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狭 衣 物 語﹄ 構 造 論

＝υ

禾

博

の物語 の部分 に ついて︑そ の叙述 の構造を考えてみようとす るも の
であ る︒同様 の試 みを巻 三 の 一品宮 の物語 に ついてお こな った のは︑

本稿 は︑ ﹃
狭衣物語﹄を構成す る叙述 のうち︑ 巻 一の飛鳥井女君

よ って︑ この物語 の構造をみてみる︒

関係 によ って連なる叙述 の流れ﹂と定義され よう︒
物語 の叙述 のなかから筋を抽出し︑筋相互 の関係を考え ること に

筋︺と いう語も用 い
いう のが本稿 の方法だ からであ る︒前稿同様︑ ︹
因果
た︒ これ はごく 一般的な意味 に取 って頂 いて差し支えな いが ︑﹁

理解 は何程深くな ったわけ でもな い︒むし ろ︑構造論と いう考 え方
が妥当 であ るか否かを︑あれ以後 ︑少しは深く考 えてみた︒そ の結
果︑前稿 でと った方法 は本稿 でも ほぼそ のまま踏襲す る こととなる︒
そ の意味 でも前稿 は是非参 照して頂きた いのであ るが ︑用語等 に つ
いてはもう 一度簡単 に説明しておく︒
構造︺
︹
と いう のは︑構成と い っても構想と い っても かまわな いの
であ るが︑そうしなか った のは︑本稿が物語 の叙述 のみを対象とす
る のであ って︑作者 や成立事情などと い った︑ いわば作品 の外在的
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扱 わな い︒上述 のテキ ストをどう読 むか︑と いう ことが本稿 の関心

＞
ａ 数 ならぬ人は︑好き好きしくあ るまじから んこと好ま で︑さり
ｌ

飛鳥井女君は︑従来繰 り返し言われ ているよう に︑中下層階級出
身 の気 のおけな い ﹁らうたき﹂女として造型され ている︒そ のこと
を念頭 においてふりかえ ってみると︑

見 られ る部分がな いこともな い︒

飛鳥井女君 は︑巻 一の半ば で仁和寺 の威儀師某 に拐され ようとす
る のを狭衣 に助けられ ると いう形 で登場す る︒飛鳥井女君 の物語 は
ここから始まると考えてよいが︑先行す る叙述 の中 にこれ の伏線と

もう随分以前 のこと ﹂雄犯 ︒それ以後︑私 の ﹃狭衣物語﹄ に対す る

︱︱ 巻 一の飛 鳥 井 女 君 物 語 に つい て︱︱

岡

事 であり︑そ の読 み の妥当性を物語本文 の叙述 の構造 に求 めようと

片

ぬべからん蔭 の小草 の︑露 より外 は知 る人なからん こそよからめ︒
全ハ一一
１ １︶
と︑狭衣が母堀川上 にむ か って話すくだりは︑飛鳥井女君物語 の伏
線と みてよいであ ろう︒ この ﹁
蔭 の小草 と いう語句 は後 にも飛鳥
﹂
３︶
井女君を指して用 いられ ている︒ 公 一
八五１ １
さらに︑ これ以前︑狭衣 の人柄が紹介され る部分 で︑
同 夢ば かりもあ はれをかけ給 はん蔭 の小草 などをも︑思し心に思
し放 つべくもな かりけれど︑ いかなりけ るかに︑ この世 はかりそ め
に︑﹁
世皆 不牢固﹂
と のみ思さるるは︑げ に世 の人 の聞 こえさ せたる
よう に︑仏 の現れさ せ給 へるにや︒ Ｃ ≡一
１ １︶
とあ る のも やはり飛鳥井女君物語 の伏線と みてよ いであ ろう︒
さて︑ いま掲げ た箇所同 にも見 えるよう に︑当初狭衣 は源氏宮以
外 の女性 には殆 ど関心がなか った︒ にも かかわらず︑そ の後 飛鳥井
女君 にのめり込 んでいくよう になる のは︑源氏宮 に恋心をは のめか
＞
して手痛く拒絶され た 一件 ︵
五四１ ８︶と関係があ ろう︒前掲＋
ａの
﹁
と いう発言がなされ る のも︑そ の 一
蔭 の小草以外と は結婚 しな い﹂
件 の直後 であ る︒そして︑ 一綾 の望 みを抱 いて宣燿殿女御 の許 に出
向 いた狭衣 は女御 に逢う ことも果たせな いば かりか︑かえ って東宮
しど ろもど ろに﹂
から源氏宮 への秘 めた想 いを指摘 され て︑心も ﹁
六五１ ３︶な って退出す る︒狭衣が飛鳥井女君 に出会 った のは︑ま
︵
さにそ の帰途 においてであ った︒飛鳥井女君 に対す る狭衣 の態度を
考 える上 で︑ このこと は重要 であ る︒

飛鳥井女君物語 の発端 の威儀師事件は︑狭衣と飛鳥井女君とを出
会わ せると同時 に︑女君を経済的 に苦境 に追 い込む こと にな った︒
女君 の乳母が この ﹁
仁和寺 の威儀師と いふ者 を語ら ひて︑ この君 の

