
男色の魅力とはなにか
－『男色大鑑』を題材に－

はじめに
　『男色大鑑』とは、井原西鶴によって書かれた浮

世草子で、全 8 巻あり、各巻 5 章で全 40 章ある。

貞享 4 年（1687）に刊行された。前半 4 巻は武家

社会を中心に、男色をめぐる意気地にからむ話が多

く、説話風の面白さを基調としている。後半は、歌

舞伎若衆にまつわる逸話、歌舞伎界の内実などを

素材とした随想風の作品が多い。当時の男色をめぐ

る話題を総合的に幅広く取り上げた作品である。1

　本論文では、はじめに男色について説き、『男色

大鑑』の中から「色はふたつの物あらそひ」、「嬲

りころする袖の雪」、「薬はきかぬ房枕	」を読んで、

女色を嫌う理由を考えながら、男色が人々を惹き

つけた魅力とは何かという点について考察する。

1. 男色とは
　まず、男色の広義を解釈していく。

　男色とは、男子の同性愛のことである。室町時

代以後には僧院における稚児、喝食などが武士の

間にも愛され、後には少年武士が男色の相手に選

ばれた。とくに戦国時代には、尚武の気風からこ

とさらに女性をさげすみ、男色を賛美する傾向が

強まった。その中から、男色における兄分（念者、

念人）と弟分（少人、若衆）との間の倫理的契約（義

理，意気）を重んじた衆道、若道の成立をみるに

いたった。

　また、念者は情をかけるものであり、男女間に

おいて男側である。それに対し、若衆は情をかけ

られるものであり、男女間において女側にある。2

　この念者と若衆の契りは、時期が限られたもの

で、若衆が少年期の 12 歳～ 20 歳までの期間であ

る。12 歳からの 3 年間を幼く、童のような姿から

「主童道」と呼ばれ、15 歳からの 3 年間は最も盛

りの時であり、「殊なる道と書きて殊道」と呼ばれ

る。そして、18 歳からの最後の時は「終る道と書

きて終道」と呼ぶ。期間が終われば、若衆も一人

の男として女性と結婚し子を成すことになる。ま

れに、その期間が過ぎても契りを結んだままの念

者と若衆もいる。（板坂 ,2017,p.28）

　また、男色の契りを結ぶときは、智音の契約と

いう契りを結ぶ。この契りとは「若衆のほうよりは、

他の男に手をも握らせず、許可なくして他の男と

同道または酒盃の取り交わしせざる事等を誓い、

念者の方よりは、他の若衆に懇ろすまじき事、ま

して女の肌触れ心移すまじき事等を、誓紙に書き

入れる」ものであるとされている。（野間,1976,p.20）

2. 女色と男色

2.	1		男色から見た女色

　それでは、男色が人々を惹きつけた魅力を考え

るにあたって、男色において女色を嫌う理由とは

何かを『男色大鑑』の第一巻一「色はふたつの物

あらそひ」より考えたいと思う。

　「色はふたつの物あらそひ」は、これから男色に

ついての様々な話を展開する上での井原西鶴によ

る『男色大鏡』の序文となる部分で、男色の良さを、

昔は男色に親しんでいた在原業平の例を出してな

ぜ女色を選んだのかを嘆いたり、22 項目にわたっ

て男色が女色よりいかに優雅かの比較を出し、論

じている。結論として、男たるもの意気盛んな時は、

男色のために命を捨てるべきであると言い放つ。

　それでは、女色を嫌う理由を以下の引用文で紹
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介する。

①「それより世に姦しき赤子の声、取揚げ婆・

仲人口鼻も出来、嫁入り長持・葛龍、二親の

やかひとなれる。男色ほど美なるもてあそび

はなきに、今時の人、この妙なる所を知らず。」

(p.2953)

	 （「この世にうるさい赤子の声が響き、産婆や

仲人嚊もあらわれ、嫁入りの長持や葛籠は、

両親の頭痛の種となったのである。」）

②「惣じて、女の心ざしをたとへていはば、花

は咲きながら藤づるのねぢれたるがごとし。」

(p.300)

