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オルギアとしての戦争
―三島由紀夫の〈終末〉体験―

滕夢溦（東京外国語大学大学院博士後期課程）

【キーワード】三島由紀夫、中世、戦争体験、此岸性、ニーチェ

はじめに
昭和 18 年 10 月 2 日、文科系学生の徴兵猶予の停止に伴い、三島は満 20 歳になると、兵

役につかなければならないようになった。同月の 21 日に、学生数万が神宮外苑に集まり、
学徒出陣壮行会が雨の中で盛大に行われた。次いで、同年の 12 月 24 日、徴兵適齢が一年引
き下げられて 19 歳となり、三島は翌年に入隊しなければならなくなった。戦場の状況も悪
化し、日本軍とアメリカ軍の戦争は激化、空襲警報が多くなった。昭和 19 年 5 月、三島は
本籍地の兵庫県印南郡志方村で徴兵検査を受け、第二乙種で合格した。それ以後、三島は海
軍学校の訓練や、海軍工場の勤労動員に参加するようになった。昭和 20 年 2 月 4 日、勤労
動員先から戻ったところで入営通知を受け取った三島は遺書まで書いたが、6 日後の入隊検
査で右肺浸潤と誤診され、即日帰郷を命じられた。しかし入営に対する恐怖も醒めやらぬう
ちに、空襲がより頻繁となり、3 月 10 日の「東京大空襲」だけで罹災者は 100 万人を超えた。
そんな過酷な時期でさえ三島は創作を中断せず、昭和 19 年に、『朝倉』、『中世に於ける一殺
人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃』（原題『夜の車』、以下『哲学的日記』と略記）、『中世』
などを、昭和 20 年に『エスガイの狩』、『菖蒲前』などを陸続と書き続けた。
『文芸文化』の終刊号（昭和 19・8）に、三島由紀夫は『哲学的日記』という日記的散文

詩風の作品を載せていた。日本軍が徐州占領の直後に創刊されたこの雑誌は、敗色が濃厚と
なった太平洋戦争末期の昭和 19 年 8 月、通巻 70 巻をもって終刊となった。同年 10 月『花
ざかりの森』は七丈書院（のち筑摩書房へ統合）より、単行本として出版された。三島は昭
和 38 年に発表した「私の遍歴時代」1 で、当時の自分を振り返って、「私一人の生死が占ひが
たいばかりか、日本の明日の運命が占ひがたいその一時期は、自分一個の終末感と、時代と
社会全部の終末感とが、完全に適合一致した、まれに見る時代であった」と述べている。「兵
隊にとられれば生きてかへることは期待できない」ため、三島は「一億玉砕は必至のやうな
気がして」、「いつ赤紙で中断されるかもしれぬ」というような、遺作を書く心情で一作一作
を書いていた。また、『哲学的日記』の発表から六ヶ月後、「二十代の私は、自分を何とでも
夢想することができた。薄命の天才とも。日本の美的伝統の最後の若者とも。デカダン中の
デカダン、頽唐期の最後の皇帝とも。それから美の特攻隊とも」と、「きちがひじみた考へ
が昂じて」いるうちに、「最後」の小説『中世』を書き、第一回、第二回（途中まで）を『文
芸世紀』昭和 20 年 2 月号に発表し、空襲より雑誌焼失された第三回を経て、第四回を昭和
21 年 1 月号に発表し、全体を『人間』（昭和 21・12）に掲載した。本稿は、戦争末期の三島

1　 三島由紀夫「私の遍歴時代」『三島由紀夫全集30』新潮社、昭和50年、434頁



オルギアとしての戦争―三島由紀夫の〈終末〉体験―滕夢18

文学の特徴が最も明瞭だと思われる『哲学的日記』と『中世』に焦点を当て、考察を行う。
この二作について、相原和邦 2 は、『花ざかりの森』の「その三」に示された「奇跡待望」

という受動的姿勢を「日本浪曼派の発想の基本的な特質」とし、「陥没」の状態を受動的「待つ」
姿勢が、『哲学的日記』ではその状態を能動的に「作り出す」姿勢をとるようになり、また

『中世』の菊若・綾織・霊海の死も自決という能動性を含んだものとし、両作品の『文芸文化』
から離脱していく傾向を明らかにした。相原の論の後に公開された川端康成宛書簡に、「文
芸文化終刊号にのせた奇矯な小説「夜の車」は国文学への決別の書でした」3 と記されており、
三島の『文芸文化』からの離反を確認できるが、能動的になった殺人者の解釈については、
柴田勝二 4 もつとに指摘している通り、〈相手次第〉の性格は、眼前する視覚的な表象に縛ら
れることに加え、「殺人者」は受動性を付与され、決して能動的とは言えない。小埜裕二 5 は
相原の論を肯定した上で、『哲学的日記』における『ツァラトゥストラ』受容に焦点を当て、

「殺人者」＝「ツァラトゥストラ」、「海賊頭」＝聖者という図式を出し、殺人行為によって
希薄になりつつある「生」を維持する「殺人者」の姿勢に、三島がニーチェから学んだ「能
動的ニヒリズム」を見出した。しかし、『哲学的日記』について三島自身の「殺人者（芸術者）
と航海者（行動者）との対比」という言説を対照してみると、小埜の言う図式に疑問が残る
点がある。「殺人者」と「海賊頭」の関係と三島のニーチェ受容についても再考する必要が
ある。

奥野健男6も同様にこの二作に見られる三島の変化に注目した。奥野は、『哲学的日記』を「内
部にある凶々しい殺人嗜好の美学を表現する」作品として把握し、また「今まで秘して来た
しかし自分の大半の官能、感情、美への関心を支配して来た男色」を思い切って表出する『中
世』とともに、自分の隠して来た願望、背徳的な終末に通ずる美の作品化、創作集『花ざか
りの森』の「つくられた仮面の自分」への反逆、として捉えている。また奥野はこの二作と『花
ざかりの森』との距離も意識したが、筆者は殺人嗜好や男色、背徳といった官能美の表出よ
り一層中心的なものがあるのではと推測している。この二つの作品において、三島がどのよ
うな変貌を遂げたのかを究明するのも本稿の一つの目的である。

田坂昂 7 は、「超人間的世界への希み」を『哲学的日記』の主題として考え、「人界、地上
で美しいとされるものへの嫌悪と霊界（この世のものでないもの）への傾慕との対置」を『中
世』から読み取り、この二作を戦争の「終末論的状況」の中で夢見られたところの幻の「久
遠の花」と解釈した。後で詳しく論述するが、この二作に表出されるのは、超越的な世界や
彼岸への憧れというより、むしろ現在・現世に留まる志向であろう。

日本浪曼派時代からの三島の変化を示し、また以後の文学の主題が含まれている『哲学
的日記』と『中世』は、その重要性にも拘わらず、従来、充分に論じられているとは言い難い。
本稿は、三島由紀夫戦争末期の作品『哲学的日記』と『中世』を取り上げ、ディオニュソス

2　 相原和邦の「三島文学と『文芸文化』」『文学研究』日本文学研究会、昭和46年、93頁
3　 三島由紀夫『川端康成三島由紀夫往復書簡』新潮文庫、平成12年、26頁
4　 柴田勝二『三島由紀夫―魅せられる精神』おうふう社、平成13年、39頁
5　 小埜裕二「三島由紀夫のニーチェ受容－「夜の車」と『ツァラトゥストラ』」『金沢大学国語国文』、平成3年、40-49頁
6　 奥野健男「『花ざかりの森』の裏面」『三島由紀夫伝説』新潮社、平成5年、139頁
7　 田坂昂『増補三島由紀夫論』風濤社、昭和52年、124/120頁
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崇拝のオルギア 8 的な時間に、破壊とダンスによる忘我的陶酔におぼえる此岸志向を究明し、
三島の〈終末〉体験による文学上の変貌、また戦後への連続性を解明する。

一、「殺す」と「生かす」の逆説
『哲学的日記』と『中世』は、共に応仁の乱にはじまる戦乱の世を背景にして書かれた作

品である。『花ざかりの森』や『みのもの月』の中で、王朝的な美意識を表現することから、
中世に題材をもとめるようになった三島の変化は、戦争の激化と三島活動の舞台である『文
芸文化』の終刊と無関係ではないだろう。『哲学的日記』に、「昭和十八年という戦争の只中
に生き、傾きかけた大日本帝国の崩壊の予感の中にいた一少年の、暗澹として又きらびやか
な精神世界の寓喩がびっしり書き込まれている」9 のだと三島は自ら解説した。毎日自分の死
と国の崩壊を予感する三島にとって、戦争末期の世界は、狂乱の中世の復活であろう。

