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ば︑源氏の君も暇なく召しまつはしつつ︑御琴錆など︑さまざ

やみ面痩せ給へる︑はた︑げに似るものなくめでたし︒例の明
幕こなたにのみおはしまして︑御遊もやうやうをかしき頃なれ

しき御恩のほど限なし︒すこしふくらかになり給ひて︑うちな

人々の反応が書かれる︒そして︑藤壷宮は宮中に帰参する︒
①七月になりてぞ参り給ひける︒めづらしうあはれにて︑いとど

の場面が描かれ︑ついで官の懐妊の事とそれに対するそれぞれの

み給ふ事ありて︑閑で給へり︒﹂という一文からむき出され︑近親

全容本で四ページ足らずという短いものである︒﹁藤壷の宮︑なや

源 氏 物 語 第 一 部 に お け る 一 手 法
ーー内房総括の﹁さすがなる﹂

現在のところ一般に﹃源氏物語﹄は三部構成︵﹁桐巨〜﹁藤蚕
業﹂を第一部︑﹁若菜上﹂〜﹁幻﹂を第二部︑﹁匂官﹂〜﹁夢浮
梧﹂を彗一部とする︶︵をもつものとみなされている︒そして︑第一
部は短編の物語が潰み重ねられていて︑短編小説集的な棚があり︑
それが第二部・第三部になると中・長編化の道を辿るというのが大
方の見方であるようだ︒本稿はそのうちの第一部において︑紫式部
独自の手法と考えられる表現についていささかの私見を述べてみよ
うとするものである︒

1男

まに仕うまつらせ給ふ︒いみじうつつみ給ヘビ︑忍び難き気色
の滑り出づる折々︑宮もさすがなる事どもを︑多く忠し続け

の情は︑首巻﹁桐壷﹂後半部からむきおこされるが︑そこでは記述

原動力となっているといわれている里光源氏の藤衰官に対する恩義

のとして︑光源氏の藤壷官への思慕躯あり︑それが物語を展開する

対する心情については多くは書かれていない︒注意すべきものとし

く恩し続けけり︒﹂という一文である︒ここまで藤董官の光源氏に

ここで私が注目したいのは最末尾の﹁宮もさすがなる事どもを︑多

右に引用した部分を以て﹁若紫﹂における藤壷宮物語が終結する︒

けり︒︵若紫H 三一五④〜⑲︶

の責も少なく︑また光源氏の年齢も元服前後とあって︑萌芽的なもの

﹃源氏物語﹄第一部・型一部︑即ち︑光源氏の一生を貫き通すも

であった︒したがって︑いわゆる藤壷官物語の本格的な始まりは︑例

みじき御気色なるものから︑なつかしうらうたげに︑さりとて

を︑さてだにやみなむ︑と深う思したるに︑いと心をくて︑い

宮もあさましかりLを恩し出づるだに︑世とともの御物思なる

ては︑逢瀬の場面での︑

の﹁若紫﹂において重々しく語り出される光源氏と藤蓑官との逢瀬
の場面ということになろう︒
さて︑その﹁若紫﹂における忘壷宮物語を見てみると︑日本古典

﹁藤頁葉﹂二例の計六例である︒﹁若紫﹂の一例をあわせて仝七例

ができた︒次には他の﹁さすがなる﹂の用例を見ることにしよう︒

藤壷宮・光源氏の関係を総括する働きを担っているものと見ること

に似させ給はぬを︑︵若紫H三二一⑫上三三①︶
という箇所と︑その直後の﹁世がたりに﹂で始まる和歌とがある︒

が﹃源氏物語﹄の﹁さすがなる﹂の数である︒では﹁花散里﹂の例

うちとけず︑心深うはづかしげなる御もてなしなどの︑なは人

しかしながら︑私はそれら以上に先にあげた一文に重みを感ずるの

ど︑かく大方の世につけてさへ︑わづらはしう恩し乱るる事の

残りの用例は︑﹁花散里﹂一例・﹁毯﹂二例・﹁責木柱﹂一例．

って︑一つの物語にしめくくりをつけている文であること︒そして

である︒まず︑その位置が﹁若紫﹂における藤壷宮物語の最末尾であ

から順次見ていくことする︒
①人知れぬ御心づからの物思はしさは︑いつとなきことなめれ

その内容はというと︑帰参後ますます帝の鴇愛を一身に受けている

°

°

°

°

これは﹁花放里﹂の巻頭部分である︒直前の﹁賢木﹂において︑

°

みまされば︑もの心細く︑世の中なべていとはしう恩しならる
るに︑さすがなる事多かり︒︵花散里口一一五①〜①︶

霹壷宮︑その面前でくり返し催される管紋の遊宴に︑同じく帝の寵
愛厚い光源氏が召し出され琴笛などを演奏する︒そんな折︑光源氏
出づる﹂ことになる︒それと気づくのは宮をおいて他にはいない︒

う大きな打撃を光源氏は受ける︒世は光源氏を敵視する弘敢殿大

はひたかくLにしている藤壷宮恋慕の情がどうしようもなく﹁滑り
﹁桐壷﹂巻末の﹁御遊びの折々︑琴笛の音に聞え通ひ︑ほのかなる
和声をなぐさめにて﹂という箇所と哲き合う表現となってい懲

