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車溺で読まれる際には知られない︑特別な意味を現わして

界という複合畿の一部として見る場合には︑おのずから︑

る︒このような研究方法が︑設誌の分布欣態や停搭の様子

話一体承の燦態や経路を知ろうとする傾向が強いようであ

つム!ドやニュアンスの分析が必要になって来るのである︒

その信仰には︑どうしても︑先に述べたような︑説話の持

とする錆には︑決して充分な方法ではない︒

が︑各地に停わる読認の特殊性や︑その援選過程を知ろう

を出版く知ろうとする際に有数であることは一一一一日うまでもない

に見られるテ!マの如きものではない︒

それは︑言わば︑筋のモチーフに先立つ談話モチーフとも

ハ円

呼ばれるべきものの分析である︒

誌がある︒その概要を記してみれば︑ほほ次のようである︒

﹁今昔物語一の巻二十六に﹁東下者指人家値産語﹂という

それ故︑六朝談話の賞態を把握しようとする場合にも︑

出ながら︑一八歳︑まで:一というよって出て

るが︑その時︑何か知らぬ背の高い恐ろし気なものが家を

昔︑東閣へ放する者が︑知らぬ土地で行き暮れ︑或る家

の相違熱ょっ

又︑それを通して︑六朝人のものの考え方を知ろうとする

は︑普通︑ 個々の

に搭をとらせてもらった︒その家の娘が︑その夜お産をす

の複合磁が構成されているのである︒

ュアンスやム iドが重なり合い︑連なり合って︑六朝一談話

ュアンス又はム!ドと呼ばれる程度のものであっ︑そのニ

個々の説話の示すその稔の傾向は︑せい ぜいが一つのニ
J

それは︑決して︑溺創的な個人の手によって作られた作品

個々の談話の内容が何らかの傾向を示すことはあっても︑

テ!マを持つことはない︒

くるのである︒それ故︑個々の六割訪日舶が︑各個に獄自の

も︑俊一 ろ
J ︑その筋の共通結や類似紡を重一蹴し︑説話相玄関

稔

ムハ靭説話の世界は文字遁り幽笠︿の深淵である︒

の

に共有されている筋のモチーフをたどることによって︑}説

て

一見卒明な筋を持つ個々の説話も︑ぞれを六朝訟訴の役一
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際にも︑先の如きムードやニュアンスの解明︑が必須のこと
となる︒
現在の

(23)

つ

その努は︑東へ下って九年目の年に︑締り途に叉この家

行くのを︑その法人は開きつけた︒
にたち寄ったが︑その家の女に生まれた子の事をたずねる
と︑その女が一一一おうには︑﹁大緩顔だちの良い子でしたが︑
去年の或る日︑高い木に向性 って︑鎌で木の校を掛っている

従梁上蕗
G

其家以此兵告 c仲邸中間之︒歎臼︒此謂命

G陥勝一即死︒後仲間事第義章太守︒故遺変役鈎之申

家︒井関奴所在
也
︒

この一蹴仲翠﹂のには︑仲翠が家の外と内とで交され

も︑現在我が関各地に語一諮り停えられている﹁産紳問答﹂

になっており︑この際りでは︑先の﹁今昔物語﹂の話より

る一紳の問答を問︑き︑生まれた子供の将来の運命を知ること

うちに︑木から落ち︑録︑が頭にささって死にました︒一とい

v

う事であった︒そこでその男は︑あの夜の不思議な出来事

の誌に近い筋を持っている︒

の中に︑これ以外にもあ/くの例誌を見出すことが出来る︒

{際仲翠﹂の話の持つ産一柳問答のモチーフは︑六抑制説話

を思い出し︑あれはきっと鬼一別だったのだろうと話してや
この話は︑その男が都に上って諮ったことにより知られ

ると︑その女は︑いよいよ泣き悲しむのであった︒

る話のそチ i フは︑停京設話として生きるべき篠件を充分

又︑我が閣に於ける一産一糾問答﹂の話も︑肢く各地から採
集されている cそのようなわけで︑この臼中南関にまたが

たのであるが︑このことから︑やはり︑人の命は︑前世の
を知るのである︒(以上)

