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序 論

はじめに

本論文においては､六朝道教における人間観 とその展開についての考察を行う｡その作

業に先立って､本論において如何なる思想的範囲をその研究封象 とするか､ ｢人間観｣な

る語の示す意味的虞が りをまず明 らかにした上で言及 しておきたい｡また､同時に､なぜ

六朝道教を扱うか､その鮎についても購れておきたい｡

中国とその人間観

洋の東西を問わず､古来よ り人は自然 との関係にお いて様々な思索を行い､その知識を

積み上げて時代 と共にその思索を深めてきた｡中国に話を絞るな らば､中国では､周代よ

り明確 となってきた ｢天｣の概念を契機 として､人に封する存在 としての自然の森羅寓象

についての認識､即ち自然観が発達 していったと思われる｡それは同時に､自然界の中に

生きる人間そのものの存在の意義や意味についての思索をも生ずることにな り､人間観の

形成をも促 したのであるo

｢人間観｣ とは､人間に関する諸ろの事象や事項に封 し､意識的に､また時には無意識

的に抱 くものの見方､と理解する｡その場合､人間観の及ぶ思想的範晴は慶大な領域にわ

たる｡例えば､人鯉の構成や精神 と肉腰の関係な ど､人間そのものの構造 を探る形神論､

人の本質は善悪いずれかなどを論 じる人性論､人は生まれつき運命なるものに縛 られて存

在 しているのか否かを議論する運命論な どがある｡また､様々な思想的取 り組みの中で人

間観が重要なものとして機能 していることも多い｡例えば､自然 との封比において､人間

に如何なる存在債値があるかを見つめる自然観的考察 も､人間観な しには語れないC政治

思想においても､その坂本には人間をどう捉えるかが重要 となるO教育論 もまた同様であ

る｡人間として如何に生きるかを扱 う道徳倫理思想､或いは虚世論なども､人間に封する

真筆な思想的取 り組みと密接に関わる｡人の苦 しみを少 しでも和 らげ､救済 しようとする

宗教も､その教理の底蓮には人間に封するある一定の見方が存在する｡以上に奉げた自然

観や政治論な どの様々な思想的範境は､互いに濁立 しているものではな く､相互に連関 し

ているため､それぞれを全 く分離 して分析検討することは不可能である0分離不可能なら

しめているのは､いずれもが人間観 という思索を欠いては存在 し得ないためであり､いわ

ば人間観 という地盤をいずれもが共有 しているためであろうD故に､人間観考察 という作

業は､中歯思想全鯉を理解するための大 きな足がか りであると考え､この間題を扱 う次第

であるO

前述 したように､ ｢人間観｣ と言 ってもそ こに含まれ得る内容は幅贋 く､また多岐にわ

たる｡それは自己および他の自己 と同種 と認識される存在を､様々な立場の人間が様々な

動機によって様々な角度か ら捉え思索するが故である｡ しか し本論文にて取 り扱う ｢人間

観｣ とは､その全てを網羅するものではない｡その理由としては､現在の自分の能力では､

とても全鰹を扱い得るものではないか らである｡また､網羅するに足るだけの研究蓄積が

あるわけでもない｡そ こで､まず本論文で扱 う ｢人間観｣の範囲について明確にしておき
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たい｡

本論で扱う人間観とは､運命戟及びその周透である｡人の一生は波乱に満ち､誰 しも説

明のつかぬ不合理や理不義な現象 ･事件に遭遇することがあるQ民主主義が発達 し法整備

が整い､人種についての理解が浸透 し､かつ 日常自らの周遠に戦乱状態を鯉験する ことが

な くなって久 しい現代 日本に比べると､古代中国ではより苛酷な現賓が到来 し､或 いはよ

り頻繁に出合うことで､自らの存在意義 との間に激 しい衝突を生 じたことであろう｡古代

よ り､善行を績けたのに不運の一生を終えた人物､逆に極悪非道の行いを繰 り返 していた

のにも関わ らず､栄華や長寿を手に して死んだ人物な どの存在は､人々の心 に ｢所謂天道

は是なるか否なるか｣ という司馬遷の言葉に如賓に現れる感情を惹起 したことであろう (1㌦

この間題に封 し､逆 らいようのない運命或 いは宿命なるものを提示 して自らをも含めた人

々に現賓の不条理を納得させようとしたのが運命論の始 まりである (2)｡つま りは人間の意

志や行馬が自らにどこまで有効に働 くかを見定める作業であると言えよう,併教の三世鷹

報説が西域より輸入されると､中国の人々は聞いたことも考えつきもしなかったその考え

に封 して新鮮な驚きを覚えたらしい｡同時に､ この磨報説は次第に中国人の心を捉え､運

命 を幾ばくかでも考える分野において､大な り小な り影響を輿えた｡本論文が六朝期の思

想を扱 うのは､その便数思想が流入 した漢代よ り歎百年たち､徐々に併教の勢力が擦大 し

ていく最中､沸教に封抗する道教や儒教の人々が､自らの思想の枠内で如何 に人間の可能

性や運命を解樺するか､或いは如何に併教を掻取 して思想的襲化 ･蟹展を遂げるかを見届

けることに､重要性を見出すからである｡

運命論は､軍 に抗いようのない運命の存在を説明するだけではない｡その運命なるもの

の構造を理解 した上で､人が世にお いて如何に生きれば心の平安を得 られるかを論 じる虚

世論の意味合いをも持つ｡自らの行馬の如何によって 自らの柴達や長憲が得 られるわけで

はないことが分かった以上､それ らに向けて奔走する ことは無意味となる｡そ こか ら人の

生きる意義､さらに言えば ｢正 しく｣生きる道を探ることの意義を見出さねばな らな いD

運命論には常にその鮎についての思索が付随する｡

六朝以前にお ける運命に封する主な考察を簡単に見ていこう｡ ここで問題 として いる宿

命 という意味での ｢命｣の概念が明確 となってきたのは､春秋戦国の所謂諸子百家の時代

か らである (3)o儒家にお いては､孔子の ｢命｣に封する言及が 『論語』にいくつか見える

し､ 『孟子』でも ｢命｣の概念は重要である｡彼 らの考える ｢命｣ とは､金谷治氏が表現

するところによれば ｢人間能力以上の世界か らもたらされる一種の偶然性､ままな らぬ外

的運命的なもの｣であ り､人力を超越 した運命の力が強 く認識されているo Lか しその一

方で､人の主腰性を失ってはいないのも儒家の運命論の特徴である (4)0

-万墨家では､ 『墨子』に ｢非命｣鷺があるように運命の存在 を否定するo鬼神を肯定

しそ こに人への賞罰の役割を輿える思想をも表明する墨子においては､人が改愛 しようの

ない宿命の存在を認めるわけにはいかなかったのであろう｡道家の場合は､ 『荘子』では､

｢死生は命な り｣ というように､人の死生富貴を逆 らいがたい運命 として捉える鮎では儒

家 と同じであるが､封虚の仕方は異な り､死生を同一に見､運命にこだわ らないという立

場を目指 している｡ このように先秦の時代 において､早 くも三者三様の運命観が登生 し､

後の時代へとそれぞれが何 らかの形で受け継がれていくことになるC

漢代以降の借家の運命に封する立場は､基本的に孔子や孟子のそれを踏襲 している｡後
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漢になると徹底 した命定論者王充が登場 し､抗いようのな い運命の構造 を細かく分析する

こととなるoその際､それまでの儒者が抱えていた潜在的かつ根本的問題が囲らずも露見

することになる｡即ち､行篤の及び得ないと考えられる運命 と聖人の説 く理想社合に向け

ての人の努力との間には根本的な整合性を見出ないままになっていることである｡ これは､

儒教の聖典たる経書がそもそも由来 も成立時期も真な り､さらには-経書をとっても篇 ご

とに作者や時代が異なってお り､客観的に見れば不統一を免れない面があることに端を蟹

すると言ってもよい｡また､儒教の聖人たる孔子の言葉であっても､いや､相手に鷹 じて

説 く内容を襲える孔子だからこそ と言 ってもよいが､果た して様々な論議に際 して常に､

かつ統一的に運命を捉え論 じていたか､はなはだ疑問であるOそのため､運命について語

る場面 と､運命以外の政治論や修養論について語る場面で､人と人を支配する超越的な力

との関係についても異なった見方が出てくるのは自然の成 り行きであろう｡ これは王充で

あってもある程度言えることである｡運命に関する王充の論理はかな りの一貫性を持って

いるが､政治論や教育論では自らが強調 してやまない運命の力を､あたかも無視 して論 じ

ているかのようである｡彼の著書 『論衡』も､長い年月をかけて成立 した書物であ り､そ

の間に彼自身の思想も徐々に襲化をしていて菖然である｡その鮎では半ば無意識に矛盾を

生 じているのだろう｡ しかし一方では半ば意識的に矛盾を無視 している (しかもそ こで何

ら論理的不整合性に封する危倶感を感 じない)のが彼 らの賓状である｡

彼 らのこのような思考方法について､現代論理撃や西洋哲撃的な視鮎でもって幼稚な論

理性の持ち主 として片づけて しまうのはたやすい｡ しか し､その視鮎で中国の思想家を見

ていけば､多 くの者が同じような評債を受けることにな り､中国では徹底 した論理的思考

や一貫 した思想的態度を以て論ずる思想家はいないと結論付けられかねない｡またその逆

に､見た目不整合な思想について､なん とか統一的に解樺 しようとして牽強付合に近い操

作を用いて解糟を行うことも､ これまた現代の人間の債値観か ら生じる大きな弊害 となっ

て しまう｡我々研究者の態度 としては､個人などのまとまりの中で捉え られるべき思想に

ついて､内部に矛盾や不整合が生 じていると感 じられる場合､その矛盾についてある程度

までの統一的解樺に努力しつつも､その矛盾それ自鰹を受け入れ､矛盾の生 じる理由をさ

らに考察 していくべきであろう｡特 に本論において扱 うのは六朝道教の諸書である｡宗教

的な精神の混 じり込む内容では菖然 と言ってよいほど矛盾が存在する｡上の態度を維持 し

て考察を行 うことが肝要であろう｡

六朝道教と人間戦

後漠になると､古来よりの不死信仰や民間の錐術を吸収 して道教が教圏の形態をとって

成立する｡六朝時代になると道教はその教理や組織を整備 して､唐末代の道教隆盛を控え

ることとなる｡人々誰 しもが一度は直面する人生の問題､即ち病､老､死な どの苦 しみに

封 し､道教は様々にその封虚法､解決法を提示する｡生きる苦 しみに封 しては､何事にも

とらわれぬ境地を鰻得する修行法の一方で福を獲得する方術が存在 し､病の苦 しみには一

種の俄悔や符水 ･薬物 による治病の術 を､そ して老､死に封 しては様々な種類の長生不死

術を提示 した｡道教は､あらゆる苦 しみや不安を克服 したいという､誰 もが抱 く欲求を如

責に反映 した現賓的宗教と言える｡それ故､宗教的不合理が多 く存在するとはいえ､人間
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そのものに封する思索も菖然そこに織 り込まれることになる｡

道教発展の中でも､宗教 として人々に廉く浸透 し得る宗教的影響力を身につけつつある

六朝の段階において､道教は一つの大きな課題を解決せねばならなくなるOそれは､修行

者個人の行馬 と昇仙との関係についての明確な理論付けの必要性､そして修行者個人の行

馬が 自己の救済のみに限定されるか否か､という問題などである｡人が努力すれば誰 もみ

な神仙になれると説かねば､信者はさほど多 くはならないであろう｡また修行者個人の行

馬はその者にのみ限定され､菖時の人々にとって切 り離す ことの困難な家族､先祖な どの

救済を念頭におかねば､家族制度との衝突が生 じ､やはり廉く民衆にまで行き渡る力を持

つ宗教た り得なかったであろう｡そういった課題を解決する中で､人間の行馬の可能性に

ついて､運命 と封峠する関係か否かを論 じる記述が見えて くる｡終末論では天地の崩壊 と

再生を説いて､その際の救済に選ばれるための条件を示すが､そ こにも修行者の行馬の是

非が問われる｡ このように､六朝道教思想の展開においては昔時の儒教や悌教以上に人間

についての生々しい捉え方を見ることができ､人間観 と密接に関わった諸思想を見て取る

ことができるのである｡それ故､六朝道教の人間観を検討することで､六朝時代の人間観

の一側面を見ることができるO

晴唐代の道教になると､併教との封立 と交流などの影響を十分 に受けた結果､仙道理論

も心拳的側面を強 くし､六朝時代に比べると精神の清浄虚無的なあり方を獲得 した り､い

わば心の ｢悟 り｣を得た りすることで神仙の境地に至ることを重視する風潮が強 くなる｡

その一方で､唐代の皇帝が仙薬服用によって中毒する事例が多額 したことか らも分かるよ

うに､金丹術をは じめ とする六朝以来の博銃的仙術に封する信仰もまた盛んであった｡ こ

の頃の道教でも､修行によって神仙になれるという ｢神仙可畢｣の思想がやは り大きな力

となって道教信仰を後押 ししている｡

宋代には朱子をその代表 として儒教革新運動が興 り､宋撃 と呼ばれる儒教が成立す る｡

その宋撃の成立 に道教の影響が明らかに見えるのは周知の事賓である｡その栄華では聖人

を畢修 によって到達する存在である､という､いわば ｢聖人可畢｣の思想が明確に登場す

る｡ 『孟子』の道続を継 ぐと自認 している以上昔然ではあろうが､その登場の背景には唐

代道教の ｢神仙可撃｣の思想が多少な りとも影響 していることも大いに考えられるのであ

るD 唐代道教理論の下地は六朝道教の展開中に形成されたo

故に六朝道教における人間観､特に ｢神仙可畢｣の思想や運命な どの思想を分析するこ

とは､六朝時期の人間観を捉えることのみにとどまらず､思想史上の重要な思想課題の背

景の分析 ともなるのであるOそ こに本論で六朝道教を扱う動機の一つが存在するのであるO

小 結

本論文においては､以上のような意園をもって､六朝道教にお いて人の行馬が如何様に

位置づけられ債値付けられているのかを､その仙道理論､救済理論の中で探っていきたい0

第一章では､否の葛洪がその著書 『抱朴子』内竃で展開する仙道理論にお いて､人の行

鳥の可能性 を如何に捉えるか､まず世俗 の得失を論ずる 『抱朴子』外鷺の記述か らその藁

意を探 り､その上で内篤へと話を進めていく｡

第二章では､葛洪の没後約半世紀 して活動が本格化 した上清派道教において､人の行鳥
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が成仙 とどのように関わるか､前章 との封比をも交えて上清派の重要経典である 『置詰』

を中心に検討 していく0

第三幸では､六朝期に盛んとなった道教終末思想である種民思想にお いて､救済される

者の条件と仙道 との関係について､上清派の経典の一つ 『上清後聖道君列紀』を検討するC

その際､従来その密接な関係が指摘されていた 『太平軽妙』甲部 との比較 も行い､両書の

関係を探る作業も行う｡

附章 として､葛洪 『神仙俸』の資料的債値について論 じる｡葛洪の神仙思想およびその

人間観を探求する上で利用できるものは少なく､ 『抱朴子』内外篇以外は多少な りとも後

世葛洪に暇託された書である疑いが存在する｡葛洪自身が著 した と明言 し､現存 している

『神仙倖』もその例に漏れない｡ しか し近年見ることができるようになった 『四庫全書』

所収本の 『神仙倖』についての検討は､いまだ十分になされているとは言えない｡そ こで

配列 と内容の南面か らその資料的債値について探っていこうとするものであるD残念なが

らこの研究は人間観考察に利用するまでに至っていないため､附章 として添えることとす

る｡

この一連の研究によって､六朝道教における行馬 と結果 との関係付けを明 らかにしてい

きたいD

注

(1) 『史記』巻61伯夷侍 ｢或日､天道無親､常輿善人､若伯夷 叔賓､可謂善人者非邪｡

積仁繋行如此而餓死｡且七十子之徒､仲尼濁薦顔淵霜好撃､然回也屡空､糟糠不厭､

而卒蚤天｡天之報施善人､其何如哉｡-･或揮地面踏之､暗然後出言､行不由径､非公

正不壊憤､而遇禍災者､不可勝敷也｡余甚惑憲､僕所謂天道､是邪非邪｣0

(2) ｢運命論｣ と言った場合､多 くは人が抵抗不可能な運命を認める立場を指すが､必ず

しも運命は改襲不可能ではな いとする立場や､運命を否定する立場も ｢運命論｣を語

っていると言える｡ しか しここでは便宜上最初の立場､即ち命定論 とも呼ばれる立場

を ｢運命論｣ と呼ぶ｡

(3)孔子以前､殿代より見える ｢天命｣の概念などについてはここで解れない｡

(4)詳 しくは､金谷治 ｢孔孟の ｢命｣について一人間性 とその限界-｣ (『死と運命一中

国古代の思索-』法蔵館､1986)などを参照｡
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第一章 葛洪における運命 と仙命

はじめに

初期道教の基礎 を作った思想家の一人である葛洪が考える神仙像は､金丹服用を中心 と

した修行によって成ることのできる､人間の行篤の延長線上に連なる存在である､という

特徴を備えている｡道教史上に果た した彼の役割は大きく､彼以降の道教にお いて､宗派

による若干の相違はあるものの､個人の行篤 (精神活動をも含む)の如何によって神仙に

なれるかどうかが決まる ｢神仙可撃思想｣ とで も呼ぶべき考え方は､以後の道教に根付 い

て重要な役割を果たす (1)｡

しか し､その根幹部分 と言うべき神仙の性格について､その著書 『抱朴子』内篤では､

一方で ｢仙命｣なるものを唱え､人の努力によってはどうしようもない神仙の壁を想定 し

ているO この矛盾とも言える南観念の珪存について､何人もの研究者がその整合的説明を

試みてはいるが､人によ りその意味付 けは異なる (2)｡そ こにおいては､ 『抱朴子』内鷺に

おける文章を中心 として､葛洪の仙道思想の中で､神仙可撃論と仙命論 とのどち らが彼の

本意か､或 いは両者がどの様に統一的に把握されているか､が議論される. しか し､ 『抱

朴子』には外篇 も存在 し､その外篇をも含めた葛浜の思想全鯉に十分に照 し合わせて論 じ

てはいないように思われる｡

葛洪は確かに道教的方面において際立った思想を残 してはいる｡だが､ 『抱朴子』外竃

において､政治論その他様々な問題に関 して言 を残 しているのは､彼の幅虞 い思想性 を物

語るものであり､彼の思想を純粋に仙道方面のみで説明し壷 くす ことは到底不可能であろ

う｡そ こで､この間題に自分な りの解決 を得るため､本章 においては､葛洪の考える人間

観及び運命観に関する問題について神仙思想以外の面で検討を加え､その思想的淵源を探

り､その上で内鷺における神仙思想についての記述を検討することで､彼の神仙思想にお

ける､相反する神仙像の並存の意味を導きだしていきたい｡

第-節 『抱朴子』外篇

(-) 『抱朴子』外鷺における命定論

『抱朴子』内鷺では､死を免れ不老長生を達成することが追求 されるのに封 し､ 『抱朴

子』外鷺では､ ｢人間の得失､世事の成否｣ (外篇 自叙) (3)を論 じる､と自ら述べるよう

に､個人面に関 しては､生そのものを如何に生きれば自分にとっての星の安楽 となるかを

追求することに重鮎が置かれる｡そ こでは､生きている間の己の置かれている境遇 ･状況

に自ずと目が向けられる｡即ち､貴腐 ･貧富である｡

この世には富める者 と貧 しい者､出世する者 とできない者がいる｡ この差はどうしてで

きるのかO 自分の行いにその端を牽 して いるのかO これは､古 く先秦時代か ら意識され扱

われてきた問題であり､周知の如 く､ 『論語』には､孔子が しば しば人のどうすることも

できない ｢命｣を語る場面がある (4)O葛洪が登場するまでの間にも､先人による運命に封

する取 り組みはやは り存在するが､その事については後述することにして､葛洪にお いて

は､この間題がどう扱われているだろうか｡
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『抱朴子』外鷺には､任命鷺 と窮達篇 と言う名の二篇がある通 り 5̀)､葛浜に､運命に封

する泣々な らぬ興味があったことは明らかであるo以下に臓を追って彼の運命に封する考

え方をまとめてみたい｡

有徳の人が困窮 し､私欲にふける者達が発達を極めている状況 を見て､徳行が貧塵を招

くのでは､と疑 う者達に封 し､葛浜は言う｡

而 して知 らず､紫蘇なる者は幸有 り､頓絵なる者は不遇にして､皆な其の行ひに由ら

ざるを｡ (刺騎) (6)

ここで彼は自らの行馬 と境遇 との間に関連性のないことを説 くOでは､境遇を決定する要

因は何か｡

窮と達と､求むる能はず｡-通寒に命有 り､道 正直を貴ぶ｡否泰は之を自然に付せば､

津塗何ぞ多 く香るに足 らんや｡ (交際) (7)

蓋 し聞く､重機は冥緬にして､握だ妙味､禍福は椅伏の間に交錯 し､興亡は盈虚の骨

に纏綿す｡迅遊する者 も身を逐ふ景よ り脱する能はず､成るを楽 しむ者 も理致るの敗

を免るる能はず｡ (任命) (8)

否泰は運 に繋れば､窮達は以て士を論ずるに足らず､得失は適偶に在れば､督辱は才
さ

を以て量る可か らず0時命は力を以て求む可か らず､遭遇は智 を以て遣る可か らずO

(博喰) (9)

人の遇不遇は ｢命｣或 いは ｢運｣と呼ばれる､自らの如何に行馬によってもそれを濠測で

きぬ法則のようなものによって決定される｡

では､如何 ともすべか らざる命に封 し､我々はどのような態度で臨めばよいのかOまた､

自らの行馬が己の将来を明るくするための材料 とな り得ないのであれば､人は何を心の頼

りとして生きてゆけばよいか｡まず､前者の問いに封 し､葛洪は次の様に述べる｡

永 く惟ふに､富貴は以て漸得す可きも､頓合す可か らず､其の間に屑屑たるは､亦た

以て人を努するに足る｡且つ柴位 ･勢利は誓ふるに寄客の如 くして､既に常物に非ずo

又た其の去るや､留むるを得可か らざるな り｡隆隆たる者は絶え､赫赫たる者は滅す

ること､春華の須奥にして凋落するが若きこと有れば､之を得るも喜ばず､之を失ふ

も安んぞ悲 しまんや｡ (外篇 自叙) (10)

自分ではどうにもな らぬ事に心を砕 いても何も得 られぬので､自らに到来する境遇を甘ん

じて受け入れよ､と言うのであるOまた､後者の問いに封 し､次の様に述べる｡

抱朴子日く､連城の賓は貧寒の能 く市ふ所に非ず｡高世の器は浅俗の能 く識る所に非

ず｡然れ ども盈尺の珍は知る莫きを以て其の質を暗 くせず､逸倫の士は否塞を以て其

の節を薄 くせずO天を楽 しみ命に任せば､何をか怨み何をか尤めんや､とo (虞誓)

(ll)

夫れ器業異な らず して､抑有 り揚有るは､知己無ければな り｡故に否泰は時な り､通

塞は命な り｡時を審かにする者は何ぞ沈潜を怨みんや｡命を知る者は何ぞ卑痔を恨み

んや (12)a (窮達)

自らの境遇に封する執着を捨て､人間の在るべき姿､即ち節義の士 として生きることに努

めるべきだと言 う.何故 これが答えとな り得るのかO一つの理由は､自らの備わる徳によ

って､貴 ･尊の資格を得ることができるか らである｡

而るに世人の畏るる所は唯だ勢のみにして､重んずる所は唯だ利のみ｡盛徳にして身
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滞れば､便ち庶人と謂ひ､器小にして任大なれば.便ぢ高士と謂ふ｡ (逸民) 'u〕

世間の大利 注目に見えて表れた官位によって尊卑 ･祭革を判断するが､葛浜はこれに反雪
する亡

且来れ遺存すれば則ち尊く､徳勝れば則ち蓋 し｡ (嘉逓) …'

架 ･村は帝王な り,仲尼は陪臣な り｡ 今架 ･村に比べらるれば､則ち怒 らざる

伸尼に擬へらるれば､則ち悦ばざる莫 Lo憐れば則ち段膿は果たして位に在ら菜
ざり｡ (逸民) tlS'

故に醇にして発ならざる､斯れ射ち富な り｡身役を受けざる､断れ則ち貴なり｡

符を剖きて土を有つが若きは､所謂緑利のみにして富魚に非ざるなり8 (逸民)

く

るま
八

人が ｢尊｣ ｢貴｣と硫される所以は､本来その人の身分や位の高さにあるのではなく､
の人の備える徳の如何による｡ よって､高位高官や冨凸は手に入れ られずとも､白

しいあ り方を進めることで､ ｢尊｣ r畏｣なる澄格を得る ことができる｡人はそれ

の

勘

ら

を

にし､誇 りにして生きればよい､と葛浜は説いているp

もうーつの理由は､一つめとも大いに関連 しているのだが､節義を守 り､徳行を蚤(

とにより､その行いが後世に樽わって評燈され､その名を歴史に残す ことができるから

ある｡

1't
名賓は～世に漏ると軽も､徳育は絡束に蓮む可 L B 天を襲 しみ命を知れば､何をか

-~｣

Hn1h.I....
.r~‥1

-.71.,-
ヨ

ー
ー
､...

ひ何をか曇へんや. 時に安ん じ艦に慮すれば､何をか怨み何をか尤めんやめ (名即 ち
(17)

また､著述活動に封 しても､葛浜は同様の意識を持ってお り､

若 し鮭を擦 きて著述すれば､以て最を全 くし名を成 し,兼化 に嬬ふこと有る可し｡

(嘉避) ‖8)

と述べ､世の教化の手助けができることの喜びを訴える｡つまり､自分の境遇はどうあ

こうと改襲 しょうがないが､道徳的に生き､また,世のために著述をなすことにより､

格的に語ることのできる人間として､自分自身納得がいき､また､後世に賞賛されるこ

の確信によって得る喜び､そ して世の安寧や譜展 ･改善に一役買うことができることに

する賓び という形で.自分の生きる意義を､将来との関連で見出すことができるのであ

笛浜は､倫理的行島そのものに慣値を見出すだけでは飽き足らず､この二つの見返りと

も言うべきものを設定 し､固定された運命の中での徳行蜜按を発散 している8

酢
､､-･<

tと~
｢.a
.｣
到
..A/:;
-
-
..

F抱朴子J外剛 こ見 られる､葛洪の考える運命 と人との関係を両軍に見てきた｡この護

衛には､命定的運命論がそこかしこに散見されるのできまあるが.それだけで全ての論が展

開されているわけではな<､隠逸論､拳闘論､政治論など､その内容は多岐にわたってい

る｡そ こで次に.外筒の各所において人の行馬がどのような意味付けをされているのかI

桧討 してみたい｡

外貸冒頭の嘉避 ･逸民粛清は､隠逸者の行動原理を説 く活である,葛洪の思想を代拝す去

る漬中の人物は､仕官を勧める者からの非難に封する答えとして次の様に述べる｡

億求の徒､欲す可きに昧く､集まるに木を浮ばず､仕ふるに世を掛 らず､進むを牽り

て負乗の禍を慮らず､任を受けては塔へざるの敗を計らず｡ (嘉遊) u91

出世に汲々として､時の碓力にすが りつ くことを繰 り返す ことは､発達 を敵 う心とは垂腔
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に､かえって禍 いを招 いて しまうものだとして否定されている｡つまり､自らに降 りかか

る禍 いを招 くのは､他ならぬ自らの愚かな行馬によるのであると言えよう.

葛洪における隠遁の行動原理には､世を避けることで自分の身の安全を困ることが含ま

れているO俗世にて官吏 として働 くことよ りも山林にて隠遁生活 を送るという行馬を選拝

したことにより､自らに訪れると濠想される禍 いを防 ごうとしているのである｡ ここでは､

行馬が自らの将来の如何を決定するものであると意識されている (20)0

故に､彼の仕官 ･隠逸に封する考 え方には､ ｢時｣を選んで出虚進退を決めようとする

姿勢が見 られる｡
かか

抱朴子日く､期び集 まりて木を揮ばざれは､必ず蔚 に離るの禽有 り｡身を出して時を

料 らざれば､必ず危辱の士有 り｡時を之れ得たるや､則ち親乎 として猶 は鷹龍の景雲

を覧るが ごとく､時を之れ矢へるや､則ち蕩然として巨魚の崇陸に枯るるが若 し｡是

を以て智者は其の器を戒 して以て待つ有 り､其の身を隠 して鳥す有 り｡ (良規) (21)

世には隆衰の波 としての ｢時｣があるO この ｢時｣にうまく適合 した行動をとった者が栄

達 を得ることができる｡であるか ら､寅の智者は､その ｢時｣ を見定め､仕官するか否か

を決定する､と言うのである｡ここで言 う ｢時｣ とは､先の引用に見 られた ｢運｣ ｢命｣

にかな り近 い意味合いを持つ と思われるが､やは り､それ 白骨豊は人馬によって襲勤 しよう

のないものとして捉えられている｡ しか し､その ｢時｣の流れを見極めれば､自分の今後

の境遇を若干な りとも改善できることを認めているo

また､崇教篇では､素養もないまま高位 に就 く貴族の子弟に封 し､

術畢無くんば､則ち安んぞ能 く邪正の最低を見､古今の行事を具へ､自ら之が理を悟

り､感仮する所無く､能 く巣を傾け車を覆すの禍無か らしめんや0 (崇教) (盟)

と述べ､畢間せずに政治に参加することの危険性 を説 く｡畢間をきちんと修めていれば､

禍 を避けることができるのである.次の二条も､同じ様に行馬の結果に封する影響力を指

摘する｡

先哲は高きに居 りて敢て危ふきを忘れず､子を愛 して之に義方を教へん と欲 し､彫琢

切瑳 して､邪偽を納れ しめずO･･･故に能 く悔客を遠 ざけ､其の貞吉を保つ こと多 し｡

昔 諸費は遣教の福を蒙 り､電南は率意の禍を受け､中山 ･東平は好古を以て して安 ら

かな りて､燕刺は面謄なるに由 りて危 うし｡前事忘れ ざるは今の長髪な り｡ (崇敬)
(23)

先哲は､己の努力によって我が子の境遇を制御 し得た し､己或いは先祖の行馬によって､

然るべき時にそれ相鷹の結果が出ることを認めている｡

一つ一つ事例を奉げるとき りがな いので､簡単に以下を説明すると､君道篇では､君子

の適切な政策を賓施すれば､国は安泰を得ることができることを力説 しているし､臣節篇

では､臣下 としてあるべき姿を守れば､必ずそれ相鷹の良い結果がやってくると述べてい

る｡貴覧 ･任能 ･欽士の三篇は､賢人を君主が求めるべきことを力説するが､それは､自

らの国の安泰を願ってのことで､君主の人材登用の際の判断如何では､園は煮える ことも

可能であると語ってお り､績 く用刑篇では､厳格な法によって国の秩序を回復 ･維持せよ､

という文脈の中､君主が法に基づく政治を行えば.太平への道が開かれることを述べるo

審翠鷺でも､優れた官吏を選ぶように努めることを勤め､君主の行鳥の､結果に封する有

効性を期待 している｡ これ以外の貨でも､各所にこのような考え方が見受けられる｡
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以上か ら明らかなように､葛浜は､決 して人の行霜を運命の前に無力なものとして放っ

てお くばか りではない｡古来から言われてきた ｢積善鯨慶｣ ｢福善禍淫｣の思想の影響の

もと､ 自らの行馬 と､自ら或いは国家 ･子孫の行 く末 との必然的関連性を認めている｡ こ

の ことは､ 『抱朴子』内意に､神仙可畢思想 と仙命論が混在する状況を容易に想起させる｡

人 と命に関わる記述において､内鷺 に見 られる思想的な不整合性が外鷺においても見 られ

るのである｡よって､内篭におけるこの問題は､道教史的把握も勿論必要であるが､それ

だけでは､葛洪の思想構造の全鯉像を見誤ることにな りかねぬことが理解できよう｡

(二) 李康の命定論 と葛洪

葛洪のような命定観は､特に濁創性があるわ けではなく､命定的な運命観を持つ思想家

であれば､ほぼ似たような思想構造を持っている｡命定論 と言えば､後漠の王充が有名で

あるが､それはひとまず置いて､ここでは､よ り葛洪に近 い時代の人物李康の考える命定

論を検討 し､葛洪 との比較のもと､命定論の本質を探ってみたい｡

『文選』巻53所収 ｢運命論｣は､李康の著作の中で､唯一その全般を見る ことのできる

ものである｡唐の李善注に引く 『集林』及び 『太平御覧』巻586に引く 『魂書』に依ると､

李康は魂の明帝代 (226-236)を中心 に活躍 した人物である｡気質が剛直で､郷里の人々

に嫉まれたために出世が遅れたようであり､彼の運命観形成の一端を伺わせる｡

｢運命論｣は､その名の通 り､運命に封する鯉系的論述であるが､冒頭に次の様に言 う｡

夫れ治乱は運な り｡窮達は命な り｡貴腐は時な り｡散に運の将に隆んな らん とするや､

必ず聖明の君を生じ､聖明の君に必ず忠男の臣有 りO其の相遇ふ所以や､求めず して

自ずか ら合 し､其の相親 しむ所以や､介せず して自ずか ら親 しむ｡-得失も其の志を

疑はしむる能はず､議樺も其の交はりを離す能はず､然る後に功を成すを得るな り｡

其の然るを得る所以は､豊に徒だ人事のみな らんや｡之を授 くる者は天な り｡之を告

ぐる者は神な り.之を成す者は運な り｡ (24)

国家の治乱 ･個々の人間の窮達 ･貴鰻は､共に時のめぐり合わせであり､その運命の波に

従って必然的に聖君や緊臣が出現するという｡勿論その逆に､運命の波の必然性によ り国

家が衰える､ということも李康は後段で述べている｡運命の問題を国家或いは社合 と個人

との関わ りの中で論じようとする傾向が､論の冒頭より見 られるO

では､そのような必然性に支配された世界の中で､なぜ孔子程の人物が不遇であ り､世

は隆盛を得なかったのかo

夫れ仲尼の才を以てするも､器 魯衛に周ねか らず｡仲尼の群 を以てするも､言 定哀

に行はれず｡仲尼の謙を以てするも､子西に忌まる｡仲尼の仁を以てするも､健を桓

魅に取る｡仲尼の智を以てするも､厄に陳奈に屈す｡仲尼の行ひを以てするも､穀を

叔孫に招くC (25)

人が如何に高い才能を持っていても､必ず しも明君と出合い､世を安寧に導 く手助けがで

きるとは限 らないことを述べている｡あくまでも隆運の際にのみ､そのような幸運が訪れ

るDつまり､高き才能を有 して生まれる運命は､それを十分に生かす場に生まれる運命 と

は別物なのである｡

では李康の場合､そのような宿命に縛 られた世界の中､どの様に生きていけばよいと言

っているか｡
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而るに後の君子､-主に匿匿とし､一朝に歎息すO屈原は之を以て湘に沈み ､貫誼は

之を以て登憤すo亦た過な らずや｡然 らば則ち聖人の聖たる所以の者は､蓋 し天を楽

しみ命を知るに在 り｡故に之に遇ひて怨みず､之に居 りて疑はず｡其の身は抑ふ可く

して道は屈す可か らずD其の位は排す可くして名は奪ふ可らずO-･是を以て聖人は窮

達に慮ること-の如 し｡ (26)

逆 らうことの不可能な運命に封 し､喜び悲 しむのは無駄である｡また､自らの境遇が如何

様になろうとも､自らの ｢道｣ ｢名｣は失われない｡故に､自らの境遇に一喜一憂するこ

とな く生きるべきなのである｡その際の生きる指針は何に求め られるのかO

天地の大徳を生 と日ひ､聖人の大賓を位 と日ふ｡何を以てか位を守る､日く仁O何を

以てか人を正す､日く義O故 に古の王者､蓋 し一人を以て天下を治むるも､天下を以
ただ 辻じ

て一人を奉ぜず｡-･天人の性 を原ね､邪正の分を核 し､禍福の門よ り擢 まり､柴辱の

算に終ふること､其れ昭然た り｡故に君子は彼を舎てて此れを取る. (27)

己の境遇は､ どうあが こうともどうしようもないものであるか ら､世を治めるにも､仕官

して政務を行 うにも､仁義を貫 く道徳人 として生きよ､というのである｡では､そのよう

な生き方に何の満足を得 られるのかO

夫れ忠直の主に蓬ひ､濁立の俗 に負 くは､理勢の然ればな り｡･･･然 り而 して志士仁人､

猶は之を跨みて悔いず､之を操 りて矢はざるは何ぞや｡婿に以て志を遂げて名を成さ

んとすればな り｡其の志を遂げん ことを求めて風波を険塗に冒し､其の名を成さんこ

とを求めて､誘議を常時に歴.彼の之に虚する所以には､蓋 し算有 り｡ (28)

思直に生きることは､世にうとまれ､排除される結果を招きやすい｡何の資質的な利益が

な くとも､自らの倫理的な生き方そのものに満足する者な ら何の問題もない｡が､大半の

人々は､何が しかの見返 りを期待することで自らの行馬に封する意欲を保つCそういう大

半の人々に封 して､李康は､葛洪 と同じく､ ｢名｣を成す ことをその励みとして設定する｡

ここで言う ｢名｣とは､自らの名聾を高めて尊ばれ讃えられることを､生涯の中に求めて

いるわけではないO運命の支配する世界において､自らの境遇を自らで左右する事は､前

述 した運命の構造か らも不可能である｡つまりこれは､葛洪 と同じく､自らの死後､後世

において語 り継がれる名撃であろうことが分かるO

また､先の引用にお いて､聖人は自らの境遇に封する執着を捨て､正 しき世に導 く努力

を惜 しまぬということが説かれている場合を考えてみると､そ こには､自らの仁義に基づ

く行篤が世を正 しき方向へと導く教化の材料とな り得る､という意識が存在するC

これに関連 して､葛洪 とほぼ同時代 の人物､晋の戴達の ｢揮疑論｣ (『虞弘明集』巻

18)を見てみたい｡彼は､

夫れ人は二億の性を資 りて以て生 じ､五常の気を菓けて以て育まるo性に修短の期有

るが故に彰複の殊なる有 り｡気に精魚の異なる有 り､亦賢愚の別有 り｡此れ 自然の定

理にして移す可か らざる者な りD･-故に知る､賢愚 ･善悪 ･修短 ･窮達は各の分命有

りて､横行の致す所に非ざるを｡-･然 らば則ち積善積悪の談､蓋 し勧教に施すのみ｡
(29)

と述べ､人の努力によって等命の長短や遇不遇などを操作することができない ｢分命｣を

主張する. これは､ ｢積善鯨慶｣ という､個人内における行馬 と結果についての磨報的な

考え方を否定 し､また同時に併教における三世磨報の考えをも否定する形 となる.そのた
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め､慧遠 ら悌教側による反論を受け､何回にもわたる書簡の往復によって議論を交えるこ

