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第 1 章・序論 

 

1.1 まえがき 

 

 『源氏物語』[1]は，日本の古典文学の最高傑作であると言っても決して過言

ではない．文学作品の出来を抽象的な言葉で説明する事は容易であるが，その

文学作品が傑作であることを質的に証明する事は至難のわざである．だが，こ

の一千年以上も昔に書かれた物語には数限りのない賛辞が献呈されている[2]．

そのうちの一人，平安末期の大歌人で中世の歌聖，藤原定家の父，藤原俊成は

『六百番歌合』の中で，「源氏見ざる歌詠みは，遺恨のことなり」と述べてい

る[3]．ところが，藤原俊成は具体的な説明に至ってはいないのである．時代は

かなり下って，江戸時代の国学の大家である本居宣長は，彼の著作である『玉

の小櫛』の中で，「やまと，もろこし，いにしへ，今，ゆくさきにも，比（た

ぐ）ふべき書（ふみ）はあらじとぞ覚ゆる」と述べている[4]．つまり，（この

『源氏物語』は，日本文学の中でも中国文学の中でも，比較の対象となるよう

な作品を発見することの出来ない，奇跡の文学作品である．空間的に超越して

いるだけでなく，過去，現在，未来にわたる時間をも超越した一回きりの傑作

である．）とまで『源氏物語』を絶賛している．「もののあはれ」と言う概念

を提唱し，『源氏物語』を古今東西の全ての文学作品の最高傑作として評価し

ている．また，世界文学の中でも『源氏物語』を凌駕している作品はないと考

えられる．まさに本居宣長の称えるように，『源氏物語』以上の作品は，過去

に現れていないし，現在にもない．未来にも，現れるかどうか疑問であると言

われるほど偉大な文学であり奇跡の文学作品である． 
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1.2 研究の背景 

 

 『源氏物語』が書かれたのは平安時代（794～1192 年）のほぼ中頃である．ま

た，藤原伊行が『源氏釈』[5]を書いたのは，院政時代（1068～1192 年）の後半

期と言われている．『源氏釈』は『源氏物語』の注釈書であり，現存する最も

古いと言われている研究書である．この時以来，約 900 年もの間読み続けられ，

数える事が不可能なほどの研究書が存在し，種々な角度から，種々のアプロー

チがなされている．源氏物語ほど多くの研究書を持っている作品はないと思わ

れる．しかし現時点においても，研究課題は数多く存在する．例えば，この物

語の作者名は紫式部と言われているが，この紫式部と言うのは女房としての呼

び名で，別に本名があったはずであるが，本名は全くわかっていない．また，

作者複数説や成立順序に関して，書写者による部分的な補筆，語彙や語法，文

法の違い等の観点から議論されているが，依然として未解決のまま持ち越され

ているほうが多いのである．理由は色々と考えられるが，最大の理由は，書か

れてから千年もの月日がたってしまっている事である．そのため，紫式部自筆

本はもとより，平安時代に書写された本もすでに失われてしまったと考えられ

ている．また例として取り上げると，紫式部日記 [6] の文中に書かれているこ

とであるが，「局に，物語の本どもとりにやりて隠しおきたるを，御前にある

ほどに，やをらおしまいて，あさらせ給ひて，みな内侍の督の殿に奉り給ひて

けり．よろしう書きかへたりしは，みなひき失ひて，心もとなき名をぞとり侍

りけむかし．」（源氏物語の草稿文を自宅から取って来させて，自分の部屋に

隠してあったのだが，私が中宮様のお前にいる間に殿がこっそりいらっしゃり，

家捜しなさって全部内侍の督様に差し上げてしまわれた．まずまずに書き換え

たのは皆無くなって，草稿はこうしてそっくり伝わって，残念な評価を受ける

ことになるのでしょう．）と記されているが，当時，妃が天皇に公式に贈る書

籍は，通常，漢籍であり物語は文芸の中でも下級と評価され，その読者は所謂
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「女・子供」とされており，勝手にその原稿を持ち去る事も不思議なことでは

なかった．しかし，資料が全て無くなってしまったわけではない．過去の資料

である書写本については第 2 章で述べる． 

大正 10 年頃から 30 年代にかけて，『源氏物語』の第 33 帖までの巻について

玉鬘系後記挿入説などを中心に，様々な論議が展開されている．しかし，成立

課程や作者の解明など，この分野も袋小路に陥った観がある．文学，哲学，神

学，考古学など，人文学における文献研究では，学者，研究者，等々が様々な

見解を示しているが，未だ結論が見られないのが現状である．しかし言える事

は，今日までに解決したことと，解決していないことをはっきり区別し，その

うえで，解決出来ていないところを解決するよう努力をするより他にはない，

と考えている．そこで残されている多くの課題を解決し，『源氏物語』の研究

を更に発展させるためには，従来の研究とは異なる新しい視点からの研究が必

要と考えられる． 

 

 

1.3 文学的視点での過去の研究  

 

源氏物語の成立過程や作者の解明などについては，膨大な数の文学的な研究

が日々行われている．人物論，美学的な視点，語りや語彙の問題，復雑な文法

の問題等々，いずれも『源氏物語』の本質を探るにあたり重大な研究課題と言

える．しかしこれらの文学に携わる人々の，たゆみない努力と華々しい論議が

展開されながらも未だ結論が見られていないのが現状である．これらの文学的

視点からの研究の歴史にまず着目し，主要な研究を以下にまとめる． 

『源氏物語』を原文で読むとすると，本文の校訂は随分と進んできていると

は言え『源氏物語大成』[7]で読む事は難しく，不可能に近いと考えられる．専

門家でも，諸本の校異を検討しながら通読する事はよほどの事がない限り，あ
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り得ないことである．また『源氏物語』を，ひとわたり理解し，自分の生命の

糧とするためには，原文のすべてを原文のまま読み通す以外に方法はないと思

われる．しかし原文は千年の昔の言葉で書かれているため，そう簡単に読み通

せるものではない．そのため『源氏物語』の口語全訳が与謝野晶子[8]など様々

な作家により発行されている．しかし，これらの諸本の成果は優れたものであ

っても，すべて原文を欠いた口語訳本文のみである．それぞれの作家自身の言

葉であり，それぞれの作家の『源氏物語』である． 

『源氏釈』は，藤原伊行（1068～1192）の著書であるが，院政時代（1086～

1192）の後半期といわれているので，『源氏物語』の研究は八百年も前から始

まっており，現存する最も古い『源氏物語』の注釈書である[4]．この『源氏釈』

に続くのは『源氏物語』の注釈書である藤原定家の『奥入』であるが，その根

底になった『源氏釈』は，非常に重要視されている[4]． 

ここから現代に至るまでの研究の節目に触れてゆく事を試みる． 

(1) 藤原定家（1162～1241） 

源氏物語の研究を始め，『古今和歌集』[9]などの古典文学の本文校訂を行

い，『奥入』などの注釈も残し，数々の立派な業績を残しているが，特に『源

氏物語』の青表紙本を残したことは重要なことである． 

 

(2) 四辻善成（1326～1402） 

源氏物語の研究書および註釈書である『河海抄』を作成し，後世の源氏物

語研究に多大な影響を与えた[5]． 

 

(3) 一条兼良（1402～1481） 

46 歳で関白になったが，その後も，学問的研究を重ね，源氏物語の注釈書

である『花鳥余情』で「我が国の至宝は，源氏の物語に過ぎたるはなかるべ

し」と宣言をしている[4]．『河海抄』とともに，源氏物語の註釈書として，
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この時代を代表しており，『河海抄』が事実の考証に力を尽くしたのに対し

て，『花鳥余情』は文意の解釈を主としている．一條兼良の研究が後世に影

響していることは大である． 

 

(4) 宗祇（1421～1502） 

宗祇の古典研究の成果は，次の時代を担う三条西実隆へと『古今伝授』に

よって受け継がれた[10]．『古今伝授』は『古今和歌集』に関する二条家の学

説をまとめたものである．ここに，『古今伝授』の血脈がそのまま源氏物語

の研究の最高権威の地位の継承を意味することとなった． 

 

(5) 三条西実隆（1455～1537） 

宗祇と親しく交わり，宗祇から『古今伝授』を受けた．何と言っても源氏

物語の大部分の注釈書を完成させた業績が大きい．『弄花抄』とそれをさら

に発展させた『細流抄』である[4]．三条西実隆の源氏学は，源氏物語の注釈

書である． 

 

三条西実隆と藤原定家の共通点は，すぐれた歌人であるだけでなく，源氏物

語の研究の第一人者でもあったことである．藤原定家は源氏物語の本文を校訂

し，三条西実隆も研究で大きな業績を残している． 

 

(6) 細川幽斎（1534～1610） 

武人・歌人・古典学者であり，室町幕府十二代将軍・足利義晴の子供とも

言われている．三条西実隆の孫であり，『古今伝授』を受け，古典学の集大

成を図る．また，門下に公卿である，中院通勝（1556～1610）がおり，細川

幽斎は彼を援助し，『源氏物語』の研究を集大成した『岷江入楚』[4] をまと

めさせている． 
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細川幽斎の生きた時代は政治的，軍事的に見ると中世と言う時代が終わり，

近世と言う新時代を迎えた時である．その折りの武人は徳川家康であり戦乱の

最中に生きた幽斎は武人としての行動があったと考えられる．それ故，彼には

自分で『源氏物語』の註釈書を書き著す時間的余裕がなく，弟子である中院通

勝に命じたと考えられている．『岷江入楚』[4]は非常に難解とされており，全

五十五巻の厖大な注釈書は，研究者でも理解出来ない箇所が多々あるとされて

いる．しかし，この注釈書は，藤原定家以来の研究を集大成し，さらに発展さ

せた内容である． 

 

(7) 北村季吟（1624～1705） 

古典学者であり俳人でもある．膨大な著書があり，最初は歌道の研究に従

事していたが，次第に注釈家としての業績を示していった．中でも『源氏物

語』の画期的な注釈書である『湖月抄』 [11] は，北村季吟の代表作（1673

年成立）である．『湖月抄』の題名の由来は，紫式部が近江の石山寺に詣で

た折，琵琶湖に浮かぶ仲秋の名月を見て源氏物語を執筆し始めたという伝承

に由来している．細川幽斎が中院道勝に書かせた『岷江入楚』は中世の源氏

学の集大成であり，藤原定家から始まる中世の源氏学は難解で，一般の人々

の対象には成り得ない事であった．それに対して，季吟の『湖月抄』は知識

の独占に加担する事はなく，多くの読者層に対して解かりやすく，読みやす

いように心を配っている．また，江戸時代には印刷技術の開発が著しく，そ

れまでは手で書き写す写本のみであったのが，印刷物（版本，或いは板本）

としての書籍が発行され始めた．現代の『源氏物語』の注釈書であり，本論

文の底本として使用している小学館出版の日本古典文学全集『源氏物語』[12]

は「本文」+「頭注」+「現代語釈」であるが，形式は『湖月抄』と同じであ

る． 
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(8) 本居宣長（1730～1801） 

国学者，歌人，語学者，医者である．宣長は季吟の著した『湖月抄』で『源

氏物語』を読んでいる．その事は本居宣長記念館にある『湖月抄』のなかに

書きこまれている内容で読み込む事が出来る．しかし近世になっても中世の

研究方法は同じであった．宣長は物語の全体を見渡して，「物がたりのよき

あしきは，儒仏などの善悪と，ことなることあるほどを，さとるべく，又お

くに引出たる，柏木の君の事などをも思ひわたして，とにかくに物のあはれ

をなむ，むねとはたてたることをしるべき也」といって，いわゆる「ものの

あはれ」の論を提出したことは画期的なことであった．また，『源氏物語玉

の小櫛』の総論に見るように歌論，物語論もなされた[13]．この中で特に重

大なのは「もののあはれ」論の主張である．この「もののあはれ」という真

情は，それにふさわしい，調和ある形式に盛られて表現されるという見解は

彼の平安文学研究の結果としてまとめられたものである． 

「もののあはれ」に文法的な解釈を試みると多くの論考がある．古い例で

は『土佐日記』に見られ，『枕草子』にもあり，殊に『源氏物語』には数多

くの例文が見られる．宣長の解き，感じた「もののあはれ」は「生きる喜び

と悲しみ」であると考えられる． 

 

このように『源氏物語』は 1000 年もの間時代と共に生き続け，その折り，そ

の折りの学者や研究者達を魅了しながら過去の虚構の物語ではなく，現代文学

の最高峰として，世界に生き続けている． 

『源氏物語』は，日本の古典文学の最高峰であるばかりではなく，その高い

芸術性のために国内のみならず欧米でも，高く評価されている．西暦 1002 年頃

には，『源氏物語』の一部が書かれていたことは『紫式部日記』より推測され

る．その当時のイギリスは，ダーク・エイジの時代と言われ，文学史上に明記
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されるような物はなかったのである．シェイクスピアの最初の小説と思われる

『ベニスの商人』[14] が書かれたのは『源氏物語』の 500 年も後の 1594 年の

事である．1002 年頃のイギリスの暗黒時代に，早くも日本文化は全盛時代を迎

えていたのである．外国語への最初の翻訳は日本人の末松謙澄（1855～1920）

[15]であるが，『源氏物語』の素晴らしさを書き著す事は出来なかったと思われ

る．その 43 年後，『源氏物語』の高い評価はＡrthur Waley（アーサー・ウェイ

リー）の源氏訳によってもたらされた．ウェイリーの源氏訳[16]の第一巻（1925）

では「桐壷」から「葵」までが出版され，第六巻（1933）に「宿木」から「夢

浮橋」までが出版され完結した．ウェイリーの訳が原文に忠実ではないとは言

われているが，その訳の芸術的な素晴らしさは他に類を見ることは出来ないと

も言われ，当時の文学界で話題となっている．正確な訳と言われているのはサ

イデンステッカー[17]と言われている． 

ウェイリーの訳の美しさを示すために英訳された文例を以下に示す．また，

以下の箇所は，イギリスの女性小説家，評論家で代表作に『ダロウェイ夫人』

をもつバージニア・ウルフ（1882～1941）が大変感動し，11 世紀の初めの極東

にこんな優雅な文化があったのかと驚嘆した文章である． 

 

4 巻「夕顔」より 

切懸だつ物に，いと青やかなる葛の心地よげに這ひかかれるに，白き花ぞ，

おのれひとり笑みの眉ひらけたる．「をちかた人にもの申す」と，ひとりご

ちたまふを，御随身ついゐて，「かの白く咲けるをなむ，夕顔と申しはべる．

花の名は人めきて，かうあやしき垣根になん咲きはべりける」と，申す．げ

にいと小家がちに，むつかしげなるわたりの，この面かの面あやしくうちよ

ろぼひて，むねむねしからぬ軒のつまなどに這ひまつはれたるを，「口惜し

の花の契りや，一房折りてまゐれ」と，のたまへばこの押し上げたる門に入

りて折る． 
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（切懸：二本の柱の間に，横板を下から少しずつ重ねて打ちつけて作った板

塀） 

 

訳文 

切懸めいた物に，青々と茂った蔓草が気持よさそうに這いかかっている所

に，白い花が，自分だけはいかにも楽しげに咲いている．「向こうのお方に

お尋ね申す．そのそこに咲いている花は」と，独り言をおっしゃるのを，聞

きつけた御随身が，ひざまずいて，「あの白く咲いております花を，夕顔と

申します．花の名は人間なみでございまして，そのくせこうしてみすぼらし

い垣根に咲くものでございます」と申しあげる．その言葉のとおり，ほんと

に小さい家ばかりで，むさくるしいこの辺の，あちらこちらの，粗末でいま

にも倒れそうで，堂々としているとはいえない軒先などに，這って絡んでい

るのを，ごらんになって，「気の毒な運を持った花だな．一房折ってまいれ」

と仰せになるので，随身は，その押し上げてある門にはいって，花を折る． 

 

ウェイリーの英訳を始めとして，ドイツ語訳，フランス語訳，スウェーデン

語訳，オランダ語訳，イタリア語訳が出版されている．またロシア語訳，チェ

コ語訳，中国語訳, 朝鮮語訳などもある．このように，10 世紀から 11 世紀に

かけて，世界に誇ることが出来る紫式部と言う天才が，世界の人々から讃嘆を

与えられ，驚異をもたらされ，高く評価をされている．しかし，現時点におい

ても研究課題は数限りなく存在し，依然として未解決の問題がまだ限りなく存

在している． 
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1.4 科学的な手法を取り入れた研究  

 

近年，工学分野で発展してきた統計的手法や流れの可視化手法が文学などの

芸術の分野へも広がりを見せている．代表的な例としては，村上ら[18]が昭和

40 年代頃より，日本の古典文学の索引の整備を始め，長年の歳月をかけて『源

氏物語』全巻の単語を品詞分類を行なった．更に助動詞などの詳細な出現頻度

を算出し，数量化理論Ⅲ類による統計解析を行なっている．源氏物語の様々な

助動詞の出現頻度を解析したことにより，紫の上系と玉鬘系で助動詞の使い方

に差異がある事を示した．ただし単語の品詞分類には，5 人の専門家により数

年の年月が費やされた．また，井波ら[19]は，文学作品の分析は個人的経験，個

人的感覚に依存することが殆どであるが，線形空間論の正規直交系と離散値系

ウェーブレット変換を導入することにより，精緻な分析を行い客観的な評価を

与える方法を源氏物語に適用することを試みている．海外でも Carpena et al. [20] 

は，ドン・キホーテに現れる単語の出現頻度に関する統計解析を行ない，スペ

クトル解析により物語の特徴抽出を試みている．可視化手法の応用例としては，

Yamada and Murai [21, 22]は，シェークスピア劇における感情の変化を理解する

ために，ラプラス方程式を用いたデータ補間法を応用し，感情に関連したキー

ワードを色で表現することで，物語特有の可視化画像を作成する方法を提案し

ている． 

以上のように，古典作品に対する研究では，従来の文学的な視点からの研究

にとどまらず，科学的な解析手法を取り入れることで数値やグラフを通した客

観的な考察が可能になると考えられる．したがって，『源氏物語』に対する科

学的な手法を用いたアプローチは，現在もまだ明らかになっていない作者に関

する謎を解明するための手がかりとなる可能性がある． 
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1.5 本研究の目的  

 

『源氏物語』は非常に長い間，様々な研究が行なわれており，科学的な手法

を取り入れた新たな視点からの研究も行なわれている．しかしながら，従来の

科学的手法による文学作品の評価では，単語の品詞分類や統計解析により得ら

れた結果の理解のために，その文学作品に関する深い知識に基づく考察が必要

不可欠であった．本研究では，単語の抽出や統計解析において，コンピュータ

を用いた自動処理方法を適用することで，より客観性のある文学作品の特徴抽

出を可能にする方法を構築することを目的とする．また，本手法を『源氏物語』

を対象として検討することで，文学上での作者に関する謎に関しても考察を行

なう． 

本論文では，第 2 章に現在までに行なわれてきた文学的な研究についてまと

め，『源氏物語』に関する文学上の疑問を明らかにする．また，1000 年にわた

る伝統的な方法に関して解説し，内容についての文体の微妙な違いや感覚の違

いなどから複数の作家説が考えられたこと，構成の乱れから成立課程や執筆順

序への疑問がおこり，それが後期挿入説となって組み立てられてくる課程を示

す．第 3 章においては，統計的手法を用いた助動詞の計量分析を行い，得られ

た統計解析結果を元に『源氏物語』の構成について，クラスタリングにより評

価する方法について考察する．第 4 章では，文学的視点での研究から得られる

考察と科学的手法による解析結果から得られる結論を総括する．  
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第 2 章・源氏物語の概要と助動詞 

 

 本章では，『源氏物語』の概要や文学作品としての特長について，過去の文

学的な研究について解説し，文学上の謎について考察する．また，本研究で注

目した『源氏物語』の助動詞について，謎を解明する上での重要性について述

べる． 

 

 

2.1 緒言  

 

『源氏物語』[1]が書かれたのは 11 世紀初頭であるが，世界文学の古典の中

で『源氏物語』を凌駕している作品はないと言っても過言ではない．例えば，

江戸時代の国学者である本居宣長は，彼の作品の『玉の小櫛』[1]の中で以下

のように述べている． 

 

「やまと，もろこし，いにしへ，今，ゆくさきにも，比ふべき書はあらじ

とぞ覚ゆる」 

（この『源氏物語』は，日本文学の中でも中国文学の中でも，比較の対象

となるような作品を発見することの出来ない，奇跡の文学作品である．空

間的に超越しているだけでなく，過去・現在・未来にわたる時間をも超越

した一回きりの傑作である．） 

 

このように『源氏物語』を絶賛し，また世界のすべての文学作品の最高傑作と

して位置づけている．この王朝文学の最高峰である『源氏物語』をめぐって

は，様々な角度から，様々な研究者により研究が続けられている．Fig. 2.1 は 
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Fig. 2.1 源氏物語絵巻の例 

 

源氏物語の世界を描いた絵巻の例である．また，多彩な登場人物・その人物

論・思想論・主題論と共に流麗な表現力（平安時代の物語の中で，『源氏物

語』ほど精密な言葉づかいで書かれた作品は他に類を見ない）などは，いずれ

もこの物語の数々の疑問を探るに当たっての重要な研究課題であると言えよ

う． 

 

 

2.2 源氏物語の時代背景  

 

『源氏物語』が書かれたのは 11 世紀の初め，丁度千年前のことである[3]．

ちなみに，2008 年（平成 20 年）は『源氏物語』が記録の上で確認された時か

ら丁度 1000 年を迎えている．その時を記念し 11 月 1 日は「古典の日」と名づ
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けられている．本節では，源氏物語が書かれた時期の輪郭と，作者は紫式部で

