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どのように㍑記され︑扱われて来たのかという問題を︑和歌や散
文・漢詩文に用例を求めて考察しようとするものである︒

本稿は︑式子内親王の﹁桐の葉も踏みわけ難くなりにけり﹂の歌
を契機として︑﹁桐の葉﹂或は﹁桐﹂という素材が︑和歌史の中で

説として︑﹁﹃柄の葉﹄の斬新さ﹂にふれておられる︒

及したものはなく︑管見の限りでは︑わずかに︑有斐閣新書亘新古
︵3︶
今和歌集入門一口のみである︒同書では︑佐藤短雄氏が︑この歌．の解

と亭っより特異な素材であったはずである︒しかし︑このことに言

初の用例となっている︒従って︑和歌の素材としてはぬめて稀な︑

とが出来ず︑勅撰集に於ては︑新古今集の式子内親王のこの歌が最

の葉﹂という言葉は︑万葉集以来千載琴までの和歌に用例を捜すこ

の世界では実に珍しい素材の一つであったらしい︒すなわち︑﹁桐

白楽天の詩句﹁朽網黄葉﹂に拠っていることは確かなのだが︑和歌

．ノ

ところで︑式子内親王のこの歌の素材である﹁桐の葉﹂が︑右の

を認めるのが妥当と思われる︒

秋庭不レ掃挽二藤嬰

を︑本文としては︑﹃和漢朗詠集﹄秋︵落葉︶の白楽天の詩句↓

つれなき人を待つとせしまに

我宿は道もなきまで荒れにけり

山

繭の．薬も踏みわけ畢くなりにけり
ー

﹁式子内親王は新古今歌壇のl惑星である﹈とは︑石田吉貞氏の
︵ − ︶

言葉であるが︑彼女の残した珠玉の歌の数々は︑今日尚︑強い引力
で我々を魅了してやまない︒本稿の題目に掲げた︑
桐の葉も踏みわけ難くなりにけり
必ず人を待つとなけれど
の歌は︑新古今和歌集秋下534に入集し︑同じく﹁山深み春とも知らぬ
松の戸にたえ′ぐ︑・か1る雪の玉水﹂︵新古今3︶の歌や︑﹁玉の緒よ
絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする﹂ ︵同聖の
歌などと共に︑式子内親王の秀歓として愛唱されている︒一首の恵
は︑﹃私の庭は桐の落ち葉がつもって︑踏みわけ難くなってしまい
ました︒必ずしも人の訪れを待っているというわけではないのです
けれど﹂と︑静かな晩秋のたたずまいの中に佳人の溜息がもれてく
この歌は︑﹃正治二年院初度百首﹄のうちの秋第十九首目の詠

るような風情の歌である︒
で︑家集である﹃式子内親王集﹄に収められ︑後には﹃自讃歌﹄に
も揺られている︒爾来︑この歌に関する古注・新注が多く存在し︑
正遍昭の歌︑

本歌や本文などを指摘しているが︑本歌としては︑古今集恋五770個
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まず︑和歌に於ける用例の状況であるが︑万葉集と廿一代集・所

︵秋367伏見院︶

︵秋4〜0人遺二品親王法守︶︵秋用昭訓門院権大納

︵秋川常盤井入道前太政大臣︶

については︑それぞれ総索引に拠って調査した︒也は扇編国歌大

業集について調べてみると次のようになっている︒︵万葉集と八代集
観﹄の索引に拠るものである︒遺漏もあろうかと思うが︑大よその

︵秋m永福門院︶ ︵雑刷平英時︶ ︵雑皿従二位

︵恋1105後九条前内大臣︶︵推血大納言経信︶

為子︶

言︶ ︵秋6−6太上天皇︶︵秋7川西間寺前内大臣女︶

︵表I︶

傾向は把握できるものと考える︒︶

新千載
新l拾遺

︵賀789按察使公保︶

続後拾
新続古

︵秋278読人不知︶ ︵秋279後村上院︶ ︵恋995中

務嘲宗良親王︶

新 葉

︵衰I︶ には表われていないが︑万葉集に︑歌の中ではなく︑巻

玉川の歌を含む審状の中で︑﹁槽．痢日本琴一面対馬結石山元諸﹂との用
例がある︒

ノ勅撰集以外では︑中富私家集・私撰集・歌合・定数歌等を調べて
みたところ︑わずかに二例を捜し得た︒一つは︑﹃大弐高遠集﹄に
︵
4
︶
長恨歌を題に詠んだ歌があり︑詞書︵長恨歌の一句︶から歌車の
﹁木の葉﹂が桐のことであろうと想像されるもの︑

