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『古畫 品 録
』譯 注

宇佐美 文 理

古書品録

南齊謝赫撰

夫書品者,蓋 衆書之優劣也。圖縮者,莫 不明勧戒,著 升沈,千 載寂蓼,披 圖可竪。錐書有六

法,牢 能壼該。而自古及今,各 善一節。六法者何。一,氣 韻。生動是也。二,骨 法。用筆是

也。三,鷹 物。象形是也。四,随 類。賦彩是也。五,経 響。位置是也。六,傳 移。模爲是也。

唯陸探微,衛 協,備 該之 。然 有巧拙,藝 無古今,謹 依遠近,随 其品第,裁 成序引。故此

所述,不 廣其源,但 傳出自神仙,莫 之聞見也。

夫れ書品なる者は,蓋 し衆書の優劣なり。圖縮なる者は,勧 戒を明 らかにし,升 沈を著 さざ

るはなく,千 載の寂蓼 も,圖 を披 きて竪みるべし。書に六法有 りと錐 も,能 く蓋該す ること

筆なり。而れども古 より今に及ぶ まで,各 おの一節を善 くす。六法なる者は何ぞ。一,氣 韻。

生動是れな り。二,骨 法。用筆是れな り。三,鷹 物。象形是れな り。四,随 類。賦彩是れな

り。五,経 螢。位置是れなり。六,傳 移。模爲是れな り。唯だ陸探微,衛 協のみ,之 を備該

す。然れ ども に巧拙有 るも,藝 に古今無 く,謹 しんで遠近に依 り,其 の品第に随ひ,序 引

を裁成す。故に此に述ぶる所,其 の源 を廣 くせず,但 だ傳の神仙 より出つるは,之 を聞見す

る莫きな り。

画品とい うものは,多 く存在する絵画作晶に対 してつけられた優劣のことである。絵画 とは,

勧善戒悪を明かに示 し,世 の興廃を著 らかにす るものである。千年の遠 きの今では知 るもの

もないできごとも,絵 画作品をひもとくことによって鑑みることができる。絵画には六法が

あるが,こ れをすべて兼ねてよくす る者はまれであり,古 か ら今に至 るまで,皆 その一部分

だけをよくするのみであった。六法 とは何か。一,気 韻。生き生 きとしていることである。

二,骨 法。筆つかいのことである。三,応 物。物の形を うつ しとることである。四,随 類。

色彩を施す ことである。五,経 営。形象の配置のことである。六,伝 移。模写をすることで

ある。六法は陸探微 ・衛協のみが これを兼ね備 えている。 しかしながら,世 にのこされた絵

画作品には巧拙の違 いがあるとはいえ,「芸」そのものには古今による違いなどとい うもの

はないはずだか ら,こ こではしぼらく時代の先後 と品第の優劣によって順序づけて,そ のは

しがきを作 ることとす る。だからここに述べ られるのは,そ の資料の出所を遠 くにまでひろ

げない。ただ神仙を出所 とするものは,わ たしは実際に聞見していない(と い う理 由でのせ

ない)。

優劣 『白虎通』號篇 「徳 天地に合する者は帝 と構 し,仁 義合す る者は王 と構 し,優 劣を

別つな り」。人物評価 ・芸術評論の風潮にともない,さ まざまなジャソルであらわれる言
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　葉。人物評価では，野望「漢二頑優劣論」（『曹平平評』巻九）「早れ漢の二帝高祀光武，

　倶に授命相野の君早るに，時事の難易を比べ，其の人の優劣を論ずるに，敦れか先と爲

　す」。詩では四四『詩品』序「斯の敏家を観るに，皆な就きて文腱を談じ，優劣を顯らか

　にせず」。書では虞餅「論書表」（『法書要録』巻二）に「凡そ書は同じく一巻に在りと錐
　　かなら
　も，要ず優劣有り」

六法　　「六法」ということばの用例としては，『新書』六術「徳に六理有り。何をか究理と

　謂ふ。道徳性神明命，此の六なる者，徳の理なり。六理生ぜざる無きなり。已に生ずれば，

　六野生ずる所の内に存す。是を以て陰陽天地人，解く六野を以て内度と爲す，内学もて業

　を成す，故に之を六法と謂ふ」。また『端子s適才「水火金木土野，六府物を異にするも，

　皆施す有り。規距擢衡準縄，六法形を殊にするも，各おの任有り」（発想は『准南子』泰

　聖訓「六三異科而皆同道……水火金木土州，異物而旧任。規距灌衡準縄，異形而零墨」に

　基づき，『准南子』習慣訓ではこの規距権衡準縄を「六度」と呼ぶ。これを「六法」と

　『劉子』が呼ぶのは，『禮記』沙門篇で，規矩縄権衡を「一法」と呼ぶ（孫希旦『禮骨導

　解』による）ことによる）。「六」は，文学では「六義」，書では「六書」，経学では「六

　藝」など，しぼしぼ現れる。また『文旧離龍sでは「六」つの評価基準として，「六観」

　「六義」が示される。『文心離龍』知音「是を以て將に声誉を間んとするに，先づ六観を標

　す。一に位髄を観，二に三聖を観，三に通攣を観，四に奇物を観，五に事義を観，六に宮

　商を観る。斯の術既に形はるれぽ，則ち優劣見はる」。『野心下龍』宗経「故に文は能く経

　を宗とするは，鵤に六義有り。一は則ち情深くして誰ならず，二は則ち風清くして雑なら

　ず，三は則ち平信にして誕ならず，四は則ち義直にして回ならず，五は則ち叩網にして蕪

　ならず，六は則ち文麗にして淫ならず」

渤戒　『漢書』古今人表861「書契の作られてより，先民の得て聞くべき者は，経世の下す

　る所となり，唐虞以上は，帝王に號認有り。輔佐は得て平すべからざるも，而れども諸子

　頗る之を言ひ，孔氏に考えずと錐も，然れども猶ほ著して篇籍に在るは，善を顯かにし悪

　を昭らかにし，後人を勧戒するに過す，故に博増せり」。勧戒のために人物を画いたのは，

　『漢書』蘇武傳2468「甘露三年，軍干始めて入朝す。上　股肱の美を思ひ，乃ち其の人を

　顧麟閣に圖書し，其の形貌に法り，其の官爵姓名を署す」。『資治別際』巻二十七宣帝甘露

　三年同所胡三省注「功臣を嘗回せるは此より始まる」。あるいは次の劉向の記述もこれに

　類するか。『史記』股本紀94集解「劉向学録に曰く，九主なる者に法君・早撃・聖君・螢

　君・等君・寄君・破君・國君・三歳杜君，凡そ九品有りて其の形を略書す」。また以下の

　記述を参照。『孔子家語』観周「孔子明解を観，四門の塘に尭舜の容・桀紺の像有るを親

　るに，各おの善悪の状，三唱の誠有り」。また実際にどのように絵画を見ていたか，一つ

　例を挙げておこう。『漢書』雪下4200「大野軍亮じてより後，富平定陵幌張放・淳半長等

　始めて愛幸せられ，出でては微行を爲し，行けば則ち輿を同じくして轡を執り，入れば禁

　中に侍し，宴飲の會を設け，趙・李諸侍中と皆な漏を引きて畢白し，談笑して大いに嘘す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　時に乗輿即吟に書屏風を張るに，紺帯いて雨下に鋸りかかりて長夜の臥しみを作せるを書

