の

展

助

1広島大学文学部教授11

かにし︑かつ分煩整理を試みたが︑言及不足は随所に残されてい

観

の文学
語

之

﹁潜心﹂ということばは︑﹁心を澄ます﹂の意味にも﹁澄む心﹂

開

のどとき風体論が展開される︒傍点した名目の外︑﹁ノキタル様﹂

言

徳

の意味にも用いられる︒前者は行為としての﹁澄心﹂︑後者は状態

心﹂

れるこれら≡点についての等質性の諭のほかに︑行的とも言うべき

I ﹁澄

する以外︑日本歌学大系所収の本文による︒

葉の文学﹂につい三て三の間道を補説した︒引用する歌論は︑注

本稿は︑はじめに﹁渾心﹂の論について考え︑ついで︑﹁飛花落

川

る㍗後日を期したい︒

1−狂

に

中

に墟付の観点が見られ︑それらを駆使LC上手と下手の風体の比較

め

綺

を行っている︒これは一例把過ぎないが︑上述の分析的認識によっ

じ

続飛花落葉

は

桐描 ﹁飛花箔斑の文学﹂ では︑﹁こころ﹂ ﹁まこと﹂ ﹁ことわ
り﹂の≡点に和歌と仏教との等質性を兄いだそうとする歌人たちの

面で仕接される﹁澄心﹂についても等質性が考えられていることを

としての﹁澄心﹂であるが︑敬人たちはこの両者をことさらに区別

約について述べた︒そして︑いわば観想的とも言うべき面で認識さ

‖目した︒故人の諭によれば︑﹁せこと﹂は澄める心︑心を澄ませ

してほ語っていない︒

れる︒しかし︑その軍心がどのような場合に体験でれるか︑また︑・

和歌が心を澄ますものであることは︑歌人によっでしばしば語ら

ばおのずから﹁．ことわり﹂が叡じられるとするのであるから︑観想

°

的と言い行的と言うの・も所詮は裏罫一体をなすものにはかならな
ヽ
．．∨
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どのような体険内容をもつものであるかなどの点については︑あき
らかには語られていない︒体験される場合としては︑和歌の創作に
おける場合と享受における場合とがあるが︑そうしたことも試別し
ては語られていない︒
歌人たちの野心についての自覚が浅いと断ずることはできない︒
琵心とはそのようなものであるとも言えよう︒﹁澄心﹂は主体の精
神活動による行為であり︑また︑その行為によってかもし出される
心の状態であるが︑﹁摺こといぅ体験そのむのは場合に応じて体険
内容が異なるという性質のものではなく︑しかも︑いかなる状態を
﹁槽こといぅことばで表現するかという基本的な問誠については︑
自明のこととして歌人たちは語らないのである︒本稿では︑野心が
何を対象として体険されているかー対象は和歌にはかならないに
しても︑和歌のいかなるところに澄心が体験されているかを︑例を
あげつつ考え︑そうすることによって︑歌人たちは一般にいかなる
状態を﹁澄﹂と呼んでいるか︑また︑仏教との等質性を﹁野心﹂に
おいてどのように考えているかをあきちかにしたいと思う︒
糾毎月抄に︑
詩は心をけだかくすます物にて供︒尤歌よまむとき︑貴人の御前
し︒歌にはまづ心をよくすますは︑一の習にて侍るなり︒

などならば︑心中にひそかに吟じ︑さらぬ命席ならば高吟もすべ
とある︒愚見抄にも﹁常によき詩を吟じて︑心をすますべき也︒詩
は心をたかくすますものにて侍るから︑蘭省花時錦瞳下︑底山雨夜
茸府中︑此詩をぞ亡父卿は詠ぜられし︒故郷有母秋風浜︑旅館無人
る 0 漢 詩 の 事 受 に よ る 澄 心 が そ の ま ま 和歌の創作における澄心につ