秋愚周嘗題∵

である︒もう一例は︑﹃大納言経信薬﹄の長歌︵新拾遺胤に入集す

丸司劉っる降につけてぞなか／＼に稔身の放はまずしられける

になると︑﹁桐﹂は和歌素材として︑ごく普通に扱われて通り︑同
時に中世連歌にも詠まれ︑下っ．ては俳語にもそれを認めて行くこと

は︑﹁寄桐恋﹂という歌題で詠まれたものである︒つまり︑この．頃

このうち︑﹃亀山於七百首﹄の後事多院詠や︑﹃為声千首﹄の詠

あらたまの 年くれゆきて⁝⁝きりのいとにも たづさはる

家隆

坂道

信広

．︵新勅翠禦

人はこで年ふる秋の柴の庵に珂叫矧蘭を物ぞ訪ける

建仁三︵二営︶年 千五百番歌合判詞 後鳥羽院

日はくもる桐面魂がくれ秋やときさよ風涼しねやの手枕 ∵

〃

百数や都ルこずゑにすむ鳥の千とせは竹の色もかはらず

〃

古郷の糊のこずゑをながめてもすむらん鳥を忠ひこそやれ

〃

桐の葉も踏みわけ難くなりにけり必ず人を待つとなけれど

▼正治二︵三〇〇︶年 正治百首 式子内親王

古里の庭の日影もさえくれて杯￠語弊に霞ふるなり

建久八︵二九七︶年まで ︵玉吟集 百首初心︶家隆

︵−り︶

樹嘲蘭のうらふく風の夕まぐれそらや身にしむ秋は来にけり

建久七︵二九六︶年 ︵拾遺愚草員外雑歌︶定家

建久二︵二九一︶年 十題百首 定家
夕まぐれ夙ふきすさぶ糊のl樹未lにそよ今さらの秋にはあらねど

王の歌が最初のものなのだが︑彼女がこの歌を詠んだ正せ一年前後
を詳細に調べてみると︑次の如く用例を拾うことが出来る︒

が出来るようである︒
ところで︑勅撰集で﹁桐﹂を詠んだ歌では︑先述の如く式子内親

る︶ で︑
身にしむヱとは⁝⁝
と︑琴の意味で用いられた﹁桐のいと﹂である︒従って︑千載集ま
での中古和歌では︑﹁桐﹂或は﹁桐の葉﹂が詠歌の対象−となった形
跡は見当らず︑﹁桐﹂という言葉の使用も﹃経信集﹄の一例を数え
るのみとなっている︒
このような﹁桐﹂が和歌素材として歌に詠み込まれ︑認識される
ようになるのは︑︵表I︶ の如く︑勅撰集では新古今集以後で︑新
のうち︑風雅集に七首もの﹁柄﹂の歌が入集していることは注目に

勅撰集・玉葉集・続千載集へと用例を拾ってゆくことが出来る︒こ
伍する事実であるが︑今はそれが京極派敵人達が好んで詠んだもの
さて︑このような勅撰集に於ける﹁桐﹂の用例は︑中世の私家集

らしいということを指摘するに留めておきたい︒
切類を検索して行くこせによって︑貫に以下の用例を加えることが
鮒来る︒︵﹃私家集大成﹄の索引等によって検索したものである︒︶
尚︑新古今前後については別に掲げる︒
為
十鉢和歌︵心敬︶⁝⁝l

亀山殿七百首︵後事多院︶⁝⁝1

東常緑琴⁝⁚l

伏見院御集⁝⁝1
芦千首⁝⁝l

再昌草・
三光院詠︵実

柏玉和歌集︵後柏原院︶⁝⁝1

松下集︵正広︶⁝⁝2．碧玉集︵政為︶⁝⁝1

通勝集⁝・・2

年代和歌抄︵国永︶⁝⁝1

雪玉集︵実隆︶⁝⁝3
遠忠⁝⁝1
技︶⁝⁝2
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か

〝

鑑の戸は月にまかせて夜や明す桐例刻伝ひ風は吹つ1
建保二︵≡四︶年 秋十五首歌合 雅踵
風すさむ相似一捌罫にあ宅たえてまど深き夜の秋の村雨
承久三︵三三︶年〜延応元︵三元︶年 遠鳩首首 後鳥羽院
おなじくは矧困潮もふりしけな払ふ人なき秋のまがきに

掛む未として桐を詠んだものであるか威風が桐の木に桜打というこ

南方有鳥︑其名為銅坑︑子知之乎︑大鶴鶴︑発於南海而飛於

とは︑﹃荘子﹄秋水岩に︑

海︑非梧桐不止︑非練実不食︑非鴨泉不飲︑於是朗得偏見︑殉
鴎過之︑仰而視之日嚇︑今子欲以子之梁国而嚇我邪︑

とあり︑﹃経典繹文﹄に﹁亀鴎︑蜜凰之属也﹂と見える︒また︑﹃毛

鳳凰英子彼高岡︑層桐生実子彼胡粉
と虜り︑．﹃鄭箋﹄．に﹁鳳凰之性非梧桐不墾非竹実不食﹂の注があ

詩﹄巻阿に︑

るので知られる︒﹃枕草子﹄の﹁木の花は﹂で知られる一段︵尚︑

．▼右によって式子内親王の歌以前の儲久年間に︑定家と家隆の歌三
首が存在するこ．とがわかる︒更に﹁桐﹂という儲材が︑定家・家隆
・式子内親王・坂道・後鳥羽院・雅経などいわ．ゆる新古今歌人連載

