郎

は︑まずはそこにあるであろう︒このこ．とを見通しとして持つので
ある︒
理恵の一対のくずれゆくところ︑光預氏もまた今までの光澤氏で

焦点は紫上にあると思われる所以があるとともに︑物語の主題のあ・．
りかもまたその内両的な事柄︑紫上の心理の内側にあるであろう
ことを考えさせられるのである︒女三の宮の降臨という事件の意琴

紫上その人自身の変化を予相ぶしめるのであって︑全く内面的な間．
題である︒こゝに︑女三の官の光源氏への降蛙という物語の屋関の

しているといえそうである︒ところで︑こLに新しい物語の辰閑の 一
さ七一試すところは︑源氏と紫上に起る変化︑特には紫上の身の上の
74
変化を予想せしめるのであるが︑事は外面的な変容に正喜らない︒ ペ

ならぬ︒なぜならは光源氏と紫上の並びなき理憩ゐ一対というめで
たき世界が打ちくずされるのだから︒甘くめでたき世界の崩霞︑新
しく物語りはじめられた世界は︑そのような精神構造において出発

情生活の一大事件であをとともに物語の世界のl大変容でなければ

上はもはや六条院の女主人ではいられなくなる︒これは六条院の愛

源氏物語第二部の主題性について

l

若菜の巻以後いわゆる第二部の世界は女三の宮の翌場によっては
じまる︒その登場のしかたは︑人物紹介にはじ虻るもので︑かなり
改まったものというベイ︑さりげない登場というようなものではな
い︒定とえはこの第二部の物語に重要な役を演ずる一八である柏木
の翌場へ註1︶はまことにさりげないものであったことを思い合わ
したい︒これだけで︑だかち︑というのではないが︑女三の官は︑
とを予想させられる︒特に光源氏への降妹が︑．作者の丹念な笠によ

新しく物語りはじめられた世界の重要な役割をになう人物であるこ
って語られるとき︑光源氏の愛檀生活に大きな変化をもたらすこと
を予想せしめて︑轟はまことに重大なるを思わせられる︒︑
癖しく物語りはじめられたこの事件︵女三の官降臨︶は︑一体い・
かなる意味を桁語の世界にもたらすものなのか︒われくは︑今ま
で︑この物語の主人公光源氏と女主人公紫上の並びなき理想の・．一対
を見てきた︒蔭置菜のめでたき大団円ということを︑光源氏の愛情

はあり得なくなる︒したがって︑第二部のいわゆる新しい世界︑進
歩といわれる点墜女三の宮の登場によっで新しく変貌する光源民

生活につい三日えば︑この紫上と玖めでたき一対を頂点とした六条
院の調和ある愛情生清ということであった︒ところが︑こ1に︑朱

三の宮とが作りなす六条院の愛情生活のうちに物語の新しい惟界は

と紫上の像に見られる▼と言ってもよいであろう︒光源氏と紫上と女

倦院最愛の皇女という申七分なき身分をもって︑l女三の官が久しく
コ塔であった党汚氏の正夫をシ這きまることとなったのである︒▼紫

かたちづくられるので．あり︑そこにはらまれる問題性をあと．つける
ことによって︑㌢二部の世界の意味は明きらかになろう︒
因みに︑これは︑この物語を読む時の読者の素直な興味と軌を一
にする︒第一部以来の読者なら誰しも︑女三の官の光源氏への降録
ということによって思いやるのけ紫上の身の上であろう︒王朝の記
者︑女君たちの託み方を想像するならなおさらである︒いわば実質
上の正喜︑光源氏の最愛の女性としての幸福を一身にになってきた．
三の宮の降臨によって光源氏は紫上と女三．の宮に対しどのように過