あると言われていることについての謎にせまるため，紫式部が生きていた時代

に帰らなければならないと考える． 

源氏物語が書かれた時期は，文学史で平安時代と呼ばれている時である[4]．

この時代は，桓武天皇が都を山背国の平安京に遷された延暦 13 年（794）から

源頼朝が征夷大将軍に任ぜられ，鎌倉に幕府を開いた建久 3 年（1192）までの

およそ 400 年間であり，一つにはこの時代は中古とも言われている．更に寛和

2 年（986）に花山天皇が譲位され，一条天皇が即位された時を境として，前期

後期に分けて考えることができる．すなわち全期を通じて，世の中は藤原貴族

[5]の支配下にあり，その文学もほとんど彼ら貴族の専有に属していた．ここで，

当代の貴族の権勢・文化を支える経済的地盤について，貴族専有の文学のなり

たちの事情について付記しておく．上代における大化改新（646）[6]における公

地公民制の実施は，豪族専横の経済的基礎である土地人民の私有を禁じ，続く

大宝律令（701）の発布は法治国家としての体裁を整え，庶民の生活も保証され

たと思われたのであるが，庶民階級に課せられた租・庸・調・徭役などは著し

く過重であり貧農，庶民は貧しさの度が増すばかりであった．一方，皇族・貴

族達は土地についても，持っている財産についても，極めて有利な所有が認め

られた．更に墾田の永久私有法が認められ，（庶民は 10 町であるのに関わら

ず，親王および一位は 500 町，それ以下の貴族でも極めて有利な所有が認めら

れたため，貴族達や元々不輸租田を所有する大寺院・神社などは貧しい農民や，

土地を既に買収されて浮遊の境涯にある人々を集めて開墾をさせ，荘園と言わ

れる貴族・社寺の私有地を増やしていった．その全盛期は 4 世紀後半 5 世紀に

かけてであったが，曽我氏の勢力の勃興があり，皇室は曽我氏との妥協をはか

り聖徳太子の 17 条憲法（604）発布などがあったが，曽我氏の勢力は増大する

ばかりであったため，ついに曽我氏を滅ぼし大化改新となった．その後も不満

な皇族・貴族達の策動が続いたが壬申の乱（672）の後は，天皇の絶対的な権威，
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現人神としての信仰が庶民の間に確立された．中古に入り，藤原貴族はその権

威と信仰を利用し，庶民の上に立ったのである． 

中古前期の世相を一瞥すると，この時代は既に皇室の尊厳はあまね      

く認められ，皇室を中心とした貴族の社会は安定した時代であった．遣唐使[7]

の派遣は二回にすぎなかったが，多数の学問僧・留学生を日本に伴い仏教，医

学，陰陽道，音楽，美術その他にわたり唐の文化の普及は盛んであった．その

後，唐に内乱勃発がおこり，宇多天皇の御代に菅原道真の奏言により遣唐使は

廃止になり，自然に中国との交渉が絶えると共に，吸収した唐文化を下地にし

た日本固有の文化が新しく絢爛たる花を開いた[8]． 

中古時代の文化に著しい影響を与えた仏教は，『源氏物語』にも著しい影響

を与えている．この期に最澄・空海は新しく唐から天台・真言の二宗を携え，

この二宗は神道と融合し，また儒教や陰陽道を取り入れ，日本的な新仏教とな

り広く人心を把握した．このことは現世の幸，不幸を宿命・因果と考える知識

人の人生観に深く影響し，文学は，その主題に，思想に，人物論に，構想論に，

構成論に，この考えに支配され，用いられている．この仏教，陰陽道は，この

源氏物語の成立に大きな課題を提示している[9]．また『源氏物語』が書かれた

時期は平安時代のほぼ真ん中に位置している．この平安朝 400 年の間，最初 100

年を過ぎた頃，延期五年（905）に『古今和歌集』[10]が遷録された．次にまた

100 年たって 11 世紀に入ったばかりの頃，まず『枕草子』[11]，続いて『源氏

物語』が書かれたと考えられている．更に 100 年近くたった応徳 3 年（1086）

には，白河上皇により前期院政が始まったが，この年『後拾遺和歌集』[12]が勅

撰された．鎌倉幕府が開かれ，武家政治の時代が本格的に始まるのは，また 100

年ほどたった建久 3 年（1192）頃である．源氏物語はそのような平安時代 400

年の文学史のほぼ真ん中，11 世紀初頭に書かれた作品である．では，いつの年

代に書かれたかについての考察は，『紫式部日記』の中で，寛弘 5 年（1008）

11 月 1 日に，当代随一の才人と唱えられている左衛門の督藤原公任が，「あな
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かしこ，このわたりにわかむらさきやさぶらふ」と語ったとの事が記されてい

る．この時点では紫式部はまだ「紫式部」とは呼ばれておらず「藤式部」であ

ったと考えられる．また，ここで公任が「若紫」と言っていることは注目に値

する．「若紫」は源氏物語の第五帖の巻名であり，「若紫」の名前は，その巻

に初めて登場してきている．このことから寛弘 5 年 11 月 1 日の時点で，「若

紫」の巻は完成して居り，宮中で多くの人々が読んでいたことを示唆している．  

 

 

2.3 源氏物語の作者について  

 

紫式部の履歴は，現在でも全ては明確になっていない[13]．そのため，『源氏

物語』がいつ，どのようにして書かれたかは，現在でも正確には知ることが出

来得ないと言えよう．『紫式部日記』，『紫式部集』及び『源氏物語』の他に

は，同時代の作者の私家集の中に若干の資料を探索する以外に，紫式部を調査

する手がかりは殆どない．これまでに知られている紫式部の系譜を Fig. 2.2 に

記す． 

 

 

Fig. 2.2 紫式部の系図  
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雅正
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『源氏物語』の作者は紫式部と言われているが，『源氏物語』にはそのよう

な著者名はどこにも書かれていない．しかし，裏付けとして『紫式部日記』

[14]の中に『源氏物語』に触れている箇所が三箇所ある．下記に書き記すが，

この日記の著者と源氏物語の著者は同一人と考えることが出来るし，また，

『紫式部日記』の著者の歌が，『御拾遺和歌集』や『新古今和歌集』[15]等の

信頼される勅撰和歌集に採られており，その歌の作者名が紫式部となってい

る．このことから，『源氏物語』と『紫式部日記』との著者は同一人物であ

り，『源氏物語』の作者は紫式部だと考えられている．『紫式部日記』に見ら

れる『源氏物語』に関する記述は以下の三箇所である． 

 

(1) 左衛門の督「あなかしこ，このわたりにわかむらさきやさぶらふとうか

がひ給ふ．源氏にかかるべき人見え給はぬに，かのうえはまいていかでもの

し給はむ，と聞きゐたり． 

（左衛門の督藤原公任が「恐れ入りますが，この辺りに若紫さんはおいでで

しょうか」と中を覗かれる．光源氏に似たような方もここにはお見えでない

のに，まして私が紫の上だなんてとんでもない．そんな方はお出ででは御座

いません．と聞くだけは聞いた） 

 

このことは，公任が『源氏物語』を読んでいたことを示している．「あなか

しこ，このわたりにわかむらさきやさぶらふ」と言われたのは，中国唐代の伝

記小説『遊仙窟』[16]の文中の一場面に倣った箇所である．ここでの引用を読ん

で見ると，当時の女性がこれ程の読書をし，また引用をしている事を考えると

紫式部以外にはあり得ないと考えられる． 

 

(2) 左衛門の内侍といふ人侍り．あやしう，すずろによからず思ひけるも，

え知り侍らぬ心憂きしりうごとの，多う聞こえ侍りし．うちのうへの，源氏
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の物語人に読ませ給ひつつ聞こしめしけるに，「この人は日本紀をこそ読み

給ふべけれ．まことに才あるべし」と，のたまはせけるを，ふと推しはかり

に，「いみじくなむ才ある」と，殿上人などにいひちらして，日本紀の御局

とぞつけたりける，いとをかしくぞ侍る．この古里の女の前にてだにつつみ

侍るものを，さる所にて才さかし出で侍らむよ． 

（左衛門の内侍｛内裏の女官と中宮様付き女房を兼職していた人｝と言う人

がおります．妙なことに，私をひどく目の敵にしていて，こちらには身に覚

えのない悪口が，私の耳にも沢山聞こえて参りました．一条天皇が，源氏の

物語を女房に朗読させてお聞きになりながら，「この作者は日本書紀を読み

説いてくださるべきである．実に漢学の素養がある様子である．」と言われ

たのを，左衛門の内侍はその言葉の意味をよく考えず早のみこみをして「紫

式部はたいそう漢学の素養があるそうだ」と殿上人達に言いふらして，私に

「日本書紀の御局様」などとあだ名をつけたということは，甚だ笑止なこと

です．家の女房の前ですら漢文は読まないように謹んでおりますのに，そん

な日本書紀講義の会などで素養をひけらかすものですか） 

 

この日記によると『源氏物語』は間違いなく紫式部が書いた作品であると考

察される． 

 

(3) 源氏の物語，御前にあるを，殿の御覧じて，例のすずろごとども出でき

たるついでに，梅の枝に敷かれたる紙にかかせ給へる．すきものと名にし立

てれば見る人の折らで過ぐるはあらじとぞ思ふ給はせたれば，「折られぬも

のを誰かこのすきものぞとは口ならしけむめざましう」と聞こゆ． 

（源氏の物語が中宮様の御前に置かれており，殿がそれを御覧になり，例よ

って冗談などいい出されたその折りに，梅の実の敷き紙を手に取られてこう

お書きになられた．「梅の実は酸っぱくて美味なことで知られるから，手折
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らずに見過ごすものはいない，と思ふ．さて『源氏物語』の作者のお前は「好

き者」と評判だ．口説かずに見過ごす男はおるまいと思うが，どうかな？」

これを私に下さるので，「梅はまだ人に折られておりませんのに，誰が酸味

を食べて口を鳴らしたのでしょうか．心外ですこと．」と私は申しあげた） 

 

この『紫式部日記』の三項目は年月日不明記事である．しかし『源氏物語』

の作者，紫式部について，道長が歌の世界で紫式部と語った箇所である．平安

朝の歌の世界の定石では，夫婦ではない男女の場合，男は熱く迫り，女は冷た

く返すことが決まりであった．始めは中宮様の御前での歌の世界でのやり取り

であった．道長の屋敷に帰られている中宮様の前に，中宮様が御懐妊というこ

とで甘い香りの梅の実があり，そこには『源氏物語』の冊子もおいてあった．

ここに書き著されていることは，『源氏物語』には光源氏の数々の恋の物語が

盛りこまれている．そのため道長が紫式部のことを余程の恋を知っている，と

思っている事が書かれている．上記三個所からも，紫式部が，『源氏物語』の

作者であることは決定づけられる．この『紫式部日記』中に指摘した三個所は

他の多くの研究書の中にも取り上げられている． 

 

筆者は 2.2 節の中で紫式部が『源氏物語』の作者であることを紐解く手掛か

りとして『源氏物語』の内容にも触れた．『源氏物語』の第十条『賢木巻』の

桐壷院の御悩みの時の遺言書においてもそれが強く感じられる．以下は，『源

氏物語』第十帖『賢木』と，第一帖『桐壷』からの考察である． 

過去の研究書である室伏伸助の『源氏物語の構造と表現－「賢木」巻をめぐ

って－』[17]では，以下のように述べられている．”「賢木」巻は，現行源氏物

語の巻序にしたがえば，第十巻にあたり，主人公光源氏二十三歳の秋から二十

五歳の夏まで，足かけ三年におよぶ長い期間にわたって記している．前巻「葵」

巻あたりからきざしはじめた光源氏衰退の徴候が，この巻にいたるや堰をきっ
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て流れだし，その衰勢はとどまるところを知らず，一挙に主人公を須磨退去の

憂き目へおし流す動因をかたちづくっている．父帝の崩御をはじめとして，永

遠の恋人藤壺中宮の出家にいたるまで，何一つとして源氏方に好機をもたらす

要因は示されず，綿密な計画のもとに，主人公を悲嘆のどん底に突き落そうと

する作為の露わな巻――それが「賢木」巻の基本的な構造である．”  

「賢木」巻は，前述したように，光源氏衰退の路線がその全体をつらぬき，

構想の展開を可能ならしめているが，その内容は大きくみて，つぎの四つの山

をもっている． 

 

(1) 六条御息所の伊勢下向  

(2) 桐壷院の崩御と周囲の動静  

(3) 藤壺との逢瀬とその落飾  

(4) 朧月夜の君との密通露見  

 

第二主題である桐壷院の崩御とそれをめぐる人々の動静とは，次に引用する院

の崩御に先立つ遺言の部分にあると思われる．“女のまねぶべき事にしあらねば，

この片端だにかたはらいたし”これは，いわゆる草子地であり，物語の語り手で

ある女房に扮した作者の言葉である．また読者も女であるのがたてまえである

ため，このような表現をしている．また当時は，女が政治向きの発現すること

は禁句とされていた．しかし，この桐壷院の遺言そのものがすでに重大な政治

上の問題でもあり，語り手はこれをここに「まねび」語っている．実はその内

容まで語ってしまったがゆえの作者の事故隠蔽と考えられる．このように，物

語の語り手が不意に顔をだし，省筆を宣言している．このあたりを少し原文に

ついてみる．まず，父院を見舞う朱雀帝の行幸からはじまる． 
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第十帖 賢木より 

桐壷院の御病重く，帝に遺戒する．院の御悩み，神無月になりては，いと

重くおはしますに惜しみきこえぬ人なし．内裏にも思し嘆きて行幸あり．弱

き御心地にも，春宮の御ことを，かへすがへす聞こえさせたまひて，次には

大将（光源氏）の御こと，（院）「はべりつる世に変らず，大小のことを隔

てず，何ごとも御後見と思せ．齢のほどよりは，世をまつりごたむにも，を

さをさ憚りあるまじうなむ見たまふる．必ず世の中たもつべき相ある人なり．

さるによりて，わづらはしさに，親王にもなさず，ただ人にて，朝廷の御後

見をせさせむ，と思ひたまへしなり．その心違へさせたまふな」と，あはれ

なる御遺言ども多かりけれど，女のまねぶべきことにしあらねば，この片は

しだにかたはらいたし．帝も，いと悲しと思して，さらに違へきこえさすま

じきよしを，かへすがへす聞こえさせたまふ．御容貌もいときよらに，ねび

まさらせたまへるを，うれしく頼もしく見たてまつらせたまふ．限りあれば

急ぎ帰らせたまふにも，なかなかなること多くなん． 

（院の御病気が，十月になってからは，誠に重くおなりあそばす．世間で惜

しみ申し上げぬ者はない．帝もご心痛になられて行幸あそばされる．お弱り

になられたお心のうちにも，東宮の御事をかえすがえすご依頼になられて，

その次には大将（光源氏）の御事を，「わたしの在世中と変わることなく，

大小にかかわらず，心へだてなく，何事につけても源氏をお世話役とお思い

になってください．世の政を執り行う器として，少しも心配はあるまいと思

っているのです．必ず世の中を治めうる相のある人です．そう言うわけであ

るから，わたしはめんどうなことの起こるのを恐れて，親王にもせず，臣下

として朝廷の御世話役をさせようと思ったのです．わたしのこの気持におそ

むきくださるな」と，胸をうつようなご遺言があれこれ多かったのであるが，

女の語り伝えるべきことでもないので，ここにもらした片端でさえも気がひ

ける．帝もじつに悲しいお気持ちになられて決してご遺言に違反申しあげな
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い由を，くり返しくり返しお答え遊ばされる．院は，帝の御容貌も実に清ら

かで，ご成長になられるにつれてますますご立派おなりあそばすのを御覧に

なって，嬉しく頼もしくおぼしめされる．定まりがあることとて急いでお帰

りあそばすにつけても，かえってお心残りが多いのである．） 

 

上記の箇所で，桐壷院の御悩みの時の遺言を記した後にも「あはれなる御遺

言ども多かりけれど，女のまねぶべきことにしあらねば，この片はしだに，か

たはらいたし」と言っているので，女の筆であることには疑問がない．同時に

その女が紫式部であることは，更に紫式部日記を見ても明確である．このよう

に，光源氏を後見として重んじるようにと仰せられる院の遺言は同席した光源

氏に，「おほやけに仕うまつり給ふべき御心づかひ，この宮（春宮）の御後見

し給ふべきことを，かへすがへす宣はす」のみであった．しかし院の御崩御は

源氏方に与えた影響の大きさは，はかりしれないものがあったのは当然の事で

ある．その一つ一つを作者は克明に描いており政変の只中にあることが，ひし

ひしと感じられる． 

“桐壷院の御病重く，帝に遺戒する．”を，少しここで補足しておく．原文の

中では，（院のご容態が十月になってからは，ますます重くなられ，御回復に

向かわられる事はなかった．病に蝕まれると言うより帝の御心が生き続けられ

る意志を喪われてしまわれたかのようだった．）と書き留めてある． 

“次には大将の御こと，「はべり（つる）世に変わらず，大小のことを隔てず，

----」”では，「つる」と言う完了の助動詞を用い，院は既に自分の死を既定のこ

ととなされている．ここで何故，院は御覚悟をお決めになられたのかを考えて

見ると第一帖「桐壷」の巻にも関連してくる事に行き当たる．賢木の巻に著さ

れているが，院は次の東宮は定子皇后の遺された長男の敦泰親王であると思っ

ておられたのに，中宮彰子の御子，次男の敦成様であった事，もし敦泰様が東

宮と決まったのであれば，はかばかしい後見人を持たれぬ敦泰様のため，せめ
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て御即位の折までは生きなければ，と思われたのではないのかと考えられる．

その事は第一帖「桐壷」の内容と関連づけられて考えられる． 

『源氏物語』は桐壷帝の物語から始まる．桐壷帝は光源氏の父帝であり， 源

氏の母をこよなく愛し，そして光源氏を格別に可愛がった方である．物語はそ

の桐壷帝が即位した直後の時期から語り起こされる．第一帖「桐壷」は次の文

章で始まる． 

 

いづれの御時にか，女御更衣あまたさぶらひたまひける中に，いとやむごと

なき際にはあらぬが，すぐれて時めきたまふありけり． 

（どの帝の御代であったか，女御・更衣が数多くお仕えになっている中で，

それほど高い身分ではない方が他よりすぐれて帝の御寵愛を得て，人々から

羨望されていたとのことである．） 

 

“いづれの御時にか” 

作者は作中の年代を明示せずに，まず巻頭に「どの帝の御代であったか」と

提示している． 

 

“女御・更衣あまたさぶらひ給ひけるなかに” 

天皇の近くにはこうした女性が何人も仕えているのが常であった．その女性

の間で誰が最も深く，天皇の寵愛を受けるかが最大の関心事であった． 

 

“いとやんごとなき際にはあらぬが” 

帝の寵愛を受けるのは，多くは大臣・摂政・関白などの高い家筋の娘達であ

った．この物語では，女御や更衣が数多くお仕えしていた中で，それ程高い身

分ではない． 
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“すぐれて時めき給ふありけり” 

誰よりも帝の寵愛をこうむっていらっしゃる方があった． 

 

この文章からは帝の名前も妃の名前も分からないが，帝は桐壷帝，帝が格別

に寵愛した妃とは桐壷更衣である．更衣とは固有名詞ではなく，天皇の妃の地

位を示す呼称である．妃の位としては，一番高い位が皇后・中宮・この二つの

位は同格であり，次いで女御・一番低い身分が更衣である．その更衣が「桐壷」

と言う殿舎に住んでいたため，桐壷更衣と呼ばれ，その彼女を寵愛した帝なの

で桐壷帝と呼ばれる．これがこの人々の名前の由来である． 

次いで天皇，皇子の結婚について触れる．当時は現在のような一夫一婦制で

は無く，天皇には何人かの配偶者があった．正式の配偶者は皇后であり，皇后

は二人は立つことが出来ない制度であった． 

一条天皇の時，藤原道隆の娘，定子が入内して皇后の位であった（定子皇后

に仕えた女房が清少納言であり，枕草子の作者である）．そこに藤原道長（藤

原道隆の弟）の娘の彰子（彰子中宮であるが，彰子中宮に仕えた女房が紫式部

で源氏物語の作者である．）も入内したため中宮と称し，皇后と同格とした．

以後皇后が二人になるときには，後で皇后になったものを中宮と呼び皇后と区

別したが，資格に相違は無かった．女御は多くは内親王や女王の中からなるも

のであったが親王や大臣の娘もそれに選ばれた．女御の中から皇后に進む者も

出ているので，誰が女御に選ばれるかについて，摂関家や大臣家などでは神経

とがらせていた．更衣は女御の下の位に属していた．それは親が納言及びそれ

以下の者の娘だからである． 

帝の寵愛を受けるのは，多くは大臣・摂政・関白などの高い家筋の娘達であ

った．その中で源氏物語では，最下位の位である更衣が帝寵を一身にあつめて

いるのである．当時は娘を皇后の位置につけ，男子を儲けその子供が次代の皇
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位に就くことを待ち，その外戚として政治権力をふるうことを大臣家の人々は

期待していた． 

『源氏物語』は，男女の間に生じる様々な事件を扱った作品である，と言わ

れているが，当時の結婚の方法，その時代，その社会での慣習あるいは倫理に

より位置づけられ，意味づけられている．光源氏の父の桐壷帝は歴史上の醍醐

天皇になぞらえられ，桐壷帝の二十余の治世は「聖代」として理想化されてい

る．『源氏物語』はそうした王権と政治を主題とする物語であり光源氏の物語

も王権の主題と深く関わっている物語である． 

皇子光君の誕生は，第一帖「桐壷」に 

 

前の世にも，御契りや深かりけん，世になくきよらなる玉の男皇子さへ生ま

れたまひぬ 

 

と語られている．しかし， 

 

かしこき御蔭をば頼みきこえながら，おとしめ，疵を求めたまふ人は多く，

わが身はか弱く，ものはかなきありさまにて，なかなかなるもの思ひをぞし

たまふ． 

（更衣は，勿体ない帝のご庇護におすがり申してはいながらも，同輩の妬み，

嫉みに傷つけられ，御自身は病弱であり里下がりを帝に願い出るものの，お

許しにならない．やっと退出を許されたが「夜半うち過ぐるほどになむ，絶

えはてたまひぬる」と，更衣の里の物が泣き騒ぐ．） 

 

となる．その後，とうとう更衣は病を得て亡くなってしまった． 

月日がたち若宮が参内なされた場面では， 
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月日経て，若宮参りたまひぬ．いとど，この世のものならず，きよらにおよ

すけたまへれば，いとゆゆしう思したり． 

（いままでにもまして，この世のものとも思えないほど，気品高く御成長に

なられたので，帝は不吉なことが起こらないかと不安な感じをお持ちになら

れた．） 

 

と述べられている．その後の場面では，以下のような記述もある． 

 

明くる年の春，坊定まりたまふにも，いとひき越さまほしう思せど，御後

見すべき人もなく，また世のうけひくまじきことなりければ，なかなかあ

やふく思しはばかりて，色にも出させたまはずなりぬるを，さばかり思し

たれど，限りこそありけれ，と世人も聞こえ，女御も御心落ちゐたまひ

ぬ． 

（翌年の春，東宮がお決まりになるときにも，第一皇子をとび越えてこの

若宮をたてたいと強くおぼしめすが，ご後見すべき人とてなく，また世間

の承知するはずのないことであったから，かえって若宮のために危ないと

ご遠慮なされて，そのことを気ぶりにもお出しにならずじまいであったの

で，あれほどおかわいがりになっていらっしゃったけれども，やはり限度

があったのだなと，世間の人もお噂申しあげ，弘徽殿女御もご安心になら

れた．） 

 

