﹁字．説﹂

江戸時代以前の五山禅皆の作品から︑

﹁栢﹂の文字を看する学説

助

芽梅澤義集

之

光陶稿

徳
惟肖碍良

ーノ

16大栴字説

房詔問輿

中

17惟杭字説

蕉庵遺稿

18朽鷺字妃

横川景三

督

玲林新京集

京葦窮集

道号相などから︑ 次の四篇を併せ考えた︒

雪桧掲唱禁

同 右

同 右

琵

芙

景検問麟

右

二十一籍の数では立言も憧られるが︑ この狂の字説は窒町時代後

本稿では︑紙数の関係上︑比較的短い柿宗字説を例元し︑それ

半に多いようである︒

を中心に︑他の諸篇に触れつつ︑字説について考え︑当時の五山禅
僧の観念世界の一班をうかがいたいと思う︒﹁楕﹂の文字を有する

同 右

京葦集

摂辰也︒鵠之為琵過於麟鳳︒或潜或飛︒或小或大︒撃云惟整不可知

日︒滞老害知其為魚︒飛老害知其為鳥︒達者告知冥為牛為馬為羊為

恵峰龍公僧琵︒山千問淵門下︒為一龍親︒宥客需予華異称︒予

栴雫字説
鐙氷集

字説をことさらに取り上げたのも︑﹁朽﹂の背後にある︑禅僧達の
観念のひろがりを注目したからである︒
呑

同 右

同 を

同

19古朽

所収作品

︵排列は︑ 時代順に従わない︒・︶
所控者名

を求めて︑今︑ 十七籍を得た︒

整者

説

永林

字

季弘大叔

既

説

1朽荘

薗披景芭
景検問厨

2梅荘字説
2梅荘字説

幻誓文票

覆

角虎遺人文集

右

寵︑

流水集

同

苗旦賃九

重

20紡漢

月舟語桂

言

21紡披字序

常庵寵崇

京薫別集

同 右

東沼間島

兵

輸杯訊百事

6梅采字説

5椙浦

説

7梅初字説

鵜川景三

京葺後集

登

等璃

8栢仙

間 右

意

法幕
常．

同 右

9梅仙字説

同 右

4璃鵠字説

10栢叔字説

同 右

梅花無表蔵

11梅琴字説

承村

按伏

12梅雲字説

同 右

寓

13梅漬字説
14梅巌

同 右

仁如誓琵

説

15梅心字説
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梅出梅之雨︒此則以梅之契熟而看雨也︒劉郎軽雨酒梅之句︒蘇子細

朽轟之糞︒純輿確乎︒梅之采平︒四五月間︒有迎梅送梅之雨︒有入

詮老親班有焉︒誰能不字焉裁︒於是予不克固辞︒称為梅雫︒客日︒

焉︒何字別記以衷成徳︒客日︒翁論甚高︒庶幾卑之︒古今儒繹寵其

名木者班日半林︒有姓管名帯者親日四竹︒穿堅亦甚突︒於叢何屠︒

然︒而背更之徒往荏而有︒以訳者衆也︒恒琶其相同︒撃閏新奇︒宥

班望雲︒看隠江湖而栗散人︒紛然不同︒然皆士流則有之︒今也不

然売名有取︒或困性急而以葺目勉︒或閃性援而以弦自属︒看思棄両

而遺競之外有表徳誓︒︵中略︶古今印史云︒遺光之称︒蜂起於末世

畏而伯仲︒投別称証︒古之遺也︒未聞看所謂別琉也︒

︹別号︺文言別称即表徳也︒︵中略︶楊升塵外災云︒幼名︒冠字︒

雨鵜花之句︒此則以杓之花開而看雨也︒翁之命意在花耶在契郡︒拘
亦命寵為梅家︒呑在統耶在緑郡︒昔昏稽梅子只管隠之地︒．看大粒
材︒伐為轟廟之梁︒張侶布欝寵干染上︒風雨之夜︒飛入鎮湖輿寵相
田︒後人見真上︒水痘淋商︒揮浣鏑満︒然別朽之化寵也︒且栢之老

