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満 田 町岡

は じめに

筆者は以前から先行研究1で はあまり行われていなかった広範囲の史書や

類書から章昭 『呉書』秩文を収拾 して分析する基礎的研究を行い,こ れらの

史書の構成 ・性格 ・執筆された時期 などについて考察を行ってきた2。 その

後 も折に触れて侠文を収集する中で,中國で編纂された仏教文献から章昭 『呉

書』侠文と考え得るものを採録 した(王 沈 『魏書』について同じ作業を行っ

たものが,拙稿 「中国仏教文献所引王沈 『魏書』侠文について一附論1所謂 『魏

志』倭人傳の史料批判に関する一考察」〔以下,「拙稿1」 と略す〕(『シルクロー

ド研究』第7号 創価大学 シルクロー ド研究センター2012年)で ある)。

それらの文章は他の現存している章昭 『呉書』侠文と同一箇所を含んでいな

い。本論文では,こ れらの供文について分析 しつつ,章 昭 『呉書』の性格に

ついて更なる考察をしてみたい。その際 完本とされるものが存在 している

うえに,(『階書』経籍志では 『三國志』,『奮唐書』経籍志 ・『新唐書』藝文

志では 『呉國志』 とあるが)書 名や内容が類似するであろう陳壽 『三國志』

呉書(以 下,『呉志』 と略す)の 文章の中国仏教文献における引用のあり方

についても分析 してお くこととする。

中国仏教文献所 引章昭 『呉書』 について

本論文では,基 本的に 『大正新脩大藏経』を底本として章昭 『呉書』の秩



(134)

文 と考え得るものを牧集 し,『大正新脩大藏経』での順番に並べている3。 ま

た,同 内容のものが複数存在する場合,一 定の分量のあるもので,最 も古い

著作の文章を底本としている。

ここで,ま ず中国仏教文献所引 『呉志』の文章を収拾 ・分析 しておきたい。

中国仏教文献所引 『呉志』の文章を集めてみると,以下の4条 が挙げられる4。

まず,『維摩経略疏垂裕記』巻五を見ると,

呉志日。察頴在東宮。性好博1i'。太子和以爲無盆。命章曜論之。故博奔

論云。今世之人多不務経術。好習博3i'。1事 棄業忘寝與食。

又日。假令世士移博奔之力用之於詩書是有顔閲之志也。用之於智計是有

良平之思也。用之於資貨是有猜頓之富也。用之於射御是有將師之備也。

如此則功名立而鄙賎遠　。

とあ り,こ の文章は 『呉志』巻六十五章曜傳本文とほぼ同じである5。

ただ,『佛組統紀』巻三十五所引 『呉志』には

閾澤封呉主。亦言繹道焚経角試費叔才自感而死。見之呉志。

とあ り,さ らに,『一切経音義』巻四十五にも

共賭 〔……呉志日賭競戯求利也。……〕

とあ り,同 巻九十四にも

賭馬 〔……呉志日賭競戯求利也。……〕

るが,こ のような文章は現行の 『呉志』には存在しない。

また,『卍新纂績藏経』の 『佛法金湯編』巻一には

閾澤

澤。字徳潤。會稽山陰人。好學居貧。爲人傭書自給。所篤既畢則能訥記。

由是博覧翠籍。虞翻見而稻之日。閾生矯傑仲斜。子雲流也。孫椹辟之。

補西曹橡。復拝太子太傅。爲尚書令。封都郷侯。(呉志)

とある。

特に 『佛組統紀』巻三十五や 『佛法金湯編』巻一所引 『呉志』については,

後に考察する 『廣弘明集』巻一所引 『呉書』侠文とも関係があることに注意
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が必要であるが,『佛租統紀』の著者である志磐が南宋の人,『佛法金湯編』

の著者の心泰が明の人であ り,章 昭 『呉書』がこれ以前に散供 していたと考

えられることも考慮すると,こ の 『呉志』は志磐や心泰が 『廣弘明集』など

の書から誤って孫引 きしたものと思われる。

ここまでのことを踏まえた上で,ま ず以下の2条 についてまとめて述べて

いきたい。

①唐 ・道宣 『廣弘明集』巻一蹄正篇 ・漢顯宗開佛化立本傳

……按呉書:明 費叔才憾死,故 傳爲實録　。6

② 『廣弘明集』巻一蹄正篇 ・漢顯宗開佛化立本傳(『 佛祀歴代通載』巻五)

呉主孫椹論佛化三宗7出 呉書8

孫権赤烏四年,有 康居國大丞相長子,棄 俗出家爲沙門,厭 名檜會,姓

康氏,紳 儀剛正遊化爲任。時三國鼎峙,各 檀威椹。佛法久被中原,未

達江表。會欲道被未聞,化 行南國。初達建鄭螢立茅茨,設 像行道。呉

人初見謂爲妖異,有 司奏聞。呉主日:「佛有何露験耶P」 會日:「佛晦

露　出千鎗載 遺骨舎利慮現無方。9」呉主日:「若得舎利當爲立塔。」10

経三七 日遂獲舎利11。 五色耀天,剖 之癒堅,焼 之不然,光 明出火12,

作大蓮華,照 曜宮殿13臣 主驚嵯希有瑞也。14信情大獲,因 爲造塔,度

人立寺,以 其所住爲佛陀里。又以敏法初興,故 名建初寺焉。15下救問

尚書令閾澤日:「漢明已來凡有幾年,佛 敏入漢既久。何縁始至江東?」

澤日=「 自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年,則 一百七十年　。初

永平十四年,五 嶽道士與摩騰角力之時,道 士不如16。南岳道士楮善信、

費叔才等,在 會 自憾而死,門 徒弟子蹄葬南岳,不 預出家無人流布17。

後遭漢政陵逞兵戎不息,経 今多載始得興行。」又日:「孔丘李老得與佛

比封不。」澤日18:「臣聞魯孔君者英才誕秀聖徳不華,世 號素王,制 述

経典,訓 漿周道,敏 化來葉,師 儒之風澤閏今古。亦有逸民如許成子、

原陽子、荘子、老子等百家子書,皆 修身自翫,放 暢山谷縦侠其心,學
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蹄澹泊事乖人倫。長幼之節亦非安俗化民之風19。 至漢景帝20以 黄子,

