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Ⅱ 「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告

『三体詩幻雲抄』にみえる五山僧の自然観

岩 田 麻 愛

１．はじめに
報告者は，五山禅僧の自然観を研究するために，
『増註唐賢絶句三体詩法幻雲抄（以下，
三体詩幻雲抄）
』
という三体詩の抄物の読解に取り組んでいる。

中国文学専門

博士課程前期課程２年

抄』も増註本を原本としている。
以上より，本研究のテーマである「五山禅僧の自然
観」を調べるのに最もふさわしい資料であると判断し
た。
今回は，内閣文庫が所蔵する『増註唐賢絶句三体詩

抄物とは，室町から江戸初期にかけて，僧侶や学者

法抄』をテキストとして使用した1）。抄文（注釈）の

が記した漢籍・仏書・国書の講義記録や注釈書を指

正確な読解のため，直接所蔵機関へ赴いて実物を閲覧

す。各句や詩中の語彙について詳しく説明する内容が

し，抄文の文字等の確認を行った。さらに，異本関係

主だが，中には中国の書物には見られない独特の解釈

にある成簣堂文庫本と清家文庫本も参照し2），虫損部

が記されていることもある。その独特な解釈を調べる

分などの補足にも努めた。

ことで，五山僧ならではの考え方が見出せるのではな
いかと思い，研究対象に選んだ。また「日本（あるい
は日本人）の自然観」に関する先行研究を調べると，
いずれの研究でも日本文学作品からの考察が大半で，

２．調査概要
今回は次の２点を閲覧・調査した。

当時の知識人たちが受容していた漢詩・漢文から自然

内閣文庫蔵『増註唐賢絶句三体詩法抄』

観をとらえているものは少ない。そこで，日本でも広

全５冊。天文五（1536）年の写本。幻雲抄の成立

く読まれた漢詩集の注釈から「自然観」を探ろうと考

（1527 年）後の，最も早い時期の書写とされている。

えた。中でも『三体詩幻雲抄』に注目した理由は２つ
ある。

成簣堂文庫蔵『増註唐賢絶句三体詩法抄』
１冊。写本。徳富蘇峰が所蔵していたもの。
零本，

『唐賢絶句三体詩法（以下，三体詩）
』は，1250

また上記の他に，京都大学が画像公開（http://kuline.

年頃に成立した南宋・周弼による唐詩選集である。

kulib.kyoto-u.ac.jp/?page_id=13）している清家文庫蔵

唐の詩人 167人の作品（計494首）を七言絶句・七

『三体詩抄』
（全３冊，写本）も参照した。

言律詩・五言律詩の３つの詩体に分けて収める。日

内閣文庫には７月27〜29 日に，成簣堂文庫には 10

本では室町時代に翻刻され，特に五山禅僧の間で愛

月 28 日に許可をいただき，それぞれ閲覧・調査した。

好された。禅僧による三体詩の講義も宮中でたびた
び行われていた記録も残っており，当時の禅僧たち
が最も親しんでいた作品の１つであった。
1527年 に 成 立 し た 月 舟 寿 桂（ 号 は 幻 雲，？〜

３．調査内容
3.1

内閣文庫蔵『増註唐賢絶句三体詩法抄』

1533）編『三体詩幻雲抄』は，
『三体詩』巻１に収

５冊とも大きさは概ね27.0×20.5cm。五つ目綴。表

められた七言絶句・総計 172首のみについて注釈を

紙には白紙の題簽が貼られており，書名は記入されて

施している。約 30人の五山禅僧それぞれの注釈を

いない。各冊の初頭には「學習院印」
「日本政府圖書」

列記している点が特徴で，五山の三体詩解釈の集大

の方形朱印，各冊の末には「日本政府圖書」の方形朱

成ともいわれている。また，現存する三体詩のテキ

印がある。

ストは，集註本（ほぼ季昌による単注本）・箋註本

本文の書式は，まず詩の本文（本文は方形の枠線で

（天隠円至による単注本，20巻）
・増註本（季昌注

囲まれている）を挙げ，次に抄文を列記している。無

に天隠注を増補したもの）の３種類がある。このう

辺無界。抄文は紙面いっぱいに小字で書きこまれ，漢

ち日本で最も流行したテキストは増註本で，
『幻雲

文での記述もあれば，かな交じり文での記述もみられ
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〔▲国立公文書館内閣文庫蔵「増註唐賢絶句三体詩法抄」（画像は陳羽「呉城覧古」のページの一部）
〕