の如く︑﹁桐﹂という言葉は直接使われていないものも含まれる︒

の︑
山風にもろき↓要はか芸ちて梢秋なるひぐらしの声︵玉葉180︶

時につけてぞなかく．に扮身の秋はまづしられける﹂も︑伏見醇

だものである︒この中虻は︑前掲の﹃大弐高遠集﹄の﹁利叫剰ちる

第三の類が︑式子内親王の歌を初めとする桐の葉そのものを詠ん

前記︑﹃毛詩﹄の﹃鄭箋﹄に拠ったものか︶︒

が︑﹁格物論﹂を比定するのは適当でない︵﹁格物論﹂．の記述は︑

と注している︒しかし﹃春昭抄﹄の引く﹁格物論﹂なる賓物の素性
︵
6
︶
は不明である︒清少納言が何を典拠としたかにわかには決めかねる

格物論云︑鳳瀾応烏︑太平之世則見︑其形鶏頭蛇頸領亀背魚尾︑
五彩色︑高六尺許︑非梧桐不朽非竹実不食云々︒

系本三七段︶受あって︑﹃春曙抄﹄は︑

後述︶には︑十桐の木の花⁝⁝︑もろこしに︑ことどとしき名つき
たる鳥の︑えりてこれにのみゐるらん︑いみじう心ことなり﹈ ︵大

よって︑この時期北詠み込まれ始めた点が注目され号
≡

前節で掲げた﹁桐﹂という言葉を含んだ歌は︑内容的に三つに分ノ
類出来る︒一つ′は︑琴︵或は楽器︶の意味で詠まれたもので︑先掲ノ
﹃大納言経信集﹄︵新拾遺︵聖の﹁き．りのいとにも たずさはる・・﹂
⁝﹂．や︑﹃通勝集﹄の︑．
おのが名のいつ一剖引そめて瑞琴のしらべえならずつくり出けん
がそれである︒これは周知の如く︑琴や琵琶などを桐材でつくるこ
とによるものであるが︑去後漢書﹄察邑伝に見える﹁焦尾琴﹂の故
事︑
興人有焼桐以缶著︑昌閲火烈之群︑知其良木︑因請而裁為琴︑
果有美音︑而其尾猶焦︑故時人名目焦尾琴焉︒
なども知られていたものと考えられる︒
第二は︑﹃正治百首﹄の家隆の歌︑﹁古郷の桐のこずゑをながめ
てもすむらん烏を恩ひこそやれ﹂や︑同じノく坂道の歌﹁百数や桐の
こずゑにすむ鳥の千とせは竹の色もかはらず﹂などの如く︑鳳凰の
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高遠の歌は長恨歌の一句に拠るものであり︑伏見院の歌は︑﹃准南

の御坪の五会のその一つなり︒此つほには桐を枯させけ

と注している︒従って︑桐という植物が存在し︑宮中の中庭に植え

るによりて桐壷とは申なり︒⁝⁝

られていたことは確かである︒﹃正治百首﹄の坂道の歌にも︑﹁可

子﹄説山訓の﹁見一黄落︑而知歳之将暮﹂や︑﹃白氏六帖﹄の﹁一
葉落知天下秋﹂に拠って詠まれたものであろう︒しかし︑﹃准南

れていない︒

語﹄にも﹁桐﹂という言葉自体は︑地の文にも和歌にも一例も使わ

のととらえられていたとは考えられない︒しかし︑この﹃源氏物

笥桐のこずゑにすむ鳥の⁝⁝﹂とあった︒桐の木自体が下璃なも

子﹄も﹃白氏六帖﹄も︑﹁一葉﹂が﹁桐﹂の葉であるとは限定して
︵
7
︶
いない︒桐の業と結びついた例としては︑新問一美氏によると︑
﹃群芳譜﹄の︑
立秋之日︑如某時立秋︑至期一葉先登故云︑槽禰l業落︑天
下尽知秋︑

未の花は⁝⁝⁝桐の木の花むらさきに咲きたるはなはをかしき

それをはっきりと使用しているのは︑﹃枕草子﹄で︑

ひとしういふべきにもあらず︒もろこしに︑ことどとしき名つ・

・に︑葉のひろごりざまぞ︑うたてこちたけれど︑こと木どもと

があるという︒が︑それ以前では例を知らない︒博雅の御示教を仰

以上︑三分顆のうち︑数量的には第三の類に入る歌が最む多い生

ぎたい︒この他第三の類の多くは︑﹁桐の葉落ちて﹂ ﹁桐の落葉﹂
﹁桐の枯葉﹂という表現で用いられたものである︒

かしなど世のつねにいふペくやはある︒いみじうこそめでたけ

り︒まいて琴につくりてさまざまなる音のいでくるなどは︑を

きたる鳥の︑えりてこれにのみゐるらん︑いみじう心ことな

第二顆は六例で︑残り四十例が第三茄である︒しかし︑先述の如く︑

れ︒

収集した和歌用例四十六例のうち︑第一類に入るものはわずか二伊︑

﹂首のみで︑しかも直接﹁潤の葉﹂という言葉を使った歌は見当ら

ある点︑﹁ととどとしき名つきたる鳥︵鳳凰︶﹂がすむ点︑そして

密少納言の﹁桐﹂をめぐる評価は︑﹁紫﹂に咲く花が﹁をかLLで

︵日本古典文学大系本三七段︶

新古今期以前に︑この第三期の桐の葉を詠んだ歌は︑﹃高遠集﹄の
重いのである︒一体なぜ︑中古和歌に於ては﹁．桐の葉﹂が詠まれて
いないのであろうか︒

琴につくられてさまざまな音が出てくる点で︑﹁いみじうめでたけ

れ﹂となっている︒ただ一つ．清少納言がマイナスに評価したのは︑

周知の如く︑﹃源氏物語﹄第一の巻は﹁桐壷﹂であるが︑これは
中庭に桐の木が縫えてあることから︑宮中五全の一つ淑兢合のこと
を桐壷と称したものである︒﹃禁秘抄考証﹄には︑

1﹁葉のひろごりざま﹂で︑1′﹁うたてこちたけれど﹂と蹄躇いがちに

と言った儲持は今日の載々北も十分に遡潔できるものでぁ受

べものにならない位大きソ︑て︑清少納言が﹁うたてこちたけれど﹂

述べている︒実際︑桐の葉というのは︑紅葉︵もみぢ︶などとは比

∴桐壷 真二淑景舎也 南北舎各五間四面桐近年不レ見 但荒廃
之間毎度有レ桐 l
とある︒﹃源氏物語提要﹄にも︑
禰壷 此巻を桐壷といふは罰をとりて名とす︒⁝⁝竜とは大南
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可緻草子﹄の記述を以サて決論づけるれけにはゆかないが︑恐ら

一ナリ︑花淡紫アリ︑自キアリ︑実ハ桃二似テ内二薄片多シ︑長

リ也・白帆八ツ干ノ楓ナリゝ賢を楓ヲ多ク肝テ温トス︑良材

ヽ

一

な円すい花序を作って多数の黄色い小さな花が咲き︑lつの花序の一
中に雄花と雌花がまじる﹂ ︵同書︶︒従って︑′五月頃紫色の筒状の 15

の紫色の花を開く﹂ ︵同書︶のに対し︑青桐は﹁盛夏に枝先に大き

る︒桐は︑﹁初夏︑枝の頂きに円すい形の大形の花序をつけ︑多数

種のものであることがわかる︒両者の顕著な違いは花に於て見られ

ヽ

バグサ科の植物︑青桐はアオギリ科の植物で︑きりとは言い条︑別

名であり︑白桐は桐の異名ということである︒
︵
8
︶
右を﹃牧野新日本植物図鑑﹄によって調べてみると︑．桐はゴマノ

︵ツ子ノ桐︶とがあることに留意せねばならない︒梧桐は青桐の漠

と記している︒つまり︑﹁桐﹂と言った時︑梧桐 ︵青桐︶と白桐

ヲウフレパ生ズ︑・⁝＝

くは︑﹁桐の葉﹂というものは王朝和文の世界で未だ美意識の範疇
外に存在し︑あえてそれに着目すれば﹁葉のひろごりざまうたてこ
ちた﹂Lというのが評価の有様だったと想像することが出来る︒
四

