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2013.10.20 H.TsubakiNo.28

備忘録小論攷週刊

【第４回】徒然草から
聖法師
【徒然草( 】第７６、 段で「聖法師」に言及◆聖法師＝修行に専念する世捨て人◆権勢家への挨31 77

拶（祝いや悔やみ）に並んでいる聖法師（第 段）◆世間のうわさ話や他人のプライバシーを吹聴76

する聖法師（第 段）◆俗事に「いろふ（関わる）べきにはあらぬ人」なのに、そういうことが多77

2012.05.20い、と

【 】 （ ）「 、 。 、 」徒然草( ひじり 聖 官僧以外 一般の僧 また寺院に所属せず ひとり修行している隠遁僧32

（広辞苑）とあるがよくわからない◆「僧位・僧官をもたない民間宗教者の総称。私度（しど）僧や

遁世僧からなり、上人・聖人ともよばれる （角川日本史辞典）ということで、とりあえず納得」

2012.05.20

よからぬ人
【徒然草( 】第 段◆兼好は、社交性に乏しい「下劣な人間 （世慣れずよからぬ人）をきびしく33 78 」

批判する。新しい人が加わっているのに、それまでの仲間うちでしかわからないような話題や話しぶ

りをして、新しい人にわけのわからぬ思いをさせる･･･などということはほんとうに下劣なことだ、

2012.05.23と。

よくわきまへたる道
【徒然草( 】第 段◆何事でも知ったかぶりするな◆「よくわきまへたる道には、必ず口重く、問34 79

はぬ限りは言はぬこそ、いみじけれ」◆十分にわきまえている方面のことに関しては、口が重いもの

◆人から聞かれない限り、自分から言わないのが立派な態度だ◆うーん、わが身を振り返り反省する

2012.05.31点多し

勇者
【徒然草( 】第 段◆自分の専業と畑違いのことに熱中する（＝貴族が武術を好む、など）◆矢が35 80

尽きても敵に降らず平然と死に赴いて後「勇者」と呼ばれるのだから、生きていて武術を鼻にかける

べきではない。◆専門外のことをいくらやっても、いっそう軽蔑されるものだ、と兼好は言う。

2012.07.21
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物がらのよき
【徒然草( 】第 段◆品のない（絵や文字の）屏風・障子36 81

