禁裏・近衛家の蔵書形成過程一端

極的に取り組んでいる︒本論ではそうした国文研の根幹事業が︑古典文学

心とする人文学の発展に寄与し得る各種データベースの開発・運用にも積

年はデジタル画像化も推進している︶︒それと同時に︑日本古典文学を中

録﹂︵以下﹁東山目録﹂と略︶や大東急記念文庫蔵﹃禁裡御蔵書目録﹂︵﹁大

れてきた禁裏文庫の具体的内容については︑東山御文庫蔵﹁古官庫歌響目

後土御門天皇以来︑歴代の天皇によって約二百年の長きにわたって蓄穂さ

まずは江戸時代初期の禁裏文庫について概説しておく︒室町時代後期の

久保木秀夫

１国文研マイクロ資料・データベースを活用しながらＩ

ている二文庫である︒

研究上のどのような成果に結びついていくかという一例を示したい︒具体

東急目録﹂︶などによって知ることができる︒それらの蔵書のほとんどは︑

万治四年禁裏焼失本の復元

的にはマイクロ資料と︑日本古典籍総合目録をはじめとするデータベース

残念ながら万治四年︵一六六一︶正月十五日の禁裏火災によって灰儘に帰

Ａ﹁万治四年禁裏焼失本復元の可能性ｌ書陵部御所本私家集に基づく

とを活用していくことにより︑室町時代末期〜江戸時代初期頃における皇

を扱う以前に︑ある程度明らかにできてしまう場合がある︑という指摘を

ｌ﹂︵吉岡眞之氏・小川剛生氏編﹁禁裏本と古典学﹂所収︑二○○

してしまった︒しかしながら先般︑

したい︒対象とするのは禁裏文庫と︑今日陽明文庫として現存している五

九年三月︑塙書房︶

族の蔵書・貴族の蔵書の形成過程の一端について︑古典籍の実物そのもの

ている古典籍類をマイクロフィルムに撮影して一般公開し続けている︵近

国文学研究資料館では創立以来三十年以上にわたり︑全国各地に伝わっ

緒
言
摂家筆頭近衛家の蔵書という︑古典文学研究上とりわけ重要な地位を占め
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●

Ｂ﹁宮内庁書陵部蔵﹁法門四十七首和歌﹂翻刻・解題ｌ南朝末期歌壇
に関する新出資料ｌ﹂︵﹁中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究ｌ

ｌ高松宮家伝来禁裏本を中心としてｌ研究調査報告２︵平成十九
年度︶﹂所収︑二○○八年三月︶

Ｃ﹁万治四年禁裏焼失本復元の可能性Ｉ仮名散文を中心にｌ﹂︵科学
研究費補助金・基盤研究︵Ｂ︶﹁室町後期禁裏本の復元的研究﹂︿研

究代表者・武井和人氏﹀における口頭発表︑二○○八年九月︶

後の列帖装四半本

紛薄茶色地梅花文様緩子表紙を備えた縦十六・五叩×横十七・五ｍ前後
の列帖装六半本

㈹水色地木瓜文様椴子表紙を備えた縦二十三・七噸×横十七・五ｍ前後
の列帖装四半本

切水色地木瓜文様椴子表紙を備えた縦十六・五ｍ×横十七・五ｍ前後の
列帖装六半本

場合ｌ﹂︵﹁武蔵野文学﹂第五十七集︑二○○九年十一月︶

高そうなこと︵拙論ＡＢＣＤ︶︑ただしすべてがそうとは必ずしも限らず︑

本︶の中にも︑焼失以前の模写本もしくは転写本が含まれている可能性が

という書誌的特徴を持った御所本︵及び宮内省旧蔵・国立国会図書館現蔵

という拙論で論じたように︑今日の宮内庁書陵部御所本の中には︑万治四

今後の厳密な選別が必要であること︵拙論ＣＤ︶︑のようになる︒の〜切に

Ｄ﹁万治四年禁裏焼失本復元の可能性ｌ歌学歌論書・定数歌・歌会の

年禁裏焼失本の焼失以前の転写本が少なからず含まれていたのであった︒

該当するものとして︑これまでに指摘してきた書目は次の七十点である︒

いたい︒

⑩三十二点⁝後鳥羽院御集︵五○一

二八︶・鴨長明集︵五○一

二

二九︶・実方中

三二・萱斎院御集

三

三六︶・

三三︶・深養父集︵五○一

三○︶・有房中将集︵五○一

七︶・中院詠草︵五○一

将集︵五○一

三二︶・思女集︵五○一

三五︶・六条修理大夫集︵五○一

四二︶・清輔朝臣集︵五○一

四

四○︶・田多民治集︵五○

三八︶・郁芳三

四︶・馬内侍集︵五○一

四二・和泉式部集︵五○一

三九︶・長能集︵五○一

三七︶・基俊集︵五○一

一

品集︵五○一

中納言俊忠卿集︵五○一

︵五○一

二六︶・伏見院御集︵五○一

なお掲出書名は外題に拠る︒それぞれの図版については各拙論をご参照願

拙論の論旨をごく簡潔にまとめてみると︑まず︑

伽藍色地花卉唐草文様椴子表紙を備えた縦二十三・七ｍ×横十七・五ｍ
前後の列帖装四半本
③藍色地花卉唐草文様殿子表紙を備えた縦十六・五ｍ×横十七・五ｍ前
後の列帖装六半本
という書誌的特徴を持った御所本に関しては︑ほぼ間違いなく焼失以前の
模写本︑もしくは模写とまでは言えなくてもかなり忠実な転写本であると
推断できそうなこと︵拙論Ａ︶︑また︑

