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ご　挨　拶
同志社大学人文科学研究所長

　小　山　　　隆

本日は、同志社大学人文科学研究所第 103 回公開講演会に多数

ご参加いただき、ありがとうございます。また、本日駆けつけて

頂きました学外の先生方にもお礼申し上げます。

本学の人文科学研究所は、広く人文及び社会科学にわたって専

門の学術理論及び応用に関する総合的研究を行い、文化の創造と

発展に寄与するべく、日々研究活動を行っています。

その大きな特徴として、学際的共同研究ということが挙げられ

ます。現在、本研究所では 17 の研究会が、共同研究活動を展開

しており、本日の講演会はその研究会の 1つ、第 6研究会の成果

発信の場となります。この研究会のテーマは、「近世から近代に

至る日本伝統文化の分野横断的研究とデータサイエンス教材への

活用」というもので、日本伝統文化に関連した大量の情報を、統

計学、計算機科学などの手法を用いて法則性や関連性などを導き

出し、それを教材化しようとする「文」と「理」を融合させた研

究です。

この公開講演会では、宮廷文化のどのようなことが明らかにさ

れるか楽しみです。

最後になりましたが、本講演会が、皆様にとって、有意義な時

間となるよう願い、ごあいさつとさせていただきます。
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〔趣旨説明〕
京の都　宮廷文化のリアル
―埋もれた「時」を解き明かす―

同志社大学人文科学研究所第 21 期第 6研究代表　

同志社大学文化情報学部教授　福　田　智　子

ただいまより同志社大学人文科学研究所 103 回公開講演会「京

の都　宮廷文化のリアル－埋もれた「時」を解き明かす－」を開

催いたします。総合司会の同志社大学文化情報学部の福田智子で

す。どうぞよろしくお願いいたします。

ここで本公開講演会の趣旨をご説明します。宮廷文化というと、

現代に生きる私たちには縁遠い、過去のものと感じる方が少なく

ないかと思われます。しかしながら案外、身近なところに宮廷文

化は生きていて、私たちに思いがけない体験をさせてくれます。

代々宮廷文化を支えるお役目を担った家柄の方々が、現代に至る

までその文化の継承活動をしていらっしゃることはいうまでもあ

りませんが、当時の行事や儀式などの知識、有職を改めて繙いて

みますと、平安時代の宮中の出来事から、これまで見過ごされて

きた事実が浮かび上がることがあります。また近世の宮中の文化

を伝える生の史料は、同志社大学が所蔵するものだけでも、ご紹

介していないものが、まだまだあるのです。そこで今回は日本文

化史がご専門の末松剛さんによる即位式絵図をめぐる歴史研究か

らのご講演、近世和歌がご専門の大山和哉さんによる同志社大学
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所蔵二条家文書のご紹介のほか、宮廷装束を端正に着付ける道、

「衣紋道」のお家柄ならではのエピソードを衣紋道山科流若宗家

の山科言親さんに伺います。また宮廷文化を肌で感じ、埋もれた

時をリアルに解き明かしていくための一つの手がかりとして、古

典籍に記される文字が読めること、こちらも重要になってまいり

ます。今日は、計算機による変体仮名の解読の最前線を情報科学

がご専門の文化情報学部の深川大路さんからご紹介いただきま

す。

以上の講師陣に加えまして令和元年度第 11 回日経小説大賞を

受賞されました夏山かほるさんをディスカッサントとしてお招き

して、パネルディスカッションを行い、それぞれのお立場から宮

廷文化を現代に伝える意義を語っていただきます。

なお会場には富士フィルムイノベーションジャパン株式会社文

化推進京都工房の吉田謙一さんが古文書の復元複製を、また株式

会社 NEWDOMAINの東那摘さんが、宮廷文化をモチーフにした

現代アート作品の 3Dを展示してくださっています。会場のみな

さまにはどうかご覧いただきたいと思います。
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即位式絵図にみる宮廷儀礼の世界
九州産業大学地域共創学部教授　末　松　　　剛

 　はじめに―即位式絵図とは―

ご紹介に預かりました九州産業大学の末松剛と申します。専門

は日本文化史です。今回は日本史学、歴史学の立場から、江戸時

代に多数描かれました「即位式絵図」について、文献と照合した

結果を披露できればと思います。

即位式とは、代替わりの主な皇位継承儀礼、現在の言い方です

と「剣璽等承継の儀」「即位の礼 正殿の儀」「大嘗祭」として、令

和の代替わりでテレビ放映もありましたので、御覧になった方も

あるかと思います。即位式というのは、「即位の礼 正殿の儀」の

昔の形にあたるもので、その様子を描いた絵図を通じて勉強して

いこうということです。

即位式は、平安時代は大極殿という広大なスペースで行われて

いましたが、時代が下るとしだいに規模が縮小しまして、宮廷儀

礼のなかで一代一度の最大規模の行事であることにかわりはない

のですが、太政官庁、室町時代以降は場所を紫宸殿に移しつつ行

われてきました。建物の中央には玉座であります高御座がおかれ

まして、そこに天皇が登壇され、即位したことを広く披露する儀

礼です。紫宸殿の南庭には白砂が敷きつめてあり、内弁という進

行責任者を大臣が務め、列立する臣下の側では外弁公卿が 6人入

場してきます。その 6人の代表者が宣命を読み上げます。これが
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即位式の基本的な構造です。

庭上には幢
どうばん

幡が並べ立てられ、その他にも文官・武官が多数参

列している行事ですので、即位式は、即位を最も大規模かつ公開

性の高い時空で行う儀礼だと理解することができます。令和の代

替わりの時には、江戸時代の即位式では庶民が多数拝見していた

という研究成果が話題にもなりました。

江戸時代の歴代天皇では、108 代の後水尾天皇から 121 代の孝

明天皇まで即位式を行っていますが、そのうち明正・後桜町両天

皇は、ご存じの方も多いと思いますが、女帝です。それぞれ即位

式の年月日、その時に摂政・関白が誰であったか、外弁公卿が何

人だったかという事実が、この後、絵図の読解に関連しますので、

整理しておきます。後光明天皇の時だけ外弁公卿が 7人参列して

います。基本は 6人です。

このような形で行われてき宮廷儀礼を見る時の一つ、コツとい

いますか、心構えにしていることですが、古くからの歴史を伝え

る行事であっても、常に同じ形を伝承してきたわけではなくて、

その都度、いくらかの影響を受けながら、それに臨機応変に対応

する形で変わっています。むしろ変わってきているから、儀礼を

見ることによって歴史を学ぶことができるわけです。変わらない

ものはないというニュアンスで慎重に注意深く見つめていかない

といけないのが、歴史的に宮廷儀礼を見る時の心構えの一つにな

ります。一方、宮廷文化の粋を集めた時空ですから、意味がない

ものはないという気持ちで細かく目を凝らして見つめていかない

といけない。これも宮廷儀礼研究の大切な一つの見方であり、特
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徴ではないかと思います。

江戸時代の即位式には、平安時代や中世以来、変わらず続く式

次第もありますし、変遷したものもあります。近世になって世の

中が落ち着いてきたことによって始まるもの、あるいは再興され

るものもあります。そのうえで実態とは乖離した描写内容も、江

戸時代の即位式絵図には、とくに中後期になると出てくるわけで

すが、それも一つの歴史です。これらさまざまなことを絵図から

読み解いていきたいと思います。そうすることで、歴史学の観点

から絵図を読み解くことにすぎないのですが、今回のテーマであ

る宮廷儀礼を少し身近に、リアルに感じていただければと思いま

す。

1　  即位式絵図にみる歴史文化―天皇の礼服と御後の
摂政―

即位式で天皇が着ていらっしゃる赤い服、礼服と書いて有職で

は「らいふく」と読んでいます。それと天皇のすぐ後ろに控えま

す「御
ご ご

後」の役割を務める摂政について、注目していきたいと思

います。今回は京都のもので勉強していきたいと思いますので、

京都国立博物館に所蔵される立派な六曲一双の屏風、譲位の場面

と即位の場面を描いたものをみてみましょう。「霊元天皇即位・

後西天皇譲位図屏風」といいます。令和の代替わりのときに展示

されましたので、御覧になった方も多いのではないかと思います。

展示された当初は個人蔵でしたが、その後、京都国立博物館所蔵
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となりまして、現在はホームページでその場面を確認することが

できます。いまはインターネットで身近に絵図と触れ合うことが

できます。

紫宸殿の真ん中に天皇が赤い礼服を着ていらっしゃる。その後

ろに摂政が控えている場面です。正面から霊元天皇が描かれてい

まして、幼い天皇でしたので、子どもっぽい感じで描かれていま

すが、決まりに則った礼服を着て、後ろに摂政が控えている。博

物館の公開する「鑑賞ガイド」を見ますと、「翳によって隠され

ていた天皇の姿があらわになった、式のクライマックスである」

と。確かにその通りです。続けて「天皇の顔まではっきりと描か

れている作品は、ほかにありません」と。さすがにそのようなこ

とはなく、他にもあります。珍しい構図ではあるのですけれども。

類例として岡山大学附属図書館所蔵、池田家文庫の中にも即位

式絵図が 1枚伝わっています。こちらも図書館のホームページで

公開されていますので、画像を見ながら話しましょう。高御座の

天皇は即位式に特有の「袞
こんべん

冕十二章」という中国式の赤い礼服を

着て玉座にお座りになり、後ろに黒の束帯姿の摂政が祗候してい

ます。

そのほかにも、京都文化博物館がお持ちの「霊元天皇御即位式

図」では、高御座に赤い礼服を着た天皇の姿が描かれております。

金沢の安江八幡宮にも同じように「御即位之図」として年号が明

記された、こちらも霊元天皇の即位図が伝来しています。高御座

の中にお座りの天皇の姿が、帳が八の字に開くことによって披露

されたという即位式のクライマックスが、このように描かれてい
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ます。なおこの二つの絵図はたいへん似ていますが、ところどこ

ろ違うところもありまして、両方の絵図の関係については私の今

後の課題です。まだ調べないといけないところがある絵図です。

ところで、袞冕十二章という赤い礼服ですが、定められたのは

平安時代前期、弘仁 11 年（820）の嵯峨天皇の詔によって、元日

朝賀という儀礼で着るものとして定められました。嵯峨天皇の時

代は漢詩文など、中国的な文化が盛んになった時期ですので、そ

ういう時代の流れの中で即位式にも中国的な装束が採用されたの

でしょう。ただし、元日朝賀という行事は平安中期に途絶えてし

まいましたので、同じ儀式構造で一代一度行われる即位式特有の

装束として、中世、近世と伝わることになります。その場面を絵

図で見ていただきました。

岡山大学図書館ホームページの画像解説では、高御座に描かれ

た天皇が女性のように見えるといい、後桜町天皇の即位と池田家

が関わりをもった事実もあることから、後桜町天皇ではなかろう

かと推測していますが、これは誤りです。袞冕十二章は男帝用で

あり、実際に礼服の構成を一つずつ描いた絵図には、「御大袖」

として袞冕十二章が描かれており、女帝ですと白の大袖を着るこ

とが注記されています。このような礼服を幕末まで、天皇は即位

式の時に一番の晴れ着として着用されていたのでした。

そして天皇の斜め後ろ、黒の束帯姿で、霊元天皇に祗候して摂

政二条光平が描かれています。ふつう黒の束帯姿といいますと、

上級貴族の一番の正装なのですが、即位式では礼服がさらにその

上の正装となりますので、黒の束帯姿である摂政は、後見役とい
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うことで、高御座に登壇された天皇に笏を渡すなど補佐役として

参加しております。補佐する摂政がこの場所に座をもつように

なったのは、高御座の「壇上丑寅の角」と史料に出てきますが、

平安時代後期からです。私が 20 年以上前に書いた論文「即位式

における摂関と母后の高御座登壇」で、平安後期の堀河天皇の即

位式において摂政が、高御座に座をもつようになったことを論じ

ています。

このようにして、天皇と摂政とお二人に注目しました。即位式

絵図には宮廷儀礼のさまざまな歴史が内包されているということ

が、今回の私の結論なのですが、まずは平安時代以来のものが江

戸時代にも続けられ、絵図に描かれているという宮廷文化の歴史

を読み解いたことになります。

2　即位式絵図にみる歴史文化―外弁公卿の礼服―

次に庭に並ぶ側の外弁公卿の礼服についてみていきます（図 1

参照）。庭に 6人の公卿が緑と紫、緑は正式には「麹
きくじん

塵」という

図 1　「本朝御即位図」（報告者所蔵）
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のですが、麹塵と紫の装束を着た 6人の公卿が、拝礼するために

南の門から入場して並びます。

人名が書かれていますから、享保 20 年（1735）の桜町天皇即

位式の絵図とわかります。外弁公卿 6人が南庭に列立して、その

代表者一人が宣命使として代表して宣命を読み上げます。これは

また庭の方のクライマックスですから、即位式絵図ではこの場面

が描かれている場合がほとんどです。臣下の礼服も日本的という

よりは中国的な服装で、幕末まで即位式はこのような光景で行わ

れていました。礼服については、私の信頼する学友でもあります

津田大輔さんが、武田佐知子さんとの共著として『礼服』を書か

れています。共著ですが、第 2～ 13 章までが津田さんお一人で

書かれているもので、これが日本礼服史ともいうべき内容となっ

ていますので、詳しく勉強されたい方にはお勧めの著作です。

一方、これまで見てきた霊元天皇の即位式絵図では、外弁公卿

は全員、紫の礼服を着ていますから、どうもここには違いがある、

歴史的な変化があることが窺えます。いつ、どのように変わった

のかを整理しないといけない。文献として当時のお公家さんの日

記が多数残っていますから、それを丹念に読み解いていくことに

なります。そうしますと、江戸時代のはじめの 3代の即位式では、

古い礼服を活用しているので色褪せていたり、揃っていなかった

りしたことがあったようです。その後に全員、紫で統一されるこ

とになりました。桜町天皇即位式の後は、かつては麹塵と紫、橡

（黒）の 3色の礼服があったところ、そのうちの麹塵が再興され、

外弁公卿 6人は 2色のどちらかを着るようになったという変遷が
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あったようです。

