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摘要

(中) 

《六百番歌合》中定家的漢詩引用方法，其特色為，對白詩的風情跟詩

情的徹底模仿。可說是將白詩直接譯成和歌，由此可以看出定家對白詩

的推崇及尊重。定家的直譯詠法，應該是有受到大江千里家集《句題和

歌》的影響。而這時期的直譯式詠法，又與建保六年以白詩詩句為歌題

的《文集百首》息息相關，可以說《文集百首》中定家的直譯式詠法在

《六百番歌合》就已經奠下基礎。而這種直譯式的詠法，應該只限於引

用白詩的和歌群。在引用漢詩時，定家以外的歌人的情況是，漢詩跟和

歌彼此重疊相互共鳴，和歌在前，漢詩墊後，詩是為了創作、為了增強

和歌的感情的一種手段、工具。然而，定家的情況則是顛倒，和歌是為



了表現詩情，呈現詩境的手段。和歌不再是創作的目的，反倒是一種表

現詩句的手段。另外，《六百番歌合》中，定家所引用的白詩，除了

「代書詩一百韻寄微之」外，皆為描繪風景的敘景詩。可以看出定家對

敘景詩的偏好。引用白詩的和歌也都屬四季歌。定家認為《白氏文集》

的特色在捕捉「時節之景氣世間之盛衰」，所以才徹底地模仿白詩，並

試著創作「時節」的和歌。我想是因為經歷過這樣具實驗性的試作方

式，才能朝被稱為「白詩引用方法上的過渡期」的正治、建仁期邁進。 

摘要

(英) 

Fujiwara Teika 's Chinese poetry quotation method is the " Roppyakuban 

Utaawase " whose characteristic mimic Bai Juyi’s style and poetry. Teika 

translates Bai Juyi’s poems(“Bai Shi”) directly into Waka, from which we 

can see Teika’s esteem and respect to Bai Juyi. Teika 's literal translation chant 

method, accordingly, may be influenced by Ooe Chisato’s " Kudai Waka " style. 

During this period, the “literal translation chant method” is closely related to 

kempo 6th(AD1218) " Monjuhyakushu "; that is “Bai Shi” is Waka’s topic. 

Therefore, Teika 's literal translation chant method in " Monjuhyakushu " may be 

established in the time of " Roppyakuban Utaawase ". However, this type of 

“literal translation chant method” should only be restricted to the Waka group 

quoted from “Bai Shi”. In general, the Japanese poet besides Teika sympathize 

Chinese poetry with Waka when quotes the Chinese poems.Between Waka and 

Chinese poetry, the poem is a method or a tool in order to create or to enhance the 

sentiment of Waka. However, Teika utilize an opposite method. Waka becomes 

the strategy to express the poetry and to present the poetic conception. That is 

Waka is no longer the purpose of the poem and being turns out to be more like a 

performance method. Moreover, in " Roppyakuban Utaawase ", “Bai Shi” 

quoted by Teika defines most of scenery poetry despite of the“ writes on 

another's behalf 100 rhymes to send Wei Zhi “. rom these examples, we 

understand Teika’s preference to scenery poetry. Waka quotes from “Bai 

Shi” all belong to song of four seasons. Teika thinks that the characteristic of " 

Bai Shi wenji " is to catch “the scenery of seasons, the rise and fall of world”. 

Therefore Teika imitates “Bai Shi” thoroughly and therefore was trying to 

create the Waka of seasons. Hence, , I suggest that the creation of Waka which 

moves along to this so-called “the transition-period of Bai Shi quotes 

method”stage of Syoji and Kennin may due to its exposure to such experimental 

experiences. 
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