれ過ぎた。 

 肇輯口絵の組み合わせはこれが正しいのではと操作してみた。善悪対立の構図が玉梓を挟んで視線のぶつか

り合いで示される。定包という名前で定＝悌＝八で、包は郎と音通である。定包は八郎であり、八郎は定包で

ある。二人は言わば二身一体である。この合成図を読むと、 

 碓子尓舂 

 忍光八 

 難波江乃 

 始垂母 

 辛之河尓 

 加久尓 

 世波 
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 月（舂）夜（八）の（乃）犬（母）は（波） 

  月夜の犬と対応図   

 周公恐懼流言日 

 王莽謙恭下士時 

 若使當年身便死 

 至今真偽有誰知 

 死ぬ時（日）を知る。つなげると、月夜の犬は死ぬ時を知る、とな

る。挿絵の子犬（八房）に名札をつけるとしたら「月夜の犬」である。

これは『下学集』の時節門の「知死期」からか？知死期とは陰陽道で、

生年月日の干支や潮の干満などによって知りうるとされている死の時期

や時刻である。 

 八房が月夜の犬であることが「類舩集」でも分かる。月夜の付合に提

灯がある。「月夜の犬」の挿絵に目立つように大きく提灯が描いてある。

さらに釜、朽木、鴉、蟹がある。朽木はある。鴉は黒い貞行だろう。釜

がどこにあるのか、付合で出来てないのかと思った。狸が釜である。問題は蟹である。蟹は忠臣だから貞行の

ようだが、八房が蟹である。八房は初善、中悪、後忠の犬であるから忠臣の蟹としていいだろう。とすると力

二（りきじ）と尺八が八房になること、力二が片仮名の蟹であることは八房は蟹であることに通じるだろう。 

 蟹は犬を守ってくれるが、八房自体が蟹なのだから犬士は父に守られていたことになる。犬村蟹守が角太郎

を守ってくれたようにみえるが、父の八房が、伏姫の雛衣と角太郎を守っていたのだ。蟹守＝八房＝獅子の死

によって、猫＝虎のニセ一角との力のバランスが崩れたことが雛衣の悲劇である。伏姫だけで母系とかいうが、

一緒にいる八房が共に父母として犬士を守っていたのだ。 

 定包の名詮自性。「ていほう」と読む。定＝悌で仁義八行の八目になる。房は包と音通。定包は八房である。 

 八房とは黒白の斑犬である。黒白は浜路の実母の名前のある通りに「あやめ」であり、あやめという振り仮

名は善悪にもふられている。八房は魔犬というイメージがあるが、素は善悪の犬なのである。 

 前田愛氏の、『八犬伝』には夜の場面が多い。とくに犬江親兵衛をのぞく七犬士が穂北に会合をとげる第九

十回前後までは、主要な局面の大半が夜の闇に包まれている印象である。『八犬伝』の世界（『幕末・維新期の

文学』ｐ84）という指摘は鋭い。犬士たちは月夜の犬の子供たちだからである。 

 

Ⅴ．異人 

  我々は挿し絵中のどの老人もが役の行者と思いこんではいないか？役の行者といえば下駄なのに、前の二

人の異人は草履を履いている。 

 初めに見たように、玉章の意味として、使い、使者もある。この老人、誰もが役の行者の仮現と思っている

が、玉梓の使いである。ちなみに伏姫

に珠を渡した異人、伏姫の懐妊を告げ

た子供も玉梓の使いである。  「年の

齢、八十あまりの翁一人、眉には八字

の霜をおき、腰には梓の弓を張り、鳩

の杖に携りつつ」いた翁を分かってい

るつもりではなく読むと、梓がすでに

怪しく、弓は月であり玉である。梓弓と言うだけで玉梓だったのだ。挿し絵中にはいない玉梓だが玉章として
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描かれている。鳩と玉章を一体化してみると鳩＝玉章であり、翁が持つ鳩の杖も玉梓関連であり、役の行者の

関係者とみられていた翁が実は玉梓の使いであったと推測できるのである。 

 役の行者の石窟参りの帰りに会った挿し絵で言う異人を「役の行者の示現」と思いこんだのは従者等であっ

た。この異人は誇り顔にものを言う。後に親兵衛編に登場する異人を役の行者かと里見の人々は思い込んだが、

実は妙椿が幻術で見せた仮（にせ）異人で、尊大に言示す老人であった。ここで、伏姫→本物の役の行者、濱

路姫→ニセの役の行者という反対であるという読みが強化され、作中の人物の思い込みを読者も共有させられ

ることで、何か変な違和感を覚えたまま物語はさっさと進んで行ってしまうのである。 

 後の仮異人が邪と決まっているのだから、正と邪の対か邪と邪の対であるかどちらかだ。正邪の対とすぐに

思い込んでしまうのが、全ては善悪邪正の対で成っていると馬琴が大仰に振りかざす勧善懲悪に乗せられてい

る証拠なのではないか。   

 神変大菩薩＝役の行者と名札があるのは大輔渡河図だけで、前の二枚の老人とは似ても似つかない姿である。

二枚は登場人物が勝手に役の行者と決めつけているのを、読者がこれまた勝手に役の行者と思いこまされてい

るのではないか。 

 馬琴の手法は、ミスディレクション 【misdirection】 で、 

 １ 誤った指導。誤認に導く説明である。これを八犬伝で言うと、 

 ○譬話は結論ではない。 

 ○梟は梟ではない。 

 ○馬琴はミスリードする。となる。 

 ２ 手品や推理小説などで、観客や読者の注意を、手品の種や本筋からそらすこと。また、そのために用い

るものであり、～とのみ思わせる馬琴の手にひっかかっているのではないか。二枚目の弓、霧、手紙、老人を

囲っている分銅模様、毒石＝玉梓を包んでいる錦の嚢、実際の歴史(時代が違うが)で遊女係である里見義成が

覗き見をしている背後の木目は肇輯口絵で玉梓が持つ琴。すべてが玉梓である。 

  では最初の異人が仁義八行の玉を伏姫に与えたのはおかしくはないか。玉の文字も書状に書かれていたこ

とも如是畜生発菩提心に変化する。つまり異人が最初に玉をくれた時から文字は如是畜生発菩提心であったの 

を玉梓の怨霊の力によって仁義八行に見せられていた、仁義八行→如是畜生→仁義八行と変化したように思っ

ているが、じつは如是畜生→仁義八行 

の変化だけだったのではないか。 

玉梓は「錦の嚢に包る、毒石に異ならず」（①111） 

 玉の文字について、義実の不可解な発言がある。 

看数の大玉に、初は如是畜生、発菩提心といふ八

字あり。後は変じて、仁義 礼智忠信孝悌といふ、

八箇の文字に做見れし（⑤318） なんと如是畜生

→仁義八行の変化しかなかったのだ。義実の発言

ほどあやしい ことはないのだが、玉が首にかけ

られた時から伏姫は逆に玉梓に纏わりつかれたと

考えると、肇輯口絵の玉梓と伏姫が二身一体のよ

うに描かれているのも分かる。伏姫の読経の功徳によって八房が菩提心をもったとき、初めて玉の文字は仁義

八行に変ったのではないだろうか。如是畜生発菩提心という文字の玉をもらっても、気味が悪くて首にかける

気はしないであろうなどと推測できる。  

 伏姫に玉梓の怨念、それにまつわる八房の子を妊娠という事実を伏姫に知らしめた黒い牛に乗った子供。 
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 本文によると「一個の蒭童、その年は十二三なるべし。（中

略）手に一管の笛を拿り、黒き犢に尻を懸けて」（①211）現

れた。挿し絵によると「神童」である。この神童には「わが

師」がいるらしく、①富山の麓、ある時は洲崎にいる。②幾

百歳か分からない③常には疾病を療治し➃売卜を生業とし⑤

薬剤によって死を救い、寿を保しめ⑥万病が治らないという

ことはない⑦さらに易を行えば未然を察し、既往を審らかに

百事当たらないということはない、ということらしい。妊娠

を否定する伏姫に対し「冷笑い」物類相感を説く。 

 この「神童」が言った「天機を漏すのおそれあり」だが、役の行者の専売特許の言葉かと思いきや、化け猫

に殺された赤岩一角の霊は「あまりに天機を漏らすときは」（③396）と言っている。これは「人死して霊と

なるときは、世に在し日に優ことありて、万理に通ぜざることなし」と言うことらしい。役の行者ではなくて

も、人は死んで霊になると万理に通じることができるのである。 

 霊ができることがまだある。浜路の霊は甲斐の浜路（紛らわしいので浜路姫とする）に憑依して自分の思い

を信乃に告げる。浜路姫が語るには「熟睡したりし夢ごころに、いと美しき少女子の、枕に立て呼覚し、今宵

おん身を労して、犬塚ぬしに如此々々と、いはまく欲しき事侍り、こなたへ来ませ、と先に立て、伴るゝと思

ひしのみ、その後の事は」知らないとのこと（➃132） 

 この場面で思い出すのは、親犬を狼に食い殺された八房のもとに、「燐火か人魄」が滝田の方から閃ききて、

犬小屋のほとりで消えると、富山の方から狸が走り来て犬小屋に入って行ったこと（①138）。霊は人や犬ま

でも思いのままに動かせることができるのだ。 

 左母二郎に殺された浜路の魂魄は、旦暮に信乃のほとりに夤縁っていたのである。故に逆算すれば、義実・

八郎のその子その子に夤縁っていた玉梓が八房に転生してい

るということはないのである。 

 牛はすでにある菅原道真―怨霊というキーワードで玉梓の

怨霊と結びつく。伏姫に死を促すかのような発言をする神童

は「玉梓の使い」なのではないか。 

「金比羅船」のこの姿からみると、役の行者の後鬼が伏姫、

前鬼が大輔という関係に置き換えられなくもない。故になん

の縁も所縁もない役の行者は富山に、あの場所に現れたの

か？ 

 

７章 手束 ―手紙・玉章― 

  手束は里見八犬士の一人犬塚信乃の母である。これまで伏姫、玉梓、船虫は多く論じられているが手束に

ついては、信乃の母という以外にとりたてて重要な人物とも見えないし、作中で他の犬士の母親と違い多く語

られているので、分かりきっているという思い込みからかおそらく皆無であろう。手束とは何者であるのか、

八犬伝の女性たちの中でどういう意味をもっているのか。「八犬伝」の引用は岩波版による。 

 

１．「井」という苗字    

 手束は大塚（のちに犬塚）番作の妻。犬塚信乃の母。 
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 手束が語るところによると、父は井丹三直秀。信濃の武士で、源頼政に仕えた猪隼太（鵺退治の説話で知ら

れる）の末裔。結城合戦に参加して戦死した。生前、大塚匠作とその子供同士（番作と手束）を娶わせること

を約束していた、という。結城落城後、番作と木曽の拈華庵で偶然に会い、親の約束通りに夫婦となる。大塚

に戻ったのち、信乃を産むというプロフィールである。 

 井は手束のもとの苗字である。高田衛氏の『完本八犬伝の世界』に、この井姓は馬琴の先祖猪野隼太に関係

していると言われている。なぜ猪野ではなく井なのか。八犬伝なのだから猪はないだろう、というのが一つ。

井は「いの」で犬と音通であるから、手束は犬塚姓になる前から犬であった、ということが一つ。  

 「井」の付け合いに石菖蒲がある。八犬伝的には黒白＝あやめ＝善悪である。手束の挿絵をみれば黒白の石

畳（市松模様）を着ている。井という苗字に「善悪」があるのだから、黒白の着物は手束の善悪を図像化した

ものであると読める。  

 「類舩集」の井の項に「田顔タツラ」がある。田顔は片仮名のタカオで、タカオと言えば、遊女高尾も想起

され夕顔に通じる。 

井は「せい」で転倒して読むと「いせ＝伊勢」になり、名前は「かつた」になる。伊勢に「かつた」なるもの

があるのか『伊勢参宮名所図会』をみると、  

▲勝田 ○和屋〔割註〕此両村は、大神宮の楽人三座の内和屋太夫、勝田太夫の産地なり。当村の神社におい

て、正月三日より六日迄例にて猿楽の三番叟をまふ。  

 とある。井手束は伊勢勝田になるので馬琴の『羇旅漫録』をみるとなかったが、馬琴は「げい子」にかなり

興味があったらしく筆を多く費やしている。 

 

２．手束という名前  

  手束という名前からどのようなことが考えられるのか。 

●束を節用集でみると「一束：紙、柴」とある。紙を束に代入すると手紙、玉章になる。手束の名詮自性は玉

章＝玉梓である。 

●手束＝田（庵―類）、塚（女郎花―類）。庵の女郎花。手束がいたのが拈華寺ではなく拈華庵というのにも

意味がある。 

「類舩集」の井の項に「田顔タツラ」がある。田顔は片仮名のタカオで、タカオと言えば、遊女高尾も想起さ

れ夕顔に通じる。 

●手束は「たなたば」で、ばたを転倒して七夕となる。手束以前に七夕と言えば、八郎切腹時が七夕の夜で、

玉梓の怨霊とも関係付けられている。犬と七夕は犬飼星で、手束は拾ってきた犬を飼うことになる。七夕から

は、一夜が導かれる。 

 宿とあらは 花、一よ、夕顔（合璧集）宿（①266,267）。宿所、一宿（ひとよさ）（①268、269）  

  うかれめとアラハ 一夜、かりの宿（合璧集）→一夜、七夕 指燭（①269）→夕顔の宿（類舩集） 

 七夕は八犬伝を構成する要素として大きいものがあり、手束もその要素の一つとして組み込まれているとい

うことは、手束自体にもその位相があるということになる。    

 名前によって手束を庵の女郎花と見るとき、番作の背後にある着物に、鹿の子模様で「花」の文字があり、

鹿の子の衣、鹿子衣で「かこい」となる。これは遊女を意味する囲、鹿衣、鹿子位がある。 

 番作が初めて手束に呼びかけた「女中さのみな駭き給ひそ」（①20）という台詞。「京は女郎といはず、女

中といふ」とある。（『日本随筆大成』第一期①ｐ212） 

 手束の名前には玉章＝玉梓、女郎花、七夕等、様々な要素が盛り込まれている。  
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３．図像の手束―女郎花 

 手束の図像は二輯口絵、「山院に宿志て番作手束を

窺ふ」、「庚申塚に手束神女に謁す」の挿絵の三図で

ある。  

   図中人物の持ち物は、その人物のシンボル、アト

リビュートとも言える。  

    古典籍総合データベースの同文通考. 巻之上,中,下 / 

白石 撰 借用の項目。 

 竜と六が並び、乃、木、番、甫、包がある。 乃 乃

濃方音相近。或借作濃字信濃。作信乃之類○乃奈上声

語辞也。 番 蕃本通作番。玄蕃之蕃俗間作番。番亦訛

作蕃非。 包 包庖音相近。借作庖丁之庖字。番の項は反すと番作番作と書いてある。 

 包は庖丁の庖と「音相近」で、つまり音通である。口絵で村雨ならぬ庖丁を逆さに持っている番作は、庖は

包、丁（てい）は定（てい）、反して定包であり、手紙（玉章）を咥えている手束は玉梓である。実際に番

作・手束が定包・玉梓と関係があるのではないが、信乃は定包・玉梓的な父母から生まれたからこそ、八房・

伏姫という霊的な父母と仁義八行の玉（魂）が必要となるのだ。 

 番作は結城の落人だから義実。定包、玉梓、義実は揃ってはいるが、八郎がいないのでここでは犬士誕生に

は至らない。 

「類舩集」弓に、月、和琴がある。月は玉。二輯口絵の手束は肇輯口絵の玉梓と薄墨桜が同じで、反っている

姿勢も梓弓と手束弓の共通項である。弓について犬村角太郎を訪ねた犬飼現八が質問をしていて、角太郎の答

えに十三束三伏、十束（とつか）などが出てくる（六十一回）。十束と手束は音通である。ついで梓弓・手束

弓・破魔弓の連想もうかぶ。 

 番作・手束図は『伊勢音頭恋寝刃』を下敷きに描かれていて、これは手紙を見せるための場面を借りている

し、後の宝刀村雨すり替えの浸染になっていて、そのための「伊勢音頭」と言っても良い。ここでの手束は遊

女お紺である。 

 この図像の要素一つ一つが「伊勢」を指向している。二人の後ろには抜け参りの人々もいる。折れた櫛は

『毛吹草』の伊勢の項をみると「山田櫛」がある。『物類称呼』の遊女 うかれめの項に「伊勢の山田にて艶

女といふ（中略）奥州松前にて、やかんといふ。越前敦賀にて、かんひやうと云（夕がほをさらすといふ心な

り」とある。この口絵が表しているのは「遊女を伊勢では艶女という」ことであり、手束の容姿も文字通りの

艶女という意識で描かれていると思われる。 

 手束の仰け反りポーズからは、弓のほかに『古今和歌集』僧正遍昭の「名にめでておれる許ぞ をみなへし

我おちにきと人にかたるな」の歌が想起される。口絵は手束を折れるばかりの女郎花に見立てている。女郎

花：かよわき姿（俳諧雅楽抄）女郎花：花の姿（合璧集）がある。 

 画中の文は「世の中は地獄の上の花見かな」だろう。女二人が責めにあっている上での花見という図像から

だが、『俚言集覧』地獄の項に、カクシ売女に地獄といふあり。江戸の諺也。遊女町にて其地の白人をは地者

と云。夫より転して遊女町なとでも白人の女を地者と云。その地者の極といふ意にて地獄といへり。いかゝ然

るにやとある。一茶のいう地獄が一般的なのに対して、手束が地獄＝遊女であるとすれば、口絵は手束の上の

花見という意味に限定されてくる。亀篠のキーワードは「化粧」で鎌倉とのつながりから考えると、化粧坂の

遊女が思いつく。つまり亀篠だけが地獄ではなく二枚一組でみて、手束を含めた全体として花見客は地獄の上

の花見をしているということになる。 



29 
 

●「山院に宿志て」 

 『徒然草』第十九段  

  六月の比、あやしき家に夕顔の白く見えて、蚊遣火ふすぶるも、あはれなり。六月祓、またをかし。七夕

祭るこそなまめかしけれ。庵は山下であるから牛と繋げると山下牛で山下大人（うし）①43 となり、蚊牛は

山下定包になる。番作は結城の落人だから、ここでは義実で良いだろう。 

 蚊牛は口絵の番作と同じく包丁を逆さに持っていて丁包、定包になる。蚊牛は蚊→か→火→火牛なので、

番作に火葬（いわゆる証拠隠滅）にされた。後の管領戦で信乃 が「火牛の謀」（⑨ 281）を思いつくことにな

るが、牛が集まらないので猪になった。 

 さらに蚊を文とすると、文は玉章＝玉梓。もしくは手紙＝手束。 

 牛は「妓有と云物有。若いものといふ。ぎうは牛にて牛は鼻にてつかふ也。又ぎうは花にてつかふ也。（花

は客の賜物也）又は遊君を花と見て花に遣は

るゝといふ意にもあらんか（物類ｐ23）」だ

から遊女。 

『羇旅漫録』にも「花いくつと仕切を、相場

をきくといふ」とある。 

 手束は露を含る野の花の、匂こぼるゝ風情

①267 だから、花の文字がある着物は手束の

物であろう。「花」の着物が手束のものとす

ると、手束は拈華庵に住んでいることになり、

訪ねてきたら蚊牛に留守番をさせられたという番作にした話は嘘になる。鹿の子模様の文字というのは、肇輯

口絵の玉梓が最初につけていた「鷽の袖＝嘘の袖」で、玉梓を表す要素の一つである。 

「類舩集」の花の項から八犬伝に関係しているものを抜き出すと、芭蕉、七夕、稲、菖蒲がある。菖蒲は井の

付け合いであるし、芭蕉、七夕、稲（犬）は八郎切腹時に現れた玉梓の怨霊とともに描かれている。   

 「蚤蚊は絶てをらぬかし」と手束は言うのだが、簾の奥に蚊帳が吊ってある。右端の火が蚊遣火だとすれば、

夏季、カやブユを追い払うため煙でいぶすことで、蚊いぶし，蚊くすべ，蚊やり火，蚊火などとも呼ばれ，一

般に木片をいろりや火桶でたいたり，ヨモギなどをいぶして，大型のうちわであおいだりした。このころには

蚊帳も一般に普及していたが，庶民にとっては高価なもので，もっぱら紙帳や蚊やりを用いていたといわれる。

（コトバンク。世界大百科事典 第２版） 

 「このころ」とは江戸時代で、八犬伝の時代考証ではないので、庶民にとって高価なものが、この山寺には

ある、ということである。  

 竹の床は『遊女記』に「（遊女は）上は卿相より、下は黎庶に及るまで、牀筵（ゆかむしろ）に接き慈愛を

施さずといふことなし」 とある。牀筵は牀の上面を竹で編んで作ったもので閨房を意味する。 

 手束の背後にある襖の般若心経、伊勢の山田で遊女を言う艶女（あんにゃ）と音通になっている。 

 手束は全身市松模様である。黒白＝あやめ＝善悪。あやめは蛇の異称。手束が一子を祈った弁財天は蛇神や

龍神などの神と同一視される。手束を蛇だと言っている訳ではないし、弁財天

と手束が関係ある訳でもない。黒白＝あやめ＝蛇から弁財天が連想されたにす

ぎない。手束には黒白、つまり善悪があるということだ。  

 以上のことを考慮にいれると「絵の畳は浮世ござといって市松に染めたござ

です。引手茶屋の上縁に使われています。」（三谷一馬『江戸吉原図聚』ｐ

393）といった図像も想起できる。棚の扉に富士山が描いてあるのは、そうい



30 
 

うものなのか、特別なのか。手束は義によって結城に馳せ参じた敗将井丹三直秀の娘だから、善人であろうと

は単純に言いきれないのである。番作の姉亀篠は大塚匠作の娘であるが極悪非道だし、濱路も口絵では強盗提

灯を持った賊婦に描かれている。手束、玉梓は遊女というキーワードが蚊牛の名前の中にもあった。好むも好

まざるも手束には「遊女」というキーワードが付きものなのである。馬琴は達者の戯墨を評するには五禁があ

り（第九輯巻之三十六簡端附言 ）、評者只其理論をもて、好む所へ引つくる事はいけないと言ってはいる

が、八犬伝は文学作品なので、分析のように読む以外に想像を逞しくして自由に読むことも許されよう。 

a 番作がみつけた「新葬とおぼしくて、石を居ざる一座の塚」（①266） を手束の亡親の墓となんとなく決め

つけているが、それでいいのだろうか？ b 番作に見せた井丹三直秀の手紙を持っていたからといって、手束と

名乗る女が井丹三直秀の娘の手束と言えるのだ ろうか？  c 信濃に行くにあたって、なぜ手束は家には寄ら

ず、自分の物を何一つ持って来ようとはしなかったのだろうか？  

  a については、「新葬とおぼしくて、石を居ざる一座の塚」には本当の手束が埋められている。b は本当の手

束が持っていた手紙を、本当の手束を殺害後に使えそうだと手束が盗っていた。 ｃは、挿絵の「花」の着物

は手束のものであり、手束の住んでいるところは拈華庵だから何かを取りに戻る家は他にはない。番作が蚊。

を殺して拈華庵に火をかけてしまったし、とにかく遠くに逃げるが勝ちとか思って家に寄らなかったのだろう。

こんな推理も許されるだろうと思うのは、甲斐の木工作殺人事件の解決の仕方が推理小説のようであったから

だ。甲斐に謎解きがあるのだから、対で考えればそれ以前にも謎解きがあってもおかしいことはない。正邪の

対と言っても、読み込むほどに、それこそなにが正か邪か分からなくなってくるのが八犬伝である。 

 ところで、拈華庵の戦い（笑）はミニ結城合戦なので、番作と手束の父同士が子供を夫婦にさせようと約束

したことが守られることになる。 

 毎度のことながら杉倉・堀内両人が「誘給へ」（①19）と義実を結城城から脱出させたあとに落城の猛火を

見たのと、手束が「誘給へもろ共に、筑摩の里へ」（①277）と番作と拈華庵を出たあとに、番作が寺に火を

つけて燃え上がる炎の灯りをみたのと照応している。番作・手束の三年の流浪は結城籠城の三年と重なる。番

作たちが結城から直接大塚に行っていないので惑わされるが、大塚は義実が向かった安房と同じ意味を持つ。

それ故に大塚の出来事は安房の出来事の照応となっている。 

 役の行者の祠は弁財天、富山の川は神宮川と対応している。大塚は富山であるから、蜑崎輝武が溺死した富

山と同じ大塚に従弟の額蔵が辿り着き悲惨な目にあうことになる。 

 「八房の犬富山に因あり」（②321）ということで、犬士が住む、または訪れて事件を起こすところは全て

擬似富山なのである。 

 古那屋は戸山で直接富山に擬せられたし、馬加に幽閉された小文吾の心情は富山に篭り親を思う伏姫の心情

とかさねられた。拈華庵での番作と手束の戦い（笑）は小文吾と毛野の出会いの場で再現される。 

●「庚申塚に手束神女に謁す」の挿絵 

 八郎（与四郎、与（四）+四郎）が登場して、番作（結城の

落人、義実）、手束（玉梓）が揃って犬士誕生の契機となる。  

 拝れ給ふ神女の姿は、山姫といふものめきて、弁才天に似

給はず 。伏姫は弁財天に似ていないのだから弁財天ではない。

発想の転換が必要である。伏姫を中心に考えるからややこし

いことになってくる。弁財天参りなのだが、挿し絵は庚申塚。

挿し絵では庚申が全てに係っているようにみえるが、手束と
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関わるのは本文通りに弁財天である。弁財天に関係付けられているのは、伏姫ではなく手束なのだ。 

 弁財天には蛇であり、庵の挿し絵での手束は黒白の着物、つまり黒白＝あやめ＝蛇である。帯状にぶら下が

っているのは皂炗（さいかち）、別名「かわらふじのき」で、伏姫が現れるところは富士（庚申に関係がある）

とすれば、皂炗は富士の代用だと言える。 

 「山院に宿志て」と「庚申塚に」の手束は同じポーズをとっている。『俳諧雅楽抄』の「かよわき姿」が良

いだろう。かよわき姿の手束は 女郎花である。「類舩集」女郎花の項に荒れたる宿、衣織姫がある。手束が

里の女子 に「絮を延、衣を縫う事」を教えたのは衣織姫からの連想であろうか。 

 繰り返されるそのポーズに意味があるのだから、着物が黒白の着物から白地に桜に変っていることに意味が

ある。三年間毎日欠かさなかった弁財天詣でのおかげで、手束の悪（黒白―あやめ―蛇性）が消滅したことを

表しており、それ故に伏姫は現れ、手束に玉（魂）を授けて行ったのである。 

 十六回の終わりまでが八犬士の前身と、番作と手束の二人でもってどういう親の元に犬士は生まれてくるの

かといった因果を描いている第一部である。 

 

４．本文に見る手束の姿  

  ○手束：一個の女子、その年は可二八、鄙にはあれど臈闌て、露を含る野の花の、匂こぼるゝ風情にて、独

孤燈にさし對ひ、人まちわびたるおもゝちなるが（①267）  

  ○玉梓： 莞然と咲つゝ向上たる、顔はさながら海棠の、雨を帶たる風情にて、匂ひこぼるゝ黒髪は、肩に掛

るも妖嬌に、春柳の糸垂て、人を招くに彷彿たり（①111）  

  ○伏姫：伏姫二八になり給へば、いよゝます／＼臈闌て、匂ひこぼるゝ初花に、いざよふ月を掛たる如し。

①140 

    見た通りに手束の姿の形容は玉梓と伏姫の二人で出来ている。苗字の井の音通の犬は伏姫、手束は玉梓で、

手束の善悪の要素とは手束が伏姫と玉梓の二身一体といった存在であるからだろう。 

 ●牛に経文。 

 「山院に」の蚊牛は耳に数珠を掛けていて、牛に経文。どんなに説き聞かせても

効き目のないことのたとえで、本文を表している。手束の後ろの襖には般若心経の

一節が書かれている。『金瓶梅』で見ると、第十四回「女房のことばは馬耳東風、

他人のことばは金字経」①106 正是：家人說著耳邊風，外人說著金字經。と言った

ところか。 

 手束の台詞：忽地女子の泣声して、「そは聞わきなし、むじんなり。衆生済度は仏のをしえ、よしそれまで

に及ばずとも、心を穢す破戒の罪、法衣に槐ず刃もて、殺さんとは情なし」（①272） 

 船虫がこんなことを言っている。 

 歹き伎倆のこれ彼と、わらはが耳に入ることも、目にかゝる日も侍りしを、泣つ口説つ諌れば（③242） 

 この「泣つ口説つ諌れば」は、手束の台詞の対になってることは間違いないだろう。善悪の対か、手束と船

虫は同類なのか。会話の途中から番作が聞いたことになっているのも謎を増幅させる馬琴の上手いところだ。

さらに 

 打晃す菜刀の光と共に飛退き（中略）何処までもと夤縁す、刃頭に盾もなよ竹の、雪に折なん風情にて、右

手を伸し、左手を衝、片膝立て身を反らし、後ざまに逃遶るを（中略）撃てばひらき、払へば沈み、立んとす

れば頂の上に閃く氷の刃（①273） 
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 小文吾は（中略）、刀を晃りと引抜て、斫らんとすれば（中略）刃の下を彼此と、潜り脱つゝ一間あまり、

後ざまに飛退て（③373） 

 番作に刃物三昧で斬りつけられても素早い身のこなしで逃れている場面は後の小文吾―船虫、小文吾―旦開

野のバリエーションの原点となっている。船虫も毛野も化けるのが得意である。船虫は善人に化けて登場し、

実しやかな嘘で小文吾を欺こうとしたように、手束も実しやかな嘘で番作を騙したのだろうか？八郎のせいで

義実を騙しおおせなかった玉梓の反対なのだろうか？ 

 毛野の動きは「心を師とせし自然の鍛錬、既に三年に及びしかば（中略）自我一流を究めた」（③322）結

果なのだが、手束の動きはまるで毛野の如くである。それは井丹三の娘だからなのか、毛野のような鍛錬をし

たのか、番作が言う賊婦なのか。手束の着物は獅子と関係がある石畳とばかり思っていたが、黒白＝善悪で手

束にも悪があるとすれば、番作が思った通りに手束は賊婦なのだろうか？  

 このあとに番作と夫婦になった手束は『三七全伝南柯の夢』の三勝の流れにある夫に尽し、子を慈しむ女性

像で描かれている。 八犬士で唯一親子三人の生活が描かれ、手束と信乃の親子の情愛の描写の暖かさは八犬

伝中の名場面の一つと言ってもいいだろう。 

 

