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説話文学と歴史史料の間に

倉本一宏

説話っていったい何なんだろう、という疑問は、古典文学というものに触れ始めた中学生の頃から、頭の中か

ら離れることはなかった。まあ、中高生としては、『源氏物語』なんかに比べれば内容も簡単だし、一話で完結
しているのだから、与し易い得意のジャンルであったことは確かである。

しかしながら、何故にこのような作品が生まれたのであろう、作者の意図は奈辺にあるのだろうという根本的

な疑問は、大学に入ってからも、解決されることはなかった。大学院に進学してからは、『古事談』には『小右

記』などの古記録を原史料として成立した説話もあることを知るに及び、ますます説話について、わけがわから
なくなってきた。

その一方では、説話や「歴史物語」を何の史料批判もなしに歴史史料として用いた平安朝の論考が跋扈してい

るというのもまた、学界の現状であった。私自身は、「古記録を用いるのはプロの歴史学者、歴史物語のような

文学を読むのはアマチュア」という土田直鎮師の訓戒を受け、ひたすら古記録の解読に力を注ぎ続けてきたので

あるが、やはり説話のことは気にかかっていたのであった（「歴史物語」については、なるべく関わらないようにしてき
た）
。

国際日本文化研究センター（日文研）
に就職して共同研究なるものを主宰しなければならない立場に立ったとき、

説話文学と歴史史料の間に

序

i

まずは日記（古記録＋仮名日記）
を総合した共同研究会を立ち上げたのは、自然な流れであったとはいい条、その次

の共同研究会のテーマを何にしようかと悩んだ末、説話、しかも歴史史料としてのアプローチと文学としてのア

プローチの両サイドから、同じ作品に取り組もうと決意したのは、かなり勇気のいる決断であった。

その直前に朝日新聞に載った上野千鶴子さんのエッセイに、人間は五〇歳を過ぎると自分の過去の業績をなぞ

るだけになる、それを回避するには未知の分野に踏み込むほかはないというのがあって、自分も積年の懸案に取
り組もうと思い立った次第である。

いったいに説話文学というものは、どのようにして形成されたのであろうか。内容がまったくの創作でない限

り、何らかの出来事が起こって、それが口承（記憶と伝承）
もしくは文字史料（記録）
によって留められ、それがいく

たびかの変遷を経て、説話集に編修されたものであろうが、その具体的な経緯は、杳として謎に包まれたままで
ある。

というわけで、日本史学や日本文学や考古学、宗教学、文化史学の研究者を集めて、説話という素材をそれぞ

れの立場で分析し、この文学ジャンルを解明しようというのが、本研究会の趣旨である。最初期の研究計画は、
以下のようなものであった。

文学作品としての「説話集」に収められた説話、および「説話的」なる素材と、歴史史料との関連を追究す

る。「説話集」そのものと歴史史料との関係を考察する他に、個々の説話（および「説話的」な素材）
と、それ
に関連する歴史史料の条文との比較を念頭に置いて、研究を進める。