　けり。上（班）伯新たに起つを以て，増しぽ目して之に即す。因りて顧みて蚤を指して伯

　に閥ふ。紺の無道早ること，是に至れるかと。皆野へて曰く，書に云うギ乃ち婦人の言を

　用いる」と。何ぞ朝に曙序する有らん。所謂「衆悪之に刑し，是の如くは甚だしからざ
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　る」者なりと。上曰く，；苛も此の如くんぽ，此の気無をか戒めんと。伯曰く，「酒に沈酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　す」とは，微子の告去する所以なり。「式って號し式って誰す」とは，大雅の流連する所

　以なり。詩書出直の戒め，其の原は皆な酒に在りと」。またこの「勧戒」は「肇戒」とも

　称される。本文で「弛みるべし」とあるのがそれである。『文選』巻二・張衡・西京賦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのし
　「噛して乃ち志を逞しくし欲を究め，身を窮め試みを詰む。唐詩の他人是れ忌まんを竪戒

　とす」。絵画では曹植「壷蟹序」「書を観る者，三皇五帝を見ては，仰ぎ戴かざるは為し。

　　・・是に知る，竪を存する者は臨池なるかを」。「竪」は無論『詩』大雅・蕩「段面心から

　ず，品品の世に在り」

圖繕萢曄「獄中画面甥詔書」（『宋書』萢曄傳1830）に．F文は其の事は形を急くし，情は藻

　に急だり，義は其の旨に牽かれ，韻は其の意に移さるるを患ふ。時として能くする者有る

　も，大壷此の累を免れず，政に工巧を面謝に類すべきも，寛に得る無し」とみえる。繕績

　は通用。

升沈　　「升沈」なる古い用例は見あたらない。意は「升降」に同じ。『春秋左砿山』裏公二

　十九年「鄭の筆，宋の樂，其れ後に亡ぶ者なり。二者其れ皆な國を得ん。民の錦すれぽな

　り。施して徳とせず，露霜は加へり。其れ宋を以て升降ぜん」。杜預注に「升降，宋の盛

　衰に随ふ」。また『文選』一十・潜岳・西征賦「人の紙冠，政と隆替す」

寂蓼　もと，音もなくひっそりとした様子をさす。『老子』第二十五章「物有りて混成し，

　天地に先んじて生ず，隔たり蓼たり，直立して改まらず」。ここでは「もはや知られぬ」

　ことをたとえる。次の用例参照。『文選』巻五十六・陸棲・石詰銘「晋氏は浸弱し，宋歴

　は威夷たり，禮纒奮典，寂蓼として記無く，浮戸盛烈，帰山して面すること學なり」

披圖　『文選』巻一・班固・爾心証白丁詩「難篇を恐きて瑞圖を汚き，白雄を獲て素潜を敷

　す」。また宗嫡「豊山水虫」（『歴代六気記』巻六）「是に於て，聞冒して氣を理め，膓を梯

　ひて琴を鳴らし，圖を幽きて幽擁し，坐ながらにして山荒を究む」

軍能審該　あるいは『文選』巻五十二・曹　・典論論文「文は一頭に非ざれぽ，能く善を備

　ふること嘉し」を意識するか。

氣韻　『南面書』文學傳論907「史話曰く，文章なる者は，蓋し情性の風標，神明の律呂な

　り。思を濫し毫を含み，遊心内に蓮る。放言落紙し，氣韻天成す」。『八慶室金石補正』巻

　十五鎭遠油鼠鄭道忠墓誌「君　氣韻は悟和，渇望は温雅たり」。『詞書』文苑傳序1869「高

　祀天を駅するに喜び，情を文學に酷くし，蓋し漢徹に頷煩し，曹　を跨害し，氣韻は高宮，

　才藻は帰り構ふるを以て，衣冠仰止し，露な新風を慕ふ」。『出三三記集』巻十三朱士行傳

　（大正55－97）「亡国行，穎川の人なり。業に志すこと精粋，氣韻は明烈，堅正方直にして，

　山山も移す能はず」。また，芸術の評価考察に「気」が重視されること，『文選』巻五十二

　・曹　・典論論文「文は氣を以て主となす。氣の清濁に燈有り。力強して致すべからず」。

　なお，六法の部分の句読については，銭寸書氏の見解に従う。（『試錐編』第四冊「全諺文

　巻二五」（中華書局1979年））

生動　『論衡』出歯「唯だ人の行のみに論ず，凡そ物は皆な然り。生動の類，威な累害を被

　る」

骨法　『史記』准陰侯傳2623「（醐通）曰く，僕嘗て相人の術を受く。韓信曰く，先生人を

　相ること何如。封へて曰くラ貴賎は骨法に在り，憂喜は容色に在り，成敗は決断に在り。
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　此を以て之を参ずれば，萬に一も失はず」。のちこの「骨」は書において，描線を「二一