そのような「終末」への予感の中、三島はニーチェと出会い、戦争末期というカオスの
時期にニーチェの力を借り、それを麻薬として自分を癒し、酒に酔い痴れたようにディオニュ
ソスの虜になった。三島が十代からその自決の最期までニーチェを愛読し、影響を受けたこ
とはよく知られている。手塚富雄との対談の中で、「『悲劇の誕生』の、あのエネルギーの過
剰からくるニヒリズムということばが実に好きでしたね。……それから超人の思想というよ
りも、なにか人を無理やりにエキサイトさせる力、ああいうものが戦争中のわれわれにとっ
ては、麻薬みたいな感じもいくらかあったんです」10 と、戦時のニーチェ体験を語った。また

『哲学的日記』のニーチェ受容について次のように語っている。

わたくし、「ツァラトゥストラ」の影響をうけて短編を書いたことがあるんですよ。
「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」という長い題ですが、それは
非常にニーチィズムなんです。戦争中に書いたものですけどね。あのころはいちばん

『ツャラトゥストラ』やニーチェ全般にかぶれていたころかもしれません。11（下線筆者、
以下同様）

　ニーチェが日本に移入されたのは明治 20 年代からであり、明治 26 年帝国大学で哲学
史を講ぜられたケーベルと明治 30 年ドイツから帰られた井上哲次郎により、ニーチェの名
は若い世代に伝えられるようになった。そして、吉田静致の論文「ニーチュエ氏の哲学―哲
学史上第三期の懐疑論」（『哲学雑誌』明治 32・1）が嚆矢を持ち、長谷川天渓「ニーツェの
哲学」（『早稲田学報』明治 32・8、11）、登長信一郎「独逸の輓近文学を論ず」（『帝国文学』
明治 33・5-7）など学術的な署名論文が陸続と世に出た。明治 34 年、高山樗牛の「美的生活
を論ず」が発表され、それに賛成、反対する議論が文壇を沸騰させながらも、「ニーチェ主
義」を本能賛美、自我鼓吹と見なされた考えは依然として一般的であった。その後、生田長

8　 オルギアはギリシヤ語のὄργιαを語源とし、ディオニュソスとバッカスを祀るカルトの儀式を指す。また、英語の表記はorgyとなり、
秘儀宗教の礼拝というもとの意味に、集団的乱交（group sexual activity）も加えるようになった（OED参照）。

9　 三島由紀夫「解説」『花ざかりの森・憂国』新潮文庫、平成2年、258頁
10　手塚富雄と対談「ニーチェと現代」『世界の名著46―ニーチェ』中央公論社、手塚富雄編、昭和41年、付録1、2頁
11　手塚富雄と対談「ニーチェと現代」前掲書、付録1、2頁
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江と登張竹風らが力を入れて翻訳し続け、和辻哲郎『ニイチェ研究』（内田老鶴圃、大正 2
年）と阿部次郎『ニイチェのツァラツストラ、解釈並びに批評』（新潮社、大正 8 年）が出て、
日本におけるニーチェ解釈を新たな段階に推進させたと考えられた12。三島は師事していた詩
人の川路柳虹から『ツァラトゥストラ』をすすめられ、昭和 18 年 1 月の頃から読み始めた。
東文彦宛の書簡と、手塚富雄との対談から、三島は登張竹風の訳本によってニーチェに接し
たことが確認できる 13。また、三島の蔵書に和辻哲郎の『ニイチェ研究』が記載されているた
め、三島は和辻からある程度の影響を受けていたと考えられるようになっていった 14。
『哲学的日記』は『ツァラトゥストラ』の影響の下で書かれたことはよく知られている。

その作品に、室町時代のある架空の時期に、主人公「殺人者」日々の殺人行為とそれに対す
る省察を日記的章段で綴っていく。形式においては、散文詩風的であり、難解な雅語が多用
され、哲学的思想も織り込まれており、『ツァラトゥストラ』の影響が見られる。

殺人ということが私の成長なのである。殺すことが私の発見なのである。忘られて
いた生に近づく手だて。私は夢みる、大きな混沌のなかで殺人はどんなに美しいか。
殺人は造物主の裏。その偉大は共通、その歓喜と憂鬱は共通である。15

ここでの「大きな混沌」は作中の乱世の喩えであり、戦時中の日本のことでもある。死
の意識に浸された時代に、〈死〉は既に日常となり、〈死〉にさし迫ってくることによって生
まれた〈生〉の実感が希薄となり、人々に忘れられていた。最初の章段で殺害される将軍は、

「百合や牡丹をえがいた裲襠を着た女たちを大ぜいならべた上に将軍は豪然と横になつて朱
塗の煙管で阿片をふかしてゐる」（同書、405 頁）と、生が頽落していた乱世の日常に倦怠
感を覚え、「殺人者を予感しない」と表現された。そこで、殺人者は殺害行為により、相手
の存在を無化するためではなく、倦怠の日常の中に埋没した〈生〉を一瞬に喚起して高めよ
うとする。このような三島の把握は非常にハイデガー的であると言えよう。ハイデガーによ
ると、日常の中にいる現存在は、〈ひと ( ダス・マン )〉の公共性のうちで喪失させられ、本
来的な「自己で在りうること」から常にすでに滑り落ちており、「世界」へと「頽落（Verfallen）」
している。そして、死へとかかわる日常的な存在は、頽落したものとして、死を前にしなが
ら、「ひとはいつか死ぬが、当分はまだ死ぬことはない」と語り、そこから絶えず逃避する。
そこで、死を真と見なして保持することは、現存在をその実存の完全な本来性にあって要求
する。死へとかかわる存在が「無のまえ」で覚える不安こそが一箇の「根本的情態性」であり、

12　日本におけるニーチェの受容史は、主に西尾幹二『ニーチェ』（中央公論社、昭和52年）を参考して作成したものである。
13　昭和18年１月11日東文彦宛の書簡に「今、「ツアラトウストラーかく語りき」をよんでをります。登張竹風氏の訳でなか〳〵の名

訳です。」と記されている（『三島由紀夫　十代書簡集』新潮社、平成11年、130頁）。手塚富雄との対談の中で、「生田長江
さんの訳でしょうか。」と聞かれ、「いいえ、登張竹風さん『如是説法ツァラトゥストラー』です。」と三島は答えた（手塚富雄と対談
「ニーチェと現代」前掲書、付録1、1頁）。

14　三島のニーチェ受容と実践に和辻哲郎『ニイチェ研究』の影響が見られることは田中裕也に論じられた。田中裕也、「三島由
紀夫「親切な機械」の生成」（「日本近代文学」84、平成23・5、79-94頁）、「三島由紀夫「夜の車」の生成と変容―日本浪曼派
美学からの決別」（『三島由紀夫研究13－三島由紀夫と昭和十年代』鼎書房、平成25年、41-56頁）

15　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」『三島由紀夫全集1』新潮社、昭和51年、405-406頁
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かくして露呈されるのは死へとかかわる自由における自分自身なのである16。三島がここで強
調するのは、正にそのような〈死〉を前にして覚える根本的な自分自身の生の実存であろう。

「殺す」ことで「生」を創造する殺人者はまさに造物主と同様な存在である。北の方瓏子は
殺される瞬間に「喜んでいるもののよう」であり、「目においおい、つきつめた安らぎの涙
が光りはじめる」。それは彼女の魂が失われてゆく直前に湧いてくる生の証であり、すべて
の生の重さがその一滴の涙に凝縮する。この瞬間の彼女は無上に美しく、そして永遠に生の
充溢の刹那に閉じ込められた。能若衆花若が殺害される時も、「その唇はつややかに色めき
ながら揺れやまぬ緋桜のよう」な類のない美的様子を呈し、「玉虫色の虹をえがきつつ花や
かに迸る彼の血」を忠実に享けている。この刹那に惹きつけられた殺人者は、生の充溢を目
にして自分の生も昂揚していった。それは、相手の死に直面することによって喚起された自
分自身の実存の本来性である。

