
人文研ブックレット　No. 69

生き続ける『源氏物語』よみがえる紫式部
―令和時代の古典の楽しみ方―

（第98回 公 開 講 演 会）

同志社大学人文科学研究所

2020 年 11 月





人文研ブックレット　No. 69

生き続ける『源氏物語』よみがえる紫式部
―令和時代の古典の楽しみ方―

（第98回 公 開 講 演 会）

同志社大学人文科学研究所

2020 年 8月 29 日（土）14：00 ～ 17：00
【YouTube Live】によるライブ配信

ご挨拶
 同志社大学人文科学研究所　所長 小　山　　　隆    1
趣旨説明
 同志社大学文化情報学部教授 福　田　智　子    3
〔講演〕
源氏物語といけばな―源氏流いけばなの軌跡―
 同 志 社 大 学 文 学 部 教 授 岩　坪　　　健    6
薫物から見る『源氏物語』―『うつほ』と『栄花』の間―
 同志社大学名誉教授・埼玉大学名誉教授 矢　野　　　環    19
小説によみがえる古典―小説『新・紫式部日記』はこうして生まれた―
 　　　　　　　　　　　作　家 夏　山　かほる    46
〔紹介〕
京都発！クラウド文化財アーカイブズの紹介
 富士ゼロックス京都株式会社マーケティングサポート部文化推進 CSVグループ長
  吉　田　謙　一    60
〔パネルディスカッション〕     61
パネラー
 同 志 社 大 学 文 学 部 教 授  岩　坪　　　健
 同志社大学名誉教授・埼玉大学名誉教授 矢　野　　　環
 　　　　　　　　　　　作　家 夏　山　かほる
 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 竹　田　正　幸
 富士ゼロックス京都株式会社マーケティングサポート部文化推進 CSVグループ長
  吉　田　謙　一
司会 同志社大学文化情報学部教授 福　田　智　子



当日の講演会は YouTube配信をしております。
　視聴 URL：  https://www.youtube.com/playlist?

list=PL2kfTVuevR3OBVoP2KRzyjQ
OIl0lXFOrC



－1－

ご　挨　拶
同志社大学人文科学研究所

所長　小　山　　　隆

本日は人文科学研究所第 98 回公開講演会（オンライン公開講

演会）を視聴いただき、心より感謝申しあげます。

今回の公開講演会は、「生き続ける『源氏物語』よみがえる紫

式部―令和時代の古典の楽しみ方―」というテーマのもと、長野、

京都、福岡の講師による講演とパネルディスカッションを ZOOM

上で開催し、YouTubeにより同時配信いたします。内容も実施方

法も令和の時代にふさわしく、本研究所として初めての試みです

ので私どももワクワクしております。最後まで無事に映像と音声

をお届けできるよう願っておりますが、万が一に備え、録画も

YouTube上で後日配信する予定です。

本研究所では学際的な共同研究を 1期 3年で行っており、現在

は第 20 期を迎え 17 の研究会が活動しています。その中で「知識

発見型データベース作成アプリの開発と日本伝統文化の分野横断

的研究」を研究課題とする第 3研究が、本日の公開講演会を企画

しました。各研究会の活動報告は随時当研究所 HPに UPしてお

りますのでご覧いただければ幸いです。

公開講演会に話を戻しますと、作家の夏山かほる氏、富士ゼ

ロックス京都株式会社マーケティングサポート部文化推進 CSV

グループ長の吉田謙一氏をお迎えし、第 3研究のメンバーから本

学文学部教授の岩坪健氏、本学名誉教授の矢野環氏、本学文化情
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報学部教授の福田智子氏、九州大学大学院システム情報科学研究

院教授の竹田正幸氏（プログラム掲載順）という多彩な講師陣に、

それぞれのご研究から『源氏物語』の世界をご紹介いただきます。

皆様にとって本日の講演会が日本文化への温故知新となり、コ

ロナ禍の中でも心豊かに過ごすきっかけの一つとなることを願っ

ております。

視聴者および講師の先生方、本日はご参加いただきありとうご

ざいます。感謝の言葉をご挨拶とさせていただきます。
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趣旨説明
生き続ける『源氏物語』よみがえる紫式部
―令和時代の古典の楽しみ方―

同志社大学文化情報学部教授　福　田　智　子

本公開講演会の趣旨を簡単にご説明いたします。この公開講演

会をご視聴くださっている方々は、おそらく皆様、源氏物語に少

なからぬご興味をお持ちの方かと存じます。でもその一方で、こ

の世の中には、高等学校の古文の時間で源氏物語はもう結構です、

という方も少なからずいらっしゃるでしょう。源氏物語は私たち

を魅了する一方、敬遠されるという理由は、一体どこにあるので

しょうか。

源氏物語は、物語として読まれ伝えられてきたのはもちろんの

こと、華道や香道など芸道文化の中にも生き続けていました。そ

して現在においても、平安朝という時代に、紫式部が源氏物語の

中で描きたかったものは一体何だったのか。興味が尽きることは

ありません。このたびの公開講演会では、源氏流いけばなや源氏

物語に登場する薫物文化をご紹介し、また小説『新・紫式部日記』

の執筆秘話を通して、源氏物語の難しさ、そして新たな魅力に迫

りたいと思います。

では、ご講演者を簡単にご紹介いたします。最初のご講演者は

岩坪健先生です。同志社大学文学部教授でいらっしゃいます。ご

専門は源氏物語で、『光源氏とティータイム』『ウラ日本文学―古

典文学の舞台裏―』など、ご著書を読まれた方も多いのではない
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でしょうか。

お二人目のご講演者は矢野環先生です。埼玉大学と同志社大学、

2つの大学の名誉教授でいらっしゃいます。理学博士でありなが

ら、いわゆる伝統文化、芸道に造詣が深くていらっしゃいます。

そして 3人目は夏山かほる先生です。『新・紫式部日記』で第

11 回日経小説大賞を受賞し、作家デビューをなさいました。作家

を志されている方にとっても興味深い執筆秘話が拝聴できるもの

と存じます。

そしてその後ですが、吉田謙一富士ゼロックス京都株式会社

マーケティングサポート部文化推進 CSVグループ長より、京都

発クラウド文化財アーカイブスのご紹介をいただきます。これは

同志社大学文化情報学部と富士ゼロックスとの産学連携の成果の

一つでもございます。

そして、パネルディスカッションには、以上のご講演者に加え

まして、竹田正幸先生をお迎えします。九州大学大学院システム

情報科学研究院教授で、ご専門は情報科学です。あれ、源氏物語

とどういう関係があるの、と思われる方も多いと思いますが、そ

れは後のお楽しみということにしておきたいと思います。

それから、電子メールでご質問をお受けします。公開講演会開

始後、パネルディスカッションが始まるまで、こちらのアドレス

によろしくお願いいたします。このアドレスは YouTubeのペー

ジに掲載しています。アドレスのお間違いにはくれぐれもご注意

ください。

それでは最初のご講演者にお願いしたいと存じます。岩坪健先



－5－

生、よろしくお願いいたします。
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源氏物語といけばな
―源氏流いけばなの軌跡―

同志社大学文学部教授　岩　坪　　　健

ただいまご紹介に預かりました、同志社大学文学部国文学科教

員の岩坪健と申します。本日は露
つゆばら

払いとして、最初に私が「源氏

物語といけばな―源氏流いけばなの軌跡―」と題しまして、お話

しさせていただきます。約 30 分、お付き合いをお願いいたしま

す。

1　「源氏」の由来

いけばなにはいろいろな流派がありますが、源氏流いけばなと

いうのをご存知でしょうか。もしご存知の方がいらっしゃれば、

ぜひとも私にご連絡ください。実はもう幻の流派となってしまっ

たのです。

それは 18 世紀後半に江戸で、千
ち ば

葉龍
りゅう

ト
ぼく

という人が始めた一派

です。なぜ源氏流というかと言いますと、この源氏には二つの意

味があります。一つは、淸和源氏、清和天皇の流れをくむ源氏で

す。いろいろな源氏がありますが、数ある源氏の中で、清和源氏

が最も格式が高いとされ、征夷大将軍となって幕府を開けるのは、

この清和源氏の者に限られていました。

なぜ、源氏流いけばなが清和源氏と関係あるかと申しますと、

室町幕府八代将軍である足利義政を源氏流いけばなの祖と仰いだ
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からです。足利義政は京都の東山に、銀閣寺を建てました。そし

て、今からお話しします華道のほか、茶道、香道、この三つが義

政の時代に大成されました。というところから、源氏流いけばな

では足利義政を祖と仰いでいます。

二つ目の源氏の意味は、先ほど福田智子先生もお話しされまし

た、紫式部の源氏物語です。源氏物語は五十四帖、五十四の巻か

らなり、巻ごとにいけばなで表現するという試みを、千葉龍トが

初めて編み出しました。いわば、源氏物語といけばなのコラボ

レーションです。当時の江戸で大人気を博し、一世を風靡しまし

た。しかし千葉龍トが亡くなった後、子孫は断絶して資料も散逸

してしまった、と学会では考えられていました。（けれども、そ

うではないことを後で申します。）そのためか、千葉龍トも源氏

流いけばなも、現代では世に知られていません。例えば岩波書店

の広辞苑にも、また日本で一番大きな国語辞典である日本国語大

辞典にも、掲載されていません。さすがにいけばなの辞典には

載っていますが、源氏流いけばなが最高の秘伝とした源氏物語の

活け方については、どの辞典も触れていません。

2　源氏物語といけばな

そういうわけで現在では残っていませんが、源氏物語を巻ごと

にいけばなで表現するという試みは、今までにいくつかの流派で

試みられました。例えば今、画面に挙がっています『源氏・拾花

春秋　源氏物語をいける』は、1998 年に文英堂から出版されたも
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のです。

表紙に二人のお名前が挙がっています。まず、作家の田辺聖子

さんが巻ごとに源氏物語のあらすじを紹介され、次に桑原専慶流

のお家元である桑原仙渓さんが巻ごとに草花を活けておられま

す。

この桑原仙渓さんが自らお書きになりました解説の中で、私が

とても気になった一節があります。それは、「江戸時代中ごろに

作られたとされている『生花　源氏五拾四帖』という伝書」があ

る、というのです。江戸時代中頃というと、千葉龍トが活躍した

頃です。源氏流いけばなと関係がある伝書かもしれません。

3　東京大学での遭遇

その著書が出版されてから数年後、21 世紀初めの頃です。たま

たま私が東京大学の図書館に参りました。予定していたよりも早

くに、閲覧が終わりました。今ならばスマホで簡単に新幹線の予

約を変更できますが、当時はまだ、みどりの窓口に行かないとい

けません。東大の近くにみどりの窓口はないので、時間つぶしに

図書館で紙のカードを検索しました。一冊の本につき一枚のカー

ドに書名や作者などが手書き、またはタイプ打ちで記されていま

す。今ではパソコンで検索しますが、当時の図書館には紙のカー

ドを入れた巨大な引き出しのようなものが置かれていました。現

代の大学生は、そのカードを見たことがありませんが、今からわ

ずか十数年前まではそういうカードがありました。
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東大の図書館で「源氏」で始まるカードを最初から見ましたと