　肉」と分析して，評価用語として定着する。「留衛夫人筆陣圖」（『法書要録』巻一）「筆力

　を善くする者は骨多く，筆力を善くせざる者は肉多し。骨多く肉微かなる者は之を筋書と

　謂ひ，肉多く骨微かなる者は之を二二と謂ふ」。画論では『歴代丁丁記』二五「顧憧之の

　論書に曰く，・…・・周本丁，重三彌論，骨法有り。然れども人形は小丁丁に如かず」

三物　表現は『荘子』知北遊「其れ心を用いて勢れず，其れ物に鷹じて方無し」。「各おのの

　物に従って」は，例えば『肇論』「纒に曰く，法身は無象，物に鷹じて形はる」。さらにこ

　こでの「鷹物象形」という発想は『文選』巻十三・謝恵運・雪賦「雲に懸りて陞降し，風

　に從ひて丁零たり，物に値たりて象を賦し，地に任せて形を二つ」。また象形との組み合

　わせでは「音書』索二三1649「又た草書状を作り，其の僻に曰く，聖皇御世，時の宜しき

　に薩ふ。倉頷既に生まれ，書契是に爲らる。科斗鳥築，物に類して形を象る」

象形　『漢書』藝文志1720「古者，八歳目して小學に入る。故に周官保氏國子を養ふを掌り，

　之に六書を教ふ，謂ふこころは象形，象事，門門，象聲，韓注，假借，造字の本なり」。

　『説文丁字』許愼序「周回八歳にして小學に入り，保氏國子を教ふるに，先づ六書を以て

　す……二に曰く象形。象形なる者は，其の物を蚕成し，禮に随ひて詰詔す。日月是れな

　り」

随類　　『二二』匡衡傳3337「事　下に作る者は，象　上に動き，陰陽の理各おの其の感に鷹

　ず。陰愛すれぽ則ち静なる者動き，陽蔽はるれぽ則ち明なる者晦く，水皐の災，類に随ひ

　て至る」

二二　　『藝文類聚』巻八十二・播岳・芙蓉賦「門門　采を賦し，風靡して雲のごとく旋る」。

　『文心離龍』丁丁篇「詩に六義有り，其二を賦と日ふ。罪なる者は，鋪なり。采を鋪き文

　を摘べ，物を艦して志を窮すなり」

二二　　『詩』小計・北山「丁丁方に剛く，四方を纒管せしむ」。『文心離龍』三門篇「詩人の

　偶章，大夫の聯辮に至りては，奇偶攣に適し，纒螢を回せず」

位置　梁武帝「書評」（『墨池篇』三二）「羊欣の書，大家の奴碑の夫人と作れるが如く，位

　置に堪へず，二丁　澁に差ひ，終に員に似ず」

傳移。模爲是也　『後漢書』察畠傳1990「嘉平四年，……奏して六経文字を正定せんことを

　求め，霰帝之を許す。乃ち自ら碑に書し，工をして下刻して太學門外に立てしむ。是に於

　て後學晩儒，威な正を焉に取る。碑の始めて立つに及び，其の観視し及び華窮する者，車

　三日に千鯨雨，街陪を填塞す」。また「傳窮」には『漢書』師丹傳3507「大臣の奏事，宜

　しく漏泄して下民をして傳窮し，四方に流傳せしむべからず」。また「野臥」には有名な

　用例がある。『苦書』下思傳2377「是に於て豪貴の家，競いて卜い傳寓し，洛陽之が爲に

　紙貴し」

二二　楚僻・招魂「招具は該干し，永く囎呼す些」

巧拙　まず文脈にかかわりなく『老子』第四十五章「大直は屈するが若く，大巧は拙なるが

　若く，大弁は高なるが若し」が連想されよう。『文選』巻五十二・曹　・三論論文「諸を

　音樂に響ふれば，曲度は均しと錐も，節奏検を同じくするも，二丁齊しからざるに至り

　ては，巧拙に素有り。父兄に有りと錐も，以て子弟に移す能はず」。『法書要録』巻一二一

　「非草書」「凡そ人言おの氣血を殊にし，筋骨を異にす。心に二丁有り，手に巧拙あり」
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藝無古今　「藝」には教養としての技芸と，それ以外の雑芸とがある。前者は『周禮』大司

　徒「郷の三物を以て丁幾を教へ，之を賓興す。一に曰く六徳。知仁聖義忠和なり。二に曰

　く六行。孝友睦媚任憧なり。三に曰く六藝。禮馬射御書数なり」。つまり「六藝」である。

　これは身につけるべきものとして積極的な意味を持つ。ただし，『論語』述而「子曰く，

　道に志し，徳に測り，仁に依り，藝に游ぶ」集解「藝は六藝なり。募るに足らず，故に游

　と日ふなり」の如く，二次的なものという意識がある。それを端的に示すのが，『貿管』

　多重篇「是の故に徳成るは上，藝成るは下」である。この考えが実は根深い。徐幹『中

　論』藝紀篇「藝なる者は徳の枝葉なり。列なる者は人の根幹なり」はその一例であり，あ

　くまでも「徳あっての芸」なのである。「芸」が無条件に積極的な評価を受けるのは「易

　書詩禮樂春秋」の意での「六藝」の場合だけである。そして絵画は「雑芸」に属するわけ

　である。ただし，『後漢書』張衡傳1941の論の，略解の渾天儀などの制作を絶賛した上で

　の発言，「記に曰く，徳成るは上，藝成るは下と。斯の思を量るに，宣に夫れ藝のみなら

　んや。何の徳か奉れ損なはん」や，また『曝書』雷次宗傳2293「会稽の朱暦之，穎川の庚

　蔚之は，蚊びに儒學を以て諸生を監馴す。時に國子學未だ立たず。上は心を藝術に留め，

　丹陽9何尚之をして玄學を立て，太子率更令何承天をして史學を立て，司徒参軍謝元をし

　て文學を立てしめ，凡そ四學蛭び建つ」にみえる「藝術」観など，時代の趨勢を考慮する

　必要があるが，今は暫く指摘するにとどめる。さらに「藝無古今」という発想は，『論衡』

　案同輩「才に淺深有るも，古今有る無し。文に上本有るも，故新有る無し」の如く，いた

　ずらに古いものを貴ぶ俗の風潮を，王充が『論衡』全編でしぼしぼ示す如く批判するのか，

　「　」と「藝」を明確に区別することを意識しての発言なのか，判然としない。下文顧憧

　之・宗柄の条の「跡一意」の対照を参照。また下文顧駿之の条，「攣古」の注参照。

遠近　　『易』繋僻上傳「遠近深深と有る元く，遽に來物を知る」。『文選』巻一・班固・爾都

　賦序「且つ夫れ道に夷隆有り，學に鑛密有り。時に因りて徳を建つる者は，遠近を以て則

　を易へず」

品第　　『後漢書』許勧傳2235「初め，勧と靖と倶に高名有りて，共に下降の人物を藪論ずる

　を好み，毎月輻ち其の貯留を更む。故に汝南俗に月旦評有り」。鍾礫『詩品』序「諸英の

　志録，蚊びに義は文に在りて，曾て野獣すること無し」。虞餅「論書表」「二王の書を科簡

　し，其の品題を評し，狸を除き美を録し，賞玩に供御す」。品第と配列の関係については，

　踵繰『詩品』「一品の中，略ぼ世代を以て先後と爲し，優劣を以て詮次を爲さず」。虞漸

　「論書表」「又た奮，封書の紙次を以て相い随ひ，草正混繰し，善悪一貫す。今各々其の

　品に随ひ，本封に從はず」。庚肩吾『別品』「能を推して相い越え，小母にして九，類を引

　きて相い附け，大鐘にして三。復た略論を爲し，総て書品と名づく」。さらに，陳傳西中

　がっとに指摘されるように（『六朝叢論研究』・本稿稿末注釈参照），以下の南斉宮廷にお

　ける絵画の品質が，この『古画品録』と何らかの関係を持つことに注意せねぽならない。

　『歴代名書記』巻一角書之興塵「南齊の高帝，其の尤も精なる者を科し，古里の名手を録

　するに，遠近を以て次と爲さず，但だ優劣を以て差と爲す。陸探微より萢推賢に至るまで，

　四十二人を四十二等と爲し，二十七秩，三百四十八巻，聴政の鯨，旦夕披撫す」

裁成　　『漢書』律歴志上961「人を立つるの道を曰く仁と義と，天に在りては象を成し，地

　に在りては形を成し，后は以て天地の道を裁成し，天地の宜を輔相し，以て民を左右す」
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　（『易』泰・象日，天地交泰。五境豊成天地之道。譲文財作中）。杜預「春秋左氏傳序」「其
　　　　　　　　　　　ひら　の微は顯らかにして幽を良き，義類を裁成する者は，皆な新例に掌りて義を細し，行事を

　指して以て褒疑を正す」。『後漢書』班固傳賢1387「二班文を懐き，帝墳を住成す」

序引　『童心離龍』頒讃篇「班・傅の北征西之に至りては，（頒ハ）攣じて序引と遮る」。ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　た論説篇に「序は事を癒し，引は辮を胤ぐ」。既に陳傳席氏が指摘する如く，何らかの原

