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はじめに

本論の目的の第一は、本居宣長の歌論を『古今和歌集』の口語訳テクストである『古今集
遠鏡』を通じて検討することである。一般的に歌論とは、「和歌とは何か」という問いの下
に展開される和歌の本質論と、「和歌をいかに読む／詠むか」という和歌の表現論とに大別
することができる。そのうち、本居宣長の歌論として取り上げられてきたものは、「ものの
あはれ」を中心とした和歌の本質論に関する論考にほとんど尽きていたと言える。その理由
は、宣長が歌論として残した著作『排蘆小船』及び『石上私淑言』において和歌の本質論に
関わる著述が大部分を占めているためであると考えてよいだろう。先行研究においても、宣
長の歌論について論じる際、対象とされるテクストはこの二書が中心であった。そもそも、
宣長の歌論は、彼の古事記研究を中心とした古道説1との関わりの中で論じられることがほ
とんどであった。それゆえ、宣長の歌論は和歌本質論として、和歌の表現論という具体論か
ら抽象度を一段上げた相で捉えられてきた。そうすることで初めて宣長の歌論を、古道説に
典型的に見られる宣長の思想との関係という水準において論じることができるようになるの
である。
宣長が和歌表現論として行った研究は注釈書という形式で残されており、現在の『古今和
歌集』『新古今和歌集』等の注釈ないし評釈において必ず言及される業績である。しかし、
宣長の思想ないし学問論を主題とする研究においては、宣長の歌論研究における車輪の片方
としての和歌表現論に関する分析が欠如していると言わねばならない。本論において試みる
『古今集遠鏡』を通じた宣長の歌論の研究とは、まさにこの間隙を埋めることを目的として
いる。『古今集遠鏡』は『古今和歌集』の口語訳テクストであると同時に、その注釈書でもあり、
古典和歌の解釈に他ならない。そこでは、和歌の一首一首について、宣長がどのように和歌
を読んだのかが克明に示されている。そういったテクストの性格ゆえに、和歌の本質論を述
べた著作からは引き出すことのできない宣長の歌論の一側面を照射することができると考え
られる。
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1	 村岡典嗣は、『増補　本居宣長1』（平凡社・二〇〇六年）において、宣長の研究を『字音仮字用格』『詞の玉緒』
などの語学説、前掲二書及び『紫文要領』『新古今集美濃の家づと』などの文学説、『古事記伝』を代表とする古
道説とに大別している。
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本論の第二の目的は、後述するように近年脚光を浴びだした『古今集遠鏡』が持つ意義に
ついて、新たな視点を加えることである。『古今集遠鏡』は、その翻訳手法の周到さが評価
される一方で、先行研究のほとんどが解釈態度に関して従来の論理的一貫性を重んじるとい
う宣長像に引きつけて『古今集遠鏡』を捉えてきた。それは、おそらく『古今集遠鏡』を宣
長研究全体に対して位置づける際、宣長の思想を主題とした研究に依拠した既存の観点に頼
らざるを得なかったことが原因であると思われる。しかし、『古今集遠鏡』、あるいは宣長の
注釈的著作の分析は、そのような論理的一貫性とは異なる宣長像を提示することを可能にす
ると筆者は考えている。『古今集遠鏡』が持つ、宣長の思想、学問における意義を再検討、
再評価することが本論の第二の目的である。
そのためにまず、第一節において『古今集遠鏡』というテクストを用いることで、宣長研
究における伝統的な問いに対して一定の回答をなし得ることを示したい。それは具体的には
日野龍夫の「もののあはれ」に関する議論と、それに対する近年の応答である水野雄司の議
論に対する検討を通じて行われる。そこで、筆者の「もののあはれ」に対する見解を述べたい。
具体的には、共同性としての「もののあはれ」論と個別性としての「あはれ」論という構図
を示す。次に、第二節、第三節では宣長の古典解釈に対して研究史の中で行われてきた評価を、
具体的な議論に沿って概観する。そこで、『新古今集美濃の家づと』と共に注釈的著作とい
う性格を持つ『古今集遠鏡』の研究史を、より一般的な宣長研究史の中に適切に位置付ける
ことで、宣長研究一般に対して、『古今集遠鏡』研究が有効な視点を提供し得ることを示し
たい。最終的に第四節において、『古今集遠鏡』という俗語訳・注釈的著作を参照することで、
より立体的に宣長を理解し得る視点を提供できれば、本論の目的は果たされたことになるで
あろう。

第一節　本居宣長と「もののあはれ」論

『古今集遠鏡』は、十世紀初頭に編纂された『古今和歌集』中の仮名序と短歌を、十八世
紀後半の口語に訳したテクストである。成立は寛政六年（1794）と考えられており、刊行さ
れたのはその三年後の寛政九年（1797）である。翌年、寛政十年（1798）、宣長畢生の大著『古
事記伝』の完成、及び長年の研究の蓄積からなる学問論『うひ山ぶみ』の出版を見、また宣
長が享和元年（1801）に没していることを考えると、『古今集遠鏡』は宣長の最晩年の著作
にあたるということができる。
宣長の歌論といった際、その最も重要な概念が「もののあはれ」であることに異論はない
であろう。「もののあはれ」は『源氏物語』に関して述べた『紫文要領』においてはじめて
言及された。それは、仏教や儒教的な教戒主義的読解態度から物語を人間性の陶冶を行うも
のとして読むのではなく、作品そのものに素直に感動し、それを読み込んでいく態度と言え
るであろう。

儒仏の教は、人の情の中に善なる所をそだて長ぜしめて、悪なる所をはおさへいましめ
て、善になをさんとする物也、さて其教によりて、悪なる情もなをりて善に化する事有
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2	 『紫文要領』、第四巻、九五頁。以下、『本居宣長全集』（筑摩書房・一九六八―一九九三年）からの引用は、書名、巻数、
頁数の順で記載する。なお全ての引用に関して、横書きという書記形態に鑑み、「くの字点」は用いず、そのま
ま文字を繰り返して引き写す。

3	 日野龍夫校注『本居宣長集』（新潮社・一九八三年）解説、五一八頁
4	 	水野雄司「「もののあはれ」の行方」（『鈴屋学会報』第二九号・二〇一二年）

也、歌物語は、其善悪邪正賢愚をはえらはず、たゝ自然と思ふ所の実の情をこまかにか
きあらはして、人の情はかくの如き物ぞといふ事を見せたる物也、それを見て人の実の
情をしるを、物の哀をしるといふなり、2

従来の教戒主義的読解に対して主情主義的な読解を主張する中で、「もののあはれ」が中
心的な役割を担うことになるのだが、本節の議論において最も重要なことは、この「ものの
あはれ」という言葉が中心的に論じられたのは、宣長の生涯において、上記で示した源氏物
語文学論としての『紫文要領』と、歌論としての『石上私淑言』という共に宝暦十三（1763）
年成立と考えられる著作に限定されるという事実である。このことに着目し、従来無批判に
宣長思想を捉える際の中心概念と考えられていた「もののあはれ」を、宣長独自の発想と切
り離そうとしたのが日野龍夫である。日野の見解によれば、「もののあはれ」という言葉は、
当時の俗文学において広範な使用例が認められており、そもそも宣長独自の概念だったので
はない。日野は『紫文要領』『石上私淑言』以降、「もののあはれ」という言葉が姿を現さな
くなったのは、あまりにもありふれた言葉であったために「忘れるという意識もなく使用し
なくなってしまった」3ためだと述べている。
日野の論への近年における有力な批判に水野雄司の論考がある。水野は日野が「忘れると
いう意識もなく使用しなくなってしまった」とする「もののあはれ」と古道論との関係を「段
階論」、「二元論」、「一元論」の三つに分類し、「なぜ古道論の文脈で宣長は『もののあはれ』
という言葉を使わなかったのか、という疑問に答えなければならない」4と問題を設定した
上で、「否定からの再生論」という第四の論を展開する。文芸理論としての「もののあはれ」
は対象世界の把握に関わるものである。しかし、古道論としての古事記的世界の把握に関し
て不可知論の立場を取る宣長は、現象としての対象世界の把握に関わる「もののあはれ」に
関する理論をも否定せざるを得なかった。これが、古道論において「もののあはれ」という
言葉が使われなかった理由であると水野は考える。しかし、宣長の生涯にわたる著作におい
て、宝暦十三年以降にも寛政八年（1796）成立の『源氏物語玉の小櫛』及び、寛政十年成立
の『うひ山ぶみ』において「もののあはれ」の使用例が見出せる。水野はこの現象の説明と
して、いわゆる『呵刈葭』等に見られる論争期を経て、皇国の絶対性を担保するためには、「漢
意」批判と言うネガティブな側面だけではなく、「漢意」に対する積極的な反措定が必要となっ
たと考え、そこで要請されたのが「真心」としての「もののあはれ」であったとする。
以上、やや詳しく見て来た水野論は、日野龍夫が提出する宣長は宝暦十三年以降、「もの