葉上の受ける打撃を思いやらずには車られな・いであろう︒ずた︑女
していくのであろうか︑という光源氏の態度もまた読者の強い関心
の的となるであろう︒言いかえれば一二角関係への興味という通俗的
なことがらであるが︑作品はどのようにこたえてくるであろうか︒
問題は女三の営降臨等件の中にすでにその可能性︑茄芽をのぞかせ
ている︒論述もまたそこからはじめねばならない︒
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ヽ
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ヽ

ヽ
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

らじとこそは推し蒐らるれど︑なはいかがと憧らるる事ありてなむ

党ゆる︒﹂︵若菜上二八五三︒賓数は︑吉沢轟則博士著﹁対校源氏

物語新釈﹂による︒以下同じ︶︒源氏に親しく仕．えている者︑すな

ゎ受ハ壌院の事情に通じ走者の言斑としてその確度は高いと見なけ
ればならぬ︒事実︑弁が語った六条院における源氏の愛惜生活は︑

ヽ ヽ ヽ

ヽ ヽ

ヽ

ある︒だから︑巣僅院や女三の富の乳母が︑多くの妬人たちの中で

ヽ

読者のよく知るところである︒紫上の存在はまことに大き．いので

からの抽象的な︑具体的な核心を欠いた︑不安にすぎなかった︒朱

女一二の官がいやな思いをすることがあろう︑と危攫したのは︑外部

の存在につ．いて′の認識に欠けるところがあ了に︒その存在を小さ

雀院は︑紫上をと年たてて考慮してはいられない︒朱僅院は紫上

は︑多くの女性の存在は気にかゝつたが︑紫上を含めてそれらの

く見すぎていられるとわれ！′し11主恩うめである︒朱怯院から見て

人たちの身分という点で軽く苧見られたところがあるようだ︒それ

は冷兵院には隠招ざれたことでわかる︒冷泉院には秋好中宮︵源氏

ヽ

女三の官の光源氏への降臨はきわめて客観的な叙述でその必然性

かー′1ならむ︒﹂︵若菜上二八二貢︶という朱雀院の▼言班は当時の

ていられる︒﹁ほかん＼しき後見なくて︑さやしのまじらひいとな

れも身分のある人ばかりがおられるので陸路する旨を朱雀院が語っ

が後見︶をはじめ弘徽殴女徴︵も七躇中将︑太政大臣の娘︶らいず

が語られており︑あの場合光源氏が最も理憩の相手であることを納

二

得させられる︒作者の丹念な叙述はあらゆる角度からみてその必然

常識であり︑院上して当然のこ七であ．ったようであ．る︒気弱な院は

源氏をはじめカある人々に気おされていられる︒克怯院は身分とい
うことを置く見ていられ号それは婿がね宜っいての審査の態匠と

ナ

であることを措述してきわめて説得的である︒︑
うな事があっ・た︒まず危腱されることとして紫上の存在がある︒こ

﹁たゞ人のなかにはあり．がたし︒﹂という︑短く伝潔な美醜なる

全く執封二にする︒冷泉院を思い浮かべられた右の言葉のすぐ前に

ところで︑しかし︑これには危醍される点︑将罪に問題の起りそ
のことは作中人物の左申弁の言葉として︑その危腱が語られてい

がゆえに︑院にしてほ珍しいほどの断定的な強い調子の言葦があり

る︒﹁御宿世ありて︑鴇しきやうにお重しますやうもあらは︑いみ
じき人︵紫上︶と聞ゆとも︑立ちなちびて︑おし立ち拾ふ事はえあ
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︵註2︶桁がねの具体的な批評でも︑身分を第一に重んじている︒
螢兵部姻官に対して﹁人がらは目やすしかし︒同じ筋にて︑他人と
わきまへおとしむべきにはあらねど・⁝：︒﹂︵若菜上二八九五︶L・

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た︒女三の官を望む候補者にしてからが︑院の鍾愛する姫官ゆえに