ころ、たまたま「源氏物語五十四帖、一冊、江戸時代写」という

のが見つかりました。貴重書ではないので、すぐにその場で見せ

ていただき、一目見て驚きました。まだ、学会では知られていな

い、誰も紹介していない写本だったからです。今、画面に映しま

したもので、これは若紫の巻です。下段は私が翻刻したもので、

実物は上の段です。まず一行目には「若紫」という巻の名、二行

目から三行目にかけては光源氏が詠んだ和歌が記され、次にいけ

ばなの図、そして文章が続きます。詳しくはまた後でお話します。

これこそが源氏流いけばなの幻の写本かと思いましたが、通読

しても千葉龍トの名前は見当たりません。千葉龍トは江戸で活躍

しましたが、東大の写本には最後に「播
はり ま

磨の国」（今の兵庫県）

と書かれていて、江戸ではありません。これが果たして源氏流い

けばなの伝書なのかどうか確定できないまま、また月日が流れま

した。

4　龍野の円尾家と東京大学

その後、同志社大学に文化情報学部が新たに設置され、次にお

話しされます矢野環先生をお迎えしました。矢野先生はご趣味と

してお茶、お花、お香の達人でいらっしゃると聞いていました。

初めてお会いしましたとき、いきなり初対面の方に伺うのは失礼

とは存じましたけれども、思いきって源氏流いけばなについてお

尋ねしました。すると、なんと先生はご存知で、しかもその資料
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は兵庫県のどこかの公民館の倉庫の中にあるので見せてもらえな

かった、と教えてくださいました。その町は確か「た」で始まる

町だ、とおっしゃいましたので、私が思いつくまま、「丹波です

か」「いや違う」「但馬？」「立花？」、ようやく最後に「龍野」だ

と分かりました。

龍野は現在、兵庫県たつの市になっています。播磨の小京都と

して有名で、「赤とんぼ」という童謡の歌詞を作った三木露風の

出身地ということで、赤とんぼの故郷として知られています。ま

た後にも触れますが醤
しょうゆ

油の生産地であり、醤油まんじゅうが有名

です。たつの市のホームページで調べたところ、たつの市立龍野

歴史文化資料館があることを知り、早速電話で問い合わせたとこ

ろ、学芸員の方はご存知でした。「源氏流いけばなの資料は確か

にうちにあります。いつでもどうぞ」ということで、飛んで参り

ました。

部屋で待っていますと学芸員さんが、大きな木箱を二つ台車に

載せて運んでこられました。子どもですと、数人が入れるほど大

きな箱です。蓋
ふた

を開けると、中は銀色に光っています。銀紙が

貼っているようです。学芸員さんの説明によると、もともとはお

茶の葉を入れていた箱でした。茶葉は湿気を嫌うので、湿気を防

ぐ働きがある銀紙を貼り、また蓋はきっちり閉まるようになって

います。資料も湿気が大敵なので、密閉できる茶箱が代用された

のです。

この資料はもともと、龍野の旧家である円
まる

尾
お

家がお持ちでした。

醤油の生産と販売で財を成した名家です。円尾家でいけばなの名
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人がおられましたが、残念ながら四代目で断絶して、ご遺族が寄

贈されたのです。

その二つの箱に大量の資料が入っていました。一つずつ見てい

くと、東京大学の図書館で見た写本の原本が見つかりました。な

ぜ、東京大学にあるかと言いますと、その茶箱の中に東京帝国大

学から大正 2年（1913 年）に円尾家に宛てた書簡が出てきまし

た。その手紙の内容は、「円尾家所蔵の秘伝書を拝見したい。ま

た大学に寄贈していただきたい」というお願いです。とはいえ、

さすがに家元の自筆本は渡せませんので、弟子が写した本が東京

帝大に送られたのです。

5　円尾家と徳大寺家

さて、この茶箱の中をさらに調べますと、円尾家は徳大寺家と

いう京都のお公
く げ

家さんの庇護を受けていたことも分かりました。

徳大寺家は平安時代から続く名家で、『徒然草』にも登場します。

ちなみに江戸時代、徳大寺家のお屋敷があったところは現在、同

志社大学図書館が建てられています。

ここで謎が生まれました。徳大寺家は京都に住んでいた公家、

円尾家は播磨（兵庫県）で商いをしていた家。住まいも身分も全

く違う両家が、なぜ結びついたのか。

その疑問を解く資料は、徳大寺家の菩提寺にあるのではないか、

と考えました。その寺院は同志社大学の近くにある十念寺です。

ただ、京都は一
いちげん

見さんお断りではありませんが、見知らぬ者がお
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寺に参っても、なかなか貴重な資料は見せていただけません。

困っていたところ、ふと、藤原享
たか

和
かず

先生が十念寺の近くにお住ま

いであることを思い出しました。藤原先生は当時、同志社高校の

国語の先生で、現在は立命館大学教授です。藤原先生に早速お尋

ねしたところ、十念寺さんとは同じ町内でご住職とも顔見知りと

いうことで、藤原先生のお供をさせていただき参詣しました。

6　十念寺と如来寺

ご住職が過去帳などを調べてくださり、江戸時代に十念寺の住

職が龍野の如来寺の住職になったことを教えていただきました。

この二つのお寺は宗派が同じで、如来寺は円尾家の菩提寺です。

如来寺は有名なお寺で、白壁が川沿いに続き柳がなびいている、

という風景が絵葉書にも取られています。ということは、あとは

私の推理ですが、十念寺から如来寺に移った住職が、円尾家のい

けばなの家元と親しくなり、その見事な腕前が龍野で埋もれるの

は惜しいと考え、徳大寺家の庇護を仰げるように働いたのではな

いでしょうか。ちなみに円尾家は本家のほかに分家がいくつかあ

り、いけばなをされていた家はほかの分家と区別するため花円尾

家、略して花
はな

円
まる

、地元では花円さんと呼ばれていたそうです。

そこで今度は如来寺に参りました。たつの歴史文化資料館の近

くにあります。幸いなことにご住職は、最後の家元ご夫妻をご存

知でした。家元が昭和 48 年（1973 年）に亡くなられた後、ご夫

人から源氏流いけばなの資料をどうすればよいか、相談を受けら
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れたそうです。

また、ご夫婦のお位
いは い

牌が如来寺に祭られていると伺い、お参り

させていただきました。広いお部屋にたくさんのお位牌があり、

どこにあるか私には見当もつきませんでしたが、ご住職はすぐに

見つけられました。さすが、と感心しましたが、後でお聞きした

ところ、ご住職も最初は分からなかったが、ふと目をやると、そ

こにあったということです。改めてご縁というか、因縁めいたも

のを感じました。

7　円尾家と大島家

先ほどの茶箱に、また話を戻します。箱の中に新聞を切り抜い

て貼ったスクラップブックが、何冊かありました。その中に昭和

30 年（1955 年）の記事が載っていました。それには円尾家の最

後の家元にはお子さんがおられず、このままでは断絶してしまう、

由緒ある源氏流いけばなを継ぐ人がいない、と書かれていました。

また、昭和 34 年（1959 年）の新聞記事には、同じ兵庫県の赤穂

市に住む大島さんが、我が家こそ源氏流いけばなの家元で、それ

を裏付ける資料がたくさんある、と名乗り出たとあります。

そこで、赤穂の歴史を編纂している赤穂市史編纂室にお電話し

たところ、学芸員さんは源氏流いけばなのこともご存知で、大島

家の電話番号を教えてくださいました。私は失礼とは存じました

が、大島家にお電話しましたところ、昭和 34 年の新聞に載って

おられた大島さん、ときに 33 歳の方はその後まもなくお亡くな
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りになり、その後も資料を大切に保管されておられた大島夫人も

最近亡くなられたと知りました。喪中に伺うこともできませんの

で、それきりになってしまいました。お電話に出られたのは、ご

子息でした。

8　千葉龍卜の子孫

赤穂市史編纂室の学芸員さんは、また別の重要な情報を教えて

くださいました。源氏流いけばなを始めた千葉龍トが亡くなった

後、千葉龍子が跡を継いだが、あまり振るわず、千葉龍子には跡

継ぎがいず千葉家は断絶してしまい、そのため資料も散逸して

残っていない、と学会では見なされていました。ところが、千葉

家の子孫は赤穂市に今もお住まいで、資料もお持ちのようなので

す。

千葉家の電話番号も教えていただいたので、お電話をしてから

千葉家に参りました。当家の当主は室町時代から続く明源寺の住

職で、現在は 19 代目、千葉徹
てつ や

也さんとおっしゃいます。源氏流

いけばなの資料を探してくださいましたが、どうも残っていない

ようでした。源氏流いけばなの活け方を伝えている人もいない、

ということで、調査は行き詰まってしまいました。

ところが、その数年後、平成 27 年（2015 年）、兵庫県赤穂市立

歴史博物館にて源氏流いけばな展が開催されました。今、画面に

出ていますのは、その図録の表紙です。当館の学芸員、木曽ここ

ろさんが千葉家、大島家などから大量の資料を集めて展示してく
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ださいました。実は千葉家ではその後探したところ多くの資料、

しかも千葉龍ト自筆の写本が何冊も見つかったということで、本

邦初公開の資料が数多くこの展覧会で展示されました。

9　三段階伝授

さて、源氏流いけばなが源氏物語をどのように取り入れたか、

について、これからお話しします。千葉龍トが定めた源氏流いけ

ばなは、三段階に分かれています。まず第一段階では、源氏物語

五十四帖にならって、五十四か条の教えを第一条から順に習いま

す。それを約一年かけて、すべて習得します。その後、第二段階

に移りますが、これも五十四か条あります。これを会得した弟子

に限り第三段階に移り、ここで初めて源氏物語の活け方が紹介さ

れます。源氏物語の巻ごとに有名な場面を草花で表現するのです。

千葉龍ト自筆の写本が明源寺にありますが、非常に簡単で、具体

的なことは何も書かれていません。これは大切なことは口
くで ん

伝、口

で伝えて書物には残さないからです。それほど秘伝とされました。

それに対して円尾家の伝書は、詳しく書かれています。具体的

に若紫の巻を見ていきましょう。まず、あらすじが書かれていま

す。光源氏が若紫を初めて垣間見たとき、若紫は大切に飼ってい

た雀が逃げてしまい泣きべそをかいている、という名場面です。

次に活け方が記されています。この絵から分かりますように、上

中下に分けていけばなが描かれています。

絵の上段には笹を活けていますが、笹に限らずまっすぐ高く伸
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びたものを一本活けなさい、と指示しています。中段には白か黄

色の花を一本挿
さ

しなさい、とあります。なぜ白か黄色かは、後で

お話します。下段には赤か紫の美しい色の花を一本、少しうつむ

くように花を下に向けて活けなさい、と書かれていて、その理由

は今から申します。

まず上段の高く伸びた笹は、逃げた雀を表わします。雀は空高

く逃げていったので、背の高い草花を使って表現するのです。中

段の白か黄色の花は、若紫を育てていた祖母の兄になぞらえます。

そのお兄さんは僧侶で、その人が住んでいたお寺で、若紫は光源

氏に見い出されたのです。なぜ白か黄色かというと、お坊さんな

ので、そういう地味な色の花を使うのです。下段の赤か紫の花は

若紫で、うつむくように活けるのは、泣きべそをかいているから

です。このように、この場面を三種類の草花を用いて、雀・僧

侶・若紫に例えているのです。

源氏物語は五十四帖あるので、このような図が五十四図あるは

ずなのに、東京大学の転写本も円尾家の自筆本も六図足りません。

六つの巻が欠けています。調べた結果、源氏流いけばなでは

五十四帖のうち六帖を秘中の秘として特別扱いしたのです。源氏

物語を活けるのは最後の第三段階で、活け方そのものが秘伝とさ

れましたが、さらに五十四帖のうちの六帖は秘伝の中の秘伝とし

て、別の写本にまとめて記されていました。別冊仕立てになって

いるのです。その別冊も茶箱の中から見つかりました。
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10　大島家の源氏流いけばな

