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はじめに

島

和

歌

子

以降延長八年︵九三〇︶以前の三月中下旬に開催した︑二十題

江権守に因んで﹁近江更衣﹂と呼ばれた源周子が︑延喜十四年

中

﹁本院左大臣家歌合﹂﹁近江御息所歌合﹂にふれつつ1

﹁宇多院物名歌合﹂について

﹁

物名歌であり︑萩谷朴氏の﹃平安朝歌合大成﹄︵以下﹃歌合大成﹄

両方の歌合に参加したと考えられる︒

者は凡河内窮恒が確実であるが︑歌のよみ方などから︑二人は

﹁字多院歌合﹂は︑十二題二十四首すべてが 二十首の歌合である︒前者の歌人としては紀貫之 ︵左方︶︑後

と略す︶巻一二五では﹁宇多院物名歌合﹂と呼ばれている︒

初 期 歌 合 の 一つ

その技巧が当時の最高水準にあることは︑早くから指摘されて
きた＝︒

﹁近江御息所歌合﹂については︑既に萩谷氏が物名歌合を継
承するものとして﹁源順馬名歌合﹂などと共に挙げられている
が︑本歌合との関係は︑それだけではない︒本稿では︑この﹁宇

しかし︑本歌合の意義は︑物名歌であること以外にも見出す

﹃十巻本類宋歌合﹄巻一︵尊経閤文庫蔵︶を底本とする﹃新

二︑本文

多院歌合﹂の物名歌以外の特徴を探り︑右の両歌合との関係に
ことができる︒例えば︑庭の草木やその花をよんだ前栽合のう
ち︑秋季の﹁本院左大臣家歌合﹂や︑春季の﹁近江御息所歌合﹂ もふれながら︑初期歌合の多様性の一端を明らかにしたい︒
の成立・特徴・意義などを考える上でも︑看過できない存在な
のである管
﹁本院左大臣家歌合﹂は︑﹁本院左大臣﹂藤原時平が延喜五

編国歌大観﹄

の表記をルビに

年︵九〇五︶以降同八年以前の秋に開催した十二題二十首の歌

残し︑独自に漢字を当て︑題が隠されている箇所に傍線を付し

︵片桐洋一氏・中周子氏による︶

合で︑﹁近江御息所歌合﹂は︑醍醐天皇との間に夫折を含める

た︒但し︑踊り字は

﹃歌合大成﹄通りに残した︒

と少なくとも八人もの子を儲け︑崩御後に息子源高明の官名近
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歌番号は両テキストで共通するが︑翻刻がやや異なる︒﹃歌合
︹見︺

︺内が﹃新編国歌大観﹄︶︑文字の扱い方の
︹へ︺﹂は別である︒底本

本の異同などについては︑﹃歌合大成﹄を参照されたい︒
物名歌ゆえに︑確かにやや無理な表現はある︒例えば︑﹁款
︵花を折らないで私は止もうか︒木の葉に

冬花﹂を隠した13﹁花折らで我ぞや止まふ木の葉なる露を玉に
て消たじと思へば﹂

降りた露を玉のまま消さないでおこうと思うから︶は︑﹁止まふ﹂

︵どことも区別しないで春雨

を﹁止
■ま
止む
まむ︵ん
︵︶
ん﹂
︶﹂に︑
に1
︑4
1﹁
4いづ
■こ
いと
づも
こ分
とか
も分かず春雨降り止まふ

木の葉なべても萌えにけるかな﹂

が降り止まないことだ︒それによって︑木の葉がまんべんなく
萌え出したのだったよ︶ は︑﹁止まぬ ︵ず︶﹂に通用させている

さ

り

大成﹄が︑13・14題﹁歎︹款︺冬花﹂︑15﹁しのばなむ︹ん︺﹂﹁わ

︵︹

がみ ︹身︺﹂︑17・18題﹁贋︹雁︺靡花﹂︑24﹁み

しているのは
違いにすぎない︒しかし︑20﹁しつ

は未見だが︑その転写本である書陵本を見ると︑明らかに﹁し
つ﹂となっている官本来は﹁しへ︵薬︶﹂であって︑﹁しめ︵標︶﹂

の﹁あまつそら﹂を﹃二十

も掛けていると考えられるが仰︑字体の類似から誤写されていっ
た の だ ろ ︑ つ︒
また︑22の初句のみ︑﹃十巻本﹄

の﹁あまのかは﹂に改めた官題に影響しない箇所であ

歌

るし︑﹁ふち﹂や﹁と﹂との縁語関係から㈱︑﹁かは﹂が本来の
梅花
そとほさら
形であったと考えられる為である︒底本の改訂のあり方や︑両
5退き遠く更には出で

巻本﹄

と

昭︒しかし︑殆どすべての歌の意味を解することが可能である︒ 9我が園へいざ 帰りなむ朝顔の 化咲くら野は成りにけり
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探養父

卯承引がらに消えずもあらなむ
た

まか ま

ふち

あ

︑

貫之

なみた たま

と

忠琴

たま

によると次のようになる︒当代を代表す

三︑歌人・成立

よ

23胸の火を賭しも貫かねば乱れ落つる涙の玉にかつ

むね

22天の川照りみ曇りみ行く月の淵の端門はさやけかるらむ

つき

20春雨に薬緩ぶらし春の草濃く野はなべて咲き満ちにけり

はるさめ

きべ柑
来は
ては
日蔵
ばかりを浅緑なべて
に降
ろし
見て
てよ
いねの端辺川
春
は
来
ぬ種には
蒔るく
き春稲
な昨さ
貫之

定文

ひろ

忠琴

‖春霞立ち満つを見て俄かには桜の花と思ひけるかな

はる

款冬花
は

定文
わ

しの

歌人は︑﹃十巻本﹄

る歌人ばかりだが︑特に左方の貫之は八首と最多である︒不記
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︵二一・左・ほて・御製︶

