
はじめに

　『源氏物語』（以下『源氏』と略す）の特性は王朝文学の
中で、『宇津保物語』（以下『宇津保』と略す）同様に、物
語に音楽を取り入れたことにある。しかもその音楽が物
語を盛り上げるのみならず、当時の宮廷音楽や音楽思想
を顕示していることは、著者である紫式部の優れた音楽
観によるものと思われる。だが、物語に音楽を取り入れ
るにさいし、『宇津保』に多くの示唆を得たことは事実で
ある。これについて中川正美は、「紫式部は音楽を自身の
構想する物語に入れるにあたって、宇津保物語の音楽に
ついて、つぶさに精査をくりかえし検討してわが物語に
ついて思いめぐらせたことであろう」（1）との指摘もある。
たしかに『宇津保』を精査した事実は後述するが、「若菜
下」の中で『宇津保』の一部が記述されているなど、その

影響は明らかである。
　『源氏』も『宇津保』も琴（きん）が音楽の主役になっ
ていることは同様であるが、ただ『源氏』はそれにとど
まらず、日本伝来の和琴を以て琴と併置させたことに、
その特質がある。これは明らかに音楽の上での中国対日
本を意識したものであり、非常に興味ある問題を含んで
いる。つまり琴は中国風の「士君子の身を修め心を正し
くする必要具」（2）であるのに対し和琴は、自由に情感を
表現する楽器としたことにある。いわば音楽の国風化の
基盤となる問題が、琴と和琴とを挾んで展開されるとこ
ろに『源氏』音楽論の優れた視点があると同時に、その
基盤に日本古代の音楽教育思想の源泉が感じられる。
　『源氏』の音楽についての研究は多数を占めるが、その
ほとんどが国文学からのものであり、音楽学からのアプ
ローチは筆者の知る限り、少ないように思える。この小
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要　約

　日本の音楽教育思想に関し、特に古代から中世にかけての思想展開は重要である。すなわち中国より
導入された音楽思想（礼楽思想）は、わが国に音楽を尊重する理念を定着させたことにより、音楽への認
識が著しく内面化し、儒教のみならず、老荘思想、仏教とも結びつき、ついには「道」にまで至ったので
ある。
　その過程の中で、老荘思想・仏教思想に多くの影響を受けて書かれた『宇津保物語』は琴（きん）を中
心にした物語であった。この書は琴の尊貴性・倫理性を謳い上げ、士君子の持つべき《右書左琴》が物語
の中心になっていた。そしてこれを受けて書かれたのが『源氏物語』であり、ここには『宇津保物語』の
主張する琴の尊貴性・倫理性とともに、日本伝来の「花鳥風月」つまり遊楽的・遊興的傾向といった風雅
の心を表現するものとして和琴が取り上げられたのであった。すなわち『源氏』における音楽思想は君
子の身を修める楽器として琴が、また自由に情感を表現する楽器として和琴が取り上げられたのである。
つまりここには古代中国の士君子の倫理性を担った琴と、日本伝来の遊楽を楽しむ和琴とを音楽のもつ
本質的なものとして示されたのであった。したがって、ここでは音楽の本質が倫理性と遊楽と相反する
二面性になっており、それぞれが人間形成にとって有益なものである。だが、近世に至り、この二面は儒
教的立場に立つ熊沢蕃山と、情感的立場に立つ本居宣長によって、それぞれの一面が主張されたのであっ
た。
　『源氏』で主張された音楽の二面性こそ、今日においても揺るぎないものとして考えられている。紫式
部はこの事実を明確に把握していたのであった。

　キーワード： 古代日本の音楽教育思想の展開、中国からの導入、日本古来からの伝統、
 『宇津保物語』の影響、『源氏物語』の音楽思想の確立
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論も国文学から得た成果を基に論述したものであること
を、まず以て明らかにしておく。

1　蕃山と宣長

　歴史上、『源氏』についての論評は多くを数えるが、物
語の重要な部分を占める音楽について触れたものは熊沢
蕃山の『源語外伝』が知られている。彼は儒学者であり、
その理念の中心には孔子の礼楽思想が刻み込まれてい
た。彼は礼楽思想を根幹とした平安時代の王朝文化に強
い関心を抱いており、当時の礼楽文化を表したとされる