意表を薄くし︑文学的関心を泣くしつつ求められている風潮は指摘
し得る︒
さて︑梅霜字説であるが︑ここに言う鵠公僧責は︑後に東福寺塔
頭大根軒を興した梅顧守託であろう︒この字説は︑﹁字﹂の有する意
味を︑客が摸索し主が閏明していく問答形式で叙せられていて︑字
説の理解がどのような形で為されたかを教えてくれる︒以下︑その
主客の問答を通じて話柄となっていることを︑職を逐って取り出し︑
同一話柄について述べる他の字説の文を併記し︑かつ1 その話柄の
所拠︑また参考事項︵この場合︑数字記号でその関連を示す︶を下
欄に抄出する︒

と致じ讐めている︒一概には言いがたいが︑字説が︑本来の宗教的

歳未到二十︒而以字行者︒或称院勇者︒滑々真実︒﹂ ︵桃隠道号︶

年あらためて梅雲子説を記し与えている︒景徐は﹁方今責林之士︒

而字︒﹂の礼記の語を挙げ﹁宋及志撃而欲以字行邪︒﹂と叱し︑後

現われである︒しかし︑楢川は字説を求められて︑﹁男子二十︒冠

る︒柘額字説のごとく︑僧完に字を与え︑学説を与えるのも︑その

後采の無着遺忠が漱くところ︑すでに室町時代の禅林に見られ

︹表徳号︺忠日︒禅祖昔但有名而巳︒臨済之義玄徳山之宣竪之類

而屈疇捗水之間喚為椀鵠4不亦紡之似鵠裁︒以碗捌龍︒恐在由乎︒

也︒後世便有遺班識字也︒後又遺党外有責徳光︒其冥遺旗印責徳耳︒

凡寵之攣化唯在両肘︒隈不得雨共成難否む捌龍以覇︒亦在五平︒梅
云宗云︒敦是為立︒予日︒子解楠顧何其置哉︒杭也恩寵采也随醜．
楕輿霜也得︒梅之緑也待︒看花有賀︒二葉村井︒班然予於公所期不
趨焉︒む説命日︒著作和栗︒爾惟芭梅︒又日︒若歳大草︒用汝作采
雨︒苦慮高宗夢持説於博畠︒立之作相︒仁気養民︒恩浮被物︒自甜世
用舅梅緑雨為相門口真突︒吾公異日塵妙雲閤上囲龍淵一泊︒天草
以臍突︒人草以蘇駕︒加之克調法味止群生渇︒別人威詣為染衣相︒
染衣相在徳不在位︒欽哉︒
某の僧について︑その称を韮にし︑その徳を表するものとして
﹁字＜あざな∨﹂が求められ︑その﹁字﹂の意味するところを解明
して︑僧の向上塾に賢し︑その遠大を期する意を籠めて記されるの
が﹁字説﹂であろう︒禅林象器等称呼門に︑法名・道号・別号・表
︹法名︺忠日︒凡名加祖字宗字老祖之宗之之意也︒祖宗者尊莞之

徳号の項がある︒次に︑その要を抄する︒

︹道号︺忠日︒以畿表所得之遺也︒即是表徳渋︒今時以字為道悪︒

也︒其所尊崇者下英字是也︒而今人不詳此売︒浪加祖宗字︒非也︒
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話柄I 梅の花・奨
梅花を重んずるか︑梅異を重んずるか︑花・異の二を捧げて梅を

