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『まぼろしの最終講義』刊行の辞
上野誠先生の 還暦を 祝う 会一同
上野誠ゼミナ�ルまほろば 会一同

今から 三年前のこと ︒私たち 奈良大学卒業生有志は ︑先生ご 苦心の 論文集﹃万葉文化論﹄︵ミ
ネルヴ� 書房︑二〇一八年︶ご 出版を 祝う 会を 催しました ︒じつに ︑ささやかな 会を 催したのですが ︑
その 折︑先生の 還暦を 祝う 論文集と 記念講演会︑さらに 祝宴の 計画を 打ち 明けました ︒もう ︑そ
れは ︑先生のご 性格からして ︑予想されていたことだ�たのですが ︑先生は 即座に ︑
今どき ︑還暦の 祝いなんて ⁝⁝︒そんなものダメです ︒いけません ︒困ります ︒

と 固辞されました ︒私どもは ︑先生のご 気性をよく 存じ 上げておりますので ︑驚きませんでした
が ︑それから ︑有志で 先生の 著作目録稿の 準備を 密かに 進めてまいりました ︒また ︑年譜を 作る

ためのカ�ドも 作りはじめました ︒そうして ︑一昨年の 忘年会の 折に ︑
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を 先生にお 見せしました ︒すると 先生は ︑突然︑笑い 出されて ︑いつものやさしいけれども ︑や
や 皮肉�ぽい 言い 方で ︑

︱

君たち ︑これを ︑俺の 葬式の 時に 配るつもりか� ︒俺を 殺してどうする ︒若い 愛人でも
これから 作ろうと 思�ている 矢先なのに
︒

と 言われました ︒その 後︑先生は ︑ａｂｃをため 息をつきながら ︑十分ほど 眺められていたと 思
います ︒そうして ︑こう 言われました ︒
じ�あ ︑い�そ 殺されてみるか� ⁝⁝︒ま� ︑よく 集めたな� ︑恥ずかしいけど ︑嬉しいよ ︒
とお�し�いました ︒しかし ︑還暦記念論文集と 講演会︑祝宴については ︑とうとう 最後まで ︑
お 許しになりませんでした ︒そこで ︑私たちは ︑先生のご 機嫌のよい 折に ︑令和三年 ︵二〇二一︶
一月の 最後の 授業を ︑卒業生や 有志が 授業を 勝手に 聴講する ︑祝宴は 手作りの 豚汁とぜんざいの

4
5

みにするので ︑お 許しくださいとお 願い 申し 上げました ︒先生は ︑しばらくの 沈黙の 後︑それな
ら ︑俺も 皆で 豚汁とぜんざい 作るかね� ︑と 同意してくださいました ︒ただし ︑還暦の 記念出版
については ︑どうしてもご 許可になりませんでした ︒先生も ︑豚汁とぜんざいの 祝宴を 楽しみに
しておられたのですが ⁝⁝︒
ところが ︑事態は 急変︑コロナ 禍の 猛威は ︑い�こうに 止む 気配がありません ︒そんな 折︑世
話人たちに ︑先生は 電話でこう 話されました ︒
﹁豚汁とぜんざいは ︑コロナでダメにな�たが ︑
六十歳を 機に 奈良大学を 円満退職し ︑國學院大學に 移籍することにな�たので ︑君たちの 予稿に
私が 手を 入れて ︑退職記念の 本を 作ろう ﹂と 話されました ︒そうして ︑
著作目録

令和三年 ︵二〇二一︶三月末日

最終講義と 豚汁︑ぜんざい ︑まぼろしになりましたが

︱

︒

本年から 十年間は ︑東京と 奈良とを 往復する 生活となられるとお 聞きしましたが ︑先生の 益々
のご 健勝をご 祈念申し 上げたく 存じます ︒

以上が ︑この 本の 出版の 経緯でございます ︒

こんな 時だからこそ ︑
﹁パ�� ﹂とやろうか ︒
﹁まぼろしの 最終講義﹂だからな� ⁝⁝︒こ
の 本で ︑生前葬だね ︒

から 成るこの 本が 出版されることにな�たのです ︒先生は ︑電話先で 世話人たちに 次のように 話
されました ︒

未収録のエ�セイ 集

自選年譜
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私は ︑東京では 偽東京弁で 講義をし ︑関西

においては 偽関西弁で 講義をしてきた ︒本書
では ︑博多弁の 講義にしてみた ︒
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はじめに

︱

0

0

あのね� ︒
だいたい ︑最終講義なんち�うもんはね ︑退職する 先生がね ︑自分の 自慢話をしてね ︑偉そう
に ︑学生諸君に 説教するもんたいね ︒ほんなこつ ︑くだらんもんばい ︒だいたいね ︒偉そうに 言
う 学者ほど ︑ダメ 学者ばい ︒あ�たたち�あ ︑そげな 馬鹿げた 最終講義によう 来なさ�たな� ︒
表向きはよ ︑自分は 非才な 者でとか ︑なんとか 卑下するけれど ︑最後まで 聞けば ︑自慢話になる
とよ ︑最終講義ち�うもんは
︒馬鹿馬鹿しかもんたいな� ︒だけんよ ︑この 場で ︑私の 女性
不倫問題でも 暴露したほうが ︑君らも 楽しかろう ︒どげんね ︵笑︶
︒

だか ︑そうもゆくまいたいね� ︒奈良大学に�あ ︑二十九年も ︑世話にな�とるとやけんね ︒
教授としての 品性を 保たねばならんけん ︒そんなこんなで ︑いろいろ 考えたわけじ�あるが ︑こ
こはひとつ 思い�きり ︑自慢話でんしてくさ ︑嫌みな 嫌みな 最終講義にしよう ︑と 思うとるとよ ︒
やからね ︒偉そうに 話すばい ︒もう ︑ここからは ︑大先生のごと 話すばい ︒

︱

学生諸君からの ﹁リクエスト ﹂は ︑過去五十年の 万葉研究を 鳥瞰せよとのことであるけれど ︑
そんな 力は 私に 残�とるはずもなかろうが ︒と ︑と ︑と ︑ところがたい ︒おり�さ ︑二十年前
に︑
﹁万葉研究の 現状と 研究戦略︱筆者が 選んだ 選択肢︱﹂︵﹃日本文学﹄第四十九巻第一号︑日本文学協会︑
二〇〇〇年︶という 論文を 公にしとるとよ ︒偉そうに ︑書いたもんたいね ︒
そこで ︑今日は ︑その 論文を 書いてからのちの ︑回顧なり ︑展望なりを 述べて ︑最終講義とし
ようと 思�とります ︒私はね ︑その 論文で 細分化する 研究状況に 対応しつつ ︑歴史学︑考古学︑
民俗学の 学知の 応用をさらに 加速させ ︑文学から 文化領域へと 万葉研究を 広げるべきことを 提案
しています ︒つまり ︑研究が 細かくな�て ︑深くなるのはよいが ︑広がりがないということを 批
判したとよ ︒それでは ︑いかんとい�たわけよ ︒ま� ︑威勢よくね ︒そして ︑
﹁万葉文化論﹂の
ごときものを 自らは 志向したい ︑と 言挙げしたわけたいね ︒偉そうに ︒とにかく ︑偉そうにね ︒
だからよ ︑とにもかくにも ︑帳尻合わせに 一昨年にこの 二十年の 論考を 拙著﹃万葉文化論﹄︵ミネ
ルヴ� 書房︑二〇一八年︶にまとめて 上梓したわけだ ︒今︑各誌の 書評も 出そろいつつあ�て ︑厳し
い 批判も 受けているところたいね ︒
わたし�あね ︑残念なことに 有力な 研究者にはなれなか�たが ︑この 二十年間︑学会の 運営に
も 携わり ︑時として 共同研究やシンポジウムの 運営者にもな�てきたよね ︒ち�うことは ︑万葉
研究について ︑応分の 責任がないとは ︑いえんよね ︒それなりの 責任はあるたいね ︒だから ︑こ
れから ︑私自身の 研究の 今を 申し 述べて ︑文学研究を 文化研究に 広げてゆく 方法の 是非や ︑その
楽しさや 難しさをみんなに 問いたい ︑と 思うとります ︒ただしね ︑総論ではいかんので ︑各論で
ゆきます ︒や�ぱしね ︑万葉研究は 各論でいかんと
︒や�ぱね ︑歌から 離れたところに ︑万
葉研究はありません ︒

過ぎぬとも

すめかみ

我は忘れじ 志賀の皇神

し か

ということはね ︑虫の 眼を 通して 語る 万葉研究の 今ということになるたいね ︒

金の岬を

一、
『万葉集』巻七の一二三〇番歌から

ちはやぶる

︱

︵巻七の 一二三〇︶

という 歌が ︑巻七﹁羈旅作﹂にあります ︒ま� ︑訳せば ︑﹁恐ろしい 金の 岬をたとえ 過ぎたとしても ︑
私はけ�して 忘れない ︒志賀の 皇神のことは
﹂となろうたい ︒その 本文や 解釈に 揺れはなか
よ ︒﹁ちはやぶる ﹂は ︑神に 係る 枕詞だけれども ︑ここは 地名に 係�とるよね ︒そこが ︑きわめ
て 重要です ︒それは ︑その 土地︑ここでは ﹁金の 岬﹂の 神が 意識されているからですよね ︒なぜ
ならば ︑地名には ︑その 土地の 神を 想起させる 機能もあるけんね ︒このあたりについてはよ ︑奈
良大学の 諸君には ︑国文学史Ⅰで 教えたところたいね ︒もちろん ︑それとてよ 文脈上︑生じるも
のだけれども ︒
この 歌で ︑歌い 手が 加護を 求めているのは ︑金の 岬の 神ではなく ︑﹁志賀の 皇神﹂たいね ︒
一方ね ︑
むなかた
それに�あ ︑充分に 注意を 払うべきである ︑と 思います ︒金の 岬は ︑現在の 福岡県宗像市の 鐘崎
かねざき
おりはた
しかのしま
たいね ︒対する 志賀は ︑福岡市東区の 志賀島︒鐘崎には ︑式内織幡神社があり ︑志賀島には 同じ
し か うみ
く 式内志賀海神社があるよね ︒では ︑この 二社の 存在は ︑いつまで 遡るか ？ 確実に 平安時代に
まで 遡ります ︒

大宰府・水城・筑紫館・志賀島・金の岬位置関係図（小鹿野亮先生作成）
図1
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︱

けれども ︑この 歌で 想起されているのは ︑特定の 神社の 祭神というよりも ︑地名によ�て 表象
されるその 土地の 神くらいに 考えておいた 方がよい
︒そう 考えた 方がよか ︒もちろん ︑かつ
あずみ
て 海人の 統括者であ�た 阿曇氏が 斎祀る 神であることも 重要で ︑志賀の 皇神の 力がなくては ︑金
の 岬を 通過することが 不可能であると 歌い 手が 考えていたことは 間違いないたいね ︒それほどま
でに ︑金の 岬を 通過する 不安は 大きく ︑それほどまでに 志賀の 皇神に 対する 敬意は 深か�たわけ
たい ︒そう 考えんことには ︑この 歌は ︑わかりません ︒
﹁とも ﹂はね ︑渡瀬昌忠先生の ﹃万葉集全注﹄が 述べているように ︑既定の 事実を 条件とする
0

0

0

0

0

0

0

逆接表現よね ︒そこから ﹁たとえ 通り 過ぎることができたとしても ︑その 後においても ︑私は 志
賀の 皇神のことは 忘れない ﹂という 意味合いが 生じてくる ︒つまり ︑自分以外の 人ならば ︑金の
岬を 通過してしまえば 忘れるかもしれないが ︑私だけは 違う ︑と 言いたいわけよ ︒この 歌の 表現
者は ︒以上がね ︑解釈の 基礎の 基礎︒ここから ︑ち��とばかし 難しくなるばい ︒

二、土地の神の支配領域

みぬめ

なつ くさ

あひ み

相見しめとそ

船近付きぬ

め か

妹を目離れず

野島の崎に

ぬさ

置く幣は

敏馬を過ぎて 夏草の

た むけ

奈良の手向に

︵巻三の 三〇〇︶

︵巻三の 二五〇︶

どんな 土地であ�てもよ ︑通過してしまえば 通過点の 一つにな�てしまうたいね ︒二つだけ 例
を 挙げれば ︑
玉藻刈る

さ ほ

佐保過ぎて

Ｃ

Ｂ

Ａ

金の 岬の 通過後

金の 岬の 通過中

金の 岬の 通過以前

旅の 準備や 予餞宴︑出発時の 送別宴など

などがあります ︒この 二つの 歌の ﹁ 敏 馬 ﹂と ﹁ 佐 保 ﹂は ︑ 通 過 点として 表 現されているだろ
が� ︒対して ︑歌中でとりたてて 問題とされるのは ﹁野島の 崎﹂と ﹁奈良﹂の 方たいね ︒巻八の
一四二八番歌も 同じだし ︑
﹃日本書紀﹄影媛葬送歌 ︵九四︶も 同じばい ︒こうい�た 表現がすでに
存在していることを 念頭に 置いて ︑
﹁過ぎぬとも ﹂と ︑自らの 志賀の 皇神への 思いの 深さを 表現
しておることを ︑見逃したらいかん ︒
つまり ︑一二三〇番歌の 力点は ︑志賀の 皇神に 対する 思いの 深さの 方にあるわけだ ︒旅中にあ�
て ︑出発地や ︑すでに 通過した 土地への 愛着を 歌う 例としてはね ︑いわゆる 三輪山惜別歌 ︵巻一
の 一七︑一八︶
や 平城遷都途上歌 ︵巻一の 七八︶などの 例があるよな ︒前者では﹁三輪山﹂︑後者では﹁飛
鳥の 里﹂への 愛惜の 念が 返り 見を 通じて 表現されているやろ ︒ここいらは ︑奈良大学で 上野の 講
読と 演習の 授業を 受けたもんはわか�とるはず ︒わからんもんは ︑そり� 落第たい ︒
では ︑一二三〇番歌の 表現が 成り 立つのはどんな 時場においてなのか ︒次のように 整理してみ
ます ︒こう 考えたらどうやろか ︒

Ｄ
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ＡＢＣの 段階たいね ︒
Ｄとなると 成り 立たん ︒
ちなみに ︑
一二三〇番歌の 表現が 成り 立つのはよ ︑
博多湾の 那の 津からの 航路を 想定すると ︑Ｂの 段階で 志賀島を 通過することとなるたいね ︒志賀
島も 一つの 難所であり ︑難所であるがゆえに ︑海人の 協力も 必要な 場所であ�たことは ︑大家た
ちがすでに 論じ 尽くしているところです ︒
かじ し
志賀の 海人と 宗像の 海人が 柁師 ︵船長︑船員︶として ︑北部九州の 海上交通を 荷�ていたことは ︑
あ
ま
あら を
巻十六の ﹁筑前国の 志賀の 白水郎の 歌﹂の 左注に 明らかたいね ︵三八六九︶
︒志賀の 荒雄の 悲劇は ︑
むなかべのつまろ
最初に 柁取りとして 指名を 受けた 宗像郡の 宗形部津麻呂が ︑危険な 対馬への 食糧輸送を ︑お 人好
かす や
しの 荒雄に 持ち 掛けたことからはじまるよね ︒滓屋 ︵粕屋︶郡の 志賀の 海人と 宗像郡の 海人とは ︑
時に 競争︑時に 協力して 海上交通を 荷�ていたんだろうと 思われます ︒
いつきまつ
こう 考えてみると ︑宗像郡の 金の 岬を 通過する 時には ︑一般的には 宗像郡の 海人が 斎祀る 金の
岬の 神を 意識するのが 普通じ�あなかろうか ︒たとえば ︑峠を 通過する 時には ︑その 峠の 神に 手
向けをするはずたいね ︵巻二十の 四四〇二︶
︒
つまり ︑一二三〇番歌は ︑﹁宗像の 神の 領域に 入�て 金の 岬を 無事通れたとしても ︑私は 志賀
の 皇神への 感謝の 念を 忘れない ﹂というように 読解するべきだと 思うが ︑諸君はどう 思うね ？
とすれば ︑ＡＢＣのいずれかの 段階で ︑歌い 手は ︑志賀の 皇神に 金の 岬の 無事通過を 祈り ︑宗像
の 海人の 祀る 金の 岬を 目指しているわけだ ︒しかも ︑沖から 陸に 眼を 転ずると ︑金の 岬より 西は ︑
宗像郡︑東は 遠賀郡となる ︒つまり ︑宗像郡すらも ︑通り 過ぎてしまうわけたいね ︒

三、解釈のわかれ目、反論と再反論

︱

0

0

0

0

0

0

0

けれども ︑以上の 私説については ︑当然︑賛否が 分かれると 思う ︒皆のなかにも ︑反論したい
もんが ︑この 教室にもおろうが ︒この 解釈を 否とする 側は ︑歌に 記されていない 外部の 情報を 解
釈に 持ち 込むべきではない ︑というやろね ︒登場しない 宗像の 海人の 祀る 金の 岬の 神を 解釈に 注
入するのは 不当だ ︑と 反論してくるはず ︒
が ︑しかし ︒私は ︑金の 岬を 過ぎたとしてもという 表現は ︑金の 岬の 通過を 支配する 神が 意識
されないと 出てこないし ︑実際に ﹁志賀の 皇神﹂に 対して ﹁ちはやぶる 金の 岬﹂と 対比表現され
ているではないか ︑と 再反論するたい
︒論文を 書く 時は ︑常に 反論を 予想しなくてはいかん ︒
だから ︑再反論も 用意しておかないかんばい ︒論文ち�うもんはね ︑その 弱点にこそ ︑発展の 可
能性があると 思わな ︒反論者がね ︑弱点を 突いて 来たらね ︑よくぞこ�ちの 策略にはま�てくれ
た ︑と 思�て 反撃せに�いかん ︒論争の 主戦場は ︑弱点部にあるとぞ ︒戦�て ︑戦�て ︑論文ば
書かな ︒
万葉歌の 外にある 情報をどこまで ︑取り 込んで 研究すべきか ︒じつは ︑この 問題こそ ︑過去
五十年を 生きた ︑万葉学徒たちの 大きな 大きな 争点や�たとよ ︒テキストの 内側を 固め ︑解釈の
精度を 上げるべきであるとする 研究者たちと ︑テキストの 外側にある 情報をできるだけ 取り 込ん
で ︑新たな 研究の 可能性を 探るべきであるとする 学徒たちの 対立のなかで ︑俺たち�あ ︑息苦し
く 研究をしてきた ︒
対立なら ︑まだよかたいね ︒相互無視の 歴史が ︑万葉研究の 五十年ではなか�たか ︑と 上野先
生は 回顧します ︒両派は ︑互いに 研究拠点も 異なるので 交流することすらせんからね ︒
﹁沖縄や
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︱

︱

中国の 少数民族の 祭りが ︑万葉研究に 役立つはずがない ﹂
﹁テキストの 外側から 眼を 背けては 新
しい 方法も 生まれまい
﹂と 対立し ︑互いに 対者を 無視し 続けているわけだ ︒しかも ︑そこに
はかつての 学生運動華やかなりしころの 政治路線の 対立も 見え 隠れする ︒そんなことを ︑まだ 引
きず�ておる ︒上野の 研究の 本願とするところは ︑こういう 状況の 打破にあ�たとよ ︒
だからね ︑上野先生も 主宰者のひとりであ�た 研究会では ︑テキストの 外側の 情報をどこまで ︑
どう 取り 込むのかということを 常に 問題にしたわけだ ︒その 成果については ︑﹃万葉をヨム ︱方
法論の 今とこれから ︱﹄という 本に 集約されているから ︑読んでほしい ︵上野誠・大浦誠士・村田右
︒上野先生はね ︑この 研究会のね ︑討論を 通して ︑ひと
富実編︑上代文学会監修︑笠間書院︑二〇一九年︶
りひとりの 学徒が ︑解釈の 枠組 ︵土俵︶のようなものを 提示してゆくべきだとの 確信を 得るに 至
りました ︒
学生諸君よ ︑ここよ ︑ここよ ︒ここが ︑今の 私の 万葉文化論の 到達点ばい
︒﹁方法論は ︑
多様であれ ︒ただし ︑各自の 解釈の 枠組みを 明確化せよ ﹂
︒それが 今の 私の 万葉研究の 寄�て 立
つところたい ︒

四、海の難所、鐘崎

ではよ ︑どこまで ︑テキストの 外側の 情報を 取り 込むか ︒それが ︑いちばんの 問題たいね ︒こ
こから ︑また 話が 難しくなるばい ︒
金の 岬すなわち 現在の 鐘崎は ︑海の 難所たいね ︒なぜならば ︑地島と 金の 岬との 間が 狭いから
ざ し�う
です ︒岬の 周辺は ︑岩礁にな�ており ︑常に 座礁の 危険性がある 場所なわけよ ︒金の 岬は 小山と

な�ており ︑その 山を ﹁さやかた 山﹂といいます ︒海上から 見て ︑航行の 目印とする ﹁アテヤマ ﹂
という 山たいね ︒一般的には ︑海上から ﹁屋形﹂に 見えるといわれている ︵まだ ︑海上からは 見とら
んけれどもね ︶
︒その ﹁さやかた 山﹂に ︑現在︑織幡神社は 鎮座している ︒しかも ︑この 場所は ﹁ア
ナジ ﹂という 乾 ︵北西︶の 悪風が 吹くことで 有名でした ︒一つ 例を 挙げますね ︒

右大弁通俊

う だいべんみちとし

筑紫より上りける道に、さやかた山といふ所を過ぐとてよみ侍りける
あなじ吹く瀬戸の潮あひに舟出してはやくぞ過ぐるさやかた山を
︵巻第九の 五三二︑羈旅﹃後拾遺和歌集︵新日本古典文学大系︶﹄岩波書店︑一九九四年︶

﹃源
﹁さやかた 山﹂のある 金の 岬は ︑都人たちから 恐れられていた 地や�たわけたいね ︒また ︑
たまかづら
氏物語﹄の ﹁夕顔﹂の 巻では ︑玉 鬘 一行は ︑海路︑筑紫下向したことにな�ておる ︒そして ︑
金の 岬を 通過時には ︑一二三〇番歌が 想起されたという 設定にな�とるとよ ︒その ﹁我は 忘れ
ず ﹂という 一句が ︑夕顔思慕の ﹁世とともの 言ぐさ ﹂︵口ぐせ ︶とな�てい�たと ︑物語は 展開し
てゆく ︒こうい�た 歌の 転用が 可能なのは ︑金の 岬が 難所として ︑都においても 著名であり ︑か
つ 一二三〇番歌が 人口に 膾炙していたことを 意味しているはずたいね ︒人口に 膾炙とは ︑皆に 知
られておるということです ︒
今 日の 最 終 講 義ではね ︑ 時 間の 都 合で ︑
﹃ 今 昔 物 語 集 ﹄ 巻 第 十 九﹁ 亀 報 山 陰 中 納 言 恩 語 第
つくしのみちのき
二十九﹂や ︑
﹃筑紫道記﹄については 言及できんけども ︑やはり 海の 難所として 著名な 地だ�た
ことを 窺わせる ︒ちなみにね ︑﹃今昔﹄の 話は ︑亀報恩譚とな�と�て ︑金の 岬で 継母に 海中に
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ふじわらのやまかげ

捨てられた 藤原山蔭の 子が ︑
山蔭の 住吉詣の 際に 放生してや�た 亀によ�て ︑
救出される 話とな�
とります ︒つまり ︑住吉の 神の 霊験譚にな�とるとよ ︒つまりね ︑鐘崎は 海の 難所で ︑常に 神が
意識される 場所なんよ ︒
以上の 知識は ︑
いわば 金の 岬という 土地に 堆積した 文学的言説というべきものたいね ︒だから ︑
金の 岬という 土地の 性格を 考えるには 有効でも ︑解釈に 反映させるべき 事項ではないと 上野先生
は 考えます ︒何を 歌の 解釈に 反映させ ︑何を 反映させないか ︒そこが ︑解釈のわかれ 目になる ︒
難しいね ︒

五、鐘崎と沈鐘伝説
ちんしよう

ではね ︑金の 岬が ︑沈 鐘 伝説の 地であるという 点については ︑どうか ︒沈鐘伝説とは ︑河川
や 湖︑海の 底に 沈んだ 鐘の 伝説です ︒その 多くは ︑一つの 怪異譚として 語られ ︑水底の 鐘が 魔物
とな�て 水難をもたらすとか ︑鐘が 鳴ると 天候が 急変し 災難がもたらされるなどのかたちをとり
ます ︒怪異譚やけん ︑恐い 話たいね ︒
日本の 伝説研究はね ︑ドイツの 民俗学を 手本としておりました ︒ドイツではね ︑早くに 沈鐘伝
説が 注目されていてね ︑事例の 収集もなされていました ︒だからね ︑すでに 明治の 終わりには ︑
かいばらえきけん

ちくぜんのくにし�くふどき

日本でも 沈鐘伝説が 注目されてお�たとよ ︒じつは ︑金の 岬すなわち 鐘崎の 沈鐘伝説も 著名で ︑
貝原益軒の ﹃筑前国続風土記﹄には ︑
織幡神社ある 山の 出崎を 云︒昔三韓より 大成つき 鐘を 渡せしに ︑此海にしづめり ︒故

に 鐘の 御崎と 云︒鐘の 所有は 織幡山の 艮の 方︑五町許沖に 在︒今も 鐘の 所有いちじるく
見ゆる 由︑里人云り ︒かやうのこと 異国にも 有︒越前国敦賀郡金� 崎の 海に ︑昔朝鮮よ
り 鐘を 渡せしが 沈て 爰に 在︒其故に 鐘か 崎と 云︒気比の 海べたに 在︒越前国に 在は 逆に

さんかん

︵﹁筑前国続風土記﹂貝原益軒著・益軒会編﹃益軒全集﹄巻之四︑益軒全集刊行部︑一九一〇年︶

成て 有りといふ ︒

拙訳
︵鐘崎は ︶織幡神社のある 山の 突端のことをい�た 地名である ︒昔︑︵朝鮮半島の ︶三韓より 大
ぼんし�う
きな 梵鐘を 輸送した 時に ︑この 海に 沈んでしま�た ︒だから 鐘の 御崎というのである ︒鐘
のある 場所は 織幡山の 艮︵北東︶
の 方︑五町ばかりの 沖にある ︒今も 鐘がは�きりと 見えると ︑
つるがの
里人はい�ている ︒こうい�たこと ︵＝伝説︶は 異国にもあることである ︒越前国の 敦賀
こおり
郡 金� 崎の 海にもあ�て ︑昔朝鮮から 鐘を 輸送したが 沈んでしまいここにあると 伝えて
け ひ
いるのだ ︒そのゆえに 鐘が 崎というのだという ︒︵彼の 地は ︶
気比の 海辺に 今も 存在している ︒

越前国にあ�ては ︑︵筑前ではなく 逆に ︶敦賀にこそ 梵鐘はあるとい�ている ︒

とあるたいね ︒さすが ︑わが 郷土の 誉れ ︑益軒翁です ︒敦賀の ﹁金� 崎﹂︵福井県敦賀市金� 崎︶も
沈鐘の 里で ︑本家争いがあるとも 述べておる ︒やはりね ︑大学者は 見渡しが 広かよ ︒こういうと
ころを ︑われわれも 見習わに�あいかん ︒伝説ち�うもんは 植物の 種子のごとくに 広がり ︑その
土地で 芽吹くものやから ︑類話があちらこちらで 検出されるものたいね ︒筑前鐘崎も ︑その 沈鐘
伝説の 里の 一つなのです ︒
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歴代の 金持ちや 権力者は ︑埋蔵金伝説に 憑りつかれたように ︑鐘の 引き 上げに 執着したのです ︒
奔走し ︑死者や 怪我人を 出して ︑中止のやむなきに 至�た 歴史が 鐘崎にはあるたいね ︒現在︑鐘
崎の 織幡神社の 境内には ︑大正期に 大金を 投じて 引き 上げた 釣り 鐘型の 巨石が 飾られています ︒
引き 上げたのは ︑鐘ならぬ 石であ�たわけです ︒みんなも ︑鐘崎に 巨石を 見に 行�たらよかよ ︒
それも ︑勉強たい ︒とにかく ︑読むことと ︑歩くことが 大切たいね ︒﹃万葉集﹄を 勉強するもんは ︒
歩かに� ︑いかんよ ︒

六、解釈判断の難しさ

0

しんむらいづる

0

0

0

0

上野先生がね ︑諸注釈を 見たらね ︑
﹁カネノミサキ ﹂
﹁カネガサキ ﹂が ︑沈鐘伝説の 里であるこ
とに 言及した ﹃万葉集﹄の 注釈書はね ︑二つありました ︒上野先生の 管見で 二つありました ︒
か もちまさずみ
︒もうひとつはね ︑
﹃新編全集﹄︵小島憲之
一つはね ︑鹿持雅澄の ﹃万葉集古義﹄︵一八三九年成立︶
たいね ︒﹃古義﹄は ︑同じく 益軒翁の﹃筑
ほか 校注・訳﹃新編日本古典文学全集 萬葉集②﹄小学館︑一九九五年︶
前名寄﹄︵貝原益軒著・益軒会編﹃益軒全集﹄巻之四︑益軒全集刊行部︑一九一〇年︑一六九一年成立︶を 引用して
沈鐘伝説を 紹介して ︑
﹁俗説めきたれど ︑金の 御崎と 名に 負るは ︑げにも 鐘によることなるべし ﹂
と 述べておりました ︒他方﹃新編全集﹄は 鐘崎の 沈鐘伝説が 海の 難所であることを 示す 伝説であ
ることには 言及するけれども ︑﹁カネノミサキ ﹂の﹁カネ ﹂を 沈鐘の﹁鐘﹂とは 説いておりません ︒
では ︑上野大先生はどう 判断するか ︒沈鐘伝説を 解釈にどう 盛り 込むか ︑盛り 込まないか ︑そ
こが 難しいところたいね ︒つまり ︑解釈のわかれ 目たい ︒上野先生はね ︑
﹁カネノミサキ ﹂の ﹁カ
ネ ﹂が 沈鐘に 由来する 可能性はあるけれども ︑それは 証明できないと 考えます ︒なぜならば ︑か

0

︱

の 碩学︑新村 出 先生も 注意しているように ︑先に ﹁カネノミサキ ﹂という 地名があ�て ︑その
地名が 沈鐘伝説を 引き 寄せた 可能性もあると 考えるからです ︒おそらく ︑
﹃新編全集﹄も ︑その
あたりを 考慮して 踏み 込まなか�た ︑と 私は 思います ︒注釈というものはね ︒その 注釈する 学者
の 分身のようなものです ︒学者の 知性も 判断も ︑注釈に 表われる ︒
諸君︑テキストの 内と 外をどう 切り 結ぶか ︑考察は 楽しくとも ︑判断はじつに 難しいもんたい
な� ︒しかし ︑その 難しさこそが ︑研究の 楽しさたいね ︒私にも ︑研究に 対する 自論ち�うもん
がある ︒それはね ︑楽しくないものは ︑身に 付かん ︑という 自論です ︒みんなね ︑楽しまな ︒研
究ば ︒楽しまな
︒苦しいけど ︑楽しかよ ︒研究は ︒しかも ︑学問ごとに ︑学者ごとに 個性が
あるからおもしろいとよ ︒

おわりに

︱

隣接する 学問分野の 成果を 万葉研究に 取り 込むとい�ても ︑それは ︑たやすいことではありま
せん ︒ここに ︑学際的研究の 難しさがある ︑とよ ︒なぜならば ︑第一次資料の 吟味をできるわけ
ではないから ︑誤解や 見落としなどの 危険が 常に 伴うたいね ︒また ︑他分野の 学説の 新展開につ
いても ︑完全にフ�ロ�できるもんじ�あない ︒そこが ︑難しいところたいな�
︒
が ︑しかし ︒それでもよ ︑それでもよ ⁝⁝︒私は ︑国文学のなかでもも�とも 成熟した 分野で
ある 万葉研究を 基点として ︑文化論を 展開してゆかに�あいかん ︑
と 考えとります ︒そうしなか�
たら ︑国文学は 井の 中の 蛙になる ︒広がりがない ︒それが ︑私の 遺言です ︒上野先生の 遺言です ︒
万葉研究は ︑国文学の 中でも 成熟した 分野であるからこそ ︑逆にテキストの 外の 情報を 取り 込ん
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でゆきやすい ︑と 私などは 考えておる ︒それが ︑私の 遺言です ︒このおいぼれの 遺言です ︒
﹁ここ ﹂
﹁私﹂の 万葉研究の 一例でありました ︒以て ︑奈良大学
以上が ︑虫の 眼で 見た ﹁今﹂
二十九年のお 別れの 挨拶とします ︒よ�う 聞いてくれたね ︒ご 清聴︑ありがとう ︒この 学園にお
らんか�たら ︑私は 学問できませんでした ︒ありがとう ︒ありがとうね ︒

ほな ︑さいなら ︒あとは 知らんばい ︒あとは 野となれ ︑山となれ ︒
おり� ︑奈良大学ばやめるけんね ︒あとは 知らん ︒
博多祝い 唄でも ︑歌いま�し�うか�ね� ⁝⁝︒

0

0

︿博多祝い 唄ののち ︑三本じめ ︒そして ︑花束贈呈と 続く 予定だ�たのだが ︑この 最終講
義は ︑まぼろしに 終わ�た ﹀
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研究所に 勤めれば ︑授業はしなくてよか�

た ︒しかし ︑私は 授業で 物事を 考えてきたの
で ︑授業には 気を 遣�たつもりでは ︑ある ︒
※なお ︑ 本 書 収 載の 文 章については ︑ 改 題︑
加 筆 修 正を 加えている 場 合もある ︒した

が�て ︑そのままの 収録ではない ︒
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こしかた、ゆくすえ

一、研究との出逢い
﹃万葉集﹄を 研究する 研究者として 活動しているが ⁝⁝ほんとうは ︑歴史学者か ︑
今︑私は ︑
考古学者になりたか�た ︒残念なことに ︑史学科の 偏差値に 届かず ︑受験に 失敗してしま�たの
である ︒
歴史少年︑考古少年であ�た 私が 出逢�た 本のなかで ︑とりわけ 印象的だ�たのが ︑十四歳の
時に 読んだ 樋口清之先生の ﹃梅干しと 日本刀﹄︵祥伝社︑一九七四年︶である ︒この 本は ︑日本列島
に 生きた 人びとの 歴史と ︑その 体験を ︑一つの ﹁知恵﹂として 説いた 本である ︒十四歳の 私が ︑
果たしてどれほど 理解していたかは ︑わからないけれど ︑とにかくわくわくしながら 読んだ 記憶
だけは 残�ている ︒日本刀の 技術�てすごいんだ� ︑日の 丸弁当�て 合理的な 食物だ�たんだ
な� ︑と 思いつつ 読んだ 記憶がある ︒
その 後︑樋口の ﹃万葉の 女人たち ﹄︵講談社︑一九七八年︶
︑﹃日本木炭史 ︵上︶︵下︶
﹄︵講談社︑一九七八年︶
を 読んで ︑私は ︑史学科に 入�て 勉強したいと 思�た ︒そこで ︑福岡に 講演に 来られた ﹁樋口先生﹂
に ︑逢いに 行�たこともある ︒そのあたりについては ︑すでに 書いたので 割愛するが ︑大学受験
は ︑國學院大學の 文学部史学科を 第一志望とした ︵﹃書淫日記﹄ミネルヴ� 書房︑二〇一三年︶
︒が ︑しか
し ︒試験に 落ちてしま�たのだ ︒
結局︑紆余曲折あ�て ︑一年間の 浪人生活の 末に ︑同じ 大学の 文学部日本文学科に 入学するこ

とができた ︒
そこで 私は ︑﹃万葉集﹄
の 民俗学的研究で 著名な 櫻井満先生︵一九三三︱一九九五︶
に 出逢�
て ︑万葉学徒にな�たのである ︒
そんなわけで ︑私の ﹃万葉集﹄の 研究は ︑どこか ︑普通の 万葉研究とは 違うところがあるよう
だ ︒というか ︑そのどこかに ︑歴史学や 考古学へのあこがれのようなものがある ︒歴史学と 考古
学︑民俗学を 応用した 研究だと 学界では 評されている ︒一方で ︑私はこれまでに ︑一度ならず 当
代を 代表する 古代史学者と 大論争を 繰り 広げてきた ︒それは ︑青春時代のコンプレ�クスの 裏返
しかもしれない ︒もちろん ︑自説の 方が ︑僅差ながらも 優位だと 信じてはいるけれど ︑論戦に 力
が 入�たことも 事実である ︵﹃万葉文化論﹄ミネルヴ� 書房︑二〇一八年︶
︒
しかし ︑今︑還暦を 迎えて ︑十九歳の 時に 封印したはずの 歴史学︑考古学への 思いが ︑また 膨
らんできた ︒
二、歴史に対する考え方

︱

もし ︑﹁歴史﹂についての 本を 書くチ�ンスが 与えられるとしたら ︑今の 私が 持�ているすべ
ての 力を 使い 切�て 書きたい ︑と 思う ︒
では ︑どのように 書くのか ？ その 時は ︑どのような 方法で ︑歴史を 描き 出そうというのか ？
私は ︑四つの 視点から ︑歴史を 記述するつもりだ ︒
という 視点で 歴史を 描いてみたい ︑
と 考えている ︒つまり ︑
この 本は ︑
一つ 目は ︑﹁今﹂﹁ここ ﹂﹁私﹂
今︑ここに ︑私がいて ︑私はこう 考えます ︑いかがでし�うか ︑という 提示方法で 歴史を 描きた
い ︑と 思う ︒どんなことを 考えたとしても ︑歴史を 語るのは ︑今の 自分であることは ︑間違いな
い ︒いや ︑確かなものは ︑それしかない
と 思う ︒
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この 考え 方を 後押ししてくれた 本がある ︒イヴ�ン ・ジ�ブロンカ 著︑真野倫平訳﹃歴史は 現
代文学である ︱社会科学のためのマニフ�スト ︱﹄︵名古屋大学出版会︑二〇一八年︶という 挑発的な
本だ ︒ジ�ブロンカ ︵一九七三︱︶は ︑いう ︒
﹁歴史﹂を 見つめるのに ︑歴史学も 文学もない ︒あ
るのは ︑その ﹁歴史﹂を 記述しようとする ︑その 人の 今の 思考しかない ︑と ︒私も ︑これでゆき
たい ︒
三、鳥の眼と虫の眼で歴史を見る
二つ 目の 視点は ︑小さな 歴史のひとこまから ︑時には 人類の 歴史を 語るという 視点である ︒鳥
の 眼と 虫の 眼の 両方を 持ちつつ ︑大胆に 歴史を 記述してゆきたい ︑と 思う ︒
新著には ︑影の 主人公を 設定しようと 思う ︒それは ︑上野きくの ︵一九〇〇︱一九八三︶という 人
物だ ︒私の 祖母である ︒私は ︑一人の 明治・大正・昭和を 生きた 女性のとある 行動から ︑世界史
も 人類史も 語りたい ︑と 思う ︒祖母は ︑現在の 福岡県朝倉市郊外に 生まれ ︑尋常小学校 ︵当時の 義
︑高等小学校 ︵当時の 中等教育︶の 教育を 受けた 人物である ︒今日でいえば ︑中学校二年生ま
務教育︶
での 教育を 受けた 人物ということになる ︒ちなみに ︑上野家で 高等教育を 受けるようにな�たの
は ︑父母の 世代からだ ︒
私は ︑一九七三年から 一九七九年まで ︑父︑母とともに ︑このきくのおばあち�んと 同居して
いた ︒したが�て ︑私の 性格の 一部は ︑明らかに 祖母から 影響を 受けたものだ ︒そのひとりの 人
物の 行動︑心の 習慣から ︑農耕の 成り 立ちや ︑経済の 成り 立ち ︑宗教の 成り 立ちについて 論じて
ゆきたい ︒難しくいえば ︑微視的視点から 歴史を 俯瞰したいのである ︒

四、降り積もる歴史
三つ 目の 視点は ︑歴史を 一つの 堆積物として 見る 見方で 歴史を 語りたい ︑と 思う ︒これは ︑通
過してゆく 歴史に 対して 対峙的に 用いた 言葉である ︒縄文↓弥生↓古墳というように ︑歴史を 時
間の 通過点とは 見ないのである ︒雪が 降り 積もるように ︑歴史も 降り 積もるものとして 見る 見方
である ︒縄文の 生活体験の 上層に ︑弥生の 体験があり ︑さらにというように 歴史を 堆積物として
考えたいのである ︒そして ︑その 生活体験を ︑知恵として ︑私たちが 継承しているという 視点で ︑
歴史を 語りたいのである ︒
私の 祖先の 生活体験は ︑どうやら 私の 体に 刻み 込まれているようなのだ ︒残念なことに ︑私は ︑
胴長︑短足で ︑首も 短い ︒そして ︑顔の 彫りは 浅い ︒これは ︑私の 三万年以前の 祖先が ︑極寒の
地で 活動していたかららしい ︒極寒の 地では ︑手足や 首が 長いと ︑体温を 奪われ 易いので ︑胴長︑
短足の 方が 有利なのだ ︒顔に 凹凸があると 凍傷にかかりやすく 不利なのだ ︵中橋孝博﹃日本人の 起源
︱人類誕生から 縄文・弥生へ ︱﹄講談社︑二〇一九年︶
︒だから ︑私の 体型は ︑北方仕様にな�ている ︒
また ︑私の 歯は ︑シ�ベル 型とい�て ︑内側にやや 湾曲している ︒これは ︑森で 採取される 堅
い 木の 実︑堅果類を 食べていたからであるようだ ︒堅いものを 噛むのには ︑このシ�ベル 型の 歯
の 方が 有利なのだ ︒Ｕ字型の 方が 強度が 高く ︑食べ 物を 強い 力で 潰すことができるのである ︒ど
うも ︑私の 歯は ︑この 遺伝子を 受け 継いでいるらしい ︒アフリカか ︑シベリアか ︑中国か ︑朝鮮
半島か ︑それとも 日本列島の 縄文の 森か ︑どこかわからないけれど ︑堅い 木の 実を 齧�て 生活し
ていた 祖先たちの 形質を 受け 継いでいるようなのだ ︒
また ︑私の 祖先のなかには ︑熱帯で 暮らしていた 人もいたようだ ︒私の 髪は 巻き 髪で ︑カ�ル
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している ︒これは ︑発汗によ�て ︑体温を 下げるには ︑都合がよいらしい ︒髪は ︑熱帯仕様なのだ ︒
それだけではない ︒文化も 継承している ︒日ごろ 使�ている 話し 言葉や 文字は ︑生後の 学習に
よ�て 習得したものだが ︑さまざまな 歴史的な 体験を 得て ︑受け 継いでいるものである ︒このよ
うに ︑それぞれの 時代のそれぞれの 歴史的経験というものを ︑堆積物として ︑歴史を 描きたい ︑
と 思う ︒
五、生活から考える歴史

社会的適応 ︵社会性︶

風土的適応 ︵風土性︶

四つ 目の 視点は ︑歴史を ﹁生活﹂という 側面から 捉えようとする 視点で 歴史を 語�てみたい ︒
生活というものは ︑置かれた 環境に 対して 適応してゆくものである ︒
私は ︑ネ�ト 弱者で ︑二十年前︑勤め 先の 大学から 再三の 要請によ�て ︑ようやくパソコンを
使うようにな�た ︒ところが ︑今︑私の 生活は ︑ネ�ト 環境がないと ︑その 日から 仕事が 立ち 行
かなくな�てしまう ︒
では ︑その 生活をどう 捉えるか ︑というと ︑

私の 生活
歴史的適応 ︵歴史性︶

0

0

0

0

0

から 見たいと 思う ︒
パソコンの 技術の 習得は ︑歴史の 趨勢であり ︑社会への 適応であり ︑広くいえば 大学という 風

0

土への 適応でもあろう ︒いつ ︑どうして ︑パソコンの 使用法を 習�たか ︑これも 大切な 歴史なの
だ ︒そして ︑通信の 革命は ︑明らかに 私個人の 生活を 変えた ︒いや ︑私たちの 社会を 変えること
とな�た ︒そして ︑そのスピ�ドは 上がるばかりだ ︒
クリスマスとお 正月をどう 過ごすか ︒それは ︑すぐれて 風土的問題︑社会的問題︑歴史的問題
でもある ︒こういう 歴史を 堆積物とする 見方は ︑生活文化のも�ている 地域差や 特性を 探る 考え
方である ︒文化人類学や 民族学が 研究対象とする﹁エ�トス ﹂
が︑
これにあたる ︒﹁エ�トス ﹂
とは ︑
心の 習慣のことである ︒また ︑
﹁エ�トス ﹂という 考え 方は ︑歴史的変化よりも ︑変化しないも
のを 見ようとする 見方でもある ︒つまり ︑文化の 連続性を 重んずる 考え 方だ ︒じつは ︑十四歳の
私が ︑なんとなく 樋口の 著作に 惹かれたのは ︑こうい�た 視点を 好んだからであろう ︒そして ︑
今もそうい�た 思考法を 明らかに 好んでいる ︒
この 樋口の 学問は ︑鳥居龍蔵 ︵一八七〇︱一九五三︶や ︑柳田國男 ︵一八七五︱一九六二︶
︑折口信夫
︵一八八七︱一九五三︶の 影響を 受けているところがあり ︑その 考え 方は ︑文化人類学や 民族学︑民
俗学の 考え 方に 近い ︒私の ﹃万葉集﹄の 研究も ︑そういう 流れを 汲むものなのである ︒
一九世紀後半から 二〇世紀は ︑民族の 文化や 伝統性に 関心が 高ま�た 時代であ�た ︵﹁民族自立﹂
が ︑時代のスロ�ガンであ�た ︶
︒それは ︑国家が 民族ごとに 纏まろうとした 時代だ�たからだ ︒つま
り ︑言語に 代表される 文化を 同じくする 人びとごとに ︑国家を 作ろうとした 時代だ�たので ︑﹁エ�
トス ﹂の 違いが 強調された 時代だ�たのである ︒だから ︑私も ︑その 観点を 受け 継いでいるので
ある ︒
﹁歴史﹂を 研究の 対象とする 学問は ︑多かれ 少なかれ ︑資料的制約を 受ける ︒私の 場合︑どう
しても ︑古代の 文献︑古代の 文献のうちでも ﹃万葉集﹄を 中心として ︑﹁歴史﹂というものを 見
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てしまう ︒歌の 表現の 風土性︑社会性︑歴史性から ︑生活を 考え ︑そこから 歴史を 語�てみたい ︒

︵書き 下ろし ︶

もし ︑そういう 本を 書くチ�ンスを 与えられたら ︑大胆に ︑楽しく ︑歴史を 語�てゆきたい ︑
と 思う ︒

最初から尾籠な話ですが……
昨年の 四月から 挨拶を 頼まれると ︑必ず 次のような 言葉で 締め 括ることにしている ︒
⁝⁝というわけで ︑この 四月から 奈良大学に 赴任いたしました ︒
﹃万葉集﹄を 学ぶ 若き 学
徒が 奈良で 職を 得たのですから ︑もう 他に 言うことはありません ︒あとは 体重を 減らし
てお 嫁さんを 探し ︑六十歳までに 小著が 出せれば ⁝⁝死んでも ︑かまいません ︒
もちろん ︑後半の 部分はくだけた 酒席での 挨拶だが ︑もうこんな 挨拶を 何度したことだろう ︒
しかし ︑これは 現在の 偽らざる 気持ちである ︒なかでも ︑自分の 研究室を 持てたことは 嬉しか�
た ︒この 研究室で 数本の 拙々たる 論をものしたが ︑
それらはみな 思い 入れのある 稿とな�ている ︒
Ａ︱二〇五という 研究室を 工房として ︑拙々たるものでも 少しずつ 書いてゆけたらと 思う ︑今日
この 頃である ︒著者自身の 具体的な 研究については﹃奈良大学通信 青垣﹄第九号︵奈良大学後援会︑
一九九三年︶に 書いたので ︑この ﹁国文学研究室だより ﹂には 別の 話題を 提供し ︑その 責めを 果た
び ろう
そうと 思う ︒しかしながら ︑これからする 話はたいへん 尾籠なもので ︑果たして ﹁新任の 挨拶﹂

にふさわしいかどうか ︑著者も 不安である ︒さらに ﹁国文学研究室だより ﹂の 品位を 貶める 可能
性もある ︒けれども ︑賢明なる 読者におかれては ︑筆者の 伝えたいメ�セ�ジの 意のあるところ
を ︑汲んでいただきたい ︒
話は 一九八五年の 夏にさかのぼる ︒この 年は 国連の 定めた 国際青年年にあたり ︑日本では 総理
府が 中心となりさまざまな 行事が 行われた ︒当時は 中曽根政権の 時代で ︑日本の 貿易収支の 黒字
が 大問題とな�ていた ︒政府のドル 減らし 政策の 一つとして ︑代々木の 青少年オリンピ�ク ・セ
ンタ�で ︿ＩＹＹ 国際青年の 村﹀という 交流集会が 行われたのである ︒それは ︑日本政府が 約
四十カ 国から 千人程の 若者を 招待し ︑十日間の 共同生活をとおして 国際交流をしようという 企画
であ�た ︒どういうわけか ︑筆者は 日本側のホストの 一人として ︑一夏をつぶすことにな�てし
ま�たのである ︒当時︑わたしは 小さなボランテ�ア ・グル�プの 幽霊会員だ�た ︵正直を 言えば ︑
高尚な 志があ�たわけではなく ︑そこに 集まる 女の 子が 目当てであ�た ︶
︒そのグル�プのなかから 一人ないし
二人を ＩＹＹに 出すということにな�ていたが ︑貴重な 夏休みの 半分がつぶれるとあ�て ︑希望
者は 一人もなか�たように 記憶している ︒結局︑筆者があみだくじのアタリを 引いてしま�たの
である ︒しかし ︑情けないことに 筆者は 英語が 大の 苦手である ︒言葉をめぐる 苦労話については ︑
二晩しても 飽きることはないが ︑紙数の 都合もあり 話を 急ごう ︒
ここからは ︑話が 尾籠であり ︑とくに 食事中の 読者は 後で 読んでいただきたい ︒
ＩＹＹでは ︑さまざまなトラブルがあ�たが ︑今とな�てはどれも 貴重な 体験とな�ている ︒
そのなかでも ︑も�とも 印象に 残る 話をしたい ︒ＩＹＹで 一番困�たのは ︑トイレの 問題である ︒
世界中どこでもトイレ�ト ・ペ�パ�を 使うと 考えていた 日本人スタ�フの 考えが ︑甘か�た ︒
アジアやアフリカから 来た 若者の 一部は ︑紙でお 尻を 拭くという 習慣の 無い 人びとであ�た ︒彼
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らはステ��ク 状のヘラで 便をよく 取り 除き ︑その 後は 沐浴するか ︑水でお 尻を 洗うという 方法
を 採�ていたのである ︒一日目のオリエンテ�シ�ンが 終わり ︑夕食を 済ますと 宿泊棟のトイレ
の 約三分の 一が 使用不能ということで ︑困�た 状態にな�ていた ︒なぜ 使用不能にな�てしま�
たかというと ︑割箸と 紙コ�プで 便器がつま�てしま�たのである ︒トイレ�ト ・ペ�パ�を 使
用する 習慣のない 人びとは ︑自衛の 手段として ︑食堂から 使用済みの 割箸と 紙コ�プを 調達し ︑
割箸で 便をよく 取り 除き ︑紙コ�プに 汲んだ 水でお 尻を 洗�ていたのである ︒それだけなら 問題
はないのだが ︑彼らは ︑割箸と 紙コ�プを 便器に 捨ててしま�たのである ︒ホスト 役の 日本人ス
タ�フは 急ぎ 集合︒センタ�の 職員と 協力して ︑何とかトイレを 使える 状態にした ︒気が 付くと ︑
時計の 針は 午前二時をさしている ︒それから ︑スタ�フの 対策会議が 持たれたのは 言うまでもな
い ︒どのような 解決策を 採り ︑それらを 彼らにどう 伝え ︑協力を 仰ぐか ⁝⁝討論は 続いた ︒ここ
で 一つの 意見がでた ︒トイレではトイレ�ト ・ペ�パ�を 使用するように ︑貼り 紙で 掲示しよう
というものであ�た ︒しかし ︑それが 今回の 集会の 趣旨にふさわしいかという 疑義もでた ︒議論
の 結果︑割箸と 紙コ�プの 使用はかまわないが ︑それを 便器に 捨てないでほしいという 申し 合せ
をすることにした ︒そして ︑それぞれのトイレには 大きなビニ�ル 袋を 置くことにした ︒朝の 四
時近くに ︑近くのコンビニエンス ・ストア�に 行き ︑店にあるだけのゴミ 収納袋を 買�て ︑各ト
イレに 備え 付けたのである ︒ついで ︑その 旨を 英語に 翻訳して 掲示することにした ︒しかし ︑こ
の 文章の 起草が 難航した ︒われわれは ︑彼らの 感情を 害すること 無く ︑危機を 回避したか�たの
である ︒回想しながら ︑文書を 書いているので 正確とはいいがたいが ︑次のような 日本文を 英訳
したと 思う ︒
ここには ︑世界中からさまざまな 生活習慣を 持つ 人間が 集ま�ている ︒したが�て ︑互いの 生

活習慣は 尊重されるべきであるが ︑
一つのル�ルが 必要となる ︒この 施設のトイレは 原則として ︑
トイレ�ト ・ペ�パ�を 使用する 人用に 作られている ︒したが�て ︑紙以外のものは ︑便器に 流
さないでほしい ︒紙以外のものは ︑袋を 用意するので ︑そのなかに 捨ててもらいたい ︒
このような 文章を 貼りだして ︑朝のミ�テ�ングでも ︑取り 上げたのである ︒当然︑一部の 人
びとは ︑失笑してしま�た ︒その 瞬間である ︒アジアから 来た 一人の 青年が 立ち 上がり ︑何やら
英語で 話はじめたのである ︒日本人スタ�フ 一同の 顔面は 蒼白とな�てしま�た ︒通訳してもら
うと ︑次のようなことを 話していたとのことである ︒話はよくわか�たので ︑次のような 提案を
したい ︒ゴミ 袋の 回収は 自分とその 仲間がやるので ︑任せてもらえないか ︒この 発言を 聞いて 一
同はほ�とした ︒さらに 彼は 言う ︒
﹁ノ� ・ペ�パ� ﹂というトイレを 一定数作り ︑そこだけに
袋を 置けばいい ︒後は 自分たちでやる ︒さらに ︑アフリカの 一部の 国の 人びとのために ︑仏語で
も 掲示を 出してほしいと 彼は 訴えたのである ︒この 時は ︑筆者も 男泣きに 泣いてしま�た ︒そし
て ︑次に 愕然とした ︒この 事件を 処理する 自分の 気持ちに ︑万が 一にも 彼らをさげすむ 気持ちが
無か�たかと 考えさせられたのである ︒そして ︑何よりも 彼らの 人格の 高さに 畏敬の 念を 持�た
のも 事実である ︒果たして ︑逆の 立場で ︑それほどの 提案を 自分ができるとは ︑今以て 思えない
のである ︒
当時︑私は 大学院のマスタ�の 二年生であ�た ︒日本人の 生活・行動様式と 日本文学の 関係に
深い 関心を 持�た 生意気な 学生であ�たと 思う ︒そんな 自分にこの 事件は ︑大きなシ��クを 与
えたのである ︒最終的には 文学研究の 道に 進むことにな�たが ︑未だに 民俗学を 捨てきれないで
いるのは ︑おそらくこの 事件のためだと 思�ている ︒したが�て ︑筆者のめざす 文学研究は ︑広
い 意味での 文化事象の 研究の 各論︑個別研究でしかないと 思�ている ︒
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︱

ごく 新しい ︒東日本の 一部の 地域ではチ��
実は 日本の 庶民が 便所で 紙を 使用しだした 歴史は ︑
ギと 呼ばれる 糞ベラを ︑ごく 近年まで 使用していたのである ︵宮本常一﹃絵巻物に 見る 日本庶民生活
誌﹄中公新書︑一九八一年︶
︒また ︑筆者の 祖母である 上野キクノ ︵一九〇〇〜一九八三︶は ︑その 娘時代︑
田舎に 嫁に 行くことを 極端に 嫌�た 理由の 一つとして ︑便所で 紙の 使用をせず ︑藁縄でお 尻をき
れいにする 習慣があ�たことを 筆者に 話していた ︒何のことはない ︒われわれの 祖母や 祖父の 世
代まで ︑紙を 使用することは 一般的ではなか�たのである ︒世界的規模で 見た 場合︑紙を 使用す
る 人間の 方が 少数派なのである ︒
昨年の 十一月︑わが 奈良大学で 日本考古学協会の 大会が 開催されたが ︑文化財学科の 諸先生に
無理を 言�て ︑見学させていただいた ︒その 折りのパネル 発表で ︑古代のトイレの 検出法につい
て 奈良国立文化財研究所の 黒崎直さんから ︑お 話を 伺う 機会があ�た ︒話は 昨年発掘された 藤原
こう ろ かん
京のトイレの 話や 九州の 鴻臚館のトイレの 話に 及んだが ︑やはりこの 時代も 糞ベラを 使用してい
るとのことであ�た ︒とすれば ︑筆者が 現在︑研究の 対象にしている 柿本人麻呂も ︑それを 使用
したに 違いない ︒
国際青年の 村で 起きたこの 事件は ︑
筆者の 心のなかで 現在も 重要な 位置を 占めている ︒そして ︑
そこから 学んだ 一つの 教訓がある ︒それは ︑文化を 語ろうとする 者は ︑自らが 独善的にな�てい
ないか ︑もう 一つの 内なる 心の 目で ︑常にその 言説を 再確認すべきであるという 教訓である ︒最
終日のお 別れパ�テ��の 後︑すばらしい 提案をしてくれた 彼が ﹁紙を 使用すると ⁝⁝痛くあり
ませんか ？﹂と 質問してきた ︒その 時︑日本でもウ�シ� ・レ�トと 呼ばれる 水で 洗う 方式のト
イレが 増えてきたという 事実があることを 通訳してもら�た ︒なるほど ︑文化とは 実に 相対的な
ものである
と 筆者は 思�た ︒
︵一九九三年三月︶

やさしいが、こわい先生
温厚︑円満のお 人柄のゆえか ︑桜井満先生が 怒鳴るのをわたしは 見たことがない ︒ただ ︑わた
しが 先生に 初めてお 会いした 時には ︑もう 四十代でいらしたから ︑そういう 先生を 見たことがな
いのかもしれないし ︑たんに 運がよか�たからかもしれないのだが ⁝⁝先生はけ�して 大声で 人
を 叱るような 人ではなか�たように 思う ︒けれど ︑
わたしにと�て 先生は 非常にこわい 人だ�た ︒
つまり ︑やさしいが ︑こわい 先生なのである ︒
先生は ︑やさしく 叱る 人だ�た ︒それが ︑実にこわか�た ︒かく 言うわたしも ︑先生の 前で 号
泣したことがある ︒大学院を 修了した 九〇年︑就職に 失敗したわたしは ︑手がつけられないほど
のワルだ�たと 思う ︒とにかく ︑職を 得ている 先輩の 顔を 見るたびに ︑噛みついていた ︒簡単に
いえば ︑腐�ていたのである ︒また ︑体力に 自信があるせいか ︑手も 早か�た ︒今とな�て 考え
ると ︑先生はすべて 見て 見ぬふりをしていたのだと 思う ︒そんな 先生の 慈悲のこころをよいこと
に ︑喧嘩ばかりしていたのである ︒しかし ︑ある 事件をき�かけに ︑先生はわたしをついに 呼び
出されたのだ�た ︒というより ︑
先生にしてみれば 呼び 出さざるを 得なか�たのだろう ︒事態は ︑
そこまで 深刻だ�たのである ︒
呼び 出しを 受けた 瞬間︑およその 察しはついていたから ︑冷や 汗ものだ�た ︒しかし ︑追及さ
れたら ︑開き 直るつもりでもいた ︒夕方︑研究室をおそるおそる 訪ねると ﹁どうも ⁝⁝︒ごくろ
うさん ﹂といつも 通りの 声が ︑意外にも 返�てきた ︒先生は 机に 向か�たまま ︑後向きで 静かに
わたしに 話しはじめられた ︒

44
学ぶ・教える・考える

45

開口一番︑いつもの 口調で ﹁最近︑ぼくのところに 上野くんの 悪い 噂を 言いにくる 人が 多いん
だよ ︒困�たね� ︒﹂と 口火を 切られたのである ︒先生はつづけて ︑
でも ︑それは 信じないから 安心してほしんだけどさ ︒ただ ︑もし 君に 反省すべき 点がある
と 思うなら ︑反省してほしいんだよね ︒だ�て 将来君が 偉くな�た 時にだよ ︑﹁あいつは
若い 時︑
非常勤になるのが 遅れて ︑
すねていた ﹂なんて 言われたら ︑
はずかしいじ�ないか ︒
上野くんもいい 論文書いているから ⁝⁝ぼくはき�と 大成すると 思�ているよ ︒それは ︑
絶対に 間違いないと 思うんだがな� ︒
とことばをつがれたと 思う ︒先生用の 大きめの 湯呑を 片手に ︑目は 書類の 数字を 追いながら ︑日
頃と 変わりない 口調であ�た ︒わたしは ︑その 場で 泣き 崩れてしま�たが ︑先生は ︑そのわたし
を 一度も 見ず ︑後を 向いたまま 書類から 目を 離さなか�た ︒
そして ︑
いつものように 読み 終えると ︑
いつもの 通り 書類を 破�てごみ 箱に 捨てたのだ�た ︵先生は ︑日頃から 不要の 書類はご 自分で 破�て 捨てら
︒
れていた ︶

なぜ ︑あの 時先生は 怒鳴らなか�たのだろうと ︑ふと 思うことがある ︒たぶん 怒鳴られていた
ら ︑猛然と 反発していただろう ︒また ︑自分もそのつもりで 研究室のドアをノ�クしていた ︒お
そらく ︑先生はそこまでわたしのこころを 読んでいたのではなかろうか ︒八分を 誉めて 二分叱�
たのは ︑不遜だが 先生の ﹁作戦﹂だ�たのではないかと ︑最近思うようにな�た ︒なぜなら ︑論
文を 誉めてもら�たことは ︑後にも 先にもこの 一回だけだからである ︒
ゆ�たりと 間を 取り ︑ことばを 選びながら 静かに 話す 先生︒号泣するわたしを 背に ︑いつもの
通り 黙々と 会議の 書類を 読みつづける 先生︒今︑思い 出しても ﹁ぞ� ﹂とする 瞬間である ︒書類
を 破り 捨てた 先生は ︑﹁申し 訳ないけど ︑井の 頭線が 混むといやだから ︑お 先に 失礼するよ ﹂と ︑

︵一九九七年三月︶

これまたいつもと 同じせりふで ︑研究室をあとにされたのだ�た ︒ただ ︑この 日に 限�てはい�
し�に 渋谷の 駅まで 歩こうとは 言�てくださらなか�たのを 覚えている ︒
今とな�ては ︑その 真意を 確かめるすべもないが ︑先生が 後を 向いて 話をはじめられたのは ︑
わたしが 号泣することを 予見してのことだ�たのではないかとさえ 思う ︒
テレビや 映画のように ︑翌日から 心を 入れなおしてとはいかなか�たが ︑以来先生のあの 一言
がいつも 胸にあ�たのは 事実である ︒喧嘩をしていた 先輩たちとは ︑元通りとはいかないまでも ︑
話ができるようにな�た ︵もちろん ︑研究上の 毒舌はご 寛恕を 乞うしかないが
︱ ︶︒たぶん ︑あの 時はあ
の 叱り 方しか ︑わたしをよい 方向にも�てゆく 方法はなか�たかもしれない ︒今︑勉強を 続けて
いるのは ︑あの 時のことばがあ�たからである ︒先生の 叱り 方によ�ては ︑研究を 放棄して 別の
道を 歩んでいただろう ︒
学生を 叱ることの 難しさを 実感することとな�た 現在︑やさしいが ︑こわいことばを 思い 出す ︒
とともに ︑あの 日の 先生の 後ろ 姿が 脳裏によみがえる ︒

「値うち」と「おつり」と
大学院を 終わ�て ︑奈良大学に 赴任した 春のこと ︒大先輩の 故・上田正昭先生のところにごあ
いさつに 行くと ︑
よく 来てくれたね ︒これから ︑たけのこごはんでも 食べに 行きまし�う ︒
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と 言�て ︑長岡京市のたけのこ 料理の 店に 連れてい�て 下さ�た ︒たけのこのさしみ ︑たけのこ
の 煮物︑天ぷら ︑ぬた ︒驚いたのは ︑グラタンなどなど ︑もう 半年はたけのこは 食べたくないと
思�たほどだ ︒最後のたけのこごはんのころには ︑もう 満腹だ�たが ︑帰り 際には ︑おみやげに
たけのこの 佃煮をもら�た ︒もう ︑呆れるしかない ︒
それから ︑上田先生と 会うたびに ︑先生は ︑
﹁あの 時のたけのこは ︑自分でいうのもなんだけど ︑
おいしか�たね� ﹂と 言われた ︒
その 上田先生から ︑こんなことを 言われたことがある ︒
上野君︑あれだけたけのこを 食べると ︑忘れられんだろう ︒そうしたらね ︑おご�たか
いもあるというものだよ ︒つまり ︑思い 出に 残るから ︑安いもんさね ︒
つまり ︑贈�た 物や 食べた 物が 語り 草となれば ︑お 金を 払�た ﹁値うち ﹂もある ︑ということ
なのである ︒
その 上田先生に 頼まれて ︑祇園のお 茶屋に 勘定の 支払いに 行�たことが 多々あ�た ︒いわば ︑
支払いの ﹁おつかい ﹂である ︒先生から 頼まれた 通りに ︑女将に 白い 封筒を 差し 出すと ︑上が�
てゆきなさいということにな�て ︑お 酒が 出る ︒帰り 際に ︑酒代を 払おうとすると ︑女将は ︑い
えいえ ﹁おつり ﹂ですと 言う ︒というのは ︑上田先生が 渡した 封筒の 中には ︑やや 多めにお 金が
入�ていて ︑その 分はおつかいをした 人の ︑役得にな�ているのだ ︒つまり ︑おつかいした 人の
酒代も 入�ているのである ︒これが ︑昔の 関西流だ ︒
そういうことを 二︑三度するうちに ︑女将とも 顔なじみとなる ︒すると ︑次のようなことをよ
く 言われた ︒
0

0

0

上野の 若先生も ︑早よう 立派におなりにな�て ︑自腹で 祇園に 足をお 運び 下さい ︒早よ

︱

せんと ︑この 店なくなりま�せ ⁝⁝︒
つまり ︑
﹁おつかい ﹂と ﹁おつり ﹂を 通して ︑人と 人とを 結ぶのである ︒私はある 時︑上田先生に ︑
銀行振込みの 方が 安くありませんか ︑と 聞いたことがある ︒すると 先生は ︑
そんな ﹁愛想﹂ないことしたらいかん ︒人と 人との 縁が 切れるやないか ︒
と 言われた ︒ただ ︑縁を 繋いでもら�ても ︑私の 経済力では ︑祇園に 行けない ︒残念無念
︒

四十年のご無沙汰

︱

﹁久しぶりですね ︒貴兄が ﹃現代思想﹄に 書いた 論文
一通の 葉書に ︑驚愕したことがあ�た ︒
を 読みました ︒お 会いしてゆ�くり ︑お 話したいです ﹂と 書いてある ︒
差出人を 見ると ︑なんと 母校の 阪本是丸教授ではないか ︒卒業して ︑四十年近く 経�て ︑こん
な 葉書をいただくとは ︑驚きだ ︒その 先生には ︑学部生時代に ︑いろいろとお 世話にな�たのだ
が ︑卒業以来︑四十年のご 無沙汰続きで ︑こちらから ︑年賀状の 一通も 差し 上げたことがなか�
たのだ ︒失礼千万にも ︑ほどがある ︒しかも ︑これは ︑呼び 出しである ︒不良学生が ︑職員室に
呼び 出されたのと 同じではないか ︒最初に 私の 口から 出た 言葉は
︒
コワ�� ︑ヤベ� ︒
であ�た ︒先生は ︑私が 学部生のころ ︑まだ 専任講師だ�たと 思うが ︑眼光が 鋭く ︑恐い 人であ�
た ︒蘇�たのは ︑卒業論文や 修士論文の 口頭試問の 悪夢である ︒一つ 答えるごとに ︑論の 破綻が
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尊きもの

0

明らかになり ︑しまいには 自分の 論がドミノ 式に 崩れてゆくという ︑あれだ ︱︒
私は ︑丁重な 手紙を 書いて ︑首を 洗�て 上京し ︑出頭することにした ︒朝から 水の 一杯も 喉を
通らない ︒もちろん ︑
参考文献をキ�リ�ケ�スに 詰め 込めるだけ 詰め 込んで ︑想定問答集を 作�
て ︑その 時を 待�た ︒いよいよ ︑四十年ぶりの 参上︑拝眉である ︒とにかく ︑研究室のドアが 重
い ︒入室しても ︑私は ︑﹁は�� ﹂としか ︑声が 出ない ⁝⁝︒先生の 最初の 一声は ︑こうだ�た ︒
この 論文は ︑前の 本と 違�て ︑ずいぶん 突� 込んで ︑書かれましたね ︒
しどろもどろに ︑一つ 一つの 質問に 答えつつ ︑結局︑午後一時から 日付が 変わるころまで ︑半
日話すことにな�た ︒休憩や 食事を 挟んだが ︑後半戦になると ︑私も 少しはリラ�クスできた ︑
と 思う ︒先生は ︑私の 論の 方向性は 認めつつも ︑史料の 読みの 甘さを 指摘された ︒その 助言の 一
つ 一つが ︑自分の 勉強不足を 露呈することになるから ︑もう 心がボロボロなのだ ︒
が ︑しかし ︒十二時間近い 口頭試問が 終わるころには ︑不思議な 幸福感に 満ち 溢れていた ︑と
思う ︒その 幸福感の 正体は 何かといえば ︑助言によ�て ︑史料の 読みが 変わ�て ︑より 真実に 近
づけたという ︑不思議な 幸福感なのである ︒逆上がりのコツを 教えてもらい ︑逆上がりが 出来そ
うにな�た 時の 気分かもしれない ︒そうして ︑安心した 帰り 際のこと ︑先生は ︑ふと 一つの 史料
を 私に 示された ︒﹁上野君︑これも 読んでる ？﹂と ︒私が ︑ふたたび 奈落の 底に 落ちたのはいう
までもない ︒

︱

︱

今の 還暦なんて ︑青年後期の 入り 口だと 思うが ⁝⁝︒私についていえば ︑還暦近くな�て ︑涙
もろくな�た ︒テレビを 見ていても ︑すぐにめそめそと 泣いてしまう ︒﹁なんだろう ︑この 感覚
は
﹂と 思う ︒一つ 言えることは ︑論理的思考ができなくな�てきているのではなかろうか ︒
ものを 考える 力が 落ちてくると ︑情に 支配されやすくな�て ︑怒り�ぽくな�たり ︑泣きたくな�
たりするのだ ︒一応︑これでも 教育者なんだから ︑論理的思考を 心掛けてはいるのだが ︑ものご
とを 考え 続ける 知の 体力のようなものが ︑低下しているのだろう ︒
ことに 最近ダメなのが ︑花だ ︒蕾も ︑散花もよいのだが ︑満開の 花に 弱い ︒梅や 萩はまだよい
が ︑桜が 満開だと ︑それを 凝視できない ︒命のかぎり ︑こんなに 一生懸命花が 咲いてくれている
と 思うと ︑涙が 込み 上げてしまう ︒命︑この 尊きもの ︒若かりしころは ︑花見だ 花見だと 言�て ︑
一升瓶を 持�て ︑高歌放吟していた 私なのに
︑である ︒
もう 一つ ︑ダメなものがある ︒新幹線の 清掃だ ︒清掃クル�が ︑リ�ダ�の 統率のもの ︑誰も
乗�ていない 車両に 向か�て 全員黙礼︒ひとりひとりが 車両に 入る 時には ︑
全員の 黙礼とは 別に ︑
今度は 個々人で 黙礼をしているではないか ︒クル�は ︑孤塁を 守るように ︑定められた 仕事を 一
心不乱にこなしてゆく ︒できて 当たり 前︑誰からも 褒められないプロの 仕事だ ︒その 動きに ︑無
駄の 一つもないのが 眩しい ︒私にも 気迫が 伝わ�てくる ︒一遇の 照らす 心が ︑
ここにはあるのだ ︒
そして ︑すべて 終了したことを ︑一つ 一つ 指差し 確認するクル�たち ︒彼らは ︑ひとりひとり ︑
誰もいない 車両に 黙礼をして ︑去�てゆく ︒その 凛とした 姿を 見ると ︑もういけない ︒これ 以上
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︱

に ︑尊きものはない
︒
私は ︑思わず ︑掌を 合わせたくなる ︒日本の 新幹線の 制御システムは 世界一だといわれるけれ
ども ︑あれほどの 過密ダイヤでも 遅れが 出ないのは ︑あの 清掃クル�のお 蔭なのだ ︑と 思う ︒世
の 中は ︑こういう 人びとによ�て 支えられているのだ ︒私も ︑一介の 古典屋教員として 生活して
いる ︒が ︑
しかし ︒あれほどの 気迫を 持�て 仕事をしているか ︑
と 問われると 情けない 次第である ︒
︵以上の 三本は 二〇二〇年五月から 連載中の 文章の 一部︶

満開の 桜と 新幹線の 清掃クル� ︒これは ︑ダメだ ︒

白川静博士と『万葉集』
努力しても 報われない 人が 多い 世の 中︒私は ︑果報者だ ︒第十二回白川静記念東洋文字文化賞
を 受賞することができた ︒漢字研究に 革命をもたらした 碩学︑白川静博士 ︵一九一〇︱二〇〇六︶を
記念して 作られた 賞である ︒受賞を 自分で 言いふらすほど 下品なこともないが ︑むやみに 卑下す
る 気分にもなれない ︒考えてみれば ︑私の ﹃万葉集﹄研究も 四十年近くになるわけで ︑それなり
のプライドもあるからだ ︒
私なりに ︑白川博士の 漢字研究について 考えてみると ︑それは 漢字の 成り 立ちに 秘められた 古
代人の 思考や 生活文化を 明らかにする 点に 特色がある ︑といえる ︒つまり ︑漢字を 作�た 人︑書
いた 人のことを 考える 漢字研究なのである ︒私たちは ︑日ごろ ︑文字を 伝達の 道具としてしか 見
ていない ︒だから ︑その 道具を 生み 出した 人間について 考えることなど ︑ほとんどない ︒白川博

