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黄氏口義解題 
	

 はじめに	

	 『黄氏口義』は、黄山谷の詩集の抄物である。黄山谷（1045〜1105）は、中
国宋代の詩人であり、姓は黄、名は庭堅、字を魯直という。号を山谷（老人）

といったため、黄山谷、あるいは単に山谷と呼ばれることが多い。本稿での呼

称も黄山谷で統一する。	

	 初に、『黄氏口義』の書誌的なことがらについて記述する。	

 

 書誌	

冊数	 二十巻二十二冊（一冊は序。巻一のみ上（本）下分冊）	

	

法量	

序     17.5*23.5	
一本	 17.5*25.0	
一下	 18.8*25.0	
二	 18.8*23.5	
三	 20.0*26.0	
四	 19.0*23.0	
五	 18.5*23.0	
六	 18.4*23.2	
七	 18.5*23.0	
八	 18.3*23.1	
九	 17.5*25.5（【その他】の項を参照されたい）	
十	 17.0*25.5	
十一	 17.0*25.5	
十二	 17.0*24.5	
十三	 18.0*22.8	
十四	 18.0*23.0	
十五	 17.5*25.5	
十六	 17.0*25.5	
十七	 18.5*23.5	
十八	 18.4*22.9	
十九	 17.0*25.5	
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二十	 19.0*23.0	
	

料紙	 楮紙	

	

装丁	 四つ穴こより綴じ	 包背装（改装茶色表紙。巻五・六・十八は表紙が付

かない）	

	

その他	

各冊地に小口書きあり。墨筆にて「谷」および巻数。例えば巻一下は「谷一下」、

巻十は「谷	 十」の如し。ただし巻三など、装丁（丁付け）が著しく乱れ、判

読できなくなっているものがある。 
こよりが切れている冊がある。綴じ目部分に丁付けあり。	

巻三は表紙までこよりで綴じられている。ただし、表表紙のみ。裏表紙は普通

の包背装。 上の二穴のみ、綴じ直した跡の穴がある。	
巻九は、 初の方で大きさの異なる紙が用いられている。大きい方の紙がその

はみ出した大きさの分だけ変色しており、もとから違っていたらしい。	

巻十九は、一度綴じ直しを行っている。	

	

書名	 各巻に付された外題（題簽）・内題・尾題は次の一覧の通り（■の部分

は虫損などによって判読不能の個所）。	

	

巻序	 外題（題簽） なし 
 内題 なし 
 尾題	 なし	

巻一本	外題（題簽）黄氏口義一之本〈私〉 
 内題	 山谷詩私抄巻之一 
 尾題	 なし	

巻一末	外題（題簽） 黄詩纂言？一下（題簽）／黄氏口義一之末〈私〉 
 内題 なし 
 尾題	 山谷詩私抄巻之一	

巻二	 外題（題簽） 黄詩纂■■■（題簽）／山谷私抄第二 
 内題	 山谷詩私抄巻之二 
 尾題	 山谷私抄巻之二	

巻三	 外題（題簽） ■詩纂言■■■（題簽）／黄氏詩口義第三 
 内題	 山谷詩抄第三 
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 尾題	 山谷私抄第三	

巻四	 外題（題簽） 題簽剥落／黄氏口義第四 
 内題	 山谷巻第四抄 
 尾題	 山谷詩抄第四	

巻五	 外題（題簽） 黄氏口義第五（表紙なし） 
 内題	 山谷私抄巻之五 
 尾題	 山谷詩私抄巻之五	

巻六	 外題（題簽） 黄氏詩口義第六（表紙なし） 
 内題	 山谷詩私抄巻六 
 尾題	 黄氏口義巻之六	

巻七	 外題（題簽） 題簽なし／山谷抄七 
 内題	 山谷巻之七 
 尾題	 山谷詩抄第七	

巻八	 外題（題簽） 黄詩纂言／山谷抄 
 内題	 山谷詩抄第八 
 尾題	 山谷抄第八	

巻九	 外題（題簽） 題簽なし／黄詩私抄巻九 
 内題	 山谷詩抄第九 
 尾題	 山詩私抄第九	

巻十	 外題（題簽） 黄詩纂言	 十／黄詩私抄巻十 
 内題	 山谷詩私抄巻之十 
 尾題	 山谷詩第十私口義	

巻十一	外題（題簽） ■詩纂言■■■（題簽）／山谷私口義第十一 
 内題	 山谷詩私口義第十一 
 尾題	 山谷私抄巻之十一	

巻十二	外題（題簽） 題簽なし／山谷抄口義第十二 
 内題	 山谷詩私抄巻之十二 
 尾題	 山谷口義第十二	

巻十三	外題（題簽） 黄詩纂言■■■／黄氏口義第十三 
 内題	 山谷詩抄巻之十三 
 尾題	 黄氏口義巻十三	

巻十四	外題（題簽） ■■■十四（剥落題簽「黄詩纂」）／黄氏口義第十四 
 内題	 山谷詩私抄巻之十四 
 尾題	 山谷私抄巻第十四	

巻十五	外題（題簽） ■■纂言■■■／山谷私口義第十五 
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 内題	 山谷詩私抄巻之十五 
 尾題	 山谷私口義第十五	

巻十六	外題（題簽） ■■■言	 〈十六〉／山谷私口義第十六 
 内題	 山谷口義第十六 
 尾題	 山谷私口義巻之十六	

巻十七	外題（題簽） 題簽剥落／黄氏口義第十七 
 内題	 山谷詩口義巻之十七 
 尾題	 山谷詩口義第十七	

巻十八	外題（題簽） 黄氏口義第十八（表紙なし） 
 内題	 山谷詩私抄巻十八 
 尾題	 山谷巻第十八〈私抄〉	

巻十九	外題（題簽） ■詩纂言	 〈十九〉／山谷私口義第十九 
 内題	 山谷詩私抄巻之十九 
 尾題	 山谷私抄巻之十九	

巻廿	 外題（題簽） 黄氏口義第廿 
 内題	 山谷私抄巻第廿 
 尾題	 山谷私抄巻第廿	

	

	 ※巻ごとにかなり異なった題名が付されているが、それらの題名の中には、

本書の性格について窺わしめるものもあり、注意を要する。たとえば、「黄詩

纂言」という題であるが、この題名は全て題簽に書かれたものであり、従って、

抄の完成以後に付された題である。そしてそれを付した人物は、この資料を、

「黄」の「詩」について、「言」を「纂」めたものだ、と解釈していることに

なる。本抄は、後述するように、さまざまな抄物から抄文を寄せ集めたものと

考えられ、「黄詩纂言」という題名はその考えを裏付けるものと言えるのであ

る。また、内題にしばしば現れる「私抄」という表現にも、注意しておきたい。

完成し、保存に値する抄物に「私」という題名を付けるとは考えにくく、その

ことから本書が、書写者にとって、私的な覚え書きのような位置づけにあった

と考えられるのである。	

	 ※本書の呼称をどのようにすべきかについては、色々な考えがあろうが、「黄

氏口義」としておくのがよいのではないかと思う。大塚光信氏『続抄物資料集

成	 第十巻	 解説・索引』「山谷抄」や、近藤春雄氏『日本漢文学大事典』な

ど、これまではそのように呼ばれることが多かったという点から見ても、また

他の山谷の抄物との区別がつきやすいという点からも、 も穏当な呼称だと思

われるからである。	
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本文	 室町後期写本。一筆〔林宗二写〕。ゾ体。漢字カタカナ交じり文。一丁

十行前後、一行三十字前後（巻によってかなり異なる）。	

	

書入	 朱筆による句点・返点・朱引などの書き入れあり。まま墨筆による注釈

などの書き入れあり（本文と同筆のものとそうでないものとがある）。巻一（本・

末）・巻二には、付箋による書き入れあり（本文とは別筆）。	

	

蔵書印	 「両足院」（各冊第一丁オ、右上方。朱陰長方印）	

	

奥書	 一部の巻には、奥書が付されている。また、まれに巻首に書写年月日が

記される場合がある。一覧を次に示す。	

	

巻序 永禄三年〈辛／酉〉霜月晦日抄之	 宗二六十四歳	

巻一末 永禄九年〈丙／寅〉十月九日於一乗院殿長講堂抄之／多門山与

筒井方毎日合戦宗二六十九歳	

巻五 永禄十年〈丁／卯〉二月五日抄之宗二七十歳此時多門院城攻伐

之／ 中也未知落居者（？）乎	

巻六 永禄十年〈丁／卯〉四月朔日抄之	 宗二七十歳	

巻七 宗二致（？）之	

巻十 永禄九年〈丙／寅〉二月五日初更記之畢〈宗二六十／九歳〉	

巻十四（巻首） 永禄十〈丁／卯〉六月二十四日始之	
巻十四 永禄十年七月十六日於一乗院殿陣中抄之／宗二七十歳	

巻十五 永禄九年丙寅八月十四日抄之	

巻十六 永禄丙寅王八月十二日抄之宗二六十九歳此時／於多門城依右

衛門左殿所望六韜講之	

巻十七（巻首） 永禄十年〈丁／卯〉十月十六日於一乗院殿始之	
巻十七 永禄十年〈丁／卯〉八月五日於一乗院殿抄之多門城郡未落居之

間也／宗二七十歳	 （花押）	

巻十八（巻首） 天（ママ）禄丁卯年八月五日於一乗院殿主筆	
巻十八 永禄十年〈丁／卯〉八月廿五日乱中於一乗院殿抄之／宗二七十

歳	

巻十九 永禄九年〈丙／寅〉七月十五日申刻抄之	 宗二六十九歳	

巻二十 永禄十年〈丁／卯〉九月十日抄之畢於一乗院家訖劫乱中今夜／

私宅可有放火〈云々〉如何〈々々〉宗二満七十歳午刻	
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	 ※これらの年記を見る限り、本抄は、永禄三年ごろから永禄十年ごろにかけ

