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1﹃菅家文草﹄﹃菅家後集﹄の重陽詩からー

﹃源氏物語﹄における君臣関係

はじめに

木

下

綾

子

・本発表では︑まず︑道真が醍醐天皇︑宇多法皇と新たな関係を結んだ︑

においても︑光源氏と朱雀帝の親密かつ私的な関係が強調されること︑ま

・暴三年の重陽後朝宴について検討しま玄そし頂同獲須磨喬辺⁝

﹁恩賜の御衣ここにあり﹂です︒これは︑退去中の光源氏が都にいる兄の

たその媒介として︑春宮・冷泉の即位を焦点とする桐壺院の遺言があるこ

﹃源氏物語﹄の菅家引用において最も重要とされてきたのは︑須磨巻の

朱雀帝を思慕し︑口ずさんだ句です︒典拠は﹃菅家後集﹄四八二番の﹁九

とを確認して︑両者の関係を読み解いていきたいと思います︒

︑問題の所在μ：須磨巻﹁恩賜の御衣は今此に在り﹂

月十日﹂で︑延喜元年︵九〇一︶︑大宰府に左遷された菅原道真が︑前年
の昌泰三年︵九〇〇︶の重陽後朝宴で醍醐天皇から衣を賜った栄誉を回顧
しつつ︑変わらぬ忠誠を詠んだ詩です︒この引用によって︑光源氏が道真
に準えられるほか︑朱雀帝が醍醐天皇に︑そして父・故桐壺院が宇多法皇

に召還する王権側の論理を解析するものであって︑光源氏の側から朱雀帝

まざまな論考が重ねられてきました︒しかし︑それらは主に︑光源氏を都

道真の準拠については︑醍醐天皇堕地獄説話との関連を始めとして︑さ

とのたまはせしほど言はむ方なく恋しく﹂と︑藤壺と歌を詠み交わしたこ

として︑都に思いを馳せます︒四行目下方﹁入道の宮の︑﹃霧やへだつる﹄

めたまふらむかし⁝﹂と︑光源氏は須磨の地で八月十五夜の月をきっかけ

今宵は十五夜なりけりと思し出でて︑殿上の御遊び恋しく︑所どころなが

︻資料一︼をご覧ください︒︵一︶﹁月のいとはなやかにさし出でたるに︑

に対し︑君臣関係のもとで紐帯の確認がなされる意味は問われてきません

とを思い出し︑それに関連して︑同夜の兄・朱雀帝との交流を回想します︒

に比されるといえましょう︒

でした︒

『源氏物語』における君臣関

醐天皇から衣を下賜された栄誉を回顧しています︒重陽後朝宴とは︑九月

一年前の昌泰三年︵九〇〇︶︑宮中の重陽後朝宴で断腸の思いを詠み︑醍

に似たてまつりたまへりしも恋しく思ひ出できこえたまひて︑﹃恩賜

九日の重陽宴の翌日に開かれた宴です︒そして︑摂関家の藤原時平らによ

︵二︶その夜︑上のいとなつかしう昔物語などしたまひし御さまの︑院

の御衣は今此に在り﹄と諦じつつ入りたまひぬ︒御衣はまことに身は

る画策があったとはいえ︑左遷の命を下した醍醐に対し︑変らぬ忠誠を誓

それでは︑まず︑重陽宴と重陽後朝宴の変遷を確認しておきましょう︒

二︑重陽宴・重陽後朝宴

以下︑この昌泰三年の重陽後朝宴について︑考察を進めたいと思います︒

図を掲げておきました︒参考になさってください︒

いを変えない︑源氏の状況と重なります︒︻参考一︼には双方の関係略系

っています︒これは︑右大臣や弘徽殿大后らの陰謀のなか︑朱雀帝への思

なたず︑かたはらに置きたまへり︒

﹇源氏﹈うしとのみひとへにものは思ほえでひだりみぎにもぬるる

袖かな
親しく語らった朱雀帝が父・故桐壺院とよく似ていたこと︑そして︑衣
をかづけてくれたことを通して︑源氏は思慕を募らせていきます︒ここで
回想される場面は︑︻資料十一︼にもあり遠すように︑実際に賢木巻にお
いて登場する場面で︑先の藤壺の挿話と前後して語られます︒ですが︑興
味深いことに︑衣のエピソードは賢木巻には存在しないのです︒

衣の下賜という行為は︑源氏と朱雀帝の間で君臣関係が成立しているこ

ピソードが︑須磨巻で新たに登場することには︑どのような意味があるの

ない︑源氏の朱雀帝に対する忠誠や愛情を表します︒このように重要なエ

の予言したとおり命が助かった︑という桓景の故事などです︒漢代にはす

いう菊水伝説や︑九月九日に茱萸を携えて登高し︑菊酒を飲んだら︑仙人

の菊があり︑その花が流れ込んだ水を飲むと百数十歳まで生きられる︑と

重陽宴とは中国から伝えられた風習で︑源泉となったのは︑甘谷に大輪

でしょうか︒あるいは︑両者の関係が︑ここで新たに定位される意味とは

でに︑宴で菊酒を飲むことや茱萸を身に付けることが︑習俗として行われ

とを示しています︒また︑衣そのものも︑須磨請居に追い込まれても変ら

何なのでしょうか︒

ていたといわれています︒また︑九月九日というのは︑﹃藝文類聚﹄歳時

部中所収︑魏文帝の﹁鍾縣に与ふる書﹂によると︑陽数の九が二つ重なり︑

そこで︑衣の下賜を導き出した︑道真の詩について考えてみたいと思い
ます︒﹁恩賜の御衣は今此に在り﹂は︑︻資料二︼の﹃源氏釈﹄や﹃源氏物

めでたいので長久を願う日にされたようです︒

﹃日本書紀﹄天武天皇十四年︵六八五︶九月壬子の菊花宴ですが︑天武が

日本における重陽節の始まりは﹂︑︻資料四︼︵一︶﹃類聚国史﹄によれば︑

語奥入﹄といった古注釈書に指摘されるとおり︑道真の詩が典拠になって
います︒

︻資料三︼﹃菅家後集﹄四八二番﹁九月十日﹂

独り腸を断つ／恩

朱鳥元年︵六八六︶九月九日に亮じたことによって停止されてしまい︑弘

清涼に侍りき／秋 の 思 ひ の 詩 篇

去にし年の今夜

仁年間まで約百三十年に渡って行われませんでした︒ただし︑﹃懐風藻﹄

には︑﹁浮菊﹂などの語が用いられているので︑この習俗が忘れ去られた

賜の御衣は今此に在り／捧げ持ちて日毎に余香を拝す
大宰府に左遷された道真は︑延喜元年︵九〇一︶九月十日に︑ちょうど
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ことから︑重陽宴は忌月に当たるという理由で停止されます︒その後︑村

平座が多くなり︑延長八年︵九三〇︶九月二十九日に醍醐天皇が崩御した

平城天皇は大同二年︵八〇七︶︑本来正月十七日に行われていた観射を

上朝の天暦四年︵九五〇︶十月五日に醍醐の忌月を避けて残菊宴として再

わけではないことが分かります︒

九月九日に移して曲宴とします︒次いで︑嵯峨天皇は弘仁二年︵八一こ

興され︑冷泉朝の安和元年︵九六八︶に重陽宴が復活します︒

このように辿ってみると︑重陽宴と重陽詩が盛行を迎えたのは︑嵯峨朝

に観射を元の日に戻し︑九月九日を重陽の宴として群臣に詩を詠ませ︑︻資

料四︼︵二︶のように︑翌三年には公宴として復活させます︒ここに重陽

・

と︑道真の活躍した宇多朝︑醍醐朝前期であることが分かります︒これは

︑

﹁九弁﹂やそれに続く﹃文選﹄の港岳﹁秋興賦﹂に代表されるような︑秋

す︒資料には挙げておりませんが︑悲秋文学とは︑元来︑﹃楚辞﹄の宋玉

嵯峨朝重陽詩の最大の特色は︑中国の悲秋文学の影響が見られることで

後藤昭雄氏の指摘されるとおりです︵注−︶︒

は節会として定着しました︒嵯峨朝には︑天皇が病気であった弘仁七年︵八
一六︶以外︑毎年︑節会を兼ねた御遊が大々的に催されました︒﹃凌雲集﹄

﹃文華秀麗集﹄﹃経国集﹄の勅撰三集には︑嵯峨朝の重陽詩十八首と賦十
首が収められており︑天皇と群臣が重陽宴を創作の場として︑活発に詩賦
を作り交していたことが分かります︒

