
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

虚構原則への誘い --寺山修司『あ
ゝ, 荒野』を読む--

藤井, 俊之

藤井, 俊之. 虚構原則への誘い --寺山修司『あゝ, 荒野』を読む--. 人文學
報 2018, 112: 1-26

2018-06-30

https://doi.org/10.14989/235917



虚構原則への誘い

――寺山修司『あゝ，荒野』を読む――

藤 井 俊 之＊

は じ め に

寺山修司の作家としての活動は，大きくわけて二つの時期に区分される。一つは，推理小説

『虚無への供物』で名を知られる中井英夫によって見出された『短歌研究』でのデビューから

開始される彼の詩人としての活動であり，もう一つは，彼の後半生を彩ったその演劇人として

の活動である。さて，第一の短歌詠みとしての時期を締めくくる彼の最後の単独歌集『田園に

死す』の出版されるのが 1965 年，そして第二の演劇人としての活動がスタートされるのは，

彼が自ら「演劇実験室」と呼称した劇団「天井桟敷」の旗揚げが行われた 1967 年である。本

稿で取り上げる彼の唯一の長編小説『あゝ，荒野』が出版されるのは，この二つの時期に挟ま

れた丁度あいだの時期にあたる 1966 年である。この出版時期が何を意味しているのか，この

ことを読み解くことによって，彼の創作活動の原点に「虚構原則」(この言葉自体は，あとで述べ

られるように寺山自身の言葉である) と呼べるものが存在していることを明らかにしたい1)。

本稿では，この三つの時期，「短歌」，「演劇」，そしてその間に挟まれた「小説」という三つ

の段階について，まず短歌と演劇における彼の活動とそこで彼が書き残したものを振り返ると

ころから始めることにする。そこで最初に彼が短歌によって世にでるきっかけとなった『短歌

研究』でのデビューから見ていくことにしたい。

1．短歌：「全体文学」への希求

1935 年，青森県青森市において警察官の父 (八郎) と母 (はつ) とのあいだ生まれた寺山修

司は，小学生の時分から俳句を詠み始める大変早熟な少年であった。彼が物心つくかつかない
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かという 5歳のときに父親は戦争に出兵した。父親はその後セレベス島で戦病死し，寺山少年

は戦後の荒野を母一人子一人の境遇で育つことになる。母親は戦後，進駐軍として青森に来て

いた米軍の将校のハウスメイドとして働くことになるが，徐々に自宅にまでアメリカ兵を引き

入れるようになる。小川太郎の寺山の青年期に的を絞った伝記によると，彼が取材した時期で

も，地元では寺山の母親について開口一番「パン助だ｣2) と言い放つようなひとがいたとのこ

とである。彼の幼少期はこのような環境のなかで過ぎていった。

高校生になった彼は，文化祭の一環として「全国高校生俳句コンクール」(53 年) を主催し

たり，「十代の俳句研究誌」と銘打った「牧羊神」(54年) を発刊するようになり，その文学活

動は活発なものになっていった3)。そして，早稲田大学に進んだ 1954年の 11 月，当時中井英

夫が編集長を務めていた『短歌研究』の第二回「五十首応募」に投稿した短歌が特選にえらば

れたところから4)，彼の公的な作家活動は開始される。その際の短歌を一つあげるなら，「一

粒の向日葵の種まきしのみに荒野をわれの処女地と呼びき｣5) という短歌には，後に小説のタ

イトルに用いられる荒野というモチーフがすでに現れている。

さて，彼の短歌活動について述べるにあたって，一つ外せない事柄がある。それは，彼が演

劇活動の開始と重なって，明白な「歌のわかれ」を残しているということである。1971 年，

彼は『寺山修司全歌集』と銘打って，これまでの歌集を集めた一冊本を出版している。そこに

は，それまでに彼の出した三冊の歌集，『空には本』(58 年)，『血と麦』(62 年)，『田園に死す』

(65 年) がすべて，とはいえ編集を加えられた形で収められている。そして，「歌のわかれをし

たわけではないのだが，いつの間にか歌を書かなくなってしまった｣6)，という一文で始まる

この歌集の跋文で，彼は次のような感慨を漏らしている。

思えば私の作歌は，説明的にはじめられて説明的に終った。本質の方が存在に先行して

いる畸形児だったような気がする。三十一の言葉の牢獄に，肉声のしたたりまでも封じこ

めてしまった暗い少年時代を，私は今なつかしく思い出している。7)

ここで寺山が自分の短歌を振り返って，それを「説明的」であったと述懐しているのは示唆

的である。なぜなら，実際に彼の短歌というのは詩歌の世界のみで完結するものではなく，そ

れを補完するものとしての散文形式での批評を，常に傍に携えていたからである。ところで，

彼の短歌を説明するこうした批評文として，まず第一に挙げられるべきは，彼がデビューを

飾った『短歌研究』の翌月号，1954年 12 月号に「入選作家の抱負」として掲載された文章で

ある。「火の継走」と題されたその短文には，当時 18 歳の寺山修司によって次のような文章が

記されていた。
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そこで僕は僕の設計図にこうメモをした。

僕はある意味ではやはり私小説内蔵型であるかも知れないしちっとも新しくはないかも

知れない。しかし一つ，僕は決してメモリアリストではないことを述べようと思う。僕は

ネルヴァルの言ったように『見たこと，それが実際事であろうとなかろうと，とにかく

はっきりと確認したこと』を歌おうと思うし，その方法としては〔中城〕ふみ子のそれと

同じ様に新即物性と感情の切点の把握を試みようとするのである。僕は自己の〈生〉の希

求を訴える方法として，飛躍できる限界内でモンタージュ，対位法，など色々と僕の巣へ

貯えた。8)

ここで触れられている中城ふみ子とは，寺山に先立って第一回の「五十首応募」に特選でえ

らばれていた人物である。自らの乳がん体験を歌った『乳房喪失』でこの年の 4月にデビュー

した彼女は，これに先立つ 8月 3日にすでに病死していた。寺山がこのエッセイにつけたタイ

トル「火の継走」とは，早逝したこの歌人の意志を自分が受け継いでいくという彼なりのマニ

フェストであったと言える。

ところで，この文章で目を引くのは，寺山が自分の短歌を詠む方法を「モンタージュ」ある

いは「対位法」と呼んでいることと，それに対立させるかたちで「メモリアリスト」という立

場を設定していることである。ここで寺山が自分の立場として表明している「モンタージュ」

や「対位法」について言えば，それは次のような歌に見て取れるのではないだろうか。

アカハタ売るわれを夏蝶越えゆけり母は故郷の田をうちていむ

あるいは，彼が高校時代にあらわした俳句「目つむりていても吾を統ぶ五月の鷹」などであ

る。これらの短歌や俳句で，寺山の駆使している技法がモンタージュや対位法と呼ばれて良い

ものであることは理解されるだろう。都会でアカハタを売る少年が故郷の母を思う心を夏の蝶

に託す前者の歌は，極めて遠くにある二つの事物 (この場合は少年と母) を，時空を越えて短歌

の中に統一させている点において，モンタージュの技法を用いたものだと言える。また，後者

の鷹の俳句は，自分のイメージをはるか上空の鷹の姿に重ね合わせ，それを目を閉じた状態で

の両者の照応関係のうちに読み込んでいるわけである。これは，離れた事物が互いの音を響合

わせたところに一つの効果を発生させる対位法的手法と呼べるものであろう。

寺山の歌作りは，このように異質なイメージを歌の中に混在させ，それを調和させたり軋ま

せたりすることによって，自分と世界との間にこだまのような「呼んでは返す」照応関係を作

り出すものであったと言える。

では，寺山がこうした自分自身の手法に対置させている「メモリアリスト」とはどのような

虚構原則への誘い (藤井)

― 3 ―



ものだろうか。これは，一口に言ってしまえば，自分の私生活に閉じこもるような作歌態度の

ことと考えて間違いないと思われる。たとえば，短歌の現状についての寺山の次のような批判

にそれは明瞭に読み取れる。

現在の，事実べったりのメモリアリズム短歌の氾濫は，職業人としての生活の方だけを

偏重しすぎたあまりに出てきた現象であり，歌人としての「生活の不在」を示す以外の何

ものでもないからである。9)

ここで「事実べったりのメモリアリズム」と綴られているところからも明らかなように，寺

山は現実と虚構の区別をせずに，歌の世界の中に自分の私生活をそのまま持ち込むような短歌

を歌っている歌人に対して批判的なのであって，そうした人々のことを指して，彼は「メモリ

アリスト」という言葉を使っている。このように言われる「メモリアリスト」とは，たとえば，

自分の生活の愚痴や自己弁明などを短歌を通じて世間にあらわそうとする人々のことだと考え

られる。上の引用で言われているように，彼はこうした歌を指して，それが「職業人としての

生活の方だけを偏重しすぎ」ており，そこには歌人としての生活，すなわち短歌そのものの中

に初めて生み出されるべき「もう一つの生活｣10) が欠けていると言っているのである。

確かに，先に見たように，モンタージュや対位法を積極的に用いて作られる寺山の歌は，彼

の私生活をそのまま歌ったものというよりは，むしろ，歌の中に虚構としての現実を描き出そ

うとするものであった11)。その意味において彼の創作態度は，彼が「メモリアリスト」と呼ぶ

人たちのものとは一線を画するものであったと言える。

かくして，寺山が短歌の中に探ろうとしていた可能性とは，こうした虚構の現実性を実際の

生活の中に侵入させることで，生 (なま) の現実を変革しようとする試みであったということ

がわかる。そして，こうした寺山の試みが，短歌を孤独な生活者の慰みものにしてしまうこと

に拒絶反応を示したのである。このことから理解できるのは，寺山が短歌あるいは俳句も含め

た詩歌，そして広くは文学全般に求めたのは，個々人の情念を集団的メンタリティーの中に融

合させるようなあり方，寺山の言葉を用いて言えば，「全体文学｣12) とでも呼ばれるような何

物かであった。

しかし，本稿の最初に述べたように，寺山は 1965 年に出版された歌集『田園に死す』を最

後に，短歌の世界から離れてしまう。そして 1971 年には『全歌集』を出版することで，自ら

「歌のわかれ」を宣言することになった。では，寺山をして短歌にわかれを告げさせたものと

は一体何であったのか。おそらくそこに，彼の次なる活動の場が演劇であったことの必然性が

存在するはずである。

こうした短歌から演劇へと向かう寺山の道程をたどっていく過程で，極めて重要な問題，つ
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まり彼の転換点に位置付けられる問題とは，おそらくは「出会い」という言葉で言い表される

