Gazetteers in Ancient Japan
Quotations from Yidu shanchuan ji in Wamyōruijushō

MANIERI Antonio

Wamyōruijushō (Categorized Notes on Japanese Words), compiled in 934 ca.
by middle Heian period scholar Minamoto no Shitagō (911-983), is an
encyclopaedic dictionary where terms are arranged according to semantic
categories, with notes on sources, Chinese glosses, and notations in man’
yōgana of kun readings. Among more than 290 Chinese and Japanese texts
quoted in the Wamyōruijushō, there are numerous texts which are quoted
just once or twice in all the dictionary. Usually these texts are no more
surviving, and they were cited by Shitagō not directly, but from other
encyclopaedias.
In this paper, I focus on two quotations, one from a book titled Yidu ji
(Chronicle of Capitals) and one from a book titled Yidu shanchuan ji (Chronicle
of Capitals, Mounts and Rivers), both being lost texts. I collect all the other
quotations tagged with the two titles, and I try to clarify their nature.
As a result, I show that the two titles refer to the same book, whose
completed title is Yidu shanchuan ji. It looks like a detailed Chinese
gazetteer explaining geographical and cultural information from several
regions, including etymologies of place names. Its style recalls that of the
Tang period (618-907) chronicle De Tang Xiyu ji (Great Tang Records on the
Western Regions, 646) and of Japanese fudoki (8th century).
In particular, I argue the following three points.
First, the gazetteer was compiled by the Jin period (265-420) scholar-official
Yuan Shansong (?-401). Probably, the book was lost after Song period (960－ 172 －

1279), since it is largely cited in Tang period leishu Yiwen leiju (Collection
of Literature Arranged by Categories, 624) and Chuxue ji (Writings for
Elementary Instruction, 728) and in Song period Taiping yulan (Imperially
Reviewed Encyclopaedia of the Taiping Era, 977-983). In Japan, it does not
appear in Nihonkoku genzai shomokuroku (Catalogue of Books Extant in
Japan, 891) and the only two existing quotations are those occurring in
Wamyōruijushō.
Second, the two quotations in Wamyōruijushō are not direct citations, but
second-hand citations from Yiwen leiju and Chuxue ji.
Third, the Yidu shanchuan ji is a gazetteer, whose contents, as known by
extant fragmenta, regard place names, geographical information, and folklore.
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古代日本における地理書
﹃和名類聚抄﹄所引﹃宜都山川記﹄をめぐって

はじめに

MANIERI Antonio

日本における地理書の問題は︑﹁風土記﹂等の日本で編纂された地理書を直接検討することの他に︑そうした地

理書編纂に影響を与えたと思われる︑中国からの招来典籍の研究が必要である︒本稿では︑﹃和名類聚抄﹄が引用
した﹃宜都山川記﹄に関する考察を行う︒

平安中期の文人・学者である源順の撰になる﹃和名類聚抄﹄︵以下﹃和名抄﹄と略称︶は︑日本最初の分類体の

漢和辞書であり︑平安時代承平年間︵九三一年〜九三八年︶に醍醐天皇皇女勤子内親王の命によって編纂された︒

１

掲出語︵漢語︶の語義を漢文で注し︑
和訓を万葉仮名で加え︑
漢籍・和書を博捜して考証・注釈を加える︒﹃和名抄﹄

には廿巻本系と十巻本系の二つの系統があり︑廿巻本系に三二部二四九門︑十巻本系に二四部一二八門がある︒

﹃和名抄﹄における先行する類書︑韻書の類などからの間接引用︑所謂孫引きに関して︑藏中進氏は次のように
述べられた︒

﹃和名抄﹄に引用されている書名を通看すると︑漢籍については︑経史子集の全般に渉って主要な顔ぶれが

見られ︑更に内典︑雑家︑俗書の類までも含まれていて︑その上にかなりの和書も数えることができる︒当時

二一歳すぎであった撰者の読書範囲の広いのに一驚せざるを得ないであろう︒尤もこれらの書中には︑先行す
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（1）