のあはれ」という言葉を「忘れるという意識もなく使用しなくなってしまった」という見解
に対する有力な反証であろう。
以上の日野と水野の議論を念頭に置きながら、本節では、『石上私淑言』と『古今集遠鏡』

という三十年以上の時を隔てた二つの著作を通して、従来のもののあはれ論の再考を促すも
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のとして、「もののあはれ」論と「あはれ」論の峻別という観点を提出したい。
まずは『古今集遠鏡』「はしがき」部分を検討する。この「はしがき」は『古今集遠鏡』

の冒頭に置かれ、俗語訳に関する方法を前もって記した部分である。全体は大きく四つに分
けて考えることができるだろう。以下に「はしがき」の内容を分類して列挙する。

【第一分類】（一）導入　（二）うひまなびなどのために　（二四）凡例　
（二五）ひらがなして書る　（二六）訳のあらため

【第二分類】（三）京わたりの詞　（四）打ち解けたる詞　（五）いきほひを訳す　
（六）訳語の異なること　（七）つらねてうつす　（八）意をえて訳す
（九）詞をかへてうつす　（十）詞のところをおきかへてうつす　

【第三分類】（十一）ぞ・こそ・も・や　（十二）ん　（十三）らん　（十四）らし　（十五）かな 

（十六）つつ　（十七）けり　（十八）なり　（十九）ぬ・つ・たり・き　
（二十）あはれ　（二一）あなた・こなた

【第四分類】（二二）ふし・縁の詞　（二三）枕詞・序5

第一分類とした（一）（二）（二四）（二五）（二六）は導入、あるいは凡例的な記述である。
第二分類は（三）「京わたりの詞」から（十）「詞のところをおきかへてうつす」の部分とし、
俗語訳の方法論に対する総論的部分と見なすことができる。そして第三分類として（十一）
から（二一）までが、具体的な語ひとつひとつに対する訳語の一般的通則の提示部分であり、
本論において最も注目すべき部分である。第四分類とした（二二）（二三）は和歌の修辞法
と俗語の訳出の関係について述べた部分である。
「はしがき」は『古今和歌集』中歌の俗語訳を行うに際しての宣長の方法論の提示である
と考えるべき箇所であり、そのうち第三分類は特に語彙レベルでの訳語の一般的通則を示し
ている。古代語と近代語において最も語彙的な変化が激しく、かつ使用頻度の高い助詞・助
動詞についての訳語の提示が主であり、俗語訳の方法論の提示という観点からは必須の条項
であると言えるだろう。しかしそれゆえに、（二十）「あはれ」、及び（二一）「あなた」「こ
なた」が、自立語としては例外的に取り上げられていることが注目される。ここで、「あはれ」
の項を見てみると、

あはれを、アヽハレと訳せる所多し、たとへばあれにけりあはれいくよのやどなれやを、
何ン年ニナル家ヂヤゾヤ、アヽハレキツウ荒タワイと訳せる類也、かくうつす故は、あ
はれはもと歎

ナ

息
ゲ

く声にて、すなはち今ノ世の人の歎
ナ ゲ キ

息て、アヽヨイ月ヂヤ、アヽツライ
コトヂヤ、又ハレ見事ナ花ヂヤ、ハレヨイ子

コ

ヂヤなどいふ、このアヽとハレとを、つら
ねていふ辞なれば也、あはれてふことをあまたにやらじとや云々は、花を見る人の、アヽ
ハレ見事ナといふ其詞を、あまたの桜へやらじと也、あはれてふことこそうたて世の中

5	 『古今集遠鏡』「はしがき」の記述から筆者が作成。なお、本論では稿本板本の校異を通覧できる利便性を考え、『古
今集遠鏡』については、今西祐一郎校注『古今集遠鏡１・２』（平凡社・二〇〇八年）を使用し、頁数もそれに準ずる。
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を云々は、アヽハレオイトシヤト、人ノ云テクレル詞コソ云々也、大かたこれらにて心
得べし、6

第一に、「あはれ」は「アヽハレ」という俗語訳を当てる事が多いということ、第二に、
その理由は「あはれ」はもともと歎く声を表している事が述べられている。続いて、特に後
者の言及を念頭に置きながら、『古今集遠鏡』成立の三十二年前、宝暦十三年の著作であり、
宣長の歌論において「もののあはれ」が中心的に論じられた『石上私淑言』の記述を見てみ
ると、「物のあはれを知る」の項において、次のような端的な記述を見出すことができる。

さて阿
ア

波
ハ

礼
レ

といふは。深く心に感ずる辞
コトバ

也。是も後世には。たゞかなしき事をのみいひ
て哀

ア イ ノ

字をかけ共。哀はたゞ阿
ア

波
ハ

礼
レ

の中の一ッにて。阿波礼は哀の心にはかぎらぬなり。
…〈中略〉…阿波礼はもと歎

タン

息
ソク

の辞
コトバ

にて。何事にても心に深く思ふ事をいひて。上にて
も下にても歎

タン

ずる詞也。7

『石上私淑言』において、『古今集遠鏡』と同様に「あはれ」とは、本来的には人の歎息を表
す言葉であることが述べられている。人の心が何かに感じ入り、動くとき、思わず出る歎息
が「あはれ」なのだ。
以上で見てきたように、「あはれ」に関する宣長の記述は、『石上私淑言』と『古今集遠鏡』

において一致しており、かつ大きな重要性を担っていると言える。それは一言で言えば「歎
息」である。菅野覚明は、この「歎息」としての「あはれ」に注目して、宣長の「もののあ
はれ」が感情の内容ではなく、その深浅に関わる概念である事を述べている8。歌の発生を
「心に思うこと」に求めるのは、『古今和歌集』仮名序以来の基本的な見方ではある。しかし、
歌を心に思う内容から発生するものと捉えようとすると、その内容の道徳的善悪を論ずる教
戒主義的態度が導きだされ、正当化されることになる。それとは対照的に、宣長が和歌の発
生の原理として求めたのは、感情の内容ではなく、感情の深浅であったと菅野は述べる。
菅野自身は、「もののあはれ」と「あはれ」を区別なく用いているように見えるが、ここ

で今まで特に断ることなく用いてきた「もののあはれ」と「あはれ」を、区別することが可
能であるのかを考察したい。宣長自身の記述を見ると、「もののあはれ」とは「しる」もの
である。

さまざまにおもふ事のある是即もののあはれをしる故に動
ウゴ

く也。しる故にうごくとは。
たとへば。うれしかるべき事にあひて。うれしく思ふは。そのうれしかるべき事の心を
わきまへしる故にうれしき也。又かなしかるべき事にあひて。かなしく思ふは。そのか
なしかるべきことの心をわきまへしる故にかなしき也。されば事にふれてそのうれしく
かなしき事の心をわきまへしるを。物のあはれをしるといふ也。9