て、断続的に書写されたもののようである。ただし、永禄三年の年記を持つの

は序だけであるので、あるいは序だけは別の時期に書かれていたのかもしれな

い。	

	

落丁・乱丁について	

	 巻三に錯簡有り。二〇丁～二一丁の間が、一三丁分脱落して巻末（三三丁以

降）に綴じられている。従って、現在の三三丁～四五丁は、二一丁～三三丁と

改められるべく、現在の二一丁以降は、一三丁を加えた丁数で考えられるべき

である。	

	 巻二十に錯簡有り。一三丁の後は、一六丁→一五丁→一四丁→一七丁→一八

丁…という順序で読むべきものである。	

	

その他	

化粧裁ちの結果、墨付き上部が切れている部分がある。巻三の十丁前後など。	

	

諸本について	

	 黄山谷は、蘇軾と並んで、五山僧の間でもっとも愛された詩人として知られ

ており、その詩の抄物、いわゆる山谷抄も多数存在している。その諸本につい

ては、柳田征司氏（抄物目録稿（原典漢籍集類の部））・大塚光信氏（続抄物

資料集成「山谷抄」解説）に詳細な研究があり、既に多くのことが明らかにな

っている。大塚氏の紹介されている山谷抄諸本の大要を表にして一覧すると、

次のようになる。	

	

両足院蔵六冊本『山谷抄』（以下「続集成本」。続抄物資料集成に複製）	
正保板本『山谷詩集鈔』（以下「正保板本」。抄物小系の底本。大塚光信氏の
ご調査がある。続集成本とほぼ同一の抄文を持つもの）	

陽明文庫蔵『黄烏鉢抄』（以下「黄烏鉢抄」。大塚光信氏のご調査がある。そ
れに従えば、巻十 12丁裏五行目までは続集成本・正保板本に独自本文を付加し
たもので、それ以降は独自内容という）	

両足院蔵『黄氏口義』（本索引の底本。以下「黄氏口義」。	 大塚光信氏は「先
行各種の抄本を参考にし、林宗二の手によって編集・抄せられたもの」と述べ

ておられる）	



- 7/33 -	

両足院蔵『山谷幻雲抄』（以下「幻雲抄」。根ヶ山徹氏にご論がある。「幻雲」
は五山僧月舟寿桂の号であるが、この幻雲抄は、月舟講本に独自内容が増訂さ

れたものと考えられている（根ヶ山氏論文十一～十二頁））	

	

	 本索引の底本となるのは、このうち第四番目にあたる、黄氏口義である。	

	 なお、右に掲げた表で、二点ほど補足しておきたい。	

	 一点目は、大塚氏の挙げられた諸本に加え、もう一つ重要な伝本があるとい

うことである。次に掲げる。	

    山形県米沢市立米沢図書館蔵『山谷詩集注』室町末期（写）月舟寿桂抄。
彭叔守仙写。二十巻并序。十一冊。	

	 この本は、柳田征司氏が夙に紹介され、根ヶ山徹氏に『幻雲抄』と比較した

ご論がある。根ヶ山氏によると、『幻雲抄』の祖本である月舟講本を、比較的

忠実に書写したものという。逆に見れば『幻雲抄』は、この米沢本に近い月舟

講本を、さらに増補する形で作られているため、『幻雲抄』について考える際

には米沢本も参照しておくことが望ましい。さらに言うと、後述するように、

黄氏口義は幻雲抄にかなり近い関係にある抄であるため、黄氏口義について考

える場合にもやはり、米沢本との関係が重要になってくるのである。	

	 補足の二点目は、『幻雲抄』についてである。『幻雲抄』は、『黄氏口義』

と同様に宗二が筆写にかかわっており、以下たびたび言及するように、内容の

上でも『黄氏口義』ときわめて深い関係を持っている。そのため、その成立、

特に『黄氏口義』といずれが先に書かれたのか、という点について、一言して

おくべきなのではないかと思う。	

	 『幻雲抄』は、先行研究ではおおむね林宗二筆とされているが、実際に筆跡

を確認してゆくと、林宗二とは異なるものも認められる。恐らく林宗二を含め

て主に三人の書写にかかるのではないかと思われる。さらに、臨時にではある

が、林宗和の筆跡も認められるようである。宗和筆と思しい部分は、宗二筆部

分を引き継ぐ、あるいはそこに割り込むように書かれており、宗二との親しい

間柄を思わせる。そういう関係としてはやはり、宗二とともに多くの抄物を書

写している宗和が、もっとも可能性が高いのではなかろうか。	

	 『幻雲抄』の書写に宗和がかかわっていたとすると、『幻雲抄』は、宗和の

亡くなる永禄二年以前に書写されたことになる。これに対して『黄氏口義』は、

先に一覧した奥書などの年記から、永禄三年ごろ以降、特に永禄九年以降に書

かれたことが明らかである。つまり『黄氏口義』は、幻雲抄よりも後に写され

たことになるのである（幻雲抄の書写を中断して黄氏口義の書写を始めた、と

いう可能性もあるが、同じ原典を持つ抄物を並行して書写するということは考
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えにくいのではないかと思う）。従って、両抄の影響関係を考えるときには、

幻雲抄から黄氏口義へ、という方向で考えるべきなのではないかと思われる。	

	

原典について	

	 山谷の詩集は中国本国でも非常に多くのものが出版されているが、その伝本

系統は大きく二つに分けることができる。	

	 一つは『豫章先生文集』三十巻（『内集』とも呼ばれる。洪炎編）の系統で

あり、李彤編『外集』十四巻、黄〓（𤇾＋田、エイ）編『別集』二十巻などが

ここに属する。これらは詩だけでなく賦や賛などの文章を含むものであり、「全

集」系統と呼ばれることがある。	

	 もう一つは『山谷内集詩注』二十巻（任淵注）、『山谷外集詩注』十七巻（史

容注）、山谷別集詩注二巻（史季温注）の系統であり、いずれも詩のみで構成

されている。それぞれ注を持つため、「詩注」系統と呼ばれることがある。	

	 漢詩大系第十八巻『黄山谷』（倉田淳之助氏注、集英社、一九六七）には、

山谷詩の諸本が紹介されているが、そのうち次の諸本は前者「全集」系統に属

する。	

	 豫章先生文集三十巻外集十七巻〈宋刊本	 内閣文庫蔵〉	

	 豫章黄先生文集三十巻〈宋刊本	 四部叢刊所収〉	

	 豫章黄先生文集三十巻外集十四巻〈存第二至第十四第十七至第十九外集巻第

一至第六	 宋刊本	 天理図書館蔵〉	

	 豫章黄先生文集三十巻外集十四巻別集二十巻詞一巻簡尺二巻山谷先生年譜三

十巻〈附〉青社黄先生伐檀集二巻〈正集甥洪炎原輯	 外集李彤原輯	 別集年譜

孫〓（𤇾＋田、エイ）原輯	 伐檀集父庶撰	 明周季鳳輯	 明嘉靖六年序刊本	 内

閣文庫蔵〉	

	 重刻黄文節山谷先生文集三十巻外集十四巻別集二十巻年譜十巻〈明方沅等校	

万暦三十二年刊外集別集四十二年刊本	 内閣文庫蔵〉	

	 重刻黄文節山谷先生文集三十巻〈明方沅等校	 明王氏光啓堂刊本	 内閣文庫

蔵〉	

	 また、次の諸本は後者「詩注」系統に属する。	

	 山谷外集詩注十四巻〈宋史容撰	 元刊本	 宮内庁書陵部蔵	 影印本四部叢刊

続編所収〉	

	 山谷詩集注二十巻〈宋任淵注	 旧刊本	 米沢市立図書館蔵〉	

	 山谷黄先生大全詩注二十巻〈宋任淵注	 旧刊本	 静嘉堂文庫蔵〉	

	 山谷詩集注二十巻〈宋任淵注	 古活字本	 内閣文庫蔵〉	
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	 山谷詩内集注二十巻外集注十七巻別集注二巻外集補四巻別集補一巻〈内集注

宋任淵撰	 外集注宋史容撰	 別集注史季温撰	 乾隆五十四年南康謝氏刊本〉	

上海古籍出版社の『中国古籍善本書目』を見ると、さらに多くの版が重ねられ

ていたことが知られるが、ここでは倉田氏の挙げられたものを紹介するにとど

める。	

	 なお、近代以降の注釈書としては、中国のものとしては	

	 潘伯鷹選註『黄庭堅詩選』（一九五七、古典文学出版社）	

があり、また日本のものとしては	

	 声教社同人『黄山谷詩講義』（出版年不詳）	

がある。	

	

	 さて、本抄の原典（底本）となったのは、五山版にもなった、「詩注」系の

『山谷詩集注』ではないかと思われる。これについては、少し詳しく説明して

おくことにしたい。	

	 本抄巻一本（第二冊）01丁表を見ると、「漆桶道人帳中香云、古本小板題号
云山谷黄先生大全詩注巻一云々」と、『帳中香』が引用されている。その帳中

香を確認すると、（古活字版）巻一上 04丁表に「古本小板題号云山谷黄先生大
全詩註巻第一、増注大板題号云山谷詩集注巻第一	 某師承用小板故、就板作抄。

大板之事亦不可不引之也」とある。すなわち、古本は小さい版で題に『山谷黄

先生大全詩註巻第一』とあったのに対し、増注は大きい版であって、『山谷詩

集注巻第一』という題号を持っていた。師匠は小板の方を使っていたので、こ

の抄（帳中香）もそれに基づいて作る。ただし、大板のことも、適宜触れない

わけにはいかない、という由を述べているのである。古本（小板）『山谷黄先

生大全詩註』と増注（大板）『山谷詩集注』は、いずれも、日本に輸入され、

五山版が作られたことが知られている。川瀬一馬氏『五山版の研究』（日本古

書籍商協會、一九七〇）の挙げる、資料番号 221と 222（一）とがそれに該当する
（同書 pp.471-472）。それによると、『大全』は「匡郭内、縦六寸二分、横四
寸二分五厘」とあり、『山谷詩集注』の「匡郭内、縦七寸一分五厘、横五寸四