る。漢文は，朱筆で句点・返点・送仮名・堅点・批点
を付す。かな交じり文は句点・振仮名を付し，濁点は
無し。以下，各冊の詳しい書誌を記していく。

③第３冊
47丁。岑参詩「逢入京使」から朱褒詩「悼亡妓」
までの40 編を収める。１丁表に「綱目」がある。巻
末に「天文五三月七日書了矣此日即性洞後板上方請待

①第１冊

也」という識語がある。

61 丁。１丁表に「綱目」がある。２丁表裏に「唐
３丁表〜４丁表に唐代の地理図（全５
三体詩註綱目」，

④第４冊

５丁表裏に「諸家集
面），４丁裏に「求名公校正咨目」
，

67丁。王維詩「送元二使安西」から李群玉詩「湘

６丁表〜７丁裏に唐代の帝名と
註唐詩三体家法諸例」，

妃廟」までの 48 編を収める。１丁表裏に「綱目」が

年号，８丁表〜21丁表に三体詩に採られた詩人167 人

ある。43 丁表裏のみ，１枚の紙を綴じ込んだものにな

の履歴，を載せている。その後22丁表〜29 丁表に，

っている（内容は『三体詩』とは無関係のものと思わ

李昌の序文本文（詩の本文と同様，方形の枠線で囲ま

れる）。46 丁表に朱筆で「天文五丙申初夏念七書終雲

れている）と抄文，30丁裏〜40丁裏に方回の序文と

軒義晴被壊之日也當月自朔至望以清江公禅客習不得隙

抄文が記されている。29丁裏と30丁表は白紙。

故遅已而耳矣」という識語が記されている。

41丁表に「増註唐賢絶句三體詩法」という巻首題
が記されており，本文が始まっている。43 丁裏以下，

⑤第５冊

杜常詩「華清宮」から杜牧詩「江南春」までの６編の

59丁。李渉詩「秋日過員太祝林園」から李洞詩「綉

詩と抄文を収める（ただし，40丁表の「桃抄云」以

嶺宮」までの 34 編を収める。１丁表に「綱目」があ

下，52 丁表の「漁隠叢話巻第二十」以下は，余白に

る。１丁裏・２丁表裏・３丁表は白紙。24丁表裏は

張り紙されたものである）
。

白紙の頁で，表に附箋がある。附箋の表裏には書き込
みがある。39 丁表裏も白紙頁。裏に貼り紙がされて

②第２冊
69丁。王昌齢詩「別李浦之京」から崔魯詩「山路

おり，「天文五年丙申五月廿六日乗晴来訪次演説以故
記之 魯子敬白」という識語がある。

見花」までの 44 編を収める。１丁表裏に「綱目」が

巻末に「予少壮時応童蒙求講唐賢詩纂諸老所談之義

ある。７丁表，19丁表は白紙の頁に貼り紙されたも

書于本之上粉拏而不倫次掄可不尚未詳焉戬子写之分先

のである。

後弁異同矣予見桃源翁之抄唯止実接不及虚接蓋以人之
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無所令借而見也戬今得之以補其闕又拠大明一統志考其

