スマイル会２５年４月例会

紫式部と源氏物語の世界文学化
２５．０４．２５
梅津 壽一
１．紫式部について
１）原資料

紫式部日記、紫式部集

２）紫式部の立ち位置
受領階級～～父親、為時の越前守赴任に伴って一年余り都の外をみている、長徳２年
（996）夏から翌年冬まで現在の武生にあった府中に滞在～～結婚、またいとこの
宣孝と長徳４年冬頃、宣孝４５歳位、式部３０歳位か～～一女賢子が生まれる、後の
後冷泉天皇の乳母であり、歌人の大弐三位である～～宣孝との死別、長保３年４月
２５日（1001）
、３年足らずの結婚生活～～中宮彰子のもとへの出仕、寛弘 2 年（1005）
または寛弘 3 年（1006）
３）源氏物語の執筆時期ならびに期間
いつ書き始められたか資料は無い～～寡婦時代の中から生まれたと考えられている～
寛弘５年（1008）にはそれなりの部分が完成（日記）、（安藤為章―紫家七論）
４）紫式部の性格
（資料 １）

２．源氏物語の世界文学化
１）アーサー・ウェイリーの出現
「源氏物語」英訳は 1925 年から 1933 年までの足掛け 9 年かけて 6 分冊で刊行、
日本暦でいうと大正 14 年から昭和 8 年にかけてである～～第１分冊が出たとき
「タイムズ」文芸付録は次のように書いた
“日本の傑作である。
．．
．この第１分冊の驚嘆すべき美しさ．
．
．この中に
忘れ去られた一文明がありありとよみがえる。
“
1926 年 3 月 18 日、第２分冊を評して
“明らかに世界の大小説の一つである。ウェイリー氏の翻訳の巧みさと
優雅さは疑うべくも無い。
“
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２）アーサー・ウェイリー （Arthur David Waley）ｂ.1889－ｄ.1966
ユダヤ系英国人～～ケンブリッジ大学キングズカレッジ～～大英博物館勤務～～
東洋学者としての三大功績～～中国詩の翻訳（1910 年代半ば）
、謡曲の詩文学としての
魅力を西洋に伝える（1920 年代初期）
、源氏物語の英語での再現（1920 年代半ばから
30 年代前半）
３）ウェイリー源氏
単なる翻訳ではなく、英語芸術作品としての出来栄え～～自らの体内で咀嚼し、理解
したところを、踏み込み、膨らませ、英語で再話した～～森鴎外の仕事に匹敵する
（資料 ２）
４）世界文学の中の「源氏物語」
＊英訳が出たとき、紫式部はプルースト、ジェイン・オースティン、ボッカッチョ、
シェイクスピアの順で比較された（自身の最終分冊のイントロダクションに書いてい
る）
＊プルーストの「失われた時を求めて」＊が Charles Scott-Moncrieff によって英訳さ
れ、1924 年から 1930 年にかけて、最初の 6 分冊が刊行された～～英訳の両作品がほ
ぼ同年代と重なる～～Scott-Moncrieff と Waley は同年生まれで、1899 年までくしく
もドーヴァー近くの Prep-school で同級生という因縁であった。
＊フランス語作品は 1913 年から 1927 年にかけて刊行
＊藤原道長の平安朝の貴族社会を描いた「源氏」と第一次大戦前のフランスの上流階
級～～それぞれの審美的な生活の流れの中で美術や音楽や趣味性が重要な役割を演じ
ている。
＊フロイト的と言われたことに対してウェイリーは否定的～～心理的複雑さはグリム
を含むカテゴリーよりはプルーストを含むカテゴリーに属する～～story, romance と
いうより novel と呼ぶにふさわしい作品~~以下ウェイリーのコメント
“She is ‘modern’ again owing to the accident that medieval Buddhism
possessed certain psychological conceptions which happen to be current
in Europe today. The idea that human personality is built up of different
layers which may act in conflict, that an emotion may exist in the fullest
intensity and yet be unperceived by the person in whom it is at work~~
such conceptions were commonplaces in ancient Japan.
Introduction of “The Sacred Tree”