ものだと思われる。端的に言えば，文学あるいは活字によって他者との出会いは可能であるの

か，このような問いこそ，寺山に「歌のわかれ」を促した問いであったはずだ。このことは，

日本の戦後詩を論じた彼の著作の冒頭で，印刷活字について次のように述べられているところ

に明瞭に読み取られる。

グーテンベルクの印刷機械の発明は，ルネッサンス以後ヨーロッパ人を解放した。〔中

略〕しかし，それは私たちの情念伝達のために重要な役割をもっていた「ことば」を，よ

り遠く，より多くの人にとどかせることによって，政治的効用性を優先させただけだった。

〔中略〕だが，私たちのどんなデリケートな感情をあらわすことばも，喚き声も，ささや

き声も，すべて同じ大きさの鉛の鋳型にはめこむという活字のおそろしさに気づく者は誰

もいなかった。このことは文学，とりわけ詩を語る上で，きわめて重要なことのように思

われる。13)

寺山が詩の世界に見出した可能性とは，先に述べたように，個人の情念を集団的なメンタリ

ティーへと融合させる「全体文学」の実現にあった。しかし，「戦後詩が人の心に深くふれあ

わなくなった原因として，欧米でも日本でも (詩の伝達に用いられた) 印刷活字の劃一性を無視

するわけにはいかない｣14) と述べる寺山にとって，「社会の道具｣15) としての「正確な標準

語｣16) が支配的となった日本語からは個人的な情念を表す「肉声｣17) が消えてしまいつつある

ことが問題であった。こうした考えについては，すでに『家出のすすめ』において，標準語を

話す人物の非人間性を指摘して，それにたいして「どもり」のなかで次の言葉を模索する精神

の働きを重視する議論が展開されていた18)。しかし，複製された活字とそれに平行する言語の

標準化という事態を前にして，単に「肉声の恢復｣19) を唱えることが無意味であることも寺山

には認識されていた。一方で複製された言語の劃一性を批判しつつ，他方で「記号の空間｣20)

もまた現実とは異なった経験を与えてくれるのであり，そこに詩の可能性があると考えていた

点に彼の特異性がある。「記号は決して文学的逃避の場ではない。むしろ人生への (内的な)

冒険の荒野である｣21)，とするその議論は，記号の荒野のなかで自分自身を一旦失うことに

よって，「そこにまさしく薄目をひらきかけているもう一つの世界がある｣22) ことを確信する

ことを目指していた。寺山の言う「全体文学」とはこのような自己喪失を一つの前提とするも

のであったと言えよう。しかし，複製可能な言語のみを現実との通路とする標準化の思想から

の脱却を志すこのような記号の冒険にも，虚構を現実と取り違えてしまうというもう一つの危

険が指摘されるのである。現代詩の不毛を「社会との関わり合いの感覚，べつの言葉でいえば

「愛」がすっぽりと欠落している｣23) ところに見る寺山は，『誰か故郷を想はざる』のなかで，
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自らの過去の創作態度に対してまったく同様の批判的言及を残している。

私がまだ今よりも若く，叙情詩を書いていたころ，私は自分の書く詩のなかに，一軒の

自分の家と，少しばかりの青草と，遊牧の牛を持っていた。私は，上京して下宿暮らしを

しながらも，現実だと思っているのが虚構で，虚構だと思っている自分の詩が現実なのだ

――と自負していた。それは Stand for (代理の世界) に生きることであり，私の将来には

メガネと教養と人間ぎらいとが約束されていたのであった。

ところが，ある日，私は芝浦の屠殺場の近くの食堂で，子供に「動物図鑑」をめくって

やっている一人の屠殺夫の前掛けに，しぶきのように散っている汚点が，殺された牛の血

だと知ってから，自分のなかの叙情詩と屠殺場の交差点を見失ってしまったのである。現

実原則ばかり信じていると，生き甲斐がなになのかわからなくなってしまうし，かといっ

て空想原則，叙情詩のマイホームで充足していると，歴史にしっぺ返しを食わされること

になってしまうだろう。大切なのは，食堂でスキヤキを食っている私たちが屠殺に加担し

ているという意識，屠殺責任といったものに根ざしたところから叙情してゆくということ

であり，そのためには現実に「家出」するだけではなく，叙情詩のなかからも「家出」し

て，この二つの世界を飽くなく往復運動を繰り返してゆく思想的遊牧民になることであり，

それなしでは自立も，選択の自由も失ってしまうことになるのである。24)

上記の引用からも明らかなように，寺山にとって活字という記号の世界は自己と世界の変革

への糸口となる可能性を秘めたものでありながら，そこに自足してしまうことで「Stand for

(代理の世界)」に囚われてしまう危険性を秘めていた。彼の目指す「全体文学」が個と集団の

一致による虚構的現実の出現の可能性を試金石とするものであったとすれば，個の空想世界へ

の後退は彼の求める「出会い」の可能性の消失を意味するより他にない。現実からの家出だけ

ではことはすまない，それと同時に空想の記号世界からも家出する必要がある，彼はそう考え

ていた。歌のわかれに先立って，すでに寺山にはこの頃から，のちの演劇論における基本思想

となる「出会い」を求める姿勢が萌していたのである。

現代において活字という標準化の技術の中に封じ込められた個別の情念，これをいかにして

「もう一つの世界」の到来の場へと召喚するのか，すなわち「出会い」をいかにして組織する

ことができるのか，こうした問題意識をもって，寺山は演劇へと向かうことになる。
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2．演劇：「出会い」を求めて

さて，ここまで上記のように寺山の短歌パートを概観してきたわけだが，ここから，彼のネ

クストステージである演劇活動へと目を移していきたいと思う。その過程では，彼の「歌のわ

かれ」において主題となっていた問題，つまり，コミュニケーションや「出会い」といった問

題が，改めて論じ直されている現場に出くわすことになるだろう。

ところで，寺山の演劇活動が，1967 年に行われた彼自身の劇団「天井桟敷」の旗揚げを端

的なメルクマールとすることは最初に述べた通りである。しかし，振り返ってみれば，『短歌

研究』でのデビュー以来，彼の活動は常に複数のフィールドにまたがって同時進行的に行われ

ていた。短歌の創作と並行的に進められた彼の評論活動で言えば，たとえば，『現代の青春論

家族たち・けだものたち』というタイトルで出版され，現在では『家出のすすめ』の名前で親

しまれている彼の代表作は 1963 年にすでに出版されていた25)。また，寺山の面倒を最後まで

見続けた人物であり，寺山にとって兄のような存在であった詩人の谷川俊太郎は，彼にラジオ

ドラマを書くことを勧め，その結果として，寺山の書いた「中村一郎」というラジオドラマは，

すでに 1959 年に民放大賞を受賞していた26)。そして，彼の処女戯曲「血は立ったまま眠って

いる」は，その翌年の 1960 年に浅利慶太による演出のもと劇団四季によって上演されていた

のである27)。

こうした多彩さは，「天井桟敷」以降の彼の演劇活動にも引き続いて見られるものである。

たとえば，彼の評論集として，『家出のすすめ』と並んで人口に膾炙している『書を捨てよ，

町へ出よう』が出版されたのは，「天井桟敷」の旗揚げと同年の 1967 年であるし，その翌年に

出された (反) 自伝的なエッセイ『誰か故郷を想はざる』も寺山の作品の中ではよく知られた

タイトルであると言えよう。また，彼が「歌のわかれ」を行った 1971 年には，彼の映画第 1

作として『書を捨てよ 町へ出よう』が公開され，その後，時を隔てながら彼が作成した映画

『田園に死す』(74年) や，ガルシア・マルケスの『百年の孤独』を原作にして製作されたため

に，クランクアップ直後の 82 年の作家のノーベル賞受賞を理由に版権問題が複雑化した結果，

寺山の死後になってようやく公開された『さらば箱舟』(84年) は28)，現在でも DVDなどで

視聴することが可能である。

さて，このように多種多彩な彼の活動を一言でまとめることは不可能に思えるが，ここで，

彼の演劇論からそのマニフェストとでも言うべきものを引き出すとすれば，それは次のような

文章に読み取られるべきものであると想われる。

私は，こうした全体性の過去の再構成によって成り立つ「歴史学」が，眼にもとまらぬ

早さで現在を追い抜いてゆくのをまのあたりに見ながら，私が演劇することの意味は，歴
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史への逆行であるべきだと考えない訳にはいかなかった。

そして，演劇のパフォーマンスは，追放された百万人のびっこ，鍛冶屋，魔法使いたち

を呼び戻し，そこに新たなる出会いの機会を生成することから始めるべきなのだ，と劇団

員たちに喚びかけた。演劇実験室「天井桟敷」の主目的は，政治を通さない日常の現実原

則の革命である。それは，時として風俗的スキャンダルをまき起こし，時として伝統的な

「劇場空間」に起爆剤を仕掛け，街頭のブランキズムと通底し，また，時として呪術的類

感力を駆使しながら，同時に「演劇そのものの解体」を企図しようとするものであっ

た。29)