『源氏』に深く沈潜し、この書は音楽の道を詳しく述べて
いる、管絃の道は君子の道であるとし、そこに描かれた
礼楽を中心にした美風の王朝文化に、蕃山の音楽的関心
が注がれていったのである。そこでまず、『源語外伝』の
冒頭の部分を次に掲げたい。

此物語において、第一に心をつくすべきは、上代の美
風なり。礼の正しくしてゆるやかに、楽の和して優な
るてい、男女ともに上臈しく、常に雅楽を翫ていやし
からぬ心もちひなり。（中略）中にも音楽の道を委くし
るせり。糸竹の遊は君子のわざなり。ゆへに管絃のあ
そびをしらざれば、上臈の風俗たへて凡情にながるゝ
物なり。いかにとなれば、人の心は生物なれば動かず
といふ事なし。楽は遊びの正しく美なる物なり。故に
此正しき道のこもれる遊びによる時は、おのずから人
柄上臈しく風俗けだかくうるはしくなる物なり。然れ
ども楽の道に疎き人は面白からず。すこし其心をうれ
ば、またなく淡くしてあく事なきはいたれるわざなり。
古語にも君子の交りは淡くして水のごとしといへり。
音楽は君子の道をたのしむ心の行くすえなれば、すこ
し心あらん人のしらでかなわぬわざなり。此故にむか
しはつくしのはて、みちのくのすへまでも、すこし心
有人は男女となく楽を翫びたり。（中略）且風を移し
俗を易るには楽よりよきはなしといへり。此物語にお
いて音楽の道とりわき心をとどめて書おけるは此故な
り。（3）

　
　すなわち『源氏』は上代の美風、つまり礼と楽を伝え
たものであり、特に音楽の道が詳しく記されている。管
絃の道は正しく美なるものであり、人を高潔、麗しくす
るものである。それ故「風を移し俗を易るは楽よりよき
はなし」ということが可能になる。
　もとより蕃山自身、雅楽を学び、その情操的効果を実
感し、その体験を基に雅楽教育を思考した人物であった
だけに（4）、『源氏』で扱われた音楽思想には、大きな感銘

を受けたものと思われる。だが、この所論に対し、猛然
と反論したのは本居宣長であった。
　

古への礼楽文章を見るべき物は、此物語にのみのこれ
り、故に此物語において、第一に心をつくすべきは、
上代の美風也、礼の正しくてゆるやかに、楽の和して
優なる体、男女ともに上臈しく常に雅楽を習ひて、い
やしからぬ心もちひ也、（中略）すべて此物語は、風化
を本としてかけり、中にも音楽の道を、くはしく記せ
り云々や、風を移し、俗を易るは、楽よりよきはなし
といへり、音楽の道、とりわきこころをとどめて書き
おけるは此故也云々といへり。（中略） 中にも音楽の
道を、くはしく記せりといへども、あたらず、楽（あそ
び）の事の多く見えたるは、今の世の人の、さみせん
じやうるりなどいふ物を、おもしろきことにして、も
てあそぶと、同じことにて、ただそのかみの世の有さ
まにて、おもしろき事をしるせるにこそあれ、風をう
つし俗をかふるは、楽よりよきはなしなどいふは、儒
者のつねのことにて、物語には、さらによしなきしひ
ごと也。（5）

　
　つまり雅楽は三味線、浄瑠璃と同様、単なる面白い遊
びにすぎない。したがって「風を移し、俗を易ふることは、
楽よりよきはなし」など、まったく恣意ごとであり、『源
氏』の中に、そのような思考は一切含まれていないとし
て、反論したのであった。
　蕃山にせよ宣長にせよ、共に『源氏』に深い感銘を受
けているが、両者の思想上の相違がこの音楽上の問題に
も及んでいる。つまり『源氏』に関し蕃山は、「古への礼
楽文章を見るべき物は、此物語にのみ残れり」とし、儒
学的立場に立つ。他方、宣長は「この物語も歌道も、儒仏
の道も本意とはせず、物の哀れが本意なれば」（6）と述べ、

「物の哀れ」、すなわち人間の情感的立場に立つ。となれ
ば『源氏』の本来の音楽思想はどこにあるのであろうか。
これら二人の視点に立脚し、『源氏』の音楽思想を追求し
ていきたいと思う。