士は ︑漢字の 成り 立ちこそが ︑文化そのものであり ︑まさしく 東洋の 文化遺産だと 考えたのであ�
た︒
道具や 手段とのみ 思えば ︑愛情など 湧こうはずもない ︒しかし ︑愛情がなくては ︑ほんとうの
ことなどわかりはしない ︒甲骨文字や 金石文の 漢字の 一つ 一つを 手で 書き 写して ︑文字の 向こう
にある 人間の 思考を 考える ︒愛情がなくては ︑できない 仕事だ ︒奈良大学の 国文学科にも ︑印刷
室がある ︒ところが ︑利用する 学生たちは ︑散らかすばかり ︒そこで ︑輪番で ︑掃除をしてもら
うことにした ︒するとどうだろう ︒今や ︑ゴミ 一つ 落ちていない ︒なぜならば ︑学生たちが ︑掃
除する 人のことを 考えはじめたからだ ︒そして ︑掃除の 大変さを 知�た 学生たちは ︑大学全体の
掃除をして 下さる 清掃スタ�フの 方々にも ︑会釈するようにな�てい�た ︒それこそ ︑場所に 対
する 愛情が 生まれた 瞬間である ︒たぶん ︑この 間︑私のようなヘボ 教授の 講義を 一千回聞くより ︑
質の 高い 教育が 行なわれたのではないか ︒
漢字は ︑東洋の 過去と 現在を 繋ぐ 文化なのだ ︒その 文化を 愛することなしに ︑私たちは 過去の
英知を 受け 継ぐことなどできるはずもない ︒博士の 著作に 触れるにつけて ︑
私はそう 思�てきた ︒
今︑研究対象となるものを 深く 愛するべきだなどと 言おうものなら ︑こんな 陰口を 言われるだろ
う ︒研究の 客観性が 保証されないではないか ︑と ︒また ︑漢字を 愛することによ�て 見えてくる
ものがあるぞ ︑などと 言おうものなら ︑文化ナシ�ナリズムの 徒とか ︑偏狭な 民族主義者と 言わ
れるかもしれない ︒しかし ︑ことは ︑それほど 単純ではない ︒人を 愛せば ︑その 人について 知り
たくなる ︒よく 知れば ︑その 人の 良さもわかる ︒私などは ︑そう 考えている ︒
白川博士は 苦学の 人であり ︑清貧の 人であ�た ︒六十歳までは 基礎固めと ︑その 主たる 著作は
六十代以降になされている ︒昼分と 夜分の 二つのお 弁当を 持�て ︑朝から 研究室に 籠り ︑休憩時
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間には 運動不足解消と 縄跳び ︒夏はステテコ 一枚で 勉強︑という 人であ�た ︒その 博士が 学問の
道に 入�たき�かけは ︑
﹃万葉集﹄にあ�たという ︒博士は ︑万葉歌の 内に 秘められた 古代人の
思考法に 関心を 寄せ ︑中国詩の 原点となる ﹃詩経﹄との 比較研究を 最初に 志したのだそうだ ︒と
ころが ︑そのためには ︑まず 漢字について 学ぶ 必要がある ︒そこから ︑漢字研究に 入�てい�た
というのである ︒博士の 万葉研究は ﹃初期万葉論﹄︵中央公論社︑一九七九年︶
︑
﹃後期万葉論﹄︵中央公
論社︑一九九五年︶の 二点に 結実する ︒しかし ︑研究の 細分化が 進んでしま�た 今︑この 二著を 省
みる 万葉学者はいない ︒私などから 見ても ︑危いと 思われるところが 少なからずある ︒しかし ︑
今の 万葉学者に 耳の 痛いことも 言�ている ︒まるでパズルのように 言葉の 組合せだけを 見ていて
も ︑大きなものは 見えてこない ︑という 批判である ︒木を 見て 森を 見ずなのである ︵もちろん ︑応
分の 責任は 私にもある ︶
︒

︱

白川博士の 警鐘の 言葉は ︑
戦後のすべての 人文科学研究に 当てはまるのではないか ︒﹁たしかに ︑
詳しくはな�た ︒では ︑それで 上野君はどう 考えるのかい ﹂と 聞かれると ︑私などもドギマギし
てしまう ︒つまり ︑歌を 構成する 句︑句を 構成する 単語︑単語を 表す 文字についてはよく 研究さ
れている ︒しかし ︑文字の 向こうにある 人間を 誰も 見つめようとはしないのである ︒それで ︑ほ
んとうに ︑万葉がわかるのか
︒そう 言われてしまうと ︑返す 言葉もない ︒
男がいて ︑女がいた ︒男は 新羅の 国へと 旅立たねばならない ︒難波津︑瀬戸内海の 津々浦々︑
そして 筑紫︑壱岐︑対馬へと 続く 船旅︒命の 保証などない 旅だ ︒女は ︑男に 歌いかけた ︒

アナタが行く

海辺の宿で
もしも霧が立ったなら……
ワタシが都で立ち嘆いている

―

息だと思って
ワタシのことを思い出して
︵﹃万葉集﹄巻十五の 三五〇八拙訳︶

寒い 時は ︑口から 白い 息が 出る ︒それが 集ま�て 霧になるというのだ ︒私が ︑若き 日に 心引か
れた 歌だ ︒時に ︑高校二年生︒原文を 示すと ﹁君之由久 海邊乃夜杼尓 奇里多多婆 安我多知
奈氣久 伊伎等之理麻勢﹂となる ︒これを 書き 下し 文にすると ﹁君が 行く 海辺の 宿に 霧立た
ば 我が 立ち 嘆く 息と 知りませ ﹂となる ︒七世紀と 八世紀を 生きた 万葉びとたちは ︑消えてし
まうはずの 歌を 何とかして ︑書き 残そうとした ︒そこで 利用したのが ︑漢字である ︒漢字の 音だ
けを 借り ︑意味を 考慮の 外に 置いて ︑一字一音で 日本語を 書き 残そうとしたのである ︒これが ︑
いわゆる 万葉仮名である ︒外来の 文字である 漢字によ�て ︑日ごろ ︑自分たちが 使�ている 日本
語を 残す ︒漢文では ︑微妙なニ�アンスが 伝わらないからである ︒いわば 言葉の 肌ざわりのよう
なものが 伝わらないのである ︒
消えゆく 声を 残す ︒文字によ�て 残された 歌を 読めば ︑歌を 詠んだ 人の 思いを 知ることが 出来
る ︒高校二年生だ�た 私は 切ない 思いで ︑この 歌を 読んだ ︒そして ︑両親には 悪か�たが ︑家業
を 継がずに ︑文学部に 進学した ︒言葉から 思考へ ︒思考から 人間を 見つめる ︒その 言葉を 伝える

54
学ぶ・教える・考える

55

︵二〇一八年七月︶

礎となるのが ︑文字なのだ ︒
もし ︑白川博士が ︑この 文章を 読んでくれたなら ︑次のように 言うだろう ︒﹁上野さん ︑そこ
までなら 通りい�ぺんの 解釈ですよ ︒なぜ ︑古代人がね ︑息というものに 対してね ︒そういう 深
い 思いを 持�たのか ︒息をするということは 生きるということでし� ︒この 息という 漢字のね ︒
もともとのかたちはね ⁝⁝﹂と ︒受賞に 浮かれてばかりはいられない ︒勉強しなく�ち�� ︒

試験地獄・無限地獄

0

0

0

三十一歳にな�た 年から ︑私は 試験から 解放された ︒試験をされる 方から ︑する 方に 回�た ︒
つまり ︑教員となり 上が�たのだ ︒しかし ︑最近は ︑試験する 方もたいへんなのだ ︒
とある 大学では ︑たとえ 一秒でも 不公平が 生じないように ︑必ず 秒単位で 試験時間を 計るよう
にとの 示達が 出ているほどである ︒つまり ︑受講生が 百名を 超えるような 場合︑複数の 教室で 試
験が 行われるのだが ︑教室間で 実施方法や 時間に 差が 出ないように ︑最大限の 注意を 払うことが
求められているのだ ︒とはいうものの ︑数秒の 誤差は 生じてしまう ︒そこで ︑一計が 案じられた ︒
試験監督者とタイムキ�パ�を 分け ︑必ず ︑教壇に 並び 立�て ︑タイムキ�パ�が 合図をすると ︑
監督者が ﹁解答はじめ ﹂と 号令を 出すという 方法を 取るようにとの 指示が 出たのである ︒うまい
ことを 考えたものだ ︒
ところがである ︒ある 時︑タイムキ�パ�の 時計が 狂�ていたことがあ�て ︑大問題とな�た ︒

︱

そこで ︑
その 大学では ︑号令者とタイムキ�パ�が 適切に 時間を 守�ているかをチ��クする ﹁試
験運用管理者﹂なる 役を 設けることとな�た ︒マニ�アルには ︑こうあるそうだ ︒
﹁試験開始五
分前に ︑号令者とタイムキ�パ�は 教壇に 並び 立ち ︑二人の 後ろに 運用管理者が 控え ︑適切に 試
験が 行われているかチ��クするように ﹂
と ︒なるほど ︑
これなら ︑絶対にうまくゆくはずである ︒
ところがである ︒それでも ︑うまくゆかなか�た ︒運用管理者が ︑インフルエンザにかか�た
ことがあ�たからだ ︒まさか ︑インフルエンザを 患�た 人を 試験監督にはできない ︒その 翌年か
らは ︑号令者とタイムキ�パ� ︑運用管理者は ︑試験当日の 朝に ︑体調のチ��クリストを 試験
実施本部に 提出することとあいな�た ︒現在︑病気ではないか ？ 前日の 十八時以降に 飲酒をし
たか ？ また ︑服用している 薬の 名前がわかれば 記入する 欄もあるとか ︒そして ︑チ��ク 欄の
最後には ︑こうあるそうだ ︒試験の 前日八時間以上の 睡眠が 確保できましたか ？ いやはや ︑試
験をする 方もたいへんなのだ ︒集められた 体調チ��クリストは ︑試験開始の 二時間前に 点検さ
れ ︑不適切と 判断された 教員は ︑交代となる ︒すると ︑交代要員の 控室が 必要となると ︒さて ︑
この 控室なのだが ︑インフルエンザ 等の 感染を 防ぐため ︑試験実施本部と 五十メ�トル 以上離れ
た 場所に 設置するようにとマニ�アルに 書いてあるという ︒しかも ︑試験実施本部の 人間とは ︑
原則として 直接会わずに 学内電話を 使用することが 義務付けられているのだ ︒つまり ︑われわれ
教員の 考え 方が 土台︑間違�ていたのだ ︒試験を 受ける 権利というものは ︑学生の 側の 権利だか
ら ︑試験実施本部は ︑その 権利を 充分に 保証するために ︑最善の 努力をすることが 課せられてい
るのである ︒このことを 忘れてはならない
︒
ところがである ︒一年前︑そのとある 大学の 友人が 試験実施細則を 守らなか�たという 落ち 度
で ︑試験実施本部長名で 厳重注意の 通告を 受けた ︒私は ︑さ�そく 友人のために 一席設けること
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︱

0

0

0

0

にした ︒やつは ︑いい 男︒慰めてやらねば ⁝⁝︒ことの 次第は ︑こうだ�た ︒この 男は ︑学生の
間で 親切居士といわれる 御仁︒篤学の 士でもある ︒かの 親切居士めは ︑試験終了直後に ︑ひとり
の 学生が ︑氏名の 記入を 忘れていることに 気付いたのであ�た ︒それでは ︑せ�かく 試験を 受け
ても 徒労に 帰すではないか ︒そこで ︑本人に 対して ︑名前を 書くように 注意をしたのだという ︒
ところが ︑翌日︑ネ�ト 上でその 行為が 大問題とな�た ︒試験は 複数の 教室で 同時に 行われてい
る ︒特定の 教室だけで ︑教員が 氏名の 未記入に 気付いた 学生だけに 注意を 与えた 場合︑特定の 学
生だけに 利益が 誘導されたというのだ ︒うむ� ︒では ︑氏名を 未記入の 学生を 発見した 場合︑ど
うすればよいのか
︒聞けば ︑その 時は ︑教室の 学生全員に 対して ︑記入漏れがないか ︑連呼
し ︑未記入者を 無くすようにせよ ︑とのマニ�アルがあるそうだ ︒そうか� ︑個別に 注意しては
いけないのだ ︒そこで ︑私は ︑自分の 勤務する 大学にも 同じマニ�アルがないか ︑急いで 調べて
みた ︒幸い ︑そんなマニ�アルはない ︒よか�た� ︒とはいえ ︑そのマニ�アルは ︑道理に 適�
ている ︒守るのが 当然であろう ︒半年前のテストで ︑私は ︑氏名を 記入するのを 忘れている 学生
を 発見した ︒私は ︑教壇に 立ち ︑﹁まだ ︑氏名記入をしていない 人がいます ﹂と 二度︑注意喚起
をした ︒学生たちは ︑自分の 答案を 確認︑ホ�とした 表情︒よか�た ︒
ところがである ︒未記入の 学生は ︑私の 注意喚起などに 耳を 傾けてはくれない ︒私は 意を 決して ︑
﹁もう 一度言います ︒まだ ⁝⁝﹂と 三度目の 連呼︒しかし ︑それでもまだ ⁝⁝︒なに�� ︒よし ︑
四度目の 正直だ ︒
﹁まだ ⁝⁝います ﹂
︒どうだ ︒ところが ︑ま�たく 気付く 気配すらないではない
か ︒学生たちは ︑くすくすと 笑いはじめる 始末︒もうこうな�たらし�うがない ︒私は ︑本人の
横までゆき ︑
﹁まだ�� ﹂と 大声を 出した ︒しかし ︑一喝しても ︑まだ ︒困�た ︒今度は ︑本人
の 目を 見ながら ︑﹁まだ�� ﹂と 大喝︒ようやく 気付いてくれたのであ�た ︒学生君いわく ︑書

いたと 思い 込んでました ︑と ︒
︵二〇一四年六月︶

以上は ︑すべてフ�クシ�ンです ︒大学の 試験制度を 揶揄する 気持ちなど ︑鴻毛もありません ︒

古典学習今昔物語

江戸時代までの 古典学習は ︑古典を 学ぶ 必要のある 人︑ないしは 古典を 学びたいと 思う 人が 行

歴について 考えてみたい ︒

とある 酒席で ︑歌人の 永田和宏さんから ︑
上野先生︑歌を 作らない 人が ︑ほんとうに 歌を 理解できるとお 思いですか ？
と 質問されたことがある ︒私は﹁あのう ⁝⁝﹂﹁その� ⁝⁝﹂
と 言うばかりで ︑質問に 答えられなか�
た ︒同様の 質問を 俳人の 坪内稔典さんからも 受けた ︒
国文学者�て ︑創作するのはタブ�なんですか ︑創作すると 研究がダメになるんですか ？
私は ︑
﹁いや� ︑そんなことは ⁝⁝﹂を 繰り 返すばかりで ︑ 返す 言 葉もなか�た ︒なんと ︑
書 評 劇 場 ﹄︵ 笠 間 書 院︑
なさけないことだ ︒ 私には ︑まがりなりにも ﹃ 古 典 不 要 論への 反 撃
二〇一五年︶という 著書があり ︑
︿研究﹀
︿創作﹀
︿評論﹀を 一手に 担�た 折口信夫の 本も 書いた 男
なのだ ︵﹃折口信夫的思考︱越境する 民俗学者︱﹄青土社︑二〇一八年︶
︒一言ぐらい ︑反論なり ︑意見開陳
なりすればよいのに ︑どうすることもできないのだ ︒それらの 本を 書いた 時の 大言壮語はどこへ
い�た ︑と 我ながら 情けない ︒そこで ︑お 二人の 質問には 答えられないものの ︑今の 古典学の 来
!?
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なうものであ�た ︒簡単にいえば ︑古典学習は ︑知識人のものだ�たのである ︒
では ︑どのように 学習されていたのだろうか ︒基本的には ︑先生に 付くか ︑塾に 入り ︑そこで
まず ﹁句読師﹂と 呼ばれる 指導者から ︑句切りを 学んで 素読し ︑その 後に ︑師から 講義してもら
うのが 一般であ�た ︒そして ︑師の 講義の 後に ︑師に 対して 疑問点を 問う ﹁問答﹂や ︑自分の 意
見を 師や 塾生に 対して 開陳して ︑互いに 批判し 合う ﹁会読﹂が 行なわれるのが 普通であ�た ︒だ
から ︑形骸化していても ︑一応︑論語学而篇第一の ﹁学びて ︑時にこれを 思ふ ﹂というかたちにな�
ていた ︒その 学習到達目標は 何であ�たかというと ︑師や 塾の 力なしで 自分で 古典を 読解できる
力を 養うことと ︑古典に 擬した 漢文︑和文︑和歌を 自分で 作れるようになることであ�た ︒だか
ら ︑今日でいう ︿創作﹀も ︿評論﹀も 学んでいたのである ︒
そくし�う
こうい�た 塾では ︑もちろん ︑﹁束脩﹂といわれるお 礼が 発生するので ︑江戸時代には ︑プロ
の 古典教師が 生まれ ︑塾が 永続できるようないわばビジネスモデルが 確立されてゆくことになる ︒
これは ︑一つの 古典の 家元制度でもあ�たから ︑塾の 代表者は ︑実子か 養子が 継承することが 多
とよかい
か�たのである ︒この 古典の 家元制度は ︑明治時代まで 続く ︒本居派の 後継者である 本居豊穎
のぶたね
︵一八三四︱一九一三︶
︑平田派の 後継者の 平田延胤 ︵一八二八︱一八七二︶などが ︑その 最後の 家元たち
ということができるだろう ︒こうい�たシステムに 養成された 明治期の 文学者をひとり 挙げると
すれば ︑樋口一葉 ︵一八七二︱一八九六︶であろう ︒一葉に 文を 書く 力を 与えたのは ︑近代学校では
なく 塾なのである ︒
明治時代は ︑文明開化の 時代であ�たから ︑近代の 学校のなかに ︑日本語︑中国語の 古典を 学
ぶところなど 存在し 得るはずもなか�た ︒﹁古典﹂といえば ︑﹁西洋の 古典﹂だ�たのである ︒そ
の 反動が 起きるのは ︑ようやく 明治十五年 ︵一八八二︶以降である ︒東京大学古典講習科や ︑皇典

講究所の 設置によ�て ︑近代学校における 古典学習がはじま�てゆくことになるのである ︒この
近代学校における 古典教育のパイオニアこそ ︑芳賀矢一 ︵一八六七︱一九二七︶という 人物であ�た ︒
したが�て ︑近代国文学の 成立とその 教育システムには ︑芳賀の 思想が 色濃く 反映されている ︒
芳賀は ︑ドイツの 古典研究を 範としたから ︑近代国文学の 遠祖は ︑ヴ�ルヘルム ・フ�ン ・フン
ボルト ︵一七六七︱一八三五︶や ︑アウグスト・ベ�ク ︵一七八五︱一八六七︶とい�ても 過言ではない ︒
芳賀たちがめざしたのは ︑よき 日本国民を 作るための 国文学の 構築であ�た ︒簡単にいうとそれ
は ︑近代国家が 美徳と 定めた 伝統を 古典から 学ぶことであり ︑フンボルトやベ�クがよきドイツ
国民を 作るために 古典教育をしたのと 相似形であることは 間違いない ︒しかし ︑初期の 国文学に
は ︑塾時代の 雰囲気も 残�ており ︑高野辰之 ︵一八七六︱一九四七︶にみられるように ︑彼らは 創作
者でもあ�た ︒
では ︑古典学習に ︑決定的な 影響を 与えることとな�たのは ︑何だろうか ︒それは ︑
﹁受験古典﹂
の 誕生である ︒大学や 師範学校に ﹁国語﹂﹁国文﹂の 講座が 出来て ︑中等学校で 国語の 授業がは
じまり ︑﹁国語﹂と ﹁漢文﹂の 試験がはじまると ︑古典学習はその 中心が ︑
① 初見の 文章を 早く 正確に 読む
② ①の 目的を 達成するために ︑語彙と 文法学習を 行なう
ことに 力点が 置かれることになる ︒今日の 古典教育者のなかには ︑この ﹁受験古典﹂を 蛇蠍のご
とくに 言う 人もいるが ︑古典教師の 多くが ︑
この﹁受験古典﹂によ�て 生活していることを 思えば ︑
これを 無碍に 否定することは ︑天に 向か�て 唾を 吐くことにな�てしまう ︑と 思う ︒まがりなり
にも ︑私も 含めた 古典教師の 生活を 支えているのは ﹁受験古典﹂なのである ︒私は ︑﹁受験古典﹂
の 成立を 明治末から 大正期と 考えている ︒重要なことは ︑この ﹁受験古典﹂には ︑
︿創作﹀や ︿評
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論﹀がないということだ ︒
一方︑大学や 師範学校の 教師となるためには ︑論文や 著書が 必要とな�てくる ︒すると 実証を
旨とする 論文を 競争者より 先に 書くことが 求められるようになるのはいうまでもない ︒つまり ︑
学界は ︑実証主義の 権化であるから ︑とにかく 細分化された 議論のなかで ︑
﹁小さな 発見﹂ばか
りを 追い 求める 論文が ︑就職のために 大量生産されることにな�てゆくのである ︒すべてが ﹁さ
まつ ﹂なのだ ︵もちろん ︑自己批判の 気持ちをここには 込めている ︶
︒かくして ︑︿ 研 究 ﹀
︿創作﹀
︿評論﹀
は 分断され ︑互いの 交流すらもなくな�ている ︒第一︑書く 雑誌媒体すらも 違うので ︑︿研究者﹀
︿創作者﹀
︿評論家﹀は ︑別々の 言語空間に 住む 住人といえるだろう ︒
ここからは ︑夢想を 述べる ︒私の 未来教室だ ︒最初の 二大家の 質問に 対する 答えにもならない
が ︑述べてみたい ︒
おい ︑皆︑今朝思いついたんだが ︑これから 一年間は ︑教科書を 使�た 授業はやめる
ことにした ︒幸い ︑今日は 天気がいいから ︑皆弁当を 持�て ︑外に 出ろ ︒校庭の 梅の 木の
もとで 花見だ ︒酒も 用意してやる ︒学級委員長︒三万円渡すから ︑酒買�て 来い� ︒天
を 日傘に ︑大地を 敷物にして ︑一杯やろうじ�ないか ︒
一応︑国語の 授業だからな� ⁝⁝︒よ�し�あ ︑皆︑へ�ぽこでもよいから 歌を 作れ
よ ︒クラスの 三十二名全員だぞ ︒この 一カ 月は ︑その 歌の 批評をしあ�て ︑それから 皆
で 三十二首の 歌に 序文を 付けるんだ ︒それも ︑漢文でな ︒その 手本にはな� ︑かの 昔の
おう ぎ し
書の 大家︑王羲之大先生の ﹁蘭亭の 序﹂というものがあるから ︑図書館で 見ておけ ︒
校庭には ︑今︑生まれた 蝶がおるかもしれんし ︑空には 北に 帰�てゆく 雁が 飛んでい
るかもしれん ︒そういうのをどう 表現するかだな ︒ただな� ︑序文を 書き 終わるまで ︑
﹃万

葉集﹄の 巻五は 読むなよ ︒授業のネタバレしてもおもしろくなくなるからな� ︒序文が 書
き 終わ�たら ︑そのあと ︑俺がゆるゆると 講義してやるさ� ︒大学の 講義要項シラバスの
ことなんて ︑ほ�とけ ︒あんなもんは ︑屁のつ�ぱりにもならん ！ 上野のシラバスの
ペ�ジには ︑
あ�かんべ�とでも 上から 書いておけ ︒そんなもん 知らん ︒あとは 野となれ ︑
山となれだ� ⁝⁝︒
と ︑ここまで 書いたところで 夢から 覚めた ︒果たして ︑夢の 続きは ︑どうなるか� ⁝⁝︒永田先
生︑坪内先生︑この 答えではダメですよね� ⁝⁝︒
近代の 古典学習と ︑前近代の 古典学習が 決定的に 違う 点は ︑古典を 学びたい 人がしていた 学習
が ︑受験のための 学習にな�たことであろう ︒そして ︑そのなかで ︑︿研究﹀︿創作﹀︿評論﹀が
分断されてい�たのである ︒こう 考えると ︑古典の 学習というものは ︑塾で 行なわれるべきもの
かもしれない ︑と 思う ︒が ︑しかし ︒近代学校で 育�た 国語教師たちのなかにも ︑その ﹁受験古
典﹂を 糸口にして ︑
古典世界に 学生を 導き 入れようと 偉大なる 語り 手にな�た 人びともいた ︒
﹁声
に 出して 歌わなき�あ ︑﹃万葉集﹄なんてわからない ︒歌われた 現地にゆかなければ ︑歌なんか
わからない ︒さ� ︑歌いまし�う ︒歩きまし�う ﹂と 説いた 犬養孝 ︵一九〇七︱一九九八︶
︒まるで ︑
平安時代の 女房が 語り 出したかと 思うような 口調で ︑ふんわりと ﹃源氏物語﹄を 語る 村山リウ
︵一九〇三︱一九九四︶
︒二人とも ︑学界では ︑蛇蠍のごとくに 言われたが ︑私は 二人を 尊敬している ︒
いや ︑手本としている ︒少なくとも ︑教え 子たちの 一部は ︑古典の 良質な 読者にな�てい�たの
だから ︒
古典は ︑その 師の 語りのなかに 再生するものなのである ︒今︑古典教師に 求められるのは ︑そ
の 語りの 力を 磨くことしかないのではないか ︒熱く 楽しく 語る 以外に ︑古典学習再興の 道はない ︒
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︱

今︑私はそう 思�ているのだが

万葉びとの生き方

︒

この 世でね 楽しく 生きたらね ⁝⁝
あの 世では 虫にな�ても 鳥にな�ても 俺はかまわんさ
踊らに�そんそん

︱

生きとし 生ける 者は
ついには 死を 迎える
ならばならば この 世にいる 間は ⁝⁝
楽しく 生きなき�� ソン ！

︵二〇一九年八月︶

すべての 束縛から 逃れて 自由に 生きたい ︑と 思うことがある ︒しかし ︑そうもゆかない ︒明日
からの 生活は ︑い�たいどうするのだ ︒人が 守るべき 礼教によ�て 生きる 生き 方を 礼教主義とい
う ︒これに 対して ︑礼教に 抗�て 生きる 生き 方を 反礼教主義という ︒
この 反礼教主義が ︑も�とも 顕著に 認められるのは ︑中国六朝期 ︵二二二︱五八九︶の 知識人た
ちの 言動においてである ︒
その 代表格が ︑後に 竹林の 七賢人といわれる 世捨て 人たちである ︒
また ︑

とうえんめい

七賢人の 生き 方に 深く 共鳴し ︑自然体の 生き 方を 希求した 詩人・陶淵明も ︑今日的な 言い 方をす
れば ︑反礼教主義の 旗手だ�たといえよう ︒彼らは ︑超俗的な 生き 方をめざし ︑世を 捨て ︑隠世
して ︑酒と 書を 愛して 生きる 生き 方を 選んだのである ︒
り�うれい
﹁酒
﹃世説新語﹄という 書物には ︑竹林の 七賢人のひとり ︑劉伶の 伝が 収載されている ︒彼は ︑
徳頌﹂という 文章で ︑礼教を 声高に 説くエセ 紳士を 痛罵し ︑酒の 徳をひたすら 説いている ︒礼教
を 説くエセ 紳士を 完膚なきまでに 叩く 文章は 痛快ですらある ︒その 劉伶の 逸話を 一つ 示しておこ
う︒
劉伶は ︑いつも 粗末な 荷物運搬用の 一輪車に 乗り ︑一壺の 酒を 携えて ︑後ろには ︑鋤を 荷�た
付き 人を 随行させていた ︒そして ︑
付き 人にこう 言�たのだ�た ︒
﹁俺が 死んだなら ︑
すぐ 穴を 掘�
て 埋めろ ﹂
と ︒彼は ︑肉体を 土や 木のごとくに 思い ︑気ままな 暮らしで 一生を 過ごしたのであ�た ︒
劉伶は ︑自らの 肉体を 土や 木のように 考え ︑自分が 死んだなら ︑葬儀など 無駄なことをせずに ︑
すぐに 穴を 掘�て 埋めろ ︑と 常に 指示していたのである ︒これは ︑一つの 反礼教主義の 帰結であ
るということもできる ︒一種の 葬儀不要論でもある ︒しかし ︑果たして ︑劉伶の 命令は ︑実行さ
れたのだろうか ︒それは ︑わからない ︒なぜなら ︑生前に 死んだらすぐに 埋めろと 命令できても ︑
自分が 死んでしまえば ︑自分の 葬儀を 取り 仕切ることなどできないからである ︒
この 劉伶の 生き 方にあこがれた 人物が 日本にもいた ︒かの 万葉歌人・大伴旅人である ︒彼は﹁讃
酒歌十三首﹂という 劉伶へのオマ�ジ�ともいうべき 作品を 残している ︒十三首のうちの 二首を
ここに 示しておこう ︒
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楽しくあらば
遂にも死ぬる

この世にし
生ける者

来む世には
ものにあれば

虫に鳥にも
楽しくをあらな

我はなりなむ

この世にある間は
︵﹃万葉集﹄巻三の 三四八︑三四九︶

である ︒その 釈義は ︑冒頭に 示しておいた ︒来世︑そんなもんは 知らんさ ︑この 世で 楽しく 生き
られたら ︑来世で 虫に 生まれ 変わ�ても ︑鳥に 生まれ 変わ�た�て 知るもんか ︒とにかく ︑この

︒
︵二〇一八年十一月︶

世に 生きている 間が 大切なんだから ︑楽しく 生きなき�ソンだろうという ︑現世肯定の 反礼教主
義である ︒

︱

私は ︑この 生き 方に 憧れるけれど ︑残念ながら 実践する 勇気がない

我迷うゆえに、我あり―
歌とは ︑文字で 作られたスナ�プ 写真である ︑と 思う ︒
数年前︑
私はドイツに 旅をした ︒マインツに ︑
ハイデルベルク ⁝⁝私は 百四十枚もの 写真を 撮�
た ︒しかし ︑ああ� ︑なんと ︑帰りの 空港へ 向かうタクシ�の 中にカメラを 忘れてきてしま�た
のだ ︒もう ︑後の 祭りだ ︒意気消沈︒ある 友人はこういう ︒﹁思い 出が 残るから ︑それでよいで
はありませんか ﹂と ︒私は 答える ︑﹁写真があれば ︑も�と 思い 出は 鮮明に 蘇る ﹂︒ある 人はこう

言う ︒
﹁また ︑行けばいいじ�ないですか ﹂と ︒
﹁いや ︑一期一会ですから ﹂と 私は 答える ︒なん
となぐさめられても ︑喪失感は ︑どうすることもできない ︒まるで ︑自分の 記憶の 一部が 失われ
たかのような 気持ちとな�た ︒
たぶん ︑よしんばカメラを 持ち 帰�たとしても ︑ほとんど 写真を 見返すことなどないだろう ︒
でも ︑あの 写真をもう 一度見られないと 思うと ︑無性にいとおしいのである ︒は�きりい�て ︑
どうせ 下手な 素人写真だ ︒よいから ︑すばらしいから ︑失�たのが 惜しいのではない ︒存在その
ものに 意味があるのだと 思う ︒それが ︑かけがえのなさというものだ ︒つまり ︑写真は ︑私があ
る 思いを 持�てドイツの 街を 巡�た 証なのだと 思う ︒それは ︑人が 生きるということそのもので
はないのか ︒万葉びとは ︑文字で 自らの 思いを 後世に 伝えようとした ︒
やまのうえのおくら
ここに ︑ひとりの 男がいる ︒その 名を 山上憶良 ︵六六〇︱七三三ころ ︶という ︒大宝元年 ︵七〇一︶
第七次遣唐使に 任命された 男︑時に 四十二歳︒いわば ︑遅咲きの 出世だ ︒和銅七年 ︵七一四︶正月
五十五歳で 正六位下から 従五位下となり ︑ようやく 貴族の 一員とな�た 憶良︒霊亀五年 ︵七一六︶
四月五十七歳で 伯耆国守となるも ︑
この 頃よりリ�ウマチと 考えられる 病に 苦しんでいる ︒人生︑
ままならぬものだ ︒神亀三年 ︵七二六︶頃︑筑前国守として 筑紫に 赴任︑神亀五年春頃に 大宰帥大
伴旅人を 迎えている ︒時に 六十七歳︒筑紫に 文芸の 花を 咲かせたのも ︑この 男であ�た ︒その 憶
良が 筑前国守の 任を 離れて 帰郷したのは ︑天平三年 ︵七三一︶頃のこと ︒その 後︑天平五年 ︵七三三︶
ころ 死亡したと 考えられている ︒以上が ︑憶良の 人生のあらましだ ︒
その 憶良の 作として ︑も�とも 有名なのが ︑この 歌である ︒
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しろがね

くがね

銀 も
金も玉も
まさ

なにせむに
優れる宝
し

子に及かめやも
︵﹃万葉集﹄巻五の 八〇三︶

︱

仮に 訳文をつけると ︑
銀も
金も 玉も
それがい�たい 何になるというのか
子に 勝る 宝など
あろうはずも 無し ！
となろうか ︒

子を思う親の愛

ら ご ら

で︑
も�とも 有名な 歌の 一つで ︑親の 子を 思う 愛を 語る 時に ︑常に 引用される 歌である ︒
﹃万葉集﹄
しかし ︑忘れてはならないのは ︑これが 長歌に 付いている 反歌であり ︑その 長歌には 序文が 付い
ているということだ ︒したが�て ︑当該の 短歌体一首を 味わう 前に ︑序文と 長歌を 見ておく 必要

がある ︒まずは ︑序文から ︒
こ ら

こん く

子等を 思ふ 歌一首︹并せて 序︺
しゃ か にょ らい

釈迦如来、金口に正しく説きたまはく、
「衆生を等しく思ふこと、羅 羅のごとし」と。
いはむ

よのなか

あをひとくさ

また説きたまはく、
「愛する子に過ぎたりといふことなし」と。至極の大聖すらに、な
ほし子を愛したまふ心あり。況や、世間の蒼生、誰か子を愛せざらめや。
憶良は ︑釈迦が ﹁金口﹂すなわち ︑お 釈迦様に 具わ�たとされてる 金色の 口から 出た 言葉を 引
用している ︒それは ︑衆生すなわち 民衆を 平等に 思うことは ︑羅睺羅のようだというのである ︒
羅睺羅は ︑お 釈迦様が 在俗時にもうけた 子供の 名である ︒つまり ︑自分が 民衆を 思う 心は ︑自ら
の 子である 羅睺羅を 思う 心となんら 変わりがないということである ︒それほどの 思いで ︑民を 愛
しているというのである ︒さらに ︑お 釈迦様がいうことには ︑﹁愛するということでいえば ︑子
供に 及ぶものはない ﹂と ︒仏教でいう ﹁愛﹂は ︑執着や 耽溺の 対象となるものであり ︑迷いの 根
源となるものである ︒お 釈迦様のごとき ﹁大聖﹂すら ︑子に 心を 奪われ ︑執着し ︑迷いの 心が 生
まれるのに ︑まして ︑世の 中の ﹁蒼生﹂すなわち 一般の 人間においては ︑子供に 執着しない 人な
どいないとい�ているのである ︒つまり ︑子供への 執着から 逃れられる 人など ︑この 世にはいな
いのだと 序では 説かれているのである ︒結句の ﹁誰か 子を 愛せざらめや ﹂は ︑﹁誰か 子を 愛さな
い 人はいないだろうか ﹂の 意だが ︑ここでいう 愛は 人を 迷いの 道に 追いやる 根源だから ︑罪悪そ
のものなのである ︒子を 愛し ︑家族を 愛する 心情は ︑一つの 欲であり ︑自己と 他者の 救済を 標榜
する 仏法とは 相容れないのである ︒ために ︑仏教者としての 信念を 貫くには ﹁出家﹂をしなくて
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やす い

栗食めば

まして偲はゆ

もとなかかりて 安眠しなさぬ

子ども思ほゆ

はならないのである ︒そして ︑続く 長歌には ︑
うり は

瓜食めば
まなかひに

きた

いづくより 来りしものそ
︵巻五の 八〇二︶

とある ︒﹁瓜を 食べると 子のことが 思い 出される ︒栗を 食べれば ︑
まして 偲ばれる ︒どこからや�
て 来たものなのか ︑眼の 前にむやみやたらにちらついて ︑私の 安眠をさまたげるものは ﹂という
意味である ︒瓜と 栗は ︑子供が 好むものであり ︑それを 口にすれば ︑自然と 子供のことが 思われ
るというのであろう ︒
信仰中心主義か、人間中心主義か

このように 見てゆくと ︑憶良が 学んだ 仏教の 教えは ︑愛を 迷いの 根源とし ︑その 最大のものこ
そ 子供への 愛情だと 説くものであ�た ︒ところが ︑憶良は ︑そういう 迷いというものを 人が 脱し
きるのは 不可能だ ︒第一︑お 釈迦様でさえ ︑子供への 愛は 断ち 切れないのだからと 説く ︒つまり ︑
人の 人たるところは 迷うというところにあり ︑その 迷いから 人が 解放され 得るものではないとい
うのが 憶良の 立場である ︒信仰を 中心に 考えれば ︑子は 迷いの 対象であり ︑家も 妻子も 捨て 去る
べき 対象だが ︑人の 人たるもの ︑そうはいかない ︒子への 愛を 断ち 切ることなど 人間のできるこ
とではないというのである ︒これは ︑一つの 人間中心主義といえよう ︒信仰中心主義では ︑教義
に 殉じることが 第一であり ︑仏教においては 迷いの 根源を 絶つことが 求められる ︒人間中心主義

︵二〇一二年七月︶

では ︑人の 幸福の 方が 教義に 優先する ︒とすれば ︑人はず�と 迷いの 中にあるということになろ
う ︒それでもよいのだというのが ︑憶良の 思想なのである ︒
憶良という 男ほど ︑仏教に 造詣の 深い 人物はいない ︒と 同時に ︑彼は 常に 人を 愛するというこ
とを 考えていた ︒つまり ︑憶良の 人生観は ︑人生は 迷いの 中にあり ︑それでよいのだという 考え
方である ︒迷うのはあたりまえだ ︒お 釈迦様でも 迷うのだから ︑という 論法である ︒私は ︑そこ
に 憶良の 思想の 真骨頂を 見るし ︑﹁子等を 思ふ 歌﹂を 書いた 憶良の 思想を 看取する ︒
我迷うゆえに ︑我あり
それが ︑憶良の 主張なのである ︒

学生の学力低下などない
若者の 学力低下を 訴える 教員が 多くな�た ︒私は ︑そういう ﹁てあい ﹂に 出会うと ︑こう 言う
ことにしている ︒
若者の 学力低下︑そんなの 何の 問題でもありませんよ ︒教員の 学力低下の 方の 問題に 比
べれば ⁝⁝︒
私は ︑
言いたい ︒
教員が 学生の 学力低下を 嘆いてどうする ︒
その 教育をしているのは ︑誰なのか ？
それに ︑若者の 学力は ︑ず�と 上昇しつづけていると 私は 考えている ︒年寄りの 学力が ︑低下
しているのだ ︒海外で 仕事をするために ︑
どうしてもスマホに 切り 換えなくてはならなくな�た ︒
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︱

︵二〇一六年九月から 連載中の 文章の 一部︶

そこで ︑シ��プに 行くと ︑私には ︑ま�たく 話がわからない ︒すると ︑店員さんは ︑申し 訳あ
りませんが ︑若い 人とい�し�にご 来店していただけませんか ⁝⁝とのこと ︒そこで ︑学生二人
を 連れてシ��プに 行くと ︑あれよあれよという 間に ︑自分にあ�た 機種を 選ばれ ︑機能設定も ︒
それに ︑学生の 説明も ︑じつにうまい ︒
そんなことは ︑スマホの 使い 方であ�て ︑学力とは 関係ないという 人もいるだろう ︒でも ︑考
えてもみるがよい ︒この 現代社会を ︑よりよく 生きるためには ︑スマホを 上手く 使うことが 必要
ではないのか ︒それも 学力ではないのか ？
とあるボランテ�ア 活動で ︑お 汁粉を 三百食作ることにな�た ︒彼らはどうしたか ︒お 汁粉の
作り 方を ︑まず 調べ ︑次に 一番安い 食材を 過不足なく 買い ︑ガスコンロや 調理器具も ︑すべてを
揃え ︑
四日後に 三百食のお 汁粉を 作�た ︒残飯ゼロ ︒餅入りで ︑
一食三十二円也︵光熱費は 入らないが ︑
十名のボランテ�アの 交通費は 上乗せしている ︶
︒ボランテ�ア 確保︑
調理法の 学習︑食材の 入手︑
レンタル ︑
すべてネ�ト 上で 行な�たのだ ︒この 国の 若者は ︑優秀だ
︒

お粗末な抱負
﹁抱負﹂というほど 高邁なことではないが ︑年頭にあたり ︑気にしていることはある ︒年の 初
めに 何とも 冴えない 話だが ︑ご 寛恕を 乞う ︒
今年︑五十歳になる ︒研究歴や 教育歴が 長くなると ︑どうしても 原稿依頼や 講演依頼が 増えて

くる ︒それに ︑大学や 学会に 運営にも ︑それなりの 責任を 果してゆかなくてはならない ︒ただ ︑
青年期には ︑そういう 活動ができることを 目指して ︑一応の 学者修行を 渋谷の 地で 積んだのだか
ら ︑喜ばしいことではある ︒恥ずかしながら ︑わがモ�ト�は ︑全力投球だから ︑それなりに 努
力は 惜しんではいないつもりなのだが ︑多くの 依頼に 応えることで ︑一つ 一つの 仕事のクオリ
テ��が 落ちてはいないか ︑気になりはじめた ︒なんとか ︑それを 保�ているのは ︑奈良大学の
わが 研究室のスタ�フの 力だと 思う ︒おかげで ︑昨年は ︑第七回角川財団学芸賞を 受賞すること
ができたし ︑オペラ ﹁遣唐使﹂の 原作と 脚本を 書き 上げることができた ︒また ︑國學院大學夏季
古典講座にも 出講できたし ︑なんと 國學院栃木学園の 中高生二〇〇〇名の 前で 話をすることもで
きた ︒今年は ︑オペラの 再演も 予定されているし ︑小説のオフ��も 来ているから ︑いい 仕事を
したいと 思�ている ︒
ただ ︑華やかな 仕事ばかりに 心を 奪われてしまうと 本業の 研究が 疎かになる ︒ここは ︑気持ち
の 切り 替えが 難しいところだ ︒研究を 怠けると ︑こわ�い 院友の 諸先輩からのお 説教が 待�てい
る ︒近年︑歌木簡と 呼ばれる 仮名書きで 歌を 記した 木簡があいついで 出土し ︑考古学・文献史学・
国語国文学の 精鋭たちが ︑研究にしのぎを 削�ている ︒それは ︑このタイプの 木簡が ︑
﹃万葉集﹄
に 定着する 以前の ︑古代社会におけるいわば 歌の 生態のごときものを 考える 手掛かりとなるから
である ︒わたしも ︑この 一年で 数本の 論文をものしたのだが ︑その 解釈をめぐ�て 大阪市立大学
の 栄原永遠男教授 ︵日本木簡学会代表︶と 激しい 論争にな�ている ︒昨夏︑國學院大學で 開催された
上代文学会・古事記学会の 合同大会では ︑手厳しい 批判を 受けた ︵母校なのでばつが 悪いこと 限りなし ︶
︒
その 上︑栄原教授の 新稿では ︑なんと 七頁にわた�て 批判を 受けた ︒何としても ︑一矢を 報いね
ばならぬのだが ⁝⁝︒
︵二〇一〇年一月︶
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大宰府政庁復原の初夢

こんな 初夢を 見た ︒
時は 令和十年二月八日のことである ︒福岡県︑太宰府市の 大宰府政庁跡が 復原された ︒四王寺
いらか
山の 緑を 背景に ︑朱色の 柱に 天平の 甍が 並び 立ち ︑大宰帥・大伴旅人に 扮した 福岡県知事と ︑山
上憶良に 扮した 太宰府市長がテ�プカ�トをすると ︑古式豊かに 雅楽が 奏される ︒唐の 音楽も 奏
こう く り
りんゆう
されれば ︑高句麗の 音楽も 奏される ︒いやいや ︑
ベトナムの 楽も 奏された ︒林邑楽だ ︒中国︑韓国︑
ベトナムの 大使たちが ︑異口同音に 蘇�た 天平の 甍︑大宰府政庁に 歓声を 上げているではないか ︒
聞けば ︑毎日ここでは 天平の 宴が 催されるという ︒日本の 観光客ばかりでなく ︑東アジアから
や�て 来た 観光客も 楽しめるように ︑各国の 古代の 雅楽が ︑ここでは 毎日見られるのである ︒も
ちろん ︑
レストランもある ︒古代食を 復元したさまざまなメニ��を 見るだけでも 楽しい ︒一日︑
三万人の 観光客が 押し 寄せ ︑大伴旅人もその 疲れを 癒した 二日市温泉には ︑新しいホテルが 五軒
もオ�プンしたという ︒
博多での 一泊は ︑食と 都市観光の 一泊だ ︒そして ︑太宰府と 二日市での 一泊は ︑古代を 学ぶ 旅
である ︒そのあとは ︑阿蘇に 行くもよし ︑別府に 行くもよし ︑長崎に 行くもよし ︑九州の 各観光
地に 人びとは 足を 運ぶ ︒太宰府は ︑古代の 国際都市であり ︑その 古代の 国際性に 立脚した 新しい
観光都市として ︑いま ︑生まれ 変わ�たのである ︒と ︑いうところで ︑夢から 覚めた ︒
果てしない 夢と 言うかもしれないが ︑奈良県奈良市の 平城宮跡では ︑すでに 朱雀門と 大極殿の
復原がなされ ︑新しい 観光スポ�トにな�ている ︒じつは ︑十二世紀までの 日本の 古代国家は ︑

やましろ

︱

大和と 山背の 都を 中心として ︑東西に 延びる 二つの 軸を 持�ていた ︒東の 軸は ︑宮城県多賀城市
まで 延びていた ︒多賀城は 日本という 国家の 東の 拠点だ ︒これに 対して ︑西の 軸は ︑大宰府まで
延びる ︒大宰府は ︑九州を 統括する 官庁であるとともに ︑大陸文化の 玄関口であ�た ︒つまり ︑
律令国家は ︑大和︑山背を 中心として ︑東の 多賀城︑西の 大宰府を 拠点とする 国家だ�たのであ
こう ろ かん
る ︒なんとい�ても ︑政治文化の 交流の 拠点は ︑鴻臚館 ︵福岡市中央区︶と 大宰府だ�た ︒多賀城も ︑
平城京も ︑大宰府も ︑広くいえば ︑首里城も ︑中国の 洛陽・長安をモデルとする 古代の 東アジア
の 都のひとつである ︒新羅の 月城も ︑
そのひとつで ︑古代の 東アジアは ︑︿漢字﹀
︿儒教﹀
︿律令﹀
︿仏
教﹀のネ�トワ�クによ�て 形成された 文化圏なのである ︒わかりやすくいえば ︑箸で 食事をす
る 人びとは ︑その 東アジア 古代文化圏の 末裔だと 考えてよい ︒
平城京の 遺跡の 活用のために ︑平城京は 国営公園となり ︑その 後︑大きな 発展を 遂げた ︒この
あたりのことについては ︑優秀な 官僚の 皆さんたちに ︑知恵を 出してほしいところだ ︒費用は ︑
クラウドフ�ウンデ�ングで ︑五十億を 集めればよい ︒そうだ ︒雅楽の 舞人は ︑留学生たちに 頼
もう ︒
さてさて ︑私は 何をすればよいか ︒中国語と 韓国語で ︑﹃万葉集﹄が 解説できるようにしてお
かねば
︒観光ボランテ�アとして ︒
︵二〇二〇年一月︶
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宮中歌会始陪聴記
今でも ︑あの 日のことは ︑夢ではなか�たのか ︑と 半信半疑でいる ︒えもいわれぬ 衣擦れの 音
がして ︑両陛下と 皇族方の 姿が 見えると ︑そこは 別世界とな�た ︒そして ︑朗々と 響き 渡る 声︱︒
あれは ︑夢ではなか�たのか ？
光栄なことに ︑本年一月十六日に 宮中正殿松の 間で 行なわれた 歌会始の 儀のご 招待を 受けた ︒
歌会始には ︑陪聴者という 制度があ�て ︑歌会始に 参内できるのである ︒
﹁陪﹂とは 付き 従うと
いうことであるから ︑﹁陪聴﹂といえば ︑付き 従�て 聴くということになる ︒
昨年は ︑御代替わりの 年であり ︑改元が 行なわれた ︒新元号﹁令和﹂は ︑
﹃万葉集﹄巻五の 梅
花宴序を 出典とするもので ︑われわれすべての 万葉学徒は ︑その 元号のもととな�た 文章の 解説
をあちらこちらで 求められた ︒そんな 折も 折︑陪聴者に 選ばれたのだから ︑冥界にいる 両親や 師
も 喜んでいる ︑と 思う ︒
意外なことだと 思われるかもしれないけれど ︑宮中の 歌会始には ︑司会者というものがない ︒
不敬な 言い 方とな�てしまうかもしれないが ︑その 空間には ︑歌を 作�た 人︑歌を 読み 上げる 披
ひ こう
講者︑そしてその 歌を 聴く 人しかいないのだ ︒披講とは ︑定められた 作法に 従�て ︑詩歌を 披露
することをいう ︒つまり ︑その 場にいるすべての 人びとが ︑その 披講に 耳を 澄ます 空間︒それが
宮中歌会始の 儀なのである ︒宮中に 寄せられた 多くの 歌から 選ばれた 歌︑そして 天皇陛下をはじ
めとする 皇族方の 歌々が ︑次々に 披講されてゆく ︑ただ ︑それだけの 空間であ�た ︒
歌は ︑人と 人を 結び 付ける 大切なコミ�ニケ�シ�ンの 道具である ︒心と 心を 通わすために ︑

︵二〇二〇年一月︶

人類は 何万年も 前から 歌を 歌�てきた ︒そして ︑ここ 日本では ︑天皇と 国民は ︑歌を 通して 千年
以上も 前から 交流しているのである ︒だから ︑私は ︑奈良大学で ︑歌は 歌うものだと 学生たちに
教えている ︒宮中歌会始とは ︑歌以外には 何もない 空間だ�た ︒何もないほうがよいのだ ︒天皇
と 国民と 歌だけがあればよいのだ ︒
夢うつつのうちに ︑陪聴の 記をここに 記す ︒

改元一年の「令和」

0

0

なんという 一年だろう ︒台風は 家々を 飲み 込み ︑コロナウイルスは ︑私たちから 平和な 時間を
奪い 去�た ︒でも ︑私たちは ︑生き 抜いてゆかねばならないのだ ︒一年を 振り 返�て ︑つくづく
そう 思う ︒﹁令和﹂は ︑
﹃万葉集﹄巻五︑梅花宴序の 良き 字︑二字から 採用されている ︒
﹁初春令月︑
気淑風和﹂の 二字である ︒
﹁令﹂は 美しきこと ︑
﹁和﹂は 風がなごむように ︑平穏であることを 表
している ︒しかし ︑日本列島は 天災にみまわれ ︑隣国との 外交関係も ︑日々厳しさを 増している ︒
け�して ︑私たちは ︑美しく 心和む 時代を 生きているわけではないのだ ︒
じつは ︑梅花宴序の 時代も ︑
け�して 恵まれた 時代ではなか�た ︒飢饉が 起こると 疫病が 流行り ︑
飢饉と 疫病が 交互にや�てきた 時代だ�た ︒隣国・新羅との 外交関係も 最悪だ�た ︒
﹁天下泰平﹂
の 時代ではなか�たのだ ︒しかし ︑
この 時代に 二つの 至宝が 生まれている ︒天平彫刻と ﹃万葉集﹄
だ ︒この 二つは ︑世界の 宝物だ ︒
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︱

0

0

︵二〇二〇年五月︶

苦難の 時代に ︑祖先は 世界の 至宝を 作�たのだ ︒だから ︑私は 希望を 捨てない ︒もともと 元号
とは ︑来るべき 未来を 祝福するものだからだ ︒元号は ︑当然︑その 時代が 始まる 前に 命名される ︒
それは ︑生まれ 来る 子供の 名前と 同じだ ︒親は ︑その 子供の 人生を 祝福して ︑そうあ�てほしい
という 願いを 込めて 名前を 付ける ︒令子さんが 美しい 人生を 歩めるか ︑和夫君が 平和な 人生を 歩
めるか ︑そんなことは 誰にもわからない ︒だから ︑名前も 元号も ︑願いのかたちなのだ ︒願�て
も ︑意味がないという 人もいるかもしれないが ︑願いがなければ ︑叶いもしない ︒
九州・大宰府ゆかりの ﹁令和﹂は ︑私たちに 大切なことを 教えてくれた ︒九州が 大和と 並ぶ 万
葉のふるさとであること ︒もう 一つは ︑大宰府政庁こそ 文化の 中心であ�て ︑寺社や 学校も 出来
たということを 知らしめたことである ︒
今︑私たちは 困難の 時代を 生きている ︒願いをかたちにするのは 祈りであり ︑願�ても 叶うこ
とは 稀だが ︑願わなければ 叶わない ︒だから ︑私は 心から 令和の 時代がや�てくることを 願�て
いる
︒

みじかすぎるうた

一、五十年前に……

これから 記すことは ︑記憶を 辿�て 書くことなので ︑不正確であるかもしれない ︒が ︑しかし ︒

記憶というものも ︑心の 中では 真実であると 思うので ︑そのまま 記すこととする ︒おこがましい
ことだが ︑﹁小説﹂のようなつもりで 読んでもら�ても ︑かまわない ︒
私は ︑福岡県の 現・朝倉市生まれだが ︑育�たのは 福岡市だ ︒ために ︑博多育ちと 紹介される
ことも 多い ︒話は ︑中学に 入学した 年である ︒だから ︑昭和四十七年 ︵一九七二︶の 話ということ
になる ︒
当時︑福岡市内の 中学校では ︑光村図書出版の ﹁国語﹂の 教科書が 採用されていた ︒それが
である ︒中学に 入学した 四月の 教材が ︑いきなりフランス 文学のジ��ル ・ルナ�ル ︵一八六四︱
一九一〇︶の﹃博物誌﹄︵一八九六年︶だ�たのである ︒取り 上げられたのは ︑
得体のしれない 短文が ︑

脈絡もなく 並んでいるだけのもので ︑ま�たく 解説がなか�た ︒引用だが ︑もちろん ︑ここも 記
憶で 書く ︒
・蛇︑長すぎる ︒
・よごれた 百合の 花ほどきたならしいものはない ︒
・枝が 小鳥を 見送�ている ︒

そんな 短文がずらずらと 並んでいるだけのもので ︑教える 方も 手探りで ︑生徒はぽかんとしてい
た ︑と 思う ︒教師も ︑生徒も ︑メジ��でないフランスの 文学者など 知るはずもない ︒北口とい
う 若い 先生だ�たと 思うが ︑中学一年生の 私から 見ても ︑その 授業に 苦労されていたことを 覚え
ている ︒
﹁蛇は 長いです ﹂とか ﹁花は 綺麗ですが ︑よごれた
北口先生は ︑生徒に 意見を 求めるのだが ︑
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ら 綺麗じ�ないです ﹂とか ︑答えるしかない ︒私も ︑今なら 北口先生と 同じ 戦法を 取�て ︑一応︑
これを 詩とみなすとして ︑詩の 言葉は ︑多様に 解釈できるので ︑決めつけてはいけない ︒だから ︑
自由に 意見を 言いなさい ︒どれもが ︑正解です ︑と 言うかもしれない ︵しかし ︑この 戦法はあまり 取り
たくない ︶
︒そうや�て ︑生徒の 意見を 自由に 掬い 上げようとするだろう ︒
が ︑しかし ︑である ︒前後の 文脈もないし ︑ルナ�ルなんて ︑教師も 生徒も 知らないから ︑意
見が 出ないのはあたりまえだ ︒
なんでも ︑よかなら ︒どんな 意見でも ︑よかなら ︑テストの 時は ︑なんば 書いても 丸た
いね� ︒全員︑百点になるとね ︒
そこで ︑私たちは ︑塾の 先生に 教科書を 見せた ︒すると ︑塾の 先生は ︑一見するなり ︑﹁こん
なものは ︑教材として ︑不適切です ︒しかも ︑中学校に 入�たばかりの 生徒に ︑国語の 授業とい
うものは ︑こういうものだという 誤解を 植え 付けます ︒よくないですね� ﹂と 切り 捨てたのを ︑
今も 思い 出す ︒
では ︑上野家は ︑どうだ�たか ？ 父は ︑﹁おふらんすたいね� ︒誠︑よかもんば ︑習ろうと
るたいね� ﹂と 笑�ていた ︒母親は ︑﹁自由︑自由とい�ても ︑それは 嘘ばい ︒先生には 決めら
れた 答えのあるとよ ︒それば ︑よ�く 聞いてテストば 書きんし�い ﹂と 言う ︒今から 考えると ︑
母がいちばん 大人だ�た ︑と 思う ︒
二、いきなり、ジュール・ルナール

いきなり 中一の 四月に ︑フランス 文学のジ��ル ・ルナ�ル ︒しかも ︑短文︒生徒も 教師も 大
混乱︒生徒も ︑うむ� ︒教師も ︑うむ� ︒

︱

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よく ︑生徒に 教師の 考え 方を 強制するのはよくないという 意見を 吐く 御仁もいるが ︑それは 誤
りである ︒それぞれの 国家や 地域には ︑それぞれの 思想や 信条というものがあ�て ︑学校はその
定められた 設置基準によ�て 運営されている ︒だから ︑教室には ︑制限された 自由しかないので
ある ︒﹁国家﹂﹁地域﹂﹁教室﹂﹁教師﹂﹁生徒﹂という 関係性のなかで ︑われわれは 生きているの
であ�て ︑教室だけに 無制限の 自由があるわけではない ︒唯一︑あるとすれば ︑その 関係性のな
かで ︑許容される 自由に 対して ︑個々人がその 責任の 範囲で ︑どういう 態度で 臨むのか ︑という
ことだけなのである ︒有史以来︑制限のない 自由など 存在したことはないのだ ︒あるのは ︑強制
と 反発の 歴史だけである ︒
私も ︑三十年以上︑詩の 授業をしてきたわけであるが ︑今は ︑こう 考えるに 至�た ︒教師は ︑
できるだけ 自分の 考えを 学生に 押し 付けるべきである ︒﹁こうなんだ ︒こう 考えなくてはならな
いのだ
﹂と 声高に 言うべきだと 思�ている ︒
詩というものは ︑いかなるようにも 解釈できるんだ ︒それぞれが ︑それぞれの 感性で 解
釈したらいいのさ� ︒
たまに ︑生徒にそんな 幻想をいまだに 語る 教師がいるのを 見ると ︑あからさまには 忠告しないが ︑
心の 中で ︑怒りを 含んだ 冷笑をしている ︒ここで 表向きにはいえない 心中をさらけ 出すと ︑
そういう 考え 方は ︑戦前の 軍国主義的教育に 対して ︑反発するかたちで 強調されてきた
くびき
考え 方だと 思いますけど ︑われわれ 教員も 生徒も ︑時代の 軛のなかで ︑制限された 自由
のなかでしか 生きてゆけないんですよ ︒誰も ︑自由になんか ︑解釈できません ︒
私は ︑そう 思�ている ︒

わが 中一の 教室は ︑大混乱していた ︒先生は ︑﹁蛇︑長すぎる ﹂
に 対して ︑
閑話休題︒それにしても ︑
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トカゲやカエルの 大きさと 長さを 説明して ︑比べて 長いだろうと 説明し ︑﹁長すぎる ﹂とは ︑蛇
という 動物の 特徴と ︑それを 見た 時の 驚きの 言葉なんだよ ︑とも�てい�たような 気がする ︒つ
まり ︑そう 授業展開して ︑なんとか 授業を 終わらせようとしていたのだろう ︒その 上で ︑蛇とい
う 動物の 不気味さが ︑ここに 表れているというように ︑まとめたか�たのであろう ︒教師生活を
している 私にも ︑その 苦労はわかる ︒北口先生︑あの 時はお 疲れ 様でした ︒
北口先生の 説明を 聞いて ︑クラスの 優等生で ︑美人の Ｔ子さんが ︑こう 発言した ︒
だ�たら ︑ムカデも 長すぎます ︒
すると ︑教室は ︑﹁フランスにムカデはおらんとやなかとね ﹂﹁蛇も 子供や�たら ︑トカゲと 同じ
くらいの 長さやろが ⁝⁝﹂﹁いいや ︑書いた 人が ︑長いとい�たら ︑長かとよ ︒やから ︑蛇は 長
いと 決めな ︑話にならんばい ﹂と 収拾がつかなくな�てしま�たのである ︒
三、蛇喰い女
︒このジ��ル・ルナ�ルの ﹃博物誌﹄の 一文をどう 教材として ︑料理するか ︑
﹁蛇︑長すぎる ﹂
教師の 腕の 見せ 所だ ︒逆に 生徒が﹁あたりまえだ ﹂と 言�たら ︑
どう 対応するのか ︒これも ︑難題︒
昭和四十七年 ︵一九七二︶春の 福岡市立筑紫ケ 丘中学校の 教室は ︑ますます 混沌としてきた ︒と
はこざきぐう
いうのは ︑ある 生徒が ︑突然︑﹁放生会﹂の 話をしはじめたからである ︒博多筥崎宮の 秋祭りが ︑
﹁放生会﹂である ︒しかし ︑これを 博多� 子は ﹁ほうじ�うや ﹂と 読む ︒
﹁放生会﹂には ︑日本全
国から 見世物小屋がや�て 来る ︒そのなかに ︑このころ ﹁蛇喰い 女﹂という 怪し 気な 出し 物をす
る 小屋があ�た ︒私も 見たことがあるが ︑生きたマムシを 手づかみにして ︑皮をその 場で 剥いで ︑
ムシ�ムシ�と 食べるだけの 芸なのだが ︑その 口上がすごか�た ︒呼び 込みは ︑少女という 触れ

︱

0

0

込みであ�たが ︑実際にや�ていたのは 三十代の 女性だ�たと 思う ︒
めぐるめぐる 因果はめぐる ︒見てや�て 下さい ︒見るのが 功徳でございます ︒とにかく ︑
見てや�て 下さい ︒憐れな 姿を
︒
もちろん ︑このあとも 覚えているが ︑書きたくない ︒というか ︑書けない ︒書いてしまうと ︑
今の 人権基準に 照らして ︑問題があるからだ ︒前世の 罪のために ︑具体的には 言えないけれど ︑
蛇を 食べなければいけない 身体とな�たというようなことを 言�ていた ︒五十年前とはいえ ︑今
考えると ︑これは 容認できる 人権水準ではなか�た ︑と 思う ︒
話を ︑混乱の 教室に 戻す ︒
﹁蛇︑長すぎる ﹂という 短文に 対して ︑この 蛇喰い 女の 話を 話し 出
した 時は ︑さすがの 北口先生も ︑慌てていた ︒先生は ︑﹁長いことと ︑食べることは 違うよね ﹂
と 言�て ︑なんとか ︑その 場は 収ま�たような 気がする ︒というか ︑生徒たちも ︑北口先生に 同
情したのだ ︒
から ︑蛇の 不気味さが 話題とな�た ︒ここまでは ︑
よい 展開だ�たと 思うけれど ︑
﹁蛇︑
長すぎる ﹂
あとの ﹁蛇喰い 女﹂がよくなか�たのだ ︒しかし ︑生徒の 好奇心は ︑そんなことはお 構いなしだ ︒
不気味さ 繋がりで ︑
﹁蛇喰い 女﹂までい�てしま�たのだが ︑これは 授業での 話題としては ︑ま�
たくも�て 不適切である ︒今︑私が 授業をや�たとしても ︑この 展開はまずいと 思う ︒
自由にイメ�ジを 広げてよいと 言�ても ︑教室とて ︑前述したように ︑一つの 社会なので ︑自
ずと 制限というものはあるのであ�て ︑話題も 選ばれるのである ︒逆に 言えば ︑教室というとこ
ろは ︑そういう 社会の 掟を ︑社会から 隔離されたところで 練習する 場所なのだ ︒
時代によ�て 許容度は 異なるが ︑性や 死に 関わるタブ�のなかで ︑権力との 距離の 取り 方をそ
れぞれが 慮�て ︑われわれは 生きているのである ︒そのタブ�や 権力との 距離の 取り 方を 学ぶこ
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とが ︑社会性を 身につけるということなのである ︒
それにしてもだ ︒とんでもない 教材だ�た ︑と 思う ︒
四、不評きわまりない教材
十二歳の 四月の 授業で ︑文脈なしに ︑ジ��ル ・ルナ�ルの 短文を 教える ︒とんでもない 教材
で 中学校の 授業がはじま�たものだ ︒その 謎にせまるチ�ンスが ︑ついにや�てきた ︒
かれこれ 十年前だと 思うが ︑この 教科書を 作�た 光村図書出版の 仕事を 引き 受けた ︒内容は ︑
インタビ��とグラビアであ�た ︒私は ︑この 機会に ︑あのいきなりルナ�ルの 謎を 聞きたか�
たので ︑雑誌﹃飛ぶ 教室﹄の 編集者に ︑訊ねてみた ︒編集者は ︑たいへん 困�た 顔をして ︑
では� ︑会社で 聞いてみます ⁝⁝︒
と 言�てくれた ︒数日後︑元気のない 声で 電話がかか�てきた ︒
そのころの 教科書の 担当者たちは ︑すべて 退職しておりまして ︑もう 一人も 残�ていな
いんですよ� ︒すみません ︒
という 話だ�た ︒しかし ︑私は ︑どうしても ︑あのわけわからん 教材を 十二歳のわれわれにぶつ
けた 理由を ︑知りたいのである ︒私は ︑なおも ︑調べてくれるように 頼み 込んだ ︒すると ︑二週
間後︑今度は ︑申し 訳なさそうな 声で ︑こんな 答えが 返�てきた ︒
先生のいうルナ�ルの 短文は ︑あまりにも 不評で ︑すぐにほかの 教材に 切り 替えられた
そうです ︒当時は ︑フランス 文学大好きな 名物編集者がいたようで ︑その 人が ︑無理に
入れたそうですが ︑結局︑数年しか 続かなか�たそうです ︒それ 以上は ︑わかりません ︒
すみません ︒

︱

なるほど ︒そうだ�たのか� ⁝⁝と 私は 思�た ︒﹁蛇︑長すぎる ﹂の 授業がなされていたのは ︑
ほんの 数年間だ�たのか ︒それにしても ︑どんな 編集者だ�たのか ︑知りたい
︒しかし ︑結
局︑その 編集者の 名前すらわからなか�た ︒わか�たのは ︑会社内で 語り 伝えられるほどの 不評
教材であ�たということだ ︒
ここまで 読んでくれた 読者の 方々には ︑私がなぜ ︑中一の 体験を 書いているのか ︑もうお 分か
りのはずだ ︒
文脈なしに ︑短い 文を 読むという 作業が ︑いかに 困難なことかを 考えるためである ︒
﹁歌集﹂
の 場合︑こんなことによく 迷う ︒並べられている 前の 歌と ︑後ろの 歌は ︑果たしてどんな 関係に
あるのか ︑いやなんの 関係もないのか ︒これは ︑難しい 問題なのだ ︒
いくつかのケ�スが 想定されよう ︒
Ａ 一連の 流れのなかで ︑作られている 場合 ︵連作︶↓関係あり
Ｂ たまたま 編集の 都合で 隣り 合わせにな�ただけである 場合 ︵編集上の 都合︶↓関係なし
ところが ︑Ｂの 場合︑
隣の 歌どうしは 関係がないから ︑無関係の 歌として 読むべきである ︒
隣の 歌どうしは 無関係だが ︑偶然だとしても ︑読者が 関係づけて 読んでもよいはずだ ︒
じつは ︑﹃万葉集﹄の 巻十や 巻十一を 読む 場合︑ここが 難しいのである ︒もちろん ︑現代の 歌集
でも 同じだ ︒

ルナ�ルの 短文を ︑中学一年生の ﹁国語﹂の 授業で 鑑賞する ︒この 時に ︑

五、蛇→長すぎる→不気味

B'' B'
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蛇↓長すぎる ↓不気味
というイメ�ジ 展開を ︑教師側は 求め ︑そこにフランス 語と 日本語という 言葉の 壁を 越えて ︑作
じ�うせき
り 手と 読み 手の 共同体のようなものを 作ろうとしたのであ�た ︒これは ︑詩の 授業の 定石だ ︒
しかし ︑そうは 問屋が 卸さない ︒
蛇↓長すぎる ↓不気味↓放生会↓蛇喰い 女
ここまで 生徒の 連想が 進んだところで ︑教師側は ︑強制介入して ︑話題をスト�プさせたのであ
る ︒もし ︑今︑私が 大学で ︑しかもゼミナ�ル 形式の 授業でやるなら ︑ほんの 少しだけだが ︑展
開させることができるだろう ︒こんな 具合だ ︒
皆さん ︑ 食 文 化というものには ︑ 当 然︑ 地 域 差というものがありますよね ︒ 日 本では ︑
蛇を 食べるという 食習慣は 無いので ︑当然ゲテモノ 喰いということにな�てしまいます ︒
しかも ︑それを 観客の 前で ︑蛇の 皮を 剥いて ︑生で 食べるとなると ︑観客にきわめて 大
きなインパクトを 与えることになりますね ︒
こう 説明した 上で ︑私は ︑見世物小屋どうしの 競争ということを 導き 出そうとするだろうし ︑祭
りという 祝祭空間においては ︑日常世界では ︑普段許容されないことが 許容されるということを
導き 出したいところだ ︒しかし ︑そううまくはゆくまい ︒仮に ︑ここまで 授業展開できたことと
して ︑夢の 授業の 話を 前に 進めよう ︒
見世物小屋どうしは ︑当然︑競争しているよね ︒すると ︑どうしても ︑過激な 出し 物で ︑
人を 集めなくてはならなくなる ︒この 小屋は ︑日本ではおどろおどろしい ︑蛇の 生食を
見せて 呼び 物にしたわけだよね ︒お 祭りというものにはね ︑日常空間とは 異なる 生活ル
�ルが 適用されることもあるんだ ︒暴力性に 関するタブ�も 一時的にではあるが ︑許容

されることもある ︒しかし ︑それとて 無制限ではないから ︑祭りでも ︑暴力行為で 検挙
されることもあるよな� ︒過度な 裸の 露出で 逮捕されることもあるよね ︒
こう 展開したいところである ︒そして ︑祭りと 性開放︑暴力の 具体的な 事例について 話をするこ
とになる ︒
さて ︑問題は ︑ここからである ︒どうや�てルナ�ルの ﹁蛇︑長すぎる ﹂に 戻るかだ ︒やはり ︑
難しい ︒無理やりにこう 戻�たらどうだろう ︒
蛇喰い 女↓不気味↓不気味なものを 食べる ↓長さもその 不気味さの 構成要素の 一つ ↓だ
れもが 感じていることをあ�けなく 短文にしてしまうおもしろさがここにある
こう 展開したらどうだろう ︒﹁皆が 思�ていることを 飾り 気ない 短文でいうところに ︑おもし
ろみがあるのじ�ないかね ﹂と ︒
六、知識だけが大切なのか？
教室で ︑前後の 文脈抜きに ﹁蛇︑長すぎる ﹂について 語り 合う ︒なんとシ��ルな 授業だ ︒そ
んな 授業が ︑五十年前には 行なわれていたのだ ︒ひ��とすると ︑世界の 最先端の 詩の 授業だ�
たかも ︒逆にこう 考えたらどうだろうか ︒前後の 文脈から 切り 離された 一文が ︑語られてゆくこ
とによ�て ︑一つの 文脈を 獲得してゆく 過程を 楽しませる 授業であ�た ︑と ︒
ジ��ル ・ルナ�ルの ﹃博物誌﹄︵一八九六年︑ Histoires naturelles
︶は ︑さまざまな 事物についてル
ナ�ルが 語�た 短文集で ︑いわば 短文の 動物園︑短文の 博物館と 考えてよい ︒われわれは ︑その
不思議さを 味わうのみであるのだが ︑
それは ︑﹃博物誌﹄を 一冊読み 通してみての 話なのであ�て ︑
一文だけを 取り 出して ︑語りあうことなど ︑ルナ�ル 本人も 予想だにしていなか�たことであろ
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う ︒ちなみに ︑蛇の 前を 見ると ︑
みみず

蚯蚓

こいつはまた 精いつぱい 伸びをして ︑長々と 寢そべつてゐる︱ 上出來の 卵饂飩のやうに ︒
やまかがし
いつたい 誰の 腹から 轉がり 出たのだ ︑この 腹痛は ？
︵ジ�ウル ・ルナアル ︑岸田國士訳﹃博物誌﹄白水社︑一九三九年︶

こんな 具合なのだ ︒ここから ﹁蛇︑長すぎる ﹂だけを 取り 出して ︑皆で 自由に 語り 合いまし�う
と 言�ても ︑土台無理な 話ではないか ︒
ところが ︑同じようなことを ︑日本の 教育現場では ︑よくや�ているのだ ︒一つは ︑中高の ﹁古
典和歌﹂
︒万葉︑古今︑新古今の 代表歌を 並べておいて ︑授業するというもの ︒たいがいはどう
展開するかというと ︑教師の 側では ︑和歌史を 展開して ︑その 代表歌を 取り 上げるという 体で 授
業をしてゆくのである ︒つまり ︑和歌の 歴史を 学びまし�うね ︒その 代表歌を 見てゆきまし�う
ね ︑という 展開である ︒一つの 方法だろう ︒しかし ︑かとい�て ︑中途半端に ︑文学史の 知識を
注入して 解釈すると ︑ミス ・リ�ドすることも 多い ︒
もう 一つは ︑近・現代短歌で ︑正岡子規からはじま�て ︑土屋文明︑俵万智まで 一つ 一つを 鑑
賞してゆく 授業である ︒ただし ︑こちらは ︑地力のない 教師だと ︑歌人の 略歴と 無理やり 代表歌
を 結び 付けて ︑解釈をしてゆくことになる ︒第一︑前後の 脈絡のない 一首を 個々に 解釈してゆく

