一．

異本発心集神明説話をめぐる諸問題
山

ロ

に し t る

㊥巻第三幽﹁桓舜僧都依レ貧往生事﹂

真

琴

④巻第四的﹁侍従大納言の家に山王不浄の谷の事﹂

◎巻第四的﹁或禅尼に山王の御詫宣の事﹂

＜異本発心集︵神官文庫本︶ の説話題目・本文は鴨長明全集に拠

方丈記・無名抄がそうであるように︑鴨長明撰発心集もまた︑成
立問題をめぐって甲論乙駁が操り返され︑今なお定説を見るに至っ

以下︑この四つの神明説話をめぐる諸問題について考察を進めてい

る︒‖内の数字は通し番号︒流布本発心集︵片仮名整版本︶も同

必要があろうと思われる︒本稿もそうした個別的検討のひとつとす

くわけだが︑先ず解明すべきは︑原発心集に四神明説話が存在した
のか否かという点である︒更に厳密に言えば︑異本・流布本の祖本

ていないと言えよう︒殊に原発心集の形髄だついては︑長明作品の

周知の如く︑発心集には流布本︵八巻︶・異本︵五巻︶と称され

ることができる︒

に当る発心集に収められていたのか︑そうではなく二系統分派後異

総合的研究の面からも︑切にその解明が侯たれている︒今後は幾つ

る二種の伝本があり︑この南本の．関係を抜きにして︑成立過程・原

る︒

本系統の整理製作過程において増捕されたのか︑という問題であ

じ︒なお︑漢字は現行の字体に改めた︒∨

燕等の問題を考えることはできない︒両本の最も大きな相違は︑所

かの手懸りをもとに︑各箇所に対して更に細かな検討を加えていく

収説話数︵流布本百二話・異本六十二詣︶と説話配列順にあるが︑
後者については異本の方に錯乱が認められ︑流布本のそれが正しい

注1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

これを解く手懸りとして夙に指摘されているのが流布本巻八㈹

ヽ

と考えられている︒異本には流布本巻七・八所収説話が全く見えず︑

ヽ

ヽ

﹁前兵衛尉遁世往生事﹂の末尾評語である︒そこには﹃誠に浮雲の

ヽ

同じく巻四〜六の十数請も欠けている︒一方︑流布本になく異本に

の思ふやうならぬより︑得脱すべき緑にありけるにこそ︒﹄ ︵傍点

とてもかくてもありぬべし︒是もかの桓舜僧都のたぐひにこそ︒世

ヽ

のみ存する説話も次の四条を数え︑それらが全て所謂神明説話であ

覇者︑以下同じ︒︶とある︒本条には〝前兵衛尉である男が身の

ヽ

る点に注目を集めている︒
①巻第三糾﹁新儲大明神僧の発心を悦び給ふ事﹂

子息を救う報恩詔として相当著名であり︑よく人口に的失したもの

集︑宝物集以下の諸宙に散見しており︑中納言に助けられた亀がその

ヽ

不遇を咲き賀茂明神に祈放したところ︑夢に阿弥陀如来の姿を見て

ヽ

と考えられる︒従って︑巻六郎の例は当時周知の詣であるという認

ヽ

発心出家し念仏行に励み遂に往生した″という話が収められてお

ヽ

り︑評語にもある如く︑身の不遇が往生の緑となった点に主題を見

ヽ

古本に当るものが存在したと見るのが妥当かと思われる︒よって︑必

れないので︑両宙の共通源泉︑即ち現存山王利生記・山王絵詞等の

し︑山王利生記が自害社の利生詔を発心葉から採録するとは考えら

生記とする︒︶も十三世紀後半以降の成立と推定されている︒但

注．2

当らず︑極めて近似した話を収める日吉山王利生記︵以下︑山王利

う︒ちなみに︑異本的と餌似関係にある先行説話は現在のところ見

桓醇の往生詔がどれ程流布し著名であったかに関わってくるであろ

話を踏まえているとは断定できないようである︒結局︑この判断は

このことを考え合わせると︑一概に巻八個の記述が既出の桓醇説

経に見える逸話を指した﹃かの妙荘厳王の顆ひにことならず︒﹄と

ヽ

識の上に成り立っていると言えよう︒他に流布本巻五郎にも︑法華

ヽ

いう例を拾うことができる︒

ヽ

ることができる︒そして評語中の﹃かの桓舜僧都のたぐひ﹄とは︑
桓醇を主人公とする佃と同趣の往生詔を指したものと言えよう︒し

ヽ

かし︑これに相当する説話は流布本になく︑実は異本にのみ存する
巻三幽に見出せるのである︒
異本巻三脚は〝貧僧である揖辞が︑日吉山王に幾ら祈っても効験
がないので︑稲荷明神に詣で夢の中で神験を芸りかけたが︑そこへ
日吉山王が現われ︑生活が豊かになれば余軌が生じ往生が叶わなく
なるという理由から︑それを制止してしまう︒山王の貴意を知った
桓舜は︑以後世俗の望みを捨て後世の勤めを重ねて往生を遂げた″
という謡であり︑これが流布本巻八個と同趣の主題を有し︑先の評
語の指示する往生詔に該当することは明らかであろう︒更には︑こ
の話が巻八㈹以前に収められていたとすれば︑﹃かの桓舜僧都⁚
・﹄も矛盾なく説明し得るのである︒