6	 	『古今集遠鏡１』二三頁
7	 『石上私淑言』、第二巻、一〇〇－一〇一頁
8	 菅野覚明『本居宣長―言葉と雅び』（ぺりかん社・一九九一年）、一七二頁
9	 『石上私淑言』、第二巻、九九頁－一〇〇頁
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ここで注目に値するのが、「うれしかるべき事の心をわきまへしる」という表現である。
この「べし」の表現から、宣長が、うれしいと感じることが妥当であるという領域を想定し
ていることが伺える。「物のあはれをしる」者であれば、「うれしい」と感じ、それを知らぬ
者には「うれしい」とは感じられない美的空間を想定しているとも言えるだろう。このよう
な「もののあはれ」の捉え方は、百川敬仁 10の、「もののあはれ」に宣長が日本的共同性の
概念化を託していたとする考えに典型的に表れている。すなわち、「もののあはれ」は、そ
れを知る者と知らぬ者が排他的に区別されるような共同性を前提にしている、少なくともそ
のような共同性へと至る可能性を含意していると考えられる。いわゆる「もののあはれ」論
が、古道論との関係において、「物」や「事」をありのままに感じることがその背後にある
神への従順へと繋がると論じる相良亨11のような議論へと導かれていく理由は、この排他的
な共同性を前提にした空間を「もののあはれ」が胚胎していることに拠るものであると考え
られる。
しかし、我々は「あはれ」の中に、「もののあはれ」とは異なる位相を読み取ることはで

きないだろうか。繰り返せば、「あはれ」は「歎息」であり、感情の深浅の問題であった。
宣長は三代集における「あはれ」を含む和歌を列挙しながら、様々な表現の方法を示した上
で、次のように言う。

さてかくのごとく阿波礼という言葉は。さまざまいひかたはかはりたれ共。其意はみな
同じ事にて。見る物きく言なすわざにふれて。情

ココロ

の深く感ずることをいふ也。俗にはたゞ
悲
ヒ ア イ

哀をのみあはれと心得たれ共。さにあらず。すべてうれし共おかし共たのし共かなし
ともこひし共。情に感ずる事はみな阿波礼也。12

ここには先に「もののあはれ」の引用で見た「べし」の語はなく、ただ「情の深く感ずるこ
と」が「あはれ」であると述べられている。さらに、

されば阿波礼といふ事を。情の中の一ッにしていふは。とりわきていふ末
スヱ

の事也。その
本をいへばすべて。人の情の事にふれて感

ウゴ

くはみな阿波礼也。故に人の情の深く感ずへ
ママ

き事を。すべて物のあはれとはいふ也。13

ここで「あはれ」と「もののあはれ」の対比がはっきりするだろう。「べし」の有無を考慮すれば、
「あはれ」はある

4 4

人の情が事に触れて動くことである。一方、「もののあはれ」とは、人とい
4 4

うもの
4 4 4

の情が深く動くことが妥当であるような物事のことを言っている。すなわち、「あはれ」
とは、極めて個人的な体験における位相の言葉なのである。そこには「もののあはれ」が含

10	 百川敬仁『内なる宣長』（東京大学出版会・一九八七年）
11	 相良亨『本居宣長』（東京大学出版会・一九七八年）	
12	『石上私淑言』、第二巻、一〇五頁
13	 同上、一〇六頁
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意していた共同性へと向かう契機とは逆の、いわば個別性へと向かう可能性が胚胎している
と言えるのではないだろうか14。
以上、日野と水野による「もののあはれ」をめぐる議論を起点とし、「もののあはれ」と「あ

はれ」を峻別するという観点が、歎息としての「あはれ」という認識から導き出された。「も
ののあはれ」とは、共同性へと向かう概念であり、それゆえ古道論との関係においてその位
置を与えられ得る理論的可能性を有している。一方「あはれ」とはむしろ個別性をその本質
としていると考えることができる。
本論では最終的に、『古今集遠鏡』における「あはれ」という言葉への俗語訳の実体を見
ることで、研究史において散見される、宣長が古典解釈に際して論理的一貫性を重視すると
いう通説に対する対案を提出したい。論理的一貫性という見方は、宣長の古典解釈が実証主
義的かつ統一的な解釈をなし得る基盤であると共に、解釈の細部においては融通が利かない
という特徴を持つとする宣長像をも帰結する。それは取りも直さず、いわゆる「もののあは
れ」論におけるような共同性を志向する宣長が、その排他的共同性には包摂されないものを
論理的一貫性によって排除していく、という構図が想定されていると言える。しかし、宣長
は他方で「あはれ」論とでも言うべき、個別性への志向を有していたと考えられる。この「あ
はれ」論の位相の実証こそが、『古今集遠鏡』を通して「あはれ」の個別的分析を行う方法
論的な動機となっている。

第二節　宣長の古典解釈をめぐる二つの立場
　　　　―『新古今集美濃の家づと』の研究史を事例に

『古今集遠鏡』を直接議論の俎上にあげる前に、宣長の古典解釈が研究史の中でいかに捉
えられてきたかについて、別のテクストを用いた実例を検討しよう。ここでは、第八番目の
勅撰和歌集である『新古今和歌集』の注釈書『新古今集美濃の家づと』を対象としたい。『新
古今集美濃の家づと』は寛政三年（1791）年に成立し、宣長が『新古今和歌集』中歌六九六
首に対して注釈を加えたものである。
『新古今集美濃の家づと』を宣長の古典解釈に対する態度との関係から研究する中で、藤
原定家歌の改作が一つの大きなテーマとなっている。宣長は、『新古今和歌集』を最上の歌
集であると考えていた。しかし、その注釈をひとつひとつ見ていくと、『新古今和歌集』歌
に対する「添削」とも言える処置が散見されるのである。例えば、三五番歌

　　 　　　　　　 晩　　 霞
なごのうみの霞のまよりながむれば入日をあらふおきつしら浪　後徳大寺左大臣
初句の

○

もじ、や
○

とあるべき歌なり、此ながめは、かすみの間ならでも同じことなれ

14	 以上の整理は、友常勉『始原と反復　本居宣長における言葉という問題』（三元社・二〇〇七年）における「〈体験〉
を昇華する操作は主観的経験から出発して、経験に普遍的な〈意味〉を与えるひとつの美学的構造をなしている」
（一七二頁）から基本的なモチーフを得ている。すなわち、「あはれ」という「主観的経験」と、「もののあはれ」
という美学的概念の導入による排他的共同性の創出という「普遍的な〈意味〉」の対立を参考にしている。



34

ば、題の意はたらかず、15

初句の「なごのうみの」を「なごのうみや」とすべきであることを述べている。このように
宣長における『新古今和歌集』に対する改作の多くは、和歌中の一部分の助詞の改変を主張
することが主であるが、一首全体の改作に及ぶものが全部で三首ある。四〇番歌、三六三
番歌及び四二〇番歌である。そしてこれら三首は全て藤原定家作の和歌である。寛政七年
（1795）の板本を底本とする筑摩書房版本居宣長全集中の『新古今集美濃の家づと』では、
これらの改作は「或人の云」という表現で、改作の主体が曖昧になっており、宣長による改
作であると断言することはできない。しかし、石川泰水が自筆稿本と校合した際、それらの
主体が全て宣長自身であることが明示されていることを示している16。宣長による定家歌の
改作例を、原歌と共にここで列挙する。

 大空は梅のにほひにかすみつゝくもりもはてぬ春の夜のつき（春歌上）
 大ぞらはくもりもはてぬ花の香に梅さく山の月ぞかすめる
 見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕暮（秋歌上）
 見わたせば花ももみぢもなにはがたあしのまろ屋の秋の夕暮
 さむしろやまつよの秋の風ふけて月をかたしく宇治の橋姫（秋歌上）