今は内裏にのみさぶらひたまふ． 

（若宮（皇子）は，いまは宮中にばかりおいでになる．）  

 

七つになりたまへば，読書始めなどせさせたまひて，世に知らず聡うかし

こくおはすれば，あまり恐ろしきまで御覧ず．・・・わざとの御学問はさ
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るものにて，琴笛の音にも雲ゐをひびかし，すべて言ひつづけば，ことご

としう，うたてぞなりぬべき人の御さまなりける． 

（七つになられたので，読書始めなどあそばされて，世にも類ないほど聡

明で賢くいらっしゃるので，帝は，あまりのことで恐ろしいとさえごらん

になる．・・・表向きの学問は申すに及ばず，琴，笛の音にも，宮中をあ

げて驚嘆させ，そのほか一つ一つ数え立てていくと，大げさすぎて，いや

になってしまうようなご様子だったのである．） 

 

 作者はここで一つの大きな課題を提示している．その頃，高麗人の人相身が

来朝していたので，皇子の身分を隠してその人相身に見てもらった．「桐壷」

での上記の記載の後，次のような記載がみられる． 

 

そのころ，高麗人の参れるなかに，かしこき相人ありけるを聞こしめして，

宮の内に召さんことは，宇多帝の御戒めあれば，いみじう忍びて，この皇子

を鴻臚館に遣はしたり．御後見だちて仕うまつる右大弁の子のやうに思はせ

て率てたてまつるに，相人驚きて，あまたたび傾きあやしぶ．「国の親とな

りて，帝王の上なき位にのぼるべき相おはします人の，そなたにて見れば，

乱れ憂ふることやあらむ．おほやけのかためとなりて，天の下を輔弼くる方

にて見れば，またその相違ふべし」と言ふ． 

（その頃，高麗人の勝れた人相身が来朝していたので帝は皇子の身分を隠し

て見せられた．すると人相身は驚き「帝王と言う無上の位にのぼるはずの相

のおありになる方であるが，その位につくと国がれ，民が苦しむことが起こ

るでしょう．しかし，臣下となって天下の政治を補佐する役をなさるかと見

ると，それも違うようです」と何度も何度も首をかしげあやしんだ．かねて

日本流の人相見も同じことを言っていたので，あらためてインド流の星占い
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に見せると，その答えも同じであったため，帝はこの皇子を親王とせず，臣

下にくだして源氏とされたのである． 

 

すなわち，皇子（光君）は「国の親」となり，必ず「帝王の位」にのぼるは

ずの相を持っている．だが帝王になる方向で見ると乱憂が予見される．しかし，

決して天皇を補佐する臣下の相ではないと断言している．相人はここではっき

りと光皇子には「帝王の相」があると予言しているのである．このことについ

て原文にある記載を引用する． 

 

帝，かしこき御心に，倭相を仰せて思しよりにける筋なれば，今までこの君

を親王にもなさせたまはざりけるを，相人はまことにかしこかりけり，と思

して，無品親王の外戚の寄せ無きにては漂はさじ，わが御世もいと定めなき

を，ただ人にておほやけの御後見をするなむ，行く先も頼もしげなめること

と思し定めて，いよいよ道々の才を習わせたまふ．際ことにかしこくて，た

だ人にはいとあたらしけれど，親王となりたまひなば，世の疑ひ，負ひたま

ひぬべくものしたまへぼ宿曜のかしこき道の人に勘へさせたまふにも，同じ

さまに申せば，源氏になしたてまつるべく思しおきてたり． 

 

上記最後の言葉である「宿曜のかしこき・・・・・・おきてたり．」は，「宿

曜道の名人に判断をさせて御覧になっても，やはり同じようにお答え申し上げ

るので，臣下に列して源氏にしてさしあげることにお決めになった．」という

意味である．言うまでもない事であるが「源氏」は「皇子」と殆ど同等の意味

に用いられている．「源氏」とは皇族を臣下の列にくだしたときに与える姓氏

のひとつである．嵯峨天皇が皇子・皇女を臣下の列にくだしたとき最初に「源」

と言う姓を賜わって以来，皇族が臣下に降下するときにはみな「源」と言う姓

を賜わる慣習が生じたという．また，この「光る君」と言う名前は高麗人がつ
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けたということである．『光源氏』の誕生である．帝は光君を東宮になさりた

いと思っておられたのに，なぜここで臣下になされたのであろうか．その理由

は，「光源氏」が帝王になられると，「乱憂が予見される」と言う占いにあっ

たと考えられる．後見のない光君が親王になると皇位継承の争いに巻き込まれ

るに違いないと判断なされ，帝はそのような乱憂を予め回避なされたのである．

しかし，考えてみると，高麗，日本，インドと言う三つの流儀による人相見が

一致した見立てであっても予言者の言うような地位があるのだろうか．古代に

おいては，予言は必ず実現するものだと考えられていた．光源氏に「帝王の相」

がある以上，帝王はただ一人の存在であるので，帝王にあらざれば臣下でなけ

ればならないはずである．ところが，帝王でもなく，臣下でもない．と三つの

流儀の人相見が重ねて判断したと言う．前述のように「予言」は必ず実現する

ものなのであるからこのことは解決される使命を持っているはずである．この

ことについて，作者は第三十三帖「藤裏葉」で答えを与えている． 

ここで，紫式部が『源氏物語』の作者である事を，第一帖「桐壷」と第十帖

「賢木」の共通点から求める事を試みる．第十帖「賢木」では，桐壷帝は退位

されても，以後は上皇として世を見守り続けられる，と誰もが思っていたのに

違いない．しかし，そのことについては，御意は向かわれる事はなかった．帝

は早々に覚悟をお決めになられていたのだと思われる．次の東宮が定子皇后の

御子，長男の敦康親王ではなく，中宮彰子様の御子次男の敦成様と定まったこ

とは，帝も数々のことをお考えになられたことと考えられる．ここに第一帖「桐

壷」と第十帖「賢木」の共通点が見られる．同時に作者が紫式部であることが

示されている．紫式部が目の前の事件として見聞きしている中関白家（なかの

かんぱくけ，定子皇后の一族）の人々の没落の姿は，藤原貴族政権の移り変わ

りの事象であると受け止められる． 

第一帖「桐壷」と第十帖「賢木」が同じ作者であることは疑問の余地はない

が，第一帖「桐壷」は物語であり，第十帖「賢木」は紫式部が見た歴史的・社
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会的事象を源氏物語のなかにとり入れている．この事について紫式部は，『源

氏物語』の第二十五帖「蛍」の巻で，光源氏の口を借りて物語論議を展開して

いる． 

源氏物語の主題は何かについての議論には数々のものがある．主題について

は続いて記す物語の展開と成立課程についての池田亀鑑，武田宗俊の提案につ

いての所で述べる．第二十五帖「蛍」での物語論の中に，作者には言いたいこ

とがあると言わしめているが，主題が何であるかと言っているわけでは無いと

思われる．第二十五帖「蛍」の巻からの物語論を抜粋する． 

 

殿も，こなたかなたにかかる物どもの散りつつ，御目に離れねば「あなむつ

かし．女こそものうるさがらず，人に欺かれむとうまれたるものなれ．ここ

らの中にまことはいと少なからむを，かつ知る知る，かかるすずろごとに心

を移し，はかられたまひて，暑かはしきさみだれの，髪の乱るるも知らで書

きたまふよ」とて，笑ひたまふものから，また「かかる世の古事ならでは，

げに何をか紛るることなきつれづれも慰めまし．さてもこのいつはりどもの

中に，げにさもあらむとあはれを見せ，・・・このごろ幼き人の，女房など

に時々読まするを立ち聞けば，ものよく言ふ者の世にあるべきかな，そらご

とをよくし馴れたる口つきよりぞ言ひ出だすらむとおぼゆれど，さしもあら

じや」とのたまへば，・・・「音もなく聞こえおとしてけるかな．神代より

世にある事を記しおきけるなり．日本紀などはただかたそばぞかし．これら

にこそ道々しく詳しきことはあらめ」とて，笑ひたまふ． 

 

上記の「光源氏」の口を借りての物語の論議の展開について，日本古典文学全

集の校注者である阿部秋生，秋山虔，今井源衛は次のように述べている． 
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“まず物語とは，「まこと」の少ないもの，端的にいえば「いつはり」で，人

を欺きはかるものである．「すずろごと」「はかなしごと」といわざるをえ

ない，そのような物語を作るのは「ものよく言ふ者（おしゃべり）」で「そ

らごと」をしなれた人間だろうといわせる．この言葉に相手の玉鬘がむきに

なって反発すると，光源氏は「神代より世にある事を記しおきけるななり．

日本紀などはただかたそばぞかし．これらにこそ道々しく詳しきことはあら

め」といって，笑ったとある． 

上記の「神代より・・・」の解釈は，（物語というものは神代以来この世

にあることを書き残したものといいます．日本紀などはほんの片はしにすぎ

ないものです．これら物語にこそ，かえって公の道理にもかない，委細を尽

くした事柄が書かれてあるのでしょう，と言ってお笑いになる）である．こ

れも，「歴史」という重荷をひきずって苦しんできた物語作者の実感に由来

する筆にはちがいないが，しかし，光源氏にこう言わせたとき，作者は，じ

つはこの「歴史」の重荷を捨てることができたといえるのでなかろうか．歴

史を尺度として，物語にはうそがある．「いつわり」だ，「そらごと」だ，

といわれることが苦にならなくなった，のだと思われる．物語は物語として，

歴史とは別に評価すればいいのだという確信をやっともつことができたも

のらしい．光源氏は右に続けて次のような趣旨のことをいっている．事のよ

しあしは別として世にある人間の生活のうち，それを見聞した者が胸ひとつ

に納めておけない話題で，後の世の人に語り伝えたいこと，それが物語の中

身である．だが，それを物語が伝えるときには，誰それと実名をあげ，事の

次第をありのままに語る事はしないし，よきにつけあしきにつけ強調して語

ることをするが，このような虚構があるからといって，この世のことならぬ

無根の事実（そらごと）を語っているわけではない．深浅の差はあっても，

人間の姿を語るものである．それを「そらごと」いってしまっては物語とい

うものの真実の姿をとらえそこなうことになる． 
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この後に，仏典の方便説法を比喩として引いて，仏法の真実とは無縁とも

思われる方便説も，手繰ってゆけば真実そのものにたどりつく，それと同じ

ように，虚構の物語が人間の真実を語るのだと，これも光源氏の口を借りて

いわせる．しかも，光源氏が真面目にそういった，と注をつけている．つま

り，作者は，「方便即真実」といういい方に準じていえば，「虚構即真実」

とでも言うべき論を展開したことになるのだろう． 

物語には（うそ）がある，という非難にくるしんできたこの人は，いまや

逆に，その（うそ）の世界を作ることによって世に経る人の偽りのない姿を

語ることができるのだ，といいきった．もっとも，歴史の圧力は絶大だった

から，さすがに，物語は歴史より上だ，とは冗談めかしたいい方しかいえな

かったにはちがいないが，しかしともかくも，物語は物語だ，歴史の尺度で

物語を評価してはならない，といってのけた．強くいえば，うそのあること

が物語の特徴なので，そのゆえに物語は，歴史とはちがった秩序をもつ独自

の表現方法だという．いわば居直ったようなところのある主張である．“ 

 

これは，今日になってみれば，何の変哲もないありふれた物語理論であるが，

当時，これだけのことをいった者はいなかった．紫式部は，源氏物語の作者で

あるが，彼女が選んだ表現方法は物語の方法であった．物語は「作り物」であ

り「そらごと」であると非難されたことと考えられる．「女の御心をやるもの

なり」といわれ，和歌，漢詩とは比較にならない低い評価であった．作者とし

て，第二十五帖「蛍」の巻に，つづられているように，物語の中に「史実」と

「虚構」をさりげなく埋め込み，物語の展開に必然性を与え，現実感をたかめ

ていったと思われる． 

第一帖「桐壷」を見ると助動詞「けり」を頻繁に用い，「いづれの御時にか，

女御・更衣あまたさぶらひ給ひけるなかに，いとやんごとなき際にはあらぬが，

すぐれて時めき給ふありけり．」と記述している．このことにより作者は作中
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の事件の年代を明らかにせず，助動詞「けり」を用い「非体験」，「不確実」，

「伝聞」の意味を表している． 

また史実（根拠）に該当する箇所を以下に抜粋する． 

 

(1) 帝子院の長恨歌の御絵  

この頃，あけくれ御覧ずる長恨歌の御絵，帝子院（ていじのいん）の画かせ

給ひて，伊勢，貫之によませ給へる，大和言の葉をも，唐土の詩をも，ただ

その筋をぞ，枕言にせさせたまふ． 

（この頃朝となく晩となく御覧になる長恨歌の御絵，それは帝子院が御描か

せになって，伊勢や貫之に和歌をお詠ませになったものだが，和歌について

も漢詩についても，もっぱらこの長恨歌のような題材を明け暮れの話題にな

さっている．） 

 

桐壷更衣を亡くされ悲しみに沈む桐壷帝が，宇多天皇が描かせた「長恨歌」

の絵を御覧になり，悲しみを慰められたという記事である．帝子院は，いまの

東西両本願寺の間あたりにあった上皇の御所．宇多上皇がここに住まわれたの

で宇多上皇の通称になった．長恨歌は，中唐詩人白居易の長詩である．「御絵」

はその「長恨歌」の内容を絵にしたものである．『伊勢集』によると帝子院の

書かせた長恨歌屏風に，伊勢が十首の歌を詠じている．この『長恨歌の御絵』

はその史実によるものである． 

 

(2) 宇多帝の御遺誡 

そのころ，高麗人の参れるなかに，かしこき相人ありけるを聞こし召して，

宮の内に召さむことは，宇多帝の御誡めあれば，いみじう忍びて  
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（そのころ，高麗人の来朝している者の中に，すぐれた人相身がいたのを帝

がお聞き遊ばされて，宮中に外国人をお召しになることは宇多の帝の御誡め

があるので，とくに内密にして，） 

 

桐壷帝は高麗の相人に光君の相を観させる時に「宇多の帝の御誡め」がある

ので相人を宮中に召さず，光君を鴻臚館に行かせたという記事である．いわゆ

る寛平遺誡（かんぴょうのごゆいかい）である．宇多天皇が幼少の醍醐天皇に

譲位なさるにあたり，心得とすべきことを書きのこしたもので，その中に外国

人と会う場合は，御簾を隔てて会い，直接対面してはならないと戒められてい

る．ここに物語の「いづれの御時にか」と始まる言葉，それはどの天皇の御代

なのかと言う疑問に答えをだしている．桐壷帝はあたかも宇多天皇の子供であ

るかのように語られている．それは漠然と時代を表しているのではなく，「延

喜の御時」，醍醐天皇の時代をほのめかしている． 

物語の，桐壷―朱雀―冷泉という天皇の系譜は，歴史上の醍醐－朱雀―村上

という天皇の系譜に重ねられる．このように，物語の天皇の系譜と歴史上の天

皇の系譜が重ねられる事を考えてくると，桐壷帝の皇子，光源氏は醍醐天皇の

皇子，源高明に相当すると考えられる．また醍醐天皇の時代の年号は「延喜」，

村上天皇の年号は「天暦」であるが，この間の史実を物語の中に取り入れその

時代の色合いを持たせていると考えられる． 

 

(3) 鴻臚館 

この皇子を鴻臚館に遣はしたり． 

（この若宮を鴻臚館にお遣わしになった） 

 

鴻臚館とは，外国使臣を接待し宿泊させるための官邸である．玄番寮（げん

ばりょう）の所管であり，七条朱雀にあった．Fig. 2.3 に平安京条図を示す． 
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Fig. 2.3 平安京条図（日本史辞典[18]より） 

 

第一帖「桐壷」と第十帖「賢木」とは紫式部の筆によるものである事は明白

に証明されている．そのことは次のことでも証明出来る．前述「桐壷」と「賢

木」の場所で抜粋しているが， 

 

前の世にも御契りや深かりけむ，世になくきよらなる玉の男皇子さへうま

れたまひぬ 

 

と語られている．桐壷帝が光源氏を心から次の東宮になされたかったのである．

それは前述の抜粋でも明らかであるが，この世にまたとないと思われる美しい
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玉のような男の子光源氏は，比類なく聡明で利発，神才と美貌で内裏を圧して

いた．しかし帝は光源氏を臣籍に下した．このことはやはり繰り返しになるが

「光君が帝王になるとすると，乱憂が予見される．」と言う占いにあったと考

えられる．またもう一つの理由は，外戚のいない皇子が東宮になられるはずは

なかった．それどころか外戚のいない皇子の将来を考えられると，「後見のい

ない光君」が親王の地位にあると皇位継承の争いに巻き込まれて不幸な目に遭

うに違いないと帝は判断されたからである．この「後見のない」ことを考えら

れると帝はそのような乱憂を予め回避なさろうと考えられたのである． 

第十帖「賢木」においても運命の物語としては全く類似するところがある．

桐壷帝（歴史上の一条天皇）は退位された．しかし以後は上皇としてこの世を

納めてゆかれるものと誰もが信じていたと考えられるが，帝は病まれてしまわ

れたのである．御快癒を願って大赦や祈祷がおこなわれ，仏像も急ぎ作られる

など，次々と手が尽くされたにもかかわらず，ご容態は快方に向かわれること

はなかった．次の東宮は定子皇后の遺された御長男敦康親王ではなく，中宮彰

子様の御子，御次男の敦成様と決まってしまった．帝は始めは敦康様の御即位

をお考えになっておられたのに違いない，しかし敦成様のご誕生以来皇位継承

については御悩みになられたことと，察せられる．敦成様擁立にかける藤原道

長の執念の思いは，大方の目にも明らかであり，現実の世界でも藤原道長をは

じめ，公卿の大半は敦成様の立太子を臨んでおられるはずである．それは背後

に，政権をめぐっての葛藤があったのに違いないからである．定子皇后の父藤

原道隆は道長の兄であるが，他の道長の兄も亡くなり，中関白家（定子皇后の

一族）の人々，特に才人藤原伊周（ふじわらのこれちか）の没落の姿は，平安

中期の歴史的事実を無視する事は出来ないのである． 

当時の歴史をたどり，例えば，文学史年表によると長徳一年（995）に始まる

中関白藤原道隆（享年 43）と道兼（享年 53）の死により，藤原道長内覧となり，

ついで右大臣となる．長徳二年（996），藤原道隆の子息である伊周，隆家，皇
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后定子たちの無惨な末路などは，世上の噂としても名高かったのであるに違い

ない． 

定子皇后所生の第一皇子敦康親王が，母定子皇后の崩御の後，中宮彰子を母

代りとしてその御在所を共にしておられたことなどはすべて史実である．紫式

部が宮仕えに出たことによって経験したことで，史実を物語の中に取り入れら

れた事が出来たと考えられる． 

『源氏物語』の桐壷帝が，光源氏をこの上なく愛し，溺愛され，東宮にたて

たいと願われたが，外戚のいない皇子の将来を考えられて，敢えて即位の道を

絶たれた．同じように「賢木」の巻の桐壷帝は，死に向かい死の床で，光源氏

の即位を絶たれた事を振り返られながら，言われた言葉は下記の通りである． 

 

必ず世の中たもつべき相ある人なり．さるによりて，わづらはしさに，親王

にもなさず，ただ人にて，朝廷の御後身をせさせむ，と思ひたまへしなり． 

（源氏は，かならずや世の中お治めることができる相のある男だ．だが，だ

からこそわたしは，厄介事が起きてはならないと考えた．それであれを親王

にもせず，臣下の身分で帝の政治を補佐させようと思うたのだ．） 

 

大方の人々が敦康様の立太子を望んでいない．そのような情勢のなかで，東

宮の位を与えても，世の乱れを呼び敦康様の不幸につながるかもしれないと，

考えられた事と思われる．そのために帝は敦康様の東宮の座を断念されたに違

いないのである．帝は桐壷帝と同様に，そのようにお考えになられたはずであ

る．ここに，物語である，第一帖「桐壷」の帝と，史実である敦康様の擁立を

断念なされた帝は，同じ情を待たれている．ここで，現実の帝と，『源氏物語』

の帝とが同じ心をもたれたことで，重なっているのである．当然のことながら，

桐壷院の崩御が源氏方に与えた影響の大きさは，はかり知れないものがあった．

年が改まり春がめぐって来ても中宮御所の寂寞の日は続いた． 
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年かへりぬれど，世の中今めかしきことなく静かなり．まして大将殿は，も

のうく籠りゐたまへり．除目のころなど，院の御時をばさらにも言はず，年

ごろ劣るけぢめなくて，御門のわたり，所なく立ちこみたりし馬車うすらぎ

て，宿直物の袋をさをさ見えず． 

（年が改まったが，諒闇中（天皇のための喪中）であるからとて，世の中は

はなやかなこともなく，ひっそりと静まりかえっている．まして源氏の大将

殿は，無性に憂鬱な思いでひきこもっておいでになる．除目のころなどは，

院のご在位中はいうまでもなく，ここ数年間もそれと変わるところがなくて，

君の御門のあたりには隙間もないほど立てこんでいた馬や車が，いまではす

っかり減って，人々の詰所に宿直物の袋もほとんど見えない．） 

 

上記描写にしても，この政変の只中の時代が理解できる．桐壷院の崩御がも

たらす源氏方の衰運が位置づけられ，またその事実は物語の背後にひそむ政治

の世界をあばきだしている． 

皇子は十二歳で元服された．その式は皇太子に劣らず立派におこなわれた．

元服の日，光る源氏は左大臣の意向によってその一人娘の葵の上と結婚した．

この結婚の意味合いは桐壷帝が左大臣と組んで，東宮の外祖父である右大臣の

勢力の慎張を抑えるための政略結婚であった．その政略は見事に成功し，右大

臣の勢力は一気に衰えたと語られている．日向一雅の『源氏物語の世界』から

の抜粋を次に示す．  

 

“右大臣家はこれまで何かにつけて桐壷帝に圧力をかけて，東宮の即位を早

めようとしてきたが，今やそれは不可能になった．これ以後の約十年間，桐

壷帝の強力な親政のもとに文化隆盛の時代が到来する．桐壷帝の父院の長寿

を祝う朱雀院の紅葉の賀宴（紅葉賀巻）や，紫宸殿の桜花の宴（花宴巻）は
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桐壷朝聖代の証であった．光源氏の人生はそうした桐壷帝と左大臣の強力な