2　『源氏』における音楽思想
 
（1）概説
　『源氏』の音楽に登場する楽器は、実にさまざまである
が、主として絃楽器が中心になる。その中で十三絃の筝、
四絃の琵琶、六絃の和琴、七絃の琴（きん）が登場するが、
この物語の中心になるのは琴と和琴である。そしてこの
二つの楽器を通して、『源氏』の音楽思想は展開されるの
である。
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　まず琴であるが、これは元来中国の士君子の修めるべ
き尊貴な楽器であり、日本では奈良時代に移入されたも
のである。だが、奏法がむつかしく、また調絃が呂旋法《中
国の音律》であったため日本人に馴染めず、次第に消滅
していったが、その尊貴性から一時、君子の楽器として
あがめられたものであった。また和琴は日本古来の伝統
楽器として親しまれ、日本人の好む律旋法であったこと
から『源氏』では重視されたのであった。
　以下、『源氏』における琴と和琴についての音楽思想を
検討していきたいと思う。
　
（2）琴の音楽思想
　琴については「若菜下」にまとまった論述があるので、
そこを中心に論究したい。
　

よろずのこと、道々につけて、習ひまねばば、才とい
ふ物、いづれも際なく思えつゝ、わが心地に飽くべき
限りなく、習ひ取らむことは、いと難けれど、何かは。
そのたどり深き人の、今の世に、をさをさなければ、
片端をなだらかにまねび得たらん人、さる片才に、心
をやりてもありぬべきを、琴なむ、猶、煩はしく、手触
れにくき物はありける。（7）

　
　まず、あらゆる芸は習いはじめることによって、芸の
際限なく奥深いことが分かる。そこで自分でも十分に満
足できる時点にまで到達すること自体、大変むつかしい
し、またそこまで到達した人は、ほとんどいないのが実
情である。それにしても琴はむつかしい楽器であり、と
ても手に負えるものではないと述べ、芸の奥深さと、そ
れを習得することの困難さを吐露すると同時に、それら
を担った琴の習得のむつかしさを嘆いたのである。

この琴は、まことに、跡のまゝに尋ねとりたる昔の人
は、天地を靡かし、鬼神の心をやはらげ、よろづの物
の、音のうちに従ひて、悲しび深き物も、喜びにかはり、
賤しく貧しき者も、高き世にあらたまり、宝にあづか
り、世に許さるゝたぐひ、多かりけり。（8）

　
　琴を正しく習得した人々は、琴によって天地を動かし、
鬼神の心を和らげ、また琴の音に導かれた人々は、悲し
みが喜びに変わり、賤しく貧しい人々も、高貴になって
財宝を得て、世に認められた例も多くあった。つまりこ
こでは琴を深く学んだ人々の有益なことが謳い上げられ
ているのである。ところでこの箇所は、中国の『詩経大序』
の影響が見られる。すなわち大序に、
　

天地を動かし、鬼神を感ぜしむるは、詩より近きは莫
し。先王是を以て夫婦を経し、孝敬を成し、人倫を厚
くし、教化を美し、風を移し俗を易ふ。（9）

とあるのに対し『源氏』では、「天地を摩かし、鬼神の心
をやはらげ…（後略）」と記されている内容はまさに大序
と同じである。つまり琴は、「移風易俗」の効果を謳って
いることが、ここに明示されているのである。

この国に弾き伝ふる初めつかたまで、深く、この事を
心得たる人は、多くの年を、知らぬ国に過ごし、身を
なきになして、「この事をまねびとらむ」と、惑ひだに、
し得るは、難くなむありける。げに、はた、あきらかに、
空の月・星を動かし、時ならぬ霜・雪を降らせ、雲・雷
を騒がしたる例、あがりたる世にはありけり。（10）

　
　琴を日本に伝えた人は、はるか外国に渡り、命を賭し
てまでも琴を学び取ろうとしたのであるが、この道を得
ることは非常にむずかしかった。だが、これを習得した
人は琴によって空の月や星を動かし、また季節外れに霜
や雪を降らせたり、雲や雷を生じさせたりしたことも
あった。つまりこれは、『宇津保』における琴の奇瑞を語っ
た箇所であり、琴の呪術性、神秘性を謳っているのであ
る。

かくかぎりなき物にて、そのまゝに習ひ取る人のあり
がたく、世の末なればにや、いづこの、そのかみの片
端にかはあらん。されど、なほ、かの鬼神の耳とどめ、
傾ぶきそめにける物なればにや、なまなまにまねびて、
思ひかなはぬ類ありける後、「これを弾く人、よからず」
とかいふ難をつけて、うるさきまゝに、今は、をさを
さ伝ふる人なしとか。いと、口惜しきにこそあれ。（11）

