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後白河院と「今様合」 

――『吉記』における承安四年「今様合」を中心に―― 

明治大学大学院日本文学専攻博士前期課程１年 須藤あゆ美 

The Retired Goshirakawa Tenno and Imayo-song-matching 

――Imayo-song-matching Contests in the Kikki Journal,1174―― 

SUTO Ayumi,Master ’s course in Literature,Meiji University 

 

■ 今様・後白河院・『梁塵秘抄』について 

 今様 

平安時代後期から末期にかけて都に大流行した歌謡のことである。この今様に生涯熱中したのが、当時

の治天の君である後白河院であり、『梁塵秘抄』を編纂する。『梁塵秘抄』は、今様の起源や秘話等を記し

た『梁塵秘抄口伝集』十巻と今様歌詞集『梁塵秘抄』十巻、計二十巻を総称していう。 

歌詞集『梁塵秘抄』 

巻一の 21 首と巻二しか現存していないが、今様の実態を最もよく知ることができる資料である。今様

の題材は様々で、世俗的なもの、赤裸々な愛欲や童謡風の歌謡、ものは尽くしの歌など、興味深いものが

満載である。その大半は宗教的色彩を帯びていることも特徴的である。 

『梁塵秘抄口伝集』 

巻一断簡と巻十しか現存していない。巻十は、後白河院の人生を通した今様語りともいえる書である。

後白河院十代の若いころから「昼はひねもすに歌ひくらし、夜はよもすがら歌ひ明かさぬ夜はなかりき（中

略）おほかた夜昼を分かず、日を過ぐし月を送りき。」と、異常なまで今様唱歌に明けくれたことを回想す

る。そして、院にとって今様の師匠となる七十すぎの傀儡女乙前に出会った喜びと自分の今様がどれほど

正統であるかを軸に今様語りがされる。つまり、『梁塵秘抄口伝集』巻十全体に「後白河院流」（「我が様」・

「御様」）ともいうべき今様の正統性が意識されている。 

後白河院の『口伝集』執筆理由 

後白河院は、『口伝集』を記した理由を次のように述べる。「声わざの悲しきことは、我が身崩れぬるの

ち、とどまることのなきなり。その故に、亡からむあとに人見よとて、いまだ世になき今様の口伝を作り

おくところなり」。今様とは、旋律をもち、声によって支えられる芸能であり、歌えば消えるはかないもの

であった。後白河院は、十代から努力して後白河院流の今様を確立した。しかし、自身が亡くなった後、

後白河院流が途絶えるということに遺恨の念をもって、『梁塵秘抄口伝集』を記したのであった。 

 

■ 承安四年「今様合」について 

 後白河院は、承安四年(1174)９月１日より１５夜にわたり御所である法住寺殿において「今様合」を開

催する。現在、今様合として確認できるのは、たった二つである。一つは、建仁元年(1201)３月２１日に

江口・神崎の遊女が行った（『明月記』）とわずかにわかるもの、そしてもうひとつが、承安四年のそれで

ある。本発表では、後白河院との関わりを論じるためにも、承安四年「今様合」を扱う。承安四年「今様
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合」は、今様に堪能な人物３０人を選んで毎夜一番ずつ歌い合わせて勝敗を決めるもので、１３日には「今

