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六条藤家をめぐって

其時御屏風歌︑播γ衣三二兼盛詠

を書きとめている︒

梨壷の五人めでたしといへども︑かの古今の四人の撰者に及

四四
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︵﹃八雲町抄﹄巻六︶

申云︑貫之︑延喜御町御屏風駒迎所二︑今や引ラム望月ノ駒

ト詠︑有昌此専一敷︑如何︒干レ時時文閉レロ云々︒

︵﹃袋草紙﹄上巻︶

貫之駒迎シタル所為モ︑イマヤヒクラントコソ詠ジテ侍．ハ︑

同じ話は顕露の﹃拾遺抄注﹄にも収められているが︑終りの方は︑

父ノ歌ヲバ不眠覚申一歎如何ト責ケレバ︑時文閉口云々︒是ハ
故六条ノ左京兆所レ談也︒

﹃後拾遺集﹄に一首︑時文は﹃後拾遺集﹄に二首︑

る︵﹃勅撰作者部類﹄に拠る︶︒順徳院は︑両親子の間に︑歌人と

﹃続後撰集﹄に一首︑

遺集﹄に一首︑

豊
丘

﹃続古今集﹄に二首撰集しているのみであ

とも歌人としての評価は高くなく︑勅撰集で言えば︑望城は﹃拾

余徳に与ることの大きかったことが述べられている︒実際︑二人

は︑重代の歌人で︑怪盗の五人に選ばれているが︑それぞれ父の

﹃古今集﹄の代表歌人坂上慨則の子籠城︑撰老害貫之の子時文

文は︑只父が子といふぽかり也︒

順又重代にあらずといへども︑此道けいこの賢宰︒望城︑時

ぶべからず︒能宣︑元輔は︑為邑重代一之上︑尤然べき歌人也︒

i歌道家の成立と展開−1

下

しての力量の差を認めているが︑藤原清輔は時文にまつわる逸話

竹

余人の歌ならばまだしも︑父貫之の︑しかも人口に膀炎していた

とあって︑父顕要から伝え聞いた話であることがわかる︒時文が
よい︒

には断絶が認められ︑歌の家としては成立し得なかったと書って

を挙げ

てもよかろう︒そして︑それは〃道

中世文学への視点はいろ一あるが︑その一つに〃家

に入集︶を知らなかったことは︑父︑顕輔から種々の歌学を講ぜ

中世において︑時に勢力の消長はあるが︑定家の子孫︑特に二条

であろう名歌︵﹃和歌九品﹄に上品中として挙げられ︑﹃拾遺集﹄

られている清輔︑顕昭にとって︑考えられもしないことであろう︒

家が歌壇の主流となり︑またその流れの二条派が大きな勢力を占

とも密接に関連している︒

父祖の家学を継承し︑さらに発展させつつあった二人にとって︑

め得たのは︑俊成︑定家と継承され︑為家に至って歌道家として

の権威を確立した故にほかならない︒その前史として︑たとえ後

この逸話に典型的な貫之親子の歌道における断絶ぶりは︑奇異に
映ったに違いない︒

﹁父ノ歌ヲバ不轟覚申一敷﹂という所から︑顕

輔は教戒の意を込めて顕昭に語ったのかもしれないが︑該話の後

世には︑歌学の面を除き︑さほど影響は与えなかったとしても︑
︵注2︶
歌道家としての地位を保ったのに六条藤家がある︒

本稿は︑その六条藤家の歌道家としての成立︑その後の展開に

に﹃十訓抄﹄は︑

しかも時文は貫之が子にて︑かく難じたりける︑いよく浅

ついて︑考察を試みたいと思うものである︒その際に︑六条藤家

の歴代の継承者を中心として述べてゆくことになるであろう︒

︵第四︶

かりけり︒
と記し︑ ﹃清輔雑談集﹄ ︵貞享二年版本︶は︑

︵巻上︶

殊に時文は貫之が子にて︑かく難じける︑いよく恥辱と也︒

と言う︒これらはそのまま︑この逸話を記した清輔︑顕昭の感想

予︑金葉・詞花両度事象︑黙秘千歳一遇一空過レ之︑遺恨第一

也︒初ハ幼少︑後出撰集者之子息之歌無レ入之例云々︒大勢
﹁紀貫之が当時歌道の師匠︑

でもあろう︒山田孝雄博士によれば︑

至︒曾祖父隆経朝臣後拾遺作者︑金作広田レ之︒故左京金葉集

四五

﹃詞花集﹄に入物しなかった無念さを述べ

として仰がれ︑その門に入り教を請うた所の集団があったことが

清輔が﹃金葉集﹄

作者︒四代之箕裏至昌予感時一閾レ之遺恨云々︒︵﹃袋草紙﹄上巻︶

六条藤家をめぐって

あり︑当然歌学も講ぜられたと思われるが︑貫之︑時文親子の間

︵注1︶

あり︑而して歌の道といふ語が既に存在し﹂ていたということで
と︑

二

みという強い自覚の表明でもある︒清輔によれば︑勅撰集歌人を

ているのは︑曾祖父学寮からの﹁四代習弊裏﹂を継承すべきであ

けり︒兼房画図にたへずして︑後朝に絵師を召して︑教へて

夢に人丸来て︑我をこふる故にかたちをあらはせる由を告げ

の道をこのみて︑人麿のかたちを知らざる事をかなしみけり︒

四六

輩出した歌の名門六条藤家は︑隆経から始まるということになる

かΣせけるに︑夢にみしにたがはざりければゐ悦て尊影をあ

を召して︑勝光明院の宝蔵にをさめられにけり︒修理大夫蹟

がめてもたりける逢︑白川院︑この道御てのみありて︑彼影

が︑歌道家としての六条藤家は︑

六条家は顕季より代々歌の家にて︑万葉の古風を信じ︑物を
︵﹃百人一首雑談﹄︶

季卿︑近習にて所望しけれども︑御ゆるしなかりけるを︑強

広く見て由緒来歴を考へ⁝⁝

というように︑当季から始まるt考える方がよろしかろう︒その

ちに発て︑つひにうつしとりつ︒顕季卿一男中納言長実卿︑

二男参議家保卿︑この道にたへずとて︑三男左京大夫顕輔卿

理由は追々述べてゆくが︑先ず六条藤家の系図を掲げておこう︒

1長実

︵巻五︶

この記事で留意しなければならないのは︑白河院が秘蔵されて

もすべからず︒起請文あるとかや︒︑

実子なりとも︑此道にたへざらん者には伝ふべからず︑写し

にけり︒口凶事也︒されば顕季卿本が正本に成にけるにこそ︒

rじける程に︑焼にけり︒r貫之が自筆の古今も︑其時同じく焼

に譲り甘り︒兼房朝臣の正本は︑小野皇太后宮申うけて御覧
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いた人丸影を︑近習の顕季が︑御許可がでなかったのを無理にお