暮雨魂︑これ又すぐれたることにて︑感を動すたぐひなり︒﹂とあ

ながる︒﹁心をけだかくすます ︵心をたかくすます︶﹂ とあるの

は︑詩境の清高が心を澄ませ歌心をととのえるのであろう︒定家は

とざまかうざまにてほっや71つづけらるべからす︒よく7＼心

有心体の詠法について︑

をすまして︑その一境に入ふLでこしそ稀にもよまるる事仕侍れ︒

とも︑﹁但︑すべて此体のよまれぬ時の侍るな︒︒投気さして心

底みだ︒がはしき折は︑いかによまむと案ずれども︑看心体出来

の裡に形象された世界の情趣を象徴的に詠じょうとする歌人の創作

ず︒﹂とも言っている︒堅前の事象を写契的に詠ずるよりも︑観念

事情を考える要がある︒﹁その一境に入ふして﹂とあるから︑観念

桂に形象された世界に没入七︑その世界の人となりきるところにこ創

れている︒浜詩の享受による澄心がそのまま和歌の創作における澄

作のエネルギーを自発させる︑そのような没入状態に澄︑心が体験さ

心につなが︒得るのも︑また秀歌について﹁詠吟革きはまり︑案性

はかにかたはら上りやす7＼として︑よみいだしたる中に︑いかに

すみわたれる中より︑今とかくもてあつかふ風情にてはなくて︑に

も秀逸は侍るべし︒﹂︵毎月抄︶とあるのも︑研念裸に形象された

こうした歌風をもつ歌人にあっては︑ことばにかかる比重が大き

世界への没入ということにかかわっていよう︒

いために︑仏教との等質性を兄いだすのが困難なようであるが︑観

言うところの寧心も仏教とのつながりを有してくる︒愚見抄の記事

念裡に形象される世界そのものが宗教的情趣をただよあせる場合︑

を信すれば︑そこに挙げられている詩句は︑﹁あはれ﹂ の感情に

つながることによって仏教的想念に近いものを戒している︒仏教的

−IrJ㌫1一．f々▼．It．−．Lト〜︑．トトトlLtLL！．一トーけkLhHシむrhト・・l㍍コア一芸一ド㌫FhLト訂したり丸が畑正好奴

怨念の匠流下﹁あほ七．の感情や見そしと彗用木文学華一腰に行
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°

なわれている見解である︒その見解に開放はぁるが︑今は触れな
−V

似夜の田に︑
先づ歌をよまむ人は・．轟にふれて情を先として物のあはれをし
り︑常に心をすまして︑花の散り︑木の葉の落るをも︑露︑時雨
色かはる折節をも・日にも心にもとどめて︑歌の風情をたちゐに
つけて心にかくべきにてぞ伏らむ︒
とある︒創作における軍心と諾ってよかろう︒属目眼前の轟故を日
にも心にもとどめる状態として軍lUが説かれているが︑それは﹁花
の散り︑木の葉の落るをも︑花︑時雨色かはる折節をも︑﹂とある
にあきらかなように﹁ことわり﹂を損じうる状態にはかならない︒
これは︑仏教者の澄心とも呼び絹るものであろう︒間mはこうした
澄心が歌の風情をつちかうとされている高にあると思われるが︑阿
仏尼はその点には触れない︒仏教との特損性黒⁚時㍑することが︑お
・のすからこうした態匿をとらしめていると準えられる︒
定家の言うどとき澄心においても︑﹁m非刺欣之先導時節之景
気︑苗之盛衰︑為知物由︑自氏丈宗一竺帆嘗超翫︒誓心和
︒﹂ ︵詠歌大概︶ということばの陰に︑眼前の印象に対する澄心が
存したことを察し得るし︑明月記の叙述にもうかがわれる︒
同日堅前の事象に﹁ことわり﹂を観ずる場合︑夜の鶴に﹁串にふ
れて情を先として物のあはれをしり︑﹂とあるように︑﹁ことわ
り﹂が﹁物のあはれ﹂と深くつながる方向に求められ︑情感にささ
えられて﹁ことわり﹂を観ずるところに和歌の風情が兄いだされて
いる点が注目される︒そのことは︑
風雲草木の時に付てかほる姿を思ひて︑風情をもとめよむ上と

