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おわりに

は じめに

陳寿 『三国志』の典拠の一つと考えられる章昭 『呉書』に関しては,拙稿 「章

昭 『呉書』について」〔以下,「 拙稿1」 と略す〕(r創価大学人文論集』第16集

2004年)を 含めていくつかの先行研究がある1)が,広 範囲の史書や類書か

ら章昭 『呉書』侠文を収拾 して分析する基礎的研究は拙稿1以 外に存在しな

かった。

筆者はこれまで章昭 『呉書』侠文を集める作業を続けてきたが,本 論文で

は新たに収拾 した 『太平簑宇記』2)に 引用された章昭 『呉書』 と思われる侠

文について検討 し,こ れらから読み取れる章昭 『呉書』の特徴や性格 につい

て考察 してみたい3)。 その際 完本 とされるものが存在 しているうえに書名

や内容が類似するであろう 『三国志』呉書(以 下P呉 志』と略す)の 文章が 『太

平簑宇記』においてどのように引用されているかを収拾 ・分析 し(そ の際,車

昭 『呉書』と前後する時代の呉に関する史書と見られる書籍で完本が残っていない張
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勃r呉 録』4)に つ いて も若 干言及す る),章 昭 『呉 書 』 侠 文 の 分 析 に も活 用 す る

こ と とす る。

1:『 太平裏宇記』所 引 「呉志』(『三 国志』呉書)に つい て

一附論:『 太 平蓑宇記』所 引張勃 『呉録』

『太平簑宇記』に引用された 『呉志』の文章についてまとめたものが,〔表1〕

である5)。 この表をもとに,『太平簑宇記』に引用 された 『呉志』の文章に

ついて分析をしてみたい。

〔表1〕 「『太平簑宇記』所引 『三国志』呉書について」を見ると,ま ず 『呉

志』(以下,『三国志』呉書を基本的に 『呉志』と表記することとする)6)原 文その

ままで引用されている文章がないということを指摘できる。その上で,『呉志』

もしくは 『三国志』 として引用された 『呉志』 と思われる44条 の文章のう

ち28条7)に おいて,内 容は 『呉志』 とほぼ同 じである(場 合によっては原文

とほとんど同じものもある)が 文字の異同や文章の省略があり,場 合によって

は本来存在しない語句の挿入や書き換えがなされていることがわかる。さら

に,『呉志』原文とは文章が全 く異なっているが内容としては類似 している

ものが8条8)あ る。

さらに,『呉志』本文には全 く存在 しない文章が4条 ある。

〔表1〕1:『 太平簑宇記』巻八十九江南東道潤州所引 『呉志』

又 『呉志』日:「京督所統9),蕃 衛尤要,是 以爲重鎭」。

〔表1〕7:『 太平簑宇記』巻九十二江南東道常州無錫縣所引 『呉志』

顧容墓。呉志云:「荊州刺史顧容墓,在 縣東南十八里。」今呼爲顧墓。

〔表1〕21:『 太平簑宇記』巻一百八江南西道1州 所引 『呉志』
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又 『呉志』云 「孫皓立盧陵南部⊥ 此地矯焉。

〔表1〕27:『 太平簑宇記』巻一百一十二江南西道郡州武昌縣所引 『呉志』

又 『呉志』云:「 甘露初析江夏置武昌郡,大 帝嘗都之。lo)」

『太平簑宇記』所引 『呉志』の中で,現 行 『呉志』本文と類似 しているが,

語句の書 き換 え ・挿入が多 く,比 較すると疑問も残るものとして,以 下の2

条がある。

〔表1〕11:『 太平簑宇記』巻九十四江南東道湖州安吉縣所引 『呉志』

邸閣山,高 二百七十六尺,在 縣東北二十五里。『呉志』云:「呉帝遣從弟

孫慶修故郵邸閣糧穀。」

『呉志』巻六十周紡伝には

東主中螢 自掩石陽,別 遣從弟孫奥治安陸城,脩 立邸閣,賛 貨運糧,以 爲

軍儲,… …。

とあり,比 較すると類似 している箇所 もあるが,異 なっている部分も多いこ

とから,現 行 『呉志』から漏れた文章か,『 三国志』 とは異なった何 らかの

書籍の文章である可能性 もある。

〔表1〕14:『 太平簑宇記』巻九十五江南東道秀州華亭縣所引 『呉志』

二陸宅。…… 『呉志』云:「漢盧江太守陸康與衰術有隙 使姪遜與其子

績数歳率宗族避難干是谷。谷東二十里有毘山,父 祖墓焉。」……

『呉志』巻五十八陸遜伝 には

遜少孤 随從祖盧江太守康在官。衰術與康有隙,將 攻康,康 遣遜及親戚

還呉。遜年長於康子績敷歳,爲 之綱紀門戸。

とあ り,比 較すると前半は現行 『三国志』本文 と類似 しているが,途 中から
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現行 『三国志』 に全 くない話となり,現 行 『呉志』から漏れた文章か,『三

国志』以外の何 らかの書籍の文章の可能性がある。

『太平簑宇記』には 『呉志』斐松之注(以 下,表 も含めて全て 「斐注」と略す)

に引用された書籍の文章を 『呉志』 として引用 しているものとして,以 下の

2条 がある。

〔表1〕28:『 太平簑宇記』巻一百一十二江南西道那州武昌縣所引 『呉志』

敗舶湾,在 縣西北,水 路七里。『呉志』云:「孫権於武昌新装大船試迂時,

風大盛,権 欲取灘州。」谷利抜刀向舵工日:「不取焚口者斬。」工即韓舵,

入簗口,風 遂猛不可行,乃 還。

『呉志』巻四十七呉主伝斐注所引 『江表傳』には

江表傳日:椹 於武昌新装大船,名 爲長安,試 澄之釣壷折。時風大盛 谷

利令施工取焚口。権日:「當張頭取羅州。」利抜刀向権工日:「不取焚口

者斬。」工即輻施入焚口,風 遂猛不可行,乃 還。権日:「阿利畏水何怯也?」

利脆日=「大王萬乗之主,輕 於不測之淵,戯 於猛浪之中,船 模装高,遇

遁顛危,奈 社稜何?是 以利軌敢以死孚。」椹於是貴重之,自 此後不復名之,

常呼日谷。

とあ り,比 較するとほぼそのままの文章が省略されつつ引用されていること

が分かる。

〔表1〕35:『 太 平 簑 宇 記』 巻 一 百二 十 六 准 南 道 盧 州 合 肥 縣所 引 『呉 志 』

巣湖,・ 一 ・。 『呉 志』 云:「 或 云巣 作 勒 字 音 。 子了切。」

『呉志』巻四十八孫亮伝には

冬十月,太 傅恪率軍遇巣湖,巣 音祖了反。城東興,使 將軍全端守西城,都

尉留略守東城。
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とある。おそらくこの文中で斐松之が注した 「菓音祖了反」という部分の引

