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韻律論の比較文化史
日本歌学とルネサソス詩学の掛け橋

た﹃古今集﹄

猪
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﹁仮名序﹂の仏訳及び注釈があり︑その中でボノーは︑

﹁仮

フラソス人の日本文学研究者︑ジョルジュ・ボノーが一九三三年に出し

られる︒

とも言うべき研究方法は︑比較文学研究の一領域として有効なものと考・兄

序される歴史的な文学理念を元に比較文化史を構想する︑﹁比較古典詩学﹂
日本文学を外国文学との比較研究によって世界文学史の中に位置付けよ
うとする試みは︑明治以降の︑西洋文学との関係や︑それ以前の︑中国文
学との関係といった歴史的影響関係のあるものの幾多の研究を別とすれば︑

各国文学の専門研究の領域というより︑

用いた詩︑つまり漢詩を専ら尊重していた漢風謳歌時代を経て︑母国語で

﹁文芸比較﹂︵ooヨb母鉱ω○昌
名序﹂がジョアシャソ・デュ・ベレーの﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄と比
ハこ
較し得ることを指摘している︒日本人にとって本来外国語である中国語を

洋け曾巴お︶を一つの手法として用いてきた比較文学研究の一つの大きな

課題として扱われてきたように思われる︒歴史的事実としての接点がない

朗

鰍

序﹂に見ていたボノーは︑ラテソ語による詩をりっぱな詩だと見倣してい

集

ある日本語を用いた詩︑つまり和歌を擁護︑顕揚する歴史的意義を﹁仮名

取り扱い方の難しさもあるが︑日本文学の特性とか西洋文学との共通性と

たユマニスムの風潮の中で︑フラソス語詩︑つまり母国語による詩をそれ
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ところでの日本文学と西洋文学との比較は︑比較の観点の置き方や資料の

いったものを次第に明らかにしつつある︒特に日本の古典文学については︑

に対抗して擁護︑顕揚しようとした十六世紀フラソスの詩人の考え方とパ
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その中心ジャソルである和歌を焦点としたプリソストソ大学のアール・マ

要
紀
究

ラレルなものと捉えたのである︒かかる着眼点をもとに︑平川砧弘教授は︑

漢字文化圏︑ラテソ文化圏に於ける先進文化に対する周辺文化国の共通し

イナー教授の研究が示唆に富む基本的研究として挙げられよう︒日本の古

典詩学をアリストテレスやホラティウスなどの西洋詩学との比較を通して︑

詩論という︑地域も時代も異なる二つのものも︑設定する視点によって︑
両者は比較可能な共通の現象として捉えられるのであり︑そこから一つの

研
好情詩を基調とした一つの﹁体系的詩学﹂︵ω携8日9皆b8口oω︶として
た反応の一つとして︑つまり日本とフラソスに見られる母国語意識の現わ部
養
捉え︑その仕組みが紀貫之以来の一貫した文学理論の下に成り立っている
れとして﹁仮名序﹂と﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄を捉え︑その比較研究 教
学
ことを説明した点はマイナ竃獲のすぐれた指摘の；であ電貫之なり に道を開いてい電平安望朋期の日本の歌論とルネサソス期のフラソスの
大
潟
新

ホラティゥスなりの歌論・詩論の類を︑時には実際の詩作品も交えて資料
とし︑それらを研究の着眼点に応じて自由に比較しながら︑そこから抽出

ー

ボノーは︑後の一九三八年に出した﹃日本詩歌の技巧と翻訳についての

比較文化史が構築できるのである︒

問題点﹄と題する冊子の中で︑日本語の詩は万葉・古今の昔から音数律を

基盤とした韻律体系を持っており︑この点でフラソス語詩の韻律に匹敵し

切り︑つまり二音一拍四拍子という枠組みの内部で生じる拍子のリズムの

いう概ね妥当な結論に達しており︑特に︑七字句や五字句の持っ休止や句

仕組みを説明するのに︑ ﹁潜在的アクセソト﹂という韻律要素を導入し︑

音数律という韻律法に秘められた特性を明らかにしようとしている点に見

﹁比較古典詩学﹂の領域に於いて︑以上見てきたような一つの動向があ

るべきものがある︒

を書いた小さな書物ではあるが︑ラテソ語詩のような音節の長短を基礎と

るが︑従来あまり文化史に係わるものとして捉えられていなかったのでは

ていることを指摘していを砥日本語の詩を西欧の言語に翻訳する際の注意

する音量的韻律︑英語詩のような語アクセソトを基礎とするアクセソト的

である︒

第一章母国語擁護論と詩

ス詩学の双方に目を向け︑そこにひそむ共通の問題意識を探ってみたいの

ないかと思われる韻律論について︑本稿では︑日本の古典歌学とルネサソ

﹁仮名序﹂についての興

筈①ω︶を基礎とする音節的韻律︑つまり音数律に属する韻律体系

韻律と異なり︑日本語詩とフラソス語詩が共通して音節の数︵poヨ冨Φ
◎Φ亀
を有していることを簡略ながらも指摘した点が︑

比較文学の領域として︑詩の最も基本的な要素である韻律についての研

一味ある注釈と相侯って注目されるのである︒

化

史

平安朝前期とルネサソス期が比較し得る時代として設定できるのは︑日．

究はまだそれほど進んでいるとは思われない︒その理由の一つは︑日本語

砒の詩・とりわけ和歌の韻律法についてその正体が明確な形で説明されてい

本とフラソスが︑それぞれ︑中国を忠とする漢字文化圏︑イタリア半島

文
較

齢ない・あるいは・説明はあっても例えばフ・フソス語詩の馨体系と比較で
きるような説明のされ方がなされていないということにある︒また︑現代

テソ語詩が専ら尊重される漢風謳歌時代の余波︑ユマニスムの時代風潮の

を中心とするラテソ文化圏に位置する周辺文化国であり︑当時︑漢詩やラ

中にあり︑未だ十分に文学的価値の認められていなかった和歌やフラソス

それをすぐれた言語芸術として育んでゆこうというそれまでにない強い意

語詩︑つまり母国語詩を︑中央文化の模倣．摂取を通じて擁護︑°顕揚し︑

勺OΦけ一〇9︶

の読み手がある一つの詩をこれこれの韻律を持つものとして読み得る︑と

纈

いった受け取り側の恣意性に依存し︑詩を作る時の﹁詩法﹂︵貯oo

として韻律というものが考えられていないという点にも︑説得的な研究と

ならない理由があると思われ巻嬉西洋語の詩との比較を意識した韻律につ

という文章になって世に出たことにその理由がある︒デュ・ベレーは﹃フ

欲が現われ︑それが﹃古今集﹄ ﹁仮名序﹂や﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄

して挙げられよう︒この両者を含めて明治以降近年に至るまで︑日本の韻

ラソス語の擁護と顕揚﹄の中で︑母国語には他の言語に置き換えられない

いての古典的な研究として︑九鬼周造と土居光知のも碗が主だったものと

律に関する言及や研究はかなりあるが︑最近︑それらを批判しつつ先行研

﹁固有のもの﹂や︑

国語詩を擁護しようとしている︒その上で︑ギリシア︒ラテソの古典文学

︵200に口oPgo2口o︶の根本的な要素となっていることを根拠として母

﹁魅力と自然さ﹂があり︑それが詩の﹁表現力﹂

究をまとめた上で︑日本語の詩︑特に和歌の韻律の正体を極めて説得的に

また理論的整合性を以て説明した比較研究が川本皓嗣教授によって出され
てい巻姥川本論文では︑七五調の歌が二音一拍四拍子で成り立っていると

史
化

﹁もっと洗練された

の持っすぐれた技巧を﹁よく消化した後︑自分の血や栄養に変え﹂るよう
に模倣・摂取し︑ ﹁より高尚で︑すばらしい文体﹂︑

ハ

詩の形﹂をフラソス語の詩に於いて生み出すことを目指しているのであ
る︒一方︑紀貫之も︑ ﹁仮名序﹂や歌論としても読み得る﹃土佐日記﹄の

歌学とルネサソス詩学の一つの掛け橋として︑貫之なりデュ・ベレーなり

の当時の人が母国語詩の韻律についてどういう考え方をしていたのか︑母

﹁文﹂の理念

﹃古今集﹄

韻律は詩文を形作る本質的要素の一つであるが︑そもそも詩文︑あるい

第二章

国語詩擁護論に見られる理論の一つとして見てゆきたい︒

解釈から︑漢詩では言い表わせない和歌に本来具わる表現力としてのコ言
の葉﹂を和歌顕揚の理念として全面に押し出し︑更に︑漢詩の持つ技巧を
﹁歌のさま﹂として和歌に取り入れようとしていたことがわかるのである︒