しかし、殺人者の志望は必ず達成されるわけではない。殺す対象によって、殺人者は「投
身」できない、つまり「生」の充溢を喚起できない場合もある。

彼にはどんな病患よりも快癒は無益とおもわれた。そこへ身を投げることがかれは
できない。その場所では彼は投身者になれないのだ。

殺人者はさげすんだ、快癒への情熱を。花が再び花としてあるための、彼は殺人者
ではないのだった。ただ花が久遠に花であるための、彼は殺人者になったのだった。17

この一節は全文においても異色な章段によるものである。この日に殺人者は人殺しをせ
ず、「春のうつくしい一日」をのびやかに散歩する。しかし、森や泉、蝶々や小鳥など、自
然的な明るさが満ちているこの「快癒」の季節は、最も「殺人者の胸を痛ましむる季節」で
もある。昭和 25 年に刊行された小説『愛の渇き』（新潮社、昭和 25・6）の中で、三島は「病
気とは、そもそも生の昂進ではないのか」と主人公悦子に述べさせ、さらに良輔のチフスの
症状である排泄物を「生命のたえまのない是認、荒々しい無作法な人目を憚らぬことの是認」18

として捉えた。「卑俗な文体について」にも、「生の躍動を象徴的に、また内在的にとらへう
るやうな病気にかかることが望ましい」19 と、「病気」の作家に対する作用について言及した。
ここでの「病気」は、象徴的な事柄であり、精神の停滞からの脱出を促すものとして「生」
のイメージを帯びている。このような「病気」を「生の躍動」とする捉え方は、既に『哲学
的日記』に示されている。倦怠という生の停滞を引き裂くものとして、「病患」は積極的な
色合いを帯びている。「快癒」は殺人者が投身することができないところであり、「生の充溢」
を喚起する行為を無効化させる無益なものであるというのも、この観点を念頭におくことか
ら出発したと言えよう。したがって、殺人者は「快癒」を「生」の敵として蔑み、「花が再
び花としてあるため」ではなく、生の最高の瞬間を素材にして「花が久遠に花であるため」に、

16　ハイデガー『存在と時間』熊野純彦訳、岩波文庫、平成25年、を参考。（存在と時間（二）・321頁、存在と時間（三）・152、204
頁）

17　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、407-408頁
18　三島由紀夫「愛の渇き」『三島由紀夫全集4』新潮社、昭和46年、221頁
19　三島由紀夫「卑俗な文体について」『三島由紀夫全集26』前掲書、347頁
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凶器に手をかけた。
また、乞食を殺害する時も、相手に生の輝く瞬間が到来せず、殺人者自身の生の昂揚も

喚起できず、この殺害行為自体が何の意味もなさない行為のように映し出されている。「乞
食百二十六人を殺害。この下賤な芥どもはぱくぱくとうまさうに死を喰つて了ふ」20。これは
日記の中で殺人者が群体を殺戮する唯一の断章である。対象は将軍や能役者や遊女が殺され
る時の美が付与されておらず、「下賤な芥」の集合として捉えられた。ここでの乞食は自己
を持たない群体の中の一人、生への意志が完全に喪失した「芥」であり、死を前にしても、
何の感覚も喚起されず、平然と死を食ってしまう。彼らを殺すことでは殺人者自身の充溢は
得られていないのだが、これらの「汚醜」を徹底的に消滅した後は、「殺人者の意志はこの
上もなく健康である」ことを確認した。『ツァラトゥストラ』の中で、「乞食たちを寄せつけ
ることは、絶対にしてはならない」、「同情者たち以上に、愚行を行ったものが、この世にい
るだろうか。そして、同情者たちの愚行以上に苦しみをひき起こしたものが、この世に存在
するだろうか」21 と、ツァラトゥストラは同情心を否定し、そして、「悪人」「卑劣漢」「罪びと」
など、どのような〈悪者〉をも「犯罪者」から排除し、「敵」「病人」「愚者」というような

〈弱者〉が罪を負うと主張し、〈弱者〉を既成の善悪の基準から同情する目で見るのではなく、
生の立場から「犯罪者」として評価した。

このような「犯罪者」に死刑を下す「法官」は、「死の使徒」ではなく生の向上のために
生の敵である「犯罪者」を殺す「生の使徒」なのだ。「殺すことによって、君たち自身、君
たちの生の根拠をうるよう、心がけよ」（同書、94 頁）とツァラトゥストラが語ったように、
彼らは殺すことによって自分が「生の使徒」として生きているという自覚を持つようになっ
た。『哲学的日記』の徹底的に頽落した生気のない乞食は、生の敵である「犯罪者」として、

「生を追いつめゆく」殺人者に処刑された。殺人者の殺害行為は、「法官」が「犯罪者」に死
刑を下すことと同質であり、乞食を殺すことによって、自分が「なお生きのこっている」こ
との根拠を得る。そのため、乞食を一瞬の生の昂揚に導くことができず、殺人者も生を取り
戻すことはできないのだが、乞食を殺すことによって、殺人者は自分の「生の根拠」を得、「こ
の上もない健康である」という自分の意志を確認することはできる。『花ざかりの森』では、「キ
リスト教」や「十字架」は憧憬の一つの方向として、人を無限なるものへ導くための道具と
いうロマン的な把握を示したが、『哲学的日記』では、弱者のルサンチマンに道徳的正当性
を与えるキリストと相反する、強者を肯定する姿勢を示した。

そもそも、ニーチェは破壊欲というものを生の意欲にかかわる不満から転化したもの、
生の意志の一つとして発見したとされる。三島は「死」が漂う戦争末期に、いかに「生」の
力を獲得するかという方法をニーチェから学んだ。ただ、殺人者の破壊欲や殺人欲は生の泉
と繋がっているが、彼がニーチェの語った超人的な強者ではないことの証拠でもある。なぜ
なら、ニーチェによる犯罪者は、肉体からの悩み、生の意欲にかかわる不満を、破壊意識へ
と転化するため、根本的には弱者であるのに対し、超人ならば、それを破壊意志ではなく、
人類向上への努力に転化する 22。

20　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、406頁
21　ニーチェ「ツァラトゥストラ」『世界の名著46―ニーチェ』前掲書、156-157頁
22　ニーチェ「ツァラトゥストラ」前掲書、97頁
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『哲学的日記』の中で、殺人者と対照的に海賊頭は絶対的な強者として造形された。両者
の関係においての殺人者の位置については、次章で論じたい。

二、「殺人者」対「海賊頭」
後年の三島は、『花ざかりの森』を「浪曼派の悪影響」の下で書かれた「気取りばかり」

の小説だと考えて否定的な眼差しを向けるのに対し、『哲学的日記』は肯定的に評価し、そ
こに自分の戦後の文学的方向が示唆されていると自認した。「この短かい散文詩風の作品に
あらわれた殺人哲学、殺人者（芸術家）と航海者（行動家）との対比、などの主題には、後
年の私の幾多の長編小説の主題の萌芽が、ことごとく含まれていると云っても過言ではな
い」23 との三島の解釈に従えば、破壊行為から生の力をもたらすという「殺人哲学」以外、殺
人者と海賊頭の対比も以後の作品に繰り返されている二元論の発想である。海賊頭が登場す
る章段は全文に最も長い部分であり、殺人者の友人という人物設定、二人の会話による構成
も他の部分とは異色である。

海賊は飛ぶのだ。海賊は翼をもつてゐる。俺たちには限界がない。俺たちには過程
がないのだ。俺たちが不可能をもたぬといふことは可能をももたぬといふことである。

君たちは発見したといふ。
俺たちはただ見るといふ。

...( 中略 )... 俺たちは無他だ。俺たちが海をこえて盗賊すると、財宝はいつも既に俺た
ちの自身のものであった。生れながらに普遍が俺たちに属してゐる。24

海賊頭は、翼をもって自在に無限の世界に飛ぶ。彼は無他であるため、すべてのものが
彼に属している。それは、「わたしがかつてわたしの頭上に静かな天空を張りめぐらし、自
分自身の翼をふるって自分自身の天空に飛び入った」25 と語り、自分を世界とし、世界を自分
とし、その中で自在に羽ばたき、永遠を求める激しい欲情に燃えずにいられないツァラトゥ
ストラと共通する。海賊頭の言葉では「未知」、「発見」と言わない。なぜなら、それは自分
と距離あるところに使う言葉であり、「無他」の海賊頭にとって「未知とは失われたという
ことだ」からである。それに対して、殺人者は、「他者との距離。それから彼は遁れえない。
距離がまずそこにある。そこから彼は始まるから」という他者との疎隔感を常に意識してい
る。