ここで少々本筋からそれることになるが︑植物学的な素材の性質
を明らかにしておくことも︑また必要なことであろう︒その場合︑
﹁桐﹂と﹁梧桐﹂との違いが問題となる︒周知の如く︑﹁梧桐﹂は
﹁青桐﹂の淡名であるが︑では︑﹁青桐﹂と﹁桐﹂の違いはどのよ
うなものであろうか︒
﹃廿巻本和名類策抄﹄は﹁梧桐﹂について次のように記してい
る︒

陶隠居本草注云︑桐有四種︑青桐聖梧桐祉菅︑崗桐︑椅桐

たのか︑和歌に詠まれている桐はどちらか︑という点に興味が湧い

それでは︑桐壷に植えられていたのは桐であったのか梧桐であっ

大きな花を咲かせているのは︑青桐ではなく︑桐である︒

一亦堪作琴悪者是也︑

精箪梧桐老色白有子著帰農議豊︑椅桐著白桐也︑三月花紫︑
﹁陶隠居本草注﹂を引いて︑桐には︑青桐・梧桐・．崗桐・椅桐の

コレナリ︑佳木ナリ︑園庭二多ク植ベシ﹂と記している︒確かに庭

てくる︒先の﹃大和本草﹄は︑梧桐のことを﹁古人詩歌二詠ゼシバ

に植えて鑑賞に耐えるのは梧桐の方であろうが両者の識別に花の形

四種があるという︒青桐と梧桐を別物とする点は不明だが︑大よそ
について︑

は次の﹃大和本草﹄の記述に拠るのが適当であろう︒まず︑﹁梧桐﹂

ところが︑﹃源氏物語﹄には︑桐壷という巻はあるものの︑胸と

状の違いは手がかり艦ならないだろうか︒

いう言葉自体が地の文にも和歌にも用いられていないので︑もとよ

其皮背シ︑故又青桐ト云︑古人詩歌二詠ゼシバコレナリ︑佳木
ナリ︑．国璽一多ク植ベシ︑世二日桐ハ多ク︑梧桐ハ稀サリ︑夏

り花の記述はない︒そして︑和歌用例でも︑主節で分類した如く︑

る︒﹃枕草子﹄のみが﹁桐の木の花むらさきに咲きたるは﹂と︑花

葉を詠んだものはあっても花の形や色を詠んだものは無いのであ

花サキ︑秋ミノル︑冥ノ穀ワレテ閑ク︑実ハ穀二付テ不レ落︑⁝＝
と記し︑﹁日柄﹂については︑
．此木切レバ早ク長ズ︑故ニキリト云︑桐ノ顆多シ︑梧桐ハ青ギ

について記している︒これを見ると︑清少納言の言っているのは括
桐ではなく︑桐についてであるように思われる︒しかし︑．﹁こ上ご
としき名つきたる烏﹂．である鳳凰の棲むのは梧桐であるから︑清少
納言が杷物学的に矛盾した記述をしているのではないかという気が
する︒事実︑右に関して︑﹁枕草子に桐と言うているのは梧桐では
︵
9
︶
ないらしいが︑梧桐も桐の一種としてしまったものと思われるUと
いう解釈をする人もある︒﹃牧野新日本植物図鑑﹄でも︑﹁桐に鳳
凰という組合せが昔からいわれているが︑このホウオウのとまった
のはじつはこの木︵あおぎり︑筆者注︶であって︑紫の花のさくキ
リではない﹈去わざわざ注している︒果して清少納言が勘違いをし
ているのであろうか︒
そもそもの鳳凰の故事の源から考えてみる必要がありそうであ
る︒﹃枕草子﹄の先の記述が︑元積と白楽天の唱和詩に関連してい
︵
1
0
︶
るとの指摘は既に存在するところだが︑この元白の両詩に於ても︑

