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二十四~五十五首

(一般科目)新美哲彦

その他

Notes on Inu局，akuninIsshu (2): Poems No.24-55 

(Department of General Education) Akihiko NIIMI 

Abstract 

百 ispublication is an annotated edition of Inu砂akuninIsshu. The Inu砂akuninIsshu is a parody of御ぬmo凶

尺yakuninIsshu， and was published in 1669. The prologue was written by an unknown man named Yusoan. In the title Inu 

砂akuninIsshu，社leword inu means parody. The work is one of a number of parodies of classics that were produced in the 

early Tokugawa periods， such as Inu Tsurezure (a parody of Tsurezuregusa) and Inu Makura， a parody of Makura no 

Soshi. Many other parodies of the砂akuninIsshu were made in the Tokugawa period， but the Inu砂akuninIsshu is of 

particular interest because of its early date. 

Key Words: Tokugawa period，砂akuninIsshu，parody，poem 

近世、百人一首、狂歌

本稿は 2006年度目本文学n(五年生選択科目)後

期授業の成果である。担当歌の後に担当者の名前を挙げ

る。

なお、参考文献などは前号参照のこと。

24 
たびたび

度々は

[本歌]

tJ主人〆け

好気
い Lや

医者もとりあへず たはけやまひ
ちゃく ま

もちひの持薬 あひ開くに

このたびは幣もとりあへず手向山もみぢの錦神のまにま

に(菅家)

[語釈1

0*気-病気の名前。子どもの慢性胃腸炎。甘いものの

食べすぎからおこる病気。菅家にかける。 oたはけ・ー

ばかもの。 oやまひ・・やむこと。病気。 o持薬…平

生、服用する薬。

【現代語訳I
甘いものの食べすぎで起こるようなばか者のなる病気

を、度々は医者に診てもらえない。医者からもらった薬

をあいまに飲む。

[補説1

菅家(菅原道真)の旅先で、の秋の情景を歌った歌が、府

気と掛けられ、子供の病気の話になっている。(池田

将晃)

25 名をとらぱ

[本歌]

さんでうのうたひ

三条謡うたひ
おほたかこ主 しやらかつら

大高声の沙羅量
うたひ

人にしられた 調ともかな

名にし負はば逢坂山のさねかづら人に知られでくるよし

もがな(三条右大臣)

[語釈1

0三条謡うたひ…お金を貰ってうたのを教える人。 o
謡・謁…謡曲のこと。 oとらば…とるならば。 o大

高芦…大きな声よりもっと大きな声。 o沙羅…しゃら

くさい。 o量…頭髪に添えるために髪の毛をたぱねた

もの。 oしられた…しられている。 oともかな…で

あってほしい。

【現代語訳]

名の知れた人だと思って行ったら、ただ大きな声で謡っ

ている生意気なちょんまげ。せめて人に知られている有

名な謡曲を謡ってほしい。

[補説}

三条右大臣が愛する人に贈った歌の中の f逢坂山のさね

かづら j は「逢って寝る」という名を持っていて、三条

右大臣が愛する人に逢いたいと歌ったところを、生意気

なちょんまげがただ大きな声でうたっている「大高声の

沙羅婁j とずらしているところが面白い。(中曽 有美)

ゐ 1・，
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こがれていたのもあって、堂々と座りご飯をかい込んで

いる様子が描かれている。(石村 勇太)
たうじんこう

唐 人 公
たう もの

唐の者ども 心あらば
た び

今ひと旅の

ふじの山26 

みなもとのむねいたみのあそん

源胸痛朝臣

ひえぞくるしさ まさりける

人めもかさの はれぬと思へは

やまひものは28 

みゆき

深雪めでなん

[本歌】

小倉山峰のもみじ葉心あらば今ひとたびのみゆき待たな

唱‘・

Oまさる…多

はた目。 oかさ一①嵩…

②癒・・-皮膚にできる、は

[本歌】

山里は冬ぞさびしさまさりける人目も草もかれぬと思え

ば(源宗子朝臣)

[語釈1

0やまひもの・・病人 Oくるし・・・つらい

くなる O人め…世間の目。

重なった物の高さや大きさ。

れもの・できものの総称。

[現代語訳]

病人は、いつもと違って、冷えはとくにつらさがまさっ

て感じられるのだろう。(着物を重ねると)はた目には嵩

張って見えてしまうと思うが。

{補説]

