短冊にあそぶ

髙田芳春

ごあいさつ

この度、清和誌に発表させて頂いて居りました「短冊にあそぶ」を小冊子に纏めさせて
いただくことになりました。

それは偶々会の中で私が担当させていただいて居ります「臨書勉強会」の折に短冊を利

用しましたところ、植村会長から短冊に関する一文を清和誌に発表するようにとのお勧め
によるものでした。

殆んど無の状態からの出発でしたが植村会長をはじめ多くの方々の温かいお励ましと、

御協力を得まして、苦しみつつも、楽しい作業で、久々に学生時代に帰ったような気分も
味わわせて頂きました。本当に貴重な体験を有難うございました。

改めましてこの際、多方面から御力添え下さいました皆様方に厚く御礼申上げます。

平成廿五年六月十五日

髙 田 芳 春
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短冊にあそぶ ⑴

まず、このお話しを頂きました時は、
単純に現在の短冊しか思い浮かばず、
「書を以て短歌を表現する時に使用する

を持って頂ければと思い、私の知り得ま

思われます短冊について、少しでも関心

した。そこで現在存在感の薄れていると

る種々の現象には興味深いものがありま

それなりの必然性があり、それにまつわ

き抜いて只今に辿り着き、その過程には

すので御注意下さい。

広の大きなものと間違われる事もありま

購入の際、時として絵画等に使用する巾

習用のものが取り扱われています。而し

て居り、店舗では用途により作品用・練

で、定まった寸法の紙」と位置づけられ

した範囲の中から皆様にお伝えしたいと
思います。

一、短冊の寸法

・懐紙縦八等分の一枚が定寸です。この

手はじめに現在の短冊について考察し
てみたいと思います。只今、書展の開催

寸法は明治時代に定まったものです。

料紙の一つである。」
それは洒落てはいるが、「上手に表現

は数しれず、書道専門の学科をもつ大学
すが、短冊の存在は影が薄いように思わ

するには難しいものである。」位の認識
考えてみますと、昔、師の御指導の折

れます。周囲の方々に短冊とは、と問い

因みに懐紙とは現在料紙として使用さ

・短冊一枚分取った残りを図の如く四等

「まず自分の歌を詠み、それを書くべき

かけてみましたところ、多くは「七夕祭

れているもので寸法は多少の差があり

も数多、書の世界は大変華やいで見えま

である。」と言われまして、作文、作歌

の折、願い事を書いて竹に吊るす細長い

ます。

しかありませんでした。

等、大の苦手な私はそこで拒否反応。短

紙」の認識でした。
只今一般的に短冊と言いますと、それ

分しますと中色紙の大きさになります。

冊とは無縁に近い歳月でした。そんな私
を向けて見ましたところ、それは必要か

は「短歌・俳句等を書く、細長く、厚手

が、今度の機会を頂き、改めて短冊に目
ら生じて変化しつつ、長い歴史の中を生
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半懐紙

２寸

1.2尺
ロ白等一方が無地で、他方に砂子が

イ色、柄等模様がある方が表。

１、裏・表を間違わないこと。

二、書くに 当 っ て の 注 意 事 項

１尺＝10寸 １寸＝約3.3㎝
懐 紙

ある時は、砂子
のある方が裏。

無い。

４、模様が描かれている場合。

上部・下部の両端から模様までの

イ一部に模様がある時

が逆にならない

空間が少ない方が上。

２、上・下（天・地）
こと。

ロ全体模様の時

動植物又は器物等、はっきり上下

イ上・下空間が異
なる時…空間が

のわかるものはそれに随う。

上下無しと思って良い。

ハ唐草模様等を地模様としたものは、

大きい方が上。
ロ上・下空間が同
じ時…どちらで
も良い。

５、金砂子

一ヶ所の時…ある方が上。

ハ上・下に雲形模
様がある時…色

二ヶ所の時…空間の広い方が上。

位置が現代的で判り易い。

墨の扱い方、布置のとり方、落款の

近代の代表的な短冊作品の例。

次頁写真説明

６、全面砂子の時は上、下自由

で見分ける。
上…藍・青
下…茶褐色・赤
・紫・鼠色
紫を上にする事もある。

㊟追悼とか仏事に使用する時は、

1.6尺（約48.5㎝）

３、全く模様が無いものは天地の別は
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７寸
６寸

岡山高蔭（一八六六―一九四五 慶応二―昭和二十）
暮靄 しのばずのいけに火影のきらめけば うゑののもりはもやにくれ行

中村春堂（一八六八―一九六〇 明治元―昭和三十五）
ひかりなきたににははるもよそなれば さきてとくちるものおもひもなし

植村和堂（一九〇六―二〇〇二 明治三十九―平成十四）
安部仲麿 あまの原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも

高陰
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短冊にあそぶ ⑵

歌及び落款を

短冊を書 く ― ま ず 歌 か ら ―

名

一、長さを三分割する
題

３

五句⑸

←下部
←下部

⑤７⑤
７⑦

八分位（約
六分位（約

㎝）残す
㎝）残す

四、行頭の文字の使い方

左の様な使い方があり

⑴

⑵

⑶

か

か

漢

な

な

字

字

字

漢

字

漢

漢

例⑶のように行頭に漢字を並べると

良くないとされていますが、之は見

かけ上の問題ですから強いて隨う必

要はないと思います。
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２

より半字分上から（三つ折半字がかり）

点線は行立ての目安です

五句⑸。ロ初句⑸

2.4

1.8

１

三、墨継ぎの位置

墨継ぎはイ初句⑸

三句⑺

イ自詠の歌は上の句・下の句の行頭を揃える。
ロ古歌を書く時は下の句を半字分さげて書き出す。
ハ女性は下の句を半字分又は一字分下げて書くべし等と伝わって
いますが絶対的なものではありません。