用の誤 りではないかと思われる。

また,『呉志』本文(あ るいはr呉 志』本文に類似した一文)に 斐注所引書籍

の文章が混入しているものとして以下の1条 がある。

〔表1〕2:『 太平簑宇記』巻八十九江南東道昇州所引 『呉志』

故 『呉志』云:「権欲興都未定,権 長史張紘謂権日:「秣陵 楚武王所置,

名爲金陵。地勢岡阜連石頭,昔 秦始皇経此縣,望 氣者日地形有王者都邑

之氣,天 之所命,宜 爲都邑。」後劉備亦勘椹都之。権日:「智者意同。」

遂定議都秣陵。」

『呉志』巻五十三張紘伝本文には

紘建計宜出都秣陵 権從之。

とあり,こ の一文の襲注には

江表傳日:紘 謂椹 日:「秣陵 楚武王所置,名 爲金陵。地勢岡阜連石頭,

訪問故老,云 昔秦始皇東巡會稽経此縣,望 氣者云金陵地形有王者都邑之

氣,故 掘断連岡,改 名秣陵。今虞所具存,地 有其氣,天 之所命,宜 爲都 邑。」

権善其議 未能從也。後劉備之東,宿 於秣陵 周観地形,亦 勧椹都之。

権日:「智者意同。」遂都焉。

とある。比較すると,こ の 『太平簑宇記』所引 『呉志』はほぼ 『呉志』張紘

傳装注所引 『江表傳』を略 しなが ら引用 したものと思われる。『太平簑宇記』

所引 『呉志』に 「権欲興都未定」とあるが,こ のような文章は 『三国志』本

文及び斐注には存在せず,こ れ らの文章の内容を把握 した上で,楽 史本人か

楽史が引用 した類書の編者が加えたものだと考えられる。

加えて,『呉志』本文 とともに,注 と断った上で合わせて引用されたものが,
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以下の1条 である。

〔表1〕15:『 太平簑宇記』巻九十六江南東道越州薫山縣所引 『呉志』

高遷櫻。『呉志』云:「孫策入郡,郡 人迎策干高遷。注:「永興有高遷櫻」。

『呉志』巻五十五董襲傳には

董襲字元代,會 稽飴挑人,長 八尺,武 力過人。孫策入郡,襲 迎於高遷亭,

(後略)。

とあり,ま た 『呉志』巻五十一孫静伝斐注には

臣松之案:今 永興縣有高遷橋。

とある。比較すると,『太平簑宇記』では「棲」とあるが,『呉志』本文では「亭」,

『呉志』斐注では 「橋」と表記されていることに違いがある。また,内 容と

しては違いがないが 『太平簑宇記』では 「郡人」という語が追加されている。

『呉志』の文章を交互に引用 して 『太平簑宇記』にとって都合がよいよう

に編集 している文章が以下の1条 である。

〔表1〕44:『 太平簑宇記』巻一百七十嶺南道交州所引 『呉志』

又 『呉志』:「呂岱爲交州刺史。到州,高 涼賊帥銭博乞降,岱 因承制,以

博爲高涼西部都尉。多送金銀順其罪。又馨林夷賊攻園郡縣,岱 討破之。

時桂陽、禎陽、中宿、厩湘州始興郡也。臨賀、71A浦、爲乗、謝沐諸城賊王金、

黄粛、梅伊、陳尤等尋復蜂起,陸 掠州郡。権又詔令岱討之。岱 自討金,

將軍曹柾、雀陽討尤,遂 生縛金等斬之,獲 萬絵人。後岱遷安南將軍,假 節,

加鼓吹,封 都郷侯。黄武五年,呉 王以交趾懸遠,乃 分爲爾州,割 合浦以

北海東四郡爲廣州,呂 岱爲刺史,割 交趾以南分海南三郡,口 徽爲安遠將軍,

領九真太守,以 校尉陳時代R爲 交趾。岱留海南,而 徽不承制,興 兵戌海口。

岱上疏請討徽,督 兵三千,書 夜浮海以襲之。徽聞岱至,震 怖,不 知所出,

即率六人肉祖迎岱。岱擁節讃詔書,敷 徽罪而斬之。赤烏二年,將 軍蒋秘

南討夷賊。秘所領都督f式 殺臨賀太守嚴綱,自 號平南將軍,與 弟潜共攻
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零陵、桂陽,及 揺動交州蒼梧,欝 林諸郡。岱時領荊州,自 表朝[行,星 夜

