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Ⅲ 「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告

『孝経述議』復原の三資料からみる
中世日本『孝経』解釈の様相
石 丸 羽 菜

１ はじめに
『孝経』は「孝」という道徳概念を中核とした中国

中国哲学専門

（以下『秘
大東急記念文庫所蔵『孝経秘抄』1）

⑵

抄』）
⑶

静嘉堂文庫所蔵『古文孝経』（以下『静嘉堂

古典のひとつである。親孝行を説く内容や，全 2000
字に満たない本文から，儒教経典としてはもちろん，

博士前期課程２年

本』）
あわせて『述議』の注する古文『孝経』孔安国伝の

初学者向けの書としても親しまれた。
『孝経述議』（以

底本として林氏が復原に用いた，杏雨書屋所蔵『古文

下『述議』
）は，隋・劉炫の著した古文『孝経』孔安

孝経』仁治本の複製版を筆写し，復原文の確認・検証

国伝の注釈書である。
『述議』は中国本土で散逸する

に用いた。

一方，海を渡り日本で伝えられる。中世日本の経書解
釈の権威であった清原家が『述議』を重用したからで

2.2

調査日程

ある。しかし江戸開府より清原家が衰微し，日本でも

『抄』・
『秘抄』を所蔵する大東急記念文庫には７月

『述議』の原本は失われてしまう。
『述議』全５巻のう

30 日〜31 日・９月 13 日〜14 日，静嘉堂本を所蔵する静

ち，現在我々が目にすることができる原本は巻１・４

嘉堂文庫には８月１日・10 月 21 日に閲覧許可をいた

のみである。もはや全貌をうかがい知ることは不可能

だき，抄本を調査した。『古文孝経』仁治本（複製）

と思われたところ，昭和年間に林秀一氏による復原作

は 10 月22 日に国立国会図書館にて閲覧した。

業が行われた。林氏は『孝経』関連抄本から『述議』
の引用文を蒐集し，亡佚した『述議』巻２・３・５をこ
の世に蘇らせたのである。林氏の成果は『孝経述議復
原に関する研究』（林先生学位論文出版記念会，1953
年）に収められ，半世紀を経た今なお研究に資されて

３ 調査内容
3.1 『孝経述議』復原の三資料─中世日本『孝経』解
釈の様相─
本節では，林秀一氏の『孝経述議』復原資料という

いる。
報告者は中世日本の『孝経』解釈の様相を解明する
ため，
『述議』の研究に取り組んでいる。『述議』巻

観点から，３抄本それぞれの書誌学的考察を行い，中
世日本の『孝経』解釈の一側面を提示する2）。

２・３・５のテキストは，先学同様に林氏の復原文に依
拠したい。しかし原本に基づく巻１・４と，林氏の復

3.1.1

原文を用いる巻２・３・５の間では，テキストの性質に

大きさ27×21.5cm。33 葉。四つ目綴。表紙の題簽

差異を認めざるを得ない。そこで本調査では，林氏が

大東急記念文庫所蔵『孝経抄』

3）
と墨書があるが，本文とは別筆である。
に「孝経抄」

『述議』復原に用いた抄本を実見し，復原文の確認・

裏表紙に「此孝経抄一巻者我先□環翠軒／御真跡也□

検証を行う。あわせて各抄本の特性から中世日本『孝

□給事中師賢謹誌」という奥書が貼付される。環翠軒

経』解釈の様相の提示も試みたい。

は 清 原 宣 賢 の 号 で あ る た め， 清 原 宣 賢（ 文 明 ７ 年
（1475）年〜天文 19（1550）年）の自筆本である。

２ 調査概要
2.1

調査対象

調査対象は，林氏が復原に用いた抄本のうち重要度
の高い以下の３書とする。
⑴

大東急記念文庫所蔵『孝経抄』
（以下『抄』）

半葉 18 行，30 字程度。無辺無界。全巻にわたって，
漢文で記され，かつ墨筆で返り点と送り仮名・朱筆で
竪点・句点・批点が書き加えられている。
孔安国序と喪親章を除く全篇についての記載があ
る。
本文の書式は，まず章名を掲げた後，章旨を説く。
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次に経文を記し，つづいて経文の大意が述べられる。