そのような自他意識からも、『花ざかりの森』と『哲学的日記』の間に横わたる落差が窺
える。両作の連続と距離については、共に「陥没」の体験をモチーフとしたが、『花ざかりの森』
に見られる「陥没」に対する受動的に「待つ」姿勢は、『哲学的日記』に「待つ必要もない
切迫感へと高まってきている」と、相原和邦によってつとに指摘されている。しかし柴田勝
二 26 の論通り、一見殺人者の取った姿勢は「能動的」であるが、「情念的な充溢や昂揚が主体

23　三島由紀夫「解説」『花ざかりの森・憂国』新潮文庫、平成2年、258頁
24　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、411頁
25　ニーチェ「ツァラトゥストラ」前掲書、336頁
26　柴田勝二「〈終末〉への対抗―〈中世〉の表象」『三島由紀夫―魅せられる精神』前掲書、37-39頁
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の意志にかかわらず、否応ない形で自己の内に沸き起こってくる変化である点では、もとも
と受動性を帯びている」。また、「「殺人者」に昂揚の経験をもたらすのは、将軍や上臈や能役者」
のような存在に限られており、「その〈相手次第〉の性格が、眼前する視覚的な表象に縛ら
れることに加えて、「殺人者」は二重の受動性を付与している」と、柴田はさらに分析を加えた。
つまり、殺人者は能動的に非日常的な時間を招来しようとするが、その結果として、生の充
溢の状態がつねに到来するとは限らない。

殺人者は相手の死の瞬間に生の昂揚感を体験した点と、非日常の世界が日常に滑り込む
瞬間に、恍惚感にみまわれて陥没の状態に陥り、超自然的な啓示を受け取る、という『花ざ
かりの森』との連続性が容易に見出せる。しかし、『花ざかりの森』に繰り返された自分の「死」
の体験や自己脱却の状態といった自分自身の無化が、殺人者には不在である。他者と間には
解消できない距離が介在しているため、『花ざかりの森』のような主客合一の状態に殺人者
は到達できない。「朱肉のやうな死の匂ひのなかで彼女は無礙であったのだ。彼女が無礙で
あればあるほど、私の刃はます〳〵深く彼女の死へわけ入った。そのとき刃は新らしい意味
をもった。内部へ入らずに、内部へ出たのだ。」27 という一節でも分かるように、「彼女」と「私」
は判然と書き分けられ、融合することがない。後に殺人者も「げに殺すとは知ると似ている」
と解釈したように、そもそも、殺人者は「未知」の世界を「発見」するように、彼の殺害対
象を「他者」として見ている。したがって、相手を生のきらびやかな一瞬に留め、「永遠の花」
として定着させたが、その感覚を完全に共有できなかった殺人者は、これによって喚起され
た自分自身の「生」を維持することができず、絶えず失いつつある。

失はれゆくものを失はしめつゝ殺人者も亦享けねばならない。殺人者はその危い場
所へ身を挺する。かくて彼こそは投身者―不断に流れゆくもの。彼こそはそれへの意
志に炎えるものだ。恒に彼は殺しつゝ生き又不断に死にゆくのである。28

殺人者は殺すことによって生きるのではなく、「殺しつつ生きる」のである。「不断に流
れゆく」殺人者は、自分の「生の充溢」を確保するために、絶えず人を殺さなければならない。
これは最初の章段に示唆されているように、「殺されることによってしか殺人者は完成され
ぬ」。殺人行為を繰り返して「永遠の花」を創造しながら自分の存在を問い詰める殺人者の
姿から、孤独のうちに自分自身を乗り越える『ツァラトゥストラ』の「創造者」を想起させ
る。ツァラトゥストラは「いったん灰になることがなくて、どうして新しく甦ることが望め
よう」と創造の道を示し、「わたしは愛する、おのれ自身を超えて創造しようとし、そのた
めに滅びる者を」29 と語った。造物主の裏にいる殺人者も同様に、殺害行為によって、自分の
ために「生」を摂取しながら、他人の超越と新生を創造する、という破壊者と創造者の両義
的な性格を同時に持っている。ただ、「凶器は万能ではないのだった、その健康をも戮し得
ぬ彼自身の凶器は」という殺人者は、「君は君自身を君自身の炎で焼こうと思わざるを得ない」

27　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、410頁
28　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、407頁
29　ニーチェ『世界の名著46―ニーチェ』前掲書、128頁
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創造者になれない。「久遠の花」のような永遠の昂揚を希求するが、不断に殺し続けること
によって自身の充溢を補充しつつ、殺されることを待つしかできない受動性を強く帯びてい
る。
「無他」、「無限」の強者海賊頭に、殺人者は「羨望の思い」を寄せている。そして、「何

を考へてゐるのか、殺人者よ。君は海賊にならなくてはならぬ。否、君は海賊であつたのだ。
今こそ君はそこへ帰る。それとも帰れぬと君はいふのか」30 と海賊頭に言われた時、殺人者は、
無力であり、何も答えずに涙まで流した。殺人者には海賊への回帰志向を持っているが、「弱
者は帰りえない」と殺人者の語ったように、彼は帰ることができず、殺人行為を繰り返すこ
とによって自分の生を維持する弱者でしかない。海賊頭は行動者として自分も無限的な存在
になったが、殺人者は「芸術」に精神的昂揚を追い求め、「永遠の花」という作品を作りつ
つある芸術家であった。

その時の三島は「文学的交際も身辺に絶え、できるだけ小さな、孤独な美的趣味に熱中」
し、「批評家もゐなければ競争者もゐない、自分一人だけの文学的快楽」31 に、自分の感受性
だけに縋って暮らしていた。そうした孤独の境地にいた彼は、自然に「他者」との距離感を
覚え、「少年期と青年期の堺のナルシシズム」に駆り立てられ、自分の「暗澹として又きら
びやかな精神世界」を思う存分漫遊していた。『哲学的日記』発表の三か月前、三島は徴兵
検査に合格し、戦争もより身近なものになり、それに参与しなければならないようになった。

『花ざかりの森』の中で、登場人物達は、何かに対する憧れの感情に没入して恍惚の境地に
陥り、自我という有限なるものから脱出しようとする無限への情熱は、実在の自分に直面す
る死生の問題によって動揺をみせた。三島は召集を待つ時期に悲壮な決意で遺書を書き、軍
隊に入ることに対してある種の期待を抱きつつも同時に命は惜しく、警報が鳴るたびにいつ
も書きかけた原稿を抱えては、じめじめとした防空壕の中へ逃げ込んだ。『仮面の告白』に
も、三島は即日帰郷と命じられた時、嬉々と営門から逃げ帰ったことを告白している。殺人
者は、海賊頭の背後を支えている無限と永遠の「生」へ回帰志向を抱いてはいるが、そこへ
帰ることができない。三島は、そんな殺人者に対して共同滅亡の幻想に囚われながらも、実
は兵士として戦場で犠牲になることを怖れていたアンビバレントな感情を込めている。昭和
18 年 4 月 4 日東文彦宛の書簡に、「ニイチエの強さが私には永遠の憧れであつても遂に私に
は耐へ得ない重荷の気がします」32 と三島は書いており、ニーチェ的な強者に単純にはなれな
いことを白状した。殺人者の営みに、ディオニュソス的な自己脱却の恍惚感が欠如し、常に
自分に対する省察を行い、狂暴な野獣のような破壊欲も薄いが、彼は「狂者の姿を佯」り、「混
沌のなかで殺人」を夢見ることで、ディオニュソス信者のように一瞬一瞬の現在に生きてい
ることを確認して自己保全をした。三島は現世、現在に存在の意味を求めようと、「人を無
理やりエキサイトさせる力」をニーチェから借り、空想の中に殺人者の世界という「大日本
帝国の崩壊の予感の中にいた一少年」の「暗澹として又きらびやかな精神世界」を構築した。