	 （「すべて女の気持をたとえていえば、花は咲

いていても、ねじれた藤蔓のようなものであ

る。」）

　①の引用文では、女色によって起きる弊害につ

いて書かれている。確かに、赤ん坊の泣き声は時

には鬱陶しいものであるし、用意するのにお金の

かかる長持や葛籠といった嫁入り道具は、嫁ぐ側

としても大変であったに違いない。ここでは、女

の社会的な面倒さが見られる。②の引用文では、

花がある事は認めているがねじれた藤蔓。綺麗な

面もいやな面も持っているということを表してい

る。ここにある「心ざし」は気持と訳さているが、

女の内面と考えるのが良いであろう。

では、②の引用文に焦点を当てて、同じく「色は

ふたつの物あらそひ」より、女と若衆のどちらが

良いかの 22 項目に及ぶ比較から、ねじれた藤蔓

の「ねじれた」部分、つまり女色を嫌う理由を探っ

ていく。

　まずは、この 22 項目を並べ、女と若衆の姿の

差を述べているのか、行動の差を述べているのか

の２つに分け、行動の差については、さらに男側

は受身なのか自発的なのかで分け、　顕著な差が見

られるところを抜き出した。まずは、姿の差から

みていきたいと思う。

2.	2		女と若衆の姿

①「十一二の娘はや前後見ると、同じ年頃の少人

歯を琢いて居ると。」(p.297)

	 （「十一、二歳の娘が早くも色気づき、自分の

姿の前後を眺めるのと、同じ年頃の若衆が歯

を磨いてるのとでは、どちらがいやらしいか、

言うまでもなかろう。」）

②「六十あまりの後家がくれなゐの脚布して小判

読みて居ると、角前髪の木綿帯してむかしの

誓紙を見てゐると。」(p.298)

	 （「六十歳すぎた後家が、赤い腰巻をして小判

を数えているのと、角前髪の若衆が木綿帯を

して過ぎし日の兄分との誓紙を見ているの

と。」）

　2 つ抜き出したが、参考までに『新編日本古典

文学全集 67　井原西鶴集②』にある現代語訳を合

わせて示した。①の引用では、「言うまでもないだ

ろう」という現代語訳があるが一見どちらがいや

らしいかはっきりと分からない。娘が鏡で自分の

姿を確認することが男を惹きつけるための行為で

あれば、若衆が歯を磨くことも念者を惹きつける

ための行為に捉えることが出来る。しかし、「十一二

の娘はや前後見ると」からは、早くの内に着飾る

ことを考えていることが分かるのに対して、「同じ

年頃の少人歯を琢いて居ると」からは、元からあ

るものを美しく保とうとしていることが分かる。

男を前にした女と念者を前にした若衆を比較して

みると、女は白粉をしてお歯黒を塗り着飾るのに

対して、若衆は化粧はせず、歯を磨き髭を抜いて

元からあるものを美しく保つ。また、お歯黒や白

粉をされたら本来の顔はよく分からなくなってし

まう。よってここでは、女が自分の姿をより美し

く見せようと白粉やお歯黒で着飾ることは、若衆

のその元からの美しさ、または元からあるものを

美しく保つことよりいやらしいのである。

　②の引用では、まず、「六十歳をすぎた後家」と

「角前髪の若衆」を比較すると、後家とは夫を亡く

した妻、現代でいう未亡人である。対して、角前

髪とは元服前の十五、六歳の頃に、前髪の額の両

端の生え際を角に剃り込む髪型のことで、半元服

の若衆を表している。20 歳の元服ではないのでこ

の若衆にはまだ念者がいてもおかしくない。つま

り、この若衆は半元服を迎えたことで、まだ別れ
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てもいない念者のことを契りの終わりが近いから

誓紙を見て惜しんでいるのである。対して、この

後家は旦那を亡くし、悲しみ惜しんでもいいはず

なのに小判を数えている。まだ別れてもいない念

者のことを思う若衆と、惜しむべき亡き夫を気に

せず小判を数えている後家の姿では可愛らしさが

全く違う。小判を数えるというところからは、先

立った夫への未練や悲しい気持ちよりも、金銭へ

の執着の方が優っているのが読み取れ、誓紙を見

つめる姿からは、まだ別れてもいない念者を思う

気持ちが伝わってくる。

　ここから分かることは、①では男色において女

の美しさを取り繕って着飾る姿は、若衆の生まれ

持ったものを美しく保つ姿より劣るものとされ、

②では亡き夫を惜しむより小判が大事な女の姿よ

りも、まだ別れてもいない念者を惜しむ若衆の姿

に心打たれるのである。

2.	3		女と若衆の行動

続いて、行動の差についてみていきたいと思う。

①「子ども買うてあそぶ座敷へ水神鳴の落つると、

傾城としまぬうちに死んでくだされいと剃刀を

出すと。」(p.297)

