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古今著聞集研究序説

一︑序

A Study of "Kokon‑Tyomonzyu"
:An Introduction

YOSHIKAZU FUKUDA
二︑雷頭表現形式

を来けている朝請大夫としての成季の立場の顕示であった︒故にかくし

姿勢はまさに王朝の御代への積極的憶憶のあらわれであり︑芳橘の種胤

日︑自身おごそかに竟宴の儀をとり行なっている(践文による)︒その

年の説話収集の功を終えた橘成季は︑建長六年(1二五四年)十月十六

集における﹁今昔‑‑トナム語り伝へタルトヤ﹂の文頭・文末形式はそ

載されたにしても語りの形式は一つのパターンとしてのこる︒今昔物請

の文学は語られることによって自ずから語り口を有し︑たとえ文字に記

けつがれ︑l方それ等が文字に記載されて今日に伝えられている︒語り

説話は本来︑語りの性格を有し︑街談巷説の類を語ることによってう

二・‑

て成立した古今著聞集はその内容においても王朝時代の説話を多く収め

の一典型と言えよう︒今昔物語集のこの形式を基軸として本集の表現形

遠くは日本紀竟宴の伝統に従い︑近くは新古今集竟宴にならって︑多

﹁いにLへより︑よきこともあしきことも︑しるLをき侍らずは︑たれ

式のありようを検討してみる︒

﹁今ハ普﹂+﹁ケリ体本文﹂+﹁トナム語り伝へタル‑ヤ﹂

の文構造を︑

質・機能については︑春日和男博士の御高説がある︒博士は今昔物語隻

(注1)

さて︑﹁今昔‑‑トナム語り伝へタルトヤ﹂という説話表現形式の本

かふるきをしたふなさけをのこし侍べき︒﹂(践文)と言及するごとく
懐古的思想を濃厚にただよわせることとなったのである︒
ところで︑本集(以下︑古今著聞集をか‑呼称することがある︒)は
説醇集であり︑成季が﹁夫著聞集者︑字県亜相巧語之遠類︑江家都督清
談之徐波也﹂(序)と指摘したごと‑先縦の宇治大納言物語や江談抄の

と認定し︑文頭形式﹁今ハ昔﹂は文末形式﹁トナム語り伝へタルトヤ﹂

の現在を示し︑﹁昔﹂が説話素材の時間性を示すに対し︑︑﹁今ハ昔﹂は

遠類としての認識があり︑成季の懐古的思想は中古から中世へかけて柿

本稿は説話表現の冒頭形式よりその特質を眺め︑さらに説話本文にみ

説話伝達における時間︑つまり主体的場面の時間を示すことを明らかに

に直接呼応する表現であり︑﹁今ハ昔﹂なる表現は︑適時的終端として

られる﹁昔﹂・﹁中比﹂・﹁近此﹂等の用語より帰納した成季の時代意

された︒更に︑﹁今ハ普﹂の機能の複雑さが次第に忘れられ︑﹁昔﹂と

立した説話表現形式の系列の中においてとらえるべきものであろう︒

識を検討することによって本集の本質にいさゝかなりとも迫りたいとち

の混同現象が生じて来る過程についても言及して居られる︒
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二

まつられにけるとぞ世の人は申ける︒‑‑世には七日関白とぞ申ける︒

以後の説話文学の表現形式ではその呼応が︑すくなくとも形式的に稀薄

‑此事たしかに申つたへ侍れども︑兼国松殿の官人となりたる事たし

㈲松殿摂猿の御時︑春日詣とかやに︑泰兼国をかりにめされたりけり0

(四七二・追)

化する現象がみられるごと‑である︒古今著聞集が王朝懐古の姿勢をつ

かならず︒猶尋べし︒(五一七)

今昔物語集の文頭・文末形式﹁今昔‑‑トナム語り伝へタルトヤ﹂は
宇治拾遺物語においてはある程度その呼応形式が保持せられている㌔2)