は文学とはどういうものであると考えられていたのであろうか︒

﹁仮名序﹂は︑

母国語と詩の関係に対する意識︑そしてすぐれた芸術性を母国語詩の中に

導入するための文体論や模倣理論︑これらは︑デュ・ベレーと貫之の両詩

﹃文選﹄序や劉麗﹃文心雛龍﹄などの中国六朝詩論の影響を受けていると

﹃詩経﹄大序を参照して書かれたものとされ︑その他にも

論に示された主要な論点であり︑共通した理論として認められる︒この理

﹃古今集﹄の歌人たちの文学概念形成に中国詩論の考・托方

推測される︒平安朝初期の三つの勅撰漢詩集の序文や空海の﹃文鏡秘府論﹄
などの存在も︑

論的共通性ということによって︑この二つの詩論が比較し得るものであり︑
デュ・ベレーと貫之が同じような文学的状況に置かれ︑共通した問題意識

うある・

故雨儀既生

︒

惟人参レ之︒

此蓋道之文也︒

︒與二天地一並生者何哉︒ 夫玄黄色雑︑ 方圓燈分︑

例として﹃文心雛龍﹄を垣間見てみようと思う︒その第一章原道篇にはこ

が反映されていることを示すものであろ宛・ここでは・六朝の文学観2

﹃古今集﹄の歌は中国六朝詩から学んだと考えられるすぐれた比喩表現

轍の持ち方をしていたことが墾るのであ碗
比

の

齢が見られるし・︒ソサールの詩にはぺとフルキスムの流れを汲む表羅式

文之爲レ徳也大

高卑定レ位︒

日月畳レ壁以垂二麗天之象一山川換レ綺以鋪二理地之形﹂
傭察二含章一

仰観二吐曜

﹁仮名序﹂の文章そのものが漢詩

がらの発想が取り入れられたり︑また︑

性蜜所レ鍾︑

草木責華︑

心生而言立︑

漢文に見られる対句表現が用いられていることなどは︑修辞学の問題とし

言立而文明︑自然之道也︒ 労及二萬品い 動植皆文︒龍鳳以二藻給一星・

有レ喩二書工之妙

實天地之心︒

てその技巧性が問われ得るものであるが︑では︑そういった詩の芸術性を

瑞︑虎豹以二柄蔚一凝レ姿︒ 雲霞雛色︑

︑ 聲硬則文生

︒

至二於林籟結響︑一調如二竿

和若二球鐘︒一故形立則章成

夫豊外飾︑ 蓋自然耳︒

是謂三二才﹂ 爲五行之秀︑

支える詩の命ともいうべき韻律については︑貫之やデュ・ベレーはどのよ

泉石激韻︑

夫以二無識之物︑一欝然有レ彩︑ 有心之器︑其無レ文敷︒
︵文の徳たるや大なり︒天地と餉び生ずるは何ぞや︒夫れ玄黄色籍はり︑

琶一

無レ待二錦匠之奇

る︒例えば︑漢詩の持つ﹁韻﹂を和歌に導入することまで想定して貫之の
模倣理論は成り立っているのであろうか︒以下︑平安朝を中心とする日本

ラテソ語詩とフラソス語詩は︑いずれもその韻律体系を異にするものであ

うな意識を持ち︑それを処理していたのであろうか︒漢詩と和歌︑また︑

れていることを示してい転鰐和歌に於ける﹁見立て﹂の技法に様々な漢詩

の修辞的技巧を導入しつつ創作されており︑母国語詩顕揚の理念が実践さ

が認められるなど︑この二つの詩論を取り囲む時代の詩作品は︑外国文学

纈

ー
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方圓か撃れ︑日月肇を盤ねて以て麗しき天の纂ちを垂れ︑山川繰をか灘がし

