
東京外国語大学『日本研究教育年報13』（2009．3）

〈論　文〉
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はじめに

　与謝野晶子が物心っいた頃から源氏物語に親しんでいたことはよく知られている1。与謝

野晶子による源氏物語の全巻現代語訳は『新訳源氏物ものがたり』（1912～1913）と『新新

訳源氏物語』（1938～1939）の2種類出版されている。源氏物語に関する晶子の業績には「源

氏物語講義」（1909～1923焼失）、「源氏物語礼賛」（1922）、『現代語課國文學全集第5巻』

2（1937）、「梗概源氏物語」（年代不詳）や、源氏物語及び紫式部に関する文章があるが、

晶子が最も力を入れて残したのは現代語訳であろう。

　本稿はこの与謝野晶子による源氏物語の現代語訳をとりあげ、原文と現代語訳の表現と

を照らし合わせることにより、訳者である与謝野晶子の作品解釈を読み取る試みである3。

　1章では、源氏物語の現代語訳に関する研究の現状を概観する。2章では、空蝉と源氏

との関係が描かれる「帝木」、「空蝉」などにおいてしばしば「あさまし」という表現が用

いられていることに注目し、与謝野晶子が「あさまし」をどう現代語訳しているかを検討

する。最後に3章で晶子が空蝉をどのような女性として解釈し、自らの現代語訳の中で造

形していったのかを考察する。

1．　晶子訳を中心とした源氏物語の現代語訳に関する研究の現状

　1912（明治45）年、全巻口語で訳された源氏物語が金尾文淵堂から出版された。与謝

野晶子による『新訳源氏ものがたり』である。それ以来源氏物語は多くの現代語訳、及び

外国語訳が出版されている。

　永井和子氏は、源氏物語の現代語訳を「現代語としての伝達と完成度を重視する」作家

などによるものと、「源氏物語の言葉の古代性をなるべくそのまま表現する」研究者による

1晶子は「読書、虫干、蔵書」『光る雲』（1926年7．月）で次のように言っている。

　「紫式部は、私の十一二歳の時からの恩師である。私は廿歳までの間に「源氏物語」を幾回通読したか知

　れぬ。それほどまでに紫式部の文学は私を引き付けた。全く独学であつたから、私は中に人を介せずに

　紫式部と唯二人相対して、この女流文豪の口つから「源氏物語」を授かった気がしてゐる。」『定本　與

　謝野晶子全集　第19巻』（1981年、講談社）

2晶子が訳したのは『源氏物語中』（『現代語課國文學全集』非凡閣）であり、「濡標」から「幻」までであ

　る。上、下巻の訳の担当は窪田空穂だった。

3本稿は筆者が2007年度に東京外国語大学大学院に提出した修士論文の一部を加筆訂正したものである。
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ものの2つに分けている4。作家によるものと研究者によるものとの差は、文学性を志向す

るかしないかにあると言えよう。ここで言う文学性は、原文を離れた読書体験に堪えうる

文章かどうかによって判断されるだろう。この点について、研究者として源氏物語の現代

語訳に携わった秋山度氏は、「味わい得る現代文が原文に即するはずはない」と述べている

5。つまり「味わい得る現代文」になるようにつとめて訳すことは、「原文からはなれてい

く」6ことなのではないかという考えなのである。研究者は秋山氏の考えに同意するだろう。

研究者にとって現代語訳は、「原文に直接対面するためのあくまで方便にあるにちがいな

い」7からである。関根賢司氏も今泉忠義の訳業を回想して、国語学者であった今泉忠義の

現代語訳は、「現代人の耳目に抵触しないようにと恣意的に口語訳を施したものではなく、

原文の精密な読解を厳密に表現した試み」であったとしている8。

　北村結花氏は与謝野晶子（新新訳）、谷崎潤一郎（旧訳および新訳）を比較検討している9。

与謝野訳の特徴として、①草子地の省略および特定の語り手の存在を意識させない客観描

写的な地の文への移行が多いこと、②敬語の簡素化、③文末辞「た」の採用などを挙げて

いる。一方の谷崎訳は①草子地を忠実に訳していること、②原文の敬語が「ほぼ完全に移

植され」ていること、③「です」「ます」体の敬体の文末辞の採用がみられることを指摘し、

この文末辞によって「語り手がすぐ目の前にいるかのような雰囲気を作り出す」ことに成

功していると述べている。与謝野訳は小説としての源氏物語を目指し、谷崎訳は物語とし

ての源氏物語の再現を目指したものであるという違いがあるとしている。また、両現代語

訳以外についても触れている。円地文子による現代語訳は谷崎ほど厳密ではないものの、

「原文の語り手を継承する姿勢」がみられ、終助詞の付加や体言止めなどの文末の工夫か

らも、語り手の存在が印象付けられていることを指摘している。また円地訳では、「訳者と

読者大衆とに見合った等身大の語り手」が要請された結果「原文の絶対性を失い始める」

ほどの加筆がされ、現代語訳における加筆と語り手の変容は昭和50年以降さらに進むと

している。田辺聖子訳における語り手の消失、瀬戸内寂聴訳における紫上、明石の君によ

る語り、橋本治訳における光源氏の一人称の語りなどがそれであり、これらの現代語訳は

「物語本来の享受形態に最も近いのかもしれない」とまとめている。

　文末については藤井貞和氏が与謝野晶子の現代語訳（角川文庫版）では、原文の「（に）たり」

「り」「けり」「（に）き」「つ」「ぬ」がぜんぶ「た」になり、さらには、それら以外の、つ

4永井和子（1992）

5秋山度（2003）

6秋山度（1995）12頁
7秋山度（1995）14頁
8関根賢司（2007）

9北村結花（1992）
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まり非過去の「現在」になっている文までがすべて「た」になっていることを指摘し、過