二、書き出しは
1/3

五、題を書く

げたいものです。限られた空間を如何に

れる」の一語に尽きると思います。微か

末尾の文字より半字分位下がる位
ロ書体は、行書体位が良いでしょう。

な記憶に「短冊千枚」ということばを思

上手に使いこなすかは、まさに「書き馴

ハ本来は自作の歌を書くものであっ

い起しましたが、横着ものの私は、とて

置が適当。

たようですが、現在は、古歌等、

もそんな勉強は出来ないと、前述の理由

順序として、題は釣合が取り易い為

他人の歌を書く事も多いようです

に加え短冊から遠ざかって居たのかと、

に歌を書いて後に書きます。

イ一字題…上端から指二本分あけて。

ので、この場合は、○○書、又は

六、書出しの位置
ロ二、三字題…上端から指一本分あ

今更乍らに怠け者であった自分を思い知

らされて居ります。

ホ女性の場合、明治維新前までは、

に出会いまして、今なら納得と言えそう

ら板につく」という「多賀博氏」の記事

この度、短冊は「三千枚書くとどうや
表に書かず、裏に書いたそうです

にと思いました。

この度は特に「題の入れ方」の御参考

次頁写真説明

ればと思います。

皆様はめげずに挑戦して楽しんで頂け

ては遅かりし……の一語。

に思えて居りますが、残念乍ら私にとっ

けば、一応の形態は整うわけですが作品

この時前述の各項の事がらを踏まえて書

さて愈々短冊を書く段階に入ります。

が現在は勿論表に書きます。

に。

ニ落款印を捺す。位置はイを御参考

○○かくとします。

けて。
ハ四字題以上…二行に書きます。
（文字の意味を考えて）
ニ詞書の長いものは割書にします。
ホ通題の時は題は書きません。
歌合等であらかじめ題がきめられ
ていて、皆が同じ題で歌を詠む場
合。
七、署名する

配墨、行間の広狭（中央広めに）左右

として見た時に最も重要なことは、全体

に限る」と阪正臣氏は著書に記され

の行のあり方、線の太細、墨量の多少、

「必ず自分の名を署しておくべきで

ています。（詠草、懷紙の場合も同

潤渇等々、更に使用する料紙の種類も含

のバランスの良否だと思います。

じ）

めて考慮し、バランスの良い作を作り上

ある。名の書きて無きは天皇陛下の

イ位置は二行目の末尾に、一行目の
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粲（一八三三―一九〇八 天保四―明治四十一）
ほと〳〵にうはへつくろふ衣にもこゝろのこしはかくれさりけり

粲

中村不折（一八六六―一九四三 慶応二―昭和十八）
明治天皇御製 四方の海皆はらからとおもふ世になと波風のたちさはくらむ

小出
衣

植松有経（一八三九―一九〇六 天保十―明治三十九）
竹霰 たけのはにたはしるおとはたかけれとくたくるあられあとものこらす

有経
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八田知紀（一七九九―一八七二 寛政十一―明治六）
厳上亀 さゝれにてありしいはほのそのかみもちかき世なりと亀はおもはむ

