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源氏物語に見える酒 (4)

5 源氏の君と溜宴

減、氏の;gの生涯を通じての酒，といっても酒造りの

ことは全く登場しないので，本稿ではお涼氏物語~こ

現われた源氏の君と酒宴・飲酒との関わり合いを紹介

することにする。そこで，先づ最初に溺宴・飲酒され

た場所，次にその場所の『源氏物語jにおける出所巻

名。さらにそのさいの源氏の君の年令なども書き添え

た。

(1 )潜席への初出座
きりっぱ

柄登 源氏誕生~ 12歳

源氏の君主が酒席に初めて顔を出されたのは， 12歳

の時であった。 n原氏物語jの第 111出「桐琵」巻に，

柄蜜帝のおわします清涼殿の東の!涌の間で，近習の
さttらい ζ ニろ

人々が勤務する侍所を退出されて御j随筆Fが始まる時，

opち

「さぶらひにまかで給ひて，人々，御調などまゐる

程j
み ニ

「親王たちの御陵の米に原氏着き給へり J(1桐

護j巻)

と，記されていることから確認できるであろう。

源氏の君が 12歳で元服されたことは，

(r祢l査を清{土原氏君の子供姿を変えてしまうのを大

変残念にお思いになられましたが，元服のさい，帝は

みづからお手を下して世話をおやきになり，限りある

儀式の上にさらに儀式をお加えになった。.1)

とあるより確認できょう。

元服といえば，男子は成人の表徴として，髪型を変

え，服を改め，頭に冠を被って，大人の姿になること

Sake in GEN]IMONOGA T ARI 
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であったが，身分によって儀式に軽震があった。郎ち，

天皇の場合には加冠・理髪・能冠1)の三者が任命され

たが，皇太子・親王以下は加冠と理髪だけであっ t:..o

なお，親王以下の加冠には徳望ある人が選ばれたが，

j原氏の君の場合には左大臣が任命された。これは，源

氏の君に対する祢l壷帝のお心遣いの深さであろう。

御溜宴会場へ参られる源氏の君の様子を伺うと，
つら ι制ゅ:

「みづら 2)結ひ給へる関っき，顔のにほひ，さまか
くろんど : 

へ給はんこと，惜しげなり。大蔵現[1，蔵人出のつか

うまつるJ(向巻)

( rつまり，髪をみづら(角髪)に結っておられると，

その容貌，顔の匂いなど，子供の姿・形を変えるのが

惜しいようであった。 御髪上(みぐしあげ)の役は大

蔵槻11がお勤めになった。，1)

源氏の君の元服の様子については，更に，

「いと清らなる議をそく程心苦しげなるを，うJへ
:樹立 ぉiま

は， 1みやず所の見ましかばjと，思し出づるに
づよ

たへがたきを 心強く念じかへさせ給ふ。 ぷ写ぶ

りし1)給ひて，ぉ深み所にまかで、給ひて，御表たて

まつりかへて，尚三拝し町てまつり給ふさま
みな

に，皆人戻おとし給ふJ(問巻)

m原氏君が御髪を剃がれるのを，天皇が，なお御息

所がこれを御覧になれば，堪えがたい心持になられる

のをじっと我慢しておられます。加冠の儀が終って，

休息所で装束をお替えになってから，階下に降りて東

庭で拝舞されるのを見て，設もが涙を落した。j)

このように加冠の儀を終えた源氏の君は，引込れの

役左大臣によって初めて酒席に参列されたのである。

opち，これが源氏の君が列席した最初の酒席であった。

醸協 (2011)



この酒宴は，宮中の外側にあった東閥で催されたの

で，まぎれもなく天皇への供御酒，神への奉献泊と悶
ごしゅ

じ「御酒jであったろう。

(2)紀伊守の中河邸での酒宴

帯木 17歳の夏

源氏の君が密かに左大臣邸を抜け出して，紀伊守邸

へお出掛けになられた。紀伊守は早速寝殿の東加を梯

い明けさせて， 1反の御座所を設けられた。紀伊守邸の

庭の泉水の趣などは，相当興味深くしつらへてあった。

同巻には，仮りのお座敷の泉水の趣とはいえ，相当興

味ありげに設らへてあった。問舎の板・柴垣を結び廻

らし，前栽の草木なども心をこめて植えてあった。嵐

が心良く吹いており，虫のすだく音も問えた。畿がし

きりに飛ぴ乱れたり，そんな興味深い風情であった。

このような風情のなかを， r人々度殿より出でたる

泉にのそ、きゐて，酒飲む。主人も， r肴もとむjと，

こゆるぎの急ぎありく程，君は，のぞやかに眺め給ひ

て， rかの，中の品に取り出でていひしこのなみな
お l~

らんかしjと，思しいづJ(同巻)

