架蔵箏組歌本葬今のくみ﹄の位置づけ
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架蔵箏組歌本え今のくみ﹄の位置づけ

一はじめに
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今回一部影印および全文の劉を添えて紹介するのは︑元禄十五年(一七0二)与写された︑架蔵の元今のくみ﹄

と誓れ会本(第糾歌本)である︒これは江戸時代前期に完成されたとされる箏組歌(いわゆる八橋十三組)のテ

キストを王に観賞用に当子したと考えられるもので︑この時期串組歌本が基本的には独習用倫本として板行さ
れたとおぼしきものがほとんどであるのに対して︑佃人的な使用目的に沿って︑美しい繁敵テキストとして製作さ
れたと思われる点︑さらに装丁が折帖仕立てとなっている点が珍しいものである︒さらに繁契上から見たときに︑

本書の存在は︑内容と歌詞R同という点からは︑一般には八橋検校が作り上げたとされる第組歌の成立史・享受
史のぢ祭に幾らかでも寄与することになると思われる︒ちなみに︑歌謡プキストが轡写されて残る理由は幾つか老

えられるが︑おおよそは伝授(伝承)倫︑一契のための心覚え︑教習の為の手引きである︒特に箏組歌本に関し

て言えぱ︑野されるものはほぽ全て独習用倫本(もしくは教材)である︒その他の写木は絵の証であること
多い︒もつとも17世紀から18世紀初頭にかけて︑あまりたくさんの本が残っているわけではない︒
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まず霊今のくみ﹄の体裁から紹介する︒
は縦約15
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の折帖である︒表紙・,︑炎鰹<に緤色に染めた紙を那地の絹布でくるみ︑そ

こに綏綱彩色の手法で丹緑を用いて牡丹一輪が︑・釜相莱文風の意匠で揣かれている(写十共1Ⅱ参照^︒題名元今のくみ﹄

は表紙中央の牡打の上に畄郭を書いた打ちイ寸け書きだが︑単判内にも綬細彩色が灰力になされていて︑立体的な表

Wなっている(写?倫一)︒表紙・一尖紙共︑縁辺の絹布は剥落している︒投しには草L様刷りの紙(おそら
く千代紙の類)が使われているが︑ここには押印・署名などはない^写真ⅢⅣ参照)︒

木文料紙災棄云母刷りの鳥の子紙︑ただし︑染筆は表而のみ︒各頁(折の表裏)六行ずつの界線か角筆で引か
れており︑文字はその問ないし線上に︑各頁六S七行で組名と歌詞為されている︒全一十六折(現代風に言えぱ

五十二頁)で︑張はない︒料紙は下絵として薄く溶いた系泥で山などの風景や草花か揣かれている(1<ⅢⅣ
ⅥⅦ参照)︒下稔上下で断ち切られている箇所がままあり︑また下絵の上から角筆で界線を引いていることなど
からは︑明らかにこの料紙が蚕白執筆(漉ごの為に挑えられたものであることを示している︒

染筆は管た字体で丁寧に鷲テされている︒各組の名称の上に△印および各歌の冒頭に合点か朱で付される︒そ
の他はすべて鑾白である︒ただし﹁須磨くみ﹂の一部で曲目の順番を一箇所闇述えたようで︑﹁後﹂﹁前﹂という小字

畿凹凧番の訂正を指示している︒書写の時期と戸子者については︑本文奥き﹁一様十五午壬南県邑と記さ
れている璽具ⅣV需一)ことから︑元禄十五年(余吠だが︑例の赤穂浪士が討ち入りをした年である)に﹁南呂﹂
という人物が沓写したと知れる︒料紙・意匠などから見て当代とすることに矛盾はない︒しかし﹁南呂﹂がどのよ
うな人物であるか︑個人を特定するには至らなかった︒ただし︑奥書の上からの押印にⅢかあること︑折帖という

