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り︑組題百首などではないため︑各題ごとに部類するという作業は

なければならない︒木石首の諸伝本はすべて各人別に記載されてお

但し︑﹁編震本﹂という言葉については︑私なりに定義しておか

はこの場合含まない︒

治初段百首のことであって︑個人別の百首︵例えば︑神宮文鍾蔵 12
﹁守党法親王百首﹂など︶や︑詠出者の家集に所収されている百首 一

本とは︑詠出者二十三人の百首をまとめたもの︑いわゆる編送本正 一

について︑まず述べておこう︒ここで言うところの正治初段百首伝

正治二年初虻百首和歌︵以下︑正治初段百首とする︶ の伝本状況

l 伝本とその筈詰

年初皮百首和歌﹄伝本考

﹁正治二年初度百首和歌﹂は︑正治二年︵一二〇〇︶︑後鳥羽院
の下命によって詠進された百首和歌である︒詠出者は︑後鳥羽院を
始めとし︑式子内親王︑良経︑慈円︑俊成︑定家︑家隆など︑当代
一流歌人二十三名から成る一大雅事であった︒本石首は︑新古今和
歌集に七十九首もの入集歌を持つ点から︑また︑この百首を契機と
して︑御子左家の新進である定家が後鳥羽院歌垣へ登庸されたとい
この正治二年初皮百首和歌を取り上げて研究されたものとして

う点などから︑従来注目されることの多かった作品である︒
は︑有吉保氏の﹃新古今和歌集の研究蓋と慧﹄ ︵三省堂︑昭和四
三年︶︑久保田淳氏の﹃新古今歌人の研究﹄ ︵東京大学出版会︑昭
和四八年︶などがある︒しかし︑まだまだ多くの興味ある問題が残

