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為常食 を一 ･をこ の蔵主 につ い て
専修 大 学名巻数 捜 ･椅本 逢埠
ただいまご紹介 にあずか りま した橋本で ございます｡ た くさんの学部生 の女性 たちがお見え
にな ってお られま して､阿蘇 さんのよ うに話が うま くで きるといいのです けれ ども‑｡今 日の
お話 は巻‑ と巻二の形成､ あるいは配列 とい うよ うな､何か非常 に堅苦 しい もので文学的な こ
とはあま り出て きません｡ 面 白 くなか ろ うと思 います｡ こうい う会 だ とい うことは知 らなか っ
たので､少 し専門的な ものにな ります けれ ども､ お聞 きいただければ と思 います｡本 日は題 目
に掲 げま したよ うに､巻‑ と巻二が どのよ うに して今 の形 にな ったのか とい うことをお話 しし
てみたい と思 ってお ります｡
『万葉集』 の巻‑ と巻二 とい うこの二つの巻 は 『万葉集』 の他 の巻 と違 って､他 に 1
8巻 あ
りますが､一､二だけ変わ っているのは､各天皇 の御代 を標題 に立てて整然 と歌が時代順 に並
んでいることです｡ こうした巻 は他 にあ りません｡天皇 の代で括 ってい くとい うのはないので
す｡ それで 『
万葉集』のなかで も最初 に編 まれた巻だ とい うふ うに考 え られてお ります｡
しか し､現在 の巻‑ と巻二 を見 ます と､ のちに増補 した もの､ さ らにそののちに追補 した も
の｡追補 とか増補 という言 い方 は人 によってニュア ンスが違 いますけれ ども､私 は最初 に補 った
のを増補 といい､ そのあとで さ らに補 った ものを追補 とい う言 い方 で使 お うと思 います｡巻‑
と巻二 を見 ます と､他の巻 もそ うです けれ ども､ そ うい う増補､追補 とい うのが非常 に顕著 に
指摘で きます｡その増補､追補 とい うところを除いた部分 を原万葉 と呼んでお こうと思 います｡
巻‑ も､ まず初 めの部分がで きま して､ そのあ とで増補 された ものです｡ その ことはもう早
く近世､江戸時代 の末 に橘守部 とい う人 がい っていることで して､ まず巻一 につ いては､ こん
なふ うにいってお ります｡本 をお持 ちにな っていない方 はち ょっとわか りに くいで しょうけれ
ど も､｢
今案ず るにこの‑ の巻 は､右 の藤原宮 の御井 の歌 までが旧の撰 に して｣ とい う､｢
藤原
宮 の御井 の歌｣ とい うのは 5
3番 の歌 です｡『万葉集』巻‑ は 8
4番 まであ りますが､5
3番 まで
が元 の撰､すなわち原万葉､ そのあ とが書 き添え､すなわち増補 だ とい うふ うにい っているわ
けです｡題詞 の形式がそれを境 に変 わ って くる｡大宝元年 などとい う年号が入 って くるとい う
よ うな ものを根拠 にいた しま して､ ここで一応原万葉が終わ って､ あ とは書 き添え｡ さ らにの
ちに追補 された歌 もあるとい うふ うに もい ってお ります｡
この指摘 は揮潟久孝先生 な どに もそのまま受 け継がれま して､守部説 をさ らにいろいろな点
か ら強固 にいた しま した｡品田太吉 とい う古 い学者､ それか ら徳 田浄 さんな ど､並居 る成立 に
関 して ものを述べた方 はほとん どこの説 を支持 してお ります｡阿蘇 さんの本 を読 みます と､ や
は り阿蘇 さん もそ こで切 ってお ります｡ それか ら近年で は有名 な国文学者伊藤博 さんです｡ 自
分で仮名 を ｢は く｣ とふ ってお りますが､本当 は ｢ひろ し｣だ と思 います｡ いっか こうい った
ことがあ りま した｡｢なぜ､"いとうは く′′ に したのだ｣ と聞いた ら､伊藤博 とい う国文学者語
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為常食 を一 ･番こ の底立 について
学者が 3人 もいるのです｡中古 の平安時代､中世で有名 な学者で 1人 は東大､1人 は教育大 で､
｢
原稿料が間違 って きた｡ それで ､
､
は く′′ に したのだ｣ とお っ しゃっていま した｡ そんな こと
はどうで もよろ しいのですが､万葉 の成立 の ご本で は立派 な､非常 に大 きな仕事 をなさった､
戦後 の万葉学 の総仕上 げのよ うな ことをなさった伊藤 さん もや はりこの区分 を支持 してお りま
す｡
したが って御井 の歌､ 5
3番 まで とそれよ り下 を増補 とい うふ うに捉 え る見方 は､概 ね通説
に近 い といっていいか と思 います｡
しか しこれに対 して異論 もあ りま して､中西進 さん とい うこれ もまた大変有名 な､私 たちと
同 じ世代 の方､昭和 4年生 まれの方ですが､ 中西進 さん は原万葉 はそ こで終わ りに したのでは

5番 か ら 49番､ ｢東野炎
な くて､軽皇子 の安騎野 の歌､ す なわ ち 4
のにか ぎろひの

立所見而 (ひむか しの

｣ とい う歌が含 まれ る､ そ こで終 わ っていた といいます｡ それ
たっみえて)

で巻二 の相聞が､ これ は石見 の歌 とい う人麻 呂の歌 で終 わ っている｡ 巻二の挽歌 は､人麻 呂が

2
6番､挽歌 はそ こで終わ っている｡ 中西 さん はそ
死 ぬときといいますか､死 に臨む歌 とい う 2
のようにいってお りま して､挽歌 のあ と増補歌 を除 く最後がいずれ も人麻 呂で終わ っていて､
巻三が人麻 呂か ら始 ま っている｡ ｢
皇者

｣ とい う
神二 四座者 (
おはきみは かみに しませば)

歌が巻三 の冒頭です｡ そ うい うことを考え合 わせ ると､巻‑ も人麻 呂で終わ るのが もっとも自
然であるといいま して､続 けて このよ うに もいってお ります｡
｢ここで私が い う原万葉が従来説 かれた ごと く成書 であ るな らば｣､要す るに 1冊 の本 であ
るな らば､｢ど うして奇怪 なまで に異様 な題詞形 を もつ作者未詳 の､ 内容的に も､先立つ諸作

