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酒呑童子﹄について
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本書は'オ ックスフォード大学ボドリアン図書館日本研究図書

I

づ
akashiKAづSUM AづA
イギリスのオ ック スフォード大学ボドリアン図書館附属日本研

館 に所蔵されているお伽草子 の 一つで'外題 ･内題共 にな いが'

一㌧雷誌 に ついて

究図書館所蔵 の r
酒呑童子｣は'挿絵 のみの特大法帖折本 二冊で

所蔵者 の蓮名は r
酒呑童子｣ で'内容的にも ｢
酒呑童子｣たるこ

･はじ め に ･

ある｡文部省在外研究月とし て'英米 アイルランド の大学 ･図書

とは明らかである｡本文はな‑'絵 のみの特大横法帖折本 で'同

■

はり原裳である｡料紙は樽 '寸法は'縦三十八 ･
〇 皿'横五十二 ･
〇 皿の横長特大 の法帖折本仕立 てである｡元は本文があ った可能

Jp.
aJ｣｡表紙は'黒地 に銀 ･青 ･黄 ･紫 で'菊 ･牡 丹等 の模
様をあしら った切地 で原裳 である｡見返しは'抹茶色 の無地 でや

a

図書館 では'江戸時代末期 の作とする｡同館 の整理番号 は

｢
M
S
.

館 に所蔵されている中世小説 (
お伽草子 )を平成十年度に調査し
たおり'こ の作品を閲覧し て'絵 の面白 さに興味を惹かれた｡今
回'その絵を通して'この作品 に ついて何が言え るか'判読し て
みた い｡
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二

いる場面 である｡宣旨を出し ている天皇 の姿 は簾 の影にな って見

陰

性もあ るが'現在は絵 のみで'二冊あり'絵は全部 で四十四丁'

えな い｡国方卿 の前 に控え て いるのが源頼光 でへそ の後 ろに三人

勝 俣

四十 一図ある｡これら の絵は濃彩 で人物 の描き方などはし っかり

見え るのが'所謂源頼光 の四天王と呼ばれる人 々のうち の三人と

判明しているので'確 かにこの伝本は伝来が新し いも のと言えよ

治 の 一行 に加わ っている方が ｢
酒呑童子｣ の伝本 では古 いことが

昌 の姿も見えな いよう である｡供 の人数が多 く'藤原保昌が鬼退

推測される｡人数が三人な のは'他 の伝本と比 べて少なく藤原保

と した美麗なも のであ る｡保存状態は良く'箱入り である｡

二､絵 に つ いて
当該 の r
酒呑童子｣ では'多数 の絵が物語 の展開に合わせて措

れる建物も大き‑堂 々と描かれている｡なお'庇 の間に侍 る公卿

う｡右近 の桜 ･左近 の橘も明確 で' いかにも宮中 の紫衷殿と思わ

第 一図

達も 三人 であるが'こ の数も他本と比 べて少な いよう で'省略が

かれている｡第 一図から順 に解説した い｡
池田大納言 (
中納言)国方卿が自分 の美し い姫君が何者かに渡

麻生太賀吉氏蔵 r
大江山酒典童子｣で ｢
中 のみかと ･花そ の ,中

る｡四人 の月卿雲客が 一段下が った所 に控え て いるのは'例えば'

