−

﹁柿本朝臣人麻呂

人麻呂覇旅歌の表現

海人とか見らむ旅行く我れを
−

l︑﹁海人﹂と﹁我れ﹂

﹃常葉集﹄巻第三︑維歌の部に収められた

すずきあよ

が構旅の歌八首﹂ の中に︑次の一首がある︒
あらたへ

荒梼の藤江の浦に組釣る海人とか見らむ旅行く我れを
︵3・二五二︶

いさ
一本には﹁白樺の藤江の浦に漁りする﹂といふ︒

この歌を含む﹁棟旅の歌八首﹂は︑瀬戸内海東部︑特に明
﹁藤江の浦﹂も現在の神戸市付近をさす地名である︒おそらく

石海峡付近の詠というまとまりが看取される︒この歌に見える

三

田

誠

司

の集団

かへりてみれば我は旅人なりけりといふことをかくいへるが面

白きなり﹂と評するように︑旅人である自分が﹁海人﹂

の中に取り紛れていることに興味を感じての作と据えられてい

﹃国語

た︒こうした捉え方に対して︑吉永登氏﹁柿本人麿の旅の歌八

は︑

︵﹃万葉−通説を疑う﹄一九六九年︒初出は

と国文学﹄四四巻一二号︑一九六八年︶

首について﹂

一度赴任すれば︑おそらく数年間は帰国することのできな

い彼らの︑その心の唯一の支えになったものは︑下級の役

りであっただろう︒しかるに今や十数日︑衣服もよごれあ

人とはいえ︑とにかく支配階級に属しているのだという誇

かづいている︒いくら力んでみても誇りは形の上からくず

れていくのである︒そうした旅人である作者が︑漁師と見

聞適えられそうであるという時︑それがどのような意味を

嘲と見ることも許されよう︒

持つのかはおよそ見当がつくのではないだろうか︒もとよ
﹁そ

西下時の詠であろう︒右の歌は︑﹁旅行く我れ﹂なのに︑この

が

浦で鰻を釣る﹁海人﹂と見聞適えられるのではないだろうかと
﹃菌菜集講義﹄

り単純な怒りとみることは狭いかもしれない︒あるいは自

この点について︑古くは︑山田孝雄氏

いう懸念を表現している︒

の釣り船のさまの面白さに︑われを忘れてありけるをふと我に

1

の中に現れる﹁海人﹂

ないだろうか︒そこで︑以下︑﹃萬築集﹄

非日常的な﹁旅﹂にある﹁我れ﹂との差であるといえるのでは

の姿が漁夫と見まがうばか

と述べ︑以来︑旅に疲れた﹁我れ﹂

ろについて検討したい︒

の姿を概観し︑﹁海人とか見らむ﹂という表現の意味するとこ

︵−こ

りになっていることを通して︑旅のつらさをうたったものと捉
えるのが一般的となった︒さらに︑公人としての旅行であるの

の﹁海人﹂

﹃楯柴集﹄における﹁海人﹂全般の扱われ方を論じた高木市

ニ︑﹃萬葉集﹄

に︑それが知られないことに対する自嘲を読み取る説も多い︒
は︑﹁旅行をすることについ

ては︑公人としての自負があり︑しかも他人がそれを知らない

武肘祐吉氏﹃増訂薗葉集全註釈﹄

︵一九六五年︶も︑

で漁夫と見ているであろうという所には︑寂蓼感が潜んでいる﹂
と指摘し︑清水克彦氏﹃柿本人麻呂研究﹄

三三号︑山九五七年︶

は︑繭葉歌の中に︑自然の中の点景とし

之助氏﹁前葉のあま﹂︵﹃維串商菓﹄一九六八牛︒初出は﹃商菓﹄

て描かれる﹁あま﹂

旅の途上にあるために︑海人と見まがうようなみすぼらし

みすぼらしい存在として﹁あま﹂をうたうものとの二系列があ

の姿をうたうものと︑都人とは身分の適う

い姿をしていようとも︑自分は天皇の命を受けて遥の朝廷

て詠み込まれる︒

あま

稚歌における﹁海人﹂は基本的に讃美すべき景物の一つとし

ると指摘する︒

に使する宮人なのだという︑人麻呂の自負の心が見られる︒
と述べ︑一首の背後に宮人としての自負を読み取っている︒
しかしながら︑﹁海人﹂と見られることを歌い手がいかなる

