﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅申吟についての覚え書き
芭蕉の紀行文制作意識にふれて

匠

あった︒彼のながめた自然︑彼と関係をもった人間は︑常に彼の人

川

生観︑文学観の投影した主観的自然であり︑主観的人間であったと

和

﹁おくのほそ道﹂の記事は︑紀行文学の性質上︑芭蕉らの経過

宇

地の順序にアレンヂされていることはいうまでもない︒しかしそ

そこに彼の紀行文学の素材選択の基本的態度を見いだすのであ

いうことができる︒

〆

れらの記事分選択は︑これまでにあった紀行文学のように﹁其日

芭蕉はこれらの素材に対して︑強い感動を覚えると︑発句として

る︒

詠じた︒そル惚れら旅中の発句は︑髄薯︑豊に命じて童．きさ

︵ふ︶川流れたり﹂︵巌畑︶などいう︑誰でもが書く紀行文ではな

は雨降︵り︶︑書より晴︵れ︶て︑そこに松有︑かしこに何と云
く︑ ﹁酔︵へ︶ル者の猛禽﹂や﹁いねる人の櫛型﹂のような︑主観

︵注一︶

的︑創作紀行文学を制作しようとする作者の意図によって統一・配

思われる︒彼の句作備忘録には︑随所で詠んだ発句に︑発想の場を．

一資料として︑旅の記憶をあれこれとたどりながら執筆したものと

芭蕉は後年︑﹁おくのほそ道﹂を制作するとき︑句作備忘録を第

果になる句を備忘のために︑書き残したのである︒

灯の下にめをとち頭た〜きてうめき伏﹂︵纈斜︶しながら︑苦吟の結

ひまうけたるけしき︑むすび捨︵て︶たる発句など︑矢立取出て︑

めさせたり︑芭蕉自身も︑﹁夜は草の枕を求︵め︶て︑書のうち思

それでは芭蕉が主観的・重点的にとりあげた旅中の記事は何であ

列されたものである︒

ったかというと︑それは単なる自然の風景ではなく︑その自然に古
どの歴史的文化現象であり︑また現実の人事現象にしても︑彼の好

人の心のしみついた歌枕であり︑神社・仏閣であヶ︑古墳・古碑な
みに適合した︑旅行中︑印象に残ったひとびとのことであった︒
﹁わっかに風雅ある人に出合たる︑

説明する心覚えのための短い詞書きが添えられていたことも想像に

そしてそれらのひとびとは︑

悦びかぎりなき﹂ひとびとで︑﹁はにふ・むぐらのうち﹂︑﹁瓦石

かたくない﹄

1芭蕉の紀行文制作意識にふれてー

芭蕉はまずそれら旅中の既成句を精選し︑それを経過地の順序に

のうち﹂︑﹁泥中に金得たる心地して︑物にも書付︑人にもかたら
んとおもふ﹂醸効︶おおむね名もなき庶民階級に属するひとたちで
﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き