 さむしろにまつ夜の月をかたしきて更行影やうぢの橋姫

一首目の四〇番歌は、「梅のにほひ、かけ合たる詞なき故に、はたらかず」17と注されて、
改作歌では「梅のにほひ」が除かれている。『八代集抄』、『尾張の家づと』などが主張する、「梅
のにほひ」それ自体が霞となっているという「景気」 を重視する解釈を否定し、詞と詞の続
き様に焦点を絞った解釈を示している。
二首目の三六三番歌においては、「けり」を詠嘆の助詞と解釈し、あると思っていた花や
紅葉が、浦の苫屋に来てみたらなかったのだという趣意を表すことになるが、『源氏物語』
明石巻を念頭に置いている浦の苫屋には、もともと花も紅葉もないはずであるので、詠嘆の
意味での「けり」が現れるのはおかしい、と宣長は考える。その上で改作歌において、「花
も紅葉もなかりけり」を「花も紅葉も難波潟」とし、「難波潟」に「なし」を言い掛ける秀
句として改作している。
三首目の四二〇番歌は、「さむしろや」の「や」への不信から、「に」へと改作し、「月の

あへしらひの詞」18の必要性から、「影」を挿入している。このことによって、「てにをは」
の問題としての「や」と、詞と詞の繋がり上の問題であった「月のあえしらえの詞」の問題
が改作歌によって、解決されたことになる。
このような一連の改作の特徴を野口武彦は「われわれが見出すのは、一方における宣長の

15	『新古今集美濃の家づと』、第三巻、三〇二頁
16	『新古今集古注集成　近世新注編1』（笠間書院・二〇〇四年）解説参照
17	『新古今集美濃の家づと』、第三巻、三〇四頁
18	 同上、三四六頁
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言葉の論理的運用への特殊な執着であり、他方における「景気」への無感覚なのである」19

と規定する。「景気」とは和歌において機知的に表現される情景を指すが、野口の論に見ら
れるのは、定家歌の改作という事実から見られる宣長の論理的一貫性への執着という観点で
ある。
また付言すれば、日野龍夫も『新古今集美濃の家づと』を取り上げた論文で、異なる視点
から野口と同様の見解を表明している20。定家の一一四二番歌を取り上げて

年も経ぬいのる契ははつせ山をのへのかねのよそのゆふぐれ
二の句以下めでたし、詞もめでたし、下句、尾上の鐘なる故に、よそに遠く聞ゆる意
にて、よそとつゞけたり、さてよその夕暮とは、よその人の、入相のかねに、来る人
をまちてあふ意也、さてそれは、わが祈る契なるに、わが祈りは、しるしなくしてよ
その人のあふ契なるよと也、そのよその人にあふ人は、わがおもふ人なり、こはいと
めでたき歌なるに、年も経ぬといへること、はたらかず、かけ合へる意なきは、くち
をし、21

上記の歌に対する宣長の注の最終部分「こはいとめでたき歌なるに、年も経ぬといへること、
はたらかず、かけ合へる意なきは、くちをし」を、日野は「その表現（筆者注：ここでは「年
も経ぬ」）を必線的なものたらしめるような言葉が一首の中に見出されないため、あっても
なくても歌意に影響のない表現になってしまっている」22と解釈する。ここで言う「必線的」
とは、「年も経ぬ」という初句の言葉と後続する表現「いのる契ははつせ山をのへのかねの
よそのゆふぐれ」との繋がりを示す表現である。一方、石原正明『尾張の家づと』は宣長の
この見解を批判して「別に何のかけ合をかまたん」23と述べ、久保田淳『新古今和歌集全評
釈』も「祈ってもその甲斐がなく、年月が経っているので、『年も経ぬ』と言ったのである。
この句は、この一首の中で必然性のない句ではない。しかし、この初句切れが唐突な感じを
与えることは事実である。その唐突さに伴う違和感、調和を破るような意外性こそは、この
歌を詠んだ頃の定家の狙いであったと思うのだが、『美濃』の非難は、そういう違和感に由
来する反撥から発しているのであろう」24と宣長『美濃の家づと』の解釈を分析する。
だが日野は石原・久保田の宣長評を検証した上で、

しかし宣長はそう考えなかった。原文は「いのる契ははつせ山」であって、「いのりし
契はつせ山」などではない。過去の助動詞「き」が用いられていない以上、この「いの
る」はあくまで現在只今の行為である。宣長の理解は恐らくこういうことで、そのよう

19	 野口武彦「本居宣長における詩語と古語―『新古今和歌集美濃の家づと』の定家批判を中心に―」（『文学』第
三八巻第四号・一九七〇年）六五頁

20	 日野龍夫「宣長と過去の助動詞」（『江戸文学』第五号・一九九一年）
21	『新古今集美濃の家づと』、第三巻、四〇四頁
22	 日野「宣長と過去の助動詞」、三頁
23	 石原正明『新古今集尾張の家づと』（『国文注釈全書　巻十』すみや書房・一九六八年）一六六頁
24	 久保田淳『新古今和歌集全評釈　第五巻』（講談社・一九七七年）三三三頁
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に解すれば、確かに、「年も経ぬ」という第一句は第二句以下と結びつかず、浮き上がっ
たものとなる。一体、宣長には過去の出来事を述べる場合にはきちんと過去の助動詞を
用いるべきであるという持論25

があるとし、「常識や慣例よりも論理に従うという宣長の面目が躍如とするのは過去の助動
詞が用いられていない表現に対して、文脈上すこしでも現在の出来事と解する余地があれば、
たとえ歌の情緒を損なおうとも、現在の出来事と解してしまおうとする姿勢である」26と述
べる。これもまた、野口と同様に、宣長の古典解釈を論理的一貫性への執着として捉える立
場である。
鈴木淳は野口と同様に『新古今集美濃の家づと』における宣長による定家歌の改作を対象
とした論考の中で、宣長の改作において先に見た野口の論を次のように表現し直す。

宣長の改作が「理のみを先にして、縁語言葉のいひくさりを求て」なされたもので、「風
致」をないがしろにしたとの指摘は、改作批評の意図をよくいひ当てたものとみるべき
である。けだし、宣長の改作批評には、原歌の持つ新古今的な「風致」を犠牲にしてま
で、あへて意・詞の整合性を優先させようといふふしが認められるからである。27

また、

宣長の改作批評は、みな「すべて歌は、かやうにいたづらなる詞をまじへず、一もじと
いへどもよしあるやうによむべきわざそかし、」（『美濃の家づと』三九八頁）といふ、
彼一流の歌観にもとづいてなされたものである。しかし、改作批評を通して具体的に知
られる限りでは、新古今風といふにはほど遠く、正明が「無用のもじを一もじもいれじ
と構ふるは、草庵などの風骨也、」（『尾張』一五頁）といふとほり、歌風はかの「草庵体」 
に近く、歌観も二条家流のそれに立つたものだ。28

とも述べる。その議論は野口の論と大きく変わることはないように一見思われる。すなわち、
石原正明以下、野口は宣長の改作が縁語の繋がりを、歌の表現する「風致」より先行させる
という態度を宣長が定式化し、その強引な適応をしていくものであると見る。しかし、鈴木
淳は、『玉勝間』の「おのが帰雁のうた」〔六一九〕項において宣長が以下のように逡巡して
いることに注目する。

帰雁の題にておのれ、「春くれば霞を見てやかへる雁われもとそらに思ひたつらむ、い
まひとつ、「かへるかりこれもこしぢの梅香や風のたよりにさそひそめけむ、とよめり

25	 日野「宣長と過去の助動詞」、四頁
26	 同上、六頁
27	 鈴木淳「本居宣長『美濃の家づと』における定家歌の改作」（『國學院雑誌』第七十九巻第六号・一九七八年）
五一頁