事を扱 はせ﹂ ︵
七 二１ ６︶ていた のであ るが︑そ の縁故が この 一件 で
切れ てしま ったから であ る︒

乳母 はこの苦境を打開す べく ﹁
陸奥 の将軍﹂ に従 って東国下向を
決意す る︒威儀師事件から東国下向 に至るこの筋 をかりに ︿女君 の

不如意﹀と名付け ると︑ ︿
女君 の不如意﹀と並行 して︑ 一方 では狭
衣と飛鳥井女君 の頻繁な逢瀬が語られ る︒ こちら の筋を いま ︿女君
の恋﹀と名付け る︒

︿女君 の不如意﹀と ︿女君 の恋﹀の両方 の筋 に関わる飛鳥井女君 は︑
東国下向 に乗 り気 になれ るはずもなく︑さりと て︑まだ この時点 で

は狭衣 に身を委ね る気 にもなれな い︒ 逢瀬が重なるに つれ︑ ﹁
見る
程 の心 ︒物言 ひなどは︑むげ に頼 みかからぬにしもあらず︑人ざま

など︑
待
さすが に過ぎ ぬ夜な夜な の数添 ふままに︑人知れず い
つ
程
みじう思﹂ ︵
七 五１ ６︶われ はす るも のの︑事情を打 ち明け て頼 る程
には狭衣 の愛を信 じることも できな いのであ る︒

飛鳥井女君をして狭衣 の懐 に飛び込む ことをた らわせて いる の
め
︒
は︑狭 の
で
衣
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度
あ
る
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の
鳥
衣
飛
井
女
に
君
対
す
心情 は︑ ﹁かね
る
ていみじき心を尽くし給 ふやんごとなき辺 りども ︵
源氏宮︑ 一条院
姫宮︑宣燿殿女御等 フ指 ス︶よりは︑習 はぬ草 の枕を珍しと思 して︑
そ の後 は︑宵 ・暁 の露けさも知らず紛れ給 ふ﹂ ︵
七 二１ １︶
とあり︑

また︑ ﹁
御心 にも︑ このこと の︑人 に勝れ てめでたきなど︑わざと
思す べき にはあ らねども﹂ ︵
七四１ １︶
とある のに明らかなよう に︑

飛鳥井女君自身 の美徳 に︑と い
りは︑
さ ら る
う
よ
そ
の
身
の
か
分
低
く
心安さ にひかれ ていた のであ った︒だ から︑飛鳥井女君 の許 へ ﹁
待
たるる夜な夜なもなく︑紛れ歩き給 ふ﹂ ︵
七四１ ３と 方 で︑ ひとた
び源氏官を前 にす るや︑全く当然 のこと のよう に︑ ﹁
飛鳥井 の宿 り
０︶
は︑戯れ にもあさまし﹂ ︵
七六１ １
と︑飛鳥井女君と の情交を否定
的 に考 えてはば からな いのであ る︒
飛鳥井女君 に対す る狭衣 のこうした心情 は︑女君 に対 して自分 の
素 姓を明かさな いと いう態度とな って表れ る︒ ﹁かく おぼ つかなき
０︶と︑女君 の不安な胸中を
有様 の頼 み難さ のつらき にや﹂ ︵
七五１ １
十 に し いなが ら︑﹁かく思 ひかけ ぬ 有様を 暫し人 にも知らせ
分
察
て
１︶と考 えて︑ 名乗 らず に 済 ませる のであ る︒ 狭衣が
じ﹂ ︵
七 五１ １
﹁
暫し人 にも知らせじ﹂と思う ﹁
人﹂ は︑ ここでは特定 の人と はな
っていな いが ︑後 に ﹁
人知れず思 ふ辺 り の聞き給 はんに︑戯れ にも

を曲解す るような こと は避けた いと︑私 は思 っている︒
さて︑逢瀬が重な るに つれ︑飛鳥井女君は相手 の男が狭衣 であ る

こと に気づき始 める︒しかし︑そ のことは女君 にと ってな んら救 い

にはならな い︒狭衣 のほう は ﹁
今 お のづ から我と知りなば︑え厭 は
じ﹂ ︵
九 一１ ３︶と呑気 に考 えるが︑女君はそう は考 えな いのであ っ
と︑
八〇ｌ ｎ︶
我が身 の程を思 ふにも︑猶頼むべき有様 かは﹂ ︵
て︑﹁
煩
身分 の余り の違 いを痛感さ せられ るだけ であ り︑さらに︑猶も ﹁
はしき人 ︵
正妻︶の︑さすがなる﹂ ︵
が いる︑などと出まか
九 一１ ７︶
せの嘘を言 って身分を隠 し続け ようとす る狭衣をみると︑女君 の狭

衣 への不信感 は つのらざ るをえな いのであ る︒

東国 への出発もさし迫 った頃︑女君 は狭衣 の子を身籠もり︑ ︿女

女君 の不如意﹀ の筋
君 の恋﹀ は新 し い局面を形成す る︒また 一方 ︿

も式部大輔道成 の求婚と いう新 し い事件 の出来 により新 たな展開を
みせる︒乳母が道成 の求婚を快諾 し︑東国下向 の 一件はたち消えと

６︶
心留む る人あ りと は聞 かれたてま つらじ﹂ ︵
とあ るから︑
九〇１ １
究極的 には源氏宮 への聞 こえをはば か っている のだと考 えるべき で
あ ろう︒