よ‑有していながら︑建長六年成立という事実はその文頭・文末形式の

㈲堀川院の御時︑中宮の御方の御半物に︑沙金といひてならびなき美女

ありけり︒‑世の人︑其比の物語にてぞ有ける︒‑‑又か‑付られに

呼応の稀薄化を決定的にさせたと考えられる︒
二・2

しかたりつたへたり﹂︑﹁かくかたりけるとなん﹂等の口語り・伝承の

と︑﹁トナム語り伝へタルトヤ﹂と同類の﹁とぞ世の人申ける﹂︑﹁よ

ったことを示すものと言えよう︒ひるがえって文末表現に注意を向ける

季自身の主体的場面の時間を文頭形式においては明確に顕在化し得なか

用いられていないことに気がつ‑︒この事実は編著者成季にとって'成

条坊門富小路にやどりて居たりけり︒‑とかく命いけて聞ければ︑か

㈲これも仁治の比︑伊勢富書生庄より︑百姓なりける法師のぼりて︑五

ひける︒(九一)

る間︑‑もとよりよろしからざる中なりければか,る︑とぞ健の人い

鼎万寿二年踏歌節会に︑右大臣内弁にて︑陣に付て宣命・見参を見拾け

刷﹁元号年月日Iとぞ世の人いひける﹂型

けりとなむ︒(五七五・追)

表現は散見するのであるが︑それ等に対応する冒頭(および︑それに準

‑かたりけるとなん︒(六一二

本集の冒頭表現を眺めると︑今昔物語集の文頭形式﹁今ハ普﹂が全‑

ずる)表現は次のごとくなる︒

回﹁人物‑‑(時)‑かたりつたへたり﹂型

なん侍ける︒(六九八)

りLとてかたり申す人侍り︒この事は畠山庄司次郎がうたれし年の事に

㈱近此常陸国たかの郡に︑一人の上人ありけり︒‑まさし‑其凍みた

仙﹁近比‑かたり申す人侍り﹂型

‑‑普‑と申つたへ侍るはまことなりける事にや︒(三八四)

㈲昔Iかゝれたる事は中ったへたれども︑たしかなる説をしらず

㈹いづれのとしの事にかありけむ︑高陽院にて尭馬ありけるに︑1此

にみえたりとはしらねども︑古人申伝て侍り︒(二四三)

仙いづれの比の事にか︑大宮右大臣殿上人の時‑この事いづれの日記

的﹁いづれの比の事にか‑古人申伝て侍り﹂型

かけるがかたりけるなり︒(六九五)

㈹‑・・・つがふの馬允が時︑この堂を修理しけるに︑1これはまさしく

う侍りけるよし︑かたりつたへたり︒‑‑(三三五)

㈱頼光朝臣︑寒夜に物へありきて帰けるに‑死ぬるまで武‑いかめし

回﹁(天皇)御時‑世の人は申ける﹂型

事いづれの日記に見えたりということたしかならねど︑か‑中ったへた

㈲﹁・‑⁚昔‑とぞ世の人中ける﹂型
サーI昔母后の御夢に‑不思議の事とぞ世の人中ける︒(五〇)(注3)

㈱花山院御時︑中納言義憤は外戚‑二心おはしまして︑たばかりたて

があることである︒即ち︑橘成季はその編述の態度において何よりも収

前に各説許内容の事件年時をもって示そうという編著者の一貫した態痩

目すべきは︑いずれもその冒頭表現において︑人物︑場所等を記述する

かしたりする表現となっている︒かくのごとく多様ではあるが︑一つ注

ょうとする実録風の表現をとったり︑的のごと‑逆に事件年時をおぼめ

﹁近此﹂なる表現をとったり︑回・仙・回のごと‑事件年時を明確にし

じまらないのである︒㈲・㈲のごと‑説話素材の時間を示す﹁昔﹂・

ハ昔﹂のごとき説話伝達の主体的場面の時間性を示す表現をもってはは

語り伝承の文末表現に対応する冒頭(およびそれに準ずる)表現は﹁今

以上︑㈲‑佃に分類し︑十二の事例をもって示したのであるが︑口

年乙巳秋九月十五日庚申︑広国忽死︒(上o¥

㈹膳臣広国者︑豊前国官々子郡少領也o藤原官御レ字天皇之代︑慶事一

牧人︑為レ買二正月物1‑(下‑2)