	 （「歌舞伎若衆を呼んで遊んでいる座敷へ水神鳴

が落ちるのと、女郎と馴染みにならないうちに、

心中してくだされと剃刀を出されるのと。」）

②「脇ふさぎたる若衆に状をつけて笑はるると、

大振袖の女におもひ懸けられ尻目で見らるると

はいづれか。」(p.300)

	 （「元服した若衆に恋文をやって笑われるのと、

大振袖の年増に惚れられて横目で見られるの

と、どちらが優雅であろうか。」）

　①の引用では、水神鳴とは現代の雷のことで、

雷が落ちることと剃刀を差し出されることのどち

らにおいても怪我をするか最悪の場合、死が待っ

ていることが分かる。その上で、「子ども買うてあ

そぶ座敷へ水神鳴の落つる」の方は、雷が落ちる

のは自然なことではあるが、若衆と遊んでいて雷

が落ちて死ぬのはかまわないという、自発的な姿

勢が見えるのに対し、「傾城としまぬうちに死んで

くだされいと剃刀を出す」の方では、女郎に迫ら

れ殺されるような印象があり、女からの好意に対

して受身的である。

　また、②の引用でも、「脇ふさぎたる若衆」とは、

若衆として念者を取る時期を終えた者であり、「大

振袖の女」は、大振袖は未婚女性の第一礼装なの

で未婚の年増の女性ということが分かる。また、

もう念者のいらない若衆に恋文を送って笑われる

のは、自発的に恥ずかしい思いをしにいっている

が、「大振袖の女におもひ懸けられ尻目で見らるる」

のは、その女によって恥ずかしい思いをしている

ため、受身的である。しかし、こういった都合の

悪いことがすべて女から来る受身的なものである

というわけではない。

　「島原通ひすぎて家質の流るると、道頓堀ぐるひ

過ぎて御城米かりて切の近づくと。」(p.298)