　目録があり，それに対して施されたのが，序引，即ちこの『古書品録』の本文である。

語源　源が広いとは，源が古く遠いこと。広源は源を遠くさかのぼること。次の用例参照。

　慧遠・阿毘曇心序（『出三藏記集』巻十）「其の人以爲く，阿毘曇経，源流廣大，卒に尋究

　し難く，謄智の悪才に非ざれぽ，能く畢綜する莫し」

聞見　あるいはこの言葉に何らかの意味をもたせているとするならぽ，神仙とのからみで，

　「見ていないからといって仙人の存在を否定するのはまちがっている」としきりに説く

　『黄鉛子』内篇論仙「故に，鬼神を見ず，仙人を見ざるも，世間に仙人無しと謂ふべから

　ず……然れども（魂魂）人と倶に生じ，身を終うるに至るまで，或いは自ら之を聞見する

　者莫きなり。豊に遽に之を聞見せざるを以て，又た之れ無しと云ふぺけんや」とあるのを

　意識するとすれぽ，これを逆手に取って，「聞見していない者はそもそもないのだ」とい

　うことなのか。

第一品　五人

陸探微　　（事五代富盛帝，呉人）

窮理蓋性，書幅言象，宮前孕後，古今細大。非復蝋梅，応能構賛。省慮重之極楽上，上品之

外，無他詫言，捜索標第一等。

理を窮め性を盤くし，事は言象を繕ち，前を包み後を孕み，古今に猫立す。復た激揚の能く

稔賛する所に非ず。但だ償の重きこと上に極まり，上品の外，他の寄言無し。故に屈して第

一等に標す。

陸探病

理を窮め性を尽くし，言象の尽くさぬ所を尽くしている。過去を奄有し未来を生みだす根源

であり，古今に並び立つものがない。言葉を尽くしてもその立派さを称賛し尽くすことはで

きない。しかしながら，評価の極点を究める位置にあり，上品の上にはもう他に寄せる言葉

がないので，従ってあえて第一等におくこととする。

事五代　細粒席氏の指摘する如く，以下人名の下に付された注釈は後世の人の手に出るもの

　と考えられるので，今暫く括弧を付したうえで文字は残すが，訳等は与えない。

窮理塑性　『易』説幽暗「窮理霊廟，以て命に至る」韓注「露なる者は生の極，理を窮むれ

　ぽ則ち其の極を壷くすなり」鄭注「言ふこころは，其の義理を窮めて人の情性を趣くし，

　以て命に至る，吉凶の定まる所なり」（『文選』巻六十・陸機・弔魏武論文注引）。要する

　に解きあかすべきことがらをすべて解きあかしたという意。ちなみに，文においても「窮

　理智性」が言われる。摯虞『文章流別当』（『寛文類聚』巻五十六）「文章なる者は，上下
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　の象を宣べ，人倫の叙を明らかにし，窮理壷性，以て萬物の宜しきを究むる所以なり」

事繕言象　表現が不可能なこと。『肇論』浬築無名論「然らば則ち三葉の道，果たして有無

　の域を出で，言象の脛を絶つること，断ぜり」。『三文類聚』巻七十六・梁宣帝・奉迎舎利

　詩「白玉誠に比ふるに非ず，黄金良に喩ふる莫し。三見言象を繕ち，端異乃ち冥符す」。

　同じような表現に『文選』巻三十九・任彦昇・奉答勅示七夕詩啓「聖と天道と，事は万言

　を絶つ」。絵画では有名な用例がある。心柄「叢山水序」（『歴代名書記』巻六引）「夫れ理

　の中古の上に絶つる者も，意を千載の下に求むべく，旨の言忌の外に微かなる者も，心を

　書策の内に取るべし」

猫立　独り立っていたのは孔子だが，『論語』季氏篇「陳充　伯魚に問ひて曰く，子も亦た

　異聞有るかと。封へて曰く，未だし。嘗て回り立てり。鯉趨りて庭を過ぐ」，ここは他に

　並ぶ者なしの意。『老子』二十五章「物有りて混成す，天地に先んじて生ず。寂たり蓼た

　り，猫回して改まらず」王弼注「物の之に回する無し，故に猫立と日ふなり」。用例とし

　ては『漢書』孝武李夫人傳3951「歌に1ヨく，北方に佳人有り，絶世にして猫立。一顧すれ

　ば人城を傾け，再下すれば丁丁を傾く」

激揚　絶賛すること。『漢書』張山推傳3605「谷永上疏して曰く，……近事，大司空朱邑・

　右回風三二，徳茂るも三年，孝宣皇帝患みて冊もて厚く賜ひ，賛命の臣，激揚せざる靡

　し」

稻賛　　『三國志s魏二三瑛傳369「後，太祀三王と爲り，（揚）訓　表を登して功伐を構質し，

　盛徳を記述す」

丁重　　『二丁』雑言「子濁り和氏の壁を聞かずや。償は千金より重きも，然れども之を以て
　　　はさ
　紡に聞めぽ，曾ち三二に如かず」。『庚子山集注』二十二「刀銘」其一「贋は十二より重く，

　名は千馬より高し」

寄言　『文選』二十・二三・西征賦「日を改めて歳を易ふと錐も，等級の以て二言する無

　し」

曹不興　　（五代呉時事孫権，呉興人）

不興之　，殆莫復傳。唯二二之内，一龍而已。二二風骨，名四二成。

不興の　，殆んど復た傳はる記し。唯だ秘閣の内，一二のみ。其の風骨を観るに，名　量に

二成ならん。

曹不興の作品はほとんど伝わっていない。ただ秘閣に一二図があるのみである。が，その気

風骨法を観てみると，その名声は実なくなったものでない事がわかる。

風骨　もと人物評論の語。『宋書』武帝紀上1「長ずるに及び，身長七尺六寸，風骨奇特た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　り」。文学では『回心二二』に風骨篇がある。同篇に「僻の骨を待つは，艦の骸を二つる

　が如く，情の風を含むは，猶お形の氣を包むがごとし」。文学においては「風は作晶の思

　想，情緒において外にほとばしり出る生命力，骨は構造・表現の面で作品を支える生命

　力」（興膳宏氏『文心骨龍』訳注（筑摩書房・世界古典文学大系1968年））。また「気に近
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　い概念と考えてよい」（同氏「『文心五竜』と『上品』の文学観の対立」（いま『中国の文

　学理論』所収・筑摩書房1988年））と解釈されている。絵画においては，勿論これらの意

　を含みながら，「風」は「気韻」，「骨」は「骨法」を予想させ，現実に目に見える「描線」

　に感じられる「骨」というニュアンスをより多く含むであろう。それは勿論書とのかかわ

　りの深さでもある。

秘閣　宮廷図書館をさす。『文選』巻六十・陸機・弔電武帝文序「元康八年，機始めて憂郎

　を以て出でて著作に補せられ，秘閣に遊び，魏武帝の遺令を見る」。また，「秘府」「秘画」

　ともいわれる。『漢書』藝文志1701「是に於て藏書の策を建て，寓書の官を置き，下は諸

　子傳説に及ぶまで，皆な秘府に充たしむ」。『後漢書』質蓬傳1235「尤も左回傳・國語に明

　かにして，之が解詰五十一篇を困る。永平中，上画して之を献じ，顯宗　其の書を重んじ，

　爲して秘館に適す」

虚成　　『文選』巻四十五・班固・答民力「且つ功は虚を以て成すべからず，名は鶴を以て立

　つべからず」

衛協　　（五代虚血）

古垂之略，二道始精。六法之中，追爲兼善。錐不説備形妙，頗得壮氣。陵跨群雄，曖代絶筆。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　およ古書の略，協に至りて始めて精なり。六法の中，兼善と寂すに追ぶ。形妙を備ふるを読ばず