の託宣を受け往生するという内容であり︑その末尾には﹃此事︑山

聞集巻一朗がある︒本詔は春日明神の利生詔で︑貧しい学僧が明神

たと考えることもできる︒その流布情況の一端を示すものに古今著

ずしも異本栂が初採録話であるとは言えず︑他にも広く流布してい

全体において﹃かの﹄という語がすべて既出の事柄や説話内容を指

但し︑この解釈が絶対であるとも言い切れない︒つまり︑発心集
示するとは言えないからであり︑割合としてはさ裡多くないもの

ヽ

ヽ

の桓醇が稲荷の利生荒を︑日吉のさまたげさせ給けるためしに少し
ヽ

の︑周知の事柄等を指し︑﹁例の・・・﹂といった意味で使用され
ヽ

れている︒先の発心集の例と比揆すると︑若干話の梗概を記すこと

ヽ

もたがはず侍けり︒﹄＜日本古典文学大系本文Vという評語が叙さ
ヽ

によって読者の想起を促す配慮がなされていると言えるが︑それに

ヽ

してもやはり周知の話であるという前提が必要であったと予想され

ヽ

ける母の心かな︒﹄という例などは︑巻八個の場合とはぼ同様であ

る︒従って︑発心葉の場合も異本銅とは無関係であった可能性も依

ヽ

ると考えられるが︑発心集に継子を海中に落した山陰中納言の北の

ヽ

買者遥衆罪事﹂末尾の﹃かの山陰中納言のうへにはたとへもなかり

る場合が認められるからである︒例えば︑流布本巻六㈹﹁母子三人

方に関する話を見ることはできない︒そもそも︑この話は今昔物語
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然残されており︑今はあくまで異本神明説話が祖本に存在したこと
の傍証として巻八佃の評語をおさえておきたい︒
他に有力な手懸りとなるのが発心集と私緊百因縁集︵以下︑百因
縁集とする︒︶との伝承関係である︒同番の問に直接関屑のあるこ
注8

注5

では︑住信の使用したⅩ本発心柴のどこに︑異本幽銅は収められ

と考える︒

ていたのであろうか︒先の百因縁集の採録原則からすれば︑少なく

霜老住信が長明発心集を披見していたことが確められる︒近年︑浅

巻四囲と近接乃至隣接していた可能性が強い︒更には︑残る異本糾

前に神明説話と呼べるものが他にないことから︑異本的的は流布本

的は︑異本幽銅と同じく日吉山王に関する神明説話であり︑巻六以

の順に配されていたと予想される︒しかも流布本巻四最終話である

とも流布本巻四的﹁詣二日吉社︼僧取二奇死人︼事﹂よりも後で︑印材

見和彦氏は︑異本神明説話のうちの二謡が百因縁集に杏承されてい

初も同様に巻四末に存在していたのではなかろうか︒浅見氏の御指

とは早くから認められており︑百因縁集巻八佃の叙述によっても︑

る点から︑住信の使用した発心集には異本にのみ存する四神明説話

摘の如く︑神明説話であるこれらが位置するのにふさわしいのは︑

注4

が存在していたと指摘されている︒次に︑氏の御説を婆的するとと

シ

異本巻四的

山王利生記第六糊㈹
山王利生記条六川

∧山王利生記第六は仝七謡で︑日脚は退命・覚尊に関する詰︒∨

ナ

一見して明らかなように︑異本神明説話のうちの三話までが流布本

流布本巻四的

発心集との類語関係である︒雨露の関係を示すと次のようになる︒

右の推定をより確かにしてくれるのが︑先に触れた山王利生記と

巻四末をおいて他にないと言えよう︒

もに︑改めてこれについて触れてみたい︒
先ず両番の伝承関係から次のような点を知ることができる︒それ
は第一に︑百因緑葉が巻九脚〜間では流布本発心集巻五郎︑巻六糾
㈹軸を︑また同じく巻九㈹〜餌では流布本巻一間川㈹州︑巻二㈹︑
巻三聖巻四的的を連続して採録していること︑第二に︑百因縁集
が巻九の飢において︑異本発心集にのみ存する神明説話を ︵巻四
縁集にとって発心集がいかに重更な依拠資料であったかを物語ると
同時に︑その採録原則をも示していると言える︒つまり︑連続採録

巻四囲︵異本巻四的︶とともに山王利生記と類諸関係にある︒一

山王利生記第六同
山王利生記第六川

する場合︑忠実に流布本発心集の配列順に従うという態度を表して

方︑これに対応する山王利生記の説話が全て巻第六に収められてい

異本巻三的
異本巻四的

いるのである︒一方︑第二点からは︑百因縁集の出典となった発心

シ

集が如何なる形態であったのかを探ることができる︒甘因緑集が流

ることも注目される︒あくまで推測の域を出ないが︑両書の共通源

シ

布本発心集巻七・八所収謡を全く採っていないことも考慮すると︑

泉には少なくとも山王利生記第六に当る部分が存在し︑そこから同
時に四つの神明説話が発心集に採録されたのではなかろうか︒山王

ナ

それは異本にのみ存する説話を含む流布本の巻六までの形態であっ

ナ

たと推定できるであろう︒︵これを仮にⅩ本発心集とする︒︶付言

利生記し﹂の腰諸関係は発心葉の右の四話が同魔の経蘭を七どって薪

的︑巻三国の順序で︶採録していること︑である︒第一点は︑百因

すれば︑私はこのⅩ本発心集を瀾存する伺伝本のある腰階での．祖本
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以上︑異本にのみ存する神明説話がⅩ木発心集に存在し︑その位