する作品を指します︒しかし︑晋代以降︑政治色は薄れ︑秋の風景を観念

の変衰する景物に寄せて自らの政治的不遇を託ち︑愚かな君や俵臣を講諌

われるようになってからは次第に簡素になっていきます︒︻資料四︼︵三︶︑

的に詠むだけになっていきます︒嵯峨朝詩壇においても︑主にこの側面が

しかし︑華やかな重陽宴も︑淳和朝の天長人年︵人三一︶︑紫震殿で行

仁明朝の承和五年︵八三八︶を始まりに︑文徳朝︑清和朝あたりまで︑宴

受け継がれているようです︵注2︶︒また︑・先に確認したように︑重陽宴に

ます︒ここに悲秋文学の文脈を加味すると︑菊は万物が避けることのでき

が停止され天皇の出御がなくとも︑侍臣に菊酒を賜ることのみ行われる︑

陽成帝の元慶六年︵人八二︶からは重陽宴がまた常例となり︑宇多︑醍

ない時の推移や事物の変衰に抵抗して︑永遠に枯れない花︑という意味に

おける菊には元来︑天皇に延命長寿をもたらす仙人の花という意味が朗り

醐朝前期に第二のピークを迎え︑宇多朝からは︑菊の着せ綿といって︑菊

なります︒さらに︑個々の詩賦が︑例えば﹃経国集﹄の︑編纂の意図のも

平座という状態が増えていきます︒

の露を染み込ませた綿で肌を撫でて︑老いを防ぐ風習が行われるようにな

とに位置づけられると︑菊は嵯峨朝の文章経国思想の最も簡単で︑かつメ

点には︑嵯峨譲位に伴う文運退潮があり︑それまで重要視されていた文学

ります︒この時代も多くの作品が作られ︑﹃菅家文草﹄﹃菅家後集﹄﹃田氏

十七首が見えます︒注目されるのは重陽後朝宴です︒この宴は︑宇多天皇

の永遠性や︑文学空間の永続︑あるいは再興への諦めがあったと思われま

ッセージ性の高い宣伝材料になると考えられます︒﹃経国集﹄編纂の出発

が節会の翌日である十日に催したもので︑宮廷行事とは別の︑宇多の私的

す︒とすれば︑嵯峨朝の重陽詩は理想的な君臣唱和詩︑すなわち︑文章経

家集﹄﹃本朝文粋﹄には︑菅原道真や島田忠臣︑紀長谷雄の詩賦︑詩序四

な集まりです︒宇多は譲位後も朱雀院で︑内裏の九日宴に対抗するかのよ

国思想に基づく︑永遠性を持った文学の最たるものとして追認され︑絶対

化されます︒よ︑って︑重陽詩の上に形成された観念世界において︑菊は︑

うに後朝宴を行っています︒

その後は︑延喜八年︵九〇人︶︑九︑十年と宴が停止された頃からまた
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の文章経国思想の永続をもたらす呪物とされた︑という推論ができます

打開し︑天皇に延命長寿を約束したように︑文学に永遠性を与え︑嵯峨朝

時間の流れに打ち勝つ花として︑文化の衰退や漢詩文の凋落という現状を

とあります︒﹃未だ旦けざるに衣を求むる賦﹄の序文には︑作詠に先立っ

を禁中に召し︑﹃未だ旦けざるに衣を求むる賦﹄︑﹃霜菊詩﹄等を賦さしむ﹂

では九段目から十﹇段目に当ります︒当日の様子は﹃日本紀略﹄に﹁儒士

て宇多が説いた詩賦の心得が見えます︒

︻資料五︼︵四︶﹁勅ありて曰はく︑﹃賦は古詩の流なり︑詩は蓋し志

︵注3︶︒

以上のような菊の象徴的意味を汲み取り︑自らの政治戦略に利用したの

の之く所なり︒各一篇を献じて︑具に汝が志を言へ︒詩と云ひ賦と云

らず︒未だ旦けざるに衣を求むとは︑人主の政を思ふ道を陳べしめん

が宇多天皇でした︒波戸岡旭氏は︑宇多が後朝宴を創設したことに関連し

それでは︑宴の全貌を眺めてみましょう︒資料末尾﹁宇多朝・醍醐朝前

と欲ふなり︒寒霜晩菊とは︑人臣貞を履む情を叙べしめんと欲ふなり﹄

ひ︑一文一字も︑其の興を風雲にすべからず︑その詞を河漢にすべか

期の菊花宴表﹂をご覧ください︵注5︶︒寛平元年︵八八九︶から︑正規の

とのたまふ﹂

て︑嵯峨朝の文運隆盛を継ぐ意志が窺えると述べておられます︵注4︶︒

重陽宴のほか十日の後朝宴が始まり︑翌二年には特に顕著なのですが︑九

手によって︑醍醐の重陽宴と並行して開かれていることです︒これはとて

注目していただきたいのは︑これ以降︑十日の後朝宴が︑譲位した宇多の

三十四段と三十五段の間の太線は︑宇多から醍醐への譲位時期を指します︒

ために用いるべきだと主張しています︒具体的には︑﹁未旦求衣﹂につい

めに無駄にすることなく︑理想の王政︑すなわち宇多帝の親政を賛仰する

賦の一字一句たりとも︑﹁風雲﹂や﹁河漢﹂のような実体のないもののた

賦序﹂といった︑帝王の賛仰に直結する詩賦論の典拠を踏まえた上で︑詩

勅の前半では︑卜子夏の﹁毛詩﹂大序︵﹃詩経﹄大序︶や班固の﹁両都

も重要です︒また︑後朝宴は︑延喜六年︵九〇四︶と翌七年に一時的に復

ては︑天子が政道に心を砕く様子︑もう一方の﹁寒霜晩菊﹂については︑

日と十日のほかに菊に因む宴が開催され︑詩作が盛んに行われています︒

活していますが︑これも宇多の四十賀に関連があると思われます︒

です︒藤原克己氏は︑ここに﹁宇多天皇の積極的な政治意欲とその政教主

廷臣が帝に抱く忠義の気持ちを述べるべきだという︑政教主義的な文学論

私的かつ親密な君臣関係に基づくものであったようです︒︻資料五︼︵一︶

義的な詩賦尊重﹂や︑白居易が調喩詩で行った﹁比興表現による政治的言

重陽後朝宴の性格はといえば︑正規の重陽宴に比べて参加人数が少なく︑

の寛平三年︵八九一︶に︑参加者が﹁詩臣両三人︑近習七八輩﹂︑︵二︶の

志﹂の方法を読み取っておられます︵注6︶︒

二年︵八八六︶ですが︑翌三年に始まった阿衡の紛議での活躍によって︑

寛平二年といえば︑道真が讃岐から帰京した年です︒讃岐守任官は仁和

同六年には﹁臣等五六人﹂と見えます︒また︑︵三︶の﹁叙意一百韻﹂に
は︑後朝宴が桜花の宴と共に﹁禁中の密宴︑余れ毎に預れり﹂と回想され︑
道真に特別な思い入れのあったことが窺えます︒

同年は宇多が本格的に政治に着手し始める︑つまり関白藤原基経が亡くな

宇多に所望されて︑特別に宮中の詩宴に参加することになります︒また︑

うか︒宇多朝において菊の意味を決定的にしたのは︑寛平二年︵八九〇︶

る前年に当ります︒後から振り返ってみれば︑宇多の親政に対する意欲が︑

その源は︑先に触れた菊の文化的︑政治的な意味に求められないでしょ

閏九月十二日の︑宇多と十二人の儒者による菊花の宴です︒十頁の一覧表
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を通して天皇と文人が観念的共同体を形成していた︑嵯峨朝であったと考

