芭蕉 の不 易流行説
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学

るというのは永遠 に変らぬということであり、歴史的であるとい

ようとされていた。様式とは美の形式であり、そ れが普遥的であ
芭 蕉の俳諧に不易流行説という理論がある。これは和歌に始ま

それは詩歌と散文と戯曲である。 この様式は変らない。一方歴史

うのは時間的に変化するということである。普逼的様式によると、

的に見ると年々変化する。この変化するものと変化しないものの

り、連歌に移り、俳諧に至っても、芭 蕉の語るまで、誰も酋わな

矛屈的に併存する状態を価値的な而から調整することは大変困難

かった持歌の理論である。芭 蕉以後においても、そ の解釈はまち

まちで、形而上的な詩歌論であるとか、形而下的な作品の制作論

な問姐である。

文芸の三分野、詩歌と散文と戯曲の三分野のうちで、日本的で

であるとか、そ の本義は一定していない。しかし、この綸が混乱

万業集 ・
記紀の歌謡に始まり、
最も早く発祥したのは詩歌である。

する特歌論をまとめる統一原理であることに叫述いない。私も決
を文献上に探って、できるだけその意味を確認しようと思う。

定的な結論を持ち合わせているわけではないが、そ の原理の由来

の文字による芸術の美へのあこがれである。長い時代の間に人変

は形を変えつ つも梢神は巡綿と絶えることがない。これは日本人

及んだ。そ して現代の俳句に続いている。このように詩歌の様式

岡岐先生は、従来の国学的な国文学の枠を脱し、芸術学の分野に

り時移り、作風も移ったが、永遠に変らぬすぐれた作品もあれば、

古今集 につながり、中世に発達した述歌を経て江戸時代の俳諧に

これを収め、そ の美のあり方を理唸的に体系化した日本文芸学の

私が東北大学に入学したのは昭和二十 五年で、その折に主任教

主唱者であった。そ の日本文芸学の原理に近いのがこの不品流行

炎している。こ
て絶えること なく人々の口にJfi
かしこれらも決ーそ

一時的な歴史の盛衰にあやかった長続きのしないものもある。し

授の岡崎義恵先 生は、この芭蕉の不易流行説の講義をされていた。

その美のあり様を普遥的な様式と歴史的な様式の両面から解明し

説であった。先 生は芸術学の一斑としての文芸の本質を美と定め、

- 1 -

赤

れを芭蕉は、中国の易の思想を踏まえて不易流行の言葉で稔括し

〇誠五常之本百行之源也。

〇誠者聖人之本。乾 道変化各正二性命ー。誠斯立焉。

ここでいう 「乾」は「天」の意であるが、天が定体の名であるの

こ。
t

この広大な宇宙はその構造も行く先も我々の想像を絶する。中

性」は天から授か
性格に変化し、その 「性命」を正しくする。「

は聖人であるが、個々の人間になると、それぞれの
を俯えた人IUJ

対し、 これを人間の生き方にあてはめると、「誠」となる。「誠」

に対し、「乾」はその作用を含 めていう。天の寂然不動の性梢に

国ではこれを易に称してそれの本質を明らかにしようとした。こ

った性質であり、「命」は天の理法による命令である。人間はこ

二

れを五経の一として、事物の変化、万物の消長をうらなう便りに

常」とは親子の親、君臣の義、夫婦の別、長幼の序、朋友の信で

が基本である。「五
れによって正しい道を歩む。正 しい道は「五営」

した。元は伝説的な伏 義氏 の作とした が、夏 ・股 の間に変化 し、

・現在残っているのは周易である。易 においては宇宙の根源を太極

朱子学の全貌 は、明の永楽十三年 （一四 一三年） に胡広らの編し

この周子の易説を哲学的に敷術し体系化したのが朱子学である。

あり、換首すれば仁 ・義 ・礼 ・智 ・倍 となり、百行の源である。

と 称した。これを構造的に示したのは宋の周子（周敦熙 〈一0 -

） である。彼 の太極の原理は次の如きものである。
七I七三〉

太極動而生レ股。勁 極而静。静而生レ防。 箭柘而復動。一 動云而゜

た「性理大全」 に網羅されている。周子の構造的に図解した「太

I

太極図説」）
其根 ー 0分な陰分レ陽。両 儀立。（『
互為 一

以流行
ー
°命之所ー
動極而静。浄 極而復動。 一動一静互為二其根―

極図説」を次のように解説した。

陰。分レ険分レ賜両倣立焉。分
而不＞巳也。動而生レ賜。苗 而生レ

太極は動箭の二極に分れ、動くものと動かぬものが交替する。 こ
旦 極まって
．の間を時間は平均的に一方的に流れるのではなく、 一

「太極図解」）
以一定不＞移也。（
之所 一

れが今でいう時間稔と述うところは、物に動静の二極があり、そ

また動くと いうことである。 つまり拾腸の二元説である。この防

朱子はここにおいて陰陽が交替する現象を流行底と捉える。ここ

1

陽の往復説或は循衷説に対し、陰陽を動かぬものとして、対立的

関係ととる。これが分陰分陽説である。このように周子は太極の

で変化する時間を「流行底」 とし、固定して分立する状態を 「定

更に朱子はこの説を具体的に説明して次のように言う。

位底」と 規定する。ここに 「流行」の言葉が現れる。

性格を流動する時間と不動の存在の両様に捉えた。
これに対し周子はこれを道徳論に転用し、人間の性梢のあり方

柑j である。
と した。それが「 通
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•

其
ー
朱子曰、陰陽有玉固流行底ー。有 箇定位底ー。一動一静互為ー

単にいうと、天は本体であり、乾はその作用ということ
これをnli

程伊川が天の形体、乾は天の性情といへるも同意 なり。

-l

o 是流行底。寒暑往来是也。分レ陰分陽両儀立焉。是定位底゜
根i

bくしん

と＂

たビ

ょ

無条件に貞しきに利ろしけれども、坤は牝馬の貞に利 ろしき

て生ずるものなれば、乾と同じく元に亨るといふ。但し乾は

承してよく其功を成し、万物は乾によって始まり、坤によっ

せし む。 乾は元に亨りて貞しきに利ろしといふ。坤は乾を廂

““り

坤は瓶なり。 其象を地とす。以て乾を他 とし、天とするに対

＂ん

になる。次いでに宇野氏の坤の釈義も述ぺておく。

J )