津田さんの本では後光明天皇即位式の時には全員紫になったと

書かれていまして、そういう史料があるのです。『古事類苑』に

も掲載されるよく知られた記事なのですが、今回、当事者である

お公家さんの日記を見ておりますと、最終的に後光明天皇即位式

でも古物の礼服で行ったことが、外弁を勤めた人たちの日記に記

されています。後光明天皇の時は、ぎりぎりまで再興が検討され

たけれども、ということなのかもしれません。

その次の後西天皇の時はどうか。日記を見ますと、6人とも紫

で官物、すなわち朝廷から支給されたものを着たことがはっきり

書いてありますから、この時に 6人とも紫に変わったのだろうと

考えられます。

こちらは京都府立京都学・歴彩館でお持ちの「御即位図」です。

後西天皇の時に全員紫になったことを示す絵図がないかと探して

いましたら、偶然出会いました。現在、調査した中で後西天皇の

即位式絵図はこの 1点だけです。用紙が薄いので下書きか、途中

で写すのをやめられたようですが、外弁公卿の名前が全部書いて

ありますから、後西天皇の即位式絵図とわかりまして、御覧のよ

うに全員が紫を着ております。外弁公卿の礼服という点に注目す

ると、画期となる歴史をリアルに感じることができる絵図が、歴

彩館に所蔵されているのです。

そして桜町天皇の時に麹塵が加えられて再興されたことは、津

田さんの研究のおっしゃるとおりです。ということで、江戸時代

の外弁公卿 6人の礼服の色に注目しますと、古いものを使ってい
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た時代、紫で統一された時代、さらに麹塵が再興された時代とい

うように、即位式絵図が江戸時代の礼服再興の歴史を示すもので

あることがわかります。宮廷儀礼の歴史に対する当時の人たちの

思いを読み取ることができるわけです。因みに橡を着た公家もい

るのですが、その時には参会者の注目を浴びたことが日記に記録

されています。そのようなお話はまた別の機会にすることにしま

しょう。

3　即位式絵図にみる歴史文化―外弁公卿の人数―

最後のテーマです。先ほど紹介しました、現在のところ後西天

皇の唯一の即位式絵図として注目しているものですが、実は「外

弁七人」と書き込みがあります。数えてみると明らかに 6人しか

描かれていないにもかかわらず、外弁 7人という書き込みは何か、

を最後に考えてみたいと思います。

外弁公卿の人数は 6人です。ところが別に私が所蔵する絵図に

も「外弁七人」と書かれていて（図 2参照）、そのほかにも 8人

や 9 人描かれた絵図もあるのです。何かしらの意味があって書

（描）かれているのでしょうが、外弁公卿が 7 人であったのは、

平安時代から数えても 2回しかないのです。

外弁公卿が 6人と定まって、大・中納言、参議各 2人で構成さ

れるのは、平安後期の後三条天皇即位式以来の歴史であることを、

今年書いた論文「平安時代の即位式における外弁公卿について」

で解明したのですが、にもかかわらず外弁 7人と書かれていると
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いうことです。

次の絵図は東京の国立

公文書館・内閣文庫の史

料ですが、こちらにも

「外弁七人」と明記してあ

る（図 3参照）。しかも宣

命使まで数えると、もっ

と多くなってしまう。

ただし、この絵図には注目すべき貼紙がありまして、東山天皇

即位式にあたって即位式絵図が板行された、ということが書かれ

ている。それを借り受けて模写したものであるということです

（図 4参照）。東山天皇即位式あたりから「即位式絵図」が大量に

つくられるようになって、そこに「外弁七人」と書かれていると

図 2　「御即位礼之図」（報告者所蔵）

図 3　「御即位庭上之図」（国立公文書館所蔵）
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ころに、どうやら誤解が広まっ

ていく理由があるのではなかろ

うか、と現在考えております。

実際に図 3の絵図と同じ大き

さ、構図の絵図が、今、調査し

ている途中ですが各地にあっ

て、東山天皇の即位式であると

明記してある図もいくつかあります。この頃に板行が始まったの

でしょう。

なぜ江戸時代の即位式絵図では外弁7人の様式が広まったのか。

実際に江戸前期の後光明朝に外弁 7人という形で行われていて、

その後の東山天皇の時に板行されることになったことで、事実と

異なる即位式絵図が広まることになったのではなかろうか。とく

に江戸時代中・後期になりますと、より小さな即位式絵図の需要

も高まりまして、いろいろなところで板行されています。そうい

うことがまた、拍車をかけたのではなかろうかと考えております。

ということで、外弁公卿の 6人が描かれていれば、それは平安

時代以来の歴史を書き留めた即位式絵図と考えて結構です。一方、

「外弁七人」と書かれていたり、実際、外弁の人数が 7人～ 9 人

描かれていたりしたら、それは江戸時代の即位式絵図の絵師が、

模倣したのか誤謬したのか、そういう結果ですので、歴史史料と

しては要注意ということになります。ただし間違いも歴史であり

ますから、それはそれで即位式絵図の板行の普及という事実を読

み取ることができるでしょう。

図 4　同上貼紙部
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 　おわりに

以上、かけ足でしたが 3点、即位式絵図を歴史学の成果によっ

て、少しリアルに感じていただけたのではないかと思います。ご

清聴ありがとうございました。

主な参考文献・史料出典
武田佐知子・津田大輔共著『礼服』（大阪大学出版会、2016）
拙稿「即位式における摂関と母后の高御座登壇」（『平安宮廷の儀礼文
化』吉川弘文館、2010。初出 1999）

拙稿「平安時代の即位式における外弁公卿について」（坂上康俊編『古
代中世の九州と交流』高志書院、2022）

「霊元天皇即位・後西天皇譲位図屏風」（京都国立博物館所蔵）
 https://syuweb.kyohaku.go.jp/ibmuseum_public/index.php?app=

shiryo&mode=detail&list_id=3546510&data_id=30653
「御即位絵図」（岡山大学附属図書館所蔵）
 https://repo.lib.okayama-u.ac.jp/zoomify/T13-91-1.html

『御礼服之図』（国立公文書館所蔵）
 https://www.digital.archives.go.jp/img/1257696
「御即位庭上之図」（国立公文書館所蔵）
 https://www.digital.archives.go.jp/img/4774720
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現代における公家文化
衣紋道山科流若宗家　山　科　言　親

 　はじめに

こんにちは。ただいま末松先生から即位礼の話、礼服という装

束の話が出ておりましたが、私の家は代々、宮中の装束を誂えて

朝廷に「調進」をして、それをお着付け「衣紋」するというのが

家職でございまして、今日は歴史的な話というよりは最近の取り

組みも含めて公家文化というのがどういう形で伝えられてきたの

かという話と、現代においてどういうことが行われているのか、

そういう実例も含めてみなさまにお話をさせていただこうと思っ

ております。

今日は「現代における公家文化」という題でお話させていただ

きますが、3つのトピックを挙げております。「家の歴史と装束の

文化」、こちらが私の家を一つの事例としまして公家の歴史文化

について知っていただこうと。2つ目に「公家文化という視座」

ですが、公家文化というものがどういう印象をもたれているか、

概要、概略について触れさせていただきます。それを見ることに

よって現代、どういうことがいえるのかも含めてお話をさせてい

ただきます。3つ目は「現代におけるさまざまな取り組み」とい

うことで、最近の取り組みの実例を挙げながら、今どういうふう

に公家文化が継承されているのかについてお話をさせていただき

ます。
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1　公家山科家について

私の家は平安時代後期に始まった家でして、公家の古い家は平

安時代後期から鎌倉時代はじめくらいに初代を置いています。そ

の頃に兄弟間で分かれていくわけですね。私の家は藤原氏で、

辿っていくと中臣鎌足という人物までいくわけですが、平安時代

後期の實
さねのり

教という人物から私まで数えて 30 代となります。家の

代々の通字、名付けの字も「言」を「トキ」と読ませまして、

代々、継いでいく文字になっています。私もその文字を継いで言

親（トキチカ）と付いています。公家の名付けは通字を代々継い

でいく家が多いわけです。冷泉家では為人さん、為理さんという

ように「為」という字がついたりしています。

初代の人も絵図に描かれておりまして、『承
じょうあんごせちえ

安五節絵』という

絵巻に「五節の舞姫」という舞姫を手引きしている人が實教さん

ということで出てきたりしますが、こういう絵図で先祖の姿をし

のぶことができるわけです。そもそも「山科」という苗字も地名

が京都の方は馴染みがあると思いますが、実は後白河法皇から当

家は山科という所領を拝領しまして、その後代々伝領していった

ことで「山科」という苗字を名乗るようになっていくわけです。

公家の苗字は京都の道の名前とか地名の名前が先で、藤原氏、菅

原氏など、同じ一族の人が自分の屋敷のある通りの名前や所領の

あるところの名前を苗字につけていくことが行われています。私

の家は山科という土地を荘園の一つとして伝領したことが一つの

きっかけとなっております。



－18－

2　公家の家職と役割

公家の家々によって文化的な役割が、中世以降徐々に鮮明化し

ていきまして、私の家は装束の家、雅楽の楽器の笙を担当します

よとか、和歌だと冷泉家とか、蹴鞠だったら飛鳥井家ですよ、と

いう形で公家の家々によって文化的な強み、役割が徐々にはっき

りしていきまして家単位で役割として継がれていく、一つの家元

制度の原型の形になっていくわけです。そういう家々の強みを

もって朝廷に奉仕をして儀礼に参画して運営していくという形が

とられていくわけです。こういう仕組み、形は、なかなか世界に

類を見ないのではないか、一つの家が家の役割として文化を引き

継いでいくことはあまりないのではないかと思います。朝廷の場

所があって、儀礼があり、かかわる人がいてこそ、伝わるものが

沢山あるわけですが、数多くあった公家家職の中でも今でも続い

ているものは本当に少なくなっています。私の家のように装束の

文化を続けていくことは、明治以後の大変な状況も含めて乗り越

えてきたわけですけども、残念ながら公家の家の方が家職を引き

継いでいることは非常に少ない現状があります。

私の家は「御服調進」という宮中の装束を調進することも役割

でして、同時に「衣紋道」という宮中の装束を、いかにきれいに

着付けていくかという知識や技術を伝えることも、私の家の重要

な役割になっていきました。それが「家職」というものになって

いくわけです。

衣紋道とは公家や武家の装束の着装法について古くから伝えら
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れてきた技術や考え方のことです。源
みなもとのありひと

有 仁公という方は、平安

時代後期の装束が変わったとされる時期に装束に凝ったという逸

話が残っていることで、後世「衣紋道の祖」といわれております。

装束というのは、特に正装は色や文様が非常に細やかに決められ

ていまして、普段着はかなり自由です。正装においては色とか文

様が、はっきり決まっております。例えば、石清水八幡宮の勅

祭・石清水祭の参役者ですが、黒い装束を着ている人は四位以上、

五位の人は赤い装束を着ているということで、それぞれの色で一

目見て「この方は何位の人だ」とはっきりわかるようになってい

ます。装束には社会的な意味合い、政治的な意味合いもあり、こ

ういう細やかなしきたりが大事になります。儀式などでも着分け

ていくわけで、我々が衣服を TPOに分けて使い分けて着るのと

同じです。

「衣紋」というのは、一人の人にお着付けする時、前後に分か

れて前と後ろ二人で一人を着付けるのが男性も女性も基本になっ

ております（写真 1）。このような文化がどういう形で引き継がれ

ていくのか。私の家に伝承されてきた文書の中でも、特に歴代当

主の日記が自筆本で残っているということで知られておりまし

て、室町時代の中頃から幕末、明治はじめくらいにかけて各歴代

当主の日記が、ほぼ残っております。そういうものも一つの家職

の運営の重要な情報源になっていきます。東京大学史料編纂所に

私の家の日記の一部がございます。東京大学にありますので翻刻

や刊行がされて、保管もすべてしていただいています。数年前に

歴代の日記の原本を東京大学の松澤克行先生に見せていただきま
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した。

例えば応仁の乱の記録なども残っていまして、歴史的な事実を

京都という場において、ずっと見続けて、記し続けていますので、

日本の歴史の根拠となる原典史料として公家の日記が参照される

わけです。『言
ときつねきょうき

経卿記』という日記には、「卯刻前右府本能寺へ明

智日向守依謀叛押寄了」とあり、実際に本能寺の変の当日の記録

も残っています。他には「御服調進留」という、どういう装束を、

いつに承って、いつ調進したかが分かる台帳のようなものも残っ

写真 1　衣紋の様子

所蔵：山科有職研究所
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ています。オーダーメイドですのでどういう方が、どれだけの身