深める必要があったのではないでしょうか︒その手本となったのが︑詩作

教的理想に則った政治を展開するに当って︑側近となる儒者集団と結束を

最高潮に達していた時期であったといえましょう︒宇多には︑これから儒

庭に菊を植えて宇多天皇に奏覧したため︑それに応じて詩宴が開かれまし

同じく﹁公宴﹂と名のつく宴です︒皇太子時代の醍醐︑敦仁親王が宮中の

されており︑内裏で開かれた宴と推測されます︒︻資料七︼に引いたのは︑

また︑︵三︶﹃日本紀略﹄昌泰三年九月十日条には︑この宴が﹁公宴﹂と記

氏が︑﹁公宴﹂について﹁天皇の私的興趣によって行われる詩宴をいうこ

た︒同じく﹁公宴﹂で︑醍醐が関わるものとして注目されます︒滝川幸司

閏九月十二日に内裏で行われたのは︑宇多を中心とした新たな観念的共

とが多い﹂と述べておられますが︵注8︶︑やはりこの昌泰三年九月十日の

えられます︒

同体を作るための試みであり︑詩賦は誓いの場でなされた事実上の決意表

宴は︑宮中で開かれた重陽後朝宴と捉えて良いようです︒

その理由は︻資料八︼︑宇多の出家が何らかの影響を及ぼしていると考

明と考えてよいと思われます︒つまり︑道真はこの日︑詩賦によって﹁志﹂

を述べることを契機として︑宇多の思想に連なり︑現実世界において政治

た後朝宴を開かず︑尽日宴だけにしています︒軽々には判断できませんが︑

えられます︒前年の記事ですが︑この昌泰二年も︑宇多はずっと開いてき

このような菊花の宴の意味が︑重陽後朝宴において後々まで意識されて

宇多出家に伴う︑醍醐との権力関係の変化が看取されるのではないでしょ

に貢献していく決意がなされたといえましょう︒

いたことは︑︻資料五︼︵五︶︑寛平九年︵八九七︶に︑譲位後の宇多が初

従来は︑︻資料九︼に見えるように︑道真と醍醐の関係は︑宇多によっ

うか︒

期の後朝宴詩や老荘思想的な詩が踏まえられていること︑そして︑朱雀院

て規定されてきました︒︵一︶宇多が寛平九年七月三日の譲位に際し︑醍

めて開いた後朝宴詩にも看取されますρ谷口孝介氏は︑この作品に寛平初

が内裏に比肩するような場として捉えられていることから︑道真が朱雀院

醐に与えた﹃寛平御遺誠﹄では︑宇多が道真を重んじていたばかりでなく︑

臣ならむや︒人の功は忘るべからず﹂と︑その恩義が強調されています︒

のは道真ただひとりであり︑﹁菅原朝臣は朕が忠臣のみに非ず︑新君の功

の時共に相議する者一人もなかりき﹂と︑醍醐の立太子について相談した

﹁朕前の年東宮に立てし日︑ただ菅原朝臣一人とこの事を論じ定めき︒そ

の宇多上皇に﹁聖君主による用賢政治の理想﹂を﹁具現化﹂しようとして
いた︑と説かれております︵注7︶︒宇多は譲位してからも︑在位中と同じ
く重陽後朝宴を開催して︑その存在を主張し続けたといえましょう︒

三︑昌泰三年の重陽後朝宴⁝道真と醍醐天皇︑宇多法皇

また︑︵二︶﹃日本紀略﹄醍醐践柞前抄記︑には︑道真が︑摂関家の時平と同

等の立場で︑醍醐の補佐をすべきことが記されています︒宇多はこのよう

に︑腹心を院司とするだけでなく︑醍醐朝の要職に配置することで︑国政

さて︑そのなかで︑昌泰三年の重陽後朝宴だけは特殊だといえます︒な
ぜなら︑醍醐が主催した初めての重陽後朝宴だからです︒︻資料六︼︵二︶

を操作しようとしていたといわれています︵注9︶︒

したがって︑昌泰三年九月十日の宴とは︑宇多の出家によって可能にな

昌泰三年後朝宴詩の題名に﹁応制﹂制に応じる︑とありますが︑この﹁制﹂
とは天皇の命令のことをいいます︒吟これは︵一︶の重陽宴詩と同じです︒

σ
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なわち臣下とのく私V的連帯の場を︑一時︑我が物にしたといえましょう︒

の重陽宴ばかりでなく︑これまで宇多が専有してきた︿私﹀の後朝宴︑す

った︑醍醐天皇主導の︑初の重陽後朝宴なのです︒醍醐は内裏における︿公﹀

していたことが分かります︒現に昌泰元年︑公卿による政務のボイコット

けたことで︑他の公卿や王族︑儒者に潜在する反発がより強まり︑顕在化

い︑とは︑まずは︑儒家でありながら宇多の恩寵によって異例の抜擢を受

右大臣となったことを指します︒右大臣になってから気が休まることがな

を︑宇多に取りなしてもらうという出来事がありました︒

これは︑醍醐の宇多からの独立を意味すると考えられないでしょうか︒
それでは︑道真の心情はどのようなものであったでしょうか︒もう一度︑

をご覧ください︒まず︑詩題の﹁秋思﹂とは︑秋の万物の変衰に触れて生

詩を詠じるさまが︑﹁詩人無用﹂論として糾弾されていました︒道真の側

大臣でありながら職務を全うせず︑上皇・宇多の遊宴や御幸に付き従って

そして︑そのような高位高官にありながら︑すなわち醍醐朝の現職の右

まれる物思いをいいます︒この詩は︑嵯峨朝には見られなかった政治的な

にも︑宇多に陪従し醍醐の廷臣としての務めを果せないことに︑自責の念

︻資料六︼︵二︶﹁九日の後朝︑同じく﹃秋思﹄を賦す︑制に応へまつる﹂

悲秋文学の流れにあり︑天皇への忠節が叶えられない憂憤︑憂国の情に彩

をもっていたことが読み取られます︒加えて︑やや度を越えた詠み振りは︑

自分が宇多と密着していることが︑宇多と醍醐の溝を拡げる一因であった

られています︒

そして︑それに関連して注意されるのは︑道真の﹁老い﹂意識です︒傍

ことを承知し︑その挽回に努めていたからと考えられましょう︒

なお︑門九月十日﹂において︑断腸の思いをうたっていた︑というのは︑

線部︑﹁君は春秋に富み臣は漸くに老いにたり／恩は涯岸無くして報いむ
ことはなほし遅し﹂には︑五十六歳の道真が︑﹁春秋に富む﹂十六歳の醍

総じて︑この詩には︑醍醐天皇に充分に奉仕することができない︑忠誠

摂関家に阿誤追従する者たちのなかで︑道真のみが王道政治の理想に則っ

す︒第二句に語られる悲秋の心を︑自らのうちに抱えているといえます︒

を尽すことができていない︑という道真の苦悩が述べられています︒それ

醐天皇に対し︑老い先短い私がこの先︑君に何をして差し上げられるだろ

道真は直接的には︑自分に残された時間の少なさを詠んでいますが︑醍

は醍醐とは︑今まで宇多と結んできたような君臣関係が︑様々な制約のな

て醍醐の将来を真剣に案じていた︑という意味でしょう︒

醐との年齢差とは︑両者の政治的心理的な距離であるといえます︒一方に︑

かで結べないでいることを意味しています︒そして︑白居易の﹁北窓三友﹂

うか︑何とかしてお仕えしたい︑という祈りにも似た思いが詠まれていま

二十九歳と若く︑醍醐と年齢の近い左大臣・藤原時平を置いてみると︑こ

しかし︑醍醐は道真の気持ちを汲み取って︑衣をかづけてくれたのでし

に基づいて︑酒・琴・詩によって自らを慰めるしかない︑と結びます︒

とが分かります︒大まかに図式化すると︑天皇親政を目指し︑現在も院政

た︒それによって︑道真の嘆きは反転します︒道真にとっては︑まるで醍

れは宇多・道真という旧世代と︑醍醐・時平という新世代の齪酷というこ

的に関与してくる宇多とその腹心・道真対︑時平ら摂関家との協調路線を

しょうか︒つまり︑道真はこれまで︑重陽後朝宴において︑宇多に向かっ

醐が︑新たに親政の王として立ち上がってきたように見えたのではないで

また︑第一句﹁丞相年を度りて幾たびか楽しび思へる﹂︑﹁丞相﹂とは

て﹁志﹂を述べることで︑親政の理想に基づいた君臣関係を構築してきま

取る醍醐という構図となります︒

大臣のことで︑前年の昌泰二年二月十四日︑時平が左大臣になるとともに︑
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ではなく︑醍醐の忠臣という立場で詠まれています︒この後︑道真を取り

