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︵天和 ﹃虚栗﹄上冬︶
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3

政氏 ﹂︵延宝

﹃詞林金玉集﹄一四︶のように︑狩人が山を廻るさまを詠んだ句も散見される

して言い立てた趣向である︒また ︑﹁よこ引や山又山に山めぐり

﹃虚栗 ﹄所 収︑其 角の 句は︑ 犬を連れ て豆腐 を買った ことを ことさ ら夜興め か

ひい

犬引 てとうふ狩得 たり里夜興

そ れらは︑狩に 伴う犬の様子 を詠んだ句が 多い︒

を詠 むこ とが多 い︒ 求め得 た例は ︑寛文末 から延 宝期のも のが中 心である が︑

としてよいであろう ︒﹁夜興﹂の題では︑狩に伴った犬や猟師の狩りをする体

節 用集﹄ には ﹁猟師 ノ用 いる所﹂ と注が あるの で︑猟師 言葉が 一般化し たもの

従名 物考﹄ によ れば ︑近畿 地方の方 言とい い︑また 享保二 年に出た ﹃書言 字考

が 犬を 引いて 山に 入り ︑狸・狐 などの 獣を捕る ことを いう︒時 代は下 るが﹃ 類

にあ るよ うに ︑俳諧 におい て詠ま れるよう になっ た季題 である︒ 冬の夜 ︑猟師

﹁夜興﹂は ︑﹁夜興引﹂ともいい︑冬十月の季題 ︒﹃毛吹草 ﹄﹁誹諧四季之詞﹂

かに も獲物を待 って茂みにじ っと身を潜め ている夜興ら しいではな いか︒

我が 笠が 月の光 を遮って ︑皎々 と冬の山 間を照 らす月 夜である ことを 忘れてし まった ︑い
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勢

よ り も ず い ぶ ん後 の 例 で は あ る が︑ 月 を 勢 子 ︵鳥 獣を 狩り 出し ︑縄 や板 など をも っ

明け方に出る下弦の三日月に︑思わず眠りを催すと詠んだ挙白の句︑
﹃続の原 ﹄

夜興

横 引の背子に も立か今日の 月

2
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が︑中でも 次の二句は左 句の趣向と 関係が深い︒

7

＊

右

て射手の方へ追い込む者︶とみる紫道の例など︑夜興に月を詠む趣向は ︑
﹁ 夜興 ﹂

の詠み 方の 一つと して 自然な 着想であ ったの である︒ そうい えば︑去 来が芭 蕉
は夜 興引 につい て知 らない だろうと 勘違い して︑ 狩の獲物 となる 猪が戻っ てく
ゆく

去 来﹂とい う月を 取り合わ せ

る のを 待つ夜 興の ことを 芭蕉に 説明した という エピソー ドが﹃ 去来抄 ﹄に載っ
寝

ている が︑ その 句も﹁ 猪のね に行か たや明の 月
た句で あった︒
この句 ︑﹁夜興﹂と﹁月﹂との取り合わせは︑右に見たように自然な着想であ
るが ︑一句 はそ れを自 分の笠 が頭上 を覆っ ていて︑ 月夜で あること を忘れ てい
た として ︑新 しい作 意を 月との関 係に見 出そうと した詠 であろ う︒芭蕉 の﹁命
なりわづかの笠の 下涼み ﹂︵延宝 ﹃江戸広小路 ﹄︶の句があることを思えば︑我
が顔 の部 分ばか りは 月が射 し来ず︑ 闇にい るとま では︑言 えよう ︒しかし ︑冬
の月は︑木の葉も落ち尽くした山を皎々と明るく照らし出している ︵﹃和歌題林
抄 ﹄︶︒それを笠を被っているゆえに﹁月夜﹂だと忘れているとは︑巧みすぎた

詠とい うことになろ う︒

い ったい どの 狸が得だ ろうか と︑その 得失に 夢中にな った狩 からふ と我に返 ってみ ると︑
﹁ い づ れ ﹂と は ︑ 例え ば ﹁ いづ れ う は葉 下 荻の 露あ ら し哉

周桂 ﹂︵﹃発句帳﹄︶

狸どころか︑ 連れてきた大 切な犬さえ どこにも居な くなってしま ったことだ︒
＊

の よう に︑複 数の 中から 一つを 選択する 文脈に おいて 用いられ る︒し たがって
﹁い づれ狸 ﹂と は︑ど の狸を 捕ろう かと得失 に夢中 になって いる様 を言っ たも
の と解せ よう ︒その 得失に 夢中に なった 狩から覚 めてみ れば︑犬 もどこ にもい
ない︑というのである︒なお ︑﹁犬﹂と﹁狸﹂は︑例えば﹁犬たでやかみつく
徳元 ﹂︵﹃塵塚誹諧集﹄︶︑あるいは時代が下るが﹁犬にとられし狸わり

銀獅 ﹂︵﹁羽織着て﹂五十韻﹃新雑談集﹄︶と詠 まれるよ うに︑犬が追い 立て

膳の 狸 汁
なき

て狸を 捕る 狩の様 子を 自ずか ら表して いる︒ ここも︑ 猟の﹁ 犬﹂と ﹁狸﹂を 詠
んだと ころが︑題﹁ 夜興﹂を廻し て詠む形にな っている︒
﹁ 犬も なし﹂ の﹁ もなし ﹂につ いては︑ 山根清 隆氏に 連歌の用 例につ いての詳
細な分析がある ︵﹃心敬の表現論﹄桜楓社︑昭 ︶
︒俳 諧にお いて の﹁も なし ﹂は連