去という時制では語られていない原文に忠実でなく、「微妙な時間を把握しわけて描写して

きた文学らしさ」が削がれていると述べている10。

　源氏物語を英訳したサイデンステッカー氏は、源氏物語を英訳する際、登場人物に名前

を与えるべきかどうか、原文と翻訳語の時制の違い、形容詞や動詞の語形の処理などの問

題に直面すると言っている11。サイデンステッカー氏はまた、文章の「テンポ」を重視し、

そのテンポを落とす敬語がないために現代小説の文体に近くなった晶子の現代語訳が一番

読みやすいとも述べている12。

2．　「あさまし」の現代語訳を鍵とした晶子の空蝉造形の検討

　空蝉が登場する場面で、原文にはしばしば「あさまし」ということばがみられる。

　上坂信男氏は「あさまし」ということばが作中にどう使われているかを調査考察してい

る13。上坂氏は、「あさまし」にっいて、「作者にとって好ましくないものが「あさまし」

と評され、そこに作者の倫理観が映し出されているように思われる。」と述べている14。源

氏から求愛されても「伊予介の妻であるという倫理意識が勝」ち、「源氏には情けない女、

気に入らぬ女と思われても、すべては宿世と諦めて、源氏との避遁を終えようと決心する」

女として空蝉は描かれていると上坂氏はいう。そして、「あさまし」は「社会生活において

好ましくない事実を強調している」15と結論付けている。源氏は「想像もしていなかった

空蝉の倫理意識の強さ」に直面し、「経験外の世界」つまり「倫理の壁の厚さ」を教えられ

たのだと述べている16。

　そもそも「あさまし」は動詞「あさむ（浅）」が形容詞化してできた語で、「意外なことに

驚いたり、あきれたりする意が原義」（日本国語大辞典）である。「本来善悪ともに用いる語

であるが、否定的に用いることがより多」く（角川古語辞典）、現代語「あさましい」は否

定的な意味にのみ用いる語である。猪坂由紀子氏は、散文作品にみられる「あさまし」の

用例調査を行っている17。中古における「あさまし」は、単純な驚き・呆れの感情から場

面の特殊性に応じて「道義的に感心できないこと・自分の意に反すること・思惑に反する

出来事等に対する不満の気持ち、恨み・嘆き・悲しみ・不安」といった多様な感情の表現

10藤井貞和（1997）

11Edward　G．　Seidensticker（2004）

12Edward　G．　Seidensticker（1980）

13上坂信夫（1993）

14上坂信夫（1993）111頁

15上坂信夫（1993）112頁

16上坂信夫（1993）84頁

17猪坂由紀子（1978）

一47一



に用いられた点を指摘している。また、現代語にっながる「精神的な卑しさを軽蔑したり、

非難したりする」意を表す傾向が強くなるのは中世後期以降であるとも述べている。

　今ここで『源氏物語語彙用例総索引』18で「あさまし」の用例から空蝉の登場する「帯

木巻」「空蝉巻」「夕顔巻」「関屋巻」および「初音巻」の用例を抽出し、同時に「あさまし」

の用例に対応する晶子の現代訳の箇所を取り出し、検討を加える。晶子は原文をどのよう

に解釈して、空蝉という女性を造型したのだろうか。それを知るために、晶子が「あさま

し」の訳語としてどのようなことばを選択したのか見ていきたい。

　（1）　源氏の「あさまし」

　「帯木巻」「空蝉巻」「夕顔巻」「関屋巻」「初音巻」の空蝉に関係する場面において「あ

さまし」が用いられている例は16例数えられる。その内訳は、源氏の発言及び地の文に

おける源氏の心境が5例（通し番号1～5）、空蝉の発言及び地の文における空蝉の心境

を言い表しているのが7例（6～12）、その他が4例（13～16）である。

　まず源氏の5例であるが、晶子の現代語訳から源氏の「不満」が読み取れる例が2例（1、

3）、相手（空蝉）の態度に対する「非難」の気持を表している例が2例（2、5）、「あきれ・

おどろき」の例が1例（4）となっている。

　以下、「通し番号一①」で原文を引用し（小学館新編日本古典文学全集より引用、巻名と

頁数を添えた）、「通し番号一②」で与謝野晶子の『全訳源氏物語』19（記載のないものはす

べて上巻から引用、頁数を添える）を引用する。下線は筆者が私に付した。

1一①「いづら」とのたまふに、しかじかと申すに、「言ふかひなのことや。あさまし」

　とて、またも賜へり。（帯木巻108頁）

1一②「返事はどこ」小君はありのままに告げるほかに術はなかった。「おまえは姉さん

に無力なんだね、返事をくれないなんて」そう言ったあとで、また源氏から新しい手

紙が小君に渡された。（69～70頁）

2一①君は、いかにたばかりなさむと、まだ幼きをうしろめたく待ち臥したまへるに、不

用なるよしを聞こゆれば、あさましくめづらかなりける心のほどを、「身もいと恥つか

　しくこそなりぬれ」と、いといとほしき御気色なり。（帝木巻111頁）

2一②源氏はどんなふうに計らってくるだろうと、頼みにする者が少年であることを気が

かりに思いながら寝ているところへ、だめであるという報せを小君が持って来た。女

18上田英代他編『源氏物語語彙用例総索引　自立語篇第1巻あ～お』勉誠社、1994年12月

19角川文庫、1971年8月・11月、1972年2．月
　本文は「新新訳」。
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のあさましいほどの冷淡さを知って源氏は言った。「私はもう自分が恥ずかしくってな