女君 には東国下向 の中止だけが伝えられ る︒ この時 の女君 の心理 は
次 のよう に記されて いる︒

な る のであ る︒道成 の求婚 は道成と乳母と の間 で秘密裡 に処理され︑

こうした狭衣 の心情や態度を︑利 己主義的だと か︑体制 順応的だ
と か︑論評す る こと は︑本稿 の目的 ではな い︒むし ろ︑狭衣 の態度
は この当時 の上流貴族社会 においてごく普 通にみられ るも のであり
今述 べたような批評 はどちらかと いえば︑ アナク ロニズ ムに類す る

＞
︑
女
は
と
と
ｃ
ま
こ
思 ふに心地す こし落 ち居 ぬ︒う ちは へ悩 まし
君
＜
惜しからぬ身 はいかにも疾くなりなば や﹂と
くさ へ思えけ るも︑ ﹁
のみ急がれ つるを︑かくなりにけりと聞き て後 は︑あ はれなりけ る
九 四１ ８︶
いたはしく思ゆ る ︵

契り の程さ へ思 ひやられ て︑憂き身と のみ思 ひ入りぬるを︑す こし

であ ろう︒しかし︑そ のことと はまた別 に︑狭衣 の態度が飛鳥井女
君を苦境 に追 い込 んでいると いう こと は︑物語が明確 に語 っている
と ころであり︑物語 の叙述を素直 にうけと る限 り︑ これ以外 の解釈
はありえな いであ ろう︒作者 の問題や当時 の社会 のありかた の問題
などと い った作品 の外在的な問題と絡 めて︑ いたず らに作品 の叙述

ここで注意す べき は︑ これま で繰 り返し語られ てき た狭衣 への不
＞
信が この＜
ｃには見られなくな っている こと であ る︒そして︑ これ以
後 ︑飛鳥井女君 の心理描写 のなかに狭衣 への不信感を述 べた箇所 は
見当 たらなくな る のであ る︒野分 の夜︑飛鳥井女君を訪れ たとき に
逢 ひ見ねば袖濡れ まさる小夜衣 一夜ば かりも隔 てずもがな

狭衣 の詠 んだ歌︑
︵
九 五１ ４︶
に対す る飛鳥井女君 の返歌 は︑諸本 にず いぶん異同 のあ ると ころで
い つま でか袖 千しわびむ小夜衣隔 て多 かる中と見ゆ るを

あ るが︑
第 一系統木︶
︵
︵
第 二系統本︶

夜な夜なを隔 て果 てなば小夜衣身さ へ浮き てや流れ果てなむ
隔 つれば袖 干しわぶる小夜衣 つひには身さ へ朽 ちや果てなむ

以上見 てき たと ころを ここで整理しておくと︑次 のよう になる︒
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前節 に図示したよう に︑道成 の求婚以後 ︑︿女君 の不如意﹀と ︿
女
君 の恋﹀ の二つの筋が並行して語 られ てゆく︒それ までは︑飛鳥井

女君は両方 の筋 に関わ っていたが︑ ここからは両方 の筋 に関わる人
物と いう のはいなくなり︑ ︿女君 の不如意﹀ のほうは道成と乳母︑
︿女君 の恋﹀のほう は狭衣と飛鳥井女君と いう ふう に︑ 二つの筋が接

点をもたず に展開 していく︒ これ は︑先 にも述 べたよう に︑乳母が
道成 の求婚を女君 に告げず に秘密裡 に処理しようとしたから であ る︒
と ころで︑従来 ︑飛鳥井女君 の物語 には ﹃古本住吉物語﹄など︑

継子 いじめの物語から の影響があ ると言われ ﹂津だ ︒しかしヽ私 は

この説 には同意 しかね る︒それ は︑本稿が所謂 ︹
構想論︺の立場をと
らな いから︑と いう のではなく︑ この説 には作 品 の解釈 の上 で大き

な誤りがあ ると思うから であ る︒
件 の説は︑飛鳥井女君 の物語中 にただ 一ケ所だけ現れ る﹁主計頭﹂
︵
七 二１ ５︶な る語を ﹃古本住吉物語﹄と関係づけ ること から始ま っ

︵
版本 の類︶
は︑ いずれをと ってみても︑狭衣 に対 して心を開き はじめた女君 の
︵
心理が よく表れ ていると辟梵 ︒
このよう に見 てく ると︑東国下向 の 一件は︑結果的 には ︿女君 の
恋﹀と対立す る筋を形成す る事件 ではな か った こと になる︒ この事

乳母が女君を苛 めたり︑食 いも のにしたりしている︑とす る解釈 で

ば らく︑物語 の叙述 に基づ いて乳母 の行動を追 ってみる︒
女君 の両親が 亡くな ったあと︑女君 には度 々出仕 の誘 いがあ った

しかし︑ この乳母 は女君を苛 めようとしている のであ ろう か︒し

あ る︒

たよう であ るが︑むし ろ︑ この説を根底 で支え ている のは︑女君 の

件を契機 に飛鳥井女君 のなかで狭衣 への思慕 の情が募 ってくるわけ
女君 の恋﹀ の筋を形成す べく機能 した
であ るから︑ これ はむしろ ︿
と いう こと になる︒しかし︑それ はあくま でも結果からみた場合 の
こと であ って︑先 にも述 べたよう に︑本稿 の目的 は作者 の意図や︑
・