とになるが､戴達は最後まで自らの主張を襲えていない (30㌦ しか しこのような戴達であっ

ても､恐 らく彼の本意ではなかろうが､豪君でないこの教えを虞めるという行馬 自腰には､

世を教化する手段 としての効果が有ることを結果的には認めているD表向きは行鳥 と結果

の無関係性を主張する鮎､またその嚢では世を安寧に導くための方策に有効性を認めて し

まう鮎で､李康の命定論 と戴達の分命論は共通性を持つC 自らの行馬は､他者に封 してな

らば死後の世にな らずとも十分に影響力がある ことを菖然のものとして､彼 らは認めてい

るのであるD

ここか ら､次のような ことが言えよう｡自らの運命 というものは､自分か ら見ると固定

化されて襲形しようのないものであ り､自らの行籍の意義がないかに見えるO しか し､ひ

とたび 自分の生涯の境遇以外に目を向けるな らば､徳行を行うことで､後世に名を残す こ

とができるし､後の世の手本 となって人民教化 の一翼を拾 い､国家を安寧に導 くことがで

きる (31)｡ この考え方は葛洪の命定論にも明確 に表れてお り､彼 らの命定論の持つ共通鮎と

言える.また､ 自らの行霜は他者に封 しては常に影響力を有 している｡ このことか ら､彼

らの命定論にお いて､人の行篤の意義 とは､他者 ･社曾或 いは後世に封する有効性 を有 し

ている所にあるのだと言える｡子孫の繁柴や後世の平和 ･太平を願うな らば､自らを厳 し

く律 し､そのための有効な行馬を選拝 していけば､賓現する可能性があるのである.見方

を襲えれば､個人の運命 とは､他者或いは過去 によって､つまりは人の行鳥によって決定

される柔軟な面をも持ち合わせているのである｡彼 らの命定論は､人間の運命を一見抵抗

不可能に見せ､人の行馬の無力さを説 いている様に見えるが､賓は人の行鳥に封 して大い

にその活躍の場を輿え､ しかも後世の自分の評判や社食の行 く末を決定する要因として､

行篤を慎重に選揮すべきものとして積極的に債値づけていることが分かる｡

李康 と葛洪の相違鮎 としては､運命に封 して思索する時､葛洪が主に個人の運命 と生き

方に注目しているのに封 し､李康は､儒者だか らであろう､国家 と個人､先祖 と子孫の関

係にまで及ぶ視野の中で人の運命 と生き方を考 えてお り､君主の生き方にまでその日を向

けている｡ しか し､ ｢運命論｣の､命 ･運 という自らの行馬では如何 ともし得ぬ存在を認

める立場において､葛洪 との相違は見 られぬと言ってよいであろう｡ これは､佐藤匡玄氏

も説 く如 く､後漢の命定論者王充ともその思想内容が共通 している (32)｡また､李康におい

て､運命 とはあくまでも自らの行馬 と自らの今後の境遇 との関係において考えられる存在

であり､行鳥が後世や他者に封 してまで無力であるとは考えられていないO この考 え方に

つ いても､ 『抱朴子』外篇の先程の引用の中に､人の行馬の他者 (社食や国家をも含む)

に封する因果関係の存在を説 く例にお いて見る ことができる｡恐 らく昔時の命定論にはこ

のような傾向が大な り小な り存在 していたのではないか と思われる｡以上の鮎か ら､葛洪

の命定観については､ ｢運命論｣における李康のそれと思想的基盤を共有 してお り､李康

ほど徹底 した記述をしていないだけと見てよかろう｡

ここで記 しておかぬばな らぬのは､ 『史記』巻61伯夷列席に表れる司馬遷の考え方であ

るC ｢所謂天道は是か非か｣ という言葉で､人の行馬の善悪とその結果の間の不整合の存

在する賓情か ら､ ｢福善禍淫｣の思想に疑問を投げかけ､そ して､歴史家の使命 として､

報われることな く埋没 していく人の善行を後世に俸えることを考える精神は､運命の中で
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生きていくための指針についての葛 ･李 らの考えと一致するo命定論であるか否かに関わ

らず､司馬遷以来の､歴史的時間軸の中で人間の行いを捉えていこうとする精神は昔時の

中国知識人の心に廉く存在 していたようである (33)｡

しか し､葛洪の場合､命定論では李康 とほぼ同じ立場にあ り､定まった宿命の中でも人

の行届を積極的に認めていこうとする姿勢が存在するものの､先に奉げた様 に､人の行篤

と結果の因果関係を明 らかに認める立場も同時に存在するC 自らの身の安全 を囲って隠遁

の行馬を選揮する場合や､自らの行篤を慎重に選揮することで､ 自らに降 りかかる禍 いを

防げと葛洪が説 く場合は,命定論の範噂では捉え切れない｡葛浜には､人馬 を自分 自身の

将来を左右するものとして債値づけ､行馬の慎重なる選拝を力説する場合があるのである｡

葛浜のこの非決定論的な考え方を､命定論に封 して便宜的に ｢因果論｣ と呼ぶ ことにする｡

次には､この命定論 と因果論の混在状況の意味について､葛洪の思想形成の考察を通 して

更に考えていきたい｡

(≡) 葛洪の思想形成について

葛洪の思想の形成については､ (他の人物でも同じであろうが)大きく分 けて二つの系

統が存在する｡一つは人よりの直接的影響によるもの､もう一つは書物よりの間接的影響

によるものである｡前者については､左慈一葛玄一鄭膳の､所帯葛氏道 と構 される仙道の

流れがその中心で､葛洪は師鄭懐よ り多 くの事を学び､その成果 を 『抱朴子』内外鷺に書

き記 しているOが､鄭隠は葛洪二十歳の時には既に零山へ隠棲 して しまってお り､その後

の葛洪の行動か ら考えても､ 『抱朴子』完成までの十数年間は葛氏道か らの新たな思想俸

投は行われていないであろうDまた､鄭駿 の謄棲 して後､葛洪は飽親に師事 し､ 『三皇

文』を授かるな ど､その仙道方面での影響はこれまた多大であると考えられる｡ただ､鄭

隠にしろ､飽親 にしろ､その葛洪に輿えた思想的影響は主に仙道 における技術的方面であ

ろう｡

一方､後者についてであるが､命定論に関 しては 『論衡』を著 した後漠の王充の影響が

まず考えられる｡彼については 『抱朴子』外篇において数度言及されてお り､その影響を

否定できない (34)Oまた､前述の李康の ｢運命論｣などは王充の命定論をそのまま継承 して

いるものと言ってよいであろう｡よって葛洪 も､その命定論の内容については王充 と共通

する所が多いDただ､王充の場合､運命の存在 とその如何 ともし難い性格を詳細に述べて

はいるが､それに封する人の生き方､生きがいの見つけ方については言及がほとんどないO

次に､因果論に関 しては､ これはやや複雑である｡漢以前の書物を見るとそ こか しこに

因果論的記述を見出す ことができる (35)｡博撃の葛洪が これらに直接影響を受けていた こと

は菖然考え られるCが､それ以外にも彼の因果論的思考の形成に影響を及ぼ した人物が考

えられる｡ 『抱朴子』外篤の自穀や侠文に､葛洪 と深い関係を持つ人物 として穂合が登場

するが､彼の大叔父に営たる穂康も､そのうちの一人と考えられる (36)｡葛浜と梧康 との関

わ りについては､吉川忠夫氏が言及 してお り(37)､ここで詳 しくは論 じないが､葛洪の仙道

思想の理論的方面は穂康の影響を大きく受けたようであるDであれば､ 『抱朴子』内外篇

にわたる影響があったとしてもおか しくない｡その穂康の ｢養生論｣に言う｡

夫れ稜を湯の世に篤せば､偏 に一概の功有 らば､終に燥偶に蹄す と錐も､必ず一概す

る者は後に枯る｡然 らば則ち一概の益､固に諌ふ可か らず0両るに世常に謂へ らく､
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-恋は以て性を侵すに足 らず､-京は以て身を傷つくるに足 らずと｡軽ん じて之を韓

にす｡是れ猶は一概の益を識 らず して､嘉穀を早苗に望む者のごとし｡ (38)

精神を乱 し害するわずかな怒 りや哀 しみに封する注意を説 いている段だが､個人の努力如

何により身の長存が可能であることをも同時に彼は説いている｡ ｢養生論｣なる著作を残

そうとした彼の心情か らも菖然ではあるが､明 らかに自らの将来を自らの力で決めること

ができると考えられている｡

また､院侃 との問答集である ｢難宅無吉凶蘇生論｣及び ｢答得難宅無吉凶蘇生論｣等で

も､運命に関 しての､播康の考え方が若干な りとも見出す ことができる (39)｡概ね命定論的

と言ってよい院侃に封 し､播康は､彼の論の論理的矛盾鮎を激 しく攻撃 してはいるが､穂

康 自身の立場ははっきりと現れて こない｡ しか し､馬場秀雄氏の推測によれば､ ｢人間に

とって世界や未来は､所輿 として受け入れるものではなく､つね に不可知の額域 としてか

かわ りあうものであり､そ こに人間が自らの行馬によって形成するものとしての世界が存

在することの意味がある｣ と穂康は考えていたようで､この推測は恐 らく妥富であろう (40)O

葛浜に大きな影響を輿えたと思われる穂康においては､命定論は見出せず､人馬の積み

重ねによる目的達成の考え方が支配的である｡ これが､ 『抱朴子』内鷺において展開する

神仙可畢論の土茎 ･補強 として利用された ことは勿論であるが､本論で指摘するような葛

洪の思想的特徴を形づ くる上でも､大きな役割 を果た しているのではないかと考えられる｡

次に､葛浜に封する影響が考えられ､且つ葛洪 自身による言及のある人物の一人として､

陸機に注目してみたいO彼は 『抱朴子』外篇伏文の､梧合 との文筆論議にお いて取 り上げ

られる苦の二陸､即ち陸機 ･陸雲兄弟の兄の方である (41) 0 『文選』巻55に彼の著 した ｢演

連珠｣が収められているoこれは､ある事柄に託 した風諭を五十章にわたって行ったもの

であるが､内容は治政の要鮎､君主 と臣下の心構え､虚生の心掛けなどが述べ られている｡

一方､葛浜の 『抱朴子』外黛には博喰 ･虞撃の南篇が存在 し､形式についても､博喰篇で

はある前提 となる事柄を出 して､それを牽展させて自らの述べたいことを表現するという

方式の条を､それぞれ濁立 した形で展開 している｡内容について も､人の生き方､政治の

手法､世の悪弊に封する歳言であり､ ｢演連珠｣ との関連性､即ち陸機か らの少なか らぬ

影響を思わせる｡さて､その ｢演連珠｣に言う｡

臣聞 く､身よ り出づる者は､物を借 りて隆んにする所に非ず､時に牽かるる者は､克

己の最むる所に非ずと｡是を以て利 寓物を蓋 くすも､童昏の心を叡かにする能はず､

徳 生民に表れたるも､模造の辱を救ふ能はず｡ 〔第二八条〕 (42)

かたむ

臣聞く､飛轡 西に 頓 けば､則ち離朱 と壕畦 と察かなるを収め､懸景 東に秀づれば､
蘇

則ち夜光 と武夫 と操を匿すと｡是 を以て才 世を換ふれば則ち供に困 しみ､功 時に偶

へば泣びに勧 し｡ 〔第三三条〕 (43'

如何に努力を行おうともどうしようもないものが､この世にはあるということをこの二条

では述べている｡第三三条に封する梁の劉峻の注では ｢運 若 し時来たれば則ち貿明興 り易

く､敷 湧李に逢へば則ち愚聖校を一にす｡故に亮 朝に在 りて舜は登庸せ られ､哀公 位に

居 りて仲尼は逐はる｣ と説明してお り(44)､運命を感 じさせる条である｡つまり､時がよく

なければ､如何に賢者 ･知者 といえど柴達を得た り､世を安寧に導 くことはできない､と

いうことであり､李康の ｢運命論｣ とその考えを同じくしている｡また､陸機は次のよう

にも言う0
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臣聞く､郁烈の芳は委灰より出で､繁合の音は絶絃よ り生ず と｡是を以て貞女は名を

没世に安め､烈士は節に昔年に赴 く｡ 〔第-四条〕 (45)

ここでは､節義 を立てる ことで自らに栄達が巡って こないことへの不満への封鹿として､

節義を貫 く意義 を死後 の評判に求めることを説 いている｡ これは葛洪や李康の､固定され

た運命に封する自分の身の虚 し方の説明と一致する (16)｡

だからといって陸機を命定論者 として簡単に結論づけるわけにはいかない｡
よ

臣聞く､線の寵に放 るは､隆家の拳に非ず､官の親 に私するは､興邦の選に非ずと｡

是を以て三卿 世々及び､東園に衰弊の政多 く､五侯 軌を遊べ､西京に陵夷の運有 り｡

〔第五条〕 (47)

臣聞く､煙は火よ り出づれども､火の和に非ず｡情は性よ り生ずれ ども､性の適に非

ず｡故に火壮んなれば則ち煙は微かにして､性充つれば則ち情は約な りと｡是を以て

殿嘘に物に感ずるの悲 しみ有 り､周京に仔立の跡無 Lc〔第四二条〕 (48)

第四二条の劉注は ｢性を棄てて欲を逐へば､遂に身をして死な しめ､国家をして嘘 と馬 ら

しむ｣ (49)と説明する｡ ここから､ この二条はいづれも､間違った行いを選揮すればそれに

鷹 じた報いが返ってくることを述べていることが分かるO

この様に､陸機の ｢演連珠｣では､濁立 した粂それぞれの間に共通する考えも勿論見受

けられるが､逆に相矛盾する関係も存在する｡立場の使い分けとでも言おうか､人に徳行

を勧めるため､一方では命定論にて世の不合理に封する慰めをしつつ､善行の成果を個人

の死後に設定することで意欲を湧かせ､また一方では悪行を行えばその報いが自らの身に

降 りかかってくるとお どして善行に向かわ しめている｡

陸機では､相反する思想の泣存を容認する明確な記述は見受けられないが､葛洪におい

ては次のような記述が存在するO

正経は道義の淵海にして､子書は増深の川流な り｡ (百家) (50)

それぞれ主張の異なる諸子の書物について､それぞれにある一定の償値を認め､経書を中

心 とした撃間の助けとして兼習する ことを葛洪はよしとする｡また､論旨が一定 しない思

想家に封する非難に封 して､

言ふ所の純な らざるを以て其の文を乗つるが若きは､是れ珠繁を治めて眼を剰 り､擬

症を療 して足を別ぎ､葉芽を患ひて穀 を刈 り.枯枝 を憎みて樹 を抜るが ごときな り｡

(喰蔽) (51)

として､その痔番をし､厳格 にその思想的統一性を要求 しない. これは､自らの著作内に

お ける多様性を認め､使い分けの論理を提示することにもなっている｡立場の使い分けの

態度が陸機のみに見 られる特徴ではなかろうが､陸機よりの影響が恐 らくあったであろう

と推測される葛洪にお いて､陸機のような手法がそのまま踏襲され､より発展 した形で葛

浜の著作態度に反映している可能性は十分にあろうO

以上､ 『抱朴子』外篇における命定論 と因果論の混在状況 と､それぞれの思想的淵源の

探求を行ってきたが､ここでその絶括をしておきたい｡

外篤に見 られる命定論は､その構造に関 しては葛洪以前よりのそれとほぼ奨わらぬもの

であることが､李康 ｢運命論｣の内容把握等により分かった｡つまり､後漠か ら六朝にか

けて､一部の人々に共通 して存在する思考 と･して命定論が存在 し､葛洪 もそれを継承 して
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いるに過ぎないのである｡ただ､命定論にお いても､人馬の有効性が完全否定されている

わけではな く､自らと他者､或いは自らの時代 と後の時代 との関わ りの中で､人馬を重要

なものとして位置付けてお り､因果論 との関わ りが賓は非常に微妙である｡また､命定論

と因果論の混在状況は葛洪に始まったものではな く､よほど徹底 した命定論者でない限 り､

陸機の如く､時 と場合による使い分けとして暗に認められていた｡更に､葛洪の仙道思想

に大きな影響を輿えたとされる穂康は､人鳥を積極的に認めてお り､葛浜にもそれが少な

か らず影響 しているのではないかと考え られる｡葛洪は先人よりの影響で命定論を認めて

はいるが､李康ほど徹底 した命定論者ではなか ったようで､稽康の影響等により､因果論

にもその日を向けてお り､陸機のような近在容認の姿勢で もって 『抱朴子』外篤を著 した

と考えられるO

第二節 『抱朴子』内篇

(-)葛洪の仙命論

前節では 『抱朴子』外篤における葛洪の運命観 と人馬､及びその両者の関係に封する捉

え方について考察 した｡本節では前節を踏まえ､仙道理論を語る 『抱朴子』内篇に目を移

し､本章の主眼である葛洪の神仙思想の問題鮎について検討 していきたいO

葛浜は 『抱朴子』内竃において､神仙になるに努力が必要であることを言 うために､神

仙道を ｢其の事｣ として､以下のように説 くO

其の事畢ぶ可 し｡故に古人は記 して之を垂れ､以て識者に俸ふるのみ｡若 し心解 し意

得れば則ち信 じて之を修む可 し｡其れ清疑 胸にるは､皆自ずから其の命なれば､富に

古人の何を以て濁 り此を噴らかにし､而るに我 何を以て濁 り之が意を知 らざるかを話

す可か らず｡ (封俗) (52)

前半は所謂神仙可撃思想の表明部分である｡ しか し後半では､仙道を信 じることができな

い者には神仙になる ｢命｣,すなわち仙命がな い､と言う (53)C前半と後半の論旨の関係に

ついてはひとまず措 くとして､この ｢命｣によって人はどのような性質を持つようになる

のか｡

苛くも神仙の命を受けざれば､則ち必ず仙を好むの心無し｡未だ心 之を好まず して其

の事を求むる者有 らず｡末だ求めず して之を得る者有 らざるな り｡古よ り今に至るま
は..̂＼r

で､高才明達にして仙有るを信ぜざる者有 り､平平 許 の人の学びて仙を得る者有 りC

甲は萱識する所多 Lと雄 も或いは仙に蔽 く､乙は則ち通ぜざる所多 くして偏へに其の

理に達す｡此れ豊に天命の然 らしむる所に非ざらんや｡ (難問) (54)

命を鷹に仙たるべきに受け､理を窮めて濁 り見､襲通を常事の外に識 り､清萱を玄漠

の域に遅 らせ､身名の親疎を宿 り､過酸の竜の速やかなるを悼む者に非ざる自りは､
と旺

崖に能 く交は りを棄てて除きを修め､噂好 を抑遺 し､目下の近欲を割き､成 し難きの

遠功を修めんや. (至理) (55)

神仙になる ｢命｣即ち仙命がない者は仙道を好む心が生じず (56)､そのため仙道が成就する

はずもない｡困難な仙道の修行を完遂するだけの強靭な意志が不足 しているか らであるO

決 して肉鰹的差箕によって昇仙の可否が決定されるのではないO これは､努力によって昇

仙の道 を開 こうとする ｢神仙可畢｣を主張する葛洪としては菖然であろう｡では仙命を決

-16-



定する要因とは何か｡ これについては葛浜は受気の違いを述べる｡
もらも

按ずるに仙経以馬へらく､ 諸 ろの仙を得たる者は､皆其れ命を受けて偶ま神仙の気に

値ひ､自然に菓 くる所な り｡故に胞胎の中､己に道 を信ずるの性有 り｡其の誠を有す

るに及びては､則ち心其の事を好み､必ず明師に遭ひて其の法を得C然 らずんば則ち

信じず求めず､求むるも亦た得ざるな り｡ (排間) (57)

更に､ここから受気結胎説へと話は尊展するO

玉鈴経主命原に日はく､人の吉凶､制は結胎受気の 日に在 り､皆上 列宿の精を得｡其

れ聖宿に値へは則ち聖､贋に値へば則ち賓､-毒宿に値へば則ち嘉､仙宿に値へば則

ち仙た りC (排間) (SS)

この一連の記述は､仙道についての記述が経書に見えない以上､古代の聖人が仙道 の存在

を認めていないことにな りはしないか､という疑問を解消するために提示 した理論である｡

葛洪の考えでは､聖人 といえども世の全ての技能 ･技術に精通 しているわけではな く､神

仙の気を生まれつき備えていなければ､たとえ ｢聖人｣ と呼ばれる者であっても仙道 を好

み信 じることはできないのである｡ ここに奉げた二条は他の道教経典か らの引用 となって

お り､葛洪 自身の考えとして提出されているわ けではない｡ しか し葛洪 自らの言として星

宿 によってその人の好みが決定され､仙道 を信 じ行うことができるかどうかが決まって し

まうという考えも見え (59)､葛洪の考えに沿ったものを引用 していると考えてもよいであろ

う｡

では､受気にせよ､星宿にせよ､それ ら異なる将来を決定する要素を個人に振 り分ける

根本の要因は何か｡先の排間篤の記述にも ｢偶｣ と記されているように､それは全 くの偶

然である｡

仙命を有する者､要は自ずか ら昔に之 と相値ふべし｡ (勤求) (60)

要するに､仙命を備えるのは偶然､備えた仙命によって仙道を好み信 じ修行 を始めるのは

必然に基づくという､後漢の王充とよく似た構造の運命論である (61)a

ただここで注意をしなければな らないのは､葛洪が このような仙命なるものを語る場合､

多 くは切 り捨ての理論 として利用されていることである｡仙道は努力によって達成できる

と説 く葛浜の理論から言えば､仙道 を志せば必ず神仙への道が開かれるはずである｡ しか

し､志 しても適菖な師に出合えないとか､修行 を始めても途 中で挫折 して しまうな どの事

例はあまた存在するであろうO ここか ら生 じる ｢神仙可畢｣への疑問を抱 く人々に封 し､

十分に納得させるだけの理論を葛浜は提示せねばな らない｡その際に利用 したのが仙命の

理論である｡不幸にも仙命がない者は､必然的に師に出合えない､修行を完遂するだけの

強靭な精神力が備わっていないとすれば､先の疑問は解消する8 また､経書に長生不死に

ついての具鰹的な記述が見えないことか ら仙道 を疑う者に封 しては､聖人といえども仙命

がなければ仙道 を好まず信 じない､と説 くことにより､その疑念を解消 しようと試みる｡

また同時に､仙道を疑 う心は仙命を備えていないという先天的な要因によって生じるので

あって､信 じないことは仕方のないこと､無理 に信じさせることは根本的に不可能 と言う

こともできる｡ これによって仙道を疑 う者達を切 り捨てることをも可能 としている｡所詮

仙道は仙命を持 った者達のみの中でのみ完結 している､という高踏的な態度を前面に押 し

出しているのが仙命での語 り口である｡

しか し､便利な仙命理論を持ち出 してはいるものの､神仙可撃の思想 とはどうしても相
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容れない部分が生じているのは否めない｡努力によって仙道が成就すると説きなが ら､そ

の努力は仙命によって形成された先天的な資質に基づいているため､努力も主鯉的な意志

力によって発生するのではなく､あくまでも運 まかせの産物であることになる｡ これでは

神仙可撃の思想はその基盤か らして不安定なものとなるo 『抱朴子』内篇全鯉の論調 とし

ては明 らかに神仙可畢思想に基づく努力主義であるか ら､ どう見ても仙命理論は二義的で

しかあ り得ず､苦 しまざれの方便 としての性格が強い｡仙命理論の多 くが他書か らの引用

を用 いた切 り捨ての理論として使用されていることからも､それは置明されようO

(二) 先天的資質と仙道

それでは､この仙命思想は葛洪にとってよほど特異なものであったのかというと､そう

ではないO前節で 『抱朴子』外鷺における命定論 と因果論の混在 について論 じた ことか ら

も分かるように､命定論的思考は葛浜 にとってはむしろ日常的思惟 として存在 してお り､

葛洪の思考 に大きな影響を輿えていたDそ こで次に､先天的な資質によってその人の将来

がある限定を受けるという思想について､ 『抱朴子』内意 をもう少 し見ていこう｡葛洪は

『黄帝九鼎神丹経』を引用 して次のように言う｡

黄帝以て玄子に侍へ､之 を戒めて日はく. F此の道は至重なれば､必ず以て賢に授け

よ｡苛 くも其の人に非ざれば､玉を積む こと山の如きと錐も､此の道を以て之に告 ぐ
すす

ることなかれQ之を受 くる者は金人金魚もて東流水中に投 じて約と鳥 し､血を唾 りて

盟と馬すO神仙の骨無くんば､亦た此の道に見ゆるを得可からず』 (金丹) (62'

王充の 『論衡』骨相篇などに言及のあるように､古来より中国では骨相術､即ち人相見が

盛んであった (63). ここでいう ｢骨｣とは肉鯉の一器官としての骨ではなく､その人の資質

や未来を謹みとることのできる肉鯉的特徴であると思われるOここでは人の未来が予見で

きると述べているわけではなかろうが､その時鮎までに形成され且つ自らでは操作 しよう

のない条件として､その人の資質が未来を限定 していることは明らかである (u)

人の先天的資質を指す言葉として､ 『抱朴子』内鷺の中では ｢才｣ という語も使われる｡

仙道 は遅成にして､禁忌する所多 し｡超世の志､強力の才無き自りは､之を守る能は

ずo (封俗) (65)

鄭君言はく､君に願事の才有 り､教ふ可 し｡ (遊覧) (66)

ある特定の ｢才｣がなければ仙道の修行 を継績することができず､得道者か ら仙道 を授か

ることもできないC これ らの条を素直に謹めば､ ｢才｣の有無によってその人の昇仙が可

能か どうかが既に決定 していると言っても過言ではない｡また､次の条のように､
いとしえ
古着の仙官至人は此の道を尊鈍す｡仙名有るに非ざる者は､授 く可か らず｡ (遊覧)

(67)

と語る場合 もあ り､仙道を俸授 してもらうためには ｢仙名｣なるものが必要だとまで述べ

ている｡

このように.葛洪は努力による昇仙を提示することに主眼を置 く一方で､個人の行詰の

及ばぬ何 らかの先天的素質が存在 し､それが昇仙の可否を左右することを認める記述を残

している｡ これは先の神仙可撃思想 と仙命論 との関係とも大いに関わってくるのは昔然で

あり､注意すべき鮎であろうO
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小 結

仙道思想 とはほとんど関係のない錐家的な内容の 『抱朴子』外鷺にお いて も､葛浜には

命定論的思考が明確に見えたO しか し同時に､命定論だけに終始することはなく､因果論

的思考 において､積極的に人馬を認めていこうとする立場 も存在 したO この傾向は仙道を

思想を扱う 『抱朴子』内意においては更に賛展 し､自らの努力の如何によって自らの購乗

を決めていこうとする思想､つまり神仙可畢思想が主流になっている｡それは､先の考察

によって明 らか となった命定論自鯉に備わる性質､即ち人篤の意義を限定的なが らも積極

的に認める姿勢 と､因果論 との絡みあいによ り､人馬の有効性を更に認めていこうとする

流れに向かった結果でもあり(68)､また､内鷺の主題である仙道思想が､登仙のためには金

丹作成等の作霜の積み重ねを根本的に必要 とするものであ り､理論的方面において因果論

的思考の旺盛な穂康の影響を受けたものであった ことの結果でもあろうDただ､葛洪にと

って､命定論的思考は自らの内に日常的思惟 として根深 く存在 し､その思考から脱却でき

ない､或 いは脱却 しようと意識する封象にな らない性格のもののようである｡このことが､

仙道理論を純粋に神仙可畢思想だけで語ることができな くさせた一要因であろう｡

葛洪は ｢神仙可畢｣の主張を意識的に自らの仙道思想の中心 に据え､仙道理論の立脚鮎

として利用 しているのは疑いがないD しか し､その前提 として人間の先天的資質を厳然と

して認めてお り､その資質によって選ばれた者のみが以後の努力によって仙道を成就 して

いくという道を想定 しているOただその際､先天的資質への言及は､仙道を疑い或いは否

定 した りする者に封する摺解ないしは切 り捨てのための理論 として利用される性格が強いD

様々な疑問や反駁に封抗するために､神仙可撃理論を理論的に寓全なものにしようとした

際､二次的理論 として して用意されたのが､ 日常的思惟 に引きず られた内容の仙命論だっ

たようである｡また､葛浜の撃んだ神仙道は葛氏道 とも呼ばれるが､彼 らの仙道は多数の

人々を救済する傾向が薄 く､少数の選ばれた者達のみが 口侍によって完遂することを目指

している｡ このような撃派 としての性格 も反映 しているのではなかろうか｡そのため､切

り捨ての理論に利用された場合､高踏的且つ侮蔑的な匂いのする記述となって仙命理論が

語 られるのである｡

注

(1)ちなみに唐の呉筒は､ 『神仙可畢論』なる轟の著作 を残 している｡ (『宗玄先生文

集』 (正統道寂第726-727筋)巻中及び 『雲笈七鼓』巻93所収｡)

(2)任艇愈主編 『中国道教史』 (上海人民出版社､1990)では､葛浜には時代の風潮であ

る宿命論か ら完全に脱 し切れていない部分が有るが､仙人無種論を彼の本意 と見な し

ているOまた､卿希泰主編 『中国道教史』第-番 (四川人民出版社､1988)では､儒

家的宿命論を仙道思想の中に取 り入れたため､協調 し切れていないままの状態 になっ

ているとするO これ らは､内篇の検討か ら結論を導きだしているのみである｡ これに

対 し､重滞俊郎 ｢抱朴子に於ける統一の理念｣ (東洋の文化 と社食 1)では､ この間

題について､運命論の問題にまで発展するものだ と指摘 した上で､人工が天工を継承
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発展すべきものとする民族心理のもと､両者の考え方が同比重に泣存する ことを認め

て いる とす る｡ また､村 上嘉賓 『中国 の仙人一 抱朴子 の思想- 』 (平楽寺 書店､

1956)では､同時代の郭象の運命観 との比較のもと､道 と一腰化することによ り､自

らの宿命を創造する ことができる として､葛洪の仙命或いは運命 の問題 を老荘思想の

観匙か ら捉えている｡ この二者にお いては仙道思想か ら一歩進めて運命論の中で葛洪

の可撃思想 と仙命論の泣在の意味を考えているO

(3)以降､ 『抱朴子』の篇名を ( )内に記す｡

(4) ｢命｣の意味合いの歴史的饗化についても問題があろうが､ ここでは論 じない.

(5)窮達黛は知止鷺の中の小篇であるが,便宜上他篤 と同等に扱 うこととする｡

(6) ｢而不知紫蘇者有事面頓倫者不遇､皆不由其行也｣｡以降引用はすべて注に原文を付

す｡ 『抱朴子』外篇のテキス トについては､ 『諸子集成』所収の平津館叢書本 に基づ

くが､参考 と して御 手洗勝著 『抱朴子 外篇簡注 』 (虞島大挙 中国哲畢 史研 究室､

1970)､及び楊 明照撰 『抱朴子外篇校等 (上 ･下) 』 (新編諸子集成､ 中筆書局､

1991･1998)を利用 したO

(7) ｢窮之輿達､不能求也｡I.･通塞有命､道貴正直､否泰付之 自然､津塗何足多事｣O

(8) ｢蓋聞重機冥柵､混芭妙味､禍福交錯乎俺伏之間､興亡纏綿乎盈虚之骨｡迅逝者不能

脱逐身之景､集成者不能免理致之敗｣｡艇蓮翁の校勘 によれば､奮岩本では ｢理｣字

が空白になっている｡

(9) ｢否泰繋乎運､窮達不足以論士､得失在乎適偶､薯辱不可以才量､時命不可以力求､

遭遇不可以智違｣0

(10) ｢永惟富貴可以漸得､而不可頓合､其間層屑亦足以努人｡且栄位勢利､誓如寄客､

既非常物､又其去不可得留也｡隆隆者絶､赫赫者滅､有若春華須奥凋落､得之不善､

失之安悲｣0

(ll) ｢抱朴子 日､連城之賓､非貧寒所能市也｡高世之器､井浅俗所能識也｡然盈尺之珍､

不以英知而暗其質､逸倫之士､不以否塞而薄其節､楽天任命､何怨何尤｣ ｡

(12) ｢夫器業不異､而有抑有揚者､無知己也｡故否泰時也､通塞命也｡審時者何怨於沈

潜､知命者何恨於卑捧｣｡

(13) ｢而世人所畏唯勢､所重唯利､盛徳身滞､便謂唐人､器小任大､便謂高士｣a

(14) ｢且夫道存則尊､徳勝則貴｣O

(15) ｢乗組帝王也O仲尼陪臣也O今見比於祭村､則莫不怒憲､見擬於仲尼､則莫不悦｡

爾則貴賎､果不在位也｣0

(16) ｢故醇而不離､斯則富美｡身不受役､斯則貴臭O若夫割符有土､所謂線利耳､非富

貴也｣｡

(17) ｢名賓錐漏於一世､徳音可逝乎将来 ｡楽天知命､何慮何菱｡安時庭願 ､何怨何尤

哉｣ 0

(18) ｢若擁経著述､可以全星成名､有補未化｣0

(19) ｢億求之徒､味乎可欲､集不揮木､仕不料世､食進不慮負乗之禍､受任不計不堪之

敗｣0

(20) これについては､神楽岡昌俊 ｢『抱朴子』の隠逸思想｣ (同氏 『中国における隠逸

思想 の研究』所収､ぺ りかん社､1993)や下見隆雄 ｢『抱朴子』 に於 ける逸民 と仙
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人｣ (東方宗教29)などに詳 しい｡

(21) ｢抱朴子日､相集而不揮木者､必有離蔚之食､出身而不料時者､必有危辱之士､時

之得也､則親乎猶磨龍之賢景雲､時之失也､則蕩然若巨魚之枯崇陸､是以智者寂其器

以有待､膳其身南有馬｣O

(22) ｢無術学､則安能見邪正之真偽､具古今之行事､自悟之理､無所感侭､能無傾巣覆

車之禍乎｣0

(23) ｢先哲居高不敢忘危､愛子欲教之義方､離琢切薩､弗納於邪偽､-故能多遠悔客､

保其貞吉也､昔諸費豪道教之福､審轟受率意之禍､中山東平､以好古而安､燕刺由面

浩而危､前事不忘､今之良豊也｣.

(24) ｢夫治乱運也､窮運命也､黄塵時也､故運之滑降､必生聖明之君､聖明之君必有忠

貿之臣､其所以相遇也､不求両 日合､其所以相親也､不介面 白親､-得失不能疑其志､

議構不能離其交､然後得成功也､其所以得然者､豊徒人事哉､授之者天也､告之者神

也､成之者達也｣｡

(25) ｢夫以仲尼之才也､而器夫周於魯衛､以仲尼之哲也､而言不行於定哀､以仲尼之謙

也､而見忌於子西､以仲尼之仁也､而取傑於桓魅 ､以仲尼之智也､而屈厄於陳察､以

仲尼之行也､而招穀於叔孫｣0

(26) ｢而後之君子､匠匝於-主,歎息於一朝､屈原以之沈湘 ､貫誼以之牽憤､不亦過乎､

然則聖人所以鳥聖者､蓋在乎楽天知命臭､故遇之而不怨､居之而不疑也､其身可抑而

道不可屈､其位可排両名不可奪､･･･是以聖人虚窮達如一也｣D

(27) ｢天地之大徳日生､聖人之大費目位､何以守位､日仁､何以正人､日義､故古之王

者､蓋以一人治天下､不以天下奉一人也､･-原乎天人之性､核乎邪正之分､種乎禍福

之門､終乎柴辱之算､其昭然臭､故君子舎彼取此｣0

(28) ｢夫忠直之荘於主､猶立之負於俗､理勢然也.-然而志士仁人､猶跨之而弗侮､操

之而弗失､何哉O将以遂志而成名也O求遂其志､而冒風波於険塗､求成其名､而歴誘

議於昔時､彼所以庭之､蓋有算臭｣0

(29) ｢夫人資二儀之性以生､菓五常之気以育､性有修短之期､散有彰蕩之殊､気有精魚

之異､亦有賢愚之別､此 自然之定理､不可移者也､-･故知賢愚 ･善悪 ･修短 ･窮達各

有分命､非積行之所致也､-･然則積善積悪之談､蓋施於勤教耳｣ (大正大蔵経第52冊

p222上)｡

(30)戴達の 『樺疑論』及び慧遠達の反論な どについては､蜂屋邦夫 ｢戴達について-そ

の芸術 ･学問 ･信仰-｣ (東洋文化研究所紀要77)を参照｡

(31)自らの考えを書物に著 した場合､その内容が世に俸えられ人々に何 らかの影響を輿

えるであろうことは､命定論者であっても菖然意識 ･期待されていたであろう｡つま

り､著作行鳥目鯉が､自らの行馬の他者 ･後世への有効性 を認めていることになるO

(32) ｢中国思想史 にお ける王充 の位置｣ (佐藤匡玄 『論衝 の研 究』所収､創文社､

1981)において､ 『文選』に収め られた運命に関する論 と王充の 『論衡』 との関わ り

が述べられて いる｡

(33) 司馬遷の このような考 え方については､重滞俊郎 ｢司馬遷研究｣ (『周漠思想研

究』弘文堂書房､1933)､貝塚茂樹 ｢司馬遷の史撃に於 ける運命の問題｣ (『貝塚茂

樹著作集』第七巻､中央公論社､1977)､内山俊彦 ｢漠代の磨報思想｣ (東京支那畢
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報 6)､川勝義雄 ｢司馬遷の歴史観｣ (『中国人の歴史意識』､平凡社 ライブラリー､

1993)等に言及されている｡

(34)王充については､ 『抱朴子』外篇 の審翠篇 にお いて､江南地方の生み出 した大学者

として言及されている｡また､喰蔽鷺は､王充の明噺 さを賛美する ことに終始 した鷺

であるD王充 と葛浜の関係については､大淵忍爾 『初期の道教』 (創文社､1991)莱

二章 ｢論衡 ･潜夫論 と抱朴子｣に詳 しい｡

(35)漢代のこのような思想については､内山俊彦氏の前掲論文 (注12)に詳 しい｡
たまた

(36)穂合については､外篇 自寂に ｢含 ま故人の護国の穂君道有 り､用ひ られて虞州刺史

と罵 り､乃ち洪 に参軍 と罵ることを表話すO (合有故人誰国稼君道見用馬鹿州刺史､

乃裏話洪馬参軍)｣ として登場する他､ 『北堂書紗』巻100所引の ｢友人騰永叔問ひて

日く 『穂君道は何如なる人な りや』 と｡余答へて日く 『一代の偉器な りO･･･』 (友人

騰永叔間日､聴君道何如人､余答 日､一代偉器也､-)｣な ど､外篇侠文 にも数例の

記述がある｡穂合は 『南方草木状』を著 してお り､本草撃で葛洪 との関わ りが考 えら

れる他､ ｢寒食散賦｣ (蜜文類衆75)や ｢瓜賦｣ (整文類衆巻87､太平御覧巻978)の

中では仙薬等に関する記述を残 してお り､彼 自身も葛洪 と思想的に共通する部分があ

ったようである｡

(37) ｢抱朴子の世界 (上) ･ (下)｣ (史林47-5･6)

(38) ｢夫馬稼於湯之世､偏有一概之功､錐終蹄焼畑､必一概者後枯､然則一概之益､固

不可諌也､而世常請､-怒不足以侵性､-哀不足以傷身､軽両津之､是猶不識一概之

益､而望嘉穀於早苗者也｣ (戴明揚 『播康集校注』巻 3)

(39) ここでの稽康 との議論の相手は張選だ との説もあるが､ 『稼康集校注』の戴明揚の

説に従 う｡

(40) ｢播康にお ける運命の問題｣ (漢文畢昏々報33)｡また､木全徳雄 ｢儒教的合理主

義 の立場一院侃 と稽康 との (宅無吉凶)論争にあらわれたる-｣ (池田未利博士古稀

記念東洋学論集)をも参照｡

(41)二陸についての記述は､ 『意林』 ･ 『北堂書砂』 ･ 『太平御覧』等に所 引の 『抱朴

子』外篇侠文に教条見える｡陸機個人については､ 『北堂書砂』巻100に ｢陸機の文､

猶 は玄園の積玉の ごとし (陸機之文､猶玄圃之積玉)｣ との外篇侠文がある｡

(42) ｢臣聞､出平身者､非借物所隆､牽平時者､非克己所巌､是以利蓋万物､不能叡童

昏之心､徳表生民､不能救棲逗之辱｣｡

(43) ｢臣聞､飛轡西頓､則離朱輿壕吸収察､懸景東秀､則夜光輿武夫匿淀､是以才換世

則倶困､功偶時面速勧｣0

(44) ｢運若時来､則賢明易興､敦逢浜李､則愚聖-探､故亮在朝而舜登唐､哀公居位而

仲尼逐也｣C劉境は ｢排命論｣ (『文選』巻54)を著 してお り､運命への関心が強 く､

この注にも､ 自らの運命観が若干反映されているであろう｡劉境の運命観 については､

佐藤氏の前掲著書 (注11) に､李康 とともに考察が加えられている｡

(45) ｢臣聞､都烈之芳出於委灰､繁骨之音生於絶舷､是以貞女要名於没世､烈士赴節於

昔年｣｡

(46)第三一条では､ ｢臣聞く､遁世の士は鞄瓜の性 を受 くるに非ずO幽居の女は春 を懐

ふ情無きに非ず と｡是を以て名は欲に勝つ､故に影 を偶 とする操は斡かな り｡窮 は達
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まさ たか
に愈るが故に宵を凌ぐ節は席 し (臣開､遁世之士非受鞄瓜之性､幽居之女非無懐春之