さて，この宣言の中でこだわるべき言葉として，一つには「新たなる出会いの機会を生成す

ること」という文言が挙げられる。「出会い」という言葉は，すでに見たように，寺山が短歌

の限界を見出した際の重要なキーワードであった。短歌，あるいは俳句といった詩歌に寺山の

託していた「全体文学」の希望，個人の情念を集団の中に融合させようとする野望は，このよ

うにして彼の演劇活動に受け継がれていったということが，この一文から理解できるだろう。

同じ引用から，次に目を止めるべきは，彼の劇団が何を追求しているのかを端的に言い表し

た文章，つまり，「演劇実験室「天井桟敷」の主目的は，政治を通さない日常の現実原則の革

命である」という一文である。現在から振り返ってみた場合，ここに使われている「革命」と

いう言葉には時代掛かったものを感じざるを得ない。ただし，寺山のこの演劇革命宣言にとっ

て重要なことは，それが「政治を通さない」と言われているところにある。なぜなら，革命と

は通例は政治的な支配体制の転覆を意味して使われるものだからである。しかし，寺山の場合

はそうではない。彼が革命という言葉を使う際には，常にそれが「政治ではない」という点に

特に断りが入れられる30)。このことを考えていくと，そこにまた寺山における「虚構」という

主題が現れてくることになる。

さて，では寺山における政治とはいかなるものとして考えられているのだろうか。こう言っ

てよければ，それは，「自由と抑圧」の問題系と言い表されるようなものではないだろうか31)。

ここで自由と抑圧の問題系と言われているのは，抑圧の対立項として自由を考えるような思考

モデルのことだと言える。つまり，抑圧の解除によって，現状において隠されている自由が得

られるとするような思考モデルのことである。こうした考えは，しかし，現実にはよりいっそ

うの不自由を招き寄せることにしかならない。寺山はこの点について，1968 年のアメリカ体

験をもとに翌年に出版された『アメリカ地獄めぐり』に，次のように記していた。

｢自由を，桎梏や抑圧との対立概念としてつきつめてゆくのは間違いではないか」と，

私は思ったことがある。「その間違い」に気づかない間，人は抑圧や桎梏の構造をつきと
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め，それが政治的であれ社会的であれ，ともかくその要因を解体することによって，自由

になれると思い込む。しかし，抑圧の解体はその作業過程においてより一層の不自由に人

をおとしこみ，またそこにべつの抑圧の要因を生み出す。32)

政治的な解放が，結局は新たな抑圧を招来するという構図は，先に寺山が短歌において批判

していた「メモリアリズム」のそれとよく似たものをもっている。「メモリアリズム」におい

て問題となっていたのも，自分自身の私人としての主張に拘泥する歌人たちが，歌の世界まで

も自身の政治的な正当化の場として用いてしまうことで，結局は虚構としての新たな現実を示

す者として社会に対峙すべき詩人であるはずの自分自身までをも見失ってしまうということで

あったのだから。寺山がその演劇活動を通じて考え続けていたのは，こうした自由と抑圧の

シーソーゲームからの脱却をいかにして達成できるのか，というその一点であった。

ここで一つだけ戯曲を取り上げてみれば，彼の最初の戯曲である「血は立ったまま眠ってい

る」では，政治組織の一員を装った週刊誌の記者にそそのかされて，若いテロリストが自衛隊

の兵器倉庫に爆弾を仕掛けにいくという話が展開される。しかし，この記者は自分がスクープ

をものにすることだけを考えていたので，彼が若者に手渡した爆弾は実は偽物であったことが

後のほうで語られる。それにも関わらず，最後のシーンでは，遠くで爆弾の炸裂する轟音が鳴

り響き，兵器倉庫が爆破されたことが暗示される。この虚構の爆弾の炸裂は，劇の中を二分し

ていた自由と抑圧の二つの原理のどちらが嘘でどちらが本当かをわからなくさせるような形で，

現実と虚構の綜合を演出していると言えるだろう33)。

この戯曲に示唆されている寺山の創作態度，つまり，虚構の現実性を生 (なま) の現実の中

に引き入れようとする姿勢は，その後の演劇活動を通じてますます先鋭化されていく。それは

たとえば，街ゆくひとをランダムに捕まえては，「お父さん」と呼びかけて，自分はあなたに

捨てられた子供だと名乗っては「(いきなり胸ぐらをとって) 責任をとれよ，責任を！｣34) と詰

め寄るというパフォーマンス，あるいは，まったく見も知らぬ人たちに手紙を書いては，その

ひとに翌日の行動を指示してまわるというものである。寺山の演劇は最終的には，台本を必要

としないこうした過激な活動へと向かっていくことになる。

日常を普通に生きている人々に唐突に手紙や電話，あるいは戸別訪問を行うことで彼らの生

活にショックと中断をもたらし，それによって平凡な日常から虚構の世界への入り口を指し示

す，という寺山演劇の姿勢 (彼が「市街劇」と呼ぶもの) には，繰り返して言えば，「出会い」

というキーワードが欠かせない。

しかし，情念の標準化を推し進める定型に従わずに一回性のなかで「出会い」を求める寺山

のこうした試みが，結局のところ成功したのかそれとも挫折する運命にあったのか，という問

いは，1983 年，彼の 47 歳での早すぎる死によって永遠の謎として残された。現実と虚構の二
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元則を統一へともたらそうとした寺山が，あのバブルの時代を生きていたとしたら，どのよう

な感想を持ち，またそれにどう応えようとしたのか，という興味深い問いに，ここで解答を出

すことはできない。ここまでの寺山の生涯のあゆみを振り返って，ではその分岐点に位置する

作品，彼にとって唯一の長編小説『あゝ，荒野』とは何であったのか，次にこのことを明らか

にしたい。

3．小説：「虚構原則」の誘い

最初に述べたとおり，この『あゝ，荒野』という小説は，寺山修司の作家活動の一つの分水

嶺に位置している。つまり，単独で著された最後の歌集『田園に死す』の出版された 1965 年

と，劇団「天井桟敷」の旗揚げが行われた 1967 年，この両者に挟まれた 1966 年に出版された

のが，小説『あゝ，荒野』ということになるわけである。

さて，細かな分析に立ち入るまえに，この小説全体の構成について一言述べておけば，これ

はまさに彼が自分の短歌の創作方法として採用していた「モンタージュ」あるいは「対位法」

といった手法を用いて構成されていることがわかる。それが「モンタージュ」であるというの

は，この小説の中で語られるおよそすべてのエピソードが，この小説に先立つ，あるいはそれ

以降の寺山の著作の中で取り上げられているものばかりだからである。たとえば，主人公のひ

とり〈バリカン〉が小説の冒頭で気に病んでいる「吃り」の問題は，『家出のすすめ』のなか

の「吃音クラブ｣35) という一節で取り上げられていたものだし，渥美清の「丈夫で長持ちする

顔」という当時の流行り言葉に対する言及も他の著作にすでに登場している36)。それ以外にも

この小説に名前の挙げられている多くの芸能人，美空ひばり37)や高倉健の「網走番外地｣38)，

それに随所に引用されるアメリカのポピュラーミュージックやブルースの歌詞などは，どれも

一度は寺山によって論じられたことのあるものが殆どなのである。では，この小説が「対位

法」的であるという点はどうだろうか。それは，たとえばこの小説が，〈バリカン〉による故

郷への感慨から始まるところに明白である。もう一人の主人公新宿新次にとってもそうである

ように，この小説の登場人物たちは，何かしらいま自分たちのいる東京という場所から遠く離

れた故郷あるいは過去との関係のなかで，自分の居場所を見つけようともがいている，そうい

う人物として描かれている。寺山自身のあとがきによれば，新宿歌舞伎町に取材して書かれた

というこの小説は，当時の都会の風俗を知らせてくれる都市文学という側面を持つだけでなく，

その反面として，この都会の生活者たちが後ろに置き去りにしてきた過去についての物語，故

郷小説という側面を持っている。この都市と故郷とが呼びかけ合うなかに，この小説の対位法

的手法は見て取れるだろう。

さて，この小説は吃りの巨漢〈バリカン〉こと二木建二と少年院上がりの新宿新次という二
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人の駆け出しのボクサーの話を軸にして，その合間に，〈バリカン〉の父親二木建夫，不能の

実業家宮木太一，セックスに救いを求める女給曽根芳子，そして早稲田大学の自殺研究会を主

宰する川崎敬三 (そっくり) という本名を明かされることのない青年，この 4人の脇役のエピ

ソードをはめ込むことによって成立している。これらの登場人物たちすべてのエピソードに立

ち入った分析を施すことはできないが，彼らが実は 4人全員に共通する一つの行動原理に促さ

れてそのエピソードを展開させているということだけは，ここで指摘しておきたい。「出会い」

あるいは「コミュニケーション」への欲求がそれである。年老いて都会で一人暮らしをしてい

る〈バリカン〉の父親は，一人で過ごす孤独に耐えられず『話のネタになる本』などという新

書を読んで月の世界に発見された鉱脈の話などを仕込んでは，駅前のサラリーマンを捕まえて

「何しろ，この頃，ニューヨークで，それを採掘するための会社まで出来たんですが，私とそ
﹅

の
﹅

話
﹅

を
﹅

し
﹅

ま
﹅

せ
﹅

ん
﹅

か
﹅

ね
﹅

？｣39) と痛々しくも尋ねてまわり，芳子は行きずりの男たちとまくらをか

わしては，自分のアイデンティティーの欠損を補おうとする40)。川崎敬三 (そっくり) の主宰

する自殺研究会では，自分たちの生のリアリティーを他人が自殺するところを見ることで満足

させようとして，孤独な老人である〈バリカン〉の父を軟禁する41)。実業家の宮木太一に至っ

ては，現実の女性を抱くことができない代わりに，スクリーンのなかの女優たちと想像の世界

での逢瀬を楽しみながらマスターベーションを繰り返すのである42)。この孤独な男女たちは，

ある意味では自分で自分の人生を生きることができないために，自分の代わりになってくれる

誰かを探し求めては，自分の人生の充実をそこに体感しようとする孤独な魂の持ち主であると

言える。この意味で，彼らは，誰かが誰かの代わりを演じる「代理人｣43) の世界に暮らす住人

たちであると言える44)。

それでは，主人公の二人はどうなのだろうか。彼らは自分の人生を自分で生きているのだろ

うか。おそらくはそうだと言えるだろう。しかし，この二人にはその生き方において決定的な

違いがある。そして，この違いが，彼らを運命の最終ラウンドへと導くことになるのである。

まず，新宿新次の側から見ていきたい。彼は少年院上がりの不良青年で，恐れ知らずの外交

的な性格，自分自身の行動について，迷いなく決定を下すことができる人物として描き出され

ている。〈バリカン〉との対比を用いて言えば，彼は行為において吃ることがない人物である

と言える。そんな彼は，少年院を出た時に，村田英雄の「柔道一代」(若いうちだよ きたえて

おこう/いまにおまえの時代がくるぞ/泣きたかったら講道館の/青い畳の上で泣け) を耳にして次のよ

うに考える。

実は「おまえの時代」なんてありゃしないのさ。誰だって「おれの時代」のことには熱

中しているが「おまえの時代」のことにまでは手がまわらねえ。そんなものを待っていた

ら老いぼれになってしまっても，まだ少年院の世話になりっ放しでいるだろう。「おまえ
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の時代」なんてのにありつくのはまるでお月さんへ梯子をかけるような話だよ。45)