分五厘」よりも一回り小さいので、『大全』を「小板」、もう一方を「大板」

と呼んで矛盾は生じない。『帳中香』が言及しているのはこれらの本だと考え

て、恐らく間違いないであろう。	

	 本抄の場合、『帳中香』のように底本を明確に示した部分が見当たらないの

で、底本がどの本であるのか、はっきりとは分からない。しかし、次に挙げる

本抄における校異の挙げ方から、大板（増注）を底本としていることが読み取

れるのではないかと思われる。	
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a.	 注制宏ノ制、小板作模（巻十六 29丁表五行目）	
b.	 古本作露雨（巻三 14丁裏三行目）（「雨露」に対する校異）	
c.	 化民作文集并小板ニ兵ニナスゾ（巻三 12丁裏七行目）	
d.	 豫章文集并小板作「此士」可也。大板作「此事」誤矣（巻四 12丁表七行目）	
e.	 古本才ヲ作材。豫章文集ハ与大本同（巻四 50丁裏七行目）	
	

	 例えば a.～c.では、それぞれ小板・古本・文集と小板における異同を挙げる
形式になっている。これは逆に言えば、本抄の底本がそれらの本とは異なると

いうことを意味していよう。また d.の例では、豫章文集と小板の校異を挙げ、
それを「可」と評価した上で、大板の「此事」を誤りであると注している。さ

らに e.の例では、「古本」における文字を挙げ、豫章文集は大板と同じである、
と付け加えている。これらの挙げ方は、手元に大板（大本）があり、それに基

づいて校異を指摘するときに、採用される方法なのではないかと思われるので

ある。	

	 ではその大板は、実際にはどのような本だったのであろうか。先に挙げた帳

中香によれば、「増注大板題号云山谷詩集注」、すなわち「山谷詩集注」とい

う題号を持つという。ここで注目されるのが、五山版（二）である。五山版は、

確かに「山谷詩集注」という題号を持つ上、「宋本に拠って南北朝に覆刻した

と認められる。日本に於ける山谷詩集注は皆これから出、また楊守敬が中国に

伝えて、光緒中に陳三立が景刊し、それを更に影印したものなどがある」（倉

田淳之助氏、漢詩大系第十八巻「黄山谷」解説（集英社、一九六七））とされ

るものである。さらに、黄氏口義に次のような抄文があることも、本抄の底本

が五山版であることの傍証となるであろう。	

	

f.	 柏小板作拍（巻十七 10丁表九行目）	
	

	 これは、「次蘇子瞻和李太白潯陽紫極宮感秋詩韻追懐太白子瞻」詩の、「柏

（拍）浮酒池中、便了足一生也」という注文の部分である。「柏」という文字

をもとにして、小板の校異を挙げるという形を取っている。底本では「柏」に

作る部分が、小板では「拍」という文字になっている、ということを指摘して

いるのである。そこで実際に五山版を開いてみると、この部分は確かに「柏」

と い う 本 文 に 作 ら れ て い る （ 巻 十 七 05 丁 表 三 行 目 割 注 右 。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t079/image/09/t079l0428.html）。ところで、中
国古典文学基本叢書「黄庭堅詩集注」（中華書局、二〇〇三）の校勘記を参照
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してみると（第二冊六〇〇頁）、この部分には特段の校異がないことが分かる。

つまりこの「柏」という本文を持つのは、五山版の山谷詩集注に限られるので

ある。この注文は、もともと世説新語に現れる説話の引用なのであるが、その

説話は「畢茂世云、一手持蟹螯、一手持酒盃、拍浮酒池中、便足了一生」（任

誕第二十三）、「畢茂世の言うには、片手に蟹のはさみを持ち、片手に杯を持

ち、酒池の中で泳いでおれば、一生を満足して終われよう」という大意の部分

である。「拍浮」は泳ぐという意味の熟語であり、「拍」が「柏」であっては

意味が通じないはずであろう。『帳中香』でも、「大板拍作柏不可」と指摘さ

れている（巻十七上 20丁表）。つまり五山版の文字「柏」は、一種の誤刻であ
り、『黄氏口義』はその誤った本文を継承しているのである。そう考えると、

『黄氏口義』の底本となったのは、五山版、あるいはそれに極めて近い本（五

山版は宋版を覆刻したものであるが、その宋版は未見）であると考えてよいよ

うに思われる（三）。	

	 ちなみに、巻六 79丁表五行目には、次のような記述が存在する。	
	

	 香云日本増注并小板作奉同。唐本増注并小板目録（四）作奉呈（巻六 79丁表五
行目）	

	

	 古活字本の『帳中香』にはこの一文が存在せず、国会図書館蔵の写本の帳中

香で、当該の記述があることが確認できる。さて興味深いのは、「増注」に日

本のものと中国のものとがあったということである。この記述だけでは本抄の

底本がいずれであったのかは分からないが、恐らく五山版が覆刻されるときに、

いくらかの改訂が行われたのであろう。	

	

抄文の性質について	

全体の凡例	

	 抄文の性質について述べる前に、まず、抄文の記述の形式について、ここで

簡単に記しておきたい。	

	

	 ○山谷詩集原文の引用は、次のように、「――」によって示される。「――」

は行頭にあることもあるし、行中にあることもあるが、行中の場合、引用の前

に空白を置く。	

古詩二首――圧巻ニ此詩ヲノセタハ任淵ガ心ゾ。（巻一本 05丁裏九行目）	
…第一ニノスル也。	 次韻王稚川――カラ退聴藁ノ第一ノ詩ゾ。（巻一本
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06丁表一行目）	
	

	 ○題注の部分は、その他の部分に比べて二文字分ほど低く書かれて、区別さ

れている。このような区別の仕方は、『毛詩抄』『柳文抄』など、林宗二の書

写した他の抄物にも認められるものである。	

	

	 ○抄文は、底本と目される『山谷詩集注』の配列の通りに、全ての詩に対し

て記されてゆく。一つの詩ごとに、必ず漢文抄と和文抄との双方がつく。ただ

し、両抄の分量比、あるいは順番は一定でない。例えば、巻一本第一番目の詩

「古詩二首上蘇子瞻」の第一では「江梅――江梅ハ自然生。一名直脚梅。野梅

トモ云タ」（巻一本 07丁裏五行目）のように和文抄から始まり、それが 08丁
表二行目まで続いている。これに対し、同じ巻一の「題山谷石牛洞」詩では、

「司命――周礼疏云、上台曰司命。又云文昌宮第四亦曰司命」（巻一本 46丁裏
三～四行目）のように、漢文抄から始まっている。	

	

	 ○句読点は主に朱筆を以て示される。	

	

	 ○朱で線引きされている部分があるが、文字の中央に引かれている場合が人

名または元号、右側に引かれている場合が地名、左側に引かれている場合が書

名を、それぞれ表している。	

	

	 ○祖渓（徳濬）またはその号である拙の説を引用する場合、「∴」の記号が

付されることがある。なぜ祖渓の場合に限ってこのような記号が付されるのか

は明らかでない（『幻雲抄』巻一 05丁裏九行目に「朱点如伊字三点者祖渓之義
也。以下効之」とあり、この表記が意図的に行われているものであることは間

違いない）。	

	

	 ○墨または朱で、漢字に振り仮名・送り仮名・返り点・合点などが付される

場合がある。	

	

	 ○行間に書き入れがある場合があるが、本文と同筆（林宗二筆）の場合と、

別筆の場合とがある。たとえば、次の書き入れは、前者は同筆、後者は別筆と

判断される。	

是ガ今ノ二十巻ノ詩ゾ。（文ヲノケテ詩バカリゾ）。豫章文集モ此三人ガ

編ダ。（巻一本 03丁表十行目書き入れ）	



- 13/33 -	

山谷寺ハ三祖（道場ゾ其）ヲ開山トセズ。（巻一本 02丁表二行目書き入れ）	
	

	 ○濁点は付されることもあるが、付されないことの方が多い。濁点を付す場

合と付さない場合との基準は明らかでない。なお、濁点は文字の右肩に付され

ることが多いが、左肩に付されることもある。	

ナセニ此版ニ大全ノ字ヲケツルソナレハ、文ノラス、外集ノラス、故ニケ

ヅツタソ。	

桃李ハテバメイタ者ゾ（巻一本 09丁表八行目）	
蕭講先輩云湯餅入麺也。湯字ハタウジムキヲ云歟（巻二 25丁裏二行目）	

	

任淵について	

【原典について】の項目で記したように、本抄は「詩注」系の『山谷詩集注』

を底本とすると考えられる。そして、その『山谷詩集注』に注を施したのは、

任淵である。任淵は宋代の人で、字を子淵という。蜀の出身で、そこに「天社」

という山があったというので、「天社」と呼ばれることがある。任淵の注は、

本抄や、あるいはより古い山谷詩の日本における注釈である『帳中香』におい

ても非常に重視され、多く引用・検討されている。なお、本抄にその説が引用

される場合、「任淵」「任」「天社」あるいは単に「注」としてその引用が表

示されることが多い。	

	