兼進。権拝呂岱爲交州牧,遣 唐沓等絡繹相纏,攻 討歳絵破之。」

『呉志』巻六十呂岱伝には,

延康元年,代 歩,'爲 交州刺史。到州,高 涼賊帥銭博乞降,岱 因承制,以

博爲高涼西部都尉。又欝林夷賊攻園郡縣,岱 討破之。是時桂陽漬陽賊王

金合衆於南海界上,首 齪爲害,権 又詔岱討之,生 縛金,傳 送詣都,斬 首

獲生凡萬絵人。遷安南將軍,假 節,封 都郷侯。交阯太守士R卒,権 以昼

子徽爲安遠將軍,領 九真太守,以 校尉陳時代墜。岱表分海南三郡爲交州,

以將軍戴良爲刺史,海 東四郡爲廣州,岱 自爲刺史。遣良與時南入,而 徽

不承命,畢 兵戌海口以拒良等。岱於是上疏請討徽罪,督兵三千人農夜浮海。

或謂岱日:「徽籍累世之恩,爲 一州所附,未 易輕也。」岱 日:「今徽錐懐

逆計,未 虞吾之卒至,若 我潜軍輕墨,掩 其無備,破 之必也。稽留不速,

使得生心,嬰 城固守,七 郡百蟹,雲A,錐 有智者,誰 能圖之?」 遂行,

過合浦,與 良倶進。徽聞岱至,果 大震怖,不 知所出,即 率兄弟六人肉祖

迎岱。岱皆斬送其首。徽大將甘醗、桓治等率吏民攻岱,岱 奮撃大破之,

進封番禺侯。於是除廣州,復 爲交州如故。岱既定交州,復 進討九真,斬

獲以萬数。又遣從事南宣國化,睦 傲外扶南、林邑、堂明諸王,各 遣使奉貢。

権嘉其功,進 拝鎮南將軍。

とあり,『呉志』巻四十七呉主伝には

黄武……五年……是歳,分 交州置廣州,俄 復薔Q… …赤鳥……二年・…・・

冬十月,將 軍蒋秘南討夷賊。秘所領都督1蓼式殺臨賀太守嚴綱等,自 稻平

南將軍,與 弟潜共攻零陵、桂陽,及 揺動交州、蒼梧、鰐林諸郡,衆 敷萬人。

遣將軍呂岱,唐 沓討之,歳 鯨皆破。

とある。『呉志』のこれらの文章の波線部が交互に用い られ,ま た現行 『三

国志』にない何かしらの文章が挿入されて編集されたものが,上 記の 『太平

簑宇記』巻一百七十嶺南道交州所引 『呉書』であると見られる。
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ここまでの分析を踏まえると,『太平簑宇記』 による 『呉志』の引用につ

いて,次 のようなことを指摘することができる。

まず,こ れらの書籍から引用する際に原文のままであることは極めて少な

く,文 字の異同や文章の省略,さ らに語句 ・文章の挿入がなされている場合

がままある。加えて,『呉志』の列伝の文章を交互に引用して 『太平簑宇記』

にとって都合がよいように編集 している場合もある。

さらに,『呉志』として引用 しながらも斐注の文章のみであったり,現行 『呉

志』本文に斐注の文章が加 えられている場合が見られることから,楽 史が直

接参照したか孫引きかどうかはともか く,斐 注の附された 『三国志』 を参照

していることはまず間違いないであろう。

また,『呉志』 として引用 しているにも関わらず,通 行本の 『三国志』 に

ないものもあ り,も ともと存在 していた文章が現行 『呉志』では欠落してい

るという可能性も考慮しなければならないだろう。加えて,楽 史が原典に当

たらずに孫引きしていた場合,楽 史が参照 した書籍で引用された 『呉志』の

前後の文章が混入することも考えられるため,他 の書物の文章が混入 してい

る可能性 も踏 まえる必要があろう。

ここで,『太平簑宇記』に引用 された張勃 『呉録』 についても少 し言及 し

てお く。〔表2〕 「『太平簑宇記』所引 『呉録』について」から,現行 『三国志』

本文及び斐注を含む二十五史本文及び注の 『呉録』侠文 と同じ文章が全 くな

いということを指摘できる(ま た,r音 書』注にはもともとr呉 録』が引用されて

いない)ll)。そのため,他 の書籍に引用 された同内容の 『呉録』の文章と比較

しつつ,『太平簑宇記』 による 『呉録』の引用の特徴 を分析することができ

ない。ただ,「章昭 『呉録』」 として引用された文章(1条)に ついては,次

の章で分析したい。

また,斐 注に数多 く引用されている呉に関する歴史書として胡沖 『呉歴』

も挙げることができるが,管 見の限り,『太平簑宇記』には引用されていない。
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2:『 太平i簑宇記』 所引章 昭 『呉書』 について

さて,こ こまで述べてきたことに留意しながら,『太平簑宇記』所引章昭 『呉

書』侠文とおもわれるものの分析をしていきたい。

筆者が収拾 した章昭 『呉書』 と思われる文章は9条 ある(〔表3〕 「『太平簑

宇記』所引章昭 『呉書』について」参照)12)。全て列挙 して検討 していきたい。

①巻八十九 江南東道潤州延陵縣 偉 昭r呉 書』章昭伝?)

延陵縣……章昭家。『呉書』云:「 昭字宏嗣。」墓在縣西南去縣七里。

拙稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」(拙稿1で は,収 集した秩文の目録

となる表を掲載した)に は存在しない一文である。『呉志』巻六十五章曜伝には

章曜字弘嗣,呉 郡雲陽人也。

とあるが,諦 が異なっていることからすると,こ の侠文は本来の 『呉書』の

章昭伝の可能性がある13)。

しかし,『呉書』の主要著者である章昭が自分自身の伝 をこのような文章

で作成 していたとは考えにくい。加えて,編 纂途中で章昭本人が亡くなって

いることや,『呉志』章曜伝は陳寿がまとめたものと思われることも考慮す

ると,この侠文が章昭 『呉書』章昭伝の一文だったとは考えにくく,むしろ 『呉

志』章曜伝の文章ではないかと考えられる。ただ,こ の筆者の見解 も確たる

典拠がないので,章 昭 『呉書』章昭伝である可能性は捨てきれないことを付

記しておく。

これが仮に章昭 『呉書』の一文だとすれば,む しろ章昭 『呉書』の本紀 ・

列伝のいずれかに存在 していたもので,そ の文章は(お そらくは章昭の没後に)

醇螢が書いたのではないかと推測している。

また,『太平簑宇記』では次の侠文のように 「章昭 『呉録』」という引用も

あることからすると,こ の侠文が章昭 『呉書』侠文であるかどうかの判断に
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も若 干 の注 意 が 必 要 か も しれ な い。

②巻一百三 江南西道宣州

宣州……按 『呉書』云:「孫皓以向植爲牛渚都督而禦替軍。」

『太平御覧』巻一七〇州郡部一六 ・宣州に

呉書日:孫 晧以牛渚爲督,以 何植爲使而禦督軍。當塗有牛渚山。

とあり,内 容 としてはほぼ同文で,拙 稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」

にすでに収集 してある。『三国志』本文では,孫 皓伝に

三年……八月,以 軍師張悌爲丞相,牛 渚都督何植爲司徒。

という文章が存在 している。

③巻一百六 江南西道洪州分寧縣

分寧縣……幕阜山14)… …按 『呉書』云:「劉表從子磐 爲冠於支西。呉

乃分海昏、建昌左右六縣,以 太史慈爲建昌都尉 督諸將拒磐於此山」,

置螢幕,乃 以名焉。

拙稿1で 集めた「章昭 『呉書』秩文集成」には存在 しない一文である。ただ,

『呉志』巻四十九太史慈伝本文を見ると,

劉表從子磐 驕勇,数 爲冠於x、 西安諸縣。策於是分海昏、建昌左右六縣,

以慈爲建昌都尉,治 海昏,井 督諸將拒磐。磐絶跡不復爲冠。

とある。『太平簑宇記』のこの部分の引用が 『呉書』ではなく 『呉志』の誤

りである可能性もある。しかし,『呉志』の主な典拠が 『呉書』であることや,

『世説新語』・『藝文類聚』・『太平御覧』などには 『呉志』とほぼ同じ内容の 『呉

書』の秩文も存在することから,こ の文章が 『呉書』の文章である可能性が

高いと考えている。
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④巻一百一十一 江南西道南康軍建昌縣