霹顕してしまい︑大后に光源氏追放の決意を固めさせてしまってい

后・右大臣方に移っている︒さらに惑い事に悶月夜尚侍との関係が

最大の庇護老桐壷院が崩御し︑また︑藤壷宮も入遺してしまうとい

﹁宮もさすがなる事どもを︑多く思し続けけり︒﹂︑これは﹁桐
ヽ

るのである︒累は東宮︵後の冷泉院︶にまで及ぶ可能性が十分にあ

ヽ

壷﹂中の相当箇所も含めたここまでの藤壷宮の光源氏に対する心情
を総括したものと考えられるのである︒また︑それはここまでの

にあるといえる︒そうした身の情況が光源氏をして﹁世の中なべて

いとはしう﹂と思わせることになり︑世を捨てようとする気持も自

る︒以上のような桐壷院崩御後の光源氏の身辺はいわば⁝弟卵の危機

然と強まってくる︒しかし︑自分と深い関係にある女性達の事を思

二人の関係を宮の側から総括したものと皇一口いかえることができよ
思いがわきおこっているのであろう︒その中には表向きはつれなく

うと︑世を捨て去ることもできかねる︑という心境を述べたのが先

うe ﹁さすがなる事ども﹂とあるように︑宮の的中には程々複雑な

い︒一体こうした二人の関係はこの先どうなるのであろうかという

冷静な態度であるものの︑光源氏にひかれる気拝もあると私は見た

に引用した部分である︒

光源氏のここまでの女性関係をまとめて表現したものと考えること

は多くあるのだ︒気にかかる女性達は多い︒﹁さすがなる彗﹂は

ところで︑﹁さすがなる事多かり﹂とあるように﹁さすがなる事﹂

思いを読者に残しっつ︑再び作者の筆は若き紫上の事に戻る︒

三

さて︑今述べてきたように﹁若紫﹂の﹁さすがなる﹂の用例は︑

ヽ

ヽ

ができる︒つまり︑総括しているわけである︒そして︑これか
﹁さすがなる﹂の用例が巻頭にある意味を私はそのように考える︒

ら物語る花散盟という女性もその中の一人なのである︒この巻の

°

新たな物語︵花散里物語︶を始めるときの一つの手法と見ることが
よペ

できよう︒

°

◎昨夜いと女親だちて︑繕ひ給ひし御けはひを︑うちうちは知ら
で︑あはれにかたじけなしと膏いふ︒
姫君は︑かくさすがなる御気色を︑わがみづからの憂さぞか
し︑親などに知られ奉り︑世の人めきたるさまにて︑かやうな

る御心ばへならましかば︑などかはいと似げなくもあらまし︑
人に似ぬ有様こそ︑つひに世語にやならむ︑と︑起き臥し思し
なやむ︒︵螢臼一七五⑨〜⑳︶
①さるは︑まことにゆかしげなき様には︑もてなしはてじ︑と︑
大臣は忠しけり︒なはさる御心癖なれば︑中宮なども︑いとう
るはしくやは思ひ問え給へる︒ことに触れつつ︑ただならず聞
え勤かしなどし給ヘビ︑やむごとなき方のおよびなさにわづら
ほしくて︑おり立ちあらはし闘え寄り給はぬを︑この君は︑人
の御さまも︑気近く今めきたるに︑自ら忠ひ刃心び難きに︑折々人
見奉りつけば︑疑おひぬべき御もてなしなどは︑うち交るわざ
なれど︑あり難く忠し返しっつ︑さすがなる御中なりけり︒
︵費目一七五⑮〜一七六①︶
化︑

右に引用した箇所は︑例の︑光源氏が費の光で玉髪を甲らして︑
針兵郎桐官に玉輿の婆を見せて惑わそうとする場面に続く開所であ
る︒螢の光の場面は︑玉日暮めぐる求柄語のハイライトである︒こ
の場面の直後に③と①とがある意味は何であろうか︒数ある求婿者