︱

という 授業は ︑たいそう 退屈なものである ︒
﹁フ�ガロの 結婚﹂は ︑
フランス 革命前夜のフランス 社会のことがわかれば ︑楽しく 観劇できるが ︑
それも 一つの 鑑賞法なのであ�て ︑知識によ�て ︑型にあてはめられた 作品解釈が 導き 出される
だけではないのか
︒また ︑それでモ�ツ�ルトの 音楽を 理解したことになるのか ︒
とある 無知な 音楽家は ︑バ�ハを 二十世紀の 存命中の 作曲家だと 思い 込んでいたらしいが ︑そ
の 演奏は 見事なものであ�たという ︒それで ︑いいのだ ︒
七、解釈の強制こそ大切である

︱

誤解を 恐れずにいうと ︑教室においては ︑教師は 独裁者でよいと 思う ︒
歌というものは ︑どのようにでも 解釈できますというのは ︑無責任きわまりない 態度だ ︒解釈
の 枠組みを 示して ︑その 枠組を 意識させつつ ︑は�きりと 正解を 述べるのがよい ︒独裁者は ︑独
裁者らしく 振舞うべきで ︑自信た�ぷりに 語るべきである ︒
大切なのは ︑教えられた 側が ︑反発できる 環境をどう 確保してやるかなのだ ︒強制して ︑反発
を 招くかたちで 話を 進めるのが ︑よいはずだ ︒強制された 解釈に ︑反発が 出るということは ︑新
しい 解釈が 生まれる 契機になるからである ︒ただし ︑人間は 感情の 動物だから ︑なかなか 難しい ︒
師・賀茂真淵と ︑弟子・本居宣長も ︑その 感情を 乗り 越えるのに 苦労していた ︒
﹁蛇︑長すぎる ﹂なんて ︑どうしてそんな 文が 書
一方︑知識を 得る 楽しみというものもある ︒
かれたのか
︒知るチ�ンスを 四十年を 経て 得たからである ︒五年か ︑六年ほど 前だ�たと 思
うが ︑そのチ�ンスは ︑大阪は 天王寺︑それも 場末の 飲み 屋で 突然訪れた ︒居酒屋の 主人が ︑お
もしろい 人が ︑今︑客として 来ているから ︑上野先生に 紹介します ︑と 言うのである ︒見ると ︑
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0

0

その 人は ︑不貞腐れた 顔で ︑ちびちびとひとり 酒していた ︒どこか ︑近づきがたい 印象はあ�た
が ︑それでいて 人を 寄せつけないというほどでもなか�た ︒もじもじしながら ︑私が 名刺を 差し
出すと ︒
知�てますよ ︒万葉の 上野先生でし� ︒
じつは ︑私はこの 手の 言葉に 弱い ︒名誉欲があるからだ ︒もちろん ︑私とて 大人だから ︑すぐに
こう 返した ︒
フ��ブル 昆虫記の 翻訳で 有名な 奥本大三郎先生とお 会いできるなんて ︑おフランスに
あこがれている 私としては ︑光栄です ︒
たまたま 同じ 雑誌に 連載していたこともあ�て ︑楽しい 時間を 過ごすことができた ︒もちろん ︑
こんな 千載一遇のチ�ンスを 逃してはいけない ︒すかさず ︑質問しなくては ⁝⁝︒
じつは ︑中一の 春に ︑ジ��ル ・ルナ�ルの 短文で ﹁国語﹂の 授業がはじまりましてね ︒
なんで ︑あんなものからはじま�たのか ︑わからないんですよ� ⁝⁝︒
すると ︑奥本先生は ︑それはおもしろい ︒でも ︑そんなもんで ︑
﹁国語﹂の 授業になりましたか� ︑
とお 笑いにな�た ︒私は ︑もちろん ︑みんな 困�ていました ︑と 答えた ︒そして ︑奥本先生は ︑
私にこう 言い 放�たのである ︒
ルナ�ルの 短文はね ︒それまでのフランス 詩文に 対する 反発︑反逆なんですよ ︒西洋の
詩は ︑いろいろな 規則があるでし� ︒それを 破ろうとしたんですね ︒その 時に 参考とし
たのが ︑日本の 短歌と 俳句のフランス 語訳なんですよ ︒あの 短文は ︑日本の 短歌︑俳句
の 真似なんです ︒
﹁え�� ︑ほんとですか�� ﹂と ︑私は 声を 上げた ︒

八、なんと、短歌・俳句の真似！

︱

中一の 春︑いきなりルナ�ルの 短文ではじま�た ﹁国語﹂の 授業︒その 短文は ︑日本の 短歌・
俳句の 真似だ�たのだ ︒
お� ︑奥本先生
︒ということは ︑ルナ�ルの 短文は ︑日本の 短歌・俳句を 真似した
もので ︑そ� ︑それを 私たちは 翻訳で 読んだんですか ︒そんなものをよくぞま� ︑教材
にしてくれたもんですね ︒
私の 驚きが ︑奥本先生に 伝わると ︑奥本先生も 楽しそうに 話してくれる ︒
日本人�て ︑口先ではいろいろ 言いますけど ︑やはり 日本大好きなんですよ ︒だからジ
�ポニズムの 影響を 受けた 印象派の 絵大好きでし� ︒この 手の 話︑日本人大好きですよね ︒
陶磁器︑浮世絵が 大人気だ�たことは 有名なんですが ︑短歌や 俳句も 訳されてもてはや
されていた ︒だから ︑ルナ�ルも ︑短歌︑俳句の 仏訳を 読んで ︑その 簡潔さに 惹かれた
のでし�うかね ︒
上野さん ︑フランス 料理�て ︑一皿一皿出てくるでし� ︑あれもね ︒日本の 懐石料理の 真
似なんですよ ︒それに ︑
綺麗なあの 盛り 付けね ︒あれも ︑
懐石料理の 真似だな� ︒なんでも ︑
おフランスが 一番というのも ︑幻想じ�ないかな� ︒でも ︑日本人のジ�ポニズムに 対
する 関心の 高さも ︑いびつな 国粋主義だと 思うけどな� ︒
奥本先生は ︑私にこう 話してくれた ︒フランスの 詩文には 多くの 決まりごとがあり ︑ルナ�ルは ︑
それを 打破しようとした ︒そんな 時に ︑日本の 短歌や 俳句を 見て ︑その 簡潔さと 自由にあこがれ
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て ︑短文を 書いたというのだ ︒
が ︑しかしである ︒日本の 短歌や 俳句というものは ︑そんなに 自由だ�たか� ？ 私は ︑すぐ
に ︑奥本先生に ︑こう 返した ︒
短歌や 俳句は ︑使用できる 歌語も 限られているし ︑季語の 制約などもあ�て ︑自由じ�
ないですよ ︒漢詩だ�て ︑韻を 踏まなき�あいけないし� ︒自由じ�ない ︒
奥本先生は ︑
大きく 頷かれて ︑﹁どこにも 青い 鳥はいないんですね� ⁝⁝﹂
と 言われたのを ︑今でも ︑
昨日のことのように 覚えている ︒
近代における 短歌・俳句の 歴史は ︑いわば ﹁革新運動史﹂である ︒﹁堂上和歌﹂といわれる 宮
廷中心の 歌をどう ﹁国民﹂のものとするか ︒伝統を 踏まえつつ ︑その 時々の 生活実感をどう 短い
詩に 盛り 込むか ︒その 場合︑どこまでを 作者の 自由として 許容するのか ︒その 許容範囲の 設定を
めぐ�て ︑歌壇も 俳壇も ︑争�たのである ︒
縛りを 解こう ︑解こうとするほど ︑逆に ︑それが 強いこだわりとな�て 縛りになる ︒世界一自
由で 短い 詩は ︑世界一縛りの 大きい 詩であるということを 忘れてはならない ︒ここに ︑この 国の
詩に 纏わる ﹁幸﹂と ﹁不幸﹂があるのである ︒表と 裏に ︒
九、おい、責任者出てこい！
何ということだ ︒
ルナ�ルの 短文は ︑短歌と 俳句の 真似なのだ ︒では ︑それを 知�て ︑ルナ�ルのジ�ポニズム
を 知�て ︑中学生にな�た 子供たちに ︑この 短文を 読ませたのか ︒それにしても ︑なぜいきなり ︑
おフランスなのか ︒私は ︑
この 教科書の 編集者に 会�てみたい ︒しかし ︑
たぶん 全員物故者だろう ︒

︱

そこで ︑まず ︑ルナ�ルの 日本趣味を 知�て ︑この 教材を 冒頭に 据えたという 前提で 考えてみ
よう ︒その 場合︑編集者は 途轍もない 大きな 愉楽を 味わ�たに 違いない ︒教室での 大混乱を 想定
した 上で ︑じつはこれ�て ︑ジ�ポニズムの 結果なんだよな� ︑とほくそ 笑んでいたはずだ ︒か
の 芸術の 国︑おフランス ︒そのおフランスの 文学にも ︑わが 日の 本の 短詩系文学の 伝統が 影響を
与えていたのです ︒中学生にな�た 皆さん ︑日本を 見くび�てはいけません ︒諸君
︑ここか
ら ︑﹁国語﹂の 学習をはじめたまえ ！ と 言いたか�たのであろうか ︒
次に ︑ルナ�ルの 短文に ︑日本の 短歌︑俳句の 影響があ�たことを 知らずに 教材にしてしま�
たバ�ジ�ンで ︒え�へん ︒これからは ︑国際感覚というものが ︑日本人にも ︑求められる ︒﹁国
語﹂の 授業といえども ︑日本だけに 閉じこも�ていてはいけない ︒世界に 眼を 開くために ︑私た
ちはあえて ︑外国文学の 翻訳から 教材を 採り ︑最初に 載せたのだよ ︒そのうち ︑この 教科書では ︑
魯迅やヘルマンヘ�セの 翻訳も 扱うが ︑とにかく 国粋主義はいかん ︒そういう 戦前からの 国粋主
義的国文学とその 影響を 受けたところの ﹁国語﹂の 固定観念を 打破するつもりで ︑中学生とな�
た 君たちに ︑ルナ�ルの 短文を 学んでもらうことにした ︒
この 前説にも 後説にも ︑それぞれ 大きな 欠陥がある ︒ジ�ポニズムと 知�た 説では ︑ではなぜ
その 種明かしをしなか�たのか ︒
それが ︑問題だ ︒
ジ�ポニズムの 影響を 知らなか�た 説に 立つと ︑
国際感覚を 身に 付けさせるのなら ︑なぜこんなに 特異な 変則的な 実験文学のようなものを ︑最初
にも�てきたのか ︒奇妙奇天烈ではないか ？
われら ︑博多の 悪ガキ 中学生は ︑﹁蛇︑長すぎる ﹂から 放生会で 見た ﹁蛇喰い 女﹂の 話題でも
ちきりにな�た ︒それは ︑誰も 予想できなか�た 展開であ�た ︒しかも ︑その 話題は ︑不適切な
話題として 封印されたのである ︒
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不適切だ�たが ︑結果論としていえば ︑短い 言葉から ︑予想もできなか�たイメ�ジが 展開さ
れたこと 自身に 意味があ�たかもしれない ︒ならば ︑こんな 詩の 授業は ︑いかがか ？ ここに ︑
スプ�ンを 用意する ︒スプ�ンに 塩と 唐辛子を 混ぜたもの ︑塩と 砂糖を 混ぜたものを 盛り 付ける ︒
せいのうが ︑ハイで ︑それを 二人が 同時に 口に 含む ︒いつ 吐き 出してもよいが ︑吐き 出す 前に ︑
単語を 五つ 書く ︒それを 繋げて 詩を 作れ ︑という 授業だ ︒
﹁蛇︑長すぎる ﹂↓﹁蛇喰い 女﹂は ︑思いもよらぬイメ�ジの 展開で ︑言葉が 新しいイメ�ジ
を 引き 出したといえなくもない ︒でも ︑そこまでシ��ルな 授業など ︑誰も 望まないだろう ︒
十、詩を支える文脈

︱

﹁蛇︑
長すぎる ﹂という 一文を 詩として ︑
詩の 授業をする ︒そんなことできるのだろうか ︒私は ︑
この 授業について ︑さんざん 批判をしてきた ︒でも ︑その 私が ︑この 授業の 担当者にな�たとし
よう ︒つまり ︑五十年前の 北口先生の 役割を ︑今︑自分が 担うとすれば ︑どうい�た 授業をする
のか
︒私が 答える 番だ ︒ここまできて ︑逃げるわけにもいくまい ︒
私なら ︑授業の 冒頭にこう 話し 出すと 思う ︒
詩の 授業というものは ︑難しいよね ︒
﹁蛇︑長すぎる ﹂という 短文でも ︑詩といえば 詩だし ︑
難しいよな� ︒考えなくてはいけないのは ︑詩というものを 支えているのは ︑つながり
なんだよ ︒いわば ﹁かん ・けい ・せい ﹂︵関係性︶
︒
ここで﹁つながり ﹂
﹁関係性﹂と 言�たが ︑
高校生以上なら﹁文脈﹂という 言葉を 使いたい ︒
私は ︑
したが�て ︑中学生になら ︑﹁文脈﹂ということについて ︑こう 説明することにするか ︒
あのね ︒﹁つながり ﹂すなわち ﹁関係性﹂だよね ︒ち��と 難しい 言葉だと ﹁文脈﹂とい

︱

うことになるかね ︒脈�て ︑一つの 流れだよね ︒﹁一二三﹂
なら 次は ︑﹁四﹂
だよね ︒﹁二四六﹂
なら 次は ﹁八﹂だよね ︒つまり ︑﹁つながり ﹂﹁関係性﹂﹁文脈﹂でものを 見ないとなにも
見えてこないんだよね ︒ところがだよ ︒私たちに 与えられているのは ︑
﹁蛇︑長すぎる ﹂
だけだよね ︒はて ︑どうしよう ？
ここが ︑この 授業の 前半の 山場である ︒なんとかして ︑﹁では ︑前後の 文脈を 皆で 考えよう ﹂と ︑
つなげたいのだが ︑
そうは 問屋が 卸してくれないだろう ︒教室という 場所には 魔物が 住んでいる ︒
﹁一期一会﹂という 名の 魔物だ ︒紙上授業だから ︑うまくい�た 体でここは 話を 進めよう ︒
﹁蛇︑
長すぎる ﹂という 言葉が ︑
どんな 時に ︑口をついて 出るか ︑皆で 考えてみないか ︒つまりね ︒
﹁文脈﹂がないから ︑自分たちで ﹁文脈﹂を 作�て ︑補おうというわけさ ︒
つまり ︑生徒に 前後の 文脈を 考えさせたいわけである ︒いや� ︑こう 書くのは 容易いが ︑うま
くゆくことなんて ︑あり 得ないのではないか ︒ま�いい ︑続けよう ︒紙上授業だ ︒
きりん ︑高すぎる ︒
これを ︑どうしても 生徒の 口から 出させたいのである ︒﹁ヒ�ウ ︑速すぎる ﹂でもいい ︒﹁くじ�
く ︑きれいすぎる ﹂でもいい ︒動物シリ�ズなら ︑
蛇︑長すぎる ︒麒麟︑高すぎる ︒豹︑速すぎる ︒
と 出れば ︑万々歳だ ︒そうしてゆくうちに ︑詩は 詩を 取り 巻く 環境によ�て ︑文脈が 補われてい
ることに 気づいてほしいのだが
︒
十一、夢の授業
副題の ﹁夢の 授業﹂とい�ても ︑夢について 語る 授業のことではない ︒﹁夢のように ︑私の 思
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︱

︱

0

0

いどおりに 展開する 授業﹂である ︒独裁政権下の 国会のようなものをイメ�ジすればよい ︒ここ
まで 読めば ︑読者はすでに ﹁夢﹂についての ﹁文脈﹂を 意識しはじめているわけだ ︒﹁蛇︑長す
ぎる ﹂の ﹁文脈﹂を 読者の 側が 補�たらどうなるか ︒私は ︑夢の 授業について ︑すでに 語り 始め
ている ︒﹁文脈﹂を 補うことこそ ︑創造力の 源であるということを ︑中学生たちに ︑なんとか 教
えたいのである ︒恥ずかしいが ︑こんな 詩を 作�たらどうだろう ︒
蛇︑長すぎる ︒
秋の 夜︑長すぎる ︒
君との 夜︑短かすぎる ︒
読者のなかに ︑
﹁あほか� ﹂という 人もいるだろうし ︑中学生がそんな 授業を 受け 入れるはずも
ないという 人もいるだろう ︒私も ︑そう 思う ︒しかし ︑ここは ︑紙上の 夢の 授業なので ︑ご 容赦
を
︒この 詩の 力点は ︑当然︑三行目にあるはずである ︒いわば ︑
﹁オチ ﹂ということになる ︒
実際には ︑中学生の 側から ︑こんな 詩が 出てくることもないだろう ︒では ︑教える 私が ︑突然︑
思いついたかのように ︑黒板に 板書するのか ︒それも ︑あまりにも 強引な 授業展開である ︒
ダメだ ︒いくら ﹁夢の 授業﹂でも ︑ダメだ ︒しかし ︑ここは ︑強引に 書き 進めてゆく ︒このど
うしようもない 詩を ︑改作しよう ︒
蛇︑長すぎる ︒
長すぎる ︑秋の 夜もある ︒
でも ︑あなたとの 夜は 短かすぎる
︒
とでもしようか ︒そのうえで ︑私は ︑こう 種明かしを ︑中学生にする ︒
ごめんな� ︒じつは ︑この 詩はね ︒本歌とい�てね ︒元歌があるんや ︒ち��と 話は 難

しくなるけど ︑
﹁本歌取り ﹂とい�て ︑本歌を 元歌として ︑新しく 歌を 作ることがあるんだ ︒
その 元歌はね ︒
よ

秋の夜を
つ

長しと言へど
こひ

つ

積もりにし
みじか

恋を尽くせば
短かりけり
︵﹃万葉集﹄巻十の 二三〇三︶

という 歌なんだ ︒秋は 夜長だろう ︒でもね ︒つもりにつも�たあなたへの 恋心︑その 恋
心を 尽くすには ︑短かすぎる ︑ということだね ︒
ここまで 展開すると ︑詩というものが ︑誘発的なものであり ︑できあが�た 詩同士が ︑互いの 文
脈を 支えあ�ていることに 気づいてくれるはずである ︒詩の 文脈というものは ︑詩の 内側にも 外
側にもあることをわか�てもらいたい ︒以上が ︑結論なのだが ︑今︑この 原稿を 捨てたくな�た ︒
恥ずかしくて ︒
十二、種明かし
五十年前の 福岡市立筑紫ケ 丘中学校の 国語の 授業から ︑夢想が 夢想を 呼び 込み ︑賢明な 読者を ︑
あちらこちらへと 引きずりまわしてしま�たことについては ︑重ね 重ねお 詫びを 申し 上げたいと
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思う ︒
しかし ︑そこは ︑人間の 悪い ︑私のことである ︒その 裏には ︑ほのぼのとしているように 見せ
かけて ︑激烈な 現代短歌批判があることを ︑もう 賢明なる 読者は 気づいているはずだ ︒
現代短歌は ︑一つのコンク�ル 短歌である ︒つまり ︑基本的に ︑一首完結主義である ︒だから ︑
文脈を 外になるべく 求めない 構造設計とな�ている 場合が 多い ︒
が ︑しかし ︑である ︒本来︑短詩系文学というものは ︑その 詩を 核として ︑イメ�ジを 広げて
ゆくものなのである ︵連歌がその 典型だ ︶
︒だから ︑古典和歌というものは ︑似た 歌すなわち ﹁類歌﹂
のお 花畑にな�ている ︒その 似た 歌々が ︑個別の 歌を 支えあ�て ︑文脈を 形成しているのであ�
て ︑け�して ︑一首で 完結するものではなか�たのだ ︒それを 意図的に 行なえば ︑本歌取りにな
るだけの 話なのである ︒つまり ︑現代短歌は ︑も�と 外に ︑その 文脈を 広げてもいいと 思う ︒有
名歌の 類語を 作�てやろうくらいの 気持ちが 必要なのではないか ︒
さらに ︑ 話を 大きくする ︒それは ︑ 現 代 芸 術 全 体を 覆う 病についての 話である ︒ 基 本 的に ︑
十八世紀までの 芸術は ︑発注者がいて ︑芸術家がそれを 受注して ︑作品が 生まれていた ︒教会に
飾るなら ︑まず 飾る 場所によ�て 大きさが 決まり ︑発注者の 注文通りに ︑時にはその 期待を 上回
る 作品を 納品するものだ�たのだ ︒だから ︑求められるキリスト 像︑マリア 像が 次々に 造られた
のである ︒教会と 宮廷のための 芸術である ︒それらは ︑互いに 似ているが ︑それでいて 少しずつ
違�ていた ︒じつは ︑日本の 芸術も 同じだ�たのである ︒柿本人麻呂は ︑持統天皇を 讃え ︑山部
赤人は 聖武天皇を 讃えるために ︑和歌を 詠んだ ︒したが�て ︑そこには ︑おのずと 類型性があ�
て ︑カタがある ︒そのカタを 踏襲することが ︑歌を 詠むということだ�たのである ︒そのカタの
なかで ︑天皇の 寵を 競�たのである ︒カタのなかでの 熱い 戦いこそ ︑和歌の 神髄なのである ︒だ

0

0

から ︑皆よく 似ているのだ ︒
ところが ︑カタを 提供していた 宮廷や 教会が 力を 失うと ︑ブルジ�アや 庶民が 芸術を 支えるよ
うになる ︒つまり ︑大口発注者がなくなり ︑小口発注者に 変わるのである ︒すると ︑そこに 求め
られるのは ︑カタではなく 個性となる ︒芸術は 個性の 発露となる ︒私にいわせれば ︑ラフ�エロ
もダヴ�ンチも 似たもんだと 思うが ︑印象派以降は ︑互いの 個性の 戦いとなり ︑モネを 見ればモ
ネとわかり ︑ルノア�ルを 見ればルノア�ルとわかる 絵を 描くようになる ︒
︒

現代短歌は ︑文脈を 外に 求めず ︑個性の 戦いをしているように ︑私には 見える ︒つまり ︑常に

︱

新しさを 求めて ︑現代短歌は 漂流しているのではないか

個性は 大切だが ︑私には ︑個性の 戦いに 少々疲れているように 見えるのだが ︒はて ？
︵ 二〇一九年十二月〜二〇二〇年十一月）
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古い 言葉を 学ぶこと ︑自らの 言葉を 磨くこ

と ︑そして 分かりやすい 言葉で ︑それを 発信
すること ︒そう 心がけてはいるのだが ⁝⁝︒
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粋な人

︱

﹁粋﹂ということを 説明するのは ︑難しいものです ︒
﹁粋﹂というのは ︑その 振る 舞いや 言葉の
美しさをいう 言葉です ︒私なりにいわせてもらうと ︑心に 余裕があ�て ︑さわやかな 言葉遣いや ︑
振る 舞いができる 人は 粋な 人です ︒
この 話は ︑宮崎県の 稲用博美元副知事から ︑直接聞いた 話です ︒とある 放送会社の 社長さんは ︑
お 客さんが 来るとわかると ︑必ず ︑一階の 玄関に 出て ︑そのお 客さんを 待つのだそうです ︒お 客
さんは ︑社長さんおん 自らが ︑玄関にまで 降りて 待�ているのを 見て ︑恐縮するのだそうです ︒
ですから ︑必ず ︑お 客さんは ︑
申し 訳ありません ︒私などを 出迎えていただく 必要はありませんのに ︑
申し 訳ありません ︒
困ります ︒そんなことをされては ︒
と 言うそうです ︒すると ︑その 社長さんは ︑
いやいや 申し 訳ないです ︒わざわざ 出迎えに 来たわけではないんですよ ︒たまたまお 見
送りがありまして ︑今しがたお 客さんが 帰�たところに ︑あなたが 来られただけなので
すから ︒
と 言うのだそうです ︒ところがです ︒お 客さんが 何回︑
その 社長さんを 訪ねても ︑
その 社長さんは ︑
玄関にいるのだそうです ︒そこで 聞くと ︑
﹁いや� ︑今しがた 帰�たお 客さんがいまして ︑お 見
送りしたばかりなんですよ ︒わざわざでなくて ︑ごめんなさい
﹂と 言うのだそうです ︒つま
り ︑わざわざお 出迎えをしたということになると ︑相手に 気を 遣わせるので ︑いわば 嘘をついて

いるんですね ︒これが ︑大人の 気遣いであり ︑粋というものなのです ︒礼儀として ︑相手を 出迎
えるのは 当然だ ︒だから ︑待�ていました ︑と 思わせないのです ︒なかなか ︑ここまでできる 人
はいません ︒
もう 一つ ︑粋な 話を ︒これも ︑大人の 話ですが ︑よく 味わ�てみて 下さい ︒私には ︑よく 行く
銀座のお 寿司屋さんがあります ︒その 女将さんは ︑もう 八十歳ということですが ︑着物姿も 凛と
して ︑白い 割烹着がよく 似合う ︑すてきな 方です ︒とある 夏のこと ︒私が 汗をかいて ︑店に 入�
て 来ると ︑店の 人が ︑﹁まいど ︒あり� ﹂と 元気よく 声をかけてくれました ︒すると ︑すぐに 女
将さんがおしぼりを 持�て 来てくれて ︑こう 言�てくれました ︒
上野先生は ︑お 酒を 召し 上がらないんでございますよね ︒だ�たら ︒お 茶は 熱いのと 冷
たいのと ︑どちらにされますか ︒
私は ︑熱いお 茶でもよか�たのですが ︑喉が 渇いていたので ︑冷たいお 茶を 頼みました ︒その
あとの 言葉が ︑じつにか�こいいのです ︒
上野先生は ︑高貴なご 身分のお 方でいら�し�いまし�う ︒
私は ︑い�たい 何を 言われたのか ︑見当もつきません ︒どうして ︑冷たいお 茶を 頼んだら 高貴な
人になるかなんて ︑皆目わかりません ︒私が ︑キツネに 抓まれたような 顔をしていると ︑
殿中︑松の 廊下は ︑長ごうござんすからね ︒ですから ︑高貴なお 方にお 茶が 運ばれて 来
る 時には ︑冷めちま�ている ︒だから ︑高貴な 方は ︑猫舌で ︑熱いお 茶なんぞ ︑召し 上
がらないんでございます ︒
解説しますね ︒江戸城には ︑松の 廊下という 長い 長い 廊下がありました ︒偉い 人がお 茶を 頼ん
でも ︑その 廊下を 通る 間に 冷めてしまう ︒だから ︑偉い 人は ︑熱いお 茶を 飲んだことがない ︒そ
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ういう 意味です ︒私は ︑思わず 膝を 打ちました ︒そして ︑こう 言いました ︒
その 通り ︑冷たい 茶を 所望いたす ︒持�て 参れ ︒
すると ︑女将さんは ︑﹁へ�い ！ 殿さま ！﹂と 冷たいお 茶を 持�て 来てくれました ︒

見るということ
私は ︑福岡県で 育ちました ︒両親は ︑幼稚園児の 私をツタンカ�メン 展という 古代エジプトの
展覧会に 連れて 行�てくれたり ︑さまざまな 絵画展にも 連れて 行�てくれました ︒また ︑家族で ︑
音楽会にもよく 行�たものです ︒
さて ︑パウル・クレ� ︵一八七九︱一九四〇︶という 有名な 画家がいます ︒近代抽象画の 巨匠です ︒
ところが ︑抽象画というものは ︑何が 描いてあるかわからない ︒い�し�にパウル ・クレ� 展を
見に 行�た 父は ︑私にこう 言いました ︒
﹁これなら 誠のらくがきの 方がうまいんじ�ないか� ﹂
︒
たしかに 見ると ︑ほんとにらくがきそのものです ︒父は ︑もちろん 冗談で 言�たのでし�うが ︑
私はほんとうにパウル・クレ�より 絵がうまいと 思いました ︒なんということをいうんだ ︒クレ�
の 絵は ︑数千万円から 億するものもあるんだ ︒そんな 絵と 子どものらくがきが ︑い�し�のはず
がないじ�ないか ︑と 思う 人が 多いと 思います ︒
では ︑絵の 価値というものは 誰が 決めるのでし�うか ︒それは ︑間違いなく 人間です ︒しかも ︑
絵を 見るのは 一人一人ですよね ︒他人の 眼を 借りて ︑
絵を 見るなどということはできませんよね ︒

とすれば ︑絵の 価値というものは ︑一人の 人間が ︑一人の 人間として 決めるべきなのです ︒だか
ら ︑ある 人が ︑パウル ・クレ�の 絵より ︑俺のらくがきの 方がうまいと 決めれば ︑それで 絵の 価
値というものは 決まるものなのです ︒人は 知らず 知らずのうちに ︑決められた 価値観で ︑ものご
とを 見てしまうという 悪い 癖があるのです ︒これを ﹁先入観﹂といいます ︒よく 絵の 展覧会に 行
くと ︑有名な 画家の 有名な 絵には ︑たくさんの 人だかりができています ︒有名な 絵ならよいので
し�うか ︒だとすれば ︑その 人は ︑ほんとうにその 絵を 見ていないということになりますね ︒あ
なたが ︑その 展覧会に 行�て ︑よいな� ︑すばらしいな�と 思�た 絵がよい 絵なのです ︒先入観
でものを 見る 人は ︑何も 見ていないのと 同じです ︒
戦前に ︑有名な 歌舞伎役者が ︑パリのル�ブル 美術館に 行きました ︒案内人は ︑ギリシ� 彫刻
の 傑作︑ミロのヴ��ナスの 前に 連れて 行�て ︑これが 傑作だ ︒これが 傑作だと ︑まくしたてま
した ︒すると ︑この 歌舞伎役者さんは ︑こう 言いました ︒
いくらル�ブルだ ︑ル�ブルだとい�た�て ︑こり�いけませんね� ︒だ�て ︑壊れて
いるじ�ありませんか ︒壊れているんじ� ︑たいしたもんじ�ない ︒
もうわか�ている 人もいると 思いますが ︑ミロのヴ��ナスは ︑作品のすべてが 残�ているわ
けではなく ︑一部失われたところがあります ︒この 役者さんは ︑壊れたものは ︑壊れたものだ ︒
だから ︑よくないとい�たのです ︒いやいや ︑芸術品というものは ︑そこにあるものがすばらし
ければ ︑壊れていようがいまいが ︑それでよいはずだ ︒まして ︑ミロのヴ��ナスについて ︑そ
んなことをいうのは ︑教養がないからだという 人がいるかもしれません ︒でも ︑いろいろな 見方
があ�てよいはずですよね ︒
数年前︑神戸に 有名なゴ�ホ ︵一八五三︱一八九〇︶の 自画像がや�て 来ました ︒私は ︑その 絵の
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前に 立�て ︑五歩右に 寄�たり ︑五歩左に 寄�たりして ︑奇妙な 動きをする 人を 見ました ︒する
と ︑その 男の 人は ︑こう 言いました ︒
いや ︑
よ�け 塗�とるやないけ ︒ずいぶん 絵の 具︑使うとるね ︒絵の 具代︑
かか�た 絵やね ︒
俺ペンキ 屋やから ︑ようわかるんや ︒
その 場にいた 人は ︑失笑していましたが ︑私は 虚心坦懐に 絵を 見ている 人だと 思いました ︒そ
うです ︒値段が 高いからとか ︑国宝だからとい�て 絵を 見ている 人は ︑何も 見ていないのと 同じ
なのです ︒

心をつなぐということ
私の 教え 子で ︑宮城県気仙沼出身の 女子学生がいました ︒あの 東日本大震災で 甚大な 被害を 受
けた 街です ︒ち�うど ︑三年生で ︑帰省している 最中に ︑彼女は 被災したので ︑大学側は 慌てま
した ︒私も ︑慌てました ︑私たちは 何度も 電話をしたのですが ︑ま�たく 繋がりません ︒三日目
のこと ︑ようやく 電話が 繋が�て ︑ほ�としました ︒彼女は ︑早口で ︑次のように 言いました ︒
ありがとうございます ︒私とその 家族は 無事です ︒今︑電話が 繋がりましたが ︑電話が
繋がらない 人がたくさんいます ︒ですから ︑
これで 電話を 切ります ︒奈良大学に 帰るのは ︑
少し 遅れます ︒申し 訳ありません ︒
こう 言�て ︑彼女はすぐに 電話を 切りました ︒私は ︑彼女の 偉さを 知りました ︒自分たちが 長く

話していると 困る 人たちもいる ︒だから ︑これで 電話を 切りますと 言�たからです ︒五月の 中葉
過ぎに ︑彼女はようやく ︑キ�ンパスに 戻�て 来ました ︒彼女は ︑私たちに ︑こう 話してくれま
した ︒
いろいろなお 手伝いをしましたが ︑三月後半になると ︑だいぶ 落ち 着いてきました ︒
そこで ︑高校の 同級生と 話し 合�て ︑こんなことをはじめたのです ︒何のお 役にも 立てな
いんですけど ︑津波があ�たのは 三月でし� ︒高校に 入学が 決ま�ていた 子たちは ︑も
う 制服を 買�ていたんですね ︒ところが ︑津波で 流された 人も 多か�たんです ︒考えて
みたら ︑私たち 卒業生の 家には ︑制服がまだあるでし� ︒思い 出に 一着くらいは ︑と�て
おくものです ︒その 制服を 借り 集めて ︑全部サイズを 書いて ︑避難所の 一室に 用意した
んです ︒そして ︑制服がない 人は ︑貸し 出します�て ︒入学式の 時に ︑制服がないとい
うのは ︑可愛そうじ�ないですか ︒それに ︑被災者の 方々は ︑中途半端に 同情されるのは ︑
いやなもんなんですよ ︒あの 人は ︑制服がないのは ︑可愛そうだな� ︑というようにね ︒
だから ︑制服のレンタル 屋みたいなことをしました ︒お 金は ︑タダなんですけど ︒でも ︑
しま�ていた 制服が 役に 立�たとい�て ︑貸した 方が ︑喜んでくれたんですよ ︒役に 立
つ 嬉しさというものも ︑あるんですよね ︒
恥ずかしい 話ですが ︑彼女の 方が ︑私などより ︑ず�と 大人だし ︑立派だと 思いました ︒だか
ら ︑私は ︑彼女のような 人間になりたいと 思いました ︒人には ︑人それぞれに ︑プライドという
ものがあります ︒尊厳というものがあります ︒被災者に 衣服を 与えればよい ︒食事を 与えればよ
い ︒住むところを 与えればよいというものではないのです ︒相手を 思いやる 心というものがなく
てはならないということを ︑彼女から 学んだのでした ︒ボランテ�ア ︑ボランテ�アというけれ

106
107 ことば・ことば・ことば

ども ︑その 場に 行�て ︑自分で 感じて ︑自分にできることがないか ︑探すということが 大切なの
でし�う ︒心と 心というものを ︑どう 繋いで ︑それを 力としてゆくのかということを ︑私は 学ん
だのです ︒はて ︑ど�ちが 学生か 教師か ？
その 話を 聞いていた 落語研究会の 部員たちが ︑彼女が 働いた 気仙沼の 地区に ︑出前の 寄席をす
ることになりました ︒彼女は ︑すぐに 貼り 紙を 大学構内に 出しました ︒﹁寝袋を 持�ている 人は ︑
貸して 下さい ︒気仙沼で 使います ﹂すると ︑三十以上の 寝袋が 三日で 集まりました ︒彼女は ︑こ
う 言いました ︒もちろん ︑行けば 布団は 貸してくれますよ ︒でも ︑ボランテ�アに 行�た 私たち
が ︑被災者の 方々にお 世話してもらうことになるケ�スが 多いんですよ ︑と ︒
日本も 捨てたもんじ�ない ︒

弱さを知る
強くなりなさい ︒がんばりなさい ︒後ろを 見てはなりません ︒前進あるのみ ︒私も ︑中学生や
高校生の 時︑そう 教わ�てきました ︒ですから ︑弱さを 知るなんていうことは ︑必要のないこと
だと 思�ている 人も ︑多いことでし�う ︒強くなることは 大切です ︒がんばることも 大切です ︒
でも ︑人は 時として ︑自らの 弱さを 知ることも 大切です ︒
大学には ︑ゼミナ�ルというものがあります ︒これは ︑教授という 指導者のもとに ︑研究を 進

めてゆくグル�プのことを 言います ︒Ｙさんは ︑虫が 大好きです ︒ところが Ｏさんは ︑虫が 大嫌
いで ︑大の 苦手です ︒ですから ︑研究室に 虫が 入�てくると ︑大騒ぎになります ︒じつは ︑かく
いう 上野先生も ︑虫が 苦手です ︒ですから ︑虫が 研究室にや�て 来ると ︑Ｙさんに 頼んで ︑捕ま
えてもらい ︑外に 放ちます ︒ところが ︑ある 時︑Ｙさんの 苦手なものがあることに 気付きました ︒
Ｙさんは ︑高いところが 大嫌いで ︑高層ビルのエレベ�タ�に 乗ると 顔面蒼白となり ︑足はがく
がく ⁝⁝という 感じです ︒ところが ︑私と Ｏさんは ︑平気のへいざです ︒つまり ︑自分にも ︑他
人にも ︑弱い 点があるということですね ︒
自分にも 弱いところがあるのだから ︑他人にも 弱いところがあるだろう ︒だから ︑他人が 困�
ていることがあれば ︑手助けしてやろう ︒そう 思うべきなのです ︒自分は 強いんだ ︒何でもでき
るんだ ︒そう 思�ている 人がいたら ︑ほんとうに ︑そうかな� ︑と 思�てみて 下さい ︒ほんとう
に 弱いところは ︑ありませんか ︒人は ︑自分の 弱さを 知�てこそ ︑他人にも 優しくなれるのです ︒
織田信長 ︵一五三四︱一五八二︶という 武将は ︑自らの 才覚によ�て ︑新しい 時代を 作りました ︒
しかし ︑京都に 入�て ︑安心していたのか ︑あまり 護衛をつけずに 本能寺に 泊ま�てしまいまし
た ︒そして 明智光秀 ︵一五二八頃︱一五八二︶に 殺されてしまいました ︒豊臣秀吉 ︵一五三七︱一五九八︶
は ︑その 持ち 前の 明るい 性格で ︑人々の 心を 一つにして ︑天下を 統一しましたが ︑無理に 無理を
重ね ︑朝鮮に 出兵し ︑多くの 人びとに 悲しみを 与えました ︒私がいいたいのは ︑こういうことで
す ︒どんなにすぐれた 人でも ︑愚かなところはある ︑ということです ︒おそらく ︑自分が 優れて
いると 思�た 瞬間に ︑人はその 愚かさを 忘れてしまうのです ︒自分の 弱いところ ︑自分の 愚かな
ところを 知る 人のことを 賢者といいます ︒つまり ︑かしこい 人です ︒
自分にも 弱いところがある ︒自分にも 愚かなところがあるとわか�ている 人は ︑他人にも 優し
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︵以上の 四本は ︑二〇一六年四月〜二〇一八年三月に 連載の 文章の 一部︶

くなれます ︒自分も 人の 力を 借りなければ 生きてはゆけぬと 思�ていれば ︑他人が 困�ている 時
には ︑自然と 手を 貸すものなのです ︒
食べ 過ぎで ︑おなかをこわして 苦しんでいる 友達を 笑うことは 簡単ですが ︑自分にもそんな 経
験はないか ︑考えてみるべきです ︒勉強がよくできる 人は ︑自分の 力でほかの 人の 成績も 上がる
ようにしてあげるべきです ︒
世の 中というものは ︑競争で 多くのことが 決ま�てゆきます ︒進学先も ︑就職も 決ま�てゆき
ます ︒ところが ︑実際には ︑協力し 合�てや�て 成し 遂げる 仕事の 方が ︑だんぜん 多いのです ︒
と ︑ここまで 書いたところで ︑こんなことは ︑私などより 皆さんの 方が ︑よくわか�ていると
思いました ︒若い 人の 方が ︑ボランテ�アなどの 経験をも�ているからです ︒あの 東日本大震災
の 時も ︑多くの 若い 人たちが ︑活動しましたよね ︒日本の 社会は ︑競争ばかりしている 社会から ︑
協力しあう 社会にならなければならないということを ︑いちばんよく 知�ているのは ︑むしろ 若
い 人たちかもしれません ︒

「思い入れ」と「思い込み」

座談に学ぶ
私の 生まれは ︑旧甘木市︒現在の 朝倉市です ︒育ちは 福岡市南区高宮︒呉服町の 洋品店のどら

息子なので ︑福岡の 話は 尽きません ︒福岡大学附属大濠高校の 生徒であ�た 私は ︑今でも ﹁筑女﹂
や ﹁福女﹂と 聞けば ︑胸が 締め 付けられるのです ︒だから ︑博多での 酒宴は ︑楽しく ︑そして 時
にせつないものとなります ︒
今春もまた ︑酒宴と 座談の 機会を 得ました ︒ま� ︑例によ�てとりとめのない 話をしていたの
ですが ︑何かをき�かけに ︑﹁作問﹂の 話となりました ︒相良浩文先生と ︑清水和弘先生が ︑問
題を 作る 難しさを 説かれると ︑私も 思うところがあ�たので ︑身を 乗り 出して 話を 聞いてしまい
ました ︒その 折のこと ︑佐々木英治先生が ︑自分の 作�た 問題には ︑作問者それぞれに ﹁思い 入
れ ﹂もあるから ︑作成会議で 批判されるのは 嫌なものだが ︑それを 受け 入れる 心がなくては ︑良
い 問題を 作ることはできない ︑と 述べられたのが 印象的でした ︒清水先生は ︑執念のようなもの
が 必要だとも 言われました ︒たしかに ︑そうです ︒が ︑しかし ︒清水先生は ︑加えて ︑良い 問題
を 作るためには ︑互いが 忌憚なく 批判することも 必要だと ︑また 念を 押されました ︒
私は ︑相良︑清水︑佐々木の 三人の 大先輩の 話を 聞きながら ︑どんなに ﹁思い 入れ ﹂があ�て
も ﹁思い 込み ﹂はあるものだなと ︑膝を 打�たのでした ︒そして ︑こんな 昔話を 思い 出しました ︒
以下は ︑東京での 修行時代のことです ︒
「思い込み」は大家でも
我が 国の 国語学︑国文学界の 権威で ︑いくたの 学者を 育て 上げ ︑その 学閥の 総帥である 某先生︒
その 大先生が ︑ご 講演︒当時︑駆け 出しの 学徒であ�た 私が ︑襟を 正して ︑拝聴したのはいうま
でもありません ︒ところがです ︒大先生は ︑
そういう 説は ︑まさしく ﹁けんき�うふえ ﹂でありまして ︑認められません ︒あきらか
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0

0

に 誤りであります ︒
快気炎を 上げているではありませんか ︒この 言葉を 聞いた 瞬間に ︑私たちは ︑一瞬︑互いの 顔を
見合わせました ︒そして ︑わが 耳を 疑いました ︒
﹁けんき�うふえ ﹂
︑それは ﹁牽強付会﹂すなわ
ち ﹁けんき�うふかい ﹂ではないのか ︒つまり ︑自分に 都合のよいように ︑道理に 合わないこと
をこじつけることではないのか ︑と ︒しかし ︑先生は ︑この 道の 権威者です ︒誰も 聞かなか�た
ことにして ︑その 時はやり 過ごしたと 思います ︒けれど ︑我々︑若手一同は 懇親会で ︑陰口をさ
んざん 言�て ︑その 二次会では ︑腹の 中の 笑いの 虫がおさまりませんでした ︒
いや� ︒まさに﹁牽強ふえ ﹂だ ︒あの 大先生は ︑辞書の 編纂もしているから ︑
その 辞書には ︑
﹁ふえ ﹂�てふりがな 振�てあるんだろ�ね� ︒
もう ︑言いたい 放題です ︒日ごろ ︑頭を 押さえられていた 若手一同は ︑溜飲を 下げたのでした ︒
もちろん ︑﹁牽強付会﹂は ﹁けんき�うふかい ﹂なのです ︒話は ︑これだけでは 終わりません ︒
その 翌日のこと ︑私は 学生たちにテストをすることにな�ていました ︒私は ︑時間が 来たので ︑
机の 上にある 参考書は ︑鞄の 中に 直して 下さい ︒問題用紙を 配布しますので ︒
と 言�たところ ︑東京の 学生たちは ︑苦笑するばかり ︒たまりかねた 学生のひとりが ︑
﹁直す ﹂�て ︑
﹁しまう ﹂ことですか� ？
じつは ︑モノを 仕舞う ︵収納︶ことを ︑西日本の 諸地域では ﹁直す ﹂というのです ︒元の 位置
に 戻すということです ︒﹁しま�た ︒俺が 言�たのは ︑方言だ�たのか ﹂
と 翌日気がついた 時には ︑
顔から 火が 出そうになりました ︒しかし ︑それだけでは ︑この 話は 終わりません ︒さらに ︑その
また 翌日のことです ︒自分の 書いた 文章について ︑読者から 質問の 手紙が 届きました ︒
上野先生は ﹁こういう 文章を 読むとへきへきする ﹂と 書いておられますが ︑それは 漢字

で 書けば ﹁辟易﹂ですから ︑﹁へきえき ﹂の 誤りだと 思います ︒
その 通りです ︒私は ︑自分の 書いた 文章に ﹁へきへき ﹂しました ︒﹁辟易﹂すなわち ︑尻込み
するということです ︒これで ︑国文学者の 私のプライドは ︑ずたずたに 引き 裂かれたのでした ︒

―

何が大切か

二十年前の 出来事から 学んだことが ︑二つあります ︒一つは ︑幾万の 言葉を 使�て 生活してい
るわれわれは ︑時に 誤�た 言葉を 覚えている 場合もあるということです ︒それを 指摘し ︑笑うこ
とはたやすいことですが ︑むしろ 正しい 言葉も ︑誤�た 言葉も 含めて 存在している 環境のなかで ︑
私たちは 暮しているのだ ︑ということを 知�ておく 必要があるのです ︒もちろん ︑それは ︑大学
者先生も ︒
︵二〇一五年六月︶
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朝倉は ︑わが 父祖の 地であり ︑博多で 育�

た ︒母の 介護を 七年間したので ︑五十代にし
て 私の 博多弁には 磨きがかか�た ︑と 思う ︒
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あまい話、せつない話
小学三年生のころだ�たと 思うが ︑柱に 縛りつけられたことがある ︒とい�ても ︑児童虐待で
はない ︒私は ︑博多育ちだ ︒祖父母︑父母が 営んでいた 洋品店は ︑昭和五十年代にあえなく 自主
廃業とあいな�たものの ︑昭和四十年代までは ︑それなりに 繁盛していた ︒卸業だ�たので ︑店
には ︑多くの 店員さんもいた ︒
話は ︑四十五年も 前のことだ ︒当時は ︑賄いや ︑掃除洗濯をするお 手伝いさんが ︑三人いた ︒
彼女たちは ︑住み 込みで ︑入れ 替り 立ち 替り ︑長崎県対馬のとある 村からや�て 来た ︒中学校卒
業式の 翌日︑制服姿で 博多に 連れられて 来るのだ ︒そして ︑翌日から ︑働き 出すのだ�た ︒この
おねいち�んたちは ︑二十二︑三歳までには ︑ほとんどがお 嫁さんにな�て ︑店を 辞めてゆくの
を 常とした ︒何を 隠そう ︑私は ︑このおねいち�んたちに ︑お 世話にな�て 大きくな�た ︒小学
校の 二年生まで ︑お 風呂にも 入れてもら�ていた ︒今から 考えてみると ︑信じられない 低賃金で ︑
二十四時間勤務していたのではないか ︑と 思う ︒私には ︑大好きなおねいち�ん ︵第一位︶
︑好き
なおねいち�ん ︵第二位︶
︑
そうでもないおねいち�ん ︵第三位︶の 三人が 常にいた ︒夜は ︑
ほとんど ︑
このおねいち�んたちの 屋根裏部屋で 寝ていたと 思う ︒あの 狭い 部屋で ︑お 話を 聞きながら ︑寝
るのがよいのだ ︒狭いから ︑よいのだ ︒狭いから ︑楽しいのだ ︒
そのおねいち�んたちが ︑藪入りすると ︑必ずおみやげに 持�て 来てくれるお 菓子があ�た ︒﹁か
すまき ﹂というお 菓子だ ︒簡単にいうと ︑カステラ 生地で ︑黒餡を 包み 込んだ 菓子である ︒つま
り ︑カステラ 巻だ ︒もちろん ︑博多の 菓子屋でも 売られていたのだが ︑対馬のそれは ︑手作りで

0

味がま�たく 異な�ていた ︒まず ︑餡が 手作りで ︑生�ぽくて ︑あずきの 風味がたまらないので
ある ︒博多の 店で 売られている﹁かすまき ﹂
は ︑大量生産で 日保ちがするように 作られているから ︑
乾燥してパサパサしている ︒対する 対馬のものは ︑カステラもし�とりしている ︒それに ︑なに
より 大ぶりなのだ ︒
ある 日︑近所のいたずら� 子が ︑私が 屋根裏部屋で 寝ていることを 嗅ぎつけて ︑学級会で ︑
﹁上
野くんな� ︑
おなごの 部屋で 寝とるばい ︒女中部屋で 寝とるとばい ﹂と 公言したのだ ︒私は ︑
と�
さに ︑それは 嘘だと 大声でい�た ︒もちろん ︑嘘ではないのだが ⁝⁝︒その 日から ︑私は ︑おね
いち�んたちの 部屋で 寝ることができなくな�てしま�たのだ ︒もちろん ︑両親のもとで 寝るの
だが ︑それでも ︑なんだかさびしい ︒たまらなく ︑さびしか�た ︒その 日を 境に ︑私は ︑おねい
ち�んたちと ︑あまり 口をきかないように 努めた ︒あるいは ︑性の 目覚めの 時が 近づいたのだろ
うか ︒あの 日を 境に ︑おねいち�んたちを 女として 意識しはじめたのだ ︒
それから ︑数� 月後︑私は ︑私の 秘密を 暴露した ︑
あの 憎いやつめと 言い 争いにな�た ︒私は ︑
に�
くきそやつが ︑おいしそうに 食べている ﹁かすまき ﹂を 指して ︑対馬の ﹁かすまき ﹂がいかにお
いしいかを 力説したのだ�た ︒言わなき�よいのに ⁝⁝︒お 前は 知らないだろうが ︑天と 地の 違
いだ ︑と ︒すると ︑だ�たら ︑俺のところに 持�て 来い ︒食べてみて ︑対馬の ﹁カスマキ ﹂の 方
がおいしか�たら ︑謝�てやる ︑というのだ ︒売り 言葉に 買い 言葉︒私は ︑おう 買�てきてやる ︑
とい�てしま�たのだ ︒さて ︑どうしたら 手に 入るのだろう ︒対馬まで 買いにはゆけない ︒
私は ︑泣きながら ︑大好きなおねいち�んに ︑
﹁対馬のカスマキがなか�たら ︑おり� 学校い
かんばい� ﹂
と 訴えた ︒
しかし ︑
あいにく ︑
このおねいち�んは ︑藪入りを 取�たばかりだ ︒私は ︑﹁く
やしか�� ︑くやしか�� ﹂と 泣いたと 思う ︒そして ︑母親の 財布からくすねたお 金を 渡したの
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であ�た ︒
すると ︑
このおねいち�んは ︑港に 行き ︑対馬から 二日おきに 干物を 運んで 来るお�ち�
んに ︑お 金を 渡して ︑買�てきてもらおうとしたのだ ︒今から 考えると 不思議な 話だが ︑島との
間で 連絡を 取りたい 人や ︑ち��とした 品物のやり 取りをしたい 人は ︑船着き 場に 行�て ︑干物
屋のお�ち�んのような 知人を 待ち 伏せして ︑頼みごとをしていたのである ︒もちろん ︑必ず 知
人に 出逢えるとは ︑限らないのだが ︑半日も 船着き 場にいれば ︑たいがいは 知�た 人に 会うので ︑
金品を 預けたりすることができたのである ︒彼女はお 金を 渡して ︑買�てきてもらい ︑それを 私
に 渡そうとしたのだ ︒
ところがだ ︒ボクと 彼女にと�ては ︑それは 大金︒しかも ︑干物の 運び 人のお�ち�んが ︑二
日後︑突然︑店にや�て 来て ︑母に 事情を 話して ︑
﹁かすまき ﹂を 渡してしま�たのだ ︒
いきなり 私は ︑床柱に 縛り 付けられた ︒母は ︑私に ︑お 手伝いさんにと�て ︑それがどれほど
の 大金だと 思�ているのか ︒お 手伝いさんは ︑仕事でお 前の 世話をしているのだから ︑お 前が 命
令を 出すとは 何事か ︒商人というものは ︑見栄をは�てはならぬ ︑と 絞られた ︒
﹁かんにんして 下さい ︒私が 悪かとです ﹂と 言
後方で ︑大好きなおねいち�んも 泣いている ︒
いながら ︒ただ ︑幸いなことに ︑母親は ︑私がお 金をくすねたことには ︑気がついていないようだ ︒
母親は ︑大好きなおねいち�んに ︑かすまき 代を 渡すと ︑店員さんを 全員呼んで ︑お 茶を 入れて ︑
﹁かすまき ﹂を 皆で 食べた ︒私は ︑床柱に 縛り 付けられていたから ︑食べることはできなか�た ︒
でも ︑
しばらくすると ︑
やはりおいしい ﹁かすまき ﹂のあるせいか ︑場が 和んできた ︒﹁まこと 坊�
ち�んのお 蔭で ︑今日はかすまき 食べられるとよ ︒あ� ︑うれしか� ⁝⁝﹂と 喜んでいるではな
いか ︒
さて ︑最後に ︑謎解きを ︒私は 母の 財布の 金をくすねて ︑大好きなおねいち�んに 渡していた

︵二〇一六年五月︶

のに ︑なぜ ︑母は 気付かなか�たのか ？ じつは ︑大好きなおねいち�んは ︑私が 母の 財布から
金を 抜き 取�たと 直感して ︑同額のお 金を ︑こ�そり 母の 財布に 戻していたのであ�た ︒これは ︑
大好きなおねいち�んのお 嫁入りの 日に 聞かされた 話である ︒
﹁まこち�ん ︑金ば 盗んだら ︑警
察につかまるとよ ︒もうしたらいかんばい ﹂
これも 今は 昔︑あまくせつない 話である ︒

お金が阿弥陀に光ります
当年︑五十五歳とあいな�た ︒まだまだ ︑若造なのだが ︑今日は ︑昔話がしたくてし�うがない ︒
私は ︑博多育ちで ︑零細な 洋品店の 次男坊だ�た ︒結局︑自己廃業の 憂き 目にあうのだが ︑昭和
四十年代までは ︑家業もそれなりに 繁盛していた ︒だから ︑祖父や 父は ︑それなりに 遊んでいた ︒
あとからわか�たことだが ︑祖父と 父が 遊んでいることは ︑子ども 心にも ︑これまたそれなりに
わか�ていた ︒
四十年も 前の 博多の 商家では ︑盆暮れの 二期払いが 普通で ︑盆と 暮れには ︑掛け 取りの 芸者衆
のおねいさまがたが 大挙してや�て 来た ︒当時の 商家には ︑それぞれに 贔屓にしている 料亭や 券
番 ︵置屋︶があ�て ︑盆と 暮れには ︑祖父や 父が 払い 切れなくな�てしま�た 飲み 代︑花代の 掛
け 取りにや�て 来たのである ︒ようするに ︑節句払いの 借金取りがや�て 来るのだ ︒しかし ︑そ
のおねいさまがたは ︑表向きは ︑絶対に 掛け 取りに 来たと 言わないのだ ︒あくまでも ︑盆暮れの
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0

︱

0

0

0

ご 挨拶にや�て 来ることにな�ているのだ ︒では ︑このおねいさまがたを ︑どう 祖母と 母は 迎え
討�たのか ？ あにはからんや ︑寿司や 鰻を 取�て ︑大歓待するのだ ︒つまり ︑こんな 時に ︑渋
い 顔をするようでは ︑博多の 商家の 女将である ﹁ごり�んさん ﹂の 名が 廃るのだ ︒だから ︑あえ
て 大金を 使�て 大歓待するのだ ︒もちろん ︑店は 開店休業となり ︑店員さんもさ� 一杯というこ
とになり ︑大宴会とあいなるのであ�た ︒博多の 女たちは ︑男たちの 遊興費の 未払い 金を 気前よ
く 払�て ︑その 甲斐性を 男たちに 見せつけるのである ︒女の 意地であろう ︒男たちにしてみれば
かなしだ ︒一方︑それは ︑浮気防止策でもあ�た ︒花街の 人たちと ︑ツ�カ�にな�てしまうわ
けだから ︒
さて ︑ここからは ︑高等︑高尚な 話︒表向きは ︑盆暮れのご 挨拶であるから ︑料亭の 女将も ︑
芸者衆も ︑未払い 金があるなどと ︑口が 裂けても 言わない ︒ところがである ︒祖母と 母は ︑
うちの 宿六は ︑ああたたちに ︑借金ばしとろうが ⁝⁝早う 砂糖代ば 教えてくれんね ︒払
うけんくさ
︒
とけしかける ︒すると ︑
いや ︑それは 奥様たちには 言われんとですよ ︒企業秘密ですけん ︒教えられんとです ︒
と 返される ︵もちろん ︑儀礼的にだが ︑ここは 心理戦︶
︒
うちらが ︑商売できとるのも ︑あんたたちが 客ば 接待してくれるけんよ ︒砂糖代ば ︑言
いんし�い ︒未払いにな�とろうが ⁝⁝︒
こんな 問答が 長々と 続き ︑どうしようもなく 口を 割らされたという 体で ︑しぶしぶ 未払い 金が 告
げられて ︑その 金額に 御祝儀をつけて ︑渡すのである ︒かの 掛け 取り 軍団たるおねいさまたちが
0

0

家にや�て 来るとわかると ︑祖父と 父は ︑突然の 急用のため ︑外出するのを 常としていた ︒

さて ︑ここでいう ﹁砂糖代﹂とは ︑何なのであろうか ︒それは ︑隠語で ︑遊興費のことを 指す
のである ︒近時︑近世史の 泰斗に 教えてもら�たことなのだが ︑幕末まで 砂糖は 貴重品であ�た
から ︑長崎などでは ︑現金代わりに 砂糖でものの 売り 買いがなされることもあ�たそうなのであ
る ︒考えてみると ︑かつては ︑中元と 歳暮に ︑よく 砂糖を 送�たものだ ︒花や 鯛をかたど�た 砂
糖も ︑かつてはあ�た ︒砂糖はお 金のようなものだ�たのだ ︒
唐人が ︑長崎では 遊興費を 砂糖で 払うこともあ�たという 話も 聞いた ︒おそらく ︑甘いものに
払う 代金ということで ︑博多あたりでは ︑遊興費のことを 砂糖代とい�ていたのであろう ︒
さて ︑いよいよおねいさまたちの 大宴会もお 開きとなる ︒すると ︑祖母と 母は ︑未入金を 熨斗
袋に 入れて ︑玄関先で 渡すのである ︒しかし ︑この 時には ︑もう 一つ 熨斗袋を 渡すことにな�て
いた ︒それは ︑今日や�て 来た 芸者衆への ﹁花代﹂であ�た ︒芸者衆は ︑本日は 暮れのご 挨拶に
や�て 来たのですからと ︑受取ろうとはしないが ︑祖母がなかば 強引に ︑相手の 襟元にねじ 込ん
でしまうのである ︒そこは ︑女の 戦いだ ︒これが ︑わが 家の 毎年の 年中行事︑いや ︑年中騒動な
のであ�た ︒
掛け 取り 軍団との 大宴会が 終わ�て ︑一時間ほどすると ︑急用が 終わ�て ︑祖父と 父は ︑店に
帰�てくるのだが ︑祖母と 母から ︑絞られるのはいうまでもない ︒
あ�� ︑今年の 砂糖代に� ︑どうしてあげん 高かとね ⁝⁝
﹁いや� ︑砂糖が 値上がりしとるけくさ ﹂と 言うのが 精一杯だ�た ︑と 思う ︒
父は ︑
さて ︑思い 起してみると ︑辞去する 際の 芸者衆のご 挨拶の 言葉が 忘れられない ︒
旦那さん ︑ならびにごり�んさんのお 蔭で ︑なんとか 年が 越せます ︒いただいた 砂糖代
が 阿弥陀に 光�て 見えます ︒ありがとうございました ︒見捨てんといて 下さい ︒

120
朝倉、博多ぶらぶら

121

ここでいう ﹁阿弥陀に ﹂とは ︑阿弥陀の 仏像の 後背の 光明のことである ︒そうか ︒つまり ︑あ
りがたいお 金でございますということを 言�て ︑感謝の 気持ちを 伝えていたのである ︒砂糖代が ︑

︱

0
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︒

光�て 見えるというのか� ︑と 五十五にな�て ︑ようやく 気付いた 次第である ︒意味がわかると

0

同時に ︑その 言葉の 味わいを 知ることができた ︒今では ︑誰も 使わない 死語なのだが

腰田低男氏の人生
0

私は ︑この 方面では ︑世界一の 学者だと 思�ている ︒もちろん ︑残念だが 研究のことではない ︒
腰の 低さでは ︑世界一だと 思うのである ︒私には ︑学界で 通用しているニ�クネ�ムがある ︒人
呼んで ﹁こしだひくおし ﹂という ︒かれこれ ︑二十年前からだろうか ︑こうい�た 名誉ある 称号
で 呼ばれるようにな�たのは ？
それは 以下のような 理由による ︒私は ︑名刺を 手交する 時に ︑必ず 次のようなことを 言うから
だ ︒というか ︑人から 言われて ︑確かにそう 言�ている ︑と 認識した ︒
光栄です ︒今日︑こうや�て ︑お 出逢いのご 縁を 賜りましたので ︑今後とも ︑御贔屓に
お 願い 申し 上げます ︒お 見限りなく ︑お 手助け 下さい ︒
これを 横で 聞いていた 悪友が ︑﹁ごひいき ﹂なんて ︑死語だぞ� ︑と 笑�たのである ︒しかし ︑
私は ︑初対面のご 挨拶と 名刺交換は ︑そういうもんだと 思�ているし ︑また ︑今でもそうや�て
いる ︒これをおもしろおかしくマネする 悪友がまたいて ︑ついたあだ 名が ﹁腰田低男氏﹂なので

0

0

0

0

0

0

ある ︒
私の 家は ︑零細な 衣料商だ�たので ︑店先で 子供のころから ︑名刺交換を 見ていて ︑それが 習
い 性にな�ていたのだ ︒母は 店先で ︑こう 言�ていた ︒
こげなはきだめみたいな 店に ︑ようきんし��たな� ︒光栄の 至り ︑いや ﹁至り ﹂やなか ︑
いたりきたりですばい ︒お 出逢いさせていただきましたからには ︑これも 悪縁と 思うて ︑
毎度御贔屓にお 願いします ︒お 見限りなく ︑お 手助け 下さい ︒
そして ︑必ず 名刺交換した 相手には ︑礼状を 出していた ︒だから ︑そうするもんだと 思�てい
たのである ︒先年︑歌舞伎役者の 中村壱太郎さんと 名刺交換した 折のこと ︑﹁先生のご 挨拶は ︑
少し 前の 役者︑
いや 役者じ�なくて ︑役者の 奥さんの 挨拶に 似ています ﹂
と 言われたことがあ�た ︒
は�は��ん ︑言われてみると ︑そうだ ︒思い 当たる ﹁ふし ﹂がある ︒子供のころ ︑家の 近く
の 大博劇場という 芝居小屋や 市民会館に ︑歌舞伎が 来ると ︑よく 歌舞伎役者の 奥さんが ︑店にご
挨拶に 来られた ︒その 奥さんを 連れて 来るのは 大概︑呉服屋さんの ︑これまた 奥さんである ︒博
多では ︑大店の 女将のことを ﹁ごり�んさん ﹂という ︒その 歌舞伎役者の 奥さんのご 挨拶の 折に
は ︑必ずご 招待の 切符を 持�て 来るのである ︒
〇〇丈も ︑お 蔭で 十日後には ︑ご 当地︑初お 目栄となります ︒本来なら ︑本人がご 挨拶
に 来なくてはならないところでございますが ⁝⁝︒
ご 招待券一枚と ︑役者さんの 手ぬぐいなどの 手土産があ�たような 気がする ︒その 和服の 着こ
なし ︑挨拶の 見事さとい�たらない ︒だから ︑父も 母も ︑﹁これをご 縁に ﹂﹁御贔屓に ﹂と 言うの
だ ︒それが ︑私に 文化財のように 伝わ�ていたのである ︒
そうして 母も ︑名刺交換して ︑父も ︑歌舞伎役者の 奥さんと 呉服屋のごり�んさんを 見送るの
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であるが ⁝⁝︒どうしたわけか ︑父も ︑母も ︑浮かぬ 顔である ︒二人は ︑﹁し�うがないかね� ︒
五枚かな� ︑十枚かな� ﹂と 言うのである ︒当代を 代表する 役者の 奥さんがご 来店とあらば ︑招
待券一枚は ︑ありがたくいただくとして ︑五枚︑十枚は ︑切符を 買わねばなるまい ︑ということ
なのである ︒私は ︑子供ながらに ︑こうや�て 経済というものは 回るものだと ︑いわば ﹁英才教
育﹂を 受けていたのである ︵もちろん ︑当時はわからなか�たが ︶
︒浮かぬ 顔の 父は ︑またこう 言�た ︒
切符だけならよかたい ︒こり� ︑帯留めの 一つも 買わないかんとやないか� ？
もう 先を 読んでいるのである ︒だいたい ︑
いつも 同じスト�リ� 展開とな�た ︒まず ︑
父と 母は ︑
切符をその 時々に 応じて ︑呉服屋さんに 電話で 注文するのである ︒すると ︑呉服屋さんが ︑注文
席数の 切符を 持�てわが 店にや�て 来る ︒店先で 話しているうちに ︑呉服屋さんは ︑次のような
ことを 言う ︒
奥様は ︑前にお 買いにな�た 大島 ︵つむぎ ︶があるので ︑あれをお 召しにな�たらよかで
すばい
すると 母は ︑
この 際︑帯留めだけでも ︑新しいとば ︑買いま�し�うかね ︒
と 返す ︒ならばとい�て 持�て 来るのが ︑連れて 来た 歌舞伎役者の 奥さんと 同じ 帯留めなのであ
る ︒こうや�て ︑呉服屋さんは ︑﹁ご 商売﹂をしていたのである ︒けれど ︑帯留めだけで 終わる
のなら ︑まだよいのだ ︒ここは ︑博多だ ︒話は 帯留めから ︑帯になり ⁝⁝︒こうや�て ︑商談は
進んでゆくのである ︒わが 店の 従業員たちは ︑ここで 歌舞伎のチケ�トをもらえると 心中ほくそ
笑むのを 常としていた ︒
では ︑父の 方はどうかといえば ︑こちらも 大変なのだ ︒呉服屋のご 主人が ︑歌舞伎役者を 招い

0

0

0

︱

ての 初日︑千秋楽のお 祝いの 会をするからである ︒もちろんこちらも ︑呉服屋さんのご 招待だが ︑
役者衆には ︑ご 祝儀を 出すことになるから ︑大変なのだ ︒もう ︑察しが 付くと 思うが ︑このビジ
ネスモデルは ︑大相撲も 同じなのである ︒私は ︑尊敬申し 上げるお 父上さま ︑お 母上さまから ︑
よくこんな 訓戒を 授けられた ︒
誠︑
よう 見ときんし�い ︒タダほど 高かもんはなかとぞ ︒芝居の 切符の 代金も ︑飲み 代も 皆︑
帯代に 上乗せたい ︒それが ︑小商人というもんばい
︒
結局︑高い 高い 帯留めと 帯を 買わされて ︑劇場に 行くのだが ︑劇場の 入り 口には ︑かの 歌舞伎
役者の 奥さんが 待�ている ︒その 奥さんは ︑お 袋の 着物を 誉めまくるのである ︒ここも ︑商売の
ミソだ ︒私たちは ︑一枚の 招待券から ︑高い 買い 物をした ︵させられた ︶のであるが ︑歌舞伎役者
の 奥さんから 誉められた 着物という 思い 出をもらうのである ︒モノではなく ︑コトを 買うコト 消
費なのだ ︒
母は ︑病床について ︑着物を 着られない 身体にな�ても ︑何度も 何度も ︑高い 買い 物とな�た
帯の 話をしていた ︒
﹁あの 歌舞伎役者の 先代の 奥さんが ︑お 世辞やろうけど 誉めてくれてね ﹂と ︒
父は 父で ︑歌舞伎役者と 同席した 宴会のことをず�と 後まで 語�ていた ︒つまり ︑あの 帯代に
は ︑思い 出の 代金も 上乗せされていたのだ ︒
けれども ︑話は ︑まだ 終わらない ︒その 歌舞伎役者の 奥さんと 呉服屋さんから ︑温泉旅行に 誘
われたのである ︒しかし ︑こちらは ︑父母も ︑丁重にかつき�ぱりと 断�ていた ︒母は ︑
うちらが ︑付き 合いできるのは ︑せいぜいここまでばい ︒い�し�に 旅行に 行�たら ︑家
を 売らに�いかん ︒何︑買わされるか ︑わからんけんね� ︒
と 言�ていた ︒つまり ︑付き 合いというものにも ︑﹁分相応﹂というものがあるというのである ︒
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では ︑わが 家が 呉服屋さんに 完敗していたか ︑というとそうではなか�た ︒呉服屋さんの 娘さん
の 洋装の 小物は ︑わが 上野合名株式会社から 納品されていたのだ ︒
とにかく ︑相手さまに 頭を 下げろ ︒そうすれば ︑必ず 良いことがある ︒そうや�て ︑私は 博多
小商人の 英才教育を 受けてきたのである ︒私は ︑出版社の 人と 名刺交換する 時には ︑必ずこう 言
うことにしている ︒
御贔屓にして 下さいね ︒偉い 先生が ︑
欠稿にな�て ︑
原稿に 困�たら ︑
お 電話一本下さいね ︒
原稿は 一字から 一万字まで 承りますので ︑ご 用命下さい ︒即日︑出しますので ︒一字から ︑
はい 喜んで ⁝⁝︒
ここに ︑腰田低男の 本領があるのだ ︒私の 人生の 中では ︑悔しいことも 多か�たが ︑それでも ︑
辞を 低くして ︑人を 喜ばせることにかけては ︑世界一だという 自負がある ︒ある 時︑母は ︑こん
なことを 私に 言�た ︒
いくら 頭を 下げても ︑下げすぎることはなかばい ︒血が 下がりすぎて 死ぬことはなかけ
んね ︒それに ︑タダやろが ︑頭下げても ︒
無能な 私が ︑ここまでや�てこれたのも ︑腰田低男の 教えがあるからだ ︒

ゼノ・ゼブロフスキー修道士のこと
私は 九州︑福岡県の 生まれだ ︒それも ︑洋品店の 次男坊︒生まれたのは 朝倉市だが ︑二つ 店舗

があ�た 関係で ︑中学校までは ︑朝倉市と 福岡市の 店を 行き 来しながら 育�た ︒大阪言葉では ﹁も
うかりま�か ﹂﹁ぼちぼちでんな�� ﹂だが ︑私の 家では 違う ︒
﹁どけんですな� ？ ︵ご 商売の 方は ︑
どうですか ？︶
﹂と 言われると ︑
良い 時も ︑
悪い 時も ︑
必ずこう 言�
ていた ︒
ま�せんたい ！ ︵それが ︑どうにもならないくらい 売り 上げが 落ち 込んでいるんですよ ︒どうすることも ︑

﹁それがくさ ︑どげんもこげんもなりませんたい ︒首を 括ろうにも ︑縄を 買うお 金があり
こうすることもできません ︒首を 括ろうにも ︑縄を 買うお 金がなくて 困�ています ︶
﹂

これくらいのことは ︑平気で 言うのだ ︒﹁ぼちぼち ﹂なんて 言�たら ︑こう 言われてしまう ︒
﹁ぼちぼちなら ︑よかたい ︒わたし� ︑今日は 金ば 借りに 来たとばい ︵ぼちぼちならよいですね ︒
私は ︑今日はお 金を 借りに 来たんですよ ︶
﹂

ま� ︑私と 話した 人ならわかると 思うが ︑こうい�たテンポ 感のようなものは ︑私にもある ︒
三つ 子の 魂百までだ ︒
家は 臨済宗の 東福寺派の 檀家だが ︑幼稚園はカトリ�ク 系であ�た ︒博多の 人は ︑そんなこと
は 気にしない ︒時たま ︑ポ�ランド 人の 修道士がや�て 来た ︒つる�ぱげに ︑白髪のおじいち�
んだ�た ︒子ども 心にも 警戒心というものはあるが ︑眼がやさしいから ︑私たちは ︑すぐに ﹁抱�
こして� ﹂と 皆駆け 寄�てい�た ︒このおじいち�ん 修道士は ︑午後になると ︑当時は ﹁バタ 屋
さん ﹂
と 呼ばれていた 廃品回収の 人を 連れて ︑町内を 回るのを 常としていた ︒私たちは ︑
おじいち�
んの 廃品回収があるのを 心待ちにしていた ︒というのは ︑アメをくれるからだ ︒まず ︑玄関先に
来ると ︑
﹁ごあいさつ�� ﹂と 言�て ︑つかつかと 座敷に 上が�て 来る ︒そして ︑仏壇の 前に 行�
て ︑チ�ンとやる ︒カトリ�クの 修道士でも ︑仏壇にごあいさつはするのだ ︒
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子どもたちは ︑おじいち�んが 来ると ︑お 手伝いと 称して ︑おじいち�んについて 回る ︒だか
ら ︑二軒目には ︑二人︒三軒目には 三人とな�て ⁝⁝それからというもの 子どもたちがぞろぞろ
とついて 廃品回収をしてゆくことになる ︒ポ�ランド 人のおじいち�んとバタ 屋さん ︑そして 子
どもたちの 大行列が 出来るのだ ︒今でも ︑目に 浮かぶ ︒舗装もされていない 道路を ︑リヤカ�を
先頭に 意気揚々と 歩く 姿を ︒それに ︑お 金持ちの 家に 行くと ︑おやつが 出るから ︑私などはうれ
しくて ︑うれしくてし�うがなか�た ︒この 廃品回収で 得た 金を 慈善事業に 使�ていたのだ ︒
ただし ︑町内には ︑この 大行列を 快く 思わない 人たちもいた ︒第一︑うるさいことこの 上ない ︒
それに ︑子どもたちがお 手伝いと 称して 家に 上がり 込んで ︑遊ぶので ︑よく 粗相をするのだ ︒調
度品を 壊したり ︑庭の 花を 取�たりと ︒それに ︑慈善事業とはいえ ︑廃品回収を 子どもたちが 手
伝うのを 歓ばない 人もいたと 思う ︒そのあたりのことは ︑子ども 心ながら 感じていた ︒もう 年配
の 読者ならお 分かりのことと 思うが ︑当時は ﹁バタ 屋さん ﹂という 職業に 対する 偏見がまだ 残�
ていたのだ ︒だから ︑皆がこの 廃品回収を 歓んでいたわけではないのだ ︒今思うと ︑せつない 気
持ちになる ︒
ところで ︑思い 起してみると ︑このポ�ランド 人の 修道士は ︑おそろしく 日本語が 下手だ�た
気がする ︒だから ︑必ずシスタ�が 横についていた ︒カタコトの 日本語では ︑意味が 伝わらない
ところを 通訳のように 話してくれるのだ ︒話す 言葉とい�たら ︑
﹁あなた 恥かくと ︑マリアさま 歓ぶ ﹂
くらいのもの ︒だから ︑カタコトの 日本語すらおぼつかないのだ ︒い�たい ﹁あなた 恥かくと ︑
マリアさま 歓ぶ ﹂とはどういう 意味なのだろう ？ 今︑考えてみると ︑﹁私について 廃品を 町内
から 集めてまわると ︑あなたは 恥をかくことになるかもしれないが ︑それはマリアさまが 歓ぶこ

