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模写本発掘

である︒

平安私家集の模写本

い数の模写本が含まれているのではないかという感触がある︒

だけれども︑実のところ国文研のマイクロ資料の中にはどうも︑少なくな

り上げられたり︑体系的に論じられたりしたことはほとんどなかったよう

ことを目指した写本の謂である︒模写本についてはこれまで真正面から取

はなく︑親本の書式や筆蹟︑場合によっては装訂までをも忠実に再現する

撮影したマイクロ資料である︒模写本とはただ単に本文を転写しただけで

その際に本稿で対象としたいのは︑平安時代の私家集に関する模写本を

︑︑︑

してマイクロ資料の意義と可能性とを再確認しようとするのが本稿の目的

だ多種多様な発見をもたらしてくれるに違いなく︑そうした具体例を報告

て︑問題意識の持ち方や視点の設定の仕方次第で︑マイクロ資料はまだま

久保木秀夫

１国文研蔵マイクロ資料の中から︑平安私家集をいくつかＩ

はじめに

全国各地に伝わっている古典籍を一度に閲覧できるようにと︑国文学研
究資料館では創設以来︑マイクロフィルムによる収集と一般公開を根幹業
務として続けてきている︒現在二十万点にものぼっているそれらマイクロ

資料はこれまで︑新資料の捜索・伝本の分類・本文の校合・その他諸情報
の収集などに際しての不可欠の情報源として広く活用されてきた︒マイク
ロ資料によって古典文学研究はより一層の進展をみたと言っても決して言
い過ぎではなかろう︒

ところでそのように公開され続けてもう三十年以上経ち︑多くの研究者
の眼に触れて︑様々な問題の解明に役立てられてきたのであれば︑さすが
にそろそろ資料的価値の高いマイクロ資料は見尽くされつつあるのではな
いか︑と思う向きがあるかもしれない︒しかしそんなことはないのであっ
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順を追って説明したい︒一般に写本を調査する際に︑必ずと言っていい
ほど問題となるのが書写年代である︒これはもちろん実物を見ないと正確
には判断できないし︑実物を見ても簡単にはわからないという場合も多い︒
ただしその一方で実物ではなく︑マイクロ資料の図版を見ただけでおおよ

一七／マイクロ恥二○

四一○

二

その見当がつく場合というのもないわけではない︒例えば図版一の﹃弁乳
母集﹄書陵部本︵函架番号五五三
などは︑書式や筆蹟ばかりではなく︑本文料紙も相当に古そうなものであ
ることが一見して明らかだろう︒また装訂が列帖装であるということもこ

一四六

一

の図版一からうかがえる︒稿者はこの書陵部本をいまだ実見してはいない

二／二○

が︑おそらくは鎌倉時代末期頃の古写本と判断してよいはずである︒
一方︑図版二の﹃家経集﹄書陵部本︵四五三

三五○︶は続群書類従の原本で︑確かに筆蹟も書式も本文料紙も相応に︑
江戸時代後〜末期頃の写本のようにみられる︒

一三

二九九／二○

二○︶や︑図版四の﹃段富門院大輔集﹄書陵部本︵五○一

ところが中には図版三の﹃輔親集﹄書陵部本︵五○一
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中には多数含まれている︒こうした資料については何よりもまず︑古写本
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の書式や筆蹟をかなり忠実に再現した︑模写本である可能性を考えてみる

八︶などのように︑本文料紙はそれほど古くは見えないに
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したとされている伝本がある︒右の中にも掲げておいた︑冷泉家時雨亭文

とがわかるのであり︑その点おそらく両者には密接な関係があると認めて

﹃︾

Ｉ

零︑牢で戯と３３やせ雄謎

庫蔵の定家筆臨模本と呼ばれている伝本がそれである︒ただしこの時雨亭

よさそうである︒もっともよく似てはいながら完全に一致しているわけで

跨をＩ
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篭

第一類⁝一六五首／冷泉家時雨亭文庫本︵鎌倉時代前期写︶・書陵部
本︵五○一 一六二︑時雨亭文庫本に基づく江戸時代の模写︶
第二類⁝二六五首／西本願寺本など
第三類⁝一○二首／梅沢記念館本︵伝紀貫之筆︑平安時代写本に基づ