体裁︑表紙の彩色の意匠などから︑寺院に関係する人間︑おそらく僧侶がみずからのために作製したものではない
かと 考 え る ︒

三八橋十三組と﹃琴のくみ﹄

一切N︒

蚕凹の内容は︑前述したように︑一般的には八橋検校が作曲したとされている十三組の箏組歌の歌詞を︑ι一に

記したものである︒板行された他倫本と述って︑奏法に関する注N

箏組歌本の諸本と箏組歌の成立の問題︑およびそれらに深く関わった八橋検校の伝記・乍品については既にF野
健次の以下の著作にょって詳細な紹介と考究がなされている︒むろんすべての問題について解決がつけられている
わけではないし︑その後の研究の進展もあって付け加えるべき点もあるが︑現在の弊小では︑第組歌木を扱うには
まずここから始めなけれぱならない︒

﹁歌一燮学として串曲1筑紫f俗箏紕歌の資料と盟1﹂兪語と国文学﹄第三十五巻第四号所収︑後に

東洋,墓選,﹃第仙と誤﹄△藁之友社︑昭和四二年>に姦)
1﹄?日水社︑昭和六二年)

﹁地歌・箏曲文献県﹂(東洋'墓群旦﹃箏曲と地歌﹄鴛木之友社︑昭和四二年>所収)
﹃三紫称と箏の組歌箏曲・地歌研究

特に寺院歌謡)の影粋を受けながらも徐々に

これらにょれば︑問題は多岐にわたっており簡単にまとめるわけにはいかないのだが︑箏組歌は琉紫箏に胤原を
^北するとはいぇそればかりから発展したものではなく︑様々な歌謡︑

形作られ︑いわゆる八橋十三組はすべてが八橋柊(慶長一九(1614)S皇二(1685)年)の作品とは断定で

きないものの︑彼の在世中にほぼまとめられたと考えられている︒ただし︑現在十三組の内に入れられているもの

1附制刻

印

三

でも︑憩処派あるいは八橋の弟子たちにょって付け加えられたものもあり︑注意しなければならない︑ということ
架蔵笋細歌木禿ケのくみ﹂の位置つけ

泳ノ
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になろう︒

架蔵本﹃琴のくみ﹄について

一尋町五条はし諾め柚村弥ヘもん板﹂の刊元を持っ判珍本﹃券松

しかし︑もし

この

罪今のくみ﹄につぃては︑当然それとの関わりを考えなけれぱならなくなる︒むろん版本と写本の述いがあり︑

①収載曲目に関してはまったく一致する︒罪今曲紗﹄に収載される﹁四季の曲の序﹂は両者曾ない0

文政版の元今のくみ﹄と架蔵本の内容を比較すると以下のような点を指摘できる0

作製にはおのずか念櫛窪いが根底に存在するのは剖洪がない0

ン1

さて︑右に示したような版本の﹃琴のくみ﹄が天利二年あるいはそれ以前に刊行されているとするならぱ︑架蔵

四

箏組歌がどのように{元成していったかを考えるに当たって︑その価直は島︑と︑つざるを巾寸なーろう0

﹃琴曲釼﹄以前に八橋十三組の尋十の全貌が︑しかも八橋検校在世中かなり早い時1切に出版さーて︑たこととなり︑

これらのえ今のくみ﹄が天和二年版の同名書を指しており︑しかも天和二年版が文政版と同内容で手一士したとすれぱ︑

されたものであるらしい︒むろんこれらの同名の書籍の内{谷がすべて同じものだという保証はない0

隶九年1反,︑︑1696^一︒^凹条吾目'示ナく^玉﹄;jι福ミ十ニイF1反^羽i"反曽ネ甫^肉"口Ⅱ司々匹一などにΠ^えるから︑^皿んに出1反

姦今のくみ﹄の名前は延宝三年(1675)刊﹃新増書籍目録﹄に既に見えており︑その後もレ呈二︑牛版﹃広益鴛"