師賢の禁中での進講が記録される。宣賢とは異なる筆

そして経文に対する孔伝が抄録され，孔伝の解釈が述

跡であり，本文中に見られる墨筆直書・墨筆貼紙の一

べられる。以上のうち，章旨は『孝経正義』に，一部

部と同筆とみられる。

の経文・孔伝の解釈には『孝経正義』
・
『論語正義』に

斯本は阿部氏に「本書の注解の態度は，足利・林両

よるものの，経文の大意・孔伝の解釈の殆どが『述

氏が既に述べられた如く，章意の説明に幾分正義を引

議』の引用である。

く以外は，悉く述議に拠ったもので，
「古文孝経抄」

斯本は，一部が他書によるものの，ほぼ全篇が『孝

と云うよりは寧ろ，
「孝経述議抄」と題した方が端的

経述議』の抄録になる。先学同様，
『述議』の引用集

5）
と評されるように，先行研究で
に実を示している」

として性格づけるべきであろう。

は『述議』による祖述のみが着目された。しかし本調
査において，漢文訓読文に『述議』と異なる解釈が認

3.1.2

大東急記念文庫所蔵『孝経秘抄』

大きさ27×21.5cm。99 葉。表紙の題簽には本文に
清原宣賢の筆跡で「孝経秘抄全□□□不出」と墨書が

められた。紙幅の関係で詳説しないが，ここには清原
家の学問の特色が反映されている。斯本は，清原家学
の性質を示す一書としても，性格づけられるのである。

ある。巻首に「古文孝経序環翠軒宗尤私抄之」，巻末
に「古文孝経□□抄畢／清三位入道宗尤（花押）」と

3.1.3

ある。
「清三位入道宗尤」
，すなわち清原宣賢の自筆本

大きさ 27×21.5cm。56 葉。表紙の題簽には「古文

であること，
『抄』と同様である4）。宣賢の法名が自

孝経古写本完」とあるが，
「経」の字体の異なりなど

筆されるため，宣賢が剃髪した享禄２（1529）年から

から，報告者は本文と別筆とみなす。表紙見返しには

天文 19（1550）年の宣賢逝去の間に著されたものと

「古文孝経一冊／相国寺横川景三禅師／奥書／墨斎禅

いえる。

静嘉堂文庫所蔵『古文孝経』

師／各二筆也（以下略）
」とある。横川景三は明応２

経文は半葉８行，16字。四周単辺，有界。注釈は

（1493）年，墨斎（没倫紹等の号）は明応元年（1492）

小字双行，30字程度。漢文訓読文と漢文を交える。

年に逝去するため，明応２（1493）年までの成書と考

経文については，墨筆で返り点と送り仮名，朱筆で竪

えられる6）。

点・句点・批点が全巻にわたって書き入れられる。
『抄』に無い孔安国序・喪親章を含め，全篇の記載
がある。
本文の書式は『抄』と同様だが，章旨・経文の大

経文は半葉６行，12 字。四周単辺，有界。孔伝は
双行 12 字。漢文で記される。喪親章を除く全篇にま
んべんなく，墨筆で返り点や送り仮名，朱筆で句点や
ヲコト点など書き加えられている。欄外や本文周辺に

