翻刻国文学研究資料館蔵貞享二年写﹃大蔵流能間﹄

落合博志

十年前後・寛永十二〜十三年・万治二年の虎明の本に次ぎ︑松井本︵貞

ある︒所収曲数は四十三曲と必ずしも多くないが︑大蔵流としては寛永

のうちの一点で︑貞享二年に書写された︑大蔵流の間狂言のテキストで

本であるが︑間狂言の写本も数点含まれている︒ここに紹介するのはそ

の能狂言関係の写本を購入した︒総計は七十七点で︑大半は本狂言の写

国文学研究資料館では平成二十一年度と二十三年度に︑篠田融氏旧蔵

氏の書写記があるが︑本文や奥書とは筆跡が異なり︑後の書き入れかと

家の一族ではあろう︒なお前見返にも奥書と同年月日の宇佐宮の津久井

蔵本家当主の通り名で︑ここは虎明か︶の伝を受けているので︑大蔵本

いる︒﹁稲葉右京様﹂は︑当時の臼杵藩主稲葉貞通である︒弥右衛門︵大

在住の狂言役者らしく︑臼杵藩稲葉家のお抱えであったことが知られて

らかの繋がりが考えられる︒また大蔵又左衛門は詳伝不明ながら︑上方

人物であろうか︒宇佐神宮近辺に加徳姓の家があり︑本書の筆者との何

力とく

享二年写︶・鞍貫本︵貞享四年写︶・西村本︵貞享四年以前写︶と並ぶ時

思われる︒ただし奥書と同じ年月日の書写記の形にした理由は明らかで

︵注Ｉ︶

期の間狂言台本として︑参看すべき資料と言えよう︒

大部分は一筆と見られるが︑前見返の津久井氏の書写記と永喜多此右

ない︒

帖装であるが︑後補表紙の上から右端を糸で縢ってある︒そのため咽の

衛門の署名︑目録の曲名下の片仮名︑目録になく﹁作左衛門写之﹂とあ

書誌を簡単に記しておく︒横本一冊︵十三・五×十九・五四︒折紙列

両側の行では︑文字の一部が綴じ目に隠れていることもある︒料紙は楮

る冒頭の﹁善千鳥間﹂︑および一部の注記は後に書き入れられたものと推

の内容は大蔵弥右衛門の伝であったことが知られる︒賀徳氏については

大蔵又左衛門の宿所で書写したこと︑親本は又左衛門の正本であり︑そ

奥書により︑貞享二年二月二十八日に宇佐宮の賀徳氏が︑豊後臼杵の

言ではなく能の間狂言のテキストなので︑仮に﹃大蔵流能間﹄の書名を

の文字も篠田氏の筆らしい︒なお題篭に﹁大蔵流狂言﹂とあるが︑本狂

の貼紙のペン書は篠田氏が古書店から購入した際のメモであろう︒題篭

察される︒表紙の貼紙の朱書は旧蔵者篠田氏による整理番号で︑一丁表

︵注２︶

紙︒丁数八十丁︵遊紙なし︶︒毎半葉十四〜十九行︒

未勘であるが︑﹁宇佐宮住﹂とあるので︑宇佐神宮の神人で狂言も勤めた
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用いた︒貞享二年松井兵右衛門書写の本を﹁貞享松井本﹂︑貞享四年鞍貫
勘四郎書写の本を﹁貞享鞍貫本﹂と呼ぶ例に倣い︑﹁貞享賀徳本﹂と呼ぶ
ことも可能であろう︒

当館収蔵後に作製された布張りの峡に収める︒﹁篠田融旧蔵能狂言写本
コレクション﹂の内︒請求番号 ︲脚︒

なお主として時間的な都合により︑今回は翻刻のみに止め︑解題は次
号に回すこととした︒この点を諒とされたい︒次号にはコレクション全
体の目録も付す予定である︒

︵注１︶寛文八年以降の宇佐神宮における神能︵九月二十日を式日とする風除奉
饗祭の能︶等の記録である﹃宇佐八幡宮神能明覧﹄によれば︑天保元年と二
年に﹁汕雌瑞太郎﹂が狂言や能の間狂言を演じているが︑井本哲一氏凧和肛

この人物と見てよかろう︒﹁善千鳥間﹂の書かれた頁と後見返に﹁永北﹂お

よび﹁永北／之印﹂の朱円印を捺したのも︑恐らく作左衛門と思われる．な

お永北氏の本姓は津久井氏であり︵注１佐藤氏稿参照︶︑前見返の貞享二年

の書写記も永北氏の誰かによるものであろう︒あるいは︑此右衛門の子で作

左衛門の父の良右衛門であろうか︒ただし署名と筆致は異なるものの︑此右

術門飛の可能性も考えられる︒

︹翻刻凡例︺

一︑曲名の字下げ︑曲と曲の間の空行など︑書式についてはある程度統
一する︒

一︑ワキとの問答部分や和歌の引用の前︑独白の切れ目などにおいて底

本が空白を置いている箇所は︑翻刻でも空白を設ける︒

て改行は︑本文については意図的に改行してある所でのみ行い︑奥書

禅は底本通り改行する︒問答部分で文と文の間の空白か意図的な改行

卜九孵し〃宇佐神宮風除奉撫祭奉能出仕者及屋号並所在地図面﹂︵﹃磯Ⅱ史学﹄

第庇卜胤巻一号︑平成二年正月︶ではこの人物を﹁加徳氏﹂と注記している︒

か判別しにくい場合は︑適宜に判断する︒

一︑丁の表裏の変わり目を﹂︑丁の変わり目を﹄で示す︵表紙もこれに

く表紙等の貼紙や題篭に普かれた字は︑﹁﹂で括る︒

異なるが当初の本文とほぼ同文︶は︑当初の本文の後に翻刻する︒

卜五飛雲﹂において冒頭から途中までの行間に書かれた詞章︵表記は

一︑行間に書き入れられた別の詞章は︑その形の通り翻刻する︒なお︑﹁一・

に翻刻し︑他は続け書きに改める︒

一︑演出注記等の注記類は︑二行または三行の短い割書の場合はその形

また同稿付救の宇佐神宮門前の町場の図面によれば︑油屋のある新町とその
北の米町に︑加徳姓の家が計三軒見られる︒本書の筆者は岩太郎の何代か前
の先祖の可能性もあり︑然らずとしてもこれらの家と同族かと推定される︒

なお住所は不明ながら︑明治三十一年一月十六日付の宇佐神宮社務所の棟札

に︑﹁泥工頭加徳千代次郎﹂の名が見える︵佐藤正彦氏﹁近世宇佐神宮建
築工匠の係累と足跡﹂︑﹃宇佐神宮の研究﹄平成七年八月︶︒

︵注２︶﹃宇佐八幡宮神能明覧﹄により︑永北此淌衛門が明和四年から寛政十一年
にかけて︑︿翁﹀の千歳︑狂言や能の間狂詩を波じていることが確認できる︒

また同番によれば︑此右衛門の孫に永北作庄衛門がおり︑文政十一年から明
治八年までの出演記録が見られる︒﹁善千鳥間﹂を加筆した﹁作左衛門﹂は
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准ずる︶︒後者については︑余白を残して改丁している場合もあるが特
に注記しない︒なお︑丁次を﹄の如く表示する︒

一︑本文には私意により句読点を打つ︒なお︒十八氷室﹂には途中まで

ｒ︶卜今入ノ

にやうぽうあぢわ浄

郎花﹂の﹁女らう﹂︑﹁十七道盛﹂の﹁女房立﹂︑三十猩さの﹁味﹂

毎やうざいあかざしら
︾︶／︑

﹁長おん﹂︑﹁三十四岸洞﹂の﹁御在陳﹂﹁赤頭﹂︑﹁︵四十︶三会盟﹂の﹁り

ん国﹂︶︒濁点が不明瞭であったり︑墨汚れと区別しにくい場合もある

訂と並行して︑後の所持者により施されたものらしい︶︑必ずしも完全

て時代等による相違がある語は︑原則的に謡曲の本来的な発音に従う︒

一︑底本の濁点のほかに︑私意により濁点・半濁点を打つ︒清濁につい

が︑適宜に判断する︒

ではなく︑また後ろ三分の一ほどは全く打たれていないので︑それは

謡曲に現れない語は適宜に判断する︒

﹁︒﹂点がほぼ句読点に相当する位置に打たれているが︵同曲に多い改

翻刻せず別に句読点を打つ︒

一︑虫損・墨抹等で読めない字は︑□を当てる︒

一︑右二項において︑推定できる場合は︑︵某ヵ︶と注記する︒

一︑演出注記における謡詞章の引用などは︑﹁﹂で括る︒

雲﹂﹁三十六富士山﹂の各曲には︑所々に﹁︒﹂または﹁③﹂の記号が見

一︑墨抹・見セ消チ符号や上書き等によって消された字は︑﹇×某﹈とし

一︑字形は明瞭であるが判読できない字は︑■を当てる︒

られる︵﹁二十五飛雲﹂には﹁②是より﹂﹁②是まで﹂とある︶︒これは︑そ

て示す︵読めない字は□を当てる︶︒ただし︑書きさしで完全な字を成

一︑﹁七うき舟﹂﹁十三あこぎ﹂﹁十七道盛﹂﹁二十一げんざい夜鳥﹂﹁二十五飛

の間の詞章を省略してもよいことを表すらしいが︑﹁︒﹂は句点と紛ら

していない場合や︑字形や位置の修正のために同じ字を書き直した場

一︑誤字・脱字・術字と考えられる場合︑または推定される場合は︑そ

うか判別しにくい場合は︑墨色によって判断する︒

一︑補入された字は︑︹︺で括って示す．行末などで位置的に補入かど

合は示さない︒

わしいので︑便宜﹁▽﹂と﹁△﹂に置き換えて示す︒
一︑漢字・仮名とも通行の字体を用いる︵﹁より﹂の合字は開く︶︒なお︑

﹁鴫﹂など一般性の強い漢字の異体字等を併用することもある︒

一︑漢字・仮名のいずれとも解釈可能な字は︑適宜に判断する︒

一︑片仮名字体および片仮名・平仮名共通の字体のうち二・ハ・ミは︑

等については︑解題において言及することとし︑原則として注記しな

の旨を注記する︒ただし他本との比校によって推定される誤字・脱字

一︑片仮名の繰り返しは﹁と﹁貸﹂を用いる︒

い︒なお誤字・脱字を指摘または推定する場合の仮名は︑原則として

片仮名として翻刻する︒

一︑﹁見﹂の下の﹁へ﹂か﹁え﹂か判じ難い仮名は︑﹁へ﹂とする︒

歴史的仮名遣い︵濁点を打つ︶による︒

一︑字形の不整や字画の欠損等により翻字が必ずしも確実でない場合は︑

一︑底本に濁点がある場合は︑字の右に﹁・﹂を付す︒ただし振り仮名
ゼガイ

の濁点については﹁・﹂を省く︵具体的には︑目録の﹁善堺﹂︑﹁二女
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︵？︶を付す︒

に関
関す
す︾
る補記を︑当該箇所に︵１︶︵２︶⁝の番号を付して︑翻
一︑翻
翻刻
刻に
刻の後に記す︒

なお︑底本には通常は読み難い訓字や正格でない崩し字が少なくないが︑

一々は指摘せず著しいもののみ注記することとし︑なるべく筆者の意図
に添って読んだことを特に断っておく︒

﹁狂言第百四拾四号一冊﹂︵貼紙に朱瞥︶

列棚︵帖ヵ︶改装

四十三稀

﹁大蔵流狂言貞享一犀﹂︵題淡こ︵炎紙︶

せ

伊賀上野沖森より

一飛雲

二拾五

一湿衣

二拾四

﹇×五﹈タ︑ルル﹂︵貼紙にペン書︶﹂

一女郎花

一一

一鍾埴

一

﹁十四年五月

永喜多此右衛門︵花押︶﹄︵前見返︶

豊前宇佐宮津久井氏

貞享弐年二月廿八日書之

御有此
覧之本
可候書
有間違
事見落
合字
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一二ゼガイ

ー善堺
四

一遊行柳
五

一うれめ

一紅葉持︵狩ヵ︶

二拾六

一賀茂

二拾七

一氷室

三拾八

え拾九

一白髪

↓︑
ユノ

ー野々宮
三拾

一草薙劫封

三拾三

一樒墳シキミ

三拾二

一にしき堂

三拾一

一老松

七

一うき舟
八

一玉かづら

九タエマ
ーたゑま
十

一野守
十一

一鵜飼
一熊坂

十二

三拾四

一岸洞ガントゥ

十三

一阿漕

１丁
﹄

一生勢﹇×イクセ﹈イヶニヘ

三拾五︵１︶

三拾六

一富士山

写
山

一舟橋

十四

十五

一白楽天

普

￨
謨
上

一道盛

十七

十八

一田村
一かねひら

十九

一猩々

二拾

一千引チピキ

三拾八

一億︵侭ヵ︶夫﹇×ヲクごヲクブ

三拾九

一寒山カンロン

四拾

一鷺サギ

四拾一

一太世太子

四拾二

一会盟クハィメィ

四拾三

ー現幸︵在ヵ︶鵺

二拾一ゲンザイヌヱ

一刈茅カルヵャ

二拾二

一犀サイ

二拾三

善千鳥間

２丁

是ハ此あたりに住居する者二て候︒此間は天気もしかノーとも無御座候

一鐘埴

作左衛門写之︵印記﹁永北／之印﹂︶﹄

申候︒︵印記﹁永北﹂二穎︶

有ておたずね候へ︒シカく．又御用の事候へ者︑仰︹×ご候へ︒心得

あれ二見へたる高茂がりやの内こそ︑其りよふしや二而候間︑あれへ御出

外が浜ざひ処之者との御尋者︑いか様成御用二而候ぞ︒シカく．さん候︑

L＝

により︑薪をはこばせ不申候︒今日は一段の天気二て侯ほどに︑たき茸
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毛一︑

４︲ユノ

ーあらし山

拾

たまひて候ぞ︒﹂是は存もよらぬ事を御たづね被成侯もの哉︒我等も

いや是成御方ハ︑此他にてはみなれ申さぬ御方二て候が︑いづくより出

候間︑今日はそれがしが参︑薪をはこばせ申さうとぞんずる︒

なき山持二て候が︑人まかせに仕候得︵用木をきってたき笈︵に脱ヵ︶仕

是ハ義思︵不思議ヵ︶成事を仰候物哉︒此他二左様の人は御ざなく候が︑

らのき上およびたるは︑大方如此二て候︒唯今の御尋︑太ふしん二存候︒

ぬ御事一一て候︒惣じて鍾埴の御事は︑色々さまか︑に申せども︑先われ

うとなって︑今において御座有由申候へども︑是ハ何とやらん誠しから

おいても申ならわし候︒されども鍾埴のばう﹄しん︑しうなん山に鬼わ

●０勺１Ｊ

の為にはきうだいヲ御しすましありたるよりはいやましの様に︑いまに

此処二は住候へども︑くわしくハ不存候︒乍去︑御たづね被成候事をぞ

籾はせうきの御ぽうしんあらわれ給ひ︑こゑ言葉を︹御︺かわし被成た

をはこばせ申さばやと存ル︒誠二︑それがしも此あたり二てはかくれも

んぜぬと申もいか笈なれ︵ば脱︶︑凡聞及たる通り︑物語申さうずる二て候︒

ると推量仕候︒左様の事も︑ぞうくわんの被成たる﹇×ヲ﹈かたじけなさ

︵２︶

去程に︑鍾埴と申たる御方の出させられたる所は︑しうなん山ノ他より

をわすれたまわず︑何事なりとも﹂間の他二きどくを見せ給ふずるとおぽ

︵ママ︶

御出ありたる様申伝へ候︒籾そのせうきと申たる御方は︑少年の時より

しめし︑■︵顕力︶たまひたるとぞんじ候問︑しばらく此所二御逗留被成︑

んぽう心のたけき御方二て候ぞ︑則でんかい一一てかうべヲくだき︑ついに

てこきやうへ返り︑弐度﹂しんぞくほうゆふにま見へ申さんやとて︑な

うだいかなわず︑日比の学文までも無になるうへは︑何のめんぽくあっ

すでにらくだい﹇×の﹈に及給ひければ︑鍾埴のおぽしめしける様は︑き

といへども︑其時の御仕合如何御座ありけん︑其きうだいかなわずして︑

ミ出され︑きうだいを□□たまいたると申︒誠ニけいじゆつくらからず

められ︑かならずゆくすへまでもあいかわるまじなど出︑念比に御約束

亘かりそめの様︵に脱ヵ︶御ざ候へども︑後にはたにことなくちぎりをこ

の子細あってながノー〜ざい京被成候間︑とある御方とより合︑其時はた

先いにしへ︑此所二小野々頼風ともうすひとの御座ありたるが︑そせう

ながら見申さぬはおろかなる事二て候︒幸坤ロ§

が名草なれば︑ほどとおきかたよりも比︵皆ヵ︶見物二参るに︑所二あり

是ハやわたの山下に住居仕る者二て候︒誠二此所のおミなくしは︑さす

５１

も学文御透なされ︑夜ひるのさかひもけいせつのまどにむかいて︑学文

鍾埴の御あとを御弔ひあれかしと存候︒﹄

３１

のいとまなく被成たる故に︑何事︹×も﹈に﹄てもくらき事ハ御ざなかつ

たると申︒さあ上︵術ヵ︶るによって︑其上たいそうの御時仕へ申された

むなしくなりたまひて候︒されば御事じやうぶんに達仕すれば︑てんし

被成たると申︒然所二︑﹂よりかぜそせうの事もおぽしめすまふにかなひ︑

弐女郎花

其心指ヲゑいがん有て︑かたじけなくもしがひにりよくぽうを給わって︑

此やわたへ御くだり候へども︑せ上ひまなき御身なれば︑久鋪御いんし

る臣下の様に承り候ハ︑ぶとく年中とやらんに︑その時のしんじにゑら

都のうちにほうむり給ひたると申︒左様の事誠一一てもや候ひけん︑錘埴
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めし︑たちより御覧じければ︑都二てより合まいらせられたる御方一一て