は︑誰も同じこ受なれど︑心中いたるといたらざるとなり︒︑軍
票御抄︶

テ︑常1；レヲワスレズ・︑心ニカ・ケツツ鳥ノ一声ナキ︑風ノソソ

俊鼓弓恕政禦イミジカリシ歌仙也︒心ノ底マデ歌ニナリカヘリ

ニツケチタチヰオキフシニ︑風情ヲメグラサズト云串ナシ︒寸コ

トフクニ言︑マシテハナノチリ︑月ノイデイリ︑雨雲ナドノフル

トニ秀句ノイテクルモコトワリトオ．ポエ侍シ︒︵長明無名抄︶

唯寝食をわすれ︑萱を忘却して朝夕の風のこゑに心をすま
し︑雲の色にながめをこらして︑ちりのまのあだごとに心をみだ

どとくにて︑あかしくらせば自然に歌にこころうかみたる時も︑

らず︑一大串を心にかけたる人の︑いつも胸中に大疑団のあるが

又歌のむしろにのぞき︑題にとりむかひたる時も︑その折ふし

のおとなどの︑ふと心にうかびてふしぎなる風情︑あたらしき心

みゆる空のけしき︑雲のたたすまひ︑その時に聞きし鼠の声︑羽

ねなどのよみいださるるなり︒・︵群雲口伝︶
などにも述べられている︒眼前の事象はさまざまであり︑事象に触

れての情感もさまざまであるが︑それを﹁物のあはれ﹂とつながる

方向で受けとめるところに澄心が老えられていることは︑仏教との
等質性を考えさせ．る︒

㈱八雲口伝に︑
和歌はながめてきくに上き歌は︑しみ′︵ときこゆるよし申しお

きて侍るめり︒
とある︒﹁しみふ＼ときこゆる﹂とは︑和歌の享受において︑感動

見のがせないが︑表現内容としての﹁こころ﹂の作用が大きい︒沙

が心を澄ませることを言っていよう︒この場合︑和歌の韻律効果も

＿149−・

石集に︑心を澄まして和歌を訊ずるを事とする児僧が月冴えてもの

て︑さこそはと恩ひつづくれば︑げに哀れに侍り︒

伝へ聞きて訊ずるに︑哉心もすみ侍るをや︒まして其身にあたり

とある︒和訳の事受における澄心である︒﹁作者の心訳有りて︑恩

静かな深更に﹁手にむすぷ水にやどれる月影のあるかなきかの世に
僧都これをききて︑折節といひ︑歌の砧といひ︑心肝にそみてあ

もすむかな﹂と藷ずるを聞いて恵心が感動した話を叙して︑

心によりて︑恩はぬ事をもいへるは実に失なるべし︒離別哀情の

和歌を統語といへる事は︑由なきことをいへるなるを︑或は燕汗

をのべたる歌﹂が燈心をみちびくとしている︒この前文には︑

く︑此児をも留めて︑其後歌をよみ給ひけり︒︵沙石集・岩波文

恩ひ切なるに付きて︑心の中の恩ひをありのままに云ひのべて高

はれなりけれは︑歌は道心のしろペにもなりぬべきものなりと
雄︶

恩ひをありのままに云ひのべて云云︒﹂と︑﹁まこと﹂の内在が澄

とあって︑創作における澄心に触れているが︑ここでも﹁心の中の

べし︒

ぎほらふく風にさびしくもあるかしかのなくらむ﹂ の歌を評して

心にかかわるとしている︒創作におけると享受におけるとを問わ

級をわすれ︑此一事に心すみ恩ひ静かなれば︑道に入る方便なる

﹁聞人こそ心すみ︑さびしき心地もせめ︒しかの心にはなにかさび

ず︑澄心をもたらす所以が和歌に内在する﹁まこと﹂にあると考え

の鉢﹂にもある方向が予想される︒袋草紙に﹁ゆふさればをののは

しくもあらむ︒﹂ということばを載せている︒称賛の評言でないだ

とある︒享受における感動は開く者の心位に上って異なるが︑﹁歌

けに︑かえって︑一般に濯心をみちびく和歌の ﹁こころ﹂ の方向

持の義あるべし︒﹂ ︵沙石集︶とあることばも︑その点で考えるべ

ているのであって︑﹁和歌の一道︵イ徳︶を恩ひ解くに︑散乱題動

たとへん朝ぼらけこぎ行くふわの跡の白波﹂の歌を聞いて歌遠に心