とだ ﹂ということだろうか ︒なぜ ︑このフレ�ズを 鮮明に 覚えているかというと ︑私たちはみん
な 真似をしていたからである ︒
そんな 廃品回収も ︑私が 小学校二︑三年の 時にはなくな�たと 思う ︒もう 一つ 覚えていること
がある ︒私たちは ︑このおじいち�んのことを ﹁ブラブラさん ﹂と 呼んでいた ︒ベルトのかわり
に ︑白いロ�プのようなものを 腰に 巻いて ︑前でブラブラさせていたからである ︒
最近︑あの ﹁あなた 恥かくと ︑マリアさま 歓ぶ ﹂の 白髪のおじいち�んのことが 気にかかるよ
うにな�て ︑調べはじめた ︒ただし ︑名前がわからない ︒それは ︑﹁ブラブラさん ﹂としか 呼ん
でいなか�たからだ ︒
調べてみて ︑一人だけ 該当しそうな 人物がいる ︒長崎の 聖母の 騎士社のゼノ ・ゼブロフスキ�
修道士 ︵一八九一︱一九八二︶だ ︒ただし ︑一九六四〜六八年ころに ︑ほんとうに 福岡で 活動してい
たのか ︑確証がない ︒
ゼノ 修道士は ︑後年︑アウシ�ビ�ツのコルベ 神父として 知られるマキシミリアノ ・コルベ 聖
者 ︵一八九四︱一九四一︶とともに ︑一九三〇年に 長崎にや�て 来た 修道士だ ︒彼は ︑第一次世界大
戦で 分断されたポ�ランドで 育�ている ︒故国がドイツとロシアに 引き 裂かれたこの 時代︑彼は
充分な 教育を 受けることができなか�たようだ ︒さまざまな 職を 転々としたあと ︑コルベ 神父の
下で 修道士となり ︑長崎にや�て 来た ︒コルベ 神父が 帰国した 後も ︑もちまえの 明るさとバイタ
リテ�で ︑コルベ 神父が 設立した 長崎聖母の 騎士社で 活動を 続けた 修道士である ︒
ゼノ 修道士は ︑戦乱を 故国・ポ�ランドで 体験していたので ︑自ら 被爆者ながら ︑戦争孤児の
救済活動では 八面六臂の 活躍をすることとな�てゆく ︒彼はポ�ランド 語を 母国語として ︑長崎
にや�て 来た ︒そして ︑布教のなかで 日本語を 学んだようだが ︑体系的な 日本語学習をした 形跡
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はない ︒するとあれは ︑ポ�ランドなまりの 長崎弁だ�たのか�と 思�てみたりもする ︒写真を
見ると ︑似ているように 思うが ︑まだゼノさんだという 確証はない
︒私にと�てあの 人は ︑
稀に 来る 人︑マレビトであ�た ︒はるか 五十年前の ︒
※この 文章を 読んだ 方たちから ︑連絡があり ︑ゼノさんであ�たことは ︑間違いないだろうと
のことでした ︒

スリーＡの上野
数年前のこと ︑私は 故郷に 錦を 飾ることができた ︒
わが 故郷︑福岡県朝倉市の 図書館で ︑講演をすることが 出来たからである ︒朝倉は ︑わが 祖父
の 地だ ︒
その 朝倉での 講演である ︒
いやが 上にも ︑気持ちは 上がる ︒講演の 第一声は ︑
こうであ�た ︒
上野ストア�の 馬鹿息子が 帰�て 来ましたば��い ︒
祖父が 営んでいた 商店が ︑上野ストア�で ︑そこの 馬鹿タレ 息子が 帰�て 来ましたよ ︑という
ご 挨拶である ︒年配の 人は ︑わが 上野ストア�を 知�ているから ︑それなりに 受けたと 思う ︒
﹁上野ストア� ﹂という 屋号は ︑一九六〇年代に ︑わが 家が 使�ていた 屋号だが ︑実態は 小さ
な 洋品店であ�た ︒この 屋号は ︑いわれがある ︒それまでは ︑その 小さな 洋品店を ﹁上野デパ�
ト ﹂と 称していたのだ ︒しかし ︑それは 祖父が ︑ほんとうのデパ�トというものを 知らなか�た
からこそ 使えた 屋号なのであ�た ︒周囲から ︑

こげな 小さか 店ばね ︑デパ�ト�て 言�たら ︑笑わるるよ ︒
こんな 小さな 店をデパ�トと 言�たら ︑笑われますよ ︑と 言われてようやくストア�としたの
である ︒
えんすけ
祖父︑上野縁助は ︑高等小学校卒ながら ︑商才があ�て ︑一九三〇年代から 五〇年代にかけ
て ︑財をなした ︒チ��ン 店とまではゆかないが ︑洋品店としては 成功したといわれている ︒が ︑
しかし ︒婿養子とな�た 父は ︑大学出だ�たが 商才がなく ︑祖父が 晩年に 作�た 借金の 返済を ︑
店舗縮小と 土地売却で 切り 抜けただけの 人だ�た ︵おやじさん ︑ゴメン ︶
︒つまり ︑上野ストア�は
一九七〇年代後半には ︑商店としてたちゆかなくなり ︑自主廃業したのである ︒その 三代目︑ド
ラ 息子が ︑私ということになる ︒そして ︑わが 母は ︑能天気な 家つき 娘で ︑その 晩年︑地元では
知られた 俳人であ�たから ︑福岡に 帰ると ︑まだ ︑母の 弟子たちがいるのである ︒そんなわけで ︑
福岡を 離れて 四十年経�た 今も ︑地元では ﹁上野ストア�の 馬鹿息子﹂で 通るのである ︒福岡で
講演をすると ︑楽屋に ︑珍客が 来ることがある ︒大概は ︑祖父の 艶聞︑戦中︑戦後のドサクサに ︑
軍用物資を 横流しした 話などなど ︑ありがたくない 話が ︑じつに 多い ︒
しかし ︑祖父の 縁助を 悪くいうわけにはゆかない ︒私は 大学と 大学院等で 十二年間︑学費を 払�
てもら�たが ︑その 学費は ︑祖父の 残した 財によるものだからだ ︒
では ︑わが 上野デパ�ト ︑上野ストア�のマ�クは 何であ�たか ？ それは 二つあ�た ︒ひと
つは ︑菱型のなかに ︑Ａと 入�ているもの ︒もう 一つは ︑菱型のなかに 横並びで ＡＡＡと 入�て
いるものである ︒スリ� Ａだ ︒どうも ︑このマ�クは 同時並行で 使�ていたようなのである ︒中
学生の 時に ︑菱型に Ａのマ�クのいわれを 祖父に 聞いたことがある ︒祖父は ︑胸を 張�て ︑こう
答えた ︒
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︒毎度あり�� ︒

︱

そげなこつも ︑わからんか� ︒そり� ︑上野縁助の Ａたい ︒
別に 悪意があ�たわけではないが ︑私は 笑いころげてしま�た ︒
おじいち�ん ︑そり� 違うばい ︒エンスケなら Ｅやろうが ︒Ａじ�なかとよ ︒
祖父は ︑沈黙︒しかし ︑考えてみれば ︑Ａは Ａ評価の Ａであり ︑Ｅよりもよか�たかもしれない ︒
それから ︑祖父が 死んだあと ︑私は 祖母に ︑あのスリ� Ａの 由来を 聞いた ︒祖母は ︑真顔で ︑
しかも 自慢げに ︑こう 言�たのである ︒
あんたも ︑よう 知�ときんし�い ︒その 意味はね ︒
なかなか ︑いわくありげな 語り 出しである ︒
その 意味は ︑上野のエンスケが ︑エエもんを ︑エリすぐ�て 売�ております ︑という 意味
たいね ︒エンスケの Ａ︑
エエもんの Ａ︑
エリすぐりの Ａたいね ︒よう 覚えときんし�い
︒
私は ︑またもや ︑笑いころげてしま�た ︒
しかし ︑今は 反省している ︒常識や 教養がある 者が ︑常識や 教養のない 者を 笑うのは 簡単だ ︒
しかし ︑そんな 教養がなんだ ︑と 思う ︒祖父は ︑わが 家の 家紋である 三階菱の 菱型マ�クを 背負�
て ︑商いをした ︒そして ︑その 菱型の 真ん 中に ︑自分のイニシ�ルを 入れて 堂々と 商売をしたの
である ︒
私は ︑論文を 書いたり ︑研究発表をしたり ︑講演をしたりするのも ︑一つの 納品だと 思�てい
る ︒良い 納品なら ︑次の 仕事が 来る ︒私の 講演を 楽しいと 思�た 人が ︑次の 仕事をくれるかもし
れない ︒そう 思�て 仕事をしている ︒

︱

私を 貫く 精神は ︑
小商人の 精神だ ︒エエもんを ︑
エリすぐりでお 届けします

教会で七五三

︱

私の 郷里は ︑福岡だ ︒現在の 朝倉市に 生まれ ︑福岡市で 育�た ︒売れない 洋品店の 次男坊であ
る ︒それほどの 旧家ではないが ︑家には 仏壇と 神棚があり ︑かまど 神さまもいた ︒祖父は ︑地元
の 神社の 役員を 長くした 後に ︑菩提寺の 総代も 務めている ︒祖母と 祖父には ︑分担があ�て ︑祖
父がお 寺の 役をしている 時には ︑祖母は 神社の 役員をしていた ︑と 思う ︒つまり ︑祖父は ︑神社
もお 寺も 総代︒祖母は ︑敬神婦人会と 仏教婦人会の 役員をしていたのだ ︒
じつは ︑この 不思議な 神仏のコスタリカ 方式は ︑父と 母に 受け 継がれていた ︒それだけなら ︑
まだいい ︒子供たちがカトリ�クの 幼稚園に 通�ている 間は ︑父と 母は 教会での 奉仕もしていた ︒
子供たちの 卒園後も ︑未洗礼者ではあ�たが ︑十年ほどはカトリ�ク 教会の 奉仕をしていたと 思
う ︒その 上︑暮には 必ず ︑盲僧さんに 来てもら�て ︑﹁かまど 祓い ﹂をしてもら�ていたのだ ︒
中学のころだ�たか ︑不思議に 思�て ︑家族に 聞いたことがあ�た ︒その 答えは ︑こうだ�た ︒
うちとこの 街は ︑みんなそうばい
︒
皆︑そうや�ているということだ ︒
こんな 原稿を 書くと 笑われるかもしれないが ︑父母の 代まで ︑何の 疑問も 持たずに ︑大祓詞を
唱え ︑観音経を 唱え ︑ミサにも 出ていたのだ ︒
﹁信心﹂という 言葉がある ︒この ﹁信心﹂という 言葉は ︑
﹁信仰﹂とは 違う ︒
﹁信心﹂とい�た
場合には ︑
その 神仏がどんな 神さまか ︑仏さまか ︑問われないのである ︒だから ︑﹁信心深い 人﹂は ︑
どんな 神さま ︑仏さまにも ︑﹁信心深い ﹂のである ︒悪くいえば ︑節操がない ︵家族ば ︑悪う 言うて ︑
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︵二〇二〇年五月から 連載中の 文章の 一部︶

︱

︒祖父母︑
父母は ︑
信仰者などという 崇高な 人ではなく ︑
単に 信心深い 人だ�たと 思う ︒
悪かば�てん ︶
そんな 父母の 提案で ︑カトリ�ク 教会で ︑七五三をやることにな�た ︒千歳飴の 入�た 袋に ︑
十字架とマリアさまを 配したデザインを 発案したのは ︑
父か 母かのどちらかだ�たと 思う ︒いや ︑
母だ ︒だから ︑兄︑姉︑私の 三人は ︑神社と 教会で ︑それぞれ 七五三のお 参りをして ︑二つの 千
歳飴をもら�て 喜んでいた ︒
先日︑地元の 朝倉市に 里帰りして ︑講演をさせてもら�た 折のこと ︑驚いたことがあ�た ︒も
ちろん 代替わりはしておられたが ︑千歳飴の 飴屋さんが ︑講演会場に 来られていたのだ ︒そこで ︑
教会での 七五三の 話にな�たのだが ︑なんと ︒今でも ︑教会での 七五三は 続いているそうだ ︒そ
して ︑飴屋さんは ︑今でも 教会に 千歳飴を 納品しているというのだ ︒わが 郷里︑恐るべし
︒

―

宴の終わる時
当年︑と�て 五十四歳︒十九歳までは 福岡で 育�た ︒それから 東京十二年︑奈良二十三年とあ
いな�た ︒わが 輩は ︑未熟者の 万葉学徒である ︒
県立高校にみごとに 落ちた 私は ︑福岡大学附属大濠高校に 入学する ︒成績は 中の 下だ�たが ︑
日本史や 古典が 好きだ�た ︒中学生のころから ︑考古学の 岡崎敬先生や ︑郷土史家の 筑紫豊先生
の 講演会にはよく 行�たし ︑一族のお�ち�ん ︑おばち�んは ︑皆ホトトギス 派の 俳人だ�たか
ら ︑ま� 門前の 小僧だ�たわけだ ︒

私の 万葉研究は ︑民俗学派の 流れを 汲むもので ︑生活と 心情を 結ぶ 回路のようなものを 見つけ
出すことを 志向する 研究を 行�てきた ︒美学論的研究が ︑あまりにも 哲学的になり 過ぎるのに 対
して ︑私は ︑いかなる 文学も ︑生活との 回路があるからこそ 現実味︑すなわちリアリテ��があ
ると 考える ︒だから ︑私は ︑民俗学や 歴史学︑考古学を 応用した 研究をモ�ト�としているので
ある ︒
古代社会において ︑宴は 基本的には 朝まで 続くものであ�た ︒宴を 中座するのは ︑主人を 軽ん
ずることに 繋がるので ︑許されないことであ�た ︒だから ︑宴に 招かれた 者は ︑必ず 朝まで 飲み
たいですと 歌うのである ︒﹃日本書紀﹄崇神天皇条を 見ると ︑臣下は 天皇に 対して ︑
こう 歌�ている ︒
しかも ︑宴が 終わ�た 後にもかかわらずである ︒拙訳を 掲げると ︑
うまさけ 三輪のご 社殿 このご 社殿で
あさ と
朝戸を 開く 時にな�たら 外に 出て 行きたいものだ
﹁この 三輪のご 社殿の 門を ﹂でございます ︵朝まで 夜どおし 酒盛りをしたいのでございます ︶
これに 対して 天皇は ︑﹁うまさけ 三輪のご 社殿 このご 社殿で 夜どおし 酒盛りをした 後に 朝
門を 押開いて 出てゆくがよい この 三輪のご 社殿の 門をね ︵さ� だから 朝まで 大いに 飲んでよいのだ
ぞ︶
﹂と 応えている ︒宴が 終わ�た 後も ︑まだ 飲みたいですと 歌うのが ︑礼儀なのである ︒なぜ
ならば ︑それは ︑宴を 催した 主人を 讃えることに 繋がるからだ ︒
一方︑お 偉いさんが 長居すると ︑若い 者は ︑伸び 伸びと 酒が 飲めない ︒そこで ︑一座の 高位者
や 長老は ︑早引けするのも ﹁ならわし ﹂だ ︒しかし ︑早引けには ︑細心の 注意が 必要だ ︒なにせ ︑
マナ� 違反なのだから ︒大宰府の 宴席でのこと ︑山上憶良はこう 歌�たのであ�た︵﹃万葉集﹄︶
︒
また ︑
拙訳を 示しておこう ︒
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憶良のような 者は もう 失礼致しまし�う
家では 子どもが 泣いておりますし その 子の 母も ⁝⁝
私を 恋しが�て 待�ていることでし�うから
時に 憶良は 七十歳︒乳飲み 子がいるとは 考えにくい ︒道化師の 笑いだ ︒こう 歌�て ︑中座する
のだ ︒
あ� ︑今︑思い 出す ︒宴たけなわで 歌われる 博多祝い 唄を ⁝⁝︒この 祝い 唄で 一旦︑中締めと
なり ︑帰りたい 人は 帰り ︑飲み 足りない 人は 残�て ︑飲み 直すのだ ︒や�ぱくさ ︑おら 博多育ち
やけん ︒こげんこつ ︑思うとたい
︒
︵ヤハリ ︑私ハ 博多育チダカラ ︑コンナコトヲ 思ウノダロウ ︶

母と 私と

私のエ�セイには ︑学術物︑博多物︑母物が

あり ︑母物のエ�セイをこの 章にまとめること
にした ︒母が 生きていれば ︑何と 言うだろう ︒
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博多、母、そして『万葉集』

インタビ��で ︑よく 先生はなぜ 万葉学者を 目指されたのですか ︑と 聞かれることがある ︒実
は ︑わたしは 歴史学科志望だ�たから ︑高校時代には 国文学を 学ぼうなどと 思�たことはなか�
た ︒まして ︑﹃万葉集﹄なんか ︑学ぼうとなどという 気はさらさらなか�た ︒残念なことに ︑歴
史学科の 試験に 落ちたのである ︒そこで ︑いちばん 歴史学と 近い ︑国文学の 分野を 探したのであ
る ︒わたしが 進んだ 大学は ︑幸いにも 歴史学や 民俗学を 国文学とともに ︑教育の 柱にしていた 大
学であ�たから ︑
おおむねわたしの 望みは 満足せられたことになる ︒﹃日本書紀﹄も﹃万葉集﹄も ︑
ともに 人間の 記録であるから ︑大差はない ︒今とな�ては ︑﹃万葉集﹄のほうが ︑楽しいと 思�
ている ︒
母・上野繁子は ︑雑誌﹃ホトトギス ﹄の 同人だが ︑写生句よりも 心情句を 得意とする 俳人であ
る ︒その 縁で 俳誌にエ�セイの 寄稿を 求められることもあるが ︑俳句を 発表したことはない ︒一
族郎党には 大した 俳人はいないが ︑皆地方の 俳壇の 選者級なので ︑
﹁なして ︑マコち�んな ︑俳
句ばしなさらん ︑と ︒おか�し�まの 跡目ば 継がないかんとにくさ ﹂と ︑冠婚葬祭の 宴の 度にい
われる ︒それがいやで ︑宴を 辞したことすらある ︒育�た 博多というところは ︑俳句に 関しては
そういう 土地柄なのである ︒松山ほどではないにしても ︒
わたしが ︑小学館から ﹃小さな 恋の 万葉集﹄という 本を 出し ︑
その 訳調の 目新しさが 話題にな�
たことがあ�たが ︑とある 評論家が 著者は 俳人であると 紹介した ︒が ︑しかし ︑これは 誤り ︒抗
議すると ︑訳調が 俳句的で ︑て�きりそう 思い 込んでしま�たとのことであ�た ︒ただ ︑ひ��

うす

しか

あれ

こ

巻十二の 二九三九︶

とすると ︑彼は 母のことを 知�ていたのかもしれない ︒次に 会�たときには ︑問い 詰めてみよう ︒
さらに 勘ぐると ︑ひそかにわたしに 俳句を 創作させたいと 考えている 母の 陰謀かもしれない ︒わ
たしは ︑俳句は 作りません ︒絶対に ︒母上様︒
その ﹃小さな 恋の 万葉集﹄では ︑
︵作者未詳

恋といへば 薄きことなり 然れども 我は忘れじ 恋ひは死ぬとも

︱

︵二〇〇七年五月︶

を︑
口に 出して 言�てしまえば
﹁恋﹂なんてうす�ぺらな 言葉だよ ⁝⁝
でもね ︑アタイはね ︑忘れないよ ︑アンタのこと ︒
たとえ ︑恋に 狂�て ︑死んじま�たとしてもね
と 訳した ︒この 訳は ︑﹁教養はなくても ︑自らの 思いを 正確に 伝えようとした 女のまごころの 声
として ﹂訳してみたのだが ︑珍しく 母が 誉めた 訳文であ�た ︒母は ︑わたしの 洒脱な 訳文やエ�
セイを 好むが ︑砕けすぎを 心配していると 側聞する ︒

母の教え、一九七〇年、博多
数年前︑九十五歳の 母が 大往生を 遂げた ︒私は ︑博多育ち ︑零細な 洋品店の 次男坊だ ︒父と 兄
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が 早逝した 関係で ︑最期の 七年間は ︑母と 暮らした ︒そんな 私的な 話に 読者をつき 合わせるのは
申し 訳ないが ⁝⁝︒この 話は ︑一つの 商家の 知恵として ︑聞いてほしい ︒しかも ︑話は ︑五十年
も 昔の 話だ ︒
博多の 街では ︑毎年十一月に 大相撲が 開かれる ︒九州場所だ ︒わが 洋品店の 近くの 神社も ︑と
ある 相撲部屋の 宿舎にな�ていた ︒お 相撲さんたちがや�て 来ると ︑街は 急に 華やぐ ︒暮れの 博
多の 風物詩だ ︒街の 人びとは ︑博多名物の 水炊きや ︑アラという 魚の 料理で ︑お 相撲さんたちを
もてなす ︒博多人は 客をもてなす 天才なので ︑博多は ﹁相撲取りの 天国﹂といわれていた ︒
さて ︑ここで 問題のわが 母だ ︒母親は ︑早朝に 神社の 稽古場に 行き ︑そこで 掃除をしている 若
い 衆に ︑隠れてそ�と 足袋を 渡す ︒足袋とい�ても ︑
とてつもなく 匁の 大きな 足袋だ ︒ほんとうは ︑
若い 衆は 足袋は 禁止なのだが ︑
やはり 冬の 朝は 寒い ︒ほどなく ︑若い 衆は 親方から 大目玉をくら�
てしまう ︒この 足袋は ︑誰からもら�たのか ︑と ︒二︑三日もすると ︑親方が 店にや�て 来て ︑
﹁若
いもんは 足袋は 禁止ですが ︑いただいた 足袋は 大切に 使わせてもらいます ︒ありがとうございま
した ﹂と 当然お 礼の 言葉がある ︒さすが ︑日本の 国技︑さすが 親方︒
ここまでが 母の 商売の 仕掛けの 第一ラウンド ︒母は 毎日︑天気図とにらめ�こして ︑寒波の 到
来をひたすら 待つ ︒寒波がや�て 来るとさあ 大変︑大きな 足袋はないか ︑大きな 足袋はないかと ︑
お 相撲さんは 足袋を 街中で 探しまわるが ︑
どこにもそんな 大きな 匁の 足袋はない ︒すると ︑決ま�
てこうなるのだ ︒
あ� ︑そうだ ︒上野の 奥さんの 店には ︑大きな 足袋があるかもしれんぞ ⁝⁝︒
わが 家は ︑お 相撲さんでにぎわうことになる ︒さて ︑ここからが ︑母の 腕の 見せどころ ︒来店
したお 相撲さんに ︑一足はプレゼントするのだ ︒﹁出世したら ︑百倍返しばい ！﹂と ︒これが ︑

︵二〇一七年八月︶

母の 商法の 第二ラウンド ︒
すると ︑ひ�きりなしに ︑お 相撲さんがや�て 来ることになる ︒それにつられて 通行人も 店に
どんどんと 入�て 来る ︒そのなかに ︑子連れなどがいると ︑母はこう 言うのだ ︒
お 相撲さんに 抱かれた 子どもは ︑風邪ひかんとよ ︒ああた ︑子どもば 抱いてやりんし�い ︒
また ︑こんなことも 言う ︒
このおじいち�んの 肩を 揉んでやりんし�い ︒あんたたち ︑肩揉みはうまかろうが� ︒
つまり ︑お 相撲さんに 客へのサ�ビスをさせるのだ ︒それも ︑厭味もなく ︒すると ︑子どもを
抱いてもら�たり ︑肩を 揉んでもら�た 客は ︑店で 何かを 買�て 帰らなくてはならなくな�てし
まうのだ ︒
母はいつもこう 言�ていた ︒人に 頼んで 関取を 店に 呼んだら 百万円はかかる ︒でも ︑この 方法
なら ︑足袋代だけだ ︒こうも 言�た ︒お 相撲さんにも ︑客にも ︑店にも ⁝⁝よい ︑三方よし ！
今︑私は ︑母のあの 小粋な 客さばきのことを 思い 出している ︒

筑紫万葉恋ひごころ

たとえ ︑学者として 一流であ�たとしても ︑学者は 一流の 文筆家ではない ︒筆一本で 食�てゆ
けないのだから ︑文筆ということについていえば ︑二流ないし 素人なのだ ︒私は 常にこのことを
念頭において ︑もの 書きをしている ︒
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﹃筑紫万葉恋ひごころ ﹄は ︑西日本新聞の 連載を 一冊にまとめた 本であるが ︑私は 五十回の 連
載をひと 冬で 書き 上げて ︑五十回分一括して 渡した ︒このやり 方は ︑二流の 文筆家である 私の 連
載の 流儀だ ︒皆︑そう 言うと 驚くが ︑私とすればあたりまえだのクラ�カ�である ︒
二流には 二流の ︑素人には ︑素人のやり 方というものがあるはずなのだ ︒原稿を 書きながら ︑
読者の 反応を 見つつ ︑仕上げてゆくなどということは 玄人の 仕事のやり 方なのである ︒すべてを
書き 上げて ︑全体を 調整しないと ︑素人︑二流は ︑必ず 失敗する ︒
こういういわば 一括納品の 流儀は ︑母や 祖母から 受け 継いだ 博多小商人の 流儀である ︒わが 家
は ︑零細な 洋品店だ�た ︒私は 洋品店の 次男坊なのだ ︒客から 注文を 受けると 絶対に 納期を 守�
て ︑一括納品する ︒こう 書くと 格好よいけれど ︑中小企業は ︑納期を 守らないと 次の 注文が 来な
いのだ ︒また ︑納品予定日よりも 早く 納品準備ができれば ︑注文先の 都合のよい 日に 納品できる ︒
だから ︑子ども 時分から ︑早いことは 最大のサ�ビスだと 教えられてきた ︒
若い 時は ︑原稿を 書きたくても ︑書くチ�ンスが 与えられなか�た ︒そんな 時に ︑突然︑執筆
の 依頼が 来ることがあ�た ︒大先生が ︑途中で 執筆を 降りたのだ ︒すると ︑大先生が 半年かけて
書く 原稿を ︑若先生は 一カ 月で 仕上げなければならないことに ︒しかし ︑これは 若先生にと�て
大きなチ�ンスだ ︒グレ�ドが 高い 名門の 雑誌にピンチヒ�タ�で 書く ︒いわば ︑代役をステ�
プとするわけである ︒
﹃筑紫万葉恋ひごころ ﹄執筆中に ︑母からこんなことを 言われた ︒超一流は ︑原稿が 遅れても
次の 原稿依頼が 来る ︒たとえ ︑原稿が 書けなくても ︑次の 仕事が 来る ︒一流は ︑〆切に 間に 合わ
ないと 次の 原稿依頼は 来ない ︒なるほど ︒さらに ︑母はこう 言うのだ ︒二流は 〆切の 前に ︑原稿
を 提出しないと 次の 仕事は 来ない ︑と ︒私はここまで 母の 話を 聞いて ︑せつなくな�た ︒こうし

ないと ︑二流の 洋品店は 生き 残れないのだ ︒祖父も ︑父母も ︑そうや�て ︑注文を 受けてきたの
であろう ︒人さまより ︑よいものを 早く 安く 納品しないと ︑次の 仕事が 来ないのだ ︒
そもそも ︑二流の 店には ︑価格の 決定権などもとよりない ︒発注者の 言い 値なのだ ︒ここでも
母の 次の 金言が 光る ︒
値段などというものは ︑客が 決めるもんだが ︑こちらがい�し�うけんめいや�ていたら ︑
客は 無茶な 値を 付けたりしない ︒客が ︑うちの 店が 潰れたら 困ると 思うくらいの 仕事を
しないとだめだ ︒
日本の 中小企業というものは ︑こうい�た 環境の 中で ︑生き 抜いてきたのだ ︑と 思う ︒また ︑
それを 苦とせず ︑楽しむくらいでないと 生きてゆけないのだ ︒

ひと

ま

巻三の 三四九︶

私は ﹃筑紫万葉恋ひごころ ﹄のなかで ︑

つひ

生ける者
遂にも死ぬる
ものにあれば

この世にある間は
楽しくをあらな
︵大伴旅人

を ︑﹁生きとし 生ける 者は ⁝⁝ いずれは 死ぬもの だから だからこの 世にある 間は 楽しく
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生きなき�あ ソン ﹂と 訳した ︒そして ︑
﹁
﹃踊るアホウに 見るアホウ ︑同じアホなら ︑踊らに� ︑
ソンソン ﹄というのは ︑一種の 享楽主義だが ︑今生きて 目の 前にあることを 最優先すべきだとい
う 生の 哲学を 語る 言葉でもある ﹂と 書いた ︒全力投球でも ︑にこにこと ︑苦を 楽しんでこそとい
う 生の 哲学だ ︒
が ︑しかし ︒かつては 繁盛していた 洋品店も ︑昭和四十年代には ︑人さまに 迷惑はかけなか�
たものの ︑あえなく 自主廃業︒時代の 波に 乗り 遅れたのである ︒お 蔭で ︑兄も 私も ︑洋品店を 継
ぐことはできなか�た ︒そして ︑ゆえあ�て 私は 万葉学者として ︑今︑活動している ︒でも ︑私
の 心のどこかに ︑二流の 小商人の 感覚というものがある ︒連載はすべて 書き 上げて ︑〆切より 先
に 入稿する ︒そうすれば ︑次の 原稿依頼が 来るかもしれないではないか ︒そもそも ︑大学の 研究
室というものは ︑ある 面では 個人商店なのだ ︒商店主は 私で ︑仕事を 手伝�てくれる 学生は 店員
さんだ ︒
二百名近い 学生が ︑ほぼ 三日間缶詰状態で ﹃古事記﹄を 読むスク�リングというものがある ︒
奈良大学通信制学部の 名物授業の ﹁神話伝承論﹂である ︒全国からや�て 来る 学生さんは ︑十代
から 八十代までと 幅広い ︒や�て 来た 学生さんのお 世話は ︑上野誠研究室のゼミ 生の 仕事だ ︒テ
ストもあれば ︑遠足もあるし ︑おやつも 出さなくてはならない ︒もちろん ︑私もわかり 易い 授業
を 心がけてはいるのだが ︑スク�リング 生ひとりひとりにお 世話をするのは ︑ゼミ 生だ ︒戦争で
大学進学の 機会を 逃した 人もいて ︑八十歳にして 晴れて 大学生にな�た 人もいる ︒とにかく ︑満
足して 帰�てもらいたいのである ︒小商人の 私は ︑まずは ︑お 世話役のゼミ 生の 笑顔が 大切だと
考える ︒客商売の 基本は ︑やはり 笑顔︒
﹁はい ︑喜んで ﹂と 笑顔で 注文を 受け ︑全力投球で 納品︒
これしかない ︒

︵二〇一七年十月︶

話は ︑最後に 母の 話に 戻る ︒私は ︑母にこう 言�た ︒俺は 二流だから ︑原稿は 必ず 〆切前に 出
してるよ ︑と ︒しかし ︑母は 私にこう 言うのだ ︒お 前はまだ 三流だ ︑と ︒当然︑血相を 変えて 私
は 聞いた ︒では ︑三流はどうしたらよいのか ︑と ︒すると 母は 笑いながらこう 言�たのだ�た ︒
出版社に 行�て ︑玄関先の 掃除でもしていたら ︑次の 仕事が 来るかもよ ︑と ︒
私は 絶句して ︑失神した ︒

母の俳句
︒その 句集は ︑家族の 歩
実母にも 句集がある ︵上野繁子﹃句集 日々新たなる ﹄天満書房︑一九九七年︶
みを 俳句に 託した ﹁私小説﹂のように 句が 配列されている ︒息子が 母親の 句集を 批評するのもお
こがましいが ︑この 人の 持味は ︑生活感ある 句にスパイスのようにきかされたエスプリだと 思い
つつ ︑読了した ︒
もちろん ︑筆者もスナ�プ 写真の 人影のごとくに 登場していて ︑思わず 笑�てしま�た ︒

わが殻を破りたき日のセーター赤
着るものは ︑すべて 母親が 買�ていた 中学生の 頃︒ち��と ﹁色気﹂が 出てきて ︑自分の 見立
ふと
てでセ�タ�を 買�た 日のことを 思い 出した ︒セ�タ�は ︑その 後肥�て 着ることができなくな
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はばか

り ︑捨てられてしま�たが ︑この 句は 残�て 句集に 収載された ︒なんだ ︑おふくろさんよ ︑そん
な 句作�てたの ⁝⁝と 苦笑した ︒
反対に ︑うるさい 読者となるであろう 筆者を 憚�て ︑収載しなか�た 句もあるようである ︒
偏差値社会に 苦しんで ︑や�と 東京の 私大に 滑り 込んだ 私は ︑福岡から 上京した ︒そんなある
日︑とある 新聞の 俳句の 欄が 目にとま�たのである ︒

一流に少し外れて入学す

︵一九九八年十二月︶

なかなかいい 句だな�� ⁝⁝と 思いつつ ︑うどんをすす�ていたのだが ︑思わず 吹き 出してし
ま�た ︒作者のところを 見ると ﹁福岡 上野繁子﹂とあ�たのである ︒
そういえば ︑第一志望の 高校に 不合格にな�た 日の 母の﹁迷言﹂を 思い 出した ︒﹁学食 ︵学生食堂︶
もないような 高校に 入学しなくてよか�た ︒弁当が 大変だ ﹂と ︒
さすが ︑わが 母である ︒

本について

疲れるので ︑できれば 読書はしたくない ︒け

れど ︑読書と 旅がなければ ︑私の 人生は 味のな
い 料 理のようなものだ�た ︑と 思う ︒やはり ︑
私は 書淫だ ︒
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忘恩の記

︵二〇一五年十二月︶

︒私が 卒業した

およそ ︑プロの 万葉学者なら ︑座右の 書とする 二著がある ︒一つは ︑佐佐木信綱他﹃校本万葉
集﹄
︒もう 一つが ︑
沢瀉久孝﹃万葉集注釈﹄である ︒両方を 合わせると 三十冊を 超す ︒多くの 場合︑
大学院に 入�てから ︑購入することになる ︒
今を 去る 三十五年前︒私は 一浪の 末︑ようやく 國學院大學の 日本文学科に 入学することができ
た ︒合格を 日本史の 上村紘一郎先生に 知らせると ︑家に 来なさいとのこと ︒もちろん ︑大宴会︒
帰り 際に ︑
﹃校本万葉集﹄を 渡された ︒その 翌日︑国語の 相良浩文先生のお 宅に 行くと ︑これま
た 大宴会︒帰り 際に﹃万葉集注釈﹄
を 渡された ︒当時は 古書しかなく ︑二著で 合計三十万円はした ︒
今から 考えて 見ると ︑なんとも 不思議だ ︒両先生は ︑互いに 相談して ︑私にこの 本を 与えたの
か ？ それとも ︑偶然なのか ︒たしかに ︑私はなんとなくではあるが ︑そのころ 万葉学者になり
たいと 思�ていた ︒しかし ︑それは ︑なんとなくだ ︒
この 三十五年間というもの ︑私は ︑ほぼ 毎日︑この 二書を 利用しているが ︑考えてみれば ︑お

︱

礼をしていない ︒また ︑両先生ともお 忘れのようだ ︒ならば ︑ほ�ておくか

0

福岡大学附属大濠高校は ︑こんな 高校でした ︒

岩波『文学』休刊に寄せて

0

﹁お 母さん ︒た�た 一行やけど ︑雑誌﹃国文学﹄の 学界時
私は ︑九州の 母親に 電話を 掛けた ︒
評で ︑自分の 書いた 論文が 誉められたよ ︒書店で 買�て 読んでみて ⁝⁝﹂と ︒話は ︑三十年も 前
のことだ ︒雑誌﹃国文学﹄というのは ︑当時︑学燈社が 発行していた 雑誌のことである ︒﹁学界
時評﹂というのは ︑季節ごとに 出る 論文の 批評文のことで ︑国文学の 重鎮が 担当していた ︒駆け
出しの 研究者は ︑まず 自分の 論文が 批評の 対象にな�たことを 喜んだし ︑誉められれば ︑た�た
一行でも 小躍りした ︒当時は ︑もう 一つ ﹃国文学﹄という 雑誌があ�て ︑こちらは 至文堂が 発行
していた ︒しかし ︑一番重きをなしていたのは ︑岩波書店発行の ﹃文学﹄であ�た ︒若い 研究者
は ︑この 三つの 雑誌から ︑原稿依頼が 来ると ︑有頂天にな�たものだ ︒
駆け 出しの 研究者は ︑まず 学会で 評価を 得て ︑その 学会が 発行する 雑誌に 論文が 掲載されるこ
とを 目指す ︒それは ︑己の 研究が 新見として 認められたことを 示すからである ︒ここは ︑一つの
難関だ ︒そうして ︑その 分野で 認められて ︑岩波の ﹃文学﹄をはじめとする 雑誌に 執筆できたの
である ︒岩波の ﹃文学﹄と 二つの ﹃国文学﹄という 雑誌は ︑国文学という 学問の 最先端の 知を ︑
社会に 広く 発信するという 役割を 荷�ていたのであ�た ︒学会が 発行する 学会誌を 読むのは 研究
者だけで ︑一般の 書店で 売られることもない ︒だから ︑その 最先端の 知と 社会を ︑三つの 雑誌が
繋いでいたのである ︒しかし ︑まず 二つの ﹃国文学﹄が 休刊とな�た ︒そして ︑今回﹃文学﹄も
休刊となるという ︒国文学科や 日本文学科の 相次ぐ 縮小や 廃止︒読書離れ ︒それらを 嘆くことは
たやすい ︒けれども ︑おこがましいことだが ︑私とて ︑国文学の 研究者の 端くれなのだから ︑責
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︵二〇一六年四月︶

任ある 当事者のひとりだ ︒反省も ︑覚悟も 語らねばなるまい ︒
戦後の 国文学は 実証を 重んじ ︑一貫して 緻密な 研究を 重ねてきた ︒それは ︑それでよい ︒しか
し ︑その 緻密な 研究から 得られた 知識をもとに ︑今を 語るべきではなか�たかと ︑私は 深く 反省
している ︒今︑ここで ︑﹁地域にも ︑家族にも ︑本人にと�てもよい 老人ホ�ムとは ︑どういう
老人ホ�ムか ﹂と ︑真剣に 論じられているとしよう ︒そんな 折に ︑日本で 生まれた 詩や 物語にお
いて ︑老いや 死はどのように 描かれ ︑そこからわかることは ⁝⁝などと 私が 話し 出したら ︑どう
なるか ︒嘲笑されるのがオチだろう ︒しかし ︑今日からの 私は ︑もう ︑そうい�た 嘲笑を 恐れた
りはしない ︒私はこう 言うだろう ︒どうや�たら 幸福になれるかを 考える 前に ︑何が 幸福かを 先
に 考える 必要はありませんか ︑と ︒だから ︑私の 話も 聞いて 下さいと 発言しよう ︑と 思う ︒

『臨済録』を読む

︒ということは ︑禅というのは ︑宗教のフ�ンタジ�なのでは

二十代のころ ︑勧められて ﹃臨済録﹄︵一一二〇年刊︶を 読んだ ︒チンプンカンプン ︒最近ち��
としたき�かけで 読み 返してみて ︑少しはわかるような 気がした ︒
もちろん ︑気がしただけである ︒
神を 崇拝すれば ︑神にとらわれることになる ︒仏を 崇拝すれば ︑仏にとらわれることになる ︒
つまり ︑とらわれのない 生き 方を 追究するということを 根源的に 説いているわけだ ︒しかし ︑そ
んな 生き 方が ︑ほんとうにできるかといえば ︑それはあり 得ない ︒人は ︑何かにとらわれてしか ︑

︱

生きてゆけないのではないか

︵二〇一六年九月から 連載中の 文章の 一部︶

ないか ︒つまり ︑あり 得ないがゆえに ︑存在する 物語だ ︒ポルノは ︑大人の 童話だとか ︑フ�ン
タジ�だとい�た 作家がいたが ︑それと 同じだ ︒ところで ︑とらわれのない 生き 方ほど ︑すばら
しいものはないと 同時に ︑とめどなく 堕落する 生き 方もない ︒なぜならば ︑めざすべき 手本など
あ�てはならないのだから ︒聖人と 山賊が 同居だ ︒
そんなことを 思いつつ ︑味読していて ︑心にせまる 一節があ�た ︒
熱心に 法を 説く 師に 対して ︑とある 弟子がこう 聞くところだ ︒
ところで ︑祖仏さま ︑つまり 法の 根源となる 人はどこにいら�し�るのですか� ？
すると ︑師はこう 答えた ︒
いや ︑この 場にいるおまえこそが ︑祖仏だよ ︒
つまり ︑自分自身が 祖仏でなくてどうするというのだ ︒人の 教えを 頼るようではだめだという
のであり ︑主人公は 常に 自分であるべきだというのだ ︒まさに ︑フ�ンタジ�ではないか ？
追伸︒あの ﹁ス�ダラ 節﹂の 植木等の 父・徹誠は ︑僧侶だ�た ︒ある 時︑子どもだ�た 等に ︑
こんなことを 言�た ︒ご 本尊とい�ても 木だ ︒そんなもん 拝んでどうする ︒おそらく ︑徹誠は﹃臨
済録﹄を 読んでいたに 違いない ︒

山上憶良の問いからの三冊
仏教においては ︑愛は 否定されるべき 存在である ︒出家者は ︑書いて 字のごとく ︑家を 出て ︑
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︱

僧の 共同体に 属することが 求められるので ︑妻子を 捨てなくてはならない ︒では ︑出家者にも�
とも 大きな 迷妄を 与えるものは 何かといえば ︑それは ︑子供への 愛とされている ︒釈迦の 入滅の
物語は ︑さまざまに 伝えられているが ︑釈迦は 自らの 死を 悟�た 後に ︑こう 言�たと 諸経典に 書
かれている ︒私なりに ︑セリフ 仕立てにしてみよう ︒
ら ご ら
私には ︑出家前にもうけた 子︑羅睺羅がいる ︒私は ︑わが 子羅睺羅を 愛するように ︑民を
愛した ︒だから ︑
皆の 者よ ︑
すべての 民を 平等に 愛するのが ︑出家者の 役割であるのだから ︑
この 点を 怠るな
︒
つまり ︑出家をしているのだから ︑実子と 他の 民との 差はもうないのだとい�ているのである ︒
やまのうえのおくら
ところが ︑万葉歌人・山上憶良は ︑それを 意図的に 誤解して ︑﹁そうか ︑お 釈迦さんだ�て ︑自
分の 子がいとおしか�たんだ ︒だから ︑子供を 捨てることなんて ︑できないよね ﹂と 歌�たので
ある ︒

︱

あは

︱

ら ご ら

子ども 等を 思う 歌一首︹と 序︺
釈迦如来が ︑正しく 金口にて 説きたまうことには ︑﹁衆生を 平等に 思うことは ︑わが
子である 羅睺羅を 思うのと 変わるところがない ﹂
と ︒また ︑
お 説きになることには ︑﹁愛
欲の 迷いについていえば ︑子に 優るものはない
﹂と ︒釈迦のような 究極の 大聖
人でさえ ︑やはり 子に 愛着する 心があ�たのである ︒まして ︑人の 人たるもの ︑よ
るべなき 草のごとき 民においては ︑誰が ︑子を 愛さずにいられようか ︒
瓜を 食べるとね
子らのことが 思い 出されてしまう

︱

栗を 食べるとね
なおさら 偲ばれる
どこからや�て 来たのか
眼の 前に
むやみやたらにちらついてね
私を 眠らせないのは
反歌

ら

銀も
金も 玉も
それがい�たい 何になるというのか
子に 勝る 宝など
あろうはずも 無し ！ ︵拙訳︶
こ

子等を思ふ歌一首〔并せて序〕
しゃ か にょらい こん く

釈迦如来、
金口に正しく説きたまはく、「衆生を等しく思ふこと、
羅 羅のごとし」と。
いはむ

よのなか

あをひとくさ

いづくより

きた

来りしものそ

ま

また説きたまはく、「愛するは子に過ぎたりといふことなし」と。至極の大聖すらに、
しぬ

まして偲はゆ

なほし子を愛したまふ心あり。況や、世間の蒼生、誰か子を愛せざらめや。
うり は

子ども思ほゆ

やす い

瓜食めば

もとなかかりて 安眠しなさぬ

栗食めば
なかひに
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くがね

反歌
しろがね

銀 も 金も玉も

なにせむに

まさ

優れる宝

し

子に及かめやも
︵巻五の 八〇二︑八〇三︶

つまり ︑憶良は 釈迦の 教えを 否定したのだ ︒
ところで ︑時代は 下�て ︑平安時代の 後期に 成立した ﹃今昔物語集﹄では ︑釈迦の 入滅が 近い
ことを 知�た 子の 羅睺羅は ︑父のもとから 逃げ 出してしまうという 話にな�ている ︒父である 釈
迦が 待�ていると 知�た 羅睺羅が ︑号泣しつつ ︑父のもとに 進み 出ると ︑釈迦は ︑羅睺羅は 私の
子であるから ︑十方の 仏たちよ ︑わが 子を 憐れんでや�てくれというのだ ︒
これでは ︑羅睺羅も 釈迦も ︑出家者としては 失格である ︒やはり ︑実子はいとおしいというの
だから ︒
私は ︑この 憶良の 問い 掛けを 理解するために ︑次の 三冊を 推薦したい ︑と 思う ︒

仏︑入涅槃給時︑遇羅睺羅語第三十﹂今野達校注﹃今昔物語集

︵二〇二〇年一月︶

一﹄︵新日本

①﹁巻五の 八〇二︑
八〇三﹂小島憲之ほか 校注・訳﹃萬葉集﹄⑵ ︵新編日本古典文学全集︶小学館︑
一九九五年
②﹁巻第三
古典文学大系︶
︑岩波書店︑一九九九年

③石井公成﹃東アジア 仏教史﹄岩波書店︑二〇一九年

日本型資本主義

この 夏︑目が 覚めるような 二つの 本に 出逢えた ︒一つは 施光恒﹃本当に 日本人は 流されやすい
のか ﹄︵角川新書︶
︑もう 一つは 寺西重郎﹃日本型資本主義﹄︵中公新書︶だ ︒前著は ︑政治学からの
鋭い 日本資本主義文化論︒後著は ︑経済学からの 重厚な 日本資本主義文化論である ︒二つの 好著
には ︑まるで 同一の 筆者が 書いたかのような 共通点がある ︒西欧には 西欧の 歴史を 背負�た 資本
主義があるように ︑日本には 日本の 歴史を 背負�た 資本主義があると 主張している 点だ ︒私たち
が 私たちであるのは ︑私たちが 経験した 歴史があるからだ ︒もちろん ︑私たちにも ︑長所と 短所
がある ︒しかし ︑過去を 全否定しても ︑得るものはないのではないか ︒なぜなら ︑過去を 全否定
することは ︑存在そのものを 否定することだからである ︒
﹃万葉集﹄
﹃古事記﹄を 見るがよい ︒吐瀉物も ︑大小便も 神となる ︒神も 天皇も ︑過ちを 犯す ︒
を 読むがよい ︒天皇も 貴族も 庶民も ︑恋愛と 歌については 平等だ ︒むしろ ︑歌と 恋愛は ︑身分を
越えるものであ�た ︒だから ︑
天皇も 貴族も ︑
名もなき 乙女からやり 込められる ︒あらゆるものが ︑
神仏に 転生する 日本では ︑互いが 互いを 尊重するのが 建前だ ︒だから ︑富を 独占することを 極端
に 嫌悪する ︒ところが ︑一神教では ︑神の 意思によるものなら ︑富は 独占できる ︒しかし ︑神の
意思に 従�て ︑多額の 寄附も 行なわれる ︒日本に 寄附金文化が 根付かないのは ︑もともと 富の 集
中が 避けられているからだ ︒日本人の 寄附は 皆で 少しずつ ︑それも 横並びが 原則なのも ︑そのた
めだ ︒
一方で ︑組織の 利益が 優先されるこの 社会では ︑労働時間が 長くなりやすく ︑談合が 生まれや
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︒おてんとうさまが 見ている ︒それでいいのだ ︒
︵二〇一八年九月︶

すい ︒皆が 残業している 時に ︑ひとりだけ 帰るなんて ︑自分が 自分を 許せない ︒しかも ︑労働は
商品ではなく ︑自己の 人格そのものだから ︑自分が 自分に 重圧をかけて 仕事をしてしまう ︒そし
て ︑談合は ︑助け 合い 精神の 恥部だ ︒
しかし ︑焦ることなどないのだ ︒グロ�バル ・スタンダ�ドとい�ても ︑過去を 否定してすべ
てを 変えれば ︑うまくゆくというものでもなかろう ︒私たちは 長い 長い 歴史の 中で 生きている ︒

︱

長短は ︑一味なのだから

万葉学徒のフランス文学レポート

とある 対談で ︑フランス 文学の 野崎歓先生と 話すことができた ︒無礼千万かつ ︑恥ずかしげも
ない 言い 方だが ︑国文学︑それも ﹁王道﹂ともいうべき ﹃万葉集﹄などをや�ていると ︑フラン
ス 文学者の 先生と 話す 機会などめ�たにない ︒その 折のこと ︒とい�ても ︑対談後の 酒席のこと
だ�たと 思うが ︑私はこう 聞いてみた ︒もし ︑フランス 文学の 今︑最先端を 知ろうと 思えば ︑ど
の 小説を 読めばよいでし�うか ︑と ︒すると 野崎先生は ︑自分の 訳書なので ︑薦めにくいです
が� ︑と 断りつつ ︑ミシ�ル ・ウエルベ�クの ﹃地図と 領土﹄を 薦めてくれた ︵野崎歓訳︑筑摩書房
︒古代に 対して 現代︒東洋︑日本に 対して ︑西洋︑フランス ︒私としては ︑ち��
︑二〇一三年︶
と 気取�て 読みはじめた ︒
この 物語の 主人公は ︑インテリなのだが ︑うまく 世渡り 出来ず ︑世の 中とのいわば 不調和のな

かで 生きている 男である ︒ところがだ ︒ある 時に ︑自らが 手がけていたア�ト 作品が ︑世の 注目
を 浴びて ︑絶世のロシア 人美女ともセ�クス 出来ることに ︒しかし ︑その 頂点のなかで ︑男は 言
い 知れぬ 寂しさを 味わうことにな�てしまう ︒私の 言葉でいえば ︑﹁無常観﹂だ ︒不確実な 時代
においては ︑成功も 失敗も 不確実である ︒確実なのは 自死のみ ︒父親の 自死︑安楽死が 語られて
いる 理由も ︑ここにあるような 気がする ︒努力すれば ︑報われる ︒希望と 愛を 語ることは ︑美し
い ︒そういう 価値観なんてクソ 食らえという 話なのだが ︑それが 一つの 文明論をベ�スとして 語
られているところが ︑ウエルベ�クのウエルベ�クたるところだろう ︒権力とその 権力を 支える
システム ︑システムの 背後にある 思想︒しかし ︑そんなものは ︑次々に 流転するものなのだとい
いたいのであろう ︒
﹃プラ�トフ��ム ﹄を 読んだ ︵中村佳子訳︑河出書房新社︑二〇一五年︶
︒こちらは ︑ま�
次に 私は ︑
たく 満足が 得られない 自らの 性生活を ︑文明のシステムの 問題として 考える 男の 話だ ︒そして ︑
ユ�ラシア 大陸をまたぐ 巨大な 性産業の 創業に 成功した 男の 話だ ︒すべては ︑順調︒人びとは 性
の 悦びを 知り ︑会社も 大いに 発展してゆくのだが ︑テロがすべてを 無に ⁝⁝︒死者の 出たテロの
後も ︑
その 後淡々と 接客する 性産業従事者の 描写も ︑私からいわせると﹁無常﹂というほかはない ︒
ウエルベ�クの 小説の 主人公は ︑いつも 社会の 不満分子である ︒しかし ︑主人公たちはデモで
その 不満が 解消できるとも 考えない ︒文明とか 社会システムの 問題として ︑それを 変えようとす
る 点に 共通点がある ︒と ︑ここまで 書いたところで 紙数が 尽きた ︒
野崎先生︑このフランス 文学のレポ�トは 何点ですか� ？
︵二〇一九年七月︶
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巻第

高橋是清著／中公文庫

月

日︑講談社︶

28

この本を読めば︑ものの
考え方が近代にな�て大き
く変化したことがよくわか

宮本常一著／岩波文庫

⑤『忘れられた日本人』

最 初に 読んだ 吉 村 作 品
は︑大津事件の一部始終を
描いた﹃ニコライ遭難﹄で
した︒吉村の文体にはしび
れます︒

吉村昭著／新潮文庫

（上・下巻）

④『ふぉん・しいほるとの娘』

本当に身近な︑日常的に触
れるものから歴史を考える
という姿勢は柳田國男が生
みだしたもので︑その功績
は大きいと思います︒

号︑２０２０年

高橋是清が若いころに髪
型を真ん中分けにしていた
写真を見つけてから︑私の
髪型もまたず�と真ん中分
けです︒是清のやんち�が
大好きだ︒
②『日本文学啓蒙 （折口信夫
全集 ）
』

折口信夫著／中央公論社㋙

いわゆる 逆さ 日 本 文 学
史︒日本文学を一つの総体
として 見る 視 点がありま
す︒折口らしい著作です︒

柳田國男著、加藤秀俊解説／

③『明治大正史 世相篇』
講談社学術文庫㋙

11

『 週 刊 現 代 』の 取 材に 答 え た 人 生のベストテン
︵﹃週刊現代﹄第
33

①『高橋是清自伝』
（上・下巻）

62

ります︒
⑥『聖と俗 宗教的なるも
ミルチャ・エリアーデ著、風間

のの本質について』
敏夫訳／法政大学出版局

聖なるものと︑その対極
にある俗なる世界との対比
によ�て︑宗教的人間のあ
り方を問う本です︒巨大な

文庫

鈴木大拙は英語でいくつ
もの本を執筆し︑仏教文化
を海外に広く知らしめた人
で︑知の巨人です︒
⑨『巴里物語』
松尾邦之助著／社会評論社

本作の影響で︑私自身何
回もパリを訪れました︒パ
リは歴史の重みが息づく街
です︒
⑩『新版 においの歴史

宗教史︒
⑦『死と歴史 西欧中世か
ら現代へ』
アラン・コルバン著、山田登世

嗅覚と社会的想像力』
子、鹿島茂訳／藤原書店

フィリップ・アリエス著、伊
房㋙

藤晃、成瀬駒男訳／みすず書

医療が発達していなか�
た 世紀から 現在までの︑
死のイメ�ジの変容を分析
する本です︒

㋙＝入手は古書のみ

︱

鉄や金とい�た物質では
なく︑形に残らないものの
歴史を探求するその姿勢が
凄いです︒とにかく︑か�
こいい
︒

⑧『無心ということ』
鈴木大拙著／角川ソフィア

ここ 数年︑パリ 熱に 浮かれている ︒松尾邦之助という 戦前のパリに 住みついた 風来坊︑美馬徳
之助というパリで 色の 道を 修行した 男の 著作に 親しんだからだ ︒オペラの 脚本を 書いたというこ
ともあり ︑この 五年は ︑とにかくパリなのだ ︒パリが 恋しい ︒だから ︑今は ︑鹿島茂先生や 野崎
歓先生の 本ばかり 読んでいる ︒
私の 常宿は ︑交通至便な 某地区の 安ホテルだ ︒その 由来を 書きたい ︑と 思う ︒四年前のこと ︑
ネ�トで 見ていて ︑び�くりするほど 安い ︒パリ 通の 友人に ︑その 地区の 話をすると ︑突然︑私
に ︑そこはダメだ ︒それも ︑絶対にという ︒要は ︑アフリカ 系の 住民が 多いところで ︑治安が 悪
く ︑そんなところの 安ホテルなんて ︑危険だというのだ ︒しかし ︑頑固な 私は ︑当然︑ホテルを
変えなか�た ︒
到着してみると ︑百キロはあると 思しき ︑中年の 黒人の 女性がぽつんとフロントにいるのみ ︒
ネ�ト 予約だから ︑バウチ��を 渡すと ︑彼女は ︑フランス 語オンリ�ということで ︑埒が 明か
ない ︒すると ︑通りに 出て ︑英語のわかる 人にバウチ��を 読んでもらうことに ︒そんなこんな
で ︑チ��クインに 一時間半がかか�た ︒室に 落ち 着いて ︑外に 出るともう ︑三時半だ ︒夜の 十
時に ︑観光して 室に 戻ると ⁝⁝冷えた 豆の 煮込みス�プが 置いてあるではないか ︒たどたどしい
英語の 書き 置きがあり ︑
﹁おわび ﹂とのこと ︒
これには ︑参�た ︒客の 留守中に 室に 入�て ︑ス�プを 置くなんて ︒私はいろいろ 考えた 末に ︑
ス�プは 捨ててしま�た ︒というのは ︑旅先でお 腹を 壊したくなか�たからだ ︒申し 訳ない ︒そ

パリの豆スープ、スーダン風

12

23
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︵二〇一六年三月︶

れからというもの ︑なぜか 妙に 気に 入�て ︑そのホテルが 常宿とな�た ︒今なら 食べると 思う ︒
そして ︑今︑ホテルはどうな�ているだろう ︒たまに ︑ネ�トで 見ると ︑営業はしているようだ ︒
私は ︑彼女のことを 思い 出して ︑この 稿を 書いている ︒あのス�プの 味や ︑いかに ︒元気でいて
ほしい ︒

ただ今、論争中！

これまでの 人生で 顔面蒼白にな�たことが 二回ある ︒一つは ︑高校生の 時︑スキ�のリフトで
宙吊り ︑
しかも 逆さ 吊りにな�た 時︒もう 一回は ︑
この 分野の 研究の 最高の 論文集といわれる ︑﹃万
葉集研究﹄の 第三十六集が 届いた 時のことだ ︵塙書房︑二〇一六年︶
︒京都大学大学院の 吉川真司氏
の ﹁法会と 歌木簡︱神雄寺跡出土歌木簡の 再検討︱﹂という 論文を 見て ︑手が 震えだした ︒なん
と ︑ほぼ 二十頁に 渡�て ︑上野学説が 批判されているではないか ︒じつは ︑この 論文集には ︑私
も 大作の 論文を 書いていたので ︑気分は 上々で 読みはじめたのだが ︒もう 私は ︑これで 学者生命
も 終わ�たか ︑と 思�た ︒
しばらくして ︑電話やメ�ルで 励ましの 言葉が 届いたが ︑言葉が 出ない ︒しどろもどろだ ︒う�
ん ︑まい�た ︒同じ 本のなかに ︑自分の 論文と ︑自分の 学説を 否定する 論文が 入�ているとは ︒
しかも ︑相手が 悪すぎる ︒日本古代史の 第一人者だ ︒さらに ︑不幸は 重なる ︒母親が 危篤だ ︒で
も ︑母の 危篤の 慌ただしさで ︑多少救われた 面もあ�た ︒結局︑母親の 葬儀を 済ませて ︑気がつ

いてみれば ︑年も 暮れとな�ていた ︒
そんな 時︑
いちばんの 頼りになるのは 旧友だ ︒愛知学院大学の 非常勤講師の 脊古真哉さんから ︑
こんな 電話をもら�た ︒くよくよせずに ︑吉川真司さんに 一度会�てはどうかと 言うのである ︒
私は 意を 決して ︑筆を 取�た ︒速達で 出すと ︑翌日には 丁寧なメ�ルが 届いた ︒私もお 会いした
いと 思�ておりました ︑とのこと ︒私が 京都大学まで 行きますと 返事を 出すと ︑いや 奈良大学に
まで 来て 下さるということ ︒というわけで ︑お 会いすることができた ︒
定刻の 五分前に ︑ノ�クの 音が 聞こえてきた ︒あ� ︑お 見えだと 立ち 上が�たら ︑つまづいて
しま�た ︒吉川氏は ︑開口一番こう 言�た ︒
歴史学は ︑批判する 時には ︑厳しく 批判しますので ︑驚かれたでし�う ︒たまたま ︑同
じ 本になりましたね ︒
との 謙虚で ︑さわやかな 言辞に ︑私は 救われた ︒なんだ ︑こんな 人だ�たのか ︑よか�た� ⁝⁝
と 思�たのである ︒
まず ︑吉川氏は ︑上野論文の 読解に 誤りがないかと ︑聞かれた ︒じつは ︑論争とい�ても ︑相
手の 論旨を 誤解している 場合だ�て 多いのだ ︒それを 一つ 一つ 確認されたのである ︒発表された
吉川論文は ︑驚くほど 正確に 上野の 学説を 読み 込んでおり ︑誤読などないのだ ︒私は ︑その 真摯
な 態度に ︑崇高なものすら 感じた ︒
論旨の 確認が 終わると ︑互いに 参照した 文献で ︑入手していないものを 点検した ︒そして ︑互
いにコピ�を 交換した ︒だから ︑私も 吉川氏から ︑コピ�をいただいたのである ︒なおかつ ︑日
本古代史の ︑ある 研究グル�プが 進めている 研究の 成果について ︑ご 教示いただいた ︒私も ︑い
くつかの 国文学の 研究の 成果について 話したが ︑吉川氏から 受けた 学恩の 方がはるかに 大きいと
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思う ︒こうして 二時間︑私は 吉川氏と 話し 合�た ︒私は ︑別れ 際にこう 述べた ︒
いつになるか ︑わかりませんが ︑必ず 反論を 書きます ︒ここまで ︑よくしていただきま
したので ︒
すると 吉川氏はこう 述べた ︒
私も ︑再反論が 出て ︑考え 直すべき 点があれば 考え 直しますので ︒
吉川氏という 人は ︑なんという 紳士なのだと 思いながら ︑私はお 見送りをした ︒
ちなみに ︑ちくま 新書として 刊行された 拙著︑﹃万葉集から 古代を 読みとく ﹄第四章﹁木簡に
書かれた 歌﹂は ︑吉川氏から 批判されている ﹁馬場南遺跡出土木簡憶説︱ヤマトウタを 歌うこと
︱﹂︵﹃國學院雑誌﹄第百十巻第十一号所収︑二〇〇九年︑國學院大學︶という 論文をわかりやすく 書き 直した

ものである ︒
※なお ︑その 後︑吉川氏への 再反論は ︑
﹁秋萩木簡と 仏前唱歌と ︱吉川真司氏の 批判に 答える ︱﹂

︵二〇一七年六月︶

︵﹃萬葉﹄第二百二十四号︑二〇一七年︑萬葉学会︶として 刊行した ︒はて ︑この 論争は ︑どのように 展開

するのだろうか ︒はて ︒

日本人の聖地観

ほんの 少しでも 宗教学を 学んだ 人には ︑釈迦に 説法なのだが ︑多神教とは ︑多くの 神がいます
宗教というよりも ︑とめどなく 神が 生まれ 続ける 宗教とい�た 方がわかりやすい ︒人も 山川草木

も ︑神であるわけだから ︑神々が 満ち 溢れるのが ︑多神教世界なのである ︒つまり ︑あらゆる 事
物が 神となる 性質︑仏となる 性質をも�ているのである ︒それは ︑事物が 必ず 供えている 神性と
仏性によるものと 理解されてきた ︒一方︑生まれ 出ずる 神々は ︑自然淘汰されるので ︑とめどな
く 神が 生まれ ︑またたくまに 神が 消えてゆくのが ︑多神教社会ということになる ︒ということは ︑
いかなる 土地も ︑聖地になり 得ることになる ︒こういう 社会で 大切なのは ︑神仏に 対する 知識や
教義などではない ︒その 場を 尊いと 思う 感性そのものであるといえよう ︒また ︑尊いと 思�た 瞬
間に ︑いかなる 土地も 聖地となるのである ︒日本人にと�ての 巡礼とは ︑そういう 神仏たちを 路
傍に 発見することにあ�た ︑と 思う ︒旅先で 神性を 感じ 取�たところが ︑その 人にと�ての 聖地
なのである ︵上野誠﹃日本人にと�て 聖なるものとは 何か ︱神と 自然の 古代学︱﹄中央公論新社︑二〇一五年︶
︒
三輪山に 登拝してみるがよい ︒あちらこちらに ︑お 供えや ︑注連縄がある ︒いや ︑ひしめき 合�
ているという 表現の 方が 正確かもしれない ︒聴けば ︑登拝者ひとりひとりに ︑自分の 祈りの 場所
というものがあるらしい ︒つまり ︑聖地のなかに ︑自分だけの 聖地を 作ろうとしているのである ︒
家には 家の 神がおり ︑村には 村の 神がおり ︑個人には 個人の 神がいるのである ︒そして ︑聖地も
またそれぞれにあるのだ ︒大切なのは ︑そこでどう 感じたか ︑ということなのだから ︑日本列島
中に ︑聖地が 満ち 溢れることになる ︒一方︑その 聖地についても ︑優勝劣敗の 自然淘汰が 起こ�
て ︑一大聖地ができてゆくのである ︒伊勢︑高野山︑恐山︑各地の 地獄などなど ︒聖地も 競争な
のだ ︒聖地も ︑また 格付けされてゆくのである ︒
では ︑日本人はどのような 場所を ︑好んで 聖地としたのであろうか ︒それは ︑縷々述べたように ︑
自分自身の 感性で 聖地と 実感できたところなのであ�た ︒つまり ︑理屈ではないのである ︒西行
︵一一一八︱一一九〇︶に ︑こんな 歌がある ︒
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おはしますをば
家集﹄角川書店︑一九八五年︶

涙こぼるる

私歌集編Ⅰ

かたじけなさに

︵﹃新編国歌大観第三巻

しらねども

太神宮御祭日よめるとあり
何事の

事は知らぬを

我見ても

あめ

久しくなりぬ 天の香具山
（巻七の一〇九六）

この 歌は ︑﹃西行法師家集﹄の 板本のみに 見える 三首のうちの 一首で ︑西行の 歌というより ︑
西行の 歌として ︑伝わ�ていた 歌とみる 方がよいだろう ︒伊勢の 太神宮に 詣で ︑どのような 神さ
まがいて ︑どのようなお 祭が 行われているのか ︑私などにはわからないけれども ︑そのありがた
さに ︑ただただ 涙があふれるのみ ︑という 歌である ︒
当該歌について ︑自らが 拝む 神仏の 名も 知らぬのは ︑信仰の 名に 価しないと ︑この 歌の 示す 心
の 持ちようを 厳しく 批判している 宗教家もいる ︒しかし ︑私は ︑そのような 批判は 当た�ていな
いと 思う ︒そういう 批判こそ ︑近代合理主義の 悪しき 産物ではないのか ？ 尊いと 思うものを ︑
それぞれが 尊いと 感じればよい ︑というのが 日本型の 宗教ではないのか ？ その 地に 立�て ︑神
恩︑仏恩を 感じれば ︑それでよい ︑というのが ︑日本型の 宗教なのである ︒極言すれば ︑経典も
教理も ︑
一切いらないのである ︒ご 本尊についても ︑
ご 祭神についても ︑知らなくてよいのである ︒
西行は ︑この 地が 伊勢であ�て ︑尊い 神が 祀られていることは 知�ていたことだろう ︒しかし ︑
それはあくまでも 知識のレベルであ�て ︑この 地にや�て 来て ︑その 尊さをはじめて 実感したの
である ︒自らが ︑実感することによ�て ︑はじめて 伊勢は 西行自身の 聖地にな�たとみるべきな
のである ︒つまり ︑知識よりも ︑自らの 感覚の 方を 信ずるという 認識が ︑この 歌には 示されてい
る ︑といえるだろう ︒

いにしへ

古 の

﹃万葉集﹄にも ︑こんな 歌がある ︒

︱

﹁いにしえのことなど 知らないが ⁝⁝そんな 私が 見はじめてから ︑ 時 間は 久しく 過ぎ 去�た
天の 香具山﹂という 歌である ︒香具山は 神話の 舞台であり ︑古い 歴史を 持�た 山である ︒し
かし ︑私は ︑その 神話や 歴史を 知らない ︒そんな 私でも ︑悠久の 歴史は 感じ 取れる ︑というのだ ︒
では ︑作者は ︑なぜ 感慨にふけ�ているのだろうか ︒それは ︑長い 歴史に 比べてみれば ︑自分が
香具山を 見た 時間などほんの 一瞬に 過ぎない ︒しかし ︑私は ︑香具山を 見はじめてからの 時間を
今は 長く 感じてしま�ている ︑という 点に 感動しているのである ︒
﹁久しくなりぬ ﹂には ︑そう
いう 個人の 感慨を 読み 取ることができるのである ︒歴史とは ︑本来︑知識のはずなのだが ︑知識
がなくてもわかるというのだ ︒つまり ︑知識より ︑感ずることの 方が ︑大切だというのだ ︒日本
型の 宗教は ︑どこまでい�ても ︑個人の 実感に 由来するのである ︒
とめどなく 生まれ ︑消えてゆく 神々︒その 小さき 神々の 存在を 感じ 取ることを 重視する 姿勢に
こそ ︑日本的な 宗教の 感性があると 思う ︒
掃除︑洗濯や ︑調理のような 日常の 仕事に 心血を 注ぐ 生き 方は ︑小さき 神々を 生活のなかに 発

見しようとする 精神から 生まれてくるものなのである ︒日本型の 宗教における ﹁行﹂とは ︑その
多くは ︑掃除や 洗濯︑時には 調理なのである ︒僧侶や 神職の 養成課程で 重要視されるのはまず 掃
除︒そして 調理だ ︒加えれば ︑早寝︑早起きか ︒それは ︑好ましい 日常生活でしかない ︒取り 立
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てて ︑宗教的生活というわけではない ︒そういう 一見瑣末とも 思える 修行に 対して ︑入門者が 不
平を 述べれば ︑い�たいどうなるだろうか ︒多くの 場合︑次のように 説教されるであろう ︒日常
の 作務や 神明奉仕ができない 者に ︑何ができるのか ︒まず 大切なのは ︑掃除と 調理︑洗濯である ︑
と ︒神仏は 細部に 宿りたまうとともに ︑日常の 行動にも 宿りたまうのである ︒それが ﹁行﹂なの
だ ︒日本の 宗教者は ︑学の 人ではなく ︑いわば 行の 人なのである ︒いくら 学問ができても ︑行を
ともなわなければ 尊敬されないのである ︒
私がこんなことを 考えたのには ︑わけがある ︒とある 留学生と 話していた 時のことだ ︒彼は ︑
新幹線車両の 掃除の 様子を 見て ︑何かに 取り 憑かれたように 一心不乱に 働く 姿は ︑まるで 宗教者
の 祈りに 似ていると 私に 話してくれた ︒細かく 号車ごとに 分担が 定められ ︑時間内に 塵一つ 残さ
ずに 掃除がなされてゆく ︑あの 新幹線の 掃除の 場面だ ︒定められたムダのない 動作︑そして 真剣
な 眼差し ︒留学生の 話を 聞いてからというもの ︑かの 新幹線の 掃除の 場は ︑清掃員のひとりひと
りにと�ては ︑神仏の 宿る 聖地にな�ているのではないかと ︑私には 思えてきた ︒あの 祈るよう
な 眼差しは ︑い�たいどこから 来るのであろうか ︒
昨秋︑私は ︑あの 新幹線の 清掃員の 祈るような 眼差しの 秘密を 解く 鍵を 手に 入れることができ
た ︒寺西重郎﹃経済行動と 宗教︱日本経済システムの 誕生︱﹄という 本を 読んだからである ︵勁
︒寺西は ︑モノ 作りに 心血を 注ぐ 日本型の 経済システムの 核にあ
草書房︑二〇一五年︑初版二〇一四年︶
るものを ︑﹁世俗的な 求道主義﹂ととらえて ︑次のように 議論を 展開している ︒
難行や 複雑な 教義理解によらず ︑あるがままに 人は 仏になるのだという 天台本覚思想が 広がる
とともに ︑日本仏教は 難行︑苦行の 仏教から 易行 ︵やさしい 行︶の 仏教に 変化した ︒そこから ︑む
しろ 日々の 生活をよりよいものに 磨きあげる 世俗的な 求道精神が 生まれたというのである ︒この

考え 方は ︑平安期から 鎌倉期の 思想上の 変化をとらえてのことである ︒法然や 親鸞の 鎌倉新仏教
は ︑自ら 易行化することによ�て ︑民衆のなかに 入るとともに ︑生活そのものを ﹁行﹂とする 求
道精神が 広が�たと 寺西は 説くのである ︒こうい�た 世俗的求道主義においては ︑茶筅職人は ︑
よい 茶筅を 作ることこそが 修行であり ︑鍛冶職人は ︑よい 鍬を 作ることこそが 修行なのである ︒
では ︑その 技を 評価する 人は 誰かといえば ︑消費者ということになる ︒つまり ︑お 客様は 神さま
なのであり ︑神の 喜びたまうモノを 作ることに ︑心血を 注ぐ 倫理観が 生まれたというのである ︒
ウ��バ�の ﹃プロテスタンテ�ズムの 倫理と 資本主義精神﹄︵一九〇五年︶の 日本版だ ︒ロバ�
ト・ベラ�が ﹃徳川時代の 宗教﹄︵池田昭訳︑一九九六年︑岩波書店︶で 指摘したことをさらに 遡らせて ︑
中世に 起源を 求める 労作である ︒
金や 名誉のためのモノ 作りではなく ︑求道のためのモノ 作りの 起源を ︑中世における 仏教の 易
行化と ︑世俗的な 求道主義の 浸透に 求める 卓論といえよう ︒
私は ︑寺西の 本を 読んで ︑天台本覚思想を 始発点とした 仏教の 易行化︑さらには 世俗的求道主
義の 普及を 可能にしたものは 何だ�たのか ︑と 自分なりに 考えてみた ︒私は ︑あらゆるものが 神
格化され ︑あらゆる 場所が 聖地となる 宗教風土があればこそ ︑そうい�た 精神が 生まれた ︑と 考
えるに 至�た ︒ひたすら 掃除の 技を 磨き ︑秒単位で 働く 清掃員の 眼差しを 見ると ︑あの 新幹線の
車両も ︑時に 聖地になるのだ ︑と 思�たのであ�た ︒つまり ︑日本人にと�ての 聖地とは ︑ひと
りひとりが 生活の 中に 見出すものなのである ︒
以上が ︑今︑私が 考える 日本人の 聖地観である ︒まことに ︑雑駁な 議論ではあるが ︑読者諸賢
のご 教示を 仰ぎたい ︒
︵二〇一六年三月︶