0番､ 51番､ 5
2番､5
3番 と続 く､ ｢先立っ
と異 な った役民 の歌､御井 の歌｣ とい うふ うに､ 5
諸作 と異 な った歌 で なぜ閉 じられ たのだろ うか｣ とい ってお ります｡ 4
9番歌 までが原万葉 で

5
0番)､ そのつ ぎに志貴皇子 の 5
1番が入
あ った とい っているわ けです｡私 もまた役民 の歌 (
5
2番､ 5
3番) と続 くわけですが､ それ はや は り増補 だ と考 え
りま して､ それか ら御井 の歌 (
ます｡ その理 由は中西 さん もい ってお ります よ うに､ このよ うな作者 の記 されて いない歌 は

4
9番歌以前 には一首 もないわ けです｡作者 のわか る歌 だ けを集 めていると思 われ る原万葉 に
最初か らあ った とはどうも思 えません｡ さ らに二つの歌 に挟 まれた志貴皇子 とい う有名 な歌人

9番歌 までが原万葉 だ とい う説
の歌､ これ はだいたい増補 に出て くる歌人 です｡ 中西 さんの 4
を一応私 もとるわけです｡
ただ､中西説では題詞様式､何 々のときに誰 々がつ くった歌 という題詞が一つの基本だ といっ

9番歌以前 で もその題詞 に合 わない歌 を
て､ それ以外 の題詞 は資料が別 だ とす る観点 か ら､ 4

1首 しか残 らないのです｡3
1首 を拾 い出 して きま して ｢これが原万
全部除 きま した｡す ると 3
葉 だ｣ とい うふ うにい っているわ けです｡ しか し､ この題詞様式 とい うものは必ず しも特殊 な

1首 ばか りの
もので はあ りませんで万葉 にはよ くある形 の題詞様式 です｡ それか ら､ わずか 3
本 とい うの もどうだ ろ うとい う疑 問が森淳司 さん とい う方か ら出 され ま した｡ なるほどと思 わ
せ るところが ございま した｡
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こうい う批判が中西説 にはあ りま して､その中西説 と森説 の批判 を踏 まえて出されたのが松
田好夫先生 とい う方 の説 です｡松 田さん は､ 中西 さんの 4
9番歌 までが原万葉 だ とい う説 を生
か しま して､ それに森 さんの批判 を踏 まえて どうい ったか とい うと､原万葉が巻二 の挽歌 を含
んでいたな らば､歌 の少 な さは解消で きるといいま して､巻‑ と巻二 の挽歌 とが､元 は一巻 で
原万葉 だ った とい うのです｡ で は相 聞 はどう したのだ とい うことですが､相 聞 は実 は巻‑ の

4
9番歌以前 に もか な りあ る｡ だか らこれはこれで残 して､相 聞だ けは別 の資料 か ら増補 して
巻二がで きた とい う言 い方 を しているわけです｡
私 の見解 は松 田説 と同 じで はあ りません けれ ども､原万葉 は現在 の巻二､ それ は相聞 も挽歌
も含んで一巻であ ったとす る点で は松 田説 に同調 で きると思 ってお ります｡現在 の巻二 につ い
て はあ とで申 しますが､ で は現在 の巻‑ の 4
9番歌以前 は全部原万葉 にあ った歌 なのか と申 し
原万葉｣ と縦書 き しま して､ 1番歌
ます と､ お配 りしたプ リン トを ご覧 ください｡資料 1に ｢
か ら4
9番歌が現巻一雄歌 だ とい うふ うに書 いています｡ そ して 2
6追補 は或本歌です｡戎本 の
歌が最初か らあるわ けはないのですか ら､ これ は増補 か追補か｡私 は全部追補だ と思 ってお り
ますが､ これ は除かれ るとい うことにな ります｡
もう一つい ってお きます と､或本歌 とい うのは､実 は 4
9番歌 よ りあとの 5
0番歌以降 に も出

0番歌以降 は増補 と最初 に私 は申 しま した｡ ですか ら､ そのなか に ｢或本歌｣ と
て きます｡ 5
6は追補 だ と私 は考 えたのです｡
あるのは追補 になるわ けです｡ それで 2
それか らもうーっ除 けるの は､3
2番歌 と 3
3番歌 を増補 と して除 く理 由はどうい うことか と
申 します と､ この歌 の題詞 はご覧 にな ってわか ります よ うに ｢
高市古人近江の旧堵 を感傷 して
作 る歌｣ とあ ります｡ これ はある本 は黒人の歌 だ とい ってお りますが､ この二首 も原万葉 には
なか った とい うことです｡ これ はどうしてか とい うと､人麻 呂の ｢
近江の荒れたる都 をよぎる
ときの歌｣ と非常 に題材が似 ているものですか ら､ その直後 に増補 された もの と思われ ます｡
原万葉編纂 の時点で ｢
黒人｣ を ｢
古人｣ に誤 ることはどうも考 えに くい｡ それか ら歌 の言葉 で
｢
古

人ホ和礼有哉 (いに Lへの

｣と ｢
古人｣ と出て くるのですね｡ ここ
ひ とにわれあれや)

か ら誤 ったに して ものちの人 で しょうか ら､ や は り増補 であろ うと｡ それか ら人麻 呂の歌 は
旧堵｣とあ り､ ここもや は り違 ってお ります｡ 同 じ時点
｢
近江の荒都｣ とあるのに こち らは ｢
の ものとはどうも考 え られない とい うことです｡
このよ うにいた しま して､巻一 における原万葉歌 は巻頭か ら 2
6
､3
2
､3
3を除 く4
6首 にな る｡
これが巻‑ の原万葉 とい うことです｡
次 に巻二 について考え ます と､橘守部 は巻二 について も 2
2
7番歌､すなわち人麻 呂の辞世 の
歌が並ぶ ところですが､ 2
2
7歌 まで は元 の撰 びで､ ここまでが原万葉で､以下 はま った くの書
き入れであるとい ってお ります｡伊藤 さん もこの説 を踏襲 してお ります｡
ところで､私 は先 はど原万葉 を現在 の巻‑ と巻二か ら､ のちに増補 と追補 と思 われ る ものを
除 いた部分だ といいま した｡ しか し､巻‑ と巻二 は別 々に編纂 されたと考 え る説が､ 由来 が古
く､ そのほうがむ しろ通説 に近 い といってよいと思 います｡ それで､巻‑ と巻二 は別 々につ
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為普各巻一 ･番こ の成立 について
くられた とい う別時編纂説 に一応ふれてお こうと思 います｡
巻‑ と巻二 は､最初 に申 しま したよ うにともに各天皇の御代 を標題 に立てま して概ね時代順
に並んでお りますが､ この形 はこの二巻以外 にな くて､作品の時代 も重 なるところが多 く､部
立 も二巻で､雑歌､相聞､挽歌 という万葉 の基本的な三部立 を揃えてお ります｡密接 に関係す
ることは間違 いないところで して､一見同時 に編纂 されたよ うに見 えます｡ しか し､すで に