引用される書籍について	

	 本抄には、全巻を通じ、多数の漢籍が引用されている（一部に仏典の引用も

ある）。史記・漢書・四書・五経はもちろんのこと、多数の詩集、詩話、類書

などが縦横に用いられており、この時代の学問の粋が集められているといって

も過言ではない。従って、抄物を編纂する層の、当時の学問・教養の研究に資

するところ大であり、その点が本抄の持つ多様な価値の一と言ってよいかと思

われる。いくつかの引用例を挙げておく。	

	

g.拾遺記云呉都献松江鱸魚、煬帝曰所謂金虀玉鱠。東南佳味也（巻十九 11丁表
二行目）	

h.遯斎閑覧蘇老泉嘗夢梅松二本、生子瞻子由。故子瞻小名梅佛子、子由小名松
佛子云（巻一本 06丁裏六行目）	
i.蒙斎先生詩林広記亦云、任天社云東坡蜀人故曰以遠所見嘗（巻一本 13丁表六
行目）	

j.風雅集ニ梅花枝上識乾坤（巻一本 08丁表四行目）	
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k.左伝文十八年伝顓頊ノ八人ノ子ノ中ノ、名ヲ取テ（黄庶ガ）三人ノ子ニ付タ
（巻一本 04丁裏五行目）	
	

l.「任天社云、此詩起四句、言江梅為桃李所忌。意謂東坡見嫉於当世、独為人
主所耳。東坡蜀人故曰「以遠所見嘗」又曰「終然不可口擲置官道傍」以言東坡

棄於外郡也」（詩林広記後集巻五）	

m.呉郡献松江鱸魚、煬帝曰所謂金虀玉鱠。東南佳味也。拾遺記（韻府群玉巻三）	
n.類説載諸書有遯斎閑覧、此中無梅佛子松佛子之事。天英曰宋事宝訓ト云者ニ
アリト云リ。（巻一本 06 丁裏九行目）（中略）（07 丁裏九行目）梅ト松トヲ
（蘇老泉ガ）夢ニ見テ、東坡子由ヲ生ト遯斎閑覧ニアルト云ガ、此本ハ未渡ノ

本デ見ヌゾ。	

o.「竹葉盃中消日月、梅花枝上識乾坤」（元風雅後集巻十一）	
	

	 これらの引用は、類書や詩話などを経由して孫引きされたものと、原典から

直接引用されたものとに分類することができるように思われる。例えば g.の『拾
遺記』は、管見の限り、中国にも日本にも該当する典籍を見つけることはでき

ない。しかし m.に挙げた『韻府群玉』に、その『拾遺記』からの引用として、
『黄氏口義』と合致する注文が記載されており、『黄氏口義』は恐らくこれか

ら孫引きしたものと思われる。この例の場合には、抄文からは孫引きであるこ

とが分からないのであるが、h.の『遯斎閑覧』のように、孫引きであることが
はっきり分かるものもある。n.として引用したように、『遯斎閑覧』が日本に
未だ渡っていない本であること、『宋事宝訓』のような、別の本に載っている

ことが説明されているのである。本書に引用される漢籍は、多くの場合、この

ように類書を経由して引用されているもののようである。従って、ある書名が

登場する場合にも、かならずしもそれが日本に将来され受容されていたとは限

らない。右に挙げた『遯斎閑覧』も、そのような書物の一であろう。	

	 これに対して原典からの直接の引用は、はっきりそうだと言えないことが多

い。i.の『詩林広記』は、l.に示したように、多少省略された部分はあるものの、
『詩林広記』そのものにほぼそのままの形で記載されているし、この内容を記

載した他の類書も見当たらないようなので、直接に引用したものと考えられる。

また j.に挙げた『風雅集』からの引用は、o.の『元風雅』後集にあるものであ
るが、やはり主要な類書には見つからないものであり、直接に引用したものと

思しい。元代の詩のような比較的新しい時代のものが注釈に利用されていたこ

とが知られるという点からも、興味深い例と言えよう。	

	 また、k.のように、引用と言うよりも、当該資料の内容が要約されて紹介さ
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れる場合もある。このような場合は、何を参照していたのか、あるいは何も参

照せずに、自家薬籠中にあったものを取り出して使っていたのか、はっきりと

したことは不明である。	

	 いかに類書を経由しているとは言っても、本書の挙げる漢籍の引用は膨大で

あるし、そもそもその類書・辞書・詩話の類だけでも、非常に多くのものが使

用されている。しばしば引用されるものをここに挙げれば、韻府群玉・翰墨全

書・鶴林玉露・魚隠叢話・玉海・玉篇・芸苑雌黄・藝文類聚・皇朝類苑・古今

韻会挙要・古今合璧事類備要・困学記聞・詩人玉屑・事文類聚・初学記・詩林

広記・事林広記・詩話総亀・青箱雑記・説苑・太平広記・陳後山詩話、などで

ある。	

	 これらの引用は、当時の学問の動向などの研究にとって、格好の資料となる

であろう。ただし、これらの漢籍の引用は、その殆どが、後に述べる『山谷幻

雲抄』にも認められるものであることは、注意しておかねばならない。例えば

先に挙げた i.（詩林広記）や g.（拾遺記）、あるいは h.（遯斎閑覧）の例であ
れば、次の通りである。	

	

p.蒙斎先生詩林広記亦云、任天社云東坡蜀人故曰以遠所見嘗（『幻雲抄』巻一
09丁表五行目）	
q.拾遺記云呉郡献松江鱸魚、煬帝曰所謂金虀玉鱠。東南佳味也（『幻雲抄』巻
十九 14丁表八行目）	
r.遯斎閑覧蘇老泉嘗夢梅松二木、生子瞻子由。故子瞻小名梅佛子、々由小名松
佛子云（『幻雲抄』巻一 04丁裏十一行目）	
	

	 これは、本抄と『幻雲抄』との深いつながりを示すものである。本抄は『幻

雲抄』を直接写したものではなく、『幻雲抄』と同種の資料・先行抄に基づく

ものと考えられるが、いずれにしても、本抄の漢籍の引用は、それら何らかの

他抄からの孫引きと考えてよいと思われる。ただし、わずかではあるが、『幻

雲抄』やその他の抄に見られない漢籍の出典も確認できる。先に挙げた例のう

ち、j.の『風雅集』（元風雅後集）は、管見の限り、本抄のみに引用されたも
のであり、このようなところから、本抄の編纂者が独自に参照した資料に迫る

ことができるのではないかと思われる。そのためには、本抄と『幻雲抄』など

他抄との、丹念な比較が必要になるであろう。	

	

j.	 風雅集ニ梅花枝上識乾坤（巻一本 08丁表四行目）	
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	 ただ、大塚光信氏が述べられるように、本抄が複数の先行の抄を参考にして

編纂されたものと考えられることは、ここでくれぐれも強調しておきたい。	

	

引用される禅僧等について	

	 本抄には、全巻を通じ、多数の禅僧の説が引用されている。殆ど全巻・全丁

において認められるものであるから、特に例を挙げるまでもないであろう。本

抄に名前の挙がる禅僧名を、一覧できるように挙げておく。	

	

	 閑欧…？	

	 岩栖…翺之恵鳳（東福寺岩栖庵）	

	 幻雲…月舟寿桂（一華などとも。）	

	 九淵…九淵竜賝	

	 刻…瑞渓周鳳（別号刻楮子。北禅などとも）	

	 香…『帳中香』（萬里集九抄）	

	 蕭…正宗龍統（室号蕭庵）	

	 蕉雨…桃源瑞仙（別号蕉雨）	

	 蘭…蘭坡景茝（雪蕉とも。）	

	 樵…惟肖得厳（別号樵雲。双桂とも）	

	 小補…横川景三（相国寺常徳院小補軒）	

	 蕣…桂林徳昌（室号蕣闇）	

	 春耕…心田清播（別号春耕）	

	 青松…？	

	 蟬闇…瑞岩龍惺（別号蟬庵）	

	 拙…祖渓徳濬（別号水拙）	

	 続翠…江西龍派（建仁寺霊泉院続翠軒。木・木蛇・江西とも）	

	 村庵…希世霊彦（室号村庵。聴松とも）	

	 中岩…中岩円月	

	 椿庭…椿庭海寿	

	 天英…天英周賢	

	 天章…相国寺の画僧天章周文（雪舟の師匠）のことか？	 あるいは瑞渓周鳳

の師匠で惟肖得厳とも交流のあった天章澄 のことか？	

	 東越…？	

	 東旭…東旭等輝	

	 東玉…（東旭の誤か。）	

	 不二…岐陽方秀（東福寺栗棘庵不二軒）	
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	 宝渚…雲章一慶（東福寺宝渚庵）	

	 黙雲…天隠龍澤（別号黙雲）	

	 竜山…竜山徳見	

	 ＊常忠…清原常忠、巻四 04裏六行目に記載あり。	
	

	 この一覧に挙げられた禅僧名は、『三体詩幻雲抄』に引用されている禅僧の

名前（坪井美樹氏による抄物大系の解説に基づく）と、相当部分が重なるもの

である。これは、本抄が三体詩幻雲抄と同様、幻雲（【諸本について】の項目

を参照）に深く関係するものであること、そして、やはり三体詩幻雲抄の三体

詩研究におけると同様、本抄が当時の山谷詩研究における集大成とも言えるも

のであることを示すものと考えられる。従って本抄は山谷詩の解釈にも大いに

利用することができるはずである。現に荒井健氏『中国詩人選集二集	 黄庭堅』

などは、現代の注釈書であるが、本抄を参考として活用とした由、同書「解説」

に明記しておられる。またこれらの禅僧の説は、当時の禅僧たちの師説伝授の

様相の研究にとっても、大いに役立つ資料となるであろう。	

	

	 禅僧の中には、同一人物でありながら、複数の名称で呼び分けられている場

合もある。例えば、瑞渓周鳳は「刻」と記されることが も多いのであるが、

「北禅」として現れることもある。また江西龍派は「木（木蛇）」と呼ばれる

ことが多いが、「続翠」という号が用いられることもある。さらに、次のよう

な場合があることも、注意しておきたい。	

	

貢毛ハ便韻ゾ。双桂、江西、瑞岩ハ此義ゾ。聴松義ニハ数貢ス
レ毛。（巻二

53丁裏三行目）	
蕭云貢毛便韻言年貢。双桂、続翠、蟬闇義如此。村庵義云貢毛者、貢毛頻

也。（巻二 54丁表四～五行目）	
	

	 内容的にはほぼ同様の抄文であるが、和文抄で「江西、瑞岩」「聴松」と呼

ばれている禅僧が、漢文抄では「続翠、蟬闇」「村庵」という名前で呼ばれて

いる。この二つの記述は一つの見開きの中に共存しているものであるが、それ

だけの短い範囲で、呼び方が異なっているのである。このうち後者の漢文抄は、

『幻雲抄』に同文を見つけることができる（『幻雲抄』巻二 42丁表八行目。た
だし「蝉庵義如此」の後に「也」字を持つ）。従って漢文抄は、『幻雲抄』と

もども基づいている元の資料が、「続翠、蟬闇」「村庵」と記していたものと

考えられる。そしてそう考えると前者の和文抄の方も、やはり基づいたもとの
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資料において、「江西、瑞岩」「聴松」のように記述していたのではないかと

