2002.05.06更新
『柿本人麻呂歌集』と「人麻呂」の略体歌にみる文字表記
「字音表記」を排斥した「訓字」主体の書記言語
11/2372H01　かくばかり),是量)  こひむものそと),戀物)  しらませば),知者)  とほくみべくも),遠可見)  あらましものを),有物)
11/2409H01　きみにこい),君戀)  うらぶれをれば),浦經居)  くやしくも),悔)  わがしたひもの),我裏紐)  ゆふていたづらに),結手徒)
　助詞・助動詞の表記率は低い。「む」「そと」「ませ」「も」「まし」「を」，「に」「ば」「も」「の」「に」など。これにより後世の人から見れば難訓歌を形成している。だが、「略体歌」は、天武・持統朝の大宮人(とりわけ人麻呂)が書記言語とした表記法である。人麻呂は、世俗に歌われている歌を採集・筆録し、後世に伝えるべく一編の歌集として、書記言語である文字記録化を行ったのである。上記の副助詞「ばかり」は、本来一般的には「許」や「計」の字を用いるのであるが、人麻呂は「量」の字でこれを書記した。虚字「はかる」には「謀」「策」「論」「議」「咀」「略」「計」「度」「量」「測」「權」「圖」「畫」「籌」「算」「料」「衡」「稱」「銓」「概」「評」「詮」「程」「諏」「蓋」「揣」「虞」「揆」「忖」「裁」「材」「猷」「詢」「恕」「校」「謨」「猶」といったなかから、うけこみの多少をはかる意の「量」の字を選択したのである。次の歌の「うらぶれをれば」の和語派生動詞「うらぶる」の表記字も一般には「浦觸」とするのを「浦經」とすることで、「ふる」でもさわる意でなく、時の経過を文字視覚表現で捉えようとしていることが見てとれよう。歌ことばの響きを聴覚性に求めるのであれば、書記化による視覚性からも想起できることに気づいていたのではあるまいか。
　人麻呂の非略体歌は、卷九の1682番から1709番所収の歌と卷十の七夕歌1996番から2033番が知られる。宮廷歌人である人麻呂は、宮中に歌人として招聘され、時勢に通じた即興性の歌を見事に披露する才能をもっていた。その即興性の歌を常に詠むための創作準備活動の時には、とりもなおさず書記化し、それを何度も何度も視覚化の文字によって推敲を重ねたものであったろう。手控えとしての書記言語(メモ書き)による推敲された歌こそが、大らかに人前で披露され、宮廷人の心を揺さぶったに違いない。
　その一つとして、
02/0137H01　あきやまに),秋山尓)  おつる),落)もみぢば),黄葉)  しましくは),須臾者)  なちりまがひそ),勿散乱曽)  いもが),妹之)<あたり),當)>みむ),将見)〔本文〕
02/0137I01　[一云]
02/0137H02　[ち),知)り),里)な),勿)まがひ),乱)そ),曽)]〔異文〕
とある、「なちりまがひそ」という「な……そ」という漢文の禁止をあらわす副詞の呼応構文をもって、文書語として纏め上げられているのに対し、異文の方は、「ちりなまがひそ」である。やまとことばである日本語で声に出して詠じるには、和語複合動詞「ちりまがふ」の禁止として用いるものが普通である。次に近江の荒れた都に立ち寄った折の歌に、
01/0030H01　さざなみ),樂浪)の),之)  し),思)が),賀)の),乃)からさき),辛碕)  さきくあれど),雖幸有)  おほみやひと),大宮人)の),之)  ふね),船)ま),麻)ち),知)かね),兼)つ),津)
01/0031H01　さ),左)さ),散)な),難)み),弥)の),乃)  し),志)が),我)の),能)
01/0031I01　[一云]
01/0031H02　[ひ),比)ら),良)の),乃)]
01/0031H03　おほ),大)わ),和)た),太)  よ),與)ど),杼)む),六)とも),友)  むかしのひと),昔人)に),二)  と),亦)も),母)あは),相)め),目)や),八)も),毛)
01/0031I02　[一云]
01/0031H04　[あはむ),将會)と),跡)も),母)へ),戸)や),八)]
とあって、異文系では「比良の大和田」とある。実際の滋賀県琵琶湖畔にある地形名は「比良」であり、これを本文における書記言語では「志賀の大和田」に置換されたと言うことになる。前の反歌「さざなみ),樂浪)の),之)し),思)が),賀)の),乃)からさき),辛碕)」の枕詞と呼応する地名「さざなみの志賀」に引かれた結果ということになる。次の「あはむともへ),思)や」が「ともあはめやも」となるのも、本来、「亦」の字は、副詞「また」として読むのが今日の通常読みであるが「別にもあり、ここにもの意」を持たせた前の「友」の字に呼応させた視覚意識の万葉仮名「亦(跡[乙]の省画体歟)母」であると捉えて見た。「またもあはめやも」では字余りで据わりがよくない。むしろ、「ともあはめやも」と読むことでこの字余りの読みを解消できるのである。他に、
	02/0195H01　しきたへ),敷妙)の),乃)  そでかへ),袖易)し),之)きみ),君)  たまたれ),玉垂)の),之)  おちの),越野)すぎゆく),過去)  と),亦)も),毛)あはめ),将相)や),八)も),方)
	02/0195I01　[一云]
02/0195H02　[を),乎)ち),知)の),野)に),尓)すぎ),過)ぬ),奴)]
とあるのも「またも」と読むより「とも(仮定条件を示す接続助詞で不確定判断となる)」と読むべきものと見ておく。そして、異文は、「過」の字を除くすべてが万葉仮名の一字一訓で「をちのにすぎぬ」とし、完了の助動詞で表現しているところを「をちのすぎゆく」と複合動詞にして現在進行形にしている。
	07/1293H01　あられ),丸雪)ふり),降)  とほつあふみの),遠江)  あ),吾)ど),跡)かは),川)やなぎ),楊)  かれども),雖苅)  ともおふといふ),亦生云)  あ),余)ど),跡)かは),川)やなぎ),楊)
	11/2396H01　たまさかに),玉坂)  わがみしひとを),吾見人)  いかにあらむ),何有)  よしをもちてか),依以)  とも),亦)ひとめ),一目)みむ),見)
と「亦」の字を「と」と読み、助詞「も」は添え読みするとみたい。前に「跡」の字を置き、次に「亦」の字で示す。いわばここにも書記性意識の文字表記が漂っている。
　とすれば、書記言語と口頭言語の歌ことばがここに表出していることもなんら不自然ではなかろう。家集には書き物としてあくまで文書語の記録体で表現されているが、「一に云ふ」の異文系の歌ことば表現は、宮廷宴の場で誦詠用として本来制作されたものであるまいか。漢文調とは異なる和文調の口語性の歌ことばで耳に聴かせる歌の世界がそこには広がっていたのあろう。
《参考資料》
さいじょう),西條)　つとむ),勉)『上代語と表記』「人麻呂歌集略体歌」所収
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　《表記漢字と読み》
こふ【眷】
10/1890H01はる),春)<やまの),山)>  <とも),友)>うぐひすの),鴬)  なきわかれ),鳴別)  <かへり),眷)>ますまも),益間)  おもほせわれを),思御吾)
11/2481H01おほのらに),大野)  たどきも),跡状)しらず),不知)  しめゆひて),印結)  ありかつましじ),有不得)  あが),吾)こふらくに),眷)
11/2501H01さとどほみ),里遠)  こひうらぶれぬ),眷浦經)  まそかがみ),真鏡)  とこのへさらず),床重不去)  いめに),夢)みえ),所見)こそ),与)