らなくなった」気の毒なふうであった。（72～73頁）

3一①「さて今宵もやかへしてんとする。いとあさましう、からうこそあべけれ」とのた

まへば、「などてか。あなたに帰りはべりなば、たばかりはべりなん」と聞こゆ。（空

蝉巻122頁）

3一②「そして今晩のうちに返すのだろうか。逢えなくてはつまらない」「そんなことは

ないでしょう。あの人が行ってしまいましたら私がよくいたします」と言った。（79

～80頁）

4一①いぎたなきさまなどぞ、あやしく変りて、やうやう見あらはしたまひて、あさまし

　く、心やましけれど、人違へとたどりて見えんもをこがましく、あやしと思ふべし、

本意の人を尋ねよらむも、かばかり逃るる心あめれば、かひなうをこにこそ思はめと

思す。（空蝉巻125頁）

4一②あまりによく眠っていることなどに不審が起こってきて、やっと源氏にその人でな

いことがわかった。あきれるとともにくやしくてならぬ心になったが、人違いである

といってここから出て行くことも怪しがられることで困ったと源氏は思った。（81頁）

5一①さて、かの空蝉のあさましくつれなきを、この世の人には違ひて思すに、おいらか

ならましかば、心苦しきあやまちにてもやみぬべきを、いとねたく、負けてやみなん

を、心にかからぬをりなし。（夕顔巻144頁）

5一②源氏は空蝉の極端な冷淡さをこの世の女とは思われないと考えると、あの女が言う

ままになる女であったなら、気の毒な過失をさせたということだけで、もう過去へ葬

ってしまったかもしれないが、強い態度を取り続けられるために、負けたくないと反

抗心が起こるのであるとこんなふうに思われて、その人を忘れている時は少ないので

ある。（94～95頁）

　（1）は、空蝉から返事をもらえなかった小君に対して、（3）は空蝉に近づけない状況

について同じく小君に対して源氏が発言した「あさまし」と言う例である。それらを晶子

は「おまえは姉さんに無力なんだね、返事をくれないなんで」（1一②）、「逢えなくてはつま

らない」（3一②）というふうに原文で「あさまし」が担っていた意味を、「不満」の意味を主

軸として前後の語句と合わせて訳しているようである。

　空蝉の態度に対する評価を述べた（2）の場面でも、原文が「あさましくめづらかなりけ
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る心のほど」とあるのに対して晶子は「あさましいほどの冷淡さ」という訳を付けている。

（5）の場面も同様に空蝉の態度を「極端な冷淡さ」と表現している（5一②）。この場面

の谷崎潤一郎訳を見ると、「呆れるばかり一徹な心の程を」（2）、「あまりにも辛くおもて

なし申し上げたのを」（5）となっている20。谷崎の訳と比較してみると、晶子の訳の調子

が空蝉に対する非難の色が強いことがわかる。晶子は原文の「あさまし」から源氏の空蝉

に対する「不満」と「非難」の気持ちを読み取り、源氏の心境を表すことばとして「冷淡」

を選択している。

　（4）は、軒端荻に接して湧き起こった源氏の心境である。源氏は人違いという事態に「あ

きれるとともにくやしくてならぬ心」（4一②）になった、と晶子は訳している。この場面

では、「不満」や「非難」の気持ちを前面に出した訳とはなっていない。原文では同じ「あ

さまし」が用いられているわけだが、晶子はここでは源氏の「驚き」を読み取ったといえ

る。

　源氏の「あさまし」に対する晶子の現代語訳から言えることは、晶子が「あさまし」と

いうことばから「不満」、「非難」、「驚き」の感情を読み取ったという点である。期待して

いた手紙は来ない、女は冷淡で使いの小君も役に立たない。邸を訪れてもすぐに空蝉のと

ころへ行けず、やっと寝所に行くとそこに思う人はいなかった。空蝉との恋は何もかもう

まくいかない。源氏が行動を起こすたびに障害が発生し、源氏は何度も「あさまし」でも

って自分の心境を表現している。晶子は源氏の「あさまし」を状況に応じて表現を変えて

訳しているが、いずれの表現にもうまくいかない事態に対する源氏の心境を読み手に伝え

ている。

　（2）　空蝉の「あさまし」

　続いて、空蝉の心情をしめす「あさまし」の訳を検討する。空蝉の「あさまし」は7例

数えられる。相手に対する「非難」を表す例が3例（7、11、12）、「驚き」の感情を表し

ているのが2例（8、10）、訳されていない例が2例（6、9）ある。

6一①心地、はた、わびしくあるまじきことと思へば、あさましく、「人違へにこそはべ

　　るめれ」と言ふも息の下なり。（弓木巻99頁）

6一②しかも女は情けなくてならないのである。「人まちがえでいらっしゃるのでしょ

　　う」やっと、息よりも低い声で言った。（62頁）

7一①……例のいつこより取う出たまふ言の葉にかあらむ、あはれ知るばかり情々しく

20引用は『谷崎潤一郎訳源氏物語』1939年（昭和14年）1．月、中央公論社によった。（2）は巻1、131頁。

　（5）は巻2、13頁。
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　　のたまひ尽くすべかめれど、なほいとあさましきに、……（帯木巻100～101頁）