様合」の後に管絃の御遊が催された。その詳細は『吉記』『玉葉』『たまきはる』などの官僚や女房の日記、

音楽説話集『吉野吉水院楽書』などに記されている。それらの史料の中でも、『吉記』の記事では、参加者

30人の名とその勝敗が知られる。（以後、「今様合」を「」付きで記す場合、承安四年開催の今様合を指す。） 

■ 先行研究と問題意識 

 三十人もの人物たちを集め、今様を主体とした行事を開催することは、まさに今様の隆盛を示しており、

また、承安四年二月には後白河院の今様の師乙前が亡くなったとされ、歌謡史的に注目されるものである。

しかし、その研究は多くない。承安四年「今様合」に関する研究には、馬場光子氏の論考がある。馬場氏

は、『吉記』『吉野吉水院楽書』『たまきはる』『玉葉』を中心に、その場で歌われた歌詞に注目するなどし

て、それぞれの史料が「今様合」をどのような視点で記録するのか論じる【馬場 2007】。しかし、「今様合」

そのものの本質や開催の目的にまで言及が至っていない。また、沖本幸子氏は、白河院期に源家と敦家流

という二つの「今様の家」があり、後白河院はそれに対して、「後白河院流」の今様の流れをつくった、と

いう論の中で、承安四年「今様合」にも触れる。「今様合」に公卿クラスの人々しか参加していないことか

ら、「院が、身分の上下を問わず、自らの好みの近臣たちと共に楽しむ今様サロンを形成する一方で、宮廷

における今様自体の格を高めるために、あるいは、自らの流れの今様を正統に伝授し残していくために、

伝統的な名家、「重代」の公卿クラスの家格を必要としたということになろうか」と推測する【沖本 2006】。

示唆に富む指摘ではあるが、「今様合」参加者のうち、院の弟子にのみ注目しているし、「今様合」参加者

は公卿だけではなく（後述）、「今様合」の実態が明らかとはなっていない。 

本発表の視角 

改めて、後白河院自身が主催した「今様合」はどのような人物が交わり、どのような場を形成していっ

たのか、「今様合」の実態を探る必要があるように思われる。そうすることで、「今様合」が、今様史のな

かでどのように位置づけられるのか、また、後白河院にとって「今様合」の開催がどのような意味を有し

ていたのか、初めて明らかとなるのである。 

本発表では、承安四年「今様合」の実態と意義を探るために、『吉記』に注目する。一次史料である『吉

記』の記事には、参加した人物三十人の名とその勝敗や、十三日の御遊で各々の楽器や役割など詳細に記

されており、場の具体的な様子を検討することができるからである。 

 

■ 『吉記』における承安四年「今様合」 

 出場者に関して、『吉記』承安四年九月一日から十五日の記事を参照して、かつ『公卿補任』等を使って

わかる範囲で当時の官位を整理したのが【表１】である。 

 位階を見てみると、一番の実定・成親が正二位で、それ以降基本的に位が下がっていることがわかる。

最終日には（「今様合」の締めという意味もあってか）、左右どちらも正四位下という高めの位階に合わせ

られている。また、『公卿補任』で確認しても承安四年当時公卿（「公は太政大臣、左大臣、右大臣をいい、

卿は大・中納言、参議および三位以上の貴族をいい、あわせて公卿という。」『日本国語大辞典』）ではなか

った人物だけでなく、生涯公卿にはならなかった人物もいて、「今様合」の出席者が「公卿クラス」などと
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いう言い方には注意を払うべきである。十二番と十三番のメンバーは実際にはチェンジして行われている

（十二日条「元十三番也。而被レ召二上之一」）。 

 

左右　勝敗 人物名 位階 官職等 備考
左　× 藤原実定 正二位 前権大納言
右　○ 藤原成親 正二位 権中納言・左衛門督・別当
左　持 源定房 正二位 大納言
右　持 藤原兼雅 従二位 権中納言　 院弟子
左　× 藤原実国 従二位 権大納言
右　○ 藤原家通 正三位 参議
左　持 藤原成範 正三位 参議・左兵衛督
右　持 藤原実守 正三位 参議・播磨守
左　持 藤原実宗 正四位下 蔵人頭
右　持 藤原光能 正四位下 右中将
左　× 藤原泰通 正四位下 右少将・伊與介
右　○ 源雅賢 従四位下 右少将・備中守 院弟子
左　× 藤原隆房 正四位下 右少将　
右　○ 藤原実教 従四位下 左少将・信乃守 院弟子
左　○ 源顕信 従四位上 左少将・播磨権介
右　× 藤原済綱
左　× 藤原隆信
右　○ 源師広
左　× 藤原基宗 正五位下 侍従
右　○ 藤原基範
左　× 師宗
右　○ 源家俊 従五位上 出雲介
左　○ 源資時
右　× 藤原盛定
左　× 源雅亮 伊賀守
右　○ 中原為資
左　○ 源資康
右　× 藤原経尹
左　？ 藤原定能 正四位下 左中将・加賀権介 院弟子
右　？ 藤原親信 正四位下 内蔵頭・伊與守

4番

5番

6番

13番

14番

15番

【表１】

13日と交換

承安四年「今様合」組み合わせ表

12日と交換

7番

8番

9番

10番

11番

12番

1番

2番

3番

 

 