きであろう︒︵無住が﹁心を澄ます﹂という表現よりも﹁心澄む﹂

の心をやめて寂然閑静の徳あり︒又言すくなくして心を含めり︒惣

を寄せたという話へ抄石賃︶を思いあわせれば︑﹁あはれ﹂の感情

﹁まこと﹂1こいうことばの異体は曖紐であるが︑それが﹁ことわ

とい上表現を好んでいるように思われることも見のがせない︒︶︒

の助緑であるという悪心のことば︵袋草紙︶も︑﹁世の中をなにに

による澄心を電んじたものと考えられる︒また沙石其に︑﹁是等の

1−﹁あはれ﹂とのつながりを概念的に示し得ている︒和詔は観念

歌はよのつねに︑人毎にロに付きたれども︑静かに詠ずる時︑畠縁
恭く忘れ︑一心漸く静かなるものをや︒﹂として掲げている歌を見

であることは前稿に指摘した︒ただ︑無住の言う﹁まこと﹂はいち

り﹂を媒介とすることによって﹁物のあはれ﹂にもつながゎ得るもの

再∵牒皿滝日脚腰は抱LL抜檎愉輝け洪

ば︑﹁声心﹂の項に︑大毘婆沙論第百九十﹁定心とは謂はく誓心な

心も仏教に説く﹁苧巴に近い︒︵望月信亨氏の仏教大辞典に上れ

じるしく仏教的に規制されたものであり︑その点︑言うところの澄

ても︑言うところの澄心は﹁あはれ﹂に決くつながっている︒この
場合︑﹁あはれ﹂が﹁無常転変のことわり﹂にむすぴついている点
が注目される︒
聞沙石環に︑
．CIFl1．．．−︑．

肯き歌を見．るに︑作者の心讃有りて︑思をのべたる襟は︑遠か濫

ソ︑卜Hたいけhhrl︑HFト一トハり−︐1．．
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▼l

l

染心止り︒敬動と相応するが故な︒︒琵心とは謁や首心なり︒随
く彼を治するが故なり︒﹂の例があげられている︒︶︒
以上︑四の例をあげて︑歌人の亭う寧心について考えた︒澄心に
ついての歌人たちのことばも︑それぞれの歌人の和歌観の上に理解
されねばならず︑しかも澄心の体験内容は把塩するに困難である︒
しか七︑歌人たちが準吋について語る場合︑そこにはすでに前提と
して仏教との等質性が意識されていることが多く︑その点︑澄心と
いうことはきわめて具体的な体験であるが︑澄心ということははき・
わめく観念的に用いられていると言えよう︒
撰柴抄に︑歌は学問のさまたけにあらずやと問われて︑西行が
﹁なじかはしかあらん︒改心ぞすみ侍ら聖恋慕哀傷の風情をも詠
みては︒皆我が心に帰すれば︒唯誠の悟ここに閃かれ聖もと心の
外に法なし︒貝心のいつはれるなり︒おのが心をさはがして︒なに
と竹中問の軌とはの給はするぞ︒いとど無下に侍る︒﹂︵冨山房名著文
どうかは問mがあるにしても︑万象が心銃に映ずるところ︑おのず

雄︶と竿えたという嵩がある︒西行のことばの真実を伝えているか
から班が観じられる︑そのような心の状態がここに言う澄心であろ
う︒対自然の関係に限って見ても︑定家の言う．ことき澄心とは︑そ
の対象に異なるところがある︒しかし︑三五記党未には︑そうした・
両者の澄心に見られる差異には触れず︑
西行上人の云︑歌は︑是禅定の修行なりといへり︒骨にも心を一
庭に制せずしてはかつて上まれぬなるべし︒散乱の心をやむる
事︑是に担ぐべからず︒
とあるC三恵記のこの部分の叙述は︑和歌と仏教との等質性を強く
説いているところであるが︑もうした観点からみると︑西行の寧心
も定家の泣心も︑さらにはその．表現か．ら喝して︑無仕の澄心も︑ひ．︑
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としく重なり払うものかして受酢とられているのであウて㌔琵心と∵∵イ志