建昌縣……孫慮城…… 『呉書』:孫 慮字子智,権 之子,黄 武七年封建昌

縣侯15)。

拙稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在 しない一文である。『呉

志』巻五十九孫慮伝を見ると,

孫慮字子智,登 弟也。少敏恵有才藝,権 器愛之。黄武七年,封 建昌侯。

とある。これも先の侠文と同様に 『太平簑宇記』のこの部分の引用が 『呉書』

ではなく 『呉志』の誤 りである可能性 もあるが,『呉志』の主な典拠が 『呉書』

であることや,『 世説新語』・『藝文類聚』・『太平御覧』などには 『呉志』 と

ほぼ同じ内容の 『呉書』の侠文も存在することに加え,文 章の内容が微妙に

異なることから,こ の文章が 『呉書』の文章だと考えられる。

⑤:巻 一百一十三 江南西道興國軍永興縣

永興縣……按 『呉書』云:「孫権自公安還去那,改 名武昌,以 武昌、下雄、

尋陽、陽新、柴桑、沙羨六縣,椹 立武昌郡。」未属武昌已前属豫章。

拙稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在しない一文である。『呉

志』巻四十七呉主伝を見ると,

権 自公安都郡,改 名武昌,以 武昌、下錐、尋陽、陽新、柴桑、沙羨六縣

爲武昌郡。

とあ り,内 容はほぼ同文である。この秩文の 『呉書』が 『呉志』の誤 りであ

る可能性 もあるが,『呉志』の主な典拠が 『呉書』であることや,『世説新語』・

『藝文類聚』・『太平御覧』などには 『呉志』 とほぼ同 じ内容の 『呉書』の侠

文も存在することか ら,こ の文章が 『呉書』の文章だと考えられる。
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⑥:巻 一百一十四 江南西道潭州湘潭縣

湘潭縣……又按 『呉書』云:「孫亮太平二年分長沙西部爲衡陽郡。」

拙稿1で 集めた筆者の 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在 しない一文であ

るが,『呉志』巻四十八孫亮伝には,

太平……二年春二月甲寅,大 雨,震 電。乙卯,雪,大 寒。以長沙東部爲

湘東郡,西 部爲衡陽郡,(後 略)。

とあ り,該 当部分は非常によく似ている。この供文の 『呉書』が 『呉志』の

誤 りである可能性もあるが,『呉志』の主な典拠が 『呉書』であることや,『世

説新語』・『藝文類聚』・『太平御覧』などには 『呉志』とほぼ同じ内容の 『呉書』

の侠文 も存在することから,こ の文章が 『呉書』の文章だと考えられる。

⑦巻一百二十五 准南道督州懐寧縣

懐寧縣……周喩祠…… 『呉書』云:「周喩,

人仰其徳威,因 爲立祠。

盧江箭人也。」有功於呉郷,

『呉志』巻五十四周喩伝には

周鍮字公理,盧 江箭人也。

とあり,拙 稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在しない。この侠

文の 『呉書』が 『呉志』の誤 りである可能性 もあるが,『 呉志』の主な典拠

が 『呉書』であることや,『世説新語』・『藝文類聚』・『太平御覧』などには 『呉

志』とほぼ同じ内容の 『呉書』の侠文も存在することか ら,この文章が 『呉書』

の文章だと考えられる。
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⑧巻一百六十二 嶺南道桂州古縣場

古縣場……延康元年,歩 驚出交州 自長沙趣於此道。故 『呉書』 日:「権

遣呂岱,歩 駕將交州義士萬人出長沙,劉 備東下武陵攣夷蚕動,逆 命驚上

益陽。備既敗績,而 零、桂諸郡猶相驚擾,驚 周旋征討,皆 平之。」

拙稿1で 集めた筆者の 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在 しないが,『呉志』

巻五十二歩鷲伝には

延康元年,権 遣呂岱代.',驚 將交州義士萬人出長沙。會劉備東下,武 陵

蟹夷蚕動,権 遂命驚上益陽。備既敗績,而 零、桂諸郡猶相驚擾,虞 虞阻兵;

鷲周旋征討,皆 平之。

とあ り,非 常によく似ている。この侠文の 『呉書』が 『呉志』の誤 りである

可能性 もあるが,『 呉志』の主な典拠が 『呉書』であることや,『世説新語』・

『藝文類聚』・『太平御覧』 などには 『呉志』とほぼ同じ内容の 『呉書』の侠

文 も存在することか ら,こ の文章が 『呉書』の文章だと考えられる。

なお,「章昭 『呉録』」 として 『太平簑宇記』 に引用されている以下のよう

な文章がある。

〔表3参 考〕iv巻 九十四 江南東道湖州長興縣

長興縣……箸渓……章昭 『呉録』云:「烏程箸下酒有名。16)」

『文選』巻十三 「雪賦」(謝恵連)李 善注を見ると,

『呉録』日:… …呉興烏程縣若下酒有名。

とある。さらに,『階書』経籍志 ・『旧唐書』経籍志 ・『新唐書』芸文志など

を見ても,章 昭が 『呉録』なる史書を書いたという記録はないことやここま

で見てきた 『太平簑宇記』引用のされ方などからすると,こ の文章は 『呉録』

地理志の一文であると考えるのが自然であろう17)。

ただ し,章 昭 『呉書』の秩文である可能性 も完全には否定しきれないので,
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章昭 『呉書』の可能性があるが,留 保が必要な一文として考えてお くことと