■ 承安四年「今様合」の参加者 

「今様合」の参加者三十人を大きく『梁塵秘抄口伝集』に院の弟子として数えられている者と、そうでな

い者のふたつに分けて整理する。 

○ 後白河院の弟子 

 後白河院は『梁塵秘抄口伝集』のなかで、次のように述べる。 

 

この乙前に、十余年が間に習ひ取りてき。（中略）その流れなども後には言はればやと思へども、習ふ

輩あれど、これを継ぎ継ぐべき弟子のなきこそ遺恨のことにてあれ。殿上人・下﨟にいたるまで、 

相具して歌ふ輩は多かれど、これを同じ心に習ふ者は、一人なし。」 
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このように、後白河院は乙前から受け継いだ後白河院流の今様を瀉甁する弟子がいないことが遺恨であ

るとする。後白河院が自身の正統性を汲む弟子を求め続けたことを察知できるが、この記述のあと、後白

河院は十六人の弟子を三期に区別しながら、一人ひとり厳密に長所や短所を評していく。その区分の仕方

は、弟子としての年数によるもので、「年来」「中頃」「昨日今日」の弟子に分けられる。後白河院の弟子に

関しては、菅野扶美氏の論文に詳しい。菅野氏は、『口伝集』の後白河による三期の区分に従って、弟子た

ちを整理し、A（年来）・B（中頃）・C（昨日今日）に分けたうえで、「Cは A・Bの近習クラスに対して、

公卿クラスで年齢も若い。このように、弟子の列記の仕方には、院とのつきあいの古さと身分上の区別と

いう二つの要素が考えられている」と述べる。それぞれの出自などを詳細に検討したうえで、後白河院を

中心とする今様のグループの範囲・性格をその構成者から明らかにしている【菅野 1991】。 

後白河院が認めた「昨日今日の」弟子が、公の場で行う承安四年「今様合」に参加していることは、主

催者たる院の弟子であることと、高い身分であるという二点を考慮すれば首肯ける。では、『口伝集』の中

で弟子として認められ、かつ「今様合」に参加している人物を簡単に整理する。 

 

〈藤原兼雅〉二番、右 持 

『口伝集』 

花山院中納言兼雅、もと、歌はことのほかに沙汰しげにもあり、歌数、歌ひげなりき。定能・雅賢・

実教など蓮華王院にありし時、習ひ合ひたりしに具して、今様・早歌など、少々は歌はれき。足柄、

二、三首ばかりぞ習はれたりし。この兼雅卿、今様合せの時に、足柄の中に「駿河の国」歌はれしを、

乙前の女聞きて、「これは御所より賜はられたると覚ゆる節のあるは、習ひ参らせたるやらむ」と言ひ

ける。異歌よりは付けてたびたび歌はれたりしを、かく申せば、のどかにて付けて振の似るべきとこ

そ覚えしか。 

 

 二条天皇の蔵人頭に補任される。平治の乱後、かつて藤原成範の許嫁者であった平清盛女を妻として、

平氏に接近するも、治承三年の政変では、後白河院の側近として解官される。 

 『口伝集』には、「今様合」のときに乙前の娘が兼雅の今様を聞いて、後白河院から習った節であるのか、

と尋ねたことが記される。後白河自身も、兼雅の振がゆったりと落ち着いている点で、院の振と似ている

とし、後白河院流の取得に近いというような評価を受けている。二日目の「今様合」では、源定房と対し、

判定は「持」であった。 

  

〈源雅賢〉六番、右 勝 

『口伝集』 

雅賢、大様、元も歌ひしかど、娑羅林・早歌、高砂・双六など様の歌は、我にも習ひたりき。歌ふに、

節いとたぢろかず。すこし声の弱かりしも良くなりて、しかも重代なり。沙汰に及ばず。 

 



5 

 

 後白河院の近臣。源資賢の孫である。父の通家は、仁安二年（1167）三十五歳で亡くなり、以後祖父資

賢が父親代わりとなる。祖父資賢は、笛・和琴・催馬楽等の音楽芸術家として名高かった。『口伝集』で、

後白河院は、「さしたる師なかりしかど、資賢やかねなどが歌を聞き取り、少々習ひて歌ふもあり」と回想

しているように、乙前に出会う前には資賢から今様を習っていたことが知られる。それゆえか、承安四年

「今様合」において、資賢は判者を務めている。 

雅賢の今様に関しては、節を褒めつつ、「重代なり」、つまり資賢を祖父に持つような、音楽や芸能を世

襲する家柄であるため、評定するに及ばないとの賛辞を得ている。六日目の「今様合」では、藤原泰通と

対し、結果は「勝」であった。十三日の御遊では、付歌を務めている。 

 