166
本について

167

阿倍仲麻呂と王維の学力

︵二〇一六年九月から 連載中の 文章の 一部︶

日本から 唐への 留学生でありながら ︑英進を 続け ︑唐の 国務大臣にまでな�た 人物がいる ︒阿
倍仲麻呂である ︒同時代の 人物でいえば ︑杜甫や 李白が ︑望んでも 得られるはずもないほどの 高
位高官であ�た ︒阿倍仲麻呂とほぼ 同じレベルといえば ︑王維であ�たが ︑王維は ︑一度失脚し
ている ︒対して 仲麻呂は ︑一度も 失脚していない ︒
その 仲麻呂も ︑玄宗皇帝の 許可も 下り ︑七五三年にいよいよ 日本に 帰ることにな�た ︒玄宗臨
席のもと 盛大な 送別宴が 行われたのだが ︑その 折りに ︑王維も ︑送別の 詩を 贈�たのであ�た ︒
その 詩には ︑長大な 序文がついているのだが ︑じつはそのよい 注釈がない ︒しかし ︑仲麻呂が 唐
の 宮廷内において ︑どのように 思われていたかを 知る 唯一の 資料である ︒困�た 私は ︑﹃遣唐使
阿倍仲麻呂の 夢﹄を 書くために ︑自分で 注釈する 必要に 迫られた ︵二〇一三年︑ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角
︒しかし ︑これは 学力のいる 仕事だ ︒とにかく 難しい ︒
川学芸出版︶
まず ︑手に 入れたのは ︑現代中国の 研究書の 注釈二つだが ︑これは 内容がほとんど 同じで ︑清
朝乾隆帝時代の 碩学︑趙殿成の 注をそのまま 書き 写しただけであ�た ︒日本にも ︑一つ 注釈書は
あ�たが ︑これも ︑同じで ︑趙殿成の 注を 書き 写したのみ ︒ということは ︑誰も 清朝の 注釈書を
越えていないということなのである ︒ただ ︑昔の 学者は 偉か�た ︒ち�んと ︑自分の 学力は ︑清
朝の 学者にはるかに 及ばないので ︑そのまま 書き 写す ︑と 書いてある ︒
では ︑私はどうか ︒ほとんど 丸映しだが ︑コンピ��タ 検索があるので ︑少しは 新見を 入れる
ことができた ︒また ︑その 新見をもとに ︑解釈の 訂正もした ︒しかし ︑それはコンピ��タの 力

で ︑私の 力ではない ︒トホホ ︒

禁断の読書指導

やはり ︑自分は 九州人だと 感じることがある ︒東北の 料理を 食べると ︑塩辛いと 感じてしまう
し ︑京料理を 食べると 味が 薄いと 感じてしまう ︒九州の 料理を 食べると 味が 濃いと 感じるが ︑ど
こかほ�とする ︒塩辛いわけではない ︒とにかく 濃いのだ ︒これが ︑福岡に 十九年︑東京に 十二
年︑奈良に 二十六年住んだ 私の 料理の 印象だ ︒甘い 麦味噌に ︑甘い 田舎醤油︒だから 濃厚なのだ
と 思う ︒それは ︑そのまま 母が 作�ていた 味噌汁の 味だし ︑がめ 煮の 味だ ︒がめ 煮とは ︑関西で
いう 煮しめだが ︑ようするに 鶏肉と 芋類の 煮付けだ ︒博多の 郷土料理・水炊きのス�プも ︑九州
のラ�メンのス�プも ︑基本的には 煮詰めた 味なのである ︒
印象評に ︑印象評を 重ね 合わせて ︑どうということもない 話を 一つ ︒九州人の 人間関係は ︑と
にかく 濃い ︒あれれ ︑新年会の 二次会に 予定していた 店が ︑うかつにも 定休日︒あわてた 幹事は ︑
電話を 入れた ︒横で 聞いていて ︑吃驚仰天したことがある ︒
今︑上野先生ばくさ ︑二次会に 連れて 行こうとしたとやけど ︑店が 定休日たいね ︒五人
くらいやけん ︒これから ︑行くばい ︒
それは ︑自宅にかけた 電話であ�た ︒タクシ�で ︑突然︑家を 訪問なんていうことは� ︑とは
思�たが ︑それが ﹁あり ﹂なのだ ︒そういえば ︑子供のころ ︑家には 必ず 蟹の 缶詰が 買い 置きし
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てあ�たことを 思い 出した ︒蟹缶のような 高価な 缶詰がこの 世の 中に 存在するのは ︑急な 来客の
ためだと 子供心に 思�ていたものだ ︒
さて ︑恐縮しながら 家に 上がり 込むと ︑すでに 酒の 用意がされている ︒すると ︑客のひとりが ︑
つかつかと 台所へ 行き ︑冷蔵庫を 開けて ︑つまみになりそうなものを 持�て 来る ︒博多の 小商人
のせがれだ�た 私の 記憶がだんだんと 蘇�てきたぞ ︒あ�たあ�た 昔はそんなことが ︑と
︒
ここまでなら ︑まだよい ︒客のひとりが ︑夜中の 二時に ︑そうめんが 食べたいと 言い 出す ︒する
と 奥さんは ︑
去年の 中元の 残りがありますけん ︒しま�し�かね� ︒
冬の 宴会のシメに ︑冷やそうめんというわがままを 言うのだ ︒もう ︑私の 小さな 心臓は 張り 裂
けんばかりで ︑そうめんを 食べて ︑タクシ�を 呼んでもらい 辞去したのはいうまでもない ︒が ︑
しかし ︒帰るのがまた 大変︒なぜ 帰る ︑どうして 帰るとご 主人︑奥さん ︑娘さんまで 通せんぼし
て 帰らせてくれないのだ ︒聞けば ︑残�た 四人は ︑朝風呂に 呼ばれて 帰�たとか ︒しかも ︑四人
とも 奥さんとは 初対面というのだから ︑すごい ︒そんなことをしたら ︑わが 家なら 即離婚だろう ︒
もちろん ︑このご 主人さまは ︑奥さまから ︑客が 帰�たあとさんざん 絞られたとは 聞いたが ︑そ
れでもすごいもんだと 思う ︒
ここからが ︑本題︒﹁エマニ�エル 夫人﹂
という 映画が 流行�たのをご 存じだろうか ︒
︵一九七四年︶
南の 国で ︑
奔放に 性を 楽しむ 夫人の 物語だ ︒
純朴な 中学生だ�た 私も ︑見たくてし�うがなか�た ︒
そこで 定期考査が 終わ�た 翌日に ︑こ�そりと 中州の 映画館に 行くと ︑同級生の 悪ガキ 三人組と
出会�てしま�た ︒翌日には ︑全校中に ︑噂とい�ても 真実なのだが ︑広ま�てしま�た ︒し�
んぼりとひとりで ︑野間というところにあ�た 黒門書店に 寄り 道すると ︑もう 書店のおやじさん

も 知�ていた ︒﹁エマニ�エル ︑見たとげなね ﹂と ︒いや�� ︑穴があ�たら 入りたい ︒しかし ︑
次におやじさんはこう 言�た ︒
エマニ�エル 夫人もよかよ ︒ば�てん ︑も�とも�とよかとのあるとぞ ︒
私はドキ�とした ︒私は 固唾を 飲んで 耳を 傾けた ︒
ギヨ�ム・アポリネ�ル�て ︑知�とるね ︒ボ�ドレ�ルと 並ぶフランスの 大詩人たいね ︒
なんだ 文学の 話かと 思�て ︑が�くりしたのだが ︑そのあとがよか�た ︒
このアポリネ�ルが ︑若か�たときにこそ�と 書いたエロ 小説が 角川文庫から 出た�た
いね� ︒そういうもんなら ︑同じエロでも ︑文学の 勉強たい ︒買わんな� ⁝⁝︒
その 時︑買�たのが ︑﹃一万一千本の 鞭﹄と ﹃若きドン ・ジ�アンの 冒険﹄である ︒たまげた
読書指導である ︒
私が 活字にエロスを 感じた 瞬間だ ︒
その 後︑私は 歴史学に 興味を 惹かれながらも ︑
なんとなく 文学︑それも ﹃万葉集﹄に 辿り 着いた ︒まさか ︑その 原点が ︑アポリネ�ルのエロ 小
説というのはできすぎた 話だが ︑とりあえず ︑そういうことにしておこう ︒ちなみに ︑とある 座
談会でフランス 文学者の 野崎歓先生にお 聞きしたところ ︑一九七〇年代までこれらの 本は ︑フラ
ンス 本国では ︑発禁だ�たとか ︒
黒門書店のおやじさんが ︑それまでに 私が 買�ていた 本を 知�ていたのは ︑いうまでもない ︒
富島健夫の 小説を 買�ていたのを 知�ていて ︑それなら ︑こういうもんを 読まなき�いかんとい
うことで ︑アポリネ�ルの 読書指導とあいな�たわけである ︒おやじさんいわく ︑富島よりは ︑
舟橋聖一︒舟橋よりは ︑丹羽文雄がいいぞとのアドバイスを 受けた ︒この 文章を 書くにあたり ︑
パリの 東墓地のアポリネ�ルのお 墓詣りをしてきた ︒そして ︑
極東の 日本という 国︑その 博多の 地に 生まれ ︑
﹃万葉集﹄という 古典を 勉強している 一学
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徒でございます ︒お 蔭をもちまして ︑なんとか ︑研究者として 飯を 喰�ています ︒以後︑
お 見知りおき 下さいまし ︒
と 挨拶してきた ︒
考えてみれば ︑とんでもない 読書指導である ︒何よりもすごいのは ︑ずかずかと 人の 心に 入�
てゆく 人間関係の 作り 方である ︒これが ︑九州人気質なのだ ︒良くも 悪くも 互いの 生活や 心の 中
に 入�てゆくのである ︒硬い 自我の 防波堤を 作る 東北の 人︑入�ていけそうに 見えて 他人の 干渉
を 許さない 京都の 人︑それに 対して ︑つきあいをはじめてまだ 日が 浅いにもかかわらず ︑ずかず
かと 踏み 込んでゆく 九州人︒とにかく ︑九州人の 人づきあいは 濃いのだ ︒
さて ︑最後は ︑料理の 話に 戻る ︒九州人はウスタ�ソ�スが 好きだ ︒天ぷらにも ︑ソ�スをか
けて 食べることがある ︒カレ�にも 好みでソ�ス ︒それはまだよい ︒皿うどん ︑チ�ンポンにも
と ︑とにかく ︑九州人は 濃い 味が 好きなのだ ︒続いて 男女関係についても 書こうと 思�たが ︑紙
数が 尽きた ︒残念︒

奈良︑発見

﹃ 万 葉 集 ﹄は ︑ 奈 良の 文 学なので ︑ 奈 良に

ついて 語ることは ︑すべて ﹃万葉集﹄と 結び
ついている ︒奈良がなければ ︑今の 私はない ︒
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奈良有情

一、土塀の美学、西の京あたり

他一編﹄旺文社︑一九八〇年︑初版一九六八年︑初出一九四三年︶

内緒の 話︒こんな 作文を 学生が 書くなら ︑私は 最高点をつける ︒
ある 崩れかけた 土塀に ︑私は 歴史を 感じました ︒私には ︑いつ 誰が ︑どのようにこの 土
塀を 作�たか ︑見当もつかないけれど ︑そこに 土塀が 今もあること ︑そしてその 前に 今︑
自分が 立�ていることに 感激しました ︒
では ︑かの 亀井勝一郎 ︵一九〇七︱一九六六︶は ︑この 土塀の 美について ︑何と 書いているか ︒
やまと
ど べい
つい じ
大和古寺の 土塀や 奈良近郊の 民家の 築地は ︑そうあざやかなものではなく ︑赤土のまじ
�た ︑古びた 地味な 感じのものが 多い ︒よくみると 繊細な 技巧の 跡がうかがわれる ︒そ
してくずれたままにしてあるところに ︑古都の 余香が ︑あるいは 古都のたしなみともい
うべきものが 感ぜられる ︒
︵亀井勝一郎﹃大和古寺風物誌

とある ︒﹁古都の 余香﹂﹁古都のたしなみ ﹂とあるではないか ︒文章は ︑西の 京あたりの 光景なの
だが ︑奈良公園にもある ︒しかし ︑かつては ︑奈良盆地のどの 集落にもあ�た 風景であ�た ︒そ
の 崩れた 土塀の 生活臭が ︑まさに 大和の 美だ�た ︑と 私は 思う ︒
二、薬師寺金堂本尊薬師如来

古寺巡礼﹄筑摩書房︑二〇一二年︑初出一九一九年︶

少し ︑大仰な 話をしたい ︒
﹁日本的知性﹂というものがあるとするなら ︑それはどんなものか ︒
たぶん ︑古くは ﹁和魂漢才﹂︒明治以降なら ︑﹁和魂洋才﹂だ ︒外来文化に 学んでこそ ︑自らの 文
化が 磨かれ ︑その 力も 発揮できるという 考え 方だ ︒日本の 哲学者は ︑大学ではデカルト ︑カント ︑
シ��ペンハウエルを 教えたが ︑休みになると 奈良と 京都で 観仏三昧︒それが ︑日本的知性なの
だと 思う ︒そういう 哲学者のひとりに ︑和辻哲郎 ︵一八八九︱一九六〇︶がいた ︒
その 和辻の ﹃古寺巡礼﹄に ︑薬師寺のご 本尊を 讃えた 一文がある ︒
とにかくこの 像を 凝視してほしい ︒あの 真黒なみずみずした 色沢だけでも 人を 引きつけ
て 離さないのである ︒しかもその 色沢がそれだけとして 働いているのではない ︒その 色
沢を 持つ 面の 驚くべく 巧妙な 造り 方が ︑実は 色沢を 生かせているのである ︒そうしてそ
の 造り 方には ︑銅という 金属の 性質に 対する 十二分の 理解が 織り 込まれている ︒
︵和辻哲郎﹃初版

金属で 肉体美を 表現するためには ︑まず 金属の 性質をよく 知らなくてはならないというのだ ︒
そのあたりを 和辻は ︑﹁永遠に 不滅なものの 硬さと 冷たさとを 持ちながらしかも 触るれば 暖かで
握りしめれば 弾力のありそうな ︑あの 奇妙な 肌﹂という ︒なるほど ︑あのお 薬師さんの 肌の 質感
こそ ︑匠の 美なのかもしれない ︒
三、春日の原始林
奈良のすばらしさはどこにあるか ？ 私は ︑県庁所在地の 駅から 歩いて 二十分で ︑原始林があ
ることだと 答えることにしている ︒春日の 原始林とは 何ぞや ︒それは ︑神と 人とが 守りたもうた
森と 山である ︒都を 造り ︑都市を 維持するためには ︑多量の 木材が 必要なのだが ︑原始林のまま
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はがい

さ ほ

うち

ゆ

鳴き行くなるは

誰呼子鳥

たれよぶ こ どり

残したのだ ︒だから ︑遣唐使たちは ︑あの 御蓋山の 月を 心に 焼きつけて ︑唐土に 旅立�てい�た
のである ︒
さて ︑この 春日山と 御蓋山を 西から 眺めると ︑鳥が 翼を 広げて ︑こちらに 向�てや�て 来るよ
はがい
うに 見える ︒これこそ ︑﹁羽易の 山﹂と 万葉びとが 称した 故郷の 景なのであ�た ︒
かすが

春日なる 羽易の山ゆ 佐保の内へ
︵﹃万葉集﹄巻十の 一八二七︶

﹁春日にある ︑あの 大鳥が 翼を 広げたように 見える 羽易の 山︒その 羽易の 山から 佐保
訳すと ︑
のあたりへと 鳴きながら 飛んでゆく 鳥がいる ︒それは 誰を 呼ぶ 声なのか ︑その 名も 呼子鳥よ ﹂と
なろうか ︒ならば ︑どこから 見るといちばんよく ︑大鳥が 翼を 広げているように 見えるのか ？
高畑町や 東大寺の 転害門よりすこし 西に 行くと ︑まさに 大鳥が 翼を 広げているように 見える ︒
ちなみに ︑﹁羽易の 山﹂の ﹁はがひ ﹂も ︑﹁はがいじめ ﹂の ﹁はがい ﹂も 同じで ︑大鳥が 翼を 広
げた 姿をいう 言葉である ︒
四、唐招提寺の円柱

たた

亀井勝一郎の ﹃大和古寺風物誌﹄に ﹁円柱と 翼﹂と 題された 一文がある ︒唐招提寺についての
文章の 一節である ︒
わが 古寺の 円柱はいうまでもなく 木造であるから ︑光を 反射することは 少ない ︒むしろ
光を 吸収して ︑柔らかくその 木目のあいだに 湛えるとい�たほうがいいようだ ︒月光の
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下でながめたならば ︑い�たん 吸いこんだ 光がかすかににじみ 出るとい�たふうに 輝い
ているのではなかろうか ︒
︵亀井勝一郎﹃大和古寺風物誌

と 書いている ︒そして ︑亀井は ︑﹁元来︑柱というものは 人がもたれかかるものである ︒もたれ
かかるために 柱を 建てるわけではないが ︑自然にそうなるのは 我々の 日常経験するところであろ
う ﹂という ︒この 亀井の 一文を 読めば ︑誰しもが ︑唐招提寺の 円柱に 寄りかかりたくなるのでは
ないか ︒とすれば ︑円柱にもたれかかりたいと 思わせるところにこそ ︑匠の 美があるのだと 私は
思う ︒触れてはならないが ︑触れてみたいと 思わせる 匠の 技というものがあるのだ ︒そういう 意
味でいえば ︑美とは 危険なものだ ︒その 美を 妬む 心も 起こるし ︑独占したいと 思う 心も 芽生える ︒
そして ︑あの 円柱に 触れたくもなるのだから ︒
五、奈良の鹿
学生たちと 山辺の 道を 歩いて ︑とある 農家の 庭先で ︑スイカをご 馳走にな�ていた 時のこと ︒
なんと ︑鹿が 疾走して 行くではないか ︒奈良公園の 鹿がや�て 来たと 思�たが ⁝⁝︒野生の 鹿だ�
た ︒春日の 神の 使い ︑いや 春日の 神そのものとして 鹿を 保護してきた 結果︑奈良公園の 鹿は 世界
で 唯一︑人に 懐いている ︒これは ︑世界の 奇跡なのである ︒神と 人と 鹿の ︑世にも 不思議な 共生
がそこにあるのだ ︒
さて ︑私の 万葉ゼミナ�ルには ︑厳しい 試験がある ︒この 試験に 合格しないと ︑どんなに 成績
がよくても 卒業できない ︒試験の 内容は ︑鹿の 鳴き 声のものまねである ︒私は 言う ︒
諸君︒いやしくも 奈良で 万葉を 学ぶ 者が ︑鹿の 鳴き 声を 聴いたことがないとは ︑何事か ︒
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を ぐら

小倉の山に

こよひ

︱

伏す鹿し 今夜は鳴かず

寝ねにけらしも

い

そんな 不勉強な 学生は ︑断じて 卒業などさせんぞ
︒
この 厳しい 卒業試験で ︑一声も 発しない 学生がいた ︒私が 詰問すると ︑ただ 一言︒
ゆふ

夕されば
︵﹃万葉集﹄巻九の 一六六四︶

と 言うではないか ︒今日は 寝ているので ︑聞こえませんということらしい ︒はて ︑採点はどうし
たものか ？
六、中宮寺半跏思惟菩薩

0

0

0

0

0
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0

三年前︑欧州のとある 空港で ︑ロスト・バケ�ジにな�た ︒それも ︑旅行初日だ ︒空港職員が ︑
ゆ�くりと 私の 眼を 見ながら ︑一つ 一つ 丁寧に 説明してくれた ︒私が 拙い 英語で ︑礼を 述べよう
とすると ︑彼女はそれを 制した ︒あのぶ�きらぼうとも 思える 表情を 今も 私は 忘れない ︒
亀井勝一郎の ﹃大和古寺風物誌﹄に ︑
こんな 記述がある ︒中宮寺の 半跏思惟菩薩を 見た 亀井は ︑
慈悲とは 微妙なものだという ︒
ぼ さつ
い�さいし�じ�う
菩薩は 一切衆生をあわれみ 救わねばならぬ ︒だがこの 自意識が 実に 危険なのだ ︒もし 慈
悲と 救いをあからさまに 意識し ︑おまえたちをあわれみ 導いてやるぞとい�た 思いが 微
こ じ
塵でもあ�たならばどうか ︒表情はたちまち 誇示的になるか 説教的になるか ︑さもなく
び たい
ば 媚態と 化すであろう ︒
︵亀井勝一郎﹃大和古寺風物誌

助けた 側が ︑相手の 感謝の 念を 肯定的に 受け 取ると ︑たちまちにして ︑それは 上から 目線とな
るというのである ︒その 微妙なあわいを 亀井はとらえているのだ ︒
そういえば ︑思惟菩薩の 表情は ︑どこかそ�けない ︒﹁オ�ケ� ︑オ�ケ� ︒ノ�・プロブレム ﹂
と 言�たあの 空港職員の 眼を ︑私は ︑今︑思い 出している ︒
七、聖林寺十一面観音

︱

古寺巡礼﹄筑摩書房︑二〇一二年︑初出一九一九年︶

︱

﹃徒然草﹄
の 一節に ︑
こんな 章段がある ︒八歳の 兼好が 父にこう 聞く ︒人が 仏になるというのなら ︑
人はどのようにして 仏になるのか ︑と ︒すると 父親は ︑それは 仏の 教えによるのだと 答える ︒で
は ︑その 仏とやらには ︑誰が 教えたのかと 兼好︒それも ︑仏の 教えによ�て 仏にな�たのだと 父︒
ならば ︑最初︑第一の 仏は ︑どうや�て 人が 仏にな�たのか
︒ここで ︑父は 切れた ︒こんな
ことを 長々と 書いたのには ︑わけがある ︒聖林寺の 十一面観音について ︑次の 文章があるからだ ︒
まぶた
きれの 長い ︑半ば 閉じられた 眼︑厚ぼ�たい 瞼︑ふくよかな 唇︑鋭くない 鼻︑
総て 我々
が 見慣れた 形相の 理想化であ�て ︑異国人らしいあとも 認められなければ ︑また 超人を
そうごう
現す 特殊な 相好があるわけでもない ︒しかし 我々はそこに 神々しい 威厳と ︑人間のもの
ならぬ 美しさとを 感ずる ︒薄く 開かれた 瞼の 間からのぞくのは ︑人間の 心と 運命とを 見
まなこ
とおす 観自在の 眼である ︒
︵和辻哲郎﹃初版

この 仏像は ︑人を 写しているのか ？ それとも ︑人ならぬ 仏の 相を 写しているのか ？ 人とし
て 理想の 身体︒そこに 感じる 精神性︒が ︑しかし ︒ならば ︑人は ︑仏像をなぜ 崇拝の 対象にする
のか ？ こんなこと ︑三流の 万葉学徒がわかるはずもない ⁝⁝︒
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八、香具山の稜線
か ぐ やま

い よ

こほり
あまやま

香具山には ︑こんな 神話がある ︒
伊与の 郡︒
こほりのみやけ うしとら

ふたつ

かたはし

やまと

くに

なづ

よし

やまと

くに

あめ

か ぐ やま

よ

あめ

あまくだ

い

郡 家 ゆ 東北のかたに 天山あり ︒天山と 名くる 由は 倭に 天の 加具山あり ︒天ゆ 天降りし
ことのもと

時二に 分かれて ︑片端は 倭の 国に 天降りき ︒片端はこの 土に 天降りき ︒因りて 天山と 謂ふ ︑
本 なり ︒
︵前田家本﹃釈日本紀﹄巻七﹁天香山﹂条︶

山が 降�てきた 時に ︑途中で 割れて ︑一つは 伊予の 天山となり ︑一つは 香具山とな�たという
うね び やま
みみなしやま
話である ︒だから ︑畝傍山と 耳成山︑香具山のうち ︑香具山だけに ﹁天の ﹂という 修飾句が 付く
あ も
のである ︒﹁天の ﹂だけではなく ︑﹁天降りつく ﹂という 修飾句もある ︵﹃万葉集﹄巻三の 二五七︶
︒
いにしへ
われ
そんな 香具山の 歌のなかに ︑こんな 歌もある ︒﹁古の 事は 知らぬを 我見ても 久しくなり
あめ
か ぐ やま
ぬ 天の 香具山﹂︵﹃万葉集﹄巻七の 一〇九六︶という 歌だ ︒昔の 歴史のことなんて 知らないが ︑俺さ
まが 見ても 奥ゆかしく 感じられる ︑と 歌�ているのである ︒感じることの 方が 大切なのだ ︒知識
よりも ︒
九、東大寺大仏

の

ゆび

を

ひらかせて

おほき

ほとけ

は

あまたらし

美術史家にして 歌人︑歌人にして 書家︒文人・会津八一 ︵一八八一︱一九五六︶の 歌碑が ︑東大寺
の 大仏殿の 前に 建�ている ︒

もろて

東大寺にて
おほらかに
たり

である ︒おおらかに ︑両手の 指をお 開きにな�て ︑大仏さまは 満ち 満ちているという 歌である ︒
﹁あまたらしたり ﹂を 漢字仮名交じりで 書くと ﹁天足したり ﹂となる ︒この 言葉は ︑﹃万葉集﹄に
も ︑登場する ︒生命力が 天空に 充満していることをいう 言葉だ ︒八一は ︑﹃自註鹿鳴集﹄︵新潮社︑
る しや な ぶつ
一九七九年︑初版一九六九年︑初出一九五三年︶で ︑
﹁あまたらし・盧舎那仏即ち 大仏は ︑宇宙に 遍満すとも ︑
あるい
おなじ
或は 宇宙と 大きさを 同うすともいふべし ﹂と 述べている ︒つまり ︑この 大仏は 宇宙そのものであ
ると 述べているのである ︒全宇宙の 理法を 説く ︑
﹃華厳経﹄の 思想︑そのシンボルである ﹁るし�
なだいぶつ ﹂は ︑宇宙のシンボルなのである ︒
片手ではなく 両手︒握り 拳ではなく ︑手を 開いて ︑宇宙そのものを 体現する 大仏︒それは ︑ま
さに 衆生を 救う 姿なのである ︒
聖武天皇は ︑世界のどこにもない 巨大な 金銅仏を 造ることによ�て ︑人の 心をひとつにしよう
とした ︒それは ︑宗教の 力ではなく ︑人の 力を 示すものなのだ ︒あの 大仏は ︑人の 力の 偉大さを
示しているのだと 思う ︒宇宙のシンボルも ︑人の 造りたもうたものなのだ ︒
十、浄瑠璃寺の春
四十八歳で 死んだ 文学者・堀辰雄 ︵一九〇四︱一九五三︶の 最後のまとま�た 著作が ︑
﹃大和路・
信濃路﹄である ︒妻と 連れ 立�た 戦争中の 奈良旅行記だ ︒二人は ︑﹁ようやく ﹂というより ︑﹁偶然﹂
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に 浄瑠璃寺に 辿り 着く ︒着いてみると ︑阿彌陀堂を 案内したのは ︑寺僧ではなく ︑十六︑七の 娘だ�
た ︒仏像を 見てまわる 夫を 残して ︑少女と 妻は ︑裏庭を 眺めながら 話しだしているではないか ︒
﹁ずゐぶん 大きな 柿の 木ね ︒
﹂妻の 聲がする ︒
﹁ほんまにえ� 柿の 木やろ ︒
﹂少女の 返事はいかにも 得意さうだ ︒
﹁何本あるのかしら ？ 一本︑二本︑三本⁝⁝﹂
く たい じ
﹁みんなで 七本だす ︒七本だすが ︑澤山に 成りまつせ ︒九體寺の 柿やいうてな ︑それを 目
も
あてに ︑人はんが 大ぜいハイキングに 來やはります ︒あてが 一人で 捥いで 上げるのだす
がなあ ︑そのときのせはしい 事やつたらおまへんなあ ︒﹂
﹁さうお ︒その 時分︑柿を 食べにきたいわね ︒
﹂
︵堀辰雄﹁浄瑠璃寺の 春﹂﹃堀辰雄全集﹄第三巻︑筑摩書房︑一九九六年︑初版一九七七年︑初出一九四三年︶

なんとたわいもない 会話︒おいおい ︑仏像と 浄土庭園はどうな�たと 突� 込みを 入れたくなる
ところだ ︒しかし ︑そう 読んでは 台無しだ ︒あの 仏像と 庭園に 接してこそ ︑はじめてこんな 平安
な 気分で 少女と 会話ができたと 考えなくてはならないのだ ︑と 思う ︒
十一、月光のなかの三月堂
先日︑和辻哲郎の ﹃古寺巡礼﹄︵筑摩書房︑二〇一二年︑初出一九一九年︶を 読んでいて ︑は�とした
ことがあ�た ︒次の 一文である ︒
後世に 現われた 東大寺の 勢力は ﹁僧兵﹂に 代表せられる ︒この 偉大な 伽藍が 焼き 払われ
なにゆえ
たのも ︑要するにこの 勢力が 自ら 招いた 当然の 結果に 過ぎまい ︒何故この 大学が 大学と
して 開展を 続けなか�たのか ︒何故そこに 精神的事業の 力強い 伝統が 生きて 行かなか�

かすが

み かさ

︱

たのか ︒
とある ︒何と 厳しい 歴史への 眼差しだろう ︒平和の 宗教であるべき 仏教︒その 根本道場でさえも ︑
堕落を 免れ 得なか�たというのだ ︒そして ︑和辻は ︑こうも 述べている ︒
﹁﹃僧兵﹄を 研究した 知
やす
人の 結論が ︑そぞろに 心に 浮かんで 来る ︑
﹃日本人は 堕落し 易い ﹄
﹂と ︒なんと 厳しい 評価
なのだろう ︒その 東大寺は ︑今は ︑人びとの 安らぎの 場にな�ている ︒和辻は 月光に 照らされる
あきら
せきぜん
ひびき
三月堂の 美を ︑
﹁その 間に 壁の 白色が ︑澄み 切�た 明かさで ︑寂然と ︑沈黙の 響を 響かせていた ︒
これこそ 芸術である ︒魂を 清める 芸術である ﹂と 述べている ︒
和辻のいう ﹁沈黙の 響﹂とは ︑何か ？ もの 言わぬものの 声ということか ︒知識や 権威は ︑人
の 眼を 曇らせるものである ︒それも 堕落を 免れ 得ぬとは ︑恐ろしい 呪文のような 言葉だ ︒あるい
は 予言か ？ 美とは ︑発見するものなのだ ︒

はら

十二、御蓋山のこと
あま

天の原ふりさけ見れば春日なる御蓋の山にいでし月かも
︵﹃古今和歌集﹄巻九の 四〇六︶

天空を 振り 仰いで 見ると ︑春日にある 御蓋の 山に 出ていた 月が 思い 起こされる ︑と 訳すことが
できようか ︒春日野からおにぎり 型に 見えるのが 御蓋山だ ︒その 後ろにあるのが ︑春日山︒だか
ら ︑春日にある 御蓋山と 歌うのだ ︒
ち��と ︑
ここでややこしい 話をする ︒春日山の 北にある 若草山が 三段にな�ていることから ︑
若草山のことをいつのころからか﹁三笠山﹂
と 呼ぶようにな�た 歴史がある ︒
だから ︑﹁ミカサヤマ ﹂
が 二つあ�て ︑ややこしいのである ︒そこで ︑地元の 人は ︑若草山のことを ﹁サン ︵三︶カサ ︵笠︶
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︵二〇一五年六月〜九月︶

ヤマ ﹂︑御蓋山を ﹁オン ︵御︶カサ ︵蓋︶ヤマ ﹂という ︒もちろん ︑
この 文章で 話題にしているのは ︑
御蓋山の 方である ︒この 御蓋山に 出た 月こそ ︑かの 阿倍仲麻呂が 遠く 唐土から 奈良の 地を 想起し
た 山なのであ�た ︒
話はがらりと 変わる ︒
﹁月が 出た 出た 月が 出た ︒三池炭鉱の 上に 出た ﹂という 炭坑節を 思い 出
してほしい ︒じつは ︑
それぞれの 地域にはその 地域の 代表となる 土地がある ︒福岡県の 三池なら ︑
やはり 炭鉱なのだ ︒
では ︑平城京で 生活した 人びとは ︑どこから 出る 月を 愛でたのか ︒それは ︑平城京の 東にある
御蓋山の 月だ�たのである ︒

大津皇子と磐余池、風景の記憶

失脚と刑死、大津皇子

いはれ

かつて ︑政局の 剣が 峰に 立�た 小泉純一郎首相は ︑こうい�た ︒﹁今は ︑失脚しても ︑殺され
るということはありませんからね ﹂と ︒朱鳥元年 ︵六八六︶十月二日︑天武天皇の 第三皇子である
大津皇子は ︑謀反の 疑いで 逮捕︒その 翌日に 処刑された ︒
﹃日本書紀﹄は ﹁賜死﹂と 記すが ︑こ
れは 処刑に 代わ�て 自決が 許されたという 意味でしかない ︒齢二十四︒その 大津皇子が 死に 際し
て 詠んだ 歌が ︑﹃万葉集﹄に 伝わ�ている ︒

たまは

け ふ

鳴く鴨を 今日のみ見てや

あかみとり

磐余の池に

雲隠りなむ

くもがく

大津皇子、死を被りし時に、磐余の池の堤にして涙を流して作らす歌一首
ももづた

百伝ふ
右、藤原宮の朱鳥元年の冬十月

︵巻三の 四一六︶

仮に ﹁自らは ︑磐余の 池に 鳴いている 鴨を 今日のみ 見て ︑死んでゆくのか ﹂と 訳をつけておこ
う ︒この 磐余の 池の 堤とも 考えられる 遺構が ︑橿原市教育委員会によ�て 発掘された ︵同市︑東池
尻町︶
︒もちろん ︑異論もあり ︑今後の 調査を 待たねばならないが ︑現時点で 万葉研究の 立場から ︑
歌の 見方について 述べておくことは ︑あながち 無意味なことでも ︑あるまい ︒
では ︑なぜ 死に 際して ︑磐余の 池が 詠まれたのだろうか ︒まず ︑第一には ︑護送中に 通過した
可能性や 邸宅から 近か�たことが 考えられる ︒しかし ︑歌の 中の 地名には ︑歌中で 果たす 役割と
いうものがあると 見なくてはならない ︒なぜならば ︑地名を 詠み 込めば ︑その 地名から 連鎖的に
イメ�ジが 広が�てゆくからである ︒﹁永田町↓国会↓政治﹂﹁浅草↓浅草寺↓仲見世↓人情味﹂
のように ︒
とすれば ︑磐余池から ︑当時の 人びとが 想起したことは 何か ？ ﹁あ� ︑天の 香具山の 北麓の
あの 大きな 池だね ﹂と 想起でき ︑しかも 歴代天皇 ︵大王︶の 宮に 隣接している 池だと 想起できた
はずである ︒
つまり ︑誰もが 知�ている 有名で 大きな 池で ︑
かつ 古い 由緒のある 池だということだ ︒

184
奈良、発見

185

堤の上で考えたこと

0

0

︱

︵二〇一二年一月︶

過日︑橿原市教育委員会の 平岩欣太さんから ︑堤の 上を 案内してもら�た ︒長く 伸びる 四つの
丘は ︑かつては 池の 中の 島であり ︑一歩歩けば 一歩ごとに ︑重なり 具合が 異な�てゆくので ︑見
える 島影は 変化してゆく ︒そして ︑その 島影から 時折︑天の 香具山の 頂が 望める ︒池あり ︑島あ
り ︑想像するに 船も 浮かんでいて ︑水鳥もいたことだろう ︒おそらく ︑そういう 風景が ︑万葉時
代の 人びとの 脳裏には 想起されていたはずなのである ︒つまり ︑磐余の 池には 飛鳥の 都に 住む 多
くの 人びとに 共有された 水辺の 景の ︑
いわば 集合的﹁記憶﹂のようなものがあ�たのではないか ︒
じつは ︑この 歌については ︑大津皇子が 実際に 作�たという ﹃万葉集﹄の 伝えを 重視する 研究
者たちと ︑大津皇子の 物語が 語り 伝えられるなかで ︑後の 時代に 作られたと 考える 研究者たちと
がいる ︒後者の 説に 従�て 歌劇と 考えれば ︑主人公︑絶唱のアリアだ ︒
ただ ︑どちらにしても ︑次のことは ︑確実にいえるであろう ︒磐余池の 堤は ︑悲劇の 皇子絶唱
の 舞台として ︑これに 勝る 舞台はなか�たのではないか
︒

正倉院と万葉集、そして今

どんなに 遠い 国の 出来事であ�たとしても ︑どんなに 遠い 昔の 出来事であ�たとしても ︑﹁今﹂
と ﹁自分﹂に 繋が�ていると 思う 瞬間がある ︒

はつ ね

初子の今日の

たまばはき

玉箒 手に取るからに

揺らく玉の緒
︵巻二十の 四四九三︶

天平宝字二 ︵七五八︶年の 正月︒大伴家持は 多忙を 極めていた ︒彼は 右弁官という 要職にあり ︑
大蔵省の 事務を 取り 仕切�ていたからである ︒が ︑一方︒正月には ︑さまざまな 宮廷行事が 行わ
れ ︑それに 伴う 宴会が 次々と 行われる ︒その 宴では ︑天皇から 詩歌を 奏上せよとの 勅が ︑いつ 出
るやも 知れぬ ︒ために ︑勅に 備えて ︑予め 歌の 準備をしておく 必要があ�た ︒いくら 即興詠とは
い�ても ︑天皇臨席の 満座で 恥をさらしたくはない ︒この 年の 正月三日は ︑はじめて 巡�て 来る
ね
子の 日で ︑初子の 宴が 宮中の 内裏で 行われる 予定である ︒もし ︑勅が 出れば ︑家持は 自作を 披露
する 必要がある ︒ために ︑彼は 予め 歌の 草稿を 準備していた ︒

初春の

たまぼうき

家持は ︑この 日︑玉箒というものが ︑参集者に 天皇から 下賜されるので ︑玉箒を 歌�た 歌を 奏
上しようと 準備をしていたのである ︒玉箒とは ︑蚕室から 繭玉を 集めるために 用いられる 箒のこ
とであり ︑それを 模�た 縁起物のことをいう ︒箒にたくさんの 繭玉がく�ついてくれば ⁝⁝多く
の 絹糸ができる ︒この 行事は ︑時の 内相・藤原仲麻呂が ︑中国の 古い 儀式を 日本の 宮廷行事に 取
り 入れたものであ�た ︒家持は ︑ゆらゆらと 揺れる ﹁玉の 緒﹂すなわち ︑繭玉を 模�たガラス 玉
を 詠んで ︑今年も 豊かな 年になりますように ︑と 歌おうと 準備していたのである ︒この 天平宝字
二年の 子の 日の 宴の 玉箒が ︑同じく 子の 日の 行事で 使用された 鋤とともに 正倉院に 伝来している
のである ︒鋤は ︑豊かなる 秋の 稔をもたらすものである ︒まさに ︑農耕と 養蚕の 新年の 縁起物で
ある ︒

186
奈良、発見

187

とり

︵二〇〇九年十月︶

東京の 読者なら 酉の 市の 熊手を 思い 出す 人がいるかもしれない ︒また ︑
財を 集める 箒といえば ︑
大阪の 読者なら ︑
﹁商売繁盛︑笹持�て 来い ﹂のえびすさん ︵正月十日︶の 福笹を 思い 出すだろう ︒
つまり ︑これらの 行事は 富の 到来を 想起させる 縁起物を 授かる 行事なのである ︒あの 派手に 飾り
立てられた 縁起物は ︑玉箒の 末裔といえよう ︒だから ︑玉箒を 見る 時は ︑わずかに 残�ているガ
ラス 玉を 見逃してほしくないのである ︒それが ︑揺らく 玉の 緒で ︑来るべき 新年の 富の 象徴だか
らだ ︒
一方︒唐で 流行していた 風習に ︑色絹や 金箔を 切り 抜いて ︑人や 花の 形を 作�て 飾る 行事が
あ�た ︒こちらは ︑毎年正月七日 ︵人日といわれる ︶の 行事であ�た ︒このパ�チワ�クの 飾り 物は ︑
贈答品でもあり ︑そこには 新年を 寿ぐ 佳句が 書き 入れられていた ︒東京の ﹁皇室の 名宝展﹂で 展
示された 人勝残欠雑張は ︑天平宝字元 ︵七五七︶年に 奉献され 二枚を 一枚に 張り 合わせたものであ
る︒
こちらは ︑佳句を 書いて 互いに 贈り 合うということでいえば ︑年賀状の 源流といえなくもない ︒
ちなみに ︑家持は 多忙のため ︑結局子の 日の 宴に 出席することはできなか�た ︒したが�て ︑
準備していた 歌は ︑披露されずに ︑家持の 手元に 未発表のまま 残�ていたのである ︒その 歌が ︑
後に 万葉集に 収められたのであ�た ︒正倉院と 万葉集と 今とは ︑そんな 奇縁で 結ばれているので
ある ︒

谷崎潤一郎先生の柿の葉寿司談義
薬師寺の 塔に ︑ひとひらの 雲の 舞う 大和路の 秋︒気候も 良くな�たということで ︑正倉院展に
合わせて ︑先週末︑谷崎潤一郎先生を 奈良にお 招きすることができた ︒勤務先の 奈良大学国文学
科では ︑学生たちに ︑講演もしていただいた ︒大学としても ︑名誉なことであ�たと 思う ︒ただ ︑
学生たちのなかには ︑
かの 大谷崎を 知らぬ 者もいて ︑落胆した ︒谷崎より ︑又吉の 方が 有名なのだ ︒
私は ︑もちろん 京都駅まで 谷崎先生をお 迎えに 行�た ︒谷崎先生は ︑ゆうゆうと 下車され ︑
﹁や
はり ︑新幹線は 早いですね ﹂とひと 言︒すると ︑同行の 新潮社の 柴田美穂さんが ︑
﹁今日のお 昼は ︑
柿の 葉寿司︒しかも ︑必ず 鮭にして 下さい ﹂と 私に 耳打ちを ︒これには ︑まい�た ︒というのは ︑
谷崎先生来訪ということで ︑すでに 松花堂弁当を 特注していたからである ︵名前は 伏せるが ︑京都の
料亭の 料理長に 泣きついて 作�てもら�ていたのだ ︶
︒

私は ︑何事も 無か�たかのように ︑鮭の 柿の 葉寿司を 売店で 買い 求めて ︑近鉄特急のなかで 差
し 出したのだが ⁝⁝︒先生は ︑柚子がない ︑と 言�て ︑急に 不機嫌になられてしま�た ︒
﹁柿の 葉寿司を 食べる 時は ︑柚子を 搾らなき� ﹂と ︑先生は 言う ︒しかし ︑関西に 住んでこの
かた 三十年になる 私は ︑関西人がそんな 食べ 方をしているのを ︑一度たりとも 見たことがない ︒
私は ︑
﹁そり�あ 谷崎流ですよ ︒柚子なんかありません ﹂と 突�ぱねたが ︑それでも 先生は ︑
﹁柚
子がないとは ﹂とお�し�る ︒ところが ︑大和西大寺に 到着した 頃までには ︑十七個もの 柿の 葉
寿司を 召し 上が�ていた ︒老人快食︑恐るべしである ︒
大和西大寺の 駅から ︑大学にお 連れ 申しあげたけれど ︑まだ 機嫌は 直�ていないご 様子︒いよ
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いよ ︑大講堂で ︑千人の 学生を 前に ︑講演が 始まる ︒ほ�と ︑ひと 息︒が ︑しかし ︒私は ︑閉口
してしま�た ︒﹁奈良大学の 上野誠教授は ︑私の ﹃陰翳禮讃﹄も 読んでおらぬ ︒第一︑食べ 物に
対する 執着心がない ︒そんな 者に ︑文学を 語る 資格がありますか ︒いやしくも ︑国文学科の 教授
ですぞ ﹂と 壇上で ︑私をこき 下ろすのである ︒そして ︑先生は ︑堰を 切�たように ︑柿の 葉寿司
の 作り 方を ︑学生たちに 講釈しはじめたのであ�た ︒
﹁米一升につきだな ︑酒一合の 割合で ︑メシを 炊くのだよ ︒酒はな� ︑釜が 噴い
大先生曰く ︑
てきたときに ︑さ�と 入れるのだよ ︒この 頃合いが 難しい ︒柿の 葉寿司も ︑男と 女の 仲も ︑すべ
ては 頃合いだ ︒頃合いがわからん 奴は ︑何をや�てもダメだ ︒メシをよ��く 蒸らしたら ︑今度は ︑
完全にメシが 冷めるまで 待たねばならぬ ︒ここで 待てない 奴も ︑ダメだな ︒待てない 者は ︑ダメ
だ ︒メシが 冷え 切るのを 待�て ︑手に 塩をつけて ︑固く 握らに�あ ︑ならん ︒この 時に ︑少しで
も 水気があ�てはならんぞ ︒塩ばかりで 握るのが 秘訣だ ︒素人は ︑すぐに 濡れ 手で 握ろうとする
から 失敗する ﹂と ︒
最初は ︑大谷崎の 講演ということで ︑嬉々として 話を 聴いていた 学生たちも ︑なにやら 不思議
そうに 大先生を 見はじめた ︒それも ︑そのはずである ︒
﹁ここで ︑鮭の 荒巻を 薄く 切り ︑それをメシの 上に 乗せて ︑その
先生は ︑少し 咳き 込んだ 後︑
上から 柿の 葉の 表を 内側に 巻いてゆき ︑包み 込むんだ ︒君たち ︑ここで 気を 抜いてはいかん ︒柿
の 葉も 鮭も ︑あらかじめ 乾いた 布巾で 充分に 水気を 拭き 取�ておくんだ ︒そういう 細かいところ
で ︑出来栄えに 差ができるのだからね ﹂と ︑蘊蓄を 垂れる ︒すると ︑心なしか 大先生の 機嫌は ︑
良くな�たように 見えた ︒
﹁柿の 葉で 包んだらな� ︑寿司桶でも 飯櫃でもいいから ︑小口から 隙
間のないように 寿司を 詰めて ︑押し 蓋を 置いて ︑漬物石ほどの 重しを 乗せるんだな ︒夜漬けたら ︑

︱

翌朝には 食べることができる ︒好みにもよるが ︑私は ︑一日目の 味が ︑最もおいしく 感ぜられる ︒
味は 落ちても ︑二︑三日は 食べられるぞ ︒さてさて ︑食べる 直前に ︑蓼の 葉で 酢を 振りかけねば
ならん ︒蓼が 無けり� ︑柚子で ︑柚子がなけり� ︑かぼすで 食べるのがよい ︒レモンがよいと 言
う 人もいるが ︑それは 邪道だ ︒じ�あ ︑なぜこの 柿の 葉寿司がうまいのか ︒君たちにはわかるま
いよ ︒上野教授にも ︑わからんはずだ ︒鮭の 脂と 塩気とが ︑いい 塩梅に 染み 込んで ︑荒巻鮭が ︑
あたかも 生身のように 柔らかくな�てゆくのだからな� ︒もちろん ︑東京の 握り 寿司もいいけれ
ど ︑この 味も 格別だ ︒今年の 夏なんかね ︑こればかり 食べて 暮していたようなもんさ
﹂
学生たちは ︑いつにな�たら 小説の 話になるのだろうと ︑キ�トンとしている ︒大先生は ︑知�
てか 知らぬか ︑悦に 入�て 話し 込んでいる ︒いや� ︑困�た ︒
﹁それにつけても ︑こんな 荒巻鮭の 食べ 方もあ�たのか ︑と 私は 感心し
話は ︑まだまだ 続く ︒
たのであります ︒物資に 乏しい 山里の 人々の 大発明であります ︒都会人は ︑田舎の 人よりも ︑自
分たちの 味覚の 方が 優�ていると 考えているようですが ︑田舎の 人の 方が ︑味覚がよほどたしか
で ︑われわれの 想像の 及ばない 贅沢をしているのであります ︒したが�て ︑老人は ︑都会に 見切
りをつけて 田舎に 隠棲するのもいいでし�う ︒ただしね ︑田舎の 町も ︑年々変わ�ていくから ︑
おちおちとしていられませぬけれど ︒これは ︑都会人が 田舎のよいところを 横取りしているよう
に ︑私には 見えるんですよ ︒諸君︑
メシを 完全に 冷ますことを 忘れてはならん ︒手も 柿の 葉も 桶も ︑
よ�く 乾きき�た 布巾で 水気を 拭き 去�ておく ︒これが 秘訣です ︒ま� ︑いいだろうでは ︑よい
ものは 望めません ︒これにて ︑本日の 国文学科の 特別講義を 終えたいと 思います ︒以上﹂
大先生が 意気揚々と 降壇したのはよいけれど ︑後に 残された 私と 学生たちは ︑キツネにつまま
れたままだ�た ︒
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ほとんどの 読者は ︑種明かししなくてもわかると 思うが ︑これは ︑谷崎の ﹃陰翳禮讃﹄の 柿の
葉寿司の 蘊蓄部分を ︑講演にしてフ�クシ�ンにした 拙文である ︵﹃谷崎潤一郎全集﹄第二十巻︑中央公
論社︑一九六八年︒初出﹃経済往来﹄一九三三年十二月号〜一九三四年一月号所収︶
︒

︱

私は ︑最初に ︑日本家屋から 導き 出される 日本文化論である ﹃陰翳禮讃﹄に ︑柿の 葉寿司の 蘊
蓄が ︑
長々と 入�ていることに 違和感を 覚えたし ︑
今もその 違和感は ︑
払拭できていない ︒
ただ ︑﹃陰
翳禮讃﹄の 主題は ︑隠れた 美の 発見にあり ︑あの 日本家屋の 陰翳の 深みを 知らずして ︑どうして
日本に 生きてゆく 価値があろうか
︑という 問いかけであ�た ︑と 私は 思う ︒
ならばなぜ ︑柿の 葉寿司か ？ 私は ︑谷崎が ︑山里の 暮らしのなかで 編み 出された 工夫に ︑称
賛の 辞を 惜しみなく 送�ていることに 注意を 払いたい ︒限られた 条件のなかで ︑その 美を 最大に
引き 出してこそ ︑人生を 楽しむことができるのだというのが ︑谷崎の ﹃陰翳禮讃﹄の 教えなのだ
と 思う ︒
と ︑ここまで 書いたところで ︑﹃芸術新潮﹄の 副編集長高山れおなさんから ︑柿の 葉寿司の 老
舗﹁平宗﹂のご 主人に ︑
谷崎のレシピで ︑
柿の 葉寿司を 作�てもらおうじ�ないかとの 提案があ�
た ︒ご 主人の 平井宗助さんと 料理長苦心の ﹃陰翳禮讃﹄レシピの 柿の 葉寿司が ︑研究室に 届けら
れたのである ︒われわれは ︑かの 大谷崎の ︑かの ﹃陰翳禮讃﹄の ︑と 期待に 期待して 一夜を 明か
し ︑翌日︑蓼酢をかけて 食べたのだが ⁝⁝︒
素朴といえば 素朴︑うま 味がないといえばうま 味がない ︒え� ︑これが ⁝⁝という 味だ�た ︵平
井さん ︑ごめんなさい ︶
︒今の 酢飯の 柿の 葉寿司を 知�ている 私たちには ︑あまり 美味しくは 感ぜら

れないのである ︒

︱

︵二〇一五年十二月︶

荒巻鮭は ︑東日本の 文化であり ︑ここは 谷崎に 柿の 葉寿司の 作り 方を 教えた 人の 工夫なのか ︑
谷崎自身の 工夫なのか ︑よくわからない ︒それと ︑もう 一つ 注意しておくべきことがある ︒谷崎
の 製法は ︑これを 発酵させて ︑熟れ 寿司を 作る 製法なので ︑酢飯に 具をのせないのである ︒だと
したら ︑奈良県南部から 和歌山県で 行なわれていた ︑発酵させるタイプの 古い 製法だ�たといえ
よう ︒それを 発酵させずに 一夜寿司で 食べる 食べ 方を 習�たと 考えられるのである ︒
以上のごとくに 思いを 巡らすと ︑谷崎流の 柿の 葉寿司の 味は ︑じつに 微妙なものとなる ︒まる
で ︑谷崎の 文体のように
︒

東アジアへ、オペラ発信

アジアの 時代︑文化の 時代といわれて 久しい ︒しかし ︑それをかたちにしてゆくことは ︑じつ
に 難しい ︒私は ︑万葉学徒として ︑細々と 研究と 教育を 続けているが ︑ある 時︑千載一遇の 経験
をすることができた ︒
数年前︑
﹁東アジア 文化都市﹂という 芸術︑文化を 中心とした 都市交流が 行なわれていたのを
ご 存知だろうか ︒日本︑中国︑韓国の 文化大臣会合で 生まれたこの 交流プログラムが ︑日本は 奈
良︑中国は 寧波︑そして 韓国は 済州島で ︑一年を 通じて 開催されていた ︒国家間の 関係がうまく
ゆかない 今こそ ︑都市間交流を 盛んに ︒政治問題が 山積している 今こそ ︑文化交流でという 逆転
の 発想だ ︒簡単にいえば ︑都市相互での 芸術交流をしまし�うよ ︑ということだ ︒奈良東大寺の
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池に ︑突然︑蔡國強の 造る 船が 浮かんだり ︑済州での 管楽祭に 日本︑中国︑韓国の 青年が 参加し
たりというプログラムが ︑今年︑繰り 広げられたのである ︒
ではなぜ ︑﹁東アジア ﹂か ︒東アジア 世界は ︑文化で 結ばれた 地域だ ︒漢字︑儒教︑仏教︑律
令を 受け 入れて 国造りをした 地域であり ︑中国︑日本︑韓国はもとより ︑ベトナムやいわゆるシ
ルクロ�ドの 西域諸国も 入る ︒わかりやすくいえば ︑箸を 使う 国々︑ということになるかもしれ
ない ︒この 漢字︑儒教︑仏教︑律令を 文化基盤として 国造りした 国家と 地域が ︑連合体を 作れば ︑
ＥＵよりも 広大で ︑経済規模も 大きな 地域連合が 出現することになる ︒
この ﹁東アジア 文化都市﹂の 奈良の 演劇プログラムのオペラの 脚本を 書くチ�ンスが 巡�て 来
たのである ︒﹃万葉集﹄の 時代︑奈良は 国際都市であり ︑﹃万葉集﹄は 漢字表現されたヤマト 歌な
ので ︑交流にう�てつけというわけだ ︒
舞台は ︑なんと ﹃論語﹄の 斉唱からはじめることに ︒
﹃論語﹄こそ ︑古代東アジア 世界の 人び
とが 心の 支えにした 書物だからだ ︒貧しき 民たちに ︑山上憶良が ︑﹃論語﹄を 教えるところから ︑
このオペラははじめることにした ︒子どもたちも ︑いつか 自分も 山上憶良のように 遣唐使とな�
おびとのみこ
て ︑唐に 渡ることを 夢見ているのだ ︒そんな 折も 折︒時の 皇太子︑首皇子すなわち 後の 聖武天皇
の 命によ�て ︑遣唐留学生の 試験が 行なわれる ︒人びとは ︑誰が 遣唐使となるか 興味津々だ ︒そ
の 試験で ︑不思議なことが 起こる ︒なんと ︑阿倍仲麻呂という 名が 書かれた 答案が ︑二枚も 出て
きたのだ ︒仲麻呂は ︑急病で 試験を 欠席していたにもかかわらずである ︒仲麻呂は ︑天下の 秀才︒
きびのまきび
ふじいのまなり
仲麻呂こそ ︑唐に 渡るべき 人だと ︑吉備真備と 葛井真成の 二人が ︑仲麻呂の 名で 答案を 書いたの
だ ︒真備も 真成も ︑これまた 天下の 秀才︒二人は ︑仲麻呂こそ ︑唐に 渡るべきだと ︑己の 出世を
諦めたのだ ︒しかし ︑皇太子が 催した 試験での 不正は ︑大逆罪に 当たる ︒二人の 処刑がなされよ

︵二〇一七年一月︶

うとしたその 時︑⁝⁝皇太子︑首皇子と 山上憶良は ︑どうしたか� ？ 奇想天外な 方法で ︑三人
を 救う 物語を 書いて 上演した ︒
オペラは 二千人の 観客動員を 必要とし ︑出演者から 裏方も 含めれば 二百人のスタ�フが 動く ︒
また ︑こんな 大きなチ�ンスが 自分に 巡�て 来るとは 思わないが ︑今年もアジアの 時代︑文化の
時代に 自分なりに 貢献したい ︑と 思�ている ︒

悠久の時を生きる

すべての 儀式は ︑退屈なものだ ︒
すべての 儀式は ︑無駄なものだ ︒
私は ︑そう 思いながら ︑椅子に 座�ていた ︒昨年︑十月九日︑奈良・興福寺の 中金堂再建落慶
慶讃法要でのことだ ︒午前中とはい�ても ︑照りつける 陽光で ︑皆汗だくだ ︒あ� ︑退屈だ ︒い
つまで 続くのか ︑早く 昼食会にな�てビ�ルを 飲みたい ︒雑念ばかりが ︑頭を 過る ︒なんと 生産
性の 低い 時間か ︒今︑自分はこの 二十年間に 書き 溜めた 論文を 集成した 著書の 校正中なのだ ︒早
く 帰�て ︑校正をした 方が ︑有益だ ︒そんなことばかりを 考えていた ︒私は ︑この 二十年という
もの ︑自らの 提唱する 万葉文化論という 分野の 研究に 打ち 込んできた ︒そして ︑ようやくその 成
果が 一冊の 本となる ︒その 大詰めの 時ではないか ︒そんな 忙しい 時に ︑こんな 無駄な 時間を 二時
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間も 過ごすなんて ︒舞楽・献茶・能︑そして 延々と 続くお 経︒私には ︑すべてが 退屈だ�た ︒
法要もそろそろ 終わりだな� ︑と 思�た 瞬間のことである ︒私の 目の 前に ︑一枚の 散華が ︑ひ
らひらと 舞い 降りて 来た ︒まるで 蝶のようだ ︒散華には ︑お 経の 一部が 写してあ�た ︒ほ� ︑誰
かが 書いたんだ ︒写経の 散華が 今日の 法要に 使われたのだ ︒そして ︑散華に 写経をした 人びとは ︑
経を 納めるにあた�ては ︑寄進をなし ︑その 寄進も 一助とな�て ︑今︑中金堂が 再建されたので
ふじわらのふひと
ある ︒なるほど ︒興福寺の 中金堂は ︑かの 藤原不比等が ︑平城遷都と 同時に 創建したお 堂だ ︒し
かし ︑火災のほか ︑戦乱もあ�て ︑これまでに 七回の 焼失と 再建を 繰り 返している ︒が ︑しかし ︒
享保二年 ︵一七一七︶に 焼失した 後は ︑寺の 財政が 再建を 許さず ︑文政二年 ︵一八一九︶に 仮のお 堂
が 再建されて 今日に 至�ていたのであ�た ︒その 仮堂も ︑すでに 老朽化している ︒つまり ︑今日
は 一七一七年から ︑数えて 三百年を 経ての 中金堂再建落慶の 日なのだ ︒かくいう 私は ︑二十六年
前に ︑奈良大学に 赴任し ︑今︑この 法要に 参列している ︒私の 目の 前に 舞い 降りた 散華は ︑風に
吹かれて 偶然にも 私の 前にや�て 来たもの ︒散華の 写経をした 人には ︑その 人の 思いというもの
があるはずだ ︒しかし ︑散華は ︑なんと 信仰心の 薄い 私のところにや�て 来たのだ ︒
私は ︑今︑なぜこの 法要の 場にいるのだろう ︒
﹃万葉集﹄の 研究者となり ︑二十六年前に 奈良
大学に 赴任したから ？ ではなぜ ︑万葉学者になろうとしたのか ？ 高校生の 時に ︑
﹃万葉集﹄
と 出逢�たからか ？ ではなぜ ﹃万葉集﹄に 出逢�たのか ？ そもそも ︑私が 一九六〇年に 福岡
に 生まれたのはなぜ ？ それは ︑両親が 出逢�たからとして ︑では 私の 父母の 両親は ︑どこでど
う 出逢�たのか ？ なぜ ︑なぜ ︑なぜだ ︒一言でいうなら ︑それはみんな 偶然だ ︒でも ︑その 累
積された 偶然の 積み 重なりのなかで ︑私は 今ここにいるのだ ︒仏教で 説明すれば ︑これが 縁とい
うものか ︒

0

0

0

0

0

0

0

0

では ︑すべてが 偶然かといえば ︑そうではない ︒私にとて ︑意志はある ︒中金堂を 再建しよう
として ︑その 志を 立てた 人がいる ︒その 立志の 人を 助けんとした 人がいる ︒樹を 伐る 人︑運ぶ 人︑
削る 人︑瓦を 焼く 人︑瓦を 載せる 人︒そして ︑散華に 写経して ︑大切なお 金を 寄進した 人びと ︒
焼失と 再建の 繰り 返しのなか ︑多くの 人びとが ︑強い 意志をも�て ︑再建をしてきたのだ ︒現興
福寺貫主・多川俊映さんのご 尊父も ︑その 一人だ ︒ここに ︑七一〇年の 興福寺建立以来︑寺があ
るということは ︑そこに 生きて ︑信仰を 守ろうとした 人びとの 確固たる 意志があ�たからなので
ある ︒
そして ︑一枚の 散華には ︑その 散華ごとに ︑写経をし ︑中金堂を 再建しようとした 人間の 意志
もあるはずだ ︒私は ︑偶然手にした 一枚の 散華によ�て ︑悠久の 歴史の 中で 生きてきた 人びとの
意志というものを 知�た ︒悠久の 歴史は ︑人間の 意志と 偶然の 無限の 積み 重ねの 産物なのだ ︒意
志だけが ︑歴史を 決定してゆくわけではない ︒
してみれば ︑この 世界に 無駄な 時間など 存在するはずはない ︒では ︑何が 大切か ︒大切なこと
は ︑同じ 時間を 生きた ︑同じ 歴史を 生きたという 感覚を 共有することではないのか ︒十月とはい
え ︑この 炎天下に ︑これだけの 人が 集ま�たね� ︒暑か�たね� ︒俺はここにいましたよ ︒あな
たはどこにいましたか ︒私たちは ︑ともに 三百年の 時を 経て ︑再建される 中金堂の 落慶の 日にこ
こに 集�た ︑歴史の 生き 証人なんですよね ︒そういう 悠久の 時間を 共有するために ︑私たちは 延々
と 続く 読経のなか ︑
ここに 集�ていたのだ ︒そんなことすらも 気付かなか�た 愚かな 万葉学者も ︑
この 法要の 場にはいたのだ ︒恥ずかしい ︒
﹃万葉集﹄をはじめとする 古典研究も ︑日進月歩︒大きく 進んでいるようにも 見える ︒しかし ︑
﹃万葉代匠記﹄という﹃万葉集﹄の 注釈書を 著した 僧・契沖 ︵一六四〇︱一七〇一︶の 学識に 比すれば ︑
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0

0

0

︵二〇一九年一月︶

私など 足元にも 及ばないだろう ︒本居宣長 ︵一七三〇︱一八〇一︶の 注釈を 越える ﹃古事記﹄の 注釈
書など ︑この 世には 存在しない ︒もちろん ︑一部の 解釈については ︑先学の 批判をすることはで
きる ︒しかし ︑学力で 見た 場合︑私など 契沖や 宣長の 足元にすら 及ばない ︒多くの 古典学者は ︑
そうい�た 巨人の 足元にも 及ぶことなく ︑ただ 死んでゆくのだ ︒それでも ︑上野誠という 研究者
が 悪戦苦闘して 書いた 論文を 後世に 残そうと 努力しているのだから ︑悲しい ︒本年と�て 五十九
歳の 私︒創建一三〇九年目の 興福寺︑中金堂再建までの 三百年の 時間︒散華の 経文を 書いた 人の
時間︒そうい�た 時と 時とが ︑あの 落慶慶讃法要において ︑交差したのだ ︒一枚の 散華は ︑私に
そんなことを 教えてくれた ︒
退屈だ ﹂というのなら ︑
お 前の 書いた 本はどうなのかと 問われるだろう ︒﹁す
﹁すべての 儀式は ︑
べての 儀式は ︑無駄なものだ ﹂というのなら ︑お 前の 研究こそ 無駄ではないかと 問われるだろう ︒
そもそも ︑人も 時間も 生産性のためにあるのではない ︒今︑あるという 存在そのものに 意味があ
るのだ ︒

謡曲〈野守〉と奈良

文芸を支える風土、文芸が作る風土
今夏︑私はひとりの 万葉学徒として ︑望外の 喜びを 得た ︒新作オペラの 原作と 脚本を 書き ︑そ

れが 奈良・西の 京は 薬師寺の 玄奘三蔵院で 上演されたからである ︒昨年には 一幕と 二幕が 上演さ
れ ︑今年は 三幕と 四幕が 上演されたのであ�た ︒したが�て ︑今年をも�て ︑完結したのである ︒
しかも ︑早々と 本年来たる 十月二日に 奈良一〇〇年会館で 四幕上演が 決ま�たので ︑私はもう 有
頂天だ ︒ロレ�クス・タイム・デイに 上演されたオペラの 題は ︑﹃遣唐使〜阿倍仲麻呂〜﹄である ︒
監修の 山田法胤薬師寺管主︑制作総指揮の 日本ロレ�クスのブル�ス・ベイリ� 社長︑芸術監督・
作曲の 松下功東京藝術大学教授には 御礼の 言葉もない ︒そして ︑能楽師の 野村四郎先生 ︵東京藝術
大学名誉教授︶には ︑絶えずご 指導を 仰いだ ︒なんと ︑光栄なことだろう ︒
話の 筋は ︑遣唐使として 渡唐し ︑科挙に 合格して 高位高官となるも ︑ついに 帰国を 果たせなか�
た 阿倍仲麻呂の 内面とその 葛藤を 描くもので ︑オ�ケストラに 邦楽アンザンブルを 加えて 構成さ
れたオペラである ︒そして ︑能は 野村四郎先生に 舞�ていただいた ︒大団円は ︑待ちに 待�た 帰
国に 失敗し ︑さらには 最愛の 人を 失�た 失意の 仲麻呂を 李白が 励ます 條なのだが ︑仲麻呂の 望郷
の 思い 遥か ︑仲麻呂の 母を 幻のうちに 登場させることにした ︒故郷・奈良の 母を 想起させる 能装
束で ︑野村先生が 舞台とな�た 薬師寺玄奘三蔵院の 門に 立つと ⁝⁝観客の 眼はすべて 母に 吸い 寄
せられてしま�た ︒このオペラには 福島明也・吉田浩之さんをはじめとして ︑日本を 代表するテ
ナ�たちが 勢ぞろいしていたのだが ︑終演後に 一同は 異口同音にこう 語�たのであ�た ︒﹁われ
らテナ�が 束にな�てどんなにがんば�ても ︑能装束の 母親が 登場すると ︑その 存在感には 勝て
ない ︒それは ︑なぜだろう ？﹂︒私も 思�た ︒あの 存在感は 何だ�たのか ？ その 謎解きを ︑野
村四郎先生と 演出家の 浜畑賢吉さんがしてくれた ︒野村先生は 言う ︒﹁朱塗りの 門と 柱︒ここは ︑
薬師寺︒能役者には ︑地の 利があるよ ︒だ�て ︑この 大和で ︑この 寺院という 空間で 能は 生まれ
たんだもの ﹂と ︒いつものあの 慈父の 笑顔で ︑私に 諭すように 説かれた ︒また ︑浜畑賢吉さん
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は ︑嘆息されたのち ︑こう 語�た ︒﹁場所の 持�ている 力が ︑やはり 能役者の 演技に 力を 与える
んですよ ︒今風にいうと ︑オ�ラなんだろうけど ﹂と ︒ちなみに ︑浜畑さんは ︑十月二日の 奈良
一〇〇年会館の 全幕上演の 演出をされることにな�ている ︒そう 語る 浜畑さんの 心の 奥には ︑秘
めたものがあるようだ ︒
実は ︑日本の 文芸とは ︑その 文芸を 育んだ 風土の 中にど�ぷりと 浸か�て 発生し ︑存在し ︑さ
らには 発展してきた 歴史がある ︒日本の 文芸を 日本の 風土と 切り 離すことなどできはしない ︒ま
た ︑文芸が 風土を 形成することだ�てある ︒歌枕の 土地イメ�ジなどがそうだ ︒吉野といえば 雪
か 桜︑竜田といえば 紅葉だ ︒春日野・竜田・飛鳥・吉野とさえいえば ︑ただそれだけで 一つのイ
メ�ジが 喚起されてしまうのは ︑文芸が 逆にその 土地に 対するイメ�ジを 固定化してしま�てい
るからなのである ︒日本を 代表するテナ�たちを 讃嘆させたのは ︑古都・奈良の 磁場のようなも
のであ�たのではないか ？ こんな 私の 経験をもとに ︑本稿では ︑奈良と 文芸風土との 関わりに
ついて ︑稿を 成そうと 考えている ︒
謡曲〈野守〉と野守の鏡と

ゆ

能はもとより ︑中古以降の 諸文献に 対するなんらの 学殖もない 私が ︑世阿弥の 名作︿野守﹀に
ついて 論じることなど ︑笑止千万のことではあるのだが ︑一万葉学徒の 妄説にしばしお 付き 合い
願いたい ︒
い
ろおじん ナ
かすがの
名ノリザシ 不合 強 ︹］
シテ ︺これに 出でたる 老人は ︑ この 春日野に 年を 経て ︑ 山に
［
ゆ
の もり
も 通ひ 里にも 行く ︑ 野守の 翁にて 候ふなり ︒
じ ひ まんぎ�お
み かさ
ご ジウゆいしき
サ
シテ ︺有難や 慈悲萬行の 春の 色︑ 三笠の 山にのどかにて ︑ 五重唯識
［シ 不合 強 ︹］

すぐ

の 秋の 風︑ 春日の 里に 訪れて ︑ まことに 誓ひも 直なるや ︑神のまにまに 行き 帰り ︑ 運
さか ゆ
ぶ 歩みも 積もる 老いの ︑ 栄行くみ 影仰ぐなり ︒
︵︿野守﹀横道萬里雄・表章校注﹃謡曲集︵上︶﹄日本古典文学大系四〇︑岩波書店︑一九六〇年︶

とあるように ︑この 作品の ﹁野守﹂は ﹁春日野の 野守﹂と 設定されている ︒野守の 役割は ︑野の
しめ
管理にあり ︑たとえば 天皇をはじめとする 貴人が 若菜摘みをするにあた�ては ︑事前に 野に 標を
して ︑
その 地が 貴人の 若菜摘みの 前に 荒らされないようにすることなどが ︑
その 仕事の 一つであ�
たと 考えられる ︒天皇や 貴人が 鷹狩りなどで ︑野に 巡行すれば ︑その 案内役を 務めるのも 当然で
あろう ︒いわば ︑野の 番人なのである ︒野に 関しては ﹁ものしり ﹂ということになろうか ︒した
が�て ︑野守が ﹁老人﹂﹁翁﹂﹁古老﹂としてイメ�ジされるのも ︑それが 野に 対する 常人には 計
り 知れない 知識を 体得している 人であると 考えられていたからであろう ︒この ﹁野守﹂の 人物造
型があ�てこそ ︑﹁野守の 鏡﹂のいわれを 語る 翁となり ︑
地獄の 隅々までを 映し 出して ︑地底に 帰�
てゆくという 後場の 展開が ︑がぜん 生きてくるのではないか ︒つまり ︑この 話の 基底には ︑
﹁野守﹂
に 対する 畏敬の 念があるのである ︒すると ︑やはり 当該作品の 素材とな�た ﹁野守鏡﹂なるもの
が 気にかかる ︒この 点については ︑黒田彰子﹁野守鏡考︱俊頼髄脳から 謡曲﹃野守﹄まで ︱﹂が
主張しているように ︑
﹃俊頼髄脳﹄の 影響を 受けているとみることができる ︵﹃中世和歌論攷︱和歌と
たか

説話と ︱﹄所収︑和泉書院︑一九九七年︒初出﹁作品研究﹃野守﹄﹂﹃観世﹄第五八巻一一号所収︑一九九一年︶
︒

はし 鷹ののもりのかがみえてしがな 思ひおもはずよそながらみむ
てん ぢ
むかし ︑天智天皇と 申すみかどの ︑野にいでて 鷹狩せさせ 給ひけるに ︑御鷹︑風になが
れてうせにけり ︒むかしは ︑野をまもる 者ありけるに ︑召して ︑﹁御鷹うせにたり ︑たし
をか
かにもとめよ ﹂と 仰せられければ ︑かしこまりて ︑﹁御鷹は ︑かの 岡の 松のほつえに ︑南

200
奈良、発見

201

にむきて ︑しか 侍る ﹂と 申しければ ︑おどろかせ 給ひにけり ︒﹁そもそもなんぢ ︑地にむ
かひて ︑かうべを 地につけて ︑ほかを 見る 事なし ︒いかにして ︑こずゑにゐたる 鷹のあ
り 所を 知る ﹂と 問はせ 給ひければ ︑野守のおきな ﹁民は ︑公主におもてをまじふる 事なし ︒
しばのうへにたまれる 水を ︑かがみとして ︑かしらの 雪をもさとり ︑おもてのしわをもか
こ ゐ
ぞふるものなれば ︑そのかがみをまぼりて ︑御鷹の 木居を 知れり ﹂と 申しければ ︑その
のち ︑野の 中にたまれりける 水を ︑野守のかがみ とはいふなり ︑とぞいひつたへたるを ︑
野守のかがみとは 徐君がかがみなり ︒そのかがみは ︑
人の 心のうちをてらせるかがみにて ︑
いみじきかがみなれば ︑よの 人︑こぞりてほしがりけり ︒これに ︑さらに 我持ちとげじ
つか
と 思ひて ︑塚のしたにうづみてけりとぞ ︑またひと 申しける ︒いづれかまことならむ ︒
︵﹃俊頼髄脳﹄橋本不美男︑有吉保︑藤平春男校注・訳﹃歌論集﹄新編日本古典文学全集八七︑小学館︑二〇〇二年︶