願いして︑ついに写しとったということである︒顕季が白河院の

乳母子として︑院別当︑近臣の筆頭として︑絶大な権勢を誇って

．六条藤家の歌道家としての権威を保証するものに︑代々継承さ
れた人丸影がある︒この人丸影の由来については︑﹃古今著聞集﹄

いたことは︑井上宗雄氏をはじめ︑諸氏の指摘されるところであ

る︒この院の近臣としての自己の立場を利用する形で︑聴許され

︵注3︶

に詳しい記事がある︒

．彼清輔朝臣の伝へたみ人丸の影は︑讃岐守兼房朝臣深く和歌

たのである︒白河院の許可を得て︑秘蔵されていたのを写しとっ

を指導者として︵姻戚村上源氏を含めた︶関白家の乳母子・家司

顕季を指導者としてその一族知友による顕黍系グループと︑俊頼

正本の焼失はそれ以前でなければならない︒顕季が人丸影供を行

た人斜影が正本になつ．たということも注意される︒小野皇太后宮
︵注4︶
︵藤原町子︶は康和四︵＝○二︶年八月一八日に崩じているから︑

また︑兼房朝臣の正本がのちに焼けてしまい︑顕季の写しとっ

て奉献者に推し︑満座の賛成を得た︵﹃柿本影供記﹄︶︒顕季の配慮が︑

の指導者であった俊頼を﹁初献者和歌宗匠可レ被昌勤仕一﹂と雷っ

人麿影供の行なわれた元永元年になる︒顕季は︑忠通家グループ

層による忠通家グループが存在していた﹂という︒永久の末年は

︵注6︶

た整いうことが︑人流影が権威を持つ一因となったであろう︒

なったのは︑元永元︵＝一八︶年六月一六日であるが︑既に正本

しろ︑俊頼の﹃万葉集﹂への塵泥とその識見を買ってのこと︵片

立席という客人に対する礼儀を示したものであった︵井上疵︶に

野氏︶にしろ︑歌壇の一方の指導者であった俊頼が三献者を勤め

の人丸影は焼失していたわけで︑顕季の人丸影が正本になってい

たのである︒このことが︑人黒影の保持者であった顕輔︑ひいて

ろう︒或いはその思惑憾あって︑総量は俊頼を招いたのか三毛れ

たことが︑結果的に人丸影供そのものの権威を高からしめたであ

﹃古今著聞集﹄や

は六条藤家の名を高からしめたことは想像に難くない︒
人丸影供については﹃柿本影供記﹄があり︑

人麿影供について︑片野氏はまた﹁六条家では毎年春秋二回を

b

恒例として行ない︑白河院はこのために讃岐国海士邑を祭田とし

ない︒

影像をかかげて供養し︑歌会を催す乏いう﹃人言影供﹄は︑和歌

て下賜きれた程であった﹂という重要な指摘をされているつ﹃東

﹃十訓抄﹄にも詳七い記事があるつ片野達郎氏によれば︑﹁人麿の

史の視点に立てば平安末期における人麿尊崇の思潮と﹃万葉集﹄
︵注5︶
享受の為り方とを示し﹂ているという︒この人麿影供を六条藤家

野州聞書﹄に︑

四七

博姫垣亭にて影供敬め行はる︒日野資宣卿を請ず︒初秋風と

なり︒至昌正応年中一安堵有︒隆博朝臣︑顕季の末孫也︒暴悪

供領︷被レ下昌盛季一畢︒此影供領︑彼の家に中絶する事有る

影供永久年中に始行有り︒讃岐国に里海と申す所を︑為昌影

さとのあま

の側から見れば︑どういうことになるであろうか︒先にも述べた
ように︑この時の烏丸影は天下の正本であった︒そのために影供泊

を行なう之とは︑藤原公任以来黄熟な人爵崇拝の傾向の中で︑歌

﹁永久末から保安頃にかけての歌壇は︑

の家としての六条藤家を︑天下に宣言することになるであろう︒
井上宗雄氏によれば︑
六条藤家をめぐって

云ふ題にて︑資宣︑

里のあまのもしほの煙立ちかへり昔になびく秋のはっか

四八

なお︑扇に祈りの歌を書きつけ神に奉って︑元通りになったとい

年貢などを人麿影供に充当することを許されたということであろ

顕季の場合︑院近臣の顕季が院領の預所となり︑院へ上納する

う︵四四一の歌︶︒

と安堵の蕨を詠ぜらる︒顕季影供始行の時︑日野敦光と云に︑

うが︑以後︑顕季←顕輔←清輔という人言影の継承とともに︑預

ぜ

人丸の讃を書かせらる︒資宣は此の末孫なり︒伏見院の御代

所職も伝えられたものと思われる︒というのは︑清輔は現存資料

心に催された﹂個人の家での会に︑管区を下賜されたのは︑稀有

︵注10︶

した︶︑顕季が院の寵臣であったとはいえ︑﹁顕季の一族知人を中

白河院が人丸影に密接な関係があり︵人丸影を写すことを聴許

可能性が強いからである︒

︵注9︶

守在任期間からみて︑清輔が人麿影を譲られた後のことに属する

による限り︑受領の経験はないし︑四一九の歌も藤原季行の讃岐

︵注8︶

の事也︒

︵注7︶
と︑里海庄︵海士邑も同所︶と影供に関する記事が見える︒
また︑ ﹃清輔朝臣集﹄︵﹃私家集大成﹄より引用︒以下︑家集の

引用は同書に拠る︶にも里海庄に関する歌がある︒

讃岐の室温庄に︑造内裏の公事あたりけるを︑守篇首朝
臣は親しかるべき人なりければ︑いひつかはしける

靭松山のたよりうれしき浦かぜに心をよせよあまのつり舟

のことであろう︒これも顕季の懇望によるのかもしれないが︑私

的な会であったはずの人丸影供は︑その当初から︑白河院の影を

この歌のと く に ゆ る し て け り
里海といふ所をしりけるが︑たがふ事有りけるをとぶら

背景に︑儀式としても高い権威を付与されたのである︒

後年︑建仁元年八月三日に︑影供歌合は源通親邸から和歌所に

い︒

の権威は︑当代の歌人たちに︑いやが上にも認められたに違いな

ったが︑人丸影供を毎年春秋二回を恒例として行なった六条藤家

﹁年ごろ影供を怠らざりけり﹂︵﹃十訓抄﹄第四︶という顕季であ

ひたまふとて︑宇治前大僧正至忠のもとよりつかはした
りける

樹夜とともに心ばかりやこがるらん舟ながしたる里のあま人
かへし

柵はるかさんがたもおぼえず里のあまの焼もの煙下むせびつ
玉

その影供和歌所にうつされて月ごとに侍り︒毎月の歌合数し

実行は顕季の婿︑長棒は顕季男である点を割り引かなければなら

実歌合︑同二六日内蔵頭長陽歌合と立て続けに判者となっている︒

二年七月一三目内大臣忠通歌合︑保安二年閏五月一三日内蔵頭長

らずつもりはべれば︑ねんなきかたも重て︑今はさらにめ乏

ないが︑これらの歌合で︑俊頼︑永縁︑基俊︑藤原仲実︑源顕仲

移される︵﹃明月記﹄︶︒

︵﹃源家長日記﹄︶

ののマンネリ化にも通じる︒・六条藤家のは歌合ではないが︑影供

と言われているのは歌についてのことであるが︑影供歌合そのも

したことは大いにあり得ることである︒

なる向上ということが考えられる︒それに︑人質影供の成功が資

らがその判を受けている点を考慮すると︑顕季の歌壇的地位の更

冥むる人もなきにや︒

には歌会がつきものであって︑春秋二回行なわれたのも︑マンネ

図は︑心耳その人の院近臣としての勢威︑それと関連もする歌壇

かくして︑歌道家と・して六条藤家を組織しようという顕季の意

だ問題は残っている︒それは︑何故に顕季は歌道家を組織しよう

がいかに大きな意味を持っていたかを中心に述べてきた︒が︑ま

以上︑顕季が六条藤家を歌道家として組織するのに︑人丸影供

リ化の防止︑権威の維持という点からすれば︑妥当な線であろう︒

的地位︑歌人としての力量と相輿って︑見事に果たされたのであ

としたのかという問題である︒

濃守を歴任し︑いずれも四位止まりであった︒顕季自身︑

﹁修理

た︒しかし︑祖父頼任は丹波︑美濃守︑三三経は甲斐︑摂津︑美

院の近臣として︑正三位修理大夫として︑顕季は時めいてはい