と錐も，頗る誌面を得たり。群雄を陵戯し，畷代の絶筆たり。

古の絵画は粗略なものであったが，衛協に至ってはじめて精微なものとなった。六法につい

ては，みな兼ね備えているとしてよかろう。形似の精妙をそなえるのをよろこばなかったが，

やや壮健な気概をそなえている。並みいる画家たちを陵駕し，希世の絶筆である。

　　　古書・毛油漉占豊。今從王本。

　　　陵・王直作凌。

精略　精と略が対置される例として『禮記』維衣「精しく知り，略して之を行ふ」

兼善　もと『孟子』蓋心上「窮まれば則ち濁り其の身を善くし，達すれば則ち兼ねて天下を

　善くす」。ここでは文字通り六法すべてをよくしたという意。以下の例参照。『文選』巻五

　十六・濡顔・楊荊州諌「草隷兼ねて善くし，尺順必ず珍たり」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はげ壮氣　『三國志』呉書面寧傳1295「寧　弓を引きて敵を射，統等と死戦す。寧　聲を属しく

　して鼓吹を問はしむらく，何を以て作さざらんと。壮氣毅然として，権尤も之を嘉と

　す」

陵跨　　『文選』巻四十七・心計湛・東方朔輩賛「世を跨ぎ時を凌ぎ，遠く躇んで曲り游ぶ」。

　鍾礫『面面』序「謝璽蓮……固より已に劉・郭を含細し，播・左を凌礫す」

群雄　　『後漢書』焚準傳：1125「光武皇帝　命を中興に受くるに及び，群雄i崩擾iし，腔旗野に

　齪る」

畷代　希世の意。謝酒壷・傷己賦（『上文類聚』三十四）「磐代の渥恵に丁り，謬巻を君子に

　遭ふ」。鍾燦『詩品』上品・張協「風流調達し，實に曝代の高手なり」

絶筆　「獲麟一句に絶筆する者は，感ずる所にして起る。固より終りを干す所以なり」（杜
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預『春秋纏傳集解』序）など，常見の語であるが，ここでは絶世の作品の意。文学では，

例えば『宋書』高冷蓮傳の論1778に「若し漏れ平子は艶吊し，文は情を以て攣じ，絶唱一

躍，久しく響きを嗣ぐ無し」という「絶唱」の例がある。

張墨・痴言

晶出氣候，極妙参神。但取精璽，遺其骨法。若拘以潜血，則未見精粋，若取之象外，方厭高

膜。可謂微妙也。

漏壷三論は，妙を極めて神に参ず。但だ温温を取るも，其の骨法を遺す。若し拘はるるに畠

物を以てせば，則ち未だ精梓を見ざるも，若し之を象外に取れば，方めて高膜に厭く。微妙

と謂ふべぎなり。

風采気格は神妙を極めつくしている。ただ精妙な気韻はあるが，骨法にはいたらないところ

がある。もし物の形をとりこむ事にとらわれたならぽ，精妙回忌たるものはみえてこないが，

もし形象をこえたところに妙所をもとめるならぽ，それではじめてみちあふれるほどの豊潤

な妙がそこにみえてくるのである。これが見極め難い「微妙」というものである。

　　　取払象外・臨本無象字。今一臨本。
　　　　　　　　　　　　　　　　　つと風霜　『宋書』張暢傳1606「東南の秀，蚤に風範を樹つ」。『南詔書』庚果誌面615「呆之は

　風範和順，音吐を善くす」

三品風采などに同じく，その人の持つ気の様子，あらわれをさす。『三國志』呉書朱然傳

　1307「然　長は七尺に盈たず，氣候は分明，愚行は脩契，其の文面する所，惟だ軍器に施

　すのみにして，鯨は皆な質素」。訴訟『詩品』下品・謝荘「希逸の詩，氣候清雅なるも，

　王衰に逮ぽず」

極妙　　『荘子』外篇秋水「且つ夫れ知は極妙の言を論ずるを知らずして，自ら一時の利を適

　しむ者は，是れ塙井の議に非ずや」。『文選』巻十一・王民・魯璽光殿賦「奇を窮め妙を極

　め，棟宇ありて已來，未だ之れ有らざるなり」

参聯　『文選』巻三四・曹植・七啓「玄化神に参じ，鐘と契を合す」。庚肩吾嗜品』序

　「攣通して極まらず，日に用みて窮まること無し。聖人と功を同じくし，所申に参じて蛇び

　蓮る」

温品　精気霊気の意。「i濡文類聚』巻十四沈魚・齊武帝論議「血忌を五緯：に含み，貞明を三

　象に駕す」。また『易』繋僻上傳「精氣物と爲り，游魂攣を爲す」その孔疏に「精氣物と

　爲ると云ふ者は，陰陽精叢の氣，熱颪積聚し，萬物と爲るを謂ふなり」とあるのを参照。

艦物　言葉としては『中庸』に「鬼神の徳爲る，其れ盛んなるかな。之を覗れども見えず，

　之を聴けども聞こえず，・物に艦して遺すべからず」。以下の用例参照。『文選』巻十七・陸

　機・文賦「詩は情に縁りて綺靡たり，賦は物を膣して溜亮たり」李善注「詩は以て志を言

　ふ，故に縁情と日ふ。賦は以て事を陳ぬ，故に禮物と日ふ」。『文心離龍』物色篇「近代よ

　り以來，文は形似を貴び，情を風景の上に窺ひ，貌を草木の中に鑛め，吟詠の畿する所，

　志は惟れ深遠，物を艦して妙を屈し，功は密附に在り」。また序の賦彩の注に引く『文心

　離龍』詮賦篇参照。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に臨調　『漢書』刑法志1079「誇れ人は天地の額に宵，五常の性を懐き，聰明精梓，有生の最