が同一人物か否かは不明であるが︑左右計六首は貫之に次ぐ数
になる︒﹁亭子院女郎花歌合﹂

︵一一・左勝・御︶

だろう︒特に左方の21の可能性が高いか︒また走文が左右両方

中に︑主催者宇多法皇自身の歌があったと考えることもできる

子院歌合﹂
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18わたつみの沖中に火の離 れ掛でて燃ゆと見ゆるは天つ星かも

消け

に見えるが︑﹁亭子院歌合﹂などでも同様である︒なお﹃二十

たつ海の﹂︑五旬﹁海人の漁りか﹂

四・五旬﹁燃ゆる見ゆるは

18﹃拾遺抄﹄雑上・四人三・かにひの花・例勢

では︑9・22の作者が記されておらず︑興風と探養父は

かにひの花

たつうみの﹂︑五句﹁海人の漁火﹂

19﹃古今六帖﹄六・さこく・三九一三・不剖叫

は来て﹂︑四句﹁色は今朝濃く﹂

二旬﹁し

初旬﹁春

18﹃古今六帖﹄六・かにひ二二九〇九・利謁 初旬﹁わ

海人の漁りか﹂

﹃伊勢集㈲﹄

巻本﹄
ご

18

︵−・3・5・7・‖・17・19・

参加しなかったことになる︒
左方＝貫之

︵9︶

平定文 ︵13・15︶

藤原 興 風
不記 ︵21︶

︵1・12・24︶

右方＝不記︵8・川・14・16・20︶
壬生 思 考

20﹃古今六帖﹄六・さこく・三九一四・不記
めぞ結ふらし﹂︑三旬﹁花臨㌣

四句﹁押し寵め持たる﹂

きた︒2・18の作者が友則とされることから︑彼の没年以前つ

従来の研究では︑成立時期の検証の為︑特に18が注目されて

日・忠琴

24﹃夫木抄﹄巻八・夏部二・三二六一・享子院歌合︑惜子

の夜は﹂︑四・五旬﹁緒しも絶えたる玉と見るかな﹂

紀友則︵2・柑︶

による︑以

24﹃古今六帖﹄六・ほたる・四〇一二・矧烈 初句﹁夏
﹃新編国歌大観﹄

定文 ︵6︶
清原探養父 ︵22︶

他出は次の通り︵本文と番号は

下同様︶︒﹃歌合大成﹄ で指摘された以外には未見である︒作者

﹃続後拾遺集﹄物名・五〇七二号子院の歌合に︑子日の

名が右と異なる箇所に傍線を付した︒
2

まり延喜五年︵九〇五︶以前の春の成立とする説︵久曽神氏他︶︑

本歌合から﹃古今集﹄物名の部に採られた歌が全く無いことや︑

四・五句﹁我が胸の火の先づも燃ゆるか﹂

﹃夫木抄﹄巻十九・雑部一・七九四人・寛平御時歌合︑

松・紀友則
2

18が他資料では伊勢の作とされていることから︑友則作を疑問

の後までの春と考える説︵萩谷氏他︶︑あるいは延
が出されていた︒

これに対して遠藤寿一氏は︑宇多法皇の寵臣窮恒が不参で

社︑昭56︶

喜七年頃の成立とする説︵村瀬敏夫氏﹃紀貫之伝の研究﹄桜楓

子院歌合﹂

視し︑﹃古今集﹄成立以後の延喜六年から延喜十三年三月の﹁享

四・五句﹁我が胸の火の先づ燃ゆるかな﹂

子日・友則

初旬﹁わ

二句﹁火

初句﹁和歌の浦へ﹂︑五旬﹁移ろひにけり﹂

9﹃夫木抄﹄巻四・春部四二四一人・享子院歌合︑花桜・
興風

け﹃古今六帖﹄六・かにひ二二九一〇・不詞
の遥々に﹂︑五旬﹁誰か点けけん﹂
柑﹃拾遺集﹄物名・三五人・かにひの花・例勢
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あったのは延喜十一年正月の和泉権操任官による赴任の為︑ま
た逆に法皇と疎遠であった貫之が活躍しているのは︑藤原定方
への出詠

﹃十巻本歌合巻総

﹃古今集﹄補訂責任者といった宇多法皇との関係

の推薦による延喜十三年三月十三日の﹁享子院歌合﹂
や︑その後の
が少し密になってきた時期ゆえと考え︑更に
目録﹄巻一の配列などから︑﹁享子院歌合﹂以後︑窮恒の和泉

徳原氏は︑﹁民部卿家歌合﹂ の﹁前半の六番については︑両
本に記された判は全く一致しているのに︑後半の六番には一致

するものはない﹂ことや︑﹁あたかも後世の連歌のように歌を
合わせつつ展開するというこの歌合の性格﹂から︑﹁この歌合
には本来判が加えられなかったのではないか﹂と推測された︒