源氏物語に関する大島家の資料は円尾家の説を取り入れ、さら

に追加しています。その一部を簡単に紹介します。例えば若紫の

巻ですと、藤の花を活けてもよいとあります。若紫は藤壺の姪に

当たるので、藤の花で藤壺を表現するのです。また、光源氏が若

紫を垣間見たところには滝が流れている、と物語にあります。そ

の滝を表現するのに糸柳か糸桜を使いなさい、と指示しています。

この大島家ご所蔵本は非常に面白いので、現在、同志社大学の

大学院の授業で輪読しています。筆で書かれた本文を活字にして

現代語訳と解説も付け、同志社大学文学部が毎年刊行している雑

誌『人文学』に連載中です。この雑誌は学術リポジトリになって

おり、パソコンあるいはスマホでも見られます。

源氏流いけばなをもっと知りたいという方は手前味噌になりま

すが、去年の 11 月に平凡社から私が本を出しましたので、ご覧

いただければと思います。実は今日の講演のタイトルも、福田智

子先生から何にするかと言われまして、早く決めないといけない

ので、小著の名前『源氏物語といけばな　源氏流いけばなの軌跡』

をちゃっかり引用しました。1冊 1,000 円です。

さらに詳しく知りたいという方は、これは専門書ですが、2013

年に和泉書院から刊行しました『源氏物語の享受　注釈・ 概・

絵画・華道』をご覧ください。それは第 15 回・紫式部学術賞を

受賞しました。その小著には東京大学の図書館で私が偶然見つけ

た写本の原本、すなわち円尾家の家元が文章と図を記したものも、
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すべて載せております。また、秘中の秘とされた六帖は家元自ら

彩色しており、それはカラー写真で口絵に使わせてもらいました。

というわけで、現在では幻となってしまいました源氏流いけば

なについてお話しいたしました。そういえば、お祖
ば あ

母さんが習っ

ていたとか、なんかこんな資料があるという方がいらっしゃれば、

ぜひとも私の方にメールでお知らせくださればと思います。

そろそろ時間になりましたので、これで私のつたない話を終わ

らせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
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薫物から見る『源氏物語』
―『うつほ』と『栄花』の間―

同志社大学名誉教授・埼玉大学名誉教授　矢　野　　　環

1　はじめに

今年の 3月 31 日まで、文化情報学部におりました、矢野でご

ざいます。本日は薫物の話、いわゆる室町時代に成立した香道以

前の平安時代のお話になります。

通常、源氏物語で薫物の話というと、だいたいは決まっていま

す。梅
うめがえ

枝の巻にはこういうのが出ている、と。ですから、引用さ

れるのも結構決まっていて、注釈書『湖月抄』などが多いです。

それから、後で申し上げる『薫集類抄』、という有名な本があり

ます。しかし、実はどうも間違いもありそうです。それから「源

氏物語」よりもむしろ「うつほ物語」の方が生活に薫物が入って

いる印象があること。そして、「源氏物語」の作った枠組みが「栄

花物語」でも再現されています。両方とも女性が書いたから似て

いるとか言うのではないと思います。

今からのパワーポイントは、いわゆる発表のパワーポイントで

はなく、どちらかというと説明、授業のようなパワーポイントで、

文字が多く、参考資料も全部入れ込んでいます。そのため、後で

見ていただくときは、非常によく分かると思います。

直前の岩坪先生、あるいは、最初にご紹介いただきました福田

先生との共同研究の例として一番近いものでは、今年 2020 年 2
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月発行の『香道調度図・香道籬之菊』という本があります 1）。こ

れは全体ではなくて一部だけを紹介したものです。いわゆる 18

世紀香道の到達点であると言えるものです。これは香道の純粋な

話に関わるので、本日は詳しくは申しませんが、『香道蘭之園』

という有名な本があり、その系統の完全なピークに達したもので

す。これは通常の本として淡交社から売っております。

2　共起ネットワーク

以下の講演は、通常ならば、梅枝の巻や、末摘花の巻などに出

てくる薫物の文章を引用して解釈して、他の薫物の伝承との比較

とかがよくある形ですが、それとは全く違う形で行います。まず、

原文の引用は直接には行いません。では、どのようにするかとい

うと、源氏物語において薫物という言葉、もしくは薫物の関連す

る用語、つまり薫物の材料の沈香や丁子など、それから薫物の種

類、黒方（くろぼう）など、そういう言葉が出てくる文章もしく

は段落の中で、どのような言葉と言葉が同時に出てくるかという

「共起」というのを問題にします。

そして、同じ立場で「うつほ物語」と「栄花物語」における

データを作成し、どのような共通点とどのような差があるかを見

ることにします。なお、念のため、最近は皆さんでもこれができ

るようになっています。昔は大変でした。特に立命館の樋口氏の

KHCoder 2）を使うと、文化情報学部の 4年生など結構、いろんな

人が使います。学生でも使えるようになっております。で、それ
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を使って、小規模な共起ネットワーク、つまりこの語とこの語が

同じような段落に出てきたら、線でつなぐ。いろんな段落で出て

きたら更にその線のつながりが強くなるという、ネットワークを

作って特徴を読み取ります。

さらに、『薫集類抄』と呼ばれる非常に有名な伝書があります。

もちろん、「群書類従」にも入っています。ただ、本格的な研究

が始まったのは 2010 年代です。それについての伝承を少し見る

ことにします。

3　薫物とは

さて、薫物（たきもの）は、全然知らない方にとっては何のこ

とやらというわけです。まず、薫物とはどういうものであったか。

輸入品の中国、南方から大変高級な輸入品をなんと粉にして混ぜ

合わせるという、大変費用のかかる話です。源氏物語そのものに

はどれとどれをどれぐらいの配合で混ぜなさいとは書いてありま

せん。「湖月抄」とかの解釈書にはもちろん注釈が書いてありま

す。輸入品とはどういうものですか、というのですが、今の輸入

品とはちょっとまた違いますから、なるべく、源氏の時代に近い

もので、しかも最古の往来物と呼ばれている『新猿楽記』という

のがあります。これは猿楽を見に行った、こんなのがあったとい

う報告のついでに、それに関係する言葉を羅列した、いわゆる往

来物です。作られたのが 1050 年前後です。割と近いわけです。

そこの唐物というところには、表題のところにありますように、
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唐物：沈、麝香、衣比、丁子、甘松、薫陸、青木、龍惱、白檀

と出てきます。まさに、これが全部薫物の材料です。ただし、薫

物以外にも使っていました。

ちょっと、衣比（えび）というのは聞いたことがないという方

があるでしょう。つまり沈、丁子、麝香、は聞いたことあるけど、

衣比は知らない方があるかもしれません。これはちょっとややこ

しいものです。調合するのですが、薫物にしなかった場合もあり

ます。古いものは正倉院の中に衣比香と言われているものがあり

ます。正倉院には昔は知られてなかったんですが、精密な調査で

実は薫物が出ているのです。ただ、いつのものか、まだ正確には

分かりません。

さて、下に説明文が書いてあります。最初に申し上げましたよ

うに、これは発表用のパワーポイントではなくて、授業用パワー

ポイントです。薫物は唐物としての位置づけである沈、麝香、丁

子とか、それから附香剤（少し意味が違うが、保香剤とも呼ぶ）

とは、ちょっと変わっていますが、香りが布に附きやすいように

する薬です。そういう、甲香と呼ばれるものを混ぜ合わせます。

さらにその全体をまとめるために多糖類、粘り気のある蜜など

で練り合わせます。どんな材料かは、次に見せますが、その結果

について名前を優雅につけます。

梅花、荷葉、菊花、侍従、落葉、黒方、
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通常、この順序で呼ばれることが多いのですが、実は「黒方」が

特別に重要です。昔からあります。例えば、紫式部日記には黒方

しか出てこない。梅花、荷葉とか出てこないのです。

だから、薫衣香といって、いかにも衣に香らせるお香というの

は、細末の場合もあり、衣比香と同じ場合もあります。但し、衣

比香そのものが輸入品だと思われる場合もあって、衣比香だけ

ちょっとややこしいことになっています。

さて、これは香老舗松栄堂のサイトからどんな見かけのものか、

写真を借用しました 3）。左の方の沈香、下が白檀、その右側に丁

子があります。この 3つが最も重要な材料です。白檀はあんまり

使わない場合があります。その他奇妙なものがいっぱいあります

ね。安息香はいかにも樹脂みたいなものです。西洋で使えそうな

ものです。隣の龍脳はちょっと珍しいものです。樟脳のようなも

のだと思ってください。右の桂皮がシナモンです。その下の大茴

香というのは、中華料理の中でお使いになるものです。その一番

右の貝というのは、附香材、布に附すという意味の「附」です。

これは本来重要なのは、貝の蓋の膠質の部分です。作った結果は、

非常に細かくして、先ほど言ったように練り合わせるんですが、

最近は、というかだいぶ昔から炭の粉を入れるようになりました。

だから、真っ黒けになっていますが、黒い唐物の材料があるので

はありません。

これぐらいの感じです。だいたい大きさはお分かりいただける

と思います。右側がハマグリだと思ってください。それの中であ

んなぐらいです。これは今、お香の方の人よりもお茶の方がよく
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知っていて、お香の方では薫物を作るのは秘伝のようになってい

るか、今は行いません。室町時代以降は、沈香を直接たくという

のが香道の姿になっていくのです。薫物の文化は、公家において

伝承されました。

というわけですが、これは実際に製品で売っているもので、右

が松濤という名前がついているものです 4）。色々な薫物を香のお

店で売っています。

4　坂道アイドルと薫物

ところで、「令和時代の古典の楽しみ」とうことなので、最近

の坂道のアイドルで、誰がどれに似合うかなというのを、原書と

か源氏物語に書いてある文章と、本人のイメージから考えましょ

う。

▶日向坂 46 宮田愛萌 黒方 斎院の方　奥ゆかしい
▶ 河田陽菜 侍従 源氏の方　艶 優美
▶ 濱岸ひより 荷葉 一風変わった　しっとり
▶ 上村ひなの 薫衣香 公忠の方なの　優美さ
▶ 金村美玖 菊花 露に薫り水にうつす
▶ 高本彩花 落葉 紅葉散頃の薄の装　オチ付
▶乃木坂 46 筒井あやめ 梅花 華やか 当世風
▶ 北川悠理 衣被（衣比、裛衣）香　　難解
▶　（衣被（えび）香　は「末摘花」と「初音」に一例づつ）

表 1　坂道アイドルと薫物
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まず、2人は確定です。日向坂 46 の「宮田愛萌」は黒方。この方

は大学の国文学科で源氏のことをもちろんよく知っているがさら

に、万葉集を 2年間いろいろ調べたそうです。源氏で言うと「黒

方　斎院の方」で奥ゆかしい香りだと思っています。なお、「方」

とは調合する「処方」のことで、提案者の名前をつけてよびます。

もう一人確定なのは、乃木坂 46 の 4 期生の「筒井あやめ」さ

んは、華やかで当世風でぴったりしていて、しかも和風。これは

紫の上風で「梅花」が似合うでしょう、ということになるんです。

結構見つけられるんですね。ちょっと和風のとかちょっと変わっ

た人とか。また、日向坂 46 の、河田陽菜さんは「侍従　源氏の

方」、濱岸ひよりさん「荷葉」、上村ひなのさん「薫衣香　公忠の

方」と。菊花、落葉は源氏には出てきませんが、それぞれ金村美

玖、高本彩花お二人に当てます。一番下の方はちょっと変わって

います。乃木坂 46 の北川悠理さんは小説を書いています。本人

自身が難解な方で、「衣比香」でいいかと思います。だから現在

でも生かすならいかせます。他にも坂道がありますが、やっぱり

この辺の人が一番向いている。それから、手違いがあったようで、

薫集類抄では、菊花と落葉が同じ処方になっています。しかし、

実は違います。あれは唯一の手違いだと思います。

5　薫物の伝書『薫集類抄』と処方例

例えば、薫物の本と言ったらどんな感じになっているかという

と、これがその実例です。これは私の本で簡単な本です。三条家
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からみで、きちんと何をどれぐらい入れてというのは、簡単に書