28	 同上、五六頁
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ける後なるをよく思へば、末の二句に、雁の縁なくて、いかにぞやおぼえければ、又と
かく思ひめぐらして、「うめがかやさそひそめけむかへる雁これも越路の風のたよりに、
となんよみなほしける、これはしも、こしぢを末の句にうつしたるにて、雁の緑はさる
ことながら、歌ざまは、いさゝかおとりておぼゆるは、いかならむ、歌よく見しれらむ
人、さだめてよ、29

この記述から鈴木淳は、必ずしも宣長の中で縁語表現が風致に先行して表出されるものでは
ないのではないかという疑問を提出する。また、実際は宣長によるものであった改作歌の提
示が、「或人の云、…などあらまほし」という他者に仮託され、また願望の表現によって表
されていることを指摘した上で、

宣長は、新古今歌についても、自詠についても、かなり深刻な評価の分裂をきたしてゐ
たといへないだらうか。改作批評とは、縁語や言ひ掛けによる「かけ合ひ」を重んじよ
うとする二条家流の態度と、それよりも風体を重んじようとする態度との分裂から生ま
れたもので、かならずしもそこで、一方を良しときめつけたわけではない。『玉勝間』
の記事がさうであるごとく、最終の判断を、読者に預けた格好である。30

と結論付ける。これは、改作の際に、自筆稿本では「我ならば」と自身の改作であることを
前面に押し出していたのに対して、板本において「或る人云う」と改作の主体をぼかしたこ
とへの、一つの理由説明にもなり得るであろう。鈴木淳においての眼目は、定家歌の改作か
ら、必ずしも論理的一貫性に執着するのではない宣長の態度を重視する観点を導入すること
の必要性を主張するものであると言えるだろう。
以上のように、『新古今集美濃の家づと』を例にして見たものは、宣長の古典解釈に関し
ては、論理性・合理性に執着すると考える立場と、その性格を一部で認めつつも、柔軟な解
釈態度に光を当てる立場があったということである。

第三節　『古今集遠鏡』と宣長の古典解釈をめぐる研究史

以上を踏まえた上で、『古今集遠鏡』をめぐる議論はどのようになっているのであろうか。
結論から言えば、『新古今集美濃の家づと』をめぐる一連の論考と同様、宣長の古典解釈に
対して、論理的一貫性を強調する立場と、柔軟な解釈を重視する立場の二つを見出すことが
できる。
『古今集遠鏡』研究史の中で、そのテクストを近世期の資料として体系的に記述したもの
として永野賢の論考31がある。『古今集遠鏡』「はしがき」において、宣長が俗語訳の通則と

29	『玉勝間』、第一巻、三〇八頁
30	 鈴木淳、五八頁
31	 永野賢「本居宣長「古今集遠鏡」の俗語文法研究史における位置」（『東京学芸大学紀要　人文科学』第二十四集・
一九七三年）
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して一般的に妥当する訳出方法を述べた箇所を検証し、

以上、ざっと見わたしたまでであるが、宣長は、古今集所収の千百十一首の歌（長歌を
除く）の俗語訳を試みるに当たって、帰納的に雅俗の対応関係を考え、通則を整理した
ものと断定してよかろうと思う。
細かく検討すれば、はしがきの原則論と実際の俗語訳との間に食いちがいのあるものが
あるけれども、大局的には、きわめて精密な俗語の通則――換言すれば、雅語と俗語と
の対応関係の原則――を打ち立てたものというべきである。32

との見解を示している。
また近年、論理的一貫性を備えたものとして『古今集遠鏡』を評価する研究に田中康二、
及び鈴木健一両氏のほぼ同時期に書かれた二つの論考がある33。
まず田中は、「ことならば」という『古今和歌集』中歌における言葉の訳語が、『古今集遠

鏡』においては、「トテモ～クラヰナラバ」として一貫して訳出されている事を指摘し、次
のように述べる。

宣長は「詞」が外に出ることによって「心」が芽生えてくると考えていた。それが歌の
表現である。そういった意味で、宣長の和歌観は詞主心従である。それゆえ、歌の「詞」
は常に宣長の理解した「心」を媒介にしながら、一対一対応で俗語に置き換えられる。

さらに

人は物を見るとき、多少なりとも対象を歪めて見ている。おそらくそれが理解するとい
うことの本質であろう。したがって、宣長の『古今集』理解が誤解を含むのは必然であ
る。むしろ問題なのは、常にぶれない虚像を映そうとする宣長の信念である。それは『遠
鏡』に限らず、宣長の注釈に常に付きまとう問題である。34

というように『古今集遠鏡』における俗語訳に対する態度と宣長の思想の接合を図ろうとす
る。
また、鈴木健一は、『古今集遠鏡』が今までは言語学的な研究対象にほぼ独占されていた
ことを指摘しながら次のように述べる。

国語学の研究対象にはよく取り上げられるが、それ以外にはあまり注目されることの少

32	 同上、一九二頁
33	 田中康二「俗語訳の理論と技法――『古今集遠鏡』の俗語訳」（『本居宣長の思考法』ぺりかん社・二〇〇五年、
原題「近世国学と古今集――『古今集遠鏡』における俗語の理論と技法」『古今和歌集研究集成』３　風間書房・
二〇〇四年）及び、鈴木健一「『古今集遠鏡』の注釈方法」（長島弘明編『本居宣長の世界：和歌・注釈・思想』
森話社・二〇〇五年）

34	 以上共に田中康二、一四八頁

『古今集遠鏡』と本居宣長の歌論：藤井嘉章
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ないこの書が、宣長の学問の特質を考える上で非常に有益な視座を提示してくれるとい
うことを明らかにしてみたいと思う。35

『古今集遠鏡』が宣長の思想学問の研究にとって重要な位置を占めることを示そうとする本
論の試みは、基本的に田中康二・鈴木健一の態度と動機においては同一なものであると言え
る。
しかし、その内実を見ると鈴木健一は、『古今集遠鏡』において宣長が真淵批判を行って
いる注釈を含む和歌三首を分析の対象とし、そこに見出される一貫性をもとに、「真淵との
比較によって認められる『古今集遠鏡』の記述からは、限定的な解釈に拘泥してしまう宣長
の厳密性が見てとれるだろう。…〈中略〉…ここで指摘したような、ことばの意味を限定的
に捉えようとして厳密性を守ろうとする姿勢からも、やはり合理性への志向を見て取ること
ができるだろう」36とする結論を提示する。この結論は永野の論考における「第一通則」と
等価なものと見なすことができるだろう。
一方で、永野の論を受けながら、宣長の俗語訳の一般通則的側面をさらに精緻に追求した
ものに、高瀬正一の論37がある。高瀬は『古今集遠鏡』「はしがき」に挙げられた助詞・助
動詞の訳出に関する一般通則の適用の実際を検証した永野賢の論文に倣い、宣長の助詞・助
動詞に関する最も詳細な研究著作である『詞の玉緒』における『古今和歌集』中歌の助詞、
助動詞の解釈が、『古今集遠鏡』の俗語訳とどのような関係にあるのかを検証した。結果と
して、『詞の玉緒』で試みられた解釈と『古今集遠鏡』の俗語訳の訳出の対応は、三分の一
以下とのデータを得た高瀬は、「「遠鏡」の俗語訳が、規範に捉われない自由な独自性をもっ
ていることの一つの証と云えよう。」38と述べるに至っている。
以上、『古今集遠鏡』の分析を通じた宣長の古典解釈の態度として、論理的一貫性を指摘
する立場と、柔軟な解釈を重視する立場の二つがあることを見た。前節では『新古今集美濃
の家づと』における同様の二つの立場を示すにとどめたのに対し、本節では『古今集遠鏡』
をめぐる議論において、何がその立場の違いを生んでいるのかを明確に指摘できるように思
われる。それは、分析の対象とするテクストの扱い方に関わっている。
古典解釈の論理的一貫性を重視する立場が分析の対象とするのは、永野の論考のように「は