㈹白壁天皇健︑宝亀九年戊午冬十一月下旬︑備後国葦田郡大山里人品知

人家︑有二嬰児女二上‑9)

㈹飛鳥川原板葺宮御レ字天皇之堆︑発卯年春三月頃︑但馬図七美郡山盟

極的にとり入れられている︒即ち︑日本霊異記の次の事例︑

右のごとき整備された表現は︑初期の説話集の表現形式においては穣

六六)

下︑職事どもまいりて︑出御まつ程︑人‑ぐ鬼間にあつまりゐて︑(六

凋後堀河院御位の時︑素禄二年九斤十7日︑例幣に︑頭中将宣経朝臣以

I﹁(天皇)御時+元号年月日+人名‑‑(時)﹂型

集した説話の時間に執着している︒この態度は一方で︑本集が各篇毎に

仰駿河国与二遠江国l之堺︑有レ河名目二大井河1︒其河上有二鵜田里

(四八一)

説話を年代順に排列するという方針にそのまゝ連なっていることになる︒

是遠江国榛原郡部内也︒奈良宮治二天下︼大炊天皇御性︑天平宝字二午

CO)

戊戊春三月︑彼鵜田里河辺沙之中︑有レ音両日︑取レ我取レ我臭︒(中

‑‑CO)

以上の認識に立って本集の各説話冒頭の表現を時間性の上から観察し
他の説話集の表現とも比較してみよう︒
二・3

性をはじめにあげ︑ひきつゞき元号年月日︑そして人物と三者を具足す

っている点に特色がある︒本来︑実録風の表現形式としては︑天皇の袷

入って行‑表現形式をとるものが圧倒的に多‑︑実録風の表現形式をと

月日︑人物紹介等のごと‑具体的に明示することによって直接に本題に

ごとき表現よりも︑回・刷・回のごと‑事件年時を天皇の治せ︑元号年

群臣ト共二猟二出テ遊ビ給ケルlt︑(十二11)

㈹今昔︑聖武天皇ノ御代二︑神亀四年ト云フ年ノ九月ノ中旬ノ比︑天皇

㈹今昔︑震日ブ唐ノ高宗ノ代二︑乾封元年二一人ノ書生有り︒(七‑2)

次に︑今昔物語集にも同類の表現が十一例みられる︒例示すれば︑

もみえる︒

式ではあるが︑準じて考えてよいであろう︒他に︑同類の表現が十三例

文例㈹・脚は冒頭に人物︑地勢等の紹介をした後で事件年時を記す形

ることによって整った表現形式をとることになるのであるが︑本集にこ

の今昔︑円融天皇ノ御代こ︑永観二年ト云フ年ノ七月□日︑堀河院二シ

本集の各説話冒頭の表現は既出の㈲・㈲のごと‑﹁普﹂・﹁近比﹂の

の三者を具足した表現を求むれば唯一の事例ではあるが存在するのであ

テ相挽ノ節有ケル︒(二三<NI)
三

る︒
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人物等の三者を具足した事例は本集と同じ‑一例にすぎない︒

二)成立の十訓抄の冒頭表現についてみるに︑天皇治せ︑元号年月日︑

更に︑本集の成立にさかのぼることわずかに二年︑建長四年(一二五

を踏襲している面もあることがわかる︒

って文頭形式とするが︑説話内容の記述の態度は日本霊異記の表現方汰

今昔物語集は既述のごと‑説話伝達における時間を示す﹁今昔﹂をも

鋤後白河院在藩の御時︑保延五年十二月廿七日︑待賢門院の御所︑三秦

Ⅵ﹁(天皇)御時+元号年月日﹂型

めに‑だりけるとき︑件み‑りやに山あり︑(七〇七)

脚後堀河院御位の時︑所下人末重︑丹波国桑原の御厨へ︑供御備進のた

あるよしきこえければ(六〇二)

