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昧∴ 爽
の

抄
こ

と

牛寺門の出入をとゞむ︑嘗叶はす江戸に下り︑木尾揮

尼

一女人が美貌のために尼になることを阻まれ︑自らそ

師の弟子に伯爵和錦の駒込の庵へ行きて在位せん等を

然

の顔を烙いて志を遂げたと云ふ話は︑近華由の随筆類に

望む︒伯爵の云︑仰法に志あるものは︑形の美恵るを

了

散見するもので人のよく知るところである︒了然尼と呼

好よす︑尤容儀を整ふる事な王了然形芙なかに︑殊

し

ばれるのがその常人で︑歌畢者戸田茂睦と交渉があった

に臆しくつくれ帝︒その形にて寺中にあらん葦︑華人

と

らしく︑彼の﹁紫の一本﹂・に見える記述はその古きに属

とて寺中を迫ふ︒．丁然力なく田で近所の町屋へ入り︑

の口にゆるす轟あるまじ﹁さらば在任叶ふべからす︑

此の絨砲洲に了然と云ふ尼任めり︒これは東扁門院に

しかぐの事を云ひて︑そこにありける銅の器物を火

ノ

召使はれし女房たるが︑r女院かくれ給ひて後︑尼となノ

の中に入れ︑その内少し物を案ずるていに見思しが︑

するものであらう︒

り︒．了然と名を付けて五山の出家を師として挿撃をつ

右の釦の赤ぐ焼けたるをl取りて窮まりは七めて顔のう

と

と・誓吾妻に下りて餓牛和尚に法を聞かんとす︒︑然れ

こ

玉へ押付けて慈︷祝を損ぎして︑さて筆を上りて
の

ども容貌羊寵にしてそのかセち雅やかなるに付て︑織
．丁然把
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膵林に入って︑出家蓬げん事を望みLに︑御中あきた

39】

．図

る︒しかし華人の録興は﹁美貌烙印﹂の二事項にのみ懸

か太り複雑な経緯が介在してゐ．βに相違ないと忠はれ

今人絹林於面皮．

ってゐるらしい︒

瞭面l絃蛸．
昔遊富素焼爾厨
不知誰是箇申移

に関してあっさりと叙してゐる︒

次に談林の俳人岡西惟中は﹁一時随筆﹂で︑この事作

四序流行亦如此
歌に
いける身を捨てゝ焼ぐ身のうからよし

荘隙は史に︑了然が江戸から鎌倉に移る．時︑彼女はかね

庄否びければ︑此女何にとか思ひけん︒・傍空士ちかく

いつの年にかありけむ︒年の頃廿ばか梢の女房のある

て書き留めておいた茂睦一派の人での歌の警藁土産と

れ︑自ら画をやせ偏へに迫心の恵をあらはし︑かく詩

路の薪と思はぎりせば

して託した旨を諾してどの歌を列聾してゐる︒．この﹁紫

歌を絞りぬと閉し⁚⁚

とて前記の詩と歌とを翠げ︑更にその轟が大下長囁子の

おもて

の一本﹂の文中に見える遺伏せ云ふのは茂睦の事で︑そ
の別故である︒

もLの款に所持する旨を述べてゐる︒

﹁いける日の宿の灼ぞまづ絶疹るつゐの薪の身は痺れと

・五山の倍に比べて︑鋳年とか伯爵とか云ふ和帝は膵坊主

一降って天明期の人︑冨井埼桶の﹁笈攻麗強﹂懇十二を

この記述がどの程度に眞晋性を有するか知らないが︑

のくせに︑いやに拘泥し．誓ゐる生鬼ガとの感が深い︒美

女院かくれ給ひて後︑宏に振り住む︒安に人ありて媒

の女にして︑準用門院に召仕はれて名を宿り木と既す︑

東武江戸銃砲洲に了然尼といふ尼僧侍り︒京障五山氏

見ると︑かなり詳細になってゐる︒

は表面的事実以外に鋤純を詐さかい︒そ′の心的推移には

一▼

面白い︒．それが急に面皮を放くlに至る種路はかの行文で

．へ

女が粉粧して一段と監人ぶ廿を蟄拝してゐたの．はむしろ

貌之尼作塵生と反問したい︒殊に伯爵の前に現はれた彼

封は
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十．る故︑父母諾して整l一軍÷酌む︶女C口︑子些三
人望は亡夫誓貞てんで﹂釣して槙日華二千遠師へ・
嫁しけり︒其して二十四五琵頃三﹂に㍑女三人の子を
持てり︒則ち夫に懸ご領へー︑目前に髪を下して肩となー