山里は冬が特に寂しさがまさるものというところが、病

人にとっては冷えが特につらさがまさるものと置き換え

られ、人目の「人の来訪Jという意味が「世間の筒、は

た目 j という意味に置き換えられている。また、かさの

はれぬというところは、「嵩が張る」というのと「療が

腫れる」というふたつの意味がかけられていると思う。

挿絵から、部屋で火鉢を焚きこれだけ着物を着ているに

もかかわらず、なおも扉風でまわりを囲んでいるところ

から、病人の冷えに対するつらさが伝わってくると同時

はたから見るとすごく嵩張っているように見える。

雅)

ん(貞信公)

{語釈}

0唐人…中国の人。この場合、朝鮮通信使(もしくは琉

球使節)を指す。 oふじの山一富士山を指す。 o
深雪…雪の美称。「深く積もった雪Jという冬の季語。

O めでる…感嘆すること、賞美すること。

[現代語訳]

富士の山を見た朝鮮通信使にも、ものを美しむ心がある

ならば、旅の帰りに見える、更に美しい雪の積もったそ

の富土の姿もぜひ見てもらいたいものだ。

[補説]

もみじの心を唐人の心に置き換え、「ひとたびj を「ひ

と旅Jに、「御幸」を「深雪」に置き換えている。挿絵

から、朝鮮からの使いが江戸に向かうために東海道を通

り、江戸に向かう途中だと思われる。よって「ひと旅」

は、江戸からの帰りのたびである。作者は「唐人公」と

なっているが、「・・・めでなん」は「賞美してほしい」

という意味で、実際、の作者である日本人の願望が現れて

いる o (天野智文)

ちうげんかんすけ

中間勘介

むp
りヲ。カし

日恋

》/、、、も

か
っ

し

い

め吋
麦

、
〉
つ

る

、

帥

泣

し

てきあ
iまら

いかい腹27 

(大頭

お iま ち こ ち の ご

大路小路みつ子

おらばやおらん ふれる粉の
もちばな

つきまどはせる 餅花のえだ

こ〉ろ

心あてに29 

{本歌]

心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花

(凡河内弟恒)

[語釈I
O 大路小路…大通りや道幅の狭い道。 o心あて…あ

て推量すること。 oばや・・・ 1"-したいJ1 "-できたら

なあ oまどふ-混乱させる o餅花…正月に豊作

を祈って、小さく切った餅や団子を、竹や柳などの枝に

付けて飾る縁起物。

[現代語訳}

Oいか

{本歌}

みかの原わきて流るるいづみ)11し、つみきとてか恋しかる

らむ(中納言兼輔)

[語釈】

O中間-公家・武家・寺院などに仕える従者。

しい・大きい。 oあきてーお腹を空かす。 o麦めし…

米と麦を一緒に炊いたもの。麦だけを炊いたもの。

[現代語訳]

大食いの男が腹を空かして、いつもお腹が泣いている。

いつからこんなに麦めしが恋しくなったのだろう。

[補説1

犬百人一首に描かれている絵は、土間で大きな調理台で

料理する男と座敷で 2人の男がご飯を食べている風景に

なっており、一人は背をかがめながら食べていて、この

歌の主題の男は、いつもお腹を空かしていて麦飯を待ち
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人たちの「ふるさと Jであった。 o遊山…(1 )山へ行

って遊ぶこと。山遊び。行楽。 (2)よそへ遊びに行くこ

と。気晴らしに遊びに出かけること。 oくらす…暮ら

す。日がくれるまでの時間を過ごす。 勾 O飽…乗り物の

一。人の座る部分を木や竹でつくって棒につるし、前後

から担いで、運ぶもの。

[現代語訳】

朝出かけて、ありったけのお金がなくなるほど吉野の行

楽を日暮れまで楽しみ、箆にのり時間を過ごす。

[補説】

吉野の里の締麗な景色のことが、一日中吉野で行楽を楽

しんだ話に変わっている。

絵は桜の名所である吉野の、桜が満開に咲き乱れている

ところが描かれている。(兼島 敏彰)

あて推量に、もし折るのならば折ってみょうか。触れる

と粉が付いてしまう餅花の枝を。

I補説】

「ふれる粉のつきまどはせる j の文は現代語訳に示した

意味と、[餅花に触れたいので、子(粉)が付き縫う j

というこ通りの意味がもる。また、挿絵から作者の「ミ

つ子J というのは三人同時に生まれたと言う意味ではな

3歳児という意味だと思われる。(沖横悶 誠)

みふのた〉いね

壬生只寝
ていしゅ

亭主より

うき物はなし

つれなくしゐし
あか

赤づらばかり

ある酒に30 

く、

はりひぢのばかづら

張管馬鹿頬
しづ み

賎が身は
まλJ

人ともあはぬ 慢じ也けり

顔はらしたるあつかはに32 

I本歌】

山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけ

り(春道列樹)