7一②……女に対する例の誠実な調子で、女の心が当然動くはずだど思われるほどに言

　　っても、女は人間の掟に許されていない恋に共鳴してこない。（63～64頁）

8一①かかることこそはとほの心得るも、思ひの外なれど、幼心地に深くしもたどらず、

　御文をもて来たれば、女、あさましきに涙も出できぬ。（帯木巻106頁）

8一②けれども上手に嘘まじりに話して聞かせると、そんなことがあったのかと、子供

　　心におぼろげにわかればわかるほど意外であったが、子供は深い穿馨をしようとも

　　しない。源氏の手紙を弟が持って来た。女はあきれて涙さえもこぼれてきた。（68

　　頁）

9一①あさましくおぼえて、ともかくも思ひ分かれず、やをら起き出でて、生絹なる単

　衣をひとつ着て、すべり出でにけり。（空蝉巻124頁）

9一②夏の薄い几帳越しに人のみじろぐのが暗い中にもよく感じられるのであった。静

　　かに起きて、薄衣の単衣を1つ着ただけでそっと寝室を抜けて出た。（81頁）

10一①小君、かしこにいきたれば、姉君待ちつけていみじくのたまふ。「あさましかり

　　しに、とかう紛らはしても、人の思ひけむこと避りどころなきに、いとなむわりな

　　き。いとかう心幼きを、かつはいかに思ほすらん」とて、恥つかしめたまふ。（空蝉

　　巻130頁）

10一②小君が姉のところへ行った。空蝉は待っていたようにきびしい小言を言った。「旦

　　んとうに驚かされてしまった。私は隠れてしまったけれど、だれがどんなことを想

　　像するかもしれないじゃないの。あさはかなことばかりするあなたを、あちらでは

　　かえって軽蔑なさらないかと心配する」（86頁）

11一①「あはれにのたまひおきし、数ならずとも、思し疎までのたませよ」など追従し

　　寄りて、いとあさましき心の見えければ、うき宿世ある身にて、かく生きとまりて、

　　はてはてまづらしきことどもを聞き添ふるかなと、人知れず思ひ知りて、人にさな

　　むとも知らせで、尼になりけり。（関屋巻364頁）

11一②河内守だけは好色な心から、継母にも今も追従をして、「父があんなにあなたの

　　ことを頼んでいかれたのですから、無力ですが、それでもあなたの御用は勤めたい

　　と思いますから、遠慮をなさらないでください」などと言って来るのである。あ旦

　　ましい下心も空蝉は知っていた。不幸な自分は良人に死に別れただけで済まず、ま
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たまたこんな情けないことが近づいてこようとすると悲しがって、だれにも相談を

せずに尼になってしまった。（508頁）

12一①かのあさましかりし世の古事を、聞きおきたまへるなめりと恥つかしく、「かか

　　るありさまを御覧じはてらるるより外の報は、いつこにかはべらむ」とて、まこと

　　にうち泣きぬ。（初音巻157頁）

12一②継息子のよこしまな恋に苦しめられたことを、源氏は聞いていたのであろうと女

は恥ずかしく思った。「こんなにみじめになりました晩年をお見せしておりますこと

でだれの過去の罪も清算されるはずでございます。これ以上の報いがどこにござい

ましょう」と言って、空蝉は泣いてしまった。（中巻57～58頁）

　晶子は空蝉の7例ある「あさまし」のうち、2例を訳していない（6、9）。ひとつは初め

て空蝉と源氏が出会った場面で、どうしてこんなことになってしまったのか戸惑い、到底

受け入れられない不安な情況に置かれた空蝉の心情が「あさまし」を用いて地の文に書き

表されている（6）。この場面のあとには、源氏に対して自身の現在の境遇でなかったらばと

言い、朝が来たときにもやはり自身の身の上を考えている冷静な空蝉が描かれる場面が続

く。ふたつめは源氏が再度空蝉の寝所に侵入してくる場面における「あさまし」である（9）。

「あさましくおぼえて、ともかくも思ひ分かれず」という部分を全く訳さずに済ましてい

る。晶子がこれらの「あさまし」を訳さなかった結果、（6）では「女は情けなくてならな

いのである」という現代語訳になり、空蝉が侵入者・源氏に対してなすすべもなかったこ

とが強調された。（9）では空蝉の心情が明確でないまま物語が進む。原文では源氏の行動

に対する空蝉の心境は、「あさまし」によって表現されていたが、晶子訳では表現されない。

晶子は「訳さない」ことを選んだわけだが、晶子のこの選択は、原文を知らない現代語訳

の読者に情報を渡さないことにもなったが、一方でこれらの場面の空蝉の心境を読者の想

像にまかせたとも言える。

　（8）と（10）の「あさまし」はそれぞれ逐語的に訳されている。「あきれて涙さえも…

・」（8一②）、「ほんとうに驚かされてしまった。」（10一②）となっており、主として「驚き」

を表すことばが訳語として選択されている。特に（10）は、晶子が空蝉の「あさまし」の

中で、「驚く」の意味で解釈している用例である。この場面で用いられた「あさまし」が原

文中で担っていた意味は、源氏の心情を表現するのに用いられた「あさまし」（4）と同じ意

味であると晶子が解釈したことがわかる。また、源氏の「あさまし」の現代語訳の例から

考えると、この「驚き」には小君の行動に対する空蝉の非難の気持も込められているとい

えよう。空蝉が会話文のなかで「あさまし」と言うのはこの1例しかない。
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「あさまし」の現代語訳からみる空蝉像