する。この文章は拙稿1で 集めた 「章昭 『呉書』侠文集成」には存在 しない。

これまでの研究成果からすると,章 昭 『呉書』 に志はなかったと考えられる

ことからすれば 本紀か列伝 に存在していたと見 られる。 しか し,こ のよう

な文章が本当に 『呉書』にあったとすれば,『呉書』地理志のような箇所が

適当だと思われ,志 の存在を想定する必要が出て くるだろう。

おわ りに

『太平簑宇記』所引 『呉志』・(張勃r呉 録』・)章 昭 『呉書』について分析 し

た結果,『 太平簑宇記』に引用された文章は原文のままであることが極めて

少なく,必要な部分だけを引用するために意図的に「加工」されているものや,

無意識のうちに 『三国志』の注も本文に組み込んで しまっている場合や現行

『三国志』 とは異 なる文章が挿入されている場合も存在する。ただ,こ れは

楽史によるものか,そ れとも楽史が参照 した類書などの書籍の時点ですでに

発生 していたことなのかははっきりとしない。 したがって,『太平簑宇記』

所引の文章を扱 う際には注意が必要だということは容易に推測できる。

その前提の上で,『太平簑宇記』所引章昭 『呉書』と思われる文章につい

て見ると,『三國志』斐注所引 『呉書』と同様の文章は存在 しないが,全て 『呉

志』本文 に,そ の中で も②は 『呉志』本文だけではなく 『太平御覧』 巻

一七〇州郡部一六 ・宣州にも類似 している。『太平簑宇記』所引 『呉書』が

全て 『呉志』(r三国志』呉書)の ことだという可能性もあ り得ないわけではな

いが,『太平簑宇記』では 『呉志』 と 『呉書』の区別がこれだけ存在する以上,

現時点では 『太平簑宇記』所引 『呉書』は章昭 『呉書』だという前提で考え

ることとする。 また,〔拙稿1〕 で作成 した表と比較す ると,② 以外は筆者

が作成 している侠文集成には取 り入れられておらず,新 しく侠文として加え

ることができる。

〔表3参 考〕ivの 「章昭 『呉録』」とある一文については,『呉録』地理志
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である可能性が高いと考えられるが,章 昭 『呉書』である可能性 も否定 しき

れないので,留 保つきではあるが章昭 『呉書』侠文の一つと考えてお くこと

とする。

このような 『太平簑宇記』所引章昭 『呉書』侠文から考えられる章昭 『呉書』

の性格 としては,まず現行 『呉志』とほぼ同じ文章が多いことである。陳寿 『三

国志』呉書が主に章昭 『呉書』をもとにして作 られたのであれば不思議なこ

とではなく,む しろ文章 ・文字の異同が少ないことか ら,陳 寿 は 『三国志』

呉書のかなりの部分を 「切 り貼 り」でまとめたことになる。

さらに,〔表3参 考〕のivの 文章がもし本当に章昭 『呉書』の秩文であれば,

『呉書』にも地理志の類があったか,そ れに類する内容が記載されていたこ

とになるが,こ れについては留保 しておかねばならないだろう。

これか らも章昭 『呉書』に関する侠文を収拾 ・整理 しつつ,そ の性格など

についてさらに詳細に分析 していきたい。

1)拙 稿1で 取 り上げた陳博 氏の 「試論車昭 《呉書》的特 点及其価値」(『歴史文献研究』

北京新6輯1995年),「 章 昭 《呉書》考」(『文獄』1996年3期)の ほか,高 橋康

浩 〔著〕 「車 昭 『呉書』 の偏向 とその検 討」(『六朝學術學 會報』92008年),張

子侠 〔著 〕「《呉 書》作者 考辮」(『史学史研 究』2008年2期),干 涛 〔著〕「董卓 当

為司徒 神嵩所辟 一 斐松之 《三国志注 》引 《呉 書》辮疑 」(『文献』2008年4期)

が挙げ られ る。 また,最 近の章 昭に関す る論文 として は,高 橋康 浩氏 の 「牽昭 「呉

鼓吹曲」について一 孫呉正統論 をめ ぐって」(『日本中国学会報』602008年)や 「章

昭 「呉鼓吹曲」課注」(『三國志研究』32008年),「 車 昭 「博突論」 と儒教 的理念」

(『三國志研 究』52010年)が 挙げ られる。

2)『 太平簑宇記』に含 まれた侠 書記事 に関す る先行研究 としては,拙稿 「『太平簑宇記』

所引王沈 『魏 書』 について一 附論:『 太平簑宇記』 所引 『魏志』・『魏略』・魏収 『魏

書』」(『創価大学人文論集』第22集2010年)で も挙げた通 り,榎本淳一 〔著〕「『太

平簑 宇記』 の 日本記事 につ いて」(以 下,「榎 本氏前掲 論文」 と略す)(『 工学院大学

共通課程研 究論叢』341996年,の ち榎本 淳一 〔著〕 『唐王朝 と古代 日本』(吉 川

弘文館2008年)所 収)が あ る。

3)本 論文で使用 した 『太平簑宇記』の版本 としては,王 文楚等 〔点校〕 『太平簑宇記』

(中華書局 中国古 代地理志 叢刊2007年)(本 論文及 び表 では 「標点本」 と略称
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する)を もとに し,さ らに 『宋代 地理書 四種 太平簑宇記』(文 海 出版社1962年)

(本論文及び表 では 「文海本」 と略称する),『 景印文淵 閣四庫全書』(台 湾商務 印書

館1986年)史 部二二七・二二八地理類所収 『太平簑宇記』(本論文及 び表で は 「四

庫 本」 と略称す る)も 参照 した。

4)張 勃 『呉録』 については,松 本幸 男 「張勃呉録考(附 増補呉録地理志)」(以 下,

「松本前掲論文」と略す)(『學林』14・151990年)・ 「績張勃 呉録考(附 呉録紀傳)」

(『學林』161991年)な どがある。

5)本 来 な らば,す べ ての引用文 につ いて 『呉志』 本文や 『呉録』侠文 と詳細 に比較

検 討 した結果 を載せ るべ きところであろ うが,本 論文 では紙幅の都合に より参照 す

べ きと筆者 が判断 した もののみ を検討 してい くこととす る。

6)本 論文では,主 に中華書局版標点本(中 華書局1959年)を 用 い,盧 弼 〔撰 〕『三

國志 集解』(北 京古籍 出版社1957年)や 百柄本 を底本 として参照 した。

7)こ の定義 に当 ては まる もの と して は,〔表1〕 の2～5,8～10,12,13,15～

20,23,30～32,34,36～38,40～44が 挙 げ られる。

8)こ の定義 に当ては まるものと しては,〔 表1〕 の6,22,24～26,29,33,39が

挙 げ られる。

9)「 督」 につ いては,『 太平 御覧』 巻一七 〇所引 『呉志』 で も同 じであ る。 また,標

点本 のこの巻の注 〔二〕(1766頁)に は,萬 本 ・庫本 では 「督」が 「都」 となって

いる とある。

10)標 点本の この巻の注 〔二十五〕(2292頁)で は,『呉志』 とされてい るのが誤 りと

述べ られ ている。

11)さ らに,『世 説新語』劉孝標注 に引用 された 『呉録』 と比 較 して も同内容 の文章 は

存在 しない。

12)な お,〔表3参 考〕に 「章昭云(日)～ 」や 「章 昭 『三呉郡 國志』」 とある文章や 『呉

記』 とされ る文章 も挙げてお く。ただ,〔表3参 考〕 にもあ るように,「章 昭云(日)