る︒また︑人丸影を継承することが︑歌道家としての六条藤家の

継承に大きな意味をもつその淵源は︑この人麿影供にあったこと
は言うまでもない︒︑

人麿影供の成功は︑顕季の歌壇的立場に影響を与えたようであ
る︒というのは︑顕季の歌壇活動に︑人丸影供を境に変化が見ら

目︶と言われるように︑家格としては︑高々受領階級でしがなか

大夫顕季朝臣選一従三位一五鮪紅熟糟糠三﹂︵﹃中右記﹄康和六年正月二九
︵注n︶

れるのである︒現存資料で︑顕季が歌合の判者となったのは︑人

った︒白河院との関係︑さらに長年に亙る受領の間に貯えたであ

ろう財力などによって︑顕季は家格としては異例の出世を遂げつ

丸影供以前においては︑永久四年六月四日参議実行歌合︵以下︑

歌合名は﹃平安朝歌合大成﹄に拠る︶のみであるが︑元永元年六

つあったが︑それだけに却って︑廷臣として立つべき自己の家の

四九

月一六目の人皆影供を挾んで︑同二九日の右兵衛督実行歌合︑同
六条藤家をめぐって

の存在意義を︑公家社会の中に確立しようという意図と︑承暦元

基盤の脆弱さを︑誰よりも深く認識していたはずである︒その家

ども︑後にはいはればやと思へども︑習ふ輩あれど︑これを

︑年頃かばかり嗜み習ひたる事を︑誰にても伝へて︑其流れな

五〇

年讃岐守顕季歌合︵時に二三塵習作的自歌合といわ雑い以来

︵﹃梁塵秘抄口伝集﹄巻十︶

つぐべき弟子のなきこそ︑遺恨の事にてあれ︒

の歌道への精進とが結び付いたのが声歌道家の組織への志向にほ

同 ︶

年頃好みたる事に︑たしかに伝へたる弟子のなき︑ロ惜しき

︵注13︶

︵

かならなかったのではないかと思われる︒有職故実や明経道など

・

虚幻︒

と︑真に継ぐべき弟子のないことを嘆じている︒子孫と弟子とい

・

と違って︑既に重代の家があり︑六条源家に萌しはあったが︑歌
道家はいまだ組織されていなかったのである︒

う違いはあっても︑両者とも継承する老のない嘆きは察するに余
りある︒

れるためには︑すぐれた後継者がいなければならない︒顕季は︑

顕要の場合も︑歌道家として組織した六条藤家が︑真に確立さ

あった大江匡房は︑﹁聾心官爵．一云昌福禄↓皆野昌文道之徳一所レ経説﹂

男参議家保卿この道にたへずとて︑三男左京大夫顕輔卿に譲﹂つ

歌道家の継承を意味する人丸影を﹁歯黒卿一男中納言長実卿︑﹂二

．ナリ9足下ナドノ様ナル子孫アラマシカバ︑何事ヲカ思侍ラ

たという︵﹃古今著聞集﹄巻込︶︒これは︑顕輔の歌人としての力量
︵注14︶
を認め．たからにほかならないが馬︑長男の長実も歌人であったにも

中抄﹄など︶のは︑その才を見込んで︑自らの後継者に育てあげ

マシ︒家之文書︑厄道之秘事︑皆以欲畠漂滅一也︒就ヒ中史書全

︵﹃江談抄﹄第五︶

関わらず︑特に第三子の宝鑑に歌説を伝えている︵﹃袋草紙﹄﹃袖

︑r︑﹁ ＼

たとも言える︒中世によくあるく一子相伝﹀に極めて似ていると

実子なりとも︑此道にたへざらん者には伝ふべからず︑写し

と︑儒老の家学とルての史書経書の秘説を伝えるべき子孫のない

﹃梁塵秘抄﹄まで編んだ後白河院も︑

いってよろしかろう︒これと︑

少し下るが︑今様を好み︑

ことを嘆き︑藤原実兼にそれを伝えようとしたのまた︑時代的に

如何︒

経秘説︑徒ニテ欲ヒ滅也︒元島委細之人叫貴下二少々欲昌語申甲

・只所目遣恨 王立レ歴畠蔵人二一ト︑子孫ガワロクテヤミ﹁ヌルトr

と言い︑ ﹁世間事全無レ所レ思﹂とまで述べるが︑一方では

・顕露と同じく堀河院百首の作者で︑儒者︑漢詩人として著名で

三

もすべからず︒︑起請文あるとかや︒

︵﹃古今署聞集﹄巻五︶

という入丸影の伝承︑︑書写についての厳しい春宵とは︑かの有名
．な︑

：

︑

︑
︑

︵﹃風姿花伝﹄︑第七﹁別紙口伝﹂︶

． この別紙の山伝ハ当芸において象の大事︑一代一人の相伝な
り︒たとへ一子たりといふとも︑無器量の者には伝ふべから
ず︒

意味する︒顕輔の歌は謙辞だけに却って︑面輔が家業としての歌

道を︑いかに自覚していたかをよく表わしている︒

顕季は顕輔⁝というよき後継老を得たが︑新しく組織された歌道

家であるから︑人丸影があるのみで︑匡房のいう﹁家之文書︑道

之秘事﹂﹁はなかった︒自ら家蚕︵歌説︶を作ることから始めねば

ならなかった︒：

﹃六条修ウ

理大夫集﹄などにその名が見え︑交渉のあった歌人中に︑歌学書

︑極論が出詠したり︑判者となったりした歌会や歌合︑

という似通った点を見出過るのである︒．換言すれぜ︑二季の歌道

を著わしたり︑勅撰集の撰者になったりした人としては︑源経信︑

とい3世何弥ほゼ徹底ルたものではないとしても噛後継老の厳選

家を組織するという営みが︑いかに強い自覚によって支えられて

源俊頼︑藤原通俊︑隆源がおり︑それに大江匡房︑藤原基俊︑花

蕊︑︑藤原顕仲︑・津守国基などの歌人もいる︒これらの人々との交

い流かを示す略のといえよ︑η︒

顕輔も︑顕爵の意志を継いで︑歌道家の確立に努めた︒俊頼の

：

︑

﹁家の風﹂︑

︵﹃左京大夫顕輔卿集﹄︶

r

︑

︵﹃奥儀抄﹄下・釈︶

五γ

ζれは︑顕季の歌説の形成過程の多様さを物語るものであろう︒．

一部だけでも雑多であって︑体系化された歌学とは見なしがたい︒

r今伺︑清輔や顕昭の学書から窺われる顕季の話説︵顕輔からの
伝聞︶は︑和歌の故実や作法︑和歌の注釈︑和歌説話など︑その

ける︒

と申す也とそ︑津守国基は将作︵顕季︑引用勘注︶に語り申し

住吉の社は四社おはします︒三社は此童詩姫也︒玉津島明神

学書を残していない津守国基の例をあげておこう︒

流の中で︑顕季は歌学的な知識を得たのであろう︒ここでは︑歌
よめらん歌︑とた

﹃金葉集﹄撰集事業の際︑直証は︑

−前木工頭俊頼馬撰集うけたまはりて︑

びみ＼いはれしかば︑つかはすとて

︑

35﹁家の風ふかぬものゆゑ億つかしの森のことの葉ちらしはて﹂
﹁つる

という歌を詠んでいる︵﹃ 金 葉 集 ﹄ 雑 上 ． 五 八 九 に 入 閣 ︶ ︒

弦︑﹃拾遺集﹄雑上・四七三の歌について︑清輔が﹁寡の風とは︑
家の業を伝ふるなり﹂︵﹃黒雲抄﹄中．釈︶と言うように︑r家業のこ
必であみ︒︑謡言うん顕輔の﹁家の風﹂ドと億酒父顕季以来の歌道を
六条藤家をめぐって

一方︑これは容疑の歌説の幅の広さとも言い得るわけで︑井上宗

五二

雄氏が指摘される﹁故左京兆︵言言︑引用者注︶の申されしは︑こ

もなかろう︒そして︑この崇徳院の院宣によって︑顕貴が﹃詞花

道家としての六条藤家の権威に重みを加えていることは言うまで

ている点が注意される︒こうしたことが︑歌人としての顕輔︑歌

のま二つき弓の歌は︑いかによめるにか︑あまたの人にたつぬれ

集﹄の撰者となるに及び︑歌道家としての六条藤家は︑名実とも

︵注15︶

ども︑憶かに云ひらく心なし﹂︵﹃書中抄﹄第三︶に端的に表わされ

に確立されるのである︒

このたびなむゆるされける

枷やへくに人だにのぼる位山老いぬる身には苦しがりけり

るに︑いまだゆるされぬよしなど申文に書て奉るとて

四位申したるをゆるされざりければ︑弟ども四位にて侍

四

た顕輔の姿勢に通じ︑六条藤家歌学の特徴である︑幅の広い考証
学的態度の一面にも通じるものがあるといえよう︒顕季の歌説は︑
歌学と呼び得るほど体系化されたものではないが︑顕輔を経て︑