とで︑醍醐が新たに道真の庇護者となったのです︒この詩は︑宇多の側近

ありましたが︑衣の下賜に象徴的であるように︑醍醐と君臣関係を結ぶこ

が結ばれたのです︒宇多の出家は︑道真にとっては庇護者を失うことでも

した︒それがここで初めて︑醍醐との間に︑道真の理念に沿った君臣関係

して︑冷泉の後見は藤壺と自分しかいないと述べます︒対して︑朱雀帝は︑

ゆかり︑いとほしう思ひたまへられはべりて﹂と︑桐壺院の遺言を根拠に

くことはべりしかば︑また後見仕うまつる人もはべらざめるに︑春宮の御

ず︑源氏は朱雀帝の前に藤壺を訪ねたことに関して︑﹁院ののたまはせお

しかしその一方で︑春宮の処遇をめぐる圃ぎ合いが見られるのです︒ま

以上述べてきたことから︑昌泰三年の重陽後朝宴は︑道真と醍醐が︑新

りわきて心ざしものすれど︑ことにさし分きたるさまにも何ごとをかはと

冷泉を猶子にするようにとの遺言があったことを明かします︒ただし︑﹁と

﹁春宮をぱ今の皇子になしてなどのたまはせおきしかば﹂と︑桐壺院から

たに君臣関係を結んだ︑ある意味で頂点と見なせるような場であったとい

てこそ﹂と︑大切にする気持ちはあるものの特別扱いはできない︑と遺言

巻く環境は悪化し︑わずか半年ののち︑左遷されることになります︒

えます︒のちに大宰府において︑私的で情緒的な紐帯として︑回顧される

を反古にするのです︒

雀院のそれぞれに冷泉の後見を託すものでした︒猶子の件は明言されてい

桐壺院の遺言は︑︻資料一二︼︻資料＝二︼にありますように︑源氏と朱

に相応しい関係であったといえましょう︒

四︑光源氏と朱雀帝

ませんが︑朱雀帝は帝という立場上︑天皇家の家父長として︑春宮冷泉を

面影を見て︑﹁かたみに﹂︑お互いに﹁あはれと見たてまつりたまふ﹂こと
げ
から分かるように︑﹁昔今の御物語﹂とは故桐壺院が帝であった時代の思

︻資料＝︼をご覧ください︒︵一︶点線部︑源氏が朱雀帝に桐壺院の

緒的連帯をもつ反面︑春宮冷泉をめぐって政治的な齪甑を抱えています︒

結論を先回りしていえば︑両者は︑桐壺院やその時代の思い出によって情

源氏と朱雀帝の対面には︑このような君臣関係が見出せるのでしようか︒

資料下段波線部︑頭弁による皮肉や︑弘徽殿大后の疑念に見られるように︑

られます︒そして︑この春宮問題が︑のちの源氏須磨流講に繋がるのです︒

氏と朱雀帝の政治的・感情的齪齢や︑朱雀帝の桐壺院からの離反が読み取

わらず︑朱雀帝は春宮冷泉の庇護を拒否しているのです︒冷泉をめぐる源

即位させるためには︑朱雀帝を当てにするしかありません︒それにもかか

は実の父と母である我々なのだ︑と主張しているようですが︑冷泉を無事

先の発言で︑自身と藤壺を後見役として並べ︑暗に︑春宮冷泉を支えるの

我が子のように庇護することが求められたのではないでしょうか︒源氏は

い出話です︒︵二︶一行目で朱雀帝が回想している﹁遊び﹂とは︑桐壺朝

敵対勢力からは︑朱雀帝に対する謀叛︑具体的には︑朱雀帝を廃して代わ

さて︑それでは︑﹃源氏物語﹄で回顧の対象になっている︑賢木巻の光

の華やかな管絃の遊びです︒鈴木日出男氏は︑源氏と朱雀帝が共に桐壺朝

りに春宮擁立を企てているとの嫌疑をかけられるのです︒

は︑田中隆昭氏や袴田光康氏によって︑宇多の﹃寛平御遺誠﹄との共通性

以上の出来事は︑道真をめぐる状況に通じます︒桐壺院の遺言について

を聖代として理想視し︑﹁桐壺院追懐の情を媒﹂として﹁共感﹂している︑

と述べておられます︒また︑これが︑右大臣家の攻勢に晒されたなかでの︑
﹁つかのまの交流﹂であるとの指摘は︑首肯されます︵注−o︶︒
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としたこと︑そしてそれによって︑宇多と醍醐という父子の﹁志﹂を﹁離

宇多を欺き惑わして醍醐を廃立し︑代わりに女婿の斉世親王を擁立しよう

られています︵注n︶︒また︑︻資料一〇︼の﹁太政官符﹂には︑道真の罪は︑

が指摘され︑桐壺院が宇多に︑朱雀帝が醍醐に︑光源氏が菅原道真に重ね

庇護者としての役割を果しているといえましょう︒

中隆昭氏︑日向一雅氏の指摘されるとおりです︵注12︶︒朱雀帝は︑源氏の

醍醐天皇と朱雀帝の一番の違いがその点であることは︑鈴木日出男氏や田

かったこと︑そこに桐壺院の遺言や孝の論理がはたらいていること︑また

泉聖代の礎を作ります︒朱雀帝の尽力がなければ光源氏の都への復帰はな

よって︑須磨巻における源氏は︑賢木巻の冷泉をめぐる政治的齪酷に触

間﹂し︑醍醐と斉世という兄弟の﹁愛﹂を﹁激波﹂したこと︑との認識が
見えます︒斉世が物語でいう冷泉ならば︑源氏に対する嫌疑と重なるので

ここで鍵となるのが︑衣と︑それに象徴される理想の君臣関係です︒道

と重ねながら自らの庇護者として造型し︑忠誠を誓うことで︑結果的には︑

新たな君臣関係を結び直していると考えられます︒そして朱雀帝を桐壺院

れることは避けながらも︑桐壺院の思い出による朱雀帝との共感をもとに︑

真は︑昌泰三年の重陽後朝宴で実際に醍醐から衣を下賜されて︑君臣関係

都への召還を招き︑朱雀帝がいったんは拒否した春宮冷泉への庇護をも取

はないでしょうか︒

が成立したとの実感を得ますが︑のちにそれゆえの苦渋を味わいます︒対

り付けた︑と見なすことができるのではないでしょうか︒

以上︑﹃源氏物語﹄須磨巻における菅家引用︑﹁恩賜の御衣は今此に在り﹂

おわりに

して源氏は︑賢木巻では冷泉をめぐって朱雀帝と意見が対立しているにも
関わらず︑須磨巻では衣を手に朱雀帝への忠誠や愛着を語るのです︒先に
主眼とされていた冷泉の問題には一切触れず︑桐壺院の思い出を介した︑
私的で情緒的な共感のみが焦点化されているのです︒この源氏と朱雀帝の
君臣関係を仮構したのが︑道真と醍醐の衣であり︑﹁恩賜の御衣は今此に

物語では今まで︑正当な皇嗣である朱雀帝に優る源氏︑を語ってきまし

三年九月十日の重陽後朝宴でした︒重陽後朝宴とは宇多上皇が在位時に創

で︑菅原道真が醍醐天皇と特別な交流を結んだと回想しているのは︑昌泰

について考察してきました︒典拠の﹃菅家文草﹄四八二番﹁九月十日︒﹂

た︒ですが︑須磨巻では源氏が自ら衣を持ち出すことで︑朱雀帝が天皇で

設したもので︑正規の重陽宴の翌日に行われた︑私的かつ親密な︑政治的

在り﹂という詩句であったと考えます︒

上位︑源氏が臣下で下位という関係を︑積極的に示したといえましょう︒

た︑道真にとっても︑宇多と醍醐︑時平派の間で厳しい状況にあるなかで︑

連帯を強める詩宴でした︒昌泰三年の宴は︑このような意味を引き継ぎな

朱雀帝は︑この後︑弘徽殿大后や右大臣の手前︑遺言を守れずにいるこ

醍醐と理想的な君臣関係を結び︑衣の下賜を得た特別な宴でした︒翻って︑

源氏の目から朱雀帝が桐壺院によく似ていると語られるのも︑源氏がここ

とに苦悩しつつも︑︻資料一四︼︻資料一五︼︑皇室の祖霊として現れた桐

賢木巻における光源氏は︑桐壺院の遺言に基づきながらも︑春宮冷泉をめ

がらも︑醍醐天皇が宇多から独立して初めて開いた重陽後朝宴であり︑ま

壺院の死霊に諭され︑眼病をきっかけに英断を下し︑源氏を都に召還しま

ぐって朱雀帝と政治的・感情的齪齢を抱えていましたが︑須磨巻では理想

で朱雀帝を庇護者として捉えているからと考えられます︒

す︒なお︑桐壺院の遺言通り源氏を冷泉帝の後見役として用い︑のちの冷
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の君臣関係が結ばれた場として回想されます︒その仮構をなしえたのが︑
桐壺院の思い出による共感と︑先の菅家引用でした︒その関係性のままに︑
後日︑源氏は都へ召還され︑朱雀帝の冷泉への庇護も得たのでした︒

