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か呼ぶとぞ︒′−中略−天明中貧窮の内にふと郡名所図会六巻を

○秋配和島は五条惰下軸の大臣が間色の哲跡統島に住居せしゆえし

侠出して竹原啓朝苔に画を乞ひしに春朝下画をかきて輿えり︑︒舐

ず原より山城名跡誰某窮 韮同職型京の水貝原氏の都廻り等看て
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ヽ
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吐彗藁の﹁忠臣水納伝﹂mm亨寛政十一年刊．後拾五．事和元

山水墾丑は糊夕に見て飽たれは此暫出板するとも行なはれまじと

島林何某へ持行てちりばめ田板させんと勧るに哲林鼻をよろこは

体質の酬I頓霞じ掛とす音量恵抗哲響た郡はよ晶

て彫刻す心なかりLを厩畠の日足下こそ洛陽長安に住み寺院祉嗣

年刊 の成功が転機となり︑親木の主流が上方から江戸の地に移行
しはじめた郡∵その弱掛を挽画しようとした上方田駈黄界が︑輿録

られていろり
ところでそれらの対批難の一つとして搾りあげられたと思われる

名所の奇観は珍らしからねど遠国他邦の人比容を兄は変で求る者

Lに全部六巻田板して売る郡彩しく任の内に数千部招出しり称は

哲せし甲畦もなけねど此暫世上に弘まれなは翌は足す血と息ひn

が1り作料獅弐参円金地︒長く署瀧に苦心をして数多の喜和む引

受引て酪工彫刻にかゝりけり⁚回は啓畢混浄肯させ抗島は校合に

．多かるペLと一派の宗門を弘る如く達て推行を勧るに睾林も渋々

のが・ク図会むのク のH板である︒そしてしの ク図会ものク
は︑幕末の江戸の親米凋落相にも︑上方配水作者の手によって再び
．1
陽の目を見ている︒
以下このク田虫ものクについて堵境を進めよう七思う︒
﹂

暫しに大利を得たり︒

どれによって秋旦離島の苦心の未になった企画が︑当時の人沖に

l

は胃H相川m

好評をもって迎えられたことが判る︒lこの好評の原因は︑﹁い周作

ノ

琶﹂の中にもその一班が説かれているように﹁

文

．談

江戸未知に糀行した名所図会の哺失せも菖﹁郡名所図会﹂全六亀
が︑京都の欝和事野良知武から上梓されたのは︑安永九年仲秋の事
である︒この将物の豊晋について・﹁詳伝奄作欝残編中の
註虻︑
懸﹂に・ク秋盟純良翁の話ク として︑次のよ1な記事が見ちれ
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山城名所紀行を琶としク∵とその拠る．所を元して′いるとはいえ︑広
い知識にまかせた博引傍証ぶり︑−もっともその引用の和歌や古典
の文には不正確なものが争いようであをーしかも臭地m蒼の結果に
ょって平易に説かれた名所の説明ぶりにあったのでもあろうが︑そ
れにも増してク今畔の風且芸あれのまゝに横写し旧木花洛細見図を
増益しクたりい受竹原春朝苛の質になる挿絵にュって︑居ながら

帰国し引特車あさりて成叙すれば河内和束相の国と綿状堪稿成れ

ば粉Ⅲにかゝり彫刻成れば校合し五構内都合四十恕此余伊勢参宮

某堅田扱猫彷道都林藁埠の数編を碧し共闘々に疎略中和に両をむ

ここ．に見られるように︑摘鳥は名所図会の成功に栗じて色んな方
面に手をのばしているが︑古典の図会化も計画輿行したのである︒．

せ源平盛衰記保元平治嗣太平記年代記年中行即まで囲抄を碧し生
澤安楽に過られLとぞ＼1後略−

数多くの抑桧に上二∵て人々に湖近感を抱かせるという効果のある図

に名所に遊覧するの感を抱かせたのが︑これを芋にする人々を臨了
したに違いなかった︒ク図会ク七いう名称にも明らかなように︑

﹁瀕平成夢紀図会﹂六響寛政十一石刊・法鵜中和回 に始せ？

．︑二

絵の効果を倍加せしめる軍記物語餌が採りあげられているのは当然
と言えた︒そし手﹂の図会化された軍記物語は︑漆山天誼編の訳本
註Ⅲ
年表に探りあげられて均采︑祝水の鵬柏として箸振されるに至って
いるのである︒

会化を︑古典に璃悶しようとする場合︑．描鋤的な合戦切面などで挿

この挿桧を重視する結果は︑．柏崎を上り効果的にするためにも・
縦三十五・五糎︑．胡十八糎といヶ大本の体裁を採用せしめてい
な︒
大本で数多くの挿絵を持受いるといj外見上の特長を宥するこ
切﹁都名所図会﹂︑の鈍行は︑天明七年六月に拾遺五巻を上梓せし
め︑更に多くの名所図会出板への導火線となっlている︒この間の甲
情を﹁伝奇作雪﹂の記事は次のように煩えて中る︒
と買手の方より健鍵によりこたびは窮鳥に訊らへければ秋盟も両