(f客人たちは渡殿から流れ落ちる水を眺めながら，

i隠を欽んでいるのに，主人はj臨肴を整えようとして，

fこゆるぎの磯J(ネ111奈川県大E幾)の忙がしがっている

のに対して，源氏の君はこの辺りをゆっくり眺めなが
ちゅう

ら，あの中の品として問題にされたのは，恐らくこの

辺りのことだったと思出されていた。.D

そうこうしているうちに，湖、氏の君の供の者は母屋

に付属する小屋敷，下屋に降りていったが，

「酔ひ進みて，みな，人々，資の子に臥しっ、'静

まりぬJ(同巻)

そんなような有様であった。
ごしゅ

中河邸での光源氏への招待酒は「御酒Jであったろ

うが，下屋に|浄りた供の者が酔いつぶれたのは，米粉
ニしゅ

を原料にした「粉酒Jであったろう。

ところで一つ妙なことは，この巻では，光源氏の君

が紀伊守の中河邸でj図を飲んで、おられるはずなのに，

酒宴の場合がないのは何故だろうか。

(3)源氏の君の病気が快方に向うのを昆舞う潜盛

若紫 18 i設の 3~ 10月

源氏の君をお迎えに来た人々が皆集って，この君の
うち

全快のお祝いを申し述べていたが，さらに内裳からも

御使者が下着された。さらには，僧都は裂では見られ

ないような果物を献上され，

第 106巻第 B号

f首都「今年ばかりの誓ひ，深う{寺りて，移[J:iきりにも，

え参り侍るまじきこと，なかなかにも，思ひ給へら

るべきかなJ
と問え給ひて，大径[Ji図まゐり給ふJ(1司巻)

( r僧都は「今年中に山を出ないと固く誓いましたの

で，お見送りにも参よしなかったことが，今となって

は悔まれますjなどと言って，御j腐を源氏君に差し上

げた。その場所は京都の北山にある某寺の庵室のあ

るところからやや奥深い所であった.D

僧者rsr長喜善6)の花待ち得たる心持してi組長;こ自
にこそうつらねJ
と，聞き給へば， (ま、ゑみて

源「時ありて，一度ひらくなるは，要IEかむなるもの

をJ(WB守が経ってから，一度にひらくのは容易なこ

とではないのですoj)
より:

と，のたまふ。翠，filiIJかはらけたまわりて，

聖 奥山の松のとほそをまれにあけて

米だ見ぬ花の顔を見るかな

と，うち泣きて，見たてまつるJ(同巻)

こうして泣きながら， l'首都はj原氏の君にお守りとし

て仏具のj品7lを献上された。日開iJの解説は文献

7)にある。

(ヰ)七日の目の節分後の末摘での盃
Fえつむはな

末摘花 18 jl長正月~ 19歳正月

「七日の臼の節分はて、，干支にいりで，御前よりま

かで給ひけるを，経[J街直所に，やがて泊り給ひぬる
、抗1五iニ:

やうにて，夜ふかして，おはしたり J(問宅金)

この夜，源氏の~は夜更けてから米捕ま[Sに居られた。

その故か，米摘邸では平常より人の動きが多く見られ

た。 源氏の君と米捕の聞では当然盃が交わされたが，

その酒宴の場所は当然末摘邸であった。

(5) 内宴などへの出席

紅葉賀 18 歳の秋~ 19歳の秋

左大臣がi原氏の君ーを後見されるといえば，源氏の君

が内宴などに列席されるさいにも，御装束のことまで

覗き見られることは大へん感動的で， しかも大臣の立

派な思慮であるといえよう。その理由は次のようであ

ったろう。

j原「三れは，内宴 8)などといふことも侍るなるを，

さょうの折にこそj

など， きこへ給へど.