閣に停えられていた誌が日本に渡来し語り侍えられたもの

その明確なル!トが分らないにしても︑何らかの形で︑中

は法行するものいという税黙に立ってこの誌を讃む際には︑

に備えているものであることがうかがわれ︑一日一︑ア説誌

業によって生まれた時から定められているものであること
この﹁今昔物詩﹂の話は︑﹁二十念本捜紳記'⁝巻十九の
﹁隙仲翠

L の話に非常に似ている︒次にその誌を引いて比

較してみよう︒
際仲翠微時︒常宿資申家︒申嬬万産︒有印申門者︒家人
威不知︒久久方問問屋袈有人言︒第堂下有人︒不可進︒叩門
口定例等︒名為初︒常山内幾破︒役者問︒男也︒名匁奴︒品

設話傍播経路の研究力誌は家出されて旅たわけである︒し

緊を令んでいる︒そのような所から︑現在の民俗談話

跡が佼授される佐は︑多くの場合︑多かれ少かれ商一般の袈

但し︑この想像は︑幾つかの認の例についてその傍京の

であるということが想像されるのである︒

十五歳︒後腹以何死︒答日︒態以丘ハ死︒件奉告廿犬家日︒

者相ん訪日︒今宮従後一門役︒共人使役︒有頃︒還︒留者間之︒

能相︒此兇蛍以丘(死︒父母驚之︒寸列不佼得執也︒主化

かしながら民俗説話準的な方法の依って立つ︑その税の恕

mmT

の

五︒有寵繋於梁上者︒其末出︒奴以錦木也︒向口下鈎之 c
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人間の運命が前世の業によって生まれ落ちた時から己に定

この相違勅をとらえてみるに︑中間六朝の﹁岸一一例﹂の話

像の要素を更に嫌う時︑それに射するフィードバック︿反

は︑子供の夫折とま人公の出世とを劉等の所に掻いて︑人

められていることを嘆くという形で終っている︒

﹁誌が放行する﹂という概念に基いて︑各談話に共通する

えられるであろうか︒今日の一説話研究に一番額著な傾向は︑

間の宿命をより客観的な所から冷静に眺めているのに制列し

作用をなすもの)として︑それでは︑どのようなことが考

要素を迫おうとする所にある︒しかし︑一足︑そのような

関することのみを取り上げ︑悲観的な色の波い結末に終っ

て︑一方︑﹁今昔物諮﹂の一訪では︑一方的に子供の矢折に

ている︒そして︑これは又︑今日日木で俸えられつつある

概念を切り楽ててみた場合にはどうであろうか︒
今日迄の民俗説諮問学の業跡は︑世界各劉に傍わる説話の

他の誌についてもまた同様である︒

﹁わび﹂一ーさび﹂?のはれいというような特種な一境地を

関係を迫求し︑その索引を作るということに於て大尋な成
の設詩的学に於て府内系列に並べられる認のそれぞれについて︑

しいものではなかろうが︑同系統の話も︑その語られる濃

好む日本文相按 の中に於てはこのような傾向も︑さして珍ら

果を上げている︒その成果を成果として認めながら︑今日
その相互に呉る所をとらえてみようとする時には︑どのよ

更につきつめてみれば︑日本の誌が前世からの悶訟を重

はなろ﹀フ︒

w にえられるということの良い例に
境によって︑相常に作り 献

d

うなこと︑か考えられるであろうか︒
以上のような考えに基いて︑ここで︑先のコ庄一柳川川答﹂

∞

の話について︑日中南側側の間の相違跳をとらえてみよう︒

らかではないが︑問形の他の設認を見ると︑いずれも︑産

所謂天命観の理念が働きかけているのではないかと忠われ

ぞれの人間に︑それぞれ契った命運が授けられるという︑

んじているのに謝して︑中‑凶の話では︑天によって︑それ

家にやって来る紳が︑子供の夫折することと合わせて︑そ

るふしがある︒

先に引いたづ隙仲翠﹂の認の例では︑それが必ずしも明

の放人(先の話では際仲翠﹀の将来出世すべきことを預言
ところが︑一方自本に侍わっている接話では︑その主人

行う際には︑おのずから︑筋︑が作り出される以前の設話出

基いて起って叫然ることであろう︒それ故︑この誕の分析を

このような迷いは︑やはり︑話の停承者の意識の相法に

公が出世するという筋が見られず︑︿﹁今昔物語一の誌の場

承者ののものを研究針象とすることになってくるし

するという筋になっている c

合も現在一語り停えられつつある誌に於ても)喰︑主人公が︑
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1
e
e