熱を上げているのだ︒誰も本人を契際には知りはしない︒尤も院の

んじている︒また︑藤大納言を批評して︑突直な愛情は認めるけれ
ど︑普通の地位に難色を示し平凡な身分を難ずる語気は強い︒﹁さ

か︑なはいかなるにつけても︑人をゆかしくおぼしたる心は絶えず

の官の乳母が朱蟹院に申し上げる言裏の中に﹁かの堅しそ︑なかな

とだった︒光頭氏も最愛の紫上がありながら︑身分ある女を望んで

鍾愛から推して美しい方だろうと思ったり︑また︑うわさに聞くと
いうことはあっ．たちうけれど︒要するにこれは当時として．普通のこ

る方に物まめやかなる．へき事に皆のなれど︑さすがにいかにぞや︒

物せさせ給ふなれ︒そのなかにも︑やんごとなき御餌ひ深くて︑前

人品︵すなわち身分をさすであろう︶︒はよく︑皇族であることは重

さやヶにおしなべたる襟は︑なはめざましくなむあそへき︒昔も︑

がわかる︒また︑左中弁が妹︑女三の官の乳母に語る言窪の中に︑

二︑三頁︶とあり︑源氏が︑身分のある女を望んでいるらしいこと

茄院などをも︑今に忘れがたくこそ聞え給ふなれ︒﹂︵若菜上二八

いるらしいこと︑こで﹂とは見落してはならないト﹂とである︒女三

かやうなる選びには︑制覇も人に異なる覚えあるに︑事寄りてこそ
ありけれ︒・只偏へに又なく持ち居む方ばかりを︑かしこき事に恩ひ
定めむほ︑いと飽かず口惜しかるべきわざになむ︒﹂︵老⁝葉上二九
〇頁︶︒柏木は﹁位など今すこし物めかしき糧になりなば﹂許して

となき罫はなきを︑女の筋にてなむ︑人のもどきをも負ひ︑わが心

源氏が語った言謀と．して﹁この世の栄え末の世に担ぎC︑身に心も

にも飽かね事もある﹂とあり︑﹁わが心にも也かね等﹂とは︑左中

も︑と恩われ︑やはり何よりも身分︑地位を問題にしている︒なお
年齢が若いということを難点にしていられるが︑指摘されているよ

弁の言によれば︑．身分のある女がいないということであり︑弁は︑

うに︵琵3︶柏木はこのとき二十四︑五歳であり㌧ 十八歳の夕詔
を候補にあげたことを思い合わすと︑おかしいわけだ︒しかし︑こ
れも夕覇が源氏であること︑従三位相当の中納言であるのに比べ︑

妥当な見解であったと思う︒その意炭はこうだ︒前者はこれまでの

つ︑一方にこのように言っているのだが︑私は︑いずれもまことに

源氏と堂上のめでたき限りの結びつき︑愛情生活を見てきたわれわ

女三の官降臨ということになれば﹁いかにたぐひたる猫あほひなら
む﹂と言つている︒同じ会話の中で︑一方に紫上の存在を賠念しっ

ない臣下で位低く貫録のないことに結びつくがゆえに問題になって

れとして当然そう思うことであり︑後者は︑唯太上天皇の正夫人と

柏木は従四位下相当の右街門督であるること︑すなわち身分が間顕

いるのだ︒したがって院が﹁まだ率いと若く﹂と柏木の年齢を口

はまことに申し分なき一対として女一二の宮降臨は考えられる．のであ

になっているわけで︑﹁まだ年いと若く﹂というのも皇族の流れで

にされたのは︑夕顎を思い合わすことによって︑年齢自体が問題に
なっているのではないこと︑身分が問詰になっていることを明らか

る︒弁のことばはまことに客観的なごとと言ってよい︒

して紫上は身分という点で女三の官の比ではなく︑身分という点で

にし得︑院の考え方をい︻そう明白にすることとなったわけだ︒
㌔㌧百七失望完の肇持巴墜朱隻院のみの特純なものではなかっ
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富にとっ一ての意味であったのだが︑それが愛情という内的なことが