構想︺を論じる のではなく︑作品 の叙述がど のように展開
いわゆ る ︹
し ている のかを記述す る こと にある︒

が︑ この乳母 は ﹁心賢う︑物 したたかな る様 にしなさ んと て︑参 ら

乗 る ことさえ せず に足繁く女君 の許 に通 い続け ており︑そ の狭衣を

が︑それも悪意 から でたも のでな いこと は明らかであ る︒狭衣が名

行方 なく身 こそなりゆけ この世をば跡なき水 のそ こを尋ねよ

の心は急速 に狭衣 に傾 いており︑

においても基本的 には変わ っていな い︒東国下向 の中止以来 ︑女君

前節 で述 べた乳母 の態度 は︑道成 の求婚 から筑紫下向 に到 る展開

女君 の物語 の誤読 は免れな いと思 われ る のであ る︒

込 んでいくと いう構造をも つ継子 いじ め物語とは︑そ の点 で大きな
違 いがあ る︒そして︑ この違 いをわき まえておかなければ︑飛鳥井

追 い込 んでいく こと にな るわけ で︑継母 の悪意が姫君を窮地 に追 い

現実的 に対処している のであり︑そ のことが女君をます ます窮地 に

以上見 てき たよう に︑乳母 は終始 一貫 して︑生活者と して事態 に

うならば︑素姓を隠し続けた狭衣 にも非 はあ ると言わねばならな い︒

﹁別当 の少将﹂だと思 いこんでいた乳母としては︑事 を秘密裡 に運
んだ のも やむをえな いやり方 であ ったと いうべき であ ろう︒非を い

せ ︵二四〇１ ５︶なか った︒乳 の夫が 主計頭 であり︑ ﹁
なま便 り
母
﹂
あ る﹂ ︵
七 二１ ５︶
状態だ ったから であ る︒ ちなみに︑ この ﹁
便 り﹂
を︑﹃
大系﹄ の頭注 では縁故 の意として いるが︑ そう ではなく︑ こ
れ は︑貯蓄 の意 であ る︒前掲 の説 では︑﹁
主計頭﹂ の コノテイ シ ョン
を古本住吉物語 の悪役とす るのであ るが︑私 はむしろ︑ この ﹁なま
便りあ る﹂と いう ことを主計頭 の コノテイ シ ョンと考 えるべきだと
思う︒
さ て︑夫主計頭 の死後︑乳母 は威儀師と関係をも ち︑経済的援助
を得︑女君 の世話をさ せる︒しかし︑乳母が女君を威儀師 に与 えよ
うとした のでな いこと は︑威儀師事件 の後 ︑乳母自身が ﹁
浅 ましく︑
かかる心 のあ りけ る﹂ ︵
七 二Ｉ Ｉ︶
と驚 いていること からも明らかで
あ る︒乳母を継母 に︑威儀師を ﹃
落窪物語﹄ の典薬助 に比し︑乳母
が威儀師 に女君を襲わ せたか のよう に解くなど︑到底 受け入れられ
る説 ではな い︒
東国下向 に ついては︑ これが女君 にと って辛 いこと であ った のは
確 かであ る︒そして︑女君 のそうした心情 に対す る細かい配慮が乳

渡 らなむ水増 さりなば飛鳥川明日は淵瀬 になりも こそすれ

︵
九 六１ ５︶

に逼迫 した状況 の下 で︑な んとか女君 の生き てゆく術を画策す る の
は︑あ る意味 では乳母たる者 の使命 であ る︒乳母 はこの時︑是が非

の歌 に見られ るよう に殆 ど狭衣と心情的 に 一つにな った感があ る︒

母 に欠け ていたと はいえよう︒しかし︑それ は︑乳母が女君を苛 め
ようとしたと いう こと にはならな い︒威儀師事件後 ︑現実 に経済的

でも女君を東国下向さ せようとしたわけ ではなか った︒源氏官 の東

︵
九七１ １︶

宮 入内 に女房として出仕す るよう勧 めても いる︒それを拒 んで東国

このような状況下で︑女君を道成と結婚さ せるには︑事を秘密裡 に
運ぶ のも止むを得な いこと であ ったと いう べき であ ろう︒
乳母は︑西隣 の家 で井戸を掘 るから土忌 みをしようと言 って︑女
道成と の縁談を秘密裡 に運 んだ こと に ついては︑次節 に詳述す る