老子義膿尤深,改 子爲経始立道學。敷令朝野悉誠訥之,若 以孔老二敏

比方佛法,遠 則遠　。所以然者,孔 老二敏,法 天制用,不 敢違天。諸

佛設敏,天 法奉行不敢違佛。以此言之,實 非比封21。」22呉主大悦,以

澤爲23太 子太傅。云云

①については,『縞門警訓』巻十(大 正四八 ・一〇九四b),『 法苑珠林』

巻五十五(大 正五三 ・七〇〇c)に も同様の文章があり,ほ ぼ同内容である。

また,② については,(短 縮も含めて)同 内容のものが,『萬善同蹄集』(大

正四八 ・九八八a),『 佛祀歴代通載』(以 下,『 通載』 と略す)巻 五(大 正

四九・五一六a),『 繹迦方志』巻下(大 正五一・九七八a),『 集古今佛道論衡』

巻甲(大 正五二 ・三六四c),『 績集古今佛道論衡』〔以下,「 『績論衡』」と略

すこととする〕(大正五二・四〇二a),『 破邪論』巻上(大 正五二・四八〇c),

『護法論』(大 正五二 ・六四三c～ 六四四a),『 辮偏録』巻二(大 正五二 ・

七六三a～b),『 法苑珠林』巻五十五(大 正五三 ・七〇〇c),『 翻繹名義集』

一 ・五(大 正五四 ・一〇六七c～ 一〇六八a ,一 一四六c)に もある。比較

すると,『通載』巻五や 『績論衡』の文章とは異同が多いが,そ れ以外の文

章 とはほぼ同じ内容である。ただ,『通載』 には出典 を憶測で書 くなどの誤

りが多いことが指摘されていることに注意が必要である別。

これらの記事は 『三國志』本文には全 く出てこない話である。ただ,こ の

章昭 『呉書』の記事に,西 暦71年(永 平十四年)に 仏教僧 と道士の論争が

あり,道士は全 く比べ物にならなかったという閾澤の発言がある。この『呉書』

の直前に 『漢法本内傳』が引用されていて,こ こでも仏僧 と道士の論争(角 力)

について述べ られているが,角力について述べた後に 「もともと角力はなかっ

た」と疑う者があることを記 してお り25,そ の疑いを晴 らすために続けて引

用されたのが 『呉書』であるとされる。『呉書』 によると,費 叔才は角力の

現場に立ち会 って恨みをのんで自殺 したとされるが,『漢法本内傳』は南北

朝時代に出来た偽書であるとされることからしても,角 力があったという記
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載については信用できない。それ故,『呉書』 もまた信用できないとされ,「仏

道二教の暗闘のなかで,仏 教徒側が偽作 したのが 『漢法本内傳』や 『呉書』

にほかならない」26とする見方もある。

また,『績論衡』所引 『呉書』では閾澤 自身が 「建安年間に洛陽に遊學 した」

と述べているが,陳 壽 『三國志』及び斐松之注ではそのような記述はなく,

おそらく上記のような理由で仏教徒側が偽作 したために生 じた"誤 り"で あ

ろう。

ここまで述べてきたことを踏まえれば,こ の 『呉書』秩文が偽作 とされて

きたことには一定の論拠があることは疑いない。

しかし,角 力や後漢 ・明帝が仏法を求めた件などが実際にはなく,後 の仏

教徒側が創作 した ものだとしても,こ の 『呉書』の文章が偽作であると断定

するにはいささかの躊躇いがある。角力などの話が支謙の時代 には創作 され

てお り,章 昭がそれを 『呉書』に記載 した可能性 も否定はできないためであ

る27。したがって,本 論文では,こ の 『廣弘明集』巻一所引 『呉書』侠文 を,

「章昭 『呉書』の文章である可能性のあるもの」 として扱うこととする。

仮にこの文章が章昭 『呉書』の侠文 と考えるとして,車 昭がこのような記

載を残 した理由について考えても,歴 史書を見ている限りではわか らない。

可能性があるとすれば,呉 王朝 と仏教徒の関係であろう。博士となって皇太

子の輔導に当たった仏教徒 として支謙28の 名が残っている(『 出三藏記集』

巻十三支謙傳,『高信傳』巻一康僧會傳附 『歴代三實紀』巻五,『大唐内典録』

巻二)29。 『高信傳』巻一には

漢獄末齪避地子呉。孫椹聞其才慧,召 見悦之,拝 爲博士,使 輔導東宮。

與章曜諸人共書匡盆,但 生自外域 故呉志不載30。

とある。これによると,支 謙は章昭(章 曜)ら と共に 「匡益を尽 くした」 と

あり,少 なくとも接点があったことは間違いない31。

ただ,こ こに登場する 「東宮」が誰を指 しているかが問題 となる。『出三

藏記集』巻十三支謙傳第六を見ると,

献帝之末,漢 室大齪。與郷人藪。……後呉主孫椹聞其博學有才慧,自 昭
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見之因問経中深隠之義 雁機繹難無疑不析。椹大悦,拝 爲博士,使 輔導

東宮,甚 加寵秩。……後太子登位,遂 隠於弩阻山,不 交世務。

とあるが,『大正新脩大藏経』の校注によると,『思漢資福藏』(宋 本)・ 『普

寧藏』(元本)・ 『黄彙藏』(明 本)で は 「太子登位」が 「太子登卒」 となって

いるとされる。それ故であろうが,「 東宮」のことを皇太子であったが孫権

より先に亡 くなった孫登 とする説がある32。 しか し,『三國志』巻六十五章

曜傳を見ると,

章曜字弘嗣,呉 郡雲陽人也。少好學,能 囑文,從 丞相橡,除 西安令,還

爲尚書郎,遷 太子中庶子。時察穎亦在東宮,性 好博奔,太 子和以爲無盆,

命曜論之。……和慶後,爲 黄門侍郎。

とあり,支 謙 と同時に東宮を支えていたと思われる章昭(章 曜)が 孫和のと

きに太子中庶子であったことと孫和が廃 された後(す なわち孫亮が太子 と

なった後)は 黄門侍郎 となったことは確認できるが,孫 登のときに太子を補

佐 していたかどうかはわからない。『出三藏記集』巻十三の文章が 「太子登位」

とすると太子は孫亮でなければならないが,『三國志』巻六十五章曜傳によ

ると章昭は補佐していないことになる。このことを重視すると「東宮」・「太子」

は孫登 となるが,孫 登のときに章昭が太子中庶子になっていたかどうかわか

らない。現段階では 『出三藏記集』巻十三 ・『高檜傳』巻一の 「東宮」・「太子」

は孫登 と考えておくほうが妥当であ り,『出三藏記集』巻十三は 「太子登卒」

の方がよいのではないかと考える。

この 『高信傳』巻一や章昭 『呉書』での仏教に関する記録を信用すれば 『呉

書』における仏教に関する記述の典拠は(全 てかどうかはわか らないが)支

謙からの情報によるものであると推測 しても大過ないであろう。ちなみに,

章昭は 『洞紀』・『春秋外傳 國語』注 ・『漢書音義』・『孝経解賛』・『辮繹名』

などを著した学者であ り,儒 教に対する深い造詣があることはわかっている

が,彼 本人が仏教徒 であったという記録 はない。 しかし,『高檜傳』の記録

を見る限 り,そ れな りの知識はあった と見ていいだろう。章昭 『呉書』の編

纂命令は孫亮を皇帝 として仰いでいた諸葛恪政権期に下っている。
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加えて,『高曾傳』巻一の文章のもう一つのポイントは,陳 壽 『三國志』

における立傳される人物の選択基準について述べていることである。

『高信傳』巻一では,支 謙が記載されなかった理由として,「外域 より生ま

れたため」 と述べている(『歴代三寳紀』巻五 ・『大唐内典録』巻二では,「外

域」が 「西域」となっている)。支謙自身は月支から西域を経由 してやって

きて帰化した支法度の孫で,在 家仏教徒であ り,実 際に陳壽 『三國志』 に記

載 されていない。(「西域」であれば,そ の意味はある程度は自明であろうが)