両本の異同のあり方は異なるが︑本歌合の場合も︑その可能性
があるのではないか︒元から判があったのなら︑﹃二十巻本﹄
ち

が六箇所も少ないのは不自然である︵同本10の﹁右﹂の下に﹁持﹂

権操の任期が終る同十五年以前の春の子日頃︑つまり︑延書十
四年正月あるいは同十五年正月の子日か子日後間もなくの開催

とあるのも不審︶︒

であろう︒

また共に最初の歌題を﹁子日﹂とするが︑1・2には

﹃続後

﹁山ふ

最後が﹁十二番 子日﹂となっているのは︑書写時点での誤脱

の﹁雁靡花﹂が﹃二十巻本﹄には無く︑﹁九番﹂とあるのみで︑

きの花﹂など表記の違いはあるが︑両本一致している︒九番目

のように左右の歌が入れ替わっていることは無い︒
歌題についても︑﹃十巻本﹄﹁款冬花﹂と ﹃二十巻本﹄

る︒但し︑﹁左﹂﹁右﹂の表記は共に全番にあり︑﹁民部卿家歌合﹂

これも﹁民部卿家歌合﹂と同様に︑本来は無かったと考えられ

更に︑﹁一番﹂以下の番数は﹃二十巻本﹄にしかない︒よって︑

と推定された㈲︒
従うべき見解であると思われる︒更に︑9に野や園に咲く﹁朝
の成立当時はまだ︑薬用

顔﹂がよまれていることも︑﹃古今集﹄成立以後と考えられる
理由の一つとできようか︒﹃古今集﹄
けにごし

として輸入された﹁牽牛子﹂が︑﹃本草和名﹄や﹃倭名類衆抄﹄

に見える﹁朝顔﹂という和名を獲得していなかった讐

四︑判・歌題・構成
﹃二十巻本﹄は︑作者名のみならず︑甘が﹃十巻本﹄よりも
少なく︑十二番中四番にしか無い︒徳原茂実氏が現存最古の歌

7

9

△

○

○

5 7 91
13
3
1
11
1 1 2
2

に何を引かまし﹂

︵拾遺集・春二三一・題知らず・忠琴︶

など

しかし﹂や︑﹁子目する野辺に小松の無かりせば千代のためし

日のこと言ひ出でて︑﹃小松もがな﹄と言へど︑海中なれば難

の﹁二十九日︒︵中略︶正月なれば京の子

拾遺集﹄詞書にあるように︑﹁子日の松﹂が隠されている︒﹁松﹂
5

の勝ちを○︑負けを×︑持を△︑判が加えられていない番いを

3

は勿論︑﹃土佐日記﹄

歌 番 号 ⁝ ⁝⁝⁝1

× △

﹃十巻本﹄⁝⁝× △ ○ × △ × ×
﹃二十巻本 ﹄ ⁝ ×

×

空自として示すと︑次のようになる︒

合﹁民部卿家歌合﹂について示された方法で㈹︑奇数番号︵左︶
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これらの題は︑本歌合十題のうち六題﹁梅花﹂﹁桜花﹂﹁樺桜

花﹂﹁款冬花﹂﹁脚摘花﹂﹁藤花﹂と一致しており︑特に﹁樺桜﹂

の行事に不可欠の景物である︒しかも︑音

節数が多いほど物名歌として高度であるにも関わらず﹁子日﹂

は︑‖・12と﹁近江御息所歌合﹂の﹁吹かれ来る香には桜ぞ添

のように︑﹁子日﹂
のみであるのは︑これが当初の題であったことを示しているの

ひて散る春を送れる匂ひなるべし﹂

の三首以外には︑貫

ではないか︒後で歌から題を導き出したのであれば︑﹁子日の松﹂

之の﹁潜けども波の中には探られで風吹くごとに浮き沈む玉﹂
四二一六︶

しか平安時代の例歌が無い︒なお︑初夏の花を含む

︵古今集・物名・四二七・樺桜・貫之︑古今六帖⊥ハ・樺桜・

︵四︶

とされているはずである︒
さて歌題のうち︑最初の﹁子日﹂と最後の﹁子目を惜しむ﹂
以外は︑十番すべて﹁花﹂である︒しかも︑﹁春花﹂﹁梅花﹂﹁紅

一方﹁本院左大臣家歌合﹂は︑初の摂関家主催というだけで

ゝえられる︒

梅花﹂﹁桜花﹂﹁樺桜花﹂﹁款冬花﹂﹁都掲花﹂﹁雁壁化﹂﹁石解花﹂ 点が本歌合とは異なるが︑これには﹁亭子院歌合﹂の影響が考
六帖﹄第六帖では︑﹁款冬﹂や﹁雁靡﹂︵ジンチョウゲ科﹁雁皮﹂

﹁藤花﹂と︑初春から暮春までの春の花ばかりである︒﹃古今
がんび

なく︑庭の色々な草木・草花をよんだ歌合の初例である︒従来
︵ラン

やナデシコ科﹁岩罪・仙翁花﹂など諸説あり︶︑﹁石解﹂

の題は︑﹁寛平御時菊合﹂﹁亭子院女郎花合﹂﹁宇多院女郎花合﹂

がんぴせんのう

科﹁石射﹂︶ は﹁草﹂︑その他は皆﹁木﹂に属している︒このよ

せつこく

うな春季の色々な草木の花のみという題の設定がまず︑最初に
の手本となったと考えられ

のように秋季の単一の植物であった︒なお︑続く﹁東院前栽合﹂
以降の前栽合では︑﹁露﹂や﹁月﹂︑秋の虫などの景物も題に加

述べたように︑﹁近江御息所歌合﹂
るのである︒

木の花﹂﹁山高芭の花﹂﹁猿捕の花＊﹂﹁楓の花＊﹂﹁山梨の花﹂﹁岩

＊﹂﹁火桜の花﹂﹁庭桜﹂﹁梨の花＊﹂﹁桃の花﹂﹁岩脚燭﹂﹁梶の

で︑校訂後の題を示すと︑﹁梅の花﹂﹁柳﹂﹁花桜﹂﹁樺桜＊﹂﹁棟

れた﹁常夏﹂の歌で始まり︵一︶︑晩秋に咲く﹁龍胆﹂をよん

あるが︑色々な草木を題とする点が共通することは確かである︒
また︑﹁本院左大臣家歌合﹂は︑﹃古今集﹄では夏歌に入れら

ろう︵前節参照︶︒いずれにしても︑主催者や季節は対照的で

えられていく︒本歌合の開催が﹁本院左大臣家歌合﹂以前であ
れば︑その開催の契機と考えることもできるが︑おそらく後だ

柳﹂﹁都燭の花＊﹂﹁浮草﹂﹁山吹の花﹂﹁藤の花﹂である︵＊は

だ﹁下草の花を見つれば紫に秋さへ深くなりにけるかな﹂︵二〇︶

﹁近江御息所歌合﹂は︑初期前栽合中唯一の春季開催のもの

物名歌︶︒題に﹁花﹂が含まれていない場合も︑﹁宮の花といふ

題が春季の花の開花順に配列されており︑歌の内容も︑1が雪

で終るというように︑配列が時間的推移に合致する︒本歌合も︑

﹁柳﹂﹁梶﹂﹁楓﹂﹁浮草﹂も例外ではない︒﹁若葉青葉の木草﹂︵﹃歌

解けで︑末尾の24には来たるべき夏の虫の﹁蛍﹂がよみこまれ

歌を合はす﹂と仮名日記にある通り︑歌には必ずよまれている︒
合大成﹄︶ ではなく︑﹁花﹂をよんでいるのである︒
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ている︒﹁近江御息所歌合﹂