下向を選 んだ のは女君自身 であ る︒

君を誘 い出す︒そ の言葉 のなかで︑ ﹁いみじき ことを思 へど︑やも
０︶
めにては思 ふこと の適 はぬが わびしきぞや﹂ ︵
と言 ってい
九七１ １
る のは︑乳母 の本心 であ ろう︒渋 る女君に乳母は理を解 く︒女君が
懐妊していると いう のに︑男は 一向 に誠実な態度を見 せな いではな
いか︒別当 の少将程度 の君だちは︑女 の親があれ これ身 の周り の世
話をしてくれ るのを目当 てに通 ってく るのであ って︑それをしてく
れな いと分 かると︑すぐ に去 っていくも のだ︒もし本当 にあなたを
愛 しているなら︑所違え の出先 へも訪ね て来 てくれ るはずだ︑と︒
ここに語られ る乳母 の現実認識 こそ これま での乳母 の行動を支え
てき た論理だと い ってよい︒そ して︑ この論理 の前 に︑女君も乳母
の意見 に従わざ るを得な いのであ る︒
威儀師事件以来 ︑ず っと並行して語られ てき た ︿女君 の不如意﹀
と ︿女君 の恋﹀ の二つの筋 は ここで統合され︑ 一旦は乳母 の側 の論
理 で物語が展開す ること にな る︒しかし︑当 の道成が女君 の許 に夜
な夜な通 ってく る男 の家人 であ ると いう事実を踏まえていな い乳母
の行動 は破綻をき たさず に済む はずが な い︒
筑紫下向 の船 の上 で︑道成は女君 に言う︒
同 あな︑を こが ましや︒某 の少将 の蔭妻 にて︑道行く人ごと に心
を尽くし︑胸を潰 し給 ふ心も やは︒賤 しうとも︑またなく思 ひかし
づき聞 こえんを取 りど ころに思 せかし︒なま君だ ちは︑なづ ましく
すず ろはしきも のぞ︒我が殿 のおはしまさん世 には︑某 らに︑ よも︑
４︶
そ の君だち勝らじ︒ ２ ０ 三１ １
道成は女君 に対 して こよなく誠実 であ り︑言 っている こと にも全

く嘘 はな い︒そして︑道成も自負す るとおり︑別当 の少将 よりはは

も取 り上
るかに将来性もあ り︑ ﹁
江 口わたり の逍遥 ﹂ 貧 〇 三１ ３︶
めて女君 の機嫌と りに躍起 にな る実直な男 であ る︒しかし︑狭衣を

別当 の少将だと勘違 いしていることが︑ ここでは国 の発言を滑稽な

も のにしてしま って いる︒同じ理を説 いていなが ら︑もはや ここか
らは︑先 の乳母 の発言 のような︑理路整然︑と い った感 は感 じられ

滑稽 さは︑女君 の機嫌を取 ろうと して道成が︑狭衣から贈られ た

な い︒

れを見給 はば︑ま ろが憎さも慰 みな ん︒
扇を取り出し︑コ﹂
﹂︵一〇 六
１ ４︶と ふざけ かかり︑﹁
狭衣︶を こそ命 に換 へても恋 ひ愛
我が君 ︵
しまめ︒そ の青びれ男 によりて︑命も絶えぬべく見え給 ふこそ︑却

りては心づきなけれ︒
﹂ ︵一〇 六１ ６︶と言う に到 って︑極まる︒女

君 の相手が狭衣だと いう ことを踏 まえていな いために︑先 の乳母 の

論理 は︑ ここに到 って全く無意味 で滑稽 なも のにな ってしま ってい
る のであ る︒

道成が差 し出した狭衣 の扇 には︑狭衣 の手 で ﹁
渡 る舟人 かぢ を絶

︵一〇七１ ２︶

かぢ を絶 え命も絶ゆと知ら せば や涙 の海 に沈 む舟人

え﹂ の歌が書き付け てあり︑女君 の悲哀もまた︑ ここに極まりを見
せる︒そ して︑

から︑

２ 一五１ １︶

速き瀬 の底 の水層となりにきと扇 の風 よ吹きも伝 へよ

に至る六首 の歌 は︑女君 の悲劇性を漸層的 にもりあげ︑入水 のクラ
イ マックス ヘと導 いていく︒

先 にも述 べたよう に︑女君 の愛人が狭衣 であ ると いう事実を踏ま
え ていな い乳母 の側 の論理が破綻をき たす のは︑当然 であ った︒そ
れが女君 の入水と いう形とな って表れ たわけ であ るが︑ では︑入水
に到 るま での女君 の側 の論理と はい ったいどう いうも のであ ったろ
う か︒
女君 は乳母が相手 の男を狭衣だと は考 えて いな いことを承知して
とやか
いた︒ にも かかわらず︑乳母 の論理 の前 に屈伏した のは︑ ﹁

はいな い︒それ は狭衣 の素姓を知 ったとき に︑既 に不可能だと承知

して いた こと であ る︒今 の女君 にと って狭衣は︑自発的 に愛をささ

げ るべき対象 であ ったと い ってよい︒ この思 いから入水と いう行動
への距離 はわず かであ る︒

神 ・仏︑
道成があれ これと言 い寄 って来 る のをよそ に︑女君 は ﹁
０︶と︑死を願う︒
かかる日見 せ給 はで︑とく失 ひ給 へ﹂ 全 〇 六１ １
そして︑次 の＞
ｅに見えるよう に︑狭衣 への思 いがそれ にさら に拍車
＜
を かけ る︒

ｌ
し︑命︑心にかなはで︑なが ら へば︑行末 に聞き合 はせ給 ひ
ｅ
も
ｌ
さて こそあ りけれ﹄と聞かれ たてま つらんも︑今少し心憂 か
て︑ ﹃
りな んかし︒などてさし離れ たる賤 の男 にてだ にあらで︑親しくよ
ろづ聞き合 はせ給 ふべき こと にてしも やありけ ん︒遠き ほどま で行

八九
乳母︶に言はんも︑ 善き ことと言 ふべくもな﹂ ︵
く やと この人 ︵
１ ８︶いだ ろうと考 えたから であ る︒そして︑﹁いかなる僻事をし出
と︑乳母 の論理が破綻をき たす であ ろう こ
八九１ ９︶
でんず らん﹂ ︵
と まで予測しなが ら︑あえて︑乳母 の言 いなりにな った のであ る︒