　普通一般には、「こふ」を表記する字は、心惹かれて離れにくい意の「戀」の字を用いる。実際、人麻呂の歌や歌集のなかで１１０例を確認する。
(001): 02/0140H01勿念跡  君者雖言  相時  何時跡知而加  吾不戀有牟
(002): 02/0170H01嶋宮  勾乃池之  放鳥  人目尓戀而  池尓不潜
(003): 02/0196H14綾尓憐  宿兄鳥之  片戀嬬
(004): 02/0200H01久堅之  天所知流  君故尓  日月毛不知  戀渡鴨
(005): 02/0207H04磐垣淵之  隠耳  戀管在尓  度日乃  晩去之如
(006): 02/0207H08将言為便  世武為便不知尓  聲耳乎  聞而有不得者  吾戀
(007): 02/0210H10夜者裳  氣衝明之  嘆友  世武為便不知尓  戀友
(008): 02/0210H11相因乎無見  大鳥<乃>  羽易乃山尓  吾戀流  妹者伊座等
(009): 02/0213H09雖戀  相縁無  大鳥  羽易山尓  汝戀
(010): 02/0217H05其嬬子者  不怜弥可  念而寐良武  悔弥可  念戀良武
(011): 02/0220H08道太尓不知  欝悒久  待加戀良武  愛伎妻等者
(012): 03/0253H01稲日野毛  去過勝尓  思有者  心戀敷  可古能嶋所見
(013): 03/0255H01天離  夷之長道従  戀来者  自明門  倭嶋所見
(014): 04/0497H01古尓  有兼人毛  如吾歟  妹尓戀乍  宿不勝家牟
(015): 07/1306H01是山  黄葉下  花矣我  小端見  反戀
(016): 09/1686H01孫星  頭刺玉之  嬬戀  乱祁良志  此川瀬尓
(017): 09/1689H01在衣邊  著而榜尼  杏人  濱過者  戀布在奈利
(018): 09/1692H01吾戀  妹相佐受  玉浦丹  衣片敷  一鴨将寐
(019): 09/1705H01冬木成  春部戀而  殖木  實成時  片待吾等叙
(020): 09/1773H01神南備  神依<板>尓  為杉乃  念母不過  戀之茂尓
(021): 10/1891H01冬隠  春開花  手折以  千遍限  戀渡鴨
(022): 10/1894H01霞發  春永日  戀暮  夜深去  妹相鴨
(023): 10/1895H01春去  先三枝  幸命在  後相  莫戀吾妹
(024): 10/1998H01吾戀  嬬者知遠  徃船乃  過而應来哉  事毛告火
(025): 10/1999H01朱羅引  色妙子  數見者  人妻故  吾可戀奴
(026): 10/2003H01吾等戀  丹穂面  今夕母可  天漢原  石枕巻
(027): 10/2009H01汝戀  妹命者  飽足尓  袖振所見都  及雲隠
(028): 10/2011H01天漢  已向立而  こひし),戀)ら),等)に),尓)  事谷将告  つま),竟)どふ),言)及者
(029): 10/2015H01わが),吾)せ),世)こ),子)に),尓)  うらこひをれ),裏戀居)ば),者)  あまの),天)<がは),漢)>  よ),夜)ふね),船)こぐなる),滂動)  かぢのおと),梶音)きこゆ),所聞)
(030): 10/2016H01ま),真)け),氣)ながく),長)  こふる),戀)こころ),心)ゆ),自)  あきかぜに),白風)  いもが),妹)おと),音)きこゆ),所聴)  ひもとき),紐解)ゆか),徃)な),名)
(031): 10/2017H01戀敷者  氣長物乎  今谷  乏<之>牟可哉  可相夜谷
(032): 10/2023H01左尼始而  何太毛不在者  白栲  帶可乞哉  戀毛不<過>者
(033): 10/2024H01万世  携手居而  相見鞆  念可過  戀<尓>有莫國
(034): 10/2030H01秋去者  <川>霧  天川  河向居而  戀夜多
(035): 10/2032H01一年邇  七夕耳  相人之  戀毛不<過>者  夜深徃久毛
(036): 10/2234H01一日  千重敷布  我戀  妹當  為暮零礼見
(037): 10/2333H01ふるゆきの),零雪)  そらに),虚空)けぬべく),可消)  こふれども),雖戀)  あふ),相)よしなしに),依無)  つきそ),月)へにける),經在)
(038): 10/2334H01<阿和>雪  千<重>零敷  戀為来  食永我  見偲
(039): 11/2370H01こひしなば),戀死)  こひもしねとや),戀死耶)  玉鉾  路行人  事告<無>
(040): 11/2371H01心  千遍雖念  人不云  あがこひ),吾戀)つま),竟)  見依鴨
(041): 11/2372H01是量  戀物  知者  遠可見  有物
(042): 11/2373H01何時  不戀時  雖不有  夕方<任>  戀無乏
(043): 11/2374H01是耳  戀度  玉切  不知命  歳經管
(044): 11/2375H01吾以後  所生人  如我  戀為道  相与勿湯目
(045): 11/2376H01健男  現心  吾無  夜晝不云  戀度
(046): 11/2377H01何為  命継  吾妹  不戀前  死物
(047): 11/2378H01吉恵哉  不来座公  何為  不衢吾  戀乍居
(048): 11/2379H01見度  近渡乎  廻  今哉来座  戀居
(049): 11/2381H01公目  見欲  是二夜  千歳如  吾戀哉
(050): 11/2383H01世中  常如  雖念  半手不<忘>  猶戀在
(051): 11/2385H01<麁>玉  五年雖經  吾戀  跡無戀  不止恠
(052): 11/2386H01石尚  行應通  建男  戀云事  後悔在
(053): 11/2390H01戀為  死為物  有<者>  我身千遍  死反
(054): 11/2391H01玉響  昨夕  見物  今朝  可戀物
(055): 11/2392H01中々  不見有  従相見  戀心  益念
(056): 11/2393H01玉桙  道不行為有者  ねもころの),惻隠)  かかる),此有)こひには),戀)  不相
(057): 11/2397H01しましくも),魔)  みねば),不見)こひしき),戀)  わぎもこを),吾妹)  ひにひに),日々)くれば),来)  ことの),事)しげけく),繁)
(058): 11/2400H01い),伊)で),田)なにか),何)  ここ),極)だ),太)はなはだ),甚)  と),利)ごころの),心)  うするまでおもふ),及失念)  こひ),戀)ゆゑにこそ),故)
(059): 11/2401H01戀死  戀死哉  我妹  吾家門  過行
(060): 11/2402H01妹當  遠見者  恠  吾戀  相依無
(061): 11/2406H01狛錦  紐解開  夕<谷>  不知有命  戀有
(062): 11/2409H01君戀  浦經居  悔  我裏紐  結手徒
(063): 11/2411H01白細布  袖小端  見柄  如是有戀  吾為鴨
(064): 11/2412H01我妹  戀無乏  夢見  吾雖念  不所寐
(065): 11/2414H01戀事  意追不得  出行者  山川  不知来
(066): 11/2417H01石上  振神杉  神成  戀我  更為鴨
(067): 11/2422H01石根踏  重成山  雖不有  不相日數  こひわたるかも),戀度鴨)
