られているのは一
二十八例（ 扇に術いたものを含み、同じ料紙を二

源氏物語において、消息文に用いられた料紙の色について述べ

源氏物語におけ る白 い色 紙について

源氏物語における消息文の用例の大半は、恋人どうし、あるい

暢

は夫婦の間で交わされるものであったり、恋心をもった男から女

このうち、白い料紙を用いた例は十二例である。（白い扇に苦い

白い料紙を用いたと考えられるものがある。それ故に白い料紙は

たものを含む。）こ れらの中には、恋文らしくないものに故意に

通りの色で表現した例を二例と考えると四十例になる）である。

ある。それが消息文の内容だけでなく、科紙や文付枝、文使い、

文らしくないものの場合 「うはぺはおいらかに、すくすくしき」
、

恋文に用いないもの、という見方をされることがある。しかし恋

r
原肥えたる」
、「
こはごはしき」 というように、白い科紙でもそ

あるいは贈られてくる時間など、さまざまな事がらによって表現

中でも用いられた科紙は重要な意味を持っている。そして科紙

や 「白き面の紙」の場合は趣深い恋又に用いられているし、同時

代の他の胎作品には白い科紙が恋文に使われた例も見られ、中で

の性質が限定されている。 一
方 、源氏物語の中でもr白き隙様」

も枕箪子では白い料紙は尚く評価されている。したがって白い料

であったかということ、科紙にたきしめられた煎香についてであ

色の科紙」に閲して考えてきたが、 今回は「白い料紙」の中でも、

る。 これまで料紙については「 白い科紙」「陸奥紙」「空の色・空

分が大きいと考えられる。

紙のすべてが恋文に用いられないのではなく、紙の性質による部

．
について言 及される事柄は主としてその色と、どんな紙質のもの

される。

ものがある。つまり無邪気な求愛もあれば、屈折した愛梢表現も

つの手だてである以上そこには、さまざまなニュア ンスを持った

子

．にあてられる求愛の恋文である。そして、それが愛情表現のひと

井

特に「白い色紙」について考えてみたい。
白い科紙については以前 に論じたものを、俯単にまとめると次
のようになる。

- 32 -

坪

源 氏物語の消息文で用いられる科紙の種類には、源椋、組の紙、

には使わないような、ごわごわした白い色紙に現れているとも取

とあるものは、うちとけた内容で、懸想めかしてもいないもので

)
こまかにけしきばみてもあらぬが、をかしき」（ 行幸 •四 ー151

また、源 氏が玉邸にあてた「白き色紙に、いとうちとけたる文、

れる。

が示されているか、または索紙である。中 でも白い紙が、素っ気

ある。源 氏は玉也に恋心を抱いており、それを玉埜は煩わしいと

などという用例もある。 この中で高脱の紙以外はr 白」という色

jBj
.
四脱 の紙、色紙、陵奥紙、骰紙がある。このほか「はかなき紙」

といわれる料紙に顕著に見られる。そこで今回は、「白い色紙」

ない風惜を持 った料紙として使用されているものは「白き色紙」

思っている。それだけに、今回の消息は、色めいたことは歯かれ

) であった。 この例は両者の恋文を
浮舟 ・八 ー62
糾にて立文」（

また浮舟のもとへ匂 宮と照からの恋文が同時に屈いた時に、匂

ていない、ということを示すのに、白き色紙が川いられている。

について、さらに考察を進めたいと考えた。

白き色紙」は物語中六例見られる。 一例は絵合巻でr 宇津 保
r

対比的に描いており梢熱的な匂宮に対し、実匝な煎の恋文、とい

う対比がなされている。

宮のが小さく引き結んだ恋文であったのに対し、蕉のは「 白き色

物語』 を描いた絵の料紙が「 白き色紙、胄き表紙、黄なる玉の軸
2)
)とあるもので、その他五例はすべて消息文、 そし
也」（三1104
例えぱ、煎が字 治の姫君に初めて贈った消息文は「 懸想だちて