みけ

朝なぎに棉の音聞こゆ御食つ国野島の海人の舟にしあるら

かぢ

のではないか︒ここにうたわれる﹁海人﹂を︑洗練された都人

ことと受けとめているかについては︑今少し考察の余地がある
し

︵6・九三四︑山部赤人︶
あま哲とめ

とは対極に位置する貧しくみすぼらしい存在として捉えてよい

あり通ふ難破の宮は海近み海人娘子らが乗れる舟見ゆ

がよ

のだろうか︒

あま

︵7二二二七︶

かけ

︵6二〇六三︑田辺福麻呂歌集︶
めか

﹁旅行く我れ﹂ は都人であり︑おそらくは公務によって地方

磯に立ち沖辺を見れば藻刈り舟海人漕ぎ出らし鴨翔る見ゆ

の居る風景を詠む歌は枚挙に暇がない︒

中でも難波の悔や︑伊勢の海の﹁海人﹂は︑宮廷に海産物を奉

右のような﹁海人﹂

﹁海人﹂との間

に身分の隔たりがあることも事実であろう︒だが︑この歌の表

に下る常人でもあろう︒また︑都からの旅人と

現において対比的に扱われているのは﹁鰻釣る海人﹂と﹁旅行
く我れ﹂とである点を垂硯すると︑両者の間に意識されている
相違は︑貴賎の差である前に︑日常的な生活を営む﹁海人﹂と

2

讃美されることの他に︑

献する者として多くうたわれている︒海とに浮かぶ多くの船が

しは㌣ふつあまめ

あま中︼とめ

︵3∴一九三︑角麻呂︶
ふトリかち

潮干の御津の海女のくぐつ持ち玉藻刈るらむいぎ行きて兄

む

︵6・九三六︑笠金村︶
あよケとめ

玉藻刈る海人娘子ども見に行かむ舟梼もがも波高くとも
あかよつは・り

︵17・三八九〇︑三野石守︶

我が背子を安我松原よ見わたせば海人娘子ども玉蒲刈る見
ゆ

第血例は︑王の身分にある人がまるで

﹁海人﹂

のように玉藻を

刈っている姿を哀れと見ている歌で︑第二例は︑松浦川で魚を

のである︒王であること︑神仙であることを強く示すための対

釣る神仙の女惟と出会った作者がその正体を歌であらわしたも

の身分が低いこと

比として身分の低い﹁海人﹂が持ち出されている例といえよう︒

は自明であるためか︑ことさらに表現されることは少ない︒

だが︑右はやや特殊な例であって︑﹁海人﹂

であり︑うたわれた表現において特徴的なのは︑

歌において多数を占めるのは前者のような景物として捉えら
れた﹁海人﹂

る︒

あま

労働の様子とともに描かれることが非常に多いという点であ

の景が詠まれること

あこ

のように︑浜辺で玉藻を刈る﹁海人娘子﹂

あひき

も多い︒右のうち︑前の二首は︑特に﹁海人娘子﹂をわぎわぎ
に値するものとうたうことは︑

塩焼くと

︵6・九三八︑山部赤人︶
ころも

海人舟騒き

あま・ルわ

大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声

見に行こうとしている︒﹁見る﹂

鮪釣ると

しひ

見下す視線はない︒すでに高木論が述べていることだが︑﹁海

藤井の浦に

讃美のひとつの型である︒だから︑これらの歌には﹁海人﹂を

人娘子﹂

紀の国の雑贅の浦に肝で見れば海人の燈火彼の間ゆ見ゆ

丸ま．こ一hしひ

の例として掲げた歌にも見える︒さらに︑この労働は

この傾向は︑先に放物の中に見える存在としての﹁海人﹂﹁海

︵7ニー八六︶

あさりする海人娘子らが袖通り滞れにし衣干せど乾かず

あjをとめ

人ぞさはにある⁝

⁝荒拷の

︵3−二三八︑長意吉麻呂︶

人﹂を見下していないのは︑それがまったくの景物として捉え
ある︒

られているからで︑人間としての尊敬や軽侮とは無縁だからで
一方︑﹁海人﹂を身分の低いもの︑哀れな存在として描いた
例としては︑次のような歌がある︒
そケ・〃ムはきふ