(068): 11/2426H01遠山  霞被  益遐  妹目不見  吾戀
(069): 11/2434H01荒礒越  外徃波乃  外心  吾者不思  戀而死鞆
(070): 11/2437H01おきつ),奥)もを),藻)  かくさふ),隠障)なみの),浪)  い),五)ほ),百)へ),重)なみ),浪)  ちへに),千重)しくしく),敷々)  こひわたるかも),戀度鴨)
(071): 11/2441H01隠沼  従裏戀者  無乏  妹名告  忌物矣
(072): 11/2442H01大土  採雖盡  世中  盡不得物  戀在
(073): 11/2443H01隠處  澤泉在  石根  通念  吾戀者
(074): 11/2444H01白檀  石邊山  常石有  命哉  戀乍居
(075): 11/2445H01淡海々  沈白玉  不知  従戀者  今益
(076): 11/2449H01香山尓  雲位桁曵  於保々思久  相見子等乎  後戀牟鴨
(077): 11/2461H01山葉  追出月  端々  妹見鶴  及戀
(078): 11/2465H01我背兒尓  吾戀居者  吾屋戸之  草佐倍思  浦乾来
(079): 11/2469H01山<萵>苣  白露重  浦經  心深  吾戀不止
(080): 11/2470H01<湖>  核延子菅  不竊隠  公戀乍  有不勝鴨
(081): 11/2474H01山菅  乱戀耳  令為乍  不相妹鴨  年經乍
(082): 11/2475H01わが),我)や),屋)どは),戸)  いらか),甍)し),子)だ),太)くさ),草)  おひたれど),雖生)  こひ),戀)わすれぐさ),忘草)  みるに),見)いまだ),未)おひず),生)
(083): 11/2480H01路邊  壹師花  灼然  人皆知  我戀つま),竟)11/2480I01[或本歌<曰>]
(084): 11/2482H01水底  生玉藻  打靡  心依  戀比日
(085): 11/2486H01ちぬのうみの),珍海)  はまべの),濱邊)こ),小)まつ),松)  ね),根)ぶかめて),深)  あれこひわたる),吾戀度)  ひとのこ),人子)ゆゑに),蝮)
(086): 11/2486H02[血沼之海之  塩干能小松  根母己呂尓  戀屋度  人兒故尓]
(087): 11/2491H01妹戀  不寐朝明  男為鳥  従是此度  妹使
(088): 11/2494H01大船  真楫繁拔  榜間  極太戀  年在如何
(089): 11/2499H01我妹  こひし),戀)わたれば),度)  劔刀  名惜  念不得
(090): 11/2504H01解衣  戀乱乍  浮沙  生吾  <有>度鴨
(091): 11/2505H01梓弓  引不許  有者  此有戀  不相
(092): 11/2511H01隠口乃  豊泊瀬道者  常<滑>乃  恐道曽  戀由眼
(093): 11/2634H01里遠  戀和備尓家里  真十鏡  面影不去  夢所見社
(094): 11/2805H01伊勢能海従  鳴来鶴乃  音杼侶毛  君之所聞者  吾将戀八方
(095): 11/2806H01吾妹兒尓  戀尓可有牟  奥尓住  鴨之浮宿之  安雲無
(096): 11/2808H01眉根掻  鼻火紐解  待八方  何時毛将見跡  戀来吾乎
(097): 12/2841H01我背子之  朝明形  吉不見  今日間  戀暮鴨
(098): 12/2845H01<忘>哉  語  意遣  雖過不過  猶戀
(099): 12/2847H01のちもあはむ),後相)  あに),吾)な),莫)こひそと),戀)  いもは),妹)いへど),雖云)  こふる),戀)あひだに),間)  としは),年)へに),經)つつ),乍)
(100): 12/2849H01烏玉  彼夢  見継哉  袖乾日無  吾戀矣
(101): 12/2850H01現  直不相  夢谷  相見与  我戀國
(102): 12/2851H01人所見  表結  人不見  裏紐開  戀日太
(103): 12/2854H01白細布  我紐緒  不絶間  戀結為  及相日
(104): 12/2858H01妹戀  不寐朝  吹風  妹經者  吾与經
(105): 12/2860H01八<釣>川  水底不絶  行水  續戀  是比歳
(106): 12/2861H01礒上  生小松  名惜  人不知  戀渡鴨
(107): 12/2861H02巌上尓  立小松  名惜  人尓者不云  戀渡鴨
(108): 12/2863H01淺葉野  立神古  菅根  惻隠誰故  吾不戀
(109): 12/3063H01淺茅原  小野尓標結  空言毛  将相跡令聞  戀之名種尓
(110): 12/3127H01度會  大川邊  わかひさ),若歴)ぎ),木)  吾久在者  いもこひむかも),妹戀鴨)
なのにもかかわらず、人麻呂は「かえりみる」意の「眷」の字で「こふ」を記している。いわば、遠く隔たったところから相手を思う意味の「こふ」としてこの文字を選択したのである。
あふ【逢】
11/2351H01新室  壁草苅邇  御座給根  草如  依逢未通女者  公随
11/2413H01故無  吾裏紐  令解  人莫知  及正逢
11/2507H01玉桙  路徃占  占相  妹逢  我謂
　普通一般には、「あふ」を表記する字は、行きかかってあう意の「相」の字を用いる。実際、人麻呂の歌や歌集のなかで８４例を確認する。
(001): 01/0031H03大和太  與杼六友  昔人二  亦母相目八毛
(002): 01/0036H02澤二雖有  山川之  清河内跡  御心乎  吉野乃國之  花散相
(003): 02/0135H07山乃  自雲間  渡相月乃  雖惜  隠比来者  天傳
(004): 02/0139S01右歌躰雖同句々相替  因此重載
(005): 02/0140D01柿本朝臣人麻呂妻依羅娘子与人麻呂相別歌一首
(006): 02/0140H01勿念跡  君者雖言  相時  何時跡知而加  吾不戀有牟
(007): 02/0167H04天乎婆  所知食登  葦原乃  水穂之國乎  天地之  依相之極
(008): 02/0194H02流觸經  玉藻成  彼依此依  靡相之  嬬乃命乃
(009): 02/0194H06所虚故  名具鮫<兼>天  氣<田>敷藻  相屋常念而
(010): 02/0194H07[公毛相哉登]
(011): 02/0194H09旅宿鴨為留  不相君故
(012): 02/0195H01敷妙乃  袖易之君  玉垂之  越野過去  亦毛将相八方
(013): 02/0196H07臥者  川藻之如久  靡相之  宣君之  朝宮乎  忘賜哉
(014): 02/0196H11御食向  木Ｐ之宮乎  常宮跡  定賜  味澤相  目辞毛絶奴
(015): 02/0199H27相<競>端尓
(016): 02/0207H03人應知見  狭根葛  後毛将相等  大船之  思憑而  玉蜻
(017): 02/0209H01黄葉之  落去奈倍尓  玉梓之  使乎見者  相日所念
(018): 02/0210H11相因乎無見  大鳥<乃>  羽易乃山尓  吾戀流  妹者伊座等
(019): 02/0211H01去年見而之  秋乃月夜者  雖照  相見之妹者  弥年放
(020): 02/0213H09雖戀  相縁無  大鳥  羽易山尓  汝戀
(021): 02/0214H01去年見而之  秋月夜者  雖渡  相見之妹者  益年離