す

て恋文である。

以上の例から、源氏物語においては、恋文めかさない消息文に｀

「白き色紙」が用いられているということが、確かに言える。こ

もあらず、 白き色紙の匝肥えたるに、部ひきっくろひ遥りて、扱

) とある。黛 は姫君
つき見所ありて掛きたまふ」（橋姫•六 ー286

歌だけを掛いて贈ったものだ。（ニー159
)こ れは恋文らしい恋文

林院に龍もった源 氏が紫上にあて、「陸
西森
飛木 巻で、
の他の一例は、

と言えるのだが、先に裕げた宇 治中 社と煎の附答と阿じ科紙の組

「 白き色紙に」
奥紙にうちとけ世きたまへる」恋 文への返歯で、

また、中君からの、
「陸 奥紙に、ひきつくろはずまめだち」て

み合わせ、と思うと、源 氏からの消息文の、陸奥紙の風情にあわ

を送った、という趣である。

も「すくよかに、白き色紙のこは
m
掛いた消息文に対する挺の返ilt

たちに関心はあるものの、まずは恋愛感梢を示さず、誠実な手紙

)牲 かれた。照は中 君に恋心を抱い
ごはしきに」（宿木 ・七ー197

せたものとも考えられる。

では「 白き色紙」とは、どんな科紙なのであろうか。

方 では、恋の相手としてではなく、後見人とし
ているものの、 一

ての態度を示そうともしている。それがこの、きまじめな、恋文
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掃いて染めた唐紙の下地 、つまりふのりでといた器舟末で、

い染紙ということになると、上等の格質の素紙に白い胡粉を

版木の校様を刷り出して組紙としても、刷り出さなくても、

実はr 源氏物語」 の注釈杏には「 白き色紙」の材質について説

白い胡引きの紙を指すかと思われる。

明したものは非常に少ない。新 潮古典集成が、野木巻の例につい

「 粋通 の惜状に使
て 「白い簿様」、宿木巷の例を「白く染めた紙」

白い染紙」と述べている。また岩波 ・大系 では橋 姫怨の例につ

「白く滸色された紙」なのか、あるいは「白い色をした紙」
なのか、

と述ぺる。

(
3)

われる紙賀であったとことわる」、
淫舟巻の例を「 烏の子簿様の

いて 「四角に切 った紙」「色紙の大型 のは、長さ六寸四分、幅五
(
4)
寸六分、常の型のは長さ六寸、幅布寸一分 Lとあり、新大系 で

全般を指すのか、という点である。

「 しきし」は色を．施した手紙などの料紙で、今日の原手、正

T 倉院文咎』
色さ れたものを示すのだと考えられなくもないo 正

料紙も存在するので 、「色紙」というからには素紙と区別し、滸

当時の料紙を見ても、素紙はもちろん、胡粉で白く箔色された

これらの注釈から考えて、
一 番の問迎は、「白き色紙兄か「 索紙」

は、閃 木巻の注に、
方形のそれとは別。ただし、「白き色紙」の場合、「白」の滸

れであるが、それは照の随身によって 、「 赤き色 紙の、いときよ

た例がある。浮舟が匂宮の恋文への返術として脳った消怠文がそ

湘氏物語の中には「紅の瓶様」がr 赤き色紙」と言い換えられ

色紙」の実態について考えてみよう。

そこで「色紙」
、または 「白き色 紙」の用例を見ながら、「白き

紙」と同じなのかちがうのか、判然としない。

紙」 の中に 「白」が含まれた例もあり、これが「 白
の中にも「 色

(
8)