の歌題順は︑例えば﹁棟﹂が五首

ものと見ておきたい︒

や﹁近江御息所歌合﹂が﹁花﹂を題としつつも恋歌を含み持つ

恋はあまりにも一般的な和歌の主題である︒しかし︑本歌合

後するようだが︑主たる木の花のみを見ると︑﹁梅﹂﹁柳﹂﹁桜﹂

のは︑偶然ではなく︑次にも一部示したように︑当時の歌合や

︵但し歌の内容は梅の花︶︑初夏と春の花とが前

が最初にあり︑最後が﹁山吹﹂﹁藤﹂というように︑本歌合や﹃古

撰集の題が四季と恋を基本とすることを意識したものではない

目にあるなど

今集﹄春歌・夏歌の配列に合致している︒また末尾の﹁藤﹂の

だろうか︒

計13番／恋4番︶

﹁寛平御時中宮歌合﹂⁝17番︵春・夏・冬各3番︑秋4番︑

80番／恋20番︶

﹁寛平御時后宮歌合﹂⁝100番︵春・夏・秋・冬各20香︑計

﹁在民部卿家歌合﹂⁝⁝12番個︵郭公10番／不会恋2番︶

歌が︑﹁梢高し﹂という歌言葉によって夏の鳥の﹁郭公﹂を暗
の﹁郭公﹂題十番について︑﹁時鳥の動静

示している点も︑本歌合の24に通じるのである︒

﹁民部卿家歌合﹂
や時鳥に対する心情の︑時間的推移が順次詠み込まれる形で︑
歌合が進行している﹂こと︑それのみならず︑﹁一日という時
間の中における夜から朝へという流れで意識している﹂ことを︑

﹁左兵衛佐定文歌合﹂⁝19番︵首春・仲春・暮春・首夏・

晩夏・初秋・仲秋・暮秋・晩冬各

井出重民や徳植俊之氏が指摘されている讐最古の︑かつ一つ
の題においても︑時間的推移に添って歌が合わされていた︒春

番︑計25番／恋5番︶

﹁亭子院歌合﹂⁝⁝⁝⁝30番︵二月二二月各10番︑四月5

番︑計10番︶

1番︑計9番／不会恋・会恋各5

の構成やよみ方は︑その延長線上にあると言える︒

秋の前栽を題とする本歌合や﹁本院左大臣家歌合﹂﹁近江御息
所歌合﹂

また︑﹁近江御息所歌合﹂中︑﹁都燭の花﹂は男の忍ぶ恋︑﹁浮
草﹂は忘れられた女の物思いの歌であり︑男と女︑恋の始めと

このように︑少ないもので四季題の番数の五分の一︵﹁在民

部卿家歌合﹂﹁享子院歌合﹂︶︑多いものは四季題以上の恋の歌

終わり︑不会恋と会恋という対照的な恋歌の番い︵ペア︶となっ
ている ︵一七と一人︶︒本歌合も︑2は﹁片恋﹂ の﹁胸の火﹂

﹁山吹﹂や﹁藤﹂

の花の色の深さ

︵一九と二〇︶

では

によって主催

といった常緑樹︵一三・一七・一九︶︑﹁近江御息所歌合﹂

なお︑﹁本院左大臣家歌合﹂では﹁山橘﹂や﹁竹﹂﹁常磐木﹂

恋歌が少なくとも四首あり︑前者に近い︒

︵﹁左兵衛佐定文歌合﹂︶︒本歌合も︑内容的には

の番いがある

の﹁火﹂は︑﹁夕され

をよみ︑7・8は﹁会ひ難き人﹂と﹁忘れにし人﹂︑23も﹁胸
の火﹂をよむ恋歌である︒なお24﹁蛍﹂

︵古今集・
のように恋歌によまれるも

ば蛍よりけに燃ゆれども光見ねばや人のつれなき﹂
恋二・五六二・題知らず・紀友則︶

のだが︑見立ての面白さを主眼として︑あえて非恋歌をよんだ
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逐﹁恋︵こひ︶﹂の﹁火﹂に変えて火山の火と掛け︑﹁胸の火の