天地四方是也。易有二両義一。一 曰変易。便 是流行底。一曰交易。
性理大全
便 是対待底。（「

して移らざるものを「 対待 」と首い替えている。

即ち先に言われた動くものとしての寒暑往来を「 交易」、 一定に

J

この「交易 と「 対待」を「流行」 と「不易」と対立的に朱子
の説いたのは「論語或問」（磁問第十四） である。

故に馬といふ。特 に牝馬といへば、牡馬に対して柔類の意あ

の別あり。乾は天に象どる故に煎といひ、坤は地に象どるが

"うば

於万物一之
天理ー何也。曰。命者天理流行賦 一
1
日。侯氏以レ命為 一

坤に収まるということである。坤には牝馬の貞との言い方もあり、

就するということである。要 するに乾坤は、乾に始まったものが

これによれば、坤は地を象り 、乾に始まったものが坤において成

り、牝馬の貞とは柔顛を以 て貞正と為すべきをいふ。

0ん“

之理ー 0形而下者謂二之気ー。自二其理之
一
町也。然 其形而上者謂ー
i
。而 万古不易。自—其
I 於一 時ー
住 而言レ之。元亨利貞之徳具 -子

＞端。而不レ
循環之紐�
ー
気之巡 一而言レ之。則消息盈虚之変。如ー

柔顛をよしとす る。 これを人 間にあ てはめれば、乾は他 であり、

可レ窮也。（四即 全杏世経部一九一四世類）
によって道徳の規範が定まるという宋学の理気二元説が確立する。

天地は形体の名、乾坤はそれが作用する場とすれば、おのずか

坤は柔であり、男女の別を意 味する。

ここにおいて、天の理法によって万物が流行し、その作用即ち気
易においては「天」の別名を「乾」という。これを「地」を「坤」

「 乾坤」と言う言菜が成立する。この「天」と「乾」
とするに結ん で

ら乾坤に静動・陰腸の別が生ずる。この乾坤の変に基づ くのが後

j

の宋学の不易流行の原形となり、更に芭蕉の俳諧の原理ともなる。
l

七日発行国民文耶刊行会） の宇野哲人の釈義によると次のとおり
かた

との相述について、国訳漢文大成「易経」（大正十一年十二月 廿

んくわ
11

このことを明 らかにしたのが「＝冊子 赤双子の土芳の言である。
』
-

師のいはく、乾坤の変 ハ風 雅のたね也 、といへり。しづか

＂ん・』ん

勿論これは芭蕉の教えである。

である。
さて此の乾卦はもと天に象どる。而 して之を天といはずして、
乾という所以は、孔穎逹云、天は定体の名、乾は体用の称と、
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とどC

ここで注目すべきは「水」である。水は流れて動く。しかしその

うご11

、>、)