５．手束とは  

 手束と言う名前には八犬伝の諸要素である伊勢、七夕、夕顔が含まれていて、手束は夕顔の女として読める

ように書かれている。では何故夕顔なのか。馬琴は夕顔に遊女性を見出したのではないだろうか。源氏の里見

義実が七夕の夜に金碗八郎が切腹時にみた「女子の像」（①131）―挿絵によって玉梓の怨霊と分かる―は

『源氏物語』で光源氏が夕顔の死の時に見た「いとをかしげなる女」をモチーフにしていると思われるからで

ある。手束の死後、信乃と濱路の図像に「源氏」の夕顔を画中の文とするものが描かれていることにもよる。 

 『蒹葭堂雑録』の話で、ある時住持の夢に犬が出てきて、自分の前世は遊女であったことなどを告げたとい

う。この話を読んで今まで無理があった手束遊女説も成立するのではないかと思った。名前、図像といろいろ

な状況証拠は手束が遊女であることを示している。井が犬であるならば、手束には現世で犬になる理由がある

はずで、それは本文には書かれていないが、手束の前身は遊女であったと考えられるのである。  

 手束の遊女という前身の定業によって、番作と夫婦になってから十四五年の間に産まれた三人の男児が育た

なかったということになるだろう。 

 馬琴は前身が悪ければそれっきりであるとは言っていない。『夢中問答集』の一節、その定業を仏法・法力

によって「至誠心にて修せば、定業なりとも必ず転ずべし。故に定業も亦よく転ず」というのが馬琴読本の基

本にあると思う。 

 伏姫の定業が八犬士誕生という善に転じたのは、伏姫が富山で至誠心にて修した結果であり、馬琴が『水滸

伝』に見出した初善中悪後忠は八房において顕著である。八房は安西景連に攻められた里見家を滅亡から救っ

た善、伏姫に懸想した悪、八犬士の父となった忠となる。八犬士の誕生には、悪の犬だった八房が伏姫の読経

の功徳によって善の犬になるということが必要だった。  

 道節が寂寞道人肩柳という偽行者の中悪から登場したように、手束も遊女性を感じさせる中悪から登場した

とすると、三年間一日も欠かさずに弁財天に日参し、至誠心から修し一子を祈って他念がなかったことで信乃

の誕生という善果を得、言わば後忠にまで進んだということではないだろうか。定業はよく転じたのである。 

 後の悪から登場した於兎子が、信仰心によって悪から善に進んだ経過を対として、手束に当てることが出来

るのではないだろうか。於兎子は人間的な弱さから悪に戻り不思議な非業の死を遂げることになる。 

 中悪のまま死んだ玉梓から、中悪から後忠で死んだ手束を経て、忠のまま死んだ濱路という三等観の流れが

八犬伝における夕顔の系譜である。手束を語ることは同時に玉梓と濱路をも語ることにもなるのである。  
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８章 浜路考 

 はじめに 

 浜路は八犬伝中のヒロインと言えるだろう。しかし、現在その姿を思う時、それは二次創作モノ、映画、ア

ニメなどのフィルターを通した浜路であろう。 

 NHK 人形劇『新・八犬伝』を見て八犬伝を知り、山手樹一郎の青春小説のように爽やかな『新編八犬伝』

を読んだあとに岩波旧版の原作を読み、浜路が死んでしまうことに衝撃を受け、原作のほうが贋モノのように

感じた。 

 『新・八犬伝』世代は「我こそは、玉梓が怨霊」のイメージが強すぎて、それしか憶えていないという人も

いるほどだ。やがて高田衛氏の『八犬伝の世界』に影響を受けた、薬師丸ひろ子主演の東映映画『里見八犬

伝』が上映され、ついにはこの映画が馬琴の原作と思っているかのような三次創作モノが「本当の八犬伝」化

して今日に至っているようである。それらのフィルターをはずした時、浜路はどういう姿をしているのだろう

か。本文の引用は岩波版。 

 

 浜路についてピクシブ百科事典の概要がよくまとまっているので引用する。 

 大塚蟇六・亀篠の養女で犬塚信乃の許嫁。実は犬山道節の異母妹で名を正月（むつき）と言った。母は道節

の父の愛妾黒白（あやめ）で、道節とその母を除いて正妻になろうとしたが、道節が蘇生したため発覚して処

断。正月は絶縁される形で大塚家に養女に出された。  

 許嫁の信乃を慕い、信乃の滸我への旅立ちの前夜には切々と想いを訴えた（「浜路くどき」と呼ばれる名場面

である）。  

 養父母の姦計にはめられて陣代・簸上宮六に嫁がされそうになり、首を吊ろうとする所を、かねて浜路に横

恋慕する網乾左母二郎に誘拐された。しかし浜路は左母二郎に従わず、左母二郎が持っていた本物の村雨を奪

回して左母二郎に突きかかったため、本郷円塚山で殺された。 

 

Ⅰ．正月 

 浜路の死の間際、異母兄道節から明かされた本名は正月であった。正月に生まれたから正月である、という

のは名付けとしてはもっともではある。ならば、正月とは何だろうか。 

 正月を『俳諧歳時記』では「正月 夏は寅を以正月とす」とある。夏とは古六暦の一つである夏暦のことで、

寅を正月にする。正月は虎であった。信乃と浜路。龍の子である信乃と、虎であった浜路が結ばれることはな

かったのである。さらに左母二郎は魚男で、鯱があるように魚は虎である。虎同士の二人には通じるものがあ

ったのだろう。しかし、名詮自性は別にある。睦まじい睦月ではなく正月を選んだところが馬琴の作意である。 

 八犬伝本文中に「夫月を玉に譬、玉を月に喩ふ」（①354）とある。月は玉である。 

正月に玉を代入すると正玉となる。転倒すると玉正。正の音通である章だと玉梓と音通の玉章になる。図像

でも浜路に月が付き物なのは本名に由来するだろう。口絵の縁が羊歯なのも正月だからだ。肇輯口絵での玉梓

の着物の柄「鷽の袖」、つまり鷽替え神事は天満宮で正月に行われる。 

 浜路は寛正三年一月一日生まれ。 

 元日生まれとは、正月のはじめに生まれしかば（① 291）とあるだけなのに、何故元日に生まれたと言える

かというと、疱瘡もこの春の比、いとかろやかにしはてにければ(同)とあるのによる。 

 『烹雑の記』中の巻、痲娘々に「世に痘を病ざるものあり。正月一日と、八月十五 日に生れたる男女これ
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のみ。およそこの両辰に生るゝものは、生涯痘を病むことなし。 病むといへども極てかろし」とある。つま

り「いとかろやか」＝「極てかろし」なの で、はっきりとは書かないが、馬琴は浜路を一月一日生まれと設

定していたのではないかと推測できるのである。 

 

 

Ⅱ．浜路 

 大塚蟇六・亀篠夫婦の幼女になってから浜路と改名されたが、その由来は不明

である。本文では、浦の網乾に浜路の女松（②62）というように、浜路に横恋慕

する網干左母二郎との対になるのが名詮自性のようにされているが、それだけで

名詮自性とは言えない。 

 網干左母二郎と言う名前は、「さもじ」が女房言葉の魚で、浜の網に干された

魚男、色白の左母二郎は具体的に言えば「鱈」であろうか。鱈は『毛吹草』俳諧

四季の詞では正月の付け合せである。魚男の左母二郎と対になる濱路という名前、

はまちという魚もあるが獺からは「正月十月獺両祭魚知報本反始也」と濱路の本

名との連想が働く。 

浜路は「源氏」夕顔巻にある「あまのこ」の音通「濱のこ」で、浜路の浜は海

士（あま②38）と音通。路は子で、海士の子という名前だ。「海士の子」は「遊

女、娼婦」を意味するという。また濱路 、濱と海士は音通というよりも、濱とあれば海士だから、路＝子で

濱路は海士の子なのだ。 

 浜（ひん）の音通か らは「 獱ヒン」川獺（かわうそ）がある。濱路とは獱児 「川獺の子」という名前なの

ではないか。「三才図会」で水獺をみると、和名は宇曾で濱獺があり、濱獺 即獺大者顎如、身似蝙蝠、であ

る。濱路が濱獺であることは、信乃・濱路図の蝙蝠の額縁が表しているのだろう。さらに獺であることは、濱

路の前身であるとしている玉梓が同音の「鷽」の着物をきていることからも窺える。濱路というのは「宇曾の

児＝嘘の子」なのである。大塚家の実の子ではないことから始まり、濱路の周囲には嘘ばかりである。後の甲

斐の濱路が木工作の実の子ではないというのも、夏引が木工作を裏切っていることを知っているのも濱路（嘘

の子）という名前ゆえであろう。三才図会で水獺は「水狗」であり、狗＝犬の道節・信乃・荘介との繋がりが

できる。 

  

Ⅲ．本文の浜路。 

 浜路は、今の女の子に似げなく、鄙言にいふ馬鹿正直（②62）であり、生得たる容姿の人なみなみに立まさ

り（①293）、十六歳になると「花燃んとして、月の前に芳しく、柳翠をまして、霞の間に戦ぐに似たり。（中

略）之は嬋娟たる少女」（②34）になり、信乃は大きくなりてはそなたの良人、と言われ浜路は「恥じろむ、

浜路はをさな友衛、堪ずやそが儘衝と立て、屏風のうちに躱れ」る（②28）。そのあとに、信乃はよろずに油

断せず、と続くので蟇六夫婦を警戒している信乃が浜路をも警戒して親しくしてなかったと錯覚していたので、

浜路が「それとはなしにその人に、物いはる丶も楽しくて」（②38）というこの場面は意外であった。ここが

あるから、信乃の「おん身が誠はわれしれり」（②82）の言葉があり、古那屋で瀕死の信乃が「浜路も亦不便

なり。玉椿の八千歳までと、久後かけて憑みてし、女子ごころは殊更に、恨やせん、嘆きやせん」（②274）

と思うのだ。この思いがなかったら、それこそ信乃は本当の「孝」の化け物だが、馬琴はちゃんと信乃の内面

も描いているのである。 

 簸上宮六たちが大塚家に止宿した夜、宮六の前で琴を酒宴の興にと弾かされた浜路は「慚て、且腹だたしさ」
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（②53）にと慚るばかりではなく、腹だたしさまで覚えるのである。さらに（左母二郎が）淫はしき色を見せ、

（中略）筆に物をぞいはせたる。いかなる事を書たりけん、浜路は手にだに触れずして、いといたう罵辱しめ、

後には網干が来る毎に、避て再び面を対へず（②56）と、左母二郎自身、彼君はいと強顔し（①66）と思う

ほどの態度である。 

 宮六との婚礼を拒み自殺をしようとするも、左母二郎に邪魔された場面では「噫無礼なる白徒かな。（中略）

無益の事をいはんより、其処退かずや」と敦圉（②116）のだが、この敦圉は、義実が怒りにまかせて八房を

殺そうとした場面（①162）のような強い怒りである。浜路は決してか弱い乙女として描かれてはいない。 

 この強さはどこからくるのか。 

 八郎の諫言によって、義実が一度は助命しようとしたことを翻された玉梓は、花の顔朱を沃ぎ、瓢核のごと

き歯を切て、「怨めしきかな金椀八郎」、「義実もいふがいなし（中略）殺さば殺せ。児孫まで、畜生道に導き

て、この世からなる煩悩の、犬となさん」（①114）と罵り狂ったのに対し、浜路は「恨しきかな左母二郎」

（②136）「とくとく殺せ左母二郎。汝も亦遠からず、最期はかくの如くならん（②138）と前身と後進は同

じことを繰り返すように、玉梓と浜路は同じ怨みの言葉を残して死んだ。浜路の強さは、そのまま玉梓の強さ

である。 

 『合璧集』に書、たまづさの項目に怨みがある。馬琴の『六三の文車』という作品に出てくる玉梓も殺され

たのちに怨霊となって現れる。浜路の本文を読むと「浜路等、紀次郎猫が死骸を抱きて泣き叫び、犬を罵り、

番作を恨み（①312）から、竭ぬ恨、恨しき、恨しげ（②81）、怨ずれば（同 82）、恨みのかずかず、おん身が

恨（②83）、恨しの鶏の音（同 87）と「恨み」が主題と言っても良いだろう。 

 左母二郎は、夫人（玉梓）に懸想して、曁ぬ恋に物を思ふ（①100）妻立戸五郎の後身で、浜路に懸想した

訳ではないと言いながら、鮑の貝の片思いすることになる（②66）。浜路が言う「これ将過世の悪報」（②137）

である。信乃は伏姫＝八郎であるから、浜路＝玉梓は「宿世の讐（あた）」（②86）なのである。 

 

Ⅳ 浜路の図像を読む 

    １．輪廻 

 『連理秘抄』に「一、輪廻事 薫物と云句に、こがると付て」とある。蝙蝠→黒い扇。夕顔→白き扇の、い

たうこがしたる（源氏「夕顔」）→薫物と云句に、こがると付て→輪廻 。縁の蝙は二人が持つ扇に注目と言う

ことだったと分かる。この口絵的挿し絵は「輪廻」を図像化したものだ。 

 肇輯口絵の定包がもつ白い扇が「いたうこが」されて上の扇のように黒くなったのだから、夕顔というキー

ワードは最初からあったことになる。そして信乃が持つ黒い扇と濱路がもつ夕顔の団扇に引き継がれて、丁寧

にもこの絵の額縁は「かうもり」である。  扇は「類舩集」 端居の袖、閨の内、蚊の声、侘る、別れし中、手

折夕かほ、垂木、名のらぬゆくえ、網、左義長、年玉、月、能、母をしたふ、平家の舟、斑女、餞別、宇治の

芝、炭火、蝿、護摩、謡、三の口、渡天、俤のぞく、いきの松原、天の川。 

「合璧集」 をる、さす、妻、ひろくる、月にたとふる、閨、をく、秋風、たまふ、絵、骨、女車。  

「毛吹草」 網、左義長、月、芝、鎧の立物、年玉、護摩。  

「和漢三才図会」 神功皇后三漢征伐時蝙蝠羽始作扇。 かはほりとアラハ扇（合）なので、額縁の蝙蝠は扇に

注目させるためのものだったと分かる。 

 連歌用語としての輪廻の意味がどうであれ、輪廻は「薫物」と「こがる」なのであり、それが遊戯三昧の八

犬伝の世界である。馬琴が言う稗史七法則は口絵、挿し絵の図像にも当てはまる。 

 信乃・浜路図の本文は、「有一日信乃は、子舎に籠りて、独机に臂を倚かけ、訓閲集を読てをり、浜路は窃

に歓びて（後略）」（②40）がそのまま描かれているように見えるが、「このとき山下定包は（中略）御簾を半



36 
 

捲揚たる、もたれ柱に身を倚て」（①100）なのである。 

●玉梓が持つ琴は木目が虎紋になっている。玉梓→正月で、正月は寅であるから正月の濱路も虎である。琴は

筑紫琴で、着物の鷽の袖と相まって太宰府天満宮→菅原道真→怨霊が導かれる。鹿の子模様からは鹿恋、遊女

が導かれる。 

 定包も扇を持ち、前に硯を置いている。信乃は扇を持ち、机には硯が置かれている。一枚は和歌、一枚は漢

詩という肇輯口絵の構成にも当てはまる。 

 玉梓の着物柄の「鷽の袖」とは何か。正月に筑紫の太宰府天満宮で行われる鷽替え神事である。太宰府天満

宮は、梅好きな菅原道真が左遷され死んだのちに、怨霊となった道真を鎮めるための神社である。玉梓の着物

の柄からは正月、鷽、梅、怨霊を想起させる。 

「鷽の袖」の筑紫となると肇輯口絵で筑紫琴をもつ玉梓だろう。ところが玉梓が琴を弾いたというのは本文に

はない。さらにこの琴は無弦である。琴であることだけに注目すると、琴が出てくるのは二輯挿し絵「艶曲を」

の浜路図である。 

 梅模様の鞍を乗せた黒馬は磨墨で良い。墨が玉梓と結び付くのは、肇輯口絵の玉梓の着物が墨染桜であるこ

とからも分かる。 

 深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染めに咲け 

これは古今和歌集にある上野岑雄の歌で、深草が三輯口絵「軒のつまにあハびの貝のかたおもひも々夜つられ

し雪のしたくさ」が深草の少将とリンクしている。 

 玉梓を調べていくと自然と濱路のことになっていき、「源氏」夕顔の「しろき扇のいたうこがしたる」から

連歌の「薫物といふ句にこがると付」けて輪廻を想像していく馬琴のイマジネーションの豊饒さに感嘆してし

まった。本文だけでは分からない（玉梓と濱路が同じことを云うのでなんとなく分かる）図像を読む醍醐味が

ここにある。 

 

２．二輯口絵 

 いせのあまのかつきあけつつかたおもひあはひの玉の輿になのりそ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 キーワードの海士である。反転すると、肇輯口絵と同じになる。 

 東洋文庫『幸若舞』「築島」  

   名月は聞こし召し、げにげにさる事のありしぞや。住吉詣のありし時、輿の先に玉章を引き結びて落とせし

を 

 信乃が持っている柄杓は璋で分解すると玉章で、玉梓である。玉の輿に乗った金持ち信乃に無銭伊勢参りの

アイテムである柄杓は必要ないし、もともとこの絵は伊勢参りではなく住吉詣でを描いているのである。 

 伊勢と住吉はつながる。『源氏物語』須磨 

 うきめかる伊勢をの海人を思ひやれもしお垂るてふ須磨の浦にて 
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 この口絵は『大織冠』の「伊勢の海女」と『源氏物語』を組み合わせて作られている。伊勢参宮とだけ思っ

ている図像に住吉詣でが現れる矛盾の原因はそこにある。～とのみ思わせるのが馬琴の手法であることを常に

頭に置いておかなければならない。 

 奴隷額蔵が抱く名札のない幼児の着物、これは信乃が降りようと玉の輿の担ぎ棒に掛けられた梅柄の着物だ。

次いで奴隷額蔵がはおる奴半纏で、これには斧琴菊があり「良き事聞く」の絵解きと言われている。 

 しかし、鹿の子模様がちらりと出ている袖を見ると琴の形になっていて、これは仮想琴なのである。玉梓の

着物の文様に言う「嘘の袖」なのである。幼児は琴を持てないので、額蔵がその代わりをしている。図像を反

転すると、この幼児は肇輯口絵の玉梓・定包と図像的に同じなのである。 

 類舩集で額蔵のがくを音通の楽でみると、蛙・万戸か軍・住吉がある。万戸か軍では幸若舞の『大織冠』に

出てくる海女が濱路のモデルになっている。 

●『金瓶梅』 

 （武大が）ある日街をあるいていると、纓つきの槍を持った行列が、銅鑼太鼓の音、空をとよもしながら、

紅絹を掛けた轎に乗ったひとりの男を囲んで通りかかりました。 

 二輯口絵信乃・額蔵図が表しているのはこれではないだろうか。こういった意味がないと奴隷額蔵の姿が突

拍子もなく異常である。 

 文庫の末尾にある主要人物一覧をみると、呉月嬢から綉春までが二輯口絵絡みである。 

 『金瓶梅』第六回的な見方をすると、 

 梅香，你與我捲起簾兒，燒一炷兒夜香。 

 岩波文庫で「梅香、梅香、簾を捲いて、香焚いて」（①163）となる。八犬伝本文では定包の様子を描いて

いるのだが、浜路が梅であることと「香焚いて」を合せると『金瓶梅』が画中の文でもあろう。 

 

３．三保の谷・巻舒手に在りて・雨だれの 

この口絵は、土太郎が親切にも「山崎」

の破れ傘を持っているので、『仮名手本

忠臣蔵』五段目の「山崎街道」をモチー

フにしていることが分かる。 

 鉄砲の二つ玉と言えば、富山で大輔が

撃った鉄砲も二つ玉であった。    

 大輔と関係のない、何故ここで大輔が

想起されるかと言うと、上総の大輔の項で触れたように、丶大以前の大輔は左母二郎なみの人間であったとい

うこと、逆に言えば、左母二郎は大輔なのである。 

 鳥はどうか。『椿説弓張月』の記事。 

 白峰の山中に、杜鵑の玉章といふものあり。是杜鵑の致すところ、その形玉章に似たり。

よりて名づく。 

 浜路の本名である正月、月と額縁の羊歯で表される。浜路は強盗提灯を持った賊婦に描

かれている。本文の浜路は賊婦ではない。口絵は本文と乖離しているという向きもあるが、これはそうではな

い。賊婦と言われたのは玉梓（①114）と手束（①273）である。浜路はこの二人と同様に描かれているので

ある。 

 

４．信乃・浜路「木からし」 
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 木からしはまたふかねども君みればはつかしのもりにことのはもなし  信天翁     

 木からしは木＋辛で梓、またを反して玉、玉梓が隠されて

いる。君みればはつかしは「孝吉に愧ひて 」、ことのはもな

しはそのまま言葉もなしで良いだろう。つなげると、玉梓は

八郎を見れば、愧いて言葉もない、と読める。類舩集の吹く

に「そらうそ」があるから、この歌には捉えられた玉梓尋問

の様子が書かれている。 

  図像に戻ると、簾が巻き上がっている。簾、巻くというと、

肇輯口絵伏姫・八房図の「却被捲簾人放出」がうかぶ。これ

は伏姫・八房を表していると言い難いもので解釈に苦しむが、

挿し絵をみると簾が巻き上がっている。つまり簾を巻くひとは信乃であり、追放されたのは「おくの間なる、

二親めざまし給はなん。とくとく」（②87）と信乃の部屋から追い出された濱路である。 

「はつかしのもり」を類船集でみれば「ほととぎす」がある。郭公（ほととぎす）の異名に夜床鳥、冥途の鳥、

恋し鳥、百夜鳥等があり、付合語に村雨がある。 

  転生した人は前世を繰り返すという考えを持ちながら読むと、左母二郎に斬られた濱路の「恨めしきかな左

母二郎」（②136）という台詞は、玉梓が処刑される前の「怨しきかな金碗八郎」（①114）と同じである。濱

路は玉梓の後身なのではないか？という疑問がわいてくる。 窓の内―玉章（類舩集） 机の上の羽根も、ここ

に玉梓がいると分かれば烏の羽根（合璧集）であったかと分かる。 濱路がもつ団扇も朝顔か夕顔か図像だけ

では判断できない。そこで信乃がもつ扇に着目して合璧集を読んでいると、夕顔とアラハ こかしたる扇（源）

とある。源だから源氏なのだろうなと源氏の夕顔巻を読むと「しろき扇のいたうこがしたるを」とある。それ

で信乃の扇が黒い理由もわかり、濱路の団扇も夕顔と分かる。図像は付合語で解釈できるという判断から連歌

関係の本をあたると、「連理秘抄」に一、輪廻 薫物といふ句にこがると付、とある。机の脇で煙を出している

のは薫物とわかる。しろき扇のいたうこがしたると、薫物といふ句にこがるとくれば、この口絵のような挿し

絵は「輪廻」を表しているのだとわかる。  

 白き扇の、いたうこがしたるのちょっと先には「もののあやめ、み給へわくべき人も侍らぬ」と浜路の実母

の名前黒白（あやめ）という語がでる。（『源氏物語湖月抄』。さらに「夕顔」には「むねむねしからぬ軒のつ

ま」とあり、浜路の図像にある 

○雨たれのおとしつくして又さらに しるこそよけれ軒の月影 

○軒のつまにあハびの貝の片おもひ もも夜つられし雪のしたくさ 

 の「軒のつま」が浜路を表している。 

「類舩集」薄墨に太夫黒（事項篇索引）があり、口絵の玉梓と手束が薄墨桜柄の着物を着ている。 

 

５．「おもひくま」 

  浜路の本文での最初の図像は、二輯の

「思ひくま」で、与四郎に乗った信乃を屋

内から亀篠に抱かれた幼児の浜路が見てい

る図である。与四郎の忠犬ぶりを表してい

る歌のようだが、本文にはこのような状況

は書かれていない。書かれていないから、

挿し絵で補っているのだ、とも言える。た
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だそれでは馬琴がいう「画中の文」を読んだことになるのだろうか。 

 「おもひくま」の背景の田畑を見ると、おもひくまの歌のあるところから蜘蛛の巣状に紐が張られていて、

その紐に鳴子が下がっていて、雀が描かれている。「無慙なるかな玉梓は、姿の花も心から、夜半の嵐に吹萎

れ、天羅脱れず縛の、索に牽るゝ姫瓜や、何となる子の音に騒ぐ、雀色時ならねども、見るめは暗き孫廂、推

すえられつゝ（①108）」が画中の文になっている。 

 「おもひくま」の画中の文とは、捕えられた玉梓が義実に尋問される場面である。   

 「類舩集」玉章の付け合い。鳫・犬・鷹・からす瓜・後朝・見初める人・窓の内・焼鮒等、この挿し絵が

「玉章」の要素で成っていることが分かる。浜路が信乃を見初めたという場面だろうか。窓の内にいるのは浜

路だが、玉章＝玉梓であるから、釣り人の老人が釣ってきた魚は玉章の付け合いの鮒だろう。この挿し絵の中

には玉梓がいるということだ。 

 これを恋というキーワードで見てみると、『毛吹草』連歌恋之詞に垣間見、思くま、がある。おもひくま、

がこの絵の表向きのタイトルであるが、恋が本当のタイトルである。 

  

挿し絵にある歌は、慈円『夫木和歌集』 

思ひくまの とはなかなか なきものを 

あはれに犬の ぬしを志りぬる 

 であるが、この場面を読んだ歌は、慈円のつぎにある定家の 

さとひたる いぬのこゑにて しられけり 

たけよりおくの ひとのいへゐは 

 ではないだろうか。竹より奥にいる人は浜路である。 

 

６．酢もあらばいざぬたにせん網さかなえびとかにはの舟で味噌すれ 

  軒のつまに あはびの貝の片おもひ もも夜つられ

し 雪のしたくさ  

                                       

 越樽俎以代無知之庖，舍繩墨而助傷手之工。『抱朴子』内

篇巻之一 暢玄 

 糠助は、鯛を短刀でさばこうとする無知の庖（りょうり

にん）。 

 左母二郎にかぶさっている魚が「さもじ＝魚男」を表す。

口絵でヌタにされようとする魚。ヌタと膾は同じことで膾

切りにする、殺してしまおうということ。 

 蟇六は隙があれば、信乃だけではなく左母二郎も殺してしまおうと思っていた。 

 左母二郎のさもじが魚と分からないと、肴の付合である舞、小歌、小謡、正月、

祝言も意味がない。 左母二郎の前身は妻立戸五郎とみているが、類舩集の戸の項

に盗人、刀がある。 

 軒のつまは言うまでもなく犬の妻で濱路のこと。深草の少将の説話からだが、

合璧集の書（玉章）に「しちのはしがき」がある。「しちのはしがき」とは、男の

恋の熱烈さ、また、恋の成りがたいことをいうから、八犬伝では濱路に片思いの簸上宮六のことになり、ここ

でも濱路が玉章と関連付けられている。簸上宮六は非情窮まりない犬殺しである。簸上蛇太夫の息子であるか
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ら酒がらみになる。  

この深草がどこにかかるかと言うと肇輯口絵の玉梓が着る着物の墨染桜である。 ふか草の 野への桜し 心あ

らばこの春計は すみそめにさけ 墨染桜、深草で前後を結びつけている。短冊に「それかし」「おもふ君」と書

いてある。こんなことを考えている馬琴が面白い。 

図像は前後に行ったり来たりして解釈できるもので、一枚だけ取り上げて本文と齟齬しているというのは早

計である。 

魚を頭に乗っけて（る訳ではないが）、さもじ・ろう＝魚男であることを示している。 

 

７．「怨をかへして」 

 犬塚家の飼い犬与四郎に、蟇六家の飼い猫紀二郎が噛み殺され

た時、「亀篠・浜路等、紀二郎猫が、死骸を抱きて泣叫び、犬を

罵り、番作を、怨」んだ（①312）のだが、泣き叫びというとこ

ろに浜路が感情を抑えられないことが窺われる。 

 薬缶に意味はあるのか？浜路の挿し絵で二箇所ある。安永三年

『里の小手巻評』私娼異名中に「松前にて薬缶というは、尻が早

いという事なり」とある 。『物類称呼』遊女 うかれめ 伊勢の山田

にて艶女といふ。（中略）奥州松前にて、やかんといふ。越前敦

賀にて、かんひやうと云（夕がほをさらすといふ心なり）。この挿し絵中に遊女がいる、ということか。 

 

８．艶曲を 

 麻地に朝顔とも夕顔ともつかない花柄の浜路が竹の描かれた襖の前にいる。右

には襖の竹を左母二郎に指し示す蟇六がいる。竹は後のぬいの口絵に使われた

「節婦竹の如し」と対応し、浜路が真っ直ぐな気性の節婦であることを示す。た

だ浜路が正月の虎であることを思えば、竹林の虎という図像にも見える。 

 亀篠が踏んでいるのか裾がまくれているのは、貞女を表す。隣の部屋に琴があ

る。これは肇輯玉梓に図像的に対応している。 

琴に注目すると本文では、八房が伏姫の部屋に乱入した時に倒れて伏姫の自由

を奪った筑紫琴（①161）と、蟇六が宮六を接待するために浜路に弾かせた（②

52）筑紫琴がある。伏姫は本文だけで、玉梓のように絵としては描かれてない。

琴と一緒に描かれているのは浜路だ。馬琴は絵だけではなく、絵のタイトルなどもよく見てくれと言ってる浜

路の挿し絵のタイトルは「艶曲を催して蟇六権家を歓待す」であって、これに対応する艶曲云々という挿し絵

は前にはなく、本文では定包と玉梓が「歌舞艶曲に興を催し」（①84）たことが書かれている以外にはない。 

この挿し絵の辺りから浜路の性質が描かれてくる。 

庚申守に仮託て、催された歌曲の遊楽で琴を弾かされて「浜路は慚て、且腹だたしさに」（②53）にその場

に堪えきれず退出する。 

左母二郎が淫はしき色を見せ、書いた手紙を、「浜路は手にだに触れずして、いといたう罵辱しめ、後には

網干が来る毎に、避て再び面を対へず」（②56）と左母二郎自身、彼君はいと強顔し（②66）と思うほどの態

度である。いといたう罵辱しめと言うところに浜路の意外な強気の性格が表れている。 
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９．「菅家」「自殺を示して」 

 挿し絵に該当する本

文では「伊勢物語」の

歌 を 引 用 し て い る の

に、挿し絵で再び和歌

を引用している。石畳

に梅柄の浜路。窓の外

には満月。ここでは本

来石畳柄を着ている筈

の信乃が、石畳柄に似 ている長方形の柄を着ていることに注

目する。「石橋」を連想させる石畳柄は蝶紋とともに信乃のイメージを成していた。それを浜路が着ている。

本文では、古我に旅立つ信乃に自分も連れていってくれと泣いて頼む場面である。 

 信乃は「かへり来る日を俟給へ」と賺せば、浜路には「左のたまふは偽りなり」（②82）と見抜かれている。

さらに「わらはが思ふ百分一、おん身に誠ましませば」（③83）と誠の欠如を指摘される。 

 この賺すが①だましたりなだめたりする②だます、あざむくだから性質が悪い。第二十六回の挿し絵「自殺

を示して 蟇六浜路を賺す」と同じである。本文にいう「しすましたり」と蟇六がほくそ笑んだ場面で、まさ

に「しすましたり」という亀篠の表情である。賺すという共通の言葉でもって、浜路にとってこの二つの場面

は同じなのである。 

 馬琴は「まこと」に誠の文字を使うのは珍しく、信乃という名前の人物に信がないのはおかしいので誠を使

ったのだろう。信乃がその名詮自性「信」をもつのは、「信」の玉を持つ現八との邂逅以後の話である。蟇六

夫婦に忠のない額蔵と、浜路に義がない道節の玉が入れ替わったことによって以後の行動に影響し、お互いの

欠如を補完しているのである。 

 ここでの菅家は肇輯口絵の玉梓の着物の文字「鷽の袖」で、鷽替え神事が行われる太宰府天満宮から梅・

嘘・怨霊のキーワードとして使われている。 

 夜も明けばきつにはめなでくたかけのまだきに鳴きてせなをやりつる 

 『伊勢物語』十四段で田舎女が詠んだ歌によって、浜路がもつ荒っぽさを表している。 

 濱路の枕。『俳諧通言』の器材という項に「枕 くろぬりのもん付なり」とある。比翼茣蓙は枕の前の項目

で、挿し絵では茣蓙に倫子の縁取りがある。床の間掛物、花活がなぜここにあるのか、

という疑問も解けた。売色の詞よせなのだ。それにしても儒教を説く裏で遊女遊女言っ

ているのだから馬琴は面白い。 

 自殺を左母二郎に邪魔された場面では「噫無礼なる白徒かな。（中略）無益の事をい

はんより、其処退かずや。」と敦圉（②116）のだが、この敦圉は、義実が怒りにまかせ

て八房を殺そうとした場面（①162）のような強い怒りである。浜路は決してか弱い乙

女として描かれてはいない。 

 

