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二年前、私はプリンストン大学
F
ファイヤーストーン

irestone 図書館において、蔵書のほ
とんどがアラビア文献である R

ロバート

obert 
G
ギャレット

arrett コレクションの中で『さがみ
川』と題される日本の絵巻三巻を見出
した1）。また、翌年の夏、同じ物語を
浄瑠璃正本にした版本『梶原最期しづ
かあづまくだり』をフランス国立図書
館で撮影して、これまで最初の完全な
翻刻を作ることができた。これらの作
品を中心に、去年9月より小林健二教
授のもとで国文研において一年間研究
を進めて、10月15日「国文研フォー
ラム」でその結果を発表した。本稿は
その内容を纏めたものである。
まず、プリンストン本『さがみ川』
の筆者を特定することによって、寛文
延宝頃上方で制作されたことが明ら
かになった。このことを念頭に置い
て、『相模川』という物語をこれほど
豪華な絵巻に作り上げることやそれを
注文すること、そしてプリンストン本
にしかない詞章的特徴の意味を考察し
た。結論から先に言うと、珍しくも頼
朝のいわば「戦争責任」を問うところ
で、もとから反体制的に読まれかねな
い『相模川』を、頼朝という典型的な
将軍に対して批判的な詞章に変えるプ
リンストン本が、江戸の新体制に対す
る不安感と帰属意欲、つまり嫁入り本
として本作品を注文したような初期近
世大名家の気持ちを表している可能性
を指摘したい2）。次に、すでに幸若舞
のベストヒットを総括して見せ物的に
浄瑠璃へと展開している過渡期作品で
ある『相模川』を下敷きに、同時期に
台頭しつつあった町人階級の好みに合
わせて浄瑠璃に脚色した『しづかあづ

まくだり』を取り上げる。登場人物の
多くを女性に変えるだけではなく、物
語の展開も女性が原動力となること、
江戸初期に新しく可能となった観光と
いう文化を誉め讃える道行が長らく入
れられていること、そして『相模川』
では形成中に見えるブルジョア的な判
官贔屓、あるいは悲劇性が一層強く感
受されることが特徴的として指摘され
る。一方、残さなくてもいい『相模川』
の常套句をも残しているので親戚関係
が明らかである。一年の研究の成果と
して、中世から近世への過渡期におい
て語り物文芸が政治・社会的変化に伴
い、媒体・ジャンル・趣向を変えて生
き延びた一二相を垣間見ることができ
た。
まずプリンストン本『さがみ川』だ
が、小林教授は詞書の筆跡を一見され
たところ、朝倉重賢筆と鑑定された。
寛文延宝頃上方で活躍した重賢関係作
品の詳細を論じられている石川透先生
も同意見である3）。さて、金泥、金箔、
緑青をたくさん尽くして、『相模川』
をこれほど豪華な絵巻に作ることの意
味が気になる。注文したのはしかるべ
き大名家だと想定され、筆者は階級が
わからないが、上方の町人と推測され
る。絵草紙の注文・作成に関する歴史
資料は乏しいので4）、特徴が注文者か
制作者か、誰の意思を表しているかは
議論の余地が残る。
ただし、プリンストン本の詞章を諸
本と比較したところ、その独自箇所に
はっきりとした意味が読み取れるのは
確かである。まず書き出しに「ちせう
四年八月十七日にむほんをおこして」
という日付と「謀叛」という言葉が添