はじめに危健ざれる点があるといったのは言うまでもなく女三の

あるが︑源氏の色好みぶり︑その風柏を許美する心であった︒

が多分にあっ．た︒それは光源氏の理想性に関係してくることがらで

にという配ははもちんろあるが︑院白身が源氏に惚れ込むという点

りたこと︑．のみならず︑身分という点でまことにふさわし．く紫上と

することでなければならぬであろう︒院自身﹁いで︑その古りせぬ

女性たちの存在であったが︑それはすなわち光源氏の好色性を危腱

女三の官の降臨につい．て朱雀院側が危機したのは六条院の多くの

らであったがゆえに︑六条院の外部からは助産な見通しを欠いたこ

は絡段の高さであったがゆえに︑いゥそう紫上の存在に対する過小

し︑その渦氏の好色性こそは頭氏の限りない統力︑・風格であって︑

あだけこそは︑いユぅしろめたけれ︒﹂と言っているのである︒しか

と︑それゆえに先隻院と七てこの見落しは止むを得ないところであ

評価が生まれた︑という．より核心．をついた顧慮は全然なされなかっ

に⁝⁝﹂以下︑院の心中を︑源氏に女一二の官を託そうと思っていら

物語の本文は︑右の院の言葉を﹁とは宜はすれど﹂とつゞけて︑﹁げ

たことを︑以上によってはゞ明きちかにし得たと思う︒
・頂氏が女一二の官のことを﹁承け引き申し﹂てから︑紫上にそのこ

も︑必ず陸び寄りなまし︒若かりし時など︑さなむ覚えし︒まして

宥樺にてこそ過ぐさまはしけれ︒われ女ならば︑同じ兄弟なりと

ばはせまはしけれ︒いくぱくならぬこの世の間は︑さばかhり心ゆく

せむと恩はむ女子持たらば︑同じYはかの人のあたりにこそは触れ

っしゃるようである︑と述べ︑次に﹁誠に︑すこしも顆つきてあら

とを語ったとき︑紫上は﹁いとつれなぐて︑﹂次のようなことを言っ
た︒﹁〇別巻︶ここには︑いかなる心を置き葬るべきにか︒﹃めざ
ましくかくくは﹄などとがめらるまじくぼ︑心安くてもはべりなむ
を︑かの母女宙の御方ざまにても︑うとからずおしかずまへてむ
や︒﹂と﹁卑ドし給ふ﹂たのである︵若菜上三〇五重︶︒これはあなが
ちひねくれた言い方ではなく︑この時すでに紫上は女三の官の身分