く江戸時代の模写と推定︶・徳川美術館本︵伝源俊頼筆︑梅
沢本と同じ親本に基づく江戸時代の模写と推定︶・伝西行筆
渋紙表紙本・冷泉家時雨亭文庫本︵定家筆本に基づく鎌倉時
代後期の臨模と推定︶・同文庫本︵藤原資経筆︶・斎宮歴史
博物館本︵伝正徹所持︑鎌倉時代後期頃写︶・正保四年版歌
仙家集本・鍋島文庫本など
第四類⁝伝小野道風筆小島切

文庫本は四半本であり︑六半本の鍋島文庫本とは合致しない︒また本文に

はなくて︑次の断簡翻刻に施した記号類から明らかなように︑両者の間に

ところで第三類の中には鍋島文庫本とは別にもう一本︑定家筆本を模写

も小異があるので︑時雨亭文庫本と︑鍋島文庫本の親本となった伝定家筆

は表記︵網掛︶や書式︵傍線︶や本文︵ゴシック体︶に関する細かい異同

︵４︶

本との間には︑まずは直接の関連性はないものとみてよさそうである︒

が散見される︒

一品の宮よりかみをつかせて

それより鍋島文庫本については別に興味深い資料がひとつ存在している︒
すなわち出光美術館蔵手鑑﹁墨宝﹄所収の伝定家筆﹃斎宮女御集﹄断簡が

これにものかシせてときこえたま

︵５︶

それである︒図版十にはその伝定家筆断簡を︑また図版十一には鍋島文庫
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図版十出光美術館蔵・伝定家筆『斎宮女御集」断簡

図版十一『斎宮女御集l佐賀大学附属図書館小城鍋島文庫本

ぺりけれはことかみをつきて

あるが︑あるいは図版十二に掲げた﹃摂津集﹄書陵部本︵五○一

一四６

一二︶がそれを考える際の手掛かりとなるかもしれない︒

九／二○

この書陵部本は江戸時代前期頃の写本であるが︑書式や筆蹟は古写本の面

五

洲刈せたまて宮
くもの井のかくノーへくもあられとも

影をよく留めているようであり︑やはり模写本であるとみられる︒一方

︵６︶

﹃古筆学大成﹄には阿仏尼を伝称筆者とする﹃摂津集﹄の断簡一葉の図版

が掲載されている︵図版転赦は難しいので︑ぜひとも同書をご参照願いた

り愚の＊３＠脚γ１９よみも

毎夕

このように模写本があって︑それとよく似てはいながら少しだけ異なる

かすかやまみれのあらしにくもはれて

奇めしたるに
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あきの水にもつら斡ゐにけり

てるつきのひかりさえゆく夜はなれは

伝阿仏尼筆断簡の翻刻を次に示そう︒

ある︒しかし両者の間にはやはり小異も存するのである︒先と同じ方法で

てみると︑書式や使用字母に共通点が認められ︑一見大変よく似た印象で

かくよりもわりなくみゆるくものゐを
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御返し

つゆのかたみにけたぬなるへし

一

図版十二『摂津集」書陵部本

つゆのかたみに見るそかなしき

特に二行目の﹁か鼠せて﹂は鍋
島文庫本で﹁か図せ給て﹂となっ
ており︑これは断簡から鍋島文庫
本へと転写がなされた場合には生
じにくいような異同であると言え
るだろう︒伝定家筆断簡はおそら
く鎌倉時代の書写であり︑一方の
鍋島文庫は寛文七年の書写である
から︑まずは裁断以前の前者に基

一審
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はなさそうだということである︒
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●