、‘`‘

動く水は「 本の水」ではない。流れるにつれ本の水ではなくなる。

とどし

パとゞまらず。止るといふハ、見とめ聞とむる也。飛花落策

成ル物は不変のすがた也。動る物ハ変なり。時として留ざれ

朱子学の水は流れても水は水である。それは『 朱子語 類」 に次の

即ち水自体が時間であり、瞬時に質を代えてゆく。これに対して

ように見える。

うら

（四庫全杏子部八僻家類朱子語九十四周子の書通杏誡上）

笞如レ水、
其出只是 一源 。及 二
其流出来 玉＇差万別也。只 這箇水。

あり

有。物のミヘたる光、いまだ心にきへざる中にいひとむべし。

の散りミだる、も、その中にして見とめ間とめざれば、おさ
1 "と
、
くつく
ことば
まると、その活キたる物消て跡なし。また、句作りに師の詞

これによると芭蕉は俳諧の根元を天地の作用である乾坤に求めて

水そのものは元の水である、というのである。「方丈 記』 の水は

つまり朱子においては、 一源 から発する水は干差万別に流れるが、

いたことが分る。しかし芭蕉は乾坤の変の実体を隣IUJ
の変に求め
ていたということが、後の「物のミヘたる光、いまだ心にきへざ

である。芭祁�
はこの対象の変化と変質をどのように分別していた

流れると共に水自体もかわる。端的に言えば、水そのものが時間

る中にいひとむべし」との言業によって、必ずしも宋学のいう変

と同じではないということが知られる。芭蕉はこの地上に不変の

であろうか。芭蕉は一方 にお いて「 物の ミヘたる光、 いまだ心に

ものがあるということは認めている。元禄一
＿
一
年の春、幻住庵に入
る前 に魯かれた「 洒落堂の記」 に、
ら人せ ヽ
‘

きへざる中にいひとむべし」と言う。芭布�
は対象の変化を瞬間に

あり

消滅する「光」 と見ている。これは対象自体を時間と観ずる仏教

．9

山ハ静にして性をやしなひ、水はうごひて情を慰す。静・動
ふた っ

物自体を固定したものとせず、永巡に流れる時間そのものと見

的無常観に近い。

二の間にして、すみかを得る者有。浜 田氏珍夕といへり。

と宙いている。確かに山は静であり、不変である。水は動いて変
である。しかし芭蕉はこの不変と変を物の実状として認めていた

ィウ ジ

法服 蔵」 第二十 「有時」である。「
有時」を和語で言えば「ある時」

u こ

る熊常観を徹底させたのは、
咄 洞宗 の始祖逍元である。その著「
正

である。

かということである。当時日本の思想界には、すべてを無常と見

みづ

j

る仏教思想が遥満していた。それは、万物を時と見る変質の思想
もと

である。この最も典型的な現れは、鴨長明の「 方丈 記 である。
たえ

キ ャ9 そ．
9

しかあれば、松も時なり。竹 も時なり。 時は飛去するとのみ

ゅくかは

だ9

行川のながれは絶ずしてしかも本の水にあらず。よどみにう

9.
9ヤ ャ9

解会すべからず、飛去は時の能とのみ学すぺからず。時もし

エ

かぶうたかたは、かつきえかつむすぴて｀ひさしくとまる事

飛去に一任せば、間隙ありぬべし。有 時の迫を経聞せざるは、

ゲ

なし。（明暦四年刊首宙幣長明方丈 記）