舜没蒼桔野

可倍暗消色

脱月上山館

光華郡復深

鳳帰丹穴等

無人知此心

紫桐垂好陰

︵以下略︶

紫の花の咲く桐の木に鳳凰がとり合わされているのである︒

道落在人世

︵﹃自氏長慶集﹄ ﹁答桐花﹂︶

鳳凰上月痢矧 ︵以下略︶

⁝⁝︵中略︶⁝⁝
為君長高校

他にも中国の用例を検してみると︑桐という言葉と梧桐という言

葉とは同義として用いられているようである︒すなわち︑﹃呂氏春
秋﹄季春の古詩注に︑
桐始撃岬珊誹振動・

又北三百八十呈日報山其上多漆其下多栴梢

とあり︑﹃山海踵﹄北山経の郭瑛注にも︑

棚田醐也︑柏柚木
聞m中碑捏︑骨接︑

和彗以樹齢桐

とある︒また︑﹃礼記﹄雑記上に︑﹃経典搾文﹄によると︑

従って︑紫の花の咲く桐に鳳凰が止まっていても何らさしつかえ

とあり︑桐と梧桐とは共通して使われている︒

ないことと考えた方が艮いようである︒﹃枕草子﹄の記述も︑ま

た︑﹃源氏物語﹄桐壷の巻から紫のイメージと鳳凰の高貴なイメー

ジとの両方を連想することも不自然なことではない︒もとより和歌

に詠まれた桐が梧桐であったのかどうかという七とはわからない

ヽ

ヽ

が︑前掲﹃和名類緊抄﹄の﹁和名曽木旦﹂に従う他はない︒

菟桐独亭々

本節では桐の葉を詠んだ歌の様相を分析もてみたい︒まず︑収集

五

山木多若鬱

花京紫琶英

︵﹃元氏長屋集﹄ ﹁桐花﹂︶
葉重碧雲片

した四十六首について︑・部立別に見ると︑四季の歌として詠まれた

も︑式子内親王の一首の働く︑甘凛腰の僧重よるとるべきか否かが

ものが四十二首あり︑残り四首は恋の歌である︵四季の歌の中に

春暖山雨晴

⁝⁝︵中略︶

渦潮儲可刊

是時三月天

哉此瀞腰色
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問題となるような歌もあるが︑はっきりと恋題で詠まれたもののみ
を数えた︶・︒㌧
l∴秋の恋の心を

︑′恋の歌では︑

︵新拾遺恋11︒5 後九条前内大臣︶．

秋の雨に桐の葉おつる夕碁を恩ひすつるぞまつにまされる
∵・寄桐恋
．︵亀山殿七百首 後宇多院︶

契りしもたがはざらまし桐の葉をきざみし人のある世なりせば

閑居冬夕を

︵風雅雑皿 従二位為子︶

さびしさよ桐の落葉は風になりて人はおとせぬやどの夕碁

敵対花

︵心敬十鉢和歌︶

桐切葉の糊にもろき秋はあれどゆふべの苔に載冶っ渇と受

ちければ︑

五月中の頃意な七庭に音の忍者昔彗妄お

桐油葉も心よはくや成ぬらんかなろす秋をまたでおつれば∴
︵年付潮歌抄 国凍︶・一

家隆と従一一位為子の二．首は冬の歌である︒前者家隆の歌は︑後述す

寄桐恋
あぢきなや桐の二某の落ち初めて人の秋こそやがて見えけれ

る定家の二首と共に式子内親王の歌に先行する4のだが︑式子の歌

に訴えるのみならず︑その昔までも想像させて︑寒々とした冬の情

に﹁あられ﹂のとり合わせは︑乾いた桐の落葉に白い霞の玉を視覚

同載散ってしまった﹁落葉﹂を詠んでいる︒その上︑﹁桐の落葉﹂

l ︵為声卿千首和歌︶
ハ 寄木恋

︵三光院詠 実永︶︑

桐の葉もおつる涙の数そへて人の心の秋ぞしらる〜︑

景を描いている︒また儀者も︑冬の閑居の夕べを桐の葛粟に吹く風

﹁桐の葉も﹂の歌の影響下に詠まれたのであろうこせを窺わせる︒

の音でとうえている︒﹁人はおとせぬ﹂の表現樽︑式子内親王の

後事多院詠﹁桐の葉をきざみし人の⁝⁝﹂は︑﹃史記﹄晋世家の
の落ち初めて﹂は︑1﹃推南子﹄説山訓の一節︵前述︶などに拠った

詠まれてい重いが︑下旬﹁花おつるとき﹂は春か夏であろう︒清少
納言は桐の花を評価したが︑和歌にその花を詠んだものが﹂は．るか
農を瀾てた右の盲まで褒い点は喫味深い︒

注目される一首である︒なぜならば︑私の捜し得た所で七だl首︑
この歌のみが桐の花を詠んでいるからである︒歌中に虻花の形状は

頃︵夏︶ に落ちたことを詠んだ機知の歌である︒一方︑心敬の歌は

国永の歌は︑詞宙で知られる如く︑秋に落ちるべき票が五月中の

﹁削二桐琴為レ珪﹂の故事をふまえている︒また︑為芦詠﹁桐の一葉
ものであ訂︒この歌と次の実永の詠は︑桐の業が落ちる秋が到来し
たことと︑人の心にも﹁秋︵飽き︶﹂が釆たことの両意をかけて詠
四季の歌では秋の歌が最も多く︑他の季節のものが若干ある︒そ

まれている︒
れらは次のような歌である︒
︵新勅撰冬393 家隆︶

ふるさとの屈の日かげもさえくれて桐の落葉にあられふるなり

ーギ17、・・一

杖の駅は様々に詠まれているが︑季節の鮭移によって更lこ分塩し
てみると︑lつは落葉ではなく桐の木についている葉を詠んだもの
夕まぐれ風ふきすさぶ桐の葉にそよ今さらの秋にはあらねど

があり︑初秋の頃の歌である︒
︵十題百官 定家︶
︵拾遺愚草員外雑歌︶

桐の某のうらふく風の夕まぐれそらや身にしむ秋は米にけり

︵‖︶

︵正治百首 信広︶

日はくもる桐の某がくれ秋やときさよ風掠しねやの手枕

︵千五百番歌合 細判︶

厩の戸は月に任せて夜や明す桐の葉伝ひ風は吹つゝ
桐の葉に秋風立ちて道芝のつゆもおもひもふかせころかな
︵東常緑集︶
これらはいずれも桐の木の枝葉に秋風が吹く棟を詠んでいる点で共