〈藤原実教〉七番、右 勝 

『口伝集』 

実教もいまだ、まだしかりしかど、歌の会に入りにしかば、憚りなし。いまだ至らぬ程よりは、拍子

などは違へず。 

  

院近臣として後白河院に仕えたが、清盛による治承三年の政変のときにはなぜか解官されずにすんだ。

後白河院死後は後鳥羽院に仕える。笛の才能で名高く、清暑堂御神楽では六条、高倉天皇の際に笛を吹き、

後鳥羽天皇の笛の師となっている。官人としても管弦の道にも秀でていた。 

『口伝集』では、「いまだ、まだしかりしかど」と、院から、まだ未熟であるとの評価をうける。承安四年

当時も、実教は二十五歳という若さであった。 

 七日目の｢今様合｣では、藤原隆房と対し、結果は「勝」であった。十三日の御遊では、笛を担当する。 

 

〈藤原資時〉十三番、左 勝 

  『口伝集』 

  左兵衛佐源資時、治承二年三月二十三日、滝尻宿よりはじめて、二年があひだに、今様・娑羅林・片

下歌・早歌、足柄・黒鳥子・旧河・伊地古・旧古柳、権現・御幣等物様、田歌にいたるまで、みな習

ひて瀉甁し終はりぬ。熊野の道より起こる。年来、継ぐ者なしと思ひしに、権現の御計らひか。家重

代なり。他人に異なり伝へたらむに、その道成るか。 

 

資時は、乙前に出会う前の後白河院の師、源資賢の子である。右に挙げた『口伝集』の記事は、院によ

る一連の弟子評とは離れたところに位置する。これは、『口伝集』巻十、奥書のあとに追記として記されて

おり、院が瀉甁の弟子を得て、後白河院流が成り立った喜びが綴られている。先に述べたように、『口伝集』

は、院の今様を正統的に受け継ぐ弟子がいないことに遺恨の念を持って書かれたものであるから、この追

記の記事は、『口伝集』が完成したあとのものであるとされている【馬場 2010】。 

★『口伝集』成立…嘉応元年頃（1169）・「今様合」…承安四年（1174）・資時への瀉甁…治承四年頃（1180） 

元々、十二日に出場予定であったが、十三日のメンバーと交代となった。藤原盛定と対し、結果は「勝」。 
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〈藤原定能〉十五番、左 不明 

『口伝集』 

定能、声むげに不足にて、あるべくもなかりしかど、責め嗄らして、ことのほかに声遣ひ心得て、振

などは確かに忘れず。前払ふほどにはあり。 

 

 後白河院の近臣として信任される。また、姪が九条兼実室であることから、院と兼実との緊密な連絡者

の役割を果たした。曾祖父敦家・祖父敦兼は、篳篥に優れ、多くの説話に篳篥の名手として描かれている。

『口伝集』から、元は声などが劣っていたが、習練を積んだことによって実力を得たことがわかる。 

十五日の「今様合」では、藤原親信と対した。結果は不明である。十三日の御遊では、定能は篳篥を担

当している。 

 

菅野氏の論考、馬場光子全訳注『梁塵秘抄口伝集』や『平安時代史事典』を参考にしながら、「今様合」

参加の後白河院の弟子五人を概観した。近臣として、後白河院に近い立場にあり、承安四年当時まだ十四

歳の資時以外は、全員四位以上である。また、十三日の御遊には、兼雅以外の名がみえ、それぞれが得意

とする楽器を担当しているかと思われる。 

 