り御くだり候が︑放生川のほとりに入おふくこぞり候をふしん二おぽし

候へども︑はやむなしくなりたまひ候︒とかく申内二︑よりかぜ山上よ

川ゑ身ヲなげられ候間︑あたり﹄の者どもおどろきさわぎ︑頓テ取あげ

まで尋下りたる口おしさよ︑もはや命ありてもせんなしとて︑あの放生

れたるは皆いつわり二てあるもの︑女︹﹇×心﹈ごふろノ︺はかなさは︑是

も事あら上か成返事ヲ申︒かの御方あきれはて︑初はみやこ二て位おか

りければ︑おりふしよりかぜ山上に御入ある御留主の事なれば︑内より

んもなく候間︑ある時都の御方此八幡へ尋下り︑よりかぜの方へ御出あ

と御座あるべき﹇×と﹈ぞ︑同じく御心ヲ一シとして力をそへ給へかしと

ヵ︶︑﹇×然者﹈しかれば我等がさまたげ申さんと存︑是まで参りて候が︑何

日本は左様の事もなきよし一一て候が︑何とて太郎坊はさまたげ給わん︵ぬ

んにやだい一一至︵？︶るまで︑ことハーく我道に引入候︑うけたまわれば︑

有間鋪いとほめ申されて︑如此大唐二も︑いわう山︑しやうりう寺︑は

る所二て︑我等ごときの者のすまふずる所﹂二て候︑是にうへこし︹テ︺

せうぜ︹ら︺れ候所に︑是界ぼうはあたご山の気色ヲ見て︑近比見事な

あたご山へ参り︑太郎坊二案内ヲこい被申候︒太郎坊いで合︑こなたへと

渡テ仏法二さまたげヲさそうずす︵？︶との事二て我朝へこし被申侯が︑先

う善界坊と申者︑是ハ大唐二て候︵ハヵ︶かくれなき天狗二て候が︑日本へ

︵ママ﹀

候間︑きもけしせんぴヲくいたまへどもかなわずして︑籾あるべきにあ

被申けれ︵︑太郎坊︑其事二て候︑われらも内々は左様二存じ候へども︑

︵３︶

らざれぱ︑此野辺の土中につきこめ︑そのまふよりかぜも身ヲなげられ

先以日本は小国といへども神国也︑殊更仏法もさかん成間︑左様の儀﹄

︒︵４︶

候間︑是ヲも取あげ︑かのつかとおしならべてつきこめ︑則男づか︑女

如何な︑乍去同心は申さうずか︵るヵ︶︑まづあれに見へたるハ比ゑい山と

Ｆ︑︾︑０︒●

づか︵と脱︶申ならわし候︒また女郎花と申は︑かの女らう﹂の身ヲなげ

てけんみつけんがくの所也︑先々︹×□︺都こゑ御出あって︑其後ひゑい

８丁

られしおりふし︑山ぷき色のきぬヲ︹め︺されしお﹇×りふし﹈︑そのまふ

山へ御出被成︑心のまふにうか笈い申され候へとて︑さっとたいさんい

さり

つかにつきこめたるが︵？︶︑そのきい草となっておい出たるゆへに︑此

たされ候・さるほどにかの是界坊︑都二て様ノーのきどくヲなし申され

じよ・う

所のおミなくしハ名草二て御ざ候・籾唯今の御たづね︑ふしん二存ル︒

て候ほどに一二術︶︑僧正の坊に︑御出あって御きとうあれとの御事二て候・

僧正も御車ヲはやめられ候へども︑先々少もはやく此くわんじゆヲ持テ参

ミヤ

それはうたがいもなき︑よりかぜノ御ぽうしん二て御ざあらうずると存
■一▲Ｕ●■■早

候︒つれノごとく︒﹄

れとの御事なるにより︑是まで罷出た︒いそひで参らう︒誠二我朝ハか

是界ぽうがぶんとして︑我朝二さまたげヲなさうずるとの事は︑かたは

いひやくよりこのかた神国二て︑﹂殊二仏法はんじやうの御国二て有二︑

是ハひゑひ山いむろの僧正の坊に仕へ申︑能力一一て候︒それがし此くわ

らいたひ事じや︒錘礎ふき︑いや︑つぢ風が吹てとおったれぱ︑身ノけが

三善堺

んじゆヲ持是へ出ル事︑よの儀二あらず︒籾もたいとうの天狗のしゆりや
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たとへ是界が申さるればとて︑同心申さうずるとある事ハ︑是ハ太郎坊

うの我朝の事をよく御ぞんじで︑今まで何のりやうじおもめされいで︑

た︒此分ではまいらねばならぬ︒いそ﹇×ひ﹈いで参らう︒ことに太郎ぽ

申ながら︑かふるかじんの言葉にあづか︹×り﹈■︵るヵ︶ほどの木なれば

れ︑とか様二あそばされたると申︒誠一一︹さすが御■■︺でんじやとは

其時の御うたハ︑道のべに清水流るぁ柳影︑しばしとてこそ立とまりけ

に立やすらいテ︑このやなぎにむかい一首のうたヲあそばしたると申︒

ば︑あんのごとく木影より風す︹ず︺敷吹候程に︑しばらく此柳のもと

のふん別﹇×ら︺ちがいかと存ル︒わ上︑是ハいかな事︑大風﹄で道すじが

とて︑今にふるつかの□︵柳ヵ︶と申て︑皆ひと名木の様に申ならわし候︒

よだつておそ︹ろ︺しうなった︒是ハかのぜがいぽうがふかすると見ゑ

見ゑぬ︒是では中ノ︑ゑまいるまひ︒とかくぜがいぼうとねぢやう事は

いづれもこのや﹂なぎは子細ありそふ一一見へ申により︑はじめて御通り

︵５︶・

なるまいほどに︑先これより罷返らうずる間︑もしたのふだ人の御尋侯

のかたトーは︑御ふしん被成るＬ御事二て候・去程に︑むかしはあの道

じ候・誠二草木心なしとは申せども︑心の御座あるはしつじやう二て候・

９丁・

ハ笈︑﹇×大士風﹈くわんじゆヲ持是まで参り候へども︑大土風がふいて道

なくして︑あれに見へたる一村のか此方の川ぎしより︑是成道へ通申た

此当に住居仕る者二て候・此間ハ﹂いづかたへも出ず候間︑今日ハふる

それこいかにと申に︑ふるつかの柳のもと一一てすがたヲ見うしなわれ□

くわんじゆ

すぢが見へがたいにより︑是よりかへりたるよし︑御ぞんじの方Ｊ１は

るげに候︒左様二候得ぱこそ︑先年遊行上人おくへ御下向の時も︑此ふ

︵ママ︶

御申あってたまわり候へ︒其分心得候へ︑ノー︒

る道ヲ御とをりありたると申候︒しかとは不存候︒籾は我等のすいり

つかの柳のあたりへ罷出︑上下の旅人おも見て︑心ヲロ︵慰ヵ︶ばやと存

は︑うたがひもなきくち木の柳のせい一一て御座あらうずるとぞんじ候︒

ひつ・

やう二は︑うたがいもなきくち木の柳のせい｜一て御ざあらうずるとぞん

ル︒ひまさへあらば毎日出申さうずる事なれども︑かなた此方︵？︶とい

左様二候ハ笈︑しばらく御逗留あり︑﹇×か﹂御きやうおも御どくじゆ被成︑

四遊行柳

たし︑ゅさんニ出る 事 も 無 御 座 候 ︒

ぶつくわにいたらしめて御とおりあれかしと存候︒

ｎ丁

去程に︑是成柳の子細と申は︑仁皇七拾四代﹇×□﹈鳥羽院の下北﹇×西﹈

面の侍二さとう兵衛のりきよと申たる御方の︹御︺座有たるが︑ほつし

先当社春日大明神と申は︑ぢんごけいうん弐年に︑かわちの国ひら岡の

五うれめ

陸奥へ御下向之時︑此所ヲ御通り被成候︒比は六月のじぷん二てもやあ

せうより飛うつり御申被成た□︵るヵ︶と申︒其おりふしは此山も葉山﹂

んのおこし︑其名ヲ西行ほうしと付給ひ︑諸国ヲしゆぎやう被成候が︑

りたるが︑﹄此川下より此辺の御覧ずれ︵︑川ぞい二くち木の柳のあ﹇×

にて御︹ざ︺有たるが︑其時の御たくせんに︑木ヲうへてゑさせよ︑お

︒０ｒ

り﹈るを御らんじ□︵てヵ︶︑定而す宜しくや有らんとて此辺へ来りたまへ
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きさわぎ︑頓而そうもん申ければ︑君きこしめし︑あわれとやおぽしけ

ふしんのなし︑いけの内ヲ見わたせば︑うねめの身ヲなげ給ふ︒おどろ

もぞんぜず候所に︑あれ成柳の木にめしたるきぬヲかけおかせられ候間︑

んなしとや思召け﹄ん︑此さるさわへ御身ヲなげられ侯︒左様の御事お

れ候間︑女生のはかなさは︑御心かわりゆきてはしょせん命ありてもせ

御なさけあさからず御ざありたるが︑何とやらんちとすさめまいらせら

じめはきミのゑいりよにかない︑くんぺんの少■︵もヵ︶さりたまわず︑

るうねめと申御方は︑雨ノみかどに仕へ御申ありたるとやらん申が︑は

へしんじ申ほどに︑か様のみやまと成たると申︒又只今御たづね被成た

もふ所望をかなへんとの御たくせん二て候間︑我﹇×を﹈もｊ︲︑と木ヲう

今壱度御たいめんあり︑かの御しん中をとむらいたまわうずるとおぽし

すが■︵っヵ︶らきものにはおぽしめしはてたまわ﹇×せ﹈ぬ御事なれ︵︑

々宮へうつらせたまふ︒源氏此由きこしめし︑みやす所の御こと﹇×ぱ﹈ハさ

なし︑しょせん御ひめみやともるともにいせへ御下向有くしとて︑此野

かわりゆき︑よるずたよりなくならせられ候間︑都に御ざありてもせん

ちとす︹さ︺め参らせられ候間︑みやす所おぽしめすは︑源氏の御心も

をちやうあい被成︑御ちぎりあさ﹂から﹇×ぬ﹈ず御座有﹇×お﹈たるが︑

たるやうだいは︑せんぼうにおくれさせたまいてより︑光源氏みやす所

るとて︑此の当宮ゑうつらせられたると申︒またみやす所うつらせられ

けのみやこに住たまふ・古へせんぼうの御ひめ宮さいくうに御立あらうず

められ︑それよりかつらのはらいにあわせられ︑いせへ御下向あり︑た

︵６︶

ん︑今壱度うねめのすがたヲゑいらんあるべきとて︑此さるさわへみゆ

めし︑長月七日之比︑げんじ此所へまふでさせたまふ︒﹄然どもさすが

︵７︶

きありたると申︒則うねめのすがたヲゑいらん被成候へ︵︑はやにうわ

御しやうじんやの御事なれば︑いがきよりうちへはかない不申候間︑其

２ｒ

のすがたひきかへ︑いけのもくずなど御ぐしにみだれ相︑あわれなる様

時源氏の御手に榊のゑだヲいさふかもたせられ︑かわらぬ色ヲしるベーーと

︒︵８︶

躰をゑいらん被成たると申︒左様﹂の事ヲさる人の御寄に︑わぎも︹こ︺

仰られ︑いがきの内にさしおきたまへぱ︑みやす所御らんじて御うたに︑

Ｍ丁・

がねぐたれがミヲさるさわの︑いけのたまもと見るぞ︹か︺なしき︑と

か様によミたまヘバ︑頓而源氏の御寄に︑おとめこがかざしと思ヘバ

︵９︶

かミがきはしるしの杉もなきものを︑いかにまがへておれる榊ぞ︑と

ふしん二存候︒それはうたがいもなき︑うねめの御ぽうしん二て御ざあ

榊葉の︑かをなつかし︹×き﹈みとめてこそおれ︑とあそばし︑明日御帰

か様によまれたると申︒籾只今ハ何と﹇×て﹈おぽしめし御たづね候ぞ︑

らうずると存ル︒聿坤︾・一丁

り候時も︑なごりおしげに御返りありたると申せども︑源氏などの御事

成子細は存ぜず候が︑只今︵の脱ヵ︶御尋︑ふしん二存﹇×候﹈ル︒それ

は﹂うへつかたの人は御存知有べけれども︑我等ごときのものはさだか

先此野々宮と申子細は︑いせさいくうにたゞせたまふひと︑かりにうつ

はうたがふ所もなき︑みやす所■御ぽうしん二て御座あらうずると存候︒

六野々宮

りましますをしやう﹇×□﹈じん屋二て御ざ候・此所二て御身ヲきき︵よヵ︶
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此所へまふでさせ給ひし長月七日︑則けふにあたり候間︑古ヘヲゆかし

が︑また此うぢの里にすておきまいらせ候︒△それより︹御︺心うつ上

なげき▽たまヘバ︑御一ねんも通じけるか︑こくうにつかんでうせたる

たまふ事もならず︑いかなるへんげの物なりとも︑我を取うせよかしと

ぐおぽしめし︑あらわれたまひたると存候間︑ありがたき御御︵術︶経など

く︵術ヵ︶なくなりたまひし︵て力︶候︒其おりふし︑横川の僧都の御はＬ

それヲいかにと申に︑みやす所の御心中おそろしき御方なり︑殊に源氏

も御どくじゆ被成︑

初瀬へ御参りありけるが︑御下向にうき舟ヲ見付たまひ︑御むすめをう

先うき舟と申たる御方は︑八の宮の三番めの御そく女一一て御ざありたる

二てわうじやうをとげたまひたると申︒先我等のきふ及たるは︑如此二

は御ぐしをおろされ︑すミぞめに御身ヲや﹇×く﹈つし︑ついにおのの里

５１

つねのごとく︒﹄

しないたまふ二見めかたちすこし﹇×を︺もちがい﹂たまわねば︑頓而お

と申︒則あげまきの大きミ︑中の君︑三ノ君と申て三おわしまま︵術︶し

て候︒只今︵の脱力︶御たづね︑ふしん□︵ニヵ︶存ル︒それはうたがいも

の上里へつれまいらせられ︑則僧都御物のけヲ御いのりあり︑その後に

たるが︑中の君はにわう兵部のきやうと夫婦の御かたらいをなしたまふ︒

なき︑うきふれの御ぽうしん二て御ざあらうずる◎率小口︒﹈︲

七うき舟

また三の君は源氏第弐の御子にかおる大しやうどのと申御方とちぎり︑
ひよくれんりの御かたらい不浅御ざありたると申︒然所二︑ある夕暮二に

くゑしられぬ︑とあそ︵してより︑三の君ヲうき舟と申ならわし候︒左

ヘバ︑その御返寄に︑たちばなの小嶋の色はかわらじを︑此うき舟ぞゆ

わらぬ︵んヵ︶物かたちばなの︑こじまのさきにちぎる心は︑とよミたま

小嶋のあた︵り脱ヵ︶へ御出あり︑兵部きやうの御うたに︑としふともか

て︑それより互二御心ヲうつされ︑ある時ハ御舟にめして︑たちばなの

ノー〜のゑんの頼ミ︑かおる太じやうにまぎれゆめかとのミの御ちぎり二

るどのミ成あく道人ありしが︑玉かづらの御事を問テめのとに色ノー〜申

はや御としも拾八九にも御成候所二︑つくし人に太夫のげんと申て﹂い

玉かづらの四才の時つくしへ御とも申され︑久敷でんじやの御住居被成︑

たよりなくならせられ︑﹇×御﹈つくしにさる子細ありて︑めのとの女方

その御母夕貝のうへは︑都何がしのいん二てうせたまふほどに︑よるづ

たる﹈て︑御は上︹ハ︺夕貝のうへと申たる御方にてわたらせたまふ︒籾

先たまかづらと申たる御方は︑御︹×はこち上ハとうの中将どのと申﹇×

八玉かづら

様二たびもかさなり︑はや世上にかくれなければ︑うき舟おもはゆくおぼ

せども︑さらにがてんもなく候間︑さあらばむばいとり可申としきりに

わう兵部きや︹×き﹈︵犯︑三の君ヲ御覧じておぽしめしまどわれ︑い﹂ろ

しめし︑﹄有夜御ねやヲ忍び出︑此うぢがわへ身をなげんとしたまふ所

有しほどに︑めのとおもわれ候は︑兎角是におきまいらせてはあしかるべ

６１

二︑おりふし川なミあらく物すさまじく候間︑さすが御身ヲなげ﹇×お﹈
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申され︑すへはんじやうにさかゑたまふ事も︑当寺の御りしやうなるよ