る類書︑韻書の類などからの引用︵いわゆる孫引き︶も当然考えられるところで︑すでに例えば切韻関係の多

くは菅原是善撰﹃東宮切韻﹄によるものであることが指摘されてもいる︒︵中略︶
﹃和名抄﹄の選者は実際にこ

２

れらを手にしてことから引用したものではなく︑おそらく﹃芸文類聚﹄ごとき先行類書からの引用︵孫引き︶
と考えてよいものであろう︒

３

﹃和名抄﹄には引用例が一例しかない出典も数多く見られ︑その多くは佚書であり︑源順が直接本文を参看した

のではなく︑類書からの間接引用であることが多い︒これについては︑林忠鵬氏︑尹仙花氏の研究がある︒

﹃和名抄﹄の中に︑引用例が一例のみの書目﹃宜都記﹄が存在する︒しかし︑﹃宜都記﹄は︑寛平三年︵八九一年︶

（2）
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ごろに藤原佐世によって作られた漢籍の分類目録﹃日本国見在書目録﹄に著録されず︑日本に招来されていたか

どうかは定かではない︒
﹃和名抄﹄に一例のみ引用され︑日本への伝来が確証できない佚書﹃宜都記﹄についても︑

類書からの間接引用の可能性が想定される︒
本稿は︑﹃和名抄﹄諸本と類書の本文とを比較して︑諸書に散らばる﹃宜

都記﹄の佚文を収集し︑その本文を検討することによって︑﹃和名抄﹄に引く﹃宜都記﹄の性格をあきらかにする
ことを目的とする︒

一︑
﹃和名抄﹄所引佚書﹃宜都記﹄
﹃宜都山川記﹄

４

﹃和名抄﹄に引く﹃宜都記﹄の唯一例は廿巻本系では巻十一﹁牛馬部﹂第一四九﹁牛馬毛﹂︑十巻本系では巻七﹁牛馬部﹂

第一〇五﹁牛馬毛﹂の﹁黄牛﹂条であり︑その和名は﹃弁色立成﹄を引いて﹁阿米︵女︶宇之﹂と記される︒

表 は︑
﹃宜都記﹄を引く﹃和名抄﹄
﹁黄牛﹂条の諸本の本文を対照して示したものである︒
1

﹁牛馬毛﹂門における﹁黄牛﹂の本文異同

天正本

伊勢廿巻本

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿米宇之

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿米宇之

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿米宇之

＊表

元和活字本

天文本

前田本

伊勢十巻本

名古市博物館本

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿女宇之

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿米宇之

黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿女宇之

アメウシ
黄牛宜都記云︑黄牛難有人牽黄牛︑辨色立成云︑阿女宇之

アメウシ
黄牛

︵黄牛の灘︑人有りて︑黄牛を牽く︒
︶

黄牛灘︑有人牽黄牛︒

本文には諸本に異同がない︒

表

から知られるように︑﹁黄牛﹂条の本文異同は︑和名を万葉仮名で記す﹁米﹂
﹁女﹂のみであり︑﹃宜都記﹄

箋注和名類聚抄

廿巻本
十巻本

文政十年︵一八二七年︶に成立した狩谷棭斎の﹃和名抄﹄の注釈書である﹃箋注倭名類聚鈔﹄の﹁黄牛﹂条について︑
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（3）

1

1

﹃芸文類聚﹄が﹃宜都記﹄を引用していることを指摘している︒

芸文類聚引云︑
自峽口泝江百許里︑
至黄牛灘︒南岸有重山︑
山頂有石壁︑上有人負刀牽黄牛︒人迹所絶︑莫得究焉︒
此所引纂節︑頗失当︒

︵﹃芸文類聚﹄に引きて云ふ︑峽口より江を泝ること百里許り︑黄牛の灘に至る︒南岸に重山有り︑山頂に石

壁有り︑上に人刀を負ひて黄牛を牽く有り︒人迹絶ゆる所︑究むるを得ること莫し︒此れ引くところの纂節︑
頗る当を失す︒
︶

この引用について︑棭斎は﹁此れ引くところの纂節は頗る当を失す﹂と指摘した︒つまり︑棭斎は︑
﹃芸文類聚﹄

黄牛難

のようになる︒

（4）
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﹁黄牛﹂︑和名﹁阿米︵女︶宇之﹂
によって﹃宜都記﹄の佚文を参看し︑
﹃宜都記﹄に引く﹁黄牛灘﹂が地名にすぎず︑
の説明としては的を得ていないことを述べている︒