清輔︑顕昭によって︑体系化され︑集大成される︒この顕季によ
って︑六条藤家歌学の基礎が築かれたことは︑先学の御指摘を侯
つまでもない︒

顕季が顕輔に歌説を講じたことは︑世間周知のことであったよ

清輔は︑重家らの弟にも官位を越され︑従四位下太皇太后宮大

進どまりで︑生涯官途に恵まれなかった︒それで︑度々昇進や任

うで︑

左京大夫顕輔︑新院︵崇二院︑引用者注︶に参りたりけるに︑﹁百

官を望む申文や歌を所々に奉ったことは︑右の歌からも窺えるし︑

述懐

らん

17梅の花おなじねよりは生ひながらいかなる枝の咲きおくる

梅

遇をかこつ歌も多い︒

﹃清輔朝臣集﹄にも散見する︵四〇五︑四一三など︶︒また身の不

首よむやうは習ひたるか﹂と仰ごとありければ︑﹁習ひたる
事候はず︒顕季も教へず候ふ﹂と申しければ⁝⁝
︵﹃古今著聞集﹄巻五︶

という記事が見える︒崇徳院の言には︑堀河百首を始めとする百
首歌の盛行の中で︑当然百首歌の詠み方は塩谷から習っているは
︵注16︶

ずだという口吻が感じられるが︵因みに鎌倉以降の歌学書には百
首歌の詠み方がよく説かれている︶︑歌説の継承︑家学を認知し

柳としを経て梅も桜も咲くものを我が身の花にまちぞ佗ぬる
︵注17︶

﹁予土レ時不レ快﹂

清輔は︑その事情はいろく推測されているけれども︑たとえ
ぼ顕輔が﹃詞花集﹄撰進の院宣を奉じた時も︑

ﾜ草紙﹄上巻︶というごとく︑顕輔と長い間不和であった︒その

位山臥ニノ鶯人シレズネノミナカレテ春ヲマツカナ

明年御異所レ給也︒慾望人置墨其数⑩而仰云︑依昌優和歌↓給昌

︵﹃袋草紙﹄上巻︶

清輔一云々︒何面目如レ之哉︒錐レ不レ堪レ事︑依羽翼道一度々有昌
面目司是多年稽古勘所レ致敷︒

が︑父を早く亡くした孤児の長明に対し︑中原有安は長明が歌人

窺える︒父の庇護の期待できない清輔は︑実質的には孤児に近い

清輔のような考えのあったことは︑鴨長明の﹃無名抄﹄からも

そに︑清輔は暗欝な沈倫の四十余年を送らねばならなかった︒こ

歌の道其身に堪へたることなれば︑こΣかしこの会に構へて

として立つことには否定的とはいえ︑次のように語っている︒

一と招請すべし︒宜しき歌よみ出でたらば︑面目もあり︑

の不遇画論の間に︑清輔は和歌に精進し︑多量の歌学的知識を身

いていかねばならない︒そこに曾祖父以来の和歌があり︑祖父以

身の名誉も出できぬべし︒⁝⁝何事をも好むほどに︑其道に

の歌の左注にも記されているが︑この歌を鳥羽院への申文に添え

自らの忘れ難い例も記している︒たとえば︑先に引用した四二〇

と和歌の功用を説いた清輔は︑﹁源重之︑蓮仲法師の先例に加えて︑

壇や権門の歌会などで活躍して春顧を得︑社会的地位や官途の昇

天皇や院︑さらに権門に歌を奉って所望を達し︑或いは宮廷歌

りぬべし︒是こそ道の先途にてはあれ︒︵﹁不可立歌仙教訓事﹂︶

るべき所の会にも交はり︑雲客月卿の鑓の末にも臨む事も有

優れぬれば︑錐︑袋にたまらずとて︑其聞え有りて必ずしか

て奉ったところ︑﹁賢ク有昌御感叫其後叙昌四品一﹂であったという︒

進を得ようという清輔の志向に影響を与えたのは︑彼が若い時に

︵﹃袋草紙﹄上巻︶

このような清輔の和歌に対する姿勢を如実に示しているのが︑次

平家の五男でありながら︑若年にして父︑兄を失い︑有力な庇護

見聞した藤原基俊ではなかったかと思われる︒基俊は右大臣藤原

又新院御給ヲ申二度々漏シカバ︑十二月二十旧比︑事製革奏

五三

者のないまま︑従五位上左衛門佐で終わった︒しかし︑和歌をも
六条藤家をめぐって

聞歌

の記事である︒

申文若ハ名籍ニモ副レ之︑先躍也︒

和歌ハ有レ石亀也︒無一廻事一人及帝王ニモ達レ事其道也︒所望

来の歌学があったのである︒

につけた︒父の庇護が薄い以上︑清輔は自らの力で運命を切り拓

ために︑家の発展を托された弟の重家︑聖経の官途の順調さをよ

（『

五四

質量は歌道家の継承を意味する人丸影︑そして破子硯︑和歌文

書を清輔に譲ったのである︒さらに顕季が人丸影供の際に︑白河

って官途を得ようとして︑和歌の才学をみがき︑多くの歌合に判

者として臨み︑ついには俊頼と並称された歌人である︒この基俊

院から三田として下賜された讃岐の里海庄をふ顕輔は相続したら

しいが︑それも清輔に譲ったであろうことは既述した︒

に︑清輔は大いに共感する所があったであろう︒後年︑清輔は
﹃続詞花集﹄において︑俊頼の一一首に対し︑基俊は父顕輔と同