この 「外域」が意味するところについては,『後漢書』巻八十八西域傳の

論日:… …班超奮封侯志,終 能立功西遽,鵜 服外域33。

や 『三國志』巻四十八孫皓傳斐松之注にも引用されている陸機 『辮亡論』上

篇に

乃傳一介行人,撫 巡外域。

とあるのを見ると,「著者たちの認識する"中 華"以 外の地」のように思われ

る。いずれにせよ,『高信傳』の著者・慧絞(梁)か ら見た限りではあろうが,

陳壽の編纂基準を記録した文章として,貴 重なものであろう斑。

ちなみに 『廣弘明集』のこの文章を章昭 『呉書』の中で位置付けるとすれば,

章昭 『呉書』に表 ・志がないと考えられることか ら,車 昭 『呉書』閾沢傳の

可能性がある。

③ 『廣弘明集』巻十一/辮 惑篇第二之七

干吉行禁殆以危呉。 出呉書35

子吉については,先 に引用 した 『三國志』巻四十六孫策(孫 討逆)傳 本文

に附された斐松之注に引用された 『江表傳』・『志林』・『捜脚記』に記載がある。

『三國志』巻四十六孫策(孫 討逆)傳 斐注所引 『江表傳』には,

時有道士瑛邪干吉,先 寓居東方,往 來呉會,立 精舎,嶢 香讃道書,制 作

符水以治病,呉 會人多事之。策嘗於郡城門棲上,集 會諸將賓客,吉 乃盛

服杖小函,漆 書之,名 爲仙人鐸,趨 度門下。諸將賓客三分之二下櫻迎拝之,
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掌賓者禁呵不能止。策即令牧之。諸事之者,悉 使婦女入見策母,請 救之。

母謂策日:「子先生亦助軍作編,署 護將士,不 可殺之。」策日:「此子妖妄,

能幻惑衆心,遠 使諸將不復相顧君臣之禮,蓋 委策下櫻拝之,不 可不除也。」

諸將復連名通白事陳乞之,策 日:「昔南陽張津爲交州刺史,舎 前聖典訓,

慶漢家法律,嘗 著緯帖頭,鼓 琴焼香,讃 邪俗道書,云 以助化,卒 爲南夷

所殺。此甚無盆,諸 君但未悟耳。今此子已在鬼鋒,勿 復費紙筆也。」即

催斬之,縣 首於市。諸事之者,尚 不謂其死而云P解 焉,復 祭祀求輻。

とあり,『三國志』巻四十六孫策(孫 討逆)傳 斐注所引 『志林』にも

初順帝時,瑛 邪宮崇詣閾上師干吉所得殉書於曲陽泉水上,白 素朱界,號

太平青領道,凡 百絵巻。順帝至建安中,五 六十歳,干 吉是時近已百年,

年在毫悼,禮 不加刑。又天子巡狩,問 百年者,就 而見之,敬 歯以親愛,

聖王之至敏也。吉罪不及死,而 暴加酷刑,是 乃謬諌,非 所以爲美也。喜

推考桓王之莞,建 安五年四月四 日。是時曹、蓑相攻,未 有勝負。案夏侯

元譲與石威則書,哀 紹破後也。

とある。加 えて,『三國志』巻四十六孫策(孫 討逆)傳 斐注所引 『捜7申記』

にも

策欲渡江襲許,與 吉倶行。時大旱,所 在縞属。策催諸將士使速引船,或

身自早出督切,見 將吏多在吉許,策 因此激怒,言:「 我爲不如干吉邪,

而先趨務之?」 便使牧吉。至,呵 問之日:「天旱不雨,道 塗銀灘,不 時

得過,故 自早出,而 卿不同憂戚,安 坐船中作鬼物態,敗 吾部伍,今 當相除。」

令人縛置地上暴之,使 請雨,若 能感天日中雨者,當 原赦,不 爾行諌。俄

而雲氣上蒸,膚 寸而合,比 至 日中,大 雨総至,漢 澗盈溢。將士喜悦,以

爲吉必見原,並 往慶慰。策遂殺之。將士哀惜,共 藏其P。 天夜,忽 更興

雲覆之;明 旦往覗,不 知所在。

とある。干吉は狼邪の道士で,呉 会一帯 を行 き来して精舎を建て,香 を焚き

道教経典を読み,符 水を用いて病気の治療を行い,従 う者が多かったとされ

る人物である。また 『志林』では順帝の時期に 『太平青領道』という百余巻

の書籍を授けられたとされている。さらに 『捜肺記』によると,旱 の際に干
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吉の もとに人々が集 まることに激怒 した孫策が干吉を捕 らえ,「雨を降 らせ

なければ,諒 殺する」 として縛って地面に転がしておいたところ,雨 が降っ

てきたが,孫 策は干吉を殺 してしまったという。

この 『廣弘明集』巻十一所引 『呉書』のような一文は 『三國志』本文や斐

注の文章にもない。陳壽 『三國志』孫策(孫 討逆)傳 本文を見ると,

建安五年,曹 公與衷紹相拒於官渡,策 陰欲襲許,迎 漢帝,密 治兵,部 署

諸將。未登,會 爲故呉郡太守許貢客所殺。先是,策 殺貢,貢 小子與客亡

匿江邊。策軍騎出,卒 與客遇,客 撃傷策。創甚,請 張昭等謂日:「 中國

方齪,夫 以呉、越之衆,三 江之固,足 以観成敗。公等善相吾弟1」 呼権

侃以印綬 謂日:「墨江東之衆,決 機於雨陳之問,與 天下孚衡 卿不如我;

墾賢任能,各 蓋其心,以 保江東,我 不知卿。」至夜卒,時 年二十六。

となっており,陳 壽 『三國志』孫策(孫 討逆)傳 本文には子吉などに関する

記載が全 くない。もともと陳壽 『三國志』において仏教 ・道教に関する記述

が少ないことはすでに指摘されている36が,そ れも踏まえると,章 昭 『呉書』

にあった干吉の記述を陳壽が全 く採録 しなかった可能性がある。

この文章の 「禁」とは何かがよくわからないが,『捜7申記』の内容のこと

かもしれない。また,「呉 を危うく」 した というのは,先 に引用 した斐注所

引諸書の内容からすると,孫 策の死去のことではないかと考えられる。

この文章は章昭 『呉書』長沙桓王(孫 策)紀 の可能性があるが,詳 細はわ

からない。なぜこのような孫策を財めかねないような内容の記事 を章昭が採

録 したのかについては,今 後の検討課題としたい。

ところで,日 本で編纂された仏教文献ではあるが,湛 慧 〔撰〕『成唯識論

述記集成編』巻一にも 『呉書』 として引用 された一文があるので,紹 介 し,

検討しておきたい。

※湛慧 〔撰〕『成唯識論述記集成編』巻一(大 正六七 ・二三b～c)
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呉書 日。孫堅少爲懸吏。與父載船至銭唐。海賊掠取買財。堅操刀上岸以手東