たがいになのめならずの御よろこび一一て︑其ま上﹂当寺より都へ御とも

寺の御りしやう一一や︑弐本のすぎのもとにてうこん玉かづらにゆき相︑

まかづらにあいたきと︑此事いのりに初瀬へ月まふでしたまいしが︑当

夕貝のうへにおくれさせ給ひてより源氏の御かたに候へしが︑今壱度た

りたる所に︑また都ニタ貝のうへの御めのとどにうこんと︵脱アルヵ︶女房︑

りうぐわんのきどくにや︑何事なく御ふれ付申候間︑則当寺へ御参りあ

都の地二なんなく御付あらば︑当寺へ御参あるべきとの御事なれば︑御

いとて︑当寺はっ瀬のくわんおんは﹄もろこしまでも其きこゑ候得ば︑

着あるが︑舟ぢにもなんぎの御ざ候間︑御りうぐわんなくてはかのふまじ

おひて舟ヲこしらへおっかけ申せどもかなわず︑玉かづらハ都の地二御

しとて︑はや舟ヲこしらへ都をさしてのぼせらる歩を︑太夫のげん間て︑

は︑此だうぢやうお御出あるまじきとのきんそくのぐわんヲおこしたま

おろし︑御名をにんらいと付︑我正身のあミだ如来ヲぢきにおがミ不申

ならの都をし﹄のび出︑かちはだし二て此寺へきたり︑是二て御ぐしを

いねうかつがふ御申有︑然ども中将はごせぽだいの事をのミおぽしめし︑

なり︑た宮何事もゆるしたまへとて︑そのまふならのみやこゑ御供あり︑

しめし︑ごん■︵ごヵ︶道■︵断ヵ︶の事︑左様のこと我わゆめ二もしらぬ

此山へすておかれ︑如此なる御住居有由仰られければ︑太じんどのきこ

と尋たまへば︑我わとよなりのそく女なるが︑けいぽのはからいにより

め君一人おわします︒太臣どのふしぎにおぽしめし︑いか様なる御方ぞ

やまへわけ入たまへば︑﹂たに相にしばのいおりをむすび︑うつくしきひ

ヲおくりたまふが︑有時父の大臣どのみかりを御さた有︑ひぱぱ︵術︶り

もいといたまわず︑只一心にひもの御ぽだいの為きやう念仏あり︑月日

り山にすておきまいらせられたると申︒されども中将姫︑左様の御事ヲ

８ｒ

しうけたまわり候︒只今の御たづね︑ふしん二存候︒

ふ所に︑有時念仏どつきやうのおりふし︑老女壱人御前にきたりたまふ︒

中将姫ふしぎ二おぽしめし︑いか様なる御方ぞと尋たまへぱ︑我を御よ

釦ｒ︒

それはうたがいもなき︑たまかづらの御ぽうしん二て御座あらふずる︒

此所にては御はてなく候得ども︑当寺ヲ事外しんがふ被成たるげに候

び有ほどに来りたると御申候得︵︑中将姫︑我は念仏ヲ申候が︑籾はあ

ミだ女来一一てましますかと御ぢやう候へぱ︑中ノーの事︑御身女人なる

間︑これに御しうしん︹ヲ︺のこ﹇×し﹈されたるとぞんじ候間︑つれノご
凹丁

と︑かんるいヲおさへがたくて︑とてもの御事に︑まつせのしゆじやう

とく ︒ ﹄

により︑老﹂女とげんじ来りたると御申候得ば︑中将︑籾は我日比のね

門前の者と御たづねは︑いか様なる御用一一て候ぞ︒つれノごとく︒先中将姫

さいどの為︑きどくおのこしおかるべきと御申候得ば︑さあらばはすの

んぐわんかない︑正身のあミだ女来ヲじきにおがミ申事のありがたさよ

と申御方は︑はいたい天皇の御宇に︑よこはぎの右太臣とよ成と申御方

いと二て︑ごくらくのミやうそうをまんだらにおりあらわしてまいらせ

九たゑま

の御そくじよ二て御ざありたると申が︑けいぽの御ざんげんにより︑ひぱ
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にて御ざあらふずるとぞんじ候︒是と申もおひじりたつとくましますに

それがしのすいりやうには︑老女はあミだ女来︑今一人の女人は中将姫

大︺１方如此二て候・

りがたき御事二て候︒先当寺においてまんだらおり給ひしらいれき︑

日のにおいてのもりのか笈ミの子細︑我等の承りたるハ如此一一て侯︒

持たるか亘ミが誠の野守のか質ミ﹇×み﹈｜一て御ざあるよし申︒先﹂此春

もりのか笈ミと申﹇×□﹈子細は︑これ成つかにきぢん経候が︑其おにの

ひおもわずよそながら見ん︑とか様によませられたると申︒また誠のの

こをもって御うたに︑はした︹か︺ののもりのか笈ミゑてしがな︑思

く見ゑ候︹を︑いまののもりは︑御たか水のそこにい申とこたへ候︺︒こ

より︑あらわれ出御ことばヲかわされたると存候間︑是に御逗留あり︑

それはうたがいもなき︑此つかにすむきぢんにて御ざあらふずると存候︒

んとて︑たてよこ一ぢやう五尺のまんだらヲおり立たまふ︒なんぽうあ

しん卜Ｉわたくしなく︑かさねて中将姫の誠の御すがたヲ御らんあれか

左様二候ハ笈︑しばらく御逗留あり︑是二て御つとめなど御さた候いて︑

十一鵜飼

やうヲとむる也︒﹄

２１

３今

殺生禁制ノ所成事︑いさわ川上下三里が間の氏神八幡二て御ざ候故︑殺生ノ利ヲ以テせつし

られ候へ︒

かさねてきどくを御らんあれかしと存候︒何二ても御用候ハ蛍︑仰付

︵ママ︸

しと存候︒

十のもり

か様二候者は︑南都たるいあたりに住居するもの二て候︒今日︵？︶は﹂
春日のシあたりへ罷出︑心を慰ばやと存ル︒佃ヲ見付︑つれノごとく︒﹁見なれ
申さぬ御佃成が︑何方より御出峡ぞ．﹂

先此春日野において︑の守のか笈ミと申︹ハ︺︑則是成水ヲ申ならわし候︒

尋被成れども︑御たかのゆくゑしれ不申候所に︑一人ののもりのありし

野においてみかりヲ御さた候いし時︑御たかヲ見うしない︑髪かしこヲ御

のもりのか質ミとも︑またはの守の水とも申侯︒然ばむかし︑ある人此

そうくつ此いさわ川と申は︑上下三里が間はかたくせつしやうきんだん

に︑語てきかせ申さう︒

存もよらぬ事ヲ御たづね候物哉︒されども此様躰ハよくぞんじて候ほど

又ばけもの海からあがると申所ヲ︑川よりひかりものあがると申．こればかりちがいなり．

此せりふ︑ぬゑと少もたがわず︒ぬゑには︑すさきのだうと巾︒是ハ︑川さきのだうと申︒

ほどに︑御たかのゆく﹄ゑやしりてあると尋候へぱ︑かの者こたゑ申様︑

の所二て︑むさとうを歩とる事ならず候︒然所に何者ともしれず︑よる

その子細は︑此のをまもる者の候いしが︑其かげをうつし見申により︑

さん候︑御たかはあれ成水のそこに候と申ければ︑かり人ふしん二おぽ

ノ

理丁

しめし︑たちよりて御覧候得ば︑水のそこには御たかの候ら︵は脱︶ずし

くいこと二て候程二︑ぜひともとらゑてかうだいの﹂ためしにせいぱい

１此川へしのび出うおつかふほどに︑此所のわかいものども聞付︑に

て︑そのうへなる木に﹇×こいおとって︶い申たるが︑水にうつりてまさし
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うつ﹂飼のぽうしん二て御ざあるよな︒是と申も︑お僧たつとくましま

只今の御たづね︑ふしん二存﹇×候﹈ル︒籾は是へ上るひかり物ハ︑其の

付︑此いさわ川の一のふかき所にだんぶとなげいれ︑ふしづけ二仕候が︑

るりノー１とひんまいて︑よ所五所しっかといわせ︑大き成いしをくくり

よせ︑よくわらせてすにあませ︑かの鵜つかいヲその上にねさせて︑く

やうの利にまかせ︑ころすに何の子細のあるべきぞとて︑まづ竹ヲとり

た蟹ころせよと申人もあり︑とりハーに申ほどに︑兎角頓而一せったし

たすけよと申ものもあり︑いやノーかほどのとが人を何とてたすくべき︑

事ハ︑﹄老人の身︵と脱ヵ︶い上あまりいたわしき事なれば︑まづ此度は

て︑手ヲあわせ色々わびこといたしかなしミ候ほどに︑かたはしより申

た︒此以後つかい申まじいほどに︑此たびはひ□︵らヵ︶に御めん候へと

めいわくし︑か様のせつせうきんだんの所とは不存︑鵜︹ヲ︺つかい申

へて見れば︑此川下に岩立と申所のうつかいなり︒かの者とらへられて

もしらず︑うおつかふて上る︒待まふけたる事なれば︑其ま上ひつとら

い申所ヲ︑うんのきわめのかなしさは︑かの鵜つかいねろふ所ヲゆめに

と︹手︺本にさせ合かぎヲこしらへ︑彼者の所﹇×

たるとよろこびたちかへり候得バ︑彼ちやうはん︑ふミ付たるかぎのあ

るてい二て︑かぎヲふミ付てにげられ候間︑しんるいはかぎヲとりかへし

さんとおっかけ候間︑かのちやうはん︑道のしるき所二てとりおとした﹄

まへ二て︑蔵のかぎヲとつぱしり出られ候間︑しんるいはかぎヲとりかへ

つるが︑太事の事二て候ぞ︑ある時しんるいの中二て︑いへぬしの見る

いたると申︒そうじてちやうはんは︑はじめはしやうじき成人二てあり

くたうヲいたされたるが︑はてさま二は此あを野が原のかたわら二住たま

々のいす人のたうりやう二て︑国土のものをあつめ︑こ上かしこ二てあ

先熊坂のちやうはんと申人は︑北︵？︶国がたより出られたると申が︑国

かたはしうけたま﹂わりたる通り物語申さう︒

だうさまハー︑のあく︹ヲ︺なしたるもの上候が︑この人の事二て候ハ笈︑

にしへ熊坂のちやうはんと申て︑たるい大はかのあたり二て︑夜打がう

此当に左様の人はなく候が︑いや御尋についておもひ出たる事の候・い

をのが原のあたりへ参り︑心ヲな︵ぐ脱︶さまばやと存る︒稲窪硯諦啄か︒

か様︵に脱力︶候者は︑みの上国赤坂の宿二住居するもの一一て候︒今日ハあ

十二熊坂

すにより︑一ぺんのゑかうもあづかりたくぞんじ︑すがたをま見ゑ︑が

あけ一せきをとり︑それよりいすミはもとでもいらず面白きものと心得︑

いたさうずると申て︑みな︐１１申合︑ある夜此川のつまり八︑に待うけ

うりきの鵜ヲつかふて御目にかけたるとぞんじ候間︑何もけちゑんハお

愛かしこにてあくたうヲいたされたると申︒また此所二てはてられたる

︵ママ︶

へＬ令勺

なじ事にて候得ば︑かの鵜つかいのあとを御とむらいあれかしと存候︒

様躰は︑いにしへ都に三条の吉次信高とて︑︹こ︺がねおあきのふあき人

馴丁

それは近比二て候・さやうに候ハ萱︑みなノーまいり︑いしヲひろふて

のありけるが︑毎年高にヲ作りおくへ下り候を︑かのちやうはん是ヲよ

溺丁

二へしのび入︑蔵お

沁丁

まいらせうずる二て候・﹄

くぞんじ︑何様とり申さんとて︑く﹂つきやうのいす人ヲ七拾人あつめ︑
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の露ときゑたまひたると申が︑御尋ふしん一一存ル︒それはうたがいも

も︑それにもかな﹄わずして︑牛若どのにうたれ︑六拾三と申にあした

かのちやうはんうしわかどの二渡り相︑ひじゆつとつくした坐かいけれど

あるいハ愛かしこにか買ミ︑うしわかどのニわたり相ものもなく候所に︑

のこわきにかまへ︑むかふいす人を不残ころしたまふ︒のこるものども︑

かの者ども是ヲゆめにもしらず︑我さき一一とみだれ入候を︑うしわかど

うしわかどのと申御方の御ざありたるが︑吉次ヲ頼ミおくへ御下り候を︑

て︑▽あこぎが浦と申などＬ承り候︒されども△御寄に︑いせの海あこぎ

一のふかき所︵に脱ヵ︶だんぶとしづめたると申︒則その狩師が名によせ

所五ところほどしっかと﹂ゆわせ︑籾大き成いしヲく上り付て︑此浦の

彼あこぎを其上に引たをし︑かたはしよりくるりノーーとひんまいて︑四

者なれば︑ふし付にせよと﹇×て﹈申せば︑尤と竹を取よせすにあませ︑

ころすべきぞと申せば︑かたはしより申は︑此うらのうをＬいすミたる

らへ︑日比のねんりきこそと笈いたれとよろこび︑籾︹い︺か様一一して

また有﹇×時﹈夜しのび出あミを引申所を︑ねらふもの共ばつとよってと

仕らふずるとて︑毎夜ねらい申事を︑かのあこぎゆめにもしらずして︑

なき︑熊坂の長半のゅふれい一一て御ざあらふずる︒あくたう人の事なれ

がうらに引あミも︑たびかさなればあらわれ︹×やせん﹈ぞする︑とよま

其まふ夜とうをかけられ候間︑うんのきわめのかなしさは︑彼吉次所に

ば︑一入つミもふかからうずる問︑此度お僧にま見へ︑一ぺんのゑかふ

せられたる▽御評の候得ば︑いにしへよりあこぎが浦と申たるかなど上

やら−Ｊ◆

二もあづかりたくぞんじ︑姿をま見ゑたると存間︑此︹×度﹈所に御たう

９・Ｉ

申人も御ざ候が︑△委は不存候︒それはうたがいもなき︑いにしへの阿

十四舟橋

こぎがゆふれい二て御ざあらうずると存ル︒率鍵︾︾﹄

りうあり︑ちやうはんのあとヲ御とむらいあれかしと存ル・﹂

十１あこぎ

是ハ此当の者二て候︒今日ハちとはまへ出テ︑心ヲ慰ばやと存ル︒佃ヲ兄付︑

候︒則その子細は︑此浦のうを堅太神宮へ御供にへ上申により︑つれの

先此浦の惣名を︑ふたミのうらとやらん申︒またはあこぎがうらとも申

が︑所ははしヲへだてＬ︑女はむかいの者︑男は此方のもの二て御ざあ

申に︑いにしへ此所二しの︵び脱︶づまにあこがれたるものＬ御座有たる

是二見なれ申さぬ若︵零︶僧の御入候︒事坤︺・先寄のおこりヲいかにと

是ハ此当に住居する者二て候︒今日ちと罷出︑心ヲ慰ばやと存ル︒いや︑

時はかたくせつせうきんだん二て︑むさとうをシとる事ハなり不申候︒

りつるが︑毎夜此はしのうヘニて出合申たると承り候︒然所に両人のお

つれノごとく︒

然所に︑この当にあこぎと申狩師の御ざありたるが︑よるノー此浦にし

や是ヲきふ︑如何様然べき﹂ゑんおもむすばんと存所二︑か様のふるま

で︑今う︵︾︒﹀︶

のび出あミヲ引候を︑始ハ人も不存候へども︑たびも重り﹄ければ︑此

いくせごと二てあると申て︑色々きやうぐん申候へども︑さらにがてん

胡丁

浦のもの見付存知て︑ぜひとも此者ヲとらゑて後代のためしにせいばい
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りやうには庭鳥御ざなく候間︑愛ヲ以テ御うたに︑あづまぢのさのＬ舟