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すぎぬるとのみ学するによりてなり。要 をとりていはゞ、尽
界にあらゆる尽有 は、 つらなりながら時時なり。有時なるに
よ り て吾有 時なり。（昭和 四十年十二月発 行、西尾実他編、

)
岩波む店、日本古典文学大系81

さみ た れ

ふり

『

の細逍」の旅で平泉の廃墟に立った芭蕉は、
'せつ くら すでにたい
i
こがU
た9 と＂そ
七宝散うせて、珠の扉風にやぶれ、金の柱霜雪に朽て、既類
L のS
11ひ
いら か"
』み
ありた か＊
さ ら な
3
・ よ くu
u いく1
廃空虚の叢と成るべきを、四面新に囲て、党を覆て風雨を凌、
しばらくせんィ｀
ぃ

暫時千戟の記念とハなれり。

五月雨の降のこしてや光堂

と、無常の嵐にさらされながら、過去の栄華を残す光 堂を「 暫

長時間生えている松も竹も時である。というのは、あらゆる存在
もその間に時間を内在させている。もし時を過ぎ去るものとのみ

時」のこととして詠歎する。この 「暫時」こそが時の暴力に抗す

るささやかな抵抗であった。

らく

．感ずれば存在との間に間隙 （すき間） が生ずる。この世に存在す

しかし旅から旅を統けるうちに、自然の時を超越した永遠の存

在を疑うことができなかった。そこで宋学の不易流行説も俳諧の

の言葉もある。

るあらゆるものはすぺ て時である。『正法 眼蔵」有 時にはまた次

皿要な契機であることを痛感したのである。例 えば北陸道の彼方

しさん

山も時なり、海も時なり。時にあらざれば山海あるべからず、

あJのが“

活や行事の変らぬ姿を体験した。

底である。対待底は即ち不易である。芭蕉は回想し、昔からの生

の永遠性を疑うことができなかった。これまさに朱子の言う対待

とよむに当って、日本海の荒海の上に横たわる天の河を眺め、そ

荒海や佐渡によこたふ天河

｀し ど

に浮ぶ佐渡が島を望んで、

山海の而今に時あらずとすべからず。

明らかに「 論語」 の、「
湘也第六」の、

これは前に示した「 洒落堂の記」と 対応する。「洒落盆の記」は

知者楽ら水、仁者楽レ山。知者動、仁者静。知者楽、仁者寿゜

によるのである。悩教的な自然観と仏教的な無常観とは明らかに
くわかく

対立する。芭照の不易流行説はどちらに加担するであろうか。
はくたい

行かふ年も又旅人也」
月日ハ百代の過客にして、
奥の細道」の「
『

たう 上

ずり

風流の初やおくの田植うた

はじ“

日」「年」 という時間を
月」「
の冒頭を引くまでもなく、芭蕉は 「

早苗とる手もとや昔しのぶ摺
・
』が
"
5
蜃飼する人ハ古代のすがた哉 笞良

さな へ

「
旅人」と見なしている。芭蕉も自身を旅人として生涯を過した。

も目を留めた。

これらは皆昔からのしきたりである。また古い戦乱の跡の事物に

この点から言えば、芭蕉の俳諧は無常観の体現そのものと言えよ

？宗裕を与える。「奥
な無常を止めるのに芭照は 「しばらく」と い｀

う。時間は放骰すれば、すべてのものを壊滅に導く。その悲観的
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方を去ったのは、九月二十八日で あった。芭布�
が不易流行説を説