いてあります。これは翻刻と一緒に公開されております 5）。

より詳しい本については、特筆すべきは、とにかく田中圭子さん

が、『薫集類抄』の研究をされておられます 6）。これは博士論文、

莫大な量の翻刻が全部で、実は序章を書く前に指導教員に渡した

という。その指導教員の藤河家先生も薫物の研究があります。で、

『薫集類抄』というのはそれほどひどい異本はありません。源氏

で言うと若紫でしたか、500 字ほど書き入れられてるのがあるそ

うですが、それほど、異本はないけども、やはり少しずつ本が

違っています。ちょうど福田先生との授業で学生にそういうこと

の処理の仕方を教えたことがあります 7）。

そういう本だけでは仕方ないので、薫物の実習も行いました。

ちなみに私も最初、45 年ぐらい前に松栄堂の前の社長が薫物の講

習会をされたんですね。正確に全部使ってやるんじゃなく、事前

に少し混ぜてある材料を使いました。授業のときはそうではなく

て、高橋美都先生がいろんなセットを買ってきてくださいました

ので、それで行いました。その上で、写本の差を見つけましょう、

図 1　竹幽文庫本　薫物記
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というふうにしました。9つの写本があって、これもネットワー

クの一種です。これは今回言っているネットワークとは別です。

系統樹が、ネットワークになった、系統ネットワークというもの

です。

だいたい近いところにあるのが、共通性があると思ってくださ

い。この書き方だと真ん中で左右に分かれています。左の神宮文

庫、西園寺文庫の薫集類抄があります。群書類従本は、とにかく

何かひどいことを言われることが多いですが、薫集類抄に関して

はそれほどひどい本ではありません。

右の方にいろいろあって、国会図書館本が最も重要であるとい

う意見ですが、そこから下の方に伸びているところに、杏雨書本

図 2　SplitsTree による結果のネットワーク
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と岩崎文庫があります。これまで源氏物語の報告はよく出ていま

すが、薫集類抄の翻刻を付録に載せたというのは、たった一つあ

ります。それが『新潮日本古典集成 源氏物語 第 4巻』に付録と

して翻刻されています。だから、よほど重要なことと石田穣二・

清水好子両氏がお思いになったんだと思います。

さて、薫集類抄にいろいろな調香の人が出てきますが、ここは

プロ向けに多めにしてあります。重要な人、源公忠という方など

は、たくさん処方が残っています。梅花、侍従、黒方、荷葉、薫

衣香に対してどれぐらいの処方が書いてあるか。源公忠では、2

個 1 個 1 個 2 個 2 個と結構ありますね。8つも処方が残っていま

す。

それから、右の方の上から 3人が山田尼という方も作り方の詳

しいことを知っていた方で、割と有名です。ちなみに、右側の一

番上にあるのが、東三條院詮子で、これは紫式部日記で出てくる

方です。そういう方たちがいろいろ作ったというのを集めていま

表 2　『薰集類抄』における、調香者による処方の数
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す。あくまでもこの 5つが薫集類抄においても主体です。梅花、

侍従、黒方、荷葉、薫衣香。歴史的には黒方が一番古い、となっ

ております。これはちょっと見ていただくと分かると思います。

ああいうデータからでも、いろいろな図を作ることができます。

そうすると、源公忠だと、八条宮と山田尼が 5つの薫物の調合の

バランスからいうとこんな感じになる。源公忠は荷葉も薫衣香も

作っている。荷葉と薫衣香は元々少ないですね。このように、全

体で 3個と 4個しかないです。ほかが二十何個に対して。だから、

そういうのは、端の方に引っ張られるということがあります。左

の方は 5つの薫物に対して先ほどの宮田愛萌とか、筒井あやめと

かを配置したものですが、これはさほど意味はありません。

では、これは 3つの薫物でこういうこともできます、というこ

との例です。それはともかく、さて、これは皆様が自分で同じよ

うなことをするためにどういうものが必要か、ついでに入れてあ

ります。源氏総索引には勉誠出版が出しましたものがあります。

自立語篇、付属語篇です。それを見るのは確かにいいのですが、

昨今は検索もできる。特に渋谷栄一先生のデータをもとにして検

索するのは、大変よくできてます。それからあと、上田英代さん

がいろいろな物語を検索できるようにしておられます。それから

伊藤鉄也先生の湖月抄の検索はできるはずなんですが、今サー

バーの整備中か何かでちょっとうまくいきません。だからそうい

う検索サイト検索することもできます。というわけでご参考のた

めに 8）。

そうすると、薫物、もちろん表記はいろいろです。現在、たき
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物、合薫物。空物というものも全部含めて、薫物という言葉がど

れぐらい出てくるでしょうか。それから昔から一番重要な黒方は

このようになります。だいたい古い順に並べてありますが、「大

和物語」に薫物という言葉が出てくるのと、それから有名な「天

徳四年内裏歌合」の三条西家本だけですかね、ちょっと異本の差

はよく知らないのですが、「薫物は黒方なり」という文章がある。

調度品ばかりです。

なんと「うつほ」は多いですね。薫物が 22、黒方が 14 ありま

す。源氏は実はそんなに出てこないんですよ。薫物という言葉は

11 回、黒方が 2回出るだけです。「栄花物語」が薫物という言葉

は 16 回、黒方が 1回出てきます。とかいろいろであります。

表 3　物語本文に現れる「薫物」「黒方」の件数
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6　共起データの取り方、表し方

この表、どうやって調べたんですかというわけですが、その前

に、このような言葉が何回ですかというだけではなくて、当初言

いましたように、どの言葉とどの言葉が文章もしくは段落の中で

同時に出てくるかを考えます。こういうテキストは自動処理をよ

くするんですが、自動処理は行いません。完全に必要なデータだ

けを取り出します。

例えば、

　　　紫の蓮を整えて荷葉の香を合わせたる、名香

これは仏前に供える香なので、「めいこう」ではなくて「みょう

ごう」です。必要な言葉として「蓮　荷葉　名香」だけ取ります。

そういうふうにして、これだと、その 3つの言葉が共起している。

共に起こっていると見るわけです。それがうまく反映させれば、

右上の方に、上の方に図が描いてございます。

図 3　共起ネットワークの例
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丸の大きさは出現する回数に比例します。小さい蓮は無理やり

ちょっと取ったのです。1回分です。あとは荷葉と名香と蓮が黄

色い丸のところではつながっています。その隣の方では、名香が

下に来ていて、荷葉と蓮とに薄くつながっています。ともかく、

このように一緒に出てきているのが、どれくらいあるか、という

ことを考えながら処理します。

苦情が出る可能性が先にあります。それでは、内容を見ている、

文章を理解しているわけではないのではないですか、ということ

になりますが、文章にどのように扱われているか、見ているから、

文意は内包されているといえるわけです。では、肯定文か否定文

かという細かい話は、今回はあまり関係がない。それから、作品

全体における出現の様子を見ているわけです。単なる語の集計で

はないから、どれとどれとが同時に使われるかというのを見るの

で、よりうまく解釈ができることになります。

では、線の太さとか、あるいは何回表記したかとかやるんです

か。それをどうやって正規化するんですか、というのですが、そ

れはいろいろ基準がございます。Jaccard類似性という、つまり、

Aと Bについては合併した全体のうち、共通部分がどれぐらいあ

るかというのを、重複度を考慮して見るというのがあります。そ

れから、cosine類似性というのは、数学の cosine（コサイン）で

すが、そういうのもあります。テキストマイニングでは、

Jaccard、長い段落ばかりでやるなら cosineとか言われています

が、だいたいは安全のために両方でやった方がよろしいです。そ

のようなことを行います。
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これは学生の卒業研究の例です。ミスコンのファイナリストの

Twitterでどういう語が共起するかといったら、当たり前みたい

な共起もあります。これ実は右の方に大きな丸があって、「お願

い」「投票」というのが同時に出てくる。それはそうでしょうね。

あと「行く」とか「写真」とか「本当に」とか。これは実際に卒

業研究をした、しかも自分自身もファイナリストになったことの

ある学生の卒業論文の一部です。このように本当に使われており

ます。右がネットワーク、左が出現度数です。単に何回出てくる

かを確認し、つながりは別に見る。このように、一応両方見るの

が、基準になっています。

今回は名詞ばかりだからほとんどいいのですが、動詞とかの場

合は、活用形を全部区別した上でひとまとめにするといったこと

図 4　  語の出現度数と、共起ネットワーク。ミスコンファイナリスト
の twitter 例。
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が必要になります。しかし、それはともかく、何個の文をとって、

どのようにするのか。文でいうと、2文とか 3文で近接している

のは一つの段落のようにみなして、それでもう一文とすることも

あります。今から A（B）となっている場合は、延べ語数が A、

異なり語数が Bとします。異なり語数が違う言葉です。延べ語数

というのが、その重複も含めた回数です。さっきみたいにブツブ

ツに切らないといけないのですか、ということですが、そうでは

なくて、「沈の箱」とかいうのは、当然、日本語の文法で解釈し

ますから、ちゃんとうまくいきます。

さて、これが採用した元のデータだと思ってください 9）。どう

いう意味でしょうか。まず、源氏は、さっきも言ったように、

ちょっと段落ぎみのところもありますが、44 個の文、たったそれ

だけですか、と言われることがあります。そうなんです。その程

度です。うつほは 42 の文章。栄花物語は 32 の文章です。そん中

で延べ語数は、源氏で 116、うつほで 150、栄花で 87。異なり語

数がだいたい 30 語ぐらいです。おのおの出方がだいぶ違います。

うつほの一番上にあるこれは黒方で 14 回出てきます。その次が

沈香の沈です。沈香という出現は昔の本には全くありません。別

の表現はちょっと出てきます。

いずれにせよ、沈が上です。源氏だと沈が 12 回。栄花物語は

沈が 11 回です。ところが、この沈という言葉は、実は薫物以外

の話に使われていることが大変多いのです。
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7　三物語における、ネットワーク

「源氏物語」を見てみましょう。こういう格好になっておりま

す。上の沈の 12 回分とつながっているのはなんでしょうか。二

階、華足、文箱、紫檀。紫檀と沈のなんとかとか。沈の左を見る

と、懸盤、折敷、その向こうが沈香より安物の浅香というもので

す。浅香の右を見ると、下机とあります。沈の上の箱。要するに

これは調度品とか、文具とか、そういうのばかりです。白檀の阿

弥陀仏とか。

図 5　源氏物語



－36－

薫物の材料としての沈という話は全然出てこない。下の方にあ

るのが、薫物関係で、空薫物と薫物は別にとってあります。薫物

が、唐の百歩の薫衣香とか、ペアで出てきたりする。百歩の薫衣

香というのがよく出てくるので、丸が少し大きいです。薫衣香は

朱雀院の方とかに出ています。百歩は公忠の方とかに出てきたり、

それから右の方に名香とか。ここに黒方、梅花、荷葉とあります

が、出現度数が非常に少ない。つまり、調度品の話にしか沈が出

てこない。案外、そういうものなのですね。今はそうは思いませ

んが。

「うつほ」はどうでしょうか。これは混ざっております。例え

ば、沈のところを見てもらうと、沈の男、合薫物とか。火取りに

合薫物をくべてとか。合薫物の龍脳香とか。埋というのが、もう

少しで出てきます。沈の男は何か。要するに、沈香で作った小さ

い人形です。そういうものが、よく展示されたという例は後ほど

お見せします。
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左に麝香があります。その赤い麝香の左に緑で丁子があって、

丁子と工衣、鉄臼で磨るとか。その下にオレンジで薫衣香があり

ます。侍従と一緒に出てきます。そこに山とは何か。これも薫物

で山を作る。それもよくあります。黒方は大変よく出ていて、黒

方の下に炭があります。これも薫物で炭を作ったんですよ。で、

左に薫物とあるし、それから、蘇枋、紫檀、浅香と、渾然一体と

しています。分かれてない。いろんなところにいろんな状況で出

てきて、原文を見ていても面白いのです。

栄花物語を見ると、沈の数珠だとか、沈、懸盤、蘇芳、沈の石、

これは、沈香を掘った。沈の船というのもあります。左の方が薫

図 6　うつほ物語
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物です。心葉、空薫物、竜胆、なぜ竜胆を入れたのか事情があり