～」 や 「章 昭 『三呉郡國志』」 とされる文 章は
,現 行 『史記』 三家注の劉宋 ・斐駆

の 『史記集解』や唐 ・司馬貞の 『史記索 隠』に引用 されてい る文章である。 また,『呉

記』 については,『 階書』経籍志 ・『旧唐書』経籍志 ・『新唐書』 芸文志に も記録が

な く,二 十五史の本文及び注では 『宋書』巻三十五州郡志 ・楊州で2ヶ 所引用 され

ているのみであ る。 『呉紀』 として見 た場合,『 階書』 巻三十三経籍志 には

『呉紀』九巻 晋太學博士環濟撰。

とあ り,『旧唐書』巻四十六経籍志 には

『呉紀』十巻 環濟撰 。

とあ り,『新唐書』巻五十八藝 文志 には

環濟 『呉紀』十巻

とあるが,二 十五史の本文及び注で見 ると,『三国志』巻五十三張紘伝襲注 と 『宋書』

巻十六礼志 本文に しか引用が ない。 『太平簑宇記』所 引 『呉 記』 は,二 十五史本文
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及び注の 『呉記』・『呉紀』 とも,章 昭 『呉書』・張勃 『呉録』・胡沖 『呉歴』 とも共

通点はない。

13)た だ,字 の 「宏嗣」 は 「弘嗣」の誤 りであろ う。

14)四 庫本や文海本は 「阜 」が 「浮」 となっている。

15)四 庫本や文海本は 「縣 」字が ない。

16)四 庫本や文海本は 「下」が 「山」 となっている。

17)松 本前掲論文の増補呉録地理志で も,『呉録』 の侠 文 として扱 われてい る。
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〔表1〕 『太平簑 宇記』所 引 『三國志』 呉書について

番號 巻数 道府縣名 引用書名 該当する紀 ・伝と標点本 「三国志」頁数 標点本頁数 四庫本頁敷 文海本頁敷

1 89 江南東道潤州 r呉志1 , izss Ib-2a lb

z
』

90 江南東道昇州 r呉志」 ?+張 紘伝斐注所引「江表伝1.1215-6頁 1773 2a 16-2a

3 90 江南東道昇州江寧縣 「呉志」 諸葛恪伝・1141頁 1777 Sa 66

9 go 江南東道昇州上元縣 「呉志」 孫休伝・ll56頁 1784 13b lla

5 90 江南東道昇州上元縣 [呉志i 孫皓伝・1170頁 1784 14a 116

6 91 江南東道蘇州呉縣 「呉志」 凌統伝・1295-7頁 187a 12a-b IOa

7 92 江南東道常州無錫縣 「呉志」 2 ins Sa 6b

8 93 江南東道杭州盛官縣 「呉志∫ 陸遜伝1343頁 1869 10a 86

9 93 江南東道杭州藍官縣 「呉志」 孫皓伝(+P)・1171頁 1870 106 Sb

10 93 江南東道杭州臨安縣 「呉志」 賀齊伝・1379頁 1870 lla 9a

11 94 江南東道湖州安吉縣 「呉志J 周妨伝・1388頁? 1890 156 126

iz 94 江南東遣湖州長興賑 「呉劃 孫皓伝・1162頁 1899 20a 16a

13 95 江南東遣睦州 「呉志j 賀齊伝・1378～9頁 1909 la-b la

19 95 江南東道秀州華亭縣 「呉志」 陸遜伝+,・1343頁 1916 9a 76‐Sa

15 96 江南東道越州藺山縣 「呉志」 董襲伝・1290頁+孫静伝裂注・1205頁 1936 176 19a

1fi ioi 江南東道建州建陽縣 「呉志j 呉主伝・lll7頁 zois Sa 6b

17 105 江南西道池州 「三國志」 韓當伝・1286頁 zosa 86 7b

18 105 江南西道池州貴池縣 「三國志」 孫u:r=…+?・1155頁 2087 116 10a

19 105 江南西遺池州石壕縣 限志」 韓常伝+?・1286頁 2088 llb llb-12a

20 ion 江南西道饒州鄙陽縣 「呉志」 孫皓伝・ll7頂 2135 4a 3b

zi 108 江南西道慶州 「呉志」 ? 2172 16 la-b

22 lo9 江南西道吉州 「呉志」 孫討逆伝llO煩 2205 9a 7b

23 ia9 江南西道吉州新湿縣 「呉志」 周環伝・1260頁 2209 14a 12a

24 to 江南西道江州 「呉志」 呉主伝・ll2頂 zus 16-2a ]b

25 111 江南西道江州瑞昌縣 r呉志」 呉主伝・ll42頁? 2260 126 ion

26 112 江南西道那州 r三國志」 呉主伝・Ill5頁/ll21頁 2274 lb 16

27 uz 江南西道郡州武昌縣 「呉志1 2 2280 96 7b

28 uz 江南西道那州武昌縣 「呉志j 呉主伝斐注所引「江表伝」・1133頁 zzsz IOa 9a-b

29 114 江南西道淵州長沙縣 r呉志」 歩驚伝・1237頁 2318 46 4b

30 115 江南西道郡州 「呉志」 孫皓伝・ll65～6頁 2333 6a 6a

31 123 浩南道揚州六合縣 陳副 呉志」 呉主伝・11451( 2F49 lOb 86

32 125 准南道Sf州懐寧縣 呂蒙上言日～ 呂蒙伝・1276頁 zags Sh 4b

33 izs 涯南道箭州桐城縣 r呉志」 呂蒙伝・1277頁 2478 10a-6 8b

糾 126 8ｬi#i道塩州 「呉志」 呉主伝・1138頁/ll40頁? za90 2a 無

35 126 潅南道慶州合肥縣 「呉志」 孫亮伝装注・1151頁7 2F91 4b Aa

36 126 澁南道直州合肥牒 「呉志」 魯粛伝1268頁 2192 Sa 4a-b

37 127 濫南道薪州 「呉志」 呂蒙伝・1275頁 2507 2a 16

38 127 潅南道薪州 又賀齊伝 賀齊伝・1380頁 2507 2a 16-2a

甜 129 瀧南遊欝州壽春縣 「呉志」 孫亮伝・ll54頁+孫緋伝・1447頁 2545 6a 5a

na 131 潅南道漢陽軍漢陽縣 「呉志」 呉主伝・ll18頁 25&5 Sa 7a

41 lA6 山南東道荊州江陵縣 三囲～ 濯璋伝・1300頁 2834 8a 66

az 197 山南東道峡州夷陵縣 「呉志」 ?+呉 主伝・uzi頁 2862 4a 12b

43 148 山南東道蹄州 「三國志」 孫休伝・ll59頁 2577 96 76

nn no 嶺南道交州 r呉志」 呂岱伝・1384頁+呉主伝・ll33頁/ll43頁+? 32AO-50 16-26 Ih
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備考