必要であるという条件が付与されている︒即ち︑流布本的の禁忌許

人によるべき故なり︒﹄とあって︑物忌みは患かな衆生にとっては

例として︑わづかにおこせる信も又みだれなんとす︒もろ！1の事

なんぢが燐のすぐれたるにより制する事をばしらず︒みだりに是を

置は巻四末尾であったことの根拠を示してみた︒以下︑これに些づ

容は特例であったと言えようし︑一方︑物忌みを信じない愚者に対

収されたことを教えてくれるであろう︒

き︑四神明説話がⅩ本においてどのように配列されていたのかを推

する教訓語としての性格を異本銅に求めることができよう︒実際︑

定していきたい︒

衆生を助けんが為に跡を垂れたれども︑猶生死をば忌めと禁めたる

するを見れば︑生る〜も恵しく︑死ぬるも悪しき也︒是に依って︑

異本銅の託宣の車にも︑﹃然るに︑詔の衆生愚にして空しく往反り

四神明説話の前に存在したと考えられる流布本巻四最終話のは︑

三

〝日吉社へ百日詣でを行っていた僧が︑八十余目頃︑母に死なれた

話の問には物忌みをめぐる神明詔という共通性があり︑また禁忌と

知りつつ犯し逆に賞訳された流布本的の僧と︑物忌みは不要だと主

也︒﹄という物忌みに関する神の本意が示されている︒従って︑両

張して批難された異本銅の巳講との対相性も認められる︒他に共通

が埋葬できずにいた女に同情して︑その埋葬を手伝った︒そして振
動し罪を許した″という内容である︒本話の主眼は尊い慈悲心から

れを恐れ身を清めて再び社へ詣でたところ︑十禅師が僧の行為に感
犯した禁忌が許容された点にあり︑十禅師の託宣には﹃我もとより

ている点があげられる︒結局︑流布本佃に連続するのは異本的以外

ヽ

要素としては︑託宣が日吉七社の一つである十禅師によってなされ

ヽ

なれば︑物をいむことも又かりの方便なり︒﹄という︑物忌みに対

ヽ

神に非ず︒あはれみの余に跡をたれたり︒人に信をおこさせんが為

ヽ

次に︑残る三請の中から密接につながるものとして︑日吉山王利生

に考えられないであろう︒

詔という点で一致する的と榊をあげることができる︒ちなみに刷は

する言及が見られる︒
さて︑この流布本的に続き得るのは異本四神明説話のうちのどれ

通の病気を祈甫するために仕えていた已講の前に︑十禅師が上童に

流布本的と最も強く瀾達すると考えられる︒的には〝侍従大納言成

終話であったと予想される︒︵後者の決め手となる評語については

てける︒これらのことから︑鍋と榊が連接し︑剛が神明説話群の最

て︑剛には本邦と神との因縁や神の利益についての解説が付加され

見ると︑幽細岡が所収説話の内容に関わる叙述のみであるのに対し

三井寺蛮守の新羅大明神に関する話である︒また︑各語末の評語を

であろうか︒先の百因縁集の採録原則から印材の順序は決定し得る

姿を変えて現われ︑物忌みを無視する已講に対して︑その必要性を

後節で触れる︒︶

と思われるので︑軸を除いた残る三謡を検討した場合︑やはり的が

説き諭した″という話が収められている︒一見︑流布本的と本話の

国は先述したように︑拒錦が﹃貧﹄によって往生した話である︒

物忌みについての主張が矛餌するように思われるが︑実は流布本的
の託宣の後半部分には︑﹃ただ此の事人にかたるな︒愚なる者は︑
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た湖には何が心安であるのか︑という主題を取り扱っている点に両

う内容を持つ︒ともに往生の機縁とは何であるのか︑往生を遂げる

と﹃質直﹄が重要であり︑殊に﹃質直﹄を心掛けよと答えた″とい

﹃往生の業﹄とは何であるのかを問うたのに対し︑明神は﹃慈悲﹄

一方︑紗は〝日吉明神が乗り移るという老尼のもとを訪れた僧が︑

し紬と連接しているのは︑先述した〝往生夢告″ 〝日吉山王以外の

が︑ただ異本的が主題上強い関連性を持つと考えられる鍋とは分離

再び収録された可能性が強い︒その経給の詳細は不明とする他ない

神明説話群の場合も︑大きく二つに分断された後︑各々逆の順序で

これらはいずれも流布本の配列皿が正しいと考えられるひ従って︑

明神″といった共通要素が︑説話配列の上でより重視された結果で

ヽ

ヽ

ヽ

四

はないかと憩橡される︒

話の強い関連性を見ることができる︒そして︑その先後関係につい
ては︑最末尾の剛との関連要素の認められる佃を後にすべきである
と考える︒つまり︑的には日吉山王以外の稲荷明神が登場してお
ヽ