色の有無は不 明。
(
5)

r
源氏物語事典」には、次のように述べている。

とする。

元来は色をつけた紙（染色または色を刷く） の意と考えられ

果たしてこれが白色に加工したものであるか否 か疑問で、「 色

るが、この時代にはr白き色紙」という紺が多く用いられ、

紙」の原義は失われているものかと考えられる。但 し、和歌

〉

これを実は少 し前に庶も、浮舟からのものとは知らず、匂宮が

)と伝えられた。
らなる」（浮舟 ・八 175

受け取るのを見ておりそれは、
「 紅の簿様に、こまや かに柑きた

で

元来、「色紙」という料紙名は、染紙のことであったが、漉

)と杏かれている。つまり同じものが「紅
174
るべし」（同 ・八 173

を記すに用いたいわゆる色紙とは異なる。
(
6
一
方、r枕草 子』 二十三段 に、「白き色紙おしたたみて」とある
7)
記述について、r枕草 子解 環」では、

き染 ・柑け染・掃き染・刷り染と種々の技法がある中で、白
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すると、「白き色紙」は「白い色をつけられた紙」と見ることも

からは、「色紙」は、
色 のついた料紙を広く指したものかと思われ、

の湖様」 ・「赤き色紙」と表現されているのである。この例など

六例のうち、 五例が 「白き色紙」である。 r源氏物語』における

のうち六例が「白き色紙」であり、r枕箪 子』 においては「色紙」

ちなみに『 源氏物語』において 「色紙 Lは十例見られるが、そ

m

、近江君から弘徽殿女
宛てた恋文）、
「宵き色紙 L（常夏 •四 1109

梅枝 ·
「紙屈の色紙の色あひはなやかなる」（
、
御にあてた消息文）

、太夫監より玉摂に
ー289
一
＿
「店の色紙」（玉埜 ・一
その他の 例は、

四ー姻、
箪 子）、
「赤き色紙」（浮舟 ・浮 舟から匂宮に宛てた恋文）

できるし●さらには「白い色をした紙」すべてを広く指したとも

しかし「白き色紙」はその他の色の付いた色紙とは別に考えな

である。
r枕草 子』で は一三 八段、
「胡桃色といふ色の原肥えたる

考えられる。

ければならないだろう。 というのも「紅の薄様」を「赤き色紙」

lro
頁） という用例がある。「色紙」に占 める「白き色紙」の割

L

．と言い換える例があるとは哲え、「白き薄様」をr白き色紙」と

合がこれだけ多く、しかも物語中での描かれ方から、ある一定の

〈

「白」に限っては、物涌 中の
と「色紙」を同じに扱うとすれば、

「薄様 」
言い換えることはまずないと思われるのだ。なぜならば、

すのではなく、
「白き色紙」というーつの種類の料紙、と考えた

ど他の種類の料紙を言い換えたとか、白い色をした科紙全般をさ

イメージを持った科紙だということがわかることにより、
．薄様な

例えば「白き薄様」に梢息文を也いた例は、 五月五日の節句の

描かれ方があまりにも異なっているからだ。

日に、祭宮から玉径に胞られた恋文で、それは硲葡の長い根に結

では「 白き色紙」は「白くがM
色されたもの」なのか、それとも

方が良さそうである。

白き薄様にて、御手はいとよしありて柑きなしたまへり。
見

ぴつけてあった。

·

や格などの靱皮椒維は一般に日 光にさらすと源白されるという。
」

「麻
「さらす」という作槃がある。町 田誠之氏は、
法だけではなく、

科紙を「白く」する方法には、胡粉を務る（ 具引き）という方

素紙であるのか。

改めて伝えてみるとどうと首うことはないが、見ている分にはた

なしや。（四ー67
)

るほどこそをかしかりけれ。まねぴ出づれば、 ことなること

いそう趣深いものであったと述ぺられ、内容はともかく、その体

（

晒し」「雪晒し」などの方法もあり、生成の色をできるだけ白く

「料紙は漉き挙げた和紙を板に貼り付け日光で乾かす。 この場合
)
10
9)
(
「ifJ
布 の場合、
自然に慄白が行われた 。」という。吉 岡幸雄氏は、

裁が、時節にあったしゃれた胞り物として投美されている。した

て、「白き薄様」に骰き換えることができるとは思えない。

がって「白き色紙」を単に「 白い色をした紙」というふうに考え
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しようとする努力は、さまざまに行われてきた。
(
ll
)
『 延喜 式」
」に おいて、
有田良雄氏 は「日本の紙の話 （古代）