いうことばがきわめて観念的に用いられていると言ったのは︑この

点である︒・
それでは︑きわめて観念的に用いられた場合︑澄心ということば

はどのような意味で同いられるか︒無住が和歌について︑﹁聖教の

理をものべ︑雷円の心をもりらぬて︑世緑俗念をうすくし︑名利惜
執も忘れ云云︒﹂﹁是を案ずれば世務をぅすくし︑是を零れは名

利をわする︒﹂︵沙石集︶と述べていることばに見られる︑俗念世

緑を去る11それが甲山ということばの意味するところであり︑そ

の捨俗性において︑和歌と仏教との等質性が兄いだされているので
ある︒本稿のはじめに︑歌人たちは蒜にいかなる状態を﹁澄﹂と

いうことばで表現して︑いるのかという閏を拉示したのであるが︑そ

の間虹こついて言えば︑﹁鐙﹂についての歌人たちの考えは仏教的世

界観によりかかっており︑その﹁澄﹂を和歌の上で捨俗性として踵

めようとしているとも言いうるのである︒

西行上人談抄に︑
昔上人云︑和歌は常に心すむ故に悪念なくて︑後世を恩ふもその

心をすすむるなりといはれし︑比等宍なり︒齢滞六十にく︑餃命

なしと恩ひて世を遅れてl向浄土を求むるに︑和歌好みし心にて

道心を好めば︑きしとに心ちらず︑やすかりけ．る︒

とあり︑これを受けて了佼一子伝には﹁風雅集の時冷泉為秀卿︑玄

某はただ心をやしなふまで也︒人は思ふとおもふ事の悪念ならざる

誓僧など可執申之由申されしかども︑それは此遠の名聞なるべし︒

ほ少也︒歌もよくよまむ上たしなまは︑悪念に可成︑西行の歌もさ

吏おもむけて数寄けろが︑熟及問撰歌の望なく供也︒﹂と紀してい
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J

は︑和歌についての彫弦の心づかいを指すよりも︑むしろ彫族のか

る︒丁俊一子伝に﹁歌もよくよまむとたしなまは云云︒﹂とあるの
く結びつく︒

そこに前稿に述べた﹁こころ﹂ ﹁まこと﹂ ﹁ことあり﹂の観想と深

に述べたごとくであるが︑﹁悪念﹂ということばはいちじるしく仏

心が俗念 − 私心我執を去るところに考えられていることは︑すで

さらに﹁澄心﹂の四点について︑和歌と仏教との等質性についての

以上︑前稿の論をうけて︑﹁こころ﹂ ﹁まこと﹂ ﹁ことわり﹂︑

げにひそむ名聞におもねる心のう．こきを指していると解される︒澄

教的である︒また︑愚問だ注に︑

ていった結果︑狂言綺語敏の呪縛からはまぬかれ得るようになった

歌人の諭を考えた︒歌人たちが両者の等質性を深く思惟し︑追求し

が︑しかし他方︑和歌の性格は仏教の規制を受けて文芸としての

いかにして道の佳境にいたり︑絶妙の秀歌をもよまむと恩ひたら

自由さがせばめられることになったのも否圧しがたいとことであ

文学

ん人は︑三昧に入るどとくに︑心を面影のかすかなる所にとどめ

の

て︑人のふるさぬところを琴すべし︒たやすく難出来ければ︑不

飛花落票

る︒
Ⅱ

可不沈恩︒
とある︒ ﹁人のふるさぬところ﹂ を案ず右という彫班の心づかい
と︑心を﹁面影のかすかなる所﹂にとどめる撃心とがどのように併

執する人は︑三昧に人がごとく心をしづめて︑幽玄のさかひに入り

表現に注目する︒近菜風体にも﹁歌よみに二の様あり︒遠をふかく

示すかについては︑今までの拙論にも述べたところであり︑また︑

としての画を看する︒かかる飛花落葉の文学がどのような姿相を

今︑飛花落葉の文学ということばで呼ぶ︒和歌はその代表的なもの

るしく仏教思想の規制をうける︒こうした規制を受けた文学を︑

仏教との等質性についての諭につちかわれてきた文学は︑いちじ

て人のふるさぬ所を案すべし︒云云﹂とある︒西行の言と伝えられ

たとえば︑開放の文学︑老寂の文学︑諦観の文学などの徴表をあげ

在し得るかに問題はあるが︑ここでは﹁三昧に入るごとくに﹂との

る︑﹁歌は︑是禅定の修行なり︒﹂ ︵三五記盈未1−ささめごと︶

○

いて考えるにとどめる︒

て論することもでき上う︒ここでは︑単に断想的に二︑三の点につ

のことばもここに考えられるが︑澄心を三昧境になぞらえ言うとこ
ろ︑仏教との等質性の意識があらわである︒
和歌の創作におけると享受におけるとを問わず︑歌人の言うとこ
ろの寧心は︑﹁あはれ﹂ ﹁物のあはれ﹂の感情情趣につながるが故
に︑またそこから抽出される捨俗性の故に︑仏教との等質性が兄い
だされ︑確められ︑そうした等質性の意識をふまえて︑﹁心を澄ま