次章では、中世的な身体に、三島のニーチェ受容を考察する。

30　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、412頁
31　三島由紀夫「私の遍歴時代」前掲書、436-437頁
32　三島由紀夫『三島由紀夫　十代書簡集』新潮社、平成11年、153頁
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三、踊る身体
松岡心平は日本の中世文化の本質を「民衆的基盤に深く根をおろした身体的パフォーマ

ンス文化」33 として捉え、さらに、田楽、連歌、バサラ、踊念仏などを挙げて解説した。『哲
学的日記』と『中世』は、共に中世を舞台とし、それぞれ能楽師を登場させ、舞踊について
の描写も見られる。その踊る身体に表わされている此岸的な祝祭性は舞踊の神でもあるディ
オニュソスにも共通している。したがって、『哲学的日記』と『中世』における踊る身体の
意味を解明することは、三島戦時下のニーチェ受容を理解する時に看過できないものである。

平安時代の宮廷文化、貴族文化は、朗詠や催馬楽、神楽歌などの歌が中心となったが、
戦乱が続く中世に移すと、闊達な庶民文化が開花し、打楽器に合わせる白拍子・乱拍子など
リズミカルな芸能が宴の場を席巻するようになった。松岡心平 34 によると、中世初頭の象徴
的な事件「永長大田楽」は、中世文化の原基としての民衆的カーニバルの世界をクローズアッ
プした。

永長元年の夏、洛陽大いに田楽の事あり。その起こる所を知らず。初め閭里よりし
て、公卿に及ぶ。高足・一足・腰鼓・振鼓・銅鈸子・編木、殖女・春女の類、日夜絶
ゆること無し。喧嘩の甚だしき、よく人耳を驚かす。諸坊・諸司・諸衛、おのおの一
部をなし、あるいは諸寺に詣で、あるいは街衢に満つ。一城の人、みな狂へるが如く、
琢くが如し。けだし霊狐の所為なり。35

「永長大田楽」は、霊狐に憑かれたように京中の人を狂わせ、庶民から僧侶、貴族や皇族
まで、あらゆる階層の人々を巻き込んで盛り上がり、都は田楽一色に染められていた。さら
に、田楽は「天魔の所為」であり、「疫病流行、世俗に田楽病」の蔓延であるという記述も『園
太暦』（三月九日）に残されている 36。『太平記』にも、桟敷倒壊で有名な貞和 5 年の四条河原
勧進田楽、過剰と逸脱を表現する高師直、佐々木道誉のバサラが詳らかに描かれている。こ
こから一気に乱舞への扉が開かれ、まるで人々の身体が抑えきれなくなったように踊り狂い、
宮廷や寺社参詣の際も頻繁に乱舞が行われるようになった。「殿上淵酔」も、酒を呑みつつ
朗詠することから、万歳楽乱舞、白拍子、乱拍子も加えるようになり、さらに賑やかな乱舞
尽くしの宴の場になった 37。

乱舞の特徴として、その熱狂性と即興性が挙げられる。即興による乱舞ゆえ、その人そ

33　松岡心平『宴の身体―バサラから世阿弥へ―』岩波書店、平成3年、7-8頁
34　松岡心平『宴の身体―バサラから世阿弥へ―』前掲書、8頁
35　帥江納言「洛陽田楽記」『日本思想大系23・古代中世芸術論』岩波書店、昭和48年、218頁
36　松岡心平によると、田楽は、永長大田楽の前後から南北朝期までの約三百年間一貫して人気芸能であったが、鎌倉末期頃

から非常な流行を示すようになる。世間が蔓延する疫病を当時流行していた田楽になぞらえ田楽病といったと伝える。（松岡
心平『宴の身体―バサラから世阿弥へ―』前掲書、27頁参照）

37　平安後期から中世にかけて、宮廷で最も賑やかな芸能の場である五節の中で、淵酔と呼ばれる宴がある。「淵酔」は元 「々心
底酔う」の意味であり、天皇の御前、清涼殿で行われたものが「殿上淵酔」と呼ばれる。その歴史について、沖本幸子は〔朗詠〕

（1035～1085頃）、〔朗詠＋散楽〕（1085～1095頃）、〔朗詠＋散楽/今様＋舞〕（1095～1130頃）、〔朗詠＋今様＋万歳楽乱舞〕
（1130～1167頃）、〔朗詠＋今様＋乱舞三昧〕（1167頃～）という五つの時代として区分された。（沖本幸子『乱舞の中世－白
拍子・乱拍子・猿楽』吉川弘文館、平成28年、30頁参照）
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の場限りの昂揚感が生み出され、その瞬間的な力の凝縮に舞の力強さも増やしたと沖本幸子
は解釈した 38。「乱舞の前の今様の時代には声、しかも、天に澄みのぼってゆくような細く高
い美声が重視されていた。乱舞の時代になると、天から地へと、その到達点が一八〇度転換
し、しかも、強く高らかに足を踏む鳴らすことに力点が置かれていく」（同書、182-183 頁）
と沖本が述べたように、鼓とせめぎあい、「足を踏む」ことによって乱舞の力強さが支えられ、
その背後に流れているのは大地の荒ぶるエネルギーという民衆的な情熱である。

また、一遍智真はそれを時衆として宗教に組織した。人間の苦痛は我欲への執着心に起
因するため、阿弥陀の御名を唱えつつ跳んだりはねたりすれば、一切の雑念を捨てて無我の
境地に至って煩悩解脱でき、仏さまと一体となれると彼らは考える。日常性を超えたものに
直接つながり、そこから得られた信仰が溢れてくるほど、自分の身体も熱狂的に踊る。その
中世の乱舞する身体は、おのれの心を忘れ去る脱魂状態、すなわち集団的トランス状態に陥
り、そこには日常世界を超えた世界の根源に通じる道があり、精神と直接繋がっている。

ここで注意したいのは、三島がその脱自的な乱舞に求めるのは極楽浄土や彼岸的世界で
はない。戦乱の世に「南無阿弥陀仏」と唱え、阿弥陀と一体となり極楽浄土を約束されたこ
とで、現世での救いを求めるところから、踊念仏の此岸性が見られる。明日はどうでもいい
からこの一瞬にすべてを賭けることこそ、民衆的カーニバル世界の本質であろう。
『哲学的日記』で、遊女紫野が殺される時、「もはや彼女にとって死ぬということは舞の

一種にすぎなかった」39 ため、殺人者の凶器が彼女の奥に到達する前に彼女は死んでいる。「月
雪花、炎えるもの、花咲くもの、彳むもの、流れつつ柵にいさようもの、それらすべては舞
であった」と思った彼女にとって、生きることも一つの「軌跡」を描き続けること、不断に
踊り続けることにほかならない。「一刻一刻、彼女は永遠に死ぬ」と描かれたように、すで
に「舞踊」の中、おのれの「死」を繰り返したため、殺人者の行為は意味を持たないものと
なった。紫野の舞は無我の色合いを帯び、すべてを包含する無限を意味する。
『哲学的日記』に表された、そのような舞踊に馴れた相手、既に無限なる存在になった相

手に感覚を共有できないことが、『中世』にはなくなり、巫女たちの降霊式や、最後の大団
円など、物語全体に一種の「オルギア」のような集団舞踊のような雰囲気が醸成されている。
『中世』の猿楽菊若は、以前義政の寵童であり、続いて生前の義尚に寵愛され、霊海禅師、

綾織とも関係する、正に物語全体を繋がる存在である。義尚に対する回想の部分、お別れの
宴で菊若は囃子に合わせて「秋興」を舞った。「槐花雨」、「桐葉風」、「紅葉」などが秋の興
を増やしたように、彼も「色々にみゆる。百穂千種の花のひも。早解けそむるいと荻に。乱
れて。……」40 の中に盛り上がっていた。ここのイメージの重なりは、秋の興に乗じ、舞の中
に燃え上がった彼の狂乱する心象であろう。ある入梅ちかき夜に、菊若に男色的な思いを持
つ霊海禅師が彼の部屋に入る時、菊若は「舞まふときの心地をば思ひかへした」。