︵5・八五三︶

さひか

︵1二二三 時の人︶
昼夜を問わない︒
∴・∫∵し

打ち麻を麻縄の王海人なれや伊艮虞の魔の玉藻刈ります

の子と

あさりする海人の子どもと人は言へど見るに知らえぬ賢人

3

いざ止ま1−もしJ

・ふい三︑

︵7∴一九四︶
山の璃に月傾けば漁りする海人の燈火沖になづさふ

いと1

ひさかたの円は照りたり暇なく海人の漁りは燈し合へり見
︵15・三六ヒ二︑適所維使人︶

以上のように

﹃衝柴集﹄

にうたわれる﹁海人﹂は︑集団で忙

・

の女性は魅力的に見えたらしい︒
中−

士からは︑﹁海人﹂

しく立ち働く存在という印象が漉い︒ところが︑旅行く宮廷人

小㌃﹂肌

いやしくしくに

ゆ

その披の

荒磯の上に
うながせる

我妹子に

手に巻ける

︵13二二二四三︶

相思ふらしも

あひh巾も

頒布も照るがに

袖振る見えつ

については︑﹁海人娘子﹂が作

は︑旅人の目にとまった女惟である︒

自梢の

わ：き・ゎこ

娘子らが 麻笥に垂れたる 純麻なす 長門の浦に 朝な
ぎに 満ち来る潮の 夕なぎに 寄せ来る波の その潮の
いやますますに

阿棚の淘の
ふmtJ＋んと机

ムこ

その労働内容は男性が海上の釣り︑女性が浜辺の海海難の採

恋ひつつ来れば
玉もゆららに

﹁海人娘子﹂

﹃薗葉集新考﹄

ていると見る

本古典文学大系

常葉集﹄︑

および土屋文明氏﹃薗薬集私注﹄は

など︶︑﹃

萬集集﹄

は﹁表面の

に相思う男がいて︑その異に向かって袖を振って

﹃日本古典集成

鰐薬集﹄

などの説によるのが穏

したがって︑﹁海人娘子﹂を通して家郷の﹁我妹子﹂を意識し

郷の念を抱きつつ日にした旅先の景の叙述で占められている︒

この歌の後半部は︑﹁我妹子に恋ひつつ来れば﹂を受けて望

べ︑伊藤博氏﹃常葉集釈注﹄がこれに等しい︒

相手は海人娘子であるが︑背後に家の妻を意識している﹂と述

いると見ている︒山方︑﹃日本古典基成

﹁海人娘子﹂

窪田空億氏﹃簡葉集評釈﹄

上適泰氏

者に好意を持っていることを示すと受け取る見方もあるが ︵井

この歌の結句﹁相思ふらしも﹂

右の歌の

浜菜摘む
海人娘子らが

︵3・二七八︑石川少郎︶

ー

にはかなりの危険もあったようにうたわゎている︒
声︼・ル山

集ということが多いが︑女性が海上に出ている場合もあり︑中

軌j小︶と蛮

︵6・九三〇︑笠金村︶
∴なて

海人娘子棚なし小舟漕ぎ出らし旅の宿りに梼の野間こゆ
あ吏ケとめ

潮満たばいかにせむとか海神の神が手渡る落人娘子ども

︵6二〇〇三︑螢升大成︶

海人娘子玉求むらし沖つ波艮き海に舟出せり見ゆ
わたりみぁj小H・一〆−

︵7∴∴∴ハ︶

もっと端的に︑﹁海人﹂を労働ばかりしていて︑そのほかの
ことを考える余裕のない存在として描いている歌もある︒

あまいへひし︼

あまめ
いとまくしけ甘くL
志賀の海女は漢刈り塩焼き暇なみ櫛笥の小櫛取りも見なく
いさ

志賀の浦に漁りする海人家人の待ち恋ふらむに明かし釣る魚
︵15・三六五三︑迫新羅倭人︶

4

やかであろう︒付言すれば︑この袖を振る

﹁海人娘子﹂

者の幻想という要素もあるのではないだろうか︒
かこ

には作

︵20・四三二二︑若倭部身麻呂︵遠江国防人︶︶

我が妻はいたく恋ひらし飲む水に影さへ見えてよに忘ら
れず