ブを︑私は︑モチーフと呼ぶので

話をそのように見ることによって抽出されて来る︑の
主慰に閥︑するモチ

る
3

ここに立︑ことさらに︑その部分の省略されている誌

を引いてみたわけであるが︑このような記載は︑雨漢警の

五行志及び漢代の緯設けの類に屡同んられる所であっ︑その譲

らの話が︑常時一訟り俸えられていた還りを符し取ったもの

王の問⁝一都議と︑その悲惨な最後を想起せしめているわけであ

呉援が起ったということを記載することによって︑後の齢

この話では︑幽王の生まれた年に︑馬が狐に繁るという

生時一一︑かなっ古い時代三おげるものと挽附加される c

であるという保授はどこにもない︒また︑六朝設話集の多

また一方︑六朝の牧められた誌について︑それ

ある︒

くのものは︑話のあら筋のみを手記したのではないかと疑わ

るが︑その後に施さるべき説明の部分を除いてみるに︑先

ら︑認の筋のよでのディテールを問題とする以上に︑この

よって蛍時の設話の性格を知ろうとする際には︑おのずか

で一笠呉を後異として記すにとどまっている﹂と言うこと

その上になされた鼠飾の跡は全く見られない︒(無論ここ

の引用文は︑降一問問を径問中(として記すにとどまっており︑

J

れるような︒粗雑な話をあ く合でいる︒そのような資料に

ような︑その設誌の主怒に関するそチ;フの研究が重要に

は︑現代的な自でその町内容を穿撃することを一切省き︑そ

よってこの種の話を穿ってみることは︑また︑おのずから

の文章の形から考えてそう一一一一口うのである︒現代人の感受に

なって来るのではなかろうかつ
それでは⁝健︑税野をふハ初期の殻話の役界に絞ってみた
場合︑どのような}説話モチーフがそこに見出されるであろ
うか οそしてまた︑それはどのような性格を持っているも

唯︑ここでは︑起った怪呉な出来事が︑あくまでも人間

次元の遣うことであろう︒)

