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『大江千里集』句題校勘記

柳 川 順 子

はじめに

平安朝時代の私家集『大江千里集』は、漢詩句を掲げてこれを翻案した和歌、いわゆる句題和

歌の最も早い事例としてよく知られている。私は中国の古典文学を専攻するもので、あって、日本

文学については全くの門外漢なのだが、その句題和歌というスタイルが中国の古典詩に依拠して

いること、また作者の大江千里が漢学の家の出であることに興味を惹かれ、数年来、学生たちと

共にこの作品集を読み継いできた。本稿は、この間の成果をもとに、『千里集』の句題部分につい

て校勘を行い、これに若干の覚書を付したものである。本私家集のテキストの問題については、

既に幾つかの優れた先行研究があり、こうした覚書を公にすることは屋下に屋を架するようなも

のではあるのだが、ただ、私なりに補足したいことも多く、敢えて賛言を弄することにした。

『太江干畢集』の諸伝本について

『千里集』のテキストは、次の二系統に大別される。すなわち、現存本のほとんどがそこに属

する流布本系と、そうでない異本系とである。異本系の代表としては、江戸時代の写本である宮

内庁書陵部蔵本『大江千里集j(511-23・桂宮本。以下、書陵部本と称する)があり、金子彦二郎

氏によって校定、活字化されている(1)。他方、流布本系の代表的伝本としては、この系統の本源

近くに位置すると目される伝寂蓮筆本『大江千里集j(以下、仮に寂蓮本と称する)があり、近

年、識中さやか氏によって、諸本との異同を詳細に記した校本が公刊された (2)。本稿における

『千里集』テキストの検討は、この両氏の校本に負うところが大きい。

さて、金子氏は、『千里集』の句題部分について一つ一つその原拠詩を探索し、これとの異同を

検討することによって、句題のより完備した書陵部本を最善本と判断されたので、あったが、この

成果が公刊されて以来、『千里集』研究は、概ね書陵部本に拠るものが主流を占めるようになっ

た(3)。こうした趨勢に対して、橋本不美男氏は、伝本経路の不明な書陵部本に飛びつくことを危

険視し、流布本の原型を確立すべく、藤原定家筆透写本(以下、仮に定家本と称する)を紹介さ

れた (4)。藤中氏の校本は、この流れを受けて出てきた研究成果である。現況としては、今後慎重

に調査を重ねるという条件付きで、書陵部本の優位性がひとまずは認められているといったとこ

ろではないだろうか。

そこで、『千里集』の句題部分について、先達の足取りを辿りつつ、私なりにテキストクリ

ティークを行ってみることにした。句題部分に焦点を絞ったのは、流布本系諸本・書陵部本の二

者に加えて、原拠詩という第三者を校勘材料に加えることができるからである。和歌部分のテキ

ストや歌の配列順などについては、千里自身が存命していない以上、その本来の姿を確定するこ

とは非常に困難だが川、一方、句題部分のテキストについてであれば、千里が基づいた漢詩とい

う物差しが別にあるので、これを基準として、各本の精度や性格を推し測ることが可能である。
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金子氏の研究はまさにこのような観点から行われたもので、あったが、この着眼点の有効性は、