つ＂しの

夏箪や兵ど もの郎ク
の跡

いたのは、俳皓の近 を正辺 に戻すためで あった。

かぷと

f＼す」は現実のもので あるが、その内にこ も
三

むざんやな巾の下のきりん＼す
「
虹草」 や「 きり
る戦乱の悲削を感じた。これら は今という点からみ れば季 語とな
j

去米が芭蕉から教わった不易流行説の一踏が「 去来抄」作 行に

f

いに

傾向のうちに、不笏 流行の理念をよみ とったのは去来で ある。「去

1 あんS 小・
“う ・

なし

るが、その季 語のも つ伝 統性 を見逃さなかった。 奥の細 道 の

ゃ

来抄」修 行に、不易流行の発想について、体5
町の問 いに答えた去

．来の登菜が見える。 ．
いで

えな

見える。
“i
いは く
い・
～
．
｀
去来曰、蕉門に干栽 不易の句•一時 流行の句と云有り。品を
t
二ツに分て教へ給へる、其元は一ツ也。不易を知らざれば基
へ
L
たちがたく、流行を知らざれば風新たならず。不 易は古によ

“ し しう いU く

魯 町曰 、先師も 基よ り出ざる風侍る也。去来日、奥羽行脚
く ・
・う

明らかでなかったこと、第二 は「其元 は一ツ也」と言 いながら、

がたき故、 一時流行とはいふ。はやる事をいふ也。

ょん

ろしく後に叶ふ句成故に 、千歳不 易といふ。流行 は一時 ／＼

かぷと

の前はま、あり。 此行脚の内 に工夫し給ふと見へたり。行 脚

の変にして、昨日の風今日直しからず。今 Hの風 明日に用ひ

Z”

の内 に も、「あなむざんやな巾の下のきりK＼す」といふ句

この説明は芭蕉の本慈にずれる点があり、後の門人送の受け取り

と‘)

あり。後に、「あな」の二 字を捨らる。＂定
のみ にあらず。沢
じ
U“
すて
．
ら
体の句ど もはぶき捨給ふもの多し。此年の冬、初て不 易流行

方 に混乱を生じた。その第一は、これが俳期の理念論か制作論か

9しへ

の教を説給へり。
．
芭 蕉の「 あなむざんやな甲の下のきり/＼す」の句が作られたの

その 「一ツ」の実体を示さなかったこと、第三は、句作論として

み た勘合、不易の句 が上位で 流行の旬が下位で あるかの如 き印象

み なし。唯 不易の句を楽まん。

先師迂化の時、正秀日、此より後 も定て変風 あらん。其風好

j

その時の兵欧が残り、
最 初の形の「 あなむざんや」は「平家物語

を与えたことなので ある。それで 、
「 去米抄」作 行に、

は、元禄二年七月 二十七日加賀の多 田神社 に詣で た時で あった。

からの直 接の引 用で あった。それが謡曲 「英盛」に よって 「あな
むざんやな」となり、それが元禄匹年七月の「 猿没」に 至って「あ

記憶 がiE
しいとすれば、芭煎 が去来に不易流行説 を説 いたのは、

さすがに去来は、

と、流行の句 を否定する正秀の言 説さえ現れ た。 これに 対して、

j

な」が削られ、「奥の細 道 の形 に定ったので ある。この去 来の

四年の冬、芭布�
が上方 を去る直前であったと思われる。芭蕉が上
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をしへ

不 易流行の教といふは、
俳 諧の本体、一時／＼＇の変風との事也。

と言い直している。

師の風雅に 万代不 易有。一時の変化有。この二つぷ九り、共
、t・ し
本一っ也。 その一といふハ風雅の誠也。不 易を知らざれバ実

・
・ ・
6

にしれるにあらず。不 易といふハ、新古によらず、変化流行

たり

字盆小抄 の外に去来は其角にもはぼ同様のことを申し送って

にもか、わらず、誠によく立たるすがた也。代々の歌人の歌

j

いる。 この方が「去来 抄」 のものより整っていると思われるので

ふはれ な

ここ た�う

をミるに、代々其変化あり。また新古にもわたらず、今見る

こと し▼り

べし。又、 干変万化 する物ハ自然の理 也。変化にうつらざ

ばん （ い

所むかしミしに不 レ
替 、哀成ルうた多し。足まづ不 易と心得

力 は ．りf

これも挙げる。これは許六に与えた「俳諧間 答」 に載ったもので、
．許六に 説ませるつもりもあったのであろう。目頭の「 贈晋氏其角
七 ンザイ ツ ェ4

恐」の中に収められたものである。
it

、
)う し つ

4i”