Volume 2
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５）なぜ受け入れられたか
＊英語芸術作品としての首尾一貫性～～外国の古典を現代によみがえらせる～～古風
な英語に訳すのではなく、訳者と同時代のすなわち、ジョージ五世時代の言語芸術
作品によみがえらせた。
＊ウェイリーの「源氏物語」を受け入れる時代風潮があった～～とくにブルームズベ
リー・グループの美学に応じるもの
＊この英訳が半世紀はやく、ヴィクトリア女王時代だとしたら、こうも受け入れられ
なかったのではないか～～ヴァージニア・ウルフの書評、1925 年「ヴォーグ」66 号
Virginia Woolf, The Tale of Genji, the First Volume of Mr. Arthur Waley’s
Translation of a Great Japanese Novel by the Lady Murasaki
「紫式部が芸術家にとって、ことに女の芸術家にとって、幸せな時代に生きたことは
確かである。平安朝の日本では人生の重要事は戦争ではなく、人々の関心は政治に
集中してはいなかった。戦争や政治の猛威から免れていたからこそ、日常の微細な
ことに人間生活は示されたのである。男が何を言ったか、女が何をはっきりとは口
にしなかったか、歌が沈黙を破り、一瞬、水面上に魚が躍るように三十一文字の銀
の鰭が輝く。舞や踊りや絵合わせの遊びや・・・（略）・・紫式部はそうした平安な
時代に生きた。
」
「源氏物語の世界はなんと美しいことであろうか。育ちの良い洞察力と諧謔に富むこ
のもの静かな女性は完璧な芸術家である。」
平川祐弘私訳「アーサー・ウェイリー源氏物語の翻訳者」P.310-314
＊ヴァージニア・ウルフは紫式部の芸術観に共感を示す
「世の常のものこそ感嘆に値する。誇張や強調、珍奇なもの、一過性の強い印象など
に目を奪われたら、人間は本当の深い喜びを知ることはできなくなる。
」資料２
＊19 世紀末にウィリアム・モリスが唱え、20 世紀には日本で柳宗悦が主張した、民芸
の芸の美学に通ずる。
６）ブルームズベリー
（資料 ３）
＊アーサー・ウェイリーは、このブルームズベリー・グループの周辺に位置する人物
＊経済学者のロイ・ハロッドはケインズ伝の中で、次のようにウェイリーの源氏物語
の英訳をたたえている。
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The achievements of those whose names I have mentioned are well known~~Lytton
Strachey, Virginia Woolf, Vanessa Bell, Duncan Grant, Clive Bell, Leonard Woolf,
Roger Fry. To these we must add E. M. Forster and David (Bunny) Garnett. The
latter was younger than the others; he became an intimate and devoted friend of
them all, and of Maynard in particular………….There was another younger
member, whose work may possibly survive that of all the others~~Arthur Waley.
Whatever the beauties of Lady Murasaki’s novel in her native tongue, Waley’s
exquisite translation must long remain a classic, giving English readers their
chance of comparing this great masterpiece with the finest products of Greece
or France or Russia.
R. F. Harrod: The Life of John Maynard Keynes, P.186-187

(MacMillan 1951)
以

上
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スマイル会例会（２５年４月２５日）

資料 １

紫式部について
紫式部の性格
＊ 紫式部日記の消息文に書かれている、清少納言、和泉式部を初めとする女房達への批評、
ならびに日記本文の記事から分析ーーー神田・石川「紫式部―その生活と心理」
１）外界に対して
―自分の世界の温存
自分の世界に閉じこもって外部のものをたやすく受け入れないー「若紫やさぶら
ふ」
－物蔭から見ること
人前に出るのがきらいー五節の舞、五節の童女御覧
－観察の記録
一歩退いた態度は観察に向かわせたー衣裳、扇その他持ち物、容姿などに対する
細かい観察―公の場での人々の態度、様子。
－批評ずき
観察ずきは批評好きにつながるー人物批評
観察好きは、皮肉なものの見方となってあらわれる。
－理解されない不満
日記でみるかぎり、自分の教養、学才を相手にぶつけてなげかえしてくれる友人
はいなかったーー消息文のなかで、自分が理解されない憤懣をあらわしている。
学才はみせびらかすものではないーー清少納言の態度、
「日本紀の局」
－気を許したとき
きまじめで用心深く、知らない人と話するのを恐れている式部が、興に乗れば羽
目をはずすときもあるーー相手が非常に親しい間柄、自分が誰とも相手にわから
ない場――要するに気を使わなくてもよい周囲の条件のとき。
―「さだすぎた」年ごろ
３０歳は「さだすぎた」年頃であったー年寄りが気になるー今時の若いもの。
－自己弁護
自分の行動に理屈をつけないではいられないー消息文のなかでの人物批評―弁明
の周到さ。
感傷に訴えるーー人のことをいった後で、そういう自分だとてつまらぬ者なのだ
が、とことわる。