若い︒天和二年版が実際に存在したかどうかはまだ確定できないだろう0

もふくめて)でありながら︑明らかに裂の無名本がある︒これは﹁元禄八年乙亥詔版﹂の刊記を寺ち︑刷りも

天和二年の刊記部^刀までは同版を用いている︒ただし︑上野孚園日本音楽史dftjリ子には︑ほぼ同U土同内,谷ノ︑図一勺

び文政四年(1821)豆屋徳兵衛版(平野健次旧蔵)︑他の岑本があるのみである︒文政二年版︑四f版両者と

和元版を利用している可能掌指摘できる文政二年(1819)河烹巳術版(上野凹而日本,墓史琵所蔵)およ

歌本である︒﹂と評価されるが︑残念ながら天和版と碓定できる伝本は存在してぃない︒筆者の管見の限りでは天

きくみ﹂第四歌までには歌詞の右側に契大法の江張施されており︑この種紀譜を有するものとしては最古の剤

やはりハ金内和子にょる﹃日本古血魚木文献綴﹄の張では﹁八橋検校作曲の組歌一三仙の詞・¥収録︒特に﹁ふ

のーを牙晁今のくみ﹄と題する袖業(豆本)春在する︒平野にょれば﹁題名不臂朱﹂とされるこの本は︑

ところで実は︑﹃琴岫紗﹄以前の県叩のある組歌本として平野も挙げている︑天和二年(1682)﹁小刀屋六兵衛﹂

冴一条﹂として指抽するのみである︒﹃峯の松風﹄については今後のWに俟っところが大きい︒

については平野は右倫璽Wておらず︑﹃日本古心釡黒木文献鰯︑﹄でも後述の宝今のくみ﹄の項に谷楊和子が﹁同

譜の傍書が奥三組を除く十組に付されており︑いわぱ﹃琴曲紗﹄の簡易版として通用したものであろう︒この書物

風﹄も刊行されている︒琵今仙紗﹄と同じ版元からの出版とぢぇられ︑注ーヂは無いか元今曲紗﹄よりさらに簡略な略

曲紗﹄板行と同年には二様八乙ゐ十一河H

古の箏組歌版本︑住山流︑東京芸術大田織)第あるが︑いずれも組歌各仙を残さず記したものではない︒なお︑﹃琴

曲抄﹄(写本︑元禄以前︑目録首部に﹁倫流﹂を明記する}券健次旧蔵)﹃琴のしやうか﹄(天和元介版本砂存最

﹁玉︑笄﹂)を除く各心について略譜を傍注し︑一袈を記す詳紳な箏組歌本である︒それ以前串組歌本には﹃奥乢秘

魅︑昭和六二年)の張では﹁その後の箏誤劣規範となった﹂と評価されており︑本文は奥伝三岫(﹁四季﹂﹁厘

まず元禄八年(1695)刊の﹃琴曲釼﹄璽︑寸町第五橋栴村勤右衛門一司町Ⅲ条下ル町尾崎七方律門︑江戸H本橘

日県,^而犬匁〒品旦佐一ノへi

右の平野の指摘をもとに︑現時点で考えられる限り︑八橋十三組の詞章のほほ全貌を示した最初の沓物としては︑

四

②版本では最初の組である﹁ふきくみ﹂の第四歌までは歌詞の右側にNな契大法の雫が施されている0

1胤刻

1ノ

五

点はすでに﹃日本古仙瓢木文献解題﹄で谷垣内和子が指摘している︒写本である架蔵本には一切の冷太注巳ゞな︑0
架蔵箏禦木﹃琴 の く み ﹂ の 位 匙 づ け

印

ノ

(組名・髪)は一致するのにもかかわらず︑表記璽子・仮名遣い)は一致しない版本の力が
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③両本とも曲H

1写オの体裁

平仮名が多く︑より発声今まり{際の演奏)を・薫識している可能料かある︒これは濁点の聖ルにも現れており︑
本には濁点表記が見られるが写本には一切ない︒写木のンーjは歌うための本(︑靜本)というよりは

に則って作製した︑鑑賞する腎物の性格を示すものかもしれないか伝承を乱す際にわざとそうした一1松も考え
られ︑断定はできない︒

④歌詞の一部に差条男られる︒たとえば﹁桁かえくみ﹂器曲の末条版本では﹁なみた川﹂であるのに架
蔵写本では﹁涙かな﹂(1︑<Ⅵ参照)︑﹁天下たいへいくみ﹂第六曲の末尾が版本では﹁いろのますそあやしけれ﹂