庇護のもとに順風満帆であった．人々は常に源氏を称賛し，儀式の場では「ま

ずこの君を光にし給へば」（花宴巻）ともてはやした．” 

 

しかし，光る君は自分の母更衣の生き写しと言われる藤壺の女御を慕ってそ

の左大臣の娘である葵の上のもとに行くことは少なかった．これで桐壷の巻は

終わっている．当然読者は第二帖以降の展開を期待していると思われる．つい

で第二帖「帚木」に読み進むと，その巻頭の文章はかなり難しい．しかしここ

には『源氏物語』を読み解く大切な鍵がひめられているのである『源氏物語』

の成立課程はどのような順序であったのか，この課題は，従来，様々な角度か

ら多くの議論が交わされてきている．しかし，諸説紛糾したままであると思わ

れるので，その考察のためには，巻の巻末と巻頭の連続性を手掛かりとして探

ってゆく方法を，文学的見地として，第一に検証してゆく事が有効であると思

われる．しかし「桐壷」巻から「藤裏葉」巻までの三十三帖まで考察するため

には巻数が多く，考証も煩雑であり，頁数も要するため詳細は付録に記す． 

 

 

2.4 『源氏物語』の構成  

 

『源氏物語』は，全部で 54 帖から構成される長編小説であるが，その成り立

ちや執筆順序については，成立論として様々な研究がなされてきた． 

第二帖「帚木」巻の巻頭で感じる違和感に最初に言及したのは本居宣長であ

る．彼は『源氏物語』研究の集大成である『源氏物語玉の小櫛』[20]の第五巻の

初めに「いひ消たれ給ふとが多かんなるに」，「かかる好きごと」とかあるが

「桐壷」巻にはそのような事は書かれていないと述べている．また「語り伝へ

けむ」と書かれているのもこれから後の事をいうのだと宣長は注を加えている．
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次いで 1922 年に和辻哲郎はこの点の重大さに気付き，「帚木」巻冒頭が含む問

題をめぐる氏の見解を 1922 年に『源氏物語について』を公にした（後に『日本

精神史研究』[21]に所収．その後，阿部秋生が十数年後に，第五帖「若菜」の巻

を中心に考察を加え，源氏物語の執筆の順序に関する問題を大きく発展させた

[22]．次いで玉上琢彌の「源語成立考」[23]等を経て，武田宗俊の『源氏物語の

研究』[24]において確固たる見解が人々の前に提出された．ここにいわゆる成

立論と呼ばれる研究が主張されるに至ったのであった．それは次のような内容

のものである．『源氏物語』は五十四巻から成っており，ある順序で並んでい

た．そのため，当然この順序で書き続けられたものと本居宣長以来の学者達は

信じてきていた．ところが，武田宗俊は研究の結果，次のような見解に達した．

武田宗俊が「源氏物語の最初の形態」という論考を著わし[24]，本居宣長以来の

『源氏物語』の読み方を否定して，本来の『源氏物語』理解への方向を確立し

た．武田宗俊の論は『源氏物語』全体を， 

 

第一部 ①桐壷から㉝藤裏葉まで 

第二部 ㉞若菜上から㊶幻まで 

第三部 ㊷匂宮以下終わりまで 

 

と区分けし，第一部を更に二つに分け，紫の上系，玉鬘系の二系とした．『源

氏物語』の巻の分類を表 2.1 に示す． 
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Table 2.1 源氏物語の巻の分類 

第 1 部 

紫の上系 

1. 桐壷, 5. 若紫, 7. 紅葉賀, 8. 花宴, 9. 葵, 10. 賢木,  
11. 花散里, 12. 須磨, 13. 明石, 14. 澪標, 17. 絵合,  
18. 松風, 19. 薄雲, 20. 朝顔, 21. 少女, 32. 梅枝,  
33. 藤裏葉  

玉鬘系 
2. 帚木, 3. 空蝉, 4. 夕顔, 6. 末摘花, 15. 蓬生, 16.関屋, 
22. 玉鬘, 23. 初音, 24. 胡蝶, 25. 蛍, 26. 常夏,  
27. 篝火, 28. 野分, 29. 行幸, 30. 藤袴, 31. 真木柱  

第 2 部  
34. 若菜上, 35. 若菜下, 36. 柏木, 37. 横笛, 38. 鈴虫,  
39. 夕霧, 40. 御法, 41. 幻, 42. 匂宮, 43. 紅梅,  
44. 竹河  

第 3 部 宇治十帖 
45. 橋姫, 46. 椎本, 47. 総角, 48. 早蕨, 49. 宿木,  
50. 東屋, 51. 浮舟, 52. 蜻蛉, 53. 手習, 54. 夢浮橋  

 

 

武田宗俊は「所属のまぎらわしい巻はない」と判別した上で，次のことを明

らかにした．『源氏物語』は五十四帖から成っており，初めの部分三十三帖ま

では紫の上系と玉鬘系の二系列である．紫の上系が最初に続けて執筆されて，

物語は一応完結した．玉鬘系は，あとで順次書かれて紫の上系の中途に，挿み

こまれたと結論付けられた．ところが，上記の和辻・阿部・武田説について細

かい事実を挙げた反論が，長谷川和子の『源氏物語の研究』により発表された

[25]．例えば，武田宗俊の掲げた論拠の中に細かい計数の誤りや事実の脱漏が

あることの指摘である．この研究により武田説に従えないと考えた人は少なく

なかったと思われる．諸家様々な角度から多くの見解が示されながら，未だ決

論が示されていないのが現状である．以上が源氏物語の文学的見地からの研究

の経緯である． 

『源氏物語』の成立論に関する筆者の考えを以下に示す．紫の上系の 17 帖を

通して読み，次に玉鬘系 16 帖を通して読む事を試みると，この両系の間にはい

くつかの顕著な相違を見ることが出来る．例えば，（1）紫の上系と玉鬘系との
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間の作品の展開手法の相違，（2）両系の主題の相違，（3）両系の文章の作り

方の上での明瞭な相違，（4）両系の制作の手法の相違などである．その他，さ

まざまの点で両系は明瞭な対象をなしている事が理解出来る．文学上の考察で

あっても「紫の上系」と「玉鬘系」の間には別の作品と言ってもよいと考えら

れる距離がある．また現在の配列のままに読み解く事を試みると，「紫の上系」

と「玉鬘系」とが入り混じり，作品そのものを読み解くことが困難になってい

る．では，「紫の上系」と「玉鬘系」のどちらが最初に書かれた『源氏物語』

であろうかという問題がおきてくる．過去の研究では，阿部秋生は帚木グルー

プの人物 13 人は若紫グループに登場しないと言う事を述べている[22]．武田宗

俊はさらに徹底した図表を作成し，「玉鬘系」の人物は「紫の上系」の話しの

中に全然登場しない事を明示した．このことは，「紫の上系」が先に書かれ，

それだけで完結し，その後に「玉鬘系」が書かれて，追加・挿入された事を示

している．筆者もテキストマイニングにより人物名の抽出を行なったが，「玉

鬘系」の人物は「紫の上系」の物語の中には登場していなかった．このように，

日本古典文学の最高峰と言われる『源氏物語』は，成立 1004 年頃と言われ，そ

の間には長い研究の歴史が横たわっている．しかしいまだに解決されていない

問題も数多く存在している．作者の問題と言う基本的な問題を始めとして，成

立順序，書写者（主に鎌倉時代）による補筆の可能性，特に付属語の使われか

た等に関する問題は，これまでの数多くの研究者の努力にも関わらず現在まで

解決を見ていないのも現実である．ここで『源氏物語』を読み進める時に生じ

ている数々の問題を，従来の文学的な視点からの研究方法とは異なった研究方

法で解決をする必要性が考えられる．文学における『源氏物語』の疑問点も未

だに少なからず存在している．勿論，これらの疑問点に関しては，それぞれの

分野で，多くの研究が伝統的方法で行われているが，様々な角度からの見解は

示されてはいるものの，結論には至っていないのが現状である．このような疑

問点は『源氏物語』を熟読する事によってまず感覚的に把握され，そのことに
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よって複数の作者や成立順序，いくつかの巻の後期挿入説を主張する大きな要

因になってきたはずである．ここでこれまでのような，いわゆる文学的解釈の

方法である記述内容の観点からの分析ではなく，文の長さ，語彙量，単語の出

現頻度，品詞の出現頻度などに注目し，それらを分析する事によって，未解決

の課題をサイエンスの観点から解決をすることが本研究の目的である． 

 

 

2.5 助動詞とその分類  

 

筆者は『源氏物語』に関する文学的な視点からの研究のために，『源氏物語』

を熟読する中で，書き手の文体の特徴が助動詞の使い方に現れているのではな

いかという点に注目した．そこで，筆者は過去の出来事を表す助動詞の「き」

と「けり」について源氏物語 54 帖から抜き出し，作者の特徴を把握する事を試

みた．本節では，作者の特徴を明らかにする基になっている助動詞について述

べる． 

「すぐれて時めき給ふありけり」の「けり」という助動詞は物語の始めによ

く使われる言語である．古典では過去を表す語として，助動詞の「き」と「け

り」がある．「き」という助動詞は自分の記憶に確かだと言うことの表現に用

いられる．その為自分の体験を語る時には「き」を用いる事が殆どである．こ

のことに関して『竹取物語』の記述の一部を抜粋する[26]． 

 

“東海の蓬莱という山から銀を根とし，金を茎とし，白玉を実として立つ木の

一枝を取って来るようにという難題を出された倉持皇子は，「命を捨ててそ

の玉の枝を取って来ました．」と嘘をいう．そして確かさを示すために，蓬

莱の国で私はこんなことに出会いましたと起こった事件を列挙する． 

・鬼のやうなるもの出で来て殺さんとし（き） 
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・行く末も知らず海にまぎれんとし（き） 

・草の根を食ひ物とし（き） 

実はこれらはすべて虚偽なのだが，それを真実自分の経験だと主張するた

めに，倉持皇子は「き」を繰り返し使っている．「き」とは確実・真実の記

憶をいう助動詞である．これに対して「けり」はその意味が違う．平安時代

初期の西大寺本金光明最勝王経に下記の記述がある． 

 

諸ノ人コトゴトク共ニ伝ヘテ言ハク，「王子ハ死ニタマヒ（ケリ）」トイフ．  

 

これは「死にたまひ（き）」というのと異なっている．「き」といえば確実

に自分の体験だということになり，「亡くなったことを自分自身，見た」と

いう意味を表明する．これに対して，「死にたまひ（けり）」といえば非体

験，不確実，伝聞の意を表し，「聞くところでは王子は亡くなったとのこと

です」の意味になる．こうした「き」と「けり」の区別は，『源氏物語』で

も鮮明である． 

『源氏物語』の会話文には「けり」は 415 の用例があるが，「気がついた」

という用例がその 67％を占め，その他は次のように使われている． 

・自分の体験でない，伝聞であること，あるいは不確実なこと，推定である，

意識にたしかでないことをあらわす．24％  

・その他 9％  

こうした使い方を見ると，「けり」は直接的に明確な記憶があるとして過去

を表現する「き」とは異なり，現在の時点で気づいてみるとこれこれだとい

う言い方である．いわば間接的であり，また不確実でもある．“ 

 

筆者も 8 年ほど前，同じ過去の意味を持つ助動詞「き」と「けり」について

『源氏物語における「き」「けり」の用法』として調査，発表したことがある．
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テキストは角川文庫『源氏物語』全 10 巻を用い分類した．その結果，『源氏物

語』で使用されている「けり」には以下の用例があることがわかった． 

 

(1) 気づきないしは確認の「けり」 

(2) 非体験ないしは不確実な事柄を回想する「けり」 

(3) 書承あるいは口承による故事・伝説・伝承などを表現する「けり」 

(4) 非体験の伝聞した事柄を回想する「けり」 

(5) 非体験ないしは不確実な事柄を推定して回想する「けり」 

 

各帖の「けり」の用例を抜き出しそれぞれに分類をした．『源氏物語』の冒頭

文は，「いづれの御時にか，女御・更衣あまたさぶらひ給ひ（ける）なかにい

とやんごとなき際にはあらぬが，すぐれて時めき給ふあり（けり）」で始まる．

つまり「けり」は「確実に自分が見たわけではないが，話によるとこれこれの

事だと言うことだ」と伝承を表しているのである．その「けり」がこの『源氏

物語』の最初のところに使われている．このことにより『源氏物語』がフィク

ションの物語であることを最初に明らかにしている．  

文体と言う観点から『源氏物語』を構成する単語を調査すること，例えば著

者がどのような単語を多く使用しているのかと言うことは，作者複数説の解決

にも有効であると考えられる．『源氏物語』の冒頭を単語に分解して改めて示

す． 

いづれ（代名詞）/の（助詞）/御時（名詞）/に（助動詞）/か（助詞），女御

更衣（名詞）/あまた（副詞）/さぶらひ（動詞）/たまひ（動詞）/ける（助動

詞）/なか（名詞）/に（助詞），/いと（副詞）/やむごとなき（形容詞）/際（名

詞）/に（助動詞）/は（助詞）/あら（動詞）/ぬ（助動詞）/が（助詞），/すぐ

れ（動詞）/て（助詞）/時めき（動詞）/たまふ（補助動詞・尊敬）/あり（動

詞）/けり（助動詞）/． 
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この一文の中だけでも「名詞」，「動詞」，「形容詞」，「副詞」，「補助動

詞」，「助詞」，「助動詞」など，「連体詞」「形容動詞」「感動詞」は用い

られてはいないものの大体の全品詞が用いられている．文章の特徴を探究する

ためには，すべての品詞が重要である事に間違いはないが，まず助動詞を取り

上げた．それは助動詞が付属語であり，活用があること，主に用言や他の助動

詞，体言や助詞に付き，いろいろな意味を添え加えること，またそれぞれがき

まった意味を持ち，定まった活用があり，他との続き方にルールがあるからで

ある．『源氏物語』に用いられている助動詞の例をあげる．ただし，この論文

で底本として用いているのは，『日本古典文学全集』[27]である． 

 

桐壺より 

・さぶらひ たまひ ける 中 に（動詞 補助動詞 助動詞過去・連体

形 名詞 格助詞） 

・やむごとなき 際 に は（形容詞 名詞 助動詞断定・連用形 助

詞） 

・時めき たまふ あり けり（動詞 補助動詞 動詞 助動詞過去・終

止形） 

・思ひあがり たまへ る 御方々（動詞 補助動詞 助動詞完了・連体

形 名詞） 

・まして やすから ず（副詞 形容詞 助動詞打消・終止形） 

 

帚木より 

・さる べき 筋 なら ぬ は，…世人 の 思へ る こと も（動

詞 助動詞当然・連体形 名詞 助動詞断定・未然形 助動詞打消・連体
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形 助詞 ・・・ 名詞 格助詞 動詞 助動詞完了・連体形 名詞 助

詞） 

・事 足ら ず， わろび たる ことども， 出でくる わざ な め

れ ば（名詞 動詞 助動詞打消・連用形 動詞 助動詞完了・連体形 

名詞 動詞 名詞 助動詞断定・連体形 助動詞推量・已然形 助詞）  

 

このように助動詞は様々な語の付属語として出現し，活用形を持つことから著

者ごとにその使用法に差が現れやすいと考えられる． 

 

 

2.6 結言  

 

 本章では，『源氏物語』の概要や文学作品としての特徴を述べ，文学上の謎

として考えられている作者や成立の過程に関するこれまでの文学的な研究につ

いて調査し，考察を行なった．その結果は，以下のようにまとめられる． 

 

1. 『紫式部日記』に記載された内容から，『源氏物語』と『紫式部日記』との

著者は同一人物であるため，『源氏物語』の作者は紫式部だと考えられる．

しかしながら，『源氏物語』の 54 帖全てを紫式部が執筆したかどうかは文

学的には結論が得られておらず，いまだ未解決の謎である． 

 

2. 『源氏物語』は，54 帖の巻から構成されており，第 1 部の 1 帖から 33 帖

までは紫の上系と玉鬘系に分類できる．それぞれの系の登場人物や各帖の

巻末と巻頭の接続を考察すると，初めに紫の上系が執筆され，後に玉鬘系

が挿入されたものと考えられる．しかし，文学的な研究ではその反論も示
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されており，その意見を支持する人も少なくはない．したがって，『源氏

物語』の成立論についても文学的な結論を出すことは困難である． 

 

3. 『源氏物語』の作者の謎に迫るため，著者による助動詞の使用方法の違い

について注目した．これは，助動詞が付属語であり，活用があること，主

に用言や他の助動詞，体言や助詞に付き，いろいろな意味を添え加えるこ

と，またそれぞれがきまった意味を持ち，定まった活用があり，他との続

き方にルールがあるからである．このことに関して，過去のことを表す

「き」と「けり」についてその『源氏物語』での使用例を示し，その違い

を示した． 
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第 3 章・源氏物語のテキストマイニング 

 

 

3.1 緒言  

 

サイエンティフィックアートとは，科学や工学の分野で開発された可視化手

法を文学，社会科学，教育学，考古学などの分野に応用することで，新たな知

見を得る方法であり，近年盛んに研究が行なわれている．例としては，考古学

の縄文土器に見られる模様と流れの渦構造との関連に関する考察[1]，流動パ

ターンをモチーフにしたアート [2, 3, 4]，ネットワークの可視化[5]，音楽の可

視化 [6]，運動の可視化 [7]などがある[8]． 

筆者は，『源氏物語』の作者や成立の謎に迫るために，このような科学的な

手法を文学の解析に取り入れられないかと考えた．調べてみると，可視化手法

を文学へ応用した例がいくつか見られる．例えば，井波ら [9] は，離散ウェー

ブレットを用いた多重解像度解析と呼ばれる方法を『源氏物語』に出てくるキ

ーワードに適用し，物語の進行に伴う主要登場人物の愛や悲しみといった心情

の変化を可視化することに成功している．また，Yamada and Murai [10, 11] は，

シェークスピア劇における感情の変化を理解するために，ラプラス方程式を用

いたデータ補間法を応用し，感情に関連したキーワードを色で表現することで，

物語特有の可視化画像を作成している．また，統計的な手法を用いることで，

Carpena et al. [12] は，『ドン・キホーテ』に現れる単語の出現頻度に関するス

ペクトル解析を行なっている．これらのような科学的な手法を文学に取り入れ

ることで，これまでの文学的な研究だけでは得られない新たな視点からの考察

が可能になると考えられる． 



53 
 

第 2 章でも述べたように，『源氏物語』は紫式部によって 12 世紀ごろに書

かれた物語で，世界的に見ても最も古い作品の一つとして日本のみならず世界

中で研究対象となっている作品である [13, 14]．しかしながら，その古さから

不明な点も多く，作者が紫式部だけであったのかどうかという作者に関する謎

や，物語が巻の順番どおりに執筆されたのかどうかという成立論が議論されて

きた．これは，物語を読んだ際に話の流れに異なった印象を受ける巻があるこ

と，各巻の登場人物の違い，巻の巻末と巻頭のつながりなどから出てくる謎で

ある． 

この謎めいた複数作者説の問題に対して，文学的な視点から様々な研究がな

されてきたが，いまだにその結論は得られていない．一方，科学的な手法を用

いた研究としては，源氏物語を構成する単語の品詞分類に基づく統計解析によ

るアプローチが村上と今西により行なわれた [15]．ただし，この品詞分類では

その分野の専門家 5 人により数年の月日を要して一つ一つの単語の分類が行な

われており，その分類結果は 1 万ページを超える全 10 巻の本としてまとめら

れている[16]．この品詞分類結果に基づき，村上らは助動詞の数量化理論解析

を用いた統計解析を行ない，作者が複数存在したかについては言及していない

が，紫の上系と玉鬘系とでは別個に成立した可能性があること，宇治十帖での

助動詞の出現率が他の巻と差異があることを示している．しかしながら，一般

に文学作品の品詞分類には多くの歳月が必要なこと，また，予期されるように

解析結果には多くの不確定性を含むため，その理解には作品の内容の理解が必

須であることは言うまでもない．この種の研究をさらに発展させるには，コン

ピュータを用いた文学作品のテキストマイニング法の発達と統計的可視化手法

の導入が必要不可欠と思える． 

本章では，『源氏物語』の助動詞の検索および特徴抽出をプラグラムを用い

て自動化することを試みる．特に村上らの研究では，数量化理論Ⅲ類により得

られた統計解析結果の理解は，対象の文学作品に関する深い知識を基に行なわ
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れていたが，そこにクラスタリングによるグループ化を組み合わせることで，

より客観性のある特徴抽出を行えるようにする．本研究で用いる特徴抽出の自

動化は，『源氏物語』の第 1 部の 33 帖の類似性を評価することでその有効性

を評価する． 

 

 

3.2 解析方法 

3.2.1 源氏物語の構成 

 

源氏物語は，日本における古典文学の代表作であり，世界的に見ても長編の

部類に属する作品である．本作品は，11 世紀の初め，ちょうど 1000 年前のこ

とである．源氏物語は歴史を描いた作品であり，主要人物の愛と死を綴った物

語である．物語は，全部で 54 巻から構成されており，第 2 章で述べたように 4

つのグループに分類することができる．（Table 2.1 参照）．第 1, 第 2 グループ

は，1 巻から 33 巻までに順番が入り乱れて構成されている．各グループは，紫

の上系，玉鬘系と呼ばれており，それぞれ全 17 巻，全 16 巻から構成される．

次のグループ 3 は，34 巻から 44 巻までの全 11 巻である．第 4 グループは，宇

治十帖と呼ばれ，45 巻から 54 巻までの全 10 巻である．これらのうち，本研究

では第 1 グループおよび第 2 グループの 1 巻から 33 巻までを対象として，テ

キストマイニングによる助動詞の検出，数量化理論解析による助動詞の出現頻

度の統計解析，クラスタリングによる各帖のグループ化を行う．このようなグ

ループ化は，過去に村上らも数量化理論解析による評価を行なっており，本研

究の自動化処理の妥当性を評価することが出来る．  
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3.2.2 助動詞とテキストマイニング法 

 

源氏物語の助動詞の出現頻度の解析により，各巻における特徴抽出を行うこ

とができると考えられる．なぜなら，助動詞は作者の文章の様式を表す重要な

要素の一つであるからである．本研究では，源氏物語の全文章から C++言語

で作成したプログラムにより，助動詞を抽出した． 

本研究で用いた源氏物語のテキストデータは，プログラムによる処理を用い

ることから渋谷 [17] により公開されているローマ字表記されたものを用いた．

ローマ字表記された源氏物語の冒頭を例として以下に示す． 

 

“Idure no ohom-toki ni ka, nyougo, kaui amata sabu-rahi tamahi keru naka ni, ito 

yamgotonaki kiha ni ha ara nu ga, sugurete tokimeki tamahu ari keri.”  