（73）

助

配置するとともに︑．それら発句を核として︑地の文を書き進めたも
︑のと推定される︒したがって最初に精選されたいくつかの既成句が

か︑取捨を怠って複数句をそのま㌧並記して︑句に映発すべき文が

このように構成上多少の蝦理はあるにしても︑作者は基礎素材と

欠落することもある︒

しての発句の精選と配置︑句を中心とする地の文の構成などによっ

こもうと意図したことは疑いのないことである︒

て︑一所不住︑人生即旅の主題を綜合・統一して︑この紀行に盛り

しかし特例として︑紀行制作の過程で︑前後の連結のために︑ぜ

原則として存在したわけである︒
ひ必要であったり︑当時を回想して興にのり︑新たに作句したり︑

ように変改することもあった︒これは彼が︑風交のため興業した連

﹁ほそ道﹂の道中吟で︑紀行に採択されている作品は︑︿草の戸

︵注三︶

また旅中あいざつ句として作ったものを︑紀行の地の文に適合する

︑も住替る代ぞひなの家Vにはじまり︑︿蛤のふたみにわれ行︵︿︶

同数に近い︒

る﹁ほそ道﹂に採択されない作品があって︑それらが採択句とほぼ

﹁雪まろげ﹂などによって知られ

と思われる︒このことは大にしては︑全体構成からみて︑首尾が一

わたくしはこの不採用の旅中吟を︑﹁ほそ道﹂の句・文との関係

﹁俳譜書留﹂﹁荊口句帳﹂

貫しているかどうか︑内容が変化に富んでいるかどうかということ

において検討することが︑芭蕉の紀行文制作の意識を追及するうえ

日記﹂

秋ぞ﹀で終る︑ちょうど五十句であるが︑これら以外にh曽良旅

句の発句と︑紀行文に裁ち入れる発句とめあいだに区別意識をもっ
ていたことを示すものである︒︐

と深い関係をもつことであったし︑小にしては発句を核とする小段

ところで紀行作品の成功・不成功の鍵は︑旅中吟の配列にあった

落において︑句・文が映発しあって相互の表現価値を高めているか

でさしあたり既刊の権威ある文献を参照して︑﹁ほそ道﹂旅中の作

に︑何らかの示唆をあたえるものでありはしないかと考えた︒そこ

と思われる作品をとらえ︑わたくしなりの臆断を加え︑覚え書きを

次に句・文からなる紀行の文に問題を移して考えてみると︑文に

どうかということとも密接にむすびつくことであった︒

はめこむときの句の前文は︑慶弔・相聞などの短い前書きでは︑句

︵ほそ道︶

︿行く春や鳥暗︵き︶魚の目は泪V是を矢立の初として

められている︒

譜書留﹂には︑旅中の歌仙・発句などが︑忠実に書きとゴ

﹁曽良に語れば︑書きとぼめ侍る﹂割振の条︒また﹁墨

作ってみることにした︒

︵注二︶

︵注一︶

を中心とした小段落と小段落との連結がふじゅうぶんになるので︑
どうしても文が長文化する可能性が強くなる︒

前文があって︑一句を終末にすえるのが基本形式であるが︑この
になったり︑あるばあいには︑もともと句をひきたてるためにあっ

形式がくずれて︑句をはさんで︑次の段落に結びつける小文が必要﹂
た前文が長大化して︑核となるべき句をともなわないことにもなっ

た︒また同一素材を詠んだ複数句を︑作者としての愛惜の情から
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︵注三︶

︿五月雨を集めて涼し最上川Vをく五月雨を集めて早し

かほらす南谷V︒︿涼しさや海に入たる最上川Vをく暑き

最上川V︒︿有難や雪をかほらす風の音Vをく有難や雪を
日を海にいれたり最上川Vつく隠家やめにたたぬ花を軒の
栗Vを︿世の人の見付ぬ花や軒の栗﹀︒

︿涼しさやVをく早しVに変改したのは︑もっとも顕著な
あいさつの季節的対汗性を捨象して︑紀行文中の句とし︑

例であるが︑南谷の句にしても︑暑き日をの句にしても︑

読者への鑑賞を配慮している点がみられる︒あいさつ句を
紀行の本文に採択するのは︑紀行後半に多く︑これは前半

﹁此句︑松島旅立の比︑送りける入に云

癖猿︶

に注いだ紀行構成のエネルギーの︑減衰を示すものである
とも思われる︒

鮎の子の白魚送る一山
﹁芭蕉翁句集草稿﹂に︑

出侍れども︑位あしく仕かへ侍ると︑直に聞えし句也﹂とある︒三
﹁ほそ道﹂執筆の時に︑︿行春や鳥暗き魚の目は

芳の記述であるから信頼性がある︒送る人と送られる人との対比が
露骨であるので︑

だぶらせて︑鳥と魚の対比をほとんど意識させない︒

泪Vと想を改めたのであろら︒改作句では逝春の情を別離の感情に

︵甜融︶

﹁室八嶋﹂のこどばがきがある︒紀行には﹁室八嶋﹂の文のみが

糸遊に結︵び︶つ愚だる上掛

るもこの謂也﹂と書いているし︑わざわざ迂回して︑煙にちなむ歌

あって︑核となるべき句を欠く︒紀行本文に﹁煙を読習︵は︶し侍

枕の地を訪れだのであるから︑文末に一句ありたいところであるρ

すえるとすれば︑曽良が縁起を語り終る文末である︒そうすること昏

によって︑幻想的雰囲気をかもしだす効果をねらうこともできたか
的表現．をきらったのかも知れない︒

︵粥茄︶

も知れない︒だが芭蕉はこの句を捨てた︒︿結びつきたるVの技巧

入︵り︶か㌧る日も糸ゆふの名残かな

曽良の﹁書留﹂には︑︿入︵り︶か㌧る日も程々に春のくれVと
で︑

︐︵蛸脚︶

﹁室八嶋﹂の歌枕の煙とは︑はなれているので︑もちろん採ら

あり︑︿糸遊の名残Vが見せ消ちになっている︒︑これは糸遊の句
なかった︒

田家に春のくれをわぶ

鐘つかぬ里は何をか春の暮

入︵り︶あひのかねもきこへ︵え︶ずはるのくれ舘融︶

八嶋を出発してからの路上吟であって︑紀行︑八嶋の記事とは遊離

‑同想別案と思われるこの二句は︑室の八嶋に到る道か︑あるいは
・している︒したがって採択せず︒

またこの句が﹁ほそ道﹂執筆時の作であることは︑この句と首尾

の関係にあるく蛤のふたみにわかれ行秋ぞVの︑︿行春Vとく行
である︒

1芭蕉の紀行文制作意識にふれて一

秋Vとを意識的に照応させた点からみても︑うかがい知られること

﹁おくの砥そ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き
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時鳥うらみの滝のうら表 ．︹灘︶
﹁やどりの松﹂に︑︐﹁日光山に上り︑うらみの滝にて﹂と前書き