ここでは ︑﹁野守﹂は ﹁おきな ﹂にな�ている ︒失せた 鷹の 居場所を ︑﹁地にむかひて ︑かうべ
を 地﹂
につけたまま ︑探り 当てた 野守は ︑
いわば 知恵者であり ︑
それは 老いたる 者の 持つ 知恵を 持�
ている 者である ︒野守の 鏡は ︑野中のたまり 水︒そのたまり 水で ︑野守は 自らの 老いをもさとり ︑
失せた 鷹のありかも 探し 出すというのである ︒
﹁民は ︑公主に 対しては 顔を 上げて 対面すること
などありえませぬ ﹂と 断言するところは ︑達観した 老人がお 上に 対して 苦言を 言上する 物言いで
ある ︒一方﹃俊頼髄脳﹄は ︑異説も 載せる ︒﹁野守の 鏡﹂は 中国の 故事の 徐君の 鏡でもあるといい ︑
人の 心の 内を 映すものであるという ︒ために ︑自らが 万人の 欲する 鏡を 持つことに 恐れをなした
徐君は ︑塚に 埋めたというのである ︒野の 知恵者﹁野守﹂は ︑野中にたま�た 水鏡で ︑自らの 老
いをさとり ︑失せた 鷹を 見つけた ︒対して ︑異説では ︑人の 心をも 映す 徐君の 鏡であるというの
である ︒ところが ︑二つのあい 矛盾する 伝えは ︑︿野守﹀の 中では 一つの 伝えとして 語られている ︒

知恵者の 鏡は ︑人の 心の 綾も 映すのであろう ︒してみれば ︑この 作品で ﹁野守鏡﹂が 映したのは ︑
人の 心の 地獄であるということにもなろうか ︒やはり ︑
﹃俊頼髄脳﹄は ︑本作品に 大きな 影響を
与えているといえよう ︒なお ︑春日野と 地獄との 関わりについては ︑阿部由佳に 詳論がある ︵﹁世

いく か

巻第一の 一九︶

阿弥作能の ﹁場﹂︱﹁野守﹂における 春日野︱﹂﹃藝能史研究﹄第一五五号所収︑藝能史研究會︑二〇〇一年︶
︒

の もり

もう 一つ ︑本作品と 関わりが 深いのが ︑
とぶ ひ

春日野の飛火の野守いでて見よ今幾日ありてわかなつみてん
︵﹃古今和歌集﹄春歌上

という 歌であることは ︑諸家がすでに 説き 尽したところである ︒ちなみに ︑新体系の 訳文を 示し
ておくと ﹁春日野の 飛火野の 番人よ ︑出て 見ておくれ ︑もう 何日したら 若菜が 確かに 摘めようか
と ﹂となるが ︑
これらはあきらかに ︑﹃万葉集﹄以来の 春日野のイメ�ジと 重なり 合うものである ︒

をとめ

煙立つ見ゆ 娘子らし

はる の

春野のうはぎ

摘みて煮らしも

に

春日野で ︑春の 若菜摘みが 行われ ︑それが 大宮人たちの 風物詩にな�ていたことは ︑

春日野に

︵﹃万葉集﹄巻十の 一八七九︶

という 歌があることからわかる ︒﹁うはぎ ﹂は ﹁よめ 菜﹂で ︑春日野に 春に 煙が 立てば ︑すぐに
そこで 行われているであろう 若菜摘みが 想起されたのである ︒つまり ︑﹃古今集﹄の 当該歌は ︑
春日野が 若菜摘みの 名所であることを 前提として 作られているのである ︒また ︑﹃古今集﹄の 春
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こ

こ

雪の降れれば

はだ恋ひめやも

それとも見えず
け ふ

雪は降りつつ

きのふ

昨日も今日も

かく咲きたらば

野をなつかしみ 一夜寝にける

ひと よ

日野の 飛火の 野守の 歌には ︑次の 万葉歌のイメ�ジが 想起されたとも 私は 推測している ︒
やまべのすく ね あかひと

ひ なら

すみれ摘みにと 来し我そ

山部宿禰赤人が歌四首
春の野に
やまさくらばな

梅の花

あしひきの 山 桜 花 日並べて
こ

見せむと思ひし

せ

我が背子に
春菜摘まむと 標めし野に

し

明日よりは
︵﹃万葉集﹄巻八の 一四二四〜一四二七︶

山部赤人のこの 四首については ︑多くの 議論のあるところだが ︑一八七九番歌でみたように ︑
若菜摘みは ︑女性が 行う 行事であるので ︑以上の 四首は ︑女性の 立場で 詠まれた 歌であろう ︒す
ると 一四二六番歌に ﹁我が 背子﹂とあ�ても ︑無理なく 理解することができる ︒つまり ︑春浅い
雪降る 野で ︑﹁思いびと ﹂への 恋情の 募る 様子を 歌�た 女歌なのである ︒その 最後は ︑
明日からは ︑
春菜を 摘もうとや�て 来た 野に ︑昨日も 今日も 雪は 降�ていると 結ばれているのである ︒この 野
に 標をして ︑貴人の 若菜摘みの 場所を 確保して ︑荒らされないようにするのが ︑野守の 大切な 仕
事の 一つなのである ︒
﹁標﹂は 二タイプあり ︑一つは ︑縄などを 張り 巡らせて 進入を 禁止する 囲
い 込み 型︒もう 一つは ︑杭や 串を 立てて ︑進入禁止を 示す 表示型である ︒どちらにせよ ︑貴人の

の

みかり

しめの

標野行き

ぬかたのおほきみ

あすかのみや

の もり

おさ

野守は見ずや
あめ

そで

君が袖振る
おくりな

若菜摘みに 際しては ︑標で 進入禁止を 表示し ︑野を 荒す 者を 見張るのも 野守の 仕事であ�たこと
は 間違いない ︒もちろん ︑それは 薬狩りにおいても 同じで ︑同じく 標をして 野を 守るのが 野守の

かま ふ

仕事であ�たことは 次の 歌からわかる ︒
てんわう

むらさきの

紫草野行き

天皇、蒲生野に遊猟する時に、額田王の作る歌
あかねさす
わうたいし

いも

にほへる妹を

ひとづまゆゑ

憎くあらば 人妻故に

みかり

我恋ひめやも

あれ

皇太子の答ふる御歌〔明日香宮に天の下治めたまひし天皇、諡を天武天皇といふ〕
むらさき

紫草の

ていばう

ことごと

紀に曰く、
「天皇の七年丁卯の夏五月五日、蒲生野に縦猟す。
時に、大皇弟・諸王・内臣また群臣、皆悉従ふ」といふ。
︵﹃万葉集﹄巻一の 二〇・二一︶

この 歌では ︑野守は ﹁禁断の 恋﹂の 番人に 喩えられている ︒私は ︑﹃古今集﹄巻第一春歌上の
一九番歌の 背景には ︑
山部赤人歌四首と ︑
蒲生野遊猟歌があると 思う ︒野守よ ︑
い�たい 何時にな�
たら 若菜摘みができるのか ︑という 問いかけは ︑明らかに 赤人歌から 想起されたのもであり ︑赤
人歌の 背景には ︑野守が 行�ていた 標野の 番人の 仕事が 想起されていると 見るべきであろう ︒つ
まり ︑世阿弥が 着想を 得た ﹃古今和歌集﹄の 歌も ︑万葉以来の 文芸風土の 伝統にど�ぷりと 浸か�
た 歌なのである ︒
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春日野というところ

藤の 花見 ︵巻十の 一九七四︶
巻十の 二一二五︶

桜の 花見 ︵巻六の 一〇四七︑巻八の 一四四〇︑巻十の 一八六六︑ 巻十の 一八七二︶

梅の 花見 ︵巻八の 一四三七︑巻八の 一四三八︶

打毬 ︵まりうち ︶︵巻六の 九四九︶

春の 野遊び ︵巻十の 一八八〇︶

若菜摘み ︵巻十の 一八七九︶

私は ︑世阿弥の ︿野守﹀が ﹃俊頼髄脳﹄の 影響を 受けているとすれば ︑それは 野の 古老の 知恵
者としてのイメ�ジが 付加されていると 考えた ︒もう 一つ 影響を 受けたとされる ﹃古今集﹄の
一九番の 春日野の 歌については ︑若菜摘みと 貴人が 若菜を 摘む 場に 標をして 見張る 番人の 仕事が
想起されていると 考えなくてはならない ︑とも 考えた ︒
してみると ︑︿野守﹀は ︑やはり 春日野という 文芸風土から 生み 出された 謡曲と 考えなくては
ならない ︒では ︑春日野とは ︑い�たいどんなところなのだろうか ︒﹃万葉集﹄で ︑確認してお
こう ︒
春

夏
秋
萩の 花見 ︵巻七の 一三六三︑巻八の 一六〇五︑巻十の 二一二一︑
もみじ 狩り ︵巻八の 一五七一︑巻八の 一六〇四︶

秋の 野遊び ︵巻二十の 四二九五︶
※季節のわからないもの
狩り ︵巻六の 一〇二八︶
月見 ︵巻六の 九八〇︑巻六の 九八七︑巻七の 一二九五︶

ここは ︑大宮人たちの 遊覧の 地だ�たのである ︒
あまた
み こ もろもろ おみのこたち
ちやうきう あそび
たとえば ︑﹁右︑神亀四年正月に ︑数の 王子と 諸の 臣子等と ︑春日野に 集ひて 打毬の 楽をなす ︒
⁝⁝﹂︵巻六の 九四九 左注︶とあるように ︑春日野では ︑打毬も 行われていた ︒打毬は ︑ペルシ�
起源の 遊びで ︑ヨ�ロ�パではポロとなり ︑中国・日本では ︑ホ�ケ�のごとき 遊びとして 親し
まれたゲ�ムである ︒また ︑巻十には ︑野遊びの 歌四首があり ︑そのうちの 一首には ︑﹁春日野
あさ ぢ
け ふ
の 浅茅が 上に 思ふどち 遊ぶ 今日の 日 忘らえめやも ﹂︵巻十の 一八八〇︶とあ�て ︑﹁思ふどち ﹂
すなわち 友人と 遊ぶ 今日の 日は ︑終生忘れられないと 歌われている ︒
こうい�たイメ�ジがすでに 奈良時代の 歌に 堆積しているのである ︒以上のような 土地イメ�
ジのなかで ︑︿野守﹀を 読もうとするのは ︑一万葉学徒の 妄想に 過ぎないであろうか ︒やはり ︑
0

0

0

謡曲︿野守﹀の ﹁野守﹂は ︑春日野の 野守でなくてはならないのだ ︒
堆積する土地イメージ
私は ︑阿倍仲麻呂のオペラを 書くにあた�て 注意したことが 一つある ︒それは ︑
あま

天の原ふりさけ見れば春日なる御蓋の山にいでし月かも
︵﹃古今和歌集﹄巻第九の 四〇六︶
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の 歌の 背後にある 春日野と 御蓋山のイメ�ジである ︒なぜならば ︑この 景こそ ︑阿倍仲麻呂の 故
郷の 景だからだ ︒日本の 文芸は ︑天才がその 才を 駆使して 突然出来上が�たものではない ︒文芸
風土という 土壌の 中から 時代に 応じて ︑自ら 生ずるがごとく 立ち 現れるものである ︒だから ︑日
本の 文芸は ︑
西欧の 芸術とはま�たく 異なる 存在であるとさえ 思�ている ︒春日奥山の 原始林は ︑
落葉も 倒木も 土に 帰�て 地味を 増す 肥料となる ︒そして ︑次世代の 生命の 基となる ︒今︑木々が
あるのは ︑枯れて 生命を 失�た 木々たちが 地味を 増す 栄養とな�てい�たからである ︒
つまり ︑︿野
守﹀も ︑春日野と 一緒に 堆積した 土地イメ�ジを 土壌として ︑すなわち 文芸風土のなかで 生み 出
された 作品の 一つなのだと 思うに 至�た ︒
結語にあたり ︑私は 再び ︑野村四郎先生と 浜畑賢吉さんの 言葉を 思い 起こしている ︒お 二人の
言葉を ︑この 雑文に 引き 寄せていえば ︑文芸風土の 磁場の 力ということになるのではないか ︒謡
曲︿野守﹀も ︑春日野という 土地に 堆積した 土地イメ�ジから 生まれた 文芸の 一つだということ
を 確認して ︑妄語・妄説の 擱筆の 言とする ︒
︵二〇一〇年八月︶

撮影者、父・上野康正。父の 腕前は
セミプロ級だ�た 、と思う 。
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自選自注年譜

ずぼらな 私は 、日記などつけないし 、記録な
ど 残していなか�た 。卒業生たちが 作�た 年譜
に 、二〇二一年の 今のコメントをつけてみた 。
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〇歳

◉

─
昭和三十五年 （一九六〇）七月一日

高宮カトリック幼稚園入園

0

父康正、母繁子の 第三子として 、福岡県朝倉市にて 生まれる 。兄とは 十三歳、姉とは 十歳離れ
ている 。家業の 洋品店は 、このころすでに 斜陽であ�た 。父母には 悪いが 、祖父の 死とともに 自
主廃業し 、その 後は 資産の 売喰いだ�たと 思う 。その 後、父は 不動産業に 転ずるも 、大成功とま
ではいえなか�た 。しかし 、私の 学費も 家業から 出ているので 、祖父、祖母、父母にも 感謝だ 。
それに 、ご 先祖さまにも 。
母は 、俳誌﹃ホトトギス ﹄の 同人となり 、俳人としては 九州の 俳壇では 、それなりの 顔であ�
たと 思う 。句集に ﹃日々新たなる ﹄︵天満書房、一九九七年︶がある 。その 句風は 、軽妙、洒脱な 味
わいがある 。秀句ではないけれど 、私を 詠んだ 句に 、﹁日本茶と 畳の 好きな 帰省の 子﹂﹁帰省子を

昭和四十年 （一九六五）四月

虜にしたる 一古典﹂というのがある 。
四歳

◉

─
。紺
今から 考えると 、マリア 信仰を 中心としたカトリ�ク 教育だと 思う ︵当時は 、フランシスコ 会︶
のベレ� 帽、白シ�ツ 、半ズボン 、黒タイツで 通園していた 。家族と 従業員から 、蝶よ 花よと ︵誤
用だが ︶世話されて 甘やかされており 、身辺自立ができていなか�たので 、母親はよく 呼び 出し

高宮カトリック幼稚園卒園

。可愛がられ 方のコツを 知�ているのだ 。この 点に 関しては 、天才的。

をくら�ていた 。ボタンのひとつも 、留められない 子だ�たのだ 。末� 子の 甘えん 坊。それは 、
今に 続く 。とにかく 、だらしがない 。ちなみに 通知表にあたる ﹁育てのしるべ ﹂には ﹁大人の 使
う 言葉をよく 知�ていますが 、かんじんの 自分のするべき 事がおろそかになりがちです 。子供な
りの 生活をさせて 、大人の 方があまり 干渉されない 方がよいと 思います ﹂とある 。もちろん 良い

︱

昭和四十二年 （一九六七）三月

面もあ�た
六歳

◉

─

家業の 洋品店は 、現朝倉市と 福岡市に 店舗があり 、朝倉と 福岡とを 往復しながら 育�たような

昭和四十二年 （一九六七）四月

福岡市立若久小学校入学

気がする 。朝倉市甘木の 丸山公園の 桜のことは 、
今でも 思い 出す 。その 桜の 下で 死にたいと 思う 。

◉

西行さんの 歌のように 。

─

ベ�ドタウンとして 、人口急増地区の 小学校で 、一時期、全校生徒一六〇〇人を 数えた 日本一
のマンモス 校であ�た 。灘尾弘吉文部大臣が 視察に 来たくらいである 。一年生時の 所見欄には﹁友
達の 世話がよくでき 、やさしい 気持をも�ていますが 、人のことにあまり 夢中にな�て 、自分の
ことができていないことが 、よくあります 。態度に 落着きがでてくると 、も�とも�とよい 子に
なります 。気持のやさしい 、同情心の 強い 子です 。作業にも 、精を 出しよくほめられましたが 、
まだ 時間がかかりすぎるようです ﹂とある 。一学期の 成績は 国語２、社会３、算数２、理科２、
音楽２、図画工作２、体育２。ひどいものだ 。たぶん 、机の 前に 座�て 、授業を 受ける 学習習慣
が 出来ていなか�たのである 。母の 句に ﹁赤のまま 吾子の 小さな 黙秘権﹂がある 。
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自選自注年譜
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一二歳

◉

─
昭和四十八年 （一九七三）三月

0

0

0

福岡市立若久小学校卒業

0

とにかく 甘やかされて 育�たので 、依頼心が 強く 、その 上、集中力がない 。一方、小商人的サ�
ビス 精神はあ�て 、この 性格は 、今に 続いている 、と 思う 。論文でも 、サ�ビス 精神をも�て 書
いている 。
四 年 生で 泳げるようにな�た 。 六 年 生 時にはわが 高 宮 五 丁 目チ�ムのソフトボ�ルのピ�
チ��で 四番だ�たのが 自慢だ 。校区で 、六年時には 、三位に 輝く 。書は 、二年生から 四年生ま
で 、書道塾に 通う 。今でも 、それなりの 字だが 、逆に 中途半端なので 、私には 字がやや 下品に 思
われてならない 。やはり 、小学校時代のハイライトは 、親類に 連れてい�てもら�た 万博だろう︵四

昭和四十八年 （一九七三）四月

福岡市立筑紫丘中学校入学

。以後、神戸の 親類、益子家には 、ず�とお 世話にな�ている 。母の 句に ﹁思春期の 反抗の
年時︶

◉

汗臭ひけり ﹂がある 。

─
一年生の 一学期の 成績は 、
﹁国語３、書写５、社会５、数学３、理科３、音楽１、美術３、保
健体育５、技術・家庭２、外国語 ︵英語︶３﹂であ�た 。当時、ようやく 福岡でも 偏差値が 普及
してきたが 、私は 基本、偏差値五十三~六十の 子だ�たと 思う 。つまり 、クラスの 中の 上か 。
両親は 、経済力の 許す 範囲で 教育投資をしてくれ 、学習塾に 行かせてもらい 、読書習慣も 身に
つけてくれた 、と 思う 。また 、旅行、観劇、絵画展へも 連れて 行�てもら�た 。だから 、文化環
境的投資はよくしてもら�た 。今、思うに 、これは 人文科学の 研究者には 必要な 習慣づけである 。
読書習慣の 獲得は 、今に 続く 財産とな�た 。年齢が 上がると 文科系の 科目では 、読書、旅行、観

昭和五十一年 （一九七六）三月

福岡市立筑紫丘中学校卒業

劇の 習慣がものをいうところがあるので 、父母の 文化環境投資には 感謝している 。今でも 、旅行
の 前後には 、その 土地に 関する 歴史や 文学の 本を 読もうと 、必ず 思う 。
一五歳

◉

─

母の 句に﹁子の 恋のあはく 終りぬ 草の 花﹂がある 。残念。陸上競技部のさえない 選手で 、百メ�
トルで 十三秒くらい 。三種競技 ︵四百メ�トル 、走り 幅跳び 、砲丸投げ ︶をや�ていた 。陸上競技部の
先生である 渡辺忍先生の 豪気な 人柄を 敬慕していた 。
﹁赤先生﹂というニ�クネ�ムを 持つこの
先生は 、大酒飲みでゆかいな 人だ�た 。この ﹁赤先生﹂は 、卒業時に 、母親に ﹁この 男は 、よか
男になりますよ ﹂と 言�てくれた 。ちなみに 、中学三年一学期の 学力水準テストの 校内偏差値は

昭和五十一年 （一九七六）四月

福岡大学附属大濠高等学校入学

﹁国語五十八、数学五十、社会六十九、英語五十四﹂で 、総合五十九と 記録に 残�ている ︵福岡図

◉

書のテスト ︶
。

─

福岡県立筑紫高校を 目指すも 、不合格。
﹁フクダイオ�ホリ ﹂へ 。
﹁オ�ホリ ﹂は 、当時すべり
止めの 私学で 、私のころは 難関校ではなか�た 。ところが 、自分の 卒業後、進学校にな�てゆく 。
ここで 、運命の 人、上村紘一郎先生に 出逢う 。先生の 熱い 日本史の 授業を 聞き 、学者になりたい
と 言�たら 、﹁おまえなら 、学者になれるかもしれんぞ ﹂と 言われた 。これは 、少年にと�て 、
魔法の 言葉にな�た 。今でも 、めげそうになると 、自らを 励ます 呪言として 念ずる 言葉だ 。
﹁オ�
ホリ ﹂の 古典や 歴史教育は 有名で 、吉海直人 ︵同志社女子大学教授︶
、佐々木英治 ︵元・福岡県国語教育
部会会長︶などを 輩出している 。両先生には 、今もお 世話にな�ている 。当時の 愛読書は ﹃高橋是

成績

昭和五十四年 （一九七九）三月

福岡大学附属大濠高等学校卒業

清自伝﹄︵上︶︵下︶︵高橋是清著、上塚司編、中央公論新社、一九七六年︶
。あのやんち�ぶりが 大好きだ 。
一八歳

◉

─

昭和五十五年 （一九八〇）四月

國學院大學文学部日本文学科入学

基本的に 、私の 高校までの 学科教育の 学力レベルは 、学者としては 最底辺ではないか 、と 思う 。
國學院大學文学部史学科を 目指すも 、不合格。一年間、全寮制の 九大ゼミナ�ルという 予備校に
入るはめに 。つくづく 、自己管理ができない 人間だと 思う 。結局、一浪後、史学科を 諦めて 、日
本文学科に 入学した 。母の 句に﹁受験子のもう 振り 向かぬ 距離に 母﹂﹁一流に 少しはずれて 入学す ﹂
がある 。國學院大學を 目指したのは 、中学生の 時に 、同大学の 教授、樋口清之先生の 本を 読んだ
からである 。父母は 、死ぬまで 生活態度のだらしなさを 心配していた 。歴史から 文学へ 転じたわ
けだが 、今では 自分に 合�ていたかな� 、と 思う 。やはり 、人間への 関心は 強い 方だと 思うから 。
一九歳

◉

─
大学入学時点で 、
﹃万葉集﹄を 勉強しようと 思�ていた 。なぜならば 、万葉研究は 、きわめて
歴史学に 近いからだ 。だから 、私の 研究は 、文学の 芸術研究ではなく 、文学の 文化論である ︵史
。大濠高の 相良浩文先生に 紹介状を 書いてもらい 、入学式当日に 桜井満先生の
学崩れの 文学研究者︶
研究室に 挨拶に 行く 。その 日から 十二年間師事することになる 。敬慕もし 、師からも 愛されたと
も 思う 。が 、しかし 。当時は 、とんが�ていたから 、周りは 、苦労したと 思う 。いろいろと 反発
もしていたし 、や�かいな 学生だ�たと 思う 。ことに 、反逆児だ�たから 、先輩たちとの 関係は 、

國學院大學文学部日本文学科卒業

最悪だ�た 。というわけで 、桜井先生は 、私の 人間関係のことを 死ぬまで 、心配していた 。先輩
の 菊池義裕先生 ︵現・東洋大学教授︶
、大石泰夫先生 ︵現・國學院大学教授︶
、後輩の 故城﨑陽子さん ︵獨

昭和五十九年 （一九八四）三月

協大学教授︶も 、手を 焼いたはずだ 。

二三歳

◉

─

國學院大學は 、古典諸学の 殿堂で 、私にはパラダイスだ�た 。とにかく 、好きなことだけ 勉強
していればよいのだから 。ただし 、成績は 、自分では 中の 上くらいだ�た 、と 思�ている 。
﹃万葉集﹄と 民俗学の 勉強をして
桜井先生が 主催する 万葉研究会と 古典と 民俗学会に 属して 、
いた 。万葉研究会は 、巻十三の 講読をしており 、卒業論文も 、巻十三の 挽歌についてであ�た ︵タ

Ａ
Ａ
Ｂ

イトルは ﹁万葉挽歌小論﹂︶
。今、考えてみると 、祭礼が 中心ではあるが 、年に 二ないし 三カ 所のフ��

合格

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

神道概説
文学
宗教
法学
社会学
社会人類学
物理学
自然科学史
自然地理
保健体育理論
体育実技Ⅰ
体育実技Ⅱ
英文法
英語Ⅰ
英語Ⅱ
英語Ⅲ（Ｒ）
中文法
中国語Ⅰ
中国語Ⅲ（Ｒ）
日本文学概説
国語概説
漢文概説
日本文学史（日本文学史Ⅰ）
日本文学演習Ⅰ（日本文学演習Ⅳ）
日本文学演習Ⅱ（日本文学演習Ⅰ）
日本文学概論
時代文学史「日本」（日本文学史Ⅱ）
日本文学特殊研究
日本文学作品研究
国語学概論
国語史
有職故実
民俗学
演劇概説
神道史（神道思想史）
世界宗教史
日本法制史
教育原理Ⅰ
教育原理Ⅱ
教育心理
青年心理
国語科教育法
教育実習Ⅰ
教育実習Ⅱ
道徳教育の研究
教育社会学
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昭和五十九年 （一九八四）四月

國學院大學大学院文学研究科博士課程前期入学

ルドワ�クをしていたのだから 、民俗学もよく 勉強していた 方かもしれない 。
万葉集研究と 民俗学の 兼学という 組み 合わせは 、國學院大學と 慶應義塾大学にしかなく 、しか
も 折口信夫の 学系の 研究室にしか 伝来していない 特異な 学問スタイルである 。正直、化石的な 学
問スタイルだ 。しかし 、結局、この 学問スタイルをわが 一生の 業とすることにな�た 。
大学入学から 、奈良赴任までの 十二年間は 、東京都文京区目白の 和敬塾という 学生寮で 過ごし
た 。四百人の 、当時日本最大の 男子寮である 。寮風はバンカラ ︵死語か ︶で 、厳しか�た 。でも 、
大学を 三つ 出たくらいの 人脈が 出来た 。これが 、今に 活きている 。感謝だ 。
しかも 、歴代首相をはじめとする 各界の 指導者たちの 講演会が 毎月あ�た 。
それも 、魅力の 一つ 。
一割は 留学生で 、ブロ�クンだが 、気合で 話す 英語を 身につけた 。度胸だけはあるから 、遠目か
ら 見てペラペラだと 思�ている 人も 多いが 、短文を 繋いでいるだけで 、英語力はきわめて 、おそ
まつ 。

◉

─
桜井満先生、宗教学の 戸田義雄先生にも 勧められて 、大学院に 進むことにな�た 。ただし 、卒
業論文の 指導教授については 、桜井先生が 中国留学中だ�たので 、論文指導教授は 内野吾郎先生
に 頼むことにな�た 。後年、桜井先生曰く 、それが 学問上プラスに 働いたのではないか 、とい�
ていた 。両先生の 学風がま�たく 違うからだ 。内野先生は 、日本文芸史が 専門だ�た 。内野先生
は 、べらめ�の 江戸� 子教授。巨人が 負けるとすこぶる 機嫌が 悪い 。月曜日の 二時間目に 授業が
あり 、﹁ナイヤゴロ 、ゲ�ツ� ﹂と 言�ていた 。当時は 、二、三十名も 修士に 上がる 者があり 、日
本文学での 大学院は 、日本最大規模であ�た 。
桜井先生の 教育は 、論文指導も 含めて 学問作法を 徹底的に 叩き 込むものであ�た 。簡単にいえ

ば 、何でもし�かり 、キ�チリという 指導である 。礼儀正しく 、まじめに 仕事して 、早く 一人前
にするという 親心である 。だから 、未だに 研究発表等で 、時間を 超過したことはない 。先生曰く 、
時間の 超過は 、失礼だとのこと 。今でこそ 、論文も 傍若無人な 文体で 書いているけれど 、当時は
それなりにキ�チリした 文章を 書いていた 、と 思うのだが 。
このころは 、奥三河の 神楽﹁花祭﹂に 夢中だ�た 。当時、愛知学院大学の 大学院生だ�た 脊古

昭和六十一年 （一九八六）三月

國學院大學大学院文学研究科博士課程前期修了

真哉さんとは 花祭で 知り 合う 。彼は 歴史学＋民俗学、私は 文学＋民俗学で 、うまが 合�た 。
二五歳

◉

─

修士論文は ﹁柿本人麻呂挽歌の 研究﹂で 、中心は ﹁殯宮之時﹂挽歌の 論。しかも 、その 殯宮の
設営地をめぐる 論文であ�た 。挽歌研究は 、今に 続くわが 万葉研究の 始発点である 。それに 、奥
三河の 神楽や 、綱引きの 研究もしていた 。民俗学研究の 方はといえば 、
﹃芸能伝承の 民俗誌的研
究︱カタとココロを 伝えるくふう ︱﹄︵世界思想社、二〇〇一年︶の 刊行をも�て 終結することにな�
た 。じつは 、そのころすでに 、万葉研究と 民俗学の 兼学に 限界を 感じていたのも 事実だ 。万葉研
究の 片手間に 、民俗学はやれるような 学問ではない 。
学燈社の﹃国文学﹄
に 、﹁学界時評﹂
を 書いていた 。公平公正で 、
当時、
北海道大学の 身﨑壽先生が 、
かつ 時に 辛辣。この 時評に 評されることを 目標に 、以後、論文を 書いていた 。評された 時は 狂喜
乱舞。

ちなみに 、昭和六十年 ︵一九八五︶は 、国際青年年で 、総理府主催、国際青年の 村 ︵東京、国立オ
リンピ�ク 記念青年総合センタ� ︶で 、さまざまな 交流事業のため 、ひと 夏、代々木で 過ごす 。その 前
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昭和六十一年 （一九八六）四月

國學院大學大学院文学研究科特別研究生となる （昭和六十二年三

後も 、このボランテ�アに 夢中になり 、周りを 心配させた 。というか 、実際に 、翌年の 大学院の

◉

試験に 落ちる 。

─
月まで）

0

0

0

0

︱

昭和六十一年 （一九八六）四月

國學院大學久我山高等学校国語科非常勤講師 （平成四年三月まで）

大学院の 後期課程への 進学試験を 受け 、不合格となる 。研究への 意欲は 高か�たので 、これほ
ど 情けないことはなか�た 。なんとか 、気を 取り 直して 、浪人生活の 傍ら 、神田の 日中友好協会
で 中国語の 勉強をし 直すことにした 。今、中国語がペラペラのように 思�ている 人も 多いようだ
が 、それは 大間違い
。中国の 大学で 、中国語で 講義したというのはデマで 、最初のあいさつ
を﹁ち�ろ�と ﹂しただけだ 。語彙はそこそこかもしれないが 、四声︵声調︶
がメチ�クチ�なのだ 。
ただし 、ネイテ�ブにも 習�たので 、捲舌音 ︵Ｒ音︶だけは 、妙に 上手い 。

◉

─
大学院後期課程の 不合格でし�げていたが 、國學院大學久我山高等学校で 講師を 募集していた
ので 、高校で 教えることにな�た 。菊池義裕先生の 紹介。以後週八コマくらいを 、奈良大学に 赴
任するまで 教えていた 。男子部でも 、女子部でも 教えたが 、後に 大リ�ガ�となる 井口忠仁に 漢
文を 教えたのは 私なのだ 。本人に 会えれば 、確かめてみたい 。覚えているか 、と 。
このころから 、倉石忠彦先生、あつ 子先生の 仙川会という 研究会に 出る 。ア�トホ�ムな 雰囲

昭和六十二年 （一九八七）四月

國學院大學大学院文学研究科博士課程後期入学

気で 、おいしいごはんも 出たから 、毎回出席。この 研究会は 、リラ�クスできた 。
二六歳

◉

─

一年間の 浪人生活の 後に 、後期課程に 入る 。大学院での 研究と 、高校での 授業、それに 予備校
でも 教えていた 。両国予備校には 、鉄野昌弘さん ︵現・東京大学大学院教授︶
、小松靖彦さん ︵現・青山
学院大学教授︶らの 、若き 万葉学徒がいた 。それなりにフ��ルドワ�クをし 、それなりに 論文も
書き 、三年間を 過ごしていた 、と 思う 。また 、民俗芸能研究の 若手の 勉強会にも 出て 、儀礼分析
の 手法をず�と 考えていた 。それに 、大学院後期の 三年間は 、人付き 合いを 苦としないので 、研
究者間のネ�トワ�クもできた 。これは 、後年大きな 財産となる 。今でも 、顔だけは 、妙に 広い
のだ 。
上代文学会、萬葉学会、美夫君志会、古代文学会、日本文学協会、全国大学国語国文学会、日

平成二年 （一九九〇）三月 國學院大學大学院文学研究科博士課程後期 単位取得後退学

本民俗学会、民俗芸能学会、芸能史研究会、山岳修験学会等は 、このころから 今に 至るまで 学会
活動をし 、委員や 理事もよく 務めた ︵ている ︶方だと 思う 。それには 、二つの 理由がある 。やはり 、
活動をすれば 勉強になること 。もう 一つは 、学会誌に 書かないと 就職も 昇任もできないからであ
る 。とくに 、私学出身者は 。
二九歳

◉

─

0

0

0

0

0

0

当時は 、いわゆる ﹁課程博士﹂がまだ 一般的ではなく 、学位を 取得して 退学し 、それから 論文
を 提出して 、博士号を 取得するのが 一般的であ�た ︵いわゆる 論文博士︶
。当時の 國學院大學大学院
の 日本文学専攻の 基準では 、論文五本がないと 、単位取得退学が 認められなか�たように 記憶し
ている 。だから 、﹁退学﹂とい�ても 、修了なのでけ�して 悪いことをしたわけではない 。その﹁退
学﹂にも 、
﹁退学面接﹂があ�て 、指導教授の 桜井満先生が 主査、副査は 岡野弘彦先生であ�た 。
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岡野先生には 、学部時代に 、日本文学史を 習�ていた 。学部、大学院を 通じて 、指導教授の 桜井

平成三年 （一九九一）四月 武蔵野女子大学文学部非常勤講師 （平成四年三月まで）

満、歌人の 岡野弘彦、民俗学の 坪井洋文の 三先生の 授業は 、大好きだ�た 。
三〇歳

◉

─

0

0

大学院後期の 退学とともに 、非常勤講師になれればよか�たが 、結局、そのチ�ンスには 恵ま
れなか�た ︵ほんとに 、悔しか�た ︶
。大学院退学の 翌年、並木宏衛先生の 紹介で 、武蔵野女子大学
文学部の 非常勤講師にしてもら�た 。もちろん 、専任職を 求めて 、大学教員の 公募に 応ずるも 、
不採用通知が 次々と 届く 。その 数は 、十や 二十ではない 。このころは 、切なくも 悲しくもあり 、
まずも�て 将来が 不安であ�た 。い�たい 、誰が 自分の 研究を 正しく 評価してくれるのか 。果た
して 、公募の 評価は 公平なのかと 思い 悩んだのも 事実である 。けれども 、その 後、ポスドクの 就

◉

平成三年 （一九九一）五月 大正大学文学部非常勤講師 （平成四年三月まで）

職は 、さらにさらに 厳しくな�てゆく 。今なら 、専任職を 得られなか�たであろう 。

─
武蔵野女子大学とともに 、大正大学の 非常勤にもしてもら�た 。大正大学は 、桜井先生の 後任
であ�た 。この 二つの 大学で 、お 坊さんとのネ�トワ�クができた 。大学非常勤講師、予備校講
師、高校講師、それに 静岡県史をはじめとする 各自治体史の 民俗篇の 執筆などで 、このころは 生
計を 立てていた 。こう 書くと 一見苦労人のようにも 見えるが 、日本育英会の 奨学金ももら�てい
たし 、父母からの 仕送りもあ�たから 、幸福な 方だ�たろう ︵なんと 、十二年間も 仕送りをしてもら�て
いたのだ ︶
。それに 、
寮生活だ�たので 、
住居費も 安くおさえられていた 。和敬塾十二年間の 在籍は 、

平成四年 （一九九二）四月 奈良大学文学部国文学科専任講師 （平成八年三月まで）

未だにタイトルホルダ�である 。

三一歳

◉

─

公募に 出し 続けて 、ようやく 採用とな�たのが 、奈良大学であ�た 。こうして 、私は 十九年間
の 福岡生活、十二年間の 東京生活を 終えて 、万葉のふるさとあをによし 奈良に 赴任することにな�
た 。結局、奈良大学には 、二十九年勤めることになる 。居住地として 選んだのは 、交通の 便のよ
い 学園前だ�た 。それから 今に 至る 。専任講師時代は 、共同研究室の 運営を 担当し 、コピ� 機の
バ�ジ�ンア�プやパソコンの 導入を 主導した 。さらに 、ＦＤの 導入も 主導した 。対して 、講義
は 、基本的に 万葉をや�ておればよく 、とにかく 学生たちとよく 歩いた 記憶がある 。毎週のよう
に 、万葉の 野や 山を 歩いていた 。最高の 研究環境が 与えられたことには 、感謝してもしてもしき
れない 。それに 、なんとい�ても 、奈良大学は 古代学のメ�カで 、廊下での 碩学との 会話も 、ま
るで 口頭試問。恐いが 勉強にな�た 。このころから 、荒井敦子先生のまつぼ�くり 少年少女合唱

平成四年 （一九九二）十月 第十二回日本民俗学会研究奨励賞受賞

団の ﹃万葉集﹄の 指導をして 、その 後、長いつきあいとなる 。
三二歳

◉

─

受賞理由:
﹁民俗芸能における 見立てと 再解釈︱静岡県引佐町川名ヒヨンドリを 事例として ︱﹂
︵﹃日本民俗学﹄第百八十四号、日本民俗学会、一九九〇年︶を 中心とする 業績によ�て 民俗芸能の 分析手法

に 新しい 地平を 切り 開いた 。
大学院時代に 書いた 論文が 推薦されて 、受賞に 至�た 。芸能や 儀礼と 、それらに 付随する 言説
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平成五年 （一九九三）四月 堺女子短期大学非常勤講師 （平成八年三月まで）

の 分析に 、一つの 指標を 示し 得たことが 評価された 、と 思う 。だから 、儀礼の 分析には 、今でも
ち��とした 自信がある 。

◉

─
民俗学を 担当した 。テキストは 、
佐竹昭広﹃古語雑談﹄︵岩波書店、一九八六年︶
堺女子短期大学では 、
で 、テキストを 読みながら 、その 民俗世界を 解説するかたちを 取�た 。体系的講義ではなか�た
が 、それが 学生たちにはよか�たようだ 。
このころから 、鎌田道隆先生の 奈良大学史学科宝来講に 参加。浅田隆先生たちと 、毎春、伊勢
まで 百キロを 歩く 。両先生のような 熱血教師にはなれなか�たが 。
結婚。心斎橋の ﹁こいさん ﹂で 、大学首席卒業の 才媛。それでは 、頭が 上がるはずがない 。お

平成八年 （一九九六）四月 奈良大学文学部国文学科助教授 （平成十六年三月まで）

嫁さまのスロ�ガンは 、池田勇人内閣と 同じで 、
﹁忍耐と 寛容﹂
。
三五歳

◉

─
それなりに 論文も 書いていたし 、受賞歴もあ�たので 、早く 上げてもら�たのだと 思う 。関西
の 学者の 重厚な 学風に 学びつつ 、風土や 文化について 考究する 論文スタイルも 、このころに 確立
してい�たと 思う 。とにかく 、関西の 研究会には 、ほぼすべて 出た 。林屋辰三郎、松前健、上田
正昭、横田健一、直木孝次郎、岡田精司、井村哲夫、中西進とい�た 老大家にも 可愛が�てもら�
た 。また 、兄貴分ということになると 、毛利正守、内田賢徳、坂本信幸の 諸先生ということにな
ろうか 。平成七年 ︵一九九五︶三月に 、恩師の 桜井満先生が 亡くな�て 、しばらくは 意気消沈した
が 、幸い 老大家の 知遇を 得、研究者仲間にも 恵まれ 、なんとかや�ていた 。よく 遊んだのは 、鉄

野昌弘、影山尚之 ︵現・武庫川女子大学教授︶
、村田右富実 ︵現・関西大学教授︶
、大浦誠士 ︵現・専修大学教授︶

平成八年 （一九九六）六月 （仮称）万葉ミュージアム運営委員会委員 （平成十三年三月まで）

の 研究仲間の 諸氏。よくも 悪くも 学界は 狭く 、つきあいは 一生続くのが 、万葉学徒の 一生。悪い
ことはできない 。

◉

─
平 成 九 年 （ 一 九 九 七 ）三 月

平城遷都一三〇〇年を考える奈良の会委員および平城遷都

長女誕生。大酒、バクチ 、借金はないが 、家庭人としては 、最悪だと 思う 。
三六歳

◉

─

一三〇〇年記念事業協会評議員 （平成二十三年三月まで）

平成十年 （一九九八）四月 関西学院大学文学部非常勤講師 （平成十一年三月まで）

三七歳

─

平成十年 （一九九八）五月 第十五回上代文学会賞受賞
◉

小松和彦先生と 共同で 、日本の 祭礼文化について 講じた 。関学で 論じたのは 祭りの 時空のダイ
ナミ�クスで 、粗削りのものではあ�たが 、自分としては 講じていて 楽しか�た 。小松先生には 、
大学三年生の 時に 社会人類学を 学んだ ︵ただし 、評価は Ｂ︶
。だから 、山折哲雄先生とともに 、関西
の 身元引き 受け 人のひとりみたいなもの 。両先生には 、何かと 引� 張�てもら�た 。関西での 身
元引き 受け 人といえば 、弁護士の 岩城本臣先生、小説家の 辻原登先生がいる 。それに 、同窓ネ�
トワ�ク 。ありがたか�た 。

◉

─

受賞理由:
﹃古代日本の 文芸空間︱万葉挽歌と 葬送儀礼﹄︵雄山閣出版、一九九七年︶を 中心とする 業
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0

平成十年 （一九九八）七月十七日 博士 （文学、文乙第七号）
、論文題名『古代日本の文芸空間―万

0

績に 対して 。
今だからいえるが 、受賞をねら�ていたことは 事実。この 業界にいる 限りは 、どうしても 取り
たい 賞だ�た 。中心となる 論文は 、人麻呂挽歌殯宮の 設営地をめぐる 論考で 、渡瀬昌忠先生、身
崎壽先生の 結論を 別資料で 論証した 論文である 。が 、しかし 。近年、この 渡瀬・身崎・上野学説
も 、批判の 対象とな�ている 。いずれ 再反論を 書きたいと 思�ているのだが ⋮⋮。
三八歳

◉

─
葉挽歌と葬送儀礼―』（雄山閣出版、平成九年）
、授与機関：愛知学院大学

平成十二年 （二〇〇〇）四月

帝塚山大学人文学部非常勤講師 （平成十五年三月まで）

奈良大学での 昇格や 大学院担当のこともあり 、桜井満先生が 逝去されたこともあ�て 、学位取
得を 急ぐことにした 。英語の 学力確認テストもあ�たので 、久しぶりに 英文解釈の 勉強をするは
めに 。学位取得で 、ま� 、なんとか 一本立ち 、板前さんならようやく 暖簾分けというところか 。
このころより 、三輪そうめん 山本の 山本太治ＣＯＯ、宮滝し�うゆの 梅谷清嗣社長に 応援してい
ただくことに 。ありがたいことだ 。
三九歳

◉

─
新学部設置にともない 、﹃万葉集﹄
を 講じることにな�た 。三年あまりであ�たが 、
帝塚山大学で 、
今でもこのころの 学生が 、ふらりと 奈良大学の 研究室を 訪れることもある 。案外、よい 教師だ�
たかもしれない 。

平成十三年 （二〇〇一）四月

奈良教育大学非常勤講師 （平成十六年四月まで）

そろそろ ﹁ひとり 立ち ﹂ということで 、メデ�アへの 露出も 多くなる 。ＭＢＳラジオ ﹁上野誠
の 万葉歌ごよみ ﹂は 、今も 千回続く 番組に 。二十年間だから 、ライフワ�クだ 。
四〇歳

◉

─

平成十三年 （二〇〇一）七月

財団法人奈良県万葉文化振興財団万葉古代学研究所副所長 （平成

奈良教育大学では 、地域文化論の 一つとして 、奈良の 文学を 広く 講義した 。教育大学での 講義
は 、この 時だけだ�たが 、師範学校の 伝統のようなものを 感じることができて 、よか�た 。
四一歳

◉

─
二十四年三月まで）

0

平成十四年 （二〇〇二）十二月一日 内閣府主催、タウンミーティングｉｎ奈良実行委員長

0

奈良県が 明日香村に 万葉集の 博物館を 設置するということになり 、その 準備段階から 委員も 務
め 、準備室の 勤務もして 、万葉古代学研究所の 副所長の 任を 拝命することにな�た 。所長は 寺川
真知夫先生。三十代中葉から 四十代中葉は 、私なりに 万葉文化館の 設立と 運営に 注力したつもり
である 。だから 、今でも 思い 入れのある 施設である 。共同研究では 、多くの 研究者と 知り 合えたし 、
現職の 国務大臣も 含め 、外国の ＶＩＰの 明日香案内も 楽しか�た 。したが�て 、この 間は 、館長
の 中西進先生の 下で 働いた 。だから 、中西先生の 優しさも 、恐さも 、多少は 知�ているつもりだ 。
四二歳
◉

─
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現職の 国務大臣を 大学に 招き 、学生と 市民との 討論会を 行うということで 、なかなかハ�ドル
が 高か�た 。ことに 、警備の 問題等で 、苦慮した 思い 出がある 。奈良青年会議所に 共催をしてい
ただいた 。その 交流から 、北岡篤前吉野町長、小林茂樹衆議院議員、清水克能名阪食品社長には 、
その 後もご 支援をいただいている 。驚いたのは 、学生たちの 鋭い 質問に 、現職国務大臣が 唸�た
ことであ�た 。
奈良大学のよいところは 、中規模地方都市に 立地しているため 、教員、学生、市民との 交流が
盛んなことである 。小山新造奈良商工会議所会頭、菊池攻奈良トヨタ 社長に 泣きついたことが 何

平成十六年 （二〇〇四）三月二十二日 平成十五年度の放送記念日ＮＨＫ奈良放送局長表彰

度もあ�た 。多謝。
四三歳

◉

─
平成十六年 （二〇〇四）四月

奈良大学文学部国文学科教授 （現在に至る）

受賞理由:多年にわたる 奈良の 地域文化に 関わる 啓発活動に 対して 。
この 表彰に 関しては 、奈良大学の 学長・理事長から 誉められた 思い 出がある 。

◉

─
非常勤や 各種公職で 多忙な 助教授時代であ�たが 、教授昇任の 時期を 迎えることにな�た 。著
書もあり 、学位もあ�て 、さらに 受賞歴もあ�たので 、かなり 昇任が 優遇されたと 思う 。感謝だ 。
教授昇任のお 祝いの 会を 、奈良ホテルでしていただいた 。山口昌紀近鉄社長、大川靖則奈良市長、
小城利重斑鳩町長に 発起人とな�ていただいたのも 名誉。
一世一代の 見栄�ぱりの 親孝行だ�た 。
司会は 、吉川友子、高橋晴子両女史。
当時はまだ 、時間もあ�たので 、中国と 東南アジアには 、よく 研究旅行に 行�た 。このころは 、

平成十六年 （二〇〇四）四月

奈良医科大学看護学部非常勤講師 （平成十七年三月まで）

旅行費用も 安く 、体力もあ�たから 、リ��クを 背負�て 一人旅をしていた 。北京のガラクタ 市
が 一番のお 気に 入り 。タイにも 、よく 行�た 。今でも 、探せばお 宝があるはずなのだが 。

◉

─

県立奈良医科大学に 、看護学部が 設置されることになり 、これからは 看護師にも 地域を 知る 授
業が 必要ということで 、万葉風土論を 講ずることにな�た 。非常勤ながら 、創立メンバ�という
ことで 、なんと 看護学科創立十周年の 記念講演の 栄を 賜�たこともある 。そんな 縁もあ�て 、看
護学校や 看護協会で 講演することは 、今でも 多い 。不思議なご 縁だ 。
このころより 、奈良大学の 高大連携事業の 一環として 、高校で 授業することが 多くなる 。高校
訪問ばかりでなく 、修学旅行生の 受入れも 行な�た 。國學院栃木高校の 受入れについては 、影山

平成十八年 （二〇〇六）四月

同志社大学文学部非常勤講師 （平成二十五年三月まで）

博、今井恵秀両先生のご 尽力によるところが 大きい 。
四五歳

◉

─

同志社では 、
﹃万葉集﹄を 講じたが 、京都の 大学なので 、基本的には 都城や 古代都市の 文学論
を 講じた 。毎週、今出川校地に 出向したが 、京都の 料理屋さんは 敷居が 高く 出入りできなか�た 。
やはり 、﹁いちげんさん ﹂での 入店は 、恐い 。紹介を 受けて 、出入りできるようにな�たのは 、
五十代にな�てからだ 。
兄の 病気治療のこともあり 、母を 旅行に 連れ 出すことが 、増えてゆく 。兄の 家族との 時間を 考
えてのことである 。ただし 、費用は 、母持ち 。私は 、ち��かりしている 。
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四九歳

◉

─
平成二十一年 （二〇〇九）十二月 第七回角川財団学芸賞

受賞理由:
﹃魂の 古代学︱問いつづける 折口信夫︱﹄︵新潮社︶に 対して 。
私が 書いた 折口信夫論は 、万葉学徒であり 、大阪商人の 子としての 折口である 。そこには 、折
口に 小商人の 子である 自分の 姿を 投影しているのかもしれない 。角川賞受賞を 機に 資生堂の 福原
義春、角川書店の 角川歴彦の 両先生からご 支援を 賜ることとな�た 。ありがたいことだ 。この 受

上代文学会平成二十二年度大会の当番校の業務にあたる

賞で 依頼原稿が 急に 増えたが 、著作物の 質が 落ちていないか 、今でも 気にかかるところである 。

平成二十二年 （二〇一〇）五月

心せねば 。

◉

─
平城遷都千三百年を 記念した 大会を 奈良大学で 開催していただいた 。大学としても 、名誉なこ
とであ�た 。懇親会場は 、名門料亭﹁菊水楼﹂にした 。これは 、奈良大会伝説とな�た 。菊水楼
の 経費のからくりについては 、秘密にしておこう 。学会終了後、学生たちが 胴上げしてくれた 。
思い 出に 残る 大会である 。
平城遷都千三百年で 、もう 一つ 思い 出とな�たのは 、ノ�ベル 文学賞作家・莫言先生と 奈良を
歩いたこと 。先生が 中国に 戻られてから 、
﹁石破驚天﹂のご 揮毫大書を 送�ていただいた 。
母・繁子に 介護のこともあ�て 、奈良に 来てもら�た 。その 事情については ﹃万葉学者、墓を
しまい 母を 送る ﹄︵講談社、二〇二〇年︶に 記したとおりである 。しかも 、国文学科の 主任を 、連続

万葉文化館 研究顧問 （現在に至る）

八期。前後を 合わせると 通算十二期も 担当した 。
﹁ミスタ� 国文学科﹂と 呼ばれることに 。とに

平成二十四年 （二〇一二）四月

かく 、必死だ�た 。
五一歳

◉

─

このころより 、奈良大学の 広報活動の 一環として 、全国の 高校を 訪問。飛び 込み 営業の 悲哀を

平成二十五年 （二〇一三）四月

国営平城宮歴史公園第一次大極殿院建造物復原整備検討委員

感じる 日々だ�た 。苦しか�たが 、高校の 先生方と 交流できてよか�た 。
五二歳

◉

─
会委員 （平成二十九年三月まで）

毎月のように 委員会があ�たが 、平城宮の 復原事業のお 役に 立てて 嬉しか�た 。
五三歳

◉

◉

平成二十六年 （二〇一四）四月

平成二十五年 （二〇一三）七月

国際日本文化研究センター客員教授 （平成二十九年三月まで）

宮崎県神楽魅力発信委員会委員 （現在に至る）

─
─

国際日本文化研究センタ�の 客員教授になり 、同時に 東アジア 古代学会の 副会長に 就任するこ
ととな�た 。もちろん 、国際学会で 英語でやり 取りする 力は 毛頭ない 。困り 果てたが 、そのたび
に 、誰かが 助けてくれた 。多謝。なんとか 、つつがなく 任期満了。ありがたい 。万歳だ 。
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五五歳

◉

─
平成二十七年 （二〇一五）十月

第二十回奈良新聞文化賞受賞

受賞理由:多年にわたる 万葉集研究とその 普及啓発活動に 対する 功績。

第六十九回萬葉学会大会を奈良大学で開催の当番校の業務に

奈良大学は 地域に 根差した 大学を 目指し 、私も 地域に 愛される 万葉学者を 目指していたので 、

平成二十九年 （二〇一六）十月

受賞は 励みとな�た 。
五六歳

◉

─
当たる

平成三十年 （二〇一八）五月

第十二回立命館白川静記念東洋文字文化賞

とにかく 、半年は 忙殺されたが 、学生たちの 協力で 無事大会を 終了できた 。ストレスの 溜まる
任務だ�たが 、なんとか 、かんとかという 感じである 。前年より 、萬葉学会の 編集長も 務めてい
て 、その 二年目に 大会も 行な�た 。萬葉学会の 質疑応答は 、激烈で 、時に 怒号が 飛び 交う 。コワ�
イ 学会だから 、とにかく 、へとへとにな�た 。
中国、日本語教員界の 今や 重鎮、郭恵珍先生が 来日。奈良大学上野誠研究室で 一年間、研究に
従事することに 。この 期間中、多くの 翻訳をご 発表。翌年、上野は 郭先生の 勤務先、福建省の 華
僑大学で 講演の 栄に 浴した 。郭先生の 研究室受入れについては 、小松純一先生ご 夫妻、佐野純子
先生、大場友加、西村潤、仲島尚美、吉田明美、太田遙、永井里歩の 諸氏の 協力を 仰いだ 。指導
は 、研究七分に 、見学三分というところか 。やはり 、人文科学は 、遊ばないとダメだ 。

五七歳

◉

─

受賞理由:
﹃万葉集から 古代を 読みとく ﹄︵筑摩書房︶
、
﹁讃酒歌十三首の 示す 死生観︱﹃荘子﹄
﹃列
氏﹄と 分命論︱﹂ ﹃(萬葉集研究﹄第三十六集、塙書房 、
﹁
﹃懐風
) 南山、吉野の 文学︱﹃万葉集﹄
藻﹄と 神仙世界︱﹂︵辰巳正明編﹃万葉集﹄と 東アジア 、竹林舎︶に 対して 。
白川静先生には 、生前二度ほど 会�たことがある 。素朴、天真爛漫に 見えて 、眼光が 鋭か�た 。
実力に 比して 、私は 賞には 恵まれた 方だと 思う 。白川先生は 、最初、万葉学者を 目指しており 、
﹃万
葉集﹄に 関する 著作もある 。賞というものは 、まさしく 縁だ 。よく 受賞できたと 思う 。
﹃万葉文化論﹄の 上梓のために 、忙殺されていた 。二十年間書き 溜めた 論文を 一冊
前年から 、
の 本に 。千頁は 、さすがに 重か�た 。杉田啓三、坂根良枝、柿山真紀の 三氏のお 蔭で 出版できた 。
感謝。

令和元年 （二〇一九）九月二日 二〇一九年民間放送連盟賞 ラジオ教養番組部門優秀賞

五九歳

─

令和二年 （二〇二〇）一月十六日 宮中歌会始陪聴 （松の間）
◉

受賞理由:
﹁上野誠の 万葉歌ごよみ 令和スペシ�ル ﹂に 対して 。親しみやすく 、万葉の 世界を
伝えることに 成功している 。
ただし 、これは 番組に 対して 与えられた 賞で 、上野個人に 与えられたものではない 。令和改元
の 思い 出の 一つとな�た 。

◉

─

234

◉

令和二年 （二〇二〇）六月二十三日 第六十八回日本エッセイスト・クラブ賞

御代替わりの 歌会始にご 招待を 受け 、陪聴の 栄に 浴することができた 。感激。

─

令和二年 （二〇二〇年）二月

受賞理由:
﹃万葉学者、墓をしまい 母を 送る ﹄︵講談社、二〇二〇年︶に 対して 。
過去受賞者には 、森繁久彌、高峰秀子、岸恵子など 華やかな 人士もいる 賞。学術賞とは 違う 趣
があ�たのが 印象的だ 。新聞取材も 多く 、いつになくはし�いだ 気がする 。しかし 、はし�ぎす
ぎてはいけない 。本業が 大切だ 。
六〇歳

◉

─

令和三年 （二〇二一年）三月三十一日 奈良大学早期円満退職

︱

鉄野昌弘、村田右富実の 二氏と 相談して 、角川選書﹃万葉集の 基礎知識﹄という 本を 作ろうと
いうことになる 。発案者は 私だが 、難しいところは 、ずぼらな 私では 難しく 、両氏が 担当。申し
わけない 。このほか 、小学館で ﹃教会と 千歳飴﹄︵仮題︶という 本の 企画も 進行中。果たして 、ど
うなることやら
。

◉

─
0

0

0

万感の 思いの 二十九年間である 。とにかく 、よく 遊び 、よく 学んだ 。もちろん 、学務にも 精励
したつもりだが 、わがままな 私をよく 使�てくれた 。しかも 、最後の 五年は 、大学業務や 入試業
務の 変化のスピ�ドにま�たくついてゆけなか�た 。ズ�ムも 使えないのだから 。木田隆文、光
石亜由美、松本大、中尾和昇、山田昇平の 諸先生には 、ご 迷惑をおかけした 、と 思う 。お 許しを 。
奈良大学には 、感謝、多謝、深謝、ありがとうございました 。ありがとうございました 。

記録

卒 業 生たちが 、 日 本 全 国の 図 書 館を 駆け
巡�て 作�てくれた 記録である 。書いたこと

すら 忘れていた 文章も 多か�た 。ただただ 、
感謝。
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主要論文集目次・初出一覧
『古代日本の文芸空間―万葉挽歌と葬送儀礼―』

はじめに
一 「フルサト」と「フリニシサト」と

大伴旅人の望郷歌から

三 「ヒナ」と「ヰナカ」と「フルサト」と

二 「フルサト」と「ヒナ」と

目次
四
大伴坂上郎女の「フルサト」

（雄山閣出版、一九九七年）

総論―古代宮都の文芸としての万葉歌―
五

儀礼の空間という視点

本書のめざすもの
大伴家持と「フリニシサト」

―

はじめに
六

二
律令官人の文芸
古代宮都とカムナビ

三

二

一
カムナビを山岳に対する呼称と

カムナビという語

大場磐雄のカムナビ研究

はじめに

第三節

おわりに

一 〈古代宮都〉という用語
三
律令国家形成期の文芸

四 〈大宮人〉の誕生

―

おわりに
第一章 フルサト飛鳥とその〈景〉

五

四
用例の偏在が意味するもの

故郷の景

飛鳥のカムナビとカムオカ

限定することはできない

飛鳥の範囲
六

第一節 歴史的空間飛鳥の予備的考察
一
飛鳥川と飛鳥
カムナビから三山へ

はじめに
二
七

第二章

殯宮儀礼の空間

おわりに

おわりに
第二節 万葉語「フルサト」の位相

第四節 カムナビと〈王権〉
大三輪のカムナビ（三輪山）と崇神天皇

一

殯宮の表現とその設営地

殯宮という建造物について

はじめに

殯宮という儀礼の空間

一
飛鳥のカムナビと天武天皇

二

第一節

二
王権の倫理と失われた祭祀と

皇子・皇女の「殯宮」が〈生前居所〉の宮に

はじめに

三

三

設営されない理由

おわりに
第五節 カムナビの〈景〉

吉備の中山

神の帯せる川

一

日並皇子挽歌の殯宮表現

はじめに

おわりに

一
細谷川の伝承

はじめに
二

頌から哀へ

殯と宮

三

二

第二節

おわりに

日並皇子挽歌の殯宮表現の背景

山岳信仰と宗教的心性

おわりに

三

補論

第六節 故郷・飛鳥思慕の文芸
讃歌をもつ旧都・飛鳥

一

天武天皇殯宮の芸能

殯宮の内外

殯宮という芸能の場の伝統

はじめに

天武天皇殯宮の芸能

一

天武天皇降臨の聖地

二

天武天皇殯宮の前・後

第三節

二

平城遷都以降の飛鳥

三

はじめに

三

四

天武皇統について

おわりに
補論

おわりに

238
記録

239

第四節 奉誄者の系譜

第三節

高市皇子挽歌と香具山宮

二

一
神話の接合

香具山宮・埴安池・泣沢杜

はじめに

奉誄にともなう所作
三 「類聚歌林」の伝

はじめに
一
奉誄の巧拙
持統十年秋七月の「禱祈」

当麻真人智徳の登場とその立場

第四節

人麻呂挽歌の枕と床

おわりに

四

二
記紀成書化前夜の日継の担い手

三

―

おわりに
第三章 万葉挽歌と葬送儀礼

二

一
漢語受容の問題

トコの荒らび

人麻呂挽歌の枕と床

はじめに

日継の皇子の挽歌と〈誄詞の受容〉
三

第一節 日並皇子挽歌と〈誄詞〉の受容
一
歌の発想と質の違い
おわりに

はじめに
二
日並皇子挽歌の場
身崎壽の挽歌史論をめぐって

香具山宮
三

二

一
天武挽歌の「時」と「場」

天智挽歌群から「殯宮之時」挽歌創成へ

挽歌史の構想

はじめに

付節

三
おわりに

一
城上殯宮＝飛鳥説批判
四 「殯宮之時」挽歌の〈場〉

第二節 高市皇子挽歌と城上殯宮

二
高市皇子と城上殯宮―長屋王邸宅跡出土

はじめに

三

一
オツナカケの伝承基盤

オツナカケの現況

オツナカケの現況

儀礼空間としての古代宮都

飛鳥をはじまりとする意識

収載論文初出一覧
図・表・写真一覧
あとがき
索引

〈場〉の論の可能性

おわりに

二
オツナカケの機能

一

平群町椣原と鳴川の事例から

一

葬送儀礼と挽歌の〈場〉

―

木簡資料を手掛かりとして―
おわりに

第四章 結界と排除の空間構造
第一節 結界の空間・飛鳥のオツナカケ

三
ツナの行事の広がりから

はじめに

四
おわりに
第二節 結界の空間・平群のオツナカケ

二
オツナカケの時空

はじめに

三

二

研究方法に関する総括

万葉歌をめぐる歴史的空間

おわりに

―

三

結論

四

参照文献一覧

240
記録

241

一九九五年ｄ

一九九五年ｃ

一九九五年ｂ

一九九五年ａ

一九九三年ｂ

一九九三年ａ

一九九二年

一九九一年ｂ

一九九一年ａ

一九九〇年

一九八九年

一九八八年

一九八六年

「身崎壽『宮廷挽歌の世界―古代王権と万葉和歌―』
が問いかけるもの」

「香具山宮と城上宮―『殯宮之時』挽歌と殯宮設営
地―」

「神話の担い手―記紀成書化前夜の日継の奉誄者た
ち―」

「万葉びとの聖地観―春日を中心に―」

「万葉カムナビ考―古代宮都とカムナビ信仰の起伏
―」

「王権の論理」

「葬送の民俗」

「
『このころのわが恋力 記し集め……』
（
『万葉 集 』
・三八五八・三八五九）―文字をメディアとする
官僚社会の文学―」

「平群のオツナカケ―ムラ境の祭儀と伝説―」

「天武天皇殯宮の芸能―王権・儀礼・文学―」

「日並皇子挽歌と〈誄詞〉の受容―天武殯宮奉誄儀
礼との関わりから―」

「飛鳥川とお綱掛け―伝承基盤とその機能―」

「殯と宮

「人麻呂挽歌の発想―枕と床と―」

『奈良大学総合研究所所報』第四号所収、奈良大学総合
研究所〈二月二十六日〉
（第一章第二節）

『国語国文研究』第百一号所収、北海道大学国語国文学
会〈十一月三十日〉
（第三章付節）

『萬葉』第百五十五号所収、
萬葉学会〈十一月二十日〉
（第
三章第二節）

『かすがオープンセミナー講演論集 春日文化』第三冊
所収、春日大社〈七月三十一日〉
（第一章第五節）

『 山 岳 修 験 』 第 十 五 号 所 収、日 本 山 岳 修 験 学 会〈 四 月
二十八日〉
（第一章第三節）

桜井満監修・並木他編『万葉集の民俗学』所収、桜楓社
〈四月十日〉
（第一章第四節）

桜井満監修・並木他編『万葉集の民俗学』所収、桜楓社
〈四月十日〉
（第二章第一節）

『日本文学』第四十一巻第六号所収、日本文学協会〈六
月十日〉
（総論）

桜井他編『生駒谷の祭りと伝承』所収、
桜楓社〈四月一日〉
（第四章第二節）

『 芸 能 史 研 究 』 第 百 十 三号 所 収、芸 能 史 研 究 会〈 四 月
二十日〉
（第二章第三節）

『美夫君志』第四十一号所収、
美夫君志会〈十月三十一日〉
（第三章第一節）

桜井他編『飛鳥の祭りと伝承』所収、桜楓社〈二月一日〉
（第四章第一節）

『上代文学』第六十一号所収、
上代文学会〈十一月三十日〉
（第二章第二節）

初出一覧

一九九五年ｅ

「万葉語『フルサト』の位相―大伴家関係歌を手が
かりとして―」

『近畿文化』第五百六十二号所収、
近畿文化会〈九月一日〉
（第一章第一節）

『日本文学論究』第四十五号所収、國學院大學国語国文
学会〈三月二十日〉
（第三章第四節）

一九九六年ａ

「飛鳥川の上ツ瀬を歩く―飛鳥の神々―」

古典と民俗学の会編『古典と民俗学論集―桜井満先生追
悼―』所収、おうふう〈二月三日〉
（第一章第六節）

日並皇子挽歌の背景」

一九九六年ｂ

「故郷・飛鳥思慕の文学―『万葉集』と天武皇統―」

上田正昭編『古代日本と渡来の文化』所収、学生社〈四
月二十九日〉
（第三章第三節）

―

一九九七年ａ

「ナキサハノモリ伝承論―高市皇子挽歌『或書反歌』
から―」

美濃部他編『講座日本の伝承文学第三巻 散文文学〈物
語〉の世界』所収、
三弥井書店〈十月五日〉
（第二章第四節）

一九九七年ｂ
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（世界思想社、二〇〇一年）

『芸 能 伝 承 の 民 俗 誌 的 研 究
―カタとココロを伝えるくふう―』
目次
第一章 民俗芸能研究の方法とその思想的背景
第一節 折口信夫のフィールド・ワーク
―「古典」と「生活の古典」を結ぶもの―
第二節 民俗芸能研究における観客論
―三つの可能性―
第三節 早川孝太郎『花祭』の方法
―「民俗芸能誌」の記述をめぐって―
第四節 〈神〉という自動説明ボタンに封印をせよ
―あまりにも、巨大な風流獅子の話―
第一節 民俗芸能における見立てと再解釈

第二章 民俗芸能における見立てと再解釈

第一節
第二節
第三節
第四節
第四章
第一節

双分制祭祀組織と芸能
―奈良県大宇陀町平尾水分神社のオンダ―
伝説と祭り
―奈良県葛城地方の役の行者伝説―
宮座と年中行事
―奈良県桜井市滝倉神社の宮座の現状―
稽古とその場
―「伝承」を考える―
芸能と競技のはざま
力と対立の競技
―祭りの中での機能―

―福岡県筑後市久富地区を事例として―

盆綱引きとその伝承

―福岡市西区玄界島を事例として―

第二節 〈盆網引き〉と〈精霊送り〉と
第三節

カタとココロ

エッセイ三題

第一節
宮本常一のこと

結語にかえて

第二節 静岡県引佐町川名のヒヨンドリ
第二節
民俗学は落日か

―静岡県引佐町川名ヒヨンドリを事例として―
第三節 静岡県引佐町川名の年中行事
第三節

一九九一年ｃ

一九九一年ｂ

一九九一年ａ

一九九〇年ｂ

一九九〇年ａ

一九八九年

一九八八年ｃ

一九八八年ｂ

一九八八年ａ

「
『民俗芸能誌』におけるカミの記述」

「神という自動説明ボタンに封印をせよ―あまりに
も、巨大な風流獅子の話―」

「懐山のおくない」

「折口信夫のフィールド・ワーク―『古典』と『生
活の古典』を結ぶもの―」

「民俗芸能における見立てと再解釈―静岡県引佐町
川名ヒヨンドリを事例として―」

「マチの神々と祭り」

「
〈花祭〉と天狗伝承―招かれざる精霊たちの座―」

「川名のひょんどり」
「仏供――その役割」
「ムラの
人生儀礼としてのひよんどり」

「
〈盆綱引き〉と〈精霊送り〉と―福岡市西区玄界島
を事例として―」

「盆綱引きとその伝承―筑後市久富地区を事例とし
て―」

『民俗芸能学会会報』第二十一号所収、
民俗芸能学会〈十二
月十七日〉
（第一章第四節）

『正しい民俗芸能研究』第０号所収、民俗芸能研究の会
／第一民俗芸能学会〈十二月十四日〉
（第一章第四節）

『民俗芸能』第七十二号所収、民俗芸能刊行委員会〈十一
月二十三日〉
（第二章第二節）

『国立歴史民俗博物館研究報告』第三十四集所収、国立
歴史民俗博物館〈三月三十日〉
（第一章第一節）

『日本民俗学』第百八十四号所収、日本民俗学会〈十一
月十五日〉
（第二章第一節）

静岡県教育委員会編『静岡県史民俗調査報告 第十二集
掛川町の民俗』所収、静岡県教育委員会〈三月三十一日〉
（第一章第四節）

『民俗芸能研究』第九号所収、
民俗芸能学会〈五月二十日〉
（第二章第四節）

静岡県引佐町教育委員会編『川名のシシウチ行事―国選
択無形民俗文化財記録保存報告―』所収、静岡県引佐町
教育委員会〈三月三十一日〉
（第二章第二節および第三節）

『國學院大學大学院文学研究科論集』第十五輯所収、國
學院大學大学院文学研究科学生会〈三月三十一日〉
（第
四章第二節）

『國學院大學大学院紀要』第十九輯所収、國學院大學大
学院〈三月十日〉
（第四章第三節）

あとがき

本書に収載した論文・調査報告の一覧

第四節 〈花祭〉と天狗伝承
―招かれざる精霊たちの座―
第三章 村落祭祀と芸能

一九九一年ｄ

初出一覧

⁉
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一九九七年

一九九五年ｃ

一九九五年ｂ

一九九五年ａ

一九九四年

一九九三年ｂ

一九九三年ａ

一九九二年

「民俗学は落日か」

「泊瀬川上流の祭りと伝承」

「平尾水分神社のオンダ」

「宮座の歳月―カタとココロ―」

「川名のひよんどり」

「稽古とその場―『伝承』を考える―」

「早川孝太郎『花祭』の方法―『民俗芸能誌』の記
述をめぐって―」

「民俗芸能研究における観客論―三つの可能性―」

「役行者伝説と祭り―大トンドと汁かけ祭り―」

『あかい奈良』一九九九年春号所収、グループ丹〈三月
十日〉
（結語第二節）

『読売新聞』夕刊、読売新聞社〈十二月二十五日〉
（結語
第三節）

桜井満・上野誠共編『泊瀬川の祭りと伝承』所収、おう
ふう〈三月二十日〉
（第三章第三節）

桜井満・瀬尾満共編『宇陀の祭りと伝承』所収、おうふ
う〈十月二十五日〉
（第三章第一節）

静岡県引佐町編『引佐町史 民俗芸能編』所収、静岡県
引佐町〈三月三十一日〉
（第二章第二節）

松戸市立博物館編『松戸市立博物館調査報告１ 千葉
県 松戸 市の三匹獅子 舞 』所 収、松戸 市 立博 物 館〈三月
二十五日〉
（第三章第四節）

民俗芸能研究の会／第一民俗芸能学会編『課題としての
民俗芸能研究』所収、ひつじ書房〈十月三十日〉
（第一
章第三節）

『芸能』一九九三年二月号所収、
芸能学会〈二月十日〉
（第
一章第二節）

桜井満・大石泰夫共編『葛城山の祭りと伝承』所収、桜
楓社〈九月十五日〉
（第三章第二節）

一九九八年

「奈良を旅した巨人―宮本常一伝説―」

万葉歌から作られた物語、

小説家・折口信夫

小松和彦・野本寛一編『講座日本於民俗学 第八巻 芸
術と娯楽の民俗』所収、雄山閣出版〈八月十日〉
（第四
章第一節）

『儀礼文化ニュース』第八十四号所収、儀礼文化学会〈七
月一日〉
（結語第一節）

一九九九年ａ

第１章

小説「神の嫁」の時空
第２章 「神の嫁」と憑依感覚
第３章 「生き口を問ふ女」の論
小説、折口信夫、一九四五・七・二六

第４章 「生き口を問ふ女」と大阪言葉
創作＊２

戦時下の折口信夫
高見順の見た折口信夫

第１章 「アラヒトガミ事件」再考

第Ⅳ部

あとがき

〈授業芸〉の誕生

第Ⅲ部

「力と対立の競技」

』

（青土社、二〇一八年）

越境する民俗学者

―

一九九九年ｂ

―

大ぼら吹き讃

『折 口 信 夫 的 思 考

目次

―

序詩
第Ⅰ部 古典研究の未来
第１章 万葉研究の現状と研究戦略
第２章 万葉民俗学の可能性を探る

―

第３章 日本文学研究における自覚的「補完」
第４章 模擬授業の中の万葉集

第１章 歌による暴力

参考文献

第２章

第２章 白川静と万葉集

初出一覧

第Ⅱ部 折口信夫的思考

第３章 万葉集研究と民俗学的思考
第４章 いむ・いみ

小田原の一夜

初春講談、
日本初
『万葉集』
全口語訳の由来、

第５章 『口訳万葉集』
、等身大の恋歌
創作＊１
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「万葉研究の現状と研究戦略
肢」