㈹後鳥羽院御時︑八条殿に女院わたらせ給ける比︑かの御所にばけもの

Ⅴ﹁(天皇)御時+人物・‑・時﹂型

即越後僧正親厳わか︑りける時︑たび‑大峰をとをりけるに(六五)

四

伽後冷泉院御時︑陸奥守源頼義朝臣︑録守府の将軍をけむじて貞任・宗
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任をせめけるに︑永承の末より度々合戦につかれたりけるが︑天書五午

脚後白川院御時︑兵衛尉康忠といふもの候けり.(六八九)

㈹嵯峨天皇御時︑天下に大疫の間︑死人道路に満たりけり︒(三八)

Ⅱ﹁(天皇)御時﹂型

示しているごと‑である︒即ちへ

のものが多くあらわれてくる︒古今著聞集の冒頭表現形式も同じ様相を

方︑この整備された表現形式の中で︑その一つないし二つが欠落した形

して行く態度は︑中古から中世へかけて失なわれて行‑のであるが︑一

以上のごとく実録風に天皇治健︑元号年月日︑人物を冒頭に順次記述

㈹中宮権大夫家房卿︑建久七年七月廿七日に失捨て後の春(四六四)

夜(四六三)

伽冷泉内大臣︑文治四年二月廿日︑とし廿二にて失捨てのち︑三七日の

Ⅶ﹁人物+元号年月日+時﹂型

泉をかまへられて(六三二)

的文治の比︑後徳大寺左大臣右大臣におはしけるとき︑徳大寺の事に作

とふたり囲碁を‑ちける程に(四二六)

㈹建長五年十二月廿九日︑法深房のもとに︑刑部房といふ僧あり︑かれ

Ⅶ﹁元号年月日+人物⁚‑時﹂型

些草子院御時︑昌泰元年九月十一日︑大井川に行幸ありて(四七九・追)

T‑H) 殿にて御元服ありける︒(三〇六)

Ⅲ﹁元号年月日﹂型

十一月に︑五千三百鎗騎の兵を,こして︑おそひよりけるに(六‑^

伽久寿元年二月十五日︑法皇︑美福門院御同車にて︑鳥羽の東殿より勝

二つが欠落したいわば単独型であり︑>・S﹂・5S・3Bの各型は三者の中

右の中︑ォ・m・feの各型は︑天皇治世︑元号年月日︑人物三者の中

脚延長五年四月十日︑弾生親王︑内裏にて小弓の負態せさせ結けるO

二者を具有する複合型とでもいうべきものであろう︒

光門院へ御幸ありて︑庭の桜を御らんぜられけり︒(一五五)‑

(三四四)

‑︑特にⅢの﹁元号年月日﹂型は本集の冒頭表現の大きな特色を示して

ない︒各型いずれも二例ずつ示したが︑単独型の方はいずれも事例が多

(注4)

本集の冒頭表現は前者の単独型を主流とし︑後者の複合型は事例が少

㈱慈覚大師如法経かきたまひける時︑白髪の老翁杖にたづさはりて︑山

Ⅳ﹁人物⁚‑時﹂型

によぢのぼりけるが︑(五)

Ⅳ型

‑8

方針をもっている以上︑冒頭表現に具体的年時を示す元号年月日をもっ

㈹今昔︑仏紙薗精舎二在マス時二︑多ノ御弟子達参集り給二(今昔三1

いると言うべきであろう︒即ち︑本集が説話を年代順に排列するといラ

て来て︑年代順排列の一指標とした意図が看取されるごと‑である︒こ

㈱今昔︑河内守源頼信朝臣上野守ニテ其国二有ケル時︑其ノ乳母子二チ

5)

収の説話五五話の中二六話は元号年月日をもってはじまる︒その中︑読

兵衛尉藤原親孝ト云者有ケリ︒(今昔︑二五<‑I)