幅、身丈なのか、細かく寸法を書いているもの、こういった記録

などが調進する時に重要な文書になっております。「天皇陛下御

装束図解録」という書物では、陛下のお装束をはじめとした衣紋

が、どういう形で行われるか、文字で残したり、絵図で残したり

もしております。近代以降、このような形が多くなってくるので

すが、それだけでは勿論伝わらないものがありまして、実際に着

付けながら最終的には習得していかないといけませんが、このよ

うに着装に関しても絵入りの解説書などもつくられております。

また、装束の裂帖や絵巻物のような絵画史料なども含めて、後世

に参照できるものを保存しています。

ご紹介したような公家の家職もそうですが、他の家の公家の役

割も含めて公家が一体何をしていたのか、なかなか実感が湧かな

いと思います。「天皇・公家の文化的役割」と書きましたのは、

日本史ですとどういう人が治めて、どういう政治をしたかという

政治史が中心になりがちで、当然政治的、経済的側面も公家には

ありますが、とりわけさまざまな文化を育んで、それを連綿と伝

承する有機的な構造をもつ、美しく豊かな生活文化の象徴だとい

うことがいえるのではないかと。今風にいうと文化のディレク

ターとかプロデューサー的な役割と考えていただけたらいいので

はないかと思うわけです。

「下らないもの」というのは「こんなもの、もらっても下らな

い」という言葉で残っていますが、上方でつくられるものは、ま

さに江戸に「下る」ものをつくっていた。わび、さびが日本の文
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化でよく言われますが、雅があって、それをわびたり、さびたり

することで、わびさびがあるわけですから、現代は雅への視点が

欠けがちではないかなと思うわけです。そういう雅を担ってきた

のが「公家の文化」というわけですね。

3　有職故実という叡智と仕組み

「有識故実」というのは朝廷や武家の礼式・典故・官職・法令

などに関する古来の決まりのことです。まさに儀礼を運営してい

くにあたって重要な知識の集積をいうわけです。京都でも「有職

菓子」とか「有職織物」という言葉をお聞きになることもあるか

と思いますが、今でも京都に生き続ける、さまざまな工芸に影響

のある包括概念といってもいいと思います。各時代で先人たちが

積み上げてきた先例、判断、所作、慣習などを書き残して後世

人々が立ち返ることのできる根拠となる軸を伝えるということで

す。先ほど末松先生のお話にあった「即位儀礼」のように、全く

同じものが引き継がれていたわけではなく、常に時代に応じて、

よりよい判断を行う軸をいかに伝えていくかという考え方、立場

が公家の役割、考え方、生き方であるといってもいいと思うわけ

です。「移り行く時流を捉えながら、より良い判断を行うという

姿勢」ということがいえるのではないかと思います。外国でも

「文化的遺伝子（MEME）」という言葉とか、ビスマルクの言葉で

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があります

が、有職故実の立場は、こういう言葉でも言い換えることができ
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るのではないかと思います。

4　現代における様々な取り組み

2 年前に「今様」の復元奉納がありまして私も携わらせていた

だき、三十三間堂の千体千手観音の前で今様を歌わせていただき

ました。今様の「琵琶譜」の新発見ということで猪瀬千尋氏（金

沢大学）が、宮内庁書陵部所蔵の琵琶譜を研究されました。今様

は、これまでは文字では残っていて詩はわかったのですが、メロ

ディはわかっていませんでした。録音の機械もなく、人づてで伝

えないと伝わらないわけですが、今様のうち数曲が琵琶のコード

になっており、譜面でメロディを復活させることをなさいまして、

文字だけではわからない音律が復活致しました。蓮華王院（三十三

間堂）で、当家の初代も後白河院の指導のもと今様を習っていた

ということが、『梁塵秘抄口伝集』にも載っておりまして、後白

河院の弟子として今様の評価も残っていたりします。そういう

800 年ぶり、900 年ぶりというような、それまでわからなかった

文化も、史料が残っていると、ある時いきなり立ち現れて復活し

たりする可能性があります。朝廷儀礼の中でも賀茂祭が復活した

り、身近な例でいうと今年の祇園祭で鷹山が 196 年ぶりに復活し

たりということがあり、京都の長い時間軸の中では、いろんな史

料を積み重ねながら、人々が思いを継いでいると、いつか復興し

たり、復活したりするということが実際に起こるわけです。

近世の公家町の地図を見ますと、御所の周りにびっしりと公家
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の屋敷が並んでいました。今では、完全に松林になっていますの

で、こういう情景はなかなか想像できないと思います。幕末の時

期には 138 家ほど公家がいたということで、今の京都御苑の中と

その周辺に、それだけの公家屋敷が御所を取り囲んでいたわけで

す。同志社大学というのは公家町の跡地にある唯一の総合大学と

いっていいと思います。冷泉家という和歌の家が公家の完全な住

宅として残り、重要文化財になっていますが、実は江戸時代の当

家の邸宅は冷泉家の東隣に位置し、今の同志社大学の正門の近く

に私の先祖の家がありました。今の地図と比較してご覧いただく

と相国寺の前の道も変わらずあったりするわけですが、これだけ

の公家の家が存在していたにもかかわらず、今は冷泉家しか完全

な形では残っていないということになります。

昨年、環境省の方からお声かけをいただいた、京都御苑の展示

プロジェクトがありまして、江戸時代の公家をテーマにした展示

パネル、公家町の再現 VRの制作をいたしました。令和 4年 4 月

より環境省の京都御苑事務所内で一般公開しています。環境省京

都御苑管理事務所内（旧閑院宮邸跡）で、ぜひご覧になっていた

だきたいと思います。江戸期の御所の街並みを CGで再現して、

まさに旅しているような映像が楽しめますし、公家の文化を伝え

る展示パネルや、雅楽器の実物を飾ったりして、宮中の年中行事

はどういうことを行われていたのかを、みなさんに視覚的に知っ

ていただく施設を、このたび監修協力をさせていただきました。

ご関心のある方は行ってみてください。

他には「小
おみごろも

忌衣」という装束を江戸時代までの技法で実際に復
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元するということにも

携わらせていただきま

した。即位儀礼の後に

行われる一世一代の新

嘗祭を大嘗祭といいま

すが、令和の大嘗祭の

時を思い返しますと、

周りに丸の内のビルが

そびえたつという、古

代と現代が融合した情

景になっており、京都

で行えば、そのような

雰囲気にはならないで

すね。

小忌衣というのは特

殊な装束で新嘗祭や大

嘗祭などの神事にて選ばれた臣下が着用します。潔斎をして清浄

であることを示す真っ白な装束ですが、私の先祖が昭和の御大典

の時に奉仕をさせていただいた時の写真（写真 2）が残っていま

して、着るとこういう形になります。京都に残った公家の子孫が、

昭和の御大礼に奉仕しましたが、その時の写真（写真 3）では

「束帯」という正装の上に、さらに「小忌衣」という白い装束を

着ている方が二人いるのがわかると思います。

江戸時代の小忌衣の「裂」の調査をしていきますと、いろんな

写真 2　小忌衣着用姿（山科言綏）

所蔵：山科有職研究所



－26－

技法がわかってきます。組織を拡大しますと、麻地にびっしりと

濃い胡粉を塗り、その上に山藍という植物の汁を摺り込んでいる

わけですが、こういった技法を江戸時代にやっているにもかかわ

らず、戦後はこういう技法を小忌衣に施すことがなくなってしま

いました。現在、こういう手の込んだ技法は行われておりません。

しかし、今でも「摺
すりひった

疋田」という摺りを行う職人さんに頼みます

と見事に、摺りができるわけです。文様や技法の歴史的背景を、

しっかり文献で調べながら、打合せをして復元すると、まさに江

戸時代のような小忌衣が再現できるわけです。

また、江戸時代から受け継がれている古来の品種の蚕の糸に草

写真 3　昭和大礼の参仕者

所蔵：山科有職研究所
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木染めで糸を染めるということも近年始まっております。現代は

化学染料が主流になっていますが、植物染めをした糸の再興も行

われています。その活動の一環で新清和院という光格天皇中宮の

小袿裂を取り上げることになりました。二陪織物という、地文様

が浮いていて上文様も浮くという、糸の浮いた、ふわっとした美

しい光沢のある装束の裂ですが、これを実際に有職織物の帯とし

て仕立てて復元することも行いました。この時に使った草木染め

では日本茜を使って、昔ながらの技法でどういう形でできるのか

を考えながら、監修して作らせて頂きました。生地には雲菱に梅

の折枝の文様が織りなされております。

5　現代における公家文化の認識

改めて京都の文化といわれて何を思い浮かべるでしょうか。日

本文化の中心である京都の文化ですが、その核として、根源とし

て存在してきたのは御所文化、宮廷文化ともいわれますが、まさ

に公家文化です。文化のとらえ方、分母、尺度を考える上で、宮

中はずっと古代から文化の最前線に居続けたわけですから、その

対象となる文化的事象はいつから始まったのか、なぜ現在の形に

なっているのかということを、公家文化を通して考えていきます

と、身の回りの年中行事とか文化の根源をたどっていくことにつ

ながります。

まさに文学、装束、宗教、建造物、五節句の雛人形、七夕の行

事のような身近な年中行事を含めてさまざまな文物、物事という
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のが宮廷文化から影響を受けているということが言えるわけで

す。その辺りは実は重要なことですが、個々の分野での研究者は

いても、全体として一般的には知られていません。そういう意識、

視点はまだまだ浸透していないのではないかと思われます。

京都市のホームページで平成貴族（平成 KIZOKU）というもの

が出ていましたが、そういうレッテルを貼ると、公家というのは

「おじゃる丸」の世界だという作られた感じになってしまい、こ

ういうことをしていると、本当の公家社会、公家文化が一向に分

からないわけです。

公家文化の現代の認識ですが、従来の政治史の視点で見ると、

御所を中心とする京都の町が担ってきた文化的側面は、なかなか

立体的に認識されにくいのではないでしょうか。公家文化という

と平安時代の『源氏物語』の世界のようなイメージが圧倒的に強

くて、それ以降の時代のあり方に目を向けられることは少ないで

す。かつ閉鎖的で、よくわからない、自分たちに関係ない世界と

して、つくられた世界で覆われているのが現状ではないかと思い

ます。

昔は御所の周りに、一般の人々が出入りしており、行商人が

入ったり、観光客が入ったり、オープンで自由な空間でした。そ

の開放性とかいろんなものを包み込む抱容力が宮中の文化にあっ

たからこそ、色々な文化が発展してきたのではないかと思います。
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6　公家文化から考える現代の視座

例えば宮廷装束が、なぜあのような形で伝承され続けてきたの

か。ややこしい形なんか、着るのも面倒くさいし、もっと楽にし

たらよかったのではないかといわれるかもしれませんが、単に効

率だけを考えない、それを無駄だとは捉えない、装束そのものに

自然観や美意識、精神性、知恵がたくさん詰まっているからこそ、

そう簡単には捨象されなかったわけです。現代はモノを単なる値

段のついた物質としてではなく、精神性の宿る価値のあるものと

してとらえることが、これから重要ではないかと思うわけですが、

日常に潤いや豊かさを与える大切さを考える上でも、公家文化と

いう視座は大事になってくるのではないかと思います。

公家文化とともに発展してきた京都にとって、公家文化から窺

える思想、哲学、精神性などを再認識することが、これからの時

代のヒントになりうるのではないかと思っているわけです。まさ

に先人たちが残した知恵や文化財が息づく土壌に深く根ざした創

造的な価値の可能性を、まだまだ秘めているのではないかと。私

がご紹介したような事例にもありますように、記録があって、人

がいて、気持ちがあれば、いろんなことが、まだまだ復活できた

り、現代的な意味をもって再興することも十分に可能なわけです。

京都に流れている水脈を、みなさんと眠っているものを蘇らせて

いく意識をもって、その本質、重要性を、ますます発信していく

ことが求められているのではないでしょうか。

今日のテーマ「埋もれた「時」を解き明かす」ということで、
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私の方からは、現代にどういう形で公家文化が引き継がれていっ

て、それをどうとらえて、これから継承していくのか、というお

話をさせていただきまして、私の時間を終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。
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和歌が生まれるとき
―同志社大学歴史資料館所蔵二条家文書を

紐解いて

同志社大学文学部国文学科助教　大　山　和　哉

 　はじめに

同志社大学文学部国文学科助教の大山和哉と申します。本日私

からは、「和歌が生まれるとき－同志社大学歴史資料館所蔵二条

家文書を紐解いて」というタイトルで、和歌が人の手によって作

られる時に、人はどういうことを考えていたのか、というメカニ

ズムについてお話ししたいと思います。

まず大前提として「和歌とは何か」ということを確認しておき

ます。和歌で用いられる言葉は「歌語」と言いますが、その古く

からの「歌語」を使って、57577 のリズムで作られた歌を、本発

表では和歌と呼ぶことにします。最古の歌集は奈良時代の『万葉

集』で、その後、和歌は、平安、鎌倉、室町、江戸と時代が移り

変わっても人々に親しまれてきました。それが明治時代に入ると、

正岡子規や与謝野晶子といった歌人たちが作る近代短歌というも

のに変わります。57577 の形は同じでも、用いる言葉や詠み込む

内容が全く違いますので、近代短歌は和歌とは区別して考えます。

典型的な和歌として、画面には江戸時代に作られた百人一首の

かるたの画像を出してみました。同志社大学が所蔵している『百

人一首かるた』からの画像です。これは在原業平の歌で、右の札
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が歌の上の句と