側菊花文様ほか摺り出しの種々の紙表紙を備えた縦二十八・一面×横二
十・五ｍ前後の袋綴本
艸薄茶色地梅花文様椴子表紙を備えた縦二十三・七ｍ×横十七・五ｍ前
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四六︶・柿本集︵五○一

四

四五︶・清慎公集

四七︶・桧垣娼集︵五○一

三︶・小侍従集︵五○一 四四︶・相模集︵五○一
︵五○一
五○︶・伊勢大輔

五五︶・

五二︶・重之娘集︵五○

八︶・源順集︵五○一 四九︶・菅家御集︵五○一

五一︶・赤染衛門集︵五○一
五四︶・俊成卿女集︵五○一

六○︶・

五七︶

五九︶・刑部卿頼輔集︵五○一

五六︶・待賢門院堀河集︵五○一

五三︶・公忠集︵五○一

集︵五○一
一

小大君集︵五○一
側十五点：．惟成弁集︵五○一

六二︶・

六

六四︶・為頼集︵五○一

六二・源太府卿集︵五○一

六三︶・長秋草︵五○一

三位中将公衡卿集︵五○一
兼澄集︵五○一

六六︶・西宮左大臣集︵五○一

六九︶・

七一︶・本院

六八︶・三条右大臣集︵五○一

六五︶・俊成卿女集︵五○一
七︶・猿丸大夫集︵五○一

七○︶・資隆朝臣集︵五○一

一四二︶・蛸蛉日記︵わ九一五・三

九二︶・老

一〜三︶

三八六︶・新撰

七

旧蔵︑国立国会図書館現蔵︑以下同︶・竹むきか記︵み
少談︵わ一五九

三八四︶・雑談記︵五○一

四六二︶

三

三五

三九二・

四○二︶

︵後光︶︵院︸

三二八︶・応仁三年三月百首︵五○一

三五八︶・法華廿八品野︵五○一

三五○︶・・宋世百首︵五○一

三九五︶・玄々集︵五○一

三八七︶・八雲一言記︵五○一

三八八︶・詠歌大概︵五○一

側四点⁝蓮性陳状︵五○一
髄脳︵五○一

⑤四点⁝正風躰抄︵五○一
為兼卿和歌抄︵五○一

側四点⁝尭孝一夜百首︵五○一
五︶・夢窓国師百首︵五○一
七五︶

伽四点⁝家隆卿三十首︵五○一

六八︶．ｎ川葹Ⅱ櫛百首／後

六九︶

三三三︶・後小松院御百首︵五○六

光厳院百首御歌︵後筆︶︵五○六

もそもはマイクロ資料を閲覧していて︑東山目録の記載とよく合致する典

ちなみに以上のような御所本の存在と性格とを明らかにできたのも︑そ
五八︶・

籍が御所本の中に多数含まれていること︑かつそのほとんどが同一表紙を

七三︶

一二

一四二・とはすかたり︵一五四

三六︶・法門四十七首和寄︵四○五

備えていることに気づき得たからにほかならない︒このように一所蔵先の

七二︶・覚綱集︵五○一

九条右丞相集︵五○一
侍従集︵五○一

側二十三点⁝今物語︵一五○

五代帝王物語︵二六○

六五

さてここからが本題である︒右に言及してきた作品に限らず︑とにかく

同一系統・同一類の陽明文庫本

言ってよかろう︒

蔵書の姿を一度に確認できるというのも︑マイクロ資料の大きな利点と

二︶・紅塵灰集︵五○一

九︶・清少納言枕草子︵四五九

七八七︶・和

八四五︶・慕風抄

四六︑宮内省

六

七四︶・唐

六四︶・東斎随筆︵五○

八一○︶．代々御集︵五○一

五︶・慕風愚吟集︵五○一 六九六︶・関藤河︵五○一

寄童蒙抄︵五○一

八七二︶・さ夜のね覚︵五○二

六九︶・道行鯛︵五○二

八

六八︶︒ます鏡︵五五七
七○︶・三国伝記︵ひ

八二︶・大鏡︵五五七

六五︶・大和物語︵五○二

︵五○一
二

物語︵五○二

九︶・水か︑み︵五五七
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検索していき︑伝本の現存状況を調べてみる︑ということを一度してみた︒