7
0年以上 も前 に品田太吉 さん とい う方が ｢両巻 (
一巻 と二巻) には相違点 も多 い｡ 同時 に撰
足 された ものではな くて撰者 も別であ った｣ とい う見解を示 しま して､巻‑ は全部持続朝頃 に
書かれた ものを基礎 に しなが ら藤原宮 の御井の歌 までが原本であろ うとし､先 はども御井の歌
まで といってお りま したね｡ 皇室関係 の歌を集 めた もので､元朝廷が編纂 した ものであったの
を､ のちにそれを大伴家 に譲 り､大伴家 に譲 ったのちに相聞､挽歌 の二つの都立を加えて､ そ
のときに巻一 に雑歌 というふ うに題 したのだろうというのです｡ それ は大伴旅人の頃で養老年
間の ことだろ うといってお ります｡
品田太吉 さんの掲げる現巻‑ と巻二 の相違点 は数項 目にわたってお りますので､あとでふれ
ます｡
こうした相違点を踏 まえま して､先 ほどか ら名前が出ている伊藤博 さん､ この方がいちばん
編纂論 で はす ぐれたものをた くさん書 いてお られます｡伊藤博 さんは､両巻 は要す るに相違点
があるか ら孤立 してで きたといって別途 に編 まれた と見 られ る､ これ は品田さんがい った こと
ですね｡ および橘守部 とか揮潟久孝先生が､巻‑ の原型 は御井の歌で終わ っていた､ ここには
構造性 もある｡ というのは巻‑ の巻頭か ら二番 目の鮮明天皇 の国見歌 (
国ボメ歌)､ それか ら
藤原宮 の御井 の歌､ これは国ボメの歌なのです｡すなわち‑歌集 としての構造性がある｡ これ
はもっとも早 く文武天皇の頃､持統天皇が上皇時代 というと 6
9
7年か ら 7
0
2年のあいだですが､
その頃に成立 した ものだ といって､ その本 を持統万葉､藤原宮本 とい うふ うに もいっているわ
けです｡ こうい う言 い方で巻‑を捉えま した｡
それか ら両方 は非常 に似たところが多 いと先 はど申 しま したが､ その共通点か ら持統万葉を
継承 して､巻二原形歌群が組み合わ され､ 同時 に巻‑の後半部

(
5
4
‑8
3
)が増補 されて 8
3百

本が生 まれたのは､和銅 5年 (
7
1
2
)か ら元明女帝他界 (
養老 5年 (
7
2
1
)
) までの間であ った
と し､ これを元明万葉 と呼び､持続万葉 を継承 して これを拡大 させ､完結 させ る人物 として元
明天皇 はどふ さわ しい人 はいない｡系図を書 きます と簡単 にわか ります｡天武 ･持続朝､ これ
が持続万葉です｡ この一粒種 の草壁 は早 くに亡 くな りま して､ この妃であった阿閏皇女 (
のち
の元明天皇)､原万葉 に も歌を残 してお りますが､ この方 は持統天皇 の腹違 いの妹 にな ります｡
しか も草壁の奥 さんです｡そ うい う関係で伊藤 さんは､持統万葉 を継承 して拡大 させ､完結 さ
せ る人物 として元明女帝 ほどふ さわ しい人物 はいないというわけです｡結局､巻‑ と巻二 は結
論的にい うと元明万葉だ ということにな りますね｡ こうい うふ うにい うわけです｡
しか し､伊藤 さんは続 けて こうい ってお ります｡少 し読んでみます0｢
持続万葉を拡大 させ
る云々 とい うのにはわけがある｡ 持続万葉 は自らのあとに歌々が増補 され､ よ り大 き く､ よ り
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完全 な歌集が編 まれ ることを初 めか ら予期 し､希望 していた と見 られ るか らである｣ とい うの
です｡続 けて ｢
持続万葉が編 まれたとき､巻二 の相聞や挽歌 に収 め られた歌 の大半 は存在 して
いた｡ に もかかわ らずそれ らは排除 され､表立 った宮廷生活 に関す る歌 だ けが選 ばれて一巻が
まとめ られた とい うことは､続 いて巻二 のよ うな歌巻 の編 まれ ることを持続万葉が早 々 と意識
していた ことを物語 っている｡だか ら持続万葉 にはなんの都立 もなか ったであろ う｡ 一種 だけ
の歌巻 に都立があ った とは思 われない｡ そ して巻二が編 まれた ときに雑歌､相聞､挽歌 の部立
がで きた｣ と､先 はどいったの と同 じよ うな ことですね｡
｢
三部立 は元明万葉 の段階でつ け られた｣ とい うときに､都立 の問題 は私 もよろ しいと思 い
ますが､ それではなにゆえに大半 は存在 していた歌が持続万葉 か ら省かれて しまったのか｡原
万葉か ら排除 されたのか｡理 由はどうもよ くわか らないのです｡ プ ライベー トな相聞 は別 と し
ま して も､挽歌 には､皇子 の死 な どを歌 った表 だ った宮廷歌が多 いわけです｡ その点で は巻‑
の行幸 に従 ってつ くった歌 な どに比べ ま して も何 ら遜色があるとは思われないわけです｡ これ
を排除す る理 由は､私 はと くに見 出せない と思 います｡
で は､ これをどう考えた らいいのか とい うと､先 ほども述べ ま したよ うに､伊藤 さんのい う
持統万葉 は相聞 も挽歌 も含んで､天皇代順 ごとに一巻 として編 まれた もので はなか ったか｡私
はそれが原万葉 だ ったので はないか と思 うわ けです｡ それを､ のちに増補 した段階で､伊藤 さ
ん もい うよ うに三部立 を設 け､二巻 に仕立てたのだ と考えます｡ そ してその際 に品田さんのあ
げる巻‑ と巻二 の相違点の大方 は生 じたのだ と思 われます｡ この点でいえば､原万葉 を編んだ
時や人 と､巻二 を立てた時や人 とは異 な っていますので､別時 ･別人 の編纂であるともいえま
しょう｡ そ こで品田さんのあげる､巻‑ と巻二 の相違点 の非常 に顕著 な場合 を三つばか り挙 げ
ます と､ まず､天皇 の歌ですが巻一 には必ず ｢
御製歌｣ とあ ります｡ ところが巻二 にはすべて
｢
御歌｣ と書 いてあ ります｡ それか ら巻二 には ｢
○○の歌何首｣ とい う歌 の数が書 いてあ りま