西指魔。賊望見以爲官兵捕之。委財散走。魔者基手日鷹。又指也。

『三國志』巻四十六孫破虜(孫 堅)傳 本文には

孫堅字文壼,呉 郡富春人,蓋 孫武之後也。少爲縣吏。年十七,與 父共載

船至銭唐,會 海賊胡玉等從鉋里上掠取買人財物,方 於岸上分之,行 旅皆住,

船不敢進。堅謂父日:「此賊可撃,請 討之。」父日=「非爾所圖也。」堅行

操刀上岸,以 手東西指磨,若 分部人兵以羅遮賊?。 賊望見,以 爲官兵捕之,

即委財物散走。

とあ り,比 較するとほぼ同じ内容である。加えて,同 内容の文章が中国仏教

文献や 『文選』及び六臣注,『 藝文類聚』,『世説新語』及び劉孝標注,『 太平

御覧』にないことや湛慧が江戸時代の人物であり,章 昭 『呉書』の原典 を見

ていたと考えにくいことか ら,おそらくは 『呉志』を参照 したものと思われる。

ただ し,『呉志』の主な典拠が章昭 『呉書』であることを考慮すると,同 内

容の文章が章昭 『呉書』にあった可能性は否定しきれないので,「章昭 『呉書』

侠文であるという蓋然性のあるもの」と考えておくこととする。

おわ りに

ここまで検討 してきたことから,中 国仏教文献における章昭 『呉書』侠文

である可能性のある文章として3条 挙げることができる。

しか し,『廣弘明集』巻一などに引用された康檜會や閾澤に関する 『呉書』

供文が,な かったと考えられる角力の存在を補強するために引用されており,

章昭 『呉書』に仮託 した捏造の文章である可能性が考えられること,同 内容

の文章が引用 されている 『通載』は出典 を憶測で書 くなどの誤 りが多いと指

摘されていること,拙稿一でも述べたように『廣弘明集』巻一に引用された 『後

漢書』郊祀志が 『績漢書』の志には存在 しないことなどを踏まえると,こ れ

らの3条 の文章がそもそも本当に章昭 『呉書』からの引用かどうかも速断は
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で きないことを指摘せ ざるを得ない。さらに,こ れも拙稿1で すでに指摘し

ていることだが,『廣弘明集』や 『績論衡』,『破邪論』,『辮正論』などは仏

道論争の間に仏教擁護の立場から編纂されたもので,こ れらは今日では偽書

とされる 『周書異記』や 『漢法本内傳』などを論拠 としていることにも注意

が必要である37。

このようなことを踏まえた上で,反 証がない限 り諸仏典に引用されたもの

が 『呉書』 という名の書籍であるとすれば,同 内容の文章が(『呉書』 と称

される可能性のある)『呉志』に存在しないことか ら,『呉書』 は章昭 『呉書』

侠文 と考えられる。『廣弘明集』巻一所引 『呉書』は閾澤傳の可能性が考え

られるが,一 部がそれ以外の傳など(康 檜會傳?繹 老志の類?)で あった可

能性 も否定できない。 また,同 書巻十一所引 『呉書』供文は章昭 『呉書』長

沙桓王(孫 策)紀 の可能性があるが,一 文しかないので速断できない。もし

これらの侠文が本当に章昭 『呉書』侠文であれば,『廣弘明集』巻一によれ

ば康信會や建初寺などに関する記事が,同 書巻十一によれば干吉に関する記

事が一一.昭『呉書』に存在 したことになり,『呉志』には少ない仏教 ・道教 に

関する記事の存在の証拠がさらに加わることになる。ただし,先 に述べたよ

うなことか ら,中 国仏教文献所引 『呉書』 は 「章昭 『呉書』侠文であるとい

う蓋然性のあるもの」としておくこととする。

もしこれ らの中国仏教文献所引 『呉書』が偽作であったとしても,そ れは

それで仏教徒が よく中国 ・三国時代の史書 について分析 をし,そ の特徴を護

法のために"活 用"し ようとして偽作 したのであるか ら,これらの秩文は我々

が章昭 『呉書』の性格 ・特徴を考える上で非常に参考になるのではないかと

考える。

また,日 本で編纂 された 『成唯識論述記集成編』所引 『呉書』も,章 昭 『呉

書』侠文である可能性を完全には否定 しきれないので,同 様に 「章昭 『呉書』

侠文であるという蓋然性のあるもの」 としてお くこととする。

今後 もさらに章昭 『呉書』侠文 を収集し,さ らなる考察を加えてい くこと

によって,今 回取 り上げた中国仏教文献所引 『呉書』秩文の分析 も含め,章
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昭 『呉書』の性格などに関する研究を深めていきたいと考えている。

1拙 稿 「章昭 『呉 書』 につ いて」 〔以下,「 拙稿2」 と略す〕(『創価 大学人文論 集』

第16号2004年)・ 「『太平 簑宇記』 所引章昭 『呉書 』 につ いて」 〔以 下,「拙稿3」

と略す〕(『創価大 学人文論集』 第23号2011年)で 挙 げた もの以外 の,章 昭に関

す る最近 の論 文 ・著作 と しては,高 橋康浩 〔著 〕『章昭研究』(汲 古書院2011年)

が挙 げられ る。

2拙 稿2・ 拙稿3。 また,拙 著 『三国志一 正史 と小 説の狭 間』 〔以下 「拙著1」 と略

す〕(白 帝社2006年)第 一章で も触 れている。

3『 大正新脩大藏経』や漢文史料か らの引用文,書 名 ・人名については,で きる限 り

正字 を用 いる努力 を している。 また,『 歴代法賓記』 には 『呉書』 のみが書名が現れ

ているこ とも付記 してお く。 ちなみ に,『新纂大 日本績藏経』 には侠文 と見 られる文

章は存在 しない。

4『 悉曇輪略圖抄』巻七(以 下の引用文で 〔〕 内の文章 は割注の箇所 である)に は

三國志 〔魏志三十巻。呉志二十巻。蜀志十五巻〕

として,書 名 のみ記 されてい る。

5『 呉志』巻六十五章曜傳 には

時察穎亦在東宮,性 好 博奔,太 子和以爲無盆,命 曜論之。其辞 日:… …今世之 人

多不務経術,好 翫博奔,慶 事棄業,忘 寝與食,… …假令世士 移博 奔之力而用之於

詩書,是 有顔、 閾之志 也;用 之於智計,是 有 良、平 之思也;用 之於 資貨,是 有猜

頓之富也;用 之於射御,是 有將帥之備也。如此則功 名立而鄙賎遠　。

とあ る。

6『 縞門警訓i』巻十 には

案呉書明費叔才 感死。故傳爲實録　。

とあ り,『法苑珠林』巻五十五 にも

案呉書明費叔 才有感死。故傳爲實録不虚　。

とあ る。

7『 大正新脩 大藏経』 における同内容の文章は以下の通 りである。

『萬善同蹄集』巻 下には

呉書云。呉 主孫権問 尚書令 閾澤 日。孔 丘老子 得與佛比封以不。 閾澤 日。 若將孔 老

二家。比校遠 方佛法。遠則遠　。所以 言者。孔老設敏。法天制用。不敢 違天。諸

佛設敏。 諸天奉行。不敢違佛。以此言 之。實 非比封明　。呉主大悦。用 閾澤爲 太

子太傅。

とあ り,『通載』巻五には

〔二十三辛酉〕康曾會至呉。按呉書。赤烏四年有康居 國大丞相子姓康名信會。棄俗



中国仏教文献所引章 昭 『呉書』4失文について(145)

