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1．はじめに

　三島由紀夫（1925～1970）が、『中央公論』1963年 8月号に発表した「切符」という短編小説

がある。この作品は、現在、新潮社から刊行された『決定版　三島由紀夫全集』第 20巻に収録

されている。三島の文学やその思想については、今までに代表作『仮面の告白』（1949）や『金

閣寺』（1956）等の主人公を、三島自身の投影と見る「読み」やオスカー・ワイルド（1854～

1900）等の外国文学からの影響を比較文学的に考察した研究等、日本文学や思想史等の分野で、

膨大な研究成果が発表されており、また現在でも多くの熱狂的な読者を擁する。そんな盛況を見

せる三島についての研究動向の中で、研究があまり進んでいない作品が、上記の「切符」である。

この作品は、発表された当初、小松伸六による「しゃれた怪異譚」、平野謙による「時評的な

テーマを引きだせそう」という同時代評があり、注目されてはいたが、その後、細部についての

詳細な検討がなされていないのが現状である（堤：2000） 1）。

　そこで、本稿では、「切符」という作品の細部を検討し、三島の作品研究に資することを目的

とする。その際には、小松の評に見られるように「切符」が一種の怪異譚であることと併せ、作

中で描かれる〈異界〉との交流に注目していきたい。また、この作品中で、〈異界〉との交流に

おいて重要なモチーフである〈見る〉こととそれに関連する「光」等のモチーフについても検討

する 2）。この検討作業を通して、〈見る〉ことが、単なる登場人物の動作を示す描写ではなく、

〈異界〉との回路として描き出されていることを指摘したい。まずは、簡単に「切符」の梗概を

示した上で、具体的な分析に入ることとする。

2．「切符」における「異界」との交流

2.1.　「切符」の梗概

　比較的知名度の低い作品なので、以下に梗概を示す。

［梗概］

　洋服屋を営む松山仙一郎が主人公である。商店連合会の会合で、秋祭りの御神輿を議題にして

いる場面から始まる。神輿を出すべきか出さないでおくべきかの水掛け論が続くが、仙一郎は、

酒が入っているのとつまらない事があったのとで頭が混沌としている。そんな中、仙一郎は、賛

三島由紀夫「切符」における〈異界〉性と〈見る〉こと 37

三島由紀夫「切符」における〈異界〉性と〈見る〉こと

道　合　裕　基



成派の店主と反対派の店主を取り違えて詰問し、老人に窘められる。

　会合がお開きになり、川でビールでも飲もうということになり、一同外に出ようとする。その

際、仙一郎は、時計屋の谷が、部屋の隅に座っていることに気付いた。仙一郎は、妻の富子の自

殺に谷が関係があると思い込んでいるが、証拠がない。そこで、谷から真相を聞き出そうと川へ

向かう途中、谷に近くの遊園地の〈お化け屋敷〉に行くように仕向ける。カメラ屋や薬屋がこれ

に賛同し、仙一郎達と一緒に行くことになった。仙一郎は、受付で 10枚組の切符を渡して残り

を受け取る。そして谷達と「お化け屋敷」の中に入っていく。仙一郎は、谷に水死体を模した女

の人形が富子に似ていないかとか、場内に流れる女の幽霊の声が富子の声に似ていないかと、揺

さぶりをかける。しかし、谷は、仙一郎が期待したような表情を見せない。馬鹿馬鹿しくなって

谷を残し、〈お化け屋敷〉の外に出ると、目の前に富子がこちらに向かってくる光景を目撃する。

思わず逃げ出そうとする仙一郎だが、富子に呼び止められる。富子が言うには叔父さんと叔母さ

んが家に来ているから迎えにきたとのこと。富子は死んでいなかった。しかし、なぜ富子が自殺

したと思い込んでいたのかが仙一郎には分からない。富子は、帰り道の商店街を歩いているとき

谷の時計店の前で、以前、谷から恋文をもらったが、返事をせず、それが谷の自殺の原因ではな

いかということを告げる。仙一郎は、恐怖で固まり、ポケットの切符を数えてみると 7枚あった。

4人で入ったので、6枚でないとおかしいはずなのだが 7枚だった。

　このように死んだと思い込んでいた妻が生きており、実は、谷が死者であったことが分かる仕

掛けとなっている。この梗概を踏まえた上で、作品の細部についての考察に移りたい。

2.2.　主人公の〈境界性〉について

　この作品は、前述のように主人公である仙一郎が、死者との遭遇を体験する怪異譚となってい

る。多くの怪異譚においては、異界の存在と遭遇する人物が何らかの〈境界性〉を帯びていると

いう設定が見受けられる。その〈境界性〉とは、子どもや老人であったり、身体的障害や共同体

内での〈はみ出し者〉であったりと、年齢や身体的特徴、共同体内での位置付け等が影響し、発

現するものである。しかし、一見すると「切符」の主人公・仙一郎は、洋服店を営み、平凡に暮

らしており、怪異と遭遇するような〈境界性〉を帯びた存在とは見えない。しかし、彼には気づ

まりな事（妻が自殺したと思い込んでいる）が最近起こり、洋服店の売上も落ち、おまけに会合

で酒が振る舞われ、したたかに酔っている。つまり、気分が荒み、普段とは異なった心理状態で

あっただけでなく、正確な判断を困難にする酒を飲み、朦朧とした状態であったことが示される。

　仙一郎は、年齢や身体上の特徴、地位等では〈境界性〉が見受けられないが、その精神状態や

付帯状況を合わせると、ここに一種の〈境界性〉が浮かび上がる。つまり、精神的な影響だけで

なく、仙一郎は、酒の摂取による酩酊により、正常な判断が出来なくなっているのである。酒は、

少量ならば、健康を促進し、〈薬〉にもなるが、大量に摂取すると〈毒〉にもなる正負相反する

性質をもつ〈両義性・境界性〉を帯びた飲料である（多田、1999）。〈百薬の長〉とも〈百厄の
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長〉とも呼ばれるように、「切符」において酒は、後者の望まない〈異界〉との交流を仙一郎に