夕暮れに江の南より，はるかに北岸のかたを眺めや

地理蓋統志近来伝来于吾朝以故予曽不検焉戬之所書尚

れば，もはや鴉の飛ぶ姿も見えなくなり，水が悠々

恐多謬後之君子頗改正焉則杜元凱為左氏忠臣也

と流れているばかり。
）

七年丁亥重三之日

大永

幻雲老衲誌」という識語がある。

また，この識語より２行ほど空け，抄文と同じ大きさ

この詩の第二句「一別心知両地秋」以降の注釈4）には，

の字で「天文三年申午九月初三

次のように記されている。

相公義晴留台駕於吾

山遷座於聴松院是故吾院閣衆借於竜渊室岑寂餘借月谷
養雲翁講本写魯魚参差謹候后学者矣夫去歳臈念三夜始

続［江西竜派 5）］云，
（前略）一別─

之惟□天文五年丙申六月十四日畢功矣予歳五八之前半

両地ニテ，コソ，アランスラン，秋ハ，一処ニ，居

也」という識語も記されている。

レトモ，悲シ，況送心知後也，句中対也，一二句ヲ

コノマヽ別テ，

以テ，三四句ヲ読メハ，堪ヘカネテ，ナカルゝヤウ
3.2 成簣堂文庫蔵『増註唐賢絶句三体詩法抄』

ナソ，寒鴉ハ有情也，水ハ無情也，心之悲者，可知

大きさ 27.3×21.3cm。79 丁。無辺無界。李渉詩「秋

也，アソコソコヲ，行ラント思タ，寒鴉ハ，有情ナ

日過員太祝林園」から李洞詩「綉嶺宮」までの 34 編

レトモ，吾心ヲハ，シラヌ，水ハ，マシテ，無心

を収める。

也，又ハ日暮テ，カナシイソ，

表紙には「（低七格）蘇峰珍蔵／□大永七年写幻雲
老衲／（低二格）距明治三十八年凡三百七十九年矣／

同じく２冊目に採られている陳羽の「呉城覧古」。

（低八格）寿桂之印在焉／三体詩集抄／（低五格）幻
雲和尚手鈔本」と記されている。この表紙の次に原表

「呉城覧古」陳羽

紙がある。原表紙には右上に「収」の字があり，中央

呉王旧国水烟空

香径無人蘭葉紅

下に「常住」と記されている。巻末には「予少壮時応

春色似憐歌舞地

年年先発館娃宮

童蒙求講唐賢詩纂諸老所談之義書于本之上粉拏而不倫

（かつて呉王の支配したこの地，今は水面にかかる靄

次掄可不尚未詳焉戬子写之分先後弁異同□予見桃源翁

が空しく広がるばかり。香草の茂る小径には人影も

之抄唯止実接不及虚接蓋以人之無所令借而見也□今得

なく，蘭の葉は紅くしおたれている。春景色は古の

之以補其闕又拠大明一統志考其地理蓋統志近来伝来□

華やかな宴遊の場所を愛惜するかのように，毎年，

吾朝以故予曽不検焉戬之所書尚恐多謬後之君子頗改正

館娃宮の後に真っ先に展開する。
）

焉則杜元凱為左氏忠臣也

大永七年丁亥重三之日

幻

雲老衲誌」という識語がある。

この詩の抄文には，

本文の書式は，抄文のみを記し，詩の本文は省略さ
れている。朱筆での書き入れや傍線がみられる。徳富

続翠云，呉王─ 玄宗惑貴妃失国ト見ヘタ，乍去自

蘇峰が付けたものか。

然作也，無人字面白シ，遺貴妃ト云ハヌハカリ也，
春色ハ昔ヨリ春色也，サレトモ，心カアルヤラン，

４．『三体詩幻雲抄』の読解
4.1 抄文の内容

此池ニ先発也，是ハ無情ノ物ニ情ヲ云イツケタソ，
とある。他にも，戴叔倫の「湘南即事」
。

複数の抄文には「有情」「無情」という語句が登場
する。例えば，
『三体詩』２冊目に載っている厳維の
「丹陽送韋参軍」。
3）

「丹陽送韋参軍 」厳維

「湘南即事」戴叔倫
盧橘花開楓葉衰

門出何処望京師

沅湘日夜東流去

不為愁人住少時

（盧橘の花が咲き，楓の紅は色あせていく。表に出て

丹陽郭裏送行舟

一別心知両地秋

都のかたを眺めようとするが，あまりに遠く眺めよ

日晩江南望江北

寒鴉飛尽水悠悠

うともしない。沅・湘の川の流れは，昼も夜も東に

（ここ，丹陽の城のほとりに旅立つ舟を見送る。ひと
たび友人と別れを告げては，やがて各々別の土地で

向かって流れ去り，心愁うる人に同情して，しばし
の間とどまってくれるようなことはしない。
）

迎える秋のわびしさを，今からはっきりと感ずる。
19

Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 10

この詩の抄文には次のような記述がある。
6）