素紙としての白さ、その梢涅な美しさへの賛美と思われるのであ

息われる。す なわち、それらは白い彩色を施したというよりは、

の白さと、
「陸奥紙」の白さ、「ただの紙」の白さは同質のものと

とある。
こ こでは白い科紙に対する伐焚が見られるが、
「白き色紙」

内蔵寮式 「年料 紙 」のなかで、色紙の材科として常陸国の閥布

る。

(
12
)

段と白い高級紙を得るために、日に喉した布（ 曝布）を使用した

「一
三十端が用いられ、そのうち十六端が品ざ とあることから、

ば、いとほそく巻きて結びたる、巻目はこまごまとくぽみた

しける屈の、ふと凍りにければ、末博になりたるをあけたれ

いと白きみちのくに紙、白き色紙の結ぴたる、上に引きわた

また二九四段には、

や雁皮などの樹皮を用いるよりははるかに手間がかかることも述

用いられていると述ぺ、新しい布を用いて紙を漉くことはコウゾ

のだろう」と述べている。また有田氏は、この場合新しい麻布が

．
べ ている。つまりそうして造られた色紙は、それだけ黄重なもの

1珈頁）
•(308
•
るに…•

を細く巻 いて結んだものと取れる。萩 谷朴氏も既に指摘しておら

とあり、 二七七段と同様、陸奥紙と併記されているが、白い色紙

でもある。
このように考えると「白き色紙」とあるからと言って、白の具

果たしてこまごまと結ぶだろうかという疑間が浮かぶ 。 一三 三

れるが、具引きされたものを、装飾を損なう可能性があるのに、

引きと限定しなくても、素紙ではあるが、とりわけ白くなされた
もの、ととってもよいのではないか、とも思われる。しかし r白

ぱ、 やはり、素紙の方が適当であると思われる。

段にも、白い色紙に餅談を包んだ例があるが、物を包むのであれ

(
13
)

2呑杯だけでは、具引き、屈して深白した材料の使
い色紙」とい、

この点をもう少し考えるために「 枕草 子」 の用例を見てみよう。

用、どちらの可能性も捨てがたい。

「白き色紙」の、孫 氏物間中における扱い方が「白き紙」
また、

r
源氏物語」に おいて「白き紙」と あるものには、酋の日の源

とあるものに通じることも「白き色紙」 の材質を考える手がかり

氏から、女三 宮に宛てられた恋文らしい用例のほかに、源氏が末

枇の中腹立たしう、むつかしう、片時あるべき心地もせで、

まず 二七七段に、

2さよげなるに、よき節、白き色紙、みちのくに紙な
いと白‘

になる。

ど得つればこよなうなぐさみて、さはれかくてしばしも生き

摘花に賠ったもの、源氏が玉牡に贈ったものがある。

ただいづちもいづちも行きもしなばやと思ふに、ただの紙の

てありぬべかんめりとなむおぽゆ。(282
頁）
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前者は、末摘花から、珍妙な新年の晴れ滸と消息文を膀られた

ただしもちろん 「白き色紙」は、普通の白い紙と同じではない

＂
)

し、同じように扱われていたわけではない。

r権記 」寃 弘八年 六月十三日の条に、上表 文の梢杏用に陸奥

源氏がその返礼として咽いたもの。源氏は宮中に参内した際に台
盤所をのぞき命婦に「くはや、昨日の返りこと」と言って投げて

表文に用いる料紙として陸奥紙（ 枢紙） ではなく白き色紙の方に

曲いた、という例である。「 白き色紙」が、柑紙のような、公文

紙と白い色紙を下されたが、「依粧紙凡、杏白色紙」とある。上

掛にしばしば使われたような科紙と同じ用途に用いられながらも、

よこした●そ れは「 訓糾糾に、捨て宙いたまへるしもぞ、なかな

套にかなったものであるが、それが白い紙にさりげなく柑いてあ

かをかしげなる」（末摘花 ・一ー213
)とあった。歌は恋の歌の前

る。それもかえって趣がある、と述べられている。このときの「白

枇紙とは異なったイメージを持たれていたこともわかる。

女 二宮の寝所で浴としていっ
またr狭衣物語』で、狭衣大将が、

(
15
)