【語釈1
0張管…手を懐(ふところ)に入れてひじを左右に張り出

すこと。得意気なさまなどにいう。 oあつかは…面の

皮が厚いさま O賎が身…下賎の人、身分の低い人 O 

慢じ…意地っ張り

{現代語訳】

面の皮が厚く図々しく、いつも不満や怒りを表情に出

す身分の低い人は、他人と仲良くできない独りよがりの

意地っ張りだ。

[補説】

本歌の秋の情景を詠みあげている歌を、身分の低い意

地っ張りの歌へと置き換えている。また、挿絵は本歌で

は上品に秋の情景を楽しむ様子であるが、犬百人一首で

はあまり上品とは言えない着物を着て肘を張り面の皮を

厚くして堂々と歩いている様子へと置き換えられてい

る。(河本真弥)

I本歌】

有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし

(壬生忠塁手)

【語釈1
0つれなく…思いやりがない。薄情である。 oしゐし

…強いる。強制する o 0赤づら…酔って赤くなった顔。

Oうき物…辛い。苦しい。不愉快な様。

{現代語訳】

酔って赤ら顔の亭主から癒を思いやりもなく強引に勧め

られて以来、赤面を見ると辛い思いをするようになって

しまった。

【補説]

本歌の「暁」を辛いと思うことを、酒を無理強いする亭

主の「赤面j を辛いと思うことに転換している。また、

犬百人一首に描かれている絵では、亭主に酒を勧められ

ている客が盃を遠くしている。この客がもじり名の壬生

只寝であり、酒の弱い只寝はすでにかなり酔っていて、

名前の通り「只寝Jて酔いを醒ましたいと思っている。

(柏原慎也)

さかのうへのかご

坂上績のり
ぜに まで

ありたけの銭の なき迄に
よしのゆさん かご

吉野の遊山 くらす健のり

あさ

朝出て31 

むらるた

著

引

抑

制
供
の
は

叫
此
帥
晴しかりくどきき

何ご』ろなく

おやかたの33 

[本歌]

久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ(紀

友則)

[本歌]

朝ぼらけ有明の月とみるまでに吉野の里にふれる白雪

(坂上是則)

{語釈1
0銭・・銅・鉄製の貨幣。金・銀製の貨幣に対してし、う。

0吉野…大和国吉野郡。今の奈良県の吉野地方。桜の

名所として名高いが、春の訪れの遅い土地、雪深い里と

しても和歌によく詠まれた。また雄略天皇・斉明天皇ほ

かの離宮が営まれた土地であり、古い由緒をもっ、王朝
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{語釈1

0供者-・従う人。 oしかり…しかること。 oくどく

…繰り返して言う。 o晴…晴天という意味の他に、正

式、おおやけという意味もある。 o何ご』ろなし、…何

の気もない。無心だ。なにげない。

【現代語訳] ぜ

親方に繰り返し叱られている晴れた日に、なぜか鼻水が

垂れてしまう。

{補説】

春の日のふとした気持ちが、従者が親方に叱れている

のに鼻水を垂らしてしまうだらしない気持ちに置き換え

られている。挿絵では、縁側に立った親方が、きびしい

表情で鼻水を垂らしている従者を叱っている状況が描か

れている。

現代語訳では晴の日と訳した部分を正式な日と訳す

と、「親方に繰り返し叱られている正式な日に、なぜか

鼻水が垂れてしまう Jとなり、緊張のあまり鼻水を垂ら

してしまっているという違った場面となると思われる o

(島津孝員1])

ぶLわらはの左のかせ

武士童殿風
たれ おほへい たか

34 誰かにも 大平にせん 高ぶりの
わか しう

やつも我身の 主ならなくに

[本歌I
誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに(藤

原輿風)

[語釈1

0風.. (接尾語的に)そのようなそぶり。様子。 o童

-元服前の子ども。十歳前後の子供。 o大平一横柄の

あて字。 o高ぶり…高慢な。えらそうな。 o主…主

人。 oなくにー~(し)ないことなのに。~(し)な

いのに。(打消「ずJのク語法+助詞「にJ) 

[現代語訳】

誰に対しでも横柄でえらそうな態度をとる奴がし、る。奴

は私の主人ではないのに。

[補説]

藤原興風のもじり名「武士童殿風」は、殿様のような

そぶりをする武土の子どもという意味で、えらそうで高

慢な様子を表している。

本歌の、知人が誰一人としていない孤独な老人のなん

とも言えない深い悲しみが、自分の主人でもないのに、

横柄でえらそうな態度をとる人への怒りの感情へと置き

換えられている。

また、横柄な態度をとっていると、その後、孤独な老

人になってしまうという作者の考えが歌われていると思

う。(藤井昭徳)

