て織った、
艶めかしいものを選びました。
紫の

連

載 わがままな宝石たち 5

身するとしたら、
隠そうとしても、
隠しきれない
華やかな美女です

女性たちがどんな方なのか、想像したりする
エッセイスト

岩田

裕子

が、本人自身は、落ち

からだとか。

2012年 、光り輝く新春がやってきました。
お正月はどんなふうに過ごされましたでしょうか。家族でお雑煮と初詣、南国のリゾートや山奥の温
泉、読書やDV D 三昧、
どれも素敵ですが・・
・。
今からはるか、1000 年あまりさかのぼる
「源氏物語」。気高く美しい源氏の君は、元日をどんなふうに
過ごされたのでしょう。

歳になる明石の姫君が住まわれ、華やかで

す。
母の夕顔も早くなく

王朝の世に、
宝石を愛でるという風習がも

なり、
苦労して育ちます

しあったとしたら、
源氏の君が、
女たちに似合

が、
父親は高貴な家柄

う宝石をプレゼントすることは、100パーセント

の頭中将。
また、
おもっ

絶対確実なことでしょう。
美の世界に遊び、
美

ていたでしょう。
ピンクサファイア、
イエローサ

に生きた源氏にとって、宝石は、袿も薫り、音

ファイア、
などかもしれません。源氏が赤と黄

楽と同じくらい、
この世にはなくてはならぬもの

の着物を贈ったことから考えて、
エメラルドの

となったにちがいないのです。

ような華やかな宝石が似合う人でしょう。
赤が

36 歳の春。光り輝く美しさに大人の強さと

高雅なことは、申すまでもありません。軒に

光源氏が姫たちに宝石を贈るとしたら、
ど

似合うところから考えて、
レッドベリルもよさそ

高い地位をつけくわえ、
まさに最強の存在と

は、白梅が真珠のように輝き、紅梅は、匂い

んな石を選んだだろう。
私は推理してみたくな

う。
しかし堅実な結婚をし、幸せになったこと

なった光源氏は、造営されたばかりの
「六条

やかなルビーのごとく、
きらめいています。梅

りました。単なる妄想ではありますが 、信憑

から考えて、私は、結婚の石、
サファイアも似

院」
にて、新年をむかえることとなりました。六

の香は、御簾内の薫物の香りと絶妙にまじり

性、
0.000001パーセントくらいありませんか？

合うのでは、
と思うのです。華やかさをプラス

条院は、光源氏が太政大臣という最高位に

ながら、そこはかとなく漂い、そこに住まう

するなら、
ピンクサファイアやイエローサファイ

昇りつめ、長男、夕霧も元服し、一族隆 盛の

人々は、天上の世界はこのような香りか、
と

アなどのマルチカラーも素敵。

極みにあった時期に新築された邸宅です。
そ

思いをはせるのでした。

たきもの

紫の上
イラスト 岩田 裕子

正 妻であり、高貴な

の広さは、東京ドームが４個はいるほどでし

幼い姫のまわりには、若くて美しい侍女た

た。
この広大なお屋敷に、
ゆかりある女性た

ちが、紫の上には、
それより年上のあでやか

ちを集めて住まわせよう、
そんな大胆な試み

な女房たちが、静かにかしずいています。女

を源氏の君は実行したのです。

房たちは、鏡餅や鹿肉などを献上する祝い

それはそうと、
源氏の君は、
自分にゆかりあ

それも紫をおびた、華

メージ、モダンで現 代

の儀式をして、天皇の長寿を願い、
この世の

る女性たちそれぞれに、新年のお祝いとし

やかなサファイアを。女

的でもあります 。出自

幸せを祈りながら、笑いさざめいているので

て、
似合う色みの袿
（うちぎ。
着物のこと）
をプ

神ヘラも全能の神ゼウ

は、光源氏や紫の上の
階級に比べれば低い

六条院は春夏秋冬の4つの町に分けられ、
それぞれに季節に合った趣ある御殿と庭が

きりっとした知的なイ

は、典雅なサファイア。

す。
そんなとき、源氏が顔をお出しになりまし

レゼントしています。
衣配り(きぬ配り）
といわれ

スから贈られたとおり、幸せな結婚の象徴な

た。
あわてて居ずまいを正しながら、女たち

る風習なのです。
愛らしい美女、
正妻の紫の

のです。春の女王ということからエメラルドの

けれど、つつましさと美
的センスが魅力的です。源氏の君は、
ご自

られました。花散里の住まう夏の御殿は、竹

は、
その優美な姿に目を奪われ、