の中で舘兵部椚官にだけほのかではあるが︑玉屋の姿を見せた光源

氏の意図は︑宮になら玉昌を許してもよいという気持があったから

であろう︒玉里の方でも光源氏の求愛行為から逃れたいがために官

正身は︑かくうたてあるものなしさの後は︑この官などはあ

に心動かす気持もあると肯かれてあった︒

はれげに聞え給ふ時は︑すこし見入れ給ふ時もありけり︒1何か

と恩ふにはあらず︑かく心憂き御気色鬼ぬわざもがな︑と︑さ

すがにざれたる所つきて忠しけり︒︵費目一七二◎〜⑤︶

そうした時に︑糞の光の事件が生ずる︒これを契銭に玉塁は︑自分

の措かれている境遇を見つめ漬すことになる︒それは即ち︑自分と

光源氏との関係を思いやることである︒﹁さすがなる御気色﹂︑こ

れは光源氏の玉屋に対する態度を総括している表現である︒玉塁に

懸恕しながら︑それを他人に知られないために︑表面は親のように

ふるまう﹁御気色﹂である︒一方の玉屋はというと︑傍綾部から知

られるとおり︑現在の父娘という関係︵世間にはそういうふれこみ

で玉里は光源氏の許に引き取られている︶でなくて光源氏の愛情を

受けるのであったならばよかったであろうに︑という思いが胸中に

ある︒頁近に光源氏に接することが多くなるにつれて︑玉賢も光源

氏の張力にひかれはじめていたのである︒⑤④の文章のすぐ後にも

張力あふれる光源氏の容姿を︑﹁忠ふことなくば︑をかしかりぬべ

さて︑③の﹁さすがなる御気色﹂は︑光源氏の玉屋に対する態度

き御有様かな︑と姫君思す︒﹂という一文がある︒

を総括するものであった︒そして︑それに対する玉蔓の心情を書い

たのが◎の文章であった︒では︑次に④の文章を見てみよう︒

光源氏の処遇の仕方に思い悩む玉里を措いた作者の筆は︑今度は

いる︒しかし︑﹁さる御心癖﹂という美しい女性は放っておけない性

か︒﹁まことにゆかしげなき様には︑もてなしはてじ﹂とは思って

光源氏に移る︒光温氏が玉堤に﹁さすがなる御気色﹂を示すのはなぜ

をするというのである︒この﹁さすがなる気色﹂も柏木と玉最との

きらめている︒しかし︑それまでの名残で時々は懸想人めいた言動

︵尚侍の君︶の求婚者の一人であったが︑異腹ながら姉拝と知ってあ

生じた波紋が種々描かれるが今は措く︒柏木︵頭の中将︶も玉塁

第一部の最終巻﹁蕾哀票﹂の巻頭である︒﹁少女﹂の巻で語り始

某柴田三三七①〜⑦︶

のかすめ給ひし事の筋を︑もしさもあらば︑何の名残かは︑と
致しうて︑あやしく背き背きに︑さすがなる御諸悪なり︒︵藤

に見はてむ︑と念ずるも︑苦しう忠ひ乱れ給ふ︒士君も︑大臣

に思ひ弱り給ふなるを開きながら︑同じくは人わろからぬさま

あながちにかう思ふことならば︑関守の︑うちも寝ぬべき気色

き心地するを︑かつはあやしく︑わが心ながら執念きぞかし︑

㊥御いそぎの程にも︑宰相の中将はながめがちにて︑ほれぼれし

る︒

うことを︑つまり︑柏木と玉屋との関係に結兼をつけているのであ

き︑求栖者の一人であった柏木が︑玉日石給餌後どうなったかとい

関係を総括しているものとみることができる︒求婚詔に結着がつ

癖があり︑自分が後見役となっている秋好中宮に対してさえも︑折
にふれて懸想めいた言動を示すが︑相手が中宮という身分であるか
ら抑制しなくてはならない︒それと比較すると玉里は﹁人の御さま
かし︑人柄のためだけでは勿論ない︒女は自分の手許にあるのだ︒

も︑気近く今めきたる﹂という近付きやすい人柄であるという︒し
いわば生かすも殺すも自分次第というところである︒自分の女にし
ようと︑他の男と特的させようと︑自分の意志次第なのである︒だ
から︑﹁あり難く思し返しっつ﹂という光源氏の自制心だけで保た
れている二人の関係なのである︒﹁さすがなる御中﹂とは︑光源氏
の側ではその自制心が時々はなくなりそうになり︑玉損の側では求
愛を疎ましがるというものの︑光源氏の魅力に負けてしまいそう
だ︑というあぶなっかしい二人の関係だと解したい︒つまり︑ここ
はらから