 
ここで，ローマ字表記された文章では，単語ごとにスペースで区切られてお

り，下線が引かれた単語が助動詞である．ただし，「ni」 は「なり」の連用

形，「keru」は「けり」の連体形，「ni」は前述と同様，「nu」は「ず」の連

体形，「keri」は「けり」の終止形である．このように助動詞は，複数の活用

形を持つため単純な単語検索では，出現頻度の計数は困難である． 

源氏物語では，全部で 26 の助動詞があるが，ほとんど出現しないものがあ

るため，Table 3.1 に示す 21 種の助動詞を解析対象とした．これは，村上らの

研究と同じ条件である． 

プログラムによる助動詞の検出において，アルファベット 4 文字以上で構成

される単語は，比較的容易に検出可能であり，活用形を考慮すれば通常の検索

で計数が可能である．一方，それよりも短い単語は，単純な検索では助動詞か

どうか見分けることが用意ではない．その理由としては，短い単語の場合には，
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他の品詞の単語にも同じ音を持つ単語があるためである．例えば，先ほどのア

ルファベット表記された『源氏物語』の冒頭の中にも「sabu-rahi tamahi keru naka 

ni」とあるが，この場合の「ni」は助詞である．そこで，アルファベット 2 文字

以下の助動詞については，前後の単語も含めて検索を行い，助動詞かどうかを

判別した．その詳細な判別方法は，以下の通りである．まず，助動詞の前に来

る単語は動詞であり，その動詞の最後の母音は後に続く助動詞の活用形により，

ある程度制限される．これらの関係をあらかじめリスト化し，プログラムに組

み込むことで，検索した単語が助動詞かどうかを判別した．ただし，リスト化

する組み合わせについては，紫の上系の 1 巻と玉鬘系の 4 巻をもちいてマニュ

アルで助動詞の判別を行い，抽出した．本リストに基づき，プログラムを最適

化し，全ての巻についてプログラムにより助動詞を抽出した．抽出した助動詞

分類の正当性は，マニュアルで分類された村上らのデータと照合することで検

証した．また，アルファベット 4 文字以上の助動詞である「なり」については，

動詞の「なる」と同様の活用形を持つため，判別が困難である．例えば，1 帖の

桐壷に出現する「出でおはすものなりけり」の場合は助動詞の「なり」であり，

「この御子三つになりたもう年」の場合は動詞である．そこで，「なり」につ

いては，アルファベット 2 文字以下の単語と同様の方法で処理した． 
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Table 3.1 助動詞の出現数のまとめ（カッコ内は村上らの結果） 

 

 

 

3.2.3 数量化理論Ⅲ類とクラスタリング法  

 

源氏物語の各巻の助動詞の使い方の類似性を評価するため，数量化理論解析

とクラスタリングを適用した．数量化理論解析は，文学におけるテキストデー

タのような質的データに対する統計的な多変量解析が可能な方法である．特に

数量化理論 3 類は，入力された質的データの相関を求めることで項目ごとの類

似性を評価することが可能である[15, 18]．具体的には，助動詞の出現頻度 pij を

用いて相関係数 ρXY が最大となるような要素スコア xi, yi が以下の式により求め

られる． 

 

YX

XY
XY 

                                                  (3-1)  
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ただし，σXY，σX，σX は以下の式で与えられる． 
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本研究では，各巻における助動詞の出現頻度を度数分布 pij として用いたた

め，m と n はそれぞれ助動詞と巻の要素の個数である． 

数量化理論Ⅲ類で求めた要素ごとの相関から，類似した巻をグループ化する

ために k-means 法を用いたクラスタリングを行った [19]．ここで，村上らの場

合には，解析したデータと源氏物語に関する深い知識を元に，各巻をグループ

化している．本研究では，クラスタリングにより自動的にグループ化すること

により，任意性を排除したグループ化が可能となっている．本研究で用いた k-

mean 法は，あらかじめ分類されるクラスタ数がわかっており，各クラスタを構

成する要素数が同程度になるようなデータに対して適用可能である．クラスタ

の分類では，初めに各要素をランダムなクラスタに分類し，各クラスタを構成

する要素の重心を求める．次に，各要素を最も近い重心のクラスタに分類する．

これらの操作をクラスタの構成要素および重心位置が変わらなくなるまで繰り

返すことで要素を分類する．上記の数量化理論Ⅲ類では，複数の成分に関する

関係が得られることから，各成分の寄与率を考慮して重心からの距離を算出し

た．テキストマイニングにより得られる助動詞の出現頻度やクラスタリングに

よる各帖の分類の自動化の有効性を検証するため，村上らにより算出されたデ

ータに対しても同様の解析を行い，本研究結果と比較した． 
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3.3 結果及び考察 

3.3.1 助動詞の検出 

 

本研究で用いた助動詞の出現頻度の計数プログラムの検証を行った．プログ

ラムの検証では，村上らが求めた源氏物語の総単語数および各巻の助動詞の出

現数，各助動詞の出現数を用いて検証を行った． 

Fig. 3.1 は，村上らが計数した源氏物語の巻ごとの総単語数の変化である．最

も短い巻は第 11 帖の「花散里」で，総単語数は 724 語であり，長い巻は，第 35

条の「若菜下」の 20222 語である．全体的な傾向としては，第 1 部および第 2

部が比較的少ない単語数で構成されており，第 4 部の宇治十帖は 1 巻あたりの

単語数が多くなっている．この文章の長さの違いについても，源氏物語がいく

つかのグループに分類できると考えられていることの理由の一つである． 

 

 

Fig. 3.1 『源氏物語』の各帖の総単語数の推移（村上らの計数） 
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Fig. 3.2(a)は，村上らの計数結果に基づいて作成した助動詞の巻ごとの単語数

の変化を示している．助動詞数の変化を見ると，総単語数とほぼ同様の変化を

示しており，助動詞は文章中に一定の割合で含まれていると見ることができる．

したがって，著者ごとの文章の特徴が助動詞には表れやすいと考えられる．Fig. 

3.2(b)は，本研究で作成した助動詞検出プログラムで計数した助動詞数の変化で

ある．両者を比較すると，ほぼ同様の変化を示している．プログラムを用いた

場合でも，助動詞の活用形や前後の単語を用いた判定を行なうことで助動詞数

の検出が可能であることが確認できる．ここで，村上らの場合には全単語の品

詞分類をマニュアルで行っていたため，非常に緻密で正確な分類がなされてい

るが 5 人の専門家により数年の月日を要している．一方，プログラムによる自

動検出においては，わずかな判別誤差を含むものの，テキストのディジタル化

に 1 週間程度，テキストからの助動詞の検出は数秒で行うことができた． 

Fig. 3.3(a), (b) は紫の上系と玉鬘系から選んだ第 1 帖の「桐壺」と第 4 帖の

「夕顔」における，助動詞ごとの出現数を比較している．図中のデータは，村

上らによりマニュアルで計数された結果，著者がマニュアルで計数した結果，

およびプログラムにより自動的に検出した結果を示している．第 1 帖の「桐壺」

の結果では，「ず」，「けり」，「す」の出現数が比較的多くなっている．「ず」

は，打消しの意味を持つため全体的によく使用される助動詞である．「けり」

は過去のことを表す助動詞であり，『源氏物語』が創作であることを表すため

に第 1 帖では多く使用されていると考えられる．「す」は，使役，尊敬，謙譲

を表す助動詞であり，第 1 帖では桐壷帝のことについて述べていることから，

多く使用されている．また，マニュアルで計数した村上らと筆者の結果を比較

すると，「なり」の出現数が大きく異なっている．これは村上らと本研究で用

いた定本の違いが理由だと考えられる．一方，プログラムで検出した助動詞数

は，筆者がマニュアルで判別した結果を元に検出ルールを定めているため，著

者のマニュアル結果と近い数値を示している．また，村上らの結果と比較して 
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(a) 村上らの計数 

 

 

(b) 本研究のデータ 

Fig. 3.2 各帖の助動詞数の推移 
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(a)  第 1 帖「桐壺」 

 

 

(b) 第 4 帖「夕顔」 

Fig. 3.3 各助動詞の出現数 
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も，出現数が大きく異なる単語もいくつかあるが，全体的にはよく一致する出

現数を検出できている．次に Fig. 3.3(b)の第 4 帖の「夕顔」の結果を見ると，出

現数の多い助動詞は，「ず」，「たり」，「む」となっている．「ず」は第 1 帖

と同様である．「たり」は完了や存続の意味や，断定の意味で用いられるため，

史実を取り入れた内容を述べるために多く用いられたのではないかと考えられ

る．「む」は推量，意思などの意味を表しており，登場人物が会話の中で頻繁

に用いている．検出方法ごとの出現数を比較すると，全体的にはよく一致して

おり，プログラムを用いた助動詞検出法の有効性が示されている． 

プログラムで自動検出した第 1 帖から第 33 帖までの助動詞を紫の上系と玉

鬘系とで合計した結果を Table 3.1 にまとめる．表中の括弧内の数字は，村上

らにより求められた助動詞数である．プログラムによる助動詞検出の精度を評

価するため，検出した助動詞数の村上らの計数結果に対する RMS 誤差 εを以

下の式で定義した． 

 

 
M

NNN
M

i
mimipi




 1

2)(
                                         (3-5)  

 

ここで，N は助動詞数であり，添字の p は本研究，m は村上らのデータを示し

ており，M は巻の数である．表の結果より，ほとんどの助動詞では誤差 15%

以内で検出されているが，「なり」，「す」，「さす」は，比較的誤差が大き

く，それぞれ，23.6%，23.6%，44.3%の誤差である．これは，これらの助動詞

は，動詞にも同様の音を持つ単語があるため，その判別が容易ではないためで

ある．これらの RMS 誤差は，より詳細にマニュアル検索を行い，複雑な検出

ルールを作成することで，改善可能であるが，大部分の助動詞が少ない誤差で

検出されていることから，本研究ではこの検出結果を用いてクラスタリング解

析を行った．ただし，これらの RMS 誤差は，プログラムの検出間違いだけで



64 
 

はなく，検索の基にしている定本の影響も含まれていると考えられる．本研究

では渋谷のテキストデータを用いているが，村上らは池田亀鑑[20]のデータを

用いていることに注意されたい． 

 

 

3.3.2 数量化理論Ⅲ類およびクラスタリング解析 

 

『源氏物語』の助動詞の出現率を基に，数量化理論 3 類による統計解析を適

用し，各帖の類似性について評価した．また，得られた類似性の指標を用いて，

k-means 法でのクラスタリングにより各帖をグループわけすることを試みた． 

Fig. 3.4 は，村上らの計数した『源氏物語』の第 1 帖から第 33 帖までの助動

詞の出現頻度に，数量化理論 3 類解析およびクラスタリング解析を適用した結

果である．図の縦軸と横軸は，数量化理論解析で得られた要素スコアの第 1 成

分および第 2 成分を表している．ただし，第 1 成分のほうが第 2 成分よりも高

い寄与率である．実際の解析では，助動詞の種類の 21 成分が得られるが，第 1, 

第 2 成分の合計で 50%程度の寄与率となるため，これらの主成分だけを図には

示した．図中の（□■）は紫の上系の巻を，（ ▲）は玉鬘系の巻を示しており，

数字は巻の番号である．距離が近い点は，助動詞の出現率が類似していること

を示している．大部分の巻が中央付近に集まっているが，いくつかの巻きは離

れたところに位置しており，これらの巻では助動詞の出現頻度に特徴的な点が

あることを示唆している．クラスタリング解析によるグループ分けでは，塗り

つぶした点がクラスタ 1，白抜きの点がクラスタ 2 に分類されたものである．

クラスタリングの結果より，紫の上系の大部分の巻がクラスタ 1 に分類されて

おり，玉鬘系の巻きはクラスタ 2 に分類されている．このことは，紫の上系と

玉鬘系とでは文中における助動詞の出現頻度に明らかな差異があることを示し

ている．ただし，16 巻の関屋は不規則な位置に配置されており，クラスタリン
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グでは異なったクラスタに分類されてしまっている．これは，16 巻が他の巻に

比べると，出現単語数が少ないためだと考えられる．一方，村上らは，源氏物

語に関する深い知識に基づき，16 巻を別のグループとして扱うなど，統計解析

と知識を合わせた分類を行なっている．本研究では，そのような主観的な部分

を排除した方法を適用しているが，村上らの結果とほとんどの部分でよく一致

しており，統計的な観点から見ても『源氏物語』の紫の上系と玉鬘系とでは異

なった助動詞の使われ方をしているということが言える．ただし，この助動詞

の使われ方の違いが，作者が複数であるために生じたのか，作者が異なるため

に物語の内容（登場人物，時代，場所など）に違いが生じたのかまでは今回の

解析だけでは判定は出来ない点に注意する必要がある． 

 

Fig. 3.4 村上らのデータの数量化理論解析およびクラスタリング（図中の数字

は巻の番号） 

 

Fig. 3.5 は，本研究のテキストマイニングにより検出した助動詞の出現数に対

して，数量化理論解析およびクラスタリング解析を適用した結果である．「紫
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の上系」と「玉鬘系」の巻がそれぞれ近くに集合しているものの，Fig. 3.4 の村

上らのデータを用いた分類と比較するとクラスタリングにより誤判別された巻

の数がわずかに増加している．各点の位置を見ると，図の原点から離れた位置

にある巻の配置が，Fig. 3.4 から変化している．例えば，1, 3, 11, 16, 17, 27 巻で

ある．これらの巻は，他の巻と比べると比較的総単語数が少ない巻である．し

たがって，テキストマイニングで生じた助動詞検出数の誤差が大きく影響した

と考えられる．原点付近の配置を見ると，クラスタリングによる分類の境界線

がオーバーラップしている点が異なっている．これは，第 3 成分以降の要素が

クラスタリング解析に影響したためである．このように，テキストマイニング

により検出した助動詞出現数を用いても，2 系統に分類できるという主な傾向

には変化はない．そのため，源氏物語に関する深い知識が無くとも，本研究に

おけるプログラムを用いた助動詞出現数の数量化理論解析およびクラスタリン

グにより，源氏物語の特徴抽出が可能であると考えられる． 

 

 

Fig. 3.5 本研究のデータの数量化理論解析およびクラスタリング 
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3.3.3. クラスタリングにおける RMS 誤差の影響  

 

テキストマイニングによる助動詞検出における誤差のクラスタリングへの影

響を評価するために，本研究における数量化理論解析およびクラスタリング手

法を任意のランダム誤差を与えた助動詞出現率に適用した．ただし，出現率に

与えた誤差は，村上らの計数データを真の値として，ガウス分布を仮定したラ

ンダム誤差を与えた．代表例として，ランダム誤差を 15％与えた助動詞数に対

する数量化理論解析およびクラスタリング解析結果を Fig. 3.6 に示す．ここで，

ランダム誤差 15％は，Fig. 3.5 で示した本研究データが持つ誤差と同程度のレ

ベルである．解析結果より，各点の要素スコアや位置関係にわずかな差異は見

られるが，主な特徴は Fig. 3.4 と Fig. 3.6 とで一致している．これは，本研究で

用いた解析手法が，助動詞検出数の RMS 誤差に対してロバスト性を有してい

ることを示している．ただし，同程度の誤差を持つ Fig. 3.5 と Fig. 3.6 とでのわ

ずかな違いは，Fig. 3.6 では全ての助動詞にランダム誤差を仮定したためであ

る．実際には，Fig. 3.5 で発生している誤差は，Table 3.1 で示したように，特定

の助動詞，例えば「なり」，「す」，「さす」に比較的多くの誤差が生じてい

るためである． 
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Fig. 3.6  15%のランダム誤差を与えたデータの数量化理論解析およびクラスタ

リング 

 

Fig. 3.7 は，巻の分類における誤判別率 αと助動詞出現数の RMS ランダム誤

差の関係である．ここで，誤判別率 α は，α = Nc/M（Nc: 誤判別数，M: 巻数）

で定義する．図中のエラーバーは，ランダム誤差を与えた 10 回の試行の標準偏

差である．図より，RMS ランダム誤差の増加に伴い，誤判別率が増加している．

とくにランダム誤差が 20%付近では，データのばらつきが急激に増加している．

この結果から，クラスタリングにより正しいデータを得るためには，テキスト

マイニングによる助動詞検出の誤差は，20％以内に抑えることが必要であるこ

とを示唆している．また，実際にプログラムで抜き出した助動詞の出現率を用

いた場合の誤判別率と RMS 誤差の関係も図に示している．実際の誤判別率は，

ランダム誤差を加えた場合のデータのばらつきよりも少なくなっている．これ

は，先ほどと同様に実際の助動詞の出現率では，ある特定の単語のみの誤差が
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多くなっており，ほとんどの助動詞では検出誤差が十分に小さいために，数量

化理論解析やクラスタリングへの影響が小さかったためだと考えられる． 

 

 

Fig. 3.7  RMS 誤差 ε と誤判別率 α の関係 

 

 

3.3.4 助動詞の出現頻度と文の長さ 

 

2.5 節でも述べたように，助動詞は文章の中で比較的多く使用される品詞で

あり，著者ごとの差が出やすい単語である．その中で，「き」や「けり」は過

去の出来事を表す助動詞であり，『源氏物語』でもよく使用される助動詞であ

る．そこで，自動検出により得られた助動詞の出現頻度と文章の長さに注目し，

『源氏物語』の各帖の特徴抽出を行った．具体的には，紫の上系，玉鬘系の帖

について，助動詞「けり」とそれを含む文の文字数を評価した．助動詞の「け

り」は，伝聞の過去を表わすものであり，その出現数をみることで物語が現在
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のことなのか過去のことなのかを特徴づける指標になると考えられる．Fig. 3.8

は，助動詞「けり」が含まれている文のみに注目した場合の 1 文あたりの文字

数とその出現頻度の関係である．紫の上系からは第 1 帖「桐壷」と第 5 帖「若

紫」(a)を，玉鬘系からは第 2 帖「帚木」と第 4 帖「夕顔」(b)の結果を示してい

る．図中の括弧で示した数字はその帖の文の数であり，比較的文の数が近い帖

を選んだ．Fig. 3.8(a)と(b)の紫の上系と玉鬘系を比較すると，「けり」を含む文

の出現頻度に違いがみられる．すなわち，玉鬘系では「けり」を含んだ文の出

現頻度が紫の上系より少ない．このことから，紫の上系では伝聞の形で過去の

ことについて語られた文が多く，玉鬘系ではそのような文が減少していること

を示している．また，紫の上系では文字数が 10～100 文字の文において「けり」

の使用が見られる．一方，玉鬘系では 10～40 文字程度の比較的短い文章での出

現頻度が高いものの，100 文字以上の文においても比較的よく用いられている．

これらの特徴は，同じ系の中の異なる巻においてもみられる． 
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(a) 紫の上系 

 

 

(b) 玉鬘系 

Fig. 3.8 助動詞「けり」を含む文の文字数 
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3.4 結言 

 

 本章では，『源氏物語』の助動詞の出現数に着目し，プログラムを用いたテ

キストマイニングによる助動詞の検出，数量化理論 3 類を用いた統計解析，ク

ラスタリングを用いた各帖のグループ化などの科学的な手法による特徴抽出を

行った．その結果は，以下のようにまとめられる． 

 

1. プログラムによる助動詞の自動検出では，アルファベットで 4 文字以上の単

語については通常の検索で，2 文字以下の単語については助動詞の活用形や

前後の単語を用いた判別を行うことで，ほとんどの単語は RMS 誤差 15％以

下での検出が可能である．ただし，「なり」，「す」，「さす」のように動

詞にも同じ語がある場合には，品詞の判別が困難であり，より高度な判別方

法が必要である． 

 

2. 数量化理論 3 類を用いた統計解析により，「紫の上系」と「玉鬘系」の助動

詞の出現頻度の違いを定量的に示すことができ，2 つのグループでは助動詞

の使われ方に明確な差があることが確認された． 

 

3. 数量化理論解析の結果に基づいた各帖のグループわけにおいて，k-mean 法

を用いたクラスタリングにより任意性を排除した判定が可能となった．また，

クラスタリングでも「紫の上系」と「玉鬘系」が明確に分けられることが明

らかとなった． 

 

4. 数量化理論解析およびクラスタリングを用いた特徴抽出では，助動詞の出

現率の誤差は RMS 誤差で 15%以下に抑える必要があることがわかった． 
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5. 助動詞の「けり」の出現数と文の長さに注目すると，「紫の上系」では「け

り」の使用頻度が高いことや「玉鬘系」では比較的長い文の中で「けり」の

使用頻度が高いことが示され，それぞれの系では「けり」の使われ方に特徴

的な差があることが明らかとなった． 
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第 4 章・結論 

 

 

 本論文では，日本の古典文学の最高傑作といわれている『源氏物語』を対象

として，これまでに文学の世界でも結論が得られていない作者に関する謎や成

立過程に関する謎を明らかにするための一つのアプローチとして，科学的な手

法を『源氏物語』に適用することを試みた． 

 第 1 章では，これまでに行われてきた文学的な研究に関してまとめ，その中

で現れてくる『源氏物語』の謎に関して解説した．また，科学的な手法を用い

た文学作品の評価も紹介し，文学上の謎を解明するための手がかりになる可能

性を示した． 

 第 2 章では，『源氏物語』の概要や文学作品としての特徴を述べ，文学上の

謎として考えられている作者や成立の過程に関するこれまでの文学的な研究に

ついて調査し，考察を行なった．その結果は，以下のようにまとめられる． 

 

1. 『紫式部日記』に記載された内容から，『源氏物語』と『紫式部日記』と

の著者は同一人物であるため，『源氏物語』の作者は紫式部だと考えられ

る．しかしながら，『源氏物語』の 54 帖全てを紫式部が執筆したかどうか

は文学的には結論が得られておらず，いまだ未解決の謎である． 

 

2. 『源氏物語』は，54 帖の巻から構成されており，第 1 部の 1 帖から 33 帖

までは紫の上系と玉鬘系に分類できる．それぞれの系の登場人物や各帖の

巻末と巻頭の接続を考察すると，初めに紫の上系が執筆され，後に玉鬘系

が挿入されたものと考えられる．しかし，文学的な研究ではその反論も示
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されており，その意見を支持する人も少なくはない．したがって，『源氏

物語』の成立論についても文学的な結論を出すことは困難である． 

 

3. 『源氏物語』の作者の謎に迫るため，著者による助動詞の使用方法の違い

について注目した．これは，助動詞が付属語であり，活用があること，主

に用言や他の助動詞，体言や助詞と組み合わせ，いろいろな意味を添え加

えること，またそれぞれがきまった意味を持ち，定まった活用があり，他

のとの続き方にルールがあるからである．このことに関して，過去のこと

を表す「き」と「けり」についてその『源氏物語』での使用例を示し，そ

の違いを示した． 

 