口例 時を得たるばかりにて、その誠を甜ざるゆへ也。せめず

、＇
と

れパ風あらたまらず、品に 押うつらずと云は、一 端の流行に

クン

がたあり。これを両端におしへたまへども、 その 本一 なり。

吾これを叫けり。旬 に千紋不 易のすがたあり。一 時流行のす

心をこらさゞ る者、誠の変化をしるといふ事なし。たゞ人に

ヽ）
し・

一なるは、ともに 風雅のまことをとれば也。不 易の句をしら

よだい

あやかりてゆくのミ也。せむるものハ その地に 足をすへがた

や( ,．�

ざれば本たちがたく、流行の句をまなびざれば風あらたまら

）と わ り
．

く、 一
歩 自然 に進む理 也。行末 いく 千変万化する共、誡の

ひ ，へし

ず。よく不 易を知る人は、往々にしてうつらずと云ふことな

四時の押うつるごとく物あらたまる、皆かくのごとし、共い

変化ハミな師の俳諧也。かり にも古人の涎をなむる事なかれ。

ム

し。たま／＼一時の流行に秀たるものは、たゞおのれが口別

j

この説のすぐれている点は、「 去来 抄 には明らかにされなかっ

へり。

のときに逢ふのミにて、他日流行の楊にいたりて、一 歩もあ
ゆむことあたわずと。
これによれば、先の「去来 抄」 の不伽は全部正されている。

太枢を逍徳的に換言すれば「誠」である。「波」 は絶対不 動では

なく、時に 応じて動くものである。自 然も四季折々に誠の変化を

た「 誡」の性格を説いたことである。宋学の周子の論に出てくる

見せる。それをすばやく キャッチするのが俳諧である。「去来 抄」

これら去来の説に対し、不 易流行の本質を述べたものが、土芳

が芭蕉に 迎ったのは、七年九月の最後の旅に、芭蕉が伊質に滞在

先師評に次の如きエピソードがある。

I 8
ctt
」 以 後土芳
の「 三冊 子」赤 双子 に載 っている。元禄匹年の 猿

した折である。これを 「三冊 子」 赤双子の冒頑に載せているとい

行春を近江の人とおしミけり 芭煎

うことは、土芳がこの説を"
lii
も前要視していた ということを意味
する。
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いは（ し ゃiuv

たん ”