　（8）の場面にについて上坂氏は次のように述べている。

　　小君を通して文を届けて寄越す源氏のまめ心に、おもいがけず空蝉は涙を落とす。文

　　遣いする小君の幼さに呆れての涙と解することもあるかも知れないが、続く「この子

　　の思ふらんこと云々」によって、この「あさまし」は想像した以上の源氏の愛情の深

　　さ、真剣さに対するものと考えるのがよかろう。21

　上坂氏の考えによれば、この場面の「あさまし」は、思いがけず源氏が深い愛情を寄せ

てきたことに対し空蝉が驚きを感じていることを表現していることになる。この驚きは

（10）と同質の驚きだろうか。（10）は昨夜の危機的な状況において自身がどのような心境だ

ったかを語る文脈であり、（8）は源氏の思いがけない手紙を受け取ったときの空蝉の心境を

述べている。ことばが違うということは、意味するところが違うということだ。晶子は原

文から「驚き」を読み取り、（10）ではその驚きをストレートに訳した。しかし（8）の「あさ

まし」の「驚き」の中に空蝉の「困惑」を含めた「あきれて」という現代語訳にしている。

　（7）は思いがけない一夜の後、時間が経ってから再び源氏からの手紙を小君が持って来

た場面である。源氏の恋に対する空蝉の心境が語られるこの場面では、「あさまし」に含ま

れた感情を「人間の掟に許されていない恋」（7一②）と、晶子自身の倫理観を強く押し出

した表現に言い換えている。

　（11）と（12）は、空蝉に対する河内守の思いについて空蝉が抱く感情が「あさまし」

でもって表されている場面である。河内守は、空蝉に言い寄る点で源氏と同じと言える。

もちろん社会的な身分において源氏と河内守を同列にすることはできない。しかし源氏に

とって空蝉は人妻であり、河内守にとっては継母である。両者にとって空蝉は想いを懸け

るべき相手ではない。源氏が継母であり人妻でもある藤壼と密通を犯し、柏木が人妻であ

る女三の宮と密通することが物語では大きな事件として語られている。河内守と空蝉の場

合は、空蝉が出家することで河内守を拒絶してそういった事態になることは避けられた。

空蝉は河内守の想いを「あさましき心」（11一①）、河内守に言い寄られた過去のことを「あ

さましかりし世の古事」（12一①）だと思っている。これを晶子は「あさましい心」（11　一

②）、「よこしまな恋」（12一②）と訳している。（11）の「あさましい」という表現には河

内守に対する非難の気持が込められおり、古代語に見られたような驚きの感情を読み取ら

せる語ではない。そして（12）の「よこしまな恋」という表現にも同じように河内守の不

純な下心を是認できない晶子の解釈を読み取ることができる。源氏の想いも河内守の想い

も、晶子の解釈によれば倫理的に許されない相手への恋であった。

　（7）、（11）、（12）の場面において原文で用いられた「あさまし」に対する晶子の現代語訳

21上坂信夫（1993）81頁
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からは、相手の態度に対する「非難」の気持ち読み取れるが、この「非難」の根拠は源氏