出産︶を見扱 はれ ぬ前 に︑ただ いかにしても死
き着き て︑ この有様 ︵
０︶
ぬるわざもがな 全 〇七１ １

納言 の遺女として︑毅然としてたかが亡父 から見ればそ の部下 に過

彼女が か つて の帥 の中
か つて︑石川徹氏 は女君 の入水を評して︑ ﹁

出産︶のあ る ついでにも︑亡
恐 ろしき こと ︵
このとき既 に女君は︑﹁
せなば や︒世 にあらずなりなん のみこそ︑人をも身をも恨 み果てで︑
と︑死を望 んでいる︒ただし︑東国下向 のとき
九九１ ３︶
やまめ﹂ ︵
と は違 って︑女君 は狭衣 の愛を疑 ってはいな い︒東国下向 のとき は

的な問題を安易 に作品 の解釈 に絡 めた結果 の誤読と いうべき であ ろ

輔道成 の手を拒 んで入水す るのであ つて︑そ こに階級 の差が この投
身自殺 の 一つの条件とな つてをり︑受領階級 ︒武杜鋼 級 の興起と い
︵
ふ新 し い事態 に対す る旧秩序側 の抵抗が加 は つてゐる﹂と説かれ た︒
しかし︑物語 の叙述を素直 に読 み解く かぎ り︑そう いう解釈 は出 て
こな いのであ って︑それ はこの作品 の成立 の歴史的背景と いう外在

ぎな い太宰大弐 の息子 であり︑ 且 つ愛す る男 の家来 でもあ る式部大

３︶
と︑狭衣 の愛を信
かりも聞 こえさ せたてま つらば や﹂ ２ ００１ １
じて疑 わな い︒それ は︑ コ﹂の世 の外 になりぬとも︑忘 るべき 心地
６︶
と いう︑狭衣 への深 い思 いの表れ であ る︒
も せぬ﹂ 盆 ○○１ １
そ の思 いがす でに乳母 の論理をはるかに超えている こと はいうま

﹁かやう に思 し捨 て給 はざ らんほどに︑雁 の羽風 に迷 ひな んこそ よ
む
八〇ｌ ｎ︶と考えた︒ しかし︑今 回はそう ではな い︒﹁
からめ﹂ ︵
げ に行方 なく は︑ 音物語 のやう に殊更びてや思さん︒ ﹃かく﹄とば

でもな い︒女君は現世的な意味 で狭衣 に頼 る ことを︑も はや考 えて

う︒女君が道成を拒 んだ のは︑狭衣 への愛を貫くためであり︑＞
ｅに
Ｉ
もあ るよう に︑道成が ﹁さし離れ たる賤 の男 にてだ にあらで﹂狭衣
にきわめて近 いと ころにいる人物 だ ったから であ る︒道成が狭衣 の
︑
家人 であ ると いう
こ
と
が
狭
衣
へ
の
愛
を
貫
た
に
く
め
定
的
な
決
障
害
で
あ ったから︑女君は道成 に従 わなか った のであ って︑ これが ﹁
さし
離れ たる賤 の男﹂ であれば︑あ るいは︑物語 は別 の進展を見 せたか
もしれな い︒物語 の叙述 に則して︑素直 に読 むかぎ り︑女君 の入水
には階級差 の問題 は関係がな いと︑私は思う︒

飛鳥井女君 の物語 は︑巻 一巻 末 で女君が 入水す ると いう形 でクラ
イ マック スに達 し︑巻 二以後 はそ の後 日諄が所 々に現れ る︒それ ら
後 日諄 のなかでは︑飛鳥井女君は実 は死んではおらず︑兄 によ って
助けられ︑帰京して常盤 で狭衣 の子を生 み︑出家した後 に死 んだ︑
と いう ことなどが︑語られ るのであ るが︑それＲ後 日諄 に飛鳥井女
君自身 は直接 には登場 せず︑道成︑女君 の兄︑今姫君 の母代︑常盤
の尼君と い った人 々と狭衣と の対話 の中 で入水後 の飛鳥井女君 の動
静が明らかにな っていくと いうかたちをと っている︒
したが って︑狭衣 はそれ以後も飛鳥井女君と逢う こと はな か った
のであ り︑飛鳥井女君 の物語 には入水以後 ︑進展がなか ったわけ で
あ る︒巻 二以下 のこれ ら の叙述を︑私が ︹
後 日諄︺と呼 ぶ のは︑そ の
ためであ るが︑ これら後 日諄 は︑単 に飛鳥井女君 の入水後 の動静を
語 ると いうだけ でなく︑むし ろ巻 三以後新 たに始まる 一品宮 の物語
の筋 の形成 に重要な働きをして いる︒ ﹃
狭衣物語﹄ の構成が緊密だ
と いわれ る所以 であ るが︑そ のあ たり の叙述 のありよう に ついては︑

︵注 １︶

既 に前稿 で述 べたから︑繰 り返さな い︒
ただ︑ この後 日諄 に登場す る ﹁
常盤 の 君 に つい ︑前 稿 で︑
尼
て
﹂
従来巻 一で 今姫君登場 の際 に 名前 の見え る ﹁
伯母 の尼君﹂ ︵
八 二︱
５︶と︑巻 三以後 に現れ る ﹁
常盤 の尼君﹂とが同 一人物とされ てい
・