情､是以名勝欲､故偶影之操給､窮愈達､故凌宵之節席)｣ とあ り､その劉注は ｢名

は則ち之を不朽 に侍へ､窮すれば則ち身は寓全に居る.故に之を勝つと謂ふ (名則博

之不朽､窮則身居寓全､故謂之勝)｣ と説明 している｡ この注に従うな らば､ この条

も同ような考え方を記 しているといえようO

(47) ｢臣聞､疎放於寵､非隆家之拳､官私於親､非興邦之選､是以三卿世及､東国多衰

弊之政､五侯近軌､西京有陵夷之運｣ 0 ｢放｣字は李善注に従い訓 じたが､五臣本で

は ｢施｣字に作る｡

(48) ｢臣聞､煙出於火､非火之和､情生於性､非性之適､放火壮則煙微､性充則情約､

是以殿嘘有感物之悲､周京無仔立之跡｣｡

(49) ｢棄性逐欲､遂令身死､国家罵嘘｣C

(50) ｢正経鳥道義之淵海､子書籍増深之川流｣0

(51) ｢若以所言不純而棄其文､是治珠撃而剰眼､療渥療而別足､患葉芽刈穀､憎枯枝而

伐樹｣｡

(52) ｢其事可撃､故古人記而垂之､以俸識者耳､若心解意得､則可信而修之､其清疑在

胸､皆自其命､不昔話古人何以濁嘆此､而我何以猫不知之意耶｣ . 『抱朴子』内篇に

つ いては､テキス トとして王明 『抱朴子 内篇校糟』 (新編諸子集成､中華書局

1985)を用いる｡

(53)ただ､葛浜は一方で､仙人が人と全 く種の異なるものであるとする考えや､仙人に

なれる人はもともと受けた気に違 いがあるとする考えに対 しては否定的な態度をとっ

ている｡ ここでいう ｢気｣がそれ ら否定されるべき ｢気｣ とどのように異なるのかは

不明であるO

(54) ｢苛不受神仙之命､則必無好仙之心､未有心不好之而求其事者也､末有不求而得之

者也､自古至今､有高才明達､而不信有仙者､有平平許人草両得仙者､甲雑多所望識

而或蔽於仙､乙則多所不通而偏達其埋､此宣非天命之所使然乎｣O

(55) ｢自非受命麿仙､窮理猫見､識撃退於常事之外､運清豊於玄漠之域､病身名之親疎､

悼過隙之電達者､豊能棄交修験､抑遺噂好､割 目下之近欲､修難成之遠功哉｣8

(56) ｢仙命｣なる語は封俗篇 (本文で後に引用)に見える｡

(57) ｢按仙経以馬諸得仙者､皆其受命偶値神仙之気､自然所裏､故胞胎之中､己含信道

之性､及其有識､則心好其事､必達明師両得其法､不然､則不信不求､求亦不得也｣0

(58) ｢玉鈴経主命原日､人之吉凶､制在結胎受気之 日､皆上得列宿之精､其値聖宿則聖､

倍賞宿則賢､-値毒宿則轟､値仙宿則仙｣0

(59) ｢命 生星に展すれば､則ち其の人必ず仙道を好み､仙道を好む者､之を求むれば亦

た必ず得｡命 死星に屠すれば､則ち其の人亦た仙道を信ぜず､仙道を信 じざれば､則

ち亦た自ら其の事を修めず (命属生星､則其人必好仙道､好仙遺著､求之亦必得也､

命属死星､則其人亦不信仙道､不信仙道､則亦不自修其事也)｣ (塞難)

(60) ｢有仙命者､要自首輿之相値也｣0

(61)一般的な運命については ｢或るひ と日はく､ 『仲尼は親 しく老子に見ゆるも従ひて

道 を撃ばざるは何ぞや』 とO抱朴子日はく､ 『此れを以て之を観れば､益す菓 くる所

に自然の命有 り､尚ぶ所に不易の性有ること明らかな り』 と｣ (塞難) と記されてい
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る｡

(62) ｢黄帝以俸玄子､戒之日､此道至重､必以授賢､苛非其人､錐積玉如山､勿以此道

告之也､受之者金人金魚投於東流水中馬約､噴血罵盟､無神仙之骨､亦不可得見此道

也｣｡

(63)人相術 に関 しては､祝平- 『漠代的相人術』 (台湾学生書局､1990)､沈志安 『中

華相術』 (文津出版社､1995)､翁廼健 『中国古代相術総批判』 (武漢工業大学出版

社､1993)等を参照D

(64)信頼性 にいささか問題はあるが､同 じく葛洪撰 とされる 『神仙伝』の王遠伝 (四庫

全書本巻 3)では ｢其の後方平 (-王遠)東のかた括菅山に之かんと欲 し､呉 を過 ぐ

るに､背門奈経の家に往 く.経は小民なるも､骨相告に仙たるべ Lo方平之を知るが

故 に其の家に住 まひ､遂 に経に語 りて日はく､ 『汝の生命は麿に度世を得べ し｡故に

汝 を取 りて以て仙官 に補さんと欲すO然れ ども汝は少きより道 を知 らず､今気少な く

肉多ければ､上昇するを得ず｡雷に戸解 を鳥すべきのみ､-･』 (其後方平欲東之括蒼

山､過呉､往膏門奈経家､緩着､小民也､骨相菖仙､方平知之､放任其家､逐語綴 目､

汝生命磨得度世､故欲取汝以補仙官､然汝少不知道､今気少肉多､不得上昇､菖篤戸

解耳､-)｣､劉裾伝 (四庫全書本巻 8)で も ｢神人目はく､ 『坐せよ､ 吾格に汝に
あたた

告げん とす｡汝 に仙骨有るが故に我 と見ゆるを得｡汝は今髄満たず､血 煤 かな らず､

-故に服薬行束するも其の力を得ず｡必ず長生せんと欲すれば､且 も先ず治病する こ

と十二年､乃ち仙の上薬を服す可きのみ』 (神入日､坐､吾婿告汝､汝有仙骨､故得

見我､汝今髄不満､血不嬢､-故服薬行気不得其力､必欲長生､且先治病十二年､乃

可服仙之上薬耳)｣な どとあ り､骨相 に現れた資質を見て仙道 を授ける話を載せて い

る｡ 『神仙伝』については附章を参照｡

(65) ｢仙道遅成､多所禁忌､自無超世之志､強力之才､不能守之｣a

(66) ｢鄭君言､君有甑事之才､可教也｣0

(67) ｢古着仙官至人､尊秘此道､非有仙名者､不可授也｣0

(68) 内鷺 と外篇の著述の先後については､ほとんど時間的差はなかろうが､内薫の黄 白

篇 に外鷺 の存在が記されてお り､内簾がやや外黛に後れて成立 したものと推測 されるO
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第二章 『直話』における人の行鳥 と資質について

はじめに

前章で見たように､六朝初期の神仙思想家葛洪が示す神仙道は､個人の努力によって昇

仙できることを強調する､いわば ｢神仙可畢｣の思想が中心である｡しかし､その一方で

神仙になるために先天的な候件も必要とされる意味合 いの記述も残 してお り､二つの異な

った考えが提示されているともとれ､その統一的理解 に苦 しむ ことがあったDその間題に

ついては､前章で-鷹の解決を得た｡

葛洪以後､南朝道教史においては憂賓派 と上清派が相次いで成立 した (1)O憂賓派は､葛

氏一族 によって作成され､徐々にその経典の数を増 し､陸修静の三洞説によって集大成さ

れるに至る (2'｡一方､上清派は許氏一族が楊義 という塵媒を通 して衆神の降臨を受け､経

典 と口授された道術を継承 していく｡憂賓派 ･上清派 ともに､葛洪 とは努力の内容が異な

るが､やは り ｢神仙可撃 ｣の思想は色濃い｡ しか し同時に､やは り葛洪 と同様､褒章 ･上

清の南経典でも､人の先天的素質が昇仙に影響力を持つ ことが語 られる｡婁賓経典 につい

ては山田俊氏の研究がその概要を指摘 しているので (3)､本章では､一方の上清派道教経典

に注目し､葛洪の仙道思想に見 られた問題､即ち努力を最重要視する仙道思想であるにも

関わ らず､先天的資質により昇仙の可否が左右される思想が混在する現象について､上清

派の教理の中で どのような意味合いを持 っているのか､上清派の重要経典である 『長話』

を中心として検討 していきたい0

第一節 『虞詰』 と葛洪

はじめに葛洪の仙道 と上清派 との関係についてまとめておきたい｡ 『抱朴子』成立か ら

約半世紀､句陽の許氏たる許諾 ･許劇親子が茅山にお いて､憂媒楊義を通 じて一連の神降

ろ しを始めるoそ こで下された晃人たちの言葉を中心 として梁代の陶弘景によって編纂さ

れたのが 『異詰』であるo 『展詰』および陶弘景の注記な どを見ると､神降ろしの普事者

たる許氏が葛洪の仙道､一般に葛氏道 と呼ばれるそれ と一定の関係を有 していたことが見

て取れる｡例えば､許氏一族は代々天師道の祭酒である李東を使 っていたが､李東は葛洪

の師である免税の術をも停えてお り､許諾の兄で楊義 とも深い親交のあった許蓮が彼に指

示 していた (4)｡また葛氏 と許氏は同じ句陽に住む道教を信奉する名族であり､互いに通婚

関係を結んでいた (5)0

故に､葛洪の仙道に封する理解は神降ろしの普事者にあらか じめあったと考えてよい｡

しか し彼 らは､神降ろしを通 じて最人たちか ら新 しい仙道 を授かるoつまりは天師道や葛

氏道な どの従来の道教､神仙道に飽きた らぬ宗教的欲求がなさしめた結果が茅山の神降ろ

しであろうoそれ故､葛氏道の強調する金丹術の債値を説経の下 に位置づけ､存恩や諒経

を重ん じる自分たちの仙道を ｢仙人｣よ りも地位の高い ｢異人｣ を目指すものとして指向

する傾向が見えるのである｡

さらに､葛浜が仙人 と人のみに着 目し､いわば生者のみを念頭 に入れた仙道を説いてい

たのとは封照的に､上清派になるとその世界観は仙界と人界､そ して鬼界という三部世界
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の構造へと牽展 し､死者の救済をも指向することとなる｡後述することになるが､ この世

界観の襲化は､上清派の宗教的な慶が りを感 じさせるものである (6)0

さて､上清派の仙道理論が､ 『抱朴子』のそれを超克する意識を持った以上のようなも

のであるのな らば､ 『長話』では先天的素質に封 してどのような態度をとっているのかO

『最詰』においては､葛供に見 られた仙命についての記述は見えない｡だが､人の行馬以

前に存在する､仙道成就を左右する何 らかの影響力を表現 していると思われる箇所は存在

する｡ これについて､次節よ り 『英語』及び上清派経典をはじめ とした六朝時代の経典の

内容を見ていきたいD

第二節 仙界の名簿

『置詰』等の道教経典によると､仙界には様々な名簿が存在 し､そ こにはその人物の死

期を記 している死籍などのように､ この世でのその人の限界などを記 したものや､将来神

仙 として仙界に昇るべき人物の名前が記されて いる仙籍な どがあるO仙籍に名前があるこ

とが仙界への道 を約束 してくれるものだ､という記述は､次の例のように 『藁詰』の各所

に見える｡

名を太極に録され､東州に金書され､裳を塞げること七度､洞榛を耽擬す｡内累既に

消え､魂晩も亦た柔 らかな り｡之を守 りて倦まず､之を積みて休む ことなくんば､五

掛 ま既に逼 り､伯に封ぜ られ侯 と偉 らん｡ 〔24b〕 (7)

道教の世界観を見ると､仙界の社曾構造は昔時の中国社骨を忠賓に反映 してお り､複雑な

構造を有する官僚社合であることには襲わ りがない.昔時の現賓世界においては､三国の

魂以来の九品中正法が官吏任用の主柱であった｡苦以降になると制度が腐敗するにせよ､

中正官の行 った人物品評に基づ く名簿が作成され､その名簿に基づいて官吏は登用されて

いった｡知識人の意識内において仙界は形成されていくのであるが､その場合にもこの制

度は色濃く反映 しているようである.

仙籍を含めた仙界の名簿は､人の生死あるいは昇仙､仙界での仕官について記録 してい

る文書である｡故にその管理される場所は､人の寿命や生死を司る職務を換督する神々の

治所である｡ 『異詰』では､ ｢大方諸富は青君の常治の庭な り｡其の上の人は皆天真高仙､

太極公卿にして諸ろの司命の在る所な り｣ 〔9-21b〕 とあ り､これに封する陶弘景注には次

のようにある｡

蕃山赤城も亦た司命の府罵 り｡唯だ太元異人 ･南岳夫人のみ在 り｡李仲甫は西方に在

り､韓衆は南方に在 り.鯨の三十一司命は皆東華に在 り.青童は太司命罵 り｡総統す

るが故な りO (8)

｢青君｣ ｢育童｣ とは方諸青童君の ことである｡方諸音量君は上清派の中で非常に重要な

役割を持っている神であるが､ この神のもとに統括される複数の司命神が人の寿命や昇仙

を管理 している (9)0 『晃語』をはじめ とした道教経典の中で仙籍に関わる記述は多数ある

が､そ こでは仙籍の色､仙籍を管理する仙宮や仙官の名は様々であるo例えば太元異人司

命君の言葉である次の二候では仙籍の色を赤 と記 している｡

(許玉斧は)賓に藁仙の飯帥とな り､長里先生に友た りて､必ず富に種邑を封牧 し､

仙京を守伯 し､上徳を俸任 し､終名に列害せ らるるべLD 〔4_13b〕 (10)
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若 し必ず玄に範 り象を乗 り､清浄なること竿時にして､遂に肇を抜きて幽藻た りて､
j3さ

翼を戟めて高く栖み､-爾 らば乃ち遠 く妙真に香 しくし､重ねて玄覚を起 こし､明徳

は内に囲 し､墓標は外に足れ り｡終ひには能く雲断を索 して以て宵に赴き､司命の丹

録に害せ らるるのみ｡ 〔2_11b〕 (ll)

一方では金色や青色の名簿も存在 し､ これも数例ほど 『藁詰』に登場する｡

末書に云はく､伏 して聖記を覧ずるに､事跡は淵妙 にして､金策に素より著せ られ､

青録に玄定され､遂に塵俗を跨ぎ､紫陽に造遥せんO 〔1_5b〕 (12)

『紫院展入内俸』には ｢子の名は上 方諸の宮に金害され､命は青録に登 りて字を馬すo所

謂金閣玉名己に天菅に定まれ り｣ (13)とあることから､ この金や青の仙籍は方諸宮で管理さ

れるもののようであるQ他にも様々な記述があるが､仙籍は概ね この方諸音量君の統括す

る大方諸富で管理されているようである｡ ここに取 り上げた仙籍についての箇所は､いず

れも仙籍登録によって将来の昇仙が約束されていることを讃える内容であるO

これ らの仙籍 に如何 にして名前が載るのであろうかO仙籍の概念が現賓世界とパ ラレル

な関係にある以上､現章 と同様にひたす らなる精進が神仙の目に留まることで名が登録さ

れることがまず考えられる｡貴際 このような記述は多 く､例えば先に引用 した 『寅詰』巻

二の司命君の言葉では､心を清浄に保ち道に適 った徳を持つ ことによって赤 い名簿に名が

載る､と説明されている｡巻八でも同様のことが明確に述べ られている｡
や しな

夷質を平擬 し､妙垂に淵通 し､神は重紙に造 り､異に栖まひ生を 蘇 へば､太玄に簡を
た
植て､太秦に名を刊さる｡ 〔8-6a〕 (14)

仙籍に登録されることに精進が必要だとする主張の裏返 しとして､行い如何によってはそ

の名簿から名前が削除されることも 『最詰』では記されている｡

華僑の道 を失ふは､華騎の侯乱 して､其の志を破壊 し､拳固 ･華西姑を念ぜ しむるに

由る｡三宮 之に因 りて以て試観するに､試みるも遂に過ぎず､僑 是に於いて死罪有
Iまや

るを得るが故に名筒は早削奪され り｡ 〔7_6a〕 (15)

『展詰』に記される一連の神降ろしでは､楊義がその霊媒 として活動 しているが､その前

任者が この華僑である｡彼は一時神仙の名簿に登録されていた｡ しか し､ここでは自分の

直接の責任 と記 していないが､自分の行動も大いに問題であったらしく (16㌦ そのために削

除の憂き目を見ている.仙籍のこのような流動的性格は次の文にも現れているO

上異云はく､昨ろ叔 中と清虚宮に詰 り､校 して仙展得失の事を馬むるのみo近 ごろ頓

かに四十七人を除落 し､都べて復た三人を上すのみ｡井せて復た爾輩の名筒を視るに､

今は佳なるが如きのみ｡許某は乃ち伯札中に在るを得O 〔2-3b〕 (17)

このような記述 を見ると､仙籍というものは､その時鮎で昇仙が可能かどうかを判断する

目安に過ぎず､既に仙籍に名前が載ったか らといっても､その後 もやはりひたす ら道に適

った行篤を積み磨けねばな らないことになるQ仙籍の このような性格は次の記述な どに頗

る顛著である｡

夫れ生を畢ぶの夫､必ず心を夷 らげ神を養ひ､服食治病 し､脳宮をして填満 し､玄精

をして傾かざらしめ､然る後以て神を存 し霞を服 し､二景を呼吸する可きのみ｡若 し
しはし
敢 ば交接を行ひ､漏滑施宕せ し者は､則ち気積れ神亡び､精霊枯渇 し､復た玉韓に玄

挺され太極 に金書さるる者 と錐 も､購た亦た生に非 くよ り解かるる可か らざるか｡
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〔10_18b〕 (18)

仙籍は更新 されうるものであることが以上のことか ら明らかであるが､仙籍の更新は特定

の時に行われるらしい｡ 『鼻詰』以外の書ではあるが､ 『三洞珠嚢』巻六立功禁忌品には

次のようにある｡

異-候検経に云はく､夫れ功徳を立つる者は禁に解れ忌を犯すを得ず｡富に身神 と相

和すべく､更も相起賊す可か らずQ更も相起賊せば災生じ禍起たんO夫れ災ひを消 し

禍 を散ずるに､本命 ･行年を用ふるを得ず｡本命 ･行年は汝の身を賊害す.･･･戊辰戊

戊の日は用ふ可か らず､-･其の日は太上丈人 太上老君に詣 りて天下の男女の鷹に生く

るべき者の玉暦に注さるるを封校 し､九老丈人 九老君に詣 りて天下の男女の鷹に死す

べき者の死籍に注さるるを封校 し､-仙都丈人 仙都君に詣 りて天下男女の麿に仙を得

べき者の仙在 に上名さるるを封校すればな り｡ (19)

戊辰及び戊戊の日､神仙界において仙籍をはじめとする様々な名簿がチェックを受けると

いう｡ このような 目には天地の門戸が閉ざされているため､消災散禍を行ってもその願い

が神仙界に届かず､かえって災いをもた らすようである｡ この日は即ち､新たに名簿に載

せるべき者や削除すべき者を入れ替える作業を行う日に他な らない｡

また､先に引いた華僑に関する燦では三宮が登場 したが､この三宮は張魯の五斗米道の

時代か ら人の罪を赦 した りする神であり､古 くか ら人の運命を左右する神として認識され

ていた｡ この三宮について 『三洞珠嚢』巻六斎戒品に次のような文があるQ

三元経中巻に云はく､正月十五 日天官､七月十五 目地官､十月十五 日水官､此 の三宮

玉京山に上合 し､生死罪福の簿録を校定すo (20)

後の時代になると三元思想が賛達するに伴い､ この三つの 日は三元節と呼ばれるようにな

る｡そ して これ らの目は三宮に自らの罪を赦 してもらい災厄を排 い除けてもらう日として

盛んな信仰を受けるようになる (21)a

以上のことか ら､人が神仙になるには仙籍に登録されること､その人物の徳行や修行に

よって満たすべき水準を達成 していた場合に登録 してもらえること､逆に名簿に登録され

ていても以後の行 いが不適菖な場合には削除される可能性があること等が明らか となった｡

この理論は､ 『抱朴子』 にも見えた三戸の思想や後に流行する功過格の教えとも密接に関

わっている｡では､今一度疑問を呈するが､ この仙籍に名が載るための燦件 とは､自らの

修行によって得た徳のみであろうか｡もしそうな らば､葛洪以来の ｢神仙可畢 ｣の思想を

別の形で具現化 したものと言えようが､ これ とは性質を異にする候件も存在する｡それは

人の先天的資質に関わる概念である｡

第三節 先天的資質 と仙籍

九華最妃が自らの得仙について以下のように語る箇所がある｡
たの

妾は挺命を絡て凝親 し､華を強みて生まれ､九天に塞飛し､音を鮭房に虚 しうし､四

覚を遅 らすに因 りて玄梯 と象を同 じうし､太上に紫名され､八景に清文され､神は西
つ

曙に映え､徳は明らかにして内に隷き､乃ち書を受けて気に乗 じ､其妃の任を馬むる

を得た りQ 〔2-8a〕 (22)
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自分の得仙は自らの ｢凝観｣ という行馬 をもとにしているのはもちろんであるが､そ こに

優れた運命が付随 してはじめて仙界に生まれ､太上界や八景宮に自らの名前が登録される

ことができた､ と言っているO自らの運命 と昇仙 との関わ りを語る箇所は､以下のように

他 にも存在する｡

紫微夫人日はく､ 『最妃の節 義 くせ りD好みを論ずるの縁 著 らかな り｡爾 亦た復た

は容るる所有るを得ず｡玄運冥分 之をして然らしむるのみ』と｡南岳夫人 書を授け

られて日はく､ 『冥期の数 感 じ､玄運 相適ひ､分に鷹 じて来聴 し､新たに因縁を棉
つら

ふ.此れ寅に括なる善事なり､-･』と｡ 〔1-17b〕 (刀)

ものもう
穆 恒恐として 言 すO誹俗に沈染 し､塵味に流浪 し､罪は年とともに長 じ､恵は日に

随ひて積 もる｡幸ひにして玄運に遭ひ､憂啓に其れ合 し､窺霧を披散 し､朗然 として

達観すO 〔3-11b〕 (24)

この三燦を見ると, ｢素晴 らしき巡 り合わせによって神仙 と交際する機骨を得た｣ という

趣 旨の文が多いことに気付 く｡その際､ この巡 り合わせを導いた要因を ｢運｣ という言葉

で表現 しているd ｢運｣ とは､その人物が逆 らうこともできずに知 らず知 らず乗っている

運命のうね りのような ものだ と考え られる｡若干機械的な印象を輿えるが､ ｢命｣ とも通

じる概念である｡ 『直話』では運命 という意味での ｢命｣ という言葉はあまり見えないが､

運命によって昇仙の道が閃かれている､ という思想は他書でも散見されるO例えば上清派

道教と深い関わ りのあるとされる 『漠武帝内俸』では､

上元夫人帝に語 りて日はく､ 『･･･八合の書､五巌置形は､至珍 と謂ふ可 し､-･子 命 を

受け神に合するに非ざる自りは､此の文を見ざらん』と｡ (25)

とあ り､やは り ｢命｣がな ければ異文を拝謁す る ことさえできないことを示す｡ただ､

『寅語』の場合､自らを謙遜する意味合 いをも込めて ｢命｣ ｢運｣を語っている場合が多

く､この鮎は注意せねばな らない｡また同時に､ 『抱朴子』の語 り口とは封照的に､仙命

を得た ことのめでたさを綴る場合が多 いことも特徴 として捉えねばな らない｡いずれにせ

よ､自らの行篤を超えたところに存在する力として ｢命｣ (或いは ｢運｣)が存在 し､仙

籍に名が載 り昇仙を果たす ことに影響 していることを､ これ らの記述は示 している.

また､許諾の兄許適 (阿映)について､茅中君が以下のように語った箇所がある｡

阿映は-遂に世龍を師 とし､解束の道 を授か り､反行の法を修め､玉液を服し､脳精
す みや

に朝すO二三年の中､面に光華有 り､還た顔は少きに反 り､ 極 かに成道を馬せ り｡但
ゆた

だ恨むらくは其の菓 くる所鏡かな らず､高品の通を得ざるのみQ是に於いて司命 吾に

勅 して之を奉げ しめ､上官に奏聞 し､名を東方諸に移 し､著 して地仙 と馬 らしむ｡

[4_9b] (26)

許適が修行によって肉鰹に特異な襲化を起 こした こと､ しか し資質が不足 していたため仙

界の高品に通達できず､方諸宮の名簿に名を移 し地仙 と成った ことが ここでは述べ られて

いる｡葛氏道を主 とした膏仙道で名を馳せた許適を ｢高品の通｣を獲得できなかった者 と

して記す このくだ りは､上清派仙道が奮仙道を超克 して成立 した ことを示すよい例である

と同時に､自らの行馬の未に到達できる地鮎は自らの資質によって限定されることを示 し

ている｡自らの資質 とは､一般に ｢才｣ と呼ばれるものである｡許詮についての次の記述

には ｢才｣の語が見える0
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内は最正を明 らかにし､外は世業に混 じはるも､乃ち良才な り｡今 上最の道を修む｡

〔2Ab〕 (27)

ここにも ｢上異の道｣を歩むことができるのが､茅山の神降ろしの中心人物たる許諾であ

り､彼 ら新たな仙道に携わる人々が優れた ｢才｣ を持っていると説いているあた り､上清

派の仙道およびそれを修めることのできる人々を高く位置づけようとする意園が見えてく

る｡ ｢才｣ という概念を用いないが､人の資質を論 じる記述は次のような箇所に見 られる｡

得遺著は其の能 く衆累を排却 し､直面 して進むを以て､是に於いて百度は自ずか ら浮
かぷ

く､衆務は雲散すo其の優れ Lに該する者は努を鳥す に足 らざるも､難 を披る者は以

て心を表す可 し｡ 〔4-2a〕 (28)

みだ
又た按ずるに､二許は玄挺高秀た りと錐 も､質は世速 に掠るるが故に未だ最に接する

を得ず｡ 〔19_3b〕 (29)

人には仙道を成就する際に優劣の分が存在 し､それが修行を楽に した り困難 にした り､さ

らには授けられる道がそれぞれ異なった りすることをここでは示 している｡特に ｢挺｣ と

いう語が､天分の意味合いが強い概念 として 『置詰』では多用される0

夫れ無用に景塗に慮るは､乃ち得寅の挺撲な りO凡庸に任せて以て内観するは､乃ち

塞仙の根始な りO 〔2_9b〕 (30)

此の道は微なるかな妙なるかな｡初めより下挺愚俗の人には俸へず｡ 〔8_13a〕 (31)

優れた資質のあることが神仙に認め られる燦件であり､逆にそのような優れた資質のない

凡庸な人々には仙道を授かる機骨がやって こないわけで､ この資質というものは非常に重

要なものであるといえようO

現在の我々が ｢才｣或いは ｢才能｣ という語 を使用するとき､そ こには二つの異なる意

味が含まれているO一つは生まれなが らに備えている先天的資質 という意味､もう一つは､

現在に至るまでの間の行馬ないし努力によって獲得 した後天的能力という意味である｡我

々はこの両者をやや不明瞭に使い分けている感がある｡ ここでの ｢才｣ についてそのどち

らかを判別するのは困難であるが､やや前者の意味が強いかと思われる｡ しか し中には次

のような記述も見える｡

茅定録の言は良歳なれば､之を記す可 し｡仙才は心を用ふるに曲故に煩はされざれば

能く得ん｡ 〔2-14b〕 (32)

若 し但だ景に鷹 じて下旋 し､重を塵珠 に廻 らし､肇を弊字に参 じ､朝市に歎排 し､寅

才を来成 し､我が弟子に訓ずれば､-･遂ひには蘭音を中華の元に閉ざし､退きて金管

の劣劣たるを案 じて牽するのみ｡ 〔1-10a〕 (33'

｢才｣あるものを養成する､とか ｢仙才｣は用心深 く身を虚 していれば得ることができる､

な どの記述 における ｢才｣は後天的能力の意味合いが非常に強い｡抜きん出た才能につい

て､先天的資質 と後天的能力のどち らかを判断するのは困難であ り､ F藁詰』でもそのつ

もりがなかったであろう｡ただ､どち らの意味にせよ､才能 とは神仙が来迎 し､経典を授

かる燦件ではあっても､そ こか ら得仙までの間 には才能の程度に鷹 じた修養が必要 とされ

る｡ ｢才｣はあくまでも昇仙への道を示す門戸であるo

前章にお いて見てきたように､ 『抱朴子』の引用する経典には先天的資質の意味合いで

｢骨｣の概念が登場 してお り､葛洪 もその概念 を肯定 していた｡ この概念は 『鼻詰』にも
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登場する｡

君日はく､人 生まれながらに して骨録有れば､必ず篤志有 り｡道 之をして然 らしむ

ればな り｡青光先生､谷希子､南鼻松子､長里先生､墨羽の徒の如きは､皆太極最人

の友 とする所と罵 り､或ひは太上天帝の念ずる所 と罵る者にして､雲を興 し龍に駕 し
よ

て以て之を迎ふ｡故に道を撃はす して仙 自ずか ら来た り｡此れ過 り以下は､皆篤志を

須つな り｡ 〔5-12a〕 (34)

｢骨録｣ という語が､ 『抱朴子』の仙命 と同じ役割､即ち仙道を志す強い意志を形成する

要因を意味することが見てとれよう｡ ここでは､この昇仙にふさわ しい ｢骨録｣を有する

者 は､仙道 を撃ばず とも神仙の来迎を得 る ことができるとまで述べている｡ となると､

｢骨録｣ とは昇仙を容易な らしめるまことに強力な要素であると言える｡ これは人の先天

的資質の力を大 いに認めてお り､神仙可撃の原則からは逸脱 したものである｡ 『真詰』以

外の比較的早期の道教経典においても､例えば 『太上洞淵神呪経』巻 1誓魔晶では

遺言へらく､男女道士､骨の鷹に仙あるべきこと有る者は此の経に値ふを得｡其の毒
まみ

相の麿に暴君と見ゆるべきこと有る者は此の経を受 くるを得｡ (35)

とあり､やはり ｢骨｣が仙経にめぐり合えるか どうかを決定する重要な要因となっている｡

また天師道のテキス トとして利用された とも言われる 『老子想爾注』第19章では､邪文 と

して ｢仙毒を得可く､善を修めて日数すべき｣異道を否定 し ｢仙に自ずから骨録有 り､行

の簸る所に非ず｣と述べる一派のことを激 しく非難 している (36)｡ ここでは積行によって神

仙 に到達することを説 く立場 と ｢骨｣の力を頼 りに昇仙すると考える立場 との封立が明確

に現れているD

前述 したように､ここで言う ｢骨｣は肉鯉器官の骨 という意味合いが薄いと思われるが､

次の候のように､肉鯉の一器官を意味する ｢骨｣が神仙思想 と関わる場合もある｡
かり よぎ

若 し其れ人 整 く死 して太陰に適き､桂に三宮を過れば､肉既に灰偶 し､血沈み泳散ず

るも､猶は五戒は自ら生き､白骨は玉の如 く､七腺は費侍 し､三魂は宅を守 り､三元
かり

は種に息ひ､太神は内に閉づ. 〔4_16a〕 (37)

君日はく､道を爵むるに昔に三関をして恒に調はしむべ Lc是れ租精固骨の道な り｡

〔5_10a〕 (38)

骨は肉鯉の中でも最も朽ちにくいものであるため､永遠の生を求める神仙思想の中ではそ

の象徴 として重要視されていたようである｡また､ 『列仙停』等の神仙に関する記述 を見

ても､仙人は通常の人とは肉埋的に大きく異なる部分があ り､異形にあこがれる風潮が古

くよりあった ことが分かる｡さらに､凍害における人物批評 と相まって､骨相術 という人

の将来を見通す術も昔時は流行 していたD これ らの流れが融合 し､人が神仙 と成るのにふ

さわ しい骨 (即ち肉鰻)を持つことを見通 し､その者の将来の昇仙を予見できるな どとい

う記述が登場することになる｡ 『三洞珠嚢』巻 8相好品には数多 くの神仙の真形の様を記

した文が引かれているが､ここにそのうちの教例を引く｡

大洞経下に云はく､骨に五帝の玉嘩有 り､面に流金の浩泉有 らば､此 くの如きは皆天

仙の相な りo (39)

消魔最符経に云はく､金髄玉骨有れば､五寂に華を生 じ､膿は奇光を牽 し､名は青箱

に参 じ､洞経を見るを得 ｡ (40)

太極隠融資訣経に云はく､太極虞人目はく､夫れ人 仙鼻の相好有る者は､其の要は慈
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心もて物 に解れて以て相好を輔 くるに在 りて､然る後に仙を得た り｡忍ぶ能はざるの

性容は仙相の敗るるに非ず｡ (41)

ここでは異形の特徴を ｢仙相｣ と呼んでいる｡ 『三洞珠嚢』巻 8相好品には､得道 の仙人

や仙界の神々には常人と異なる肉膿的特徴があること､未だ昇仙 していないが､ひたす ら

なる修養の結果仙界に認められて仙籍に名が載 っている者には､仙相 と呼ぶべき特徴があ

ること､仙相があると道 を畢ばずしてよ り集に神仙になれること､仙相がある者は仙籍に

名が載っている こと等の記述が載せ られているが､それぞれ微妙に意味するところが異な

るO仙道 を鯉得 した結果として仙相が生 じるのな らば､仙相は得道の叢であ り､生 まれな

が らに身に備わ っているものではなかろう｡一方､仙相があるか ら将来昇仙できる ことが

見て取れるのな らば､仙相は仙道を志す前か ら､或いは仙道に励んではいて も得道 の前よ

り存在する肉腰上の予兆であり､生まれつき持ち合わせる人間がいても不思議はないし､

得道後 もその仙相が備わっていても特に問題はないD本来なら相容れないこの両者の理論

は､ 『珠嚢』に引かれるような六朝道教経典の多 くではそれほど区別する意識がなかった

ようで､要するにどち らも認められていたようだ｡もちろん先に引いた F老子想爾注』の

ように意識的に区別するグループも奮然あったであろうが､ 『虞詰』間違の上清派経典で

はその傾向は見 られないOただ､生まれつき仙相はあっても修養を怠ると神仙になれない

ことは述べ られている.つまり､昇仙のためには努力が必要という思想は依然存在 してお

り､仙相のみによる昇仙を認めていたとは考えられない｡

第四節 仙籍 と祖先との関わ り

前述 したように､ 『畳語』では､鬼界の存在 を仙道論に組み込み､死者の救済をも指向

する内容が見える｡個人で完結した仙道 を超えて､自らの子孫や祖先にまでその救済封象

を虞げているのである (42)oまた同時に､今現在生きて存在 している人以外の存在､すなわ

ち祖先や子孫 との関わ りが昇仙に影響する ことがあることも 『鼻詰』には記されている｡

自らの修行の成果が子孫に及ぶことを述べるのが次の候である｡

積功千に満つれば､過有ると錐も故よ り仙 を得｡功三百に満つれども過の相補ふに足

らざる者は子仙 し､功二百に満つる者は孫仙すO子に過無く又た功徳無けれども､先
よ

人の功徳に籍 りて便ち仙を得｡所謂先人の飴慶な り｡其の志無く過多き者は､富貴を

得可けれども､仙は巽ふ可か らず｡ 〔5_16b〕 (43)

亦た子の七世の祖父許肇､字は子阿なる者の如きは､死を賑ふの仁､飢 えを軽ふの徳

有るが故に雲蔭をして後に流れ､陰功 をして洋を垂れ しむ｡是を以て今仙異を好み尚
いたずら

ぶの心有るを得るは､亦た由りて然る有 り｡物に皆因合有 り.徒爾 に之を得るに非ず｡

〔12_3a〕 (44)

鬼界で死者を管理する地下主著に関する説明においては､功徳の影響について先祖か ら子

孫へという流れのみな らず､子孫か ら先祖へという流れをも以下のように記 している｡

地下主者に復た三等有 り､鬼帥の鋸にも復た三等有 りC蛙びに是れ世よ功徳有 り､積

行の鍾むる所､或ひは身ずか ら長生を求め､道 を歩みて及ぶ所､或ひは子弟の善行､

祖補 に庸播 せ しと ころ､或 ひ は洞 玄 を親 明 して ､化 の昆祖 に流 るる と ころな り

[13_la] (45).
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これ らのような祖先 と子孫 との功徳のや り取 りについての説明は何を意味 しているのかD

それまでの道教は､概ね修行者 自らが仙人になることによって救済されることを主に念頭

においている｡祖先の功徳の蓄積 を自らに加えて昇仙する ことも､今生きている自分をそ

の中心 においているため､賓はその域を出てはいないD しか し､ 自らが昇仙できな くとも

ひたす らに善行 を積み功徳を蓄積 していれば､その蓄積は死んでも子孫に受け継がれるた

め無駄 にはな らない｡ ここに､併教 とはひと味違う因果鷹報的救済論が出現するO併教の

三世鷹報説は､ひたす ら同じ自我が韓生を繰 り返す中で前後の自分 と関連を持つにすぎな

い｡ これに封 して上清派の救済論は､血のつなが りを持つ子孫へ自らの行鳥を影響させるO

そもそ もの祖先祭妃の根本的意義には､今生きている自分が存在 しているのは祖先が生き

てきたか らであって､祖先は血のつなが りを媒介 とした ｢もう一つの自分｣であることを

認識するという面が存在する｡祖先 と自分 と子孫､どこかで一人が救済されれば､それは

自分が救済されたに等 しいD これによっていかなる境遇に封 しても前向きに生きる理由を

兄いだせるのである｡

また､生きている人間の善行が先祖を救済することができるというのは､祖先崇拝に基

づ く祖先への敬愛の念の反映であるといえよう｡自らの救済では飽きたらず､すでに死 し

て鬼界で苦 しむ祖先をも救 いたい､ という宗教的情熱のもたらした理論 といえる｡あるい

は､現在の自分では昇仙できるわけもな いし､大 した ことはしていないので死後鬼界へ行

くことが予想されても､いつかはできのよい子孫が現れて 自分を仙界へ と送って くれる可

能性があると認識することで､死への恐怖を少 しでも和 らげることができる.

