飛

載

落

葉

の
−

文

学

狂言綺語観の

︵宝物集伝床面目撃本︶

展開

−・
中

川

∴徳

之

助

のごとく︑また三十一字に︑三十一神をなぞらえ ︵石見女式︶ 天

︵税目抄・和歌難民抄参照︶

一二十一字にかぎれるは如来の相好を表する也︒

略︶︒五句をわかち六義をしめすは五体六根を表す︒︵中略︶︒

抑和歌は前後の二句あり︒是則定恵の二法︑天地の二なり︒︵中

和歌と仏教との等質性は︑本来︑﹁こころ﹂の問題である︒﹁こ
とば﹂についても︑

する場合との二重に用いられる︒本稿では︑とくに断る場合以外︑

に

仏法貫流セサリシ昔タニモ物ノ心ア・ルヒトハ花ノチリコノバノヲ

め

表現主体の心意を意味するととはとして用いる︒

じ

ッルヲミテコンパカナキヨノ中ヲパオモヒシリ侍リケレ

は

狂言綺語餅の診透にあたって︑歌人たちの中にはこの兢憩をその
まま受容継承するものもあ．ったが︑またそうした親憩に反駁するも
哩つけようとする諭が活唐に行われるようになった︒いろいろの諭

のもあり︑和歌の看する意覇を仏教とのつながりにおいて買足し価
がいろいろの観点からなされ．ているが︑和歌と仏教とのつながりを

古今和歌環の序の上指の言は︑l﹁話者志之所之也︒在心為志︒発

と仏教との等質性は﹁こころ﹂に見出すにはじまり︑﹁こころ﹂に
見出すにおわるのである︒

なれりける︒﹂とある︒仏教ほ人の心の教︑心外に法は無い︒和歌

序に﹁やまと歌はひとの︵つ︶心をたわとして上ろづの言の葉とぞ

和歌の基故が﹁こころ﹂にあることについては︑はやく古今和歌整

﹁こころ﹂における仏教との等質性を考えている︒

恕︶ とのつながりを説くものもあるが︑これらの諭もその前提に

思う︵和歌撫秘抄︶のごとく︑﹁ことば﹂ と仏教︵押送−垂跡忠

道循環の自然の神聖を見︵玲壕家和歌租々口伝︶大日壁二十一品を
﹁ここ

説く論にあっては︑和駅と仏教との等質性が重要な問題となる︒
本稿は︑歌人の論に即しっつ︑和歌と仏教との等質性を

こころ

ろ﹂ ︹まこと﹂︑﹁ことあり﹂について琴えようとするものである︒
T ﹁こ こ ろ﹂

和歌の構成要素を四にわかつ︒

鮮竿とは ㌍鰐心墾一

﹁こころ﹂は︑表甥内容を意味する場合と表現主体の心意を吾疲
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ころ何事もといひながら歌はただ心より外の等なき物なり︒﹂︵八雲

︵歌経標式抄本−この放文は持姫式の混入とされる︒︶ ﹁詮ずると

が︑﹁夫和談者所以通達心霊括暮懐志者也︒故在心為志発言為歌︒﹂

言為詩︒情動於申︒而形於言︒﹂ ︵詩経序︶によるとされている︐

ける等質性の自覚を経てのことで︑漠漠然と﹁こころ﹂に依りかか

歌道に安んじたと思われるが︑それも﹁まこと﹂ ﹁ことあり﹂にお

しても︑究極においては︑﹁こころ﹂に仏教との等質性を求め待て・

﹁こころ﹂に見出すに．おある所以である︒藤原俊戊にしても西行に

ない︒和歌と仏教との等質性は ﹁こころ﹂ に見出すにはじまり︑

﹁まことにただ胸のうちをいでざる風情︑人の教によるペから

︐ていたのではあるまい︒夢の話の伝えられるところである︒

御抄︶﹁アシテ談ハ志ヲノ．へ耳ヲヨロコ．ハシメムタメナレ．ハ云云︒﹂
︵長明無名抄︶﹁心にあるを志といひ︑ことにあらはるるものを詩歌

ず︒﹂ ︵八雲御抄︶ ﹁歌はひろく見︑遠くきく遠にあらず︒心より

とは皆しりて供へども云云︒﹂ ︵為栗禍和談抄︶ など爾後の歌論
に継蔑され︑和歌の1さらにひろぺ文学の棍本論をなすものであ

に仏教思想の漂いを感ずるのも︑﹁ここワ．2に仏教との等質性を意

︑いでてみづからさとるものなり云云︒﹂ ︵近代秀歌︶ の額のことば

− ﹁ま こ と﹂

識して苑せられたことばである故と思われる︒

る︒それだけに︑和歌の性指を規定する言とtては粗放でもある︒
法の梶本なるいはれ︑この道よりあらはるる也︒﹂とあるのは︑こ

代黄︵日本歌学大売所収︶に古今賃序のこの立言に注して﹁心は万
の立言の拡散する方向を示し︑愚問賢注に﹁まづ志のゆく所に仔細
ある．へきか︒ただ中にうどく情をいひ出せるにはあらず︑風情の行

