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2013.10.27 H.TsubakiNo.29

備忘録小論攷週刊

徒然草画帳より「第９２段」

【第５回】徒然草から
やすら殿は男か法師か
【徒然草( 】◆第 段◆法印の召使ひし乙鶴丸、やすら殿といふ者を知りて、常に行き通ひしに、62 90

「 、 ） 」 、 、 「 。◆法印に やすら殿は 男(長髪 か法師(剃髪)か と問はれて 袖掻き合せて ◆ わかりません

Sodomy 2013.02.01頭は見ていません」と。◆これは の危ないお話である。

【徒然草( 】◆第 段②◆ といっても、この場合は とはちがって ◆だ63 90 Sodomy Pederast French Job

から頭は見ていなかったのさ。◆兼好はそれを知ったうえで 「などか、頭ばかりの見えざりけん 」、 。

2013.02.01と書いている。◆なお乙鶴丸が袖掻き合せたのは、恥ずかしくて顔を隠すため。

赤舌日
【徒然草( 】◆第 段赤舌日（しゃくぜちにち）◆平安時代中期以後の貴族の俗信で、万事に凶で64 91

あるとする日◆兼好は「吉日に惡をすれば凶で、惡日に善を行えば吉だ 「吉凶は人によりて、日」、

2013.02.03によらず」と喝破し◆赤舌日を忌む当時の風習を「何の道理もない」と批判する。

諸矢
【徒然草( 】◆第 段◆初心者は二本の矢を持ってはならない。師は「毎度、たゞ、得失なく、こ65 92

の一矢に定むべしと思へ と教える ◆ 図表 徒然草画帖 東京国立博物館 ◆ た」 。 【 】 （ ） 「http://p.tl/0S12

2013.02.03だ今の一念において直ちにする(学する・修する）事の甚だ難き」

諸矢（甲矢と乙矢の一対二本の矢）
もろや は や おとや

言いたい人
【徒然草( 】◆第 段◆どんなときにも、自分の哲学的信念を言いたいという人がいる。◆それを66 93

聞かされた人があきれて嘲笑し、しまいには罵ったとしても、だ。◆橋本先生の本からイラスト(永

http://p.tl/8ExO 2013.02.07井文明・画 ）を失敬した。

勅書を持ちたる北面
【徒然草( 】◆第 段◆勅書を捧持した北面の武士が、高官（太政大臣）にであったので、表敬の67 94

ため、おもわず下馬してしまった。◆これはまずい！◆自分は勅使であって、たとえ相手が太政大臣

2013.02.12であっても下馬するわけにはいかない。◆かわいそうに、彼は罷免されたそうな。
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【徒然草( 】◆第 段「勅書を持ちたる北面」②◆かの北面の武士がこのとき出会った高官（太政68 94