．
き紙」とは、博様などの恋文にふさわしいものとは迩い、何でも

み て、 移香 なども批 の前 の人 のとは おぽ えず しみ 深う て、

白き色紙なども、（なべて）見 ゆるにはあらぬが、少ししぼ

た懐紙が

後者は源氏が、玉牡のもとで一夜を過ごした翌朝送ったもので

する盈紙とも考えられる。

ない、日常的な料紙のように感じられる。物語中にしばしば登楊

ある。「白き角の うはぺはおいらかに、すくすくしきに、いと

(
132
頁）

とある例などからは、白い色紙は懐紙などに用いられた、しっか

めでたう掛いたまへり」（
胡珠 四155
) とある。
「うはべはおい
らかに、すくすくしきに」とある点からこれも薄様や居の紙のよ

あらぬが」というように、狭衣大将のはふつうに見受けられるよ

りとした紙質のものであったようだが、
「なべて見ゆるさまには

このように、「白き紙」とだけかかれたさりげない料紙を用い

うな平凡なものではない上等のだ、という魯き方がされている。

うなものではなく、普通の素紙ではないかと思われる。

たときは、あえて恋文めかさない内容となっており、
「白き色紙」

また、快紙などに用いたことを見ても、具引きされた料紙ではな

なく、索紙であり、しかしながら苦通のものよりは白く為された

このように考えるとr白き色紙」は白く色を途られたものでは

い可能性が高い。

味でも白き色紙の「白」は、彩色された白ではなく、色のついて

色のついた華やかな科紙の対極あるもの、と考えられる。そ の意

科紙と思われ、有田氏の言う曝して白くした麻布を原料として漉

以上のことから、源氏物語のなかで用いられた「白き色紙」は、

の場合と同様である。

いない、という意味の「索」 を当てるのが適当であると思われる。
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かれた、原く丈夫な、そして美しく上質な料紙であったと見るの

があるが、これは明石上に初めて恋文を出したものの、返事をも

して「 いといたうなよびたる問横」（明石 ・ニ ー加）という表現

して用いられている「なよぶ」 という酋葉は、源氏物語の中で見

らえなかった源氏が、再ぴいどんだものである。ここで班様に対

が適当であろう。
では源氏物語においてはなぜ「 白き色紙 Lは 素っ気ない印象の

も のとして幣かれるのだろうか。

がって「いといたうなよびたる博様」と いうのは、苅く柔らかい

している。また箔恨れて柔らかくなった衣を示す例もある。した

紙質とイメージを描いているといえよう。r 枕草 子』八 九段 「な

ると、人柄に用いられる楊合、物腰の柔らかな、優 美な様子を示

き Lという表現から「 白き色紙」は、匝くてごわごわした感触の

まめかしきもの」に おいても、
「薄様の草子。柳 の萌え出でたるに、

源氏物諾においては、紙の手ざわりのようなものを砥要視して

科紙という印象を受ける。r宇浙 保物語 」国 腺上にも、若宮の手

「 白き色紙の厚肥えたる L「白き色紙のこはごはし
いる面がある。

本を様々な色紙に脚いて賠った仲忠に対し、あて宮が礼状をした

なものとして描かれている。

また、白 いも のは描かれていな いが 、源氏が初めて明石上に出

あを き薄 様に術きたる文つ けたる」(138
頁） というように、優 美

した恋文に用いられた「 高脱の紙」は 、梅枝では明石の姫君の入

ためたが、それは 「 白き色紙のいと匝らかなる一煎」（三ー82
)