およそ日本における説話文学は、「説話」という語の本来の意味である口承文芸ではなく、特定の原史料を

持つ書承文学であった。つまり、何らかの書物から話を選んで、それを書き写したものを集積したものが、

「説話集」と呼ばれる作品なのである。なお、「説話」という文学ジャンルも、近代国文学史上の用語である。

ii

説話を書写する際には、それを潤色したり、加筆したり、書き替えたりすることも行なわれたが、同系統の

説話は、元は一つの原史料から様々に派生したものである可能性が高い。口承文芸とは異なり、説話を書写

する者は貴族層であることが多いので、古記録類を参照する機会も多かったであろう。

その結果、「説話集」はあたかも確実な史実を記録した歴史史料を原史料としたものばかりであるという認

識も存在する。特定の説話を無批判に自己の歴史叙述に引用する論考が多いのも、こういった事情によるも
のであろう。

しかしながら、個々の説話（および「説話的」な素材）
と歴史史料との関係は、個々に考察する必要のある問題

である。ましてや、「説話集」全体と歴史史料との関係は、軽々に論じきれるものではない。

ところが、そのような検証作業を独力で行なうことは不可能である。「説話集」の研究を専門に行なってい

る国文学者、また「説話集」の作られた時代の歴史を研究している歴史学者、さらには個々の説話（および

「説話的」な素材）
で語られている時代を研究している歴史学者の英知を結集してこそ、このような学際的・

総合的な知の営みが可能となってくるのである。

また、外国における説話の存在形態や歴史性、さらには外国における日本説話研究を取り入れてこそ、真に
国際的な研究を集積できるということは、いうまでもない。

本研究会においては、それぞれの分野における第一人者と称される研究者、第一線で活躍している研究者、

近い将来にこの分野の中心となるであろう研究者、そして外国在住の研究者を一堂に会し、かかる視点によ

る研究発表を積み重ね、議論を繰り返していくことによって、説話と歴史史料という困難な課題に取り組み
たいと考えている。

その成果は、研究会終了後の論集によって世に問うつもりである。また、国際的な問題意識に基づく研究集

説話文学と歴史史料の間に
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iii

会を開催することも視野に入れている。

しかしながら、現在の学界においては考え得る最高のメンバーを集め、さらにものすごい大家をゲストスピー

カーとして招いて四年間の研究会を積み重ねてきた、つまり歴史学と文学の両方をフュージョンした集団として

は史上最高の研究会であったことは確実なのであるが、それでもなお、私にとって説話とは何であったのかとい
う疑問は、相変わらずほとんど解明されていない。

説話とは解明不可能なものなのだということがわかったということが成果であるならば、事は簡単なのである

が、そう言ってしまっては元も子もなくなる。いやはや、学問というものは行き着く先がなく、前途は茫洋とし
て寄る辺ないのである。

このままでは、次の研究会は何をテーマとして開けばいいのであろうか。「歴史物語」でないことは確かであ

るとして、これからも歴史と文学、そして日本と関わり続けて生きていくしかないのである。

iv

─



『明月記』の月

説話文学と歴史史料の間に◆目次



説話 と歴史史料

説話文学と歴史史料の間に

説話研究を拓く

序

第一部

歴史叙述としての説話

─

文学の側から読んだ公家日記







『小右記』と説話との間に

文学・古記録における平安京の内外認識

『弘安源氏論義』をめぐる故実と物語

─

京洛の境界線

説話 の生成

高麗文宗が求めた医師

第二部

─
「コノ話ハ蓋シ小右記ニ出シナラン」考

小峯和明

池上洵一

渉

婷

前田雅之
龔

榎本

倉本一宏

説話研究を拓く─説話文学と歴史史料の間に◆目次

v

3

24

39

62

69

77

古今著聞集と文体
─
─
紅梅殿の壷と編纂
説話集を中心として

漢字文の混入と諸相





─

中世の始まり



─

研究史再考をかねて



野本東生

浩

藤本孝一

 荒木

保立道久

中村康夫

呉座勇一

古橋信孝

浣範

ゴ・フォン・ラン
宋

佐野愛子

グエン・ティ・オワイン



グエン・ヴー・クイン・ニュー



大己貴命にさかのぼる

源隆国の才と説話集作者の資質をめぐる検証



『宇治拾遺物語』の吉野地震伝承
〝和歌説話〟覚書

─

説話 の国際性



足利安王・春王の日光山逃避伝説の生成過程

集

新しい世界の神話

特

日本とベトナムの十二支の違い

丁部領王の説話とベトナムのホアルー祭



『三国遺事』と『日本霊異記』の観音説話について
ベトナムの『禅苑集英』における夢について


『越甸幽霊集録』および『大越史記全書』から

占城王妃の叙述をめぐって

─

179 172 167 162 142 130 111

210 204 198 191 187

vi

第三部

内在

歴史意識

する

蔦尾和宏

『古事談』巻一巻頭話考



─

称徳天皇と道鏡



斉

幸彦

追塩千尋

伊東玉美

谷口雄太

樋 口 大 祐