（「島原通いが過ぎて抵当に入れた家屋敷が流れる

のと、道頓堀で役者買いをしすごして借りた御城

米の返却期限が切れかかったのと。」）

　島原とは、京都の遊郭地で、道頓堀は、大阪の

道頓堀にある歌舞伎若衆を呼んで遊ぶ茶屋を意味

している。また、御城米は、飢饉などに備えて蓄

えてある米のことで、平時は、新陳代謝のために

一般町民に貸し出されていた。ここで対比されて

いる女色と男色の違いは解釈しきれないが、どち

らも自発的にお金の危機に陥っている 4。

　このように、女色には自発的な面も受身的な面

もあるが、では受身的に若衆から悪いことが起き

ることはないのかという疑問が起こる。しかし、「色

はふたつの物あらそひ」の全 22 項目には、受身

的に若衆から悪いことが起きるという例は書かれ

ていない。

　この差から、『男色大鑑』において女からくる好

意は男色と比較して、面倒くさい、鬱陶しいもの

であると言うことが出来るのではないだろうか。

また、男色の場合、この比較においてはすべて自

発的であり、念者から若衆に向けた思いや恋しか

書かれていない。

　では、若衆から熱烈な思いを向けられた場合、

鬱陶しい、面倒くさいという感情は生まれるのだ

ろうか。その点について、『男色大鑑』第三巻二「嬲

3
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りころする袖の雪」の説話から考えたいと思う。

3. 若衆からの熱烈な思いは幸せか
　「嬲りころする袖の雪」のあらすじは以下の通り

である。

　若衆の山脇笹之介は伴葉右衛門から密かに思わ

れていることを知り、葉右衛門の下男を恋文の使

いにして、衆道の契りを結んだ。

　ある日、長田山の西念寺の桜が十月だというの

に狂い咲きをしたということで、若衆を含めて酒

を交わし宴もたけなわの頃、葉右衛門がやってき

た。すると、五十嵐市三郎という若衆がこれ幸い

と葉右衛門を引き留め酒を注ぎ、葉右衛門はそれ

を受け取って、酔って喋ることは笹之介のことば

かりだった。

　しかし、それを早くも笹之介に告げ口した者が

いて、笹之介は嫉妬に狂い、葉右衛門が帰ってく

ると、その手を引いて、周りの戸をすべて閉めて、

庭に葉右衛門を一人立たせた。積もりそうな雪が

降ってきて、葉右衛門が「死んでしまうぞ」と言

うも笹之介は二階座敷からまだ酔いは冷めないで

しょうと突っぱねるばかりで、葉右衛門は懲りた

からもう他の若衆の足跡も決して通らないと言っ

たが、笹之介はそれが本当ならと葉右衛門の刀か

ら着物から全て脱がせ、髪を下ろさせ、梵字を書

いた三角紙をつけさせた。この頃には葉右衛門も

寒さで息も絶え絶えになり、体が震え、拝むしか

なかった。笹之介が下を覗くと、葉右衛門が今に

も息を引き取りそうになっていた。笹之介は驚い

て、すぐに駆けつけたが葉右衛門はすぐに死んで

しまった。それから笹之介はすぐに切腹した。

　笹之介の普段の寝間には、浮気をされた悲しみ

の中でも、枕が二つと香をたきしめた白小袖があ

り、枕元には酒盛りの準備もされていたのを見て、

感動しない者はいなかった。

　この話からは、葉右衛門は笹之介からの受身的

な好意、嫉妬から、庭に放り出されて寒さで死ん

でいる。しかし、その笹之介の態度が悪いとは書

かれていない。むしろ、良い話のように感じるの

はなぜか。それは、最後の部分であろう。

「是非もなき嘆きの中に不断の寝間を見れば、床

とらせて枕ふたつ、焼きしめたる白小袖、あた

りに酒事の器も見えわたり、この心根の程おも

はれて、諸人横手うたざるはなし。」(p.393)

　（「どうにもならない悲しみの中にも、笹乃介

のふだんの寝間を見ると、床をとらせて枕が二

つと香木をたきしめた白小袖があり、枕元には、

酒盛りの道具も用意してあった。笹乃介の心遣

いのほどが思われて、感動しない者はなかっ

た。」）

　この部分があることで、笹之介はただ契りを破っ

て浮気をした葉右衛門を痛めつけたかっただけで

はないことが分かる。しかし、告げ口を聞いた後

に寝間を準備したのか、それとも準備した後に告

げ口を聞いたのでは解釈が異なるだろう。私は、

告げ口を聞いた後、もしくは準備している最中に

告げ口を聞いたのだと思う。なぜなら、「下を睨け

ば、葉右衛門、瞬せはしく躑躅み、うき世のかぎ

りを驚き、印籠あくる間も、脈にたのみもなければ、

同じ枕に腹かきさきて、只今の夢とはなりぬ。」

(p.393)（「下の庭をのぞくと、葉右衛門は激しくま

ばたきをしながら立ちすくみ、息を引き取りそう

になっていた。笹之介は驚いて、印籠の薬を取り

出すまもなく、葉右衛門の脈は絶えてしまったの

で、同じ枕に切腹して、ただちに最期をとげた。」）

から分かる通り、もし葉右衛門を痛めつけたいだ

けだったら死んだ後を追いかけて切腹などしない

からだ。

　また、いくら浮気をしたことを怒っていたとし

ても、ここまでする必要があるのだろうかと考え

てしまうが、「これもいやがならねば」(p393)（「こ

れもいやとはいえないので」）から、葉右衛門は、

笹之介からの服を脱げなどの要望を、嫌がったり、

やりすぎではないかと声を荒げることもなく従っ

ている。つまり、嫉妬を向けられることを、その

せいでひどい目に遭っていたとしても鬱陶しいだ

とか面倒だとは考えていないのである。さらに、

この嫉妬を受け入れていることから、ここまで笹

之介から想われていたことは葉右衛門の幸せだっ

たのではないだろうか。

　この物語から分かるとおり、若衆からの行き過

ぎた好意、嫉妬は鬱陶しいものではなく、むしろ
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幸せなことなのだということが分かる。つまり、