右は︑遠く離れている妻の姿が水に映って幻のように見えるこ

う

など︶︒これに対する答えの歌には︑

︵武旧祐告氏﹃増訂爵築集全註釈﹄︑佐佐木信綱氏﹃評釈常

葉集﹄

︵9二七二七︶

あさりする人とを見ませ草枕旅行く人に我が名は告らじ

とあり︑﹁あなたのおっしゃるとおり︑私のことは浜辺で藻を

﹁海人娘子

おきましょう﹂と拒絶する︒このやり取りの申での

摘む者とでも見てください︒旅行く人に名前は打ち明けないで

﹁袖振る見えつ﹂

とをうたっている例である︒三二四三の歌の

は仮想のものと思われるが︑だからこそ︑﹁海人娘子﹂

りつつ

︵11ニー七四三︶

なかなかに君に恋ひずは比良の浦の海人ならましを玉藻刈

あま

みを味わうよりはいっそ﹁海人﹂になりたいとうたわれている︒

の題材として用いられている︒たとえば︑次の例では恋の苦し

ただし︑その場合︑多くは歌い手の恋の思いを際立たせるため

﹁海人﹂が﹁恋﹂と問わってうたわれる場合は相聞の歌に多い︒

きるだろう︒

に対して都人が抱いている印象が強く現れた例ということもで

ども﹂

も︑海人娘子が誰かに向かって手を振る姿を通して家郷の妻が
自分に手を振っている様子を幻想しているのであろう︒この
﹁海人娘子﹂が﹁領巾﹂﹁玉﹂を身につけているようにうたわ
ゎているのも︑旅人の側の幻想であることを示すひとつの証拠
といえる︒つまり︑この場合の﹁海人娘子﹂は︑四三二二の防

一つC

人歌における﹁飲む水﹂と同様な役割を果たしているのであろ
への関心が見ら
に対しての求愛をうた

右は︑家で待つ妻との関連から﹁海人娘子﹂
れた例であるが︑一方で︑﹁海人娘子﹂
うこともある︒
あヱ・でとめ

﹁海人﹂

の女性ではなく︑宴席の

﹁海人娘

︵9二七二六︑丹比真人︶

あよ

︵11・同戎本歌︶

︵12二二二〇五︶

右の三首は︑次のような構想の歌とともに︑通常ならば忌避し

刈る刈る

後れ居て恋ひつつあらずは田子の浦の海人ならましを玉藻

る刈る

ま
難波潟潮干に出でて玉滞刈る海人娘子ども汝が名告な
らか
さな
ねかに君に恋ひずは縄の浦の海あ
人にあらましを玉藻刈

は実際に浜辺にいる

ここにうたわれる求愛は軽い性質のもので︑この歌の
子ども﹂

遊行女婦を﹁海人娘子ども﹂に見立てて呼びかけたものであろ

5

とで恋の苦しみの深さを訴える歌であるり

たいはずのことの方が恋に苦しむよりもまだましだとうたうこ

かくばかり恋ひつつあらずは高山の岩棍しまきて死なまし

ふよ射し︼め

︵12∴二C八凹︶

海人娘子潜き採るといふ忘れ貝よにも忘れじ妹が姿は

﹁恋忘れ貝﹂は効

ホは︑忘れ貝というものが世の中にはあるが︑この私は忘れな

の

︵2・八六︑鱒姫︶

ものを

けり

こ小一

の

︵7二一九七︶

手に取るがからに忘ると海人の言ひし恋忘れ貝言にしあり

・♂

さを強調するための道具として川いられているからである︒

き目がなかったとうたわれることが多い︒歌では恋の思いの深

があるものとして捉えているが︑﹃前葉塊﹄

いと留っている歌である︒ここでは︑忘れ貝を二駁的には効果

︵4・七二二︑大伴家持︶

かくばかり恋ひつつあらずは石木にもならましものを物思
はずして
磐姫皇后の作に︑いっそ死んだほうがましだとうたわれるの
は︑死によって恋の苦しみから逃れられると考えたからであ
の思いか