申ければ︑さあ鼻︵術ヵ︶らばとて庭鳥ヲたづね候得ども︑此さの上の︵術︶

は鳥ヲ舟にのせてこぎまわれば︑必しがいの上二て鳥がな︵く脱ヵ︶よし被

候処二︑ある人の申され候は︑水にしづミてしがいの見へざるには︑に

わず︒せめてしがいなりとも見申度とて︑しがいヲ尋候へども見ゑ不申

も此よしヲ聞︑おどろきさわぎ︑いそぎはしりてあこがれ候得どもかな

なしく成申て候・なんぽういたわしき事一一て候ぞ︒籾弐︵？︶人のおやど

のまＬはしりゆくほどに︑是もかのとりはなしたる所へだんぶと落︑む

と︹り︺に人かげの見ゑたるはまさしく我つま二てあると﹄おもひ︑そ

る所へだんぶと入︑むなしく成て候・迎の女は此よしもしらず︑橋ノほ

ふしんなりと存︑むかいへぱかりに目を付ゆくほどに︑彼とりはなした

かの者是ヲゆめにもしらず︑先男のかたよりも︑迎の女はおそくきたる

ればこそかれらが出合候得︑兎角此橋いたヲ弐三間とりはなしおき候を︑

もいたさず︑毎よ出合候間︑中一一も男のおやの存ルハ︑しょせん橋があ

る事ふしんなると﹄申︑先日本には何ヲもてあそぶぞ︑ととひかけた︒

楽天大きにおどる﹇×き︺ゐて︑われはじめて此土に来ルに︑白楽天と見

って︑是こそ日本のものよ︑籾御身は唐の白楽天かと仰られけれ︵︑白

かれがちゑのほどもしれたり︑心安しとおぽしめし︑いかにもおしだま

日本のぢに付て日本の者かとたうほど﹇×の﹈おろか成もの二て候ほどに︑

りヲたれて御ざあるヲ見付テ︑あれは日本のものかとといかけた︒明神︑

天はじゆんぷうにほヲあげて来ルほどに︑程なく松らが沖に付︒明神つ

げんじ︑小舟にとり乗︑西の海松浦がおきに待給ふ︒然所二︑かの白楽

たてＬはかなふまじいと有て︑いかにもいやしきぎよふのすがたにみヲ﹂

我朝へおもむき候を︑住吉太明神御存知有て︑彼白楽天ヲ日本のぢへ入

の｜一て候が︑日本へわたり︑日本のものＬちゑヲはからうずると申て︑

は︑唐のたいしのひんかく白楽天と申者︑是ハ太唐二てもちゑ第一ノも

二て候・さあるによって︑たいとうより我てうヲうか茸い申候︒其子細

ながら︑我朝は小国とは申せども︑神国二て候ヘバ︑何事も目出度御国

是ハせつしう住吉の明神に仕へ申︑末社のしん二て候・申までもなき事

犯丁

ばしとり﹇×は﹈はなし︑また橋をとりはなし﹂たる所ヲもってとりはな

明神︑日本には評およミてあそび︹候︑籾唐には何事ヲもてあそび︺給

蚊間

しとも︑二せつに承り候が︑いづれが本ぜつぞ︑我等も委は不存候が︑

ふぞ︹と︺御申候得バ︑唐には詩ヲ作りて心ヲなぐさむ︑さらぱもくぜ

事︑日本には我等ごときの者︹×か﹈ハ申に不及︑鳥るいちくるいまで野

ミ候ほどに︑ぢやうろふ立はさぞああ︵術︶るらんと申︒明神︑中ノー１の

大きにおどろきて︑籾々日本にはあれていのいやしきものだにも評ヲよ

型ｒ

御尋ふしん二存ル︒

んのせ︵けヵ︶しきヲ詩に作りてきかせうずるともうして︑白楽天ハ頓而

︵川︶

籾はうたがいもなき︑いにしへのしのびづまふうふのゆふれいにて御ざ

詩ヲ作る︒明神︹も︺それによそへて野ヲよミたま︹×ふ﹈ゑば︑白楽天
訓丁

あらふずると存﹇×侯﹈間︑二人の者のあと︵を脱ヵ︶御とむらいあり︑そ

れよりいづかたへも御とをりあれかしと存候︒﹄

十五白楽天
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力

あるぞしらぬ︒いや︑あれに見ゆる太せんが白楽天と見へた︒ちかハー

れば︑せつなが間二松らは︵がヵ︶おきについたが︑白楽天が舟はどこに

第一の者なりとも︑明神︹と︺はなるまいぞ︒﹄いや︑じんづうヲゑた

の御事により︑是まで出テ候︒いそいで参らう︒誠白楽天がいかにちゑ

た︒其間に︑我等が様成まつしやにも罷出︑よそながらなぐさめ申せと

りょはくのつれ方〜ヲなぐさめ御申あらうずるとて︑少の間御とめ被成

とせられ候ヲ︑明神︑しばらく御待候得︑此ほどかいるにおもむき給ふ

御もどりあれと御申候得バ︑白楽天もがてんせられ︑すでにもどるべき

は︑た蟹日本のみやこへ御出あっては御ためいか笈成︑是よりそろりと

の白楽天も︑大明神に﹂たばかられよはノ︲〜と成候折ふし︑明神御申候

侯︒是︵は脱︶みよしのふざわうどんげん﹂に仕へ申︑末社のしん二て候︒

に御座有ぞ︒さればこそ是に御ざ候・いそひで御れい申さう︒御礼申

く仕︑なぐさめ申せとの御事二より︑是まで出て候・かのまれ人はどこ本

は何とて御ざあるべきぞ︑我等がや︵う脱︶成末社一一も罷出︑何ぞ一きよ

重而きどくヲ﹇×□﹈をがませ御申あるべきとの御事二て候︒其間に︑只

かつての両神かり二いやしきものとげんじ︑こゑことばヲかわされ候が︑

んあれとのせんじヲかふむり︑只今あらし山ゑ御付二て候所に︑こもり

侯︒然ぱ当今に仕へ御申有神下どの︑花の盛ヲ御らんじてそうも﹇×の﹈

あって花ヲ御ゑいらん﹈︵脱アルカ︶被成候が︑花も心ありてよくさかへ申

の桜のたれヲ取て︑都のにしあらし山ゑうへおかせられ︑それへ御ゆき

し﹈せども︑ゑんまん十里のほかゑはみゆきなりがたく候得ば︑ちもと

名木二て候・是ヲきミきこしめ﹇×し﹈され︑ゑいらんありたくおぽしめ﹇×

よって何事ぞとひかけられてはいか園ぢや程に︑只是からかなでＬもど

是までの御出︑目出たう﹇×候﹈存ル︒最前こもりかつての両神かりにあ

をよミ侯とて︑その正寄どもお御物語被成候へば︑さばかりのちゑ第一

らう︒めでたかりける時とかや︒やらノ︲〜めでたやＩ〜な︑唐土にま

らわれたまひて︑御ことばをかわされ候︒かさねて誠のすがたヲ︵脱アル

３１

︵ママ︸

さる神国なれば︑楽天がちゑかなわずして︑もどるべきとの御事なれば︑

ヵ︶申されうずるとの御事二て候・その間︑た蟹は何とて御ざあらうずるぞ︑

３画

是までなりとて末社のしんハ︑ノ︑１︐本ノやしろにかゑりけれ︒

我等がやう成末社二も罷出︑一きよく仕り︑御ねむりのさまし申せとの

さらば︑御暇申候︒

末社の臣は︑ノー︑もとのやしろにかへりけり︒

︒謁丁

なれ︵︑末社の臣もあらわれいでＬ︑うたいかなで︑是までなり﹄とて

しん

かりける時とかや︒やらＪ１めでたやノ＼な︑か坐るめでたきおりから

・もと

巳持テ出テ︑まいやうあり︒それ成は︑うたいやうもせりふもかわる︒もり久のきりもうた

御事二て候が︑何ぞ一きよく仕らうずる︒かしこまって候︒めでた

︵ママ︶

ふ︒つれノ末社のうたい二てもくるしからず︒﹂

十六あらし山

か様二候者は︑和州三吉野のざおうごんげんに仕へ申︑末社のしん一一て

候︒申までもなき事ながら︑我等のすむみよしの上山は︑天下二かくれ
もなき花のみやまニて候・其中二もちもとの桜は︑取わきかくれもなき
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御幸のありし時︑こざいしやうのつぼね御ともなり︒道盛も其時ぐぶ被

こざいせうのつぼね拾六と申せし春の比︑女院ほつしやう寺へ御花見の

御ざありたると申︒道盛のきやうとふうふにならせられたる︹様︺躰は︑

ノごとく︒﹂先こざいせうのつぼねと申たる御方は︑きう中一のびじん二て

わり申て侯︒いそいで参らばやと存ル︒今日ハおそなわり申て候︒つれ

り御きやうヲちやうもん申候間︑今日はかなわざるひま入候て︑おそな

くらせられ︑毎日︵？︶ありがたき御経ヲ御どくじゆ被成候間︑いつも参

是ハあわのなる戸に住居する者にて候︒此所にたつとき御僧の一げをお

たると申︒我等の問及たるは︑如此二て御ざ候︒是ハふしぎ成事お被仰

さぬ人もなく︑あたりの舟の内までも︑なミだヲながさいは御ざなかり

て︑御ともの女房立﹇×ヲ﹈も身ヲなげられたると申︒△誠にあわれと申

月十四日のあけぼのに︑身ヲなげむなしく成たまひたると申︒▽これヲ見

としづまりて︑月の入かたヲにしとさだめ︑なむあミだ仏ととなへ︑二

またとたよりもきこゑねば︑もはや命ありてもせんなしとて︑夜ふけひ

たまふ事もあるべきかとて︑二三日もな﹄げきくらして御ざ候へども︑

し︑こはいか成事ときもたましいもきへはてさせ給ふが︑もしたすかり

あたり二て打じに被成たるよし申ければ︑こざいせうのつぼねきこしめ

の︑こざいせうのめしたる御舟二参り申様︑道盛のきやうはみなと川の

成しに︑こざいせうのつぼねヲ只一目御覧じて︑其ま上おぽしめしまど

候もの哉︒我等のすいりやうには︑女しやうはこざい﹂せうのつぼね︑

十七道盛

われ︑▽あの女方おとおぽしめしそめたまひてより︑△御ふミたまづさの

今一人の老人は︑道盛のきやう二て御ざあらふずると存ル︒道盛ノきや

諏丁

かずのミつかわされ候得ども︑とり入たまふ﹄事もなく候所に︑女院此

うハ此所二てハ御はてなく候得共︑こざいせうのつぼねとのふかき御ち

にやうぼう

由きこしめし︑かたじけなくもミづから御返事ヲあそばし︑道盛のきや

ぎりなり︑その上ふうふハ五百のちぎりとやらん申伝へ候ヘバ︑ふうふ

かう

うとふうふに御なしあり︑御ちぎり不浅御ざありたると申︒籾また此所

一所にあらわれ︑御きやうをちやうもんありたると存候間︑弥々御経ヲ

蕊ｒ

二て御はて被成たるやうだいは︑平家ハせつつの国一ノ谷にぢんヲとり︑

御どくじゆあり︑道盛夫婦の御ぽだいヲ御とむらいあれかしと存候︒﹄

十八田村前二︑地主の桜をおしへもする．

弐年の御さうＪ１︑坂の上ノ田村丸の御ぐわん二て立られたると申︒其

先当寺清水寺と申は︑仁玉︵王ヵ︶五拾一代平ぜい天皇之御宇︑だいだう

には︵術ヵ︶見なら︵術ヵ︶れ申さぬ︵？︶御僧の御入候︒

か様︵に脱︶候者ハ︑消水の門前二住居するものにて候︒今日も消水へ参らばやと存候︒是

郷ｒ

生田の森と一ノ谷と間ヲ太勢ヲもってかためられ︑用心きびしく被成候所
二︑源氏ハ六万よきを弐手にわけ︑大手からめ手よりおしよせたまふほど

に︑なにかわもってたまるべき︑さうのふうちやぶり平家の御一門あま
たうたれ︑とるものもとりあへず御舟にめして︑﹂四国西国へ心ざし落給
ふ所に︑おりふしなミ風あらくふきて︑かなた此方﹇×と﹈ゑちり八︑二

ならせられ候が︑こざいせうのめしたる御舟は︑此あわのなるとへふき
来り侯︒其時道盛のきやうのらうどうにくんだのたき口ときかずと申も
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ゆへは︑昔大和国小嶋寺にゑんちんと申しやもんの御ざありたるが︑我
等しやうぢんのくわんぜおんのぢきにおがミたきと明暮念願被成候所に︑

ある時よど川の水上にこんじきのひかりさし候間︑彼﹂しやもんふしん
ヲなし︑尋来りて御覧じければ︑此たきつぼにいた﹇×し﹈りたまふ︒則
せんじゆのぶつぞうくわうミやうか生︵くヵ︶やくとあるヲ御らんじて︑

籾は我日比のねんぐわんかなひたるとてらいヲなしたまひ︑又それより
山上ノかたを御らんずれば︑ともし火のかげほのかに見へ候間︑是おも

０マ

二て候・先我等のき壁およびたるは︑如此二て候・匙ハ

４１

一言語道断︵？︶の

事ヲおふせ候もの哉︒則是成ミだう﹄は︑田村丸の御ゑいヲ作りこめ︑

田村だうと申候が︑籾ハお僧たつとくましますにより︑田村丸宮もりの

てい二てあらわれ︑御ことばヲかわし御申あ︵肥たると存候間︑有難き御

経なども御どくじゆ被成︑田村丸の誠のやうだいヲ御覧あれかしと存候︒

十九かね平太夫のかいヲとりて︑左一赤たげて出ル︒又︑舟︸棄てから兇付て

かしこまったと御請ヲ被申︑まづ当寺へ﹂御参りあっての御りうぐわん

の御事はめいわく一一存られ候へども︑ちよくしの立たる上はぜひに不及︑

なり︒田村丸︑てうてきなどの御事こそ候得︑きじんヲたいらげ候得と

田村丸にちよくしを立られ︑す茸か山のきじんおたいらげ候へとの御事

は︑其比せいしうす笈か山にきじん住で︑国土のたミヲなやまし候間︑

んぞくあさからず御ざありたると申︒籾また田村丸の御こんりうの様躰

らんヲこんりうすべしとて︑東ヲさしてゆき給ふほどに︑しやもんのま

七百才︵？︶︑なんじしやもんハ﹄此所にあって壱人のだんなヲ待︑太が

方ぞとたづねたまゑば︑我ハ是ぎやうゑいこじ︑といゑり︒此地に住で

れ︑おごる平家ヲ西国へおいくだし︑御いせいなのめならず︑せいしや

申に︑木そどのハ北国のいぐさに打勝︑﹄かつに乗て都へ打て上らせら

先木曽さまのかミ吉仲の御さいご︑今井の四郎かね平の御事ヲいかにと

ハ︑いか様成御事二て候ぞ︒

候が︑御僧はもふごう︵術ヵ︶を仰候か︒畏て候・御たづねありたきと

それがしの存ル事｜一てなし︑それがしの番ヲ人にしらせ申さぬ大ほう二て

ノ︲︑︑左様ではお︹り︺やるまい︒此所のたいぼう二て︑人の渡し番を

舟にめされ候へ︒何と︑むかいより此方ゑこしたると仰候か︒いや

候間︑いそいで渡さば﹂やと存ル︒是成御僧はむかいへ御越あらぱ︑

か様二候者は︑此所のわたしもりにて候︒今日はそれがしの渡し番一一て

もくるしからず︒一あらふしぎや︑此舟ニハ人の乗たるあとがあるよ︒﹂

には︑今度す亘か山のきじんやす１１とたいらげ候ハ亘︑かならず当寺

うがいにまかれ︵せヵ︶られ候間︑みかどはよりともに︑いそぎ木曽がら

尋上り見たまへば︑壱人の老翁こつぜんとしてまします︒いかやう成御

ヲこんりうあるべしとの御りうぐわんヲ立られ︑籾す夏か山へ御出候へば︑

うぜき御しづめあれ︹と︺の御事なるヲ︑木そどの御存もなく︑一かふ

小イ

鬼神も此由を間︑す千︵？︶ぎ二身ヲへんじ﹇×て︺出むかい候得ども︑太じ

に︹平︺家をほろぼしたまわふずるとて︑げんりや︵く脱︶元年正月拾三

９Ｊ

太ひの御ちかいにや︑安々ときじんのたいらげ給ふ︒さあるによって当

日に都ヲ御たちあるべしとの御事なる二︑東国のよりともハ︑いそぎ木

︵Ｍ︶

寺を御こんりうあり︑清水寺とがくを打︑今の世までもありがたきみ寺
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そどの歩らうぜきしづめんとて︑のり頼︑義経ヲ大将として︑其勢六万
よきヲさし上せらる上ときこゑしかば︑木﹂そどの大きニおどろき給ひ︑
先宇治︑瀬田のはしヲ引て兵物ども二ふせがせんとお上せられけれども︑