これらの結論から，『源氏物語』の作者に関する謎や，成立過程に関する謎を

解明するためには，物語全体を通しての登場人物，年代，内容に関して考察す

ることが重要であり，その指標として助動詞を用いて評価することが有効であ

る． 

 第 3 章では，『源氏物語』の助動詞の出現数に着目し，プログラムを用いた

テキストマイニングによる助動詞の検出，数量化理論 3 類を用いた統計解析，

クラスタリングを用いた各帖のグループ化などの科学的な手法による特徴抽出

を行った．その結果は，以下のようにまとめられる． 

 

4. プログラムによる助動詞の自動検出では，アルファベットで 4 文字以上の単

語については通常の検索で，2 文字以下の単語については助動詞の活用形や前

後の単語を用いた判別を行うことで，ほとんどの単語は RMS 誤差 15％以下で

の検出が可能である．ただし，「なり」，「す」，「さす」のように動詞にも

同じ語がある場合には，品詞の判別が困難であり，より高度な判別方法が必要

である． 



78 
 

 

5. 数量化理論 3 類を用いた統計解析により，「紫の上系」と「玉鬘系」の助動

詞の出現頻度の違いを定量的に示すことができ，2 つのグループでは助動詞の

使われ方に明確な差があることが確認された． 

 

6. 数量化理論解析の結果に基づいた各帖のグループわけにおいて，k-mean 法

を用いたクラスタリングにより任意性を排除した判定が可能となった．また，

クラスタリングでも「紫の上系」と「玉鬘系」が明確に分けられることが明ら

かとなった． 

 

7. 数量化理論解析およびクラスタリングを用いた特徴抽出では，助動詞の出現

率の誤差は RMS 誤差で 15%以下に抑える必要があることがわかった． 

 

8. 助動詞の「けり」の出現数と文の長さに注目すると，「紫の上系」では「け

り」の使用頻度が高いことや「玉鬘系」では比較的長い文の中で「けり」の使

用頻度が高いことが示され，それぞれの系では「けり」の使われ方に特徴的な

差があることが明らかとなった． 
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付録 

 

 

『源氏物語』の第一帖「桐壷」から第三十三帖「藤裏葉」までの執

筆順序の考察 

 

『源氏物語』の 54 帖のうち執筆順序の考察が必要とされ，説明・研究を要す

るのは，特に論議の多い第一部の「桐壷」から「藤裏葉」までの 33 帖である．

この問題については様々な角度から，研究者の方々が議論を交わされているの

であるが一致した見解を見る事が出来ないまま，現在に至っている．そこで，

物語の巻末，巻頭の連続性について検証する． 

 

1. 「桐壷」巻末と「帚木」巻頭  

 

「桐壷」巻末 

源氏の君は，上（＝父帝）の常に召しまつはせば，心やすく里住みもえした

まはず．心のうちには，ただ藤壺の御ありさまを，たぐひなしと思ひきこえ

て，さやうならむ人をこそ見め，似る人なくもおほしけるかな，大殿の君（＝

葵の上）・・・心にもつかずおぼえたまひて，幼きほどの心ひとつにかかり

て，いと苦しきまでぞおほしける．・・・里の殿は，・・・二なう改め造ら

せたまふ（光源氏は）かかる所に，思ふやうならむ人を据えて住まばやとの

み，嘆かしう思しわたる．光る君といふ名は，高麗人のめできこえて，つけ

たてまつりけるとぞ，言ひ伝へたるとなむ． 
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「帚木」巻頭 

光源氏，名のみことごとしう，言ひ消たれたまふ咎多かなるに，いとど，か

かるすき事どもを末の世にも聞きつたへて，かろびたる名をや流さむと，忍

びたまひける隠ろへごとをさへ，語り伝へけむ人のもの言ひさがなさよ．さ

るは，いといたく世を憚り，まめだちたまひけるほど，なよびかにをかしき

ことはなくて，交野の少将には，笑はれたまひけむかし．まだ中将などにも

のしたまひし時は，内裏にのみさぶらひようしたまひて，大殿には絶え絶え

まかでたまふ． 

 

「桐壷」巻末では（源氏の君は，帝が何時もお召になりそばを御離しになら

ないので，気楽に里住みなさることもおできにならい．・・・）帝は「桐壷」

の更衣を亡くし悲しみの内に時を送られていたが，先帝の第四皇女が「桐壷」

の更衣とそっくりであることが分かり，その皇女を藤壺に迎えられた．「桐壷」

の巻末では，光源氏は幼心ながらこの藤壺の女御を恋い慕い，結婚した葵の上

には傾かれなかった．帝がもとの桐壷の更衣の実家の二条院を改築させて光源

氏にあてた．素晴らしく整備された二条院で，光源氏は，こうした所に，理想

どおりの人を妻として迎えすまわせたいと思い続けている．そして「光る君」

という名は高麗人の称賛によりつけられたと付言されている． 

これに対して「帚木」の巻では「光源氏」と名前だけはたいそうだが，実は

そうでもない．過失が多いと言うことなのに，その上，こんな浮気沙汰まで喧

伝されたが，実際は世間体を気にして真面目そうな様子をしておられる．と色

好みの貴公子として登場する．この「帚木」の巻の巻頭では，誰もが覚える違

和感について，最初に言及したのは，本居宣長である．彼は「源氏物語」研究

の集成「源氏物語玉の小櫛」の第五巻で次のように述べている． 
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“この巻のはじめに，「いひ消たれ給ふとが多かんなるに」とか「かかる好き

ごと」とかあるが「桐壷」の巻にはそのような事は書かれていない．” 

 

このように両巻は連続性を示していない．また時間的流れにおいても，「桐

壷」の巻の巻末は，光源氏 12 才の時であり，「帚木」の巻の巻頭では中将であ

った 17 歳頃から語り出されており不連続である．この両巻の繋がりについて

は，『源氏物語』における近代成立論の先駆けとなった和辻哲郎が自説を展開

する根拠として「桐壷の巻と帚木の巻との間には，必然の脈絡がみとめられな

い」と断言している．「桐壷」の巻末を受けるのは，帚木三帖に次ぐ「若紫」

の巻である． 

 

2. 「帚木」巻末と「空蝉」巻頭 

 

「帚木」巻末 

（光源氏は小君を）御かたはらに臥せたまへり．若くなつかしき御ありさま

を，うれしくめでたしと思ひたれば，つれなき人よりは，なかなかあはれに

思さるとぞ． 

 

「空蝉」巻頭 

寝られたまはぬままには，（源氏）「我はかく人に憎まれても習はぬを，今

宵なむ初めてうしと世を思ひ知りぬれば，恥づかしくてながらふまじうこそ

思ひなりぬれ」などのたまへば，涙をさへこぼして臥したり．いとらうたし

と（光源氏は）思す． 

 



83 
 

「帚木」巻末の「とぞ」は人の話を伝聞・記録した形が巻末に多い．帚木巻

末と次の「空蝉」巻頭とは，話しの内容として連続しているし，この両巻は本

来，一つの巻としてみなされているほど直結している． 

 

3. 「空蝉」巻末と「夕顔」巻頭 

 

「空蝉」巻末 

つれなき人もさこそしづむれど，いとあさはかにもあらぬ御気色を，ありし

ながらのわが身ならばと，取り返すものならねど，忍びがたければ，この御

畳紙の片つ方に，空蝉の羽におく露の木がくれてしのびしのびにぬるる袖か

な． 

 

「夕顔」巻頭 

六条わたりの御忍び歩きのころ，内裏よりまかでたまふ中宿に，大弐の乳母

のいたくわずらひて，尼になりにけるとぶらはむとて，五條なる家たづねて

おはしたり．    

 

「空蝉」巻は，光源氏を拒み通したものの，その愛情の深さに心乱れ，憂悶の

情を，名高い貴婦人伊勢御の歌に託して自分をその人になぞらえる．空蝉物語

の主題は「空蝉の羽に置く露のように，木陰に隠れて，人目を忍んでは，涙に

袖が濡れることである．」の一首に集約されて，物語はその高潮点において終

わっている．これに対して「夕顔」巻は，六条の御方（六条御息所）のもとに

密かに通っていた頃，光源氏がその途中で，大弐乳母の見舞いに五条にある家

を訪ねた所から物語は語り出され，両巻は接続しないように見えるが，巻末近

く「空蝉」巻以降の空蝉・軒端の荻との結末が書かれ，また帚木三帖全体を締

めくくる跋文（次の項参照）も書かれており両巻は間違いなく繋がっている． 
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4. 「夕顔」巻末と「若紫」巻頭 

 

「夕顔」巻末 

かやうのくだくだしきことは，あながちに隠ろへ忍びたまひしもいとほしく

て，みなもらし止めたるを，「など帝の皇子ならんからに，見る人さへかた

ほならず物ほめがちなる」と，作り事めきてとりなす人ものしたまひければ

なん．あまりもの言ひさがなき罪避り所なく． 

 

「若紫」巻頭 

瘧病にわづらひたまひて，よろづにまじなひ，加持などまゐらせたまへど，

しるしなくて，あまたたびおこりたまひければある人「北山になむ，なにが

し寺といふ所に，かしこき行ひ人はべる．・・・ししこらかしつる時はうた

てはべるを，疾くこそこころのみさせたまはめ」など聞こゆれば，・・・御

供に睦ましき四五人（よたりいつたり）ばかりして，まだ暁におはす．やや

深う入る所なりけり．三月のつごもりなれば，京の花さかりはみな過ぎにけ

り． 

 

「夕顔」巻は，夕顔事件の顛末や，空蝉との結末を語った後，「帚木」巻，

冒頭の，「光る源氏，名のみことごとしう，・・・」と照応関係をもっている．

上記跋文が添えられて終わっている．これに対して「若紫」巻は，18 歳の春，

光源氏が瘧病にかかり北山の聖のもとに，加持を受けに赴いたところから始ま

り，以後，若紫との運命的な出会いが語られていく．時間的な流れから考える

と十月初旬の「夕顔」巻末に対して，「若紫」巻頭は翌年と思われる晩春の三

月下旬であるが，内容的な連続性は考えられない．「夕顔」巻の巻末の部分に

おいて直前の空蝉との結末部の少し前の部分に，「伊予介，神無月の朔日ごろ
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に下る．」，「今日ぞ冬立つ日なりけるもしるく，うちしぐれて，空のけしき

いとあはれなり．」とあり，「若紫」巻頭と連続するのは，「桐壷」巻末であ

る．「桐壷」巻末に述べられている「藤壺」への思慕，二条院に彼女のような

理想的女性を迎えたいと願う光源氏の願望は，その折り「藤壺」と瓜二つの少

女「若紫」との出会いに続き「若紫」巻に結びつく． 

 

5. 「若紫」巻末と「末摘花」巻頭 

 

「若紫」巻末 

君（＝若紫）は，男君（＝光源氏）のおはせずなどしてさうざうしき夕暮な

どばかりぞ，尼君を恋ひきこえたまひて，うち泣きなどしたまへど，宮をば

ことに思ひ出できこえたまはず．・・・いとをかしきもてあそびなり．むす

めなどはた，かばかりになれば，心やすくうちふるまひ，隔てなきさまに臥

し起きなどは，えしもすまじきを，これは，いとさま変りたるかしづきぐさ

なり，と思はいためり． 

 

「末摘花」巻頭 

思へどもなほあかざりし夕顔の露に後れし心地を，年月経れど思し忘れず．

ここもかしこもうちとけぬかぎりの，気色ばみ心深き方の御いどましさに，

け近くうちとけたりし，あはれに，似るものなう恋しく思ほえたまふ． 

 

「若紫」巻は，二条院に引き取られた若紫が光源氏によくなつき，また側づ

きとなった童女たちを相手にしながら，新しい二条院での生活に無邪気にとけ

こんいる所で終わっている．これに対して「末摘花」巻は，光源氏の夕顔追慕

から物語は，始まる．夕顔が亡くなってから年月がたったが，源氏は夕顔の事

を忘れることは出来なかった．正妻といい，思い人といい，光源氏にとって気



86 
 

のおける人ばかりで，夕顔の気の張らないあどけさが，また得難いものに思っ

たとある．このように「末摘花」巻頭は，前々巻の「夕顔」を受けており，「若

紫」巻末とは連続しない． 

 

6. 「末摘花」巻末と「紅葉賀」巻頭 

 

「末摘花」巻末 

二条院に（光源氏が）おはしたれば，紫の君，いともうつくしき片生ひに

て，・・・いみじう，らうたし．・・・いと，をかしき妹背と見えたまへり．・・・

階隠のもとの紅梅，いととく咲く花にて，色づきにけり．「紅の花ぞあやな

くうとまるる梅の立ち枝はなつかしけれど，いでや」と，あいなくうちうめ

かれたまふ．かかる人々の末々いかなりけむ． 

 

「紅葉賀」巻頭 

朱雀院の行幸は神無月の十日あまりなり．世の常ならず，おもしろかるべき

たびのことなりければ，御方々，物見たまはぬことを口惜しがりたまふ．上

も，藤壺の見たまはざらむを，あかず思さるれば，試楽を御前にてせさせた

まふ．源氏の中将は，青海波をぞ舞ひたまひける． 

 

「末摘花」巻は，二条院にすっかり馴染んだ紫の上が清純で，無邪気な少女

であるのに対して，そうではない末摘花を描き，その両者が渾然一体となって，

のどかな二条院の早春の半日が描きだされている．これに対して，「紅葉賀」

巻は 10 月の朱雀院の行幸に先立ち，帝の藤壺御寵愛によって実現した試楽が

催され，光源氏が青海波を舞うところからはじまっている．このように両巻は

連続せず，また時間の流れも 不自然である．「末摘花」巻末は正月八日．「紅

葉賀」巻では前年の十月になっている． 
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7. 「紅葉賀」巻末と「花宴」巻頭 

 

「紅葉賀」巻末 

七月にぞ后ゐたまふめりし．・・・弘徽殿，いとど御心動きたまふ，ことわ

りなり．・・・（中宮として）参りたまふ夜の御供に，宰相の君（＝光源氏）

も仕うまつりたまふ．・・・わりなき御心には，神輿のうちも思ひやられて，

いとど及びなき心地したまふに，すずろはしきまでなむ．・・・皇子は，お

よすけたまふ月日に従ひて，いと見たてまつり分きがたげなるを，宮いと苦

しと思せど，思ひよる人なきなめりかし．・・・月日の光の空に通ひたるや

うにぞ，世人も思へる． 

 

「花宴」巻頭 

二月の二十日あまり，南殿の桜の宴せさせたまふ．后（＝藤壺），春宮の御

局，左右にして，参う上りたまふ．弘徽殿女御，中宮のかくておはするを，

をりふしごとに安からず思せど，物見にはえ過ぐしたまはで参りたまふ． 

 

「紅葉賀」巻末では，7 月に藤壺は立后，源氏は参議になった．またその御

子の成長の有様が語られている．藤壺の立后に弘徽殿女御は心中穏やかでなか

った．皇子は成長につれて光源氏と見分け難くなり，藤壺は心苦しく思うもの

の，それに気づく者はなかった．これに対して「花宴」巻は，2 月 20 頃に催さ

れた紫宸殿の桜花の宴から物語られる．この宴において藤壺中宮は東宮と席を

並べ，弘徽殿女御は嫉妬するものの，今回の盛儀を見過ごせずに出席なされた． 

このようにして「花宴」巻頭におき藤壺は，「紅葉賀」巻末で語られた立后に

なられ華ばなしく登場する．時間的流れにおいては，7 月の「紅葉賀」巻末に
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対して「花宴」巻頭は翌年の 2 月であり，「紅葉賀」巻頭の 10 月の「紅葉賀」

と「花宴」の桜の宴は対照となっている．両巻の連続性を疑うことは出来ない． 

 

8. 「花宴」巻末と「葵」巻頭 

 

「花宴」巻末 

三月の二十余日，・・・（右大臣邸で）藤の宴したまふ．・・・夜すこし更

けゆくほどに，源氏の君，・・・寝殿に・・・おはして，寄りゐたまへり．・・・

（朧月夜の君は）「いづれならむ」と胸うちつぶれて，・・・あづさ弓いる

さの山にまどふかなほのみし月の影や見ゆると・・・おしあてにのたまふを，

え忍ばぬなるべし， 

心いる方ならませばゆみはりのつきなき空に迷はましやは 

といふ声，ただそれなり．いとうれしきものから． 

 

「葵」巻頭 

世の中変わりて後，よろづものうく思され，御身のやむごとなさも添ふにや，

軽々しき御忍び歩きもつつましうて，・・・尽きせずのみ思し嘆く．・・・

まことや，かの六条御息所の御腹の前坊の姫君斎宮にゐたまひにしかば，大

将の御心ばへもいと頼もしげなきを，幼き御ありさまのうしろめたさにこと

つけて，下りやしなましと，かねてより思しけり． 

 

「花宴」巻は 3 月，右大臣邸で催された藤の宴で，朧月夜の君との再会，を

願う光源氏が，彼女のいる所に向かい歌を詠み，朧月夜の君が，その歌に返歌

する場面で終わっている．この「花宴」巻は艶麗な一帖と言われている．微酔

の中での夢幻的なひとこまは，女をそれとつきつめて「いとうれしきものから．」

と結ばれている．余韻が長く尾をひく箇所である．本論文の第１章の中で藤原
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俊成が『六百番歌合』の中に「源氏見ざる歌よみ遺恨のことなり」と言ったの

は，この巻の幽艶な情緒に言及したときの事である．これに対して「葵」巻頭

では桐壷帝譲位の事が告げられ次いで六条御息所は，御代がわりで姫君が斎宮

に定まったのを機に，娘に伴い伊勢に下ろうかと思い悩んでいる．その上，葵

の上との車争いに至る過程が語られている．このように「花宴」巻と「葵」巻

では直接的には接続していないように感じられる．時間的流れにおいても二つ

の間には最低一年の空白が横たわっている．しかし，桐壷帝譲位からの設定は

展開上，「葵」巻，冒頭より車争いに至る緊迫した物語を描きだすための設定

である．一年の空白があるものの，その間の空白をうずめる事が考えられる他

巻も存在しない． 

以上が源氏物語 54 帖の，第 1 帖「桐壷」巻から，第 9 帖「葵」巻に至る九帖

であるが，連続性に問題がある，と考えられるのは次の箇所である． 

 

第１帖の「桐壷」巻と「帚木」巻の間 

第４帖の「夕顔」巻と「若紫」巻の間 

第５帖の「若紫」巻と「末摘花」巻の間 

第６帖の「末摘花」巻と「紅葉賀」巻の間 

 

以上の結果から，巻と巻の流れは次のようになる． 

 

紫の上系 

①桐壷 ⑤若紫 ⑦紅葉賀 ⑧花宴 ⑨葵 

 

玉鬘系 

②帚木 ③空蝉 ④夕顔 ⑥末摘花 
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引き続き「賢木」の巻からの執筆順序を検証してゆくものであるが，「賢木」

の巻以降は展開方法が異なっている．「葵」巻までとは異なり，複数のテーマ

を持った巻が多くなっている．従って巻末と巻頭の連続性が表れている． 

 

9. 「葵」巻末と「賢木」巻頭  

 

「葵」巻末 

朔日は，例の，院に参りたまひてぞ，内裏，春宮などにも参りたまふ．それ

より大殿（＝左大臣邸）にまかでたまへり．・・・（大宮は）いみじく，し

尽くしたまへるものども，また重ねて奉れたまへり．・・・御返りには，・・・    

あまた年けふあらためし色ごろもきては涙ぞふる心地する 

えこそ思ひたまひしづめね」と（光源氏は）聞こえたまへり．御返り， 

新しき年ともいはずふるものはふりぬる人の涙なりけり 

おろかなるべき事にぞあらめや．  

 

「賢木」巻頭 

斎宮の御下り近うなりゆくままに，御息所もの心細く思はす．やむごとなく

わづらはしきものにおぼえたまへりし大殿の君（＝葵の上）も亡せたまひて

後，さりともと，世人も聞こえあつかひ，宮の内にも心ときめきせしを，そ

の後しもかき絶え，あさましき御もてなしを見たまふに，まことにうしと思

す事こそありけめと，知りはてたまひぬれば，よろづのあはれを思し棄てて，

ひたみちに出で立ちたまふ． 

 

紫の上との明るい話題から，再び左大臣邸の人々の涙に濡れた姿を描いて終

わる．この「葵」巻末の光源氏の左大臣邸訪問と，「賢木」巻頭の六条御息所

の伊勢下向の決意とは直接の関連性はないが，両者は葵の上の死去を介して間
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接的ながら結ばれていると考えると「賢木」巻は間違いなく「葵」巻を受け継

いで展開されており，時間的流れにも相当しているし両巻の連続性は明らかで

ある 

 

10. 「賢木」巻末と「花散里」巻頭 

 

「賢木」巻末 

（弘徽殿は朧月夜の君と密通した光源氏が）いとどいみじうめざましく，こ

のついでに，さるべき事ども構へ出でむに，よき便りなり，と思しめぐらす

べし． 

 

「花散里」巻頭 

（光源氏の）人知れぬ御心づからのもの思はしさは何時となきことなめれど，

かくおほかたの世につけてさへわづらはしう，思し乱るることのみまされば，

もの心細く，世の中なべて厭はしう思しならるるに，さすがなること多かり． 

 

「賢木」巻は光源氏と朧月夜の密通を知り激怒した弘徽殿大后が，宿敵源氏

追放の画策が日程にのぼることになったこと．これに対して「花散里」巻は，

政治的苦境に立たされた光源氏の姿から語り出されており，この両巻の連続性

は見いだされる． 

 

11. 「花散里」巻末と「須磨」巻頭 

 

「花散里」巻末 

西面（＝花散里の方）には，わざとなく忍びやかにうちふるまひたまひての

ぞきたまへるも，（花散里は）めづらしさに添へて，世に目馴れぬ（光源氏
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の）御様なれば，つらさも忘れぬべし．・・・・ありつる垣根（＝先程の中

川の女）も，さやうにてありさま変りにたるあたりなりけり． 

 

「須磨」巻頭 

世の中いとわづらはしく，はしたなきことのみまされば，せめて知らず顔に

あり経ても，これよりまさることもやと思しなりぬ．かの須磨は，・・・ 

 