一品経和歌一︑︵厨秋御描子︶

和冴秘要抄仰興瀞︲一冬︵騎夏御描子︶

愚聚抄一︑︵和歌諸抄︶

そうしたうちに気づいてきたのは︑各作品ごとに挙がってくるさまざまな

明題古今抄遡遥院簸一︑︵占恋御捻子︶

東山目録に記救されている作品のすべてについて︑日本古典籍総合目録で

所蔵先のひとつとして︑陽明文庫の名がしばしば見出されてくるというこ

■華寺縁起一︑︵黒御捨子第二※■は法の誤写とみられる

統一書名一品経和歌︵略︶国書所在︷写︼陽明︻複︼︹活︺釈教歌詠

統一書名和歌秘要抄︵略︶国書所在一写︼陽明

統一書名愚聚抄︵略︶国書所在︻写一陽明︵一冊︶︵抜書︑一冊︶

といった記載が見られるが︑日本古典籍総合目録によれば︑

とだった︒例えば東山目録に︑

弄花抄七︑︵源氏抄簡︶
とある﹁弄花抄﹂について︑日本古典籍総合目録で検索してみると︑

統一書名弄花抄︵略︶国書所在︻写︼内閣︵一○冊︶︑宮書︵﹁源氏
物語聞普﹂︑一冊︶︵一○冊︶︵七冊︶︑岡山大池田︵﹁聞書﹂︑室町末

全集一

統一書名明題古今抄︵略︶国書所在一写︼陽明︵室町末期写︶

期写七冊︶︑京大︵﹁源氏物語弄花抄﹂︑七冊︶︑国学院︵﹁源氏物語聞
普﹂︑欠本︑一冊︶︑東大︵七冊︶︑竜谷︵﹁源氏物語弄花抄﹂︑室町時

統一書名法華寺縁起︵略︶国書所在一写︼陽明

のようであり︑いずれも今日においては天下の孤本として陽明文庫本のみ

代写七冊︶︑島原︵﹁弄花﹂︑七冊︶︑彰考︵﹁弄花﹂︑七冊︶︑神宮︵﹁源

氏物語弄花抄﹂︑一冊︶︑大東急︵﹁堺花抄﹂︑室町末期写一冊︶︑天理

が伝わっているに過ぎない︑という事実が判明してくるのである︒また孤

、

ていることが知られる︒もちろんたったこれだけならば︑単なる偶然の一

という記載に対して︑この四作品を一冊のうちに収録している典籍として

首

子書誌三十六人歌合︑中古三十六人歌合︑新三十六人歌合︑百人一

も︑やはり日本古典籍総合目録に拠る限りは唯一︑

すなわち東山目録には︑

次のような事例も存在しているのである︒

致というだけで終わってしまうのかもしれない︒しかしながらここにまた

新三十六人野合

中古三十六人野合井百人一首一︑︵占夏御捻子︶

三十六人奇合

本であるとは言えないものの︑東山目録の︑

︵﹁堺花抄﹂︑室町末期写七冊︶︵第二冊・四冊尾欠︑室町末期写六
冊︶︵第一冊欠︑室町末期写六冊︶︵江戸中期写一三冊︶︵一○冊︶

陽明二堺花抄﹂︑江戸初期割個刺凹

︵第一・四冊欠︑五冊︶︑穂久迩︵﹁源氏物語弄花抄﹂︑江戸中期写
…

という結果が得られ︑陽明文庫にも﹁江戸初期写﹂の﹁七冊﹂本が蔵され

○
冊
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所蔵者陽明文庫︑近１２４４１３６５
という陽明文庫本のみらしいということも知られる︒なお﹁和歌秘要抄﹂
﹁法華寺縁起﹂を除いた各作品については︑国文研マイクロ資料にもすで
にそれぞれ次のように含まれている︒

所蔵者陽明文庫︑近／１４２／５０︐Ｍ

マイクロ．デジタル情報５５１１８７１５︑Ｃ４５６６︑師コマ︑
Ｅ

・明題古今抄

記載書名愚聚抄︑外

形態１冊

刊写の別写

記載書名明題古今抄︑内︑明題古今抄︑外

刊写の別写

所蔵者陽明文庫︑１４２．４３︐Ｍ

・愚聚抄

形態１冊

マイクロ．デジタル情報５５１４９１１３︑Ｃ２６９５︑認コマ︑

・三十六人野合中古三十六人吾合新三十六人野合井百人一首

Ｅ

所蔵者陽明文庫︑近／２４３／２０︐Ｍ
マイクロ．デジタル情報５５１１４８１７︑Ｃ４４９３︑妬コマ︑
Ｅ

書誌構造合写

刊写の別写

記載書名愚聚抄／抜書︑内

子書誌三十六人歌合︑中古三十六人歌合︑新三十六人歌合︑百人

・愚聚抄抜書

刊写の別写

一首

所蔵者陽明文庫︑近１２４４１３６５︐Ｍ

形態１冊
所蔵者陽明文庫︑近／２４３／１４︐Ｍ

マイクロ・デジタル情報５５１１８５１１４１Ｅ︑Ｅ︑Ｃ５３９
⑤″全︑︻胴︼

マイクロ・デジタル情報５５１１４８１６︑Ｃ４４９２︑妬コマ︑
Ｅ

︵マイクロ／デジタル資料・和古書所蔵目録︑以下この書式はす
べて同︶

ともあれここに至って万治四年禁裏焼失本と︑陽明文庫として現存する

近衛家の蔵書との間には︑あるいは相当に密接な関係があったのではなか

0

・一品経和歌
︿ママ︶

記載書名＊＊経和歌︑外

刊写の別写

形態１冊
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ろうか︑もっとはっきり言えば︑いずれかからいずれかへという直接の書