中宮づきの女房を批評して、「さもけしからずも侍ることどもかな」――こんな批
評をしてけしからんことでございます。
２）自己に対して
－わたしのありかはここにはない
紫式部日記は満たされない心の記録である。
－見られる自己と見る自己～～心の中に二人の自分
－自信と自信喪失
式部の弱みの一つは人なかにでることの嫌さであるーー出嫌いの面も、内にはあ
る程度の自信を蔵している。
強さの第一のものは、自分の教養に対する自信であるーー齋院の中将の君、清少
納言、弟惟規、日本紀の局
この自信に満ちた式部が、自分の作品について時として自信喪失するーー試みに
物語をとりてみれども、、
、
、
、、
＊ 紫式部の性格は、殻の固い、外界と内心との間に垣を隔てた性格だといえる。
傷つきやすい心を温存するために、外に向かって厚い壁をきずく。人なかに出るのが嫌
いなので、物蔭から人々を観察する。
人々が自分を理解していないと思いながら、それを気にするためにかえって人と打ち解
けにくくなってしまう。
失敗するのを恐れて行動はひかえめになり、人がどう思うか気になるから自分の行動に
正当な理由をつけて、人も自分も納得させようとする。
そうした性格は何か事にあたって、当意即妙に、反射的に行動できない。安全だと見き
わめた上で行動にうつす。不意打ちをくらうのは苦手である。
＊

こうした性格は、性格心理の方で、分離性気質、分裂質、かい離性気質等とよばれる
タイプとよく似た点がある。

＊

クレッチマーのいう分離性気質の特徴は
① 非社交的、静寂、沈黙、控え目、生真面目
② 臆病、内気、はにかみ、敏感、神経質、興奮性
③ 従順にして御しやすい、健気、無関心、鈍感、愚鈍
① がもっとも普通にあるタイプで、②、③に共通した特色を持つ。簡単にいうなら自
閉性である。

② は神経過敏で、③は無感覚、お人好し、鈍感である。
このなかのどの要素が多いかによって、敏感型と鈍感型にわけられる。
＊ この分離性気質は内部と外部の二つの世界を持ち、感受性に著しい特徴を示す点にある。
あるところではひどく敏感でありながら、他のところではまったく鈍感である。
＊ その特徴をあげると、非社交的である。選ばれた少数の人々と付き合うか、または表面
的な通り一遍の付き合いに終始するかである。これは臆病な、夢想的な心を傷つけない
ための逃避である。人間を友達とするよりは、空想にふけり自然を、書物を友とする場
合が多い。思想家や創作をする人間によくある型である。
＊ 又この気質の者は、自分を理解してくれる人がいないという。これは自意識の過敏さか
らくるもので、他人は自分を理解しないだろうと思い、孤独になり自閉的になる。
＊ さらに分離性気質の者は、他人と面白くないことがあると根にもちやすい。
紫式部は何型か
＊ 分離性気質には、過敏と鈍感を併せ持つ者、より敏感型と、より鈍感型があるというが、
式部には鈍感なところは見出せない。彼女は敏感型の特徴を多く持っているようである。
＊ 消息文のなかの齋院の中将、清少納言等に対する態度は多分に感情的で、一種のコンプ
レックスを持っているととれなくもない。
＊ 交友関係は限られたもので社交的ではないし、人々に理解されない不満を持っている。
こうしたことから現実の生活に満足できず、自分を逃避させ、自らの心の中にとじこも
り空想世界を作り出している。
＊ 紫式部日記によって額面どおりにとるならば、非常に繊細な神経、引っ込み思案と思わ
れるかもしれないが、総合的な人間像を描いてみると、出処進退をよくわきまえた、思
慮深い、そして自信もあり皮肉なところもある、利巧な常識的な婦人像が浮かび上がる。
＊ しかし個々の特徴を見る場合、分離性気質のいくつかの特徴と合うことである。彼女の
性格の底にあるものは、多分に分離性気質であると見られる。
＊ 日記にあらわされたさまざまな傾向は、性格といわれる総体であるが、このなかで感情
的、情緒的なもの、感受性、衝動性等を見る時、はっきりと分離性の気質をみることが
できる。
23.09.03 梅津記
25.04.12 （スマイル会修正）

