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源氏物語に見える酒 (6)

6 欝の君と)~宴

源氏需品歳，女三宮 22，23歳の問に誕生された

「男子jが蒸君で，後に「宇治十111占」の主人公となら

れたのが， この蒸の主きである。

ここでは， r5源氏君と滋宴jの場合と同じ要領で，

蒸宥の生涯を通じての溜，王手ら酒宴との掛り合いを取

り上げ，それより以前に， r男子J蒸;gの誕生前後の

逸話を， r源氏物語Jの「宿毛」巻から取り出して記

述した。

前序繋君の誕生

柏木 湖、氏 48歳正月から秋まで

は，この暮れっかたより踏ましうし給ひける

を， rその御気色jと，見たてまつり知りたる

さわぎみちて，おとゾにも，問えたりければ，おど
[1，( }jに;

ろきて，わたり給へり J(開巻)

(r女三の宮はその日の暮れかたからお悩みになった

が，御出産の気色と者てとった人々が大綴ぎして，源

氏怒に申し上げたので，源氏誌は驚いてお渡りになっ

源氏;gは，お心の中では，あ〉口惜しいことだ，こ
たね

れが確かに自分の流に違いなければ，嬉しくも珍しく

もあろうと患いながら，人々にはその気振りさへ見せ
しゅげんじゃ

まいとなさいました。そこで，修験者どもを召される
しゅほう

のでしたが，御修法はいつも不l併にさせておられるこ
げん

とですから，僧たちのなかで殺のあるものが皆集まっ

て，安産のお加持・祈祷をして大騒ぎをした。

「夜一夜，悩みあかさせ給ひて， おさしあがるほど
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に，生まれ給ひぬJ(向宅金)

この御子が蒸君で，後に「宇治十帖」の主人公とな

られたお方，実は柏木との問の不義の子であった。

源氏君は，この御子が男子とお向きになるにつけて

も， もしも誰かに生き写しであったらどうしよう，女

子だ、ったら何とか紛れやすく，多くの人々に顔を見ら

れないので安心であるが，またそんな風の疑いのある

子であるならば，一層のこと男子の方がよいかもしれ

ない。このことが，生涯かけて恐れていたところの，

桐讃骨子の女御藤査との1普通事件の報いなのであろう。

この肢に生きている間に，この思ってもみなかった応

報を受けたのであるから，来世の採は少しは較くなる

であろうとお思いになった。人々はこうした源氏君の

秘?訟を全く知らないので，
[k ::のJ

「かく，心ことなる御腹にて，すゑに出でお[ました
{人々 は]

る御おぼえJrいみじかりけんJと，患ひいとなみ，
P、ゃ ，.、校院の?

っかうまつる。御産屋の儀式，いかめしゅ，御かた

がた，さまざまにし出で給ふ御産養ひ，世の?舎の
ぞ Lき ついがさね たかっさ

折敷・衝重・高杯なときの心ばへなども， ことさら

に，心々いどましさ見えっ、なんJ(悶巻)

(Wこういう資い姫震のお腹に，この年になってから

誕生されたのだから，どんなにご寵愛になるだろうと，

一生懸命にお仕え申します。お産屋の様式も立派でも

のものしいこと，六係院さまが様々に意匠をこらした

f針l産養の進物，慣例による折敷 ，fwi重・高杯などが趣

向も，各人めいめいに競争し合う様子が見られたj)

高貴な妓宮のf節子であるから，どんなにご寵愛にな

られるだろうと，御進物・趣向など-/;(t号たちも身分に

応、じて各々お祝い申し上げた。

議協 (2011)



かおる たまかすら

(1)繋君の玉髪部への挨拶
たけかわ

竹河 芸 14 歳~ 23歳秋

梅の花が盛りなる頃，尚{寺の君(玉翠)邸に挨拶に

赴かれた蒸君に対して，
ぜんニう おりし3 、 くだもの

「浅香の折敷l)二つばかりして，菓子・盃ばかり，

さし出で給へり J(同巻)