⑤頭の中将も︑この尚侍の君をいとなつかしさ兄弟にて︑睦び聞

までの二人の関係を総括している表現なのである︒

いる︒﹁さすがなる御諸恋﹂は︑それまでの二人の関倍を総括した

められた夕霧と雲井雁との幼い恋もいよいよ大詰を導ズようとして

ヽ

え給ふものから︑さすがなる気色うちまぜつつ︑宮仕にかひあ

ヽ

りてものし給はましものを︑と︑この若君のうつくしきにつけ

表現である︒夕霧の内大臣︵雲井歴の父︶に対する意填あるい

みこ

ても︑﹁今まで皇子たちのおはせぬ御敬を見たてまつるに︑い

は︑夕霧の側に緑談話が持ち上ったり等して︑二人の仲は妙な具合

この文章は︑﹁真木柱﹂の巻末近くにある︒﹁責木柱﹂は︑いわ

下に語るという仕組と考えられる︒これは先に見てきた例◎にも通

冒頭でそれまでの関係を総括し︑その関係が以後どうなるの圭を以

ある︒そして︑この巻でようやく二人は結ばれることになる︒巻の

になって︑そっぽを向き合っているけれど︑相思相愛爪り関係なので

かに面目あらまし﹂と︑あまりごとをぞ思ひてのたまふ︒︵貢

ゆる﹁玉封十帖﹂の最終巻である︒冒頭に玉堤が意外にも髭盟大将

木柱臼三一四⑦〜⑪︶

の手に落ちた事が書かれ︑玉里求柄詔に結憩がつく︒それによって

できた︒ここでさらに注目すべきことは︑仝七例がいずれも比の文

と雲井雁︑という男と女との関係を総括している表現ししみることが

あり︑光源氏と藤壷官・花敬呈・王室・明石上︑柏太と玉撃夕盛

て︑そこらの御中にもすぐれたる御志にて︑並なきさまに定り

であることだ︒これは︑語り手がそこまでに語ってきた男女の関係

⑦またいと気高うさかりなる御気色を︑かたみにめでたしと見

ずる所があるようだ︒

給ひけるも︑いと道理と思ひ知らるるに︑かうまで立ち並び聞

それが顕著に表われているのは︑①﹁さすがなる事どもを︑多く恩

を︑語り手の立場から総括するという姿動を現わせるものである︒

し続けけり︒﹂①﹁さすがなる事多かり︒﹂①﹁さすがなる御中な

ゆる契︑疎なりやは︑と思ふものから︑出で給ふ儀式の︑いと
只ならぬを︑忠ひくらぶるに︑さすがなる身の程なり︒︵藤表

ことに装ほしく︑御節事などゆるされ給ひて︑女御の御有様に
某日三五二◎〜①︶

この巻自体がこれまでの巻々の総括となっている︒明石上もよう

終巻であり︑光源氏とその周辺の人々は万事めでたい結末を迎える︒

を表現したものである︒﹁茄奏楽﹂の巻は周知のとおり第一部の最

分と紫上とは段違いの身の程であると思い知らされる︑ということ

限られていることから︑第一部における短編潰み重ね形式の手法の

意識的な手法と考与られるのである︒また︑使われる爪りが第一部に

者の関係を総括しておくという︑即ち︑構想の切れ目の所に用いる

けたり︑或は︑新たに物語を展間させるにあたって︑それまでの両

う表現は︑作者が或る一つの詔︵男と女との関係︶に咄川め括りをつ

い切りの形を持つものである︒こうしことから﹁さすがなる﹂とい

りけり︒﹂◎﹁さすがなる御謡恋なり︒﹂⑦﹁さすがなる身の程な
㌣﹂という諸例である︒いずれも語り手の判断を如実に示す言

紫上と明石上との初対面を描いた文章の後半部である︒﹁さすが

やく娘の明石姫君が入内することになり︑付き添い役として一緒に

なる身の程﹂とは︑明石上が自分と紫上とを引き比べて︑やはり自

暮らせるようになる︒自分も紫上と立ち並ぶ幸運を持たと思う︒し

いう語を自覚的に独自に使用したという結論に達せざるを得ない︒

このように見てくると︑﹃源氏物語﹄の作者は﹁さすがなる﹂と

一つとも考えられるのである︒

このことを検証するために他の物語作品の用例を次に見ていくこと

かし︑対面の後︑紫上が宮中から退出する儀式が女御の退出儀式と同

知る︒つまり︑紫上との比較を通して︑結局は︑自分と光源氏との

等にされるのを日のあたりに見て︑彼我の身分の違いを改めて思い

ヽ

にする︒

ヽ

まずは︑﹃源氏物語﹄の形蘭を強く受けている伎いわれる平壌後
期物語を代表する﹃夜の寝覚﹃﹃浜松中納言物語叫﹃柵叫衣物語叫に

五

関係がいかなるものであるかを再認識することになる︒自分と光源
氏との関係を総括しているわけである︒

四

以上に見てきたとおり︑﹁さすがなる﹂の用例はすべて第一部に

ついて見てみよう︒
用例があるのは︑﹃浜松中納言物語﹄と﹃狭衣物語﹄とで︑﹃夜
の寝党﹄にはない︒﹃浜松﹄には四例︑﹃狭衣﹄には三例が見られ
るが︑﹃浜松﹄の用例から見ていくことにする︒
の若君をあづかりて︑・⁝⁝：親子のちぎり︑この世の事にもあ

㊥女王の君恩ひっゞくるに︑﹁后そく山を出でたまひしより︑こ
らざんなるを︑か1る事なども知らせで止み給なんが︑罪ふか
くあはれにもありぬべきかな﹂と︑﹁帰るべし﹂と聞くにつけ