もたらした。酒がもたらす昂揚は、呪医やシャーマンが、〈異界〉と交流するための道具として

憑依前に服用すること等にも、その〈境界〉的性格が現れていよう。

　このように、仙一郎は、商売が、以前よりも下火になり、妻が自殺したと思い込むというよう

な、日常とは異なる精神状態に置かれており、さらに酒という判断力を低下させる飲料を摂取す

ることにより、本来は帯びることのない一種の〈境界性〉（非日常性）を帯びることになった。

仙一郎が置かれた状態は、〈異界〉との交流を可能にするための前提条件であったと言えるだろ

う 3）。次に、〈異界〉との交流をさらに可能たらしめたと思われる作中での場所の〈境界性〉に

ついて検討していきたい。

2.3.　場所の〈境界性〉について

　次に、物語の舞台となる場所についての検討を行いたい。これは、単に舞台の移り変わりを示

すだけでなく、物語が展開する舞台として、その場所の帯びる〈境界性〉が、仙一郎の帯びた

〈境界性〉と連動し、怪異の出現に大きく関わったと考えられるためである。まず、物語は、鮨

屋の〈二階〉での商店街の会合の場面から始まる。これは、会合の場ということで鮨屋の〈二

階〉が選ばれたものと考えられるが、日本の家屋において〈二階〉という場所は、一階の居住空

間とは異なる性格を帯びている。前田愛は、二葉亭四迷（1864～1909）の『浮雲』（1887～

1889）や田山花袋（1872～1930）の『蒲団』（1907）に描かれる〈二階〉という場所を分析する

中で、階段により一階と繋がった〈二階〉は、〈内〉の中の〈外〉としての性格をもち、〈境界

性〉を帯びていることを論じている（前田、1992）。ここでの〈二階〉は、多くが下宿人の居住

空間として描かれている。つまり、〈二階〉は、家族ではない〈よそ者〉が住まう空間である。

この点から〈二階〉は、同じ家の〈内〉でありながら、そこで生活する人物の〈よそ者〉という

属性によって〈外〉の位相に属する空間となる。「切符」において、このような〈境界性〉を帯

びた〈二階〉で、会合が行われるということは、仙一郎が、谷の姿を目撃し、奇妙な体験をする

前提条件とみなせるだろう。また、この会合の議題が、〈秋祭りの御神輿〉を出すか出さないか

というものであり、〈秋祭り〉という一種の〈非日常〉の位相に属す時間について、〈二階〉とい

う〈境界〉的な場で議論がなされるのも、仙一郎の前に、この後〈異界〉が立ち現れることを補

強していると言えるだろう 4）。

　この〈二階〉での〈秋祭り〉についての会合の後、鮨屋の店主の発案で、川べりでビールを飲

みに行くことになる。会合を終えての納涼のためと考えられるが、川は、民俗的には〈この世〉

と〈あの世〉の境界を示すものであり、有名な三途の川の伝承に見られるように、〈異界〉の観

念と深く結び付いている。仙一郎は、谷に懺悔させるために結局、川ではなく、近くの〈お化け

屋敷〉に行くことにするが、暗い夜道を川沿いに歩んでいることは、川の帯びる〈境界性〉を踏

まえると、怪異の出現と連動していると言えるだろう。

　次に、仙一郎が谷に懺悔させることを意図して入る〈お化け屋敷〉は、言うまでもなく多様な
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〈恐怖〉が展開する特殊な空間である。「切符」の作中でも、〈古寺の怪〉、化け物や骸骨、女の水