がある︒紀行にあるく暫時は滝に籠るや夏の初Vと︑同時作であろ
対する自己評価によること︑もちろんであるが︑地の文に対して核・

うが︑芭蕉はく暫時はVを採り︑乙の句を捨てた︒技巧的な作品に

︹舘融︶

となるべき一句をすえるという原則から考えてもとうぜん捨てるべ
き句であった︒・

秣負ふ人を枝折の夏野哉

ながら︑これを捨て︑新らたに文を主とする一文を作ったものと思

われる︒そう考えるとくかさねとはVの曽良作は︑芭蕉の代作かも

︵馨

ックな一文を草さしめたということになる︒︐

知れない︒かさねという小娘の名のもつイメージが︑彼にロマンチ

山も庭にうごきいる・や夏ざしき

﹁ほそ道﹂本文の

﹁黒羽の舘代浄法寺何がしの方に音信る﹂に対応している︒三冠の

﹁秋鴉主人の佳景に対す﹂と︑前書きがある︒

兄︑浄法寺図書高勝の舘に招待された時のあいさつ句である︒この

句は前記く秣負ふVの作とともに独立句として︑じゅうぶん鑑賞に

は︑わずかにく木啄も庵はやぶらず夏木立V︿夏山に足駄を拝む首

した︑黒羽での雑然とした記事を整理して効果的に配置するために

である︒

途哉Vの二句を採択するにとどめた︒芭蕉は旅中多ぐの歌仙を巻い

価いする佳句であるが︑芭蕉は雨に降りこめられて約十四日間滞在

立けるに︑那須の黒羽と云︵ふ︶所に翠桃何某の住︵み︶けるを尋

あいさつ性を除去する配慮をはらっている︒これはあいさつ句をそ

﹁曽良書留﹂には︑﹁翠桃を尋︵ね︶て﹂とあり︑亭主︑言言の

︑︵ね︶て︑深き野を分け入る程︑道もまがふばかり草ふかければ﹂
と前書きがある︒広大な那須野の景がいかにもリアルに形象されて

のま㌧旅の順序に羅列することが︑紀行をマンネリ化させることを

﹁陸奥にくだちんとして︑下野国まで旅

いる︒ところが芭蕉は︑別に草刈るおのこの小娘︑﹁かさね﹂と︑野

ることが少い︒後半には構成力の減衰を思わせるように︑前書き程

知っていたためで︑﹁ほそ道﹂の前半では︑あいさつ句をとりあげ

度の短い前文をともなったあいさつ句を安易に並記することが多く

﹁陸奥衛﹂には︑

飼いの馬などを素材としてロマンチックな一文を構成し︑文末をく

写実的な前書きをともなったく秣負うVの文と句を捨てている︒わ

る︒すなわち︑

﹁浄法寺図書何がしは那須の郡︑黒羽のみたちをも．

いていて︑浄法寺図書の舘をとりまく自然が︑詳細に描写されてい

﹁書留﹂をみると︑このく山も庭にVの句には︑長い後書きがつ

なっている︒

ているが︑あいさつ性の強い歌仙の発句は︑紀行に採るばあいその

かさねとは八重撫子の名成るべしVという曽良作の句で結び︑前述

く青き覆盆子︵を︶こぼす椎の葉Vと脇句をともなったあいさつ句

ぴ

たくしはこ㌧にリアリストであるよりはロレマン的傾向の強い作者
を想像する︒またここのところはいかにも文のために句を作って︑
そらく芭蕉は︑．﹁ほそ道﹂執筆の時に︑﹁秣負う﹂の備忘録があり

文末にすえたという印象を与える︒文が主で句が従なのである︒お
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幽

のし預り握りて︑其私の住みける方もつきみ＼しういやしからず︒
一髪寸碧絵にかきたるやうになん︒水の音︑

地は山の頂にさ㌧へて︑亭は東南にむかひて立︵て︶り︒奇峯乱山
かたち層あらそい︑

﹁み

﹁ばせをに鶴絵かけるに﹂とあるように︑ 画賛の句で﹁ほそ道﹂

とは遊離している︒したがって省暑︒

︵甜融︶

落ちくるやたかくの宿の郭公

ちのく一見の桑門︑同行二人︑なすの篠原を尋︵ね︶て︑猶︑殺生

﹁書留﹂によれば﹁高久角左衛門二授︵ク︶ル﹂とあって︑

て︑︿山も庭に﹀の句をすえれば︑そのま㌧﹁ほそ道﹂の本文とす

まり候﹂と謡曲じたての前文があり︑曽良がく木の間をのぞく短夜

石みんと急︵ぎ︶侍るほどに︑あめ降り輝ければ︑先︑此虚にとゴ

のおほひなる事︑またたのしからずや︒﹂である︒これを前文にし
ることも可能であるが︑前述のように︑殴傷寺の仏頂和尚のことを

鳥の聲︑松杉のみどりもこまやかに︑美景たくみを霊す︒造化の功

重点的にとりあげて書き︑惜しげもなくこの句︑この文を捨てた︒

﹁ほそ道﹂の﹁殺生石は温泉の出る山陰にありという文の前に位

の雨Vと︑脇をつけている．

置すべきであるが省略︒これは黒羽関係の記事を︿野を横に馬指

︵舘越

﹁俳諮書留﹂には︑﹁しら川の関やいっことおもふにも︑先︑秋

雑を避けたことと︑この句・文が角左衛門へのあいさつであったこ

田や麦や中にも夏︵の︶時鳥

．風の心にうごきて︑苗みどりにむぎあからみて︑粒くにからきめ
をする賎がしわざもめにちかく︑すべて春秋のあはれ・月雪のなが

とも省略の理由となったかもしれない︒
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︵き︶むけよほと㌧ぎす﹀の句で︑結末をつけたのでそれ以上の煩