小説の冒頭で披瀝される彼のこうした独白には，この青年が「代理人」の世界に住まう他の

脇役たちとは違って，自分自身の人生を生きようとしている姿勢が明瞭にうかがえる。実際，

その後のエピソードにおいても，彼は常に勝者の側に自らを位置付けようと努力し，確実に結

果を積み重ねていく。彼はセックス依存症の芳子をものにするし，それだけでは飽き足らず，

酒場の女将をしていたびっこの女性，芳子の母親と思しきセツという名の女性に「足の悪い人

間はどうしてもびっこの思想を持つようになる｣46) という言葉を吐き捨てるのである。しかし，

新宿新次の性格描写として，ここでのこのシーンは象徴的な重要性を持っている。というのも，

このセツという名のおそらくは芳子の母親が，寺山自身の母親・はつの姿と重なるからである。

なぜなら，小説の中で語られるセツの生い立ち，つまり，奉公先の主人のお手つきになった

(小説中では強姦されたとして描かれている) 女中を母として，認知を受けずにその奉公人の家で

育てられた，という生い立ちは47)，寺山の母親・はつのそれと同じものだからである48)。寺山

の文学がしばしば「母殺しの文学」と呼ばれるのは，彼が自分の作品の中で，ここでの新宿新

次の振る舞いに見られるのと同様の描写を頻繁に繰り返すからに他ならない。そして，こうし

た描写から理解できるのは，この新宿新次という男が，寺山の一つの側面を表しているという

ことである。さらに，新宿新次の性格が上記のように「出会い」や「コミュニケーション」に

向かって開かれていることを考えるなら，この人物が小説において表現しているのは寺山の演

劇的側面であろうと推測できるのである。

他方で，もう一人の主人公バリカン建二はどうかというと，彼は新次と真逆の性格を備えた

人物として描かれている。吃りの巨漢という鈍さを象徴する特徴をもって描かれるこの青年の

一番の欠点は，他人とのコミュニケーションを求めながら，しかし，人を「憎むという感情を

理解できない｣49) ところにある。〈バリカン〉は，現代の人間関係において「憎まなければ，

愛されない｣50) という give and takeの法則を良く理解している。それにもかかわらず，彼は

憎むことができない。そのせいで彼は，彼が一番に望んでいる他者からの愛を得ることができ

ない。この〈バリカン〉は，いわば「コミュニケーション」と真逆の性格，「モノローグ」，独

り言の世界を抜け出せないでいると言える。そして，後年，短歌から演劇への歩みを振り返っ

た際の寺山は，自身の歩いてきた道のりを「モノローグからダイアローグへの移行」と言い表

してもいた51)。このように見てくるところから理解できるのは，このバリカン建二もまた，寺

山のもう一つの側面を表現しているのではないかということである。すなわち，新宿新次が寺

山の演劇的側面を表していたとすれば，気弱な大男バリカン建二は，寺山の短歌的側面を表し

ていると言えるのではないだろうか。

『あゝ，荒野』の最後の場面は，この二人の主人公が壮絶な打ち合いを展開するシーンで終
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わる。正確には，新宿新次がバリカン建二を滅多打ちにするシーンで締めくくられている。言

い換えれば，寺山の演劇的人格が，同じく寺山の短歌的人格を打ちのめすところで終わってい

るのである。短歌から演劇へのまさに移行期にあった寺山が，その小説において，自分自身の

分裂した欲望に決着をつけるために，この小説は書かれるべくして書かれたのだと言えよう。

彼は，1976 年のエッセイ「顔なしわらべ唄」の中で次のように述べている。

わらべ歌そのものが一つの呪術的な類感性の素材として大人たちを手招きしている。夕

方，手招きする。虚構原則の人さらいなのです。ただ唄が呼びさますものとの関係におい

て，呼ばれたものが自分の中に飼っている藁人形の存在を認識するとき，六十年以降の反

体制運動の瓦解してゆく音が聞こえてくる。大挫折のあとには世界的な傾向と対応するよ

うにマルキ・ド・サドの書物が読まれ，終末文化とエロチシズム文化が代替の価値を生成

して氾濫する。しかし，終末文化とか，トロツキーの再評価とか，エロチシズムが胎動し

たりする中で非常に大きくマニエリスム的傾向というか，胎内回帰的傾向の「子供がえ

り」つまり子供をめざして後向きに年を取って行く，という傾向が顕著になる。そうして

文化全体がいつのまにか自己肯定というかナルシズムに陥って行く危険を孕んでいるのに

対して，子供そのものを一つの道具として百叩き，千叩きする，針で突く人形としてとら

えなおす力が問われる。つまりその子供を超えて胎内袋小路から出るためにわらべ唄は水

先案内人の役目をつとめるのです。52)

こう語る寺山は，おそらくかつて，自身の人生の分水嶺において，自らの分身であるバリカ

ン建二をその演劇的人格によって死に追いやったことを想起していたのかもしれない53)。時代

が胎内回帰的なナルシシズムへと傾斜していくにつれて，自分自身を可愛がる人々の退行的な

メンタリティーは，寺山の望む集団性を失っていったと言えよう。しかしまた，オリンピック

での応援合戦に見られるような民族や国家といった集団幻想の中に個人が呑み込まれていくこ

とも，彼の望むところではなかった54)。この個人主義への閉塞と，集団主義の行き詰まりとい

う二つの壁が徐々にその隙間を狭めていく中を，寺山の言葉たちは駆け抜けていったのだと言

える。

多様なジャンルを舞台として活動した寺山の詩作の原理を示す言葉として，先の引用に現れ

た「虚構原則」という名称がふさわしいのは，この言葉がまさに集団への自己の喪失と個のナ

ルシシズムへの執着という両極の狭間で自らの創作を続けてきた彼の基本姿勢を明示するもの

だからである。なぜなら，わらべ唄を一つの例として上の引用で語られているのは，ナルシシ

ズムの源泉である幼年期の自己としての「子供」の解体と，それを通じた集団的情念の獲得だ

と言えるからだ。このことは上記の引用の直前の文章を見ることでよりよく理解できる。「し
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かしわらべ唄というのはいつも顔のない子がうたっていた。それは藁人形でしかなかった。だ

からいくらでも反復可能だった。つまり，個的にその唄をうたっていた霊媒師としての少女が

いなかった｣55)。彼はまずこう述べている。無名のフレーズとして無限に反復されるわらべ唄

には，確たる個が存在しない。それは個と集団との奇妙な接合を言い表す呪術的な道具だとい

うのが寺山の主張である。しかし，このことは単なる土俗的な集団意識やナショナリズムへの

個人の回収を意味しない。なぜなら，「わらべ唄には原東北も，原風土もなくただノッペラ

ボーの子供だけが対象化されて存在している｣56) からだ。そしてこの際に興味ふかいのは，寺

山にとってわらべ唄が「エロティックなもの｣57) であったと述べられている点である。彼に

とってわらべ唄とは，無名の存在によって歌われる性的な原風景のごときものであり，そこに

おいて聞き手は聴覚を刺戟する言葉のイメージから，自身にとっても未知の情欲を刺戟される

のである。無名の存在によって口ずさまれる唄が，いまだ形の定まらないアモルフな情欲に接

したとき，そこに個の意識が芽生える。しかし，そこに対象化されるのはあくまで「ノッペラ

ボーの子供」なのだ。これはいわば人格として固定される以前の無軌道な情欲の横溢の段階に

ある生命体としての個体の存在であると言える。この「ノッペラボーの子供」は私であると同

時に私ではないという意味で自己の二重の存在を示唆するものでもある。わらべ唄とは，個で

ありかつ個でないというこの二重体としての人間の存在に触れるものであり，その意味でこそ

呪術的なものと考えられているのだと言える。それはイデオロギーによって統合された一つの

集団への帰属を勧めるものでもなければ，私という個人の所有に帰するものでもない。わらべ

唄に接することによって，ひとはそのアイデンティティーの目標としての共同体を喪失すると

ともに，自己そのものの無名性にまで到達してしまうのだ。わらべ唄が「虚構原則の人さら

い」であると言われるのは，まさに集団と私性の両極の脱落状態が，そこに現れてくるからで

ある。わらべ唄を律するこの「虚構原則」が，寺山の詩作の原理であると言うのは，このよう

な意味においてのことである。

また，「虚構原則」という言葉の背景を探ってみた際には，そこに精神分析から寺山への影

響関係のあることが明らかになる。この言葉が，彼の演劇論のマニフェストに現れていた「日

常の現実原則の革命」という言葉に呼応するものであることは，語の類似から容易に見て取れ

るだろう。この現実原則という言葉は，そもそもフロイトがその精神分析において用いた言葉

であった58)。そこでは己の満足を目指す欲動の動きを無意識において支配する「快楽原則」に

対して，現実との兼ね合いにおいてそれに制止をかける意識を支配する「現実原則」の存在が

唱えられていた59)。しかし，寺山が用いる現実原則 (ないし虚構原則) という言葉には，フロ

イトを批判的に検討したマルクーゼの著作『エロスと文明』からの影響の方を強く見ることが

できるだろう。というのも，先の引用の別の箇所で寺山は「僕はわらべ唄の中にフロイド的な

ものを見出すことはほとんどない｣60) と述べているからであり，また別のテクストでは現実原
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則に対峙させる形で「空想的な現実 (マルクーゼの言うところのエロス的現実)｣61) とはっきり述