ひの

火つらやけ
いしゃ

35 人は医者 心もちとふ ふりく勾すり
きず にほ

疲ぞおかしの 香に匂ひける

【本歌]

人はいさ心も知らず故郷は花ぞ昔の香に匂ひける(紀貫

之)

【語釈]

Oつらやけ…顔に火傷をしている者。 o心もち…気分、

気持。 oふりくすり…振って出す薬という意味の他に、

古い薬という意味にもとれる。「ぬる」の間違し、かもし

れない。 oおかしーおかしい、変だ、不思議。

【現代語訳I

相手の医者が、気分を聞きながら塗っている薬によって、

疲から不思議な匂いがするな。

[補説】

本歌のいさは医者、昔はおかしにもじられている。挿絵

では、医者が患者に薬を塗りつけようとしているが、薬

が変な匂いがするので 顔をそむけているという治療風

景が描かれている。(藤田 勝道)

ばこ よひ

き やぷくすし

気よはりの薮薬師

36 くすり箱は また宵なから あけぬるを
こもの

小者いづこに つゐふせるらむ

[本歌l
夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづくに月やどる

らむ(清原深養父)

【語釈1
0気よはり…気弱。 o薮…田舎の医者。 o薬師…医

者。 o宵…日が暮れてからまだ聞のないとき。また、

夕べと夜中の問。 o小者…身分の低い使用人。 oつ

ゐ…ちょっと。そのままo

[現代語訳]

薬箱を開けたときは、まだ日が暮れて聞のないのにもか

かわらず、私の使用人は、どこで、そのまま寝てしまっ

ているのだろう。

{補説}

百人一首の作者清原深養父から気よはりの薮薬師ときて

いるところが面白い。

また、「雲のj が「小者」、「明けJが「あけJ、f月j が

「つゐj というふうに、重なっている。

絵は気弱な医者が仕事をしているにもかかわらず、その

使用人は隣の部屋で寝ている。このように、使用人をし

かれない薮薬師の様子が措かれている。(傍圏 和之)
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ふんやのあさ

粉屋朝ねし
ふん たな

37 しろ粉に風の吹しく 見せ棚は
ごみ たち

ちらめきとめぬ 澄ぞ立ける

[本歌】

白露に風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りけ

る(文屋朝康)

【語釈1
0粉屋…穀類の粉の商い、また加工する家またはその人。

0朝ね…朝遅くまで寝ていること。 o見せ棚…商品

を陳列する台。 oちらめく…ちらちらする、ちらつく。

{現代語訳1
しろい粉が風に吹かれて、陳列台からちらついている様

子は、まるでほこりがたっているようだ。

[補説]

白露が風に吹かれて、秋の野に美しく散り乱れている様

子を、粉屋で扱うしろい粉がほこりのように散り舞って

いる様子に置き換えられている。また、朝遅くまで寝て

いて帯も締めずに庖に現れた主人の様子が名前の通り

「粉屋朝ねしJにふさわしいと思われる。(向井 稔)

おかん

やぶ おも / 

38 破らる』 身をは思はず しめて¥て

ふたのゆもじの おしくも有哉

{本歌]

忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるか

な(右近)

[語釈1

0おかん…母。この歌ではおばさんの意。 oゆもじ…

女の腰巻。ゆまき。 o破らるる…身を許してしまうこ

と。 oしめて・・聞いている足を閉じること。 oふた

いこの歌では下着の意。

I現代語訳】

男にゆるしてしまった身体を思わず閉じて思うことは、

ふたとなっていた腰巻が惜しまれることだなあ。

[補説1

f人の命Jと「ふたのゆもじjの大きな落差が面白い。絵

には足を投げ出して呆然としているおかんの姿。着物が

はだけ、帯も散乱しており。男の姿はもうない。本歌の

精神的な愛をおばさんの肉体的な愛にずらしている。(横

山恭二)

ひもの L

ちゃんげ槍物土
あさ ひものし し

39 朝ゆふに桧物土のわれ仕なぶれと
へた

あまりになどか 下手のかいしき

[本歌}

浅茅生の小野の篠原忍ぶれどあまりでなどか人の恋しき

(参議等)