意・孔伝の解釈には，漢文とともに漢文訓読文がみら

は，墨筆で他書による書き入れがある。

れる。漢文は『述議』の抄録がほとんどであり，林氏

孔安国序を含む全篇が記載される。

の復原作業に利用されている。漢文訓読文も経文の大

本文の書式は，経文，経文に対する孔伝が交互に記

意・孔伝の解釈の多くが『述議』によるため，一部復

述される形式をとる。ゆえに本書において復原に資さ

原文は漢文訓読文から漢文に直して作成されている。

れたのは，本文の周囲への書き入れである。
『述議』

ただし漢文訓読文には，
『述議』のほかに宋学や和学

からの書き入れは多く，さらに「述議曰」などの表記

の学識に基づく解釈が散見され，清原家の学問状況が

がある場合は確実な復原の一助となった。

窺える。

『抄』
・『秘抄』ともに清原家の学者・宣賢の手にな

宣賢とは別筆で，朱筆の直書・墨筆の直書・墨筆の

る一方，斯本は横川ら禅僧の系譜にあると考えられ

紙片添付の３種の書き入れがある。紺色不審紙の貼付

る。静嘉堂本にみえる蘇軾「喜雨亭記」・道原『景徳

も見受けられる。いずれも一部に集中せず，全巻にわ

伝灯録』などの詩文や仏教関係書による書き入れや，

たっている。

巻頭・巻末の黄震『黄氏日抄』・陳元靚『事林広記』

巻頭には，宣賢の筆で「孝経末書」と題し『孝経』

などの抄録は，
『抄』・
『秘抄』にはみられないもので

の注釈書の書名が 12挙げられる。巻末には，同じく

ある。斯本は禅僧の『孝経』解釈を示す一書として，

宣賢の筆で「孝経論議」が収載される。これは足利義

性格づけられるだろう。

満の治世に行われた『孝経』作者の議論であり，
『述
議』を根拠に『孝経』孔子編纂説が主張される。
「孝
経論議」次葉の貼紙には，江戸時代末の舟橋（清原）
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少ながら，ここに中世日本の『孝経』解釈の多様性を