には分らない︑天然自然の出来事であると見られている︒

のであろうか︒ここで︑六朝談話の世界の中心をなすと思
次に上げる短い話は︑一二十倉本捜併記い傘六に牧められ

われる﹁怪異﹂のモチーフを例として引いてみようと思う︒

一楼何のために起ったものであるかということが︑説明を

また︑それであるからこそ︑その突然に起った不思議が︑

ているものである︒
つ一十巻捜榊記﹂の巻六巻七には︑このような話が非常

り︑それというのも︑また︑蛍時の設話傍承者自身の意識

推論は︑あくまでも談話役界の﹃内部に於て録したことであ

要する問題として考えられて来るのである︒(以上の如き

に多く見られ︑多︿の場合は︑そのような記載の後に︑そ

を探るに蛍つては︑私偶人の現代人としての感受をいっさ

一一一樹王生︒是歳︒者馬化矯狐︒

こに述︑べられた径邸内な出来事についての設拐が附されてい

(2
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な磁結に立つ必要があると思うのである J

い切り楽ての﹁内部に於て説話を見るというよう

が︑ここでは︑去の犯と腎蛇が楊子阪なる人物にもたらし

筋の要所をとらえて簡略化したという疑いもないではない

た不思議は︑あくまで︑も取に怪異な出来事であったとし

て記されるにとどまっており︑その怪異が一鐙どのような

J

そのような︑起った係邸内を︑天然 口然のはは誕ハと見て︑そ
れをそのまま記そうとする話のモチーフを︑伎に﹁天然況は

ことから起ったも円であるかというが如き安撃はいっさい

ての意識は︑やはり︑先の制王の誌と通ずるものであろう︒

なされていない︒この話の内に現れた侍承者の怪見(につい

異﹂のそチ i フと呼ぶことにする︒
に牧めら守れているわけであるが︑それでは一館︑この穆の

先にも記した通り︑この例話は﹁二十谷本捜紳記﹂の中
話と︑六靭期の他の一説話との閣には︑どのような関係があ

の中におけるこの話の記載の様式がたまたまそうなってい

また︑この楊子揚の話におけるこのような傾向は︑﹁兵苑﹂

更に︑この話は︑人に認をもたらす珍繁の話として︑政

談話の中に︑他にも多くその例を見るのである︒

たというわけでもなく︑このような傾向を持つ誌は︑六割

るのであろうか︒
元来﹁二十念本捜一例記﹂の愈六︑念七に牧められた話に
れているが︑この種の誌は︑あくまでも︑躍にその雨念に

とく話﹂と呼ばれる類誌が︑各地でお/く採集されている︒

く停えられる筋を持っており︑我が留に於ても︑﹁ひょう

ついては︑雨模掛一一間五行志の引き鶏しであるという訟が行わ

ものであろうか︒

同

挿入されたι過ぎないものとして片付けられてしまうべき
その問題を考えるために︑また一つの例話を取り上げて︑

しかしながら︑ムハ朝一談話の役界における﹁経呉﹂のモチ

宏農揚子問問︒開土中有鈴︒掘得玉鈍︒長可尺許︒農棟間

っ︑その稜の一日怪異﹂のモチーフは︑おのずから︑先の如

もない︒否︑むしろ︑六朝の﹁笹呉﹂の本一流は別の所にあ

ーフは︑先の如き単純な性質のものに m
mられているわけで

乃白︑漏税米︒如比三年︒撃夜不患っ米駿一段止︒忽有二一向

き一天然盗塁このモチーフとは︑一也別して扱われねばなら

牧められているものである c

先の話と比較することにする︒この誌は︑﹁異苑﹂の径二に

蛇︒長数尺︒住梁上︒毎落葉靭成待銭︒子陽獲銀米途穏

ない?也ののように印γわ九・る︒
てみよう

3

例として︑問じ(﹂のを六から︑次の如︑き誌を引い

位問問︒見鍛銀作器︒貨夜倍答︒払隣家市者鑓以破滅 c
この目的は︑先の例に比べて︑透かに山笠宮な内容を持って
いる︒一間関苑﹂のの多くがそうであるように︑この話も

(27 )

英興一家乞姿︒臨移執乞子一声︒我死君再婚否︒乞一一一一向︒不忍

つ物語的な面白さの原因であろう︒

されるものと愛りはない︒そのようなことが︑この話の持

にあるのであろうか

c死後の議訓切に生きている人間同様の

ところで︑この誌における話者の位置は︑どのような所

也︒段市股寛吏襲︒乞白日見北ハ死婦っ一品開之去 c君先結誓
一出︒何倍(一一一一問︒間以刀剣開設︿陽道︒雄不致死︒人性永綾︒

活力を輿えるためには︑少くとも︑話者は︑死後の︒盤強の

この誌の主人公業乞なる人物も︑また︑いっこうにその
素性の定かでない人物であるが︑このストーリーそのもの

で︑この亥乞の話においては︑話者は﹁怪異﹂の世界の﹁内

りできるような所に居るのでなければなるまい︒その意味

存在を信じ想像の世界では人間界と怒界のどちらにも出入

られることは︑その誌の内容に部出みが加わったというこ

から︑この話の主題に関するモチーフは︑おのずから︑先

部において﹁怪異﹂を考えているのである︒そのような所

この話を先の宏殺の楊子協の誌と比べてみると先ず感じ

は︑非常に良く知られているものである︒

いるということである︒それは︑何の故であろうか︒

とと合せて︑話の様式が︑一懸の序・破・念を持ってきて

にとどまっていた︑その限りに於ては︑話者は︑あくまで

す﹁怪兵﹂な出来事が︑問中に不思議なこととして記される

物についても︑また︑それらが即盤強を持っているというこ

然崇詳の風習と結びついた際には︑人間以外の生物や無生

また︑このような附総務の世界の想像が︑古代からある自

の﹁天然径呉﹂のそれとは医別されなければならない︒

も︑その﹁経具︑の世界の外側からその﹁怪異﹂を見てい

とを容易に連想させる︒そこから︑一所謂妖精なるものが︑

先の幽王の話と楊子陽の話に於ては︑その話の中心をな

るに過ぎないのである︒それ故︑その﹁怪異﹂の由来する

談話の世界に登場することになるのである︒

私は︑妖精や幽躍を主人公とした説話の談話モチーフを︑

間の幽裂のそれと何ら呉る所がない︒そのようなわけで︑

それ故︑六朝説話の世界における妖精の活躍ぶりは︑人

所︑が︑どのような所に有るかを話者は知らない︒ところが︑
この裳乞の話における﹁怪呉﹂は︑相蛍に迷う所から述︑べ
られる︒
先ず︑このの﹁怪奥いの主役は︑茨乞の萎の幽援であ

