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女流作家のヒーロー；藤原道長 

学習目的: 

 平安時代の文化・文学に中心的な役割を果たしてきた藤原家の代表な人物、藤原道

長について知る。 

 道長が行われた摂関政治のために女流作家が活躍することができたことも一つの事

実であるので当時の政治と文学との関りを摂政関白制度を通してよりわかる。 

背景 

女流日記の先駆者と言われる蜻蛉日記の筆者つまり、『道綱の母」の夫は左大臣藤原兼

家であった。その兼家の息の一人、藤原道長が当時の摂政関白制度のもとで藤原系の全

盛を築いた歴史人物である。平安文学独特のジャンルの一種として展開してきた歴史物

語の四鏡の中で、特に、鏡者の親と言われる、大鏡にも栄華物語にも広くとりあつかわ

れている。中で栄華物語が道長の贅沢ある栄華の人生を称賛している。同じように、紫

式部日記も一条天皇
いちじょうてんのう

の后であった彰子の親として摂政を行うようになった藤原道長の

屋敷に言いながら、中心人物としてその権力と栄雅を極まる生活ぶりを描写する。藤原

道長の屋敷の華やかさや祝い事の優雅は紫式部日記に描写されている。道長は詠んだ歌

に自分のことを次のように称える。 

この世をばわが世とぞ思う望月のかけたることもなしと思へば 

望月とは満月の（フルームーン）を指しているから、何も欠けていない自分の人生を満

月に譬える。藤原道長がつけた日記は 998 年から 1011 年の間のことを、『御堂関白日

記』としても残した。この内容は、道長の全盛期に基づいているので、日記は簡単であ

りながら、文字は綺麗で、筆者は書道の達人であったとされる。しかも、関白として彼

の政治を知る上、貴重な材料と見なされる。 
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道長の人生 

右大臣まで登った藤原の兼家の第五男として生まれた道長は、父親の摂政のため、権力

者に囲まれた環境に恵まれていた。それで、三十代に入ってからの若さで左大臣まで上

がり自分の娘彰子を一条天皇に嫁がせる。彰子の子供、皇子敦成親王が、後一条天皇と

して天皇になると道長は外祖父として摂政の席にあがる。道長の二番目の娘、妍子は一

条天皇の従兄に嫁がされる。このように藤原道長一門の繁栄は想像できないほど優雅的

であった。1017 年に摂政の位を長男にゆずり、病気を原因で出家を志し、1019 年に

法隆寺の建立を開始した。その五年後、1024 年に完成できた法隆寺で隠者生活し、

1027 年にこの世を去った。 

道長を中心に書かれた文学作品 

平安後期に記された物語の一種として登場した歴史物語は、次第に没落してきていた貴

族の華やかな過去の栄花と地方大頭の武力者によって敗退された貴族、特に藤原一家の

衰退をテーマとしている。作者は傍らからその状況を観察していた女房或いは官人であ

ったようだった。かな書き記述の内容は歴史的事実に基づいているが歴史書としての確

実性は薄い。 

『栄華物語』 

栄華物語がこのジャンルの最初の作品である。中心テーマは藤原道長の全盛を後の世代

のために残す、とされる。これで仮名書きの歴史物語と言った新風スタイルを生み出し

たことも意義深い。大鏡の冒頭部分の舞台は 1025 年五月に京都の雲林院という寺院の

境内で菩提講の日、聴聞に集まった人々の中で、百九十歳になる公の世継ぎと百八十歳

になる夏山の繁樹という二人の老人が、若侍を相手に過去の話を語り合う。前者の名前

にちなんで、平安時代の歴史物語が、「世継ぎの物語」とも呼ばれる。話の内容は十四
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代（文徳天皇から後一条天皇迄）の事跡を百七十六年間にわたって天皇や摂関家の人々