○○の歌｣ とあるだけで何首 とはあ りません｡ それか ら反
す｡ ところが巻‑ は題詞を見て も ｢
歌 の付 いた長歌 の題詞 も､巻二 には必ず ｢
井せて短歌｣ とい うふ うにあ りますが巻一 にはそれ
があ りません｡
これ は､ どうい うことか と申 します と､ 1番 目の天皇 の歌 につ いて は原万葉 には公的な歌が
非常 に多か った｡ したが って重 々 しい中国風 の ｢
御製｣ とい う言葉 を用 いたのだ と思 います｡
が巻二 の相聞の部立 を立て るにあた って､｢
御製歌｣ で はいか に も堅苦 しい､重 々 しい､ それ
を相聞で は和 らげま して内容 にふ さわ しく ｢
御歌｣ と書 いたのだ と思 います｡挽歌 には実 は天
皇 の歌 はないのですね｡増補部分 にはあ りますが これ は増補資料 によ った もので しょう｡ この
よ うな違 いがあ ります｡ 2番 目の歌数 の場合 は､歌数 を記 していなか った原万葉か ら切 り出 し
て きて､切 り出 した歌 の首数 を書 いた とい うふ うに考 えた らいいだ ろ うと思 います｡｢
井 わせ
て短歌｣ の場合 も同 じだろ うと患 います｡
これ らの ことが主だ った相違ですが､原万葉 にそのまま追随 しないで､ よ りふ さわ しく､ よ
り詳 しく変 えた ところに編者 の工夫 と自己主張 とがあ ったと見 るべ きだ と思 います｡
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為常各巻一 ･番こ の嵐立 について
そ こで巻二､相聞､挽歌部 の原万葉 の範囲 はどの部分 なのか とい うことが問題 にな ります｡
まず相 聞です｡資料 1と 3によると､相聞 は 9
1か ら始 ま りますが､巻二 の相聞 は 8
5番か ら始
ま って います｡ 8
5番 は ｢磐姫皇后が天皇 を思 ひて作 りませ る歌四首｣ とい う歌 です0 8
9番､

9
0番､ ここまでが磐姫 関係歌 ですが､ この 85か ら 9
0までの 6首 は原万葉 にはなか った と思
われます｡ その うち 8
9番歌 は 8
7番歌 の異伝である ｢居明而

｣ とい う或本歌です｡ これ は ｢在管裳
をばまたむ)
む)
｣ です｡ それか ら 9
0番歌 は ｢君之行

君乎者将待 (いあか して

君乎者将待 (あ りつつ も

気長久成奴 (きみがゆ き

きみ

きみをばまた

けなが くな りぬ)｣ とい

5番 と同 じとい う例 です｡ 8
5か ら 8
8の歌 よ りあ とで入れ られ た
う歌 です｡ これ はそ っくり 8
歌 であることは明 らかであ ります｡ 8
5か ら 8
8までの四首が増補 されたのちに追補 されたのだ
と思 います｡
磐姫皇后作 と伝え るこの 4首 は緊密 な連作 を成 してお ります｡ この成立時期 について は諸説

5番歌 の左注 に ｢右一首 の歌
が あ ります けれ ど も､今 は稲 岡耕二 さんのお説 によ ります と､ 8
は山上憶良臣の 『
類東歌林』 に載 っている｣ とあ ります のは､『
類衆歌林』 には 8
5番 しか載 っ
て いなか ったのです｡ あ との 3首 は何 も載 っていなか った｡ これ はその とお りだ と思 います｡
ですか ら､連作 の成立時期 は 『
類東歌林』 がで きてか らあ とだ とい う考えです｡『類東歌林』
は､聖武天皇が即位す る前 に山上憶良が東宮侍講 を してお りま したその頃につ くった ものだ と
いわれ ます｡ だいたい養老か ら神亀 の頃､ 7
1
7年 (
養老元)か ら 7
2
8年 (
神亀 5
)
､ このあた り
にで きた ものだ と推定で きます｡
もう一 つ根拠 を挙 げて い るの は､ ｢在管裳
(
あ りつつ も

きみをばまたむ

君乎者将待

打摩

うちなび く わが くろかみに

吾黒髪ホ

霜乃置寓代 目

しものお くまでに)
｣ とこの歌

は､霜 を白髪 の比職 に使 ってお ります｡ これ は先 はど出た山上憶良が初 めて万葉 では使 ってお
ります｡ 8
0
4番歌 で 億良が使 っています｡ この説が いちばん妥 当だ と思 いますので､ これ らに
従 ってお きたいと思 います｡ そ うだ とす ると､ この歌群 は原万葉 を分解 して巻二 を立てた とき
に相聞の部 を設 けるにあた りま して､巻‑ の巻頭 の雄略天皇 に匹敵す る女性 として磐姫皇后 を
選んで､ それにちなむ歌 を巻頭 に もって きたとい うことを思 わせ ます0