このように､家族間救済の理論は､人間の持つ死への恐怖を和 らげ､正 しく生きること

の意義を提示する｡ これにより､それまでの道教に比べてより多 くの人に受け入れ られる

条件を具有するようになったのである｡

家族間救済の理論は､また家族間で災 いを交換する理論でもある｡個人の徳が子孫や祖

先に影響する以上､個人の悪行は罪 とな り､自らの死だけでは購いきれず､また死後鬼界

へ行って罰を受けても消滅 しないO死者の家族や子孫 にまでその余波は及び､何 らかの封

策 を講 じないと死者の罪を家族や子孫が購わねはな らぬ羽 目になるのである｡これは､個

人の行馬を個人の中に完結させない鮎で､菖人の行動を善へと導 く強い強制力を持つ こと

になるO自分の ことは自分で責任をとる,というレベルではないO自分のしたことは家族

や子孫 に多大な迷惑をかけるわけだか ら､常 日頃の行動は慎重にせねはな らなくなる｡社

曾をよりよき方向へ進める一つの要素ともなったわけである (46)

さて､話を本来に戻す｡以下は話を簡略化するために祖先か ら子孫へ という流れのみに

話を絞る｡次の例は運命 と先祖の徳行 と昇仙 とをからめる候である｡

其の中 宿運に先世の陰徳恵救有る者は､乃ち時に径ちに仙官に補さるること有 り､或

ひは南宮 に入 りて受化 し､職位 に拘 らず｡在世の罪福の多少は､乃ち積量庭分を篤す

のみ｡大都陰徳を行ひ､窮厄を岨ふ こと多ければ､例 として皆速やかに南宮に詣 りて

仙となるO 〔16-1b〕

これに封する陶弘景の注では以下のように述べている｡

在世に陰功密徳を行ひ､道を好み仙を信ずる者は､既 に浅深軽重有るが故に其の報を

受 くるも亦た皆は同 じきを得ず｡即身 もて地仙とな りて死せざる者有 り､形をP解に
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託 して去る者有 り､既に終 りて洞宮に入 りて撃を受 くるを得る者有 り､先ず失火宮に

詣 りて形を煉る者有 り､先ず地下主者 と罵 りて乃ち品を進む者有 り､先ず鬼官 を経て

乃ち遷化する者有 り､身は去るを得ざれ ども､功の子孫に及び､道 を撃びて乃ち抜度

せ しむる者有 り､諸ろの此 くの如 きの例は高下数十品あ り､一概を以て之を求む可か

らずO (47)

これ らの候では､昇仙の一手段 として先祖の功徳が自らの修学の助けとなる ことを明らか

に認めている｡つまり､自らが主腔的に仙道へ と向かおうとせず とも､仙道 を好む心が自

然に牽 し､他者よりも容易に仙道に出合えるのである｡恩洋を施 した先祖か らすれば､自

らの行 いが必然的に後世へと影響を輿えたわけであるし､子孫 をも含めた将来に反映され

ることを考え努力をした結果かもしれぬが､その恩洋を受ける子孫の側か らすれば､自ら

が生まれつき有 している仙道への助けとなる力は､運命によって決定づけちれた先天的資

質に他な らない｡ これは､先祖の話 を別 とすれば葛洪の仙命にお ける構造 と非常に似通っ

ている｡個人の範囲を越えた修行の致果を考えるとき､それは受ける側にとっては運命的

なものに他ならないという､奇妙な結論を導き出す｡

先祖の功徳に以上のような影響力を認める 『最詰』では､菖然の流れとして､先祖の行

いが仙籍への登録を左右することをも述べるD許適が三宮の死者に訪問される場面では次

のようにある｡
はる

夫れ道を畢びて生を慕ひ､上 異人に隷 し､玄心は選かに栖ましめ､誠を高重に恭せん
あ

と欲する者は､雷に世よの功相及び､禍悪には蓮はず､陰徳は根に流れ､仁心は上に

逮びて乃ち展を歩み仙を索 し､名を青府に度さるるべきのみ｡ 〔4_10a〕 (48)

これに封する許蓮の反論の中にも次のようにある｡
あつ

吾が七世の父許子阿は､仁を積みて徳 を著かにし､-仁徳は墜ちず､後昔に我等に鐘

まるべ Lo是を以て功は上帝に書せ られ､徳は憂間に刊され､我祖の根流せ し宗洋を
おlま

して光を後緒に廠は しむ｡故に候を垂れ華を結び､生まれながらにして仙を好ましめ､

鷹に度世を得べき者五人､登升すべき者三人､名を太上に録 し､筒を青宮に策せ り｡
(49)

祖先の陰徳が子孫に及び､仙界の名簿にこれが注記された結果､生まれつき仙道向きの心

を持 った者が生 じ､その者は容易に昇仙でき､一般の名簿か ら仙籍に名が移ることになる､

という論理であるO生まれつき仙を好む心はいわば先天的資質であり ｢才｣である｡先祖

の行いが この ｢才｣を生じさせ､この ｢才｣のおかげで修行を怠 らず､最終的に昇仙 して

名簿に名が載るという連関の横国が明 らか となる｡先祖 と子孫 という個人を越えた時間軸

に沿った場合､先天的資質も必然によって生 じた ことが分かる｡運命にしても仙相にして

も､やはりそのような意識が一部では働 いているのであろう｡だか ら努力と資質 とを併存

させて仙道論を語ることができるのだ｡つまり､先祖 と子孫 とのつなが りによる仙籍登録

および昇仙の可能性付輿の説は､努力､言 い換えれば ｢神仙可畢｣の思想と先天的資質の

理論 との橋渡 しの役目を果た し得る力を持っている｡

しか し､先祖の功徳が自らの資質 を左右する､ということは､なかば偶然によって手に

入れた燦件である｡ この力が強いと､その人の生きる今現在にお いて篤す行篤は全て先祖

による限定を受けることになる｡であれば､自らの努力は無駄に終わる可能性 もある｡ こ

れに関 して､辛玄子の自穀と題 した次のような文がある｡
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玄子は少 くして道を好み､法戒 を遵奉 して至心もて苦行 し､ 日中菜食 し､錬形守精 し､

外物 に蓮はず｡-･圃 らずも先世の怒多 く､殊は子孫に流れ､結昔は帝筒に刊され､運

は沈みて後良に逮び､享年永か らず､遂に命を長梁の津に浸す｡西王母 我が苦行を見､

部都北帝 我が道心を懸れみ､勅を司命に告げ､轍を三宮に樽へ､形骸を掻取せ しめ､

魂を還 し寅に復 し､我が陳胎をして位 して霊神と馬 らしむ｡今に於 いて二百線年な り｡

近 ごろ名を南宮に度 し､策を朱陵に定め､精を威 して時を待ち､方めて列 して仙 と罵

るを得O 〔16_6b〕 (50)

先祖の行いが自分の昇仙の障害となった例である｡ただ､死後になって神仙に自らの修養

のひたむきさを認められ､最終的には神仙 となれたのであるか ら､先祖の行篤は決定的な

力とはな り得ていないo これは先祖 の功徳が自らに味方 した時にもその後の努力が必要 と

いう論理 と表裏の関係にある｡つまり､先祖の功徳にせよ､運命にせよ､それ らの先天的

要素というものは､自らの仙道修行の出発鮎の位置を確定するもので､それが到達鮎に遠

かった り近かったり､或いは除 しかった りなだ らかだった りという道を決定する要因なの

である｡人は確定された道の上を自分の努力によって進まぬばな らず､どんなに容易な道

であろうとも､自らの修行が不十分であれば到達鮎にたどり着 くことはできない.その道

に､どんなに困難であっても到達鮎への道は績 いているため､努力を怠 らなければいつか

は神仙になれるのである｡ 『展詰』巻16には次のような文がある｡

夫れ至忠至孝の人､既 に終はれば皆書を受けて地下主著 と爵 り､一百四十年にして乃

ち下仙の教を受け､授くるに大道 を以てするを得｡此れ従 り漸 く進み､仙官に補さる

るを得､一百四十年にして一式もて進むるを聴さる｡-

夫れ至貞至廉の才有る者は､既に終はれば書を受けて三宮清鬼 と罵 り､二百八十年に

して乃ち地下主著 と罵るを得C此れ従 り以て漸く進みて仙官に補さるるを得.二百八

十年を以て一階と馬すのみ｡･･･

先世に功の三宮に在 り､後嗣 に流達 し､或ひは世を易へて錬化 し､氏を改めて更生す

る者有るは､此れ七世の陰徳､根葉相及べばな り｡既に終はれば､富に脚一骨を遺 し､

以て三富に蹄 し､飴骨は身に随ひて遷す｡男は左を留め､女は右を留む｡皆書を受け

て乃ち進みて地仙の道を受くるを得｡ 〔16_10a〕 (51)

生前に仙道を行わずとも､忠孝や貞廉等の陰徳があった り先祖の功徳が有 った りすれば､

地下主者 という鬼官か ら長い時間を経て昇進 し､神仙 となることができるとしているQ こ

れは逆を返せば､これ らの昇仙コースは確かに存在 しても､その過程においては膨大な時

間を必要とする｡また､義経等の高度な仙道修行を行った場合の方がはるかに速いスピー

ドで､かつ高位の神仙､即ち虞人に成る ことができることを物語るD先天的資質や仙道 と

関わ りのない陰徳によって昇仙できるという教えは､在世の人々全てに封 し救 いの手をさ

しのべる可能性のある思想であり､その意義は大きい｡ これよ り上位に仙道 を位置づけて

いるのは道教教圏として普然であろう｡なお､昇仙の際に骨を伴って昇仙するという記述

には､前述 したような骨に封する神秘的イメージが付随 しているo

小 結

以上見てきたように､ 『最話』においては個人の努力の範囲を超えた力､即ち先祖の功
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徳や運命､先天的資質などによって昇仙に至る過程の難易が決定するという思想が存在す

るo ただ し､個人の努力抜きに昇仙することは非常に難 しく､ ｢仙を撃ばず して仙を得｣

と説いても､そ こにはそのような資質を輿えられたにふさわ しい陰徳の絶綾が前提 となっ

てお り､個人の行鳥を最重要視する鮎は揺るがないOいずれの梨 においても､ 『抱朴子』

の仙命思想及び神仙可撃の理論 と重なる鮎が多 い｡ただ し前章で述べたように､ 『抱朴

子』では仙命を切 り捨ての理論に使用する場面が多く､仙道を誹誘中傷するものを償値的

に低 くみなそうとする意園が明確である｡ これに封 し､ 『藁詰』では昇仙できる者を賛美

する目的で資質を語る面が強いOその場合の資質は多 くは仙人よ り上位の異人になるため

のものであるO誰にも見えぬ この資質を説くことによ り､誰もが資質を備えている期待を

持つ ことができる｡修行者たちは誰もが 自分に資質があると信 じて修行を行えるであろうo

つまりは､彼 ら修行者たちに封 して精神的満足感や優越感 を抱かせる要素を提供 している

のであるD いわば仙界の上層部である異人の世界を目指す者たちに封する心理的効果であ

る｡

また､ 『抱朴子』における切 り捨ての論理に封 し､ 『豪語』では､仙道を畢ぶのが第一

ではあるが､先祖の功徳等の資質によって仙道が楽になる､という救済の論理がそ こに見

えるO 『抱朴子』の少数精鋭による昇仙を目指す傾向に封 し､ 『展詰』の段階では､上清

派の思想が江南貴族に受け入れ られやす いものであるように､世俗社骨にいたままよ り柴

な方法で昇仙を目指 したい者たちへその道が開かれる｡先の相違はこのような鮎 と密接に

関わっていると思われる｡ この場合､仙道修行 をせず とも自らの陰徳善行､あるいは先祖

や子孫の功徳だけで地下主著になることができるのだが､ これは死者の救済へとその救済

範囲を虞げようとする意国と密接に関わっている｡いわば鬼界か らの昇仙という救済の底

連接大効果である｡先の異人の世界を目指す者たちのことと併せ考えれば､ 『藁詰』にお

ける先天的資質は､ 『抱朴子』に見えるような従来の仙道 による救済範囲を上下両方向に

据充する効果を持っていた ことになる｡

先に ｢よ り楽な｣ と言ったが､ 『英語』で語 られている-寓回の経典議論による昇仙な

ど､現賓にはほぼ不可能である｡ 『抱朴子』の仙道理論では､得難 い仙薬を探 し求めて､

人里離れた山にこもり困難な丹薬合成をすることが必要とされ､ これに比べると理論的に

は容易であるというだけであるo先天的資質による昇仙を容認する思想は､ 『抱朴子』以

後 も形を少 しずつ襲えなが らも､超人的な努力をする精神力のな い人々に封 して昇仙への

道を開き､仙道への意欲を増進する目的で受け継がれていったと言えよう｡

(1)塞賓経典群の成立をもって ｢塞賛派｣なる一派が成立 した､と考えることには留保が

必要であるo この ことは小林正美氏な どが ｢憂賓経の形成｣ (同氏 『六朝道教史研

究』所収､創文社､1990)において､塞賓経を細かく分類 し､特に元始系と仙公系の

作者の相違 を明確にしている｡ しか しここでは便宜上 ｢憂賛派｣ との呼稀 を用いるC

(2)憂賓経典 と陸修静との関係については､小林氏の前掲論文 (前注)等を参照｡

(3) ｢｢古憂賓経｣の得道論｣ (集刊東洋畢73)0
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(4) ｢李東等は今第一等中に在 り｣､陶弘景注 ｢李東は曲阿の人､乃ち戸を領 して祭酒た

りO今猶は其の章本有 りC亦た飽南海 の法を承用す.東の才は乃ち凡劣なれ ども､而

るに心 情直を行ふが故に最下の主著の使たるを得｡是れ許家の常に使ふ所にして､永

昌元年､先生の年二十三､就ち其 の六 甲陰陽行厨符 を受かれ り｣ (｢李東等今在第-

等 中｣､注 ｢李東曲阿人､乃領戸籍祭酒､今猶有其章本､亦承用飽南海法､東才乃凡

劣､而心行清直､故得鳥最下主著使､是許家常所使､永昌元年､先生年二十三､就其

受六甲陰陽行厨符｣ ) 〔13-1b〕｡また､ ｢李東 と云ふ者有るは､許家の常に使ふ所の

祭酒にして､先生亦た之を師 とす｡家は曲阿に在 り､東 天師よ り吉陽治左領神祭酒を

受かれ り｣ (｢有云李東者､許家常所使祭酒､先生亦師之､家在曲阿､東受天師吉防

治左領神祭酒｣ ) 〔20_13b〕｡以下､テキス トは道蔵本 (道蔽第637-640掛)を用いるQ

また､道蔵本における巻数 と菓数等 について､上記のように 〔 〕内に記す｡

(5)許盆の叔父に菖たる許朝につ いて､注で ｢妻葛悌女､柁朴姉也｣ 〔20-7b〕 と述べ ら

れる｡ これ以外にも許諾の曾祖父である許休 も葛氏を後妻にしたという｡

(6)上清派 と 『寅詰』 につ いての以上の ことについては､神塚淑子 ｢『豪語』について

(上) ･ (下)｣ (名古屋大挙教養部紀要A (人文 ･社曾科挙)30･31)等を参照｡

(7) ｢録名太極､金書東州､寒裳七度､耽凝洞棲､内累既消､魂醜亦柔､守之不倦､積之

勿体､五難既遣､封伯作侯｣0

(8) ｢大方諸宮､青君常治虞也､其上人皆天真高仙､太極公卿諸司命所在也｣､注 ｢富山

赤城亦篤司命之府､唯大元異人南岳夫人在憲､李仲甫在西方､韓衆在南方､飴三十一

司命皆在東華､音量馬太司命､総統故也｣｡

(9)方諸青童君については､神塚淑子 ｢方諸音量君をめ ぐって一六朝上清派道教の一考察

-｣ (東方宗教七六)な どを参照｡

(10) ｢資産仙之領帥､友長里之先生､必嘗封牧種 邑､守伯仙京､博佐上徳､列書終名｣0

(ll) ｢若必範玄乗象､清浄窄時､遂挟撃幽藻､戟翼高栖､-爾乃遠膏妙最､重起玄覚､

明徳内園､憂標外足実､終能策雲軒以赴再､書司命之丹録耳｣0

(12) ｢末書云､伏賛聖記､事跡淵妙､金策素著､育録玄定､遂跨塵俗､進達紫陽｣0

(13) ｢子名上金吾於方諸之宮､命登青録篤字､所謂金閣玉名己定於天曹英｣ 〔5b〕O

(14) ｢平凝夷質､淵通妙垂､神造重絶､栖鼻蘇生､太玄植筒､太秦刊名｣｡

(15) ｢華僑之失道､由華騎之侯乱､破壊其志､念華国華西姑者､三官因之以試観､試遂

不過､僑於是得有死罪､改名簡早削奪｣0

(16) ｢華僑なる者は膏陵の冠族た りて､世よ俗祷 に事ふC.･･漸漸 として異仙東涯 し､始

めは亦た止だ是れ夢 のみなれ ども､積年に して乃ち夜半に形見はれ､糞活量､周紫陽

至 り､皆 旨意 を長史 に通博せ しむ｡而 るに借の性 軽操にして､冥旨を漏説す ること

多ければ､貢 を被 り､仇ち楊君を以て之に代は らる｣ (｢華僑着否陵冠族､世事俗椿､

-漸漸寅仙乗源､始亦止是夢､積年乃夜半形見､襲精霊周紫陽至､皆便通侍旨意於長

史､而僑性軽膿､多漏説冥旨､被責､仇以楊君代之｣ ) 〔20-13b〕｡

(17) ｢上寅云､昨輿叔 申請清虚宮 ､校篤仙暴得失之事耳､近頓除落四十七人､都復上三

人耳､井復視爾輩之名簡､如今佳耳､許某乃得在伯札中｣｡

(18) ｢夫畢生之夫､必夷心養神､服食治病､使脳宮填満､玄精不傾､然後可以存神服霞､

呼吸二景耳､若数行交接 ､漏滑施裏者 ､則気穣神亡､精霊枯渇､錐復玄挺玉稼金吾太
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極者､購亦不可解於非生乎｣0

(19) ｢寅一棟検経云､夫立功徳者､不得購禁犯忌､営輿身神相和､不可更相起賊､更相

克賊､生災起禍也､夫消災散禍､不得用本命行年､本命行年賊害汝身､･-戊辰戊戊 日

不可用､-其 日太上文人詣太上老君封校天下男女磨生者注玉暦､九老丈人詣九老君封

校天下男女磨死者注死籍､-仙都丈人詣仙都君封校天下男女磨得仙者上名仙蘇｣a

(20) ｢三元経中巻云､正月十五 日天官､七月十五 目地官､十月十五 日水官､此三宮上倉

玉京山､校定生死罪福簿録｣0

(21)憂賓派の経典ではあるが､ 『太上洞玄塵賓三元品戒功徳軽重経』 (『道寂』洞玄部､

第202脚)は､北周の 『無上秘要』にも引用される経典で､ 『道蔵提要』では劉宋以前

のものとされる｡そ こでは三元君が人々の救済を管理 し､一年に三回ほどの名簿更新

日である三元 日についても詳 しく記されている｡ このような三元思想については､秋

月観喋 ｢三元思想の形成について-道教の魔報思想-｣ (東洋撃22)､同氏 ｢再論 三

元思想の形成一三洞奉道科戒告始の成立年代を中心に-｣ (文経論叢 1)､吉岡義竪

｢道教功過 (倫理)思想の二三の問題｣ ･ ｢中元孟蘭盆の道教的考察｣ (同氏 ｢道教

と併教 第二｣所収､国書刊行合､1959)､大淵忍爾 ｢道教における三元説の生成 と展

開｣ (同氏 『初期の道教』所収､創文社､ユタ91)等を参照D

(22) ｢妾賂挺命凝観､悪筆両生､憂飛九天､虚音鮭房､因運四覚､玄梯同象､紫名太上､

清文八景､神映西陣､徳明内練､乃受書乗気､得篤最妃之任莫｣0

(23) ｢紫微夫人日､寅妃之鮮重美､論好之縁著臭､爾亦不得復有所容也､玄運冥分使之

然耳､南岳夫人見投書日､冥期敦盛､玄運相適､磨分来聴､新樺因縁､此措置之善事

也､-｣｡

(24) ｢穆憧恐言､沈染部俗､流浪塵味､罪輿年長､懲随 日積､幸遭玄運､憂啓其骨､披

散策霧､朗然達観｣o

(25) ｢上元夫人語帝日､･-八曾之書､五鼻異形､可謂至珍､-･子 白井受命合神､弗見此

文 ｣ . 『漠武帝内借』の性格については､小南一郎 ｢漢武帝内侍の成立 (下)｣ (東

方畢報 (京都)53)を参照｡

(26) ｢阿映-･遂師世龍､授解束之道､修反行之法､服玉液､朝脳精､二三年中､面有光

華､還顔反少､極馬成道､但恨其所要不健､不得高品之通耳､於是司命赦吾拳之､使

奏間上官､移名東方諸､署島地仙｣｡

(27) ｢内明最正､外混世業､乃良才也､今修上異道也｣O

(28) ｢得適者以其能排却衆累､直面而進､於是百度 自浄､衆務雲散､該其優者､不足鳥

努､披干難者､可以表心｣O

(29) ｢又按二許錐玄挺高秀､而質境世逃､故来待接展｣O

(30) ｢夫虚無用於景塗､乃得最之挺撲､任凡庸以内観､乃憂仙之根始也｣｡

(31) ｢此道微乎妙我､初不倖於下挺愚俗之人｣｡

(32) ｢茅定録言長篇也､可記之､仙才不用心煩曲故､能得也｣0

(33) ｢若但磨景下旋､廻重度摸､参肇弊字､散排朝市､東成異才､訓我弟子､-･遂閉蘭

音於中華之元､退案金聾之劣劣而蟹耳｣ Q

(34) ｢君日､人生有骨録､必有篤志､遣使之然､若如青光先生､谷希子､南岳松子､長

里先生､墨羽之徒､皆鳥太極異人所友､或馬太上天帝所念者､興雲駕龍以迎之､故不
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華道､而仙 自乗也､過此以下､皆須篤志也｣0

(35)道歳第170-173筋｡ ｢道言､男女道士､有骨鷹仙者､得値此経､有其轟相鷹見豪君

者､得受此経｣0

(36) 『老子想爾注』 におけるこの事柄は､大淵忍爾 ｢五斗米道 の教法について (下) -

老子想爾注を中心 として-｣ (東洋撃報49_4)等に言及されているO

(37) ｢若其人質死適太陰､種過三宮者､肉既灰梱､血沈豚散者､而猶五戒 自生､白骨如

玉､七腺督侍､三魂守宅､三元標息､太神内閉｣0

(38) ｢君日､鳥道営令三関恒調､是根精固骨之道也｣0

(39) ｢大洞経下云､骨有五帝之玉喋､面有流金之浩泉､如此皆天仙之相也｣0

(40) ｢消魔寅符経云､有金髄玉骨､五戒生華､膿登奇光､名参青箱､得見洞経｣.

(41) ｢太極隠秘賛訣経云､太極異人日､夫人有仙寅相好者､其要在慈心解物以輔相好､

然後得仙美､不能忍性容非仙相敏美｣ ｡

(42) 『最詰』の このような特徴については褒谷邦夫 ｢初期道教 にお ける救済思想｣ (東

洋文化57)などに言及がある｡

(43) ｢積功満干､錐有過故得仙､功漏三百両過不足相補者子仙､功満二百者孫仙､子無

過又無功徳､籍先人功徳便得仙､所謂先人飴慶､其無志多過者､可得富貴･仙不可真

也｣0

(44) ｢亦如子七世祖父許肇字子阿者､有賑死之仁､担飢之徳､故令雲蔭流後､陰功垂滞､

是以今得有好尚仙英之心者､亦有由而然也､物皆有因合､非徒爾両得之者臭｣o

(45) ｢地下主著､復有三等､鬼帥之臥 復有三等､並是世有功徳､横行所錘､或身求長

生､歩道所及､或子弟善行､庸播祖補､或親明洞玄､化流屋祖｣｡

(46)家族間救済の理論に関 しては､都築晶子 ｢六朝時代 にお ける個 人と ｢家｣一六朝道

教経典を通 して-｣ (名古屋大学東洋史研究報告14) を参照｡

(47) ｢其中宿運先世有陰徳意救者､乃時有径補仙官､或入南宮受化 ､不拘職位也､在世

之罪福多少､乃鳥稀量庭分耳､大都行陰徳､多他窮厄､例皆速詣南宮酎 山｣､注 ｢在

世行陰功密徳､好道信仙者､既有漢深軽重､故其受報亦不得皆同､有即身地仙不死者､

有託形F,解去者､有既終得入洞宮受撃者､有先詣失火官煉形者､有先島地下主著乃進

晶者､有先経鬼官乃遷化者､有身不得去､功及子孫､令華道乃按度者､諸如此例･高

下数十品､不可以一概求之｣｡

(48) ｢夫欲畢道慕生､上隷異人､玄心栖逸､恭誠高憂者､菖得世功相及､禍悪不達､陰

徳流根､仁心上述､乃可歩寅索仙､度名青府耳｣.

(49) ｢吾七世父許子阿者､積仁著徳､-仁徳不 (煤) [墜]､後菖鍾我等､是以功書上

帝､徳刊憂開､使我祖根流宗揮､廠光後緒､故使垂修繕華､生而好仙､磨得度世者五

人､登升者三人､録名太上､策簡青宮 ｣ ｡ ｢隊｣字 については､注に従 って ｢墜｣ と

して訓 じた｡

(50) ｢玄子少好道､遵奉法戒､至心苦行､ 日中菜食､鎌形守精､不遵外物､-･不囲先世

之多葱､殊流子孫､結昔刊於帝簡､運沈逮於後昆､享年不永､遂没命於長梁之津､西

王母見我苦行､郡部北帝慾我道心､告赦司命､俸撤三宮､癌取形骸､還魂復異･使我

瞭胎､位馬霊神､於今二百線年臭､近得度名商宮､定策来陵､寂精待時､方列馴 山上

(51) ｢夫至忠至孝之人､既終､皆受青馬地下主著､一百四十年､乃得受下仙之教･授以
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大道､従此漸進､得補仙官､一百四十年､聴-試進也､-夫有至貞至廉之才者､既終､

受害鳥三官清鬼､二百八十年､乃得馬地下主著､従此以漸得進補仙官､以二百八十年

鳥一階耳､-先世有功在三宮､流逮後嗣､或易世錬化､改氏更生者､此七世陰徳､梶

葉相及也､既終､菖遺脚一骨､以腐三宮､飴骨随身商運也､男留 (荏) [左]､女留

右､皆受書籍地下主著､二百八十年､乃得進受地仙之道臭 ｣ 0 ｢在｣字は愈安期本 に

従 って ｢左｣に改めるO
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第三章 『上清後聖道君列紀』における種民思想について

- 『太平軽妙』甲部 との関係を交えて-

はじめに

六朝道教 には､種民思想 という一種の終末救済思想が見える｡救済される人々は ｢種

民｣ と呼ばれ､道教の神々によって選ばれるC彼 らは来たるべき大災害を生き延び､新た

な太平世界の構成員となる｡種民思想は南北南朝にわたって見 られるが､南朝にお ける種

民思想を知る上での基本的な資料 としては､上清派道教経典の一つである 『上清後聖道君

列紀』 (以下 『道君列紀』)が第一に奉げられる (1)｡種民の救済は､南朝種民思想では上

清金開後聖帝君なる神がその中心的存在である｡ 彼の本起録であるこの 『道君列紀』は､

『太平軽妙』甲部 と深い関わ りのある書としても有名である｡

ここで､ これまでの 『道君列紀』 と 『太平軽妙』甲部 との関係についての研究を簡単に

まとめてお くO現行本 『太平経 (2)』はかな りの巻が秩けているが､その秩けた部分のうち

巻 1か ら巻10までが 『太平軽砂』十巻 によって補われて いる｡ 『太平軽妙』は､ 『太平

経』百七十巻の内容を十巻 に紗略 したものとされ､全容を知ることのできない 『太平経』

の内容 を知る上では貴重なものであるが､冒頭の 『太平軽妙』甲部は金閑後聖帝君の本起

録であり､他の巻 とは明らかに異質な内容であるO このことが研究者の間で本格的に問題

とされたのは､小柳司東大氏の研究か らである (3)｡氏は､ 『砂』甲部の内容が 『道君列

紀』 と ｢大同小異｣であると述べ､ 『紗』甲部 として存在する ことに疑義を呈した｡また､

王明氏は 『砂』甲部の内容を子細に検討 し､それが 『道君列紀』 と 『憂書紫文経』に基づ

くものであるとの結論 を出 した 4̀㌦ その後､敦燈出土資料 (S.4226)の､ ｢太平部巻第

二｣ と尾題の付いた古窯本が吉岡義堂氏によって紹介されるに及び､現行本 『太平軽砂』

の葵部が本来の甲部であること､現行本の甲部は ｢太平部巻第二｣の後文と呼ばれる部分

に ｢綴目｣ として引かれる文章 と密接 に関連 していること等が明らかとなった (5㌦ これら

の研究の結果､ 『道君列紀』か ら ｢太平部巻第二｣後文､そ して 『紗』甲部へという流れ

が想定され､現在の定説 となっている｡

この三者が密接な関係にあるという大まかな結論自鯉には､異論を差 し挟む飴地はないO

しか し､その内容には互 いにかな りの出入がある｡そのため､そ こに説かれる種民思想の

内容が全 く一致するものであるか確かめる必要がある｡本稿では､先学の研究を踏 まえた

上で､ 『道君列紀』における種民思想の内容､特に救済理論にお ける人間側の行篤の意義

に関わる思想的相違鮎を捉える ことにより､三者の関係を新たに考察 し直 していきたい｡

第一節 終末救済の構造

(-) 『道君列紀』における種民思想

前述 したように､ 『道君列紀』は種民思想 と呼ばれる終末救済思想を俸える書物であるO

ここでその概要と､これまでの研究をまとめるO

梁の陶弘景が編纂 した 『鼻詰 (6)』は､東普期に茅山で行われた神降ろしの記録をまとめ

た､上清派道教の重要経典である｡その 『寅話』巻14に 『後聖李君紀』なる書名が見えて
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お り､さ らに近い将来到来する世の終末 を意識 した記述 も散見される ことか ら､現存 の

『道君列紀』との関連を思わせる (7)O吉岡氏は､現存の 『道君列紀』について ｢梁初には

確かに存在 して｣お り､ ｢おそ らく宋膏のころのもの｣ と推定 し(8㌦ 小林正美氏は ｢『後

聖李君紀』の一部が濁立 してできたもの｣ と考える (9)｡また､大淵忍爾氏は唐代の類書等

に引かれる 『道君列紀』の文を子細に検討 した未､現存の 『道君列紀』について ｢恐 らく

唐の頃に､古い帝君列紀に裏書紫文上経 と重複する文が多かったのでそれを削除 し､その

外にも多少の手を加えて成立 したもの｣ と判断 している (10)｡いずれにせよ､多少の攻撃が

あるとしても､内容 としては梁代かそれ以前の形をとどめていると判断 してよさそうであ

る｡

『道君列紀』の内容を分類 し､臓を追って記号を付す と､以下のようになる｡

(A) 上清金閑後聖帝君の本起

(B)世の終末の次第と救済の過程

(C)道経修得の必要性

(D)救済される者の資格

(E)金閣後聖帝君が天書を授かった由来と仙経の性格

(F) 『道君列紀』の由来

(G)金閣後聖帝君の語る ｢列紀｣を得た者の特質

(H)道教経典修得の必要性 (二)

(I)後聖彰君と四輔大相の紹介

(∫)方諸青童君の語る ｢仙相｣と ｢仙行｣の必要性

以上の内容は (A)､ (B)､ (i) と (C)～ (H)､ (∫) との二つに分けられる｡

前者は､世の終末 と救済の過程､救済の主膿である金閲後聖帝君の俸記等を記す､いわば

本起的部分であるのに封 し､後者は､救済或いは昇仙するための必要候件等を説 く教理的

部分である｡ ここでは､終末 と救済の過程 を知るために (B) の一部を見ることとする｡

唐承の年､数を積む こと四十六丁亥有るの問､前後在中､中間は鳥獣の世にして､固

辞は啓堵 し､東西は覇を稗へて以て弱主を扶け､主は縦横九一の名を有 し､光速､昌

元 と耽するに逮ぶ｡其の後甲中の歳､己前己後､善人を種え､残民を除き､疫水は其

の上に交はり､兵火は其の下を練 り､悪意は遊びに滅び､凶凶は皆浸す｡道 を好むも

のは陸隠 し､善人は山に登る｡流濁奔蕩 し､之を鯨淵に御 し､都な分別せ り｡壬辰の

年三月六 日に到 り､聖君来下 し､兆民に光臨す｡是の時に昔た りてや､聖君は音域西

山自り馨 し､-蔦に於いて悪人を滅ぼし､水火を己む｡慈善を存すれば己に種民とな

り､始めを畢ぶ者は仙使とな り､道を得たる者は仙官となる (ll)｡

この段 については ｢太平部巻第二｣後文 と 『紗』甲部 とに封鷹する記述がある｡前半の終

末に至る過程については､ 『上清三天正法経』 (『雲笈七薮』巻 2劫運所引 く12))や 『雲笈

七簸』巻 4憂賛綴目序等にも類似の記述が見える｡ ｢唐承之年｣､即ち尭帝の時代か ら数

えて四十六回目の丁亥の年前後に､世は乱世を迎えるO これが終末の前段階である｡その

後､甲中の年前後になると､病気や洪水､兵火等によって､人が善悪に磨 じて取捨選持さ

れる｡そ して壬辰の年､金閑後聖帝君の降臨を迎える｡ ここに至って悪人は最終的に滅び､

善人は種民 として救済される｡ このような終末劇は､壬辰の年という明確な収束鮎 を示 し

つつ､六朝道教の中で様々な形で説かれる｡ ｢種民｣なる存在を説いていなかった り､救
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世主たる神が真なっていた りと､必ず しも統一的に把握できるわけではない(13)が､六朝期

の政治的混乱とそれに伴 う人心の不安 によって､宗派を問わず このような思想が根付いた

のであろうoその後､唐による統一によって この終末思想は役割 を終え､姿を潜めていくo

(二)種民と仙使と仙官

さて､種民思想についての概要を示 したが､種民とは如何様な存在であるのか｡まず､

先に分類 した本起的部分の内容に従って捉えたい｡

(B) によれば､甲申の年前後に人がその善悪に磨 じて取捨選揮される｡ この作業は壬

辰の歳まで績き､善人だけが最終的に残るO残った彼 らは全て救済されるわけであるか ら､

彼 ら善人が いわゆる種民そのものであると考えてよいQつまり､種民とは日頃陰徳善行に

励んでいた者だと言える｡磨 いて壬辰の年の救済段階の記述が績 くが､救済される際には

種民 ･仙使 ･仙官の三種類があるという｡ この段階で残っている者はすべて善人であ り､

種民た りうる者ばか りであるか ら､仙使や仙官 となる者 と種民となる者 との間に､救済 と

いう面での区別はないはずである｡ となれば､種民となる資格のある者のうち､仙道修行

を完遂 し得道 した者が仙官 とな り､仙道修行を始めたばか りの者が仙使の仕事に携わると

考えられる｡つまり 『道君列紀』では､種民は仙道修行を必要不可欠とする存在 とは考え

てはいないのである.また､ 『紗』甲部に存在する封磨箇所では ｢拳善者霜種民､聾者馬

仙官｣ とあるC仙使の句が見えないと同時に､ ｢善｣ と ｢撃｣ とが封比されてお り､ ここ

でも種民に ｢畢｣は必要不可鉄とはされていないことが分かるO

上清派道教にお いては､それより以前の､膏の葛洪の 『抱朴子』にお いて示されるよう

な金丹道､即ち鋳物や薬草を調合 して作成 した仙薬を服用する仙道は重視されず､諭経や

存恩等の技法を貴ぶQ しか し､ これ らの仙道に直接関わる技法を行わず とも絡来昇仙する

道は残されている｡ここでは 『英語』巻16を例にとってみよう｡

夫れ至忠至孝の人､既に終はれば皆書を受けて地下主者と罵 り､一百四十年にして乃

ち下仙の教を受け､授 くるに大道 を以てするを得｡此れ従 り漸 く進み､仙官に補さる

るを得､一百四十年にして-たび試もて進むるを聴さる｡-

先世に功の三宮に在る有 り､後嗣に流逮 し､或ひは世を易へて錬化 し､氏を改めて更

生する者は､此れ七世の陰徳､根葉相及べばな りO既 に終はれば､-･皆書を受けて地

下主者 と罵 り､二百八十年にして乃ち進みて地仙の道を受 くるを得 (14)O

ここでは､直接仙道 を行っていない者が何 らかの条件によって昇仙の道 を得る可能性を記

す｡その条件とは､その人の備える徳や才､そ して自己或いは先祖の陰徳善行等である｡

ただ し仙道 を行っていないため､昇仙への道 とはいっても､死後 に地下の鬼界の役人か ら

出発 し､敦百年かけて順次天の仙界へ と昇進 していくことになっている｡道教の一派 とし

て菖然仙道修行を第一としなが らも､一般的な徳行に一定の評債を輿えているのである (u)O

『置詰』よ り遡れば､ 『抱朴子』封俗算に引用する 『玉鈴経中篇』では､自らの方術 とは

別に忠孝等の徳行を修めることによって自らの寿命を減 らさないようにせよ､と説 く｡ こ

のように､道教内にあって儒家的な徳行の賓按を長生不死のための必要条件 とする考え方

は古 くより存在 し､後世には道教戒へと蟹展する｡また､ 『抱朴 子』に引かれたような考

え方は､善書の一種 ｢功過格｣ という形で整備されて民衆にも普及 していく (16) ｡ 『道君列

紀』の示す種民となるための条件も､ この思想背景か ら自然に成立 した と考えてよいであ
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ろう｡

以上のことか ら明らかなように､種民 とは善行 を積んでなる者である｡ 『道君列紀』に

おいて種民の説明がなされる部分､即ち本起的部分の (ち)では､善行によ り神に認めら

れ救済の封象 となった ｢種民｣､仙道修行を始めたばか りの ｢仙使｣､そ して､得遺 し仙

界で官僚の地位を得た ｢仙官｣の三者の存在が明 らかとなっている｡

第二節 教理的部分における道教理論

(-)仙経修得 と救済

では次に､得道 し仙官となる道について､ 『道君列紀』の記述を見ていこう｡先の分類

における教理的部分は､概ね得遺 して仙官となるのに必要な候件を述べる. ここではまず

(C) を例に奉げる｡

若 し能 く洞房を上元に精さにし､九星を備めて以て爾よ勤め､随喜を七重に歩み､八

素の用誠を窮むれば､既 に三文を捗 りて傷つかざるを得､又た必ず更始を太平に観､

又た書を賜 りて仙官神展とな り長生たるを得｡但だ此の玄文憂術､上清の宮､金閑の

中に蔵さるれば､篇 目を見ること有る者少なきのみ｡神寅下 りて教ふるに七百年内に

三たび出だ して停授す｡授博 して之を獲るは､必ず しも賢愚な らず､精心 もて修行す

れば､皆飛仙を得O然るに率ね玄録仙骨あ り､方諸に玉名さるること有れば､乃ち之

を得るな り｡此 の相に非ざれば､終ひに此 の文 と相遇はず｡-仙を畢ぶ者は宜 しく廉

く名山を行き､脆 して天宴に祝 し､此の冥訣を尋ね､賓秘を得て以て神仙の官を階む

ことを庶ふべきか｡然る後聖君富に復た其の慮妙を料すべし｡擢びて以て官僚に補す

べき者､或ひは位仙伯 とな り､或ひは拝せ られて諸侯 とな り､聖を助けて民を教へ､

束を理めて徳を布き､或ひは封ぜ られて-邑を掌 り､政を一国に委ね らる (17)a

｢洞房｣ ｢九最｣等はいずれも現存する上清派経典に封鹿するものがあ り､ ここでも経典

名 と考えてよがろう｡ これ らを修めることで､災厄を切 り抜けて太平世界を見る､即ち種

民 となることができ､さらに仙官 として生きる ことさえできる､という｡仙官 とは､前述

したように種民の中でも仙道 を成就 した存在であ り､太平の世にお いて種民達の住む-邑

一国の統治を任される存在であるO この段の主題は仙官となるための必要燦件を述べるこ

とにある｡その候件とは先の道絶類の修得だが､ これ らの書物は仙界に収められた藤文で

あって､敢百年に一度 しか俸授されない｡その際に俸授 してもらえる者は､俗世における

賢愚によってよ りも､その修行に封する寅撃な取 り組みによって決まるという｡ この心を

重視する姿勢は､道教をは じめとする宗教一般に認められるものである｡

ここの記述では､種民になるために道教経典の修得が必要だと述べているのであろうか｡

先の本起的部分の検討においては､種民になる こと自鯉には仙術を必要 とせず､その上の

存在である仙使 ･仙官 となるために ｢撃｣が必要だと分かった｡経典修得は仙官 となるた

めの必要条件であり､且つ種民となるための十分条件なのであるb これに関連 して､種民

思想を語る六朝上清派経典の一つ､ 『洞其太上説智慧消魔最経 (18)』の巻 5襲化晶には次の

ようにあるO

智慧上土､此の三術を習へば､魔怨を消却 し､鬼賊を課除し､悪人を制伏 し､凶薫を

議併 し､憂ひを除き病を救ひ､兵戒を保免 し､水火も侵す能はず､衆災も犯す能はず,
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三界の外に遣遥 し､王母の家に遊宴 し､代 ゝ太平の君に見え､名は種民の録に入 り､