ものと解 しておく︒

すでに 見て きたよ うに ︑狸を追 って夢 中にな っている 猟師の 様子を言 いとっ た

失／覚めて⁝⁝﹂と︑中七を割っての解釈となり︑無理がある ︒﹁得失﹂は︑

学 大系﹃元禄俳諧集﹄脚注︶
︒左句と 状況を合 わせた解 釈である が ︑﹁いづれ 狸得

っ た︒ 目覚め てみる と連れて いた犬 がいな い﹂と解 釈され ている ︵新日本古典文

ある︒大内初夫氏は ︑﹁狸の出てくるのを待っているうちについ寝入ってしま

なお︑この﹁得失﹂を ︑﹁狸﹂は得たが﹁犬﹂をなくした意と解する見方も

利い ているのであ る︒

﹁犬 ﹂が いない とい うこと への唖然 とする 思いと︑ 犬をそ こここ に探す目 とが

は 受 け 継が れ てい る ︒ 単な る 否定 で は なく ︑ そこ に 当然 こと な がら いる べ き

歌 と同列 には 扱えな いが ︑思い入 れの深 さを読者 に喚起 する﹁も なし﹂ の機能
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︵判 詞︶
左の句 ︑茂 み深く分 け入っ て身を潜 める狩 人のあ りさまが 読み取 れるが︑ その描 写に不審
な点がある︒右の句も︑句の姿は強く︑言葉も巧みに用いているが ︑﹁得失﹂がよく分か
らない︒まさに﹁いづれ⁝⁝得失﹂︑左右どちらが優れ︑どちらが劣るとも分けがたい︒

左句の 世界 を︑笠 を被った 猟師が ︑茂みの 中に深 く入り 込んで獲 物を待 つ様

よって︑持 とする︒
＊
子を 描いた もの として 芭蕉は 理解し ている ︒おそら く﹁我 笠に月夜 忘るる ﹂と
い う言い 方に ︑内に じっ と籠もっ た感覚 があり︑ それが ︑茂み に深く潜 む猟師
を芭蕉 に思 い描か せた のであ ろう︒一 句の読 みに際し て︑ど ういう状 況でそ の
言葉 が発 せられ たの かを考 え︑その 表現を リアル にイメー ジして ゆく芭蕉 の読
み方 がよく示さ れている句評 だと言えよう ︒
﹁い ぶかし き所 ﹂とは ︑ここ では︑ 狩人の姿 につい て訝しい といっ ているこ と
にな る︒ 大内 初夫氏 は︑そ の点を ﹁自分の かぶっ た笠に 月夜を忘 るると いうと
大 きな 笠をか ぶっ てい る感じが あり︑ 茂みに分 け入る 夜興引か ら考え ておか し
い ﹂︵前引﹃元禄俳諧集﹄脚注︶と解説する︒だが︑笠の大きさを訝しいといって
いると解するよりも ︑﹁月夜忘るる﹂という表現を訝しいと言っているのでは
ないか ︒つ まり︑ 笠で 月夜だ というこ とを忘 れるとい うこと は︑辺 りを明る く
照らしているように見えないということで︑そんな暗い薮の中に身を潜めては ︑
獣 も見 えない ので はない か︑と いうので はなか ろうか ︒句の注 にも示 したよう
に︑冬の月は辺りを皓々と照らし出す ︒﹁月夜忘るる﹂はその本意をも外して
しまう 巧みすぎた表 現だった︒
右 句の 評言 ﹁すが た強く ﹂は︑ 夜興の様 子を直 接あり ありと詠 んでい ること
をいい︑また ︑﹁言葉もたくみに﹂とは ︑﹁もなし﹂の長高さ ︑﹁いづれ⁝⁝﹂
というインパクトを評価している︒すでに句注で示したように ︑﹁いづれ﹂は
連歌以 来の 常套的 な措 辞であ り︑また 二者の 比較も基 本的な 詠み方 の一つで は
あった ︒﹁もなし﹂が連歌で多用された切字であることも︑論を俟たない︒そ
れを︑﹁いづれ⁝⁝﹂と強く言い出し︑また︑
﹁ 夜興﹂ の題を廻 して︑ 直接それ
と詠 み込ま ずに 表現し た巧み さを賞 したので ある︒ ただし︑ 右句に ついて は︑
﹁ ⁝⁝侍 れど も︑其 得失 我もわき がたし ﹂と述べ ていて ︑評価す べき点 はある
ものの︑難点もある︑と言っている ︒﹁其得失我もわきがたし﹂とは︑句中の
﹁得 失覚 めて﹂ の﹁ 得失﹂ が︑どう いう得 失なのか ︑読者 にはっ きり伝わ って
こな いことを指摘 しての言辞 だろう︒
﹁其得 失我 もわき がた し﹂は また︑左 右両句 の優劣 が付けが たいこ とを︑右 句
の言 葉を 用いて 洒落 た表現 でもあ る︒互い に︑そ れぞれ見 るべき 点はあ るが︑
不 審の 点︑今 ひと つの点 がある という ︒左は︑ 自分の 笠によっ て月夜 であるこ
とを 忘れた とい う表現 に︑茂 みに深 く身を潜 めたあ りさま の表現と して納 得で
きないという︒右は ︑﹁得失覚めて﹂の意味がとりにくいところが難点であっ
たろう︒結局 ︑﹁持﹂すなわち勝負なし︑ということになったのである︒

-3-