思われる。繰り返しになるが、本抄は、大塚氏が述べられるように、複数の先

行の抄を参考にして編纂されたと考えられる。そして利用した複数の資料のそ

れぞれに既にその引用があり、それらの引用が同一人物をそれぞれ異なった号

で呼び示していたために、本抄でも複数の呼称が混在しているのではないかと

思われるのである。ここに挙げた二つの抄文が、内容的には殆ど同一であるに

もかかわらず二個所に記載されているのも、同じ考え方で説明できるはずであ

る。念のため、もう一例を挙げておきたい。	

	

瑞渓ノ義ニハ渠ハ純仁ゾ（巻二 60丁表六行目）	
下句刻云若論道治国則当用此人也。渠指忠宣也。（巻二 60丁裏一行目）	

	

	 ここでも、「刻」は「瑞渓（周鳳）」の別号刻楮子を指し、「忠宣」は范「純

仁」の謚であって、和文抄と漢文抄とは内容的にほぼ等しいと言える。そして、

この二つの抄文が、互いに別々の二つの系統のものであることは、疑われない

のではないかと思われる。もしも同じ系統であり、たとえば後者の漢文抄を書

き下したものが前者の和文抄であるならば、同一人物を二様に書き表す必然性

はないし、むしろ混乱を生むだけであろうからである。やはり、本抄が利用し

た複数の別系統の資料における記述が、そのままの形で混在していると考える

べきではなかろうか。	

	

構成について	

	 全体の凡例で述べたように、抄文は、底本と目される『山谷詩集注』の配列

の通りに、全ての詩に対して記されてゆく。一つの詩ごとに、必ず漢文抄と和

文抄との双方がつく。ただし、両抄の分量比、あるいは順番は一定でない。次

に挙げる例は、いずれも「古詩二首上蘇子瞻」の「其二」の詩句に対する抄文

である。 初の引用は「青松澗壑を出づ。十里に風声聞こゆ」という詩句に対

するもの、次のは「自性久要を得、人の為に頽齢を制す」という詩句に対する

抄である。	

	

青松―此詩四段ゾ。起句以下下二句一段。上有―二段。医和―三段。小大

―四段ゾ。出ニ二義アリ。松風ガ出澗ゾ。十里ノ外ヘキコユルゾ。コヽガ

鍛練シタ処ゾ。一義ニ松ガ澗辺ニ青々トシテ見タマデゾ。青ノ字ヲ以テ四

時不変ヲモツゾ。一義ニ出澗ハ坡出蜀也。続翠詩云、十里松声出蜀坡トシ

タ。三蘇ノ上京時一時ニ聞タ。是松在澗底、如聞於十里。一義ニ外郡ヲ乞テ
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アル是澗底ノ松ゾ。サレドモ名聞於四海ゾ。山上ノ苗ニ覆ルヽゾ。コレ无

能ナレドモ大官ニナル。比群小。任淵ガ心ハ、出蜀外郡ヲ乞（ニハアラデ
（五））、只時世ニ不逢ヲ云。松ハ澗底ナレドモ、松声不可掩ゾ。ヲボくト

云ガ（面白ゾ。（六））注ノ左大仲ガ心ガヨイゾ。鬱々ハ、茂㒵。離々ハ連

㒵。二千尺三千尺ノ松ハ澗底ニアリテ、短イ草ハ山上ニアリ。松ヨリ上ニア

ルゾ。言ハサシテモナイ物ハ官ニナリアガリテ、大才ナ者、坡ガヤウナ者

ハ夷中ニカヾウデイタゾ。一義ニ嘉祐元年ニ坡ガ蜀カラ出レバ澗底カラ松

ノ出ルヤウナゾ。風声ガ遠クキコユルハ、今蜀カラ坡コソ上レトテ其名大

ニキコヘタゾ。三蘇出テ眉山ノ草木枯ト云ゾ。大才ナ者デアルホドニゾ。
(ｱ)刻云、松無出澗之義。但詩人筆端鼓舞之勢而己。(ｲ)香云、松声出於澗壑

之底。(ｳ)蕭云、青松―一義言坡在蜀。一義言坡在外郡也。雖然以左大仲詩

会之則可也。澗底松雖大在下。山上苗雖小在上。蓋言坡在百僚底。而名聞

天下也。(ｴ)蘭講云、青松非松仏子。唯比東坡耳。然則、江梅有佳実之句。

未必用梅仏子故事。（巻一本 15丁表）	
	

自性―久要旧約也。論語「久要不忘平生之言亦以為成人」論語注安国曰久

要旧約也。平生猶少時。今ノ此詩ノ心ハ、論語ノ心ヲ不用。字バカリヲ用

ンゾ。コヽノ心ハ茯苓ノ薬性ガ天然久クヨウコラユル物ゾ。三十年土ニウ

ヅンダガチツトモ損セイデキツカトシテアル者ゾ。久シテ簡要ナト云心ゾ。

天性干要ナト云心ゾ。家ノ崩ルヽヲ修理スルヤウニ人ノ頽齢ヲワカウナス

ゾ。是コソ干要ナモノヨ。一義ニ久要ハ論語ノ心ガヨイゾ。茯苓ハ松ト天

性久約シタ物ゾト云心ゾ。而モ人ノタメニ薬ニナルゾ。此義モ無害。制頽

齢ニハ承カヌルゾ。坡ガ門（	 	 	 ）アタナ物ハナイゾ。天下国家ノタメ

ニ用ニ立ンズル人達ゾ。坡此詩■和韻■詩集巻ノ十八ニアリ。齢一字ヲ落

ゾ。齢ノ字ヲ不和イハレヲ注セヌゾ。又子由和韻ニモ一字落タ。誤テ落ス

カ未詳也。香云某謂東坡和篇除齢字一韻。以東坡文集等校之諸本皆無齢字。

坡集題注引山谷之此篇、除自性得久要為人制頽齢之一聯。蓋坡不押齢字故

除之歟（以下略）。（巻一本 17丁表三行目～裏六行目）	
	

	 傍線を付した部分が漢文抄の部分であるが、 初に挙げた部分では、抄文は

和文抄から始まり、次いで漢文抄に移る、という順序になっている。それに対

して次に挙げた部分では、まず漢文抄が記され、次いで和文抄、その後もう一

度漢文抄、という順序になっている。このように漢文抄と和文抄との順序は、

特にはっきりした決まりがないように見える。しかしより詳しくは、丁寧に調

査して研究する必要があるであろう。なお分量についても、漢文抄の方が多い
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場合、和文抄の方が多い場合、あるいはいずれかの抄文しか存在しない場合な

ど、まちまちである。	

	

漢文抄について	

	 漢文抄の部分は、管見の限り、その殆どが『幻雲抄』に対応する部分を持つ

ようである。例えば、前の【構成について】の項目で挙げた個所の場合、傍線

を施した漢文抄の部分は、次に挙げるように全て『幻雲抄』にほぼ同文を持つ

のである。	

	

私云躯幹挺出。左太仲詩鬱々云々。以彼径寸茎、蔭此百尺條。世胄躡高位、

英俊沈下僚。地勢使之然、由来非一朝。山上苗下注謂澗松喩英俊。青字有

不変之意也。刻云、松無出澗之義。但詩人筆端鼓舞之勢而己。東坡嘉祐元

年与老蘇及弟子由、始挙進士時去蜀所謂眉山草木尽枯云々。想一時声名之

喧巷。何止比十里松声也。或云挺出之材在外郡。不為明堂棟梁之用。惜哉。

雖然其名聞天下也。C 蕭云、青松―一義言坡在蜀。一義言坡在外郡也。雖

然以左大仲詩会之則可也。澗庭松雖大在下。山上苗雖小在上。蓋言坡在百

僚庭。而名聞天下也。B香云、松声出於澗壑之底ヨリ。D蘭講云、青松非松仏

子。唯比東坡耳。然則、江梅有佳実之句。未必用梅仏子故事。（『幻雲抄』

巻一 10丁表十一行目～裏一行目）	
	

自性―久要、旧約曰久要。語曰「久要不忘平生之言亦以為成人」毛韻平声

身之中也。勤也。約也。求也。論語注安国曰久要旧約也。平生猶少時也。

刻云此一聯終上句茯苓之義也。千歳松脂化作茯苓可謂之久要也。或云茯苓

性甚久而簡要也。非久約之義。借用論語義〈蕭義同也〉或云茯苓与松天性

相依約、有久要之義。而為人為薬也。論語之義可乎。蓋門下士得東坡之久

要也。木云言得久要於自性之上矣。下句言属於東坡者亦可。有補於人也。

（合点）自性香云某謂東坡和篇除齢字一韻。以東坡文集等校之諸本皆無齢

字。坡集題注引山谷之此篇、除自性得久要為人制頽齢之一聯。蓋坡不押齢

字故除之歟（以下略）。（『幻雲抄』巻一 11丁表八行目～裏四行目）	
	

	 ただし、『幻雲抄』の漢文抄の中には、『黄氏口義』に対応部分を持たない

部分も多い。傍線が付いていない部分は、『黄氏口義』には認められない部分

である。	

	 また、対応する部分とはいっても、完全に一字一句違わないわけではなく、

細かい部分で相違が認められる場合もある。例えば、網掛けを施した部分は、
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意味の上でこそ一致するものではあるが、字句としては異なっている。	

	

（黄氏口義）久要旧約也。論語	

（幻雲抄）久要、旧約曰久要。語曰	

	