べられているからである。フロイトの理論の生物学的次元，すなわち個体となる以前の種とし

ての人間に備わった欲動の問題を切り捨てることで現行の社会への「適応」を唱えるエーリッ

ヒ・フロムやカレン・ホーナイたちの修正主義的精神分析に対して，そこで廃棄された集団的

次元に現れる欲動の問題にこそ現代社会における人間の疎外状態の回復の糸口を見出そうとす

るマルクーゼの議論は，寺山の「虚構原則」に大きな影響を与えていると見ることができる。

実際，寺山がしばしば空想的な現実を言い表すものとして用いたカール・クラウスからの引用

「言葉がねむる時にかの世界は目覚める｣62) は，1958 年に出版された先のマルクーゼの著作の

翻訳に見られる文句であり，上の寺山の引用に見えた「エロス的現実」という言葉も同じ翻訳

の同じ頁に見られるのである63)。また，現実原則と快楽原則を定式化したフロイトの論文に現

れる「空想 (想像)」の役割に触れた箇所で，マルクーゼは「想像は，それが従属しているイ

ドのように，個人の生活が種の生活であった有史以前の過去の「記憶」，つまり，快楽原則の

支配のもとで，普遍的なものと個別的なものとが直接に統一された姿を保存している｣64) と述

べていた。この議論は，寺山の「虚構原則」のそれと重なり合っている。さらに，フロイトの

理論では無制限の欲動の奔逸を抑圧することによって，人間の性が性器にのみ限定されてしま

うことを批判するマルクーゼは，「性器の優位に縛られていた性から，パーソナリティー全体

のエロス化への変形」，つまり，自ら抑圧を招き寄せる「退行的｣65) 性格を備えたリビードそ

のものの「変形」を唱えている66)。その議論の前提に，抑圧の必然性を招来する肉体労働から

の人間の解放を置いているマルクーゼの議論に実現の見込みがあるかどうかは，実際に彼の空

想する現実の到来するのを待つより他にないと言えるが，「エロティックなもの」によって触

発される個と集団の一致という寺山の議論が，こうしたマルクーゼの見通しに影響されたもの

であると言うことはできるだろう。

しかし，先の引用に見られる寺山の発言の主眼は，まさにマルクーゼたちによって牽引され

た「六十年以降の反体制運動の瓦解してゆく音が聞こえる」という点にあった。実際，マル

クーゼはその著作の中で，「性本能は，その対象を選ぶとき，相互作用で導かれるのではない，

というありのままの事実が，人間のあいだの避けられない葛藤の源となる。そうして，これが

その自己昇華の可能性にたいするひとつの強い反論である｣67)，と述べながらも，そこに生み

出される個人の葛藤は人間の本能の変形によって，それ自体が「満足の合理性で，充たされる

だろう｣68) という見解を示すことで，人間相互の軋轢を平板化してしまっていた。これに対し

て，寺山は『家出のすすめ』の中で次のように書いていた。

たとえば，かつてエンゲルスが『家族，私有財産及び国家の起源』のなかで「集団婚

――すなわち，男の全集団と女の全集団とが互いに所有しあい，ほとんど嫉妬の余地を
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残していない形態である」と書いたとき，そこにみられた多夫多妻の「家出の思想」は人

たちの目をひきました。

にもかかわらず，嫉妬の余地を残していない――というところで，わたしなどは興醒

める。このあいまいなコンプレックス感情としての嫉妬もまた一つの生甲斐なのであり，

人は多夫多妻のなかで「一夫一妻」への幻想をいだきながらも孤独と嫉妬になやみつづけ

る，というところに，迷える「家なき子」の出発があったのではないでしょうか？69)

ここに見られるように，寺山にとって個としての自我が生み出す軋轢は，ユートピア的世界

の実現においても消え去ることのないものとして想定されていた。寺山が「虚構原則」として

定式化したものも，個と集団の二重体としての人間を触発するものとして，それ自体が矛盾と

葛藤の原理であったのだと言えるだろう。それは，エロスの全面化において行われる満足への

努力といったマルクーゼ的なヴィジョンとは異なって，「ノッペラボーの子供」という自らの

欲動の源泉において生じた自己ならざる自己の核心を「一つの道具として百叩き，千叩きする，

針で突く人形としてとらえなおす力」を，そこに生み出された個人に問うものであった。

寺山の小説『あゝ，荒野』は，そのモンタージュ的手法によって，当時の街頭に溢れる様々

な声をあらん限りその中に敷き詰めるところに成立している。それは，幼年期に耳にしたわら

べ唄に見出されたのと同じ類の無名の声によって，自己の同一性からさらわれた個人が，自ら

の欲望に目覚めるための覚醒装置として機能することを期してのことであったと解することが

できる。後期の演劇へと向かう途上にあった寺山にとって，この小説はまさに「虚構原則」の

誘いへと自ら身を委ねてみせた実演の書であったと言えるのではないだろうか。

4．名前としての人間

さて，最後にひとつ，この小説について言い残したことを述べておきたいと思う。その際に

は，おそらく多くの読者を戸惑わせるであろう最終頁の死亡診断書のことに触れておきたい。

新宿新次に敗れた〈バリカン〉が，頭部内出血によって試合中に死亡したことを知らせるこの

死亡診断書を読んで読者が驚かされるのは，死亡した人物の名前が〈バリカン〉の名前・二木

建二ではなく，その父親の名前，つまり二木建夫になっていることである。このことについて，

小説内にその手がかりになるような記述があるわけでもないため，作者が名前を間違って記入

してしまったと考えることも可能ではある70)。しかし，ここで一つ推測を述べるなら，おそら

くこの名前の入れ替えは，寺山の書き損じではなかった，つまり，彼はわざとこのように名前

を入れ替えたのではないかと考えることもできるのである。そのことについて，少し説明を施

しておきたい。
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まず，寺山にとって名前とは何であったか，このことを端的に言い表した「涙ぐむジル」と

いう短文が，『家出のすすめ』の中にある。彼はそこで，人間の自殺について，それを犬の自

殺と比較し，犬のそれは自分自身の悲しみの表現であるのに対して，人間の自殺はそれによっ

て誰かを苦しめようという代償を望むものであると論じて，次のように述べている。

元来，自殺の決め手になる決定的な手がかりは遺書であります。何かに受けいれられず

に腹を立てて死ぬとき，または失恋して，相手を恨んで死ぬとき……人はたいてい遺書に

その旨銘記しておいて，一つの表現として死ぬわけであり，それだけに犬の自殺ほど純粋

ではありません。それにひきかえ犬の自殺は，そうした効用とは関係なくかなしくて死ぬ

のであり……死によって何かの価値を回復しようと考えるものではないのです。人の自殺

は，多くの場合，give and takeの法則にのっとっていて，遺書には，死の代償として支

払われたいものの価値が書いてありますが，犬は遺書を書かない。

ここはさらに重要な点です。

犬には言葉がないのです。71)

犬が言葉を持たないかどうかはさておき，ここで重要なのは，人間の自殺が自分自身をその

憎しみの対象に等しい存在として等値するところに成立するという指摘である。なぜなら，そ

の場合，実は死のうとしている人物は，その死によって自分の憎しみの対象を表現しているこ

とになるからである，そして，その場合に，人間における言語の存在の指摘されているところ

を見るに，そしてこの本の出版が 1963 年であったという事実を省みるに，そこにヨーロッパ

の現代思想との並行関係，あるいは先取りとも言えるいまもって先端的な思考の展開されてい

ることが感じられるのである。つまり，言語によって表記される一人称の「私」という表現に

よって，人間はすべての人間が自分と同じ存在であることを承知するようになるということで

ある。そして，その場合には，すべての人間がすべての人間の代理人となり，その結果，誰一

人自分自身の人生を生きることができなくなってしまうのである72)。もちろん，これは極端な

思考実験ではある。しかし，自殺における遺書の存在について寺山が述べている点は，ある意

味でこうした事実を言い当てているのではないだろうか。つまり，自らの死をもってしても自

分自身を表現することのできない主体としての人間。その最終的な自己表現の方法と考えられ

ている自殺によってすら，他者の人生を表現することしかできない存在としての人間である。

この代理人制度を支配する言語のもとで，ひとは自分自身の名前をいかにして己の人生の中に

刻み込むことができるのか，これが寺山にとってその文学・演劇活動のすべての前提において

極めて重大な意味を持つ問いであった。先の文章の続きで，寺山は次のように述べている。
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言葉というやつは，つまるところは自分の名をいうことではないか，というふうにも考

えられるのです。

犬がおしっこで自分の行為を記録するように，人はさまざまの言葉で自分の名を記録し

ようとこころみる。要するに生きるということは一つの名の記録へのプロセスだ，と考え

られるなら，自分の名さえ，太くつよく彫りこめばそれで青年時代は終わりなのかも知れ

ません。73)