た のに対 し︑そう考 えると矛盾が生 じることを指摘 し︑ ﹁
伯母 の尼
君﹂と ﹁
常盤 の尼君﹂と は別人とす べき ことを述べた︒
そ の考 えは今も変 わ っていな いが︑そ の後 ︑堀 口悟氏が やはり こ
︵
の問題をとりあげ られ︑氏 は両者を同 一人物 であ る︑と結論さ鮮が ︒

構想論︺であ って︑私と は立 つ位置が違 っており︑し
氏 の論は所謂 ︹
たが って結論 にも相違が生 じるも ののよう であ る︒しかしなが ら︑

狭衣物語﹄ の構造﹂と いう タイト ルで︑﹁
氏 の論も ﹁﹃
構造﹂と いう
語を使 っておられ るので︑氏 の論 の批判と いうよりは︑むし ろ︑私
の構造論 の立場を確認す ると いう意味 で︑氏 の説を少 し検討 してお
き たい︒

氏も︑私と同様︑両者を同 一人物と考えると︑ ﹁
尼君﹂と いう呼
称 に不都合が生 じ︑年立 のうえ でも矛盾が生じる ことを指摘 してお
られ る︒私 はそ こで両者 を別人と解 した︒同 一人物としなければな

らな い理由 はな いと考 えたから であ る︒しかし︑氏 は︑そうした矛
盾が生 じるにも かかわらず︑両者 は同 一人物だとす る︒そして︑そ
の理由を氏 は次 のよう に説 いておられ る︒

母代 は今姫君方 の人間 であ るから︑伯 の君等 に関 して知 っている

のは当然 であ るが︑飛鳥井 の君 の消息ま で知 っている のはしかる
べき理由が無ければならな い︒ この理由を示す のは︑巻 二以前 で
は︑巻 一に於 て母代が ﹁
伯母 の尼君﹂ に抜燿され た事実以外 には

常盤 の尼君﹂が ﹁
伯母 の尼
無 い︒飛鳥井 の君を手許 に保護 した ﹁
君﹂と同 一人物だ から こそ︑母代が飛鳥井 の君 の消息を知 り得 た
伯母 の尼君﹂
常盤 の尼君﹂と ﹁
としか考えようがな い︒従 って ﹁
と は同 一人物 であ る︒
私 は︑ 今姫君 の母代が 飛鳥井女君 の消息を 知 って いるためには
﹁
常盤 の尼君﹂が同 一人物 でなければならな い︑
伯母 の尼君﹂と ﹁
︑
伯
とす る考え方 には承服しかね る︒氏も言われ るよう に 母代 は ﹁

したが って︑叙述 の解釈 に︶矛盾を生じ
作品を読む場合︑叙述 に ︵

な いように読 むべき こと は言うをまたな い︒したが って︑叙述 に矛
読 めていな い﹂ のであり︑また︑
盾が生じると いう こと は︑作品が ﹁

いかに読もうと努 めても矛盾が生じてしまうと いう のであれば︑そ
読む こと のできな い﹂作品 であ ると いう こと には
れ はそ の作品が ﹁

かならな い︒
構想論︺ に対 して否定的な のはそ のためであ る︒作品を読
私が ︹
読 めな い﹂
構想論︺ は︑ ﹁
もうとす る立場 からすれば︑ この種 の ︹
こと の表明 でしかな いから であ る︒

前節 に述 べたよう に︑巻 二以後 に配置され た飛鳥井女君 に関す る

︑
伯母 の尼君﹂
母 の尼君﹂によ って抜燿され た のであ るから 母代と ﹁
常盤
伯母 の尼君﹂と ﹁
が 懇意 であ る こと は明らかであ る︒そして︑﹁
︑
の尼君﹂とが姉妹 であ ること は明らかな のであるから 伯母 の尼君
を通して︑常盤 の尼君や飛鳥井女君 の情報が母代 に入 ってく る のは

叙述 は後 日諄 であ って︑巻 一の飛鳥井女君物語と は性格 の異な るも
のであ る︒巻 一に配置され た飛鳥井女君関係 の叙述 の構造 の輪郭を

述 べて︑本 稿 のまと めと したい︒
飛鳥井女君 の物語 は︑威儀師事件 に始まり︑そ の後 ︑︿女君 の不如

ごく自然な こと であ る︒伯母 の尼君と常盤 の尼君が同 一人物 であ る
必要 は全くな い︒伯母 の尼君は巻 一です でに尼とな っていた のであ
︑
盤
の
尼
君﹂
常
り︑筑 前守北 の方 は上京後 ︑夫 に先立 たれ て出家 し ﹁
妹の
とな った︒ この間 に︑常盤 の尼君と︑既 に尼 にな って いた姉 ︵
可能性もなく はな いが︶ であ る伯母 の尼君と の間 にな んら音信がな
か ったと考えるほうが よほど不自然だと︑私 は思う︒そ んな不自然
常盤 の尼君﹂を同 一
伯母 の尼君﹂と ﹁
な想定をしてまで︑あえて ﹁