神仙 とな りて進昇 し､皇階は級を極め､永へに道 と合 し､襲化元窮たらんC是れ智慧

の妙功にして､衆聖の要訣た り(19)0

『智慧消魔異経』は､金閑後聖帝君 と方諸音量君が重要な役割 を拾 っている鮎か らも､

『道君列紀』と密接なつなが りがあるようである｡ ここに引いた部分でも､仙道修行の結

果､終末の災厄を生き残る種民として認め られるとともに､無窮の存在たる神仙となると

説 くO神仙への通過鮎 として､或いは神仙 として度脱することが前提 となって仙術 と種民

の関係が語 られる文脈では､種民と仙道修行 との関わ りが菖然出てくるのである｡なお､

種民の概念が現れるか否かに関わ らず､上清派道経での終末救済願望の多 くは､神仙 とし

ての度脱を念頭においている｡故に､少な くとも上清派道経の場合､種民と仙術 との関係

を説 いていても､種民になるために仙道修行が不可鉄と断 じるわけにはいかない｡

(二) 救済 と ｢仙相｣

以上､ 『道君列紀』の教理的部分が道経修得の必要性を説くことの意味を捉えた｡とこ

ろで､先の (C) の引用ではさらに績けて､ ｢玄録仙骨｣ を備え､方諸富に登録されてい

なければな らない､という｡ ｢仙骨｣ とは仙人となる資質のある者に備わる肉鯉的特徴で

ある｡戟相術の別名として骨相術 という名稀が存在するが､古 くより中国では人の肉鰭的

特徴を見てその者の資質や将来を見通す術が牽達 していた (20)0 (C)ではこれらの要素を

｢相｣ と言 い換えている｡ これに関連 して､ (J)では仙官 となるにふさわ しい相､即ち

仙相について詳説する｡

音量君日く､夫れ骨録有れば則ち仙を好み､仙を好む人は皆仙志有 り､仙志の人､或

ひは罷或ひは篤O罷なるは則ち先世の善功足 らず､篤なるは則ち玄録の宿命牌に定ま

らんとす｡或ひは仙 を好むも専 らな らざるは､亦た世 ゝの徳未だ備はらざるに由る者

な り.大都天録は玄宮に顔 らかなれば､則ち気候は躯形を診､録字は太極に彰 ちかな

れば､則ち心神は丹房に正 し｡生まれなが らに金閣の玉名有るが若きの者は､則ち眼

に日光有 り､青薗白血た り｡其の人とな りや､則ち仁慈にして仙を柴 しみ､明頴 にし

て秀挺た り｡-諸ろの此 くの如き相有るは､皆必ず上仙な り｡亦た学びて得可 く､亦

た畢ばず して獲可 し｡要は其の人必ず道を好み､道 を好み微 を畢べば､必ず速やかに

昇撃するを得｡其の次､鼻上に玄山有るな り｡-此れ皆次仙の相な り (21)｡

音量君とは､東海の方諸山にある宮府､即ち先ほど出てきた方諸富を治所 とする神であり､

『道君列紀』本起的部分の (I)によれば､金閑後聖帝君の四輪神の筆頭でもある (22)O彼

は金閲後聖帝君の命令の下､人の生死や寿命､神仙となるべき者の選定の基準となる名簿

を管理する立場にある｡そのような神の言葉 として､ ここでは上仙の相が十一例､次仙の

相が三例ほど奉げられる (盟)｡要するに､仙界の名簿に登録されている者､即ち将来の昇仙

が約束されている者には､様々な肉鯉的 ･精神的特徴が備わ っている､という｡また､

(D)では ｢諸ろの太平を見る者｣即ち種民 となるための七種の燦件を以下のように示す｡

或ひは是れ慈心仁人にして善を守るのみ｡

或ひは是れ道を畢び仙を信じ､教ふ可きの士o
たも

或ひは寛人 書を授け､精を守 りて胎を賛つ｡

或ひは得道得仙せ し精誠の夫｡
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或ひは玄簡に名を録され､七世に徳有 りて､詐 子孫に及び､富に仙 となるべき者｡

或ひは生まれながらにして青骨あり､神に通 じ展に接す｡

或ひは才性偉寂にして天分淑適たる有 り(24)

第四候までは本人の善心善行や仙道修行に関わる候件だが､第五候では先祖の積徳によっ

て仙籍にあらか じめ登録されていること､第六候では生まれなが らに仙最と交わ りを持つ

ための資質を ｢青骨｣ という形で備えていること､そ して第八榛では天分の才を備えてい

ることを候件としている (25). しか し､ これ らの資質が種民となるための必要候件であると

考えることはできない｡ これ らは仙官 となるための燦件であって､前述 したように､仙官

となる候件はそのまま種民となるための十分条件である｡

六朝道教にお いて､得道 し神仙 となるために必要な俵件 として先天的資質が提示される

例は多い｡ 『道君列紀』と同じ六朝上清派の経典から敷例を奉げてみる｡

『洞鼻太上素憂洞元大有妙経』 (道寂第1026冊)

大洞異経三十九章は上皇の道標にして紫農の妙篇た り｡命を九天の階に制 し､五帝の

霊を徴召 し､-其の旨は幽微にして､究許す可べきこと難 しO若 し能 く長賓 し､志を

入門に絶ち､玉篇を幽室に諭 し､費音を叩きて以て重を震わせば､則ち真人は蕗を東

華に定め､七玄は更めて柴庭を潤 し､魔王を制 して以て神を威 し､五帝を掠めて以て

身を衛る｡此れ太洞の奇神､億道を捻べて生を反す｡奇毛異質､金骨玉名無き自りは､

皆妄 りに露文を披 くこと有るを得ずO其の禁は悉く九泉明科に依るO受くる者慎め (26)O

『上清太上帝君九最中経』巻上 (道蔵第1042筋)

第二最法､･･･此の道は幽秘にして､上重の賓つ所な りO仙籍有るに非ざれば､聞くを

得ず (27)0

『上清玉帝七聖玄紀過天九育経』 (道寂第1043筋)

諸ろの上里玄紀の文を見るを得る者､皆玄名に飛仙の分有るを以て､書を未生の象に

刻され､逆め玄虚の鷺に注さるO既に人道 を菓 くれば､青雷名を抹び､四司の保つ所､

五帝の詮ずる所 とな り､玉虚は戒に結ばれ､紫路は根に植えらる｡骨に奇光有 りて､

形を奉げて仙に合す｡四司潜降 して､陰かに賓文を授け､太一は籍を定め､司命は年

を輿ふ｡魂は固く晩は安 らぎ､六胃は鼻を結び､寓神は絶具 し､赴 く上仙 と成る｡修

行すること七年にして､自ずから富に憂降 り､空に乗 じて飛騰すべし(28㌦

いずれも､何 らかの先天的資質を備えた者が仙界の秘文 ･秘法を授かる道を歩む ことを述

べている｡特に最後の引用では､生まれなが らの ｢分｣によって神々の降臨が濠定されて

お り､その降臨を受けて修行 した者が昇仙できるとしてお り､自らの努力の前に先天的資

質という候件が必要であることを明確に示 している｡

ただ しこれ らの先天的資質は､一般には事前に見抜けない観念的なものであ り､学修者

の資質を事前に見抜 く手だては､賓質的にはない｡自らに資質が備わっているか どうかは､

仙道を完遂するか断念するか､いずれにせよ最終的な結果が出るまでは分か らない｡誰に

す ぐれた資質が備わっているか分か らな い以上､誰 しも備わっている可能性が残るのであ

る｡そのような賓際を考慮 して これ らの文章は書かれていると思われる｡また､人間の努

力が決 して否定されているわけではなく､先天的資質による正負 いずれの限定を受けよう

とも､最終的には自分の積徳や修行が昇仙の可否を左右することになる｡ 『豪語』か らそ

の例を抜き出してみよう0
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夫れ生を学ぶの夫､必ず心を夷 らげ神を養ひ､服食治病 し､脳宮をして填満 し､玄精

をして傾かざらしめば､然る後以て神を存 し霞を服 し､二景を呼吸す可きのみO敷ば

交接を行ひ､漏湛施宕するが若き者は､則ち気穣れ神亡び､精重は枯掲す.復た玉録

に玄挺あ り､太極に金吾さるる者 と錐も､将た亦た生に非くより解かるる可か らず (29)a

正の資質を受けていて も､昇仙できずに死へと至る例である｡負の資質によ り昇仙が困難

であっても､最終的に昇仙できたのが､次の例である｡

玄子は少 くして道を好み､法戒を遵奉 し､至心もて苦行 し､-故に名を改めて玄子 と

馬 し､自ら延期 と字せ りo国 らず も先世の葱多 く､殊 子孫 に流れ､結昔 帝筒に刊さ

れ､運沈みて後尾に逮び､享年永か らず､遂に命を長梁の津に浸す｡西王母 我が苦行

を見､鄭都北帝 我が道心を懸み､司命に告赦 して､轍を三官に侍へ､形骸を掠取 し､
かえ

魂を還 して虞を復 し､我をして胎を願はしめ､位 憂神 となれ りO今に於いて二百線年

な り｡近 ごろ名を南宮に度 し､策を朱陵に定むるを得､精を赦 して時を待ち､方めて

列 して仙と罵れ り (30)

負の資質､即ち先祖の悪徳によ り一旦は死亡 したものの､本人の積徳によって救済され､

昇仙できているQ 『道君列紀』で語 られる仙相 も､これ らと同様であるO (J)の後半で

は､玄洲や太山の仙籍に特別に登録 され ｢仙相｣を備えている者の特異性と､その者が修

行すれば昇仙できることを述べ､最後に次のように締めくくるO

故に夫れ道を畢ぶ者は､心を虞にし神を堅 くし､晩を席 して魂を拘め､-寒苦の輯封

に甘んじ､静賓を丘山に楽 しみ､誠心を守 りて勧まず､天地 と泣びて長存す可 し｡是

くの如 くして始めて輿て道を畢ぶの夫 と言ふ可 Lo若 し都な此の相無く又た此の行無

くんは､復た英雄標 を抜きんで､志は四海を呑み､-･ロは虚無を談 じて 目は八方を営

む者 と錐 も､固より仙才に非ざるな り｡所謂徒努にして終年を以て得ざるより解かる

ることなきな り (31) 0

｢相｣ と ｢行｣ を兼備 しなければ､昇仙が不可能であるという｡仙相を前提 としつつも､

修行に励むことが如何に大事であるかを説いているO

従来より言及されているように､ 『道君列紀』は 『憂苦紫文 (32)』との関連が深い｡現在

の 『道寂』に収め られた 『憂苦紫文』の名を冠する道経の一つ､ 『太微憂苦紫文仙忌最記

上経』 (遺戒第77冊)には次のようにあるo

音量君日く､仙を学ぶの難は-候 に非ざるな りO難なる者は俗間の難に非ず｡仙難は

固より得て書 く可か らざる有 り｡夫れ人 仙相有 りて告に昇騰するを得べLと錐も､然

れども復た仙相を敗る者十候有 り｡若 し此の仙相を悼むと錐 も､猶は犯 して之を敗れ

ば､亦た仙を得ず (33)0

仙相があっても､この文以下に述べる ｢敗仙相｣の行 いをするな らば､昇仙はできないの

である｡仙相は行篤に従属 し､行馬が最終的な昇仙への決定力を持っている｡

先天的資質を論 じる これ らの文章 は､道経､ ここでは特 に上清派遣経を憂妙なる存在 と

して権威付け､妄 りに流布 してその存在債値をお としめることを防ぐ目的で記されたのだ

ろう｡その背景には古代よ り根強 く存在 した命定論的運命観が形 を襲えて影響を輿えてい

るものと思われる (34㌦ しか しこれ らの記述は同時に､修行者全員に封 して資質が存在する

可能性への期待 を持たせることで彼 らの自尊心をくす ぐり､仙道修行への意欲をわかせる

効果を持ち､さらなる努力を喚起する方便 としての役割 をも槍うに至るのである.
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第三節 『道君列紀』における種民思想の役割

以上見てきたことをまとめる｡ 『道君列紀』では､本起的部分 と教理的部分か ら成 り立

っている｡前者では世の終末 と救済につ いて､救済の主鯉たる金開後聖帝君の本起 とその

-師四輔の紹介､終末 と救済の過程を説明する. これに封 し後者では､仙官 として救済さ

れるために必要な条件を明 らかにするため､上清派道経を奉げつつ､経典修得の必要性 と

仙相等の先天的素質を詳説するO

では､この両者の関係はどのようになっているのかo現本 『道君列紀』が完本であるか

どうかの問題があり､単純な記述量の比較には留保 を付けるべきだが､正味約十二葉の内

容 中､本起的部分は (A) が約二葉半､ (B) が半棄強､ (Ⅰ)が半棄強の合わせて約四

葉に封 し､教理的部分が残 り約八葉を占める｡教理的部分の中では最後の (∫)が最 も多

く約三葉半で､ (C)から (H)は残 り約四葉半に連績 しているO ここか ら､南部分 とも

に前後二つに分かれてお り､本起的部分は前半部がその大半を占めること､全鯉 として教

理的部分にその比重があること等が分かる｡また､構成か らいうと､本起的部分の大半が

始めにあって､そ こから教理的部分が始まり､本起的部分の-師四輔の説明をはさんで､

その四輔の筆頭たる音量君の話で終わるo 『道君列紀』では､先に奉げた (C)のみな ら

ず (H)､さらには本起的部分の (A) においても上清派道経の俸授 ･修得が説かれ､上

清派仙道が如何に重要且つ貴重な教えであるかを強調 している｡書名か ら推察 した場合に

本書の中心であるべき金開後聖帝君の本起 も､教理的部分の前にあって教理的部分への導

入のような役割を掩う一面を有するのである｡

『道君列紀』における内容をまとめる｡壬辰の歳に降臨する金閑後聖帝君の本起か ら始

まるこの経典は､世の終末 と救済の状況 を紹介 した後､いかにして救済されるかの説明に

入るOそ こでは､積徳によって救済される種民 となることの説明はほとんどな く､昇仙 し

て仙官 とな り､種民を統治する役割 を掩 う存在 になるための候件を提示することに終始す

る｡故に 『道君列紀』では､種民思想とその世界観の呈示 とともに､それらを利用 して上

清派仙道の重要性を訴えることにその目的がある (35)｡小林氏は ｢上清派の人々が終末後の

太平の世では種民を統治する仙官になる ことを希望 しているのに封 して､天師道 と葛氏道

では種民になることさえ容易でないと考 えてお り､如何にした ら種民に選ばれるかを主に

説いている｣ と述べた上で､両者の相違の原因を信徒層の社合的地位の相違に求めてお り

(36)､妥菖な推測 と言えようOそ こには､他教派よ りも一段階上のレベルに自派を置 こうと

する意識と､選ばれた人間にしか停授されない道術を行う誇 りを修行者に輿えようとする

意園がかいま見える｡

このような考察を進める上で考えねばな らないのは､現在の 『道君列紀』が六朝末に存

在 した 『道君列紀』 と内容的に相違がある ことが問題 とな らないか､ということであるO

古 『道君列紀』と現行 『道君列紀』とを区別 して考えたのは大淵氏であるが 3̀7)､氏の推測

するように､古 『道君列紀』か ら削除されたものが 『重書紫文』等 との重複箇所であ り､

攻撃も若干程度のものであったな らば､現在見 ることのできる 『重書紫文』をも視野に含

めて考えた場合で も､前述の考察に修正を加える必要は生 じな い｡よって､古 『道君列

紀』 と現行本との相違については､ここではひとまず問題としない｡
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第四節 『太平経紗』甲部の種民思想

前章 までは､ 『道君列紀』における種民思想 とその書物の思想的意義について述べた｡

次に､金開後聖帝君の本起について 『道君列紀』 と密接な関わ りのある 『太平経紗』甲部

について､その種民思想の内容を検討 していきたい｡

『紗』甲部は前後二段に分かれている｡その前半が 『道君列紀』と封癒 し､且つ種民思

想を正面か ら扱 う内容であるo後半は､金閑後聖帝君や四輔達が如何に得道 したかを問う

段であるo 『道君列紀』と一致する部分のないこの段では､前段 とは異なって種民につい

ての言及がな く､世の終末 とか らんだ仙道理論 を呈示 しているわけで もな い｡思 うに､

『紗』甲部が形成される際に､この前後の異質性を意識 したのであろう､前後別の問答 と

して区別 している感がある｡よって､問題は残るものの､以下の考察では 『紗』甲部の前

半を扱うこととし､後半はとりあえず封象外 とする｡

まず言及すべきは､ 『砂』甲部 と 『道君列紀』 との一致鮎が､先に論 じた 『道君列紀』

の本起的部分､即ち (A) (B) (Ⅰ) にしかないことである｡言い換えれば､ 『妙』甲

部には 『道君列紀』で論 じられるような､仙官になるための道経の必要性や先天的資質を

語る場面が全 くないo 『太平経』の一部 として存在 している以上､上清派道教理論を語る

部分がないのは富然といえば富然である｡ しか し､その鮎は両書の ｢密接な関係｣ という

ものに一定の留保 を付けねばならない-根接となるO

『妙』甲部では､全腰 として終末の到来と種民の救済の過程を説 くことに重匙が置かれ

るDそれを象徴するように､冒頭の導入部分に績 いて全鯉の要約のような文が記される｡

昔の天地 と今の天地 と､始有 り終有ること､同じくして異なる無し｡初めは善にして

後は悪､中間は興衰 し､一成一敗すO陽九百六､六九乃ち周 り､周れば則ち大壊 し､

天地は混重 し､人物は廉潰すO唯だ積善者のみ之を免れ､長 く種民 となる｡種民の智

誠､尚は差障有 りて､未だ同に決-な らざれば､猶は師君を須つ.君聖にして師明に､

教化 して不死な らしめ､積錬 して聖 と成 らしむ｡故に種民と祝す｡種民は聖貿長生の

類な り(38)0

ここでは陽九 ･百六の歳災の思想を利用 して天地崩壊の様を説 くとともに､種民の定義を

明確にしている (39㌦ 積善者が災厄を逃れて種民となること､種民即ち仙人ではなく､種民

の中でも神々の教化によって不死を得た者が ｢聖｣即ち神仙の類 となること､そのような

潜在的な可能性か ら ｢種民｣ と親 し ｢聖賢長生の類｣ と呼ぶ こと､等が述べ られているO

ここでも､種民と仙術 とが直接関連 しないことが分かる｡

このような要約の後に金閑後聖帝君の俸記が始まる｡ ここが 『道君列紀』 と一致する部

分の一つなのだが､ここで南記述を比較 してみよう｡ 『道君列紀』では金閲後聖帝君の生

い立ちを追 うことに比較的関心が薄 く､仙界を目指す彼の玄妙なる心や行動についての修

節的な表現が多 い｡天帝か ら教えを授かった際も､上清派遣経の名を奉げて､上清派道教

の神仙であることを明確にする｡金開後聖帝君に即位 して以後の記述では､神仙世界の華

麗な世界が表現されているo総 じて言えば､金閑後聖帝君の神秘的な存在を稀揚すること

にその特徴がある｡ これに封 し､ 『紗』甲部では､金開後聖帝君の出生を詳 しく記 し､そ

の生い立ちについても三歳か ら始まって五歳､七歳､二七の (十四)歳､-･六七の (四十
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二)歳､七十歳 と､こと細かにその事跡 を分類 した上で金閲後聖帝君への即位に及ぶ｡そ

の締めくくりは､

賛経符固､三古の妙法は､之を玉函に秘 し､侍せ しむるに神更を以てす｡俸受に科有

り､行戒に候有 り､書 を垂れ典を立て､之を種民に施すo行ふ能はざる者は､種民に

非ざるな り (40)

とのように､特定の経典名等を記す こともなく､最後には種民の話に戻って くるC このよ

うに､ 『道君列紀』 と 『紗』甲部とは共通する記述や話題があるものの､その指向する所

が異なる｡ともに共通の停説か ら成立 した文ではあるが､ 『道君列紀』は金閑後聖帝君の､

上清派道教における高位の神格 としての面を強 く押 し出すのに封 し､ 『紗』甲部では種民

思想の内容を明 らかにする一環としてその中心的存在の金開後聖帝君を取 り上げ､彼の俸

説の記述に終始する傾向がある｡

同様に､ 『道君列紀』の (B)に相菖する部分､即ち世の終末 と救済の過程についての

記述部分で もその相違は顕著である｡ 『道君列紀』については文章 を前に引用 したが､

『紗』甲部は倍以上の字数を用いる｡また､ 『道君列紀』では災真の起 こる機構について

の記述が ごく簡単であるが､ 『紗』甲部では甲中の年の災害に大小の別を付け､それを陽

九 ･百六の歳災 とか らめて詳細に世の終わ りを記述する｡さらに壬辰の歳の出来事につい

ては､ 『道君列紀』では金開後聖帝君の降臨と彼による地上の人々の最終的な庭理を説 く

のに封 し､ 『抄』甲部では金開後聖帝君降臨の事賓を短 く述べた後､種民や仙官を志す人

間に必要とされる行動に話が及ぶo 『砂』甲部では太平の世に至る過程の全鯉像を明 らか

にしたいとの意園が明確で､金閲後聖帝君を第一義的に扱っているわけではないのである.

『砂』甲部では､この後に金闘後聖帝君の-師四輔の紹介､即ち 『道君列紀』の (Ⅰ)

に相普する部分が績 く｡ 『道君列紀』では記述箇所が (B)か ら離れているのみな らず､

直前の (H) とは関連がほとんどない｡ これに封 し､ 『紗』甲部では先ほどの壬辰の年の

降臨劇か ら修行者のなすべき行篤を説いた後に､ ｢大神君の輔相を憶識｣することで､種

民 とな り､仙官 とな り､最後 には後聖の位に至る､と説いてお り､ある程度の必然をもっ

て-師 四輪 の話へ と進む｡師輔 の話 につ いて､封鷹す る部分 に大 きな違 いはな いが､

『紗』甲部の場合､さらに績けて師輔の役割を詳述 して一段を終えるC 『道君列紀』が師

輔の話 とは打って襲わ って､方諸音量君の語る仙相理論に展開が及ぶ場合に比べ､腰系的

な展開と言えるC

さて､ 『砂』甲部の内容に見 られる種民思想については､どうであろうか｡ 『紗』甲部

の一致する部分が 『道君列紀』の本起的部分であること､さらに金閑後聖帝君の上清派的

色彩の多 くを取 り去 った俸記の記述等か ら､上清派道教を交えた得道論が 『紗』甲部に出

てくるはずもない｡そのため､仙相等の先天的資質を述べることもない｡

種民の定義を記す部分は前に奉げたが､仙経などによる本格的な修行を必要としない鮎

について補足 してお く｡道経に関する記述は､ 『道君列紀』に比べればはるかに少ないが､

以下のように見える箇所もある｡

小甲申の後､壬 中の前､小甲中の君は聖賢 にして､仁慈を厳明にし､理乱を害ふ こと

無く､延年長春た りて､精華 して神仙を得可けれども､深 く太平の経を畢ぶ能はず､

久 しく太平の事を行ふ能はず (41)｡

この例では ｢小甲申の君｣が主語である上に､ ｢太平の経｣は彼 らでも十分に修得できな
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い､と述べているOつま り種民 となるための必要候件 として呈示されているのではないD

このように､ 『妙』甲部で述べられる道経の必要性は､ 『道君列紀』 と同様､種民より高

位 の存在になる ことに関 して言及されている｡ しかも､そちらの方が種民となることに比

べて特に重要視されているわけでもない0

第五節 『道君列紀』と 『太平軽妙』甲部 との関係 一結びにかえて-

ここまで､ 『砂』甲部 と 『道君列紀』 との一致する部分 についての比較封照を行ってき

たが､では､南書を媒介する役割を持つとされる ｢太平部巻第二｣後文はどのようになっ

ているであろうかo吉岡氏の作成 した封照表を見れば一目瞭然であるように (42)､若干の出

入はあるものの､ ｢太平部巻第二｣後文は 『道君列紀』の抜粋にほぼ等 しいO別の視鮎か

ら見るな らば､ ｢太平部巻第二｣後文は､ 『道君列紀』の本起的部分たる (A) ･ (B)

と教理的部分 (D) との封磨部分か ら構成される｡先にも引いたが､ (D) は種民となる

ための条件に言及する部分であり､上清経に解れていないとはいえ､教理的部分を要約す

るような内容である｡また､壬辰の歳 にお ける金閑後聖帝君の降臨劇 についての記述は

『道君列紀』とほぼ同じ構成且つ分量である一方､ 『紗』甲部 とはその構成が全 く異なるC

よって､ ｢太平部巻第二｣後文は内容的に 『道君列紀』の前半部分 と同 じものであ り､恐

らく六朝末から唐初頃の 『道君列紀』の姿の一部を留めたものとして考えてよい｡

以上か ら､ 『道君列紀』と ｢太平部巻第二｣後文､そ して 『砂』甲部 との関係を再考 し

てみよう｡ ｢太平部巻第二｣後文は 『道君列紀』の部分的砂略に間違いはな く､その思想

内容においても相違鮎はない. これに封 し､ 『道君列紀』 と 『太平軽妙』甲部 とは､内容

的に一定の隔た りがある｡前者は種民思想の紹介をしつつ も､重黙は救済の主腰たる金閣

後聖帝君の権威付けと､上清派仙道 による昇仙を目指す ことにあ り､特 に後者の比重が大

きい｡ しかもそ こでは先天的資質の存在を取 り上げ､自派の仙道 をより高みに置こうとい

う姿勢が見えるo一方後者は､世の終末 と救済の構造 を詳述する一方､その中で救われる

道が存在することを簡単に示すだけで､種民としての救済 と仙官 として昇仙することの間

に極端な区別は付けていないo これは､種民が昇仙の可能性を秘めつつ救済された者であ

る､という基本的認識を根接 としている｡また､金開後聖帝君はあくまでも救済の主醒で

あるが故に言及されたに過ぎず､上清派仙道の象徴としての役割 は薄いo上清派の理論を

用いていないことに伴い､先天的資質を語る場面は見えな い｡その代わ り､ ｢誰 しも積徳

修行すれば救済される｣ という開かれた救済思想への指向が見える｡故に､前者と後者の

間の ｢密接なつなが り｣ とは､限られた部分で しかな く､ ｢大同小異｣などという解樺を

施す ことには大いに疑問を感 じざるを得ない｡

では､上記のような結論を得た場合､ 『道君列紀』 と 『紗』甲部 との先後関係はどうな

るのであろうかQ 『道君列紀』が本起的部分を二つに分け､それぞれの後に教理的部分を

付けているという構成になっていること､そ して 『紗』甲部の内容が教理的部分を全 く欠

いていることはこれまで見てきた通 りであるOそ こか ら可能性 として考えられるのは二通

りで､一つは､従来の見方のように､ 『道君列紀』か ら 『紗』甲部が節略 して引いてきた

という考え方である｡ この場合､ 『紗』甲部に引かれる内容が F道君列紀』のそれよ りも

豊富であることか ら､さらに次のような推測 をせねばな らないOそれは､ 『紗』甲部が引

-51-



いた昔時の 『道君列紀』の内容が今よ りも聖富で､ 『紗』甲部はそ こか らの節略 となった

か､或 いは節略 した際､引いた部分 に増補 を加えたということである｡小林 ･大淵両氏 と

もに現本 『道君列紀』の内容 は原本か らの節略だ と推測 している ことに基づ けば､前者の

推測はかな りの妥菖性を有すると言えるC

もう一つの可能性は､ 『紗』 甲部 の内容 に手 を加 えて上清派的色彩 を濃 くした ものが

『道君列紀』 として成立 した､ というものである｡ この場合､ 『紗』甲部か ら直接 『道君

列紀』が引いてきたとは必ず しも言えな い｡上清派道教が古 くか ら 『道君列紀』 と関わっ

てきた事賓がある以上､そのもととなる終末救済説話はかな り古 くに遡るわ けで､その古

い形を保存 しているのが 『紗』甲部の内容 ということになる｡つまり､古 くよ り存在 した

終末救済信仰が､一方ではやや無教派的色彩のまま停わって 『紗』甲部へ と行き着 き､も

う一方では上清派が早 くよ り積極的に自派の仙道理論の中に組み込んで 『道君列紀』のよ

うな形に行き着 いたと考えられるO古 くよ り二種類の俸承が遊行 していたな らば､その過

程 にお いての交流によって､上清派の神である金閑後聖帝君や青童君が もう一方に組み込

まれる ことも大 いにあ り得る ことであるOまた､上清派以外の道教各流派 に虞 く種民思想

な いしは同様の終末救済信仰が存在 している事賓に封 しても比較的容易に理解ができる｡

大淵氏が言 うように､現 『紗』甲部は ｢序の ごときもの｣が甲部 として誤認されたもの

であろう (43㌦ 序のごときものとして存在 したということは､ 『太平経』の概要を紹介する

目的があったはずであるD 『太平経』に見える天地の循環運行の思想は､表面的には種民

思想 と通 じるものがある '41)｡それ故､現 『紗』甲部が 『太平経』の一部 として存在 し得た

のだoただ､右の二つの可能性のどちらかによって､ 『紗』甲部の存在意義はかな り異な

って くる｡資料不足のため､ どち らが正 しいか結論付 けることはできな いが､ 『紗』甲部

の存在意義について､今後は二つの可能性の南面か ら考察すべきであると考える｡

(1)道寂第198筋｡なお､種民 という概念 についての詳細な研究は､吉岡義竪 ｢道教種民

思想の政治的性格｣及び ｢道教種民思想の宗教的性格｣ (いずれ も同氏 『道教 と悌教

第三』所収､1976)を参照｡

(2)遺戒第746-755冊｡

(3) ｢後漢書嚢棺侍の太平清能書 と太平経 との関係｣ (同氏 『東洋思想の研究』所収､

1934)0

(4) ｢論 《太平経》 甲部之侭｣ (同氏 『道家和道教思想研究』､中国社倉科畢出版社､

1984)0

(5) ｢敦燈本太平経について｣ (同氏 『道教 と備教第二』所収､1959)o これに封 し､大

淵忍爾氏は ｢敦燈抄本 S四二二六 ｢太平部巻第二｣について｣ (同氏 『道教 とその経

典』所収､1997)において､若干の修正を加えている｡

(6)遺戒第637-640筋｡

(7) 『豪語』には壬辰の年の終末等に言及する記述が多いが､陶弘景の手が加え られてい

る可能性 もあ り､ただちに東暫期の記録 と判断するわ けにはいかないO詳 しくは吉岡
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義竪 ｢太平経成立の問題について｣ (『道教と併教第二』所収)を参照｡

(8)前掲論文 (注 1の前者)を参照｡

(9) ｢上清経 と憲章経の終末論｣ (同氏 『六朝道教史研究』所収､1990).

(10)前掲論文 (注 5)を参照｡

(ll) ｢唐承之年､積数有四十六丁亥之間､前後在中､中間鳥獣之世､固辞啓喝､東西稀

覇以扶弱主､主有縦横九一之名､遼東光速昌元､其後甲申之歳､己前己後､種善人､

除残民､疫水交其上､兵火続其下､悪悪遊滅､凶凶皆没､好道陸隠､善人登山､流濁

奔蕩､御之鯨淵､都分別也､到壬辰之年三月六 日､聖君来下､光臨於兆民英､督是時

也､聖君蟹 自音域西山､.･･於憲滅悪人､己於水火､存慈善己馬種民､撃始者鳥仙使､

得遺著馬仙官｣ 〔3b〕 (以降､道蔵本の乗数 とその表裏を 〔〕内に記す)C

(12)小林氏によれば､遺戒所収の 『太上三天正法経』 と 『無上秘要』巻 6等に所引の

『洞鼻三天正法経』､及び 『雲笈七簸』巻 2劫運所引の 『上清三天正法経』はそれぞ

れ､ 『寅詰』巻 5の記述か ら東膏期のものと推定される古上清緩 『除六天之文三天正

法経』の一部を俸えているという｡詳 しくは同氏の前掲論文 (注 9)を参照o

(13)上清派以外の宗派における終末論や種民思想の詳細については､他教派における終

末論等については小林氏の前掲論文 (注 9)及び ｢東吾期の道教の終末論｣ (『六朝

道教史研究』所収)等を参照｡

(14) ｢夫至忠至孝之人､既終､皆受書籍地下主著､一百四十年乃得受下仙之教､授以大

道､従此漸進､得補仙官､一百四十年聴-試進也､･･･先世有功在三官､流速後嗣､或

易世錬化､改氏更生者､此七世陰徳､根葉相及也､既終､･･･皆受書籍地下主者､二百

八十年乃得進受地仙之道央｣ 〔10a-12a〕0

(15) 『鼻詰』における行篤 と昇仙 との関係については､前章を参照｡

(16) 『抱朴子』に見える徳行の重視 と道教戒については楠山春樹 ｢道教 と儒教｣ (『道

教』第二巻所収､平河 出版社､1983)を､功過格につ いては酒井忠夫 ｢功過格の研

究｣ (東方宗教 2･3)を､善書全般については､同氏 『中国善書の研究』 (国書刊

行合､1978)を参照｡

(17) ｢若能精洞房於上元､僑九真以爾勤､歩隠書於七重､窮八素之用誠､既得渉乎三災

而不傷､又必観更始於太平､又得賜書仙官神寅長生也､但此玄文憂術､寂於上清之官

金開之中､少有見篇 目者耳､神最下教七百年内三出侍投､授俸獲之､不必賢愚､精心

修行､皆得飛仙､然率有玄録仙骨玉名方諸､乃得之也､自非此相､終不興此文相遇､

-撃仙者宜慶行名山､杭祝天蚕､尋此冥訣､庶得賓秘以階神仙之官乎､然後聖君普復

料共産妙､擢以補官僚者､或位鳥仙伯､或拝島諸侯､助聖教民､理気布徳､或封掌一

呂､委政一国｣ 〔4a〕0

(18)道蘇第1032冊｡

(19) ｢智慧上土習此三術､消却魔怨､課除鬼賊､制伏悪人､轟蹄凶兵､除憂救病､保免

兵戒､水火不能侵､衆災不能犯､造遥三界之外､遊宴王母之家､代見太平之君､名人

種民之録､神仙進昇､皇階極級､永輿道合､襲化売窮､是智慧之妙功､衆聖之要訣

臭｣ 〔2b〕｡

(20)中国の戟相術 とその発達については､第一章の注28を参照｡

(21) ｢音量君日､夫有骨録則好仙､好仙之人皆有仙志､仙志之人或罷或篤､罷則先世善
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功不足､篤則玄録宿命購定､或好仙而不尊､亦由世徳有末備者也､大都天録顕於玄宮､

則気候診於躯形､録字彰於太極､則心神正於丹房､若生有金閣玉名者､則眼有 日光､

青歯 白血､其鳥人也､則仁慈而柴仙､明頴而秀挺､-･諸有如此相､皆必上仙也､亦可

撃而得､亦可不畢而獲､要其人必好道､好道撃微､必達得昇愛美､其次鼻上有玄山､

-此皆次仙之相也｣ 〔9b〕｡

(22)青童君については､神塚淑子 ｢方諸音量君 をめぐって-六朝上清派道教の一考察

-｣ (東方宗教76)を参照o

(23) この一段は､ 『三洞珠嚢』巻 8相好品に ｢金吾仙誌置記及後聖九玄道君列紀並云｣

として引用されているOそ こでは第五 ･六候 として ｢若雲房有玉線内害者-｣ と ｢若

朱官有丹字紫名者.･･｣を奉げ､全部で十三例 となっている｡

(24) ｢或是慈心仁人守善而己､或是撃道信仙可教之士､或憂人投書､守精賓胎､或得道

得仙､精誠之夫､或玄簡録名､七世有徳､詐及子孫､雷鳥仙者､或生面青骨､通神按

異､或有才性偉寂､天分淑蓬｣ 〔5b〕0

(25) ｢青骨｣は､ (J)に記される次仙の相の一つである｡なお､先祖の積徳による子

孫の昇仙 も､子孫 にとっては自らの努力で選揮できるものではな く､それ故に ｢才｣

や ｢相｣等と同様､先天的資質の一つと見な してもよいであろう｡

(26) ｢大洞異経三十九章､上皇之道標､紫農之妙鷺､制命九天之階､徴召五帝之塞､･･･

其旨幽微､難可究詳､若能長賓､絶志入門､話玉篇於幽室､叩擾音以震垂､則鼻人定

蘇於東華､七玄更潤於柴庭､制魔王以威神､稀五帝以衛身､此太洞之奇神､捻償還而

反生､自無奇毛異質､金骨玉名､皆不得有妄披於重文､其禁悉依九展明科､受者慣

蔦｣ 〔3a〕0

(27)第二最法､-此道幽秘､上憂所賓､非有仙籍者､不得聞也 〔4b〕0

(28) ｢諸得兄上聖玄紀之文者､皆以玄名有飛仙之分､刻苦於 [未] (莱)生之象､逆注

於玄虚之鷺､既菓人道､育宮操名､四司所保､五帝所詮､玉虚結寂､紫絡植根､骨有

奇光､畢形合仙､四司潜降､陰授章文､太一定籍､司命輿年､魂固晩安､六胃結藁､

寓神絶具､魁成上仙､修行七年､自営婁降､乗空飛騰｣ 〔4b〕 O ｢来｣の字は 『無上

秘要』巻31遇経宿分品の引用に従って ｢末｣に改める｡

(29) ｢夫畢生之夫､必夷心養神､服食治病､使脳宮填満､玄精不傾､然後可以存神服霞､

呼吸二景耳､若敢行交接､漏滑施寓者､則気積神亡､精霊枯渇､雄復玄挺玉鋳金書太

極者､購亦不可解於非生乎｣ 〔巻10-8b〕0

(30) ｢玄子少好道､遵奉法戒､至心苦行､･･･故改名馬玄子､而日宇延期実､不圃先世之

多街､殊流子孫､結昔刊於帝筒､運沈逮於後尾､享年不永､遂没命於長梁之津､西王

母見我苦行､郡部北帝慾我道心､告敬司命､俸轍三官､掃取形骸､還魂復藁､使我顧

胎､位鳥霊神､於今二百線年実､近得度名商宮､定策朱陵､蔽精待時､方列島仙｣

〔巻16_7a〕0

(31) ｢牧夫撃道者､衷心堅神､席晩拘魂､-･甘寒苦之軽封､楽静粛於丘山､守誠心而不

敬､産天地可長存､如是始可輿言撃道之夫英､若都無此相又無此行､雄復英雄按標､

志呑四海､-口談虚無而 自費八万着､固非仙才也､所謂徒努以終年無解於不得英｣

〔12も〕0

(32) ここで 『憂書紫文』 と表記するのは､ ｢憂苦紫文｣ という名を冠する経典が 『道
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寂』には三種あり､それぞれが古 い内容 を存 している と思われ､さらに､王明氏の前

掲論文 (注 4)で推測 されるように､ ｢裏書紫文｣が､複数の経典で構成される叢書

名であった可能性がある ことによる｡

(33) ｢青童君日､撃仙之難非一棟也､難者非俗間之難也､仙難固有不可得而書憲､夫人

雄有仙相富得昇鷹､然復有敗仙相者十候､若錐侍此仙相､猶犯而敗之､亦不得仙英｣

lla]a

(34) 膏の葛洪が著 した 『抱朴子』 内鷺では､ ｢神仙可撃｣ の思想を強調す る一方で､

｢仙命｣ を語ることがある｡ この現象は､ 『抱朴子』外篇に見えるような俸続的命定

思想に影響されたものと見るべきであるD詳 しくは第-章を参照｡

(35)このような傾向は,他の上清派経典で も同様であるC 『太上三天正法経』や 『洞異

太上説智慧消魔産経』でも､終末 と種民､金閑後聖帝君 と青童君等 に言及 しつつ､本

題 としてはそれぞれが重視する仙道について説明 している｡

(36)前掲論文 (注 9)｡

(37)前掲論文 (注 5)0

(38) ｢昔之天地輿今天地､有始有終､同無異臭､初善後悪､中間興衰､一成一敗､陽九

百六､六九乃周､周則大境､天地混垂､人物廉潰､唯積善者免之､長鳥種民､種民智

議､尚有差降､未同決-､猶須師君､君聖師明､教化不死､積錬成聖､故競種民､種

民､聖賢長生之類 也｣ 〔1-8〕o以下､ 『紗』甲部 に関 しては､王明 『太平経合校』

(中華書局､1960)を参照する｡引用後の 〔 〕はこの本の頁数 と行数を表す｡

(39)陽九 ･百六の思想については､小林氏の前掲論文 (注13)を参照｡

(40) ｢賓経符囲､三古妙法､秘之玉函､侍以神更､俸受有科､行蕨有候､垂薯立典､施

之種民､不能行者､非種民也｣ 〔3-1〕0

(41) ｢小甲中之後､壬 申之前､小甲中之君聖賢､厳明仁慈､無害理乱､延年長寿､精撃

可得神仙､不能深撃太平之経､不能久行太平之事｣ 〔4-10〕0

(42)前掲論文 (注 5)を参照｡

(43)前掲論文 (注 5)を参照｡

(44)神塚淑子 ｢ 『太平経』の承負 と太平の理論について｣ (名古屋大挙教養部紀要32A

(人文科挙 ･社食科挙))を参照｡
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附章 『神仙俸』の資料的慣値について