スマイル会例会（25 年 4 月 25 日）

資料 ２

ウェイリー訳源氏物語
1. 桐壺 冒頭部分
「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひ給ひける中に、いとやんごとなき
際にはあらぬがすぐれてときめき給ふ有りけり。はじめより我はと思ひ上がりたま
へる御方々、めざましき物におとしめそねみ給ふ。同じ程、それよりげらうの更衣
たちはまして安からず。朝夕の宮仕へにつけても人の心をのみ動かし、うらみを
負ふ積りにやありけむ、いとあづしくなりゆき物心ぼそげに里がちなるを、いよ
いよあかずあはれなる物に思ほして、人の謗りをもえ憚らせ給はず、世のためし
にも成ぬべき御もてなしなり。
」
At the Court of an Emperor (he lived it matters not when) there was among the
many gentlewomen of the Wardrobe and Chamber one, who though she was not of
very high rank was favored far beyond all the rest; so that the great ladies of the
Palace, each of whom had secretly hoped that she herself would be chosen, looked
with scorn and hatred upon the upstart who had dispelled their dreams. Still less
were her former companions, the minor ladies of the Wardrobe, content to see her
raised so far above them. Thus her position at Court, preponderant though it was,
exposed her to constant jealousy and ill will; and soon, worn out with petty
vexations, she fell into a decline, growing very melancholy and retiring frequently to
he home. But the Emperor, so far from wearing of her now that she was no longer
well or gay, grew every day more tender, and paid not the smallest heed to those who
reproved him, ................P.4 of The Tale of Genji (Tuttle)

2. 掃木

P. 45 新体系版

「大事として、まことにうるはしき人の調度の、飾りとする定まれるやうある物を
難なくし出づる事なん、なをまことのものの上手はさまことに見え分かれ侍る。
」
But there is another kind of artists, who sets more soberly about his work, striving
to give real beauty to the things which men actually use and give to them the
shapes which tradition has ordained. This maker of real things must not for a
moment be confused with the carver of idle toys.

P.24 (Tuttle)
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「世の常の山のたたずまひ、水の流れ、目に近き人の家居ありさま、げにと見え、なつ
かしくやはらいだるかなたなどを静かにかきまぜて、すくよかならぬ山のけしき、木
深く世離れてたたみなし、け近きまがきのうちをば、その心しらひをきてなどをなん、
上手はいといきほひことに、わろ物はおよばぬ所おほかめる。
」
But ordinary hills and rivers, just as they are, houses such as you may see
anywhere, with all their real beauty and harmony of form~~quietly to draw such
scenes as this, or to show what lies behind some intimate hedge that is folded away
far from the world, and thick trees upon some unheroic hill, and all this with
befitting care for composition, proportion, and the like~~such works demand the
highest master’s utmost skill and must needs draw the common craftsman into a
thousand blunders.