　も蜜なる者なり」師古注「精は細なり。其の識性細密を言ふなり。粋は淳なり」。また

　『法言』問脾「天は神に天は明にして，四方を照知す。天は精に天は粋にして，萬物類を

　歯す」

高膜　土地が肥沃なことをさす。『漢語』孝成紀三「萬　人と遜り謹厚，然も内に貨財を殖

　し，多く田を買いて四百頃に至る。皆な漣清に潮灌され，極めて高膜上萱たり」。この部

　分，『高書』張禺傳3349は「膏膜上質」に作り，「高膜」は「膏膜」に通ず。『宋書』禮志

　一361「太常苛繧上疏して曰く……孔子既に没し，微言將に絶えんとし，是に於て丘明退

　きて聞く所を撰して之が傳を爲る。其の書禮を善くし，膏膜美僻多く，本を張り末を縫ぎ，

　以て他意を護明し，信に奇偉多く，學者之を好む」。『文面離隔』正緯：篇「事は面出に豊か

　に，欝は膏雨に富み，纒典に盆無きも，文章に助有り」。また詮賦篇「遽に繁華をして枝

　を損ひ，膏土をして骨を害せしめ，風信を貴ぶ無く，勧戒に盆莫し」。また「厭く」につ

　いては凸面「昭明太子哀朋文」（『南臨書』昭明太子傳170）「膏膜を騰飯し，肴核を含咀

　す」，鍾喋『詩品』上品・陸機「然れども其の榮華を咀謁し，膏澤を厭面する，文章の淵

　泉なり」が参考になる。

象外　『三國志』字書葡或傳注引『苛棄傳』319「蓋し理の微なる者，物象の塁ぐる所に非

　ざるなり。今象を立てて以て意を霊すと構するは，此れ象外に通ずる者に非ざるなり。

　辮を繋げて以て言を壷す，此れ繋表を言ふ者に非ざるなり。湿れ則ち象外の意，繋表の言，

　固より纏にして出でざるなり」（「通面面外」を『証書』は「通干意外」に作るが，『文選』

　巻十一・游天台山賦「最高象外之説，暢以無生二品」の条の上善注が引く『筍棄別面』の

　引く同文により改める）。この論は勿論『易』三無上東「書は言を蓋くさず，言は意を壼

　くさず」をふまえ，更に王弼『周忌略例』明象「然らば則ち象を漏るる者にして乃ち意を

　得る者なり……意を得るは象を忘るるに在り，象を得るは言を忘るるに在り。故に象を立

　てて以て意を壼くさぼ，象は司るべきなり」を意識する。用例としてはまた『肇論』浬葉

　無名論「既に浬葉と日ふに，復た何ぞ名を其の閲に容るぺけんや。斯れ乃ち微言の美を窮

　め，象外の談を臨む」。同じ発想に基づくものに，書では『法書要録』巻二梁武帝観訳出

　書法十二意「晶晶の奇，文の書せざる所」，文では『文心志龍』神出篇「思表の繊旨，文

　外の曲致に至りては，言の追はざる所にして，筆　固より止まるを知る」

微妙　　『老子』第十五章「古の善く士撮る者，微妙直通，深くして盛るべからず」。『潅南

　子』面面訓r詣れ宋の書・呉の冶は，刻刑鎮法するに，齪謡曲出し，其の微妙計ること，

　尭舜の聖も及ぶ能はず」

第二品　三人

顧駿之

神韻三千，不逮前賢，精微謹細，有過往哲。始攣古則今，賦彩製形，皆一新意，若包犠始更

卦膣，史籍始改書法。常結携層櫻，以爲書所。風雨炎懊之時，故不操筆。天和氣爽之日，方

乃染毫。登画品梯，妻子窄見。書蝉雀，駿出始也。宋大明中，天下莫敢競　。

神韻氣力は，前賢に及ばざるも，精微謹細なること，往哲に過ぐる有り。始めて古を攣じ今
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に則り，賦彩弓形に，皆な逆意を創ること，包犠の始めて卦腱を慰め，史纂の始めて書法を
　　　　　　　かつ
改むるが若し。常て層櫻を結繕し，以て壷所と爲す。風雨炎懊の時は，故より筆を操らず。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まみ天和氣爽の日にして，方めて乃ち染附す。櫻に登れば梯を去り，妻子も見ゆること牢なり。