左大「それは，まされるも侍り。これは，ただ， 日

363 



なれぬさまなればなんJ
:i援にj

とて， しひて， さ〉せたてまつり給ふJ(同巻)
ぎよく

( r玉とか宝石など飾った革製の帯，一名石帝ともい

うが.これは正月仁寿殿で行われる内宴，つまり内々

の節会の場合に締めてもよいが，それはまたその折の

ことで，これは少々珍しいので，この玉帯を無理に源

氏活に締めておあげになった。j)

なお，本巻のj箆宴は，宮中仁美子殿で催された正月

20日の内宴である。

(6)花宴の数々
はなのえん

花宴 20歳の春
なでん

御所では 2月20日過ぎ南殿(紫笈殿)の「桜の

宴」が催され，源氏君の舞や詩が大へん勝れておられ
らいさん

たので，人人の干し讃の的となった。また 3月20日過
おぼろのさみ

ぎ，右大臣邸の「藤の宴」に招かれたさいに，臨君に

再会できた。
なでん

1)南殿の桜の宴

「二月のiJ日あまり，南殿の桜の宴せさせ給ふ。
{務] とうぐう おっlまね のむ・本討は;

)舌・春宮の御局，左右にして，まうのぼりたまふ」

(悶巻)

f花宴J巻の巻頭に，このように記されてあるので

「花宴jといったとある。

この桜の宴の夜，砕い心持の源氏の君は 弘議議 9)
おぼろ に

の細殿で， I臨月夜に似るものぞ、なきJと美しい声で、

口ずさみながら歩いてくる若い女性に出合った。その

袖口をとらえ，やおら抱き下して，戸を締めてしまっ

た。源氏は，夜明け方扇だけを交換して別れた。その

後，この若い女性は右大臣家の姫君で，弘徽殿の女御

の姫君で¥近々東宮へ入内されることが分かつた。一

ヶ月後，右大臣邸の藤の宴の夜，彼女に再会した。

ところで，桜の宴の夜も更けて，皇后・東宮らがお

帰りになると，何となく緊張が解け，のどやかな気分
ただよ

が漂い，なお25には月が明かるく，風情を添へている

ので
おほ

li原氏の君，酔心持に，見過じ難く思え給ひければ，

f上の人々も，うち休みて，かやうに思ひかけぬ程

に，もしさりぬべき隙もゃあるJとJ(悶巻)

(r酔い心持気味の源氏君はこうした嵐情を見過しが

たく恩われて，宿直(とのい)の人々が寝入ったのを

幸い，このような思いがけない時に， もしも良い機会

でもあればと.1)藤滋あたりを忍び歩きされていると，

たまたま三の口に来る女の袖をとらへられた。
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[火は:

「ゑひ心持や，例ならざりけむ。ゆるさむことは，
:打】絡する]

口惜しきに，女も，若うたをやぎて，つよき心も，
[i怒は]

え知らぬなるべしo Iらうたしjと。みたまふに，
{滋{こも;

穏なく明け行けば，心あわたずし。女は，まして，

さまざまに思ひ乱れたる気色なりJ(向巻)

cn原氏君Iの酔い心持が度を過ぎたというのであろう

か。女をそのまま手放してしまうのは口惜しく，女も
でごわ

また初々 しく， しなやかでしたので¥手強い仕打ちが

できなかったのでしょう O 可愛らしい，いとしいとお

思いになっている問に，間もなく夜が明けてしまうの

で，心あわただ、しいのです。まして，女の方はいろい

ろ心乱れている状態でした。お

さらには，
λ ん

「その日は，後宴の事ありて，まぎれ暮らし給ひっ。
こと [花笈の]

等の琴，っかうまつり給ふ。昨日の事よりも，なま

めかしうおもしろしJ(同巻)

2)藤の宴

藤の宴は，自.i.炎紫の花が黍れ下がる陰暦4，5月

頃に催された。
やよひ けちかんだちめみ

「三月のt十日余，右の大殿の弓の結に，上達部・親

おほく集ひ給ひて，やがて，藤の宴し給ふ」

(向巻)

藤の宴には日夜である詰説の詰 1吋なければなら
のろし

ないのに，王子常の直衣姿のまま倍ついて，

「遊びなど，いとおもしろし給ひて，夜すこし更け

行く穏に，源氏の君，いたう酔ひ悩めるさまに， も

てなして， まぎれ立ち給ひぬJ(同巻)