古代ローマに於いては︑キケロの﹃弁論家について﹄︵b鳴9爲ミ僑︶に

見られるように︑

．5仁ヨΦ建ω．というものがすぐれたラテソ詩文の基礎

て以￡珊めある地の形を鍮く︒此れ蓋し道の文なり︒仰いで唖麟を観︑傭

をなしていたのであり︑また︑善を市民に説得する術としてのかかる弁論

とは︑本来古代ギリシアのピュタゴラスに認められる宇宙の調和を示す

術が古代・←の政治を支えるものとして考えられてい礒・・§Φ霧・

これ
まじ
して含章を察すれば︑高卑位を定む︒故に雨儀既に生ず︒惟人之に参は

る・性霊の響所・是を三才と謂ふ・欝れ五行の秀にして・實に天地の
心なり︒心生じて言立ち︑言立ちて文明らかなるは︑自然の道なり︒労

﹁リズム︑拍子﹂として韻律を示す意味を担うよ

うになったものであ稔﹁茎や・ー・霧・は︑洋の東西に於いて共

﹁数﹂の概念に由来し︑

羅を以て姿を凝らす・雲霞の雛色は・書工の妙に膝ゆる有り・草木の

く萬品に及ぼせば︑動植も皆文あり︒龍鳳藻絡を以て瑞を呈し︑虎豹

根本原理をなすものとされていたのである︒そこには︑古典詩学の持つ一

に︑自然の秩序と関連付けて考えられ︑国家の秩序や言語芸術の美しさの

爵親は︑錦匠の奇を待つ無し︒夫れ豊外飾ならんや︑蓋し自然のみ︒林
うしつ
籟の結べる響に至つては︑調へること竿琶の如く︑泉石の激せる韻は︑

つの共通の文学観が認められるのではないだろうか︒

﹃文心離龍﹄第二十六章神思篇の結論では︑

和ふこと球鍵の若し︒故に形立てば則ち章成り︑聲褒すれば則ち文生ず︒

かな きうくわう

⑫

夫れ無識の物を以てして︑欝然として彩あり︑有心の器︑其れ文無から

とあり︑

﹁神﹂つまり心が万象と呼応しながら︑

﹁聲律﹂︑

﹁嘘興﹂とい

を以て慮ず︒聲律を刻鐘し︑比興を萌芽す︒︶︵下︑四〇五頁︶

︵神は象亀て通じ︑情墨の孕むところ．物は貌を以て求め︑心鐘

興︒

稗用レ象通・墨所レ孕・物以レ貌求・心以レ理鷹・刻ゴ鑛馨・萌コ芽比．
言語芸術としての︑また模様としての意味を持つ﹁文﹂が︑天地︑山川草

化んや︒︶︵上︑一五−一六頁︶

轍
比

の

齢委どの百然Lの美しい姿として現われる﹁文﹂に根ざす﹁道の文﹂で

﹁天文学﹂の﹁文﹂と

う形式を伴って一つの詩文が生まれることを言っている︒言語芸術として

﹁文しには韻律と修辞が伴うのであり︑韻律美は︑第三十一章情采篇で

︵二に曰く聲文︑五音是なり︒︶﹂

︵文を立つるの道︑其の理三有り︒︶﹂と言わ

﹁立レ文之道︑其理有レ三︒

え方は︑魏の文帝曹 の﹃典論﹄﹁論文﹂では︑ ﹁蓋文章経國之大業︑不
ハタ

朽之盛事︒

れるものの一つ﹁二日聲文︑五音是也︒

︵下︑四四六頁︶とある聴覚的な︵美に依拠するものである︒同じく情采篇

で﹁心定而後結レ音︑理正而後摘・藻︒

の基盤となって律令制を支えるものとしての文学観を形成してきた︒また

日本の﹃凌雲集﹄︑ ﹃経国集﹄の序にも受け継がれ︑所謂︑文章経国思想

︵蓋し文章は経國の大業にして︑不朽の盛事なり︒︶﹂とあり︑

﹁人文学﹂の﹁文﹂は由来が同じものなのである︒このような﹁文﹂の考

の﹁文﹂を結びつける雄大な文学観が認められる︒

の道なり︒﹂と説かれていることに︑六朝詩論の自然の﹁文﹂と言語芸術

あり︑人間に於いても﹁心生じて言立ち︑言立ちて文明らかなるは︑自然

噸

−

一方では︑ ﹃文選﹄序やそれを基にして書かれた﹃文華秀麗集﹄の序にも

正しくして而る後に藻を拠く︒︶﹂

︵心定まつて而る後に音を結び︑理
見られるよう㌔鷲 ﹁文の華﹂として文彩豊かな詩文を重んじる美文主義の

を正しくする必要性を説いている︒ ﹁聲律﹂については︑第三十三章聲律

︵下︑四四九頁︶とあり︑韻律と修辞

拠り所ともなっていたのである︒

篇が独立してあり︑ ﹁音以律レ文︒

頁︶と言われている︒

︵音以て文を律す︒︶﹂

︵下︑四六七

このように︑韻律というものは︑六朝詩論を例にとって考えれば︑かか

﹁仮名序﹂や

る﹁文﹂の理念を支える根幹をなしてきたことがわかるのであり︑古典修
辞学の重要な一部門として論じられていたのである︒次に︑

韻律の規範意識

︒

国語で詩を作ることを目指した︑あるいはそれを念頭に置いた詩論が現わ

第一巻第三章では︑

⁝⁝そこから︑ラテソ語では︑あのような偉大な雄弁に彩られ︑韻律と

たいへん巧みな言葉の結び付きを伴った︑こうした花や実が生まれたの

であり︑これらすべてのものは︑どんな言語に於いても︑それ自身の性

質というより技巧を以て︑いつも生み出されてきたものなのである︒⁝

⁝

冨江口Φ8°︒ゆΦ霞ω︾卸8°︒蹄三︒旨

bb°卜◎窃ーb◎①︶

胃o嶺oP讐母Φρ器b窪窪け田098仁8いo昌σQ器ρooにε日Φゆo
一一一り

﹁韻律﹂

﹁花や実﹂の喩を借りて述べている︒このこ

とは・笙巻第九章に於いて・フラソス詩文が豊かなものにはなり得ない

︵昌o日ぼo°︒︶があることを︑

とあり︑すぐれた詩文の必要条件として︑文彩とか表現力の他に︑

買o侮仁胃9：°︵H︾

ルネサソス期は︑ダソテの﹃俗語詩論﹄︵b馬ぎN碧識臼oqミミ旨︶が先
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﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄を取りまく韻律についての考え方に触れてゆ

第三章

きたい︒

一

史
化駆的に示しているように︑イタリア語やフラソス語などの俗語︑つまり母

文
較

れた時代だが︑それぞれの言語にふさわしい韻律システムを確立するため
の理論化を同時に行なう必要があった︒ラテソ語で書かれた詩がまさしく

と考える人々の言い分を取り上げて︑

⁝⁝フラソス語には︑ギリシア語・ラテソ語にあるような語尾変化も︑

﹁韻律﹂がない︑

の中では︑俗語詩は︑ ﹁リズム﹂を作ることができない︑

詩脚も︑リズムある韻律もない︒⁝⁝

：°巴δ﹇11昌090い釦目αq信Φ﹈口．9ω＄自Φo嵩po菖op9°・Φψ嘗ΦN卸のΦ゜・

昌o旨げ﹃o°・oo8日oo霧餌Φ仁×o仁肩＄い碧磐Φω゜°：︵H讐一×讐︼V°幽Φ︶

大きな特微ともなっている︒この問題については︑オラソダのケース・メ⁝

擁護を行なっているのであり︑それが︑ルネサソス詩学に共通した一っの

ないことも認めなくてはならない状況がデュ・ペレ：を取り囲んでいたの

体系をすぐれたものと認めつつ︑フラソス語詩ではそういう韻律を作り得

という考え方を紹介していることと関連している︒ラテソ語詩にある韻律

ルホフ氏がすぐれた研究を発表している︒

﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄の

それを一つのクライテリアとして定着させようとしつつ︑フラソス語詩の

韻律観に対抗して︑デュ・ベレーもフラソス語詩に可能な韻律を模索し︑

していたのである︒キケロ主義︵Ωo曾o巳嘗尻日Φ︶に則ったこのような

だかち︑一流の﹁詩﹂としては認められないという考え方が一方では存在

奉携日Φ区ρ仁Φ︶をいわば絶対的な韻律システムとして尊重していた時代

て﹁リズム﹂︵蔓夢ヨΦ︶が生み出される音量的韻律︵︿Φ諺ρ仁§°葺巴ひ

謬として認められ・音節の長短を基盤とした﹁詩脚﹂︵豆巴︶によっ

比
の
論
律

韻
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︵℃おN︶を作り出す可能性については︑デュ・ベレー自身の考えの中にも