の歌には︑特に祝意

者賛美がなされていたが︑本歌合の﹁花﹂

先づ﹂燃え増さる︑と片恋の歌をよむ︒
＼ノ＼ノヽノ﹀

︑
﹁年変はる野は なほ﹂変化したらしい﹁鹿
の子斑に雪

の対比︑一色と3の﹁斑﹂

えて﹁色﹂が﹁緑﹂一色に変わった︑3よりも少し先の段階の

て⁝⁝﹂と︑同じ語句を繰り返し用いて︑﹁白雪﹂が完全に消

も消えけり﹂とよみ︑1は﹁白雪の消えて緑に変はる野は流れ

3は

は見出せない︒本歌合のそれは︑﹁子日︵の松︶﹂﹁子日を惜しむ﹂

という題に求めることができるだろう︒

五 ︑ 表現の特徴
本歌合の歌の最大の特徴は︑勿論すべて物名歌ということで
のみ︑12﹁俄かには桜

野原の様子をよむ︒﹁白﹂と﹁緑﹂

﹁樺桜花﹂

ある︒十二番のうち六番目の

の対比もある︒

に見に行こうと︑やはり一段階先のことをよんでいる︒

きて波に寄るやと﹂と︑風が吹いたら実際にそうなったのか浦

をよむと︑6はそれに﹁風﹂を加え︑﹁出てて見む海布の葉靡

5が﹁出でて潜きてむ海布の葉靡きて打ち寄せよ波﹂と願望

の花と﹂︑ほ﹁遥かには桜の花と﹂というように︑完全には隠
されていない︒その他は見事に題とは全く別の事柄をよんでい
る︒
のみが本歌合と同じく﹁香には桜の﹂と部

これに対して﹁近江御息所傲合﹂は︑全二十首中六首が物名
歌で︑うち﹁樺桜﹂

7が﹁会ひ難き人を﹂更に実際に﹁見し頃は寝の離れては寝

られざりけり﹂と︑恋の始めの不眠をよむのとは道に︑8は﹁忘

分的である︵四︑前掲︶︒その他の五首︵五・八・一三・一四・
一七︶も︑題そのものからは離れているが︑春季の他の花や﹁鴬﹂

れにし人を﹂夢では依然として見ることができ︑﹁来むは寝の

9・10は漢字を当てて試解を示したが理解し難い部分が残っ

頃をよむ︒

華やかに寝られてぞ見る﹂と︑夢にのみ心が花やぐ恋の終わり

﹁若菜﹂など︑題の季節の範囲内の花鳥をよむ︑という方針が
ですら実景をよん

うかがわれる︒﹁本院左大臣家歌合﹂は︑これらとは対照的に
﹁紫苑﹂﹁竜胆﹂

︵一八・ 二 〇 ︑ 二 〇 は 前 掲 ︶ ︒

物名歌は皆無で︑字音語の
でいる

ている︒左右の歌は無関係のようである︒ほも下の句が未詳だ
が︑11が春霞を﹁見て﹂

その他の本歌合の歌の表現や内容の特徴としては︑まず︑各
番の二首が︑それぞれ優劣を競い合うというのではなく︑基本

の桜を霞に見立てたのを受け︑そんなふうに﹁遥かには桜の花

﹁俄かには桜の花﹂と思った︑と遠景

的に石歌が左歌の用語や内容を受けてよまれている︑というこ

と見ゆれども⁝⁝﹂と続けているのがわかる︒歌い出しの二音
﹁はる﹂も共通する︒
13は﹁木の葉なる露を玉﹂

のまま﹁消﹂さないように花を折

とが挙げられる︒以下︑具体的に見ていきたい︒

左歌1が﹁峰の日の先づ﹂射して春の雪が解けたことをよむ
と︑石歌2は﹁峰﹂を﹁駿河の富士の山﹂と具体化し︑﹁日﹂

−42−

に題を隠し︑22は﹁月﹂の歌として﹁淵の端門﹂とよみこむ︒

21も﹁露﹂を﹁玉﹂に見立てて︑﹁見え紛ふ茅の葉ながらに﹂

て﹁木の葉﹂が皆﹁もえ︵萌え・燃え︶﹂出したことをよむ︒

両歌は一見無関係のようであるが︑﹁光り﹂﹁消え﹂と﹁照り﹂﹁曇

るのを止めておこうとよみ︑14は﹁春雨﹂がまんべんなく降っ

題を隠した﹁⁝⁝止まふ木の葉な⁝⁝﹂を繰り返しただけでは

の対は類似している︒

23は﹁胸の火を賭しも貫かねば﹂涙の﹁玉﹂で消すとよみ︑

なく︑﹁玉﹂に見立てられた﹁露﹂を﹁雨﹂で受けている︒また︑り﹂
﹁ 消 た ﹂ と ﹁燃え﹂の対比もある︒

24は我が身ならぬ﹁蛍﹂の﹁胸の火を賭しも解け﹂た﹁玉﹂に

見立てている︒語句は繰り返しながら︑主として夏の夜の﹁蛍﹂

と

いうままならぬ恋の思いをよむと︑16は﹁鴬﹂が﹁声懐かしく

の叙景歌に変えており︑前述したように︑末尾に夏の要素がよ

15が﹁雁が音に思ひかけつつ偲ばなん﹂ ︵偲んでほしい︶

鳴きつるは﹂姿を隠した後にも自分のことを﹁恋ひつつ偲ばな

このように︑石歌は左歌をふまえて︑次の段階に進めたり︑

みこまれているのは︑構成上も看過できない点である︒

をも表す﹁雁が音﹂を︑明

む﹂ということか︑とよむ︒要の語句はそのままだが︑鳴き声
に限らず雁そのものや手紙︵雁信︶

ヽ

は﹁霜﹂︵九と一〇︶︑﹁山﹂なら﹁川﹂︵二と一二︶などのよ

﹁本院左大臣家歌合﹂においても︑左が﹁露﹂をよむなら右

確に﹁鴬の声﹂とし︑主情を鴬に対する愛情や惜春の情に変え意味を転換したり︑対照的な事柄をよんだりしているのである︒
兼題ではなく︑当座即詠ならではの特徴だと言えよう︒

ている︒

17は﹁片岡に火の花々に見えつる﹂と山焼きの様をよむが︑
18は﹁わたつみの沖中に火の離れ出でて燃ゆと見ゆるは天つ星

た︒更に︑左右の番いではない ﹁近江御息所歌合﹂ でさえ︑二

る勝負するというよりも︑対照あるいは対称の妙を楽しんでい

かも﹂と︑﹁星﹂に見立てられる漁火をよみ︑同じ燃える﹁火﹂ うに︑左右が番い ︵ペア︶となることが強く意識され︑対抗す
で あ っ て も ︑山と海の対になっている ︒
19は﹁春﹂が﹁昨日﹂来たばかりなのに︑﹁浅緑﹂の辛が﹁な

更に︑徳原氏が﹁民部卿家歌合﹂について︑徳植民の指摘を

九と二〇の二組については前節でふれた︶︒

べて今朝濃く野は成りにけり﹂と︑﹁昨日﹂﹁今朝﹂︑﹁浅﹂﹁膿首
﹂ずつをペアにする意識が見られるのである︵一七と一人︑一
の対比をよんでいる︒20は﹁春雨﹂に花の薬が緩んで﹁春の草