形態１冊

マイクロ・デジタル情報５５１４４１６︑Ｃ２６４６︑型コマ︑Ｅ

所蔵者陽明文庫︑Ｍ

そこで東山目録に記戦されている各作品の本文について︑これまでの研

という陽明文庫本と︑江戸時代中期写の谷山茂旧蔵残欠本とがあるのみと

承関係があったのではなかろうか︑と見通されてくることになろう︒

究をひとつひとつ確認・点検していってみると︑なかなかに興味深いこと

いい︑しかもうち陽明文庫本については︑

︵ｚ︶

のように指摘できるという︒

書する如くである︒

する︒くわえて細部にお

﹁前一条院﹂を両書とも﹁先一条院﹂と表記し﹁先﹂に﹁前歎﹂と傍

いても書院部湘固朔通訓劉部矧洞割り︑例えば一四三番左注にみえる

その

である︒三類本の特徴のみにとぎまらず︑

本書︵論者注︑陽明文庫本︶は︑三類本の中で

がわかってくる︒それは各作品ごとに複数の伝本が現存している場合にお
いて︑まずその伝本中に前述①〜いのいずれかの特徴を持つ御所本が含ま

れており︑またその御所本と同一系統・同一類に属する伝本が少ない数し
か見つかっておらず︑さらにその少ない中に陽明文庫本が含まれていると

七○︶︒杉谷寿郎氏による

いう事例が︑実はいくつか見つかるということである︒
例えば前引御所本﹁九条右丞相集﹂︵五○一

と﹁師輔集﹂約三十本のうち︑当該御所本と同じく乙類に属するのは唯一︑

記赦書名九條右丞相御集︑扉︑九條右丞相御集︑外

三九五︶︒この歌論

書は伝本自体が稀であり︑当該御所本を除いて現在確認されているのは︑

さらに例えば前引御所本﹁為兼卿和歌抄﹂︵五○一

形態１冊

刊写の別写

記載書名為兼卿和寄抄︑外

室町時代初期写の冷泉家時雨亭文庫本と︑室町時代後期頃写の︑

︵１︶

形態１冊

所蔵者陽明文庫︑近／２４３／２５︐Ｍ

四○二︶︒川村晃生氏による

と︑当該御所本は三類本甲類に分類されるといい︑かつ同類の伝本として

という陽明文庫本︑及び聖謹院本のみという︒うち聖護院本の詳細は未詳

はほかに室町時代末期写の︑

記載書名玄々集︑内︑玄々集︑外

であるが︑残り三本の関係についてはすでに﹁冷泉家時雨亭叢書﹂解題に

︵３︶

刊写の別写

マイクロ・デジタル情報５５１１５２１１︑Ｃ４５３５︑肥コマ︑Ｅ

また例えば前引御所本﹁玄々集﹂︵五○一

という陽明文庫本﹁九条右丞相御集﹂のみだということである︒

マイクロ・デジタル情報５５１４５１２︑Ｃ２６５０︑過コマ︑Ｅ

所蔵者陽明文庫 ︑ Ｍ

刊写の別写

い前
て記
もの
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には︑﹁優にいきほひもをしなへてあらい事なるゆへに﹂とあり︑書陵

れもこれもすへてあらぬことなるゆへに﹂︵略︶とある所︑鯛例刻圃洞

形に近いことは︑﹁いうもいきをひもをしなへて作者の□□□□□か

と見られる︒漢字・仮名の異同などは多いが︑時雨亭文庫蔵本が元の

書陵部本・陽明文庫本は同系統の本であるが︑時雨亭文庫蔵本も同系

も室町時代後〜末期頃の写本と認めてよさそうなので︑そのような陽明文

方の陽明文庫本は︑マイクロ資料の図版を閲覧する見る限りでは︑いずれ

間見られる禁裏文庫本は︑いずれも相当な古写本だったと推察される︒一

写本︑もしくはかなり忠実な転写本であるとみられる︒その御所本から垣

﹁為兼卿和歌抄﹂といった御所本に関しては︑焼失以前の禁裏文庫本の模

しかし繰り返し述べているように︑これら﹁九条右丞相集﹂﹁玄々集﹂

的書承関係はなかった︶

部湘剖同槻で︑当本が早く虫損で読めなくなっていたのを︑ある時点

庫本から︑禁裏文庫本のような古写本が派生するとは考えにくく︑よって

おいて︑

で書写した本が︑意味の通ずるように省略したのではないかと恩われ

右のうちまず①は成り立ちにくいということになろう︒また②についても︑

御所本は江戸時代初期頃の写本︑陽明文庫本は今も述べたと．おり室町時代

ワ︵や◎

のように論じられており︑やはり中でも当該御所本と陽明文庫本との関係

後〜末期頃の写本らしいので不可である︒従って残るは③か④かというこ

だろう︒

ところがここで︑図版１に掲げる御所本﹁清少納言枕草子﹂︵四五九

東山目録に記載されている︑

二のような事例も見つかるのである︒当該御所本については拙論Ｃで︑

一

とになる︒そのいずれであるかの判断は︑これら三点の事例だけでは困難

が密接であることが知られる︒

こうした場合に想定できる︑陽明文庫本を含めた伝本派生状況としては︑
次の四つが挙げられようか︒

①陽明文庫本←禁裏文庫本←御所本と転写された︵Ⅱ御所本の祖本・禁
裏文庫本の親本が陽明文庫本だった︶

②禁裏文庫本←御所本←陽明文庫本と転写された︵Ⅱ陽明文庫本の親本

一辨皐︒ｌや１ｂ伶拘啄予匂尋曇腿７斗津舳くみ浜Ｕも

り＃紅のいうｊ１番匪弧〃４侭鷺ｒ〜§正憲もｆリ

ム劇やみ州妃ｔＹＪ亭写り吻凸くみ亀か含７ヤｖ︽

図版1清少納言枕草子

が御所本だった︶

③禁裏文庫本←御所本︑禁裏文庫本←陽明文庫本と別々に転写された
︵Ⅱ御所本と陽明文庫本とは共に禁裏文庫本を親本とする兄弟本だっ
た︶

繩濁測似脈溌鮒副鰯厨蝋

ｒ１おて超上士蜂りゐ⁝Ｌかゆを刷誇孝島Ｎｇ１＄唾
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④現在知られないほかの伝本も介在しており︑①〜③などよりもっと複
雑な過程を経て派生していった︵Ⅱ禁裏文庫本と陽明文庫本との直接