の大筋を辿る上でも︑ここでは﹃古来風躰抄﹄を通して考・兄てみたい︒

された韻律論の正体を推測する上でも︑また︑日本歌学にみられる韻律観

﹃古来風躰抄﹄上巻に次のようにある︒

である︒フラソス語詩に於いて︑音節を延ばしたり縮めたりして﹁詩脚﹂

ないことはなかったし︑アソトワーヌ・ド・バイフの試みも実際にはあっ
煙が︑韻律のシステムとして確立されることはなかった︒デュ・ペレ！は︑

⁝⁝漢家の詩など申すものは︑その躰限りありて︑五言七言といひ︑韻
さ
を置き︑声を避る所々限りある上に︑上下の句を対し︑あるいは絶句︑

音量的韻律に対し︑音節的韻律︵＜Φ﹃ωω︽一一Pぼρ二Φ︶︑つまり音数律をフラ

ソス語詩に可能なものと認め︑その上で﹁脚韻﹂︵﹃一ヨ①︶の重要性を前面

十一字とだに知りぬれば︑易きやうなるによりて︑口惜しく人に侮らる
ヨ
る方の侍るなり︒⁝⁝︵二九五i二九六頁︶

の倭歌は︑ただ仮名の四十七字のうちより出でて︑五七五七七の句︑三

しあらはに見えて︑流石におして人もえ侮らぬものなり︒しかるに︑こ

あるいは四韻・六韻・八韻．十韻とも皆定まれる故に︑なかなか善し悪

﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄第二巻

に押し出すことを母国語詩の顕揚と考える道を選んだ︑というか選ばざる
を得なかったのである︒そのことは︑

第七章及び第八章に示されることになる︒

﹁仮名序﹂に於ける︑

一方︑紀貫之を取り囲む状況はどんなものであったのだろうか︒貫之が

一韻律について直接的な発言をしているのは︑

この震の発言から・呈人護詩の持っ明確な韻律法やその多様性を認

識し・藪の場合と引き較べつつ︑そういう韻律システムに対し穣の念
を抱いていたことがわかる．先進文化国である霞の詩文を重んずる番

人の世と成りて・素鳶尊よりぞ・三＋峯あまり一孝は・詠みけ

倣

轍

砒 匁
齢

の一つは︑その詩がしっかりとした韻律システムに支えられているのだと

﹁韻を置き︑

声を避る所々限りある上に︑﹂と俊成が説明している韻律は︑詩というも

いう意識が日本人に存在していることなのである︒そして︑

なのであるが︑西洋詩学に較べて日本歌学は︑文学の形式論という面では︑

のに対する一つのクライテリアを形成し︑実は︑日本最初の歌論である

いて共通した認識が︑古今なり新古今なりの時代の人々の間にあったはず

という一箇所しか実はない︒和歌も言語芸術である以上︑修辞︑韻律につ

纈

明確に説明しない︑あるいは抽象的な用語で説明してしまおうという傾向

ある︒俊成が︑漢詩と和歌の韻律システムをはっきりと区別し︑和歌は

﹃歌経標式﹄以来︑日本人が近現代に於いてまで固執してきたものなので

れが韻律を持った詩となるのであろうか︒また︑和歌は︑≧ω℃oΦ㌶o口

﹁五七五七七の句︑三十一字﹂で詠むのだと言い切ったことをここで確認

にあるように思われる︒一体︑和歌とは︑三十一文字で詠めば︑自然にそ

としての西洋流の韻律概念ではなく︑朗調に依拠し︑その仕方によって変

しておくのは︑韻律論の歴史を辿る上で重要な意味を持つものだと思われ

る︒貫之が﹁三十文字あまり一文字は︑詠みける︒﹂と言ったのは︑それ

化する韻律を有すると見敷す方がよいのであろうか︒和歌の韻律論あるい
は韻律研究がそれほど明快でないのはこの辺りの事情によるものであろう︒

しか言えなかったのではなく︑それで必要十分だと貫之が判断したからな
のである︒

日本の歌論の中で︑韻律についてかなりはっきりした態度で論じているの
は︑藤原俊成の﹃古来風躰抄﹄であると思われる︒貫之のたった一行で示

ルネサソス詩学には︑ラテソ語詩の持つ﹁詩脚﹂によって作ちれる﹁リ
ズム﹂に対して︑また︑貝本歌学には︑漢詩の持つ﹁韻﹂つまり脚韻に対
して︑それぞれ根強い規範意識が存在し︑そういった一つの価値観に対し︑