先師日、尚白 が難に、
「 近江」 ハ「 丹波」 にも、
「 行春」 ハ
うぐUす

さかさl

う所である。
「 去来抄」 同門評に次のような批評がある。

路の身を逆にはつね哉 其角

甜の岩にすがりて初音 哉 素 行
．じLぅ rる りんあう
．
だん
ぃUく
去来日、角が句ハ、乗し殺 の乱盆也。幼綿は身を逆にするilU

なん

ti,
‘
“

なし。「初」 の字、心 得がたし。行が句ハ、嗚 湖の姿にあらず。

＂（とし

殊に今日の上に侍る卜申。先 師曰、しかり。古 人も此国に春

岩にすがるハ、或ハ物におそはれて飛 か、りたる姿、 或餌

「 行歳」にもふるべし、
といへり。汝いかゞ間 侍るや。去来日、

を愛する事、おさ／＼都におとらざる物を。去来日、此一君 、

尚白が難あたらず。湖水朦誂として、春をおしむに便有べし。

心に骸す。行 歳近江にゐまさ ば、本8 此情うかぶまじ。風

11
んせい

ひろふ時、又ハこ、よりかしこへ飛うつらんと、伝ひ道 にし
“よそ

光の人を感 動せしむる事、奥成哉、卜申。先 師日、汝ハ去来｀

たるさま也。凡、物を作するに、本性をしるべし。しらざる

うばU

共に風雅をかたるべきもの也、と殊更に悦 王ひけり。

時ハ、
珍物新詞に魂を奪ハれて、
外 の事になれり。魂 を奪る、
これ

は、其物に著する故也。是を本意を失ふと云。角 が巧者すら、

その

湖水 一
惜乙
春」として、「行春を
「 行春」の句は『 猿簑」 に「 望 ー

時に取て過チ有。初 学の人、似むべし。

I

易流 行説の源泉たる「 誠」の変化である。芭焦は、自然に梢を認

近江の人とおしミける」の形で載っている。この「 真」こそが不

凡俳諮は物の本性に従うぺきである。 一時の珍物珍詞に魂 を奪わ

れてはならない。この評は不易流 行説において、流 行を一時の流
1

め、観察者の情の一致 したところに 「誠」の 俳諧 を認める。この
点は現 代俳句の客観写生と述うとこ ろである。「 二冊子」赤 双子

行としてそれに目をくらませるという誤りに対する反省である。

ことと言われる。
四

にも同様の見解が見られる。このことは芭照が末期の枕に語った
こと＂

四柑のうちの「 中肘」 の解釈からきている。
朱 子の「 中庸章句」

と言って「 庸
」 を「 不易」と解しているのは注目に値する。附は

府者天下之定理。

子程子曰。不 レ偏之糊 レ中。不 し
易之附レ府。中者天下之正辺。

変らぬ物を不易と酋い、変わる物を流 行とする朱子学の思想は

私意をはなれよといふ事也。此習へといふ所を己がま、にと
u
つひ
りて、終に習ハざるなり。習へといふハ、物に入てその徴の

の冒頭に、

松の事ハ松に習へ、竹の事ハ竹に晋へ、と師の詞のありしも、

顕れて情感るや句と成ょ所也。たとへものあらわにいひ出て
さく い

も、そのもの6自然に出る情にあらざれば、物と我二つに成
いと ら ず

りて、その惜 誠に不レ
至。私意のなす作意也。
このことは私意のなす作意によって一般 を鷲かす俳句と大いに迎
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天下の定理であると共に、実際の道徳活動を行うにあたって、極

府」を不 易と解するのに対し、朱子は「常」をもって説明した。
「

端に傾かないようにする実 践的な意味を併せもっている。程 子が

開 先 生以レ常為レ而。 二説不 レ同。 日。
不 易 為に
ー
問。明 道以ー

「 朱子語類」六 十一中府の条に、

其中云究惟 其常也。
一
則不 易在ー
言 レ岱吊
とある。「常 」と言 えば不 易はその中に含まれ る。 つまり不 易は
常 の下位概念にたつ のである。 ついで「常」を醤えによって説明