る︒﹁恋ひつつ﹂ある今と引き比べて持ち出されるのは︑単に
辛いことであるだけでは不十分で︑辛くても﹁恋ひ﹂

歌い手の目には︑労働に明け皆れる﹁海人﹂は﹁恋忘れ員﹂

ら逃れることができる事態でなければならない︒右三首がいっ
効き目が

た歌も多い︒

焼く塩の

︵1・五︑軍王︶

思ひぞ焼くる 我

の塩焼きを恋心を引き起こす序として用い

海人娘子らが

あまヤー︼飢

この他︑﹁海人﹂

が︑自分には効き目がなかったという歌である︒

﹁海人﹂の言葉に従って﹁恋忘れ貝﹂を拾ってみた

﹁手に取るがからに﹂現れるように映っていたのであ

そ﹁海人﹂ になりたいとうたうのは︑死ぬことや石木になるこ

にでもなって

とと同じく︑﹁恋﹂ の苦しみから逃れるためである︒したがっ
﹁海人﹂

ろう︒その

いで︑いっそ恋の思いなどとは縁のない

て︑﹁海人ならましを﹂という表現は︑恋に苦しんでなどいな
しまったほうがましだという表現として捉えるべきであろう︒
ここでも﹁玉藻刈りつつ﹂﹁玉蒲刈る刈る﹂とうたわれ︑労働
の

⁝綱の浦の

する﹁海人﹂という印象がつよいことが知られる︒﹁海人﹂

労働は厳しく辛いものであろうが︑それでも今の恋の苦しみよ

・り

︵11二鵬七四二︶

志賀の海人の煙焼き立て焼く塩の牽き恋をも我れはするかも

あま

が下心

﹁海人﹂と﹁恋﹂ とは逆説的に関連づけられることが多い︒

りはましだ︑と恋情の深さを訴えているわけである︒

される︒

たとえば︑﹁海人﹂は恋を忘れる﹁恋忘れ貝﹂を持っていると

6

﹁海人﹂ の塩焼きは︑大和を速く離れての旅を強く実感させる在であることが原因なのではないだろうか︒﹁海人﹂ にとって

風景であったが︑右の例に見えるように︑塩焼きと﹁恋﹂とは の海辺は労働にいそしむ日常の生活圏であるのに対し︑﹁我れ﹂

以上のような﹁海人﹂

の様相をまとめると︑﹁海人﹂はにぎろう︒だが︑どれほど苦しかろうと﹁海人﹂は自らの家郷に暮

︵りこ

﹁焼く﹂という語で繋がっているだけで︑﹁海人﹂そのものの にとっての海辺は旅先の非日常の場である︒
恋がうたわれているわけではない︒
労働する﹁海人﹂ の生酒は危険を伴う辛いものであったであ

