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解釈する

陽羅

義光

「憲 法解釈 」で もめて いる昨 今であ る が、
「解釈 」ほど やっ かいな もの
はないと 思わ れる。
なぜな ら解 釈する 対象は 、現 在とか 未 来とかは あり 得ず、 過去に 限ら
れるから であ る。
そうし て解 釈は、 その解 釈す る対象 に 乗り移っ て考 えなけ ればな らな
い部分が 必ず 出てく るから である 。
現在の 辞書 には 、
「 解釈 」は「受け 手の側 から理解 する こと 」とあ るが、
これは辞 書の 間違い である 。
受け手 の側 から理 解する のは 、「享 受 」であっ て「 解釈」 ではな い。
もしそ れを「 解釈 」と 呼ぶな ら、
「解 釈 」と云 う言葉 は死語 にした ほう
がいいく らい だ。
そんな 論議 をして いたら 棺桶 屋がや っ てくるか ら、 ここで は「解 釈」
の解釈は 、個 人的解 釈とす る。
歴史上 の人 物を解 釈する なら 、その 人 物に乗り 移っ て、自 分がそ の人
物になっ た振 りをし てみる 。
歴史上 の著 作を解 釈する なら 、その 著 作に乗り 移っ て、自 分がそ の著
作を書き 写し てみる 。
歴史上 の事 件を解 釈する なら 、その 事 件に乗り 移っ て、自 分がそ の当
事者の気 持ち になっ てみる 。
だから 解釈 する場 合は、 いま 自分が 生 きている 時代 からモ ノを見 るの
ではなく 、そ の 当時 のこと を客観 的に よ く認識し なけ ればな らない 。
例題は なん でもい いのだ が、今 回は 「 忠臣蔵」 にす る。
「忠臣 蔵」 の解釈 は、十 人十 色で面 白 いと云え ばこ んなに 面白い 題材
もないの だが 、また これほ ど一 般に誤 解 されてい る歴 史上の 題材は ない
ほどだ。
赤穂事 件に 多かれ 少なか れ関 与した 人 物の書き 残し た資料 は相当 量あ
るのだが 、な にせ事 件が事 件で あるか ら 、己や己 の立 場や己 の主に 都合
のよい風 に書 いたり してい るもの が多 い 。
事件が 事件 と云う のは、 前例 のない 画 期的な事 件で あると ともに 、一

般人のこ の事 件に関 する興 味や 嗜好が 半 端 ではな い、 つまり 絶大な 人気
があるこ とで ある。
前例が ない と云う ことは 、こ れが前 例 になると 云う ことで あって 、前
例を作る こと の困難 さが、 真実を 妨げ る 。
また人 気が あると 云うこ とは 、（『仮 名 手本忠臣 蔵』 を引っ 張り出 すま
でもなく ）贔 屓の引 き倒し と云 う結果 に なりやす く、 また書 いた己 をも
（四十七 士同 様に） 讃美し てしま う結 果 にもなっ てし まう。
当時で さえ こうな のだか ら、 現代の 眼 で真実を 読み とるこ との困 難さ
は並大抵 では ない。
逆にそ れで も現代 人なら 、損 得勘定 抜 きに云々 でき るから 、あん がい
便利と云 えな いこと もない 。
赤穂側 では なく吉 良側か ら、 もしく は 討ち入り に参 加しな かった 側の
人間を書 いた ものを 読むと 、む ろんそ の 線の書き 方を してい るから 、吉
良上野介 や大 野黒兵 衛の立 場もそ れな り に理解で きる 。
それで もこ れらは 奇を衒 った 発想で あ り、悪者 扱い に対す る弁護 士的
書き方で あり 、ゆえ に逆に 浪士 側を無 理 矢理貶め てい る感も あり、 客観
的な視点 とは とても 思われ ない。
本質を 度外 視した 、参考 意見と 云う レ ベルのも のば かりで ある。
現代の 文化 人の発 言の多 くは、 当然 の ことなが ら無 責任で ある。
どうし ても 現代的 感覚で 物申 すから 、 史実と照 ら し ても素 っ頓狂 な発
言が多い 。
例えば 内匠 頭は 、
「発 達障害」だっ たか らあんな 事を したの だとか 、よ
ってたか って 老人を やっつ けるな んて「 敬老精神」には ずれる「 いじめ 」
だとか、 切腹 したが る四十 七士 は「マ ゾ 」の軍団 だと か、な かなか 面白
い発想だ けれ ども、 何より も武 士とい う 存在の本 質が まるで 解って いな
い。
忠臣蔵 （も しくは 討ち入 り） の中心 人 物は大石 内蔵 助であ り、内 蔵助
以外には いな いと思 い込ん でいる 人が 大 半である 。
けれど もも うひと りの中 心人 物がい て 、その武 士は 高田馬 場の決 闘で
有名なご ぞん じ堀部 安兵衛 である 。
有 名 す ぎて 軽視し がちだ が、 浅野内 匠 頭切腹以 後か ら討ち 入りま で、
その間の 赤穂 浪士達 （少な くと も江戸 在 住の浪士 達） の、精 神的支 柱に

在ったの は、 大石内 蔵助以 上に 、堀部 安 兵衛であ った のだが 、そう なる
と柱が二 人に なって しまっ て、主 題も 拡 散しやす い。
堀部安 兵衛 には「 高田馬 場」がある か ら、
「忠臣 蔵」の 柱は 大石内 蔵助
一本に絞 ろう と云う 魂胆が 垣間見 られ る 。
もっと 解り やすい 例を挙 げよう 。
生島遼 一は 、
【 ピカ ソはも う前衛 芸術家 ではなく 、む しろ 二十世 紀の古
典だ】と 書い ている 。
まさに その 通りだ 。
けれど もそ れは、 解釈で は なく 、肩 書 きだ。
ピカソ の解 釈は 、
「古 典」とし て解 釈し たのでは 、結果 論の現 代的 解釈
に他なら ず、 決して ピカソ の真実 に行 き 当たらな い。
やはり 「前 衛芸術 家」と して のピカ ソ に乗り移 って 、解釈 しなけ れば
ならない と云 うこと だ。