えられている。プリンストン本に初め
て現れる下線部分は、歴史性を添える
と同時に、計画的で平和な政権交代で
もなかったということを強調してい
る。次に『靡き常盤』の箇所では、常
盤はプリンストン本でのみ「まさしく
をつとのかたきにしたかはんことの
こゝろうさよよしゆにもみつにもなら
はなれなひくましと思ひきられさふら
へとも」と、受動的な存在に変わって
いる。義経を含めて若三人を助けるた
めに、平治の乱で夫義朝を殺した清盛
の家に入る常盤はここでのみ、道徳的
なこだわりで抵抗するようになってい
る。このプリンストン本の読みと、中
立的な詞章になっている天理本系統に
対して、寛永初期写で同じく独自の
詞章を有する慶應本では、この行為
を逆に常盤の「知略」として、事実そ
の成功により失脚すべき清盛が「不審
に思う」こととして位置づけされてい
た。女性が性を利用してでも便宜を図
る世の中から、女性の貞操を不安がる
階級へという転換においては、一種の
資本主義社会において、ブルジョア身
体を清めることによって血統・相続を
確保しようとする心理が垣間見られ
る。なお、和泉ヶ城の箇所も同趣味に
考えられる。つまり、忠衡の父の遺言
への忠実を巡る論争が大いに拡大され
ている。こうして親孝行の場面をさら
に脚色する行為に、財産の相続が重要
になる階級の趣味を読み解くこともで
きる。しかし、プリンストン本が制作
された意味合いを追究するに当たって
もっとも留意したいのは、『相模川』
諸本においてもとから厳しい義経と義
経郎等の亡霊の頼朝批判がさらに強め
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1）本作品の完全なデジタル版は同図書館のウェブサイトで閲覧できる：
　　　　https://blogs.princeton.edu/manuscripts/2014/09/22/japanese-scrolls-digitized/
2）プリンストン本『さがみ川』の詳細にわたる社会・政治的位置づけは、筆者の博士論文『Samurai, Jesuits, Puppets and Bards: The End(s) of 
the Kōwaka Ballad』（プリンストン大学2015年）を参照されたい。
3）石川透「朝倉重賢関係の奈良絵本・絵巻」『奈良絵本・絵巻の生成』（2003年）
4）石川透、同稿。
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られているということである。義経が
「これもひとつのつみとなりて候」こ
うして将軍に「罪」を帰する詞章はプ
リンストンの外にも天理本系統にも見
られ、慶應本だけに欠けているが、次
から現れる弁慶の亡魂が「かちはらに
同心しけるよりともか心のうちこそを
ろかなれ」と批判する。諸本では「言
い甲斐なき者の讒言を用ゐ給ふ頼朝の
御心の内こそ無念なれ」などとあるの
に対して、プリンストン本では「愚か」
となっており、次の世代では歴代の将
軍に言及することだけで本が禁書目録
に入るようになると思えば5）、プリン
ストン本に恐るべき語弊があるという
ことになる。さて頼朝の「罪」も「愚か」
も明かされたが、悪い臣下の糾弾と善
い臣下の昇進で何とか埋め合わせとな
り、「君子ふしのみちたゝしくしてか
まくら殿の御世はすゑはんしやうとこ
そ聞えけれ」などとと終わるので、佐
伯真一氏はこの祝言的な結論を真に受
けて『相模川』を頼朝を極めて美化す
る物語として解釈されるが6）、梶原の
讒言を信じることによって犯した頼朝
の「罪」が結局贖罪されるといっても、
罪があったと言い出すことの大きさは
過小評価されている気もする。もっと
も、天理本系統でもプリンストン本で
もこの「讒人これを追わう」ようにと
いう「王者」への戒めが省かれている。
ただし、特に以上のような言葉遣いで
は人間の善悪が判定できない、悪の権
力者とそれに苦しんで「さんざん泣く」
メロドラマ的な英雄を措定することに
よって、プリンストン本は義経物語の
新展開をなしている。さらに、豪華に
作らせた大名家においてか作成した絵
草子屋の上方町人階級においてか、17
世紀江戸体制の形成に伴う不安感が垣
間見できると考える。
それに対してパリ蔵『しづかあづま
くだり』では、同じような趣味が、今