あるから︑この﹁こころ﹂に仏教との等質性を見ても︑狂言綺語紋

まことには椚ればいよいよ堅く仰げばいよい．よ高きも▼のは︑このや

たりとのみ忠へるなるべし︒﹂と述べ︑さらに﹁しかはあれどもり

は︑出雲八雲の底をしのぎ敷島やまとろことのさかひに入りすぎに

藤原佼戊は︑歌道を学ぶについて﹁唯仮名の四十ぢあまり七文字

にかかわる間顕はすこしも解決されない︒すなわち︑文学としての

まと歌の遠になむありける︒﹂ ︵千載和歌集序︶と述べている︒

のうちを出ですして︑心に思ふことを言の堤にまかせて言ひ連ねる

和歌は︑基底を﹁こころ﹂におくにしても︑本質に虚語的性緒を備

﹁漸尋笠恕之跡︑文句錯︵乱︶︑非詩非砥︑・字対雑堀︑難入難悟︒所

くところある．へしと見えたり︒いはんや詠歌し拝薮するは︑みな芙

えている︒この虚語的性路が仏教にもとる︒虚吾的性路に触れずに

謂仰撃高︑銅︵強堅︶者平︒﹂とは新撰万葉集犀に言うとこな︑詩

ならひなるが故に︑三十もじあまり一文字をだに恵み連ねつるもの

論を﹁こころ﹂に還元して仏教との等質性を説いても︑問題を解決

の限臣さる．へき方向を元して．いる︒それだけの振幅を看する立言で

することにはならないのである︒ここに︑虚詔的性路をおおうもの

に恩ふー千を云云︑．﹂と和歌の茎既が﹁こころ﹂ にあることを述

うへのあやをなし︑興をもよはす故なり︒﹂とあるのは︑tの立言

として和歌における﹁まこと﹂﹁ことあり﹂ −失語的婁崇が強く
意識される︒しかし︑﹁まこと﹂﹁ことわり﹂も所詮﹁こころ﹂に

べ︑そこにおのずから求められるべき事のあることを述べている︒

歌創作の粧しさである︒佼戒のことばに立ち返って考えると︑﹁心

ついてのこと︑仏教との等質性は﹁こころ﹂以外の場には求められ

9

1︑ノー．

つり

それは︑﹁ことば﹂の技巧の研銅もさることながら︑﹁こころ﹂そ

山和歌はことの．おこり︑やがてあることを詠むべきに云云︒

歌人たちのことばに聞こう︒

︵八雲御抄︶

畑恩ままの事をば陳︑自然に秀歌にして布地︒是志は看中︑詞顕外
乏謂墾
︵袋草紙︶

へり︒・

・りのままの事とこそ聞こゆれ︒何事も長じぬればかくの如しと云

隠︵真贋秘抄−こまことのよき歌よみになりぬれば＼やすやすとあ

︵長久二年生子歌合判詞︶

．のものの内面化︑すなわち︑﹁まこと﹂の修疎であると考えられ
る︒︑
﹁こころ﹂に﹁まこと﹂を措定L︑和歌が﹁まこと﹂に根ざすと
いう考えは︑古今集序の﹁ひとの心をたわとして﹂の立言にすでに
見られる︒﹁花になくうぐひす水にすむかはづの芦﹂を段間腎注に﹁睾