蝉雀を蚕くは，駿之の始むるなり。宋の大明中，天下敢えて競ふ莫し。

気韻の神妙格子は前賢に及ばないが，形象の精緻詳細なことは往哲にまさるところがある。

はじめて古のかたちをかえ，今のやりかたにのっとり，色彩・造形に新味を創り出したこと，

伏義がはじめて卦を定め，史箔がはじめて書法をあらためたのにたとえられる。かつて層楼

をつくり，画所とし，風雨の日，炎暑の時には，もとより筆をとることはなく，天気が和順

爽快な日になってはじめて筆をとった。一一度楼に登れば梯子をとりさり，妻子さえほとんど

会うことはなかった。蝉雀を描くようになったのは下之にはじまる。宋の大明中（孝武帝

457－464），天下には敢えて競うものはなかった。

　卦・毛罪作封。今志下本。

　書・毛野作壷。芳野王本。

　常・王本甲嘗。

　懊・写本王本皆野奥。

神韻　『宋書』三E敬弘傳1731「……敬弘，神韻は沖簡，識宇標野」

氣力　もと『韓非子』五轟篇「上古は道徳を競ひ，中世は智謀を逐ひ，當今は氣力を孚ふ」

　の如く，「ちから」の意。がここでは「氣」にウエイトがかかる。『論衡』干死篇「人の能

　く言語する所以の者は，撃力有るを以てなり」。『文心離龍』通弊篇「凡そ詩賦書記，名辞

　相い因る，此れ有常の艦なり。文僻目力，通閉すれぽ則ち久し，此れ無方の籔なり」。ま

　た聲下篇「滋味は字句に流れ，士力は和韻に窮まる。異音唱い從ふ之を和と謂ひ，同聲相

　い鷹ずる之を韻と謂ふ」。気の力強さを説くのは『文選』巻四十二・曹　・與呉質書「公

　幹は逸氣有り，但だ未だ逡からざるのみ」

前賢　　『文選』巻四六・陸機・豪士賦序「則ち魏魏たる盛，仰いでは前賢に遡かに，洋洋た

　る風，術しては來籍に冠たり」

精微　　『禮記』中庸：「故に君子は徳性を尊びて問學に道り，廣大を致して精微を蓋し，高明

　を極めて中庸に道り，故きを温めて新しきを知り，敦厚にして以て禮を崇ぶ」

往哲　前置に同じ。『春秋左氏傳』成公八年「三代の丁丁，皆な敷百年半の緑を保つ。干れ

　豊に辟王無からんや。前哲に頼りて以て冤がるるなり」。往哲という表現は『文選』巻六

　十・任三子・齊寛陵文宣王行状「諒に以へらく，徽を二野に齊しくし，規を往哲に同じく

　す」

攣古　　『論語』述而篇「述べて作らず，信にして古を好む」。同篇「古を好みて敏にして之

　を求む」。宣公十五年公羊傳「上（宣公）古を攣じ常を易へ，是に鷹じて天災有り」。それ

　に対し単なる復古・倣古を批判するものに，『韓非子s五轟篇「是を以て聖人は脩古を期

　せず，常可に法らず，世の事を論じ，因りて之が備へを爲す……今　先王の政を以て，當

　世の民を治めんと欲するは，皆な株を守るの類なり」。また分別知を乗り越えようとする

　『荘子』は，古今についても次のような発言をする。『荘子』外物篇「故に曰く，至人は

　行を留めず。選れ古を尊びて今を卑しむは，學ぶ者の流なり」郭象注「古に尊ぶ下元く，



12

　今に卑しむ所沖し。而るに學ぶ者は古を尊びて今を卑しむは，其の原を失へり」。単寧を

　尊ぶのは，書では『南齊書』王僧慶傳597引「論書」「亡曾呼量軍の書は，白軍云ふ，弟の

　書，遂に吾を減ぜすと。古制を攣ずること，今唯だ右軍のみ。領軍は爾らず。今に至るま

　で猶お鍾・張に法る」（『法書要録』巻一の引く所とやや文意が異なる。しばらく『南齊

　書』に従う）。文学では『南齊書』文學傳論908「文章に在りては，彌いよ凡奮を患ひ，若

　し新攣無くんば，代著たる能はず」など。

新意　杜預「春秋左氏傳序」「然れども惟た史の書せざる所にして，即きて以て義と爲す者

　有り。此れ蓋し春秋の新意なり」。『文心離心』風骨篇「情攣に盲虻し，曲さに文星を昭ら

　かにして，然る後に能く新意を自盛し，奇誰を離叢す」。逆に「古意」については，鍾燥

　『三品』下品「張景雲は文燈に謝すと錐も，頗る古意有り」。絵画においては，陳の挑最

　『績叢品』序に「夫れ丹青の妙極，未だ易く言い壼くさず。質は古意に沿ふと錐も，而れ

　ども文は今情に攣ず」

包犠　『易』繋辮下傳「古聖，餌壷氏の天下に王たるや，仰いでは則ち象を天に観，傭して

　は則ち法を地に観，鳥獣の文と地の宜とを観，近くは諸を身に取り，遠くは諸を物に取る。

　是に於て始めて八卦を作り，以て紳明の徳に通じ，以て萬物の情を類す」

史籍　　『漢書』i達文志1719「史籍十五篇。周宣王の太史，大築十五篇を作る。建武の時六篇

　を亡なへり」。『説文新字』序「宣王の太史纂の大築十五篇を著すに及び，古文と或いは異

　なる」

結播　結構に同じ。『文選』巻二十六・謝眺・郡内高劇症坐愚察法曹「結構何ぞ這避，暖望

　は高深を極む」李善注「結構は結連構架して以て屋宇を成すを謂ふなり」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け炎懊　　『謝宣城詩集』巻三「出下館詩」「姿候始めて清和，涼雨炎懊を凝す」

操筆　梁簡文帝「與湘東王書」（『梁書』庚肩吾傳690引）「未だ聞かず，情性を吟詠して，反

　って内則の篇に擬し，筆を操りて，更に酒諾の作に纂すを」

天和氣爽　天・気については曹　「挽賦」（『藝文類聚』省八十八）「天は清和にして温潤，

　氣は悟淡にして安治」。和爽は『水纒注』巻三十九盧江水「其の山川は明浮，風澤は清暖，

　氣は爽にして節は和，土は沃たり民は逸たり」。天気の和書が，人の気も茸雲にするとい

　うことであろうか。『文心計龍』就職篇「魏の戦端に至り，氣は爽にして才は麗」

染毫庚肩吾『書品』上之下「仲將（章誕）妄りに毫を染めず，必ず張の筆にして左の紙を

　須ふ」

去梯表現としては『後漢書』劉表傳2423の「（劉埼）嘗て壊邪の人諸葛亮と自安の術を謀

　る。亮初め封へず。後乃ち共に高津に遡り，因て梯を去らしめ，亮に謂ひて曰く，今日

　上は天に至らず，下は地に至らず，言　子の口を出つれぽ吾が耳に入るに，以て言ふべき

　や未やと。亮曰く，君見ずや，申生内に在りて危うく，重耳外に居りて安らげきをと」を

　出典として，秘密の会談を示す言葉として後世用いられる。がここではそのような意はな

　く，『孫子』九地篇「偉いて之と期すれば，高きに登りて其の梯を去るが如くす」と見え，

　『孫子集注』に引く梅目遣に「進むべくして退くべからざるなり」と注があり，「不退転の

　決意」といったところか。ちなみに文字にこだわらず，単に「はしごをとりさる」という

　事柄については，舜についての有名な事件がある。『孟子』萬章上「萬章曰く，父母　舜
　　　　　　おさ　　　　　　はしご　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　さら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお
　をして魔を堅めしむ。階を摺て，暫早寒を焚く。井を凌はしむ。出づ。從ひて之を挨ふ」
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牢見　　『禮記』少年「見ゆること筆なれば，名を聞こえんと日ふ」

陸導

燈韻筆工，風采瓢然。一身一周，動筆皆奇。三世些少，所謂希見巻軸，故塁耳蝉。

膣韻は逡墨し，風采は瓢然たり。一貼一関，筆を動かせば皆な奇。世に傳はること蓋し少な

く，所謂筆軸を見ること図れなる，故に寳と濁すものなり。

気力は力強く舞い上がるようで，風采は愚筆としている。一点一画，筆を揮えば皆な奇特で

ある。世に伝わっている作品が少ないようで，いわゆる「その作品を見ることがまれである

という理由で宝とされる」ものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そし　　　　　しき
髄韻　　『回書』王坦之傳1968「謝安……伎樂を廉せず，坦之非りて苦りに之を諌む。安　坦

　之に書を遺る……坦之答へて曰く，君の雅旨を具さにするに，此れ下れ誠心の行，猫往の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは
　美なり。然れども恐らくは大雅中庸の謂ひに非ず。意者以爲く人の膣韻，猶お器の方圓の

　ごとし。塾生錯零すべからず，艦韻童に庭を易ふぺけん。各おの其の方に順ひ，以て其の

　業を妬むれぽ，則ち歳寒の功，必ず成る有らん」。あるいは「体気」が近い概念か。『文

　選』巻五千二・曹　・典令論文「孔融　膣氣は高妙，人に過ぐる者有り」

逡學　　「韻」が「挙がる」という表現は，『梁書』薫子顯傳512「詔にEヨく，仁威將軍呉興太

　守子顯，神韻峻畢し，掌中の佳器なり」。また『文男雛龍』風骨「相如は仙を賦し，氣は

　雲を凌ぐと卑し，蔚として辮宗と挙る，適ち其の風力逡けれぽなり」，『野心離龍』物色

　「味をして瓢瓢として輕く暴がらしめ，情をして曄曄として更に新たならしむ」など参照。

三彩　　『漢書』震光傳2933「初め幼主を輔け，政は己より出づ，天下其の風采を聴聞す」

瓢然　『史記』司馬相如傳3063「相如甑に大人の頒を奏するに，天子大いに観び，尻馬とし

　て雲を凌ぐの氣有り，天地の聞に學ぶの意に似たり」

黒占梯　江崎・空青賦（『藝文類聚』巻八十一）隈占梯手薄，罷れるが如く見はれるが如く，山

　水萬象，丹青四攣す」

傳世　『苛子』君道篇「職を守り業に循ひ，敢えて損盆せず，傳世すべく，而も侵奪せしむ

　べからざるは，是れ士大夫国師の材なり」

希見巻軸，故駅寳也　発想としては『禮記』禮器「此れ少なきを以て貴しと爲すなり」。ま

　た「宝と為す」は『潅南子』齊俗訓「貨を求むる者は得難きを孚ひて以て寳と即し，文を

　調ふる者は煩続に遽りて以て慧と爲す（第二句，『塁書治要』巻四十一引く所に糠る）」。

　この「希見の宝」という発想，単純に世にも珍しい名品としての宝という表現はあるが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたじ　（『三國志』回書鍾蘇傳嚢注引回略解丁寧回書396「狸けなくも三世の姿を以て，希世の寳