濃く野はなべて咲き滴らにけり﹂と︑同じく﹁春﹂と歌い出す

の様子をよんでいる︒つまり︑前述した3・4の関係と同様で

れているが︑本歌合も︑﹁後世の連歌のように歌を合わせつつ

左方と右方が交互に歌を詠み︑1に2を︑2に3を︑3に4を
と︑次々と歌を合わせながら展開する歌合であった﹂と推測さ

継承し︑﹁左右二首を番えつつ進行する周知の形式ではなく︑

ある︒

が﹁雨﹂を付け加えており︑草の色が浅緑から濃くなっただけ
ではなく花が咲き満ちるという︑一層春が深まった段階の野原
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展開する﹂︵徳原氏︶︑﹁鎖状﹂﹁連想的﹂︵徳植氏︶ということが︑

あ る 程 度 は 指摘できる︒

の例が多い︒

17貫之歌の﹁火﹂は︑1・2を参照すると︑16の﹁恋ひ﹂を

‖・12でよまれた﹁桜の花﹂
ヽ

を受けている響更に︑13・14の関係で述べたのと同じく︑3

1の貫之自身の﹁雪ぞ解けける﹂と︑2の﹁駿河の富士の山﹂

は︑3の貫之歌である︒3の﹁鹿の子斑に雪も消にけり﹂は︑

とになるし︑題の設定にもある程度の即興性があったのなら︑

決まっていたのであれば︑15は次の番の題を先取りしていたこ

中︑鳥がよまれるのは15と16だけである︒題の順があらかじめ

定文歌の﹁雁が音﹂との一致も︑偶然とは思われない︒本歌合

受けていると考えられ︑また17・18の﹁雁靡花﹂という題と15

の﹁消にけり﹂は2の﹁燃え増さる﹂との対でもあろう︒この

貫之が鳥の名前を含む暮春の花名を探し出したことになる︒

別の番いの歌を受けて後の歌がよまれている最も顕著な例

3を受けて4の思考歌がよまれたことは前述した︒
の語から

述した︒この四首は︑3雪解けが進み﹁鹿の子斑﹂になった1

材及び二首の関係が︑3貫之歌と4忠琴歌に共通することは前

さて︑19貫之歌と20は共に﹁春﹂の﹁野﹂の様子をよみ︑題
の語が

その他にも︑5の貫之歌が︑海藻を採ることや︑それが波に
の連想ではないだろうか︒また7の貴之歌は︑﹁更に﹂

4﹁白雪﹂が消えて﹁緑﹂一色になった119﹁浅緑﹂が﹁なべ

ょって打ち寄せられることをよむのは︑4の﹁流れ﹂

自身の5の﹁更に﹂と共通し︑﹁会ひ難き人﹂との恋をよむの
や﹁靡き﹂と繋

て﹂濃くなった120﹁春雨﹂が降って緑が濃くなるだけでなく

︵海藻のうち食用のもの︶

は5・6の﹁海布﹂

にけり﹂と全く同じ句は9だが︑貫之自身の3の

﹁なべて﹂花が咲いた︑と繋がっている︒また柑の﹁野は成り

で︑7・8が単に恋歌というだけではなく﹁寝﹂をよみこむこ

りぬらし﹂が︑その先躍であった︒この二つの番いの関係は︑

がるだろう︒9の﹁朝顔﹂は恋人の朝起きの顔に用いられる語
とに直結する︒また﹁いざ﹂の語も少し前だが6の定文歌にあっ

離れているので﹁連歌的﹂﹁鎖状﹂と呼ぶには相応しくないが︑

にも二首の関係の繰り返しが見られる︵五・六と二二二四︶︒

﹁野は異に成

た︒‖の貫之歌冒頭﹁朝霞立ち﹂は10の初句﹁葡は来ぬ﹂と同

特徴の一つとして挙げておきたい︒なお︑﹁近江御息所歌合﹂

の五句﹁凰細けるかな﹂は︑13定文歌五旬﹁消たじと

義である︒
また

本歌合中の﹁春﹂の﹁野﹂の歌は右の四首のみだが︑14は﹁春

雨﹂で﹁木の葉なべても萌えにけるかな﹂と近似する内容をよ

凰叫ば﹂︑ほ二句﹁凰叫かけつつ﹂に受け継がれる︒一般的な
語ではあるが︑本歌合中﹁思ふ﹂はこの三首のみである︒13・

んでいた︒そこに19と同じ﹁なべて﹂

21は︑﹁茅の葉﹂に置いた﹁露﹂を﹁玉﹂に見立て︑それが﹁消﹂

20は︑14と﹁なべて﹂だけでなく﹁春雨﹂も共通する︒続く

の語も用いられている︒

15には︑﹁瑚ぞ﹂﹁硯が身﹂もある︵他は9の﹁硯が園﹂︶︒これ

らは︑左方の中での語句の継承と言えるだろう︒
また︑13の﹁花折らで﹂の﹁花﹂は︑﹁梅﹂の場合もあるが︑
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採られており︑編者が珍しい草の花の歌に特に注目していたこ

﹃続後拾遺集﹄などは︑

えないことを望む歌であるが︑13とは﹁茅の葉﹂と﹁木の葉﹂

﹃拾遺抄﹄

とがわかる︒また︑﹃拾遺集﹄

﹁玉﹂をよんでいるのである︒

︵近江御息所歌合・八・梨の花︶

﹁野は成りにけり﹂は①にもあるが︑Aとは春秋の違いがあ

︵古今集・物名・四四〇・桔梗の花・友則︶

①秋近う野は成りにけり白露の置ける草葉も色変はりゆく

しにける

A春立てばいづことも無し野は成りぬ 若菜摘むべく蘭引督

を受けている︒

な題︑その配列︑歌どうしの関係の他に︑用語においても影響

更に﹁近江御息所歌合﹂は︑物名だけでなく︑前述したよう

の﹁玉﹂を受けて14﹁春雨﹂がよまれていた︒20・21
物名歌の取材源としていた︒

の違いのみで︑言葉も内容もほぼ同じである︒前述したように︑
13﹁露﹂
の

は︑逆に20が先に14と同じ﹁春雨﹂をよんだのを受けて︑21が
﹁露﹂
23の貫之歌は︑2の﹁胸の火﹂と︑21の﹁玉﹂﹁消え﹂を受け︑

﹁露﹂ではなく﹁涙﹂をよむ︒この歌に限らず︑貫之が左方の
歌人として︑積極的に︑一首あるいはそれ以上前の歌を踏まえ
てよもうとしていることが︑うかがえるのである︒