(r沈香という香木で、作った折敷二つばかりに，お菓

子と酒盃だけを差し上げた。.1)

(2) 繋君，蔵人少将らと酒宴

分別くさい料館を持った年配者が同席していないの

で，主人の藤{制廷は，

「かゃうの方はおくれて，盃をのみ進むれば， Iこと

ぶきをだにせんやと，は三かしめられて，竹i可

を，同じ戸に出だして，まだわかけれど，をかしう

諸ふ。綴の内より，かわらけさし出づ。

葉 f酔ひの進みては，忍ぶる事もっ、まれず，ひが

ごとするわざjとこそ， litlき侍れ，いかにもてない

給ふぞJ
と， とみにうけひかず(仁1]111台)J (向巻)

はそういうことは不得手なので，査ばかり進めるの

ですが， I街l祝儀だけでもどうかJと若君、にせめられ

て， I竹河Jを蒸君と同じ声を出して，藤{寺従は未熟

ながら面白く諮った。御自主の中から玉髭は議君に土器

を差出した。「あまり酔うと，心に秘めたことなどを

口走ったりして失敗するものと開いています。どうな

さろうというのですかjと，盃を受けませんでした.1)
'il之はに1 みずうまや向、

fひきとずめて，かづくれど， I水駅"にて夜更け

にけり Jとて，にげにけり J([可巻)

(何事侍従はひき皆めて，蒸にお被きなりましたが，

f水!択で夜が更けました」といって，逃げてしまわれ

た01)

藤{寺iii主文「干支べは，水駅をなん， とがめ間ゆめり

しJ(問巻)

( r昨夜は水!~R とやら仰せられたのを，人々は疑わし

く存じあげていたようです。1)

(3)右大盟三五髪邸での集ひ
{社?と [紅?らお{こ;

「大臣殿は，あまた集ひ給ふ(中日告)J

「左の大殿の宰相の中将，大饗の又の日，タつけて，

ここに参り給へり J(問巻)

(r任大臣の被露宴には. ~立権右大臣(按祭大納言)

邸に相伴役の公達などが多くお参集された。(中略)

左の大殿の宰相の中将(前の蔵人少将)が，大饗の明
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くる日に，夕方こちらにお越しになられた。1)

「竹i可」巻における酒宴は，三五髭邸での蒸君と康人

少将との溜宴，また問邸での溜宴。
におうのみや

(4) 匂宮，初瀬詣の帰途，宇治に中宿り
しひがもと

椎 本 窯 23 歳 2 月~ 24歳夏

春， 2月20日過ぎ，兵音問!II宮(匂宮)は初瀬に詣

でられ，その帰途に，
}うのー

「春の干支も，いと，明かしがたきを，心やり給へる

旅寝の宿りは，酔ひのまぎれに，いと，疾う明けぬ

る心持して，あかずJ(同巻)

(:明けやすいといわれる泰の夜は大へん長く感じら

れますが，遊びに興じられた旅の綴りの方では，砕い

のまぎれに，大へん学く夜が明けたような心持がして

宮はこのまま都へ帰るのを飽きたらなく思われた。.1)

このように大勢の答がある日には，宮家ゆかりの

人々 が，

「まゐりあひて，瓶子とる人も，きたなげならずJ

((同巻)

『このように来容の多い日には，入手が少ないのを

気の毒に思われ，宮家に縁故ある身分の高い人々まで

が，接待役に集ってきて，瓶予を取るのも見苦くない

饗応であった。j)

などと，いかにも雅趣ある古風なおもてなしをなさ

った。山荘での接待といえば，中の姫君はこんな思い

でおられた。
:主に さヲとも

だ物，よしあるさまにて参り，御供の人々に
さかな

も， 手まなど，めやすき程にて，かはらけ， さし出

でさせ給ひけり J(伺巻)

(r姫君たちには果物を恰好よく ~IJ ，葉君にはわけ

ありそうにしてお出しし，お供の人々には恰好の酒肴

など整えて商盃をお出しなった。j)