1番以降 にな ります けれ ども､1
0
1
､
したが って､相聞部 における原万葉 は次 の近江大津宮､9
1
0
2は大伴 の歌群 なので､大伴 の歌群 は原万葉 にはなか った とい うことで これ らは省 きます｡
1
3番歌 まで
それか らもう少 し後 ろへ い きます とまたず っと続 きま して､ どこまでか とい うと 1
1
3番歌 は ｢但馬皇女が高市皇子 の宮 にいます ときに穂積皇子 を恩 ひて作れ る歌｣です｡
です｡ 1
ここまでだ とい うその理 由につ いて述べ ます｡
私 は別 に ｢
万葉集 の編纂 と金村 ･赤人 たち｣ とい う論文 を書 いた ことがあ りま して､ その原
稿 で どうい うことをい っているのか とい うと､巻三､ 四､六､八､ の編纂が どうい う資料 を用
いてなされたか とい うことを考えた ことがあ りま した｡ この四巻 には共通の作者が非常 に多 い｡
共通 の場 の歌が巻 によ って分かれていた りしている巻 なのです｡巻五 だ けは特殊 なので除 きま
す｡
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これによるとこの四巻 は､ ここに書 きま したが資料 の 6を ご覧 ください｡｢
巻三､ 四､六､
八 の編纂資料 とその編纂｣ とい うところです｡ ｢
人麻 呂時代 にまとめ られていたと思われ る巻
‑ と巻二 の古 い歌 (
原万葉) のあ とに､笠金村 ･山部赤人 たちが､原万葉 に採 り残 された歌
(
拾遺歌群) を集 め､ それに自分 たちや周辺の歌 を採録 した資料 (
金村 ･赤人歌群) を残 して
おいた｡その後大伴家持を中心 とす る人々が､大伴家中心の資料 (
大伴歌群)を加えて､巻三､
四､六､八の諸巻を編んだ ものと思われる (
ただ し巻六 は ｢
拾遺歌群｣を含 まない)｣｡人麻 呂
時代 の歌を含んでいないとい うことです｡｢そ して､ これに先立 ち｣ とここが大事なのですが､
｢
金村 らは拾遺歌群 と金村 ･赤人歌群 の資料 を用 いて､原万葉 に増補 し､原万葉 を分解 して三
部立を設 けて､現在の巻一､巻二 の形 に近 い ものと した と考え られ る｣ と､ このよ うにいって
いるわけです｡
これを要約 します と巻三､四､六､八の四巻 は､拾遺歌群 プラス金村 ･赤人歌群 と大伴歌群
との二つの大 きな資料を用 いて編纂 したのだということです｡そ してこの拾遺歌群 プラス金村 ･
赤人歌群の資料 を用いて巻‑ と巻二の原万葉 に増補 したと思われるということです｡要す るに､
原万葉 に増補す る際に用 いた資料 は拾遺歌群 プ ラス金村 ･赤人歌群であったとい うことにな り
ます｡
例えば ｢
巻三雑歌の配列｣ とい うところを ご覧 ください｡ 7の資料です｡A､B､ C､D と略
して書 いてあ ります｡ Aが拾遺歌群 プ ラス金村 ･赤人歌群､ B､Dが大伴歌群､ Cが金村 ･赤
人歌群 というふ うに非常 に簡略に書 いています｡ このあいだに増補歌 などがありますか らまた
別 になりますが､単純 にい うとこういうことです｡
巻三 は人麻 呂か ら始 まります｡人麻 呂､持統天皇で始 まりま して､ これが拾遺歌群｡ それか
ら門部王､通観が最後 にきます｡ これが金村 ･赤人歌群です｡ そのあとに Bの大伴歌群が入 っ
てお ります｡ Cにいきます と若湯座王､ それか ら 2番 目に通観､最後 は赤人で終わ ってお りま
す｡通観 とい うのは A の 3
2
7に出て､ それか ら Cの 3
5
3に出ます｡ この通観 とい う人 は 『万
葉集』ではこの 2首 しかない人です｡ その人が大伴歌群 を抜 くと続 いて くるのですね｡ そ して
その末尾が赤人で結ばれています｡
巻八の ｢
夏雑歌の配列｣ はもっと単純です｡藤原夫人 とい うのは天武天皇 のお妃で､次が志
貴皇子､ これは拾遺歌群です｡刀理宣令､赤人､ これが金村 ･赤人歌群です｡また赤人で終わ っ
ています｡bが大伴歌群 とい うことにな っています｡
この三､ 四､六､八 の部立 は全部で 1
1都立 あるのです けれ ども､ その部立の拾遺 ･金村歌
群の終わ りは､今､赤人 は二つ ともあ りますけれ どもまだ赤人があ ります｡ その他 に金村が出
て きます｡ さ らに出て くるのは長屋王の息子の歌です｡長屋王 とい う人 は､私の考えによれば
金村や赤人を庇護 した人だ ったということ｡ これ はまたあとで申 します｡ それか ら､冬の稚歌
などは聖武天皇の歌が出て くるのですが､ これはやはり長屋王の家でつ くった歌が出てきます｡
一 々書 けばよろ しいので しょうけれ ども｡ とにか く 1
1部立 の うち 7部立が金村 ･赤人､長屋
王関係歌で閉 じられているわけです｡ これはち ょうど原万葉が人麻 呂で閉 じられていたことと
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轟音各巻一 ･を二の成立 について
まさに対応す る形であるわけです｡
それで巻‑ の増補部 を見てみます と､｢
現巻一雄歌｣ とい うところが資料 の 2に載 ってお り

9までのあいだにあるわけです｡
ます｡省 いた歌が載 ってお ります｡ これ は原万葉で 1か ら 4
増補部 に出て くる人 たち､人物 は 2
1人お ります｡ そのなかで 『万葉集』 内で ここに しか出な
い人が 9人 もいるのですね｡ それを除 くと 1
2人 にな りますが､今 申 しま した巻三､四､六､
八 の拾遺 ･金村 ･赤人歌群 に歌 を残 している人 を調べま した ら 1
0人 もいるわけです｡ 1
2人 の
うち 1
0人 です｡残 る 2人 は置始東人 と元明天皇､東人 は巻二 にも出て きますが､巻一 にも増
補部 に出て きます｡ ですか ら 1
2人 中 1
0人｡ 1
1人 といって もいいのですが､ ほとん ど重 なる
のですね｡
巻二 の相 聞の増補部 に登場す る人物 は､先 ほど述べた磐姫 と大伴歌群 の歌 を除 きます と 1
1
人です｡ その うち全部が巻三､四､六､八 の､要す るに拾遺歌群 プ ラス金村 ･赤人歌群 につな
が る人 々です｡人物がぴ った り重 なるわけです｡ 1
1人が全部重 なる｡ 巻二 の相聞の増補部 は､
まさに拾遺歌群 プラス金村 ･赤人歌群を もって増補 したとい うことがいえ ると思 います｡
続 いて巻二 の挽歌を見てみたいと思 います｡ まず原万葉の範囲について申 します と､ 冒頭の
有間皇子 の結 び松 の歌 ､1
41か らですが､ いちばん上の段 に載 ってお ります｡それか ら 2
01番
とい うのが ｢
高市皇子尊城上宿宮｣ の歌､そ こまでだと私 は考えています｡
まず原万葉 を 2
01までで切 る理由を述べます｡増補部 冒頭の 2
0
2番 の歌 とい うのは ｢高市皇
子挽歌｣ の或書の反歌です｡先 ほど戎本 とい うのは全部追補だ と申 しま した｡或書 とは区別 し
ます｡或書 は私 は増補だ と思 ってお ります｡次 の 2
0
3番歌 は､但馬皇女が亡 くなったときの挽
歌です｡ これは巻二 の相聞をその前で区切 ったの と同 じです｡本のない方 はわか りに くいと思
いますが､ その前 の或書が 2
0
2番です｡ ｢但馬皇女が亡 くな った後､穂積皇子が雪の降 る冬 の
日に遥 か に御墓 を望 みて､悲 しみ､涙 を流 して作 りませ る歌｣ です｡ ｢零雪者