此の記銀はあまり︑索性草明確に誌してあるので︑却っ

てその祈接の指示が望ましい︒・而して﹁紫の一水Lの問

丸たかった姉娘の一際が見えるが︑凡そこんな結婚催件

たるちのがあるだらうか︒了然と云ふ女人が異常な性格

の持雲しあった上しなけ丸ぼ理解に苦しむ底のものを章

了然尼に関しては︑よく▼﹁．新著閑集′︵第五︑貴行篇︶

恥1五山の悟に什て頼撃ノー拙めけり︒闘犬へ下り︑鎖

の‖人を止めらる︒依て木履紹師の弟子伯翁道春和佃

が引用せられるが︑その内容は﹁笈填随筆﹂と殆んど同

見する︒

が駒込の庵蛍を尋ねて法を受けん撃を乞ふ︒是も艶色

一で︺しかも記述は︑この方がむしろ潮路である︒養ゞ

牛和佃に法を間んエーるに︑至望表芸りしかば寺門

のうるはし各を翫ひて︑ゆるさぎりしかだ︑力な′︑立

守段の屋敷にありし白箭和佃﹂と為り㍉又︑澗れたる痍

﹁天和元年の冬︑編会のためにとて江戸に下り︑井上大和

追放て︑︑我銅より頚へ押しあてしかば︑何かは以てた

頓て準えて︑少しも痕つかざ少しも︑亦奇特の事たりし．

田で町家へ休らひ︑鋼器を火中に入れ赤く焼けたる．を．

まるべき︒皮肉化⁝爛れて目もあてられざるに︑則ち垂

︷あるだけは日新し′い︒

うた

′りけり︒尼の了然と仰の道の物語せ七時に詠み骨る

一尾指図名古屋の人三田．茂左衛門が妻は井上氏の女な

山田輿清︶ である︒．

一その他︑攣った記録は﹁松屋叢話L︵文化十妄・刊︑小

を執りて
詩・歌 ︵前記lC同じ︑故に路す︶
後に銃砲洲に草庵を結び︑隠れ家の茂睦譲︑略︶及び
泣伏などに和歌を以て交り︑晩年には牛込高田落合泰
雲寺の寺主と成り︑春雲千然元総大和佃と再すり︒長詩
にして正攣元年辛卯九月十八日寂す︒
丁怨尼 の．こ と

．

り一
Aリ
3
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的雰間気が一抹の陰影とな．つて本然の姿を翳らせる︒そ

間﹂としての了然化の荘蜜性を凝血する前に︑この時代

！舟にもの牒て渡らめ

こで︑了然の涙の様相は把捉し難いものとなって︑従ら

常載行く遺ならばこそ世・をうみの蟹の

此の了然も︑同じ図人にて租山十孤といへる儒臣の

に出現的判断だけが︑l濁りよがりの面貌を見せびらかす

はかせ

母なり︒・夫におくれし時︑容貌の莫毘かりけれぼ︑′

のである︒多くの随珊類が大同小異であると同時．に︑筆

よ．ろはし

けさうする人もぞあるとて︑純に二ところ班鎖して︑

者の小我を︑．ちらつかせてゐるのはこれがためである︒

− 私もここで小我を曝らすやうな置似は差し掩ぺたい

かたち

lそのざまを損なひ︑やがて尼にはなりたる也︒とも

l に正徳年中の人にぞありける︒．

と忠ふ︒

ころ

夫に死別した後︑一体門に入つたと云ふ方が︑鴬初から二

を党えて︑それを作中人物に探持してゐる二三を指摘す

たゞ︑′元改段の﹁訳本﹂作家が︑この棺の行篤に興味

的であり︑人柄も立ち優って享けとられる︒

るに止めたい︒

三人子を生んだならばと頭的するのよりは︑迫か．に自然

r 宿−愚見﹂や﹁柳庵随筆﹂にも記事が見えるが︑大同

この作の懇二︑第四促で山井波門が複仇の族に出る前

﹁ 安琉沼︵事和三年︶ 山東京博

以上の如き文献はその記述の相異によって︑了然埠そ

わが家の軒に楠宿りする最を見て︑招じ入れる場面があ

小異であるから引吋の煩を避ける︒

の人に封する批判に︑差別相を輿へるが︑．それと共に︑

る︒

此尼の容貌を見るに年の頃些二十路に飴りて︑盛は少

すがた

依って生するかなヶの示唆を放下してゐると恩ふ︒近世
日本庖形式化せられた仰教の隆昌期であり︑概念的な儒

し過ぎぬれども生得たる風流の姿︑玉貌妖始として自

t′土れ

教結締の昂揚期で．あった︒かうした時代の風相が︑了然

然の美艶なること︑晴を奪ふばかりなり︒只惜しむら

曇なこ

尼に関する逸話にも反照してゐないだらうか︒即ち︑﹁人
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く遠〇㌣∵ニリ頼？皇′にらに焼印れたろ婆のり︑．恰