女の欺かれむは︑いとことわりぞや ﹂と院が宜うた︑とある︒こ

紫上を襲ってくる不安の方が切実であったのだ︑と言ってよいの

に圧せられ︑女三の冒降接切厨撃を受けていたのである︒

への限りない礼讃であった1．﹁いくげくならぬこの世の問は︑さば

かり心ゆく有様にてこそ過ぐさまはしけれ︒﹂は︑常の入棺の英雄

れはまことに源氏の魅力への深い傾倒であり︑好色者の魅力︑風柘

つけるカの大きさを知るものとして︑女三の官にとっての懸念たる

へ．の讃美である︒・これは普通の人格のまねできぬことであった︒こ

である︒しかし︑物語の読者として紫上の人柄の魅力︑源氏をひき
べき紫上の存在を大きく考えるわけなのであった︒

の限りない魅力︑．風柏は︑．たと︑覚は夕霧などの﹁まめ人﹂にはない

ものであった︒その魅力昼∵﹁古りせぬあだけ．こそは︑いとうしろ

人となるについて︑その最も大きな原因は︑光源氏が色好みである

きほどのものなのだつた︒石田穣二氏は︑﹁女一二の官が六′条の院の

三
朱雀院は踵愛する女三の官のために父として婿えらびに限りなく

めたけれ﹂という院の懸念を院自身消し去ってしまわれたかのどと
心をくだかれるのであるが︑院が源氏をと思う気指には︑官のため
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といふことでなくてはならない︒げんに︑夕霧￠場合の最大の難点
は︑彼が︑雲井の雁一人を大切に守ってわざ目もふらぬまめ人なる
点にあった︒﹂l︵註4︶と亭われたが︑まさしく夕霧の場合︑彼が
﹁まめ人﹂であることが彼且身をして消新的ならしめるとLもに︑
他から見ても余地のないものに映lつたのだ︒源氏はこの女三の官の
ことには消極的な態度であったが︑それは別に紺上を顧慮してのこ

受言いわけを不能にしたと見られるが︑しかし︑源氏に断りきる心

があれば︑この理由は他者を首わしめるものがあ？たはずだ︒源氏

は︑﹁この御子︵三の官︶の御母女御こそは︑かの官の御ほらから

に物したまひけ聖かたちも︑・ぎしつぎには︑いとよしといほれた

まひし人なりしかは︑心つ方につけても︑この姫官︑おしなべての

際にはよもおはせじを﹂と言って︑かの堅甲冨ゆかりの三の宮を美

のは的確な自己批判であったわけだ︒源氏が色好みであることが自

し︑若けれど︑中廼言をはえ思しかけずなりぬめりLを﹂と思うた

′ヽしく心弱くなりきにけるわが怠りに斯かる事も田でくるせか

﹁などて︑よろづ．の事ありとも︑文人をば並べて見るべきぞ︑あだ

三の官が降鋲して﹁三日が路﹂琳しげな紫上を見て源氏が心の中に

l雲井膵に物思いをさすまいと自制したことを思い合わすならば︑女

はいるが︑婿えらびの問はそれを困慮したところは見えぬ︒夕霧が

る︒けれどそれを臆に宿しっつ︑ゆらめきつつ︑なお﹁古りせねあ

そ考えるべきところなのだ︒たしかに這心は深まりゆくように見え

考えずに飛び込んで行けた若さを持たぬまでのこと︑質の変化をこ

に好色心の否定を見るのは正しくないであろう︒昔のよう．に何をも

さえることができないのであった︒その言動が消掠的であったが故

らず︑老いを意識しっゝ自らの好色心・1．−女性を求める心Iをお

たようだ︑というのである︒やはり﹁あや﹁くの御心﹂は今も変わ

ふべし︒﹂と言？ている︒子んな女だろうかという野心だけは持っ

しい人だろヶと憩倹しくおり︑作者は﹁いぶかしくは恩ひ甲えたま

らlを動かすことともなり︑かつまた他から見て望みを持たしめユご﹂

だけ﹂であったのだ︒このことは女三の宮の乳母が朱雀院に語った

とではなかったようだ︒尤も款諾してしまってから紫上を気にして

ととなったのだ︒源氏は消極的であったが︑そのわけは︑先哲院と

言葉﹁かの院︵源氏︶こそ︑︵中略︶人をゆかしくおぼしたる心は

ところでこの源氏の好色の性柘は周知のど．とく帯木善完に堕へ

なったのだ︒

光源氏は自らの好色心から新しい事態を六条院にもたらすことと

絶えず物せさせ給ふなれ︒﹂などが明白に証明しているところであ
ろう︒

さして変らぬ年齢ゆえに引き受けかねるということ︑死別tてのち
は︑その思慮分別とあいまって女三の宮の心おさない性質を思えば

一．の後世のさわりとなろうということであった︒この年齢ということ
′親がわりということで先笹院から見ればむしろ振りになるところで
あった︒年よりも若々しく︑色つやはいっそう増してきた美しをを
思えば︑︵朱雀院の言斑に﹁誠にかれはいtさま殊なりし人ぞか
し︒今は又その世にもねびまさわく︑光るとはこれをいふべきにや