太田垣蓮月（一七九一―一八七五 寛政十二―明治八）
秋のよのすさひ のに山にうかれ〳〵てかへるさをねやまておつる秋の夜の月

屋代弘賢（一七四九―一八一八 寛保九―文化十五）
むまのはなむけに おもひやる心はかりもともなはぬみやこの旅そ羡まれぬる

知紀

蓮月七十九才

弘賢
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集号」を開きましたところ、植村和堂先

手持ちの古い書の雑誌の「懐紙・短冊特

辿って見ようと思います。まず手始めに

始と思われます事柄から今日への過程を

をお伝えしましたので、今回からその創

して存在する短冊について用い方等概畧

前二回で現在短歌を書く料紙の一つと

は長さ二十糎から三十糎、幅二糎から四

真参照）。我が国で使用されていた木簡

が第一面のトップを占めていました（写

国最古の戸籍木簡が出土したという記事

本年六月三十日、毎日新聞の朝刊に我が

上廻っていると聞いています。奇しくも

形状は短冊型で只今出土点数では中国を

によって寸法に差異はあったようです。

ようですが木簡は大いに用いられ、用途

我が国に於ては竹簡は用いられなかった

記事とは全く結び付かなかったようです。

も鑑賞の機会を得ましたが当時は先生の

一画少ない）死者の追善供養や本人の後

さて「杮経」と云いますと（杮は柿より

記事に接し大いに興をそそられました。

得る可能性があったかも知れない」との

ます。加えて「杮経は短冊の源流となり

ニークな文化財である」と述べられてい

が、「短冊は日本民族の創り出したユ

ら生まれた和歌との係りも多いかと思う

しないもので、日本民族の優れた創意か

源泉といわれている中国や朝鮮にも存在

倉院木簡」を挙げられ短冊は日本文化の

二氏も代表的な例としてその原形に「正

次に「短冊の話」の筆者である芦澤新

だけとは思えませんが当時の文房具には

生の短冊の項の中に私の求めていました

糎の上部に切込み付き又は一端を尖らせ

生安楽を祈願して経文を書写しお寺に奉

「木簡」が多く使用され之が二十世紀に

内容の記事に遭遇、早速取り上げさせて

た短冊形のもので、七世紀後半から十世

納するか、海・川等に流したものだそう

筆墨硯の他に小刀が備えられていたそう

頂きました。

紀までを中心に用いられたそうです。用

で、平安末期から室町初期にわたって行

入って多量に発掘されたそうです。「居

三十年も前に一度は目を通したはずの

途は㈠文書木簡（役所内の連絡、日常事

われ、それは紙を使わず檜の薄板を塔婆

です。

内容に事新しく感動している自分に呆れ

務の帳票等の比較的短い文書に使用され

の形に造って之に経文を書写したもので

延出土木簡」が我が国に紹介された折私

つつご紹介しますと「短冊は奈良時代に

で木簡の特

短冊にあそぶ ⑶

下級の役人が使用した木簡がその原形と

ました）㈡付札

す。経文は阿弥陀経、観音賢経、法華経、

かき

考えられる」と発表されていました。紙

色の一つとして削って書き直したり、再

般若心経等いろいろなお経を書写してい

こけら

が発明される以前は勿論、発明後も紙が

利用したりする事が出来ました。その為

㈢その他

貴重であった為に中国では「竹簡」・
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ます。形体は長さ二十五糎から三十糎、
巾一糎から三糎ほどで頂を簡単に三角形
に切ったものから入念に五輪の塔の形に
仕上げたものまであります（写真参照）。
書き方は杮一枚縦に経文一行十七文字
で書写、之を二十枚続けて書写、書き終
えた時点でこれを裏返し更に書写、これ
が終了したものを二十枚一束にしてこよ
りでくくります。目的の経文を書き終え
たものは、寺に奉納したり、海や川に投
じたそうです。奈良市の元興寺の極楽堂
を解体修理する時、天井裏から多量に発
見され又境内の土中からも発掘されたそ
うです。この他岐阜の墨俣の源平古戦場
の菩提寺からもたくさん出たと云われて
います。筆者は西行法師と伝えられてい
ますが明確ではありません。
余談ですが杮経について和堂先生は元
興寺に多くあり、寺の境内で乞食が暖を
とる為に之を燃やしたと居合せた弟子に
話された由を伺い博識な笑顔の先生の顔
が浮んで来ました。

大宰府から出土した戸籍木簡

塔婆形杮経（頂部は簡単な三角形）

頂部を少し加工した杮経

頂部を入念に五輪の形に仕上げた杮経
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短冊にあそぶ ⑷

短籍は「ひねり文」とも読まれる事を

ています。

四、短冊申文とも称し、擬階の奏に叙す

前述しましたが、たまたまこの度の為に

賜る時に用いる。）
べき人の名を記したもの（擬階の奏

購入した弥富氏の著書の中にこれにまつ

ぎ かい

とは下級官人の位階授与の手続きの

たことを一言。それは真黄に日焼けした

わる思いがけぬ贈物をいただき大感激し

五、短策は、学校の書生が試験を受ける

新聞記事の切抜きで、丁寧に折り畳まれ

一方法をいう。）
時、その文の題や、詩の題を師匠か

を恐れつつそっと開いて見ましたら、秋

短冊の発 生 か ら 確 立 へ

六、献物等の名を書いて、その品物に付

の一日を短冊を見る為に京都の陽明文庫

て本に挟みこまれていました。破れるの

古くは「斉明記」の四年十一月の記事

ける。即ち荷札的役割を果すもの。

を訪れた多賀博氏（短冊研究家）の「ひ

ら書いて頂くもの。
の中に「短籍」と見えたのが始まりで

七、願い事を書いて神木に結び付ける。

ねり文」と題する一文で短冊好きの氏の

じゃく

「日本続記」の天平二年四月の記事に、

等々ですが㈦は当今と全く変らぬ風情で

道長のひねり文に対する熱い思いが綴ら

たん

更に「日本霊異記」にも「短籍」の文字

すね。

れていました。資料の一つとして勿論嬉

が見えていて、之を「ひねり文」とも読

要するに現今の短冊と姿は似ていても、

しく思いましたが、この本は多くの人の

ませています。使用目的は現在の付札の
ようなものであったろうと、弥富賓水氏

手を経て私の手許に届けられたはずなの

使用目的は様々で、細長くて、ものを書

は述べられていてこの他古事類苑等にも、 く小さな残片の総称という事になると思

の奇縁に思いが及び感無量でした。之を

に、こんな小さな残片がよく無事でとそ
「短冊申文」に就いては「安斉隨筆」

植村会長にお目にかけましたところ早速

います。
に「「御堂関白殿、短冊申文多くありけ

にパソコンで美しく読み易い状態に仕上

短冊、短策、短尺、単尺の語が挙げられ
く等で用途は多岐にわたり

るを裏かへして歌書かせ給ひき」という

ています。読みは、たんざく、たんじゃ
一、現今の食券・切手のようなもの。

さて本題にもどしまして、和歌の料紙

げていただき感謝でした。
いて、之が只今の短冊のはじまりでは、

としての短冊の推移をと思いましたが、

事、清少納言の日記にあり」と書かれて

くじ

との説もありましたが弥富氏は否定され

二、籤として吉凶を占ったり、品物と引
き換える用を足す。
しんごう

三、賑給等に用いる（窮民に米、塩等を
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していました。之を畳紙と云い紙質は
後拾遺