︳

°

°

°

°

んは︑罪も消えて︑こ1しうらうたかるべきわざなり︒

さすがなるさかしら心の︑際高くさいまくれたるやうなる︑返

てはうたてありや﹂ ︵巻の二228⑳〜221◎︶

唐から帰国した中納言を迎えるにあたって︑中納言邸に引き取ら

れていた尼姫君︵中納言の渡唐中に出家︶が他所へ移る意志を父の

大将と義母︵中納言の母︶とに伝える︒それに対する大将の諌めの
細

ことばである︒﹁さすがなるさかしら心︵忠良深いといっても︑一

口惜しさの混じった非難がましい︑娘の夫の気持を理解できないこ

の帰国を待たずに出家してしまったことに対する父大将の︑多分に

両しっかりしすぎた心︶﹂は︑傍線部と呼応して︑尼姫君が中納言

とばとなっている︒

ても︑党えければ︑物めでをし︑あはれを知る方も心よはう︑
さすがなる世にやありけん︑日本ならば︑さばかりにては︑知

侍を︑命はかざり侍ことなれば︑立ちをくれ過し侍らん事

いとおしかるべきに侍らねど︑世に侍らん事のこりなふおぼえ

身には︑げにか1る山の烏などのおなじことゝ恩侍れば︑何か

みうづもれ侍りつ1︑おひたち侍人の宿せったなく︑又かゝる

◎﹁ながらへわびて︑後の世をだにと思とり︑⁝⁝⁝雪の中にの

らせでも止みなましを︑さかしきところある世の人にて︑ふか
き物かくLとはしき事などはなき世なるべし︑︵巷の一202⑤〜
⑮︶
この例は︑語り手が日本と唐とを比較して︑﹁唐土は物事を深く

の︑のこり多かるありさまは︑いと世に類なふ思やられ侍り

愛質し︑しんみりした情趣を理解する方面につけても情にもろく︑
︵恐ちしいなどとⅢくが︶とはいえ案外串直な国であったのだろう

て︑さすがなるを︑いかでかくだにつゆも心をわけで︑ひたぶ
°

か︒Uと︑女王の君が中納言に︑一夜の契りを結んだ相手が実は唐

°

后であり︑しかも若君までが生まれたことを打明ける理由を推測し

m⑦〜321⑲︶

るに頗ふ道の光をも忠はんと念じ恩給ふるに︑⁝⁝⁝﹂︵巻の三

吉野尼君が再度訪れた中納言に︑﹁この度はかたみにこよなふ面

°

て述べている所である︒﹁さすがなる世﹂として︑唐土の人の性情

なれ給へる心ちして︑心の隔てなく︑昔よりのことゞも︑かき崩

°

を一般的にいっている︒
⑤﹁今はたゞこの卸をもむきのま1に︑おはせんぞよからんへ割引

君が狼の吉野姫の行末を気がかりに思う親心を表現している1輿深

し﹂話す会話文中に使われている︒この﹁さすがなる﹂は︑吉野尼

がに心をたて〜︑おはしますまじきやうにさへ︑人に見え知ら
ら︑たゞせうく・の世のもどきそしられいたうたどらず︑ある

い山で浮世配れした生活をしている現在の娘の身を︑﹁何かいとお

れ給にしはと︑くちおしき事なり︒いみじき恩やり︑心深きなが
に任せて︑おいらかに人のもてなすま1に︑いとふか1らざら

る︒しかし︑自分の死後の娘の身を思いやると︑そうはいってもや

しかるべきに侍らねど﹂とl応は仕方のない運命と思い切ろうとす

るものと見ることができよう︒

固有な心の動きではなく︑人間一般に通ずる心の動きを表現してい

と説明されている︒従って︑﹁さすがなる心の鬼﹂とは︑富野姫に

を︑﹁われはかく忠ふとも︑さすがなる心の鬼そひ︑まことの

かなからず見るに︑心も慰さまめ﹂と思ひっゞくるに慰さむ

るさまなりとも︑われおもひあつかひてこそ︑なを朝夕おぼつ

間︵＠の場合は﹁社会﹂ということになろうか︶一般に共通する性

愛を︑⑧が人間一般に通ずる心の動きを表現している︒いわば︑人

に持たないはうがよいとされる心づかいを︑◎が親として自然な椿

そして︑各例の内容は︑㊤が唐国の人間の一般的性情を︑⑤が一般的

それぞれ巻の一二∵三・五というように全体に散らばっている︒

るほかは︑⑤⑥が会話文︑旭が心中語であり︑また︑各例の所在も

さて︑以上見てきたように︑﹃浜松﹄の四例は︑㊥が地の文であ

はりふぴんでならない︑という親としては自然な情愛を吐新路してい
る︒

けぢかき契りのかたに心よりはて1︑﹁あらぬそゞろなる人

⑧﹁よにおはせぬやうあらじ︒⁝⁝⁝なをむかへとりて︑いかな

ぞ﹂など教へ立てられんこそ︑いみじくくちおしう心うかるぺ

格を述べるという使い方になっており︑﹃源氏物語﹄の男女の関係

る︒

の

︵大系本︶

むな︒ことはりなりや︑瀬も

女君にも︑﹁おい人の︑にく

しげなりし法の師に引き離れ

女君にも︑﹁老人の憎む

や︒たのもしげなりし法の師

なるべしな︒ことわりなり

︵仝台本︶

持つけれど︑三例中二例は同じ位置にあるが一例は別々の位置にあ

学大系本で見ても︑南本いずれも三例ずつ﹁さすがなる﹂の用例を

問の異同がはなはだしく︑いま通行の日本古典会霞本・日本古典文

次に﹃狭衣物語﹄であるが︑この作品の本文は周知のように諸本

六

を総括するという使い方とは相違しているのである︒

けれ︒・⁝⁝・﹂ ︵巻の五412⑮〜川◎︶
吉野姫を何者かに連れ幸bれ︑何の手がかりも見出せないでいる
中納言が︑吉野姫の心中をあれこれと想像する所である︒姫を都へ
迎えたというものの︑中納言は富野の聖の予言︵姫は二十歳以内に
男女の棺を知ると不幸になるというもの︶に従って﹁まことのけぢ
かき契り﹂を結んでいなかった︒それで︑姫を盗んだ男によってそ
の契りを体験させられたはずの姫の心に︑中納言を疎んじ︑その男
に愛着を感ずる気持が生じているのではないかと︑姫の心を信じな
がらも疑心暗鬼に陥っている中納言である︒﹁さすがなる心の鬼そ
︑
H
り
ー￠