１０．「山前の黒夜」 

 浜路は麻地に梅模様の着物。後ろ手に縛られている。画像的に美しくないのに、わざわざ後ろ手に縛られて

いるのを見せているのは、玉梓の「姿の花も心から、夜半の嵐に吹萎れ、天羅脱れず縛の、索に牽るゝ姫瓜」

（①108）である。 

 玉梓処刑図では、天羅脱れず縛の、索にるる姫瓜なのだが縛められていない。 この絵的に全く見映えのし
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ない濱路を描く意味は、両者をリンクさせ「天羅脱れず縛め」

を見せるためだ。「山前の黒夜」の山前とは犬山道節の眼前での

出来事ということ。この挿し絵を見ている読者の目は道節の目

になっているのである。 

 

 

 

 

 

１１．「名刀美女の存亡 忠義節操の環會」 

   黒夜から満月が姿を現し、浜路の真の素性が明らかになる。 

 川村二郎氏が『里見八犬伝』で「それに

しても浜路と左母二郎との間には、同じ場

所で時を同じくして死ぬだけの因縁があっ

たと見てはよくあるまいか」と記す因縁こ

そが前身と後身の因縁である。 

 汝等（戸五郎等）が奸悪は、生をかえ、

世をかゆるとも、頸を続べきよしなきもの

なり（①108） 

 戸五郎の後身左母二郎も、額蔵に首を斬られて、榎の木に掛けられた。額蔵は「輪廻応報眼前（まのあた

り）」にしたのだった。（②158） 

 ちょっとここで考えれば、額蔵が見た「輪廻応報」は本文でははっきり言って意味不明なのである。道節が

「輪廻によって解」いたのは（②147）、単に親の因果が子に報いというだけである。で、思い出さなくては

ならないのは、挿絵「名刀美女の存亡 忠義節操の環会」の「環」の字である。ループである。偶然に出会う

巡り会いとは意味が違う。挿絵中の四人は「環会」したのだ。四人の誰も輪廻応報とは言っても自分の前世を

知っているのではなく、それでも前世を繰り返してしまう。それが環会、輪廻転生である。玉梓の浜路、神余

光弘の道節、岩倉鈍平の額蔵、戸五郎の左母二郎の「環會」である。そして、犬士は定包の後身八房の子であ

るから、ここにも定包がいる。 

 雨たれのおとしつくして又さらに しるこそよけれ軒の月影 

 音読みで「けん」は犬に通じていて、軒の月影は、犬の月影となる。雨たれのおとしつくしてとは、村雨を

使った戦いの後にで、しるこそよけれ軒の月影とは、荘助と道節の犬の月影である。口絵の浜路図の歌はこの

場面のことである。 

 村雨からは龍の気が出ていて、村雨が水に関係しているのは

そのためだ、ということが画中の文である。もともと火遁の道

節が持つ刀ではないのだ。浜路の図像を反転させると、房八に

誤って斬られたぬいと重なる。「艶曲を」の浜路と四輯口絵

「節婦たけの如し」のぬいとの共通項である。 

  

この首は誰か？ 
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三輯口絵で紗綾形の道節が、首を切られていない濱路と思しき首を持つ。この段階では浜路が死ぬとは分から

ないが、読むと浜路は首を斬られていないのに何故？と不思議だ。 

 紗綾形→倫子→輪廻の道節が「亦是輪廻の致すところ」（②145）、「輪廻によって解ときは」（②147） と輪

廻を繰り返す。ところがその言っている内容は「親の因果が子に報い」であり、馬琴お得意のずらしがある。

道節が咥える刀と首だから斬首と読むと、首を刎ねられた女性は玉梓だけだから、何故ここに玉梓が？と言う

そこらへんを読者が輪廻によって解かなければならないのである。 

 

１２．「有花不語春」 

 死後の浜路である。甲斐で

の信乃が夜『太平記』を読ん

でいると、中納言藤房遁世の

段で左衛門という女房の「書

置きし君が玉章身にそえて後

の世までの形見とやせん」と

いう歌等四首が出てくる。そ

のことで節に死んだ大塚の濱

路のことなどを思い出している信乃の前に、大塚の濱路に憑かれた木工作の娘濱路が現れ、自分は左母二郎に

殺されたけれども魂魄はいつでも信乃のほとりに夤縁ついていたと言う。『太平記』は、玉梓の後身である大

塚の、正月である浜路を出すための装置である。 

 我に返った浜路が言うには、宵よりうちふして熟睡しているその夢に「いと麗しき少女子の、枕に立ちて呼

覚まし、今宵御身を労して、犬塚ぬしにしかじかと、いはまく欲しい事侍り。こなたへ来ませ、と先に立て、

伴われると思いしのみ、その後の事は知らず侍り」（➃132）という。 

 ここで思い出すのは、第八回の「時に鬼日か人魂か、滝田のかたより閃き来て、中天よりはたとおち、かの

狗小屋のほとりにて、忽然ときえるとそがまま、今朝みし狸いそがはしげに、富山のかたより走り来て、産屋

のうちに入りしかば」（①138）という場面は、玉章の怨霊―狸と浜路の霊魂―浜路姫という照応である。 

「怨めしきかな金椀八郎」（①114）と死んだ玉梓は怨霊として現世に留まっていた。「恨しきかな左母二郎」

と死んだ浜路も信乃への強い執着故に現世に留まっている。 

 同じ言葉や行動が繰り返されるとき、以前はどうであったか？問題はなぜ照応なのか、なぜ反対なのかで、

それによって分かることは何であるかだ。 

 ここでのポイントは、玉梓の悪念は良将義士（義実と八郎）に憑くことが出来ずにその子／＼（伏姫と大輔）

に「夤縁て」いたこと。濱路の魂魄は信乃に「夤縁て」いたこと。玉梓も浜路も人間に憑き、その人間をコン

トロールできること。浜路から玉梓に逆算すれば、「妙経の功徳」の挿し絵は、玉梓が煩悩の雲霧を晴らすま

で現世に留まって八房をコントロールしていたことを示していて、玉梓は八房に生まれ変ってはいないという

ことも分かるのである。 

 この場面から、もう一つ分かることがある。 

  あまりに言を詳にせば、天機を漏すのおそれあり。（①217） 

 牛に乗った子供のこの台詞によって、役の行者（と勝手に思い込んでいる）は天機が分かるんだと感心して

しまうが、赤岩一角の霊がこんなことを言っている。 

 ○あまりに天機を漏すときは、還て神の憎に逼らん。 

 ○人死して霊となるときは、世に在し日に優ことありて、万理に通ぜざることなし。 
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 天機天機と言うけれど、天機は役の行者だけの十八番ではないのである。狸が玉梓の怨霊に連れてこられた

ように、濱路が濱路の体を乗っ取り信乃に思いを告げにきたように、牛に乗った子供は玉梓に操られて伏姫に

死を促すような偉そうなことを言いにきたのだ。玉梓処刑の挿絵で刀を振り上げていた男の役目を子供はして

いる。 

 幽霊の濱路も信乃と濱路（姫）が「月下に結れたる、宿因」があることを分かっている。これは玉梓であろ

うと「死して霊となるときは、世に在し日に優ことありて、万理に通ぜざること」がないことを物語っている

のである。 

 玉梓刑死から伏姫の死まで一連の出来事は、すべて玉梓の煩悩の雲霧の中の出来事だったのである。 

 八犬伝を冤罪小説とみると、その晴らしかたにもいろいろあるが、甲斐の話は二時間ドラマ的で単純だけど

血のついた刀の扱いは推理モノとしても面白い。死体は時間が経っているのに、刀の血は新しい。犯人は何故

わざわざ死体を発見されやすいところに置いたのか。 

 甲斐の話は浜路が布団を引っかぶって寝込んだとか描写が他に比べると非常にゆるい。ハッピーエンドなの

も特徴である。上杉ではなく武田だからというよりも、そこが甲斐＝貝＝珠だからということに意味があるの

ではないか。 

 昼無住院（ちゅうむじゅういん）の昼無には夢中があるようだし、無我六には無我夢中、信乃は夢中の心地

して（④１８７）と「夢中」が隠されたキーワードのように思える。 

●七輯口絵 出来介は瓢箪柄の着物。天の川の見立てか。 

     
 安房に帰還する浜路姫。苫舟の 同じ流に 隅田川 心隈なき 月の夜の友 

 信乃・現八闘争図。雲と千鳥が共通。屋根は船の見立て。タイトルが「うち落とす鼓のさえや桐一葉」で、

うち落とすを「打ち音す」と読めば「鼓の冴え」にかかってくる。一方、蜑崎照文は耳に手をあて、浜路姫が

打つ鼓の音を聞いている。ここまでが「うちおと（打ち音）す鼓のさえや」で、霧の中に船が一艘で「桐一葉」

となる。 

 同じ流れとは、信乃・現八の背後の川が「坂東太郎」利根川で、浜路姫の隅田川はその支流である。(見沼

用水は（中略）越谷の南にて千住街道を横切り南に流れて隅田川に入る。『利根川図志』)四輯と七輯の離れた

図像を同じにすることによって、信乃と浜路姫の関係を暗示する。 

 朝妻と大津を往来した渡し船。古代から江戸初めまで、東国からの旅客が利用した。遊女が乗って旅人を慰

めることもあった。 英一蝶 (はなぶさいっちょう) の描いた、遊女が烏帽子 (えぼし) ・水干  (すいかん) を

つ け 、 船 に さ お さ し て い る 図 。 こ の 絵 を 題 材 に し て 長 唄 や 舞 踊 な ど が 作 ら れ た 。 ウ ィ キ ペ デ ィ ア

（Wikipedia）  

 浜路という名前は、浜と海女の音通、路と子の音通で「海女の子」という意味がある。 

 

１３．「磨剣不忘親」 

 浜路姫を映す鏡に映る浜路。二身一体であり、虚花（浜路）と実花（浜路姫）を表す。 
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 甲斐の信乃譚は、大塚での出来事と対比されている。しかし、筆者が見るとこ

ろ甲斐の信乃譚と稗史七法則で結び付けられているのは、古那屋の段であると思

う。登場人物の配置をみれば大塚と同じだが、浜路姫をそのまま浜路に置き換え

るのではなく、甲斐での浜路姫の役どころは古那屋での親兵衛なのだ。 

 ゝ大が現れるところが鍵だ。ゝ大が現れたことによって生き返った大八は親兵

衛として再生し、ゝ大が現れたことによって浜路は浜路姫として再生した。親兵

衛をさらった暴風舵九郎は、浜路姫をさらった「いと大きなる暴鷲」（④197）と

同じである。親兵衛はその後伏姫に拉致されて富山山中で育つ。浜路姫は山に囲

まれた甲斐国で育つ。 

 

Ⅴ 浜路と三代目瀬川菊之丞 

 きりやうは故人の路考（はま）を生うつし『春色梅兒譽美』三篇巻之七（大系

本ｐ151）註一七 五代目瀬川菊之丞（号路考、家号浜村屋）。天保三年正月六

日没。三十一歳。 

 なるほど。江戸人にしてみれば「はま」と言ったら路考なのかも。 

 早稲田の演劇博物館浮世絵閲覧システムでかなり興味深い画像を見つけた。路

考と浜路を重ねてみた。 

画題等:「瀬川路考」 

上演年月日:文化九（1812)・03・ 年月日備考: 

上演場所:江戸・ 市村  

興行名:姿花江戸伊達染 すがたのはなあずまのだてぞめ 場立:二番目大切  

外題:其俤浅間嶽 そのおもかげあさまがだけ 場名：  

所作題:深見草相生獅子 ふかみぐさあいおいじし 音曲:長唄  

細目題:配役:4 瀬川路考（http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=201-

5665）リンク切れ。 

 八犬伝の刊行開始が文化十一年だから馬琴が路考のこの姿を見た可能性はある。 

 所作題を深見草相生獅子というように獅子、牡丹、蝶の三点セットになっている。この三点セットは信乃の

ものなので浜路には似合わない。毛野は静と義経の二身一体で、信乃にはそういったモデルの裏打ちがないか

ら人物造型が弱いのだと考えたことがあった。しかし、「芝居絵的考察」によると信乃の容姿は瀬川菊之丞に

似るとある。信乃と浜路は瀬川菊之丞の一身二体なのではないだろうか。瀬川菊之丞の舞台を観ることは不可

能だがそういう雰囲気を感じさせてくれたかもしれない。 

「 将 門 が 娘 辰 夜 叉 姫 ニ 粧 ふ 図  瀬 川 菊 之 丞  浜 村 屋  路 考 」「 俳 優 水 滸 伝 豪 傑 百 八 人 之 一 個 」

（http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=002-0956）リンク切れ。 

  信乃も浜路も路考も重ねてみた。目と鼻の付け根がほとんど一致するけれど、よっぽど鼻が鷲鼻とか個性

が強い顔でないと大体こういう顔になるので、おお！ともはぁ～とも言えない。眉毛の位置まで一致したとな

ると、一番古い絵が原図だろうとか推測はできるけど。今はただ似ているというだけだ。 

 浜村屋路考が浜路の造型になにかしら関係しているのではないだろうか。『馬琴の戯子名所図会をよむ』（ｐ

104）路考台に「田舎娘のぼうし門」とあり、三代目菊之丞が演じた「田舎娘」は「いなか娘のふりは大でき」

と評されたようだ。またウィキによれば、人気・実力ともに江戸歌舞伎の最高峰として活躍し、文化五年

（1808 年）には女形ながら座頭となったほどだった。風姿と口跡に優れ、地芸と所作を兼ねたほか、世話物

http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=201-5665
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=201-5665
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=002-0956
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の娘役と傾城を得意としたという。初代路考ではあるが初代芳沢あやめ(難波の芳沢あやめ『小説比翼文』)と

ともに女方芸の基礎を築いた。浜路の実母が黒白（あやめ）というのも路考と浜路の関連を窺わせる。 

 真の素性が分かった時の浜路姫の台詞に「田舎女児（いなかむすめ）」（④205）とある。浜村屋路考ひとり

によって田舎娘の浜路と傾城（傾国の美女といったニュアンスで）の玉梓というイメージが結びつくのである。 

 

浜路とは 

 図像を中心に浜路を見てきた。道節が「輪廻によって解ときは」（②147）と浜路に示した輪廻は、親の因

果が子に報いというだけで、馬琴得意のずらしによって輪廻が語られた訳ではない。『開巻驚奇侠客伝』で女

仙が言う「後の惑ひを解くべき与に、輪廻の理を示さん歟。抑、後醍醐天皇の、おん過世を考へ奉れば、則是

天武天皇の、後身にてをはしましけり」以下が前身と後身は同じことを繰り返すという輪廻であろう。ふと思

い浮かんだのは、玉梓の「怨しきかな金碗八郎」（①114）と浜路の「恨しきかな左母二郎」②136 という台詞

である。二人は前身と後身なのではないか？という疑問を抱いたまま、興味が名詮自性に移り、玉梓が玉章で

「月を玉に譬、玉を又月に譬ふ」（①354）ならば、月章になる。章は正と音通で転倒して正月、浜路の本名

であった。浜路の悲劇は、親の因果ではなく、本人の前身ゆえであった。挿し絵に言う「環會」とは、神余光

弘の道節、岩隈鈍平の額蔵、玉梓の浜路、戸五郎の左母二郎の後身たちの環會である。 

 大塚の浜路から読み取れることは、八犬伝とは道節が言う「輪廻の致すところか、脱れがたき因果」②145

から脱れるの物語であり、「輪廻によつて解」く物語なのである。「脱れがたき因果」から脱れるには、夢窓国

師の言うように「仏力・法力によりて、至誠心にて修」することで「定業なりとも必ず転ずべし。故に定業も

よく転」じることが出来る。  

 浜路と改名されたために「海女の子」という『大織冠』の海女をモデルとした人格が与えられる。二輯口絵

にある「玉の輿」とは藤原鎌足と海女との関係をいう。龍女―玉梓、海女には大輔の母濃萩、浜路が当たる。

海女は宝珠を取り戻して死に、浜路は宝剣を取り戻そうと死んだ。 

 浜路の本名正月（玉章）は、玉梓（玉章）、信乃の母手束（手紙―玉章）という、玉梓（悪）―手束（黒白

＝善悪）―正月（正しい魂）という三人の流れにある。 

 信乃が浜路に言った「宿世の讐」（②86）とは、八郎―（伏姫）―信乃、玉梓―浜路という前身後身の関係

であった。 

 令和元年十二月二十七日 

 令和二年七月七日 改稿 

   

付 船虫：水滸の母夜叉母大虫に、似たる強盗なるべきか ④296 

 母大虫は、武藝男子にすぐれ、四五十個の男も敵とするあたはずといふ女猛者なのだから、船虫とは似て

いない。 

 まるで菅笠に舩虫と名札がついているようだが、「漂泊する遊女や巫女の代

表的持物が、笠だった」のである。（大和岩雄『遊女と天皇』ｐ187） 

 のちの船虫の行動からは、船虫が漂泊する遊女として描かれているのがわか

る。名札付きの菅笠が船虫の本質なのである。 

 船虫も「せんちゅう」と音読みで考えてみる。遊女のキーワードで「遊女は

船中の 事」とあれば虫（ちゅう）は 中（ちゅう）で、船虫＝船中だとわかる。

船虫→玉虫、母大虫（牝虎）虫つながりで母大虫の虫が何かわかると、船虫の

虫も分かる仕掛けになっている。 



47 
 

 舟が玉なら、船虫は玉虫か？いろいろと姿を変えて現れるのは玉

虫だから？  

 『嬉遊笑覧』の「玉虫」に、漢土に媚薬といふことあり「本草」に

も往々見ゆ。其物 を貯へもてば人にめでいつくしまるるとあり。玉

虫も是等の意にや（下略）とある。船虫は媚薬の玉虫だから「人に

めでいつくしまるる」のだろう。人だけではなく、化け猫にもだ

が。  

 虫は蟲で考える。同じ場所で小文吾に「這船虫は三度まで、強盗の妻に做り」て、 現八に這奴は「三たび

まで、強盗の妻になりたる」（⑤ 175）と繰り返させることで三を 強調していることで分かる。 

 鬼妻（ごけ）船虫（④ 297） 

庚申山で安達が原の鬼婆のような本性を顕わした船虫なので、後家という言葉にも鬼妻という字が使われてい

る。虎で鬼で媚薬というのが船虫である。 

 船虫を単に海辺の海蛆の名詮自性とすると、なんでこれほどに手強い相手であ

るの かの説明がつかない。虎で媚薬で鬼、名詮自性、最悪な女なのだ。で 、本草

を見ると 、玉虫は金亀子と書く。金鬼！鬼に金棒である。 

 最悪の女なのだ、とつい書いたが、本当に船虫は悪女なのか？ 

 小千谷で小文吾を見かけた船虫は一度は恐れたが、「いかで那奴を狙撃て、前

夫並四郎の、怨を復さばや」（➃291）と思う。「丈夫の仇人」と浜路に斬りかか

れた左母二郎は「信乃が為には貞女でも、わが為にはひとつも得ならず」（②138）

と言う。前夫を殺された怨みを復そうとする船虫は、並四郎が為には貞女なのであ

る。 

 『鬼貫句選・独ごと』 塩尻は不二のやうなるものならん 

  この句の注によると塩尻とは 塩を製するための海辺に作った砂の山。『伊勢物

語』に富士山を譬えて「比叡の山を二十ばかり重ねあげたらむほどして、なりは塩

尻のやうになむありける」というものだとか。『伊勢物語』九段 、図像の上で三

か所、文中でも富士山と関係が深い船虫、富士山が善悪不二の象徴としたら、船虫

にも善悪がある。夫の仇をとるという同じ行動なのに、かたや節婦、かたや賊婦と

なる。善悪とは、その立場によって変わるということだ。 

 最後は武蔵で辻君となり強盗殺人を犯していた。遊女が船虫の真の姿であろう。 

 船虫は玉→船、章（しょう）→虫（ちゅう）。玉梓という名前ゆえに義実系 の小文吾、角太郎を痛めつけ

る。八郎系の現八、信乃には弱い。船虫は現八と信乃も 揃った六犬士に殺される。道節と荘助は前身ゆえに、

特に道節は船虫との直接的な接触はないのに、前身の神余光弘暗殺

に玉梓も加担していたせいか船虫誅戮の際に「牛に突して思ひの随

に、苦めて誅戮せ」ん（⑤ 179） などと積極的である。牛鬼。その

名もずばり牛鬼で、犬士の言うことを聞いて船虫を突き殺す地獄の

獄卒牛鬼は白牛である。ただ犬士たちも、牛に突かれる船虫たち

の、あまりに凄惨な様子に「蕭然と、思はずも目を合」すばかりで

あった。調子に乗っちゃったけど、ここまで酷いことになるとは思

わなかったよね、というところか。こんなに虎で鬼で媚薬の船虫ら

しい最期である。船虫はただ玉梓と名前が置き換えられるだけなの
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である。名詮自性は恐ろしい。 

 

９章 犬・八犬士とその周辺 

●八房。一尸（ひとりのしかばね）八方に至る、が本文だが、戸は犬であるから「犬 八方に至る」のほうが

自然である。しかし、これを書いてしまうと、あとから出てくる 戸が全部犬だとばれてしまうので義実に読

者が～とのみ思わせる発言をさせているのだ 。登場人物の発言はその人が思っていること、主観を言ってい

るだけなので、それを八犬伝中の真実としてしまうのは間違っている 。あくまで「一解」であり、本当のこ

とは義実や丶大のように話したりせず 、毛野（馬琴）のように言わないものなのだ。 

 房＝ま。客房（きゃくのま）八犬伝（①47）。水滸伝 妖魔。八房＝はちま 。犬士はもともと魔犬と人の

子という八人の魔人なのだから仁義八行の玉＝魂が必要なのである。 

●犬塚家の飼い犬は「四白、よしろ」とも「与四郎」とも呼ばれた（①294）。 与四郎のほうが通称になって

いて四白を忘れてしまうが、よしろ＝夜白、夜白草で牡丹である。 信乃の飼い犬は「牡丹」という名前の犬

だったのだ。さらに四＋四で八郎。与四郎（八郎）の出現で信乃が産まれ、安房の如く物語は動き始める。大

塚での八郎の役は与四郎だったのだ。 

●姨雪代四郎と親兵衛の関係は、与四郎と信乃との関係の対になっている。 

 ヤス平は安の川原で七夕と関係がある。代四が四四で獅子である。代四郎は夜白で牡丹である。代四郎も四

＋四の八郎であるから、代四郎の登場が物語を動かす契機になる。 

  房＝ま、であるが、百七十二回を読んでいてもう一つ見つけた。蜜房（はちのす ⑨444 ）で 、房が「す」

ならば八房は「ヤス」であり、ヤス平は平を無視すれば八房 であった。ヤス平の息子の力二・尺八は八房で

あったが、父のヤス平も八房であった。 親兵衛の父は房八で転倒して八房で、ヤス平は親兵衛にとって親の

代わりともいえる 存在であった。 

 代四郎は与四郎であるから小文吾の代わりとして親兵衛に付き纏っている時は、谷 風こと金子与四郎と大

童山との関係になる。ヤス平は犬の代四郎の対として、ただなんとなく親兵衛に付き纏っていたわけではない

のだ。 

 九三四郎 （九＋三＋四）、南弥六（七＋三＋六）の場合は四四十六になるが、彼等は獅子ではなく志士で

ある。 

●力二郎、曳手、単節、尺八郎→蟹を曳く人よ八郎（肇輯口絵） 

 義実の鯉は、色手綱恋の関札。額縁は雲と龍で共通。 

 四人で八郎なので、四人が揃ったところから、荒芽山の物語は急展開し始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●八犬女 伏姫・濱路・沼藺・雛衣・音音・曳手・単節・重 戸 
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●よく小説やドラマで伏姫を伏と呼んでいるが、三伏の時節を表して、伏姫とぞ名けらる（①132）三伏の義

をとりて、伏姫と名けたる（①166）なので、伏という名前

の姫ではなく、伏姫という名前の姫である。馬琴を馬、馬と

は言わない。 

 伏姫は名前の由来である三伏で考える。三は虎で、伏〈ブ

ク〉は「降伏(ごうぶく)・折伏(しゃくぶく)・調伏」、仏法

の力で服従させるとあるから虎を伏す。虎は正月で章玉、か

えして玉章＝玉梓になる。伏姫は人+犬という分かりやすい

名詮自性だけでなく、玉梓を伏すという名詮自性がある。

『水滸伝』の伏魔殿と同じだ。 

 伏＝ふく＝福。伏姫に因果を説いた童子の「福があれば禍がある。抑禍福は糾える縄の如し、何人か今の禍

を見て、後の福なるよしをしるべき」（①217）というのも伏姫の名前。 

 伏羲（ふっき・ふくぎ）と伏姫は音通であるから、伏羲は葫蘆（ころ）(ひさご)の意で伏姫も同意である。

葫蘆（ころ）は犬ころに通じ、葫蘆(ひさご)は七夕である。また伏羲（ふっき）＝伏姫＝富貴＝富貴草＝牡丹

である。八房の場合後付けのように斑は牡丹のようであったと書かれているが、伏姫はもともと牡丹であった。 

 親兵衛の父母は八房（房八）と犬（ぬい）であるから親兵衛は八房と伏姫直系の子供である。その親兵衛は

仁の玉 を持っている。伏姫の人偏は「ひと」ではなく「じん」＝仁であり仁+犬である。伏姫自らが「仁の犬」

であったから、直系の子供である親兵衛の名前は親譲りの「仁」なのである。 

「三才図会」槃瓠。左右に「三伏駄」「狗国」である。伏姫は三伏生まれで、槃瓠は八房譚に使われている。 

狗国の図、（伏姫は）横走せし止水に、うつるわが影を見給へば、その体は人にし て、頭は正しく犬なりけ

り（①210）はこの三つの順番で作られている。三伏で人＋犬などというイメージを馬琴はどう思いついたの

だろう。付け合いを使うのもそうだが、馬琴のイメージ、ストーリーの作法は連鎖である。イメージの連鎖で

あるから、一つのことに思いついたものが詰め込まれ、そのためにＡだけではなくＢもＣもなければ説明がつ

かないことが多々ある。  

 八犬女は賢女ではなく、何故犬女なのか。 

 伏姫はもともと人犬。浜路の生まれは犬山。沼藺は 犬、雛衣は犬村、音音は子子で獅子、旦那の代四郎は

獅子男、曳手・単節は、曳手→ 曳く＝牽＝けん→犬である。手→た→田。犬 田。単節→単＝淡・節＝雪→淡

雪。 

 雛衣→恋、鯉。鯉というと雛衣であり、その父犬村蟹守儀清となり、守・衛と犬士 を護る人である。 

里見の八姫も見＝犬だから、里の犬の姫たちである。伏姫の母五十子も五十（い）、ねとぬが音通で犬となる。 

 

●沼藺 

 藺相如が勇をもて、夜光珠はとりかへすとも（①166）とある。 

 ぬい、本文中にあるように反して「いぬ」が名詮自性とだけ思わされてはいけない。 反して犬はそれで良

いのだけれど、なぜ沼藺という漢字なのかである。 

 藺。漢和辞典で見ると藺相如がある。 

 中国、戦国時代の趙の政治家。恵文王に仕え、和氏の璧を城十 五と交換するめに秦に使したが、秦の昭王

の策謀を見抜き、璧を全うして持ち帰ったという「完璧」の故 事、および将軍廉頗との「刎頸の交わり」で

名高い。沼藺が藺相如由来の名前だろう ということは察しがつく。沼は「しょう」だから反して「りんしょ

う」になる。「じょ」がどこにもない。で、馬琴が真の少女などと訳の分からないことを言っている妙 真で
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ある。馬琴が分解した通りに真少女である。しんとりんが音通だから、りんしょうじょとなる。房八が小文吾

と文字通りに「刎頸の交わり」となってしまうのも本人ではないが名詮自性である。 

 房八がわざとではあるが小文吾に対して脅迫するような態度をとったのは、房八＝ ぼうはち＝忘八に通じ

るからである。 

 房八と沼藺、八房の犬という本文中の登場人物が言う「一解」だけを金科玉条のごとく受けとっていたら、

「～とのみ思わせる」馬琴の手にひっかかっているのである。 最初にそれらしいことをぶち上げて、読者を

思考停止にしてしまう、それが馬琴の手である。親兵衛の珠が夜光の珠（② 321）であったことを考え合わせ

れば、藺相如の「刎頸の交わり」という語が発想のベースになっているとみていいだろう。  

 古那屋は富山であった。 

 伏姫が最後に読経した「提婆達多品」が古那屋のしこみになっていた。 

 釈迦と提婆達多との従兄弟関係を小文吾と房八に取り入れることで、古那屋を業報と輪廻が支配する仏教説

話の場とし、富山の八房と同じく戸山の妙真のもとで房八が業を良く転じる場としたのだ。 

●落鮎重戸。植物の万年青かと思うが、重戸の「重」は里

偏である。里戸と置き換えてみると、里の犬である。魚の

ヲモト（大和本草）と見ると、鯽＝鯱すなわち魚は虎なの

で、重戸にも虎性はある。父の氷垣残三夏雪は危うく犬殺

しになるところであった。 

 本文では高辛氏の槃瓠（①167）とだけだが、挿し絵で

は「昔高辛氏。有犬戎之寇」とある。重犬を反すと犬重で

あり犬戎に音通である。わざわざ挿し絵を出しているのだ

から、 重戸は名前でも犬戎でもって伏姫と重ねられてい

る。 

 伏姫は言う。「おもふに翌の厄難は、疑似の一種あるを

もて、そを解んこといとかたかり」（⑤70）。疑似の一種

とは、図像的にも伏姫図と同じということもある。 

 重戸、母屋（おもや）（弓張月上 103）つまり、母犬。重

戸＝母犬だから伏姫の代わりに犬士を守る 。 

 戸の字を分解すれば一人の尸となる。一尸重（一人の尸

重なる）で 、伏姫が重なる 名前である。つまり、現八と角

太郎を救ったのは重戸であって重戸ではない伏姫であると

いうこと。 

 その伏姫は恐ろしい（⑤70） 。重戸の夢に現れた伏姫はこう言う。 自分の言うことを聞かないと親も夫も

瞬く間に非命に死ぬことになる。 読者は行徳で伏姫によって空中に持ち上げられた暴風（あかしま）舵九郎

が真っ二つに引き裂かれて死んだことを知っているので、重戸が 従って良かったものの、従わなかったら落

鮎一家はどんな悲惨な死に方をしていたのだろうか想像すると寒気がするのである。暴風は伏姫である。それ

に引き替え自分では何も出来なかった玉梓の怨霊なぞ、息子大輔に父の後身伏姫を撃たせただけで満足してし

まうのだから、伏姫に比べたら善意の怨霊である。この伏姫の凶暴なところが毛野にあるのか。八房譲りだと

思っていたが。 

 落鮎余之七有種。「あり」の実は犬殺しの梨で、犬士を殺そうとしたのに有種は善なのはどうしてか？有種

はまだ種で梨の実にはなっていなかったから反省する余地があったのだ。で、「夏行有種四犬士を歓待す」に
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ある兎の置物（剥製？）という挿し絵の読みにつながる。兎を見て犬を呼ぶという諺。失敗したあとで改めて