の判明介にまで娯張され︑活者がその佐界に出入することの

このようにして︑ぺ怪持}の世界が︑ひとたび﹁精見後川さ

一緒鬼経異いのモチーフと呼ぶことにしている︒

針等に行動する力を持っている︒それ故︑この一品川の中心に

るようになると︑おのすから︑談話の枇界そ

り︑その間援は︑生きた人間と同等の感情を持ち︑それと

リ!の内部に於ける潟旅は︑二人の生きた人間によってな

於て行動する生きた入院は一人であるにも拘らず︑スト i
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現資の世界でなし得ないどのようなこともなされうるから

搬張されてくるつそのような世界においては︑
のものの枠 Jb

きモチーフが加わったものと見ることができよう︒

見どのそィア!アに︑(点介へ一︑及び﹁人事情感)というが如

このようにして︑私が︑これまでに︑六朝説話のに主だっ

たものの中から抜き出したものだけでも︑談話モチーフと

である︒そして︑そのような自由な世界にあって初めて︑
序破念の説話形態も整った︑談話らしい説話が︑容易に作

して取らるべきモチーフの数は百徐りに上っている︒それ

はない︑が︑先に﹁産一別問答﹂の誌について述べたように︑

じて分類されねばならず︑決して一概に論じられるもので

らのモチーフの性絡もまた絞々であるから︑その性格に底

られるようになってくるのである︒
さのモチーフ
先の﹁天然怪異﹂のモチーフと︑﹁精鬼怪 m
との相違は︑先に述べた遁り︑話者の占める位置の相違に
よって生じてきたもののように思われる︒そうであるから
には︑その一例種のモチーフを持つ一説話の間には︑その訟誌

割りを果すものとしても︑また︑一誌のディテールに関する

記載方法についてはとかくあいまいな黙の多い六朝説話の︑

筋のモチーフによる一説話分析に針するフィードバックの役

のことに関して述べる筋には︑また︑相常の調脊一の必要が

の作られた相違があることも考えられる︒が︑しかし︑そ
あり︑ムつの私としては避けざるを得ない問題である︒

i

(大同円以'叫院修士総杯初仕)

注 1 ﹁二十巻本授榊記﹂巻十一に有る ou
廷の優れた刀鍛冶︑千賂
莫邪の誌である︒
注 2 同じく﹁二十巻本捜一例記﹂巻十一に有る︒宋の康王の合人将
鳩山と︑その妾の諮問である︒
注 3 とかく幻想の世界の中での話が多い六割説話の中に︑時折
人間相互の情感のもつれが︑話のま題に拘って来る事︑が有る︒
そのようなモチ iフを指して︑ここでは一 人事情感﹂と名づけた
ので中由る︒

と忠われる︒

探るにはどうしても︑この程の研究が必要なのではないか

とかく不明瞭な性格を一部す場合のあ/い六朝説話の本質を

の研究がさらになされる必要があるのではなかろうか︒

研究資料としての性格についてみても︑この一説話モチーフ

域
吋
︑
旬

︐
huu

以上の所に︑私は︑六朝説話の﹁怪異﹂の中心をなすと
思われる﹁天然怪異﹂と﹁精鬼怪異﹂の二つのモチーフを
取り上げて説明を試みた︒しかし︑無論︑全ての六靭訟話
が︑このような単純な形を持ち︑ w
単一のモチーフを以て作
り上げられているわけではない︒むしろ︑多くの談話が︑
以上に述べたような見方によって抽出できる︑何種類かの
談話モチーフの複合によって作られているのである︒
たとえば︑有名な﹁千将莫邪﹂の話は︑一天然怪異﹂のモ
チ!フに︑﹁豪募)及び﹁仇討﹂のそチiフが加わったもの
として見られようし︑の話の如きは︑一精鬼怪

(29)