しがき」という原則を示した部分であり、また田中及び鈴木健一のような数か所の用例に限
られたものであった。一方、解釈の柔軟性を重視する論考は、永野の議論を引き継いでより
綿密的な調査を行った高瀬の論考に見られるように、『古今集遠鏡』の俗語訳を一定の基準
に照らした上で悉皆的に行われた分析であった。
宣長の古典解釈に対する態度をめぐる議論の二つの立場が、分析対象の範囲の違いにある
ことを確認した上で、次節では出来る限り「はしがき」と俗語訳を相互に参照し、さらに『古
今集遠鏡』以外のテクストとの関連も考慮しながら、『古今集遠鏡』における「あはれ」の

  35	 鈴木健一、六八－六九頁
36	 同上、八二－八三頁
37	 高瀬正一「「古今集遠鏡」と「詞の玉緒」について」（『国語国文学報』三五巻・一九七九年）
38	 高瀬正一、二五頁
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解釈を検討し、具体的な和歌の解釈、言葉の解釈から、宣長の歌論という一般的テーマに迫
り得る可能性を示したい。

第四節　『古今集遠鏡』の「あはれ」俗語訳

ここで今一度「あはれ」の根本に立ち返るならば、「阿波礼はもと歎
タン

息
ソク

の辞
コトバ

にて。何事に
ても心に深く思ふ事をいひて。上にても下にても歎

タン

ずる詞」39であった。また、本論では、
分析の対象としないが『古今和歌集』仮名序の「めに見えぬおに神をもあはれと思わせ」は、『古
今集遠鏡』の俗語訳では「目ニ見エヌ鬼ヤ神ヲ感ジサシタリ」40となっているように、もの
に触れた際のこころの動きが「あはれ」であった。この事を念頭に置いて、第一節で触れた
『古今集遠鏡』「はしがき」の「あはれ」の条項の後半部分に目を通してみたい。

さてそれより転
ウツ

りては、何事にまれ、アヽハレと歎
ナ

息
ゲ

かるゝ事の名ともなりて、あはれ
なりとも、あはれをしるしらぬなども、さまざまひろくつかふ、そのたぐひのあはれは、
アヽハレと思はるゝ事をさしていへるなれば、俗言には、たゞにアヽハレとはいはず、
そは又その思へるすぢにしたがひて、別

コト

に訳
ウツシ

言
コトバ

ある也、41

元来歎息の言葉であった「あはれ」がいわば名詞化して、「あはれなり」や「あはれを知る」
というように使われることがあり、その場合は歎息を誘発するものを指しており、「アヽハレ」
という歎息の言葉としてだけで訳すのではなく、歎息を引き起こすものに従って訳すとして
いる。宣長は総論部である「はしがき」においてはっきりと、「あはれ」に一対一対応の訳
語を付けるのではないことを述べている。
それでは、具体的に「あはれ」を含む『古今和歌集』中歌の検討に進みたい。『古今和歌
集』を通して「あはれ」という言葉は、二十三箇所抽出することができる。その内、三箇所
は先にあげた仮名序中にあり、「あはれ」を含むもう三首は長歌である。分析対象を一定に
するために、散文である仮名序中の「あはれ」は分析の対象から外し、また全面的な俗語訳
の施されていない長歌も除外すると、本論で分析の対象となる「あはれ」を含む短歌は全
部で十七首となる。新編国歌大観に従って歌番号を示せば、三三・三七・一三六・二四四・
四七四・五〇二・六〇二・八〇五・八五七・八六七・八七三・八九七・九〇四・九三九・
九四〇・九四三・九八九である。
これら十七首における「あはれ」の『古今集遠鏡』における俗語訳はいったいどのような
様相を呈しているのであろうか。その俗語の訳出における特徴に則って分類すると、以下の
ように五つの種類に分けることができる。

39	『石上私淑言』、第二巻、一〇〇－一〇一頁
40	『古今集遠鏡１』二八頁。なお、この「感ジ」という俗語訳は、宣長自身『石上私淑言』の頭注で「古今序ニ、
オニカミモアハレトオモハセト云ルモ、真名序ニハ感二鬼神一ト云リ、コレ感スルハスナハチアハレトオモフ事
也」（一〇〇－一〇一頁）と述べている事と一致する。

41	『古今集遠鏡１』、二三頁
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⑴「アヽハレ＋α」のように歎息の詞＋その他の成分として訳すもの
三三・三七・一三六・四七四・六〇二・八七三・八九七・九三九・九八四
⑵「アヽハレアヽハレ」と、歎息の詞のみで訳しているもの
五〇二・九四〇
⑶「アヽ＋α」として訳すもの
二四四
⑷「アハレ」と直接単独に訳出するもの
八〇五・八五七・八六七・九四三
⑸歎息の詞を用いない意訳と考え得るもの
九〇四

以下ではそれぞれの分類における俗語訳に即して検討していく事にする。
まず⑴「アヽハレ＋α」のように歎息の詞プラスその他の成分として訳すタイプであるが、
本論冒頭で見た「はしがき」の「あはれ」の条項において、具体的な訳出法としても挙げら
れているものであり、数量からいっても俗語訳の訳出法として最も一般的なものである。再
度、「はしがき」の（二〇）「あはれ」の項において触れられていた内容をまとめれば、⑴「アヽ
ハレ＋α」は、九八四番歌である「あれにけりあはれいくよのやどなれやを、何ン年ニナル
家ヂヤゾヤ、アヽハレキツウ荒タワイと訳せる類」や、一三六番歌である「あはれてふこと
をあまたにやらじとや云々は、花を見る人の、アヽハレ見事ナといふ其詞を、あまたの桜へ
やらじと也」及び、九三九番歌「あはれてふことこそうたて世の中を云々は、アヽハレオイ
トシヤト、人ノ云テクレル詞コソ云々也」42のように示されている訳出法である。ここでは、
「はしがき」では言及されていない三三番歌について詳しく見てみたい。

色よりも香こそあはれとおもほゆれたが袖ふれしやどの梅ぞも（春歌上・よみ人しらず）
○梅ノ花ハ色モヨイガ　色ヨリ香ガサナホヨイワイ　アヽハレヨイニホヒヂヤ　此ヤウ
ニヨイニホヒノスルハ　タレガ袖ヲフレタ此庭ノ梅ノ花ゾ

ぞ

イマ
も

ア 43

俗語訳箇所の下線は、『古今集遠鏡』本文にあるもので、原歌中に該当する表現がないもの
の、俗語訳において理解の上では補うべき言葉であることを示している。また、「ゾイマア」
に付されているルビも原文のもので、原歌中の表現と、俗語として訳出された言葉の対応を
示している。「あはれ」に対応する俗語訳の部分への網掛けは筆者で、以下同様である。「梅」
の「香」を「あはれとおも」うと詠む中で、「あはれ」を、歎息の「アヽハレ」と、心を動
かし歎息を誘う当の具体的な事柄を加えて、「アヽハレヨイニホヒヂヤ」という形で訳出し
ている例である。
第二に（2） 「アヽハレアヽハレ」と、歎息の詞としてのみ俗語訳しているもので、

42	 以上、すべて『古今集遠鏡１』二三頁から引用。
43	 同上、六八頁
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五〇二、九四〇番歌を見ると、

あはれてふことだになくは
○

な
消

にをかは恋のみだれのつかねをにせむ（恋歌一・よみ人し
らず）
○思ヒガ胸ニ一ツ杯

ハイ

ニナルトキニハ　声ヲアゲテアヽヽハレアヽヽハレトイヘバコソス
コシハ胸モユルマレ　ソノアヽヽハレアヽヽハレト云コトサヘナクバ　恋スル者ハ何デ
心ヲヲサメウゾ　テウド萱