ます。少し梅花が出てきます。

栴壇と沈水、沈水というのは経典の言葉として、しばしば使わ

れております。栴壇と沈水というのは、薫物の原料ではなくて仏

教です。栴壇と沈水云々というシチュエーションに類するところ

で使われています。というわけで、今、見ますと、一番古いうつ

ほの段階では、このように非常に渾然一体としていたのが、源氏

でどうも分かれている。栄花もそのようなものを引き継いでいる。

図 7　栄花物語
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これだけの例からあまり一般化はすべきではないのは当然なんで

すが、実は材料が少なくて、この 3つぐらいしか、大量に出てく

る話がないんです。

8　沈、薫物を用いた作り物

ところで、先ほど変なことを言いましたが、「沈の男」とか、

「薫物で山を作る」とか、どういうことですかと。これが東京成

徳大学にある天徳四年の内裏歌合にある、左方右方の州浜で

す 10）。なんでこんなところに置いてあるのかよく分からないので

すが、明らかに階段です。左の方の州浜は鳥 2羽が向かい合って

何かしております。そこの奥のところにちょっと黒いものが見え

ます。あれも沈の山かな。ああいうふうなところに、沈香の作り

もの、あるいは薫物を固めたものを使います。基本的に州浜は作

り物で左みたいなものです。類聚雑要抄に出てくる左方と似てい

る州浜の絵をちょっと小さく入れてあります。

下にあるのが右方の州浜です。そこに船がありますね。これは

天徳四年内裏歌合の文章のところにはっきり沈の船と書いてあり

ます。つまり、沈香を削って船の格好にしたのを置いているわけ

です。いかにも、もったいない感じがしますが、もちろん削った

粉はまた薫物に使えばいいです。その奥の方に人が見えます。あ

あいうのも沈香で作ったり、もしくは薫物で作っていました。つ

まり、沈とかそういうものの重要性は薫物よりもむしろそういう

ふうに多かったのです。
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天徳四年内裏歌合が絵合に非常に影響していることは、ずっと

以前から指摘されています。極端に言えば江戸時代からです。薫

物の実態に沿った梅枝の巻というのは、実は全体的に言うと結構

珍しい話です。よくああいうものが書き残されたといえるもので

す。

9　おわりに

ここで、全体を図式化したものを与えておきます。

天徳四年のときには、薫物も話に出てくるけれども、調度品み

たいなものが多かったわけです 11）。「うつほ」と「栄花」とはだ

いぶ違いましたということです。つまり、総合的なものが分化し

て並列しているような現象になっているように見えるというわけ

です。唐物を、天徳四年内裏歌合みたいに調度品として使う。こ

れは 960 年なわけです。薫物の伝承というのは両方ありました。

図 8　全体の俯瞰図
薫物伝承　　唐物　　天徳四年内裏歌合 960 調度
　　　　総合　混然
　　　　うつほ物語  10c
源氏 梅枝　　　画期　　　　源氏 絵合
　　以後伝承　 新猿楽記　1050 ± 20
　　　 　栄花物語　11-12c初
薫集類抄 1160* 類聚雑要抄 1146（末尾 薫物伝書）
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それが「うつほ物語」のころには、渾然としているが、なぜか紫

式部は、梅枝の巻、絵合の巻に別扱いのような感じで書いていま

す。

それから 50 年後ぐらいの『新猿楽記』でもやはりそこをもう

一度引きましたが、唐物という輸入品のところに、沈、麝香、衣

比、丁子、甘松とか出てきます。衣比が出てくるのがちょっと不

思議です。「栄花物語」もそうなっています。それらが出た後の、

ちょうど 1150 年前後に重要な薫物の本が編纂されます。それが

『薫集類抄』です。もう一つが『類聚雑要抄』です。ご存じの方

も、あるいは調度品が書いてあるのではないかと思われる方もあ

るかもしれませんが、末尾は薫物の伝承です。ちょっと右に黒方

と書いてあります。

これが実はセンスが全然違うのです。類聚雑要抄はおそらく、

伝統的な伝わっていた伝承をそのまま使っています。薫集類抄の

方は完全に編纂してしまっています。私が思うには、落葉と菊花

のところは間違えた。しかしそれがずっと修正もされずに残った。

というふうなお話であります。つまり、いろいろなことがありま

したが、参考図の出典とかそういうのも全部入れてありますので、

皆様が後で確認されるときに、ご覧いただければと思います。

それでもう一つ伝承が分化した話があります。薫物を作った後

で、土中に埋める。それで発酵させるのだとか何だかんだという

意見がありますが、発酵するわけではない。香りが落ちつく、う

まく馴染むということのようです。

実は松栄堂の昔の庭には、確かに大きな を埋めていたと聞き
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ました。水のあたりに埋めていた場合と、それから、梅の木の下

に埋めるという伝承が両方とも存在しています 12）。こういうふう

に、伝承が分化して、何か全然違う格好で伝わっていくというこ

とはよくあるように思われます。

で、以降は参考資料で今、お話しいたしません。後で見てもら

えるようにしてありますが、実はこれの最後に類聚雑要抄から少

しだけ引用もしてあります。ここを見てもらうと落葉と菊花は全

然違う手法が書いてあります。

そのことだけ申し上げて。もちろん、梅枝の巻は非常に貴重な

ものですが、他のものも広げると面白いのではないかというお話

でした。

注
1） 矢野環・岩坪健・福田智子　『香道調度図・香道籬之菊 ―竹幽文

庫の香道伝書』（淡交社）2020
 https://www.tankosha.co.jp/ec/products/detail.php?product_

id=2447
2） 樋口耕一氏の KHCoder。https://khcoder.net/book.html

3） https://www.shoyeido.co.jp/incense/material.html

4） 「松濤」（裏千家　坐忘斎宗匠御好 10g）。
 https://shop.shoyeido.co.jp/shop/g/g232341/
5） https://doshisha.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_

action=repository_view_main_item_detail&item_id=19703&item_

no=1&page_id=13&block_id=100
6） 田中圭子　『薫集類抄の研究―附・薫物資料集成』（三弥井書店）
2012

7） 田中の 9写本を対象に同志社大学文化情報学部の授業で取り上げ
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た。
 矢野・高橋・福田　薫物の視点から探る日本の伝統文化　―『薫
集類抄』をめぐる数理文献学的考察―  2016

 http://www.bunkajoho.org/journal/img/jissen_5.pdf

8） 上田英代・村上征勝・今西祐一郎・樺島忠夫・上田裕一
 『源氏物語　語彙用例総索引　自立語篇、付属語篇』　勉誠出版
 サイト 1 源氏物語　佐藤和雄 on 渋谷栄一氏のデータ
 　http://www2s.biglobe.ne.jp/~ant/genji/genji.html

 サイト 2上田英代 新編日本古典文学全集基準 各種物語
 　http://www.genji.co.jp/kensaku.htm

 サイト 3 伊藤鉄也 湖月抄の検索（現在整備中か？）
 サイト 4 検索サイトの検索
 　https://yatanavi.org/textserch/index.php/search

9） 使用したデータ内訳。文の数と、延語数（異なり語数）
 源氏 44 文　　うつほ 42 文　　栄花 32 文
 116（30）　　　150（29）　　　　87（29）
 　出現語の一覧は省略します。
10） 東京成徳大学・伝統文化資料室。天徳四年内裏歌合の左右の州浜
 https://blog.goo.ne.jp/seitokudento/e/8ae32cfd9b8a87bc3ca2108d7

b77a44f
 嵐山 時雨殿で展示されていた人形については、下記参照。
 https://blog.goo.ne.jp/luna2816/e/f5f3bc143d488394e53b86be86b5
592f

11） 歌合では、歌そのもの以外にも重要な情報がある。かつて指摘し
たことであるが、永承五年（1050）『祐子内親王家歌合』には「銀
亀を以て薫炉と為す雲母炉に在り」（原文は最後に）とある。さら
には、鶴の州浜もあった。これは、香炉と雲母の結びつく最古の
例である。それ以降、雲母を用いることは長く忘れられ、室町時
代に沈香を単独で焚く時代になって復活した。
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 （原文）「以銀亀為薫炉在雲母炉　香四散蘭奢漫薫　置州浜立沈香　
右州浜上立銀鶴一双 為箸匙台」

12） 薫物を作成後 土中に埋めることに 2通りがある。御所西の遣水の
辺りに埋めたとする（正統な）伝承に『源氏物語』は準拠してお
り 六条院においてそれに相当する場に埋めている。梅の木等の下
に埋めるという伝承もあった。『堤中納言物語』はそれに従う（松
栄堂嵐山店 武田店長示唆）。土に埋めることは共通するが水の辺
りの一定の温度という観点と香り高い木の元に、という 2つの伝
承が受け継がれている。

補注 1　講演時の質問に関連して。
 「香（こう、か）、薫り、かほる、匂」これらの詳細な検討が必要
だが今回は触れなかった。

 源氏ではとかく、匂ふ兵部卿、かほる中将という対比が話題とな
るが、「かほる」は「かほる中将」に絡んで 3回でてくる以外は 2
例しかない。「匂」は、色についての表現もあるが、香についても
多い。「うつほ」から「源氏」に至り、視覚と嗅覚を分離して記載
したともいえる。天暦歌合は、視覚と聴覚の世界である。

補注 2　言葉の出現に関する数量的研究の古い例としては、有朋堂文
庫を用いて、古事記から明治時代の四件までを含む四十六件の物
語などから実際に検索した労作がある。語は、「あはれ、をかし、
さびし、かなし、おもしろし、さうざうし、さび」である。その
一部と「薫物」の出現を現在の検索機能により集計すると次の通
りである。

 上村悦子 「『あはれ』及び『をかし』の帰納的考察」、『日本藝能史
講話』163-186 頁、昭和 24 年 12 月。

補注 3　全ての図表は、著者が作成したものである。
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補表　あはれ、をかし、かなし、おもしろし　と　薫物
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小説によみがえる古典
―小説『新・紫式部日記』はこうして生まれた―

作家　夏　山　かほる

1　はじめに

皆様、はじめまして。『新・紫式部日記』という小説でデビュー

した夏山かほるです。『新・紫式部日記』は、皆様ご存知の平安

時代の大作家、紫式部、作中では藤式部が権力者に仕え、どんな

思いを持って源氏物語を作り続けていったのかを描いた一代記で

す。

本作は、日本経済新聞が主催する令和元年度第 11 回日経小説

大賞を受賞しました。この賞は、プロ作家デビューできる賞で、

最終選考委員は辻原登先生、高

樹のぶ子先生、伊集院静先生と

いった有名作家の方々がなさっ

ています。先生方に選んでいた

だいて、こういう装幀の本を作っ

ていただきました。ブックデザ

インは著名な装幀家の芦澤泰偉

さんで、新人作家というのに大

変名誉なことです。表紙に描か

れた紫式部は石山寺所蔵の土佐

光起筆紫式部図です。有名な絵
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なのでご存知の方も多いと思いますが、この絵を使わせていただ