①

なる︒中国の詩文にも広く見られ︑とくに所拠とすべきものを指摘

諭ずる文は多い︒花・実の問題は︑文学上・宗教上︑旛密の論題と
し得ない︒

︵梅宗字説︶四五月間︒看迎梅送梅之雨︒看入梅出梅之雨︒此則以
梅之巽雷雨也︒㌘痙雨酒栢之句︒撃細雨栢花之句︒此則以

︵梅望尋説︶巳而四月五月︒迎

問︒杓欲電話︒則水潤土樽︒礎密

①＜坤雅∨今江湘二桁︒四五月之

梅之花開而有雨也︒翁之命意在花耶在異郡︒
雨送雨嘉者聖霊生者漸熟︒璧

皆汁︒蒸欝成雨︒其罪如欝︒謂之

送栃︒

梅雨︒清衣服皆敗軍．故自江以
南︒三月雨謂之迎梅︒五月雨謂之

於廊廣之上用於鼎煎之中︒一味
五味十堕胃酸︒侍日︒天子畳公
卿大夫︒耶梅相の︒不可朽是猪
非也︒而今日之佳実乃前日之花

＜風土記・古今田富集成による∨

陰︒校則短禁長崇︒楕芳書林︒

﹁梅叔字説﹂に﹁又雨三日以荏為

雨︒及時為梅雨︒後時為送朽雨︒

也︒在人論之︒撃輿導一也︒少
壮幾時︒所動者業︒屈則寸陰分
飛英塾花︒所謂毎之開花於始

夏季軍頸至別為竃梅︒先時為迎梅

也︒年已長英︒識已高桑︒詩熟

課︒一二月迎梅︒五月送梅︒栴之生

也︒斑乎︒鍔祉一攣︒㌍梢林立︒

既英口也︒所謂梅之結実於終

とえば﹁雪繋開花却是責 何如拐

は蘇舜欽か︒蘇某奴とすれば︑た

◎劉郎の句︑未詳︒茄子︑あるい

文熟禅教共熟︒則黒衣睾相時宗 已熟者︒詩巳背者︒以雨之為采也︒﹂
鼎以調以和︒優良大地人染其指 とあり︒

薫花無実︒看何両日見栢裁︒

︵同︶言末既︒看客難日︒夫占 占上帝時 也知造物含決意 故異施
闇路香無異篤︒蒸累錐白文無 朱鷺妙姿 細雨簑賀千顆摂 軽寒疫

実 蔦 ︒ 空 曹 餞 的 而 異 於 再 損一分肌 不鷹便錐天跳有 半振徴
興董庶以有実也︒故詩之召南 酸巳署枝﹂ ︵紅梅︶ のごとき詩を言
蛮之説命︒哲諭其只︒由梁何 うか︒また再和楊公河梅花十絶に
見る﹁湖面初皆片片飛 澤前吹所
遜到唐宋元明而詞人才子鳴之
員整枝 何人会得春風慧 伯見梅琶
詩賦︒但諭其花為可惜英︒票
雨細時﹂の持︑聯珠詩柘に第四句を
耕諭也拐焉些云拙松雪麗郡庵
﹁伯見長江細雨時﹂につくる︒ある
亦云︒今也舎彼取此巣如何也︒ いはこの詩を言うか︒
㊥＜詩経・召甫Vにみる招看梅の
箔︑﹁招看梅 其尖七号 求我庶

牡丹無実実トアルソ︒＜増雅・澤木・

◎＜孤渕先∨増修均雅 弟子無好花

︵塙初字説︶所JDJ自今雨後︒

飛芳雄如朽之猛澤満天地︒膵
茂突如梅之槌花待採雨︒則敦
不謂之法王王佐也裁︒
①
︵梅正字説・開披︶深牡丹花

人︒或謂山炎帝︒炎覇之笛とは祁農本

葦伝∨先生姓椙名撃字魁︒不知何許

不以象︒以実不以肇也︒∧き免・梅

之経著於説命之再﹈召甫之詩︒然以芭

①＜楊寓旦・和栢詩序∨梅堅於炎帝

乎︒﹂と見える︒

耳︒牡丹無実︒都子非花︒皇同日語

説命閏文乎︒不遺実不運花︒禁詐遺恨

録・梅江号﹂にも﹁鳴呼遺実不運花︒

梅∨薪枝無好茸 牡丹無実実︒﹁見桃

いては後描︒

士 造其吾や﹂など︒書之説命につ

之絶而無果︒霧安男之絶而無
花︒獅梅不然︒在花則為桝︒
①
在実則為蕗︒真名凍柏堅於炎
膏之経着於説命之書召甫之
◎
詩︒皆以冥而不以花︒造乎楚
撃王損雲夢之野裏梅之始花︒
命珍粟宋三移之於後宮︒是花
①
看過也︒然後却月之顆凌風之
㊥