枕草子』で
権記』 には上表文の料紙に、 r
衣物 語』 では慎紙に、 r

に由かれた、とあり、厚 いものであったのだろう。先に挙げたr狭

は包み紙に、というように、「陸奥紙」（棺紙）と同じような用途

)
高麗の紙の班様だちたるが、せめてなまめかしきを（四ー266

内のために 作った草子の料紙として描かれている。

実際にはr 延喜 式』 にr 年科所造色紙四千六百張 限三千二百

に用いられており、原 くしつかりとしたものであったのだろう。

ならで、なまめきたるに、おほどかなる女手の、うるはしう

高脆の紙の、IMこまかに和うなっ力しきが 、色などはなやか

心とどめて術きたまへる、たとふぺ きかたなし （四1266
)

」とあることから
八十張 、薄 千二百廿張。長五十張、広五十張。

れている。際 くごわごわとした手触りを、恋文にふさわしからぬ、

薄手のものがあったようであるが、物紐中では原手のものが描か

ものであったと思われる。

と述べられているように、隙様に似た 、きめの細かい、柔らかな

次に「 唐の紙」の例を見てみよう。「白き盾の紙」を用 いたも

とするのは、「ふくよかなる L「 瞑肥 えたる」と形容された陸奥紙

のとしては須庖に恨居していた源氏のもとに附られてきた六条御

の場合と同様でもある。

文として掛かれた簿様の例を見ると、その紙質を説明したものと

物梧中に描かれたその他の科紙に目を転じてみよう。優 美な恋
．、
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息所からの高雅な文の例がある。料 紙の特徴はとくに描かれては