一途のものではなかったのだ︒そして陸棲した七色はすべて見致て

られているとときものであった︒交野少将のようにひたぶるの風流

ることなぐ伝授まで面倒を見る︑こいう璽思の買付けがあり決して奔

と見ゆる匂ひなむいとど加はわにたる︒﹂．−・⊥事業二八〇買 − と
ある︒︶荒いなどは感じられねところであったううことが年齢とい
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放なものではなかフた︒埠兵部鵜苫がその風流一途の軽びたる好色

何苧u︑いと過ぎぬる方のやぅにはあらず︑寸こし隔つる心添ひ

し︑紫上は以前のように嫉痛しなかった︒﹁姫官の和事ののちは︑

ている︒女一二の宮を六条院に．導いた二つの大きなもの︑光源氏の色

て︑見知らぬやうにておはす︒﹂ ︵若菜上三二九丈︶と作者は書い

好みと︑三の官の身分というカに上って︑今︑紫上はうちくだか

せわあだけこそいとうしろめたけれ︒﹂と言われながらも大きく肯
われている所以である︒特に︑源氏け今やその年齢とともに﹁物の

性のゆえに先隻院によってしりぞけられ︑源氏の好色が﹁その古り

心え﹂があり︑﹁のどかに落ちゐて︑大方の世のためしとも︑うし

ては︑第一部における宰福な理想の女性︑紫上を︑その串福の楽園

から引きずり田さん．がためであったかのように見︑ズる︒事契︑物語

れ︑みじめにも圧倒されていく︒女三の官の降鰻という物語の筋立

の展開は栗上のみでめな敗北を措くのであり︑この紫上の苦悩こそ

ろやすき方は並びなく物せらるる人なり︒﹂ ︵朱怯院の批評︒若菜
讃美した源氏の好色性はこれらと一つ・のものとしての八路として考

上二八九五︶と言われる人だ︒前に述べたように朱蟹院が限りなく
えるべき理憩性であった︒

しかし︑女三の官降嫁以後︑紫上を讃える文章は︑女三の官の

第一部に見られなかった新しい物語の世界なのであった︒

あまれにも心おさない性質との対比の上に︑く︒かえし﹁′＼習かれ

四l
いよ／＼女三の胃が六条院．に降技L︑その路大な儀式は全く紫上

ざれていふかひありLを︑これは．︵女三の官は︶いといはけなくの

︑るので．ある︒女三の官を得てからの光源氏は﹁かれは︵紫上は︶

今日の没落がある︒世はまさに無常である︒この無惨な没落は︑比

ほし︑このごろばかりつくろはむ︑と︒おぼせど・えさもあらぬを︑

葉上三一五頁︶と思わわはならなかった︒↓院に閏召さむ事もいと

の存在を無視している︒こゝに紫上の苦悩がはじまり︑昨日に変る
ぶべくもない身分に圧せられたものであることに明らかだ︒しかし
それ以上に︑今まで信じてきた光源氏の心︑きずきあげてきた二人
ではなかったか︒﹁日に近く移ればかほる世の中を行末とはく頼み

は女三の官に対してあまり愛情を抱けぬのだ︒源氏の四十の御駕や

さは思ひし事ぞかし︑あな苦し︑﹂ と恩わねばならぬほど︑源氏

み見えたまへば︑二中略︶いとあ▼まり物の栄なき御さまかな︒﹂妄

の愛が︑無情にもくずれていくことに対する嘆きこそ本質的なもの
けるかな﹂と彼女は書きつける︒﹁年頃︑さもやあらむと恩ひし等

門の栄葦の物語として系図の態度で貫かれているからであろうが︑

由石の姫君の御産のことは︑物語というものが個人を中心とした一

︵註5︶女一二の官事件の物語としても意味がないわけではない︒阿
部秋生博士は女三の官事件に対してこれという積極的な役割を果し

ども︑今はとのみもて離れたまひつつ︑さらばかうにこそは上打解
るよ︑恩ひ定むべき世の有様にもあらざりければ︑今よりのちも︑
与しろめたjぞおぼしなりぬる︒﹂︵若菜上≡室員︶と紫上の心