あの舞が、息もたゆるまで固く、わが身を縛しめかける怖ろしさ。舞にこもるあの
切ない空白。舞の中からもつれ出るふしぎな浄い涅槃の心地。舞果てゝのち菊若が、

38　沖本幸子『乱舞の中世－白拍子・乱拍子・猿楽』前掲書、218頁
39　三島由紀夫「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」前掲書、410頁
40　三島由紀夫「中世」『三島由紀夫全集1』前掲書、422頁
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事のあとのやうな覚えのしなかつた折とてはいつかあらう。併し久しく憧れてゐる「一
番激しい舞」には尚足りぬ。わが身を死なすその舞。わが舞がわが身を殺すと知つた
刹那は、月の出まへの、山の端の空白をそのまゝであらう。そこからは数限りもない
ものが匂ひ出づるであらう。……41

「一番激しい舞」の中、わが身が殺されるという没我的脱魂状態に陥り、そこから「数限
りもないものが匂ひ出づる」無限なるものを感じえ、世界の根源的なものを感じ取ることが
できる点は、中世の乱舞する文化という作品の背景と呼応している。それは菊若に最も理想
な舞踊である。無我の境に入り、おのれから他者に変身せしめ、阿弥陀仏と一体になるとい
う踊念仏の方法が菊若は習得した。そのため、後の降霊式で、菊若の体を媒体として義尚の
霊を宿すことに成功したであろう。

実際、観劇ノートに書かれたメモによると、三島が昭和 19 年に構想された自分の「第二
創作集」の中、「友待雪物語」という一篇は、第一部「檜扇」、第二部「夜の車」、第三部「白
拍子」という構成になっている 42。「白拍子」は冒頭部一枚と結末部などの原稿が欠損してい
るが、一人の「狂女」を主人公とし、その舞踊する場面が散りばめられている。作品の最後、
岩山の上人は「狂女」の手を引き寄せてその瞳を覗き込みながら、彼女の前世の話や、彼女
の「物狂」も「艶色」も全部「舞」であることを説いた。

お前は平凡な生涯を送り直すやうに生まれてきた。しかし子を失つたときお前は物
狂ひになつた。ある人は物狂と云ふ。ある人は舞と云ふであらう。…（中略）…お前
の並ならぬ悲しみに何かの加減であるこの上なく豊かな舞が降り立つたのだ。そのと
きからお前の艶色は衣を透してかゞやいた。舞は狂である。狂は舞である。43

作品の中で、その狂女の舞は非常に魅惑的に描かれ、「私の体は憑かれたやうになり手も
足も私から離れて行つた」（同書 640 頁）、「私の舞をみる人々の一座には不吉な気配がなが
れてゐた。…（中略）…舞が人々に死ねとすゝめるのであつた」（同書、642 頁）など、舞
踊によってもたらされた心身の逸脱の感覚が強調された。『哲学的日記』の続編とも言える
この作品から、19 歳の三島の乱舞に対する関心がうかがえる。

そもそも、三島が最も魅せられた中世文化は能である。能には、「憑く」場面が多く見ら
れ、「狂気」になった人は、「もの」に憑かれて「舞」をみせ、舞語りをすることになった。
諸国一見の僧が通りかかると、その土地に執念を残した亡霊が現れ、問い弔らって貰って成
仏するのは能の一般的な形式であり、そこで憑依の場面が引き出される。例えば『井筒』で
は、有常の娘が男装することによって、業平の魄霊が乗り移り、「恥づかしや、昔男に移り舞、
雪をめぐらす花の袖」と舞を舞った。そのような自我からの脱出、日常からの逸脱を導く能
の舞踊は、三島以後の作品にも繰り返し現れ、中世の身体的パフォーマンス文化を底流して
いる。

41　三島由紀夫「中世」前掲書、441頁
42　三島由紀夫『三島由紀夫全集15』「解題」、721頁参照
43　三島由紀夫「白拍子」『決定版　三島由紀夫全集20』新潮社、平成14年、651頁



日本語・日本学研究第 9 号（2019） 29

そうした中世の舞踊からは、ディオニュソスのオルギアの乱舞が容易に想起されよう。
ギリシア人は宗教的祝祭で豊かな収穫や多産を願って踊った。だが、ギリシア人は、激しく
踊ってエネルギーを放出することが、秩序を破壊させるということをも知っていたため、こ
のエネルギーをほかのものに転換させるようと、ディオニュソスのお祭り騒ぎをアテネの古
典劇場で行われるようなダンスへと発展させた。E.R. ドッズ 44 は、『ギリシァ人と非理性』に、

「祭儀的狂気の原型は、ディオニュソス信徒の山中での乱舞だ」と指摘し、「この非理性的衝
動は、せき止められ抑圧されると、他の諸文化の中に見られるように、舞踏病やそれに類似
した集団ヒステリー現象へと爆発するのである」と、非理性的衝動から乱舞が生まれること
に注目した。そのような日常性からの逸脱や心身の自己制御の喪失は、日本中世の乱舞にも
見られる。

ディオニュソスの祭儀に、人々が酒に酔って狂気乱舞したことはよく知られており、ニー
チェも『悲劇の誕生』にそれをもう一つのギリシアの発見として描いた。

あらゆる原始人や原始民族が讃歌の中でたたえている麻酔の飲み物の作用によって
か、あるいはまた、全自然をもってみたす春の力強い訪れに際してか、あのディオニュ
ソス的な興奮が目ざめ、興奮が高まるにつれて、主観的なものは完全な自己忘却へと
消え去っていく。たとえば、ドイツ中世において、やはり同じようなディオニュソス
的な強烈な力にとらえられた群衆が、しだいにその数を増しつつ、歌いながら、踊り
ながら、村から村へと波うっていった。聖ヨハネ祭や聖ファイト祭のたびに乱舞する
この群衆に、われわれはギリシア人のバッカス祭合唱隊の面影を見る。45

ニーチェは、「個体化の原理」が打ち壊されたところから湧き上がってくる恍惚感から、
ディオニュソス的な興奮が目ざめ、人々を狂騒乱舞へと連れていくと述べた。そして、この
熱狂的舞踊は、人々の間にある境界線を打破して根源的、調和的世界を招来する。

もとより、ニーチェの『悲劇の誕生』と『ツァラトゥストラ』は文学者のみならず、舞
踊家や舞踊批判家にも大きな影響を与え、ドイツ語圏モデルネ舞踊の先駆的な著作とも言え
る。山口庸子 46 は、ニーチェの影響を受けてナチス美学との共振を示すブランデンブルクの
舞踊美学を取り上げ、ドイツの舞踊芸術が「フリードリヒ・ニーチェが、新たな舞踊を求め
て呼びかけつつ、ディオニュソス的なものと名づけた、あの諸根源」に根ざしており、「は
じめから個人主義の反対物」であって、「今日生成せんとしているあの民族共同体の芸術上
の先駆的形態」であったというブランデンブルクの論に注目した。そしてそれが「個人主義」
に抗する全体性の体現としての「ディオニュソス的な」舞踊であると主張した。

菊若が長きにわたって憧れている「わが身を死なす」に至る「一番激しい舞」には、明
らかにディオニュソス的な舞踊の脱自性が有している。降霊式で、菊若の身は「澄みゆく独
楽のやうに、と揺りかう揺り、夢みつゝ揺られて行つた。朝嵐のなかなる蓮のやうに」回り、

44　E.R.ドッズ『ギリシァ人と非理性』岩田靖夫・水野一訳、みすず書房、昭和47年、93頁
45　ニーチェ「悲劇の誕生」『世界の名著46―ニーチェ』前掲書、458頁
46　山口庸子『踊る身体の詩学』名古屋大学出版会、平成18年、54頁
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そしてトランスの境地に入り、「えもいはれぬ陶酔に、口は呆やりあげてゐた」47。ディオニュ
ソス的な舞踊ができる菊若は、わが身が死んだこの体を器として義尚の霊を受け止めた。

舞踊する身体に、三島は中世の世界とディオニュソスの世界との連続性を見出した。一
切の秩序や生活信条が信用できなくなった戦中は、無秩序のカオスの時代である。その中に
いる自分の調和を取るため、踊り続けなければならないのである。三島は就職や未来につい
て何ら心配することなく、という戦時中の無重力な日々を「幸福だった」と考え、防空壕の
中から空襲を大宴会として眺めた。

その穴から首をもたげて眺める、遠い大都市の空襲は美しかつた。焔はさまざまな
色に照り映え、高座郡の夜の平野の彼方、それは贅沢な死と破滅の大宴会の、遠い篝
のあかりを望み見るかのやうであつた。48