業平の肖像画、

左の札が下の句

です。「ちはや

ぶる神代も聞か

ず竜田川からく

れなゐに水くく

るとは」。竜田川という川の上に紅葉が散り敷いて流れていく風

情を詠んだ、和歌の代表選手と言って良いかと思います。

さて、現代でも親しまれているこの和歌について、ここからは

次の 3つの問いに答えていく形で進めます。1、「和歌はどうやっ

て伝えられてきたの？」。古い時代に作られた和歌がどうやって

現代まで残ってきたのかを考えます。2、「和歌はどうやって作ら

れていたの？」。歌人が和歌を作るときの様子を、古い資料を元

に考えます。3、「和歌の面白さって何？」。和歌の面白さはどこ

にあるのか。以上の 3点です。

1　和歌はどうやって伝えられてきたの？

早速、一つ目の問い「和歌はどうやって伝えられてきたの？」

を考えてみます。さきほど、江戸時代の百人一首かるたの例を見

ましたが、これは現代でも、競技カルタのように読みやすい形に

生まれ変わって親しまれています。ちなみに我が故郷、北海道で

は、板に筆で文字が書かれた「板かるた」を使います。普通の百
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人一首かるたは上の句を読んで下の句を取りますが、板かるたは

下の句を読んで下の句を取ります。和歌を暗記しなくて良いので

簡単そうですが、その分、取り札がくずし字で書いてありますの

で、最初は何が書いてあるのか理解するのに一苦労です。

他にも現在まで伝わる和歌の作品は色々とあります。さきほど

も言いました、最古の和歌集である奈良時代の『万葉集』。それ

から平安時代に天皇が命令して作らせた『古今集』。大体西暦 900

年くらいに作られています。この『古今集』が非常に重要な歌集

で、後の時代には和歌を学ぶためのもっとも基本的なテキストに

なります。そこから時代が下って鎌倉時代に入ると『新古今集』

という勅撰集も作られます。『古今集』から『新古今集』までの

間にもたくさんの歌集が作られていますが、今は省略します。そ

れから『新古今集』の編纂者でもあった藤原定家が、個人的に百

首の名歌を選んだのが『百人一首』です。このあたりの作品は、

みなさんにもなじみ深いのではないかと思います。

ただ、これらの有名な和歌作品は、大体、奈良から平安、鎌倉

あたりまでのもので、現代までかなり間があきます。ではその間、

新しい和歌や歌集は作られなかったのかというと、そんなことは

ありません。一般にはあまり知られていないだけで、非常にたく

さんの作品が作られています。

たとえば、安土桃山時代のころの武将、豊臣秀吉も和歌を詠ん

でいます。画面に出しているのは和歌の短冊ですね。ここには

「はつゆきを」という題で「月に散るみぎわの庭の初雪をながめ

しままに千
ちと せ

歳へぬらん」とあります。月明かりが見える中、ちら
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ちらと降ってくる初雪を見ていると、千歳（千年）もの長い年月

もあっという間に過ぎてしまうよ、と詠んでいます。最後には

「ひでよし」とひらがなで署名もしてありますね。戦に明け暮れ

ていた戦国武将も、こうして教養として和歌を嗜んでいたわけで

す。

また和歌はもともと貴族とか、お坊さんとか、身分の高い武士

といった人たちの文学でしたが、江戸時代になると本がどんどん

出版されるようになり、もっと多くの人が和歌に親しめるように

なっていきます。江戸時代にはすでに古典になっていた『古今集』

なども出版されていますし、『類題和歌集』という本のように、

江戸時代に編纂されて出版された歌集もあります。『類題和歌集』

は江戸時代までに作られた様々な歌集から 3万首近くも選び出し

た本です。『古今集』は全部で 1100 首ですので、26、27 倍入って

います。こういう本で和歌を勉強して、実際に自分でも和歌を

作ったりしていたわけです。

現在でもいろんな和歌の本が出版されていますが、それに加え

て実際に古い言葉を使って和歌を詠むという文化も残っていま

す。同志社大学のお隣さんにあたります冷泉家さん、百人一首を

作った藤原定家をご先祖に持つお家柄ですが、こちらは代々和歌

の家として現代でもお弟子さんに和歌の稽古をなさっています。

古い言葉を使わなければ和歌になりませんから、言葉をしっかり

勉強して、季節の風物の美しさなどを 57577 で表現するというお

稽古をされているわけです。

急ぎ足の説明でしたが、和歌が伝えられてきた様子について、
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ここで少しまとめてみます。まず、「有名な和歌や歌集が古典と

なり、書き記されたり出版されたりして残ってきた」という「モ

ノ」としての事実があります。またそれだけではなく、「それぞ

れの時代に和歌を詠む人々がいたことで、《生きた文化》として

伝えられてきた」という「コト」としての側面も重要です。和歌

は、ある一時期にだけ流行したものではなくて、昔から現代まで

新たな和歌を作り続けることで、その精神が人を仲立ちとして伝

えられてきたといえます。これは前者の要素が「物」として伝え

られてきた和歌と言えるのに対し、左の要素は「心」として伝え

られてきた和歌といっても良いと思います。古い和歌を見て、

「あぁ、いい歌だなあ」と思う、そうして自分でも「いい歌を作

ろう！」と思って歌を詠む。こうして和歌の世界というものが継

承されてきた、人が和歌の心を伝えてきたというポイントを、ぜ

ひおさえてください。

2　和歌はどうやって作られていたの？

（1）「二
にじょうけもんじょ

条家文書」と栄
まさこ

子内親王

それでは次の問いにいきます。二つ目、「和歌はどうやって作

られていたの？」。ここが今回の話の中心になる部分ですが、こ

の話に入る前に、お話ししておきたいことがあります。実は昨年

四月に、同志社大学内に「宮廷文化研究センター」という、天皇

や公
く げ

家の文化に関する研究を行う組織が作られていまして、私も

そこの研究員として研究を行っています。この宮廷文化研究セン
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ターでの主な活動として、同志社大学が所蔵する「二条家文書」

の調査が行われてきました。今回はその「二条家文書」の資料を

使って和歌が生まれる瞬間を見てみたいと思います。

同志社大学所蔵の二条家文書というのは、天皇に仕える公家達

の中でも摂政や関白に任じられる高貴な家柄である「五
ご せ っ け

摂家」の

一つ、「二条家」に伝来した資料群です。主に江戸時代の文書、

典籍、絵画資料が残っていまして、実は先月、7月を通して、そ

の「二条家文書」の中の和歌に関する資料の展示を行っていまし

た。こちらはもう会期が終わってしまいましたのでご覧いただく

ことはできませんが、今回はそちらで展示しなかった資料を使っ

てみたいと思います。

今回見る資料は、「二条家文書」のうち、「栄
まさこないしんのうわかえいそう

子内親王和歌詠草」

という資料です。「栄子」と書いて「まさこ」と読みます。これ

は、栄子内親王という女性が、とある和歌を詠んだ時の資料です。

今日は時間の都合で多くの資料は見られませんが、この資料一点

をじっくり読み解くことにします。

そもそも栄子内親王というのはどういう方かと申しますと、江

戸時代の半ばに、霊
れいげん

元天
てんのう

皇という天皇がいらっしゃいました。時

期的には松尾芭蕉とか、井原西鶴とか、近松門左衛門といった人

たちが活躍していた時代です。その奥さんである中宮に新
しんじょう

上

西
さいもんいん

門院という方がいて、その二人の間に生まれたのが栄子内親王。

この栄子内親王は当時の二条家の当主、二条綱
つなひら

平という方と結婚

します。非常に高い身分であった、この栄子内親王が和歌を詠ん

だ時の資料を見てみたいと思います。
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（2）栄子内親王の「 」歌が生まれるとき

先ほどの資料に戻りましょう。まず、「栄子内親王和歌詠草」

の「詠草」というのは和歌の草稿、下書きのことです。ここで作

られている和歌は正徳元年（1711）の 10 月 30 日、栄子さんが 39

歳の年に、お母さんの新上西門院が 60 歳を迎えるお祝いである

「六十の賀」にて をプレゼントした時に、その に添えるため

に詠んだ和歌であるということがわかっています。ここは三つの

パートに分かれていまして、一番右には「 」という歌
か

題
だい

（和歌

のタイトル）が書いてあります。その後、大きい文字が六行分あ

りますが、この前半の三行分が一首目の和歌で、次の三行分が二

首目の和歌です。栄子内親王は、お母さんに を贈りますので、

その を題にして、まず、二首の和歌を詠みました。最終的には

一首の和歌を贈ることになりますので、このうちのどちらにしよ

うか、とはじめに考えたわけです。このままでは読みにくいので、

文字に起こしますと、こういう形になります。

くれ竹のはがへぬ を

つくからに千世に八千代の

さかもこえなむ

としをへて生そふ竹の

ふし毎にかさぬる千世は

君ぞかぞへん

このうち一首目の歌について、どういう言葉を使って、どうい

う内容を詠もうとしているのか、栄子さんの気持ちを分析してみ
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ましょう。一首目の歌は、はじめに「くれ竹の」とあります。「呉

竹」は竹の種類です。この時プレゼントしたのは、おそらく竹を

使った だったのでしょう。他の言葉に目を移しますと、聞き覚

えのあるフレーズがありませんか？　第四句目、「千代に八千代

の」というところです。日本の国歌「君が代」の中に「千代に

八千代に」という言葉が出てきます。あの「君が代」の歌詞は、

元をたどると『古今集』に遡ります。

「我が君は　千代に八千代に　さざれ石の　いはほとなりて　

苔のむすまで」

『古今集』は全部で 20 巻あるのですが、その 7巻目、お祝いの

歌やおめでたい和歌を集めた「賀」という場所に入っている一首

です。最初が「君が代は」ではなく「我が君は」という形になっ

ていますが、これが元の形です。

この歌の「我が君」は歌を贈る相手を言っていて、その相手が

「千代に八千代に」生きて欲しいと願います。「千代」も「八千代」

も、長い時間を言います。それだけ長生きしてほしい。次の「さ

ざれ石」は小石、「いはほ（巌）」は大きな岩です。小さな石が長

い時間をかけて大きな石に成長するという伝説があって、それく

らい長い時間をかけて、さらにもっと長い時間が経ってそこに苔

が生える、とにかく「ながーく生きてくださいね」、それがこの

『古今集』の歌の意味するところです。この歌の「千代に八千代」

という言葉を使って、栄子さんも、お母さんに長生きして欲しい

という思いをこめて歌を作ったのです。

このように、和歌は古い言葉をくりかえし、くりかえし使って
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いきます。特に『古今集』は和歌の教科書ですから、その中に出

てくる言葉を後世の歌人達はくりかえし使います。栄子さんから

すれば、『古今集』は 800 年も前にできた歌集ですので、当然、

栄子さんが普段話す言葉と『古今集』の言葉とは、全く違ってい

ます。しかし『古今集』などの伝統的な和歌の言葉を使う、それ

が和歌を成立させる条件の一つだったのです。

さて、実は栄子さんの歌にはもう一首、『古今集』の中の和歌

が隠れています。それがこの歌です。

「ちはやぶる　神やきりけん　つくからに　千歳の坂も　越え

ぬべらなり」

さきほどと同じく、『古今集』巻 7、賀の歌の中にある僧正遍昭

というお坊さんの歌です。遍昭さんは百人一首に別の歌が載って

いますね。「天つ風　雲の通ひ路　吹きとぢよ　乙女の姿　しば

しとどめん」、あの歌を詠んだ遍昭さんの、また別の歌です。

実はこの歌も をテーマにした歌です。歌の中には「 」とい

う言葉は出てきませんが、長寿のお祝いに をもらった人の喜び

を表現しています。この歌の意味は、「この は神様が切ってお

作りになった なのであろうか。この をつくやいなや、千年も

かかる坂も、たちまち楽々と越えてしまいそうですよ」と、 の

おかげで長い長い坂も越えて行けそうだ、ますます長生きできそ

うだ、と感謝の気持ちを示しています。

遍昭さんの歌の「つくからに」「越えぬべらなり」の部分が、

栄子さんの歌にも「つくからに」「さかもこえなむ」と少し形を

変えて出てきています。こちらに関しては古い歌をモチーフにし
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て新たな歌を作る、いわゆる「本歌取り」という修辞を使ってい

ることがわかります。おそらく栄子さんは、プレゼントする を

題として歌を作る時に、「そういえば、『古今集』の中にも を

テーマにした歌があったわ。あれを本歌取りしましょう！」と

思ったに違いありません。とても機転の利いた工夫だと思います。

そして最後に残った「はが（葉替）へぬ 」という部分ですが、

これも和歌に使われてきた伝統的な表現です。あまり有名な歌に

はないのですが、たとえば鎌倉時代の初めに生きた慈円というお

坊さんの歌に見えます。慈円さんも百人一首の中に、「おほけな

く　うき世の民に おほふかな わが立つ杣に 墨染の袖」という歌

が選ばれていますが、その慈円さんの別の歌です。「竹を植えて

友と成す」という題で、

「窓近く　葉替へぬ竹を　植ゑおきて　友無き宿と　人に言は

れじ」

と詠んでいます。竹は冬でも緑色の葉っぱを持つことから「葉替

へぬ竹（葉を替えぬ竹）」と表現されます。そこからさらに、竹

は不老長寿を意味する植物としても和歌で詠まれます。慈円さん

は「葉っぱが生え替わらず青々としている竹を家の近くに植えて

友達にしたぞ、もう人から「友達がいない寂しい人」だなんて言

われないぞ」と歌にしたわけです。栄子さんの歌は、この慈円の

歌を意識したわけではないと思いますが、和歌に伝統的に使われ

た表現であったことはおわかりいただけたかと思います。

さて、こうしてできあがった栄子さんの歌の内容を見てみます。

「葉が生え替わることのない、不老長寿のシンボルである呉竹。
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その竹で作った をおつきになれば、千代に八千代の、長い長い