同文心ニイタク恩フコトニナリヌレ．ハ︑オノダカラ歌ハヨマルルナ

悪邪正を牟ふペからず︒﹂と言うのも﹁まこと﹂なるが故であり︑
この﹁まーF﹂と﹂を考えずしては﹁ちからをもいれずしてあめつちを

︵長明無名抄︶

︵同

上︶

柄ただ風雲草水に対して眼前の風丑をありのままに詠ぜば︑おのづ

あづけて心にことばをまするに云云︒．

︵マこ

ひとめ︑それにむきくわがこころのはたらくやうをも心にふかく

はその事になりかへり︑そのまことをあらはし其ありさ昇をおも

㈲花にても月にても夜のあけ日のくるるけしきにてもう事にむきて

︵二こ

︵為兼拗和歌抄︶

もかなふべきにこそ 気性は天理に合ふとも侍るにや︒

なして言にあらはれば︑をりふしのまこともあらはれ天地の心に

㈲春は花のけしき秋は秋のけしき︑心をよくかなへて心にへだてず

リ︒

動かし云云︒﹂の和歌の感応の徳を説くことばは浮きあがる︒︵詩
経序の﹁故正得失︑動天地︑感鬼神︑莫近於詩︒﹂が﹁まこと﹂を
予想している︒菅家遺誠・於住曽社述懐和歌序・前参議教長蜘賃な
どにその勇証が見られる︒︶
﹁誠之至決老其詞無詞︑文之偏質老其体少体といひて︑これ一つ
の姿に侍るべし︒﹂︵広田社歌合判詞︶﹁同じ有心体と申しなが
ら︑まことしくありのままに︑lげにさることと党ゆるやj
こK
心を深
くよみすえたちむ難を︑迦世︑撫民等の体とすべし︒﹂±ニ五記
彗本︶な．どとあるのを見れば︑﹁まこと﹂ある歌は和歌の一体へ﹁ま
∵こと﹂なき余体の和歌の存在を考えさせられるが︑これは表現内容
としての﹁ここを﹂における﹁まこと﹂のあらわれを論じ宅いる

から発明の期ある．へし︒︵中略︶︒真実胸中よりあたらしき風情

︵愚問賢圧︶

のであり︑和歌が﹁まてと﹂に根ざすという考えを破るものでは

くれずちぢけず可聞由いかに建不叶このましく存捧也︒

をめぐらして有のままに訪ず．へきなり︒

ない︒
和歌は﹁まこと﹂に根ざすという︒﹁まこと﹂とは何か︒貫之は

㈲ただ見るまま心にうかぶままをいひあらはして︑しかも言のふし

遍昭の歌を評して﹁まことすくなし︒﹂と言い︑真名序には﹁少

契︒﹂の詔で表現している㌻﹁まこと﹂を純一にして無雑と言うの
︵了按一子伝︶
恕ではない︒しばらく′ ．嘲歌といふものよもすべとて覚悟し侍らず︒日てればすむかけを申
も抽象にすぎるが︑﹁まこと﹂論が本稿の︑
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それぞれの歌人の詠歌につながる主張とみれば︑一概に論するこ