仏法東流セサ坊シ昔タニモ物ノ心アルヒ︑トハ花ノチリコノバノヲ

宝物集に︑

∴．空こ∵︒∵∵三吉∴÷÷モ1．・∴∵㍉＝．．︵声誉二．﹁L

す﹂ということばが用いられている︒かかる意味での澄心が可能で
あるためにはノ﹁まことしの内在︑﹁ことわり﹂の叡憩が考えられ︑

r仕りはげ〃許い汁rJhHhh．1▼ちパい．ト′・．P．L−Fl一．Irrl一．
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とある︒生きる世のはかなさ︑あわれさに思いをひそめることは︑．
の中におのずから仏教的観照に通ずるものがあり︑それが仏教によ

単に仏教のみによって教えられたものではあるまい︒日本人の性格
って開顕して飛花落葉の文学を形成したと考えるのが妥当かも知れ
ない︒今︑和歌につい三日えば︑飛花落嘉の場にことわりを観じ︑
寧心を草笑そこに詠歌の場を求めるようになったのは︑狂言綺語
観を媒介としての仏教∴の対決を通じてであった︒中世に入ってこ
け傾向はいちじるしい︒すでに引用した長明無名抄や夜の鶴のこと
ばにも見られるが︑そのほか︑
飛花をみては無常の風の逼れがたきことをしり︑郎月をながめく

神もやほらぎで本覚衷如のこ

許容類従︶
心もち肝要にて侯︒常に飛花清雄を見ても草木の露をながめく

も︒此世の夢まぼろしの心を息ひとり︒ふるまひをやさしく︒幽

玄に心をとめよ︒︵心根佃郡庭訓・統群書煩従︶
などとある︒いずれも飛花話栗に無常の理を観じ︑そこに詠歌の功

を求むべきことを説く︒ひとしく詠歌の場を説いて ﹁風琴草木の

興﹂を詠ずるにありとすることば︵本朝統文粋・愚問賢注・八雲御

歌をよまむにはまづ題をまく恩ひとき心うべし︒花をよまむには

抄・撰集抄参看︶にくらべて︑いかにも哀感がまさる︒そして︑

花の面白く覚えむずる事︑月を詠ぜむには月のあかず見ゆる心を

なびやかにつづくべき也︒︵和歌初学抄︶

恩ひっづけてをかしく取りなして古き詞のやさしからむを遊びて

落花落葉題には︑花は木の下にこぼれてにほひ︑もみぢは庭の上

にいろさか．りな右は勝たり︒．ちりしぼむといふほおとろふれば劣

なり︒︵和歌色葉︶
︑
ということばとくら．へても︑歌人の心位のうつりを考えさせられよ

のであって︑和歌無底抄に見る人丸琴行念謁次第には︑人丸の影像

かくして︑飛花落葉の哀感は次第に歌人でlUに重んじられていく

くノ0

に歌よみとならんことを祈誓するにあたり︑

−
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は︑煩悩の雲の覆ひやすきことを塀まふべし︒︵沙石集︶
聖教の理をもの・へ︑無常の心をもつらねて︑世縁俗念をぅすく
し︑名利情執も忘れ︑風花を見て世上のあだなる等を知り︑雪月
を詠じて︑心中の瀾き理をもさとらは︑仏道に入る輿法門を悟
る便りなるべし︒︵同上︶
月氏の仏のみのり︑霞且の孔子老子の通をうつしなずらへ︑上三
通より下万民に至るまで︑心をのペ︑呑さり秋くれ︑花散り葉お
る事をとどめ1心の邪をさけ︑欲情賛着を離れ︑一心の円鏡に向