り︑これが最後の新羅大明神説話への連想契機になり得ているから
ヽ

ところで︑流布本的︵異本的︶をも含む五つの神明説話が︑後人と

ヽ

である︒更には︑他の話には見られない夢の中での託宣という要素

という御指摘がある︒確かに巻四末尾という増補の容易な部分にこ

りわけ日吉大社関係の説話管知者によって増補されたのではないか

ヽ

が幽脚に共通してあり︑また各々の託宣において主人公の往生が予

0

ヽ

ヽ

ヽ

とめて図示すると次の如くになるであろう︒

⁝∪入神仙界の不芸∨

胃人仏道者の弱者に対する慈悲VI

1︵法華持者︶

関係について触れてみたい︒的を除く巻四の説話配列のあり様をま

先ず︑流布本巻四所収説話の配列情況と︑神明説話群のそれとの

とにする︒

ではなかろうか︒以下︑その理由を幾つかの点にわたって述べるこ

れた︑とは断定し難いように思われる︒逆の見方も十分成り立つの

に後人の増補であって︑巻四の他の部分等と全く別の段階で収録さ

言えるかもしれない︒しかし︑私には巻四末の神明説語群が明らか

れらが存在していたと考えられるだけに︑更にその可能性は強いと

注6

告されていることからも︑幽剛という配列順を想定すべきであると
考える︒

0

0

0

ヽ

以上︑やや煩雑になったが︑異本神明説話の原配列を推定してみ

0

0

十押印による共訳
十禅師による批難
0000
日吉明神の託宣︵質直︶
0000
日吉明神の託宣︵貧︶

た︒その結果を改めて図示すると次の如くになる︒

丁∧往生の緑V

流布本的︵異本的︶﹂
千八物忌み∨
異 本的
異 本的

異 本幽

夢中の往生予告・日吉山王以外の明神
異 本的
右図から既に明らかであろうが︑前三話・後二謡は異本において逆
順ながら連続している︒この事象は︑神明説話群の原配列の痕跡
を︑異本が幾分なりともとどめていることを示しているように思え
流布本㈹㈹＝異本㈹㈹︑流布本釦餌＝異本㈹㈹

る︒ちなみに両伝本間には同様の例が次の二箇所に認められる︒
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悪線に敢て近付き克憬

胃人悪縁としての育霞に会中ながら克服−

−

現世離脱の録・発心のすすめー

胃基線としての魔∨⁝⁝⁝⁝銅絹⁝欺1
㈹
類間には︑僅かに法華持者が登場するという共通要素が見出せる︒

前半部分では︑鯛と的︑的と的が二話一類であると考えられ︑その
続く国と的︑国と的が同じく対応関係を示し︑この四話は∧往生の
ヽヽ

悪縁Vを主題としている点で一括し得ると思われる︒更に︑榊は
﹃況やつかへて罪をつくり︑妻子の故に身をほろぼすにつけても︑
難にあふ事数も知らず︒雷にあへる故まち！1なり︒只不道の国に
生れぬるばかりなん諸の苦しみになんあはぎりける︒﹄ ︵末尾評
語︶等によって︑一連の悪縁説話を総括する位置にあると言えるで
あろう︒しかし︑柄と的の顆間には全くつながりが認められず︑最

次に︑看過できない問題として︑巻四末と巻五冒頭とのつながり

ち巻末と巻頭との連関にも意が注がれていることがわかる︒ところ

注7

を考えたい︒発心集巻六までの部分を見ると︑巻相互間の連絡︑即

てよい︒そこで︑巻五冒頭話的と発心語という点で一致する的を巻

が︑現存流布本の巻四から巻玉へのつながりはほとんどないと言っ

四の最終話であったとする考え方が出てくるのであるが︑今改めて︑

Ⅹ本において最終話と推定される異本剛と巻五冒頭話とのつながり

巻玉的﹁唐房法朽発心事﹂は大きく三段に分けられ︑第︼段に

を見た場合果たしてどうであろうか︒

は︑国捕︵唐房法橋︶が恋人の不幸を契機として発心出家するまで

が描かれており︑この部分が本条の中心をなしている︒続く第二段

は︑唐房が初めて比叡山に登った時︑彼が智証門︵寺門派︶ である

ことを知った山門の覚運僧都をして︑﹃あはれにいみじかりつる智

者を慈覚の門人になさで︑智証の流へやりつる︑ロ惜しき事な

た︑神明説話群が主に正負の対照的対応関係やl対の関係によって

を同じくして配列されたと見ることもできるのではなかろうか︒ま

い︒が︑それ故に︑囲以前と何ら関連性を持たぬ神明説話群が︑時

巻四の配列構成は単純で︑やや緊密性に欠けると言わざるを得な

大きな主題展開のもとに構成されている巻一などと比較した場合︑

説語群が存在したと言えるのではなかろうか︒しかも巻五㈹におい

い巻四末と薬玉冒頭との脈絡が明確になり︑巻四末にもとより神明

の僧は真の道心を発している︒従って︑現存流布本ではたどり得な

ているからである︒山門による三井寺焼失という不幸を契機に本詔

有りけり︒﹄からも明らかなように︑同門派の対立抗争を舞台とし

り︑異本剛がその冒頭叙述﹃中比︑山法師の為に三井寺焼れたる事

っており︑ここに異本剛との関連性を抗うことができよう︒つま

ことを伝える逸話は︑同時に寺門・山門両派の対立の一端をも物語

り︒﹄と言わしめた話を載せている︒この唐房の﹃智恵かしこき﹄

配列されていたであろうことや︑異本的と的の類問に強い関連性が

後の的も孤立している感のあることは否めない︒よって︑巻全体が

見出せぬことは︑ちょうど巻四のそれまでの配列傾向と一致するわ

て︑次の脚とはあまり関わりがなく︑唐房の発心語からは蛇足とも

言える墾一段が用意されたのは︑巻四末＝異本伽とのつながりを慮

けで︑配列の面から見た場合︑神明説語群が巻四の他の部分に比し
て異質でぁるとは決して言えないように革っ︒
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￣＜往生の悪縁＞