睾冬りれない︒従って︑どのような形態の時点をもって︑それを編

芸と一事っのかという問題が生じる︒
ここでは︑私は︑次のように理解しておきたい︒各詠出者〇百首

私も及ばずながら︑本百首の研究を志すものであるが︑その第一

されているようである︒
段階は本文の検討であった︒活字として出版されているものは︑続
群宙類従巻第三八二所収のもののみであり︑これによって研究を進

一義的には編藁とみて︑それを編㌻元と言う︒しかし︑それ以前

の︑綴じられてはいないけれども︑ある順序をもって各人の百首が

が︑ある服序をもって︑一冊或は何冊かに綴じられた状態を︑第

が重ねられた状態︑そのような︑まとまった存在をも広義には編墓

めることには二・三の疑問があったので︑私は︑本石首諸伝本の調
ん本石首の伝本系統らしさものが判明してきたので︑今後の研究の

査を進めるかたわら︑校本作成を手がけてきた︒その結果︑いくぶ
第一歩として︑現在の考えを報告して大方の御批正を仰ぎたいと思

と見ておきたい︒それは︑神宮文拝蔵の﹁守覚法親王百首﹂など

江戸中期写︒租山文庫本︒上冊首に目録を持ち︑奥古はなし︒

丁︑下冊責付六八丁︒遊紙は両冊とも首尾各一丁︒一面十行︒

H内閣文庫蔵本︵二〇一・二五八︶袋綴一冊︒綻二三二二控︑坊

以下︑内的文机蔵甲本とする︒

とは言え︑編纂本の伝本系統を考えるにあたっては︑これら独自

一六・九糎︒表紙は紺鼠色無地の招紙︒左肩に題芥︑外題は

が︑他の詠出者の百首とは別に︑独自に伝存していることに対して︑

に伝存する個人の百首や︑家集に収められている百首とのかかわり

﹁正治御百首完﹂︒本文料紙は相紙︒墨付一四〇丁︑遊紙はな

区別する意味合いでもある︒

も考慮しなければならない問題である︒

奥古はなし︒以下︑内閲文相蔵乙本とする︒

七・三転︑蹟一一〇・〇糎︒表紙は烏の子紙︑標色︑牡丹唐葦空

⇔島原公民館蔵松平文庫本︵一三九・四五︶袋綬上下二冊︒縦二

し︒一面十行︒江戸中期写︒和学講談所木︒首に目録を持ち︑

さて︑現在までに私の調査しえた編基本正治初庭石首の伝本は︑
写本八本︑版本一本︑活字本︵続群む類従巻第一二八二︶一本︑計十
て簡単にふれておく︒

本である︒この他に︑未見の写本が一本ある︒これらの書誌につい

肩に題姦︵烏の子︑小短冊︑上部に寵文︶︑外題は﹁正治百首

冊とも尾に﹁尚舎源忠房﹂ ﹁文庫﹂の印あり︒江戸初期写︒上
冊首に日録を持ち︑典輩はなし︒

丁︒遊紙は両冊とも首昆各一丁︒一百十行︒一首一行事︒両

本文料紙は棺と嬰の氾漉き︒上冊墨付六三丁︑下冊揖付六八

押文様あり︒左肩に遺策︒外題は﹁正治二年百首上︵下︶﹂︒

上︵下︶﹂︒本文料紙は相と聖の混漉き︒上冊塁付五二丁︑下

二糎︑桟二〇・七糎︒表紙は鳥の子︑繚色の桐花文散らし︒左

の宮内庁青陵部蔵本︵五〇一・九〇九︶袋綬上下二冊︒縦二八・

一行古︒霊元天皇琶肇の題缶をもつ禁裡本である︒この伝本は︑

冊量付五七丁︒遊紙は両冊とも首尾各一丁︒一両十二行︒一首

〇短︒表紙は厚手の格紙︑延の粉色地に亀甲形花剣芸文︒左肩

㈹彰考館蔵本︵已一四︶袋綬上下二冊︒捉二六・二棺㌢桟一九・

紙︒上冊益付六三丁︑下冊責付六八丁︒遊紙は両盟とも首尾各

に﹁正治百首﹂と墨青︵両冊とも造岩剥離︶︒本文料紙は楕

他の伝本と異なって︑目録︵作者一覧︶を持たない︒又︑この
中納言得業信庶於流布本者無此作

伝本のみ︑次のような本文と同筆の識語を有する︒
者所載戎本也宕被追加欺位署怨様

㈹久保田津氏御所蔵本

一丁︒一百十行︒一首一行む︒江戸初中期写︒上⁝首に目録を
持ち︑奥書はなし︒

不審然而依見及昏人位司之次第以外
上下者也後人任目録可令昏直之
画内閣文橿蔵本︵二〇一・二六二︶袋綴上下二冊︒縦二七二一

すれな草色の無文︒左肩に題等外題は﹁正治二年百首和歌

袋綬上下二冊︒型一六・八担︑績二〇二二糎︒蓑悪は措紙︑わ

上︵下︶﹂︒本文料紙は楕紙︒上相槌付六三丁︑下冊墨付六八

担︑桟一九・四板︒表紙は粟梅無地の帯紙︒左肩に題賽︑外題
は﹁正治二年百首上︵下︶﹂︒本文料紙は楕紙︒上冊墨付六三
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丁︒遊紙はなし︒一両十行︒一首一行欝︒両冊とも尾に﹁阿波
国文庫﹂印あり︒江戸初期写︒上冊首に目録を持ち︑奥宙はな
せていただく︒

し︒﹃回書総目録﹄未我の伝本である︒以下︑久保田本と呼ば
肘勧修寺家旧蔵本
現在は︑京都大学文学部国史学研究室古文霞室の所蔵となって
いる︒袋綬一冊︒綜一九・四短︑枝一三・六距︒表紙は無文の
まにあい紙︒左肩に店賃︑外題は﹁正治百首望﹂︒本文料紙
は琵紙︒責付一四〇丁︒遊紙は首に一丁︒一面十行︒一首一行
苔︒首に日録を持ち︑奥書はなし︒
田続群青如従本
活字本続群書類従巻第三八二の底本となった写本である︒宮内
庁再陵部蔵︵四五三二一︶︒袋綴一冊本︒縦二七・一折︑横一
九・六短︒裏紙は持紙︑香色の短文︒左肩に題賃︑外題は﹁続
群再類従三百八十二聖︒表紙中央に貼紙し︑﹁正治二年院
御百首﹂と昌宙する︒本文料紙は桔紙︒墨付一三一丁︒遊紙は
なし︒一百十行︒一首一行事︒朱の雷入︵本文と同筆︶があ
る︒首に﹁和学講談所﹂印あり︒江戸後期写︒首に目録を持
ち︑奥雷はなし︒
川百首部類本
元禄十三年刊の﹁首首部類﹂に収められているものである︒百
二冊本と二四冊本とがある︒両者は斑じ方による冊数の違いで

首部類は︑十五種の百首と目録一冊から成るが︑これには︑六
あって同一の版である︒
元禄十三灰辰践孟春

出雲寺和泉持戒板
の刊記がある︒今は︑宮内庁告陵部蔵本︵一五一・二六四︶ によ

る︒上中下三冊本︒表紙は砥の粉色地に白の唐草の刷文様︒縦二
二・四折︑精一五・五糎︒左肩に誼憲︑外題は﹁正治院御百首

上︵中︑下︶﹂︒題霹匡郭は縦一五・七担︑積三・〇担︒紙数は
上m五六丁︑小冊三七丁︑下m四八丁︒本文行数十行︒柱刻は

上魚尾白ロ﹁正百﹂︑下魚尾はなく白丸︒本文匡郭は単郭︒上

冊首に日録を持つ︒刊記はこの三相にはないが︑﹁正治院御冨

首第二度﹂の尾に﹁林和泉拉政行﹂とある︒

田で先述した宮内庁吉陵雷蔵の写本﹁続群裏恋従﹂を活字化し

珂競群衷如従巻第三八二所収本

右正治二年院細石首以百首都揖校合

たものであるが︑活字本奥書に︑

とあるので︑活字本の方は写本を版本﹁百首部類﹂で校合した

ものであることがわかる︒尚︑この活字本続群封類従について

一二一不審な点があるのでふれておく︒解題では詠出者につい

は︑﹃群轟解題﹄に井上豊氏の解説がある︒井上氏の解説に

て︑﹁日銀には良経を後京朽摂政として出し︑別に入遺左大臣

で︑入道左大臣としたのはなく︑目録にない沙弥生蓮の作があ

をあげているが︑作品について見ると左大臣とあるのは良経

るUとされている︒しかし︑これは井上氏の誤解で︑﹁入道

左大臣﹂と目録にあるのは︑実l屋︵沙弥静空︶のことであり︑

作品は﹁沙弥静空﹂の名で見えている︒また︑﹁日銀にない沙

いる︒従って︑日銀と作品とに相異はない︒

弥生蓮の作があるUとされているが︑日録には﹁師光﹂で出て
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以上の正治初定石首諸伝本の他に︑新出の一本がある︒﹃同番総
目録﹄宋穀の伝本で︑昭和五十三年秋の東京古典会主催﹃古典椚下