ひ﹂は︑﹁︵移り気な心をもつ姫ではない︶とはいうものの︑移り

気めいた邪心が加わって︒﹂と解釈されている︒また︑﹁心の
﹁心の鬼﹂は源氏物語の用例ではすべて﹁良心の呵去﹂の窓の

鬼﹂については︑補注に︑

カ

ようであるが︑ここでは︑通常の心のほかに︑うらに隠れてい
る︑人間のもう一つのよからぬ心を意味するのであろう︒

しの里尋ね出でたらば︑いざ
給へよ︑煩はしき人のさすが

かなき身の程なれば︒おとな

を引きたがへて︑かく物は

思ふほどに︑かくおぼつかな

﹁暫し︑人に知られじ﹂と︑

の︑さすがなるぞ︒されば︑

ば︑いざ給へ︒煩はしき人

れば︒普無の里尋ね出でたら

て︑かく物はかなき身の程な

多いという表現をするのは︑﹃源氏物語﹄の﹁花散里﹂の例であっ

現がない︒主人公が出家を決意するにあたって﹁さすがなる事﹂が

ある︒この部分︑大系本には﹁さすがなる事多くて﹂に相当する表

られない恋に決着をつけるために狭衣は山家を決意するという所で

は募るばかりである︒そこへ源氏宮入内の噂が聞こえてくる︒叶え

た︒

と恩ふ程に︑かくおぼつかな

あれば︑しばし人に知らせじ

御代し給て︑やがて参り給べ

りにければ︑﹁源氏の宮︑女

京には︑大境会など近くな

しばらくは内密にしたいと言うのである︒

訳をする会話文である︒自分には正妻がいるから︑それに憧られて

りて︑︵巻三 ︵下︶・下m①

か﹂など心苦しきを︑思し余

えなむ後は︑いかなる様にて

見奉り給へば︑いとど﹁跡絶

てLも︑宮恩し隔てたる様に

忍ぶ輩ぞ︑中々尋ね寄り姶ひ

に参り給はむ事を人知れず忠
し設くるにも︑⁝さすがなる

へ過ぎぬれば︑忍びて竹生島

ん後は︑いかなるさまにか﹂

給へば︑いとゞ︑﹁跡絶えな

う思し放ちたるさまに︑見え

し﹂とはなけれども︑こよな

姶て︑宮にも︑かれを︑﹁増

忍ぶ章ぞ︑中−′〜︑訪ひ寄り

し設け給に︑⁝⁝さすがなる

島にまいり給はんことを︑忠

春の光待つ程は︑異なる紛れ

かやうの事どもも過ぎて︑

ぬれば︑源氏宮は女御代し給

何 京には大軍会など近うなり

しとある﹂と開き給て︑大将

〜◎︶

M かやうなる夜の紛れどもさ

ひて︑やがて参り姶ふべしと

の心の中は︑いかばかりあら

くあだなるものに︑忠ひ給へ

あるを︑今始めて問ゆる郡に

ん︒今始めて聞ゆる事にはあ

くあだなるものに思したるも

はあらねど︑大将の御心の中

らねど︑﹁さらば︑かうにこそ

源氏官は賀茂の神託により斎院にト定されて︑入内の件ほとりや

るも︑ことは朝なりや︒⁝﹂

恩ひ遣るべし︒﹁今は斯うにこ

は﹂と︑恩ふに︑胸の所もな

めとなった︒しかし︑源氏宮が自分の手の届かない所へ行ってしまっ

ことわりなり︒⁝・⁝⊥ ︵巻

そは﹂と数へられて︑我が身

くなりまさり給て︑我身も世

一︵下︶・上2〜2③〜⑲︶

主人公の狭衣が飛鳥井君︵女君︶ に自分の身分を明かさない言い

し給ひけり︒︵巷二190⑫〜⑮︶