■

清少納言枕草子上叩下三︑︵黒御携子第六︶

という一本の焼失以前の転写本たる可能性が高いことを指摘しておいた︒

二五︶と︑

という書目について︑今日知られる伝本が︑図版２のような御所本﹁三代
集抜書緋勢﹂︵五○二

刊写の別写

記載書名︵空欄︶

所蔵者陽明文庫︑近／２４３／２３︐Ｍ

形態１冊

刊写の別写

記載書名三代集抜書／井伊勢／大和︑扉

形態３冊

マイクロ．デジタル情報５５１１３７１１１２１１︑詔コマ︑ＥＣ

すると注目されてくるのは︑

所蔵者陽明文庫︑マ．１６︐Ｍ

らず︑本文的にも﹁最も近い関係﹂にあるものの﹁親子にはあらず︑兄弟

右の御所本と﹁丁数を同じくし︑一面行数・字体も近似﹂しているのみな

という陽明文庫本の存在である︒杉山重行氏によると︑この陽明文庫本は

場合と同様︑一面行数と字詰めとが完全に一致しているということもわか

御所本と陽明文庫本の図版を見較べてみると︑先の﹁清少納言枕草子﹂の

述側に一致していることなどもある︒なおかつマイクロ資料に基づく形で

という陽明文庫本の二本のみとなっており︑また御所本の書誌的特徴が前

４４６２︑認コマ︑Ｅ

本のごとき﹂関係か︑と推定されるというのである︒従って確かに御所本

る︒そうした点︑おそらくはこれも﹁清少納言枕草子﹂と同様に︑③に当

マイクロ・デジタル情報５５１３９１４︐Ｆ３１６︑狸コマ︑Ｅ

の親本が焼失以前の禁裏文庫本だったのであれば︑陽明文庫本の親本もそ

てはまる事例と位置付けることができるのはなかろうか︒

以上︑陽明文庫本の中にも御所本同様︑焼失以前の禁裏文庫本を親本と

︵４︶

れと同一の禁裏文庫本だったと考えられるということになろう︒
こうした事例を視野に入れると︑先の﹁九条右丞相集﹂﹁玄々集﹂﹁為兼

したものが含まれているのではないかという見通しを述べてきた︒実はそ

塾蝿

卿和歌抄﹂についても右と同様④ではなく︑③のような禁裏文庫本からの

週

薄．⁝ Ｋ 噂 討 笛 騨 蝋 駕 罰 礎 罰 興 冤 痴 鬮

︑八

鳥ＵＬｊＪムにⅣ４啄〆らＩおき仁ｆＬ熱

御輿︲伊羅︲ｌ︲Ｉ陽

かで駒可く型いり旧７＆街

汎礎勤しぬ像くの恥でわち１勺出妙︐︑為ｒ４４︑γお

ぬら＄ぐくｆ

︲瓜可賜虞醐獣参進了孔鹿３吋１吋の多岬人よ唇︑

入︑︐勾鍛済″

執ハル４い孔苛１４︑あり勺峰協吟７こ１１１

人絹Ｉびく鋒もル罪１寸八し川川は．

ｌｌうゲリ記叫も

銅闇︾掴難癖粋蝿極郷城酔峡榊祁掛鳴．入り︐Ａ

直接の転写本だった可能性が俄然高まってくるようである︒もしその見方
が認められるとするならば︑また前掲した﹁愚聚抄﹂以下︑今日陽明文庫
本のみの孤本となっている六点の中にも︑やはり焼失以前の禁裏文庫本を
親本としたものが含まれているのではなかろうか︑とも思われてくる︒さ
らに以上に取り上げてきた以外にも︑例えば東山目録記載の︑
三代集抜書井側勢大和一︑︵古夏御捨子︶

図版2三代集抜書付伊勢大和
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水無瀬殿御奉納百首績寄︑内

の証左となりそうな陽明文庫本が現存している︒それは︑

記載書名

刊写の別写写

形態１冊
所蔵者陽明文庫︑近／１４２／６２︐Ｍ
マイクロ．デジタル情報５５１２０４１２︑蛆コマ︑Ｅ
Ｃ６６０３︑四コマ︑Ｅ
という一本である︒当該本は︑陽明文匝本にしては比較的珍しく︑
柚蝋

以官本写之郡珊院
再三加校合了
寛永元霜朝初四信尋︵花押︶

のような近衛信尋による書写奥書を持っている︒この奥書から万治四年を

問題いくつか

ただしもちろん︑禁裏文庫本との関連が推定される陽明文庫本のすべて

︵ママ︶

について︑そうと断じてよいわけではない︒例えば東山目録には︑

大塊秘抄雅鬮卿一冊︵黒御描子第五︶

という記戦がある︒一方︑陽明文庫本の中にも︑

記戦書名大槐秘紗︑外

刊写の別写

形態１冊

所蔵者陽明文庫︑近２３０１１０︐Ｍ

マイクロ．デジタル情報５５１５１１１４︑銘コマ︑

という一本が含まれている︒しかもこの陽明文庫本にも︑

という書写奥書が記されており︑その親本が禁裏文庫本だったということ

以官本令書写了一校了

の後柏原院哀筆本を親本として︑近衛信尋が書写した本だったということ

が知られる︒従って当該本の書写年代が万治四年以前であれば︑前掲﹁水

遡ること三十七年の寛永元年︵一六二四︶に︑﹁官本﹂すなわち禁裏文庫蔵

が明らかとなるだろう︒そして実際東山目録には︑

という記載が見られ︑右奥書ときれいに整合してくるわけである︒焼失以

ロ資料によって同本の図版を確認してみると︑これは万治四年よりもう少

庫本の中に含まれているという傍証とすることができよう︒しかしマイク

無瀬殿御奉納百首続歌﹂同様︑焼失以前の禁裏文庫本の転写本が︑陽明文

前の禁裏文庫本からの直接の転写本が︑陽明文庫の蔵書の中に現存してい

しあとの書写ではなかろうか︑と思われるような写本の姿となっている︒

水無瀬殿御奉納百首続歌繍胤院一心︵蔚秋御捻子︶

るという見通し自体は︑これによって裏付けられたと言うことができよう︒

その場合︑右奥書にいう﹁官本﹂は︑万治四年の火災以後に︑後西院や霊

元院によって復興された新たな禁裏文庫本のうちの一本だったか︑あるい

は右奥書自体が書写奥書ではなく本奥書だったか︵つまり禁裏文庫本は祖
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本ではあっても直接の親本ではなかったか︶ということになろう︒
また例えば東山目録には︑

