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「辰星早没夜初長」について

小川清彦

昨夏、『玉葉 1)』を調べているうち、ふと眼にとまった表題の 1句が妙に頭にこ

びりついて離れなかった。その後また偶然同じ句について述べてあるものを見た

ので、それに対する興味を増し、進んで参考資料を調べたり計算を試みたりした。

それを
まと

纏めてみたのがこの小篇である。

(1)

ふじわらのきんとう

藤原公任（966～1041年）撰の『和漢朗詠集 2)』に「螢」と題して次の詩が載

せてある。
けいくわみだれとびてあきすでにちかし

螢火乱飛秋已近
しんせいはやくかくれてよるはじめてながし

辰 星 早 没 夜 初 長
おおえのまさふさ

大江匡房（1041～1111年）は『
ごうだんしょう

江談抄3)』（『
ぐんしょるいじゅう

群書類従4)』巻 486に収む）にこ

の句を挙げて、「辰星古来難義也。但見漢書曰仲月之星也。今過五月当六月。故

云々」と述べている。察するに匡房の意見は、辰星を大辰の 1たる大火とみるに

あったらしい。
ふじわらのかねざね

藤原兼実5)（1149～1207年）の日録である『玉葉』の巻 62には次の興味ある

記事がある（建久 2年は 1191年）。

建久二年十二月五日、天文博士広基持来密奏、（中略）此次申云、辰星早没

夜初長ト云詩テ、辰星ハ角宿二星云々也、東方第一星也、是秘事也、故泰親朝臣

謂、心大星、太嗚呼不伝口伝之所致也云々。
1) 九条兼実の日記。源平・鎌倉初期の政局の実相が詳しくかかれている
2) 詩歌集。1012年頃成立。中国・日本の漢詩文と和歌を収録
3) 大江匡房の話を藤原実兼が筆録した、平安中期以後の公事・摂関家事・仏神事・詩事などのの記事を集めた
もの

4) 塙保己一編。わが国の古書を集輯・合刻した叢書
5) 九条兼実。平安末～鎌倉初期の公家。九条家の祖。摂政のち関白
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文化元年版のある『和漢朗詠集』の頭注には、「辰星は北辰なり夏の間は光強し

秋にいたりては衆星に交わりその光没するといえり、」とあってはなはだ不得要

領である。好意的にこれを北斗が宵に地平線低く沈むことを言ったものと解して

も、それは初冬の頃でなければならない。

なるほど、これでは「古来之難義也」といわれたのも無理はないことと思われ

る。しかるに金子・江見 1) 両氏合著の『和漢朗詠集新釈』（明治 43年刊）を見る

と、次のように述べてあって、その時代錯誤な解釈ぶりは読者をしてただ
あ ぜ ん

唖然た

らしめる。

辰星―――『
わ か ん さ ん さ い ず え

和漢三才図会2)』「天部」に云々「登壇必究 3)」に云々
しか

然ればこの

辰星は今の午後第四時に現われ夜の十二時にその光最も盛にして午前八時に

その光を失う。さて秋分の後夜が長くなる時は日出も自ら後るるが故に夜が

明けて間もなく辰星その光を没す。是を辰星早没といえるなり。旧注にこの

事を古来の難義なりなどといえるはいと拙し。

参考のため前記の句を含む唐の学者であり詩人である
げんしん

元稹4)（779～831年）の

詩の全文をここに掲げておく（『元氏長慶集』巻 20）。

　　夜　座

雨滞更愁南瘴毒　月明兼喜北風涼

古城楼影横空館　湿地虫声邊暗廊

螢火乱飛秋已近　辰星早没夜初長

該提万里何時見　狼籍家書満臥牀躰

(2)

大体、古来の解釈は辰星を辰と解し、この辰のもつ多くの意義のうちから、どれ

かを撰り取っていたもののようである。厳密にいえば、辰はどこまでも辰であっ
1) 金子元臣、江見清風
2) 寺島良安著。図説百科事典。和漢古今にわたる事物を、図・漢名・和名などを挙げて漢文で解説
3) 登壇必究云辰星ハ宰相ノ之祥也常ニ二月ノ春分ヲ以奎角ニ見ヘ五月ノ夏至ニ東井ニ見ヘ八月ニ秋分ニ角亢ニ
見ヘ十一月冬至ニ牽牛ニ見ユ

4) 詩人・宰相。
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て、それに星をつけて辰星と呼ぶことはない。けれどもこの辰星を惑星の水星と