聴雨［心田清播 ］ 云，水向吾所望流，蓋愁之所極，

江上春風留客舟

無窮歸思滿東流

與君盡日閒臨水

貪看飛花忘卻愁

（川の流れに吹く春風が旅ゆく舟を引き留めてしまっ

欲付流水寄此情，則水亦不為吾留也，不少住，況久

た。帰路を急ぐ思いは果てしなく，東へ向かう流れ

住乎，以無情水，為有情，是詩家活法也，

に満ちあふれる水のよう。同行の貴君と一日中のん
びり水を眺め，風に飛び散る花びらを心ゆくまで見

また，第五冊目に載っている皇甫冉の「酬張継」
。

ていたら心の憂さを忘れてしまった。
）
この詩の抄文には「補［横川景三 7）］云，江上─ 人ハ，

「酬張継」皇甫冉
悵望南徐登北固

迢遥西塞限東関

云サレトモ，風ハ有情，留我也，水ハ随意ニ流レト

落日臨川問音信

寒潮惟帯夕陽還

モ，吾ハ不得也」とある。「春風」を擬人化し，第一

（北固山に登り，胸を痛めつつ南徐の地を眺めわた
す。君のいる西塞山は遙かに遠く，東関山に遮られ
て見ることができない。日の沈むころ，長江に臨
み，さかのぼる潮に君の消息を尋ねようとすれば，

句を「（春風が）舟を引き留めた」という意味で解釈
している。
また，同じく四冊目に収められている，雍裕之の
「宮人斜」。

冷ややかな水の流れは，ただ夕日の光を浴びて空し
く戻ってくる。）

「宮人斜」雍裕之

この詩には，

幾多紅粉委黄泥

野鳥如歌又似啼

応有春魂化為燕

年年飛入未央棲

（かつて紅白粉で美しく装った数知れぬ女官たちも，
悵望─ 続翠云，悵望南徐登北固─ 悵望ハ，ウラ

今は黄色い泥に埋もれるまま。辺りの野鳥の声は，

ミ，ウラムト，云心也，皇甫ハ，南徐ニ，留滞シ

歌うようでもあり，またすすり泣いているかのよ

テ，イタソ，二之句ハ，コレホト遠処ニ，ヲイタコ

う。きっとそうに違いない，女官たちの春をおもう

トヨト，恨也，我コイシイ，ノミナラス，遠処ニ，

魂が化して燕となり，毎年春になれば未央宮に飛ん

名人ヲ，ヲイタ事ノ惜サヨ，悵望スルトモ，不見サ

できて巣を作るのだ。
）

ラハ，音信ヲモ，せヨカナ，無情潮ハ且タ回トモ，
有情人ハ，竟ニ，音信ヲモ，せス，ウラミタソ，落

この詩の抄文には「淵［九淵竜賝 8）］云，紅粉ハ，ヘニ

日寒潮有心下ノ句ハ，天子モ，メサルヽトモ，キカ

ヲシロイ，ツケテ，粧タシ，美人皆死埋此地也，改黄

ス，世モ末ニナツタソ，

泉，作黄泥，意同也，無情鳥モ，哭此美人カナシミ
テ，ナキナケクヤウニアルソ」とある。この場合は，

という抄文がみられる。
同じ詩の（同じ箇所の）中国での注釈と比較したと

「情の無い鳥も女官たちの死を悲しんでいる」となり，
擬人法の表現を用いていることが分かる。

ころ，中国の方ではこのような「情」に関する注が付

さて，以上を踏まえて，先に出た五山僧の抄文を検

けられていなかった。五山禅僧の注釈は，詩の語句に

討してみる。確かに二例目「呉城覧古」・三例目「湘

対して「有情か，無情か」という点に関心をもってい

南即事」は，
「情無し」である水や春色を「情有り」

るといえる。また上記の例も含め，いずれの抄文でも

として詠んでいる，という解釈は成り立つだろう。し

自然の事物に対して「無情」という注を付けており，

かし，一例目・四例目は擬人法の表現でないのにも関

自然観を考える上での手がかりになり得る。

わらず，なぜわざわざ「有情」「無情」の語を用いて
詩中の表現の対称性を解説しているのだろうか。「有

4.2

擬人法表現との比較

4.1でいくつか例を挙げたが，
「有情」
「無情」を「情
有り」
「情無し」と読んで，擬人法の１つと捉えるこ

情」「無情」という抄をつけるのには，擬人法の表現
という以外にも何か意識されているものがあるのでは
ないか。

ともできる。例えば，方沢の「武昌阻風」
。
4.3
「武昌阻風」方沢
20
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さらに，『三体詩』第四冊所収の鄭谷「十日菊」に
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は次のような抄が記されている。