﹃芸文類聚﹄
﹃和名抄﹄
﹃箋注和名類聚抄﹄の比較

﹃芸文類聚﹄
﹃和名抄﹄箋注の引く﹃宜都記﹄本文を対照して示すと︑表

＊表

宜

都記云︑
有人
牽黄牛

袁山松宜都山川記曰︑自峽口泝江百許里︑至黄牛灘︑南岸有重山︑
山頂有石壁︑上有人負刀牽黄牛︑人迹所絶莫得究焉︒

2

自 峽 口 泝 江 百 許 里︑ 至 黄 牛 灘︑ 南 岸 有 重 山︑
﹃箋注和名類聚抄﹄
山頂有石壁︑上有人負刀牽黄牛︑人迹所絶莫得究焉︒此所引纂節頗
失当︒

﹃和名抄﹄

﹃芸文類聚﹄

2

表 から︑
棭斎が引用した﹃芸文類聚﹄本文と﹃芸文類聚﹄現行本本文は一致する︒﹃和名抄﹄
﹁牛馬毛﹂門に引く﹃宜

都記﹄は︑
類書﹃藝文類聚﹄からの引用である可能性が想定される︒しかし︑
﹃芸文類聚﹄は︑引用書目が﹃宜都記﹄

ではなく︑
﹃宜都山川記﹄に作る︒
﹃宜都記﹄は︑
﹃宜都山川記﹄の略称である可能性がある︒

一方︑﹃和名抄﹄巻一水部﹁温泉﹂条には︑﹃宜都山川記﹄なる書物が引用されている︒箋注は﹃宜都山川記﹄について︑
次のように述べている︒

初學記︑太平御覧︑並云︑袁山松宜都山川記︑今無傳本︒新唐書有李氏宜都山川記一巻︑未知是否︒

︵﹃初學記﹄
﹃太平御覧﹄
︑
並に云ふ︑
袁山松の﹃宜都山川記﹄と︒
今︑伝本無し︒﹃新唐書﹄に李氏の﹃宜都山川記﹄
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一巻有るも︑未だ是か否かを知らず︒
︶
この箋注を踏まえて︑林忠鵬氏は﹃宜都山川記﹄について次のように指摘された︒

５

﹃宜都山川記﹄
︑
﹃宜都記﹄﹃唐書﹄に﹁李氏宜都山川記一巻﹂と︑
﹃太平御覧﹄に﹁袁山松宜都山川記﹂という
記事がある︒
﹃和名抄﹄はおそらく類書からの孫引きであろう︒
﹃宜都山川記﹄という書名は︑
﹃新唐書﹄巻五八志四八﹁藝文﹂に︑
李氏宜都山川記一巻
﹃太平御覧﹄に次のように載録される︒
袁山松宜都山川記
さらに︑
﹃初学記﹄には︑次の﹃宜都山川記﹄本文が確認された︒

のようになる︒

袁山松宜都山川記曰︑銀山県有温泉︑注大渓︒夏才暖︑冬則大熱︑上常有霧 気︒百病久疾︑入此水多愈︒
﹃宜都山川記﹄の本文を対照して示すと︑表

3

（5）

2

﹁水部﹂における﹁温泉﹂の本文異同

伊勢廿巻本

温泉
冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒
百病久病︑入此水多愈矣︒一云湯泉︑和名由︒

温泉
冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒
百病久病︑入此水多愈矣︒一云湯泉︑和名由︒

＊表

天正本

3

前田本

真福本

元和活字本

温泉
百疾

温泉
冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒一云湯泉︑和名由︒
百疾久疾︑入此水多愈矣︒

温泉
冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒一云湯泉︑和名由︒
百疾久疾︑入此水多愈矣︒

温泉
冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒
百病久病︑入此水多愈矣︒一云湯泉︑和名由︒

温泉
宜都山川記云︑䍬山縣有温泉︒一云湯泉︑和名由︒
百疾久病︑入此水多愈矣︒

冥都山川記云︑䍬山縣有温泉︒一云湯泉︑和名由︒
︑入此水多愈矣︒

天文本

箋注和名類聚抄

﹃初学記﹄

袁山松宜都山川記曰︑銀山県有温泉︑注大渓︒夏才暖︑冬
則大熱︑上常有霧
気︒
百病久疾︑入此水多愈︒

（6）
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廿巻本
十巻本

出典注記﹃宜都山川記﹄を﹃和名抄﹄諸本は﹁冥﹂に誤るが︑
箋注は正しく﹃宜都山川記﹄とし︑﹃初学記﹄を引く︒
この部分が﹃宜都山川記﹄の佚文であることに棭斎は気づいていた︒