もっと正当に評価されてもよいのではないだろうか。

そこで、本稿における検討対象は、自居易の詩句に基づく句題に限った。白詩こそ、最も多く

の資料を『千里集』校勘のために提供してくれるものだからである。金子氏の綿密なる調査によ

り、『千里集』句題の大部分が自詩に依拠することはもはや常識となっているが、『白氏文集』は、

ここ数十年来そのテキスト研究が大いに進展し川、金子氏の頃に比べると、『千里集』校勘に資

する考察材料は格段に充実している。本稿では、これら先学たちの研究成果に拠りつ

つ、〆那波本を『文集Jの底本として、この他、刊本系では宋本・馬本・ 1王本、抄本系では金沢

本・管見抄本(ただし、該当詩篇がその中に伝存している場合のみ)に当たって、『千里集』句題

との異同を調べた(7)。また、句題に採られた白居易の詩が、北宋初めの総集『文苑英華』や、平

安時代の佳句集である大江維時『千載佳句』・藤原公任『和漢朗詠集ト藤原基俊『新撰朗詠集』

に引かれている場合には、その異同にも言及することにした (8)。言うまでもなくこれらの総集

類は、千里自身が眼にした抄本時代の『文集』について、その面影を非常によく伝える貴重な資

料である。

以下、まず書陵部本の句題を提示した上で、流布本系テキストである寂蓮本・定家本の句題、

及び『文集』諸本、総集類に引かれた白詩句との異聞を記していくことにする。駄目押しをすれ

ば、この作業は、白居易詩という第三者を媒介として、書陵部本と流布本系というこつの系統の

『千里集Jテキストについて、それぞれの性格やテキストとしての質の良し悪しを見極めようと

するものである。なお、千里詠は非常に直訳的であるため、これが句題の本来の姿を示唆してく

れる場合がある。こうしたことも、必要に応じて随時考察材料に加えたい。

『大江干星集』句題校勘記

002 錆声誘引来花下

寂蓮本、同じ。定家本、この一首を脱す。『文集』巻18r春江J(1159)の諸刊本、管見抄本、

及び『千載佳句』遊放部・春遊 (853)、『和漢朗詠集j春・鴛 (67)、全て異同無し。

003 像閑何処無良春

「良」の字、寂蓮本・定家本は「尋」に作る。正しい。この一句、『文集』巻20r歳偲内命酒、

贈周判官・斎協律J(1387)は「倫閑何処共尋春」に作る。「共jの字、『千里集』句題が両系統

とも「無」に作るのは、草体の類似による誤写である。千里詠に「ともに尋ねん」とあること

から見ても、本来は「共尋春Jに作っていたと判断される。書陵部本・流布本系の双方が誤っ

ていることから推すに、「共」が「無Jに誤写されたのは、『千里集』が様々に枝分かれする以

前、その流伝のごく初期においてではなかっただろうか。なお、定家本は、この句題を「像閑

所無不尋春Jに作る。漢詩の句型を無視した甚だしい改憲である。

004 花枝馨処欲分々

寂蓮本、「馨」を「挙」に作る。形近による誤写。定家本、「処Jを「所」に作る。おそらくは

写し手が「処」を「ところJと訓じ、これを「所」の字に作り為したのだろう。この本では、

「処」は全て「所」に作る。また流布本系の二本、下三字を「芳粉々Jfこ作る。「欲」を「芳J

に作るのは、千里詠にいう「にほひあかずもおもほゆるかなJに引かれて誤ったのかもしれな

い。『文集j巻13r花下自勧酒J(0703)、刊本系はいずれも「花枝看即落紛紛」に作るが、抄本
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系資料である管見抄本、及び『千載佳句j草木部・花宴 (676)は「花枝主義処欲紛々Jに作る。

とすると、千里が自にした抄本『文集jも「花枝筆処欲紛々」に作っていたと見てよいだろう。

書陵部本は、平安時代に行われた抄本『文集』の姿をよく伝えている。

005 不見洛陽花

寂蓮本・定家本、「陽」を「帰」に誤る。寂蓮本、「花」を「華」に作る。『文集j巻58r恨去

年J(2813)は書陵部本に同じ。

006 晩帰多是省花廻

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻58r早出晩帰J(2814)、『千載佳句j遊放部・遊宴 (847)は