は、それ自体がみっともないというよりも、それで平気な主

、人の品性が疑われる◆所有する道具類でも品性がうかがえる

と。◆ではどういうのが好ましいのか。古風で、大袈裟でな

く、破損のおそれもなく 「物がらのよき」がいいのだ、と。、

2012.09.04

（図は徒然草画帳より「第８１段 ）」

羅の表紙
へうし

【徒然草( 】第 段①◆「うすものの表紙はすぐ傷んでしまうのが困る」と誰かが言ったところ、37 82

、「 、 」頓阿(兼好の友人)が うすものの表紙は上下がすり切れ 螺鈿の軸は貝がとれてからがいいものだ

。 （ ） 。 「 」 。と言った ◆頓阿 とんあ 俗名二階堂貞宗 頓阿・兼好・浄辨・慶運を 二条派の四天王 という

2012.09.06

【徒然草( 】第 段②◆弘融僧都は「何でも物を一揃いに調えようとするのは、つまらん人間のす38 82

ることだ。不揃いなのがすてきにいいのだ(不具なるこそよけれ）と言った。◆弘融僧都 仁和寺の=

僧。 年当時は 歳だったという(岩波文庫本の注釈 。弘舜僧正(第 段に登場）の弟子。1337 47 208）

2012.09.06

【徒然草( 】第 段③◆「すべて何も皆、事のととのほりたるは、あしき事なり。し残したるをさ39 82

て打ち置きたるは、面白く、生き延ぶるわざなり」と或人申し侍りし◆『完璧の状態というのは良く

ないことだ』という思想◆共感できるなァ。←こういう人(私のこと)をいいかげん人間というのだそ

2012.09.06うだ

二条派
【徒然草( 】第 段④余録「二条派」◆二条家とは、鎌倉時代の歌学の宗家。◆京極家、冷泉家と40 82

歌壇の主導権を争った。◆はじめ劣勢であったが、その後頓阿（とんあ）ら「四天王」を擁して歌壇

の第一の家となったという （百科事典の受け売りです。あしからず）◆→兼好と頓阿については次。

2012.09.06稿。

頓阿
【徒然草( 】第 段⑤余録「頓阿」◆正応 年（ 年） 文中元年 応安 年（ 年）鎌倉時41 82 2 1289 - / 5 1372

代後期から南北朝時代の僧・歌人。俗名は二階堂貞宗。子に僧・歌人の経賢がいる。◆『続千載集』

以下の勅撰和歌集に 首が入集。著書に『井蛙抄 『愚問賢註』などがある。◆兼好との親交は有44 』、

2012.09.10名。

亢龍有悔、陽剛居極
【徒然草( 】◆第 段西園寺公衡（きんひら） 年に左大臣になるも、太政大臣になる前に出42 83 1309

家してしまった。◆兼好は「昇りつめた竜は降りるほかない『易経 」と論じている。◆「第 段で』 82

」 、 、 。道草してしまった と反省しながらも こんな話であれば 段もスッと通り過ぎられそうもない83

2012.09.15

【徒然草( 】◆第 段◆『易経』乾(ｹﾝ)の「上九」に「亢龍（コウリョウ）有悔 陽剛居極、天を43 83

。 」昇り詰めて降りることを忘れた竜 勢位極めておごり亢(ﾀｶ)ぶればかえって悔いを残すことにもなる

2012.09.19とある。

【徒然草( 】◆第 段「亢龍有悔」◆子供のころ父から、終戦後最終の引揚船が出る前夜麻雀をし44 83

て九連宝燈を聴牌した人が「これで上がったらもう日本に帰れないだろう」と言って、世紀の超々役
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満を崩して降りたという話を聞いた。無事帰国できたというその人が父であったかどうかは憶えてい

2012.09.19ない。

【 】 「 」 。徒然草( ◆第 段 亢龍有悔 ◆九連宝燈(ﾁｭｳﾚﾝﾎﾟｳﾄﾝ)をあがった者は死ぬという迷信がある45 83

究極の役満＝九蓮宝燈を成立させたことで全ての運を使い果たしてしまったと考えられているため。

http://p.tl/mLB2 2012.09.19◆九蓮宝燈のことを詳しく知りたい方は、

【徒然草( 】◆第 段「亢龍有悔」◆言葉の説明◆引き揚げ＝第二次大戦後、国外から内地に帰っ46 83

てきた（くる）こと。◆聴牌(ﾃﾝﾊﾟｲ)＝麻雀で、あと一枚のめざす牌が入れば上がれる状態になるこ

---- 2012.09.19と。◆牌(ﾊﾟｲ)＝麻雀用の駒（こま） いつの間にか麻雀用語集になってしまった。

故郷の扇
【 】 「 、 」徒然草( ◆第 段◆法顕三蔵が異国で 故郷の扇を見ては悲しび 病に臥しては漢の食を願ひ47 84

しこと ホームシックになったこと を 弘融僧都は 優に情ありける三蔵かな と言った ◆ 何（ ） 、 「 」 。 「

でも物を一揃いに調えようとするのは、つまらん人間のすることだ」と言ったあの人（第 段）で82

2012.09.21す

【徒然草( 】◆第 段②◆兼好は彼（弘融僧都）のことを「法師のやうにもあらず、心にくく覚え48 84

しか と評している ◆彼は杓子定規の法師くさいところがなく奥ゆかしい と ◆法師＝ 法 仏」 。 、 。 「 」（

法によく通じること）＋「師 （教法の師）でなる◆であれば、ある程度杓子定規になる面もあろう」

2012.09.21が。

【 】 （ 。徒然草( ◆第 段③◆法顕 ～ 東晋の僧◆中国の律蔵の不完全を嘆きインドに赴く49 84 337? 422?