では両者はどのような関係だっ

たのかということについては︑な
かなか明快には回答しにくいので

少

古筆切があるという状況は︑問題の﹁斎宮女御集﹂とまったく同じである

定家筆断簡ではあるが︑以上のように鍋島文庫本との関係を明らかにする

ここであらためて前掲の﹁斎宮女御集﹂主要伝本一覧に触れてみると︑

ことによって︑この断簡の本文的な性格をもまた明らかにすることができ

本であって︑実のところ右に述べてきた書陵部本については︑この時雨亭

鍋島文庫本や伝定家筆断簡が属する第三類には︑また正保四年二六四七︶

と言えよう︒ところがこの﹁摂津集﹂の場合は﹁斎宮女御集﹂の場合と違

文庫本を忠実に模写した伝本であることがすでに指摘されてもいるのであ

に刊行された歌仙家集本も含まれている︒そのためこの第三類は︑版本と

たのである︒

った︒そこで今度はこの時雨亭文庫本と伝阿仏尼筆断簡とを比較してみる

して江戸時代以降に流布したいささか後代的な本文のように見なされてい

い︑もう一本これに関わる伝本が現存している︒それは冷泉家時雨亭文庫

と︑これはもう当然ながら︑書陵部本の場合と同様の結果が得られるわけ

た印象がある︒しかし近年︑梅沢記念館本や徳川美術館本︑あるいは伝西

る︒この場合︑両者は親子本か兄弟本の関係︑もしくはそれに非常に近い

仏尼筆本という︑大変よく似た伝本がふたつ世上にあったということであ

つまり鎌倉時代後期から末期にかけて︑時雨亭文庫本に裁断以前の伝阿

や伝定家筆断簡までもが第三類に属するのだから︑鎌倉時代を中心に︑第

いたということが同時に指摘されてきた︒それに加えて今回の鍋島文庫本

紹介されているが︑それらのほとんどがほかならぬ第三類の本文を持って

行筆渋紙表紙本といった﹁斎宮女御集﹂の古写本・模写本が相次いで発見

︵７︶

である︒

関係だったとみてまずは間違いないだろう︒そのような関係だったからこ

か︒今後そのような観点から︑鎌倉時代前後における︑勅撰集・私撰集な

三類の本文というのは実は相当に流布していたとみられるのではなかろう

従って﹃斎宮女御集﹂に関しても︑おそらくはそれと同様に考えておく

どへの斎宮女御の入集状況と第三類本との関係などを見直していくのも︑

そ類似した写本同士になったのだろうと思われる︒

のがよかろう︒伝定家筆断簡の裁断以前の写本と親子本︑もしくは兄弟本

﹁斎宮女御集﹂研究にとって有益であるかもしれない︒

二点目は藤原俊成の父俊忠の家集﹃俊忠集﹂︒図版十三は同集の書陵部

俊忠集

あたりの関係
係に
にあ
ある
る︑
︑も
もう
うひ
ひと
とつ
つの
の伝
伝定
定家
家筆
筆本
本が
がかか︽っては確かに存在して
いて︑鍋島文庫本はそちらの本を模写したのだろう︒

そうすると連動的にもうひとつ明らかになってくるのは︑伝定家筆断簡
の方の本文的な性格である︒前述のとおり鍋島文庫本は﹁斎宮女御集﹂現

存伝本中の第三類に属する本文を持っていた︒それと親子本もしくは兄弟

二︶である︒書写年代はやはり江戸時代前

本︵五○一

三

本の関係にあったということは︑伝定家筆断簡の本文もまた確実に第三類

期頃とみられるが︑大振りな仮名で歌一首三行書きにするなど︑かなり特

三七／二○

に属していたということになろう︒現在たった一葉しか知られていない伝
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されていたのではなかろうか︑と思われてくるのであって︑可能性として

る︒そうした点伏見院筆本というのも実は︑筑後切と同じような書式で写

行書きという書式が︑書陵部本のそれと大変よく似ているということであ

ている名物切ｌである︒ここで注目されるのは︑この筑後切の歌一首三

図版十七のような筑後切ｌ伏見院哀筆三代集の断簡として珍重され続け

のことを指している︒すると伏見院と言えばすぐに想起されてくるのが︑

在位期間に正応年間︵一二八八〜一二九三︶が含まれている伏見院の筆蹟

問題はこの弘安九年の﹁正応哀翰﹂本である︒﹁正応震翰﹂というのは︑

いたことが︑これらの奥書から知られよう︒

同上

図版十六

︑霧３１Ｊを細

図版十三「俊忠集j書陵部本

年︵一五二三︶に邦房親王が書写した本を親本としており︑さらに邦房親
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さてこの書陵部本にも図版十四〜十六のような奥書がある︒翻刻は次の