笈品としての草子類に用いるのにこそふさわしいとも酋えよう。

「唐の紙」の特徴を知るには、物語中には明石姫君入内のため

ものは、そつけない印象を与えるものとして描き分けたのだと思

見れば、匝 手のごわごわとしたもの、そして丈夫で英m性がある

て柔らかな惑触の料紙を恋文の科紙として評価する作者の目から

物語中の博様や翡脱の紙の用い方を見てもわかるように、薄く

に辿備した耶子に用いられたものとして「 唐の紙のいとすくみた

わ れる。そして現英には薄手の色紙があったとしても、少なくと

いない。

宮の阿弥陀経 を源氏が自ら柑こうとする時「 唐の紙はが引�て、

引 に草柑きたまへる」（梅枝 •四ー臨） とある例、出家した女三

「白
も源氏物語の中ではr 白き色紙」は｀瞑手のものが描かれ、

その一方でrもろい」性質があるらしい。また「 唐の紙はもろく

感 じを営う。
「ごわごわ した」
くむ」 というのは「こわばった」

る。 つまり、恋文の常套として、はなやかな色合いの源様を用い

ことに梢浄さを見るというよりは、生媒面目さやそつけなさを見

科紙に梢浄さを見、高く評価をしているが、源氏物語では、白い

枕草子では、陸奥紙や、色紙、ただの平凡な科紙を含め、白い

き色紙」のイメージを決定づけていると息われるのである。

朝夕の飼手ならしにもいかがとて、紙屋の人 を召して、こと にき

て」紙屋所に命じて特別に漉かせた、とあるように、固い、 一方

「す
)とある例がある。
（ 鈴虫 ・互 ー346
．よらに漉かせたまへるに」

もろいという性質があるといえよう。

公文瞥に用いるような料紙を用いたという印象を持たせているの

である。そして、それは先にも論じたことだが、「白き色紙」ぶi

るべきところ、敢えてEl徹の手習いや、あるいは、懐紙、時には

はあるが、?3ろい」という点が決定的に異なる。また、唐の紙

「速 くて柔らかい科紙は悛美であるが、厚くてご
このことは、

奥紙」といった、匝みのある科紙において、 ことに額瑞である。

脆の紙とは異なった性質の料紙
四
このように、 唐の紙は班様や古

には、陸奥紙や白い色紙に見られた 「原さ」はないようである。

である。ごわごわした感触といえば「白き色紙」に通じるようで

物語の中では、十一例中八例が消息文に用いられているが、少し

「両脆の紙」に「おほど かな
相性というものもあったであろう。

的な考え方もあったかもしれないが、それだけではなく、節 との

「唐
る女手」を 俳いた、という例を先に挙げたが、阿じ場面で、

般
わごわした料紙は無骨である」というような作者の好みや、 一

あり、これらの紙を用いる時はそれなりの心づもりをしているこ

紙歴の色紙の、色あひ
の紙のいとす くみたる」には「 箪」を、「

気の張る相手に対してしゃれた趣のあるところを示すべく 選ばれ

とが伺えるのである。その点、丈夫さに欠け、扱いに注意を要す

た科紙といった風梢の用例が多く、どの紙よりも費狙な高級品で

る点で、実用的な科紙とは習えず、 ご回限りの恋文、あるいは調
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はなやかなる」には「 乱れたる草の歌を、
班 にまかせて乱れ掛き

たことを言わない。一 時のあだめいた気持ちではなく、ず っと世

性に宛てて贈られたものである。恋する相手に、あえて懸想めい

合八例中 一例 が、
「白き色紙」の場合は五例中三例が、蕉から女

話をするつもりだという姿勢を示そうとしているのであろう。ま

して言えば、同じく、明石の姫君入内のため
「
白い料紙 LにOO
．
の草子づくりにおいて、源氏が「 白き赤きなど、掲焉なる枚は、

陸奥紙と似通っていながらも、庶が用いたのは「白き色紙」の方

た白くて瞑い紙質、上 表文や慎紙、包み紙として用いられるなど、

たまへる」とあるように、科紙の趣に合わせた箪が選ばれている。

兼とり直し、用意したまへる」（四ー262
)さ まが見られるように、

が関係していると思われるが、その点に捌しては今後の靱姐とし

が多いのも気になるところである。そ こにも「 白き色紙」の性質

屈色が目立つ色なので、特 に注意して柑いている様子が描かれて
いる。恋文がひらがなの散らし宙さであるとすれば、「陸奥紙」

r 間文化研究年報』
1 拙栢「 源氏物語の消息文に関する一考 察」 (人
号／お茶の水女子大学人冊文化研究科 一九九二年三月）r源
第15

（
注）

たい。

にしても「白き色紙 Lにしても、厄 くてごわごわしたものは、流
麗なかなの文を掛くには、あまり適していないのではないか。ま

．して秘めたる恋の思いをくつきりと愚色の目立つ白い料紙には、
杏きづらいだろうし、曹くにしても、かなり心得のあるものが杏

紙や陸奥紙は恋文に適さない、あるいは恋文に用いるには難しい

かねばなるまい。そういった意味でも、白い科紙、 ことに原 い色

環として1」(r
人間文化研究年報』
第 16
号／お茶の水女子大学人間

氏物語における陸奥紙について—物語中の消息文に関する研究の一

空色』に ついて
空の色」 ・ 『
r
月） ．「
一
＿
文化研究科） 一九九三年一

科紙であったのではないか、と思われる。だからこそ蕉は「白き

号
岡大国文論秘』第 30
| r源氏物語:の消息文の科紙の研究ー」（『

}
11
(

色紙の瞑肥えたる」ものに、
「策ひきつくろひ選りて」
、字 治の姫

r
源氏物話」の本文は、石田穣ニ・消 水好子校注 『源氏物器』一

i

「
大系」は 、山岸徳平校注 r源氏物語』 ー五 （岩波書店 昭和

年）により、咎数と頁数を示す。
160
ー八 （新潮社 昭和51

「
新大系」は、柳井滋 ・室 伏侶助：大朝雄ニ・鈴木日出男 •藤 井

33
138
年）を指す。咎数と頁数を示す。

し一九九七年）
貞和校注 r源氏物話」一i五（岩波柑店 一九九＝―

4

3

2

年3 月）
平成14

君たちにあてて歯 いたのだろうし、源氏が女三宮 に雹の朝贈っ
た「白き紙 Lに歯かれた恋文は（ これは蒋様であろうが）
、
「御策
などひきっくろひて」（
若菜上 ・五 ー61
)掛 かれたのだろう。
以上のように、
「白き色紙」の実態と、そのイメージを中心に
考えた。興味深いのは、
「白き色紙」が「陸奥紙」と同様、恋文