すると、よほどこじつけでもしない限り、うまく説明が通らないのであるから、こ

こではやはり、辰の意味に採らねばならないのである。この事は
げんしん

元稹に天文知識

の有無を疑わせるようであるが、詩作上の都合から故意に左様したものとみても

よかろう。彼にその方面の知識がまんざらなかったわけでもないことは、『元氏

長慶集』巻 5に「参辰次第出、牛女顛倒傾」の句あるに徴するも推知されるので、

漫然、でたらめを書いたものとは断じられない。

さてこの辰星に対してはまず 3通りの解釈が可能だと思われる。

第 1はこれを 3辰の 1たる日（太陽）とみることである。この場合、早没とは

平均日入時刻（午後 6時）よりも早く日が没するという意味だとする。

太陽が平均日入時刻に没するのは秋分（及び春分）の頃である。したがって秋

分以後は日が早没する。そうして夜間が昼間よりも長くなる。それであるから

「辰星早没夜初長」は日が早く沈むようになって、夜が長くなり始めたという意

味にほかならないと解する。

だが日の早没などは、秋分になったばかりの頃では、一向感じられないもので

ある。と言って漏刻 1) とにらめっこをしながら、6時より早く没したからそら早

没だというのもおかしな話である。要するにこの解釈は一見はなはだ簡単なよう

であって、その実、頭の中で
こ

捏ね上げたものであり、実地観望的のものでない点

において、当を得たものとは考えられない。しかしともかく、1つの解釈ではあ

り得ると思う。

(3)

第 2は前記、『玉葉』の記事にしたがってこの辰星を角宿 1、即ち乙女座 α星た

るスピカと見ることである。この場合、早没はいわゆる「夕入り」(Heliakische

Untergang)の意味にとらねばならぬ。

1) 水時計の一種。底に孔をあけた壺に水をいれ、その水の減り具合で経過時間を測る
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西紀 800年頃におけるスピカの赤経は 186度（赤緯は南 5度）位であったから、

秋分における太陽との赤経差は 6度に過ぎない。したがって秋分の日没後には、

スピカはもはや見られなかったのである。即ちスピカの夕入りは、もはや済んで

いたのである。この夕入りが観望されたのは、秋分前 10日、まず半月頃である。

それであるから当時スピカの夕入りは、秋分が間近かにきたことを告げ知らせる

前触れだったに相違ないのである。

平安朝時代を通じてスピカの夕入りは、やはり秋分の近いことを知らせていた

（現在ではちょうど秋分の頃夕入りする）。当時は朗詠が盛んで、この詩なども
てんじょうびと

殿上人の間に
かいしゃ

膾炙されたものであったから（
ふじわらののぶざね

藤原信実1)
あ そ ん

朝臣（1196～1265）の

『今物語 2)』の中にもその例証が見られる）、天文家にも無論よく知られていたで

あろう。ところで天文家としては、職掌柄この辰星の 2字に注意せざるを得ない

のである。そこでそのうちの誰かは、実測を試みた上、スピカの秋分前に夕入り

する事実を認め、さてこそ辰星は角宿也との断案を下し、この知識を秘蔵してい

たものと思われる。「是秘事也」とか「口伝也」とか、もったいをつけて述べて

いることは、この間の消息を窺知せしむるに十分であると思う。天文書に辰星あ

るいは辰が角宿也という説明は 1つも見当らないのである。

それならば角宿は断じて辰星と呼ぶことができないかというと、あえて
しか

然りと

いうことも多少躊躇せざるを得ない。

第 1に角宿は東宮蒼龍に属し、龍の角に当るところから命名されたものである

と言われ、古く『周語 3)』には辰角 4) と呼んでいるということであり、12支では

辰に配当されているのであるから、これを辰星と呼んで呼べぬこともないはずと

いえるであろう。

第 2に『後法興院記 5) 』に見える次の記事、

1) 鎌倉中期の貴族で画人・歌人
2) 中世の和歌・風流・情事・神祇・滑稽などに関する説話集
3) 中国・春秋時代の国別の記録を集めた『国語』所収。『国語』は『春秋左氏伝』とともに左丘明の撰といわ
れている

4) 『周語』中巻に「夫辰角見而雨畢（それ辰角見えて雨おわる）」とある
5) 後法興院政家記
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明応元年七月廿日戌時太白辰星相犯相去一尺三寸所