も遅すぎることはないを意味していて、二犬士を疑ったことを反省している夏行、有種である。 

 ちなみに、この場面を描いた二世柳川重信に対して馬琴が、障子の骨を外側に向けているのはおかしいから

入れ木をして訂正するように申し入れたところ、重信から芝居の道具立てのように描いたからあれで良いんで

す、と返事がきた。それを聞いた馬琴は芝居でも「おくへ建る時ハ舞台の方が裏面なれバ骨を見物の方にして

建ることあれども、縁頬抔の舞台さきへ建る障子の骨を見物の方にせしハいまだ見ざりき」と答えた。後に重

信が入れ木をして訂正したので、馬琴は重信が最初に負け惜しみを言ったのだと言っている。 

 『戯場訓蒙図彙』巻四の障子の項には「障子は縁側の方へ骨を見せること多し」とある。重信は負け惜しみ

を言ったのではなかったのだ。画才がないと思っている重信だから、なんでもかんでも気に入らない、間違え

ていると馬琴が決め付けていたのではないだろうか。悲しいかな北斎ではない重信は自分が折れるよりなかっ

たのだろう。 

●八犬士伝序①5 雛犬＝こいぬ。    

 雛衣＝こい。鯉・恋。 

『本朝食鑑』３．平凡社。 

 鯉の肝。〔主治〕眼目の赤痛および熟腫の場合、雀目に、胆汁を点じれば妙である。 

  雛衣を鯉と読めなければ意味はない。  

 「毛吹」文の項に恋、死別がある。文は玉章＝玉梓であるから雛衣は玉梓である。 

 大塚村では与四郎（八郎）、信乃（義実）、浜路（正月・玉梓） 

 古那屋では房・八郎、信乃（義実）、沼藺（玉梓） 

  庚申山編では角太郎＝義実、現八＝八郎、雛衣＝伏姫である他に、角太郎＝義実、現八＝八郎、雛衣＝玉

梓という面があることになり、現八が角太郎と出会うことにより雛衣は死んでいくことになる。濱路は旧名正

月で章玉 ＝玉梓で、雛衣と同様に玉梓の面を持っているから死んでいく。もともと濱路の濱路姫と鄙木姫に

は玉梓になる要素はなく、それぞれ信乃、角太郎と結婚することになる。パターンは稗史七則の照応に当たる。 

  犬塚信乃の母手束が子を授かろうと毎朝弁財天参りをしていたある日、帰り際に子犬にまとわりつかれる。

その時八房に乗った伏姫が現れ、手束に珠を投げ与えるが、手束は取り損ね、玉は子犬のほとりに落ちて行方

不明になる。この時、最初は狗の子だったものが、雛犬になる。これを音読したのでは、子犬だか小犬だか、

ましてや雛犬だとは分からない。雛という漢字があってこそ、のちの雛衣の「こい」が導かれるのである。客

房（きゃくのま）も客の間と音は同じでも、使われている漢字は違う。これを音読で聞いた人が区別できるだ

ろうか。当時は音読が主流だったとしても、八犬伝は音読するために書かれたのではないということだ。 

●黒犬と白犬 

 善悪＝あやめ＝黒白。 黒犬と白犬。現代的には白を善、悪を黒と決めてかかってい

るが（相撲では白星が勝ち、黒星は負け）、江戸時代の感覚では白は悪だったのであ

る。実悪：白塗り。眉、目張り、口は口角に墨を入れて割る。『伽羅先代萩』の仁木

弾正など。 

 八犬伝を読むにも、この前提は大事である。定包は「面色白して」（①32）、左母

二郎は「面色素」いのである（②51）。 

 匠作・番作の番匠親子。番匠は木工（もく）＝黙＝黒犬なので、正直＝番匠（毛吹）

なので、善の犬である。 

 八房は黒白斑の善悪の犬、その子の八犬士も黒牡丹の痣をもった黒白の善悪の犬である。黒牡丹が聖痕なら

ば、痣が消えた八犬士はただの俗物になり下がったということなのか。痣が消えた同時期に玉の仁義八行の文
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字も消失している。牡丹は富貴歓楽の悪の象徴であり、玉は善の象徴であった。その二つは八犬士誕生の因縁

であり、痣と文字の消失は八犬士を動かしてきた全ての因縁の消失を表していて、因縁から解放された八犬士

は善悪など超越した存在になった仙人になるより他はないのである。 

 挿し絵によって、善の里見義実が約束を違え、善悪、怒りにまかせ八房を殺そうとした悪があることが分か

る。 

 道節を産んだ阿是非と正月の浜路を産んだ黒白。どちらも善悪なのだが、二人を分けたのが、黒白（あやめ）

という名前。あやめというと菖蒲を連想して思考停止してしまうが、ひと手間かけて「和漢」をみれば、あや

めは「白菖」である。この白が黒白を殺人にまで駆りたてた名詮自性である。 

 

●匠作・番作 

 鍛冶：番匠、鎌倉がある。大塚匠作、番作父子は結城の印象が強いが、元は鎌倉にいたのである。持氏の近

習だった匠作等が鎌倉滅亡の折持氏の子春王、安王兄弟を結城に脱出させたのである。 

  番匠＝木工、「むく」「もく」「ほく」「ぼく」等は黙 、黙を分解して黒犬。番作・匠作は番匠 。木工作も

木工 ＝ 番 匠 。 木工 は黙だから黒犬である 。 

 番作は犬塚になる前から 黒犬だった。作は「さ」で三とすると、三は虎であるから番虎（ばんこ）＝蛮虎

＝槃瓠となる。挿し絵になるが、春王、安王の首を銜えた番作は槃瓠で、景連の首を銜えてきた八 房である。 

●『増補言集覧』を見ると、さく〔貞丈雑記〕何作と云名は修理の官に成たる人、清 原氏なれば清作、平氏

は平作、源氏は源作、太郎の人は 太郎作、次郎は次郎作などと 云也。修理の唐名をば匠作と云故、何作と云

うなり。 

 また番作「晩咲く」とは夕顔であろう。手束は夕顔であり夫婦で夕顔の宿に関係している 。 

 獧者（けんじゃ）は犬者と音通。「けんじゃ」と言うと八犬伝的には賢者を思い浮かべるが、獧者の意味が

「あまりに真面目すぎて 一般の人々と折り合わない者」なので、これは番作である。しかし、このような人

は八犬士を筆頭に番作だけではないので、獧者を「犬は」とすると 「犬はあまりに真面目すぎて一般の人々

と折り合わない」となる。与四郎が紀二郎を噛み殺して以後の糠助に対する番作の言動を読むと、正しいのは

糠助に思えてくるのは自分だけだろうか。正しすぎるのはもはや間違っているのと同じである。番作を善人と

いうよりも、ある意味で「困った人」という面で描いているように思える。いくら怪しいからと言って蚊牛を

殺した時は問答無用である。拈華庵を焼いて証拠隠滅をしたあとも、残しておいたらまた悪用されるかもしれ

ない、と自分勝手な論理である。 

●堀内蔵人貞行、杉倉木曽介氏元 

 諸書を見ると堀内蔵人貞行はそのままだが、杉倉木曽介は木曽左馬允氏元などとな っている。堀内貞行は

変更する必要がなかったということになる。 

 さだゆき、貞は悌と音通だから八に置き換えられ、ゆきは雪であり犬であるから八犬 である。八犬士の父で

ある八房を連れてきたのが貞行であるのも、貞行が乗る馬の鞍 の梅も貞行が犬なら納得である。 

 木曽と言えば大工＝木工（番匠）で、犬を守る番匠たちは里見義実＝里の犬を守る 木曽介である。犬、雪、

梅 、番匠などの八犬伝の基本は義実主従にあった。 

●甲斐の木工作は黒犬である故に信乃と関わりをもつ。 

●義実の妻万里谷五十子。 

 馬琴は五十を「い」と読む例が多く、子を「ね」と読むと「稲」となる。五十子＝ いね＝犬となり、伏姫

の母である五十子も娘同様に犬ということになる万里谷は、万 里が犬なのは金碗（かなまり）の碗と音通だ

からだ。谷は八で、犬、八犬となる。 
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 恨とあらば海辺の詞で、海辺といえば磯であろう。重要な磯ネームは五十子（いさらご）である。五十は 

いそ＝磯で、磯子という海辺の詞である。   

 五十子に恨みはあったか、義実に対して「（前略）心づよしと恨」（①194）んでいる。 存在感のない信心

深い五十子だが、ちゃんと恨んでいるのである。八犬伝の女性の不幸の原点は、存在感のない大輔の母濃萩と

伏姫の母五十子の思い死にある。 

 犬（ 里見 ）と 犬（五十子）の間に生まれた子は犬（伏姫）で、犬（八房）と生んだ子供は八犬子である。

犬山（富山）で産まれた八犬子は最後に生まれ故郷の富山に 帰る 。 

●『羇旅漫録』 

（烏丸）光広卿は毎度この牛を雇ふて花街にかよひたまひぬ。車の上に氈を敷その上に酒肴を設け、自若とし

てかよひ給ひしとぞ。 

 神余光弘は、里見代々記では金余左衛門介景春、房総軍記では神余安芸守景貞、房総里見軍記では金丸太郎

光孝などで光弘というのは馬琴の創作で、単に光弘だけである。玉梓は遊女であったとの推測にたてば光弘は

烏丸光広からの命名だろう。そして玉梓に惑溺し「長夜の淫楽に、その身を忘れて、日々月々に病を生じ」

（①34）たのだから神余は腎虚－俗に、過度に性交することによる男性のからだの衰弱－であり、腎虚光弘が

名詮自性であろう。と考えられるのは「麻呂は男根の事と思ひ、金碗を金精の隠語と聞かば聞くべし」（「犬

夷評判記」）などと思ってしまうのが馬琴を含めた江戸人だからである。 

●山下柵左衛門定包 

 柵＝作＝木工→黒犬。左＝助ける。衛門＝門衛る。柵＝作＝木工→黒犬。定包は色白な男。黒白の犬。 

  まずは定兼。兼では音がケン（犬）であるから、そのままでは「犬に定まって」しまう。柵は馬琴の創作

であるから柵にする理由があるはずで、柵は作であるから作左衛門になる 。まず下を考えてみた。音通を探

せばいいので「類舩集」で「した」を探すと 「舌」だけがあり、尺八、夏の犬ある。舌だと八房が伏姫の顔

を、舌を吐き、涎を流して見ていたことが思い起こされる。尺八は定包を表すアイテムである。山下定包は 

「舌を吐く犬八房」である。伏姫の読経に耳を澄ますようになる前の八房は定包的な犬であった。  

山→犬 

下→舌→尺 八  

柵→作→さ。または、作＝木工＝黒犬。 

左→さ→佐。たすける。 

ささ→篠→篠は蟹→蟹（かたかなのカニ） 

衛門→門衛る 

定包→悌は仁義礼智忠信孝悌の八番目。包は房と音通 →八房 

犬＋尺八＋カニ＋門を衛る＋八 房。尺八とカニが八房になるのは本文にある。八房自 体が蟹である。柵には

「しがらみ」や「纏わりつくもの」という意味があり、纏わり つくものは煩悩の犬で ある。 

 山下柵左衛門定包には「八房。門衛る犬、八房」という名詮自性がある。そして 「ささ」＝六で梨、犬殺

しで、犬の朴平と無垢三を殺すのが定包である。犬が犬を殺すというパターンの原点は定包である。 

●犬村角太郎 

 「三才図会」に角は䚡（さい）とある。再太郎（⑨136）は義実の又太郎

に対応している 名前である。角太郎は䚡太郎→再太郎→又太 郎となる。

この名前によって角太郎には 義実の役回りが振られているのである。 

 同じく「三才図会」に角鷹（くまたか）がある。角がくま＝熊とする

と、角太郎は 熊太郎ということにな 

五音 角 角太郎、大角 

五臓 肝 雛衣切腹 

五虫 鱗 妻の雛衣（こい）は鯉 

五悪 風 八百八人作戦に加担 
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る。熊は「在深山中」である。同項の和歌に「太山」とあり、 深山は太山である。 

 欲深きものを熊鷹といふ。胡蝶（ｐ97） 

 蟇田権頭素藤について、権頭は犬の頭。素藤が妙椿に連れてこられた太山（みや ま）。深山ではないとこ

ろがミソ。太を分解して大と丶として、また合せて犬になる。 犬は戸だから、ここもまた富山である。とも

とこの太山は、伏姫―親兵衛、妙椿― 素藤の対になっている場なので、富山なのである。 

●角太郎の継母で牙二郎を産んだ窓井。類舩集で窓をみると外山（とやま）がある。外山＝とやま＝富山で、

井はいのであるから犬で、窓井とは富山の犬という名前になる。庚申山篇は伏姫と雛衣の類似ばかり語られる

けれど、窓井こそが犬士に対する猫の牙二郎を産んだのだから、犬士の母伏姫と対になる人物なのである。化

け猫―窓井＝牙二郎、八房―伏姫＝犬士という隠れた対になっている。 

●猛可に④427 とあれば事件が起こる前兆。一緒に走っていた現八が小石に足をぶつけ、痛がって遅れたのも、

背負っていた荷物が落ちたことにも気付かずに只管走る大角。こういう性格が雛衣を死に追いやったのだろう。 

●犬川衛二則任 

  川には犬士を守ってくれる役割がある。神宮川（かにはかわ）、蟹は川だから川に 蟹に代入すると犬蟹衛

士となる。蟹は犬を衛る士である。力二郎（蟹おとこ）や犬村蟹守儀清が犬士を衛ってくれるのも「蟹は犬を

守り犠牲となる」という名詮自性であり、額蔵が信乃を衛る人であるのも犬川衛二の息子だからだ。衛二とは

何か。『官職要解』にこうある。衛士は（中略）諸宮城諸門を警衛し、火をたいて夜を守った。（同書ｐ141）

とある 。犬川衛二は四集叙の冒頭「狗之守夜也性」に対応している「犬は衛士」という名前である。 

  則任はどうだろう。息子の額蔵の義任は信乃や濱路といった弱者を守る義の人なの で、任＝にん＝人だか

らそのまま「義の人」という名前である。義任から考えると則 任は「則の人」になる。則には法とか大道と

いう意味があるが、法というと悪法もあるので大道が良いだろう。則任は足利政智の苛政を諌めたりする人で

あった。犬川衛 二則任 、義任親子の名詮自性は「犬は大道を衛る」ということである。大道廃れて仁 義あり、

である。 

●月代（さかやき）は月の代わり、つまり玉の代わりなのだが、同じさかやきでも月額がある。額は月、月は

玉なのだから額蔵は玉蔵で玉を隠し持っているが名詮自性。 

 子供の頃の荘助の容姿についての描写はないが、

荒芽山の荘助は「鬢薄して」（③125）とあるから子

供の時には挿絵のようにデコッパチだったと思わ

れ 、 額 蔵 と は 蟇 六 が 漫 ろ に つ け た も の だ が

（③78）、漫ろは漫ろなりに蟇六は「デコ蔵」と言

う意味で額蔵と呼んだのであろう。しかし、大人になった額蔵は「鬢薄」くない。 

 八犬士は天授の才で博識だと褒められた荘介は、小厮にせられて云々と卑下している。

（⑨150）やはり幼少期の体験がトラウマになっているらしい。荘介が卑下したあとに、

プライドを捨て、腰をかがめるようにして相手におもねるといった小腰小権太表練（ここ

しのこごんたおもねり）⑨151 という名前がすぐに出てくる。嫌味か。 

●犬山道策は、策は作で黒犬。道は同で「犬山は黒犬と同じ」となり、道節が黒ばかり着ているのは黒犬だか

らだ。 

 本因坊道策・桑原道節。本因坊道策・親雲上濱比賀。囲碁はまさに黒白であり、道節殺害を図ったのは濱路

の母黒白である。 

 道策は宝永七年三月二十六日没。法名は日忠。本因坊家の墓は京都寂光寺だったが、彼の代から菩提所は本

郷丸山本妙寺の感応院となった。（『日本囲碁大系３ 道策』ｐ257） 
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 道策の法名が日忠で、道節の忠がある。道節がニセ行者として現れたのが円塚山で、豊嶋本郷の西にある

（②122）。濱路が火葬されたのも円塚山であった、というのも道策とのつながりを感じさせる。丸山を円塚

山にしたのは円でないと犬と音通にならないからで、濱路が殺され葬られたのは犬塚と犬山の地であり、地名

の名詮自性である黒犬だからだ。 

 馬琴作品の図像を見ると結構囲碁に関するものが出てくる。道節を殺そうとした黒 白という女。黒白＝あ

やめ善悪なのだが、黒白を使ったところが囲碁の道策つながり のネーミングなのだろう。 

● 道節は寂寞道人肩柳が肩に瘤＝龍（珠）がある人になる。本名の犬山道節忠

与。定正を討ち漏らし、冑だけを得た道節。忠与という名前がその名詮自性なので

ある。つまり、道節は忠与＝冑与であるから道節には冑しか与えられないのだ。 

 川・山は「せん」で蟾（ひきがえる）の「せん」と音通。これで犬川・犬山が蟇

六と関係し、山は「せん」で蟾（ひきがえる）の「せん」と音通。これで犬山が蟇

六と関係する。月には蛙がいるので 正月という名前だった濱路が蟇六に引き取ら

れる。 道節の忠はチュウで鼠だが、竄（さん）が山の音通である。竄は隠れる、

逃れる、逃げるで、分解すると穴+鼠である。ニセ火定で穴に入って逃れ隠れてい

た道節はまさに竄、鼠の輩である。 

 鼠は鼠でも、火遁の術を使う道節は火鼠だからで、火遁の術を捨てたとき道節の

体内から忠の珠が現れ「チュウ」は鼠から忠となった。 

 水滸伝を精読し、その隠微を発明した馬琴なら「忠」が一番馬鹿らしいことであるのに気付いていたはず。

道節の描かれ方にはそういった面が反映していそうだ。「忠」に価値があるなら「忠の権化」道節の復讐が何

度も失敗することはないだろうし、道節の発言がいちいち否定されるなどという道化的な扱いはされないはず

である。 

 仙人になった八犬士は息子たちに向かい、暗偶な主君を諌めて自身を滅ぼすことに益はないし、「危邦には

入らず、乱邦には居らず」と安房を去るようにと教え諭す。 

そこには君主または国に対して、まごころを尽くすことという「忠」の精神はない。これはもう一つには、主

家に対して「忠」を持たなかった馬琴の生き方に起因しているのだろうか。 

 さて「その子全く体作らず。かたち作らずしてこゝに生れ、生れて後に又生れん」（①217 ）で、伏姫から

生まれたあと現実の母から生まれると思ってしまうが、道節を例にとると鼠の輩として生れたのちに忠の玉を

もった犬士に再生したということで、玉と痣（斑）がないうちは、または玉をなんとなく持っているうちは他

の犬士も同様に伏姫と八房の子ではないのだ。 

 道節が幼児の時に、浜路の母黒白に殺された（蘇生したが）のは、「継子の笛」型と呼ばれる昔話の形態を

している。継子は父の留守中に殺されるが、死体を埋めたところから竹が生え、その竹でこしらえた笛の音か

ら継母の悪事が露見し、継母は罰を受ける。正月の浜路も継子いじめ型である。 

●何故村雨は村雨なのか。挿絵を見たままに龍であるからだ。水を司る龍神であるからこそ犬士を火災から護

ったのである。番作も護られている。火遁を使う道節とは相性が悪く、水性である女の格好をしていた信乃と

相性が良いといった刀なのだが、元々春王の護身刀（①257）であるから春王の後身である信乃がもつことに

意味があった。。 

●山と水の犬山と犬川は苗字が変ったことがない。 

 

●「毛吹」をみると、稲は鯉 とともに孕むの付合である。鯉というと雛衣であり、その父犬村蟹守儀清とな

り、守・衛と犬士を護り犠牲となる人である。 
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 稲を名前にもつのは粟飯原胤度の正妻稲城（いなき）と箙大刀自の執事稲戸津衛由 光（いなのとつもりよ

りみつ）がいる。両者とも犬士と関係があり、稲城は音通でとうじょうとなる。 稲戸津衛由持に至っては、

箙大刀自によって処刑される荘助と小文 吾を密かに助けた人である。 

 稲と犬は音通だから 、稲戸津衛由光とは戸（家）を衛もる犬ではないか。第四輯巻頭 の「 一犬戸に當れば

鼠賊進能はず、犬や犬や猫児の虎に似たるに勝る。ぬばたまの夜 をもる犬は猫ならで頭の黒き鼠憚る」が稲

戸津衛由光の名詮自性ではないだろうか。 

 津守り。花菱。住吉。本文にはまったく出てこないが、図像を読むと出てくる。 

 犬（稲）と（戸）津守由光。犬と住吉行こう、という名前か？戸を衛る犬と前は読んだが、そうすると津、

由光が余ってしまう。戸も犬だから「犬（と）犬、住吉行こう」 と伊勢参りの振りをして住吉詣でに行く二

輯口の信乃・額蔵図のような名前である。 

●犬坂毛野の女田楽時代の変名、旦開野→旦（旦は、おや

ま『戯子名所図会』）の開野→女形の毛野。その人物は源

義経と静の二身一体になっている。毛野の悲劇性というの

は、そのような造形によるものだろう。『義経記』に義経

亡きあとの静は出家して天竜寺のふもとの草庵に住んだと

ある。大系本の注によると、鎌倉時代にはない天竜寺が出

てくるので、『義経記』の成立は南北朝時代の天竜寺造営

以後であろう、とある。八犬伝の鉄砲みたいなもので、馬

琴はわざと鉄砲を出した。『義経記』の作者も故意に書い

たのだろう。と言うのは、都で旱魃があった時、龍神に雨を祈る舞を白拍子百人に舞わせたが、百人目の静が

舞ったところ龍神の知見があり、「三日の洪水」になったというエピソードを載せている。どういうことか分

からないが、『義経記』の作者には静を、龍もしくは天龍寺と関連つける意図があったのだ。この操作を馬琴

は毛野においてあからさまに行っている。初登場の毛野は鎌倉からやって来た女田楽の旦開野であり、舞った

のは「壇ノ浦」である。次には相模小猴子と名乗り、鎌倉蹇児と共に乞食をしていた。その場所が天竜川の源

流である諏訪湖であった。毛野自身が相模国生まれであることに加え、鎌倉もまた毛野に付き物なのだ。旦開

野を「華夏の静娼は、鶴岡の社壇にて、廷尉別離の愁訴に代るに、吉野山の歌を吟じて、右幕府の震怒をを怕

れず」（③315）と静になぞらえ、相模小猴を「鞍馬で遮那王」（④368）と鎌倉蹇児に言わせていることで

明らかである。毛野の両性具有性はまず安王が女装をさせられたことにあり、人物造形には義経と白拍子静の

二人の男女が用いられている。二人のもつキャラクターが、女装の男という、一人の毛野という人物に反映し

ている。ここが同じく女装をさせられていても、そのことでたいしたエピソードの裏打ちもない信乃との違い

である。犬坂毛野がもつヒーロー性は、義径と静がもつ普遍的、日本的悲劇性にあり、平家を滅亡させた義経

のように復讐を成功させた毛野と、そういった根拠のない道節が復讐に失敗ばかりするのもまた仕方のない話

なのだ。毛野と小文吾の関係は義経と弁慶。こう考えると、小文吾が牛とやけに絡むのも、弁慶と牛若丸を引

き出すヒントになる。馬加大記の息子の名前は馬加鞍弥吾で、義経と関係がある鞍馬が隠されている。 

●毛野の兄粟飯原夢之助。粟は安房で泡だから夢之助か。毛野の姉になる玉枕（たまくら）は、夢を食べると

される「貘（ばく）」をかたどった枕「貘頭の玉枕」。安房国も泡の国、泡沫無幻だったと思えば、夢物語の

八犬伝の終わり方にも肯けるところがある 
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●四輯口絵の小文吾。隣の房八とで額縁の梅は八房の梅となる。「和漢三才」東風（こち）谷風 。東風とい

えば菅家だから梅と関係はある。犬士はみな梅男でもあるが、小文吾だけ 特に関係

付けられているのは梅→東風→谷風であるからだ。小文吾のモデルは横綱谷風であ

ると思っているが、その関係の要素の一つとも考えられる。 

谷風梶之助。本名、金子与四郎。 

大童山と谷風（『写楽』内田千鶴子より） 

 

左。写楽の大童山。右は親兵衛。子供のチカラ自慢は碁盤だか将棋盤を片手で持ち

上げるらしい。 

 八犬士は名前が残っているだけで何者であるのかは分かっ

ていない。小文吾が相撲取りの大男であるとか、親兵衛と親

戚であるとかは馬琴の創作である。創作であるからこそこう

いった二人の取り合わせがイメージとして使われたように思

う。 

 大童山―谷風＝親兵衛―小文吾、大童山―金子与四郎＝親

兵衛―姥雪代四郎。谷風と金子与四郎は四股名と本名だから

同一人物である。信乃と犬の与四郎の関係の再演としての親

兵衛と代四郎とみるよりも、親兵衛の庇護者になるはずだった小文吾の二身一体の代理としての代四郎とみた

ほうが両者の関係は捉えやすいかもしれない。 

 剛毅木訥は仁に近いのだから小文吾が親兵衛仁の親戚としての設定は分かるがそれだけでは相撲取りという

設定にはつながらない。谷風をみると、御猪狩風にかかって死んだとある。小文吾が大猪を倒すのは、御猪狩

風で死んだ谷風に対する馬琴の追善の気持ちの表れかもしれない。梶之助の梶を火事と読むと「落人を奇貨と

して野武士等放馬を撃つ」の挿絵で小文吾だけが火に包まれているのはなかなか面白く見える。 

 

●犬士にとって牡丹の痣が出来、玉の由来を知ることは、虚、偽りの自己から真の自己へのアイデンティティ

ーの確立を意味する。それ以前の犬士は狗の子であり、女装をさせられたり、名前を変えられたり、偽ったり、

望まない仕事をさせられたりして真の自分を出すことは出来なかった。生まれて後にまた生まれるとは、伏姫

から生まれて後に現世の母から生まれることもあるが、現世の母から生まれた後に玉＝魂を得て伏姫の子とし

て生まれ変わるということも意味している。 

 犬士の現世の母達は虚花であり、魂の母である伏姫こそが実花なのである。 

●岩波版四巻を六十六回まで虚実をキーワードにして読むと、 

言の虚実（37） 

虚実（58） 

虚泪（そらなみだ）（68） 

虚々しき目（71） 

虚泣き（そらなき） 

虚言（そらごと）（81） 

虚滅（そらじに）（87） 

虚死（88） 
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 これだけを見れば庚申山が虚の世界であったということが言える。現八の役回りとは虚の世界を実の世界に

戻すことであった。現八は現・八郎であるのだから、金碗八郎の役回りも虚の世界になった安房を実の世界へ

回復させることであったと逆から読むことができる。現八がもつ玉に信（まこと）＝実の文字があるのもこう

いった事情によるものであろう。 

 雛衣が守ったのは偽一角によって逆手にとられた角太郎の信であったということになる。伏姫が守ったのは

義実の信であり、この点でも角太郎＝義実、雛衣＝伏姫の構図で成り立っている。単に蟹の娘だからというこ

とではないのだ。 

 信（まこと）から見れば仁義八行の化け物といわれた八犬士の中で現八だけが信を体現していて、他の七犬

士は初めに信が欠如していて、自らを利するための行動によって事件に巻き込まれていったとも言える。 

 信乃は浜路に嘘をついている。道節は偽火定で金を騙し取っている等である。 

 八犬士は他の犬士との関わりの中で信を持ち始めるのである。犬士の成長物語を読まないから仁義八行のば

けもの物語になってしまうのである。 

 自分はなんでも出来ると傲慢にも思っていた親兵衛が泳げないことによって、自分は間違っていたと反省す

るところに人間的な成長を読まなければ親兵衛譚は本当に空虚な物語に堕してしまう。仁義八行のばけものと

いう他人が作ったフィルターをはずして、犬士を人間として読み直すことからはじめなければならない。 

●犬殺しの面々 

 犬殺 「狗子、樹下に有るとき、梨落れば撲れて死す。故に名く。」 

 ろくでなし。 六で梨。六で犬殺し。 

 泡雪奈四郎秋実→合璧集：梨とあらば、実は秋也。（歳時記）奈四郎は信乃を殺しそこねたが、黒犬の木工

作を殺していた。 

 梨花：底寒き心。 春の雪：根のなき事。淡雪同意也。（『俳諧雅楽抄』） 

 酷六、蟇六、宮六、孟六、氷六、巨田新六郎、卜部季六、溷六、馬加蠅六郎、但鳥跖六業因 

 信濃梨 

 信濃はのちの信乃であるから、信乃は梨である。信乃は自分が犬のくせに犬殺しなのである。番作が死んだ

あと与四郎を殺し、古那屋で房八とぬい、八房と犬が死に、甲斐の木工作（黒犬）が死んだのも元はといえば

信乃が原因である。 

 信乃は篠で何故亀篠と同じ篠なのだろう。篠＝３＋３＝６は犬殺しだから信乃自身も犬殺しなのである。手

始めに飼い犬の世四郎を殺し、信乃を殺しにかかったために亀篠は、墓穴を掘り殺され、犬山正月の濱路も信

乃に関わったために殺され、房八とぬいも信乃に関わったために殺され、黒犬の木工作も信乃に関わったため

に殺され、奈四郎も信乃に関わったために殺されといった具合に、信乃は死を招くまさに「 死の 」 使者であ

る。 

●雪は犬の叔母といい、雪は図像的にも頻出するし、信乃の飼い犬与四郎と同じ名前で犬士を補佐するような

姨雪与四郎も登場する。で、泡雪奈四郎。悪党のくせに何で犬と与四郎に近い名前をしているのか。 

 左は十九回、蟇六の下男

に殺されそうになり瀕死の

与四郎の首を斬る信乃。 

 右は七十三回、下男媼内

に殺されそうになり瀕死の

奈四郎の首を斬る信乃。 

 十九回の信乃。「阿、与
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四郎はまだ死ざりけり」と猶も苦痛をさせないために首を斬った。 