　
　このように琴は不思議な楽器であるだけに、正しく習
い取るのは困難であり、今は、その正しい奏法もほとん
ど失われている。つまり琴は鬼神が傾聴するものとあっ
て、その危害を恐れ、多くの人が琴を弾くことをためらっ
たのであった。その結果、伝える人もいなくなり、琴が
失われていくことを嘆いたのである。いうなれば、これ
は琴の持つ尊貴な価値が、琴と共に失われていくことの
嘆きであった。

琴の音を離れては、何事をか、もの調へ知るしるべと
はせむ。（12）

　
　すなわち琴の価値とは、「もの調へ知るしるべ」であり、
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琴はものを調えるべき存在であるとの思考である。とな
れば、その調える存在の内容が問題になる。小林久子に
よれば「これは、中国の漢代の書、『風俗通義』に、《雅琴
者楽之統也》とあるのと一致した考え方である。『風俗通
義』に続けて、《君子常御所者、琴最親密、身於離不》と
ある。琴は常に君子のかたわらにあるものだというので
ある。」（13）と述べ、琴は君子の身を修めるための楽器で
あるとの主張である。だが、『風俗通義』には、「雅琴者楽
之統也、八音與竝行、然君子常御所者、琴最親密、身於離
不。」（14）と記されており、「八音與竝行」が省略されてい
る。これは「他の八つの楽器と一緒に演奏され」（15）とあ
るように、琴は合奏のさい、その要となるのであり、そ
れ故、「楽之統」になり得るのである。したがって、この
箇所を省いては、その意味の明確さを欠く。そこで次に、
その要となるものに関して利沢麻美は、「琴の琴（こと）
が、日本に輸入された本来の音楽の基となる呂旋律のそ
れぞれの音を、この楽器の各絃の音としていることを踏
まえている。」（16）と述べ、琴は絃楽器の音律《呂旋法》の
基準であり、それ故、絃楽器の中心的存在であると指摘
する。さらに続けて、「琴の琴は中国の楽器の中で第一の
楽器、常に君主の傍らにあるべき楽器とされている。」と
述べ、琴の尊貴性をも主張しているのである。同様にし
て中川は、「琴の七絃が音律だからで、それゆえに琴は物
事の中心であり、礼楽の要であるというのである。」（17）

とし、利沢と同様、琴の価値を音律と尊貴性にあると指
摘する。となれば、琴は単なる演奏楽器ではなく、身を
修めるためのものとしても重んじられていたのであっ
た。いうなれば、琴は楽を調える根本的基準であるのみ
ならず、倫理・道徳においても、その尊貴性の基に身を
修める楽器として、その存在価値が認められていたので
あった。
　以上のような諸説は、すべて漢籍を源泉としており、
漢籍に通じた紫式部だからこそ（18）、琴を第一義的な楽
器として取り上げ得たのである。つまりこの箇所におい
て、琴の尊貴性について触れた、重要な部分であるとい
えよう。

げに、よろづのこと、衰ふるさまは、やすくなり行く
世の中に、一人いて離れて、心を立てて、唐土・高麗と、
この世に惑ひありき、親子を離れんことは、世の中に、
ひがめる者になりぬべし。などか、なのめにて、なほ、
この道を通はし知るばかりの端をば、知りおかざらむ。
（19）

　
　このように衰えていく琴ではあるが、『宇津保』の清原
俊蔭は琴の道を求め、家族を離れ、一人唐土・高麗へと

旅立ったのであった。だが、この行動は決して賛同でき
ない。つまり家族を顧みず、一人旅立つことは得策とは
いえない。それにもかかわらず、この行動をとったこと
は、琴は習得すべき価値があったからに他ならないので
ある。

調べ一つに、手を弾き尽くさん事だに、はかりもなき
物なり。いはむや、多くの調べ、わづらはしき曲、多か
るを、心に入りしさかりには、世にありとあり、こゝ
に伝はりたる譜といふものの限りを、あまねく見合は
せて、後々には、師とすべき人も、なくてなむ、この道、
習ひしかど、猶、あがりての人には、当たるべくもあ
らじをや。まして、「この後」といひては、つたはるべ
き末もなき、いとあはれになむ。（20）