ているとは考えられない︵註6︶︑としておられるが︑海水好子氏が
言われているように︑御題のところて源氏が明石姫君に紫上の謎母

けゆく未に︑あり／してかく世の聞耳もなのめならぬ譲の田で束ね

重を物語の太文は綴る︒これは光源氏の色好みに対する不信の念で
訂る︒糀月夜侶侍との再会は光瀕氏の色好みの変奏曲である・しか
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明石の上が﹁さもいとやんごとなき御志のみまさるめる・か薫け七

J︶︑埜一石宮事件の物語に対して積極的な意味を持つのである︒

上しての識意を説くのは︑紫上讃美のヴァリエー・ンヨンでありへ註

女三吼官は同性として共に男の好色に苦しめられ︑やがて背を向け

にとりつかれたことから︑ついには尼になってしまうのだ︒紫上と

哀れを感じさせる弱々しい人である︒この人は柏木という男の情熱

む弘徽殿女御のような悪玉として描かれてはいない︒むしろ女人の

い︒女三の官は高い身分という力に守られているが︑第一部におけ・

ることによ′って舅の好色心に暗い影をもたらすことにおいて．一致す

へるl こそめでたけれ︒宮の御方︑与はべの御かしづきのみめでたく・

る︒こゝに男というその典型は光源氏である︒

はた人より殊にかくLも具し︐ぷまへる有様の︑ことわ叫と見えたま
て撲りたまふ事も︑・えなのめならざめるは︑恭きわざ．なめりか

勢の生活を背景に︑−院月夜碕侍との再会という変奏曲をも加えなが．

女三の宮降掠以後光源氏の色好みは四十の御賀などはなやかな権

し︒同じ筋にはおはすれど︑いま一際は心苦しくJ ︵巽菜上三七六
頁︶と言っ︑た蔭口は事の真相を見事についているのである︒これは
若芽上の巻も終りに近いころの状態である︒
このことは何を意味するのであろうか︒紫上は敗北してはいない

生活として女三の官事件の物語にも意味を持つのだと思う︒こ1に

一らいよ7＼豊かであった︒四十の掛蟹は彼の色好みを支える盟かな

ず﹂ ︵若菜上三二四五︶思う︒物語の文章はそれを︑﹁昔の心なら

一．彼は女三の富の心おさなさに対しても︑﹁なま口惜しけれど倍から

言う女三の官等件とは︑紫上に対する関係におけるそれである︒

ヽヽ

のではないか︒真実には紫上がやはり六条院第一位の夫人だという
ことではないか︒とすると︑紫上はその人柄の魅力のみによって︑
めて重んじている皇言えよう︒これは人柄の鮭カとその魅力による