となる︒ただし﹁本云﹂とある以上︑これは書写奥書ではなく本奥書と認

めるべきで︑つまり当該本に関しては︑禁裏文庫本からの直接の転写本で

はないとみられるわけである︒こうした事例がある以上︑前節までに取り

上げてきた陽明文庫本に関しても︑たとえ禁裏文庫本との親近性が見出せ

千首和歌ぁ家回一︑︵厨秋御捻子︶

信太社一︑︵同︶

写本だった場合もあるかもしれない︑という可能性は常に考えておく必要

るにしろ︑直接の転写本ばかりではなく︑間に最低一本を介した間接の転

という記載がある︒うち﹁信太社﹂とあるのは︑前後の書目が千首である

があろう︒

師兼卿千首一︑︵同︶

点︑いわゆる﹁宗良親王千首﹂のことと認めてよかろう︒一方︑陽明文庫

八雲一言記舷側卿鱸一︑︵門夏御捨子︶

さらに例えば東山目録には︑

記載書名詠千首和調︑内︑中務卿宗良親王千首︑外

師説自集奥雅綱卿箪一︑︵厨夏御撚子︶

本の中にも︑

刊写の別写

記載書名師説自集奥日︑内︑師説自見集︑外

という記載もある︒一方︑陽明文庫本の中にはこの二点を合写した︑

所蔵者陽明文庫 ︑ Ｍ

記載書名八雲一言記︑内

形態１冊
マイクロ・デジタル情報５５１２０６１２︑Ⅷコマ︑Ｅ︑Ｃ６６２

形態１冊

刊写の別写

という一本が含まれている︒マイクロ資料の図版につくと︑外題は﹁中務

書誌構造合写の内

８︑血コマ︑Ｅ

卿溌千首﹂︑内題は﹁詠千首和調﹂となっているが︑同本にもやはり奥書が

所蔵者陽明文庫︑１４２．５８︐Ｍ

という一本が含まれている︒うち﹁師説自見集﹂の内題は右のとおり﹁師

Ｅ

マイクロ・デジタル情報５５１４９１５１２︑Ｃ２６８７︐９コマ︑

Ｅ

マイクロ．デジタル情報５５１４９１５１１︑Ｃ２６８７︐６コマ︑

あって︑
本云

右信太杜之千首以

禁裏之御本書写校合之有
題無歌処依他本連々可補焉
のように記されており︑この﹁中務卿獅千首﹂が﹁信太杜之千首﹂である

と認識されてもいたこと︑かつその祖本が禁裏文庫本だったことが明らか
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0

であ
あり
り︑
︑東
東山
山目
目函録の記載とほぼ完全に重なり合っている︒
説自集奥日﹂で

陽明文庫本が親本の場合

さてここまでは︑禁裏文庫本から陽明文庫本へ転写されたという可能性

た﹁八雲一言記﹂についても︑ 半田公平氏の︑

現存諸本
本は
は︑
︑﹁
﹁以
以後
後二
二条
条院
院哀翰写之者也﹂の奥書のある︑島原図書館松

ばかりを追いかけてきた︒しかし逆に︑実は陽明文庫本の方が︑焼失以前

一五六︶という一本がある︒当該御所本は﹁和漢図

ころで当該御所本に関しては︑久曾神昇氏がいち早く指摘しており︑かつ

︵６︶

以前の禁裏文庫本とが密接な関係にあること自体は間違いないだろう︒と

らかなように︑書誌的特徴も前述③と一致している点︑当該御所本と焼失

において右の記載と一致している︒しかも図版３のようなその姿からも明

巻一〜三・六・八・十のみが書写されている六冊本なのであり︑残存状況

書分類目録﹂において﹁巻四︑五︑七︑九鉄﹂と紹介されているとおり︑

外題﹁野合﹂︵一五四

という記載が存する︒一方︑御所本の中には整理書名﹁歌合類聚十巻本﹂︑

歌合潅催六︑︵古冬御捻子︶

とがある︒すなわち東山目録には︑

の禁裏文庫本の親本となっていたらしい︑と推定される事例も見つかるこ

平文庫本︑東北大学狩野文庫本︵歌学十書︑坤︑第四門︑一○二九七︶︑

古語深秘抄本と︑奥書のない書陵部本︵五○一・三九一︶︑陽明文庫本
︵師説自見集と合綴︒近・一四二・五八︶︑祐徳稲荷中川文庫本︵一・
九・三七○七︶とに二分類することができる︵略︶︒
︵５︶

という指摘によると︑現存伝本中でも書陵部本と同類であるという︒しか
もこの書陵部本は︑拙論Ｄで指摘したとおり書誌的特徴⑤を有する御所本
のうちの一点でもある︒従って当該御所本と当該陽明文庫本とはやはり︑

共に焼失以前の禁裏文庫本を親本とした兄弟本だったと認めたくなるとこ
ろである︒ところがそう考えるには問題がひとつあるのであって︑すでに
半田氏も言及しているように︑陽明文庫本の﹁八雲一言記﹂の末尾には︑