めより︑この時はや㌧卯月のはじめになん侍れば︑百里︸つをだに

傭日融︶

﹁日記﹂に︑﹁温泉大明神ノ相殿二八幡宮ヲ移シ奉︵リ︶テ雨︵

湯をむすぶ誓も同じ石清水

見ることあたはず︑ただ聲をのみて黙して筆を捨︵つ︶るのみなり
けらし︒﹂の前文がある︒

﹁ほそ道﹂での名文の一

﹁それより八幡宮に詣︒與市︑扇の的を射し時︑

一芭蕉の紀行文制作意識にふれて一

技巧に過ぎる︒

幡宮の記述︑およびこの句は省略せねばならなかった︒句としても

ところで︑与市のことを書いてしまったので︑温泉神社︑'相殿の八

︵け︶ば︑感短しきりに覚えらる﹂とあり︑黒羽の金丸八幡参詣の

別しては我国氏神正八まんとちかひしも︑此神社にて侍︵る︶と聞

﹁ほそ道﹂には︑

両︶神一所︵方︶二季︵マ︶レサ綱玉フヲ﹂とあり︑この句がある︒

奥州の関門︑白河の関を前にしながら︑雨に降りこめられて黒羽
に滞在していた時にできた作と思われる︒

つ︑白河の関越えの文章の序曲をなす句・文であって︑能因をはじ
め︑文学伝統のゆたかな白河の関にあこがれる気持が独白されてい
る︒紀行には掲載されなかったが︑白河の関越えの文の潜在力を蔵
していみ︒

鶴鳴︵く︶や其声に芭蕉やれぬべし

（舗

﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き

Z）

石の香や夏草赤ぐ露あつし

累日徹︶

﹁日記﹂に﹁殺生石﹂とことばがきがある︒．この句は写実的・感
覚的で捨てがたい作である︒﹁ほそ道﹂の﹁殺生石は温泉の出︵づ﹀

る山陰にあり︒石の毒気いまだほろびず︒蜂蝶のたぐひ︑真砂の色
の見えぬほど︑かさなり死す﹂︒とある文の次に︑この句をすえる
﹁ほそ道﹂のこのあたりの文の構成上︑この句を挿入する余地がな

と効果的だと思うが︑芭蕉はこれを捨てた︒
かったためとも思われるが︑一つには殺生石の伝説的興味よりも︑

次の西行にまつわる歌枕の遊行柳に重点をおいて読ませる意図があ
ったのかも知れない︒

早苗にも我︵が︶色黒き日数哉 ︵議︶

﹁とかくして越︵え︶行︵く

﹁曽良書留﹂と﹁葱摺﹂の両書

とあってく風流のはじめやVの句がある︒︐・

拍︵く︶︒彼︵の︶陽関を出︵で︶て故人に逢︵える︶なるべし﹂

﹁ほそ道﹂の本文之対照すると︑

にある﹁いまのしら河も越えぬ﹂が︑

ま㌧に﹂となり︑この間に︑．あたりの山岳を中心に述べた地形の説

明が入り︑かげ沼のことが簡潔に挿入されて︑﹁すか川の駅に等躬

﹁葱摺﹂の文が再案ではな

というものを尋︵ね︶て﹂とつづきハ︿風流の初やVの句でしめく
くってある︒

いかと推定ざれる︒

したがって﹁曽良書留﹂の文が初案︑

白河の関越えで︑芭蕉にもっとも強い感動を与え︑発句に文に︑

﹁日数かな﹀と詠

︒その発想の中心をなしているのは︑三三の︿都をばかすみとともに
立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関﹂であった︒芭蕉はそれを文にして

﹁秋風を耳に残し﹂と書き︑発句にしては︑

は︑

︵舘趣

西か東か先︵づ︶早苗にも風の音

じ︑推敲して︿風の音﹀とした︒

したがって白河の関越えの文は初稿・再稿の段階では︑︿西か東

﹁書留﹂に﹁みちのくの名所く︑こころにおもひこめて︑先︑

かVの句を裁ち入れた﹁書留﹂の文か︑あるいは︑再案の﹁葱摺﹂
﹁岩瀬の

﹁長途のくるしみ︑身心つかれ︑且は風

ぬ﹂とあって︑︿早苗にもVの句があり︑次に改行して︑

せき屋の跡なつかレきま〜に︑ふる道にか㌧り︑いまの白河もこえ

つたとも思われる︒

﹁書留﹂や﹁葱摺﹂にあるような︑自作を

文末にか㌧げることはできなかった︒そこで白河越えの文末には︑
．曽良のく卯の花をかざしに関の晴衣かなVの句をおかざるを得なか

さず﹂と書いたてまえ︑

景に魂うば〜れ︑懐旧に膓を断︵ち︶て︑はかぐしう思ひめぐら

えの文が完成してみると︑

の文でもよかったのであろうが︑旅行後︑彫琢を加えた白河の関越
﹁ほそ道﹂のく風流の初やおくの田植歌﹀

﹁発句前脳有﹂とあ

郡︑すか川の駅に至れば︑乍輩斎等躬子を尋︵ね︶て︑かの陽関を
る︒前にある発句とは︑

出て故人に逢︵える︶なるべし﹂とつゴけ︾

である︒

﹁葱播﹂には︑﹁みちのくの名所く心におもひこめて︑先︵づ︶

関屋の跡なつかしきま㌧に︑ふるみちにか㌧りて︑いまのしら河も
越えぬ︒頓︵が︶ていはせの郡にいたりて︑乍単斎墨型子の芳扉を
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と