(rお遊びなどを大層面白くなさって，夜が少し更け

ゆくほどに，源、氏殺はたいへん酔って苦しそうな風を

なさりながら， ものに紛れてお席を立たれた0.1) 
とうか 、 [協は[此iぶのは;

内自口など，踏歌 11)のをり，おぼえて，ことさらめ

き， もて出でたるを，ふさわしからず， まづ，藤宣言

わたり思し出でらるJ(問巻)

踏歌の途中で，藤蛮邸へ行くことを思い出された源、

氏の君は，
玖 治会払lj;j

「なやましきに，いと，いたう強ひられて，わびに
かげ

で侍り，かしこけれど，この御前にこそは，陰にも，

か之させ給はめJ(閃巻)

(W気分がすぐれませぬところへ，大へんj習を強いら

れましたので，苦しくて鼠っております。恐れながら

御前(藤道)へ参いったら，どこか蔭にでも隠してい

ただけませんか.1)

穣協 (2011)



といって，妻戸の御簾をお引きになると，女房は，
[身分の]

fあな煩わしよからぬ人こそ，やむごとなきゆか

りは，かこち侍るなれJ(同巻)

(rまあ厄介なこと，高貴な人に縁故があるなどと言

ったりするのは，身分の卑しい人の申すことなのにj)

という気色を御覧になった。

なお本巻の酒宴といえば. 2月20日過ぎ宮中南殿

の桜の宴，絵暦 4. 5月の藤の宴などの「花宴」をい

つ。

(7)王位中将邸での負け業

賢木 23 歳の 9 月 ~25 歳の夏

いつしか夏の雨が降る頃，三位中将が源氏君邸に参
いんふさぎ、

上して，韻主主 l~) の賭物をされ，中将方が負けた。そ

こで.rニ日ばかりありて 品持負け葉ωし給へ

りJ(問巻)

こうして人々はうちとけて遊ばれた。 i原氏君もまた，
fがひてl

f例よりは，うちみだ、れ給へるJ(同巻)

なかでも頭中将のご子患で，今年始めて殿よされる

8っか 9つになったばかりの，才能も俊れた賢い御子

息が，今日の人びとのお遊びが少々乱れていったので，

大声で、高砂を諮われたが，殊の外美しいお声であった。

「あはまし物をさゆばのjと，うたふとじめに，

中将，御かはらけ，まゐり給ふJ

三中「それもがと今朝開けたる初花に，劣らぬ君が

匂ひぞ見るj

ほ、ゑみて，取り給ふ。

i原、 「時ならで今朝咲く花は夏の雨にしをりにけら

し匂ふほどなく」
じようだん

「もう衰えてしまいました」と，冗談ばかりいって

おられますのを，三位中将(頭中将)がお谷めになっ

て，無理にi原氏の君に盃をもたせお飲ませした。もち
ごしゅ

ろんこれは「御酒Jであったに違いない，酒宴の場は

もちろん三位中将邸であった。

(8)須磨での酒宴
す ま

須磨 26 歳の 3 月~ 27歳の 3月

1)源氏君退京に際し，左大臣との別離の宴

流罪の決定が迫っていたので，隠退の地を須磨と定

められていた。
[1¥の設1!I1干; おみき

「三位の中将も参りあひ給ひて，御酒などまゐり給
[ 時 は 女ωj主} さぶら

ふに，夜更けぬれば，とまり給ひて，人々，御前に侍
[女切に]

はせて，御物語などさせ給ふJ(同巻)

2)須磨訪問の頭中将との酒宴

第 106巻第 B号

「須磨には，年かへりて，日長く(中略)南殿の桜
ひととせ

は盛りなるならむ。一年の花の宴に，院の御けしき，
コit"在、

うちのうへの，いと清らになまめきて，わが作れる
ずん

匂を請し給ひしも，おもひ出できこえ給ふJ(問巻)

源 「いつとなく大宮人の恋しきに桜かざしし今日

も来にけり」

3)三位中将の須磨のi原氏君訪問

今は宰相になられた三位中将は，にわかに須磨の源

氏の君を訪問された。
{ 人はJ ふみ

「よもすがらまどろまず，詩っくり明かし給ふ。さ

いひながらも， ものの問えをつ、みて，急ぎかへり給
かわらけ

ふ。いと，なかなかなり。御上盃まゐりて.r酔の悲
ヨ ι、 さかづき [ 人は; ず

しび 14) 戻そ〉ぐ、春の盃のうち」と， もの声に諭し
[一人の]とも

給ふ。御供の人ども，みな戻を流すJ(向巻)