っ︒是みな有為転変のことわりと無常心を観じ︑何事にも我とす
ふ時︑ともすればうかげ来る薫き世のくさ′仲〜の事を心のたねと

次に右の手に花を一枝もて︑其内を加持せよ︒
桜ちる木のした風を詠ぜよ︒但︑人の心に可随︒・

証
で

して︑言の葉にいひ輿つるを︑吾朝の歌と名づくる也︒これ一心

とある︒飛花落莫の観想が和歌心の象徴のようにされて
あると思われる︒

六二

のうへの妄想をはらひて︑本来の失地にいたる直路なれば︑天地
も感動し︑風神も納受すと見えたり︒︵かりねのすさみ︶
．′

．飛花落葉︵紅栄苛蕗イ︶を見tも生死の理を叡ずれば︒心中の兄

しヽ

又飛花︑落葉を見て世の無常を悟り︑はかなきならひを夢になず

さらに︑愚秘抄纏本に︑

一の問題である︒この間題は︑より根本的には和歌と仏教との等賀

ることばのたわむれがどのようにして存在せしめられるか︑これは

が論じられるのである︒このように考えていくならば︑狂言綺語観

なりきることも︑実現しがたいことである︒異質なるが故に等質性

性の諭の限界如何という問題として考えられねばならない︒すなわ

としるしているのを見れば︑飛花落葬の哀感を詠ずるをこととした

を挟介として︑仏教的世界観が歌人の心につよくはたらきかけ︑和

らへん遠心者などは︑さるためしも侍りなん︒其心もなく又世の

歌人の多かったこと︑すなわち︑こうした和歌観が時代の歌人の一

歌の性格が仏教によって規制されていく︑その中にあってなお歌人

る限り︑和歌と仏教とが重なりあうことも︑．蔽人が仏教者と一体と

般の風潮ともなっていたことが知られるのである︒馴れるというこ

としての主体性︑和歌の独自性がどのようにして維持されている

ち︑和歌と仏教との等質性をいかに追求しても︑ことばを介在させ

とは何かにつけてわれわれをにぷくさせる︒和歌と仏教との等質性

か︑この点の考察が必要であると思う︒あたくしは︑二の観点から

薫へもなからんたぐひの︑さ様によまん轟は︑堅固の偽りにて侍

の諭に馴れては︑今さらに和歌をかえりみ︑仏教を思い︑その相魁

れば︑恩ひやりたる程まではあるまじき歌様にこそ︒

に心を痛めるまでもない︒愚秘抄が難デる歌人はそうした翌であろ

考えていくことができると思う︒

はよらじとぞ覚ゆる︒

にぞよるべき︒法命をつぎ︑歌の道をたすくる串︑数なら犯人に

か無上の菩提をも得ざらむ︒道心ある人と︑すきたる人との心心

発心修行にもすすむ人あらば︑玉の濁りの世の未なりとも︑など

夜の鶴に︑

一は︑﹁すきもの﹂の形成という点である︒

う︒しかし︑愚秘抄の言うところをそのままに信ずれば︑無常の観
想の切儀な体感が追求されるところ︑歌人と仏教者との心位はます
ます相近いものとなろう︒
○
和歌においてことばの占める位置の重要さについては多くの歌人

の動きも多様である︒飛花落葉の哀感のみに眼をむけねばならない

カシ︒ヲモヒクラシテ︒此世ヲイトビ︒仏ニナラント恩へキナリ︒

テ︒7ケクレ心ヲス了シテ︒花ヲミ︒月ヲナカメテそ︒ナケキア

スキモノト云ハ︒慈悲ノアリテ︒ツネニハモノノアハレヲシリ

とあり︑教訓抄に︑

ものでもない︒﹁古の歌人は述懐無常かむねとし侍り︒﹂とも﹁此

ナケニ笛ヲ吹ナラシテモ︒仏ニタチマツル？法ヲホムルトヲモフ

の存在を認めるこ七でもある︒また︑人の心はさまさまであり︑心

によって語られている︒そのことは︑∴﹂とはが自由に形象する世界

は言っているが︑同時に︑たとえば戯咲歌︑俳讃歌のどときことば

道は無常述懐を心ことばのむねとして︑﹂ ︵ささめどと︶とも心敬

のたわむれにすぎない上うなものも︑文芸としての和歌の無視し絹
ヘシ︒此世ノバカナサ︒ ヒサシカランハ八十年︒イカニイハム
．．紅ト㍗﹁上や上馬還恒や忠霊瀾花落葉の文学としてノの麺脛茂樟粍広はトト上代 不定7サカヒナ淵︒︵統群書類従︶
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︑な﹁すきも玖﹂〝が形成されていく過程が考牟
られねばならない︒和歌においでは︑﹁なさけある人はすすみなさ