﹃古来風躰抄﹄にそって更に論を進

どのように母国語の詩の韻律を確立してゆくのかということが両者の詩学・

母国語詩と韻律論

歌学の共通した課題だったのである︒

めてみたい︒

第四章

﹁病﹂と名付

そもそも︑古き歌は︑上句にいへることを︑末にまた返して二度いふ
ことは常のことなるを︑いつよりいひ初めけることにか︑

けて詠まずなりにけり︒これは︑かの古今集の紀激望が真名の序にいへ

↑

化

る・﹁大津季の初めて醸壽みしより・かの襲の文霧し義が

﹁韻の字の﹂

らえて﹁歌の式﹂が盛んに作られ︑ ﹁詩の病﹂の観念に束縛されるように

なったことが述べられている︒竣成は︑別の箇所でも︑

また︑この近き頃承れば︑長歌にも︑短歌︒反歌にも︑

﹁讃の字の﹂など申すことな︑

など申すなる︑いと見苦しく聞え侍ることなり︒詩の病など申すことに

準へて式を作り︑病を立てなどする程に︑

ただ歌によりては︑上の五七五の終りの句︑下の七七の句の終りの文字

などを︑﹁韻の字に同じ文字置けるは揮るべし﹂などいふばかりなり︒

まことには︑歌には何しにか韻はまことにはあるべき︒詩に櫨﹁切叢﹂

といふものありて︑その韻に入りぬれば︑その韻の文字どもをつくれば

﹁な羅﹂と﹁なん﹂あるなどこそ牢すを︑

こそ︑まことに叢といふことは申すことなれ︒歌には︑ただ土の句の繋
りの字︑下の句の終りの字の︑

詩の選糞て・果ての文字のことい琵とて・﹁蟹すの﹂なξち

﹁韻の字

申すばかりにこそあるを︑まことしくほどなき三十一字の歌のうちなど

に︑胸の句には五七の七の句の終り︑中の五字の終りなどを︑

の﹂など申すらんことども︑いといと晃苦しきことなり︒嚢家の学蘭な

いへり︒もしかの頃ほひよりこのかた︑詩の病とて︑避ることどもに準

日域の俗とす︒民業ひとたび改まりて︑和歌やうやくに衰へにたり﹂と

轍
論

比
の

律

へていひ初めけることにや︒歌の式といふものは︑光仁天皇と申す御時

﹁史記にいへるは﹂など申すらんこと︑い

どもせぬ者の︑もの知り顔せんとて︑形のごとく文の端々など老いの後
﹁毛詩にいへるは﹂

﹁叢﹂という漢詩の蓑律システムを禽歌に導入することに億反対

けちれていたはずのものなのであるむまた︑フランス嘉詩従於いて︷脚鑓﹂

られるような︑向激と脚龍の簡題については︑綾載によって概に．決養︾つ

の立場を羅にしている・九暑造の冒本蓉押墾禦イあ誕箋

と述べ︑

といと見苦しく侍り︒ー⁝︵三六〇ー三六二頁︶

習ひて︑

に︑参議藤原浜成作りたると申すそ︑歌の式の初めなるべき︒その後こ
なたざま︑孫姫︑喜撰など式とて︑さまざまの病どもを立て置きて侍る

なり︒そのなか︑同じこと返して二度詠むこと︑また︑嗣じ心二所詠む

こととは︑宗と避るべきことに今はなり果てにて侍るなり︒そのほかの
病どもは︑避りあふべきこととも見え侍らず︒それらを避らんとせば歌

かへりて暑しくなり侍りなん・⁝⁝︵三五七！三五八頁︶

﹃古来風躰抄﹄のこの箇所では︑古歌がまだ﹁詩の病﹂の観念かち自由

︵コ§o＞渉尊重されるようになっ禿のは︑後で晃る㍉︐添うに︑ラテン嘉詩の

﹁真名序﹂のいう漢鼠誰歌時代の始ま

であったこと︑そして︑

韻建︑法に代おるものとして︑また︑音楽との饗連もあり︑その書藷に遍し

﹃古今集﹄

りを思い返し︑藤原浜成の﹃歌経標式﹄を先駆として漢詩の黛律法になず

纈
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2︒

たものと認められるようになったからであり︑本来ラテソ語詩は脚韻とい

逐レ

にあるものだと思われる︒

で竺体︑俊成は和歌の馨はどういうものだと述べているのであろう

﹁五七五七七の句︑三十一字﹂の他には次のように述べている︒

も聞ゆる事のあるなるべし︒もとより詠歌といひて︑声につきて善くも

悪しくも聞ゆるものなり︒ ︵二七五−二七六頁︶

また︑長歌．短歌の論の所で︑

⁝⁝いかにも歌は︑詠の声によるべきものなるが故なり︒・⁝：︵二九八
頁︶

﹁韻﹂を批判した所では︑

﹁五七五七七の句︑三

︵三六

とある︒これらからわかるように︑形式論的には︑

﹁声につきて﹂とか﹁詠

つ

⁝⁝歌はただよみあげもし︑詠じもしたるに︑何となく艶にもあはれに

か︒

傷①もo一b﹁①同一〇り︶を避けていたのであ楚〃韻を踏

のが詩作の基本だと考えるのは︑中央文化への憧憬によるもので︑そ

､か茉尾同音L︵ω一目ロ一一一けΦ同

む
れが先進の文芸を模倣・摂取する原動力になったことは重視すべきだが︑

生二於好ワ誰︒

ある一つの韻律システムを絶対視することは﹃歌経標式﹄以来の幻想なの

夫吃文爲レ患︑

﹃文心離龍﹄第三十三章聲律篇では︑

亦文家之吃也︒

寄在二吟詠︒一滋味流二
謂二之

音以律・文︒

同聲相懸︑

聲不レ失レ序︑

謂二之和︑一

故喉辱糺紛︒⁝⁝是以聲豊好量︑

氣力窮二於和韻︒一異音相從︑

左レ宮右レ徴︑以節二其歩一

また︑

⁝⁝歌は︑ただ構へて心姿よく詠まんとこそすべきことに侍れ︒

ゆ

は︑寄せて吟詠に在り︒滋味は字句に流れ︑氣力は和韻に窮まる︒異音

ち

二頁︶

きゅう

相從ふ︑之を和と謂ひ︑同聲相懸ずる︑之を韻と謂ふ︒⁝⁝

星ず・新象ひ異に趣く・故に鷺犠す・⁝是を以て讐の聾

︵⁝⁝其の疾病爲る︑亦文家の唯なり︒夫れ鵬梵の患爲る︑誰を好むよ

其可レ忽哉︒

⁝⁝古之 侃 レ 玉 ︑

韻︒⁝⁝

於字句一

新趣レ異︑

⁝⁝其爲二疾病2

である︒

一
史
化

較

文
ヒ

励

餓

噸

は駅を失せず︑驚以て文を律す︒其編繕ビす可けんや︒︶︵下︑四六四︑

十一字﹂以外何も言っていないのである︒ただ︑

⁝⁝古の玉を偲ぶるや︑宮を左にし徴を右にし︑以て其の歩を節す︒聲

四六七ー四六八頁︶

﹁朗論的

の声による﹂とかいった言い方から︑和歌の韻律は︑声を延ばす︑止める︑

あるいは何らかのアクセソトをつけるなりした時に顕在化する︑

韻響であったのではないかという推定が成り立つのである︒また︑﹁何

とあり︑病に喩えられた韻律上の欠点は︑そもそも不自然な音声の使い方

に起因するもので・詩の美しい響きは吟詠すればそこによく現われるもの

となく艶にもあはれにも﹂や﹁心姿よく﹂とい至言い方にみられる抽象的
﹁まことには︑歌には何しにか韻はまこと

な用語がどのような韻律論に還元できるのかということは︑まだ解明され
ハゐり
たとは言えない状況にあるように思われるが︑ ﹁韻﹂を否定した上で朗調

であることを論じてい駈罐俊成が﹁それらを避らんとせば歌かへりて見苦
しくなり侍りなん︒﹂と感じ︑

にはあるべき︒﹂と判断するその意識は︑この劉駕の持つ意識と同じ水準

﹁

史

的に歌の﹁姿﹂が決まるものだという考え方は︑律︑つまり︑

﹁七五﹂︑

て知られる箇所でもあり︑六朝詩論に見られる﹁文﹂の理念を汎神論的に

られる︒七五調や五七調といったものが生じるメカニズムを探れば和歌の

かもそれは一首全体を問題にしているのだということを示していると考え

比喩は︑ ﹁韻﹂がなくても一つの﹁姿﹂を和歌が持ち得るということ︑し

の中でどのように配置されるのかということであり︑特に︑

ではなく︑後世神道と呼ばれるようになった日本古来の考え方に依拠し︑

からの派生︑あるいは﹁道﹂とか﹁氣﹂といった中国思想に起因するもの

た箇所に匹敵するものだが︑貫之は︑ここで日本の正史である﹃日本書紀﹄
ハヨ
に基づいて論を展開しているのである︒ ﹁やまと歌﹂の発生が︑中国文学

言として捉えられる︒後段は︑ ﹃文選﹄序にみられる﹁文﹂の発生を論じ

記述したものと考えられる︒これは︑母国語詩を顕揚するための巧みな文

韻律システムがわかるだろうという見通しだが︑これについては先に紹介

﹃日本書紀﹄により和歌の尊厳を主張するそのやり方は︑異国の古典古代

﹁五七﹂︑また﹁五﹂や﹁七﹂の内部で生じる拍子のリズムが﹁三十一字﹂

した川本論文が緻密ですぐれた説を提示している︒川本論文に示された考

の詩学に大きく依存するフラソスのルネサソス詩学と違う点でもあり︑和

﹁姿﹂という

え方がもし古今な肛新古今なりの時代の歌論にもその痕跡をとどめていれ

歌が日本文学の中心ジャソルとして見倣されるようになったことにも大き

くつながってゆくのである︒ ﹃日本書紀﹄に記載された最初の短歌形式の

歌が︑素蓋烏尊の歌﹁や雲たつ出雲八重垣妻こめに八重垣作るその八
︵η︶
重垣ゑ﹂であり︑貫之が︑三十一文字の韻律の存在を正史に求めているこ

と︑そして︑この歌から﹁三十文字あまり一文字﹂という韻律法しか抽出

方の流れに位置していると見倣すことができるのではないだろうか︒藤原

一方︑貫之は︑俊成と同じく﹁韻﹂にこだわらないことを善しとする考え

お幅中国の詩を価値基準とする考え方として一つの流れを形作っている︒

われる一連の歌論書︑そして︑六条藤家のものにも多くの記述がなされて

ていると推測される︒ ﹁韻﹂を重視する考えは︑藤原浜成から︑歌式とい

な漢詩の韻律を善しとする価値観を打ち破るためのものとして意味を持っ

していないこと署目したい・これは・﹃古来風躰抄﹄から知られるよう

ば更に︑文献的実証性を以て︑和歌の持つ韻律を︾冨勺oΦけ貯pとして位
置付けることができるであろう︒

よのなか
やまと歌は︑人の心を種として︑万の言の葉とそ成れりける︒世中に

化ここで︑貫之の﹁仮名序﹂をもう一度見てみよう︒
文
較
比
の

齢 在る人・事・業・繁きものなれば・心意垂を・見るもの・聞くもの
に付けて︑言ひ出せるなり︒花に鳴く鶯︑水に住む蛙の声を聞けば︑生
きとし生けるもの︑いつれか︑歌を詠まざりける︒力をも入れずして︑

天地を動かし︑目に見えぬ鬼神をも哀れと思はせ︑男女の仲をも和らげ︑
猛き武人の心をも慰むるは︑歌なり︒
この歌︑天地の開關初まりける時より︑出来にけり︒しかあれども︑

公任も同じ傾向を持ってい犠Q5 ﹁仮名序﹂のこの一文は︑漢詩から独立し

ひらけ

世に伝はる事は︑ひさかたの天にしては︑下照姫に初まり︑あらかねの

び無韻の詩句にっいて﹂にこうある︒

次に﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄を見てみよう︒第二巻第七章﹁脚韻及

る︒

て和歌固有の韻律体系の基盤を確定したものと考えることができるのであ

堀にしては・素蓋烏尊よりぞ・起りける・ちはやぶる神世には・歌の文

字も定まらず︑素直にして︑事の心分き難かりけらし︒人の世と成りて︑

﹃詩経﹄大序をその政教主義的要素を抜きつつ利用したものとし

素蓋烏尊よりぞ︑三十文字あまり一文字は︑詠みける︒⁝⁝

前段は︑
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一

被

子で配置された話し方が﹁歌﹂のように感じられるからであり︑またそ

﹁詩人﹂は歌うものだと言われるのは︑ある一定の拍

脚韻については︑それが豊かであるべきだという意見を私は持ってい

の理由は︑そういう韻文は耳の感覚に合わせて散文より上手に作られて

⁝⁝というのは︑

る︒なぜなら︑脚韻というのは︑私たちにとって︑ギリシア人やラテソ

いるからである︒だから︑

﹁脚韻﹂は﹁歌﹂の︑ひいては﹁詩﹂のより

人の持つ音節の長短による音量に相当するものだからである︒また︑私

はっきりした一つの目印となるであろう︒⁝・：

Φけb臼oo昌︒︒ひρ仁Φ暮・住Φ℃oひ巴9・：

ハねけ

b胃δ﹃8ピ⁝貯図一日Φ︒ゆ①鎚Φ旨ooお仁5Φ巳仁︒︒①醤b﹃Φ︒自⑭︒ヨ程ρ仁︒傷①

Ω鼠βけ

二十五章で︑

⊆

よりもまず墾であることの証拠となるのである︒ダソテは︑﹃新生﹄第

と論じている・﹁脚韻﹂とコ定の音節数Lは︑フラソス語にとって︑何つ

°・一

α．き鼠暮ρ仁．嵩oωけヨ一Φ仁×8日bo怨窪oQ﹃ひ傷Φ一．︒﹃Φ已Φρ仁Φ一︒

ρ三8け8日b毬怨像．￠pΦ8唇鉱コΦ日①ω￠﹃Φ・︒︒︒日び一︒⑪け憎Φ仁昌Oぼき鷺

O桟゜︒二Φの剛o騨Φ゜・°︒〇三陛房9餌旨8﹃b︒信N吋p一゜・︒口ρ鐸Φ一Φb母一①同

たちは︑彼らのようにあの詩脚を使用したりはしないが︑各々の詩の種
：

oψ￠矯矯ぽo昌山．o嘗巳o口ρ⊆．o昌oωo算翫oげ9

類に応じて決まった数の音節を用いている︒⁝⁝
ρgβα 餅 冨 ヨ 巨 9

bo霞oΦρ仁．①にΦ50器o°︒け8ρ仁．Φψ什冨ρ信碧葺Φ碧×Oお8卸
い讐ぎ゜°°国けぼ05ρ仁①5．⇔嘱05ωooけ仁ω蝕σqo傷①官ΦNoo日BoΦ仁×