５．おわりに
今回，『三体詩幻雲抄』の内閣文庫本，及びその異

「十日菊」鄭谷
節去蜂愁蝶不知

暁庭還繞折残枝

本である成簣堂文庫本を閲覧・調査し，さらに清家文

自縁今日人心別

未必秋香一夜衰

庫本も用いて抄文の読解を進めてきた。実際に原本を

（節句が過ぎてしまったのを蜂は愁えているが，蝶は

確認して抄文の内容を検討したことで，五山禅僧の自

気が付かないで，明け方の庭に昨日折りしだかれた

然観の手がかりを見出すことができた。本調査で得ら

菊の枝をなおも飛び巡っている。
（菊の色香が昨日

れた内容を基に，研究成果としてまとめたい。

と違ってみえるのは）今日の人の心が変わってしま
ったからなのであって，花自身の秋の香りが一夜に
して衰えてしまったわけではあるまい。
）

謝辞
本稿作成にあたり，原本の掲載を許可していただいた国立公
文書館内閣文庫の皆さま，原本の調査にご協力をいただいた石
川武美記念図書館成簣堂文庫の皆さまには厚く御礼申し上げま

【抄文】
村［希世霊彦］ 云 蜂愁節去，蝶不知節去也，或云，
節過蜂愁蝶不知，言蜂愁耶，蝶知耶，不知耶，暗告

す。本研究においては，指導教員である中国文学研究室の佐野
誠子先生に様々なご助言を賜りました。また，教育研究推進室
の柴田淑枝さまには多くのご支援をいただきました。末筆なが
ら，心より御礼申し上げます。

無心者之辞也，
節去蜂愁節去，蝶不知，旧点也，蜂蝶無心而不知節
過也，蜂蝶者蜂豈愁哉之義也，
（中略）
養［月谷養雲］按 村義 十日ナレハ，昨日ノ重陽ノ，
蜂ハ其節ノ去ルヲ，知テ，愁ルケレ，蝶ハ，其レヲ
モ，不知シテ，繞庭ニテ，猶菊ヲ，尋テ，枝ヲ繞ル
也，只人ノ，今日トノ差別スルマテヽコソアレ，ナ
ニカ，秋香カ，一夜ノ間ニ，衰フルコトハ，在フ
ソ，蝶ヤナントノ，無心ニシテ，不差別コソ，面白
ケレ，人心不及蝶ニモヤ，
ここでは複数回「無心」という語句が登場している。
「無心」は単に「心が無い」と読むことができ，厳維
「丹陽送韋参軍」の抄文に出てくるのも同様の意味で
用いられている。しかし，傍線部の「無心」は「心が
無い」というよりも，
「
（仏語）凡夫の一切の妄念が取
り払われた心9）」の意味に近いように見える。そうで
あれば，五山禅僧の抄文には仏教思想が反映されてい
るものもある可能性があり，
「有情」「無情」について
も仏教との関わりを考慮する必要があるといえる。

注
１）内閣文庫本『三体詩幻雲抄』は，中田祝夫編・坪井美樹解
説で，1977年に勉誠社から影印本が出版されている。しかし
本書は白黒の縮小印刷のため，小字の書きこみや朱筆の区別
が分かりづらく，影印本のみでの読解は厳しいと判断した。
また坪井氏の「解説」では内閣文庫本の書誌にも触れており，
今回の調査において参照した部分もある。なお，報告者自身
は堀川貴司著『書誌学入門──古典籍を見る・知る・読む』
（勉誠出版，2010），京都大学人文科学研究所附属漢字情報研
究センター編『漢籍目録──カードのとりかた』
（朋友書店，
2009）を参考にして，書誌調査を行った。
２）『三体詩幻雲抄』の異本については，注1）の解説の他に，
村上哲見「『三体詩』の抄物」（大塚光信・尾崎雄二郎・朝倉
尚校注『中華若木詩抄・湯山聯句抄』付録，月報61，岩波書
店，1995）を参照した。
３）厳維「丹陽送韋参軍」等，
『三体詩』に所収されている詩
の現代語訳は，村上哲見著『三体詩 上』（朝日新聞出版社，
1978）を参考にした。なお，詩本文は全て常用字体に直して
いる。
４）抄文は，漢字はなるべく常用字体に直し，仮名も現代仮名
遣いを使用した。
「〆」などの合字は開き，返り点・送り仮
名は書式上省略した。
５）江西竜派（？〜1446）……僧の名。号は続翠・木蛇。
６）心田清播（1365〜1447）……僧の名。号は春耕・聴雨。
７）横川景三（1429〜1493）……僧の名。号は補庵・小補。
８）九淵竜賝……僧の名。1450 年ごろ生存。
９）『日本国語大辞典』（小学館，1988，第１版第４刷）第19巻，
63頁。
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