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はじめに

紫上の嫉妬と言えば、ほとんどの人がまず思い浮か

べるのは、明石君に対する嫉妬であろう。紫上の嫉妬

が「理想的な嫉妬」「嫉妬上手」「特別な魅力」である

などと言われるのも、およそ明石君に対する嫉妬を指

している。ここでの嫉妬が「雨夜の品定め」に左馬頭

の語る嫉妬の理想の有り様とぴったり当てはまること

は常に言及されている1。

　紫上と明石君との関係を考える時、見逃せない重要

な要素は二点ある。一つは出身で、受領の娘である明

石君に対して、紫上は親王の子で、明石君より絶対的

な優位に立つ。二つは子供の有無で、紫上は生まない

女であるが、明石君は源氏一門の栄華とかかわる后が

ねの姫君を生んでいる。紫上の身分的な優勢は対明石

君の嫉妬の大前提となっている。朝顔斎院と女三宮の

場合と違って、身分的に自分と比較にならない女に嫉

妬するのは、いったいどういうわけであろうか。

　姫君を生んでも、身分の低い明石君が紫上を越える

可能性が全く見出せないという説はほぼ定説になって

いる。それにしても、先行研究では、従来その嫉妬の

根本的な原因を明石君が姫君を生んだ女であることに

求めることが多い。例えば、斎藤暁子氏は、「紫上の

明石に対する嫉妬は、根本的には明石が姫君を生んだ

という、女性として致命的な劣敗にあった」２と主張

している。が、筆者は全くそうではないと思う。

ところで、秋山虔氏は、紫上は作者に「雨夜の品定

め」に語られる理想的な妻の姿勢や言動が課さられ、

安定した地位にいることを前提として、いかに嫉妬す

べきかという課題を担っているからと論じている３。

ここでは氏の論を批判するつもりはないが、問題にさ

らに立ち入って、紫上の嫉妬がこのように描かれるこ

との意味を検討してみたい。

※『源氏物語』『蜻蛉日記』の本文は皆小学館の新編日本古典文

学全集に拠る。

第一節　明石君の上京する前

一、最初の嫉妬

葵巻で、葵上が死んだ後、紫上は源氏と結婚した。

須磨巻になると、彼女は源氏の須磨退居に際し、優れ

た管理能力をもつ理想的な妻に成長し、およそ正妻格

といえる立場になった。明石君の出現に伴って、嫉妬

する女として造型されている。

　明石巻で明石君と結ばれた後、源氏は自ら進んで紫

上に明石君のことを手紙で打ち明ける。

　二条の君の、風の伝てにも、漏り聞きたまはむ

ことは、戯れにても心の隔てありけると思ひ疎ま

れたてまつらんは、心苦しう恥づかしう思さるる

も、あながちなる御心ざしのほどなりかし。かか

る方のことをば、さすがに、心とどめて恨みたま

へりしをりをり、などて、あやなきすさび事につ

けても、さ思はれたてまつりけむ、など取り返さ

まほしう、人のありさまを見たまふにつけても、

恋しさの慰め方なければ、例よりも、御文こまや

かに書きたまひて、奧に、「まことや、我ながら、