において辰星がやはり角宿 1を指しているのである。この日は西紀 1492年 8月

13日であるが、同日午後 7時（京都地方平均時）における太陽、辰星、太白の位

置と、スピカのそれとを対照すると、
黄経 黄緯

太　陽 149.5度 0.0度

辰　星 131.8度 北 0.3度

黄経 黄緯 赤経 赤緯

太　白 195.6度 南 2.0度 193.6度 南 8.0度

スピカ ― ― 194.6度 南 8.5度
であるから、日付に 1日以上の誤りがないとすれば、太白 1) と相犯したのはス

ピカでなければならない。しかしながら惑星同志でこそ相犯と言えるであろうが、

惑星と恒星で相犯とはいえないであろう。のみならず角宿 1の場合では
じょうし

禳之の必

要があったとも思われない。それで自分はこれを日付の誤りとして、この辰星は

やはり五星（惑星）の 1であるところの辰星 2) と解すべきものと考えている次第

である（両者の赤経の合は同年 9月 19日丁亥で、この時辰星は見られる条件の

下にあった。2 日後の 21日は己丑であるが、既に 3度以上も離れていた）。なお

この記事のように辰星が角宿 1に当っているものは、少なくも自分の調べてみた

限りにおいて、他の天文記事に 1つも存在しない。

要するに
げんしん

元稹の辰星は角宿 1としてよく当時の事実に合致するのではあるけれ

ども、角宿を辰星と呼ぶことは、無条件には受け入れかねるのである。広基が「是

秘事也口伝也」などといっているのも、別にこのような事情あったがためにほか

ならないと思う。

(4)

1) 金星
2) 水星
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第 3は泰親朝臣にしたがって、この辰星を心大星即ち
さそり

蠍座α星たるアンタレス

とみることである。これは大辰あるいは単に辰とも呼ばれていたもので、夏の宵

に南天に輝く著しい星であるから、一考を費す価値が十分にあるわけである。こ

の場合もまず早没をやはり夕入りと解するのである。

さてアンタレスが秋分頃に夕入りしたのは西紀前 1000年以上の昔（殷代）で

あって、西紀 1000年前後には日没後、なお 2時間ばかりも地平線に現われていた

のである。したがってアンタレスの夕入りが、その頃秋分の近いことを知らせる

前触れでなかったことは確かである。

しかしながら今問題としているのは詩の文句であることを顧みねばならぬ。天

文薄明が終わってから 1時間ばかりで姿を没する天体は、かなり地平線に近いの

である。夜に入って 1時間ばかりで姿を消すことを早没といえばいえぬこともな

い。早没をあらためてこの意味に解するならば、あの辰星はアンタレスを指した

ものとしても良いわけである。

ここで想い出すのは
みなもとのいえなが

源 家 長 1)
あ そ ん

朝臣の歌である。

夏見えし星の光ぞ隠れゆく

　　秋たつ夜半の長きはじめに

これは
げんしん

元稹の句と同工異曲であると思われるが、この夏見えし星とは一見漠然

としているようで、その実アンタレス（及びその周囲の特異な星象）を指してい

ることは明らかである。この推定はまた
げんしん

元稹の辰星がやはりそれであったろうと

いう推測を強めることになろう。

(5)

それならば
げんしん

元稹の真意は果たして、どのへんにあったであろうか。自分は次に

述べるような考察から、それはやはりアンタレスであったのだと断言し得ると考

える。

1) 鎌倉初期の歌人
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げんしん

元稹に多少の天文知識があったとしても、詩を作るに
あた

方って一々これを、実地

に確かめたであろうとは到底考えられないことである。とすると、それはやはり

古典の記載をそのまま援用することによって為されたものとせねばならない。し

かるに支那古代においては、前述の如くアンタレス（火または辰と呼ばれた）の

夕入りが秋分の前触であったので、この事は『夏小正 1)』にも明記されている。

八月辰則伏　九月辰繋于日
げんしん

元稹の「辰星早没夜初長」は、この 8月辰則伏を別な言葉で言い換えたものに

過ぎないのである。

それであるから
げんしん

元稹の述べた天象は、その実 2000年前のそれなのであって当時

の天象ではもちろんなかったのである。しかし
げんしん

元稹は恐らくこのような事実には

少しも気づかなかったのであろう。とすれば、それが当時の天象に合致すると否

とは問題でなく、ただ
げんしん

元稹の意がアンタレスにあったことだけは少しも疑いを容

れないわけである。

天文家である泰親朝臣（1183年頃卒）が心大星と解したのは、やはり支那古典

にみえる句を想起したがためであったろう。それが事実に合致せぬ点において、

広基等に笑われているけれども、もともと詩人
げんしん

元稹の意がやはりそれにあったと

すれば、泰親も定めし地下で苦笑をもらすであろう。また広基の態度はいかにも
げんがく

衒学的であるが、その秘蔵する口伝なるものを打ち明けた点には好感が持てる。

(6)

要するに
げんしん

元稹の詩に見える「早没」を「夕入り」と解するとき、西紀前 1000年

頃においては辰星を大辰と呼ばれる心大星とし、当時においてはこれを古く辰角

とも呼ばれた角宿とすれば、それぞれ実際の天象とよく合致したのである。

それにしても、古代において大火がつとめた役割を、唐宋時代に至ってそれと

は紛わしい別称を持つ角宿の大星が引き受けるようになっていたという事は、偶

1) 『大戴禮記』第 47篇
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然とはいえ、はなはだ興味あることと思う。

『天文月報』巻 25、No.4 (1932)
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・『小川清彦著作集　古天文・暦日の研究――天文学で解く歴史の謎――』（齊

藤国治・編著、皓星社、1997所収）
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