厭心 み 天
。

陳北渓名は陳 淳、朱子の門 下中、最も篤実 をも って称 せられ た。

日本の備学 者も多くこれ に従った。当 然芭蕉もこれ を学 んでいた

のである。

であろう。かくて芭蕉の不 易流行説は俳 諧の基本として成立した

陳北渓の「 性理字義』 にはもう 一っ 「誡」の一貫 性を説いた論

今無
流行自 レ古及 レ

- l

。 必往寒来。 日往則月来。春
遼之妄 一

がある。
論。維 天之命於穆不レ巳。只是一箇誠。天道
天道 ー
賊字本就,,

生了便夏長。秋殺了便冬蔵。元亨利貞終始術環万古幣 如レ此゜
IO

常 則不 レ得レ久突。醤如 ＿
惟 其平常 。故不 レ可レ易。若非 レ
＿
飲食

している。

皆是其実道理為 ―
―
之主宰 ー
。如 ―天行一 日一夜 一周 而又過こ

-i

度ー。

これ は自 然の変化の一逸 の妄れ のないことを説いたもので、この

則暫 一食レ之可也。

流行は不 易に通ずる。朱子以後には、さまざまな見地が不 易流行

常得二之物ー。
。是常 自不 レ
如＿
＿
＿
可レ易。若是珍薙界味。不 ＿
＿
五穀ー

膳部は一食だけでよい。これ は実際問題に説き及 んでいて大変典

飲食に供するに、五穀は常 食として久しく用 いられ るが、珍味な

これ は前 の朱子の「一定不 移」を「一定不 易」に 酋い替えただけ

不 ＞易也。（性理大全）

1

。 分レ
陰分レ協両儀両儀立焉 者＝夏一定
一動 一浄 互為 一其根 ー

i

也。
推於無窮一
陪 而生レ桧。太極 流行之妙相 一
平骰業日。動而浄。

の趣旨を説いたものがある。 ーつは平敢業の説である。

＿庸是平常之 義＿」の条には、朱子の
隙北渓の「 性理字義 「論＿
j

味深い。

説が更に具体的に語られ ている。
l

只是常 姐理。 凡日用 間。 人所 福 行 而不 レ可レ廃者。便 是平

五裟之食布吊之衣ー。
一
常道理。惟平常 故万古常 行不 レ
可レ易。如 ＿

で、新味はない。次は南軒張である。

1

已。質 曰 一
水火木金 ー
。蓋以二険陽相間 一
曾。猶 レ酋ー
ー
束西南北ー。

南軒張曰。盗質 則陰陽交錯凝合而成。気 則険囮両端循環不 レ

万古常不レ
改易ー。可な食可レ服。不 レ可レ厭者鉦炉他。只 是
＿
可＿
。自 餘珍奇底飲食衣服則
不 易之義ー
平常 耳。故平常 則自 有＿
＿
＿
只可レ供＿
＿
一時 之美ー。終不 レ可二以為 品常。若常 用レ之。必生＿
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所謂 対待者 也。気日 二木火金土 ー。釜以ー
ー
陰陪 相因一
言。猶レ
言＿
一
束南西北 一
。 所謂流行者 也。質雖―
―
一定 而不＞易気則変化

研究室受贈図書雑誌目録ー

単行本〉
〈

（
平成二十 一年 一月i十二月）

安田女子大学言語文化研究叢 杏14「白盆 居米帖」（安田女子大学

ら

e
,

言語文化研究所）信 廣友江編

而征似窮。所謂 易也。（性理大全）
南軒 張は首紫を替えただけで、本名は張南軒である。又 の名は張

地域文化研究叢 柑4 「加藤 隆久所蔵 摂州名所記

武郎川女子
（

拭という (-―＝＝
T 八 0)
。朱 子は一―三 0年から ―八 0年

公開 シンポジウム 報告書 世阿弥と複 式夢幻能 （大阪府立大

j

を生きた人であるから、ほぼ同年の人である。この人の説は、陰

大学大学院文学研究科日本語 日本文学専攻）毛 利正守編

のを気として流行とする。これはガ物を伐と気の両面から見たも

l

囮の交錯凝合せる物を質として対待とし、陰陸の循環不已なるも

学）

〈
報告書〉

ともできるが、やや詭弁である。例えば水は温度が下れば氷とな

のである。このように不易と流行は対象の状態によって分けるこ

り、上れば水蒸気となる。これなどは近代科学とは相納れない説

地域に生きる（大阪府立大学）

世界のぶ余々の文化セミナー 報告掛 （大阪府立大学）

かように不易と流行はさまざまな意見があるが、要するに宇宙

である。

ーバンミ ッションに甚づく 教育や実践＼ 報告苦 （大阪府立 大

sswに必要なEBPを示せ る力とその養成方法

研究プロジェクト報告宵 一八 四 日本近代文学と病（千業大学大

学）

ーシカゴのア

が迎行するとい うのであ る。芭 蕉はこの様 相を俳諧に適合させ、

の本体を太極とし、それを人間の誠と見、その変化によって世界

る。 これはある意味で磁合す ることもあるが、後人が不易の句、

風雅の誠を想定 し、その現れによ って 不易と流行を立てたのであ

学院人文社会科学研究科）

〈
雑誌〉

流行の句と区別するのは安易である。例 えば許六の血脈説もある

（あかはね まなぶ 岡山大学名脊教授）

が、冗長になるので省略する。

愛知教育大学大学院国膀研究（ 愛知 教育大学大学院国栢教育専

攻）十 七
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