霧け8ρ仁Φpo仁゜・磐op切⊆口8詳蝕ロpo日葺Φ住Φω覧ドび①ωo昌oず8仁昌

︐

σQ①霞Φ傷ΦbO傷H口Φ鳩：°︵口噂くタbμ濠︶

音量的韻律を持つものであるが︑フラソス語詩にはその言語的性格から

轍ラテソ語詩は音節の長短を基礎とした﹁詩脚﹂︵量によって作られる
ヒ

励

轍 ﹁音量﹂︵餐量も﹁詩脚﹂も用いることができないので︑それらに

⁝⁝というのは︑俗語で韻を踏んで詩を作ることは︑何らかの均整をと

るということでは︑ラテソ語で長短の音節を用いて詩を作ることに相当

．

﹁均整﹂︵只obo鼠opΦ︶という概念に

と述べ︑俗語詩を韻律の点で擁護するに当たって︑脚韻による詩句
ロ

冨け貯9ωΦoo民o巴o二8b目obo邑89：．

：°oげひ9円ΦbΦ憎鼠ヨ9ヨ＜9αq臼Φけ婁8①ρ仁嘗け︒臼﹃ΦbΦH＜①﹃°︒＝ロ
バね

する︒⁝・：

9げΦも・︶をフラ

相当する代わりのものとして﹁脚韻﹂︵冨蔓島日Φ＼ξ凱B99°︑恥

ヨげ日①︶と＝定の音節数﹂︵仁コoΦ巨蝕⇒poヨ町ΦαΦω︽

纈

ソス語詩に適した韻律として認め︑フラソス語詩にもラテソ語詩に匹敵す
るきちんとした韻律体系があることを︑デュ︒ベレーはここで主張しよう

としているのである︒同様の考え方は︑トマ・セビエの﹃フラソス詩法﹄

﹁脚韻﹂を﹁詩の形式の

やジャック・ペルティエの﹃詩法﹄などの同時代の詩論に共通して窺える

ものである︒例えば︑ジャック・ペルティエは︑

﹁満足と喜び﹂︵仁旨

︵鉱日9︶と音量的詩句︵︿興色を︑

oげΦ鍵けΦ号男o傍一Φ︶であり︑

美しさ﹂︵仁器眺o憎日Φ

よって同等のものと見倣したのである︒音量的韻律と音節的韻律を相対化

しつつ︑母国語の性質にふさわしい韻律を善しとし︑それを確立すること

oo募Φ賢8日Φ導Φけ巳巴ω貯︶をもたらすものと述べており︑また︑歌の拍

子との関連も指摘して︑

がルネサソス詩学の問題意識の一つであったのであり︑その際に︑散文で

︻口O住信一〇什一〇b

︶

ある者を讃えたりある者をそしったりしたのである︒また︑彼らは︑

たちの間でたいへん尊敬されていたので︑敵同士の二つの軍団が今にも

︵シチリアのディオドロスが彼の第六巻目の本で示すように︶ガリア人

一

詩句の終わりに於ける音節のあの調和を﹁リズム﹂︵暑壁§①︶と呼んで

越電＄

﹁順序﹂︑

9a送ミミ馬09Φoopωop讐oΦ傷①ωく

輿暮BΦ

pげ霧餅貯h貯

眺碧け磐け9お冨匹琶o巴o⇒

ob岩①目05ω﹃省BΦき卸ρ￠Φδω9仁けおωく巳oQ鉱8吻o昌けoBb﹃￠p8N

ミ§卸8§§賊§°O居ρ仁き畠似一．毬口ρ巳蕃傷Φ08＜霧ωρ仁Φ昌o仁ω

越殖斜ミ§㌧ミ誉ミ§恥§§§§§§ぎ6§§§§︑

oo日日o糞愚yな恥為ミリな総︒の＆Sq℃ミリ響曵き偽登曽象禽

山Φ8日゜こ舞゜°・江゜二塁P鷲日器冨§・§・き・ω噂

究p巽巴§Φ9器冨5δ9馨

冨ω＜①﹁9Φ目oo﹃①ωρ疾臨NpΦ抽巳ω゜︒①艮bo貯けo昌仁p日ΦωヨΦ゜︒05

一．ζpΦ匹ΦのσωbΦ︒Φ゜・9﹃旨げ日Φ・≧霧一

ぎ﹃ω噂量ぎ霧8ωけ⁝Φ暑§ぎミ蕃轡餅

ΦωbΦoρ8bΦ

一ヨb﹃o瞑Φ日Φ口け50言oコ9①湧〇三霧9巴p9冨poB自￠αqΦ霞Φ゜・o仁びN

もミ蓑鼻︾ロoづbo貯けo︒Φ巳Φヨ①口けo仁く興9ヨ巴ω曽見○﹁巴ωop℃鍵ρβo矯

鴨O﹁Φ已Φ︵巳けΩOΦ同OP︶ΦPい鋤江5°︒ガbbΦ＝Φ謡ミミ偽ミひΦ昌O﹃①O

↓o仁けooρ巳εヨびΦωo仁びNρ⊆巴ρ仁oヨ①ωξo卸言σqΦヨ①三αΦ

わり︑それぞれの怒りは和らいだのであゐ︒：・⁝

戦をしようとしている時︑かの詩人たちが問に割って入ると︑戦いは終

︵トマ・セビエ﹃フラソス詩海幽︶といっ

﹁調和と抑揚﹂

はなく韻文であることの目印をその音楽性に着目して﹁脚韻﹂に求め︑そ

①け

して︑韻律システムの相違はあっても︑ ﹁均整し︑
︵OOPωO 昌 僅 P O Φ

た概念で︑詩を律するものを以て詩というものの韻律を一つの理念として

考えていったのである︒
﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄第二巻第八章では次のように述べられてい
るo