やかに労働にいそしんでいる存在という印象が強い︒歌の中に らしている︒一方︑旅人は家を離れ︑家を恋しがりつつ孤独に

表現された﹁海人﹂ の女性は︑その姿を見る旅人には家の妻を耐えなければならない︒旅人の視点からすると︑家に暮らして

連想させ︑恋情を刺激するものではあるが︑﹁海人娘子﹂を含 いる﹁海人﹂よりも旅人である﹁我れ﹂の方が厳しい状況にあ

む﹁海人﹂全体がどのような存在として据えられていたかとい る︒これまでに見てきた﹁海人﹂をうたう歌において︑﹁海人﹂

えば︑恋の苦しみなどとは無縁な存在であるかのように受け止 が恋の思いとは無線の存在のようにうたわれているのは︑﹁海

人﹂が事実として恋心と無縁であったためではあるまい︒﹁海

これは︑﹁海人﹂が﹁都人﹂と対等の存在として描かれてい 人﹂がうたわれる場合には︑その歌い手は都から訪れた人であ

められていたといえよう︒

であろう︒だからこそ︑景色の

誹のようにうたわれもする︒ とらわれた旅人であったことが原因で︑忙しく働いている﹁海

るということではない︒たしかに﹁海人﹂は低く見られていた ることが一般である︒その歌い手が家や妻に対する恋の思いに

だが︑都人が﹁海人﹂を見る時には︑身分の適いという要素よ 人﹂が対照的に何の憂いもない存在であるかのように捉えられ

は︑旅 も区別なく見えるのかもしれないという気付きが﹁旅行く我れ

はない︒自らを含む海辺の景色を他者が見れば自分も﹁海人﹂

る︒ところが︑家の妻を希求する心情は︑外見に表れるもので

いるように見える︒それに対して自分は︑寂しくつらい旅にあ

旅を行く者の目からすると﹁海人﹂たちは円満に暮らして

りも︑﹁海人﹂ の生活に対する関心の方が主となっていることるという結果を生んだのであろう︒
が指摘できる︒
三︑﹁旅行く我れを﹂
人麻呂歌における﹁海人とか見らむ旅行く我れを﹂

が不本意なのは︑﹁海人﹂が卑賎であることが直接の原因なの で待つ妻への恋情に苦しむ自分であるのに︑無心に働いている

人である自分が ﹁海人﹂ ででもあるかのように見られることを
を﹂という自己主張を生んだのではないか︒
不本意に思っている表現であることは確かである︒ただ︑それ
すなわち︑人麻呂歌の ﹁海人とか見らむ旅行く我を﹂は︑家

ではなく︑﹁海人﹂が旅先の土地で日常の生活を営んでいる存 現地の﹁海人﹂だと人は見るのではないかという不満をうった
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この
︵今間題としている人麻呂歌を①として︑あわせて掲