蹄維。以遊化爲任。行 至建康 螢立茅茨 。設像行道。呉人初見謂爲妖異。有司奏聞。

主欲幽之。詔至 問状 。會進 日。如來大師化 已千 年。然嬢骨舎利聯鷹無方。昔 阿育

王奉之爲八萬 四千塔 。此其遺化也。権 以爲 誇己日。舎利可得當爲塔 之。 筍無験 則

國有常刑。會假 請七 日。謂其屡 日。大法慶 興在 此m。 當加意洗心 潔齋 懇求。至

期無験。乃展二 七又無慮。椹趣烹之。會黙 念。佛 名眞慈。夫量違我哉。更 請展 期

以死祈 之又七 日。衆 催無天色。 五鼓　 聞錘然有聲。起 視餅 中五 色錯獲。大 呼 日。

果吾願夷。黎 明進之。権與公卿聚観 歎日。希世之瑞也。會又言。舎利威紳 一切 世

間無能壊 者。権使力士槌 之。砧砕而光明 自若。於是建塔 度人立寺。以其所名佛陀里。

寺 日建初。奉會 居焉。 〔二十四〕 閾澤字徳潤 。會稽 山陰人也。家世爲 農。澤 好學。

居貧無 資。常爲 人傭 書 自給 。所 爲既畢 即能訥。 由是博 覧翠籍。 虞翻見而稻 之 日。

閾生矯傑。仲 箭子雲流也。仕呉官 太子太傅。信會入呉。呉主 因問澤 日。 漢明何 年

佛 敏入 中國。何 縁 不 及東 方。 澤 日。 永 平十 一 年佛 法初 至。 計今 赤 烏 四年。 則

一百七十年x 。永平十四年。五嶽道士楮 善信 等乞與西櫓角法。於是善信負妄而死。

其徒以 　蹄葬南嶽。凡 中國 人例不 許出家。無人流布。加之罹 齪歳 深方至本國。呉

主 日。孔子 制述典 訓敏化來業。老荘修 身 自玩。放蕩山林 蹄心澹 泊。何 事佛爲 。澤 日。

孔老二敏法天制用。不敢違天。佛 敏諸 天奉行。不敢違佛 。以此言之。優劣可見也 〔出

宗嫡明佛論〕。

とあ る。 『繹迦方志』 巻下通局篇第六 には

呉書 日。赤烏 四年。有康居 國沙門康 信會者。行化道也。初達呉 地。 螢立茅茨設像

行道。呉 人初 見謂爲妖異。有 司奏 聞呉主孫椹問 日。佛有何露験耶 。會日。佛晦霞

跡 出籐千載。 遺骨舎利慮 見無方。権 日。若得舎利 當爲起塔 。経 三七 日遂獲 舎利。

五色曜天剖之遽堅。焼之不然。光明 出火。作大蓮華照曜宮殿。呉 主嘆異信心乃獲。

爲造建初寺度人 出家。権 問尚書令都郷侯 閾澤 日。漢明已來凡有幾年。佛敏入漢既久。

何縁始至 江東。澤 日。從永平 十年。 至今 赤鳥四年合一百七十 年。然 以永平十四年

五岳道 士與摩膝角力 之時。 道士不如。南岳楮善信費叔 才等。在會 自感而死。 門徒

子 弟蹄葬南岳 。不預 出家 無人流布。後 遭漢政 陵逞兵文不 息。経今多載 始得 興行。

呉 主日。 孔丘老子得與佛比封 不。澤日。臣尋魯孔丘者。英才 誕秀 聖徳不翠。世號

素 王。 制作経典。訓奨周道 敏化來葉。師儒之風澤潤今 古。 亦有逸民。如許成子原

陽子荘子老子等。百家子書 。皆修身 自翫。放暢 山谷縦 大其心。學 蹄澹泊。事乖人

倫長幼之節。亦非安世化 民之風。至漢景帝以黄子老子義髄尤深。改子爲経 始立道學。

勅令朝 野悉謁諦焉。若將孔 老二家。遠方佛法遠 則遠　 。所以然者。孔老設敏。法

天制用不敢違天。諸佛 設教。天法奉行不敢違佛 。以此言之。實非比封明　。呉主

大悦。 以澤爲太子太傅。

とあ り,『集古今佛道論衡』 巻甲には

呉 書云。孫椹赤鳥 四年。有 沙門康信會者。是康居 國大丞相之長子。紳儀剛正遊化

爲任干時三國鼎峙各 檀威衡。佛法北通未達南 國。會欲 道被未聞開敏江表。初達建

業螢立茅茨設像行道。呉 人初見。謂之妖異。有司奏聞。呉主問 日。佛 有477也 。
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會 日。佛晦 露跡 出鹸千載 。遺形 舎利慮 現無 方。呉主 日。若得 舎利當 爲立塔 。経