「樵*J巻の酒宴は，宇治の中宿りのさいお供の

人々まで提供した。

(5) 繋，宇治に泊りて大君と対面
あげまさ

m~~角 24 歳 8 月~ 12月

「御果物など，わざとはなくしなして，まゐらせ給
;漁の」

へり。御ともの人々にも，ゆゑゆゑしき肴などし
ぞ: らう(人小は

て，いださせ給へり O 廊めいたるかたに集まりて，

この御前は，人げ遠くもてなして， しめじめと，物

語きこえ給ふJ(問巻)

(昨日果物などを，ありあわせのもののようにして，

蒸君に差し上げられた。またお供の人々にも，結構な
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j医肴などで酒を出され，これら供のものや女房たちは，

廊になっている細長い建物の方に集って，この辺りは

人気がないので，大君と蒸君とは秘やかに物語されま

したoj)

(6) 漢詩を作りつ船滋びの匂宮・中納言一行

も，中納言も. r苦し」と思して，物の輿もなく

なりぬ 4)。御心のうちをば知らず，酔ひ乱れ，遊び

明しつ(中略)J

(r匂宮も中納言も，何となく苦しくなられ興がさめ

てしまっ t::.o お供の人々はお心の中までは分からない

ので，皆々酔い乱れて遊び明かした。j)
:人々 の; ず やまと

「っくりける詩の，おもしろき所々うち認し大和

歌も，まして，はかばかしきことあらむや。片はし

書きとどめてだに，見苦しくなんJ(向巻)

何人々は作った詩の商白い文句のところを読し我

居間有の和歌なども，こうした酔い泣きの折によい作

ができょうはずがあろうか，ほんの少し書き留めてさ

へ見苦しい，恥しいことである。j)

(7) 節分の日，匂宮・棄の思ひ

「宮は，静心なく思されて. r今宵々々jと，おぼし
ょ<-町一持者 レ

つ¥障り多みなる殺に，主主主 5)など，長く出でた

る年にて，内裏わたり今めかしく，紛れがちにで

(中略)J

(r匂宮は心もお落ち着きにはならず，今夜今夜と訪

陪のことをお忍いになりつつも，さしさわり多いほど，

五節の日など早く廻ってきた年であるから，内裏あた

りでも侭かと御用が多く，分からなくなりがちで(中

聞きw
[H詰1のの]

「人を見給ふにつけても，さるは，御心に離る注折

なし(~抑制」
とよのあかり 、

「豊明 b)は今日ぞかしJと京思ひやり給ふ(下

回各)J(同巻)

(8) 棄老，匂宮を訪問
さわらび

早蕨 議 25歳正月 -2月
ものさわ ;糸;

「内宴なと物綴がしき頃過ぐして，中納言の君，

f心にあまることをも，又たれにかは，語らはんJ
f匂]

と，思し{宅びて，兵部卿の宮の御方へ，参り給へ

りJ(向巻)

u内宴などで落ちつかない頃を過してから，

蒸君は心にたまっていることを，匂-gなど誰かに話し

合うと，怠案の米に，匂宮兵部郷のもとへお伺いされ

た。J)
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(9) 振舞濯に雲名前した六俗説への使者の失敗
やどりぎ

宿木 蒸 24歳 菱-26歳 4月
諮ん] っかひ

「かしこにたてまつり給へる御使，いと，いたう酔

ひ過ぎにければ，すこし憎るべき事も忘れて，け
UliHJ 

ざやかに，この南おもてに参れりJ(問巻)

u六候院にお上げした使者が，大へん苦手っぱらって，

少しは差し控えるべき場合であることをすっかり忘れ

て，おっぴらにはっきりと，これらの法殻の南関に参

上した。j)

(10) 匂奮の新婚第三夜，披露祝宴
「タ]

