
】枕詞について｣
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l古代の韻文､特に和歌の修辞法の一種｡ (中略)一定の語句の上に固定的について､

これを修飾するが､全体の主意に直接にはかかわりないもの｡被修飾語へのかかり方は､

音の類似によるもの､比喰 ･連想や､その転用によるが､伝承されて固定的になり､意味

不明のまま受け継がれることも多い｡この修飾を使用する目的については､調子を整える

ためといわれるが､起源ともかかわって､関越は残るj

1994年､国際交流基金の研究生として半年はど堺市に留学していた｡言うまでも

なく､研究テーマは枕詞だった｡

ある日､富田林市の教会で娘の学校についてお話した時､マット･ウンドゥという言

葉が出てきた｡マット･ウンドゥとは～̀と私には､漢字を頭に入れて考えていたのでなか

なかわからないものだった｡外来語ですか､と聞くと､いいえ､ウンドゥは運動ですが､

マットは英語かな､という答えだった｡それでもそのマットはちっともぴんとこなかった

ので私は諦めて､

｢まあ､いいですよ｡マットがわからなくても､何々運動であることはわかりました

｡ちょうど枕詞と似たような感じですから､その内枕詞になってしまうかも知れません｡

｢あしひさの山｣と同じ｡山は山ですが､ lあしひさの｣は意味不明で､しかもいつも山

類にかかります｡マット運動が英語･日本語の組み合わせであるように､ l◆ぁしひきの山

j なども､ひょっとすれば同じような過程を辿って成立されてきたのではありませんか｡

｣と何となく軽く言い捨てた｡

マットはいつも運動にかかる言葉だとすれば､このままカタカナ･漢字で書くとわか

りやすいだが､もし両方漢字 (万葉時代に万葉仮名)で記した場合､どういうことになっ

ただろうか､と興味深い話題であるに違いない｡

枕詞に対する私の関心は和歌という､そのきわめて短い形式と密接な関係にある｡

57577の内に枕詞一句､場合によって二句もついている歌がけっこう多いようである

｡例えば､

あかねさす

日は照らせれど

ぬばたまの

夜渡る月も

隠らく惜しも

(万葉集､巷2の169)