　
　しかしながら、琴は一つの調子の曲でも弾くのが困難
なのに、さまざまな調子の曲を弾きこなすことは非常に
むつかしいことであった。また、師とすべき人もおらず、
そこで自分としてはできるだけの譜を集め、研究し、習
得したのであった。だが、この尊貴な琴を後まで伝える
後継者もなく、まことに残念であると悲嘆するのであっ
た。
　もとより琴は中国における士君子の《右書左琴》、つま
り士君子の修めるべき教養であり、王家の光源氏にとっ
て、当然、学ぶべきものであったのだ。
　　
（3）和琴の音楽思想
　和琴とは、「やまとごととも呼ばれ、日本固有の音楽で
ある御神楽・東遊・久米歌・大和歌などの伴奏に用いる。
大陸起源の筝と似ているが、和琴は楽器としても日本固
有のものである。全長約193センチ、幅は頭部約13セン
チ、尾部約24センチ、厚さ約5センチの桐製の胴に、六
絃を張ったもの」（21）である。そしてこの調絃はいずれも
律旋である。山田孝男が、「されば、律旋が、本邦特有の
旋法にして、やがてわが国が律の国なりといはるる基ま
さしくここにありといふべし。而して、この音階は本邦
音階の基本的のものにして、わが国の固有の音楽の音律
は古代のものといはず、近世のものといはずすべて皆恐
らくは、この和琴の上に基礎をおくものなるべし。」（22）

と述べているように、和琴は日本固有の楽器であるのみ
ならず、和琴の持つ律旋は、本邦音階の基本となってい
るのである。
　『源氏』において。和琴は琴と共に重視された楽器であ
ることは、物語の中で琴が61回、和琴が51回現われてく
ることからも、琴同様、和琴が重視されていたことが分
かる。（23）
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「あづま」とぞ、名も立ち下りたるやうなれど、御前の
御遊にも、まづ、書の司をめすは、人の国は知らず、こ
こには、これを、ものの親としたるにこそあめれ。（24）

　
　和琴は御遊のさい、図書の役人に最初に搬入させる格
の高い楽器であり、「ものの親」として尊ばれたのである。

このものよ、さながら、多くの遊びものの音、拍子を
調へとりたるなん、いとかしこき。大和琴と、はかな
く見せて、きはもなく、しおきたることなり。（25）

　
　和琴は御遊において、あらゆる楽器の音や拍子を調え
る中心的な存在である。単純な楽器のように見えるが、
無限の深さを持っている故、重視されているのである。
　
「和琴こそ、いくばくならぬ調べなれど、跡さだまりた
る事なくて、なかなか、女の、たどりぬべけれ。さる、
琴の音は、みな、掻き合はするものなるを、乱るゝ所
もや」と、なまいとほしく、おぼす。（26）

　和琴は「跡定まりたる事なくて」とは、つまり和琴に
は琴と異なり、厳格な奏法がないということである。和
琴にとって唯一重要な奏法は、菅掻することにある。こ
れは一見、なんでもないように見えるが、合奏はこの菅
掻によって調えられるのであり、それだけに和琴の役割
は大きいのである。
　

まことに弾き得ることは、難きにやあらむ。ただ今は、
この内の大臣になずらふ人、なしかし。ただ、はかなき、
おなじ菅掻の音に、よろづのものの音、こもり通ひて、
いふかたもなくこそ、響きのぼれ。（27）

　和琴は菅掻するだけで、簡単なように思えるのだが、
同じ菅掻にしても味わいのある響きを創りだすことは、
困難なことである。

調べに従ひて、跡ある手ども、定まれる唐土の伝へど
もは、なかなか尋ね知るべきかたあらはなるを、心に
まかせて、ただ掻き合はせたる菅掻に、よろずの物の
音整へられたるは、妙におもしろく、あやしきまで響
く。（28）

　
　和琴には、唐土の琴のような厳格な奏法はなく、ただ、
菅掻きだけをすればよい。だが、上述したように、その
菅掻は微妙であり、しかも合奏を調える重要な役割を
負っているだけに、緊張が強いられるのだが、それだけ

に面白味もあり、楽しくもある。
　以上を通し、『源氏』における和琴の持つ特性が明らか
になった。だが、次の表を見る限り、当時の王朝文学の
中で和琴は『源氏』と『宇津保』を除くと、ほとんど現わ
れず、あまり重視されていなかったことが分かる。