た餌島の戦記物語の図会化は︑．﹁保元平治闘図会﹂十巻・法橋中和

○其上此平安城に名所碧跡いと多LU是に漏れたるを拾ふて出せ上
目にて作料何経と超し上引容のむきは章林より運びだしなき婁物

両・事和元年刊︑﹁前太平記図会﹂六巻・法橋中和固・軍和二年刊

る︒

●

初作とされている﹁保元物語﹂と﹁平治物語﹂とを採り扱かってい

﹁保元平治闘図会﹂は∵大本十巻十冊︑呑冊二十乱丁前後の大部
のものlであるが︑内容は同名でl目瞭然であるように︑︑戦紀物語の

の戦記物詔の凪会化がどんなものであったか見てみる︒

と進められているキまず﹁保一犯摩治闘図会﹂を採りあげて︑離島

．は穿婁しても細島に曙せり︒．都の拾遺成ると早次は大和より五敲
内を調へ六十余部も彫んと云︒彿島重余事を打捨て蘭工竹原と怒
者をつれ繁昌紙と眼鏡を数葉供に持たせ甫嶺調度を荷はせる剛力
諸共以上五人けふ旅立−中略−行先々・にも都名所の噂高く増れし
彿起亀物は文庫をひらいて坂田して見せ寺社のひらけし年号はも

三雲地の世に出る事故大地の寺院は坊七椙り大杜は社司を宿として
′云よlり社者閑鼠の伝演まで残る方なく鴛す1中嶋﹁時には﹂度
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l鳳島愚図した肝は自序0終功に
○やつがれ哩に源平盛数舘図会あらハしむれほーしれは平氏恨んの時
上小田きはしめて世になりいつるさまなしこたひこの草紙は源平
醇京のもとひ上り輯録し侍るなりかちおとのつけら︿ならぬハ
．餌のおとれるからど児ゆるL給へかし
と．あちので判明するのであるが︑しかも完全な敷き写しと言える程
度のものである︒所オ文缶の異なってい各点もあるが︑疎く・一部分
で冒うに足・りない︒強いてあげると︑読本によく見られ．る︑各軍の

冒頭における修佃文の齢加である︒しかも全体に見られるのでほな

ぎ告た瞥見貰いとする訂鼠のあらおれであろな︑

要するにどの点から見ても創作力の認められないものであって︑

ただ二・三丁おきに見られる精緻な挿絵とその説関とで通俗化した

でのみこの琶物の意券があり︑当時の人々に迎えられたのであろう︒

という点で従来のものと異つ．ているにすぎなかった︒そし1その点

﹁源平盛衷訂図会﹂も踪名lで判明するように﹁溌平盛衰記﹂の図

り
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会化であり︑﹁前太平記図会﹂も平将門薮乱以後保元の乱までの瀕
︑㌧
誼Ⅵ．
氏一族興起のさまを措いた俗習﹁前太平記Jの図会化であ？た︒

ヲ

︒．の二百は㍉﹁源平盛衰記図会﹂の序文に︑

酪藷鵠髄琵儀

くて︑瓜い出したように所々発見される︒例・ズば︑巻之三﹁為缶降
参移 再朝鶴こ の目現にl︑

′

壁 亦易一︼読卒上ゾ巻︒．−酪−
か．ハ船み頼ますめのまへに有 ○さも粒に六条判官並に子供
とあり．︑又﹁前太平記図会﹂の自序にー
覇ね進らす．へき由︑相田守
も空しきかけろふの世を と安欝門
︑0−路−此文こちたくナみがたきことはもなしをち71を立てもと
に仰せ附けらろ︒
院四条の訪三ひしも思ひ出され
の文の山鳥の犀の畏11しき葱はふきて替るのみ也1鴫1−
︵院元物諏・巻之二︶
六条判官ならびに子供覇逸らすべ
とあるのでも推察されるJぅに︑本文は一唾のダイジェスト版であ
きよし楕叩守に仰付らろ
った︒殊に﹁田平盛衰記図会﹂にはその傾向が強く︑尿管に多い洪
︵保元平治闘図会魅之三︶
菜の故郡を始めとして︑各積の挿話が削除されており︑﹁前太平記
とあるようなものであってその傾向もほゞうかがわれるであろ
図会Lrでも随所で削除の手を加えている︒原宿が大部のものなので︑
くノ︒
大冊とは育三ハ巻の本にする場合︑当然考えられる処置であった︒
ただこの持物は︑．﹁侠元物聖と﹁平治物胱巴とかこつものとし
．ILかしその削除の．部分に︑辻接を合ゼるため手を加えている外は︑
て抜かっているので︑﹁平治物誓こ・の口頭に見られる︑史輿に関甥 全く原文の敷き写しであっ宅︑挿絵を加えて通俗化しただけのもの
のない修飾的文翠が全て削除されており＼
という点・．全く﹁保元平治圃図会﹂と同踵のものと言えた︒
○愛に近来租中綿冒飛中宮太夫右衛門督相原朝臣信舶卿といふ人あ
・このように相当大部の昏物が﹂寛政未年から軍部にかけて上方の
出板菜者の手によ．って出板せれた昔は︑それ相応の理財があった
ー．りき＼
と︑ただl
ちに轟件の内容に餌を進めて．いる︒ニつの戦記物記を・っな と思われそその当時の上方出校業界は︑京伝の﹁原臣水深伝﹂ ′