死体、井戸から出現する幽霊といった奇怪な場面が、仙一郎達の眼の前に繰り広げられる。

　仙一郎達は、これらの仕掛けに特に驚きはしないが、この〈お化け屋敷〉から出た仙一郎は、

谷の正体を知り、恐怖に襲われることになる。この〈お化け屋敷〉の中で恐怖を感じず、〈お化

け屋敷〉を出たときに恐怖を感じるという展開は、皮肉なことであるが、この〈お化け屋敷〉の

設定は、仙一郎が〈異界〉と遭遇するための重要な役割を担っている。建築史家の橋爪紳也は、

〈お化け屋敷〉の構造の特徴として、建物の〈内部〉に屋外（外部）を作るという〈内〉なのに

〈外〉を模したものであることを指摘している（橋爪、1994）。これは、日本型の〈お化け屋敷〉

に該当するもので、西洋型の〈お化け屋敷〉の場合だと、古城や洋館の内部を模したものとなり、

〈内〉の中に〈外〉を作るという構造にはならない。日本型の〈お化け屋敷〉では、墓場という

〈外〉を館内に作るという〈内〉の中の〈外〉という構造が多く採用されている。つまり、〈お化

け屋敷〉は、奇怪な場面が展開する空間というだけでなく、その建物の構造がすでに〈内〉の中

の〈外〉というように〈内〉と〈外〉の境界が曖昧なものになっているのである。この〈お化け

屋敷〉から出た仙一郎は、死んだと思い込んでいる妻、富子の姿を見て仰天する。しかし、それ

は、自身の思い違いであったことを悟る。〈お化け屋敷〉の〈内〉から〈外〉へと出たことで、

それまで仙一郎の〈内面〉で混同していた事実が正しく認識されるようになり、本当に死んでい

たのは、今まで同行していた谷だったと知るのである。仙一郎の〈お化け屋敷〉の〈内〉から

〈外〉への移動は、単なる〈内〉から〈外〉の移動ではなく、妻の姿を見たという〈外〉部の情

報から自己の〈内面〉での誤謬に気付く機能を担っている。

　「切符」では、このように、単に場面の移り変わりを示すだけの描写としてではなく、怪異出

現に相応しい〈境界性〉を帯びた場所である二階、川、お化け屋敷等が舞台として選択されてい

た。「文字通りのお化け屋敷小説」という評（東、2007）に見られるように、作中での場所は、

〈異界〉との境界を揺るがすための重要な装置であったと言えるだろう。

3 .〈見る〉ことと〈異界〉

3.1.　仙一郎にとっての〈見る〉こと

　「切符」では、主人公の置かれた状態や場所の「境界性」が〈異界〉の交流を容易にしていた。

続いて、この作品では、〈異界〉との交流をめぐって、〈見る〉ことが重要な役割を担っているこ

とを指摘したい。国内外の文学作品における〈視線〉や〈見る〉ことをめぐっては、廣野由美子

の研究があり、〈視線〉や〈見る〉という行為の、物語世界での重要性が指摘されている（廣野、

2008）。｢切符｣ においては、まず、仙一郎が、部屋の隅にいる谷を目撃することから妻、富子の

自殺へと連想をはたらかせることになる。たまたま部屋の隅にいる谷を〈見る〉ことがなければ、

仙一郎は奇妙な体験をせずに済んだのである。この谷を〈見た〉ことで、仙一郎は谷から富子の

死の真相を聞き出そうという良からぬことを思いつき、頭を悩ませることになる。商店街の一行
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が、川へと向かう中、仙一郎は、暗い夜道で、谷の動きを凝視し続けるが、その途中で、大遊園