需法的にも誤りであるが架葬テ本では﹁色のますそあやしき﹂(写百可会血となっている等である︒これは元今
曲抄﹄と比較すると前者は﹁なみたかや﹂となり後者は加織写本と同一である︒ちなみに璽の払風﹄では前名後
者ともに版本﹃琴のくみ﹄と同一需法の誤りも一緒である︒部分的ではあるがこのような差異は重要であろう︒
たと思われる1事Ξ兆且司欠のイユミー受・イ云jkの際に当女太41;式旦したであろう謬イ乞ミもしくはj壱1図nξな

︑Lよく

差異化^述派の述いの明示ともなりうる)の反映がここに見られるはずだからである︒このような差異につぃては
もう小ノし詳しく八刀析を進めなければならないだろう︒

⑤末尾の文がほぼ一致する︒版本では﹁右十三くみのうちにも四きの仙あふきの曲雲井の他是を三仙とて
大事のならひ也たやすからぬ事と也﹂とある(曲名に掛かる合点は省く)︒架蔵写本では﹁右十三くみの内にも

このいわゆる奥伝(奥許)三曲についての注記は︑たとえば﹃琴曲紗﹄では﹁四季組﹂の﹁序﹂

四季の曲あふきの曲雲ゐの曲是を三曲とて大事の習なりたやすからぬ事と也﹂となってぃて︑宏殴外は
同一の文,芋ある0

の曲の後に﹁四季扇雲井此三曲はことさら大事に函受する事也﹂と記され︑﹃峰の松風﹄では冒頭の目録

もし天

この文きは︑

において﹁四きのきょくぐみ此曲より以下あふきの曲雲ゐ曲は三曲とて大事のならひ也﹂とあるのみで才尾には

記されない︒晃今仙紗﹄以前の﹃鳳鳴秘曲抄主一﹃琴のしやうか﹄には同様の文草は見ることができな︑0

完今のくみ﹄に独自のものとすることができよう︒

右のような比較から見る限り架蔵写本は版本の﹃琴のくみ﹄との深い関係を男ることはできるだろう0

和二年版が明らかに存在したと考えられ︑さらにその内容が延宝三年撃日籍目録にあるものと同勾容とするならば︑

八橋十三組は早い時期に完成しており︑架蔵写本はそれらを踏まえた上で︑筆者の南呂なる人物が側人的に第俎歌

鼠詞を鑑芋る目的で美麗に作製した本ということになろう︒しかしまた天田二年版が艦認できず︑元示メ前の
書曾曾ある﹃琴のくみ﹄の内容が文政版とは述う可能性もあることを重視するならば︑架蔵写本の﹃琴のくみ﹄
は﹃琴曲紗﹄以後の八橋十三組とは別の歌詞伝承を記す重要な文献ということになる︒いずれにせよ︑ーは＼橋
十三組の形成︑すなわち箏組滂十七世紀における生成発展の問題と深く関わっており︑隆々に断定はできな︑0

五翻刻﹃琴のくみ﹄

:﹂ー:ー

附点は寸されていな:

以下に架蔵写本﹃琴のくみ﹄の翻刻を示す︒組名に付された朱冴△と各歌冒冴合占ぽそれぞれ△﹁で心す!h
帖仕立てであるので山折.ハ介折(各頁末)を行末の﹄で示す︒変体仮名は通行の平仮名にした0