関

白河の関でも

直
接
の

係
が

芭蕉は吉野や松島に自作を示さなかったと同様に︑
自作を積極的に示そうとはしていない︒

関守 の 宿 を 水 鶏 に と は ふ も の
﹁白河︑何回へ﹂とある消息句で︑
い︒とうぜん省略︒

文 ）

な

︵馨

﹁富士吉野の句一生なし﹂という彼の

﹁予は口をとちて眠らんとしていねられず﹂云々と書

ことは︑こ〜にか〜げた句の前文が思案らし︐い面影を残しているこ

松島の文は旅行後にぞうとう想を練って作文せられたものである

である︒'

らとりあげていないが︑富士・吉野の句のあることは周・知のとおり

常語意識にしたがって処理されている︒たゴし富士・吉野を正面か

いている︒美景に感動して︑

山において︑

芭蕉は松島では︑曽良作く松島や鶴に身をかれほととぎすVを黒

嶋ぐや千々にくだけて夏の海

句を挿入する余地のないことは明白である︒

等躬・可伸の両人物を背景にしたあいさつ句があってみれば︑この

る︒須賀川滞在申の作ではあるが︑︿風流の初や﹀︿世の人のVの

よし﹂云々とあり︑医師等雲への書翰に書き添えたあいさつ句であ

﹁書留﹂に﹁須か川の駅より二里ばかりに︑石河の滝といふある

五月雨は滝降︵り︶うつむみかさ除場融︶

二黒

﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き

とによってもたしかめられる︒前文を引用すれば︑

﹁松島は滑風扶

桑第一の景とかや︒古今の人の風情︑此嶋にのみ思ひよせて︑心を

尽したくみをめぐらす︒をよそ海のよも三里斗にて︑さまみ＼の嶋

み＼︑奇曲天工の妙を刻みなせるがごとし︒おのくまつ生茂り

﹁ほそ

﹁ほそ道﹂

﹁風俗文選﹂にある松嶋賦は︑

て︑うるわしき花やかさ︑いはむかたなし﹂とあって︑
本文の原型をと皮めている︒

﹁風俗文

道﹂の末の松山・塩釜・松島・瑞巌寺の文をまとめて一つにしたも

︵囎銀鱗道︶

﹁ほそ道﹂本文に行きつく中間稿とも考えられる︒

のであって︑前記﹁蕉翁文集﹂の前文を初案とすれば︑
選﹂の文章は︑

螢火の昼は消︵え︶つ㌧柱かな

﹁曽良本﹂によると︑︿五月雨の降︵り︶のこしてや光堂﹂の左

井本農一博士の﹁曽良本おくのほそ道による奥の細道の考察﹂に

脇に︑この句が記してあって︑棒を引いて消してあるρ

よると︑螢火の句は曽良本と河西本に見えるのみで︑しかも回書と

ろうが︑なほ芭蕉研究上︑参考資料を提供するものである︒光堂の

もに消しでいるのであるから︑芭蕉の意を汲んで抹殺すべきではあ

らでんをはめこんだ巻柱を詠んだ句であることはいうまでもないと

ある︒わたくしも同感で︑光堂の内部にさしこんだ︑幽かな光線の

な雰囲気をかもしだしている点︑いかにも芭蕉らしい作であると思

中にある︑善美をこらしたらでんの巻柱に昼の螢を配してv夢幻的

ア

うが︑芭蕉はこれを捨てた︒そして︿五月雨の降のこしてや光堂﹀

せることを恐れた︑一句一文の原則を守っているものといえよう︒

の一句を重点的に文末にすえることによって︑光堂の印象を分散さ

1芭蕉の紀行文制作意識にふれて一
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紀

謂︵ひ︶つべし﹂のあとにこの句をおき︑縁起の文中に権現中興の

効︑富貴︵び︶曲面る︒繁栄長︵なえ︶にしてめで度︵き︶御山と

﹁風の音﹂の両吟と同列のものであるが︑芭蕉

︵願纐︶

﹁其玉や﹂をはぶいたとおなじ

︵甜融ど

初真桑四︵つ︶にや断ン輪に切ン︵犠︶

︵本文に入れると

なる﹁初茄子﹂の句は捨てたものと思われる︒なほ玉志亭での︑

あるとの配慮と︑川と海の涼をまとめて二句としたので︑季語の異

用した以上︑おなじあいさつ句をさらに一句加えることは︑冗漫で

きく涼しさやVを︿暑き日を﹀に改作︶の二つのあいさつの句を採

酒田安種亭でのく涼しさや海に入たる最上川V︑

これは渕庵不玉亭でのくあつみ山や吹浦かけて諭すゴみVおよび

て︑俳三一三一﹂︒の次におかれるべき句であるが省略︒

て︑鶴が岡の城下︑長山氏重行と云︵ふ︶物のふの家にむかへられ

鶴岡︑重行亭でのあいさつ句︒﹁ほそ道﹂本文に﹁羽黒を立︵ち︶