徴的な書式と言えよう︒

可

図版十四同上

8

人↑1銭リ

識蕊
や

l

トーＵ司鋤厚︲一炉池マー︲白

１１汁

ら

に伏見院筆本の書式を留める形で転

決して低くはないだろう︒そのよう

ると認められよう︒

もくるので︑そういった点でも書陵部本は刺激的な情報を持った伝本であ

泉為相から借り受けたのではないかとか︑次から次へと想像・連想されて

三五六

二で︑江戸時代後期頃書写の

最後の三点目は藤原教長の﹃貧道集﹄︒図版十八は同集の今治市河野美

貧道集

写が繰り返されてきたために︑書陵
部本においても歌一首三行書きとい

のだろう︒もちろん伏見院筆本から

書陵部本に至るまでには三回転写が

八三九／七三

術館本︵三四六

ここで一言断っておくと︑この河野美術館本が注意すべき伝本であるこ

為されているので︑筆蹟にしても表

いるのかは心許ないところもあるが︑

とを最初に指摘したのは石澤一志氏である︒かつて石澤氏と別府節子氏と

いわゆる小沢蘆庵本のうちの一点である︒

それでも今日失われてしまっている

稿者とで︑河野美術館蔵の古筆手鑑や古典籍を閲覧させていただいたこと

記にしてもどの程度まで保存されて

伏見院筆本の面影を︑この書陵部本

があった︒その時に石澤氏が︑この﹃貧道集﹄はかなり面白そうではない

かと見抜き︑別府氏と稿者とが︑これは本当に面白そうだと驚いたという

からは窺い知ることができそうであ
ワ︵︾︒

自筆詠草の断簡である広沢切が伝わっている程度に過ぎず︑和歌に関する

しても知られていた存在であるが︑その仮名の遺品としては筑後切のほか︑

の仮名資料と認定されているものに今城切﹃古今集﹂断簡や﹃後撰集﹂二

教長の真筆をまさに妨佛とさせていたからにほかならない︒今日教長真筆

ではこの河野美術館本の何がそんなに面白いのかというと︑その筆蹟が

伝本である︒

筆蹟資料が意外と残っていない状況である︒従ってたとえ転写本に過ぎな

荒山神社本二古筆学大成﹄その他多数の影印本に図版掲載︶などがある︒

言うまでもなく伏見院は能書家と

いとは言え︑書陵部本によって伏見院の書写活動の一端が明らかとなった

これらと図版十八の河野美術館本とを見較べてみると︑確かに両者の筆蹟

そうすると当然気になってくるのは︑この河野美術館本というのは一体９

ことには相応の意義があると言えよう︒また書陵部本の奥書によると︑伏

はり当時冷泉家に伝わっていたのではないかとか︑伏見院は俊成筆本を冷

には共通するところがあるように思われてこよう︒

ｑ■１１

１２診今雌咽

う︑筑後切とよく似た書式になった

図版十七出光美術館蔵・伏見院筆筑後切
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見院筆本の親本は俊成筆本だったというので︑その俊成筆本というのはや
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館本というのは教長自筆本︑あるい