を中心に語っている。ここで数行を現代語訳で引用する。 

「秋らしい様子が都一帯にみなぎるにつれて、左大臣藤原の道長の邸宅のあり様は、い

いようもなく趣深い。泉水の近くの木立や導水のほとりの草むらは、それぞれいろが変

わって、そら一面の情景も趣深いのに、普段経を読む僧の声々も一段としみじみ情趣が

感じられ、次第に涼しく感じる風にのって、例の絶えることのない導水の音が、一晩中

交互に聞こえてくる。先日までは法興院の法華八講のため大さわぎしてきたが、七夕の

日にも空しく分かれてしまった。これも「屠所の羊の歩みだったのかもしれない」とし

きりに感じたことであった。 

「屠所の羊の歩み」というのはつまり家畜を刻んで殺す場所にひかれていく羊のことに

譬え滅びていくということを暗示している。天皇系を背景に年月の順序を追って内容を

整理する形式となっていますがこの一段落から、次の時代のキーワードになった『無常

観』の種が読み取られる。栄華物語の初めの第三十編の作家は平安中期の歌人で道長の

妻、倫子の女房を務めた赤染衛門である。 

鏡物の第一「大鏡」；日本語で「鏡」は歴史物のことを指し、歴史を写すものとされて

いるので鏡という題がついている。。平安後期に書かれた四鏡の最初の鏡のことである。

ほかの三つは「今鏡」、「水鏡」、「増鏡」である。大鏡は藤原家の歴史を大きく当時

の時点まで写すと言う意味である。作者は不名ですが大鏡の内容から推察すると、歴史

や政治や仏教に詳しい貴族或いは官僚であったと推量できる。 

ここで一例を現代語訳で取り上げます。 

ある年道長が大井川で舟遊びをなさった折、漢詩の船・管弦の船、和歌の船と、三つに

お分けになって、それぞれの道にすぐれた人々をおのせになったが、その時に大納言公

任殿が参上なさったので、道長殿が「あの大納言はどの船にお乗りになるのが良かろう」
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とおしゃったところ、公認殿は「和歌の船に乗りましょう」とおっしゃったところ、公

任殿は「和歌の船に乗りましょう」とおしゃったところ、公任殿は「和歌の船に乗りま

しょう」とおしゃって、この歌をお詠みになったのであるよ。 

小倉山に吹く嵐の風が肌寒いので、 

紅葉の 

すじ 

『大鏡』は、「大宅世継（おおやけのよつぎ）と夏山繁樹（なつやまのしげき）という

二人の老人が 176年にわたる宮廷の歴史を、一人の若侍を相手に昔語りをしている様子

を、作者が傍らで記述しているという設定で書かれています。 

「 

この物語の基本的なスタンスは藤原道長に対して批判的であるところが一つのポイント

になります。主な登場人物は、藤原道長を中心とする藤原一族です。彼らが栄華を誇っ

た時代を舞台に、一人ひとりの人物に焦点が当てられ、そのエピソードが語られます。

特に道長の類まれなる才覚や豪快な言動をさまざまな角度から鮮やかに描き出していま

す。 

道長の絶頂期であった万寿２年（1025年）で話が終わっていることから、その栄華が

読み手の印象に強く残ります。 

代表的なエピソードは、関白になる前の道長と藤原伊周（ふじわらのこれちか）が弓の

勝負をする『南院の競射』、兄弟たちを上回る道長の豪胆さを描いた『肝試し』、藤原

氏内の権力争いを象徴する『花山院の出家』です。 

和語に漢語や仏教語を加えた文体によって、簡潔かつ躍動感ある印象を与えています。

また、対話形式をとることで、戯曲的な雰囲気も纏っています。 
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『大鏡』は、超人達の世間話？ 

このように、藤原氏の栄華を描きつつも、時折その繁栄の裏舞台にも光を当て、人間の

飽くなき権力欲への皮肉をのぞかせます。 

これは、道長の賛美に終始した『栄華物語』などの従来の作品と比較した際の『大鏡』

の特徴と言えます。 

紀伝体によって対象となる人物の人間像を鮮明に描き出しつつ、対話形式を用いること

で歴史を様々な観点から捉え、より真相にせまろうと試みた『大鏡』は、後世の歴史物

語に多大な影響を与え、その形式は後の『今鏡』『水鏡』『増鏡』に受け継がれていき

ました。 

さいごに 

『大鏡』を簡単にまとめますと、3 点重要なポイントがあります。 

1. 紀伝体で書かれた歴史物語 

2. 藤原道長に対して批判的 

3. 歴史物語の覚え方→「ダイコンミズマシ（大今水増）」で覚えよう！ 

作品の評価と歴史的意義 

正史として編纂された六国史の最終作である『日本三代実録』の後を継ぐことを目標に

書かれています。 

『源氏物語』を意識した優雅な和文体で書かれていることに加え、道長の栄華が中心に

描かれていることもあって、一見華々しいという印象を受けます。しかし、望月の詩を

詠んだ後の道長の病による苦しみなども描いており、哀愁や悲嘆も含んだ豊かな物語で

す。 
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同じく藤原氏を取り扱った『大鏡』と比較すると、批判精神が乏しく、物語性を重んじ

たあまりに史実との齟齬が多いことに加え、後半はその物語性も薄くなっていることか

ら、歴史書としても、文学作品としても『大鏡』より一段低い評価をされることが多い

です。 

しかし、『栄花物語』の真の歴史的意義は他にあります。当時、歴史書というのは漢文

で書かれるものであり、女性が読むことは念頭に置かれていませんでした。そんな中で、

「仮名を用いた女性向けの歴史物語を完成させた」点は注目に値します。また、「歴史

と文学を結合させた物語風の歴史書という新たな文学の先駆となったこと」、そして

「『大鏡』をはじめとする『四鏡』の下地となったこと」には大きな歴史的意義がある

といえるでしょう。 

******** 