[語釈I

Oちゃんげ…亭主の呼び名の「ちゃん」の意 O朝ゅう

…ふだん、朝晩 O檎物土…桧を材料に木工品を作る職

人 O仕なぶれど…仕事をする Oかいしき…食器類の

下敷き

{現代語訳】

ふだん桧を材料に木工品を作る職人として仕事をしてい

るが、余りにも出来上がった食器類の下敷きが下手だ。

【補説】

本歌の人に対しての恋の気持ちの歌を、職人の仕事の出

来の悪さの歌に置き換えられており、本歌の参議という

官職と、ちゃんげという親夫や亭主の呼び名を掛けてい

る。また本歌での、普段は愛しい気持ちを抑えているが、

急に抑えられなくなった気持ちと、ここでの普段は上手

く作れるのに、余りにも下手なものができた時の気持ち

が重ねられている。(池田 達彦)

てらのはか

寺墓もり
し いろいで わがよく

40 死をみれど 色に出にけり 我欲は
もの

物やほしきと 介のとふまで

[本歌】

しのぶれど色に出でにけり我が恋は物や思ふと人のとふ

まで(平兼盛)

{語釈1
0墓もり…墓の番人。墓の掃除、香花の世話をする人。

0色…顔色。 o介…女性。

[現代語訳】

人の死を見ているけれども、顔に出てしまう私の欲は、

物が欲しいのかと女性に問われるほどだ。

I補説]

歌の意味は、「墓の掃除や香花の世話をする墓守の仕事

をしているので、人生の修さを知っているけれども、骨

折り賃をもらう際についつい顔に出てしまうその物欲し

いさまは、墓参りの女性に見透かされるほどである。J

という内容だ。

「恋Jを「欲」に、「物や思う Jを「物やほしき j に

置き換えて、隠そうとしている恋心が顔色に出てしまう

初々しく純情な姿を、物欲しげな気持ちが顔に出てしま
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う欲深き姿へとずらしている。(大林 珠恵)

くいすて

41 悔捨やふ わかげには名も

みぷのた〉ゐ

壬生只居

立にけり

宮司曙 人づれにこそ あそびそめしか

【本歌1

恋すてふ我が名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひ初

めしか(壬生忠見)

I語釈1
0悔捨…後悔するのをやめる。 oわかげ…年若い頃の

はやり気。また無分別。 oけり…過去にあった事実を

回想する。~た。 o人づれ…一緒に行く者。仲間。

Oあそびそめしか(遊び初めしか)…遊びはじめた。

I現代語訳】

後悔するのはやめよう。若い頃無分別に遊んで悪名が世

間に立ってしまったが、仲間に誘われて遊びはじめただ

けだから。

[補説】

秘めた恋心が世間に広まってしまった男の歌を、悪名が

世間でたってしまった男の歌へと転換されている。率先

して遊んでいるのではなく、誘われてただそこにいるだ

けと弁解している男を[壬生只居]という名前で表現し

ている。(吉川 寛子)

42けづりきな
ぎ そで

ばんじゃうわらはのまたすけ

番匠童又介

かた木に袖を すりこすり
まっ き

すぐの松の木 ゆがませじとは

[本歌1
契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは

(清原元輔)

{語釈1

0番匠・・・一般に大工をいう。番匠章で大工の見習いの

子供という意味。 oかた木・・・堅い木材のこと。 O 

すぐの・・・まっすぐで曲がっていないこと。

{現代語訳1
削ってきたことですね。堅い木に袖をこすりながら。

っすぐな松の木をゆがますまいと。

[補説】

本歌では切ない恋について歌っている「かたみに袖を

ま

しぼりつつ」の部分が[かた木に袖を すりこすり J と

変わっているところが面白い。また、木材は針葉樹材と

広葉樹材に大別され、一般に針葉樹材のほうが広葉樹材

よりも軟らかい木材である。挿絵より、大人の力では簡

単に削ることができる松の木でも子供にとっては堅いの

で、一生懸命に削っている姿がうかがえて、面白い。(阪

井梨予)

ごんもうなごん

権中納言あつやみ
みづ のち

43 あびみての 水をは後に くらぶれは
むかし て

昔は手あし ほめかざりけり

【本歌】

逢ひ見ての後の心にくらぶれば昔は物を思はざりけり

(権中納言敦忠)

[語釈}

Oあつやみ…高熱を伴う病気。マラリア・チフスなど。

O あびみる…あびてみる。 oほめく…熱があって

ほてること。

[現代語訳]

あびてみた水をあとでくらべてみると昔は手足が熱を持

っていなかったなあ。

[補説】

ここでの「昔j の意味は、病気をする前の昔という意

味。冷たい水を浴びて冷やしたときの感懐で、教忠をも

じった名の Iあつやみ(熱病み)Jが効いている。(島

洋輔)田

ちうなごん

中納言あさまし

中<fこ
たえ

絶てしなくはおふもの』44 

せっく人をもうらみさらまし

[本歌】

逢ふことのたえてしなくはなかなかに人をも身をも恨み

ざらまし(中納言朝忠)