この歌の第-句と第三句が枕詞なのです｡枕詞とは r意味不明の修辞J､ l全体の主

意に直接かかわらないもの｣､ ｢調子を整えるための言葉｣とされてきた (日本国請大辞

典､小学館)ものである｡従って､日本では現代語に訳さないように (?ち)するのかよ

くある (某古語辞典)ことだから､歌の内容は結局､

日は照らせれど

夜渡る月も

隠らく惜しも
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になってしもうのではないか｡

けれども､左句でしか成り立たない和歌に意味のない句がありうるだろうかO人間は

制擬されたスペ-スと時間しかないと無駄な表現はせずt.むしろ逆に､一語-一語､-一字一

字を良く考えてから選んで､貢現するのではないたろうか｡それを前提に､枕詞には意味

があるはずだ､と私は何となく今日に至るまで信じて来たO

金子武雄氏の ;称詞､枕詞､序詞の肪究｣によると､枕詞を基本的に次のような三種

類に分 けるこ と がで きる｡

1.意味関係によるもの｡ - --- 線路式枕詞と呼ぶことにする0

2.音声関係によるものL) - - -- 蘭書皮複式枕詞と呼ぶことにするi=,

3.意味 ｡音声関係によるもの｡ 一一一一-一一-- 掛詞式枕詞

しかし､意味がわからず､従ってそのかかる語との関係も明らかでない枕詞が､数多

くあるようだ｡ ｢あしひきのj､ !いさなとりj､ lそらみつ｣㌔ tたまきはるj o ｡o

この枕詞のグル--ブには私は一種の磁石性を感じているようで､帝に iあしひきの｣

という枕詞に､強く弓済､れているo万葉集に呈日3例もある 室あしひきの｣がさすがに i

枕詞の王j とも言えるべきであるLDそのほとんどが山一ある川 ま山に関係あるもの tl岩､

束の間､葛､,lもつ蜂などIiにかかるのに決まっているが､教を訳す暗にそれをどういうふ

うに訳 したらいいのかが､輿昧深い間蛙なのであるO

万葉集甲鞘にはもうすでにその原義が本明になっているようで句 ;山をあえぎつつ屋

を曳いて登る｣とか､ i山の裾の長く延えた義｣とかいう､朴柄植民の解釈によると ｢あ

L j は ｢恵 L j で､ 招--き｣は形容詞語尾 r｡ O ｡しき- ｡ ｡ Oのような や ｡ ｡ C である

ところの｣の古形 ｢ひき｣なのであるOそれはさらに !足をひきずりながら苦労する賓｣

を連想させるなどの定説もあるが､李寧照氏の Jもうーつの万葉集j と ｢枕詞の秘密｣と

いう本によると､枕詞を古代韓国語で読んでみると､ T語義不明｣とか t難訓｣のもの､

ほとんどすべてを解読することができるそうであるO枕詞にはきちんとした意味もあるし

､それによって歌全体も､従釆の解釈とは違った､新 しい意味を持っようになるO

｢今日 ｢万葉集｣の名で広くよまれているもの､それは ｢平安万葉集｣と呼ばれるべ

きものです｡なぜなら､これらは万葉仮名で表記された韓国語を､日本語であるという前

提に立って再創作した歌集であるからです｡ j

lp一部万葉人は韓国系の渡来人だったのでしょうかOそれとも韓国語で歌を詠む風潮

が当時の流行として日本知識人社会を風塵していたのでしょうか｡｣

(李寧難民の Tもうーつの万葉集j より)

又､多くの場合､同じ古代韓国語でも読み方が二通り､表詠みと裏詠みがあるそうで

､表向きは性愛描写の歌なのに､裏向きは撤鋤のメッセ-ジになったりする｡この二重構

造性を従来の解釈 (いわゆる 王平安の万葉集｣)と合わせると､場合によって r三つの万

葉集｣にもなるのではないか｡従って万葉の歌を訳すとすれば､その三つとも訳さなけれ

ばいけないように思われてならない｡そう思いながら､試みとして 107首と108首と

を母国語､クロアチア話に訳してみた｡
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巷2の107首 :

吾平待跡君之活計武足日木能山之四附二成益物乎 (原詩)

i.従来の読み方 (a)と解釈 (b)

a)あしひきの山のしずくに妹待っと我立ち濡れぬ山のしずくに

b)妹を待つとてたたずんでいて､私はすっかり山のしずくに濡れてしまった

(日本古典文学体系)

クロアチア語訳 Mislio sam da c'esv doc'i,

cvekao te u planini.

Ki昌ne kapi mocy'ile me,

kisvne kapi smocvile me.

2.韓国語で読めば (表詠み -一 性愛描写)

ぎ長枕を腰にあてるとまらは､しめつけられすぐ行こうとします､はとをしっかりあわ

せて下さい､ほてりまらが吹き出そうとします､まらが行こうとするのです. ｣

(李寧照氏の 】枕詞の秘密｣より､P.42)

Podmetni,draga,jastuk pod bedra
′ ′●

l ja cu odmah u tebe ucl;

namjesti tijel° tocvno ispod mene

da moja musvkost u tebe krene-

uh,mogao bib ovog ilena puc'i!

3.韓国語で読めば (裏詠み - 政治的なメッセ-ジ)

F持続天皇らが山辺を殺そうとしているので (掃えようとしているので)､持続天皇ら

に対抗し早急に事をおこしてほしい､山辺を殺そうと (掃らえようと)しているのです｡

(李寧難民の ‡枕詞の秘密｣より､P.43)

Nasea vrla carica

smaknutま te miら1i.

yamanobe,drzvi se一

me daj glavu svoju,

vec' brzo nesvto smisli.

巷2の108首 :

足日木乃山之四付二妹待跡吾立所姑山之四附二

且｡従来の読み方 (a)と解釈 (b)
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盈)我を待っと 君が濡れけむ あL.ひきの 山のしずくにならましものを

b)私を待とであなたが腐れたという山のしずくに私がな釣るものならはよかったのに

(日本古典文学捧系)

クロアチア譜訳 K isvne kapi smocJile te･velisvl
′●

cYekaiu占 i mene u piaJ-1ini:

efTi 手 蔓to f! is a fri j 星 ta i-ttaE3-日 呈C毘 b量皇a′

sreina g to je u ivojoj bitzini!

望｡韓国語で読めば (表詠み - 性愛描写)

｢おいでなさい､私にあわせて大きいそのはさみをお入れなさい､長枕はいきり立って

いる生ばきみを行かせようとするようですね､立ち上がり相対してはさみましょうかO ｣

(李寧軽蔑の i枕詞の秘密j より､P.52;1'

D a3達 i 旦 君主盈mjeTS冒 g凱 S隻av旦 藍急 態 me罰 e --

na jastuku ve日 量toTZT主vo biさe tvoAe,

u.zbu諾en0 -- 0mO b量 da k㌃ ene,
I.

