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不卜 の第三 撰集︒ 貞享五年 ︵一六 八八︶序 刊︒半 紙本二冊 ︒上巻 は句合 ︑下巻は
歌仙と諸家発句 ︒句合は ︑春・夏・冬が一二番 ︑秋が一一番の計四七番︒判者は ︑
春・ 素堂︑夏 ・調和 ︑秋・ 湖春︑冬 ・桃青 ︵芭蕉︶ が担当 ︒今回と りあげ る芭蕉

落葉

の 判詞は ︑貞享四 年の冬 に書か れたもの である ︒

持
風水
松濤

中 ︑目に 見えたる 切字な し︒五文 字にて

のた けもゆた かに聞 え侍る︒ されど も句

右又︑山 もあら はなるふ じの詠 め︑一句

左 リの句︑景気微細に心を付たり︒

みさい

落 葉とて富 士のつ ゞきに 塔ひとつ

右

落 つかぬ 木の葉 にあたる 雫哉

左

一番

︿ 本文﹀
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左

持 ︵引き 分け︶

︿ 現代語 訳﹀

える︒
木の葉は︑枝についている状態では雑︵﹃俳諧御傘﹄など︶︒﹁落葉﹂という季
題 で読ま れている ので︑ 散って いる様で あるこ とがわか るが︑ 散りゆく 様であ
るとも ︑散り 落ちてか さかさ と動く 様である とも︑ どちらと もとれ る︒

木々 は葉を 落とし︑ 遠くま で見渡せ るよう になった ︒遥か 向こう の富士の 続きに 寺院の塔

右

＊

は らはらと 散って 落ち着か ない様 の木の葉 ︒その 落葉に梢 から落 ちる雫 があたる 音が聞 こ

落葉

を難じて 持に 定 侍るべき か︒

さだめ

るべ きにや ︒なを分 明なら ざる

ふんみょう

云残し たれば ︑きれ字 をくは へて見

いひ

11

﹁塔﹂はお寺の塔︒漢詩題ともなっている︵﹃円機活法 ﹄︶︒高さをイメージし

が 一つ見 え︑そ れぞれに 高さを 際立たせ ている ︒
＊

て 詠まれる ことが 多い︒
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︵判 詞︶
左の句は 景色の 美しさの ごく細 部に目を とめて 詠んで いる︒右 もまた ︑和歌に もいう ﹁山
もあ らは﹂な 様の富 士の美し い眺め を詠み︑ 句の品 格もゆっ たりと のびの びしてい ると感
じ られ る︒ けれ ども ︑句 の中に はっ きり とし た切 字が ない ︒︵ 上の︶ 五文字 で︵﹁と て﹂
という ふうに︶ 言い残 したの で︑ここ に切字 を加えて ︵＝切 れがある と考え て︶読 むべき

﹁微細 ﹂﹁分明﹂は ︑﹃日葡辞書 ﹄﹃書言字考節用集﹄などによって︑﹁ミサイ﹂

だろ うか︒ やはりは っきり としな いという 点に難 があるの で︑引 き分けと するべ きであ ろ
うか︒
＊
﹁ フンミ ョウ﹂と 読む︒
﹁山もあらは﹂は ︑﹃新古今集﹄の﹁冬のきて山もあらはに木の葉ふりのこる
松さ へ峰に さびし き﹂をふ まえた 表現であ るが︑ 歌が山の 木々が 葉を落 とした
様である のに対 し︑句 は近景の 木々が 葉を落と して︑ 遠景の富 士や塔 がよく 見
える 様を詠ん でおり ︑意味 を転じて 用いて いる︒
ま た︑切 字そのも のの有 無につ いて問題 にして いるとも とれる が︑名目 の﹁切
字﹂の有無にこだわらない芭蕉の切字観はよく知られている︒既に貞享二年に︑
﹁ 辛﨑の松 は花よ り朧にて ﹂の吟 が芭蕉に あり︑ ここも ﹁切字﹂ とは言 ってい
るもの の ︑
﹁切れ﹂ につい て問題に してい ると考え た方が よいよ うに思う ︒
なお ︑右の 解釈では 切れを 上五にあ るとし て訳した が︑中 七にあ るとする 意見
も あった ︒傾聴 すべきと 思われ るが︑と りあえ ずこのま までお く︒
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