ように︑各題ごとに歌を部奴配列する作業は考えられないから︑各

役がみられる︒本石首は二十三人の百首の集成であって︑先述した

る︒今日伝存するような︑何冊かに綴じられた編長本が行なわれる

人の百首を重ねてゆけば︑それで一本になるという状況が想像でき

載せている写本である︒解説では﹁江戸初期写︑色変わり文様料

ようになるまでは︑各人の百首はバラバラのままで重ねられた形で

見展観大入札会目録﹄の図版二重に二四︑正治御百首﹂として
紙︑三冊﹂となっている︒写真が載っているので︑それによって推

第一類本は︑a︑bとも詠出者の石首記載順序が次のようになっ

この分類の基準となる点について︑以下に掲げてみよう︒
日石首記載皿序

第二親 −1内閲乙本︑勧修寺本︑百首部類本

類従木

b −内規甲本︑島原本︑彩考館本︑久保田木︑続群む

第一期a − 宮内庁木

a︑bの二種に分けうる︒その分類は次の通りである︒

第一類︑第二期の二類に分期することが出来︑第一獣は更にこれを

首の記載恨序その他によって生ずる形態上の相違などから︑諸本を

︵未見の一本と︑活字本続群質顆従については措く︶九種の各人の甘

二十三人の百甘歌︑計二千三百肯︵但し︑欠脱歌のある伝本もある 15
ので︑正確には諸本によって異なる︶から成る︒今︑これらの伝本一

前項で報告した諸伝本は︑すべて各人別に百首を記載しており︑一

諸伝本の分類

がするのである︒そのような伝本の形態が伝写の過程と深く結びつ
いて︑現存諸伝本を発生させるに至ったのであろう︒

あったと考えると︑央むのつけられなかったことも肯けるような気

ヽ

定できることを記しておく︒
外題は﹁正治御百首上︵中︑下︶﹂︒内題は﹁正治二年御百首﹂︒
冒頭の後鳥羽院の御製の所が写責で見られるが︑址作の﹁御製﹂と
いう作者名の下に﹁後鳥羽院﹂と注記する点や︑第四首目の歌﹁霜
ヽ

枯しのへのけしきも春くれは縁に移る雪の下草﹂の第四句を﹁縁に

移る﹂︵第一期は﹁縁も移る﹂︶とする点から見て︑後に述べる第二期
系の伝本と目される︒更に三冊本である点も考えあわせると︑第二
類系の一伝本である版本百首部類のもとになった本かとも思われる
が︑未調査であるので︑これ以上の論述はさしひかえたい︒︵往1︶
﹃国事総目録﹄はこの他︑正治初投石首として︑宮内庁青陵部蔵
二五一二三ハ五︶の﹁内裏九十番歌合﹂ ﹁実方朝臣集﹂等との合
経本をあげる︒しかし︑これは︑詠進者の一人である讃岐の正治初
度百首詠を収めるのみである︒同じく︑﹃国事総目録﹄が掲げる活
字本に︑列聖全集票集二所収本がある︒これも︑実は後鳥羽院の御
詠のみである︒
さて︑以上の如く︑今日のところ︑宮内庁怨陵部木︑内閣甲本︑
内閣乙本︑島原本︑形考館本︑久保田本︑勧修寺本︑続群む類従本
︵写本︶︑百首部類本︑続群宙類従本︵活字︶と︑未見の入札会目録
の一本を加えて︑十一種の写本︑版本︑活字本の存在が知られる︒
これらは︑いずれも書写著︑書写年等の奥書を持たないという特

歌数を記している︒

表記のない所もあるが︑勧修寺本︑百首都類本は全詠出者の部立に
川目録と識語

ている︒
御製︑三宮︑前露院︑御室︑良経︑通親︑慈円︑忠良︑隆房︑

製

作者

御

中納言信広

内

大境m従四位上範光

正三位季経

前中納言隆一停

大納言忠良

吾イ

入道左大臣聖

入道三位俊成法名釈阿

従四位下隆信

宝

三 宮

正三位経家

臣

左近梅少将従四位上定家

入道少将元一運搬柿光〜完仕上

讃岐振投鰯厨

寂 蓮
院

従四位下家陸
斎

丹

前大僧正慈円
前

従

大

後京極摂政

御

が︑それは︑日で述べた百首記栽順とは異なる所がある︒今︑内閣
甲本によって示すと︑次の如くなっている︒

第一類b本は︑﹁作者﹂として︑﹁御製﹂以下詠出者名を掲げる

違がある︒

a本はそれを持たない︒第一類b本の目録と第二類本の目録とは相

第一類b本と第二類本は︑すべて巻首に目録を有するが︑第一薫

季経︑経家︑釈阿︑隆信︑定家︑家隆︑重光︑寂蓮︑生蓮︑静
空︑讃岐︑小侍従︑丹後︑信広
これに対して︑第二類本は次の通りである︒
降房︑慈円︑釈阿︑季経︑経家︑隆信︑昭光︑定家︑家隆︑生