( r源氏君と三位中将は一晩中お寝みにならずに，詩

を作って夜を明かされた。そうはいえ世間体もあるの

でj急いでお帰りになった。お二人はお会いになっただ

けに，却って辛いのです。お盃をお交わしになり，

「酔悲漉涙春盃宴jと吟ぜられ，供の人々も皆涙を流

して別れを惜しむ有様でした。J)

本巻における酒宴の席といえば. iW，氏君の退京に|努

し左大臣との別離の宴と，須磨隠退のj原、氏の君を訪問

された左大臣との酒宴である O

(9)明石入選邸での酒宴
あかし

明石 27 歳 3 月~ 28歳の 8月

明石浦に住まう明石入道が余りにも風流がっている
そう こと ぴわ

ので，源氏の君は禁の琴，琵琶と取り替えて賜ったと

ころ， とても巧みに奏でられた。声のよい供人に歌わ

せ，源氏君自身も時々調子をとっては，声をうち添え

られるのを，入道は途中で琴を弾くのを中断しては，

称賛申し上げた。明石入選邸での酒宴は淘にのびやか

であった。
{人近は]

f御くだ物など，珍らしきさまにて，まゐらす，

人々に臨しひそしなどして，おのづから物忘れし

ぬべき夜のさまなりJ(伺巻)

(W色々と珍らしい酒肴などを光源氏の御前に参らせ

たばかりか，お付きの人々までにも酒を強い過したり

して，おのづから浮世の苦労を忘れてしまいそうな夜

の有様であった。j)
[01への主を [同辺なる]

「入道も「人知れず，まちきこゆjとて，かの家に
き ゐ しる {人道は;

来居たりけるも著ければ，御使，いとまばゆきまでに
[妓のJ

酔わす。御返り，いと久しJ(向巻)
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(W入道も，娘への手紙を人知れず持っていようと，

岡辺の方の家に来ていたところ，案の条お使ひの者が

傷み入るほどもてなして酔わせた C この使いの者への

溺は恐らく米の粉を原料とした「米沼Jであったろう O

さて，その返事は大へん般がか、ったようであるoj)

なお本巻のj図宴といえば，源氏君が明石irli在伎の明

石入道邸を訪問された際設けられた。

(10) 宮中での絵合の後の宴会

31歳の 3fl

興味ある絵合の日を定めて，左右の絵師たちは冷泉

帝の御前に伺候した。女房たちも南北に分かれ待機し

た。この日.帝からのお脅しで，源氏君・権中納言・

師の宮なども参内されていた。帥宮は絵のi愛劣を定め

かねておられた。
ι{i}jの;

「手氏示会は，かぎりありて， 111'水のゆたかなる，心ば

へを，え見せっくさぬものなれば，ただ，筆の飾り，

人の心に作りたてられて，今のあさはかなるも，昔

の跡にJf.Gなく，娠はしく， iあな，おもしろjと見

ゆるすぢは勝りて，多くの争ひども，今Bは，方々

に，輿あることども多かり J(向巻)

この席には中宮もおられたが，

とどもいと優におぼへ給ひて，所々の判ども，

心もとなきをりをりに，時々， さし答へ給ひける程
を劣を;

に，あらまほし。さだめかねて夜に入りぬJ(向巻)

(お原、大臣もゆかしく感じられて，判定の仕方が心も

とない時には，時々適切なことばをさしはさまれてい

たが， f愛劣がi夫しないま、夜になったo.D
さまざまな御稔の輿は大へんなことであったが，

f夜明けがた近くなる程に もの，いとあはれに思さ
了治{;伎のの

れて.御かはらけなどまゐるついでに，昔の後11物語な

ど出てきて (qJIU各)J (間巻)

削l宮は，

「絵は，稲. ~ffのついでに，すさびさせ給ふあだこ
[待?ひて

とJとこそ，思ひ給へしか(中IU各)と， うち乱れて，
‘財保:

こえ給ひて，酔ひ泣きにや，慌の往[1事問え出でて，

うちしほれ給ひぬJ(同巻)