71

の出校業者の進出攻勢に遇っHて︑その対舞に悩んでいる状態であっ
た．︒しか．竜蟄時ほ上んど無名の新人で㊨った馬琴の︑証本の処女作

初編五・寛政十一年刊・後編去事和元年刊 の好評を契機七七た江戸

．にはあまり見ることができない︒わずかに﹁拇舐太子伝図会﹂大

的島によっで口火l を切られた図会ものは︑化政年冊の折本最盛如

︳．
︑
．三

その執整態度を見てみると︑巻之一では︑最初に﹁三部三霊場事
蘭﹂があって瀾天王寺・広隆寺の由頚について述べ︑続いて﹁太子

はそれほどの意識はあまり認められないように思われる︒

・これによると図会ものの持つ特長の外に︑説本の一般理念である
料亭懲悪の黛l心も含ませて幸るかのような富も見られるが︑内容に・

はえ︒いといみじくはへれ︒草々

．も︒見しりやすからむために︒一かくものするにこそ︒こやおのつ
一ウ
か
ら義受J勧聖惑軒の︒軒﹁㌢ら胃．翳の心

ぬるハ︒此に氾て︒いまたまたく傭ハると云廿かたくやありなん．
・一オ
・か︒／されは今笈に碧ハせるは︒これかれをまLへかうかえも
て︒国つ文字とはた其おもむきを︒回にうつLもハら︒ユ豪まで

○兵世に行はる︒頂徳太子の伝といへるロ︒はた併しとせす︒しか
はあれと︒おほむね︒此に椚しき盲は︒彼に粗く・はたかしこに朗

くわしい周

．いずれも上方の‖板である︒・
﹁斑徳太子伝m衰﹂．は︑柏徳太子の二代記で︑序文にその述悪が

が︑伝来群︶﹁七福七難回虫﹂半紙木・五巻五冊・色々鞘腿碧・岡
田閑庸価・文化五年刊︵これは人間の七福七mについて意見を述べ
た随班といった方が判りのいいかのである︒︶を見るにすぎない︒

本．・六巻六冊・沈招中和囲い＃和四年︵文化元年︶関沢通人序−
〇朕文の親名によると＋禦骨は﹁わかはやしのくすみつ﹂とあを

／

とも芋蔓晶攣氷奇縁﹂五・嵩≡各刊イ大阪のび捷河内雲
でいた上方の出版栗者が︑．名所図釘の好評艦便訳して戦記物誠の

註
V
I
助から板行︶を田板しなければならなかった璧作者不足をかこケ
図会化に乗り臥し︑重民の誹本へlの対抗策の一つ．にしたということ
まかせ︑名所図会を著す片手間仕事として︑淡路中和とタイアップ

は︑当然考えられることであった︒純良はその田板賃者のすすめに
した上述の書物を作りあげたのであろう︒

ヽ
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このように考えると︑この戦記物語の図会化という現象は︑上方
において薗水軍暁詔などの契録体読本が︑江戸の読本への対抗策と
・話Ⅵ
二して盛んに売り出されているのと軌をl一にするものと挙えられ与
とすれば読本と呼ぶにはあまりに創作性の欠除しているこれらの臼
物を︑．読本0年l表の中に著録するのも︑あながち無謀な処町とは言
えないように思われるのである︒
いずれにLでも読本という文学領域における文学的価値はほどん
容敢許してlいる梅島の請作は︑幕末期に頻出する図会もの・とでも呼

ど軍に等しいと言えるが︑その大本で粁絵の多い︑しかも安易な内
べる一群の作品．の先錠としての役割を充分果しており︑その文学的
J価値は．いざしらず︑訳本由上の甥象的価値を墨祝すべき作品だとす

ヽ

の畳名を有する詑太の

雛は鍼絹描招絹一瑠史の上守ヱつ．の
ヽ

以下﹁○○図会﹂もしくは ﹁○○図会﹂
ヽ

一層を︑．便宜上図会ものと呼ぶこととする

一一一ヽ

一
一

・一
l

／
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造立糾合通路﹂ に難儀太子の造立した寺院について説き︑最後に
﹁編コ頭太子伝−大路之串﹂とあって︑この伝紀を翳すについての
方針や原拠について述べている︒それによると︑汰子の川幾の伝︑
四海の伝︑十亀の伝というものを挙げながら︑特に↓担徳太子伝
暦﹂を指摘・研説している点から︑太子の伝記的妃述で町．こ．の﹁聖

このように調訳とも言える程度のものなのであるが︑・﹁聖徳太子

伝図会﹂では︑統いて．﹁斯る響天竺毘且にも例あり︒﹂として︑

舎利弗の生誕説話を竺例として引用する︒又処々に﹁天山按ずる㍉

に﹂とか﹁元享釈哲を按ずるに﹂とかいう暫き田しの︑註めいたも

徹的・音階十五年刊 などの記述方式に酷似している︒仏教具の強

のに相当のス．へースが割かれている︒・
この詮を附していく記述方式は︑前期読本群の′︶っとして注目さ
詳Ⅶ
れている長編の仏教説話ものの一部−例えば﹁中将姫行状記し七∴致