狩谷棭斎箋注が指摘したように︑﹃和名抄﹄に引く﹃宜都山川記﹄と﹃宜都記﹄は同じ書であり︑撰者は袁山松である︒

また︑
﹃和名抄﹄に引く﹃宜都山川記﹄は︑
源順が本文を直接参看して引用したものではなく︑類書﹃芸文類聚﹄
﹃初
学記﹄等からの間接引用︑所謂孫引きであるとみてよい︒

二︑
﹃宜都山川記﹄佚文集成

の﹃宜都山川記﹄佚文集成である︒

﹃宜都山川記﹄
﹃宜都記﹄なる書は現在伝わっておらず︑
夙く散佚したものと思われる︒そこで︑佚書と見られる﹃宜
都山川記﹄について諸書に散らばる佚文を収集し︑
佚文集成を試みたものが︑表

﹃宜都山川記﹄は︑﹃和名抄﹄に二例しか引用されていない︒
しかし︑棭斎箋注は﹃初学記﹄
﹃太平御覧﹄に﹁袁山松﹃宜
都山川記﹄
﹂
︑
﹃新唐書﹄に﹁李氏﹃宜都山川記﹄一巻﹂と書名をあげることを指摘した︒

﹃宜都山川記﹄を引用する典籍は少なく︑
﹃日本国見在書目録﹄にも書名を確認することができない︒管見の範囲
では︑漢籍に四例︑和書に二例を確認することができた︒

６

また︑﹃和名抄﹄の用例は﹃和名抄﹄に影響を与えたとされる類書﹃初学記﹄﹃芸文類聚﹄﹃太平御覧﹄にも認められる︒
付表に見られるように︑
﹃宜都山川記﹄を引用する典籍と引用箇所は︑次の通りである︒
唐・武徳七年︵六二四年︶歐陽詢等撰﹃芸文類聚﹄ 五例︒
唐・開元十六年︵七二八年︶徐堅等撰﹃初学記﹄ 五例︒

宋・太平興国二年︵九七七年︶〜八年︵九八三年︶頃李昉等奉勅撰﹃太平御覧﹄ 十二例︒
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4

北宋・郭茂倩撰﹃楽府詩集﹄ 二例︒

﹃宜都山川記﹄の引用箇所は︑以上の十五例である︒九箇所は︑諸書に伝わっている︒一箇所は︑﹃芸文類聚﹄か
らのみ︑五箇所は﹃太平御覧﹄からのみ引用されている︒

﹃宜都山川記﹄を引用する三つの漢籍は︑
類書に分類される︒
類書ではない北宋の楽府の総集﹃楽府詩集﹄には︑﹃宜

都山川記﹄が二箇所のみ引用されているが︑
これらの二箇所は︑
付表の ﹁黄牛灘﹂と ﹁三峡﹂に見られるように︑

先行する類書﹃芸文類聚﹄
﹃太平御覧﹄にも確認され︑
これらの類書からの引用された可能性が低くない︒前述の通り︑

5

﹃宜都山川記﹄佚文集成

（8）
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4

棭齋が指摘されたように︑
﹃和名抄﹄の引用も類書からの孫引きである︒
＊表

︻箋︼﹃箋注和名類聚抄﹄

︻和︼﹃和名類聚抄﹄元和古活字本

︻楽︼﹃楽府詩集﹄

︻太︼﹃太平御覧﹄

︻初︼﹃初学記﹄

︻芸︼﹃芸文類聚﹄

略称

4

項目
峽口
丹山

丹山

黄牛灘

本文

︻芸︼
袁山松宜都記曰︒自西陵泝江西北行三十里︒入峽口︒其山行周迴隱映︒如
絶復通︒高山重嶂︒非日中夜半︒不見日月也︒

︻芸︼
袁山松宜都記曰︒郡西北陸行四十里︒有丹山︒山閒時有赤氣︒篭蓋林嶺如
丹色︒因以名山︒
又曰︒自西陵東北陸行百二十里︒有方山︒其嶺四方︒素崖如壁︒
天清朗時︒有黄影似人像︒山上有神祠場︒特生一竹︒茂好︒其䔦垂場中︒場中有塵埃︒
則風起動此竹︒拂去如洒掃者︒
︻太︼
宜都記曰︒
丹山︒
時有赤気︒篭井
如
丹︒ 故有此名︒