○ 院の弟子以外の参加者 

『口伝集』で、院の弟子として言及される人物をみてきた。では、一方で、承安四年「今様合」に参加

したそれ以外の人物たちはどうか。承安四年「今様合」の参加者三十人のうち、『口伝集』で言及される院

の弟子は五人である。『口伝集』に名の見える藤原成親と藤原親信（弟子には数えられていない）を加えて

も、三十人中七人である。菅野氏は、七人以外の参加者に関して、「（院のもとでも今様を楽しんだだろう

が）、院の膝下ではない場所、直接院に関らない今様の機会があったはずである」という。この指摘は非常

に興味深い。従来より、菅野氏を筆頭に、後白河院を中心とする今様の場を研究するものが多いが、後白

河院とは離れて、また別の今様の場を具体的に想定する必要があるのではないだろうか。 

『百錬抄』承安四年九月一日及び十三日条に、「今様合」について次のように書かれる。 

九月一日。於二太上法皇御所一。〈法住寺殿。〉有二今様合事一。撰二定堪能輩卅人一。十五ヵ夜間。毎レ

夜一番。被レ決二雌雄一。師長、資賢卿等為二判者一。十三日。仙洞今様合之次有二御遊一。上皇令レ歌 

二今様一給。希代之美談也。 

確かに、今様に堪能な者たちを三十人選び出して、競わせていることがわかる。承安四年「今様合」を

考察するうえで、後白河院に弟子として数えられなかったものの、今様に「堪能輩」として選び出され、

「今様合」に出場した人物を無視することはできないだろう。参加者たちの文化的活動の場をみることで、

承安四年「今様合」の実態や意義を考えてみたい。 

 わかる範囲で、参加者たちの経歴を探ると、和歌活動に熱心だった人物たちがいることに気がつく。そ

こで、『平安朝歌合大成』の索引で、「今様合」出場者全員を調べたところ、名の見える人物は八人であっ
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た。八人中三人以上が参加している歌合を抽出すると、『実国歌合』（1170）『住吉社歌合』（1170）『建春

門院滋子北面歌合』（1170）『広田社歌合』（1172）『別雷社歌合』（1178）の五つが挙げられる。八人のそ

れら歌合への列席状況と、「今様合」における勝ち負けをまとめると、左下のような表になる。 

では、以下に、八人の和歌活動と後白河院との関係を中心に簡単にまとめてみる。 

 

〈藤原実定〉『平家物語』巻二「徳

大寺厳島詣」で、実定は清盛の

同情を得るため厳島神社に参詣

したこと、巻五「月見」では、

実定の今様唱歌が語られる。和

歌にも優れ、多くの歌合に参加。

家集もまとめ、「歌林苑会衆」の

ひとり。 

〈藤原実国〉二条天皇歌壇メンバーとして出発。嘉応二年に歌合を催す。そこには、頼政・俊恵・顕昭な

どが出詠。歌林苑に関わった歌人のひとりとして指摘される【石川 1985】。 

〈藤原成範〉後白河院の近臣。歌人としても活躍。いくつかの歌合に参加し、成範主催の法勝寺十首会に

は歌林苑会衆の有力歌人が多いことから「自由な活動を行う歌林苑グループに接近を図った」とされる【青

木 1986】。 

〈藤原実守〉実定の弟。『実国歌合』以外、俊成判の四つの歌合に出詠。『月詣和歌集』『千載和歌集』『新

勅撰和歌集』に三首ずつ入集。 

〈藤原実宗〉承安四年当時は、蔵人頭。歌合の和歌活動としては、『広田社歌合』への出詠しか確認できな

いが、仁安三年（1168）十月頃、実国が企画した大井川行楽において詠まれた和歌が『実国集』『実家集』

に残っており、その行楽には、実宗が参加していたと考えられている【中村Ａ 2005】。 

〈藤原隆房〉三つの歌合出詠しか確認できなかったが、歌人として活躍。家集『隆房集』があり、勅撰集

には三十数首入集する。後白河院の五十賀を記録した『安元御賀記』は、隆房の著作である。 

〈藤原隆信〉多くの歌合に参加。絵画や和歌に優れている。後白河院の寵妃建春門院の発願によって、平

野行啓・高野御幸などの図を書いたとされている。「歌林苑会衆」とされる【石川 1985】。 

〈藤原経尹〉経歴など詳しいことが明らかではない。ただし、『平家物語』巻五「月見」に、逸話が残る。

実定と大宮の間で今様等のやりとりがあった次の朝、帰りがけに実定の供の蔵人（『新拾遺集』詞書から、

経尹だとわかる）が、うまい和歌を詠み、それにちなんで「物かはの蔵人」と呼ばれることとなった。 

 