(022): 02/0219H01天數  凡津子之  相日  於保尓見敷者  今叙悔
(023): 04/0496H01三熊野之  浦乃濱木綿  百重成  心者雖念  直不相鴨
(024): 07/1279H01梓弓  引津邊在  莫謂花  及採  不相有目八方  勿謂花
(025): 07/1287H01青角髪  依網原  人相鴨  石走  淡海縣  物語為
(026): 09/1692H01吾戀  妹相佐受  玉浦丹  衣片敷  一鴨将寐
(027): 09/1700H01金風  山吹瀬乃  響苗  天雲翔  鴈相鴨
(028): 09/1762H01明日之夕  不相有八方  足日木<乃>  山彦令動  呼立哭毛
(029): 10/1890D01春相聞
(030): 10/1894H01霞發  春永日  戀暮  夜深去  妹相鴨
(031): 10/1895H01春去  先三枝  幸命在  後相  莫戀吾妹
(032): 10/2012H01水良玉  五百<都>集乎  解毛不<見>  吾者干可太奴  相日待尓
(033): 10/2017H01戀敷者  氣長物乎  今谷  乏<之>牟可哉  可相夜谷
(034): 10/2020H01天漢  夜船滂而  雖明  将相等念夜  袖易受将有
(035): 10/2022H01相見久  Ｑ雖不足  稲目  明去来理  舟出為牟つ
(036): 10/2024H01万世  携手居而  相見鞆  念可過  戀<尓>有莫國
(037): 10/2025H01万世  可照月毛  雲隠  苦物叙  将相登雖念
(038): 10/2028H01君不相  久時  織服  白栲衣  垢附麻弖尓
(039): 10/2029H01天漢  梶音聞  孫星  与織女  今夕相霜
(040): 10/2032H01一年邇  七夕耳  相人之  戀毛不<過>者  夜深徃久毛
(041): 10/2094H01竿志鹿之  心相念  秋芽子之  <鍾>礼零丹  落僧惜毛
(042): 10/2239D01秋相聞
(043): 10/2333D01冬相聞
(044): 10/2333H01零雪  虚空可消  雖戀  相依無  月經在
(045): 11/2358H01何為  命本名  永欲為  雖生  吾念妹  安不相
(046): 11/2359H01息緒  吾雖念  人目多社  吹風  有數々  應相物
(047): 11/2362H01開木代  来背若子  欲云余  相狭丸  吾欲云  開木代来背
(048): 11/2375H01吾以後  所生人  如我  戀為道  相与勿湯目
(049): 11/2392H01中々  不見有  従相見  戀心  益念
(050): 11/2393H01玉桙  道不行為有者  惻隠  此有戀  不相
(051): 11/2395H01行々  不相妹故  久方  天露霜  <沾>在哉
(052): 11/2402H01妹當  遠見者  恠  吾戀  相依無
(053): 11/2419H01天地  言名絶  有  汝吾  相事止
(054): 11/2422H01石根踏  重成山  雖不有  不相日數  戀度鴨
(055): 11/2428H01千早人  宇治度  速瀬  不相有  後我つ
(056): 11/2429H01早敷哉  不相子故  徒  是川瀬  裳襴潤
(057): 11/2431H01鴨川  後瀬静  後相  妹者我  雖不今
(058): 11/2433H01水上  如數書  吾命  妹相  受日鶴鴨
(059): 11/2448H01<白>玉  間開乍  貫緒  縛依  後相物
(060): 11/2449H01香山尓  雲位桁曵  於保々思久  相見子等乎  後戀牟鴨
(061): 11/2450H01雲間従  狭や月乃  於保々思久  相見子等乎  見因鴨
(062): 11/2451H01天雲  依相遠  雖不相  異手枕  吾纒哉
(063): 11/2452H01雲谷  灼發  意追  見乍<居>  及直相
(064): 11/2459H01吾背兒我  濱行風  弥急  急事  益不相有
(065): 11/2474H01山菅  乱戀耳  令為乍  不相妹鴨  年經乍
(066): 11/2477H01足引  名負山菅  押伏  君結  不相有哉
(067): 11/2479H01核葛  後相  夢耳  受日度  年經乍
(068): 11/2487H01平山  子松末  有廉叙波  我思妹  不相止<者>
(069): 11/2505H01梓弓  引不許  有者  此有戀  不相
(070): 11/2506H01事霊  八十衢  夕占問  占正謂  妹相依
(071): 11/2507H01玉桙  路徃占  占相  妹逢  我謂
(072): 11/2508H01皇祖乃  神御門乎  懼見等  侍従時尓  相流公鴨
(073): 11/2515H01布細布  枕動  夜不寐  思人  後相物
(074): 11/2634S01右一首上見柿本朝臣人麻呂之歌中也  但以句々相換  故載於茲
(075): 12/2846H01夜不寐  安不有  白細布  衣不脱  及直相
(076): 12/2847H01後相  吾莫戀  妹雖云  戀間  年經乍
(077): 12/2848H01不直<相>  有諾  夢谷  何人  事繁
(078): 12/2848H02[<寤>者  諾毛不相  夢左倍]
(079): 12/2850H01現  直不相  夢谷  相見与  我戀國
(080): 12/2854H01白細布  我紐緒  不絶間  戀結為  及相日
(081): 12/2856H01山代  石田<社>  心鈍  手向為在  妹相難
(082): 12/2857H01菅根之  惻隠々々  照日  乾哉吾袖  於妹不相為
(083): 12/3063H01淺茅原  小野尓標結  空言毛  将相跡令聞  戀之名種尓
(084): 12/3130H01豊洲  聞濱松  心<哀>  何妹  相云始
みる【看】
07/1294H01朝月  日向山  月立所見  遠妻  持在人  看乍偲
(11): 01/0029H07[虚見  倭乎置  青丹吉  平山越而]
(20): 01/0029H14百礒城之  大宮處  見者悲<毛>
(22): 01/0029H15[見者左夫思毛]
(37): 01/0036H05弥高<思良>珠  水激  瀧之宮子波  見礼跡不飽可<問>
(39): 01/0037H01雖見飽奴  吉野乃河之  常滑乃  絶事無久  復還見牟
(41): 01/0038H01安見知之  吾大王  神長柄  神佐備世須登  <芳>野川  多藝津河内尓
(42): 01/0038H02高殿乎  高知座而  上立  國見乎為<勢><婆>  疊有  青垣山
(54): 01/0040H01嗚呼見乃浦尓  船乗為良武  Ｄ嬬等之  珠裳乃須十二  四寳三都良武香
(66): 01/0047H01真草苅  荒野者雖有  葉  過去君之  形見跡曽来師
(67): 01/0048H01東  野炎  立所見而  反見為者  月西渡
(70): 02/0131D01柿本朝臣人麻呂従石見國別妻上来時歌二首并短歌
(71): 02/0131H01石見乃海  角乃浦廻乎  浦無等  人社見良目  滷無等
(74): 02/0131H03人社見良目  能咲八師  浦者無友  縦畫屋師  滷者
(84): 02/0131H11夏草之  念思奈要而  志<怒>布良武  妹之門将見  靡此山