皐︒雪後閑杯水蔓鵜落︒或詩

①

之致鴫之︒買気粂之如竃碍醸
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酸亦雲以為固︒是皆愛花之至

草屋を言うか︒

也︒紹宍古之大岩不知看花 ㊥＜朱窯・梅花賦序∨廷巽王遊乎雲
郡︒唯以通用椅之突︒故遺尖 夢之野閃梅之結花者︒愛之間組而不

也︒
︵梅涌説︶夫有花者必有実︒

以降︒著輪農者不知毀千竃

謂其任実也︒日陰鐙何遊覧花

干炎帝之繹記千日詠子持︒哲

︵栴巌説︶毛日︒夫梅也者出

逐上春宛 ﹁朽最説﹂に﹁日陰鐙何

門泣 夕駐臨叩杯 膣知早閻落 故

枝桟釦月額 花組授凪重 朝攫長

時最是梅 街醗ヨ雷拡散 映写擬寒開

＠＜何遍・早梅詩∨菟園標物序 腎

宮之圃而終町其突鼓︒

也︒大王識有意紆之︒則何若移之汚

臣恨其生坂貫之漬而渠此歳寒之時

能舎焉︒騎乗宋三進日︒莞則美奈︒

看実者必着花也︒花実之芥芳

遊覧花以降﹂とあるは︑＜拐竃旦・

而不及花︒

乎斑︒

和楕詩序∨﹁南北諸子如陰錠何遜節

無超椀之者︒山一息不天地之英物
︵朽叔字説︶接寂紹師題十賢

責梅︒乃父玉潤文淵老人又扁

苦七朝雨師夢窓正崇梯其塔自

是︒事故於摘録︒而可考也︒

花而不及実︒世道不古例皆如

説命︒習孔子之業者︒皆言其

而不及花︒十君子者討召再前

天興浩香似看私 堪咲胡耕亦風味

水蓮抗落忽樟枝人憐紅艶多腰俗

為見梅花抽入詩 雪枝因林紐半田

①＜林和靖・楕花∨吟慎長恨負芳時

る︒

イ∨乎梅花下︒千古風流也︒﹂とあ

﹁昔何仲言之在楊州也︒吟詠＜腋

詠朽詣闘日︒詩之召再訂之説 子相詩人之風流至此松夫︒﹂になら
命︒孔子所刑毘也︒竺一lロ其実 うか︒何遍については﹁恕漢餌﹂に

其空目大粒︒皆言其実而不及

梅雲字説・梅巌説・梅正字説︵景徐︶

解終盤調角中吹林和靖については︑

︵惟梅字説︶鋒然琶之説命所

花︒皇偶然裁︒

謂閃性無病者是言其契也︒今
之所取取諸花︒別命意如何
耳︒欝今日之孤芳乃明日之佳
実也︒侍史純＜能イ∨保其花
以到其実︒則文責也遺徳也克
始克終着在此突︒勉椿︒

話柄正 梅子真

に見えるが︑語にあらわれるほどの

影響を︑字説には与えていない︒

吟＜花成大・梅訟∨其斯按郡木一歳

抽枝披︒直上空二四尺如醸醸音質聖

無所謂m輿楕突︒︵中略︶近世始崇

者︒呉下謂之気条︒此直宜取実損利︒

墨梅︒江西有拐桶之者︒尤有名︒其

耳︒

徒倣之老実緊っ郡楊氏宕大路皆菊条

︵栃雫字説︶昔昏稽梅子真哲出之地︒有大楕闇︒伐為謁厨之梁︒張

僧裔繋龍干梁上︒風雨之夜︒飛入銑湖興鵠相闘︒後人見梁上︒水痘琳

︵大箱字説︶ 四田岡

那顆某七十里︒票決梅子市パ賃隠也︒山頂在大

＜四明閻紹・古今悶書集成による∨大福山在

潤︒揮浣佃清︒然別梅之化寵也︒

繹云︒大梅山在那鯖

風雨夜︒飛入鑑湖輿

梁張僧轟罰鵠其上︒

為会稽馬鹿之梁︒至

也︒山頂有大梅︒伐

後有見福於会稽者︒攣姓名為呉市門卒云︒

専政︒福一郵弄芸子去九江︒人伝以為仙︒其

＜帯棄披詩注∨前撲梅転享子裏︒元始中三葬

而拝責満焉︒始骸異之︒乃以錨累鎖於柱︒

風雨︒飛入鋲湖輿寵闘︒後人見梁上︒水淋浩

山場之梁︒轟厨之梁張僧餌胃寵於其上︒夜或

某︒警漠梅子翼誓隠 梅木︒其上則伐為会稽轟厩之梁︒其下則為官

喚若干世突︒

寵闘︒爾来梅窮乏名

杓子裏について横川景三は次の話を記す︒
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謂︒東大洋海西紫竹栴相称者榎此地