1剛甜

漢字表記はそのまま(必要のあるものについては川・徐)で示した0

加武辧誤木発4 の く み ﹂ の 位 朧 づ け

・し
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(表紙)﹄

△ふきくみ

﹁ふきといふも草の名めうかといふも

草の名ふきしさいとくありて
めうかあらせたまへや

﹁はるの花のきんきよくくはふう

らくにりうくはえん柳花苑の
鷲はおなしきよくをさへつる

﹁月のまへのしらへは夜さむをす

くるあきかせ雲ゐのかりかねは

﹁こうきてんのほそとのにた︑す

むはたれくおほろ月よの内侍
のかみ光る源氏の大しやう

﹁たそや此夜半にさいたるかとを

た︑くはた︑くともよもあけし
よひのやくそくなけれは

﹁七せきのへいふうもおとらは

なとかこへさらんられうの訣も
ひかはなとかきれさら人

△梅かえくみ

﹁椛かえたにこそうくひすは巣

ことちにおつ る こ 粂 く

﹁長せいてんのうちにはしゆんしう

をくへかせふかはいかにせん花

﹁飛鳥川のみなかみをす︑りの

︑

ちきりこそ更てねやのかよひち

してたてる小Ⅲの人めしのふの

︑﹁きりにた︑すむおくるまやつ

月にさらす卯の花

ほと︑きすしろたへに見ゆるは

﹁なつの夜の明ほのに夢をさます

君はありやなしやと

爰にすみた川都,鳥に事とはん

一﹁ふる里をはるくとへたて

ひとりねて夢もむすはぬよなく

︑つらはの浪まくら衣かたしき

﹁こ︑ろつくしの秋かせにすまの

△心つくしくみ

をとめりふらうもんの前には

,.﹂ー."

にやとる︑つくひす

1胤刻

河のかけおそし

﹁はなちる里のつれくたえく

>

のことのねはなたちはなの袖の

かに山ほと︑きすおとつる

﹁思ひね参のま枕にちきる
あけかたさめてはもとのつらさ
にて涙の外はあらしな

﹁さよふけてな く ち と り な に を

おもひあかしねうき世を須磨の浦
みにて我れとひとしき恢かな

﹁しらま弓のまゆみのそるへきは

そらいて八十のおきなの恋に
こしをそらいた

﹁みほの松風ふきたえておき?浪

もあらしな水にうつろふ月と

もに詠に?くふしさん
架藏一織歌本一琴のくみ︑一の位靴づけ
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水にせきいれてかく言の葉は

