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はじめに　　「類書」とは

　「類書」とは既存の文献から書き抜いた文を分類整

理して並べたもので、類書の要件は、「抄書（文献か

ら書き抜く）」と「分類（書き抜いた文を配列する）」

からなる。

類書の編纂は魏の文帝の命による『皇覧』から始ま

り、『皇覧』以後、勅撰類書の編纂が行われた（梁『華

林遍略』『修文殿御覧』、唐『藝文類聚』、宋『太平御

覧』など）。但し、書目として確立したのは北宋の『崇

文書目』からである。

敦煌文献に多くの通俗類書の類が存在し、唐代で

は、民間でさまざまな種類の類書が編纂されていたこ

とがわかる（王三慶『敦煌類書』上、下（台湾高雄、

麗文文化事業股份有限公司、1993）。その中の「雑抄」

と題する類書は、明清代に多く現れた所謂「日用類書」

に類似した特徴（日常生活に必要な知識、教養などの

情報を盛り込んでいる）がみえ、日用類書の淵源とな

るものと考えられる１。

日用類書の中には、訓戒・嘉言の項があり、教訓的

な言葉や故事が並べられている２。敦煌写本「雑抄」

にも「辯金蔵論法」という項目があり、そこによく知

られた格言や諺の類がならべられている。敦煌文献の

中には、そのような格言・諺の類だけを集めている類

書が存在している。日本においても平安期に教訓的な

格言や俗諺（即ち「金言」）を集めた所謂「金言集」

が編纂されている。

日本の金言集の始めといわれるのが、源為憲が著し

た『世俗諺文』と題する書であり、これにならってそ

の後のいくつかの金言集が生み出されてゆく３。これ

らの日本の金言集と敦煌文献の格言集の類との直接の

影響関係は考えにくいが、それぞれの引用のもとに

なった資料を考えるときに、なんらかのつながりがみ

える可能性がある。それについては、今後の課題とす

るものであるが、今回の発表では、先ず『世俗諺文』

を簡単に紹介し、それと同種の格言集である敦煌写本

「新集文詞九経抄」を概観して、その引用文の特徴を

述べたい。

１．源為憲撰『世俗諺文』について

撰者は源為憲（みなもとのためのり。生年未詳。寛

弘８年（1011）没）、源順（みなもとのしたごう）に

学ぶ４。為憲には『世俗諺文』のほか、『口遊（くち

ずさみ）』（１巻）５『三宝絵詞（さんぽうえことば）』６

の著作でその名が知られている７。

『世俗諺文』の編纂は序文によれば、藤原道長から

嫡男・頼通（よりみち）のために藤原挙直撰『我朝古

来秀句一巻』の遺漏を補うよう命じられたことによ

る８。『世俗諺文』は、将来国政をあずかる者として、

ふさわしい教養を世俗に伝わる諺語（諺や故事熟語）

から学ぶために、その出典を明記して本義を示すこと

を意図したものである９。

序の日付は写本では「寛治四年丁未八月七日」とあ

るが、これは寛弘四年（1007）の誤であることが判明

している10。古鈔本としては東寺観智院旧蔵本（現在、

天理図書館所蔵）１巻（上巻）があり、その他にいく

つか鈔本があるが、みな、観智院本の転写本である。

序によると、152門、631章を三巻にまとめたとあ

るが、観智院本は上巻のみ現存し、中・下巻はかけて

いる。上巻は門に分かれてはおらず、223章の格言が

含まれている。門には分かれていないものの、諺語の

配列をみると、互いに関連のある言葉がまとまって配

列され、順に「神仏、天子、君臣、父母、子、兄弟、

夫婦、才智、義・善・礼、富貴・貧賤、交友、仙、教

育、学問」という連想のながれが見られる。

　引用文の出典は、「日本紀」「職員令」が日本典籍で

あるほかは、ほとんどが中国の典籍であり、出典の

書名を頻度の高い順に挙げると、以下の通りである。

（　）内の数字は、引用則数である。

論語（32則）、史記（30）、礼記（14＋曲礼６）、

毛詩（15）＋韓詩外伝（１）、文選（11）、

後漢書（10）、朝野僉載（８）、漢書（７）＋班固

（１）、左伝（７）＋春秋伝（１）、

尚書（６）＋古文尚書（１）、古文孝経（４）＋

孝経（２）、顔氏家訓（３）＋顔氏（３）、世説（５）、

荘子（３）、説苑（３）、周易（２）＋易乾鑿度（１）、

劉子（２）＋劉子札記（１）、

２則：日本紀、晋書、魏志、戦国策、漢武帝故事、

神仙伝、列子、楚辞、呂氏春秋、孔子家語＋家語、

１則：職員令、千字文、老子、墨子、孫卿子、韓

子、淮南子、列女伝、列子伝、逸士伝、東漢観紀、

風俗通、王子年拾遺記、西京雑記、山海経、西域

記、衛垣射書勢、陸士衡賦序、続斉諧記、白氏六
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帖、白氏洛中集序、要覧、正典、書判

仏典類（11）

以上のように、平安期の大学寮での紀伝道のテキス

ト（史記、漢書、後漢書、文選）と明経道のテキスト

（易、書、詩、礼、春秋、孝経、論語）が上位に入っ

ていることが確認できる。「要覧」「正典」「書判」は

未詳の書である。

２．敦煌類書の格言・諺集一覧

王三慶『敦煌類書』上、下（台湾高雄、麗文文化事

業股份有限公司、1993）によると、格言・諺集として

次のような書名を挙げることができる。書名の前の番

号は、前掲の王書での番号である。

（242）「勤読書抄」P2607
 ――故事集に近い、引用が比較的長文、

（243）「応機抄」　　S1380
 ――俗諺集、引用は短く怪しい、子部書が主、

（244）「新集文詞教林」　　P2612
（245）「新集文詞九経抄」　P2557、2598、3169v、

3469v、3615v、3605、3621、4525、4971、
S5754、 Д x247a、1368、2153、2197、2752
＋2842、P3368、3990、4022、（S8336v、 上
海図書館蔵030v）

　参考のために、故事集の性格の類書も以下に挙げて

おく。これらは、項目別に分類され、その項目ごとに

故事を挙げている。

（221）「類林」　P2635（中題：「類林巻第九」）、
Дx970、Дx6116

　　　　崇文目「于立政類林十巻」、新唐志（類書）

「同」、（小説家）「裴子野類林三巻」、

　　　　宋志、日本見「類林五巻」

（222）「事林」（撰者未詳）P4052（「事林一巻」）
（223）「事森」（撰者未詳）　P2621、S5776
（224）［琱玉集（別本）］　S2072――日本見「琱玉