女色では嫌がられたものが受け入れられるのであ

る。

　しかし、男色では、女色で嫌われた行き過ぎた

好意、嫉妬も幸せなことになるということだけが

良さではないだろう。他に男色の良い点はないか

ということについて、『男色大鑑』第三巻四「薬は

きかぬ房枕」から考えたい。

4. 契りの深さ
　「薬はきかぬ房枕」のあらすじは以下の通りであ

る。

　母川采女という 18 歳の少年は、衆道の契りを

結んだ念者の志賀左馬之助がいながら、同じ家に

仕えている器量も容貌も良い伊丹右京という 16

歳の少年に恋をして寝込んでしまう。それを見か

ねた左馬之助は、自分が仲を取り持ってあげよう

と提案し、采女の書いた恋文を右京に渡しに行く。

寝込んだ理由が自分であると知った右京は采女の

恋文に応えて契りを結んだ。

　しかし、細野主膳という度の過ぎた荒くれ者で

周りから呆れられている侍も、右京の美しさに惚

れ込み、何度も口説いたが右京は相手にしなかっ

た。そんな主膳を見かねた節木松斎という坊主が

主膳の代わりに恋文を渡すが、右京は相手にせず、

松斎のことも馬鹿にした。松斎は腹を据えかねて

主膳をそそのかし、右京を討って他国に逃げよう

という計画を練った。それを知った右京はこのこ

とを采女にも知らせなければと思ったが打ち明け

ては武勇がすたると考え、一人で主膳のところへ

乗り込み、主膳を討った。

　しかし、その後右京は捕らえられ、切腹を命じ

られる。そのことを左馬之助の手紙から知った采

女は急いで右京が切腹する慶養寺に向かった。し

かし、切腹を止める事は出来るわけもなく、右京

が切腹したのを追って采女も切腹し、それを嘆い

た左馬之助も自害した。

「このあらまし采女にも知らせずしては、後の恨

みも深かるべし、いはんもさすが武勇の甲斐は

なし、我としづまる心の海、人を抱きて淵に沈

む事あらじ、と思い定め」(p.401)

（「このあらまし（主膳が右京を討とうとしてい

ること）を采女にも知らせなくては、後で深く

恨むことであろうと思ったが、打ち明けては武

勇がすたると心を落ち着けて、人を巻き添えに

することもあるまいと決心した」）

　この引用から分かることは右京は采女のことを

巻き添えにするべきではない、そして武勇がすた

るという理由で采女に自分が狙われているという

ことを教えない決心をしている。ここで注目した

いのは「武勇の甲斐はなし」というところである。

ここから分かることは右京は若衆である前に一人

の男だということである。若衆と念者という関係

で、疑似的な男女関係にあっても、一人の男とし

ての心持を忘れていない。またそれは次の引用か

らも分かる。

「はしり懸りて声を掛けて打つ程に、右の肩先よ

り乳の下まで切り付けぬ。主膳も日来の勇みに

たがはず、左の手にして腰の刀を抜き打ちに、

しばし切り結びけれども、深手の痛み、「口惜し

や」といふ声とともに倒れしを押し伏せ、二刀

さし通し、」(p.402)

（「右京は駆け寄り、声をかけて（主膳を）斬り

つけた。右の肩先から乳の下まで斬り下げたが、

主膳も日頃の勇気を裏切らず、左の手で脇差を

抜き放ち、しばらく斬り合ったが、深手に弱り、

「残念だ」という声とともに倒れたところを、押

し伏せて二刀で止めを刺した。」）

　この引用から分かるとおり、実際に右京は強い

のである。つまり、右京は念者に守られる若衆と

しての一面だけでなく、守られなくても平気な立

派な男という一面も持っているのである。女にこ

のような部分はあるか考えてみると、女はやはり

男に守られる立場にあるだろう。この物語におい

ての一つ目の男色が人々を惹きつける魅力は、守

られる若衆であるという前に、人を守れる男であ

るということである。つまり、若衆であっても念

者であっても男としてお互いを守ることが出来る

ということは男色にしか表せないのである。

　続いて、二つ目の良い部分についての引用は次

の通りである。
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「山桜の残りすくなきを詠めて、「縦旧年花梢残

待後春是人心 5」と吟じたるは、采女なる人を

かこちていふなるべし。」(p.405)

（「散り残った山桜のあるのを眺めて、（右京が）

「たとひ旧年の花梢に残るを待つとも、後春是人

心」と吟じたのは、あとに残る采女のことを悲

しんでのことであろう。」）

「介錯して立ちのけに、采女走りかかり、「頼む」

とばかり声して、腹掻き破れば、これも首かけ

て打ちぬ。」(p.406)