に竹生島︵飛鳥井君の兄の僧がいる︶ へ行くことを決意す完が︑故
飛鳥井君腹の姫君の処遇に思い悩み母宮に打明けるという所であ

て︑︵巻三329⑱〜320③︶

と︑心苦しきを︑恩し余り

なかりければ︑忍びて︑竹生

も憂き世を恩ひ離れぬる日数

にあるべき日数︑かぞへ立て

︵巻一91⑤〜④︶

も残りなきやうに思さるるに

たことに変わりはない︒それから約二年後︑出家の志を果たすため

ゆ

は︑さすがなる事多くて︑

られて︑憂き世離るべき門出

︵巻二 ︵下︶・上358⑪〜⑭︶

幼い時から兄妹として育った源氏宮に対する狭衣の秘めたる恋情

る︒﹁さすがなる忍ぶ草﹂は今出家するにあたって一番気がかりな

思わせる︒しかし︑大系本にはそれに相当する箇所がないため︑﹃狭

衣﹄の原本にあったのかどうか不安であるし︑他の例も﹃源氏﹄で

に︑げに︑えあるまじき事な

﹁この世に言ひ扱ふらんやう

も︑﹃源氏﹄の使い方を受け拙いだ表現の仕方とは言い莞いものば

るが︑﹃寝党﹄には用例がなく︑用例のある﹃浜松﹄ ﹃狭衣﹄ で

これは具体的な表現となっいる︒

存在である飛鳥井君股の姫君を示す表現である︒榊の例と違って︑
⇔﹁この︑世に言ひ扱ふら
れば︑いとかうも恩ゆるにや

かりであった︒﹃源氏﹄では︑構想の切れ目の所に︑地の文として

た︒このことと比較してみると︑後期物語は短編積み重ね形式を脱

重ね形式の手法の一つとして︑意識的な使用をしていると考えられ

使われて︑男女の関係を総括するという︑第一部における短編積み

さて︑平安後期物語を代表する三作品について見てきたわけであ

む様に︑げにえあるまじき事
あらん︒また︑﹃えたもつま

の使われ方とは趣を異にしているので︑私は偶然の一致とみたい︒

なれば︑いと斯うLも覚ゆる
じかりける﹄と︑さすがなる
をこがましさを︑現し果てて

にやあらむ︒またえ保つまじ
なるをこがましさを顕はし果
む事よな﹂と︑方々にさへ安

かりけるにや﹂と︑﹁さすが
ててむ事よ﹂など︑方々にさ

した﹃源氏﹄の第二部︑第三部を納承した長編物語であることか

ら︑﹃源氏﹄第一部の手法を必要としなかったといえよう︒そのた

からず︑わりなき御心の中︑
来し方もいや増りになりた

め﹃源氏﹄では自覚的に地の文に使用された語が︑無自覚的に会話

一口にいって︑﹃源氏﹄以前の作品には﹁さすがなる﹂の用例は

最後に︑﹃源氏物語﹄に先行する諸作品及び同時代の作品につい
て見ておこう︒

七

文にも心中語にも使用されるという現象も生じたと思われる︒

り︒︵巻四427①〜⑤︶

へ安からず︑わりなき御心の
中︑来し方にもいやまさりに
なりたり︒︵巻四 ︵下︶・下
2招⑨〜⑬︶

神託により狭衣即位のことが定められる︒その時の狭衣の心中を

志が果たせないこと︑斎院︵源氏宮︶と会う機会がなくなること等

述べた所である︒﹁さすがなるをこがましさ﹂の解釈については︑
1
全容本と大系本とでは説が分かれてい懲しかしながら︑出家の
と相供って︑即位することをためらう理由の一つとなっていること