吉川弘文館︑一九六九年︶

︵注10︶鈴木日出男﹁朱雀帝と光源氏﹂︵﹃源氏物語虚構論﹄東京大学出版会︑二
〇〇三年︒初出一九八一年︶

︵注11︶田中隆昭﹁光源氏における孝と不孝1﹃史記﹄とのかかわりからー﹂︵後

東ア

ジアの中の平安文学﹄勉誠社︑一九九五年︶／袴田光康﹁男踏歌と宇多天皇ー︑

藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一・増田繁夫編﹃論集平安文学二
︻参考文献︼

への回路1﹂︵明治大学大学院﹃文学研究論集﹄七︑一九九七

天皇

年九月︶

から︑帝王

︵注1︶後藤昭雄﹁重陽﹂︵山中裕・今井源衛編﹃年中行事の文芸学﹄弘文堂︑一
九八一年︶

の物語−準拠と話型構造論の観点からー︵﹃源氏物語の準拠と話型﹄至文堂︑一九

︵注12︶鈴木氏︵注10︶論文／田中氏︵注11︶論文／日向一雅﹁桐壺帝と大臣家

〇︑一九九〇年十月︶／波戸岡旭﹁嵯峨天皇と重陽詩賦﹂﹃上代漢詩文と中国文学﹄

九九年︒初出圏噂九九七年︶

︵注2︶佐藤信一﹁平安前期漢文学研究の現在﹂︵﹃国文学解釈と観賞﹄五五1一

笠間書院︑一九八九年／半谷芳文﹁経国集﹃重陽節︑神泉苑︑賦秋可哀﹄1勅撰
三漢詩集論考皿1﹂早稲田大学大学院中古文学研究会編﹃源氏物語と平安文学﹄
四︑一九九九年︶

︵注3︶拙稿﹁宇多朝の菊と文章経国思想−嵯峨朝重陽詩の受容1﹂︵明治大学﹃文
学研究論集﹄一八︑二〇〇三年二月︶
︵注4︶波戸岡旭﹁﹁九月十日﹂詩考﹂︵﹃宮廷詩人菅道道真1﹃菅家文草﹄﹃菅家
後集﹄の世界ー﹄笠間書院︑二〇〇五年︒初出臼÷九八九年︶

︵注5︶滝川幸司﹁宮廷詩宴年表﹂︵﹃天皇と文壇ー平安前期の公的文学ー﹄和泉
書院︑二〇〇七年︒初出一九九六年︶を参照して作成した︒

︵注6︶藤原克己﹁詩人鴻儒菅原道真﹂︵﹃菅原道真と平安朝漢文学﹄東京大学出
版会︑二〇〇一年︒初出一九八三年︶
︵注7︶谷口孝介﹁朱雀院の道真﹂︵﹃菅原道真の詩と学問﹄塙書房︑二〇〇六年︒
初出一九九二年︶

︵注8︶滝川幸司﹁宇多・醍醐朝の文壇﹂︵同氏︵注5︶書︒初出二〇〇二年︶
︵注9︶目崎徳衛﹁宇多上皇の院と国政﹂︵古代学協会編﹃延喜天暦時代の研究﹄
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︻資料︼

竭閧ﾌ所在⁝須磨巻﹁恩賜の御衣は 今 此 に 在 り ﹂

︻資料一︼本文1﹃源氏物語﹄︵須磨巻二・二〇二〜三︶

j月のいとはなやかにさし出でたるに︑今宵は十五夜なりけりと思し
じせんりのほかこじんのこころ

出でて︑殿上の御遊び恋しく︑所どころながめたまふらむかしと︑思ひや
りたまふにつけても︑月の顔のみまもられたまふ︒﹁二千里外故人心﹂と調

じたまへる︑例の涙もとどめられず︒入道の宮︵藤壺︶の︑﹁霧やへだつ
る﹂とのたまはせしほど言はむ方なく恋しく︑をりをりのこと思ひ出でた
まふに︑よよと泣かれたまふ︒﹁夜更けはべりぬ﹂と聞こゆれど︑なほ入
りたまはず︒

源氏見るほどそしばしなぐさむめぐりあはん月の都は遥かなれ
ども

コロココロロロ

コ

ド

まの︑院v︵故桐壺院︶に似たてまつりたまへりしも恋しく思ひ出できこえ
たまひて︑﹁恩賜の御衣は今此に在り﹂と論じつつ入りたまひぬ︒御衣は
まことに身はなたず︑かたはらに置きたまへり︒

源氏うしとのみひとへにものは思ほえでひだりみぎにもぬるる
袖かな

︻資料二︼古注釈書
j﹃源氏釈﹄︵﹃源氏物語注釈﹄冷泉家時雨亭文庫蔵︶

去年今夜侍二清涼一秋憶二詩篇一独断二腸一恩賜御衣今在二此一捧持毎日拝二余香一
﹇菅家／後集﹈

これはきたの㌧なかされておはしましける時つくしにてつくらせ給へる也
︵二︶﹃源氏物語奥入﹄︵第二次︶

去年今夜侍清涼秋憶二詩篇︸独断腸

恩賜御衣今在此捧持毎日拝余香

はむべ

おましどころ

去にし年の今夜清涼に侍りき

ひとり

御在所の殿の名なり︒

秋の思ひの詩篇独り腸を断つ

うた

︵※以下︑菅家引用は題と詩番号のみ記す︶

︻資料三︼典拠1﹃菅家後集﹄魏﹁九月十日︒﹂

ーy

去年今夜侍清涼
御在所殿名︒

秋思詩篇独断腸

け

して秋の思ひといふことを賜りて賦ひき︒

勅

おほせごと
勅賜二秋思一賦之︒

臣が詩のみ多く憤る所を述べにたり︒

恩賜の御衣は今此に在り

臣詩多述・所レ憤︒

恩賜御衣今在此

捧げ持ちて日毎に余香を拝す

に云ふ︒

かるがゆゑ

宴終りて晩頭に御衣を賜へり︒今身に随ひて笥の

捧持毎日拝余香

宴終晩頭賜二御衣一︒今
うち

随・身在二笥中一︑故云︒ 中に在り︑故
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［、

︵二︶その夜︑上︵朱雀帝︶のいとなつかしう昔物語などしたまひし御さ

ず

（一
（一

六八六︶九月甲辰朔壬子﹇九﹈︒天皇宴二干旧

し

︻参考一︼関係略系図︵△は故人︶

右大臣−弘徽殿大后

春宮︵冷泉帝︶

光源氏

﹇Tl朱雀帝
△桐壺院

T

△桐壺更衣

藤壺中宮

︻

藤原基経 1 ﹂ 口 聾
學
一T醍醐天皇
宇多法皇

＝

一T斉世親王

橘広相−義子
菅原道真1︵女子︶

A重陽宴・重陽後朝宴

︻資料四︼重陽宴の変遷︑道真以前

j初例

天武天皇十四年︵

宮安殿之庭一︒是日︒皇太子以下︒至二干忍壁皇子一︒賜・布各有・差︒

︵二︶節会として定着−嵯峨朝

・﹃政事要略﹄二四﹁天長格抄﹂弘仁三年︵八＝一︶九月九日﹁太政官符﹂

応三下九月九日節准二三月三日一事⁝自今以後依・例永行上︒

・﹃日本後紀﹄弘仁三年九月九日条

甲子︒⁝幸二神泉苑一︒宴二侍従已上一︒奏・妓︒命二文人一賦・詩︒五位已上及
文人賜・禄有・差︒

・﹃弘仁儀式﹄﹁九月九日菊花宴儀﹂︵成立年次不明︶︑﹃弘仁式﹄﹁九月九日

菊花宴﹂︵弘仁十一年︶︑﹃内裏式﹄﹁九月九日菊花宴式﹂︵弘仁十二年︶

︵三︶平座の増加−文徳朝・清和朝

※初例は仁明朝

天皇不予︒停二廃節会︸︒ 但賜二菊酒見参親王以下

・﹃続日本後紀﹄承和五年︵八三八︶九月九日条
甲子︒是重陽之日也︒

侍従巳上於廊下一︒賜・禄有・差︒

︵四︶常例として復活−陽成朝

・﹃日本三代実録﹄元慶六年︵八八二︶九月九日条

戊寅︒重陽之節︒ 天皇御二紫震殿一︒賜二宴群臣一︒ 喚二文人一賦・詩︒奏二女
楽一︒如・常︒日暮賜・禄有・差︒

︻資料五︼重陽後朝宴の性格

j寛平三年︵八九一︶1㎜﹁重陽後朝︑同賦二秋雁櫓声来一︑応・製︒﹇井

云ホ︒謹序︒

一

重陽之後︑翌日之夕︑⁝詩臣両三人︑近習七八輩︑請各成・篇︑以備言・志

・序︒﹈﹂序文

（一

一一

・﹃類聚国史﹄七四・歳事部五﹁九月九日﹂

（一
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︵二︶寛平六年︵八九四︶ー83
0﹁賦二雨夜紗燈一︑応・製︒﹇井序︒干時九月
十日︒﹈﹂序文