「省Jを「看Jに作る。『千里集』句題が両系統とも「省Jに作るのは形近による誤写。

007 緑糸条弱不勝鷺

「糸(称)Jの字、寂蓮本は「竹Jに作り、定家本は「柳Jに作る。いずれも形近による誤写。

『文集』巻64r楊柳枝調八首(其三)J (3140)、『千載佳句』草木部・柳 (608)は書陵部本に閉

じ。

012 老眼前花暗

寂蓮本・定家本、「前花Jを「花前Jに作る。『文集』巻58r無夢J(2831)の諸刊本、管見抄本

は流布本系に同じ。

013 歳時春尚少

「尚」の字、寂蓮本・定家本は「猶Jに作る。『文集』巻16r晩春登大雲寺南楼、贈常禅師」

(0921)の諸刊本、管見抄本はこれをほ」に作る。この句が「世界苦人多Jと対を為すこと

から考えて、ここは本来「日Jに作っていたと見るのが妥当である。推測するに、『千里集』は

流伝の比較的早い段階で「日Jを「尚j に誤ったのではないか。そして、それをそのまま襲っ

たのが書陵部本であり、他方これを「なほ」と訓じつつ「猶Jと誤写したのが流布本系ではな

かっただろうか。

014 花下忘帰国美景

寂蓮本、同じ。定家本は「美Jを「花」に誤る。『文集j巻13r酬吾子宮子大見贈J(0616)、『千載

佳句』宴喜部・春宴 (695)、『和漢朗詠集j春・春輿(18)は書陵部本・寂蓮本に同じ。

015 送春争得不感鞍

「争Jの字、寂蓮本・定家本、及び『千載佳句』四時部・送春 (113)は「那」に作り、『文集』

巻17r湾陽春三首(其三)・春去J(1022)の諸刊本、金沢本、及び『新撰朗詠集j春・三月尽

(45)は「争Jに作る。意味には違いは無いが、書陵部本と流布本系と、系統が異なることを

明示する事例である。なお、刊本系『文集』は「患敷」を「股勤Jに作る。音義に違いはない。

017 両処春光同日尽

寂蓮本、閉じ。定家本、「処」を「所」に作る。『文集』巻14r酬和元九東川路詩十二首(其卜

ー)・望駅台J(0767)、馬本は「光」を「風Jに作る。その他の刊本は書陵部本・寂蓮本に同

じ。

018 春翁易酒悲

寂蓮本・定家本、「易酒Jを「酒易Jに作る。『文集』巻66r残春詠慎、贈楊慕巣侍郎J(3261)、

那波本は「春風酒易悲Jに作り、宋本・罵本・証本は書陵部本に同じ。この詩、抄本系『文集』

や総集類には伝存していないが、千里詠に「はるばるにあひでおいぬる身j とあることから推

測して、彼が自にした抄本『文集jは、「春翁」に作る系統のテキストであった可能性が高い。

73 



74 

柳川順子

流布本系が「酒易」と乙するのは、あるいは文意を通じやすくするための改変であったかもし

れない。

020 慣懐春光留不得

「光Jの字、寂蓮本・定家本は「帰Jに作る。正しい。『文集』巻13r三月三十日、題慈恩寺J

(0631)の諸刊本、管見抄本、及び『千載佳句』四時部・送春 (115)、『和漢朗詠集』春・三月

尽 (52)、いずれとも「帰j に作る。また一方、流布本系は「留不得」の三字を「不留得」に誤

る。ひそかに思うに、口語的ニュアンスのある「留不得」に違和感を覚えた写し手が、これを

見誤り、誤写したのではないだろうか。

021 唯残半日春

寂蓮本・定家本、「唯Jの上に「一歳」のニ字あり。書陵部本は脱す。『文集』巻臼「三月晦日、

日(馬本、日の字無し)晩聞鳥声J(3131)、及び『千載佳句』四時部・送春 (114)は流布本系

に同じ。

022 春条長是夏陰成

「是」の字、寂蓮本・定家本は「定」に作り、『文集』巻20r樟亭双桜樹J(1370)は「足」に

作る。書陵部本の「是」は、草体の類似による「足Jの誤写であろう。流布本系の「定Jも形

近による誤写か。また流布本系、「成Jを「盛」に作る。『文集』は書陵部本に同じ。

025 鷺多過春語

寂蓮本・定家本、同じ。ただし、寂蓮本には、校合した或本にこの歌が無かったことを注記す

る(臓中氏校本の指摘に拠る)0r文集』巻53r病中書事J(2339)、異同無し。

026 蝉不待秋鳴

寂蓮本・定家本、同じ。既出の「病中書事J(2339)、異同無し。

028 鴛語渋漸稀

寂蓮本、「語渋Jを「語々」に誤る。定家本は「鴛語漸稀」に作る。おそらくは、その祖本が寂

蓮本と同様に「鴛語々漸稀」に作っていたところ、「々Jを落として誤写したのだろう。『文集』

巻16r春末夏初、閑遊江郭二首(其二)J (0935)はこの一句を「鴛声渋漸稀j に作る。『千里

集』は両系統とも「声」を「語Jに作るが、ここは「柳影繁初合」と対句を為すので、平灰の

上からは「声」に作るのが正しい。千里詠に「鴛はときならねばや鳴く声の」とあることから

も、『千里集』句題も本来は f声」に作っていた可能性が高いと判断される。

032 鳥思残花枝

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻 5r首夏同諸校正遊開元観、因宿翫月J(0178)、那波本・馬

本・証本は「思」を「恋j に作る。宋本は『千里集』句題に同じ。

033 月照平砂夏夜霜

寂蓮本・定家本、同じ。『文集J巻20r江楼タ望招客J(1374)の諸刊本、管見抄本、及び『千

載佳句』四時部・夏夜(130)、『和漢朗詠集』夏・夏夜 (150)は「砂」を「沙」に作る。「沙J

は「砂」の本字。

034 但能心静即身涼

寂蓮本・定家本、同じ。『文集J巻15r苦熱、題恒寂師禅室J(0852)、及び『千載佳句』四時

部・避暑(133)、『和漢朗詠集』夏・納涼(161)、全て異同無し。

035 澗路甚清涼

寂蓮本・定家本、「澗j の上に「潤」の字を街す。『文集』巻64r早夏遊平泉週 (9)J (3132)は
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書陵部本に同じ。なお、『夫木和歌抄』夏部三・納涼 (3673)に引く千里詠句題は「涼jを「湛J

に誤る。

037 秋霜似費年空長

寂蓮本・定家本、「似費」を「嶺似」に作る。『文集』巻13r和談校書、秋夜感慎、呈朝中親友J

(0617)は書陵部本に同じ。

038 秋来転覚此身衰

寂蓮本・定家本、「転覚Jを「只識Jfこ、「衰」を「哀Jに作る。『文集j巻19r新秋早起、有懐

元少安J(1243)の諸刊本、管見抄本は書陵部本に同じ。流布本系の異聞は、千里詠にいう「我

が身こそかなしきものとJ云々に引かれての改憲ではないだろうか。

039 霜草欲枯虫怨苦

寂蓮本・定家本、「欲」を「多」に誤り、「怨苦j を「恩忽Jに作る。この一句、『文集』巻66

「答夢得秋庭独坐見贈J(3287)、及び『千載佳句』四時部・暮秋 (202)は「霜草欲枯虫恩急」

に作る。流布本が f思忽」に作るのは「思急」の誤写だろう。一方、『千載佳句jの異本(金子

氏校本に指摘)、及び『和漢朗詠集』秋・虫 (328)は、この二字を「思苦」に作る。書陵部本

が「怨苦」に作るのは「息苦」の誤りか。なお、『夫木和歌抄』秋部五・虫に引く千里詠 (5584)

の句題は「怨忽Jに作る。

040 今宵織女渡天河

寂蓮本・定家本、閉じ。金子氏の指摘するとおり、この句は現存する刊本系『文集』には見え

ず、『新撰朗詠集j秋・七夕 (194)に、白居易の詩句として「今宵織女渡天河、膳月微雲ー似

羅Jと引かれている。

041 心緒逢秋ー似灰

寂蓮本・定家本、「緒j を「情」に誤る。『文集』巻16r百花亭晩望夜帰」 ω949)は書陵部本に

同じ。

042 秋悲不至貴人心

寂蓮本・定家本、及び『夫木和歌抄』秋部四・秋雑 (5550)に引く千里詠句題、「至」を『到」

に作る。『文集』巻68r早入皇城、贈王留守僕射J(3471)、及び『千載佳句j四時部・秋興

(162)、『和漢朗詠集』秋・落葉 (308)もみな「到」に作る。また「秋悲Jのニ字、刊本系

『文集』はいずれとも「悲愁Jに作る一方、『千載佳句Jr和漢朗詠集』は「秋悲j に作り、金

沢本『文集』も「秋悲」に作って「悲愁摺本」と注記する。とすると、千里本人が自にした

抄本系『文集』は「秋悲」に作っていたと見て間違いないだろう。

043 樹葉霜紅日

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻臼 f答夢得秋日:書懐見寄J(3097)、異同無し。

044 斎条秋思苦

寂蓮本・定家本、閉じ。『文集』巻13r社日開路作J(0654)は、諸刊本とも「思」を「興」に

作る。この句は「漸近二毛年」と対句を構成し、潜岳「秋興賦J(r文選』巻13)にいう「晋十

有四年、余春秋三十有二、始見二毛Jを踏まえること(10)、及び「毛Jとの平灰のバランスとい

う観点から、本来は「興」に作っていたと見るのが妥当である。

045 悲秋藤命老

寂蓮本・定家本、「悲秋々多老」に誤る。既出の「答夢得秋日書懐見寄J(3097)は「悲愁縁欲

老Jに作る。流布本系が「欲」を「多」に誤写している事例は039にも見えた。ここは「悲愁縁
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欲老、老過却無悲(悲愁は老いんと欲するに縁る。老い過ぎなば却って悲しみ無からん)Jとい