御所本にも他伝本にも見出せない︑実に一丁半に及ぶ独自異文が存するの
である︒こうした場合︑この独自異文が禁裏文庫本からの転写後に為され

、
￨

﹁和漢図書分類目録﹂中でも﹁十巻本﹂と注記されているとおり︑かの陽

識

た︑陽明文庫本における後人の増補ということならば話は早い︒が︑そう

薯

でなければ︑なぜ陽明文庫本のみにこのような異文が見出せるのか︑言い

換えればなぜ御所本にこの異文が見出せないのか︑ということについての
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説明がどうしてもつかないのである︒これをどのように考えればよいので
あろうか︑なお検討を続けていきたい︒

図版3歌合類聚十巻本

ま

のである︒ならばそのことは取りも直さず︑東山目録記載の焼失以前の禁

論春秋歌合が近衛家に残り︑他の大部たる五巻程は前田家に移ったの

たものであらうと思はれる︒︵略︶而してその第六及び第十巻のうちの

平安朝より鎌倉︑室町時代に伝存したことからして︑近衛家に伝来し

裏文庫本がまた︑おそらくは陽明文庫本からの直接の転写本だったという

であらう︒

明文庫伝来の王朝歌合証本のひとつ︑いわゆる十巻本歌合からの派生本な

こと︑換言すればこれまでとは反対に︑禁裏文庫本の直接の親本が陽明文

り︑その段階で焼失以前の禁裏文庫本が作成されたためかとみられる︒換

と指摘しているとおり︑おそらく本来はすべてが陽明文庫に収蔵されてお

ただし十巻本歌合に関して言えば︑陽明文庫には今日︑巻六のほぼすべ

言すれば︑禁裏文庫本が作成された万治四年以前のいずれかの時点までは︑

庫本の方だったということをも物語っているはずである︒

てと巻十の一部分が伝わっているのみであり︑残る巻一〜三・八と︑巻十

陽明文庫にはまだ十巻本のうち六巻までが所蔵されていたということであ

かつては近衛家に︑十巻本歌合の十巻すべてが伝来していたことについ

る︒

の残りを含めた五巻はすべて︑尊経閣文庫の所蔵となっている︒そのよう
に分割分蔵されている十巻本歌合が︑なぜ焼失以前の禁裏文庫本︑及び当
該御所本において一括書写されているのかというと︑それについてはやは

この歌合巻に関しては古来古筆としてのみ特に注意せられ︑その転写

本が書写されたそれよりも以前に︑すでに陽明文庫の庫外に流出していた

ある︒従って東山目録などに見えない残りの四巻は︑焼失以前の禁裏文庫

か︒之は幸にして今日近衛公爵家にそのま︑伝存してゐる︒︵略︶この

ない一巻に第六としてある︒︵略︶その一巻は如何になったのであらう

ている︒即ち前田家蔵のうち不明の一巻は第八であり前田家に伝存し

の一巻とを書写したものであり︑その六冊には原巻の順序も明記され

か︑と思われないでもないわけである︒そのいずれであるかの特定はなか

目指して︑あらためて陽明文庫本に基づき模写し直したものではなかった

焼失以前の禁裏文庫本からの転写ではなく︑焼失後の禁裏文庫本の復元を

そのものがほぼ当時の形態のままで現存しているのであるから︑あるいは

ただし反証をも述べておく︒当該御所本に関して言えば︑何しろ十巻本

︵毎Ｊ︶

本などに就いては殆んど注意せられなかったのであるが︑その写本も

ということになろう︒従来必ずしも明瞭ではなかった十巻本歌合の伝来・

ては︑十巻本歌合総目録などの発見により萩谷朴氏が論証したところでも

今日伝存している︒即ち宮内省図書寮に伝はる六冊の歌合は正にこの

分散状況に関して︑わずかながらも具体性を与えられたと言えようか︒

り久曾神氏が︑当該御所本の存在を根拠に︑

歌合巻を書写したものである︒而してこの六冊は前田家蔵の五巻と他

全巻六巻は室町時代後期乃至江戸時代初期まで一緒に存したのである︒

なかに困難というのが正直なところで︑仮に後者だったとすると︑万治四

︵８︶

その当時それがどこに伝存してゐたかについては未だ確証は見出し得

年以後もしばらくの間は︑十巻本歌合の巻六を除いた残りの五巻は陽明文

︵９︶

ないが︑近衛家或は前田家の何れかであった筈であり︑それが恐らく
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し︑古典籍同士の関係を詳しく追求していくことで︑禁裏及びその周辺に