坂も越えてゆけますよ、それくらいもっともっと長生きできます

よ。このプレゼントの を使って、ぜひ長生きしてくださいね」。

そういう思いを込めた歌であるということがわかってきます。

こうして見てみると、この栄子さんの歌の大部分が『古今集』

やその他の古い歌に使われた表現でできていることがわかりま

す。栄子さんが独自に編み出した個性的な言葉や、あっと驚くよ

うなオリジナルな表現はありません。それでも自分の思いを載せ

て一首を作る、それが和歌です。

和歌の世界を「うたのみち」と書いて「歌
か

道
どう

」と言いますが、

これは「道
どう

」というくらいで、個性やオリジナリティを発揮する

ことを目的とした活動ではありません。茶道や柔道、剣道などの

ように、「型」を踏襲することが重要です。『古今集』や古い和歌

から学んだ「型」をうまく使いこなして一首を組み立てることが

できるようになる、そこを目指して歌人達は日々稽古をします。

（3）霊元上皇の添削

さて「二条家文書」の資料写真にもう一度戻ります。ここでは

大きな文字の他に色々と書き込みが見えます。たとえば、右上の

歌の冒頭部分には斜めの棒線が引かれています。また歌の二行目

と三行目のまんなかあたりにも、右側に何か文字の書き込みがあ

り、その反対側には点々がいくつか見えます。実はこれは、和歌

の添削を受けた時の書き入れです。栄子さんはこの和歌を作った

とき、父親である霊元上皇（この時、霊元天皇は譲位して上皇に
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なっていました）

から添削を受けて

います。霊元上皇

は非常に和歌に熱

心で高い技術を

持っている人物で

した。こうして添

削を受けることも

非常に重要です。室町時代から江戸時代にかけての資料を見ると

よくわかるのですが、人々は和歌を詠んだとき、自分の師匠にあ

たる人に和歌を見せて添削を受けます。そうして合格点に達した

時に、はじめてその歌が完成したことになります。これは三十代

とか四十代とか、それなりに年齢が上がっても続くもので、和歌

を体で覚えるために常に実践的な訓練を続けていくわけです。

霊元上皇が書き入れた部分を左の方に付け足してみます。まず

右上の棒、これは合点と呼び、合格のしるしです。栄子さんが詠

んだ二首のうち、この和歌の方が、より良いと判断されたのです。

ただし、いくつか手直しをする必要がある。それが二行目、三行

目の書き込みです。文字が書いてある部分は「その文字に置き換

えなさい」という意味で、左に書かれた点々は、元の文字が見え

るようにしたまま削除する部分を示す、「ミセケチ」という記号

です。すると、霊元上皇が添削した後の歌はこうなります。

「くれ竹の　はがへぬ を　つくからに　君ぞ八千代の　さか

もこゆべき」
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せっかく栄子さんが、「千代に八千代」という『古今集』の表

現を使いながら工夫して歌を作ったのに、その部分が削除されて

しまいました。おそらく「千代に八千代の坂」という言い方が、

文法的に少し問題があるという判断だったのではないかと思いま

す。「八千代」だけでも長い時間を示しますから、いっそ「千代

に」を消して「八千代の坂」だけでよい。その代わりに「君ぞ」

ということばを入れて、「この をつくあなたこそが
0 0 0 0 0 0

」というこ

とをわかりやすくしました。また和歌の末尾も「こえなむ」から

「こゆべき」に変えています。実は「さかもこえなむ」と「さか

もこゆべき」は、どちらも同じように「坂をきっと越えてゆくだ

ろう」「坂を越えられるはずだ」といった意味になるので、あま

り変更する必要はないようにも思われます。これについては私も

確信がないのですが、調べてみますと、「君」に「ぞ」をつけて

「君ぞ」と力強く表現する言葉を使う歌では、その末尾に「べき」

という言葉がつくことが多く、逆に「なむ」というやわらかい言

葉が後ろに来るパターンは、ほとんど見つけられませんでした。

例としてこんな歌があります。源実朝、この人も百人一首に歌

が選ばれていますが、その人の歌、「千
ち ぢ

々の春　よろづの秋に　

ながらへて　月と花とを　君ぞみるべき」

これもある人の長生きを祈るお祝いの歌のようです。「幾千の

春、幾万の秋を越えて長生きをして、それだけくりかえし、くり

かえし、美しい秋の月と春の花とを、あなたこそがきっとみるこ

とでしょう」と詠んでいます。この「君ぞみるべき」、「あなたこ

そがきっと見るのです」という力強い表現が、お祝いの歌の調子
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として好まれたようです。ややこしい話をしてしまいましたが、

おそらくは経験豊富な霊元上皇だからこその、細やかな表現上の

添削が加えられた結果、末尾の「こえなむ」が「こゆべき」に

なったのだと思います。

こうした手順を経て和歌は生まれます。恐らくこの最終バー

ジョンが、栄子さんから母親の新上西門院へと贈られたものと考

えられます。新上西門院も勉強熱心で、たとえば「二条家文書」

の中には、『伊勢物語』や、『源氏物語』の和歌の部分を新上西門

院が書写した資料も残っています。栄子さんが詠んだ歌に『古今

集』の和歌の言葉が用いられていることにも、きっとすぐに気づ

いたでしょうし、この歌が をテーマにして長生きして欲しいと

いう思いを表したものであることもわかったと思います。和歌に

親しんだ人達だからこそ可能になる深いコミュニケーションの形

といえるのではないでしょうか。

さて、ここで問いに戻ります。「和歌はどうやって作られてい

たの？」ですが、和歌を詠むためにはまず、言葉の使い方、歌語

や文法をしっかりマスターする必要があります。そしてまた物事

の捉え方や考え方、これらは「本
ほ い

意」とよびますが、さきほどの

例で言えば「竹は不老長寿の象徴である」とか「 は、千代も

八千代も続く坂を越えていくための長生きの象徴である」とか

いったことです。これらは、古典を勉強したり、師匠から添削指

導を受けたりして学んでいくことで型を身につけることになりま

す。図をご覧いただくと、この左の「型」というのが、具体的に

は「言葉」と「物事の考え方」になるわけです。これらを学んで、
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それを使いながら和歌

を作る、というのが歌

道の重要なポイントと

いうことになります。

和歌がどうやって作ら

れるのか、おわかりい

ただけたでしょうか。

3　和歌の面白さって何？

最後に「和歌の面白さって何？」という問いについて考えたい

と思います。和歌を作るためには型が必要ということを言いまし

た。実は日本の伝統文化の中には、この「和歌の型」に基づいた

考え方が無数にちりばめられています。現代の日本文化の中にも、

注意してみると和歌的な要素をあちこちで見つけ出すことができ

ます。たとえば、「春になると鳴く鳥」「春を告げる鳥」といえば、

ホーホケキョと鳴く鶯を思い浮かべる方も多いと思います。今、

画面には、私が同志社大学のキャンパス内で撮影した鶯の画像を

表示していますが、この鶯の声を、我々は春の訪れのしるしと考

えます。これも実は和歌の中でくりかえし、くりかえし言われて

きたことです。たとえば『古今集』に次の歌があります。

「　　春のはじめの歌　壬生忠岑

春来
き

ぬと　人はいへども　うぐひすの　鳴かぬかぎりは　あら

じとぞ思ふ」
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春が来た、とみんなが言うけれど、鶯の声を聞かないうちは、

僕は春がまだ来ていないと思うよ。鶯の声を聞くことで春が来た

ことを感じる、そういう考え方が見られます。これがカラスの声

とかスズメの声とかトンビの声にはならない。それが「型」とい

うものです。

この「型」は、時代が下っても同じように和歌に出てきます。

たとえば『古今集』成立から 800 年後の霊元天皇は、こんな歌を

詠んでいます。

「うぐひすも　百
もも

喜
よろこ

びの　声添へて　我が待ちえたる　春教
をし

ゆ

らし」

鶯も、春の喜びを感じさせる声をあげて、私が待ちに待ってい

た春の訪れを、今教えてくれたよ、という歌。霊元天皇もまた、

鶯は春の訪れを告げる鳥なんだという「型」を身につけていたわ

けです。そして現代の我々も、「春の鳥」と言えば「鶯」とすぐ

に連想する。知らないうちにそういう「型」を受け継いでものの

見方を学んでいます。もし和歌の世界で鶯がここまで注目されて

こなかったら、私たちは鶯の声に対して、これほどまでに風情や

趣きを感じなかったと思います。自分一人では見つけられなかっ

た、ものの見方や楽しみ方を教えてくれる。そういう面白さが和

歌にはあると思います。

さらに大きな話をしてみます。和歌にはたくさんの「型」があ

り、その「型」をたくさんの人々が踏襲していく。みんなで和歌

を勉強して「型」を身につけ、自分でも作って楽しむ。そうする

と、その人達の中に共通する価値観に基づいた文化、というもの
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が生まれてきます。

たとえば平安時代に作られた『古今集』、そこには当時の人々

が共通して持っていた価値観に基づく「文化」が込められている

わけで、それを使って鎌倉時代の人も和歌を学び、室町時代の人

も、江戸時代の人も同じように和歌を学んでいく。そうすると、

どの時代にも和歌を共通理解とした文化が受け継がれていきま

す。逆に言えば、和歌を通して、現代の私たちは平安時代や鎌倉

時代を生きた昔の人達と同じ価値観を共有できる、限定的な形で

はあるとしてもコミュニケーションが取れるのです。

たとえばさきほど『古今集』を間に挟むことで、栄子内親王と

もコミュニケーションをとることができましたよね。栄子さんは

何を考えているんだろう、あ、なるほど、この歌にはこんな思い

が込められていたんだな。そういうことを可能にするのが、何百

年もの間、ほとんど形を変えずに生きた文化として残されてきた、

この和歌というものだったわけです。

つまり和歌に触れる、和歌へアクセスするということは、あら

ゆる時代、あらゆる人々とのコミュニケーションを楽しむという

ことだと思いま

す。

現在では和歌

を作る人という

のはごく限られ

た人数にはなっ

てしまいました
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が、和歌を見て理解するだけでも、ある程度は昔の人達とコミュ

ニケーションが取れると思います。たとえば『古今集』であれば、

文庫本でも丁寧な解説や現代語訳の付いたものがすぐに手に入り

ます。ぜひこれを機会に、和歌を通したタイムトラベルへと出発

してほしいと思います。良い旅を！

以上で私の話を終わります。ありがとうございました。
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AI 活動による古典研究の可能性
同志社大学文化情報学部助教　深　川　大　路

 　はじめに

文化情報学部の深川でございます。「AI活動による古典研究の

可能性」というタイトルでご報告させていただきます。自己紹介

と、授業でどんなことをやっているのか、「くずし字翻刻」につ

いての研究の話、終わりに今後の展望をお話させていただきます。

私は計算機科学、離散最適化、アルゴリズムということを研究し

ている者で、コンピュータで効率よく計算するにはどうしたらい

いか、コンピュータをうまく使うにはどうしたらいいか、コン

ピュータを使っても、効率よく計算しようとしても難しさがある、

複雑な問題があり、それを数学的に解析しようということを、こ

れまでやってきております。ホームページにも書いていますので

ご興味のある方はそちらを参照してください。

私と司会を務めております福田さんは文化情報学部に所属して

います。京田辺校地の夢告館にありますが、データサイエンスで

文化を探究する文理融合型の学部です。文化とは何か、芸術から

経済活動など社会の動きまで人間の営みすべてを「文化」と捉え

ようというのが文化情報学部のスタンスです。その「文化」はこ

れまで自然科学の対象とはなりにくかったわけですが、それを

データサイエンスの手法で探究するという比較的新しい試みをし

ている学部です。詳しくはホームページ等をごらんください。
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1　古典籍を対象とする授業運営と情報システム

文化情報学部では「ジョイント・リサーチ」に取り組んでいま

す。「ジョイント・リサーチ」は文化情報学部 3年生の必修科目

で、この特徴は何か。グループ単位で研究活動を行う。教室に

座って先生の話を聞いて「ふむふむ」というようなことではなく、

自ら創意工夫を凝らして研究を行う趣旨の科目です。「ジョイン

ト・リサーチ」はクラスごとに分かれて受講しますが、「ジョイ

ント・リサーチ」のクラスを福田さんと私で担当しています。二

人で担当しているといいましても、いろんな先生方にご協力を賜

りまして長く続いているクラスです。途中、タイトルは変わって

いますが、これからお話するようなことと似たことの研究を続け

て取り組んでおります。

「情報科学技術を用いた日本古典文学の文字列解析」。まさに文

理融合かなという内容です。「伊勢物語御歌かるた」は京田辺校

地のラーネッド記念図書館に所蔵されています。「春日のゝ、わ

かむらさきの　すり衣　しのぶのみだれ　かぎりしられず」。有

名な歌ですが、このかるた、百人一首かるたと違いまして、『伊

勢物語』の物語の、ある場面が書かれていて、きれいなかるたで

す。

「伊勢物語歌かるた」を史料として、それがどのような特徴を

もっているか。「絵札」と「字札」がある。百人一首かるたと同

じですが、絵札の裏には下の句が書かれています。どのようにこ

のかるたが使われているかは、よくわかっていないという話を聞
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いた覚えがあります。競技かるたのような使われ方をしていたの