心より外なるなほざりごとにて、疎まれたてまつ

りしふしぶしを、思ひ出づるさへ胸いたきに、ま

たあやしう、物はかなき夢をこそ、見はべりし

か。かう聞こゆる問はず語りに、隔てなき心のほ

どは、思しあはせよ。誓ひしことも」など書きて、

「何ごとにつけても、

　しほしほとまづぞ泣かるるかりそめのみるめは

海人のすさびなれども」

とある御返は、何心なくらうたげに書きて、はて

に、

「忍びかねたる御夢語りにつけても、思ひあはせ

らるること多かるを、

　うらなくも思ひけるかな契りしを松より波は越

えじものぞと」

おいらかなるものから、ただならずかすめたまへ

るを、いとあはれにうち置きがたく見たまひて、

なごり久しう、忍びの旅寢もしたまはず。

 （明石②・259―260頁）

　明らかに物語の視点は源氏のほうに集中している。

源氏の思慮は「かかる方のことをば、さすがに、心と

どめて恨みたまへりしをりをり」とあるように、前か

紫上の嫉妬

――明石君に対して――

趙　文珍



174

趙　文珍：紫上の嫉妬

らの紫上の嫉妬心を強く意識している。ここで源氏は

紫上の嫉妬を批判する姿勢は全く見えない。彼は嫉妬

が愛情の一種の表れとよく知っているのであろう。注

意すべきは源氏の紫上に「問はず語り」する原因であ

る。紫上が噂にでも明石君とのことを聞いたら、「心

の隔てありける」と疎まれれば、つらいことだと思う。

そして、紫上への手紙にも「かう聞こゆる問はず語り

に、隔てなき心のほどは、思しあはせよ」とあるよう

に、源氏は紫上に自分の「隔てなき心」を理解させる

ために、打ち明けるのである。

紫上の返事を見て、源氏は「おいらかなるものから、

ただならずかすめたまへるを、いとあはれに」と思う。

紫上の反応は源氏の嫉妬観４にぴったり当てはまるの

である。「ただならずかすめたまへる」は紫上の源氏

に対する「隔てなき心」を示す姿勢ではないか。だか

ら、源氏はこれほど気に入っている。

源氏は、最愛の妻である紫上との関係において、求

めるのは、二人の「隔てなき心」の交流である。源氏

は紫上の嫉妬ぶりを好むのは、その嫉妬は紫上の内心

を少しでも表すからである。源氏は先行する物語作品

における嫉妬しない女を理想とする男たちと異なっ

て、女の本当の心を重視する理想の男性として描かれ

ている。

二、明石の姫君の誕生した後

澪標巻で、源氏は帰京し、明石の姫君の誕生したこ

とを紫上に「問はず語り」する際、源氏の「呼びにや

りて見せたてまつらむ。憎みたまふなよ」という教え

の言葉を聞いて、紫上は

　面うち赤みて、「あやしう、常にかやうなる筋

のたまひつくる心のほどこそ、我ながら疎ましけ

れ。もの憎みはいつならふべきにか」と怨じたま

へば、いとよくうち笑みて、「そよ、誰がならは

しにかあらむ。思はずにぞ見えたまふや。人の心

より他なる思ひやりごとしてもの怨じなどしたま

ふよ。思へば悲し」とて、はてはては涙ぐみたま