狭衣をして飛鳥井女君 に素姓を明 かさな いと いう態度をとらせる︒

語 においても狭衣 の行動を規定す ると いう形 で深く関 わ っており︑

狭衣物語﹄
意﹀と ︿女君 の恋﹀ の二つの筋が並行して語られる︒ ﹁
の本筋とも いうべき︑狭衣 の源氏官 に対す る恋 は︑飛鳥井女君 の物

人物と考 え︑そ の結果︑物語 の筋 に矛盾が生じて いると いう結論 に

ているのは︑事態 に現実的 に対処しようとす る生活者 の論理 であ る

そして︑そ のことが乳母 や道成 に東国下向 ・筑紫下向 の行動をとら
せる原因 の 一つとな っている︒ この ︿女君 の不如意﹀ の筋を支配し

外部徴証 によらず内部徴証だけ から作 品 の構想 の問題を扱 おうと
構想論︺は︑多く の場合︑作 品 の叙述 の矛盾 をあげ
す る︑ この種 の︹

と い ってよ い︒
一方︑︿女君 の恋﹀の筋 は︑東国下向 ・筑紫下向と いう障害を経 て︑

も っていく のは︑到底私 には受け入れが た い考 え方 であ る︒

つら い︑そ こから︑作 品 の成立過程と い った ことを推測しようとす
読 む﹂ こと に重きを おく立場 に立 つ︒
る︒しかし︑私はまず作 品を ﹁

飛鳥井女君 の内 に狭衣 への自発的な愛を目覚 めさ せる︒
以上 の二つの対立す る筋 は︑巻末 の女君入水 によ って解決され る︒
女君は乳母 や道成を拒絶 して︑狭衣 への愛を貫く ために入水す る の
であ るから︑ このような叙述 の構造 は︑生活者 の論理を否定 し︑愛
の至上を語 ろうとす る意図 の現れと みて︑ ほぼ間違 いはな いであ ろ
う︒しかし︑ ︿女君 の恋﹀ の筋 の形成 に狭衣自身 は主体的 に関わ っ
て はおらず︑女君を入水 に駆 り立 てたも のも︑女君 の︑ いわば自 己
完結的な愛 であ った︒狭衣が女君と の恋 に主体的 に関わりえなか っ
た のは︑源氏宮 への執着 の所為 であ る︒
このよう に︑狭衣が終わ ってしま った恋 への執着 のゆえに新 たな
恋 に主体的 に関わる ことが できず︑物語がも っば ら相手 の女 の側 の
意 志と行動と によ って進 展していくと いう展開 のありかたは︑ ﹃
狭
衣物語﹄ の構造 の特 徴と い ってよく︑ この物語 の性格 を考え る上 で
重 要 であ ろうと思 う︒巻 二におけ る女 二宮 の物語 に ついても同様 の
ことが言える のは︑か つて 口頭 で発表 した通りで漢 従︒
︵
注１︶ 片岡利博 ﹁
﹃
狭衣﹄の 一品宮︱︱構造論の試み︱︱﹂ ∩語文﹄昭
和五二年六月︶
９ ・昭
︿
注２︶ 一
谷栄 一・関根慶子校注 ﹃
狭衣物語﹄ ︵
日本古典文学大系 ７
和四〇年八月 ・岩波書店︶ 稿中︑﹁
狭衣物語﹄を引用する際は︑特にこ

とわらな い限り︑本書により︑引用本文末尾に本書 のベージ数と行数を
括弧に括 って付記した︒なお稿中では ﹃
大系﹄と略称した︒
︵
注３︶ 石川徹 ﹁
吉本住吉物語の内容に関する億説﹂合中古文学﹄昭和四
四年二月︶ 森下純昭 ﹁
古本住吉物語と狭衣物語︱︱飛鳥井 の物語との
関係︱︱﹂合語文研究﹄昭和四八年八月︶
︵
注４﹀ 女君 の返歌︑第 一系統本の歌の初二一
あ
句を︑﹁
大系﹄ の頭注は ﹁

なたは ﹃一夜も隔てず﹄とお っし ゃるが︑あなたを待 って︑私はいつま
で︑一
民に濡れた袖を乾かしかねていましょうか﹂と解している︒それも︑
可能な 一つの解釈ではあるが︑あるいは︑ 主語を狭衣と解して︑ ﹁
あな
たは ﹃
袖濡れまさる﹄とお っし ゃいますが︑果たしていつまで私 のため
に泣 いて下さることでし ょうか﹂と解く こともできるかもしれな い︒ こ
の場合︑女君は狭衣に心を開 いているとはいえない︑との反論が予想さ
れるが︑そうではないのであ って︑女君が狭衣の言葉をこのように正面
から受け止めて応じたのはこれが初めてだと いってよい︒女君が狭衣に
対して心を開 いたというのは︑その謂である︒これまでの女君は狭衣と
の交渉をひたすら ﹁
思ひかけぬ有様﹂ であり︑ ﹁いかにも︑あるべき事
２︶ず︑と思うば かりで︑ 狭衣に恨み言を言うことさえ
七三１１
なら﹂︵
なか ったのである︒

︱松 蔭 女 子学 院大 学 助教 授︱

︵
注５︶ 石川徹 ﹁
狭衣物語 の定位﹂∩国語と国文学﹄昭和三四年四月︶
﹃
︵
注６︶ 堀 口悟 ﹁
狭衣物語﹄の構造︱︱常盤の尼君を軸として︱︱﹂﹁
中
央大学 国文﹄ ︵
昭和五四年二月︶
﹃
︵
注７︶ ﹁
狭衣﹄の女二宮﹂ ︵
昭和五十四年 中古文学会 春季大会 ・於大阪
女子大学︶
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