︻芸︼袁山松宜都山川記曰︒郡西北
有丹山︒天晴︑ 嶺忽有霧起︒迴
転如煙︒不過再朝︑雨必降︒
︻初︼
宜都山川記曰︒郡西北︑陸行三十里︑有丹口︒天晴︑出嶺忽有霧起︒回
転如煙︒不過再朝︑雨必降︒
︻太︼
宜都山川記曰︒郡西北
三十里 有丹山︒天晴︑山嶺忽有霧起︒回
転如煙︒不過再朝︑雨必降︒

︻芸︼
袁山松宜都山川記曰︑自峽口泝江百許里︒至黄牛灘︒南岸有重山︒
山頂有石壁︒上有人負刀牽黄牛︒人跡所絶︒莫得究焉︒
︻楽︼
宜 都 山 川 記 曰︑ 自
黄牛灘
東 入 西 陵 界︑ 至 峡 口 一 百 許
里︑山水紆曲︑林木高茂︒
︻和︼
宜都
記 云︑
黄牛難
有人
牽黄牛
︻箋︼藝文類聚引
云︑自峽口泝江百許里︑至黄牛灘︑南岸有重山︑
山頂有石壁︒上有人負刀牽黄牛︒人迹所絶︒莫得究焉︒
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1
2
3
4

三峡

西陵南岸

下魚城

銀山

︻芸︼
宜都山川記曰︒
峽
中
猿鳴至清︒
諸山谷傳其響︒泠泠不絶︒
︻太︼袁山松宜都
記曰︑
楚之世有三峡︑
高山重□︑非日中半夜︑不見日月︑猿鳴至清︒
諸山谷伝其響︒泠泠不絶也︒
︻楽︼
猿鳴至清︒
山谷伝 響︒泠泠不絶︑行者聞之︑莫不懐土︒

︻初︼
袁山松宜都記曰︑対西陵南岸有山︑其峰孤秀︒人自山南上至頂︑府臨大江
如縈帯︑視舟船如鳧雁︒
︻太︼
袁山松宜都記曰︑対西陵南岸有山︑其峰孤秀︑人自山南上至頂︑俯臨大江
如縈帯︑視舟船如鳧雁︒
又曰︑大江清濁分流︑其水十丈見底︑視魚遊如乗空︑浅処多
五色石︒

︻初︼
袁山松宜都記曰︑狼山県東六十里有山︑名下魚城︑四面絶崖︑唯両道可上︑
皆険峻︒ 山上周回可二十里︑有林木池水︑人田種於山上︒昔永嘉乱︑土人登此避賊︒
守之︑経年︑食尽︑取池魚擲下与賊︑以示不窮︒賊遂退散︑因此名為下魚城︒
︻太︼
袁山松宜都記曰︑狼山県東六十里有山︑名下魚城︑四面絶崖︑惟両道可上︑
皆 峻嶮︒山上周回可二十里︑有林 池水︑民田種於山上︒昔永嘉乱︑土人登此避賊︒
賊守之︑経年︑食尽︑取池魚擲下与之︑ 示不窮︒賊遂退散︑因名此為下魚城︒

︻初︼袁山松宜都山川記曰︑銀山県有温泉︑注大渓︒夏才暖︑冬則大熱︑上常有霧気︒
百病久疾︑入此水多愈︒
︻和︼
宜 都 山 川 記 云︑ 䍬 山 県 有 温 泉 ︒
百病久病︑入此水多愈矣︒
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5
6
7
8

荊門
獣牙山
神竜
鍾山
□山

宜陽山
□山

︻太︼袁山松宜都山川記曰︑南崖有山名荊門︑北対崖有山名虎牙︑二山相対︑其荊
門山在南︑上合而下空徹︑山南有像門也︒
︻初︼
宜都山川記曰︑獣牙山有石壁︑其文黄赤色︑有牙歯形︒
︻太︼袁山松宜都山川記曰︑虎牙山有石壁︑其文黄赤色︑形如歯形︒