である。特 に薫が魯く恋文に多く集中している。「陸奥紙」の場

には不向きだとしながらも、あえて恋文として用いられている点
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を指 す。巻数と頁 数を示 す。
。
）
年（ 合本）
5 池田れ鐙編 r源氏物研辞典』（東京盆 昭 和62

枕卒 子』の本文は、池田亀担 ・岸 上禎 ニ・秋 山虔 『枕玲子 紫
r

式部日記』（ 岩波 街店 昭 和33年）により、頁数を示す。

6

に は、「太田切和漢朗詠集」
された「 彩ら れた紙 料紙装飾展」図 録

日、徳川英術館において開 椛
月11
月 6日111
年10
？ 例えぱ、平 成13

「巻子本古今和歌 集」 をはじめ、多くの白の具引きの料紙（ 大部分

年）
記」（ 臨川術店 昭 和40

r権

の意と 解 釈されている。

14柑補新訂史料大成

年）、により、頁数を示す。
波 柑店 昭 和 40

狭衣物語」の本文は、一二谷栄 一•関 根灰子校注 『狭衣 物語』（岩
15 r

年）に より、巷数と頁 数を示 す。
年ー14
平成 11

ビ の本文は、 中野幸 一校 注・沢 r字津 保物語」 一1
字津保物虹
16 r

（ 小学館
―
―

に述ぺる。

銀江入楚』で は憐 姫咎の「 白き色紙」の注 釈として、次のよう
17 r

箋 梅か枝怨に 白きひらをは心して 源氏の箪子もかき給へるよしあ

が校 様が 刷り出されたもの）が 示されてい る。

眠
r 江入楚」四

年）
武蔵野術院 平成12

つほ い のぶこ 玉野市立王野商菜甜筍学校教諭）

年）
51
（思文 淵 昭 lll

淡紙文献 類漿 古代 ・中 世紺』
参 考文献 •関 義城 r111

中野幸 一編
（

色ある紙よりも白きは墨つきなともよきあしきみゆ へき事也

8 萩 谷朴 r枕草 子解 環』第 一巻 （ 同朋 舎出版 一九八 一年 ）

二00一年）

り

（ 日本放送出版協会
10吉 岡幸雄 『日本人の創 った色』

。
（ ミネ ルヴ ァ柑 房 一九九五年）
r 紙がたり 百人一首」
9 町田誠之 和
r
（ 紙
」
n 有田良雄 「日本の紙の話 （古代）40 延喜 式の紙（ その5)

バルプ技 術タイムス」一九九九年六月）

年）に 次のようにある。
（ 吉川 弘文館 昭 和40

12新訂附補国史大系 『延暦交代 式・貞 観交代 式・弘 仁式・延社 式』

五十帳。厳 五十帳゜

千 百八十帳。薄干二百 廿帳。長
一
ー
年科 所造色紙四千 六百帳。（ 原一
〉（ ）内 は悧注。
其科常陸調布附端 (+六端喝。九端紺。五端 揉。
「
13萩谷氏は、先の二十三段の 白き 色紙」について 「白い胡 引き」

しかし、本段の本文に 「しろきしきしおしたたみて」 とあるのを

と 説明された後 で次のように続ける。

見ると、 そのような胡引きの紙を二つ折 りにして押し姓むと 、胡粉

が 到落してくるから、 それも考えがたい。

おしたたむ」 を「きち んと重 ね る」
み込むと は考 えがたい ので、 「

またこの色紙を「 色紙形」としても 「おしたたむ」を折 り返 して投
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