一六朝道教における人間観研究の一環 として-

はじめに

膏の神仙思想家葛浜の名を冠する書物は多数存在するが､そのほとんどは後世の暇託に

よるものであると言われる｡彼 の神仙思想 を伺 うため資料 として､第一に奉げるべきは

『抱朴子』である. これ以外では､葛洪が著 した ことが確賓な書物の一つ として､ 『抱朴

子』外篇 自寂に言及される 『神仙倖』が奉げられる｡

現在､ 『神仙侍』には大別 して三種の版本が存在する｡一つは題 目のみで内容をほとん

ど伴わない 『説字』所収本 (以下 ｢説字本｣)､一つは最 も通行 している 『慶漢魂叢書』

所収本 (以下 ｢漠魂本｣)､そ してもう一つは､最近まで見ることのできなかった 『四庫

全書』所収の毛膏刊本 (以下 ｢Eg庫本｣)であるO 『神仙俸』は漠の劉向が著 した 『列仙

俸』を補う形で数々の神仙の倖記を記 したものである以上､現存する 『神仙俸』が葛浜の

原著か､或いはそれに限りな く近いものであったな らば､彼の神仙思想を考える上で大い

に有用であろう. しか し､漠魂本については､福井康順氏の研究においてその資料的債悼

が疑われている｡福井氏によれば､現在の 『神仙俸』は､宋初の 『太平虞記』所引の文を

まとめて成立 した書であって､少な くとも唐代以後､恐 らくは明末にまで下るかもしれな

い書だ というO福井氏の研究は級密であ り､説得力もある. しか し残念なことに､福井氏

の立論は､三種の 『神仙俸』のうち､四庫本を見ることなくなされている (1).また､福井

氏の研究に封 し､何人かの研究者は､漠魂本の内容や説字本の配列を検討 した結果､ある

程度の慣値を認めるべきであるとする｡ただいずれの研究においても､四庫本についての

詳細な検討はあまりなされていない (2)｡現在残る 『神仙俸』全てを検討 していない以上､

この書の資料的債値についての検討はまだ十分 とはいえないO

近年､土屋昌明氏が四庫本の内容についての研究を登表 した (3)｡奇 しくもこちらの研究

とほぼ同時期に行われてお り､大腰にお いて土屋氏の判断は富を得ていると判断するが､

さらに言及すべき問題鮎も残されている｡本章では､土屋氏の研究を踏まえつつ､あらた

めて三種の 『神仙倖』について､各時代の類書等をも交えた比較封照を行い､その差異及

びそれぞれの性格を検討 したい｡ 『四庫提要所定』において余嘉錫が､四庫本 について､

漠魂本 と同 じく輯本でありながらも ｢用心較鳥周密耳｣ と評 しているo以下の検討は､彼

の判断が的を得ているかを確認する作業 ともな り､また､たとえ葛洪の著 した 『神仙俸』

まで遡ることのできない､後世の輯本であった としても､それらの諸本 に何 らかの資料的

債値を見出す ことを目的とするものでもある (4'｡

第一節 神仙の配列に関して

まず本節においては､主に 『神仙俸』各本における神仙の配列について検討 して いきた

いD福井氏が漢魂本の序列の不自然さを論 じ､そ こか らもこの書の信頼性を疑って いるた

め､四庫本を交えて今一度序列について検討し直さねばならないと考えるか らである｡

-56-



以前､下見隆雄氏が漠魂本の配列を基準にして詳細な封照表を作成 しているが (5)､別表

① は､それを大いに参考にしつつ､四庫本の配列を基準 として新たに作成 したものである｡

以下､この表か ら言えることを論 じていきたい｡

四庫本の配列 にはある一定の秩序が見 られる.例えば､巻 1には彰祖 ･白石生 ･黄山君

が泣ぶO本文を見ると､白石生は彰祖 と問答 してお り､黄山君は彰祖の術を撃び､ 『彰祖

経』なる書を得て地仙 となっている｡つまり彰祖撃派 とでも呼ぶべき仙人たちがまとめ ら

れている｡ これが漠魂本になるとそれぞれ巻 1､巻 2､巻10とばらばらである｡

また､巻四の冒頭は墨子であるが､そ こでは彼が 『五行記』を著 し､地仙 となった こと

が記される｡次に旋ぶ劉政は 『墨子五行記』を学び､次の孫博も ｢墨子之術｣を畢んでい

る｡さらに､玉子は ｢五行之意｣に詳 しく､天門子の侍では､ ｢其終日｣ として ｢純木之

精｣ ｢純金之精｣など､五行思想に基づ いた文が引かれる｡九重子 ･太陽子 ･太陽女は

｢五行之道｣に詳 しく､太陰女と太玄女は ｢玉子之道｣を修めている｡つまり､巻 4は概

ね墨子 と五行に関連 した仙人をまとめた巻であると言える｡ これに封 し漠魂本では､先ほ

どの仙人たちは巻 7･巻 8 ･巻10分けて載せ られてお り､太陽女 と太陰女は見えない｡

巻 8の冒頭は葛玄と左慈であるO漠魂本では､葛玄は巻 7の末尾､左慈は巻 5の七人中

五番 目に位置するo葛浜が左慈 ･葛玄 と受け継がれた仙道 を継承 した人物であることか ら

考えて､二人が 『神仙倖』の中の､いかにも重要視されていないが ごとき位置に載せ られ

ているのは甚だ不 自然である｡葛浜が記 した書物 としては､一つの巻の冒頭に､かつ二人

を並べて配置する方がより自然であろう｡

以上のような鮎から､四庫本は漢魂本に比べ､その配列が系統立てて行われてお り､十

分な配慮のもとに構成されたものだ と言える｡葛洪の記 した原本 『神仙俸』の配列はほと

んど不明だが､四庫本の配列がその配列に近い可能性は高い｡

次に､一覧表を作成 した結果､束づ く匙について述べていく｡

まず第一に､四庫本 と説字本の条配列がほぼ同じであるO南本 ともに八四人の神仙の博

を立てる鮎では全 く同じで (漢魂本では九二人)､相違鮎 としては､四庫本には華子期､

垂炎､河上公の侍があって説字本にはな く､説等本には中貴子､許由巣父､石陽の侍があ

って四庫本にはない｡また､劉政と孫博､茅君 と張道陵､厳青と烏和の三箇所ほど順序が

逆になっている｡小南一郎氏の説 くところによれば､ 『雲笈七簸』巻1伸との比較結果な ど

か ら､説字本の配列は古い形を倖えて いるようだ (6㌦ 同氏はその際､ 『七簸』に見えて説

字本に見えない俸 (華子期)があることを指摘 しているが､四庫本では全ての侍が存在 し

ている｡説字本 と同じ問題を抱えている場合もあるが､四庫本は､わずかではあるが､説

字本よ りも 『七鼓』昔時に存在 した 『神仙倖』の姿に近いことを示 しているのではなかろ

うか (7)O

第二に､ 『三洞珠嚢』所引の 『神仙俸』の条 に記される巻数 と四庫本 との一致率が､漠

魂本の場合に比べて高い｡ これは､別表③のように 『三洞珠嚢』 (以下 『珠嚢』)に関わ

る条について抜き出したものを見ると一 目瞭然である｡ 『珠嚢』記載の巻数 と同じ巻にそ

の仙侍がある場合､ 『神仙停』南本の巻数をゴシック腰 としている｡ 『珠嚢』に引かれる

全二八条のうち､四庫本では沈義､王遠､孫博､太陽子､太陽女､太陰女､黄虚子､張道

陵､涯南王 (八公)､王達､介象､李根､封君達の十三条の巻数が一致する｡ これに封 し､
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漢魂本では茅君､封君達､陳長､介象､李根､東部延年のわずか六条である (8)｡また､

『珠嚢』に引かれる神仙のうち､漠魂本には干君､桂君､若士 (『珠嚢』では ｢若土｣)､

太陽女､太陰女が見えないが､四庫本ではこのうち若士､太陽女､太陰女が見える｡ただ､

四庫本では漢魂本に見える麻姑 と李常在が見えないD麻姑は王遠樽の一部であり､漠魂本

では巻 2の王遠俸のみな らず､巻 7に猫立 の侍 として重複 して載せている｡ 『珠嚢』は

『神仙俸』の ｢第三｣か ら引いてお り､ これは王遠侍 と同じである｡ 『珠嚢』の引く 『神

仙俸』の条は題 目を記 しているのではな く､内容 を一部引いてきているのみである｡条の

冒頭に麻姑の名が記されているか らといって､ 『珠嚢』昔時､王遠侍か ら濁立 した麻姑席

が存在 していたかは大いに疑わしい.よって麻姑侍はこの場合問題としない.

ここか ら､漠魂本に比べて四庫本は 『珠嚢』昔時､即ち 『珠嚢』成書は盛唐時だが内容

はそれ以前の六朝時期 を繁栄 しているであろうが､その頃の 『神仙俸』 との一致率がやや

高いと言える｡つまり､配列のみか らの推測ではあるが､四庫本の方が漠魂本よ りも古い

形を幾分か俸えていると考えられる｡ただ し､ 『珠嚢』の記す巻数 と一致 しない条は四庫

本でも半分以上あるし､前述 したように李常在は漠魂本にあって四庫本にはない｡ このた

め､四庫本が唐以前の 『神仙停』の形を完全に薙 しているとは決して言えない｡

第三に､四庫本 と 『仙苑編珠』とは密接な関係にある｡ 『仙苑編珠』 (以下 『編珠』)

は唐末五代の道士王松年によって編纂された書物であるが､ 『蒙求』のごとき形式に従い､

二人一組の封句形式の韻文で記される仙人達の注 として､多数の 『神仙倖』の条を引いて

いる｡四庫本の八四人のうち､ 『神仙俸』の条 として引かれるのは七九人で､他書か らの

引用として登場 している五人 (虞成子､茅君､張道陵､葛玄､河上公)を含めると､四庫

本にある全ての仙侍が 『編珠』にはあることになる (9)｡次に､四庫本の仙侍の配列と 『編

珠』のそれ とを比較すると､ 『編珠』で封句を構成 している二人の仙人は､四庫本でも隣

り合っていることが多 い｡先の七九人 (うち若士､沈文泰､伯山甫､涯南王､壷公の五人

は一人の侍で封句を構成する)のうち､四庫本でも隣 り合っている仙人が二七組五四人も

あるのである (10)｡さらに､ 『編珠』に引用される仙侍は､四庫本の巻 1か ら巻 4までは概

ね巻上に収録され､後半になるほど乱れてはいるが､以降に巻中 ･巻下の仙侍が産ぶ｡ こ

れ らの鮎か ら､唐末において王松年が見ることのできた 『神仙俸』は､説字本でも漠魂本

でもなく､四庫本に最も近いものであったということができよう｡

ただ し､現在の四庫本が 『編珠』昔時のものと同じであるとは早急には言えない｡第-

に､ 『編珠』には説草本や漠魂本などにしか見えない神仙の侍があり､さらに大足､唐風

な ど､現在のどの 『神仙侍』にも見えない神仙の侍が16もある｡王松年の序によれば､昔

時彼の見る ことのできた 『神仙俸』は百十七人の神仙を載せていたという｡ ここか ら､昔

時の 『神仙侍』は現在の四庫本に最 も近 いとはいえ､説字本や漢魂本をも包撮 したより内

容の豊富な書物であったようだ｡先の十六人は､現在の 『神仙俸』成立までに亡んだ侍の

一部なのであろう｡神仙の題 目に関する限 り､現在の三種の版本はいずれも唐代の 『神仙

俸』の一部を残 している可能性が高い｡ 『編珠』に引かれる内容に関 しての問題 もあるが､

これについては後の章で詳述する0

第四に､ 『太平虞記』と漠魂本 と四庫本の関係である｡漠魂本 と 『虞記』の関係につい

ては後述するが､ 『四庫提要』でも指摘されるように､漠魂本は 『太平虞記』 (以下 『贋

記』)か らの輯本 と呼んでも差 し支えないほど､その配列が一致 しているd しか し､例え
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ば 『慶記』巻10は漠魂本巻 3､ 『虞記』巻13は漠魂本巻 9というように､漠魂本の巻配列

と 『虞記』 とのそれとの間には関連性が見えない｡ これに封 し､四庫本における条の配列

と 『太平虞記』所引 『神仙俸』のそれには､若干ではあるが関連性が兄いだせるo国庫本

の順序で 『虞記』を見ていくと､四庫本の巻 6あた りまでは 『贋記』の巻数が一桁のもの

がほとん どであ り､後半になるにつれて 『虞記』の巻数 は二桁へ となっていく｡四庫本

『神仙俸』 と 『慶記』 とは､仙人の敦や内容の面で大いに異な り､四庫本成立の際に 『虞

記』を参考にしたとは考えられない｡ 『虞記』編纂時に参照された 『神仙俸』の条配列に､

四庫本のそれ と共通する部分があったのだと考えられる｡内容面の話は後述するが､ 『贋

記』が四庫本の影を留めた並びをもとに条を抜粋､配列 していった可能性があるため､四

庫本が漠魂本より古い内容を残 していることも考えられようo

第五に､唐代の類書に見える 『神仙俸』の条の中に､現在の三種のどの 『神仙倖』にも

見えないものがあるO 『珠嚢』に見えた干君は 『芸文類衆』や 『編珠』､さらには宋代の

『太平御覧』や 『三洞季仙録』にも見え､桂君は 『珠嚢』 と 『編珠』に見えるO六朝末期

か ら唐代 にかけて南侍は 『神仙俸』 として存在 した ことが分かるが､ これ らは現在 どの

『神仙俸』にも見えない｡他にも､ 『列仙停』の誤 りであるものを除けば､五人ほど 『芸

文類衆』等に見えて現在は欠けている侍がある.また､漠魂本に見えて四庫本 (及び説字

本)に見えない侍が十五条ほどあるが､王遠侍の一部である麻姑 を除けば､唐代の類書に

はそのうち老子 ･李仲甫 ･李常在 ･陳子豊の四条が見えるo特 に老子は 『芸文類衆』や

『初学記』､宋代の 『虞記』や 『御覧』に頻繁に見え､唐代にはよく知 られた条であった

らしいC これ らの諸条が見えないということは､四庫本は六朝及び唐代にあった 『神仙

俸』がそのままの形で倖わったものではないと言える｡

第六に､南末代になると今本 『神仙俸』にない神仙の侍が急激に多くなる｡五代の 『編

珠』では一八条､宋初の 『太平御覧』では-四条ほどで､互 いにほとんど共通 しないが､

南宋代の 『三洞撃仙録』になると四五条にもなる｡ この四五条のうちには､ 『列仙倖』の

誤 りである呂尚や樟子､ 『績仙俸』の誤 りである司馬承禎や曹徳休など､他書の引用の誤

りだと分かるものもあるが､唐代以降の道士が多数含 まれるのみな らず､ 『神仙俸』の編

者である葛洪自身の停まであ り､後世の増補であることは疑いがない｡葛洪の侍があると

ころを見ると､南宋代には 『神仙俸』が葛洪の操である ことが分か らなくなっていたか､

あるいは同名の異書が存在 して､従来の 『神仙俸』 と混清 して しまったかのどちらかであ

ろう｡現在の漠魂本及び四庫本にこのような混乱は-磨見受けられないことから考えて (ll)

南本が類書か らの輯本であったとしても､少な くとも北宋以前の類書を参考 にしていると

言えよう｡

神仙の配列か ら言えることをまとめる｡四庫本 と説字本は､小南氏が推定 したようにそ

の源流が同じで､神仙の題 目と簡単な紹介のみを抜き出したのが説字本だと言えよう｡ま

た､漢魂本がほぼ 『虞記』か らの単純な輯本であると言えるのとは封照的に､四庫本は､

輯本であったとしても､類書か らむやみやた らにかき集めてきたような性格のものではな

く､ある一定の基準のもとに八四人を選び出して十巻 に構成された書物であると考えられ

るCその基準 とは､葛洪の記 した 『神仙俸』の条 として大過ないもの､即ち各類書に収め

られている六朝末か ら唐代の 『神仙倖』の一部再現にあったであろう｡ この鮎で､ 『四庫
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提要錐置』における余嘉錫の判断は､ある程度告を得ていると言えよう｡ただ､配列のみ

か らそ う言えるだけであり､最終的な判断は次節か らの内容面か らの検討を得たねばな ら

ないD

第二節 各停の内容に関して

(-)四庫本 と漠魂本 との内容相違

a)内容相違の賓際

配列の面からの検討に績いて､次に内容面を中心に検討をしていこう｡その際､説字本

は内容 を伴わないため以下の考察では封象外 とし､漢魂本 と四庫本 との内容の相違に考察

を加えていく｡

まずは漢魂本 と四庫本 との間で相違する博 としない樽との区別を付けておきたい｡ これ

については､すでに土屋氏が考察 しているが､改めて ここにその詳細を記す｡土屋氏 とは

視匙を襲え､四庫本の配列肢に並べた封照結果を別表②にて示す｡その際､以下の三種に

分類 して記既で表す こととする｡なお､滞 日の検討結果に基づく判断であるため､土屋氏

の分類法は同 じであっても､そ こに配される仙侍の種類は果なっている｡また､四庫本に

あって漠魂本にない侍については空白で示す｡

〔
A.互いに内容が全 く､或いはほぼ一致する俸o

B.内容にある程度の出入がある侍｡

C.内容が大きく相違する偉｡

以下､それぞれについて代表的な侍をとりあげ､そのあらましを述べていく｡

A.互いに内容が全く､或いはほぼ一致する侍｡

ここに分類される侍は､主に助字や同義の字についての使用が異なっている侍である｡

時に字句が抜ける場合があるが､文脈を著 しく相違させるほどの重要性を持たないと判断

した侍 もここに含まれる｡その例 として､四庫本 ･漠魂本 ともに巻 1冒頭にある虞成子博

を取 り上げてその異同の賓際を示 したい｡虞成子俸については､下見氏が 『七鼓』巻109神

仙侍､ 『歴世畏仙鯉道連鑑』 (以下 『仙鑑』)及び 『荘子』在宥篇 との詳細な比較を行っ

ている (a)｡ この侍はおそ らく 『荘子』の節略であろうから､ 『荘子』との語句の異同を細

部にまで行 うことは無意味なのでしないが､四庫本 と一致する鮎について必要があれば言

及する.以下に､下見氏の研究を踏まえつつ､その異同を詳述するO

康成子音､古之仙人也､居畦桐山石室之中 (1)､黄帝聞而道悪､日､敢間至道之要､

虞成子日､爾治天下､雲不得宗而飛 (2)､草木不待黄而落､葵足以語至道哉 (3)､黄帝

退而間居､三月､復往見之 (4)､贋成子方北首而臥 (5)､黄帝膝行両前 (6)､再拝､請

間治身之道､贋成子板然而起 (7)､日､至裁､子之間也 (8)､至道之精､窃窃冥冥 (9)､

至道之極､昏昏獣獣 (10)､無視無聴､抱神以静､形購 自正､必静必清､無勢爾形､無

揺爾精､乃可長生､慎内閉外､多知罵敗､我守其一､以慮共和､故千二百歳､而形未

嘗衰､得吾道者 (ll)､上馬皇､人吉道者､下馬王 (12)､吾賂去汝 (13)､適無何之郷

(14)､入無窮之門､遊無塵之野､輿 日月葬光 (15)､輿天地馬常､人其壷死､而我覇存

蔦 (16)｡
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(1)居畦桐山石室之中 漢魂本 ･ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』は ｢山｣の前に ｢之｣が入る｡

(2)雲不待族而飛 漠魂本は ｢禽不待候而飛｣､ 『七簸』及び 『仙鑑』では ｢雲不待

族而雨｣､ 『荘子』は ｢雲気不待族而雨｣｡四庫本はこれ らに近い｡

(3)莫足以語至道哉 漠魂本は ｢何足以語至道｣0

(4)復往見之 漠魂本は ｢復｣ を ｢後｣ に作る｡漠魂本の系統である 『説庫』所収の

『神仙俸』では ｢後余｣に作る｡

(5)贋成子方北首而臥 漠魂本 ･ 『七簸』 ･ 『仙鑑』にこの一句な しo 『荘子』では

｢慶成子南首而臥｣0

(6)黄帝膝行而前 漠魂本 ･ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』に ｢黄帝｣の二字なし｡

(7)虞成子顕然而起 漢魂本 ･ 『七簸』 ･ 『仙鑑』では ｢噺然而起｣の四字を ｢答｣

に作る｡ 『荘子』は四庫本 と同じo

(8)至哉､子之間也 漠魂本 ･ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』にこの句な し｡

(9)窃窃冥冥 漠魂本 ･ 『七鼓』では ｢窃窃｣を ｢杏杏｣に作る｡ 『荘子』は四庫本

と同じ｡

(10)至道之極､昏昏獣黙 漠魂本 ･ 『七鼓』にこの二句な し｡ 『荘子』は四庫本 と同

じ｡

(ll)得吾遺著 漠魂本は ｢吾｣を ｢我｣に作る｡

(12)入吾道者､下露王 漠魂本 ･ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』では､ この二句 を ｢失吾道者､

下馬土｣に作る｡ 『荘子』は漢魂本とほぼ同じ｡

(13)吾婿去汝 漠魂本は ｢吾｣の字な し｡ 『七鼓』では ｢吾｣を ｢予｣に作るO

(14)適無何之郷 漠魂本 ･ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』及び 『荘子』にこの一句な し｡

(15)輿 日月秀光 漠魂本は ｢膏｣を ｢参｣に作るO

(16)而我濁存悪 漢魂本は ｢憲｣を ｢臭｣に作るD

以上､四庫本 と漠魂本の異同は十六箇所､うち (1)･(3)･(4)･(9)･(ll)･(13)･(15)

･ (16)の八箇所は助字の有無や同義 の字の置き換えだが､ほとん ど四庫本 の記述 と 『七

鼓』 ･ 『仙鑑』 とが共通 しているOまた､残 り八箇所について検討する と､四庫本はより

『荘子』の原文に近い形で詳 しく記 しているのに封 し､漠魂本は 『七簸』 ･ 『仙鑑』 とほ

ぼ同じ句作 りをしている｡ただ､ (2)のみは漠魂本だけが異なった記述をしている｡ (5)は､

四庫本が 『荘子』 と異なっているが､誤鴬である可能性が高い｡

このように､四庫本の文は助字の使用法などにおいて､漢魂本は 『荘子』か らの節略の

しかたにおいて 『七鼓』や 『仙鑑』 と共通 している｡ この ことか ら､ 『七簸』や 『仙鑑』

に収録された段階の 『神仙俸』にお ける虞成子侍は､四庫本 と漠魂本の両方 の特徴を併せ

持 っていた ことが推測される.また､漠魂本は 『太平虞記』か らの輯本であろうが､助字

の使用に関 して も二書はほぼ一致する｡故 に､漠魂本の虞成子侍は内容 的 にも 『太平虞

記』に依接 していること､ 『七鼓』 ･ 『仙鑑』に引かれる虞成子侍はそれ とは別系統のも

のであること､ しか しなが ら句作 りに関 しては両者の系統はほぼ同 じであったこと､さら

に､四庫本 もまた後世の輯本であったとしても､慶成子侍に関 しては 『七舞』 ･ 『仙鑑』

な どをそのまま利用 したものではないことの四鮎が明らかとなる0
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B.内容にある程度の出入がある侍｡

ここに分類される侍は､漢魂本 と四庫本の両者にお いて､Aに見 られたような違 いにと

どまらず､仙術名や固有名詞の違いが見受けられた り､注目すべき箇所にお いて句が抜け

ている場合がある侍である｡ ここではその例として彰祖侍を取 り上げてみたいoあらか じ

め断ってお くが､議論の性質上､後には配列の話 にまで深く立ち入ってしまう｡

彰祖侍は五葉を占める長い侍であるため､その分字句の異同も百五十箇所前後 と多い｡

しか し､末尾を除いた場合､それ らの異同は､む しろAに分類されるレベルのものであ り､

ここで逐一取 り上げる性質のものではない｡間轟は彰祖侍の末尾であるoまず､漠魂本の

末尾の一段は次のようになっているO

後有黄山君者､修彰祖術､敷百歳猶有少容､彰祖既去､乃追論其言以島影祖経､

彰祖と関係する黄山君の侍が付属 しているのだO これは 『太平贋記』巻 2の彰祖侍でも同

じであるO これに封 し､四庫本の彦祖侍の末尾は次のようになっているo

彰祖去段時､年七百七十歳､非寿終也､

最後は彰祖の事跡で締めくくっているOこの違いはどのように説明できるであろうかQ

漠魂本の巻10は､巻 1の彰祖侍付属の侍 とは別に､黄山君の侍がまた猪立 して存在する.

短いものなので ここにその全文を記す｡

黄山君者､修彰祖之術､年数百歳猶有少容､亦治地仙､不取飛昇､彰祖既去､乃追論

其言島影祖経､得彰祖経者､便島木中之松栢也､

一見 して､彰祖倖末尾の黄山君の文が この侍の要約であることが分かる.福井氏は この事

に対 し､彰祖侍の中か ら抜き出していくらか字を増 して侍にしたに過ぎないと考えている

ようだが､果た してそうであろうか｡次の事例を見てみたい｡

四庫本にも黄山君の侍はある｡ しか し前にも鱒れたように､その位置は彰祖と同じ巻 1

で､白石生をはさんで彰祖のす ぐ後ろに述べ られてお り､彰祖 ･白石生 ･黄山君の序列は

彰祖撃派 とでも呼ぶべきまとまりをもっている｡さらに､四庫本の黄山君侍は､漠魂本巻

10の黄山君侍のそれ と一字 も真な らない､全 く同一の文であるo この侍は二行半 と短 く､

字句の異同が起 こりにくいともいえよう｡ しか し､四庫本巻 1の､彰祖侍の前に収められ

た沈文泰樽は四行の文で十二箇所､黄山君の後ろに収められた鳳綱侍は三行強で六箇所ほ

ど漠魂本 との異同がある｡また､彰祖 との関連で共通する白石生侍は､十一行の文で三十

敦箇所 も異同があり､漠魂本では名前が ｢白石先生｣ とまでなっている｡後述する ことと

重なるが､その他の巻を見ても､四庫本の巻 7に収め られた宮嵩 ･董仲君 ･備平吉の各停

は､それぞれ一行か ら三行の短文ばか りであるが､どれも八～十箇所の異同が確認できる｡

その次に磨 く王仲都ではわずか三行の文に二十箇所以上の異同があ り､話の構成自鯉も異

なる｡全鰹 としては､漠魂本 と四庫本はテキス トとしては別で､字句の異同が甚だしい｡

その中にあって､黄山君侍の完全一致は異様 ともいえる｡ これは､この侍については､四

庫本或いはその原形と､漠魂本或いはその原形の何れか一方が､他方の文を丸寓 ししたか､

両者が共通の古い黄山君侍に基づいてそれを忠賓に侍えたものと考えてよいであろう｡

ここか ら､漠魂本の成立に関 して一つの推測 を立てる ことができる｡漢魂本 の原形が

『太平贋記』所引の 『神仙倖』を抜き出 したものであることは間違いなかろうo F太平虞

記』の典接 となった昔時の 『神仙停』では､彰祖 と黄山君侍は四庫本のように非常に近い

位置に放べ られていた ものと思われる｡さ らに､彰祖 と黄山君の関係及び黄山君樽の分量
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の少なさとを鑑み､ 『太平贋記』に引用する際は滞立 して黄山君侍を立てることをせず､

彰祖俸末尾に付属させる形で両者の侍をまとめたものと思われる｡その彰祖侍の文章を踏

襲 したのが漠魂本 『神仙俸』の彰祖侍であるD

さて､時間的隔た りがあるかは不明だが､別の段階にな って この原漠魂本 とも呼ぶべき

版本がある者によって改愛されることになった｡攻撃者は､四庫本か説等本､あるいはそ

れ らの原形 となる版本を目にしてお り､原漠魂本にはなくて四庫本系統の 『神仙俸』には

ある仙人の条のいくつかに気付 いて いたと思われるOそ こで､仙人の序列はほぼ 『太平虞

記』か ら抜き出 した時のままに､様々な本か ら集めた仙人の侍を後ろにまとめて補おうと

した｡その中で､黄山君侍については四庫本あるいはその原形か ら忠賓に抜き出したもの

と思われるD 残念なが ら､漢魂本の巻10に収め られた侍の全てが四庫本 と内容が一致 して

はいないため､その時見た本が四庫本ばか りであったとは考えにくい｡ この間題について

は後に検討 したい｡

か くて黄山君樽が原漠魂本に加わ り､現在の漠魂本に近い形の本が出来上がったのだろ

うが､ 『太平康記』か らの引用部分について､攻撃者はほとんど目を通 していなかったた

め､巻 1の彰祖侍の末尾に要約された黄山君侍が付属 していることにその者は気付かなか

った可能性があるD或 いは､分かっていても.原漠魂本の記述内容を攻撃 しないとの方針

のもと､あえて重複 して載せ､題 目としての完備を目論んだとも考えられる｡どち らかの

理由によ り､結果として福井氏の指摘するような重複記述の様相 を呈することになったの

ではないか｡少なくとも､漠魂本 『神仙俸』が､一人の手によって一貫 してまとめられた

ものではないだろう｡

漠魂本における同内容の重複は､王遠侍についても言える｡漠魂本巻 2に存在する王遠

侍は彰祖侍に匹敵する長文で､中に察経や麻姑の話をも含むDところが､漠魂本巻 7には

別に麻姑侍が存在する｡ しか も内容はほぼ王遠侍に記されるものと同じなのである｡ この

現象は 『太平康記』にも見 られ､漠魂本はそれを踏襲 して しまった可能性も強い｡ 『太平

虞記』には王達侍の一部 としてではな く女仙の一人として菊立 した侍を設けたいという意

園があったかもしれない｡ しか し､同内容の反復はいかにも冗長であり､考慮の行き届い

た構成 とはいえない｡ これに封 し､四庫本では麻姑を別に侍 としては立てていないためそ

のような混乱はないo

ここで注意すべきは､ 『太平虞記』所引の彰祖侍付属の黄山君侍 と､後に巻10に追加さ

れた黄山君侍の内容 とが概ね同 じであることである｡ 『太平虞記』編纂の時に存 した 『神

仙停』の黄山君侍 と､後に増補された時に見ることのできた黄山君侍はほとんど同じもの

であったということであるOつまり､黄山君侍に関 して言えば､宋代以前の 『神仙俸』の

内容を俸えた文章である､ということが分かる｡

このような推測をする際､考えなければな らぬことは､歴代の目録に記される神仙侍は

説字本の系統を除いて概ね十番が普通であることから､原漠魂本でも 『神仙停』は十番だ

ったと推定されることであるD となると､原漢魂本巻10に載せ られていた樽はどうなった

のであろうか｡ これにつ いては､攻撃者が原漠魂本の巻10にある数人の樽を他の巻の末尾

に分配 し､新たに付 け加えた侍 を全て巻10としたのではないか｡そう考える根接は､原漠

魂本巻10にあった数人の侍 とは､壷公､節子訓､董奉､李常在だったと推定できることに

ある｡匹り｣は､ 『太平虞記』では巻11に連績 して並べ られ､他の巻の例に従えば､漠魂本
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で も一つの巻に同じ臆序で並べられていて然るべきであるのに､漠魂本にお いては､壷公

及び蔀子訓は巻 5の末尾に､董奉は巻 6の末尾に､李常在は巻 3の末尾に置かれてお り､

いずれもばらばらの巻､それも末尾に付されるように置かれている｡ これは他の博 の配置

と比べても､異質であるOまた､葛玄は 『太平慶記』巻71に引かれ､他の 『神仙停』の条

よ りはるかに後ろに置かれてお り､原漠魂本が 『太平贋記』か ら侍を抜き出した際､巻10

の末尾に置かれた可能性 もあるので､葛玄 もやは り原漠魂本では巻10にあり､それが攻撃

時に巻 7の末尾に寓されたとも考えられる｡ しか し､葛玄の前にある 『神仙俸』の条は､

『太平慶記』巻59･60に収め られた女仙たちであ り (13)､原漢魂本の巻 7を編纂す る際､

『太平虞記』に出てくる順序に従って女仙を述べ､ついでに後ろに離れた葛玄侍 もそ こに

含めて しまった可能性 も考えられるOいずれにせよ､葛洪にとって重要な存在である葛玄

が巻尾に､それ も女仙の後ろに置かれていることの不 自然さは､ このどちらかの推測によ

って説明がつくc

c.内容が大きく相違する倦｡

ここに分類されるのは､侍の長さが大幅に異なった り､内容が全 く違う内容であった り

する侍であるO ここに含まれる停 こそが､四庫本 と漠魂本の成立事情の相違を最も明 らか

にしてくれるものと期待できる部分である｡

まずは四庫本巻 6の李少君 ･王虞､巻 7の東郭延 ･劉京 ･蘇子訓の五人の侍であるが､

土屋氏も指摘するように､四庫本の博は 『漢武内俸』と全くの同文である (14)｡王寅と東部

延 ･劉京は漠魂本では問題の巻10にあるが､いずれも四庫本よ り短 く､概ね四庫本の内容

の節略にな っている｡漠魂本巻 6の李少君は巻10とは異なって比較的長い侍であるが､四

庫本の内容の､安期先生か ら道を授かる修業時代の話がなかった り､武帝に上奏 した内容

が簡略化された りしている｡漠魂本巻 5の荊子訓についても､四庫本の始めにある師の李

少君より仙方を授かる記事はなかったりして､四庫本よりも分量は若干少ない.総 じて ご

く大雑把に言えば､四庫本に見える師承関係についての記事が削除され､物語として面白

い部分のみが残されているのが漢魂本の内容 と言える｡どちらがより古い内容かについて

は即断できないが､興味深い相違鮎であろう｡

その他では､四庫本巻 5の茅君､張道陵､奨巴､巻 6の涯南王､焦先､孫登､巻 8の葛

玄､巻10の封君達な どが漢魂本 と大きく異なっている｡焦先､孫登､張道陵､涯南王など

については土屋氏が考察を加えているので､ここでは省略する｡また､封君達は漠魂本巻

10に相菖 し､ 『太平虞記』に載っていない侍であ り､その違いの意味も目下のところ不明

である｡そ こで､ ここでは残 りの奨巴と葛玄について検討を加えようc

O奨 巴

まずは奨巴侍の全壊を奉げようD

奨巴､萄人也､太守諸島功菅,以師事之､請試術､乃平生入壁中去､壁外人叫虎狼､

還乃巴也､遷濠章太守､有廟神､能興人言語､巴到､推社稜､間其躍由､乃老往奔馬

書生､太守以女妻之､生一男､巴往膏､勅一道符､乃化罵狸､巴馬尚書､正旦､食草

臣､飲酒､巴乃含酒起望西南喫之､奏云､臣本郷成都市失火､放鳥救之､帝馳騨往間

之､云､正旦失火時､有雨自東北東､滅火､雨皆作酒気也､

故終 日不違如愚､若無所得面愚､是乃物之塊然者也､士大夫撃遺著多実､然所謂八段

錦六字気､特導引吐納而己､不知気血寓於身而不可擦､貴於自然流通､世豊復知此哉､
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離 日宴坐而心音於外､薯奮然如飛蛾之赴寄燭､蒼蝿之鱗噴版 ､知往而不知返､知就利

而不知避害､海魚有以蝦鳥 目者､人皆笑之､而不知其故､室井日､不能馳､夕非火､

杢塾畳､散華遺著､須令物不能達其性､冶容量色､吾視之輿摸母同､大慶草屋､吾視

之輿茅茨同､澄心清浄､湛然南無思時､導英気即百骸皆通､抱純 白養太玄､然後不入

基選 ､則知神之所鳥､束之所生､精之所復､何行而不至哉､所著百章発明道南､要抄

深切､迷途之指南也､

便宜上段落を二つに分 けた.前半は､漠魂本 とほぼ同趣旨の内容であるにも関わ らず､

激 しい字句の異同がある｡ これは相違の程度 としてはBに相菖するほどであるo 『後漢

書』列俸第57奨巴傍注に引かれる 『神仙侍』の記述は漢魂本 とほぼ同内容である｡唐末代

の類書 との比較は後に行うが､それ らに引かれる奨巴の内容 も漠魂本に近い｡唐代あた り

の 『神仙停』は漠魂本の内容に沿っていたようであるO

後半は打 って替わって漠魂本にはな い｡さらに唐宋代の類書にも､明代の 『仙鑑』にも

見えない｡ しかも内容が大いに問題である｡ ｢八段錦｣や ｢六字気｣な どの仙術を交えた

仙道論 となっている｡八段錦は北宋以降に出現 してきた導引術､六字気訣は梁の陶弘景の

『養性延命録』が最古 とされるOまた､下線部は 『化書』 (15)巻 2術化篇の ｢海魚｣､波線

部は同 じく巻 3徳化黛の ｢飛蛾｣の内容を引いている｡ 『化書』は五代の詳蛸撰であるか

ら､後半部分が宋代以降に書かれた内容であることは確賓であろうO末尾の ｢百章｣につ

いて､ 『列仙俸神仙傍注樺 』 (16)では輿巴の著 した書と解樺 しているが､襲巴の著書に 『百

章』なる書があるとは寡聞にして聞かない｡もしかするとこの後半部分は何か別の道教系

書物の序が誤入 しているのかもしれない｡

○葛玄

四庫本巻 8冒頭の葛玄侍は以下の内容である｡

葛玄､字孝先､丹陽人也､生而秀頴､性識英明､経博子史､無不該覚､年十線､倶失

悼惜､忽歎日､天下有常不死之道､何不畢憲､因遁跡名山､参訪真人､服餌芝求､従

仙人左慈､受九丹金液仙経､玄勤奉賛科､感老君輿太極異人､降於天台山､授玄憂賓

等経三十六巻､久之､太上又輿三真人､項負固光､乗八景玉輿､賛蓋幡瞳旋節､換堤

空中､総官千寓､命侍経仙郎重恩異､披九光玉髄､出洞元大洞等経三十六巻､及上清

斎二法､一､絶筆菊宴､静養遣形.冥心之斎也､二､清壇粛侶､依太藁之儀､先抜九

祖､次及家門､後謝己身也､憂賛斎六法､-金存､調和陰陽､賛範囲締､二玉蘇､保

祐后妃公侯貴族､三貴存､卿相牧伯抜度九祖罪原､四明異､超度祖先､解諸寛封､五

三元､自謝犯戒之罪､六八節､謝七祖及己身､請福謝罪也､及洞神太一塗炭等寮井戒

法等件､悉遵太上之命､修煉勤苦不忠､尤長於治病収該鬼魅之術､能分形襲化､

呉大帝要輿相見､欲加柴位､玄不柾､求去不得､待以客頑､一 日､語弟子張恭言､吾

馬世主所逼留､不達作大薬､今昔以八月十三 日中時去臭､至期､玄衣冠入室､臥而気

絶､赤色不襲､弟子焼香守之､三 日三夜､夜半忽大風起､草屋折木､聾響如雷､燭滅

良久､風止燃燭､失玄所在､但見委衣床上､許無解者､明旦間隣人､隣人言､了無大

風､風止在-宅内､審落樹木放敗折也､

ここも便宜的に二段に分けたが､後段 については話の内容 としては同じである｡しか し､

前段については､漠魂本で相菖する部分では数々の神異講を奉げ連ねるのに封 し､四庫本

は経典及び斎法の俸授およびその内容を中心 とし､仙去の際の逸話以外に神異講には解れ
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ていない｡菖然注目すべき相違鮎である.唐末代の類書はすべて漠魂本 と同じで､四庫本

と同じ内容の 『神仙俸』を引く書物はないD

ところで､先にも煽れたが､ 『仙苑編珠』は四庫本 と密接な関係があるが､その巻上に

ある葛玄の話は 『憂資産』か らの引用であるD なぜ 『神仙俸』か らでないのかという疑問

もあるが､それについては無視 し､その 『憂賓経』か ら引かれた内容 を以下に奉げる｡

塞賓経云､葛仙公名玄､年十八於天台山積思念道､感三真人降授塞賓諸経､金存黄存

斎法､今修棄所請三師､即是此降経三異人也o

四庫本 と同 じ内容の要約と思われる.つまり五代の時期に存在 した 『憂賓経』と四庫本 と

は何 らかの関連を持つ ことに疑いはなかろう｡よって､四庫本の内容 と重賛経との関係を､

特に賓法の内容を通 じて検討 してみる｡

四庫本の内容を見ると､特徴的な言葉が見える｡その中で最も注 目すべきは葛玄が授か

った上清磨､憂賛賓､洞神､太一､塗炭賓な どの説明である.四庫本における悪法の分類

を整理すると以下のようになる｡

上清斎 (二法)-- :絶畢濁宴､静養遣形､真心之斎也D

二 :清壇粛椙､依太英之儀､先抜九祖､次及家門､後謝己身也｡

褒章賓 (六法)-･- :金蘇葉

二 :玉存斎

三 :黄存膏

四 :明星賓

五 :三元窯

六 :八節斎

その他-洞神賓､太一賓､塗炭斎

塞賓はともか く､上清､洞神の名を冠する療法を奉げることか ら､まず葛洪の筆になる文

とは思えない｡上清 ･重曹両派の経典に通 じた者でな ければこのような斎法分類は しない

はずである｡

憂賓派における賓法を鯉系的に述べた最古のものは､陸修静の 『洞玄重賛五感文』 (17)で

ある｡その ｢衆棄法｣にある記述をまとめると以下のようになる｡

洞異上清之賓 (二法)

-- :絶筆離偶､無籍鳥業､寂胃虚申､眠神静養､遣形忘鯉､無輿道

合O

二 :孤影夷裕｡

洞玄憂賓之賓 (九法)

-･- :金蘇葉｡

二 :黄蘇葉O

三 :明展賓｡

四 :三元賓｡

五 :八節賓｡

六 :自然喬｡

調和陰陽､救度国正｡

篤同法､抜九祖罪根Q

撃士目抜億曾高祖九幽之魂｡

畢士一年三過､自謝渉畢犯戒之罪o

畢士一年八過､謝七玄及己身宿世今生之罪｡

普済之法､内以修身､外以救物､消災祈福､適意所宜｡

七 :洞神三皇之斎o以精簡馬上､畢己鳥偶､絶塵期塞､休浴玄雲之

水､焼皇上之香､燃玄液之燭､股上元香丸｡
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八 :太一之賓｡以恭粛馬首｡

九 :指教之奈｡以清素点貴o

三元塗炭之斎-･以苦節罵功､上解億曾道祖､無数劫乗､宗親門族及己身家門無換散罪､

逐抜憂苦､唐人危厄､其功至重､不可硫量｡

四庫本の内容 と比べると､震音賓には玉蘇賓がない一方で､四庫本では猫立 していた洞神

･太一の両君が褒章賓に組み込まるな どして､九法に増えているb陸棲静の分類を概ね継

承 しているには相違ないが､そのままではない｡ 『雲笈七薮』巻37斎戒にも引かれている

『斎戒録』 (18)の ｢六種斎｣における賓法の分類はより四庫本との一致率が高いが､上清奈

を三法 としているなど､微妙 に異なる部分がある｡確認できた範園内で四庫本 と最 も一致

するのは､ 『要修科儀戒律紗』 (19)巻 8賓名妙､ 『至言絶』 (20)巻 1斎戒及び 『猶龍俸』 (21)

巻 2授葛仙公賓法である｡ 『要修科儀戒律紗』は唐の末法満撰､ 『至言縫』は吉岡義豊氏

によれば唐末あた りの成立 と考えられ (22)､ 『猶龍俸』は采の貢善用操である8 『要修科儀

戒律紗』が唐代のいつ頃の書物か明確 にし得ないが､この三者のうちでは最 も古いと思わ

れる｡ただ､この書では葛玄 と賓 との関係には言及されていないO

『猶龍俸』では ｢本俸日｣ として引かれた内容が昔該箇所である｡葛玄についての ｢本

俸｣なるものが菖時存在 し､それが四庫本と同内容を載せていていたようだ (23)｡ちなみに､

『猶龍侍』か ら約百年後 に成立 し､ 『猶龍停』 と同様の性格を持つ書物である 『混元聖

紀 』 (24)でも同様の話を載せているが､六種の重賓膏の代わ りに三森七品を記 してお り､一

致を見ない｡

『猶龍侍』は初唐の声文操 の 『太上老君玄元皇帝聖紀』を要略 したものとされる (25).