三︑昌泰一一一年の重陽後朝宴⁝道真と醍醐天皇︑宇多法皇

︻資料六︼ 昌泰三年の重陽宴詩・重陽後朝宴詩

j4
72﹁九日侍・宴︑同賦二寒露凝一︑応・制︒一首︒﹂

霜と為り露と為る一の鴻鐘

臣等五六人︑奉勅見之︒々々不足︒応製賦之云ホ︒謹序︒

為霜為露一鴻鑛

これ重陽節楡らざればなるべし
またけいきょく

かつく

かは

応是重陽節不楡

ただ鵬鵡の飛びて葉を負ふことあり

しやこ

唯有鵬鵡飛負葉

且荊棘の立ちて珠を垂ることなし

つね

桜花 通 夜の宴
むしろ
後朝の莚
わ

﹇五言︒﹈﹂

且無荊棘立垂珠

声声已に断えぬ華亭の警め

よもすがら

菊酒

＼声々已断華⊥學警

歩歩初めて驚く葛履の濡ふことを

じようしやう

わた

うる

︵二︶73﹁九日後朝︑同賦二秋思一︑応・制︒﹂

4

いまし

禁中の密宴︑余れ毎に預れり︒

歩々初驚葛履濡

︵三︶延喜元年︵九〇一︶1捌﹁叙意一百韻︒

桜花通夜宴
菊酒後朝莚
禁中密宴︑余
毎預之︒

施与蒼生長寿薬

おのおの

更凝恩沢化醍醐

蒼生に長寿の薬を施与し
か
更に恩沢を凝らしめて醍醐と化へむ

︵四︶寛平二年︵八九〇︶閏九月十二日i旙﹁未・旦求・衣賦一首︒﹇以二秋夜

ゆ

思・政︑何道済一・民︑為・韻依・次用之︒限三二百字已上一成・篇︒井序﹈﹂序
文︵﹃本朝文粋﹄一︶

丞相 年を度りて幾たびか楽しび思へる

おのつか

丞相度年幾楽思

今宵は物に触れて自然らに悲む

一

勅ありて曰はく︑﹁賦は古詩の流なり︑詩は蓋し志の之く所なり︒各

今宵触物自然悲

声寒ゆる絡緯は風の吹く処

らくゐ

声寒絡緯風吹処

葉の落つる梧桐は雨の打つ時

こころいつ

九月九日甲午︒重陽宴︒題云︒寒露凝︒

︵三︶﹃日本紀略﹄昌泰三年九月九日条・十日条

さ

篇を献じて︑具に汝が志を言へ︒詩と云ひ賦と云ひ︑一文一字も︑其の興

葉落梧桐雨打時

君は春秋に富み臣は漸くに老いにたり

い

君富春秋臣漸老

恩は涯岸無くして報いむことはなほし遅し

あ

を風雲にすべからず︑その詞を河漢にすべからず︒未だ旦けざるに衣を求
おも
むとは︑人主の政を思ふ道を陳べしめんと欲ふなり︒寒霜晩菊とは︑人臣

恩無涯岸報猶遅

知らずこの意何れにか安慰せむ

こころ

不知此意何安慰

酒を飲み琴を聴きまた詩を詠ぜむ

︵五︶寛平九年︵八九七︶ー4
43﹁九日後朝︑侍二朱雀院一︑同賦三閑居楽二秋

㌔

貞を履む情を叙べしめんと欲ふなり﹂との た ま ふ ︒

飲酒聴琴又詠詩

水一︑応二太上天皇製一︒﹇井・序︒﹈﹂序文

閑居属二於誰人一︑紫震殿之本主也︒秋水見二於何処一︑朱雀院之新家也︒非
二智者一不・楽之︑故得三我君之歓二脱展一︒非二玄談一不・説之︑故遇三我君之逐
二虚舟一︒⁝
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十日乙未︒公宴︒題云︒秋思詩︒

すべきの状をもてす︒菅原朝臣更に申すところなく︑事々に奉行せり︒七

るに至りて︑菅原朝臣申して云はく︑大事は再び挙ぐべからず︒事留ると

月に至りて行ふべきの儀人の口に云々きぬ︒殆にその事を延引せむと欲す
︻資料七︼﹁公宴﹂⁝醍醐︑東宮時代の菊花宴

上皇﹇宇多﹈譲二天詐干紫震殿一︒伝国詔命云︒春宮大夫藤原朝臣﹇時平﹈︒

九年七月三日丙子︒卯二刻︒於二清涼殿一加三兀服一︒﹇年十三︒﹈午三刻︒太

︵二︶﹃日本紀略﹄醍醐践柞前抄記

むや︒人の功は忘るべからず︒新君慎め云々︒

つ︒忽てこれを言へば︑菅原朝臣は朕が忠臣のみに非ず︑新君の功臣なら

きは変生ず云々とまうせり︒遂に朕が意をして石のごとくに転ぜざらしめ
○其日︒公宴︒賦二冬日

﹃日本紀略﹄寛平六年︵八九四︶十月十八日条
十八日丁未︒皇太子殖二霜菊於丹塀一︒奏二覧天皇﹇︒
残菊一︒

︻資料八︼前年の宇多出家
j﹃日本紀略﹄昌泰二年︵八九九︶ 九月十五日条

十五日︒太上皇於二東大寺一潅頂︒

権大夫菅道朝臣﹇道真﹈︒少主未・長之間︒一日万機之政可・奉可・請之事可・
宣可・行云々︒

︻資料一〇︼道真の罪−醍醐の廃立︑父子兄弟の縁を裂く

﹃政事要略﹄二二︑昌泰四年正月二十五日﹁太政官符﹂
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︵二︶﹃日本紀略﹄同年十月二十四日条

廿四日甲申︒太上皇落髪入道︒⁝御名金剛覚︒

︻資料九︼宇多による道真と醍醐の結合

天皇加詔旨良万止宣大命乎︒親王諸王諸臣百官人等天下公民聞食止宣︒朕即

位之初︒左大臣藤原朝臣等︒奉二前太上皇之詔一天︒相共輔導之天︒朝政乎

j﹃寛平御遺誠﹄

右大将菅原朝臣は︑これ鴻儒なり︒また深く政事を知れり︒朕選びて博士

取持奉古止︒干・今五箇年ホ成奴︒而右大臣菅原朝臣寒門与利俄ホ大臣上収

給利︒而不・知二止足之分一︒有二専権之心一︒以二俵諮之情一欺二惑前上皇之御

逆︒是皆天下所・知奈利︒不・宜・居二大臣之位﹁︒須法律乃任ホ罪奈倍給不倍之︒

意一︒然乎恐二慎上皇之御情一万天奉行︒元三敢恕二御情一天︒ 欲下行二廃立一︒離

意をもて︑密々に菅原朝臣に語りつ︒しかるに菅原朝臣申して云はく︑か

然而殊為・有・所・念奈牟︒停二大臣之官一︒大宰権帥ホ罷給不︒又右大臣ホ者

じ定めき︵女知尚侍居りき﹀︒その時共に相議する者一人もなかりき︒ま

くのごとき大事は︑自らに天の時あり︑忽にすべからず︑早くすべからず

大納言源朝臣﹇光﹈乎任給不︒是則為・安二宗廟社稜一︒以二大穀一奉・脩︒薙

二間父子之慈﹇志力﹈一︒淑中皮﹇激波力﹈兄弟之愛上︒ 詞者辞比順者之天心者

云々とまうす︒よて或は封事を上り︑或は直言を吐きて︑朕が言に順はず︒

・

衆聞食止宣︒昌泰四年辛酉正月廿五日︒

駈

またまた正論なり︒今年に至りて︑菅原朝臣に告ぐるに朕が志必ずしも果

た東宮初めて立ちし後︑二年を経ざるに︑朕位を譲らむの意あり︒朕この

しかのみならず朕前の年東宮に立てし日︑ただ菅原朝臣一天とこの事を論

と為し︑多く諌正を受けたり︒よて不次に登用し︑もてその功に答へつ︒

ノ

（一

（一

四︑光源氏と朱雀帝

︻資料＝︼須磨巻で回想される両者の親交と藤壺︵賢木巻二二二三〜
六︶

jまつ内裏の御方に参りたまへれば︑のどやかにおはしますほどにて︑

ぱゆしと聞きたまへど︑各むべきことかは︒后の御気色はいと恐ろしうわ

づらはしげにのみ聞こゆるを︑かう親しき人々も気色だち言ふべかめるこ

とどももあるに︑わづらはしう思されけれど︑つれなうのみもてなしたま
へり︒

︵三︶源氏﹁御前にさぶらひて︑今までふかしはべりにける﹂と聞こえた
まふ︒

月のはなやかなるに︑昔かうやうなるをりは御遊びせさせたまひて︑い
みかき
まめかしうもてなさせたまひしなど思し出つるに︑同じ御垣の内ながら︑
変れること多く悲し︒