りと言ってしまうと︑実は河野美術

か︑ということである︒よりはっき

どのような伝本を親本としていたの

たねて﹂を見せ消ちにして︑片仮名で﹁ネテノミ﹂と書いている︒

あかすょをぞかさぬる﹂と十行に書いている︒第五首第四句の﹁ま

まもしかましものを︑剰劃到川河剴荊削剥勾引劃みふにだにまたねて

こ国ろなるらん︑きみだにもこむといひせばぬぱたまのよどこにた扣

は冊子本の﹁古今集﹂の
の断
断簡であるから﹃今城切﹂ではない︒筆者

︒﹃今城切﹄

ったという可能性がないのだろうか︑

の伝承は無い︒この断簡は

はそれに類する伝本を模写した本だ

ということである︒このように河野

れたので︑石澤氏にきちんとお断り

非常に注目される伝本のように思わ

美術館本は︑模写本という観点から

ある︒その他の各傍線部をまとめてみると︑問題の当該断簡はもと巻子本

風﹂が︒今城切﹂に似ている﹂﹁貧道集﹂断簡が存在しているというので

稿者はこれまでまったく知らなかったのであるが︑何と﹁字形︑線︑書

故﹃貧道集﹄の断簡ではなく︑教長の百首歌の断簡かもしれない︒

二首から第十六首までの五首を引剴ゴ制遡引割に書写している︒それ

︑﹁讃岐院の百首のなかの恋歌﹂の第十

道集︵前参議教長卿集三の断簡︑剖日削科雪打羽引ｕⅦ︒判細醐糊

ひんどうしゆうぎれ貧道集切藤原教長︵二○九〜︶の家集﹃貧

版十九のような一葉を見出すことができたのである︒浅田氏に厚く御礼申

を確認してみたところ︑確かに﹁古筆大辞典﹄の記載にほぼ合致する︑図

﹁元宝器手鑑﹂を指すのではないかとご教示いただいた︒そこで早速図版

口頭発表した際に︑浅田徹氏から︑これは宮内庁三の丸尚蔵館蔵の通称

ついて稿者にまったく心当たりがなかったことだが︑本稿の内容を最初に

ここで問題だったのは︑当該断簡が貼られているという﹁御物手鑑﹂に

断簡右上の紙片によれば伝飛鳥井雅経筆︑春名氏の眼に触れた段階では

歌は﹁ なみだがはみかさまされば しのびてし人めつ魁みもせきぞか

ぞありける︑つらしとておもひかへらぬわがこひやながる慰みづの

し上げたい︒

五首分であるという︒

七二番歌から﹁君まつととふのすがごも﹂という七一五番歌までの都合

記載内容は﹁貧道集﹂巻五・恋部の﹁なみだがはみかさまされば﹂という

の可能性があり︑寸法は縦二十四畑×横十九叫書式は歌一首二行書きで︑

︵８︶

した上で︑もう少し詳しく調べてみ

○

ねつる︑ゆめにだにあひみんとのみおもひしはたざ恋しなんために

項目が立てられていることに気づいた︒

そうしたところ︑まず春名好重氏﹁古筆大辞典﹄に﹁貧道集切﹂という

ることにした︒

｢貧道集」今治市河野美術館本
図版十八

伝称筆者は未詳であったということなので︑あとから添えられた紙片であ
ろうか︒実地調査の機会は得られておらず寸法未詳︑ただし同じ縮小率で
撮影されている藤原俊成筆日野切などを参考にすると︑ほぼ縦二十四ｍ×

横十九ｍのようであり︑﹃古筆大辞典﹄が伝える情報とよく一致する︒ま
た記載内容も同様に﹁貧道集﹄七二〜七一五番歌であるという点︑両者
は同一断簡と認めてよいと思われる︒
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そこで早速︑図版二十に掲げた河野美術館本の該当部分と比較してみる
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と︑断簡末尾二行にまたがる﹁またねて﹂というミセケチ訂正を河野美術
ｔととぐ

館本が最初から﹁ねてのみ﹂としているところを除き︑字母も筆蹟も改行

︵９︶

位置も驚くほど一致していることが一目瞭然ではなかろうか︒従って断簡
が確かに古筆であるならば︑河野美術館本は完本時の断簡を直接もしくは
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雅経筆と認定されているとおり︑今城切をはじめとする教長の筆蹟にまさ