いる｡本図 では'人物 が小さ‑ て明確 に確認 できな い｡画面右手

石清水八幡 へ参詣 の図｡普通'源頼光が参詣すること にな って

第 四図

進んで いると言えよう ｡

将 ･八条 の中 つかさ ･はり江 の少将｣ の姫君たちが同じ‑渡われ

に岩山 の上 に奪え立 つ石清水八幡宮 の社が見え る｡画面 の左手は

われ急 に姿を消してしま ったことを天皇 に報告している場面 であ

た ことが描かれるが'そ の辺り の本文と対応 しているのかも知れ

難波 の海が広がり'住吉大社 の図と繋が って措かれていることが

知られる｡海には白 い帆を掲げた帆掛け舟が多数浮かんでいるの

な い｡

第二図

第五図

が眺められる｡画面左 下の水辺 の絵と掛け橋は住吉神社 のシンボ

じ色 の直垂れを纏 っているのが池田大納言 であ る｡そ の奥 に北の

住吉大社参詣 の図 の続きと熊野 の那智三山 へ参詣する図である｡

池田大納言 (
中納言 )に呼ばれた安倍清明が'占文を広げ '姫

方 がおり'その左側に姫君'北 の方 の前 で安倍清明が占 いをして

那智 へは碓井貞光 ･卜部季武が参詣する｡人物が小さ いので'よ

ル的存在 である｡住吉大社に参詣す るのは'渡辺綿と坂田公時 で

いる｡庇 の間には'三人 の姫君か侍女が心配そう に占 いの様子を

‑分からな いが'神社 の本殿 の前中央 に二人 いて'その左右に三

君 の御命はまだ志無‑'また'姫君を渡 った のは'大江山 ︹
伊吹

窺 って いる｡

人ず つ控え ている｡恐らく'中央 の二人が貞光と季武で'周囲 の

あ ることが多 いが'やはり人物は小さすぎ て判別不可能 である｡

第三図

六人は従者 であ ろう｡画面右側が住吉大社 で､左側が那智三山 の

山︺の酒呑童子であることを占 っている場面 である｡第 一図と同

源頼光が酒呑童子を退治するよう国方卿を通して宣旨を受けて

図とな っている｡画面左端 に那智 の滝が描かれ､那智三山 の絵 で
あることが分かる｡

な い｡

第九図

思われる｡保昌は'この段階で 一行に参加したこと になる｡三社

で いる｡源頼光 の手前 に居る緑色 の狩衣を着た人物 は藤原保昌と

衣 に立烏帽子を被 った人物が源頼光で'そ の前 に四天王が居並 ん

源頼光が四天王と鬼退治 の算段をしている場面である｡赤 い狩

退治する手立 てを教え て いる場面でもある｡この辺りは'多‑ の

三社 の神 々からは神便鬼毒酒が頼光達 に与えられ'酒呑童子達を

て左が那智三山熊野権現 の神 であることが服装から判断 される｡

束 の老翁が石清水 の八幡大菩薩'向か って右が住吉大明神'向か っ

の神 々が対面していると ころである｡三社 の神は中央 の白髪白装

源頼光 1行が三社 の神 々に旅 の宿 へと招じられ'頼光達と三社

詣 での後 に藤原保昌が参加する本文は'大東急記念文庫蔵 r
Lゆ

伝本に共通して見られる ので'特 にど の系統 の伝本によ ったも の

第六図

てん童子｣等 の本文 の描き方と 一致する｡この場面 で左端 の侍女

かを判定するのは難し い｡
第十図

が居 て 一座 の者達を接待し ていると思われる点 ､他本 にあまり出
てこな い描写で興味深 い｡勿論'本文 には現れな い人物 である｡

るが'烏帽子が異なるので別であ ろう｡着替えを手伝 っている男

て見守 っている白髪 ･白装束 の老人は石清水八幡宮 の神とも思え

人や侍女 'その様子を窺う人 々が措かれ ている｡奥 で御幣を持 っ

伏 の姿 になるよう着替えをしている｡周りには着替えを手伝う家

いる人物が源頼光と思われ'そ の周り で'四天王と藤原保昌が山

源頼光 一行が山伏に変装する場面であ る｡中央で両手を広げ て

人しか乗 っていな い構図が多 い中で注目に値する｡なお'橋 の下

いても全点ではな‑'頼光達も 1人ず つ渡 るか'せ いぜ い二'三

珍 し いも ので'多‑ の伝本 では神 々は向岸 に居るか'木 に乗 って

木 に源頼光達 一行と 三社 の神 々全点が乗 っている構図は'かなり

お蔭で向か い側に渡 ることが出来る場面であ る｡槙と思われる大

によ っては楠︺を倒して橋とし て谷川 の上に渡し て‑れ て'そ の

社 の神 々が先 に難なく飛び越え '向か い岸 に生え ていた槙 ︹
伝本

源頼光 1行が いよ いよ鬼退治 に出発し'深 い谷川を渡 る際に三

性も住吉等 の神かも知れぬが'後 の挿絵と比 べると服装が異なる

は明らかに川であ って'大東急記念文庫蔵 ｢
しゆてん童子J等で､

第七囲

ような ので'別かも知れな い｡笈 が用意され て いる のも多く の本

｢
池 ︹いけ︺
｣を超え ると作 る本文とは明らかに系統を異 にした挿
絵と言えよう｡

文と 1致し ている.
第 八図
ている絵 である｡中央奥 に外に向 か って着座し ているのが源頼光

る｡例えば'慶応義塾図書館蔵 ｢
大江山し ゆてん童子｣ では '

三社 の神 々の助力 で険し い絶壁を源頼光達が撃じ登る場面であ

第十 一図

で'その向 か って左隣が藤原保昌 '保昌 の手前 が恐らく渡辺綱｡

｢
されとも､三人 のひとひと は'せんこ'さう にたちかけ り' さ

頼光 一行が山伏 への変装を終え て'鬼退治 の前 の相談を巡らし

後三人は坂田公時'卜部季武 ･碓井貞光 であ ろうが'判別が付か
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四

川辺に沿 って源頼光達 一行が進 んで行‑場面 であ る｡先頭を行

勝 俣

かしきと ころにては'手を引 て'たすけ のはせ'あやうかり しみ

この場面は本来､次 の第十五図と繋が っていることが'川筋 ･岩

くのは源頼光そ のも のであろう｡全員が山伏姿なので'個性は現

第十二図

群れなどによ って窺われる｡頼光と思われる人物が手を繋して前

ちをは､う しろをか へり見す tか ゝへいたきあ け給 ふ｡
｣とあ る

三社 の神 々の案内で暗 い岩穴を通り抜けた源頼光連 一行がほ っ

方を見 ているのも'次 の第十五図 にある洗濯女を眺 めて いるも の

れて いな い｡この場面 の左手 には洗濯女が いるはず の場面である｡

とした時 に'三社 の神 々は ｢
八まん'すみよし'くま のこんけん

と思われる｡第十五図 にも源頼光達が措かれている ので' 一種 の

が'この絵 の場面をよ‑表わして いよう｡

の'す いしゃくなり｣ (
大東急記念文庫蔵 ｢
しゆてん童子｣)と正

第十五図

異時同図法と言えよう ｡

まん'住 よ し 'かすか '三 Lや のけ ゝん｣ (
慶 応義塾図書 館蔵

源頼光 一行が川で洗濯をしている若 い美し い女性 に出会う場面

体を顕した後､掻き消すよう に姿を隠す｡伝本 に拠 っては ' ｢八
r
大江山しゆてん童子｣)とする本文もあるが'この挿絵の場合は'