三、ただのみちのく紙

二、しろくきよげなるみちのく紙

集といわれているものです。
拾遺集

新古今集

和歌あっての短冊と思いますのでまず文
後撰集
千載集

一、うるわしき紙屋紙

古今集
詞花集

勅撰和歌集（十代集）

ます。皆様も御存知のように、平安朝の
金葉集

等が用いられ、紙屋紙は宮廷で漉かせた

学史上での和歌について述べたいと思い
初期は未だ唐様文化が主流で和歌よりは

以上を八代集と称し新勅撰集・続後

共に高級品と思われ㈢のただのみちのく

漢詩がもてはやされて居りましたが遣唐

さてこの隆盛を極めた歌会に於て用い

紙は普通品で厚手で濡らしても大丈夫な

紙で㈡のしろくきよげなるみちのく紙と

の文化も唐様から脱却して我が国独自の

られた料紙はと言いますと公式（正式）

ので只今のハンカチーフ的な使い方もし

撰集を加える。

美意識に基づいて、和様文化の華が大き

の歌会に於ては懐紙を使用しています。

使も廃止され平安中期に至りますと我国

く開き、特に和歌の道は手習いと共に教

たようです。当時大変貴重であった紙の

一方公式な歌会ではなく例えば「庚申

そして之が歌を書く料紙として公に認

書き方も一首の場合は三行三字にと定

班子女王は「寛平御時きさいの宮の歌合

待ちの夜」（干支の一つで庚申。庚申に

められるようになったのは「花園天皇宸

養の双璧をなしました。和歌は宮廷を中

せを催された」等と記録にあり延喜年間

あたる夜寝てしまうといけない事が起る

記」に「歌合で短冊が正規の会に用いる

有効利用とでも云うのでしょうか。これ

になりますと事あるごとに歌を作る事が

というので寝ないで夜を明かすこと）又

懐紙に準する材料として使用された」と

まっていたようです。紙質は髙檀紙・奉

多くなって当時の和歌は社会生活の上に

は「つれづれのすさび（手持ち無沙汰の

の記録によるとの事で之を短冊の確立と

心にして盛んとなり歌会という行事も行

欠かせぬものになっていたようです。

遊び）」の折に思いついて即詠する。つ

してよいでしょう。

を縦八等分に切断してその一片に和歌を

醐醍天皇の延喜五年、紀友則・紀貫

まり当座の歌会が催された時はその場に

この短冊は大きさも手頃で姿も風流と

書・厚手の椙原紙等々。

之・凡河内躬恒・壬生忠岑に命じ古今和

あり合せの紙又は各自持参の畳紙を用い

いう事で大いに用いられたようで現存の

われるようになりました。宇多天皇の母

歌集の成立をみました。之が勅撰和歌集

ました。当時の貴族は何枚か重ねた紙を

数は懐紙を上廻っているそうです。

たとう

書く風習が生れたと思われます。

第一号で其の後続々と編纂されそれは鎌

縦半分に更に横半分に折って常時懐中に

かのえ
さる

倉時代にまで及んでいます。これが十代

- 15 -

短冊にあそぶ ⑸
一、短冊の寸法が定まるまで
短冊の寸法は始めから現在の寸法では
なく、まず始めは、南北朝時代の歌僧
「頓阿」が不破の関屋の板廂の長さ一尺、
巾一寸五分に準じこの寸法を二条為喜
（歌人）にすすめ之が漸次世に広まった
といわれています。
その後徳川時代までは大体の定りは
あったようですが、一定したものはなく、
本間素当の「御当家相伝」によりますと
（御当家とは細川幽斉以来の細川家のこ
と）
◦宸筆 長さ一尺一寸八分 巾二寸
◦攝家・清華
長さ一尺二寸
巾一寸八分
◦庶人 長さ一尺一寸五分 巾一寸五分
とあり身分によって寸法が定まっていた
との説もありますが、一方「此の規定は
一派の人々の沙汰である」との説もあり、
また加茂真渕は「短冊の巾狭きは賤者用、
よきほどの人は一寸八分也」と述べてい
る等々諸説あります。
それが明治御一新後、短冊御用達で

あった京都の山本正春堂が製出した短冊
が、長さ一尺二寸、巾二寸のものであっ
た事からこれが今日の定寸となりました。
二、料紙の種類
当初は「杉原紙」とよばれた粗末な白
短冊からはじまり、
◦間似会紙・鳥の子紙・奉書紙・檀紙・
唐紙・蠟箋 等
◦絹
◦木の皮・芭蕉の葉
◦杉・檜を薄く削って、美しい木目を出
したもの
◦桜や紅葉などの実物を漉き込んだもの
三、模様のうつりかわり
まず南北朝時代に杉原紙を用いた白短
冊から始り南北朝時代の終り頃から室町
時代初めにかけては
◦雲紙といって雲形の模様がつけられま
した。
上部＝青 下部＝赤又は褐色
肉曇りという手法が用いられ、雲形模
様の内面がぼかされているものもあり
ます。
室町中期 御土御門院頃から、雲紙短冊
に、金銀、下絵を施した豪華短冊が現れ
ました。室町も後期に至りますと、青雲
の色が濃くなり筋雲が出現します。
桃山時代は、絵模様が最も発達した時

代で後陽成帝の御宸翰短冊は、地紙を胡
粉で塗りつぶし、其の上に金泥で雲を描
き、種々の精細な模様を付してあります。
美術的に見て最も優美なのは桃山期で華
麗豪宕な美しさは、模様の域を脱して立
派な絵となっていて武将が好んで使用し
たそうです。代表的な遺品として、重要
文化財に指定されています「醍醐の花見
短冊」が挙げられます。
尾形光琳・乾山等の出現によって打立
てられた桃山美術の影響が短冊の上にも
当然影響されているのは否定出来ないと
思います。
この流行は後陽成帝をピークにして漸
次衰えつつ東山帝まで続いたそうです。
江戸時代は桃山時代の豊麗さには遠く
及びませんでしたが金泥で草花を細かく
描いていて泰平そのものの象徴を示し、
感覚繊細で、女性的な美しさを現して堂
上公卿に多く用いられたと同時に当時俳
諧の勃興した時代でもあった為、俳句に
も多く使用されたそうです。この短冊絵
は当時貧乏なお公卿さんが内職に描いた
ものが多かったとか……元禄短冊とも称
されています。
文化文政時代は江戸文学の最盛期で短
冊の場合は実物の花等を漉きこんだり、
絹や、材木の薄板を使用したり等、多種
多様であらゆるものが出尽したといった
感があります。而し終始一貫して飽きず
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紙

紙

青雲上下

雲形模様

り泥短冊といわれる粗悪品が出現しまし
た。
明治時代にはやや回復はしましたが、
昔の古雅な俤はなくなってしまいました。
白

紙

安土・桃山時代

室町時代

南北朝

に使用されたのは、雲形紋様だったそう
です。
さて天保期に入りますと、時の老中水
野忠邦の断行した天保改革の倹約令によ
頓阿（一二八九―一三七二）

飯尾常房（一四二二―一四八五）

近衛前久（一五三六―一六一二）

殊に洋紙の輸入もあって洋紙短冊も用い
られるようになって味わいの無いものが
出廻ったであろう事は推測出来ます。
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本阿弥光悦（一五五八―一六三七）