めづらしや山をいで羽の初茄子

理由でこの句も採用しなかった︒

印の描いた四睡の図の画賛である︒

った︒﹁月か花か﹂の作は︑この句と同時にできたもので︑天宥法

祖︑天宥法印のことを加えるべきであるが︑芭蕉はその煩雑をきら

﹁曽良本おくのほそ道﹂によって知る

て五百たび﹀であることも︑

︵甜融︶

︵甜越

ちなみに︑︿五月雨のVの句の初案が︑︿五月雨や葺く降︵り︶
ことができる︒

水の奥氷室尋︵ぬ︶る柳哉
風の香も南に近し最上川

前者は風流亭にて︑後者は盛信亭にてとあり︑ともにあいさつ句
︑で紀行に採られていない︒︿五月雨をあつめて早し最上川Vが最上
川下りを叙する文末にすえられているが︑︑﹁書留﹂に﹁大石田高野
意味では﹁水の奥﹂

平右衛門亭ニテ﹂とあるように︑もとはあいさつ句であって︑その

は最上川下りの文を書くにあたって︑︿集めて涼しVをく集めて
早しVとすることによっ．て︑あいさつ句を︑最上川を下った体験句

其玉や羽黒にかへす法の月

︵醸簸︶

として文末にすえ︑文と句の効果をあげている︒

月か花かとへど四睡の籔哉

﹁其玉や﹂は︑長文の﹁遠流の天宥法印を悼む﹂前文があって︑

のあいさつ句を削ったのも︑これと同じ理由による︒

︑

一文の終りに︑二句を並記することが︑すでに句文の緊密性を破

﹁門徒等しきりにす〜めらる＼により

やV︿初真桑Vのあいさつ句を加え︑四句とするようなことは︑と

末文にすえられた句である︒

うぜん避けるべきことであった︒・

るものである以上︑・・本文に採った二句以外に︑さらにくめづらし
﹁ほそ道﹂の文中に挿入するとすれば︑羽

︵り︶多︵き︶事になん侍る﹂と文を結んだ︑そのあとにこの句が
あるので追悼句である︒

て︑をろく戯言一句つらねて香の後に手向︵け︶侍る︒いと揮

黒権現の縁起を記した﹁⁝⁝修験行法を励︵ま︶し︑露山嬢地の験
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辱夕晴や桜に涼む浪の花

︵臨

﹁西浜﹂とあって︑直江津以西の海岸での嘱目吟と思われるが︑

これは紀行本文にとりあげるほどのことはなかった︒
薬欄にいつれの花をくさ枕

﹁夕晴や﹂をおく余地は

記述である︒

熊坂がゆかりやいつの玉まつり

1芭蕉の紀行文制作意識にふれて一

一一＝口

し手毎にVのあいさつ句︑途中吟くあかあかとVの作︑さらにくし

金沢の文末には︑︿塚も動けVがあればよいのであるが︑︿秋涼

での吟であることを意味している︒

択されたくしほらしき名や﹀の句の前書︑小松山王会とある︑小松

﹁廿六日︑同歓水亭会︑雨中也﹂とある︒同とあるのは紀行に採

ぬれて行︵く︶や入もおかしき雨の萩︵甜融︶

略︒

事は︑︿わせの香や﹀の作でまとめたので︑︑この句はとうぜん省

加賀生れの大盗・熊坂長範をとむらった句であるが︑加賀国の記

︵畷己︶

たるをたつね入︵り︶て﹂は︑﹁ほそ道﹂の本文と符節を合わした

にいたる︒隠謀に良医棟雪何某とかや︑風雅のきこえ遠く伝︵え︶

ずなごあゆみ苦しき越の長途に︑多病いとつかれてたかだといふ処

﹁みちのく出羽の名四くをみめぐめて︑猶北海の荒磯を伝ひ︑高

はいる作品である︒風葬の﹁芭蕉文集追記﹂にあるこの句の前文︑

の労に神をなやまし︑病おこりて事をしるさず﹂の大省略の部分に

﹁ぼそ道﹂の﹁⁝⁝暑湿

︵再帰︶

らる〜﹂とあるので︑﹁ほそ道﹂を執筆するとき︑この句のメモが

﹁細川春庵亭ニテ﹂とあるあいさつ句︒

真蹟懐紙に﹁夕方雨やみて︑処の何がし︑舟にて江の中を案内せ
あったことはまちがいない︒

﹁ほそ道﹂本文の﹁むかふの岸に舟をあがれば︑花の上こぐとよ

まれし櫻の老木︑西行法師の記念をのこす﹂に関連をもつ句であ

しかし象潟の文末には︑︿象濤や雨に西施がねぶの花Vの一句

る︒

があればそれでよいのである︒紀行本文の﹁東に堤を築︵き︶て︑
秋田にかよふ継継︵か︶に︑海北にかまえて浪打︵ち︶入る︵る︶

蛇足の感さえする︒まして同じ涼しの句︑

所を汐ごしと云﹂に対応するく汐越や鶴はぎぬれて海涼しVの句も
まったくなかった︒しかし西行に傾倒する芭蕉は︑これを地の文に
象潟の文末に︑曽良の︿象潟や料理何くふ﹀︿波こえぬ契﹀の二