のⅢ﹁元号年月日﹂型が一番目立つのは巻第六(管絃歌舞第七)で︑所

話番号二三二〜二四二︑二五八〜二六〇︑二七二〜二七五︑二八〇〜二

をかかげた︒古今著聞集の編著者成季は︑これ等先雌の説話文学に散見

両書より一例ずつ︑Ⅳ型は霊異記に見えないので今昔物語集より二例

をこりは︑予そのかみ詩歌管絃のみち‑に︑時にとりてすぐれたるも

する表現形式を己が著作において積極的にとりあげ︑年代順排列とい‑

八四はいずれも連続してあらわれるものである︒成季が蚊で﹁この集の

のがたりをあつめて﹂と述べるごと‑﹁管絃歌舞﹂の説話は成季の説話

方針にふさわしい実録風の冒頭表現の基本型としたのである︒

なお︑右とは対照的に︑﹁昔﹂(および︑﹁中比﹂・﹁遁比﹂もふ‑

蒐集の原点を示すものであり︑故に元号年月日をもって多‑はじまる本
篇の表現態度は本集冒頭表現の基本型であることを認めることができよ

める︒)をもって冒頭表現とするものはきわめてす‑な‑︑﹁昔﹂をも

ってはじまるもの五例(内三例は追記抄入︑一例は﹁昔は﹂︑他の一例五

う︒そしてⅡ・Ⅳの各型は基本型に準ずるものとして考えることができ
よう︒

二例(内一例は追記抄入)︑﹁近比﹂ではじまるもの五例にすぎない︒

九五番のみが成季自身の﹁普﹂とい‑表現)︑﹁中比﹂ではじまるもの

本集の冒頭表現が﹁元号年月日﹂型を中心とする具体的な説話年時に戟

ところで︑右のo・e・fe型の冒頭表現は無論本集をもって嘱矢とす

着していることがはっきりわかるのである︒

るものではなく︑先躍の説話文学に既に見られるごと‑である︒日本霊
異記や今昔物語集の次の事例︑

即今昔︑嵯峨ノ天皇ノ御代二︑弘法大師ト申ス人御ケリ.(今昔+四‑

(霊異記下‑35)

入れた独自な冒頭表現をうち出したことがわかるのである︒

現を放榔し︑先縦の説話文学に散見する実録的表現形式を積極的にとり

ム語り伝へタルトヤ﹂のごとき説話伝達における時間性を有する呼応表

においては春日博士のいわゆる額縁としてたとえられる﹁今昔‑‑トナ

かくして本集は︑王朝懐古の思想をつよ‑示しながら︑その表現形式

Ⅱ型

4
0)

㈹白壁天皇之世︑筑紫肥前国松浦郡大火店之氏︑忽然死而至二竣魔国!

Ⅲ型

之山1.(霊異記上IcM︒
¥︒)

三・‑

三︑時代意識

㈹神亀四年歳次二丁卯︼九月中︑聖武天皇与二群臣︼猟二於添上郡山村

鋤今昔︑ロト云フ年ノ月日ノ夜︑薬師寺ノ食堂二火出来ヌ︒(今昔十二
古今著聞集研究序説

五

福

田

益

和

本集が王朝懐古の思想をつよく有し︑そのため説話本文の末尾等に︑
の
○昔︑

六

37垂≡︑天慶八年

天暦七年

﹁中比﹂の項で触れる︒

﹁昔なか比

ヽ

㈹むかしはか‑芸によりて︑賞のさたありけり︒ちか比より︑その善悪

確実な年時としては︑承平七年9

七二)