カヤ

ナドヲ苅テ乱レタ時ニ　一トコロヘトリアツメテ緒デユヒツ
カネルヤウニ　恋デ心ガ乱レタ時ニハ　アヽヽハレアヽヽハレト云ノガ束

ツカ

ネ緒ヂヤ 44

あはれてふ言の葉ごとにおく露は昔をこふるなみだなりけり（雑歌下・よみ人しらず）
○昔

四

ヲ恋シウ思ウテ　アヽヽハレアヽヽハレト云タ
二

ビ
ご と

ゴトニ
に

涙ガコボレル　スレバソノ
ア
一

ヽハレアヽハレト云言ノ葉ヘ　草ノ葉ヘオクヤウニオク露ハ　涙ヂヤワイ 45

後者の九四〇番歌においてルビのような形でいくつかの漢数字が付されているが、これも原
文に付された記号であり、原歌の句の番号に対応している。すなわち、「四」とは第四句を指し、
ここでは「昔をこふる」を指しており、また「一」は初句で、「あはれてふ」を示している。
五〇二番歌において歎息の詞として表出された「アヽハレアヽハレ」という言葉が、恋が乱
れるのを抑える「束ね緒」になるという趣意である。九四〇番歌において歎息を誘うのは昔
への恋慕であるから、ここは、⑴のように「アヽハレ恋シウ」と訳しても良さそうであるが、「あ
はれ」という歎息の詞が「言の葉」として実体化し、そこに露としての涙が置かれるという
趣意を述べているため、「アヽハレアヽハレ」というそのままの歎息の言葉として訳出され
ていると言えるだろう。両者とも、「アヽハレアヽハレ」という歎息の言葉が具現化してい
るものとして見ていることに、共通点を見出すことができる。
続いて⑶「アヽ＋α」として訳す二四四番歌の実例を見てみたい。

われのみやあはれと思はむきりぎりすなく夕かげのやまとなでしこ（秋上・素性法師）
○キリギリスガ鳴テオモシロイユフカゲニ見事ニ咲テアルアノ撫

ナデ

子
シコ

ト云児
コ

ヲ　母親ヤ乳
母ナドモ打ソロウテトモドモニテ―ウア―イスルヤウニタレニモカレニモ見セテ賞翫サ
セタイモノヂヤニ　タツタ一人ノ手デソダテル児ノヤウニ　オ

一

レバ―ツカリガア
二

ヽヨイ
児ヤト云テ独リ見ハヤサウコトカヤ　アツタラ此花ヲ 46

なぜ、二四四番歌中の「あはれ」のみが、「アヽ＋α」の形式で訳出されているのかに対す
る決定的な答えを出すことはできない。ここでは、和歌の解釈として北村季吟『八代集抄』、
契沖『古今余材抄』、賀茂真淵『古今和歌集打聞』といった、宣長の『古今集遠鏡』が参照
している先行注釈書がこの歌を花としてのナデシコを愛でるものとして解釈するのに対し

44	『古今集遠鏡２』二〇頁
45	 同上、一八九頁
46	『古今集遠鏡１』、一四五－一四六頁
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て、『古今集遠鏡』は俗語訳として端的に示されている通り、「なでしこ」に「撫でし子」と
して「子」を読み込んでいる、という点を指摘するに留める。
⑷「アハレ」と直接訳出するものは、八〇五・八五七・八六七・九四三番歌の四首である。

あはれともうしとも物を思ふときなどか涙のいとなかるらむ（恋歌五・よみ人しらず）
○物ヲアハレト思フトキモ  ウイト思フトキモ　トカク涙ガホロホロホロホロホロホロ
ホロホロトコボレル　ナゼニ此ヤウニ涙ガイ

五

ソガシウコボレルコトヤラ 47

かずかずに我をわすれぬものならば山の霞をあはれとは見よ（哀傷歌・よみ人しらず）
○御―深―切ニ思召テワタシガコトヲ御忘レ下サレヌモノナラバ　山ヘタチマス霞ヲ　
アハレトハ思召テゴラウジテ下サリマセ　山ノ霞ガ　ワタシガ煙ニナリマシタ跡ノユカ
リデゴザリマスルホドニ 48

紫の一もとゆゑにむさし野の草はみながらあはれとぞ見る（雑上・よみ人しらず）
○武蔵野ハ一本ノ紫ヲアハレニ思フ故ニ　其縁デ同シムサシ野中

ヂウ

ノ草ガ皆ノコラズアハ
レニサ思ハレル 49

よの中にいづら我身の有てなしあはれとやいはむあなうとやいはむ（雑下・よみ人しら
ず）
○世ノ中ニド

二

レドコニ我身ガアルゾ　人ト云モノハ　明日死ナウモシレヌガ　明日ニモ
死ネバヂキニ埋ミカ焼キカシテシマヘバ　此

三

ノ身ハアツテモナイ物ヂヤ　ソレヲ思フテ
見レバ　ア

四

ハレトイハウカ　アヽヽウイトイハウカ　サテモサテモ人ノ身ハハカナイ物
ヂヤ 50

八〇五、九四三番歌に関しては、「うし」との対比として「あはれ」が用いられているため、「ア
ハレ」と「ウイ」とを併置する訳の工夫がなされていると言える。実は八〇五番歌の「あはれ」
の意味解釈は必ずしも自明なものではない。この「あはれ」を、契沖『古今余材抄』は「うし」
の対義語として、真淵『古今和歌集打聴』では「うし」の類義語として捉えるという先行す
る注釈が存在するからである。意味理解のみを追求する俗語訳であれば、ここで宣長は自身
の解釈を明示する必要があり、「あはれ」の解釈及び訳出の方法としても、⑴「アヽハレ＋α」
と言ったような手段を宣長は持ち合わせていた。それにも関わらず、「あはれ」を単に「アハレ」
としたのは、俗語訳として「ウイ」との併置を優先させた結果であると考えるのが妥当であ
ろう。
八五七・八六七番歌の「アハレ」とする訳出方法に、明確な理由を述べることはできないが、

「あはれ」を「見る」という表現になっていることが共通している。ここで試みに同様に『古
今和歌集』の原歌が、「あはれ」を「見る」という表現となっている三七番歌、及び六〇二
番歌が

47	『古今集遠鏡２』、一三二頁
48	 同上、一五五頁
49	 同上、一六〇頁
50	 同上、一九〇頁
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よそにのみあはれとぞ見しうめの花あかぬいろ香はをりてなりけり（春歌上・素性法師）
○オレハアハウナ今マデハ　梅ノ花ヲタヾヨソニバツカリサアヽハレ見事ナコトカナト
思フテ見テ居タガ　梅ノ花ノドウモイヘヌ色ヤ香ハ　折テカウ近ウ見テノコトヂヤワイ
ノ　又々ヨソニ見タヤウナコトデハナイ 51

月影に我身をかふる物ならばつれなき人もあはれとや見む（恋歌二・壬生忠岑）
○月ヲバ惣躰人ガアヽヽハレト思ウテ見ルモノヂヤガ　ワシガ身ヲ月ニカヘラルヽモノ
ナラ　カハツテ月ニナツテミタイ　ソシタラツレナイ人モ見テ　アヽハレカ

（ 可 愛 ）

アイヤト思
フテクレルデモアラウカイ 52

のように、⑴「アヽハレ＋α」として訳出されていることを見ると、少なくとも「あはれ」を「見
る」という表現の訳出に関して論理的一貫性を見出すのは不可能である。
最後に⑸「アヽハレ」や「アヽ」などの歎息の詞を用いず意訳と考えうるものが九〇四番
歌である。

ちはやぶる宇治のはし守なれをしぞあはれとは思ふ年のへぬれば（雑上・よみ人しらず）
○ 宇治ノ橋守ヨ　ホカノ人ヨリハ　其ノ方ヲサオレハフビンニ思フ　オレト同シヤ―
ウニ年ヘタ老人ヂヤト思ヘバサ 53