い。林氏は『秘抄』のうち，基本的に漢文を復原に用

提示できたものとしたい。

いている。漢文訓読文については「漢文体に復原の可
能なものも若干存在するが，大部分は述議復原の直接

3.2 『孝経述議』復原文の確認・検証
つづく本項では，林秀一氏による『述議』復原文の

資料としては，使用不可能である。然しながら述議の
学説を窺う上には，勿論大いに参考となる」10）との見
解を示している。

確認・検証を行う。
今回の調査対象である３抄本による復原文について
7）

「復原可能なもの」とみなされた漢文訓読文は，報

は，全文が抄本中に確認された 。これは，全復原文

告者が数え上げたところ全復原文中に７条であった。

中９割以上である。復原文の資料信頼性の高さが証明

それでは何故この７条のみが復原されたのか。ここ

されたといえよう。しかし確認作業を行うなかで，復

で，復原されない『秘抄』の漢文訓読文と，該当箇所

原文の繙読に際して留意すべき事項が２点発見され

の復原文を一見してみたい。

た。以下は，この２点について精察したい。
秘抄「徳者得也。心ニ自得スルヲ，徳ト云。然
3.2.1

文章の配列

バ，小人ノ悪行ヲスルモ，心ニ自得スルホドニ，

林氏は復原にあたって，抄本の書式から現存する

徳ト云ベシ。サルホドニ，他経ニ皆在於凶徳ト

『述議』原本の書式に改めている。
「尚この部分の復原

云。尚書云，爵無㍾及㍼悪徳㍽ト云。此ハ皆悪キ方

に当って最も苦心を要した点は，孝経抄・孝経秘抄共

ニモ，徳ト云事也。但此等ハ，六経ニハ，非徳ト

に経文通解の後に屡々長文の述議を引用することであ

スル也。孝ヲバ美徳トスル也」（開宗明義章）

8）

る」 と林氏の言及する箇所の一例として，以下の部
分があげられる。

復原文「徳者得也。尚書云，爵無及悪徳。尭舜善
徳也。桀紂悪徳，亦名非徳」（開宗明義章，注２

抄・秘抄・静嘉堂本・復原文「援神契云，卿之為

前掲林氏書，219 頁）

言章也。
（中略）卿是大夫之別，故兼言之」（卿大
夫章）

傍線部が『秘抄』と復原文の重なる部分である。
『秘抄』からは「尚書云，爵無及悪徳」のみが復原文

章名「卿大夫」について諸書を引用しつつ解釈をし

『秘抄』と復原文の大意に変化
に反映されている11）。

ている文であるが，復原文の根拠となる『抄』・
『秘

はない。しかし『秘抄』では，
「徳」は「得」である

抄』
・
『静嘉堂本』のいずれにおいても，上掲文は章名

という解釈をより詳しく「心に自得すること」と解

に次いで抄録されている。しかし林氏は，現存の『述

し，
「悪徳」の語を考えるために六経を引き合いに出

議』原本では章旨に他説を引用しないことから，上掲

している。こうした解釈は『述議』原本によるもので

文を孔伝７段目末「此卿大夫之所以為孝也」の解釈と

あって不思議はない。それでは復原されない箇所と，

して後置する。
「判定困難の際は，原則として伝文の

復原された７条の異なりはどこにあるのだろうか。

9）

述議の最後に配することとした」 と述べる通りであ

その理由のひとつには，林氏のいう「孝経抄は（中

る。『述議』原本には章名を解するに引用を伴わない

略）開宗明義章の如く引用の乏しい部分，喪親章の如

ことは確かであるけれども，
「卿大夫章」解釈の終末

12）
という事実が考
く全然引用の無い部分も存在する」

部で「卿大夫」を説明することには，些か違和感を覚

えられる。復原された７条は開宗明義章・喪親章に属

える。

し，さらに７条の前後には復原文が量的に少なく，７

文意の損なわれない単位で文章の序列が異なろうと

条の復原により他所との均衡がとれる。また復原され

も，『述議』復原文としての信頼性は変わらない。た

た７条の前後が『秘抄』による一方，上掲例では復原

だし経文や孔伝の一部の『述議』の解釈を利用する場

文の前後文の根拠は『秘抄』以外の抄本にある。復原

合，該当の章全体に目を通す必要があるといえる。

の基盤が，復原された７条は『秘抄』に，復原されな
い漢文訓読表は他の抄本にあるのだ。７条の復原に

3.2.2 『孝経秘抄』の漢文訓読文の扱い─『孝経抄』
と『孝経秘抄』の関係性─
次に『秘抄』の漢文訓読文の扱いを一考してみた

は，こうした背景があると考えられる。
もう一点，林氏の『抄』と『秘抄』の関係性への見
解に言及したい。林氏は『抄』に基づいて『秘抄』が
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書きあげられたとし，２書の関係を密接なものとみな

勢が了解されるのである。

している。しかし卑見では，林氏の見解ほどには，２
書の関連性は高くないと思われる。
その根拠としては，２書の成立年代と内容的な隔た

おわりに

りが挙げられる。川瀬一馬氏の論考には，
『抄』を宣

本調査では，林秀一氏による『孝経述議』復原の３

賢が比較的若いころ，
『秘抄』を老境にある宣賢の筆

資料を研究対象とした。その書誌学的考察に明らかに

13）

跡だと断じる文言がみられる 。出雲朝子氏ととも

なった各抄本の差異からは，中世日本『孝経』解釈の

に，報告者も実見のもと川瀬氏に賛同するところであ

一側面を垣間見ることができた。同時に林氏による

14）

る 。内容的な差異については，まず２抄本間の『述

『述議』復原文の確認・検証を行ったところ，復原文

議』引用の異同が同一箇所の半数を超過していること

が『述議』のテキストとするに十分な信頼性をもつこ

15）

が挙げられる 。この差異を，報告者は有意とみなし

と，ただし復原文の利用には注意すべき点があること

たい。さらに『抄』の特徴の一は章旨解釈に『孝経正

が判明した。

義』を用いることであるが，
『秘抄』には開宗明義章

今回の調査をふまえ，今後は林氏による復原文をテ

を除き明確に『孝経正義』に基づく章旨解釈は見いだ

キストとして文意にみえる思想性を精査するととも

せなかった。２抄本間に，さほど強い結びつきは認め

に，引き続き『孝経』関係抄本の調査を行い，より綿

られないのではないだろうか。

密に中世日本の『孝経』受容の様相を明らかにしてい

林氏は『抄』と『秘抄』の連関性を高いものとみな

きたい。

していた。ゆえに『秘抄』の記載のうち，
漢文は『抄』
に同じく忠実な『述議』の抄録として，逐一復原し
た。逆に『秘抄』の漢文訓読文は宣賢の手が加わった
ものと考えた。そこで文章量の均整を考慮する必要が
無く，かつ復原文の前後文の根拠が『秘抄』に無い限
り復原しなかったのだ。
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なお，林氏は復原文の分量について「かくして今日
までに復原し得た全量は，述議原本巻四に該当する聖
治章以下七章から引用した第一・第二・第三・第四資
料の全量から推して，述議の欠佚部分巻二・巻三・巻
16）
と述べて
五の約五分の三以上と推定される（後略）
」