大臣）は 「常磐井相國 （西園寺実氏）だったという。◆「相國」は太政大臣の唐名。◆西園寺実、 」

2013.02.12氏は歌人としても有名で 勅撰集にも数多く入集しているとのこと 受け売りです、 。（ 。）

くりかたに緒
【徒然草( 】◆第 段◆箱の「くりかた」に紐（ひも）を結びつけるには、右にすべきか、左にす69 95

べきか◆「くりかた＝刳り形」というのは、文箱などの蓋につけた穴や 突起のこと。◆その穴に通

す紐をどこに付けたらいいか（右にすべきか、左にすべきか）を「有職」の人に尋ねたということ。

2013.02.12

【徒然草( 】◆第 段「箱のくりかたに緒を付くること」②◆故実の権威者は、物事の作法をひと70 95

つに決めつけてしまいがちだが、ここの「有職(ｲｳｼｮｸ)の人」は、そのようなことなく 「いずれで、

も差し支えない」と「仰せられき 。◆兼好が感心し、あらためて書き残したのだろうと思う。」

2013.02.12

めなもみ
【徒然草( 】◆第 段「めなもみ」◆くちばみ（マムシ）の毒に効用あり 「見知りて置くべし」71 96 。

◆なんて実用的な随筆だろう。でも「めなもみ」って？◆ウィキペディアの「メナモミ」はこれとは

違うような気がする。◆台湾の原住民はムラサキツヅラフジをつかうということだが、似たような草

2013.02.16のことか。

身に虱、僧に法
【徒然草( 】◆第 段「その物に付きて、その物をつひやし損ふ物」◆身に虱。……僧に法。◆仏72 97

法が僧を損ふ、というのも逆説的だが、◆「仏法を追い求める僧がさまざまな弊害を起こして、身を

2013.02.16あやまることを言ったのであろう （岩波文庫版註）という解釈は受け入れがたい。」

【徒然草( 】◆第 段「身に虱…僧に法」②◆寺院や僧侶が仏法を形式化・形骸化していることを73 97

言った、◆究極の悟りに至るには仏法の知識にとらわれることがかえって弊害になることを言った、

。 「 」 。その他◆等々考えられる ◆どう考えても 坊主が身をあやまる ことを言った文章だとは思えんが

2013.02.16

一言芳談
【徒然草( 】◆第 段「一言芳談 （鎌倉後期の仏教書。念仏行者の信仰を 伝える法語 条を集74 98 153」

めたもの）から、兼好が心に残った５つの言葉を記した段。◆「標註 一言芳談抄 (岩波文庫)」はア

2013.02.18マゾンで１５００円ほどで買えるが、いまは読む時間がない。

唐櫃の新調
【徒然草( 】◆第 段◆久我基俊が公安警察長官になったのは１２８５年。◆ 年の弘安の役75 99 1281

からまだ３年、 年には元使が来ている。そんな時代。◆親父の久我基具が、度はずれた贅沢好み84

2013.02.18で、庁舎の唐櫃を新調しようという。◆故実に則って沙汰止みになったというが。

【徒然草( 】◆第 段関連◆第 段にも久我基俊が公安警察長官（大理＝検非違使庁の別当(長76 99 162

2013.02.18官 の唐名 で登場する ◆件の判決を下したのが基俊がどうかは記されていないが） ） 。 。

かはらけだめ、まがりで水を飲む
徒然草( ◆第 段 久我の相國は 殿上にて水を召しけるに 主殿司 土器を奉りければ ま【 】 、 、 、 、「77 100

」 、 。 （ ）、がりを參らせよ とて まがりしてぞ召しける ◆主殿司 とのもづかさ～後宮の雑用をした女官

土器（かはらけ＝素焼きの杯）◆なぜ土器はだめで、まがり（曲げ物・木製？）で水を飲んだのか
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2013.09.10