東海梅谷山︒世伝拓棺厩丹之成︒繹

︵梅等字説︶按昌国志︒賛陀在州之
口日間州在菓大海再︒︵中略︶賓陀

＜補陀洛迦山伝＞昌国志日︒

−観音信仰という観念のつながりには︑横川景三の観念の殊相を顧

と述べて︑仙−金仙の連想を療くうち出している︒椅子賀−椀等山

ペながらも梅子貴に言及せず︑﹁天魔也者何也︒寄金構氏之類平︒﹂

随動︒整潮音洞質叩待達岸︒
遭以橡舎於洞側張氏家︒環視

つながりも見られる︒

養子此久夫︒馬師知時節巳到云︒朽子

︵大梅字説︶昔常禅師巳碍記罰︒晦

仏︒我只管即心即仏︒畢†命意也︒

即心是仏︒師即大悟︒唐貞元

大寂︒問如何是仏︒大寂云︒

幼歳従師於荊州玉東寺︒初参

営禅師者栗陽八也︒娃鄭氏︒

︵積年字説︶大梅常日︒任汝非心非

熟突︒棉此異郷四卍︒天下仰憩︒地

中尉於天台山飴眺南七十里梅
子1−丁露一H隠︒︵中略︶大寂聞師

・絶庭冊顆音大士︒票梵日補陀洛迦輩R小白花岩海上梅等山是也︒
0
0
梅零字説にあっては︑僧の名の寵と字の梅︑大箱字説にあって
0
00
は︑僧の名の窯と字の大梅とのかかわりから梅子黄に言及している

郡祖芳者如嶺甫之筒賀柿︒浩道央者

︵特技字説︶他時異日︒伝衣庵中︒

窺究翁畳絹子熟英之言︒古今岩杯以
為口実也︒

遮老摂惑乱大乗看了日︒任汝
非心非仏︒我只管即心即仏︒

云︒近日又道非心非仏︒師云︒

仏法又別︒師云︒作歴生別︒僧

住山︒乃合一僧到問云︒和偏

云︒馬師向我遺即心是仏︒我

見馬師得箇什應便住此山︒師

︵杭心字説︶昔大損滑禅師日︒訪任

託人以描︒江田蹄下指為一方控梁︒

＜丑徳伝燈録∨明州大梅山法

なお︑精子貢については梅子習丁大朽山−大柏法常という観念の

琶すべきかもしれぬ︒

寺︒在州之東海梅谷山︒世伝︒

也︒梁貞的中日本僧恵鍔遊五舅山而 梅福焼丹之所︒程所言︒業大洋
蹄到此︒舟不鵠動︒遂創和音院於杭 海︒西紫竹椿机林者︒是也︒
︵同︶日本僧㌫鍔︒従五重山

神異︒逐折居作観音院︒

得菩薩像将還国︒抵焦石舟不

︵朽仙字説︶洪梅子吾パ時号梅仙︒命
字之糞在此英︒而蝕眺之大病東海之
︵同︶ 染良明二年日本僧恵

等之陰︒鶉只干丘慈盛黙開補陀洛山
記︒

梅登︒苦梅短焼丹之虞也︒事具於海
軍説︒此不司賢夫︒

鍔︒首創観音院︒在梅琴山之
陰︒

︵栢員字痴・京韮新集︶東海宝陀山
看院日梅考︒瑚普老人居焉︒

描川が音上人に与えた梅谷字餌の序にも﹁世伝補柑路伽山一名梅
等︒余所命在此兵︒﹂とある︒横川に師事した彦寵も次の文を作る︒

︵鵜荘説︶大粒有謁︒我只即心仏︒

地︒我這裡即心即仏︒民大師日︒梅
子熟也︒窯梅心字出干此也︒

にすぎぬ︒梓川且芸や彦親周典の︑梅子貴の受けとめ方は異なる︒

如江西之碍大梅︒則法門艮弼宗鼎任

︵梅琴字侶︶椎茸会上︒琶財壷参五一二知識︒到紫竹栴梧称海岸孤

梅子責−梅等山1翌日信仰という景念のつながりが見られる︒観上

其僧遇窪似馬机︒祖云︒大衆︒

＜江湖風月集注∨大．朽常項
云︒強披l覧人知住炭︒又移茅舎

梅子熱也︒日比堕者新報︒

使向堕責任︒僧云︒馬師近日

人・親少年・音上人に与えられた梅也字説・毎年字侶・塙琴字蛸で

大衆︒椅子熱也云云︒・

常茅舎耐決隠︒江酉島大師印可日︒

︵柘他説︶何以言之︒則昔者大病之

異︒非朽巌而其誰也郡︒

は︑僧の名がこうした翼心のつながりを導さ出す正接の契桟となっ
ているが︑その契機にかかわらぬことは梅谷字説・梅仙字説に知ら
れる︒ただ︑菓沼の梅仙説を見ると︑ひとしく梅仙の字について迩
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人葦測集∨甫頓北漸ノ宗ト云