顕輔から最も疎んじられた清輔が︑その故に歌道に精進し︑結

果的に歌道家としての六条藤家を継承したのは皮肉でもあるが︑

じ一〇首を採っている︒顕輔の﹃詞花集﹄では︑俊頼一一首に対
し︑基俊一首であったのと︑大きな落差がある︒

清輔も後継者としての自覚を持って︑更に歌道に遽進した︒以下︑

﹃続詞花集﹄で

︵注18︶
最も多く入墨しているのが︑清輔が恩顧を蒙った五徳院の一八首

久寿二年二月の歌道家継承後の清輔の事蹟を追ってみたい︒

て事に当たったであろう︒

たものでもある︒清輔自身︑家学を集大成するという自覚を持っ

父顕季以来の六条藤家の歌説を︑歌学として体系化し︑集大成も

実の対象として︑組織化し︑︑集大成したものであるが︑同時に祖

清輔の代表的著作﹃袋草紙﹄は︑和歌並びに作歌行為を才学故

であることを考慮すれぼ︑基俊の一〇首には︑清輔の個人的な感
情も大きな比重を占めていると思われる︒

顕輔も最後には︑清輔の歌才を認め︑歌道家としての六条藤家
の将来を委ねた︒

左京大夫顕輔

久寿二年二月人丸子を清輔朝臣に伝へける時︑花艶言レ志

といふ事を

また清輔の著作に﹃牧笛記﹄︵散侠︶がある︒これは寂超が﹃詞

花集﹄を批難する﹃後葉集﹄を編んだのに対し︑それに反駁する

命あれば多くの春に逢ひぬれどことしばかりの花は見ざりき
︵注19︶
︵﹃続古今集﹄陛下・一一七︶

ために著したという︵﹃和歌色葉﹄︶︒清輔は﹃詞花集﹄撰進の際に︑

縁や顕方︵顕賢︶らと共に︑撰歌に協力した︵﹃詞花集註﹄︶︒しか

この後まもなく五月七日に顕輔は没している︒また︑後年清輔が

父顕輔卿︑子孫の中にこの道にたへたりとて︑清輔朝臣に伝

し﹁撰集者之子息之歌無レ入之例﹂により︑自歌が入集しなかっ

顕輔から﹁予言レ着癖レ快﹂であった︵既述︶のを許され︑忠兼︑隆

へたりける人丸亀・破子硯を︑重出卿子息中務権大輔経家朝

たのを﹁大事也﹂と述べているし︑顕輔と撰歌をめぐって衝突し

尚歯会を行なった後の記事が﹃古今著聞集﹄巻五に見える︒

臣に譲られてけり︒和歌の文書︑季経朝臣に譲りてけり︒

たりして︵﹃袋草紙﹄上巻︶︑
︵注20︶

﹃詞花集﹄にはあまりいい感情を持つ

ていなかったはずである︒にも関わらず︑歌道家としての栄誉を
﹃詞花集﹄を擁護し

らん

麗︑ようつ代とたのみし君を宵の間の空の煙と見るぞ悲しき

また︑右の文章からは︑勅撰集にならなかった無念さも強く滲

み出てくる︒結局︑この撰集は﹃続詞花集﹄と名付けられたが︑

守るために︑多少の不満はあったとしても︑
たものであろうか︒顕輔が院宣を奉じたことを︑﹁暦象墨祖父時評

いくら勅撰集になるはずだったとはいえ︑単なる私撰集に︑

その意味を考える必要があるだろう︒

︑

閣一被レ奉昌撰集↓希有事也﹂︵﹃袋草紙﹄上巻︶と大変な名誉に思って

いる清輔なのである︒

﹃拾遺集﹄に対する﹃後拾遺集﹄のごとく︑勅撰集の名をとって

命名するのは異例に属する︒しかも︑〃後詞花集

清輔の私撰集の一つに﹃続詞花集﹄がある︒清輔の祓文には︑

撰集作業を進めているうちに︑二条天皇の叡聞に入り︑天覧に備

詞花集﹄と名付けたのである︒ここに父子二代にわたる勅撰集撰

ではなく︑﹃続

えて繕写している間に︑崩御にあって︑勅撰にならなかった旨を

者という栄誉を逸した︑余りある無念さが込められている︒とと

︵注21︶

記している︒その一部を天理図書館本から引用しよう︵返り点は私

もに︑顕輔が編纂し︑六条藤家にとって一つの金字塔ともいうべ

﹃拾遺古今﹄﹃後葉集﹄といった︑

五五

︵注塾︶

ついては︑久保田淳氏と︑それを承けた井上宗雄氏の御見解があ

︵注23︶

日に白河の宝荘厳院で行なわれた尚歯会がある︒この会の意義に

清輔の最晩年に属する事蹟で特筆すべきは︑承安二年三月一九

bつ︒

輔の歌道家の継承者としての強い意識を見ることができるであろ

いていなかったであろう﹃詞花集﹄の名を敢えて用いた所に︑清

﹃詞花集﹄批判の撰集のある中で︑個人的にはあまりいい感を抱

られているように思われる︒

き﹃詞花集﹄㊨後を継ぎ︑父の偉業を継承するという自覚が込め

︵注22︶

案︶︒

恨レ之︵崩御︑引用箆鷺︶尤切︑仙居嘉月早蔵︑愁レ之至深︑橋︑
︵菖力︑引用者注︶
山之雲量在︑縦不レ遂昌蓄懐↓争可レ秘雨蓋撰↓員数瓦之︑編昌
本︵朱書︑引用者注︶
一千首之詞︷部類区別︑次三一十巻一望号名昌続詞花門以為愚口
実一而巳︑