滞留十余年 海路帰国。三蔵の教典を多数もたらす。◆註）大蔵経（三蔵）は経蔵、律蔵、論413AD

2012.09.26蔵◆法顕の故事は 高僧法顕伝 晋の扇 法苑珠林・一九 漢の食 にあるという、「 」（ ）、「 」（ ） 。

偽りても賢を学ぶ
【徒然草( 】◆第 段①◆「俺は悪人ではないが、悪人のまねをする」と言って、人を殺せば彼は50 85

悪人そのものである◆「私は賢人ではない」と言っても、舜をまねて舜と同じ行いができたら、彼は

舜と並ぶものである◆賢人を真似ようとして実践した人はやはり賢人であるというべきだ、と兼好は

2012.10.11言う。

【徒然草( 】◆第 段②◆「至りて愚かなる人」(＝至愚人。手の付けられないほど愚かな人）は51 85

賢人を憎む。◆自分の貪欲な心が、賢人の高邁な精神とかけ離れているため、まったく理解できない

からである。◆かりそめにも「真似してみよう」とでもいう気があれば救われるのに、それも無い。

2012.10.11

法師
【徒然草( 】◆第 段①◆寺法師(三井寺の僧侶）と山法師（比叡山の僧侶）◆文保３( )年山52 86 1319

法師が三井寺を焼く◆平惟継（歌人）は起居を共にし近侍していた三井寺の円伊僧正に「寺がなくな

ったので、以後は寺法師ではなく法師と申し上げましょう」といった。◆慰問、尊信の意という。

2012.10.21

【徒然草( 】◆第 段②◆法師＝「法 （仏法によく通じること）＋「師 （教法の師）に立ち戻っ53 86 」 」

たことを認めて 「直接に「法の師」として尊信し、慰問したことになると思う」(文庫註）◆「い、

2012.10.21みじく秀句なりけり （名文句だ）」

円仁門徒と円珍門徒の対立
【徒然草( 】◆第 段③◆延暦寺内の円仁門徒と円珍門徒の対立から、 園城寺（三井寺）54 86 993AD
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が分離。延暦寺＝山門、園城寺＝寺門双方が抗争。 ◆余談）円仁も円珍も入唐した経歴をもつ。円

仁についてはライシャワー博士（駐日米大使をつとめた人）の論文「円仁唐代中国への旅」がある。

2012.10.21

下部に酒飲まする事
【徒然草( 】◆第 段「下部に酒飲まする事は、心すべきことなり」①◆主人公は「具覚坊 （伝55 87 」

未詳 「出家」し、世俗の実務からは退いたが、在俗のときと同じように優雅な家庭生活を続けてい。

た在家の沙弥（しゃみ）と思われる）◆「エピソード 」は具覚坊が遭遇したとんでもない災難No.87

2012.11.04

【徒然草( 】◆第 段②京から宇治に行くさいに、供の男に酒を飲ませたところ大暴れして、具覚56 87

坊が腰を切られて身障者になったという◆男が酔った勢いで、木幡あたりで奈良法師の一団にイチャ

モンを付けたのがきっかけ◆木幡＝伏見区深草大亀谷付近という（ 藤森駅の東、桃山城の北あたJR

2012.11.19りか）

小野道風の書ける和漢朗詠集とて
57 88 894 967 966【徒然草( 】◆第 段小野道風（ ～ 年）が書いたという「和漢朗詠集 （撰・藤原公任」

～ 年）◆時空を超えないかぎりそんなものは存在しえないが◆持ち主は「さ候へばこそ、世に1041

あり難き物には侍りけれ」と言って、ますます秘蔵したという。◆こういう例はよくありそう。

2013.01.08

【徒然草( 】◆第 段関連（藤原公任の代表歌）◆小倉山嵐の風の寒ければもみぢの錦きぬ人ぞな58 88

き（ 「大鏡」三舟の才）◆滝の音はたえて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ（小倉cf.

No.55 2013.01.08百人一首 ）

猫また
【徒然草( 】◆第 段◆法師が「猫またに襲われた」と腰を抜かして小川（こがわ＝川の名）に転59 89

げ落ちた◆実は飼い犬が、主人が帰ってきたのでとびついたのだった、とさ。◆猫また・猫跨。中古

http://p.tl/XBII 2013.01.23以来伝承された怪獣。人を （くら）うという。 参照噉

【徒然草( 】◆第 段関連◆小川（こがわ）＝行願寺（開祖行円。当時は一条油小路辺）のあたり60 89

を流れる川。京都市の堀川通の東に油小路通。その東に小川（こがわ）があった。◆いまは川はない

2013.01.23が「小川通」の地名が残る。

【徒然草( 】◆第 段関連◆行円◆平安時代中期の僧。日ごろ鹿の皮をまとっていたことから革聖61 89

（かわひじり）とも皮仙とも称された。岩波文庫版の註には、行願寺は「革堂」ともよばれる、とあ

2013.01.23る。◆いま行願寺は中京区寺町通竹屋町に移っている。