かどうか、わかりませんので、「読み札」という言い方は避けて、

「絵札」と「字札」と、ここでは呼んでおります。

「絵札」の表に、きれいな模様が書かれていて裏に下の句が書

かれていて対になっているものです。もう一つの特徴は現代のか

るたとは違いまして「くずし字」ですが、特に、特徴は「散らし

書き」で、「みだれ初にし」と書かれています。「我」「ならなく

に」とあります。「みだれ初にし　我　ならなくに」という書か

れ方が整然とは並んでいない。原稿用紙に書くような順番で並ん

でいない。コンピュータが、人間が読む、人間が知識もなく読む

のは、かなり難しいのではないかという特徴があります。それを

あえてコンピュータで解析をする。ここでは「翻刻」をする。字

を読むということですが、つまり文字が書かれた画像の上に文字

を重ねて、その文字を現代の印刷物のような読みやすい字にでき

たら多くの人に使っていただけるのではないかと。

コンピュータではなくて、紙の上で翻刻するにはどうするか。

書き込んだりすることができるわけです。ペンと紙があればいい

わけです。かるたの画像をプリンタで印刷したものに書き込む。

それをコンピュータ上でできたらいいなということで「画像注釈

支援システム」をつくり、授業でも使っていました。ウェブサー

バを夢告館に設置して、その上にシステムをつくり、このような

画面にしております。ここには男女が描かれている。ここには文

字が書かれている、そういうものをデータベース化できるシステ

ムをつくってみたりしました。それを工夫しまして、注釈を更新
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しやすいように、授業の中で扱いやすいようにするにはどうした

らいいか。たとえば学生が操作になれているようなエクセルデー

タを格納するファイルとして採用し、エクセルファイルを修正し

てサーバに戻すことで「注釈」が置き換わる仕組みをつくったり

しました。簡単にいうと、かるたの画像がデータベースの中に格

納されていて、それともう一つ、その画像にどんな文字が書かれ

ているかという注釈データベースと、その二つのデータベースを

つなぐシステム、そのシステムにユーザがアクセスして字を読ん

で、データをつくったり、閲覧したりするシステムです。これを、

USBを用いてオフラインで使えるように改良したり、いろんなこ

とをしました。ウェブ上で使えるようになったシステムを、さら

に変えて文字ごとにずらずらと並べたり、「字母」ごとに細かい

改良をする。可能・不可能の「可」というのと加えるという「加」

の 2種類の漢字を成り立ちとするもの。少し形が違う。上の 3つ

は可能の「可」をもとにして一番下は「加」をもとにして少しグ

ループが違うことが見てとれるかと思いますが、ひらがなの元に

なるもの、「字母」といいますが、それがどれくらいの割合でデー

タの中に入っているかを表示したり、一つの「字母」をもとにし

た文字だけを列挙し、表示させるシステムをつくったりしており

ました。

「挿絵」についても同様で「どんな挿絵が、どれくらいあるか」

を閲覧できるように工夫しておりました。お遊びですが、せっか

くデータができたので何かできないか、と。学生さんが「変体仮

名」を学ぶ時、楽しく学べないか。ゲームをつくってみようと。
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これは真ん中にある文字をコンピュータのマウスでズルズルと動

かしていきますと、ここに重ねてカチッと嵌まると「カチッ」と

いう音を鳴らしたい。もうちょっとできたら派手な音を鳴らすと

か楽しげなゲームをつくってみたいと。データベースを、より閲

覧性、操作性を高めるために、つくり替えたりしてきております。

Djangoというシステムを使っています。興味がある方はこちら

の URLをご覧ください。（https://tiramis2.doshisha.ac.jp/db/）

昨今、画像の史料をどのようにすれば、効率よく、共有してブ

ラウザで閲覧できるかということでつくられた国際規格 IIIFがあ

ります。それに則ったシステムにつくり変えていくと、いろんな

画像を閲覧するためのソフトがありまして、IIIFに対応した、さ

まざまなビューワーで閲覧者が好きなビューワーを選んで同じ一

つの資料を閲覧できるというメリットが得られるということが

あったりします。

文字をズラズラと並べて「字母」ごとに表示したりするシステ

ムの一つの形ですが、このシステムの裏側はどうなっているか。

グーグルがスプレッドシート、エクセルの表をクラウド上でウェ

ブブラウザだけで利用できる便利なサービスがありまして、学生

さんが複数名で、グループで活動する時に一つのコンピュータに、

みんなが集まらなくても作業ができるというメリットがありま

す。共同で、オンラインで自宅からも大学の教室からもアクセス

ができて、一つの作業をグループで行い、一つのかるたの翻刻を

行うシステムをつくっていました。それがグーグルのスプレッド

シートを使うとリアルタイムでデータベースに反映する仕組みを
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簡単につくることができるということで採用しました。というこ

とが授業で、どんなことをやっているかというご紹介でした。

2　くずし字翻刻支援システム

これまでは人手で翻刻データをつくっていました。「くずし字

翻刻」とはそもそも具体的に何をしているか。日本古典籍におけ

る「くずし字翻刻」というのは画像から文字を抽出して文字の識

別を行う。具体的には画像から文字を抽出してデータ化する。翻

訳のように意味を読み取ることまではしない。まだ字を読むだけ

が目的となっています。文字順序とか位置を気にする場合もあり

ます。

コンピュータでは情報を数字に変換して扱います。文字もコン

ピュータで扱う時には数字に変換します。その時に使われるのが

「文字コード」で、「あ」だったら数字に置き換える。スライドに

は 3つの数字を挙げています。なぜ 3つになるのか。文字を数字

に置き換えるための方式が、さまざまあるからです。「文字コー

ド」にもいろんな種類があります。現在は Unicodeが広く用いら

れています。その「文字コード」の決まりに従うことで、いろん

な計算機が世界中にあります。スマートフォン、コンピュータ、

みんながもっているもので、お互いに情報のやりとりができる仕

組みになっています。「くずし字翻刻」も文字を数字に置き換え

ることが一つの目的になります。

「くずし字翻刻」には二つの方法がありまして、まず手書きで
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やる方法。古典籍は手書きのものが多い。活字もありますが。手

書きのものを読み取ることはコンピュータからすると、同じ文字

が全く同じ形で書かれることがほとんどないという難しさがあり

ます。もう一つは連綿体、つづけ字で書かれていまして、一つの

字がどこまでなのかが、わかりづらい。文字の切れ目がわかりづ

らい。もう一つは「変体仮名」で文字が書かれているケースが多

い。現代の日本語は、ひらがな、カタカナ、漢字がありますが、

近世以前、明治初期までは「変体仮名」が広く用いられておりま

す。珍しいものではありません。それに対応する必要があります。

「変体仮名」は「あ」ですと現代のひらがなの「あ」、安心の安を

くずしてつくられた仮名ですが、それではなくて、「阿」、「悪」

などからつくられたものも「あ」として相互に交換可能な形で使

われる。「変体仮名」をコンピュータで扱う場合、文字を数字に

置き換える必要がありますが、その取り決めがなかったんです、

最近まで。2017 年に、ようやく Unicodeに「変体仮名」が追加

されることになりまして、それでコンピュータで「変体仮名」を

扱うことがしやすくなった。しかしWindowをそのまま使うと

「変体仮名」ができないことが多い。フォント、文字を表示する

ための仕組みが対応していない。まだまだ整備が必要ですが、整

いつつあります。

「くずし字翻刻」というのは、そもそも何のためにやるのか。

テキストを理解するための第一歩。古典籍があり、史料がある。

しかし読めないことには内容がわからない。古典籍のテキストを

理解するのはどういう目的があるか。日本の伝統文化の記録を読
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み取ることは深い意義があるわけです。

「くずし字翻刻」の目的の二つ目は「機械可読なデータの作成」。

機械が読めるデータ、数字に置き換えてある。言い換えるとデジ

タルデータという言い方になります。デジタルデータに置き換え

ること、数字で置き換えることによって何ができるか。統計処理、

一括処理ができるようになり、たとえば大規模な文字を数えたり

できます。数えるという作業は単純ですが、量が多かったり繰り

返し行ったりする場合、人間だと面倒になったり、間違えたりす

るわけですが、コンピュータだと同じ調子で作業を続けてくれる。

もう一つは「デジタルアーカイブや複製の作成」も「くずし字翻

刻」の目的です。現存する貴重書の経年劣化は避けられないこと

もあります。後世に伝えるための方法の一つとして複製をつくる。

富士ゼロックスの試みも、そうですが、現代の一つの写本の形と

してデジタルアーカイブがあるのではないか。実物を実際に使う

ことに対しても、伝えるだけではなく、活用することも大事で、

触ることができる。コンピュータで貴重書を閲覧しても現物が壊

れることがないのでリスクがない。

「くずし字翻刻」の現状について。多くの有名な古典籍、『源氏

物語』『伊勢物語』とか誰もが知る古典籍は誰かの手で、すでに

翻刻されています。伝本ごとにも翻刻されています。一方、まだ

翻刻されていない古文書が世の中に大量にあるだろうと、すぐに

想像がつくところかと思います。どれくらいあるか、正確な把握

は難しいのですが、国文学研究資料館の歴史的典籍 NW事業では

毎年 38000 点の歴史的典籍を撮影するプロジェクトが継続してい
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ます。その結果、30 万点の画像公開を目指して現在、22 万 6 千

点が、すでに撮影済となっています。画像コマ数でいうと 2400

万コマ、専門家だけの手では難しいため、市民参加型の翻刻プロ

ジェクトがあったりします。一般の非専門家と専門家が手を取り

合って翻刻するプロジェクトもありますが、かなり成功している

部類にはなりますが、2400 万コマはなかなか難しい。ではどうす

るか。コンピュータの力を、うまく使うのがいいのではないかと。

人間の手のみによる翻刻には限界があります。翻刻に携わる専門

家や市民の数を倍にしようといっても一朝一夕にはいかないわけ

ですが、コンピュータ、AIの数を倍にすることは簡単にできま

す。最近、半導体の値上がりとかもありますが、人を倍にするよ

り、ずっと簡単なわけですね。

AIを用いた自動翻刻も、そんなに精度は十分ではないというこ

とがありますが、凸版印刷の報告によれば、90％の精度のある

OCRが実現したという報告がありますが、間違いはつきもので

す。人間も間違いますが、コンピュータの方が人間の専門家に比

べれば、まだまだ劣っているところがあります。発展途上の段階

なので、これからはわかりませんが、現代はそういう状態です。

「協働」ということで人間とコンピュータが手を取り合ってやっ

ていくといいのではないかと考えてシステムをいろいろと触って

おります。

矩形、四角形で文字が囲めないような形で書かれている文字、

四角形で枠をつけても、これが「し」ですよ、とデータをつくっ

たら他の文字が混ざったりします。「文字の切り出し」は難しい
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問題があります。矩形でなく、不定型な文字を切り出すことがで

きて、コンピュータに「これが「し」ですよ」と教えることがで

きれば、よりうまく扱えるようになるわけですが、それが今の技

術では、そう簡単にはいかない。人間と協働しながら文字を切り

だしていこうというシステムを「ジョイント・リサーチ」の授業

で使ったりしておりました。

「変体仮名」の扱いについては、まだこれからですが、「変体仮

名」をどうやってデータベース化していくか。「せをはやみ」は

崇徳院の有名な百人一首の歌ですが、「み」という字を 3つ並べ

ていますが、「字母」としては真ん中の「み」は現代の「み」で、

左右は違っている。「変体仮名」の違いから何か面白い分析でき

るのではないかという可能性があり、そのためにデータベースを

精緻にしていく必要があります。自動的に「変体仮名」の区別を

することができないかと、2019 年の終わり頃、学生さんたちがが

んばりまして、「字母」の違いを考慮することによって文字の認

識精度が向上するのではないかという取り組みをして、少し精度

の向上がみられたという結果も得られております。

「変体仮名」や「くずし字翻刻」に関する情報システムの取り

組みが、いろいろあります。「変体仮名」を学ぶためのアプリを

早稲田大学とか大阪大学でつくったものがあったり、海外でも

ムービー的な解説があったり、自動的に「字を読む」という「深

層学習」を用いた「くずし字翻刻」のシステムをつくっていると

ころがあったりします。

「みんなで翻刻」というプロジェクトと CODHという機関がつ
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くった「くずし字認識」OCRシステムとか、凸版印刷の「ふみ

のはゼミ」とか「くずし字認識」として、その成果が日本古典籍

データセットとして公開されています。公開されたデータを使っ

て AIの精度を高めるという循環ができつつあります。

 　おわりに

このような流れの中で、今後、どうしていくことが望まれてい

るか。「くずし字データベース」の拡充。画像と翻刻情報の連携

方法を標準化することによって、一つの研究室だけではなく、広

い開発者と手を取り合い、いろんな機能を追加していくためには、

オープンかつ広く利用されている技術を採用してシステムを少し

調整していく必要があるだろうと考えています。翻刻作業のユー

ザインターフェースを高性能化することにより、CODHのシステ

ムと連携するとか、他の「くずし字認識」AIと連携することとか

「変体仮名」への対応、「文字の切り出し」が、矩形でないような、

複雑なものであっても扱えるようにするとか、そういうことを

行っていく。「くずし字データベース」をどんどんつくっていく

ことも、そうですが、それを活用するところも大事だと考えてお

ります。

このようなポータルサイトを用意していますので興味がありま

したら、ぜひご覧いただければと思います。以上でございます。
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パネルディスカッション
作家　夏　山　かほる

九州産業大学地域共創学部教授　末　松　　　剛
衣紋道山科流若宗家　山　科　言　親

同志社大学文学部国文学科助教　大　山　和　哉
同志社大学文化情報学部助教　深　川　大　路

司会　同志社大学文化情報学部教授　福　田　智　子

福田　今日のイベントの最後、パネルディスカッションを始めま

す。ディスカッサントとして夏山かほるさんを、お呼びしてい

ます。夏山さんは日経小説大賞受賞の作家で、受賞作が『新・

紫式部日記』、その次に『源氏五十五帖』という小説を書かれ

ています。作家の目から見た宮廷文化というもの、4人の方々

のご講演をどのようにお聴きになったのかからお話しいただき

たいと思います。いかがでしょうか。

夏山　令和元年度に小説家デビューしまして著作は 2冊、今、3

作目を企画中ということです。平安時代ものという時代小説の

中では、近年では珍しいジャンルの作品を書いていまして、第

3作目も、いくつか企画がありますが、編集者とやりとりして

いますと『源氏物語』や紫式部とか、実在の人物にかかわる

テーマが、ウケがいいのですが。そんな中で本日、「宮廷文化

のリアル」というご講演を聴かせていただきまして小説を書く

点から勉強になった次第です。
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 　4人の先生方からのご発表を伺っておりますと、宮廷文化と