三七 日遂 獲舎利五色曜天剖之遽堅焼 之不 然。光明 出火作大蓮華 照曜宮殿。臣主驚

嵯信情獲起。 因爲造塔度人立寺。以其所住爲佛 陀里 。敏法創興。故遂名建初寺焉。

尋下勅問 尚書令閾澤 日。漢 明已來。凡有幾年。佛 敏入漢既 久。何縁始至江東。澤 日。

自永 平十年佛法初來。至今赤 鳥四年。則 一百七十年　。初永平 十四年。五嶽道士

與摩 騰角力之時。道士不如。南嶽道 士楮 善信費叔才等。在會 自憾 而死。門徒弟子

蹄葬南嶽。不預 出家無人流布。後遭漢政凌逞兵戎 不息。経今多載始得興行。又 問日。

孔丘老子得與佛比封不。澤 日。臣聞魯孔君者英才誕秀聖徳不翠。世號素 王制述経典。

訓奨周道敏化來葉。師儒之風 澤潤 今古。亦有逸民如許成子 原陽子荘子老子等百家

子 書皆修身 自翫放暢。 山谷縦 汰其心。學 鋸淡泊事乖人倫 長幼 之節。亦非安俗化物

之風。至漢景 帝。以黄子 老子義膿 尤深。改子爲 経始立道學 。勅 令朝野 悉課説焉。

若將孔老二教遠 方佛 法。遠 則遠　。所以然者。孔老二 敏。法天制用不敢違天。諸

佛 設敏。 天法奉行不敢違佛。以此言之。實非比封。呉主大 院。以澤爲太子太傅 〔鯨

如晋宋煩 明佛論廣 之〕。

とある。『績論衡』 には

案呉書。呉主孫権 赤烏 四年辛酉 之歳。有沙 門康信會。是康居國人。大丞相之長子。

志弘大道 遊化諸 國。 初達呉地螢 立茅茨設 像行道。呉 人初見謂是 妖異。有司奏 聞。

呉主 日。漢 明帝夢柿 。號名爲佛。是其遺風乎。即召檜 會問之 日。佛有何脚験也檜

會封 日。佛晦露 跡出鯨千載。唯有舎利。至心 求者懸現無方。呉主 日。若得舎利 當

爲起塔。如其虚妄國有常刑 曾會封 日。舎利慈慰求即顯 降。若無感者當以死期。何

假王憲。乃請至 七 日至三七 日。遂獲舎利。 五色 曜於天。呉主即置舎利鐵碓 上。令

大力者 以鐵鎚 撃而試之。當 即碓鎚倶 陥於地。舎利無 損。呉主復 置舎利剛炭 火中。

舎利光 明從 火而出。作大蓮花照曜宮殿。呉 主敬 信曾會一遵其 法。即 造建 初寺。爲

舎利起七 賓塔 。其地名佛陀里。江東佛法 自是興焉。起黄初三年至呉 赤烏 四年。凡

二 十年。從永 平十年至呉赤烏 四年。合 一百七十年。康會是呉 地信 之始。 敏是呉地

法 之初。呉 主孫権問 尚書令都郷侯 閾澤日。漢明帝夢柿。遣 中郎察倍 等向西域尋訪

佛敏。至今可有幾 年。閾澤封日。從漢永平十年至赤鳥四年。合一百七十年。呉主 日。

佛 教入 漢已久。何縁今始傳至 江東 。封閾澤 日。漢明帝永平 十四年。南嶽 道士楮 善

信 正朝 之次。與諸 山観道士楮信 同上一表乞與西域法 師迦葉摩 騰竺 法蘭等比校。爾

時佛 敏初到洛陽。漢 明帝始 立白馬寺興聖寺。法師迦葉摩騰竺 法蘭翻課衆経。始從

漢讃。道士未達正法深 淺不 知。上表乞與i封験。 明帝許 之。至 正月十五 日。在 白馬

寺 門南嶽諸道士設壇。將所學 法名露實経置壇上。放火 焚之。當時以正法力故。道

士 書典悉從火化無有遺 者。復 作種 種伎術。施用無効。諸道 士等皆大漸恥。南嶽楮

善信費叔才等在會 中 自憾 而死。 自絵道士。明帝勅放還嶽。其 時不預蘭法師説法者

不得出家。爾 時無人流布。後遭漢政凌邊兵爽不息。是以佛法一百七十年中而不通。

今遇法師檜會 入來敏化 。江東始得興行。呉主 日。孔丘老子二家得與佛 道比封 以不。

閾澤封 日。 臣建安年 中。在 洛陽遊學。曾入法墨寺禮 拝。得 遇法師。恵鏡垂照講大
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乗経。臣聞法愛樂。當時遂r法 師在寺。得聴法音首尾向三年。臣審知佛是無上法王。

衆聖所 蹄。 教加一切哀含萬像。深 同巨海不簡細流。 明同 日月不 嫌星燭。會鰯即化

遇物斯乗。 天上人中 自然尊大。縦使 天有普覆之功。地有能載之力 。皆 是諸佛建立

使之然也。臣又尋魯孔丘者。英才誕秀聖徳不翠。世號素 王。制作経典。訓奨周世。

敏加來 葉。 師儒之風。澤潤今古。亦有 逸民如許成子廣成子 原陽子 列子老子荘子等

百家諸 子書 皆修身翫習。放暢 山谷縦大其心。i泊 。事乖 人倫 長幼之節。亦非

安世化 民之風 。是以古人將爲 滞陥。蓋此之謂。至漢景帝。考諸 百家。 以黄子老子

義髄尤深内外明達。改子爲経始 立道學。勅訓朝野令課 諦焉。若將孔老二家遠 方佛法。

遠則遠　。所 以然者。孔老設敏。法天制用不敢違天。諸佛設敏。天法奉行不敢違佛。

以此言 之。 實非比封 明　。呉 主日。仙 有霊賓之法。何如 閾澤封 日。露賓者。一無

氏族可 慧。二無成道庭所。 敏出山谷。無所知也。直是 山居濫説。非聖人所制。呉

主善答之 日。公學博精通覧無不悉。宜加 太子太傅令領侍 中尚書令如故。

とあ り,『破邪論』 巻上には

呉書 日。呉主孫権赤烏 四年 辛酉 之歳。有沙門康檜會。是康 居國大丞相之長子初達

呉地螢 立茅茨 設像行道。呉 人初見謂之妖異。有司奏聞。呉主問日。佛 有何神験也。

檜會 答 日。佛 晦璽　 出絵 千載。遺有 舎利磨現 無方。呉 主日。若得舎利 當爲起塔。

経 三七 日遂獲舎利五色曜 天。剖 之遽堅僥之不然。光 明出火作 大蓮華照曜宮殿。 呉

主嘆異信心乃獲。 因造建 初寺度人出家。呉主 問尚書 令都 卿侯閾澤 日。漢 明帝 已來

凡有 幾年。閾澤封 日。從永 平十年至今赤烏 四年。合 一百七十五年。呉主 日。佛 教

入 漢既久。何縁始至江東。 閾澤封 日。永平十 四年。五岳疸 士與摩騰掬力 之時。道

士不 如。南岳道士楮 善信 費叔才等。在會 自憾 而死 。門徒 子弟蹄葬南岳。不預 出家

無人流布。後遭漢政 陵遅 兵戎不息。経今多載 始得 興行。呉主又 日。孔丘老子得 與

佛比封 以不。 閾澤封 日。 臣尋魯孔丘者。英才誕秀聖徳不翠。世號素王。制作 経典。

訓奨周道敏化 來葉。 師儒 之風澤潤今古。亦有逸民 如許成子 呂成子原 陽子荘子 老子

等百家子書。皆修 身 自翫。放暢 山谷縦大其志 。學 蹄淡泊事乖人倫長幼 之節。 亦非

安世治民之風。至 漢景帝。以黄子老子義髄 尤深。改子爲経。始立道學。勅令朝 野

悉課諦焉。若將孔 老二家遠方佛法。遠則蓮 　。所 以然者。孔老設敏。法 天制用不

敢違天。諸佛 設敏。 天法奉行不敢違佛。以此 言之。實非比封 明　。臭 主大喜。用

澤爲 太子太傅 。

とある。『護 法論』 には

呉書云。呉主孫権 問尚書令閾澤 日。孔 丘老 子得與佛比封否。 閾澤 日。若 將孔 老二

家比校佛 法。遠之 遠　。所以 然者。孔老 設敏。法 天制用。不敢違 天。諸佛 説敏。

諸天奉 行不敢違佛 。以此言 之。實非 比封 明　。昊 主大悦。或 日。 佛経不 當誇示。

諦習 之人必獲功徳 。蓋不知 諸佛如來。 以 自得 自謹 誠實之語。推 己之験以 及人也。

貴虚言哉。

とあ り,『辮{爲録』巻二 には

尚書令 閾澤 野臭主云。若將孔老 二教 比方佛法。遠之遠　何 以明之。孔老設敏。法
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天制用不敢違 天。諸佛 設敏。天法奉行不敢違佛。 以此言之。實非比封。呉主善 之