十五巻」、宋志「琱玉集類二十巻」

３．「新集文詞九経抄」

「新集文詞九経抄」は先行する「新集文詞教林」を

手本として編纂したものと考えられる。但し、「教林」

のほうが引用が正確であり、排列に類の意識がみられ

る11。

「九経抄」と「教林」の上位10位までの引用書のリ

ストとその引用文の数（則数）を挙げると以下の通り

であり、「九経抄」と「教林」が同種であることが引

用書からも確認できる。

「新集文詞九経抄」（全442則）

1 孔子（57則）

2 尚書（書）（33+9＝42）

3 論語（語）（19+18＝37）

4 老子（33）

5 太公（26）

6 礼記（礼）（15+10＝25）

7 荘子（21）

8 史記（12）、易（12）、毛詩（詩）（5+7＝12）

9 劉会（11）

10 孝経（10）

「新集文詞教林」（全228則）（上巻のみ存）

孔子（27則）

尚書（26）

老子（22）

論語（18）

礼記（12）

易（11）

真言決（10）

荘子（8）

太公（太公家教）（5+1＝6）

左伝（5）

これらの引用書の中で、「荘子」からの引用に際立っ

た特徴がみえ、当時、通行していた『荘子』が特異な

ものであることが示される。「荘子」からの引用例は

全21則あり、一覧すると以下の通りである。（　　）

内の数字は王書の番号、「教」は教林での番号である。

１．「人能清自（目）静耳、心神不労、自至於道」（18、

教70）

『荘子』在宥「至道之極、昏昏黙黙、无視无聴、

抱神以静」）

２．「若人作不善於顕明之中者、人得而誅［之］、若作

不善於幽冥之中者、鬼得而誅之。」（52、教11）

『荘子』庚桑楚「為不善乎顕明之中者、人得而誅之。

為不善乎幽間之中者、鬼得而誅之」

３．「労我以生、休我以死、生兮何足喜、死兮何足悲。」

（79、教59）

『荘子』大宗師「夫大塊、載我以形、労我以生、

佚我以老、息我以死」

４．「人知（之）於君、如示（水）之有土。君之於人、

如身之恃足。」（104、教31「韓詩外伝云」）

『韓詩外伝』巻３「故民帰之如水就下、愛之如孝子」
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に似る。