安土・桃山時代

紙

絵模様

絵模様

金三段

紙

紙

安土・桃山時代

江戸時代

本阿弥光悦（一五五八―一六三七）

香川景樹（一七六八―一八四三）
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八田知紀（一七九九―一八七三）

江戸時代後期

紙

明治・大正時代

昭和時代

岡山高蔭（一八六六―一九四五）

植村和堂（一九〇六―二〇〇二）

紙

紙

白

赤筋雲・金雲

破れつぎ
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短冊にあそぶ ⑹

短冊の厚 薄
一、薄短冊

大正七年に出版されました弥富賓水

ポキリと折れ破れるといった代物。

んで厚くしたもので、柔軟性に欠け、

それは紙と紙の間に砥の粉を挟み込

ハ泥短冊と称する短冊が出現しました。

いました。御存知の方がおいででしたら

たって利用されたその理由を知りたく思

等と思い合わせますと三十数年にもわ

で取扱いにも気遣いが必要であったろう

た窮余の知恵とは思いましても、粗悪品

而し如何に経済上の理由から案出され

と

氏の「短冊ものがたり」によりますと、

御教えて頂き度く宜しく御願い致します。

短冊が和歌を書く料紙になる

「嘉永（一八四八―一八五四）から明治
三十年頃にかけて多く見える。今でも第
二流以下の紙店等では売っている所があ
る」と記されていました。

を手に取って説明を受けました。この時

井隆氏の講演に臨みまして、その折実物

百点に及ぶ作品の鑑賞と所蔵者である藤

念館」を訪れ、短冊の特別展に参加。二

んだものを籖引で探り取って、歌を詠む

上部に歌の題を記して之を内側に折り込

探題とは歌会で短冊を縦三等分した最

は述べられています。

あったろうと、古谷稔氏、橋本不美男氏

詠歌料紙として短冊が使用されるよう

泥短冊も手にして拝見、「まさに一見に

という方法で当然それは「当座歌会」で

本年九月、植村会長の御厚意により、

を八等分して用いたものが短冊の始まり

如かず」既に完全な姿ではなく下部が破

した。当座とは、即座、その場という意

歴史的に見ますと前述の如く、本来の

と考えますと、本来の姿は当然漉き上げ

損して居りまして、「泥」とは……と疑

味です。森田氏から拝借した短冊が縦三

になったきっかけは、「探題歌会」で

た本紙そのものの厚さを言い、これが薄

問に思って居りました砥の粉の部分の状

等分にしっかり折目が付いていたのがこ

高杉・岡崎の両理事と春日井の「道風記

短冊と称されるものです。

態も見る事が出来、今更乍ら人智の奥深

こで納得出来ました。

歌の料紙としては懐紙を用い、更に畳紙

ロ本紙に裏打ちを施したもの、等があ

さに言葉なくただ感心するのでした。

たもの

イ紙を三、四枚分重ね合わせて厚くし

二、厚短冊

りますが、この他経済上の理由から
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この当座歌会に関しましては折良くと
言えば良いのでしょうか、購読中の毎日
新聞の日旺版「書の美」の欄でピッタリ
の記事に遭遇、切り抜いて置きました国
立博物館副館長島谷弘幸氏の記事を掲載
させていただきます。

短冊を綴 じ た 穴 の 例
湖月

聞郭公

二〇十二年一月二十九日㈰

毎日新聞

日旺版
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く江戸時代の当座の歌会に用いられた短

す」との御声をかけていただき、後日快

「私の所蔵しているものをお目にかけま

話に触れましたところ同席の森田氏から

冬の一日、ある席上で偶々私が短冊の

り」との記述がありました。之は廣文庫

り。其の継代ほど右を明けておく故な

渡し歌を書きたる後継ぎて巻物にするな

その故は一枚紙を切って短冊とし人々へ

の中に「短冊は少し左に寄せて書くなり。

御歌所の寄人であった、阪正臣氏の著書

了後まとめて綴じる件につきましては、

した。勿論それは薄短冊でした。歌会終

だき、更に写真に収めさせていただきま

みならず居合せた方達と鑑賞させていた

典のうち肝要な品を抜粋したという意味

「宝積経要品」とは大宝積経という経

品」がそれです。

のものが最古だそうで国宝の「宝積経要

です。現在残っている例では南北朝時代

短冊は「当座歌会」のものではないそう

在確実に資料的根據のある初めての和歌

ら行われていたと言われていますが、現

座の歌会は村上朝（九四六～九六七）か

たのが始まりと前述しましたが、この当

短冊は当座の歌会で料紙として使われ

されています。

冊十八枚を「寛文十二年（一六七三）十

（大正五年刊の百科辞典）の中の安斉随

で巻末に康永三年十月八日

跡の穴の位置や形を確認したり、文字の

二月七日御当座」と記された覆紙と共に

筆に載せられているそうですが継いで巻

兵衛兼相模守源朝臣直義という直義（足

短冊にあそぶ ⑺

拝借。それは前出の島谷弘幸氏の記事内

物にするという事実は其の時点で全く想

を切断したものではないか、など想像さ

のもあって、もしかして之は一枚の懐紙

て見ますと五、六枚は柄合せが出来るも

た。上藍・下紫の雲紙短冊で、横に並べ

手に触れて拝見する事が出来大感激でし

で巻物にして保存するという事はあり得

現存しているという事実から短冊を継い

紙背に写経をしたという史実を知り之が

歌を書きそれを糊で継いで巻物にしその

の紙背が短冊であること。まず短冊に和

した。而し其の後国宝の「宝積経要品」

東博には「現存しません」との御返事で

「そのような事実は知りません」そして

館にその真偽をお尋ねしましたところ

像もつかない事でしたので東京国立博物

に金泥で高さ二十四・六糎、巾二～二・

白紙六折を加えて三十六折として其の裏

和歌四枚を一折として、三十折、それに

枚が集りました。この短冊を糊で継いで

依頼。結果出詠者は二十七人短歌百二十

の天皇・歌人・公卿・武家等二十余人に

頭にして和歌を作成するという事を北朝

かふつせむしむさり）の十二音を一首の

て得た「南無釈迦佛全身舎利」（なむさ

れによりますとある人が見た霊夢によっ

利尊氏の弟）の跋文が付されて居り、そ

従三位行左

容から百余年経たものでしたが遠慮なく

せられました。

たのではと思えて居ります。短冊は現在

一糎の界線を引いて経の初行から六十八

覆紙（寛文十二 年 十 二 月 七 日 ）
森田氏所蔵短冊 の 覆 紙

歌会終了後はまとめて綴じたという痕

短冊手鑑・短冊帖という形体で多数伝承
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行は直義、次から百二十四行を夢窓疎石、