度は例えば歴博甲本『洛中洛外図屏風』
に見るような浄瑠璃の庇護者達、つま
り町人絵師に絵巻を頼んだ大名ではな
く、多くは女性である町人階級の消費
者の趣味に合わせて同じ物語が様々な
変化・展開を遂げている。まず、頼朝
の罪を糾弾するのは義経の亡霊では
なく、義経の思い人静とその母であ
る。なお、二人は浄瑠璃ならではの浄
土宗の尼になって、この正本が上方二
條通り喜右衛門の制作であるのに合わ
せて、徳川幕府の成立に伴う治安の向
上で初めて可能となった消費文化とし
ての観光を楽しむ道行が京都から鎌倉
まで繰り広げられる。一方、『相模川』
では「大しやう殿その日の御しやうそ
くにはとくさいろの御かりきぬ風にた
をめるたてゑほしあしけの御馬にしろ
くらをかせ御身ゆうにそめされける御
むまそへには ･･･」などと長く武装に
文面を費やしてから、移動の方は単純
に「されはほとなくさかみ川につきた
まひけり」としかない。口頭文学固有
の表現として、『相模川』では幸若ら
しく「そもそも」や「さるほどに」が使
われるのに比べて、『しづかあづまく
だり』はまず綺麗に五段に分けられて
おり、一段一段が一貫として「扨も其
後」で始まり、「中々申はかりはなか
りけり」で終わるので浄瑠璃の常套句
が整っている。
私の研究のもう一相と関連する語誌
として、静が義経の墓の前で歌念仏を
して魂呼ばいする場面において、「あ
たりほとりもはゝからす．こゑを上て
そなき給ふ」という箇所もある。この
ような語り物的な言い回しは16 ・17
世紀日本にいたイエズス会の宣教師が
日本語によって作った物語文学に大
きな影響を及ぼした。例えばバチカ
ン文庫蔵のバレト写本に見られる『受
難道具問答』で聖母マリアが十字架に
かかったイエスに「mizzucara cono 

von cotouo qiqu yori cocoro vodoroqi 

midar t  arumo arar n a tom uo 

sarani fabacarazu, banmin no nacauo 

vaque xinoguite, core made core made 

mayritaru vo goranji tamo ca?」と呼
ばわるのと酷似しているので、このよ
うな語り物によるキリシタン文学への
影響もあったと考える。と同時に弱者
を美化するキリスト教と似てくる傾
向も見られる。『相模川』でさんざん
泣きながら私憤を漏らす義経の亡霊
が「まてたせいにふせいかなはねはよ
しつねまいるなり」と（キリスト教の
用語だが）秘跡的な臨在を約束するこ
とに引き続き、『しづかあづまくだり』
では義経の亡霊が「大せいてきを打取
か．よせては大くんあらてをかへみか
たはふせい．入かはるせいもなく皆々
打死す」と勝ち目もない悪の覇者に圧
倒されるという辛い気持ちを美化する
趣向が顕著である。以上、『しづかあ
づまくだり』が物語の主要人物の女性
に変えていると述べたが、それだけで
はなく、物語を展開させる原動力も女
性に移っているということも指摘した
い。最初の方に東国へ下ろうと志した
のが静であるだけではなく、静を頼朝
の前に呼び出して頼朝の回心の契機を
作るのも頼朝の御台北条政子なのであ
る。しかし、その回心の際に使われ
る「差し当たる道理につめられて」と
いう言い回しや、ほぼそっくりのまま
残っている梶原最期の場面など、『相
模川』という原作の容貌を残す箇所も
見られる。
以上、本年国文研で研究できた二つ
の作品で、17世紀の過渡期にわたっ
て語り物文芸が経た媒体、階級、政治
的位相における変動を垣間見ることが
できた。以上の愚見は筆者によるもの
だが、展開させる契機をいただいた小
林健二教授に深い感謝の念を表した
い。

5）Peter Kornicki, “Manuscript, Not Print: Scribal Culture in the Edo Period,” Journal of Japanese Studies Vol. 32 No. 1 (2006).

6）佐伯真一「源頼朝と軍記・説話・物語」『平家物語遡源』（1996年）
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鎌倉八幡前旅館「三ツ橋」正月用広告

　鎌倉八幡前にあった旅館「三ツ橋」の明治42年正月用の広告である。真ん中上部に、新年の季語でもある宝船
が富士山を背景に、さらに明治42年の酉歳に因んで船首に鶏が描かれている。中央の大黒さんは、帳面付けを
放棄し、正月の美酒で赤ら顔になり紙幣・銭貨に埋もれて満面の笑みを湛えている。
　右上囲みは、「好

よきゆめ

夢を見る歌」として「なかきよの　とおのねふりの　みなめさめ　なみのりふねの　おとのよ
きかな（永き世の　遠の眠りの　みな目覚め　波乗り船の　音のよきかな）」の回文歌と、左囲みには、明治42
年の略暦が配置されている。コレクションから正月にふさわしい広告を選択した。本コレクションの主要画像は、
「増田太次郎広告コレクションデータベース」で公開中。    　　　　（山田　哲好）

明治42（1909）年　　260×379㎜
（株）オリコミサービス寄託増田太次郎広告コレクション
整理番号：3574