加太子太傅 〔此 出奮呉書〕。

とある。 『法苑珠林』巻五十五 には

呉書云。孫権赤烏 四年有 康居國沙 門名信會姓康。 來到呉國。遂感舎利。五色光 曜

天地。鎚之癒 堅。焼 之不 然。光明出火作大蓮華照 曜宮殿。 臣主驚嵯歎希有瑞 。爲

立塔寺度人 出家。又 以敏法初興名爲建初寺。勅下 問尚書令 閾澤 日。漢 明巳來 凡有

幾年。佛敏入 漢既 久。何縁 始至江東。澤 日。 自漢 明永平十年佛法初來。至今 赤烏

四年。則一百七十 年　。初永平十四年。五岳道士 與摩騰角力之 時。道士不如 。南

岳道士楮 善信費叔 才等。在會 自憾而死。 門徒 弟子蹄 葬南岳不預 出家。無 人流布。

後遭漢政凌逞兵戎 不息。経今多 載始得興行。又 日。孔丘李老得與佛比封不。澤日。

臣聞魯孔君 者英才誕秀聖徳不翠。世號 素王。著述経典。訓奨周道。敏化 來葉。師

儒之風 。澤潤今古。亦 有逸民如 許成子原 陽子荘子老 子等。百家子 書皆修 身 自翫。

放暢 山谷縦 汰其心。學蹄澹泊。事乖人倫長幼 之節。亦非安俗化民 之風。 至漢景帝

以黄子 老子義髄 尤深。改子爲 経。始立道 學。勅令朝 野悉颯諦 之。 若以孔老 二敏。

比方佛法。遠 則遠　。所以然者。孔老 二敏 法天制用。不敢違天。 諸佛 設教。天法

奉行。不敢違佛。 以此言之。實非比封 〔今見 章礁似 俗祭肺安設酒肺棋琴 之事 〕呉

主大悦。以澤爲太子太傅 。

とあ り,『翻繹名義集』 一には

具如漢明法本内傳 。 〔……又呉書 閾澤封呉主云。楮 善信費叔 才 自感 而死。 ……〕

とあって,『 翻課 名義集』 五には

文 中子 日。 詩書盛而秦世滅。非仲尼 之罪也。玄虚長而晋室 饒L。非老荘之罪也。齋

戒修而梁國亡。非繹迦之罪也。此説 明　。〔呉書云。呉 主問三敏。尚書令 閾澤封 日。

孔老設敏。法天制用不敢違天。佛 之設敏。諸天奉行。〕

とある。

8『 辮鶴録』巻二で は,「奮呉書」 とされている。

9こ の後 に 『通載』 巻五では

昔阿育王奉之爲八萬四千塔。此其 遺化也。

の文章が入 る。

10『 績論衡』で は,こ の後,「 三七 日」 までの間に

如其虚妄國有常刑 信會封 日。舎利慈慰求即顯 降。若 無感者當以死期。何假王憲。

乃請至七 日至。

とある。

11『 法苑珠林』巻五十五で は,「肺儀 剛正遊化爲任」か らここまでの内容が

來到呉 國。遂感舎利。

といった形 で省略 され てい る。

12『 績論衡』 では,こ の後 に

呉主即置 舎利._,上 。 令大力者 以鐵鎚撃 而試之。當即 碓鎚倶 陥於 地。舎利無損 。
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呉主復 置舎利 剛炭火 中。舎利光明從火而出。

とあ り,『廣弘 明集』巻一 よ り詳 しく述べ られている。

13『 績論衡』で は,こ の後 に

呉 主敬信信會一遵其法。

の一文が入 っている。

14「 経三七 日遂獲舎利」か らここまでの部分 に該 当す る 『通載』巻五の文章 は

筍無験 則國有常刑。會假 請七 日。謂其属 日。大法慶興在此 一墨。當加意洗心潔齋

懇 求。至期無 験。乃展二 七又無 磨。 権趣烹 之。會獣念。佛 名眞慈。夫 量違我哉。

更 請展期以死 祈之又 七 日。衆催無 天色。五鼓 　聞錘然有 聲。 起視餅 中五色錯獲。

大 呼日。果吾願　。黎明進 之。擢 與公卿聚観歎 日。希 世之瑞也。會又言。舎利威

紳一切世 間無能壊者。権使力士槌 之。砧砕 而光 明自若。

であるが,佛 舎利 を得る までの21日 間の経緯 につ いて 『廣弘明集』巻 一 より 『通載』

巻五 の方が詳 し く述べ られている。

15『 通載』巻五では,こ の後 に 「奉會居焉」 とあ り,閾 澤傳 にあたる部分 を経 て 「呉

主 因問澤 日」 とある。 また,『 績論衡』 では 「又以教 法初興,故 名建初寺焉」の部分

が無 く,

江東佛法 自是興焉。起黄初三年至呉赤鳥四年。凡 二十年。從永平十年至呉赤烏 四年。

合一百七十年。康會是呉地信 之始。教是呉地法之初。

とあ る。

16『 績論衡』 では 「道士不如」 につ いて,

漢 明帝永平 十四年。南嶽道士楮善信正 朝之次。與諸 山観道士楮信 同上一表乞與西

域法師迦 葉摩 騰竺法蘭等比校。爾 時佛 敏初到洛陽。漢 明帝始 立白馬寺興聖寺。法

師迦葉 摩騰竺法 蘭翻課衆 経。始從漢讃 。道士未達 正法深淺不 知。上表乞與 封験。

明帝許之。至正月十五 日。在 白馬寺門南嶽 諸道士 設壇。將所學法名露實経置壇上。

放火焚之。當時以正法力故。道士書典悉從火化無有遺者。復作種種伎術。施用無効。

諸道士等皆大漸 恥。

とあ り,よ り詳細 に述べ られ ている。

17『 通載』巻五 では,こ の後 に

加 之罹 齪歳深方至本國。

とある。

18『 績論衡』 では,こ の後 にまず

臣建安年 中。在 洛陽遊學。曾入法學寺禮拝。得 遇法師。恵鏡垂照講大乗経 。臣聞

法愛樂。當時遂 懸法師在寺。得聰 法音首尾 向三年。臣審知佛是無上法王。衆聖所蹄。

敏加一切 哀含萬像。深 同巨海不 簡細流。 明同 日月不 嫌星燭。會鰯 即化遇物斯 乗。

天上人中 自然尊大。縦使天有普覆之功。地有能載之力。皆是諸佛建立使之然也。

とい う閾澤 の霞言があ る。

19『 績論衡』で は,こ の間 に
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是以古人將爲滞陥。蓋此之謂。