初出一覧
二〇〇〇年

「万葉民俗学の可能性を探る」

―

二〇〇三年

筆者が選んだ選択
『日本文学』第四十九巻第一号所収、日本文学協会〈一
月二十日〉
（第Ⅰ部第１章）
大石泰夫・上野誠共著『万葉民俗学を学ぶ人のために』
所収、世界思想社〈十月十日〉
（第Ⅰ部第２章）

二〇〇九年ｂ

二〇〇九年ａ

二〇〇八年ｂ

二〇〇八年ａ

「折口信夫の小説『神の嫁』の時空
作られた物語」

「折口信夫と憑依感覚

「折口信夫の小説『生き口を問ふ女』の論」

「いむ・いみ」

「歌による暴力

『神の嫁』試論」

谷口貢・鈴木明子編『民俗文化の探求――倉石忠彦先生
古希記念論文集』所収、岩田書院〈八月一日〉
（第Ⅲ部
第４章）

青木周平先生追悼論文集刊行会編『青木周平先生追悼
古代文芸論叢』所収、おうふう〈十一月十五日〉
（ 第Ⅲ
部第２章）

菅野雅雄博士喜寿記念『記紀・風土記論究』所収、おう
ふう〈三月四日〉
（第Ⅲ部第３章）

近藤信義編『修辞学』所収、おうふう〈十二月六日〉
（第
Ⅱ部第４章）

『國文學――解釈と教材の研究』第五十二巻第十四号所
収、學燈社〈十一月十日〉
（第Ⅱ部第５章）

二〇一〇年ａ

「折口信夫の小説『生き口を問ふ女』と大阪言葉」

立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所編『入門講座
白川静の世界Ⅱ 文学』所収、
平凡社〈九月二十四日〉
（第
Ⅱ部第２章）

『口訳万葉集』から学んだこと」

二〇一〇年ｂ

「白川静の万葉論」

二〇〇七年

二〇一〇年ｃ

「日本文学研究における自覚的『補完』
者の肖像写真」

『アナホリッシュ國文学』第一号所収、響文社〈十二月五
日〉
（第Ⅱ部第３章）

『国文学――解釈と鑑賞』第七十三巻第八号所収、至文
堂〈八月一日〉
（第Ⅱ部第１章）

二〇一〇年ｄ

「万葉研究と民俗学的思考

『現代思想』第四十二巻第七号所収、
青土社〈四月十五日〉
（第Ⅳ部第１章）

心性と場と」

二〇一二年

「折口信夫、
『アラヒトガミ事件』再考」

『三田文学』第九十三巻第十一号所収、三田文学会〈十一
月一日〉
（第Ⅳ部第２章）

「等身大の恋―
歌
―

二〇一四年ａ

「高見順の見た折口信夫

『短歌往来』二〇一五年一月号～十二月号所収、ながらみ
書房〈十二月十五日～二〇一五年十一月十五日〉
（創作＊
２）

―

―

シメの話」

国文 学

『かっこよさ』の秘密」

―

―

二〇一四年ｂ

「折口信夫、一九四五・七・二六」

『日本文學論究』第七十四冊所収、
國學院大學國文學會〈三
月二十日〉
（創作＊１）

〈授業芸〉の誕生」

『国語と国文学』第九十二巻第十一号所収、東京大学国
語国文学会〈十一月一日〉
（第Ⅰ部第４章）

全国大学国語国文学会編『文学・語学』第百九十八号所収、
全国大学国語国文学会〈十一月三十日〉
（第Ⅰ部第３章）

『叙説』第三十七号所収、奈良女子大学国語国文学会〈三
月三十一日〉
（第Ⅲ部第１章）

二〇一四年ｃ

「初春講談、日本初『万葉集』全口語訳の由来、小
田原の一夜」

―

万葉歌から

二〇一五年ａ

「模擬授業の中の万葉集

―

二〇一五年ｂ
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第一節
古代酒宴歌謡の本願

大伴坂上郎女と駿河麻呂の贈答歌

大伴書持挽歌と使者往来

往来と贈答の万葉文化論

第二節
好去好来歌における笑いの献上

第三章

第三節

『万 葉 文 化 論 』

第四節

（ミネルヴァ書房、二〇一八年）

目次

第一節
難波津歌の伝

難波津歌典礼唱和説批判

歌と木簡の万葉文化論

第二節
歌と木簡と

第一節

第五章

第四節

古代の祭場、ミモロ

自然と庭の万葉文化論

秋萩木簡と仏前唱歌

付、黄葉と書かれた墨書土器について

第三節

第四章

序詩
凡例
緒言 万葉文化論の自己定位
第一章 古代宮都とその景の万葉文化論
第一節 古代宮都と官人の心性
第二節 古代宮都と三山
第三節 香具山から見た明日香
付、奈良時代、平安時代の明日香
第四節 平城京と三笠山の月

第二節
南山、吉野と神仙世界

王の庭と民の庭

付、歌ことば「カムナビ」の性格

第一節 書殿送別宴の歌
第三節
みやびの鹿とひなびの鹿

第二章 律令官人と宴の万葉文化論
第二節 山上憶良の申文
第四節
農と心性の万葉文化論

倭大后奉献歌の遊離魂感覚

第六章

第三節 越中官人の正月宴
第四節 讃酒歌の酒

第一節 語られる農
第一節

山科御陵退散歌の不足、不満の抒情

死と霊魂の万葉文化論

第二節

筑紫君磐井墓の伝

第八章

第三節 「私田刈る」という歌表現

第三節

讃酒歌の示す死生観

第二節 稲作と心性
第四節 「小山田の苗代水」という歌表現

第四節

遊部伝承の理解

第七章 洗濯と掃除の万葉文化論

第五節

第二節 万葉びとの洗濯

初出一覧

あとがき

第一節 麻と女
第三節 「橡の解き洗ひ衣」という歌表現

韓国語による概要説明と目次（한국어 개요설명과 목차）

索引（万葉歌国歌大観番号、神仏名・人物名、事項）

第四節 万葉びとの掃除

中国語による概要説明と目次（中文摘要及目录）

付、曝さず縫ひし我が下衣
第五節 天智天皇挽歌と後宮

一九九九年

「万葉のモリとミモロと―古代の祭場、あるいは古
代的祭場―」

「歌ことば『カムナビ』の性格―三輪・飛鳥・葛城・
竜田―」

『祭祀研究』第一号所収、
祭祀史料研究会〈二月一日〉
（第
五章第一節）

『大三輪』第九十六号所収、大神神社〈一月一日〉
（第五
章第一節付）

初出一覧

二〇〇一年ａ

「文学が語る都市―律令官人と『万葉集』―」

奈良大学文学部世界遺産コース編『世界遺産と都市』所
収、風媒社〈六月二十五日〉
（第一章第一節）

二〇〇一年ｂ
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二〇〇九年ｂ

二〇〇九年ａ

二〇〇八年

二〇〇七年ｂ

二〇〇七年ａ

二〇〇六年ｂ

二〇〇六年ａ

二〇〇五年ｂ

二〇〇五年ａ

二〇〇四年ｃ

二〇〇四年ｂ

二〇〇四年ａ

二〇〇三年ｄ

二〇〇三年ｃ

二〇〇三年ｂ

二〇〇三年ａ

二〇〇二年ｂ

二〇〇二年ａ

二〇〇一年ｄ

二〇〇一年ｃ

「
『黄葉』と書かれた墨書土器について―馬場南遺跡
出土―」

「明日香からの視線で舒明天皇御製歌を読む」

「 難 波 津 歌 典 礼唱 和 説 批 判
簡』研究覚書」

「みやびの鹿とひなびの鹿」

「憶良の申文―春さらば奈良の都に召上げたまはね
―」

「大 伴 坂上郎 女と大 伴 駿河 麻呂の贈 答 歌―『 怨み』
をめぐる表現の特性と内実と―」

「金子裕之『古代都城と道教思想』の問いかけるも
の―万葉歌の三山―」

「万葉民俗学と万葉文化論の将来」

「橡の解き洗ひ衣―譬喩と生活実感と―」

「曝さず縫ひし我が下衣―解釈の迷路―」

「麻と女

「万葉びとの洗濯―白を希求した男と女―」

「初期万葉挽歌と遊離魂感覚―倭太后奉献歌におけ
る『儀礼』と『個』―」

「稲作の民俗から『心意伝承』を垣間見る！」

「 小 山田の 苗 代 水の 中 淀にして（
『 万 葉 集 』 巻 四の
七七六）―紀女郎の意趣返し―」

「万葉びとの生活―解釈・復原・記述―」

「万葉びとの庭、天平の庭―王の庭と、民の庭―」

「それからの明日香」

「筑紫君磐井の墓―その説話的理解―」

「妹がみためと私田刈る（巻七の一二七五）―旋頭
歌の笑い―」

「大伴書持挽歌の説明的自注―萩の花にほへる屋戸
を―」

『國學院雑誌』第百十巻第十一号所収、國學院大學〈十一
月十五日〉
（第四章第三節）

『日本文学』第五十八巻第十号所収、日本文学協会〈十
月十日〉
（第四章第三節付）

『国語と国文学』第八十四巻第十一号所収、東京大学国
語国文学会〈十一月一日〉
（第二章第二節）

『万葉古代学研究所年報』第五号所収、財団法人万葉文
化振興財団万葉古代学研究所〈三月二十五日〉
（第三章
第二節）

『明日香風』第百号所収、
明日香保存財団〈十月一日〉
（第
一章第二節）

『古代文学』第四十四号所収、
古代文学会〈三月五日〉
（第
七章第三節）

『明日香風』第九十三号所収、
明日香保存財団〈一月一日〉
（第七章第三節付）

『国文学』第四十九巻第八号所収、
学燈社〈七月十日〉
（第
七章第一節）

大石泰夫・上野誠共編『万葉民俗学を学ぶ人のために』
所収、世界思想社〈十月十日〉
（第六章第二節）

森永道夫編『芸能と信仰の民俗芸術』所収、
和泉書院〈五
月三十日〉
（第六章第四節）

『美夫君志』第六十三号所収、美夫君志会〈十月三十日〉
（第六章第三節）

美夫君 志会 編『 美夫君 志論 攷 』所 収、おうふう〈九月
十五日〉
（第三章第一節）

―

いわゆる『万葉歌木

美夫君志会編『万葉集の今を考える』所収、新典社〈七
月五日〉
（第一章第三節）

『国文学』第五十四巻第六号所収、
学燈社〈四月二十五日〉
（第四章第一節）

高岡市万葉歴史館編『四季の万葉集』所収、
笠間書院〈三
月三十一日〉
（第五章第四節）

全国大学国語国文学会編『日本語日本文学の新たな視座』
所収、全国大学国語国文学会〈六月三日〉
（緒言）

高岡市万葉歴史館編『色の万葉集』所収、笠間書院〈三
月三十一日〉
（第七章第二節）

『万葉古代学研究所年報』第二号所収、財団法人万葉文
化振興財団〈三月十日〉
（第八章第一節）

中西進編『万葉古代学』所収、大和書房〈五月二十五日〉
（第六章第一節）

梶川信行・東茂美共編『天平万葉論』所収、翰林書房〈四
月十六日〉
（第五章第二節）

『東アジアの古代文化』第百十三号所収、大和書房〈十一
月五日〉
（第一章第三節付）

菅野雅雄博士古稀記念論集刊行会編『古事記・日本書紀
論集』所収、おうふう〈四月三日〉
（第八章第三節）

二〇〇九年ｃ

「馬場南遺跡出土木簡臆説―ヤマトウタを歌うこと
―」

『文学・語学』第百九十六号所収、全国大学国語国文学
会〈三月三十一日〉
（第四章第二節）

古代の労働環境を考える」

二〇〇九年ｄ

「難波津歌の伝―いわゆる安積山木簡から考える―」

―

二〇一〇年ａ
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二〇一七年ｂ

二〇一七年ａ

二〇一六年ｂ

二〇一六年ａ

二〇一五年ｂ

二〇一五年ａ

二〇一四年ｃ

二〇一四年ｂ

二〇一四年ａ

二〇一二年

二〇一〇年ｃ

二〇一〇年ｂ

「讃酒歌の酒―酒をめぐる頌讃の文学様式から―」

「南山、吉野の文学―『万葉集』
『懐風藻』と神仙世
界―」

「秋萩木簡と仏前唱歌と―吉川真司氏の批判に答え
る―」

「讃酒歌十三首の示す死生観―『荘子』
『列子』と分
命論―」

「遊部の伝承をどう見るか―礼制と化外・遺制の俗
―」

「
『大伴の三津の松原掻き掃きて』再考―好去好来歌
反歌の論―」

「
『紐解き放けて立ち走りせむ』再考―好去好来歌の
笑い―」

「この御酒は我が御酒ならず―古代酒宴歌の本願―」

「山科御陵退散歌再考―不足、不満の抒情―」

「宴の場を歌集から復元することは可能か―『万葉
集』巻十九の四二二九～四二三七―」

「天智天皇挽歌群と『後宮』―その予備的考察―」

「春日なる三笠の山に出でし月―平城京の東―」

「
『書殿にして餞酒する日の倭歌』の論」

万葉七曜会編『論集上代文学』第三十八冊所収、笠間書
院〈九月三十日〉
（第二章第四節）

辰巳正明編『
『万葉集』と東アジア』所収、竹林舎〈九
月十日〉
（第五章第三節）

『萬葉』第二百二十四号所収、
萬葉学会〈八月三十一日〉（第
四章第四節）

芳賀紀雄監修、鉄野昌弘・奥村和美編『萬葉集研究』第
三十六集所収、塙書房〈十二月二十日〉
（第八章第四節）

『東アジア民族文化研究』第十五号所収、東アジア民族
文化学会〈三月三十一日〉
（第八章第五節）

『京都語文』第二十二号所収、
仏教大学国語国文学会〈十一
月二十八日〉
（第七章第四節）

『文学』第十六巻第三号所収、岩波書店〈五月二十五日〉
（第三章第四節）

和田萃編、田原本町記紀・万葉事業実行委員会監修『古
事記と太安万侶』所収、吉川弘文館〈十一月二十日〉
（第
三章第三節）

『國學院雑誌』第百十五巻第十号所収、國學院大學〈十
月一五日〉
（第八章第二節）

『日本文学』第六十三巻第五号所収、日本文学協会〈五
月十日〉
（第二章第三節）

『国語と国文学』第八十七巻第十一号所収、東京大学国
語国文学会〈十一月一日〉
（第一章第四節）

『萬葉』第二百六号所収、萬葉学会〈三月三十一日〉
（第
二章第一節）

稲岡耕二監修、神野志隆光・芳賀紀雄編『萬葉集研究』
第三十三集所収、塙書房〈十月一日〉
（第七章第五節）

二〇一七年ｃ

古典と民俗学の会、桜井満・岩下均編『吉野
の祭りと伝承』桜楓社〈四月十一日〉

美夫君志会編『万葉史を問う』
、勉誠社〈十二
月十日〉

岩下均・大石泰夫・上野誠共著「第二章 吉野の祭り金峯山寺蔵王
堂の年中行事の特質」

「初期万葉における古代的特質と呪的特質―天智挽歌群、倭大后奉
献歌から―」
美夫君志会編『万葉史を問う』
、勉誠社〈十二
月十日〉

一九九〇年

「万葉史における巻第十三―擬古の文芸として位置付ける―」
大学教育出版編集部編『旅のはじまりと文化
の生成』大学教育出版〈一月二十五日〉
※「万 葉 びとの生 活 ― 解 釈・復元・記 述 ―」
中西進編
『万葉古代学』（大和書房、
二〇〇三年）
を改稿して掲載されたもの。
「万葉びとの生活
―解釈・復元・記述―」は『万葉文化論』第
六章第一節に収載されている。

『日本民俗学』第百九十号、日本民俗学会〈五
月三十一日〉

「万葉びとの小さな旅」

『観世』第七十七巻第八号、檜書店〈八月一日〉

上野誠・西瀬英紀共著「民俗芸能研究の現在」

一九九八年
〃

二〇〇三年

二〇一〇年

「大岡信の『万葉集』―窪田空穂に学んだもの―」

「遣唐使と歌

『早稲田大学日本 古典 籍研究所年 報 』第十一
号、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究
所〈三月二十一日〉

『ユリイカ（総特集 大岡信の世界）
』七月臨
時増刊号、第四十九巻第十号、青土社〈六月
十五日〉

遣唐使船再現シンポジウム編『遣唐使の時代
――時空を駆けた超人たち』
、角川学芸出版
〈十月二十五日〉

平群広成と阿倍仲麻呂をめぐる夢想」

二〇一七年

「裳をめぐる万葉歌表現―裳のいろいろ（前）―」

―

二〇一八年

『美夫君志』第九十七号、美夫君志会〈十月
二十日〉

文化の連続・非連続、あるいは等質・

以三好

『日語学習与研究』第二百三号、中国北京『日
語学習与研究』編集委員会〈八月二十五日〉

上野誠・大浦誠士・村田右富実編、上代文学
会監修『万葉をヨム――方法論の今とこれか
ら』
、笠間書院〈五月二十四日〉

「
『紅の赤裳』という表現―裳のいろいろ（後）―」

―

「民俗学的研究が残したもの
異質」

―

郭惠珍・上野誠共著「戦争時期日本文人的矛盾与軟弱
十郎的《浮標》為例」

『萬葉』第二百三十号、
萬葉学会〈九月三十日〉

國學院大學研究開発推進センター編（責任編
集・阪本是丸）
『近代の神道と社会』
、
弘文堂〈二
月十五日〉

「
『万葉集』の高麗剣と高麗錦と―呼称感覚と表現性をめぐって―」

『日本文学』第七十巻第二号、
日本文学協会〈二
月十日〉

「折口信夫の自己定位―矢野玄道歌への言及から―」

「万葉歌の内と外と―大宰府文学圏の点と線―」

『 纒向学研究 』第十号（ 纒向学研究センター
開設十周年記念論集）所収予定、纒向学研究
センター〈入稿済〉

〃
二〇二一年

「纒向の文学イメージ―山びとの降り来る里―」

理）だが、刊行のメドは立っていない。

※未刊
 の論文に「紅の赤裳とは何か」（奈良国立博物館編集『正倉院に学ぶ』思文閣出版）がある。すでに、二〇一八年一月に提出済 （受

二〇二二年

二〇二〇年

〃

二〇一九年

〃

〃

「謡曲〈野守〉の文芸風土」

一九九二年

単行本未収録論文および短報一覧
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〃

一九九七年

『風呂で読む 万葉挽歌』

『古代日本の文芸空間―万葉挽歌と葬送儀礼』

桜井満・上野誠共編『泊瀬川の祭りと伝承』

塙書房〈十一月六日〉

世界思想社〈十月十日〉

雄山閣出版〈十一月十五日〉

吉野町教育委員会・吉野歴史史料館〈三月〉

おうふう〈三月二十日〉

一九九八年

『万葉びとの生活空間―歌・庭園・くらし』
吉野歴史史料館編、上野誠著『歩いて実感する万葉吉野紀行』

二〇〇二年

『万葉にみる 男の裏切り・女の嫉妬』

ＣＤ『万葉うた紀行―古代の夢―』

ＰＨＰ研究所〈九月二十日〉

日本放送出版協会〈九月十日〉

世界思想社〈三月十日〉

〃

『みんなの万葉集―響きあう「こころ」と「ことば」―』

『芸能伝承の民俗誌的研究―カタとココロを伝えるくふう―』

〃

大石泰夫・上野誠共編『万葉民俗学を学ぶ人のために』

二〇〇八年

二〇〇七年

二〇〇六年

二〇〇五年

二〇〇四年

『大和三山の古代』

『万葉びととの対話』

『おもしろ古典教室』

『小さな恋の万葉集』

『万葉体感紀行―飛鳥・藤原・平城の三都物語―』

講談社〈七月二十日〉

日本放送出版協会〈十月一日〉

筑摩書房〈四月十日〉

小学館〈十二月一日〉

小学館〈九月二十日〉

上野誠編『国文科へ行こう！』

角川学芸出版〈十一月二十五日〉

明治書院〈四月二十五日〉

新潮選書〈三月二十五日〉

文・上野誠、絵・えんぴつ社『よしのよく見よ』

『万葉びとの奈良』

ＮＭＧ ※パッケージに日付が記されていない
ため、刊行日不明。

新潮社〈八月二十五日〉

〃

二〇〇九年
二〇一〇年
二〇一一年
〃

二玄社〈九月五日〉

角川学芸出版〈一月二十五日〉

文・上野誠、書・中嶋玉華『心ときめく万葉の恋歌』

『万葉挽歌のこころ―夢と死の古代学―』

〃

講談社〈九月二十日〉

『額田王と吉野』

ミネルヴァ書房〈六月二十日〉

書肆アルス〈十一月十一日〉

角川学芸出版〈九月二十五日〉

『書淫日記―万葉と現代をつないで―』

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈九月二十五日〉

講談社〈四月十七日〉

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈十一月二十五日〉

角川学芸出版〈九月二十五日〉

※本書は二〇〇八年八月、新潮社より刊行された『魂の古代学――問いつづけ
る折口信夫』を改題の上、文庫化したものです。

『折口信夫 魂の古代学』

『万葉びとの宴』

※本書は二〇〇七年九月に日本放送出版協会より刊行された『万葉びととの対
話』
（ＮＨＫラジオ第２放送「こころをよむ」テキスト）を文庫化したものです。

『万葉集の心を読む』

『遣唐使 阿倍仲麻呂の夢』

※本書は二〇〇二年九月、ＰＨＰ研究所より刊行された単行本『みんなの万葉
集―響きあう「こころ」と「ことば」―』を改題の上、文庫化したものです。

『はじめて楽しむ万葉集』

小説『天平グレート・ジャーニー―遣唐使・平群広成の数奇な冒険―』

〃

二〇一四年

〃

〃

二〇一三年

〃

〃

〃

二〇一二年

ＣＤ『苦難の遣唐使（解説・朗読）
』

『魂の古代学――問いつづける折口信夫』

世界思想社〈十月十日〉

ＮＭＧ〈八月一日〉

二〇〇三年

〃

二〇〇一年

二〇〇〇年

著書・ＣＤソフト一覧
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二〇一四年

小説『天平グレート・ジャーニー―遣唐使・平群広成の数奇な冒険
―（文庫版）
』

渡部泰明編『和歌のルール』
「第九章 長歌」担当

『日本人にとって聖なるものとは何か―神と自然の古代学―』

二〇一五年
〃

『古典不要論への反撃

書評劇場』

〃
〃
〃
二〇一六年

『さりげなく思いやりが伝わる大和言葉』
『万葉集で親しむ大和ごころ』
※本書は二〇〇二年九月に日本放送出版協会より刊行された『万葉にみる 男
の裏切り・女の嫉妬』を文庫化したものです。

『万葉手帳』

笠間書院〈十一月一日〉
講談社〈一月十五日〉

中央公論新社〈一月二十五日〉
笠間書院〈四月二十日〉
幻冬舎〈六月二十五日〉

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈九月二十五日〉

東京書籍〈二月十八日〉

〃

古代史シンポジウム「発見・検証 日本の古代」編集委員会編
『発見・検証 日本の古代Ⅲ 前方後円墳の出現と日本国家の起源』

古代史シンポジウム「発見・検証 日本の古代」編集委員会編
『発見・検証 日本の古代Ⅱ 騎馬文化と古代のイノベーション』

古代史シンポジウム「発見・検証 日本の古代」編集委員会編
『発見・検証 日本の古代Ⅰ 纏向発見と邪馬台国の全貌―卑弥呼
と三角縁神獣鏡―』

西日本新聞〈五月一日〉

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈十一月十日〉

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈九月二十五日〉

ＫＡＤＯＫＡＷＡ〈七月二十五日〉

文藝春秋〈六月二十日〉

〃

『筑紫万葉 恋ひごころ』
筑摩書房〈五月十日〉

本居宣長・津田左右吉他、上野誠編『日本の古代を読む』

〃

『万葉集から古代を読みとく』
幻冬舎〈十一月十日〉

二〇一七年
〃

『美しい日本語が話せる 書ける 万葉ことば』

ミネルヴァ書房〈十二月三十日〉

〃

『万葉文化論』

幻冬舎〈四月二十五日〉

ＮＨＫ出版〈七月二十五日〉

監修・上野誠、マンガ・サンドランチ『マンガでわかる万葉集』

新潮社〈十月三十日〉

池田書店〈十月二十五日〉

筑摩書房〈九月十日〉

〃

上野誠・蜂飼耳・馬場基著『万葉集であるく奈良』

書ける

青土社〈十二月十日〉

二〇一八年
〃

『
「令和」の心がわかる 万葉集のことば』

『体感訳 万葉集―令和に読みたい名歌 ―』

※本書は、二〇一七年十一月に刊行された『美しい日本語が
万葉ことば』を加筆・修正の上、改題した著作。

〃

『入門 万葉集』

二〇一九年

〃

〃

ミネルヴァ書房〈十二月十日〉

〃

『万葉集講義―最古の歌集の素顔―』

『万葉学者、墓をしまい母を送る』

ミネルヴァ書房〈十二月一日〉

中央公論新社〈九月二十五日〉

ミネルヴァ書房〈二月二十日〉

〃

監修・上野誠、絵・花村えい子、編・こどもくらぶ
『万葉集から学ぼう 日本のこころと言葉 万葉の恋うた』

ミネルヴァ書房〈三月十日〉

監修・上野誠、絵・花村えい子、編・こどもくらぶ
『万葉集から学ぼう 日本のこころと言葉 古代の都』

〃

監修・上野誠、絵・花村えい子、編・こどもくらぶ
『万葉集から学ぼう 日本のこころと言葉 万葉の旅うた』

講談社〈三月三十日〉

二〇二一年

二〇二〇年

著・上野誠、絵・花村えい子『令和のこころ―万葉の世界と梅花の
宴―』

36

〃

話せる

『折口信夫的思考―越境する民俗学者―』

〃

⁉

二〇〇二年

二〇〇一年

『万葉にみる 男の裏切り・女の嫉妬』ＮＨＫ出版協
会〈九月十日〉

「
『万葉集』と日本人―日本文化の理解のために―」
『風
〔 kaze
〕
』十 九 号 所 収、なら・シルクロード 博 記 念 国
際交流財団〈九月一日〉
英 訳 は、 同 誌 に 和 文 と と も に 収 載 さ れ た。
「 The Manyoshu
and the Japanese-An Approach to Understanding Japanese
」
Culture韓国語訳は、二〇〇六年三月に刊行された。
도
[서 천
] 년의 연가 만엽집
우에노 마코토 저 박
/ 상현 역 |
出版社・・・제이앤씨 (J&C) | 2006
년 월

『万葉びとの宴』講談社〈四月十七日〉

『 魂 の 古 代 学 ― 問 いつ づ け る 折 口 信 夫 ―』
「 第三章
抗議する詩人―静かだが呪うように―」新潮社〈八
月二十五日〉

「初期万葉挽歌と遊離魂感覚―倭太后奉献歌における
『儀礼』と『個』―」
『万葉古代学研究所年報』第二
号所収、財団法人万葉文化振興財団万葉古代学研究
所〈三月十日〉

「万葉びとの庭、天平の庭―王の庭、民の庭―」
梶川信行・東茂美編『天平万葉論』所収、
翰林書房〈四
月十六日〉

中国語訳は、二〇一八年二月に刊行された（郭惠珍訳『万葉和
歌母体研究』東北師範大学出版社）

中国語訳は、二〇一八年二月に刊行された（郭惠珍訳『万葉和
歌母体研究』東北師範大学出版社）

韓国語訳は、
『東アジア古代学』第十九輯（東アジア古代学会、
韓国ソウル、二〇〇九年六月発行）に収載された。
조선인 대량 살해를 고발했던 고전학의 거인 오
, 리쿠치 시노부
우에노 마코토 박
, 상현
동아시아고대학 , vol.19. (2009
년 월 )0 pp.301-320
出版社・・동아시아 고대학회

全面改稿し、韓国語訳は、
『東アジア古代学』第八輯（東アジ
ア古代学会、韓国ソウル、二〇〇三年十二月二十日発行）に収
載された。
만 엽 인 의 유 리혼 遊
-치 천
(황 만
) 가 작 품군 ,
( 離魂 감
)각 텐
야마토 태후 봉헌가 上野誠 박, 상현
동아시아고대학 , vol.8. (2003
年 月 ) pp.45-69
出版社・・동아시아 고대학회

韓国語訳は、
『東アジア古代学』第十三輯（東アジア古代学会、
韓国ソウル、二〇〇六年六月発行）に収載された。
천평 天
(平 시
) 대의 마당 庭
( 백
), 성 民
( 의
) 마당 동
- 아시아
정
문화연구를 위해 <원 庭
( 園 )>
우에노 마코토（上野誠） ,박상현
동아시아고대학 , vol.13. (2006
年 月 ) pp.199-226
出版社・・동아시아 고대학회

二〇〇三年

二〇一四年

『万葉集から古代を読みとく』筑摩書房〈五月十日〉

がなされ、当該論文集に収載される予定である。

※未刊
 の論文に「後宮とその文学の広がり―日中の比較から―」（南開大学外国語学院編『東亜文学与文化交流国際学術検討会論文集』）が
ある。すでに、二〇一二年十月十七日に提出済 （受理）だが、刊行のメドは立っていない。同論文は、和文に加え、中国語訳

二〇〇八年

06

12

06

二〇〇四年

二〇一七年

03

翻訳された書籍・論文
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〃

〃

〃

〃

二〇〇八年

〃

二〇〇七年

二〇〇五年

〃

〃

二〇〇四年

二〇〇三年

二〇〇二年

〃

〃

〃

二〇〇一年

二〇〇〇年

一九九九年

一九九三年

「大和ひと点描 万葉集 心読み取る醍醐味」

「第３回平城遷都一三〇〇年奈良・読書の旅」

「等身大の折口信夫論『魂の古代学』
」

「著者に聞く 『折口学』の全体像解く」

「鼎談 弱い立場の人の視点に立ち、温かいまなざしを持ち続けた
折口信夫。
」
（飛鳥弘文、和田萃、上野誠）

「人物クローズアップ 万葉学者上野誠さん 読者引き込む〈迷い〉
の表現『大和三山の古代』
」

「対談 韓国の若者には、まだ兵役があります。だから、私は、家
族への愛情をストレートに表現した防人歌に魅かれます。
」
（パク・
サンヒョン、上野誠）

「鼎談 視点を変えれば飛鳥は、もっともっと違った新しい魅力の
ある所。
『明日香風』には、飛鳥の魅力を再発見する指針を示す使
命がある。
」
（猪熊兼勝、和田萃、上野誠）

「歴史街道クローズアップ人 万葉びとの生きた時代を体感する新
鮮さ」

「対談 日本人の心の故郷・万葉集は世界に誇る貴重な文献。日本
人を理解しようと思えば万葉集を抜きにしては考えられません。
」
（尹永水、上野誠）

「第三十四回大学図書館問題研究会全国大会奈良大会記念講演「よ
うこそ万葉の世界へ」

「対談 戦争を経験し、信用できるのは自分の目で確かめたことだ
けだと知った。それで、
万葉集をもう一度見つめ直そうと思った。
」（渡
瀬昌忠、上野誠）

「講演 春日山と万葉集」

「矢守先生、上野先生の学問異種格闘技戦」

「対談 生きて生活した人間そのものの声が万葉集。それを万葉文
化館で体感してほしい」
（中西進、上野誠）

「シンポジウム 大伴家持の光と影」
（コーディネーター・水野正好、
パネリスト・上野誠、中山和之）

「基調講演 万葉集と大伴家持」水野正好、上野誠、中山和之

「インタビュー 日本人の心の源流・飛鳥川」

「あっちゃんのさわやか対談第五回」
（ホスト・荒井敦子、ゲスト・
上野誠）

「対談 『場』をめぐって」
（上野誠、滝川幸司）

「シンポジウム 民俗芸能の継承・断絶・再生」（パネリスト・門屋光昭、
西郷由布子、神田より子、司会・上野誠）

産経新聞〈二月十一日朝刊〉

読売新聞〈十二月九日夕刊〉

毎日新聞〈十月七日朝刊〉

奈良新聞〈十月五日朝刊〉

『明日香風』第百二号、
飛鳥保存財団〈四月一日〉

『明日香風』第百一号、
飛鳥保存財団〈一月一日〉

『歴史の旅人』第四十二号、歴史街 道倶 楽 部
事務局〈三月二十日〉

『明日香風』第九十一号、飛鳥保存財団〈七月
一日〉

記録集」
『大学図書館問題研究会誌』第二十五
号、大学図書館問題研究会事務局〈二月一日〉

『明日香風』第八十九号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

『第二三三回 興福寺佛教文化講座要旨』興
福寺教学部〈九月十三日〉

『クレオ大阪 東・奈良大学社 会 学部 おもし
ろ文化講座 女性・環境・文化を考える―古
今東西総ざらい―』奈良大学社会学部〈三月〉

『明日香風』第八十号、
飛鳥保存財団〈十月一日〉

水野正好、上野誠、中山和之『因幡万葉歴史
館紀要』第一号、
因幡万葉歴史館〈六月三十日〉

『因幡万葉歴史館紀要』第一号、因幡万葉歴史
館〈六月三十日〉

『月刊大和路ならら』第四巻第六号、地域情
報ネットワーク株式会社〈六月一日〉

『月刊 大和 路ならら』第三巻第十六号、地
域情報ネットワーク株式会社〈一月一日〉

『研究室だより』第十七号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十二日〉

『民俗芸能研究』第十八号、
民俗芸能学会〈十一
月十五日〉

『明日香風』第百八号、
飛鳥保存財団〈十月一日〉

読売新聞〈八月二十一日夕刊〉

二〇〇九年

読売新聞〈三月十一日朝刊〉

〃

「修学旅行で万葉講義」

新聞・雑誌取材インタビュー記事、座談会記録など
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「インタビュー 上田正昭氏に聞く―新発見資料が切り拓く万葉考
古学（特集 新発見資料が語る万葉考古学）―」
（上田正昭、
上野誠）
毎日新聞〈四月六日朝刊〉

読売新聞〈三月十七日夕刊〉

〃

「第３回なにわの宮新作万葉歌、記念シンポジウム「
『万葉集』誕生
の道のりをたどる」
」
読売新聞〈六月二十三日朝刊〉

「新説「難波津の歌木簡は練習」手習い歌の「唱和」に異論」

〃

「オペラ『遣唐使』ｉｎ薬師寺」

二〇〇九年

〃

「飛鳥学講演会『木簡に書かれたヤマトウタ』
」

『明日香風 』第百十二号、飛 鳥 保 存財団〈 十
月一日〉

『国文学―解釈と教材の研究―』第五十四巻
第六号、學燈社〈四月二十五日〉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「明日香村まるごと博物館フォーラムｉｎ福岡」

「セミナー古都に学ぶ 講演『万葉に学ぶ奈良 万葉に学ぶ恋』
・トークセッション『奈良の魅力と楽しみ方』
」

「奈良発オペラ『遣唐使』３度目公演」

「鼎談 画期としての雄略朝と継体朝――考古学・古代史・万葉集
から」
（和田萃、辰巳和弘、上野誠、司会・山成孝治）

「上野誠さんの思い出の味 ＴＥＮ．ＴＥＮ．ＣＡＦＥ」

「オペラ『遣唐使』新装上演」

「講演録 万葉びとの世界―歌に託した私たちの心―」

「私だけのふるさと 宙づりファントム見とかな〝損〟
」

「まほろばを受け継ぐ ひと脈々」

「折口信夫の古代学に迫る 角川財団学芸賞」

「よみがえる平城京 遷都一三〇〇年の物語第一部 天平の宮仕え」

毎日新聞〈九月二十日朝刊〉

読売新聞〈八月二十五日夕刊〉

日本経済新聞〈三月十三日朝刊〉

朝日新聞〈二月十日朝刊〉

和田萃『ヤマト国家の成立―雄略朝と継体朝
の政権―』文英堂〈十二月十日〉

読売新聞〈十一月十七日夕刊〉

日本経済新聞〈九月二十一日夕刊〉

『りそなーれ』第八巻第九号、りそな総 合研
究所〈九月〉

毎日新聞〈七月一日夕刊〉

日本経済新聞〈五月二十日夕刊〉

読売新聞〈十二月十七日夕刊〉

読売新聞〈十二月五日朝刊〉

『人間と文化 教 養講演集 』第七十五巻、三
愛会〈十二月一日〉

〃

「万葉朗読劇『山上憶良と遣唐使』公開練習で小学生合唱披露」

井沢元彦『源氏物語はなぜ書かれたのか』〈十一
月二十五日〉

講演記録「
『万葉集』はおもしろい」

〃

「対談 歴史を動かしてきた原動力は何なのか？」
（上野誠、井沢元
彦）

日本経済新聞〈十二月十六日夕刊〉

〃

〃

「学びのふるさと ものの見方・感度を磨く」

『 ZOOM JAPON
』 二十三号〈九月〉※パリで
発行されているジャパノロジスト向けの新聞。

二〇一一年

二〇一〇年

〃

「 LITTERATURE 1300 bougies pour le Kojiki
」

〃

〃

〃

「記紀万葉 ソコハカトナク深き奈良の魅力 記紀編纂の意義」

「セミナー古都に学ぶ 講演「恋の万葉集」
・トークセッション「奈
良の魅力と楽しみ方」
」

「後宮文学 火花があけぼの？ 天智天皇めぐる女性挽歌に着目」

「絵本で学ぶ吉野」

奈良新聞〈三月三十日朝刊〉

日本経済新聞〈三月十八日朝刊〉

朝日新聞〈三月十四日夕刊〉

読売新聞〈一月五日朝刊〉

二〇一二年

〃

「グラフ 古事記は謡う」

朝日新聞〈六月六日夕刊〉

『短歌』第五十九巻第七号、角川学芸出版〈六
月二十五日〉

『芸術新潮 』第六十三巻第六号、新潮社〈六
月二十五日〉

『芸術新潮 』第六十三巻第六号、新潮社〈六
月二十五日〉

〃

三浦佑之・上野誠「紀行 ヤマト古事記あるき」
「鼎談 日本人にとって挽歌とは何か（特集
歌う）
」
（山折哲雄、上野誠、水原紫苑）

〃
〃

「万葉集から古代を探る 講演会『日本の始原を問う』
」

挽歌：亡き人を想い

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

「僕の三ツ星私の三ツ星 野菜蒸し鍋 旬彩ひより」

「薬師寺二十一世紀まほろば塾 国づくり数奇なドラマ」

「
『書淫日記』出版で講演」

「オペラ『魔笛』翻案
に捧ぐ」

「オペラ『猿沢ノ池不思議ノ横笛』一〇〇年会館が制作・上演」

「時を旅する『大人』の楽しみ」

「ひと 遣唐使のオペラと小説を書いた奈良大教授」

「われら大学人 万葉集は言葉の文化財」

「奈良パークホテル古事記講演とシンポ 斉明天皇の生涯紹介」

奈 良 日 日 新 聞、二 〇一三 年 十 二 月 十 三 日 ～
十九日号〈十二月十三日〉

産経新聞〈十一月二十日夕刊〉

読売新聞〈十一月六日夕刊〉

読売新聞〈八月八日夕刊〉

奈良新聞〈二月十七日朝刊〉

京都新聞〈一月二十一日朝刊〉

朝日新聞〈十一月三日朝刊〉

教育学術新聞〈十月三日〉

奈良新聞〈六月二十三日朝刊〉

二〇一二年

〃

「奈良ゾンタクラブ 力沸く慈善講演会 万葉の女子力〝キリリ〟
」
読売新聞〈十二月二日夕刊〉

『ＡＥＲＡ（アエラ）
』第二十七巻第六号、朝
日新聞出版〈二月十日〉

二〇一三年

〃

「阿倍仲麻呂の生涯描く『遣唐使阿倍仲麻呂の夢』
」
京都新聞〈十二月十四日朝刊〉

「現代の肖像」
『文学・語学』第二百八号、全国大学国語国文
学会〈三月三十一日〉

『ミセス』六月号、文化出版局〈五月七日〉

〃

「万葉文化テーマにオペラ 『風の森、風の饗宴』
」

「公開シンポジウム 日 本 文 学にみる『 旅 』
」
（ 基調 講 演・中西進、
パネルディスカッション・辰巳正明、伊藤一彦、小島ゆかり、司会
進行・上野誠）
中日新聞〈七月五日夕刊〉

猿沢ノ池不思議の横笛―モーツァルト先生

〃

〃

「万葉歌から古代の生活を追究 宴会は日本文化の源」
朝日新聞〈八月四日朝刊〉

二〇一四年

〃

「天声人語」

「オペラ『魔笛』翻案
に捧ぐ」

読売新聞〈六月一日夕刊〉

〃

〃

「文学から角栄本まで案内『古典不要論への反撃!? 書評劇場』
」

毎日新聞〈七月七日夕刊〉

和田萃編・田原本記紀・万葉事業実行委員会
監修『古事記と太安万侶』吉川弘文館〈十一
月二十日〉

〃

「相手に思いをはせてこそ 『さりげなく思いやりが伝わる大和言
葉』
」

産経新聞〈七月三十一日朝刊〉

「シンポジウム『やまとのまほろば田原本』
」
（寺川眞知夫、上野誠、
辰巳和弘、和田萃）

〃

「思いやり伝わる大和言葉
やりが伝わる大和言葉』
」

北海道新聞〈八月十日〉

〃

〃

「情を伝える『大和言葉』意味や語源の本を出版『さりげなく思い
やりが伝わる大和言葉』
」

日刊ゲンダイ〈八月十一日〉

『國學院雑誌』第百十六巻第一号、國學院大學
〈一月十五日〉

〃

「大和言葉で人間関係を変える『さりげなく思いやりが伝わる大和
言葉』
」

毎日新聞〈九月九日朝刊〉

「座談会 万葉集と隣接科学」
（小川直之、大石泰夫、菊地義裕、上
野誠、曹咏梅、司会・辰巳正明）

〃

「なら歳時記 長皇子の歌にゆかり
鹿の声」

読売新聞〈九月九日夕刊〉

二〇一五年

〃

「やんごとなき大和言葉『さりげなく思いやりが伝わる大和言葉』
」

西日本新聞〈九月十二日朝刊〉

奈良・佐紀

秋の宴に響いた

『ミセス』二〇一五年四月号、文化出版局〈三
月七日〉

〃

「思い合って交わされる『言葉』へのまなざし 『さりげなく思いや
りが伝わる大和言葉』
」

『窓』第八十七号、日本法律家協会〈九月二十
日〉

猿沢ノ池不思議の横笛―モーツァルト先生

〃

「講演会 万葉びとはいかに生きたか―生活の実相をみつめて―」

奈良大教授が解説本『さりげなく思い

〃
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二〇一五年
〃

「万葉オペラ・ラボ
歌に」
山陰中央新報〈三月二十七日〉

奈良新聞〈十月二十六日朝刊〉

〃

「益田でシンポ 人麻呂石見の財産に」
西日本新聞〈六月八日朝刊〉

「第二十回奈良新聞文化賞」

〃

「上野誠さん講演『万葉びとの筑紫を語る』 先人がたどり着いた
『生の哲学』
」
朝日新聞〈六月二十八日朝刊〉

読売新聞〈十二月二十六日夕刊〉

〃

「大阪市立南高校 国語科 万葉びとを知る」
西日本新聞〈九月三十日朝刊〉

「マチタビ 奈良町 万葉の新風町家渡る」

〃

「近況往来 『万葉オペラ』で名もなき人々を思う」
日本農業新聞〈十二月四日〉

産経新聞〈一月十一日朝刊〉

〃

「食の履歴書 古代人の生活映す万葉集 農やおいしさ知る歌も」
西日本新聞〈十二月十六日朝刊〉

「万葉オペラ・ラボスペシャルコンサート 遣唐使の歴史に思いはせ
…」

〃

「万葉学者・上野誠さん福岡市で講演『言葉は歴史を背負っている』
」
日本経済新聞〈十二月二十四日夕刊〉

二〇一六年

〃

「文学周遊『天平グレート・ジャーニー』
」
毎日新聞〈三月十四日朝刊〉

〃

二〇一八年

「やまと人模様 万葉集を分かりやすく」

「立命館大学白川静記念東洋文字文化賞『万葉文化論』掲げ研究」

「座談会 古典のあり方をめぐって」
（川合康三、上野誠、沓掛良彦、
ワンソン・マンケル、司会・河野貴美子）

朝日新聞〈六月二十日朝刊〉

毎日新聞〈六月十二日朝刊〉

奈良新聞〈五月二十二日朝刊〉

朝日新聞〈一月十一日朝刊〉

〃

「第三十六回ラジオウォーク 野を歩き忘れられない体験を」
読売新聞〈十一月四日朝刊〉

〃

「万葉集の素晴らしさ中国にも 奈良大の恩師の著書を翻訳・出版」

毎日新聞〈七月三日朝刊〉

遣唐使の友情情熱の

二〇一七年

「宝物の色テーマに研究発表 東大寺金鐘ホールで学術シンポ」

〃

「くらしナビカルチャー たしなみの文化」

山陰中央新報〈七月十六日朝刊〉

今秋上演、一部を披露

〃

〃

「倉吉で講演 山上憶良 人物像読み解く」

『國學院雑誌』第百十九巻第二号、國學院大
學〈二月〉

〃

〃

〃

「翻訳で文化交流の可能性 奈良大 中国の准教授特別講義」

「万葉集研究を中国語に 翻訳者特別講義」

「
『知』の現場 万葉集は言葉の文化財」

読売新聞〈十二月四日朝刊〉

読売新聞〈十月三十日朝刊〉

朝日新聞〈十月三十日朝刊〉

産経新聞〈十月十四日朝刊〉

『芸術新潮』第六十九巻第九号、新潮社〈九
月二十五日〉

〃

「折口信夫 静かなブーム」

読売新聞〈十二月十日夕刊〉

〃

〃

「折口信夫 万葉の考察 『折口信夫的思考』
」

「鼎談 新・三十六歌仙はかくして決まった 特
( 集いまこそ読みた
い新・三十六歌仙やまとうた二〇〇〇年古今オールスターズ決定
戦！ 」
（
) 上野誠、渡辺泰明、馬場あき子、橋本真里）

〃

〃

〃

「文化 歌から読み解く古代の暮らし 『万葉文化論』刊行」

「
『令和 人間の幸せ表す』奈良大で特別授業」

「新元号令和『言葉の文化財』価値再考を」

中日新聞〈四月十二日朝刊〉

読売新聞〈四月十日朝刊〉

産経新聞〈四月九日朝刊〉

京都新聞〈四月八日朝刊〉

『家の光』第九十八巻第三号、ＪＡグループ家
の光協会〈三月一日〉

〃

「
『令和』で注目万葉集 今に通じる暮らしの苦楽」

読売中高生新聞〈五月三日〉

「
『やばい』はやばい？ やばくない？」

〃

「ほんのレストラン『令和』開幕『万葉集は楽しい』
」

二〇一九年

〃

「座談会『日本文学研究の楽しさ、広さ、深さ』
」
（中西進、川合康三、
野崎歓、司会・上野誠）

『文学・語学』第二百二十四号、全国大学国語
国文学会〈五月二十日〉

〃
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〃

「万葉集と正倉院展」

「郡山でＹＭＣセミナー 令和の意味、願い解説」

「
『令和と大宰府』特別講演」

読売新聞〈七月二十九日朝刊〉

福島民友〈六月二十日〉

西日本新聞〈六月十四日朝刊〉

二〇一九年

〃

『 プ レ ジ デ ン ト ＝ President
』第五十七巻第
十七号、プレジデント社〈九月十三日〉

日刊ゲンダイ〈八月二十八日〉

『現代思想』八月臨時増刊号、第四十七巻第
十一号、青土社〈八月十日〉

「総特集・万葉集を読む 討議１ 万葉集はいまどこにあるか―研
究の未来と未来の読者―」
（上野誠、村田右富実、田中康二）
「 HOT INYERVIEW
『体感訳万葉集』
」

〃
〃

万葉集の新し

「一三〇〇年前の日本人の心が伝わる
い味わい方」

令和の出典

〃
読売新聞〈十月九日朝刊〉
『天地人～ 自立九州～』令和 特別号、九州の
自立を考える会〈十二月〉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「現代家族映す『墓じまい』
」

「わたしの居場所 墓じまい」

「ケアノート 施設転々…母との『旅』
」

「第五回紙面検証 コロナ報道情報見極め」

「県歌人クラブ夏季大会 『令和』によせて」

「私の地図：あの場所へ帰りたい（第四五四回）万葉学者 上野誠」

「編集委員 鵜飼哲夫のああ言えばこう聞く 天平と令和 重なる
思い 今こそ読みたい『万葉集』
」

「小さな『心性の歴史』記す 万葉学者、墓をしまい母を送る」

「神話から読み解く『死の哲学』 万葉学者・上野誠さん祖父や母を
看取った体験本に」

「インタビュー 書いたのは私です 『万葉学者、墓をしまい母を送
る』
」

「産経書房 万葉学者、墓をしまい母を送る」

「弔い方『生者の幸せ』前提」

奈良新聞〈九月八日朝刊〉

毎日新聞〈九月七日夕刊〉

北日本新聞〈九月六日朝刊〉

読売新聞〈八月十二日朝刊〉

読売新聞〈八月四日朝刊〉

徳島新聞〈七月二十三日朝刊〉

読売新聞〈五月二十六日夕刊〉

毎日新聞〈五月二十六日夕刊〉

朝日新聞〈五月二十日夕刊〉

産経新聞〈五月十七日朝刊〉

読売新聞〈五月十一日朝刊〉

新元号『令和』

「松坂慶子さんとなら万葉散歩 天平のみやび 見つけた」
シンポジウム「令和」の時代を考える「基調講演
の希求するもの―万葉の世界―〈五月三十一日〉
」

〃
〃

〃

「日本エッセイスト・クラブ賞『万葉学者、墓をしまい母を送る』
」

産経新聞〈九月八日夕刊〉

『ＴＨＥ ＺＥＮ』第七十一号、フジキンソフ
ト株式会社〈一月十八日〉

〃

「一聞百見 ㊤看取り 葬送 墓じまい」

産経新聞〈九月九日夕刊〉

「
『令和』と『万葉』の心」

〃

「一聞百見 ㊥福岡の商家に生まれ」

産経新聞〈九月十日夕刊〉

二〇二〇年

〃

「一聞百見 ㊦ 歳これからの目標」

〃

〃

〃

「今週の本棚 奈良の秋 鼎談 小島ゆかり・池澤夏樹・上野誠」

「本と人 『万葉集講義』
『令和バブル』の体験超えて」

「関西のミカタ 万葉集を体感 格別の環境」

「文化 万葉集『外圧との葛藤』
」

毎日新聞〈十月三十一日朝刊〉

西日本新聞〈十月二十四日朝刊〉

日本経済新聞〈十月十四日夕刊〉

読売新聞〈十月十三日夕刊〉

『週刊現代』七月十八号、
講談社〈七月十八日〉

『 週 刊現 代 』五月二十三日、三十日号〈五月
十八日〉

〃

〃
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一九九八年
〜

ＮＨＫ総合「万葉紀行」

ＭＢＳラジオ「上野誠の万葉歌ごよみ」

毎日カルチャースペシャルラジオウォーク

〈十月二日～二〇〇四年十一月二十五日〉

〈～現 在に至るまで一〇〇〇回 を 越 えて継 続
中〉

〈二月十一日（第十七回）～現在に至るまで連
続出演〉※年一回の恒例イベントに関わるラ
ジオ番組

放送関係 シリーズ出演

二〇〇二年

全十三回〈十月七日～十二月三十日〉

〈四月七日～二〇〇六年三月二十七日〉

全四回〈四月四日～四月二十五日〉

ＮＨＫラジオ第２「私の日本語辞典 私のなかの万葉集」

ＮＨＫラジオ第２「こころをよむ 万葉びととの対話」

ＮＨＫ総合ならナビ企画「やまと路 万葉紀行」

二〇〇四年
〃
二〇〇七年

ＮＨＫ教育「知るを楽しむ 歴史に好奇心 万葉びとに恋愛を学ぶ」
全五十二回〈四月二日～二〇一二年三月三十一
日〉

全４回〈十一月六日～十一月二十七日〉

〈十一月二日～二〇一四年四月十八日の期間に
十九回ほど担当〉

二〇〇八年

ＮＨＫラジオ第２「古典講読 万葉集、魂の宿ることば」
全十二回〈一月九日～三月二十六日〉

ＮＨＫラジオ第１「関西発ラジオ深夜便 ないとエッセー」

二〇一一年

ＮＨＫラジオ第２「カルチャーラジオ 文学の世界体感する万葉集」

〃

二〇二〇年

〃

〃

二〇一〇年

二〇〇七年

二〇〇六年

二〇〇三年

二〇〇二年

ＮＨＫ総合「視点・論点 〝宴会〟ニッポンの原点」

ＮＨＫＢＳ２「あなたの知らない奈良 総集編」

ＮＨＫＢＳ２「平城遷都１３００年中継 あなたの知らない奈良～
美と風景と生き方の再発見物語」

ＮＨＫ教育「こころの時代～宗教・人生～天平の言霊をみつめて」

ＮＨＫ教育「ＮＨＫ短歌 題〝顔〟／女たちの花の華麗さ」

ＮＨＫ教育「美の壺 春特集 奈良・大和路」

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 万葉集は言葉の文化財」

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 旅人のホンネ、家持のタテマエ」

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 現代に響く万葉びとのこころ」

〈九月二十八日〉

〈六月十九日〉

〈十二月五日〉

〈十月十七日〉

〈六月十三日〉

〈四月二十五日〉

〈五月四日〉

〈十月一日〉

〈十月十二日〉

〈六月九日〉

個別番組出演

〃

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会」
「日本文学史上の吉野」

〈十二月七日〉

二〇一四年
〃

ＮＨＫ教育「ＮＨＫ短歌 題〝行く〟
」

〃

ＮＨＫ教育「こころの時代～宗教・人生～ 〝聖典〟として読む万
葉集」

ＮＨＫ総合「視点・論点 小さき神々の国」

〈六月六日〉

〈五月二十四日〉

〈四月六日〉

〈一月二日〉

〃

ＮＨＫラジオ第１「関西発ラジオ深夜便 明日へのことば 〝聖典〟
として読む万葉集」

〈八月二十二日〉

古都

〃

ＮＨＫ総合「特集番組 白鳳―仏教美術の青春時代―」

〈十一月五日〉

外国人が驚く！

〃

ＮＨＫＢＳプレミアム「英雄たちの選択 東アジアの懸け橋 遣唐
使・阿倍仲麻呂の実像」

二〇一五年

〃

ＮＨＫ総 合「世界 遺産ドリームツアー！
奈良＆京都」

〃

放送関係
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二〇二〇年

〃

〃

〃

〃

〃

二〇一九年

二〇一八年

二〇一七年

二〇一六年

二〇一五年

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 いのちの古典学」

ＮＨＫラジオ第１「ラジオ深夜便 明日へのことば」

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 万葉びとの朝」

ＮＨＫラジオ第２「カルチャーラジオ 日曜カルチャー 人間を考
える 新しい時代に、今、伝えたいこと（１）
」

ＢＳプレミアム「英雄たちの選択 そして万葉集が生まれた 大伴
家持が残した日本人の心」

ＢＳ Ｔ
- ＢＳ「にっぽん！ 歴史鑑定『万葉集が伝える本当の古代
史』
」

ＮＨＫ教育「視点・論点 万葉集から読み解く〝令和〟
」

ＲＫＢ毎日放送「ＪＮＮ九州沖縄ドキュメント ムーブ 古代を学
び、未来へつなぐ～万葉学者・上野誠～」

ＮＨＫ総合「視点・論点 万葉人の赤いスカート」

ＢＳプレミアム「スピリチュアル・プレイス 奈良『三輪』
」

ＮＨＫ総合「阿修羅 １３００年の新事実」

ＮＨＫ総合「視点・論点 愚かなる人、憶良」

ＮＨＫラジオ第２「文化講演会 三輪山 巨大な神座」

〈一月十九、
二十日〉

〈九月二十七日〉

〈九月十七日〉

〈十一月二十四日〉

〈九月一日〉

〈七月三十一日〉

〈五月二十七日〉

〈四月十五日〉

〈三月二十四日〉

〈二月十二日〉

〈九月二十八日〉

〈三月二十三日〉

〈五月十六日〉

〈十一月二十二日〉

〃

〃

ＮＨＫ教育「介護百人一首 二〇二〇冬」

二〇二一年

〃

〃

二〇一五年

二〇一〇年

一九九八年

一九九五年

「やまと恋物語～万葉抄～」

「上野誠の放心録」

「日本の美しいことば―万葉言葉塾―」

「ほとけを旅する」第二期

「匠の美」

「ほとけを旅する」第一期

「万葉集の楽しみ」

「潮音風声」

「学者修行覚え書」

全二十四回＋「連載を終えて」
、読売新聞〈九
月四日～二〇一九年八月二十一日〉

週刊『世界と日本』
〈九月五日～連載中〉

全二十四回、
月刊『書写書道』日本武道館〈四
月～二〇一八年三月〉

全二十五回、
『週刊新潮』二〇一六年第十八号
～第四十二号、新潮社〈四月二十七日～十月
二十七日〉

全十二回、朝日新聞〈六月二十七日朝刊～九
月十九日朝刊〉

全二十五回、
『週刊新潮』二〇一五年第十八号
～第四十二号、新潮社〈四月二十八日～十月
二十八日〉

全四回、日本経済新聞〈六月三日夕刊～六月
二十四日夕刊〉

読売新聞〈十一月二十七日夕刊～十二月十日
夕刊〉

全 十 一 回、 奈 良 新 聞〈 四 月 十 四 日 朝 刊 ～
一九九六年三月八日朝刊〉

二〇一六年

〃

二〇一八年

全十回、
『月刊 日本教育』公益社団法人日本
教育会〈五月一日～二〇二〇年三月一日〉
全三回、
『正筆』八月号～十月号、第八十八巻
第千四十号～第八十八巻第千四十二号、正筆
会〈八月一日～十月一日〉

「海を越えた記憶 『日本書紀』千三百年に寄せて」

〃

「今、令和の時代に万葉を語る（一）～ 三
( 」)

二〇一九年

新聞・雑誌・パンフレット連載記事
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二〇一九年

〃

「万葉集を学ぶ」

「みじかすぎるうた」

全 九 回、
『 東 商 新 聞 』 八 月 二 十 日 号（ 第
二千百三十九号）～二〇二一年二月二十日号
（第二一六六号）
、東京商工会議所〈八月二十
日～二〇二一年二月二十日〉

一九八五年

静岡県天竜市教育委員会編『懐山のおくない（国選択無形民俗文化
財記録保存報告）
』

古典と民俗学の会編
『奄美大和村の年中行事
（古典と民俗学叢書９）
』

分担執筆、桜楓社〈四月一日〉

分担執筆、天竜市教育委員会〈三月三十一日〉

分担執筆、古典と民俗学の会〈十一月十五日〉

全十二回、
『角川短歌』第六十七巻第一号～第
六十七巻第十二号、角川文化振興財団〈十二
月二十五日～二〇二〇年十一月二十五日〉

一九八六年

桜井満・菊地義裕編『大和神社の祭りと伝承（古典と民俗学叢書 ）
』

新聞・雑誌・パンフレット寄稿記事

一九八八年

〃

〃

「ケーススタディー『新入塾生の退塾』―コミュニケーションギャッ
プを中心として―」

「刊行のことば」
『共同生活と人間形成』第一号、和敬塾教育文
化研究所〈十一月三十日〉

『共同生活と人間形成』第一号、和敬塾教育文
化研究所〈十一月三十日〉

『民俗芸能研究』第十八号、
民俗芸能学会〈十一
月十五日〉

『民俗文化』第五号、
近畿大学民俗学研究所〈三
月二十五日〉

『研究室だより』第十一号、奈良大学文学部国
文学研究室〈三月十九日〉

『國學院雑誌』第九十三巻第六号、國學院大
學〈六月十五日〉

『 古典と民俗学』第十六号、古典と民俗学の
会〈三月二日〉

袖ケ浦町教育委員会〈三月三十一日〉

分担執筆、静岡県〈三月三十日〉

袖ケ浦町民俗文化財調査会編『袖ケ浦町民俗
文化調 査報 告 書４ 中川・富岡地区の民俗 』
袖ケ浦町教育委員会〈十一月三十日〉

『芸能』第三十一巻第十号、
芸能学会〈十月十日〉

『共同生活と人間形成』第二号、和 敬塾教 育
文化研究所〈九月二十日〉

『 静岡の文化 』十八号、静岡県 文化財団〈五
月一日〉

分担執筆、静岡県〈三月三十一日〉

静岡県教育委員会文化課県市史編さん室編『横地の民俗―小笠郡
菊川町―（静岡県史民俗調査報告書第七集）
』

「第一回シンポジウムを終えて―司会者から」

「昆虫の民俗―虫を食べる、虫を送る―」

〃

「鈴木道子著『奥三河・花祭と神楽〈神の詞・人の声〉
』
」

静岡県教育委員会文化課県市史編さん室編『田代・小河内の民俗
―静岡市井川―（静岡県史民俗調査報告書第十四集）
』

〃

一九九一年

「第四章 信仰と行事 第二節 神事と祭礼」袖ケ浦町民俗文化財
調査会編『袖ケ浦町民俗文化調査報告書５ 平岡地区の民俗』

「第四章 信仰と儀礼 第二節 民俗芸能」

〃

「書評 桜井満著『万葉びとの世界―民俗と文化―』
」

「
《総括・展望》フォーラム 久高島は、今―その本質と変容など―」

〃

「書評 宮田登著『日和見―日本王権論の試み―』
」

「新任の挨拶にかえて―最初から尾籠な話ですが…―」

〃

「シンポジウムを終えて―反省・課題・展望―」

奈良新聞〈八月二十六日朝刊〉

〃

「文化 ルーツ追究に潜む危険性―すれ違いと空振りに学ぶ―上」

奈良新聞〈八月三十日朝刊〉

『研究室だより』第十二号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十九日〉

〃

「文化 研究者の視点の違い認識―すれ違いと空振りに学ぶ―下」

「奈良大学の魅力―学びに遊び、遊びに学べ―」

〃

一九九四年

一九九三年

一九九二年

〃

〃

一九八九年

11
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〃

「飛鳥の自然神を歩く」

「私の卒業論文 やはり、これは『アカン』
」

「薬師寺花会式のオニ」
「念仏寺の鬼走りのオニ」
「 金峯 山 寺 花 供 懺
法会のオニ」
『研究室だより』第十三号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月二十日〉

『日本「 鬼」総 覧（歴史 読 本 特別増刊・事 典
シリーズ〈第二十三号〉
）
』新人物往来社〈一
月五日〉

一九九五年

〃

『歴史読本 古代ミステリーツアー』十月特別
増刊、第四十巻第二十号、新人物往来社〈十
月七日〉 ※本書は二〇一〇年に『日本の古代
史ミステリー 謎解き散歩』新人物往来社〈八
月十四日〉として改題・再編集されて刊行さ
れている。

『季刊ウォーク万葉』第四十七号、クリエイト
大阪〈七月二十五日〉

分担執筆、おうふう〈五月二十五日〉

「八十三キロ・三十五歳の『真実』
」
入江泰吉『入江泰吉の大和路５ 祭と歳時記』
小学館〈十一月二十日〉

小野寛、桜井満編『上代文学研究事典』

〃

「大和の年中行事」
『 古典と民俗 学 』第二十号、古典と民俗 学の
会〈三月二日〉

一九九六年

〃

「やさしいが、こわい先生」

一九九七年

『 文 学・語 学 』第百五十六号、全国 大学国語
国文学会〈十月十三日〉

分担執筆、大和書房〈六月二十日〉

『小國神社誌』
おうふう・小國神社
〈四月十八日〉

「平成八年（自一月～至十二月）国語国文学界の展望（Ⅰ）上代 万葉・
第三期」

大林太良、吉田敦彦監修『日本神話事典』

「氏子地区の諸相・神社を支えるさまざまな組織・甲子講・家々の
行事と季節の祭り」

〃
〃
〃

「橋本裕之著『王の舞の民俗学的研究』
」

「非業の死者の語りと王権―祟りと祭祀の円環的構造―」

『本田安次著作集第十五巻 日本の傳統藝能』
錦正社〈四月〉

『日本文学』第四十七巻第三号、日本文学協
会〈三月十日〉

『国 文学 解釈と鑑賞 』第六十三巻三号、至
文堂、
〈三月一日〉

分担執筆、戎光祥出版〈十一月一日〉

〃

「付録十五 ふるきやまとまひのうた」

『日本文学』第四十八巻第一号、日本文学協会
〈一月十日〉

加藤隆久編『神葬祭大事典』

〃

「書評 中原ゆかり著『奄美の『シマの歌』を読んで』
」

『研究室だより』第十八号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

〃

一九九九年

「国内研修を終えて」

一九九八年

二〇〇〇年

〃

〃

「采女の袖吹きかへす明日香風」

万葉情報システム調査会（坂本信幸・上野誠・西端幸雄・鈴木榮一）
「万葉集を中心にした上代文学データベースの構想とその現状」

「故郷への旅―『宅』と『庄』と―」

『歴博』第百一号所収、
国立歴史民俗博物館〈七
月二十日〉

『明日香風 』第七十五号、飛 鳥 保 存財団〈七
月一日〉

『日本語研究センター報告』第八号、大阪樟蔭
女子大学日本語研究センター〈三月三十一日〉

『まほら』第二十二号、旅の文化研究所〈一月
一日〉

松尾光編『万葉集一〇一の謎』

〃

「万葉研究と民俗学の結婚―光と影と―」

『明日香風』第七十六号、飛 鳥保 存財団〈十
月一日〉

〃

〃

「白い喪服の古代学（一）
」

分担執 筆、新人物 往 来 社〈十月十五日〉 ※
本書は、二〇一一年に松尾光編『古代史がわ
かる『万葉集』の読み方』新人物往来社〈一
月九日〉として改題・再編集し、刊行されて
いる。

〃
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二〇〇〇年

フォーラム資料「平城の都・万葉集から」
「采女の袖吹きかへす明
日香風（
『季刊 明日香風』第七十五号、
二〇〇〇年、
飛鳥保存財団）
」

『奈良市立一条高等学校人文科学コース第六回
市民公開フォーラム「卑弥呼・豪族と大和朝
廷の時代から平城の都へ」
』奈良市立一条高等
学校人文科学コース〈十月七日〉

「棚橋昭夫『けったいな人びと―ホンマモンの芸と人―』をよんで」

「白い喪服の古代学（二）
」

『明日香風 』第七十八号、飛 鳥 保 存財団〈四
月一日〉

『研究室だより』第十九号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『明日香風』第七十七号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

神野志隆光編『セミナー万葉の歌人と作品』
、
和泉書院〈十二月二十五日〉

〃

「白い喪服の古代学（三）
」
『国 文学 』第四十六巻 第五号、學 燈社〈四月
十日〉

「車持千年養老七年吉野行幸歌」

〃

「青木周平著『古代文学の歌と説話』
」
『明日香風』第七十九号、飛 鳥保 存財団〈七
月一日〉

〃

〃

「万葉びとの喜怒哀楽（一）
」

二〇〇一年

〃

〃

〃

「万葉びとの喜怒哀楽（三）
」

「万葉びとの喜怒哀楽（二）
」

「 飛 鳥の観 光 政 策に関 する 若 干の提 言 ― 歴 史 的 文 化 資 源のワイズ
ユースという観点から―」

「インパクで賞をとりました！―奈良発、研究の森―」

「想像力は大切だ！」

「たまげた話」

『明日香風 』第八十三号、飛 鳥 保 存財団〈七
月一日〉

『明日香風』第八十二号、飛鳥保存財団〈四月
一日〉

『明日香風』第八十一号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

『 奈 良 大 学 総 合 研 究 所 特 別研 究 成 果 報 告 書 』
、
奈良大学〈三月二十日〉

『研究室だより』第二十号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『クレオ大阪 東・奈良大学社 会 学部 おもし
ろ文化講座 女性・環境・文化を考える―古
今東西総ざらい―』奈良大学社会学部〈三月〉

『クレオ大阪 東・奈良大学社 会 学部 おもし
ろ文化講座 女性・環境・文化を考える―古
今東西総ざらい―』奈良大学社会学部〈三月〉

分担執筆、大和書房〈十月十日〉

〃

「万葉びとの喜怒哀楽（四）
」

『明日香風 』第八十四号、飛 鳥 保 存財団〈 十
月一日〉

青木生子、橋本達雄監修『万葉ことば事典』

〃

「万葉びとの喜怒哀楽（五）
」

『 Imagin21
』第六号、
共同精版印刷株式会社〈十
月一日〉

〃

〃

「リレー連載 世界遺産奈良文学散歩１ 春日野に遊ぶ」

『明日香風』第八十五号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

分担執筆、小学館〈十二月十日〉

〃

「万葉びとの愛娘（上）
」

パンフレット『第二十二回朝日カルチャース
ペシャル 邪馬台国の道ラジオウォーク―卑
弥呼と人麻呂の浪漫を求めて―』毎日新聞社・
毎日放送〈二月十一日〉

奈良県、平城遷都一三〇〇年記念二〇一〇年委員会編、樋口隆康ほ
か監修『平城京 その歴史と文化』

〃

「しきしまの大和こころは恋の道―その見どころ―」

『総合研究所所報』第十一号、奈良大学総合研
究所〈三月一日〉

〃

〃

「奈良盆地にみる祭祀空間―奈良盆地を中心に―」

『総合研究所所報』第十一号、奈良大学総合研
究所〈三月一日〉

二〇〇二年

〃

「和歌表現にみる生活空間―奈良盆地を中心に―」

〃

二〇〇三年

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「田辺福麻呂秀歌鑑賞」

「高市黒人秀歌鑑賞」

「笠郎女秀歌鑑賞」

「君が目の 恋しきからに（下）
」

「万葉おもしろ主義で」

「紹介『渡瀬昌忠著作集』八巻・補巻一」

「君が目の 恋しきからに（上）
」

「日本民俗学の研究領域拡大―新しい共同研究の前提―」

「特別講義 人気落語家桂ざこば師匠の国文科特別講義」

「アナタの目を見たい…」

「古代洗濯物語」

「万葉びとの歌まなび（下）
」

「万葉びとの稲作―心意伝承を垣間見るために―」

「
〈学史〉松前健の神話学」

「一枚の絵から、わが非才を恥ず」

「書評 保坂達雄著『神と巫女の古代伝承論』
」

「万葉びとの歌まなび（上）
」

「万葉の父と母」

「万葉びとの愛娘（下）
」

「平城京生活者の三輪山―泊瀬川のほとりから―」

「
『奈良大学ここにあり』の精神」

『明日香風』第九十六号、飛 鳥保 存財団〈十
月一日〉

分 担 執 筆、 中 西 進 編『 笠 金 村・ 高 橋 虫 麻
呂・田辺福麻呂 人と作品』おうふう〈九月
二十五日〉

分 担 執 筆、 中 西 進 編『 高 市 黒 人・ 山 部 赤 人
人と作品』おうふう〈九月二十五日〉

分担執筆、
中西進編
『女流歌人
（額田王・笠郎女・
茅上娘子） 人と作品』おうふう〈九月二十五
日〉

『明日香風』第九十五号、飛 鳥保 存財団〈七
月一日〉

『萬葉』第百九十二号、
萬葉学会〈四月三十日〉

『明日香風 』第九十四号、飛 鳥 保 存財団〈四
月一日〉

『万葉古代学研究所年報』第三号、財団法人
万 葉 文 化 振 興 財 団 万 葉 古 代 学 研 究 所〈 三月
二十五日〉

『研究 室だより』第二十三号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

パンフレット『第二十四回毎日カルチャース
ペシャル飛鳥川・甘樫丘ラジオウォーク―幻
の飛鳥美人・天翔る朱雀は？―』毎日新聞社・
毎日放送〈二月十一日〉

『明日香風 』第九十二号、飛 鳥 保 存財団〈 十
月一日〉

『明日香風』第九十号、
飛鳥保存財団〈四月一日〉

『 朱 』第四十七号所収、伏見稲 荷大社〈三月
六日〉

『古代文化』第五十六巻第三号、
古代学協会〈三
月二十日〉

『研究室だより』第二十二号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『日本民俗 学 』第二百三十七号、日本 文学協
会〈二月二十九日〉

『明日香風』第八十九号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

『明日香風 』第八十七号、飛 鳥 保 存財団〈七
月一日〉

『明日香風 』第八十六号、飛 鳥 保 存財団〈四
月一日〉

上野誠・門脇禎二・千田稔・塚口義信・和田萃
『三輪山の古代史』学生社〈三月三十日〉

『研究室だより』第二十一号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

二〇〇三年

〃

「万葉恋歌新訳抄（上）
」

『別冊太陽 飛鳥 古代への旅』平凡社〈十一
月二十五日〉

二〇〇五年

二〇〇四年

〃

「万葉の飛鳥―甘樫丘の夕陽と、飛鳥川の恋と―」

朝日新聞〈七月七日夕刊〉

〃
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二〇〇五年

二〇〇六年

フォーラム資料「万葉びとのラブレター 」

「万葉恋歌新訳抄（中）
」

『奈良市立一条高等学校人文科学コース第十回
市民公開フォーラム「薫いたつ平城の都と万
葉の華」
』奈良市立一条高等学校人文科学コー
ス〈十二月十日〉
『明日香風』第九十七号、飛鳥保存財団〈一月
一日〉