の「あさまし」とは異なっている。源氏の「非難」は自分の思ったとおりにならない事態

への不満から出発している。しかし空蝉の「非難」は倫理的な判断から源氏や河内守を非

難iしているのである。

　空蝉の7例の「あさまし」に対する晶子のことばの選択肢には「驚き」、「非難」に加え

「訳さない」もあることが分かった。空蝉の心境を表現する「あさまし」をあえて訳さず、

空蝉のとった行動だけを述べている。女性としてどういった態度をとるべきなのかを空蝉

を通して読者に伝えようとしたのかもしれない。

　（3）　その他の登場人物の「あさまし」

　「あさまし」に対する訳から、晶子が源氏と空蝉の「あさまし」に意味の違いを認め、

それぞれに相応しい表現が選択されていることを見てきた。では、源氏と空蝉以外の「あ

さまし」を晶子はどのように解釈した上で訳しているのだろうか。その他の例は中将の例

が1例（13）、小君の例が同じく1例（14）、軒端荻の例が2例（15、16）ある。

13一①「やや」とのたまふにあやしくて、探り寄りたるにぞ、いみじく匂ひ満ちて、顔

　　にもくゆりかかる心地するに思ひよりぬ。あさましう、こはいかなることそと思ひ

　　まどはるれど、聞こえむ方なし。（帯木巻100頁）

13一②「ちょいと」と源氏が言ったので、不思議がって探り寄って来る時に、薫き込め

　　た源氏の衣服の香が顔に吹き寄ってきた。中将は、これがだれであるかも、何であ

　　るかもわかった。憧『、どうなることかと心配でならないが、何とも異論の

　　はさみほうがない。（63頁）

　空蝉の寝所に侵入した源氏を発見した中将の「あさまし」は「情けない」と訳されてい

る。中将にとっても源氏の行動は想像の外のことであった。しかし何ができるわけでもな

い、空蝉と同じようになすすべのなさを感じていると解釈したと考えられる。空蝉の用例

（6）の場面では原文の「心地、はた、わびしくあるまじいことと思へば、あさましく」の部

分を「しかも女は情けなくてならないのである」と晶子は訳している。中将の例と空蝉の

（6）の例は共通したことばを現代語に用い、両者の気持ちが共通していることを示している

といえよう。

　次は空蝉の弟、小君の心境を表す「あさまし」である。小君は源氏の使いとして積極的

に源氏と姉の仲をとりもとうとする。源氏からうそを聞かされているので姉の源氏に対す

る態度が月府に落ちない。
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「あさまし」の現代語訳からみる空蝉像

14一①ようつの所求め歩きて、渡殿に分け入りて、からうじて辿り来たり。いとあさま

　　しくつらしと思ひて、「いかにかひなしと思さむ」と泣きぬばかり言へば、「かくけし

　　からぬ心ばへはっかふものか。……（帯木巻110頁）

14一②やっと渡殿の部屋を捜しあてて来て、源氏への冷酷な姉の態度を恨んだ　「こん

　　なことをして、姉さん。どんなに私が無力な子供だと思われるでしょう」もう泣き

　　出しそうになっている。「なぜおまえは子供のくせによくない役なんかするの、……

　　（72頁）

　この場面の「あさまし」の訳は逐語的ではなく、「冷酷な姉の態度を恨んだ」となってい

る。小君は、姉の真意を理解できずに姉の態度を冷酷だと感じている子どもとして造型さ

れているといえよう。源氏の「女のあさましいほどの冷淡さ」（2一②）という表現や、「極

端な冷淡さ」（5一②）いう表現と通じる。現実が思った通りにいかないことを「いとあさ

ましくつらし」（14一①）と思う小君であるから、晶子はこの「あさまし」と源氏の「あ

さまし」と同じ意味で解釈したとみられる。驚き、不満を感じ、相手を非難するという源

氏が空蝉に対して抱いた一連の感情の動きと同じ経過を小君もたどっているのである。

　最後に軒端荻を2例検討する。源氏が突然寝所に侵入してきたという点では軒端荻も空

蝉も同じである。源氏の突然の来訪に驚かない女君はいないだろう。しかし、軒端荻は結

婚前の娘である点で空蝉とは大きく異なる。

15一①かのをかしかりつる灯影ならばいかがはせむに、思しなるも、わろき御心浅さな

　　めりかし。やうやう目覚めて、いとおぼえずあさましきに、あきれたる気色にて、

　　何の心深くいとほしき用意もなし。（空蝉巻125頁）

15一②……これがあの美人であったら今夜の情人にこれをしておいてもよいという心

　　になった。これでつれない人への源氏の恋も何ほどの深さかと疑われる。やっと目

　　がさめた女はあさましい成り行きにただ、、いているだけで、真から気の毒のような

感情が源氏に起こってこない。（82頁）

16一①小君の渡り歩くにつけても胸のみふたがれど、御消息もなし。あさましと思ひ

　　得る方もなくて、ざれたる心にものあはれなるべし。（空蝉巻130～131頁）

16一②小君が家の中を往来する影を見ても胸をおどらせることが多いにもかかわらず

　　手紙はもらえなかった。これを男の冷淡さからとはまだ考えることができないので

あるが、蓮葉な心にも愁を覚える日があったのであろう。（86頁）
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　（15）と空蝉の用例（6）とを比べてみると、原文では語りの視点の移動は違いないのにもか