其比﹇×其﹈方々へさしつかわされ︑木そどの上御せいなかりしか︵︑せ
︵ママ︶

たは大手二てあるぞとて︑今井ノ四郎は瀬むかい給ふ︒宇治のかたゑは
たての六郎︑ねのひの大弥太︑にしな︑高なし︑山田の次郎をつかわさ
るふ・然所に︑源氏には六万よきヲ弐手二わけ︑せたゑはのり頼︵？︶大

旭丁

将としておしよせ給ふ︒宇治方へはよしつれ大将二て︑宇治橋のつめに
ぢん﹄のとりたまふ︒宇治︑勢田共二橋はひかれたり︑おりふし水はま

蝿丁

ちたまゑ︑かね平も﹄頓而まいらんとて︑木僧どのヲおとし申︑ぬしは

あとに残テさんハーにた上かい︑木曽殿うたれ給ふと問て︑其ま坐御じ

がいありたると申︒先木そどの︑かね平の御さいごの様躰︑我等の問及
たるは如此二て侯︒

是ハふしぎ成事︵を脱ヵ︶仰候もの哉︒籾はおそうは木その山がより御出

と申︑殊更たつとき御方なるにより︑かね平の御ぽうしん舟人と成︑舟

ヲこし申されたると存候︒左様二候ハ質︑しばらく御逗留あり︑木そど

のかねひらの御ぽだいヲ念比に御とむらいあれかしと存候︒聿鍵ロ︒

互になのめならずの御よろこび二て︑そのまシかねひらのはたヲ上候へ

の御ゑんもつうじけるか︑大津打出のはまニて木そ殿かね平にゆき合︑

度木そどのＬ御目にかＬりたきとて︑都をさしてのぼらる生が︑誠両方

たヲさして落給ふ︒またかね平はせた一一てさん八−二打もらされて︑今一

今一度かね平に御相被成度おぽしめし︑やうノＩ京中ヲかけ﹂のび︑せ

二て︑勢田のロヲも打やぶられ︑木僧どの京中二てさＬゑ給ふ事もならず︑

て︑木僧どのの兵者共ちりハーになりたる所に︑いなげの三郎はからい

ｊ︑こされければ︑何かわもってたまるべきぞ︑うぢ橋の口打やぶられ

源太ヲさきとして︑宇治川へざっと打入こさる間︑我おとらじとうち入

のげんけんと申者︑はうけいといふ所にて見たりしは︑猩々はさんこぐ

せ申さう︒惣じて猩ノ︲〜と申者は︑畜類にてあると申︒其子細は︑唐

申たる事もなく候得ども︑去人の物語ヲ聞た事の有ほどに︑語テき︹か︺

ヲ︑内証に﹄用の事候て︑おそく出申て候︒左様の者ヲ我等もしかと見

いつノーよりも殊外にぎやかに御入候よ・我等もとく罷出申さうずる

ハおびたふしい市の立やうかな︒いかに申候︒今日ハ天気も能候により︑

さる上︒あれへ参り︑酒ヲもたべて心ヲ慰ばやと存ル︒やれノー︑今日

ル︒また此あたりにかうふうと申人︑いつも此市に出︑酒ヲあきない申

今日ハ此処の市二て候間︑罷出よきかいものもあらぱかいとらばやと存

是︵は脱︶もろこしきんざんじのふもと︑やうずの里に住居する者二て候︒

二十猩々

︵︑又三百き計あつまり候間︑此せい一一てさいごの御かせんあらうずる

の間に一所におほくあつまり居たると申スが︑尾は長くして︑木にのぼ

さり︑そうのふこすべきやうもなかりし所に︑ささきの四郎︑かぢ原の

とてた上かいたまへども︑はや其勢もうたれ︑後には木僧どのとかね平

り︑よく物ヲ言と問ゑ候︒初かの猩々ヲ取には︑里人酒ヲもって道のかた

ｌｒ

︹とこきに御成候得ば︑かね平︑︺今は是︵まで脱ヵ︶なり︑あの松原へお

53

わらにおき︑草二てはきもの坐様成ものをこしらへ待候得ば︑かの猩々
酒ヲもつ﹂て我ヲとらんとする事ヲしって︑其ものＬ名字ヲ呼テ云やうは︑

汝我をとらんとするはかり事ヲ知りたり︑いそいでそれヲすてふかへれ︑

といふ︒里人問いかを﹇×□﹈して待候ヘバ︑頓而かの酒のほとりに立寄

かしと存候︒さあらばまづ只今は罷帰り︑重而参り様子ヲ承ずる二て

わんじやうこう︒と成︑と作られて候︒か様の事も︑畜類なれば人間に

さにたちにしてげんぎよにたくミなるヲもって・身ヲしつしきたってく

びんらうくれなゐな﹇×る﹈り・ほうゆうあいよんでしゆちうにおつ．ま

其毛ヲ取︑筆二もゆうと申候︒山谷が詩に云・くわうらうはくらうして

うって其血ヲ取︑せいたんのそむるに︑血壱斗﹄あると申︒又猩々毛トテ︑

かのげきヲとってはく︒其時里人︑彼猩々ヲとらゑて︑ベんすいにて是ヲ

にゑふるによって︑まへかど我をとらんとするはかり事ヲわすれて︑則

テ︑先心みに酒ヲなめ其味ヲ見て︑さいさん心ミをするにしたがい次第

いと﹇×て﹈申上る︒さあ上︵術ヵ︶らばとあって︑たれかけしやうのもの

やうの者のわざ一一て候間︑武家に仰付られいさせられたらばしかるくし

めしうらなわせられければ︑はかせうらかたに引合テ申様︑是た宜けし

も被成た﹇×る﹈れども︑其しるし更に御ざなく候間︑さあらばはかせヲ

のふしきりに有し程に︑貴僧高僧ヲせうじ︑種々さま人〜の御きとうど

計とおぽしき時分に︑黒雲がきん中へお里いて︑御門おびゑ﹂給ひ︑御

事の出来た︒其やうだいヲいかにと申に︑東山上の森のかたより︑夜半

よの儀にあらず︒それがし頼奉りたるよりまさの御身の上に︑一太事成

是︵は脱︶源ノ頼政の御内に仕へ申もの二て候・去程にそれがし罷出る事︑

候︒

は智恵もおとりたるゆへかと存ル︒然ども人間も酒ヲすごせ︵かならず

をいつくきものやあるとせんぎ有て︑いやたれノ︑とあっても︑此︹け︺

二十一げんざい夜鳥

心みだ﹇×れ﹈るゞ時は︑まし︹て︺や畜類の身二てハ尤かと存ル︒さあ

しやうの物を仕らうずる者は︑頼正ならでは有間鋪とて︑よりまさのし

あぢわい

るによって仏も五戒の内にいれ︑いましめ﹂給ふ︒さりながら有せつ一一

たくへちよくし﹄おたて被成るれば︑頼正は︑てうてきなどの御事こそ

︵胴︶

幅丁もう

ハ︑酒は百薬のてうとほめ︑かんをふせぎ心ヲはらし︑じゆミやうヲのべ

あれ︑目二も見ゑがたきけしやうの者ヲ仕れとあるはめいわくなれども︑

いりに伺公あって︑彼けしやう︵の脱ヵ︶者ヲいて御らんあるべしとの御

かい

ふつきともなり︑酒に十の徳あるとい得︵︑一段めでたき物成程に︑猩

ちよくめいの事なれ者ぜひに不及︑かしこまったと御請ヲ被申︑今夜だ

らうずると存候︒まづ我等ノ承りたるは︑如此二て候・

事二て候・▽たのふだ御方も太事二かけ︑此けしやうヲいあふせずハ弐度

毎やう

籾はいつも此市に出テ酒ヲたべ申者は︑猩々御ざ候な︒やれノー︑是ハ

人に面をむけまじいとの御内ぞん二て候間︑△か様の一太事ハあるまじ

靭丁

々猩々︵一孚術︶酒ヲあいするならば︑じゆミや︵う脱︶長おん二も御ざあ

めづらしい事ヲ承候︒是と申も︑﹇×口方︺其方いよノー富貴に御なりあら

いとの申事也︒しかれども我等のぞんずるは︑頼正の御手がらのほどは

・媚丁

うずるずいさう二て御ざあらうずる﹄間︑弥々酒ヲこしらへ︑御待あれ
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れども︑△命にかけらるふほどの事じやほどに︑御うんきわまりたらば

おも﹂被成れうずるとおぽしめすと見へた︒只今も申事ぐうさんハなけ

がいもな︹け︺れども︑▽心のたけきまふに︑いそんじたら︵御じがい

存じてあるほどに︑うさん二も御座ない︑いおとし申されうずるはうた

死の習ハ御身一人にかぎらぬ事二て候程二︑左様二御心得候へや︒我等高

母を兄せて︑子のく時有︒︵脱アルヵ︶なりと云時︑嘆の中の御なげき︑尤一一て候・生

に︑御迎に参りて候・中々の事︑とくノー御下り候へ・子ヲつれてかへり︑

よのぎにてもなし︒御身のは﹇×壁﹈わ︑今夜むなしく成たまひて侯ほど

申さばやと存ル︒いや︑是へ御下り二て候︒いかに申候︒是まで参る事︑

ど参らせうずる間︑ゆるりと御やすミ候へ・女︑ワキ座二なおる︒

此所の者と御たづねは︑いかやう成事二て候ぞ︒安きあいだの事︑御や

申に︑まして﹂御出家の身として︑むゑんの者を御とむらいあってこそ

れ︒行ゑもしらぬたび人なれば︑我等ごときのものまでもそ堂ろに落涙

何と︑御かへりあらうずると候や︒しばらく︑聖の御十念も時二こそよ

︵ママ︶

矢壷がちが︹お︺ふずるとぞんじて︑我等ごときのものまでもせんぴヲ

や二ぞんじたるひじりの候ほどに︑是ヲよび下しけうやう申﹄さうずる︹×

︵ママ︶

くうこと二て候・此度の事じやほどに︑御供に参りたいとぞんじ候が︑

□口候﹈間︑御心安くおぽしめし候へ︒我等もふしぎ成旅人ヲ留しゆへ︑

■

またきけばいのはやた只壱人めしつれられ︑よの者は一人もつれさせら

なきおもひヲ仕候︒いそぎ罷上り︑聖に此よし申さばやと存ル︒急候程

や︑我等二て候・只今参る事︑別の子細二﹇×あ﹈候ら︹ハ︺ず︒此ほど

ｎ叩︾︾Ⅱ

れ間敷との御内ぞんあると申が︑是ハ我等が為にはまんぞくの至りじや︒

に︑彼あんじつにつきて候・聖ハ御内二御ざ候候︵術︶か︒毬唯帥呼べやい

御事か．︵脇︶△

乍去︑もし御たづね候ハ笈︑こなたへしらせてたまわり候へ・其分心得
４↑

８ｒ

候へ︑ノー１１︒﹄

女性旅人を留めて候得ば︑此暁空く成たまひて候間︑此け﹇×し﹈うやう

あれは高やへまいらざるよしいふ︒

御出家なれ︒殊更日来だんなに成﹇×て候﹈申も︑かやうの時頼ミ申さう

あって給候へ︒シして来り︑﹁此人の邪一一て候﹂︒大夫みて︑﹁かへらう﹂と云・﹇×時﹈

籾は︑高野不知案内の御かたと見へ申て候・女性は是までにて︑山へは

為也︒左様二仰候上は︑たのもしからず︒此上ハぜひに﹇×□︺およばぬ︑

三十三刈茅

上る事ならず候・御用の事候ハ貸︑あのおさなき人ヲ御のぼせ候得や︒

時︵昨ヵ︶ふの暮ほどに女性の旅人﹇×に﹈を留申て侯ヘバ︑今夜の暁空く

ｊく １ ﹂ と い ふ 時 ︑

らいかと存候︒いそぎ御名乗候て︑よるこばせ御申候へ︒中々︑空く御

りながら︑此山のふもと一一てむなしく御成候事︑ひとへに大師の御はか

左様の子細おばぞんじ候わで︑あらけなく申たる事︑面目もなく候︒さ

以来申承まじく候間︑いそぎ御かへり候へ・

なりたまひて候︒又おさなき﹂人の候ひしが︑高やゑ人ヲ尋にのぼらせ

成候上はくるし叫からぬ事︑急デ御名乗候へ︒

中々のこと︒と云て︑太こノ方ゑひっこむ︒子︑かうやへ上る︒シテニ相テ︑﹁立帰︑

られて候︒あまりふびん二御ざあるほどに︑尋にのぼり︑此事をしらせ
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︵面︶

一々十三犀ワキ︑いづミ小二郎︒﹁いづミハ御暇たまわりて︑御前ヲ立て出ければ︑

郎ならではあるまじい︑とたしやかに申上︵ら脱ヵ︶れしか︵︑則小次郎

ヲ︵︒．︶御前ゑめし出され︑此川に住さいのつのを取て上よと仰付られけ

被成候︒其子細は︑頼朝犀川の辺へ御狩へ御出被成︑あさばやまへ御つ

只今これへ出ル事︑よの儀二あらず︒頼奉りたる小二郎殿︑犀川ゑ御出

是ハ当国ノ住人︑いづミの小二郎と申﹇×もの︺御方に仕へ申者二て候・某

中入

事たるべしと仰られ候へども︑此度ノの︵術︶事は一入太事二存ル間︑御

小二郎まいるほどに︑あとよりあとより面字術︶参たる者あらば︑くせ

申候様は︑大ぜいにて参りとりゑたりとも︑さら二手がらに成まじい︑

われらごときのものまでも御とも一一参らうずると申せば︑たのふだ人被

ヲ申︑御前ヲ立テ︑頓而かるハーと出立テ︑只今さい川へ出られ候程に︑

れば︑小二郎御定﹂承て︑やすき間の御事︑とって上申そうずると御請

きあって︑しばらくよものていヲ御覧被成︑此川は如何様やうありげに

あとに残りてもきづかい一一ていられまじい︑小二郎どのを大切におもふ

ＯＪＪ ｔ ｌ ｌ ｏ ﹂

御前︵の脱力︶侍面々︵に脱ヵ︶︑いづミめんぽく是成と︑うらやまぬ人こそなかりけれ︑

見へてあるが︑何と云川ぞ︑くわしく存じたる者はなきか︑と御たづね

人々は︑いそぎさい川のほとりへ出られ候得︑それがしヲ初而︒罷出候ぞ︑

︵岬︶

被成ければ︑御供の﹂人々おほき中に︑さがミの守御定承て︑さん候︑

かま﹄いて其分心得候へ︑ノー︒

そめ川ヲ御尋一一て候ほ﹂どに︑おしへ申て候︒次にぬれ衣の女ノ旧蹟ヲも

是ハ此当に住居するもの｜一て候︒さい前いづくともなきお僧の御出候て︑

此内二太夫出テ︑い出かけありゞ

ろへ申候︒間御用之事候ハ夏︑重而仰付られ候へ︒︺心得申︹て︺候︒

ぬれ衣の女と申女の旧蹟二て候︒立寄心しづかに御一見候へ︒︹ワキこ上

きい

ワキ︺又是成しるしハ︑いかやうなる人︵の脱ヵ︶旧蹟こて候ぞ︒あれハ

様成御用二て候ぞ︒ワキ此川おば何と申候ぞ︒︹間此川ハそめ川と申候︒

ワキいかに此所の人の渡り候か︒Ⅲ此所︵の脱ヵ︶者とおたづねは︑如何

ちくぜん
・・卜凹湿衣リキ︑州Ｎ・兄の佃・道行ぁっテ︑﹁そめ川に付にけり︒︲く︲｜↑

魂Ｉ

此川おばさい川と申︑と申上られければ︑頼朝きこしめして︑そもさい
川と云子細はいかに︑と御ふしん被成候処二︑さがミの守︑いやくち成
子細一一ても御ざなげに候︑た夏さいと申ものシ住と申てさい川と申よし