(86): 02/0132H01石見乃也  高角山之  木際従  我振袖乎  妹見都良武香
(89): 02/0134H01石見尓有  高角山乃  木間従文  吾袂振乎  妹見監鴨
(90): 02/0135H01角<障>經  石見之海乃  言佐敝久  辛乃埼有  伊久里尓曽  深海松生流
(94): 02/0135H05黄葉乃  散之乱尓  妹袖  清尓毛不見  嬬隠有  屋上乃
(103): 02/0137H01秋山尓  落黄葉  須臾者  勿散乱曽  妹之<當>将見
(107): 02/0138H01石見之海  津乃浦乎無美  浦無跡  人社見良米  滷無跡
(108): 02/0138H02人社見良目  吉咲八師  浦者雖無  縦恵夜思  潟者雖無
(114): 02/0138H08吾嬬乃兒我  夏草乃  思志萎而  将嘆  角里将見  靡此山
(116): 02/0139H01石見之海  打歌山乃  木際従  吾振袖乎  妹将見香
(123): 02/0146H01後将見跡  君之結有  磐代乃  子松之宇礼乎  又将見香聞
(150): 02/0168H01久堅乃  天見如久  仰見之  皇子乃御門之  荒巻惜毛
(186): 02/0196H09秋立者  黄葉挿頭  敷妙之  袖携  鏡成  雖見不Ｑ
(199): 02/0196H19猶預不定見者  遣<悶>流  情毛不在  其故  為便知之也
(202): 02/0196H22形見何此焉
(210): 02/0198H03将見等  念八方
(223): 02/0199H05所聞見為  背友乃國之  真木立  不破山越而  狛劔  和射見我原乃
(236): 02/0199H15敵見有  虎可Ｓ吼登  諸人之  恊流麻Ｒ尓
(248): 02/0199H23[諸人  見<或>麻Ｒ尓]
(256): 02/0199H29渡會乃  齋宮従  神風尓  伊吹<或>之  天雲乎  日之目毛不<令>見
(267): 02/0199H38烏玉能  暮尓至者  大殿乎  振放見乍  鶉成  伊波比廻
(272): 02/0199H43萬代尓  過牟登念哉  天之如  振放見乍  玉手次
(284): 02/0207H02欲見騰  不已行者  入目乎多見  真根久徃者
(285): 02/0207H03人應知見  狭根葛  後毛将相等  大船之  思憑而  玉蜻
(292): 02/0207H09千重之一隔毛  遣悶流  情毛有八等  吾妹子之  不止出見之
(295): 02/0207H12為便乎無見  妹之名喚而  袖曽振鶴
(303): 02/0209H01黄葉之  落去奈倍尓  玉梓之  使乎見者  相日所念
(307): 02/0210H03取持而  吾二人見之  Ｔ出之  堤尓立有  槻木之
(311): 02/0210H07隠去之鹿齒  吾妹子之  形見尓置有  若兒<乃>  乞泣毎
(315): 02/0210H11相因乎無見  大鳥<乃>  羽易乃山尓  吾戀流  妹者伊座等
(316): 02/0210H12人云者  石根左久見<手>  名積来之  吉雲曽無寸  打蝉等
(317): 02/0210H13念之妹之  珠蜻  髣髴谷裳  不見思者
(319): 02/0211H01去年見而之  秋乃月夜者  雖照  相見之妹者  弥年放
(322): 02/0213H01宇都曽臣等  念之時  携手  吾二見之  出立
(326): 02/0213H05朝立伊行而  入日成  隠西加婆  吾妹子之  形見尓置有
(331): 02/0213H10妹座等  人云者  石根割見而  奈積来之  好雲叙無
(334): 02/0214H01去年見而之  秋月夜者  雖渡  相見之妹者  益年離
(336): 02/0216H01家来而  吾屋乎見者  玉床之  外向来  妹木枕
(341): 02/0217H03夕立而  明者  失等言  梓弓  音聞吾母  髣髴見之
(349): 02/0218H03罷道之  川瀬道  見者不怜毛
(350): 02/0219H01天數  凡津子之  相日  於保尓見敷者  今叙悔
(353): 02/0220H01玉藻吉  讃岐國者  國柄加  雖見不飽  神柄加  幾許貴寸
(355): 02/0220H03<船>浮而  吾榜来者  時風  雲居尓吹尓  奥見者  跡位浪立
(356): 02/0220H04邊見者  白浪散動  鯨魚取  海乎恐  行<船>乃  梶引折而
(357): 02/0220H05彼此之  嶋者雖多  名細之  狭<岑>之嶋乃  荒礒面尓  廬作而見者
(365): 02/0223D01柿本朝臣人麻呂在石見國臨死時自傷作歌一首
(378): 03/0239H04仕奉而  久堅乃  天見如久  真十鏡  仰而雖見  春草之
(395): 03/0252H01荒栲  藤江之浦尓  鈴木釣  泉郎跡香将見  旅去吾乎
(398): 03/0253H01稲日野毛  去過勝尓  思有者  心戀敷  可古能嶋所見
(400): 03/0253H02[湖見]
(401): 03/0254H01留火之  明大門尓  入日哉  榜将別  家當不見
(402): 03/0255H01天離  夷之長道従  戀来者  自明門  倭嶋所見
(404): 03/0255H02[家門當見由]
(405): 03/0256H01飼飯海乃  庭好有之  苅薦乃  乱出所見  海人釣船
(407): 03/0256H02武庫乃海  舳尓波有之  伊射里為流  海部乃釣船  浪上従所見
(413): 03/0262H01矢釣山  木立不見  落乱  雪驪  朝樂毛
(422): 03/0303H01名細寸  稲見乃海之  奥津浪  千重尓隠奴  山跡嶋根者
(423): 03/0304H01大王之  遠乃朝庭跡  蟻通  嶋門乎見者  神代之所念
(440): 03/0423H11外尓可聞見牟
(443): 03/0426D01柿本朝臣人麻呂見香具山屍悲慟作歌一首
(456): 04/0499H01百重二物  来及毳常  念鴨  公之使乃  雖見不飽有<武>
(466): 07/1068H01天海丹  雲之波立  月船  星之林丹  榜隠所見
(475): 07/1092H01動神之  音耳聞  巻向之  桧原山乎  今日見鶴鴨
(481): 07/1100H01巻向之  病足之川由  徃水之  絶事無  又反将見
(490): 07/1187H01網引為  海子哉見  飽浦  清荒礒  見来吾
(493): 07/1247H01大穴道  少御神  作  妹勢能山  見吉
(494): 07/1248H01吾妹子  見偲  奥藻  花開在  我告与
(504): 07/1271H01遠有而  雲居尓所見  妹家尓  早将至  歩黒駒
(510): 07/1274H01住吉  出見濱  柴莫苅曽尼  未通女等  赤裳下  閏将徃見
(512): 07/1276H01池邊  小槻下  細竹苅嫌  其谷  <公>形見尓  監乍将偲
(518): 07/1282H01橋立  倉椅山  立白雲  見欲  我為苗  立白雲
(524): 07/1288H01水門  葦末葉  誰手折  吾背子  振手見  我手折
(530): 07/1294H01朝月  日向山  月立所見  遠妻  持在人  看乍偲
(540): 07/1300H01遠近  礒中在  白玉  人不知  見依鴨
(542): 07/1302H01海神  持在白玉  見欲  千遍告  潜為海子
(543): 07/1303H01潜為  海子雖告  海神  心不得  所見不云