言-Hj tja pL-kusYIH!11O LI SL｡jt.滝 elH Sとi1､･日J'L-

3か韓国語で読めば も裏詠み - 政治的なメッセ-ジ,3

｢出ていち-｡し争いませ､持続天皇ら立ち向かい太改新の旗をお上げなさい､,蟹女らは

山辺皇女を亡き者にしようとしています｡立ち上がり栢対しておたたかいなさいませo A

(李寧鰐氏の ｢枕詞の秘密lより､㍗.53)

Izadi,razvij zastavu bunta
l戸 ｡

主 Carici se na岳o j suprotstaviこ

ustraj u borbi do samog kraja.

jer ona princez i radi o glavi.

三つとも全く違う内容の歌で - いや､三つの歌であると言った方がいいかも知れ

ない｡漢字以外の文字なら考えられないことだろう｡

もう少し例を上げると､枕詞の内､ ｢｡｡｡｡のJのついた枕詞も非常に多い -

四割ぐらいに昇るが､その は (の)は韓国式音読みで ｢ジj となる｡ l｡ ｡ O｡しょう

｣という意味の語尾である｡だからこそよく使われているのではないか､と思われても不

自然ではないだろう｡

又､イナムシロという枕詞がある｡漢字表記には伊奈武思侶､伊奈牟之呂と伊奈宇之

呂とがあるが､ちょうどムバタマとウバタマが､ヌバクマのと同じである (て言われてい

る)ように､前者の三つとも同じ枕詞であるとされてきたが､李寧無氏の古代韓国語読み

によると､つぎの通りである｡
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伊奈武息侶 (イナムシロ)E3 イネムシロ ー すぐ攻める

伊奈牟之呂 (イナムシロ)や イネモッガロ ー すぐ行けぬ

伊奈宇之呂 (イナウシロ)C9 イネウジロ - すぐ泣き出す

言い換えると､原詩の漢字表記に充分に気をっけなければならない｡先程述べたヌバ

クマノ､ムバクマノ､ウバクマノも､古代韓国語で調べたら､多分それぞれ意味が適う､

ということもありうるだろう｡

その鮭史的な背景を少し述べると､

｢古代日本に流入した海外移住者のうち絶対多数を占めていたのは百済人であるとさ

れ､その第一の集団渡来の波は403年から409年の闇の6年間 (396年､百済は高

句麗の広開土王つまり好大王によって殆ど滑減に赦した)に､ 第二の波は665年から

669年の間の4年間 (百済は660年､高句麗は668年､新潅により滅亡された)に

押し寄せた｣と思われる｡ (!東方学志｣61号より)

この渡来人は王族､高官､学者､芸術家､軍人 (二十万とも推定される)など､いわ

ゆる先端技術を有するエリートたちで,当然ことばと文字を日本に持ち込んだ.けれども

､当時唯一の文字であった漢字がもうすでに四世紀末に日本にもたらされ､七世紀後半に

は大分日本化された音訓で読まれていたと思われる｡

以上のような漢字の使用状況の中で万葉集などの古典における難読のところが多く､

舌代韓国語で読んでみないかぎり､その解釈はいっまでも不可能であるかも知れない｡

まとめに

意味未明のまま受け継がれてきた枕詞は多く､李寧照氏の作品によって生命力を与え

られた｡古代韓国語だったからこそ読めなくなったのではないか､と｡私にとって非常に

刺激的な発見であった｡むしろ古代日本の方が国際的だったのではないか､と私には何と

なく思われた｡

これから､翻訳を兼ねて万葉集における韓国語の影響をもっと調べていきたいと思っ

ている｡

なお､漢字の甲･乙類の区別についてもちょっと調べていく必要があると思う｡但し

､この甲･乙類の区別は何の資料を元に研究すればいいのか､というのが問題である｡甲

類の方が古いということだけが明らかのようだが､それも多分､漢字の韓国語式の読み方

で､それなら乙類は日本式の読み方で､区別や便宜なために付けられたのではないか､と

私にはどうしても思われてならない｡

そしてそういう研究によって､当時の渡来人と日本人の便持した漢字のちがいが (万

葉仮名に)もたらした影響にも日を向けていかねばならない｡
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