注が参考になろう︒
余ヨリモ凪ソヨメク

︵囲放露和決朗詠集注︶・

○桐葉ハキリノ葉也 秋ノ風ハ必スタ一束ル 桐ノ木ノ資ハ賢一

〇下ハキリノハ殊二風ノバヤクウツナソヨメケハスーシト也

︵広大本仮名注︶

秋の歌の第二も︑やはり初秋の歌であるが︑桐の葉が一枚落ちる

ことによって秋の到来を知るというものであを

︵玉葉秋上牛虎見院︶

山風にもろき一葉はかつおちて梢秋なるひぐらしの声

∴風雅秋上150・入道二品親王法守︶

おちそむる桐のl葉の声のうちに秋のあはれをききはじめぬ．る

︵松下集︶

秋きぬと今朝ぞしら霞風のまに外面の桐もl葉ちる陰

︵適忠︶

桐が校にまだ朝霧はた〜ねども秋をしらせて一葉おっ也

これらが︑﹃軋南子﹄料山訓の﹁見一葉落︑両部歳之将暮﹂や﹃月

通している︒定家の敬二首は︑式子内親王の歌に先立つ時期に詠ま

氏六帖﹄の∵二葉洛知天下秋﹂に拠って詠計れたもので．あることは

元葉風掠欲夜天

れたものであるが︑やはり洪詩句ル影響下に成った作ではないかと
椀花雨洩新秋地

思われる︒﹃和漢朗詠集﹄秋︵早秋︶所収の白楽天の詩句に︑

に﹂の注に︑∵

首﹄の﹁おなじくは桐の落葉もふりんけ猛払ふ人なき秋のまがさ

桐の葉が秋になると︑まず最初に落ち′る上いうことは︑．．﹃遠鴫召

既に述べたところである︒

かに油している■柿の葉を吹く風もひんやりとして空はまさに月碁

がある︒﹁挽︵えんじゆ︶の花が地に落ちたのを初秋の雨がしめや

を近えようとしている︺ ︵新勘日本古典集成﹃和洪朗詠集﹄封塗

きりの落葉もと云事は諸木の初にきりの葉落初てへまの木の葉

ふり数と御なげ舌の御心なり︵高岡図番館蔵本速鴫百首︶

との意である㌣定家の歌の﹁夕まぐれ﹂﹁風ふきすさぶ﹂﹁桐の葉﹂

桐は詣木より先おつる物也 ︵神宮文庫本遠鳩首首︶ll

などとあるととによ1つても理解される㌣前掲歌のこ首自注守法親王

﹁うらふく風﹂という表現や設定は白楽天の詩句に非常に近似して

尚︑風と桐の木の葉の関係については次の如き﹃和漢朗詠集﹄の

いる︒房に新秋の清涼感までもよく映して．いることがわかる︒

18T

．−

の歌は︑古今集秋下目貫之の﹁夕月夜をぐらの山になく虎の声の中
にや秋はくるらむ﹂に拠りつつも︑新たに﹁落ちそむる桐の一票の
声のうちに﹂と詠んだものである︒
・秋の歌の第三は︑仲秋から晩秋にかけての﹁落ちる葉﹂或は﹁落
ちた葉﹂を詠んだもので︑量的にも多いゆ式子内親王の一首は︑
﹁落ちる﹂という直接的表現はないが︑﹁踏みわけ難くなりにけり﹂
でハ桐の落葉と知られる︒︑﹃千五百番歌会﹄後鳥羽院の判歌︑∵
人はこで年ふる秋の柴の庵に桐の落葉を物ぞ訪ける︵六三三番︶
．﹃逮嶋百首﹄中のl首︑
1．おなじくは桐の落葉もふりしけな払ふ人なき秋のまがきに
む雰囲気的には︑式子内親王の歌に似通っており︑式子打親王歌か
らの影響作と考えられる︵続群宥恕従本遠嶋百首注私は﹁式子内親
王の桐の票の苛をふまへて⁝⁝﹂とあり︑賀茂別雷社泉亭文庫本に
この他︑第三の歌の多くは︑′風・雨・嵐という自然現象と共に詠

は﹁此膏は式子内親王桐の葉むと同前也﹂とある︶︒

庭をだにしばしと恩ふわが宿の桐のおち葉に秋風ぞ吹く

まれている︒例えば︑
∴続後拾退401 実氏︶
︵風雅615 昭訓門院権大納言︶

lしきり嵐はすぎて桐の葉のしづかにおつる夕ぐれの庭．
桐の葉にか1るをとよりき1そめぬくれぬる庭の秋の村雨一

1 ︵明日香井集︶

風すさぶ桐の落葉に跡絶えて窓深き夜の秋の村雨 ㌧

・・︵五葉掴／永禰門院︶

夕碁の庭すさまじき秋風に桐の票落ちて村雨ぞ降る二．

1 秋め雨にLをれておつる桐の業は音するLもぞさびしかりける

・︵風雅叩．・西国寺前内大臣女︶

などがあり︑︑秋の寂蓼とした情景を巧みに豪現もている︒．
一八

上述の如く︑﹁桐の芝︒という素材は軒世和歌に於で様昔詠ま
れている︒中古和歌では詠まれることのなかつた︑L︑甘﹁周の賢

が新古今期になって歌に詠み込まれるようになること︑；口で言え

ば詠歌素材0拡大ということだが︑その素材が拡大されて行く背景

には何があったのかを考えて本稿を結び患い︒
新古今期の和歌が本歌取り︑のみならず︑．広ぐ物箪・．醇詩文に拠る

ことによって新風和歌の世界を切り拓いて行ったことは周知のとこ

ろで灯る︒就中・漢詩文については︑定家の﹃詠歌大概﹄鞍﹁自艮

文集第一竺の幌︑常に捏翫すべし︑深く和歌の心に琴寺ある
ことなどから︑﹃各氏文集﹄が珍重されたことが準えるl︒﹁桐の葉﹂
も本来は漠詩文の素材であったものが︑﹃自氏文集﹄廿どの詩句に

建久年間に詠まれた定家の二首﹁夕まぐれ風ふきすさぶ桐の葉に

よって和歌世界へ新たに導かれたと考えられを

等である︒﹁桐の葉﹂という素材は︑風や雨と取り合わされること

内親王の一首が︑﹁秋庭不掃携藤杖︑閥踏梧桐黄葉行﹂ ︵同前︶ tに

天﹂ ︵﹃自氏文集﹄・﹃和漢朗詠集﹄所収︶に拠り︑正治二年の式

らや身にしむ秋は釆にけり﹂が︑﹁柏花雨潤新秋地︑桐葉風掠欲夜

そよ今さらの秋にはあらねど﹂ ﹁桐の葉のうらふく風の夕まぐれそ

によって︑より効果的な和歌素材の一一つとなっているようである︒

︵伏見院御集︶

中でも︑雨と共に詠まれたものには︑他に︑
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拠っていることは先述のとおりである小敵久八年までの作と見られ