に繋がっている様︑貫之の積極性︑主導性を具

以上︑左右の二首の番いとしてのあり方︑番いを越えて﹁連
歌的﹂﹁鎖状﹂

り︑やはり19の﹁春来ては⁝⁝野は成りにけり﹂がAに最も近

い︒また二旬﹁いづことも﹂は︑川の初句しか前例が無い︒ち

の

歌の対照の妙や調和の妙を味わうのが﹃歌を合はす﹄楽しみ﹂

なみに︑五旬の

︵あるいはそれ以上︶

であったと指摘されたが︑本歌合も正にその﹁古い歌合のなご

家歌合﹂一二番歌や﹁是貞親王家歌合﹂一人番歌に見える︒歌

体的に見てきた︒徳原氏が本来﹁二首

りをとどめる事例﹂だと言えよう︒﹃歌合大成﹄ に︑﹁万人即歌

合間に表現の継承があったことがわかる例の一つである︒

﹁成りぞしにける﹂も稀な語句だが︑﹁民部卿

人という場合を考えるならば︑当座即詠という息詰るような場

B君を思ふ心に見つつ忍 ばなむ 恋しき折はあまた過ぐれど

︵近江御息所歌合二七・脚燭の花︶

面を想像することも出来る﹂という指摘があるが︑物名の優劣
を競うという意味ではなく︑その﹁楽しみ﹂を実現可能にして

︵赤人集・七六︶

④会ふことの形見の種を得てしがな人は絶ゆとも見つ

無し

③秋の夜を雁は鳴きつつ過ぐれども待つ言伝は見ゆる夜も

︵古今集・恋一・四九五・題知らず・よみ人知らず︶

ものを

②凰叫出づる常盤の山の岩劇燭言はねばこそあれ習

︵受容・意義 ︶

いる理由として︑﹁当座即詠﹂という語を用いておきたいと思
うのである︒

六 ︑ ぁわりに

本歌合の受容については︑三節に示したように︑﹃古今六帖﹄

第六帖・草に︑﹁かにひ﹂全二首︑﹁さこく﹂三首中二首として
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瑚ひ
︵素性集・三三︶

男の忍ぶ恋をよんだ恋歌であ

︵書陵部本窮恒集・三七二︶

⑤撫子の花咲きにけり我妹子が恋ひしき時のよき形見草
Bは︑四節でも述べたように︑

︵2︶
の

︵仮題︑共著︶

の中に注釈と解説を用意

両歌合については︑風間書房﹃歌合二疋数歌全釈叢書﹄
﹃初期前栽合﹄

している︒本稿では具体的な例証は省略し︑結論のみを用
いた︒

国文学研究資料館所蔵のマイクロフィルムのコピーに拠

る︒底本との異同は︑1さし−ふし︑3・4春花−二字の

︵3︶

旬の前例は③④⑤にも見えるが︑ 更に︑本歌合の﹁脚燭の花﹂

間に﹁雪﹂を書き見ゃ消チ︑7 ころーこい︑用まくへき事

る︒﹁岩郵燭﹂が題ではないが︑ 主題は②を踏まえている︒語
という題は勿論︑15・16の語句 ﹁思ひかけつつ忍 ば なむ ﹂﹁恋

﹁もすへき﹂の﹁もす﹂ではなく﹁すへ﹂を見ゃ消チにし

て右に﹁まく﹂︑10はなさ−﹁はさ﹂と続けてその間に﹁な﹂︑

︵郵燭の

見つつ忍ばなむ恋ひしき時は⁝⁝﹂とよみ込

なむとか﹂を融合させて︑﹁君を思ふ心に
花を形見として︶

11みて−見て︑13けたしとおもへは−﹁と﹂ナシ︑14なへ

て1なへく︑14もゝえに−も︑ひに︑16こひつ︑−こひて︑

の歌の表現を用

いるのは︑﹁近江御息所歌合﹂

16しのはなむ−﹁の﹂ナシ︑19なりー成︑20しへ1しつ︑

んでいるのである︒先行する歌合や﹃古今集﹄

該歌はその中でも上手く融合させたものと言えるのではない

20こく−ころ︑20なへてーなつく︑21みえ−みひ︑21まか

の歌の特徴の一つであるが︑当

か︒

ふ−﹁まかはふ﹂の﹁は﹂を見七消チ︑22はなとは−﹁は﹂

欠く︑22らむ−らん︑23・24を︑しむ−﹁をゝしむにて﹂

﹁近江御息所歌合﹂は︑﹁本院左大臣家歌合﹂ほど確実では
ないが︑貫之の参加が推測される歌合である︒本歌合を含め︑

が欄樹ふ花なれば玉

の﹁にて﹂を見ゃ消チ︒

例えば︑﹁植ゑ立てて君︵宇多院︶

︵後撰集・秋中・二八〇・御返

︵二玄社︑昭望︒﹁近江御息所歌合﹂と合冊︒

﹃二十巻本﹄

し・伊勢︶︒

︵5︶

叢刊絹﹄

﹁我が上に露ぞ置くなる天の川門渡る船の擢の雫か﹂︵古

には

﹁月﹂は無い︒﹁天の川﹂を﹁月﹂が﹁流﹂れるとよむのは︑

今集・雑歌上・八六三・題知らず・よみ人知らず︶

︵6︶

については影印本で確認した︒﹃日本名跡

と見えてや露も置くらむ﹂

︵4︶

これらの歌合をより詳しく見ていくことで︑初期歌合の特徴の
みならず︑貫之たち当代歌人の試みの多様性が︑一層明らかに
なるだろ︑つ︒
注
︵1︶ 久曽神昇氏﹃伝宗尊親王筆歌合巻研究﹄︵尚古会︑昭和12︶︒

以下︑氏の説はこれに拠る︒本歌合について最も詳しい先
行研究である萩谷朴氏の﹃平安朝歌合大成﹄巻一︵同朋社︑
昭32︶ にも︑同様の指摘がある︒
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﹃古今集﹄八八二︑﹃後撰集﹄