御製︑三宮︑御宝︑前売院︑良経︑静空︑通親︑忠良︑信広︑
還︑寂蓮︑讃岐︑小侍従︑丹後
は内題
諸伝本の外題については︑書誌のところで記したとおりである
が︑内題について見ると︑第一類本と第二類本は次のように︑はっ
きりと別れている︒すなわち︑第一類本は︑a︑bとも
正治二年百首和歌
の内題を持ち︑第二類本は︑
正治二年御百首
の内題を持っている︒
川歌数表記の有無
細かい点だが︑百首内の各部立どとに︑その歌数を記しているか
否かという点での相違がある︒
第一類本は︑第一番目の百首である後鳥羽院の百首についての
み︑各部立ごとに︑春二十首︑夏十五首︑秋二十首⁝⁝⁝と︑部立

侍

これに対して︑ 第二類本は︑﹁正治御百首正招二年八月﹂という

後

小

ところが︑第二類本は︑後鳥羽院以下二十二人の百首の部立にも

目録の琉作を有し︑﹁作者﹂として掲げるところは︑川で述べた百

の下に歌数を衷記し︑以下二十二人の百首については︑一切歌数を
記していない︒
すべて歌数を記すという体裁をとっている︒但し︑内閑乙本は歌数
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首記載順序と合致している︒今︑紙幅がないので全体を引用するこ
とが出来ないが︑第二類本の特徴としては次のように︑作者名の下
に注記をする点がある︒
沙弥静空臥鑑謡実質左大将

権大納言忠良㍑彊語願順聖男

丹後甘秋門院女房源何行女折損政卿巳

などである︒
識語については︑密語の所で述べたように︑第一顆a本のみが有
し︑第一類b本︑第二類本とも︑それを有しない︒
出歌の有無
歌の有無について調べてみると︑諸本間で相違する所が十二箇所
ぁる︒これを各顆ごとに整理して示すと次のようになる︒歌が有る
ものについては○印で示す︒

院

計

表中の番号とは︑宮内庁本を底本として作成した﹃校本正治二年

初堅旦首和歌﹄ ︵未発表︶に︑私に付したものである︒今は歌自体
の内容にはふれないので︑それぞれの歌を掲げることは省略させて
いただく︒

右の蓑に於いて︑艮経の四四八︑四五一︑釈阿の二四〇の歌

は︑第一類a本︑第一一類本が有するわけだが︑両者では︑歌の位置
が異なっている︒すなわち︑欝一類a本は︑部立内の配列から見て

点もふさわしい付置に︑それらの歌を有するが︑第二類本は︑それ

ぞれの歌の属する部立の最後に歌を置いている︒第一類a本の位置

が正しいことは︑家集に所収された本百首との比較によって確めら
れる︒

このように︑第一期a本は歌数の点で最も完備した伝本であ
り︑かつ︑歌を正しい位置に有していると言える︒︵但し︑小侍従

の歌については︑節一類a本を含めて諸本いづれも一首欠いて九十
九首である︒この点については後にふれる︒︶
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脱i肯

1111。．1304．19心．2056
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Iは責、㍍石打

以上︑川〜由の形態的特徴によって諸本を分類した︒この他に
も︑定家の百首の奥に︑﹁正治二年八月八日給題同廿五日詠進之﹂
という一文を有するか否か ︵第一頬ナシ︑鐸二類アリ︶︑頭は︑
中納言得業信広の百首の輪作に︑﹁正治元年十一月﹂とあるか否か
︵第一類アリ︑第二翠ナシ︶という点があげられる︒
一応︑これらによって諸本が︑第一類と第二類正分かれ︑囲︑㈲
によって更に第一類をa︑bに分かつべきであることが確認されよ
ーつ0

．・5：3・448．・1こ1．6り：1．975

図中A〜Fは仮想本︒各仮想本間には︑ もっと多くの伝写過程が

（伝本系統想定図）

考えられるが︑ここは簡略化するため︑ 実線で結び示した︒

一18−

≡ 諸伝本の系統
先に分類した正治初段百首諸伝本は︑いったいどのような系統の
もとに存在するのだろうか︒行論の都合から︑ここで一つの仮説を
立ててみようと思う︒その際の要件は︑先の川〜出の分類基準であ

謎
主
人 2 0 ︶ 銀 る

別添口班とじ

D・諭はされる
臼．りたに作成され
付けられる
部分細入448．451．1110
別系の㍍訂 音摘発

九︑く﹂∵﹂
全し除∵∴べ
完‖け∵机∴

l）

こI

餓

川

込まれる
・用人なし

E F

本

木

るが︑就中︑歌の有無である︒
今︑正治初度百首諸伝本の租本を一つに想定して︑その下に系統
を整理すると︑次のように示すことができる︒図中の祖本AからF
まず︑担本Aは︑詠出者の各百首が一首も欠けることなく揃っ

は︑仮想本である︒
た︑完備されたものであったと考えられる︒それは︑定家の﹃明月

また︑この担本Aの段階では︑恐らく︑詠出者の百首は編某され

記﹄に︑熟慮に執巌を重ね︑慎重に清書して奉ったなどと記されて
いることからも考えうるところである︒
た形でなく︑l人ずつの百首詠が単に集積されただけのものであっ
たろうと想像できる︒目録については︑この段階で既に存在してい