『太上老君玄元皇帝聖紀』は 『聖紀』 とか 『聖紀経』などと略されることがあるが､ 『要

修科儀戒律砂』の四庫本 と一致する内容も ｢聖紀経云｣ として引かれている｡ ここか ら､

四庫本葛玄侍の内容は初唐まで遡る可能性 もあることになる (26㌦

以上､二例を奉げてみたO奨巴と葛玄の南侍に関しては､葛洪 自らの書いたものとはと

ても考えられず､葛洪の思想を知るためには役に立たない｡ しか し､漢魂本の神異語の列

翠 も､唐宋代の類書とは一致するものの､葛浜の記 した 『神仙俸』であるとは断定できな

い｡涯南王の侍 もこのCに相菖する異同があるのだが､それぞれに特色があっても､そ こ

にどちらかが本来の 『神仙俸』によ り近いことを示す根接は見出せない｡確貫に言えるこ

とは､四庫本のこれ らの侍は､唐末代の類書に引かれた 『神仙俸』を意識 していないこと

であるo

b)漠魂本巻10と四庫本 との関係

南本の内容相違について論 じる中で､もう一つ､漠魂本巻10について取 り上げたい｡漠

魂本巻10には二九人の仙侍が並べ られているが､他の巻 と比べても極端にその人穀が多い｡

しかも､班孟を除いてはすべて 『太平廉記』 に見えない｡ ここか らも漠魂本巻10が､ 『太

平虞記』か らの抜き書きをしたのとは別の段階で成立 したものと考えられる｡ この巻10の

諸仙人は､四庫本でもほとん ど見える｡では､四庫本 との関係はどうなっているのか｡ こ

れについて詳細に検討 し､四庫本 と漠魂本の内容の関係とその意味について探っていきた

い｡
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先ほどの検討 と重なる部分 もあるが､漠魂本巻10の四庫本との相違について､別表

作成 したO相違度については別表② と同じであるO この表から分かることがいくつかあるO

まず第-に､四庫本の所在 と照 らし合わせた時､漢魂本巻10の各仙人の配列には､四庫本

と共通するあるまとまりが見受けられることである｡三番目の皇化か ら葛越までは全て四

庫本巻 4､董仲君から憂春光までは､間に二人例外を挟むが四庫本巻 7に､李蔵か ら甘始

までは四庫本巻10にそれぞれ封磨する｡さらに､四庫本の各巻の中における順番を見ても､

例えば李根は四庫本巻10の二番 目､黄敬は五番 目､甘始は七番 目というように､漠魂本の

遊べ方は､概ね四庫本の遊べ方に沿っている.第二 に､四庫本巻 2､ 3､ 5､ 6､ 9に菖

たる侍は漠魂本巻10にはない｡第三 に､四庫本巻 4に菖たる侍は､題 目が本名か鋸かを無

視すれば､内容的にさほど異同がないものが多いO第四に､四庫本巻 6及び巻 7に菖たる

侍は､南本間でその内容が大幅に異なる｡第五に､その逆 として､四庫本巻10に封磨する

李根､黄敬､甘始の三人の侍は､他の侍に比べると畳同が少ない｡ただ これは､同 じ四庫

本巻10に菖たる魯女生と封衡 (君達)には菖てはまらない｡

以上五鮎か ら何が明らか となって くるのか｡漠魂本巻10の序列は､他の巻 とは異な り､

『太平虞記』の序列に影響されていない｡その序列が四庫本 (或いは四庫本 と同じ序列の

説字本) と何 らかの関係を有 していることは間違 いなかろう｡先にも述べたが､漢魂本巻

10は､ 『太平虞記』か らの抜き出しとは別の段階で付け加えられた巻であり､普時 『太平

虞記』以外に残っていた 『神仙俸』 と思われる仙侍を集めて一巻にまとめたものであると

推定できる｡その際に資料 として用いた中に､四庫本或いはその原形があったと思われる｡

完全 に四庫本 と一致 しな いところを見ると､現行 の漠魂本の編者は､四庫本系の 『神仙

俸』を完全な形では見ていないようだ｡ただ､理由は分からないが､現行の四庫本巻 4､

10などに載る仙侍については､昔時もほぼ同じものを見ることができた らしい｡

(二)唐宋代類書との関係

漠魂本と四庫本の仙席の内容がかな り異なる以上､どちらがよ り古い形を俸えたものか

を検討する作業が必要である｡先にも少 し鱗れたが､四庫本と漠魂本 との内容相違 につい

ては､唐末代の類書に引かれる 『神仙倖』の条を一つの基準として判断を行 うことも可能

である｡ ここではそれ ら類書に見える引用文 と 『神仙俸』南本 との封照を行っていきたい｡

時代腰に各類書を一つ一つ取 り上げ､四庫本の配列に従った表 を提示 しながら論 じていく｡

なお､ 『太平御覧』については未だすべてを検討 していないので､考察の封象か らは除外

し､付記にとどめてお くo

a) 『北壁書紗』 (別表④)

虞世南撲C 『四庫全書縫 目提要』によれば晴代に編纂されたものらしいo三十条のうち､

四庫本に近 いと判断できたのは四条で､それもほとんどがやや近 い､ という程度にすぎな

い｡四庫本 と漠魂本の間で内容の大きく相違するCのグループに屠する侍は､すべて漠魂

本の系統の記述 となっている｡ただ､李意期に関 しては四庫本にかな り近い｡

b)『牽文類衆』 (別表⑤)

欧陽詞撰｡唐の太宗貞観13(683)年に完成｡漠魂本よりも四庫本に近い内容を記す条は

一つもないのが大きな特徴であるOただ､部分的には四庫本にしか見えない句や四庫本の

句により近 い句も存在するC
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C) 『三洞珠嚢』 (別表③)

唐の王懸河撰o王懸河は高宗 ･則天武后の時代の人で､七世紀後半に成立 したと推定さ

れるO四庫本にしかない､或 いは漠魂本より四庫本の内容 に近いと判断できる侍が八条あ

る｡ これは他の唐代類書に比べると格段に多いo

d)『初撃記』 (別表⑥)

唐の徐堅撰O玄宗の開元13(725)年に成立 した｡王達侍が四庫本に近い他は漠魂本に近

いか或いはどちらとも判定 しがたい条である｡

e)『仙苑編珠』 (別表⑦)

前節の配列面における検討でも指摘 したように､唐末五代に編纂された 『編珠』は四庫

本 と密接な関係にあることは疑 いがない｡ ここではさらに､ 『編珠』 と四庫本 との関係を

内容面から見ていきたい｡

『編珠』に引かれた 『神仙俸』の条はいずれも比較的短 く､書物の性格上原文を要約 し

たと分かる部分 も富然なが ら多 いOそのため､細かな字の異同については無視 し､二種の

『神仙俸』いずれかに見えない句や相違する話に注目していく｡

気づ く鮎を列翠 していく｡第一に､他の類書の引用 と比べると､四庫本 との一致率がは

るかに高い｡例えば四庫本巻 6と巻 7に相菖する仙侍のいくつかについては､全 くといっ

てよいほどの一致である｡ しか し､ これは逆に四庫本が 『仙苑編珠』を参照 している疑い

を強 くするO四庫本巻 6の陳長､劉綱､巻 7の憂春光､宮嵩､容成公､董仲君､構平君､

王仲都の八人は､いずれも一行から三行の短い侍であり､侍をわざわざ立てる意義に疑念

を持たざるを得ないo これ らがすべて 『編珠』の引用 と完全一致するということは､四庫

本が 『仙苑編珠』を引いてきたと考えるのが最 も自然である｡ これは同時に､なぜ四庫本

が漠魂本に見 られるような､唐代の類書の引用を参照せず､このような短い侍の轄載で済

ませて しまったのか､ という問題が生じる｡ただし､ これはあくまでも先の八人に限って

言えることであ り､他の四庫本 と一致する侍 も存在 し､それ らの場合の多くは四庫本の要

約 と見 られる内容 も存在する｡一概に 『編珠』か ら四庫本へという流れ を想定するわけに

はいかないOまた､唐代の類書の引用 と内容が異なるということは､ 『編珠』の参照 した

『神仙俸』そのものが唐代の類書が参照 した 『神仙停』 (即ち主 には漠魂本につながる系

統) とは別系統の版本であったことをも物語るO

第二に､四庫本 との一致率が高いにも関わ らず､漠魂本 と一致する侍 も相愛わ らず多 く

見 られるC例えば前に取 り上げた准南王侍は南本で内容に大きな違 いが見 られるが､ 『編

珠』の引用は明らかに漠魂本系統である｡また､ 『漢武帝内俸』 と同内容の侍である四庫

本巻 6の李少君､巻 7の劉京な どは､ 『編珠』ではすべて漢魂本に沿っている (2㌦ 巻 6の

焦先は 『三国志』巻11注所引の 『疎略』 と､孫登は 『暫書』本俸 と､巻 7の程偉妻は 『抱

朴子』黄白篇所引の桓諾 『新論』とそれぞれ同文であるが､ これについても 『編珠』で引

くそれぞれの 『神仙俸』は､漢魂本の内容に沿っている｡ ここか ら､ 『編珠』 といえど､

昔時四庫本 と全 く同じ 『神仙俸』を見ていたわけではないことが分かる｡逆に､四庫本が

すべて 『編珠』から引かれて編纂されたのであればこのような現象は起 こりようがない｡

四庫本は一部を 『編珠』に依っている可能性は高いものの､またそれ とは滞立 した立場を

も兼ね備えているのであるC四庫本のもととなった 『神仙侍』に残映が存在 し､四庫本編

纂の際にその空白部分を他の史書などで埋めた可能性 も見えてくる｡
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第三に､前節でも述べたことと重なるが､南本いずれにも見えない侍が､ 『編珠』では

約二十存在する｡ほとんどが短文のため､その内容か ら何かを謹みとることは不可能であ

るため､この鮎には鯖れない｡

以上から､四庫本は 『編珠』 との親近性が非常に高いこと､一方で四庫本 と 『編珠』と

の間に一定の隔た りも見えることが分かるO四庫本の奨巴侍に五代の 『化書』が紛れ込ん

でいる鮎については前述 したが､どうも四庫本 と唐末五代道教 との間には何 らかの関係が

存在すると思われる｡重松年の道教内における立場 も考慮すべきであろうが､現在のとこ

ろ論ずるに足るだけの資料がなく､今は論及せずにおく｡

f)『雲笈七薮』 (別表⑧)

『雲笈七簸』巻109の序列が四庫本 と一致することは先に述べたo しか し､別表に見る通

り､その内容までは必ずしも四庫本に沿ったものであるとはとても言えない､ということ

であるD特 に南本の内容相違度 Cに該富する張道陵､襲巴､涯南王､董仲君､程偉妻､憂

春光などはことごとく漠魂本に沿っている｡また渉正については､小南氏がその序列上の

位置を問題 として論 じているが (28)､この侍は四庫本 と漠魂本の内容を併せ持つという特異

な侍である｡四庫本 と漠魂本 どちらも 『七簸』にあるような原形の渉正博からの要約で､

その取るところが異なったために現在のような内容の相違ができているとも考えられる0

-万､相違度Aや Bに該富する侍については､四庫本に近い内容をもつものが比較的多い｡

これもまた注目すべきである｡

以上か ら判明 したことを述べるOまず第-に､唐代類書における引用はいずれも､漠魂

本に近いものが壁倒的に多い. これは､漠魂本が 『太平虞記』に基づいてお り､その F太

平虞記』白煙が類書であるため､それ以前の類書 と同 じ性格を持っていることにもよるか

もしれない｡ 『太平虞記』で引かれた内容がその昔時存在 した 『神仙俸』か ら直接引いた

か どうかは定かではないが､少な くとも唐代の類書に引かれたものと同系統の 『神仙俸』

を引いていることには間違いない｡

第二に､唐代類書において第一の特徴が見えるのにも関わ らず､四庫本 と一致する箇所

も散見される｡ これは､四庫本にも唐代 『神仙俸』の一部を漠魂本よりも忠賓に俸えてい

る箇所が存在するということである｡それが一部の一致のみにとどまっているということ

は､四庫本が全鯉としては唐代 F神仙倖』 とは直接つながる系統の版本には基づいていな

いことを示す と同時に､後か ら唐代 『神仙俸』を参考 として四庫本をまとめあげようとし

た意志の見 られないことをも示す｡つまり､四庫本が唐宋代の類書に引かれた内容 を無視

する傾向が ここでも見えるのである｡

第三に､唐未五代の 『仙苑編珠』はかな り四庫本と重なる部分が多 く､宋代の 『雲笈七

鼓』でも四庫本 との一致を無視 し得ない｡唐末か ら五代あた りに 『神仙俸』に何 らかの新

たな展開が生じたようである｡ただ し 『神仙俸』南本の相違度Cに相菖する侍については

漠魂本系統であるため､四庫本のそれ らの侍は古 くか らのものであるとの可能性は低 くな

る｡

『太平御覧』について付記 してお くな らば､検討 した範囲内では漠魂本の系統であ り､

内容相違の激 しい葛玄俸 (『御覧』巻 9他所引)などはすべて漢魂本に見えるような神里

謡である｡ 『雲笈七鼓』で問題となった渉正博 (『御覧』巻366所引)は漠魂本に一致する.
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ただすべてが漢魂本系統ではな く､語句の使用などに関 しては四庫本に近い甘始俸 (『御

覧』巻40･989所引)のような例 も見えている｡

小 結

以上､配列 と内容の南面か ら､四庫本 『神仙俸』の資料的償値 を探ってきた｡配列面に

関 しては､信用できない漢魂本に比べると幾ばくかでも葛洪のまとめた 『神仙俸』の原形

を残 しているのではないか という期待ができるO内容面に関しては､漠魂本 との相違が多

々見 られる中､唐代の類書に引かれる 『神仙俸』はほぼ漢魂本系統で､四庫本系統の特徴

をも部分的に兼ね備えているが､基本的には別である｡逆に､唐末五代の 『仙苑編珠』は

四庫本 と配列 ･内容両面にお いて密接なつなが りがあるO末代の類書では 『雲笈七簸』と

『太平虞記』との間に若干の内容的相違をきた してお り､敢種の 『神仙俸』の存在を思わ

せる｡ 『虞漢魂叢書』が主に 『太平窟記』か ら抽出して成立 した 『神仙俸』を収め､それ

が一般に虞まるに至 り､漠魂本 『神仙俸』が主流となって存穎 したと思われるOその一方

で､四庫本 に見える内容の 『神仙俸』も唐未五代以来細々と存績 し､毛曽刊本 として 『四

庫全書』に収め られるに至ったようであるO これは､漠魂本が現在の巻10をまとめる際､

別の版本によったと考えられ､そ こに四庫本あるいはその原形が含まれていたことを思わ

せることか らも推測できるO しか し四庫本は早くよ り残映の多かった ｢原四庫本｣ とでも

呼ぶべきものが存在 し､後になって唐宋代の類書や漢魂本系統の内容は無視 して正史の記

述などで補った形跡がある｡

いずれにしても､四庫本 も漠魂本 と同様後世の輯本であることに疑いはない｡また葛洪

の表 した原 『神仙俸』の跡を探す ことも非常に困難である｡ただ､四庫本全鯉の成立は宋

代以降 と考えられても､その一部は六朝末期まで遡ることも可能である.葛洪の思想を探

る上では漠魂本 と同様の債値 しか持たないのは残念であるが､その成立に関 しては漠魂本

とは異なる事情があるようで､特に唐末五代の道教との関わ りをさらに探っていく必要が

ある｡

本論は四庫本の資料的債値について論 じたが､考察すべき間諜鮎は数多く残されてお り､

今後の研究継綾の必要性を感 じる｡ しか し､上記のような結論をひとまず得たことで､本

論を締めくくることとしたい｡

(1) ｢神仙俸考｣ (東方宗教 1)､ ｢神仙停祷考｣ (宗教研究137)､ 『神仙俸』解説

(中国古典新書､明徳出版社 1983)

(2)漠魂本の内容については下見隆雄 ｢葛洪 『神仙俸』について (-) (二 )｣ (福岡女

子短大紀要 8 ･9)､ ｢薪子訓の俸記｣ (鹿島大挙文畢部紀要38-1)､ ｢『神仙俸』

につ いて- 『後漢書』方術侍 との相違､左慈 ･劉根の場合｣ (虞島大挙文畢部紀要

39)､手塚好幸 ｢費長房説話 と 『神仙俸』｣ (漢文拳骨々報30)等の研究があり､説

字本の配列に関 しては､小南一郎 ｢神仙侍の復元｣ (入矢 ･小川両教授退休記念中国
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文学語撃論集)等があるOまた官滞正順氏 ｢『列仙俸』と 『神仙停』について一合値

の 『類説』を中心 として-｣ (牧尾良海博士喜寿記念僑 ･俸 ･道三教思想論考)の研

究も注 目に値する｡

(3) ｢四庫本 『神倦俸』の性格及び構成要素一特に ｢陰長生俸 ｣をめぐって-｣ (東方宗

教87)

(4)テキス トとして､漠魂本は 『増訂漠魂叢書』所収本､説草本は商務印書館本､四庫本

は 『四庫全書』所収本を用いる｡

(5) ｢葛洪 『神仙俸』について (-)｣ (注 2参照)0

(6) ｢神仙侍の復元｣ (注 2参照)O

(7)四庫本の配列が古い形態を留めていることは､同氏も ｢尋薬か ら存恩へ-神仙思想と

道教信仰の間-｣ (吉川忠夫編 『中国古道教史研究』､同朋舎､1992)の注 1で述べ

ている｡なお､氏は前注の論文において､ ｢『七簸』所収の 『神仙侍』が､巻 7以下

の失われた不完全なテキス トの抜粋であった｣ と述べているが､ 『七穀』巻85戸解部

にも 『神仙俸』よりの抜粋 と思われるものが､玉子､構平吉､童仲君､王方平 (逮)

奨巴､女真程偉妻､左慈 (記載順)の七条ほどあ り､四庫本でいうと巻 7及び巻 8の

ものも含まれるO玉子､王遠.奨巴に関 しては巻109と重複 しているが､その内容は同

じであるため､同一の版本か ら抜粋 した ことが伺われるO故に､昔時見ることのでき

た 『神仙俸』が巻 6までのものだったとは言えまいC

(8)漠魂本については福井氏の前掲論文 (注 1参照)に詳 しいO

(9)四庫本以外ではどうかというと､説字本にのみある三人の侍のうち､二人は 『編珠』

には見えない｡また､漠魂本にのみある一五人の樽のうち､九人は 『編珠』には見え

ない｡

(10)四庫本巻10の黄敬 ･魯女生 ･甘始 ･封君達 においては､黄敬 と甘始､魯女生 と封君

達がそれぞれ封句を構成 している｡昔時三松年の見ていた 『神仙俸』では魯女生と甘

始の順番が逆だった可能性もある｡

(ll) 葛洪 と同時代の人物である郭環が漠魂本に載っているため､混乱が完全にないとは

言い切れないが､ ここでは解れない｡

(12)下見氏前掲論文 (注11｢葛洪 『神仙俸』について (二)｣)

(13)ただ し巻00に班孟侍がある｡班孟侍は漢魂本の巻10にあ り､巻10では唯一 『太平虞

記』にそのもとが見える侍である｡ この侍の 『太平虞記』及び漠魂本における位置の

意味については､今のところ不明である｡

(14) これも土屋氏が指摘 しているが､ ここでいう 『漢武内俸』 とは現在の 『道蔽』でい

う 『漠武帝外俸』のことである｡

(15)道寂第724筋｡

(16)百花文芸出版社､1996｡ 『神仙侍』の部については張淑琴 ･高艶注樺｡

(17)道寂第1004筋｡

(18)道蔽第207冊｡

(19)道蔽第204-207冊

(20)道戒第703筋｡

(21)道寂第555筋｡
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(22)吉岡義竪 ｢斎戒各 と至言賠一道教経典の一研究-｣ (大正大挙研究紀要 (文学部 ･

併教学部)52)を参照｡

(23) 『太平御覧』では､葛玄の事跡を記 したものとして 『葛仙公別俸』などの書物をも

引いているo引かれた 『葛仙公別席』の内容は漠魂本 『神仙俸』と同じであるが､唐

末から宋にかけて､葛玄についての俸記が 『神仙倖』とは別に畢猫で存在 していたこ

とを示 している｡四庫本のような内容を記す葛玄の俸記が存在 した可能性もある｡

(24)遺戒第551-553冊｡

(25) 『猶龍俸』 と声文操 の 『太上老君玄元皇帝聖紀』との関係については同氏 ｢宋元時

代における老子襲化思想の締結｣ (『道教と併教』第一､国書刊行骨､1970)を参照｡

(26) 『要修科儀戒律紗』に引かれる ｢聖紀経｣の文は他 にも二箇所あるのだが､うち-

箇所は 『上清後聖道君列紀』と同文である｡ この書物 と 『太上老君玄元皇帝聖紀』と

の関係も考えねばなるまい｡ 『上清後聖道君列紀』については前章を参照｡

(27)ただ し､巻 6の王寅は､前半は漠魂本 と一致 しても後半は四庫本にしか見えない話

を載せてお り､巻 7の東部延については短文の漢魂本にはな く四庫本に見える話を載

せている｡ この二つが問題の漠魂本巻10に相首するためかもしれぬが､劉京 も漠魂本

巻10であり､軍純に判断はできない｡

(28)小南氏前掲論文 (注 2)参照｡
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別表(手 『神仙博』対照表

※凡例 1 四庫本については､漢数字で巻数を示すo説草本については通し番既を記すO漠魂本では 漢数字で巻
数を､半角数字で通し番紙を記すC

2 三洞扶養については漢数字でその所在を､右の ( )内の数字でもとの 『神仙俸』における巻数を記す｡

3 半角の()内に記 された数字は､同じ巻に引用されている回数を示す｡

4 重文類衆､北堂書紗､初筆記､太平御覧､三洞季仙録については､半角数字で巻数を記す0
5仙苑編珠については､巻数､聯番競､聯内の順番を順に記すO例えば ｢1/50b｣は巻上の第 50聯後半であ

ることを示す｡( )に入っているものは 『神仙侍』からの引用でないことを示す0

6 雲笈七鼓については､巻 109に引用される僻番を数字で示すOまた巻 109以外の引用についてはその巻

数を示すCなお､審85については 『神仙伝』からの引用と明言されていないo

仙 四庫本 読辛本 漢魂本 北 垂 初学記 仙 牽 太

繭 塗 文 苑 二と:く笈 平
名 珠 _kF≡ヨ 類 編 七 贋

餐 砂 衆 珠 衣 記

1 贋成子 1 -1 (1/8)荘子 1 -2

2 若士 - 2 八(2) 1/9 2

3 沈文泰 - 3 十64 1/15 3

4 彰祖 - 4 -3 八(2) 78 1/7b 二3

5 白石生 - 5 二5 7 1/llb 七14

6 黄山君 - 6 十77 23 1/lla

7 鳳綱 - 7 八47 1/44b 匹】5

8 皇初平 8 二6 160 94 29 1/44a 4 七15

9 呂恭 9 六35 1/45a 九29

10 沈建 10 六36 -(5) 1/45b 5 九30

ll 華子期 1/46a 6

12 楽子長 ll 1/46b

13 衛叔卿 12 八48 5,25 5,25 1/47a 匹】6

14 魂伯陽 13 -4 1/47b 7 二4

15 沈義 14八53 -(3) 133 83,95 25 1/49a 8 五12

16 陳安世 15 八54 1/49b 五13

17 李八伯 16 二10 1/50a 9 七19

18 李阿 17 二11 123 1/50b 10 七20

19 王遠 18 二7 八(3) 145,148 72 4,26 2/17a ll,巻85 七16

20 伯山甫 19 二8 3/1 七17

21 墨子 四 20 八49 1/23b 五7

22 劉政 四 22 八55 1/23a 五8

23 孫博 四 21 八50 -(4) 1/24a 14 五9

24 班孟 四 23 十86 21 1/24b 六一63

25 玉子(張震) 四 24 八52 1/25b 15,巻85 五11

26 天門子(王綱) 四 25 八51 1/25a 16 五10

27 九塞子(皇化) 拷 26 十66 1/26a

28 北極子(陰性) 四 27 十67 1/26b

29 絶洞子(李修) 匹 28 十68 1/27b

30 太陽子(離明) 叩 29 十74 八(4) 1/27a

31 太陽女(朱翼) 四 30 八(4) 1/28a.

32 太陰女(慮全) Eq 31 八(4) 1/28b

33 太玄女(先師口) 匹 32 七38 1/29a. (五九57)女仙停

34 南極子(柳融) 四 33 十69 135 1/29b 17

35 黄虚子(葛起) 四 34 十70 -(4) 2/9b 18

36 馬鳴生 五 35 二9 2/9a 七18
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7 太平廉記については､漢数字で巻数を､半角数字で 『神仙俸』の引用間での順を記す｡その際､( )に
入っているもの､即ち 『神仙侍』からの引用でないものをもその中に含める｡

8 書名について､｢群仙録｣は 『三洞群仙録』､｢仙鑑｣は 『歴世最仙腹這通鑑』を表す0

9 仙鑑については､『神仙俸』からの引用とは記 していないが､参考として掲げるo

lO その他については､『神仙俸』からの引用ではないが内容の共通するものを[]で記す｡また､四庫本の
内容と全く同じであるものには頭に ｢-｣の記既を冠する0

11後漢書については､中華喜局標鮎本の巻数に従ったO

太辛 群 価 そ

御覧 鑑 の蘇 他

7 2 文選22 1

7 4 文選16,28､[港南子道鷹､論衡道虚]D珠嚢は ｢若土｣ 2
662 4 3

43,720,985 18 3 通鑑は ｢轟鐙｣ 4

51 14 4 漠魂本,贋記,群仙録は ｢白石先生｣､御覧は ｢白生｣ 5

12 初学記は ｢黄石君｣ 6
724 34 7

674,902,989 8 5 [太上憂宝五符序巻中]o説字本,漢親木,書紗,群仙録は ｢黄初平｣ 8

12 漢幾本,唐記は ｢呂文敬｣ 9
5 10

〇 ll

34 12

669他3修 3,5 / 文選21(2),28,58､水庫注19 13
12 13 14

662他6傾 4 笑道論巻中 15
662 12 16

500 12 10 四庫本と御覧以外は ｢李八百｣ 17

345,827 12 15 18

605他12億 5 七鼓85は ｢三方平｣ 19
16 20

16 21

14 5 編珠は ｢事故｣ 22

717,767 16 5 群仙録は ｢孫博｣ 23
605 5 24

10 編珠は ｢章票｣ 25

5 説字本､仙鑑は ｢王剛｣ 26

5 漢森本､仙鑑は ｢皇化｣ 27

5 漢魂本､仙鑑は ｢陰性｣ 28

5 漢幾本､仙鑑は ｢李修｣ 29

10 湊親木､仙鑑は ｢離明｣ 30

31

編珠は ｢産金｣ 32

編珠は ｢項和｣ 33

719.931 15 5 漢親木,通鑑は ｢柳融｣ 34

394 12 5 漢親木,編珠,仙鑑は ｢葛越｣ 35

985 13 36
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価 四庫本 読辛本 漢親木 北壁 重文 初√巨星 価 牽 太名 珠 童Fq 類 ー 一記 編 七 贋
嚢 珍 衆 珠 鼓 記

38 茅君 五 38九56 -(9) 69 23 (2/18a)登異隠訣 一三48

39 張道陵 五 37 四22 86 (2/24a)正一経 19,巻28 八23

40 奨巴 五 39 ji26 77 2,78,80 2 3/7a 20,番85 --42

41 准南王 六 40 四20 八(6) 133 18,85 10(2),25 1/32 21 八21

42 李少君 六 41 六30 2/26a 九24

43 王異 六 42 十84 3/6b

44 陳長 六 43 十85-(10) 2/35a

45 劉綱 六 44 3/2a

46 契夫人 六 45 七42 86 3/2b (六〇61)女仙倖

47 東陵聖母 六 46 七45 91 3/3a (六〇62)女仙停

48 孔元 六 47 六31 二(4) 3/3b 九25

49 王烈 六 48 六32 7,78 3/4b 九26

50 捗正 六 49 十65 3/4a 13

51 焦先 六 50 六33 二(4) 80 3/5a 九27

52 孫登 六 51 六34 八(4) 109 3/5b 九28

53 東部延 七 52 十88八(10) 3/20b

54 塞春光 七 53 十78 3/20a 巻86

55 劉京 七 54 十75 2/31a

56 厳青 七 56 七43 2/31b

57 烏和 七 55 七44 8,24 2/33a.

58 連署 七 57 三 17-(10) 2/33b -036

59 宮嵩 七 58 十83 2/35b

60 容成公 七 59 27 3/25b

61 童仲君 七 63 十72 3/23a 巻85 (i-64)王子年給連記

62 借平吉 七 64 十76 3/23b 巻85

63 王仲都 七 65 十73 3/24a

64 程偉妻 七 66 七40 78 3/24b 巻85 (五九59)集仙録

65 蘇子訓 七 67 五29 15 3/8a -=45

66 葛玄 八 68 七46 137他2候 1,87,78 21 (2/23a)塞宝経 七一65

67 左慈 八 69 五27 123,136 17,89,94 22,26 1/20b 巻85 --43

68 王道 八 70 三18 -(8) 110,136 1/19b -037

69 陳永伯 八 71 十71 1/19a --38

70 太山老父 八 72 五23 134 70 5 1/21a --39

71 垂炎 八 五24 6 1/21b --40

72 河上公 八 三12 78 (1/22)葛仙公云 一〇31

73 劉根 八 73 三13 八(7) 3/lob -032

74 壷公 九 74 五28 133,148 30 3/9 一二44

75 チ軌 九 75 九59 2/27b -=50

76 介象 九 76 九60 三(9) 103,145 86,90 1/20a -=51

77 董奉 十 77 六37 -(7) 7,87 3/lo乱 一二46

78 李根 十 78 十79八(10) 2/30a

79 李意期 十 79 三15 104,157 3/21a 一〇34

80 王興 十 80 三16 81 3/21b 一〇35

81 黄敬 十 81 十80 2/34b

82 魯女生 十 82 十90 95 3/29a.

83 甘始 十 83 十81 81 2/34a

84 封君達 十 84 十92-(10) 78 3/29b

85 中黄子 60

86 許由巣父 61 3/26b

-76-



太平御質 群 仙鑑 ユニーし_
仙 の
録 他

699他3修 16 文選210仙鑑は ｢茅盈｣ 38

967 4 18 仙鑑は ｢張天師｣ 39

10他3傾 8 15 後漢書57奨巴停注 40

15他8候 8 5 文選22,30,31､水経注320漢魂本,康記,仙鑑は ｢劉安｣､七鼓は ｢准南 41
王八公｣

724,985 7,12 6 -湊武帝外債 42

394 1 21 -湊武帝外停○群仙録は ｢玉異｣ 43

21 -編珠 44

759(2),960 31 -編珠 45

387他3億 46

927 47

669,845 15 -編三栄D説字本,漠親木,御覧845,虞記,仙鑑は ｢孔元方｣ 48

40,839,989 31 -編珠o文選21､[道学停〕 49
366 5 50

477,669,849 1 15 -魂略 (『三国志』魂志11管寧博襲注) 51

693 34 -『青書』巻94孫登俸o[魂氏春秋,文士偉,御覧502王隙曹書] 52

38,747 3 34 -漠武帝外債○珠嚢,編珠は ｢東部延年｣ 53

669 1 12 -編珠o湊武外博､水煙注230 『七簸』では ｢神仙倖第十｣とあるo 54

669 12 -漢武帝外債○編珠は ｢婁景｣ 55

679,737,871 6 12 -編珠 56

736 -編珠 57

-抱朴子仙薬 58

20 -編珠 59

811 -編珠D列仙侍にも停有 りo 60

7 -編珠 61

12 -編珠o説字本,漢親木,仙鑑は ｢清平吉｣､編珠は ｢借平｣ 62

26 7 -編珠 63

2 -抱朴子黄白所引桓譜新論 64

373,901 6 20 -漠武帝外停o編珠は ｢刺子訓｣ 65

9他8傾 ll 23 仙鑑は ｢葛仙公｣ 66

187他13候 15 後漢書82下方術停注 67

581,870 9 5 68

5 慶記は無文 69

39,737 6 12 漢魂本,類衆,初単記,御覧39,群仙録は ｢泰山老父｣､御覧707は ｢泰山父｣ 70

12 編珠は ｢刺子都｣､群仙録は ｢砿談｣ 71

71,394,662 15 12 文選38 72

373,662 7,12 20 73

51他9傾 8 20 74

812(2),927 8 [漢武帝外博 .七簸109太和異人停] 75

51他13候 15 三国志63呉範劉惇趨達傍注 76

41他4候 4,9 16 三国志49土壁停注 77
12 78

55,965 15 79
999 7 80

12 81

906 [漢武帝外俸] 82

40,989 12 83

669他3修 21 [漢武帝外停]､水産注20漢魂本,仙鑑は ｢封衡｣ 84
85

957,987 86
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仙 四庫本 読草本 漢親杏 北壁 重文 初単記 仙 @ 太

繭 苑 =笈 辛
名 秩 塞l≡;;ど 類 編 七 磨

秦 珍 衆 秩 鼓 記

88 老子 - 2 19,78,86 1,23(3) (1/7a)孔子日 -1

89 李仲甫 三14 123 60 2/32b -033

90 李常在 三19 -(9) 2/32a -二47

91 劉愁 五25 2/28b --41

92 西河少女 七39 (五九58)女仙停

93 麻姑 三) 七42 8 6 2/22a 六〇60

94 蘇仙公 九57 一三52

95 孔安国 九58 2/29 一三49

96 成仙公 九61 一三53

97 郭三業 九62 一三54

98 FI思 九63 一三55

99. 平仲節 十82

100 童子陽 十87

101 戴孟 十89

102 陳チ皇 十91 81 2/30b

103 干君 -(9) 89 2/24b

104 桂君 -(9) 2/27a

105 離婁公 89 3/30a

106 玉女 74

107 董威肇 160 78

108 高丘公 78,86 (2/40b)異詰

109 康風子 81

110 斎史 91

111 大足 1/34a

112 唐鳳 1/34b

113 黒容公 1/35a

114 羨門子 1/35b

115 長陵三老 1/36a

116 商山四暗 1/36b

117 王長 2/25a

118 患昇 2/25b

119 肯束子 2/41a

120 洛下公 2/41b

121 張常 2/42a

122 飛孟子 2/42b

123 婁元締 3/25a

124 桑子林･張虚 3/26a

125 那容公 3/27a

126 秀眉公 3/27b

127 商丘公 3/28a

128 青烏公 3/28b

129 白兎公 3/30b

130 察摩 コ 12

131 太異夫人 五七56

132 白仲理

_133 上元夫人

134 王生

135 呉睦

136 飽硯

137 花逝

138 飛貴子

139 雲仙翁

140 劉元鳳

141 張虚

142 黒穴公

-78-



太辛御質 群 仙鑑 そ

価 の
録 他

9他8候 6 水経注17､後漢書56張暗王襲停注､その他儒教文献多数 88

346,605,905 類栗,御覧346は ｢李仲文｣､書紗は ｢李仲父｣ 89

90

39他4傾 9 編珠は ｢婁惣｣ 91

92

-三速 ll 編珠は題目のみ 93

662 19 7 群仙録､仙鑑は ｢蘇林｣ 94

394 編珠､御覧は ｢孔安｣ 95

96

6 28 洞仙俸 (『雲笈七簸』110)にも俸有 りo 97
98

17 99

662 12 御覧､仙鑑は ｢貴子陽｣ 100
7 101

989 102

958 3 20 洞仙停 (『雲笈七簸』111)にも停有 りo類衆,群仙録は ｢干君｣､編珠 103
は ｢干吉｣

104

957,962 105

106

662 107

967 6 編珠,仙鑑は ｢高丘子｣ 108

109

662 列仙侍の誤 り○ 110
111

112

113

988 114

115

116

19 117

8 19 118

119

120

121

122

123

124

125

989 126

17 群仙録は ｢商丘子｣ 127
6 128

989 御覧は ｢白蒐公｣ 129

-王遠 5 130
131

45 132

344 133

662 134

662 17 135

664 21 136

669 137

857 138

960 139

985 140

986 141

991 142



価 四庫本 読字本 漢親木 北壁 重文 初翠記 仙 雪 太

面 苑 コ=く′一▼ナ｢及 辛
名 珠 室戸;ヨ 類 編 七 康

嚢 紗 衆 珠 簸 記

143 章遷

144 青精先生

145 馬湘

146 西王母

147 何何尊師

148 陳休

149 王喬

150 呂尚

151 司馬承禎

152 斎紹元

153 徐定辞

154 維陽十友

155 博子

156 陳捧

157 狂士

158 王老

159 劉平阿

160 陳希衷

161 曹徳休

162 施存異人(浮胡先生)

163 灰袋

164 声う喜全

165 葛洪

166 王微

167 議=文常

168 劉農院肇

169 黄尊師

170 撃竹子

171 章節(華陽子)

172 諾紫零

173 罪

174 桓闇

175 介子推

176 劉商

177 田宣

178 股間

179 浮丘公

180 古元之

181 赤須子

182･ 王廃土

183 毛女
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太辛 秤 仙 そ

御質 鑑 の
録 他

1 143

2 144

3,7 36 145
3 146

4 32 仙鑑は ｢何尊師｣ 147

4 148

4 149

4 3 列仙博の誤 りo 150

十ll 25 唐仙博の誤 りC 151
5 42 152

5 153

5 154

6 3 列仙博の誤 り○ 155
7 47 156

8 157

8 36 158

8 159

10 160

10 31績仙樽の誤 り○ 161

10 162

10 43 仙鑑は ｢祥狂道士｣ 163
10 33 164

10,1424 165
ll 166

ll 167

12 168

12 169

13 170

13 171

15 172

15 173

15 28 174

15 3 列仙侍の誤 りo 175

16 38 績仙博の誤りo 176
17 177

17 3 列仙侍の誤 りO仙鑑は ｢股間子｣ 178
18 4 179

18 180

18 3 列仙博の誤りC 181
19 182
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別表② 四庫本と漠魂本との内容相違度一覧

巻 仙名 漢魂杏 相 違 度

1 広成子 -1 A

2 若士

3 沈文泰 十64 B

4 彰祖 一3 B

5 白石生 二5 A

6 黄山君 十77 A

7 鳳網 八47 A

- 8 皇初平 二6 B

- 9 呂恭 六35 A

- 10 沈建 六36 A

- ll 華子期

- 12 楽子長

- 13 衛叔卿 八48 B

- 14 魂伯陽 一4 B

15 沈義 八53 B

16 陳安世 八54 A

17 李八伯 二10 B

18 李阿 二11 A

19 王遠 二7 A

20 伯山甫 二8 A

四 21 墨子 八49 A

四 22 劉政 八55 A

四 23 孫博 八50 B

四 24 班孟 十86 A

匹Ⅰ25 玉子 (張震) 八52 A

四 26 天門子 (王綱) 八51 A

四 27 九霊子 (皇化) 十66 B

四 28 北極子 (陰恒) 十67 A

四 29絶洞子 (李修) 十68 A

四 30木陽子 (離明) 十74 A

四 31太陽女 (朱翼)

四 32 太陰女 (慮全)

四 33太玄女 (敏和) 七38 B

四 34 南極子 (柳融) 十69 A

四 35黄虚子 (葛起) 十70 A

五 36 馬鳴生 二9 B

五 37 陰長生 四21 A

五 38 茅君 九56 C

五 39 張道陵 四22 C

五 40 奨巴 五26 C

六 41 准南王 四20 C

六 42 李少君 六50 C

巻 価名 漢魂本 相 違 度

六 43 王真 十84 C

六 44 陳長 十85 C

六 45 劉綱

六 46 契夫人 七42 B

六 47 東陵聖母 七45 A

六 48 孔元 六31 C

六 49 王烈 六32 C

六 50 渉正 十65 C

六 51 焦先 六33 C

六 52 孫登 六34 C

七 53 東部延 十88 C

七 54 霊寿光 十78 C

七 55 劉京 十75 C

七 56 厳青 七43 C

七 57 南和 七44 C

七 58 超畏 三17 C

七 59 宮嵩 十83 C

七 60 容成公

七 61 童仲君 十72 C

七 62 構平吉 十76 B

七 63 王仲都 十73 C

七 64 程偉妻 七40 C

七 65 節子訓 五29 C

八 66 葛玄 七46 C

八 67 左慈 五27 B

八 68 王遥 三18 A

八 69 陳永伯 十71A

八 70 大山老父 五23 A

八 71 亜炎 五24 A

八 72 画上公 三12 B

八 73 劉根 三13 B

九 74 壷公 五28 A

九 75 声軌 九59 C

九 76 介象 九60 C

十 77 童奉 六37 C

十 78 李根 十79 B

十 79 李意期 三15 B

十 80 王興 三16 B

十 81 黄敬 十80 A

十 82 魯女生 十 B

十 83 甘始 十81A

十 84 封君達 十92 C
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別表③ 『三洞珠嚢』所引 『神仙俸』

仙 滴 記戟 四庫本 漢魂本 逮 備名 珠秦 管S ′ヽロ 考

2 若士 八 2 - 四庫本

4 彰祖 八 2 - - ?