巻二川﹁仙命上人事井覚尊上人事﹂の第一段と内容上一致する話が

ないようであるが︑但し︑山王利生記第六冒頭には︑流布本発心集

る追命・覚尊に関する二話については直接関係を認めることができ

められていて︑そのうちの五話までが発心集と類諸関係にある︒残

在したであろうことは既に述べた︒この巻第六には全部で七謡が収

さて︑山王利生記第六に相当する部分が発心集との共通源泉に存

記の如き体裁が︑やはり源泉のそれに近いと見るべきであろう︒異本

問題ではあるが︑日吉山王の霊験記として書承された現存山王利生

けている︒では果たしてどちらが源泉に近いのであろうか︒難しい

路講︒いづれも抽裳にあづかりけり︒﹄という叙述も異本的には欠

法性寺座主︒天王寺別当まで経のぼりにけり︒左府三十講︒公家長

が異本的には全くない︒また︑同じく末尾の﹃凡は大会探題に補し︒

り﹄とも権現から告げられて帰山したとする山王利生記の冒頭部分

以下同じVという託宣を受け︑その上桓辞は﹃西方に生るべきな

ち︑桓醇をはじめとする﹃四傑﹄が伊豆橡現から﹃汝等かならず本

収められている︒両話を比較すると︑その行文はかなり相違してい

的と山王利生記所収話との隔たりが︑即ち源泉説話と異本由との隔

山にかへるべし︒しからば大位にいたりなん﹄∧続群督類従本文︑

ることから︑伝承関係を取沙汰するにはややためらわれるところで

たりを教えてくれると見る︒そしてこの両詔の異同の背景に次のよ

ってのこととも十分考えられるので︑更にその予想を推し進めるこ

あるが︑発心集佃と他の部分で重なる古事談第三には第一段に当る

とができると思われる︒

記事はなく︑また拾遺往生伝にも梗概的記述が見えるだけであるの

うなことを想定してみたい︒異本佃の編述者はあくまで生活の貧し

さが桓醇の往生の機縁となった点を主題としてとらえ︑その前後に

で︑今のところ︑山王利生記第六日が発心集と最も近い叙述を有し
ていることになる︒従って︑発心集㈹において︑山王利生記との共

り明確化しようと努めたのではなかろうか︒そのような主題把握

語られる栄達予告やその事実を切り捨てることによって︑主題をよ

の際に取材した山王利生記との共通源泉から︑再び巻四末に今度は

也︒﹄という評語からも確認できる︒桓辞の僧界における栄達が

は︑山王利生記には見られない異本的末尾の﹃又貧しきも善知識

注8

かろう︒あくまで憶測の域を出ないが︑発心集編者は巻二間の編述

通源泉にあった仙命説話が簡略的に採録された可能性も皆無ではな

ほぼ忠実な態度で採録したと見ることもできよう︒やはりこれも後

け取り方が編述者にあったと考えられ︑また︑往生の業をめぐる異

∧貧∨による往生という主題と甑蹄をきたしかねない︑といった受

本的︑即ち前記とのつながりを明らかにするための操作であったと

現存山王利生記と発心集との類語間には細かな字句の異同があっ

人増補説の否定材料のひとつとなるのではなかろうか︒
たり︑山王利生記に対して発心集の方に多少増幅叙述が見られたり

て行うであろうかという疑問を抱くのであるが︑いずれにしても編

も言えよう︒かくの如き主題把握による操作を後の増栢者が果たし

て指摘されるような主体的参加をも行っていると見てよいのではな

述者は神明説話を単に並べ立てただけではなく︑発心共編者に対し

なりの類似性を示している︒これは両雷がともに共通源泉から忠実
に採録しているためであると思われる︒ところが︑密接な関係を示

するものの︑記事の出入りはほとんどなく︑全体にわたって両書はか

す両苔にも比較的大きな異同が桓舜説話において認められる︒即
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注9

かろうか︒もちろん桓舜説話に限って山王利生記墾ハ川とは別の形
い得るだけの根拠がない今︑やはり右のように想定するのが妥当で

態の詔に依拠したと考えられないでもない︒が︑それを怒極的に言
あると思われる︒
異本的と山王利生記第六川の両詔もかなり近似した関係にある
が︑その中で末尾の評語に少し異同が見られる︒語末部を対比する
と次のようになる︒