でtr
酒呑童子｣ の中 では有名な場面 の 一つである ｡女性 が洗 濯

て渡 辺綱 に作 るも のもある｡頼光達は'この女性から酒呑童子 の

前後 の関係から判断し'｢
春 日大社｣よりも ｢熊 野権 現｣ を 妥当

第十三図

住む鬼が城に ついての有力な情報を入手すること になる｡ r
酒呑

して いるのは'酒呑童 子に切り裂かれて餌食とな った姫君が着 て

源頼光 一行 が平坦な場所 に出て'遠‑に見え る鬼が城に向 か っ

童子｣ の伝本 の中で最も古 い逸翁美術館蔵 r
大江山酒天童子｣ で

とす べき であ ろう｡三社 の神 々の内 で書に乗 って消え去ろうとし

てこれから進 んで行こうとす る場面｡滝は'麻生太賀書氏蔵 r
大

は'老女が洗濯をして いるので'本書 の図は逸翁美術館蔵 r
大江

いた着物 である｡赤‑染ま った色が血を表わしている｡本来'凄

江山酒典童子｣に'｢ここに雲井わけ て'落出 た る滝 つせあ り｡

山酒天童子｣ の絵とは明らかに異なり'後世 の変化 した本文 に対

て いるのが'石清水八幡と那智三山 の熊野権現 の神 で､まだ地上

せまくらたかくみなきり'岩波きしをあらふ｡ つた へき‑三汲竜

応し ている｡

惨な場面 の 一枚 である のだが'ここではあまりそう した印象は受

門もtか‑ やあらむ｣とある描写 に相当す る如‑雲間から落ち注

第十六図

近く の雲 に乗 って振り返 っているのが住吉 の神 であろう｡大地に

いで いる｡但し'麻生本は'大きな槙 の木を倒 して川に渡す前 の

本図は元 々'第十七図と 一続き のも のであ って､鬼が城までや っ

けな い｡女性と直凄話 して いるのは源頼光 のようだが'本文によ っ

描写であ るから時間的 には合わな い｡東屋風な建物も見え る｡あ

て来 た源頼光 一行が'鬼が城から出 てきた鬼 の群れと出会う場面

脆き神 々を見上げ ているのが源頼光と思われる｡

る いは'この絵は三社 の神 々に出会う以前 の場面が紛れ込 んでい

であ る｡それ故 '全員 が左方向を向き'緊張した面持ちとな って

いる｡先頭 の源頼光や渡辺綱と思え る人物等三人ほどは'既に刀

る のではな いかとも疑 われる 一枚 である｡
第十四図

手を繋して様子を見る鬼など姿格好 の描写が興味深 い.手 に持 つ

皮席 の色も バラ エティに富んでいる｡拳を振り上げ威嚇す る鬼 や

と大挙して鬼が城 の門 の中から出 て来た場面 である｡鬼 の服装も

て来たのを知 って'怪 し い山伏が来たと疑 って素性を確かめよう

上述したよう に'第十六図と 一連 の絵 である｡源頼光達がや っ

第十七図

て'実 に つた へ聞Lにまきり て'おそろしさ申はかりなし｡

時 々まかけを指'ゆすめき出たる景気 '事から'あたりを払

赤袴を ふみ‑ ､み'小尾鹿 の歩かことく'左右を見まはLt

とり'容顔美麗にし て'年 四十斗 にみえたる'織物 の小袖 に

｢
酒呑童子絵巻｣では'次 のよう にある｡
高さ 一丈計もあるらんと みえ'髪はかふろに'白く肥え ふ

れよう｡｢小尾鹿系｣ の本文 は '例え ば ' サ ントリ ー美術館 蔵

蔵 r
大江山絵巻｣と比較的近 いので'系統とし ては'東京国立博

武器も鬼 に相応し い長 い棒状 のも のが多 い｡緊張 の報る場面 であ

この絵 の特徴は'他本 に比 べて鬼 の数が少な い点 であり'通常

の柄 に手を掛け ている｡これもほとんど の伝本 で共通した構図を

る｡但し'他本 では門 の奥 の方向 に向 か って注進 に走る鬼も居た

多く の場合 '七 ･八匹'場合 によ っては'十二 二二匹 の鬼が措 か

物館蔵本が属する ｢
小尾鹿系｣ の系統 の絵 である可能性 が推測さ

りす るが'本書 では全部 の鬼が源頼光 の方向 に向 いており 'そう

れているのに'本書 では三匹しかおらず'且 つ'他本 では鬼が建

持 つ場面 である｡

した意味 での変化は乏 し い｡
第十八図
これも第十九図と 一連 の絵 であ って'鬼が城を訪れた源頼光達
一行は座敷に通され暫‑すると酒呑童子が登場するが'まさにそ

鉄杖系 ･中間系 ･童子系 の四系統 に本文と挿絵 の組 み合わせで分
(
‑
)
類 できることを示した ｡本挿絵 は画面右側に酒呑童子が居 て'二

この所謂酒呑童子 の目陰 に ついては'先 に拙塙 にお いて'古形 ･

向か って右側 の童子 の肩に手を掛け'向か って左側 の童子 の上方
に手を差し上げ て'そ の手を考して源頼光達 の方向を眺めている｡

同様 に'東京国立博物館蔵本 や中野幸 一氏蔵本と類似し ている｡

緊張した場面 である｡建物 の描き方や人物 の配置などは第十入園

本図は上述 の如‑'第十八図と 一続き の挿絵 である0酒呑童 子

第十九図

の登場場面がこの絵 である｡酒呑童子は'二人 の童子に挟まれ'

童子に挟まれ画面左側 の源頼光達を日陰 で見やる形式だから'所

衣服が柿衣 ･柿袈裟と六人とも同 一であるので' 一人 一人 の区別

物 の前後 に分かれ て酒呑童子 の督護をしている様子に描 かれて い
るのと比 べ'明らかに省略され'簡素化されて いる｡画面が比較
的大き いので'スペース的 には多数 の鬼を描写出来る のに'敢え
一
て必要最低限に絞 っている点が本書 の特徴 の 一つと言え るのでな
いか｡

謂 ｢
童子系｣ の挿絵 であることが明らかである｡｢
童 子系｣ は '

が付かな い点がやや物足りな い感じもする｡

統 の内'ど の系統 に属するか の判断はなかなか難し い側面を有す

酒呑童子 の屋敷 の中に着座した源頼光 一行 の前 に様 々な鬼が現

第 二十図

の館 にお いて'源頼光達が座敷 に座して'酒呑童子 の出 現を待 つ

さらに ｢
小尾鹿系｣｢
蔵王系｣｢
そ の他｣ に分かれる｡これらの系
るが'絵 の構図は'東京国立博物館蔵 ｢
酒樽童子｣ や中野幸 一氏
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五

六

歳 r
大 江山酒天童子｣以来 の古 い伝統を受け継 いでいる｡その時'

隆

れ様子を窺 っている場面'ある いは逸翁美術館蔵 ｢
大江山酒天童

歌われた歌は伝本 でやはり差があるが'次 のような歌が多 い｡

勝 俣

子｣に見られるように'変化 のも のが田楽をして通 ったりし て'

あたらしき宮 このさかなこ ゝにき てえ ひをす ゝむる秋 の山風

都より いかなる人 の迷 ひ来 て酒や肴 のかざしとはなる

(
慶応義塾図書館蔵 ｢
大江山しゆてん童子J)

源頼光 l行を萩かそうとしている場面とも いえそうな構図である.
第 二十 一図
これは'源頼光 一行 が酒呑童子 の座敷で'客僧とし て歓待を受

つらしの'御さかなや､せんたちtはうち やう つかま つらんとて'

たにtを しのせて'もち出たり｡よりみ つ'これを見 て'あらめ

しき '女 はう のも ＼ た ､いまき つたると 'おはしきを'まな い

しか'ひさう の御さかなを' いたし奉れと ' いへは' いろう るは

ば'慶応義塾図書館蔵 r
大江山しゆてん童子｣ に'｢さらはとう

それは'源頼光が口にするも のに ついてである｡他本 では'例え

宴会 の最中 である証拠 の晶が措かれ ている｡画面左奥 には姫君が

方があり'黒田日出男氏 の説かれるところのコード論 に拠れば'

に任せて刀を抜‑寸前 にある のが渡辺網と推測される｡中央 に三

が刀を抜こうとしているのを制し て いるのが頼光 で'今 にも怒り

して いると思われる｡画面中央奥 で向か って右を向き'隣 の人物

光が押し留 める場面があるが'まさにこの絵 の内容がそれを表わ

こ の歌を聴 いて'渡辺綱が怒 って斬り つけようとするのを源頼

(
渋川版 r
酒呑童子J)

こしかたな'ひんぬ いて'三かたな'四かたなき つて'むすむす

1人見えるが'酒呑童子 の姿 は見えな い.左隅 の簾 の奥 に いるは

ける場面 である｡本図は'他本と比 べて著 し い特徴を示している｡

と'くひ給 へは､たう座 にさふらふ'おにとも いろをうしなひ'

ずで'伝本 の中 では酒呑童子 の姿を明示してある挿絵が多 いので'
第 二十三図

けうさめ てそ'みえにける｡
｣とあるよう に'美 し い女性 の股 の
であ る｡ところが'本書 では､女性 の腿 の代わり に'大き‑ て美

源頼光達が神便鬼毒酒を鬼達に呑ませる場面 であ る｡酒 に酔 っ

本書 の絵は直接見せな い点で少数派 に属しょう｡

味しそうな赤鯛が描かれて いるのである｡源頼光 が食 べて いるの

て酔 いつぶれた鬼も見え る｡他本 にもよ‑措かれる場面であ って'