身分というカにうち勝ったのだと言える︒作者は緊上の存在をきわl

なかったか︒前に引いた彼女の心中のことば︵若菜上三一七貰︶．は

降続の時に受けた彼女の傷は光源氏の色好みへの不信ということで．

の抗誤をつきつけているのだとも亭至し与である︒すでに女三の富

ともいうべきことは光源氏の後悔する心を通してその好色心に璽呂

の性質はそのようなものではないようである︒右の紫上の愛．の勝利

けれどまた︑それでは紫上は勝ち誇れるのであろうか︒ことがら

に︑恩ひはぐくみ率﹂つた︵薯璽下二四頁︶︒女三の宮の兄皇太

入貢︶︑﹁この官をはいと心苦しく︑をづなからむ掛むすめのやう

おゝちかに包もうとするのだ︒﹁いとよく数へ聞え﹂ ︵若謹上三七．

民であったのだが︑今や︑女三の官のどとき心おさない姫宮を枝は

正夫人をそけ死においてしか心．の交流を感じ碍なかった未熟な光源

境地なのだ︒葵の上と不和であった若き日の光源氏︒この誇り高き

思ひなだらめて﹂と評している︒若き日の敗色とははるかに進んだ

ましかは︑うたて心劣りせまLを︑今は︑性の中をみなさ芋ぐ意

信じてきたものに裏切られてー1しわから先が信℃られなくなっている

愛のカを重んじようとlする作者の態度号試すのであろう︒

心であった︒これはもう男を中にはさんで︑嫉妬しあらそう女の括

︵若菜下二二頁︶︒源氏は朱雀院や市の手前﹁わたり掠ふことやう

子が即位されると︑姉官は﹁いよノ＼花やかに揖いきはひ一嶽ふ︒﹂

71ひとしきやうになりゆく︒﹂ ︵同貢︶のもに相不この些事を知

ったの負けたのという世界を超えたものである︒．事実︑紫止と女三
の官は対比的には措かれるが︑′対立して争うようには書かれていな
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があるように︑彼はつとめて姫官を大切にしたのだ︒．このような四

のに恩ひはぐく﹂ ︵若菜下九三五︶んだものを︑という源氏の思い

るや︑﹁うち7〜の志引くかた︵紫上︶よりも︑いつくしく春き鴇

号︶︒たゞ己︑今井氏は︑柏木二十二︑三歳・夕霧十七歳とさ

︵琵3︶今井源荷氏﹁女三宮の降臨﹂ ︵﹁文学﹂ 昭和三十年六月

和三．十年十一月号︶で︑﹁斬定的に甲える判断﹂と言われた︒

の官降抜放の事態の円清な推移を促すものとなって．い右︒危機さ

︵琵6︶阿部秋生博士﹁源氏物語研究序説﹂下一〇〇〇貢︒

︵註5︶折口信夫博士﹁日本文学史ノート∬﹂﹁小説︑・物語﹂の現︒

れている︒
︵註4︶前掲﹁若菜の巻について﹂︒

十代の円黙した光源氏の色好みは紫上の忍従とあいまって︑女主
れた三角関係は取説を見せなかった︒第二部は︑紫の上の膏悩とと

︵大阪府春日丘高校︶

げる︒一︵昭和三十四年九月二十七日︶

謡先学の御諭考に導かれるところ多かった︒決く感謝申し上

き︑治水好子氏の右の獅著や石田踪二氏の前掲倒論文はじめ

附記︑なお拙稿をものするにあたって︑三上辣弥先生の日頃の御着

︵註7︶清水好子氏﹁源氏の女君﹂ ︵三一撃房刊︶九九五︒

もに︑この光源氏の成長し決まりを云した色好みを措くことにおい
私は︑女三の官降嫁によってもたらされるものを紫上と光源氏の

て︑第一部とは異質であり︑進歩していると思われる︒
人間像にあるとの理解に立って︑女三の宮事件の物語としての物語
前半を読みすゝめた︒私は︑女三の富里場の意味はこれで一応完結
していると思う︒
五
ところで︑作者は次いで相木轟件を用意した︒亥三の官事件の物
る点からも︑従来から大きくとりもげられてきた︒しかし女三の官

語上してこの事件は劇的でもあり︑また第一部蔀撃事件を違憩させ

はそれにもまして大きな吾軒を持つ事件だと考えられる︒光源氏と

事件の物語として︑女王の官降鋲によってもたらされた紫上の苦悩

りして相木増過密件に退くことは許されない︒女三の官を新しく物

崇上と女三の害の関係の推移旦示された内面的な世界の意味を崇通
語に登場させ物語を展開させた意味はむしろ主ともて物語前半にあ
︵註1︶少女の巻︒

るのではないか︒拙稿をものした所以である︒
︵註2︶一石田穣二氏は﹁若菜の巻について﹂ ︵﹁同語と国文学﹂昭
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