表4　王朝文学にあらわれた絃楽器

琴（きん） 和琴 筝 琵琶

落窪物語 1 4

宇津保物語 303 16 36 45

源氏物語 61 51 56 41

堤中納言物語 2 1 2

浜松中納言物語 43 1 8 14

夜の寝覚 1 5 22 21

狭衣物語 12 1 12 14
中川正美『源氏物語と音楽』和泉書院　1991

　つまり当時において、和琴に対する関心が薄いことが
明示されているにもかかわらず、『源氏』はなぜこのよう
に和琴にこだわったのであろうか。それは和琴が『古事
記』や『日本書紀』に出てくる日本古来の絃楽器である
ことと、和琴の調絃が日本固有の旋律であったことが考
えられる。田辺尚男の「我国では主として鎌倉時代以後
に旋律の方が多く行はれた。平安朝初期の雅楽即ち支那
印度楽に於いては、呂旋と律旋とが相半ばして用ひられ
て居るが、雅楽に於いて通常呂旋律旋と称されて居るも
のは、ここに述べたものとは少し違っている。（中略）し
かし平安後期に於いて我邦で発足した声楽に於いては、
殆ど全く律旋ばかりであるといってよい、」（29）との指摘
は、我が国の音律が律旋であったことを示している。つ
まり紫式部は和琴が日本固有の楽器であることを誇示し
たのである。

ことごとしき高麗・唐土の楽よりも、東遊の、耳馴れ
たるは、なつかしく、おもしろく、波・風の声に響きあ
ひて、さる木高き松風に、吹きたてたる笛の音も、ほ
のかにて聞く調べには変りて、身にしみ、和琴にうち
合はせたる拍子も、鼓を離れて調へとりたる方、おど
ろおどろしからぬも、なまめかしく、すごく、おもし
ろく、（後略）。（30）

　かた苦しい高麗・唐土の音楽よりも、日本の東遊びの
音楽の方が身近であり、おもしろい。その上、自然の風
景に響き合い、優しさもあり、寂しさもあるが、同時に
楽しさもある。つまり高麗や唐土の音楽はそれなりの良
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さを持つが、自分としては日本の音楽の方が身に合うと
し、それを盛り上げるものとして、日本古来の和琴が取
り上げられたように思える。となれば『源氏』における、
自然の風景に響き合う音楽の美意識とは何か。

3　音楽の美意識
　

唐土には、「春の花の錦にしくものなし」と、言ひ侍る
めり、大和言の葉には、秋のあはれを、とりたてて思
へり。いづれも、時々につけて身給ふるに、日移りて、
えこそ、花・鳥の色をも音をも、わきまえ侍らね。（31）

　
　すなわち中国は「春の花の錦」つまり錦とは「五色の
糸で美しい模様を織り出した織り物」（漢語林）、いうな
れば、美しい色彩を持った整然とした空間的感情を好む
のに対し、日本は「秋のあはれ」、つまり静寂な時間的感
情を好むのである。小林久子によれば、「注目されるのは、
中国の詩文の世界と、日本の和歌の世界の好みの違いを
明確に説いていることである。」（32）と指摘している。と
なればこの『源氏』において展開される音楽的な世界と
はいかなるものか。それは自然との融和した感情を中心
に流れていく情感、つまり『源氏』の音楽は、「人間の心
情と自然とを反映し、それがひいてはまた自然へと波及
していく。源氏物語の音楽は人間の心情に染められ、自
然もまた音楽に染められて美的情趣の世界を創りだして
いる」（33）と讃えられているように、『源氏』における音
楽は、自然と人情との融和の反映であるといえよう。

月・花やかにさし出づるほどに、大御遊び始まりて、
いと、今めかし、弾物、琵琶・和琴ばかり、笛ども、上
手の限りして、折り合ひたる調子、吹きたつるほど、
川風、吹き合はせて、おもしろきに、月、高くさしあが
り、よろずの事澄める夜の、やゝ更くるほどに、殿上
人四五人ばかり、つれて参れり。（34）

　
　月の光の中での御遊の様子が美しく描かれているが、
まさに自然と音楽が解け合った、一服の絵が描きだされ
ている。

よく鳴る和琴を、調べとゝのへたりける、うるはしく
掻き合はせたりし程、けしうはあらずかし。律の調べ
は、女の、ものやはらかに掻き鳴らして、簾の内より
聞えたるも、今めきたる、物の声なれば、清く澄める
月に、折りつきなからず。（35）