名前とはなにか，そのように寺山に問うなら，彼はこう答えるのではないだろうか。それは

一人の人間がその人生に己の固有性を刻み込む際にそこに残されていく痕跡である，と。そし

て，この人生の痕跡としての名前によって，その人間がどれだけ自分自身の人生を生きること

ができたのかを見ることができるのである，と。言語によって複製された「私」を超えて，つ

まり，無自覚な集団的道徳への同一化を超えて，自分自身を維持すること，そしてまた逆に，

自分自身の私生活に閉じこもることで自らの名前を誰にも知らせないような無記名の人間に没

してしまわないようにしながら，己の情念を集団の中に解放すること。この二つの方向性を見

誤ることなく進むところに，寺山における名前の存在はその姿を表すのだと言える。

そして，このように寺山の言語哲学とでも呼ばれるべきものを検討したあとに，『あゝ，荒

野』の最終頁に目をやった際には，そこにはまさに二木建夫という父の名に覆い隠されてし

まった息子，バリカン建二の姿を見ることができるだろう。つまり，この名前の入れ替わりに

よって読み手に伝えられているメッセージは，ただ一つ，「〈バリカン〉は名前を残すことがで

きなかった」という寺山の判決に他ならないのである74)。

お わ り に

『あゝ，荒野』以降，彼はますます殺伐とした演劇の中で，様々な家族殺しのメッセージを

繰り返していくことになるが，しかし，それは彼のデビューから一貫したその詩作の方法，す

なわち，虚構原則の優位という方法によって貫かれていたと言えるのではないだろうか。それ

はまた，現実と虚構を秤にかけて，現実を捨て去るような方法ではなかった。自由と抑圧の

シーソーゲームによっては，現代の問題が解決しないという認識を獲得していた寺山にとって，

現実と虚構の二者択一も同じように欺瞞的な解決しかもたらさないということは容易に理解さ

れたはずだからである75)。抑圧の対立概念ではない形での自由，そして，現実からの逃避にす

ぎないようなものではない形での虚構を，彼はこの日常の中に実現しようと望んでいたのだと

言える。道行く人々を捉えては，お父さん，お母さんと呼びかける彼の演劇作法には，前衛気

取りが方法のための方法を追求して物珍しさに走ったというのではない切実なものがあった。
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それは，演劇を単なる虚構の世界に置き去りにすることで，安全圏から舞台を監視している世

間の目，常識の声そのものが自分自身を省みることを意図してのものだったのだと言えよう。

そして，日常の道徳を支配する現実原則がその力を失い，自らに方向転換を命じるために，寺

山がそこに呼びかけたものが，虚構原則なのであった。現実原則が，日常において人々の空想

をすら規制していることにいかにして抵抗するのか，この一点を注視する寺山の思考にとって，

虚構原則とは単なるおとぎ話の世界にとどまるものであってはならなかった。空想を支配する

現実原則と対になる形で，しかもそれを補完してしまう二項対立の悪循環を逃れるようにして，

彼の言う虚構原則とは，現実原則そのものに変更を迫るようなものであったのだと言えよう。

虚構の現実性を生 (なま) の現実へと引き入れることで自分自身に変革をもたらすこと，彼

の唯一の長編小説である『あゝ，荒野』は，作者自らその模範を示すことによって，読者をも

また各人の根底にある未定の欲望へ振り向けようとするものであった。その意味において，こ

の小説はまさしく虚構原則への誘いと解されるべきものである。

註

1 ) 寺山作品を論じたものとしては，短歌，演劇に関する論考に比して，小説を扱ったものはごく

少ない。清水義和「オルグレンの『黄金の腕』とボーヴォワールの『レ・マンダラン』と寺山修

司の『あゝ，荒野』に於ける映像詩」(『愛知学院大学教養部紀要』2009 年) や，宮本陽吉『オ

ルグレン，ピンチョンに応える ――寺山修司の小説をめぐって――』(『國文学』1994年 2 月

号) は執筆時期の寺山の状況を回顧して，特に寺山がその小説の下敷きにした作品『朝はもう来

ない』の作者ネルソン・オルグレンとの関係を論じている。また，仲俣暁生「新しい書き言葉を

求めて 4 ―― 『あゝ，荒野』から『阿修羅ガール』まで――」(『10+1』2006 年，No.46) は，

寺山の小説を「「現代日本語」で書かれた小説の起点」(同上，51頁) として位置づけることで，

「形而上学的な世界」の言葉を「サブカルチャー」の視点からとらえなおそうとする試みとして

評価している。ただし，そこでの議論は，上位文化と下位文化の差異が現代では消失してしまっ

ているという認識に基づいて，「小説の「土台」そのものを〔中略〕私たちの日常語から生み出

す」(同上，52頁) 試みを現代の小説の中に探るものであり，その意味で描写の源泉として解釈

を許容する現実世界の存在を前提としていた寺山の小説自体は「自然主義的なリアリズム」(同

上) の感性に頼った素朴なものであったと判定されている。しかし，本稿で論じられるように，

寺山の小説にみられるコラージュ的手法は単純な現実の寄せ集めと解されるべきではない。そこ

には外的現実の解体作業とともに，それを見つめる主体の解体もまた意図されていたのであり，

そのことを本稿では「虚構原則」という言葉へと収斂させて論じていく。寺山の小説そのものを

主題として論じたものとしては，秋吉大輔「寺山修司『長編小説 あゝ，荒野』論 ――一九六

〇年代の大衆消費社会におけるコミュニケーションをめぐって――」(昭和文学研究 第 69 集

2014年) がある。そこでは，先の仲俣の論考などを踏まえて，「寺山の力点は，対象をいかに描

くのかといった表象やナラティブのあり方ではなく，表象するという「行為」(コミュニケー

ション) そのものにあった」(同上，113頁) という前提から，寺山の小説を「活字を規範とし
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た「ことば」でのコミュニケーション」(同上，115 頁) から，「「行為」の次元でのコミュニ

ケーション」(同上，117頁) への移行を表したものと解釈している。それは，主体が，与えら

れた意味をそのまま受け取る消極的受容ではなく，事象に主体的に立ち向かう積極的受容におけ

る「意味解釈のプロセスの中で自己の意味を実現させていく」(同上，118頁) ものとされる。

しかし，その場合に価値を実現する解釈主体が無批判に前提とされているために，「「暴力」とし

てのコミュニケーション」として定式化されるその「行為」自体は，舞台となった新宿西口の開

発などの区画整理の進行とともに，「単純にチンピラ，テロリズムとして囲い込まれてしまうこ

とになる」(同上，121) と結論されることになる。ここでも，仲俣の議論と同じく主体としての

自己がそれとして保存されているために，寺山の試みは挫折したものと捉えられてしまっている。

しかし，本稿がこれから議論していくように，この小説が寺山の短歌から演劇への移行期に書か

れたことの必然性に着目した場合，そこにはまさに寺山自身の自己矛盾と葛藤が見出されるので

あり，その際には，他者の文脈を無視した意味付与といった主体的行為に先立つ欲望の源泉その

ものへの着目，つまりは自己の喪失が見出されることになるだろう。またその際には，この自己

解体が彼の結論ではなく，始まりにすぎないことも論じられるはずである。本稿の立場は，寺山

が集団的道徳に与することをよしとしなかったという点は確かに指摘されるべきであると考える

が，しかし，そのことによって主体としての自己を彼の起点とする解釈はとらないというもので

ある。

2 ) 小川太郎『寺山修司 その知られざる青春』中公文庫 2013 年，54頁以下。

3 ) この当時に作られた寺山の俳句については，その後のものも含めて以下の書物で読むことがで

きる。『寺山修司俳句全集』あんず堂 1999 年。

4 ) この時に投稿された短歌の題は，そもそも寺山が『父還せ』としていたところ，中井英夫に

よって朱入れが行われ，結局『チェホフ祭』と改めて発表された。寺山の前に第一回の応募で特

選にえらばれた中城ふみ子の題も，もともとの『花の原型』から『乳房喪失』に中井の手で変更

されている。これについて中井は，「みんな題をつけるのが下手でね」(「黒鳥の歌」『中井英夫短

歌論集』国文社 2001 年，14頁)，という証言を残しているが，また次のような配慮があったこ

とも記している。「奇妙な話だが，五十首を募集しておきながら，それをそのまま出したことは

一度もない。添削だけは絶対にしなかったが，中城では七首を，寺山では十七首も削って，残り

の作品だけを活字にしたのである。というのは当時の歌人のあらかたが，保守というも愚か，新

人に対しては最大の罵声を放つことを楽しむ風潮さえあったからで，その攻撃の的になりそうな

ものはあらかじめ取り除いておこうというのが私の発想だった」(「眠れゴーレム 寺山修司論」

前掲書 78頁)。実際，寺山の短歌が，その元ネタとして中村草田男や西東三鬼らの俳句からの引

用を行っていることが指摘されるや，「盗作問題」として歌壇を挙げての非難の行われたことは

有名な話である。この点については同じく中井の『黒衣の短歌史』に詳しい。中井英夫『中井英

夫全集 10 黒衣の短歌史』創元ライブラリ 2002 年，388頁以下。

5 ) 『短歌研究』1954年 11 月号，10頁。また，この短歌は『あゝ，荒野』の中でも引用されてい

る。『あゝ，荒野』角川文庫 2009 年，52頁。

6 ) 寺山修司『寺山修司短歌論集』国文社 2009 年，177頁。

7 ) 同上。

8 ) 寺山修司「火の継走」『短歌研究』1954年 12 月号，118頁以下。

9 ) 寺山修司「生活短歌と芸術短歌」『遊撃とその誇り』1966 年 三一書房，214頁。

10) 同上，215頁。
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11) すでに引用したアカハタ売りの少年の歌にしても，寺山にはそのような伝記的事実は存在しな