いうのは多角的な総合的な広がりをもつものであると実感いた

しました。そんな中で歴史学、科学、学芸文化、現代的なツー

ルを使った新しいアプローチを、それぞれの観点から宮廷文化

の実相に迫るご発表だったと思っています。

 　宮廷文化は一言でいうと「決まり事」の集積なんだけれども、

なんで決まり事がつくられ、それがどんどん大規模になってい

き、現代に伝わってきているのかと思って聴いておりました。

福田　そうですね。決まり事が多いということは確かに伺ってい

まして印象に残ったことです。「型」がある。私、和歌を研究

しておりますけど、表現においても和歌の決まり事があるんで

すね。大山さんのお話で和歌が何たるかを、よくご説明くだ

さったのではないかと思います。深川さんの計算機科学で「型」

というものが、ある程度、抽出できる研究も行われていまして

「本歌取り」とか、文字列の一致度を見ればデータの中から拾

いだせることがあって、案外、データが集まると計算機科学は

文化を解明するのに有用な視点を授けてくれるのではないかと

思いました。大山さん、「型」に関して、他の方々のご講演を

お聴きになって、印象深かったことはございますか？

大山　そうですね。「型」というと堅苦しいという感じがします

が、「有職故実」も「型」、即位礼の儀礼に関しても「型」が

あって、それが時代に合わせて変化していくこともありますよ

ね。その中で、一定の枠を外れていかない、芯になる部分はゆ

るがないというのが「型」だ、という言い方になるのかなと思



－62－

いました。

 　「型破り」という言葉もありますが、「型」を破って踏襲して

いくということも、はじめに「型」がなければ成立しない。こ

れは冷泉家のご当主でいらっしゃる冷泉為人先生がおっしゃっ

ていた言葉の受け売りですが。「何でもいい」となると文化で

はない、みんなが違うことを考えている中に共通理解の文化は

できてこない。みんなが一人ひとり、勝手に、自由に生きてい

ればいいという社会もいいですけど、我々は同じ生活を送る中

で、一定の共通理解を自然と持つようになるものだと思います。

日本人の国民性とか、京都の人の性格とか、いろいろなくくり

方があると思いますけど、複数の人が集まって生きる時に、ど

うしても共有される価値観が必要になるし、必要と思っていな

くても、勝手に生まれてくるものです。なので、無理矢理に形

を決めていって、そこに人を嵌め込んでいくというよりは、自

然と生まれてきた共通の価値観を「我々はこういうことを考え

ていますよね」と後から人々が認識して大事にしていくのが

「型」なのではないでしょうか。他の先生方のお話を聞いて、

そう思いました。

福田　「型破り」になるためには「型」がないと破れませんもの

ね。儀礼ということでお話をすることになりますと、どういう

研究対象を選んでいくか、そこに内面が出てくるというところ

がありますが、そういう点からいきますと、これらの研究者の

お話の内容が、その方の人格も表しているような気もいたしま

した。末松さんなんて、見るからに儀礼をなさりそうな。会場
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からのご質問を受けておられるようなので。

末松　一枚、一幅の即位式絵図の中に、江戸時代ですから、当時

800 年の歴史が込められている。宮廷文化の所産とは、そうい

うものなのかなと。私たち見る側がスイッチオンにするとあっ

という間に平安時代のものが実際に目の前に現れる。それを伝

えてきたのが宮廷社会ではないかと、宮廷儀礼を研究しながら

感じています。

 　会場からの質問に対してですが、平成、令和の即位礼をしっ

かりと御覧になった方からの質問だと思いますが、「即位式の

時に天皇が着られる礼服が赤い色ということでしたが、現在は

黄色ではないですか？」と。「黄櫨染の御袍」といいまして、

今日紹介しました弘仁 11 年（820）の嵯峨天皇の詔の中に、別

の用途として黄櫨染の御袍が初見しております。

 　「御帳台がないのはなぜか？」ということもあわせて申しま

すと、黄櫨染の御袍も御帳台も、即位礼に登場するのは明治天

皇の時からです。中国を模倣した色彩が濃い要素を極力取り

払って、日本の伝統的な即位の礼を追求しようとして、それが

行き過ぎた部分もあったりして、明治天皇の即位式の時には地

球儀が飾られたりするわけですが、その時に袞
こんべん

冕十二章でなく

なってしまいます。それに代わる和の文化で、かつ同じくらい

歴史を誇るものが採用されたというのが、近代以降のあり方な

のですね。今回、あえて近現代の即位の礼は取り上げなかった

のですが、いろいろ変わっているところはありますし、変わっ

てないところもあるようです。
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 　質問を拝見しまして、歴史的な目で見て、お話を聴いていた

だいたのだなと、嬉しく思っています。

福田　過去の文化、過去に生きた人たちが、つむぎ出してきた文

化を私たち現代人が知ろうとすることは、まさに過去の人たち

とのコミュニケーションであるというところですね。そういう

点でさまざまな角度からの分析、知ろうとする心が重要だなと

感じます。山科さん、ご質問のお答えとかございますか？

山科　「衣紋道の山科流の他に高倉流と聞きましたが、どういう

違いがあるのでしょうか？」と。「型」という話に通じること

ではないかと思いますが、「こういう時にはこうする」という

作法とか、いろいろ細やかに家の説などが出てくるわけですが、

時々による解釈の積み重ねがあり、こと装束に関しては、まず

お仕立て、縫製の違いがあります。また、あれだけの大きな大

袖の装束ですから袖の畳み方に違いがあるなど、着装にも細や

かなところに違いを見いだしていき、それが一つの流派として

確立していきます。例えばお茶とかも、もともとは同じような

やり方、自由なやり方があり、それが人づてに伝えられていく

中で徐々に一つの「型」ができてくるわけであって、後世の人

から「この人は流祖ではないか」というような解釈もなされ、

また歴史も紡がれていく。それが人間の営みの面白いところか

なと思うわけですが。

 　月並みの文化に関して三島由紀夫も、そういうことを言って

いるんですね。「月並みの雅にこそ、まさに日本文化の神髄が

あって、その「みやび」が一つの衛星の中心にあるからこそ、
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周りに「わび」、「さび」などが発展していったんだ」というよ

うなことを三島はいっていまして、月並みで一見、ずっと同じ

ようなことをしていたり、変化があるようなものでなくても、

そのような文化が母胎としてあるからこそ、いろんな文化を包

容したり、立ち戻ることができたり、新しい挑戦できたりする

ことがあるのではないかと。また、近代以降、日本は時代を真

に表象する美的原理の新しいものを生み出していないではない

かとも三島はいっているんですね。そういうことを踏まえます

と、日本の中で受け継がれてきた伝統そのものを見つめ直すこ

とは、今後の日本文化をどう考えていくかにつながっているの

ではないか。作家性とか独自性とか、個人の創作の発露ばかり

が、今の世の中、かまびすしくなるわけですが、文化を歴史的

に考えていく上では月並みな「型」のようなものにも重要な役

割があって、そこが担っている部分を、もっと意識的に見てい

く必要があるのではないでしょうか。

 　深川さんの話を聴いて思いましたのは、「くずし字」という

のを考えてみますと明治時代中頃までは、「変体仮名」も普通

に読んでいた。それが「あ」というひらがなが、あの「あ」し

かないという教育になっていった。これは恐ろしいことであり

まして江戸時代以前まで先人が千年以上、ひらがなと漢字を

使って「くずし字」を駆使して残してきた文献を、ある意味、

完全に蓋をしてしまった。先人たちが残してきた記録を自分た

ちの目で読むことができないことの恐ろしさを、みなさん、感

じたことはないでしょうか。あたりまえに先人たちが残してき
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たものを「くずし字やから、読めへんわ」ということで終わっ

てしまう。限られた専門家以外は、先人たちが残してくれたも

のを直接的に読めないようになっている。そういう意味でいう

と、いくら日本の歴史が長いといっても、そのせっかくの歴史

に向き合うことが難しくなってしまう。そう考えた時に、今の

現代の技術を使ってでも、意味を知る、読めるようになること

は大きなことではないかなと思うんですね。そういうことを今

日、思った次第です。

福田　深川さん、いかがですか？

深川　100 年前までは使われていた「変体仮名」が、すでに読め

ない人が普通だということになってきているのは、日本の文化

が、まさに変わったことの一つを表しているのではないかと。

それは大きなことだと思います。「型」という話がありました

が、日本の文字の「型」が大きく変わったことになるのではな

いか。政策として教育を普及させるために便利だったというこ

ともあるのかもしれませんが、何を優先するかということで一

つ選択をしたのだろうなと。いい面もあったかもしれませんが、

その当時は事情があったにせよ、現代は当時と事情が違います。

いろんな技術が発達して、たとえば木簡とか古い史料を画面越

しであるにせよ、直接、見られる。木簡が出てきたとかで見ら

れる。歴史の教科書を見ると、印刷技術の発達によって、古い

史料が写真付で見られる。古い文字に触れる機会が、明治時代

よりも増えていると思いますので、教育も変えていくことも一

つだろうなと思います。デジタル技術だけではなく、「変体仮
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名」という、一つの日本の文化の教育に関しても現代の我々が

できることが、もっとあるのではないかと思ったりした次第で

す。

福田　デジタル化によって文化関係のデータベースが、最近、使

われて木簡もデータベースがあります。ごらんになっている方

も少なくないのではないかと思います。和歌の場合も早くから

『新編国歌大観』という古典和歌を約 45 万集めたデータベース

があります。和歌の研究者はそれを検索しながら、大山さんが

ご説明になった「本歌取り」を探そうとする。「本歌取り」を

見つけたら、うれしいというところもあります。今現在、私た

ちがちょっと難しい昔の文化に触れよう、理解しようとする時、

最先端の技術は、かけ離れたものではなく、使い勝手のいいも

のであるといえるのではないかと思います。会場の方々の中に

も「変体仮名を読めたらいいな」と私に語りかけてくださった

方がいましたけど、「いいな」ではなく、すぐお勉強すること

が可能になる時代ですので、データベースなどツールも見られ

るとよろしいですね。夏山さん、いかがでしょう。

夏山　深川さんのご研究ですが、一般の方は「くずし字」が読め

ないと。私も知っている著名な研究者も「くずし字が読めない」

とおっしゃっていて「翻刻された本で研究するからいいんだ」

という方もいましたが、このようなツールが使い勝手よく普及

していくと、研究者だけではなく、一般の方々も「くずし字」

を読んで理解の広がりにつながるのではないかと思った次第で

す。
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 　本日は古典籍の「くずし字」の解析というお話ですが、たと

えば戦前の史料になると明治の途中まで「くずし字」を読めて

いた人たちが、戦前まで肉筆で書いた史料がありますが、作家

の私信とか研究者同士の手紙のやりとりとか、研究史的に重要

なものが書かれていたりしますが、それを読めないと埋もれて

いってしまうことがあり、そっちにも応用できる技術ではない

かと思いました。古典籍は 1000 年たっても墨跡を解析してい

くことは、時間的な余裕があるかと思いますが、洋紙に万年筆

で書いたものは褪色が激しいそうで、その方が急務なのではな

いかと思ったりもいたしました。

福田　そうですね。急に平安時代に飛ぶみたいなことはできませ

んが、ちょっと前の時代の手書きの洋紙に書かれている史料は

ペンの色が薄くなってしまったりして。そういうところからじ

わじわと、その時代、文化を継承してきた人の文化が何かとい

うことを繙いていくこともまた、一歩ずつ重要になってくるか

もしれませんね。

 　最後にお一人ずつ何かございましたらお願いしたいと思いま

す。末松さんいかがでしょうか？

末松　好きにお話をさせていただいた上に、よい質問をいただい

て、嬉しく思っています。Zoom視聴者からも 5点質問がきて

おりまして、歴史的な知識を踏まえた研究仲間からの質問では

ないかと思います。

 　「外弁公卿が 7人だったことが一回あったのは、何があった

のでしょうか？」という質問ですが、誰だって気になりますよ
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ね。私も気になって、この答えを出すのに 3年かかったのです