「私の遍歴時代」に、三島は未来を考えられない戦中の日々を、「一時的な姿に見えがち」
であることを回想している。戦争というオルギア的な時間に、三島はニーチェから「舞踊」
を習い、狂騒乱舞に「人を無理やりにエキサイトさせる力」を得て、「現在」という限られ
た一瞬に没入し、「現在」の自分を肯定しようとする。三島が『中世』の執筆にかかったの
は沼津海軍工場で勤労動員に参加した昭和 19 年 8 月 23 日であり、そして昭和 20 年 2 月号
の『文芸文化』に『中世』の第一部が掲載された。軍医に右肺浸潤と診断され、即日帰郷と
命じられた昭和 20 年 2 月 10 日の時点で、『中世』の原稿が全部完成されたかどうかは確認
することができない。しかし、『哲学的日記』において海の無限、永遠の世界に帰ることが
できないことから、『中世』の中で乱舞の脱魂感に陶酔し、大空襲で世界の共同壊滅を夢中
するようになったのは、戦場に出陣することを免れ、その緊張感が解放されたことによる可
能性がある。三島は『中世』を「何かに憑かれて書いたもの」と自認したように、『中世』
には、非日常の「オルギア」に踊り続けることによって、その一瞬の凝縮に根源的なエネルギー
を得て、現在を肯定しようとする此岸的な志向が現れている。また、『花ざかりの森』に表
されている高揚的でロマン的な「心情」を、乱舞によって身体で体得し表現するようになり、
作品に肉体性が付加されたのである。

 
四、永遠の現在
『中世』は、三島によれば「終末観の美学の作品化」として、「自分を室町の足利義尚将

軍と同一化」して綴った作品である。「常徳院殿足利義尚は長享三年三月廿六日享年廿五歳
にして近江國釣里の陣中に薨じた」49 という一文で始まり、冒頭から物語の時代を説明した。
十年にも渡る応仁の乱が既に十七年を経過したが、長年の戦乱によって灰燼と化した都に「き
らびやかな頽唐の薫」は漂っている。この作品の文体は、三島が「自己改造を試み」で自認
したように、「日夏耿之介、およびヨーロッパ頽唐派文学の翻訳」50 に倣ったものである。物

47　三島由紀夫「中世」前掲書、446/448頁
48　三島由紀夫「私の遍歴時代」前掲書、436頁
49　三島由紀夫「中世」前掲書、419頁
50　三島由紀夫「自己改造の試み」『三島由紀夫全集27』新潮社、昭和50年、282頁
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語は義尚の死によって始まり、その死に纏わる義政の悲嘆や、彼の霊を呼び戻そうとする降霊儀
式、繰り返された「冥界」や「幽冥」等によって、作品全体に死の雰囲気が作られ、デカダンス
的な色合いが見られる。

義政は、自分の老木の命がその子義尚の身に代わるべきものだと嘆き、「澄んだ涙がひねもす
その魁偉な瞼からとめどもなく滴り落ちた」。しかし、柴田勝二 51 に指摘されたように、「義政自
身が我が子の後を追おうとする衝動を示すことなく、むしろその悲嘆は次第に日常化され、義政
の〈生〉の拠点となっていく」。ここに「死」に対する悲嘆が日常化され、「生」の拠点となった
ことは、毎日死を目にする三島の戦時中の体験とも重なっている。

終日の籠り居によって老公の体には様々な変化が生じ、それは例えば絶えることのない流涕
やら、激しい咳やら、頻繁になった耳鳴などである。義政は耳鳴を信じず、それを「冥界からの
音響」という不吉な響きと思い込んでいる。義政に「冥府への入口」と見なされている東山殿の
築山は、ある豪雨の日に「命によって」崩され、「冥府の門」を訪ねられるようになった。他界
から稀なる豪雨が渡来してきたと共に、草色の大亀もそこから出て部屋に入った。この不気味な
亀の到来に従い、義政の「御窶れは甚だしく、御爪はいたく伸びその尖はくろぐろと墨を塗つた
やうにみえ」52、義尚に対する追想や悲嘆もさらに頻繁になり、狂気の兆候がすでに様々と見えて
いった。冥界から来たこの亀は、義政を亡くなった義尚のいる世界へ連れていくのだ。また、こ
の亀が義政の分身であることがよく指摘されている 53。

亀は星をみてたえず号泣した。その素朴な、腸を絶つやうな叫びに、老公は聞き惚れ、
この世の哀歡をわすれた。夜をこめて移る星、夜すがらめぐる大地、孤空のしづかな廻転
の軋りが、天の一角からたえずきこえてゐた。樹々は一ト夜に百度も姿をかへた。かく夜
ひとり眼覚めてゐることには、なにか美しい荘重な罪障感と涜神のかなしみとがあつた筈
だ。老公は竟に寝食を廃するに至つた。54

義尚が「澆季のしるし」として、「宵明星」のような「昼の終りを告げる別世界からの使者」
であることは、既に「第一回」で明らかにされている。その星を見て号泣する亀は正に義尚の死
に悲嘆する義政の姿と重なっている。医師の鄭阿も「亀はあれは老公おん自らではあるまいか」
と推測している。鄭阿は不死の薬の調合書を見た日から、「不死の薬」を練り合わせるために義
政を殺さなければならないことを知っていた。菊に囲まれた亀と向かい合った瞬間に、鄭阿は亀
を理解し、義政をも理解した。「殺すことは理会することである。数ある理会の方式のうちで、
一番に美しい一番に哀切な方式はこれだ」（同書、449 頁）という考えは、『哲学的日記』の延長
線にあるのだろう。

51　柴田勝二「〈終末〉への対抗―〈中世〉の表象」『三島由紀夫―魅せられる精神』前掲書、45頁
52　三島由紀夫「中世」前掲書、426頁
53　前掲田坂昂著書「亀は老公その人でもあった」、「亀を殺すとは老公を殺すに等しいであろう」。また、前掲柴田勝二著書に、「たえ

ず号泣」する亀のイメージ、「濡れた皺と沈鬱な動きに充たされて陰 と々輝いてゐた」など亀の描写、鄭阿の推測から、亀は義政の分
身であることを指摘した。また義政の亀に対する愛玩は、自身の弧絶の境涯に耽溺する営みであり、そこにナルシスティックな構図が
見られる。

54　三島由紀夫「中世」前掲書、429頁
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鄭阿はすっかり夜も更けた頃に亀を殺し、不死の薬作りに欠かせないその脳髄を取り出した。
そして平安な雰囲気の中で「大団円」を迎えた。義政の寿宴に、鄭阿はしずしずと杯を捧げてその
不死の薬を呈上すると、義政はそれを全部飲み干して杯底を露わにさせた。そのエピソードに次い
で賀宴の場面が描かれている。

続いて筵席がひらかれ、あるひはめでたい催馬楽を、あるひは小舞を舞つた。管絃の嗜み
あるものはめでたい曲の限りを奏でた。延命の賀宴に連つて、心のままに遊ぶ時、人々の心
には長壽への飽かぬ願ひも失はれる。人々はたゞ己が身がこゝに在ることの幸を考へた。幾
百年の歳月を隔てようとも、その幸を偲ぶ人の胸に切ないもえ立つごとき時空への憧れが生
まるやうな幸ひである。今茲に在ることの永遠が思はれたのだ。（同書、455 頁）

この延命の賀宴で、人々は長寿への願いを失い、自分が今ここにいる瞬間の幸せしか考えてい
ない。この永遠を宿す瞬間は、『花ざかりの森』以来の三島文学に繰り返されたモチーフである。
しかし、『花ざかりの森』に見られるような、個人が届かない彼岸への憧れに投身するロマン的な
希求は、「今茲に在る」という瞬時的な幸福に対する愛着へと変わり、明らかに此岸的な性格を持
つようになった。全ての人が陶酔しているここの宴会は、明らかに「オルギア」や「謝肉祭」のよ
うな此岸性を色濃く滲ませている。

その時の義政は、前文のイメージが一転し、「お顔がふしぎに来し方にかはる神々しさに照り映
えてゐられる」と描出され、健康で陽気である。水に揺れつつ亀の骸に気付かなかったように見え、