	 さらに、『黄氏口義』と『幻雲抄』とでは、抄文の内容が一致していても、

その順序が異なっている場合がある。例えば、「青松」の部分の漢文抄の順序

は、『黄氏口義』では、	

	

刻云→香云→蕭云→蘭講云	

	

という順序になっている。これに対して『幻雲抄』では、	

	

刻云→（その他の漢文抄）→蕭云→香云→蘭講云	

	

のようになっており、「蕭云」と「香云」との順序が入れ替わっているのであ

る。もう一個所、同様の現象が見られる部分を確認しておきたい。	

	

烏啼則尾動。此二句謂旅店早発之時景。蕭云或云烏啼朝暮用之。驚沙句言

朝。烏尾言暮。此義不可也。烏啼多取于暁也。驚沙句言暮。烏尾句言朝也。

蕣云双桂義念公以下四句教訓也。驚沙烏尾謂盗賊。言有盗賊則日暮時可宿

途中。肖翁曰城上烏者処高独食。不与下共。謂人主多聚歛也。畢逋揺尾㒵。	

注云城上烏——公為吏子為徒云々。	 香云注尸祝——尸者大廟中神王也。
祝者則太常。大祝是也。執祭版対尸而祝之。故謂之尸祝也。注文選劉良注

躍挙也。莖旗竿也。言旌旗挙竿也。（『黄氏口義』巻二 05丁表十行目〜05
丁裏七行目）	

	

注云城上烏——公為吏子為徒云々。或云驚沙者河北也。即徳平鎮也。河北
之地多沙塵也。肖翁曰城上烏者処高独食。不与下共。謂人主多聚歛也。畢

逋揺尾㒵。香云注尸祝——尸者大廟中神王也。祝者則太常。大祝是也。執
祭版対尸而祝之。故謂之尸祝也。注文選劉良注躍挙也。莖旗竿也。言旌旗

挙竿也。	 （合点）烏啼則尾動。此二句謂旅店早発之時景。蕭云或云烏啼

朝暮用之。驚沙句言朝。烏尾言暮。此義不可也。烏啼多取于暁也。驚沙句

言暮。烏尾句言朝也。蕣云双桂義念公以下四句教訓也。驚沙烏尾謂盗賊。

言有盗賊則日暮時可宿途中。（『幻雲抄』巻二 03 丁裏八行目〜04 丁表二
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行目）	

	

	 こちらの部分では、『黄氏口義』の方が	

	

「鳥啼」（蕭云・蕣云）→肖翁曰→「注云」（禅僧名なし）→香云	

	

という順序であるのに対し、幻雲抄では	

	

「注云」（禅僧名なし）→（その他の漢文抄）→肖翁曰→香云→「鳥啼」（蕭

云・蕣云）	

	

という順序で記されている。	

	 しかし一致する抄文の順序が異なっているということについては、両者の一

方が他方を参照していると考えると、合理的な理由が見つからないように思わ

れる。重視している禅僧の順に記述を改められたということもあり得るであろ

うが、右の二つを比べて見ると、そのようなこともないようである（「青松」

では「香」→「蕭」という順序だが、それが逆になっている）。	

	 これらを併せて考えると、『黄氏口義』と『幻雲抄』とは、いわゆる親子関

係ではなく、むしろ兄弟の関係にあると考えたくなる。すなわち『黄氏口義』

は、『幻雲抄』が参照した資料に基づいて作られたのであろう。そのために、

両者に共通する抄文が見られ、しかもその抄文が細部で異なっていたり、順序

が異なっていたりするのだと思われるのである。	

	

	 このことは、もっと多くの部分を比較して、慎重に考えねばならないであろ

う。ここでは、たまたま気付いた点について、報告するにとどめねばならない。

ただし、それに関連して、もう一点付け加えておきたいことがある。黄氏口義

巻三 09丁表の四行目から五行目にかけて、次のような抄文がある。	
	

以青箬舗竹籠内而入茶也（黄氏口義巻三 09丁表四～五行目）	
	

	 これと全く同じ抄文が、京都大学附属図書館谷村文庫本五山版山谷詩集注（以

下谷村文庫本五山版）の欄外の書き入れに存在するのである。	

	

以青箬舗竹籠内而入茶也（京都大学附属図書館谷村文庫本五山版山谷詩集

注巻三 03丁裏欄外書き入れ）	
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	 この記述は漢文で書かれており、黄氏口義の漢文抄は殆ど全て幻雲抄にも存

在している。この部分も、幻雲抄に対応部分が存在するのであるが、それは正

確には次のように書かれている。	

	

竹籠之中舗青以箬而入茶也（幻雲抄巻三 09丁裏七行目）	
	

	 内容的にはほぼ同一のものであるが、語順など細部に少異が認められる。つ

まりこの部分は、黄氏口義と谷村文庫本五山版の書き入れとが一致し、幻雲抄

では少し異なるものの対応する抄文が認められるのである。	

	 これは、黄氏口義の漢文抄が、幻雲抄以外の出典を持っていることの証左と

なるであろう（五山版が黄氏口義の抄文を引用しているという可能性も否定で

きないが、かなり考えにくいのではないかと思う。五山版におけるここより外

の部分の書き入れには、黄氏口義と一致しないものが多いからである）。その

幻雲抄以外の出典が、谷村文庫本五山版の書き入れそのものなのか、それとも

さらにまた別の資料なのか、現時点では不明であるが、少なくとも『幻雲抄』

そのものを見ているのでないことだけは、確かであるように思われる。	

	 あるいは、黄氏口義は、『月舟首書』のような資料を参照しているのかもし

れない。『月舟首書』は、たとえば巻二 43丁裏一〇行目に「月舟首書ニアリ」
とあったり、巻四 47丁裏五行目（割注部分）に「此義月舟首書無之」とあった
りするものである。おそらく山谷詩集注の版本や版本から書写した写本の欄外

に、月舟が師匠の説や自説を書き入れていったものであろう。これは次のよう

に『実隆公記紙背文書』の中でも言及されている。畠山義総のような戦国大名

までがその存在を知り、借用を懇望しているところからすると、相当に有名で

評価の高い注釈であったのだろう。	

	

実隆公記紙背文書（享禄三年九月廿六日至廿九日、十月一日至五日裏）岩山道

堅書状	

（前略）将又能守（畠山義総）被申候、月舟和尚の所に候山谷かしら書の

本、如何様にも被仰候て、借下され候ば忝之由候、但宗月が子の僧彼方へ

下国仕候て、其本事申候て、約束之由候へども、前々此方へ申入候事候間、

其筋目まづ被仰遣候て可然候哉（以下略）	

	

	 記述が煩雑になったが、いずれにしてもここで強調しておきたいのは、本抄

『黄氏口義』が成るには、何らかの先行資料（群）が参照されたであろうとい
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うことである。大塚氏が述べられるように、本抄はそれらの先行抄が集成・編

纂されたものと考えられる。そして恐らく同じく林宗二が関わっているために、

その資料（群）は、『幻雲抄』の基づいたものにきわめて近いものであると思

われるのである。	

	

和文抄について	

	 和文抄についても、漢文抄と同様に、『幻雲抄』との対応部分を認めること

ができる。たとえば次の部分は、仮名が小書きになっているところまで、完全

に一致している。	

	

蕭云注所謂借用者借其字不用其意也。言ハ桃李ハ余所ニ見イタゾ。サレドモ

天子御恩深也。借恩光。借字妙也。ムズトハ御恩ハ御ミセナイゾ（『黄氏

口義』巻一本 10丁表七行目～八行目）	
蕭云注所謂借用者借其字不用其意也。言ハ桃李ハ余所ニ見イタゾ。サレドモ

天子御恩深也。借恩光。借字妙也。ムズトハ御恩ハ御ミセナイゾ（『幻雲

抄』巻一 07丁裏十一行目〜十三行目）	
	

	 また次に挙げる個所では、対応することは疑われないものの、完全に一致し

ているのではなく、細かい部分で異なっていることが分かる。	

	

蕭云得升――此両句ヲモ卅四歳トヨムハワルイゾ。前ノ句ハ卅四歳ノ事也。

此句ハ卅六歳。初遷太常博士ヲ云也。注田饒ガ語ヘカケテ東坡ハ蓋蜀人ト

云ハ任淵モシカトハ注セヌゾ。（『黄氏口義』巻一本 13丁表四行目～六行
目）	

蕭云得升――此両句ヲモ卅四歳トヨムハワルイ。前ノ句ハ卅四歳ノ事也。

此句ハ卅六歳。初遷太常博士ヲ云也。注田饒ガ語ヘカケテ東坡蓋蜀人ト云

ハ任淵モシカトハ注セヌ也。（『幻雲抄』巻一 09丁表九行目〜十一行目）	
	

「ワルイ」と「ワルイゾ」、「東坡ハ」と「東坡」、「注セヌゾ」と「注セヌ

也」など、いずれもわずかではあるが、相違が認められる。これもまた、漢文

抄の場合と同様、『黄氏口義』と『幻雲抄』とが、共通する参考資料を別々に

利用していることに基づく相違ではないかと思われる。	

	 さらに、次のような個所が認められることも、注意しておきたい。	

	

江西義ニ此詩ヲ嘉祐二年カラ熙豊間マデヲ一々ニ合テミル義アレドモ其ハ
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穿鑿也（『黄氏口義』巻一本 13丁裏八行目）	
自起句至結句一々考嘉祐以来年月者其義渉穿鑿也（『幻雲抄』巻一 10丁表
二行目）	

	

	 内容上はいずれも、「起句から結句に至るまでを、一々嘉祐から熙寧・元豊

までの（蘇軾の過ごした）年月に合わせてたとえているのだ、とする解釈があ

るが、それは穿ちすぎだ」というものである。『黄氏口義』の抄文は、『幻雲

抄』の漢文抄を和文で分かりやすく解説したもののような印象である。しかし、

『幻雲抄』には、これに対応する和文抄は見つけることができない。両者の関

係はどのようなものなのだろうか。これは、いろいろな可能性が考えられるが、

『幻雲抄』あるいはそれが基づいた抄（手控）を用いた講義があり、それを書

き留めたもの（聞書）が『黄氏口義』の和文抄である、という可能性が考えら

れるのではないかと思う。	

	 当時山谷詩を講ずる講義が多く開かれていたことは、『実隆公記』などに見

られる記録	

	