安播ホ勿落

(
ふ るゆ きは

猪養乃岡之

あほになふ りそ)｣､降 る雪 はた くさん降 って くれ るな､｢
吉隠之

寒有巻ホ (よなぼ りの

ゐかひのをかの

さむ くあ らま くに)｣､吉隠の猪養の丘 は寒 いことで

あろ うと､ こういう思 いや りの歌です｡
これ は巻二 の相聞の ところを ご覧 くだ さい｡相聞の原万葉､増補の冒頭です｡ 1
1
3までを私
は原万葉 と しま したが 1
1
4の歌 は ｢但馬皇女､高市皇子の宮 にあ りしとき､穂積皇子を思 ひて
作 りませ る歌｣です｡但馬皇女 とい う人 は､先 はど死んだときに悼んでいるのほ穂積皇子です｡
高市皇子 の奥 さんだ ったわけです｡穂積皇子が横恋慕 したとい うか､但馬皇女 も夢中になって
いるわ けです｡ その歌が 1
1
5
､1
1
6と続 いて きます｡穂積皇子が志賀 の山寺､崇福寺 にや られ
た ときに､追 いか けていきたいとい う歌が但馬皇女 の歌です｡但馬皇女 は高市宮 にい らっしゃ
るとき､密か に穂積皇子 に会 って朝川を渡 るとい う歌 を詠んでお ります｡ ｢
人事乎
痛美

己世ホ

未渡

朝川渡 (ひ とごとを

しげみ こちたみ

おのが よに

繁美許知

いまだわた らぬ

あさか はわたる)｣ という歌です｡ これ らがち ょうど増補部 の冒頭 に並んでいるのですね｡
とい うことはこれ らはもともと資料 は同 じ､ この ところだけは非常 に物語的で しょう｡ 前後

2
1

の歌 と比べて も物語的です｡物語的な長 い題詞を伴 っている点が共通 して､同 じ資料か ら相聞
と挽歌 に分 けて増補 した ことを物語 ってお ります｡

0
4か ら 2
0
6とい うのは､ 弓削皇子が亡 くなったときの置始東人の挽歌です｡弓削皇子
続 く2
の歌 は相聞増補部の他では巻三､八 に しか出て きません｡や はり拾遺歌群 に しか出て こない｡
東人 はこの他では巻‑増補部 に しか出て きません｡ こういうわけで統一が取れます｡ ここに登
場 して くる人物 は 9人中､ この置始東人 という人 を除いて 8人 までがやはり一致 しています｡
この作品よ りあとは人麻 呂の私 的挽歌が続 きます｡｢
石見の国か ら妻 に別れて上 り来 る時の
歌｣ とい うものに続 きま して､その末尾 は､相聞増補部 の末尾 に出て くる依羅娘子､ これが挽
歌の末尾 にも出てまいります｡人麻 呂の歌 というのは公的な ものだけが原万葉 に採 られま して､
私的な作品はのちに金村や赤人 たちが増補 した ものと思われます｡ そ してその最後 は寧楽宮の
標題で和銅四年 の河遺宮人の歌､ それか らさらに志貴皇子が亡 くな ったときの歌 というように
並んで きます｡
この寧楽宮の標題 は巻一 にも出て きたのですが､今 は時間の都合で省 きます｡ ここでは 2
01
の歌以前 における増補歌､および追補歌 を指摘 してお こうと患 います｡数が多いので初めに番

4
6番です｡『万葉集』 をあとか らご覧 いただ ければよろ しいのです
号 を提示 します｡ まず､ 1
が､ 1
41か ら 1
4
5までが有間皇子関係 の歌 にな っています｡挽歌部 冒頭 の有間皇子 自傷歌､ そ
れか ら長忌寸意吉麻 呂の歌､ 山上憶良 の結 び松 の歌､ 1
41
‑1
4
5が並 んで､ そのあとに ｢右 の
件 りの歌 どもは枢を引 くときの歌 にあ らず といヘ ビも｣と出てきます｡ この左注があ りま して､

1
4
6番 に ｢大宝元年｣ と題詞があ って載 っているわけです｡ これ は左注 よりあとで入れた歌で
あるとい うことはいうまで もあ りません｡ これはのちの増補 と考え られます｡
それか ら 1
4
8番､ これは題詞 に ｢一書 に日 く｣ とあ ります｡天智天皇が危篤のときの大后の
歌､一書 の歌です｡ これ も一連のなかで ここだけ天智天皇の ことを ｢
近江天皇｣ と書 いてあ り

6
0番､ 1
61番歌 も一書か ら
ま して､一書か らのちに増補 した歌だ とい うことがわか ります｡ 1
の増補です｡

1
6
2番歌 は､天武天皇が崩御 したあと 8年 9月 に持統天皇がっ くった歌 なので､年代的にい
えば次 の藤原宮 に入 るべ き歌 なのですが､天皇関係歌 として前 に配列 しています｡題詞の下注
に ｢
古歌集中に出づ｣ とあ り､｢
古歌集｣ か ら後 に増補 した ものであるとい うことがわか りま
す｡

1
7
0番歌 は或本歌ですか ら追補 の欄 に入 っています｡挽歌の追補歌 はすべて或本歌です｡大
9
､9
0
､1
3
伴歌群です｡ こうした或本歌 は全部で 8首です｡相聞の場合少 し付 け足 します と､8
､1
3
8
､1
3
9
､ これ らが或本歌です｡ 1
0
1
､1
0
2
､1
2
6
‑1
2
9
､ これ らが大伴関係歌 とい うことに
4
な ります｡ これを言 い忘れま した｡だいたい或本歌が追補歌 に入 っていると理解 してよろ しい
か と思 います｡