ふ。年ごろ飽かず恋しと思ひきこえたまひし御心

の中ども、をりをりの御文の通ひなど思し出づる

には、よろづのことすさびにこそあれと思ひ消た

れたまふ。

 （澪標②・291―292頁）

　明石君とその姫君を憎まないでくださいと言われる

と、紫上は顔が赤くなって、自分がそのような嫉妬心

を持つことを打ち消し、かえって源氏に「もの憎みは

いつならふべきにか」と反問する。源氏はこのような

紫上の態度をかわいいと思って、快く笑ったが、これ

はやはり紫上の嫉妬だと考え、結局涙まで流したので

ある。今度、紫上は二人の長年の恋心などを思い出し

て、すべてが彼の一時の慰みにすぎないと恨みも消え

てしまう。これは明石君が姫君を生んだことを初めて

知った場面であるが、彼女は明石の姫君に何か特別な

感情を持ち、彼女を憎むことが一切見られない。む

しろ恨むのは、源氏が明石君と関係を持つことであろ

う。なぜなら、すべてが一時の慰みごとと思うと、恨

みがおのずと消えるからである。

　引き続いて、源氏は明石君のことを詳しく話し出

す。

　「人柄のをかしかりしも、所がらにや、めづら

しうおぼえきかし」など語りきこえたまふ。あは

れなりし夕の煙、言ひしころなど、まほならねど

その夜の容貌ほの見し、琴の音なまめきたりし

も、すべて御心とまれるさまにのたまひ出づるに

も、我はまたなくこそ悲しと思ひ嘆きしか、すさ

びにても心を分けたまひけむよ、とただならず思

ひつづけたまひて、我は我とうち背きながめて、

「あはれなりし世のありさまかな」と、独り言の

やうにうち嘆きて、

思ふどちなびく方にはあらずともわれぞ煙に

さきだちなまし

　　……

　筝の御琴ひき寄せて、掻き合はせすさびたまひ

て、そそのかしきこえたまへど、かのすぐれたり

けむもねたきにや、手も触れたまはず。いとおほ

どかに、うつくしうたをやぎたまへるものから、

さすがに執念きところつきて、もの怨じしたまへ

るが、なかなか愛敬づきて腹立ちなどしたまふ

を、をかしう見どころありと思す。

 （澪標②・292―293頁）

源氏は紫上に最高の誠意を示すためか、わざと紫上

に嫉妬させるように、明石君とのことを残りなく語り

出す。彼の意図は何であれ、語りの重点が紫上の嫉妬

心にあると思う。「我はまたなくこそ悲しと思ひ嘆き

しか、すさびにても心を分けたまひけむよ」と、自分

が都でこの上なく悲しい生活を暮らしていたのに、あ

なたは一時の慰みであっても、他の女とも情を交わし

たのよと思い乱れている。ここで、作者が源氏に明

石君とのことを語らせ、わざわざ紫上に嫉妬させるの

は、紫上の嫉妬心をかき立てるのは明石の姫君の母と

してではなく、源氏の愛する優秀な女性としての明石

君であることを示すためであろうと思う。
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恨み言を言ったり、拗ねたりする紫上の様子を見