肉が出されて'それを頼光が食することになる｡全‑凄惨な場面

は'鯛 の刺身な のであ る｡今ま でtr
酒呑童子｣ の多 く の伝 本を

特に本書としての特徴がある絵ではな い｡
第 二十四囲

見 てきたが'鯛 の刺身をうまそう に食 べる源頼光 の姿 は'この当
該 の伝本以外 にその存在を知らな い｡極め て注目す べき興味深 い

源頼光達が酒呑童子 にいよ いよ神便鬼毒酒を呑ませる場面であ

る｡酒呑童子 の両側に美し い姫君が侍り'その手前 に家来 の鬼が

挿絵 であ る｡この絵 に ついては'後 でさら に詳 しく検討した い｡
第 二十 二図

控え る構図は'やはり他本 でもよく目にする場面 であり'この絵
第 二十五図

も特 に'特徴が見られる訳ではな い｡

源頼光達が差し出した神便鬼毒酒に酔 った鬼 (
伝本によって'御
号 ･茨木童子 ･いららき童子 ･いしくま童子等名 は変わる｡)が'
扇を手 に舞を舞う場面 である｡扇を持 って舞う鬼は､逸翁美術館

く見ると何と木 の根 っこを 口から吐き出し ている のである｡これ

に曜吐物を描く のが普通 のあり方 である｡ところが' この鬼はよ

この場面も他本によ‑見られるも のであるが'他本 では'リアル

れるのは'庇 に這 いつくば って堰吐を催し ている鬼の描写である｡

図は他本にも通常見られるも ので'珍し いも のではな い｡注目さ

が両脇を抱えられ ている のも人間の動作 に似 て面白 いが'この構

た鬼ま で変化 に富 んで動き のある筆致 にな っている｡外に居る鬼

ぶれ てしま った場面 であ る｡庇 の間にいる鬼から外 に出 てしま っ

頼光達が呑ませた神便鬼毒酒に当た って鬼達がす っかり酔 いつ

ちひかせたま へ｣と'申されけれは'女はうたちは聞 こしめ

り侯はぬさき に'ほやほやとうしかすみか へ'われわれをみ

みかとより'われわれを こ ゝにむかはせらる｡‑時こくう つ

｢
今はふか‑'なけき給 ふなよ｡かたかたをたすけんために'

給 ふこと のかなしきよ｡ ‑より み つ'あ はれ におは へて'

しよと の ､さ いあ ひのひめき みにてこそ侯 へ｡むなしくなり

‑それに つけても人 々のさかなに出したるこそ'はり江 の申

言 のむすめ'又'これなるは'花そ の ゝ中なこんのひめなり

めすらめ｣と'のたま へは'姫君たち'｢これは池田 の中納

第 二十七図

のが常 である｡

公時か細かは伝本 で異なる｡そ の時 '鬼退治を暗示す る歌を歌う

て坂田公時あ る いは渡辺網が舞を舞 っている場面 であ る｡舞手が

第 二十 二図 で'鬼が舞を舞 った のに対し て'源頼光達を代表し

第 二十六図

を のを の'おひをおろし'よろいかふとをそ'きた り ける｡
｣と

おひの中よりtか つちうをとり いたし'きたま へは'ほうLやう'

同じ慶応義塾図書館蔵 r
大江山しゆてん童子｣ では'｢
より み つ'

戦鯨となると ころであ る.画面左から二人日が頼光と思われる.

前 の図 で姫君から酒呑童子 の居場所を聞き出したので'いよ いよ

源頼光達が笈から鎧兜を取り出して武装して いる場面であ る｡

第 二十八図

｡

は'唯吐物を措‑ ことに捧持 いを感じた絵師が書き換えた'ある

Ltゆめ つ ､とも わきま へす｡うれしさ中 々たと へんかたは
なかりけり｡

いは'注文主 の求 めに応じて'変更したも のであ ろう ｡この点 に

源頼光 一行が鬼達が酔 って部屋から出 て行 ってしま った のを機

ある部分がこの絵 に相当する.特 に'本文と の岨倍無く'間蓮の

恐らく'右 の如き会話が交わされ てる場面 の絵画化 であ ろう｡

会 に'姫君たちから酒呑童子の寝所 の様子を聞き出し ていると こ

な い場面 である｡

ついても後述した い｡

ろであ る｡例えば'慶応義塾図書館蔵 ｢
大江山し ゆてん童子J に

りみ つ' へんLも'この人 々をよろこはせやとおもひ'二人

おにとも こ ､かしこにふしてtL ゝたることくなれはtよ

など'リアルである｡源頼光 のみ兜を着け ているので'他 の者と

向か っている場面 であ る｡酔 いつぶれた鬼をまた いで行くと ころ

姫君達 に案内 されて'源頼光 1行が酒呑童子 が寝 て いる寝殿に

第 二十九図

の女房たちをちか つけ'｢
御身 いかなる人 のそ‑ち よたち に

の区別がよく つく｡

は'次 のよう にある｡

て'ましますそや｡さこそ'ふる郷の御事'こひしくおはし
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第三十図

に'なてさすられ｣､伊吹山系 の岩瀬文庫歳 ｢
伊吹 山酒 顛童 子 ｣

麻生太賀書氏蔵 ｢
大江山酒典童子｣では'｢
番 の女房 た ち十 人計

に'女はうたち'四五人おはしける｣とあ って'数が合わな いが'

八

源頼光達が いよ いよ酒呑童子 の寝所 に突撃しようとしたが'堅

では'｢
十余人 の女房共 になてさすられて｣'同じく'大東急記念

隆

固に閉じられた扉 の前 に侵入できずに困窮しているところに'三

文庫蔵 ｢
しゆてん童子J でも'｢
女はう十人はかりをありにおき'

俣

社 の神 々が再び出現Lt黒かね の縄を渡し て攻略法を授ける場面

なてよさすれよと て'
｣とあ って'当該 の絵 の人数と ほ ほ 一致 し

勝

である｡慶応義塾図書館蔵 ｢
大江山しゆてん童子｣では'次 のよ
うにある｡

第 三十 二図

ている｡これら の系統 の本文にこの場面が対応し ていることはほ

す へきそと'あきれたま へる気しきなり'さりとも '神 の御

源頼光達が三人ず つに分かれ'自鬼と赤鬼を退治している場面｡

さてを のを の'うち へいらはやとおもひ'こ ゝかしこ'戸

ちからを ､あはせたまはぬ事 は'よもあらしと'を のを の'

この鬼が何者かは伝本 で異なる｡慶応義塾図書館蔵 r
大江山しゆ

ぼ間違 いな いであ ろう.左奥 には'銭が置 いてあり' いかに酒呑

うち の神 の御名をとな へtLはらくか つLやうし給 へは' い

てん童子｣ の ｢
し ろ‑ま｣｢
あかくま｣は'色からす れば相応 し

ひらをtをしてみれは'うち より'くはんぬき つよくさした

つくよりかきたり給けん'‑たんのおきな､三人こ つせんと

いが'三人掛りで鬼と戦うと いう描写はな い｡三人が纏ま って対

童子が梓猛であるかを示すかの如く である｡

あらはれ いて給 ひ'‑ ｢
とう Lは' つうりき のも のなれは'