 七十三回の道節の台詞。「奈四郎は尚死なずして、御辺（信乃のこと）に首を刎られしは、天の分配、寔に

妙なり」 

 与四郎を信乃が斬った話（しこみ）に照応やら反対をするには、房八のように善人を殺すことはできないの

で、哀れ泡雪奈四郎、信乃に斬られるがために出てきたのだ。 

 「天の分配」とは馬琴が作った（訳でもないが）稗史七法則であり、十九回の出来事を七十三回で持ち出し

たことに「寔に妙なり」と自画自賛しているとも読める。 

 信乃の部屋に忍んできた濱路を帰したあとの馬琴の書きっぷりは、これこそ「褒め殺し」だろうと言いたく

なるくらい変な感じはするが、まさか信乃自身が 犬殺しで死を振りまいていたとは。 

 ついでに図像的には、信乃の叔母の亀篠、悪僕姨内が現場を見ているのと、番作と道節の着物が黒いのが共

通点。 

 血の付合に薄があるので、篠すすきの信乃は親の犬塚番作の血を初めとして血を浴びてばかりいるが、その

血は犬の血ばかりであった。犬を殺す犬、信乃は金碗大輔の 直系の血筋なのかもしれない。 

 雪についてもう少し見てみる。 「歳時記」に雪を六花（むつのはな）と言う。六花は、六で梨が犬殺しで、

梨の花は雪のように白い。雪は犬殺しの花なのである。雪にも犬の伯母と犬殺しの花という二つの意味があっ

た。亀篠は信乃の伯母であり、犬殺しでもある。故に犬の伯母ならぬ犬殺しの花の雪中で犬川荘助の母は死ぬ

のである。 

●徳用→戸（と）・供養（くよう）＝犬供養。 

 徳用「やおれ後生、覚悟をしたるや。行童にもしつべき和郎なンどの、敵手に立は大人気なけれど、こも亦

和尚の役なれば、只一撃に往生させん、十万億土へ走りね」（⑧103） 

 徳用の元の名前である二六郎（にろくろう）は２＋６＝８で八郎となる。徳用とは金碗八郎、現八郎、尺八

郎に対する悪の八郎である。親兵衛と対峙するのも徳用が「悪少年」（⑧46）だったからだろう。徳用が悪少

年のままだったら「美少年録」のような構図になっていた。 

 徳用は八郎なので、里見征伐をそそのかされた細川政元は里見義実に当たる。徳用に「いひかひなし」⑧57

と思われた政元と、八郎に「いふがいなく見え」る（①66）と言われた義実が対になっている。自分の助言を

聞き入れた親兵衛に対して照文は「いひがひあり」（⑦111）と思い、義実らと反対になっている。 

 素藤がそうであったように、親兵衛が相手にしているのは「裏里見」の要素がある。と言うよりも親兵衛譚

は親兵衛再出世以前との対で成っているのだからとりたてて言うほどのことではないかもしれない。京都で言

えば親兵衛の吹雪姫救出は、ヽ大による伏姫救出失敗の反対になっているのも言うまでもない。 

 徳用は画虎に腕を噛み切られ、後に刑死。犬供養などと言っているうちは良いが、用を分解して川三にする

と徳川三、徳川さんになる。良いのですか、こんな分かりやすいことで。八犬伝に幕政批判を読み取るとした

ら、もろにここである。 

●禄釈坊堅削 

 六尺棒で犬を裂くは読んで字の如し、名詮自性である。もう一歩進むと六尺に「擬宝珠ぎほうし」があり、

禄釈坊堅削は偽法師である。「偽法師犬を裂く」が本当の名詮自性である。 

●巨田新六郎助友は真の犬殺しである。巨田新六郎による荒芽山の急襲は犬士たちに とっての最大の危機で

あったと言える。 

 扇谷家重臣・巨田道灌（→史実：太田道灌）の息子。犬山道節が最初に定正を襲撃した時には身代わりを用

意することによって難を防ぎ、荒芽山では犬塚・犬川・犬飼・犬田・犬山の五犬士を襲撃、彼らは離散するこ

とになり再会までに長い年月をかけることになる。策士という印象が残る人物である。諫言をあえてするため
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主君と不仲であり、関東大戦では後方に追いやられていた。 

●亀篠の名前は亀＝き＝鬼＋三三（三＋三＝六＝犬殺し、六＝戮＝殺す）、で鬼殺し。 馬琴の鬼神論に酒、

煙草、蕃椒（とうがらし）に鬼ころしの名あり。（『燕石雑志』 ｐ348）とあり、亀篠を分解すると、亀竹條

となる。きちくじょう。鬼畜嬢、亀篠にピッタリである。亀＝き＝鬼で篠＝ささ＝酒、鬼で犬殺しが亀篠であ

る。犬たち（信 乃・額蔵 ・濱路）にとっては最悪の人物である。 

瓶。ささ。酒の婦人語。（江戸語の辞典）口絵は酒の瓶になっている。 

●弥々山蟇六艹日大虫 大虫は虎。廿。時に遇えば鼠も虎となる。 

 逼＝ひき。迫る犬殺し。 

 蟇蛙。上は月魄に感応し、蟇蛙は月に住む。和漢三才。正月の浜路と関係する。 

 「弓張月」（下 19）八頭山（ややま）。 蟇六を殺した簸上宮六という男、父が蛇太夫なので、途中を省くと

簸川で八岐大蛇が 想起される。八岐大蛇というと、頭と尾はそれぞれ八つずつある。八頭山は弥々山に 通じ

る。弥々山蟇六には蟇蛙だけではなく蛇 が 隠れていた。弥々山では蛇太夫の息子 宮六と相容れるものがある

が、蟇六では蛇に睨まれた蛙という二面性を持っている名 前である。酒がもとで殺されてしまうのも弥々山

＝八頭山＝八岐大蛇であるからだ。 

●簸 上 宮 六 非情極まる犬殺し。 

きゅう【×咎】  

［音］キュウ（キウ）（漢）［訓］とがめる・とが。「咎徴／罪咎」窮きわまる・きわめる。 

●横掘史有村 

 有が「ありの実 」で梨。史（ふひと）不人は人にあらずで 人でなしだから「人で梨 」で犬殺しである 。ろ

くでなし「六で梨」の犬殺しパターンである 。横を分解すると木＋黄。黄は「おう」だから木＋王で枉にな

る。つまり横は 殃厄（まがつみ）。史はふひと、不人＝人で梨。堀は捕吏。「殃厄の捕吏は犬殺し」が横掘

史有村の名詮自性である。 

●六ネーム番外。 

  無我六。彼無我六がいと無我なる（④206）。ただ無我と言いたいだけなら無我四 郎でも良い筈だが無我六

なのは、無（６）が六（６）、六が六ということ。六ネームだから悪人かというとそうではない。 

 鯉 本草綱目云。鯉為魚品上而、陰魚。故有六六陰数、而其脇一道従頭至尾無、大小皆三十六鱗。（和漢巻

四十八） 

 無我六は６×６＝３６の鯉で里見の魚だから、なんとなく里見の役に立ってしまう 

●猫・虎 

『大和本草』 

国俗に猫をこまと云うは、順和名子こまと訓す。又猫をかなと云う。 

『和漢三才図会』 

音 苗。家貍。金花猫。出月令広義、猫為妖者也。和名 禰古万。凡十有余年老牡猫有妖為災者。 

『本朝食鑑』 

凡老雄猫作妖。其変化不減狐狸。而能食人。俗呼称猫痲多。 

これらを見ると八犬伝における猫の属性が一つの出典から出来ているのではないことが分かる。 

 猫は、こま・子こま・かな・家貍・金花猫・猫麻多と呼ばれている。音は苗であるから妙真が猫ま、麻苗は

苗麻で猫麻等の名前である。老牡猫は妖をなして災いをなす。その変化は狐狸に劣らず、よく人を食うという

ところからは化け猫一角の描写は『本朝食鑑』が主に使われていると読める 

●那古七郎 。那古は猫。 
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 那古。小文吾の本当の苗字は那古である。那古は猫に通じるので小文吾一 家はもともと虎家族であった。

その虎の小文吾がもがりの犬太を殺した。もがりは本文の漢字以外に虎落がある。つまり小文吾は犬太を殺し

たことによって、自分の那古＝猫＝虎性が落ちたのである。 

 犬の朴平に殺された那古七郎。那古は猫と音通である。猫と七には猫を殺せば七代祟るという俗説があると

か。房八の悲劇は朴平が殺した猫の祟りである。小文吾も本名は那古だから猫であるが、もがりの犬太＝虎落

の犬太を殺すことによって犬性＝犬姓 を得る。房八郎と現八郎が競合しないように、犬太と犬田は同時に存

在しない。 

 竜の講釈がある。 第七子を狴犴といふ。訟を好むものなり（①28 ）。 

 「ひかん」とあれば、『史記』殷本紀によると、甥の紂王が暴政を行い、西の周の西伯昌（後の文王）の勢

力が増大していた頃、紂王を諌めたが聞き入れられなかった。周で文王が死んで発（後の武王）が立つと周の

勢力はますます増大し、殷の他の者達は逃げ出してしまったが、比干は「臣下たる者は命をかけて諫言しなけ

ればならない」と紂王に対して諫言をした。しかし紂王はこれを聞かず、「聖人の心臓には 7 つの穴が開いて

いるそうだ」といって比干を殺害した。（ウィキ） 上記の構図がそのまま当てはまるものではないが、七郎

は天津兵内とともに神余光弘を諌めたが聞き容れられなかった挙句定包の陰謀で命を落している。 

 犬士たちの基本は竜の九つの子の属性を備えていることだろう。毛野が自分よりも大きく重い小文吾を軽々

と背負っていくというイメージの妙も、第九の子覇下が「重きを負を好もの」によるのだろう。他の子の好む

ものがどの犬士に当たるのかは分かりやすいが、「重きを負を好」むという何気ないところを作中の重要な場

面に活かす馬琴のイマジネーションこそが八犬伝の魅力である。 

 

●虎性の人たち。 

●氷垣残三夏行 武蔵穂北の郷士。もとは結城合戦の参加者。娘重戸（おもと）の婿で豊島遺臣である落鮎余

之七有種（おちあゆよのしちありたね）とともに、管領家の勢力圏内で自治空間を築いている。はじめ現八と

大角を盗賊と間違えて捕らえたが、伏姫の加護と聡明な重戸の判断により現八と大角は脱出、信乃・道節と邂

逅して真犯人を捕らえ疑いを晴らした。この縁によって穂北郷は犬士の拠点となり、郷民は管領との戦いの際

の戦力となった。 

●穂北 

 塞は北なり。（『燕石雑志』ｐ498） 

 穂＝すい＝水。穂北とは水の塞である。梁山泊というと山の印象があるが、水滸伝の水滸とは『水の滸』と

いうこと。安房を梁山泊にする訳にはいかないので、穂北は八犬伝における梁山泊なのだろう。 

●赤岩一角武遠 

 一角。はあた（和漢三才）隻眼は仇の猛虎。 

  赤岩一角武遠→赤岩＝隻 眼。武＝猛。遠＝とお→おと於檡（虎）。「片目の一角は猛虎」という名詮自性

になる。現八に目を射られて片目になったのは赤岩＝せきがん ＝隻眼だから。 

 息子は牙二郎。『一角纂考』を見ると「一角魚双牙真図」があり、確かに角ではなく牙である。一角は牙が

二本であり、実の親子である。 

 化け猫に食い殺される以前から名詮自性、猛虎の赤岩一角武遠なのだから、犬村にならなければ角太郎は猛

虎の子供のままであった。玉を持たない角太郎は猛虎の子なので、化け猫のニセ一角につけ入られる下地があ

ったのだ。 

 弓張月。「夫福は（中略）名づけて天鹿といふ。即天鹿獣（中略）角一ッあるを天 鹿とす（中略）天鹿は

獅子の属 也」（下 101）とある。角太郎の父一角は素より獅子であったから石橋を渡るのである。しかし、鹿
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でもあるから化け猫＝虎に食い殺されてしまうのだ。また鹿の性は淫であるから化け一角は次から次と妻を変

えていく。 

●音音は子子で獅子でもあるが 猫でもある。妙真と音音の子は八房である。とすると、八房の実質的な母で

ある野猫である狸と同じことになる。妙真＝妙椿 ＝音音である。猫は「みょう」でもある。麻苗も転倒して、

ねこまで良いのだろう。 

 於兎子。 

 子子子子子子子子子子子「ねこのここねこ。ししのここじし（猫の子子猫、獅子の 子子獅子）」 

 子は「ね」だから於兎子は「おとね」になる。竹林巽は虎でありながら龍の要素が ある。音音の夫代四郎

は代＝よ＝四で四四郎、獅子男であり、龍の子供である。代四 郎・音音夫婦と巽・於兎子夫婦は対であり、

反対になっているということ。 

    於兎＝おとが虎なら音音は「虎ね」「虎虎」になってしまう。音音には虎的な要素 がある。悪いこと（？）

と言えば世四郎との不義密通なので、その辺り音音が語って いるところ読んでみる。過去の罪は道節に許し

てもらったものの世四郎も音音はその ままなので、伏姫に富山まで拉致されて「花咲のおきな」「花さきの

うば」という虎 とは別の要素を持った人間にならなければならなかったということだろう。奴婢密通 して産

たる子共は、畜産に比せられるので、その子の力二・尺八は名詮自性八房の犬 なのである。 

●戸山の妙真→戸山は富山で、戸は犬なので犬山となる。妙真→妙・猫の音通。真＝ま。ねこま（ネコの古名

「和抄）  

 山（巻五十六）広雅云山産也。 富山（とやま）は戸山で犬山だけど、なぜ犬山なのか。もう一歩進んで富

山は「犬を産む山」であり、八犬士誕生の 地としてこの名詮自性がぴったりである。古那屋が戸山（富山）

であったから山林真平は犬江親兵衛として生まれ変ったのである。 

●岩熊を「がんくま＝顔隈」と読めば、顔に隈があるのは額蔵である。顔の隈と襟のストライプは虎を表して

いる。 

 糸巻きの中の大厦云々を語ったのは岩熊鈍平である①98。荒芽山で再び道節

と額蔵が対峙した部屋にあるのは糸車。前身が神余光弘の道節と前身が岩熊鈍

平の額蔵が対立するのである。廻る因果は糸車というところ。 

 鈍平の鈍をそのまま解釈し、鈍い振りをしている額蔵でもいいが、鈍は貪で

「貪欲な虎」が鈍平の名詮自性である。 

 前身が「刻剥をさをさ民を苦しめた」岩熊鈍平だった荘介は、奴隷にされた

り、酷い責めに遭ったり、犬士中で一番悲惨な目にあわされている。あまりに不遇な少年時代も、前身である

鈍平の悪事ゆえであるとすれば納得がいくのである。額蔵をれん木の上に、推仰向括着て」（③46）で、第五

回の 「数か所に深痍を負たりける大将岩熊鈍平を、盾の上に括り乗せ」（①84）に対応している。 

 定包に加担して神余光弘の乗馬に毒の餌をやったのは、書かれてはいないが馬奴の鈍平であろう。馬奴の奴

と奴隷額蔵の奴で関連付けている。 

●妻立戸五郎。妻立の次は左母二という謎々みたいなものか。 戸五郎は左母二郎の前身である。けんごろう、

とは源五郎鮒であった。玉章といえば鮒というくらいの付け合いである。源五郎鮒（とごろう）→魚男（さも

じろう）。鮒は川魚だから、おもいくまの老人が釣ってきた魚を鮒とすれば、挿し絵の中に玉梓がいることに

なる。 

 戸五郎は定包が放った尺八の手裏剣に右腕をうち脱れた（①101） 

 左母二郎は道節が放った手裏剣に左の乳の下をうち脱れた（②138） 

 妻立戸五郎は（中略）一旦息絶しは（①104） 
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 左母二郎は呼吸環会して（②139） 

●網乾左母二郎 

 さもじ：さかな（魚、肴）の女房詞。魚男である。 

 網心あれば魚心あり。蟇六・亀篠と左母二郎との関係。 

 『大和本草』白魚に「而淡美可為膾可蔵糟」とあるので、三輯の蟇六糠助の口絵にある「酢もあらばいざぬ

たにせん網さかな」とは「隙があったら左母二郎も殺してしま おう」ということであろう。 

 面色素く（② 51）浦の網乾に浜路の女松（② 62） 

  俳 諧 四 季 之 詞 正 月：干 鱈 

  色白の網乾左母二郎は干鱈男で正月（浜路の本名）、改名後の浜路と関わる。網に干された魚男の左母二

郎だが、具体的に言えば「鱈」。左母二郎は色白の男であり、干鱈は『毛吹草』俳諧四季の詞では正月の付け

合せだからである。鱈には犬の伯母の雪があり、信乃とも関わりを持つ。 

  左母二郎のさもじが魚と分からないと、肴の付合である舞、小歌、小謡、正月、祝言も意味がない。左母二

郎の前身は妻立戸五郎とみているが、類舩集の戸の項に盗人、刀がある。正月だろうが浜路だろうがどっちに

しろ、玉梓―正月のちに浜路、妻 戸五 郎―左母二郎という輪廻の宿業からは逃れられなかった浜路である。 

  網浜。あみはま漁に使った網を干す広い浜辺のある地に由来。 

●何故犬と鯉なのか。 

 狸といふ文字は、里に従ひ、犬に従ふ。是則里見の犬なり（① 139）。 これでいけば、鯉といふ文字は、里

に従ひ、魚に従ふ。是則里見の魚なり。ということになる。里見 自体が犬の里なので、里見と犬と鯉の関係

になる。肇輯口絵の義実が乗る鯉も竜との 明らかな関係だけではなく、これからのヒントが鯉そのものに示

唆されているといる ものだと見るほうがいい。琴高仙人的な図像がそれによって琴高仙人的なことを語ろう

としている訳ではない。 

 安西家の嘉例として出陣する際に、大きい鯉を軍神に胙として備えることになって いるので釣って来いと

義実は言われている。安西家の嘉例ではあるが、八犬伝中において鯉は胙であると定義されたと言っていいだ

ろう。雛衣＝鯉の死も角太郎の首途の ための胙なのである。 

●河鯉権佐守如を河と鯉は犬を佐けると読む。河＝蟹、鯉＝里見の魚、権＝犬、如＝雪＝犬だから「蟹と鯉は

犬を佐け、犬を守る」という名前なのだ。その後蟹はその運命として犠牲となって死んでいく、見事な名詮自

性である。  

 

●蟹 

●『物類称呼』鬼蟹。 をにがに○摂津にて、嶋むらがにといふ。兵庫及播州にて、武文かにと云。讃州にて、

平家蟹と云。加賀越前にて、 長田かにと云。 

●武文蟹 

 蜑崎十郎輝武と息子の蜑崎十一郎照文。そこで輝武と照文である。匠作・番作親子 が匠番反して番匠とな

るように共通項の輝と照をとると残りが武文となる蜑崎親子は 武文蟹なのである。輝武は富山に向かう八房

と伏姫を追跡中に溺死した。照文も犬士 探索という武士としての役目ではないことを命じられている。ある

意味で犬の犠牲者 といえるだろう。 

●蟹の意味 

 『燕石雑志』「猴蟹合戦」 

  相伝ふ。正慶二年一宮（尊良親王）の随身秦武文松浦枝に謀ら御息所を奪ひ去らる。 武文これを逐ふて大

物浦に自殺し、冤鬼風涛を発して主を救ひ、遂に化して蟹になる。 或はいふ、享禄四年細川高国、三好海雲
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と戦ふて敗走す。その臣島村貴則苦戦して主 を救ひ、遂に安里河に歿して化して蟹になるといへり。 

 蟹は犬を癒し、助け犠牲となる関係は肇輯口絵の八郎図に始まる。金碗＝白犬八郎 の漆かぶれをあっとい

う間に癒したのは三十あまりの焼き蟹であった。蟹自体が島村 蟹といった忠臣の化身であることに由来する

のであろう 。 

 神宮川。かにわがわ。蟹は川。 

 馬琴はしつこく神宮神宮いっている。蟹男力二郎の父神宮の矠平である。矠平は信 乃たちを救うために島

村蟹よろしく川に沈んで死ぬはずだったのが死ななかったので、元の名前である犬の叔母たる姨雪世四郎、獅

子男として再生し信乃の飼い犬与四郎の対になるべく親兵衛にくっついていくことになる。蟹の親子であるが、

神宮の矠平というのが実名ではなかったので命拾いした名詮自性である。芳流閣の屋根から落ちた信乃と現八

を救ったのも川であった。 

●蟹目前。読みでは扇の要らしく思えるが、素直に読めば「蟹、目前」である。忠臣は目の前にいるのだぞ、

という扇ガ谷定正に対する名前。 

 伊勢参宮名所図会』巻三に西行法師の挿絵がある。次のことが描いてある。 

 西行法師が火之御子社の前に来て、子供達が桜の木に登るのを見て「猿稚児と見るより早く木に登る」（猿

の子供がいると見るや、素速く木に登ってしまったぞ）とからかうと「犬のようなる法師きたれば」（猿の大

敵である犬みたいに薄汚れた坊主が来たからだよ）と返された。 

 木に登った猿、そして犬。八十八回、蟹目上の飼い猿が木に登って紐がからまり死にそうになっていたのを

毛野が助けたエピソードである。この猿「猛可に悶掻騒」（⑤132）いて逃げ出し、木に登ってしまったので

ある。猿が突然もがき騒ぎだしたのは何故か。西行の話がヒントである。そこに犬の毛野がいたからである。

犬猿の仲、猿蟹がベースなのは誰が見てもわかる。猿は蟹目上の心猿を表すものだろうが、馬琴はそこから一

歩進めて、西行のエピソードを「伊勢」の中から拾い出し紛れ込ませている。 

●五輯見返しは陸機の飼い犬黄耳の話に基づいている。 

直塚紀二六は『古事記』の「雉還らざりき。故今に諺に「雉の頓使（きじのひたづか 

い ）」と曰ふ本これなり」とばかり思っていたが『大和本草』を見ていて分かった。 

  述異記ニ晋陸機カ黄耳ト云犬ノ首二書ヲユヒ付テ遠所二使二ヤリテ往来セシ事アリ。 

五輯見返しは陸機の飼い犬黄耳の話に基づいている。黄耳を「こうじ」と読んだらアウ

トで、黄耳は「きじ」である。紀二六は猫の紀二郎の対になる名前と思っていたが、 黄

耳六であり、六は「りく」だから陸で反すと「陸の黄耳」である。還らない雉では紀二

六の行動に合わないし、与四郎犬＝代四郎に噛み殺された紀二郎猫＝紀二六の反対の名

前にしては単純すぎるし、犬殺しの六ネームと言うのも親兵衛譚では逆になるのかとか、親兵衛＝桃太郎では

猿がいない等腑に落ちない。紀二六は猫や鳥に見えるが、 やはりと言うか犬ネームだった。 紀二六といえば

親兵衛の密書であり、雉の頓使と黄 耳で「書の使い」を名詮自性としているのである。 

● 上総の一作  

 仁…思いやり、慈しみ。儒教の五行の最高の徳とされる。五行で木＝一になり 、作＝木工だから一作は仁

の黒犬で ある。 

 一作を分解すると一人乍、一人ながら大輔を育てたという意味にもとれる。 

 上総の一作は何を生業としている人なのだろうか。娘の濃萩が囲いだから海女の子で漁業関係者か。「和漢

三才」巻二十三漁猟具の「かたみ」和名賀太美に「全独而保生者是也」とある。 

●小水門目の目は「さかん」だが「もく」なのだから 、やはり木工である。 

●小幡木工頭東良 こはたむくのかみはるよし 
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  小幡→幡小→番匠、木工頭→大工の頭、東良→棟梁。大工、大工の頭は棟梁。 

●洲崎の無垢三 無垢＝木工なので黒犬なのだが、三が虎。正直な虎。 

 杣木朴平 黒犬・黒犬・黒犬・虎。杣木朴平は山林になるから艮林で犬林。 

 杣木朴平 ・無垢三・定包 

 定包はさだかね、定金で金である。五行相剋で言うと金剋木であるから、朴平と無 垢三にとって定包はも

ともと勝てる相手ではないという名詮自性である。 

● 十条左吾（じゅうじょうさご）音音の親。 

    佐＝三+吾＝五の八で単純に八＝四+四の獅子。佐吾（獅子）の娘は獅子（音音）で

あった。音音は獅子婆さんだから獅子奮迅の働きをする。音音は子子で猫の面もある

が、獅子の面があるために、まるっきり猫の妙真（ねこま）とは親兵衛との関係にお

いて差異がある。 

 十に振り仮名がないので、読みは「じゅう」でも「とお」でも構わないのだ。十の

じゅうに振り仮名がふらなかったのは読解のヒントだ。～とのみ思わせるのが馬琴の

常套であるが、「じゅうじょう」とのみ勝手に思ってしまう読者の既成概念を逆手に

とった手法である。十条は十が稲で犬。条は城と音通で、しろ＝白。十条兄弟、力 二・尺八は八房 は白い八

房である。 左は助けるで、吾は十干の五 番目の戊で、戊と戌は同じ。十条は東条と音通で金碗は東条の氏 族

であるから「金碗（白犬）は犬を助ける」という名前である。    

 その子の力二・尺八 は八房と言う名前で犬士の父であるから、十条兄弟は犬士を助けるために戦死してし

まう。尺八は尺八郎というように八郎であり、金碗八郎が里見（里の犬）義実を助けた対になっている。 

  

●鍛冶屋の親父の名前が木瓜八。鍛冶は梶。ぼけはちは「老耄て鈍かる本性」が名詮 自性のように書いてあ

るが、これも「～とのみ思わせる」馬琴のテクニックである。 

 ぼけはち、などと振り仮名を振っているが、木瓜とは「もっこう」で木工である。木瓜八が再太郎に先祖か

ら伝えられた両刀を渡す場面が匠作・番作・信乃、義理の親子の別れは義実との対になっていることが分かる。

再は再びで又である。再太郎とは父季基と別れた時の、又太郎御曹司（①18）こと義実との対の名前である。 

●鯛聟源八 

 石亀屋次団太の旧名。石亀の地団駄《「雁が飛べば石亀も地団駄」の略。身の程を 考えないで、他をまね

ようと力んで も限界があることのたとえ》というが浜路が旧名 の正月に重点的な意味があったように、次団

太の旧名である鯛聟源八に注目しなくて はならない。 

 鯛の聟源八マツカサウオの別名。源八に注目である。源八＝げんぱち＝現八であり、 現・八郎である。石

亀屋 次 団太と出会う小文吾には義実の役回りがふられていること が多い。つまり八郎と義実の出会いによっ

て物語は動いていく契機を与えられるので、ここでも同様である。八郎と義実・玉梓に対して次団太と小文

吾・船虫の対になっている。こう書くからと言って玉梓と船虫が関係あるというのではない。話の構造上対に

なっているというだけのことだ。 

 あるじは鯛聟源八と呼ばれたる（④ 231）とサラっと流してしまうのが馬琴のいつもの手である 
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●依介を貝＝玉と見ると、依玉になる。分解して

反して読んでいくと、玉の衣の人になる。確かに

玉模様の着物である。頭、あっ玉。依介は心ざま

の淳朴（すなお）（②370）な玉の心の人であろ

う。のちに犬江屋を継いだのだから、依介も犬士

にはなれない犬であった。それにしても、腺病質

のヒョロヒョロで、幽霊に間違われるような男がこうなるとは。どれだけ筋トレをしたやら。まあ、地位が人

を作ると言うべきだろう。 

●糠助→糠＝額＝月＝玉→玉を助ける人。または、糠＝こう＝孝（犬塚信乃）を助ける人。糠助という名前も、

糠の付け合せが網引であるから密漁と関係があることが分 かる。糠助が死んだあとの家に入居したのが網干

というのも頷ける話である。 

 糠助、額蔵と何故信乃の周りには「ぬか」がいるのか。額＝犬の子である。ぬか＝ 額＝糠であるから、現

八の父親の糠助という名前も「犬の子」である。額蔵→額は月 ＝玉なのだから玉蔵で玉を隠している。 

 何故信乃の周りには糠助や額蔵やら「ぬか」がいるのか。   

 こんなこともある。月代（さかやき）は月の代わり、つまり玉の代わりなのだが、 同じさかやきでも月額

がある。額は月、月は玉なのだから額蔵は玉蔵で玉を隠し持っているが名詮自性で、糠助は糠＝額＝月＝玉だ

から玉を助ける人であり、信乃をなに くれとなく助けにならない時もあるが助けてくれるのである。という

よりも糠は孝で あるから孝＝信乃を助けてくれる人である。滝で死に掛けた信乃を助けたのは現八の父糠助。

古那屋で死に掛けている信乃を救おうと薬を求めに出かけるのは現八。 

●天→乾、水→坎、山→艮、地→坤。乾坎艮坤は犬の音通である。 

 蜑・天（てん）。『周易』では、 乾為天 だが音通で読むと、犬為天 、犬を天と為すとなる。てん・あまも

犬とするとなると、義実に土塊を投げた白水郎（あま）の子。義実は「天その国（安房）を給ふの兆」 （① 

23）と解釈したが、白犬の八郎が義実に安房をもたらしたのである。 

 天津兵内は犬津兵内。天津兵内（あまつひょうない）天＝あま＝蜑＝白水郎＝尼＝ 海女＝甘＝亜麻。兵＝

三番目の丙で三番目の虎。内に虎か、内＝だい＝大で大虎か。  

  甘利兵衛尭元。 甘＝天、天 理は自然の道理。万物に通じる道理。尭元の四六城宅での理にかなった判断は天

理であったと言うことができるだろう 。 

●蜑崎は天崎で犬崎であり犬川荘介の親戚、海女の子の濱路も犬の子。  

●卒八 

 但鳥跖六の手下だが、素藤を裏切って殺された男。反歯と卒八が音訓似ているとい う馬面郎（うまづらお

とこ）が名詮自性のように馬琴は書くが、行動や名前をみれば 結城落城の折に里見季基と共に乱軍のうちに

死んだ「八騎の従卒」（① 20）のパロディネームである。明らか過ぎる名詮自性はひっかけなのだ。 

●根五平 

 根五は猫で挿し絵の毛深さからは虎であることが分かる。平は丙で三番目だから寅で 猫虎、猫は虎と言う

名前である。 

●竹林巽→竹林巽風 。『易経』に巽（巽為風）がある。「そんいふう」だが「巽を風と為す」と読む。風と

言えば、同じく 『易経』にある風は虎に従うので風＝虎と考えて置き換えると「巽を虎と為す」になる。こ

れによって巽風は竹林の虎になる。竹林巽→虎 、於兎子→猫 、虎童子、 画虎、 五虎 そして「苛政は虎より

も猛し」の虎尽しである。 
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●籠山逸東太 

 「和漢」龍蛇部。逸東太の東太は蟒蛇（和漢と漢字が違うけど）の頭蛇である。逸がさっさと逃げるだから、

その名詮自性は「さっさと逃げる大蛇」である。籠山とか竜山とか竜なのかと思ってしまうが、龍蛇というカ

テゴリーで同じであった。 

 本文と「笛の音によるてふ鹿ハ」の挿し絵は、蛇と鹿をキーワードにして描かれている。縄は「くちなわ」

で蛇である。鹿恋は遊女の船虫である。「和漢」で蟒蛇は「一年食一鹿」とあり、逸東太は「かかれば去歳よ

り無妻」（④109）であった。ここなどは遊女には気を付けなさいよ、ということを馬琴は婦幼に教え諭して

いるのだろうか。江戸時代では子供でも鹿恋は遊女であるというのが常識だったのだろうか。 

 ところで籠山逸東太は蛇かというとそれだけではだめ。籠山逸東太縁連で考えないと中途半端である。連は

虎なのだから「大蛇より虎」なのである。口絵でも毛深く描いてある。しょうもない男だが、仮にも虎なので

毛野とちょっとだけ「一上一下、修練の突戦」（⑤207）といった具合に戦えるのである 

● 鮒 三。①鮒＝玉章＝玉梓・三＝虎。玉梓は虎②鮒＝船・三＝虎＝虫で船虫。 

●夏引。類船集で舌の付合に「夏の犬」がある。ためしに夏を引いてみると「の犬」になる。なるほど夏引は

「野犬」である。 黒犬の木工作と野犬の夏引は犬つながりの夫婦であった。夏引と浮気した奈四郎は犬殺し

であるから、名詮自性的にうまくはいかない二人であった。処刑された「夏引・幮内等は、身首所を異にせし、

尸を市に棄られて、餓たる狗を肥やすめる」（④221） とあるから野犬と関係つけられているのである。なか

なか良い名詮自性である。 

●二階松山城介 

 現八と角太郎共通の武芸の師。反してみた。介城山松階二となる。 

 介は貝、すなわち珠。城は白でまず白山。松階二……まつかいに「待つ甲斐に」…待つ甲斐に白山で珠を得

た。まだある。つまいかに、妻いかに、妻如何にである。妻如何に、白山、珠となる。もう我々は本文を知っ

ているのだから作文できる。白山から持ってきた珠を飲んだ妻（雛衣）はどうなる、である。今さらどうな

る？と言われたって結果は分かっているのである。  

●但鳥源金太素藤（蟇田権頭素藤の本名） 

蟇田権頭素藤について、権は犬、権頭は犬の頭である。素藤が妙椿に連れてこられた太山（みやま）。深山で

はないところがミソ。太を分解して大と丶として、また合せて犬になる。 犬は戸だから、ここもまた富山で

ある。もともとこの太山は、伏姫―親兵衛、妙椿― 素藤の対になっている場なので、富山なのである。 

 想起するのは止水に映った伏姫が「その体は人にして、頭は正しく犬」（① 210）であったこと。素藤譚の

基本はパロディだ。裏里見・裏八犬士といった存在である。犬の八 房を育てた妙椿狸は、里見への報復のた

めに犬の素藤の面倒をみるのだ。 

 但鳥を音読みすると丹頂、（弓下 209）にあかいただきは丹頂にして、これ鶴なりとあ る 。農作物を食害

する害鳥とみなされることもあるという。害鳥というのが良い。 「三才図会」では、形始定飲不食乃胎化也

故名胎禽ある。素藤の父親但鳥跖六業因が 胎児を食べるというのはここからか。 

「ただ取り」だから盗賊らしい。源金太は現金だ、現金なヤツだと思っていた。読んでいると源金太素藤と何

度か書かれている。源は現と決めつけていたが、源氏の裏里見であるから源（みなもとの）金太素藤とも読め

る。そう読むと藤＝不二が活きてくる。 

 五色を五行に配当すると金は白で、源氏の白であるからその点でも里見との対になっている。十二支では 

酉・戌と隣になる。 

  もし庚申の日に孕むことあれば、その子必ず盗賊となる。故に凡そ庚申の日子ある 月に子を生ものは、そ

の子に名づくるに金をもてす。（『燕石雑志』（四）丙午 〔附〕十二獣）。蟇田素藤の元の名前は但鳥源金
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太である。つまり素藤は盗賊になってしまったのだから、素藤の母親は庚申の日に孕み、庚申の月に素藤を生