ここで、それぞれの歌合の主催者を確認してみると、『実国歌合』は、藤原実国。『住吉社歌合』『広田社

歌合』は、道因。『建春門院滋子北面歌合』は、藤原実定と藤原隆季とされる（「明日於二建春門院一可レ有二

和歌会一云々。隆季・実定卿等結構云々」『玉葉』嘉応二年十月十三日条）【中村Ｂ 2005】。『別雷社歌合』

は、賀茂重保である。実国や実定は、「今様合」参加者のひとりで右のとおり歌林苑と関わって活動した歌

実国歌合 住吉社 建春門院 広田社 別雷社
1番左 実定 負 ○ ○ ○
3番左 実国 負 ○ ○ ○ ○ ○
4番左 成範 持 ○ ○ ○ ○
4番右 実守 持 ○ ○ ○ ○
5番左 実宗 持 ○
7番左 隆房 負 ○ ○
9番左 隆信 負 ○ ○ ○ ○ ○
14番右 経尹 負 ○

賀茂重保 ○ ○ ○

承安四年「今様合」出場者の歌合列席状況
【表２】
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人である。また、注目したいのは、『住吉社』『広田社』両歌合の主催者たる道因と、『別雷社歌合』の主催

者たる賀茂重保である。道因・重保ともに「歌林苑会衆」として規定されている。とくに、重保は歌林苑

の主催者俊恵の活動を継承したと言われており、歌林苑の中心的存在であった。 

 ところで、先ほどから「歌林苑会衆」との言葉をいくつか使用したが、「歌林苑」とはいかなる場か。た

とえば、『平安時代史事典』では、「平安末期の歌人集団。俊恵の白河僧房「歌林苑」に参集したことによ

る呼称。（中略）身分や流派を限らず、中下級貴族・神官・僧侶・女房など、さまざまな階層の歌人たちの

会衆であった。（中略）重保の賀茂社家を中心として活動が引き継がれていくこととなる」と説明される（「歌

林苑」項、楠橋開筆）。また、石川暁子氏は、「歌林苑会衆」と歌林苑に関わった歌人たちの整理をしてい

る【石川 1985】。 

中村文氏は、歌林苑そのものの性格を明らかにした【中村Ｃ 2005】。中村氏は、「詠歌の場」が必ずしも

文芸的な性格の空間として存在するわけではないということを述べる上で、次のような『広言集』18番歌

の詞書を示しており、とても興味深い。 

 

『広言集』18 

公卿殿上人あまたひきくして、白川にて鞠会ありて、このしたにてまとゐして、かはらけさしていま

やうなと侍しに、今日和歌のなきこそ遺恨なれと人々侍しかは、女の歌にかきてこのしたにおとして

侍しに、人〳〵けふにのりて、ふるくなり給へるともからは、なみたをさへかたくて、をの〳〵やさ

しき返歌とも侍き 

 

人々が集う詠歌の場が、文芸とは全く無関係な〈場〉からも生成され、「必ずしも和歌が特権的に先行し

て存在したのではなく、連歌や今様や蹴鞠などと同列のレベルで混在する空間から、参会者の共通意志に

促されて発生することもあった」と、和歌が詠まれる空間について述べる。その上で、従来歌林苑は文芸

性を指向する集団であるとされてきたが、「彼らの希望が必然的に提供を求めて作り上げた〈場〉であった

のではないだろうか」とし、歌林苑について「自由で開放的な〈場〉を想定」している。 

中村氏の指摘のように、歌林苑は、和歌だけを目的としたわけではなく、集まった人々の目的に応じて

さまざまな芸能を含む場であった。『広言集』詞書をみても、歌林苑では、今様が生成されていたことは明

らかであろう。また、「歌林苑会衆」のひとり頼政作の和歌と今様表現との関連が植木朝子氏によって示さ

れているし【植木 2004】、さらに、重要なのは、歌林苑の活動を継承した賀茂重保は、小大進の相伝者と

して『今様の濫觴』に名をみせているということである（植木氏が既に指摘）。 

具体的にいえば、今様サロンというと後白河院周辺を見渡しがちであったが、別の今様サロン――重保

を中心とする歌林苑に集うような――想起することができ、その人物たちは、小大進の今様の流れを汲む

重保から今様を教わった、と考えられる。そして、そのグループは、後白河院がこだわる「後白河院流」

とは異なる流派を持っていたということである。 

『口伝集』巻十を繙くと、院にとって後白河院流とは違う今様があったという意識がみえてくる。例え

ば、後白河院は弟子のひとり平康頼について、次のように述べる。 
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様の歌も、足柄なども、我にも多く習ひたり。「滝の水」、小大進。「恋せば」は、さはのあこ丸に習ひ