藤壺ここのへに霧やへだつる雲の上の月をはるかに思ひやるかな

と命婦して聞こえ伝えたまふ︒ほどなければ︑御けはひもほのかなれど︑

みやうぶ

どもせまほしきほどかな﹂とのたまはす︒源氏﹁中宮の今宵まかでたまふ

源氏﹁月かげは見し世の秋にかはらぬをへだつる霧のつらくもあるか

なつかしう聞こゆるに︑つらさも忘られて︑まつ涙ぞ落つる︒

また後見仕うまつる人もはべらざめるに︑春宮︵冷泉︶の御ゆかり︑いと

j院の御なやみ︑神無月になりては︑いと重くおはします︒世の中に

︻資料一二︼桐壺院の遺言︵賢木巻二・九五〜七︶

霞も人のとか︑昔もはべりけることにや﹂など聞こえたまふ︒

な

さし分きたるさまにも何ごとをかはとて こ
そ︒年のほどよりも︑御手などのわざと賢うこそものしたまふべけれ︒何
ごとにもはかばかしからぬみつからの面おこしになむ﹂とのたまはすれば︑

源氏﹁おほかた︑したまふわざなど︑いと聡くおとなびたるさまにものし

惜しみきこえぬ人なし︒内裏にも思し嘆きて行幸あり︒弱き御心地にも︑
ビも
う
春宮の御事を︑かへすがへす聞こえさせたまひて︑次には大将 ︵光源氏︶

し

たまへど︑まだいとかたなりに﹂など︑その御ありさまも奏したまひてま

の御事︑院﹁はべりつる世に変らず︑大小のことを隔てず何ごとも御後見
よはひ

かでたまふに︑大宮の御兄弟の藤大納言の子の頭弁といふが︑世にあひは

と思せ︒齢のほどよりは︑世をまつりごたむにも︑をさをさ憧りあるま

おほやけ

なやかなる若人にて︑思ふことなきなるべし︑姉妹の麗景殿の御方に行く

うど

じうなむ見たまふる︒かならず世の中たもつべき相ある人なり︒さるによ

りて︑わづらはしさに︑親王にもなさず︑ただ人にて︑朝廷の御後見をせ

みこ

に︑大将の御前駆を忍びやかに追へば︑しばし立ちとまりて︑﹁曇

（一

なしてなどのたまはせおきしかば︑とりわきて心ざしものすれど︑ことに

ほしう思ひたまへられはべりて﹂と奏したまふ︒帝﹁春宮をば今の皇子に

なる︑とぶらひにものしはべらむ︒院ののたまはせおくことはべりしかば︑

︵二︶二十日の月やうやうさし出でて︑をかしきほどなるに︑帝﹁遊びな

ぞおはします︒かたみにあはれと見たてまつりたまふ︒⁝

つりたまひて︑いますこしなまめかしき気添ひて︑なつかしうなごやかに

昔今の御物語聞こえたまふ︒御容貌も︑院︐︐︷桐壺院鴬−に囲ど測到似だて劇

（一

ー﹂と︑いとゆるるかにうち論じたるを︑大将いとま

『源氏物語』における君臣関係
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させむと思ひたまへしなり︒その心違へさせたまふな﹂と︑あはれなる御

おほきおとど

よはひ

弱りたまふやうなる︑内裏うちに思し嘆くことさまざまなり︒帝﹁なほこ

太政大臣亡せたまひぬ︒ことわりの御齢なれど︑次々におのつから騒
ふ
がしきことあるに︑大宮もそこはかとなうわづらひたまひて︑ほど経れば

遺言ども多かりけれど︑⁝帝も︑いと悲しと思して︑さらに違へきこえさ
かたち
すまじきよしを︑かへすがへす聞こえさせたまふ︒御容貌もいときよらに

の源氏の君︑まことに犯しなきにてかく沈むならば︑かならずこの報いあ

ココロおロコココココ

ねびまさらせたまへるを︑うれしく頼もしく見たてまつらせたまふ︒限り

おも

ひ伝へはべらん﹂など︑后かたく諌めたまふに︑思し慨るほどに月日重な

都を去りし人を︑三年をだに過ぐさず赦されむことは︑世の人もいかが言

び思しのたまふを︑大后﹁世のもどき軽々しきやうなるべし︒罪に怖ぢて

ココ

りなんとなむおぼえはべる︒いまはなほもとの位をも賜ひてむ﹂とたびた

この宮の御後

あれば急ぎ帰らせたまふにも︑なかなかなること多くなん︒

︵二︶大将にも︑朝廷に仕うまつりたまふべき御心づかひ︑

見したまふべきことをかへすがへすのたまはす︒

りて︑御なやみどもさまざまに重りまさらせたまふ︒

︻資料一五︼朱雀帝︑弘徽殿に背いて源氏召喚の宣旨を出す︵明石巻二・

︻資料＝二︼桐壺帝の譲位︑源氏に冷泉の後見を委託する︵葵巻二・／一七︶

世の中変りて後︑⁝ただ春宮をぞいと恋しう思ひきこえたまふ︒御後見の

一＝ハ一〜二︶

うしろみ

人を思しめぐらすに︑この源氏のかく沈みたまふこといとあたらしうある

宮にこそは譲りきこえたまはめ︑朝廷の御後見をし︑世をまつりごつべき

おほやけ

年かはりぬ︒内裏に御薬のことありて︑世の中さまざまにののしる︒⁝春

うち

なきをうしろめたう思ひきこえて︑大将の君︵源氏︶にようつ聞こえつけ
たまふも︑かたはらいたきものからうれしと思す︒

︻資料一四︼朱雀帝︑桐壺院の霊を見る︵明石巻二・二五一〜三︶

け

まじきことなれば︑つひに后の御諌めをも背きて︑赦されたまふべき定め

しきり騒がしきを︑いみじき御つつしみどもをしたまふしるしにや︑よろ

もの

三月十

出で来ぬ︒去年より︑后も御物の怪なやみたまひ︑さまざまの物のさとし

御階みはしの下もとに立たせたまひて︑御気色いとあしうて睨みきこえさ

しうおはしましける御目のなやみさへこのごろ重くならせたまひて︑もの

ぞ

その年︑朝廷に物のさとししきりて︑もの騒がしきこと多かり︒

御前の

せたまふを︑かしこまりておはします︒聞こえさせたまふことども多かり︒

心細く思されければ︑七月二十余日のほどに︑また重ねて京へ帰りたまふ

こ

三日︑雷かみ鳴りひらめき雨風騒がしき夜︑帝の御夢に︑院の帝︑

源氏の御事なりけんかし︒いと恐ろしういとほしと思して︑后に聞こえさ

べき宣旨くだる︒

かろがろ

菅家後集﹄日本古典文学大系／﹃本

朝文粋﹄新日本古典文学大系／﹃源氏釈﹄源氏物語古注集成／﹁源氏物語奥入︵第二

﹃源氏物語﹄新編日本古典文学全集／﹃菅家文草

︻テキスト︼※旧字や異体字は通行の字体に改めた︒

せたまひければ︑大后﹁雨など降り︑空乱れたる夜は︑思ひなしなること
はさぞはべる︒軽々しきやうに︑思し驚くまじきこと﹂と聞こえたまふ︒

睨みたまひしに見合はせたまふと見しけにや︑御目にわづらひたまひて
う ち
たへがたう悩みたまふ︒御つつしみ︑内裏にも宮にも限りなくせさせたま
ふ︒

ω

η
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（※滝川幸司氏作成の「宮廷詩宴年表」（『天皇と文壇一平安前期の公的文学一』和泉書院，2007年。初出1996年）

宇多朝・醍醐朝前期の菊花宴表

寛平2

寛平3

西暦
888
889

890

月日

を参考に，私に重陽後朝宴等を加えた。）

史書表題

詩題

9・9

（停重陽宴）

9・9

重陽宴

鐘聲磨霜鳴

9・10

（ナシ）

（秋字）

9・25
9・9

公宴
重陽宴

惜秋翫残菊詩
仙潭菊

9・10

後朝後節

秋叢

閏9・12

（表題ナシ）

未旦求衣賦・霜菊詩

主催
宇多
宇多
宇多
宇多
宇多
宇多
宇多

出典・本文

（※作品にっいては基本的に『菅家』のみとした．）

『日本紀略』「九日癸卯．停重陽宴．為先帝周忌之近也．」
『日本紀略』「九月九日戊戌．天皇於東宮．有重陽宴．詩題云．鐘声応霜鳴．前備後操物部安興作序．」

『田氏家集』下・140「七言九日侍宴同賦鐘声応霜応制一首」
『田氏家集』下・141「九日後朝同賦秋字」
『日本紀略』「其日（二十五日）．公宴．題云．惜秋翫残菊詩．」
『日本紀略』「九日壬辰．有重陽宴．詩題云．仙潭菊．」
『菅家文草』4・328「九日侍宴，同賦仙潭菊，各分一字，応製．［探得祉字．］」