︵キケロの言う︶耳による何らかの計測と判断にまつわるすべてのも

のは︑韻文に於いても散文に於いても︑ラテソ語では﹁律動﹂︵P員口Φ﹃⊆ω︶︑

一ギリシア語では﹁リズム﹂蓬と呼ばれている゜それ故に・我々の
文

史
化祖先は︑類を表わす名称を種を表わすものに不適切にも意味をせばめて︑9おゆ巳ωω碧け鎚Φ日Φω日Φ゜・
較

コ

いたのである︒これは寧ろ︑ ﹁末尾同音﹂︵曾ミミ踏oミ息︑つまり︑同

レし

劔

﹁連鎖﹂︑

q受毯§封

けoヨロΦ゜︒

じ音で終わることというリズム︵δ﹃喜Φ︶の一種を示す名で呼ぶぺ

﹁声の美しい調和﹂︑

50￠9°・一〇59＆O旨Φ8団卿旨雪δζ巴﹃Φ傷OしdΦ一αqΦ︒︒℃巳一一αqΦ暑

﹁拍子﹂︑

﹁規則﹂︑

卿一5珪oα仁器一け仁昌Φ︒・ΦoけΦ傷Φboα8︒︒郎oヨ目oNげ母傷Φ︒・・

NooゲΦ﹃oゲo嘆αΦ一︑o昌β巳審℃切母侮島く°同o矯αΦω09巳ΦψΦph①葺
ぎくΦ9Φ葺

冨9﹂爵9碧8冒けヨ909Φ甕￠昌二霞︒︒暑＄舞霧一霧雪﹂目Φ言・

者であり︑バルド︵吟唱詩人︶と呼ばれる詩人の一派を連れて来たので

O︹ξまグρ仁Φ゜︒一傷Φ曳§婁Φ昌5Φ巨霧曾o貯け冒Φ曾8笹ooヨげ讐讐Φ・

U団o低oお望o日Φ5Φp︒・o昌．≦∵嵩≦﹁①︶傷o巴鵯雪眺①鴇一日oΦp嘗Φδω

一〇￠9口二①ψ仁口ω卸げ貯日壁二Φ︒・窪嘗Φ9卸08貯け︵09目目①けΦヨoぎ讐①

ある︒彼らは︑自分たちの押韻詩を︑楽器を伴って美しい調べで歌い︑

ル・ド・ベルジュを信じるなら︑ガリアの王バルドゥス五世がその考案

た︑このような詩句の古さについては︑熱心な古代研究家ジャソ・ルメー

我々が韻を踏んだ詩と呼び︑また︑他の俗語詩人たちが我々から借用し

﹁対比﹂といった︑他の多くの用語を含んでいるからである︒ところで︑

§鳴§bミミミ§葱8§§§§§§岬℃譲§ミ篤§b§§︑8§盲§画§b

は︑この﹁リズム﹂§智＆という語の意味は非常に広く︑

も︑総じてリズム︵長げ日①︶と呼ぶことができるのである︒というの

きであろう︒このように︑詩句は︑それが同じ音で終わることがなくて

繊

纈
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る

2

史

ヨo侮段o詳o冨o仁5ωo昌一お゜：°︵口

︿葺

置げ魯巴にΦooω゜︒o凶ゴ卸

bウ呂Ol崩ω︶

律一＄凸言bO驚Φ゜︒°・Φ日一ω゜︒①pけ①590傷①仁×

たものにするために︑漢詩やラテソ語詩を模倣．摂取し︑先進文化の持つ

技巧を学んでいったのである︒しかし︑韻律については︑それぞれの言語

の音声面での性質と密接に絡んでいるために︑漢詩の﹁韻﹂やラテソ語詩

の﹁詩脚﹂といった技巧を︑和歌やフラソス語詩の韻律システムを支える

も一方にはあったが︑貫之やデュ・ベレーは︑寧ろ自国語の性質に適した

柱として導入することは不可能であった︒それが可能であるという考え方

﹁リズム﹂︵5に目o遷9をミ鼻︾智﹃旨ゲ日Φ︶とは︑本来︑音量的韻律に

よって生み出される拍子のことを指して言っていたのであり︑そういう
﹁脚韻﹂

韻律システムを確定し︑それを擁護︑顕揚する道を選んだのである︒母国

﹁リズム﹂を持つものこそが﹁詩﹂であると考えられてきた︒
︵ド﹃百Φ＼群同旨ゲ日Φ︶のことを﹁リズム﹂︵毫岸巨Φ︶と呼んでいた誤り

﹁表現力﹂が和歌やフラソス語詩に固有のものとして具わっていることを

語詩を擁護︑顕揚することは︑詩の技巧を通して表われる﹁言の葉﹂や

﹁このように︑詩句は︑それが同じ音で終わることがなくても︑総じてリ

示すことであった︒その延長として︑以上見てきたように︑貫之やデュ．

を指摘しつつも︑ ﹁脚韻﹂が﹁リズム﹂︵鳶﹃旨げ日Φ︶の一種であり︑

ズム︵吋旨げヨ①︶と呼ぶことができるのである︒﹂という一風奇妙な論の

一展開の仕方をするデュ゜ベレあ意騒・嘉﹂のある詩はそれだ竺ベレあ韻律論は・母国語詩を漢詩やラテソ語詩に匹敵する韻文として成

を主張することにある︒

﹁リズム﹂という語が︑キケロ主義的な意味から

あるのではないだろうか︒

化層豊かな﹁リズム﹂を持つことになり︑ギリシア語やラテソ語の詩だけでり立たせるために必要な理論だったのであり︑そこには︑日本歌学とルネ乃
轍はなく・フラソス語の詩もまさに﹁リズム﹂を持っているのだということ サソス詩学に於いて見られる・母国語詩霧論としての共通の問題意識が
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注

繍抜け出し・韻律体系の違いを問わず・音節的馨の場合にも用いる・より
一般的な意味にここで変わったのである︒これは︑デュ・ベレーがフラソ

ス語詩にも﹁韻律﹂があることを擁護するために用いた巧みな方策なので

纈

︵1︶国程一蜜口①さ．↓げ①UΦ＜Φδb日Φ90hρω携8ヨ鎚菖o℃oΦけ貯の．L昌

あ観63また︑自分の祖先に対してしばしば否定的に考えるデュ・ベレーが︑
ここでは︑韻を踏んだ詩を作ったケルトの吟唱詩人の例を持ち出して脚韻
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の由来を説明しており︑素蓋鳥尊により和歌の韻律が確立されたとする貫
之の心理と等しく︑ラテソ語詩ではなくフラソス語詩独自の韻律体系を確

￠巳くo屋津団勺N＄9H⑩o︒0 bb°ωlHS マイナー教授の業績のいくつか

見ることができる︒

は︑ア！ル・マイナー﹃東西比較文学研究﹄︑明治書院︑平成二年︑に

立してゆこうという強い意欲がここにも窺えるのである︒

すぐれた詩とは︑言わんとする内容の他に︑形式的には︑技巧によって
すぐれた修辞と韻律を持ち得た詩のことを言う︒そして︑そのすぐれた修

︵2︶霞Po↓ω弩罠℃蓼§き書菖︵．U踏昌8曾昌蕊導鋤けδ5．

住o訂boひ巴oU琶o昌鉱ωΦ︶噂①象口o昌臼一鼠ρ仁Φb鴛O⑦霞σQ＄ゆop5＄ξ

辞と韻律は︑漢詩やラテソ語詩の中にあった︒紀貫之やデュ・ベレーは︑
かかる価値観を持ちつつ︑母国語による詩を一つの言語芸術としてすぐれ
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平川祐弘﹁詩論とナショナリズム﹂︑

﹃西洋の詩東洋の詩﹄︑河
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出書房新社︑一九八六年︑所収︒これを改訂増補したものが︑同﹁母国
語で詩を書くことの意味ー比較文化史的に見た詩論の発生1﹂︑

・

平川祐弘・鶴田欣也編﹃日本文学の特質﹄︑明治書院︑平成三年︑所収︑
として出 て い る ︒
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ミ蓼畿§

坂野信彦﹁王朝和歌の律読法−単独母音を手がかりにi﹂︑

八八年四月︑所収︑第一部．﹁﹁仮名序﹂と﹃フラソス語の擁護と顕揚﹄

﹃比較文學研究﹄第五十三号︑一九

拙稿﹁母国語による好情詩再生への道i古今集の歌人たちとプ

︵5︶

レイヤード派の詩人たちi﹂︑

︵和歌文学の世界第十

﹃文学﹄第五十三巻第六号︑一九八五年六月︑所収︑赤羽淑﹁和歌の韻
律﹂︑和歌文学会編﹃論集和歌とレトリック﹄

﹁最後にあえて蛇足を加えるならば︑律読の方法はまた︑創作の方法で

︵10︶

同論文︑第二部﹁﹃古今集﹄の恋歌とプレイヤード派の恋愛詩﹂参

化集︶︑笠間書院︑昭和六十一年︑所収︑などすぐれた国文学研究もあり︑の比較﹂参照︒
文
較

照︒

﹁仮名序﹂と中国詩論の関係については︑主に︑小沢正夫﹃古代歌

﹁新釈漢文大系﹂餌・65︑明治書

﹁全釈漢文大系﹂31︑集英社︑昭

﹃文心離龍﹄上・下︑戸田浩暁︑

学の形成﹄︑塙書房︑一九六三年︑参照︒

︵11︶

もある︒五音・七音を四拍子構造にあてはめること︒⁝⁝1王朝時

比

︵坂野︑同論文︑六四頁︶と述べられている捉え方には

︵12︶

院︑昭和四十九︑五十三年︑に拠る︒

﹃文選﹄六︑文章編︑小尾郊一︑

︵13︶

﹁或氣骨彌高︒譜二風騒於聲律一︒或輕清漸長︒

︵小島憲

﹁全釈漢文大系﹂26︑

﹃文選﹄

﹁日本古典文學大系﹂69︑

︵﹃文選﹄一︑文章編︑小尾郊一︑

集英社︑昭和四十九年︑五二頁︶の語に拠るものとされる︒

序中の﹁文華﹂

岩波書店︑一九六四年︑一九三頁︶とあり︑書名の﹁文華﹂も︑

之校注﹃懐風藻・文華秀麗集・本朝文粋﹄︑

映二綺靡於艶流一︒可レ謂二酪攣レ椎而埆レ華︒氷生レ水以加ワ贋︒﹂

﹃文華秀麗集﹄序に︑

であり︑蛇足ではないと思われる︒韻律研究として︑例えばラテソ詩文

﹃文藝論﹄︑岩波書店︑一九四一年︑

︵14︶

和五十一年︑七八〇頁︑に拠る︒

九鬼周造﹁日本詩の押韻﹂︑

﹃比較文學研究﹄

﹃文學序読︹再訂版︺﹄︑岩波書店︑一九

第五十二号︑一九八七年十月︑所収︒

︵7︶ 川本皓嗣﹁七五の宿命ー新H日本韻律論﹂︑

四九年︑所収︒

所収︑土居光知﹁詩形論﹂︑

︵6︶

男巴ω惚円一貯o厨一①oぎ6°︒①などを想定している︒
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まさに創作の方法として歌人・詩人の意識の中にあったはずのものなの