「その面には靉靆たる微笑を泛べ、おん眼も和やかに、老公はたゞ打ち興ずる家臣らを見比べてひ
とりにこにこしてをられた」。長らく義政に寵愛されていた亀も巫女の綾織も自分の前からその姿
を消したが、義政は何の反応もせず、悲しみを知らないようにさえ見えた。そのような義政の顔は、

「折しも遠山に沈みゆく夕陽のために映發する紅葉の影をうつして、この上もなく美しく茜さした」
（同書、456 頁）。この精神を持たない美しい者の姿は、三島のギリシア憧憬が次第に膨張してトー
マス・マンからも影響を受けた後に作りあげた古典主義的な「美しい無智者」55 と共通している。

作品の最後で、老医鄭阿は「死すべき時は選びえずともどうして死所を選びえぬことがあらう」
（同書、456 頁）と思い至り、再び「福州の故地」への旅路へ就いた。ここで、「福州の故地」が彼
にとっては死所であることを示唆している。「福州の故地」は、「第四回」に京を出で不死の薬を求
める旅に鄭阿の夢に出ている。鄭阿の祖先は海を愛し、国々を過ぎるうちに彼もまた港を見てみた
いという気持ちが起きた。ある秘密の町で、鄭阿は「永い航海に腐れゆく如き匂ひ」がする「幽暗
き一室」に入って阿片を吸った。この阿片の夢で、鄭阿は百年前の福州の町を闊歩していた。

その街は航海の記憶に充たされ、貿易風が吹きよせるや、巨きな船の帆のやうに膨張した
のだ。かしこには財寶と海とが紺碧にかゞやき、ここには爆竹と祭との絶間がなかつた。（同書、

55　三島由紀夫は「芸術にエロスが必要か」において、トーマス・マンの小説『トニオ・クレーゲル』を取り上げ、近代の芸術家のあり方を分
析した。「肉体の美しさ」と「精神の無智」に分裂している近代世界では、ハンス、インゲのような「美しい無智者」だけが、古代「原初的
健康なエロス」につながっていると三島は論じ、作品にも三郎、悠一のような人物を登場させた。（三島由紀夫「芸術にエロスが必要か」

『三島由紀夫全集第二十七巻』新潮社、1975年、15-18頁）
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438 頁）

鄭阿の祖先と同じような海への愛から、『花ざかりの森』の川のような憧憬によって繋が
る家族が想起されよう。鄭阿に憧れの念を寄せられたこの海は、民衆世界の色合いを強く帯
び、財宝や、爆竹と祭りが満ちている恒久な至福の、祝祭の世界である。彼は阿片の力によっ
て、その夢の中で憧れの航海の記憶に充たされる街に辿っていた。鄭阿は最後には、「歸思
方に悠なる哉」という心情で「福州の故地」に帰りたいと願ったが、それは明らかに「百年
前の福州の町」に帰ることではなく、むしろ再び阿片の至福の世界に帰るということであっ
た。自死によって永遠に生き残る、それは彼が義政の不死の薬によって悟ったものである。
彼にとって不死の薬とは、他でもない阿片なのであった。

自我脱出から至福の恍惚の境地に至るというディオニュソス的な発想は、三島のドイツ・
ロマン派の「熱狂」から得たものだと言えよう 56。ただ、その高揚すらも到達できない無限へ
の憧憬は、義政と鄭阿において「今茲」という現世へと下降した。死が色濃く滲む戦乱の世
に、三島は脱魂的な乱舞により、現在現地に投身して享け、ディオニュソス祭に「不死の薬」
を得た。

おわりに
終末感ただよう戦争末期に、三島はニーチェと出会い、人を否応なく陶酔や高揚へとい

ざなう麻薬のようなニーチェの力によって癒された。三島は空襲を「死と破滅の大宴会」と
して眺め、戦争を祝祭的オルギアとして見なした。本稿では、三島戦争末期の作品『哲学的
日記』と『中世』を取り上げ、その中に表されている此岸性を解明した。
『哲学的日記』の殺人者は、殺人行為によって倦怠の中で「生」の充溢を取り戻し、「生

の使者」として「生」の敵としての弱者を処刑する。そのような生の意志に由来する破壊欲
には、ニーチェの影が落とされていることを実証した。また、海賊頭の背後を支えている無
限と永遠の「生」へ回帰志向を抱いてはいるが、自分も「永遠の花」になり海へ帰ることが
できない殺人者には、共同滅亡の幻想に囚われながらも、本当に兵士として戦場で犠牲にな
ることを怖れていた三島のアンビバレントな感情が込められている。両作に見られる忘我的
な乱舞に、三島は中世の世界とディオニュソスの世界との共通点を見出した。一切の雑念を
放棄して無我の境に入り仏と一体となる踊念仏や、殿上淵酔で盛んに行われた自由奔放な乱
舞などが流行していた中世や、古代ギリシャディオニュソス祭での乱痴気騒ぎなどに、物事
を身体で体感し表現する民衆的世界には、現世幸福を求める志向が『中世』の底流に流れて
いることを明らかにした。最後は、『中世』に描かれた「今茲に在ることの永遠が思はれた
のだ」という大団円の場面と、鄭阿が永遠に阿片の夢に生きようと「福州の故地」に帰ると
いう結末を検討することによって、そこに表している現在現地に投身する意志が明白になっ
た。また、その集団的乱舞に参加し、「オルギア」に投身の夢想に耽溺するところに、戦場
に出陣することを免れた解放感が込められたのではと推測できる。

56　ドイツ・ロマン派は「犠牲」を有限的個性から解放し、無限的なものへと回帰する手段であり、生の拡張であると考えている。そ
のような思想は、日本浪曼派の周辺にいた時代の三島に大きな影響を与えたと考えられる。拙稿「『花ざかりの森』における無
限への憧憬―ロマン主義者としての三島由紀夫―」（『東京外国語大学日本研究教育年報、平成30・3、91-109頁）参照。
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三島は戦争末期というオルギア的な時間に、ニーチェと出会いディオニュソスに囚われ
た。それによって、三島十代の彼岸的・高揚的な空想が、此岸まで牽引され、肉体性が付加
されるようになってきた。ディオニュソスは、この時代の三島の作品に芽生えたと言え、た
だし、それはあくまでも精神の世界に留まっていたものであり、現実や行動の世界に足を踏
み入れてはいない。また、そこでの肉体性も踊る主体としてのみ意義があり、戦後古典主義
期の作品に、三島は「肉体」を更に意識的に表現している。
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War as Orgia
：Mishima Yukio’s Apocalyptic Experience

MengWei TENG (Tokyo University of Foreign Studies)

【Keywords】Mishima Yukio, the Middle Ages, war experience, the sidedness, Nietzsche

 Philosophical Diary and The Middle Ages  are the works which were produced against the 
background of the continuous wars fought during the Japanese Middle Ages. They are recognized as 
the most representative works that Mishima Yukio produced during the later stages of The Second 
World War. During this period, Mishima’s departure from Japanese Romanticism (Nihon-Roman-
Ha) freed him to develop his own style, which is evident in his post-war works. Despite widespread 
recognition as two of Mishima’s most important achievements in literature, these two works have yet 
to be fully discussed. 
 This thesis links both Philosophical Diary and The Middle Ages  to Mishima’s understandings 
of Nietzsche, with the aim of gaining insight into the meaning of “the sidedness” (Shigan) which is 
revealed in the above mentioned two literature works. The analysis includes Mishima’s perspectives 
regarding the ‘lust for destruction’ which is generated from ‘the will to live’ (Sei no ishiki kara 
umareta hakkaiyoku), his assertion that selfl ess input makes it possible for the body to feel infi niteness 
(Bōgatekitekiranbu ni yotte mugen ō kanjitoru karada), and his enthusiasm for devoting festival time 
to the moment of reality (Shukusaina jikan ni konji heno tōshin).  
 Mishima was deeply affected by Niche’s depiction of Dionysus just before the war came 
to the end, therefore this period for Mishima is viewed as his orgia period. Mishima’s perspectives 
regarding “the other sidedness” (Higan) and his exaltation of his teenage time has been dragged into 
“the sidedness” (Shigan) with the embodiment of the fl eshliness. When the descriptions of Dionysus 
were inserted into Mishima’s literature works, this paved the way for post-war classical literature.