寛治六年

ことによって﹁昔﹂・﹁中比﹂・﹁近代﹂等の指す時代を比定すること

○聖代

延書四年九月廿四日搬(四一九)︑囲碁にかけものをした時を指して

﹁聖代﹂と称している︒前項﹁昔﹂の中で特に﹁聖代﹂と称揚したもの
である︒
○上古

三例(四七・二四四・二六六)とも確実な年時を示すものはない︒博

‖H

雅卿(天元三卸没)(二四四)や源頼能(糊頃在世)(二六四)と対置

して﹁上古﹂をあげているものもあるが︑他の1例(四七)で︑天慶年

れる︒

間拙〜紺に対置して用いられた事例もあるので︑恐ら‑成季としては

の中比

にわけて考えることができる︒

佃近代︑近比︑ちか‑(き)︑末代︑世の末︑今︑今の世︑

○ふる‑(き)
1
いずれも漠然と称したものである︒七一〇番の事例は︑寛書三年23夏
1
の比の蝦合戦に対して﹁ふる‑﹂も蝦合戦があったと言い(聖徳太子伝

﹁昔﹂に対置する意味で九C以前を指して﹁上古﹂と考えたものと解さ

Lもいまも﹂(二七)︑﹁むかし‑‑近比﹂(一三二)︑

補開記︑壬辰年632十盲の条に蝦合戦の記事あり︒これまでさかのぼり

これ等の語例はそれぞれ単独であらわれることもあるが︑ 他に﹁むか
‑‑末代﹂(八二)のごと‑重なったり︑照応したりしても用いられて

うるか?)︑100番の例は﹁近代﹂(建久の比価〜畑)に対して﹁ふ

ll

いる︒検討に際してはこれ等もあわせて考えることにする︒

例昔︑聖代︑上古︑ふる‑(き)

本集の時代意識を示す語例をまずあげると︑次のごと‑便宜的に三つ

三・2

より詳細に記述し︑他の説話集の時代意識とも比較してみたいと思う0

その後の調査によって若干の訂正すべき事項もあることを見出したので

その時間の限定がより具体的にあらわれる場合が多い︒この時代意識と
いう点については這の考察を別に為したのである虹職5本稿においては

﹁天皇御時﹂等をまず述べ︑年代順排列という方針をとっているので︑

ができるのであるが︑本集は既述したごと‑冒頭に﹁元号年月日﹂︑

(二四二︑長元々年02(六五四)︑長暦二年
1
(四七四)等がある︒いずれも1〇・二僅紀の事例である

と心情を吐露することがしばしばみられるのであるが︑これ等の表現に

点に注目すべきである︒上限を示す事例としては︑六七四番の桓武帝鹿

ヽー)

あらわれる﹁昔﹂・﹁近比﹂更には﹁中此﹂・﹁末代﹂・﹁近代﹂等の

三五
四九
五四

を餌はせ給ふ時の説話がある︒桓武帝は天応元年781即位︑延暦二五年賦

の沙汰までもな‑て︑ただ一書になりぬれば(中略)頗無念の事也(二

(

!一＼

事例を検討することによって彼の時代意識をとらえてみたいと思う︒そ

1038945

崩︑即ち本集の﹁昔﹂は平安初期までさかのぼり得る︒下限については

8

の方法としては一般に説話本文に登場する人物の生没年時等を検討する

1(泊2953

るき﹂と称している︒明確な時代意識を示したものではない︒成季とし
ては﹁ちか‑(き)﹂に対置した用語であろう︒
x‑

○中比
本集の事例は四例(八二二七三追・四七四・五一五)︑いずれも明
確な年時を示すものはない︒四七四番は︑寛治六年脱穀上道進の時をち
‖H

1 ( 注 8 )

を﹁中比﹂の事としているので︑顕基の没年時より伽年頃を考えること
ができよう︒下限としては下野守義朝(仁平三年農下野守)の節等
1
﹁四郎入道﹂の話(上‑3)からは年頃を考えることができると思うO

謝年前後の成立と目される撰集抄では︑十例程の﹁中比﹂があらわれ
1
るが︑中で保胤(長徳三那寂)をとりあつかった巻五‑3が上限を示し
下限としては︑本文に﹁保延二年二月十五旦(保延二年臓)と明記あ
1

る巻三18がそれを示すものと解される︒

以上の三書にみえる﹁中比﹂を帰納することに.よって得られた年時は

l

)をもって﹁普をか比﹂と称し

I

宰権帥となって下向した時(承徳二年

‑

年前後においてよいのではなか

HU

佃
○近代・近比
文猛:imil)'m醋轟nI‑I
HH

F:

‑

日日

眼としては建長四年糾(五七三)の事例があるので現在( ﹁今﹂)まで
入ることになる︒

﹁ふるく(き)﹂に対置したものであろう︒鳥羽僧正(

﹁ちかき催﹂の人とした三九五番が上限を示し︑仁治三年
の事(四七〇)が1番新しい︒
○末代・世の末

七

四条院崩御

F:

・S)を

い為︑やゝ不安も残るので︑念のために他の二︑三の説話集にみられる

ll

有削氏㌢寮が梅子れによると晋代後半(欝に近い)〜㌢代
のご‑初期頃をさすものとされる︒
年成立の閑居友には十二例の﹁中比﹂がみられるが︑その上限とし
17
ては︑中納言顕基(似年没)の愛人とある﹁室の遊人﹂(下‑2)の話
1
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○ちか‑(き)

1
ものあり︒上限としては保延五年描(三〇六)の事例があって︑﹁中比﹂
1
にくいこんでしまうが︑成季の時代意識のずれと考えるべきである︒下

h(漂鴇︒)'腔転結

年前後(したがってこれは﹁昔﹂の下限ともなり得る︒
0
1 7年頃と考えることにさして無理はないようである︒

,

ている︒これ等の事例からその上限を

ll

)︑下限を普

それぞれ出入りはあるが︑共通年時をもふくんで居り︑各作品の成立午
時を考慮すると︑別年成立の古今著聞集の﹁中此﹂について︑上限を価

って﹁むかし﹂とし︑﹁中比﹂に対置させている︒八二番は︑匡房が太

7

﹁中比﹂を参照し比較してみたいと思う︒
56
t‑Il‑1頃成立と目される発心集にあらわれる﹁中比﹂については志村

古今著聞集における﹁中此﹂の年時比定は明確な年時を示す記事がな

の下限を示すものと考えられる︒

される.そして後述する﹁近代﹂等の事例よ=,別の㌣1m年は﹁中比﹂

等の年時より考えて︑五一五番の﹁中比﹂は畑〜m年頃をさすものと解

ll

不明︒本集が年代傾排列によっている点を考慮すれば︑
0
五1六番‑‑実用卿(寡応二年17左大弁)邸で試胆の事あり︒
12
五三番・・・‑基房摂政の時(永万二年減摂政︑承安二年17辞摂政)の事

た時をもって﹁中比﹂と称しているのであるが︑肝心の﹁御室﹂が誰か

ろうか︒一方︑五t五番は﹁いづれの御室﹂とかいう人が大法を行なっ

ll(カ1(美枢

1

福田益和
俊乗房重源︑東大寺建立の発願参寵の事︹建久年間O︒︒

t‑
r
f1
>T
‑‑
8*
nJ
(I二六)

c上
o限
oを
o示し︑建保の比I‑<
が
IN
I)
‑‑
I<NI大原の唯蓮房の話が一番新しい︒
ll
O今
9九番本文に﹁これ建長の比の事なれば︑いまの事也﹂とあってR;
七1
‖年
H頃をさしていっているようである︒四〇三番は天琴π年㍑絵づく
去
ll
の貝おほひがあった時に対置して﹁今﹂と言い︑六五〇番は源光行(寛
元二組没)邸にさくらのたねをうつしうえたるに対置して﹁今﹂AJiiliロっ
1
ているのであるから︑﹁今﹂は建長の比をさすとみて誤りはない︒