東急目録という格好の資料を軸に︑現存する古典籍そのものを調査対象と

ともあれ禁裏文庫の形成に際し︑近衛家の蔵書もまた重要な役割を果た

おける書物の伝来状況や派生状況︑それに伴う文化の伝播状況などがより

庫に伝わっていたということになろう︒

していたことについては︑十巻本歌合のこの事例からも明らかだろうと思

具体的に把握できるようにもなっていく︒

そして中でも古典籍の書承関係・派生状況に関して言えば︑本論で述べ

われる︒そのほか詳細は未調査ながら︑東山目録には︑

龍山百首一︑︵古秋御捻子︶

来たったように︑国文研のマイクロ資料や日本古典籍総合目録などのデー

一等︵同︶

難題百首届山

記載書名栄花物語︑目録

一方陽明文庫には︑松村博司氏によって古本系統第二種に分類されている︑

とあるように︑万治四年禁裏焼失本の中には﹁栄花物語﹂が含まれていた︒

栄花物語箱一︵御描子箱目録︶

とあり︑大東急目録にも︑

栄花物語︵黒御携子第一・末尾貼紙︶

者が個人的に関心を持つのは﹁栄花物語﹂に関してである︒東山目録にゃ

ところで禁裏文庫本と陽明文庫本との以上のような事例をみてきて︑論

情報たり得ることの証例としたい︒

る︒以てマイクロ資料や各種データベースが極めて有効な研究資料・研究

に︑ある程度の見取り図を描けてしまうという場合が確かにあるわけであ

タベースを効果的に活用していくことにより︑実地に調査するよりも以前

一︑︵同︶

近衛殿御会始野一︑︵斬秋御搬子︶
詩歌齢圃馴

詩寄艫卿ハⅡ一︑︵同︶
といった記載も存する︒いずれも近衛家関係の書目である点︑やはり同家
の蔵書からの転写本だった可能性を考えてみてもよさそうである︒また前

述の︑東山目録に見える書目が今日陽明文庫本のみの孤本となっている書
目の中にも︑あるいは禁裏文庫本が陽明文庫本の親本だったのではなく︑

その逆で︑陽明文庫本が禁裏文庫本の親本だったというものがないとも限
らない︒私見では﹁愚聚抄﹂などはその可能性が高いとおぼしく︑別に論
じる機会を考えている︒

栄花物語に関して若干

刊写の別写
形態４０冊
所蔵者陽明文庫︑別置︑Ｍ

室町時代後期から江戸時代前期にかけて︑皇族の蔵書・貴族の蔵書・武
家の蔵書等々が互いに交渉を持っていたことについては︑諸記録の博捜や

マイクロ．デジタル情報５５１５３９１３︑ｎコマ︑＋２リール︑

１

６

読解によって従来も様々に指摘されてきたことである︒が︑東山目録・大
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その古本系統第二種 に は ︑ さ ら に ︑

栄花物語江戸写︵桂︶四○五○六二九
栄花物語江戸写︵桂︶四○五五四一五

注

︵１︶杉谷寿郎氏﹁師輔集の性格﹂二平安私家集研究﹂所収︑一九九八年
十月︑新典社︶︒

︵２︶川村晃生氏﹁能因法師集・玄々集とその研究﹂︵一九七九年六月︑三
弥井書店︶︒

抄﹂解題︵一九九五年四月︑朝日新聞社︶︑及び﹁歌論歌学集成第十

︵３︶﹁冷泉家時雨亭叢書第四十巻中世歌学集書目集﹂﹁為兼卿和歌

という書陵部桂宮本二本が含まれるともされている︒細かい論証を一切省

︵４︶杉山重行氏﹁三巻本枕草子本文集成﹂︵一九九九年三月︑笠間書院︶︒

巻為兼卿和歌抄﹂解題︵一九九九年五月︑三弥井書店︶︒

もに焼失以前の禁裏文庫本を親本とした兄弟本だった可能性が高そうであ

︵５︶﹁松平文庫影印叢書第十七巻歌論書・注釈書編﹂﹁八雲一言記﹂

︵６︶久曾神昇氏﹁傳宗尊親王筆歌合巻研究﹂︵一九三七年一月︑尚古会︶︒

解題︵半田公平氏執筆︑一九九八年三月︑新典社︶︒

例証してきたつもりであるが︑ここで取り上げた古典籍の中には︑実のと

︵７︶萩谷朴氏﹁平安朝歌合大成新訂増補第五巻﹂︵一九九六年︑同朋

︵８︶禁裏焼失本の焼失以前の副本と推断される書誌的特徴側〜いの各伝

舎出版︑一九六九年初版︑私家版︶︒

代集抜書付棚勢火和﹂などがそうであるし︑右に言及した﹃栄花物語﹂の桂宮本

本のうち︑側を除いた分に関しては︑直接の親本と認められそうな古

︵９︶書誌的特徴側を備えた御所本について︑それらすべてが万治四年禁

二点にしてもそうである︒前二者については先に図版を引用したが︑これ

部本に限っても︑国文研が収集してきたマイクロフィルムは実に七百七十

裏焼失本の焼失以前の転写本であるとは必ずしも限らない︑と先程述

典籍・古筆切の存在は現時点で一切確認されていない︒

二本にも上っており︑中に重要な古典籍が多数含まれていること以上にみ

べたのは︑このような事例が時に見つかるからである︒

収集事業も不断に進められていってしかるべきかと思われる︒

くないわけである︒この一点を以てしても︑国文研による調査はもちろん︑

てきたとおりであるが︑一方で今後の収集が期待される古典籍もなお少な

らは論者が書陵部に直接申請して入手した紙焼写真に基づいている︒書陵

のがいくつか含まれてもいる︒例えば御所本の﹁清少納言枕草子﹂や﹁三

ころいまだ収集対象とされてはおらず︑従って国文研では閲覧できないも

最後にもうひとつだけ︒本論では国文研の収集事業の有効性を繰り返し

る︒より一層の徴証を集めたのちに︑あらためて論じてみたい問題である︒

き︑いま見通しだけを述べておくと︑これら三本はおそらくのところ︑と

︵﹁和漢図書分類目録﹂︶

という四十冊本の﹁栄花物語﹂が蔵されている︒また松村氏言うところの

E
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﹇付記﹈

ご所蔵資料の引用をご許可下きった宮内庁侍従職・宮内庁瞥陵部に厚く御礼申し
た︒記して深謝申し上げる次第である︒

上げる︒また発表・成稿に際し︑陽明文庫文庫長の名和修氏に格別のご商配を賜っ
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