５．「情之傷性、性妨情、性貞則情銷、［情］熾［性:則滅、
猶如煙生於火、［煙］欝則火滅、火盛則煙微。氷生

於水、氷絶（結）則水絶、氷泮則水通。」（107、教

40「劉尚書云」）

『劉子』巻１防慾「情之傷性、性之妨情、猶煙氷

之与水火也。煙生於火、而煙欝火。氷出於水、而

氷遏水。故煙微而火盛、氷泮而水通。性貞而情銷、

情熾則性滅」

６．「色眩於目、声流於耳。」（120）

　　『老子』12章「五色令人目盲、五音令人耳聾」

７．「人以類聚、鳥以群［分］」（140）

　　『易』繋辞上「方以類聚、物以群分」）

８．「聖智賢人清目而不視、静耳而不聴、閉口而不言、

棄心而［不］慮。」（165）

『劉子』巻１清神「是以聖人清目而不視、静耳而

不聴、閉口而不言、棄心而不慮」

９．「一夫不耕、天下受其飢。一婦不織、天下受其寒。」

（199）

『管子』巻23揆度「農有常業、女有常事、一農不耕、

民有為之飢者。一女不織、民有為之寒者」、ほか

賈誼『新書』巻４無蓄、『漢書』食貨志上。

10．「於我善者、吾亦善之。於我悪者、吾亦善之。我

既於人無悪、誰能於我悪乎。」（212、教176、明心）

『老子』49章「聖人無常心、以百姓心為心、善者

吾善之、不善者吾亦善之」

11．「［恕］己不私於物、敬身不惕於人、敬則疏者皆親、

恕己人之（知）自伏。」（221）

12．「若以逸道使人、雖労不倦。若以生道殺人、至死

不怨。」（253・2）

『孟子』尽心上「以佚道使民、雖労不怨、以生道

殺民、雖死不怨殺者」

13．「荊華之材、不堪棟梁。蓬蒿之中、必無大廈。」（273）

『荘子』人間世「此何木也哉。此必有異材夫。仰

而視其細枝、則拳曲而不可以為棟梁」

14．「父母生我劬労、欲報之恩、昊天罔極。」（316、

2-46）
『詩』小雅、蓼莪「哀哀父母、生我劬労、蓼蓼者莪、

匪莪伊蔚、…欲報之徳、昊天罔極…」

15．「磨刀恨不利、刀利傷人指。求財恨不多、財多還

害己。」（338、明心）

16．「与善人相随、猶如霧露中而行、雖［不］湿衣、

時時有閏（潤）。」（358）

17．「君子交、談（淡）如水。小人交、甜如蜜。君子

談（淡）以久、小人恬（甜）則絶。」（380）

『荘子』山木「且君子之交、淡若水。小人之交、

甘若醴。君子淡以親、小人甘以絶」

18．「兄弟如手足、妻子如衣服。衣服破而更新、手足

断而難続。」（410）

19．「不登峻岑、不知天之高。不履深谷、誰知地之厚。

不読経書、焉表世事玄廓也。」（435）

『荀子』巻1勧学「故不登高山、不知天之高也。不

臨深渓、不知地之厚也。不聞先王之遺言、不知学

問之大也」、他、『劉子』巻１崇学

20．「利剣難近、好女難親。利剣傷手、好女傷身。」

（436）

21．「日月欲明、浮雲蓋之。 蘭欲羞（秀）、秋風敗之。」

（437）

『文子』巻６「日月欲明、浮雲蔽之。河水欲清、

沙土穢之。叢蘭欲秀、秋風敗之。人性欲平、嗜欲

害之」、ほか『淮南子』斉務訓。

このような荘子からの俗諺の引用は、以下のよう

に、他の敦煌写本にもみえている。

①　「（一巻本）王梵志詩」：「兄弟宝難得、他人不可親。

但尋荘子語、手足断難論」

②　「武王家教」：「荘子云、吾比養汝、憐汝極深。汝