が、そのくらい文献を読み解かないといけない。後光明朝はさ

きにお話ししましたように、礼服の新調が検討され、結局は断

念されたときでした。そのときに外弁公卿の先例を調べた記録

がありまして、おそらく何着必要なのかを検討したのでしょう。

そこでは外弁公卿が 7人や 8人であった平安時代の記事があげ

られているのです。よって、人数のみが調べたそのままで実施

されたというのが、後光明朝に 1 回だけ 7 人で行われた真相

だったのではないかと考えられます。ついでながら、次の後西

朝に紫に統一する形で礼服が新調され、このときは外弁公卿 6

人体制に則って行われています。もし後光明朝に新調されたな

らば、それを機に外弁公卿は 7人体制に変化していたかもしれ

ませんね。そうはならなかったことも、礼服新調が後光明朝で

はなかったことを示していると考えてよいでしょう。また別の

質問では、公卿の礼服として「麹塵が再興されたというけれど、

これは天皇の色ではなかったですか？」とも。有職故実書には

そう書いてあるものもあるのですが、これも天皇が着てない時

は特に許された者が、それを着てよいということがあるみたい

です。ただし、紫も高貴な色なのですが、麹塵がより上位の色

ということになっていたようで、宣命使は麹塵を着ています。

絵図では紫を着た人が宣命使として描かれていますので、そこ

はまた史実との関係で要注意です。

 　さらに歴史を追求する、キャッチボールができる質問を 5点

もいただきまして、本日はどうもありがとうございました。



－70－

福田　それでは山科さん、お召し物もちゃんと着てきてください

ましたので、うれしゅうございました。それも平常の「お洋服」

でしょうか？

山科　現代人は、つい「洋服」といっちゃうんですね。装束でご

ざいまして。

福田　あら、いっちゃいましたね。

山科　これは公家の普段着のひとつで「小道服」といいます。「御

大礼の折には、どんなお役目をされたのでしょうか？」という

質問がありました。装束は近代以降、大きな時代の変化を受け

ながらも伝承されて参りました。思い返せば令和の御大礼は

2019 年秋ですから、ちょうどコロナの前でギリギリに行われた

わけです。私の家は代々、宮中の装束の着付けをしてきました

ので令和のご大礼の折にも我々が東京に伺って天皇陛下はじめ

侍従さん方に装束をお着付けすることを役割としてさせて頂き

まして、御大礼の「即位正殿の儀」とか「勅使発遣の儀」とか、

いろんな儀式があるんですが、そこで装束が今でも現代に生き

続けているわけです。それをどう伝えていくか、装束の着付け、

和歌を詠むという創作活動もそうですが、物を残すだけではな

く、無形の人の営みとしての文化も含めて、両方を伝えていか

ないといけないわけで、車の両輪のように考えるべきではない

かと。いくらデジタル化が進んでいっても人の営みとして継承

していかないといけないところがありますので手段として現代

の技術も駆使しながら、いかにそれを守り伝えて発信していく

か。
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 　「データ化」ということでいいますと、先程、日記もご紹介

しましたが、何百年、公家の日記で 1000 年くらい残っている

ものもあります。人類史の中では紙で残すことは燃えない限り

は大丈夫ということは証明されています。ただデジタルデータ

になった時、電気がなくなったらどうするか、ハードが変われ

ば読みこめないとか、パスワードがわからないと中身が見れず、

どこにいってしまったかわからない、というようなリスクがあ

る。果たして「データ化」してデジタル化することで、ほんと

にアーカイブができているかどうかも考えないといけないので

はないか。ガラケーで撮った写真なんか、どこかにいって分か

らなくなっていますでしょう。そういうことを考えていかない

といけない。常に技術の進歩とともに検証し続ける姿勢も必要

だろうなと思います。そのへんのバランスを常に考えながら、

目的として、後世にいかに文化をしっかり伝え、発展させ、つ

ないでいくかということですので。

福田　大山さんから。

大山　私も質問に答える形で。「和歌の型は日本文化全体に影響

しているということですが、和歌に興味がなくても、その型を

少しでも知ると、どのようないいことがありますか。たとえば

日本絵画や工芸品の見方が深まるなどですか」。もちろん日本

の他の文化と絡めて、より理解が深まるというのは、その通り

だと思います。

 　私が大学で学生に授業をする時は、和歌を学んで一首一首の

意味を知るというよりも、考え方や価値観を学んでほしいと
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思っています。「より大きい人間になってね」と意識的に言っ

ているんです。たとえば海外旅行に行った時、自分たちの文化

にはないものを見て「この国で生きる人はこんな建物に住んで

いるんだ、こんなものを食べるんだ、こんな考え方をするんだ」

という、印象的な経験をして帰ってくる。すると、「アメリカ

ではこうだよ」「インドではこうだよ」とか友達に話してみた

くなるわけですが、それは自分が、違う価値観を得て成長した

ということだと思うんです。

 　海外にいけば「違う文化」だとわかると思いますが、古典文

学の場合、それを考えてくれないんですね。「自分は日本人だ

から、古いものでも文字さえ読めれば理解できるんだ」。そう

ではなく、古典文化も異文化です。百人一首に「奥山に紅葉ふ

みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき」という歌があります。

山奥で鹿が鳴きながら紅葉を踏んで歩いている、その情景さえ

思い浮かべればこの一首を理解したことになるかというと、そ

うではありません。まず和歌の中の鹿は、基本的に秋にしか鳴

きません。それも、恋人を呼ぶために鳴く雄の鹿を詠むのがほ

とんどです。ちなみに鹿にはピィッと鳴く時とビェーッと鳴く

時があって、和歌の中の鹿は求愛の時のビェーッという鳴き方

で鳴いているはずです。そして、秋に鹿が鳴いている声を聞く

ということは、歌人たちの共通理解としては、一頭のさみしい

雄の鹿がいる情景として理解されます。恋人がいれば鳴かなく

ていいわけですから。雄の鹿がひとり、さびしそうに鳴いてい

る。それを、一人さみしい秋の夜を過ごしている男が聞くと、
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「あっ、あの鹿は俺と同じように、ひとりさみしい思いをして

いるのか」となって、「声聞く時ぞ秋はかなしき」という感情

が出てくる。そこまで理解して、やっと「型」を通した和歌の

意味がわかってくる。

 　こういう風にこの和歌を理解した人が、あるとき奈良に行っ

て鹿が鳴いているのを聞いて、「あの鹿は恋人を呼んでいるの

かな。そういえばなんだかさみしそうだな」と考えられるよう

になってくると、それまで見えていなかった世界が見えてくる。

和歌を通して、自分の内面が広くなった、拡張したということ

が実感できると思います。

 　和歌の学習というのは、現代語訳を暗記してテストで良い点

をとることが目的なのでは全くなくて、いろんな考え方を学ん

で自分の中に蓄えて、何か事あるごとに思い出して広いものの

考え方ができる、広い感受性で物事を見ることができる、そう

いうことを目的とするべきものだと思います。それをぜひ学ん

でほしいという思いがあって大学でも授業をしていますので、

さきほどの質問にあった、「和歌の「型」を知るとどういう良

いことがあるか」については、広くて新しいものの見方ができ

るようになる、というのが私の答えです。自分が広がる、とい

うと抽象的ですが、私はそういうふうに感じながら、普段街を

歩いています。雀が鳴いていると「雀は和歌でこんなふうに詠

まれていたっけな」と考えてみたり。そうして歩いていると世

界が楽しく、またそれまでと違って見えてきますので、そうい

う経験を皆さんにも、何か一つで良いのでしてもらえれば、と
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いう気持ちがあります。

福田　「ああ、これが何々か」という感じね。「これが、あの風景

なのか」という。「これが」という。

大山　「紫式部が和歌に詠んだのはこういうことなのか」という。

福田　そこに出くわした時のハプニングが心の豊かさにつながる

ように思いますね。深川さんから。

深川　私もご質問をいただきましたので。一つは「AI技術の進化

により、人がつくる技術で新しい和歌を AIが生み出すことが

できるのですか」「散らし書きを、どの順序で読むかというこ

とは人間の判断では難しいように思いますが、AIでも可能に

なっていますか？」。AIはどんなことができるのかという趣旨

の質問だと思います。

 　今日、説明が一つ抜けていたなと思ったんですが、AIとは

artificial intelligence、人工知能の略ですが、コンピュータを

使って処理することを最近、AIと呼ぶことが多いわけです。情

報系の研究者からすると「AI」と「コンピュータでプログラム

を組むとか何かを処理すること」は区別しております。AIとい

う時には近年、「機械学習」という技術で成り立っている。「機

械学習」というのは何か。単純です。データをたくさん与えて

「データからパターンを抜き出しなさい」ということをやるわ

けです。抜き出した知識を使って何か新しい処理をする仕組み

が、AIだと。今回は、その意味で使わせていただいた言葉で

す。そうすると単純なことしかやっていない。卑近な例で子ど

もが中国人の真似とか、何とか人の真似をする。特定の誰では
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なく、知っている範囲から似たものを抽出して一つの型、素朴

な型を抜き出して適用することが、AIがやっていること。

 　人がつくる和歌よりも AIは、すばらしい和歌をつくれるか。

AIに、人がつくった和歌を与えていますので AIは、それを

使って知識を総動員して生み出す。可能性としては人がアッと

驚くような和歌を生み出す可能性はあります。ただその背景に、

人が、これまでに生み出してきた和歌、人のいろんな生活、和

歌以外の文化的な知識を AIにデータとして与える必要がある

かもしれませんが、総合的な結晶したものが、AIから出てくる

と考えれば、可能性は十分あるのではないか。囲碁とか将棋の

世界では AIが活躍してプロの人に対して参考になる知見を与

えてくれる世界がやってきています。画家が描いた、デザイ

ナーが描いたアートグラフィックを、人間が言葉や文章を与え

るだけで AIが制作をする。「こういう絵を描いてください」と

いうと描いてくれる。AIの進歩が早すぎて、私も、ちょっと油

断すると浦島太郎のようになるんですけど。そういう世界なの

で、近い将来、少なくとも私などよりもいい和歌をつくってく

れる AIができるはずですし、「散らし書き」も「こういうふう

に読むんじゃないですか？」と、きちんと過去のデータから提

案してくれる。それが合っているかどうか、正しいかどうかは

専門家の判断に委ねて、過去のデータと照合して検証しないと

いけないところがありますが、AIが役に立つ道具という意味で

は可能になってくるのではないかと考えております。

福田　最後は人間が判断しないといけないということになるんで
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しょうけどね。最後に夏山さん、よろしくお願いします。

夏山　ご質問に対する答えを伺っていまして個人的には「外弁 6

人が 7人になっている」というあたりにドラマ性を感じまして

「その理由がわかったら小説になるんじゃないかな」と思って

みたり。山科さんの「衣紋道」の話を聞きまして「日記には何

でも書いてある」と。「衣紋道の家の貴族を主人公にして衣紋

道の事件簿という感じで、ちょっと考えてみたらどうか」と考

えてみたりして想像が膨らんでおります。

 　宮廷文化という、本日のメインテーマに関して平安時代以降、

現代に至るまで宮廷文化が伝えられてきている、残っているの

はなぜだろうなと思いまして、平安以降も鎌倉時代とか中世を

通じても『源氏物語』でいいますと、鎌倉殿の源親行という

『源氏物語』の重要な「河内本」を書いた人がいるんですが、

そういう人が誕生している。中世になると『伊勢物語』や『源

氏物語』をベースにした連歌の流行がありまして、そういうも

のが、ますます逆に求められている。近世になると土佐派の華

麗な源氏絵とか、北村季吟の『湖月抄』という本も『源氏物語』

の注釈書ですし、貴族に止まらず、庶民も町人のみなさんも読

んでいた事実もありまして、中世近世を通じる武士の世でも、

『源氏物語』だけに止まらない宮廷文化が求められてきたとい

うことだと思うんです。

 　「なぜ、それが求められてきているんだろう？」というのが

不思議でして「衣紋道」の話にすると「位」で装束の色が違う

ということがありますが、一目見て身分がわかるように、とい
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うところから出発しているのだと思います。中国から入ってき

た制度ですが、それがずっと残り続けているのは、そうした合

理性が日本の文化に合っていたからなのか。合理性は、恥をか

かせたり、物事を荒立てたりするところを調和しながらやって

いく精神に合うのかなと思います。争わない、荒立てないとい

うことを考えると中世の武士の世の中だと刀で人を斬ることが

武士の仕事なのかと思いますが、そういう人たちの中でも、『源

氏物語』に代表されるような宮廷文化が流行していた、求めら

れていたことは、そういう人たちも物事を荒立てないで平安に

やっていこうという文化を求める気持ちがあったのかなと思っ

ています。宮廷文化がもつ文治性、文化、言葉や知恵でうまく

やっていくという価値観が武士の人たちも渇望していたのか

な、憧れていたのかなと思います。

 　小説業界の話をさせていただくと近年は戦国ものが一大ブー

ムで下剋上が書かれたりしますが、下剋上は現代風にいいます

と武力による現状変更のところがあるのかなと思いますが、高

度経済成長期では一国一城の主になるということもありました

が、現在のような世界情勢を目の当たりにすると、下剋上の肯

定的な面ばかり見ていていいのだろうか、武士の世でも宮廷文

化が求められたということは平和な世の中、理想の世の中が、

宮廷文化が、そういうものの象徴として求められたから、これ

までも求められてきたのかなと思います。私の作品には女性た

ちが権力者の横暴に知恵の力で闘うという話がありますが、そ

れが読者さまから「面白い」といっていただけるのは、社会に
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おいて、その素地があるからなのかなと思います。最近の社会

はフェイクニュースが問題になっていて、本日は宮廷文化のリ

アルという題ですが、本日のような、質の高い、リアルな情報

に触れることができまして今後、大事になってくるのは、そう

いうものに触れて実際の姿を知るということなのかなと思いま

した。悪徳な公家が幕府転覆を狙っている、悪巧みをやるとい

う時代物もあったりしますが、そういうものではなく、リアル

な情報に接して、その姿を知っていくことが大切なんじゃない

かなと感じまして、私の作品も、その一助になればいいかなと

思いました。

福田　ありがとうございました。それでは夏山さんの次回作を期

待いたしまして、これをもちまして同志社大学人文科学研究所

第 103 回公開講演会「京の都　宮廷文化のリアル－埋もれた

「時」を解き明かす－」を終わらせていただきます。長時間に

わたり、ご参加、ご視聴いただきまして誠にありがとうござい

ました。それではまたの機会を楽しみに、本日は、ここまでと

させていただきます。どうもありがとうございました。
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