源氏君の輝

上には、
紅梅色
（紫をおびたピンク）
の浮き紋

可能性もあります。
しかし、私は一番可能 性

林が涼やかで、水がわきだしている泉もある

く微笑を拝見することこそ、
この春、
初めての

のある葡萄染め(えびぞめ、
赤系)のすぐれた

の高いのは、
ルビーではないか、
と感じている

分の美意識が高いので、明石の君の知性と

小袿を。

のです。
光源氏は、
少女のころに見初めた紫

センスに惹かれたのではないかと思います。

幸せだ、
と改めて思うのです。

の上を、
いつまでも愛らしく感じておられます。

愛する娘を、
身分の低さから、紫の上に託し

里には、縹色(はなだいろ、薄青)の海辺の模

しっかりした大人の女性に成長されても、源

ましたが、寂しさに耐えながらも、落ち着いて

様の小袿に紫がかった緋の上着をかさねた

氏にとっては、
かわいい人なのです。
ピンクや

暮らしているところも素敵です。つつましくし

見である美しい娘、玉鬘も住まうておられま

優れた派手な小袿。夕顔の忘れ形見、玉鬘

赤紫の袿を送られているのでしょう。
あでやか

ていても、
はみ出してくる華やかさ、
そして知

した。

は華やかな美貌に似合う、燃えるような赤の

でかわいらしさもあるルビーこそ、最愛の人、

的な押さえた魅力が、
インペリアルトパーズ

小袿に山吹色の上着を重ねたもの。

紫の上に贈られる宝石ではないでしょうか。

の複雑な色み、
ダイアモンドに負けない輝き

次に訪れたのは、夏の御殿。
この屋敷に

わっています。
冬は明石の君、
雪降る眺めが

は、長男、夕霧の育ての親ともいうべき、花

よいように、
松が植えられるというふうに。
世に

散里。
また、忘れがたき恋人、夕顔の忘れ形

も雅びな美の宇宙。
みなのお引っ越しがひととおりおわって、
落
ち着いたころ、
お正月が訪れました。

秋好中宮は、今上帝とともに、宮中におら

夕霧の面倒をみてくれているやさしい花散

こそ、似合うと思うのです。

元日をむかえ、
春らしい霞たなびくなか、
六

れるので、最後に、明石の君の御殿へと赴き

明石の君は・・・
・お正月に源氏が訪れたと

条院は、
さながら巨大な宝石箱の美しさでし

ました。
その住まいは、
知的でつつましやかな

き、
ちょうどプレゼントされた袿をおめしになっ

た。庭の木々はブラックゴールドのように鈍く

明石の君そのもので、
センスよく調度が配さ

ていたのです。薫物の薫りが、風のまにまに

輝き、
雪の間にエメラルドの草木がきらめき、
ア

れ、
とても魅力的なのです。
明石の姫君の実

漂っていて、
なまめかしいがなんとなく気高い

もとも
とは大臣 家の

クアマリンの泉がたゆたうその横では、ペリ

母であられる明石の君は、
身分が低いため、

部屋で待っていると、現れた明石の君は、梅

姫。皇室に上がっても

ドット色をした鶯が初音をきかせる・・
・という

わが子を紫の上におあずけし、
元日にはわが

の枝に鳥と蝶の飛んでいる模様の品のいい

不思議ではない家柄で

ふうに。

子にお祝いの文を送っていました。

白地の袿をまとって現れました。
これが、
源氏

ありながら、
その控えめ

からの贈り物です。真っ白な袿は、知的で気

な性質により、
源氏の第

高い明石の君に何とよく似合っていたか。
そ

三の妻の立場にいる花

の魅力に負けて、源氏は、紫の上を気にしな

散里。
実務にうとい紫の

雅びな贈り物

「源氏物語」
初音の巻のお話。

お正月のこととて、
源氏の君のもとには、
参

宝石の記述は、私の想像です。極楽浄土

ひろこ）

「宝石とは、美しさ、
そして夢」
と考え、様々なキーワード ―
ギリシャ神話から名探偵ポワロ、バレエや競馬、
ピーター
パン、王女さまに魔術まで― を駆使して、宝石の魅力を
解き明かしている。
慶應義塾大学西洋史学科卒業後 、編集者を経て、
エッ
セイストに。宝石に関する著書は、
「 夢見るジュエリ」
「ダ
イヤモンドAto Z 」(共に東京書籍)、
「 宝石物語」
（大和書
房）、
「 21世 紀の冷たいジュエリ」
（柏書房松原 ）、
「 恋す
るジュエリ − スターが愛した宝石たち」
（河出書房新社）
など。ほかに、妖精、花の本、絵本の翻訳も。