[語釈I
Oあさまし…情けない、嘆かわしい、見苦しい、落ちぶ

れた、ひどく。 oおうもの…負う者、借金の意味。

0せつく…しきりに催促する、急がせる。 oざらまし

…なかったならば、なかっただろうに。 O中くにい

っそ、かえって。

{現代語訳]

借金が、もし全くないものならば、かえって催促しにく

る人を恨んだりすることはなかっただろうに

[補説]

本歌にある恋のつらさと、借金のつらさを置き換えてい

て、「朝忠j を借金が払えず、奥でみている公家の「あ

さましj い様子に置き換えている。絵には、大福帳と金

袋を持った商人と公家の用人(武士)が真剣そうに話し
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すねのゑせたジのすねとは挿絵のように世間のから関係

を絶って、人との交わりをなくしている様子。ゑせたジ

とは本歌の曽禰好忠の偽者ということとかけてあり、ま

た曽禰好忠は逸話が多いことでも有名だった。すねのゑ

せたジのおかしな行動は曽禰好忠の逸話を真似している

ことともかけてある。(外山 勇希)

をしていて、主人の公家は、奥で成り行きをみている様

子が描かれている。この時代の公家や武士は貧乏らしく、

よく商人が金をとりたてにきたらしい。(新宅 亮太)

うカ込 iまうし

浮ふ法師

いみじきに
き

ういて来にけり

しげれるやどの

人こそくすめ

若もの等47 

よ
E

噌，、刀き

て

ぬ

し
り
い
成

日
公
ず

ん

E
ら

は
出
し

“・

作りづ

は
か
鹿

叫
道
ば
馬

き

の
ベ

身

ふE
し
u

・
あはれとも45 

[本歌】

八重葎しげれる宿のさびしきに人こそ見えね秋は来にけ

り(恵慶法師)

I語釈1
0浮ふ…浮かれる。 oしげれる…男女がむつまじく情

を交わすこと。 oいみじき…にぎやか、うらやましい。

Oくすめ…さえない色を呈す、めだたない存在となる。

ここでは気分がさえない様子。

{現代語訳】

若者逮が女性とうまくやっている様子がにぎやかでうら

やましいので気分がさえないが、(お酒を飲んだり食事

をしているうちに)楽しくなり浮かれてきた。

[補説】

本歌の、訪れる人もいない寂しい様子の「葱慶法師jを、

絵に示されているように、武家二人と法師二人がお酒や

食事をして楽しく浮かれている様子の「浮ふ法師Jに置

き換えている。(中回 百合子)

I本歌】

あはれともいふべき人は思ほえで身のいたづらになりぬ

べきかな(謙徳公)

{語釈1

01堅貧…物惜しみすること。けちで欲深いこと。また、

そのさま。思いやりのないこと。邪険なこと。 oあは

れ…人情、浮世の情、また慈悲の心。 o身…わが身、

自分自身。

[現代語訳]

人情や慈悲の心という道を知らないので、このままわが

身はきっと馬鹿づらになってしまうことでしょうよ。

[補説]

本歌では冷淡になってしまった女性に未練を持ち、恨み

訴えた歌である。それが慈悲の心や人情を知らないけち

の歌に変わっている。挿絵より食器や布団を持っている

哀れな物乞が樫会公の所の来て何かを貰おうとしている

が、樫食公が慈悲の心がないがために棒を持って出て行

けという格好をしている。この絵で慈悲の心がない人は

どれだけけちかという所がうかがえて面白い。(須賀

由起)

みなもとの

源にげゆき
てきて み

敵の手なみに をのが身の

きられて物を

きず いた

疲を痛み48 

三たせゑの唱

え

ぬ

す

た

ら
を

し

り

中

も汁理

人
だ
道

み
皆るたわ

せけん

世間をば46 
二ろ

思ふ比かな我こ』ろかな

Oをのが身…自分

[本歌]

風をいたみ岩うつ波のをのれのみくだけで物を思ふころ

かな(源重之)

{語釈1
0手なみ…うでまえ。

の体。 o比一時分。

【現代語訳】

疲が痛く、散のうでまえにより自分の体が斬られて物思

いをするこのごろであることよ。

I補説】

絵から想像してみると、二人が互いに刀を振り回して戦

しかし、男は敵のうでまえにより庇を負い、

敵に背を向けて逃げ出すという光景が想像

手腕。技量。

ころ。

っている。

そして男は、

{本歌]

由良のとを渡る船人かぢをたえ行衛も知らぬ恋のみちか

な(曽禰好忠)