う文脈を為しているので、書陵部本が末尾のニ字を「命老Jに作るのも誤りである。また、初

めの二字、『千里集』句題が両系統とも「悲秋」に作るのは、これもまた原拠詩の文脈から見て

明らかな誤りである。おそらく、『千里集』流伝の比較的早い段階で、千里詠にいう「すぎて行

く秋のかなしとみえつるはJに引かれて誤ったのではないだろうか。あるいは、千里自身が

f悲愁j を「悲秋Jと見誤った可能性も否定できない。なお、『夫木和歌抄』秋部四・秋雑

(5551)に引く千里詠句題は、「悲秋l!Yp歎老」に作る。

046 紅樹欲無蝉

寂蓮本・定家本、「紅樹蝉鳴Jに誤る。既出の「社日関路作J(0654)、書陵部本に閉じ。

047 暗秋脚々虫

流布本系、句題なし。『文集』巻15r江夜舟行J(0873)、書陵部本に同じ。

053 鳥棲紅葉樹

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻14r秋思J(0752)の諸刊本、金沢本、管見抄本、全て異同

無し。

054 秋雁過尽無書至

「至jの字、寂蓮本・定家本は「到」に作る。『文集』巻14r寄上大兄J(0775)、諸刊本は「秋

鴻過尽無書信」に作り、金沢本は「秋鴻過尽無書至Jに作って「信摺本Jと注記する。とす

ると、千里が自にした抄本『文集』は、「至Jに作っていたとみでほぼ間違いないだろう。

055 寒鴻飛急覚秋深

寂蓮本、「鴻Jを「雁」に誤る。また流布本系はいずれとも「急」以下の四字を脱す。この一

句、『文集』巻14r晩秋夜J(0742)の諸刊本、及び金沢本は「塞鴻飛急覚秋尽」に作る。『千里

集jが両系統とも「塞」を「寒j に作るのは形近による誤写。また、書陵部本が f尽j を「深」

に作るのは、写し手が意を以て改めたか。

057 迎春先有好風光

寂蓮本・定家本、「春Jを「冬」に改憲し (11)、「先Jを「光j に誤写し、また句末の「光」の字

を脱す。『文集』巻20r鵬後歳前遇景詠意J(1339)、及び『千載佳句』四時部・早春 (11)は書

陵部本に同じ。

059 一年冬至夜偏長

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻18r冬至夜J(1147)の諸刊本、管見抄本、及び『千載佳句j

四時部・冬至 (223)、全て異同無し。

060 新愁多待夜長来

寂蓮本・定家本、同じ。「待」の字、『文集』巻17r歳暮J(1053)の諸刊本は「是Jに作る。金

沢本、管見抄本は『千里集』句題に同じ。『文苑英華』巻158は「是」に作り「集作待」と注記

する。してみると、千里が自にした抄本『文集』も「待Jに作っていたと見て間違いないだろ

フ。

061 心灰不及炉中火

寂蓮本・定家本、「及」を「改」に作る。草体の類似による誤写であろう。既出の「冬至夜J

(1147)、及び『千載佳句』四時部・冬輿 (216)、『新撰朗詠集』冬・炉火 (342)は書陵部本に

同じ。

062 費雪多於硯下霜
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寂蓮本、同じ。定家本は「賓」を「髪」に作る。形近による誤写。 061に既出の「冬至夜J

(1147)、及び『千載佳句』、『新撰朗詠集jは書陵部本・寂蓮本に同じ。

063 十分一重暖於人

寂蓮本、同じ。定家本は誤って「蓋Jを「斐旦」の二字に作る。『文集J巻56r戯答皇甫監J

(2709)、諸刊本いずれとも「暖」を「嬢」に作る。「暖」は「媛」と音義通ず。なお、『夫木和

歌抄J雑部十四・酒(15053)に引く千里詠句題は「蓋Jを「杯」に作る。これも意味に違いは

無い。

064 老眠早覚常残夜

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻58r睡覚J(2911)の諸刊本、及び『千載佳句』人事部・老

病 (547)、『和漢朗詠集』老人 (724)、異同無し。管見抄本は「夜Jの字を脱す。

065 霜軽未殺蓑々草

寂蓮本・定家本、「霜軽」を「霜々Jに誤る。『文集』巻20r早冬J(1386)、『千載佳句』四時

部・初冬 (213)、『新撰朗詠集』冬・初冬 (332)は書陵部本に同じ。なお、『夫木和歌抄』秋部

玉・秋霜 (5813) に引く千里詠句題は「殺Jを「敷」に作る。草体の類似と文脈の近似とから

誤ったのだろう。

066 年々只是人空老

寂蓮本、同じ。定家本、「々j を脱す。『文集J巻20r与諸客携酒、尋去年梅花、有感J(1388) 

の諸刊本は書陵部本・寂蓮本に同じ。管見抄本は「是Jを「見」に誤る。

067 抱膝灯前影伴身

流布本系、句題なし。『文集』巻13r甘1)郡冬至夜恩家 (2)J (0660)、那波本のみは「伴Jを「対」

に作る。

068 長年都不惜光陰

寂蓮本・定家本、「都」を「老Jに誤る(日)0 r文集』巻15r歳暮道情二首(其一)J (0898)の諸

刊本、及び管見抄本は書陵部本に同じ。

069 風翻白浪花千片

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻20r江楼晩眺、景物鮮奇、吟翫成篇、寄水部張員外J(1378)、