承及たるよし申上られしか︵︑籾︹×陸其さいと云者はいか様成すがた
ぞ︑と仰られ候所に︑其時御前の人々︑さいのすがたハくわしく不存候
が︑大方承たるハ︑いただきにつのひとつあり︑水中へ入ぬればさなが
ら水は五尺さって︑其身はしよてう↓﹄のこくうをかけるごとくに御座あ

ると申伝へ候よし申されければ︑頼朝きこしめされ︑其さいのつのを取
て︑御家のてうほうに被成べきとあって︑御供の中にたれか其さいのっ
のを取まいら﹇×せ﹂すべき物やあるとの御定一一て候所に︑その時さがミ

の守︑されば御供の人々︑何もノーつわ者一一て候中に︑とりわきたれ
ノーと申たりとも︑さいのつのをとって参らせうずるは︑いづミの小二
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おしへ申て候が︑いまだあれに御ざあるか︑参て見申さばやと存ル︒

いや︑最前の御僧はいまだ是に御ざ候︒中ｊ〜︑さきの男二て候・い
まだ是に御ざあるか︑御目にかふらうずるとぞんじ︑参りて候︒近比
御心ざしのほど︑しうちやく申て候・籾︑かた入︑ゑたづね申度事の候・

夫は如何様成事二て候ぞ︒此所ノ人ならば︑ぬれぎぬノ女之事︑あり
︹原なり︺平これまでも御出ありたるか︑御ぞんじならばかたって御聞

郵丁

せ候へ︒つれノごとく．先最前も申ごとく︑是成川はそめ川ともうす︒亦
いにしへあり原のな﹄り平︑宇佐の使に御下向時︑当国此たか︵はヵ︶れ

じまのじとうたいらのさだぶんのもとに付たまひしに︑さだぶんのむす
め色このみのひと坐聞召て︑ゆかし﹇×く﹈くおぼしめしてもや候らん︑
なり平一首のうたヲよミて︑息女の﹇×□﹈方ゑつか︵は脱︶されたると申︒

４口

５１

しらず候所一一︑あま人我ぬれぎぬの見ゑぬよしヲ申て﹄愛かしこヲ尋あり

き︑かのそく女のねやに御ざ候ヲ見付たるてい二て︑何とて我等のぬれ

ぎぬおばとらせられて候ぞと申て︑大キにかこめ候ほどに︑そく女我は

︹ゆめにもしらぬと︺かたく申候得ども︑かねていＬまわしたることな

れば︑たれあってそくじよの尤といふものもなけれ︵︑父このよし聞テ︑

天下のたいほうなれば︑いす人にかたふどなし︑ふびんには存候へども︑ぜ

ひなしとて︑其まシむすめヲがいして︑きぬおばあま人にかへし候所に︑

ぎぬ

かのむすめ父ノゆめに見へて一首のうたニいわく︑ぬぎ坐するそのたぱか

りのぬれ衣は︑ながきなミだのためしなりけり︑とよミ︑うら﹂みたる

けしきにてさめ人︑となくとおもへば︑ゆめさめぬ︒かの父大きにおど

ろき︑そのまふけいぽヲリくつ仕たると申︒それより︑ぬれぎぬと申つ

たへ候︒最前より申ごとく︑くわしくは不存候︒

なる

その御うたハ︑そめ川ヲわたらん人のいかでかわ︑いるに成てうことの

是はふしぎ成事ヲ仰候︒いにしへの︑平のさだぷんのそく女二て御ざあ

なにしをは︵？︶︵あだにぞあるくきたはれじま︑なミのぬれぎぬきる

くわしく物語申さうものはなく候︒お僧たつとくまします間︑ぬれぎぬ

らうずるとぞんじ候︒此所の女に︑御僧の御目二か上り︑左様のことを

らん

なからん︑とあそばしつかわされ候得ば︑さだぶんのそく女の返寄に︑

といふなり︑と返寄ヲいたされ︑御ちぎりヲこめられたるなどと申つた

の女一一て御ざあらうずると存候︒左様二候ハ笈︑ぬれぎぬの女の御ぽだ

５７

へ候が︑たしかには﹂不存候︒去間ぬれぎぬの女と申いわれは︑いにし

いヲ御とむらいあれかしと存候︒﹄

︵卿︶

られしに︑木曽の山家二てひうんと申おに︑ほんざんの山伏の命ヲとら

是へ出る事︑よの儀二あらず︒ほんざんの山ぶし︑出羽のはぐろ山ゑ参

是ハ本山み熊野のごんげん二仕へ申︑末社の臣にて候︒さるほどに只今

一・十五飛雲

へ此たわれじまのじとう︑ちくぜんの守さだぶんのそく女︑ぢ﹇×き﹈っぽ

におくれ︑けいぽにて御ざありたると申︒然所一一︑けいぽま上むすめヲ
にくミておもわ︵？︶れ候には︑何ともシテあのむすめヲうしない申さん
と色々にたくミ︑あま人のぬれぎぬヲとって︑かのそく女のね屋へしのび
入てそく女にぬ︵？︶れぎぬヲきせおき︑あま人と心ヲあわせ︑いす人に
せんとたくミ︑左様の躰にもてなし候所二︑彼そく女ハ其たくミヲ夢二も
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為︑色々面白き物語などを仕りかけ︑紅葉の名所などおもくわしくかた

伏たちも何となく詞ヲかけられ候へば︑彼老人悦び申︑頓而命ヲとらん

面白紅葉などの有所に薪をおろしおき︑やすむ躰二もてなし候所二︑山

御身ヲたぶらかし︑命ヲとらんとする間︑行カヲもって命ヲとられ申なと

んたき笈ヲおひて御身に詞ヲかわしたるは︑此山二住ひうんと申おに成・

さう︒いかにきやく僧︑是ハ熊野々どんげんよりの神ちよく也︒さいぜ

ない躰かな︒い﹄や︑此分二てハ時刻がうつる︒いそひでつげしらせ申

釘Ｔ

二いらる上が︑さんハーにくたびれられたる躰二てあり︒籾もせう躰も

り︑兎角して命をとらんとすれども︑さすが山伏と申ハかたじけなくも

の御事にて︑則権現よりの神ちよく成︒其分心得侯へ︑１１︒

ん為に︑彼ひうんらう人のすがたに出立︑薪を﹂︵脱アルカ︶いかにも気色

ゑんのぎやうじやのあとヲ次たまふほどの山伏なれば︑いかでかさうな

うお﹇×ヲ﹈もかけり給へり︒かほどお︵たヵ︶つとき行者のあとヲつぎ給

鬼神おもしたがゑ︑おもひのまＬにさしつかい︑我身も心のまふにこく

是まで其里にも住もせで︑葛城山岩屋二こもりいて︑ひほうヲおこない︑

くわいにんせられ︑ゑんのぎやう者生れさせられたり︒然るに行じや︑③

其子細は︑﹄行者の御母おつとのさいあいもなく︑日月のやうきをうけ

大和国ちわらのさとのひとなるが︑③是よりつれの人間にはかわりたり︒

得︵︑彼老人悦ビ申シ︑頓テ命ヲトウ︵ラヵ︶ンダメ︑イロノ︑面白キ物語

置︑屋住躰一一モテナシ△︵侯ヵ︶所二︑山伏達モ何卜無言葉ヲ被掛△︵候ヵ︶

出立︑薪ヲ■テ︑如何一一も気色面白キ紅葉ナドノ有所二薪ヲ於道︵路ヵ︶師

家一手飛雲ト甲︵申ヵ︶鬼︑本山ノ山伏ノ命ヲ取覧為二︑彼飛雲老人ノ姿に

出ル事︑余ノ儀二不有︒本山ノ山伏︑出羽ノ羽黒山へ被参候所二︑木曽ノ山

是ハ本山御熊野ノ権現二仕ヱ申︑末社ノ神ニテ︵候脱ヵ︶︒去程二︑唯今是へ

らん上

︵以下︑冒頭から途中までの行間に書かれた詞章︶

ふ山伏の御事なれば︑中Ｊ１命ヲとる事ハ成間鋪い︒殊更ひうんと申お

ナドヲ仕リカけ︑モミヂノ名所ヲクハシク語︑兎角シテ命ヲトウ︵ラヵ︶ン

ふとらるべき︑惣じてゑんのぎやう者と申は︑いにしヘヲたづぬる一一︑

にが︑山伏の命ヲとらんとするも︵をヵ︶︑権現御存知あって︑いそぎ此末

０トスレ︵以下欠︶

蒟丁

社二立こへつげしらせよとの御事二て候間︑只今木曽の﹂山家へ参る︒い

そひで参らばやと存ル︒誠二︑いにしへの行者はきじんおも心のまふに

間鋪候︒乍去︑山伏達も油断せられたらば︑いかやうの事二あわれうず

成ひうん成ともたち所二てめいわくいたし迷惑いたし︵五字術︶︑取事ハ成

し候得や︒たれ二ておりやらせますぞ︒こなたのハた笈さる御方二

二びやうぶ立な︹×し﹈らべまく打まわして︑みな１１くこんのきこしめ

やれ﹄︑︑見事成紅葉哉︒安元はちけいもすぐれて﹂面白き所成ば︑是

二十六紅葉持︵狩ヵ︶

るもしれまじいと存ル︒神通ヲゑてくだれば︑せつなが間に信濃国木曽ノ

て候が︑あれ二たふせられたるは何と申御方二てさむらふぞ︒そなた

さしつかい給ふに︑其あとヲつぎける山伏の命ヲとらんとの事は︑いか

山家についたが︑さて山︵伏脱︶達ハいづくにいらるＬぞ︒さればこそ是
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かりお申しやらしませや︒

のあれもち二ても是もち二て︵も脱ヵ︶あれ︑こなたのはたださる御方とば

められ︑そのま堅酒をのむほどに︑せうだいもなくたべゑい︑ぜんども

めせと申︒見れ︵うつくしき女也︒これもちの心もよわ﹄ｌと成テと蛍

られ候所一一︑彼きじんは本よりじんづうほうべんの者なれば︑はや此由

がら紅葉持︵狩ヵ︶などヲし︑またしかなども狩︑ゆふノー成躰二てくだ

太かうの人なれば︑きじんの太いぢす﹂べき事は心にかけもせで︑道す

れ︵是︵非脱︶二不及︑かしこまったとお請ヲ申︑とがくし山へ分入れ候間︑

ノ御事こそ候へ︑鬼神ヲたいらげよとの御事は迷惑に候得共︑せんじな

がくじ山のきじんをたいらげよとの御事也︒これもちは︑てうてきなど

の人をうしなひ候間︑しやうぐんこれもちの方へちよ︵く脱︶し立て︑と

とがくし山へ参る︒其様躰ハ︑とが︹×し﹈くじ山二きじんすんで︑国土

濃国とがくし山へ分入らるふにより︑我等もしんちよくヲ請︑た笈いま

只今是へ出る事︑﹄よの儀□あらず︒よどの将ぐん平のこれもちは︑信

是ハ八幡八まん宮二仕へ申︑武﹇×内﹈氏と申末社の臣二て候・それがし

に平の是もち︑慥二問給へ︒さきにうつくしき女の︑御身ヲと堂め酒ヲ参

ノー〜︑じこくうつしてかなふまじひ︑いそいでつげしらせ申さう︒いか

りよどのしやうぐん平のこれもちと︑天下にかくれなき人也︒﹄いや

二こゑきよう第一の人二てあるとて︑しやうぐんがうを給わって︑夫よ

名付事は︑七才のとしおぢのこれかげと申人ヲうって候得バ︑あまり世

二此人は︑みるほど人二すぐれたる人躰哉︒さこそ此人ヲ平のこれもちと

いらるＬが︑あら心安や︑先何事もないほどに︑まんぞくいたいた︒誠

ついたが︑彼是もちはどこもとにいらるふぞしらぬ︒さればこそ是二

ぎ参らうずる︒いや︑神通ヲゑて下れば︑せつなが間にとがくし山二

せ︑鬼神のたいらげさせ︹よ︺との御事成二より︑是まで出テ侯︒いそ

ミＪ１と取らせてはいか富なり︑いそぎ此武氏二立﹂越ゆめのつげしら

八まん太ぼさつ御存知あって︑さばかりの﹇×是﹈これもちヲきじんにや

しらずふし申さる皇を︑鬼神はよきじせつと待︑命ヲとらんとするヲ︑

ヲ問テ︑これもちヲたぶらかいテ命ヲとろふずるとて︑女とばけ︑とがく

らせたるは︑人間二てハなし︒皆此山のきじんと成︑御身ヲたぶらかし

︵ ︶

し山の紅葉たくさん成︹岩尾のそびへたる︺所に︑まくうちまわしびや

命ヲとらんとするヲ︑八まん太ぼさつ御存知あって︑いそぎ武氏二立越ゆ

末社 ら ん じ ゃ う

うぶ立ならべしゆゑんノいたし︑これもちヲ待かけテ居る処二︑たぶらか

めのつげしらせ︹×よ﹈︑きじんのたいらげさせよとのしんちよくお請︑

認丁

すとは夢︵？︶にもしらで︑是もちかのていヲ見て︑如何様成御かたぞと

只今武氏参りたり︒︹則八まん宮より御はかせ被下間︑︺これ｜一てきじん

．︵副︶．

使ヲ立られ候ヘバ︑た笈さる御方ノ紅葉狩と計返事ヲ申︒﹄惟持きいて︑

ヲ安ノーとたいらげ︑いそいで上落あるべし︒あら︑正躰なのていや︒

帥丁

よしｊ︑如何様の人二てもあれ︑上郎の道のほとりの紅葉狩ならば︑か

とうノ︑〜目をさまされ候得︑ノー︒﹂

鋤丁

たハー乗打いか笈とて︑馬よりおりてひそかにとおられしに︑待まふけ
たる事なれば︑彼女出てこれもちのそでヲ引へ︑御入あって壱シきこし
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めて御ざあるゆゑなり︒中二も当社の御ことは︑王城のちんじゆ二て︑