把太子伝暦﹂を中心として︑﹁栖轟本紀﹂を参贈し︑更に﹁日本
と・﹁元竹前誓﹁新明姓氏組﹂れどせいう欝物を馬堀閂している

い討用談によって潤色された﹁望徳太子伝図会しなのであるから︑

特記﹂などの史得を清川したらしいことが判る︒本文に入ってみる
串も明らかになる︒
墟之二から木瓜に入って︑﹁担徳太子伝層﹂と酷似していること

るのけ当然と亨えるが︑その記述態度には朋当の相異点が認めちれ

近三一・三十年前に拓行した仏教説話ものの記述方式の影響を受け

まれていて興味ある説話を採りあげ∵てれに仏教的瓢果応報観を結

る︒
．仏教説話ものでは︑歴史的なものに材を仰ぐ事は少く︑雇劫を勧

○鋏的天日州 年率卯の歳正月朔日の
夜穴租部聞入の妃︒ふしきの㍍捗を
㌫り三ひね︒︐井捗は金人身に光あ
り︒忽俗として御枕の．辺に来り宜ひ

史印輿に担われるというような串は認められないのであるが︑﹁聖

一びつける．ために舐々．の趣向をこらしているのが普通である︒．当然歴

て・慧思禅師の生存中lこ聖徳太子が生れていlるとらぅ史実上の矛盾

の円舞だと写説を駁して妄誠だとしているのがあげられる︒妄
餅だとする根拠は︑人間の再生がありえないからというの廿はなく

子伝層﹂に重﹁元現駅むしにも餅かれている︑鞄徳太子が憲恩禅師

る点は反即して訂正を加えている︒その著しい例としてほ︑一．聖徳太

を 当時としてはま信用がおけたであろう太子の伝記﹁聖徳太子伝
暦﹂を紺1述しただけでな︷その中でも歴史的に不合理と認められ

徳太子伝図会﹂では︑あくまで歴史塾宍に忠異であろうと努めてい

化するための方便と七︑浄瑠瑚・欺知抜などに告・て民衆に親し

けるハ︒我に他を故の大桐あり︒暫

さわやか

見して咄ならぬ意地に先王ひ︒懐胎
ましましけ右こそ不忠銅なれ︒．是よ
り恨眼十二ケ月の問︒少しも吾しき

ここち

でくふ

く妃の抱に招るべし︒1中略−其後

いて述．へた田所を例にあげてみよう︒・

は︑その文群を比駿すれば明らかである︒今︑太子誕生の前後につ

夢宥金色椚密偵大皿︒

○州二品溜月晶校紀
対己而立．謂之日︒雫石
−中略− 憤此以鋲︒始

・救世之翻︒m糊H粕后膜︒
知和狼︒妃之妊也︒性殊
容敏︒Ⅲ止閑火︒柏機弁
．梧︒．枯千八月︒冒冊子
外︒・穴子芹妃机以大嶺︒

おもひ

如なく︒身心はなはだ閑火にして︒
︑何となく咄明なり給ひ︒板令はいか
なる郡を耶囲印るといへでも︒忽然
ひく魯
として其笛をなし王ふ轟︒水の埠に
由るゝが如し︒人々覇只の恩をなさ
ずと云耕なし︒
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ヽ