親木A

たと考えられるが︑やはり︑集積された百首詠に添えられただけの

仮説に於いて︑祖本AIB段階で︑五三︑四四八︑四五二六

形憩であったに違いない︒この日録は︑一類b本のような日録では
なかったか︒
〇三︑九七五︑一一四〇︑三一〇四︑一九六九の歌と︑小侍従歌二
〇五八という多くの脱落を私が想定するのは︑本百首が︑二千首以
上という大部なものであり︑その宙写時に於ける歌の脱落は十分考
えうる必然性を持っているからである︒この脱落のうち︑小侍従
の二〇五八の歌の脱落は︑私の右の想像を助ける一証左である︒す
なわち︑現存する編造本正治初度百首伝本は︑すべて︑小侍従のこ
の二〇五八の歌を欠いている︒しかし︑小侍従の独自に伝存する正
治初度百首詠である﹁小侍従集別水﹂ ︵島原公民館蔵松平文庫本︑
一三九・四六︶−−恐らく︑これが小侍従の正治初珪石首の詠進時
の形を示すものであろう−を見ると︑この歌を有しており︑本来
的に完備していたことを現わせるのである︒AIB段階で小侍従
歌一首を含む九首の脱落が起こったのであろうと考える所以であ
る︒︵注2︶

Bから二つに別れ︑C︑Dへと宙写されると考える︑その一系統
った各人の百首が︑上下二冊に編去された︒これが︑一類本の石

であるCについてまず述べる︒C段階で︑単に集積されただけであ
首記載順序である︒更に︑このCが脱落歌を完全に︑正しい位置へ
と禰いつつ事写されたのが︑Eの一類a本である︒但し︑小侍従の
歌二〇五八については︑補おうにも参照すべき小侍従の百首が見つ
からなかったのであろう︒
また︑目録については︑C本段階で本文が編毒されたのだが︑日

録だけはやはり別添のままであった︒それを︑E本はそのまま受け

継ぎ︑本文の中へ招じ込まないで有していた︒そして︑別添の目録

CIFの系統を考えてみよう︒C本はF本へと宙写されたが︑

はいつのまにか紛失し︑本文のみで日録を欠く伝本︑第一期a本が
出来上がったのであろう︒

その段階で︑別添であった目録は本文の中へ綬じ込まれた︒しか

し︑脱落歌については︑全く捕われないまま伝わった︒これが一類
b本である︒百甘記裁順序は︑盈本C段階で編葦されたのであるか

では︑もう一方の告写過程︑二類本の方を考えてみよう︒祖本A

ら︑一類a本と同じ憶である︒

から多くの脱落を経たB本は︑次の段階BIDで︑目録と本文第

二昔日の百首である院の百首をそっくりなくしてしまったのではな一
かろうか︒しかしながら︑D本は︑各人の百廿．を各日首の鉛作にあ 19

る作者撃きに従って一冊に編纂し︑それと合致した目録を新たに作 一

成し︑脱落歌については︑軍えるもののみ︑家集などを見て補入し

そして︑なくなっていた院の百首については︑補充すべく捜された

た︵四四八︑四五二 二四〇︶と考えられる︒

結果︑これを本来A本時点で有していた院の百首︵一類本系院百舌︑

すなわち︑扉︑扉︑伊を有する百首︶とは導っ︑別の院の百首︵離

院の百首をめぐっては︑後鳥羽院御集中の正治初鰹石首と編基本

村︑相を有しない百肯︶で補充してしまったのであろう︒

とで︑大きな差異があり︑従来その関係が論ぜられているところで

ある︒私は︑御集中の首肯が最終稿であると考えているので︑編基
本正治首肯が祖本A段階で有し︑Cへと伝写されたのは院の第二次

董稿本であったと見ている︒そして︑院の百首は︑もう ノ︑第一

次草稿本とも言うべき百首が存在していたのである︒それがD本段
階で編纂本にとり入れられた百首ではなかったかと考えている︒つ
まり︑私は︑院の一難本系百首が︑第一次草稿であり︑二類本系
百首が︑壁一次草稿であり︑御集中百首が︑最終稿であるという考
えである︒この問題については︑もっと詳しく論拠をあげて述べね
ばならない︒別稿を用意しているのでそちらにゆずりたい︒︵誓︶
さて︑以上のような過程を経て︑一類a︑b︑二類という形態的
特徴を持った伝本が発生するに至ったというのが︑私の仮説であ
る︒今後の検証を翼する一仮説としておきたい︒︵注4︶
ところで︑右のような仮説のもとに︑現存諸伝本の相互関係をど
のように考えればよいだろうか︒以下︑各伝本の性格を︑異文に注
目して述べることによって︑その考察に代えたいと思う︒
まず︑B本からC︑D本に別れてからは︑以後︑両者間で本文の
校合などは行なわれなかったであろうことが軍える︒例えば︑
秋くるゝかねの響はすか原や伏見の里の冬のあかつき ︵五
八︑後鳥羽院冬︶