そうした場合に特に注目されてくるのは︑当該断簡の筆蹟がそれこそ伝

で︑並びの﹁重家卿﹂の︒帖﹂から類推するに︑これは内容的な数量で

だろう︒問題はこの﹁教長卿集﹂に﹁六巻﹂という注記が存していること

とだけ書かれているので︑同様にこれも﹃貧道集﹄を指すものとみてよい

ばれてはいないが︑藤原俊成の﹃長秋詠草﹄も﹁俊成卿︿三巻／自筆ご

に近似している点であり︑また﹃古筆大辞典﹂にも見られたとおり︑当該

︑︑︑

はなく形態的な数量を指すものであろう︒つまりこの﹃貧道集﹂の仁和寺

本︵と仮に呼ぶ︶は六軸の巻子本だったとみられるわけである︒

教長と守覚法親王との近しい関係は周知のとおりで︑またこれまでの研

守覚法親王からの家集提出依頼によって編纂された作品だったのだろうと

究によって﹃貧道集﹄自体も先の﹃長秋詠草﹄や﹃重家集﹄などと同じく︑

図版二十『貧道集j今治市河野美術館本

なくても原本に限りなく近い位置にあった本だったとみて大過はなかろう︒

︵皿︶

教長卿集︿六巻﹀俊成卿−︿三巻／自筆﹀

推定されている︒従って﹁貧道集﹄の仁和寺本は原本そのものか︑そうで

第十︿諸家集近代﹀

書志﹄所載﹁古蹟歌書目録﹂には︑

︵畑︶

実は平安時代末期の仁和寺宮守覚法親王の蔵書目録とされている﹃桑華

断簡がもと巻子本だったとおぼしき点である︒

間接に模写した伝本だったとみてまず間違いないはずである︒

=■

重家卿Ｉ︿一帖﹀頼政卿−︿三巻﹀
という記載が見られる︒ここには﹁教長卿集﹂とあって﹁貧道集﹂とは呼

11

図版十九宮内庁三の丸尚蔵館蔵「元宝器手鑑」所収断簡

ということである︒もっとも河野美術館本は江戸時代中〜後期頃の写本で

直接もしくは間接に転写されたのが河野美術館本だったのはなかろうか︑

かろうか︑一方︑仁和寺本がそのように裁断される以前のとある段階で︑

いて︑それがとある時点で裁断されて当該断簡が現在に伝わったのではな

るいはこの仁和寺本が室町時代か江戸時代かまで確かにどこかに伝存して

てみたくなってくる︒つまりいささか大胆な推測なのかもしれないが︑あ

う例の﹁元宝器手鑑﹂断簡と密接な関係があるのではなかろうか︑と考え

となることがある︒それは仁和寺本の筆者に関することである︒もう一度

しかしながら︑以上のように検討してみて︑実のところひとつだけ問題

はほとんど失われてしまった︑という運命を辿っていったのかもしれない︒

で巷間に流出し︑やがて裁断され︑残欠本となり︑ついに一葉の断簡以外

程を経てか︑やがて伏見宮家が所蔵するところとなり︑その後とある時点

ったのではとも思われてくる︒仁和寺本は守覚法親王没後︑どのような過

るいはこれこそが︑かつて守覚法親王が所蔵していた仁和寺本そのものだ

その他の記載から︑六軸の巻子本だったと判断できそうである︒するとあ

が︑ここに記されている教長の家集についても︑やはり﹁俊頼朝臣−四帖﹂

あるので︑仁和寺本からの直接の転写本とは考えにくく︑おそらく河野美

前掲﹁古蹟歌書目録﹂を見直してみると︑例えば﹁俊成卿﹂のところには

そのような仁和寺本が六軸の巻子本だったというのであるから︑これはも

術館本までの間には一度以上の転写過程を経ているだろうと想像される︒

﹁自筆﹂とあって︑この﹁長秋詠草﹂が俊成自筆だったと注されている︒

︵胸﹀

ただその際に︑祖本たる仁和寺本の書式や筆蹟を忠実に保つ形で転写が繰

また同目録にはほかに︑

︷ママ︶

古今一部︿教長入道筆﹀又一部︿同筆／山徳院本云﹀

第三︿六代集﹀

り返されたので︑河野美術館本の書式や筆蹟にも古態が留められたのでは
ないか︑と想定されるのである︒
︵吃︶

ちなみに﹁砂巌﹂所引﹁伏見殿家集目録﹂には︑

⁝俊頼朝臣−四帖⁝

⁝教長卿−六巻⁝