すべき︑風仰門に入る徒は恩愛畳表の商を断ち︑家を

らサと虻も∵いく韓研なる女嬰を誰かは弟子とし教育

あでやか

も自要し1し1の入りたるが如隻波門しごし頭を傾け
あ・・Y∴

畢れ兄を棄てゝ︑無残境界に苦行して年を兢めるを契

h︑

亨Qが︑良ありて昆公は了然描尼にてはおはさずヤと

とて︑﹁年四十をも過て後︑魂染の身ともなり給へ﹂と峰

しみとする云カ︒

それから︑了然は波門の未来を相し︑栗控出離香と構

寺の和栂は説いてゐる︒月小夜は顔を厩くの行動に出で

いふ⁝＝・

する雲香を輿へて卑至京極は・吏籠了然の翠堕芸りき加

す︑原注﹁傍たる革合の中に走り入力て英刀七りもあへ

くづや

へてゐ′るが︑それは全く﹁笈瑛指筆﹂の記事を殆んど引

す翠の黒髪ふっと切抑ひ︑祖衣の袖を引裂きつゝ何やら

三 占夢南村後記文化八年︶ 曲亭鳥琴

て反映してゐるのである︒

る葦にな0てゐる︒餌ち了然尼の事投の一年が面影とし

らばこれを遁輿給はるべLLと言ひ龍いて勧進の旗に上

わたし

んする／1と芋詑りて贅を引包み﹂しか上1の人尋ね疎

し︼．ヾ一

川したものである︒但﹁此の事︑紫の一本︑一時麗筆︑
望海毎談︑新著開張等に記して詳LLと添書して︑眞の
典接書目を逸してゐるのは戯作者の常套手段でもあらう
か︒
二 石言遺轡︵文化二年刊︶ 曲亭馬琴
南朝忠臣藤原俊基卿の遺女月小夜姫が︑躊鉾の恕覇を

記﹂の懇七㌦過去の庵主﹂の茸にもl同じ趣向が見える︒

﹁三七全体南村夢﹂︵文化四年刊︶の韻篇﹁腐夢南村後

赤調華之進の美帆花と︑そのチ平作の妻夏山との姉妹の

奥さんために尼にならうして峰の寺︵遠江︶に赴いたが︑
老倍はその美貌のために許さたい︒本書の墾二容に見え

と

・′

一■

となる︒その時の桂子を国光が︑主節に菅る大内義隆の．

両人が︑義のために自匁した平作の初月忌の逮夜に尼姿

る︒

彼冊の云仏へらく︑未だ若き御身にて遁世の事恩ひ立

t

． ． ・ ・

ち拾ふ．るは紹もしく候︑元よ．り成道は頭角の善意によ
了然膵Q

一
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ま詠じも果てず火徹を顔に果しあてゝ︑．もろ共に倒れ
たり︒云カ

姫君の隠れ家で︑施主の尼に物語炭J
此夕︑重が宿所に親族おの′＼蛮骨ひた受その席上

と云ふのであ．る︒

は貌艦よるもの滋らぬせ︑文そのよしたきに侍らず︒

く末心もとなしとて︑許されぬにゃあちんすらん︑心

上㌣顧ひ奉れど甘計上給はす︒．こは宴が年若ければ行

てゐる︒この素直さに封して馬琴は︑﹁石言遺攣﹂では緯

的小説の常套止従って準富者めいた超人的風格を附興し

なし︑出家の事情を解説凪に戯述してある︒而士て浪漫

京倍の﹁安積沼﹂では︑了然花をそのせゝ作中人物と

をぢ

．にて夏山は︑父と外父とに申すヤう∵出家の事を日頃

しかりともふかくも忠ひ定めしを︑いたづらにやは止

悟の拒否を︑﹁南村後記﹂では面貌を烙く請を︑それ！ドー

ヽ

∵むべき︒これもて疑念を晴れ給へ︑と云ひもあへず︑

に配分して︑作中人物の行動として採持してゐる︒素材

ヽ

櫨の火の中へさしくべたる火取の柄をしかと取り

特攻と云ふ餌ではJLの方が木精的であらテが︑たゞ ﹁南

ヽ

．花は根にかへらぼかへれ生きたがlらついの薪と身を

村後記﹂で二人とした裏はむしろ競拗に過ぎる︒

趣向の巧拙︑嘉材その実のゝ適否はときかく︑了然宜

ぼなしにき
ま詠じつ㌧︑烈火の如くに焼けたいノけ石火取を斑へ利1

の如き行動が︑近≠期にあっては﹁新著間集﹂の著者が

あー鵬

．．し協つれば︑姻忽ち蕾と立ち・て 昼苦と叫びも協へす︑

感政したやうに︑崇行と挿すべきヒロイックた態度とし

あ り さ 土

ヽ

仰けぜまに倒れたり︒．吾供この形勢を見．て︑われも叉

て此‖足し︑競大の講仰上⁝共苫たる魅力とを喚起した鶉賞

わ な ふ

かゝる忘はありながら夏山に先ぜられLは生狸の不党

は︑時代忠恕の凪佃の上から悟軍丁べ三崇票二と忠ふ
のである︒

た璽後れはせじと火取をかいとり
櫻大をくだけば後の花もたし死出の山凪
いざ吹かばふけ

3J5