︻太︼
宜都山川記曰︑郷下村有淵︑淵有神竜︑毎旱︑百姓輒以□草投淵上流︑
魚死竜怒︑応時天雨︒

︻太︼
袁山松宜都記曰︑鍾山︒山根有涌泉成渓︑渓注丹水︑天陰欲雨︑輒有赤気︑
故名丹渓︒

︻太︼
宜都記曰︑□山︑山谷之内有石穴︑穴出清泉︑水有神魚︑大者二尺︑
小者一尺︑釣者先請多少︑拝而請之︑数満便止︒水側有異花︑欲摘如魚請︒又有異木︑
名千歳︑叶似棗︑冬夏常青︒復有蒼範渓相近︒

︻太︼
宜 都 記 曰︑ 宜 陽 山 有 風 井︑ 穴 大 如 甕︑ 夏 出 冬 入︒ 有 樵 人 置 笠 穴 口︑
風吸之︑后於長楊渓口得笠︑則知潜通也︒

︻太︼
宜都記曰︑□山県有文石穴︑平居無水︑有渇者至︑請乞輒得水︑戯
乞則不得︒
又曰︑自西陵北行三十里︑有石穴名馬穴︒嘗有白馬出食︑人
逐之入穴︑潜行出漢中︑漢中人失馬︑亦嘗出此穴︑相去数里︒
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三︑
﹃宜都山川記﹄の性格
表 ﹃宜都山川記﹄佚文集成によって︑本書の性格を考察することとする︒