に看取される相対的認識︵あるいは比較法的思考︶はしばしば発心

注10

集の説話批評において指摘され︑また方丈記との関わりから長明の

発想法としても位置付けられているものである︒例えば︑流布本巻

玉的﹁乞児物語事﹂では︑
○但し是らを打ちきけば︑愚なるやうなれど︑能く恩へば︑此の世

の望高さもいやしきも遺同じ︒我らがいみじく恩ひならはせる司

位も︑是を上づかたにならぶれば︑翁が望にことならず︒況や天

故に乞食かたゐ名聞をぐせり︒目出度く止事無きことゝても又我

○大方凡夫の習︑いやしくつたなき事も身のうへをば知らず︒此の

竺霞且の国王大臣のありさまなどは︑喩へても云ふべからず︒

﹁今よりは我物忌仕らん﹂と聞

︹異本的︺
えければ︑﹁さこそ有るぺけれ︒
されば是より後の事を能々汝彼に

︹山王利生記︺
我今より物忌つかまつらむと

教へよ︒此の度は免さん﹂とて︑

誓ければ︒さらば向後のことを
はゆるさむとて︒ねいるがどと

病者にもよくおしへよ︒この度

寝入るが如くあがり給ひにけり︒

れて︑なにかは我等が分になずらへたる︒みな心もことばも及ば

めたることわり也︒彼の国のありさま衆生の楽︑事につけ物にふ

今これを思ひとくには︑滞れる末の世の人極楽をねがはぬはきは

が分に過ぎぬれば︑望む心なし︒民の王宮をねがはざるが如し︒

くにてあがり給にけり︒

凡夫だにも︑我より上りたる人

ぬ事どもぞかし︒

○但し此の事のいとなみにならぶる時は︑かしこげなれど︑能く恩
ひとくには︑天上の楽なは終あり︒つぼのうちのすみか︑いと心

などを拾うことができる︒他に巻五個﹁貧男好二差図一事﹂にも︑

ならず︒況やよしなく有増にむなしく一期をつくさんよりも︑ね

神慮まことにはかりがたし︒

の恩ふ事をば知る事無し︒いはん
や垂逆の御括︑我等が浅き心にて

そ︒物忌無しと云ふは︑仏の内証

人に依り︑緑に随ふべき事にこ

惣じて恩ひがたき事也︒
にこそ︒

という例が見られる︒付言すれば︑右に例示した両話は方丈記・無

し0

がはゞ必ず待つべき安泰世界の快楽不退なる宮殿楼閣を望めか

人により様にしたがふべきこと

文の内を極めぬ人の申し1郡也︒

山王利生記の簡潔な評語に対して異本銅には増幅部分が認められる

名抄との関連性を有し︑長明の個性を色濃く反映しているものと指

深く得意す可し︒

が︑特にここで注目したいのは傍線部の叙述である︒異本銅の叙述

摘されている︒

相対的認識とともに異本納の先述箇所には︑﹃我等が浅き心に

注11

を端的に要約すれば山王利生記の如くなるのであるから︑その批評
内容自体を異本鋤の独自性としてとらえることはできないが︑そこ
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異本神明説話が投げかけてくる問題は実に多大である︒とりわけ

最も大きな疑問として残されているのが︑Ⅹ本発心集に存在してい

て・L・・・﹄の示す所謂凡愚観が認められる︒これは既に巻五個の例

た四神明説話がなぜ現存流布本に欠落しているのかということであ
る︒

にも琴え︑・lそれ以外にも︑

恵遺に留り︑此は浄土に生る︒変に知んぬ︒凡夫の愚かなる心に

○彼の僧正の年来の行棟︑助重が二戸の念仏の外の事なれど︑彼は

かつて貴志正造氏は︑異本に′のみ存する神明説話は流布本巻七・

八の編纂︵第二次増輌︶過程で削除されたのであろうと推定され

．て︑人の徳程計り難き事也︒︵流布本巻二個︶

た︒その推定の拠り所となったのが次に示す巻八末尾に見える編者

強ちにもて離れんと思ふべきにもあらず︒

御事多くなりにけり︒昔の余執かなとあざけりも侍るべけれど︑

抑もことの次ごとに杏きつゞけ侍るほどに︑おのづから神明の

のことばである︒

注12

・・身のけがらはしき事を恩ひとくなり︒矧鋤功利咄山叫御封Ulへ咄

○不浄を観じて︑其の軌をひるがへすなるべし︒かく云ふは︑人の
れど︑きゝどはき事は︑おろかなる心にはおこらず︒此の観に至
りては︑目に見え心にしれり︒さとりやすく思ひやすし︒︵流布
本巻四的︶
といった具合に発心集の説話批評に数多く見られる︒時として頻度

思想とも深く関わっているように思われる︒それらが異本神明説

の長い語末評語を記しっつ︑著者はそう感じたが︑その時点では︑

い気持ちが編集途上︑反省として生じていたのであろう︒この終段

さか神明の話が多くなりすぎた︒お里が出たかな︑というおもはゆ

つ仏教説話集に︑﹁ことのついでごとに書き﹂つけたとは申せ︑いさ

話吋も見出せることは︑あくまで小さな発見にすぎないが︑かと言

これら四話はまだ収められていたであろう︒そしてこの長文執筆

氏の御説によると︑﹃著者自身顧みて︑かりにも﹃発心集﹄と銘う

っ．て偶然として片付けるわけにもいかない︒特に山王利生記との比

の高さは一般性・時代性を物語るが︑発心集宜おける相対的認識や

較から︑異本岡の編述段階で傍線部の如く改筆されたとの予想も十

後︑編集の段階において捨てがたい思いのうちに神明謡を切り捨て

凡愚観については説話批評の一類型を成すにとどまらず︑編者の

分成り立つだけに︑右の煎．象も神明説話群と発心集の他の部分との

た﹄となる︒非常に興味深い御指摘ではあるが︑巻七・八後人増細

その人とする前提に立たねばならない氏の推定を全面的に首肯する

説も依然有力視される現段階では︑巻七・八の編者をあくまで長明

ヒ3

等質性を指示するものと言えるのではなかろうか︒
いずれも絶対的な根拠とはならなかったが︑他の部分との関係を

ヽ

・八の増補過程において神明説話が削愴されたという見方は大いに

ヽ

ずるのは︑今少し説得力に欠けると言わざるを得ない︒但し︑巻七

わけにはいかない︒加えて︑﹃おのづから神明の御事多くなりにけ
り︒昔の余執かな・・・﹄という感想をもって長明による削除と断

中心に増細説とは逆の見方の可能性を追求してみた︒意を尽し得た
わけではもちろんないが︑その可能性の余地は大いに残されている
ように思う︒
五

主張し得ると思われる︒そして︑私はその椒拠をⅩ本巻四最終話
︵異本伽︶の評語と流布本巻八末尾にある扶文凪の文章︵以下︑仮
に政文と呼ぶ︒︶との交渉に求める︒
先述した如く︑異本剛には所収説話の内容に対する評語の後に︑
神明に関する総論的叙述が見られ︑その存在が異本剛を神明説話群
最終話であると推定する大きな決め手となったのである︒全文を示