つきましやけふも暮さん命かや﹄

﹁ちきりしよひ の た そ か れ に し

るへふかきそらたきとめ入かたの

萩の戸をひらくや袖のうつり香

△天下泰平くみ

たえぬ涙のゆふくれ

﹁はなのえんのゆふくれおほろ河

よにひく杣さたかならぬちきり
こそ心浅く見えけれ

﹁すみょしのみやところかきならす

ことのね祁のめくみにあひそめて

すきしむかしをかたらん

﹁秋の山のにしきはたつたひめや

﹁天下太平長久 に お さ ま る 御

代の松風ひな鶴はちとせふる
おりけんしくれふるたひことに

?昔に夢そさめける

みしか夜に繋厶おとつれて

﹁まとろめはおもかけをしけくと

をはいつのよにかはわすれん

ゆふきりにおとしめらる︑思ひ

﹁浅ましやわか身は雲井のかりの

かくに待えし君のかへるさ

ちるふせいなこりおしきはとに

﹁冴あしたの嵐は木すゑの花の

△雪のあしたくみ

かせの四方にちらすはなのか

なみたはかりやのこるらメ

ちきりかきえにし人のかたみとて

﹁うらめしやわかえんうす雪の

△うす雪くみ

色のますそあやしき

谷のなかれにかめあそふ

﹁人しれぬちき り は 淺 か ら ぬ も の

おもひ?むとすれと紫の色に
いつるそはかなき

﹁はかなくもく ま な き 河 を い か て
︑つらみしとにかくにわか袖に

一﹁ひょくれんりのかたらひもかは

れはかはる世のならひさりとては﹄
︑つらむましや昔は情ありしを

﹁わかむらさきを手につみてふか

きこ︑ろの色ますなかき契と

むすひしも草のゆかりとしるへし

︑︑

1

附硝刻・杉印1

﹁しの︑めのまかきにつゆをふくむ﹄

朝かほ玉のかつらたをやかにか
るや花のおもかけ

﹁世々の人のなかめし月を誠の

かたみそとおもへはく涙
玉をつらぬく

︑﹁よし野川の花いかたさほさすひ

まもあらしな岩浪たかき山
穿蔵箭剤歌オ﹃牙, の く み ﹄ の 位 川 世 づ け

秋のよの打に恨はあらしな

人の恋しきにくもらはくもれ

﹁なかむれはいと︑たにこひしき

は

一0

一一

マテシス・ウニウエルサリス第九繰﹂第二闘.ケ

﹁みねのあらしのかよふか谷の水の
なかれかねさめにきけは杉卜風は

ことのねにたかはし

あふひの上のときめき加茂のもの
見のおりから車あらそひつ

れなきはふかきうらみ成ヘし

△一おうへくみ
﹁雲の上のなかめはありしむかしに

にあれとしのふは人のおもかけ

﹁おもひあまりせきかねてうらみ

︑

ぬるよの恢はとこすさましやひ
とりた︑枕に恋そしらる

﹁むさし野にゆきくれて打をなか

めて草まくら恋しき人を夢
に見てうた︑ねの杣しほる

﹁のきをめくるてんてき琴の昔に

﹁たそやこよひさよふけて柴の

のきぬのかほりそゆかしき

にひかれて行ゑまよふか九那

﹁みちしるへせし小君の小たち

しかのこ粂そさひしき

かたふくまつかせやなみのおと

︑﹁秋の﹂攸はふけゆき月はにしに

おもひをはいかて人にかたらん

壽久むしの身よりあまる

﹁みしか夜の妙さめて而かけ

ならひとて夢の問そかなしき

りのちきりもさためなきよの

﹁きりつほのかうゐのひょくれん

△きりつほくみ

うす衣袖暴そかなしき

なくてあれかし人なみくの

﹁かすならぬ身にはた︑おもひも

△うすころもくみ

てかしらぬ夢のよ

たくへて七年の夜るの雨かつ

架蔵第誤本奨,のくみ﹄の位世つけ 1村勢

てかひのとらのひきつな

たもとのあやにくになひかぬは

﹁さりとてはつれなやひかふる君か

りて梅ははらりほろりと

けたれはまりはえたにと︑ま

﹁かしは木の急もんの鞠をとんと

ことちにおちょ秋かせ

つまことにもとの心かはらすは

﹁ひく人はそれくあまたありとも

ねみたれかみのかほはせ

ふるともあくましやもろともに

﹁しら雪のみゅきのつもる年は

おもへは夢はさめけり

おもかけそれかとてかたらんと

﹁あこかれて思ひねの枕にかはす

物をおもはしわすれは草のな

﹁中くにはしめよりなれすは

みしか夜なれとねられぬ

のにほへりほと︑きすおとつれて﹄

﹁おもしろやさみたれ花たちはな

かはらねと見し玉たれのうち

印

そた︑なつかしやゆかしや

'レ

1二

一三
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戸ほそをた︑くは尾上おろしの

おとつれか秧"つくる聲く.
﹁あをやきをか た 糸 に ょ り て な

けやうくひす鷲のぬふてふ
かさも村正かえたの花かさ

分得くみ
﹁すまといふも浦の名あかしといふ

もうらの名さらしなの月友に
なかめていさやかへらん

﹁はるにょせし心のいつしか

秋にうつろふくろきあかきのませ﹄

のうちにょしある花の色く

﹁きりくす夜すから何を思ひ

︑

すたくそわれもおもひにたへか
ねていと︑心のみたる︑に

はちすなてしこ風ふけはす
しくて水に心をうつせり

﹁秋はもみちし か の ね ち く さ の

花にまつむしかりなきて夕
暮の月に心をうつせり