．

・

一

．

の喝釆をあびくいて︑そこ﹃割り込む余地はlなかったし︑．又上方に．

おいても︑江戸の脱水への政大の対抗班とされた逮水準睨茄などの

輿録体親木が︑ある紐皮の成功を収めており︑しばらくすると異枚挙

鬼卵のような︑江戸の脱水に追いつこうと努力する脱水作者も姿を

見せはじめたりするので︑安易に出来るのが特長とも習える図会も

のは︑当初はどの必喝性が感じられなくなったのであろう︒柏に木
．柏的な親木のみせなく︑頃録体親木でも仇討ものが狙獄を域めてい

た文化年間には︑．史伝もの中心の図会ものが割り込む余地が一層少
なかったと言えるようである︒
四

化政年間にはほとんど姿を見せなかった図会ものも︑文政の未年

．一

から再び姿を現わし催rめく︑天保から冨永・安政lの端来期には相

は︑′ ﹁平家物語図会﹂ 的網六・文政十二年刊・後編六・姐永二年

へ当の数を見ることができるようになる︒この幕末期の図会ものに

に．おいても︑先行文学作品の放き写しであった細島の吻合ほど安易

一

刊二滴井庸山著・有坂新京甲とか﹁頼光胡臣掴功図l会﹂lO▲松
宇金水碧・歌川良努回・買永五年刊・といったJrに︑江戸の詑本

作者の手になったものも散見するのであるが︑中心は矢張り上方の

得た範囲で軋﹁謡瑠志錦析談図会﹂五・義軍主人補編・．梅

︑′梅島の図会ものによ．って︑図会ものの持つ傾向がうかがわれたの
であるが︑この﹁聖徳太子伝図会﹂によって一層そゐ特質が明らか

画家が︑l・疏島と協力した西村中和であやてみれば︑両者が同一の根
から生れたものであることは明らかだと思われる︒

島のものど同一傾向を持つ一と亨え右であろう︒まして挿絵を衝いた

なものとは言えないにしてヰ創作性の欠除は覆うべくもなく︑毎

全く離島の図会ものの模倣である﹁聖徳太子伝図会﹂は︑その内容

られる︒
．︐︺のように碗討してぐると︑大本で棉桧が多いと写︑体裁上は

・りはないけれども︑大手の些細な行動は省略されている点も見受け

ておらず︑正統的な伝記といった記汰方式を上っていて大桐に変

言っても︑伝層に見る︑日時に捉あれた年刊凪な記述方式は噸製し

なおl﹇聖衝太子伝図会﹂が﹁聖徳太子伝閤﹂を姐述しているとは

′

念を導入しようとしている形跡は認められないのであるバ

然考えられることであるが︑趣向を設けて因果応輿餌啓徴恋的理

ノ縞絹描鍔鴇摘絹親指用謂鏑絹的

−

川東拳固カ・安政六年刊 が単組木であ．った︒挿絵も各冊二二ニケ

．幕末期の図会ものも︑体裁から言うと大本がほとんどであるがJ見．

に実きぐよりかかった安易なものであることであっ．た︒

所しか見られず︑一般の諏本と同程度で図会も．のとしては数少いと

ものであった︒

・転戸の読本の田板攻勢への射打密の一つ裏と考浸られる︑いい挿

言うべきものである︒しかし和気潜厩と弓削遺銃との対立という看

にされる︒−それは体裁上の特長の外に︑史伝ものとで旦苧える素材

絵睾きさえ居れば手軽に出来上る図会ものは︑前述のよう．に文化・

名な史実を︑年代にも充分注意をほらっで述べながら︑孝談塙の好色

︑が採りあげられており︑しかも程度の差こそあれ︑先行の文学作品

文政年間にはあまり姿を見せて．いない﹂その原乱は︑江戸において

ヽ

︑載趣向をこらtた京伝・馬琴を．中心とする本格的な読本が都下人士

74

を閑らさまに述べた当和気広虫の良即を歩調したりして︑やや俗
説を採り入れたという内容を持つこの作品は︑・図会売いう題名をわ
ざわざ付けられただけあ．宣︑壷縛事の今一つの図会もの﹁北条

﹁一休詰国物語図会﹂は全くこれらの敷き写しである︒序文からし

閉路咄﹂≡・寛文十二年刊 などlこよっ．て世上に流布している事︑

て﹁一床咄﹂．の序文を模したことが明らかである︒

1

．官にてましませり世の人の耳に

○それ一休瑠偉は後小枝院の二の

残れる御歌にも後の小於の二葉

ヽ

○−前略−それ一休和餌は後小

にある歌にも︑′後の小枝の二

．

時顧記図会﹂石田半山国・霹永一刀年刊ヰ他の図会ものと同じよう

．校院の二の官なり︒世人の口

と詠し玉ふも有けるとかや誠に

ヽ

に︑先行文学作品や歴史哲の形相の短めで大きいもので思った︒そ

．謀と詠ぜられける也︒誠にい
ともかしこき人にて空し︐′︵1

ふみちらし大内をおとり田七十

只一目虹白眼付け1倭路−

﹁一・休咄﹂．序

﹁一休諸国物語図会﹂序

．−後略﹁

′宗をたゝ一日ににらみつ．仇・

いとも腎くまし︐〜尊き高位を

けるが︑高き四位をもふみち

のr総的﹂と即した序文に
○此物語に統日本校紀大日本史大系図元等釈四本瑚招堰録水かゝみ
八幡宮本記其外くさしの哲をもて其超をかきたれは世に多かる

東

らし︑大喪を跳出て十宗を

・かの小説稗史なんど1ひとつらならず正史ともいはゝいひなむも

ちゃこの

のか見ん大聖Jはりをしらすていとたくみなき暫さまにもそしり
′

三ハんにハ此ふみの本意にはあらさりけりと
かしこみ申

又目頭の地獄梅楽の問答は︑⁚ ↓一休関東咄﹂上巻第五話﹁一休甲

和革主人

とあるのによ．っても︑某m軍の意図するところがうかがわれるであ

掟の国にて地獄臨楽問答の轟﹂ の葬を適当に暫き変えたものであ．っ

帝的苛の著した﹁絵竺休訂﹂六・速水春暁蘭画件・文化九年刊︵序

ところで同じ一休和佃を抜かったものに∵契録体詑本の作者速水

びついていないので︑謹上いう形もとっ′てい．ると彗口えす︑壷数を
増すための手段かと疑がわれるほどのものであった︒．

形式の︑無味乾娩な説教が挿入されている︒しかし本文と有機的に結

一休和偶が蛇川新右衛円に対して﹁芋悪五戒の講釈﹂をするといぅ

から︑全体の傾向が粧しはかられるであろぅ︒ただ所々に小字で︑

咄﹂巻之一箪毒をlそ．のままうっしたものであるという旦合である

たし・型一転の一休の名前の意味についての問答．にしても︑﹁一休

ろう︒きしには自分の創作力の乏しさを隠そうとする負けおしみ
が感じられはするが︑一般の飢水難と同一視されることを細ってお
り︑むしろかみくだいた史哲として見られることを望んでいるかの
ようである︒このように﹁米朝釦紺絞図会﹂は半紙本で抑桧が少い
とは習え︑内容的には︑史伝もので先行作品のm倣掟の払いもので︑
あるという︑図食ものの時蛸を逸脱するものではなか？たと習える
であろう︒
大本という体叙においても︑細島の図会ものの形式を跡即した幕
末期の図会ものは︑どのようなものであったであろうか︒まず﹁一

作・文化十三年刊Vがある︒：この道水軍睦膏は

l箕年・畏完苧∧後讐㌫詔賢票﹂六去水芸亮

休指固物語図会﹂七・平田止水編・荘川措辞囲・天保七年刊 を搾り
あlげでみる︒この作晶はm名流りl休和周の泡話を蔑めたものであ
／

る︒一休和佃の泡話と冒えば︑一﹁一休咄﹂四・冤文人年刊︑﹁一休
ノ

0−路−近事人情変異して専ら輿録なるものを盲び所謂故郡遣紐に
本て編する処の英繁等の冊子は之を荒蔚妄誼に陥して児女班とい
ヘビも玩ぶを屈とせず1時﹁︵絵本欝銃談巻十l︶
など言って︑輿録体読本の優位性を袴称しながらも︑︑突際には写本