「おと，"わたり給ひて，

タ「夜，いたう更けぬるを」
{匂をど大AiJiに}

と，女房して，そ、のかし聞え給へど，いとあさぞれ

て， とみにも， いで給lはまず(中略)いで

いと'見るかひある心持す。

(r大臣がお越しになって. r夜も大へん更けました

ので¥酒席にお出になるように」と女房をもって催促

申し上げるのですが，姫君のお部屋で大へんたわむれ

ておられるので，念、には出てまいれません(中略)ゃ

うやくのことで宴席に出られる匂宮の姿は，本当に拝

見するかいがある心持がする。J)
あるじ ;匂に;

主の頭の中将， 御さかづき捧げて，御台まゐる。
[滋]

次々の御かはらけ，二度三度まゐり給ふ。 i原中納言

の，いたう，すすめたてまつるに，官，すこしほ、

笑み給へり(中略)J

「夜の吏けてねぶたきにJrかの， ものかしづかれけ
L匂の;

る。人々は，心持よげに酔ひ乱れつ¥寄り臥しぬ
'潔i

らんかしJと，うらやましきなめりかし。君は，入
討すの'((.1主、

りて臥し給ひて. rはしたげなるわざなりや。こと

ごとしき様したるおやの出でゐて，離れぬなからひ
あか

なれど，これかれ，火明うか〉げて，す、める陪ゆ

る査などを，いとめやすく，もてなし給ふめりつる

かなJ(悶巻)

蒸君は，今宵の儀を回想、されて，自分の身を顧みら

れたのであった。
なかのきみ

(11 )繋君，権大納言兼右大穫に昇進。.p君男子出産。
うぷややしなひ

産養の儀

タ霧の右大将新任の大饗が，六係院で、行われたのに

習って，

「宍柔説にてなむ，ありつる。益予 7)の主主たち，
かんだちめ [タの;ω

上達部，大饗出に劣らず，あまり騒がしきまでにな
つど

む。集ひ給ひける(中略)J

接協 (2011)



a饗宴は六係院であった。相伴役の親王や公卿など，

大饗の特に劣らす¥あまり騒々すぎるほど参集され

た0.1)
あかつき をのニ [匂;

「その暁に，男にて生まれ給へるを，宮も，いと，
おぽ 伊]

かひあるべきにて，嬉しく思したり。大将も，昇進
にマ

のよろこびに添へて，嬉しく思す，よべ，おはしま
かしこ 糸は:H¥ 't] 

したりし畏まりに，やがて，この御喜びもうちそ

へて，たちながら参り給へり(中略)J
むJJ まへ せんニう おりしき、

「宮のお前にも，浅香の折敷引十二(沈香の角盆 12

枚の意)して，高杯どもにて，務長円ゐらせ給

へり J(同巻)

(12) 藤蚤における藤の花の宴
ゐ す ~ f;.: の] 、

「明日とての日，藤宣言l!)に， i度らせ給ひて，
{詰れJ ひさし み合

藤の花の宴せさせ給ふ。南の腐の御簾あげて，御
:b:. 

情。子立てたり。おほやけわざにて， あるじの宮の，

仕うまつり絵ふにあらず。上達部・殿上人の饗など，
〈 らづかさ

内蔵寮より化うまつれり(中聞き)J

「女二Jとは藤査女御の息女，つまり「女二宮J，蒸

君の妻女。
[t，c. ふづく ぢんおりしき

「宮の御方より，粉熟まゐり給ふ。沈の折敷山四つ，
しだん たかっき むらご うちしき ;訟の:

紫根の高杯，藤の村j農の打数に，をり校ぬひたり。
しつがねゃうさ るり へいじ

白銀の様器-瑠璃の御さかづき，瓶子は， i営瑠璃な
f今!の:

り。兵衛の督，御まかない仕うまつり給ふ。御さか

づき参り給ふに，おとと¥頻りでは使なかるべし。
，tむ

宮j主の御中に，はた， さるべきもおはせねば，大将

に，ゆづり問え給ふを，はばかり申し給へど，
[今 iの、

御気色もいかがありけむ， 1.却さかづき捧げて， Iを

しゅjとのたまへるJ(中略)
じようっか、 みニ ジ、ぞ

f上璃 H)の，親王透・大臣などの，賜わり給ふだに，

めでたき警なるを(中略)J (同巻)
むこ

葉君がまた天皇の婿君として，華やかなお扱いを頂

いておられた御信任のほどは，並々ならぬ珍しいこと

であった。
あぜち

按祭大納言は，天皇が蒸震の婿君として，

「はては，宴や何やと， もて騒ぐ事はJ

など，いみじゅ，そしりつぶやき申し給ひけれど，

さすがに，ゆかしかりければ，参りて，心のうちに

ぞ¥腹立ちゐ給ひける(下略)J (同巻)

なお按祭とは，奈良時代，国司の治績や諮問の民情

を巡察する官。按察大納言とは，致仕大臣の息，別名

紅梅右大臣。

第 106巻第 8号

(13) 匂宮，宇治行への思案
っきぷね

浮舟 27 歳正月 ~3 月

「超常 15) 内宴 I吋ど過ぐして，心のどかなるに

(中間告)宇治へ忍びておはしまさんことのみ，思ひ

めぐらしす(下略)J

文献及び注記

1 ) 浅香とは沈(ちん，香木)で水に沈まぬもの

折敷とは片木で'1'1'った角盆で，食器などを載せ

た。

2) Iことぶきをだにせんやjとは，祝いごとでも

唱えてはどうか，男踏歌にちなんだ冗談ごと。

3 ) 水駅(みづうまや)とは，人が飲食しまた馬

に水を欽ませる水路の宿場， または街道の宿。

なお，男踏歌で，踏歌の人を饗応する待，簡略

に酒・湯演などを用ふること，転じて，簡素な

饗応，来客に対して何の風情もないことをいう。

4 ) 匂宮も議中約言も凶ってしまわれて，遊宴の楽

しみも消しとんでしまった， との意。

5) I五節Jとは五節句の略，毎年 5度の節句。正

月7B (人日)・ 3月3日(上巳)・ 5月5日

(端午)・ 7月7日(七夕). 9月9日(重陽)の

称。

6 ) 豊明とは豊明節会のこと。 11月の中の卯の日

に当る新嘗祭，即ち 11月の中の辰の日に，天

皇が新穀を百し上り，群臣にも賜わる宴。

7) 垣下とは，饗宴のさいの相伴役。

8) 大饗とは，古代，宮中で例年または臨時に行わ

れた盛大な饗宴をいう。ニ宮大饗と大臣大饗と

を慣例の大饗，任大臣の大饗を臨時の大饗と称

した。なお即位札・大嘗祭に行う大饗宴も大饗

と称した。

9) 浅香(せんこう)とは沈香の一種。折敷(おり

しき)は片木(へぎ)で、作った四角の盆のこと。

10) 粉熟(ふづく)とは菜子の名。酒肴の後に続い

て食べたもののようである。

11) 藤宣言とは飛春舎のこと。女王宮の御殿。

12) 沈の打数(ちんのおりしき)とは，香水の沈で

製した四角の盆のこと。

13) Iをし」は飲み又は食うの意。ここでは「飲む

ことをいたしますJ，つまり「頂1設いたしま

すjの意。天盃をいただいた持の儀礼的な声。

531 



14) 上潟とは階級のよのもの，上席・上伎の意。

15) 緒弓とは宮中で催された行事の一つ。正月 18

日，帝が弓場殿に臨場され，左右の近衛・兵衛

の舎人(とねり)の競射を街p覧になる儀式。

16) 内宴とは正月 21， 22， 23日のうち，子の日に
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仁寿殿で、帝が催される私宴。題を賜わって作

詩・披露すること O

祝酒の後に，若菜の議(あつもの)を賜わる。

この物語が作られた王子安中期には既に行われて

いなかったようである。

醸協 (2011)
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