︵風雅4〜0 入道二品親王法守︶

おちそむる桐の一葉望昆うちに枚のあはれをぎきはじぬ軋る

秋の雨にLをれておつる桐の葉は昔すかしもぞかびしかひけむ

る家隆の一首﹁古里1J庭の日影もさえくれて桐の落葉に霞ふるな
り﹂については典拠となる詩句を捜し得て・いないが︑定家の歌が︑

．人風雅710 西国寺前付大臣女︶

︵伏見院細魚︶

桐の葉にか1る音よりき〜そ抄ぬくれぬる庭の秋の村雨い

ぬれておつる桐の枯葉は音おもみ嵐はか︑告嘉の村雨．

′

1︑︑︵風雅聖光頗院︶

．．︵雪玉集︶

秋はまた昨日今日かの桐の葉のつれなき色に雨おつるこゑ

右0例の如ぐ﹁音﹂ ﹁こゑ﹂とはう語は直接使われていないが．︑

などの歌は︑桐の葉の〝音〟壷とらえて巧みであを㌻

やはり．〝音畑を意識して詠んだと思われる歌もある︒−

は︑読者に対して桐の落葉のかさなった上に雨が降を立暑必然的に

︵通勝集︶

・桐の葉のかさなる上に雨おちて夕さびしき秋のぐれ哉

想像ぎせる㍗桐の葉は茶色になつて枯れるまで枝・につ待ていて︑．車

−

﹁桐の葉﹂と﹁風﹂を詠み込んだ初めであり︑家隆と武子内親王の
歌が︵落ちた﹁桐の葉﹂を詠んだ初めである︒．
⁚この他︑﹁桐の葉﹂に﹁雨﹂ ︵秋の雨・秋の村雨など︶Lをとり合
わせて詠んだ歌の多いことは︑前節玉でふれた通りであるが︑lこの
とり合わせも︑﹁長恨帥巴の詩句︑
∵春風桃李花田日 秋雨梧柄禁落時．
からの発想ではないかと思われる︒但し︑﹁秋雨﹂のところを︑
・﹃和漬朗詠集﹄では﹁秋露﹂としており問題を残す︒
﹃和漢朗詠集﹄の諸本で﹁秋雨﹂に作るものは見つけていない︒
﹁長恨歌﹂では︑管見抄・要文抄及び宋本・郡披本以下の版本は
﹁雨﹂∴に作り﹂我が国の旧抄本の正安本ユニ条酉家旧蔵本J文和本

・・漢詩旬に拠るという方法で和歌に詠み込まれた﹁桐の葉﹂が︑新

代に分化したものであるという﹃一

っと落ちてく号乾いた落葉が畳なった上に雨が落ちでやる︑をの

︵に︶

斯道文庫本・陽明墨跡本では﹁露﹂に作る︒この異同は︑古く唐

古今以後も盛んに歌われて行ったのは︑式子内親王の一首が新古今

音が秋の夕のさびしさを感じさせるというのである︒また︑

さび七草よ桐の落葉は風になりて人は音せぬやどの夕暮

集に入れられたことなども要因の一つ．であろうが︑lもうナつには素
材の持つ聴覚的要素があったのではなかろうか︒すなわち︑﹁ひろ
落葉したり︑・或は落葉した上に秋の村雨が降ったりする景は︑伝統

と昔をたてでけ各棟外患のづと想け揺かれへ下旬では姓肘打に︑風

などは∴粛け落葉は風把甘かて﹂・で︑轟いた楓の落葉がカサ㌢γ

︵風雅‖59 従二位為子︶

的栗材である紅葉の落葉にはない﹁音﹂を伴っている︒・この大きな

が感じられる歌である︒この歌は式子内親王の歌をふまえて詠まれ

が桐の落翠に訪れか酢か炉で肝心0人は訪れ鉦宿のダ萄臥ざ︑びけさ

ごりざま﹂の﹁うたてこちたし幸﹁桐の業﹂が秋風に吹かれたりへ

賢の持っている音︑必ずしもそれは大きな音とは限らない︑益軒世

㌫

和歌の嗜好と合致したのではなかろうか︒例えば︑

一
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た行のと思われるが︑式干疎親王の・一首で牟礼を上旬﹁踏みわけ