﹁海人とか見らむ﹂という表現には︑次のような類例が

えた表現と思われる︒

存在する
出する︶︒

せ荒梢の藤江の浦に鰯釣る瑚刃日和見引む
といふ︒

︵3・∴五二︑楠本人麻‖︶

一本には ﹁白樺の藤汀の浦に漉する﹂

︵7⁚一八ヒ︑人麻呂歌娼︶

①耶するの浦の活き荒磯を兄に来し我
れを

︵7∴二Ol叫︶

③浜酒み儀に我が居れば見む人は海人とか見らむ釣りもせ
なくに

︵7二二三四︶

右の二例も︑自分のことを﹁海人﹂

︵①︶

の影響下にあ

と人が見るのではないかと

右に掲げた顆例は︑いずれも人麻呂の歌

てエ
述べる点は同じである︒

行く我れを﹂

︵①①⑥︶

﹁見に来し我れを﹂

︵②︶

のように︑﹁我

るものと思われ︑内容的には極めて類似している︒特に︑﹁旅

居れば﹂と︑海辺にいる自分を取り立てている︒この

﹁旅行く

れ﹂が意識的にうたわれることが多い︒③も﹁浜摘み磯に我が

㍑やこ

我れ﹂という表現は︑他に二例見える︒
．．′﹂＝・一

︵15二二六三六︑退所羅使人︶

家人は堀り早来と伊波比良斎ひ待つらむ旅行く我れを
慮

い︹

︵20・凹二二已︑物部古麻呂︵遠江国防人︶︶

ともに︑﹁家人﹂﹁我が妻﹂と対になる存在として﹁旅行く我れ﹂

たちのにぎやかな集団とは対極にある﹁我れ﹂

﹁海人﹂のよ

の孤独をうたう

を規定していることが明白である︒①〜⑥の歌もまた︑﹁海人﹂

ものであって︑旅に疲れた自らがまるでまずしい

い︒﹁藤波を仮應に作り浦廻する﹂

のは旅先の辛い宿りではな

覧であるから︑囁旅における詠として捉えるべきではあるま

を遊覧した際の作である︒越中国府から程近い布勢水海への遊

とはやや性格を異にする︒これは越中国の宮人たちが布勢水海

ただし︑類例中で時代的にもっとも新しい作である④は︑他

①潮早み磯廻に屠れば潜きする海人とや見らむ旅
う行
だく
と我
自れ嘲しているのではあるまい︒

﹁海人とや見らむ﹂という例が二例兄え

︵19・四二〇二︑久米朝臣継麻呂︶

④藤液を仮應に作り浦廻する人とは知らに海人とか兇らむ

以Lの四首に加えて
るい
いそみケわ﹁あば■
を

﹁鯉釣

⑥白樗の藤江の浦に漁りする海人とや見らむ旅行く載れを
柿本朝臣人麻呂が歌には﹁荒樗の﹂といふ︒また

︵15二二六〇七︑道断羅使人諭詠古歌︶

る海人とか見らむ﹂といふ︒

く︑宮人たちの風流の営みと考えられる︒水辺に﹁仮應﹂を作
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るのは﹁海人﹂にも見られる営みであろうが︑﹁藤波﹂を﹁仮庵﹂

可能性を指摘している︒とすれば︑この歌にも家郷の妻への意

．九七二年︶

︵伊藤博氏冨東集釈注空︒また︑

﹁敏馬﹂に﹁見ぬ女﹂を感じ取っていた

とするのは風流を解する者の業である︒ところが︑自分たちの
第六首と第七首は︑

識を見ることが可能になる

は︑この

と見られるかもしれない︒そのことに対する不満をうたい︑自

ふほと

︵3∴山五四︶

やまとしま

という歌で︑﹁家のあたり見ず﹂︵二五四︶﹁大和島見ゆ﹂︵二五五︶

︵3二一五五︶

天離る邸の長遣ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ

あまぎかひなながち

燈火の明石大門に人らむ口や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず

ともLぴ

風流な営みが︑このあたりで普通に見られるありきたりな光貿

るのは我らだけであるという自負がここにはある︒

分たちの風流を誇ったのがこの両首であろう︒この風流を解す
人麻呂の歌においては︑旅にあるということを強くを意識し
ている﹁我れ﹂こそが眼目である︒何の憂いもなく鰻を釣る﹁海
人﹂と見られてしまうかもしれないことは﹁旅行く我れ﹂にとっ
であるとうたうことで︑旅の愁いを表現したのがこの節四首で

てはあまりにも無念なことである︒自分は辛く寂しい旅人なの

︵3∴一正︷二︶

︵﹃遊

﹃常葉集研究﹄第一藤︑

の孤独をうたうことで家の妻へと向かう心情を

の鞠旅の歌全般を見渡すと︑しばしば﹁家﹂ へ向

初出は﹃論集上代文学﹄第一〇冊︑一九八〇年︶

氏﹁万葉集詞旅歌の世界︵二︶﹂︵﹃万葉和歌史論考﹄

は︑韓旅の歌

山九九二年︒

くから存在したものではないことが指摘されている︒阿節瑞枝

ある︒が︑常葉歌において︑家郷を偲ぶ歌は︑実はそれほど古

とからすれば︑その﹁家﹂に帰着することを願う心情は自然で

かう心情がうたわゎる︒﹁旅﹂が﹁家﹂を離れることであるこ

﹃商柴集﹄

四︑﹁頑旅の歌八首﹂の位置づけ

内包した作品であったということが出来るだろう︒

﹁旅行く我れ﹂

以上考察の対象としてきた第四首も︑これらの歌とともに

という表現に家郷大和への執着が顕著に見える︒

人麻呂の ﹁蹄旅の歌八首﹂には︑他にも旅を行く者の家郷へ

あろう︒

︵3・二五．︶

と向かう心情を表現した歌が多い︒たとえば︑第三首は︑
淡路の野鳥の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す