『千載佳句J遊放部・眺望 (872)、『和漢朗詠集』眺望 (624)、全て異同無し。

070 月照波心一頼珠

寂蓮本・定家本、「頼」を「影」に作る。草体の類似による誤写。『文集』巻53r春題湖上」

(2331)、及び『千載佳句』地理部・山水 (320)は、「照」を「点」に作る。この句は「松排山

面千重翠」と対句を為すが、「排」とのバランスから見ても「点」に作るのが正しい。『千里集』

句題が両系統とも「照Jに誤っているのは、「点(勲)J との草体の類似、及び千里詠にいう

「てる月Jに引かれたためだろう (14)。なお、『夫木和歌抄』秋部四・月 (5128) に引く千里詠

句題は、「点」を「照」に作る他、「波」を「何Jに、「珠Jを「殊」に誤写し、「頼Jを「点」

に誤る。

072 不明不暗躍々月

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻14r嘉陵夜有懐二首(其二)J (0765)の諸刊本、「暗Jを

「闇」に作る。「暗」は「闇」と音義通ず。また、馬本・ 1王本は「膳膿Jを「藤膳j に誤る。金

沢本、及び『千載佳句』四時部・春夜 (83)、『新撰朗詠集』春・春夜 (23) は『千里集』句題

に同じ。『新古今和歌集』春歌上 (55) に引く千里詠句題も同じ。
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074 清景難逢宜愛情

寂蓮本・定家本、「宜J以下の三字を脱す。『文集』巻65r八月十五日夜、同諸客翫月J(3182) 

は書陵部本に同じ。

076 非暖非寒漫々風

寂蓮本・定家本、同じ。既出の「嘉陵夜有懐ニ首(其二)J (0765)、和刻本(馬本系)は両「非」

字を「不j に作る。また諸刊本及び金沢本は「漫Jを「慢」に作り、金沢本には f漫」に作る

異本のあったことを注記する。「漫」は「慢」と音義通ず。『千載佳句j、『新撰朗詠集』は『千

里集』句題に同じ。

077 風景属閑人

「景属閑」の三字、寂蓮本は「索属同Jに作り、定家本は「索属間」に作る。いずれも形近に

よる誤写。『文集j巻66r春尽日天津橋酔吟、偶呈李安侍郎J(3263)は書陵部本に同じ。

079 可憐春風老

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻20r清明日、観妓舞、聴客詩J(1360)は、「憐j を「惜」に

作る。千里詠に「をしみてもとめまほしきをJとあることから考えると、本来『千里集』句題

も「惜」に作っていた可能性が高い。「可憐」だと、むしろ「あはれj である。

080 山色初明水色新

寂蓮本・定家本、「色」を「雲」に、「明j を「晴」に作る。おそらくは、千里詠にいう「くも

もなく JrはれゆけばJに引かれての改寵だろう。『文集』巻16r庚楼暁望J(0911)は書陵部本

に閉じ。

081 猶愛雲泉多在山

寂蓮本・定家本、「泉」を「客」に誤る。『文集』巻13r遊仙遊山J(0663)、及び『千載佳匂』

遊放部・遊山 (867)は書陵部本に同じ(15)。

083 泉落青山出自雲

寂蓮本・定家本、「泉」を「水」に作る。千里詠にいう「ゆく水のJに引かれて誤ったのだろ

う。『文集』巻17r題章家泉池J(1029)の諸刊本、及び金沢本は書陵部本に同じ。

084 遥見人家花使入

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻66r(尋春題諸家園林)又題ー絶J(3244)、『千載佳句』草木

部・雑花 (664)、『和漢朗詠集』春・花 (115)、全て異同無し。

085 可憐幽静地

寂蓮本・定家本、「幽j を「悲Jに作る。『文集j巻16r遊宝称寺J(0925)は書陵部本に同じ。

086 採下水頭無日猷

寂蓮本、「井下水上(藤中氏校本に拠ると、「上Jの字の横に「頭j と注記あり)無秋日Jに作

り、定家本は「井下水無秋日Jに作る。おそらく定家本の祖本は寂蓮本テキストと同じ文字列

に作っており、その中の「上」の字を脱したのが定家本ではないか。『文集』巻57r池上即事」

(2735)は「林下水辺無献日j に作る。書陵部本の「採」、流布本系の「井」は、「林」の誤写

だろう。特に「井j は「林」の草体によく似ている。流布本系が「猷Jを「秋JIこ作るのも、

草体の類似による誤写。なお、書陵部本は末のニ字を倒錯している。

087 欲倫風景暫遊春

寂蓮本、「景」を「索」に、「暫」を f繋Jに作る。いずれも形近による誤写。定家本は、この

二字、字体不明瞭。『文集』巻66r令公南荘、花柳正盛、欲像ー賞、先寄二篇(其二)J (3308) 



『大江千墨集j句題校勘記

は書陵部本に同じ。

088 長作独遊人

寂蓮本・定家本、「長」の下に「歳」の字を桁す。『文集』巻64r微之・敦詩・晦叔相次長逝、

麗然自傷、因成二絶(其ー)J (3078)は書陵部本に同じ。

095 悠悠一別己三年

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻18r三年JjIjJ(1206)、異同無し。

102 万里経年別

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻13r除夜寄弟妹J(0681)、異同無し。

105 自静心其延寿命

寂蓮本・定家本、「心其」を「其心j に作る。正しい。『文集』巻57r不出門J(2749)の諸刊

本、管見抄本、及び『千載佳句J人事部・閑意 (466)は流布本系に同じ。

106 心更老於身

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻14r答友問J(0792)の諸刊本、金沢本、管見抄本、全て異