という文章が入 る。

20『 績論衡』 で は,こ の間に

考諸百家。

の4字 が入 る。

21『 廣弘明集』巻一注 に

今見章礁似俗酒肺碁琴行之。

とある。 また,で は,こ の後に 「明　」の2字 が加 わってい る。

22『 績論衡』で は,こ の間 に

呉主 日。仙 有霊賓 之法。何如 閾澤封 日。露寳 者。一無氏 族可r。 二無 成道虞所。

敏出山谷。無所知也。直是 山居濫説。非聖人所制。

の文章が入 る。

23『 績論衡』 で は,「呉主大悦 以澤爲」 が 「呉主 善答 之 日公學博 精通覧無 不悉宜加」

となっている。

24陳 垣 『中国仏教史籍概 論』 〔以下 「陳垣 前掲書」 と略す〕(科 学 出版社1955年,

中華書 局1962年 第一 版,1977年 第二版)巻 六。 また,『 通載』 や 『繹氏稽 古略』

の金代 の部分 に関す る記事の配置 間違 いや資料 の取捨選択 ミス,憶 測 で書 かれた出

典 につ いて は,今 井秀周 「金代 宗教史料小 考一 『佛祖歴代 通載』 と 『釈氏稽古略』

について一 」(『東海女子 短期大学紀要』101984年)に 指摘が ある。

25『 廣弘明集』 巻一蹄正篇 第一之一 「漢顯宗開佛 化立本傳」(『漢法本 内傳』)に は

傳有五巻,略 不備載 有人疑此傳近 出,本 無角力之事 。

とある。

26鎌 田茂雄 『中 国仏教 史』 第一巻(東 京大学 出版会1982年)200頁 。 また,マ ス

ベ ロは これ らの 『呉書』侠文 は,も ともとの 『呉書』が散侠 したのちの6世 紀後半

の仏教徒 に よって偽造 された ものであ るとし(MasperoinBEFEOX,1910,pp.109-

110),エ ーリク ・チュル ビャー も同様 の判断 をしてい る(E.Zurcher.TheBuddhist

conquestofChina.ThespreadandadaptationofBuddhisminearlymedievalChina.2

vols.Leiden,1959,pp.337〔 邦訳 はエ ーリク・チ ュル ヒャー 〔著 〕田中純男 ・成瀬良徳 ・

度会顕 ・田中文雄 〔訳 〕『仏教の中国伝来』(せ りか書房1995年)〕387頁,以 下,「チュ

ル ヒャー前掲書 」 と略す)。 しか し,筆 者 は章昭 『呉書』が6世 紀 後半にはまだ完全

に散侠 してい なかった と考 える ことや,内 容の みで後世 の仏教徒 による偽造 だ と簡

単には断定で きない と考 えることか ら,こ の推測 は簡単 には受 け入れがたい。

27ち なみ に,西 脇常記 「舎利 信仰 と僧伝 にお けるその叙述一 慧洪 『禅林僧宝伝』叙

述理解の ため に」(『禅文化研究所紀要』 一六1990年)で も,呉 における仏舎利信

仰 に関す る記述 として 『廣弘明集』以外 に 『梁 高檜傳』・『法苑珠林』 を取 り上 げて

い る。

28支 謙については,彼 の訳経に関する研究が非常 に多 く,枚挙 に暇が ない。 ここでは,
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支謙 という人物 を取 り上げ た先行研究 として稲 岡誓純 「支謙 と康僧 会」(『坪 井俊映

博 士頒 寿記念 仏教文化論孜』1984年)を 挙げてお く。

29梁 ・『高信傳』 に関す る研究 については,平 井俊栄 「高僧伝の注釈的研究」(『駒沢

大学仏 教学部研究 紀要』491991年),「 高僧伝 の注釈 的研 究(II)」(『 駒沢大 学仏

教学部論集』231992年),「 高僧伝の注釈的研 究(皿1)」(『駒沢大学仏 教学 部論集』

241993年),「 高僧伝の注釈的研 究(V)」(『 駒沢大学仏教学部研 究紀 要』531995

年),「 高僧伝 の注釈 的研 究(VI)」(『 駒 沢大学仏 教学部論集』261995年)な どが

挙げ られ る。特 に康信会傳 について は 「高僧伝 の注釈 的研究(皿)」 や慧絞 〔著〕吉

川忠夫 ・船 山徹 〔訳 〕『高僧伝』(一)(岩 波書店 岩波文庫2009年)に 訳があ る。

また,『 出三蔵記 集』 につい ては,内 藤竜 雄 「「出三蔵記集」 の 目録 学的研 究」(『印

度学仏教学研究』1&21970年),興 膳 宏 「文心彫龍 と出三蔵記集一そ の秘め られた

交渉 をめ ぐって一 」(福 永光司 〔編〕 『中國中世の宗教 と文化』京都 大学 人文科学研

究所1982年)な どが挙 げ られる。

30『 歴代三賓紀』 巻五には

爲漢末分齪避地躁呉。孫権 聞其 才 〔慧召與相見意甚〕悦之,拝 爲博士,使 輔導東宮。

與章曜諸人共壷匡弼,甚 有稗盆,但 謙生 自西域,故 呉志不載。

とあ り,『大唐内典録』 巻二に も

漢末分齪避地蹄昊。孫権 聞其才 〔慧召與相見意甚〕悦之,拝 爲博 士,使 輔 導東宮。

與章曜諸人共盤匡弼,甚 有稗盆,但 謙生 自西域 故呉志不載。

とあって,ほ ぼ同内容の文章 となっている。

31『 大正新脩大藏経』 を見 る限 り,牽 昭(章 曜)以 外の章昭 『臭 書』編纂 関係者 は登

場 しない。 ちなみ に,王 沈 『魏書』 編纂 関係者 も同様で ある。

32塚 本善隆 『中国仏教通史』第一巻(春 秋社1979年)一 四九頁,任継愈 〔主編〕 『定

本 中国仏教 史』 第一巻(中 国社会科学 出版社1981年)。 ちなみに,山 崎宏 『支那

中世仏教 の展 開』(法 蔵館1942年 初 版,1971年3版)51～52頁,鎌 田茂雄 『中

国仏教 史』第一巻で は東宮 ・太子が誰か比定 していない。

33こ の文章 は,正 史 における 「外域 」の最 も古 い用例で ある。

34こ こまで述べ た 『廣 弘明集』巻一所引 『呉書』侠文や陳壽 『三國志』 の編纂基準,

陳壽 『三國志 』 に仏 教 に関す る記述 が少 ないこ とにつ いて は,拙 著1・129～131

頁で も少 し触 れている。

35全 く同 じ一文が 『破邪論』巻下 にも存在 する(大 正五二 ・四八六b)。

36本 田濟 「陳壽の三國志について 」(『東 方學』231962年)。

37『 周 書異記』や 『漢法 本内傳』 は 『廣弘 明集』 では大正五二 ・一 〇〇cな ど,『績

論衡』 では大正五二 ・三九七b～cな ど,『破邪論』 では 『周書異記』 が大正 五二 ・

四七 八b,『 漢法本 内傳』 は大正 五二 ・四七 九bな ど,『辮正 論』 で は大正五 二 ・

五二」Cな どに引用 されてい る。 陳垣前掲書,吉 岡義豊 「道佛二敏の封辮書 として

の 「漢法 本内傳」の成立について」(『道敏 と佛敏』第一 日本学術振興会1959年,
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国書刊 行会1980年 第二版),大 淵忍爾 「敦煤本佛 道論衡 書考」(『岡 山大学 法文学

部学術 紀要』131960年),大 野 達之助 「仏教伝 来説 をめ ぐる周書異記 考」(『日本

歴 史』2201965年),礪 波護 「法琳 の事蹟 に見 る唐 初 の仏教 ・道教 と国家 」(吉 川

忠夫 〔編〕 『中国古道教史研 究』 同朋舎 出版1992年)な どを参照。