注目すべきものがあるが︑韻律とは︑貯゜︒勺oo寓8として︑つまり︑

考えられる︒﹂

代にはこれらが︑リズム面にかんする一般的な創作上の心得であったと

の
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川本︑前掲論文︑三〇頁︑で﹁日本の詩の韻律は︑和歌の朗詠にみ

られるように︑それぞれの字音や休止の相対的な長さにじゅうぶん注意

︵24︶

いる︒2羅

要性が言われており︑デュ・ベレーも︑キケロの言葉を援用して論じて

︵23︶西洋の古典修辞学に於いても︑慧§§ミミ＆の部門で朗調の声の重

氏o℃9りげΦ︵9霧o︒一ρ仁o︶
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この考え方は︑ルネサソス詩学に於いて特に利用されたものである︒
蒙馬ミ嘱．Q§ミ甘ひ蔑§

bb°け㎝1旨゜

．UΦ哺Φpoo二︑に多くを負っていると同時に︑拙稿︵注︵9︶の論文︶を

§°り嚢§°汁ーΦ霧

われる・逆にいえば・百人音の詠み手にみられるようなわが国独特の

韻律の理念という側面から補い︑日本歌学との比較を試みたものである︒

を払って行なわれる﹁朗調﹂のなかで︑はじめて明確な形をとってあら

剛漢けδ︾︒い．○日冨Φ住ΦΩo曾o昌．⁝ωΦooロ自Φ勺鴛江9．︾￠けo仁﹃αo一⇔
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倣︵81︶U仁瀬ξ曼二b°α目由づ

﹃古来

゜

律パタ！ソを︑もっとも鮮明に具体化するように工夫された詠み方なの

朗嚢は・何よりも・音贅という特殊な制約をもつ国語詩の微妙議乃
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の韻律法を探る上で重要な概念の一つであると思われる︒また︑

である︒Lと説明されている扇講的韻律﹂という考え方は︑呈語詩
bb°◎︒⑩1⑩O馴

勺・Φ゜・°⁝
亀︶婦H⑩①ω

風躰抄﹄に﹁⁝⁝これはただ︑詠ずるに︑長くは詠ぜられず︑短くいひ

切りいひ切り詠ずるなり︒また︑三十一字の歌は︑詠ずるに浸く詠ぜら

︵二九八頁︶と長歌．短歌の別を論じた箇所があり︑七五

﹁⁝⁝七五が主力を占める古今の時代以後億︑逆にすべてが四拍子で詠

とする川本論文の説︵四〇頁以下︶を裏付けるものとなろう︒但し︑

調は四拍子だが︑五七調は三拍子と四拍子の混合拍子の形で朗講された

るるなり︒﹂

bb°Q︒qlc︒①．

﹁日本古典文

﹁新日本古典文学大系﹂

H⑩◎︒c︒
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小島憲之・新井栄蔵校注﹃古今和歌集﹄︑

￠巳ぎ湊謬巴おの侮Φ閃門磐oΦ︵ρ￠Φ゜・巴゜︒1﹂亀︶

︵19︶

5︑岩波書店︑一九八九年︑に拠る︒
︵20︶橋本不美男・有吉保・藤平春男校注・訳﹃歌論集﹄︑

学全集﹂50︑小学館︑昭和五十年︑に拠る︒

﹁朗詠する

︵︑二九八

﹃古来風躰抄﹄の校注．訳︵注︵20︶の書︶には︑

まれていたに違いない︒﹂︐︵同論文︑四四頁︶いう見方は疑わしいと思
われる︒

︵二七六頁︶︑ ﹁詠ずる声調に伴う韻律﹂

頁︶といった現代語訳が見られるが︑その場合の﹁韻律﹂とはどういう

時の声に伴う韻律﹂
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藤平春男﹃歌論の研究﹄︑ぺりかん社︑昭和六十三年︑で﹁⁝⁝韻

ものをいうのか説明はされていない︒
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二八頁︑及び︑その頭注︑補注︑参照︶
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︵ゆ⊆刃︶

﹁均斉感﹂

︵同︶︑

︵同︶︑

＝首の文脈上の屈折

﹁朗講による定型律﹂

︵九九頁︶と言われてはいるが︑

律に表現の本質を見定めようとするのであって︑とうぜん歌の﹁姿﹂の

問題になる︒﹂
︵同︶︑

﹁韻律感に統一されて享受される美的様態の複雑さ﹂

のつくり出す律﹂
︵同︶︑

﹁均整﹂という概念は︑古代・中世を通じて美的基準の一つとして

︵32︶

︵同︶といっ

﹁韻律感の深まりか広がり﹂ ︵一〇〇頁︶︑

考えられており︑トマス・アクィナスの美学理論を構成しているもので

﹁リズム効果﹂

た説明が具体的にどのような形の韻律を想定して言っているのか明確で

もある︒また︑韻律理論に於いても用いられていた概念である︒
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︵二五頁︶といったものが︑どうい

はない︒また︑田中裕﹃中世文学論研究﹄︑塙書房︑昭和四十四年︑で
言われている﹁吟訥の声楽的側面﹂

う韻律要素で成り立っているものなのかということを問いたいのである︒

たものが︑尼ヶ崎彬﹃花鳥の使ー歌の道の詩学﹄︑動草書房︑一九
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文
較
めのものとして︑詠調の﹁声﹂の重要さ︑ ﹁姿﹂の意味を哲学的に論じ
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論

デュ・ペレーのこの箇所について︑メールホフ氏はすぐれた解釈を

本稿は︑平成三年九月二日︑日本ロソサール学会に於いて︑同じ題目

与えており︑それを参照した︒ζ8旨o鉾9°ミこbb．這戯lHωド

︵鈎︶

HΦ゜・°・忌゜〒ド゜・⁝ζ8き警と︑こbb°H°ω⊥°メ

八三年︑九八頁以下︑に見られる︒

﹁詞異なれども︑心同じきをばなを去るべ

︵久松潜一・西尾實校注﹃歌論集・
﹁日本古典文學大系﹂65︑岩波書店︑昭和三十六年︑二七1

のもとで行なった研究発表の原稿をもとにして執筆したものである︒

︹附記︺
﹁ことをあまたある中に︑むね

︵佐佐木信綱編﹃日本歌学大系﹄第壱巻︑風間

﹁日

韻︵％︶﹃古今和歌集﹄︵注︵p︶の書︶・﹁解説﹂・四七二頁・参照・
坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注﹃日本書紀﹄上︑

藤原清輔﹃奥義抄﹄

﹃新撰髄脳﹄では︑歌病について︑

能樂論集﹄︑

とあり︑寛大な捉え方をしている︒

し︒﹂︑ ﹁すぐれたることのあるときは︑惣じて去るべからず︒﹂など

異なるは去るべからず︒﹂︑

と去るべき事は︑二所に同じ事のあるなり︒但し言葉同じけれども︑心

︵29︶

書房︑昭和三十三年︑所収︶参照︒

︵28︶

本古典文學大系﹂67︑岩波書店︑一九六七年︑一≡二頁︑参照︒

︵27︶

律
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