んだことになる。素藤も八犬士と同様に庚申に関わる男なのだ。  

 江戸人は八に富士山を見る。八＝富士＝不二＝藤であるから、馬琴の言い方を借りれば素藤は「素より不二」

なのである。善悪は不二なのだから、素藤の初めの行いは 善であった。親兵衛と素藤の戦いは善と悪の犬の

戦いでもある。 

 文字通りに蟇田が蛙の名詮自性だとだけ思っていると単なる人面獣心物語である。～とのみ思わせるのが馬

琴の手法であることを忘れてはいけない。 

●眼代。眼は目+艮である。目は木工になり、艮→権→犬だから木工は犬の代わり、とそのまま読める。木工

とか番匠は犬の代わりである。木工作を木猴と読んでいたが、犬（信乃）の代わりに奈四郎に殺されたのであ

る。 

●平田張盆作与冬 へたばりぼんさくともふゆ 

「餓労れてゆくことかなはず」「われは山客夜盗（よとう）にあらず」（① 267） といった大塚（犬塚）番作

の様子をパロった名前であることが分かる。与冬が夜盗に見える と分かる。仲間の礪時願八業当（なりまさ）

も（とと＝十×十で百、き＝騎、八業＝夜行、業当＝強盗）そのまんまである。 

●師椀坊豪青 

 しわんぼうごうせい。吝ん坊豪勢、青は緑青のしょうと読むと「しわんぼうごうし ょう」ケチな豪商つま

り伊勢屋となる。倹約を通り越して吝嗇なる者の異称となった。（江戸語） 

●下河辺荘司行包 行包＝ゆきかね＝雪包＝せっぽ＝説法。荘司は馬琴が好きな『荘子』。河辺（こうべ）の

音通を、こうべ⇒髑髏（しゃれこうべ）と仮定して『荘子』を調べると至楽篇に「子之談者似弁士」とあるの

が名詮自性であろう。 

●水禽隼四郎緑林 

 みどりはやしろうはるしげ（⑨ 440）みどりはやしみどりはやし。 

 緑林（りょくりん）盗賊たちが立て篭もる場所の喩え。また、盗賊の異称。 

 故事：「漢書－王伝・下」「後漢書－劉玄伝」 

 緑林山は、中国湖北省当陽県の山の名。前漢の末、王莽（おうもう）の時、王匡・王鳳らが窮民を率いてこ

の山に立て篭もり、征討軍に抗して強盗を働いたとある。水禽隼四郎緑林は海賊の頭領なので、らしい名前と

言える。 

 ●荻野五九郎泰儀（⑨ 376） 

 おぎのごくろうやすのり。荻野御苦労大儀。「荻野、御苦労、大儀であった」という名前。荻野という人が

馬琴の側にいたのだろうか。 

 ●猪に跳ね飛ばされた並四郎という男。挿し絵中ではなみ四郎。 

  六輯が出版されたのは文政十年。文政十年の干支は「丁亥」。猪年である。なみ→ ７+３＝10→と（う）。

四郎→し男。つなげて読むと、とし男。猪に大当たりの、亥 年の年男並四郎。 

●「蟇六には虫がいるから虎なのだとは言っていた。蟇を分解すると日大虫だから 大虫＝虎である」と書い

たが、日（はつか）とあれば鼠（類舩集）で、大虫＝虎であるから『毛吹草』の「ときにあへはねすみもとら

になる」が蟇の名詮自性である。蟇田素藤の蟇も「ときにあへはねすみもとらになる」である。蛙と思ってい

ると鼠であり馬琴得意の「鼠の輩」である。 

 ●丁田町進 

 丁田は町で反対になっているから「ちま」で次の町も反対に読んでちま。チマチマ 進むだけなの？と思い

口絵を見ると、さや形 地に雲の帯をしている。雲とくれば女郎 蜘蛛なので「類舩集」で町をみると「傾城屋」
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があった。ヤス平が蟹と七夕で、隣の 舵九郎と依介が七夕、虎、玉でお馴染みのモチーフである。 

●衣更月（きさらぎ） 

 角太郎と結婚した鄙木姫は雛衣と「文字こそ異なれ唱は似」ている（⑩ 230） というが 、 字足らずなとこ

ろがちょっときついなと思っていた。衣が「き」であるから雛衣も 「ひなき」と読めば、唱は似ているどこ

ろか同じなのである。 

●馬琴の「歳時記」の王春月：春王ノ正月［佐伝］を「左氏伝」でみると「春 、王の 正月」とある。この歳

時記の書き方は面白い。春王の後身は信乃で、正月は濱路なの だから「信乃ノ濱路」となる。「軒のつま」

が犬の妻で信乃の妻濱路と言っているいのだから「信乃ノ濱路」という言い方も良い。春王の後身である信乃

と玉梓の後身である濱路とのつながりが今ひとつ分からなかったのだ。定包→八房→八犬士であるから春 王

ノ正月がないと濱路の相手に信乃を特定することができないのである。 

 ●「合璧集」続群書類従本と『中世の文学』連歌論集１。  

 星トアラバ天津 

 犬かい 連歌論集１ 

 星とアラハあまつ犬かひ 

 続群書類従 

 天津兵内が現八の前身だとしているのに、連歌論集１の「天津」という漢字を見る まで類従本の「あまつ」

を見過ごしていた。 

 犬飼現八の本名は、玄吉で亀吉の名前の通りに肇輯口絵では甲羅をつけている。玄吉を親子心中から救った

のが犬飼見兵衛で、玄吉を犬飼見八と改名する。のち見八は 玉の由来を知り現八とまた改名した。犬飼犬兵

衛であったということだけである。 

 七夕の牽牛星は別名犬飼星であるから、犬飼見兵衛という人は七夕と犬という、いかにもな八犬伝ネームで

ある。玄吉も黒吉ではなく、玄は犬に通じるのだから元々犬吉で良かったのだ。玄吉を亀 吉とすると、亀＝

き＝鬼でかくれんぼの鬼は玄吉である。 

●雪ネームの吹雪姫。雪なので、そのまま犬と関係がある。この吹雪姫、徳用にさらわれていたのを親兵衛に

救助される。伏姫を救出できなかった金碗大輔の反対であることも分かる。故に吹雪姫なのだ。 吹くは伏、

雪は犬で、伏犬姫で「犬の伏姫」もしくは 「伏姫は犬」といった名前である。  

●軍木五倍子 

 「和漢」巻八十四  藤天蓼またたび 

 （前略）実を結ぶ。ただし雌・雄があり、雌の実は状は五倍子
ふ し

（塩麩子
ぬ る で

の葉にいる細虫が中に入ってつくる

小毬）（中略）猫はいつも喜んでこれを食べる。（中略）およそ病猫が天蓼の子を食べると癒える。（平凡社

『和漢三才図会』15） 

 庚申山編の遠い襯染になっている名前である。 

●里見季基 

 実際は家基だが、徳川家康の家に憚って名前を変えたと言われている。それはそれ で良いだろう。問題は

馬琴がどういう意味で季という字を選んだかである。音読みに してみるのが基本なので「きき」である。馬

琴が好んで使う「騏驥も老いては駑馬に 劣る」の騏驥である。騏驥は駿馬であるから、八犬伝的にいえば竜

種ということで竜である。季基＝騏驥の子であるから義実は竜の子ということになる。 

●子曰、志士仁人、無求生以害仁、有殺身以成仁。（『論語』巻第八 衛霊公第十五 九） 天津九三四郎、荒磯

南無六。九＋三＋四＝十六、七＋三＋六＝十六。この二人が四×四＝十六の獅子はなにかそぐわない。十六＝



70 
 

四×四は志士とすれば納得の名詮自性である。算数好きの江戸人らしいネーミン グでもある。 

●磯九郎 

 賺す④ 268 という字が何度も出てきて磯が浜路と対になっている名前だと気付く。 磯までは浜と対でいい

が、磯＝五十で五十九郎、五九郎＝御苦労、頼まれもしないことを酔った勢いでして、終いに殺されてしまう

のだから御苦労なことなのだ。 

●根生野飛雁太素頼（ねおいのひがんたもとより） 

 根性の僻んだ素より。元から根性の僻んだ奴なのだろう。と読んでいくと、犬塚素 （もと）より智勇に秀

て（⑦ 243）とあり、しょうもない対に笑う。「江戸語」にも性根、心根、精神の意味で載っている。児根性

（ ⑨ 331） 

 岩波版では「ぬすびと」にしか振り仮名がない。十条に振り仮名がないのが特別な ので、原作ならあるだ

ろうと早稲田版を見たら、こん志よう、とあった。根性の僻んだ素より、で良い。 

●長城枕之介惴利（をさきまくらのすけはやとし）  

 お先真っ暗、早や年である。生れつき根性が僻んだとかお先真っ暗とか馬琴の心境 なのだろうか。自虐ネ

タとすればそれはそれで面白い。馬琴日記を読めば自虐ネタな のか、ただの思いつきなのか分かるかもしれ

ない。 

●八犬伝を読んでいると、牛根孟六から牛は「モウ」と鳴いていたこと、婆々が顔は 狗児（わんわん）（⑦ 

31） から犬はワンワンと鳴いていたことが分かる。で、根角谷中 二麗廉（ねづのやちゅうじうらかど）を思

い出した。鼠が裏の角でチュウという名前 ではないか。鼠は、嗚呼がましや鼠の輩（①146）と言われるもの

で、根角谷中二は箙大刀自に化けた政木狐に「愚か」にされた（⑦33）のだから鼠で良いのかもしれない。 

●八百比丘尼妙椿→八百は凬（風）   

 比丘尼は売色比丘尼、妙椿は珍奇な猫（虎）妙椿の名前、椿は臭いからとか馬琴は 言っているがどうだろ

う。その正体である狸は野猫で虎であった。馬琴は万葉集をよ く使っているので椿の歌をみると、巻一に

「巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ思 は巨勢の春野を」がある 。この歌はかなり面白い。巨勢といえば

親兵衛に退治された 画虎を描いたのが巨勢金岡である。つらつらの「つら」については虎に通う。巨勢 （金

岡）・つら（虎）・（妙）椿―虎、つながりとしては悪くはない。 

●竹林巽→竹林巽風 『易経』に巽（巽為風）がある。「そんいふう」だが「巽を風と為す」と読む。風と言

ったら、同じく『易経』にある風は虎に従うので風＝虎と考えて置き換えると「巽を虎と為す」になる。これ

によって巽風は竹林の虎になる。竹林巽→虎 於兎子→虎の子・ 虎童子・ 画虎・ 五虎。 そして「苛政は虎よ

りも猛し」の虎尽しである。 

●馬加大記 

 「搗大鬼」鬼が嘘なら大嘘を搗くとなる。馬加大記。記は鬼であるから大鬼となるとした。大記とは大鬼、

大嘘という名前でもあるのだ。大鬼で大嘘をつく男、これが大記の名詮自性である。 

   小文吾を抑留した馬加大記。馬鹿な大鬼とも読めるが、馬鹿という語が使われていないと面白くない。で、

同じく小文吾の「相撲に負ぬわれにしも、只勝がたきは馬鹿者の、無法なりき」②255 とあった。馬加大記の

行為は馬鹿者の無法なのだろう。 

●毛野の兄粟飯原夢之助。粟は安房で泡だから夢之助か。 毛野の姉になる玉枕（たまくら）は、夢を食べる

とされる「貘（ばく）」をかたどった枕「貘頭の玉枕」。 安房国も泡の国、泡沫無幻だったと思えば、夢物

語の八犬伝の終わり方にも肯けるところがある。 

● 無実の罪をなすりつけられる犬士たち。八犬伝を冤罪小説とみると、その晴らしかたにもいろいろある。

甲斐の話は二時間ドラマ的だが、血のついた刀の扱いは推理モノとしても面白い。死体は時間が経っているの
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に、刀の血は新しい。犯人は何故わざわざ死体を発見されやすいところに置いたのか。 甲斐の話は浜路が布

団を引っかぶって寝込んだとか描写が他に比べると非常にゆるい。ハッピーエンドなのも特徴である。上杉で

はなく武田だからというよりも、そこが甲斐、貝＝玉の国だからということに意味があるのではないか。 昼

無住院（ちゅうむじゅういん）の昼無には夢中があるようだし、信乃は夢中の心地して④187 と、まるで甲斐

でのことは「夢の中」の出来事のようである。 

●根古下厚四郎鴿宗 

 ねこしたあつしろうはとむね（⑧ 269）。猫舌、熱い。鳩胸。鳩胸までくると、もう意 味不 明 。 

●白前（つくものまえ）百から一を引いて九十九だから、白は九十九。 

『物類称呼』 

 白前 しらはぎ○江戸にて、しらはぎと云。（中略）上品なる物也。 

  やはり「つくも」という振り仮名に囚われてしまうのだ。白前は義成の正室で、側 室は蘆橘（はなたちば

な）と植物名前で対となっている。 

●第百四回を読む。 

 蛸船貝六 

 小水門目 

 貝六 

 目 

 目 

 貝六→六貝目  

 六回目を読むと、降る玉梓を八郎に説き伏せられて処刑した義実がいる。百四回で は伏姫の「降るを殺さ

ず」との教えを守る親兵衛がいる。反対の六回を導くことで、 正しいだけではない義実への批判が陰微に語

られる。義実と素藤との対は善悪不二な のである。 

●『増補俳諧歳時記栞草』は面白い。形見、出家落堕落をいふ。 

 金碗八郎は濃萩に子供が出来てしまったので、これはマズイと出奔してしまった。その後濃萩は子供を産ん

で死んでしまい、遺された子を濃萩の父一作は主（八郎）と 娘の形見として加多三（後の金碗大輔）と呼ん

でいた。 

 主と娘が形見 

 喃加多三 

 故主と女児の形見 

 加多三々々々 

 憐れ八郎は玉梓に祟られたために、今際の際に「お前は堕落した」と五回も連呼さ れて死んでいったので

ある。金碗大輔もまた憐れである。彼は父の堕落の象徴として 生まれたのだった。  

●女児山鳩（⑩ 213）  

 たったこれだけしか本文に書かれていないのに最後の口絵に登場する山鳩。一緒に いるのは八犬士が見限

った里見実尭。これこそ本文と乖離していると言えるのではない か。ただ馬琴に限ってそんなことはないの

で、おそらく 隣の河堀刀禰も加えて考えな ければ意味はとれないと思う。まず河堀刀禰が蝙蝠というのは分

かる。 蝙蝠が福だから、目出度いのかと思うが、信乃と浜路の挿し絵の額に蝙蝠が描いてあったからと言っ

て、二人に幸せな結末は訪れなかった。とすると八犬士等が築いた里見ユートピアも暗君のせいで滅びに向か

う、くらいは本文から読めるが、山鳩が分からない。  

 鳩は源家の氏の神（①95）山鳩の祥瑞あり（①96） 
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 八犬士を集めた義実と八犬士に見限られた実尭の対になっている。岩波版でいうと 十巻の問題の答えが一

巻にある。こんなのを最後の口絵にするとは、馬琴は 真の稗史七法則の鬼だったのだ。 

●八の字のふんばり強し夏の富士 

 北斎が詠んだらしい。江戸人は「八」と言う字の型に富士山を連想する共通の認識 を持っていたようだ。

確かに八の上を閉じるような書体では富士山である。というこ とは、八犬伝は「富士犬伝」ってことになる。

題名にも富士山が隠れているというの は面白い。節用集に里見の八犬士を見たときに、馬琴の中で富士山と

八犬士がつながったのかもしれない。八犬伝の「富士」が意味するものは「善悪不二」「不二法門」 の「不

二」である。九十七回を読むと、金碗大輔孝徳は （中略）不二法門に入らせし かば（下略）とある。馬琴は

不二に「ふに」ではなく「ふじ」と仮名をふっている。 肇輯口絵の大輔が図像からも本文からも富士山であ

ることは間違いないだろう。 

●媽祖 馬祖に浮和尚（「胡蝶」ｐ87） 

 媽祖の事跡もさることながら、その名前。媽祖になる前の名前は黙娘。分解すると 黒犬娘になる。また媽

を分解して女馬、馬は龍なので、転倒して龍女となる。犬が龍 になっているのだ。伏姫は役の行者と思われ

る老人から宝珠をもらい、犬から龍になった。媽祖が 神通力を得たとされる十六歳には、伏姫が富山に入っ

ている。伏姫が観 音では悪いみたいに思われているが、伏姫は観音である。 

●千里眼・順風耳という名前も八犬伝に出てくる。悪神千里眼・順風耳を二神一体と して八房に置き換える

と、八房はもともと悪神であったが、竜女伏姫によって調伏され改心し、以降伏姫の随神となった。悪神なん

て言うとすぐに悪い神であると思って はいけない。神（しん）は心（しん）であるから、悪の心を持った八

房は調伏されて 善の心を持った犬になったということである。 

 千里といえば虎で、赤岩が隻眼なので眼の音通で岩が浮かぶ。八はや＝矢であるか ら、虎・岩・矢のキー

ワードが得られ、『韓詩外伝』の楚の熊渠子や、『史記（李広 伝）』の李広という勇将が、大石を見誤って

虎だと思って弓を射ったところ、立つはずのない矢が石に突き刺さったという故事から石に立つ矢である。石

に立つ矢とは、 どんなことでも、必死になって行えば必ずできるということのたとえであり、千里眼 八は虎

ネームであった。とくれば眼八と音通の現八も同じに考えて良いだろうから岩 矢であり、庚申山のエピソー

ドが現八の名詮自性で成っていることが分かる。 

●蕪戸訥平 

 犬の戸があるから惑わされたが、蕪戸が冑なら「チュウ」であり大輔が訥平に言った「嗚呼がましや鼠の輩」

（① 146） である。訥平がなかなか分からなかったが、冑ならば訥平と音通の突盔があり、蕪戸が冑で良いだ

ろう。鼠の輩の名詮自性にしては回り くどいものである。戸が初めにこういう使われ方をするものだから、

戸山が犬とは結びつかない。 

●梓弓・手束弓・はま弓 

 弓が言いたいことは「月」。 

●いむぐわれきぜん 

  むくいぬ。『中世なぞなぞ集 』（ｐ 37） 。因果歴然。報いぬ→むく犬 。八犬伝のむく犬たちは 因果歴然

ということ 。木工作の場合、挿し絵でもわざわざ 注を入れている。 

 手束→夕顔 、龍 蚊 、七夕、玉 梓 井手束 

 井→いの→犬・手束→たなたば→七 夕 

 犬と七夕といえば犬飼星なので手束は犬を拾ってきて飼うことになる。寄合で結びつけたり変換したりるの

はテクニックであって 八犬伝の基調にあるのは伊勢、恋 、七 夕である 。七夕は恋の要かもしれない。 

●虎虎虎で「三人虎を成す」。土太郎・加太郎・井太郎の三太郎は三人で虎太郎となる。 
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●闇蚊野汶八夏盛 くらかのぶんはちなつもり暗闇に蚊 がブンブンや夏盛り 

●九念次→（九念の次）最期の十念（③ 326） 

●牡蠣崎小二郎  牡蠣を三才でみると「牡蠣東北海多有之」（和漢巻四十七）。東北は丑寅だから小＝こ＝

虎、二郎は牛男。虎牛、丑寅で鬼門。牡蠣崎小二郎は実在の人物から名前を変えられている。『結城戦場物語』

によれば漆崎小次郎である。ふとテレビで見た漆の木を傷つけて樹液を採取している光景が浮かんだ。「漆を

掻く」と言っていた。漆崎→漆掻き→掻き→牡蠣→東北（丑寅）という連想であろう。 

●細川政元。その管領在職期間は 文明十八年七月 長亨元八月～ 延徳二年七月 明応三年十二月～永正四年六月 

で、親兵衛が京都に行った文明十五年の管領は畠山政長である。馬琴の錯誤だなどと思うのは違う。 

 細川家は阿波国の守護である。もともと「南海道阿波国なる、民をここへ遷し給ひて、やがて安房とぞ呼せ

給ひぬ」（ ①31）であるから根は一つ、魔仏同根なのである。「あわ」つながりで善の安房と悪の阿波を対

比させているのだ。 

●丹波国桑田郡 

 「完本」ｐ478 に「ありふれた通例の「むかしむかし或る山村に……」という程度の指示性しかない架空の

地名なのである」とあるが、これは第八回の義実の「むかし丹波の桑田村に、甕麎といひし人の犬は、その名

を足往と呼れたり」といった言葉の対としてある。親兵衛譚はその再出世前の全てのエピソードとの稗史七法

則で成り立っているので、ありふれた通例の架空という程度の地名ではない。桑田村は八房が登場してくる時

に語られており、この桑田郡にも同程度の重みがある。 

●前身後身を考えれば、なぜ春王の護身刀の村雨を信乃が持っていたのか分かる。村雨は単に足利持氏の近臣

だった匠作が持っていたというだけで、番作―信乃と渡され

ていったのではないということだ。信乃はすでに信乃にして

信乃なのだから、村雨が春王であった自分の護身刀であった

ことを知らず、足利成氏に村雨を返還してしまう。そこを読

むか読まないかによってこの場面の感慨の深さも変わってく

るだろう。 

 

 

 

 

１０章 図像を読む 

 図像解読のきっかけとしたのは『連珠合璧集』の「夕顔とアラハ こかしたる扇（源）」という一節である。

はつかしのもりの口絵的挿し絵と、夕顔とこがした黒い扇、これと『連理秘抄』に「一、輪廻事 薫物と云句

に、こがると付て」とあるのが結びついた。「類舩集」の硯を見ると「連歌」がある。連歌というヒントはす

でに肇輯口絵の定包の傍らにある硯にあった。 

 図像を読むには「合璧集」などの俳諧付合語集をコードブックとして使うことが必要になる。墨、黒馬から

名馬磨墨が導ける。肇輯口絵定包・玉梓図の墨と硯と白い扇、一言信の挿絵にある硯、「馬を飛ばして」の梅

と黒馬（磨墨）、「使女の」梅と貞行が持つ黒馬（磨墨）にかかるグレーの扇、「木からし」の硯と黒い扇は

一連の流れにある図像であった。連歌用語としての輪廻の意味がどうであれ、八犬伝の世界では、輪廻は「薫

物」と「こがる」なのである。 
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 黒馬の梅模様の鞍は玉梓との関連を示していた。玉梓は肇輯口絵から薄墨桜とのみ思いがちだが、怨霊の玉

梓は菅家で梅なのだ。最初にポンと答えを見せてそれのみと思わせ、そこで読者を思考停止にさせるのが馬琴

の手法であった。そうなると「山院に宿して」の挿絵中に梅があることも納得である。手束は玉梓の位相であ

り、玉梓から梅娘の後身濱路への繋ぎの存在であった。同じ物は同じ意味を持つということが図像の読み方の

一つの方法である。                     

 左から初版本。稿本。後刷本。 

『南総里見八犬伝』の図像については、『南総里見八犬伝』の早印板本を〈原本（オリジナル）〉とする。江戸

読本の持つ顕著な特徴であるが、八犬伝の場合も板本自体に装飾的な美しい意匠が凝らされている。口絵挿絵

就いても、馬琴自身が稿本で下書きを示して指定しているが、その指定が反映されるのは早印の段階だけであ

る。（高木元氏「八犬伝の後裔」http://www.fumikura.net/paper/8kouei.html）といった認識が広く行われて

いる。これに関して信多純一と服部仁氏の間に興味深い論争が行われたのが、第四輯巻之一にある芳流閣屋根

上での信乃対見八（現八）対決図である。初版本は二人の態勢が違うくらいで、ほぼ稿本通りになっている。

後刷本の改変について服部氏は、二人のバックは夜空で点々は星であり、このような本文と乖離した改変を馬

琴は行わないとした。これに対して信多氏は本文にある、二人が屋根から落ちた時に川の水際にあった小舟に

落ちた時に「傾く舟のへりと、立浪にざんぶと音す水烟」（②200）であるとした。隣の額縁から文吾兵衛の

釣り竿が伸びているので、本文にあるとおり、川で釣りをしていて小舟で流されてきた二人を釣ってしまった

ということだろう。 
 高瀬の如き方桴②197 

 高瀬といえば高瀬舟だろう。初版本は信乃・見八のバックが無地なので空としか思えないが、後刷本は薄墨

改変によって本文の通りに河であること、屋根は高瀬舟の見立てであることを明らかにしている。 

 屋根瓦に影が入って立体感が出ているのも、現八・信乃・文吾兵衛の着物に薄墨が施されているのも後刷本

である。手抜きであるはずの後刷本が版木を増やし、より手を掛けて刷られているのだ。 

 次に見るのは第二輯口絵、濱路を拉致した左母二郎を追跡してきた三太郎の図である。 

この場面は夜であるが、

初版ではバックが白の

ままなので、闇夜に濱

路が持つ強盗提灯は、

持っているだけという

以外に全く意味をなし

ていない。持ち物はア

トリビュートとして、

その人物を表す。浜路が黒づくめで強盗提灯を持っているのは、浜路の前身である玉梓が賊婦（①114）であ

ったことによる。ここまで手をかけて本文に近づけているのが後刷本である。 
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次は第四輯第三十七回の挿し「妙薬の効 信乃回陽す」の場面。                     

 この場面も夜にも関わらず、初

版本は昼のようであり、一番肝心

な馬琴稿本に指定されている「障

子へ薄墨にて人影二人見せたし」

が表現されていない。この二人の

人影がもつ意味は本文で明かされ

るが、人影があるとないではこの

場面の 緊張 感がま るで 違っ てく

る。図像的にはまだ別の部屋があることを示し、空間に奥行きが出て

いる。この奥行きは、「奥の一間」は、「目に見えないもう一つの劇

空間」として、しばしば重要な役割を担う。歌舞伎や人形浄瑠璃の作

品構成のうえに「奥の一間
．．．．

」が果たしている役割は、実は非常に大き

いのである。（服部幸雄『歌舞伎のキーワード』）と言うように歌舞

伎的でもある。 

 言わでもがなだが、額蔵は拷問されても玉のおかげで翌日にはケロ

っとしていたし、小文吾は毒を盛られても死ななかったし、全然治らなかった目が玉を当てただけでスッキリ

と治ってしまった。ここで思う。破傷風で死にそうになり男女の生き血だと大騒ぎになった信乃だが、玉を口

中で舐めていたらあっという間に治っていたはずだ。六日の菖蒲、十日の菊である。 

    歌舞伎的のついでに、前の信乃・現八闘争図。 

 八犬伝が演劇に近づけることはテレビやビデオのなかった時代の読者に、八犬伝の文章と静止画である挿絵

などに動きと音響をもたらす効果をしたと思われる。演劇と文学はもちつもたれつの関係にはあったが、それ

は限界ではなく現代に続いている発展のかたちである。                

 写真は『週刊朝日百科日本の歴史 85』より 

 これなどは弁天小僧と捕り手で

あると知らなかった時は、パッと

見で芳流閣の信乃と思ってしまっ

たほどだ。このように既存のもの

を使うのは、読者とのイメージの

共有を前提にしているからこそで

ある。 

「うち落す鼓のさへや桐一葉」と

いうのは、歌舞伎の効果音みたいなことを言っているのではないか。 

 鼓を「鳴物」雨・雪・風・波などの自然現象、幽霊などの出現を鼓・笛・太鼓などを使って表現する」もの

とすると、信乃、現八の闘争図とは噛み合わない。 

 歌舞伎用語に「早太鼓」早間に打つ太鼓で、捕り物や大立ち回りの場面、捕り手や軍勢などがかけつける場

面に用いる、とある。とすると、信乃を敵がたの間諜と疑い、成氏が「彼撃留よ」と下知②180、「君命によ

って」の挿絵から輯をまたいだ第四輯、芳流閣上の闘いののちに屋根から水際の子船に転がり落ちた信乃と現

八が「往方もしらず」なった場面を「早太鼓」の鼓の冴えで表現しているのだろう。 
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 うち落すとは「打ち音す」で、鼓の冴えにかかってくる。早いテンポで鼓を打つ音が冴える中で一人戦う信