ことなし︑さてなんおころにまかせて申す︒︵水無頼の至淡︶

はあるがさまに申す︒身老い入遠ざかる︑その︑心おこらすせいふ

を申し雲たち雨ふり春来り秋さりその気色のなき事なし︑され

し花さけは匂ふ色を申し鳥なけばなくこゑを申し風吹けば吹く気

怪しむにたらないことである︒

の歌人が︑﹁まこと﹂における仏教との等問性を地で＼苦心識したのは

的軍票をみることによって仏教とのつながりを求めようとした中世

なり︒﹂ ︵水害露の蔓損︶の吾が見られる所以である︒和歌に契語

道︒﹂ ︵鴛紋拾瑳琵︶ ﹁正直和平は託の泣なり︒邪由荒乱は歌の魔

くまことにまよふ事のみ侍るこそ今更なる事にては侍らねど︵も

大方は世の中みなはげはげしくなりて︑かざりたる偽りにふけり
遠のため︶心うく侍れ︒

とは粗に流れるが︑﹁ありのまま﹂を重んずるところには共通する

琶泊は天地置けしょりの押送なれば︑文革むかぎりてもまことな

︵和歌庭訓︶

せるなり︒﹂ ︵古今和歌集序︶とあるように︑和歌が裏革主体の心

ものがある︒﹁心に忠ふことを見るもの開くものにつけていひいだ
眉︵こころ︶と環賢もの︶との敗れあいを通じて主体の組動に生ま

くはいたづら吾なりと申されし︒真宍の章と覚えたり．︒

今の世の故専ら作為にふけりくふかく妙処をもとめでもっぱら此

︵東野州聞書︶

れるものであるとすれば︑﹁ありのまま﹂ にも ﹁ここちありのま

趣のみにより至る事を得たり︒かくLもあれば比遺ひたすら人作

ま﹂﹁ものあ力のまま﹂が考えられる︵﹁ことありのまま﹂は後者
に含聖も︶︒そして︑﹁ありのまま﹂の把超が︑﹁こころ﹂なり﹁も

梨本賃には﹁実を用ゐて虎を用ゐざるなり︒︼とある︒︶﹂大仁二年師

り︒﹂とあり︵廿巻本による︒談合大成が副文撤資料として載せる

鴬花と鳴くなる﹂ の判詞に ﹁歌の謁に鴬花と鳴くことそらどとな

天徳四年内痘歌合の負歌 ﹁白柏の苧ふりやまね毎が枝にいまぞ

になると思われることについて︑lすこしく敗れておく︒

﹁まこと﹂を強く習心証することが和歌の素材に規制を与えるよう

︵水無瀬の王誌︶

の偽りにのみ成れ行きて天成自然の妙処はすくなかるべし︒

の﹂ なりの寅異相の語︑謡につながるものと考えられるとこ六に︑
﹁あ年のまま﹂を﹁あゎのまま﹂に受けとめろ心に規葦性が与えら
れる︒こしこに﹁きしと﹂の概念を見る︒歌人の﹁ありのヰ達しの強調
は︑和歌が﹁まこと﹂に根ざすとの意識にもとづいている︒
偽に対して斑と名づけ︑虚に射して実と名づける﹁まこと﹂は倫
理一般に通ずる︒
皆是以動天地醇神祇・厚人倫成存敬・上田風化下︑下以臥刺上l桂誹

つ国をオさめ民ををさめ民をやほらぐるなかだちたり︒﹂′︵野守鋭︶

をはじめ︑﹁和歌は仁事礼智信の五徳を兼ねてよく礼葬をたすけつ

つららゐにけゎ﹂の判詞に﹁かむのはがひにつららゐるなどこそま

船舶歌合の旛歌﹁池水や上はにさゆらむうきねするかものはがひに

仮文於給餌之下︑然復取喪於教融笠中老也︒︵新撰和歌序︶

﹁総じて此箔は代ををさめ民をみちびく教戒の猟たり︒しかれば契

ことにはあらぬこ主はれr訳のつねのことなれはとがにあらず㍗﹂

を根太にして花を枝葉になす．へき尋也︒﹂二かりわのすさみ︶ ﹁冒
神祇釈数之輿．蹄仏神三宝ケ宗㌘説哀傷述懐之輿元仁義五号
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とある︵袋草紙による︒︶︒勝負は歌品にもより判者にもよるが︑
．
二の判詞は注目される︒﹁まこと﹂にあらぬ﹁そ．らごと﹂を﹁説の
っね﹂ とするところには狂言堕吾技のきまりはない︒﹁ありのま
ま﹂を﹁ありのまま﹂に苗淳とめる﹁きJと﹂が︑．部管の﹁そらご
と﹂をどのように包容し琴か︑≡琶己と≒ナしむ芸人の急性は
ここにあった︒この与に﹂ついて︑炭の賃に︑
こ這宿望宝にも誉りる憲の仁かなど上空元た一芸はじめて︑窮
︳

状の月と旦？る三で苦労の里に旺もら︑花を雲に似たCともとり
なす等どもは偽りながら亨Jとにさ党ゆる等なれば苦しからず︒
とあるのは一の見解である︒﹁こころ﹂に﹁きしとにさ覚ゆる﹂こ
との表現であるかぎり︑すなわち︑﹁こころありのまま﹂の表現で
﹁こころ﹂の﹁まこと﹂を見る︒︵霹滋保胤が﹁呑花鳴硯︑以花称

ぁるかぎり︑表現内容における﹁まこと﹂﹁いつはり﹂を離れて︑
雪︑秋舐染笠︑仮菊号金︒妄語之沓難挑﹁一綺窯之過何遊︒﹂と述
べ︑﹁話者志之所之也・﹂との信念に安んじ得なかったことを思い
比べると︑和歌．の﹁まこと﹂に歌人が寄︒かかっている姿を見る・︶・し
かし︑こうした見解も︑表現主体の心意に実感としてある範囲内で
の﹁いつはり﹂の許容である以上︑文学としての和談をどの程度に
包摂L待ようか︒
京伝為栗の︑﹁ま亡と﹂を重んじて作為を排し︑﹁こと堤にて心
をよまむとする﹂を斥けて﹁心のままに詞のにはひゆく﹂を脅しと
した見幻と︑野守真の著者の︑﹁彼禍は歌の心にもあらぬ心ばかり
をさきとして詞をもかざらず︑ふLを鴻さぐらず︑姿をもつくろは
ず︑∵ただ実正をよむべLとて俗にちかくいやしきをひとつの事とす
るが．ゆえに皆管の票をうしなへり︒﹂とも﹁かの桐いつはりかざれ
る事をば賀正にあらずとていましめ侍りて︑かへりてはまことの心