﹃清輔朝臣集﹄にも次の二首が残されている︒

恩顧を蒙った二条帝を失った清輔の悲しみと失望とが伝わってく
る文章であるが︑

二条御門うせさせ給ひて︑御はふりの夜よめりける歌ど
も

鋤ありしょに衛士のたく火は消えにしをこは又なにの煙なる
六条藤家をめぐって

り︑ともに首肯できるが︑若干の私見を加えておきたい︒

五六

から︑会の主人であり︑兄であるからということとともに︑歌道

も当然といった意識を窺うことができるのではなかろうか︒

家を継いでいる自分が︑官位を無視して︑撮記に下．襲をとらせて

から窺うことができる︒参会老は主人の清輔︑七里をつとめる頼

くは詩会にこそ侍るに︑和歌は珍しき事にや﹂︵﹃古今著聞集﹄巻五︶

尚歯会の模様は︑清輔自身の記した﹃暮春白河尚歯会和歌墨壷﹄

政ら六人︑垣下の人々は﹁多くは扶持の人々﹂であるが︑介添役

という尚歯会を行なった清輔なのである︒

．﹁年ごろの望み﹂である尚歯会の挙行に際し︑清輔が強く意識

﹁多

の頼政息仲綱ら一〇人であり︑その中に重家︑顕昭︑季経という

清輔の弟がいた︒人的構成としては︑ごく内輪の会であったにも

二年二月に催した花宴があるのではなかろうか︒この宴において︑

していたものの一つに︑死期の近いことを覚悟した顕輔が︑久寿

見る者道俗︑高きいやしき︑山上木下ごとに群れたち群れ居

顕輔が人尊影を清輔に伝えたことは︑先に﹃続古今集﹄の歌を引

関わらず︑世間の注目を浴びた︒清輔自身が記す︒

て︑目しばらくも捨てず︒又あるひは車を立てて見る女あり︒

いて述べたが︑﹃左京大夫書巻卿集﹄を引こう︒

き
詞書にあるように︑

︵注25︶

が︑この﹁人々﹂を立ち合いとする形で︑人丸・影を清輔に譲った

﹁人々に案内して﹂行なわれた花宴であった

掘命あれば多くの春に逢ひぬれどことしばかりの花は見ざり

せしに

りなりと聞きて︑例の里なれば︑人々に案内して︑花宴

老の病︑日にそへてようつもならねど︑南おもての花盛

あるひは堂の内に入りて︑のぞく人も数有り︒過ぎにしかた
も聞かず︒末の世にははた有がたき見ものなり︒

また︑弟の重家が清輔の下襲の尻をとったことについて︑清輔
は︑

四位の下襲の尻を三位のとること昔も聞かず︒これ齢を尊び︑

道を重くするあまりなり︒見る者目をおどろかし︑涙をのこ
ふべし︒

とわざわざ記している︒清輔の得意満面なさまが髪髭とするが︑

のである︒世代交代の場としては︑格好の舞台であるが︑人頬白

を人々に再認識させ︑歌道家の存続を願う寒寒の意図を︑そこに

ｹを重くするあまりなり﹂の﹁道﹂は︑文脈から﹁悌の道﹂を
さすと解すべきであろう︒が︑臆測をめぐらせば︑

見ることができるであろう︒

﹁歌道﹂の意

庵込められているように思われる︒この尚歯会は和歌会でもある

．「

﹃古今著聞集﹄巻五は︑尚歯会の後日談と

清輔も顕輔と同じような意図を持って︑この尚歯会を行なった
のではないだろうか︒

して︑清輔が﹁悦にたへず︑後臼に父顕輔卿﹂から伝えられた人

丸影︑破子硯を混混息出家に︑和歌文書を季経に譲ったという
︵実際は後述するごとく︑人丸影も季経に譲られたようである︶︒

﹁過ぎにしかたも聞かず﹂

﹁後日に﹂というのは︑尚歯会後まもなくということであろう︒
六条藤家の内輪の会でありながら︑

﹁末の世にははた有がたき見もの﹂である尚歯会を挙行し︑世業

がしのび寄っていたのである︒

中古も今も歌学明らかならず︒歴世の間わっかに清輔朝臣と

顕昭法師とのみ︑その詞の中に取るべきものあり︒

︵﹃国歌駐機﹄︶

荷田園満は清輔と顕昭を並称しているが︑契沖︑宣長などが︑
︵注26︶

学者として高く評価しているのは︑顕昭の方である︒

う︒清輔の絶えず世間を意識した姿勢も︑それを示すものであろ

そこに程度の差はあれ︑顕輔と相似た意図を認めてもよろしかろ

の誇示でもある︶︑歌道家の後継者としての地位を後進に譲る︑

の意味を持っていると思われるのである﹂と述べた︒その後︑西

とっては︑清輔の大成した六条藤家歌学の注釈方面の増補・訂正

釈は外面的には守覚法親王の要請という形であるが︑顕昭自身に

したことがあり︑その際に︑顕昭の注釈について︑

かつて拙稿で︑﹃六百番歌合﹄を中心として︑顕昭に迫ろうと

う︒時に︑清輔は花宴当時の顕輔の歳六六︵享年でもある︶を超

村加代子氏が﹁袖中抄執筆当時の顕昭には︑家門を意識しての御

﹁これらの注

えること三歳︑まさに人生の﹁暮春﹂であったし︑尚歯会の時期

子三家への対立感情は顕著ではない﹂﹁顕昭の活動を追ったばあ

い︑御子寺家との存在以前に︑同門の先達清輔への対抗意識や︑
︵注27︶
学説上の葛藤が大きく浮かび上ってくる﹂などと言われた︒

和歌史の流れから見れば︑世間の耳目を集めた尚歯会は︑清輔

ここでは︑西村氏の御見解を参考に︑画稿の補いを含めて︑若

五七

まず︑顕昭と清輔の学説上の葛藤ということであるが︑これを

干の私見を述べてみたい︒

一代の盛事であるとともに︑歌道家六条藤家にとっても︑最後の

六条藤家をめぐって

のであるが︑尚歯会の盛事のかげには︑歌道家六条藤家の︑﹁暮春﹂

台頭しつつあった俊成が︑歌壇の指導権を握っていくことになる

光芒にも似た盛事であった︒五年後の清輔の死によって︑着々と

も多少の違いはあるが︑花宴と同じ春であった︒

の耳目を驚かして︑自身の存在を誇示した後に︵それは六条藤家

五