まず︑
﹃宜都山川記﹄撰者・袁山松は︑
唐・貞観二二年︵六四八年︶に成立した房玄齢・李延寿らの撰になる﹃晋

７

書﹄巻十安帝五年︵四〇一年︶に没年が記録されている︒
夏五月︑孫恩寇滬涜︑呉国内史袁山松死之︒
また︑
﹃晋書﹄巻八三に︑袁山松の伝記が記されている︒

山松少有才名︑
博学有文章︑
著後漢書百篇︒衿情秀遠︑
善音楽︒旧歌有行路難曲︑辞頗疏質︑山松好之︑乃文其辞句︑

婉其節制︑毎因酣酔縦歌之︑聴者莫不流涕︒初︑羊曇善唱楽︑桓伊能挽歌︑及山松行路難継之︑時人謂之﹁三

８

絶﹂
︒時張湛好於斎前種松柏︑而山松毎出遊︑好令左右作挽歌︑人謂﹁湛屋下陳屍︑山松道上行殯﹂︒山松歴顕位︑
為呉郡太守︒孫恩作乱︑山松守滬涜︑城陥被害︒

これによって︑袁山松の著作に﹃後漢書﹄があったことが知られる︒袁山松撰﹃後漢書﹄は漢代に関する史書で
ある八家後漢書の一つである︒

しかし︑﹃宜都山川記﹄の書名はここには確認されない︒また︑宋・嘉祐六年︵一〇六〇年︶欧陽修らが撰述し

９

た歴史書﹃新唐書﹄巻五八志四八﹁藝文﹂には︑
﹃後漢書﹄が著録されている︒
袁山松後漢書一百一巻

しかしながら︑
これらの﹃宜都山川記﹄という書名が全く見られない︒次に︑
﹃宜都山川記﹄の成立年代であるが︑

の用例 に﹁永嘉の乱﹂の記事が収録されていることに注目したい︒

撰者・袁山松の没年は安帝五年︵四〇一年︶
︑
﹃宜都山川記﹄の成立年代の下限も大幅に早く見積もって︑この年ま
でである︒
一方︑
成立年代の上限としては︑
表

3
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4

﹁永嘉の乱﹂は西晋の末永嘉年間︵三〇七年〜三一二年︶に起こった匈奴民族による叛乱で︑上限が三〇七年になる︒

さらに︑
宋・嘉祐六年︵一〇六〇年︶に成立した﹃新唐書﹄巻五八志四八﹁藝文﹂には次の二つの書物が記されている︒
李氏宜都山川記一巻
袁山松後漢書一百一巻

しかし︑ここにも︑袁山松の﹃宜都山川記﹄は著録されない︒また︑﹃新唐書﹄と同時代︑北宋時代に成立した

﹃楽府詩集﹄には︑一部であるが︑﹃宜都山川記﹄の引用がある︒これは︑﹃宜都山川記﹄そのものではなく︑他の
類書などの書物からの間接引用である可能性が少なくない︒

したがって︑宋時代以前に︑すでに﹃宜都山川記﹄は失われた可能性があるとみてよい︒
﹃宜都山川記﹄の本文内容の特徴は︑大きく四分類することができる︒

第一に︑
﹁丹山﹂
﹁宜陽山﹂
﹁方山﹂
﹁銀山﹂
﹁獣牙山﹂
﹁荊門山﹂
﹁鍾山﹂﹁重山﹂﹁下魚城山﹂のような山名である︒
第二に︑
﹁神竜﹂
﹁丹渓﹂のような河川名である︒

﹁下

第三に︑
﹁黄牛灘﹂に見られる﹁灘﹂などの地名である︒つまり︑
﹃宜都山川記﹄に収載されるのは︑書名の﹁山川﹂

から類推されるように︑山や川の地名︑ないしは︑それらを包括した土地の自然の景色である︒また︑用例

土記﹂にも通じる宜都の周辺地域の地理書であったと推測される︒

その現状や名称の由来などを解説し︑
さらに細かい地理志であった︒それは唐代の地誌﹃大唐西域記﹄や日本の﹁風

などの動物名も見られる︒
以上のことから︑
佚書﹃宜都山川記﹄は︑
中国のさまざまな地域の風土的特徴を収載して︑

泠不絶﹂﹁応時天雨﹂﹁天陰欲雨﹂﹁冬夏 常青﹂などの気候の表現が少なくない︒また︑その地域に生息する﹁魚﹂﹁牛﹂﹁猿﹂

魚城﹂のように︑
これらの地名の由来を記すこともある︒
そして︑
これらの地域の特徴的な天候について﹁雨必降﹂
﹁泠

7
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10

おわりに

﹃和名抄﹄
﹁牛馬毛﹂門に一例のみ引用される﹃宜都記﹄は︑佚書﹃宜都山川記﹄のことであった︒

そこで︑本稿では﹃宜都山川記﹄を引用する類書﹃芸文類聚﹄﹃初学記﹄﹃太平御覧﹄︑および﹃楽府詩集﹄の本文
を調査して︑そこに引用される﹃宜都山川記﹄の佚文を収集した︒
これにもとづいて︑佚書﹃宜都山川記﹄について知り得たことは︑次の三点である︒

第一に︑
﹃宜都山川記﹄は︑晋代・袁山松の撰になる︒おそらく︑宋代以前に散佚したが︑唐代類書﹃芸文類聚﹄

﹃初学記﹄
︑宋代類書﹃太平御覧﹄に引用されて佚文をのこす︒日本では︑﹃日本国見在書目録﹄に著録されず︑
﹃和

宮澤俊雅﹁倭名類聚抄二十巻本諸本再考﹂
︵松村明先生喜寿記念会編﹃国語研究﹄明治書院︑一九九三年十月︶︒
中田祝夫編﹃元和三年古活字版廿巻本倭名類聚抄﹄
︵勉誠出版︑一九七八年三月︶︒

馬渕和夫﹃廿巻本系諸本の影印対照﹄
︵勉誠出版︑二〇〇八年八月︶︒
名古屋市博物館編﹃名古屋市博物館資料叢書二・和名類聚抄﹄
︵名古屋市博物館︑一九九二年六月︶︒
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名抄﹄の引用例二例が確認されるのみである︒

第二に︑箋注に指摘するように︑﹃和名抄﹄所引本文は︑源順が直接﹃宜都山川記﹄を参看して得られたもので

はなく︑唐代類書﹃芸文類聚﹄﹃初学記﹄に引く袁山松撰﹃宜都山川記﹄本文を間接引用︑所謂孫引きしたもので
ある︒

第三に︑
﹃宜都山川記﹄は地理志であり︑佚文から知られる本書の内容は︑地名や山名︑方位による場所等を示し︑
風土景観や地名にかかわる伝承を記す場合もある︒

︻注︼
︵ ︶ 川瀬一馬﹃古辞書の研究﹄
︵大日本雄辯会講談社︑一九五五年十一月︶︒
1

馬渕和夫﹃十巻本系諸本の影印対照﹄
︵勉誠出版︑二〇〇八年八月︶︒
東京大学国語研究室編﹃倭名類聚抄天文本﹄
︵汲古書院︑一九八七年一月︶︒
京都大学文学部国語学国文学研究所編﹃諸本集成倭名類聚抄﹄
︵臨川書店︑一九六八年七月︶︒
︶ 林忠鴨﹃和名類聚抄の文献学的研究﹄
︵勉誠出版︑二〇〇二年四月︶︒