い。寺山の歌が最初の頃に批判されたのは，彼がそのような虚構の現実性を問うていることを見

過ごされ，いわば「メモリアリスト」的立場によって誤解されたところに端を発していると言え

るだろう。

12) 寺山修司「短歌における「私」の問題」『遊撃とその誇り』前掲書，169頁。そこでは続けて

次のように述べられていた。「だが，全体文学のイメージは，歌人にとってははなはだ希薄で

あって，私小説的境涯をうたった，ある種の心境短歌か，さもなくば，まったく主体不在のモダ

ニズム短歌が大半を占めている，というのが現歌壇の実状なのである。」

13) 寺山修司『戦後詩 ユリシーズの不在』講談社文芸文庫 2013 年，11頁以下。

14) 同上，12頁。

15) 同上。

16) 同上，13頁。

17) 同上。

18) 寺山修司『家出のすすめ 現代青春論』角川文庫 1972 年，150頁以下。

19) 寺山修司『戦後詩 ユリシーズの不在』前掲書，36頁。

20) 同上。

21) 同上，37頁。

22) 同上，47頁。

23) 同上，86頁。

24) 寺山修司『誰か故郷を想はざる 自叙伝らしくなく』角川文庫 1973 年，171頁以下。

25) 1972 年の角川文庫版では，すでに『家出のすすめ 現代青春論』と改称されている。そこに

付された寺山のあとがきによれば，「家出のすすめ」というタイトルは「それではあまりに挑発

的だから」という出版社の配慮によって控えられたとのことである。『家出のすすめ 現代青春

論』前掲書，227頁。

26) この「中村一郎」やその他，寺山が製作したラジオドラマは現在でも CDで聞くことができる。

27) しかし厳密に言えば，それに先立って，寺山がネフローゼの病で生死の境をさまよっていた

1956 年に，早稲田大学で当時行われていた「緑の詩祭」という催しで，彼の最初の戯曲「忘れ

た領分」が商業ベースに乗らない形で上演されていた。この催しには同年に芥川賞を受賞したば

かりの石原慎太郎がゲストで呼ばれていた。小川太郎の記述によれば，寺山の作品の上演の際に

は，客席に慎太郎の弟の裕次郎や，他にも大岡信がいたとされている。そして，谷川俊太郎が寺

山の才能と出会ったのもこの場でのことであったとのことである。小川太郎『寺山修司 その知

られざる青春』前掲書，198頁以下。

28) このエピソードについては，寺山の妻であり，離婚後も最後まで仕事上のパートナーとして歩

みを共にした九条今日子の回想録に記されている。『回想・寺山修司 百年たったら帰っておい

で』角川文庫 2013 年，211頁以下。

29) 寺山修司『寺山修司演劇論集』国文社 1983 年，9頁。

30) 第二次大戦中にドイツからアメリカに移住したハンナ・アレントは，その著書『革命につい

て』のなかで，戦争と革命の相互関係においては，当時であれば革命の比重が増していること，

そして，その両者において「暴力」が共通分母となっていることを指摘した上で，暴力をことと

するこれら二つの現象は「政治の領域の外」のことがらであると述べている。17 世紀における

過去の理想状態としての「自然状態と呼ばれる前政治的状態の仮説」の発明に，現在へと続く時
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代の開始点である「はじまり a beginning」に生じた暴力による亀裂の存在の認識を見て取る彼

女の議論は，寺山の革命論を探る上でも参考になるだろう。Arendt, Hannah : On Revolution.

New York 1963. p. 9f. 実際，寺山が『アメリカ地獄めぐり』において，アレントの革命論を参照

しているところからも，彼がアレントのこうした議論を知ってはいたことがわかる。『アメリカ

地獄めぐり』河出書房新社 1993 年，24頁。

31) 『アメリカ地獄めぐり』前掲書，102頁。寺山のこうした視点には，次註で触れるように，フ

ランスの思想家ミシェル・フーコーの思想との共通性を見ることができる。

32) 同上。寺山のこうした発想は，1976 年に出版された『性の歴史 I 知への意志』で，その著者

であるフーコーによって「抑圧の仮説 hypothèse répressive」として述べられることになる認識

を参照することで，その同時代的文脈を獲得するのではないだろうか。Foucault, Michel :

Histoire de la sexualité1 La volonté de savoir. Paris 1976. p. 18.

33) しかし，それが演劇内部の出来事であるという点で，爆破の衝撃はあくまで客席の向こう側に

とどまったとも言えるだろう。後年，この戯曲を振り返った寺山は，「この作品で私は因果律を

守った劇から遠くはなれた出発をした」，と述懐しつつ，しかしこれを天井桟敷のレパートリー

には入れていない理由を，「この作品が「いわゆる新劇」の変型であって，演劇そのものへの根

本的な疑いをさし出していないからだとも言える」と説明している。『寺山修司の戯曲 3』思潮

社 1984年，329頁。

34) 寺山修司『寺山修司演劇論集』前掲書，78頁以下。

35) 寺山修司『家出のすすめ 現代青春論』前掲書，p. 150頁以下。

36) 寺山修司「肉体論のアドリブ」『遊撃とその誇り』前掲書，109頁。

37) 寺山修司『誰か故郷を想はざる 自叙伝らしくなく』前掲書，63頁以下。

38) 寺山修司「その前夜」『みんなを怒らせろ』新書館 1966 年，52頁以下。

39) 寺山修司『あゝ，荒野』前掲書，60頁。強調は原文による。

40) 「でも，仕方ないわね。天罰だもの。と芳子は思った。/「あの人は逃がしてしまったんだか

ら」/大切な，あ
﹅

の
﹅

ことの最中に，必死であたしのつかみかけたものを逃がしてしまったから。」

同上，50頁。強調は原文による。

41) 同上，189頁以下。

42) 同上，62頁以下。

43) この作品では，たとえば 196頁の〈バリカン〉の父親のセリフ ―― ｢もし俺のために食事す

るのでなかったら，俺は誰のために食事をするのだろうか？」，「あるいは誰かが俺のために食事

するのだろうか？｣―― に示唆されている寺山における「代理人」という発想については，例

えば以下を参照。寺山修司『戯曲 毛皮のマリー・血は立ったまま眠っている』角川文庫 1976

年 (2009 年改版)，334頁以下。

44) しかし，より詳細に述べるなら，彼らは「出会い」を求めながら「コミュニケーション」の次

元を脱することができなかった人々であると言える。この場合，「出会い」とは予想もしない他

者ないし自己との邂逅であり，それに対して「コミュニケーション」とは他者を自身の欲望の受

け皿として用いる行為と定義できる。新次と彼らの違いは，新次が自己を変革し，それとともに

社会を変革することで「おれの時代」を求めているのに対して，彼らが社会によって保証される

「おまえの時代」を望んでいる点にある (この点で芳子だけは，自己の変革を望みながら他者に

その実現を求めるという点で境界線上にいると言える)。他方で，新次と彼らはその行為におい

て，他者への暴力的な関わりを求めるという点には共通したものを持っている。したがって，両
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者の共通点としての暴力のあり方にさらに違いを求めるなら，それは川崎 (そっくり) とセイン

パイ記者の田中との対話に主題化されている。川崎 (そっくり) が暴力を「社会的暴力の誤謬を

ただすためのスキャンダル」と考えるのに対して，田中は「暴力はあくまで手段なんかじゃない。

人間の存在が手段なんかじゃないようにね。暴力ってのは，それ自体で一つの目的なのだ」

(『あゝ，荒野』前掲書，336頁) と答えている。何かのための「手段」としての暴力と，それ自

体が「目的」となるような暴力の違いこそ，新次とその他の人物との違いを表すものだと言える。

何かを実現するための「コミュニケーション」を目指した暴力が，寺山が批判的に取り上げる

「Stand for (代理の世界)」を表しているとすれば，「目的」としての暴力は「出会い」を求めて

そのような記号的世界からの脱却を目指すものである。とはいえ，後年の寺山の演劇がスキャン

ダルを起こそうとするものであったという点，そして，自己目的としての暴力が私的なものにと

どまる危険性があるという点からすれば，演劇を通じたある意味で啓蒙的な活動を行うようにな

るこれ以降の寺山には，このジレンマは最後まで付きまとったと言えるだろう。

45) 同上，15頁以下。強調は原文による。

46) 同上，177頁。

47) 同上，232頁。

48) はつの生い立ちに関しても，ここまで何度も参照している小川太郎の伝記に詳しい。『寺山修

司 その知られざる青春』前掲書，15頁以下。

49) 寺山修司『あゝ，荒野』前掲書，331頁。

50) 同上，308頁。

51) 柄谷行人との対談「ツリーと構想力」『別冊新評 寺山修司の世界〈全特集〉』新評社 1980

年 (第 52 号)，62頁。

52) 寺山修司『詩的自叙伝 行為としての詩学』思潮社 2006 年，110頁以下。

53) しかし，寺山が一方の主人公である新次のみを肯定していたという主張には，一定の留保をつ

けることが望ましい。というのも，本論で示したように寺山の創作は対位法を一つの手法として

いた。この場合，新次の対をなす〈バリカン〉もまた，寺山にとって肯定的な側面を表していた

はずである。それは例えば，バリカンが自分のどもりを矯正するべく「品川の教育治療会」を訪

れる場面に見られる。そこでは，治療に訪れていた他の患者たちの矯正プログラムの実践に触れ

て次のように書かれていた。「広い部屋で，数十人の吃りや赤面，対人恐怖症の男女が，それぞ

れ勝手な方向を向いて，話
﹅

の
﹅

た
﹅

め
﹅

の
﹅

話に熱中しているさまを想いうかべるのは〈バリカン〉に

とって愉しいことではなかった」(『あゝ，荒野』前掲書，80頁。強調は原文による)。ここには

無意味な記号的世界に対する〈バリカン〉の批判的姿勢をみることができるだろう。しかし，個

別のエピソードに見受けられる作者寺山と同一化可能なこうした姿勢を，寺山自身が結局は〈バ

リカン〉という人物の総体においては挫折したものと位置付けていることもまた最終シーンから

明白である。そのモンタージュ的手法によって，自分自身の声を小説中の様々な人物の口を借り

て語らせる寺山の小説においては，確かにその内のただ一人だけが特権的な位置にあるというこ

とはできない。実際，「足の悪い女」と論争する場面で新次が自分は「英雄
ヒーロー

になるのさ」あるい

は「俺は有名になりたい」という欲望を口に出した際には，括弧に括られた誰の発言ともわから

ない言葉で，「 (たしかに，今日では，有 名
ビッグネーム

を得ることが英雄の条件であることは間違いな

かった。しかし，英雄だから有 名
ビッグネーム

なのか，有 名
ビッグネーム

なので英雄なのかを，新次は考えたことはな

かった)」(『あゝ，荒野』前掲書，175頁) と記されていた。ここには新次もまた小説の中の一

つの契機であって全面的な肯定の対象ではないことが示されている。とはいえ，寺山の創作活動
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の転換期における小説の位置付けを考えた場合，寺山が新次に強い思い入れを抱いていたと言う