たるとこそ言ひしを、我に習ひたりと言ふとかや。節も少ししどけなき所ありしものを。 

後白河院に習った今様も多いが、小大進やさはのあこ丸に習ったはずなのに、康頼はそれらを院から習

ったと偽り、院はそれを批判する。ここから、今様の正統性を証明するのに、誰に習ったのかという意識

が働いていることがわかる。賀茂重保は、小大進の伝承者で（『今様の濫觴』）、小大進や重保の今様は、後

白河院流とは違うという意識があったはずである。 

後白河院が、今様に熱中するあまり、その和歌活動が隠れがちであるように、和歌活動に熱心な者たち

の今様の場はなかなか見えてこない。その上、「歌林苑において人々が集まり、そこでは重保を中心とした

今様の会があった」というような明確な史料が存在するというわけではない。 

しかし、『広言集』や頼政和歌の今様との関わりを考えると、今様の場は、後白河院中心の今様サロンだ

けではないことがわかる。承安四年「今様合」の出場者に注目すると、今様に「堪能輩」として選定され

ながらも、今様を歌う姿が記録に残っていない者がいる。そこで、彼らの和歌活動を概観すると、何らか

の形で歌林苑や賀茂重保に関わっていた。歌林苑では、和歌だけではなく今様も歌われているし、重保は

今様に関わりの深い人物であった。後白河院周辺とは別に、具体的にどのような今様活動の場があったの

か、側面から固めていけるのではないかと、今のところ考えている。 

 

■ 承安四年「今様合」の意味 

 最後に、そういった仮説のもと、後白河院周辺とは別の場で今様の活動をしたであろう人物たちを、改

めて承安四年「今様合」に還元してみて、「今様合」開催の意味について、考えを述べてみたい。 

承安四年「今様合」は、後白河院が主催しているため、出場者を自分の弟子だけで固めてもいいはずで

ある。にもかかわらず、後白河院はそうしなかった。後白河院流の今様サロンと、それ以外の今様活動の

場――重保を中心としたような――があったと仮説をたてると（もちろん閉鎖的ではない）、「今様合」を

開催するにあたって、それぞれのグループから「堪能輩」を選び出し、競わせたのはなぜなのか。 

 承安四年は、後白河院の今様の師乙前の亡くなった年であることは注目しておきたい。承安四年当時の

参加者たちの官位を調べてみると、出場者は基本的に位階順に組合わせられている【表１】。また、御遊が

行われる十三日と十二日のメンバーを変えているが（『吉記』承安四年九月十二日条「元十三番也。而被レ

召二上之一。」）、十三日に出場することとなったのは、後に後白河院流の今様を瀉甁したと認められる源資

時であり、資時は盛定に勝つこととなった。つまり、人物の配列には何かしらの意図があったこと思われ

るのである。さらに、後白河院の弟子と先に見た和歌活動に熱心だった人物たちの勝敗を確認すると、院

の弟子は勝つか引き分けで、負けることはない。一方、【表２】にまとめた人物八人は、負けるか引き分け

で、勝つ者はひとりもいないことがわかる。これは、偶然の一言で片づけられるとは思えない。人物の配

列にも勝敗にも、意図的なものを感じざるを得ないのである。 

 繰り返すように、承安四年が乙前の亡くなった年だということを考慮に入れ、結論を述べると、後白河

院は、承安四年「今様合」を、乙前から受け継がれた今様の正統性とその成果を証明する機会としたので

はないか。先に述べたように、『口伝集』によって、後白河院は乙前から習った自己流の今様にこだわり、
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正統性を主張し続けたことが知られる。院の弟子たちとそれ以外の流派を持つ人物を公の場に集め、彼ら

の今様に勝ち負けをつける。院とは別グループの人物たちは、ひとりも勝つことができなかった。まさに、

後白河院の今様が正統であるという主張となったのではないだろうか。そして、その主張は、十三日の「今

様合」とその後の御遊で決定的なものとなる。 

 