窪︺

ト

1﹃新古今世界と中世文l学監由和47年︑北沢︑図昏腋版﹁

手︶∵﹁丸子蹄親王の原理﹂・︵﹃学監正敏㌣隠和赫鮮レノ冬日

・

難くなりにけり﹂で︑既に読者は脳裡で︑つもった桐の落葉を掛み

一 ︑

㍉l︑である︒

．

の﹂も既述の如く︑桐の落葉に霞が落ちてくる音があったバこのよ

−′︑地僻門深少送辺∴∴披衣閑坐養幽情．

承句は︑

㌻﹁白鳳文案l巻士一l所収の↓晩秋閑居↑．と題すみ箆でた迫敏と

−

わける音を想像するのではなかろうか︒しかし︑それは冥際はあけ
えぬ幻の音なのであるが︒
∵定家の二首﹁夕まぐれ﹂ ﹁桐の業の﹂の︑一大きな葉が木の枝で風

うな歌の理解は︑或は深読みに陥いるかもしれないが︑．歌の背後に

．︵3．﹁有斐閣新書﹃新古今和歌集入門﹄・上條翌等片山事−佐藤
．∵恒雄著∵篇癖53年︶︒1．﹃研究資料日本古卦文学⑥和歌﹄ ︵昭和

に吹かれているさまは︑やはり音を想わせるし︑家隆のうふるさと

ある音を無視することは出来ない▼？﹁桐の葉﹂という素材にそのよ

∴．

∵58年︑．由治書院︶の中でも・三四五頁︶1︑㌧佐藤氏が同株のごと

・﹃伊勢集﹄吏亮太皇太盾宮大弐集﹄料例が見られるが︑﹁桐

︵4︶ 中古和歌で・﹁長恨歌﹂嘉虚に詠んだ献血としては︑他に

を述べておられる︒

うな﹁普﹂の要素がなかったら︑それほど魅力的な素材とはなりえ
撲詩文の世界では︑﹁桐の葉﹂′は秋の素材としてのみならず︑夏

・の葉﹂．を直接的に示すような例はなけ︒∵．

なかっ・たのではなかろうか︒．
に緑の葉が青々としているさまや﹁それが涼しい木陰をつ′ヽるとい

るので︑格物だ詰lなどとともに︑これも唐代の張庭賢の署じた

は何の番を指すか詳かにできないけれlども︑ヱの督埠慶応本秒
上欄書込みの注lにも散見計れる︑ので．．との書写年次lの頃にも
用いられた書であったろうか︒格物を．付した書は宋末に見かけ

︵6︶ ﹁格物論﹂は︑室町時代の書写になる慶応大学本︑﹃李晒す
臥注﹄粒む見え．るか︑これ打つしいて．池田利夫氏は︑﹁﹁格物論と

集とその研究﹄ ︵昭和43年︑三弥井宙店︶四七〇買し四七三頁
による︒∵

︵5′︶ ﹁初心百官﹂の成立時掛にiついては︑表保田淳﹃藤原家隆

う発想でも用いられている︒しかし︑中世和歌では専ら秋の素材と
﹃和挟朗詠集﹄の如せものに入れられて広く用い与れることがなか

もて取り込まれたのは︑そのような詩文が我国に将来されても︑
ったという事情もあろうが∵羞竃如き聴覚的要素への嗜好も反映
しているのかもしれない﹂
ふくして∵﹁桐の葉﹂は中世和歌の秋の索材に新しい一ページを

﹁桐の巽﹂を詠んだ．一首の成功作は新しい英の発見であり︑それ

閃いたわけだが︑・同様のことは︑﹁夕立﹂について︑L稲田利権氏
︵
1
4
︶
が♪中世和歌に於ける歌材の拡大ということを立証されている︒

につづく多くの﹁桐の葉﹂の歌は新しい中世の美意識の誕生を意味

比較文学の基礎研究諸如鰯﹄二八五軍昭和49年︑笠間象院︶⁚

注の中では年代上不都合は春名と言えるかむしれなノ廿；百中
︵昭和59年4．月病︶

しているのではなかろうか︒

−

・−21

と述べられている︒

﹃牧野新日本植物図鑑﹄ ︵昭和36年︑北隆館︶

− ﹂ ︵﹃甲南大学紀要﹄文学編伯︑昭和57年︶

︵7︶ ﹁桐と長恨歌と桐壷巻 − 漢文学より見た源氏物語の誕生
︵8︶
︵9︶ 清水泰﹁桐壷の巻の名﹂ ︵﹃平安文学研究﹄第22的 昭和
33年︶L
︵10︶ 注︵7︶ の新聞氏論文による︒
︵11︶．信広のこの歌も︑定家の歌同様に﹃和漢朗詠集﹄の同詩句
をふまえたものと思われるが︑作者信広については問題がある
ので今ふれない︒
︵12︶ 定家の﹃自氏文集﹄受容については佐藤恒雄﹁定家・慈月
．の自氏文集受容−−第一第二峡の問題と採句傾向の分析から
1﹂ ︵﹃中世文学﹄第18号︑昭和48年︶ に詳しい︒
︵13︶ 太田次男﹁長恨歌伝・長恨歌の本文について1旧抄本を
中心として﹂ ︵﹃斯道文庫論集﹄第18時 昭和弘年︶
︵14︶ 稲田利徳﹁夕立の歌﹁−中世和歌における歌材の拡大−﹂
︵﹃国語国文﹄第51巻第6号 昭和57年︶
︹付記︺本稿彗昭和58年度広島大学国語国文学仝春季研虜集会に
於て口頭発表したものをまとめたものである︒発表の席上細教示を
賜わった位藤邦生先生︑また終始御指導戴いた稲賀敬二先生に感謝
申し上げる︒

A会員近著紹介V
﹃崇献万変和歌集成

空町前期﹄

渋谷虎雄著∴

奈良・平安時代以後︑江戸時代以前の万選集研究文献類︵校本万
乗集所収の万葉集古写本等を除く︶ に収められた万葉歌旬について︑

その女献別万葉一覧と考説︵誌︶とをませめる︒

如一冊平安・鎌倉期︵昭和五十七年刊︶．第二冊南北朝期︵昭和五

十八年刊︶ に続く︑これは室町前期となる︒前二著にひきつづ凄第

六﹁室町前期−諸訓錯綜歌の類−﹂として︑万葉集間容儀から源語

花錦抄︵肖柏︶ に至る七十八番︵謡曲・狂言等も含める︶ について︑

それぞれ当該昏所収切石葉歌を掲出し﹂国歌大観番号や諸本の昇同

さらに﹁追記︵室町前期︶﹂として栂足的資料を示すほか︑﹁余

を付記しっつ︑各々に書誌的解説や考察を加える︒

活﹂として﹁東大寺蔵写本﹃万葉集披蜃﹄について﹂ ﹁﹃万葉儀抄

出類緊﹄償え轟き﹂の二論考を付す︒
本書に収載された資料のうち︑．﹁十四代償歌枕﹂と﹁万贋集抜書﹂

はここにはじめて翻刻された虻ので︑三条西実隆二葉抄﹂の翻刻

〇〇円︶

も貴重である．4．文部省出版助成金による刊行︒
︽A5版︑八八五ページ︑由和．五十九年二月︑桜租社刊︑三八︑．〇
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