をうしなへるなるべし︒﹂とも難じた見解との差異も︑この表現内

容における﹁まこと﹂﹁いつはり﹂に対する考え方の差鼠にもとづ
くと言えよう︒

茨の弓トは︑また︑四季の訳甘原則として﹁そらごと﹂を用い

と﹂を甲うろことを認めてい号

﹁ものありのまま﹂の客観性を嘉

ず︑用うる場合は﹁さ党ゆる﹂を限度とするが︑恋の歌は﹁そらご
くみることによろうか︒

牢の質に⁚一㌢へるところは一の見解にすぎない︒しかし・﹁まこ

と﹂と嘉材との関係についてかかる見解があるということは︑﹁ま

こと﹂を求竺るはげしさ︑﹁そらごと﹂を排するきびしさにしたが

って︑心情流巴の方向が規制され︑和歌の素材に限定が加わる可随
性が存することを元している︒

Ⅲ ﹁こ と あ り﹂

歌論には﹁薫﹂ ﹁彗﹂ ﹁義盛﹂ ﹁道理﹂の語が用いられ︑時に応

﹁ことわり﹂は︑﹁ありのまま﹂を﹁ありの号室﹂に受けとめる

じて背環の浅決があるが︑﹁ことあり﹂ということばで包括する︒

心1﹁まこと﹂に親じられる理法である︒﹁まこと﹂を重んずる

和歌においては︑﹁ことわり﹂もまた重んじられる︒﹁まこと﹂に

根ざす和歌には﹁ことあり﹂もおのずからこもるとされる敵であろ

ぅ︒﹁初心のときはただうちむきて︑一首さはさはと理のきこゆる

やうに上むべし︒﹂∴徹書記物語︶とあるのも︑和歌において﹁こ

歌といふは理をむわとしてそのうへに詞をかざるペし︒．

とあり﹂が重んじられる証であり︑その他︑

︵竹園抄︶
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り聞えてあはれをもよはす様によまんとすべしとばかりぞいすこ

吾心としての﹁ここ予1．の問恩を二表現内裏の﹁こころ﹂の問題し﹂し

︵慈鎮和尚自歌合十指伍抜︶

引用され詠歌指南の眼目とされているが︑その他︑﹁す．へてすこし

と言う使戊のことばは井蛙抄・玲兵家和歌秘々口伝・税目抄などに

有るべし︒

にも打ち逝じたるにも︑何となく艶に鴻掴まにもきこけることの

きらむとせざれども︑もとより詠歌といひて︑ただ詠みあげたる

おはかた顎は︑必ずしもをかしきよしをいひ雪のことありを言ひ

歌は和田の風なり︒詞人の耳に近く心やさしくうち聞くにことわ
︵愚見抄︶

て受けとったことによる誤りである︒

められし︒
輝りて人の私とするところにあらざれは云云︒ ︵新案口伝︶

．心といふは歌のすがたなり︒文理也︒ノ﹂のことありは万物の上に
トすべて歌の遠は理事そなはれり︒事とは詞の遺ならん︒
︵水難瀬の三義︶
彿歌における﹁ことあり﹂ の重視は︑表現内容としての．﹁ここ