五味文彦

関

松薗

川上知里

内田澪子








『古事談』と『古今著聞集』

『長谷寺験記』編纂と下巻三十話の役割
『拾遺往生伝』の歴史意識と文学意識

─

公武合体論の深層

中世における説話集編者の歴史認識

─

「宝剣説話」を耕す

慈光寺本『承久記』における三浦胤義について

戦国期の説話集『塵塚物語』 



─

歴史文学と多重所属者

説話 の変容
円融院大井川御幸の場合

武内宿禰神格化の様相を中心に



「足利庶流」（足利一門）と「源家嫡流」（非足利一門）の間に

変貌する新田氏表象

─
第四部

─
日記と説話文学

─
武内宿禰伝承の展開

説話研究を拓く─説話文学と歴史史料の間に◆目次

vii

346 339 323 305 281 260 237 219

371 353

『発心集』蓮華城入水説話をめぐって

同性愛と性別越境の比較をめぐって

ヤマトタケル研究の新しい可能性

─






『夷堅志』のシラミと『古今著聞集』のシラミ
新しく作られる歴史と神話

研究会の記録
説話・史料名索引
執筆者紹介



木下華子

井上章一

成煥

渡辺精一
魯

411 389

420 416

viii

─

「説話文学と歴史史料の間に」

◆第一回

研究会の記録

於・国際日本文化研究センター

《二〇一五年度》



いて」

話をめぐって」

（代表：倉本一宏）

横田隆志「通天の帯の献上説話─『今昔物語集』巻二十
六第

上野勝之「仏教説話とその素材」

五月十六日（土）
打ち合わせ

於・東京大学文学部

小峯和明「東アジアの説話世界─第三極の説話・話芸論

八月二十九日（土）

◆第三回

井上章一「聖徳太子とネストリアン」

浩「物語・談・著聞集─説話集の語りと史料性」

七月四日（土）

錦

伊東玉美「日記と説話文学─円融院大井川御幸の場合」

へ」

古橋信孝「文学史における中世の始まり」

マヤ・ケリアン “History of Post-World War II Consumption:

於・国際日本文化研究センター

保立道久「天孫降臨神話と火山」

加藤謙吉「山背秦氏の祖先伝承─秦公酒と秦大津父」

料に見える伝承と史実」

谷口雄太「中世における吉良氏と高氏─室町期南九州史

仁「和歌の名所（歌枕）という説話」

モノガタリ

三舟隆之「『日本霊異記』と関連史料─史料性の方法論」
勇「『治承物語』の今様をうたう徳大寺実定の意

大橋直義「伝記への執心─『扶桑略記』のある側面につ

七月五日（日）

味」

尾崎

Japan and Bulgaria”
八月三十日（日）

◆第二回

荒木

ぐって」

倉本一宏「説話文学と歴史史料の間に─花山院説話をめ

五月十七日（日）

12
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『徒然草』・花咲かじじい」

渡辺精一「『夷堅志』の示唆するもの─『古今著聞集』・

その享受について─羅山の学問と近世前期学問史に

野上潤一「林羅山『本朝神社考』による説話の資料化と

内田澪子「『長谷寺験記』享受の一端」

一月十日（日）

おける一展開をめぐって」
◆第四回

グエン・ヴー・クイン・ニュー「ベトナムの昔話に見ら

於・国際日本文化研究センター

十月十七日（土）

樋口大祐「慈光寺本『承久記』の視点について」

れるモチーフ（今昔物語を対象として）」

幸彦「説話三題─歴史学との回路をさぐる」

前田雅之「今昔物語集の享受から説話と歴史の関係を論

◆第六回

ずる─本朝通鑑・近代国学・国文学・芥川龍之介」

成煥「越境する〈日本神話〉─韓国における高天原」

第五縁の五台山記事が持つ意味」

曾根正人「平安初期仏教と五台山─『日本霊異記』上巻
関
魯

藤本孝一「中世絵巻の鑑賞方法─信貴山縁起絵巻を中心

三月五日（土）

於・国際日本文化研究センター

十月十八日（日）

呉座勇一「北条義時追討院宣は実在したのか─慈光寺本

に」
蔦尾和宏「『古事談』巻五巻頭話覚書」

斉「藤原（九条）道家と説話世界─『古今著聞集』

えつでん

有した「世界」」

加藤友康「古事談における古記録の抄録─貴族たちが共

と『比良山古人霊託』をめぐって」

松薗

『承久記』の再検討」

多田伊織「古代仏教はだれのためのものか─言語から見
る『日本霊異記』」
山下克明「式神と陰陽師説話をめぐって」

於・国際日本文化研究センター

五月女肇志「『古今著聞集』と古記録」
◆第五回

佐野愛子「『粤甸幽霊集録』の編纂をめぐって」
三月六日（日）

渉「文書・日記・説話における高麗文宗請医事件」

一月九日（土）
榎本

中町美香子「『今昔物語集』巻第二十七第九話の史実性

木下華子「『発心集』蓮華城入水説話をめぐって」
信「『出雲国風土記』の説話世界」

野本東生「『古今著聞集』と文体」
佐藤

研究会の記録
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をめぐって」
追 塩 千 尋「 壱 演（
ぐって」

～

）の 寺 院 創 建 伝 承 を め
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於・国際日本文化研究センター