（「勘解由が介錯して立ち退く時、采女が駆け込

み、「頼む」と言ったかと思うと、腹を掻き切っ

たので、これも首を打ち落とした。」）

「志賀左馬乃助も、世にありてせんなしと、思ふ

程を書き残して、七日に当り空しくなりぬ。」

(p.406)

（「志賀左馬之助も生きていてもしかたがないと、

思いのたけを書き残して、初七日の日に自害し

てしまった。」）

　後に残す采女を思いやりながら切腹する姿、右

京の後にすぐに続いて切腹をする采女と、契りを

切った仲であるのに采女を案じて切腹する左馬之

助。これらの引用から分かる男色が人々を惹きつ

ける魅力は、契りの絆の強さではないだろうか。

特に、左馬之助の場合は、元は采女の念者であり、

采女との衆道の関係を解いて右京と契りを結ぶの

を後押しして、最後は采女のあとを追って自害す

る姿に、采女への強い思い、衆道の関係の深さが

理解できる。また、先述した嫉妬などの熱烈な思

いは、契りの深さを表すものになるからこそ受け

入れられ幸せとされるのではないだろうか。しか

し、契りの深さを行き過ぎた好意や嫉妬が表すな

らば、女色においてもそれは男女の仲の良さ、幸

せとして認められるべきである。それを女色で鬱

陶しいものとみなすのは、女色が、男色の守り合

える関係ではなく、守り守られる関係だからでは

ないだろうか。

おわりに
　今回、『男色大鑑』から「色はふたつの物あらそ

ひ」、「嬲りころする袖の雪」、「薬はきかぬ房枕」

を用いて、女色を嫌う理由を考えながら、男色が

人々を惹きつけた魅力ついて考察した。

　女色を嫌う理由としては、「色はふたつの物あら

そひ」から女の着飾った美しさ、死んだ夫のこと

を忘れて小判を数える姿はいやらしく、寄せられ

る行き過ぎた好意が鬱陶しいという点を上げた。

そして、「嬲りころする袖の雪」を引用したことで、

男色の場合では行き過ぎた好意も嫉妬も受け入れ

られるものであり、むしろそれを向けられること

は衆道の契りの深さを表すもので幸せであるとい

うことが分かった。また、「薬はきかぬ房枕」では、

釆女の男らしい姿から、守られる若衆と守る念者

ではなく、両者ともお互いを守り合える男である

ということと、采女、右京、左馬之助の三人の相

手を思いやって切腹していく姿から分かる、相手

のために死ぬことをいとわない契りの絆の深さが

男色の魅力として捉えられることが分かった。

　つまり、行き過ぎた好意や嫉妬をも幸せとみな

し、躊躇無く相手のために死ねる契りの深さと、

お互いに若衆と念者関係なく守り合えるという関

係性の 2 つが揃っていないと女色を超えた男色の

魅力とはいえないのではないだろうか。

　今後、「薬はきかぬ房枕」に多く見られた後を追っ

て切腹をする姿や、相手を思いやって一人で死へ

と立ち向かっていく姿から、男色における「死」

とはどういう位置づけなのか、相手を想うという

のは恋愛的なのか、それとも武士道的なのか、契

りの深さはどこから来るのかということについて

もこれから研究していきたい。

　さらに、今回は男色の良さだけに注目したが、「色

はふたつのものあらそひ」で、井原西鶴は「ひと

つ口にて女道・衆道を申す事のもつたいなし。」

（p300）とも述べているように、女色を主題とし

た「好色一代男」も書いている。今後、井原西鶴

の描く女色の良さについても合わせて考えていき

たい。
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註
1	「日本国語大辞典」から。
2	「世界百科事典」から。
3	 以下、『男色大鑑』からの引用は『新編日本古典文学全集 67　

井原西鶴集②』のページ数のみを記す。
4	 家に住めなくなることと借金を返せそうになくなることとの比

較は、女色が男色より高級な遊びだったからであろう。
5	「薬はきかぬ房枕」は藻屑物語をモチーフに書かれており、こ

の箇所は藻屑物語からの引用である。藻屑物語は実際にあった
事件を基に書かれている。直訳すると、たとえ旧年の花が枝先
に残って後の春を待つとも、是は人の心であるという意味にな
る。この場面でのこの歌は、枝先に残る花は右京の心を表して
いるのではないだろうか。
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