なわれたならば︑歌の有無のある所では︑稲入されたり︑或は︑﹁イ

エバナシ﹂などと何らかの注記がなされていてもよさそうなものだ

一類本について述べる︒一類本は︑a本b本共に︑次のような異

からである︒

をち1つ

あらし吹さやかた山に雲きえて月影た〜むせとの白浪︵一四

文表記を持つ︒

こゑイ

はと︑イ

月影に千鳥妻よふ明かたの衷たちそふ波の上かな ︵ ハ六︑

八︑惟明親王秋︶
惟明親王冬︶

なかき夜の夢さめよとやにはつ鳥明ゆく空を人につくらむ
︵三九四︑守覚法親王烏︶

とを﹂という本文であり︑一見すると﹁イ﹂と表記された異本と

但し︑彰考館本のみ︑﹁をちの自浪﹂ ﹁狼のこゑかな﹂ ﹁明ゆくは

は︑彰考銘木かと思われる︒このような一類本に轟込まれた異文と

れ︑彰考館本が異本であるとすると︑うまく片付くのだが︑そうは

彰考館本本文とが一致する例は︑正治初皮百首全体にわたって見ら

同一の親木F本から出た兄弟本のような関係であると思われる︒す
ると︑その一つである彰考館本が︑他の三本に対して多くの異文を

は︑いずれも番写体裁や字母まで非常によく似ており︑恐らくは︑

考えられない︒
一類b本とした内閣甲本︑島原本︑彰考飴本︑久保E本の四本

の﹂とする︒また︑
時雨つゝよもの紅葉葉ふりはてゝあられそ落る庭の木の葉に

持つということは不自然である︒やはり︑異文表記は︑C本段階で

という一類本の本文に対して︑二類本は︑第五句を﹁冬のあけは

︵二五九︑式子内親王冬︶
という一類本に対して︑二類本は︑第五句を﹁庭の未蔭に﹂とす

が自然であろう︒
では︑彰考館本が一見異本かと思われるような本文を有する理由

入れられていたものであって︑彰考餌木発生以前であると考えるの

る︒このように両者は対立する本文を有し︑その箇所に校合の様子
は見えない︒
このことは︑既に述べてきたように︑両類間で歌の有無がある点
からも首肯されるところである︒すなわち︑両類間で校合などが行
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はどこにあったのだろうか︒C本段階で既に異本と校合され︑異文
表記をもった形で伝写されたF本が︑内閣甲本︑島原本︑彰考館
を ち イ

こ ゑ イ

ほ と イ

本︑久保田本に宙写される際︑彰考館本以外の三本は︑異文表記の
所を親本どおり忠実に︑﹁せとの白波﹂ ﹁狼の上かな﹂ ﹁明ゆく空
を﹂とした︒ところが︑彰考館本は親木の異文表記箇所について︑
理解を主とした校訂的態度でのぞみ︑﹁イ﹂とある異文を本文中に
勝手にとり込んで行ったのであろう︒
例えば︑詳細に見てゆくと次のような例を捜し出すことができ

を島原本は朱でもってし︑久保田本は封でもってする︒本文的にも

内閲甲本は比較的︑誤写・誤脱が多く︑或は︑彰考舘本︑島原

両者は近似している︒

競群む類従本は︑内閣甲本を苔写したものである︒内園甲本は︑

本︑久保田本の下位に来る本かも知れない︒

讃 岐虹鵠賢の

日録の所で︑讃岐と丹後の注記を次のようにしている︒

後に付せられたものであること明白であるが︑多分︑内閣甲本が親

丹 後
これは︑他本によって見れば︑﹁宜秋門院女房﹂という注記は︑丹

木を苔写する際︑右側の讃岐に付けられたものだと誤って昏写した

あら・イ

山嵐に汀の浪はたかくともなを霧ふかし宇治の河風 ︵五〇︑後

ためであろう︒続群書類従はこの誤りをそのまま伝えており︑活字

る︒

鳥羽院秋︶
という一類本の本文に対して︑彰考館本は︑﹁山武に汀の浪はあら

と︑続群書類従本は内閣甲本の子本であることがわかる︒

本に至ってもそれを踏襲している︒この他にも︑本文を見比べる

とり込む際︑つい︑異本の﹁イ﹂字の字音にひかれて︑﹁あらい﹂

いとも﹂という文法的に不審な本文である︒これを︑異文を本文に
と吉写してしまったと見ることはできないだろうか︒
少々︑本筋から離れたが︑結局の所︑一類本が異本として校合し

って校合し︑校異を霹入れたためである︒但し︑御集中の百首との

がある︒これは後鳥羽院の百首については︑後鳥羽院徴集一本で以

歌の出入については記していない︒

ところで︑この続群容甑従本は後鳥羽院の百首の所に朱の書入れ

た本は︑現存しない︵或は未報告の︶伝本で︑歌数の点から見れば
祖本Aが脱落を経た後のB本と同じ形態のものではないかと想像す

この写本が活字本となる時︑活字本の奥むにあるように︑版本石

首部類と校合された︒その際︑本文整備という意味で︑写本にあっ

ることが出来る︒
さて一類a本とした宮内庁書陵部本は︑霊元天皇屋撃の外題をも

の異同も異文表記せずに本文にとり込んだりされた所がある︒従っ

て︑活字本の競群婁類従は本来的な伝本の姿とは一言えず︑御集と盲

た朱の青入れ︵御集との異同︶を本文にとり込んだり︑百首部類と

一類b本のうち︑彰考館本については︑先に述べたとおりである︒

を志したのも︑このような状況によっている︒正治初だ百首の研究

首部類本によって改変された本文なのである︒私がまず校本の作成

った善本で︑文字も美欝である︒脱落歌を補ったものと思われ︵細

他四本のうち︑島原本と久保田本は巻首の目録に︑その作者の詠作

入のあとは見えない︶︑歌数の点で最も完備した伝本となっている︒

が︑上下各冊の何番目に入っているかを右肩に注記している︒これ
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隆︑生蓮の百首の所のみであり︑内閣乙本では︑定家の百首の所の