「花散里」巻は，「賢木」巻から「須磨」巻へと，過酷な政情下で，光源氏

の運命の転変する前，運命の転変する過程の中で語られた場面である．これに

対して，「須磨」巻頭は，自らを取り巻く政情の悪化の限界を悟った光源氏が

自ずから須磨に蟄居する事を決意する帖である．この両巻は「須磨」巻に花散

里が登場し，また「花散里」巻は須磨蟄居を決意する「須磨」巻頭以前の内容

であることから，この両巻の連続は明らかである． 

 

12. 「須磨」巻末と「明石」巻頭 

 

「須磨」巻末 

暮れぬれば，雷すこし鳴りやみて，風ぞ夜もふく．・・・君（光源氏）も，

いささか寝入りたまへれば，そのさまとも見えぬ人来て，・・・（光源氏を

探し）たどり歩くと見るに，おどろきて，さは海の中の龍王の，いといたう

ものめでするものにて，見入れたるなりけりと思すに，いとものむつかしう，

この住まひたへがたく思しなりぬ． 

 

「明石」巻頭 

なほ雨風やまず，雷鳴り静まらで，日ごろになりぬ．（光源氏は）いとども

のわびしきこと数知らず，・・・ 



93 
 

 

「須磨」巻は，意想外の暴風雨，暴風雨が少しおさまった夜，光源氏の夢に

龍王の使いがあらわれる．それに対してまことに気味悪がられこの海辺の住ま

いは耐えられそうにないお気持ちになられる．これに対して「明石」巻頭は，

「なほ雨・風やまず，・・・と「須磨」巻末に，そのまま引き継がれており，

両巻は全く連続している． 

 

13. 「明石」巻末と「澪標」巻頭 

 

「明石」巻末 

院の御ために，八講行はるべきこと，まづ急がせたまふ．・・・まことや，

かの明石には，返る波につけて御文遣わす．・・・花散里などにも，ただ御

消息などばかりにて，おぼつかなく，なかなか恨めしげなり． 

 

「澪標」巻頭 

さやかに見えたまひし夢の後は，院の帝の御ことを心にかけきこえたまひて，

いかでかの沈みたまふらん罪救ひたてまつる事（＝桐壷院の御法要）をせむ，

と思し嘆きけるを，かく帰りたまひては，その御いそぎしたまふ． 

 

「明石」巻末は，桐壷院の追善供養の御為に法華八講の計画が行われる．光源

氏が桐壷院の追善の八講を催すということは，政界における主導権を握った事

を示していると考えられる．そして法華八講が催され，それはそのまま「澪標」

巻頭と重ね合わされ，巻末と巻頭の連続性はみとめられる． 
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14. 「澪標」巻末と「蓬生」巻頭 

 

「澪標」巻末 

入道の宮，（＝藤壺）兵部卿宮の，姫君をいつしかとかしづき騒ぎまふめる

を，・・・心苦しく思す．権中納言の御むすめは，弘徽殿女御と聞くこゆ．・・・ 

上（＝冷泉帝）も，よき遊びがたきに思いたり．（藤壺）「宮の中の君（＝

兵部卿宮の姫君）も同じほどにおはすれば，うたて雛遊びのここちすべきを，

（全斎宮のような）大人しき御後身は，いとうれしかべいこと」と思しのた

まひて，さる御気色聞こえたまひつつ，・・・（藤壺は）いとあつしくのみ

おはしませば，参りなどしたまひても，心やすくさぶらひたまふことも嘆き

を少し大人びて，添ひさぶらはむ御後身は，必ずあるべきことなりけり． 

 

「蓬生」巻頭 

藻塩たれつつわびたまひしころはひ，都にも，さまざま思し嘆く人多かりし

を，・・・なかなか，その数と人にも知られず，・・・下の心砕きたまふた

ぐひ多かり．常陸の宮の君（＝末摘花）は，父親王の亡せたまひにしなごり

に，・・・いみじう心細げなりしを，思ひかけぬ（光源氏との）御事の出で

来て，とぶらひきこえたまふこと絶えざりしを，・・・かかる世の騒ぎ出で

来て，・・・遠くおはしましにし後，ふりはへてしもえ尋ねきこえたまはず． 

 

「澪標」巻末では，斎宮に対する朱雀院の意向が語られることに触発されて

されて光源氏のの決断は具現化の運びとなる．藤壺が冷泉帝にふさわしい女御

として前斎宮を望んでいることが語られる．これに対して「蓬生」巻頭では，

光源氏が須磨の浦で「藻塩たれつつ」と，（冒頭に語られた言葉・在原行平の

古今集に載せられた和歌からの引用―「わくらばに問ふ人あらば須磨の浦に藻

塩たれつつわぶと答へよ」－から）わびしく過ごされていた頃，京に嘆き暮ら
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し，顧みられることのなかった末摘花の境遇から始まりその後日譚が語られよ

うとしている．「澪標」巻末を受けるのは「蓬生」「関屋」巻に続く「絵合」

巻頭であり，「澪標」「蓬生」の両巻は不連続である． 

 

15. 「蓬生」巻末と「関屋」巻頭 

 

「蓬生」巻末 

二年ばかりこの古宮にながめたまひて，東の院（＝二条東院）と言ふ所にな

む，後は（末摘花を）渡したてまつりたまひける．対面したまふことなどは，

いと難けれど，・・・いと，あなづらはしげにもてなしきこえたまはず．か

の大弐の北の方上りて驚き思へるさま，侍従が，うれしきものの，いましば

し待ちきこえざりける心浅さを恥づかしぅおもへるほどなどを，いますこし

問はず語りもせまほしけれど，・・・ついであらむをりに，思ひ出でてなむ

聞こゆべきとぞ． 

 

「関屋」巻頭 

伊予介といひしは，故院崩れさせたまひてまたの年，常陸になりて下りしか

ば，かの帚木もいざなはれにけり．須磨の御旅居もはるかに聞きて，人知れ

ず思ひやりきこえぬにしもあらざりしかど，伝へきこゆべきよすがだになく

て，筑波嶺の山を吹き越す風も浮きたる心地して，いささかの伝へだになく

て年月重なりにけり． 

 

「蓬生」巻は，光源氏との関係を復活し，救われた末摘花のその後が語られ，

やがて，やがて二年後，二条の東院に入る．以後，玉鬘・初音・行幸などの諸

巻に登場し，また別様の面影を呈する．これに対して「関屋」巻は，「空蝉」

巻などに語られた空蝉の後日譚，夫に伴われて任国の伊予に下る彼女に光源氏
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が餞別を贈り，12 年ぶりの再会を果たして語り合う．この両巻は「帚木」「空

蝉」「夕顔」「末摘花」（玉鬘系とされている）のグループは「蓬生」「関屋」

さらには「玉鬘」に至って連絡がついてくる．従って「蓬生」巻末と「関屋」

巻頭は一帖「桐壷」から 33 帖「藤裏葉」巻までの間において内容的に連続して

いる． 

 

16. 「関屋」巻末と「絵合」巻頭  

 

「関屋」巻末 

かかるほどに，この常陸守（＝伊予介）老いのつもりにや，悩ましくのみし

て，もの心細かりければ，子どもに，ただこの君（＝空蝉）の御ことをのみ・・・

明け暮れ言ひけり．・・・（夫伊予介の死後）ただこの河内守のみぞ，昔よ

りすき心ありてすこし情がりける．・・・（空蝉は）うき宿世ある身にて，

かく生きとまりて，はてはてはめづらしきことどもを聞き添ふるかなと人知

れず思ひ知りて，人にさなむとも知らせで，尼になりにけり．ある人々，い

ふかひなしと思ひ嘆く．守もいとつらう．（河内守）「おのれを厭ひたまふ

ほどに，残りの御齢は多くものしたまふらむ，いかでか過ぐしたまふべき」

などぞ．あいなのさかしらや．などぞはべるめる． 

 

「絵合」巻頭 

前斎宮の御参りのこと，中宮の御心に入れてもよほしきこえたまふ，こまか

なる御とぶらひまで，とり立てたる御後身もなしと思しやれど，大殿（＝光

源氏）は，院（＝朱雀院）に聞こしめさむことを憚りたまひて，・・・ただ

知らず顔にもてなしたまへれど，おほかたの事どもはとりもちて，親めきき

こえたまふ． 
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「関屋」巻末は淡々と語られている一巻の最後である．空蝉との一件があっ

た後伊予介は常陸介となり，東国に下った．光源氏の帰京翌年，常陸介一行は

任果てて上京した．逢坂の関を経て京に入ろうとする折，光源氏の石山詣での

行列と行き合わせた．源氏は空蝉に歌をおくった．現在，内大臣として時めい

ている光源氏の人生と一介の受領の妻との関係は，これ以上の発展は考えられ

ないのである．その後常陸介は亡くなり空蝉は尼になってしまった．（その後

の消息は，玉鬘・初音の両巻で，かいま見ることが出来るのである．）これに

対して「絵合」巻頭は，前斎宮は藤壺の同意を得て，後宮に入った．光源氏は

前斎宮を望む朱雀院に遠慮し表立った動きをしなかった．「絵合」冒頭文は三

巻前の，前斎宮の入内を望む藤壺の心中が語られる「澪標」巻末と内容的に連

続しており，「関屋」「絵合」の両巻は不連続である． 

 

17. 「絵合」巻末と「松風」巻頭  

 

「絵合」巻末 

（光源氏は）山里ののどかなるを占めて，御堂を造らせたまふ．仏経のいと

なみ添へてせさせたまふめるに，末の君たち，思ふさまにかしずき出だして

見む，と思しめすにぞ，とく棄てたまはむことは難げなる．いかに思しおき

つるにかと，いと知りがたし． 

 

「松風」巻頭 

東の院造りたてて，花散里と聞こえし，移ろはしたまふ．・・・・・東の対

は，明石の御方と思しおきてたり． 

 

「絵合」巻末は，冷泉帝の「聖世」に，主導権を握った光源氏であるが内心

に強い出家の願いを抱き，御堂をしていたが建立する叙述で終わっている．こ
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れに対して「松風」の巻頭では二条の東院が落成して西の対に花散里を迎え入

れ，東の対には明石の君をと光源氏は予定していたが，明石の君は上京を躊躇

していた．ここでは一見連続性は見られないが，「松風」巻頭における二条東

院の落成は，「絵合」巻末の“御堂を造らせたまふ．”の記述とは無関係ではな

い．このことについては次のように記されている． 

（光源氏の）造らせたまふ御堂（嵯峨野の御堂）は，大覚寺の南に当たりて，

滝殿（滝に臨んだ建物）の心ばへなど劣らずおもしろき寺なり．これは川づ

らに，えもいはぬ松蔭に，何のいたはりもなく建てたる寝殿のことそぎたる

さまも，おのづから山里のあはれを見せたり． 

と関連づけられている． 

 

18. 「松風」巻末と「薄雲」巻頭 

 

「松風」巻末 

嵯峨野の御堂の念仏など待ちいでて，月に二度ばかりの御契りなめり．年の

渡りには，たちまさりぬべかめるを，及びなきことを思へども，なほいかが

もの思はしからぬ． 

 

「薄雲」巻頭 

冬になりゆくままに，川づらの住まひいとど心細さまさりて，上の空なる心

地のみしつつ明かし暮らすを，君も・・・・・ 

 

「松風」巻末では明石の君の心情が，控えめに語られているが月に二度ばか

り光源氏が訪れるようであると結ばれている．これに対して「薄雲」巻頭では，

「松風」の巻を受けて，大堰の邸の明石の君の生活が語られており，全く違和

感なく連続して語られている． 
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19. 「薄雲」巻末と「朝顔」巻頭 

 

「薄雲」巻末 

おほかたもの静かに思さるるころなれば，尊きことどもに御心とまりて，例

よりは日ごろ経たまふにや，すこし思ひ紛れけむとぞ． 

 

「朝顔」巻頭 

斎院は，御服にておりゐたまひにきかし．大臣，例の思しそめつること絶え

ぬ御癖にて，御とぶらひなどいとしげう聞こえたまふ． 

 

「薄雲」の巻は，光源氏が大堰を訪れ，明石の君と歌を交わされて，明石の

君にいささかの安らぎを与えながら結ばれている．これに対して「朝顔」巻頭

では，斎院を退いた朝顔の斎院に，光源氏はくすぶり続けていた此の人への慕

情がまた燃え上ってきている．ここでは連続性は見いだせないと考えられるが

「朝顔」の巻には，深く藤壺の存在が関わっているのである．「朝顔」の巻の

終わり近く書かれている中に 

世にまたさばかりのたぐひありなむや．やはらかにおびれたるものから，深

うよしづきたるところの，並びなくものしたまひしを，君こそは，さいへど

紫のゆゑこよなからずものしたまふめれど，すこしわづらはしき気添ひて，

かどかどしさのすずみたまへるや苦しからむ．前斎院の御心ばへは 

と藤壺は絶賛されている．前巻「薄雲」の巻に藤壺の死が書かれ「朝顔」の巻

には，深く藤壺の存在が示され，両巻の深い関連を読み取ることが出来る． 
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20. 「朝顔」巻末と「少女」巻頭 

 

「朝顔」巻末 

おなじ蓮にとこそは， 

（源氏）なき人をしたふ心にまかせてもかげ見ぬみつの瀬にやまどはむ 

と思すぞうかりけるとや． 

 

「少女」巻頭 

年かはりて，宮の御はても過ぎぬれば，世の中色あらたまりて，更衣のほど

なども今めかしきを，まして祭のころは，おほかたの空のけしき心地よげな

るに，前斎院はつれづれとながめたまふを， 

 

「朝顔」巻末では，源氏は藤壺の宮と同じ蓮にと思い，三途の川までもとい

う藤壺への思慕のみの追悼の和歌で終わっている．これに対して「少女」の巻

頭では，藤壺中宮の一周忌も過ぎてしまうと・・・で始まっているため「朝顔」

の巻と「少女」の巻の連続性は明らかである． 

 

21. 「少女」巻末と「玉鬘」巻頭 

 

「少女」巻末 

大堰の御方は，かう方々の御うつろひ定まりて，数ならぬ人は，いつとなく

紛らはさむと思して，神無月になん渡りたまひける．・・・・姫君の御ため

を思せば，おほかたの作法も，けぢめこよなからず，いとものものしくもて

させたまへり． 
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「玉鬘」巻頭 

年月隔たりぬれど，飽かざりし夕顔を，つゆ忘れたまはず，心々なる人のあ

りさまどもを，見たまひ重ぬるにつけても，あらましかばと，あはれに口惜

しくのみ思し出づ． 

 

「少女」巻末では，源氏が，かねて造営中であった，四季の町から成る六条

院の落成と同時に，紫の上，花散里を移り住まわせ，やがて梅壺中宮も西の御

殿に里下がりなされ，明石の君も六条院に迎えとられたことで終了している．

これに対して「玉鬘」の巻頭では，第四帖の夕顔の巻を受けており，（夕顔の

死去は源氏十七歳の八月であり，「玉鬘」の巻までに十七年の歳月を経ている）

歳月を経ても愛着の思いの尽きることのなかった夕顔への思いを冒頭から語ら

れている．「玉鬘」の巻以下，夕顔の忘れ形見である玉鬘に移行されており，

両巻は全く連続する事はない． 

 

22. 「玉鬘」巻末と「初音」巻頭 

 

「玉鬘」巻末 

年の暮に御しつらひのこと，人々の御装束など，やむごとなき御列に思しお

きてたる，・・・・・調じたるも，奉りたまふついでに，・・・・・．みな，

御返りどもただならず，御使の禄心心なるに，末摘，東の院におはすれば，

いますこしさし離れ，艶なるべきを，・・・・・返り事は思しもかけねば，

（紫の上）「返しやりてむとあめるに，これより押し返したまはざらむも，

ひがひがしからむ」とそそのかしきこえたまふ．情棄てぬ御心にて書きたま

ふ．（源氏）「かへさむといふにつけてもかたしきの夜の衣を思ひこそやれ 
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「初音」巻頭 

年たちかへる朝の空のけしき，なごりなく曇らぬうららかげさには，数なら

ぬ垣根の内だに，雪間の草若やかに色づきはじめ，いつしかとけしきだつ霞

に，木の芽もうちけぶり，おのづから，人の心ものびらかにぞ見ゆるかし．

ましていとど玉を敷ける御前は，(六条院)庭よりはじめ見所多く，磨きまし

たまへる御方々のありさま，まねびたてむも言の葉足るまじくなむ．春の殿

（紫の上の御殿）の御前，とり分きて，梅の香も御簾の内の匂ひに吹き紛ひ

て，生ける仏の御国とおぼゆ． 

 

「玉鬘」巻末では玉鬘が光源氏のもとに引き取られた後の，六条院における

年の暮れのひとこまがえがかれており，源氏が正月の衣装を整えて方々に新春

の晴れ着を贈り，それぞれの婦人から御礼の返事を受け取るが，末摘花のみ無

粋な対応をする．しかし，源氏の君は，末摘花の返歌を御覧になり和歌を論じ

あげた．これに対して「初音」巻頭では年が改まった元旦の朝，六条院造営後

の初めての新春の空の景色の素晴らしさはこの世の極楽浄土とまで思われる様

である．この二巻は「玉鬘」巻末では「年の暮」，「初音」巻頭では「年たち

かへる朝」と連続して語られている． 

 

23.「初音」巻末と「胡蝶」巻頭 

 

「初音」巻末 

今年は男踏歌あり．内裏より朱雀院に参りて，次にこの院に参る．道のほど

遠くて，夜明け方になりにけり．・・・・・・．夜明けはてぬれば，御方々

帰り渡りたまひぬ．大臣の君，すこし大殿籠りて，日高く起きたまへ

り．・・・・・・「人々のこなたに集たまへるついでに，いかで物の音試み
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てしがな．私の御宴あるべし」とのたまひて，御琴どもの，うるはしき袋ど

もして秘めおかせたまへる．みな引き出でて，おし拭ひて，ゆるべる緒とと

のへさせたまひなどす．御方々，心づかひいたくしつつ，心げさうを尽くし

たまふらむかし． 

 

「胡蝶」巻頭 

三月の二十日あまりのころほい，春の御前のありさま，常よりことに尽くし

てにほふ花の色，鳥の声，他の里には，まだ古りぬにや，とめづらしう見え

聞こゆ．山の木立，中島のわたり，色まさる苔のけしきなど，若き人々のは

つかに心もとなく思ふべかめるに，唐めいたる舟造らせたまひける，急ぎさ

うぞかせたまひて，おろし始めさせたまふ日は，雅楽寮の人召して，船の楽

せらる． 

 

「初音」巻末では，今年は男踏絵があり，内裏から朱雀院に参上して，次に

六条院におうかがいする巻末に“「私の御宴あるべし」とのたまひて，”とあ

り女楽の計画を語られ，新年らしい明るい雰囲気のなかで「初音」の巻は終わ

っている．これに対して「胡蝶」巻頭では，三月の二十日過ぎの頃，紫の御殿

の庭では，行く春を惜しんで優雅な船楽の遊びが行われる場面から始まってい

る．この両巻は，無類の華やかさを語っている六条院の有り様と，季節的にも

繫がりを見せており，連続性は認められる． 

 

24. 「胡蝶」巻末と「蛍」巻頭 

 

「胡蝶」巻末 

色に出でたまひて後は，・・・・・むつかしう聞こえたまふこと多かれば，

いとどところせき心地して，置き所なきもの思ひつきて，いと悩ましうさへ
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したまふ．・・・・．宮，大将などは，殿の御気色，もて離れぬさまに伝へ

聞きたまうて，いとねむごろに聞こえたまふ．この岩漏る中将も，大臣の御

ゆるしを見てこそかたよりにもの聞きて，まことの筋をば知らず，ただひと

へにうれしくて，下り立ち恨みきこえまどひ歩くめ 

 

「蛍」巻頭 

今はかく重々しきほどに，よろづのどやかに思ししづめたる御ありさまなれ

ば，頼みきこえさせたまへる人々，さまざまにつけて，みな思ふさまに定ま

り，ただよはしからで，あらまほしくて過ぐしたまふ．対の姫君こそ，いと

ほしく，思ひの外なる思ひ添ひて，いかにせむと思し乱るめれ．・・・・・

さま異にうとましと思ひきこえたまふ．・・・・・兵部卿宮などは，まめや

かに責めきこえたまふ．御労のほどはいくばくならぬに，五月雨になりぬる

愁へをしたまひて， 

 

「胡蝶」巻末では，養父光源氏が，お気持ちを外にお出しになってからは，

女君はますます追い詰められて，身の置き所もない御悩みをいだかれる．玉鬘

の熱心な求婚者の中には，蛍兵部卿宮（源氏の弟）や，髭黒大将，柏木（玉鬘

を実の姉とも知らないでいる内大臣家の中将（柏木）などがおり，熱中ぶりが

語られている．これに対して「蛍」巻頭では，玉鬘が，光源氏の親らしくない

恋心に苦しみ悩んでいる情景で「蛍」は書き進められている．「胡蝶」「蛍」

では上記のように，玉鬘が，光源氏の恋心に苦慮している様を，また「胡蝶」

の巻末の季節では，「更衣の今めかしう改まれるころほひ，」と書かれている．

更衣とは四月一日をさし，室内装飾や衣類を夏の装いに改める日である．また，

「蛍」の巻頭には「五月雨になりぬる愁いへをしたまひて」とあり，この両巻

は，季節的にも内容的にも連続して語られている． 
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25. 「蛍」巻末と「常夏」巻頭 

 

「蛍」巻末 

内大臣は御子ども腹腹いと多かるに，その生ひい出でたるおぼえ人柄に従ひ

つつ，心にまかせたるやうなるおぼえ，勢にて，みななし立てたまふ．女は

あまたもおはせぬを，・・・・・いと口惜しと思す．かの撫子を忘れたまは

ず，・・・・・あはれに思しわたる．君たちにも，（内大臣）「もしさやう

なる名のりする人あらば，耳とどめよ．」・・・・・と，常にのたまひ出づ．・・・・・

夢見たまひて，いとよく合はする者召して合はせたまひけるに，もし年ごろ

御心に知られたまはぬ御子を，人のものになして，聞こしめし出づることや」

と聞こえたりければ，（内大臣）「女子の人のこになる事はをさをさなしか

し．いかなる事にかあらむ」など，このごろぞ思しのたまふべかめる． 

 