けなき者はすすまざる事か︒﹂︵俊碩髄脳︶とあるどとく︑﹁なさ

けある﹂ことが早くから重んじられている︒﹁物のあはれ﹂を解

し︑そのつながりにおいてことありを観ずることを尊ぶ以上︑それ

は当然のことであり︑仏教との等質性を諭ずる場合にも︑この﹁な

ハl﹁すきもの﹂と言い﹁閑﹂の生活態度

的な在り方にかかわる問題である︒かつて述べたように︑彗轟語
観にわずらわされることなしに︑和歌が仏教と併存することは︑い

かにその等質性を説いても︑和歌の性格規定という対象論的立場に

を論ぜば矢は人の染汗の心にあり︒云云︒﹂という無住のことば

即するかぎり︑所詮あ︒得ないことのト号に思われる︒﹁結語の矢

っている点で注目されるが︑にもかかわらず無住の・和歌観はいち

は︑対象論的立場での和歌首定から主体的立場での和歌首足にむか

﹁閑﹂を重んずる主体的な立場から︑和歌をも主体諭的立場で肯定

じるしく仏教的に傾斜したものであった︒その点︑﹁すきもの﹂

さけある﹂ことを前提として論がなされている・そうした考えの上

に中世における﹁すきもの﹂が形成されている︒しかし︑思えば︑

言

生が広島大学をお去りになるに際してであった︒あたくしなりの記

﹁瑳一這綺語観の展開﹂に関する一連の論文の初稿を書いたのは︑先

げることには︑いささかのこだわりを感ずる︒しかし︑わたくLが

窟藤先生の古穐記念論文の特集に﹁紀1−﹂を冠した題目をかか

付

中心に逗歌論への展開をながめたい︒

る上にきわめて重要であると思う︒こうした観点にたって心敬を

しようとする歌人について考えることは︑狂言綺語親の展開を考え

仏教的世界観にあって︑﹁なさけある﹂ことは第一桑のことであろ

うか︒さらに言えば︑歌人が﹁なさけある﹂ことを重視した︑その

言うところの﹁なさけ﹂は︑仏教的世界観において説かれる﹁なさ

け﹂とどれほどまでに等質のものであったろうか︒﹁すきもの﹂が

形成されていく過程の中に︑かえって︑仏教に対して文学の1−和

歌の独自性︑文学者の11歌人の主体性が守られている姿を指摘す

ることができると思う︒
二は︑﹁すきもの﹂とも関連するが︑﹁閑﹂という生活態度の確

立という点である︒かつて兼好は︑
い草だ誠の道をしらずとも縁をはなれて身を閃かにしことにあづ

︵徒然草・岩波文庫本七五段︶
と述べたが︑こうした﹁閑﹂の生沼態写しそ︑文学的志向と仏教的

がら︑あえ三寒雑な本稿を掲載させでいただくのも右のような事情
によるのである︒11枯れ葉まいて風天辺に吹きとおるrll︵昭和

か︒先生のおことばをいただきたいと思うこと切である︒

うか︒初稿から現在の稿にいたるまでにいくぱくの深まりがあろう

念の意味をもたせてであった︒それから幾年の歳月が流れたであろ

志向との相剋をやわらげる一境であり得るのではないか︒飛花落葉

からすして心をやすくせんこそ暫くたのしふともいひっ．へけれ︒

の祖に徴妙に無常の垣を観じ︑俗念世縁を捨てるが故に澄心を得さ

三六年十二月︶

11広島大学教養部助教授11

現在︑内地研究員として滞京中であり︑放窓忽々心ととのわぬな

せる︑この﹁閑﹂の境は︑人をしていちじるしく仏教に近づける

が︑そのかけに︑文学の独自性の介在を許すゆとりが存して．いる︒
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