／

﹁日本円は﹂を参府しながら︑日本拭舘の川上良師退治の露から

神功岩の三温征伐の管で淡‡彗た晶聖二翰退治図絵﹂
五・山月庸竜人相迩・芯鮪拙斗畢・天保十三咋刊 や︑浮世群子﹁

ものという体叙・内容の班範の中にありながらも︑いかほどかでも

上して流布していた宍録を焼直して︑自分の字になる挿絵を加えた

詑本性を持たせようとする努力か感ぜられ脊

ヽ

一代記という形をとった輿録体読本である︒

l この努力がもJともよくうかがわれる間食ものの⊥つに︑﹁大伴
金道忠孝図会﹂前編五・霜永二年刊・．後的五・岩永一二年刊・山田意曹

ヽ

るが︑決して放き写しと習うべきものではなかった︒．そこには図会

北条時勅抱﹂十・岡本一杓子・元碩四年刊．を平易に租述した﹁北
条時頼指図桧﹂十・池田罪銅軍票J校川半山師・茄火元年刊．など
は∵先行の文学作品を厨如ししている点では何ら変りはないのであ

ここで春暁蘭の﹁絵本一休詔﹂の執蟹態掟をうかがづと︑和倍寵坐

・署・柳珊誼窄肖倣・宮田甫北囲図．がある︒作碧山田詔珊︵完山子・

ヽ

にナlぎない安易な作品を手がけていた作者であるが︑その啓班顆の

にまつわる説鼠は︑﹁東海一休和備年譜﹂の記事を参腐︑倣持して
いることが察せられ︑そ亡には一応信用のおける年銅で一代記を組

待計欝・又は好韮鹿野軍などの号がある︒︶は︑﹁絵本楠公記﹂初

ヽ

作品﹁給水一休詔﹂も︑．1休和侶誕生から説き起した︑一休和何の

み立てようとする意識を見ることができる︒又﹁一休咄﹂などの逸

巻完結JVなど︑上方の輿録体脱水の作者と七て︑早くから名前の見

編一〇・首都元年刊＜ 舶以下拝遠水棲睨醸成作で文化六年全三十

話をそのま患採用している所も︑年代順に並べようとする注意を怠
たっていない点にも︑ある程度の編簑意識が見られる︒もちろん

﹁日本琶紀﹂巻二十六督閉紀 に見られる百済救望埠の派迫から

られる人である︒

笑を起して︑一式串の乱を頂点にした史異を背丑としき﹂の﹁大伴金

作者の主意はそこになかっ七ように思われる︒その郡名からもうか

冠忠孝図会﹂は︑ある橿蛇忠異な﹁日本官紀﹂の祖述であったが︑

宍録体証本の常と七て︑奔放な恕職をめぐらしたような鴇のではな
く︑年譜などによって組み立てられた骨格に︑．﹁一休咄﹂などに見
られる逸話を肉附けしただけのものでしかなかったJLかしこのよ
﹂な﹁絵本一休窯にに比べても︑創作性や編麗意欲の欠除し七もの
が︑・二休諸国物語図会﹂であったのであり︑
lその内容の安易さに

がえるよう彗その主繋材は︑J竹田出雲作の浄瑠鞘﹁大内担大友共

おいて与名実ともに離島の図会ものを受けていると言えるであろ
う︒．そしでそこには文学として新しい展開は全く認められないと冒

鳥﹂等保十年九月十八日上演 によって評判を待︑其硫・自突遠虐
〇八丈車厨本﹁大内霞大友其鳥﹂山軋保土を刊 によって訊物化も

浄瑠璃では高村兼道︶の復撃物語であった︒この主素材を生かす背

されている︑悪逆な薮臣大友真鳥に対する忠彦節童の人大伴金遺︵

わねばならないであろ午
しかし幕末l期の図令のには︑−ふように輝度の低いもの欄少
ヽ．前に見た﹁聖徳太子伝図会﹂以上の編堅忍欲を持1たものが多
︷
いようである︒．

76−

ると言えるようである・・殊に後編巻之≡以後における︑壬申の乱以

東に訂明紀以後・天試紀に蚤る﹁日本日記﹂の㍑塾が利用され．てい

′

後竃述は史輿から醗れて音鳥に対する金辺の勇ましい仇対話が
中心となっている︒
﹁日本欝紀﹂の相通が露骨である・・後編幾之二に至る部分におい
一一

ても︑﹁頂平盛衰記﹂巻十〇有王預硫顎島郡 の条に見える瞳大臣
が燈台鬼にされる説話が︑その芸嗣描幾空に弼話的な採用をさ

れていた︒︑又串宕餅曲﹁百合宕大臣﹂以来多くの文学作品に採り
あげられ．た︑詔臣によっ蒜八島に翼りに︑され︑宗梢餌される
強弓の百合薯大臣の説話が︑単純なお家騒動に還元されてではあや
が︑前編巻之二から毯之玉にわたって大きな部分とし晶み込まれ
甘いたりで・相当手の込んだ趣向をこらしたもので誉七︒
又同名にク忠菅と一い吾桑をわざわざ佼てい晶からうかが
えるように・祝本につきものの御塾鶴猥・因菜応報とい？た現念
も︑語ではあるが流れており︑そのようなことは倉く栖祝してい
た離島などの図会ものとは大きく遊芸いる︒．
とは冨っ寺︑﹁日太持記しの祖述が撃では露骨にすぎる点︑
﹁源平挿繋巴の餅諸がほとんどそのまま放紺されて焼正しであ
ることがすぐ白につく点・又控用された管の祝話が禦Pして渾然
たる竺体をなしているとはいえす・劇的踵︒上りがばらばらであ
′