同無し。

107 心似雲木浮水上

流布本系、句題無し。『文集j巻65r詠懐J(3232)の諸刊本、金沢本、管見抄本は f心似虚舟

浮水上Jに作る。書陵部本が「虚舟」を「雲木」に作るのは、草体の類似、及び千里詠にいう

「あまのうき木」に引かれての誤写だろう。ちなみに『夫木和歌抄』木に引く千里詠(13691)

の句題は、このニ字を「霊木」に作る。「霊」もまた「虚Jr雲Jと草体がよく倒ている。

108 何独朝々暮々閑

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻13r長安閑居J(0665)の諸刊本、管見抄本、異同無し。

109 浮生短於夢

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻18r野行J(1162)の諸刊本、管見抄本、異同無し。

110 憂喜皆心灰

寂蓮本・定家本、同じ。『文集』巻18r感春J(1158)は、諸刊本いずれとも「灰Jを「火Jに

作る。この句は「栄枯是眼塵」と対句を為すが、「眼塵Jとのバランスから見て、『文集jは本

来「心火」に作っていたと見るのが妥当であろう。『千里集』句題が「心灰」に作るのは、字形

の類似、もしくは千里詠にいう「こころのはひJに引かれての誤写かもしれない。あるいはま

た、千里自身の自に「心火」が「心灰j と映じていた可能性もないではない(16)。

111 自覚浮雲無所着

『文集』巻17r答元八郎中、楊十二博士J(1067)は、諸刊本、金沢本、管見抄本のいずれもが

「自」を「身」に作る。ここは「心同止水有何情」と対句を為すので、「心Jに対しては「身J

に作るのがよい(7)。書陵部本がこの字を「自Jに作るのは、「自覚」という熟した語に影響さ

れて誤ったのかもしれない。千里詠に「我が身をばJということから見て、本来は『千里集』

句題も「身」に作っていた可能性が高い。また、寂蓮本・定家本は「覚Jを「遠」に作り、定

家本は「所Jを「名」に作る。みな誤り。これでは文意が通じない。

112 幻世春(去イ)来夢

寂蓮本・定家本は、書陵部本に注記する異本と同じく「春Jを「去」に作る。『文集』巻57r想、
東遊五十韻、井序J(2717)の諸刊本、管見抄本は書陵部本に同じ。

113 浮生水上温
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寂蓮本・定家本、同じ。既出の「想、東遊五十韻、井序J(2717)の諸刊本、管見抄本、異同無

し。

116 夢中歓楽又勝然(縁愁イ)

『文集』巻54r城上夜宴J(2469)は、諾刊本、金沢本、管見抄本いずれとも「夢中歓笑亦勝

愁Jに作る。とすると、千里が目にした平安時代の抄本『文集』もまた、このように作ってい

た可能性が高い。寂蓮本は f歓」を「観j に作る。形近による誤写。「笑Jの字、書陵部本・流

布本系ともに「楽Jに作るのは意を以て改めたか。また、寂蓮本・定家本、末尾の二字を、書

陵部本に注記する異本と閉じく「藤愁」に作る。書陵部本が「愁Jを「然Jに作るのは、草体

の類似による誤写だろう。また、『千里集』句題は両系統とも「亦Jを f又Jに作るが、「又

(かさねて)J としたのでは文意が通らない。この誤りは、「亦」を「また」と訓じつつ「又」

と誤写したものではないだろうか。

句題の異聞から見た『干里集』伝本の系譜

以上の校勘を通じてまず気づかされるのは、『千里集』の句題部分は全体として、原拠詩との講

離がそれほど大きくないということである。具体的に言えば、 025、026、033、034、043、053、

059、064、069、084，095、102、106、108、109、113の句題では、書陵部本・流布本系・白居易

詩の三者の聞に全く異聞が認められない。また、 014，017， 062、063、066の句題は、定家本に

若干の異同があるものの、大局的には先ほどの句題と同様、書陵部本・流布本系ともに白詩に一

致する事例と見なすことができるだろう。こうしてみると、現存する『千里集』の句題部分は、

書陵部本と流布本系とを問わず、原拠詩の原形を割合よく伝えていると言えそうである。この

点、諸本の聞で様々な食い違いを見せる和歌部分とは対照的である。おそらく、句題部分は舶来

のものであるが故に、これを勝手に書き替えることは樺られたのではないか。これに対して和歌

の方は、ある程度のアレンジが写し手の裁量に任せられるといったこともあったのかもしれな

い。いずれにせよ、『千里集』の句題部分は、基本的に、原拠詩のテキストに一致する傾向が認め

られると言えよう。

このことを更に鮮明に表しているのが、 004、042、054，060、072の句題である。ここでは、刊

本系『文集jと抄本系の白詩文献との間に異聞があり (8)、『千里集』は抄本系白詩文献の方に一

致している。『文集』の摺本が初めて日本にもたらされたのは、『千里集』の成立よりも百年ほど

遅れる11世紀初めのことで、あったから (9)、千里が目にしたのは言うまでもなく抄本の『文集』

だったわけだが、その彼自身が目にしたテキストが、書陵部本と流布本系とを間わず、現存する

『千里集』句題の中に案外よく保存されているのである。このことは、千里自身、その句題の原

拠詩をかなり正確に写し取っていたらしいこと、そして『千里集』を書写した後世の人々は、そ

の句題部分を刊本『文集』と校勘したりすることなく、そのまま律儀にこれを伝写しているとい

うことを物語っているだろう。そうだとすると、現存する抄本系の白詩文献に、千里の声を代弁

させるということも可能かもしれない。

『千里集』の原本は、今はもう失われて目にすることができない。しかし、基本的傾向とし

て、千里が原拠詩を正確に書き記そうとしていたことは上述のとおりである。だとすると、千里

が基づいた原拠詩を通じて、『千里集』句題の原形を描き出すことは可能だろう。千里詠が多く

基づいた白居易詩については、干rJ本系・抄本系ともに豊富な資料カ、据わっており、彼が実際に目
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にした抄本系『文集』のテキストは、比較的容易にこれを推定することができる。とすると、こ