P. 25 (Tuttle)
以

上
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スマイル会例会（25 年 4 月 25 日）

資料 ３

ブルームズベリー・グループ
＊ブルームズベリーは 20 世紀初頭、ケンブリッジ大学に生まれた。
1899 年秋トリニティ・カレッジに入学した 5 人の学生の読書クラブ「深夜会」The
Midnight Society に始まり、初期メンバーは、Lytton Strachey, Clive Bell, Leonard
Woolf, Saxon Sydney Turner, A.J.Robertson の 5 名で文学、哲学、宗教、政治を論じた。
＊まもなく、Thoby Stephen が加わり、姉の Vanessa 、妹の Virginia、弟の Adrian もオ
ブザーバーとして参加した。
＊1904 年ロンドンのブルームズベリー（46 Gordon Square, Bloomsbury）地区に移った
Stephen 家の部屋でこの会が続けられた。
＊ウルフとウェイリーは生き方のスタイルも似ていた。平和主義者の彼らは戦争を好まず
戦争の記述も戦争の文学も好まない。
＊高尚な生活とは人間関係に音楽とか絵画とかダンスとか美的体験が織り成されることで、
それこそが光源氏の世界に認めたものである。

以

上

スマイル会(25 年 4 月 25 日)

紫式部関連参考文献
角田文衛

＊「紫式部とその時代」

角川書店（昭和４１）

＊「若紫抄」

至文堂（昭和４３）

＊「紫式部伝―その生涯と源氏物語」

法蔵館

（２００７、平成１９）

これは「源氏物語千年紀記念」として、上２冊とその他論文を集成したもので、手に
入りやすい。
＊「王朝の明暗」―――源氏物語と道長
＊「平安の春」
なお、このほか

東京堂出版

講談社学術文庫（1360）

（平成４再版）

（1999 年）

今井源衛、目崎徳衛両氏の数多くの著作も参考となる。

神田秀夫・石川春江
＊「紫式部
岩佐美代子

杉本苑子

――その生活と心理」源氏物語研究叢書第二巻

＊「源氏物語六講」

岩波書店

（２００２）

＊「宮廷文学のひそかな楽しみ」 文春新書

（平成１３）

＊「散華――紫式部の生涯」 上・下
婦人公論

三枝和子

昭和６１年３月 －

＊「小説紫式部香子の恋」

ｸﾚｽ出版（1997）

中公文庫（１９９４）
平成２年１月

４７回連載

読売新聞社（１９９１）

源氏物語一千年紀を記念して計画出版されたもの
伊井春樹編

＊「一千年目の源氏物語」 シリーズ古典再生１

思文閣出版

岡野弘彦編

＊「日本の心と源氏物語」 シリーズ古典再生２

思文閣出版

山中

＊「歴史の中の源氏物語」 シリーズ古典再生３

思文閣出版

裕編

2008

2011

源氏物語全講会：http://www.angel-zaidan.org/
歌人で折口信夫の弟子である岡野弘彦の源氏物語講話を動画で見られる。
（森永製菓）

源氏物語に関する数字（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱ）
＊

１００万文字

＊

２２万文節

＊

２４００枚

＊

５００名余の人物

＊

７０年余の期間

＊

８００首弱の和歌

（４００字用紙）

1

アーサー・ウェイリー、ブルームズベリー関連文献
平川祐弘

＊アーサー・ウェイリー「源氏物語」の翻訳者

白水社

＊日本語は生きのびるか、米中日の文化史的三角関係
クウェンティン・ベル
ナイジェル・ニコルソン
R.F.Harrod

＊ブルームズベリー・グループ

（2008.11）
河出ブックス
(1972.4)

みすず書房

＊ヴァージニア・ウルフ

(2010.2)

岩波書店

（2002.6）

＊The Life of John Maynard Keynes MACMILLAN & CO. LTD London (1951)

上記の和訳本

塩野谷九十九

「ケインズ伝

１」

東洋経済新報社

(昭和 29 年)

エンゼル財団による「Genji フォーラム・スペシャル」講演並びに対談
(2003.6)

＊講演：世界文学としての源氏物語

渡部昇一

＊対談：源氏物語の国際化に向けて

岡野弘彦、渡部昇一

＊講演：英訳を通してみた源氏物語

ピーター・ミルワード(2004．2)

＊講演：源氏物語

渡部昇一

英訳の比較研究

＊シンポジウム：源氏英訳の新たな試みについて

（2004.2）
岡野、ミルワード、渡部
松田善幸

＊インタヴュー：源氏物語と A.ウェイリーの英国

(2003.6)

(2004.2)

渡部昇一（2006.3）

スマイル会例会(25.04.25)

2