かわらず、晶子は（6）を空蝉と一体化した語り手に「あさまし」と語らせ、（15）では軒端荻

の様子を見ている源氏のほうに視点を持つ語り手に「あさまし」と語らせている。（6）では

考察したとおり「あさまし」に込められた抵抗しようにもできない空蝉の心情を「情けな

くてならない」と表現しているが、（15）では女側の葛藤には言及がない。同じような状況

にあって、同じ「あさまし」と原文にはあっても、軒端荻には空蝉にみられた葛藤がない

ため、同じように訳することは不可能であったのだろう。

　（16）の「あさまし」は「男の冷淡さ」という表現で訳されている。この表現は源氏の「あ

さまし」の用例（2）と（5）の訳に見出すことができる。これは源氏と軒端荻の置かれている状

況が、求めているものが得られないという共通性を持っているからではないだろうか。空

蝉は源氏からの求めを拒否し続けるが、軒端荻は源氏を待ち続けている。

　このように晶子は軒端荻と空蝉との対比を「あさまし」の訳し方、語り方を変えること

で鮮やかに浮かび上がらせているのである。一方は自分の立場を理解しそれにふさわしい

倫理観をもって行動する女性として、一方はまだ何の制約も受けない立場にあり自分の思

うままに行動する女性として造型されていると考えられる。

3．晶子の造型した空蝉像

　前章で原文に見られる「あさまし」の用例を手掛かりにして、空蝉の心情を晶子がどの

ように解釈し、訳に反映させたのかを考察してきたが、中でも（7）は晶子の空蝉造型に大き

くかかわる用例である。本文で「なほいとあさましきに」とあるところを、「女は人間の掟

に許されていない恋に共鳴してこない」と訳している。原文の「あさまし」に逐語的に対

応するような語はない。いささか本文からの飛躍があるようにも思えるが、空蝉の倫理観

を説明し、空蝉が源氏を拒む理由を明らかにしようとしていることが分かる。本章では「あ

さまし」に対応する現代語訳以外で、空蝉の心情が表現されている箇所を検討に加えたい。

　空蝉の心情の多くは地の文で語られる。空蝉は自分の心を抑えているのであるから、会話

文において他人に心情を吐露するようなことはない。読者は空蝉の心情を書き手の筆によっ

て知るのである。

　晶子は原文で「いとかくうき身のほどの定まらぬありしながらの身にて」22とある部分を、

「私の運命がまだ私を人妻にしません時」（上巻65頁）と訳している。この場面の原文の「身

のほど」は、確かに現在の空蝉の身分、伊予守の妻を指していると思われるが、晶子の現代

語訳では「人妻」という表現になっている。晶子は空蝉の心理を人妻という意識を軸に表現

22帯木巻102頁
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「あさまし」の現代語訳からみる空蝉像

していると言えよう。晶子は、源氏の行動を「人間の掟に許されていない」ものだと考える

空蝉を造型している。

　他にも「正しくもない恋」23（上巻70頁）という表現で、空蝉が源氏との関係を不可とする

価値判断がはっきり示されている例もみえる。「自己が何であるか」24（上巻71頁）、「こんな

ふうに運命が決まらないころ」25（上巻72頁）「どうしてもこうしても人妻という束縛は解か

れない」26（上巻72頁）というような表現でもって、伊予守との結婚を運命とあきらめて受け

入れ、源氏のかりそめの恋にながされず運命を受け入れた自分を維持しようと努めている空

蝉像を描き出している。空蝉は源氏の言動に心を揺さぶられ、そのつど自分の現在の境遇を

思い起こして源氏を拒否する。その拒否には強い意思が感じられる。しかし源氏への感情を

自ら否定するには、源氏の想いを受け入れられない理由、つまりは自分がどのような立場に

あるのかを自分自身に言い聞かせなければならない。空蝉の心の揺れは自身の身の上の把握

から始まり、自身に湧き起こった源氏に対する感情の否定、「真実の感情」27（上巻70頁）

の自制に終着する。

　与謝野晶子は雑誌『婦人公論』（1935年9．月）に所載された「紫式部　　日本女性列伝」

の冒頭で「私は源氏物語の中の空蝉に、作者の面影を認める。」28と述べている。そして、

「明石のような特異な境遇に生まれた思い上がった女の性格を描くことは比較的楽であろ

うが、平凡な空蝉の心理描写のあれほど精密に書きつくされてあるのは、作者の体験にほ

かならないからであろうと私はおもう。」と、空蝉と紫式部を重ね合わせている。また「紫

式部新考」29では、紫式部は「空蝉が老いた伊予守に従うような一種の寂しい諦めの心を

もって」30信孝と結婚したと述べている。原田敦子氏は、空蝉と紫式部を結びつけて考え

ようとする論が島津久基31氏以来根強くあると指摘しているが32、右の晶子の考察もその流

れのひとつであろう。原田氏は紫式部と空蝉とは、境遇の相似はあるが「内実において相

違点を多く有し」ているとして、空蝉の中に紫式部をみる論を批判している。

23原文は「心よりほかに散りもせば軽々しき名さへとり添へむ身のおぼえを、いとつきなかるべき思へ

　ば」（帝木巻108頁）となっている。

24「人げなきありさまを見えたてまつりても」（帯木110頁）

25「いとかく品定まりぬる身のおぼえならで」（帯木111頁）

26「とてもかくても、今は言ふかひなき宿世なりければ」（帯木111頁）

27原文は「をかしきさまを見えたてまつりても何にかはなるべきなど思ひ返すなりけり。」（帯木109頁）

　となっており、晶子の訳はこの後「真実の感情を源氏にしらせてもさて何になるものでないと、苦しい

　反省をみずから強いている女であった。」と続いている。

28引用は『与謝野晶子選集4　晶子古典鑑賞』春秋社、1967年（昭和42年）4．月によった。

29『太陽』1928年1・2月号に発表
30改造社版『与謝野晶子全集　第13巻』1934年7月、所収。引用は『与謝野晶子選集4　晶子古典鑑

　賞』春秋社、1967年4月によった。

31島津久基（1929）

32原田敦子（1993）
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　晶子は紫式部が自分の体験によって空蝉を描きだしたと主張しているが、紫式部が道長