(546): 07/1305H01雖見不飽  人國山  木葉  己心  名著念
(548): 07/1306H01是山  黄葉下  花矣我  小端見  反戀
(563): 09/1685H01河瀬  激乎見者  玉藻鴨  散乱而在  川常鴨
(579): 09/1695H01妹門  入出見川乃  床奈馬尓  三雪遣  未冬鴨
(585): 09/1699H01巨椋乃  入江響奈理  射目人乃  伏見何田井尓  鴈渡良之
(588): 09/1701H01佐宵中等  夜者深去良斯  鴈音  所聞空  月渡見
(604): 09/1711H01百<轉>  八十之嶋廻乎  榜雖来  粟小嶋者  雖見不足可聞
(608): 09/1725H01古之  賢人之  遊兼  吉野川原  雖見不飽鴨
(632): 09/1795H01妹等許  今木乃嶺  茂立  嬬待木者  古人見祁牟
(634): 09/1796H01黄葉之  過去子等  携  遊礒麻  見者悲裳
(635): 09/1797H01塩氣立  荒礒丹者雖在  徃水之  過去妹之  方見等曽来
(636): 09/1798H01古家丹  妹等吾見  黒玉之  久漏牛方乎  見佐府<下>
(654): 10/1893H01出見  向岡  本繁  開在花  不成不止
(662): 10/1996H01天漢  水左閇而照  舟竟  舟人  妹等所見寸哉
(665): 10/1999H01朱羅引  色妙子  數見者  人妻故  吾可戀奴
(672): 10/2006H01孫星  嘆須つ  事谷毛  告<尓>叙来鶴  見者苦弥
(675): 10/2009H01汝戀  妹命者  飽足尓  袖振所見都  及雲隠
(678): 10/2012H01水良玉  五百<都>集乎  解毛不<見>  吾者干可太奴  相日待尓
(679): 10/2013H01天漢  水陰草  金風  靡見者  時来之
(688): 10/2022H01相見久  Ｑ雖不足  稲目  明去来理  舟出為牟つ
(690): 10/2024H01万世  携手居而  相見鞆  念可過  戀<尓>有莫國
(692): 10/2026H01白雲  五百遍隠  雖遠  夜不去将見  妹當者
(716): 10/2234H01一日  千重敷布  我戀  妹當  為暮零礼見
(722): 10/2241H01秋夜  霧發渡  <凡>々  夢見  妹形矣
(728): 10/2312H01我袖尓  雹手走  巻隠  不消有  妹為見
(738): 10/2334H01<阿和>雪  千<重>零敷  戀為来  食永我  見偲
(744): 11/2353H01長谷  弓槻下  吾隠在妻  赤根刺  所光月夜邇  人見點鴨
(746): 11/2353H02[人見豆良牟可]
(766): 11/2371H01心  千遍雖念  人不云  吾戀つ  見依鴨
(767): 11/2372H01是量  戀物  知者  遠可見  有物
(774): 11/2379H01見度  近渡乎  廻  今哉来座  戀居
(775): 11/2380H01早敷哉  誰障鴨  玉桙  路見遺  公不来座
(776): 11/2381H01公目  見欲  是二夜  千歳如  吾戀哉
(786): 11/2391H01玉響  昨夕  見物  今朝  可戀物
(787): 11/2392H01中々  不見有  従相見  戀心  益念
(789): 11/2394H01朝影  吾身成  玉垣入  風所見  去子故
(791): 11/2396H01玉坂  吾見人  何有  依以  亦一目見
(792): 11/2397H01ま  不見戀  吾妹  日々来  事繁
(797): 11/2402H01妹當  遠見者  恠  吾戀  相依無
(799): 11/2404H01思依  見依  物有  一日間  忘念
(803): 11/2408H01眉根削  鼻鳴紐解  待哉  何時見  念<吾>
(806): 11/2411H01白細布  袖小端  見柄  如是有戀  吾為鴨
(807): 11/2412H01我妹  戀無乏  夢見  吾雖念  不所寐
(814): 11/2418H01何  名負神  幣嚮奉者  吾念妹  夢谷見
(816): 11/2420H01月見  國同  山隔  愛妹  隔有鴨
(819): 11/2423H01路後  深津嶋山  ま  君目不見  苦有
(822): 11/2426H01遠山  霞被  益遐  妹目不見  吾戀
(845): 11/2449H01香山尓  雲位桁曵  於保々思久  相見子等乎  後戀牟鴨
(846): 11/2450H01雲間従  狭や月乃  於保々思久  相見子等乎  見因鴨
(848): 11/2452H01雲谷  灼發  意追  見乍<居>  及直相
(856): 11/2460H01遠妹  振仰見  偲  是月面  雲勿棚引
(857): 11/2461H01山葉  追出月  端々  妹見鶴  及戀
(858): 11/2462H01我妹  吾矣念者  真鏡  照出月  影所見来
(860): 11/2464H01若月  清不見  雲隠  見欲  宇多手比日
(868): 11/2472H01見渡  三室山  石穂菅  惻隠吾  片念為
(873): 11/2475H01我屋戸  甍子太草  雖生  戀忘草  見未生
(883): 11/2484H01君不来者  形見為等  我二人  殖松木  君乎待出牟
(884): 11/2485H01袖振  可見限  吾雖有  其松枝  隠在
(893): 11/2492H01念  餘者  丹穂鳥  足<沾>来  人見鴨
(896): 11/2495H01足常  母養子  眉隠  隠在妹  見依鴨
(903): 11/2500H01朝月  日向黄楊櫛  雖舊  何然公  見不飽
(904): 11/2501H01里遠  眷浦經  真鏡  床重不去  夢所見与
(905): 11/2502H01真鏡  手取以  朝々  雖見君  飽事無
(912): 11/2508H01皇祖乃  神御門乎  懼見等  侍従時尓  相流公鴨
(913): 11/2509H01真祖鏡  雖見言哉  玉限  石垣淵乃  隠而在つ
(917): 11/2512H01味酒之  三毛侶乃山尓  立月之  見我欲君我  馬之<音>曽為
(927): 11/2634H01里遠  戀和備尓家里  真十鏡  面影不去  夢所見社
(928): 11/2634S01右一首上見柿本朝臣人麻呂之歌中也  但以句々相換  故載於茲
(939): 11/2808H01眉根掻  鼻火紐解  待八方  何時毛将見跡  戀来吾乎
(940): 11/2808S01右上見柿本朝臣人麻呂之歌中  但以問答故累載於茲也
(943): 12/2841H01我背子之  朝明形  吉不見  今日間  戀暮鴨
(944): 12/2842H01我心  等望使念  新夜  一夜不落  夢見<与>
(945): 12/2843H01<愛>  我念妹  人皆  如去見耶  手不纒為
(953): 12/2849H01烏玉  彼夢  見継哉  袖乾日無  吾戀矣
(954): 12/2850H01現  直不相  夢谷  相見与  我戀國
(956): 12/2851H01人所見  表結  人不見  裏紐開  戀日太
(979): 12/2947H02門出而  吾反側乎  人見<監>可毛
(981): 12/2947H03[無乏  出行  家當見]