〃

〃

「奈良大学研究助成概要報告 万葉文化論の展開」

「万葉を生き抜いた男―中臣清麻呂のこと―」

「左手の奥の手―『万葉集』巻九の一七六六番歌」

『総合研究所所報』第十四号、奈良大学総合
研究所〈三月一日〉

『こうよう』第二十八号、向陽台高等学校〈二
月一日〉

『別冊国文学』第六十号、
學燈社〈二月二十日〉

分担執筆、大和書房〈一月三十日〉

〃

「解説 二つの故郷と地図の空白と」

上田正昭監修『日本古代史大辞典』

〃

「特別寄稿 出前講義を聴いて」

〃

〃

「万葉恋歌新訳抄（下）
」

産経新聞〈五月十四日〉

『明日香風』第百二号、
飛鳥保存財団〈四月一日〉

パンフレット『第二十六回朝日カルチャース
ペシャル斑鳩・聖徳太子の道ラジオウォーク
―世界文化遺産の郷をたずねて―』毎日新聞
社・毎日放送〈二月十二日〉

『明日香風』第九十九号、飛 鳥保 存財団〈七
月一日〉

『明日香風 』第九十八号、飛 鳥 保 存財団〈四
月一日〉

『研究 室だより』第二十四号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

堀内民一『大和万葉旅行』講談社〈三月十日〉

〃

「いにしへのふみをよむ」

「万葉集のみどころ、自画自賛」

「難波京・奈良往還 花に嵐を歌う」

〃

「万葉集と遊ぶ―随想つれづれ― 博多、母、そして『万葉集』
」

〃

〃

〃

〃

〃

「大和三山研究余滴―山はどこから見るのがよいか―」

「モノとモノガタリとウタと―万葉集研究からの話題提供（モノと
モノノケとモノガタリ）―」

「書評 高松寿夫著『上代和歌史の研究』との対話」

「万葉古代学における比較研究の覚書（万葉古代学研究所第二回主
宰共同研究報告）
」

「最期まで問いを出し続ける人・折口信夫」

「飛鳥の道標『飛鳥坐神社のいしぶみ』
」

『本』第三十三巻第八号、
講談社〈八月二十五日〉

『モノ学・感覚価値研究』第二号、モノ学・感
覚価値研究会〈三月三十一日〉

『国文学研究』第百五十三・百五十四集合併号、
早稲田大学国文学会〈三月十五日〉

『万葉古代学研究所年報』第六号、奈良県立
万 葉 文 化 振 興 財 団 万 葉 古 代 学 研 究 所〈 三月
二十日〉

『研究室だより』第二十六号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

『明日香風』第百五号、
飛鳥保存財団〈一月一日〉

『明日香風』第百五号、
飛鳥保存財団〈一月一日〉

〃

「万葉びとに恋愛を学ぶ（十一月）
」

『明日香風』第百八号、
飛鳥保存財団〈十月一日〉

「飛鳥百景『折口信夫『口ぶえ』の大和三山』
」

〃

「折口信夫と天子非即神論」

『明日香風』第百八号、
飛鳥保存財団〈十月一日〉

〃

〃

「書評 石井正己『民俗学と現代』 研究余滴と書評集―批評を通
した対話のために―」

「律令官人の送別宴―餞酒について―」

「折節の記 娼婦に語りかける折口信夫」

「身体感覚の古代学」

『週刊読書人』
〈三月六日〉

『食文化誌ヴェスタ』第七十三号、味の素食の
文化センター〈一月十日〉

『正論』第四百四十二号、
産経新聞社〈一月一日〉

『東アジアの古代文化』第百三十七号、大和書
房〈一月十五日〉

『ＮＨＫ知るを楽しむ 歴史に好奇心』日本放
送出版協会〈九月二十五日〉

〃

「飛鳥の道標『飛鳥坐神社の折口信夫の歌碑』
」

〃

二〇〇九年

〃

二〇〇八年

〃

二〇〇七年

〃

!?
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「
〝鑑真物語〟の力」

「数奇の遣唐使・平群広成㊤㊦」

「平城新都讃歌を読む」

「遷都が語る万葉ごころ」

「時代を彩った万葉歌人」

「私の平城遷都一三〇〇年祭 オペラ『阿倍仲麻呂』
」

「高橋是清の放蕩」

「遷都に理由なし！」

「万葉びとの歩いた都大路」

「新年の抱負―『抱負』というにはお粗末だが……―」

「鑑真渡来はいかにして千年物語となったか」

「平城遷都一三〇〇年記念企画 わたしの好きな万葉集」

「正倉院展、皇室の名宝展に寄せて 『今』
『自分』と繋がる宝物」

「飛鳥の道標『をか寺まいりに』
」

「万葉集を読み、歩くための特集です！」

「本居宣長『菅笠日記』の大和三山」

『明日香風 』第百十五号、飛 鳥 保 存財団〈七
月一日〉

『歴史読本』第五十五巻第六号、新人物往来
社〈六月一日〉

読 売 新 聞〈 四 月 二 十 二 日 夕 刊 お よ び 四 月
二十七日夕刊〉

『明日香風 』第百十四号、飛 鳥 保 存財団〈四
月一日〉

『芸術新潮』第六十一巻第四号、新潮社〈四月
二十五日〉

『芸術新潮』第六十一巻第四号、新潮社〈四月
二十五日〉

『研究 室だより』第二十八号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

パンフレット『第二十九回毎日カルチャース
ペシャル絲綢之道終着の都ラジオウォーク―
咲く花の天平の演出者たち―』毎日新聞社・
毎日放送〈二月十一日〉

『別冊太陽 平城京』平凡社〈一月十五日〉

『院友会報（新年号）
』國學院大學〈一月一日〉

『芸術新潮』第六十巻第十二号、新潮社〈十一
月二十五日〉

毎日新聞〈十一月二十九日朝刊〉

読売新聞〈十月三十日朝刊〉

『明日香風』第百十一号、飛鳥保存財団〈七月
一日〉

『明日香風』第百十一号、飛鳥保存財団〈七月
一日〉

『明日香風』第百十号、
飛鳥保存財団〈四月一日〉

二〇〇九年

〃

「甘樫丘の佐藤榮作首相」

『日本文学』第五十九巻第九号、日本文学協
会〈九月十日〉

二〇一〇年

〃

「猪股ときわ著『古代宮廷の知と遊戯―神話・物語・万葉歌―』の
問いかけるもの」

産経新聞〈三月二十日夕刊〉

〃

『上代文学』第百五号所収、上代文学会〈十一
月三十日〉

〃

〃

「教員エッセイ 『日本国憲法』前文の文体」

「歴史都市・奈良の歓声―万葉集はことばの文化財―」

「わたしの古都 私が飛鳥を語るなら」

「万葉歌木簡と万葉集研究」
（
「馬場南遺跡が語るもの」シンポジウ
ム記録）

『万葉古代学研究所年報』第九号、奈良県立
万 葉 文 化 振 興 財 団 万 葉 古 代 学 研 究 所〈 三月
十七日〉

『研究室だより』第二十九号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

『日本教育会叢書』第三十七集、
日本教育会〈三
月一日〉

『季刊 古都』第六十八号、古都飛鳥保存財
団〈十二月二十五日〉

シンポジウム「
「平城京研究と木簡研究の最前線」を終えて」

〃

「万葉びとの小さな旅（万葉古代学研究所第三回主宰共同研究報告）
」

『別冊太陽 万葉 集入門（ 神野志隆光監修 ）
』
平凡社〈四月二十五日〉

〃

〃

「伝説の万葉歌人 柿本人麻呂―人麻呂伝承―」

『 朱 花の月 公式 プログラム』合同 会 社 東風
〈九月三日〉

上田正昭 監修・
（ 財 ）京 都 府 埋 蔵 文 化 財 調 査
研究センター編『天平びとの華と祈り―謎の
神雄寺―』所収柳原出版〈十二月二十四日〉

〃

「一万葉学徒の見た映画『朱花の月』
」

二〇一一年

〃
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二〇一一年
〃

「國文学は瑣末な学問である」
「唐物と虚栄心の心の話をしよう！」

出版ダイジェスト〈十月一日〉
『アジア遊学』第百四十七号、
勉誠出版〈十一月〉

〃

「教員エッセイ 私は情けない男です！」

「研究助成概要報告『折口信夫『生き口を問ふ女』
と大阪言葉』
の概要」

『 季刊 明日香風 』第百二十三号所 収、古 都
飛鳥保存財団〈七月一日〉

『研究室だより』第三十号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『総合研究所所報』第二十巻、奈良大学総合
研究所〈三月一日〉

読売新聞〈一月十一日朝刊〉

〃

「賜死・大津皇子の歌と詩―磐余池候補地の発掘に寄せて―」
『文 ＭＯＮ ＮＥＸＴ』第百四号、公文教育
研究会〈七月十日〉

「辞世の歌に万葉人の『記憶』
」

〃

「山上憶良の『子等を思ふ歌』―我迷うゆえに、我あり―」

二〇一二年

〃

「空想書店―さぁ、奈良へ飛鳥へ大和へ―」

〃

〃

〃

〃

〃

二〇一四年

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「大和と世界帝国を結んだ遣唐使、随想風に」

「シンポジウムを終えて」

「第四回万葉文化館主宰共同研究 故郷・飛鳥の形成」

「現代のことば 試験の季節に」

「現代のことば 学問の東西」

「試験地獄・無間地獄」

「奈良大学国文学科のひととせ」

「現代のことば 教師について」

「現代のことば 古代の神と天皇」

「知りたいと思う心、三輪の糸」

「現代のことば 阿倍仲麻呂」

「教員エッセイ 書淫日記の由来」

「主任の言葉」

「飛鳥から、柿本人麻呂と山部赤人の歌々を読む」

『季刊 明日香風』第百三十号、古都飛 鳥保
存財団〈四月一日〉

『文学・語学』第二百八号、全国大学国語国文
学会〈三月三十一日〉

『万葉古代学研究年報』第十二号、奈良県立
万 葉 文 化 振 興 財 団 万 葉 古 代 学 研 究 所〈 三月
十八日〉

京都新聞〈二月二十四日夕刊〉

京都新聞〈一月二十日夕刊〉

『群像』第六十九巻第七号、
講談社〈六月七日〉

『研究 室だより』第三十二号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

京都新聞〈十一月六日夕刊〉

京都新聞〈九月二日夕刊〉

パンフ レッ ト『 公 益 財 団 法 人 文 楽 協 会 創 立
五十周年記念 竹本義太夫三百回忌 夏休み
特別公演』
（七月二十日～八月五日公演）
〈七
月二十日〉

京都新聞〈七月五日夕刊〉

『研究室だより』第三十一号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『研究室だより』第三十一号、奈良大学文学部
国文学研究室〈三月十五日〉

『明日香風』第百二十五号、飛鳥保存財団〈一
月一日〉

読売新聞〈九月九日朝刊〉

〃

〃

「味の私記 パワフル牛重 英五さんの面影」

二〇一三年

〃

「特集読み物 中央に反旗を翻した一豪族にまつわる異伝
磐井の墓と、その語り」

いわれ

〃

「現代のことば 急所は何か？」

4 4

〃

「書評 村上桃子『古事記の構想と神話論的主題』の問いかけるもの」

。
」

『明日香風』第百三十三号、飛鳥保存財団〈一
月一日〉

西日本新聞〈七月十九日朝刊〉

読売新聞〈七月六日朝刊〉

『萬葉』第二百十七号、
萬葉学会〈五月三十一日〉

京都新聞〈五月十三日夕刊〉

『歴史読本』第五十九巻第四号、ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ〈四月二十四日〉

読売新聞〈四月二十一日夕刊〉

〃

「新釈漢文大系 継承すべき知の遺産」

筑 紫君

〃

「随筆喫茶 宴の終わる時

「総論 神と自然の古代学」

―

〃
二〇一五年
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〃

〃

〃

〃

〃

「万葉集は言葉の文化財」

「今、
なぜ『発見・検証 日本の古代』なのか？―何がわからないのか、
わかるということ―（徹底討論古代史シンポジウム発見・検証日本
の古代（第一回）開催報告 邪馬台国とヤマト王権をどう考えるか）
」

「
『思い入れ』と『思い込み』
」

「万葉人 盤上の興奮」

「書評 保坂達雄著『神話の生成と折口学の射程』
」

「休刊に向けて」

「君たちは未来から来た留学生である」

週刊『世界と日本』第二千五十六号、
内外ニュー
ス〈七月六日〉

『 本 の 旅 人 ＝ Travelers of the books
』第
二十一巻第七号、角川書店〈六月二十七日〉

『国語研究つくし野』三十八号、福岡県高等学
校国語部会福岡地区〈六月二十六日〉

『日本文学』第六十四巻第六号、日本文学協
会〈六月十日〉

『明日香風』第百三十四号、飛鳥保存財団〈三
月二十六日〉

『研究室だより』第三十三号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「書評 今野真二『ことばあそびの歴史』 笑いながら読める言語遊
戯」

「岩波書店『文学』休刊に寄せて」

「上田正昭さんを悼む 時と競り『渡来人』集大成」

「週刊読書日記 助けられる側にも心がある」

「あまい話、せつない話」

「教員インタビュー 高校生の取材を受けました」

「国文学科の一年」

「パリの豆スープ、スーダン風」

「日本人の聖地観

いつでも、どこでも」

「書評 笑いの深みは…… 品田悦一編『鬼酣房先生かく語りき』
」

「交遊抄 座右の２著」

「谷崎潤一郎先生の柿の葉鮨談義」

「漢字を飼い慣らす知性―日本人的知識人の誕生―」

「万葉びとの稲刈り」

「お金が阿弥陀に光ります」

葛河思潮社第五回公演『浮標』
パンフレット〈八
月四日～九月二日公演〉

新潟日報〈七月三十一日〉

読売新聞〈四月五日朝刊〉

朝日新聞〈三月二十四日朝刊〉

日刊ゲンダイ〈三月八日〉

『よむカステラ』第二十二号、松翁軒〈五月〉

『研究室だより』第三十四号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

『研究室だより』第三十四号、奈良大学文学
部国文学研究室〈三月十五日〉

『新世』平成二十八年四月号、倫理研究所〈三
月一日〉

『宗教と現代がわかる本２０１６』平凡社〈三
月〉

『三田文学』［第三期］第九十五巻第百二十四号、
三田文学会〈一月十日〉

日本経済新聞〈十二月二十二日朝刊〉

『芸術新潮』十二月号、
新潮社〈十二月二十五日〉

『アスティオン』第八十三号、
阪急コミュニケー
ションズ〈十一月二十五日〉

週刊『世界と日本』第二千六十四号、
内外ニュー
ス〈十一月二日〉

『かまくら春秋』第五百四十六号、かまくら春
秋社〈十月一日〉

二〇一五年

〃

「コラム 白鳳という時代―万葉学徒妄説―」

〃

「
『浮標』と万葉歌と」

『天の原 ふりさけみれば―日本と中国を結
んだ遣唐使・阿倍仲麻呂―』出版ワークス〈九
月三十日〉

読売新聞〈六月二十二日夕刊〉

〃

奈良国立博物館編『図録 開館一二〇年記念
特別展 白鳳―花ひらく仏教美術―』奈良国
立博物館、読売新聞社、ＮＨＫプラネット近
畿〈七月十八日〉

〃

「解説」すずき大和文・絵、上野誠解説

『現代思想』第四十五巻第二号、青土社〈十二
月二十八日〉

二〇一六年

〃

「神々を選んだ山上憶良―遣唐使と神―」

―

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「歌のとおり 川近くの吉野離宮」

「百人一首を味わう【四一】―み吉野の山の秋風さよふけてふるさと
寒く衣うつなり 参議雅経―」

「白川静博士と『万葉集』
」

「
『古典を読む』ということ」

「マレビトの話した方言」

「著書を語る『筑紫万葉恋ひごころ』
」

「緑風エッセイ 博多、母の商法」

「神楽と神歌（第一部みやざきの神楽の概要 みやざきの神楽の周
辺）
」

「薬師寺村上太胤管主就任特集 ひとすじの道」

「東アジアへ、オペラ発進」

「ただ今、論争中！」

「書く心、掲げる心―一万葉学徒の迷妄から―」

『日本語学』第三十七巻第七号、明治書院〈七
月十日〉

週刊『世界と日本』第二千百二十八号、内外
ニュース〈七月二日〉

週刊『世界と日本』第二千百十六号、
内外ニュー
ス〈一月一日〉

『よむカステラ』第二十四号、松翁軒〈五月〉

『書標 ほんのしるべ』第四百六十七号、丸善
ジュンク堂書店〈十月五日〉

週刊『世界と日本』第二千百六号、内外ニュー
ス〈八月一日〉

みやざきの神楽魅力発信委員会編『みやざき
の神楽ガイド―その歴史と特色―』宮崎県教
育庁文化財課〈三月〉

奈良新聞〈一月三十日朝刊〉

週刊『世界と日本』内外ニュース〈一月二日〉

『ちくま』第五百五十五号、
筑摩書房〈六月一日〉

『正筆 』第八十六巻 第千十八号、正筆 会〈 十
月一日〉

二〇一七年

〃

「はい、ご湯灌でございます」

二〇一八年

〃

「スリーＡの上野」

『こころ』 Vol.44
、平凡社〈八月二十一日〉

『 日 本 近 代 文 学 館 館 報 』 第 二百 八 十 四 号、
日本近代文学館〈七月十五日〉

朝日新聞〈五月十六日夕刊〉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

「めでたい月 気候もよく」

「世界に開かれた万葉集の時代 『令和』文化模索の世へのあこがれ」

「新元号に思う 『令和』に込められた平和への思い」

「死を巡る体験から黄泉行神話を考える」

「悠久の時を生きる―新年を迎えて―」

「万葉びとの生き方」

「正倉院展 情熱の赤 恋する乙女心 錦紫綾紅臈纈絁間縫裳」

「日本型資本主義 長い歴史の中で生きている」

奈良新聞〈四月五日朝刊〉

読売新聞〈四月四日夕刊〉

朝日新聞〈四月四日朝刊〉

西日本新聞〈四月二日朝刊〉

『古代学研究所紀要』第二十七号、明治大学
日本古代学研究所〈二月二十五日〉

週刊『世界と日本』第二千百四十号、
内外ニュー
ス〈一月七日〉

山陰中央新報〈十一月二十一日〉

読売新聞〈十月二十九日夕刊〉

西日本新聞〈九月九日朝刊〉

『芸術新潮』第六十九巻第九号、新潮社〈九
月二十五日〉

〃

「新元号『令和』に寄せて」

産経新聞〈四月八日朝刊〉

〃

〃

「令和に学ぶ 万葉びとの和魂漢才」

『よむカステラ』第二十五号、松翁軒〈五月〉

「古代編 やまとうた誕生！ 万葉集と王朝のうたびと達 特
( 集い
まこそ読みたい新・三十六歌仙やまとうた二〇〇〇年古今オールス
ターズ決定戦！ 」)

〃

「九州人は濃い

日本経済新聞〈五月一日朝刊〉

二〇一九年

〃

「天皇・民 和歌が結んだ絆」

『中央公論』第百三十三巻第六号、中央公論
新社〈五月十日〉

。
」

〃

「
『令和』の出典をめぐって」

―

〃

「
『令和』の歌を読む」

毎日新聞〈五月十一日夕刊〉

〃
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〃

〃

「緑風エッセイ『歌の国・日本』
」

「書物逍遥 万葉学徒のフランス文学レポート」

「奈良・宮滝遺跡建物跡発掘に寄せて」

「万葉学徒の想い

『 短 歌 』 九 月 号、 角 川 文 化 振 興 財 団〈 八 月
二十五日〉

週刊『世界と日本』第二千百五十五号、内外
ニュース〈八月十二日〉

『ミネルヴァ通信「究」
』第百号、ミネルヴァ
書房〈七月一日〉

朝日新聞〈七月三十一日夕刊〉

週刊『世界と日本』第二千百五十二号、内外
ニュース〈七月一日〉

〃

〃

〃

「胸襟を開く」

「随筆喫茶 大宰府政庁復原の初夢」

「新春エッセイ～私の薦める三冊～ 山上憶良の問い掛け」

「解説」梓澤要『万葉恋づくし』

読売新聞〈一月二十二日朝刊〉

読売新聞〈一月十七日夕刊〉

西日本新聞〈一月十二日朝刊〉

週刊『世界と日本』第二千百六十四号、内外
ニュース〈一月六日〉

新潮社〈一月一日〉

序文は序文」

〃

「古典学習今昔物語」

―

〃

「正倉院展に寄せて 天平美人装い競演」
『天地人～ 自立九州～』令和 特別号、九州の
自立を考える会〈十二月〉

二〇一九年

〃

「地方を元気にする『令和』の時代」
『高翔：自動車技術開関東支部報』第七十三号、
自動車技術会関東支部〈一月一日〉

〃

「朗々と響き渡る夢空間」
奈良新聞〈一月二十六日〉

読売新聞〈十月十日夕刊〉

〃

「新元号『令和』について（特集れいわ）
」

〃

「奈良大学理事長市川良哉先生を偲びて」

二〇二〇年

〃

〃

〃

「コロナ禍 お願い文化の光と影」

「こもれび 四十年のご無沙汰」

「オピニオン 元号は願いのかたちだ」

『群像』第七十五巻第七号、講談社〈七月一日〉

朝日新聞〈六月四日夕刊〉

神社新報〈五月十一日〉

西日本新聞〈五月三日〉

分担執筆、丸善出版〈五月二日〉

〃

「腰田低男氏の人生」

週刊『世界と日本』第二千百七十九号、内外
ニュース〈八月二十四日〉

日本思想史事典編集委員会編『日本思想史事典』

〃

「緑風エッセイ あかねさす紫草野行き」

〃

〃

『大望』第六百二十六号、
天理教青年会本部〈二
月一日〉

月刊『日本教育』第五百四号、日本教育会〈一
月一日〉

『ｖｅｓｔａ』第百二十号、味の素食の文化セ
ンター〈十一月一日〉

『日本エッセイスト・クラブ会報』二〇二〇年
秋号、日本エッセイスト・クラブ〈九月三十日〉

「第六十八回日本エッセイスト・クラブ賞受賞のことば
うございました」

ありがと

〃

「万葉びとの橘―菓子の長上―」

「生まれながらに恩を受けている私」

「経験を知恵にする教育を」

〃
二〇二一年
〃

※未刊
「犬養孝」
「安騎野」
「弓月が岳」などの十二項目を執筆、二〇〇九年春提
 の辞典に『飛鳥大辞典』（東京堂出版）がある。
出済、受理。まだ、刊行のメドは立っていない。

〃

〃

〃

〃

〃

二〇一三年

二〇一二年

〃

〃

二〇一一年

〃

二〇一〇年

二〇〇九年

朗読劇「額田王と吉野」

朗読劇「宴の花」

万葉オペラ・ラボ公演第三回万葉オペラ『風の森・風の饗宴』

朗読劇「額田王と吉野」

朗読劇「額田王と吉野」

万葉篝火朗読会「よしのよく見よ」

朗読劇『額田王と吉野』

万葉オペラ・ラボ公演第二回オペラ『魔笛』翻案「猿沢ノ池不思議
ノ横笛
モーツァルト先生に捧ぐ」

朗読劇『額田王と吉野』

絵本『よしのよく見よ』完成披露講演と朗読会

万葉オペラ・ラボ公演第一回万葉朗読劇「山上憶良と遣唐使～好去
好来のうた～」

東京藝術大学 平山郁夫先生一周忌追悼「オペラ 遣唐使～阿倍仲
麻呂～全四幕」

遥かなる時を越えて「オペラ『遣唐使～阿倍仲麻呂～』全四幕完全版」

遥かなる時を越えて「オペラ『遣唐使～阿倍仲麻呂～』第三幕・第
四幕」

遥かなる時を越えて「オペラ『遣唐使～阿倍仲麻呂～』第一幕・第
二幕」

〈十月二十五日、ホームカミングデー、朗読：
松坂慶子、制作：書肆アルス、場所：和敬塾
本部棟講堂〉

〈六月二十九日、能と吉野、朗読：松坂慶子、
制作：書肆アルス、場所：豊田市能楽堂コンサー
トホール〉

〈五月二十九日、朗読：松坂慶子、制作：書肆
アルス、場所：ソウル／韓国中央大學校 国際
会議室〉

〈二月二十二日、二十三日、場所：なら一〇〇
年会館〉

〈十二月九日、「徹子の部屋」コンサート、朗読：
松坂慶子、制作：書肆アルス、場所：フェスティ
バルホール〉

〈十一月二十五日、
「徹子の部屋」コンサート、
朗 読：松 坂 慶子、制 作：書 肆アルス、場 所：
有楽町国際フォーラム〉

〈九月二十九日、吉野のさくら保全プロジェク
ト、朗読：松坂慶子、場所：宮滝河川交流セ
ンター〉

〈七月二十七日、吉野のさくら保全プロジェク
ト、朗読：松坂慶子、制作：書肆アルス、場所：
有楽町よみうりホール〉

〈二月十日、十一日、場所：なら一〇〇年会館〉

〈十一月十一日、近畿日本鉄道イベント＆ハイ
キング、朗読：松坂慶子、場所：吉野町中央
公民館〉

〈十二月十八日、朗読：松坂慶子、場所：吉野
町中央公民館図書閲覧室〉

〈十一月八日、九日、場所：なら一〇〇年会館〉

〈二月十一日、十二日、制作：平山郁夫先生一
周忌追悼・オペラ《遣唐使》公演実行委員会、
東京藝術大学演奏藝術センター、場所：東京
藝術大学奏楽堂、主催：東京藝術大学〉

〈 十月二日、主催：財団 法人奈 良 市 文化 振興
センタ ー（ な ら一〇 〇 年 会 館 ）
、場 所：な ら
一〇〇年会館〉

〈六月十日、主催：ＲＯＬＥＸ ＴＩＭＥ ＤＡＹ、
協力：法相宗大本山薬師寺、場所：薬師寺〉

〈六月十日、主催：ＲＯＬＥＸ ＴＩＭＥ ＤＡＹ、
協力：法相宗大本山薬師寺、場所：薬師寺〉

―

〃

朗読劇「額田王と吉野」

〈一月十一日、十二日、場所：なら一〇〇年会館〉

〃

「宴の花」

「古代の文化交流～琴とうたと」

〈七月五日、朗読：松坂慶子、制作：書肆アル
ス、場所：万葉文化館〉

〈七月四日、朗読：松坂慶子、場所：吉野町中
央公民館〉

―

〃

二〇一五年

二〇一四年

〃

万葉オペラ・ラボ公演第四回オペラ『魔笛』翻案「猿沢ノ池不思議
ノ横笛
モーツァルト先生に捧ぐ」

原作・脚本を担当したオペラ、朗読劇の上演実績
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二〇一七年

〃

〃

〃

二〇一六年

二〇一五年

万葉オペラ・ラボ公演第七回万葉オペラ・ガラコンサート「続・遣
唐使物語～学びて時にこれを習う～」

万葉オペラ・ラボ公演第六回万葉オペラ『遣唐使物語―名も無き民
へのオマージュ―』

朗読劇「額田王と吉野」

朗読劇「額田王と吉野」

万葉オペラ・ラボ公演第五回万葉オペラ・ラボ スペシャルコンサー
ト「遣唐使物語への道」

朗読劇「海と雲と月と星と」

〈十一月十二日、朗読：松坂慶子、制作：書肆
アルス、場所：ソウル／国立劇場〉

〈九月三十日、場所：なら一〇〇年会館〉

〈十月一日、二日、場所：なら一〇〇年会館〉

〈五月二十六日、朗読：松坂慶子、制作：書肆
アルス、場所：プサン／釜山外国語大學校Ｄ
１１０教室〉

〈五月二十五日、朗読：松坂慶子、制作：書肆
アルス、場所：テジョン／ハンナム大學校文
化大学創意ホール〉

〈一月十日、場所：なら一〇〇年会館〉

〈十月三十日、朗読：松坂慶子、制作：書肆ア
ルス、場所：ハワイ／ハワイ大学〉

〈十一月十三日、朗読：松坂慶子、制作：書肆
アルス、場所：ソウル／仁川大学〉

〈二月十一日、場所：なら一〇〇年会館〉

「宴の花」第二幕

全幕物「宴の花」

〃
〃

万葉オペラ・ラボ公演なら一〇〇年会館開館二十周年記念第八回万
葉オペラ『遣唐使 阿倍仲麻呂の夢～東アジアを駆け抜けた風の男
～』

〈三月九日、主催：
『言霊の旅―はじまりのと
きへ―』公演実行委員会、場所：なら一〇〇
年 会 館、後 援：奈 良県、奈 良県 教 育 委員 会、
奈良市、奈良市教育委員会〉

〈九月十五日、朗読：松坂慶子、制作：書肆ア
ルス、場所：朝倉市／朝倉地域生涯学習セン
ターホール〉

二〇一九年

朗読と合唱による記紀・万葉の新作公演『言霊の旅 ―はじまりの
ときへ―』

〈六月十二日、朗読：松坂慶子、制作：書肆ア
ルス、場所：ソウル／スンシル大学〉

「あさくら天智天皇ものがたり～宴の花～」

〃

朗読劇「梅薫る庭のしあわせ」

二〇一八年

〃

朗読劇「梅薫る庭のしあわせ」

〈六月十二日、朗読：松坂慶子、制作：書肆ア
ルス、場所：ソウル／中央大学〉

〃

ての人に感謝だ。なかでも、山田法胤先生、三原剛先生、松坂慶子先生のご尽力は大きかった。さらには、万葉オペラ・ラボ、

※オペ
 ラや朗読劇は、作者のみならず、作曲家、演奏家、演出家を含めた人びとの協力があってこそ成り立つ。だから、すべ

奈良百年会館、書肆アルス、記紀・万葉合唱団、大阪芸術大学、東京藝術大学の各団体の力が一つになったことにも、感謝
したい。至福の時をありがとうございました。
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万葉オペラ

風の森、風の饗宴

原作・脚本 上野 誠

日本ロレ�クスの 支援のもと 、オペラの 脚
本を 執筆できたことは 、望外の 喜びであ�た 。
作品のなかから 、この 本に 一作を 、というこ

とになれば 、これになる 。

302
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◉あらすじ

下野誠教授の 思い 、そして 妄想
万葉学者の 下野誠教授も 、今日で 停年。
六十歳とな�た 下野教授は 、退職する 二
月二十三日の 朝、その 日も 、いつものよ
うに 研究室にや�て 来た 。今日は 、最終
講義の 日なのだ 。教授の 胸裏には 四十年
の 歳月が 走馬灯のように 流れる 。
しかし 、
教授の 脳裏には 、ほんとうに 自分は 、万
葉学者になりたか�たのか ︱という 疑問
が 湧いてくるのであ�た 。そして 、自分
は 、本来、風のように 、風来坊のように
生きたか�たのではないかと 、夢想しは
じめる 。
風、風、風、どこからともなくや�て
来て 、どこかへともなく 消えてゆく 風。
ひ��としたら 、人間の 命も 、わかるの
は﹁今生﹂
つまり 生きている 間だけで 、﹁前
世﹂も ﹁来世﹂もわからない 。だとした
ら 、人も 本来、風のように 生きるべきで
はないかと 思うに 至�たのである 。自分
も 風になれたら ⋮⋮、と 。

◉使用する万葉歌

君待つと
アナタヲ 待�テ
あ
を
我が恋ひ居れば
ワタシガ 恋イ 慕�テイルト
わ
や ど
我が屋戸の
ワタシノ 家ノ
すだれ
簾 動かし
スダレヲ 動カス 秋ノ 風ガ
秋の風吹く
︱ デモ 、ソレハ 風ダ�タ
︵ソコニハ 、タダ 風ガ
吹イテイルダケ ︶
巻四の 四八八

*

*
*

*

*

*

下 野 教 授の 妄 想は 、もう 止まらない 。
自 分が 四 十 年も 研 究してきた ﹃ 万 葉 集 ﹄
に 登場する 風たちが 、本の 中から 現われ
て 、自らを 語り 出すのであ�た 。われこ
そは 、万葉の 風なりと 、風の 女王なりと
⋮⋮。
かくして 、
はじまる 万葉、風の 物語。

*

を 競い 合う 。大和の 風の 王者を 決めるの
だ 。しかし 、なかなか 勝 負はつかない 。
そのうち 、風の 女王を 決める 歌合戦も 始
まる 。
まず 、恋はときめきだと 、ときめき 風
が 現れて 恋のときめきを 歌う 。 一 同は
う�とり 。 皆は 口 々に ﹁ 彼 女こそ 女 王 ﹂
と 言い 合う 。
そこに 現れたのはうらみ 風。うらみ 風
は 、 恋はそんな 甘いもんじ�ないよと 、
自らの 恋の 悩みをせつせつと 歌う 。一同
の 同情は 一心にうらみ 風に 集まる 。
それも 束の 間、そこにひとりの 老婆の
風が 現れる 。なにやら 、人を 怨むという
よりも 、その 怨みさえも 超 越した 表 情。
無表情だ 。そして 、老婆も 歌い 出す 。男�
てえものは 、みんな 同じさと 。若い 女を
好むもんだと 。一同は 老婆のことを 憐れ
んだ 。い�たい 、誰が 、風の 女王なのか 。
こうして 、覇を 競う 風たちの 饗宴も 終
わりに 近づいていた 。夜明けは 近い 。風
たちは 、互いの 思いを 述べ 合い 、大団円
を 迎える 。
さて 、下野教授の 最終講義はいかなる
ことに
。

ふるころも

︱

年に 一度、大和を 吹く 風たちが 集�て 、
風たちの 大 宴 会の 日というものがある 。
通常、人の 目には 見えないけれど 。
その 宴会の 場所こそ 風の 森だ 。飲めや
歌えの 風たちの 饗宴。それは 、秋風の 吹
く 一日、風の 森というところで 密かに 行
われる 大宴会である 。
風たちは 、ここで 我こそは 風の 王 者、
私こそ 風の 女 王と 、その 覇を 競い 合う 。
その 呼び 物はなんとい�ても 風合戦。力
自慢の 風たちの 戦いだ 。そして 、次に 風
の 女神を 決める 歌合戦がはじまる 。
我こそは 明日香の 風だ 。我こそは 奈良
の 都の 風、
また 我こそは 生駒の 風。いや 、
泊瀬の 風もここにいるぞと 、風たちは 覇

古 衣
古イ 衣ヲネ
う つ
打棄つる人は
ポイ�ト 捨テ 去ルヨウナ 人ハネ
秋風の
秋風ノ
立ち来る時に
立チ 来ル 時ニネ
物思ふものそ
︱ 物思イヲスルモンデスヨ�ダ

巻十一の 二六二六

︵ザマ�ミロ ︶

よしゑやし
エエママヨ
恋ひじとすれど
モウ 恋ナドスルモノカ ！
ト 思�テモ ⋮
秋風の
秋風ノ
寒く吹く夜は
寒ク 吹ク 夜ダケハ
君をしそ思ふ

︱ アナタノコトヲ思�テシマウ
︵ソンナ 私デス ︶
巻十の 二三〇一

春日風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

明日香風⋮⋮気高き男、貴公子の体。貴族の姿。き�ちり

子どもたち全員⋮⋮無邪気に、かつ聡明に

子どもＢ⋮⋮無邪気に、かつ聡明に

子どもＡ⋮⋮無邪気に、かつ聡明に

第三の侍女︵
﹃魔笛﹄
︶⋮⋮パロデ��クに

第二の侍女︵
﹃魔笛﹄
︶⋮⋮パロデ��クに

第一の侍女︵
﹃魔笛﹄
︶⋮⋮パロデ��クに

パパゲーノ︵
﹃魔笛﹄
︶⋮⋮パロデ��クに

タミーノ︵
﹃魔笛﹄
︶⋮⋮パロデ��クに

校内放送の声⋮⋮事務的な声で

秘書Ａ・Ｂ⋮⋮謹厳、実直な有能秘書

下野誠教授⋮⋮今日、定年で最終講義をする万葉学者

かけ声⋮⋮舞台ソデ二人~三人、客席三人~五人くらいを

合唱隊になる感じで

風たち⋮⋮コロスで表現か。各風のおとりまきが、全体の

た気高き老女。この表現は難しいが、衣装さんよろしく

風の老婆⋮⋮落ちぶれてはいるが、かつては美貌でならし

うらみ風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

一考の余地あり

うらみ風⋮⋮妖艶な美女、
マダム風。現代衣装でもよいが、

ときめき風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

やはり、ゴ�ジ�スな飛鳥衣装

ときめき風⋮⋮額田王をイメ�ジ、清廉だが 陰のある 人。

泊瀬風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

泊瀬風⋮⋮存在感が薄い男が、急に自己主張する感じ

◉出演者
生駒風⋮⋮マ�チ�で武の男、剛の人。身分は低くてよい

とした姿
想定している。演出は、おまかせ

生駒風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

明日香風のおとりまきの風︵複数︶⋮⋮たいこもち風

は ⋮⋮。
ただし 、教養ある 観客は 、役者たちに

風の森の饗宴の司会者⋮⋮道化系

ンポン 。

こは、観客席を見つつ、ちょっとユーモ

遠慮して 、居眠りなんかしないが ⋮⋮（ こ

例えば 、夢の 中の 時間、人間は 一瞬に
して 、 地の 果てまでもゆくことができ 、
一瞬にして 、五十年も 若返ることができ
る。
そうだ 、この 私も 、この 学園の 入学試
験を 受けた 時は 、若か�た 。しかし 、私
はなぜ 、﹃ 万 葉 集 ﹄の 研 究 者にな�たの
だろう 。なぜ 、辛気くさい 国文学者など
にな�たのか 。いや 、いや 、なり 果てた
のか 。
セ ・○・キ ・シ ・シカ ・○、カ ・キ ・
ク ・ク ・ケ ・ケ 、活用の 勉強だ 。ほんと
うは 教室から 抜け 出して 、クラブ 、いや
デ�スコ 。いや�� 、
ゴ�ゴ� 喫茶。あ�
いや 、ダンスホ�ルに 行きたか�た 。学
生運動をや�てもよか�たんだ 。どうし
て 、ゲバ 棒を 振り 回さなか�たのか 。い
や 、それよりも 、風に 髪を 靡かせる 女子
学生と 、デ�トしたか�た 。

ラ ス に ）。

暗 転。 序 曲 …… 昨 年 の『 魔 笛 』 を 使 う。

この 学園を 去る 。退職だ 。
今日で 私は 、
五 十 年の 歳 月が 長いか 短いか 、それは 、
まさに 哲学的問題だ 。
はたして 、時間というものは 、長い 短
いを 比較できるのか 。それも 、問題だ 。
すばらしい 芝居は 、二時間が 一瞬にし
て 終わ�てしまうが 、
たいくつな 芝居は 、
見ていると 、百年間、奴隷として 働かさ
れるように 感じられる 。だとしたら 、時
間というものは 、主観によ�て 形成され
るものだ 。客観的な 時間などというもの
はない 。時間における 主観と 客観、これ
はひ��として 、人生の 最大の 問題かも
しれない 。それを 、退職の 日に 気づくと

五十年、五十年、半世紀⋮⋮。

下野教授

下野教授入場（演奏終わりに、舞台へ）

アレンジを変えてもよい。

にも使用するので、無しにしてもよいし、

そのまま。ただし、『魔笛』の序曲は二幕

春日風⋮⋮都のだて男、おし�れ。明日香風よりおし�れ

に

ピンポンパンポン ⋮⋮本日、十四時半
より 、文学部、三〇一教室において 、本
学教授・下野誠教授の 退職記念特別最終
講義が 行われます 。本日については 、受
講生以外の 方も 、自由に 講義を 聴くこと
が 出来ますので 、先生の 最終講義を 、是
非お 聴きください 。なお 、本日は 、学外
の 方も 、聴講が 許されます 。ピンポンパ

校内放送の声

開演五分前となって、校内放送が流れる。

机の上にはスタンドのみ。

舞台の左か右に、一台の机、そして椅子。

第一幕
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ゆ っ く り と ）。

しかし 、 私は 、なぜか 、 教 室にいた 。
教 室、それは 学 問のための 牢 獄。でも 、
どうして 、私は 、その 牢獄から 抜け 出そ
うとしなか�たのか 。教室には 、鍵はか
けられていなか�たはずなのに 。
なんとなく 、大学に 残り 、ある 時から 、
教師にな�た 。いや 、な�ていた 。そし
て 、学生たちに 、セ・○・キ・シ・シカ・
○、カ ・キ ・ク ・ク ・ケ ・ケと 教える 側
にな�ていた 。
若いころ 、年老いた 教授たちの 、あの
長�たらしいお 説教が 大嫌いで 大嫌いで
たまらなか�たのに 、いつしか 自 分も 、
くだらないお 説教をしていた 。いや 、説
教を 垂れていた 。
ほんとうに 、私は 万葉学者になるべき
だ�たのか 。教室を 抜け 出して ⋮⋮風の
ように 遊んでもよか�たはず 。風のよう
に 遊びたか�た （ こ こ は 、 タ メ を 作 っ て

秘 書 二 人 登 場（ 二 人 は ス ケ ジ ュ ー ル 表 を
持 っ て い る。 こ こ は、 有 能 秘 書 が ま く し
立てる感じで。ＡとＢでかけあいながら、
テンポアップしてゆく）

つまり ⋮⋮。
秘 書 Ａ Ｂ つまり ⋮⋮。
下 野 教 授 今日が 、
最後だということだ 。
つまり 、予定は 予定にして 、未定にして 、
決定にあらず 。
したが�て 、
すべてをキ�
ンセルする 。
秘 書 Ａ すべて ⋮⋮と 言われましても 。
下 野 教 授 すべてだ 。全部。すべてだ 。
秘 書 Ｂ すべて ⋮⋮ （ 不 思 議 そ う に ）。
下 野 教 授 申し 訳ないが 、今日は 研究室
にひとりにしてもらう 。 来 客もお 断り 。
電話も 取り 次がないように 。会議を 減ら
す 対策会議なら 、
ないほうがよいはずだ 。
最終講義だけは 、行う 予定だが 。
秘 書 Ａ 電話もですか ⋮⋮。例の 件もあ
りますのに 。
下 野 教 授 すべてキ�ンセル 、 電 話も
⋮⋮。
秘 書 Ａ Ｂ は� 、
はい 。わかりました（ こ

︱

こ で 帰 る 、 四 、五 歩 歩 む ）。
下 野 教 授 それに
。
秘 書 Ａ Ｂ それに ⋮⋮︵不思議そうにふ
りかえる ︶。
下 野 教 授 サラダは 、今日は 、最初では
なく 、最後に 食べる 。

秘 書 Ａ Ｂ 下野教授、本日のスケジ��
ルを 申し 上げます 。
秘 書 Ａ 九時三十分から 十時二十五分ま
で 、文学部教授会。
秘 書 Ｂ 休憩の 五分間の 間に 、文部科学
省の 大学局長に 電話をかけて 下さい 。例
の 件です 。
秘 書 Ａ 十時三十分から 十一時五十分ま
で 、会議を 減らすための 対策会議のため
の 予備会議があります （ こ こ は 、 早 口 だ
が わ か り や す く ）。
秘 書 Ｂ 十 一 時 五 十 分に 、 学 部 長から 、
お 電話がかか�てきます 。例の 件です 。
秘 書 Ａ 本日は 、お 昼はかつ 丼、ただし 、
脂身のないヒレ 肉です 。それにヨ�グル
ト 、野菜サラダで 、八五三キロカロリ� 。
奥様から 、野菜サラダから 先に 食べてい
ただくように 、
との 指示が 出ております 。
秘 書 Ｂ たいへん 申し 訳ありませんが 、
今日のランチは 、留学生との 懇談会も 兼
ねておりまして ⋮⋮。そして 、奥様から
の 伝言で 、サラダから 先に 食べたかどう
か 、一応、電話を 入れて 下さいとのこと
です 。それに 、例の 件も 。
秘 書 Ａ 十三時から 、角川学芸出版、講

下野教授のモノローグがはじまる。
下野教授

﹁ 自 由 時 間 ﹂、 聞いて 呆れる ！ 本 来、
人生の 時間はすべて﹁自由時間﹂のはず 。
けれど 人の 人たるものは 、人と 生き 、社
会と 生きる 動物なのだ 。
だから 、私は 教室という 名の 学問の 牢
獄から 抜け 出さなか�た 。そして 、人は
生きてゆくためという 理由によ�て 、時
間の 牢獄から 、抜け 出せないでいるのだ 。
ただし 、
ただし ⋮⋮その 牢獄から 、
こ�
そりと 抜け 出す 方法が 、じつは 二つだけ
あるのを 、ご 存知か ？ まるで 、風のよ
うに ⋮⋮ 抜け 出す 方 法が 二つだけある 。
この 二つは 、二つにして 一つ 、一つにし
て 二つ 。
一つは 、心の 中で 想像すること 。それ
だけは 、誰にも 止められない 。
二つめは 、 夢を 見ること 。 私の 夢を 、
他人が 見ることはできない 。
会 議を 減らすための 会 議の 予 備 会 議。
その 議 事 録 作 成。そんなのは 、やめだ 。
やめだ 。すべては 、キ�ンセル 。今日か
ら 、私は 、時間という 牢獄から 抜け 出す 。

談社、小学館との 出版打ち 合わせ 。その
時に 、今後二年間の 原稿執筆計画を 出し
ていただくことにな�ております 。その
際、例の 件もよろしくお 伝え 下さい 。
秘 書 Ｂ 十 三 時 五 十 五 分から 五 分 間は 、
ラジオ 体操をしていただきます 。
ただし 、
本日は 第二です 。そして 、会議を 減らす
ための 対策会議の 予備会議の 議事録を 作
成していただきます 。それに 、例の 件が
⋮⋮ （ い ち ば ん 早 い テ ン ポ ）。
秘 書 Ａ そして 、そして ⋮⋮ （ こ こ で 、
急にゆっくりになる）

君たち 、私は 、今日をも�て

下 野 教 授 そして 、
どうした 。電話か� 、
例の 件か 。
秘 書 Ｂ 十四時半から 、先生の 最終講義
です 。
下 野 教 授 そのあとは ⋮⋮
秘 書 Ａ そのあとは 、⋮⋮何もありませ
ん 。スケジ��ル 表には 、ただ 、自由時
間と 書いてあります 。
秘 書 Ａ Ｂ 以上が 、本日のスケジ��ル
です 。どうなさいますか 。
下野教授

退 職する 。わか�ているね 。 最 終 講 義。

こ は タ メ を 作 っ て ）。

これまで 、私は ﹃万葉集﹄を 研究して
きた 。でも 、よく 考えてみると 、歌を 楽
しみ 、万葉びとと 遊ぶことなど 、してこ
なか�た 。﹃論語﹄読みの﹃論語﹄知らず 。
これから 、私は ⋮⋮万葉の 風になる （ こ

絶妙の間をとって、暗転。下野教授、退場。
舞台上の机と椅子、スタンドを撤去する。

空手の型のようなものをお揃いで見せる。

第 一 の 侍 女 いえ 、私だけ

第二の侍女

第一の侍女

私が

私が

私が

第 三 の 侍 女 いえ 、私だけ

第 二 の 侍 女 いえ 、私だけ

万歳！

第三の侍女

万歳！

我らの 勝利だ ！
この 皇子の 命を
助けし 我れらが 力
第 一 の 侍 女 いえ

第 一 の 侍 女 あ� 、うるわしき 男！
第 二 の 侍 女 それとも ！

三 人 の 侍 女 いえ ！

第 一・二 の 侍 女 いえ

助けし 我れらが 力

第 二 の 侍 女 うるわしき 男ぶり

第二の侍女

第一の侍女

行かねば ！

行かねば ！

私が ！

第 三 の 侍 女 それとも ！

舞台が明るくなり、
『魔笛』と同じように、

絵のよう

第三の侍女

第二の侍女

第三の侍女

嫌よ ！

嫌よ ！

嫌よ ！

第 一 の 侍 女 ならぬか ！

第一の侍女

私が 行くのは 嫌よ ！
誰か 一人だけ 残すの

三人の侍女

第 一 の 侍 女 はい 、私めがお 残りいたし
第 二・三 の 侍 女 いえ 、いえ ！

第 一 の 侍 女 いえ 、いえ

第 二・三 の 侍 女 いえ 、いえ ！

第 一 の 侍 女 え 、いえ

まし�
三 人 の 侍 女 だめよ それは

の

鳥を 取る 名人だ

愉快な 商売、大繁盛

鳥を 取る 名人だ

鳥かごに 入れれば どの 娘もわしのも

（パパゲーノ笛の音）

娘に 網張�て ど�さり 捕らえよか

誰にでも 知られた

気のいい 男 ホイサ�サ ！

おいらは 名物男

鳥はみな 俺の 物

（パパゲーノ笛の音）

笛をち�いと 鳴らせば

餌を 仕掛けておいて

誰にでも 知られた

おいらは 名物男
気のいい 男 ホイサ�サ ！

パパゲーノ

パパゲーノがやって来る。

何だ 、あの 笛の 音は 。誰かがや�て 来
る。

遠くから笛の音。

第 二 の 侍 女 いえ 、私が 見張りますわ

第一の侍女
第二の侍女
第三の侍女
三人の侍女

第一の侍女
第二の侍女
第三の侍女
三人の侍女

ら 辺 り を 見 回 す ）ここはどこだ 。我は 生
きてあり 。生きているんだ ！ あの 龍は 、
もういない 。

タ ミ ー ノ （ 気 が つ く、 び く び く し な が

三人の侍女が去る。

うるわしきお 方よ
さようなら また 後ほど
すぐにおそばに
すぐにおそばに
すぐにおそばに
参りますわ
うるわしきお 方よ
さようなら また 後ほど
すぐにおそばに
すぐにおそばに
すぐにおそばに
参りますわ
では 、後ほど
では 、後ほど
いずれは また
いずれは また
また 、後ほど

第 三 の 侍 女 いえ 、私が 守りますわ

我が 心を 捧げん
このうるわしき 人に
さ� 、お 伝えしなくては
夜の 女神様に （ 楽 譜 で は 、「 月 読 」）
さ� 、女神様に
さ� 、女神様に
さ� 、女神様に

三人の侍女

な

第 三 の 侍 女 あ� 、ほんと ！

さ� ！

誰か 一人だけ 残すの
第 一 の 侍 女 いえ 、いえ
第 二・三 の 侍 女 いえ 、いえ ！
第 一 の 侍 女 いえ 、いえ
第 二・三 の 侍 女 いえ 、いえ ！
三 人 の 侍 女 だめよ それは
だめよ それは
だめよ それは
第 三 の 侍 女 望みは 唯一つ
第 二 の 侍 女 望みは 唯一つ
第 一 の 侍 女 望みは 唯一つ
第 三 の 侍 女 共に 暮らしたいわ ！
第 二 の 侍 女 共に 暮らしたいわ ！
第 一 の 侍 女 共に 暮らしたいわ ！
第 三 の 侍 女 この 私めと 二人だけで
第 二 の 侍 女 この 私めと 二人だけで
第 一 の 侍 女 この 私めと 二人で 二人で
でも 、誰も 行かないわ
第 二 の 侍 女 でも 、誰も 行かないわ
第 三 の 侍 女 でも 、誰も 行かないわ
第 一 の 侍 女 やはり 諦めて
第 二 の 侍 女 やはり 諦めて
第 三 の 侍 女 やはり 諦めて 、
やはり 諦めて
行きまし�う
三人の侍女

三 人 の 侍 女 さ� 、これでおだぶつ 、

三人の侍女が登場する。

あ� 、早く ！ 誰か 助けよ ！
あ� 、我を 助けよ 早く 助けよ ！

助けて 、助けて 、あ� 、助けを
助けて 、助けて 、あ� 、助けを
迫り 来るぞ 池の 龍！
あの 龍が 迫り 来る
あの 龍が 迫り 来る

タミーノ

タミーノが登場する。

第二幕
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風の森、風の饗宴
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310
風の森、風の饗宴

311 オペラ

さて 、その 娘たち
みなお 砂糖とと�かえて
一番可愛い 娘に
それをみんなあげよ 。
甘い 口づけかわし
お 楽しみはこれからだ 。
（パパゲーノ笛の音）

その 子がおねんねする 時
そ�と 歌�てあげようよ
タ ミ ー ノ なんだ 、お 前さん ！
パ パ ゲ ー ノ なんだとは 、なんだ 。お 前
さん 。
タ ミ ー ノ なんだとは 、なんだとは 、な
んだ 。お 前さん ？
パ パ ゲ ー ノ ち��と 待て （ こ こ は 、 相
手 に 警 告 を 発 す る 感 じ 。 も ち ろ ん 大 声 ）。
タ ミ ー ノ ち��と 待て ⋮⋮だと 。
パ パ ゲ ー ノ ち��と 待て 。俺たち 、間
違�てないか�� 。
タ ミ ー ノ 間違�ている�て ？
パ パ ゲ ー ノ ここまでは 、かのモ�ツア
ルトの 名 作、﹃ 魔 笛 ﹄のはじまりにな�
てるぞ 。
タ ミ ー ノ 昨 年、 奈 良 一 〇 〇 年 会 館で 、

こ の 暗 転 の 間 に、 舞 台 に 書 家 が 大 書 き し
た万葉歌が三首掲げられる。
序 曲 が 鳴 っ て い る 間 に、 舞 台 に 子 ど も た
ちが入場。
『魔笛』の序曲が終わる。
ここから舞台は、子どもたちによる、風の
歌メドレー。間がもつように、お手玉など
で 遊 ば せ る の も よ い。 た だ し、 子 ど も た
ちの先生役は二名くらい必要か。長さも、
選曲もおまかせ。
メ ド レ ー の 終 わ り に、 息 を 切 ら せ て、 タ
ミ ー ノ と パ パ ゲ ー ノ が、 舞 台 に や っ て 来
る。
パ パ ゲ ー ノ よか�た� 。
タ ミ ー ノ よか�たな�� 。
ほんとうに 、
よか�た 。逃げられて 。
パ パ ゲ ー ノ ここはい�たい 、どこなん
だ�� 。
タ ミ ー ノ 俺にもよく 、わからん 。しか
し 、いちおう 、俺たちは 風にな�て 逃げ
たんだから 、目的地を 決めてはいけない

暗転。

考えていますが、おまかせします。

パ ゲ ー ノ を 追 い か け、 見 失 う 演 出 を 現 在

三 人 の 侍 女 た ち は、 客 席 へ タ ミ ー ノ と パ

す。

翻案で 上演された ﹃魔笛﹄か� 。
第 二 の 侍 女 ち�んと 笛も 、鈴もあるか
パ パ ゲ ー ノ だとしたら 、俺もお 前さん
ら 大丈夫よ （ 諭 す 感 じ ）。
も 、大変なことになるぞ 。
第 三 の 侍 女 あなたたち 、結婚したくな
タ ミ ー ノ 大変なこと�て 、
どんなこと 。 いの ？ （ 誘 惑 す る 感 じ ）
パ パ ゲ ー ノ どんなことも 、そんなこと
三 人 の 侍 女 戻りなさい 。タミ�ノ 、パ
もないよ （ 怯 え る 感 じ で ）。
パゲ�ノ （ 怒 っ た 感 じ ）。
タ ミ ー ノ 何を 怯えているんだ 。
パ パ ゲ ー ノ 逃げよう ！
パ パ ゲ ー ノ だ�てだよ 。このまま 、こ
タ ミ ー ノ 魔笛なんか 、いらない ！ （ 逃
の 舞台に 立�ていたら 、二人ともザラス
げながら）
トロの 宮殿に 連れてゆかれて 、魔物たち
パ パ ゲ ー ノ 魔法の 鈴なら 、くれてやる
や 、モノスタトスと 戦うことになるんだ
よ！（逃げながら）
ぞ。
パ パ ゲ ー ノ ・ タ ミ ー ノ 三十六計、逃げ
タ ミ ー ノ そんなこと 、俺もま�ぴらご
るが 勝ち （ た が い の 目 を 見 て 、 声 を 合 わ
せて）
めんだ ！ あんなこと 、二度としたくな
い ！ よし 、ここは 風にな�て 、逃げよ
う。
『魔笛』序曲が鳴り出す（ここは、逃走を
パ パ ゲ ー ノ その 通り 、風にな�て 逃げ
イメージした、スピード感で）。タミーノ
と パ パ ゲ ー ノ が 逃 げ 去 り、 客 席 へ 走 り 出
よう 。三十六計、逃げるが 勝ち 。
三人の侍女が登場する。

咎 め る 感 じ ）。

三 人 の 侍 女 タミ�ノ 、パパゲ�ノ （ 声
をそろえて！
第 一 の 侍 女 ﹃ 魔 笛 ﹄は 、はじま�たば

かりよ 。逃げるの 。

衣装は 、﹃万葉集﹄の 時代のものだぞ 。
パ パ ゲ ー ノ 上 野 誠 先 生の 台 本だから
な�� 。や�ぱり 、﹃万葉集﹄か�� 。
タ ミ ー ノ あたり 前だろう 。
この 劇場は 、
奈良一〇〇年会館だぞ 。ここは 、奈良県
御所市の 、風の 森ということにな�てる
んだ 。
パ パ ゲ ー ノ パパゲ�ノに （ タ ミ ー ノ を

子ども Ａ じ�あ 、あなたたちは 、誰？

タ ミ ー ノ タミ�ノだ 。
子ども Ａ どこから 来たの 。
パ パ ゲ ー ノ じつは 、あのモ�ツアルト
の 名作﹃魔笛﹄という 台本から 、抜け 出
して 、ここに 来たんだ 。
タ ミ ー ノ そのまま 、
﹃ 魔 笛 ﹄に 出てい
ると 、こわく�て 、つらく�て 、ひもじ
く�て 、もう 、それはそれは ⋮⋮大変な
ことになんだ 。そんなこと 、ま�ぴらご
めんさ� 。もう 、付き 合いきれないよ�

指 さ す ）。

（ 肩 を 落 と す 感 じ で ）。

んだ 。予定を 決めたら 、風じ�あなくな
る。
パ パ ゲ ー ノ それじ�� 、どこに 行くの
か 、決められない�て�ことかい ？
タ ミ ー ノ あたり 前だろ 。風は 、風任せ
なんだぞ 。風がスケジ��ル 管理してど
うするんだい 。そんなの 、風じ�あ 、な
い！
パ パ ゲ ー ノ か ・ぜ ・ま ・か ・せ ！ そ
り� 、たいへんだ ！ だ�たら 、﹃魔笛﹄
に 戻�た 方がいいかも 。
タ ミ ー ノ ま� 、
そういうな 。俺たちは 、
風にな�たばかり 。ここはどこか 、聞い
てみよう 。
パ パ ゲ ー ノ みんな� 、
ここはどこだい 。
子ども Ａ せ�かく 歌�てたのに 、聞い
てなか�たの ？
タ ミ ー ノ ごめん 、ごめん 。風は 、気ま
ぐれだから 。ごめんなさいよ�� 。
パ パ ゲ ー ノ・タミ�ノ ここは�� 。

子ども Ｂ ここは�� 。
風の 森！ （ 声 を そ ろ え

舞台のソデから司会者登場。

子どもたち全員
て）

ている。

タ ミ ー ノ と パ パ ゲ ー ノ は、 驚 き な が ら 見

風の 森か� 。でも 、着ている

パ パ ゲ ー ノ か ・ぜ ・の ・も ・り ！
タミーノ

生駒風、泊瀬風の応援隊風にふるまう。

も合わせて。合唱隊は、明日香風、春日風、

こ こ か ら は、 入 り 乱 れ た 感 じ で。 合 唱 隊

（観客席から「色男」と声がかかる）

我こそは 、我こそは 、生駒の
生駒風
風だ 。風だ 。ここは 大和の 風
司会者
風。
の 森。今宵は 年に 一度の 風のお 祭り 。大 （観客席から「よっ、生駒風」と声がかかる）
宴 会。さあ 、さあ ⋮⋮。はじまるぞ� 。
はじまるぞ� （ と に か く 、 楽 し そ う に ）。 泊 瀬 風
忘れられてはたまらない 。我
こそは 、我こそは 、泊瀬風。
風 の 明 日 香 風、 春 日 風、 生 駒 風、 泊 瀬 風
が 登 場。 続 い て、 合 唱 隊 入 場。 合 唱 隊 は、
私服か。ないし、天平衣装。
子どもたちは、風の明日香風、春日風、生

︱
。

出してもよい。ここは、乱舞のイメージで。
春日風のアリア

︱

天の 原 振り 仰ぐ 山は 御蓋山
春日の 風は 、春日の 風は
みやび 風 みやび 風
。
天の 原 振り 仰ぐ 山は ⋮⋮

原振り仰ぐ山は」と繰り返そうとするが、

（ と 歌 っ た と こ ろ で、 も う い ち ど、
「天の

春日風、春日風

明 日 香 風、 明 日
一 同 は、 あ わ て た 様 子。 そ こ に、 明 日 香

人は、恥しがる感じで）

声 が 出 な く な る。 失 速 す る イ メ ー ジ。 本

春日風とその応援隊

香風

駒風、泊瀬風の登場を拍手で迎える。
明 日 香 風・ 春 日 風・ 生 駒 風・ 泊 瀬 風 の ア

明日香風とその応援隊
リア
風 が、 春 日 風 の 肩 を 打 っ て 登 場 す る（ 勝

我こそは 風の 王者
我こそは 大和の 覇者
いざ 競わん

明日香風のアリア

互いに風たちが競い合うように自らの名

我こそは 風の 王者

再び音楽がはじまる。
「我こそは風の王者、
大和の覇者」と風たちが叫び競いつつ、明
日 香 風、 春 日 風、 生 駒 風、 泊 瀬 風 と 合 唱
隊は、舞台からハケてゆく。
司会者

聴きたいよ� 。

聴きたい 。へ�� 、
子 ど も た ち へ�� 、

なりゆきを好奇心の目で見る。

あなたを 待�て
あなたを 待�て
待ちくたびれたその 時に

の恋）

と き め き 風 の ア リ ア（ 美 声 活 か す 若 い 女

風で、うっとりさせて下さい）

ときめき 風 恋はときめき
恋はときめく （ 決 め ゼ リ フ

まきも、いっしょに登場。複数。

と き め き 風 の 登 場。 と き め き 風 の お と り

（ここは強調して）

ときめき 風さん 、ご 登場

司 会 者 さ� 、お 待たせ 。

︱

確 認 す る よ う に、 相 手 を 見 た り し な が ら 、

タ ミ ー ノ と パ パ ゲ ー ノ は、 互 い の 驚 き を

ゆく。

子 ど も た ち は、 不 満 げ に 舞 台 か ら ハ ケ て

だめだ 、だめだ 。

我こそは 大和の 覇者

返しで。リフレイン等はおまかせ）

ち誇った微笑）。

生駒風、生駒風
泊瀬風、泊瀬風

生駒風とその応援隊
泊瀬風とその応援隊

我こそは 、我こそは 、釆女の

明日香風

全員合唱

風は 、
みやび 風。春日の 風こそ 、
みやび 風。
全員合唱

王者は 誰ぞ ！

王者、王者、風の 王者。
我こそは 、我こそは ⋮⋮。

司会者

前を連呼。声は重なり、右に左に動きつつ

リフレインなど、おまかせ。

王者、王者、風の 王者。

我こそは 、我こそは ⋮⋮。

風 た ち が 競 い 合 う 姿 を 演 出。 布 で 風 を 演

（ 互 い に 力 を 見 せ 付 け る よ う に 演 出。 繰 り

我こそは 大 和の 風の 王 者！

我こそは ⋮⋮。

我こそは 、我こそは 、奈良の

袖吹き 返す 明日香風。

全員合唱
全員

王者は 誰ぞ ！

（ここは、全員そろったセリフで決めます。

。

真空状態つくる）

風の 戦い

。

王者は 誰ぞ ！

︱

︱

我こそは 、我こそは 、三輪の

全 員 合 唱 こそは 、我こそは

さあ 、さあ 、お 次は 、恋の 歌合戦！
はじまり 、はじまり 。
声自慢の 風の 女神たちの 登場だ 。
まずは 、人の 心をときめかす 恋の 風。
と 、思�たが ⋮⋮子どもたちには 、
まだ 聞かせられない 恋の 話だ 。

何をいう 、何をいう 。万葉の

我こそは 、我こそは ⋮⋮。

子どもは 、帰�た 、帰�た 。

春日風

我こそは 、我こそは ⋮⋮。

︱

社を 吹く 風ぞ 。泊瀬風。泊瀬風。

泊瀬風

我こそは 、我こそは 、難波か
生駒風
ら 吹く 風ぞ 。生駒風。生駒風。
全 員 合 唱 我こそは 、我こそは
。

我こそは 、我こそは

王者は 誰ぞ ！

今、今はじまる 。

さあ 、風の 戦だ 、風の 合戦、

︱

いざ 競わん
いざ 競わん ︱

る）

（観客席から「待ってました」と声がかか

都の 春日風。

春日風

（観客席から「日本一」と声がかかる）
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︱

簾が 動いた
ああ 、あな�た ⋮⋮
⋮⋮でも 、それは 風
ただ 風が 吹いているだけ
ただ 風が 吹いているだけ
それが 私の 恋

︱
ときめき風のアリアを聴いていたおとり
まきたちが、互いに「彼女こそ風の女王」

うらみ風のアリア
ツポーズ。

すると、うらみ風と、おとりまきが、ガッ

う ら み 風 に 決 定。 う ら み 風 が 女 王 だ！」

司 会 者 これで 、本日の 歌合戦は 、終了
です 。みなさま 、お 気をつけてお 帰り 下
さい （ ア ド リ ブ 入 れ て よ い ）。

出家相談の上、別案可。妖艶な女）

きの表情。

（演歌のイメージ。難しければ、演者・演

﹁恋はときめき ﹂なんて 子供の 恋さ
恋はなやみ 、時にうらむ ！
ええ 、ままよ
ええ 、ままよ
しかたない 、しかたない
あんな 男に 惚れたのだから
しかたない 、しかたない
あんな 男に 惚れたのだから
風 の 老 婆 勝負はまだだ 。決めるのは 早
い 。こんな 婆 々でも 恋はできる 。﹁うら
む 恋 ﹂。そんな 恋は 小 娘の 恋さ 。 大 人の
恋はこんな 恋。

越路吹雪のように）

ピンと立ち、杖を棄てる。シャンソン風、

風の老婆のアリア（歌い出すと、老婆は、

だ 一 人 で 登 場。 し わ が れ 声 で。 皆 は、 驚

風の老婆の登場。ここは、杖をついて、た

うらみ風たちが帰ろうとするが、そこへ、

でもね （ セ リ フ 調 が よ い ）
秋風が 寒く 吹く 夜だけは
あなたのことを ⋮⋮
あなたのことを ⋮⋮

︱

思い 出す
⋮⋮それが 私の 恋 それこそ 私の 恋
うらみ風のアリアを聴いていたおとりま
き た ち が、 互 い に「 か わ い そ う、 か わ い
そう、彼女こそ風の女王」と呼ぶ。

く朗読。ここも朗読者の感性が大切）
。

と き め き 風 と 並 び 立 つ（ こ こ は か っ こ よ

しかたないわよ 、
ふる ぎ
私はボロギレ 、私は 古着
しかたないわよ 、

う ら み 風、 お と り ま き た ち は 左 右 に は け

舞台ソデから声がかかる。
「今年の女王は、

る。

よしゑやし
恋ひじとすれど

うらみ風

になって騒ぎ、ともにはける。

秋風の

タミーノ、パパゲーノも、ここはいっしょ

風の老婆もともにはける。暗転。

寒く 吹く 夜は
君をしそ 思ふ
寒く 吹く 夜は

秋風の
君をしそ 思ふ

＊
と き め き 風 が 登 場 す る。 舞 台 中 央 に 立 つ

君待つと

ときめき風

切にして）。

ら に か っ こ よ く 朗 読。 朗 読 者 の 感 性 を 大

き 風 と う ら み 風 と 並 び 立 つ（ こ こ は、 さ

者の感性で）。

（ここはかっこよく朗読。読み方は、朗読

我が 恋ひ 居れば

風の老婆が登場する。舞台中心に、ときめ

（ここは、吐き捨てるようなセリフ）

我が 屋戸の
秋の 風吹く

打棄つる 人は

︱

我が 屋戸の

秋風の

秋風の

物思ふものそ

古衣

風 の 老 婆 の ア リ ア に さ そ わ れ て、 と き め

立ち 来る 時に

風の老婆

き 風 と お と り ま き た ち も、 舞 台 の 左 右 か

簾動かし

続いて、
うらみ風が登場する。舞台中心に、

秋の 風吹く
男は呪われろ」と呼びながら、
ときめき風、

互 い に「 そ ん な 男 は、 呪 わ れ ろ、 そ ん な

ら登場。

簾動かし

それが 私の 恋
こんな 恋でも 、恋は 恋

私はおいぼれ 、私は 古着
男はみんな 、初物がお 好き
男はみんな 、新しいのがお 好き
だから 、だから 、
古着をぽい�とうち 捨てる
古着をぽい�とうち 捨てる
そして 新しい 上着を 身に 付けるのさ
でもね 、でもね （ こ こ は セ リ フ 風 ）
風が 冷たくな�てくると
風が 冷たくな�てくると
たぶん 、たぶん 、悩むはず
悩むのはあいつ
秋風に 悩むのは 、男のほうだ��
ざま�みろ ！
どうせ 私は 古着さ�

も登場。複数

う ら み 風 の 登 場。 う ら み 風 の お と り ま き

て ）。

登場してもらいまし�う （ ア ド リ ブ 入 れ

司 会 者 それじ�あ 、うらみ 風さんにも

もある ﹂

﹁ 恋はときめきだけじ�ない 。うらむ 恋

舞台ソデから声がかかる。

ときめき風も、ともにはける。

にはけてゆく。

「彼女こそ風の女王」と呼びながら、左右
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三 人 の 朗 読 に 感 動 し た、 風 の 森 の す べ て

決める� 。

明日のことは 、明日の 風が 、

今日のことは 、今日の 風が 、

走り 出せ� 。走り 出せ� 。

ある。

秘 書 Ａ おきてがみ

紙が ⋮⋮。

秘 書 Ｂ け� 、研究室に 、こんな 置き 手

込んでくる。

立ち 来る 時に

の人びとが、感激を体全身で表しながら、

風になれ� 。風になれ� 。
かけぬけよ� 。かけぬけよ� 。
走り 出せ� 。走り 出せ� 。

列してゆく。

三 人 の も と に 集 ま っ て く る。 そ し て、 整

物思ふものそ

こ の 間 の 大 団 円 ま で の つ な ぎ は、 間 奏 を

今日のことは 、今日の 風が 、

秘 書 Ｂ が、 手 紙 を 取 り 出 す。 手 紙 を、 よ
く見えるように。「風のたより」と書いて

生駒風は 、生駒に 吹く 風。

春日風は 、春日に 吹く 風。
いかける感じで。

わてて、駆け込んでくる。合唱の人に、問

高 ら か に フ ィ ナ ー レ。 そ こ に 秘 書 Ａ が あ
み上げる）

秘 書 Ｂ （ ゆ っ く り 、「 風 の た よ り 」 を 読

秘 書 Ａ Ｂ 置き 手紙には 、
﹁風のたより ﹂
と 書いてあります 。

春日風

泊瀬風は 、泊瀬に 吹く 風。

決める� 。

︱

入れるなどして、うまくつないで下さい。

明日のことは 、明日の 風が 、

風を 感じて 大和に 生きる 。明

決める� 。

そして大団円。全員、合唱。
明日香風

生駒風

日香風は 、明日香に 吹く 風。

泊瀬風

﹁ 今 日の 最 終 講 義は 、 中 止です 。これ
から 、風に 髪を 靡かせる 女子大学生と 失
踪します 。第二の 人生は 、浜畑賢吉のよ
うな 、 立 派な 俳 優になります 。 下 野 誠 ﹂

風も 恋する 、恋になやむ 。

風は 恋する 、恋はときめき 。

風も 恋する 、風も 恋する 。
暗 転（ オ チ が あ っ て、 す ぐ に 暗 転。 と 同

ときめき風
うらみ風

時にチャイムが鳴る）。

（ここは、タメを作って）

風の老婆

て 、 客 席 を 沸 か せ て く だ さ い ）。

秘 書 Ａ ここに 、下野教授は 来ませんで
したか 。十四時三十分から 、三〇一教室
で 、最終講義なのに 、どこにもいないん
です 。誰か 、誰か 知りませんか�� 。知
りませんか�� （ 少 し 、 ア ド リ ブ を 入 れ

続 い て、 秘 書 Ｂ が ま た 息 を 切 ら せ て 駆 け

全員合唱

風になれ� 。風になれ� 。
かけぬけよ� 。かけぬけよ� 。

校内放送の声

ピンポンパンポン 。 本 日の 最 終 講 義は 、
無期延期となりました 。開催日時は 、風
任せだそうです 。ピンポンパンポン ︵こ
こで 会 場から 、﹁よ�� ！ まぼろしの
最終講義！﹂と 声が 掛かる 。歌舞伎風︶
明 か り が つ い て、 カ ー テ ン コ ー ル！ （ 演
出で、
『魔笛』序曲か、フィナーレを少し

二〇一四年二月二十二日、二十三日）

やってもよい。演出はおまかせ）

（初演
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謝辞となるあとがき

0

0

0

0

あたりまえのことだけれど 、人は 死ぬ 。
取るに 足りない 自らの 文業など 一書にして 残す 必要もないと 思うが 、私は 文を 書くことで 、職
を 得、世の 中を 渡�てきた 。死んで 残るものは 、その 取るに 足りない 文だけなのだ 。それに 、家
族をはじめとする 多くの 人びとに 迷惑をかけながら 、文を 草してきたのも 、いつわらざる 事実で
ある 。
年の 祝いや 、年忌に 配布する 記念本のことを 人呼んで ﹁饅頭本﹂という 。つまり 、式典の 土産
に 参会者に 配る 本のことなのだ 。本書は 、まごうことなき ﹁饅頭本﹂で 、上梓の 翌日に 死んでも
かまわない 、とさえ 思�ている ︵もちろん 、長生きはしたいが ︶
。
コロナ 禍がなければ 、格調高い 最終講義を 行ない 、豚汁とぜんざいの 盛宴を 行な�て 、
﹁饅頭本﹂
を 配る 予定であ�た 。コロナ 禍のために 最終講義も 盛宴も 、まぼろしに 終わ�てしま�たが 、今、
西日本新聞社の 末崎光裕さんの 手によ�て 、ここに 饅頭本だけが 出版されようとしているのであ
る 。残念だが 、ありがたいことだ 。
著作目録と 年譜については 、
﹁上野誠先生の 還暦を 祝う 会﹂なる 秘密結社が 結成せられて 、そ

の 奇特な 会員諸氏が 作成してくれた 。はじめ 私は 、文献目録稿と 年譜稿を 見て 、これを 抜粋しよ
うと 思�たが 、一つ 一つの 文章は 、その 時々の 自分の 分身のごときものなので 、苦々しくもなつ
かしくな�てしま�たのである 。どうしても 捨てられないのだ 。ために 、そのすべてを 収載した
いと 思うようにな�た 。
もちろん 、遺漏はある 。論文は 百パ�セントの 収載率であるけれど 、寄稿は 約七割、放送関係
は 約三割でしかない 、と 思量される 。しかし 、このあたりが 、今とな�ては 限界点であろう 。よ
くや�てくれた 。祝う 会の 諸君には 、貴重な 人生の 時間を 使わせてしま�た 、と 思う 。ありがと
う 。その 上、一部の 文献調査については 、図書館学の 嶋田学先生のお 力を 借りている 。そうした
人びとの 真心がなければ 、文献目録は 出来なか�た 。ずぼらな 私には 、到底できなか�たことだ 。
奈良大学の 卒業生に 感謝、多謝、深謝。

︱

東京への 荷造りをしつつ

上野誠記す

心を 入れ 替えて 、
勉学に 励み 、﹃万葉集﹄
二十巻の 注釈書を 書きたいと 考えているが 、
明日からは 、
はて 、どうしたものか
。

令和三年 ︵二〇二一︶三月末日

まぼろしの 最 終 講 義
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