生かしたのである︒

三と︑低耳のく蟹の家やVの三句を安易に文宋にならべたことは︑
ふ天河﹀と︑句のみか㌧げて前文︑たとえば﹁銀河の賦﹂のような

蛇足であって︑このことはこのあとにつづく＜荒海や佐渡によこた
﹁この間九日︑暑湿の労に神をなやま

し︑病おこりて事をしるさず﹂と言いわけめいたことばを記しては

文をとも な わ ぬ こ と な ど ︑

︵憩

いるが︑どこか構成力の減衰を感じさせるものがある︒

小鯛さす柳涼しや海士がつま

﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き
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なとにとたび立︒等号も共に送らん'と︑裾おかしうからげて︑路の

文末に︑この句をすえたいところである︒

﹁⁝⁝名月はつるがのみ

ほらしき名やVというように︑文をともなわぬ句が︑孤立的に唐突

枝折とうかれ立︒﹂という紀行の文脈にぴったりする句であるが︑

に掲出されて︑句のすえかたとして芭蕉らしくない︒このくぬれて

あすの月雨占なはんひなが嶽︵ひなが獄︶

あさむつを月見の旅の明︵け︶離れ︵阿曾武津の橋︶

月見せよ玉江の藍を苅らぬ先︵玉茎

﹁ほそ道﹂のこのあたりの文を構成したことはあきらかである︒

で︑常に本文の背景となっている︒芭蕉が︑月一夜十五句をふまえて︑

月一夜十五句﹂の望月吟は︑この福井の文以降︑種の浜にいたるま

﹁荊口句帳﹂の﹁芭蕉翁

行︵く︶やVの句を採るとすれば︑本文のくしほらしやVの次に位

︵勲船︶

なぜこの句を採らなかったのであろうか︒

・桃の 木 の 其 葉 ち ら す な 秋 の 風
︵卿辰︶

置するのであるが︑その煩雑をきらって削除したと思われる︒

いさり火にかじかや波の下むせび

．︿桃の木のVは︑︑本文の﹁あるじとする物は︑久米之助とて︑い

まだ小童也﹂とある次におくべき句であるが︑ここに入れると久米
︿いさり火に﹀の句は︑﹁山中十景︑高瀬漁火﹂とあって︑山中

月に名を包みがねてやいもの神︵湯尾︶
義仲の寝覚の山か月悲し︵燧が城︶

中山や越路も月はまた命︵越の申山︶

国み＼の八景更に気比の月︵気比の海︶・

ふるき名の角賀や恋し秋の月

この八句は︑紀行本文の﹁漸︑白根が嶽かくれて比那が嵩︵岳︶

あらはる︒あさむつの橋をわたりて︑玉江の藍は穂に出︵で︶にけ

﹁いもの

﹁玉江の盧﹂

やまにて︑初雁を聞︵き︶て︑十四日の夕ぐれ︑つるがの津に宿を

り︒鶯の関を過︵ぎ︶て︑湯尾峠を越︵ゆ︶れば︑燧が城︑かへる

﹁あさむつ﹂

は︑ともに歌枕であるから︑芭蕉が見のがすはずはなく︑

もとむ︒﹂の文中に織りなされている︒

（82）

之助の父の風雅をいうのに支障があるので削った︒

癬原︶

温泉滞在中のものであるがすでに山中温泉の句・文があれば︑この
句挿入の余地はない︒

湯の名残今宵は肌の寒からむ

久米之助との惜別のあいさつ句︒紀行の﹁今更むかし語︵り︶と
はなりぬ﹂の次にこの句をおけないこともないが︑次の段の曽良と
の別離に重点をおく以上︑別離の句の重複を嫌うのはとうぜん︒ま
た山中温泉の段は︑貞室と久米之助の父との話であるから︑久米之

︵舗働︶

助との惜別句の占める位置がなかったともいえる︒

名月の見所問はん旅寝せむ

﹁福井洞栽子をさそふ﹂とことばがきがある︒福井の等栽訪問の

句荊句荊句荊句荊句荊句荊二塁句荊
帳口壷口帳口帳口帳口帳口帳口帳口

ることは︑できなかったであろうつこれらの句は︑紀行に採択する

した悲劇の英雄︑木曽義仲の居城であってみれば︑無関心に通過す

神﹂は︑伝説として著名︑燧山は湯ノ尾の向い山で︑芭蕉が特に愛

﹁ほそ道﹂のここらあたりの文では︑十四日︑十五日︑十六日とい

マンチックな素材を一文としたいところである︒しかし芭蕉は︑

という文があって︑鐘ケ崎の沈鐘伝説に発想している作である︒ロ

頭のさかさまに落入︵り︶て︑引あぐべき便もなしと聞︵き︶て﹂

うように日記風の叙述をとっている関係上︑この句を核とする一文

とすれば︑その位置は紀行の文末に位置すべきであろう︒しかるに

を構想することを断念したのであろう︒

芭蕉がこの作を紀行に生かしたいとの思いは︑桂下園東落暉の

芭蕉は︑敦賀での文は︑気比神宮に重点をおいて書き︑文末に︑︿

﹁俳譜四幅対﹂に︑︿名月や北国日和﹀の句の次に︑

月清し遊行のもてる砂の上Vをすえた以上︑これら聖句を掲出する
余地はなかった︒わずかに道行文によって︑句に詠じたような︑歌

る︒

小萩ちれますほの小貝小弟
'