1
9
4と 1
9
5
､ これは題詞 を見 ると非常 に異様 なのです｡｢
柿本朝臣人麻 呂､泊瀬部皇女 と忍坂
部皇子 に献れ る歌一首

2
2

井せて反歌｣ とあ ります｡ こうい う題詞 は珍 しいですね｡左注 によっ

轟音各巻一 ･番二 の嵐立 について
て これは泊瀬部皇女 の夫である河島皇子 の亡 くな ったときの歌だ とわか りますが､ 内容が非常
泊瀬部皇女 と忍坂部皇
に私的で他 の輯宮挽歌 とは類 を異 に します｡ もう一つ､ ｢
献 ○○歌｣､｢
子 に献れ る歌｣ とあ るのは､実 は人麻 呂歌集に非常 に多 いのです｡ これは歌集か ら切 り出 して
きて年代 に合わせて ここに入れた と思 われます｡人麻 呂歌集か ら増補 したのは先 ほどあ りま し

4
6番です｡1
4
6が人麻 呂歌集か ら増補 した ものです｡
たね｡挽歌の 1
9
6か ら 1
9
8は明 日香皇女挽歌 です｡ 皇女 の亡 くな ったの は 7
0
0年
最後 は難 しいですが､ 1
(
文武 4) です｡ ところが 『万葉集』 はそれ よ り 4年前 に亡 くな った高市皇子挽歌 をその後 ろ
に並べています｡ この乱れは､私 の解釈 によれば こうい うふ うに思 います｡高市皇子が亡 くな っ
た とい うことは一つの時代が終わ った ことを意味 します｡高市皇子が亡 くな った翌年 に持統上
皇 は文武天皇 を立て ます｡軽皇子 です｡人麻 呂が歌 った安騎野 の歌 の軽皇子 を天皇 に立 て る｡

1
5歳 の天皇 です｡ このよ うに一 時代 の終蔦 を告 げ るのが高市皇子挽歌 です｡私 は一 時代 の終
蔦 を象徴す る高市皇子挽歌 を押 さえ と して､ そ こで終 わ っていた原万葉の形 を崩 さず に保存す
るために､年代が前後す るの も顧みず に明 日香皇女挽歌 を前 に入れた と思 うわけです｡
あるいは原万葉 の段階で､編者 は高市皇子挽歌で閉 じる意図を もってわざと入 れたとも考 え
られ ますが､やは り年代順 を重ん じている点か ら見 て､ これ は増補者が こうい う順序 に したの
だろ うと思 います｡明 日香皇女挽歌 とい うのは､ 日並皇子､高市皇子､両靖宮の挽歌 に比べて
非常 にプ ライベー トなところがあ ります｡原万葉 の段階で は採 られていなか ったと考 え られま
す｡
ところが私 と全然考え方 は違 うのですが､古屋彰 とい う方がお られ ま して､ これにつ いて こ
のよ うにいってお ります｡ 日並皇子挽歌､ これは草壁です｡草壁皇子挽歌のお しまいに も､ そ

0
2
れか ら高市皇子挽歌 のお しまいに もいわゆる検注 とい うのが付 いています｡高市 の場合 は 2
番 の左注です｡｢日本紀 ヲ案 ズルこ云 ク､十年丙 申秋七月辛丑朔庚成｡後 ノ皇子尊舞 ゼ リ｣､高
市皇子が亡 くな った とい うふ うにい っているわけです｡ こうい う検注が付 いているのに明 日香
皇女挽歌 にはそれが ない｡ とい うことで こうい ってお ります｡｢しか し､人麻 呂作 の公式挽歌
を中心 に 日本紀が検注 された時点 で､明 日香皇女挽歌が採録 されて この位置を得ていた､ ある
いは この位置を得 たのであれば､ その旨の何 らかの注記が されて しか るべ きよ うに思 われ る｡
それが ないのは､一連の人麻 呂作挽歌 とは編纂の時期 を異 に し､ あ とに補入 されたとす るほ う
が見やすいのではなかろ うか｣ と､古屋彰 さん とい う方が非常 に細か く 『
万葉集 の表記 と文字』
とい う本で述べてお ります｡
ここで追補歌 は､先 ほど申 しま した或本歌､大伴歌群で､ これ は現在 の巻一､巻二のいちば
ん最終的 にで きた ところだろ うと思 います｡
このよ うに して原万葉 の姿 を私 な りに復元 しま したのがプ リン トで配 った ものです｡ ご覧 く
泊瀬朝倉宮治天下｣ と書 きま した｡ ｢
治天下｣ は万葉で は ｢御宇｣ とあ り
だ さい｡ 1枚 目に ｢
ます｡ これは ｢あめの した しろ しめす｣ と読みま して､大宝令施行以後 に使われた記 し方です｡

0
2年 です｡ 7
0
2年以降 に書 かれた もので､ それ以前 は ｢治天下｣ とあ
大宝令施行 とい うの は 7

2
3

る｡ そ うい う説 に従 って天皇 の題 は全部 ｢
治天下｣ に統一 しま した｡
御製歌｣
それか ら､巻二 にある天皇の歌 はみんな ｢
御歌｣ にな ってお りますけれども､元 は ｢
天皇腸鏡王女御歌｣ も ｢
天皇腸鏡王女御製歌 ｣
で した｡ これは例えば 1枚 目の左側の 2番 目､｢
と直 しま した｡ もう一 つは 2枚 目の 7行 目で､｢
天皇賜藤原夫人御製歌｣ とあ ります｡ また も
う一つ は､ いちばん最後か ら三つ 目に ｢
石上大夫従駕作歌｣ とあ ります｡石上 は現在の万葉で
は石上大臣ですが､大臣にな りま したのはこのあ とで､ この作品をっ くった持続 6年 にはまだ
大臣ではなか ったので これを ｢
大夫｣ としま した｡ このよ うに直 しています｡
では､原万葉 はいっ､誰の手 によってつ くられたのか といえば､その末尾が人麻 呂の公的挽
歌 によって閉 じられていることか らいた します と､ この資料 を ご覧 いただ くといちばん最後が
高市皇子挽歌で､その前が軽皇子､文武天皇です｡文武天皇のまだ幼 いとき､持続 6年 で しょ
うが安騎野 に行 ったときq
)ものです｡末尾が このように閉 じられていることか らす ると､ その
中心 に人麻 呂がいたことは容易 に想像できます｡人麻 呂と持統天皇 との密接 な関係か らす ると､
持統天皇 の発意 による編纂 と考えることがで きます｡