が相当深く仏教に帰依していた事を窺わ

又多勢の人が少しずつ寄合で写経すると

えられ、「宝積経要品は南北朝の戦乱の

その参加者を結縁すると功徳があると考

古い時代には筆跡はその人の魂そのも

犠牲者の鎮魂と書写者の後生の功徳を祈

せるものです。
のであると信じられたので物故した人の

るものとして制作されたものである」と

次いで百四十三行を足利尊氏が書写し高
これは尊氏が後醐醍天皇に叛し、南朝

手紙等の裏に写経して故人の菩提を弔う

野山金剛三昧院に奉納したものです。
方と戦争を続け、楠氏、新田氏等諸将を

芦澤氏は述べられています。
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といった事がしばしば行われていました。

「宝積経要品」の中にある足利直義跋文

討ち漸く戦乱を終息した後のもので尊氏

森田氏所蔵の短冊。模様から一枚の紙を切って
短冊にしたのが窺える。

短冊にあそぶ ⑻
高野山金剛三昧院奉納和歌短冊
（栃木県立博物館に展示された部分）

宝積経要品は近世以降残背の和歌短冊

去しました。折から絶好の花日和、花を

の方のことばに希望を托して育徳会を辞

が而し後日あんなに重々しく拝見した

の方が有名になり加賀金澤藩三代藩主で

果す事が出来無かったそうです。その後

複製本と同本を当会の畑中理事が所蔵さ

堪能し会長のご案内で食事も楽しんで佳

同じく金澤藩五代藩主前田綱紀が希望し

れていて、心置きなく拝見する機会に恵

あった前田利常が之を入手する事を強く

手を尽して大枚（黄金三百枚）を投じ漸

まれました時、誠に説明しがたい複雑な

き一日でした。

く入手する事が出来たものだそうです。

思いにかられました。

欲して手を尽したそうですが存命中には

それが今日前田育徳会の所蔵品として年

た。それでも読んで得た知識と眼にして

複製本しか拝見する事が出来ませんでし

公開済なので真蹟は無理との説明に接し、

一回の公開と定められて居り本年は既に

拝見という段に至り係の方から国宝は年

気持で現地到着、期待と緊張の中でいざ

当日は天候にも恵まれまして晴れやかな

を訪れ宝積経を拝見する機会を得ました。

田の四人で世田谷に所在する前田育徳会

で植村会長・楢原副会長・森田宗瑞・高

平成四年四月十日、所定の手順を踏ん

して見ましてもかすかな文字の影、それ

た。写経の部分にもどり如何に目を凝ら

み、しかも之が又複製本による展示でし

置にほんの御愛想程度に短冊十四枚分の

し不安は適中、短冊の展示は最後尾の位

ばらで写経は充分に拝見出来ました。而

目的物に一直線、会場は広く入場者はま

場へ。大きな期待と少々の不安を抱いて

り情報を得まして、初日弟子の案内で会

積経」の展示がありますとの植村会長よ

物館に於ける足利尊氏展開催に当り「宝

りましたところ十月四日より栃木県立博

そして今度こそ真蹟をと心待ちして居

得た理解度にある程度の満足感を得、更

は短冊の上部に書かれている太めの一文

一回公開されているものです。

に「秋に公開の予定があります」との係
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字のみ。
近世以降紙背の短冊が有名になり、和

私にとりましては最後のチャンスであっ

しく誠に残念な思いで帰路につきました。

で帖仕立てです。

花見の宴を催した時の当座の歌会のもの

帖」と命名し高野山三昧院に奉納したと

又この宝積経要品には別名「緇素法

の豪華絢爛たるものであったろう事は想

時のもので用いられた短冊は桃山期特有

侍女に至るまでの人々を集めて催された

秀吉・秀頼・淀君をはじめ諸大名から

いう記述に出会いその別名の真偽につい

像に難くありません。集まった短冊は女

たかも知れませんでしたから。

て教えていただき度書面をもって育徳会

性のものが多かったとか。全百三拾一枚

持ち帰りみずから帖に仕立てて「醍醐の

の方にお問合せしたのですが未だ御返事
紙背の短冊は白短冊で何の装飾もなく

花見の和歌」と題して後日秀吉に献じた

の短冊は取りまとめて前田利家が国許へ

紙質は当時杉原紙と呼ばれていたものだ

ものといわれています。（現在は醍醐寺

は頂けて居りません。

そうです。

奉書も杉原なれども奉書には簾目あり」

「古代の杉原紙は板漉として簾目なし、

短冊としては之が絶筆であろうと想像さ

日に秀吉は没しているので、おそらく歌

この花見の宴から五ヶ月後の八月十八

三宝院の所蔵）

とあって奉書と共に広く愛用された紙で

れ、秀吉の短冊は帖のトップに三枚並べ

和紙要録（竹田悦堂著）によりますと

備中（岡山県）杉原の地名からの命名と

りと書かれた字です。淀君も又三枚並べ

て貼りこまれ、中の一枚が自筆でどっし
次に短冊の遺品として貴重なものは重

て貼られ「にしの丸」と後人の手になる

のことです。

「浄弁」「慶運」等の短冊も含まれてい

要文化財の「醍醐の花見短冊」が挙げら

歌四天王と称された、「頓阿」「兼好」
て「自筆の書としても貴重である」と前

氏は記されています。

と張りがあるが無落款である」と多賀博

小札が添えてあって「淀君の字には若さ
京都の醍醐寺で慶長三年（一五九八）

れます。

載しているにもかかわらず短冊面の展示

三月十五日に時の太閤豊臣秀吉が盛大な

田育徳会出版の宝積経要品の図録中に記
に対する配慮が如何なものかとただ口惜
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宝積経要品の紙背の短冊の一部
足利尊氏（一三〇五―五八）