などともある︒

なびらかたるが︑いかにもおもしろく︑よき歌にてきこゆるなる．へ

物ど一はきやうなるが︑ものの理をも風情をもいひ尽さむともせで︑

ず︑閻文にもやさしくもあるがよき歌也︒﹂．︵清畠茶話︶など︑﹁こ

・ちながむるに︑何となく詞つづきもうためき︑吟のくだりて理をつめ

とたけ高きす示たの少きにやと存也︒﹂ ︵了俊一子伝︶ ﹁歌はう

し︒﹂ 二二五記莞本︶ ﹁あまりに理をたしかに云つめたるは︑上情

ろ﹂に﹁ことあり﹂をあらわに詠みあげることをヱ味しない︒﹁屋
とあり︑﹁時雨降る項にしな

上より門田にかよふ秋風に稲竃をわたる樺鹿の声﹂を評して﹁是は
道理叶はねにはあらわども云云︒﹂

れば棒先のうはげの屋も先づくもりつつ﹂を評して﹁是も道理はあ
り︒﹂とある︵先達物堅︒﹁としのうち灯春はきにけり﹂の挙を

くよめるうたなセ﹂とあり︵古来風体抄︶︑﹁偽りのなき世なりせ

ころ﹂にあらわに表現されるよシな﹁ことわわ﹂．は浅環しいものと

深くかかわると考えられるが︑さらに言えば︑表現内容としての﹁こ

﹁ことあり﹂のあらわな表現を抑えるのは︑和讃の抒情的性格に

とあり﹂のあちわな表現を抑えている︒

ば﹂の歌を﹁理の至極する歌﹂ ︵竹岡抄︶と言う︵偽りのの歌は古

する思惟がある︒

評して﹁このうたまことに淫つよく又をかしくもきこえてありがた

今集序にただごと歌とあり︑和歌色環には﹁まさしくただしければ

ハ持レ︒

一

ソカべ︑イヤシキヲカリテ

．︵長明無名抄︶

十一字が中ニアメツチヲウゴカス徳ヲグシ︑鬼神ヲナゴムル術ニ

︑バコソ心モオコ．ハズ詞モタラヌ時︑是ニテ恩ヲノべ︑ワヅカニ三

優ヲアラバシ︑オpカナルヤウニチタへナルコトワリヲキハムレ

・ザシヲツタシ︑ミ式世ノ董オぞカデl

ヒトコト．ハニオホクノコトワ＝二ソコメ︑7ラバサズシテフカキ心

ありのままいふ也︒﹂とある︒︶︒これらの歌は﹁ことあり﹂が表
現内容にあらわである︒襲撃主体の心意に認識された﹁ことあり﹂
しいものとはされない︒井蛙抄に︑﹁歌は誠をさきとすべし︒ただ

．のあらわれではあっても︑かかるあらわなあらわれ方は︑あまり好ま
道理にかなふべきよし﹂を教えられて﹁富士の山同じ婆のみゆる哉あ
ーなたおもてもこなたおもても﹂と詠じ︑﹁道理をさきとすべLとて

ぺ

〜
．

かやうの事にてけ有まじ︒﹂と笑を招いた話がある︒実学事体の心

イ
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的遠な亨とわり﹂は所詮ことはで言いおおせるものでない与す

についてのみ言うの．ではない︒﹁ことあり﹂の認識もまた同様であ

れば︑言外に伝えるほかはない︒・このことは︑﹁ことわり﹂の表現
る︒そして︑このようにして認識される﹁ことわり﹂のうちに︑仏
教との等質性が見出される︒

とおもへり︒さらにLからざる等也︒風雲草木の感につけても︑

︵井蛙抄︶

又世間盛蓑などにつけても思いれたるを心あるとは申なり︒

とある︒眉然∵社会に恩を入れるところに﹁ことわり﹂が観じられ
る︒﹁持罪和歌之先達︑時節之景気︑世間之盛衰︑為細物由︑白兵

あり﹂の認識についての同意を述べている︒そして︑﹁ことわり﹂

のかかる認識の場は︑rすべて世間はことに仏法の肝心にて侍り︒そ

文芸一撃映常可起翫︒誓涌﹂︵詠歌大概⁚﹂あるのも︑﹁こ上

のゆえは人のこころをたわとするによりて心外軒別の義をあらは

三五記鷲本に︑つぎの話がある︒藤原俊成に定家が談の巷非につ

しれるにや︒﹂︒定家等う﹁げにいりたちたらむ法令の糞理はまな

す︒﹂ ︵野守鎮︶とあるよしに︑仏教の理の認識の場でもある︒

いて尋ねたことがあった︒俊成問う﹁汝よのつねのものの遠望をは

はずしてはいかでかわきまふべき︒ただ世上にあらゆる黒白のやう

ついイし考えよう︒

ここに︑訣人たちの︑一・般事象認識の仕方にみられる一の傾向に

なる是非はわきまへ侍る︒﹂︒俊成言う﹁その道理のやうに説をば

てこころ待たりと申しけるをばよき歌よめりと思ひ侍るたぐひもあ

取捨せよ4﹂︒﹁むかしもあるひは歌をよふて田夫にながめきかせ

呑さり秋くれ︑花散り墓おっ︒是みな有為転変のことわわと無常

心を綴じ︑何事にも我とする等をとどめ︑心の邪をさけ︑欲情官

と話を結んでい

る︒この話は︑和歌における﹁ことあり﹂が世のつねの鶉の括理と

話を出れ︑一心の円銃に向ふ時︑ともすればうかび来る養き世の．ノ

りLにや︒されば理をもてさきとすべきなり︒﹂

異なるものでないてと︑また︑その﹁ことわり﹂が謹もの拙絹し得

と名づくる也︒これ一心のうへの妄想をはらひて︑本来の実地に

くさぐさの塾を心のたねとして︑言の萱にいひ出づるを苦覇の歌
﹁絶妙といへば

るものであることを示している︒前者については

いたる直路なれは︑天地も惑勤し︑鬼神も納受すと見えたり︒

とて＼人間よの常の日用をはなれず︒ただ人のいひ÷空一品紗処な
り︒﹂ ︵緋雲口伝︶ ﹁その間のことわりは性のつねに見もし問もす
二ナガレタ男款ヨミナレド事ワリヲサキトシテ耳チカキ這ナレバ︑