︵俗唱︶

︵礪鱗︶

にく月いっこVの句をすえていることによってもうかがい知られ

の物語︑﹂として﹁荊口句帳﹂にあるような一文を草し︑そのあと

﹁同じ夜︑主

枕や歴史・伝説などに対する関心を︑文のしたじきとすることにと

繍卿︶

どめたのである︒

月のみか雨に相撲もなかりけり

︵雛︶

衣着て小貝捨はんいろの月・

︿小萩ちれVの句は︑紀行の﹁其日のあらまし︑一過に筆をとら

せて寺に残す﹂心ある懐紙の文末にしるされた句であって︑本文に

採ちとすれば︑︿浪の聞や小貝にまじる萩の塵﹀の次に位置すべき

であるが︑これは本文に採った句と︑素材が同一だから︑重複を避

︿衣着て﹀は︵西行法師を慕う心がふくまれている︒これもます

けた︒

ｪ︶

ほの小貝と素秘的に同一であるから削らねばならなかった︒

胡蝶にもならで秋ふる菜虫哉
‑‑芭蕉の紀行文制作意識にふれて一

（83）

月いつく鐘はしづめる海の底

紀行には﹁十五日︑亭主の詞にたがはず︑雨降る︒﹂とあめ︑次
に︿名月や北国日和定︵め︶なき﹀の句をすえている︒ζの句は︑

敦賀のことを叙した文の前の方にある﹁十四日の夕ぐれ︑つるがの
津に宿をもとむ︒その夜︑月殊に晴れたり︒あすの夜もかくあるべ
きにやといへば︑越路の習ひ︑猶明夜の陰晴はかりがたしと﹂と︑

ある文をうけた句としておかれている︒だからく月のみかV︿月い
っこ﹀の両句の位置としては︑︿名月や北国日和﹀の句の次に位置
するのであるが︑二句ともに捨てた︒
︿月のみか雨に相撲﹀の句の省略は︑︿名月や北国日和Vの句が

採られれば不必要である︒．しかしく月いっこ鐘はVの句は︑荊口句
しづみて侍るを︑国ノ守の海士を入︐︵れ︶てたつねさせ給へど︑龍

帳にあるこの句の前文に﹁おなじ夜あるじの物語に︑此海に釣鐘の

﹁おくのほそ道﹂に採択されなかった旅中吟についての覚え書き

（紀

！

こもり居て木の実理のみひろはゴや醸の︶

︿胡蝶にもVの句には︑如行の書いた﹁元禄二年はじめの夏︑深

伊勢に旅立つまでの大垣滞在中の作は︑︿蛤のふたみにVの作よ

日も近し菊σ花﹀籟難︶などの六句が︑芭蕉集籍顯難微騨大︶に収載

﹂り以前にも︑木因亭でのくかくれ家や月と菊とに田三
ヨ友
ほV譲﹄斜
嶺亭でのく其ま㌧よ月もたのまじ伊吹山V︵顯纐︶︿はやくさけ九

されているが︑紀行の本文と直接関係がないので省略した︒

川のいほりも人にやりて︑なす野の原の郭公をまち︑蓬・葎の敷寝
の下に︑きりぐすを聞︵き︶て︑千百骨董の二型︑終にかうべをし

＼

蕉句集覇類︶おくのほそ道三三翻瀟誕磯注奪︒

飾朧舗脚病篇．俳文篇．︶︒芭蕉伝記考歯黒世羅臓礁︶︒芭蕉文集・芭

主たる参考文献︒芭蕉集︒︵知典難文群大鑑︶校本芭蕉全集︵醗鯛齢

ろ・ワして︑みのの国我さとにうつり給︒句どもあまた有︒此花はお
︐くのしほりにのこし給へば︑大形はもらしつ﹂という前文がある

が︑芭蕉の長途の旅の終りの感慨を客観的に代弁している文であ
︿こもり居てVも﹁恕水子別攣にて即興﹂とあり︑︿胡蝶とも﹀

る︒

﹁露通も此みなとまで出むかひて︑

﹁翁此所より伊勢へうつり給︵ふ︶時︑

（84）

の句とともに︑恕水子の別騒に︑旅の疲れを休めた時のしみじみと
﹁ほそ道﹂の最後の本文は︑

した感じのあふれた作である︒・

みのの国へと伴ふ︒駒にπすけられて大垣の庄に入︵れ︶ば︑曽良
も伊勢より来︵た︶り合︵ひ︶︑四人も馬をとばせて︑如行が家に
入︵り︶集る︒前川子・荊口父子︑其外したしき人々日夜とぶらひ
﹁日夜とぶらひて蘇生のものにあふごと

て︑蘇生のものにあふがごとく︑且悦び︑旧いたはる﹂とあり︑蕉
門︑師弟の愛情の深さが︑
﹁ほそ道﹂結尾の句は︑

く﹂云々の文に生き生きと活写されている︒

我舟にて送り侍るに﹂と書いた︑大垣の舟問屋︑谷木因と巻いた両

れが△行︵く︶春や鳥暗き魚の目は泪Vと︑行く春︑行風秋で首尾

吟歌仙の発句︑︿蛤のふた見に別れ行︵︿︶秋ぞ﹀の作である︒こ

ある︒

照応︑ながい﹁ほそ道﹂の文を結んでいることは上述したところで

噂