乃（桐一葉＝桐紋の信乃）をいうのではないだろうか。  

 馬琴は文章を読みながら、この挿し絵とともに鼓の効果音、さらには信乃等の動きや声を想像してほしいの

である。歌舞伎に馴染んだ読者には、この挿絵に声、音、色、空気を見ることができたのではないだろうか。 

手抜きであると言われる後刷本で、馬琴が指定している人影を追加することが、本屋が勝手に行った賢しら

とは言えない。三例ではあるが、八犬伝に限って言えば初版本にこそ馬琴の意図が正しく表われているとは言

えない図像があり、初版の書誌的、コレクター的価値と馬琴が求めている作品の完成度は同じではない。 

 今
こ

茲
とし

はめづらしく作者の稿本速成るといへども、画工傭書の手に滞りて、右の一巻いまだ劂人
はんぎし

の 刀
さいく

を卒す。

時の後れんことおそるゆえに、まづ第四までを一帙として此度発販し候。 

 馬琴書翰集をざっと見ただけでも、「版元は当月下旬ぜひぜひうり出しせり立候へとも」「版元ことの外いそ

き候故」「版元ことの外急キ候故」「版元ゟ差込、売出しいそきせり立候」とある。 

 こういった点から初版の図像は本屋が出版を急いだがための未完成品であるし、後刷本が馬琴の意を受けた

完成本と思っている。八犬伝の図像において、初版であることは過大評価できない。（2017・11・07） 

●二輯表紙・七輯総目録にある犬の張子。 

 この箱型の張子は婚礼調度である。関口すみ子氏『大江戸の姫様』に

「この犬張子。なかなか意味深長なモノなのである。ふたが開くように

なっており、床入りの時に、使用済みの懐紙をいれて、それを「証拠」

として姫さまの実家に送ったという」（ｐ34）もので、この箱型が使わ

れるのが二輯表紙である。他の輯の表紙が初版と全く違うものになるの

がある中で、二輯表紙はデザインこそ変われ箱型張子というモチーフに

変更はない。「毛吹」の張子には雛・沈香・たばこ・婦入（よめいり）

がある。つまり二輯表紙には伏姫の嫁入りと妊娠という動かし難いテー

マが描かれているのである。 

 二輯表紙と七輯目録の箱型の張子は、この輯の大関目が伏姫・雛衣の（疑似）妊娠出産にあることを示して

いる。「雛」がある張子の項の先には「孕（はらむ）」の項があり、付合に稲・薄・連歌の句・鯉・鮒・灸餅

がある。鯉に注目である。音読では分からないと度々繰り返す雛狗はこいぬと振り仮名がある。子犬では意味

がないのだ。雛衣の雛は「こ」で、衣は「い」で、こい＝鯉となる。鯉である雛衣が「孕（はらむ）」のは名

詮自性ともいうべき設定である。鯉に恋、龍門の鯉、八犬伝中での胙の意味が混在していることは言うまでも

ない。 

 七輯目録の箱型張子とともに描かれた蚕は、（①167）の「干宝が捜神記」に関連付けられている。蚕とは

義実も角太郎も自らが一度口にしてしまったことは、どんなことでも守らなければならないという共通のジレ

ンマの象徴であり、伏姫譚と雛衣譚が対になっていることの証しである。 

 以上のことは二輯表紙と七輯目録にある箱型の張子という、同じ図像は同じ意味をもつといった共通のコー

ドによって読めることである。目録の絵であっても馬琴が下絵を描き、指示を出しているのだから口絵、挿し

絵同様に検討の対象になる。 

●ぶんまわし（コンパス）と定規があれば、拡大、縮小だって出来る。 

これは葛飾北斎による絵の指南書「略画早指南」を勉強すれば誰でも描けるようになる、という触れ込みであ

る。 

八犬伝十六回の与四郎もこのとおり。 
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 左は柳川重信が描いた八犬伝四輯口

絵。右は北斎が描いた『三七全伝南柯の

夢』の口絵。ぶんまわしで描いた円が基

準になっている。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

信乃もぶんまわしをグルングル

ン回している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●増殖する女 

『北斎の絵本挿絵』を見ていると、八犬伝の挿し絵に重なるのが何枚かある。パクりじゃんとか言わない時代

だから良いのだろう。こういう仕事の仕方なんだ、と参考になる。 

 もう一人いた。文化十三年、

北斎『三体画譜』の農図。反転

して三図を重ねると。柳川重信

画の八犬伝二輯

も文化十三年。

もうこうなると

鶏が先か卵が先

か分からない。 

●親子・貞女 
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義実と伏姫だって重なってしまう。 

   年月が経とうと、同一人物ならなおさらピッタリ 

 

 

 

 

 

 

浜路とぬいも        

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 犬が飼い主の代わりに伊勢参宮をして帰ってきたと話題になった、この時代。八犬伝の表紙にも何回かその

ような犬が描かれている。やはり、最後に八犬士が向かうのも富山＝伊勢神宮なのかもしれない。 

 この挿し絵が描かれた頃には、すでに馬琴は失明しているので、「伊勢参宮」の挿し絵を参考にして作画し

てくれ位の指示はしたかもしれない。不透明度を下げて重ねてみる 

と。丸の貴族とゝ大の位置や傘を差しかけられていることが一致する。 

 雲に御遷宮の説明が書かれたあたりが八犬伝では、だいたい山並みというか、岡というかになっている。 

 伊勢だけで言うのなら、伏姫は天照大御神である。この流れでいくと、親兵衛は右手に宝棒、左手に宝珠を

持つ雨宝童子になる。親兵衛が十六、七歳にみえるのも雨宝童子が天照十六歳の姿とされていることによるだ

ろう。親兵衛が伏姫からもらった薬も書いてはいないが、伊勢の神仙丸であるはず。 

●北斎の『画本早引』（東京美術）を見ると、何気ない場面にも図像的な意味があるらしく、この図像はこう

だという共通の認識があったのだろう。 

 守立後年里見殿に仕まつりて、俱に戦場に臨まば、某かならずこの子

を資て、敵を鏖にして功を譲ん（②325）。 

 

 

 

 

 

●役の行者といえば足駄なので、他の挿し絵は草履を履いていると言うだけでおかしい。 
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●車と馬の違いはあるが、絵の雰囲気から、妙椿には智謀があるらしい。 

 

 

 

 

                                             

●裾を押さえられ足が出るのが貞女らしい。 

 

●信乃等を救うために戦死した力二

郎・尺八郎兄弟。図像からは、向こう

見ずな行動だったようだ。 

 これらの動作の共通認識がどこから

きているのか今は調べないが、視覚的

なもの、おそらく歌舞伎からきているのではないだろうか。 

 

●路が描いたのか？ 
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八犬伝四十二回挿し絵。女郎花五色石台。第一集稿本（早稲田大学図書館古典総合データベース） 

稿本は路によるものだろうから、八犬伝の挿し絵を写したのだろう。ただ豊国画の絵になると雰囲気がずいぶ

ん違うので少しがっかりする。 

●図像を読む面白さは、こんなところにもある。 

 左は十条尺八郎、力二郎兄弟とそ

の妻たちの曳手（ひくて）、単節

（ひとよ）の夫婦図。これと同じな

のが肇輯口絵の八郎図。 

 まず尺・力図の額縁の雲と龍が

義・八図と同じ。八郎図の竹の額縁

は、尺八が竹の単節切りで同じ。 

 力二郎とは、カタカナで読んで「カニ」で蟹。尺八郎は尺「八郎」。曳手は「曳く手」。単節は「人よ」。

四人は「蟹を曳く人よ、八郎」という肇輯口絵の名詮自性であって、金碗八郎と義実の出会いで物語が動き出

したように、犬士と「八郎」たちとの出会いで物語は動く、信乃と与四郎。与四郎は四四郎で八郎。信乃と

現・八郎。信乃と房・八郎。角太郎と現・八郎といった具合だ。信乃や角太郎などは義実系である。 

 義実が乗っている鯉からは、力二が持っている関札によって鯉＝恋で『色手綱恋の関札』を表していると考

えられる。意外ではあるが、八犬伝のキーワードの一つは恋である。 

 形見こそ今はあだなれなき親のゆづりおかれし貧乏の神（「万載

狂歌集」巻第十四） これは肇輯口絵の八郎と、後に登場する息子の

加多三こと大輔のことである。貧乏神の格好をした八郎こそ、大輔

に玉梓の怨霊を譲りおいた貧乏神である。 

朴平たちが踏みつけているのは、尺八で定包。虚無僧の貞行が尺八

を持っていないことを強調している。 

 後刷版では牡丹柄が分からなくなり、定包と牡丹の関係が分から

なくなる。墨は『墨を磨る』磨る墨。御簾ではなく藁の中の定包。墨・尺八・御簾は定包の持物（アトリビュ

ート） 
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白い帯は玉梓 玉梓の怨霊はその子（伏姫）、その子（大輔）に纏わりつく 

 

  

 

 

 

 

 

                               

                                   

 

 陰々として心火閃き、女子の像、影のごとく、大輔が身にそふて、

かき消す如くなりにけり。（七回） 

 ただこのまくらがみに、夢にみえつるかたちしたる女、おもかげに

みえてふときえうせぬ。「源氏・夕顔」                                                        

  

 

 

 

義実の後ろの霧模様と義成の後ろの木目が玉梓を表す。伏姫の横のお

そらく五十子の犬を表すかのような指の形。手話ではキツネの形で

「き」を表すそうだが、ここで手話が関係あるとも思えず、ただ江戸

時代でもこの形が狐を表すのであれば、犬と狐は似ているらしいか

ら、混用したかもしれない。 

  

 

 

八房がいて御簾。定包＝八房。牀に立たる筑紫琴を、横ざまに倒しか

けて（①161）というのは、挿し絵にない琴によって玉梓の存在を表

す文中の画である。肇輯口絵によって玉梓は琴であるから、伏姫の動

きを封じたのは玉梓である。 
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煩悩の雲霧が晴れる前後。

馬は磨墨。後に浜路が着け

る梅模様が黒駒の鞍にある。

輪廻である。実際の富山に

このような大河はないが、

富士川のイメージであろう

か。 

 

 

 

●肇輯口絵 

 肇輯口絵の段階では、名前だけ見ると六男二女だが、この図像的には四男四女である。

描かれているものをひとつひとつ細かく見ていくと、これ

は出産図である。お宝尽しは出産祝い。帯の内とは胎内で

ある。白地蔵と書きながら、描いてあるのは「子をとろ子

とろ」であるのはそのためだ。二輯表紙、七輯総目録の箱

型の張子の犬が伏姫と

雛衣の疑似妊娠出産を

表していて、すでに肇

輯から描かれていた。 

 信乃と毛野は完全に

女装だし、名前からも

そう思ってしまうだろ

う。 

  

 三都とも男児は奴多く、女児は唐子多きか、また必とせず。近世風俗

志巻十二（女扮下）（岩波 193、194）。唐子頭（つまり女児）なのに、

幼児のくせに角太郎の腕の筋肉のすごいこと。これは「男まさり」の伏

姫を表現。下ぶくれのオカメ顔。  

 なぜ信乃・毛野は女装なのか。結城落城の折、春王・安王が女装をし

て脱出を計ったことによる。本文にはそのことは書かれていない。分か

る人が分かればいい、馬琴のスタンスはそんなところだ。 

 

●浜村屋路考 

 きりやうは故人の路考（はま）を生うつし『春色梅兒譽美』三篇巻之七（大系本ｐ

151）註一七 五代目瀬川菊之丞（号路考、家号浜村屋）。天保三年正月六日没。三

十一歳。 

 江戸人にしてみれば「はま」と言ったら路考なのかも。浜村屋路考？ 

 早稲田の演劇博物館浮世絵閲覧システムで興味深い画像を見つけた。 

画題等:「瀬川路考」 
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上演年月日:文化九（¬1812)・03・ 年月日備考: 

上演場所:江戸・ 市村  

興行名:姿花江戸伊達染 すがたのはなあずまのだてぞめ 場立:二番目大切  

外題:其俤浅間嶽 そのおもかげあさまがだけ 場名：  

所作題:深見草相生獅子 ふかみぐさあいおいじし 音曲:長唄  

細目題:配役: <４> 瀬川 路考 

 八犬伝の刊行開始が文化十一年だから馬琴が路考のこの姿を見た可能性はある。 

  路考と浜路を重ねてみた。信乃も浜路も路考も重ねてみた。  

 所作題を深見草相生獅子というように獅子、牡丹、蝶の三点セットになっている。この三点セットは信乃の

ものなので浜路には似合わない。毛野は静と義経の二身一体で、信乃にはそういったモデルの裏打ちがないか

ら人物造型が弱いのだと考えたが、浜田啓介氏の「芝居絵的考察」によると信乃の容姿は瀬川菊之丞に似ると

ある。信乃と浜路とは瀬川菊之丞の一身二体なのではないだろうか。瀬川菊之丞の舞台を観ることは不可能だ

がそういう雰囲気を感じさせてくれたかもしれない。 

 路考。『デジタル大辞泉』によると、歌舞伎の女形役者、瀬川菊之丞の代々の俳名。特に、明和（一七六四

‐七二）頃の二世菊之丞は王子路考とも呼ばれ、容貌美麗の評判が高かった。 

（初世）［1693～1749］初め京坂、のち江戸でも活躍した女方の名人。初世芳沢あやめとともに女方芸の基

礎を築いた。浜村屋路考。 

（二世）［1741～1773］初世の養子。宝暦・明和（1751～1772）ごろ、江戸で若女方として人気を博した。

王子路考。 

（三世）［1751～1810］2 世の養子。天明・寛政（1781～1801）ごろ、江戸で活躍した名女方。仙女路考。 

（五世）［1802～1832 三世の孫。文化・文政（1804～1830）ごろ、江戸で女方として活躍。多門路考 

  芳沢あやめ、「あやめ」は浜路の実母である「黒白」と同じ。 

 江戸時代の人たちが八犬伝を読んだときに、浜路のビジュアルイメージは路考だったのではないだろうか。

歌舞伎がイメージの下地にあることによって、そのダブルイメージで八犬伝の作中人物の声や動き、その場の

情景が読者には目に観え、聴こえたはずである。番作と手束の出会いも『伊勢音頭恋寝刃』を観た人ならば番

作・手束の動きが観えたことだろう。 

●『海道記』は文章中も図像中も八犬伝、特に伏姫譚で多く引用されている。  

 肇輯口絵の定包、玉梓図。 

 切腹しないはずの定包が扇腹と言

われる仕草をしている。姫ではない

玉梓が姫の姿をしている。 

  女を赫奕姫と云う。（中略）一

たび咲めば、百の媚なる。見聞の人

は皆腸を断つ。と言ったところであ

ろう。 

かぐや姫てう大盗人の奴が、人を殺

さんとするなりける。大系本『竹取物語』龍の頸の玉（ｐ49） 

 浜路が殺そうとしたのではないが、浜路に関わった右の四人の男達は殺されてしまった。浜路が黒づくめで

強盗提灯を持っている賊婦である理由もこれで納得である。 

●七輯口絵 出来介は瓢箪柄の着物。天の川の見立てか。     



84 
 

信乃・現八闘争図。雲と千鳥が共通。屋根は船の見立て。タイトルが「うち落とす鼓のさえや桐一葉」で、う

ち落とすを「打ち音す」と読めば「鼓の冴え」にかかって

くる。一方、蜑崎照文は耳に手をあて、浜路姫が打つ鼓の

音を聞いているように見える。ここまでが「うちおと（打

ち音）す鼓のさえや」で、霧の中に船が一艘で「桐一葉」

となる。 

 四輯と七輯の離れた図像を同じにすることによって、信

乃と浜路姫の関係を暗示する。 

                            

 ●かくまてにへかたく見ゆる世の中に 馬鹿馬鹿しくもす

ける釣かな 

かくまてに へかたくみゆる よのなかに ばかばかしくも 

すけるつりかな 

右手に見ゆる蟹、雲、釣。 

 肇輯口絵義実図では義実＝角太郎、八郎＝現八郎、鯉＝雛

衣であって、庚申山編での義実＝角太郎の存在の小ささを表

している。蟹は雛衣の父犬村蟹守だが蟹守は死んでしまって

いるので娘の雛衣が蟹の役回りもしている。こうしてみると

雛衣が主役で角太郎は脇役なのだ。活躍しているのは現八ば

かりで角太郎は弓の講釈だけである。 

 

 

 

 

 

 

●親兵衛だけは犬士同士の対決がないと言われているので、京都で戦う無敵斎は仮想現八、鞍馬海伝は仮想毛

野、秋篠広将は仮想信乃、澄月香車介は仮想道節、種子島正告は仮想大角であろう、と考えた。義の人荘助に

相当するのが誰か今一つ分からない。                           

●図像の上でも親兵衛だけが浮いているということはない。 

 「闘ふ」「挑む」、画題の縁の形など対応させているのは明らか。 

「八犬伝談余」などは親兵衛の京都譚を極端に「本文と連鎖の無い独立した武勇談である」としている。しか

し、稗史七法則に照らし合わ せてみれば、親兵衛再登場以前のエ

ピソードの照応、反対などで

成っていることは明らかであ

る。 

 七犬士の流浪、戦いの対を

親兵衛に一気に片をつけさせ

るための京都行きである。信

乃と照応し、小文吾と照応し
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等七犬士譚と対になっているとみれば親兵衛譚決して独立したものではない。七犬士譚の一塊と親兵衛譚の一

塊は対で１セットなのだ。親兵衛譚は管領戦にむけて、区切りを着けなければ限りなく繰り返されてしまう犬

士同士の照応等の締めくくりである。 

 

●小文吾とは叔父甥の関係だから仮想でも戦わないだろうと決めつけていた

が、意外な人物がいた。素藤である。口絵挿し絵の図像では全く分からない

が、素藤は「骨逞しく肉多」く「現好肥たる大漢」（⑤346） で、これに対し

て小文吾は「全身肥満の大漢」（⑧17） なのである。 

 英泉が描いた馬琴が思う理想の「全身肥満の大漢」である小文吾。「現好肥

たる大漢」の素藤の図像もこれに準ずるべきなので、挿し絵口絵はまるっきり

馬琴の意を得ていないということになる。 

 おそらく小文吾のモデルは横綱谷風なので、大男でないと全くイメージに合

わないのだ。 

 瓢箪柄の着物を着ている小文吾は谷風梶之助がモデルではないかと思うし、 親兵衛が子供で力持ちという

部分だけ大童山がモデルだろう。小文吾がやけに 牛と関係を持つことから逆に考えていくと、牛と瓢箪柄を

キーワードの七夕と 組み合わせれば梶という語は自然と出てくる。梶と相撲取りならば谷風梶之助を思い浮

かべるのではないだろうか。また「落人を奇貨として」の火に包まれている小文吾は、～の助と擬人化すれば

「火事の助＝梶之助」だろう。（前略）又八犬士の内中、犬田小文吾は、髫歳より角觝を嗜て、大漢なるよし

は、本文に粗見えたり。しかるに出像は凡庸にて、自余の犬士に殊なりとは見えず。惟第六輯の画工栄泉のみ、

この意をや得たりけん、第五十八回に、小文吾が市河にて依介夫婦に再会の段の出像には、全身肥満の大漢を

画きし（後略） 

 八犬士は名前が残っているだけで何者であるのかは分かっていない。小文吾が相撲取りの大男であるとか、

親兵衛と親戚であるとかは馬琴の創作である。創作であるからこそこういった二人の取り合わせがイメージと

して使われたように思う。 小文吾は子供の時から相撲をしていて大男であり、英泉のみが馬琴の意を得 て

「全身肥満の大漢」に描いたという。「落人を奇貨として」のスマート 小文吾から見ればずっと相撲取りで

ある。馬琴としては全身肥満の大漢で相撲 取りという記号を強調したかったのだろう。 

 八犬士は名前が残っているだけで何者であるのかは分かっていない。小文吾 が相撲取りの大男であるとか、

親兵衛と親戚であるとかは馬琴の創作である。 創作であるからこそ、大童山―谷風＝親兵衛―小文吾、大童

山―金子与四郎＝親兵衛―姥雪代四郎といった二人の取り合わせがイメージとして使われたように思う。谷風

と金子与四郎は四股名と本名だから同一人物である。 

 信乃と犬の与四郎の 関係の再演としての親兵衛と代四郎とみるよりも、親兵衛の庇護者になるはずだった

小文吾の代理としての代四郎とみたほうが両者の関係は捉えやすいかもしれない。 剛毅木訥は仁に近いのだ

から小文吾が親兵衛仁の親戚としての設定は分かる。 しかし、それだけでは相撲取りという設定にはつなが

らない。谷風は 御猪狩風（インフルエンザ）にかかって死んだとある。小文吾が大猪を倒すのは、御猪狩風

で死んだ谷風に対する馬琴の追善の表れかもしれない。 梶之助の梶を火事と読むと「落人を奇貨として野武

士等放馬を撃つ」の挿し絵 で小文吾だけが火に包まれているのはなかなか興味深い。 
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●図像の相似で八郎

から伏姫の輪廻転生

を表した。八郎の後

の杉倉氏元一人を、

伏姫の後のおさめつ

かひとをとめの二人

の着物に分けて描い

ている。 

 

 

●四輯口絵 非常に評価が難しいのが、四輯口

絵の沼藺・大八図である。構成要素は同じだ

が、沼藺を見ると稿本とかなり違う。刊本で

は、①沼藺の胸をはだけていて、乳→犬の付け

合いである。②「鬢がそそけぬ」と言ったよう

に描かれているので鯉である。八犬伝におい

て、鯉は胙であるから沼藺がなんらかの事情で

死ぬのだろう、と分かる人には分かるだろう。

この変更が馬琴の与り知らぬことであれば、そ

れこそ画工の賢しらであろう。しかし、賢しら

と言えども、それは絵師たちが付け合いを絵に

取り入れられるほど俳諧の知識を持っていたのだ、ということになる。意外ではあるが、意外 であるという

認識こそ改めるべきなのだろうか。 

 蜑崎照文（蜑照＝天照）は伏姫の代わり。犬田（田力男）、房八（建速須佐之男命）、ぬい（天宇受賣命） 

 口絵のぬいがなぜ胸をはだけているのか。さすがに天宇受賣命のままには描けないだろう。親兵衛の手の中

から玉が出現したことは、高天原も葦原中国も明るくなったことを示している。信乃と現八が流れ着いた蘆原

は葦原中国の見立てである。 

 こうしてみていけば、信乃は蛭子神となる。父の番作が蛭子に劣る腰ぬけ（①305）と陰口をたたかれたこ

とに重なる。 

 車輪柄の着物を着る大八にぬいが見せているのがヨーヨーであり、ヨーヨーとは江戸語では「手車」という。

『連珠合璧集』は手車を「手にて引車也」という古語辞典的な意味としている。そして手車の付け合わせに

「ゆるさるる」がある。ヨーヨー＝手車＝許さるる、となる。ヨーヨーに手をのばす大八は許しを求めている

のである。大八は朴平が犯した罪を背負って生まれてきた。そして八郎の息子であるゝ大によって朴平の罪が

許された時、大八は握っていた拳を開く。大八の左手、手車とは朴平が犯した罪を、房八が自らの命で償った

許しの象徴である。 
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●『戯場訓蒙図彙』巻八 

 お尋ね者の画図は一枚紙にて、図

ばかりもあり。いづれその人に似ぬ

ものなれども、この絵姿があれば、

隠れ忍ぶ者はおそるることなり。と

言うことだ。 こんなに信乃に似てな

い人相書きもお約束事であった。 

 

 

この挿絵を見るたびに、目の玉飛び出してるよ、と思っていたが、『戯場訓蒙図彙』

巻六を見るとこうある。 

眼 眼は明らかにして、遠方を見付くること早く、アレアレ向こうへ見えるは見え

るはといえども、他国の目には見えず。またまんざら傍ですることを見付けぬこと

あり。目の玉は抜けやすきと見えて、首すじを引っつかむと、いけぞうさもなく、

ひょっくりと抜けるなり。 

  確かに現八は首すじを引っつかんでいる 

 目の玉ぬけ出たる図 ここを口にくわへる。このすじへ赤綿の血流れあり。 

 いけぞうさもなく、というところが笑える。歌舞伎に親し

んだ江戸人にはなんでもない絵なのだろう。かえって「いけ

ぞうさもなく、目の玉出てるよ」と笑ってたかも知れない。 

 馬琴の下絵にも目が飛び出た様子で描かれていて、馬琴の

画像的想像力もこう言った歌舞伎的「お約束」の上にあり、

見る者もその「お約束」を前提に見ていたのだろう、と思う。 

 ここで言う「他国」とは、舞台上を「狂言国」と見立てているので、舞台以外にいる人即ち観客は「他国の

人」ということ。 

 

●虚実をキーワードにすると、分からないところがあった九輯

下の上口絵も読める。 

 本当は一番仲が良いのかもで取り上げた道節と毛野。道節と

毛野はよく変装するので虚。 

 現八と妙真の組み合わせが分からなかったが、犬飼信道とあ

ると分かりやすい。二人には信と真のまことがある。他の九輯

下の上口絵も虚実、虚花（あだばな）と実花（なりはな）の組

み合わせである。 

 虚実、嘘と誠、善悪、禍福、生死これらは不二であり、二身

一体であり、分かつことは出来ない。 

 

１１章 八犬伝と笑い 

 『ハリウッド脚本術』を読んで、八犬伝における笑いの要素を考えてみた。例えば、糠助が信乃と一緒にわ
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ざと与四郎を蟇六宅に追い込んだものの、想定外の出来事に逃げ出した場面。 

 １．拿たる棒を隠さんとて、懐に挿入れつつ、走り避んとする程に、腮につかへ、脚にからまり、睾丸さへ

推痛めて、俯に趺倒れ、咄嗟と叫て、棒を繰り捨、やうやくに身を起せば、膝破れ衂血流れるを、見かえるに

遑あらず、面を皺め、膝を拊、足を引きつつ逃亡けり（①316）。 

 亀篠が濱路との婚礼に訪れた宮六、五倍二に、濱路がいなくなったことを隠し取り繕うとした場面 

 ２．いと皺びたる満面に、白粉を塗着たる、鼻のあたりに鍋の炭を、したたかに塗添たり。とはしらずして

唇を円め、目を細して阿諛の、多弁も傍痛ければ、宮六。五倍二は見ぬ態して、笑を忍べば②159。 

 この二例などはその場面を想像すればギャグとしか言いようがない。しかし、１では後に番作の自殺を招き、

２では馬鹿にされたと怒り狂った宮六等に亀篠・蟇六は惨殺されている。笑いの後の惨劇には馬琴の手法があ

るはずである。「脚本術」ｐ16 に、 

 脚本家は注意深く、あまりに平凡でコミカルに見える出来事を選んで、それを、どんどん暗くなっていくド

ラマの破滅的なポイントへと転じることで、観客の受け取り方に逆説的なショックを与えているのである。 

 とある。その逆説的ショックを、馬琴は挿し絵でもって視覚的にも増幅させている。馬琴は笑いを、その場

面をギャグとして面白くするためだけに使っているのではなく、話を緩い場面から劇的に破滅的なポイントへ

転じさせるための装置として用いている。このような点から見れば、儒教の徳目、勧善懲悪は目的ではなく、

話を面白くするための手段であると言える。勧善懲悪は古臭いというが、見方を変えればこれほどハリウッド

的なものはないのである。 

 古那屋では三人いる八郎を、一部屋に一人しか存在させないプロットの巧みさを見せる。 

 古那屋から現・八郎が出かけたあとに大・八郎がくる。そのあとに房・八郎が現われ大・八郎と二人の八郎

になる。大・八郎は房・八郎に蹴殺され八郎は一人になる。房・八郎は小文吾に殺され八郎がいなくなる。

大・八郎は蘇生したが親兵衛と改名したために八郎がいなくなり、その後に戻っていた現・八郎が現われる。

八郎は一人しか存在することができないのである。 

 富山でも大輔が鉄砲を放った順番を功妙にずらして読者を惑わせている。典拠の組み合わせの巧みさよりも、

ハリウッドの方法よりもずっと早い馬琴のストーリーテラーとしての評価はもっと高くても良いように思う。 

 さて馬琴の笑いの嗜好とはどんなものか。 

 『燕石雑志』（十）物の名 

 近属江戸にて、琉球芋を炮烙をもて蒸焼きにしたるを八里半と号て売るなり。こは甘くして、その味ひくり

にちかしといふ謎なり。亦浪華にて、味噌の中へ番椒何くれとなく辛きを摺まじへたるを天竺味噌といふ。か

らすぎれば天竺へ至るの謎なり。その滑稽殆ど絶倒す。野夫にも功の者ありとはかかる事をやいふべからん。 

  と言うことだ。八里半は味わいが栗にちかいから、栗に近い、九里に近いで八里半。天竺味噌は辛すぎる

味噌。唐（から）を過ぎると天竺に至るから天竺味噌。 

 いやあ～面白すぎわぁ、よくこんなの考えた奴がいるなあ、と喜んで絶倒するのもまた馬琴なのである。ち

なみに「野夫にも功の者あり」とは第四回の義実の台詞でもある。この程度の褒め言葉なのである。 

 笑いに対する良い場面も多々ある。小文吾・荘介に一緒に行こうと言われて「毛野は聞きつつ歓びて、後に

つき先に立して、倶にゆくこと二里あまり」（④395）という場面。歓びてというところにそれまで孤独だっ

た毛野の心情が表れている。黒澤映画『七人の侍』のような場面であるといっても馬琴のほうがずっと早いの

である。 この場面があるからこそ、小文吾・荘介の前から去っていった毛野の、それでも復讐せざるをえな

い生き様の厳しさ が浮かび上がるのである。 
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１２章．八犬伝と遊び―遊戯三昧― 

 遊びとは、あるはっきり定められた時間、空間の範囲内で行われる自発的な行為もしくは活動である。それ

は自発的に受け入れられた規則に従っている。その規則はいったん受け入れられた以上は絶対的拘束力をもっ

ている。（『ホモ・ルーデンス』中公文庫ｐ72） 

  名詮自性を改めて問い直してみれば 、今まで自分が信じ込んでいた 八犬伝とは違った姿を現してきた。読

んで字の如しの名詮自性、 善悪は不二であり、勧善懲悪は表層の世界であった。  

 新潮版「八犬伝」の解説で、結城落城のおりの「八騎の従卒」に触れられているのを見て「読み」とはこう

いうことであったか、と目が覚める思いがした。まず名前にしろ、日付にしろ、あらゆる数字を抜き出してみ

た。すると三と六が犬士にとって良い数字ではないという傾向があることが見えてきた。六はりく＝戮なのか。

レイェフスキが言う「反復は機密保護の敵」である。数字の反復はパターンにつながっていたが、その意味が

分からなかった。 

 馬琴の常套句に「毛を吹いて疵を求む」がある。『毛吹草』は八犬伝を再読し始めた当初から持っていて、

八犬伝に関する言葉が出てくるとは思っていても、付合集とも知らずにそれが何を意味するのか分からず、使

えない本だと思っていた。 

 転機は 2010 年７月７日の夜に偶然途中から観た NHK 教育の視点・論点の「ご存じですか北斎の“西瓜図”」

で今橋理子氏が北斎の暗号という話をしていて、そのつながりで『連珠合璧集』を取り寄せてみると、庵とア

ラバ山下をみつけた。庵なら錠庵、山下なら定包である。庵に山下を入れると、錠山下になる。錠山下、錠山

下、お前はジョー・山中か？宍戸錠か？あしたのジョーなのか？と何日も見ていると不思議なもので金定に見

えてきた。これは分解である。さらに転倒して定金、音通の定包である。定包山下。錠庵は山下定包であった。

あとは同じように～とアラバ～に代入していけば良い。俳諧書は使える。 

 「歳時記」をみていると、梨が犬殺しであった。花は雪のように白い、実は秋。これは、信乃を殺そうとし

た泡雪奈四郎秋実である。六で梨。六は犬殺しで、やはり犬士には良い数字ではなかった。やはり俳諧書は使

える。毛を吹いて疵を求むなどと何度も言わなければ、『毛吹草』など手にしなかった。馬琴は自ら毛を吹い

て疵を求めたのだと思った。 

 以上のように付合集は暗号を解くコードブックとして利用していたが、暗号とことば遊びの違いを、 

 両者が大きく違う点は、ことばの仕組みにある操作を加えた結果が、ことば遊びの場合は無意味な記号の羅

列であってはならないことである。いうなれば、ことば遊びは「意味されるものの上に意味するものを重ね合

わせる」ものでなければならない。 

 とすると、八犬伝とはことば遊びの書であることは明らかである。 

 例えば玉梓に玉章という意味あるものを音通で重ねる。玉は月であること、章は正と音通であるという意味

するものを重ねれば、玉梓は月正で転倒すれば濱路の本名である正月になる。玉梓が正月になることからも正

月（濱路）は玉梓の後身であろうと推察できるのである。 

 ことば遊びの要素を抜きにして読んできたために、八犬伝は説教くさい、仁義八行のバケモノの勧善懲悪物

語として読まれてしまったのである。八犬伝 は 読本 （よみほん）― 読 む 本 ― ではなかった。馬琴が改名し

た「解」のごとく言葉遊び満載、仏教語の意味を離れた文字通り「遊戯三昧の解く本」なのである。「解く」

ことは口絵、挿し絵などの図像も同様である。 

 俳諧実作者としてではなく俳諧研究家としての馬琴の到達点が八犬伝である。俳諧実作は馬琴の理論癖、粘

着気質には合わなかったのだろう。しかし、俳諧から遠ざかったり捨てたように見えても、しっかりとそれを

取り込み、別の形（暗号化）にしてしまうということを馬琴はやっていたのだ。馬琴に俳諧の素養がなければ

八犬伝はいまの形にはなっていなかっただろう。 俳諧師になろうとした過去が幸いし、言葉を自由自在に操
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り、己の創造世界を構築した『南総里見八犬伝』。その遊びの場としての八犬伝の内部は、稗史七法則という