切書かれていないのであり︑同目録のこうした記載の在り方からすると︑

﹁教長卿集﹂に関しては︑それが教長自筆であるといったようなことは一

道筆﹂だったということがやはりはっきり記されている︒ところが肝心の

という記載もあって︑ここに言う﹁古今一部﹂﹁又一部﹂が共に﹁教長入

⁝長能−二帖⁝

如上の考察とは裏腹に︑仁和寺本の﹁貧道集﹂は教長筆ではなかったらし

︑伏見殿家集中

⁝兼澄−三帖−⁝

簡やその完本時の模写とおぼしき河野美術館本の筆蹟は︑繰り返すが教長

いと判断せざるを得ないのである︒が︑しかしそれでも﹁元宝器手鑑﹂断

のように﹁教長卿−六巻﹂という記載が見られる︒この﹁伏見殿家集目録﹂

真筆とされる今城切などとよく似ているようにもみられ︑さてこうした筆

：︑惟規−二帖：︑

は︑おそらくは室町時代のとある時点での伏見宮家の蔵書目録とおぼしい

12

て見えるのである︒稿者などは最初にこの図版の存在に気付いた時には︑

知られる同本の筆蹟が︑教長真筆とされている筆蹟資料となかなかよく似

図版が掲載されている︒実はその図版︵これも同辞典によられたい︶から

ている本で︑﹁古筆大辞典﹂﹁守覚法親王百首和歌﹂の項目には巻頭部分の

る﹁守覚法親王百首﹂である︒これはほかならぬ守覚法親王の自筆とされ

あるいはその手掛かりとなりそうなのが︑今日の仁和寺に現蔵されてい

るが︑いかがであろうか︒あとはもう断簡と﹃守覚法親王百首﹂とを実地

がすでに模写されたものであったという可能性を考えてみたくなるのであ

認めがたいと言わざるを得ないことである︒こうした点からも︑断簡自体

とが︑一見よく似た印象ではあるものの︑図版に拠る限りやはり同筆とは

が残るのであって︑それは肝心の断簡の筆蹟と﹁守覚法親王百首﹄の筆蹟

することができそうである︒ただし現時点においてはそれでもひとつ問題

って︑少なくとも理屈の上では︑先程来の筆蹟の問題についてはほぼ説明

このように仁和寺本の筆者を守覚法親王その人と想定してみることによ

あるいは両者同筆なのではないかと疑ってしまったほどである︒ただそれ

に調査するしかないので︑その機会が得られることを願いつつ︑今後の検

蹟に関する矛盾を︑それではどのように考えればよいのだろうか︒

ぞれの文字を子細に見較べてみると︑仮名の形が微妙に違っていたり︑連

討課題としたい︒

いわけである︒そうした守覚法親王筆本を直接もしくは間接の親本として

和寺本というのは教長筆本ではなく︑守覚法親王筆本だったと考えてみた

ると︑﹃貧道集﹄の問題も解決に向かうのではなかろうか︒つまり例の仁

るが︑ともあれ守覚法親王の筆蹟が教長のそれと本当に近似していたとな

道についても学ぶところがあったのでは︑などと想像されてもくるのであ

で︑あるいは守覚法親王は教長から﹁古今集﹄などばかりではなく︑入木

しているというのは注目してよい︒教長は能書家としても知られているの

本の焼失以前の模写本とおぼしき伝本についても︑先程の﹃行宗集﹂以外

だ発掘できるはずである︒実際︑本稿の最初で言及した万治四年禁裏焼失

資料的価値の高いもっと多くの模写本類を︑マイクロ資料の中からまだま

うした知見が得られるのだから︑本腰を入れて探す気になりさえすれば︑

またま気付いたものばかりである︒そのような半ば偶然の結果だけでもこ

出したものではなくて︑これまでに様々な調査や作業をしている過程でた

してきた︒正直なところ今回取り上げた模写本類は︑探そうと思って探し

以上﹁斎宮女御集﹂﹁俊忠集﹂﹁貧道集﹂に関する模写本類について概観

おわりに

綿の緊密さに差があったり︑頻繁に使用されている仮名の字母が異なって
いたりもするので︑よく似ているけれども︑やはり両者は別筆であるとみ
ておくのがよさそうである︒それでも確かにこの﹁守覚法親王百首﹂が守