て、源氏は「なかなか愛敬づきて腹立ちなどしたまふ

を、をかしう見どころあり」などと思う。これは同じ

く女の嫉妬が真実の愛を体現するものであることが分

る理想の源氏像の裏づけといえよう。

第二節　明石君の上京した後

一、嫉妬心の高まり

松風巻で、源氏は明石君を二条の東院に迎える予定

であるが、明石君は自分の身の程を自覚した上で、母

方の祖父中務宮からの伝領と言われる大堰に移住し

た。他の女のところへ行く夫を送る妻は、心を痛めな

いはずがない。大堰に通う源氏に対して、紫上の嫉妬

心は高まる一方である。

大臣、なかなか静心なく思さるれば、人目をもえ

憚りあへたまはで渡りたまふを、女君は、かくな

むとたしかに知らせたてまつりたまはざりける

を、例の、聞きもやあはせたまふとて消息聞こ

えたまふ。「桂に見るべきことはべるを、いさや、

心にもあらでほど経にけり。とぶらはむと言ひし

人さへ、かのわたり近く来ゐて待つなれば、心苦

しくてなむ。嵯峨野の御堂にも、飾りなき仏の御

とぶらひすべければ、二三日はべりなん」と聞こ

えたまふ。桂の院といふ所にはかにつくろはせた

まふと聞くは、そこに据ゑたまへるにやと思すに

心づきなければ、「斧の柄さへあらためたまはむ

ほどや、待ち遠に」と心ゆかぬ御気色なり。例の

くらべ苦しき御心、いにしへのありさまなごりな

し、と世人も言ふなるものを、何やかやと御心と

りたまふほどに、日たけぬ。

 （松風②・408―409頁）

大堰を訪問しようとする源氏は紫上の嫉妬心に遠慮

して、はっきり事実を言わず、口実を作る。思い当た

る紫上の嫉妬はこの前より深刻なものになり、「斧の

柄さへあらためたまはむほどや、待ち遠に」と爛柯

の故事による皮肉な対応に対し、源氏は返しようもな

い。

注意すべきは「何やかやと御心とりたまふほどに、

日たけぬ」とあるように、紫上の機嫌取りを懸命にす

る源氏の姿勢である。このような姿勢はここで初出す

るが、この後の紫上の嫉妬する場面でよく見られる。

『蜻蛉日記』で天禄元年の元日前後、近江の所に通

うために道綱母の門前を何度も素通りした兼家は、後

日道綱母の所に「つれなく見え」た時の展開を見れば、

あさましと思ふに、うらもなくたはぶるれば、い

とねたさに、ここらの月ごろ念じつることを言ふ

に、いかなるものと、絶えていらへもなくて、寝

たるさましたり。聞き聞きて、寝たるがうちおど

ろくさまにて、「いづら、はや寝たまへる」と言

ひ笑ひて、人わろげなるまでもあれど、石木のご

として明かしつれば、つとめて、ものも言はで帰

りぬ。

 （『蜻蛉日記』上巻・218頁）

とある。道綱母は長い間じっとこらえてきた憤懣をぶ

ちまけてやったが、兼家は一言も答えず、寝たふりを

している。兼家の態度と比すれば分るように、源氏の

「御心とり」は紫上に対する愛情の表れだけではなく、

巧みに紫上との関係を営む手立てでもある。

大堰から帰邸した後、紫上は

例の、心とけず見えたまへど、見知らぬやうにて、

「なずらひならぬほどを思しくらぶるも、わろき

わざなめり。我は我と思ひなしたまへ」と教えき

こえたまふ。くれかかるほどに、内裏へ参りたま

ふに、ひきそばめて急ぎ書きたまふはかしこへな

めり、側目こまやかに見ゆ。うちささめきて遣は

すを、御達など憎みきこゆ。

　その夜は内裏にもさぶらひたまふべけれど、と

けざりつる御気色とりに、夜更けぬれどまかでた

まひぬ。ありつる御返り持て参れり。えひき隠し

たまはでご覧ず。ことに憎かるべき節も見えね

ば、「これ破り隠したまへ。むつかしや。かかる

ものの散らむも、今はつきなきほどになりにけ

り」とて、御脇息に寄りゐたまひて、御心の中に

は、いとあはれに恋しう思しやらるれば、灯をう

ちながめて、ことにものものたまはず。文は広ご

りながらあれど、女君見たまはぬやうなるを、「せ

めて見隠したまふ御目尻こそわづらはしけれ」と

てうち笑みたまへる、御愛敬ところせきまでこぼ

れぬべし。

 （松風②・422―423頁）

　ここで紫上の嫉妬は具体的に描かれていない。描く

のはただ源氏の紫上の嫉妬への応対のみである。「我

は我と思ひなしたまへ」との教え、紫上の「御気色と

り」、そして明石君のご返事に無関心を装う言動から、

最後の「うち笑みたまへる、御愛敬ところせきまでこ

ぼれぬべし」という地の文の描写まで、最愛の紫上に

対する源氏の応対の巧みさが所々に見られる。
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二、嫉妬心の緩和