文︑何再が地の文︑Hが心中語というように︑﹃浜松﹄の四例と同

では︑以上の﹃狭衣﹄の用例について整理してみよう︒のが会話

語﹄ ﹃宇津保物語﹄ ﹃落寝物語﹄︑さらに同時代の﹃枕草子﹄ ﹃和
泉式部日記﹄及び﹃紫式部日記叫といった各時代の代表的和文作

物語﹄ ﹃大和物語﹄ ﹃平中物語﹄︑そして︑作り物語の﹃竹取物

ないのである︒日記の﹃土佐日記﹄ ﹃蛤蛤日記﹄︑歌物語の﹃伊勢

様に地の文以外にも使われている︒表現の内容については︑﹃浜松﹄

品には︑﹁さすが﹂﹁さすがに﹂等の連体形以外の活用形の用例は見

には変わりないであろう︒

ほどにも共通項が見出せない︒﹃浜松﹄と相違する点は︑仲の例

られるのだが︑連体形﹁さすがなる﹂の用例は見られないのであ

︑q

が﹃源氏﹄の﹁花散里﹂の例と酷似しており︑意識して鶉似たかと

部が﹃伊勢物語﹄第二十五段の表現からヒントを得て︑それをさら

を﹃源氏物語﹄に与えた作品といわれてきている0従って︑紫式

㈹

る︒従って︑平安朝和文作品の代表的作品の中では︑﹃掠氏物

に文芸的効果性を増した衷現にまで熟成したとみることは十分に可

佃同右の再注一四︵目貫︶︒

㈹同右の頭注一一︵m貢︶︒

制日本古典文学大系本の頭注二〇︵呵責︶︒

脚日本古典全串本と日本古典文学大系本︒

川同右︒

間日本古典文学大系本︒

他意はない︒

一〇八貢︒
用◎と◎とは切れておらず連続しているが︑便宜上分けただけで

用玉上琵弥氏﹃源氏物語評釈﹄第二巻︵角川雷店 昭和四十年刊︶

腰に示す︒以下同じである︒

糊引用本文は日本古典会岩本に拠り︑巻名︒冊数・員数・行数の

氏﹃源氏の女君﹄増補版︵塙整房一情和四十二年刊︶︒

目池田亀鑑氏﹃新講源氏物語﹄上巻︵至文堂 昭和二十六年刊︶︒
嘲玉上琵弥氏﹃物語文学﹄ ︵鳩車U房 昭和三十五年刊︶︑清水好子

注

能性があるのである︒

語﹄の例が初見の例であり︑しかも独自な用法を持つものというこ
ところで︑﹃源氏物語﹄の作者紫式部は何のヒントもなく﹁さす

とができよう︒

ヒントを与えたと患検される表現が﹃伊勢物語﹄第二十五段にある

がなる﹂の独自な用法を編み出したのであろうか︒実は︑紫式部に
のである︒
むかし︑おとこ有︵り︶けり︒封咄け封引叫矧ぎ1．畑け息女
︑尊さすがなりけるがもとに︑いひやりける︒
秋の野に笹わけし朝の袖よりも蓬はでぬる夜ぞひぢまさり
ける
見るめなきわが身をうらと知らねぼやかれなで海人の足た

色好みなる女︑返し︑
ゆく来る︵日本古典文学大系本︶
連用形﹁さすがなり﹂の用例であるが︑傍緑部分が︑女の男に対
感っ

する態度を表現している︒﹁さすがなりける﹂の解釈については︑
大系本の頭注にもあるように︑二通りの説があ慰しかし︑どち

らの説をとるにしても︑﹁さすがなりける︵女︶﹂が︑女の男に対
する態度を表現していることに変わりはない︒そして︑この表現
は︑両者の関係のこれまでの経過を︑女の側の男に対する姿勢を述

従って︑この第二十五段の﹁さすがなりける﹂は︑﹃源氏物語﹄の

㈹巻数・寛数・行数の腰に示す︒以下同じである︒

佃巻数・冊数・頁数・行数の頂に示す︒以下同じである︒

相同右の捕注八八九︵叩貢︶︒

﹁さすがなる﹂と同様に︑男女の関係総括の役割を担っている表現

㈹仝琶本の封注︵二四︶

べることによって総括して︑読者に提示しているものなのである︒

とみることができよう︒﹃伊勢物語﹄は先行作品中で最も強い影響
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なまじ帝位に即いても︑まもなく︑その任でなかったとな
れば︑いい物笑ひ︑結局見つともない事になるの義︒
大系本の頭注一七．
帝位につけば︑それ相当な︵若宮が女二宮と密通して生ま
れたという事︶馬虎らしさを︑世間にすっかり現わしてし
まう事であるなあ︒
㈹﹃宇津保物語﹄は﹃宇津保物語 本文と索引﹄本文編︵笠間書
院 昭和四十八年刊︶に拠り︑その他は日本古典文学大系本に
拠った︒
佃参考までに八代集の用例について触れておくと︑和歌︑詞書と
もに﹁さすが﹂ ﹁さすがに﹂の例は若干ずつ見られるが︑﹁さ
すがなる﹂の例は見られない︒

A会員近著紹介Ⅴ
源氏物語作中人物論

森

−付・源氏物語作中人物論・論文目録−

一郎

題名の通り著者の源氏物語の人物論関係の論文が集成されてい

る︒口和の﹁源氏物語の主題と主人公−光緑氏の生睦の原点−﹂の

初出が口最も早く昭和四十五年であるが︑他はおおむね近年の筆とな

っている︒以下︑﹁須磨統語をめぐる光源氏橡1掠氏物語の表現と
構造−﹂﹁罪責宮の実像﹂﹁六条御息所の造理−その役割と問題−﹂

﹁紫上の述懐−砦上論の一節−﹂﹁落葉宮物語−その．主題と構造−﹂
﹁薫の道心と恋﹂﹁宇治の大君と巾君﹂ ﹁苦と淳舟﹂ ﹁浮舟の出家−

ら情ありげにも見えた人のもとに︒一説︑準っまいともいわな

定価五五〇〇円︶

のである︒︵昭和五十四年十二月︑笠闘㌫院刊︑A五版二七〇百︑

事で Hした書である︒なお︑巻末に明治以降昭和五十四年度まで
の源氏物語作中人物論関係の論文目録が収められ︑これも便益なも

﹃女の宿世﹄の窮極−﹂ ﹁浮丹悲朗の構造﹂と云う構成︒﹁人間と
してのいたましさやせつなさの内的形象をかたどる﹂ ︵あとがき︶

かったのに︑ 川副d咄引剖喝割引引田矧当期﹂ ︵傍線引用

かった︑思わせぶりなそぶりをする女で︑しかもそういい

個頭注一五﹁男に︑達おうともいわず︑また逢うまいともいわな

者︶
考があるのは周知のことであろう︒

個玉上珪弥・石川散・秋山虔・片桐洋一等の諸氏にすぐれた御論

幅な加筆をしたものである︒小稿が成るまで御導きいただいた

︵追記︶小稿は昭和五十二年だ提出の修士論文の一部をもとに大
和賀敬二先生に︑記して御礼申しあげる︒

一 ． L

− 舘岩女子短期大学助手 −
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