ことはできるだろう。このことは，執筆時のことを振り返った文章で，寺山に雑誌『現代の眼』

への小説の連載を勧めた，当時の編集者でありのちにカメラマンとして活動することになる中平

卓馬とのライバル関係 (それはまた二人が応援していたボクサー青木勝利とファイティング原田

との関係にも準えられている) を指示しながら，「青木と原田，建二と新次，中平と私が，二年

間の『あゝ，荒野』のころを思い出そうとすると，どうしてもオーバーラップしてくる」(「消し

ゴム」『黄金時代』河出書房新社 1993 年，298頁) という記述から間接的に読み取ることがで

きる。

54) たとえば，以下のような記述を挙げることができるだろう。「肉体派の祭典をさえも，国旗と

いうトレード・マークの下に画一化しつづけた「反肉体の論理」，すなわち「政治の論理」が，

ますますわれわれを個
﹅

人
﹅

の
﹅

肉
﹅

か
﹅

ら
﹅

，全
﹅

体
﹅

の
﹅

血
﹅

へ
﹅

と押し流して行くのではないか？と考えると私は

慄然としない訳にはいかない。」「オリンピック「我が闘争」！」『遊撃とその誇り』前掲書，124

頁。強調は原文による。

55) 寺山修司『詩的自叙伝 行為としての詩学』前掲書，109頁。

56) 同上，107頁。

57) 同上，108頁。

58) Freud, Sigmund : Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens. In :

Studienausgabe. Frankfurt am Main, 1975. Bd. III, SS. 17-36.

59) ｢快楽原則」Lustprinzip，「現実原則」Realitätsprinzipは最新の岩波書店版全集ではそれぞれ

「快原理」，「現実原理」と訳されているが，本稿では寺山の当時参照した文献に鑑みこのように

訳しておく。

60) 寺山修司『詩的自叙伝 行為としての詩学』前掲書，108頁。

61) 寺山修司『死者の書』河出書房新社 1994年，61頁。

62) 例えば，次の著作のタイトルがそうである。『言葉が眠るとき，かの世界が目ざめる』新書館

1972 年。

63) マルクーゼ・H『エロス的文明』南博訳，紀ノ国屋書店 1958 年，132頁。ただし，翻訳では

「エロス的な現実」となっている。また，同書からの引用にあたっては，英語原文を参照したが，

基本的には寺山の参照した翻訳に従った。Marcuse, Herbert : Eros and Civilization. A

Philosophical Inquiry into Freud. (1955) Boston 1966.

64) 同上，129頁。

65) 同上，20頁。

66) 同上，183頁。

67) 同上，205頁。

68) 同上，207頁。

69) 寺山修司，『家出のすすめ』前掲書，74頁以下。

70) 『あゝ，荒野』を論じた秋吉大輔は，その註の中でこのことに言及し，寺山による名前の書き

換えを「誤記の可能性もある」としつつ，「父親の象徴的な死」を示すものと捉えている。秋吉

大輔「寺山修司『長編小説 あゝ，荒野』論」前掲書，123頁。しかし，そのように考えた場合

に疑問に思われるはずの，なぜ新次が〈バリカン〉の父を殺すことになるのか，また，小説中で

実際に死んだはずの〈バリカン〉の位置付けはどうなるのか，そして，〈バリカン〉自身の自殺

的意図はどう解釈されるのか，といった点は議論されていない。
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71) 寺山修司『家出のすすめ』前掲書，191頁以下。

72) 後の演劇論において，俳優=貨幣論 (『寺山修司演劇論集』前掲書，56頁以下を参照) として

展開されていくことになるこうした発想は，前記した「代理人」の発想とともに，この『家出の

すすめ』のような初期の評論的著作にすでに言語哲学的構想を伴ってその原型が見出されるので

ある。

73) 寺山修司『家出のすすめ』前掲書，193頁。

74) ただし，試合を観戦する宮木の独白に示唆されているように (「もしかしたら，あの大きい方

の男は自殺するつもりだな。と宮木は思った。新次の手で「自殺する」ことで，一生新次に貸し

をつくろうとする魂胆と見える。たぶんこれから何年ものあいだ，新次の意識の中に間借りしよ

うという企みなんだ。だが，そんなことも知らずに新次はどんどん誘い込まれてゆく。」『あゝ，

荒野』前掲書，354頁以下)，〈バリカン〉は自らの死によって新次の心に痕跡を残したと言える

のかもしれない。また，新次が宮木の指摘する危険に気づいていたことは，試合に挑む前の彼の

独白にすでに示されていた。「あいつは，たぶん，俺に殴り倒されようとたくらんでるのだ。俺

の手で徹底的に打ちのめされ，血まみれになって倒れることによって，俺とのっぴきならない関

係を持とうとしているのだ」(『あゝ，荒野』前掲書，319頁。強調は原文による)。しかし，こ

の場合に重要な点は，〈バリカン〉の意図が「自殺する」ことにあるという彼らの指摘である。

自らの死によって新次に自分の人生を肩代わりさせようという〈バリカン〉の意図は，まさに寺

山が自殺について述べたように，自分の人生を他者の名前によって表現しようとするものと解す

ることができる。バリカンの死は新次の生によって担われるという論理である。このような意味

において記録された名前が，他者によって表象されるものでしかないという所から明らかになる

のは，自分の人生を生きようとした〈バリカン〉が最終的には代理人の世界に落ち込んでしまっ

たということである。

75) たとえば次のような認識にそうした姿勢は認められる。「私は，多くのハプナーたちのように，

産業社会が抹消しようとするものを称揚し，産業社会から脱け出ようとして，結果として，その

共犯者となってしまうような愚の二回性に奉仕する気はさらさらない。もはや，ハプニングは相

対的な安定を保つ市民社会にとって，異物でも何でもなく，ただの退屈しのぎの「補完物」とし

てしかうつらなくなってしまっているのである。」『寺山修司演劇論集』前掲書，18頁。
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要 旨

寺山修司の作家としての活動は，通例ふたつの時期に分割される。一つはその前半を彩る短

歌の時期であり，もう一つは後半を占める演劇の時期である。1954年に中井英夫に見出された

『短歌研究』でのデビューから，単独歌集としては最後のものになる 1965 年の『田園に死す』

までの期間を寺山の短歌の時代と呼ぶとすれば，1967 年の「演劇実験室天井桟敷」の旗揚げか

ら 1983 年の没年に至るまでの彼の後半生は演劇の時代と呼べるだろう。しかし，本稿ではこの

二つの時期に挟まれて存在する空白の一年に注目したい。というのも，この年，1966 年に寺山

の唯一の長編小説『あゝ荒野』が出版されているからであり，また，この作品を検討すること

によって，寺山の活動がこの時期に短歌から演劇へと移行していく様子を具体的に見て取るこ

とができると考えられるからである。とはいえこの点を探っていく場合，第一に検討されるべ

きは短歌，演劇，小説という三つのジャンルにおいて寺山が一体なにを目指していたのかとい

うこと，すなわち寺山における個別のジャンルの特異性である。これを本稿では，短歌におけ

る「全体文学」，演劇における「出会い」，そして小説における「虚構原則」として際立たせて

いく。短歌における全体文学の希求は，複製技術による個々人の情念の画一化に直面して挫折

する。寺山における短歌から演劇への移行の必然性はここに求められる。その意味において，

小説の特徴として取り出された「虚構原則」とはまた，上記三つのジャンルの移行として実現

する寺山の作家活動を通じて，一貫した原理として見出されるものでもある。このことは，本

論において示されるように，この小説の二人の主人公，バリカン建二と新宿新次が，それぞれ

寺山における短歌的人格と演劇的人格を表現している点から確証されることになるだろう。

キーワード：寺山修司，虚構原則，『あゝ荒野』，短歌，演劇

Zusammenfassung

Shuji Terayamas literarisches Schaffen wird üblicherweise in zwei Phasen eingeteilt. In der

ersten Phase schrieb er Tanka (31-silbige Gedichte) und in der zweiten Phase Dramen. Damit

lässt sich die Zeit ab dem Jahr 1954, in dem seine Tanka erstmals in ,, Tanka-Studien “

veröffentlicht wurden, bis zum Jahr 1965, in dem seine letzte Tankasammlung ,,Der Tod in der

Provinz“ erschien, als seine Tanka-Phase bezeichnen. Dem stehen die Jahre der Dramen-Phase

gegenüber, die sich vom Jahr 1967, in dem er sein Theater ,,Tenjo Sajiki“ gründete, bis zu seinem

Todesjahr 1983 erstrecken. In der vorliegenden Arbeit soll jedoch die Zeit zwischen den beiden

Phasen betrachtet werden, nämlich das Jahr 1966, in dem sein einziger Roman ,, . . .Vor meinen

Augen. . . eineWildnis. . .“ veröffentlicht wurde. Durch die Berücksichtigung diesesWerkes wird

nämlich deutlich, wie sich Terayamas Übergang von der Gattung der Tanka zur Gattung des

Dramas vollzog. Abschließend wird der Begriff des ,, Fiktionsprinzips “, den Terayama als

Gegenbegriff zum Freudschen ,,Realitätsprinzip“ einführt, als ein Grundprinzip seiner Dichtung

vorgestellt

Keywords : Shuji Terayama, Fiktionsprinzip, ,, . . . Vor meinen Augen. . . eine Wildnis. . ., Tanka,

Drama
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