歌論義といふものには古歌二首を誤りて︑かきかよはせるな

五八
清輔の学説の誤り︑不充分性を︑顕昭が﹁目敏く峻烈﹂に批判し

りと書きたり︒先達のことを疑ふはおそれあれどもいかがと

おぽゆ︒就レ中︑此集にはかくはべれば︑躬恒︑貫之が定ひ

たものとするならば︑西村氏が比較の対象とされた﹃奥義抄﹄と
﹃袖中抄﹄の差を考えねばならないだろう︒

がごとしはべらむやはと︑いとど力を得ておぼえはべり︒

︵巻下・釈︶

﹁﹃奥儀抄﹄執筆当時︑清輔は四十代半ばであったと推測される
﹃袖中抄﹄執筆当時︑顕昭は五十代の後半であったと思わ

と︑後年の我の強い清輔らしからぬ︑自信のなさを吐露している︒

こと︑

れること︑この雪余歳の年齢差は学問の完成度に大きな影響があ

また︑顕昭の学問の性格からして︑清輔説批判も出るべくして

からいって︑当然のことである︒

したがって︑顕昭が清輔の説を撹判ずるのは︑翠雲の学識の深さ

﹃散木集注﹄などの注釈もやっており︑﹃袖

﹃古今秘注抄﹄から﹃詞花集註﹄に至る勅撰集の

ろう︒既に顕昭は歌合に度々出席したことがあるし︑寿永二年春
から冬の澗に︑
注釈︑﹃堀河百首注﹄

人の説を挙げ︑それを批判する形で︑また自説を述べるという方

﹃心中抄﹄を見ると︑まず自説を掲げ︑次に先

一方︑清輔は久安四年︑四五歳にして︑﹃久安百首﹄の作老に追

法が多い︒﹃奥気重﹄は︑他の文献︑たとえば﹃感心歌枕﹄﹃綺語

出てくるだろう︒

加され︑ようやく歌人として知られるようになったが︑それまで

抄﹄﹃無名抄﹄︵﹃俊頼髄脳﹄︶﹃和歌童蒙抄﹄などと同じく︑この先

中抄﹄執筆当時︑比肩する者のないほど深い学識を有していた︒

歌壇の表面には殆んど出ておらず︑歌学の蓄積も顕昭に比べれば︑

払﹄が歌語のうちの難語を注釈したものだけに︑異説も多く︑批

人の説の一つとして挙げられ︑批判されているのである︒ ﹃袖中

和であったので︑

判の余地もあったのである︒その批判の二昌アシスに︑時として

不充分であったろうと思われる︒また︑清輔は長い間︑顕輔と不

とは殆んどなかったと考えられ︵﹃袋草紙﹄と違い︑﹃奥儀抄﹄に

多少の対立感情を感じる場合があるとしても︑

﹃奥地抄﹄執筆時までに︑歌説を講じられたこ

は顕輔の名は見えない︶︑﹃奥儀抄﹄の学説は自らの努力で身につ

までも先人の一説としての扱いである︒要は︑黒潮の乗超えるべ

﹃奥早薬﹄はあぐ

けたものが大部分であると推測される︒だから︑﹃奥儀抄﹄に不

き対象の一つとレて︑清輔の﹃奥儀抄﹄があったということだろ
う︒

充分さや多くの誤りがあるのは︑むしろ当然と言うべきであろう︒
清輔官身が︑

顕昭は﹁さぽかりの大才博覧の人﹂︵﹃私注山勘賊古今歌六六九︶︑

についてふれておきたい︒

の最終章に当たり︑一部は既述したが︑清輔以後の人丸影の伝承

︵注28︶

﹁さばかりひろく見聞たる人﹂︵同一〇〇一︶というごとく︑学者

人丸影の伝承については︑鈴木徳男氏の御研究があり︑同氏は

←経家←保季←知家←成実という経路を指摘されている︵第二章の

としての清輔に敬意をはらっているが︑定家が﹃貴注密勘﹄にお

六条藤家の家説として絶対化するのではなく︑あくまでも多くの

系図参照︶︒大旨首肯できるが︑清輔←経家という経路に疑問が残

﹃古今著聞集﹄巻五や﹃明月記﹄の記事から︑顕著←顕輔←清輔

説の一つとして相対化し︑それに客観的に批判を加えているので

る︒確かに﹃古今著聞集﹄︵本稿五四頁上段に引用︶に拠れば︑三家

いて︑俊成の説を家学として絶対化しているように︑清輔の説を

ある︒このような顕昭の学究的態度こそ︑注視されるべきではな

息の経家に譲られたことになっている︒

﹃聖経入道集﹄には︑

かろうかと思う︒

ところが︑

柿本御影つたへたてまつりて︑はじめて会し侍りしに︑

本稿の第三章で述べたように︑顕季︑顕輔の歌説は幅の広さが
あり︑六条藤家歌学の幅の広い考証学的態度の一面に通じるので

藤花盛開といふ題をよめる
ヒ・

u14

︑︑♂

ヤ

家に影供し侍りしに︑人違会恋といふ題を

五九

という三首があり︑︑季経がh柿本御影つたへたてまつり﹂︑﹁家に

りて

58まだなれぬ人にそこよひあふせがは同じながれを思ひわた

り

30たなばたに草の枕をかしつればわかれぬさきも轟けかりけ

家に影供し侍り心に︑旅宿七夕と断雲を

もふ

｡の花松のみどりをこめてけり千年までにもかΣれとそお

あるが︑これは換言すれば︑後人が盲従するような絶対的家説を
持たなかったということである︒そこに六条藤家歌学の弱点と︑

その反面の発展性があったのであるが︑清輔と顕昭との学説の関
係も︑いい面での六条藤家歌学の特徴をよく表わしているといっ
ても︑過言ではないだろう︒

六条藤家をめぐって

大きな役割を果たしていたかは︑再三述べたところである︒本稿

な意味を持っていたか︑またそれ故に︑歌道家の継承にどんなに

本稿において︑歌道家六条藤家の成立に︑人丸影がいかに重要

占
、

影供し﹂たことが知られる︒そして︑

﹃玉葉﹄には︑

六〇

程度の重きを成したのも︑歌人としての力量もさることながら︑

あろう︒また﹃正治百首﹄の人選をめぐる定家らの参加妨害に顕

歌道家六条藤家の後継者としての地位も︑大いに関与しているで

とある︒この季経が持参した﹁人丸影﹂が︑家集にいう﹁柿本御

著な︑季経の御子左記への対抗意識も︑六条藤家の後継者として