(987): 12/3063S02又見柿本朝臣人麻呂歌集  然落<句小>異耳
(991): 12/3128H01吾妹子  夢見来  倭路  度瀬別  手向吾為
(992): 12/3129H01櫻花  開哉散  <及>見  誰此  所見散行
(999): 13/3253H03荒礒浪  有毛見登  百重波  千重浪尓敷  言上為吾 [言上為吾]
(1005): 13/3309H01物不念  路行去裳  青山乎  振酒見者  都追慈花  尓太遥越賣
(1011): 14/3417H01可美都氣努  伊奈良能奴麻乃  於保為具左  与曽尓見之欲波  伊麻許曽麻左礼
(1014): 14/3441H01麻等保久能  久毛為尓見由流  伊毛我敝尓  伊都可伊多良武  安由賣安我古麻
(1020): 14/3470H01安比見弖波  千等世夜伊奴流  伊奈乎加<母>  安礼也思加毛布  伎美末知我弖尓
(1025): 14/3479H01安可見夜麻  久左祢可利曽氣  安波須賀倍  安良蘇布伊毛之  安夜尓可奈之毛
(1028): 14/3481S01柿本朝臣人麻呂歌集中出  見上已<訖>也
(1037): 15/3607H01之路多倍能  藤江能宇良尓  伊<射>里須流  安麻等也見良武  多妣由久和礼乎
(1041): 15/3607H03須受吉都流  安麻登香見良武
(1042): 15/3608H01安麻射可流  比奈乃奈我道乎  孤悲久礼婆  安可思能門欲里  伊敝乃安多里見由
(1044): 15/3608H02夜麻等思麻見由
(1045): 15/3609H01武庫能宇美能  尓波余久安良之  伊射里須流  安麻能都里船  奈美能宇倍由見由
(1049): 15/3609H03可里許毛能  美<太>礼弖出見由  安麻能都里船
おもふ【念】
(12): 01/0029H08何方  御念食可
(14): 01/0029H09[所念計米可]
(63): 01/0045H05古昔念而
(65): 01/0046H01阿騎乃<野>尓  宿旅人  打靡  寐毛宿良<目>八方  古部念尓
(84): 02/0131H11夏草之  念思奈要而  志<怒>布良武  妹之門将見  靡此山
(93): 02/0135H04肝向  心乎痛  念乍  顧為騰  大舟之  渡乃山之
(98): 02/0135H08入日刺奴礼  大夫跡  念有吾毛  敷妙乃  衣袖者  通而<沾>奴
(120): 02/0140H01勿念跡  君者雖言  相時  何時跡知而加  吾不戀有牟
(144): 02/0167H15御念食可  由縁母無  真弓乃岡尓  宮柱  太布座  御在香乎
(163): 02/0194H06所虚故  名具鮫<兼>天  氣<田>敷藻  相屋常念而
(185): 02/0196H08夕宮乎  背賜哉  宇都曽臣跡  念之時  春都者  花折挿頭
(187): 02/0196H10三五月之  益目頬染  所念之  君与時々  幸而  遊賜之
(198): 02/0196H18徃来為君之  夏草乃  念之萎而  夕星之  彼徃此去  大船
(210): 02/0198H03将見等  念八方
(212): 02/0198H04[念香毛]
(246): 02/0199H22飃可毛  伊巻渡等  念麻Ｒ  聞之恐久
(271): 02/0199H42雖然  吾大王之  萬代跡  所念食而  作良志之  香<来>山之宮
(272): 02/0199H43萬代尓  過牟登念哉  天之如  振放見乍  玉手次
(303): 02/0209H01黄葉之  落去奈倍尓  玉梓之  使乎見者  相日所念
(304): 02/0210H01打蝉等  念之時尓
(306): 02/0210H02[宇都曽臣等  念之]
(308): 02/0210H04己知碁<知>乃枝之  春葉之  茂之如久  念有之  妹者雖有
(317): 02/0210H13念之妹之  珠蜻  髣髴谷裳  不見思者
(322): 02/0213H01宇都曽臣等  念之時  携手  吾二見之  出立
(324): 02/0213H03念有之  妹庭雖在  恃有之  妹庭雖在  世中  背不得者
(332): 02/0213H11宇都曽臣  念之妹我  灰而座者
(335): 02/0215H01衾路  引出山  妹<置>  山路念邇  生刀毛無
(339): 02/0217H01秋山  下部留妹  奈用竹乃  騰遠依子等者  何方尓  念居可
(343): 02/0217H05其嬬子者  不怜弥可  念而寐良武  悔弥可  念戀良武
(419): 03/0266H01淡海乃海  夕浪千鳥  汝鳴者  情毛思<努>尓  古所念
(423): 03/0304H01大王之  遠乃朝庭跡  蟻通  嶋門乎見者  神代之所念
(426): 03/0423H01角障經  石村之道乎  朝不離  将歸人乃  念乍
(434): 03/0423H07萬世尓  不絶等念而
(436): 03/0423H08[大舟之  念憑而]
(453): 04/0496H01三熊野之  浦乃濱木綿  百重成  心者雖念  直不相鴨
(456): 04/0499H01百重二物  来及毳常  念鴨  公之使乃  雖見不飽有<武>
(460): 04/0502H01夏野去  小<壮>鹿之角乃  束間毛  妹之心乎  忘而念哉
(516): 07/1280H01撃日刺  宮路行丹  吾裳破  玉緒  念<妄>  家在矣
(535): 07/1296H01今造  斑衣服  面<影>  吾尓所念  末服友
(546): 07/1305H01雖見不飽  人國山  木葉  己心  名著念
(581): 09/1696H01衣手乃  名木之川邊乎  春雨  吾立沾等  家念良武可
(582): 09/1697H01家人  使在之  春雨乃  与久列杼吾<等>乎  沾念者
(618): 09/1773H01神南備  神依<板>尓  為杉乃  念母不過  戀之茂尓
(653): 10/1892H01春山  霧惑在  鴬  我益  物念哉
(686): 10/2020H01天漢  夜船滂而  雖明  将相等念夜  袖易受将有
(690): 10/2024H01万世  携手居而  相見鞆  念可過  戀<尓>有莫國
(691): 10/2025H01万世  可照月毛  雲隠  苦物叙  将相登雖念
(706): 10/2094H01竿志鹿之  心相念  秋芽子之  <鍾>礼零丹  落僧惜毛
(747): 11/2354H01健男之  念乱而  隠在其妻  天地  通雖<光>  所顕目八方
(750): 11/2355H01恵得  吾念妹者  早裳死耶  雖生  吾邇應依  人云名國
(753): 11/2358H01何為  命本名  永欲為  雖生  吾念妹  安不相
(754): 11/2359H01息緒  吾雖念  人目多社  吹風  有數々  應相物
(766): 11/2371H01心  千遍雖念  人不云  吾戀つ  見依鴨
(777): 11/2382H01打日刺  宮道人  雖満行  吾念公  正一人
(778): 11/2383H01世中  常如  雖念  半手不<忘>  猶戀在
(783): 11/2388H01立座  <態>不知  雖念  妹不告  間使不来
(787): 11/2392H01中々  不見有  従相見  戀心  益念
(794): 11/2399H01朱引  秦不經  雖寐  心異  我不念
(795): 11/2400H01伊田何  極太甚  利心  及失念  戀故