( r酔って，おっしゃることもしどろもどろで，源氏

君もお開きになられて，酔い泣きとでもいうのであろ

うか，放桐査院のおうわさなども出てきて戻を流さ

れた。j)

i原氏の君は，次のように考へでもおられた。
せちえ [沿ち"

「さるべき節会どもにも， iこの御時より jと，末の
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人のいひ伝ふべき例を添へむJ(悶巻)

本巻のj毘宴は令泉帝の御前で行われた絵合の後に

1ftされた。

文献及び注記

1) 能冠とは初めて空頂累積を頭に加える役で，内

蔵頭がさ当る例が多い。皇太子の場合は能冠なし，

親王以下ではSS:頂黒崎もない。

SS:I良黒11]資は「ひたひのかかほり」というよう

に，前額部にさ当てるもので，蹟に冠と伺じく緩

を平につけ， 1貨の部分は何もなく，臓で頭に結

び付けるようになっていた。

2) iみづらJとは総角(あげまき)のことで，王子

安時代ころまでは 14- 15歳の若人，元服以前

の若い人の髪m!であった。

3) 蔵人(くろうど)は髪上(くしあげ;髪をとり

あげ結うこと)であろうか。

[山岸徳平校正 f源氏物語注， p. 416 < 
岩波文庫 6722-6725，岩波書:庖([1846)> ] 

4) iかうぶりしJは加冠の儀。郎ち元服すること

5) i:t手しjは汀手鋒J(はいむ)，舞踏すること O

llPち叙f立・任g.賜禄などに拝謝する礼のこと

で，舞踏ともいった。

6) 優曇華(うどんげ)は Himalaya山麓，印度I菊

者!IのDeccan高際， Ceylon岳などに産する桑

科の喬木。花が無いように見られるが，実は l

ヶ所に 14- 15偲できる O 果実はあるが，花が

分からないので， 3000年に一度花が咲き，そ

の時に{1、が肢に出現するという説が生れた。花

は査状の花111111中にI咲くので見ぬくい。

7) jgy鈷(どっこ;とこ)は煩悩を破砕し菩提心

を表わす金属製の法典。河端が尖って分れない

ものO

8) 内宴とは内々の宴会の意。平安時代には正月

20 B，または正月の中の子(ね)の臼に，天

皇が仁寿殻に出~され，文人らを召して，出題

して詩を作らせ，披露させた。終って，

献の後に者菜の議(あつもの)を賜った。

9) 弘徽殿とは平安内裏の殿舎の一つで， (コキデ

ン;コウキデン)ともい¥後宮の一つで清涼

殿の北にある。またそこに住まれる皇后・中

宮・女御などの初、でもある C

10) 朝服とは朝廷に出仕する際に着る衣服。ぬとは

朝服のよ務のこと。

11) 踏歌とは，足を踏みならしながら歌い舞う舞踏

で， !燈・ 1去の民俗行事であった。日本に入り，

醸協 (2011)



古代宮中で行われた。年始に歌の上手な男女を

召して，年始めの祝福を歌い舞わせた。

男踏歌は正月 14~ 15日，女踏歌は 16Elに

行われた O 一曲の終りに f万歳阿良干しJ(よろ

ずとせあられ)という言葉を繰り返しっ、，足

早に走り退くので， rあらればしり」とも称す

るようになった。

12) 韻塞とは，古人の詩の韻字を隠して，その詩を

示しその韻字を言い当てる遊戯のことをいう。

13) 負け業とは，勝負に負けた方が勝った方を饗応

すること O

14) r酔の悲しぴJとは， r白氏文集J(唐の白居易

第 106巻 第 8号

の詩文集， 71巻)の巻第 17の長詩の中の「律

詩」に次のようにある。

(前略)

「歯髪瑳陀として将に五十になんなんとす
てうてい

関河退避として三千を遇ぐ

生涯は共にi倉江の上に寄す
ともなげつ あたり

郷国は倶に地つ白日の辺
ぴょうぼう すべ

往事紗疋として都て夢に似たり
なかばい子み

!日遊零落して半泉に帰す
そそ うら

酔の悲しみ涙に濯ぐ春の盃の裏
ねUごら つらづゑ ともしぴ

吟苦にして支額つく暁の燭の前J
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