︑﹁冬はまつはつしもあられみそ

れこからしさへしよのあかつ
き玉ヨにこ︑ろをうつせり

△あふきのきよく
﹁あふきはさくらのみゑかさね霞る

﹁小くに人をはうらむましや
うらみしとにかくにかすならぬ
︑つき身のほとそかなしき

後﹁しんかうに打ふけて中鼻の
きこゆるは五条わたりのあは
ら屋の夕かほをしるへに

﹁三五夜中のしん河くまなきそ

おもしろや千さとのほかの人
まてもさそや詠あかさん

△四きのきよく

﹁はるはむめに爺?しや藤に
山ふきさくらかさす宮人は花に
こ︑ろをうつせり

﹁夏は夘の花たちはなあやめ

﹁むさし野もさらしなもすまや

あかしのおもかけをうつして
爰に住む月の流れはいつも廣沢

﹁夢にはかり夜なくおもふ人を
みちのくのなこそのせきをた
れかすえてうつ︑にこともかよはす﹄

﹁こひく愿してこひしき人を
まつち山まつらん物をゆきて
見ん行ていさやはやみん

︑﹁あかしかねたる霜よのとこもさ﹄

︑

﹁人めしのふの中なれは思ひを

全井のきよく

とふるやたまさ

打をゑにかきて水にうつせる

架蔵第誤木﹃琴のくみ﹄の位識づけ 1附割捌

のつまにあまりてか︑るゆふかほ

見ヘてさけるは小家かちなる軒

︑﹁たそかれ時のまきれにほのく

むけき嵐のおとそよくさらく

一一.

心はへもいとなつかしき有さま

ー.︼1

剛

︑一五
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︑

むねにみちのくのちかの塩かま﹄
名のみにてへたて︑身をもこかる

﹁わする︑やわすらる︑わか身の上

のおもはれてあた名たつうき

﹁身はうきふねのかちをたへよ

るへも更にあらいその岩うつ

浪の聲につれてち︑に
く大三くる

右十三くみの内にも

こ︑ろ力な

﹁たまさかにあふとても猶ぬれ

四季の曲あふきの曲雲ゐの此

人のす恵の世いか︑あるへき

まさる快かなあすのわかれを
是を三曲とて大事の習
なりたやすからぬ事と也

元h祭五午壬南県同之
(朱印・窪
﹂一

些

かねてょり思ふ心の先たちて

﹁雨のうちのつれく昔を思ふ
おりからに﹂辰をとめて草の

1︑

本稿を成すに当たって上野学園日本音楽史研究所蔵本の閲覧を快く許川していただい大同所長福島和夫先

戸をたたくや松のさよ風

寸己

生に深く感謝申し上げる︒

思えぱ筆者が獨協大学に赴任するに当たって元獨恊大学教養部教授故平野健次先生にはひとかたならぬ恩
お女つた︒旧教養部はずぃぶん前に解材ヌされたが︑^フまた羽iたに国際教養学部として打し︑出^北をしこ

,4

﹂ー',ー

︑

年度に︑こうして近世梨木史・歌一雷の泰斗であった平野先生の業ル草基に架蔵本について器文を己す

1附釧刻

ことができることに︑浅からぬ因縁を感じざるを得ない

架蔵m組歌木発今のくみ﹄の位置づけ

七

The position of "kot0 1>o k記"1i(『琴のくみ』)"
On the history of so・KYOKU(箏曲)in Edo era,
With it's reprinting,
and a part of it's photographes.
nJIMA Kazuhiko

"kot0 <10 K記1πi(『琴のくみ』)" is a manuscript of so、Kumiuta q了;制冊欣) had
Came into my own possession that was transcribed by Nanryo (南呂) whom
Unknown in 1702 (元禄1511り. 1t is a beaut迂Ultextbook with the objed of
aP皿'eciation of a suites of so・Kumiuta (箏糸「Ⅱ欣) composed by Yatsuhashi、
Kengyo (八橋検校1614 1鰯) who had made itcomplete at nrst
There is "kiπhyoh1ιSho (『琴世惨男)" printed in Kyoto and Ed0 1695

(元ネ示8 年), was said ordinarily that it is oldest and complete transcript of
Yatsuhashi・Kengyo' S SO・Kumiuta
But, the text of "koto lvo KZιユπi q琴のくみ』)" has not a few di丘erence

as compared with "k力lhyoh1ιSho (『琴仙紗』)". That indicates "kot0 Ⅳ0
K乙1πi (『琴のくみ』)"'s text appears a possibility of the other stream of
Yatsuhashi s instruction
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