おいてなされている︒かかる限定された方向を看する﹁ことあり﹂

り﹂の深層における認識が︑いわゆる飛花落葉の哀感を伴なう面に

とある︒この点については別の抱会に考えたいと思うが︑﹁ことあ

︵かりわのすさみ︶

7ヤシノ者ノ心ニモオノヅカラ喜悪ハキコユルナリ︒﹂︵長明祭名声︶

の認許の仕方は︑仏教思想の呈亘によるものか︑また皐的鷺に言え

る事物の上にあり︒﹂ ︵水無頼の王i挽︶︑後者については﹁訂．ハ名

などともある︒精遠な﹁ことわり﹂は特異な ﹁ことわり﹂ ではな

るごとく︑おのずから仏奇的琶悪に通ずるものを看する日本人の性

路によるものかは容易には断じがたいが︑﹁ことあり﹂における和

い︒﹁ことあり﹂を窟るのは心眼︑心眼の冴えは﹁まこと﹂に走る

近日の人は風情のめづらしく摂ありてたくみいだしたるを石京王

心の深さ︑属目の景おのずから文理を示す︒

33′1

謀と仏教との等質性は一軍明竜になる︒

′

一般の傾向であり︑栄の性理の学の影禅も考えられる︒﹁︑

て︑﹁ことわり﹂が重んじられーl﹁ことあり﹂の重視は中世文学

し︒然れば歌一首をよめば一仏を建立するにおなじ︒乃至十首百首

三十一字の詞の中に′こもるところの心をば内証真実の心理と申すべ

院御集︶ ﹁凡三十 十の歌の詞姿はこれ五大所成の仮身なり︒その

おさまる︒況や珊﹂字に実相のことありきはまれり︒﹂ ︵後鳥羽

﹁和認陀羅尼の説﹂に逮べた︒﹁即一枚霞の′つちに法界ことごとく

六の和談の事理がいかに仏教的に規制されたものであったかは前稿

﹁ことあり﹂における仏教との等質性が論じられる︒そこにもさま

和訳と仏教とのつながりが訳人たちのま詩にのぼることによっ︑

ているものは別としても︑択教歌のあるものは︑表現内容としての

ざをの相がある∵勧学会における和歌のように結碩思想に支えられ

の素懐をとけずと云専なし︒﹂ ︵和歌決秘抄︶ ﹁これ則此国の陀羅

て衣票の珠と心得ぬれば︑神明仏陀の感応ことにあらほれて︑往生

へる︒﹂ 三一五記鷺衆︶ ﹁世間出世の道理を三十一字の中につづめ

よめらむは十仏百仏を作りたらむ功徳を得べLとぞ古賢も申七たま

識の内面化という点では未だしい︒﹁かた山寺にこもりゐては︑た

﹁．こころ﹂における教理の項薄な受容に止まり︑﹁ことわり﹂の認
だ二詔の道理より外に恩ひつづくることもなし︒其の道理を歌によ

べからずと也︒﹂ ︵芝草句内岩橋下︶など︑時代により歌人により︑

が︑また︑和歌の﹁ことわり﹂が仏教の理を受容し得る深さを有す

つ︑﹁ことわり﹂における仏教との等質性についての意識は深めら

言うところの意味に差ほあるが︑和歌心と素材とに規制を与えっ

柁なり︒生死をさとり︑仏神の感応一代説教の理に葛発の勝劣ある

るものとして曹蒜蛸されている︒煎心が﹁和歌は観念の助縁と成りぬ

れていった︒それはまた︑﹁ことあり﹂が︑単に仏教の理の放念的

まむと恩ひけるなるべし︒﹂︵拾三倍Cというこせばになると︑一見︑

べかりけり︒﹂ ︵袋草紙︶と言ったというのはその先程である︒俊

て追求されていった︑﹁ことあり﹂の内面化と応じているど考えら

受容にとどまらず︑﹁あ︒のまま﹂を観る﹁こころ﹂ の深さとし

仏教の理が︑和歌の﹁ことあり﹂にはたらきかけているようである

成が古来風体抄に﹁これは浮言綺吾のたほぶれには似たれども︑こ

れる︒

とのふかきむねもあらはれ︑これを縁として仏のみちにもかよはさ

群甲l一叫口伝に︑

むため五三㌢﹂と言い︑﹁みな此やまと歌の探き頚によりて︑法文
の無尽なるをさとり云云︒﹂と言って l和歌の﹁ふかきむね﹂ ﹁決