いる。林氏自身，復原文の分量は原本の3/5であり，
残る 2/5は復原されていないと推定しているのだ。そ
して前述したように，
『秘抄』は直接復原文にできな
いが『述議』の学説を引くものとして参考資料となる
としている。つまり，復原文は『述議』原本の全文で
はないこと，『秘抄』の漢文訓読文に『述議』の説が
含まれることは，林氏の発言からも論証可能なのであ
る。
以上より，『秘抄』中の漢文訓読文は，復原文とさ
れていなくとも『述議』による可能性が大いにあると
言える。ただし漢文訓読文には『述議』によらない解
釈もある。
『述議』原本の無い部分については，『秘
抄』の漢文訓読文を『述議』によるものとよらないも
のを選りわけるのは不可能といってよいだろう。この
事実を踏まえれば，林氏の『秘抄』の漢文訓読文に基
づく復原方針，ひいては復原における確実性重視の姿
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注
１）『秘抄』の調査にあたっては，京都大学附属図書館ウェブ
サイト（http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/）で公開されている転
写本・舟橋則賢筆『古文孝経抄』
（請求記号：１−66／コ／
11 貴）を利用した。
２）本節に行う書誌学的考察の先行研究として，林秀一『孝経
述議復原に関する研究』
（林先生学位論文出版記念会，1953
年），同「清原宣賢の孝経秘抄について」
（『かがみ』２，1960
年。のち林秀一『孝経学論集』所収，明治書院，1976 年）
，
阿部隆一「室町時代邦人撰述孝経注釈書考」
（『大倉山論集』
８，1960 年。のち慶應義塾大学斯道文庫編『阿部隆一遺稿集』
２，解題篇１所収，汲古書院，1985 年）を参照した。また報
告者自身は堀川貴司『書誌学入門──古典籍を見る・知る・
読む』
（勉誠出版，2010 年）によって書誌調査を行った。
３）本報告書中の抄本からの引用では，本文の両脇に添えられ
た読み仮名や清濁の別などの注記は，本旨に影響のない限り
省略する。返り点は抄本にしたがって記す。句読点も抄本に
したがうが，句点と読点の別は私に行った。濁点は抄本には
無く，報告者の理解に合わせて付した。
「乄」などの合字は
開き，字体は通行の形に直した。さらに 3.1 では改行を「／」，
一字空格を「□」で示した。
４）ただし川瀬一馬氏は，冒頭４行は別筆とする（川瀬一馬
「名家自筆本の鑑定」（川瀬一馬講述『名家自筆本の諸問題：
鑑定を中心として』所収，大東急記念文庫，1960 年，37 頁）。
報告者も川瀬氏に同意するが，その他はすべて宣賢の筆であ
るため，本調査に影響はない。
５）注２ 前掲の阿部氏論文227 頁。

『孝経述議』復原の三資料からみる中世日本『孝経』解釈の様相

６）横川景三と没倫紹等については，玉村竹二『五山禅僧伝記
集成』新装版（思文閣出版，2003年）による。
７）復原文に併記された出典抄本に同文が確認できない場合も
あるが，少なくとも１抄本には復原の根拠文が確認されたた
め，全文を確認できたこととする。
８）注２ 前掲の林氏書30頁。これは章旨・経文の解釈につい
て述べた文であるが，孔伝の解釈についても同旨の文が 31 頁
にみえる。なお本報告書中の諸書の引用は，漢字は通行字体
に，仮名遣いは現代仮名遣いで表記する。
９）注２ 前掲の林氏書30頁。

10）注２

前掲の林氏書22 頁。
11） 復原文の「徳者得也」・「尭舜善徳也。桀紂悪徳，亦名非徳」
は，他の抄本に基づく復原と表記されている。
12）注２ 前掲の林氏書29 頁。
13）注４）前掲の川瀬氏論文37 頁。
14）出雲朝子「清原家の孝経抄諸本について─清家抄物の性格
─」
（『国語学』45，1961 年）
15）注２ 前掲の林氏書23 頁。括弧内も同書による。
16）注２ 前掲の林氏書34 頁。
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