深居︒漢罷字出干此︒

梼乎︒梅之為鵠乎︒

方寸之砲︒別記之為

上識乾坤ト作ル也︒＜蕉窓夜話∨梅花枝上識

也︒故二風雅英語云竹蛮杯中消日月 梅花枝

①﹁以梼為太極﹂︑後出の﹁枝上太極﹂とか

ニモ是ヲ云ソ︒＜失文公易説・乾封∨梅藁︒

元︑開亨︑宍ノ始生ハ利︑宍ノ熟ハ真也︒粟

入︵栴叔字説︶的右之苛梅五世而出大

惹匡壊卜云タハ頓ノ機ソ︒

＜古今国書集成・梅∨程氏遺書︒早梼冬至

以種馬太極者︒又有

梅常︒今之葦梅四世五世而出大柿輿

北ハ神努時時勤払拭貰使惹匹

乾坤 古句ソ︒易乾封新注こ︑梅未開ノ時ハ

栢放︒其揆一也︒頓則本来無物︒漸
則時時梯拭︒是梅叔之所以遠景於葦
填ト云ハ漸ノカタソ︒

ハ甫六組成能本来無一物何題

梅也︒他只非心非仏︒我只即心即仏︒

不可待而判焉︒
①
︵梅託字説︶古人有

是椅叔之所以近間於大梅也︒

︵古梅︶ 票寵喩陽

かわるか︒＜皇元風雅・陳野雲・梅花∨暖透仁
根太短枝 枝甫枝北景倦詩 千林苗賢雪渓処

︵梅荘字説・景徐︶
◎
予謂︒易有先天有後

始︒畏混沌一気者莫

其砧︒此苗物一個陰陽升降大節也︒然逐枝白

布一価栄枯分限不斉︒此各有一乾坤也︒

◎＜周易鼠説述∨朱子晦庵日︒接郡民説︒先

天老伏蓑所密之易也︒後天老文王所行之易

也︒＜同∨凡今易中所言皆是後天之易耳︒以

此見得辰節先生後天之説︒景為有功︒＜綴義

観︒﹂ ︵太田錦城・九超談︶のごとき見方あ

坤︒一一可見突︒聖 乾坤括気鍾何物 太極仁棍託此花＜同・題紅
和靖之所伝︒皇非梅 白梅詩軸後＞梅在草木也︒冠乾坤之活気︒菜
太極之仁棍＜天隠顕浮・梅雪暫詩序∨梅乃太
花易乎︒
︵梼荘字説・開披︶ 極仁棍也︒雪乃乾坤活気也︒
③
然而託仁摂於太極之 ④﹁無塩而太極︒則出干唐僧社服葦敢法界

洞畏研来者在焉︒先 考∨拐慎日︒易画先天始於箱買︒後天窟於硫
節︒
天即梅花在焉U深棍
④仁根についてはの北陸野雲の詩を挙げた︒
於四聖人兼官之咄ら
而 開 花 於 六 君 子 之 ＜朱子語鋲Vに﹁又日︒元者天之所以為仁之
林︒枝上太極︒枝上乾 大徳也︒﹂ともある︒＜夢忌祖應・紅白梅∨