　
　和琴の掻き鳴らす律の調子の音の流れが、秋の澄んだ

月とぴったり合っているとの叙述は、秋の月の美しさが
音楽によっていっそう輝きが増してくるのである。

冬の夜の月は、人に違ひて愛で給ふ御心なれば、おも
しろき夜の雪の光に、折り合ひたる手ども、弾き給ひ
つ、さぶらふ人々も、すこし、このかたにほのめきた
るに、御琴どもとりどりに弾かせて、遊びなどをし給
ふ。（36）

　冬の夜を好む源氏は、雪の光に調和する琴の曲を一人
弾いたり、また、合奏を楽しんだりしたのであった。

調べ殊なる手二つ三つ、おもしろき大曲どもの、四季
につけて変るべき響き、空の寒さ、ぬるさを調へ出で
て、やむごとなかるべき手の限り、とりたてて教へ聞
え給ふに、心もとなくおはするようなれど、やうやう
心得給ふまゝに、いとよくなり給ふ。（37）

　
　これは源氏が妻の女三宮に琴の伝授をしていた時のこ
とである。さまざまな曲が四季の変化によって、その弾
き方が異なることを伝授しているのである。
　以上の記述の内容は、音楽の自然との融和、つまり、
自然を深く感じ、その感情を背景に音楽を奏することが
謳われているのである。すなわちこれは和歌の美意識と
同質のものを感じさせる。

やまとうたは、人のこころをたねとして、よろずのこ
とのはとぞなれりにける。世中にある人ことわざしげ
きものなれば、心におもふことを、みるものきくもの
につけて、いいひたせるなり。花になくうぐひす、水
にすむかわづのこえをきけば、いきとしいけるもの、
いづれかうたをよまざりける。ちからをもいれずして、
あめつちをうごかし、めに見えぬおに神をもあはれと
思はせ、おとこをむなのなかをもやはらげ、たけきも
のゝふの心をも、なぐさむるはうたなり。（39）

　以上は『古今和歌集』の「仮名序」冒頭の部分であるが、
これは『詩経大序』の日本版であることは周知の事実で
ある。大序は前述したように「移風易俗」、つまり政治道
徳的な意識が強いのに反し、仮名序では情感的意識が強
い。能勢朝次によれば、「これはシナの国情とわが国の国
情との相違を明瞭に意識している国民的自覚のあらわれ
と見るべきであろう。」（39）と述べ、その相違を国情にあ
ると指摘する。音楽の場合も和歌同様、礼楽的意識の強
い中国音楽思想と、情感的意識の強い日本音楽思想の相
違は、まさに国情によるものと思われる。
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むすび

　音楽論と歌論との相違は、歌論はあくまで自国の思想
性を固持しているのに対し、音楽論は中国の礼楽思想と
日本の情感的思想とが共存していることである。『源氏』
はまさにこの二つの思想が共存していることを示してい
る。中川は「琴から和琴へ」とし、「源氏物語では、音楽
を秘琴中心の音楽から個性重視の音楽」（40）へとの変化を
主張しているのだが、はたしてそうであろうか。琴は礼
楽中心の楽器として描かれていたし、和琴は自由な発想
を持った楽器として描かれていた。だからといって琴か
ら和琴への変化を謳ってはいない。むしろその共存が謳
われているのである。つまり音楽には倫理的意識と、情
感的意識のあることが『源氏』において示されたのであ
る。そこには和歌と音楽との相違があり、音楽の持つ二
面性がここに明示されたのである。当時の貴族の教養に、

「学問や詩歌とともに、管絃すなわち音楽の教養がとくに
重んぜられていることを注目しなければならない。」（41）

との指摘の中で、特に音楽が重んぜられていたという部
分に着目する必要がある。そこには中国伝来の礼楽思想
と共に、日本古来の天詔琴思想、つまり『古事記』に記
された和琴の神秘性（42）等に音楽の徳性が示されている。
いうなれば、音楽には他の芸能に比して、倫理性が重視
されていたのである。
　そこで最初に戻り、蕃山と宣長の論じた『源氏』の音
楽思想は、それぞれの主張の厳密な検証を避けるならば、
両者の言い分は二面の一面だけの主張にすぎない。つま
り『源氏』の音楽思想は上述したように、二面を持って
成立しており、この思考は音楽の持つ本質を表わしてい
る。紫式部はそれを明確に把握していたのである。
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