地の〈お化け屋敷〉の絵看板とイルミネーションに彩られた門を偶然目撃し、この状況を利用す

ることを思いつく。ここでも、〈お化け屋敷〉の看板と明滅するイルミネーション、すなわち

〈見る〉ことを補助する光に彩られた装置を偶然〈見た〉ことが、仙一郎を〈異界〉へと近接さ

せることになっている。

　また、仙一郎は、〈お化け屋敷〉内で、女の水死体を模した精巧に作られた人形を橋の上から

〈見る〉が、その人形の顔が、富子の顔に瓜二つであるように思われた。ここで、人形を目撃す

る場所が、橋の上からであるという設定も、前述の場所の〈境界性〉と関わっていると考えられ

る。橋は異なる地点を結ぶためのものであるが、異なる場所を結ぶことから〈境界性〉を帯びる

（宮田、2002）。この〈境界性〉を帯びた橋の上から人形を〈見る〉ことは、仙一郎の外界認識に

曇りをもたらすことになる。人形を〈見た〉後で仙一郎は、谷に「富子にそっくりに見えなかっ

たかい」と聞き、谷の顔をじっと〈見る〉。谷に負い目があれば、表情に表れると踏んだが、富

子の死の原因であることを示す表情は谷からは見出せなかった。この後も仙一郎は、幽霊の機械

音声が「富子の声だと思わなかったかい」と谷に聞くが、谷の表情を〈見て〉も何も異変がな

かった。このように仙一郎は、〈お化け屋敷〉の中で、谷の顔を〈見る〉ことに執着し、その表

情の中に、富子の死の原因であることを窺わせる表情を探ることに専心しているのである。しか

し、仙一郎の期待は裏切られ、谷を残し、〈お化け屋敷〉を先に出ることになる。仙一郎は、証

拠となる表情を〈見る〉ことにこだわるが、その期待した表情は〈見る〉ことが出来ないで終わ

るのである。

　その後、仙一郎は、〈お化け屋敷〉を出たところで、迎えに来た富子に遭遇し、彼女が実際に

は死んでおらず、今までのことが自分の勘違いであったことを知る。ここで仙一郎は、富子を

〈見る〉ことで、それまでの思い違いに気づき、現実世界に戻っている。谷を〈見る〉ことで

〈異界〉に迷い込み、同行した仙一郎は、富子を〈見る〉ことで〈異界〉から帰還しており、〈異

界〉の往還の際、目に映る対象こそ違うが、〈見る〉ことが〈異界〉との交流・離反の契機と

なっていたことが窺えるだろう。このように、〈見る〉ことは、「切符」において〈異界〉との回

路というべきもので、仙一郎の〈見る〉ことに対する拘泥は、谷の悔恨の表情を〈見る〉という

目的に顕著に現れている。ただし、仙一郎は、谷に期待した表情を〈見る〉ことは叶わなかった

が、本来〈見えない〉はずの谷の亡霊を〈見る〉という皮肉が描き出されていたのである。

3.2.　〈光〉のモチーフと〈見る〉こと

　前述のように、「切符」では、〈見る〉ことが〈異界〉の発現に大きく作用しており、仙一郎が

〈見る〉ことに執着する姿が描かれていた。この〈見る〉ことに関わるモチーフとして、作中に

頻出する〈光〉が挙げられる。言うまでもなく、〈光〉は、事物を見る際にその補助となるもの

である。作中で登場する〈光〉は、まず、〈お化け屋敷〉の門を飾るイルミネーションである。

このイルミネーションの〈光〉は、仙一郎が一計を思いつき、谷を誘い込むきっかけとなったも
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のである。仙一郎が、派手に彩られたイルミネーションを〈見た〉ことから、谷の表面上は見え