応す る場面は'麻生太賀書氏蔵 r
大江山酒典童子｣の次 の描写に

ると見え て'す こしも ゆるかす'これま てとなり て' いか ゝ

たと へくひはうちおとすとも 'むく ろは地をう こかし'ふる

見られる｡

中 にも' いはらき'‑て つLやうをうちす て'網とひ つく

ふ へし｡かねてこのなわにて'さう の足をよ‑からめ'せん
このはしらにtLめ っけ給 ふ へし｣と て'‑ろかねのなわを'

成tLはしく みあひけるか' いはらき ' ついにう へになりt

んて'とうと ふす｡綱は聞 こふる大力 にて'上になりしたに

よく見ると鉄 の縄は 一筋しかな いよう であるが'他 の部分はこ

はんしゃくを 'く つしかくるやう にtをLにけり '頼光 へ御

四すち'あた へられける｡
の本文とよ‑ 一致し ていると見なせる絵である｡三社の神は向か っ

覧Lt網うたすなと'のたま へは'公時'おりあ ひ'上 にな

りLt いはらきかくひを'うちをとす｡

て左から那智 の熊野権現'住吉 の明神 '石清水 の八幡神 であ る｡
第三十 一図

絵と対応があると見なす ことも出来る｡しかし'最も相応し い描

この描写では'三人がかりで茨木 の首を取 っているので' 一応､

ませて いる場面であ る｡姫君は酒呑童子を取り囲むよう に居並ん

酒呑童子が寝所にお いて'都から渡 って来た姫君達に手足をも
で､合わせて十人 の姫君 の姿が見える｡この酒呑童子 の手足を撫

写は'慶応義塾図書館蔵 r
大江山しゆてん童子｣ の本文 に見出さ
れる｡
で摩 る姫君 の数は'慶応義塾図書館蔵本 では､ ｢
とう しかあ たり

ではな い｡

う つ事 こそやすからね｡し ゆ‑んのかたきなれは'のかきし

みそんして'そうきゃう つかま つりLに'かやうにたはかり'

しか左右 の大臣に' いし‑ま ･かなくまと て'二てんのしん
かとは'わかことなり｡とうLは'さしもきゃくそうなりと'

にな って道 に転が った骸など凄惨な場面と 一緒 に姫君救出 の場面

て木 にかけられた死体 や'鮪漬け ･塩漬けにされた人体 や'白骨

れて'都 に帰 ろうとする場面 である｡他の伝本では'日干しにな っ

頼光 一行 が鬼を平らげ'囚われていた姫君達を解放 し'引き連

二人 のきしん'よは ゝりけるは'｢これは tL ゆ てんとう

と' いか つち の'おちか ゝることくに'六人 のひとひと にt

が措かれるが'本書は上述 のような性格から'当然のことながら'

第三十三園

とひおち'ちう に つかんて'あからんとす るを'おに 一人に

そうした身 の毛もよだ つような気味悪 い描写は省略され ている｡
第三十四囲

三人 つ ＼ おちかさな ってtをさ へ給 へは'さしもに いさめ
る二人 のおに' つうりきも たちまちう せは て ゝ'大地 へか つ

頼光と姫君達が岩 の塊と大漁 の花を見 ている図｡実はこれも他

の絵とは大き‑異な っている｡他 の伝本にお いては'手足を切り

はとたふれけるを'六人 のひとひと'手とりあしとり'くみ
ふせて' いけとりにこそせられけれ｡

又'う つくしき女房 の'てあLもなく て' ふし たり｡ ｢
あ

取られ'虫 の息 の姫君が'この身は都 に帰れずともta(
の髪だけ

はず であ る｡これは'酒呑童子 の中でも最も有名な場面であ って'

れは いかに｡
｣と '女はうたちにtとひ給 へは'是 こそ' は

恐ら‑'この絵 に ついては'右 の慶応義塾図書館蔵 r
大江山し

本書が最初からそ の場面を持たなか ったと いうことは考えに‑ い｡

り江のさ いLやうと申す人 の姫君をむか へとり' てうあひ他

でも両親 の許 へ届け て欲し いと最後 の願 いをし て'事切れる悲惨

恐らく'本来'絵巻 の挿絵としては'酒呑童子の最期 の場面もあ っ

にことなりLに' いかなる事か'童子か心 にたかひ' いきな

ゆてん童子｣ のような本文を持 った伝本を絵画化したも のと見て'

たが'本書 のような法帖仕立 てに改装する際に'このクライ マッ

から'血をしはられ'たえ いれは'‑すりをあた へ'終 日t

な場面であ る｡周囲 の人々もそ の薄幸 の姫君 の運命を悲 しんで袖

クスの場面は'そこだけ取り外 されて' 一枚だけ の鑑賞用に供さ

Lはり‑らし'うちす てをき侍 る｣と乗り'あまり のいたは

問題な いであ ろう.なお'本来 'この第三十 二図と三十 1図 の間

れた のであ ろう｡尤も '本書は'姫君 の嫁入り本的存在 であ った

しさに'かれらか見ぬまをうか ､ひ'たちよりと ふらひ侍れ

を濡らして いると ころであ る｡例えば'麻生太賀書氏蔵 ｢
大江山

可能性もあり'少なくとも'鑑賞者がうら若 い女性 で'刺激的場

は' いまた いきはかりかよひ給ひしま ＼ ｢おほし めす御事

には'酒呑童子が源頼光達 に首を刻ねられ'胴体から離れた首が

面を努めて和らげ て表現し てきた傾向 が強く見られる｡従 って'

侍り侯は ゝ'仰せをかる へし｡人のう へとも'おもひ侍らす｡
｣

酒典童子J では'次 のよう にある｡

酒呑童子 の首が切り落とされる場面は'あまり に刺激が強く て残

と申時 'かすかなる声して'｢いま此身と なり ' な に ､心 の

毒気を吐 いて'頼光 の星兜 に噛 み付‑と いう有名な場面があ った

酷 であると いう配慮から'最初から省かれた可能性も全くな い訳

オックスフォード大学ボドリアン図書館附属日本研究図書館所蔵r
酒呑童子J
について

九

勝

なり給 ふは'この姫君なり｡ 1夜をまちうけたまはぬ' いた

給 へ｣と て､ つゐにこときれ給ひぬ｡｢ゆふ へ'御 さかなと

はた のまはりと'ひんのかみを'ふるさと へ'をくり てたひ

侍 れ｡きりなから'たてなをす世ともなり'都 へ便りも候は ゝ'