15 沈義 - 3 八 ?

19 王遠 八 3 ?

23 孫博 - 4 甲 八 四庫本 治病の話が四庫本 と一致ロ

35 黄虚子(葛起) 4 * 十 ?

48 孔元 4 六 六 漢魂本 四庫本には見えない句ありo

51 焦先 4 六 六 漠魂本 四庫本とは内容が一致せずO

30 太陽子(離明) 八 4 率≦j≡十 ?

31 太陽女(朱翼) 八 4 四庫本

32 太陰女(慮全) 八 4 i 四庫本

52 孫登 八 4 六 六 漠魂本 髪に関する話､四庫本になしb

10 沈建 - 5 六 やや四庫本 ｢見建者皆愈也｣､四庫本と内容が類似C

77 董奉 - 7.十 六 四庫本 目を覆う話､四庫本に一致o

73 劉根 八 7 八 ?

68 王造 - 8 ?

38 茅君 - 9 五 やや四庫本 四庫本に近 い句が敢箇所あり○

90 李常在 - 9 漠魂本

103 干君 - 9 ×

104 桂君 - 9 ×

76 介象 9 丸 漠魂本 四庫本に見えない句ありo

44 陳長 - 10 六サ ~;やや漠魂本 水による治病の話は漠魂本に類似○

58 超置 - 10 七 漠魂本 四庫本とは内容が一致せず○

84 封君達 - 10 辛_ ?
53 東部延 八 10 七 四庫本 体か ら光を牽する話､漠魂本にな しO
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別表④ 『北堂書紗』所引 『神仙俸』

仙 北壁 四庫本 漢魂杏 逮 備名 ｣去罪 ′一口 考

8 皇初平 160黄初平 黄南平 やや漢魂本 ｢語畢｣｢往見之｣などが一致○

13 衛叔卿 5,25 八 ?

13 衛叔卿 25 八 ?
15 沈着 133 八 ?
18 李阿 123 ?

19 王遠 145 やや四庫本 ｢指灸上四庫本の内容と類似o

19 王遠 148 やや漠魂本 ｢方出天厨｣が漠魂本と一致o

34 南極子(柳融) 135 四 十柳融 やや漠魂本 ｢含粉｣の鮎が漠魂本 と一致O

37 陰長生 104 五 四 ?

40 奨巴 77 五 五 漠魂本 庫本とは内容が一致せずo

41 涯南王 133 六 州劉安 漠魂本 庫本 とは内容が一致せずO

52 孫登 109 六 六 漠魂本 庫本 とは内容が一致せずo

57 吊和 8 七 七 ?

57 畠和 24 七 七 ?

66 葛玄 137 八 七葛元 漢魂本 庫本 とは内容が一致せずo

66 薯玄 145 八 七葛元 漢魂本 庫本 とは内容が一致せずO

66 葛玄 148 八 七葛元 漠魂本 庫本 とは内容が一致せずo

67 左慈 123 八 五 やや漠魂本 庫本 とは内容が一致せずC

67 左慈 136 八 五 やや漢魂本 庫本とは内容が一致せずo

68 王遥 110 八 ?

68 王遥 136 八 ?

70 大山老父 134 八 五泰山老父やや四庫本 ｢鋤於道募｣は四庫本に類似o

74 壷公 133 九 五 やや四庫本 ｢鮮去騎杖忽然｣｢投葛駐中｣が四庫本に一致○

74 壷 公 148 九 五 ?

76 介象 103 九 九 ?

76 介象 145 九 九 漠魂本 庫本 とは内容が一致せずo

79 李意期 104 十 やや四庫本 ｢紙筆｣｢以手｣｢大敗｣などの鮎が四庫本と一致D

79 李意期 157 十 四庫本 莫魂本に見えない句あり○

89 李仲甫 123李仲父 漠魂本
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別表⑤ 『聾文類衆』所引 『神仙俸』

仙 #支 四 漢 - 備

名 類輿 庫本 魂本 致 考

4 彰祖 78 - - ?

5 白石生 6 - ?

8 皇初平 94 黄初平 ?
15 沈義 83 八 ?

15 沈義 95 八 ?

19 王遠 72 ?

93 王遠(麻姑) 8 (≡) 二､七 ?

38 茅君 69 五 九 ?

39 張道陵 86 五 四 漠魂本 四庫本とは内容が一致せず○

40 奨巴 2 五 五 漠魂本 四庫本には見えない句あり○

40 奨巴 78 五 五 やや漠魂本 四庫本には見えない句あり○

40 奨巴 80 五 五 ?

41 涯南王 18 六 四 漠魂本 漢魂本との一致率が高いo

41 涯南王 85 六 四 漠魂本 四庫本には見えない内容o

46 契夫人 86 六 七 ?

47 東陵聖母 91 六 七 ?

49 王烈 7 六 六 やや漠魂本 四庫本には見えない句あり○

49 王烈 78 六 六 漠魂本 四庫本には見えない内容¢

51 焦先 80 六 六 漠魂本 四庫本には見えない内容○

64 程偉妻 78 七 七 やや漠魂本 四庫本には見えない句ありO

66 葛玄 1 八 七 漠魂本 四庫本には見えない内容o

66 葛玄 78 八 七 漠魂本 四庫本には見えない内容○

66 葛玄 78 八 七 漠魂本 四庫本には見えない内容○

66 葛玄 87 八 七 漠魂本 四庫本には見えない内容o

67 左慈 17 八 五 ?

67 左慈 72 八 五 ?

67 左慈 89 八 五 ?

67 左慈 94 八 五 やや漢魂本 四庫本に見えない句ありロ

70 大山老父 70泰山父 八 五 ?

72 河上公 78 八 ?

76 介象 86 九 九 ?

76 介象 90 九 九 ?

77 童奉 7 十 六 やや漠魂本 四庫本に見えない句ありo

77 董奉 87 十 六 ?

80 王興 81 十 ?

82 魯女生 95 十 十 ?

83 甘始 81 十 十 ?
84 封君達 78 十 十 ?

88 老子 19 - 漠魂本

88 老子 78 - 漠魂本

88 老子 86 - 漠魂本
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89 李仲甫 60李仲文 漠魂本

102 陳チ皇 81 十 漠魂本

103 干君 89 ×

105 離婁公 89 ×

106 玉女 74 〉く

107 董威肇 78 ×

108 高丘公 86 ×

109 康風子 81 ×

110 青史 91 ×

別表⑥ 『初撃記』所引 『神仙俸』

名 Aロ 考

6 黄山君 23 - 十 ? 南本に相違点なしo

8 皇初平 29 黄初平 ?

13 衛叔卿 5 八 ?

13 衛叔卿 25 八 ?

15 沈義 25 八 ?

19 王遠 4 四庫本 漢魂本に見えない句ありo

19 王遠 26 四庫本 漠魂本に見えない句ありO

93 王遠(麻姑) 6 ･(≡) 二､七 ?

19 班孟 21 四 十 ?

38 茅君 23 五 九 ?

40 奨巴 2 五 五 漢魂本 四庫本に見えない句ありロ

41 涯南王 10 六 四劉安 漠魂本 四庫本とは対磨しない句あり○

41 准南王 25 六 四劉安 漠魂本 四庫本とは対磨 しない句あり○

60 容成公 27 七 × 四庫本には見えない句あり○

65 蘇子訓 15 七 五 漠魂本 四庫本とは内容が一致せず○

66 葛玄 21 八 七 漠魂本 四庫本とは内容が一致せずo

67 左慈 22 八 五 ?

67 左慈 26 八 五 ?

70 太山老父 5 八 五泰山老父 ?

71 さ区炎 6 八 五 漠魂本 四庫本とは対磨しない句ありo

74 壷 公 30 九 五 ?■

88 老子 1 - 漠魂本

88 老子 23 - 漠魂本88 老子 23 - 漠魂本88 老子 23 - 漠魂本
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別表⑦ 『仙苑編珠』所引 『神仙俸』

仙 仙苑 四庫本 漢魂本 逮 備名 編珠 ∠▲r1 考

2 若士 1/9 - 四庫本

3 沈文泰 1/15 - 十 漠魂本 四庫本とは対席 しない句ありo

4 彰祖 1/7b - - やや四庫本 漠魂本とは対磨 しない句ありo

5 白石生 1/llb - 白石先生 ?
6 黄山君 1/lla - 十 ? 南本に違いなく､所引の文も異同なしo

7 鳳綱 1/44b - 八 ?

8 皇初平 1/44a 黄初平 ?

9 呂恭 1/45a 六呂文敬 ?

10 沈建 1/45b 六 ?

ll 章子期 1/46a 四庫本

12 楽子長 1/46b 四庫本

13 衛叔卿 1/47a 八 ?

14 魂伯陽 1/47b - ?

15 沈着 1/49a 八 ?

16 陳安世 1/49b 八 ?

17 李八伯 1/50a李八百 李八百 ?

18 李阿 1/50b ?

19 王遠 2/17a 四庫本 漢魂本とは対磨 しない句ありC

93 王遠(麻姑) 2/22a (≡) 七

20 伯山甫 3/1 ?

21 墨子 1/23b 四 八 ?

22 劉政 1/23a婁政 四 八 ?

23 孫博 1/24a 四 八 やや四庫本 漢魂本とは対鷹しない句ありo

24 班孟 1/24b 四 十 ?

25 玉子(張震) 1/25b章票 四 八 漢魂本 四庫本とは対磨 しない句ありO

26 天門子(王綱) 1/25a 四 八 ?

27 九霊子(皇化) 1/26a 四 十皇化 ?

28 北極子(陰恒) 1/26b 四 千陰恒 ?

29 絶洞子(李修) 1/27b 四 十李修 ?

30 太陽子(離明) 1/27a 四 十離明 ?
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価 牡宛 四庫本 漢魂本 適 備名 編珠 Aロ 考

32 太陰女(慮全) 1/28b慮金 四 四庫本

33 太玄女(敵和) 1/29a項和 四 七大元女 四庫本 漠魂本とは対鷹 しない句ありo

34 南極子(柳融) 1/29b 四 十柳融 ?

35 黄虚子(葛起) 2/9b葛越 四 十葛越 やや漠魂本 省略の仕方などが漠魂本に類似○

36 馬鳴皇 2/9a 五 やや漠魂本 漠魂本との一致率が高いo

37 陰長生 3/7b 五 凹 漠魂本 漠魂本との一致率が高い.

40 奨巴 3/7a 五 五 四庫本 四庫本の前半が同文O

41 准南王 1/32 六 四劉安 漠魂本 四庫本とは対磨しない句あり○

42 李少君 2/26a 六 六 漠魂本 四庫本は 『漠武外俸』に同じC

43 王真 3/6b ⊥ 十 ? 四庫本は 『漠武外俸』と同じO前半は漢魂本
′＼ に近いが､後半は四庫本の要約o

44 陳長 2/35a 六 十 四庫本◎

45 劉綱 3/2a 六 四庫本◎

46 奨夫人 3/2b 六 七 ?

47 東陵聖母 3/3a 六 七 ?

48 孔元 3/3b 六 六孔元方 四庫本◎

49 王烈 3/4b 六 六 四庫本◎

50 渉正 3/4a 六 十 四庫本◎

51 焦先 3/5a _⊥一 _⊥_ 漠魂本 四庫本は 『三国志』巻11注所引 『魂略』と同
′＼ ′＼ 文○

52 孫登 3/5b 六 六 漢魂本 四庫本は 『晋書』本俸に同じo

53 東部延 3/ユob 七 十 四庫本 四庫本は 『漠武外俸』と同じロ漠魂本にない
東都延年 話が見えるo

54 霊寿光 3/20a 七 十 四庫本◎

55 劉京 2/31a婁景 七 十 漠魂本 四庫本は 『漠武外俸』と同文○

56 厳青 2/31b 七 七 四庫本◎ 四庫本は全くの同文O

57 畠和 2/33a 七 七 四庫本◎

58 趨置 2/33b 七 漠魂本

59 宮嵩 2/35b 七 十 四庫本◎

61 容成公 3/25b 七 四庫本◎

62 董仲君 3/23a 七 十 四庫本◎

63 構平吉 3/23b備平 七 十清平吉 四庫本◎

64 王仲都 3/24a 七 十 四庫本◎

65 程偉妻 3/24b 七 七 漢魂本 四庫本は 『抱朴子』所引の 『新論』と同文○

66 荊子訓 3/8a刺子訓 七 五 ? 四庫本は 『漠武外俸』と同文O
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仙 仙苑 四庫本 漢魂本 逮 備名 編珠 ′人口 考

68 王遥 1/lワb 八 ?

69 陳永伯 1/19a 八 十 やや漢魂本 四庫本とは対席 しない句ありo

70 大山老父 1/21a 八 五泰山老父 ?

71 垂炎 1/21b刺子都 八 やや四庫本 四庫本に見えない句ありC

73 劉堀 3/lob 八 やや漠魂本 漢魂本との一致率が高いo

74 壷 公 3/9 九 五 漠魂本 漠魂本との一致率が高いo

75 声軌 2/27b 九 九 四庫本 漠魂本に見えない話ありo

76 介象 1/20a 九 九 ?

77 童奉 3/10a 十 六 ?

78 李根 2/30a 十 十 ?

79 李意期 3/21a 十 漠魂本 漠魂本との一致率が高いロ

80 王興 3/21b 十 四庫本 漠魂本に見えない句ありO

81 黄敬 2/34b 十 十 ?

82 魯女生 3/29a 十 十 四庫本 四庫本との一致率が高い¢

83 甘始 2/34a 十 十 ?

84 封君達 3/29b 十 十封衡 四庫本 四庫本との一致率が高い○

86 許由巣父 3/26b? ×

89 李仲甫 2/32b 漠魂本

90 李常在 2/32a 漠魂本

91 劉悠 2/28b婁嬬 五 漢魂本

95 孔安国 2/29孔安 九 漠魂本

102 陳チ皇 2/ヨob 十 ? 漠魂本の内容と全 く異なる○

103 干君 2/24b子吉 ×

104 桂君 2/27a ×

105 離婁公 3/30a? ×

112 大足 1/34a ×

113 唐風 1/34b ×

114 黒容公 1/35a ×

115 羨門子 1/35b ×

116 長陵三老 1/36a ×

117 南山四陪 1/36b ×

118 王長 2/25a ×

119 趨昇 2/25b ×

120 肯来子 2/41a ×

121 洛下公 2/41b ×

122 張常 2/42a? ×
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仙 仙苑 四庫本 漢魂本 逮 備
名 編珠 ′ゝ[コ 考

123 飛孟子 2/42b? ×

124 桑子林･張度 3/26a? ×

125 郡容公 3/27a ×

126 秀眉公 3/27b ×

127 商丘公 3/28a? ×

128 青烏公 3/28b? ×

129 白兎公 3/ヨob? ×

別表⑨ 漢魂本巻十と四庫本との関係

仙名 四庫本 相 違 度

沈文泰 - 3 B

渉正 六 50 C

九塞子 (皇化) 四 27 B

北極子 (陰恒) 四 28A

絶洞子 (李修) 四 29A

南極子 (柳融) 四 34A

黄虚子 (葛起) 四 35A

陳永伯 八 69A

董仲君 七 61 C

王仲都 七 63 C

太陽子 (離明) 四 30A

劉京 七 55 C

構平吉 七 62 B

黄山君 6A

憂春光 七 54 C

李根 十 78 B

黄敬 十 81A

甘始 十 83A

宮 嵩 七 59 C

王寅 六 43 C

陳長 六 44 C

." 四 24A

東部延 七 53 C

魯女生 千 82 B

封君達 千 84 C
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別表⑧ 『雲笈七鼓』所引 『神仙俸』

仙 蛋笈 四 漢 - 備

名 七鼓 庫本 魂本 致 考

巻109

1 虞成子 1 - - ? 本文中にて検討済み

2 若士 2 - 四庫本

3 沈文泰 3 - 十 ?

8 皇初平 4 やや四庫本 南伯達に停授した話､漠魂本になしO

10 沈建 5 六 やや四庫本 ｢見建者皆愈也｣､四庫本と内容が類似o

ll 華子期 6 四庫本

14 魂伯陽 7 - 四庫本 漠魂本に見えない句あり○

15 沈義 8 八 やや漠魂本 漠魂本の方が一致率が高いO

17 李八伯 9 ?

18 李阿 10 ?

19 王遠 ll やや四庫本 漢魂本に見えない句あり○

130 奈経 12 (≡) (二) やや四庫本 漠魂本に見えない句あり○

23 孫博 14 四 八 四庫本 漠魂本に見えない句ありo

25 玉子(張震) 15 四 八 ?

26 天門子(王綱) 16 四 八 ?
34 南極子(柳融) 17 四 十 ?

35 貴慮子(葛起) 18 四 十 やや漠魂本 句順が漠魂本に一致○

39 張道陵 19 五 川 漢魂本 四庫本に見えない句あり○

40 奨巴 20 五 五 漢魂本 四庫本に見えない句ありO

41 涯南王 21 六 四 漠魂本 四庫本に見えない句ありO

50 渉正 13 六 十 ?

巻28

39 張道陵 - 五 四 ?

巻85(神仙俸からの引用とは明記せず)

25 玉子(張震) 1 四 八 ? 巻109に同じo

62 構平吉 2 七 十 漠魂本 四庫本に見えない句ありo

61 董仲君 3 七 十 漠魂本 漢魂本とほぼ同じo

19 王遠 4 やや四庫本 巻109に同じO

40 奨巴 5 五 五 漢魂本 巻109に同じ○

64 程偉妻 6 七 七 漠魂本 漠魂本とほぼ同じ○

67 左慈 7 八 五 ?

巻86

54 憂春光 七 十 漠魂本 ｢神仙倖第十云｣とあり〇四庫本に見えない句ありo
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結 論

本論では､六朝時代､それも南朝における道教という､中国思想全鯉か ら見ればごく限

られた範囲に的を絞 り､人間観への考察を加えてきた｡

儒教に関して言えば､この時代は後漠以前 と唐宋以後 との活発な思想的展開の間に存在

する思想的空隙期間に相普する｡その期間中､儒教が知識人の第一義的教養たる地位 を失

うことはなかった｡義疏撃の発達など､儒教にとって学問的に看過 し得ない発展もしてい

る｡ しか し､官僚社食を維持 ･安定させていく上での道具として儒教が利用されていたた

め､その思想的硬直化は免れ得ず､知識人にとって､生きていく上での活力､精神的基礎

として機能 していたかというと､不十分なものでしかなかった｡

その一方で､併教と道教が知識人から一般民衆にわたって徐々に浸透 し､生きる活力を

供給する源 としての機能を僑教に代わって果たす場面が多く見 られるようになったD宋代

の儒教復興には､道併二教の影響が無視できぬのは周知のことであるが､ その前兆は唐代

より現れてお り､その唐代こそが道併二教の隆盛期である｡道教について言えば､その儒

教 との接近 ･融和は六朝期､即ち道教の思想的根幹の醸成期から既に始まっていた｡葛洪

の 『抱朴子』内鷺も､その後の上清派や憂賓派その他の道教各派も､昇仙のための一要素

として陰徳善行を重視する｡その陰徳善行の内容は儒教倫理の根幹たる仁義忠孝等の徳 目

と重なる部分が多かったO併教にしても､その中国固有の思想とは大きくかけ離れた思想

の故に､また中国人たちの中華思想に阻まれ績けたが故に､西域より渡来 して以来 しばら

くは中国になかなか浸透 しない状況の中で､何 とか人々に受け入れてもらおうと､様々な

中国思想との融和を試みたであろう｡その一つが格義侠教である｡それ以外にも､教義の

置髄を損なうことなく中国人の指向や習慣 に合わせた方便的な教えが語 られたことであろ

う｡六朝期､西域より渡来した詩経僧らによって､本来の併教思想があらためて紹介され

て併教思想が中国に根付 くのだが､そこでもやはり中国という土地に合わせた方便が存在

し漬けたO六朝期以降､道悌二教が一定の思想的位置を占めるようになったこと､そ して

それに伴い知識人の中に､表の社食的 ･政治的生活は儒教に基づき､嚢の個人的 ･精神的

生活では道教や悌教を信仰するという､二重構造の生活を督む者が多数出現 したのも､そ

ういった道併二教のあり方が反映していることに疑 いはない｡

このような思想状況の中､本論で取 り扱った内容に関わる人間観が存在 していた｡繰 り

返 し述べるように､膏の葛洪の唱える仙道思想は､自らの努力によって自らの昇仙をつか

み取る ｢神仙可撃｣の思想を強調する｡ 『抱朴子』内鷺 という書物は､世に仙道の賓在を

主張することのみならず､ ｢神仙可畢｣の理論を世に知 らしめ､仙道を疑い誹誇する者た

ちに封抗 しようとした意園があると思われる｡ しか しその一方で､ ｢仙命｣ という先天的

資質が神仙になるかどうかを決める要素として論 じられてしまうoそれは ｢神仙可畢｣ と

は根本的には相容れないものである｡しか し､ 『抱朴子』外篤についての検討によれば､

葛洪も命定論者に共通の特徴､即ち 自己の行霜と自己の境遇との間の相関性を否定 しなが

らも､政治や教化などの社合的方面､つまりは他者や､自己とは直接関わ りのない未来に

封 し､行篤は有効であることを前提にする傾向を備えていた｡また､相矛盾する思想の併

在を容認する思想を備えた人物でもあった｡それ故､自らの日常的思惟たる命定論に無意

識にはまりこんで しまい､仙道を信じない者たちを切 り捨てる理論として ｢仙命｣思想を
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説 くことになった｡ ｢仙命｣の理論は､仙道を信 じ行っている者たちにとって見れば､仙

道 を信ずることも行うこともできない者たちが､自分たちよりも ｢仙命｣がない鮎で劣っ

ていると思える恰好の材料である｡ どこまでいっても矛盾関係にあることは否定できない

｢神仙可撃｣ と ｢仙命｣の両思想は､仙道を信 じ行おうとする者に封 してますますの確信

と奮起をもたらす効果を持つ鮎において共通 してお り､葛洪は矛盾に気づかず､或いは矛

盾を承知の上であえて無視 してその両者を利用 したのだと考えられる｡ただしそれはあく

までも他を排除することで成立する優越の感覚を生じさせることに他な らず､少数の者た

ちの間で受け継がれる仙道で しかなかった｡葛洪以後､葛氏道は上清派などに影響を輿え

た り､憂賓派経典軍の成立に深く関わったと考えられるが､葛浜が 『抱朴子』で提示 した

ような形での葛氏道は道教史の表舞台か らは姿を消すO少人数の集圏で蕗術を継承 して行

かざるを得ない仙道理論では､上清派や天師道などのような信者層の操大は望めないから

であるO

これに封 し､第二章で主に扱った上清派の道教における先天的資質の理論は､やや内容

と性格を異にする｡仙籍の存在を中心 として､仙籍に登録される条件について述べる中､

仙術 とともに先天的資質も語 られるが､そ こには真人になる資質 と､地下主著 として救済

される資質 とが存在する｡前者の場合は､上清派において仙人よ り高位の存在 と規定され

る最人になることができる者たちに封する賛美する意味が込め られていることが多い｡そ

れは他派の仙道の債値を無理に定めることなく､自派が目指す仙道を高めることで他派､

奮派 との間に差異を生 じさせようとした意味合いを持っている｡修行にいそ しむ者たちに

｢資質を備えているかも｣という期待 と自負の念とを呼び起 こさせる鮎で､葛洪の仙命論

と同様の効果を持っているが､他者への攻撃ではないところが特徴であるOまた後者の場

合､主に先祖の行いが世代を経てある蓄積量に到達 した時鮎で､仙道を行わないまま地下

主著 として仙界への第一歩を踏み出す ことを説明する｡ これは仙界まで途方もなく長い時

間が必要とされ､高級な仙術ではないが､ともかくもことさらに仙術を行わなくとも昇仙

できる資質であるから､その救済効果は注 目に値する｡上清派における先天的資質の理論

は､修行者の意欲を高め､非修行者にも救済の門戸を開く理論であると言えよう｡その結

果､ 『抱朴子』の厳格な仙道理論 とは封照的に､包容力の大きい宗教た り得たわけで､在

家の信者層の存在を容認することにつながる｡

第三章では､第二章で扱った 『鼻詰』にも時折現れ､上清派道教の背後に存在する終末

理論､種民思想について､ 『道君列紀』の検討を通 じてその思想内容を明らかにした｡上

清派では種民としてではなくより格の高い仙官 として救済されることに債値を見出してい

る｡種民になるためにはひたす ら陰徳善行を行っていればよく､仙術修得は必要不可欠で

はないO これに封 し仙官になるためには何 らかの仙術を修得せねばならず､さらには先天

的資質も必要となるQ第二章で明らかにした ことと同様､種民を目指す他派の終末論を踏

まえ､上清派仙道の修行者がそれより高位の存在として救済されることを説くあた り､や

はり自派の仙道の償値を高める意園が存在 している｡この章では 『太平軽妙』甲部との比

較をも行い､そこに見える種民思想の内容の相違を指摘 したが､その成立過程を推測 した

際にも､上清派が奮乗の理論の上に自派の理論を上乗せ した可能性があることを指摘 したo

附章は､人間観考察に際して葛洪の仙道思想をより詳 しく知るがため､ 『抱朴子』内外

南篇以外に信頼できる資料がないかとの思いで 『神仙倖』の資料的償値について詳細な詞
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査を行った｡残念なが ら四庫本 『神仙俸』であっても､すべてが葛洪白身の著 した内容で

あることはまずないといってよく､とても彼の人間観考察には利用できないという結論に

達 したため､本論の主旨たる六朝道教における人間観考察に直接関わることができなかっ

た｡ しか し調査の結果判明した事柄は､四庫本 『神仙俸』については唐宋代道教との関わ

りをさらに詳 しく調べる必要性を新たに生じている｡継績調査をすることでより成立 した

時代の推定をより正確にできるようになろうが､それに伴って この書がまた新たなる思想

的意義を持つ可能性もあるであろう.

六朝道教において､得道のための要素として人の行篤は最重要視されている｡それは道

教が一種の宗教であり､宗教が信者に求めるものとして信仰とともに教義の賓接があるか

らでもある｡もし教義そのものが､教義の貫按についてその現賓世界への影響力を否定 し

ていたな らば､貫践する償値はな くなる.一方､賓接が必ず願いの成就な どにつながると

説 く教義な らば､信者に封する大きな誘引力を備える反面､現賓には成就 し得なかった時

の信者の疑念の発生に封する論理的封策を設けねばな らなくなるOそこで､賓践と成就 と

の間に時間的隔た りを設定 した り､賓接は現に存在 しながらも別の面､例えば精神的要素

や 日常行動などにおいて成就を妨げる要素が存在すると説いた りして､信者の疑念を生 じ

させないように努めるのであるOまた､もう一つ､派生として賓践することが必ず しも望

みをかなえるとは限らないとして､賓接と成就が結びつかない部分が一部存在することを

容認する教義 も存在するであろう｡賓接と成就が原因と結果の関係にな らない場面が多々

見える現賓に封癒 したものといえ､このような論理を展開する教義は多 く存在すると考え

られる｡

上記の三種類の教義のうち､第-のそれはあり得ないわけであるから､すべての宗教は

後の二つのいずれかに展することになるO儒教に関 しては､第一章で見たように王充や李

康な どのような徹底 した命定論者が存在することは事賓であり､その意味では彼らの思想

は第一の教義に属するようにも見える｡ しか しそれは多様な思想を包括する儒教全鰹を代

表 しているわけではなく､さらには彼らとて人の行鳥が全く効果を有 しないものであると

まで言ってはいないOあくまでも自己の行鳥 と自己の境遇との連関性を否定するにとどま

る｡世の教化､世を正 しく導 く政治的方策はすべて一定の効果を有する行馬であると認識

してお り､また､積徳が後世に ｢名｣を残す という効果を有することを認めているか らこ

そ､倫理的､政治的側面の強い儒教が存在 しうるのである｡その意味で､儒教は第三の教

義に展すると言える (1).また世の中の事象ををすべて因縁によって説明 し､三世鷹報説に

よって自己の行篤とその報いとの必然的連関を説 く併教は､明らかに第二の教義に展するO

道教の場合はどうか｡儒教などに比べればはるかに現賓に封する関心が強 く､現賓の中

で何 らかの効果を求める傾向が強いのは言うまでもない｡その最たるものが不老不死の存

在 となることである｡そういった鮎からするならば､現賓的欲求の成就可能を説く道教は､

先の三者のうち第二の部類に入って しかるべきであるし､教義の大部分はその部類に入る

と言っても過言ではない｡しか し六朝道教では依然 として ｢命｣ ｢運｣ ｢才｣等の個々人

の資質における差異を取 り上げ､道教の社食への浸透 ･牽展につれて徐々に消えていく傾

向を見せているわけでもないC本論の考察に基づけば､ これはまた別の宗教的要因が働い

ていることによる.つまり信者がその教えに従い賓蹟することに意義 と誇 りを感 じる力を
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備えたいという鮎が一つ､また､現賓の中で厳 しい修行項 目を賓蹟するだけの物理的 ･精

神的余裕のない者たちに､自らの救済を後押 ししてくれる力が存在することを示し､より

信者に信仰や賓接への意欲をわかせる効果を作 りたいという瓢もあるO

そのような宗教側か らの動機を端的に示すのが､仙界における経典の性格についての記

述である｡得道をするためには仙界の経典が必要となる｡その経典 とは､その文そのもの

が載っている経典であることも多いoLか しその経典は仙界に蕗威されたもので､資格の

ある者にしか見せることはできない性格のものである｡その資格 とは一定の修行量であり､

また先天的資質である｡その資格を有 した者が経典を見ているわけであるか ら､謹んでい

る人はその文を目にしているその段階で選ばれた者であることを認識できる｡真剣にその

道を志す讃者であれば､経典の記述を謹んだ段階で心理的興奮を覚えることであろう｡ま

ことに巧妙な心理効果を牽揮するものと言える｡これは葛洪の 『抱朴子』でも､上清派で

もその他の派でも大な り小な り同じである｡

故に､道教は第三の部類に入ると考えてよいのであるが､第二の部類に限 りなく近い思

想を含む教義も存在するOそれが第二章で奉げた家族間救済の理論であるO先天的資質の

存在は､あくまでも個人で完結した世界 しか想定 しない場合には全 くの偶然性を有する白

しか し､自己と祖先との連関を想定 した場合は､資質の淵源は先祖の行いに由来すること

も大いに考えられることにな り､資質の形成も必然の世界の話 とな り得る｡ この意味で､

家族間救済をうち立てた道教は､第二の部類に接近 した教えであると言えよう｡それがな

ぜ第三の部類にとどまり績けるのか､というと､それは理論的統一よりも信者たちの感情

を反映し､信者たちの意欲を増進させる効果を持つ理論が好まれた ことへの考慮を優先 し

たからであろう｡また一方で､道教の宗派や時代の相違による多様性に基づ く不統一によ

るものでもあろう｡

人は自由のままに放置された場合､行動への意欲を創出 しにくい｡何 らかの強制や抑壁､

恐怖､義務感など､外か ら一定のベク トルを押 しつけられると､人はそれに反慮 して何 ら

かの行動をとる必要性や欲求を感 じる｡また自尊心や優越感を助長された場合も､他 とは

差別化された自己を保 とうとして行動に移る衝動を生じる｡道教経典の資質を語る部分は､

この後者の効果を持つわけだが､その理論の採用は､多 くの人々に受容 してもらえる宗教

を目指す過程で､人がいかに弱く継績力に乏 しい存在であるがを十分に認識 した上でのこ

とであったと考えるC先天的資質の理論は､六朝道教がいかに生の人間の心理 と深 く関わ

っていたかを示 しているのである｡

葛洪以後の道教では､先天的資質及び仙籍登録に関する記述は互いに連関しなが ら虞 く

存在 したが､仙界の神々という存在 と深 く関わる｡ ここで､自己の行いによって仙籍登録

を賓現する､という能動的側面か らの見方を襲えてみよう｡人はその行鳥を始終神々に観

察され､彼らの債値基準に基づいてその善悪を判断され､仙籍な どへの登録が決定される｡

自らがなる可能性はあるものの､神々は人々にとって､自らの存在を常に支配 ･管轄する

超越的存在であるOその絶封者に封 して人は直接的に働きかける手段を持たない｡ひたす

ら善行を行い悪事を行わず､仙道を修めることによって･神々に自己の罪を清算 し､経典

授受などの形で救済の手をさしのべてもらうことをひたす ら願うするしかない｡つまり､

人はある意味で､自らの将来に封 して直接 自らが関輿することはできず､神にその進路を

委ねるしかないとも言えるのである｡人は神 という絶封者の前にひれ伏す存在であること
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を自覚するわけである (2)｡種民思想では､昇仙を伴 うか否かに関わ らず､天地の崩壊とい

う抜き差 しな らない状況下において救って くれる最終的な力は神にしか存在 しないわけで､

このような感情は特に強 く現れるであろう｡その神に認めてもらい､仙籍登録､ひいては

昇仙の可能性を保叢されることは､神々への信仰､言い換えれば神々への心理的依存度が

強ければ強いほど､自らに封する誇 りや満足感を増大させ､その者の宗教的感情を充足す

る｡このような面から見ても､六朝道教に見える資質の理論は人間の心理と深 く関わって

いることが分かる｡

前述 した ことだが､本論において扱った内容はあくまでも六朝期の道教経典､それも

『抱朴子』と上清派の重要経典及びその周蓮 という限られた範囲内に基づいている｡それ

故人間観考察の目的達成も全腔か ら見ればいまだ一部にとどまってお り､十分かつ網羅的

な考察を終了したとは言えない｡六朝期に限っても､道教の他派､そ して儒教､併教など

多 くの検討すべき材料は建っているし､人間観を知る上で参考 となる思想も存在するであ

ろうOまた人間観 といっても運命観及びその周遠に限って論じてお り､さらに幅廉 く人間

に関する思想的取 り組みを検討する必要もある｡例えば先秦以来の ｢性｣論などは､六朝

以前盛んに議論されてきた問題であ り､六朝後は唐の韓愈や李朝を経､宋撃に至って､

｢性｣の問題はより重要な哲学的課題となるC聖人と凡人との関係についての様々な議論

の中で常に引き合いに出される ｢性｣の問題は､本論で扱った思想的課題 とは大いに関連

する｡また､唐代からの儒教復興に至るまでの間､道教思想で展開されてきた資質の問題

は､何らかの形で新たな ｢性｣の議論の再燃に影響 した可能性がある｡そのような視鮎で

本論の研究課題を扱う必要もあろう｡

よって､六朝期の道教に限った場合でも､人間観について今後さらに贋 く深い研究を行

っていくべきであると考えるが､本論は研究を開始 してより以来の一つの区切 りとし､今

後の研究の-基礎として ここに完成させた次第であるD

注

(1)儒教が宗教であるか否かについては､ここで問題としない｡

(2)六朝時代の道教 ･悌教における､人の神への宗教的感情に関しては､吉川忠夫 『中国

人の宗教意識』 (中国学套叢書､創文社､1998)を参照0
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