「常夏」巻頭 

 ◎いと暑き日，東の釣殿に出でたまひて涼みたまふ．・・・・・（源氏）

「いかで聞きしことぞや，大臣の外腹のむすめ尋ね出でてかしずきたまふな

る，とまねぶ人ありしは，まことにや」と弁少将に問ひたまへば，ことごと

しく，さまで言ひなすべき事にもはべらざりけるを．この春のころほひ，夢

語したまひけるを，ほの聞き伝へはべりける女の，我なむかこつべきことあ

ると，名のり出ではべりけるを，中将の朝臣なむ聞きつけて，まことにさや

うに触ればひぬべき証やあると，尋ねとぶらひはべりける．くはしきさまは

え知りはべらず．げにこのごろめづらしき世語になむ人々もしはべるなる．

かやうのことこそ，人のため，おのづから家損なるわざにはべりけれと聞こ

ゆ． 
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「蛍」巻末では，内大臣（かっての頭中将）は，幼い頃に生き別れたままの

玉鬘を探す事を試み，息子達にもその行方を捜すように命じる．また夢を御覧

になった時，実によく当たる夢占いに夢合わせをなされた所では，「もしやこ

れまで長い年月おきづきにならない御子を誰かが養女にしていると，お聞き出

しになることがあるかもしれませぬ」との言葉を得て不思議に思われる．これ

に対して「常夏」巻頭では，「蛍」より続く日，釣殿で涼む源氏のもとに，訪

れた内大臣の若い者たちから，最近内大臣が引き取った娘の事を耳にした．こ

のように，この両巻は完全に連続している． 

 

26. 「常夏」巻末と「篝火」巻頭 

 

「常夏」巻末 

御方見て，（近江の君）「をかしの御口つきや．まつとのたまへるを」とて，

いとあまえたる薫物の香を，かへすがへすたきしめゐたまへり，紅といふも

の，いと赤らかにかいつけて，髪梳りつくろひたまへる，さる方ににぎはは

しく，愛敬つきたり．御対面のはど，さし過ぐしたる事もあらむかし． 

 

「篝火」巻頭 

このごろ，世の人の言ぐさに，内の大殿の今姫君と，事にふれつつ言ひ散ら

すを，源氏の大臣聞こしめして，（源氏）「ともあれかくもあれ，ひ人見る

まじくて籠りゐたらむ女子を，なほざりのかごとにても，さばかりにものめ

かし出でて，かく人に見せ言ひ伝へらるるこそ，心得ぬことなれ．いと際ぎ

はしうものしたまふあまりに，深き心をも尋ねずもて出でて，心にもかなは

ねば，かくはしたなきなるべし．よろずの事，もてなしがらにこそ，なだら

かなるものなめれ」と，いとほしがりたまふ 
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近江の君の登場である．内大臣家の弘徽殿の女御に参上の命を受け出仕予定

の滑稽な近江の君の姿が描かれている．これに対して「篝火」は，季節は晩夏

から初秋に移っている．近江の君の悪評を光源氏が，内大臣の近江の君に対す

る処置（内大臣が近江の君を弘徽殿女御方に出仕させた事）を批判している．

「常夏」と「篝火」は季節のつながり，近江の君に関する事，共に連続して語

られている． 

 

27. 「篝火」巻末と「野分」巻頭 

 

「篝火」巻末 

この中将は，（柏木）心の限り尽くして，思ふ筋にぞ，かかるついでにも．

え忍びはつまじき心地すれど，さまよくもてなして，をさをさ心とけても掻

きわたさず． 

 

「野分」巻頭 

中宮の御前に，秋の花を植ゑさせたまへること，常の年よりも見どころ多く，

色種を尽くして，よしある黒木赤木のませを結ひまぜつつ，同じき花の枝ざ

し姿，朝夕露の光も世の常ならず，玉かとかかやきて，造り渡せる野辺の色

を見るに，はた春の山も忘られて，涼しうおもしろく，心もあくがるるやう

なり． 

 

「篝火」巻末で，柏木は初秋の五，六日ごろの夕月が早くから西に沈み，空

にはうっすらと雲がかかっている西の対屋で，玉鬘を実の妹とも知らず，思慕

の情を込めて和琴を奏するのである．これに対して「野分」巻頭は，同じ六条

院であるが，秋好中宮が住む，六条院の西南にある御殿の庭の情景から語り出

される．この両巻の連続性は，六条院と季節的な関連で結びついている． 
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28. 「野分」巻末と「行幸」巻頭 

 

「野分」巻末 

祖母宮の御もとにも参りたまへれば，のどやかにて御行ひしたまふ．・・・・・

内大臣も参りたまへるに，御殿油など参りて，のどやかに御物語など聞こえ

たまふ．・・・・・そのついでにも，（内大臣）「いと不調なるむすめまう

けはべりて，もてわづらひはべりぬ」と，愁へきこえたまひて笑ひたまふ．

（大宮）「いで，あやし．むすめといふ名はして，性なかるやうやある」と

のたまへば（内大臣）それなん．見苦しきことになむはべる．いかで御覧ぜ

させむ」と，聞こえたまふとや． 

 

「行幸」巻頭 

かく思しいたらぬことなく，いかでよからむことは，と思しあつか，ひたま

へど，この「音無の滝」こそうたていとほしく，南の上の御推しはかり事に

かなひて，軽々しかるべき御名なれ．かの大臣，何ごとにつけても際際しう，，

すこしもかたはなるさまのことを思し忍ばずなどものしたまふ御心ざまを，

さて思ひ隈なく，けざやかなる御もてなしなどのあらむにつけては，をこが

ましうもやなど，思しかへさふ 

 

「野分」巻末は，内大臣の娘の事となる．内大臣が大宮に近江の君について

「不調なるむすめまうけはべりて」とおこぼしになられている．これに対して

「行幸」巻頭は「かく」の発語で始まるが「かく」は前巻までの物語を受ける

と共に，新しく語り起す発語である．玉鬘は，源氏の，表面は玉鬘の親の立場

として感情を隠さねばならない立場であり，また内大臣の格式ばった性格を考

えると，玉鬘を妻とした時のわずらわしさが想像出来た．「行幸」の巻頭では
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「その年の十二月に大原野への行幸」と続いてゆく．両巻の連続はここでも明

らかである． 

   

29. 「行幸」巻末と「藤袴」巻頭 

 

「行幸」巻末 

（近江の君）尚侍におのれを申しなしたまへ」と責めきこゆれば，あさまし

ういかに思ひて言ふことならむ，と思すに，ものも言はれたまはず．大臣こ

の望みを聞きたまひて，いと華やかにうち笑ひたまひて，女御の御方に参り

たまへるついでに，（内大臣）「いづら，この近江の君，こなたに」と召せ

ば（近江の君）「を」と，いとけざやかに聞こえて，出で来たり．・・・・・

手をおし擦りて聞こえゐたり．・・・・・殿も，「ものむつかしきをりは，

近江の君見るこそよろづ紛るれ」とて，ただ笑ひぐさにつくりたまへど，世

人は，「恥ぢがてら，はしたなめたまふ」など，さまざま言ひけり． 

 

「藤袴」巻頭 

尚侍の御宮仕のことを，誰も誰もそそのかしたまふも，いかならむ，親と思

ひきこゆる人の御心だに，うちとくまじき世なりければ，ましてさやうのま

じらひにつけて，心よりほかに便なきこともあらば，中宮も女御も，方々に

つけて心おきたまはば，はしたなからむに， 

 

「行幸」巻末では，玉鬘入内の噂を聞いた近江の君が自分を推薦するように，

弘徽殿の女御や内大臣に請い，周囲の嘲弄をまねいている．これに対して「藤

袴」巻頭では，尚侍として入内する事は，宮中において秋好中宮，弘徽殿女御

との関係に支障をきたすのではないのだろうかなど，玉鬘の心の乱れを描いて
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いるのである．このように玉鬘の尚侍就任をめぐって両巻は連続して語られて

いる． 

 

30. 「藤袴」巻末と「真木柱」巻頭 

 

「藤袴」巻末 

九月になりぬ．初霜結ぼほれ，艶なる朝に，例の，とりどりなる御後身ども

の引きそばみつつて参る御文どもを，見たまふこともなくて，読みきこゆる

ばかりを聞きたまふ．大将殿のには，・・・・・兵部卿宮は，・・・・・式

部卿宮の左衛門督は，・・・・・宮の御返りをぞ，いかが思すらむ，ただい

ささかにて，・・・・・をあはれを知りぬべき御気色にかけたまへれば，露

ばかりなれど，いとうれしかりけり．かやうに，何となけれど，さまざまな

る人々の，御わびごとも多かり．女の御心ばへは，この君をなんもとにすべ

きと，大臣たちめきこえたまひけりとや． 

 

「真木柱」巻頭 

（源氏）内裏に聞こしめさむこともかしこし．しばし人にあまねく漏らさじ」

と諌めきこえたまへど，さしもえつつみあへたまはず．ほど経れど，いささ

かうちとけたる御気色もなく，思はずにうき宿世なりけりと，思ひ入りたま

へるさまのたゆみなきを，いみじうつらしと思へど，・・・・・ 

（玉鬘は）籠りゐにけり． 

 

「藤袴」巻末では九月，秋の末のころで，玉鬘の出仕の日は来月十月に定ま

った．人々の玉鬘への想い入れは熱心で，例により，特に出仕の迫った時期だ

けに求婚者達から次々におくられてくる恋文に対しての玉鬘の対応が描かれて

いる．それに対して，「真木柱」巻頭では，玉鬘が，意外にも髭黒大将と結婚
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した事が語られている．このように両巻は意外な結末ではあるが，完全に連続

している． 

 

31. 「真木柱」巻末と「梅枝」巻頭 

 

「真木柱」巻末 

まことや，かの内の大殿の御むすめの，尚侍のぞみし君も，さるものの癖な

れば，いろめかしうさまよふ心さへ添ひて，もてわづらひたまふ．・・・・・

秋の夕のただならぬに，宰相中将（夕霧）も寄りおはして，例ならず乱れて

ものなどのたまふを，・・・・・この近江の君，人々の中を押し分けて出で

ゐたまふ．・・・・・（夕霧は）この聞く人なりけり，とをかしうて，（夕

霧）よるべなみ風のさわがす舟人もおもはぬかたに磯づたひせずとて，はし

たなかめりとや． 

 

「梅枝」巻頭 

御裳着のこと思しいそぐ御心おきて，世の常ならず．春宮も同じ二月に，御

かうぶりのことあるべければ，やがて御参りもうちつづくべきにや．正月の

つごもりなれば，公私のどやかなるころほひに，薫物合はせたまふ． 

 

「真木柱」巻は，玉鬘十帖の最終巻である．噂に聞く尚侍を望んだ近江の君

の登場であり，近江の君に対して夕霧が現れている．これに対して「梅枝」巻

頭は，明石の姫君の入内の時期が近づき，また東宮の元服も近づいていた．六

条院は裳着の準備に忙しくしている場面から書き始められている．明石の姫君

の入内は二月に予定されており，また東宮の元服の儀も二月である．物語，「梅

枝」は「真木柱」とは関連せずに語られてゆく．ここで十帖連続して語られて

いる帖は，連続して語られる事はなくなるのである． 
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32. 「梅枝」巻末と「藤裏葉」巻頭 

 

「梅枝」巻末 

（雲居雁）かぎりとて忘れがたきをわするるもこや世になびく心なるらむ 

とあるを，（夕霧）あやし，とうち置かれず，かたぶきつつ見ゐたまへり． 

 

「藤裏葉」巻頭 

御いそぎのほどにも，宰相中将（夕霧）はながめがちにて，・・・・・思ひ

乱れたまふ．女君も，大臣のかすめたまひしことの筋を，もしさもあらば何

のなごりかは，と嘆かしうて，あやしく背き背きに，さすがなる御諸恋なり． 

 

「梅枝」巻末は，夕霧の縁談に関する噂を気にし，悲しみに沈む雲居雁の所

に夕霧からの文が届く．それに対する雲居雁の悲しみを込めた彼女の歌を読み，

夕霧は妙だと思い，首をかしげ御覧になられている．これに対して「藤裏葉」

巻頭は「梅枝」から内容的なこと，夕霧が雲居雁を思う心は少しも変化しては

いなかったが，内大臣に隔てられたため，積極的に出る事はなかった．それか

らしばらくして，内大臣は夕霧を藤の花の宴に招かれた．父の源氏は夕霧に“「直

衣こそあまり濃くて軽ためれ．非参議のほど，何となき若人こそ，二藍はよけ

れ，ひきつくろはんや」とて，わが御料の心ことなるに，えならぬ御衣ども具

して，御供に持たせて奉れたまふ．”と，自分の衣装を与えて送り出した．宴

も終わり近く，内大臣は酔いに紛らわせて，夕霧に雲居雁を許す事を告げたの

である．この「藤裏葉」は，「梅枝」と内容的にも連続している． 

 



113 
 

以上の考察から巻の繫がりについて推定されるのは，「源氏物語」の話の筋

を分析して得た事実を基に武田宗俊が述べている結論に到達する．武田宗俊は

研究の結果を次のように述べている． 

（1）「源氏物語」は今のような配列の順序で執筆されたものではない． 

（2）「源氏物語」の初めの部分三十三巻までは紫の上系と玉鬘系との二系列

に分類される． 

（3）紫の上系（①⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑰⑱⑲⑳㉑㉜㉝）が最初に続けて執筆

されて，物語は一応完結した． 

（4）玉鬘系（②③④⑥⑮⑯㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛）は後で順次書かれて紫の

上系の中途に，それぞれ挟みこまれた． 

 この武田宗俊の結論について私は全く異議を感じることはない．「桐壷」巻

末から「帚木」巻頭へと読み進む時，誰しもが違和感を覚えるのである．文章

の内容が全く異なっているのである．また表現の方法も異なり，そこに，別の

作者を感じるのである．まず，第一帖「桐壷」は，この長編の物語の全体の筋

の設定の構築がなされていることを読み取ることが出来る．この第一帖と第二

帖の連続の違和感を和辻哲郎は明確に衝いている．一つの推理として『源氏物

語』は，現在の順序を追って書かれたものではない．との事を述べている．和

辻哲郎は第二帖「帚木」の巻頭をあげ，「帚木」の巻は「桐壷」の巻を承けて

はいない，と結論づけている．これを承けて十数年後に阿部秋生は，第五帖「若

紫」を中心に，『源氏物語』の初めの部分を分析している．また，阿部秋生に

続いて，その十一年後，武田宗俊の「源氏物語の最初の形態」と言う論考が現

れ，本居宣長以来の「源氏物語」の読み方を否定し，本来の「源氏物語」理解

への方向を確立した．武田宗俊の論は，第一部は第一帖「桐壷」から第三十三

帖「藤裏葉」まで，第二部は第三十四帖「若菜上」から第四十一帖「幻」まで，

第三部は匂宮以下終わりまでと区分し，その第一部の三十三帖を紫の上系と玉

鬘系に分離し，「所属のまぎらわしい巻はない」と判別した．武田宗俊は，話
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の展開を厳密に調べ次の結果を述べている．また，この説は阿部秋生が最初に

話の筋を厳密に調査し称えた説でもある． 

（１）桐壷は全巻にわたる総序として別に扱う． 

（２）帚木，空蝉，夕顔に展開する空蝉と夕顔とを相手とした事件は帚木巻

頭の雨夜の品定めで話題になった中の品の女の話で，その三巻は雨夜

の品定めと結びついている． 

（３）これに続く若紫の中には前の 2，3，4 の三巻と繋がる記事はない．5

帖では別の舞台に紫の上と藤壺とが登場し，さらに六条御息所と葵の

上とが登場してくる． 

（４）若紫は次の末摘花の巻を飛び越え紅葉賀に連続して語られている．紫

の上系の話しは若紫から紅葉賀へと連続している．光源氏の年齢も若

紫（十八歳三月から十月まで），末摘花（十八歳二，三月から十九歳春

まで），紅葉賀（十八歳十月から十九歳秋まで）である．もし末摘花を

抜けば若紫から紅葉賀への進展は時間的に極めて自然である． 

（５）紅葉賀は花宴，葵，賢木から澪標まで連続している．これを若紫グル

ープと考えている． 

（６）帚木，空蝉，夕顔，末摘花は別のグループとしてまとまり，若紫グル

ープとは区別されている．この区別されたグループは蓬生，関屋，さら

には玉鬘に至って連続している． 

「源氏物語」の巻は，どのような順序で執筆されたのかという問題に対して，

巻の終わりと次の巻の巻頭が連続しているか否かを調査した．前述のように⑥

「末摘花」の続き具合を考察すると，内容的にも，⑥「末摘花」巻頭は⑤「若

紫」巻末とは連続せず前々巻の④「夕顔」を受けている．また⑥「末摘花」の

巻と⑦「紅葉賀」の両巻は内容的にも時間の流れから考えても不連続である．

⑦「紅葉賀」から⑭澪標までの七帖の間は，話はなだらかに進んでおり，光源

氏の年齢も不自然な所は見られない．しかし⑮「蓬生」と⑯「関屋」にいたる
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と，この二巻が割り込んでいるために不連続になる．この二巻を取り除くと⑭

「澪標」から⑰「絵合」はなだらかに連続しており，㉑「少女」に至る．「少

女」の巻は，明石の君の六条院入りを告げて終わっており，㉒「玉鬘」巻は，

源氏の，歳月を経ても変わらない故，夕顔への追慕の思いから書き出され，以

下，夕顔の遺児玉鬘に焦点が当てられ十帖続いていることから，玉鬘十帖，あ

るいは帚木十帖と言われている．ちなみに②帚木，③空蝉，④夕顔は帚木三帖

あるいは玉鬘三帖と呼ばれている．また㉑「少女」巻末に続くのは玉鬘十帖を

隔てた，㉜「梅枝」巻頭である．「梅枝」巻末と「藤裏葉」は前述のように連

続性は明らかである．武田宗俊は，紫の上系の巻が先行しているとの説を唱え，

玉鬘系後期挿入説を打ち出した．この研究は大きな波紋を呼び，成立論として

の一つの解明をあたえている．しかし，これまでの和辻哲郎の説，阿部秋生の

説そして武田宗俊らの研究について，細かい事実をあげた反論が発表されてい

る．それは，武田宗俊の挙げた論拠の中に計数の誤り，事実の脱漏の指摘であ

った．また帚木三帖の起筆説などが多くの学者達により指摘された．しかし，

多くの研究者の挙げた事柄を考えても，三者の，殊に武田宗俊の確固たる研究

について何の反論も出来得ないと考えられる．その理由は以下の通りである． 

(1) A 系（紫の上系）の全十七巻を通して読んだ場合，それだけで一貫してい

る物語として全く不自然なく読み通すことができる． 

(2) Ａ系の人物は，Ｂ系にも登場する．しかし，Ｂ系に初登場する人物はＡ

系には登場しない． 

 上記に関して武田宗俊は徹底した図表を作成している．そしてＢ系の人物は

Ａ系の話しの中には全く登場しないのである．この事に関しては筆者もテキス

トマイニングを用いて洗い出したが，Ａ系に登場した人物は，当然，Ｂ系にも

登場しているが，Ｂ系に登場した人物は，全くＡ系には登場しないのである．

この事はＡ系が先に書かれそれだけで完結した．その後，Ｂ系が書かれて，Ａ
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系の完結している物語の中に割り込み，追加，挿入されたと理解する以外には，

考えられないのである． 

 その他，さまざまな点でＡ系とＢ系とは明瞭な対照をしており，Ａ系とＢ系

では別の作品ではないかと考えられると同時に，作者が異なると言っても過言

ではないと思えるのである．多くの，学者，研究者のさまざまな努力にもかか

わらず，これまでの研究方法では解決を見る事が出来ないのが現状と考えられ，

研究方法を異なった視点で行う必要があると考えた．ここで村上征勝が述べら

れた事は，計量的な観点から文献を研究する計量文献学が必要であると，とな

えられた．筆者はそのことに啓発され，藤澤教授，山縣助教の御指示を仰ぎ，

源氏物語五十四帖全体を数量的な観点から調べることを試みた．そのことがこ

の論文に記した第三章である．ことに助動詞の出現率を取り上げ，数量化Ⅲ類

の分析法で分析をしてみた結果，武田宗俊のＢ系の十六巻はＡ系の十七巻の後

に成立し，Ｂ系がＡ系の中に挿入されたと考えられる結果を導き出している． 

物語の内容について考察してみると，①桐壷において下記のような記述があ

る． 

 

「更衣に皇子誕生，方々の憎しみつのる」の項目より 

前の世にも，御契りや深かりけん，世になくきよらなる玉の男皇子さへ生ま

れたまひぬ．・・・・・． 

（帝と最愛の更衣とは前世においてもご宿縁が深かったのであろうか，世に

またとなく清らかに美しく玉のような皇子が生まれた．しかし同輩の妬み，

嫉みに傷められて，更衣は病を得て亡くなってしまわれる．帝は桐壷の更衣

に三位の位を，お与えになり，朝夕に追慕の念はあつく，食事も喉を通らぬ

ほどであった．） 
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「若宮の神才と美貌，内裏を圧する」の項目と「高麗人の観相，若宮，源姓

を賜る」の項目より 

今は内裏にのみさぶらひたまふ．七つになりたまへば，・・・・・・そのこ

ろ，高麗人の参れるなかに，かしこき相人ありけるを聞こしめして・・・・・． 

（皇子は七歳になられたので読書始めなどなされたが世にも類ないほど聡

明で賢くておいでなどで恐ろしいとさえ御覧になる．その頃，高麗人の人相

身が来朝しており，その中にすぐれた人相身がいたので，皇子の身分を隠さ

れて見てもらわれた．すると人相身は驚いて「帝王と言う無上の位に上るべ

き相をお持ちですが，その位につくと国が乱れ，民が苦しむ事が起こるでし

ょう．しかし，臣下となって天下の政を補佐する約をなさるかと見ると，そ

れも違っています」と幾度も首をかしげてあやしんだ．かねて日本流の人相

身も同じことを言っていたので，あらためてインド流の星占いに見せると，

その答えも同じだったので帝はこの皇子を親王となさらず，臣下に下し源氏

とされた．） 

 

この皇子である光る君の将来に対する三人の人相身，占者の一致した予言の

意味は不可解である．この預言者の称える地位がこの世にあるのだろうか．帝

王はただ一人の存在である．帝王でなければ臣下である．ところが帝王でもな

く，臣下でもない，と三つの流儀の人相身が重ねて判断したと言うことについ

ての予言は第三十三帖の「藤裏葉」の巻で実現し完結に至っている． 

このように，文学における文献研究では，記述内容の検討が主要な研究課題

になると考えられている．玉鬘系後期挿入説に代表される「藤裏葉」巻までの

三十三帖の巻の執筆順序及び内容，連続性を検討するために巻末と巻頭を手掛

かりとして試みた．その結果，武田宗俊のとなえるＢグループの十六巻はＡグ

ループの十七巻の後に成立し，それがＡグループの中の随所に挿入され，今日

の巻序になったことが本研究からも確認された． 
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