︵建久元年八月二九日目

影﹂であろう︒人丸影の伝承についての厳しい制限から考えて︑

の立場の大いなる反映とみることができよう︒

聖経卿持コ来人丸影↓見了返コ給之刈

写しなどではなく︑清輔から直接伝えられたものと推測される︒

本稿では︑ 先学の駿尾に付いて︑私なりに六条藤家について述

清輔自身に伝えるべ﹂き子がない以上︵﹃尊卑分脈﹄に拠れば︑家基

が実父の清季︑それに尋顕︑公寛の三子がいるが︑いずれも歌人

﹁紀師匠雪起水蜜和歌﹂︵﹃日本歌学の源流﹄所収︶

べた︒顕昭︑ 季経以後の六条藤家については︑別の機会に譲りた
い︒

︵注1︶

顕季語が六条東洞院にあったために︑六条家の称で呼ばれてい

︵注5︶

﹁顕季の輪郭﹂︵﹃平安後期歌人伝の研究﹄所収︶

④ ﹁藤原顕輔伝の考察﹂︵﹃国語と国文学﹄昭和34年2月︶

﹃古今著聞集﹄にいう﹁貫

﹃古今著聞集﹄︵日本古典文学大系︶頭注所論﹃編年記﹄︒﹃中

︵﹃袋草紙﹄上巻︶とある︒

﹁﹃人麿影供﹄の変遷とその和歌史的意義﹂ ︵﹃日本文芸と絵画

於γ宮焼コ失之こ

之が塁の古今﹂の焼失については︑﹁小野昊后宮三日腿

右記﹄に拠れば八月一七日崩︒なお︑

︵注4︶

御研究から︑多大の学恩を蒙ったことを記しておきたい︒

なお︑井上氏の﹃平安後期歌人伝の研究﹄を始めとする一連の

＠

︵注3︶

という名称を用いた︒

るが︑本稿では︑源経信︑俊頼の六条家と区別して︑﹁六条藤家﹂

︵注2︶

ではない︶︑六条藤家の歌人のうち︑顕昭︑重家︵安元二年六月
一七日に出家︶を除いて︑歌人としての力量︑活躍状況︑さらに

年齢的な点からいっても︑清輔から乳量に伝えられたとみるのが
妥当であろう︒人丸影は顕季←忍苦←清輔←苦患←経家←保季←
知家←成実と伝承されたことになると思われるのである︒
また︑季経に譲られたという﹁和歌文書﹂に関しても︑﹃玉葉﹄
に︑

︵治承二年二月一四日︶

季経朝臣来︒談昌清輔朝臣和歌文書之間事胡

という記事が見える︒

．季経は清輔から人丸影と和歌文書を譲られ︑その後継者となっ
たのである︒季経が弘通親の和歌の師を務めたり︑﹃六百番歌合﹄

の作者︑﹃千五百番歌合﹄の判者となったりして︑歌壇的にある

﹁院政期歌壇の考察﹂︵﹃国文学研究﹄第十九号︶

の相関性．の研究﹄所収︶

︵注6︶

︵注8︶

井上宗雄氏﹁清輔年譜考﹂︵﹃平安後期歌人伝の研究﹄所収︶に

田中文英氏の御教示による︒

︵注7︶片野達郎氏からも私信にて︑御教示いただいた︒

︵注9︶

拠れば︑藤原季行の在任期間は︑久寿二年正月二八日〜保元二年
三月二六日であるという︒これは﹃諸家伝﹄の﹁曲行﹂の条にも

︵注10︶

井上宗雄 氏 が ︵ 注 3 ︶ ⑭ で 指 摘 さ れ て い る ︒

︵注6︶に同じ︒

見える︒清輔が人丸影を譲られたのは久寿二年二月である︒

︵注11︶

四﹄所収の当該歌合の解説︒

竹内理三博士﹁口伝と教命一公停学系譜︵秘事口伝成立以前︶1﹂

︵注12︶萩谷朴氏﹃平安朝歌合大成
︵注13︶

﹃続後拾遣集﹄

﹃金葉集﹄に一五首︑﹃詞花集﹄

﹃新拾遺集﹄にそれぞれ一首入集し

﹃勅撰作者部類﹄に拠ると︑

︵﹃律令制と貴族 政 権 ﹄ 第 皿 部 所 収 ︶ に 詳 し い ︒
︵注14︶

﹃新古石崖﹄

︵﹃国文学研究﹄第

﹁母の出身とか愛情とか︑或は年齢

肇国は和歌に塗上を詠む際の心得を︑顕輔に語っている︵﹃拾遺

﹁六条藤家の盛衰一その歌壇的地位の考察1﹂

ている︒

︵注15︶

十五号︶
︵注16︶

五塵﹄︑拾遺七四九 五 ︶ ︒
井上宗雄 氏 は ︵ 注 9 ︶ で ︑

が接近した父子の間に微妙な感情的違和があっ．たからとか﹂いう

︵注17︶

追加とはいえ︑清輔を﹃久安百首﹄の作者に加えて︑歌壇登場

ようなことを推測 さ れ て い る ︒

︵注18︶

六条藤家をめぐって

の契機を与えたのは崇徳院であり︑清輔も﹃奥儀抄﹄を奉ってい
る︒

︵注19︶井上宗雄氏が︵注9︶で指摘されている︒

︵注20︶教長が﹃詞花集﹄を難じて︑﹃拾遺古今﹄を選ぶ時に︑清輔が

．﹁かたはらに添ひ候ひて︑もろともに仕りて候ひし︑まことに見

﹃詞花集﹄をめぐる顕輔︑清輔父子の葛藤が世

苦しきことにて候ひぎ﹂ ︵﹃正治奏状﹄︶というのも︑真偽のほど
は不明であるが︑

は︑ ﹃和歌現在書目録﹄に﹁詞花集撰之比撰ン之﹂とあって︑﹃詞

上にも知られていたことを示しでいる︒また﹃拾遺古今﹄の成立

花集﹄撰進後まもなくと思われ︑清輔の歌道家継承以前だろう︒

他に教長の﹃拾遣古今﹄があるが︑﹃詞花集﹄を難じ︑﹃古今集﹄

尊重を打ち出すたぬに名付けたのであろう︒

︵注21︶

︵真名序︶がある︒

︵注22︶勅撰集では︑﹃古今集﹄が最初〃続万葉集〃と名付けられた例

﹁平家の世紀の光と影﹂︵﹃国文学﹄昭和51年9月︑後に﹃日本

﹃季経入道集﹄一〇の歌から︑季経も出席したことがわかる︒

︵注9︶に同じ︒

入の美意識﹄所収︶

︵注23︶

︵注24︶

﹁晩年の顕昭1﹃六百番歌合臨を中心とルて一﹂．︵﹃国語国文﹄昭和

︵注25︶
︵注26︶

︵﹃国語と国文学﹄

︵本学助手︶

︵﹃国文学論叢﹄第二十三輯︶

﹁顕昭と清輔−学説の継承と対立をめぐって一﹂

51年5月︶︒なお︑この稿の注︵18︶は誤りとして削除する︒
︵注27︶

﹁貞永期の藤原知家﹂

昭和52年7月︶
︵注28︶

六一