︵ ︶ 藏中進﹁序にかえて﹂
︵藏中進・林忠鵬・川口憲治﹃
﹁倭名類聚抄﹂十巻本・廿巻本所引書名
︵

索引﹄︑勉誠出版︑一九九九年五月︶二頁︒

尹仙花﹁
﹃和名類聚抄﹄所引﹁呉時外国志﹂について﹂
︵
﹃外国語学会誌﹄第四十号︑二〇一一年三月︶︒

尹仙花﹁
﹃和名類聚抄﹄における﹃法苑珠林﹄の間接引用について〜﹃南州異物志﹄﹃南越志﹄を中心に﹂︵﹃東アジア比較文化研究﹄第十号︑二〇一一年六月︶︒

尹仙花﹁
﹃和名類聚抄﹄における﹃法苑珠林﹄の間接引用について〜﹃広志﹄を中心に﹂︵﹃水門﹄第二三号︑二〇一一年七月勉誠出版︶︒
︵ ︶ 拙稿﹁
﹃和名類聚抄﹄
﹁牛馬毛﹂門の本文﹂
︵
﹃外国語学研究﹄第十三号︑二〇一二年三月︶︒
︵ ︶ 林忠鴨﹃和名類聚抄の文献学的研究﹄
︵勉誠出版︑二〇〇二年四月︶六三六頁︒
︵ ︶ 汪紹楹校﹃芸文類聚﹄
︵上海古籍出版社︑一九八二年︶
︒
﹃初学記﹄
︵中華書局︑一九六二年︶
︒
﹃太平御覧﹄
︵中華書局︑一九六〇年︶
︒
中田祝夫編﹃元和三年古活字版廿巻本倭名類聚抄﹄
︵勉誠出版︑一九七八年三月︶︒

﹃楽府詩集﹄
︵上海古籍出版社︑一九九八年︶
︒
京都大学文学部国語学国文学研究所編﹃諸本集成倭名類聚抄﹄
︵臨川書店︑一九六八年七月︶
︵ ︶﹃晋書﹄
︵中華書局︑一九七四年十一月︶
︒
︵ ︶ 同右︒
︵ ︶﹃新唐書﹄
︵中華書局︑一九七四年十一月︶
︒
︵ ︶ 同右︒

︻附記︼本稿の完成にあたり︑ご指導を賜りました藏中しのぶ先生に︑ここに厚く御礼申しあげます︒

小野泰央氏は︑
﹃和名類聚抄﹄が﹃初学記﹄と﹃芸文類聚﹄以外の類書も参照している可能性がある︑と指摘した︒発表者は︑
﹃和名類聚抄﹄には従来﹃法

＊討論要旨

苑珠林﹄などからの間接引用も指摘されているが︑
最も影響を与えた類書は﹃初学記﹄と﹃芸文類聚﹄の二書である︑と回答した︒小野氏は︑特に﹃白氏六帖﹄

は﹃和名類聚抄﹄の序文にも書名が挙がっているため︑併せて確認する必要がある︑と重ねて指摘した︒小野氏の指摘に付け加えて︑司会の海野圭介氏は︑
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特にどの類書から影響を受けているか明らかにすることによって︑平安時代において知識がどのように伝達され︑教養の層が形成されていったのか解明
ロバート

キャンベル氏は︑本発表の平安文学研究における意義について質問した︒発表者は︑平安時代には中国文学から様々な影響を受けていると

することにつながる︑と本研究の可能性を示唆した︒

はいっても︑直接漢籍に当たることは少なく︑日本人が書いた書物から間接的に知識を得ることが多かったことが確かめられた︑と回答した︒キャンベ

ル氏は︑近世文学においても同様の手法による研究はよく行われているため︑長いスパンのなかでこれらの研究の意義を考える手がかりを得た︑と述べた︒

（16）
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