今養子、当知吾心。汝今不孝、子亦知之。相続相報、

是其常理也。」（Ｐ2825、Ｐ3764）；「荘子云、窮巷莫

立、他墻莫窺、他弓莫挽、他馬莫騎、他児莫抱。…」

（Ｐ5546+Ｐ4899）
③　「王昭君変文」：「荘子云何者、所好成羽毛、悪者

成瘡癬。愛之欲求生、悪之欲求死」（Ｐ2553）

　　前者は張衡「西京賦」（『文選』巻2）、後者は『論

語』顔淵にみえる言葉

まとめ

　以上、『世俗諺文』と敦煌写本「新集文詞九経抄」

を簡単に紹介した。『世俗諺文』は、平安期の貴族の

教養を知るうえでの格好の資料となりうる文献であ

り、その引用が原典からの引用であるならば、平安期

の漢籍の状況を見ることができる。あるいは、その引

用が当時流布していたなんらかの類書からの孫引きで

あるとしたら、その引用を手がかりに類書の系列を知

ることができよう。その類書が中国の民間で流布して

いた通俗類書の類であれば、敦煌類書の中に存在する

可能性がある。今後、そのような視点から『世俗諺文』

の引用例の調査を進めようと思っている。それは、日

本と中国の文化的影響関係が、敦煌文献を通じてより

明確になるのではないかと考えるからである。
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注

１　類書については、拙稿「類書について」（『お茶の水女

子大学中国文学会報』第24号、2005、４）参照。

２　南宋末・陳元靚編『事林広記』に「訓戒嘉言」の項あり、

明代の『錦繍萬花谷』に「習学」の項に故事が載る。なお、

日用類書の発展には印刷術の普及が不可欠であった。

３　藤原良経『玉函秘抄』（建仁３年（1203）前後成）、菅
原為長『管蠡抄』（鎌倉初、北条幕府の要人のための書

として編纂）、藤原孝範『明文抄』（貞永元年（1232）以
後成）、室町期『金榜集』『金句集』『逆耳集』など。

４　源順は三十六歌仙の一人、嵯峨天皇の子孫で、『後撰

和歌集』『倭名類聚抄』の編者として知られる。

５　『口遊』は天禄１年（970）に藤原為光の子・誠信のた
めに書いた、教科書の類。

６　『三宝絵詞』は永観２年（984）冷泉天皇の皇女尊子の
ために書いた仏教説話集。

７　為憲については、大曽根章介「源為憲雑感」（大曽根

章介『日本漢文学論集』第二巻、汲古書院、1986所収、
原載：『リラ』８、リラの会、1980、10）参照。

８　「去夏、古僕為憲、賜参州前判史藤挙直撰集我朝古来

七言詩秀句一巻、命曰、可加遺漏矣」

９　序に「夫言語者、自交俗諺者、多出経籍。雖釈典儒書

為街談巷説、然而必不知本所出矣。抱朴子云、所謂見其

景而不識其形。渉其流不知其源者歟。是以世之口実内外

管見所及、且一百五十二門、六百三十一章、勒成三巻、

名世俗諺文」とある。

10　為憲の没年は寛弘8年（1011）で、寛治４年（1094）
はありえないし、また干支もあわない。

11　拙稿「敦煌の通俗類書『新集文詞九経抄』について―
「老子」「荘子」の引用例の検討―」（『お茶の水女子大学

人文科学紀要』57、2004）参照。
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