ない後ろ暗さを浮かび上がらせようと思い付いたことは、強い照明による照射の連想も作用して

いると言えるだろう。

　次に、派手なイルミネーションと対照的な〈お化け屋敷〉内部のうす暗い照明があり、お岩や

首吊りの女の姿が映し出される。派手な〈外〉の照明とうす暗い〈内〉の照明という対比が見ら

れるのは、〈お化け屋敷〉という施設では自然なことである。このうす暗い館内で、薬屋の村越

による館内の仕掛けについての解説が行われる。ここでは、鏡という〈見る〉ことと関わる装置

が、その〈種〉であり、〈光〉との関係性が述べられている。さらには、この舞台となっている

〈お化け屋敷〉自体が、〈見る〉ことで、〈遊戯化された恐怖〉をもたらす空間である（橋爪、

1994）。このように、闇と光を巧みに利用したスペクタクル空間である〈お化け屋敷〉を舞台と

していることと、主人公・仙一郎の〈見る〉ことへの執着は、この点で重なり合うのである 5）。

　しかし、この仙一郎の〈見る〉ことへの執着は、満たされることはない。なぜならば、谷に期

待した表情を〈見る〉ことが叶わず、富子の話を聞くことで、一枚多い切符を〈見る〉ことにな

るからである。ここでは、〈見る〉ことを望んだものを〈見る〉ことが出来ず、〈見る〉ことを望

まないものが目に飛び込んでくるという皮肉が示されている。「切符」の結末は、闇に代表され

る〈異界〉から夜でも明るい日常世界である商店街への帰還となっているが、その帰還は手放し

で喜べるものではない。仙一郎の手元に〈異界〉との接触の証拠となる切符が残されるからであ

る。今までの体験が、〈異界〉との接触であったことが、照明の〈光〉で明るい商店街に戻った

際に明らかになり、切符だけでなく、一抹の恐怖も仙一郎にもたらされている。

3.3.　同行者と〈見る〉ことについて

　続いて、仙一郎に同行した本田、村越二人の設定についての考察に移りたい。川へ向かわずに

仙一郎とともに〈お化け屋敷〉へ赴くのは、谷以外では、カメラ屋の本田と薬屋の村越だけであ

る。この二人が仙一郎に付いてくるのは、〈好奇心〉ゆえと一括りにすることは容易である。し

かし、他の店主達が、川で酒を酌み交わすか、自宅へと帰宅したにもかかわらず、この二名だけ

が仙一郎達に同行した理由は何であろうか。これまでの〈見る〉ことと〈境界性〉との関わりか

らするとまず、本田のカメラ屋という設定に注目したい。本田が、商売道具にしているカメラは、

姿を写し取るものである。しかし、カメラが誕生した当初は、カメラに魂が取られるという迷信

があったり、〈心霊写真〉と呼ばれるように、写るはずのない亡霊や妖精などの〈異界〉の存在

を写し出すものと考えられた（ハーヴェイ、2009）。さらにカメラ自体が光学装置であり、〈光〉

や〈見る〉ことと関連している。このように、カメラは、心霊科学と結び付き、〈異界〉との接

触を可能にすると考えられていた。カメラという装置を扱う本田が、〈お化け屋敷〉という視覚

を中心にする〈恐怖空間〉に同行することは、カメラの性格に注目すると、〈見る〉ことや〈光〉

との関連が見出される。このように、本田の職業が、カメラ屋に設定されていることの必然性が

指摘出来るだろう。
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　一方の村越は、商売が薬屋となっており、その生業と光学との関係性は、すぐには見出せない。