の詞なれどもさして信をとること重なくて過ぎにLを︑山林修行

所詮あめつちはじまりてよりこの道おこれりといふは古来の先達

のの′ち無事閑寂のうちに自然によく心得たり︒万物の性は不生不l

意識してのことであろう︒
﹁聖徳の理をものべ無常の心をむつらねて︑′ 世緑俗念をうすく

にさきだちてあらずといふ時もなくところもなし︒天地におくれ

き義﹂に安心し得たのも︑﹁ことあり﹂における仏教との等質性を

し︑名利情執も忘れ︑風花を見て世上のあだなる事を知り︑雪月を
詠じて軋町の潔き理をもさとらは︑仏道に入る虹︑法門を悟る便り

てもまたしかなり︒是万物の根源なり︒和歌のことわりまた則こ

減なり︒生滅にあづからざる性︑万理を具足せり︒此一性は天地

なるべし︒﹂ へ沙石集・．岩波文庫本︶などと説く無住の︑言うとこ
ノ

335

れにあり︒天地わかれてありといふはなは︵属︶相の上のことば
也︒ヰ瑞ど天地あひわかれ陰陽たがひにきざして︑日月屋辰は天
に付き山川草木は地に付くなり︒日田でておき日入りてふし︑天
地のうちにありとしあるわざ︑何頚かこの歌や担をはなれたるや︒
とある︒和歌の﹁ことあり﹂′が観念的にきわめて拡充せしのられ七
吟詠して花をあはれみ露をかなしぶは既にことばにおちたれは︑

いる︒それは︑
和歌の第二︵義︶門也︒歌の真体龍はあらざるべし︒歌をば日本
の陀超尼︵なり︶と古人これを云へり︒ ︵又︶神明︑仏陀︑菩
︵耕雲首伝︶

薩︑聖衆︑これによれて心ざしをのべ給へるは︑︵唯︶この決理
あるによれるにこそあらめ︒
・のどとき論をみちびく︒﹁ささめ．こと﹂に︑
窮用の歌道は軒相法身の歌道の応用也︒方便の稚用おろそかにお
もふべからす︒
とあるのも同様の言である︒かかる考えは︑はやく﹁先づ有用の方
ていま散のふかきみちを申すも︑空収中乃三謡に似たるによりでか

便によりて終に無相の失望に入る︒﹂ ︵沙石環︶︑さらには﹁より
よはしてしろし申すなり︒﹂ ︵古来風体抄︶ ﹁又あだなるおもひを
いひはかなきことをかざりてきしとの心をのぶる甘・これ権輿の二
教︑控仮中の三諦也︒﹂ ︵野守鎧︶などの言に先舵を見得るが︑しか
る﹁ことわり﹂が︑和歌の﹁ことあり﹂としての自主性をもって︑

し︑﹁歌の真体﹂ ﹁蕪相法身の歌道﹂と言うところに︑和歌におけ

も決定的である︒反面︑﹁こころ﹂に対する﹁ことば﹂の比重は軽

．仏教の理に合一せしめられているのを知る︒和歌と仏教との等質性
くなり︑﹁ことば﹂の形象としての和歌の独自性があやうくされる

ことを免れない︒ここに︑仏教とのつながりにおける和歌の意轟官

わ

り

に

．定・価値づけに観点の転換が待たれる︒
お

以上︑歌人たちの求やた︑和歌と仏教との等質性を⁚﹁こころ﹂

の等質性についての思惟の決まりにつれてあらわれる︑．継起的な展

﹁まこと﹂ ﹁ことわり﹂に即して考えた︒三者は継起的な展開段階
としてあるのではなく︑隠群的に︑並在的にある︒しかし︑仏教と

で認識されるものであるが︑行的な面で体験される﹁澄心﹂も仏教

開段帽としての面も無くはない︒三者はいずれも︑いわば兢憩的な画

との等質性の論に加わる︒・もとより︑和歌において﹁ことば﹂の有
する意義は大きいり ﹁こころ﹂を中心に述べた本稿の諭が︑歌論の

取りあげ方としてかた上っていることは認めざるを得ないが︑それ

︵広島大学皆契分校︶

は患た︑聖己結語観そのものの樫にひそむかたよりでもあろう︒
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