足利直義（一三〇六―五二）

頓阿（一二八九―一三七二）
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慶運（生没年未詳）

浄弁（？―一三五六）

兼好（生没年未詳）
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けて大塚の校舎は焼失しました為都落ち

先で耳にして茫然自失、その後空爆を受

この時店内のケースから取り出されて拝

しゃいますよと伺って嬉しく思いました。

たところ只今でも収集家は結構いらっ

得更に之も売らないという一枚を加えて

して隙間風の吹き込む旧兵舎を学びやと
昭和二十一年秋にはお米持参で修学旅

購入、初めての経験に気分高揚暫くその

短冊にあそぶ
明治時代に寸法の統一をみました短冊

行とは云えず研修旅行という名目で奈良

余韻を楽しみました。二月初日再度紹介

見した短冊が気に入り売り渋る店主を説

は大正時代末期から昭和時代初期にかけ

京都へ、そして翌二十二年三月卒業とい

し漸く学生生活に復帰。

短冊熱が盛り上り特に京阪神では短冊展

者と共に店を訪れ数枚の短冊を入手。只

にもう少々若年の折に出逢って居たなら

今自分の怠慢を棚にあげてこの様な機会

それでもこの間の昭和十六年当時は私

ば少し私にでも楽しませて頂けたのでは

う歳月にピッタリで今更乍ら旧懐に耽る

参考までに短冊の寸法が定められますま

は女学校で和服姿で教壇に立たれていた

と口惜しく淋しい思いを味わわせられて

次第です。

での経緯と短冊関連の出版物を別表にま

和堂先生の「かな」の御授業を受けて居

居ります。ここで思わせられました事は

覧会がしばしば催されたそうで短冊関連

とめて掲載させていただきました。ここ

りました。当時は半紙作品で御清書は紙

の出版物も多く発刊されて居ります。御

で気付かされました事は表を御覧いただ

その上保存も楽という好条件を備えてい

短冊は古筆等に比し大変安価で而も軽便
と？添削の折にはニコニコなさり乍ら辛

ます。皆様にもこの際興味を持って頂け

質の上等な作品の方が評価が良かったこ

以降昭和二十二年に至る間全く出版物が

辣な御批評をいただいた事。後日当時私

ましたら幸いに存じます。

ければおわかり頂ける事ですが昭和六年
見当らない事です。（之は私が知り得た

に頂いた評価の点数を申し上げたところ

間我が国は昭和六年の満州事変に始まり

そこでフト気付かされました事はこの

出になって居ります。

返ってきた事等、只今では大変良い思い

「それは甘かったな。」とのおことばが

時代に俳句の勃興を見、これによって俳

として伝承されて来たものでしたが江戸

短冊は前述の通り本来和歌を書く料紙

範囲でのことです。）

昭和十二年は日中戦争に更に昭和十六年

でした。ここで私事ですが丁度この時期

形で終結を見ましたがまことに暗い時代

和二十年八月十五日にそれは敗戦という

の十二月からは太平洋戦争へ、そして昭

昨年末紹介を受けて和本書画の店を尋ね

勉強な私は御縁なく過してしまいました。

関係出版物は発刊されて居りますのに不

昭和三十年代から五十年代に亙って結構

さて改めて出版物のリストを見ますと

多い様です。

現在では鑑賞目的で他人の作を書く事も

書くものであったと理解して居りますが

それは本来自作の和歌なり俳句なりを

人にも多く用いられるようになって今日

は私の小学校入学に始まり、女学校時代

若い御主人と短冊についてお話ししあっ

に至って居ります。

は太平洋戦争へ、終戦の詔勅は学徒動員
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の為に諸方面から多大な御協力を頂きま