しかし、台詞等は少ないものの〈手品の好きな〉人物とされており、余興で〈下手な手品〉を見

せていたという描写がなされ、鏡を使用した幽霊の仕掛けに関して、光学知識の蘊蓄を〈お化け

屋敷〉内で披露している。〈手品〉が、多くは視覚による驚異をもたらすものであることを踏ま

えると、〈手品〉好きな村越が同行してきた理由が、〈見る〉こととの関連で捉えられる。村越は、

〈見る〉ことと関わる光学知識を有し、〈お化け屋敷〉内の仕掛けの〈種〉を〈見る〉ことを楽し

みにしている。村越が〈見る〉ことを望むものは、〈手品の種〉であり、仙一郎の望む〈表情〉

と異なるが、仙一郎も村越も同じく〈見る〉ことに執着した存在と言えるだろう。

　だが、光学装置であるカメラを商う本田も、〈手品〉好きの村越も、谷の亡霊を〈見る〉こと

はない。作中で、谷に話しかけ、その姿を目撃しているのは、仙一郎だけである。その仙一郎は、

谷の姿を〈見て〉いるが、悔恨の表情を〈見る〉ことは出来ない。このように〈見る〉ことと関

わる登場人物達は、誰一人、谷を把握することが出来ないでいるのである。〈見る〉が〈知る〉

に繋がるというのは、古くは、博物学に顕著な性格で、美術館、博物館という学習施設が、この

〈見る〉と〈知る〉が同義であることを現在に伝えている（高山、2002）。「切符」では、仙一郎

が、谷の表情を〈見る〉ことで妻の死の原因を知ろうとしており、〈見る〉と〈理解する、知る〉

が同義となっている。しかし、その試みは、成就せず、誰一人として、谷を〈見る〉こと（理解

する）は叶わないという結末を迎えるのである 6）。つまり、本田、村越は、谷の姿自体が見えて

おらず、姿が見えている仙一郎も、本当に見たい妻の死の原因である証拠を示す表情を谷の顔か

ら〈見る〉ことが出来ないのである。仙一郎の〈見る〉ことに対する執着を補強するように、同

行者の二人も〈見る〉という行為と関わっており、ただの同行者ではなく、仙一郎との類似点が

あった。

4．おわりに

　三島由紀夫「切符」は、一種の〈異界訪問譚〉であった。作中での〈異界〉との接触・交流に

あたっては、仙一郎が置かれた精神状態、そして物語の舞台となる鮨屋の〈二階〉、川、〈お化け

屋敷〉といった〈境界性〉を帯びた場所が、その〈異界〉との接触を容易にしていた。また、場

所の〈境界性〉に加えて、「切符」は、〈見る〉ことの出来ないはずの谷の幽霊を〈見た〉ことに

始まり、〈見る〉ことの出来ないはずの一枚多い切符を〈見る〉という結末に示されるように、

〈見る〉という行為が物語中で、〈異界〉との回路として重要な役割を担っていた。

　三島には、他にも〈見る〉ことへの執着や〈目〉を重要なモチーフとする作品として、「月澹

荘綺譚」（1965）や「孔雀」（1965）がある。「月澹荘綺譚」は、「月澹荘」という別荘の所有者で、

〈見る〉ことに執着した男が、復讐されるまでの顛末を、従者であった老人が語る陰惨な物語。

「孔雀」は、孔雀の殺害事件の犯人を〈見る〉ことを主題にした物語で、〈見る〉ことと関連する

〈絵〉や孔雀といったモチーフが登場している 7）。「切符」だけでなく、三島作品における〈見
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る〉こと（視線）の問題について、「月澹荘綺譚」や「孔雀」も含めて考察する必要があろう。