上司が失敗、機転をきかせて救う
【徒然草( 】◆第 段◆要約が面倒。原文①「ある人、任大臣の節會の内辨を勤められけるに、78 101

内記のもちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。きはまりな

き失禮（しちらい）なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひ

2013.09.10煩はれけるに 」、

【徒然草( 】◆第 段◆原文②「六位の外記（げき）康綱、衣被79 101

（きぬかづ）の女房をかたらひて、かの宣命をもたせて、忍びやか

に奉らせけり。いみじかりけり 」◆上司の失敗を、機転をきかせ。

て救った。兼好をして「いみじかりけり」と言わしめる、こういう

2013.09.10気の利く人がいるものだ。

橋下武先生
【徒然草( 】橋下武先生が 月 日になくなった。◆このシリーズの種本の一つである『イラスト80 9 11

古典全訳徒然草 （日栄社 年） の著者でもある。◆先生に関しては』 1989 ISBN9784816801433

http://p.tl/kYSy 2013.09.17を参照。

又五郎男を師とすべし
【徒然草( 】◆第 段◆尹大納言（いんのだいなごん）光忠卿、追儺の上卿（しゃうけい）を務81 102

められけるに、洞院右大臣殿に次第を申し請けられければ 「又五郎男（おのこ）を師とするより外、

2013.09.17の才覺候はじ とぞ宣ひける ◆ 現場の人間がいちばんものを知っているぞ と言った」 。「 」 。

【徒然草( 】◆第 段②◆かの又五郎は、老いたる衞士の、よく公事に馴れたる者にてぞありけ82 102

る。近衞殿 著陣したまひける時、膝突を忘れて、外記を召されければ、火たきて候ひけるが 「ま、

2013.09.17づ膝突をめさるべくや候らん と 忍びやかに呟 つぶや きける いとをかしかりけり」 、 （ ） 、 。

【徒然草( 】◆第 段③◆先に敷物（軾＝膝突ﾋｻﾞﾂｷ）を敷いてひざまずき、それから外記(行事83 102

の進行係)を呼ぶのが順序だが 「膝突を忘れて、外記を召」してしまった。◆見ていた又五郎は「ま、

づ膝突をめさるべくや候らん」とそっと呟いた。◆そのとおりにして事なきを得たのか、は不明。

2013.09.17

徒然草( ◆第 段④◆岩波文庫版の註は 膝突を召す と 外記を召す との照応が下の を【 】 「 」 「 」 「84 102

かしかりけり（面白かった 」という感想を呼び起こしている、と言う。◆そのとおりだが◆私が面）

白いと思ったのは、最長老が「現場の人間がいちばんものを知っているぞ」と言ったということであ

2013.09.17る。

「唐瓶子」、「唐医師」
【 】 、 、 、徒然草( ◆第 段◆大覺寺殿にて 近習の人ども なぞなぞをつくりて解かれけるところへ85 103

醫師（くすし）忠守 參りたりけるに、侍從大納言公明卿 「我が朝のものとも見えぬ忠守かな」と、

なぞなぞにせられたりけるを 「唐瓶子」と解きて笑ひあはれけれ、

2013.09.22ば、腹立ちて退（まか）り出にけり。

【徒然草( 】◆第 段②◆「唐瓶子」は、岩波文庫版では「唐86 103

医師」◆丹波忠守は医師であったが源氏物語の注釈で著名。丹波

氏は中国からの帰化人の子孫◆それを「唐医師」とからかった◆

才能ある人をねたむ心は、往々にして語呂合わせを生むのかもし

2013.09.22れない。
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徒然草( ◆第 段③◆ 丹波 忠守(ﾀﾀﾞﾓﾘ)は 平忠盛(ﾀﾀﾞﾓﾘ)を連想させる◆平忠盛は斜視(や【 】 （ ） 、87 103

ぶにらみ・眇）であったという。殿上人は、出世した平忠盛を「伊勢の平瓶（へいじ＜平氏）はすが

2013.09.22め（素瓶＜斜視（すがめ）でござる」とからかった （平家物語「殿上の闇討 ）。 」

【徒然草( 】◆第 段④◆だから 「唐瓶子」でも「唐医師」でも、意味はつうじるし、言わんと88 103 、

することもほぼ同じだが◆それを論じる（あげつらう）のが学者というものであろうか。◆私として

は「才能ある人をねたむ心は、往々にして語呂合わせを生む」ということをもう一度言いたい。

2013.09.22

忍びて尋ぬ
【徒然草( 】◆第 段◆「荒れたる宿の人目なきに、女の憚る事あるころにて、つれづれと籠り89 104

居たるを、ある人、とぶらひ給はんとて、夕月夜のおぼつかなき程に、忍びて尋ね」たときの、真に

迫った文章。◆筆のすさびに兼好が源氏物語のパロディーを書いてみた？ のではない。----

2013.09.24

【徒然草( 】◆第 段②◆兼好が女性遍歴の一こまを 「ある人」の物語として聞き書きふうにア90 104 、

レンジして書いたもの◆ではないか。◆「ある人（兼好？ 」はいまでもその家の前を通るときには）

「 その家の）桂の木の大きなるが隠るゝまで（みえなくなるまで 」見送っているというのだから。（ ）

2013.09.24

男、女と長押に尻かけて、物語する
【徒然草( 】◆第 段◆北の家陰に消え殘りたる雪の、いたう凍りたるに、さし寄せたる車の轅91 105

（ながえ）も、霜いたくきらめきて、有明の月さやかなれども、隈なくはあらぬに、人離れなる御堂

の廊に、なみなみにはあらずと見ゆる男、女と長押（なげし）に尻かけて、物語する…」◆これは気

2013.10.04になる

【徒然草( 】◆第 段②◆(男女の語らいの)さまこそ、何事にかあらん、盡きすまじけれ。かぶ92 105

し・かたちなど、いとよしと見えて、えもいはぬ匂ひの、さと薫りたるこそ、をかしけれ。けはいな

、 、 。」 「 。」ど はづれはづれ聞こえたるも ゆかし ◆兼好 ふたりの語らいをもっとはっきり聞いてみたい

2013.10.04

【徒然草( 】◆第 段③◆この段は、前段（第 段）を受ける《兼好自らの「恋」の追憶》で93 105 104

ある。◆兼好は、恋を実現することができなかった（恋を、相手にも世間にも、表現することができ

なかった）が、その思いを《バーチャルな恋物語》として第 ～ 段に書き残したのである。104 5

2013.10.04