現行r三 国志」には存在しない。

最初に「三国志jの内容からまとめた文の挿入があるが、内容は現行 「三国志」本文とほぼ同じ。直後に諸葛亮の発言有り。

現行「三国志」と全く同じ。

語句の沓き換え・挿入があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文字の異同や文の省略・書き換えがあるが、内容は現行「三国志」原文とほぽ同じ。

原文引用ではなく、「三国志1凌 統伝の内容をまとめたもの。

現行r三 国志」には存在しない。

文字の挿入があるが、内容は現行「三国志」原文と同じ。

語句の書き換え・挿入があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。標点本では「俄而奢平呉～五湖之瑞石也」も「呉志jの 文としているが、誤りか。文海版は

「呉録j。四庫全書版も「呉録」。

語句の省略があるが、内容は現行「三国志」原文とほぼ同じ。

文字の異同や文章の挿入・香き換えが多く、比較すると疑問も残る。標点本に注がある(巻之九十四注〔五二〕・1904頁)。

文字・語句の書き換え・挿入があるが、内容は現行r三国志」本文とほぼ同じ。

文章の省略・警き換えがあるが、内容は現行「三国志」原文とほぼ同じ。

語句の香き換え・挿入が多く、比較すると疑問も残る。また、「谷東」から後は現行r三 国志」本文にない。標点本に注がある(巻之九十五注〔二七〕・1920頁)。

文字・語句の異同(r太平董宇記」では「郡人」とあるが、現行「三国志j本文では「襲」とある)や省略があるが.内 容は現行r三 国志」原文と共通点が多い。直後に

孫際伝にある斐松之の自注が引用されている。

語句の挿入があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文章の書き換え・挿入があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。「三年」が「呉志」では「二年」とある。

現行「三国志」にない文の挿入があるが、それ以外は原文とほぼ同じ。「武林」は「呉志」では「虎林」。標点本に注がある(巻之一百五注〔四四〕・2095頁)。

現行「三国志」にない文の挿入があるが、それ以外は原文とほぼ同じ。

現行r三 国志」本文と同じ。ただ、四庫版は大璽とあるが.誤り。

現行r三 国志」には存在しない。 ・

原文引用ではなく,現行「三国志」孫討逆伝の内容をまとめたもの。

文字・語句の省略・挿入があるが,内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

原文引用ではなく、現行 「三国志」呉主伝の内容をまとめたもの。標点本に注がある(巻之一百一十一注〔二〕・2266頁)。

原文引用ではなく、現行「三国志」呉主伝の内容をまとめたものと思われるが、現行 「三国志」本文と比較すると違いがあり.疑問が残る。

原文引用ではなく.現行 「三国志」呉主伝の内容をまとめたもの。標点本に注がある(巻之一百一十二注〔一〕・zzss頁)。

現行「三国志」には存在しない。

文章の省略があるが、現行「三国志」袈注所引「江表伝」とほぼ同じ。

原文引用ではなく、現行f三 国志」歩罵伝の内容をまとめたもの(文海頁数は古逸叢香版}。

文章の省略や文字の挿入があるが.内容は現行r三 国志」本文とほぼ同じ(文海頁数は古逸叢潜版)。

文章・語句の省略・挿入があるが、内容は現行r三 国志」本文とほぼ同じ。

文字の坤入や異同があるが.内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

原文引用ではなく、現行 「三国志」呂蒙伝の内容をまとめたものだが、r太平實宇記」で「西陵」とあるところは現行「三国志」本文では「陸口」である。

原文引用ではなC.現 行「三国志」県主伝などの内容をまとめたもの。文海版にはない。

文字の挿入や異同があるが.おそらく現行r三 国志」裟注の文。標点本に注がある(巻之一百二十六注〔一六〕・2503頁)。

語句の異同・挿入があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文章の省略や書き換えがあるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文章や文字の省略があるが,内容は現行r三 国志」本文とほぼ同じ。

原文引用ではなく.現行「三国志」孫亮伝・孫緋伝の内容をまとめたものだが、文字の挿入や異同がある。標点本に注がある(巻之一百二十九注〔一六〕・2557頁)。

文章の書き換えや文字の挿入があるが.内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文章の省略があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。四庫全書版では「「三國志」」とある。fiF!L=洲は現行「三国志」本文では百里洲。標点本に注がある(巻之

一百四十六注〔二二〕・2852頁)。

文章の省略があるが、内容は現行「三国志」本文と類似している。ただ、「太平簑宇記」に「破劉玄徳」とあるが、現行「三国志」本文では関羽を破る際の話である。

語句の省略があるが、内容は現行「三国志」本文とほぼ同じ。

文章の挿入・省略があるが、内容は現行 「三国志」本文と同じ部分が多い。ただ、現行 「三国志」に全くない一文が加わっている。四FU?t$版 では 「二年」が

「三年」とされている。標点本に注がある(巻之一t;七 十注〔二〕一〔六〕・3260頁)。
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〔表2〕 『太平簑宇記』所 引 『呉録』 について