る点などからいえば︑白宗醗中の趣向姦しい椚思のもとに艮開
させるだけの才柏も烹欲も認められないようで臥る︒

：jのように﹁大伴金置忠浮田会﹂は︑祝本最撞期をかざった馬琴
などの誹本に比べ右と見劣︒がするのであるが︑今まで説いてせた
図会もののm時からほ脱していて本格的露太の烏を膵そうとす

紀図会﹂二〇︑﹁釈尊御一代記図会﹂六︵ともに冨永年間刊か︒

′露協と号音おろう・な甘恩賢図会もには試乗皇組′

﹁釈尊御一代記図会﹂査小説琶目年表に作者未詳とあるが︑﹁大
伴金遺忠孝図会﹂の巻末広告にク浪花山田意琶参考ク・とあるの
すべ

にょらい

だい∵−としる

づ

ぺはへ

ありがおきょみほん

で︑意顆の関係した作品であることが判る︒又そ協廃木広告文に︑

掩島にはじまる図会ものが︑二ノ且姿を消し1又幕末に至っ寸上述

﹁郡て如．采和一代の串を記し図を加たる難有読本也﹂とあるの
は注目される︒︶などがあ．る︒・︑

のようにさまざまの価値を持つ作品を包含tていかほどか読本と・

しての向上の跡を見せながら︑都観的にはほとんどそのままの姿で

における読本の衷迫がその原因であった︒︑

再び現われた原因はどこにあるので思ろrlぅか︒言うまでもなく江戸

玉

共御各を毅ケし塾なく︑絶板せちれ．七物な竜は大串といふべし︑・

も？とも与党的な訳本作者であった埼沢馬琴にさえ︑㌧
○予冗政三年より出品を以て潰世に倣す翌﹂．ゝに五十三年也︑然れ

然るに今玉より新板の草紙類租改正＼前条の如く︵竃萱の田舎源

氏絶板の凪潤を指す︒︶隊歪に被ごね由一朕上は︑恐れ供て戯

瓜の舘を絶て余命を送る外なし

︵著作堂雑記︑．天保十二一年寅六月の粂︶

という・よく引用される望冒発せしめた徳川幕府静寂の断末魔と

でも末期的現象を見るこ．とができる㍉

ヽ

も亨える苛酷な天保の改革が断行された天保未年には︑読本の世界
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・