ると︑それがあるのは︑勧倍寺本︑版本では︑院︑俊成︑定家︑家

みである︵但し︑内閲乙本は︑正治初段百首全体に︑併青が見られ

を手近に見られる唯一の活字本である続群密如従本で進めること
では次に︑二類本について述べよう︒二類本の内閣乙本︑初値寺

る︒この俳書については︑内容から見て︑全て見せ消ちにあたるも

は︑多くの危険性を学んでいることを痛感した次第である︒
本︑版本は共通した本文を持ち︑D本を親本とする兄弟本程度に考
えている︒但し︑異本との交渉という点から見ると︑二類本のう

すると︑二類本の異文表記箇所は部分的に片寄っており︑ここ

別の正治初度百首の類を考えたほうがよさそうである︒

歌人の家集に収められた正治初度百首詠︑或は独自に伝存した個人

は︑編笛木の正治初皮百首を異本として新たに憩定するよりも︑各

のと思われるので︑今は除く︶︒

ち︑勧修寺本と版本とがより親密な関係を有しているようである︒
例えば︑
名に高き富野の山の春よりや雲に桜をまかへ初けん ︵一一一
三︑俊成春︶

尚︑蛇足ながら︑勧修寺本と版本の関係について︑兄弟本程度と

花イ

という内閣乙本︵一類本も同じ︶の本文に対して︑勧修寺本と版本

考えている旨︑述べたが︑安のところ︑私は︑勧修寺本は版本を書写

思ひ寝の夜半の夢路のはと1ぎす心の空に一こゑそきく ︵l

勧修寺家旧蔵本には︑百首歌が多い︒調査した所では︑次の百首
歌が蔵本として数えられた︒日録の頂に掲げる︒

うな感想を有するに至った理由として︑次のことを記しておきたい︒

もっと調査が必要なので断定することは早計であろう︒ただ︑このよ

したものではないかという考えをもっている︒この点については︑

だけは︑第三句に﹁春よりや﹂という異文を記している︒同じく︑
四二四︑家隆夏︶
内イ

という内閲乙本︵一類本も同じ︶の本文に対して︑第四句を﹁心の空

一方右のような例に対して︑二類本のうちの内閣乙本のみが異文

に﹂とするのが掛値寺本︑阪本なのである︒
豪記を有する場合もある︒

梓されたとも考えうる︒安井久喜氏は︑﹃宝治二年院百首とその研

る︒この事実は︑版本百首部類が︑勧倍寺家蔵本の提供によって上

これら勧倍寺家旧蔵の百首歌は︑すべて写本であり︑同装幌であ

首部類には︑この他に﹁白河殿七百首﹂がある︶︒

禄十三年刊の版本百首部顆に所収されている百首である︵但し︑百

この他に︑﹁和歌百首﹂もあるが︑右に掲げた百首は︑いずれも元

延文盲首 永享百首 将軍家石首

正治百首︵前後︶

弘長百首 宝治百首 某元百首 建保百首 久安百首

為忠百首 五社百首 亀山股七百首
1

をのつからそことも知らぬ月はみつ暮なはなけの花をたのみて
も

︵三二七︑定家春︶
という歌の第三句を︑内閲乙本のみ﹁月はみつ﹂とする場合であ
る︒
従って︑二類本のうち︑内問乙本が校合した異本と︑勧修寺本︑
版本が校合した異本とは別のものであることがわかる︒一体︑二類

ここで︑二類本に属する三伝本が有する異文表記箇所を調べてみ

本が校合に用いた二つの異本とはどのような伝本であろうか︒
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査していらっしゃるが︑氏は勧倍寺本を版本石部恋の祖本的存在と