二一〇・三二九・三三〇や︑

︵土佐日記・正月八日条︑後撰集・蒔旅二三六三・

﹁照る月の 流るる見れば天l捌州出づる水矧は海にぞありけ

る﹂
詞書略・貫之︶等︒﹁対内日夜深き測にこと寄せてしばし
︵袋草紙・五五

やすらへ渡る創動﹂ ︵田多民治集・二〇二︶︑﹁天の川淀む

測あらば久方の夜渡る矧をしばし留めよ﹂
人︶ では︑﹁天の川﹂﹁月﹂﹁淵﹂の三つが結びついている︒

当該歌がその初期の例である︒

︵9︶

遠藤寿一氏﹁宇多院物名歌合の成立﹂

︵﹃湘南文学﹄

︵和歌文学講座5

23︑

﹃王

︵﹃枕草子研究﹄風間書房︑平

徳原茂実氏﹁歌合の成立と展開﹂

藤本宗利氏﹁あさがほ考﹂

平1・3︶︒

︵10︶
14︶︒

︵11︶

井出至氏﹁﹁逐時﹂的和歌配列法の源流﹂

︵﹃小島憲之博

朝の和歌﹄勉誠社︑平5︶︒以下︑氏の論はこれに拠る︒
︵望

︵﹃平安文学研究﹄

77︑昭62・

士古稀記念論文集 古典学藻﹄塙書房︑昭望︑徳植俊之
氏﹁在民部卿歌合について﹂

5︶︒以下︑徳植氏の論はこれに拠る︒なお氏は︑﹁歌合と

︵7︶ ﹁我が宿の花踏みしだく凰打刃叫ん野は無ければやここに
しも来る﹂︵古今集・物名・四四二・りうたんの花・友則︶

萩谷朴氏は﹃平安朝歌合概説﹄︵私家版︑昭翌において︑

であった﹂と述べられている︒

いう形はとっているが︑実際は︑歌会的な要素の強い歌合
の意と

ら散
す鳥打たう⁝⁝﹂︵六九・
は ︑ ﹃ 友 則集﹄では﹁⁝⁝踏み
りむだう︶ となっており︑﹁打たう﹂ で﹁打たむ﹂

︵13︶

初期歌合の﹁寛平御時菊合﹂や﹁孝子院女郎花歌合﹂に用

︵風間

書房︑平14︶ によると︑﹁あらう︵荒鵜・洗ふ︶と見れど

いられる﹁占手﹂﹁最手﹂ の名称と共に︑本歌合を含めて

しでいる︒また︑神作光一氏編﹃八代集掛詞一覧﹄

黒き鳥かな﹂ ︵金葉集・七一二︶は後代の例だが︑﹁思ひ川

十二番構成が多いことからも︑歌合が相撲節会の行事次第
のうたかた人に動刷で消え

絶えず流れるる水のみ材︵泡︶

を模して成立したと推測された︒泉紀子氏も﹁歌合の成立﹂

にお

﹁時知らぬ山は富士の嶺い つとてか鹿の子斑に雪の降る

をこそ待て﹂

︵古今集卜恋歌三・六六五・題知らず・探養

例歌を挙げておく︒
5﹁満つ潮の現れひる間を会ひがたみみる叫の潮に忍

らむ﹂︵業平集・六六︑伊勢物語・九段︶︒以下︑各参考歌・

︵14︶

いて︑﹁もはや疑いのないところ﹂と支持されている︒

︵和歌文学論集5﹃屏風歌と歌合﹄風間書房︑平7︶

めや﹂ ︵後撰集・恋一・五一五・詞略・伊勢︶ のような例
がある︒つまり︑﹁ふ﹂は﹁う﹂に通じ︑﹁う﹂は﹁梅︵う
め・むめ︶﹂のように﹁む﹂に通じる︒よって︑﹁止まふ﹂

は﹁止まむ﹂になる︒但し︑14は﹁止まむ﹂では意味が通

らず︑また﹁雨⁝⁝舞ふ﹂とも言わないので︑﹁降り止ま
ぬ ︵ず︶﹂とひとまず解しておく︒
︵8︶ ﹃歌仙家集本伊勢集﹄ の﹃拾遺集﹄からの増補部分に見
える︵﹃私家集大成 中古Ⅰ﹄所収﹁伊勢集Ⅲ﹂五〇四番︶︒
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れて落つる網代には白波もまた習ぬ日

︵貫之集・四五四︶︒

父︶︑﹁紅 葉 葉 の 流
ぞ無き﹂

7﹁石見の海津の浦をなみ⁝⁝玉藻沖つ藻 明け来れば
むた
彼の共か寄りかく
敷拷の妹が手本を⁝⁝﹂︵万

夕されば風こそ来寄れ

玉滞なす圏引我が親し

披こそ来寄れ
寄る
葉集・巻二・相聞・一三八︶︑﹁女郎花秋の野風にうち麟封
心一つを誰に寄すらむ﹂ ︵享子院女郎花合・四・左大臣︑

て人に知られぬ恋もするかな﹂ ︵寛平御時后

古今集・秋歌上・二三〇・詞略・左大臣︶︑﹁川の瀬に靡l引
玉藻のみ隠れ

官歌合・一五六︑古今集・恋歌二・五六五・寛平御時后官
歌合の歌・紀友則︑友則集・四三︶︒

9﹁しどけなき樹くたれ髪を見せじとやはた隠れたる今
朝の酬園﹂ ︵小町集・九七︶︑﹁白露の急ぎおきたる朝顔の
見つとも勢よ人に語るな﹂︵敦忠集二一一︶︒

折れる桜をよめる・貴之︶︑﹁折

13﹁誰しかも求めて細別つる春霞立ち隠すらむ山の梯を﹂
︵古今集・春歌上・五人

り取らば惜しげにもあるか樹花いざ宿借りて散るまでは見
む﹂︵同・六五・題知らず・よみ人知らず︑是則集・二︶他︒
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