の妾であったというような説にはことごとく反対している33。では、晶子は空蝉のどこに

紫式部の面影を見たのだろうか。紫式部と空蝉との共通点として晶子が認めているのは年

の離れた良人を持った点である。晶子は紫式部が宣孝と結婚したときの経緯を「紫式部新

考」に次のように推察している。

　　聡慧な彼女は、「女は心より外にあはしく人（男）に侮蔑しめらるる宿世（運命）にあるも

　　の」と知っていたので、その宿世とたたかうには、「女は身を常に心遣いして守りたら

　　なん善かるべき。心易く打棄てたるさまにもてなしたる、品悪きわざなり」として、

　　内に堅く高く自重することを理想としていたので、できるだけは宣孝の恋に対しても

　　動かなかったのであるが、しかしまた男の切ない恋に、「畏く身固めて、不動の陀羅尼

　　読み印作りてゐる」ような、優しい感情を欠いた女ではなかったから、『源氏物語』の

　　なかの女性空蝉が老いた伊予守に従うような一種の寂しい諦めの心をもって、ついに

　　は宣孝の真実に絆されたらしい。34

「紫式部の伝記に関する私の発見」でも、宣孝との結婚は「已むを得ぬ運命とあきらめて

其恋を容れた」結果であると自らの考えを繰返し披露している。つまり晶子は、「運命の嘆

かれる老人の若い妻35」であるという点において、紫式部と空蝉を重ね合わせているので

ある。

　『源氏物語』に描き出された空蝉については、源氏を拒んだ女として論じられることが

多い。源氏を拒否する理由は人妻であるという倫理観にあるとする考えと、そのような倫

理観ではなく、源氏に魅かれながらも自分は源氏にはふさわしくない、受領の後妻という

零落した境遇にあると認識している空蝉の、自分を支える自負にあるとする考えがある36。

また、田中まゆみ氏は「無名草子」から現代の研究者までの空蝉論をまとめ37、源氏物語

を儒教や仏教を媒介として人の道を説くことを本意とする教誠の書とする立場にある室町

中期以降の注釈書が空蝉を「貞女」として位置づけたのに端を発した空蝉像の把握は、そ

33　「紫式部の伝記に関する私の発見」には「湖月抄に添へた系図の註に「藤原道長の妾云々」とあるの

　などは、何等根拠も無いことで、天才に対する冒涜も甚だしいと想ひます。」と書いている。

　　また「紫式部の事ども」にも「二十歳前に宣孝と結婚して一子を生み、宣孝が残して後に一人位の恋

　人はあつたやうですが、中宮に仕へた頃道長其他の恋を斥けて応じなかつたのは其品性の修養が和泉式

　部や清少納言のやうな軽桃な女と違つて居たからでせう。」とある。

34引用は『与謝野晶子選集4　晶子古典鑑賞』春秋社、1967年4．月による。

35前述「紫式部一日本女性列伝」（『与謝野晶子選集4　晶子古典鑑賞』）

36原田敦子（1993）。

　　また藤田加代氏は「空蝉の源氏拒否は、誇り高く自意識の強い女性が、わが現実の惨めさを痛感させ、

　自己存立を危うくさせるような求愛から「逃れる」性質のものであった」と述べている。（「空蝉一人

　物造型の特異性一」『源氏物語講座第2巻　物語を織りなす人々』勉誠社、1991年9A）

37田中まゆみ（1981）
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れを否定して「物のあはれを知る人」とした宣長においても無意識に受け継がれていると

指摘している。他にも、空蝉の人物造型には『列女伝』あるいは正史の「列女伝」に登場

する賢女、貞女、節義の女性のかげが認められると論じた田中隆昭氏の論もある38。田中

隆昭氏は、空蝉は一度は過ちを犯し、源氏を思い切ることはできないので決して貞女とし

て語られているのではないが、再び過ちを犯さない賢明さを持った女としてえがかれてい

るとして、中国の貞女謹が形を変えて心ならずも密通してしまった人妻の内面を描き、そ

の後の生き方に貞女の面影が残ったとしている。

　以上のように晶子が現代語訳によって造型した空蝉像を見ていくと、空蝉が源氏を拒否

する心情の基盤には、人妻であるという意識があったと解釈していることが伺われる。晶

子は空蝉が葛藤する理由を源氏との階級差よりも人妻である点に求めていることが現代語

訳から読み取れるのである。「空蝉の中に紫式部の面影を認める」と述べた晶子が、空蝉の

人妻ゆえの貞女としての態度の中に、空蝉と紫式部を重ねていたことが現代語訳からも明

らかになった。

おわりに

　ある語句を手掛かりとして現代語訳と原文を対照させることには、ふたつの意義がある

と思われる。第一に原文、現代語訳それぞれ両方のテキストのことばひとつひとっに立ち

戻って、ことばが指し示すところを吟味し、作品を内部から改めて解釈していくことであ

るという点である。第二に、現代語訳の特徴をあぶりだしていく作業であるという点だ。

現代語訳というのは作者とは別の人間のフィルターを通して作品が再び作り上げられてい

くことであるので、現代語訳をした人間が、作品をどう解釈したのかが、現代語訳に現れ

ることになろう。訳それぞれの個性は、訳者それぞれの個性に他ならない。数多くある現

代語訳同士は、文体のみが比較の対象となってきた。しかし、「この現代語訳にしたのはど

ういった解釈があったからなのか」という問いを立てることで、作品を解釈し現代語訳を

した訳者へと考察の場が広げていけるのではないかと考えている。

　本稿は、原文と与謝野晶子訳との対照の考察にとどまっており、また、対照させた部分

も源氏物語のほんの一部に過ぎない。今後の課題として、より網羅的に原文と晶子訳を対

照させて、晶子が源氏物語をどのように解釈したのかを明らかにしたい。そして晶子以外

の現代語訳とも比較し、源氏物語受容における晶子の位置を探っていきたいと思う。

38田中隆昭（1993）
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