え下さいました植村会長ならびにこの稿

我国独自の文化として発生し伝承され

した皆様に誌上をお借りして厚く御礼申

思って居ります。
て来ました短冊に今後お一人でも多くの

上げます。

而し書道展等では殆ど見かけませんし

方に関心を持って頂き末永く継承されて

大学、高校の書道コースでも学ぶ機会は
住形態が変化し飾る所が無いと言われ

行きます事を切に願いましてこの稿を閉

少ない様で淋しい限りです。
る方も居りますが工夫次第で小さなス

じさせて頂き度いと思います。

短冊です。

髙田先生がお求めになった巌谷小波の

ペースで充分楽しめる。いやインテリア

終りに臨みまして此の様な機会をお与

一方が本物で他方が偽物です。どちらが本物かわかりますか。（昨年末買い求めた巌谷小波の短冊）

としてもお洒落な存在になれるのではと

巌谷小波の短冊
卯の花や馬に物云う蓑の人

百二十六島晴れて水の秋
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出

典
和歌深秘抄
今川大雙紙

１・

１・８

１・２

１・２

家隆流

１・３

１・３

宸

１・１・８

２・

１・１・６

１・９
８

平

古事類苑
（神宮司庁編）
明治28～大正３

筆
人

１・6.5

御土御門院

１・０・９許

１・６余

１・０・７許

１・７許

１・１・６

１・７余

１・１・７余

１・７

１・１・２余

１・７許

尊応准后

１・１・２余

１・７許

三条家実任卿

１・０・９許

１・６余

称名院右府
持明院基春卿
典

仝

上

仝

１・１・３
仝

上

長さ

巾

上

１・８許
仝

１・１・６

之等は後で定
まったもので
あろう。

尊円親王
尹天納言師賢卿

逍遙院内府

上

１・７余
備

考

１・

１・５

不破の関屋の板廂に準
ずる。

１・

１・８

為世と頓阿と申談した
寸法。

定家流

１・２

１・２

家隆流

１・３

１・３

１・１

２・

飛鳥井宋世

１・１・５

１・８

久保取蛇尾

１・２

１・８

頓

阿

尭憲深秘抄
今川大雙紙

短冊物がたり
（弥富賓水著）
大正７年

１・８

１・０・４許

浄辨法印

出

１・１・６
５

後花園院
後柏原院

古今要覧稿

巾
寸・分

定家流

御製を平人が書く

本朝世事談

長さ
尺・寸・分

１、御製宸翰は
長さ１尺２寸
巾２寸
２、御製を臣下が書く時
１尺５分
１寸
３、臣下（すべて一様ではない。）１尺１寸８分 １寸８分

短冊の寸法の変遷

頓阿御光厳の時
始めて短冊作る

短冊と言うものは其の縦と横と
の比に定まりがあって全体の大
小は問わない。

大館高門翁口伝
宸

御当家
御相伝

筆

摂家清華
庶

人

賀茂真渕

１・１・８

２

１・２

１・８

１・１・５

１・５

白短冊
杉原紙の様なもの。

髙門は本居宣長の門人。

御当家とは細川幽斎
以来の細川家のこと。

巾の狭いのは賎者用よき程の人は１寸８分と云う。

●最初の寸法 室町時代頓阿が関屋の板廂に歌を書いて冷泉為世に贈った。この時の寸法が決った最初といわれる。
●現在の定寸 徳川時代まで寸法は大凡の定まりはあったが一定したものはなかった。明治御維新後短冊御用を
蒙った京都の山本正春堂が製出したのが長さ１尺２寸・巾２寸で之が今日の定寸となった。
出

典

長さ
謠曲拾葉抄

１・２

飛鳥井家
短冊懐紙の書方
（阪正臣著）
昭和５年

平
三光院殿
正

巾

備

考

１・８

１・２・２
人

１・１・５

１・８

平人が
御製かく時

１・０・８

２・

徹

１・１

1・７

短冊帖（宝積経要員裏）

１・５

宮中使用短冊

１・２

１・７
８
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２・

阪正臣蔵
昭和５年書道講座による。

短冊関連出版物
書

名

年

備

考

明30

木版・原寸墨刷の帖

短冊習字帖

新岡久頼

明30

和本

桂門短冊帖

三輪文次郎
鈴木 克明編

明42

木版

草の舎主人編

明43・44

木版・折帖

朗照集

不詳

不詳

紅葉短冊集

斉藤松冊編

明43

木版・彩色・折帖
尾崎紅葉の俳句集、豪華版

法楽帖

大谷瑩誠編

明44

石版色刷・折帖
文化年代の有名公卿100人

古今俳句・短冊帖

城田興法刊

明44

春・夏・秋・冬
色刷木版

歌人百家帖

萩野由之編

大２

和綴

短冊ものがたり

弥富賓水編

大７

山本文華堂

大10

短冊商

大12－13
昭15－昭３

競馬

心静集

難波津・武庫山
和歌浦・加茂川

木版・折帖

武将の短冊集

４分刷

短冊について通俗概説書とし
ては未だ之にすぐるものなし。

300部限定
短冊商の販売したコロタイプ版

（仲古谷友吉・三好米吉・小野利世）等の短冊商が領分したもの。

海松希

佐々木信綱

大14

コロタイプ・折帖

古今短冊集

栗田二三編

大14

写真複製 限定500部
乾坤２冊／帙和本

名家筆蹟考

森

昭３

発行者は東西一流の短冊商の
横尾勇之助・仲古谷友吉

宝積経要品

繁夫編

前田育徳財団

昭４

東京文行堂

大９～昭７

短冊集

佐々木信綱

昭５

短冊・懐紙の書方

阪正臣著

昭５

（雑誌）短冊

俳句師手鑑
短冊の話
昭和

代

松井小十郎編

名家画賛
和歌百詠
大正

者

桂園短冊帖

遅さくら
明治

著

（雑誌）たんざく

昭５
芦澤新二
多賀

経本仕立１帖

桐箱入

極美本

全36冊

書道講座

第７回配本

木版・俳句短冊集

昭22

博

昭29～34

日本短冊研究会発行

名筆短冊集

多賀

博 編

昭30

日本短冊研究会発行

短冊覚之書

多賀

博 編

昭30

朝日新聞社刊

博

昭35～41

（雑誌）古筆と短冊
色紙・短冊・俳句の書方
平安人物誌

短冊集影

原典を目ざして
（雑誌）書学
短冊手鑑

多賀

内山雨海

昭45

小善喜三編

昭48

橋本不美男

昭49

日本書道教育学会

昭53

日本古典文学会内
貴重本刊行会

昭53
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伏見寛家旧蔵

参考資料
⒈ 短冊物語
⒉ 短冊懐紙の書方

正臣

弥富賓水
阪

⒊ 色紙・短冊・俳句
内山雨海
の書き方

小倉不折

⒋ 書学（十一）雑誌 日本書道教育学会
⒌ 書の美と技法

文学部

淡文テキストブック

⒐ 短冊の話
短冊覚え書

古筆と短冊
（雑誌二冊）

博

博

芦澤新二
多賀
多賀

日本古典文学会

橋本不美男

前田育徳会

短冊（雑誌二冊） 東京文行堂
宝積経要品
原典をめざして
短冊年鑑

和歌古短冊名品展 藤井文庫

略歴

髙田芳春（哲子）

・一九二六年東京生れ

・帝国女子専門学校卒業

・植村和堂・深山龍洞

井茂圭洞に師事

・元大妻女子大学非常勤講師

・元東洋大学非常勤講師

・清和書道会常任理事
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