番號 巻歎 道府縣名 引用書名 推定される伝などの名称 標点本頁数 四庫本頁敷 文海本頁勲

1 89 江南東道潤州丹徒縣 「呉録」地理 「呉録1地理志 1755 4a 4a

2 S9 江南東道潤州丹陽縣 「呉録J 「呉録」地理志2 1763 96 Sa

3 90 江南東道昇州上元縣 「呉録」(文海版では「樂録」とある〉 ? 1787 17b 19a

4 91 江南東道蘇州呉縣 「呉録」 ? iszo 7b 6a

5 91 江南東道蘇州呉縣 「呉録」 P 1826 13a lOb

6 91 江南東道蘇州毘山縣 「呉録」 r呉録」地理志? 1828 15a 12a-b

7 93 江南東道杭州於潜縣 「呉録」地理志 「呉録」地理志 1866 6b-7a 56

8 93 江南東道杭州富陽縣 「呉録」地理志 「呉録」地理志 1868 9a 7b

9 93 江南東道杭州富陽縣 「呉録」 ? 1869 9a-b 7b‐Sa

10 93 江南東道杭州盛官縣 「呉録1地理志 「呉録1地理志 lass 10a Sa

11 93 江南東道杭州監官縣 「呉録」 ? 無 lOb 86

12 鱗 江南東道湖州長興縣 阜昭r呉録」 「呉録」地理志 1894 20a ]6a-b

13 95 江南東道秀州嘉興縣 r呉録」地理志 「呉録」地理志 isia 7a 6a

19 96 江南東道越州剣縣 「呉録」 r呉録」地理志 1933 14a 116

is 97 江南東道婆州金華縣 「呉録」地理志 「呉録」地理志 1950 86 7b

16 97 江南東道婆州金華縣 「呉録」地理志 r呉録」地理志 1950 86-9a Sa

n 97 江南東道婆州永康縣 r呉録」 「呉録」地理志 1952 Ilb 10a

is 99 江南東道盧州白龍縣 「呉録」 「呉録」地理志 1984 Ila 96

19 ios 江南西道池州銅陵縣 r呉録」地理志 「呉録」地理志 zovo 15a 126-13a

zo 108 江南西道虐州嶺縣 r呉録」地理志 「呉録1地理志 2174 36 3b

21 108 江南西道慶州慶化縣 「呉録」地志 「呉録」地理志 2182 lla 9a

22 108 江南西道慶州南康縣 r呉録」及r志J 「呉録」地理志? ziss llb 10a

23 108 江南西道慶州大庚縣 「呉録」 r呉録」地理志? 2184 126 lOb

% w 江南西道江州徳化縣 「呉録」 「呉録」地理志? zzso Sa 4a

25 113 江南酉道岳州 r呉録」 「呉録」地理志, 2297 2a 2a

26 113 江南西道岳州巴陵縣 「呉録j地理志 「呉録」地理志 2299 3b 36

27 115 江南西道衡州常寧縣 「呉録」地理志 「呉録」地理志 zaaz 56 56

28 us 江南西道郎州龍陽縣 「呉録1地理志 「呉録」地理志 2384 9b 9b

zs 1⑳ 江南西道購州 「呉HJ 「呉録」地理志? 2393 8b 7a

30 lA7 山南東道峡州 r呉録」 倶録」地理志～ 2860 lb la-b

31 157 嶺南道廣州南海縣 「呉録」 r呉録」地理志? 3012 6a-b 5a

32 157 嶺南道廣州清遠縣 「呉録」志 r呉録」地理志? 3019 136 ila

33 159 嶺南道端州高要縣 「呉録」 「呉録」地理志? 3058 9b Sa

34 164 嶺南道康州端漢縣 「呉録」 「呉録」地理志? 3135 3b 3a

35 166 嶺南道横州 「呉録」 「呉録」地理志? 3180 15a-6 12a

36 監70 嶺南道交州 「呉録」 「呉録」地理志7 3252 6a Sa

37 171 嶺南道愛州軍寧縣 「呉録」 「呉録」地理志? 3271～2 56 46‐Sa
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備考

二十五史本文及び注に存在しないが、「太平御覧」巻一七〇にはある。標点本に注がある(巻之八十九注〔一二〕・1767頁)。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。標点本も「樂録Jとある。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しないが.r淳 祐玉峯志」巻上にはある。標点本に注がある(巻之九十一注〔七一〕・1837頁)。

二十五史本文及び注に存在しないが.「太平御覧J巻一七〇にはある。四庫全書版では「「呉録」地理」とある。標点本に注がある(巻之九十三注〔三三〕・1875頁)。

二十五史本文及び注に存在しない。四庫全書版では「「呉録」地理」とある。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。標点本は「呉志」。文海版・四庫全書版は「呉録」。

二十五史本文及び注に存在しないが、「文選」巻十三「雪賦」〔謝恵連)注に同様の文がある。章昭r呉 録」とある。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。 .

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び瀧に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。「鼠史方輿紀要」巻一〇一に引用がある。標点本に注がある〔巻之一百五一卜九注〔二五〕・3065頁)。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。

二十五史本文及び注に存在しない。
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〔表3〕 『太平簑宇記』 所引章昭 『呉書』 について

番號 m 道府縣名 推定される紀・伝などの人物名 標点本頁数 四庫本頁敷 文海本頁数

1 89 江南東道潤州延陵縣 車昭伝 1763 9a 7b

2 103 江南西道宣州 本紀(孫皓P) 2045 lb lab

3 106 江南西道洪州分寧縣 太史慈伝? 2111 llb 9b

4 111 江南西道南康軍建昌縣 孫慮伝a 2265 18b 15b

5 113 江南西道興國軍永興縣 大帝紀a 2305 9a 9a

6 114 江南西道潭州湘潭縣 本紀(孫亮?) 2322 7b 7b

7 125 潅南道離州懐寧縣 周鍮伝? 2477 7a 6a

8 162 嶺南道桂州古縣場 大帝紀?呂岱伝a 3107 13b lla

〔表3参 考〕

番號 巻敷 道府縣名 引用書などの名 標点本頁数 四庫本頁数 文海本頁激
i 91 江南東道蘇州呉縣 章昭云～ iszz 8b 7a

ll 94 江南東道湖州烏程縣 章昭『三呉郡國志』 1883 8a 6b

血 94 江南東道湖州烏程縣 阜昭『三呉郡國志』 1883 8a 6b

iv 94 江南東道湖州長興縣 章昭『呉録』 1894 20a 16a--b

V 98 江南東道明州邸縣 阜昭日～ 1960 3b 3a

V1 104 江南西道獄州休寧縣 『呉記』 2063 5b 5a

面 112 江南西道那州江夏縣 『呉記』 2277 5b 4b
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備考

文海頁数は古逸叢書版。

文海頁敷は古逸叢書版。

備考

『史記』巻二夏本紀索隠に阜昭注としてほぼ同文あり。

『史記』巻二夏本紀に章昭注としてほぼ同文あり。

『史記』巻二十九河渠書集解に章昭注として同内容の文がある。

〔表2〕12参 照 。

『史記』巻三十一呉太伯世家集解に牽昭注として同内容の文がある。

標点本では『邑圖』とある。『呉記』については、本論文注12参照。

黄祖を捕らえた後、程普を江夏太守にしたとあるが、現行 『三国志』本文では所謂 「赤壁の戦い」の後である。

『呉記』については、本論文注12参 照。


