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﹁霜夜﹂は霜のおりた寒い夜 ︒﹁かこふ﹂は外の力が及ばないように周囲をふ
さぐことから︑守りかばう意となる ︒﹁野馬﹂は放し飼いにしてある馬︒囲わ
れてはい ない野 馬の親子 が︑寒 さのた めお互い を﹁か こふ﹂と したと ころに︑
表現上のおもしろさがある︒なお ︑﹁霜﹂は初冬十月のものとして扱われる︒

印苔﹂︵﹃続猿蓑﹄︶のように︑暑い日に行う

其 角 ﹂︵﹃猿蓑 ﹄︶な どに通

の中と見ることもできる︒なお︑季吟は﹃山之井﹄で﹁霜﹂の詠み方を解説し︑

う 情が認 められ る︒一方 ︑漢詩 ﹁楓橋夜 泊﹂の 影響を想 定すれ ば︑停 泊した舟

舟 で︑﹁ 淀にて ／はつ しも に何と およる ぞ船の 中

してかざすと趣向した︑と見てよいかもしれない ︒﹁夜舟﹂は夜間運行の乗合

お 互いを見 立てに も用いる ことか ら︑こ こも︑月 光に対 してかざ す扇を 霜に対

のが一般で︑それを霜夜の行為としたところが作者の工夫 ︒﹁霜﹂と﹁月﹂は

つ き 日 や 扇 を か ざす 手 の ほ そ り

した 寒さの表 現 ︒
﹁扇をかざす﹂は光や視線などを避け扇で顔を遮ること︒﹁あ

﹁霜ふか し﹂は 和歌・ 連歌・俳 諧を通 じて散見 され︑ ここは霜 夜のし んしん と

霜 が深くお りてい る︒その 冷たさ に対して ︑夜舟 の中で扇 をかざ してい る︒

右

＊

親 と子の 野馬が︑ 霜夜の 寒さから お互い を守るよ うに身 を寄せ 合ってい る︒
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﹁ 霜夜はこ とに空 さえて ︑月の光 りもさ むけだち ︑風も みのいり て︑ね びえお
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︵判詞︶

どろく 心ばへ﹂ と記し ている︒

﹁物 いはぬ四 方のけ だものす らさへ も哀れな るかな や親の子 を思ふ ﹂と︵ 実朝が︶ お詠み
に なった︑ この歌 をより どころに 読むと ︑野馬︵ の親︶ の子をい たわる 姿が︑ 切実なも の
として 迫ってく る︒右 の句も ︑そんな ことも あるだろ うと思 わせるも のなが ら︑左 の句が
﹁も のいは ぬ⁝ ﹂は ﹁慈 悲のこ ころ を﹂の 前書を もつ源 実朝の 歌で ︑﹃金槐 和

きわ めてす ぐれてい るので ︑負け であるだ ろうね ︒
＊
歌集﹄では第三句が﹁すらだにも ﹂︒果たして︑芭蕉はこれを左句の典拠とし
て 指摘し たのか︑ どうか ︒当時︑ この歌 が広く流 布して いたと は言い切 れない
ことか らも︑ 典拠の指 摘では なく︑句 から想 起したの がこの 歌であ る︑と理 解
しておきたい︒﹁便して﹂は手がかりにしての意で︑ここでは芭蕉がその主体
というこ とにな る︒
﹁せ つなり﹂ は︑深 く切実 な様子で あるこ とや︑そ のよう な情がこ もって いる
こ とに 対し てい う語 ︒﹁ 深切 なり ﹂と 同義 の語で あると 見てよ く︑﹁ 深切﹂ は
徳 利 狂人 い た は し や 花 ゆへ に 社 ／ 右

桜 狩け ふ は 目

天和期 前後の 芭蕉を考 える際 の︑鍵と なる語 の一つ ︑たとえ ば ︑
﹃俳諧合﹄﹁田
舎﹂五番の判詞で ︑﹁左
黒のし るべせよ ﹂に対 し︑次の ように 記してい る︒
徳利をいだいて花にたはぶるる狂人 ︑深切也︒又︑目黒が原の遠のさくら︑
尤 やさし ︒上野 ・谷中の さくら を見つく したる 体︑言葉 の外に あらは れた
り︒両 句︑幽 玄︑差 別なし︒
夢と 成し骸骨 踊る荻 の声﹂に 対し︑

﹁さもあるべし﹂も判詞に使われる語で︑﹃俳諧合﹄﹁田舎﹂十三番では︑﹁左
袖の露 も羽二重 気には ゐぬもの 也／右

羽二重の袖の露は︑﹁貴人の心に秋至らず﹂と作れる詩の心を思ひよせら
れたるに や︒右 また︑骸 骨の荻 の声をか りたる ︑さも あるべき 事なが ら︑
左の 感浅から ず覚え 侍る︒
と あり︑ 芭蕉の場 合︑一 応は認め ながら ︑相対的 に負け と判定す る際に 用いて
いるこ とが︑こ こでも 確認で きる︒
﹁秀 逸﹂も また判詞 に多用 される 語で︑や はり﹃ 俳諧合﹄ におけ る芭蕉判 詞の
中にも見られる︵例示は省略 ︶︒では︑右の句を退け︑左の句を﹁秀逸﹂とし
た理由は何か︒第一に︑霜夜の寒さから身を守る点で ︑両句は共通するものの︑
右 が自分 のための 行為で あるのに 対して ︑左は 親子のか ばい合 う姿をと らえて
いる点︒実朝歌を髣髴させることも含めて︑そこに ︑﹁せつなり﹂と感じさせ
るも のがあ るとい えよう︒ 第二に ︑どちら にも観 念的で言 葉遊び に通じ る側面
はあるも のの︑ 左の﹁ かこふ﹂ ではそ れが句の 背後に 隠れ︑一 句とし て自然 な
情景 句ともな ってい るのに 対し︑左 の﹁霜 ⁝扇をか ざす﹂ にはそれ が露骨 であ
る という 点︒ここ に芭蕉 のめざ す方向が 垣間見 られるの だと思 われる︒
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