『田氏家集』下・童68「七言重陽後節題秋叢応製一首［探賜交字］」
『日本紀略』「閏九月十二日乙丑，召儒士於禁中．令賦未旦求衣賦．霜菊詩等．」
『菅家文草』4・332「霜菊詩．［同日序，井未旦求衣賦在別巻。］」
『菅家文草』7・516「未旦求衣賦一首［以秋夜思政，何道済民，為韻依次用之．限三百字已上成篇．井序．］」

関9・29

密宴

9・9

9・10

平座
詩宴

重陽宴

閏九月尽灯下即事詩 宇多

『日本紀略』「二十九日壬午．有密宴．題云．閏九月尽灯下即事詩．」
『菅家文草』5・336「閏九月尽，灯下即事，応製，」

891

（宇多）

『日本紀略』「九日．不御南殿親王以下着平座」

秋雁櫓声来

宇多

群臣献寿

宇多

『日本紀略』「十日丁巳．詩宴．題云，秋雁櫓声来．」
『菅家文草』5・349「重陽後朝，同賦秋雁櫓声来，応製．［井序．］」 ※寛平4年作と順番逆．
『日本紀略』「九日庚戌．重陽宴．群臣献寿詩．」
『菅家文草』5・348「九日侍宴，群臣献寿，応製，」 ※寛平3年作と順番逆．揃いに見立てるか．

寛平4

892

9・9
（9尽？）

（ナシ）

（惜・残・菊字）

寛平5

893

9・9

重陽宴

寛平6

894

9・9

重陽宴

観群臣侃茱萸
感寒養
天澄識賓鴻

宇多
宇多
宇多
宇多

9・10

詩宴

雨夜紗灯

宇多

9・27

（ナシ）

『菅家文草』5・381「暮秋，賦秋尽翫菊，応令，［井序．］」

公宴
重陽宴

秋尽翫菊
冬日残菊
秋日懸清光

醍醐

10・18

宇・醍

『日本紀略』「十八日丁未．皇太子殖霜菊於丹堤。奏覧天皇．其日．公宴．賦冬日残菊．」
『日本紀略』「九日丁亥．重陽宴．題云．秋日懸清光．」
『菅家文草』5・428「重陽侍宴，同賦秋日懸清光，応製．」
『菅家文草』5・429「重陽後朝，同賦花有浅深，応製．」
『日本紀略』「九日丁亥．重陽宴．詩題云．菊花催晩酔．」
『菅家文草』6・435「重陽侍宴，同賦菊花催晩酔，応製．」

寛平7

895

寛平8

896

寛平9

897

9・9

宇多

9・10

（ナシ）

9・9

重陽宴

花有浅深
菊花催晩酔

宇多
宇多

9・10

（ナシ）

秋深

9・16

菊花宴
重陽宴

観群臣挿茱萸

宇多
宇
醍醐

9・9

『菅家文草』5・356「惜残菊，各分一宇，応製，［井序．］」

『日本紀略』「九月九日辛巳．重陽宴，題云．観群臣侃茱萸．」
『菅家文草』5・371「重陽夜感寒養，応製．」 ※史書の詩題とは別．「重陽夜」，
『臼本紀略』「九日戊辰．有重陽宴，題云．天澄識賓鴻．」
『菅家文草』5・379「重陽侍宴，同賦天浄識賓鴻，応製。」
『日本紀略』「十日己巳，詩宴．題云．雨夜紗灯．」
『菅家文草』5・380「賦雨夜紗灯，応製．［井序．干時九月十日，］」

1234567891011121314151617181920212223

12345678
91
011
41
516
92
021
11
12
13
11
27
28
22
22
2

年
仁和4
寛平元

28
Q9
R0
R1

『菅家文草』6・436「九日後朝，同賦秋深，応製．」

R2
R3

『日本紀略 「十六日
．於 涼殿 菊花出，不召文人，」 ※『菅
にナシ．
『日本紀略』「九日辛巳．天皇御紫農殿．賜重陽宴．題云。観群臣挿茱萸．」
『菅家文草』6・442「九日侍宴，観群臣挿茱萸，応製．」

R4
R5
R6

898

（表題ナシ）

閑居楽秋水

宇多

9・9

重陽宴

菊有五美

醍醐

9・10

（表題ナシ）

秋思入寒松

宇多

閏10・17

（ナシ）

9・9

重陽宴

対残菊待寒月
菊散一叢金

皇子
醍醐

9・29

（ナシ）

9・9

重陽宴

残菊
寒露凝

宇多
醍醐

9・10

公宴

秋思

醍・宇？

9・9

寿星南極見
霜葉辞條下
九月尽惜残菊
玉瑚蘭
秋気兼猴穣

醍醐
醍醐
醍醐
醍醐
醍醐

1
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昌泰3

900

延喜元
延喜2

901
902

延喜3
延喜4
延喜5
延喜6

903
904

9・9
9・9

重陽宴
重陽宴
九月尽宴
重陽宴
重陽宴

904
904

9・9

（節会停止）

9・9

重陽宴

9・10

（表題ナシ）

9・9

重陽宴

9・10

（表題ナシ）

延喜7

延喜8
延喜9
延喜10
延喜11

9・9

9・28

905

906
907
908
909

9・30

（表題ナシ）

9・9

平座

9・9

（停止）

9・9

（停止）

9・9

重陽宴
菊花宴

9・24

（醍）

茱萸玉楓
桐華秋欲落詩
観奏寛裳羽衣
眺望九詠之詩
遊残菊花下詩

醍醐
宇多
醍醐
宇多
宇多
（醍醐）

霧色明遠空

醍醐
醐

『日本紀略』「十日壬午，後太上天皇［宇多］於朱雀院喚詩人，
令賦閑居楽秋水之詩．令権大納言菅原朝臣［道真］作序，」
『菅家文草』6・443「九日後朝，侍朱雀院，同賦閑居楽秋水，応太上天皇製．［井序．］」
『日本紀略』「九日丙子．重陽宴．題云．菊有五美．」
『菅家文草』6・448「重陽侍宴，同賦菊有五美，各分一字，応製．［探得仙字．］」
『日本紀略』「十日丁丑．後太上天皇［宇多］召文人於朱雀院．令賦秋思入寒松詩。」
『菅家文草』6・449「九日後朝，侍宴朱雀院，同賦秋思入寒松，応太上皇製．［題中取韻．］」
『菅家文草』6・451「対残菊待寒月．［干時閏十月十七日，陪第九皇子詩亭，］」
『日本紀略』「九日庚子．天皇御南殿，賜重陽宴．題云．菊散一叢金．」
『菅家文草』6・460「九日侍宴，同賦菊散一叢金，応製．j
『菅家文草』6・461「九月尽日題残菊，応太上皇製．」
『日本紀略』「九月九日甲午，重陽宴．題云．寒露凝，」
『菅家後集』472「九日侍宴，同賦寒露凝，応制．一首，」
『日本紀略』「十日乙未．公宴．題云。秋思詩．」

『菅家後集』473「九日後朝，同賦秋思，応制．」
『日本紀略』「九月九日丁巳．重陽宴．題寿星南極見．」
『日本紀略』「九日壬子．重陽宴．以霜葉辞條下為題．」
『日本紀略』「廿八日辛未．於御殿有九月尽宴．以九月尽惜残菊為題．左大臣［時平］以下陪座．奏綜竹．」
『貝本紀略』「九日丙午．重陽宴．題云，玉瑚蘭．」

『日本紀略』「九月九日庚午．重陽宴．題云．秋気兼猴粗．」
『目本紀略』「九日．節会停止．依帝姑源連子［光孝皇女］卒也．」
『日本紀略』「九月九日，重陽宴．以茱萸玉侃為詩題．」
『日本紀略』「十日，法皇召文人．賦桐華秋欲落詩．」
『日本紀略』「九日癸未．重陽宴．題云観奏寛裳羽衣．［勒六韻七言，］」
『日本紀略』「十日甲申．法皇石文人．賦眺望九詠之詩，」
『日本紀略』「計日甲辰．法皇賦遊残菊花下詩．」
『日本紀略』「九月九日．止重陽宴，依諸国衰損也．有平座．」
『日本紀略』「九月九日．依雨停重陽宴．」
『日本紀略』「九日．依諸国早損．止重陽宴．」
『日本紀略』「九月九日己丑．重陽宴．題云．霧色明遠空．」
『日本紀略 「廿四日．菊花宴．」
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