十四日〈壬戌〉晴、当番第一請取也。仍早参、午後退出、則又帰参、蘭坡

山谷講尺有之…（文明十二年八月十四日条）	

今日当番也、蘭坡和尚山谷詩〈十六巻終〉講尺、於黒戸有此事、聴聞有感

（延徳二年閏八月一一日条）	

今日山谷詩第十八〈終四休居士以下〉等持院於黒戸講尺（（延徳二年閏九

月一八日条））	

	

から窺えるところであるし、次に見るように『黄氏口義』の内部からも明らか

なことである。	

	

祖渓講ニウツクシイ処ハナケレドモ…（巻五 44丁裏二行目）	
幻曽侍補庵講、後侍簫庵講。二翁比伝村庵之義、然所講者大異。（巻七 08
丁表七行目）	

刻楮子謂予嘗聞双桂講…（巻七 09丁表六行目）	
或云永享二年続翠講云刊宋五十詩崖石則其石…（巻十二 31丁表四行目）	
蕣講一義平者瓶也（巻十九 26丁表十行目）	

	

	 もちろん、講義があったことは事実であったとしても、『幻雲抄』に見られ

るような漢文抄がそこで「手控」として使われていたかどうかは分からないし、



- 26/33 -	

聞書が作られたかどうかも定かではない（木田章義氏は『向日庵抄物逍遙』の

中で、当時紙が高価であったことにふれ、「講義の 中に、その高価な本に書

き込みができるであろうか。墨で書いてしまえば、消すことはできない。そう

なれば、我々が、「講義」という時に連想するような光景は、この当時では見

かけることはなかったのではないか（中略）講義をしたという記録はたくさん

残っているが、その講義の聞書は、通常は作られなかった可能性がある。聞書

を作る時には予め、その準備をしたのではないか。例えば、執筆を決めておく

とか、筆記役を同道するとか」（p.537）と述べておられる）。和文抄部分と漢
文抄部分との内容上の関係についても、より精密な研究が必要であろう。	

	

	 ところで、このような『幻雲抄』との関わりが認められる和文抄部分は、漢

文抄部分に比して、ごくわずかである。和文抄の場合は、さらに別の資料に基

づいている部分が多いようなのである。その別の資料というのは、明らかにな

っていない部分が殆どであるが、たとえば次の例では『続集成本』との間で対

応が認められる。	

	

范石湖ガ梅ノ譜ニ江梅ト云ガ一種アルゾ。直脚梅トモ云ゾ。ゾンゾト細ナ

花ガアリテツヱウ香ゾ。実ガカタイゾ。（『黄氏口義』巻一 07丁裏六行目
と七行目の行間）	

范石湖ガ梅譜ニ江梅ト云ガ一種ノ類アルゾ。直脚梅ト云。ゾンゾト細ウ花

ガアリテツエウ香シイゾ。実ガ堅ゾ。（『続集成本』巻一 12丁裏九行目〜）	
	

治平年中ニ一階ニ翰林学士ニナサウトセラレタヲ韓 ガヲサヘテカラ熙寧

ノ始卅二三ノ時分マデヲ云ゾ。廿九歳鳳翔ヨリ帰リテ卅歳デ老蘇ノ喪ニ蜀

ニ三年イタゾ。（『黄氏口義』巻一 12丁裏二行目）	
治平年中ニ一階ニ翰林学士ニナサウトセラレタ時分カラ熙寧始坡三十二三

之時分マデヲ云ゾ。廿九歳鳳翔ヨリ帰テ卅歳老蘇ガ喪ニ蜀ニ三年居タゾ。

（『続集成本』巻一 14丁表四行目～）	
	

	 いずれも完全な一致ではないものの、偶然とは考えがたい類似が認められる。

このことから考えると、本抄の和文抄部分は、『続集成本』またはそれに近い

関係の本を、参照資料の一つとしていると考えられるであろう。	

	

	 また本抄には次のように、『黄烏鉢抄』あるいは『正保板本』と対応する抄

文も存在する。『黄烏鉢抄』あるいは『正保板本』はいずれも、『続集成本』
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と同文が多いのであるが、ここに挙げたのはいずれも、それぞれの抄の独自抄

文である。本抄の和文抄部分は、漢文抄部分以上に、多くの資料群を集成して

編纂されたのではないかと思われる。	

	

或抄云、我語トハ此八首ノ詩ヲ云。皆道ヲ教ヘタレドモ其モミナ何トモナ

イコト也。其語ヲバシ取ナ。親道ヲ行テ不迷トナリ。(『黄氏口義』巻五

41丁裏)	
或抄云、我語トハコノ八首ノ詩ヲ云。ミナ道ヲ教ヘタレドモ其モミナ何ト

モナキコト也。其語ヲバシトルナ。親道ヲ行テ不レ迷ハト也。（『黄烏鉢

抄』第二冊 37丁表）	
	

此草ヲハ、卓玘(キカ)ト云仙人ノヤウナル者ガ、未死トキウヘテヲイテ、

根ヲ深シ蔕ヲ固シテ、薬ト為シテ人ノ命ヲ活スルナリ。憧々トシテ（行間

に「不絶㒵」と書き入れあり）世間ノ者ガ来住シテ、瓊芝ヲ何草ナンドヽ

問ハヾ、相構ヘテ重宝ノ薬チヤナトハ云ゾ。ヲカシゲナル、唐婆鏡ト云草

デアルト云テヲケ。比興ナル無名草ト云心也。惟肖云、唐婆鏡ヲバ、何ト

モ不云シテ、只キヤケテアルト云心也。憧々ハ人ノ往来スル風情ナリ。告

テハ軒ノ主人歟。（『黄氏口義』巻十七 12丁表）	
卓僊―此草ヲハ、卓玘ト云仙人ノヤウナル者ガ、未死トキウヘテヲイテ、

根ヲ深シ蔕ヲ固シテ、為薬人命ヲ活ナリ。憧々ハ不絶㒵憧々トシテ世間ノ

者ガ来住シテ、瓊芝ヲ何草ナンドヽ問ハヾ相構テ、重宝ノ薬チヤナトヽ云

ゾ。ヲカシゲナル、唐婆鏡ト云草デアルト云テヲケ。比興ナル無名草ト云

心也。惟肖云、唐婆鏡ヲバ、何トモイハズシテ、只キヤケテアルト云心也。

憧々ハ人ノ往来スル風情也／告テハ軒ノ主人也。（『正保板本』巻十七 13
丁表）	

	

	 ところで、右に挙げた諸抄と本抄との対応部分では、	 	 で示したような、

相違する部分が認められる。これは、多くの場合はわずかな違いであり、書写

の際の筆の勢いのようなものとも考えられる。しかし例えば『続集成本』との

対応個所「一階ニ翰林学士ニナサウトセラレタヲ韓 ガヲサヘテカラ」（『黄

氏口義』）と「一階ニ翰林学士ニナサウトセラレタ時分カラ」（『続集成本』）

のように、単純な筆の勢いとは思えないものもある。これも、より慎重に調査

する必要があるが、当時行われていた講義と関わっている可能性を指摘してお

きたい。先の『幻雲抄』の漢文抄と内容上一致する部分で考えたように、漢文

抄を「手控」とする講義があり、その講義を通じて多くの（異なった本文を持
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つ）「聞書」が作られたのではないか。いくら「聞書」とは言っても、講師の

話す言葉を一字一句違えずにそのまま書き写すわけではないし、清書の際には

何らかの修整が図られたであろうから、そこには書き手ごとに自ずと小異が生

じてくる。『続集成本』『正保板本』『黄烏鉢抄』『黄氏口義』などの和文抄

は、その複数の「聞書」の内容を伝えているのではないだろうか。	

	

	 以上述べて来たことをまとめれば、本抄は、漢文抄・和文抄を問わず、様々

な抄から抄文を寄せ集め、集成して編纂された抄物であると言うことができる。

しかしその中でも、林宗二自身がその以前に書写していた『幻雲抄』が、 も

深い関係にある抄であることは、改めて強調しておきたい。もちろん、『続集

成本』にも『黄烏鉢抄』にも、あるいは『正保板本』や『米沢図書館本』にも、

本解説の〈諸本〉に挙げた諸本であればどの抄であっても、本抄との間に何ら

かの影響関係を認めることはできる。しかしそれらは分量的にごくわずかであ

ることが多く、中には余程注意深く探さないと見いだせないようなものもある。

それに対して『幻雲抄』との関係は、ほぼ全巻にわたって認められるものであ

り、しかも一つ一つの共通部分が、長いときには数丁にわたって続くものなの

である。『幻雲抄』が本抄に占める地位は、他の諸本とは一線を画して考える

べきではないかと思われる。	

	

言語について	

	 本抄は二十二冊という大部の資料であり、含まれる和文抄も膨大である。抄

物は、狂言やキリシタン資料などとともに、中世後半の国語資料として大いに

注目されてきたが、本抄もまた、当時の国語について研究する上で非常に重要

な資料である。この項では、本抄がどのような面に応用できるか、触れておく

ことにしたい。	

	

	 本抄では、室町末期の講義で話された語法や言葉が随所に使われている。	

	

迎年ハ処ノ名ゾ。サルトキハ迎年ニ間祀ストヨムベシ、イヤマツリノ名ト

心得ガヨイゾ。（巻三 22丁表六行目）	
	

	 右に挙げたのは「次韻韓川奉祠西太一官四首	 其一」詩の、「万霊未対甘泉、

五福間祀迎年」の詞句に付けられた注であるが、「迎年」を地名であるとする

説を挙げ、その後ですぐ訂正して祭りの名前であると言い直している（「ある
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いは」とか「または」の意ではあるまい）。	