￠

すと次のようになる︒
①⑦
︹A︺抑材叫麟接線尽−劃せ陛賂船人畑紛糾しかはヾ末の岬叫
の薗顎が
為に︑更に神と硯じ給へり︒
．

︑

ヽ

︑

ヽ

︑

我等が為には︑ たとひ後世を忠はむけ付叫¶呵−必引瑚灯舶引副

すべきと党え侍るなり︒もろく・の輩折を得︑所により身に随へ

釈尊入滅の後二千余年︑ 天竺をされる事数万里︑相可利吋矧劇

′ゼ

ることの動むるもやすく︑又そのしるLも侍るなり︒

たはり給ふといヘビも︑正橡すでに過ぎて行ふ人もかたく︑其の

しるLも又まれなり︒夏 勘功抽選薗窓世の衆生の辺卑の封か叫ば

て︑我が横にかなはむ為に︑いやしき鬼神のつらとなり給へば︑且

生れ︑無仏の世にまどひて︑うかぶ方なからん事をかゞみ給ひ

は悪魔をしたがへ仏法を守り︑且は質罰をあらはして信心を発さ

u頼相対︒i是即ち利生方便のねむごろなるよりおこれるなり︒中

⑧

す

︹B︺然るに我が国は膏より神の国とし て︑院の国より傾ける事も

ヽ

にも我が国のありさま︑神明のたすけならずは︑いかにか人民も
ヽ

無く︑天魔も犯す事を得ず︒其の 穂 有 り て回土盛なること︑天竺

やすく︑国土もおだやかならむ︒小国辺卑のさかひなれば︑国の

①

れ︑あらはれては大国の王に領ぜられつ1︑安きそらもなくてこ

別封矧吋縁l矧封︒

力よはく人の心も愚なるべし︒かくしては天魔の為になやまさ

⑧

ヽ

ヽ

ヽ

随l司︑五濁乱慢のいやしきも︑猶大乗さかりにひろまり給へ

へ薗堅菌封支那百済などいひて︑いきほひ事の外なる国々さへ

′⑥

るまで︑久しく神の御国として︑其の加護なはあらたなり︒剰

然るを吾が国は︑昔いざなみいざなぎの尊より百王の今にいた

／ゞU

に石ずゑ計こそは残りて侍るなれ︒

いにLへの事虎狼のすみかとなり︑祇園相合のふるき糊はわづか

より諸天の擁護やう71裏へ︑仏法減し給へるが如し︒霊鷲山の

天竺は両州の最中︑まさしく仏の出給へりし国なれど︑像法の末

こはくして︑淘世の今にひろまり給はん事きはめてかたし︒彼の

そは侍らましか︒たとひ仏法わたり給へりとも︑悪魔のさまたげ

れど︑滅後の衆生は

ヽヽ

靂旦にも越えたり︒愛に知りぬ︒在世の当初は迄かに誓を隔てた

ヽ

︹C︺葛叫矧封叫利拙笛尋封に．暫ず︒殊出癖剣劇矧面魂
猟噺軸相可引︒il諸l坤の御化尊山手立︑ll感心発心盟到且捌a痢
く有難き事︑人々知りて︑其の覚悟あるべし︒
私に三段落に区分してみたが︑︹A︺では本地垂逆の本意が︑︹B︺では
ぞれ述べられている︒一方︑異本糾評語の約五倍もの叙述を有する巻

神国日本の加護と盛状が︑︹C︺では神の仏道における化導性がそれ

ことがわかる︒いささか長くなるが︑その大部分を示すことにする︒

八末政文を検討してみると︑ほぼ︹A︺︹BU︹C︺の展開になっている
細もことの次ごとに書きつゞけ侍るほどに︑おのづから神明の
ヽ

強ちにもて離れんと思ふべきにあらず︒其の故は︑大底すゑの世の

細事多くなりにけり︒昔の余執かなとあざけりも侍るべけれど︑
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／⑥