[語釈1
0すね…拍(す)ねる。すなおに人に従わないで、不平が

ましい態度をとること。 oゑせ・・・似てはいるが本物で

はない、にせものである。 o道理…物事の正しいすじ

みち。また、人として行うべき正しい道。 oたえ…絶

える。縁が切れる。交わりがとだえる o

[現代語訳】

世の中で生活している人々と関係をたって、私のこころ

は道理もしらない。

[補説】
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できる。本歌では、自分が恋する人への想いで砕けてい

る様子を表し、犬百人一首では、庇を負い痛し、から逃げ

ている様子と置き換えられている。(永見 隆志)

み

49 身かきさすり

{本歌]

いた くすりのむのあそん

可 おなか痛み薬呑朝臣
ね よる

寝てのはだかの 夜はひえ
ひる

昼はほえつ』 物をこそおもへ

御垣守衛土のたく火の夜はもえ昼は消えつ』物をこそ思

へ(大中臣能宜)

[語釈1
0戟臣…平安時代、五位以上の貴族男子の姓または名の

下に付けて、敬意を表した語。身分によって付く位置が

違い、三位以上には姓の下に付け、名は記さず、四位・

五位には名の下に付ける oかきさすり…かいたりさ

すったりすること。 oほえる…わめく。 o御垣守…

宮中の諸門を警備する人。衛士。

[現代語訳]

病人は胸から腹まで着物がはだけた裸の状態で寝床にね

ころび、体を掻いたりさすったりしているので、夜は寝

冷えをし、昼は痛くてわめきつつ、病に思い悩む。

【補説I

本歌では、衛士の焚く饗火をつかつて夜は恋しさに胸を

こがし、昼は物思いに沈んでいる心をうまく表現してい

るo 絵を見てみると、着物がはだけた裸の姿で体を掻い

たりさすったりしながら寝床に横になっている朝臣の傍

で、看護の小僧が火を織している。衛士の焚く饗火を小

僧が織している火に置き換え、昼と夜で揺れ動く恋心を

夜は寝冷えをし、昼は痛みに苦しみわめく朝臣の状態に

置き換えている。(福田 康佑)

50 うらぬ時

[本歌]

ものたか

ふりうりの物高
りぷん

ほしからざりし 利分さへ

高くもがなと おもひける哉

君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるか

な(藤原義孝)

[語釈I
O ふりうり…荷物をさげ、声をあげながら売り歩くこ

と。行商人。 o物高・・・勘定高い、けち。 oざり…否

定・打消しの意を表す。 o手IJ分一利益となる分。利得。

もうけ。 oもがな…~があるといいなあ。~であると

いいなあ。

{現代語訳]

売れない時は、売れるのなら利益がなくてもいいと思う

が、いざ売れると(少しでも)高く売れた方がいいなぁ

と思うところだ。

[補説}

本歌では恋が成就するまでは命に換えてでも逢いたい

と思っていたが、いざ成就すると長く生きていたいと顕

うようになった人間の普遍的な心情を歌っている。

絵は、行商人が物を売り歩いている所で、本歌でいう

「命Jを行商人にとっての「利分j と言い換えていると

ころが勘定高い行商人らしい。(矢野 芳香)

きゃく

51 客とだに

【本歌]

どのはら ていしゅ あそん

殿原の亭主かたの朝臣

いへばいふ気の さしつ事
Lる かげん

さしも汁たき もゆる加減を

かくとだにえやはいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆ

る思ひを(藤原実方朝臣)

{語釈1

0殿原…方々 o 殿たち。殿様方。 o亭主…接待する人。

0朝臣…家来。 oだに…~だけでも。 oさしも…

あれほど。そんなにも。

【現代語訳1

客が来たと聞いただけでも口を出す気で指図をする、

んなにも汁のたく火加減まで見なくてもいいのに。

[補説】

そ

本歌では、恋する思いを技巧を駆使して切なく詠んでい

るが、この歌では些細なことにも口を出す主人に対する

召使の切ない思いが詠まれている。絵では、左側で包丁

を持っているのが亭主である。亭主は客が来たので張り

切って料理をしているが、客は奥から亭主が出てこない

ので、碁を打って暇を潰している。(山根 菜摘)

52 はへぬれば

[本歌]

ふじはらのひげ あそん

藤原髭のぶ朝霞

ぬくる物とは しりながら

猶うらめしき 長ほう毛かな

明けぬれば暮るるものとは知りながらなほ恨めしき朝ぼ

らけかな(藤原道信朝臣)