事も目出度御国二て候・これと申も︑くに八︑にれいしんあまた地ヲし

二て侯ぞ︑我てうは小国とは申せども神国二て︑仏法はんじやうし︑何

か様二候者は︑都加茂の明神に仕へ申︑末社の臣二て候・誠二めでたき事

則当しや明神より︑我等がやう成まつしや二も罷出︑一きよくヲモ仕り︑

社明神に仕へ申末社の臣二て候が︑只今の御参詣︑近比めでたう存る︒

事なるにより︑是まで出候︒いそひで御れい︵脱アルヵ︶申上侯︒是ハ当

ぞ︑我等が様成末社二も罷出︑一きよくおも仕り︑慰め申︹せ︺との御

とて︑先神がくれにしたまひて候︒其間に︑只は何とて御ざあらうずる

とうしやノめでたき子細御物語被成︑重而きどくヲおがませ申さうずる

天下ヲまもり給ふ御神也︒殊更いのりをかけ申ほどの御事ハ︑何事も思

おねむりヲさまし申せとの御事成二より︑是まで罷出テ侯が︑何ぞ一きよ

一干七加茂

ひのまＬに御ざ候により︑くにハーざい︐ＩＩ所々より﹄しんがう申︑参

く仕らうずるか︒た冨し何と御ざあらうずるぞ︒かしこまつ﹂て候︒

馴丁

り下向の人々ハおびた坐敷御事なり︒籾また人間はしやうぢきヲもとふ

いそひでひとかなでいたさう︒めでたかり︹け︺る時とかや︒舞うたい︑

︑㈱１

し︑神ヲしんぜば︑仏とも成神﹇×と︺二も成わ︵玉力︶ひ候︒それヲいか

つねノごとく︒﹄

ロロ

にと申に︑当社明神のいにしへは︑昔かもの里にはだのうじ﹇×色女と
申人あり︑朝暮かも川へ出て水ヲむ︹す︺びて神二たむけ御申有︒ある時

↓・十八氷室

玉ヲのべ﹇×な︺たるごとく﹂成男子ヲうめり︒其子さんさいノ時︑汝がち

女く︵わ脱ヵ︶いたいせられ︑則拾月と申に御さんのひぽをとき給ふ二︑

何となく取テ我が宿にかへり︑のきにさしおきたまへば︑ほどなくうじ

六月朔日の事成﹇×□Ｅしが︑﹇×有くわうや一一みゆき成候所昌一村の人家見

けいこう天皇の御宇に︑︹ミ︺かりのぎやうがうの﹇×御ざ﹈御座あるに︑

是へ出る事︑よの儀二あらず︒籾も此ひむろの明神と申は︑仁王拾二代

是ハ丹波国ひむろ更ノ﹂の明神に仕へ申︑しんしよくの者にて候．只今

らんじゃう

上はと頁まといてとゑ︵﹈とへば︑のきにさしおきたる矢ヲおしへ給ふ︒

へ候︒其一﹇×時﹈村より︑時ならぬか︹ん︺ぷうしきりにふき来りて︑

川上よりしらはのや一すぢながれ︑むすび給ふおけの中へながれ入候を︑

其時かの矢なるいかづちと成︑天に上り給ふ︒是則︑わけいかづちの神

ぎよいの袖にうつり︑さながら冬︹野︺のみか﹇×き﹈りのごとくに御ざ

しが

なり︒されば其まふ御子とも二神と成わ玉ヵ︶ひ︑加茂三所ノ御神と﹇×

候間︑御門あやしミたまい︑かの一村ヘミゆきあって御覧あるに︑家内

︵型︶

ぃわひ﹈名付︑下かも︑中かも︑上加茂とて︑れいげんあらたなる御神二

にゆき﹇×旦かふりヲた上へ︹おき︺申ヲ︑みかどふしぎにおぽしめし︑

↓︷﹄﹃︑

て候・籾只今ばんしうむろの明神の神しよくの御方︑とうしやゑ御さん

是︹ハ︺いか成事ぞと御たづねあれば︑ある﹂じのおきなこたゑて申や

︵泌︶

けい被成候︒むろの明神ととうしや︹と︺は御同一躰なるにより参詣申

う︑夫せんかには︑︹し︺せつ︑かうせつとて薬のゆき有︑此おきなもか

睡丁

さる土間︑明神うれしくおぽしめし︑やんごとなきすがた二て﹄ゆき相︑
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たのごとく︑や﹇×く﹈くせつとおふくぶく仕るにより︑そくさいゑんめ

Ｊ１や﹇×なふ﹈︒さ︵ら脱ヵ︶は是ヲ︑ないじんへころぱしいれう︒︵上欄外

まるめう︒ゆきころばかし︑ノー〜︑あらつめたやのふ︑ノー︒くいり

是を雪ころぱし二せう︒

い一一御ざ候︑と申上る︒さあら︵やくせつ︹×ノ﹈卜そなゑ奉るべしとて︑

に﹁柳もノー︑大きに成た．是を内剛へ納めう︒﹂︶陀弐池争↓へいる塁心ヲする．ゑい

ノー︑あふ︒是ハいかな事︑まはんぶんにわれた︒さらば︑いまそっと

則みかどへ氷ヲそなへ奉り︑それよりひのもの︹と﹇×﹄﹈ぐごと申鞄こ
とはじまりて候︒其後愛かしこにひむろヲかまへしが︑︹此︺比ハ舟︵丹

こわしめ︒ちとうすゆきヲこわふ︒ゆきこふノーＪ１︑あられかうノ︑

かうりひむろ

ヵ︶波国くわだの︹×□﹈郡に氷室ヲかまへ︑六月朔日に我きミヘひのも

Ｊ１︑我﹇×□﹈家のかき﹇×の﹈や木に︑ふ﹇×り﹈れやたまれかう１１

のきどくＺ御目にかけ申さうずる二て候︒︹﹇×われ一人一一てもなく候と云て﹈や

候得ば︑時ならぬゆきふり申侯間︑ゆきおかふて﹇×たちまち神りょ﹇×に﹈

ん﹇×□せん□口候﹈あれかしと存候︒︹籾︺我等ごときのものがゆきヲこい

さうずる︑との御たくせん二て候間︑しん八︑わ︵？︶たくしなく御きれ

ぐごヲそなゑたまふけしき︹を︺まのふで御めにかけ︹×御申あるべき﹈申

候間︑しばらく御逗留候得︑神のすがたおもあらわし︑ひの物︵の脱ヵ︶

よりの御たくせんに︑只今の御参詣︑何よりうれし﹇×う﹈くおぽしめし

しの葉ヲぬぎすてたまふ︒其時つりのおきな一人出相︑此所ハ我住家成

是二て仏法かいひやくあるく︵し脱︶とて︑めしたるめしたる︵四字術︶あ

にまかせて御出候所二︑当国志賀の辺一一てなミのうつおとヲ問たまいて︑

ヲ御たてあるべしとて︑あしのはにめして︑まん１１﹂たるくう海へ風

しやくそんとそつ天よりあまくだり︑是よりひんがしに仏法ぐづうの所

当社の御事は︑ご宣百さいに至るまでかくれもなき御神也︒其子細は︑

き事なれども︑国々にれいしんあまたちをしめて御ざ有とは申せども︑

か様二候者は︑江州白鬚の明神へ仕へ申︑末社の臣一一て候・申までもな

二十九白鬚

ｂ″ノー１１︒﹄

幅ｒ

の︹とぐごヲさＬげ申候︒まづ是ハ氷室の子細なり︒それ二付︑とうぎ

６１

んに仕へ御申ある臣下どの︑此所へ御下向二て候間︑御れいヲ申さばや
と﹇×ぞんじて﹈ぞんずる︒﹄﹇×罷川テ候﹈御礼申候︒是ハとうしや明神
︵顔︶

れ＃く１︑一段の御機嫌に申上た︒今壱人を呼出し申う︒︺﹇×みな﹈のふ

ヲ︑仏法のちまたになすべき事かなふまじひ﹇×と﹈よし被申ければ︑尺

二仕申︑神しよくの者にて候︒此所へ御下向︑めでたう存ル︒籾当社明神

ｊくＩ︑いさしますか︒﹇×中ノー足一雨る﹂が﹈何事ぞ︒いや︑﹇×・へちの

尊ちからなくて︑すでにぢやつくわうどにかへらんとしたま︹×へぱ﹈ふ

︵猫︶

二の臣下どの御下向にて候二より︑我等も御礼申た
︶○

邪｜一てもない﹈当今︹×

所に︑東北︵方ヵ︶よりやくし女来出給ひ︑翁にむかい子細をいかにとの

︵

が︑ゆきヲこふてみせ︹よ︺と御申被成る坐ほど︵？︶に︑いざともハー

たまひければ︑﹄翁こたへて被申候は︑我人じゆ六千ざいのはじめより︑

蝿ｒわｕ

こわしめ︒心得た︒ぁふぎひろげて︑いるｊ︑あり．ゆきかふｊｌｊ−Ｉ︑あら

此山のぬしなり︑此水海千年すぎてはあし原と成︑又千年すぎてはもと

唯り

１１︒あらさむやノＩ・あ上︑したＬかにつもった︒いざ

れかうＪ１
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御申あるしんかどの︑せんじをかふむり︑只今とうしやへ御参詣被成候

って︑寺がうヲゑんりやく寺と申也︒先是ハ︑此所の物語︒当今に仕へ

壱シにして︑ゑんりやく年中にひゑひ︵山脱ヵ︶のたて給ふ︒さあるによ

尺尊其後でんぎやう太しとむ︵ま脱︶れかわりて︑くわんむ天皇と御心ヲ

ぢやつくわうどにかへらせ給ふ︒其時のおきなは︑今の白鬚の明神也︒

へ︑とかたく御約束あり︑薬し女来は﹂ひんがしへとび給ゑば︑尺尊ハ

きゆへま見︵え脱ヵ︶ず︑此山のぬしは我也︑尺尊此所二て仏法ヲひろめ給

れ人じゆ弐万ざいのはじめより此地のぬしなれども︑御身二相てゑきな

のぬしはわれならではあるべからず︑とのたまへば︑其時薬し女来︑わ

いなしとて︑てんぱいがみねニ御あがり有︑ぼんでん二いのりたまヘバ︑

ヲあらわすと︑かやうの事ヲ思召時は︑御本望ヲ御とげあるべき事うたが

むざいおんるのしうたんをとむらい︑松は又きらくほんまふのぢつたい

たるヲ︑かんせうじやうめでたしとよろこびた給ふ︒其子細は︑梅ハ是

とヲしたひおひ来ルーより︑おい松となづけ給ふ︒籾両木此所へあらわれ

じ来る叫とあって︑飛梅と見︵名力︶付給ふ︒またこなた成松は︑梅のあ

かれたるかんしやうぜう御ちやうあいの梅なるが︑御ゑいかの心ヲかん

まゑば︑此梅夜の間﹇×に﹈出来申候︒是ハ都ていしやうに﹇×こ﹈うゑお

においおこせよ梅の花︑あるじなしとて春なわすれそ︑とか様二よミた

じにおかせられ︑御うたヲあそばされたると申︒其野は︑こちふかぱ

いすまひ二て候間︑都の事ゆかしぐおぽしめし︑こち風のふき候ヲ五も

間︑とうしやかりにつり人と成︑大方じんぴの様躰御物語被成︑重テきど

なむ天まん太ぢざい天神とくわんヲ御あげ被成候間︑籾はぼんでんより

の水海と成しおも︑一度ならず弐度ならず︑七度迄見たる翁なり︑此山

くヲおがませ御申被成﹄りやうずるとの御事二て候・其間に︑只は何と

大じざいに被成候うへは︑御ぐわんぢやうじゆ成︹り︺とて︑それより

︵ママ︶

て御ざあらふぞ︑我︵等脱力︶がやう成末社一一も罷出︑一きよくおも仕り︑

色々の事ありテ︑ゑんぎ拾六年ひのゑ子ノとし二なるいか﹂づちとなって

︵湖︶

都二上り︑ざんにんに︵のヵ︶ともがらおも心のま壁したがゑ︑今一一北野

が︑只今の御尋﹇×は﹈︑ふしん︵に脱ヵ︶存ル︒是ハきどく成事ヲ仰候も

碗丁

麻︵慰力︶め申せとの御事二より︑是まで出候︒いそいで御礼申そう︒
是より︑つれノごとく︒
うたいも舞も何ジ︒

々天まん大じざい天神といわふれ︑れいげんあらた成御神也︒さ有によ

安楽寺の門前の者とおたづねは︑いか様なる御用二て候ぞ︒所の者︑

の哉︒それはうたがふ所もなき︑おいまつ︑かうばいどのふ神︑かりに

って両木ヲモ末社といわい︑則おい松の神︑紅梅どの上神とあがめ申候

御前二候・せりふ︑つれ ノ ご と く ．

ミやもりのていにげんじ︑御ことばヲかわされたると存候︒左様一二？︶

二十老松

まづ此安楽寺︵に脱︶おひて︑老松︑﹂かう梅どの上子細と申は︑都きた

候ハ茸︑■︵暫ヵ︶御逗留被成︑しん入︑わたくしなく御きれん有︑かさ

ぱい

の上天神︑いまだかんせうハーニて御ざ候ひし時︑しへいのおと茸の御

ねてきどくお御おがミあれかしと存候︒近比ありがたう侯︒﹄

胡丁

ざんげん一一より︑ゑんぎ元年正月廿九日二此所迄御下りあって︑誠二あら
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候間︑罷出市人ヲも見て︑心ヲ慰ばやと存ル︒先此所の市ヲ︑きやうの

是ハ陸奥きや︵う脱︶の郡に住居するもの二て候︒今日ハきやうの市二て

たがいもなき︑いにしへにしき蜜ヲ立︑むなしく︵なり脱ヵ︶たるもの鼻

にもはたばりせばきいのこて候︒只今の御尋︑ふしん二存ル︒それはう

候間︑そのまじないの為︑おさあいもの﹂にきせたるぬのなれば︑いか

へ︑わし︑くまたかと申者があれ︑おさあい者ヲこくうにつかんでうせ

市と申︒取分此市二おひて︑よの里になき物︵を脱ヵ︶うりかい仕候︒そ

ゆふれいにて御ざあらうずると存ル間︑しばらく御逗留あり︑かの夫婦

三十一にしき笈

れヲ︑にしき宣︑ほそいのと申候︒惣じて人間の男女夫婦の中だちと申

の者ノあとヲ御とむらいあれかしと存候︒﹄

ぱそのま上とりいる上︒またあふまじきと存ルおつとのたてたるにしき

さん候︑其塚は去夫婦の人のつか二て侯︒樒つむ者候得︵︑必塚の内よ

いかにお僧へ申候︑其塚の辺へ御より被成候事は御無用二て候︒

７．

ハ︑その﹇×□﹈身のたうかんなき物か︑あるいはしんるいかまたハよき

ゑんのもつテ申定候が︑此所の太ほう二て︑にしきぎと申木ヲいろどりか

買ヲ︑とりもいれず候︒是が則︑夫婦の中だちの木二て候・然所に︑と

りゆうれい出でテ︑恨ヲなし申候︒左様の時は立所二て空なり申候間︑し

三十一樒墳

あるおつとの候へしが︑ある女ヲおもひかけ︑かのにしき貰ヲかざり女

きミヲ手二持給ふ事︑御無用二て候・その子細は︑先此所ハ南都の領にて

ざりて︑我夫婦に成べきと存ル女﹂のかどにたておき候ヲ︑女同心仕れ

のかどにたて置候所二︑かの女のちシはシ可然ゑんに︹て︺もないとぞ

候間︑南都の代官此所二住居仕候を︑何と申たる子細やらん︑当所の者

︶

籾景こう天皇第二皇子大和武卜現じ東夷退治の事︑草二火ヲかけた﹇×□︺

語間二て︑くさなぎの剣の子細ヲいふ︒ひの川﹄上のおるちたいじの事︑

泥丁

勢︵熱ヵ︶田の社人二て候・恵︵心脱︶の僧都へ行︑礼ヲいふ︒尋時︑如常

三十三△草薙

承わらうずる二て候︒心得申候︒

もくるしかるまじいと存候︒先我等は御暇申候︒又重而御用の事候ハ貫︑

に候・進︵近ヵ︶比ありがたき事ヲ仰候︒左様ニたつとき御僧ならば︑少

︵

ども寄合︑彼代官︹ヲ︺夫婦ともにころし申﹂て候が︑其執心二てありげ

んじけるか︑其にしき萱ヲとりもいれず︒お︵術ヵ︶男ハいよ﹄〜あこが
れ︑あたらしくこしらゑてハたてかゑノー︑三とせの間お︵たヵ︶つるほど

に︑せいりきもつきけるか︑頓而男ハむなしく成て候︒なんぽういたわ
ＧｎＵ串■日■

しき御事二て候ぞ︒女此よしヲきシ︑かほど︺まで我をおもいてたてた
るにしき賀ヲ︑むなしくなしたる事のかなしさとて︑頓而その女もむな
しく成たる間︑女のちふ母此よしヲ見て︑籾は両方共におもひ合たるを
しらずして︑弐人ながらうしないたる事のかなしさよとなげけどもかな
わず︒さあらば夫婦の者のとりおきヲ仕らうずるとて︑立置たるにしき
笈と両人のものをひとつのつか二つきこめ︑則にしきづかと申ならわし
候︒またほそいのと申は︑とりのは一一ておりたるぬの二て侯が︑いにし
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じの生勢︵賢ヵ︶｜一て候︒此よし︹申︺さう︒いかに申候︒我等はったと