0
2年 (
大宝 2
) に崩御 いた します｡孫 の文武天皇 に位を譲 ったのは持続 11年､
持統天皇 は 7
高市皇子が亡 くなった翌年です｡ その頃を一つの機 と して捉えて､宮廷の威容を示す歌 を編纂
して内外 に公布 してお こうとす ると共 に､若 い文武天皇 の地位 を側面か ら不動 にす る意図や､
若 い天皇の和歌教育 も兼ねようとして編纂を企画 したのではないか と考え られます｡人麻 呂は
おそ らく持統天皇の意志 を汲みなが ら新時代のあけぼのを告 げるこの軽皇子 の安騎野の歌を詠
んだ｡｢
東

野炎

立所見而 (ひむか しの

のにか ぎろひの

｣ は決 して景色だ け
たっみえて)

の歌ではあ りませんね｡｢か ぎろひ｣ にのちの文武天皇 を暗示 しているわけです｡｢
月西渡 (
っ

｣ は日並皇子が亡 くなったこと､お父 さんが亡 くな った ことをいってお ります｡
きかたぶ きぬ)
安騎野の歌を終わ り近 くに もって きて､最後 を高市皇子挽歌で締め括 るとい うことを考えさせ
るわけです｡
万葉の和歌史 は､人麻 呂の退場 とはぼ時を同 じくして持続上皇が亡 くな ります｡人麻 呂の時

4
6番歌です｡増補 に した歌です｡翌年 に持続上皇
代のわか る歌 は大宝元年の歌､先 はど出た 1
が亡 くな ります｡伝統的な国風を重んず る､いわば保守的な気風が廃れてまい ります｡ ようや
く沈滞 していきます｡ これが再 び脚光を浴 びるのは約二十数年後 にな ります｡ それは､文武 の
遺児聖武天皇 の即位をひかえ､天武天皇の皇孫長屋王が政権 を掌握 した時代で もあ ります｡聖
武天皇 は､父文武の天折ののち､持統天皇 の妹で､祖母 に当 る元明天皇 と文武の姉､すなわち
伯母 に当る元正天皇 との二人の女帝 に守 られ､天武天皇 の再来 を期待 され､約束 されて育 った
天皇であ ります｡長屋王 は持続朝 の重鎮で､人麻 呂が万葉最大 の挽歌を捧 げた高市皇子 の長男
で､天武 ･持続朝の皇親政治 の復活 を図 った人です｡ また天武天皇の皇子である知太政官事､
これは左大臣 と並ぶ皇親 の政治職です｡ これは舎人皇子です｡ それか ら知五衛及授刀舎人事､
要す るに宮廷の禁衛軍 を支配す る皇子 は､新 田部皇子です｡ この 2人の長老 も人麻 呂か ら若 い
頃歌 を もらった人､歌 をたてまつ られた人 たちです｡ こうい う宮廷首脳部 の構造､ これ こそが

2
4

轟音各 巻一 ･をこの底立 について
和歌 を再 び蘇 らせ ま して､歌人 と して は金村 ･赤人 の時代 が訪 れ るとい うことです｡
おそ らく長屋王主導の下で､人麻 呂を慕 う彼 らが原万葉 を継 いで歌集編纂を企てたと して も
当然 の ことのよ うに思われます｡ それが原万葉 を増補 して新 たな巻 々をっ くろ うと､歌 を集 め
た理 由だ と思 います｡ しか し長屋王時代 とい うのは非常 に短 く､神亀元年か ら左大臣にな って
神亀 6年､天平元年ですが藤原氏 の策謀 にあ って 自尽 させ られて しま うわけです｡長屋王 とい
う人 は王です けれ ども､長屋王の遺跡か らは ｢
長屋親王｣ と記 された木簡が出て きています｡
それ ほど権力のあ った人だ と思 います｡
したが って､ この長屋王主導の下 に金村 ･赤人 たちが集 めた資料 は､ まず原万葉 の増補 とい
うことだけに終わ って しまって､ あ とは三､四､六､八 とに､作者 のわか る歌が残 されていて､
それがのちに大伴氏 に入 ってい くとい うふ うに思 います｡巻二 の終 わ りに ｢
志貴皇子挽歌｣ を
補入 してお りますのは､ これ もおそ らく金村 だ と思 います｡霊亀元年､元明天皇が上皇 と して
亡 くな る年です｡ これ も彼 らか ら見 ると旧時代 の終 わ りを飾 る歌 と して ｢
志貴皇子挽歌｣ を最
後 に飾 っているのだ と思われ るわ けです｡
彼 らの集 めた歌､拾遺歌群 ･金村歌群 を集 めます と､だいたい作者 のわか るものだけで も､

5
5首 です｡ その歌 は次 の大伴家持 を中心 とす る人 々によ って編纂 され
巻一､二を合 わせ ると 3
てい くことにな ります｡巻三､ 四､六､八 のいちばんの末尾､増補 された歌を除 くと､ これが
また家持で ほとん ど終わ っています｡坂上郎女が二 カ所 出て きますが､ ほとん どの部立が家持
で終 わ っています｡原万葉が人麻 呂で終 わ り､増補歌群が金村 ･赤人､長屋王で終 わ り､ そ し
て さ らにそのあ とが家持で終 わ るとい う､ こうい う関係 になると思 います｡
何 だか数字 ばか りを並べてお りま して見づ らか ったと思 います｡先 はどの資料 に ｢
原万葉 の
配列｣ と書 いた ところは推定 で して､ まだいろいろ考慮 の余地 もあろ うと思 いますが､ だいた
い輪郭 だけで もこのようにな るとい うことをお話 し申 しあげて終 わ りに したいと思 います｡少
し時間が過 ぎま したが､ ご静聴 どうもあ りが とうございま した｡

●坂本

橋本先生､ どうもあ りが とうございま した｡人麻 呂､家持､赤人､ さまざまな歌人 に
つ いて大変幅広 い見地か らのお話 をいただいた と思 います｡ どうもあ りが とうござい
ま した｡ これで本 日の講演会 を終了 いた します｡
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