り︒若し国に逆臣あれば︑月日をめぐらさず是をはろばし︑
′お

′⑦

天魔仏法を他けんとすれば︑鬼王として対治し給ふ︒是より仏法
丑功慧利引引瑚引当閏や引0﹁矧矧か也︒薗討らl研剖剰封例矧

利d痢笥到矧叫で﹁引叫吋疇当刹嘲引可lldd司ば剋

ーの▼l引d・l矧吻副割引引リ州到創矧吋叫相羽刻期日割引叫鞘
矧盟吋柳川刊u剖矧珂引到1到倒珂呵恩瑚封l割引ば

刷引可ll現世創打身月日 の望こそかりの方便とこそし

し︑邪見の家には仏法をいましめ給ふ︒︵中略︶
′⑧

らしめ給はめ﹄出離生死を祈り申さんに至りては︑いかでか化度

面水域朝晩咄∪矧麟割引勅封﹁矧幻矧副咄引︒︵傍線部分は異本
糾評語のそれと対応する叙述をさす︒︶

ヽ

ヽ

お︑異本軸に見える﹃国土﹄ ﹃天魔﹄の語は第二段にも登場し︑政

文にのみ存する天竺の惨状記事は﹃国土盛なること︑天竺震且にも

この両者間の構成上の一致や表現の類似が︑陵文執筆者によって

越えたり︒﹄ ︵⑥︶と符合するであろう︒

巻四末の神明説話が削除されたことを裏付けてくれるように思う︒

即ち︑﹃おのづから﹄多くなった神明説話を政文執筆者が削除し

ようとした際︑それらにある神仏習合に関する批評︑特に最終話異

本刑の批評は捨てがたく何らかの形で残そうとする気持ちを抱き︑

そこで異本糾評語を骨子として大きな潤色を施した︑その結果︑政

い文章ができあがったのでないか︑と考えられるからである︒あるい

文風であるけれども︑全巻のしめくくりとしては余りふさわしくな

は︑﹃神明の御事多く﹄なったことに対する思想的背景を詳かにす

る必要性に迫られ︑異本的の評語を下敷とした神仏習合に関する長

文を苔いたために神明説話を削除したとも予想される︒いずれにし

陵文目頭部では執筆者の述懐に加えて異本叫評語の眼目とも言うべ
き〝神に後世のことも祈れ″という主旨を︑二重傍線部﹃たとひ後

ても︑神明説話の削除に巻八末にある放文の執筆が深く関与してい

本の配列では巻四 − 玉の関連性を失ってしまうのに︒やはり不審

削除され一語のみが残されたのか︒しかも先述したように現存流布

それでもなお疑問は尽きない︒なぜ︑神明説話群の中から四話が

注14

71の事折を得︑所により身に随へることの勤むるもやすく︑又その

世を恩はむに付けても︑必ず神に祈り申すべき﹄と明記し︑﹃もろ

ることは確かであろう︒

としている︒以下︑改めて神仏習合に関する解説を展開し︑先ず︑

しるLも侍るなり︒﹄に見られる効験をもって神明説話収録の理由

る天竺の荒廃ぶりを記し︑それと対比させる形で⑨以下に︑本邦が

︹A︺の本地垂逆の本意を①⑧に示している︒更に︑政文は末世におけ

・明神の均等化があろう︒発心集では他に蔵王権現︵巻八個︶春日

としか言いようがないが︑ひとつ指摘できるとすれば登場する神社

神の国である故に多大な加護を蒙り盛状を墨していると述べてい
る︒言うまでもなくこの部分が異本画の︹BUに相当しており︑殊に

収めているが︑これらに日吉山王に関する巻四囲を加えるとほぼ均

明神︵同的︶︑賀茂明神︵同州101︶︑川合社︵同此︶ に関する謡を

︵

対応箇所◎〜⑥の衷現は異本融と近似している︒⑦は﹃減後の衆生

のは︑﹃昔の食執かな﹄にふさわしく長朋の縁故ゆえと説明するこ

等化されたことになる︒但し︑賀茂社関係の説話が二諸兄られる

︶

は︑日本殊に繰深く有りけり︒﹄︵⑦︶を具体的に叙述したものと言

︵

えよう︒そして敢後にcc︺と同過の主髄を石っているのである︒な

19

楽
世

・2︶︒

∵序・肢と八巻の形態をめぐりて −﹂説話物語論集四︑昭51−

注6 浅見和彦氏︑注4に同じ︒

l′

102に川合社を登場させている点からも︑相当長明を意識した収録

とができようかけもし巻七・八が後人増補だとすれば︑全巻鮫終話
を行っていると言えるであろう︒全くの想像であるが︑四つの日吉

注7 増稲の可能性が指摘される巻二末を除外した場合︑いずれの

巻相互間にも関連性が見出せる︒例えば巻三−四は神仙詔︑巻

山王に関する説話は全休のバランスからして多過ぎるとの判断によ

五−六は恩愛詔という点で一致している︒

注8 貴志正造氏︵﹃鑑賞日本古典文学 中世説話集﹄第23巻︑発

り︑三話もの山王利生詔が割愛されたのではなかろうか︒その所作
が長明自身によるのか︑それとも長明に仮託せんとした後人による
のかは決しかねる︒・無論︑長明仮託と断じてしまのは容易だが︑長

注9 賃据氏をはじめとして先学の御論考が幾つかある︒なお︑拙

等

︒

：

．

′

∴

メ

ト

ノ

．

ニ

′

ハ

エ

先生に深謝致します︒

．−広島大学大学院博士課程後期在学−

のである︒本稿を成すにあたり懇切な御指導を賜った稲賀敬二

﹇付記﹈本稿は昭和五十五年度提出の修士論文の一部を改稿⊥たも

検索に努めたい︒

．神仏習合に関する原拠資料を有していたかもしれない︒今後の

注14 神明説話採録者と政文執筆者が周一であるのなら︑あるいは

注13 注8貴志氏総説Ⅲペ︒

注12・注8m里心氏総説︒

往11 注10に同じ︒

r説詣諭﹄所収︑昭52・3︶等に詳細な論及がなされている︒一

．．心集﹄第五十九詣・第六十話を中心として ー ﹂ ︵﹃中世仏教

注10．藤本徒明氏﹁﹃発心集﹄と﹃方丈記﹄との関連小考 − ﹃発

︵﹁国語教育研究﹂第26号︵上︶︑昭55・11︶にも少し述べている︒

稿﹁﹃今鏡﹄から﹃発心集﹄ へ ー その受容の実態と方法−﹂

心集総説︑昭52・5︶ は両者の関係を認めておられるようだ︒

明の神明に対する傾斜の度合いや晩年の棺神生活における神明の意
味を今一度見つめ直す必要があろう︒
以上︑先学の横尾に付しっつ異本神明説話をめぐる幾つかの問題
︵昭和五十六年九月稿︶

について私見を提出した︒今後に残した課題も多いが︑大方の御批
判・御叱正を仰ぐ次第である︒

往事・築瀬一雄氏﹁私緊百因縁集出典考﹂ ︵﹁国語と国文学﹂181
︑ 1 0 ︑ 昭 1 6 ㌧ 1 0 ︶ ． ︒

︶

注2 近藤事博氏﹁山王㌶験記とその成立年代﹂︵﹁国華﹂65−6︑
7
ト ノ ハ ケ ル

注3・﹃爾彼梅世間人々号二悲田梅︒一千レ今事外ナル古木花時紐恋タ

ル枝少々咲鴨長明苔﹄l︵大日本仏教全書本文︶︒
注4−﹁発心集切原態と増福﹂ふl﹁中世文学﹂管料聖10︶︒
注5 原態本と見なすのにはなお一考を要するであろう︒ちなみに︑
木藤才蔵氏は巻一−三を第一次成立とされ︵﹁鴨長明における
．生と死−発心集と方丈記−﹂日本文学二六八︑昭50・10︶︑また︑
原田行近氏は巻一1三︑四−六︑．七l・八の三段階の成立過程亘
㍉推定されておられる・︵↓亘発心集﹄の構想と成立過程試論ト
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