天1後天即鮎易洞中

巳前︒召方一陽未生︒然別妻生者何也︒其渠

初生為元︒開花為芋︒捨子為利︒成熟為良︒

備乎梅英︒以寵為象︒

謂梅花枝上識乾坤

＜花成大・梅譜∨去都城二十里有臥

舘揚物也︒故日︒時

者︒︵中略︶ 咋乾徳

︵梅喋字説︶且梼之老而屈幡

梅︒侶寛十餃丈︒相伝唐物也︒謂之

乗六舘以御天︒是所

話柄旺 梅寵
控水之問︒嗅為梅寵︒不亦梅

梅寵︒好事看取周遊之︒

気︒比之於梅之含一

謂天上霞栴乎︒

之似寵哉︒

たとえば翰林五鳳集に見ても︑﹁梅化寵耶寵化梅 根嘩窄屈雪中
開 三冬不屈水清澤 飛入院望雲一隈﹂へ題梅籠欝・琴叔︶のごとく︑

陽於地底︒是則落寵

筒真三花春到時 餃々不知清作整 稜々究

梅寵の詠は多い︒梅寵の語は︑臥龍に似た梅籾の形相に出ている
が︑梅と記との観念のつながりを助けるものに易の思想がある︒

勿用也︒章撃元一気

花枝上﹂＜皇元風雅・超芝望・自退∨多病相

於氷雪中︒是則見寵 復踵如新二膠仙相判花應笑 絃是三生姑射姿
在田也︒及乎桃李出 翰杯五風発に太極枝を詠じたる詩多し︒﹁梅
場之時︒為百花魁而

＜錦矯段抄∨文花ハ冬至一隅生スル時二開

識乾坤 何時去作青山隠 掲抗太玄決閉門

提出乎苗木之上︒是 知偏愛文 心期老去共誰論 十年灯火客駐在
則飛寵在天也︒鐸然 半世江湖青眼骨 竹葉盃中消日月 梅花枝上
記者動物也梅者植物
也︒動橋鋒殊貴之於
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説得諸仲良︒日︒若作和墓︒試惟耶

︵梅最説︶以巌字訓之者︒殿高宗夢

神之享人物之義焉耳︒

也和︒陰陽也調︒餌云梅云︒不掬鬼

買︒阿街其身︒成琵英君︒然後上下

起於板築之問︒時四海鼎︒調≡舅

苦作酒鐙︒閻椎蜘真︒若作和

竃竪灰終田原︒爾惟訓干朕志︒

遊子荒野︒入宅干河︒白河亀

説︒台小子︒哲撃干甘絵︒圧乃

＜同・説命下∨三日︒来汝

云云

︵楕初字説︶先天下

hリ︒

①＜見桃録・梅江号V夫梅為之梅︒占春於軽

①
易︒如今所命則在後 ＜性海賢兄遺稿∨一巻葦際易．梅花先浣没
＜見桃録・栢患∨犠皇一郡華厳易

薯花︒指之為先天

易詞先＜翰林五鳳集・春江∨院究田巻傍花宕

天輩饉而巳︒

春草琶畠一票先・

買︒紆惟買梅︒爾交修予︒田

話柄Y 止渇

︵梅初字説︶﹁輔佐乎法王 調和於宗鼎﹂ ︵古梅︶を輝っ意に出る︒

予翼︒云云
博説の話が説かれるのは﹁法門艮弼﹂ ︵栴良字説︶ ﹁法王王佐﹂

梅︒所謂梅長掟輿在此也

春等天下治者其唯埼
⑤
乎︒拍太転校於董欝
不彰之時︒放成造花
於段線未添之日︒

話柄Ⅳ 侍説
︵梅霜字説︶書説命日︒若作和繋b m性質塙︒又日︒若叢大草︒田汝
作宗同︒票段高宗夢持説於博畠︒立之作相︒仁石蟹民︒恩浮被物︒
白爾世用竪朽罪雨為相門口実英︒

説︒使百工管求諸野︒碍話倦

︵朽叔字説︶原之日︒農高宗夢得艮 ＜窃樫・説命上∨高宗夢得
粥︒刻其形求於野︒説築博畠︒立以

為相︒農道大典︒其為治也不在阿街 農︒作説命≡欝︒︵中略︶王
之下突︒有識︒宕虔大草︒用放作審 間作書以詰日︒以台正子四

恭頼恩遺︒夢荷姿予艮弼︒其

雨︒又日︒若作和買︒耐性望梅︒買 方︒台恐徳弗短︒五択弗言︒
掛宋以梅︒糞牢要望

︵穏雫字説︶ 加之 ＜世説新語∨現試行役︒失汲遺︒軍皆拓︒乃
克調法味止群生渇云 令日︒前有大梅林︒院子甘駿可以餌潟︒士卒
云︒
聞之︒ロ皆出水︒乗此得茨前源︒
︵梅荘説︶音訳箪大 ＜首梯饉繹・巻二∨阿難響如有人︒談説酷
潟︒詭告以前有絹杯︒ 梅︒口中水出︒恩踏懸崖︒足心酸渋︒想陰富
士卒望以蘇英︒三軍 知︒亦荏如是︒阿難如是琶説︒不従梅生︒非
無謀︒得以躊劫散汚︒ 従口入︒如是阿難若梅生者︒楕合自談︒何待
教中日︒談説措梅︒
人説︒若従口入日合口聞何須得耳︒若招耳聞
此水何不耳中而出︒想踏機長︒異説相類︒是
故笛知︒想陰虚妄︒木非因縁︒非自然性︒
口中水出︒皆誘人於