くというのも、芦澤先生のアイディアです。今回、石山寺様から

使用のご許可をいただきました。

本作は、いわゆる本家日記文学の紫式部日記の小説化ではあり

ません。紫式部の宮中で生きた日々を描いていますので、紫式部

の日々という意味で『新・紫式部日記』とタイトルを付けました。

原典と創作が一体となった吉川英治の『新・平家物語』のように、

オリジナル部分も多いので、それに倣って「新」を付けてみまし

た。作者的には紫式部日記の続編と間違えられないように、さら

に中黒の点をつけたところがポイントです。表紙では、芦澤さん

はそれを単に点ではなくて梅のマークのデザインにあしらってく

ださいました。発売が２月末だったので、ちょうど梅の季節とい

うことで心配りをしていただいたかなと思います。美しい装幀で

すので、是非、書店等で手に取ってご覧になっていただきたいと

思います。そして、帯の表には、本文の一節「あなたは使い捨て

られてはなりませぬ。私のように」が書かれています。これは日

経の編集さん一押しの心に残る一節です。さて、この一節を誰が

言ったのかは、本をぜひお読みいただきたいと思います。

紫式部が石山寺で源氏物語須磨巻を書き始めたという伝説があ

りますが、本作でも石山寺は先ほどの一節が出てくる重要な場面

の舞台となっています。出版されると、Twitterなどで平安ファ

ンからの反響が大きくて、改めて紫式部の偉大さを感じました。

石山寺公式キャラクターに石山多宝くんというのがあるのです

が、そのキャラクターからも Twitterをフォローしていただき、
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今回の講演会も宣伝していただきました。おかげさまで 3,000 を

超えるアクセスがあり、それだけみなさんの古典に対する関心が

深いということなのだと思っています。

2　デビューまで

さて、デビューに至るまでの道筋をお話しようと思います。私

は本を読んで、想像を膨らませるのが好きな子どもだったことも

あり、自然な流れで文学を学びたいと福岡女子大学文学部国文学

科に入学しました。次いで九州大学大学院文学研究科と進み、そ

こで源氏物語注釈書の研究などを行いました。大学院では本日司

会の福田智子先生が先輩で、本日参加される竹田先生にお会いし

たのもその頃です。

もともと想像好きな自分としては、作品を読んでこの人物の気

持ちはこうだったのかなと解釈する方に興味があったのですが、

当時の文学研究はもうそういう切り口ではありませんでした。

もっと資料に即して、分析的に傾向を出していく手法でしたが、

当時の分析というのは基本手作業で用例をカードにして調べると

いうのがまだまだ主流で、今のようにビッグデータを駆使するこ

とは出来ませんでした。それもあって自分に合ったテーマでなか

なか成果を出せませんでした。

だからといって、その頃は小説家になるとは想像もしていませ

んでした。そんなこんなで、博士後期課程の単位を取得し、大学

院を満期退学して、研究からも離れて、結婚したり引っ越しした
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りと何年か過ごしました。少し余裕ができた頃、平安文学の知識

を生かして何かできないか、と考えました。平安の知識というの

は何にでも使えるというわけではないので、平安時代を舞台にし

た小説を書いて生かしてみようと思い立ちました。

それが今から 8 年～ 9 年ぐらい前の話です。せっかくフィク

ションを書くので、研究ではできないことをやってみようと思い

ました。私は源氏物語を研究していましたので、最初は源氏物語

のモチーフから着想を得た、創作色の強い作品を書いていました。

○○天皇の時代と規定するのではなくて、「ある帝の御代に、あ

る姫君がいて、ある右大臣がいて」という設定です。

その頃に最初に書いた短編が某賞の二次選考を通過したので、

「これは結構いけるんじゃないかな」とデビューを楽観視してい

たのですが、その後、伸び悩みに直面しました。平安時代を題材

にしたものというのは、歴史小説に応募する人の中で少ないよう

なので、一次とか二次は通過するのですが、そこから先になかな

か行けませんでした。「どういうところがいけないのかな？」と

考えて、自分でいろいろ改訂をやらなきゃいけないのですが、そ

の時思ったのは創作というのは孤独な作業だなということです。

大学での研究は、ゼミの発表とか論文の投稿をすれば、議論や査

読で「ここが足りない」とか「ここの部分はもう少し膨らまして

ほしい」と改善提案をいただけます。しかし、小説新人賞は投稿

しても講評や選評がもらえるのは、最終候補に残ったり、かなり

上の選考まで進んだりした、ほんの一部の作品だけという場合が

多いのです。ですから、自分の作品を客観的に見て、どこをどう
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改善するのかというのが一番の困難でした。だからといって、安

易に小説教室に行くのをお勧めしているわけではありません。本

気の推敲は自分にしかできないからです。

そんな中、転機がやってきました。試行錯誤を続け、もうこれ

以上推敲できないという渾身作で、2017 年、平成 29 年 3 月に

「松本清張賞の最終候補になりました」とご連絡をいただきまし

た。そして、文藝春秋の方が私の住んでいるところまで会いに来

られました。「選考会のある日は、受賞したら、決まった人は来

られる人はそのまま記者会見に出てください」というのが当日の

予定についての連絡でした。選考会の前に、文藝春秋の方がいら

したこともあり、「かなり有望なのかな」と期待して上京し、連

絡を待ったのですが、あえなく落選の憂き目を見ました。

天国から地獄に落とされた形で、この時が一番のスランプで、

もう筆を折ろうか、それとも書く時代を変えようかと考えました。

平安時代の小説で新人賞デビューは難しいかなと思ったのです。

でも、大学院で近世文学の科目も取ったのですが、本格的に学ん

でいない時代を小説に書くのはなかなか難しいと思いました。や

はり自分が学んだ平安時代の作品を書きたいという思いが強かっ

たのです。

では、新人賞を受賞するにはどうしたらよいか、改めて真剣に

考えました。まず、ヒット作に学ぼうと思いました。ちょうど、

2016 年の NHK大河ドラマ「真田丸」がヒットしたばかりでした。

真田信繁（幸村）は、私の住んでいる長野県の英雄ということで、

地元では社会現象になるほどの大盛り上がりでした。それを目の
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当たりにして、今の時代は皆が知っている主人公が活躍する物語

が好まれるんだなと思いました。そこで、平安時代でみんなが

知っている人物といえば紫式部です。スライドに日本文学史の

スーパースターと書いていますが、みなさん、平安といえば紫式

部とおっしゃる。しかし、私のような新人が、こんな著名な人物

を新人賞の作品に書くのはどうかとも思いました。特に私のよう

に源氏物語を研究対象としていた身としては、おこがましいん

じゃないかという思いが強くありました。それでもここで紫式部

の力を借りないとデビューができないと思い、紫式部を主人公に

決めました。

3　学術研究を小説に生かす

次にどんな筋立てにするかです。小説や映画のヒット作にはド

ラマチックな史実、ドラマ性や謎、ミステリーといったものが含

まれています。紫式部が生きた平安期一条朝において注目すべき

政治トピックと言えば、一条天皇の皇子である敦康親王と敦成親

王のどちらが皇太子になるかという立太子争いです。もう一つ謎

というのは日本文学史最大のミステリー、なぜ源氏物語が書かれ

たのか、どうして流行したのか、という源氏物語誕生の謎です。

これらに注目して、そこに学術研究の成果を生かしてみようと

思いました。一条天皇には皇后定子が生んだ第一皇子の敦康親王

と中宮彰子が生んだ第二皇子の敦成親王がいましたが、次の皇太

子をどちらにするかという悩みがありました。スライドの系図を
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ご覧になれば分かりますが、敦康親王の母の定子に清少納言が、

敦成親王の母の彰子に紫式部が、それぞれ仕え反対陣営にあった

というのは、皆さんご存知のとおりです。

敦康親王と敦成親王は、どちらも后を母に持つ皇子なのですが、

そういう后達が産んだ子の中で、第一皇子が東宮つまり皇太子に

ならなかった先例は基本的にないというのを、歴史学の倉本一宏

さんの書籍で知りました。以前から定子の実家の伊周方、つまり

中関白家方が、結局皇太子を立てられなくて没落していったとい

うのは知っていましたが、先例主義の平安朝で第一皇子が立太子

するという原則をひっくり返して、第二皇子に東宮位を持って行

くというのは、いくら道長とはいえ、すごい力技です。これは宮

中に激震が走ったのではないかと思いました。史学研究の知見を
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取り入れてこの騒動を描けば、面白い小説になると考えた次第で

す。

倉本さんの書籍には、もう一つの皇統争いのとき前代の皇統が

おとしめられるという現象があるということも書かれていて、そ

れも興味を引かれました。これが「なぜ源氏物語は書かれたの

か？」という謎につながっていきます。源氏物語には、主人公の

光源氏が、父桐壺帝の妻、藤壺の宮と密通をして、不倫の子をも

うけるというテーマが出てきます。よく考えてみると、非常に恐

れ多いテーマなのですが、それがおとがめを受けることもなく、

宮中のみんなが読んでいる。さらに帝も読んでいるというのは、

公認の話題であるということです。

スライドの皇統図をご覧下さい。この図の中に一つだけ、源氏

物語に出てくる帝の名があります。図の右下のあたりに、第 63

代冷泉天皇という人がいます。先ほどの倉本さんの著書に、古記

録や歴史物語の中で冷泉天皇をおとしめる記述があるが、それは

言ってみればうそ偽りで、冷泉皇統をおとしめるために、そうい

うふうに書かれたのではないかという見解がありました。私は、

源氏物語にもそういった政治的な役割があったのではないかと考

えました。
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系図にあるように、冷泉天皇の子どもは 65 代花山天皇で、冷

泉花山の皇統ということになります。同じ冷泉皇統につながる 67

代三条天皇がいて、その皇子が敦明親王です。一時、敦明親王は

一条天皇の皇太子だったのですが、道長はその位を辞させて、自

分の孫の敦成親王、その弟の敦良親王を皇太子にしたいと考えて

いました。だから、早く位を降りてもらうために、冷泉皇統であ

るところの冷泉の御名を汚そうと、源氏物語の中で不義の子であ

る帝の名に使わせたのではないか？そういう解釈がなんとなく浮

かんできました。この源氏物語が書かれた政治的背景の解釈を小

説に盛り込んでみたら、面白いのではないかと思いました。
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4　史実と創作の間

ただ、史実と創作の間をどのように埋めていくのかという問題

が残りました。紫式部の立場は彰子付きの女房なので、史実通り

だと立太子争いについては傍観者に過ぎず、直接深く関わること

はできません。紫式部が、この政治的な騒動に自らのこととして

関わっていくためには、どうしてもある仕掛けが必要になってき

ます。そこである仕掛け、ある小説ならではの取り組みを考えま

した。それがどういうものかは、ぜひ『新・紫式部日記』をお読

みいただきたいなと思います。

平安文学と言えば、紫式部と並んで清少納言の名前が必ず出て

きます。『新・紫式部日記』ではない別の平安作品の構想を一般

の方にお話したときに、「清少納言は出てこないんですか？」と

か、「二人は会っていたりしないのですか？」とか聞かれました。

一般の方の関心はやはり二人の関係に行くのだなと思いました。

紫式部と清少納言は、反対陣営にいましたが、10 年ぐらい年代が

ずれて宮中にいますので、直接的に後宮で会って反対陣営同士で

反目し合ったということはないというのが、従来の認識でした。

ごく最近、後宮以外の所で会っていたかもしれないという意見も

出てきましたが、二人は直接会っていないという理解が通説です。

しかし、二人に面識はないで済ますと、小説として面白くあり

ません。そこで思い出したのが竹田先生、福田先生達が 2000 年

に発表された「和歌データからの類似歌発見」というご研究で

す 1）。これは、紫式部の曾祖父と清少納言の祖父が、源氏物語に
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も何度も登場する和歌を介して関わりがあった事を発見されたも