於・国際日本文化研究センター

『小右記』と説話との間に」

倉 本 一 宏「「 コ ノ 話 ハ 蓋 シ 小 右 記 ニ 出 シ ナ ラ ン 」 考 ─

◆第三回

真江「説話と考古学─雲陽誌を中心に」

九月十日（土）
東

地獄への転換」

仁藤敦史「『日本霊異記』にみる他界観─黄泉の国から
九月十一日（日）

加 藤 友 康「 古 事 談 の 情 報 源 ─ 古 記 録 が 筆 録 し た 情 報 と

「言談」への変容の検討を通して考える」

グエン・テイ・オワイン「ベトナムの漢文説話における

於・国際日本文化研究センター

高僧について─『禅苑集英』を中心に」
◆第四回

十二月十日（土）

於・国際日本文化研究センター

尾崎

婷「京洛の境界線─文学・古記録における平安京
の「内と外」の認識変化について」

もの」

野本東生「『古今著聞集』「哀傷」考─実録意識を支える

蔦尾和宏「『古事談』巻一巻頭話考」

十二月十一日（日）

五味文彦「説話と日記のはざま」

抄』と『平家物語』とのあいだ」

勇「源頼朝の旗揚げをめぐる説話の側面─『愚管

七月九日（土）

龔

七月十日（日）

境」

多 田 伊 織「 言 葉 と 信 仰 ─『 日 本 霊 異 記 』 周 辺 の 言 語 環

霊録』の成立とその性格」

三舟隆之「『東大寺諷誦文稿』・『日本霊異記』・『日本感

◆第二回

井上章一「「百合若大臣」をめぐって」

六月五日（日）

古橋信孝「大和物語における歴史と文学」

禰説話の意義とその背景」

追塩千尋「武内宿禰伝承の展開─『古今著聞集』武内宿

六月四日（土）

◆第一回

《二〇一六年度》

中村康夫「和歌と歴史─和歌説話とは何か」
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於・国立公文書館、明治大学

十二月九日（土）

◆第三回

国立公文書館見学（古記録・説話の閲覧・撮影）

於・国際日本文化研究センター

◆第一回

樋口大祐「転生する『太平記』─『近世太平記』を中心

《二〇一七年度》
七月八日（土）

前田雅之「古典的公共圏の成立期としての後嵯峨院時代

まれたもの」

保立道久「大安寺・石清水と早良親王─河陽離宮から生

に」

鈴木貞美「「説話」概念：文学・歴史・文化史」
斉「 中 世 に お け る 説 話 集 作 者 の 歴 史 意 識 に つ い

て」

松薗

幸彦「武家・宝剣説話の諸相」

内田澪子「『仮名貞観政要』の周辺から」
関

山下克明「平安後期の宿曜道と属星秘法伝承」

の役割と意味」

果応報教説の占める教義的位置と教義テキストとし

曾根正人「アジア仏教における因果応報教説と説話─因

川上知里「『拾遺往生伝』の史実性と文学性」
◆第四回

ての説話の意義」
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於・国際日本文化研究センター

◆第二回

於・国際日本文化研究センター

九月九日（土）

木 下 華 子「『 発 心 集 』 巻 七 ─ 一 二「 心 戒 上 人 不 留 跡 事 」
について」

上野勝之「霊験的事実の記録とその伝承」
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その享受について─羅山の学問と近世前期学問史に

野上潤一「林羅山『本朝神社考』による説話の資料化と
おける一展開をめぐって」
藤本孝一「紅梅殿の壺と編纂─説話集を中心として」
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研究会の記録
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雲飛「不思議な「鵲」の話─中国の歴史書・民間伝

石川久美子「「みやび」の伝播伝承」
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説から『今昔』へ」
グエン・ヴー・クイン・ニュー「日本の五節句とそのベ
トナムの伝説」
久 葉 智 代「 万 葉 集 に み る「 み や こ 」 と「 ひ な 」 へ の 意
識」

於・国際日本文化研究センター

小峯和明「再び：第三極の説話・話芸論へ─〈説話本〉の
提唱」
◆第二回

渉「高麗僧了然法明来日説の生成過程について」

十月二十日（土）
榎本
谷口雄太「甲斐武田氏の対足利氏観」
中町美香子「『今昔物語集』の平安京と「上わたり」「下
浩「『安養集』と源隆国の世界観再考」

わたり」」
荒木

呉座勇一「足利安王・春王の日光山逃避伝説の生成過程」
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