(799): 11/2404H01思依  見依  物有  一日間  忘念
(803): 11/2408H01眉根削  鼻鳴紐解  待哉  何時見  念<吾>
(805): 11/2410H01璞之  年者竟杼  敷白之  袖易子少  忘而念哉
(807): 11/2412H01我妹  戀無乏  夢見  吾雖念  不所寐
(811): 11/2415H01處女等乎  袖振山  水垣<乃>  久時由  念来吾等者
(814): 11/2418H01何  名負神  幣嚮奉者  吾念妹  夢谷見
(821): 11/2425H01山科  強田山  馬雖在  歩吾来  汝念不得
(832): 11/2436H01大船  香取海  慍下  何有人  物不念有
(834): 11/2438H01人事  ま吾妹  縄手引  従海益  深念
(835): 11/2439H01淡海  奥嶋山  奥儲  吾念妹  事繁
(839): 11/2443H01隠處  澤泉在  石根  通念  吾戀者
(843): 11/2447H01白玉  従手纒  不<忘>  念  何畢
(849): 11/2453H01春楊  葛山  發雲  立座  妹念
(850): 11/2454H01春日山  雲座隠  雖遠  家不念  公念
(853): 11/2457H01大野  小雨被敷  木本  時依来  我念人
(854): 11/2458H01朝霜  消々  念乍  何此夜  明鴨
(858): 11/2462H01我妹  吾矣念者  真鏡  照出月  影所見来
(864): 11/2468H01<湖>葦  交在草  知草  人皆知  吾裏念
(867): 11/2471H01山代  泉小菅  凡浪  妹心  吾不念
(868): 11/2472H01見渡  三室山  石穂菅  惻隠吾  片念為
(879): 11/2480H02[灼然  人知尓家里  継而之念者]
(889): 11/2488H01礒上  立廻香<樹>  心哀  何深目  念始
(893): 11/2492H01念  餘者  丹穂鳥  足<沾>来  人見鴨
(894): 11/2493H01高山  峯行完  <友>衆  袖不振来  忘念勿
(902): 11/2499H01我妹  戀度  劔刀  名惜  念不得
(944): 12/2842H01我心  等望使念  新夜  一夜不落  夢見<与>
(945): 12/2843H01<愛>  我念妹  人皆  如去見耶  手不纒為
(958): 12/2853H01真珠<服>  遠兼  念  一重衣  一人服寐
(971): 12/2862H01山川  水陰生  山草  不止妹  所念鴨
(977): 12/2947H01念西  餘西鹿齒  為便乎無美  吾者五十日手寸  應忌鬼尾
(1005): 13/3309H01物不念  路行去裳  青山乎  振酒見者  都追慈花  尓太遥越賣
(1007): 13/3309H03汝尓依云  汝者如何念也  念社  歳八<年>乎  斬髪
おもふ【思】
(22): 01/0029H15[見者左夫思毛]
(24): 01/0030H01樂浪之  思賀乃辛碕  雖幸有  大宮人之  船麻知兼津
(33): 01/0036H01八隅知之  吾大王之  所聞食  天下尓  國者思毛
(37): 01/0036H05弥高<思良>珠  水激  瀧之宮子波  見礼跡不飽可<問>
(81): 02/0131H08[波之伎余思  妹之手本乎]
(84): 02/0131H11夏草之  念思奈要而  志<怒>布良武  妹之門将見  靡此山
(87): 02/0133H01小竹之葉者  三山毛清尓  乱友  吾者妹思  別来礼婆
(92): 02/0135H03深目手思騰  左宿夜者  幾毛不有  延都多乃  別之来者
(108): 02/0138H02人社見良目  吉咲八師  浦者雖無  縦恵夜思  潟者雖無
(114): 02/0138H08吾嬬乃兒我  夏草乃  思志萎而  将嘆  角里将見  靡此山
(143): 02/0167H14四方之人乃  大船之  思憑而  天水  仰而待尓  何方尓
(200): 02/0196H20音耳母  名耳毛不絶  天地之  弥遠長久  思将徃
(204): 02/0197H01明日香川  四我良美渡之  塞益者  進留水母  能杼尓賀有萬思
(283): 02/0207H01天飛也  軽路者  吾妹兒之  里尓思有者  懃
(285): 02/0207H03人應知見  狭根葛  後毛将相等  大船之  思憑而  玉蜻
(317): 02/0210H13念之妹之  珠蜻  髣髴谷裳  不見思者
(386): 03/0244H01三吉野之  御船乃山尓  立雲之  常将在跡  我思莫苦二
(398): 03/0253H01稲日野毛  去過勝尓  思有者  心戀敷  可古能嶋所見
(419): 03/0266H01淡海乃海  夕浪千鳥  汝鳴者  情毛思<努>尓  古所念
(461): 04/0503H01珠衣乃  狭藍左謂沈  家妹尓  物不語来而  思金津裳
(571): 09/1690H01高嶋之  阿渡川波者  驟鞆  吾者家思  宿加奈之弥
(642): 10/1813H01巻向之  桧原丹立流  春霞  欝之思者  名積米八方
(651): 10/1890H01春<山>  <友>鴬  鳴別  <眷>益間  思御吾
(668): 10/2002H01八千<戈>  神自御世  乏つ  人知尓来  告思者
(749): 11/2354H02[大夫乃  思多鶏備弖]
(764): 11/2369H02[公矣思尓  暁来鴨]
(799): 11/2404H01思依  見依  物有  一日間  忘念
(810): 11/2415D01寄物陳思
(826): 11/2430H01是川  水阿和逆纒  行水  事不反  思始為
(830): 11/2434H01荒礒越  外徃波乃  外心  吾者不思  戀而死鞆
(845): 11/2449H01香山尓  雲位桁曵  於保々思久  相見子等乎  後戀牟鴨
(846): 11/2450H01雲間従  狭や月乃  於保々思久  相見子等乎  見因鴨
(852): 11/2456H01烏玉  黒髪山  山草  小雨零敷  益々所<思>
(861): 11/2465H01我背兒尓  吾戀居者  吾屋戸之  草佐倍思  浦乾来
(888): 11/2487H01平山  子松末  有廉叙波  我思妹  不相止<者>
(891): 11/2490H01天雲尓  翼打附而  飛鶴乃  多頭々々思鴨  君不座者
(922): 11/2515H01布細布  枕動  夜不寐  思人  後相物
(955): 12/2851D01寄物陳思
(989): 12/3127D01羇旅發思
(1020): 14/3470H01安比見弖波  千等世夜伊奴流  伊奈乎加<母>  安礼也思加毛布  伎美末知我弖尓
(1024): 14/3478H01等保斯等布  故奈乃思良祢尓  阿抱思太毛  安波乃敝思太毛  奈尓己曽与佐礼
(1026): 14/3480H01於保伎美乃  美己等可思古美  可奈之伊毛我  多麻久良波奈礼  欲太知伎努可母
(1030): 14/3490H01安都左由美  須恵波余里祢牟  麻左可許曽  比等目乎於保美  奈乎波思尓於家礼
(1042): 15/3608H01安麻射可流  比奈乃奈我道乎  孤悲久礼婆  安可思能門欲里  伊敝乃安多里見由
(1044): 15/3608H02夜麻等思麻見由