二て候・ゆるノー︑と御くつろぎ候へや︒や︑おもひ出て候︒明日はふ

ニノ句︑うたがいもなき大和武尊たちばな姫■︵顕ヵ︶給ひ︑御経ヲ聴聞

しつれんして︑御宿参らせ候︒明日は富士の御池へ人をそなへ申侯が︑

り尊剣ヲぬいてくさヲながれたによって草なぎといふの説︑専いふ也︒

有たると存候︒いよノ︑おこたりなく︑御調︵？︶り候へかし︒

此宿にとまりたるたび人に鬮事をとらせ申て︑一の鬮を取たる人ヲにへ

にそなへ申候︒夜中なりとも御立あれかしと存候︒さればこそ︑旅人の

是ハせんげん太ぼさつに仕へ申︑末社の臣二て候︒然るに此ふじ山と申

﹃ｊｇ●Ⅱ９

役にて候︒何方へなりとも︑早々御出候へかし︒﹄尤二て候・更ぱ︑

二十四岸洞

か様二候者は︑高丸の鬼神に仕へ申けんぞく一一て候︒籾も田﹂村の五郎

此方ゑ御出候へ︒シヵノー︒中入シテ︑﹁ワニヒレフシ泣︵？︶居タリ﹂︒

ざい

にもふけ給ふ二より︑田むら丸と申候︒奥州より都まで三百︵Ⅱヵ︶に京ち

は︑三国ぶそうの山二て候︒それヲいかにと申に︑③昔もろこしよりほう

二十六富士山

としなり︑三百よきにて︑此三年が間御在陳二て候︒我等がおやかたの
一太事二て候︒先此としなりと申は︑代々武遍の家二て︑はくふをとし
はつぜ

しげの将軍と申︒其子はとしひとの将軍︑奥州岩瀬のこふり田村ノがう

やく被成たる問︑いか成神のけしんぞと︑皆人ふしんのなし申侯︒また

しと甲︵申ヵ︶者此国にわたり︑不老不死の承︵薬ヵ︶を求︵？︶ン為に来り

筒

田むらの御はかせ︑いそやわうと申剣二て御ざ候・またす園かびめと申

候が︑今又②しやうめいわうに仕へ申者此土二わたり︑薬ヲもとめんとて

祁ｒ

は︑立ゑぽしと申鬼神二て候が︑田村﹄丸と夫婦二て候得バ︑今ハはや

此富︵士脱︶山へ尋入候処二︑太ぼさつ出給ひ︑こと人︑く御薬ヲと上のへ

あかざしら

ぎやくしんと見へ申候ほどに︑赤頭の四郎どの︑御うんのつきたるゆへ

御申候︒殊に当山の御薬ヲぶくするともがらは︑諸病さって寿命長おん﹂

︶

と存ル︒はやめんノｌＩの身の上まで一太事にきわまま︵術︶り候間︑けん

なる事うたがいなし︒猶も権現︑かぐやひめ御姿ヲあらわし︑不承︵死ヵ︶

先幡州諸しや山と申は︑我朝の始︑いざなぎ︑いざなミのみことの御子︑

語り間也︒

三十七△諸社

にて候︒如常末社也︒

の薬ヲ︹×□﹈もろこしのちよくしに︵脱アルヵ︶御申あるべきとの御こと

︒︵

ぞくヲもよび出し︑かけおちの用意いたそうずる間︑皆々其分心得候へ︑
○

三十五生贄ノ前也

案内とはたれ二て渡り候ぞ︒やすき間の事︑おやど参らせうずる間︑
奥の間へ御通り候へ︒見申せば足弱衆ヲ御とも二て︑殊二おさなき人も﹂

御入候が︑是ハ何方より何国へ御出被成候ぞ︒それははる人︑のたび
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千の剣をそろへてこもりたもふ︒天しや︵う脱︶太神けやぶり給ふ︒数千

しを︑代をひるがへさんとテ︑大和国宇多のこふりに城郭をかまへ︑一

ひるこ︑そさのふのみこと悪神二て︑天しや︵う脱︶太神御代に即たまい

りあらうずる二て侯︒更︵︑追付舟ヲ出し申さう︒心得申て候・

かれらは一段若き者の︑たっしやそう成もの二て候程に︑いそいで御や

たる者は︑ぶしやう者にて中ノーつかわれぬとて︑殊外御はら立二て候︒

何事二て候ぞ︒畏て候・誠二是ハ日本一の御事二て候・いつぞや御売被成

戸⑥ｒＯｅ

のけんをや﹄ぶ﹇×り﹈ると書て︑ち︹ハ︺やぶるとよミ申よし承侯︒そ

宿トイト間ボ︵ゴヵ︶イシテ︑舟にのせてかいヲ取︑漕出る時︑﹁此舟は殊外沖へ出ル﹂ト不

一肥干ｊ

折々此所ゑ御出候︒殊今夜ハ月も熊なく候ほどに︑定而頓而御出あらうず

門前の者と御たづねは︑如何様成御用にて候ぞ︒中ノー︑寒山十徳ハ︑

四拾寒山

らうずる二て侯︒畏て侯︒

わかきものどもの事一一て候︒心得申て候︒さらば︑またかさねてまい﹄

中ｊ︲︑︑一段すぐやかなるわかき者ヲ︑二人つれて参りて候・あれ成

御文の候︒

いらぬよし承候ほどに︑只今よき者ヲ弐人参らせ侯よし御申候︒則是に

いや︑それがし二て候・頼だ人申さるるは︑先度参らせたる者は御意に

おりて休申さうずる二て候・逵蝿韓封元︑いかに案内申候︒買主出ス︵ルヵ︶︒

かいて

つミ候得ば︑手間が入申候︒た笈御あがり候て︑御やすミ候得︒我等も

らせられて︑御休ミ候得︒いやノＩ︑此処二て用を︵脱アルヵ︶荷を︹も︺

申候︒中々︑あれへつけ申候︒いや︑兎角申内に舟がついて候・﹂あが

おき︵？︶成嶋へ付て︑あれ二て荷ヲ積て行舟にて候ほどに︑籾か様に漕

つぎ︑

Ⅲまことによう御らうぜられた︒事のほかこうしや二て候・此舟はあの

審スル．笑シイ躰ヲシテ︑

れより尊は出雲国に御下向候が︑先当山二て狩ヲめされ︑山のいげんい
ふて︑如此ほめたまいしより︑則尊の名をかたどり︑諸︹×しや﹈社山と

いふ︒あと二ても山ヲほめたがよし．殊更是成桜は︑則御本尊と一躰分
神の 様 二 申 候 ︒ 如 此 二 候 ・

三十八千引

御前二候︒かしこまって候︒がくやニ向︑いかに此内へ案内申候︒是ハ
かさいどのよりの御使二て候・此所の千引の石を他国へ引出し︑千々に
御わりあるべきとの御事一一て候間︑いそ﹂ひで石ヲ御引候得︒たといひ

ん女成とも︑此事そむき申なら︵︑此所にはかなふまじきとの御事二て
候・とうノー御出あれとの御こと二て侯︒皆々承候へ・此所ノ千引の石ヲ
他国へ引出し︑千千にわりすへ有べく候間︑女人一一よらず︑いそいで石ヲ
わらハひとりして

ひかれ候へ・其分心得候へ︑ｊＩＩｏ兆歩調陸｜緬墹ヲ何と︑此石ヲかた八

ひとりしてひかうずると御申候か︒夫に御待候へ︑其よし申上うずる二
釜
１６
７

て候・いかに申候︒あれ二女の候が︑此石ヲ孤してひかうずると申候︒

畏て候・こなたへ渡り候へ︒﹄

他

三十九信︵？︶ 夫 ヤ ド 呼 出 ス ．
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り﹂と云時︑しばらく︑かたハーはむさとしたる事ヲ御申候︒とう︐ＩＩかたは

たまわんこといつわり也︑おがまんと申︒さすがりんげん出て弐﹄度か

かく納りたり︑それは叶ふまじきと仰候︒其時かの女申様︑望をかなゑ

望さらになし︑如意宝珠を一目おがませたまゑと申︒いやｊ︑︑宮中ふ

らへ御のき候へ︒鯉澁罷・望議︑左様の望ならば︑それがし所望申さ

へらず︑たまをおがませ給へ︵︑かの女けしきかわりて︑玉ヲぬすみて

る間︑しばらく御待あって御相候へ︒寒山十徳出テ︑うたいに﹁御身の事お申な

うずる間︑かた原に御忍び候得て御聴聞候へ︒﹂かまひてむさとしたる事

龍宮にかへりぬ︒しかれ者ぼんでんたいしやくヲもともなひ︑龍宮ヲ御

﹃〃︒

９ｒ

を仰候な︒いかに御両人ゑ申候︒今夜面白き月の夜二て候ほどに︑よ

したがへ有べきとの御事﹇×なり︺にて候ぞ︒其分心得候へ︑︲１１．

事也︒いそひで参り候へ︑Ｊ１︒

畏て候・皆々承り候得︒ひん成民一一︑たからヲあたへ給ふくきとの御

初めあいしらい

もすがらせつぽうヲ御のべ候いて︑御きかせ候へや︒せつぽうすぎて︑うたい
に﹁心ヲしらゆき︵の脱ヵ︶︑きし︵えヵ︶て何とかなりぬらん﹂と云時︑最前の人の

候か︒是へ御出あって︑心しづかに御聴聞候得や︒かつ︾所望の時も︑狂言云
禰丁

事あり︑ワキより直に所望する時も有︒﹄

て候︒岬ユ弛稲案誰にて渡り候ぞ︒頓而御殿へ御うつし候得︒

てうわう

て候・此■︵旨ヵ︶相心得候得︑Ｊ１・ワキよりよび出ル︒御前二候・畏

﹀︾ノゼ︑

是ハもろこししんのていわうに仕へ申︑官人二て候︒去程にりん国にて

三会盟はじめい陰たて

是ハゑんぎの御門に仕へ奉る者二て候・誠二此君けんわう二てましませ︵︑

うわう︵と脱ヵ︶申て御ざ候が︑しん皇より会盟有べきとのちよくし﹂を

四拾一鷺はじめいＬたて

吹風条をならさず︑民戸ざしヲせず︵ぬヵ︶御代なれば︑四季折々の御遊び

立られ候処に︑今日互に国の境へ御幸有て︑御酒ゑん有べきとの御事二

すにより︵帥︶

かずをつくし給ふ︒今日はしんぜんゑんの池の辺へ御幸有テ︑御遊びあ
るべしとの御事也︒其分心得候へ︑ノ︑︒

うたい○︵魂︶

﹇×の﹈へきの玉︑御所望候処に︑てうわうやすノーと御出シ候事︑君の

とわりや︑Ｊ１︒﹄中人︒

﹁くわんぎよなり︵？︶しもこ籾々︑目出度事の候・日来望におぽしめす所のてう

是ハ天竺ハらない国の御門︑太世太子に仕へ奉るもの二て候・籾も此君

御よろこび以の外﹇×ハ﹈の御事二て候︒則此所ヲだいりと被成︑しばら

四燈・太世太子

国土の民のひんなる事をかな﹂しミ給ひ︑ぼんでんにきせひし給ふ︒其

く御逗留あって︑てうこぐまで御したがへあつ︵術︶るべきとの御事なれ

得︒其分心得候へ︑ノー︒誰二て渡り候ぞ︒しばらく御待候へ︑其

くせい
ば︑民百は姓
に至るまで︑そせうの事あら︵叫いそぎ罷出︑そうもん申候

時龍のたから如意宝珠ヲ太世太子二あたへ給ひ︑則宮中に納たまゑば︑
ちんぽう

七珍万宝みちノ︑ｌたる御事｜一て御ざ候・頓而辻々に高ふだお立︑たから
を民二御あたへたまゑば︑︹×如︺女壱入来り︑我われ三字術ヵ︶たからの

66

よし申上げうずる二て候・いかに申上候︒てうわうの臣下りんしやう

︵１︶不明字の下部に﹁力﹂を重ね書きして﹁勢﹂とする︒

翻刻補記

はなく︑別の詞章を記したものかも知れない︒その場合︑﹁さすが御■■とは

︵５︶︹︺内は﹁誠二でんしやとは申ながら﹂のように書かれているが︑補入で

さすか御■■

︵４︶﹁寺﹂に濁点がある︒

︵３︶﹁せうせられ﹂にアクセントを示すと思しき符号がある︵図４参照︶︒

︵２︶﹁他﹂は﹁あたり﹂と読むらしい︒ただしこの用字が見られるのは本曲のみ︒

と申者︑珠のきづを申上ンガ為に︑只今さんだい申て侯︒

貞享弐年二月廿八日書之
豊前国宇佐宮住
賀徳氏

︵６︶﹁望所﹂を転倒符で訂正︒それに従う︒

申ながら﹂と続くのかも知れないが︑読み得ない字があって明らかでない︒

豊後うすき稲葉右京様御内
大蔵又左衛門宿所二て書之︵印記﹁永北／之印二

︵７︶﹁せんほ﹂にアクセントを示すと思しき符号がある︵図５参照︶︒

︵９︶ス﹂の右に見セ消チ符号のようなものがあるが︑消したのかどうか不明︒

︵８︶﹁さ﹂が行頭にあり︑その上方欄外に﹁○﹂印があるが︑意味不明︒

大蔵又左衛門正本

大蔵弥右衛門伝﹂︵後見返︶

消す必要のない字︒

︵︑︶﹁ある夕暮二﹂と﹁にわう兵部きやう﹂の順序を入れ替える﹁上﹂﹁下﹂の

指示があるが︑しばらく底本の形のまま翻刻する︒

は︿ワ﹀または︿︵﹀と読む﹁は﹂に使い︑一方﹁者﹂の草体は原則的に︿ワ﹀

︵皿︶﹁者﹂の草体の上に﹁盤﹂の草体を重ね書きするが︑底本では﹁盤﹂の草体

と読む﹁は﹂には使っていないので︑ここも︿トリワナシ︵鳥は無し︶﹀と読

ませるために仮名を改めたものであろう︒因みに底本は︑︿ハ﹀と読む﹁は﹂

には原則として﹁者﹂の草体を用いており︵例外は二二例中﹁波﹂の草体

一例と﹁ハ﹂二例のみ︶︑本曲でも﹁取り放し﹂の意の﹁とりはなし﹂の﹁は﹂
はすべてそうである︒

︵吃︶﹁是﹂が行頭にあり︑その右上方欄外に小さい﹁○﹂印があるが︑意味不明︒

その前にワキの詞が入ることを示すか︒

︵旧︶﹁御申あ︵り︶﹂のあたりの右側に墨線が引かれているが︑消去の符号か︒
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︵Ｍ︶長い﹁し﹂の上に﹁番﹂が書かれているが︑﹁し﹂は消されていないと見な
す︒

︵脂︶以下︑詩の冒頭と各句末に﹁︒﹂印が打たれている︵ただし最後の分は﹁と
成﹂の後に打つべきものを誤る︶︒便宜﹁・﹂に置き換えて示す︒

︵

引かれていないが︑消したものと見なす︒

︶﹁に﹂の右下︑﹁い﹂の右上に﹁︒﹂印があるが︑意味不明︒

︵記︶﹁れ﹂の上に﹁申﹂を重ね書きしてあるように見えるが︑﹁いわふれ申﹂で

文を終止する別の詞章を示したものか︒

︵調︶﹁にげ﹂を転倒符で訂正︒それに従う︒
︵

︵略︶﹁御内ぞんある﹂の右に墨線を引き︑﹁御事か﹂と別の詞章を記す︒なお下
の﹁是﹂の右肩に﹁△﹂印があるのは︑﹁御事か﹂からそこに続くことを示す

︵別︶﹁ましませぱ﹂に対し︑﹁ましますにより﹂という別の詞章を記したもので

の清音符か︒

︵犯︶﹁の﹂の右下︑﹁て﹂の右上に﹁︒﹂印があるが︑意味不明．あるいは﹁て﹂

あろう︒

︶﹁長﹂に濁点がある︒

か︒

︵Ⅳ︶底本︑山冠に﹁犀﹂の誰字に作る︒
︵腿︶﹁而﹂と﹁罷﹂の間の右寄りに﹁︒﹂印があるが︑意味不明︒

︵旧︶上欄外に﹁実母也﹂の頭注︵本文と別筆︶がある︒

︵別︶﹁内﹂と﹁氏﹂は重ね書きされており︑前後を必ずしも判じ難いが︑後出は
すべて﹁武氏﹂なので︑﹁内﹂を﹁氏﹂に改めたものと見なす︒

︵幻︶底本ではこの例と次の例において﹁とかくじ山﹂と﹁し﹂に濁点があるが
︵他例はすべて﹁とかくし山二︑一般的発音であったかどうか疑問があるの
で︑他には及ぼさないこととする︒

︵狸︶﹁汝かち畠はとまといてとゑハ﹂の﹁とまといてとゑ﹂を墨線で消し︑右に
﹁とへは﹂と記すが︑﹁まといてとゑハ﹂を﹁とへは﹂と改めたものと見なす︒
︵羽︶﹁いわひ﹂︵﹁い﹂が行末︑﹁わひ﹂が行頭にある︶の﹁わひ﹂の上に﹁名付﹂

を重ね書きし︑﹁い﹂は消されていないが︑﹁いわひ﹂を﹁名付﹂と改めたも
のと見なす︒

︵別︶この﹁事﹂は
は行
行十
末の加筆で︑術字︒

︵弱︶この上方欄外に
に﹁神主とも﹂と記す︒﹁神しよくの者﹂を﹁神主﹂とするこ
ともある︑の意か︒

︵妬︶この前後の
の︹︺内は上欄外に記されたもので︑初めに書いた﹁われ一人
二ても⁝﹂を
一て︑別の詞章を書き直している︒﹁云て﹂には消去の墨線が
を消
消しし
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