れに拠って『千里集j原本の句題に遡及することができる。そして、そのようにして推定したオ

リジナノレテキストを基準として、そこからどのように事離しているか、その誤り方の様相から、

『千里集』諸本の性格や精度、その相互関係などを推し測ることができるのではないか。

このような視角から『千里集』句題を検討してみたところ、まず明らかになったのは書陵部本

の圧倒的優位性である。書陵部本が白居易詩を概ねよく踏襲しているのに対して、一方の流布本

系テキストには誤字・脱字の類が非常に目立つ。たとえば、 035、088の街字、 046、055、057、

074の脱字・錯乱はその最も甚だしい例であろうし、また、 007，041、083などに見える誤字はま

あ許容範囲だとしても、 005、037、061、065、068、077、08L087、及び028の「渋」、 111の

「覚j、116の「勝」における誤りは、句題の文脈や情趣を十分に把握していないために生じたも

のと思われる。更に、 057の「迎冬」、 004の「芳紛々 」、 020の「不留得」、 038の「只識Jr哀」、
112の「去来Jのように、写し手による改震が疑われる異同も少なくない。流布本系テキストは、

句題部分においてさえこれだけの改変が施されているのだから、まして和歌部分には、更に大胆

な「推敵」の手が加わっている可能性もあるだろう。一方、原拠詩に多く一致する書陵部本は、

非常に丁寧に書写され伝えられた良質のテキストであるように看取される。

とはいえ、流布本系の方が優れている場合ももちろんあるのであって、たとえば003の「尋」、

020の「帰」、 116の「愁」は、明らかに流布本系の方が正しいと判断される事例であるし、また、

012， 021、105では書陵部本テキストの方に錯乱が認められる。ただ、このような事例はごく少数

であり、それに、こうした少量の不純物を抱え込でいるということは、書陵部本のテキストとし

ての信濃性を、むしろより高めることにさえなるかもしれない。というのは、書陵部本における

句題完備が、もし後人の手によって整えられた結果なのだとすれば、このように自然な綻び方は

しないだろうと思われるからである。

このように見てくると、書陵部本テキストの方が圧倒的に『千里集』原本に近いと推定される

のだが、それでは、書陵部本と流布本系諸本とはどのような関係にあるのだろうか。既に見たと

おり、書陵部本は原拠詩である白詩ととてもよく一致する。だがその一方で、たとえば、 003の

「無J、006の「省」、 028の「語」、 044の f思」、 045の「悲秋」、 055の「寒J、070の「照」、 079の

「憐」、 110の「灰」、 111の「自J、116の「楽Jr又」のように、書陵部本と流布本系とが共に同じ

誤りを犯している事例も少なからず認められる。思うに、これらの誤りは、おそらく『千里集』

流伝のかなり早い段階で生じ、それが後続の諸本に引き継がれたものだろう。こうしたことから

考えるに、現存する『千里集』の二つの系統は、ある時点までは同ーの流れの中にあったという

ことが言えるのではないだろうか。更に、 013に見える異聞は、書陵部本の方がより原本に近い

系統に属しており、その本流から派生して出てきたものが流布本系諸本であったという可能性を

強く示唆している。もっとも、 086、022、045などのように、両系統がそれぞ、れ別個に誤っている

ような事例もあるので、単純に書陵部本が本流、流布本系が支流と決め付けるわけにはいかない

のだが。おそらく書陵部本は、原本に非常に近い系統の流れを汲む末商といった位置にあるので

はないだろうか。

なお、ともに流布本系に属する定家本と寂蓮本との関係については、 028、086における両者の

異聞から、定家本は寂蓮本の流れをかなり直接的に受け継いでいるように看取される。ここでの

定家本の誤りは、一旦寂蓮本のテキストを経由していないと生じ難いものだろうからである。推

測するに、寂蓮本と定家本とは一本の線で繋がっているか、もしくは、祖本を共有しながらも、
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寂蓮本はその祖本を比較的忠実に再現し、一方定家本はこれをやや粗雑に継承したというのでは

ないだろうか。定家本の粗雑さは、たとえば、 003、063、066に見えるこの本独自の誤りからも窺

われるところである。

以上を要するに、書陵部本は『千里集』の原本に近いテキストを伝える本流の末商であり、流

布本系はその本流から派生して出てきた支流であると推定されよう。書陵部本は、寂蓮や定家の

名を戴く流布本とは異なって、確かにその素姓は明らかでない。しかし、句題部分の異聞を検討

した結果、流布本とは源流を閉じくしながら、しかもテキストの乱れの比較的少ない、より本来

の姿に近い善本であると判断することができるように思う。

付記

本稿は、平成14年度県立広島女子大学特定研究事業「中古日本における漢籍受容の基礎的研究J

による研究成果の一部である。

建:

(1) 金子彦二郎『平安時代文学と自民文集:句題和歌・千載佳句研究篇(増補版)J(培風館、

1955年。初版は1943年)所収。

(2 ) 識中さやか『題詠に関する本文の研究:大江千里集・和歌一字抄J(おうふう、 2000年 1

月)所収。

(3) W新編国歌大観』も書陵部本を底本としている。なお、本稿に引く和歌の作品番号は全て

これに拠る。

(4 ) 橋本不美男「流布本『大江千里集J(句題和歌)の原型についてJ(W王朝和歌:資料と論

考』笠間書院、 1992年。初出は『季刊リポート笠間』創刊号、 1971年)。なお、橋本論文に紹

介された定家筆透写本は『国立歴史民俗博物館蔵貴重典籍叢書・文学篇・第7巻(私家集

ー)J(臨川書庖、 2001年)に影印本が収められている。

( 5 ) 識中さやか「現存二系統本成立に関する一試論J(前掲書所収。初出は『甲南国文』第37

号、 1990年3月)は、『赤人集』の歌の排列順に着目して、書陵部本『千里集』における後人

の歌順操作を疑っている。周知のとおり、 1110年以前の書写と目される西本願寺本『赤人

集』は、その前半部分が『千里集』所収歌と概ね一致し、平安時代に行われた『千里集』の

姿を推測する上で非常に有益な資料であるが、議中論文は、この『赤人集』における歌の排

列が流布本系『千里集』のそれとよく一致することを指摘し、一方書陵部本のそれには作為

が読み取れると論ずる。傾聴すべき卓論だと思うが、ただ、平安時代に存在した『千里集J
は、必ずしも『赤人集』に紛れ込んだ一群のテキストばかりではあるまい。たまたま今に伝

わらなかったテキストもあるだろうことを考慮に入れると、一概に藤中論文のようには言い

切れないのではないかと愚考する。

( 6) その主要な成果として、若房英樹『白氏文集の批判的研究J(葉文堂書庖、 1960年)、平岡

武夫・今井清『白氏文集J(京都大学人文科学研究所、 1971-1973年)、太田次男・小林芳規

『神田本白氏文集の研究J(勉誠社、 1982年)、太田次男『旧紗本を中心とする白氏文集本文

の研究J(勉誠社、 1997年)、岡村繁 rW白氏文集』の旧紗本と!日刊本J(f東方学会創立五十周
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年記念東方学論集』、 1997年)などが挙げられる。なお、白詩に付する作品番号は、花房前掲

書所収「綜合作品表」に拠るものである。

(7) 実際に当たったテキストは次のとおり。刊本系として、那波本は平岡武夫・今井清『自民

文集歌詩索引J(同朋舎、 1989年)所収陽明文庫蔵本、宋本は南宋紹興年間刊本の影印本『白

氏長慶集J(喜文印書館、 1971年)、馬本は、これを底本とする『和刻本漢詩集成・唐詩・第

9・10輯』所収『白氏長慶集』、及び朱金城『白居易集筆校j(上海古籍出版社、 1988年)、証

本は証立名編『白香山詩集J(四部備要所収)。抄本系としては、金沢本は、『金沢文庫本自氏

文集J(勉誠社、 1983-1984年)、及び『国立歴史民俗博物館蔵貴重典籍叢書・文学篇・第21

巻(漢詩文)J(臨川書庖、 2001年)、管見抄本は、内閣文庫蔵『管見抄jを紙焼写真で入手し

た。

( 8) W千載佳匂』のテキスト及び作品番号は金子前掲書所収の校定本に拠り、『和漢朗詠集』

『新撰朗詠集jについては『新編国歌大観』に拠った。

( 9) 泉」の字、各本とも「原」に作る。今、朱金城前掲書の校語に従う。

(10) 岡村繁『白氏文集・三J(明治書院、新釈漢文大系、 1988年)の指摘に拠る。

(11) この改震の経緯については、金子前掲書p.248に卓抜な推論が見える。

(12) 冬至」の二字、那波本及び宋本は「至除」に作る。本詩の第一句目に「那郡駅裏逢冬至J

とあることに拠り、朱金城前掲書の校語に従う。

(13) この誤りの経緯については、金子前掲書p.250に的確な推論が見える。

(14) 金子前掲書p.258に同様な推論が見える。

(15) 論旨からは外れるが、金子前掲書p.262に、 081歌にいう「行く暮」は、「泉」の翻訳として

「ゆく水」だったのではないか、との推論が見える。西本願寺本『赤人集』に誤入した千里

詠 (32)は、まさしく「ゆくみづJに作っている。

(16) 金子前掲書p.259には、本稿とは別の見解が示されている。

(17) 宋本・ 1王本は「覚」を「学Jに作る一本のあったことを注記する。対を為す「同」とのパ

ランスから見て、ここは「覚」に作るのが正しい。「覚j は校・較に通ず。

(18) r白氏文集』の抄本と刊本との聞には時折大きな懸隔が認められ、そうした場合、多くは

抄本系テキストの方が優れているのだが、こうした現象が生じた原因については、岡村前掲

論文が鮮やかにこれを解明している。

(19) 藤原道長『御堂関白記j寛弘七年 (1010)11月28日の条に、「次御送物、摺本注文選、同文

集」と見える。

(2003年10月3日受理)
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有失《大江千里集》博旬題之校勘札氾

在以中固詩人的詩句均題所創作的日i吾詩集中，最早見于平安朝肘代的《大江千里集))，

而且在此i寺集中，過用方i寺題的博旬，多取自白居易i寺之事妾，也是余冊周知的。

本稿之內容，主要是把《大江千里集》中之i寺旬題部分校勘之后所做的一些札氾。

《大江干里集》的持本，主要有兩小系統車拉克昇本系和流布本系。本稿特白居易之原博

旬勻此兩系統抄本內容封照比較之結果，友現《大江千里集》所用之i寺題，很真寞地保留了

大江干里氏宣告吋所見白居易博抄本的內容。又以勻白居易原侍弄同之視車來看，昇本系統之

內容宴忱于流布本系統。以上之結拾，可況是封金子彥二郎氏之先行研究作了一小朴充。