　三島自身が、他者からどう〈見られる〉かを常に意識し、かつ、自己を〈見る〉ことに執着し

ていた人物だったことからも、〈見る〉ことや〈目〉、〈視線〉といったモチーフが重要性を帯び

ていることが窺えるであろう。

　また、本稿で考察した「切符」について、生前の三島は、「多摩川園のお化け大会のスケッチ

に基づいてゐる」ことを述べているが 8）、材源の詳細については言及していない。すでに堤玄太

が指摘するように、「多摩川園のお化け大会のスケッチ」以外に、三島にインスピレーションを

与えたものがあると推察されるが、こうした材源研究についても考察するとともに、他の三島作

品における〈異界〉像の検討と併せて今後の課題としたい 9）。本稿では、「切符」について、〈異

界〉と〈見る〉こととの関わりについて検討し、〈見る〉ことが「切符」において〈異界〉との

交流の際に重要な役割を担っていたことを論じることによって、「しゃれた怪異譚」といった同

時代評から一歩前進させることが出来たと考える。
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注

 1）  「切符」については、上記の堤玄太の解説の他、近年、東雅夫が「お化け屋敷小説」という評を下
している程度である（東、2007）。

 2）  本稿では、「切符」の本文は、『決定版　三島由紀夫全集』第 20巻、新潮社、2002年を使用した。
 3）  〈境界性〉を帯びた登場人物の類型としては、本文中でも言及した子どもや老人、旅人、盲目など
の身体障害をもつ存在が挙げられる。

 4）  場所の〈境界性〉と関連し、谷が座っている場所が〈部屋の隅〉である点も、〈二階〉の帯びる
〈境界性〉を補強している。これは、〈隅〉が、部屋の〈内部〉でありながらその〈周縁部〉に位置付
けられることによる。

 5）  物語冒頭の会合で、普段は会合に出席しない商店主達が集まっているのは、鮨屋の井手が、〈八ミ
リの色彩映画〉を披露することを仄めかしていたからだと語られるが、〈色彩映画〉という光学と結
び付いたモチーフに言及されることは、単に〈娯楽〉の例として挙げられるのではなく、心霊科学と
光学装置との関連が埋め込まれているのかもしれない。また、三島が、映画という芸術形式に興味を
もち、自らが出演する作品『からっ風野郎』（1960）を残していることも示唆的である。

 6）  〈見る〉こと＝〈理解する・知る〉ことと関連して、仙一郎が、物語冒頭で、御神輿を出すことへ
の賛成、反対者を取り違えていることも、正確に〈理解する・知る〉ことが困難であり、妻の死と谷
の死を取り違えていることの伏線と言えるだろう。

 7）  絵は、言うまでもなく、〈見る〉ことと関わるが、孔雀は、ギリシャ神話中で、百の目を持つ怪物
アルゴスが退治され、その目が孔雀の羽根に付けられ、現在のような姿になったとされる。三島が、
ギリシャ文化に傾倒していたことから、ここでの孔雀は、単に〈美〉の象徴としてだけでなく、〈見
る〉こととの関連性が窺える。三島とギリシャ文化との関連については、鶴田、（1971）等の研究が
ある。

 8）  三島由紀夫「あとがき」『三島由紀夫短編全集』6巻、講談社、1965年。なお、「月澹荘綺譚」につ
いては、岩下真志による三島の代表作である『豊饒の海』（1969～1971）との関連を論じた研究等が
提出されており（岩下、2009）、「孔雀」については、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖
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像』（1890）との比較を試みた鈴木ふさ子の研究がある（鈴木、2005）。
 9）  本稿では、〈見る〉ことに着目したが、作中で仙一郎が、谷の腕の触覚、ポマードの匂いを嗅覚で
感じる描写があり、〈異界〉の存在との交流時における身体感覚についても検討の必要がある。
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