『吉記』承安四年九月十二日・十三日条 

十二日、丙申。（中略）謌合、左雅亮、右為賢。〈元十三番也。而被レ召二上之一。〉 

十三日、丁酉。（中略）秉燭之後帰参レ院。雖レ似二数奇一、為レ伺二御遊儀一也。出御之後人々参集如レ

例。歌合、左散位資時、〈勝〉、右散位盛定。右先出レ哥。依二勝方一云々。前々又如レ此。左歌之時、右

一切不レ付之。兼存二不レ可レ付之由一歟。雑芸等了。終頭盛定歌二権現様一。左不レ付之。敦家流之外不

レ歌之故云々。両人起座。以レ左為レ勝。次有二御遊一。左大将被レ弾レ箏。新大納言（藤原実国）・別当

（藤原成親）調レ笛。按察使（源資賢）取二拍子一歌二催馬楽一。六角宰相（藤原家通）吹レ笙。実宗朝

臣弾二琵琶一。定能朝臣調二篳篥一。雅賢朝臣付レ歌。実教朝臣吹レ笛。次左大将朗詠。〈徳是。〉按察付レ

之。六角相公又付レ之。次今様、法皇於二簾中一令レ歌レ之御。御遊之趣旁入二幽玄一。且是得レ境之故也。

堂上堂下上下群集。依レ仰不レ可レ被レ払二雑人一。又内女房為二聴聞一参入。通親朝臣一人扈従。予事未

レ終以前退出。 

 

十三日の「今様合」では、先に述べたように、のちに後白河院流の今様を完璧に受け継いだと認められ

る資時が勝利を収める。そして、「今様合」後の御遊において、後白河院は自ら今様を歌った。そのとき、

「堂上堂下上下群集」、つまり身分を問わず人々が御遊の様子を見て、後白河院の今様を聴く機会が与えら

れた。しかも、「依レ仰不レ可レ被レ払二雑人一」とされるように、それは院の命令によるものであった。つま

り、院の今様唱歌は、承安四年「今様合」の山場・クライマックスとなり、後白河院には、後白河院流今

様の正統性を身分に関わらず衆前に誇示するという意図があったのではないだろうか。さらにいえば、馬

場氏が、後白河院の『口伝集』執筆理由と乙前の死去を踏まえたうえで、承安四年を「声技の永遠ではな

いことを改めて実感することになった年でもあったはずだ」と指摘するように【馬場 2007】、「今様合」に

は亡くなった乙前に対して、後白河院流今様確立の証明を捧げる意味もあったのかもしれない。 

 

■ おわりに 

本発表では、承安四年「今様合」の実態と意義を探るために、『吉記』の記事を中心に考察してきた。「今

様合」の参加者三十人を後白河院の弟子とそうでない者に分け、とくに和歌活動に熱心だった者に注目し

た。歌合の出席状況などから、彼らは歌林苑や賀茂重保と近い存在であることを明らかにした。『今様の濫

觴』に名の見える賀茂重保は、今様に堪能でありながら、『別雷社歌合』を主催するなど、歌林苑を中心に

和歌活動にも従事していた。和歌活動中心の歌林苑においても、そこに行き来する人物たちの中で、今様

の交流があったはずである。具体的にいえば、重保を中心とするような今様活動の場があり（重保中心の

今様サロン）、そこに集う人物たちと後白河院とはもちろんつながりはあったものの、今様に限っていえば、
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後白河院は自己流の今様とは違う意識を持っていたことを述べた。 

そして、承安四年二月に乙前が亡くなり、九月に「今様合」開催である。後白河院は、後白河院流今様

とそうでない今様を競わせ、他派の今様に「勝」をつけなかった。十三日には、自ら後白河院流の今様を

衆前に披露し、九月一日から十五日にかけて行われた「今様合」のクライマックスと為した。承安四年「今

様合」の開催は、乙前に習った「後白河院流今様の正統性誇示と証明」という意味があったと私は考える。 

 

■ 課題 

・承安四年「今様合」参加者全員を考察対象にすること。 

 

■ 依拠史料 

・『吉記』は、『新訂日本史史料叢刊・吉記』 

・『梁塵秘抄口伝集』は、全訳注 馬場光子『梁塵秘抄口伝集』（講談社学術文庫、2010 年） 

・『玉葉』は、『図書寮叢刊・玉葉』 

・『広言集』は、『私家大成 中古Ⅱ』 

・『百錬抄』は、『新訂増補国史大系・百錬抄』 

・『今様の濫觴』は、馬場光子『今様のこころとことば』（三弥井書店、1987年）所載の『尊経閣文庫蔵・

今様の濫觴』を参照。 

 

■ 参考文献 
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