1＼

ノ

右の中で成季の時代意識の骨格となっているものは﹁昔(中で﹁聖代﹂

﹁中比﹂は﹁昔﹂に包摂せられて︑﹁昔・中此‑近代(也)・末代﹂

はその中心にある︒)‑甲此‑近代(比)・末代﹂であり︑更に

﹁昔なか比だにかやうに侍けり︒末代よく‑用心あるべきことなり﹂

と大き‑二つの時代区分を考えることもできよう︒八二番本文末尾の

という表現のありようは︑右の二大区分を示唆するものと言える︒そし

﹁寛平マデハ上古正法ノスエトオボユ︒延書・天暦ハソノスヱ︑中古ノ

てこの時代意識は本集より三〇年あまり前に成立した﹁愚管抄﹂が︑

バジメニテ︑メデタクテシカモ又ケチカクモナリケリ︒冷泉・バ円融ヨり

御スヱヨリムゲニナリヲトリテ︑コノ十廿年バツヤツヤトアラヌコトニ

○今の世

ゥ
訓
1

白川・鳥羽ノ院マデノ人ノ心ハ︑タヾオナジヤウニコソミユレ︒後白川

*

六七五番は延書弧〜班の野行幸に対置して﹁今の世﹂と言い︑他の事
例三六四番は︑あいさわの狩(建久四年哲に対置して﹁今の代﹂と称

*
3
1

話文学として又国語資料として考察する際の前提としてこれ等の諸問題

著者橘成季の時代意識について考察を試みた︒筆者にとって︑本集を説

および説話本文にみられる﹁昔︑中比︑近代﹂等の語より帰納された編

古今著聞集の基礎的な問題として︑冒頭表現形式の特色とその由来︑

四へ結括

ものと思われる︒

ナリケルニコソ︒﹂(巻三)

・
8
1

中比
近代(此)︑末代︑世の未

o

1
している︒よってその上限は単に﹁今﹂というよりやゝさかのぼりうる

8
1

と述べたのと比べた場合︑﹁寛平マデハ﹂から﹁夕ヾオナジヤウニコソ

o

と考えられる︒

o
㈹
1

ミユレ﹂までが本集の﹁昔中此﹂に対応し︑﹁後白川御スヱヨリ﹂以下

0

以上︑繁をいとわず本集の事例から各々帰納を試みたのであるが︑そ

8

0

が本集の﹁近代・末代﹂に一応対応していることになる︒成季の﹁昔・

0

れぞれの時代の境界(上限・下限)はあ‑までも一つの目処であり︑載

0

中比﹂とは正に王朝の御代をさし︑それをひたすら讃美することによっ

7

無と分断できるものではないであろう︒これ等をわかりやすいように図

年

て逆に﹁ナリヲトッタ﹂近代・末代の中に存在する自己を見すえている

0

示すると次のごと‑なる︒
0
6

ふるく(き)

が大き至ボ唆を与えることを確信し︑本稿を﹁研究序説﹂とする所以で

ある︒

ク﹁昔﹂と﹁今は昔﹂‑﹁今昔考﹂補説(語文研究︑二四号︑昭和四二二〇)

仙春日和男﹁今昔﹂考‑説話の時制と文体‑(国語国文︑三八三号︑昭和四二七)
右いずれも︑﹁存在詞に関する研究﹂(風間書房)所収︒
㈲注仙論文の中︑後者﹁今昔考﹂補説印参照︒
法番号︒﹁追﹂とあるのは'追記抄人と考えられるもの︒

価()の中の漢数字は日本古典文学大系本﹁古今著聞集﹂(岩波)に附せられた説
㈱Ⅴ型は他に二例︑Ⅵ型は他に三例︑Ⅶ型は他に七例︑Ⅷ型は他に三例︒
㈲拙稲﹁古今著聞集小者‑名義をめぐって﹂(詩文研究へ三七号︑昭四九・八)
㈲元号の下にかかげる洋数字は西暦紀元年数︒
仰発心集の成立を皿〜皿境とするのは原田行造氏の説による︒
(説話文学研究10号﹁古事談と発心集との先後関係﹂)なお︑発心集の﹁昔︑中
比︑近此﹂については︑藤村有弘氏﹁発心集研究序説﹂(﹁中世説話文学研究序
説﹂(桜楓社)所収︒に考察あり︒その中の﹁中此﹂について参照した︒
㈱岩波文庫本﹁撰集抄﹂解説(西尾光一)を参照した︒

古今著聞集︑今昔物結集︑日本霊異記

○本稿の依拠したテキストは次のごと‑である︒

めた所もある︒

(昭和五十年九月六日受理)

愚管抄(日本古典文学大系本へ今昔物結集の文例表記は印刷の都合も考え︑適宜改
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