ヽ

六日︑馬琴がその生粒を閉じてからの詐重罪は︑その大鳥柱を失な

か一．それ以後あまり活躍しなくなっているが︑更に笛永元年十一月

失明といlぅ肉体的条件に︑∵宿朋を果tたという安心感も加わ？て

伝﹂．を天保十二軒に完成させて︑その強粗な筑カを諮った繋叶も︑

臣事右顧門︑蚤屋又兵相の手によってであったこ止は︑典味をひく・

を附して≡浣腸の目を見たのも︑天保十三竺二月︑正戸の憶捷酌

﹁柳水は故人異枝亭鬼卯の著 述に七云々﹂ といういい加減な序

改題され︑﹁栂砦丸二代紀﹂上り一個祝本的よそおいをこら与

﹁郡鳥蓑恋用﹂五・白其突頂・享保十九年刊 が︑↓梅花柳水﹂と

っている︒ことに．﹁栴薯丸一代記﹂と改題して天明八年再板された

・つたに等しかったユ腎稲水溶伝﹂書十・︵初桐︹文政十一年刊︺

現故である︒

ー

〜二編晶琴丘山作・三編︹天保五年刊︺〜二十八編︹明治十三・四

更に契疎林親水も鳳由している︒そしてこの幕末期の真跡体祝本
には︑文化初年に盛行した仇討ものが渦路しててると︑﹁南総出見＜11

ちよじゆつ

年刊︺知足餌槙他作︶ ﹁大川仁政録﹂二十・校軍金水作︵初編︹安

犬伝﹂正代表される藁机の史伝ものが批奉埠の中心的位地を占めく

こじんトソつしていさらん

1改元年刊︺〜四編︹安政四年刊︺ルなど江戸の訳本作者の手になる良

べるが﹂その史伝ものの流行に乱心されてか︑史伝ものの中の軍記．

hツ1′てい

緬続きものの読本が数多く見られるが︑それも惰性的に哲きつがれ

西庵主人・石田玉山画・天保五年刊︑﹁桧木鶏臣琉球軍紀﹂前編一

ものとも亨べ軒ものが多く見られる︒﹁鵠飢琶記110東

一

ているのみで︑文政未年からの詑本界の況膵はもはや現ケベ・くもな
．ふった︒だからと言っ．千田板業界が手をこまねいて何観していた

毎再板が許され︑．弟り出されているのも注目される︒

年刊︑後編一〇同回・宏政元年刊．などがそれである︒文化元年に

回・電延元年刊︑﹁絵本朝鮮征伐記﹂前編．一〇・歌川貞秀画・罪永

〇・岡田玉山所作・天保七年刊・後編一〇・．宮田南北作・松川守山﹁

料完結︒︶・﹁絵本漢遊軍談﹂二〇︵上編芋・滝沢用琴・文化元年刊．
で雪が︑料撃六・昔馬琴・文政十毒刊⁚芝﹁細管本洪

永六年刊．という中国稗史の駅訳⁚翻案が︑平易な文と爪蕾な抑絵

踪十二年まで刊行完結︒︶ ﹁絵本呉越軍談﹂三〇・東難事主人・罪

て︑いる︒︺﹁絵本通俗三国志﹂七誓財田常軌戸︵天保七年から天

は︑たし事に本格的な読本に招抗できるはどの文学的価値は持って

とができよう︒そしてその努力のもっ．とも大きな部分を占めるもの

？て︑その空隙をうずめようとする田板栗罪の努力の現れと見る七

このような諸瑚故は・．本格的な祝本の洗棒とLもに起ったのであ

いなかったが﹂翻訳・再版・更に央録体読本などに比べて︑質的にも丑

として︑図会ものの再出現が挙げられるのである︒この図会もの

に彩どら打て出板されている︒↓絵本西遊記﹂のよ↓隼一時中断
tてレたものが再び陽の目を見たものもあることに注目したい︒

朗にも読本沈滞の空隙を坦める徽目を充分壌⊥ていると言えよぅ︒

絶板を申し預された﹁絵本太閤記﹂﹁絵本拾遺信長記﹂が︑宅政六・

放置談﹂二〇・鶴亀真南︵鳥永春水の変名︶弘化元年刊 と再刻され

まlず﹁絵本西遊記﹂四〇︵初・ 編は口木山人訳・文化三年刊で
あるが︑．1︼一編か材は空事E山訳で︑・天保四年から天保六年まで︑坤

．わけではなく︑様々な手段を講じている︒

︑後期読本の声高迄として万人に認められている ﹁両紙里見八犬

1

∴又﹁絵本漠廷軍談﹂が再刻されているように︑文化年間の読本最
凛掛の作品が再掛されはじ濃のも︑夷偏年潤に入ってかち多くな
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ー

又これちの㌫現象が︑殊に輿録体批本と図会ものが︑多く上方の墾
本作索の手を経て小ることは興味ある拍奥である︒文学の主辺棺を
江戸に事われていた端末和においても．︑上方の批本作者達は江戸の

臣Ⅲ

新野皐類従第七暫日南収﹁

︑

註Ⅳ′統哺国文屈酪給餌 所収︒この官物は︑享保書籍日録に

甑太脚抗猶堅欝誓所収︶馬琴の項参照
註u．註1と同じ︒

訳本開拓の間隙を旭めるだけの輿カは擬していたと冒えるのであろ

究

会

・

．

官若干名︒参加傾はい︑新潟大・千韮大・璽京
学芸大・大阪学芸大・京都学芸大⁚周山大・
山口大・福間学芸大・関本大・施児島大など
三十数枚︒烏大学祭参加︒
︵山下記︶

井上橙園・石橋国水・浅見婁協・賓顧鶴跡・
網田肢陽・大餌桂宝の詔先生︑ほかに大学教

大会が百三十名の多数参加のもとに︑±原市
仏通専におい．て盛大に開催された︒講紺は︑

．

田辺の大会として︑横の遠野につくしでい
る︒鞍鋏本位の鋲成金でおり︑今年は舞四回l

別封痢l宍力壁戊を目的lと七て古帖法中心に
練習︑條副扁額等の研究む行う︒行事 H全
国大学訂期合椙哲遠鉄成会︒姦国唯一︑か大学

ならびに井上教官室︒到珂凱 二十要隻こ甲

−広思大学大学院学生lつ

．

の非損をまぬがれえぬものではあったが︒

しい︒

う︒図会ものの田域に班的にう′かがわれるように︑それは 番田じ

研

1

註Ⅶ 仏教説儲ものについては︑中村車琵先生の﹁読本発生に関
する諸問題﹂ ︵国語・国文第十七巻竺ハ号︶などにくわ

︵国禁・国文型l十七巻十号︶にくわしい︒

に終ってしまうことが多いので︑もう少し理
的的な両をかためておこうとしたからであ
る︒会員は約十名︒主として教習学部国語科

時

1大正時代からUl

本文学会真別巻筑膀哲房︶

﹁現代日本文学史﹂ ︵現代日

毎週水和日四時〜六時．
教苛学部国語科研究白

の学生である︒九月からは︑次の項餌で行な

日

っている︒

テ一キスト

切・．所

甲

柑潰教官∴滑水文雄先生
笛

．．ヽ

士冊のl時から五時迄︑奴育学部二l四号琶

．・．粕迫l釧甘 井上桂園先生 別瑚嘲闘．毎週

＼

9

詫1・・この間の郡柄は︑中村串亘先生の﹁配本段間史のl酌﹂

．

7

．琵l 西沢一．凧翼 ︵氾輩閏如正本昆利助︶−新押印類従第一演劇
・所収︒

︵学内研究会動向︶
現代文学研究会㌧
現代文学研究会は︑椚水先生が某m分校か
ら転任なさってこられてまもなく始められ
たこしれ廿で・①﹁芸術とは何か﹂ ︵福田佗
・存︶◎﹁風俗小脱m﹂︵中村光夫︶◎﹁文学
ノ

■

の方法Llへ岩波摘塵文学︶なと祝んで来た︒
こね会では︑∩屈的な作晶の研究を含めな
がらも﹂主として︑文学の打的ないし胚史の
研究に重点がおかれてきている︒これほ作偏
研究が︑ともすればその場かぎりの印象批評
・

一