絶対的な秩序が統べている。「秩序を与えられた葛藤」こそが八犬伝の本質である。   

 彼ら（ライター）は言葉とアイデアでゲームをしている。彼らは紙の上で概念を巧みに使い、読者を惑わす

ことに心からの喜びを感じる。（『ハリウッド脚本術』ｐ168） 

 八犬伝における馬琴そのものを語っているようだ。馬琴はカタブツだから読者を惑わすような人ではない、

という変な思い込み自体がすでに惑わされている証拠である。馬琴が言う遊戯三昧とは言葉とアイデアのゲー

ムであるが、ゲームであるということに気付かれないところに馬琴の悲劇がある。 

 真面目、偏屈と言われる馬琴だが、十代後半には市中を放浪し、諸所を遊び歩いたりしていた。それは八犬

伝に投影された「遊びにおける神聖な真面目さ」ともいうべきもので、そんな馬琴はまさに遊ぶ人、「江戸の

ホモ・ルーデンス」であった、というのが名詮自性を通して見えた馬琴の姿である。 

 

あ 毛野の兄粟飯原夢之助。粟と安房は同訓にて（⑨342）とある。粟は安房で泡だから夢之助。毛野の姉に  

  なる玉枕（たまくら）は、夢を食べるとされる「貘（ばく）」をかたどった枕「貘頭の玉枕」。安房国も  

  泡の国、泡沫無幻だったと思えば、夢物語の八犬伝の終わり方にも肯けるところがある。 

あ 暴風の舵九郎（②358）あかしまのかじくろう。悪人の雇われ水手。暴風で舵をとるのに苦労する、と  

  いう行徳らしい名前にみえるが、風は虎に従うので、ちゃんと虎がいて暴れ虎である。 

あ 旦開野→旦（旦は、おやま『戯子名所図会』）の開野→女形の毛野 

あ 麻苗→四六城の先妻。苗の音は「びょう」であるから猫、麻猫は猫ま。 

あ 穴栗専作 「作」ネームではないかと思うが穴栗は探り、索りで、専作は詮索だから探り・索り＝詮 

  索そのままの意 味である。 

あ 穴八（あなはち）。吐嗟（あなや） 

あ 網干左母二郎→網で干された魚。色白なので鱈。酢に浸して食べると佳→酢もあらばいざぬたにせん   

  網魚（三輯口絵）さもじ、が魚と分からないと、肴の付合である舞、小歌、小謡、正月、祝言も意味 

  がない。『大和本草』白魚に「而淡美可為膾可蔵糟」とある。左母二郎の前身は妻立戸五郎とみているが、

類舩集の戸の項に盗人、刀がある。 

あ 蟻屋梨八（ありやなしはち）。ありや？なしや？ 

あ 安西三郎景連→三郎と連が馬琴の創作だから、その意図がみえる。西は白虎、三は虎、連は虎と音通 

  なので虎虎虎の景連は里見を滅亡寸前まで追い込んだ強敵であった。 

い 五十子＝犬、稲 

い 稲城＝とおじょう（東条）→白犬  

い 入間三三（いるまのさんぞう）散々参る。 

い 岩隈鈍平 顔に隈の貪欲な虎 

う 卜部季六 季＝き＝鬼。飛べ、鬼の犬殺し。 

お 嗚呼善→虎魚。嗚呼！善！なのではなく魚の虎魚だからこそ、「與他魚牝牡」という泥鰌の土丈二と 

  密通する名詮自性である。 

お 音音→子子→猫、獅子。妙真と音音には獅子と虎の二面性がある。 

お 姨雪世四郎→雪は犬の叔母、世四郎は世四が獅子、夜白で牡丹。 

か 角太郎。玉梓の着物の「鷽」を「嘘」とのみ思ってはいけない。鷽はカク、ガ ク、ウソである。犬士  

  でいえば角太郎と額蔵がいる。角太郎の嘘太郎が大角の大嘘になり、赤岩百中などと名乗って大嘘を 

  つくのだ。角太郎の母は正香。母子を合わせると「まさか嘘だろう」となる。化け猫が父に化けてい   
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  たなど、まさに「まさか嘘だろう」である。額蔵も嘘を蔵している 

か 梶野葉門 諏訪大社の神主。神紋は梶の葉。 

か 亀篠→瓶酒、鬼殺しついでに亀＝鬼であるから亀篠は鬼なのである。鬼笹を使う鬼の修正会がある。  

  さらに篠を「ささ＝酒」とすると、亀は口絵のように酒を流 しこまれる瓶で「瓶酒」という名前にな   

  る。亀を鬼、篠を三三で 六とすると六＝りく＝戮で殺す。亀篠が無理やり飲まされている酒は「鬼殺  

  し」となる。 

   

か 河鯉権佐守如→河＝蟹、鯉＝里見の魚、権＝犬、如＝雪＝犬だから「蟹と鯉は犬を佐け、犬を守る」  

  という名前。その後蟹はその運命として犠 牲となって死んでいく、見事な名詮自性である。 

が   額蔵 額＝犬の子、蔵＝狗の真似。狗は狗党というように良い意味での犬ではない。つまり額蔵とは悪  

  い狗の真似をしている犬の子という意味になる。蟇六の下男と いうのが悪い狗ということで、表面だ   

  け従順にしていることだろう。また額蔵の 「がく」も音通で、「類舩集」楽の項に蛙、万戸か軍、 

  住吉がある。二輯口絵「いせのあま」を伊勢参りとのみ思わせて実は住吉詣という馬琴得意のずらし   

  である。 

こ 濃萩→濃＝恋、萩＝鹿。転倒して鹿恋、囲（遊女） 

ご 権僧正栄西→犬僧正英才 

し 設楽四九二郎綾丑 したらしくじろう 、危うし。 

し 品七 馬加大記常武の老蒼頭。馬加大記の悪事を長物語。お喋りで口が三つ。  

し 師椀坊豪青 しわんぼうごうせい     吝ん坊豪勢、けちなのに豪勢。青は緑青のしょうと読むとしわん    

  ぼうごうしょう、ケチな豪商つまり伊勢屋となる。 

じ 神余光弘 『羇旅漫録』 （烏丸）光広卿は毎度この牛を雇ふて花街にかよひたまひぬ。車の上に氈を 

  敷その上に酒肴を設け、自若としてかよひ 給ひしとぞ。 神余光弘は、里見代々記では金余左衛門介    

  景春、房総軍記では神余安芸守景貞、房総里見軍記では金丸太郎光孝など で光弘というのは馬琴の創 

  作である。玉梓は遊女であったとの推測にたてば光弘は烏丸光広からの命名だろう。そして玉梓に溺  

  し「長夜の淫楽に、その身を忘れて、日々月々に病を生じ」（①34） たのだから神余は腎虚―俗に、    

  過度に性交することによる男性のからだの衰弱―であり、腎虚光弘が名詮自性であろう。と考えられ 

  るのは「麻呂は男根の事と思ひ、金碗を金精の隠語と聞かば聞くべし」（犬夷評判記）などと思って  

  しまうのが馬琴を含めた 江戸人だからである。 

じ 錠庵→金定山下→山下定包 

た 鯛聟源八 石亀屋次団太の旧名。 石亀の地団駄《「雁が飛べば石亀も地団駄」の略身の程を考えない   

  で、他 をまねようと力んでも限界があることのたとえ》浜路が旧名の正月に重点的な 意味があった  

  ように、次団太の旧名である鯛聟源八に注目しなくてはならない。 鯛の聟源八 マツカサウオの別名、  

  源八に注目である。源八＝げんぱち＝現八であり、 現・八郎である。石亀屋次団太と出会う小文吾に 

  は義実の役回りがふられていることが多い。つまり八郎と義実の出会いによって物語は動いていく契 

  機を与 えられるので、ここでも同様である。八郎と義実・玉梓に対して次団太と小文吾・船虫の対に 

  なっている。こう書くからと言って玉梓と船虫が関係あるというのではなく、話の構造上対になって 

  いるというだけ。 あるじは鯛聟源八と呼ばれたる（➃231）とさらっと流してしまうのが馬琴の手で 

  ある。 

た 竜山免太夫縁連 籠山逸東太縁連の改名前の名前。なぜ縁連が竜ネームか。「笛の音に」の挿絵から    

  縁連が鹿＝斑龍であること、鹿の性が淫であることからの命名だろう。鹿の角は龍の角で、鹿同様に 
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  「竜の性は淫」①28 である。 

  竜の徳は大いなるものだが、また害をなす悪竜、人を殺す毒竜もいる。まさに竜山免太夫縁連がそれ  

  である。連が虎に通じることもあるが、竜を善とだけ思っていると見誤ることになる。 

た 玉梓→玉章→手紙→手束。 

た 玉梓→玉章→章玉→正 月。 

ち 千鞆壇内（ちともだんない）。ちっとも構わない。 

つ 詰茂佳橘 つめもてかきつ。爪で掻いた。 

と 徳用→戸・供養。徳川三→徳川さん。 

  徳用ついでに犬江親兵衛。 

  戸江親兵衛。江戸の親衛兵。親兵衛の元の名前である真平が親兵と音通で、関東の近衛兵と言ったところ  

  か。親兵衛が虎から守ったのは将軍や管領ではなく天皇であった。 

と 礪時願八業當→礪時＝ととき＝十×十き＝百き＝百鬼。八業＝夜行。業当＝強盗。 

と 戸山→犬山→富山（トミサンでは犬山のトヤマと音通にならない） 

  山（巻五十六）広雅云山産也。 

  富山（とやま）は戸山で犬山だが、なぜ犬山なのか。もう一歩進んで富山は「犬を産む山」であり、 

  八犬士誕生の地としてこの名詮自性がぴったりである。古那屋が戸山（富山）であったから山林真平  

  は犬江親兵衛として生まれ変ったのである。 

  富山について、 馬琴が「とやま」と読んでいるのに、わざわざ地元の読み方は「とみさん」であるとし  

  て「とみさん」と読んでしまう。これは馬琴の時代にもあったらしく、とみさんと読まない八犬伝は間違 

  っていると非難する人がいたらしい。 戸山の妙真は富山と音通であるというのは本文に書かれている。 

  戸は「とみ」ではなく「けん」なのである。けんは 犬であるから戸山は犬山になるが「とみ」の読み方 

  では「犬」は出てこない。鉄砲にしても富山にしても馬琴は知って いてやっているのである。馬琴は歴 

  史を知らないなどと鬼の首をとったかのように言うのは「おこのしれもの」なのだ。 

な 夏引→なびき 遊女の名『俚言集覧』。不破関の東側にある宿駅で、平安時代末期から鎌倉時代に遊女  

  や傀儡子が多くいたことで知られ、『梁塵秘抄』などに伝承が遺されている。『十訓抄』によると、  

 『詞花和歌集』六巻の「はかなくも今朝の別れの惜しきかな いつかは人をながらえて見む」は、青墓 

  の傀儡女、名曳（なびき）が詠んだものといわれる。『ウィキペディア（Wikipedia）』 

に 韮見利金太→睨んで力んだ。 

ぬ   糠助 糠＝ぬか＝額＝犬の子。犬の子（信乃）を助ける人。糠助の行動をみれば、まさに犬の子を助け 

  る名詮自性である。が、別の名詮自性がある。助は介だから糠介で「後悔」である。糠助が信乃に 語 

  った自分の人生はまさに「後悔」である。 

ね 根古下厚四郎鴿宗 ねこしたあつしろうはとむね（⑧ 269）猫舌熱い鳩胸。猫舌、厚い鳩胸？ 

ね 根生野飛雁太素頼（ねおいのひがんたもとより） 根性の僻んだ素より根性の僻んだ素より→犬塚素    

  （もと）より智勇に秀て（⑦ 243） 

は 鮠内葉四郎（はやうちはしろう）急脚（はやうち⑤429）走ろう。 

ひ 曳手→曳く＝牽＝けん→犬。手→た→田。犬 田 

ひ 単節→単＝淡、節＝雪。淡雪。 

ひ 直 塚 紀 二 六 → 雉 の 頓 使 。 紀 二 → 黄 耳 。 六 ＝ 陸 。 

ひ 雛 衣 →こい→ 鯉 、 恋→玉章＝玉梓。雛 犬 

ぼ 朴平→黒犬 犬の僕兵似札差レ他名古七老。名古葉猫と音通がある。猫と七をググると、猫を殺せば  
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  七代祟るという俗説があるとか。房八の悲劇は朴平が殺した猫の祟りである。 

ほ 細河 左京兆 政元。史実ではこの時期細川氏は管領ではない。細川家は阿波守に任ぜられているので、   

  安房＝阿波の対で、京都の里見家の見立てとして選ばれている京都での親兵衛の活躍は関東での七犬  

  士の活動の対や反対でなっている。 

ま 馬加大記。記は鬼であるから大鬼となる。毛野の台詞中に「高手（じょうず）に鬼（うそ）を搗倣（つき  

  なら）ひ」（④369）とある。大記とは大鬼、大嘘という名前でもあるのだ。大鬼で大嘘をつく男、こ      

  れが大記の名詮自性である。●搗鬼（そらごと）④300、343、380 

  馬加蝿六郎。飯に蝿の付合の通り、粟飯原姓であったはずの毛野に殺されている、 

ま 政木大全はなぜ準犬士か。外（と）山とあれば正木であるから正木＝政木、外山は戸山＝犬山。犬苗  

  字ではない犬山であるから政木大全は準犬士である。 

ま 窓井→窓＝外山（とやま）＝富山で、井はいのであるから犬で、窓井とは富山の犬 

ま 真間井樅二郎秋季。真間の紅葉、季節は秋  

み 妙真→ねこま（ネコの古名「和名抄」）で虎 

む 無垢三→白犬●「尨犬（むくいぬ）」無垢三の「むく」は清らかな「無垢」では

なく、尨 毛 の「む 

  く」→ぬい（犬）報いぬ。無垢、木工は黒犬。 

も 杪木羅犬太（もがりのいぬた）「もがり」は「虎落」とも書くので、小文吾に殺   

  された。親兵衛の虎 退治の対。 

も 鵙平 。鵙は百舌だから岩波版③364 から 13 頁弱もよく喋る。平は虎だから鵙虎、 

  百舌虎になる。鵙を分解すると貝+鳥になり虎を合わせると貝鳥虎になる。貝は玉で、「玉取り虎」とは  

  庚申山編のプロローグに相応しい名前なのである。 

や 山（巻五十六）広雅云山産也。 富山（とやま）は戸山で犬山。富山は「犬を産む山」であり、八犬士 

  誕生の 地としてこの名詮自性がぴったりである。古那屋が戸山（富山）であったから山林真平は犬江 

  親兵衛として生まれ変ったのである。 

や 山林房八郎。本文の通り八房だが、房「八郎」。前身は杣木朴平だが、杣木とそれを分解した山林に 

  も朴にも房八が船長になる要素がない。「和漢」巻四十四鳥の用にある「蹼」、音はぼくで「みずか 

  き」である。口絵の房八は船の水掻きともいえる櫓 をもっている。 

や 弥々山蟇六＝八頭山（ややま）＝八岐大蛇、蛙蛇。六＝ろくで なし＝六で梨。六は犬殺し。 

よ 横掘史有村。横を分解すると木＋黄。黄は「おう」だから木＋王で枉になる。つまり横は 殃厄（まが   

  つみ）。史はふひと、不人＝人でなし＝人で梨。堀は捕吏。「殃厄の捕吏は犬殺し」が横掘史有村の名詮   

  自性である。 

よ 丁田町進（よぼろだまちのしん）。田＋丁で町。田と丁が逆だから「ちま」。ちまちま進む。ちまち  

  まは、江戸語でちんまり。 

よ 四六城木工作→四＋六→十城→稲城→犬白→白犬。木工作→黒犬。善悪の犬。木工作には善悪がある  

  のは、挿し絵を見るべしと馬琴は言っている。杢。もっこう＝木＋公＝松、枩であるから、濱路の女 

  松（②62）として浜路と関係する。 

り 力二郎、曳手、単節、尺八郎→蟹を曳く人よ八郎（肇輯口絵）  

ろ  禄釈坊堅削→六尺棒で犬を裂く→偽法師犬を裂く 

き 曲亭馬琴 転倒して琴馬亭曲。ことばていきょく、曲がからかい、冗談、変化、面白味、興の意であ 

  るから「言葉亭曲、言葉って面白い」。馬琴初期の黄表紙は冗談や面白みが内容である。読本作家に 
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  なる以前からのペンネームであることも考えれば当たらずとも少しは遠からずかもしれない。            

お おマヌケネームの人たち 

   麻墓愚助(あさはかぐすけ) 活間野目奴九郎（いきまのめぬくらう）奧利狼之介出高（おくりおほか   

  みのすけいでたか）闇蚊野汶八夏盛（くらかのぶんぱちなつもり）尻肛玉河太郎（しりこだまかはた 

  らう）高飛車和女九郎（たかびしゃわめくらう）月蓑團吾（つきみのだんご）畑上語路五郎高成（は 

  たがみごろごらうたかなり）鮠内葉四郎（はやうちはしらう）無宿貓野良平（むしゅくねこのらへい） 

  これらの名前は狂歌壇の知恵内子、あけら菅江、手柄岡持、鬼窟採瘤、朝起つらきなどの流れである。 

  深く考えないほうが良い。 
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２０２０/０５/２１ 

 整理するために昔書き散らした雑文を見ていたら、2010 年 11 月 16 日の段階で「馬琴―江戸のホモ・ルー

デンス―」を構想していたので自分で吃驚した。当初は 

 「八犬伝」―馬琴と戯ぶ。遊戯三昧― 

  文字で戯ぶ―音（おん）・分解・倒置・変換― 

  図像で戯ぶ―解読― 

  白地蔵で戯ぶ―鬼探し― 

 と言った感じらしく、鬼を探していたら１０年経っていたとは…… 

 

付録。六が「犬殺し」「蛇」と分かる前の試行錯誤。  
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 六は八犬士にとって縁起が悪い数字だ。岩波一巻から十巻までの六をざっと抜き出してみたが、馬琴が「六」

と言う数字を使うのを意識的に避けているのが窺われる。悪人名に使われるのがほとんどで、災厄の最たるも

のが「魔の六月」であることからも「六」が忌む数字であることが分かる。八犬士にとっては悪魔の数字のよ

うな六だが、自ら六月の悪夢を背負った親兵衛が再登場するとラッキーナンバーに変ってしまう。六尺の棒を

持って現れるなど、六なんてなんでもないのだ。そんな親兵衛が京都で退治したのは「六」だ。のちの六月六

日など、親兵衛が再登場するまでは、どんな災厄が襲ってきてもおかしくはない日が栄光の日に変っている。 

 親兵衛が退治した「六」の暗号とは何なのだろうか。「六」の最終形態は、伏姫、ヽ大、四天王だが、その

完成した六も馬琴は壊していく。「六」の意味がはっきり分かれば、何故良く転じた六まで壊したのか分かる

かもしれない。 

 玉梓処刑は第六回 

 六歌仙（②24）酒の席の喧騒で喩え。 

 酷六、蟇六、宮六、孟六、氷六 

 寛正六年（荘介受難の年）、第二十回作者云で寛正六年を再び繰り返している。 

 六月十九日（②122） 

 六月二十一日（②196） 

 道節六才（②146）殺され再生・ 

 十六才小文吾、犬太殺害） 

 ぬい十六才、房八と結婚 

 五月十六日(③327)毛野、復讐を果たす。 

 六里（②245） 

 六ッ七ッ（280） 

 六尺あまり（③54）の木に額蔵処刑のため吊るされる。 

 巨田新六郎(③218） 

 卜部季六(③312) 

 舟虫処刑は六犬士 

 六稔歴にける戸田河原の、危窮（⑤271） 

 くみこ六人（①47）義実らを取り囲む 

 強いて言えば、定包は禄（ろく）山 

 おん身が懐胎六个月（①217） 

 定正は（中略）明る六日の申の比（③82）道節暗殺失敗・犬士苦戦 

 曳手・単節・ヤス平・音音・力二郎・尺八（六人の夜） 

 丁六（③185） 

 舟虫は、年歳も三十のうへを六ッ七ッ（③237） 

 六布七布（③238） 

 寛正六年・毛野生まれる（これが毛野の特異性につながっている？） 

 六尺袖（毛野③301） 

 次の日〔六日〕（③338）→わざわざ注を入れている。 

 四六城木工作（甲斐の話では「四」が頻出） 

 浜路といふ六斎の市場（④135） 

 溷六（どぶろく）（④327） 
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 馬加蠅六郎（④355） 

 筵才六枚(⑤304) 

 但鳥跖六業因（素藤の父親）（⑤327） 

 有年の六月中（⑤327） 

 高梨六郎（⑤330） 

 六角家 

 往る六月某の日（⑤347） 

 六岐の枝（⑤362） 

 東六郎辰相（⑤444） 

 （親兵衛）手には六尺ばかりなる棒（⑤464） 

 六稔以前の事にして（⑥27） 

 六稔以来の（⑥28） 

 荒磯南弥六（⑥41） 

 貝六（郎）（⑥44）以下略 

 六稔前つ秋（⑥45） 

 ふみ月六日のことなりき（⑥45） 

 巨田新六郎（⑥47） 

 六稔の程に（⑥54）以下六稔は略 

 六月の祇園会（⑥115） 

 六字の名号（⑥141）名号の六字（⑦122） 

 仙駝麻嘉六（⑥196） 

 鳶野戸郎六（⑥245） 

 去歳の六月信濃路にて（⑦70） 

 直塚紀二六（⑦165） 

 六道山能化院（⑦293）結城七郎朝光の建立 

 六才子（⑦340） 

 香西復六（⑦448） 

 二六郎－徳用（⑧46） 

 香西再六（⑧56） 

 六十斤―徳用 

 山幸樵六（⑧117） 

 京都の五虎＋妖虎→六虎 

 大野の六地蔵堂（⑧291） 

 従六位上（⑧301） 

 晋六武佐（⑨85） 

 十二月六日（⑨120） 

 印東小六（⑨128） 

 錐布五六（⑨260） 

 生入永六（⑩９） 

 浮浪六稔を歴て（⑨432） 
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 六個の使人（⑩127、132） 

 小六位の下（⑩129） 

 今より六日の後（⑩131） 

 松山五六（⑩148） 

 使者の快船水路六里を往還（⑩167） 

 六月五日の朝（⑩172） 

 六月六日の早天（⑩172）上洛 

 宇賀地野見六（⑩186） 

 六郎—八犬士結婚の媒酌人（⑩221） 

 

付録 見返し集  

 八犬伝の表紙集は国会図書館のサイトで見ることができるので、見返し集を掲載する。 

 一目でその鮮やかな色に驚く。古色蒼然としたイメージとはかけ離れている。当時最先端の舶来絵の具のベ

ロ藍＝プルシャンブルーを得意げに使っていることで、青っぽい画面が多いと思える。画材の絵にぶんまわし

＝コンパスが描かれているのも最先端自慢であろうか。 

 また馬琴は真面目だ頑固だ、八犬伝は仁義八行だの儒教だの勧善懲悪だのと言われているのに、そんな八犬

伝の中にいる現代でも通じる「カワイイ」犬たちとのギャップの大きさはなんだろう。下絵は馬琴が自ら描い

ているのである。しかしながら、見返しが完全ではないにしろカラーで見ることができるのは、昭和初頭の名

著版八犬伝だけなのである。本文だけではない、全体の本としての八犬伝を見ることによって、なにかしら今

まで捉われていた八犬伝とは違う八犬伝が読めるかもしれない。 

 とかなんとか、愚痴をグチグチ言わせてもらうと、一番初めに買った旧版岩波文庫は旧漢字で 13 歳のガキ

がとても読めるものではなかったし、後から知ったら挿し絵などもほとんど、って言うかないに等しい。そん

な読めない八犬伝を、新・八犬伝の大ブームに乗っかって岩波書店ともあろうものが大増刷したのである。し

かし、これは原作の八犬伝が家にある、という今から思えば種まきであった。でも、今ふと思うと自分は八犬

伝が好きだったのかジュサブロー（当時）が作った人形が好きでテレビを見ていたのか 

 八犬伝を取り上げた論文が増えたからと言って八犬伝が復興した訳ではなく、昭和の世に日本中に八犬伝が

知れ渡り、子供が熱狂したのは新・八犬伝のおかげである。八犬伝が復興したのは、この時だ。そして心のど

こかにあった八犬伝が岩波新版で再復興したのだ。 

 復興と言えば、八犬伝は「八犬士が里見家を再興する物語」とか原作以外のイメージがまかり通っているが、

成氏朝臣（中略）一国平均の功業を称賛し、室町将軍へ聞えあげて、則里見義実を、安房の国主にまうしなし、

剰治部少輔に補せらるる（①159） これは八犬士が生まれるずっと前のことで、八犬士がいなくても里見家は

とっくに再興しているのだ。里見家の再興ではなく勃興と八犬士とは全く関係ないのである。関係ないと言え

ば、昔ネットで見た伏姫洞窟の説明板。―けなげにも八房は私を危機から守るがように私の身体を被い、悲し

げな啼き声を最期に息を絶ったのでございます―って、読んだこっちが恥ずかしくて息絶えるかと思った。八

犬伝のどこをどう読んだら、こんな妄想を説明板に書け人になれるのだろうか。それも地元のクセにこんなト

ンデモ説明板が、今でも恥ずかし気もなく鎮座して人を惑わし、苦笑させているのだろうか。 

 岩波新版を本屋で見つけて毎月買うのを楽しみにしてたが、積読だけだった。高田氏の『八犬伝の世界』を

何度も読み返し、八輯口絵の獅子の図版で、見返しなるものがあることを知り、岩波新版も不完全であること

に愕然とした。新潮社から全註八犬伝が出ると知り、ワクワクして待っていたが、何年も出ないなと思い出す

と断念した旨のお知らせ。結局出たのは、活字が大きいだけの１２巻本。表紙カバーは原本らしさを出しては
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いたけれど完全ではない。期待が大きい分だけガッカリだ。読むだけなら、馴染んでいる岩波版が良い。とか

言いながら、つい二巻買ってしまった。 

 100 均古本に行くと、名著版全 3 巻があり、つい買ってしまった。見ると見返しがカラーで載ってたり少し

得をした気分になった。馬琴の肖像まで付いていて、お得感アップである。しかし、この名著版、口絵や挿し

絵が岩波版と違うことに気づき、当時は初版信仰の信者だったので、なんか飾り立てたゲテモノに見えた。そ

のせいで初版の挿し絵だという岩波版信仰がさらに堅固になったが、後刷本があると知り、名著版はゲテモノ

ではなかったのだと、名著版に悪い事をした気になった。 

 そして、全註八犬伝刊行開始！つい、ではなく、買いましたよ。買いましたとも。でも心は満たされない。

平成の世に出すのなら（って、もう令和！）もう日本の古本屋に出てる原本が欲しくならないような完全版八

犬伝を！八犬伝の表紙や見返しはこんなにきれいでお洒落なんだと知った衝撃を！井上陽水の『限りない欲望』

がエンドレスだ。 

 見返しを一ページに全部をまとめたら、小さすぎて見えない。おいおいお前、言ってることとやってること

が違うだろう、と自己ツッコミってことで、一ページに一枚掲載した。 

 八犬伝は意外に「カワイイ」のだ。表紙でもコロコロした犬コロが百匹いるような絵があったり、それこそ

本文とのギャップに驚く。でも、それも八犬伝なのだ。いや、馬琴なのだ。 

 見返しと言えども、第五輯などは黄耳という本文のヒントのような図像もあり、この見返しも含めて読んで

いれば、紀二六が陸の黄耳という名詮自性であると早い段階で気づいたかもしれない。 

 早稲田図書館蔵の八犬伝から A4 判の「南総里見八犬伝全画集」なるものを作り重宝する時もあるが、講談

社の『北斎漫画（全）』のような体裁で『南総里見八犬伝全画集』が出版されたら、日本中の八っちゃんたち

が狂喜乱舞することだろう。令和の時代には、そんな八犬伝本が欲しい。表紙、見返しは勿論カラー収録で、

挿し絵も初版、後刷本の異動も載せてある。『北斎漫画（全）』のような本としての重み、ページをめくる楽

しさ、見る度に発見がある。本棚にあるだけでワクワクするような、索引もあって実用的な、そんな八犬伝本

が私は欲しい。 

 せめて今は、『南総里見八犬伝全注釈』が一年に一冊でも出てくれれば……28 年はかからないと思うけど。 

 て言うか、コロナ禍で外出制限になった時、それこそ何処にも行かなくていい時間を無為に過ごす訳にはい

かないと、雑文をまとめ始めたのだが、悪文であり、同じことを何度も書いていたり、我ながら辟易した。も

っと厄介なのが、同じ口絵、挿し絵をあちこちで使い回さなければならないこと。ただでさえ冗長な文章プラ

スでページ数が増えた。何が原因かと言えば、稗史七法則のせいだ。挿し絵、口絵にも主客・伏線・襯線・照

応・反対・省筆・隠微があるのだから、照応の照応は照応なのだから、分岐する毎に最初の絵を持ってこなく

てはならない。もっとじっくり頭を使って口絵・挿し絵のフローチャートみたいにすれば良くまとまる気がす

るけど、やらない。 

 鬼探しだって鬼百合だの鬼蜻蜓だの図像にも出てくるし、鬼＝き、の音通なら亀篠の亀も鬼だし、馬加大記

の記も鬼で大鬼である。鬼門が丑寅だからといって、牛と虎だけで良い訳はなく、鬼だって重要なのだ。しぶ

とかった船虫をあの世に送ったのも牛である。伏姫に死をもたらした子供が乗っていたのが黒牛で、牛は菅原

道真と関係が深い。歌舞伎の雑誌で昔見たのでうろ覚えだが、菅原道真と出てくる牛は黒牛だったはずだ。菅

原道真は怨霊であるから、怨霊という記号として玉梓に使われている。って、ここで書くより玉梓のところで

書くんだった。 

 とかなんとか、見返し集までの紙の余白を埋めるために愚痴をグチグチ言わせてもらった。 
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