とまり侯 へし｡と‑‑ 生をか へ侍らんこそ'よろこひにて

とも可能かも知 れな いが'他 の絵 の場合から類推して'絵師は決

て いるのである｡見方 に拠 っては象徴的に鬼を表わしたと いう こ

取らず'木 の根 に変え て'間接的に鬼 の首を表わすよう に変形し

も'従前 の絵と同様 に'鬼 の首を直接措‑と いう刺激的な方法を

る｡他本 では､鬼 の首を荷 っているからである｡ つまり'ここで

などを荷う のか｡これは'他 の伝本 の絵と比 べれば 一目瞭然 であ

十

はしきよ｣と て'女房たち ' いま ひとしほのなみた也｡六人

して象徴的に鬼を木 の根でイ メージした のではな いと考え る｡根

隆

のひとく も'たけき心をひるか へし'こてのくさりをぬら

本的な理由は'うら若 い乙女 に切り殺した鬼 の首だけを見せるの

俣

されけり｡

はグ ロテスクで相応し‑な いと考えた のであ ろう｡ある いは'注

第三十六図

このよう に'頼光 一行と姫君達が堀江の宰相 (
中納言とする伝

上述 のよう に'岩 の塊と美 し い大輪 の花が措かれ'それを見 て､

頼光達が酒呑童子を退治 し鬼 の首を取り'また'都から連れ去

文主から'そう した依頼を受けた のであろう｡それにしても'こ

姫君三人と頼光が顔 に袖を当 てて'泣 いて いる場面が措かれてい

られた姫君達を連れて下山すると いう噂を聞 いた姫君 の家族 の者

本もあり)の姫君 の哀れな姿 にむせび泣く場面が本来 の情景 であ

るのである｡岩 や花 に涙するのは､全 くあり得な いこと ではな い

達が､姫君を大江山 の麓ま で迎え に行き'再会を喜び合 い'姫君

の絵を見た姫君達は'木 の根を不思議 に思わなか っただ ろうか｡

かも知 れな いが'やはり不自然極まりな い｡瀕死 の姫君 の哀れな

を馬 に乗せて都 に帰還しょうとする場面 の絵｡これは'例えば'

る｡と ころが'本書 では'手足を失 った悲劇 の姫君 の代わり に､

姿 であ ってこそ'初めてきちんと意味 の通る場面な のである｡こ

逸翁美術館蔵 r
大江山酒天童子｣で次 のよう にあ ることと対応し

大江山 のふもと' い‑ の ､道 のはと に仮庵作 て'‑ いそき

れも'今ま での絵 に見られた のと同様 に'見るに耐え かねる程 の
慮し'手足を襲 った若 い女性 の姿から'岩 や花 へと変え てしま っ

迎 の鳥人催して'束 へき由'申遺す｡児'又女房共 の親類春

て いよう｡

たのであろう｡美し い大輪 の花 に'元 の姫君 の美しきが象徴され

属に いたるまて'此使 ､告廻たりけれは'彼家 々'騒き悦t

哀れな場面なので'それを鑑賞する姫君 への精神的シ ョックを考

ているとも言えなくも無 いが'とにかく博く べき変形がなされて

の ､しる事 かぎりなし｡うれしき にも' つらさ にも'先立物

は涙也｡輿車'鳥人'思 々に大江山 へと' いそきけれは'霞

いることだけは歴然としている｡
第 三十五図

絵 では'輿はなく馬だけ である｡しかし'次 の第三十七図を見

を隔 つる' いく の ゝ道も遠からす'あきれまと へり｡

道を歩き'その背後から'藤原保昌と 四天王が木 の根 らしさも の

ると'右方向 ' つまり大江山 の方向 に向かう輿 や牛車 '馬が描か

頼光が先頭にた って､姫君たち十余名を導き'行列を作 って山
を担 いだり背負 ったりして歩む図｡何故'保昌達は'木 の根 っこ

えにけれ｡
｣と同様な本文が見え て'対応が窺える｡

け'‑大江山 のふもと'‑人馬 ･こしくるま ･すきまなく こそ見

｢
ひめきみたち の'御むかひのためにと て'こしくるま'かさ つゝ

なのである｡慶応義塾図書館蔵 ｢
大江山しゆ てん童子｣ にも '

れているから矛盾はしな い｡本図は元々第三十七図と 一連 のも の

伏姿 で入洛したこと にな って､此 の挿絵と 一致する｡この部分に

せられける｡きた いのけんふっなり｡
｣とあ って'頼光 一行 が山

と の'せんLを下されけれは､山ふしのすかたにてそtにうらく

うLやうはtかの山中にてのすかたをあらためすして京入す へし

一万㌧大東急記念文庫蔵 r
Lゆてん童子｣では' ｢より み つへ ほ

第三十七図

があり'斜め前 に傾き加減 の人物 の姿勢も早 い動きや'早く姫君

急がせる人 々'輿 の周りに群が って付 いて行‑人 々など'躍動感

江山に迎えに行く様子である｡白馬に乗 った早馬 の人物'牛車を

激 の強 いも のを措‑ のを席跨 って'無難な木 の根に変え てしま っ

木 の根は前と同様'実は鬼 の首 である｡ここでも鬼 の首と いう刺

源頼光連 の行列を迎える人々が木 の根が運ばれるのを眺める図｡

第三十九図

ついては'恐らく'大東急記念文庫蔵本系統に対応する絵が措か
れたことにな ろう｡

に会 いた いと いう気持ち の強さを感じさせるも のがある｡画面全

姫君救出 の噂に狂喜した人 々が'姫君に早‑会 いた い 一心で大

体が動きに溢れた出来 の良 い作品 である｡ 一つ前 の第三十六図と

た のである｡例えば'大東急記念文庫蔵 r
Lゆてん童子｣では､
｢
よりみ つ ･ほうLやう'おにをほろはして'くひとりもた せt

ま いり侯ぬ｡
｣とあ って'源頼光 一行が鬼 の首を運 んで いること

繋が った 一対も のであるが'時間的に言えば'むしろ第三十七図

第三十八図

は'本文上では明らかで'伝本 による異同はな い｡それにもかか

Lやうらくし給ふと'きこえしかはへその 一もんtもんやうの人々

源頼光 一行が馬に乗 って都 に凱旋する場面である｡頼光連六人

わらず'本図 では鬼 の首 であるべきも のが'木 の根に変化してい

の方が第三十六図よりも以前 の時間を表わしていよう｡即ち'異

は全点山伏姿 にな って騎乗Lt周囲を迎え の武士達 に警護されて

るのである｡鬼が斬られた後'木 の根 に変わるとか いう本文があ

は申すにおよはす'大名 ･小みやう'われもわれもと'むかひに

いる様子の絵 である｡先頭 の馬に乗 っているのが頼光その人で'

れば面白 いが'実際には'そうした本文は見られない｡ここでも'