	 また巻十 07丁裏から 08丁表では、入り婿についてあれこれ議論しているの
であるが、	

	

秦ニハ人ガ貧テ女房モチ時分ニナレバ、シウトノ処ニ行ゾ。ヲサヘテムコ

入ヲスルゾ。其ハ人ノカホニフスベノアルト同コトゾ。其ヲシウトモ世界

カラモ笑ゾ。「婦舎」ハシウトノ舎ゾ。悪スレバ後ニハムコヲヽイ出スゾ

（中略）一義ニ秦贅ノ如クニスルハ比興ナゾ。結句妻トツヽキヤウテシウ

トヲヽイ出ゾ。（巻十 07丁裏十行目～08丁表八行目）	
	

のような表現がある。このような内容に「ツツキヤウ」のような言葉を用いる

のは、いかにもくだけた感じがする。当時の講義の様子を彷彿とさせる表現で

あると言えよう。	

	 なお、この「ツツキヤウテ」は「互いに示し合わせる」「そそのかす」とい

うことであろう。「つつく」がこのような意味に使われるのは、一般的にはも

う少し時代が下ってからとされている（日本国語大辞典では、『毛吹草』（一

六三八年）の例が挙がっている）ので、興味深い例と言える。	

	 本抄の膨大な和文抄を精査してゆけば、他にもこのような興味深い表現を見

出すことができるであろう。一、二例をここに挙げておきたい	

	

	 まずひとつは、「日本諺」とされているものである。	

	

村本、日本諺云、唐崎一ツ松吾身之上ト思知レタリト云意也（巻十九 32
丁表四行目）	

	

	 これは、「次韻陳栄緒同倚鍾楼晩望、別後明日見寄之作（陳栄緒と同に鍾楼

に倚って晩望し、別後明日寄せらるるの作に次韻す）」という題の詩の一節「枯

松半死心」に付けられた抄文である。注によると、この部分には「城南老樹精」

の故事が踏まえられているらしいが、本抄のこの部分の周辺では、その当否に

ついて議論されている。村本（村庵、すなわち希世霊彦の本）の説は、その故

事についての言及は特にないが、山谷と陳栄緒とが別れ、一人で楼にあって眺

望する心境を、唐崎の一つ松の境遇に重ねているのであろうと思われる。ただ、

そのような松の境遇が諺として当時人口に膾炙していたことは、管見にして本

抄の外では見つけることができなかった。	

	 次に、	
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ハウハイトウシ中ガ悪ケレバ朝廷不和ナゾ。ハウハイ思合テ人ノ体ニ股肱

アルガ如ナレバ万事ヨシ。若人股ハ股、肱ハ肱ト、別々ニシテ不備レバ、

不作一体也。サアレバ悪ゾ。一体ナレバムホンヲコシ心ナシ。（巻六 06
丁表四行目）	

	

という部分に注目してみる。ここで注目したいのは「ムホンヲコシ心」である。

「ムホン」という言葉自体は、ごくふつうに用いられるものであるが、ここで

はそれを（おそらくは臨時に）複合語として用いている。本抄にはこのように

臨時的な、多くの場合辞書に載らないような言葉が多く見いだされる。以上の

ように、当時の諺や言い回し、広く言えば言語文化についていきいきと知るこ

とができることも、本抄の優れた価値の一と言ってよいであろう。	

	

	 以上は、本抄を単独で読んでも明らかになる言語現象である。ところで、本

抄の抄文と、それに対応する他抄の抄文とを丁寧に比較すると、対応するとは

言っても、細かい相違がいくつも存在することが分かる。そのような細かい相

違は、本抄と『続集成本』や『正保板本』『黄烏鉢抄』との間にも認められる

ものではあるが、本抄と も広く深い影響関係を持つ『幻雲抄』において、

も顕著に認められる。そしてその『幻雲抄』と本抄の比較をしてみると、さら

に明らかになってくる言語的事実があるように思われる。一部は【和文抄につ

いて】の項目で言及したが、さらにいくつかの例を挙げて示しておく。	

	

a.1	 ゲニモ天子軒ニ臨テキツトシテイマセドモ聴講トキハ儒臣トヒザクミ合
テ争席也。（黄氏口義	 巻七 23丁裏）	

a.2	 ゲニモ天子軒ニ臨テキツトシテイマセドモ聴講トキハ儒臣トヒザツキア
ハセテ争席也。（幻雲抄	 巻七 31丁表）	

  	
b.1	 聴小胥	 コシモベニヲコシテミセヨ。（『黄氏口義』巻十六 12丁裏）	
b.2	 聴小胥	 コシボベニヲコシテミセヨ。（『幻雲抄』巻十六 15丁表）	
  	
c.1	 ヨソヘハ取ルマイゾ（『黄氏口義』巻十七 05丁表）	
c.2	 ヨソヘハトラマイゾ（『幻雲抄』巻十七 08丁表）	
	

d.1	 隠居シテモ陪堂ガナウテハヂャホドニゾ。（『黄氏口義』巻十六 01丁裏）	
d.2	 隠居ニナツタリトモ陪堂ガナウテハヂャホドニゾ。（『幻雲抄』巻十六 03
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丁裏）	

	

e.1	 何事ゾナレバ、吾母ニ起居安否ヲ問ゾ。其ニ次テハ子ドモニケナゲナカト
問ベシ（『黄氏口義』巻二 06丁表）	

e.2	 何事ゾナレバ、吾母ニ起居無否ヤト御尋アレ。サテハ子ドモニケナ＋＋カ
ト問ベシ（『幻雲抄』巻二 04丁表）	

	

	 簡単に説明すると、a は、「ヒザクミ合テ」「ヒザツキアハセテ」というよ
うに、用いられている語が、意味的には類似しつつも、わずかに異なるもので

ある。bは、「コシモベ」「コシボベ」という相違で、/m/⇄/b/という音韻交替。
c は、「取ルマイゾ」「トラマイゾ」の違いであるから、「マイ」という助動
詞の接続が終止形か未然形であるかという、文法上の問題である。d・e は、a
や cに近いが、表現上の違いとも、文法上の違いとも考えられる。	
	 すでに述べたように、このような微細な相違は、書写の際にわざわざ改竄し

ているとは考えにくい。一つの手控をもとにした講義から、別々の「聞書」が

作られたためのもののではないかと思われる。もしもこの考え方が正しいとす

れば、それらの表現を丁寧に比較することによって、当時の言葉の性質により

接近できるのではないかと思われる。たとえば、『黄氏口義』とある別の抄と

を比較したとき、一方方がより丁寧な表現を用い、もう一方がよりぞんざいな

表現を用いる、などという傾向があるとすれば、そこから、どのような表現が

口語性を強く持っており、どのような表現がより文章語的であったのか、とい

うような問題にも迫ることができると期待されるのである。	

	

まとめ	

	 本抄は、大塚光信氏がすでに指摘しておられるように、先行各種の抄本を参

考にして編纂されたものと考えられる。ただし、その編纂を行ったのが、書写

者である林宗二なのか、あるいは宗二は単に書写しただけであって、誰か別の

編纂者がいたのかは、不明である。また、その際に参考にされた「先行各種の

抄本」は、現在発見されている諸本ではないのではないかと思われる。むしろ

それらの「先行各種の抄本」を共通に参考資料として持ちつつ、それぞれ別個

に編纂されたというのが、本抄と他抄との関係であろう。	

	 本抄には、漢文抄・和文抄ともに、先行する抄の膨大な記述がまとめられて

いる。それは当時の山谷研究の集大成と呼べるものであり、現在にあっても、

きわめて有効な研究であると言うことができる。また、そこに多彩な漢籍・仏
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典類が引用されていることは、当時の学問・教養の研究にとって貴重な資料と

なるであろう。また、多くの禅僧の説が示されていることは、当時の彼らの師

説伝授の様相を知るのに、大いに利用できるであろう。	

	 また特に和文抄については、当時の日本語の資料として価値が高いものであ

る。本抄の言語は、当時の抄物の言語としては標準的なものであり、特異な現

象はあまり見られない。しかしいわゆる兄弟関係にある抄が複数あり、それら

と内容的に対応する抄文を多数有することが、本抄の価値を大いに高めている。

それら対応する抄文が、表現の上でどのように異なっているかを比較すること

によって、当時の日本語の性質について新たな理解が開けるのではないかと思

われるのである。	

	 以上、本抄が、文化的な面からも、語学的な面からも、高い利用価値を持つ

資料であることを述べた。力量の不足ゆえ、調査が行き届かなかったり、理解

が不十分であったりするところが多い。忸怩たる思いがあるが、今はただ大方

のご示教を仰ぐばかりである。	
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（一）ただし川瀬氏はこの本を二十五巻とするが、管見の限り全て二十巻本で
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岩 文庫・陽明文庫・早稲田大学・建仁寺両足院などに伝わっている（川瀬一

馬氏『五山版の研究』（日本古書籍商協會、一九七〇）pp.471-472による）。こ
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（三）	 現伝する本の中では、古活字本がこれと同様の本文を持つ。しかし川
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瀬一馬氏『古活字版の研究』によれば、山谷詩集注の古活字版は慶長～元和中

の改版とする（p.836）ので、黄氏口義の底本とするのは、年代的に妥当でない。
また、そもそもこの古活字版は、五山版山谷詩集注の覆刻であるという（p.394）	
（四）	 「小板」は大全のことを指すと思われるが、静嘉堂に保存されている

五山版の大全は、目録を持たない。静嘉堂本は刊本と思われているが、『五山

版の研究』では大全が十一冊本とされるのに静嘉堂本は十冊本であり、あるい

は首巻を欠くのかもしれない。なお別の本（成簀堂文庫本など）で確認する必

要があるが、未見。	

（五）	 「ニハアラデ」五文字虫損。意によって補う。	

（六）	 「面白ゾ。」三文字虫損。意によって補う。	