いたからこそ︑断簡や河野美術館本の筆蹟が教長の筆蹟のように見えてし

にすでに十点近くを見出しており︑おそらくはもう少し見つけることがで

覚法親王の自筆であったとするならば︑教長の筆蹟とこれほどまでに共通

まった︑ということではないかと思われる︒
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資料を存分に活用しながらより積極的に探し出していくことによって︑古

も︑また料紙もいささか新しいようにも見えるのであり︑その点ある

︵９︶ただし図版十九に基づく限り︑当該断簡の筆勢いささか弱いように

︵８︶春名好重氏﹁古筆大辞典﹂二九七九年十一月︑淡交社︶︒

典文学に関する様々な問題を提起し︑論じ︑解明していくことが可能にな

いは当該断簡自体がすでに模写断簡だったという可能性があるかもし

きるだろうと予測している︒例えばそのような模写本類を︑今後マイクロ

るかと思われる︒

れないとも思われる︒書写年代に関する確言を控えているのはそのた

︵叩︶太田晶二郎氏﹁﹁桑華書志﹂所載﹁古蹟歌書目録﹂﹁今鏡﹂著者

めである︒

︵１︶﹁冷泉家時雨亭叢書鋤平安私家集七﹄﹁輔親集砂子料紙本﹂解題

問題の一徴證など﹂︵﹃太田晶二郎著作集第二冊﹂所収︑一九九一年

︻注︼

︵田中登氏執筆︑一九九九年十二月︑朝日新聞社︶︑及び﹁同妬中世

八月︑吉川弘文館︶︒

︵皿︶松野陽一氏﹁寿永百首について﹂言烏帯千赦集時代和歌の研究﹂

私家集こ﹁般富門般大輔集﹂解題︵井上宗雄氏執筆︑一九九五年十
二月︶︒

︵３︶拙稿﹁万治四年禁裏焼失本復元の可能性ｌ﹁行宗集﹂第二種本・

︵昭︶ちなみに学界未紹介の﹁貧道集﹂北野天満宮本は巻六のみの残欠本

︵吃︶宮内庁書陵部編﹁図書寮叢刊砂巌﹄二九九四年三月︑明治書院︶︒

所収︑一九九五年十一月︑風間謝房︶など︒

奥書解読ｌ﹂︵﹁中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究ｌｌ高松宮家

にして巻子本一軸︒たったこれだけの情報からでもすぐに見当がつく

︵２︶拙著﹁林葉和歌集研究と校本﹄︵二○○七年二月︑笠間書院︶︒

伝来禁裏本を中心としてｌ研究調査報告１︵平成十八年度二所

ように︑仁和寺本が残欠本となったあと︑巻六の一巻が単独で伝わっ

は省略し︑別の機会に行う予定︒

ていた段階で模写されたとおぼしき伝本である︒詳しい紹介は本稿で

収︑二○○七年三月︶︒

︵４︶﹃冷泉家時雨亭叢書岨平安私家集六﹂﹁斎宮女御集定家筆臨模本﹂

一八二九九二年七月︑平凡社︶

解題︵片桐洋一氏執筆︑一九九九年二月︶︒

︵５︶﹁出光美術館蔵品図録書﹂二

︷付記︼

ご所蔵資料の図版掲載及び翻刻をご許可下さった出光美術館・今治市河

に掲載︒

︵６︶小松茂美氏﹁古筆学大成⑲私家集三﹂︵一九九二年六月︑講談社︶︒

野美術館・宮内庁三の丸尚蔵館・宮内庁書陵部・佐賀大学附属図書館・橘
樹文庫に厚く御礼申し上げる︒

︵７︶﹃冷泉家時雨亭叢書岨平安私家集六﹂﹁摂津集﹂解題︵田中登氏執
筆︶︒
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