搭妄︒而達干虫正之

人入所蚕之地︒幸見

途之妙術也︒︵中略︶
此梅樹林︒非望以可

︵朽畳字説︶昔高宗夢得艮鵜︒物色 代予言︒乃若靡象︒伸以形努
求之︒読唇棒畳︒挙以︵為脱欺︶ 求子天下︒説築伸長之野︒惟
国相異︒説命日︒若作和費︒田植 肖︒安立作相︒王畳語其左右︒
堕梅︒大経世之難也︒苛不得艮弼則 命之日︒朝夕納詩︒以捕台
徳︒薯金︒用汝作覇︒薯済巨

止置英︒

如琵之無無杭突︒段遺篇飯︒武帝初

用汝作零雨︒啓乃心︒沃朕心︒

任︒内而衆畏未貼中興之胱仰︒外而衆庶 川︒用改作舟栂︒若歳大草︒
恕渇太平之治︒説方斯時也︒匹夫而
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あるが︑全豹を示唆するところはある︒月舟寿桂には︑澤少年に与

た︒﹁梅﹂の文字を有する字説を通じて取り出される話柄の一班で

以上︑栴雫字説を中心に︑そこに提示される竃柄について考え

とが別人であることも多く︑与えられた﹁字﹂ の意韓を明らめ︑

念世界の一つの露頭と考えられる︒字説の場合︑命字者と字説笠者

柄﹂は単なる知識にとどまらず︑禅僧達がその中に生きていた︑観

に把握されたものが︑いわゆる﹁話柄﹂ であったとすれば︑﹁話

﹁名﹂と﹁字﹂との観念連合を解きほぐす場合︑﹁話柄﹂が文学的

えた梼環字銘がある︒

な関心に浮遊し︑宗教の場から逸することもある︒この点を考察す

朽宗字銘

ることによって︑禅僧の観念世界の︑文学への傾斜を測ることもで
きよう︒

澤公告年越之秀也︒予字之日梅轟︒栴霹之韓見干銘︒鏡日︒

°

1広島大学助教授1

梅之於世︒愛之以花︒花唯春耳︒不知美佳︒佳老熟英︒霧雨家家︒
和枝唆披︒玉木無毅︒侍疲艮粥︒蔑以加焉︒害徒所祝︒其在此郡︒
梅荘字説の三第︑梅仙・梼泉字説の各二鰐をそれぞれに読みくら
べても同様であるが︑そこに見られる話柄ははぽ共通であり︑字説
所授者の個性に即して︑とくに話柄が使いわけられることは少な
い︒字説の持つ宗教性よりして当然のことかもしれぬが︑同時に︑
わたくLは︑﹁話柄﹂ということばを用いて考累をすすめて来

禅僧の岩念の安定した相を示していよう︒
た︒﹁話柄﹂といえば︑知識・教委にかかわるものと︑軽く受けと
梅雫字説で︑﹁梅顧之桑︒埼興雫守︒梅之審乎︒﹂という客の問

められそうであるが︑果たしてそうだろうか︒
いを受けて︑﹁子解椅需何軍隊哉︒﹂と言い︑﹁梅輿寒也得︒朽之
雫也得︒﹂と説いて意責の拡充を明らめていく点︑字説の持つ宗教
°

的意贅が発揮されている︒単なる話柄の開陳︑知識の伝達という以
上のものがあlる︒開披の梅荘字説が︑僧の名の既と荘の文字を合わ
せて雑遜荘放域を説き︑景徐の梅荘字説が梅荘等靖の法釆︵葦蔵派︶
をとって葦控綬章蔵海を説いているのは︑一見︑ことばの遊戯にす
ぎないようであるが︑そこには窪輩蔵世界の観念があり︑宗教者と
しての体感があったと思われる︒このような観念とその体感のう小
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