こころこは

と︑家で待つ﹁妹﹂が結んだ﹁紐﹂をうたっている︒第五首は︑
いなリ机

融には﹁水門見ゆ﹂といふ

稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の鼻見ゆ

簡薬篇一﹄一九九三年︒初出は

という歌であるが︑井出至氏﹁柿本人麻呂の蹄旅歌八首﹂

文錯
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ガ

と

を内容において分類し︑家郷を偲ぶ歌の発生は薗葉集のいわゆ

るが︑人麻呂の主たる作歌時期が︑大宝元年以前にあることは

︵志貴皇子

慶雲三牛︶
︵身

﹁棉旅の歌八首﹂は棉旅の歌の中で家・妻を偲ぶ歌
︵1・五︑六︶

には家の

﹁椀旅の歓八首﹂

﹁妹﹂を偲ぶという要素が

の一つの大きな特徴をなし

は︑

蔓閏葉歓の主題と意匠﹄一九九八牛

﹃日本古典文学の諸相﹄一九九ヒ牢︶

平舘英子氏﹁前葉駄の意匠﹂

と

しかし︑﹁我れ﹂にはそれはない

には懸かな推物を捕るその土地の優れた漁

にとってその海人と血致するのは外見のみであり︑そ

﹁や﹂

は疑問︑﹁や﹂

の論による︒また︑﹁萬

の適いについては︑﹁か﹂

る自己への気づきが一首の曹廉として認められるとしている点が注

と述べ︑宮人としての自負と自嘲に加えて︑現地の共同体の外にあ
目される︒
助詞﹁か﹂

かけと把握する大野曹氏﹃係り結びの研究k

︵3︶

は問い

への気付きが本文歌における﹁旅行く哉れ﹂という把握であろうJ

うした豊かな掩物を蕗ぷ共同体の生活を共有できずにあること

﹁我れ﹂

師としての生活の営みがあるし

あり︑﹁腹釣る海人﹂

﹁荒梢の藤江の浦﹂が喚起する﹁寵樺の藤衣﹂は漁師の日常着で

初出は

︵2︶

しい資が︑漁夫に見違へられさうなのである﹂という指摘がある︒

一

一

丁︶串水諭に先行して︑鴻粟感広氏甫黎集全釈﹄に﹁旅人のみすぼら 10

注

ていることは確かである︒

の視線が人搬呂の

が人麻呂に始まるとまでは断言できない︒けれども︑家・妻へ

認められるので︑旅にあって家を思い︑妻を思うとうたうこと

も︑甲王の作

としてはかなり早い時期の作と言える︒ただし︑人麻呂以前に

人麻呂の

に増加したということになる︒

認められるであろう︒すなわち︑家郷を偲ぶ歌は︑人麻呂以降

／1⊥ハ四

﹁家郷を偲ぶ歌﹂ として掲出された作は次の通り︒

る第二期以降であるとする︒阿蘇論において︑人麻呂作以外で

1・六三 ︵山上憶良︶
1⊥ハ六 ︵置始衆人︶／1⊥ハ七︵高安大島︶／1∴ハ八
︵藤原手合︶

︵大宝元年紀伊行幸従鴛者︶

1・七三︵長皇子︶／3・二八〇︵高市黒人︶／3∴叫八七

人部王︶ ／1・七一︵忍坂部乙麻呂︶／1・七二

︵石上卿︶ ／9∴六七六
9・↓六七七 ︵大宝元年紀伊行幸従駕者︶

歌の内容を分類する場合︑ある程度の誤差は生じるであろう
から︑右の歌以外にも家郷を偲ぶ歌に入れるべき例があるかも
しれない︒だが︑阿蘇論の整理は全体の傾向としては十分に同
意できる︒右のうち巻一の例はすべて年次順に配列された巻の
後半部分に集中しており︑いずれも優雪から和銅年間の作と思
われる︒巻三の二例はともに正確な作歌年次を知りがたいが︑
人麻呂よりも先行することは考えにくい︒おおよそ大宝元年紀
伊行幸当時の作がもっとも早く︑慶雲三年の難波行幸以降が主
であると把握できる︒一方︑柿本人麻呂の作歌のうち︑その作
歌の時期を知りうる歌は︑持統三牛に亡くなった日並皇子への
挽歌がもっとも古く︑文武四年に亡くなった明日香皇女への挽
歌がもっとも新しい︒人麻呂歌集歌には︑大宝元年の紀伊行幸
がある︒この他︑作歌年次

の知られない歌には︑大宝年間以降の作もあることと想像され

時に結び松を見る歌 ︵2・二四六︶

の歌になると﹁や﹂が用いられるようになることが︑沢涼久孝氏﹁︻かb

菓集﹄ の前期の歌で ﹁か﹂ が用いられていたような文脈でも︑後期

せいじ

駒沢女子大学人文学部︶

より 冨こ への推移﹂ ︵﹁常葉集の作品と時代ヒ に指摘されている︒

︵みた