http//www.shinjukutoyama.com/pag e1.php
岩田裕子 著

スターが愛した宝石たち

「恋するジュエリ」

は、
さまざまな半輝石、
それぞれの個性に合

賀の人の出入りも多く、
朝のうちはお落ち着き

にもたとえられる六条院を宝石で表したら、
こ

がらも、
大切な元日の夜を、
この家で過ごした

上にかわり、
六条院をとりしきり、
跡継ぎの夕顔

んなふうになるのでは・・。王朝時 代に、石を

のです。

を見事に育て上げます。光源氏がプレゼント

づくろいをなさり、
邸内の夫人たちを訪れるの

愛でるという風習がもしあったとしたら、紫式

でした。

部が描き出さなかったわけはないと思えるの
です。

わせたカラーストーンというところでいかがで
しょうか。

源氏は、他の女性たちにも衣配りをしてい

した袿の、薄青のように、
やさしい花散里。
同

一番大切な宝石を忘れていました。

ます。青くくすんだ色の地味な小袿は、尼と

じ色のアクアマリンは、
エメラルドの姉妹でも

幾色にも輝きをかえる宝石の王者ダイアモ

なった空蝉のもとに、
と源氏の美的センスは

あり、歴史ある高貴な宝石ですから、
ぴった

ンドこそ、
万世に美しさを誇り、
強さと高貴をか

妻、紫の上の 邸、春の御殿でした。
ここに

抜群でした。美人ではない末摘花には、
あえ

りではないでしょうか。

は、いとしい妻、紫の上と、愛らしい御子、8

て、
美しい人が着るような、
緑地に唐草を乱し
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岩田 裕子（いわた

空 蝉や末摘 花などの数多いる愛人たち

花散里（はなちるさと）

になりません。
夕方近くなって、
源氏はやっと身

一番初めにご機嫌伺いにむかうのは、正

近況
今、新しいほうのホームページで、
『 バースデイ
花うらない』
という連載をしています。
よろしければ、
のぞいてみてくださいませ。
http://www.shinjukutoyama.com/0000.php
たとえば1月9日は、
えんどう豆。花ことばは、永
遠の楽しみです。
えんどう豆の花の見た目は、
「白
い蝶に紫がまじってる。
もう１匹は赤紫の蝶。
その
２匹が、細い細い茎のうえでじっとキスしてる。
そん
なかんじ」
エピソードとして、一粒のえんどう豆が、
本物のお姫さまをみつけるお話を紹介していま
す。
この日生まれの人は、楽天家。話題も豊富で
人をあきさせることがなく、大好きなことに本気で
夢中になると、
幸せに。

明石の君

つくられました。春の御殿の女王は紫の上

中宮の御殿で、紅葉する樹木がたくさん植

参考 源氏物語
「乙女」
「初音」

生まれである紫の 上

★★★

で、
ここには紅梅、
桜、
藤、
山吹、
つつじが植え

のです。秋は冷泉天 皇の妃となられた秋好

その輝きから、
光源氏と名付けられてしまうの
ではないでしょうか。

着いた性 格のようで
妄想 光源氏の宝石配り

光源氏のお正月

というより、
もしも、
ダイアモンドが人間に変

玉鬘（たまかづら）

上が、源氏の選ぶ袿をみて、
みたことのない

ねそなえ、複雑な魅力に輝く、光源氏その人
にこそ、
似合うのではないでしょうか。

定価：
1,500 円（税別）
発行：
河出書房新社

古今東 西の名作映画28 本の宝石にまつ
わるストーリーを紹介しています。また、各スタ
ーたちの宝石とのかかわり方もとりあげ、宝石
の煌びやかな魅力が、
この一冊に集約された
エッセイです。
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