からであり︑別稿を以って詳述したいという気持からである︒

たのは︑それが極めて重大な︑かつ不可思議な問題を提示している

しかし︑この識語を無視して稿を終えるのも心残りであるので︑

究﹄ ︵笠間書院︑昭和四六年︶の中で︑宝治首首の勧修寺本を調
位置づけていらっしゃる︵三七九頁︶︒

伝本系統にかかわる点についてのみふれて︑本稿の結びとしたい︒
宮内庁青陵部本の㍊語によると︑﹁中納言得業信広﹂の百首は︑

もとより安井氏の御見解に異議を申し立てるものではないが︑勧

ものではなかったか︒すなわち︑﹁中納言得業信広﹂の百首はなか

当初︑正治初度百首は二十三人ではなく︑二十二人で構成された

念を抱いている︵若被追加欺︑位署昏様不審︶︒

それを載せる本と載せない本とがあったことになる︵中納言得業信

修寺家旧薩の百首歌の一つ﹁五社膏首﹂には︑次のような奥書が付

庶於流布本著無此作者︑所載戎本也︶︒そして︑この人物に不審の

為か湘也

羽林郎将藤判

けられていたことを報告しておく︒
貞治三年八月廿三日昏写畢

右以奥書本一校了

になったのは︑まず第二類本の親木であるD本に於いてであり︑第一

った︵もちろん︑日録にもその名はなかった︶︒それが二十三人本

肝心の﹁林和泉按板行﹂の部分には︑虫損があり︑推定にとどまる

類本の親木C本は︑このD本を見て﹁中納言得業信広﹂の百首をと

︵両．封︶

林和泉抹板行

のだが︑版本を苔写した際︑刊記まで宙写したのではなかろうか︒

り入れたのではなかったろうか︵然而依見及雷入︶︒宮内庁雷陵部
本の識語も︑この時点でつけられたのではないか︒

ない︒

＜注∨

い︒

︵昭和五四年十月稿︶

あったと︑今のところ考えていることを記して︑なお続稿に供ちた

か︒いったい﹁中納言得業楕広﹂とは誰なのか︒疑問は次々と湧い
てくるが︑正治初度百首は現存の形ではなく︑当初は二十二人本で

ではなぜ︑﹁中納言得業信広﹂の百首がD本段階で入れられたの

もちろん︑五社石首だけ版本百首部類を苔写して蔵したのかもしれ

おわ日ソに

以上︑憶測をも交えつつ︑正治初度百首の伝本系統について述べ
た︒
ところで︑今日伝存する正治初皮百首の伝本はすべて二十三人の

7の中で紹介されている︒成稿後︑拝見したので︑ここに注と

︵注1︶ この伝本について︑久保田淳氏が︑﹃今物語・隆房集・東
京随肇﹄ ︵中世の文学︑三弥井昏店︑昭和五四年五月︶の附録

百首を収めるが︑祖本Aの時点に遡って︑すなわち︑本来的に二十
せるのは︑﹁伝本とその昏誌﹂の茸で紹介した宮内庁苔陵部本の識

三人の百首を収めたものだったのだろうか︒このような疑念を抱か
語である︒この識語について︑諸本の系統を考察する際ふれなかっ
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して付記させていただく︒

審可勘申口由也︑更不得才学︑凡署之様書中納言得業之□不審

納言得業信広詠窃一巻被送下之︑此顎於何集有所見哉作者御不

紙片は︑この伝本のみの特徴であるらしい︒

については︑この伝本︑有しているようである︒又︑注記の小

かる︒但し︑第二類本諸本が欠く定家の春の歌︵l三〇四︶

啓から欠歌に至るまで︑第二類本と同様の形態であることがわ

本の親木にあたるのではないかと思われる︒更に他の記録類を

不審である事を記している︒この記述は︑宮内庁宙陵部本の識
語を想像させ︑恐らくは︑ここに言う室町殿本が宮内庁青陵部

とがわかる︒又︑廿八日の桑では︑中納言得業信広をめぐって

この記録によると︑義尚が実隆に正治百首を青写校合させたこ

之由申入了︑

︵
条
︶

久保田氏の御報告の要点に従って︑諸本と比較すると︑日録瑞

私は︑この伝本を落札することはもちろん︑下見会で見ること

︵注3︶この問題については︑﹁後鳥羽院の﹃正治初皮百首詠﹄改

各文庫の御好意に感謝致します︒

わった稲賀敬二先生に感謝致します︒また︑伝本調査にあたっての

＜付記∨
本稿は︑修士論文の一部を改稿したものであり︑終始御指導を賜

も捜して︑正治百首の伝本系統を検証して行きたいと思ってい
る︒

もできなかった︒久保田氏の御報告に感謝申し上げる︒
めに ー ﹃小侍従集別本﹄の解題と翻刻 − ﹂ ︵﹃研究と資料﹄

︵注2︶ ﹁小侍従集別本﹂については︑拙稿﹁正治初度百首研究のた

作について﹂と題して︑昭和五四年秋の中古・和歌合同大会で

る︒

第二輯昭和五四年十二月︶を参照いただければ幸いであ

発表した︒
に次のような記述のあることを御教示いただいた︒

いただいたものです︒ここに記して︑御礼申し上げます︒

本稿で紹介した久保田本は︑久保田先生の御好意により拝見させて

末筆となりましたが︑宮内庁書陵部の橋本不美男先生︑東京大学
の久保田淳先生には︑御多用の中︑御指導をいただきました︒尚︑

︵注4︶成稿後︑都立大学大学院の武井和人氏より︑﹃実隆公記﹄

及晩自室町殿被召雑草︑正治百首内︑御製︑式子内親王︑後京

− 広島大学大学院博士課程後期在学 −

文明十七年正月廿四日丁未翼︵中略︶
極摂政︑守覚法親王︑定家︑家隆等卿以上六人分被新写之加校
合可進上之由也︑明日可沙汰進上之由申入之︑政行奉云々︑
廿五日戊申暗︑滋野井朝檎相伴︑被携中酒︑正治百首加校合午
︵旨︶

後進上之︑入夜子下郡︑以郵便武田小三郎︑彼校合事早速沙汰
進上喜思食之由︑自室町殿被仰下︑畏入口U︑
廿八日辛亥暗︵中略︶及昏自室町殿為二階堂消口正治御百首内申
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