時同図法による描き方がなされていると いえよう｡

傘を差しかけられて'他 の者よりも身分が高 いことを示している｡

第四十図

若 い姫君 への過度 の教育的配慮が挿絵を歪めていると いう見方が

みつ以下の人 々'きはにて' いろいろのす いかん'たてゑほしに

本図は第三十九図と連続する 1枚であ って'源頼光達 の行列を

全体として威風堂 々とした武士 の威厳が感じられる絵である｡と

て'とをり給ふ｡まことに'はなやかなるよそはひにて'数万 の

見守る老若男女が措かれて いる｡先払 いの武士が棒を持 って人 々

可能な のであ る｡

くんせ いに'うちかこまれ'みやこ へいらせ給ふありさま'いか

を追 い払 って道を空け'本来鬼 の首 であるはず の木 の根を人夫が

ころで'慶応義塾図書館蔵 r
大江山しゆてん童子｣ では' ｢より

めしくそみえにける｡
｣とあ って'山伏 の服装 の図とは合わな い｡
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十二

を口にする場面で､凄惨な光景である｡実際 ､手元にある挿絵は､

勝

担 いで行進していると ころ であ る｡ 例えば ' 慶応義塾 図書館蔵

そうした内容の挿絵である｡勿論 'それに対応 した本文も､姫君

の股を切 って頼光が食 べると作る｡

｢
大江山しゆてん童子｣ の本文が'｢
そ のつき に'けんそ‑ともか'
くひと'おほしく てtLゆてんとう しかくひはとにこそなけれ'

先駆け の武士に追われ て逃げ惑う人 々が表情豊かに措かれている

本書 では'三十九図同様'木 の根 に変形させられているのである｡

ふてとをる｡
｣とあるように'本来鬼 の首を荷 う べきと ころが'

のに､姫君 の股 の肉片 のみが ､大きな綱 の刺し身に変形して いる

子 ･室内の装飾 ･調度等は'他の伝本の挿絵とほとんど差がな い

うな大きな鯛の刺 し身なのである｡頼光 の構図や周国の人 々の様

頼光が 口にして いるのは､姫君の膿の切れ端 ではなく､美味 しそ

と ころが '当該 のボドリアン図雷舘の挿絵 (
第二十 一図)では､

のが印象的 である｡武士が荷う大きな銭は'酒呑童子 の寝室にあ っ

のである｡

これもおひた ､しう見えたる‑ひとも'あまたにんふとも tにな

たも ので' 一種 の戦利品であ ろう｡

の手を引 いて見物 に急ごうとする兄妹'木 の上 に登 ってよく見よ

もうとする牛 の鼻を引 いて'懸命 に戻そうとす る夫婦や'幼 い妹

く 一連 の絵 である｡此 の場面 では'棒 で追われた人 々を見 て'進

これは'第四十図 の余り の部分 で'第三十九図 ･第四十図と続

貴な身分の姫君が鑑賞するには､若 い女性の股 の肉片はあまりに

穏当 な表現 に改変する可能性が十分に存 しよう｡十代前半位 の高

高貴 な大名 の姫君等が享受者 である挿絵 は､刺激的な描写を避け､

の改変であろうと判断される｡ つまり'その装丁から推測しても､

が少なくな って いると いう ことは､当然 ､その鑑賞者を意誠して

これは､どう理解すべきか｡残虐な場面が和らげ られて､刺激

うとす る若者など'様 々な人物像を巧みに措き 分け て いる｡ r
酒

刺激が過ぎ ると いう判断から､美味しそうな鯛 の刺 し身 に図柄が

第 四十 一図

呑童 子｣の末尾を飾るに相応し い動き のあ って活き活きとした絵

変更された のであろう｡これは､姫君の父母の意思 ､ある いは､

挿絵 の内容 が本来 の本文とは大きくずれてしま い､也億を生じる

そ の結果 ､十代 の少女には残酷過ぎる場面は消えたが､ 一方で､

削除 され､当たり障りのな い描写 に変えられたと言えよう｡

注文を受けた絵師そのものの判断 によ って､グ ロテスクな要素が

と言えよう｡本図に対応して いる本文は'また見出 しえな い｡
三 ､ボ ド リ ア ン文 庫 の特 異 な 挿 絵 の意 味
本雷を絵 に従 って眺めて行 った場合 ､注目すべき挿絵が幾 つか

なしを受ける場面にお いて､ 一般的 には､姫君 の太 股や血が出さ

一つは､頼光 一行が酒呑童子の館 に着 いて､酒呑童子からもて

ようOこの絵では､中央 に馬 に乗 って鉄 の鎧 で身を固めた兵士 の

に展示され て いるブリ ューゲ ルの ｢
幼児 の虐殺｣の絵が対比 でき

な お､この点 に関しては'イギ リスの ハンプ トン ･コートの中

よう にな ったのもまた事実なのである｡

れ'太腹の肉片を刀で切 って頼光が食べるシーンであ った｡これ

一群が描かれて いる｡その騎馬隊 の前には､鷲鳥らしきものが描

見出された｡

は'頼光がその正体を霞顕しな いように'仕方なし に'人の肉片

がら､この驚鳥達は､｢
幼児の虐殺 ｣と呼ば れる盈名 に合 わな い

かれ､槍で刺されて最期を遂げ る場面が描 かれて いる｡しかしな

とが伴られた結果と言えよう｡ (
注2)