ので、当時、朝日新聞でも大きく取り上げられました 2）。そのご

研究を思い出して、物語の冒頭部分とエンディング部分で、入口

と出口をつないでいく役割を持たせることにしました。その場面

の面白みとして、曾祖父たちの話を盛り込んで、冒頭とエンディ

ングを交差させる、小説の構造としての効果も得られたのではな

いかと思います。

一般の方からの何気ない一言、「紫式部と清少納言は、二人で

会っていたりしないんですか？」という素直な疑問をきっかけと

して、竹田先生、福田先生達の研究成果を小説に生かして、日経

小説大賞を受賞することが出来ました。本当にありがたいと思い

ます。以下のような選考委員の方からの評価をいただきました。

これは授賞式のときの選評ではなくて、非公開で行われた授賞式

座談会でいただいた言葉です。辻原登先生からは、「この小説を

読んで、やっと源氏物語が身近なものになりましたよ」と言って

いただきました。高樹のぶ子先生からは、「小説として書こうと

した姿勢が、本当に素晴らしい」という過分な評価をいただきま

した。

では、ここで少し本作の本文をご紹介したいと思います。これ

は上記座談会イベントで朗読をした部分になります。日経の編集

の方としては作品を紹介するいい箇所だということです。

「この度、そなたを飛香舎（ひぎょうしゃ）の女房として中

宮に奉（たてまつ）ることになった」藤式部はにわかに何の
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ことをいわれているのか合点がいかなかった。「飛香舎に奉

るとおっしゃいますと……？」「中宮がそなたを物語の女房

として、正式にお側に召したいと仰せなのだ」かたわらから

倫子（りんし）が声を弾ませてささやきかけた。

「ご出世ですよ、藤式部。何よりではありませぬか」「女房と

して出仕する女子（おみなご）はめずらしくないが、文の才

を以て宮中に上がるとは前代未聞なり。まこと、後の世の例

（ためし）にもなりぬべきことだ」（本文 71 頁）

　　（中略）

「喜ぶのは結構だが、先に話したごとく、そなたの物語には

宮中での役目がある。それを忘れてはいまいな」（同 73 頁）

と続いていくわけです。新聞広告はここを取られたようですが、

宮中での役割というのが先ほど話した政治的な役割を担わそうと

する道長の思惑が透けているようなところです。

紫式部の曾祖父と清少納言の祖父が交わした和歌についての竹

田先生、福田先生達の研究成果が現れている部分は以下の通りで

す。

「人を思ふ心は雁にあらねども　雲居にのみもなきわたるか

な」清原深養父

これは清少納言の祖父の歌です。この歌が先に詠まれていまし

て、それを次の歌に生まれ変わらせたのが、紫式部の曾祖父藤原
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兼輔です。

「人の親の心は闇にあらねども　子を思ふ道に惑ひぬるかな」

藤原兼輔

この歌は、子故（こゆえ）の闇という言葉とともに、源氏物語

にも何度も出てくる平安朝で非常に有名な歌で、本作でも象徴の

ような役割を果たし、内容にも大きく関わっています。

５　終わりに

最後に、古典研究と歴史小説の創作がどのようにお互いに作用

を及ぼすのか、種になっていくのかということについてです。古

典研究から得られる成果、研究論文や新解釈は、ずっと積み上げ

られながら進んでいくものです。そのような成果が、研究の世界

にとどまらず、新書や一般書籍の形になって、研究外の世界の普

通の読者に届けば、創作する側に新しい創作のきっかけやヒント

を与えてくれると思います。一方で、小説表現の世界というのは、

論文として論証できない可能性、史実と史実の間（あわい）、そ

れらを提示することができる自由さがあります。その論証できな

い部分を、想像力を駆使して描くのが小説執筆の楽しみです。そ

してその時に、新しい研究成果、それまで知られてこなかった研

究成果に基づいて再構成すると、物語に深みが加わって、新しい

時代小説、歴史小説が生まれてくる可能性があると思っています。
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大学の文学部で古典文学を学ぶということは、こうした小説執

筆の基礎教養としてとても勉強になります。私は文学部で学んで

いなかったら、小説家にはなっていなかったと思います。私は大

変遠回りをして小説家になりましたが、最初から小説家になるつ

もりで、文学部で文学や古典を学んでみると、いつの時代にも人

の心を動かす普遍的な何かがあるということが分かってくると思

います。それを直接の作品、直接の原典から、真正面から深く学

ぶことができるというのも、文学部で学ぶという意義なのではな

いかと、小説家になってしみじみと思っています。

以上が本日の私の講演です。ありがとうございました。

参考文献
1） 竹田正幸・福田智子・南里一郎・山崎真由美・玉利公一（2000）
和歌データからの類似歌発見. 統計数理, 48（2）, 289 – 310.

2） 「紫式部と清少納言の意外な因縁をコンピューターが発見」朝日
新聞, 2001 年 5 月 26 日夕刊
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京都発！クラウド文化財アーカイブズの紹介
富士ゼロックス京都株式会社

マーケティングサポート部文化推進 CSVグループ長　吉　田　謙　一

「京都発！クラウド文化財アーカイブズの紹介」は、当日の映像

を YouTubeの下記 URLでご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=2j0mOafCNiQ&t=5s
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パネルディスカッション
同志社大学文学部教授　岩　坪　　　健

同志社大学名誉教授・埼玉大学名誉教授　矢　野　　　環
作家　夏　山　かほる

九州大学大学院システム情報科学研究院教授　竹　田　正　幸
富士ゼロックス京都株式会社

マーケティングサポート部文化推進 CSVグループ長　吉　田　謙　一
司会　同志社大学文化情報学部教授　福　田　智　子

福田　それでは、パネルディスカッションに移りたいと思います。

これまでのご講演者に加え、竹田正幸先生が参加されます。竹田

先生、どうぞよろしくお願いします。

竹田　よろしくお願いします。

福田　せっかく竹田先生が参加してくださっていますので、まず

竹田先生にちょっとお聞きしたいと思います。夏山先生の『新・

紫式部日記』なんですが、その序のところとか他のところもあり

ましたが、先生のご研究の成果がもうほとんど生の形で出たかな

と感じております。

先ほど夏山先生が「人を思う心は雁に……」のこの歌と、「人

の親の……」の歌を例に出してくださっていましたけれども、実

はこれは、古今集の歌と後撰集の歌を、総当たりで、いわゆる

「類似歌を探せ」というのを、今から何十年も前にやりまして、
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今ここに、竹田先生に来ていただきましたのも、実はこういう無

味乾燥な数値でもって、「えいやーっ」と似た歌を探せというこ

とでやった結果が、一つこういった血の通った小説に生まれ変

わったということで、私もこんなことがあるものかなあと思いま

した。

それでは、竹田先生、その辺りは情報科学のご専門というとこ

ろで、いかがでございましょうか。

竹田　まだ 21 世紀になる前にやっていた話で、懐かしいです。

とにかく和歌の新編国歌大観という CD-ROM版が確か平成８年

に出まして、「それをひっくり返して全部付き合わせたいよね」

と、当時は助教授だったんでそういう話をしました。それをひっ

くり返して、実際にやるということで類似しているということを

どういうふうに扱ったらいいかというのを、結構、夜中までディ

スカッションをしました。今は、ビッグデータという言葉がすっ

かり定着しちゃったかもしれませんが、当時はビッグデータとい

う言葉は当然ないのですが、もうそういったコンセプトで、特に

九大中心に、ディスカバリーサイエンスというのをやっていまし

た。地球物理から文学作品までというキャッチフレーズでいろい

ろやっていた時期です。

和歌の集積の中で、何か知見が得られないかということでやっ

た結果も、先ほどの説明にあったように、大変単純な、何文字一

致したかに、ちょっと毛が生えたようなやり方で、1,000 首と

1,500 首ぐらいですか、うん百万くらいの組み合わせをやって、
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点数が高い方から上位 100 ぐらいを見ましょうかと。確か、これ

は 35 位とかその辺に出たのだったと思います。

私などが見ても、見逃すわけですけど、専門の方が見ると、お、

とそこで止まるという。ここにあるように新聞記事に出ているの

を見ると、誰が見ても似ているわけですが、往々にして気がつか

ない。機械を使ったので、分かったかと言えば分かったというか。

そこできっかけができるということです。

これは結果が出たので、もう一つは類似歌でやったのは、歌集

の成立年代が大きく変わるという話です。これは情報の世界で話

すとみんなに伝わります。考古学的な興味で分かるのですが、こ

ちらの方は難しい。つまり、ある歌はある歌の替え歌であるとい

うようなことを分かった、というのはどういう意味なのかが取れ

ないんです。

この記事を取材してくださった記者さんは非常に理解は深かっ

たんですが、見出しを付けるのはデスクさんなので、名歌を「借

用」と、ちょっと不思議な書き方をされています。これを一般の

人が読むと盗作だという感じで、「盗作が見つかったということ

だよね」と言われて、どう説明していいか分からないという感じ

がちょっとありました。今回、夏山先生の作品を見て、私が必死

で説明しようとしていたようなことが、小説としていきなり冒頭

にありまして、これをその時に書いてくだされば楽だったのに、

とそんな感じがしたぐらいです。だから、替え歌というのが、普

通に認められて、むしろ本人の前でやっているわけですけども、

そういうようなことが文化で、盗作という観点でしか見ないよう
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な人たちに説明するのは非常に大変だったということです。

それで、冒頭にあるのは、すごいなということで感心して、そ

れからもう１回開いてみたら真ん中あたりにどどんと重要な場面

で出していただいて、この小説の中心になってるのかなと、「心

の闇」というのが源氏のテーマなんでしょうけれども、そういう

ふうに思っています。もう一度、源氏を現代語訳したのしか読め

ないのですけど、読んでみたら面白いんじゃないかなと思いまし

た。とにかく、20 年近い前の研究成果をこんな形で思い出させて

いただいて、非常に感謝しております。ありがとうございます。

福田　そうですね、気がつかないうちにもう 20 年近くたってい

たということになります。「心の闇」というのは、当然ですが、

夏山先生も意識しながら小説をお書きになったんでしょうね。

夏山　そうですよね。面白い平安ものを書こうと思っていろいろ、

この部分は面白いんじゃないか、この事件は面白いんじゃないか

と考えるのですが、結局テーマというか、何を中心にどういうこ

とを描いていきたいんですか、と言われたときに、中心になる何

か考えとか、思いとか、そういったものがあった方が、それを筋

にして、お話を作っていきやすいし、説明もしやすいわけです。

そういう中で有名な和歌とか紫式部が大事にしていた和歌とか、

そういうものを持ってきた方が、非常にすっきりと作ることがで

きるというところで、意識してみました。
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福田　なるほど、一つの芸術作品ができあがるにあたっては、文

化の積み重ねといいましょうか、いろんな方のいろんな行動の結

果というものを、例えば、夏山先生が吸収されて新しいものを作

り出していく、ということですね。なんかすごく醍醐味みたいな

ものを感じました。

そういうふうな意味からいきますと、例えば、岩坪先生の源氏

いけばなですが、これも本との出会い、それから人と人との出会

いということで、今回の矢野環先生との出会いが、大きかったと

いうようなことが、きっかけの一つとなったということをご著書

にも書かれていたところです。

やはり岩坪先生、この源氏いけばな関係の、お櫃とおっしゃい

ましたか、書物の蓄積をご覧になったときには、さすがにドキド

キなさいましたでしょうね。

岩坪　本当にご縁があって、矢野先生に教えていただきましたと

いうことですし、それから、また東京大学でたまたま時間があっ

たということも一つのご縁です。また最後のお家元をご存知のご

住職と巡り会ったこととか、あるいは、徳大寺家の菩提寺とたま

たま当時、同志社高校の先生が同じ町内にお住まいだったとか。

本当に人とのご縁、書物との縁に導かれて、ようやく去年 1冊に

まとめられたな、という感じがします。

福田　そういった出会いとご縁と今おっしゃいましたけれども、

そのご縁は公開講演会に集ってくださった皆様とか、それから、
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今、ご視聴の皆様なども、ひょっとするとこれから先にそういっ