[語釈】

Oぬれ…助動詞『ぬ』の巳然形。※己然形・・・確定条

件を表す。 oば… r~すると j ある事柄に続いて、

次の事柄が起こったことを表す。 oぬくる…抜ける。

Oながら… r~けれども j 逆説的に前後をつなぐ意

を表す oなほ…やはり。 oかな… r~だなあ J
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一一末のひまや
iまん，.. 、く

本腹の54 

{本歌}

忘れじの行く末まではかたければ今日を限りの命ともが

な(儀同三司母)

I語釈】

O医道…医の道・医術。 o三知…道を知るについての

三つのあり方。生まれながらに知る者(全知)・学んで

知る者(学知)・苦しんではじめて知る者(困知 o
本腹…気分がなおること・病気がすっかり良くなること

・全快・全癒。 oすゑ…未来。将来。ゆくすえ。 o
かたければ…むずかしいので。「ばJは未然接続調一原

因・理由を表す。 o灸…漢方療法の一つ。つぼなどの

上にもぐさを置いて燃やし、温熱刺激をあたえ、治療効

果を得るもの。 oかぎり…物事の行きつく上限。最上。

きわみ。 oともがな…「と J(引用の格助詞)と「も

がなJ(願望の終助詞)が合わさった。

【現代語訳】

病気のゆくすえの完治は難しいので、

とする命であるなあ。

{補説]

医道三知祖母とは医道三知という苗字の祖母のことを示

している o

いくら医者の祖母であっても、難しい病気の最後には

灸を頼ってしまうという意味。

絵を見ると、女性が祖母であり、男性は本文には出て

いないが話の聞き役である。祖母からお灸に頼っている

と聞いていると愚痴を聞いているところである。(中西

麻美)

詠嘆の意を表す。 oほう毛…「蓬髪(ほうはっ)Jと

いう言葉を髭に置き換えて使うため、「ほう毛」にした

と思われる。長く伸びて乱ねた髭。

【現代語訳】

髭が生えると、抜けるとは知っているけれども、やはり

恨めしい長い髭だなあ:

[補説]

作者の名が「藤原髭のぶ朝臣J

「髭が伸びる j ことが分かる。

絵を見ると、腰に万、手に“天下一"と書かれた鏡を

持った武士らしき男がいる。男は、鏡で自分の顔を見な

がら髭を撫で、いぶかしい表情をしている。髭が長く、

乱れているので、邪魔なら抜けば良いのだが、それでは

武士としての威厳が損なわれるので、どうしょうかと悩

であることから、男は

んでいる。

本歌では男女の別れが恨めしいと歌っているが、犬百

人一首では髭が伸びて恨めしいとしている。(石井

る香)
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瀧呑は55 

【本歌}

滝の音は絶て久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえ

けれ(大納言公任)

【語釈1
0上戸・-酒の好きな人。また、酒が好きでたくさん飲め

る人。 o瀧呑…一気に酒などを飲むこと。 oたベて

…飲む。食べる oぬれ…完了の助動調「ぬj の巳然

形。 oける…助動詞「けり j の連体形。

[現代語訳】

瀧呑をしてからずいぶん経っているが、酒豪の名が流れ

【本歌}

歎きつつひとり寝る夜の明くる聞はいかに久しきものと

かは知る(右大将道綱母)

{語釈1

0寄うたひ…歌うたうことを専門としていること。 o
道者…遊女のこと。 oなくれ…売れ残り。(仕事がな

かったため、お金が入らなかった。 oあくる日…翌

朝。 oいかに…どんなに。さぞかし。どれほど。 o
気のせく…気が焦ること。 oかは…係助詞「かJに係

助詞「はJの付いたもの。疑問の助詞。

[現代語訳]

遊女に客がつかず、一人で寝た夜の翌朝は、

が焦るものだろうか。

【補説]

左側の女は昨夜売れ残った遊女で、右側の女は昨夜売れ

残った遊女の母である。遊女が一人で寝て起きたところ

母親が焦ってこの歌をうたった。

母親は遊女の収入で生きていると思われるので母親の方

が焦っている様子が伺える。(惣郷 怜子)

どんなに気
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て有名になった。

【補説]

絵を見ると、ちろり(沼を短時間で暖める道具)から、

酒を口に一気に流し込む瀧呑をしている男がいる。過去

に、瀧呑をしてからずいぶん経っていても、周囲が滝呑

を求めはやし立てきので 瀧呑をしなければならない立

場になってしまった金蔵の気持ちが歌われている。もじ

り名が大上戸というだけあって、金蔵はかなりの酒豪で

名が通っていることが分かる。

本歌では、滝の音の名高い評判が流れ伝わっているこ

とを歌っているが、犬百人一首では、酒豪の評判が流れ

伝わっていると置き換えている。(山崎 鮎美)