　前文に引き続いて、源氏は明石の姫君の引取りのこ

とを紫上に相談する。姫君の引取りは源氏の図る後宮

政策の第一歩として、物語の展開につれて、自然に話

題に上る。紫上の子供好きな性格が初めて描かれ、こ

れを引き受けることとなっている。

「薄雲」に入ると、明石の姫君が二条院に迎えられ

た。源氏の大堰訪問を見送る場面であるが、

常よりことにうち化粧じたまひて、桜の御直衣に

えならぬ御衣ひき重ねて、たきしめ装束きたまひ

て罷申ししたまふさま、隈なき夕日にいとどしく

きよらにみえたまふを、女君ただならず見たてま

つり送りたまふ。

……

何ごととも聞き分かで戯れ歩きたまふ人を、上は

うつくしと見たまへば、をちかた人のめざましさ

もこよなく思しゆるされにたり。いかに思ひおこ

すらむ、我にていみじう恋しかりぬべきさまをと

うちまもりつつ、ふところに入れて、うつくしげ

なる御乳をくくめたまひつつ戯れゐたまへる御さ

ま、見どころ多かり。御前なる人々は、「などか

同じくは」「いでや」など語らひあへり。

 （薄雲②・438―440頁）

姫君いるがゆえに、「めざまし」と思う明石君に対

する嫉妬心も緩和されることは、どんなに子供が好き

であっても、難しいことであろう。継子いじめ物語に

馴染む平安の人々は、紫上の理想性を十分に読み取れ

るのではないか。そして、姫君の養育によって、紫上

は源氏の栄華に参与することになる。源氏の栄華を支

えるという意味で、その理想性は必然的なものとも言

える。

　明石の姫君の引取りをきっかけに、紫上の嫉妬心が

緩和されるが、その後も長らく尾を引いて、「玉鬘」「初

音」などの巻で常に明石君の存在を「めざまし」く思

い、強く意識しているのである。それは明石君が源氏

の大切な女性の一人として、魅力あり、嫉妬されるだ

けの価値のある人であるからであろう。「藤裏葉巻」

になると、姫君の入内を契機としての二人の初対面の

場面で、やっと明石君と和解するのである。

まとめ

以上述べてきたように、紫上の嫉妬は主に源氏の視

点から描かれている。ただし、源氏が紫上に明石の姫

君の誕生を打ち明ける場面と、明石の姫君のゆえに紫

上の嫉妬心が緩和される場面に、紫上の内面にも注目

が注がれている。わずかなる紫上の内面の描写は彼

女は明石の姫君のために嫉妬するのではないことを示

す。また、その単純な愛の心から発する嫉妬でさえ、

姫君いるがゆえに和らいでいくことは彼女は理想的な

養母としての資格を有することを示している。

明石君の上京する前、紫上の嫉妬を描くことを通し

て、紫上との「隔てなき心」の交流を求め、女の本当

の心を重視する理想の源氏像が描かれる。源氏の視点

から描かれる紫上の嫉妬ぶりは源氏の独特な嫉妬観を

裏付けるとともに、彼の理想性を際立たせる。明石君

の上京した後、物語が浮き彫りにする源氏の紫上の嫉

妬への応対の巧みさは、源氏の「色好み」の人として

の表れであろう。

注

１　例えば、秋山虔「紫上の初期について」（『源氏物語の

世界』東京大学出版会　1964）は、「何とこの困難な教
条にぴったりなのが「明石」巻から「松風」巻あたりま

でに描かれた紫上にほかならない」と指摘している。

２　斎藤暁子「紫上の嫉妬（二）―対明石の場合―」（『解

釈』1973年６月）

３　秋山虔「紫上の初期について」（『源氏物語の世界』東

京大学出版会　1964）

４　帚木巻の「雨夜の品定め」の中で、左馬頭が夫婦間の

寛容を説く際、男の浮気に対する女の対処の仕方につい

て、「よろづのことなだらかに、怨ずべきことをば見知れ

るさまにほのめかし、恨むべからむふしをも憎からずか

すめなさば、それにつけてあはれもまさりぬべし。多く

は、わが心も見る人からをさまりもすべし。あまりむげ

にうちゆるべ見放ちたるも、心やすくらうたきやうなれ

ど、おのづから軽き方にぞおぼえはべるし。繋がぬ舟の

浮きたる例もげにあやうなし」と一つの理想の女性像を

提起する。適度な嫉妬もまた美徳であるというのは『源

氏物語』の中の独特な男性の嫉妬観である。『源氏物語』

でこのような嫉妬観を徹底的に体現するものは源氏しか

いないので、これを源氏の嫉妬観とする。
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