たご縁と結びつくきっかけになるかも知れません。そういうふう

なことで岩坪先生とそれから矢野先生に関しましては、私も

ちょっと一枚絡んでおりまして、ご紹介を確か私がしたんじゃな

かったかなと思います。

岩坪先生、矢野先生のさまざまな学識と申しましょうか、先ほ

どもちょっとご紹介いたしましたけれども、もともと理学博士で

いらっしゃるというところで、伝統文化に限らず、アイドルにも

詳しくていらっしゃるわけなんですが、岩坪先生からご覧になっ

て矢野先生はどのような先生でいらっしゃいますでしょうか。

岩坪　一言で申しますと幅広い。私はちょっと数学とか苦手でよ

く分かりませんが、本当に幅広くていらっしゃって、万能の天才

というのは、こういう方を言うのかなと思います。少し褒めすぎ

ましたかね。

福田　今回の矢野先生のご講演の内容をご視聴になった方々も思

われていると思います。大きく言えば文化ということで今回は公

開講演会を開かせていただきましたが、いろんな形で数値が出て

きているというところも、今回の公開講演会の一つのポイントに

なるかと思います。

それで、矢野先生のご講演でもそういったことがフルに生かさ

れておりまして、これは、直接源氏物語に興味がおありじゃない

方も、こういったところから入ってこられることで、深い文化の
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ひとつひとつが分かりやすいのかなという気もしております。そ

んな中で、今回はオンライン公開講演会ということで、ご質問を

ちょうだいしておりましたが、一件、矢野先生に対してご質問が

来ております。この方、お名前を申し上げてよろしいですかね。

小野原 彩香様からちょうだいしております。私の方からご質問は

お読みしますね。「矢野先生のご発表、『薫物から見る源氏物語、

うつほと栄花の間』に対して質問があります。うつほには薫物の

名前が頻出する一方で、源氏、栄花にはうつほほど出ないという

ことでしたが、源氏、うつほでは、分析に使ったものと別の表現、

あるいは、暗喩的な表現で出現するということは考えられないの

でしょうか」というご質問でございます。

先生いかがでございましょうか。

矢野　今回、省略しているのがあります。それは、香りの、「香

る」という言葉、そのものは取ってないんです。「香る」という

のは、材料がどうのこうの、という話もあるけども、単に「香る」

とか出てくる場合は、前後を解釈しないといけないので。それも

できますが、どういうシチュエーションかとかタグ付けすればい

いんだけど、それをまず入れてません。

それから、薫物が香っているけど、そういう言葉が出てこない

で、「追ひ風」とだけ書いてあるのがあります。そうすると、古

典文学でも薫物がどこからともなく匂ってくるとかいうので。そ

れも、どういう状況で香ったのか。他に薫物の香りがとか言わな

くてもいいわけです。「木の追ひ風」とかいうふうなことだけ書
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いてある。それも、共起とはちょっと取りにくいんです。そこの

前後関係の説明をしないといけない。だから、そういうのは全部

抜いています。

だから、暗に薫物が出てくるというものはあるんですが。それ

から、暗喩的な掛詞的なことを言っておられるかもしれないんだ

けども、それはあんまりないと僕は思っています。きちんと見れ

ば、和歌を全部チェックするということもあり得ると思うんです

が。

そういうところで、別の表現というのもあり得るかもしれない。

とにかく、今回は表層に出てきている、そういう言葉だけですま

せております。

福田　それでも共起という一つの視点というのはかなり有効に機

能するところだと思うんです。先生、このご視点はあと何か発展

的にこういう方向へというようなお考えはございますでしょう

か。

矢野　ちょうどこういうものがあったのですが、困ったのはこの

３つしか大量に出てこないんです。だから、他のいろいろなこと

でも、何か、たくさん出てくるもの、長編で比較しないといけな

いけど、そういうものでなら何かあり得ると思います。共起とい

うわけじゃないんだけど、昭和 24 年にすでに上村悦子という方

が「あはれ」とか「をかし」というのを、当時の全集で何回出て

くるか、ということを調べて、議論された例もあります。ああい
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うのも、そういう観点から言うと、「あはれ」と「をかし」と何

が共起されるかとか、面白いかなと思っています。まだ、何もし

ていません。

福田　矢野先生は今年３月に同志社大学文化情報学部をご退職な

さいまして、それで普通でしたら退職記念講演会をするはずだっ

たんですけれども、折からの状況でできませんでしたが、この公

開講演会が代わりにはなりませんけれども、先生のお話を伺える

一つの機会と思って設けさせていただいた部分もございます。

そうすると、今日のお話を聞きましたら、まだまだ矢野先生に

はご活躍をご期待してもよろしいようですので、また機会を設け

ましたらよろしくお願いをいたします。

それから、私からもう一点質問なんですが、源氏物語の梅枝と

絵合。今回の視点からの分析では、何かちょっと違うということ

だったと思うのですけれども、それは何に由来するものでしょう

か。お考えがございますか。

矢野　梅枝はたぶん、ああいうシチュエーションをセットして、

それで薫物のことで全部書こうということでやったんでしょう

ね。絵合のところに薫物で出てきてもいいんだけども、必要ない

からあんまりやめといて、調度品の話ばかり、しかも天徳四年の

ものから引っ張ってきたみたいなのが結構あるから、別個に考え

ていろいろ典拠を考えたのではないかと。うつほの方は、典拠を

考えずに、そのころ、自然にあった状態で書いたのではないかな



－70－

と。

福田　そうすると、源氏でも、というと、大雑把な言い方になり

すぎてしまいますけど、巻ごとの、そういった志向といいましょ

うか、何を描こうとしてるのかというようなことについては、例

えばこういう単純な言葉の分析であっても、あぶり出されるもの

はひょっとしたらあるのかもしれませんね。

こういうことを考えると、先ほどの天徳四年の内裏歌合の州浜

ですが、あれは大変美しかったのですけれども、ああいうのを見

てますと、吉田さん、いかがでしょう。今、文献を主に扱ってい

らっしゃいますけれども、ゼロックスさんの技術からいたします

とやっぱり印刷かなと思うのですが、ああいう立体物はいかがで

しょう。州浜とは申しませんが、例えば貝合わせの貝などは？

吉田　貝合は先生からご依頼いただいて、今、いろいろわれわれ

ゼロックスだけじゃなくて、関係する印刷業界のパートナーさん

ともご照会しながら、しばらくお待ちいただきたい。チャレンジ

させていただけたらと思っています。

福田　あれは曲面ですから、かなり難しいですよね。

吉田　そうですね。やはり難しいですが、やりようはあろうかと

思いますので。
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福田　先ほどはお時間が短かったのですが、もっとお持ちになっ

たものでこれはというものはございますでしょうか。

吉田　生け花と同じだったので……。

福田　せっかくですので……。矢野先生、すいません。いつも何

かお願いしてばかりで。

〈吉田氏と矢野先生がカメラに生け花の絵などを映している〉

吉田さん、これは複製ですよね。

吉田　ええ、複製。

福田　今さら司会が聞くのもなんですが。

吉田　耳なし芳一の、汚れとか。富山大学さんとか、こういった

崩しなどはリアルな……。こういった淡い……

福田　それは何ですか。今、映してありますのも、池坊さんの生

花の伝書ですね。なるほど、なるほど。もうちょっと見せてくだ

さい。矢野先生が持っていらっしゃるもの。さっぱりとして

……。これは何ていうかな、お家元が生けられた……。
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吉田　これは、貴重だったんで、資料館ではガラスの中に入れて、

湿度も温度も調整しているけれども。これは蛇腹で折本なので、

なかなか繊細な……。ガラスの中ではめくれないので。

福田　文政３年ですね。これは、綴じは粘葉装？

矢野　いやいや、バタバタでね。

福田　折本？

矢野　雲母（きら）がキラキラの。雲母刷りにしてあるんで、キ

ラキラ光りよるんですね。

福田　そうすると、もし、複製を自分で持っていたら、わーっと

広げてみたりとかできるわけですね。

吉田　展示会などでこれを公開されています。複製です。非常に

好評です。

矢野　西川一草亭は、これにまねたのを作って……。割と少ない。

さっきのこっちが表紙です。

福田　表紙ですね。ありがとうございます。そうすると、京都と

いう土地柄もあって、こういうふうな伝承をしていくということ
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ですよね。本物はもちろん貴重で、さすがにみんなで見るという

わけにはいきませんが、こういった形でできればそこから学ぶこ

ともできるということになりますね。

今回は源氏物語の文化ということで、生花、それから薫物、そ

して現代に通じる小説というようなこと、そういった言葉とか文

化を、もの、文書の複製という形でさらに現代人にとっても、よ

り身近なものになるようにという活動をしていらっしゃる企業の

方のお話を伺いました。全体にわたりまして、いわゆるその文化

伝承というものを、どういうふうにやっていくか。源氏文化とい

う一つの文化を、中心におきまして、いろいろ視聴者の皆様に考

えていただけたら、これまたご縁が広がってくるんじゃないかな

と考えたりしています。

もうお時間も最後になってまいりました。今回、公開講演会の

ご講演をなさって、そして他のご講演を聞いて、パネルディス

カッションをいたしました。それでは、最後に、順番に一言ずつ

ご感想をいただきましたらと思います。岩坪先生からお願いいた

します。

岩坪　普段は文字ばっかり見ておりますので、矢野先生のご講演

とか富士ゼロックスさんに複製を見せていただきまして、本当に

幅広く、改めて源氏物語の豊かさというのを感じることができま

した。ありがとうございました。

福田　ありがとうございました。それでは矢野先生、お願いいた
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します。

矢野　以前、東京の大学にいた頃に、東京のある大学の先生に神

田の古本屋で源氏のことを聞かれて、申し上げたんですけど、結

局何も調査されなかった。だから、こういうものは確かにチャン

スをうまく生かせるかどうかは、そういうときの状況次第だとい

ろいろ思います。

福田　ありがとうございます。吉田さん、お願いします。

吉田　今日は、機会をいただき、ありがとうございました。ます

ますゼロックスは最新技術を使って、得意なところで、文化、歴

史のお役に立てればなと思っています、何か、ご支援できること

がありましたら、これを機会にいただきたいと思います。

福田　よろしくお願いします。それから、夏山先生、いかがで

しょうか。

夏山　歴史小説を書くということで、大学の研究機関でのさまざ

まな分野での研究成果が、新しい歴史小説を書くのに非常に大き

な支えに私の場合はなっています。ですから、こういう機会や、

そこで新しく香道のこととか、生け花のこととか、自分ではなか

なか気づけないようなことに接すると、そこからまた面白い話が

思いつけるのではないかなという、契機になりますので、そうい
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う情報をなるべくキャッチしながら、新しい小説をまた作ってい

きたいと思います。

福田　夏山先生、次回作、期待しております。それから、竹田先

生よろしくお願いします。

竹田　大変門外漢なんですが、一文学ファンというか小説好きと

いうか、そういう立場で楽しませていただきました。９年ぐらい

すると、多分引退させてもらえるので、そしたら、好き放題にま

たこの世界を覗いてみたいなと思いました。ありがとうございま

した。

福田　では、その時には私もご一緒させていただきたく、よろし

くお願いします。

それでは、ちょうどお時間になりましたので、これをもって同

志社大学人文科学研究所第 98 回公開講演会、「生き続ける『源氏

物語』よみがえる紫式部―令和時代の古典の楽しみ方―」を終わ

らせていただきます。

長時間にわたりご視聴くださいまして、誠にありがとうござい

ました。それから、ご参加くださいました先生方どうもありがと

うございました。

公開講演会のアンケートに、視聴者の方、ぜひご協力をよろし

くお願いいたします。YouTubeの説明欄に、アンケートフォーム

がございますのでご覧ください。
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それから、本公開講演会のブックレット、この講演録ですけれ

ども、ご希望の方は同志社大学人文科学研究所のホームページか

らお申し込みください。これは無料です。よろしくお願いします。

それでは皆様、どうもありがとうございました。ご縁を結ばせ

ていただき、ありがとうございます。それでは終了させていただ

きます。ありがとうございました。
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