中世 のキリスト教社会にお いて'キリスト自体をそのまま描く こ

クスフォード大学ボドリアン文庫の ｢
酒呑童子｣では､手足を失 っ

｢
酒呑童子｣ の改変が実行されたと推測される｡ な お､ このオ ッ

げ る描写に変更された のであろう｡これと全く同様の発想の下に､

の清春童子には'本文がなく'絵画のみの作品である｡酒呑童子

響を与えたか否かである｡残念 な ことに､オ ック スフォード大学

ある｡清春童子の場合であれば ､絵の変更が文学作品の本文 に影

特 に'今関心があるのは､こうした絵画の表現と文学 の関係 で

以上の如く､理由 はそれぞれ異な っても､何らかの悼りが有 っ

た姫君が瀕死の状態にあると ころ (
第 三十 四国 )も､あまりにも

は挿絵だけ見ても面白 い作品な ので'挿絵のみを切り取 った伝本

ことも確かである｡これは'本来 ､文字通り'幼児の虐殺 で､人

悲惨であると いう配慮 から岩 の塊と大輪の花に姿を変えられて い

が往 々にして存在する｡当該のオ ック スフォード大学蔵本が ､も

て'中心的な画像が他の当 たり障 りの無 いものに置き換えられる

た｡さらに､最後に鬼 の首が京に運ばれる場面 (
第 三十 五 ･三十

と本文を伴 ったものであれば'その本文が如何なるものであ った

間の子供が馬上の騎士 の槍 の犠牲 にならなくてはならな いもので

九 ･四十図)も '鬼の首であるべきところが'木 の根 っこに変 更

かを是非知 りた いものである｡本文自体が ｢
鯛｣や ｢
根 っこ｣ に

と いう現象が ､絵画には洋 の東 西を問わず '古くから存在した こ

させられて いる｡ご つご つした感じは､鬼 のイメージがなくもな

変わ って いる本文は管見 では他 にまだ知らな いが ､もしこの伝本

あ った｡それが ､恐らく､鑑賞者となるべき宮中 の王族 や貴族 の

いが'これでは､鬼達 は'古くな った大木 の精が鬼 に変身 して い

がそうであ ったなら､酒呑童子 の変遷を考える上 で霊重な 一本と

とが分かる｡

たような話だ ったこと になり､話の筋自体も変わ ってしまう｡鑑

なるであろう｡少なくとも ､絵が本文 の変遷 に与 える強 い影響力

姫君たちには刺激が強すぎ ると いう判断から､業鳥を血祭りに上

賞者の姫君 への教育的配慮が物語の筋 の変更の可能性さえもたら

を考えれば ､この鯛 の絵が元にな って本文が変形する可能性 は実

際 に存在 したと言えるからである｡

すのである｡(
末尾掲載 の該当挿絵参照 のこと)
これとは少し異なるが､メキシコの革命画家シケイロスの ｢
ファ

なお､同様なことは挿絵ばかりでなく､文学 の本文にも指摘 で
きることである｡

シズム へのプ ロセス｣と いう作品では､行進して いる兵士や群衆
に耕子帆するヒ ットラーと思われる人物の顔が鳥 のオウムの顔 つ

有名なものとしては､rフランダ ースの犬｣ の最後 で ､ネ ロ少

グ リム童話が､初版ではかなりおどろおどろし い面があるのに､

から改悪であると非難を受 けた例 がある｡

うだと言 って､命が助かる話に変えられたものが出来､心ある人 々

年がキリストの絵 の前で凍 死するのが原作であるのに､かわ いそ

きで描 かれて いる｡ l九三九年という年を考慮すれば､ヒ ットラー
やムッソリー ニの顔をそのまま措く 外が倖られたのであろう.
また､ヴ アン ･アイクの ｢
神秘の小羊の祭壇画｣では､大理石
の祭壇 の上には､キリ スト自身 ではなく'キリストを象徴する小
羊が描 かれて いる｡ 一四二五年頃と いう制作年代を考慮すれば ､
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改 版毎 に ､教 育 的配慮 で子供向 け に穏 や かに改 作 され て いると い
う指摘 も ､よく知 られ て いる｡ (
注 3)
当該 の r
酒呑童 子｣も絵 と本文 と の遠 いこそ あれ ､残虐 ･悲 惨
な側面が ､全 く別種 のも の への変 形 によ って薄 められ､ある いは､
無 化さ れ て いる こと は否定 できま い｡ この変形 の善 悪を 一概 に論
じ ること は難 し い｡ 一般的 には､内容 の低 下や混乱を斎 す ことが
多 いこと は確 かであ る｡し かし ､絵 の場合 には ､新 し い本文を 形
成 し､新 たな 発展を見 せる可能性 を腔胎 して いると いう見方も 不
可能 で はな いのである｡

注

(｢
愛文 ﹄ 二七号 ､愛媛大学法文学 部

1 ､拙稿 ｢御伽草子 ｢酒呑童子﹄の 一挿絵と本文 に つ いて‑ 清春童 子
登場 の場面の変遷をめぐ ってI

国語国文学会 ､平成 四年 一月 )
､並び に ｢
御伽草子 ﹃
酒呑童子｣の 一場
面における 二系統成立 に関する考察 ｣(
﹃
静大国文﹄ 三六号 '静 岡大 学
人文学部国文談話会 ､平成 四年 四月 )
｡

2､フ ァブ リ世界名 画集 7 ｢ヴ アン ･アイ ク｣ 同9 ｢ブ リ ューゲ ル｣
同57 ｢シケイ ロス｣平凡社 ｡

3､例えば ､由良弥生氏 の ﹃
大人もぞ っとす る初版 ﹃
グ リ ム童 話亡 ､ 同
等がある｡

Ⅱ (いずれも '三笠書房'知的生き方文庫 ､ 一九九 九年 三月 ･五月 )

(
付記 ｡本稿 は'文部省在外研究員とし て'英 ･米 ･愛 三 カ国 で中 世
小説 (
お伽草子 )の調査を した成果 の 一部 ですo調査 の便宜を計ら い'
本書 の紹介'挿絵 の複製をご許可下さ った'オ ック ス フォード大 学 ボ
ドリ アン図書館 附属日本研究図書館館長 のイズ ミ ･タイ ト ラー様 に心
より御礼申し上げます｡)

る図

頼光が姫君 の股 の代 わ りに鯛 を食べ る図

頼光 連 が 瀕 死 の姫 君 の代 わ りに花 に涙 す
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訂正とお詫び

本誌 の第六 一号 (
平成十 二年六月刊 )にお いて ｢オ ック ス フォード大

学ボドリアン図書館 附属日本研究図書館所蔵 r
ひな つるl の翻刻 ･注釈

並び に解題｣を発表致しましたが'そ の中 の書誌的事 項に誤ち があ る こ

とを '同館 のイズミ ･タイト ラー館長'並び に'筆 者 以後 ､ 調査 された

お茶 の水女子大学大 学院博士課程後期在学中 の気多 恵 子氏 から御指 摘 を

受けました｡ ここに学恩に心から感謝敦しますと共 に､謹 ん でお詫 び申

し上げ '次 のように訂正致します｡(
六 ページ上段､解 題の五行目から十
四行目まで)

左肩

墨書

江 戸初期 から中

上 (
題葺

｢ひな鶴｣ ⑨ 所蔵者整 理番

ひな鶴

①写本刊本 の別 写本 ②所蔵者整理書名
号 Md ーan bt3 (r) ④外 題

3
) ⑤内題 なし ⑥書 写年 時
十六 ･1gx三 ･九 E
u

期 ⑦ 保存状態 良 好 ⑧保存形態 同館専用 の黄 色 いプ ラ スチ ック製

の箱 ⑨ 表紙 の生地 ･色 ･模様 濃藍地に金糸 でF
E繋ぎ 三重梅花 文様

⑲ 寸法

縦

⑲見返し 金布目地 ⑪料紙 鳥 の子紙 金 で草 花 山水 模様 を措 いた

美麗なも の｡ ⑫装丁 巻子本 ⑬数量 上 一巻｡下欠 ｡
二五〇 ･五 Ⅷ'詞 の部 分

⑫絵 の

六〇六 ･四 Ⅷ 白 紙十 l ･五 讐

〇 皿'絵 の
(
表紙 三十三 二 皿)全長 八八七 ･九 皿 (
見 返し 三十 一 ･
部分

⑮字高 約 二十 六 Ⅷ ⑯本文 の 一行 の字数 十 六から 二〇字 程

状態 ･数量 良好で美麗｡濃彩｡上巻全 五図残存. 1図は五十 皿前後.
⑲そ の他 奥 書等なし｡

十

人々が鬼 の首の代 わ りに木の根 を運ぶ図

オ ック スフォード大学ボドリアン図書館 附属日本研究 図書館所蔵﹃
酒呑童子lについて
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