ここで とあるのは、枕詞は訳出しないとする「はしがき」での原則に従って、初句の「ち
はやぶる」の訳を省略したことを示している。歎息の言葉を用いずに「フビン」と別の訳語
で表されている唯一の例であるが、「あはれ」の俗語訳のバリエーションをさらに広げてい
る一例として考えておく。
以上、『古今集遠鏡』における「あはれ」の俗語訳における五つのパターンを見た。改めて言

うまでもなく、以上で見た「あはれ」の訳出法に関して、「一対一対応で俗語に置き換えられる」54

と述べることは不可能であり、「法則性に固執し、教条的なまでに合理性を発揮」55している
と言うことはできないであろう。
宣長の「あはれ」に対する訳出の様々を見ていると、まさに本来は歎息の詞としての「あ
はれ」が、様々な対象に対して様々に動いていく感情を表しているという個別性への着目と
いう観点が明瞭に見て取れる。和歌本質論としての「もののあはれ」論であれば、「みやび心」
と結びつけられ平安朝文芸の理念を表すものとされ、その徹底が主張されたり56、和歌の社
会的無用性というテーゼの中から自律的な文学理論として歌論を再構成するもの57として、
「もののあはれ」の意義が論じられていく事だろう。しかし、まずは「あはれ」と心が動く

51	『古今集遠鏡１』、六九頁
52	『古今集遠鏡２』、五三頁
53	 同上、一七四頁
54	 田中康二、一四八頁
55	 鈴木健一、八二頁
56	 和辻哲郎「もののあはれについて」（『日本精神史研究』岩波書店・一九九二年）
57	 子安宣邦「本居宣長・和歌の俗流化と美の自律――「物のあはれ」論の成立――」（『思想』第八七九号・一九九七年）

『古今集遠鏡』と本居宣長の歌論：藤井嘉章
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対象を宣長が具体的にどう解釈し、表現してきたのかについて今一度立ち返ってみると、「も
ののあはれ」論が持つ排他的な共同性へと向かう傾向と、宣長の古典解釈に対する一つの評
価である論理的一貫性という宣長像とから、「あはれ」論にける個別性と、柔軟な解釈への
志向性という宣長の側面へと導かれることになるだろう。その可能性の一端を、『古今集遠鏡』
における「あはれ」の解釈群が担っていることを本節では示し得たのではないだろうか。そ
してこういった古典和歌解釈という一つ一つの積み重ねからなる具体論と組み合わさって初
めて、和歌本質論と和歌表現論、「もののあはれ」論と「あはれ」論、共同性と個別性、論
理的一貫性と柔軟な解釈とを兼ね備えた立体的な宣長の歌論に迫ることができると筆者は信
じている。

おわりに

本論では本居宣長の歌論における「もののあはれ」及び「あはれ」の捉え方を中心にして、
その峻別の可能性を論じ、宣長の古典解釈態度への評価に二つの立場が研究史的に並立して
きたことを述べた。特に『古今集遠鏡』の研究史において顕著に見られるように、その差異
が分析対象の範囲の違いに規定されていることを示し、その上で『古今集遠鏡』中の俗語訳
の実相を、その両者の立場がテクストに向かう姿勢をいわば折衷する形で検討する事で、よ
り立体的な宣長の歌論へと迫る可能性の提示を試みてきた。
まずは、本研究の今後の課題を示したい。本論では、『古今集遠鏡』における「あはれ」

の分析を行ったが、今後は『古今集』以外の和歌群における検討がまずは必要であろう。『古
今集』における「あはれ」を含む短歌は上述のように十七首でしかない。今後、より多くの
用例に基づいて、宣長の解釈態度を評価していく必要がある。また、「あはれ」の分析は、
当然他の感動詞や抽象名詞、または直接感情を表す形容詞等の分析との比較を待ってはじめ
て総合的な研究たり得るであろう。これも、今後の課題としたい。また、宣長の注釈的著作
という限定を取り払えば、宣長自身の詠草や、他の歌学者の解釈、及び詠草にも分析対象の
範囲を広げることができるだろう。
冒頭で筆者は、宣長の歌論研究において、和歌本質論が中心になっており、和歌表現論が
等閑視されていることを述べた。本論は、その研究史上の空白を埋めることを目指した宣長
の歌論に対する和歌表現論的な研究であるが、また和歌本質論と和歌表現論の研究状況がな
ぜこのような関係にあるのかを示す説明の一つでもあり得ると考えている。やや構図的な見
方を述べれば、和歌本質論は「もののあはれ」論を中核に共同性への志向を胚胎し、その共
同性は排他的な論理的一貫性を有する宣長の古道説へと繋がっている。宣長の思想が古道説
に凝縮していると考えられている以上、宣長の歌論が和歌本質論として捉えられることは避
けられない。しかし、一方で和歌表現論的視点からは、「あはれ」論としての個別性への着
目、さらに古典テクストの柔軟な解釈という宣長の古典に対する解釈態度が見出される。い
まだこの視点は、古道説とは接木されていないが、古道説の中核的テクストである『古事記
伝』が他でもない注釈学的著作である事には、大きな可能性を予見できるであろう。
筆者が宣長研究を始めた頃、ほとんどの論考が宣長の理論的著作を対象として進められて
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いることに大きな違和感を持ったことが、このような研究に興味を抱いた理由であった。無
論、自らの思考を直接的に表明するのではなく、古典作品内における語義や表現内容の解釈
を目指す注釈的著述から、一定の視座に基づいた論理を掬い上げることはたやすい事ではな
い。本論で試みたことは、時に過剰とも言える論理的一貫性という宣長に対する視座と対置
される、解釈の柔軟性を重視する立場の妥当性を、『古今集遠鏡』における「あはれ」の訳
出を通じて傍証するに過ぎなかったかもしれない。上でも述べたように、解釈の柔軟性を持
つ宣長という像が、今回主に対象とした歌論を含む文学説に関わる領域以外の、語学説の領
域、及び古道説の領域における宣長像とどのような関係にあるのかという事を示す方向へと
踏み出さぬ限り、論理の一貫性という視座から蓄積されてきた宣長研究を乗り越えていくこ
とはできないであろう。本論は、そういった研究への足掛かりのほんの一歩に過ぎないが、『古
今集遠鏡』を中心とした注釈的著作を通して宣長を照射することの有意味性を多少なりとも
示すことができたのではないだろうか。

『古今集遠鏡』と本居宣長の歌論：藤井嘉章
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Kokinshu Tokagami, is a colloquial translation of Kokinwakashu by Motoori Norinaga. It has 

often been looked upon as a material for researching spoken language of Japanese of early modern 

times which few researchers have been interested in for the study of Motoori’s Poetics. The purpose of 

this paper is to show that this text is not only an important material for research on Motoori’s Poetics 

but also for research on Motoori Norinaga itself. 

First, I note that the text can provide a new point of view on an idea about ‘Mono no Aware’ 
proposed by Hino Tatsuo. Secondly, drawing references from Shinkokinshu Mino no Iezuto, which 

is an annotated edition of Shinkokinwakashu, I will study the differences of opinions on Motoori’s 

commentary on Japanese classics. One thinks that Motoori was a rigid rationalist, and therefore had a 

tendency to force his thoughts. Other researchers think that Motoori was not always a rigid rationalist 

and accepted the diversity of the interpretation of the texts. Through the history of research on Kokin-

shu Tokagami, I will try to point out that the differences of opinions on Motoori’s commentary are due 

to the differences in their approaches to the research on Motoori Norinaga.

Among the previous researches on Motoori Norinaga, most are based on his theoretical books 

which I believe show limited aspects of Motoori Norinaga. In this paper, I attempt to seek the pos-

sibility to expose new aspects in the research of Motoori Norinaga by mainly focusing on annotated 

texts.

Kokinshu Tokagami and Motoori Norinaga’s Poetics

Yoshiaki FUJII
Tokyo University of Foreign Studies

【keywords】Motoori Norinaga, Poetics, Kokinshu Tokagami, mono no aware, 

aware
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