　を観るを得たり」）謝赫の評価は，ストレートに受け取れない。以下の文を参照。『禮記』

　聰義「子貢　孔子に問ひて曰く，敢て問ふ，君子　玉を貴びて碍を賎しむは何ぞや。玉の

　寡なくして砥の多きが爲かと。孔子曰く，硲の多きが爲の故に之を賎しみ，玉の寡なきが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　故に之を貴ぶに非ざるなり。夫れ昔者，君子は徳を玉に比せり……詩に云ふ，言れ君子を

　念ふ，温として其れ玉の如しと，故に君子は之を貴ぶなり」
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衰祷

比島陸島，最爲高逸。象人払妙，亜美前賢。玉出守師法，更無新意。然和壁微砧，宣既払城

之憤也。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ陸氏に比旧し，最も高逸爲り。人を象るの妙，美を前賢に亜ぐ。但だ師法を守らんと志し，

更に寸意無し。然れども和壁に微砧あるも，壼に十城の贋を財さん。

陸氏（陸晶晶）にならい，（弟子の中で）最も高逸であった。人物画の妙はといえぽそのす

ばらしさは彼以前の名画家につぐものであるが，しかし師法を守ることのみに心をくだき，

新奇な意趣を出すことはなかった。しかしながら，かの和壁も，少しぽかりきずがあるから

といって，どうして十二の価値をおとすことがあろうか。

比方　ならう。範をとること。『荘子』外篇田子方「日は東方より出でて西極に入る。島物

　比方せざる莫し」

高直　哺齊書』列傳三十五高言926「今十七子の若き者は，仕へて聞を求めず，退きて俗

　を識らず。身を幽玄に全うし，道を二心に服す，慮れ逸民の軌操たり。故に綴りて高田の

　篇を留る云爾」

象人　人にかたどること，またその人形をさす。ここでは肖像画を指す。『孟子』梁恵王上

　「回忌曰く，始めて桶を作る者は，其れ後無からんかと。其の人に象りて之を用みるが爲

　なり。之を如何ぞ其れ斯の民をして飢ゑて死せしめんや」

師法　表現は『引子』修身「師法を是とせずして好みて自用するは，之を囲うれば是れ猶お

　盲を以て色を高じ，聾を以て聲を辮ずるがごときにして，意匠を舎きては爲す無きなり」

　にっとに見える。この『荷子』は「師と法」の意味。のち「師の法」の意味で常用される。

　本文の師法は後者の意。次の用例参照。『漢書』儒林孟子喜傳3599「博士に鉄あり，衆人

　喜を薦む。上　喜は師法を忌むと聞き，遂に喜を用みず」

四壁　『韓非子』和氏篇「楚人和氏玉嘆を楚の山中より得，奉りて之を王に鰍ず。王玉人
　　　　　　み
　をして之を相しむ。玉人曰く，石なり。王　和を以て証と爲し，其の左足を則る……高話

　ち玉人をして其の僕を理めしむるに寳を得たり。遽に命じて曰く，和氏の壁と」

微砧　壬占は玉のきず。『詩』大雅・抑「白山の砧，尚ほ磨くべし」。所謂「玉に毅」は，『春

　秋左乱読』宣公十五年目諺に曰く，高下心に在りと。川澤汗を納れ，山凡失を高し，理鍮

　綴を直し，國君垢を含むは，天の道なり」。「玉に理あるも捨てぬ」という発想は，『准南
　　　　　　　　　　　　　　きず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まず
　子』氾論訓「夫れ夏后氏の瑛も考無きこと能はず。明月の珠も類無きこと能はず。然るに

　天下之を寳とする者は何ぞや。其の小悪も大美を妨ぐるに足らざればなり」。『盤鐵論』晃

　錯「夫れ興瑠の砒あるを以て其の襲を棄て，一人の罪を以て其の衆を兼ぬれば，則ち天下

　に美寳信士無きなり」

十城之慣　　『史記』廉頗藺相如傳2439「趙恵文王の時，楚和氏の壁を得たり。秦昭王之を聞

　き，人をして趙王に書を遺らしめ，願うらく十五城を以て請うらくは壁に易へんと……相

　如　秦王に趙に城を償ふに意無きを覗，乃ち前みて曰く，壁に蝦有り。請うらくは王に指

　示せんと……」。「十城」は陸探微の条，贋重の注参照。
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第三品　九人

挑丁度

二二逸，二二二上。二二三二，二二絶妙。同流藁爲，三二兼善。莫不俊抜，出人意表。二

挺生知，非學所及。二二微長短，往往失之。而二二之中，丁丁三三。豊直棟梁瀟丈，可丁丁

理二者哉。

書に逸方有り，巧攣鋒出す。二七神鬼，皆な能く絶妙たり。二三に流れを同じくし，雅二二

ね善くし，二二ならざるは莫く，人の意表に出づ。天挺生知，學びて及ぶ所に非ず。丁壮の

長短，往往之を失すと錐も，乱れども輿阜の中，與に匹と爲す乱し。量に直だ棟梁を粛支と

し，理瑠に二三すべき者ならんや。

その絵には高逸なところがあり，変化の妙がいたるところ鋒出し，怪物鬼神も皆絶妙なでき

である。真の「為」とともにめぐり，雅俗をともによくし，まこと俊秀抜群で，常人の考え

及ばないものである。天賦の上智の才をもち，それは習学しても到達できる境地ではない。

細かい点でしぼしぽいたらぬ所があるが，下賎な画工たちを見回したところ，匹敵するもの

はいない。どうして棟梁の如ぎ二才を，瀟交の如き小人とみなしたうえ，理詰の如き美玉に

あてることなどできようか。

　　　同流・毛本作二流。今從王本。

巧攣　三二「上都賦」（『藝文類聚』六十一）「其の後宮内庭，媛妾の館，衆偉の施す所，巧

　を極め攣を窮む」。『南史』二君丁丁441「四丁　文は一二に冠たりて，特に輕艶の才有り。

　新聲二二，人多く二二す」

鋒出　　『説苑』談叢「百方の事，萬攣鋒出す。或いは虚を持せんと欲し，或いは實を持せん

　と欲し，或いは浮游を好み，或いは誠必を好み，或いは行くこと三二たり，或いは爲すこ

　と瓢疾たり」

置旧　魑は他書に見えぬ文字だが，恐らくは神怪の類であろう。

絶妙　　『世説新語』二二「魏武嘗て曹上記の下を過り，楊脩從ふ。二二上に見題して黄雲幼

　婦外孫整臼の八字を作すを見る。二丁脩に曰く，解するや不や。……脩曰く，黄絹，色締

　なり。字に於て絶爲り。幼婦，少女なり。字に於て妙爲り。外孫，女子なり。字に於て好

　爲り。三二，辛を受くるなり。字に於て辮爲り。所謂絶妙好僻なり」

同流　　『孟子』二心上「夫れ君子の過ぐる所の者は化し，存する所の者は神とす。上下　天

　地と流れを同じうす」

三二　無為の為。天からうけた真なる性をそこなわないかたちでの「為」。『荘子』庚二二篇

　「道なる者は徳の欽なり。生なる者は徳の光なり。性なる者は生の質なり。性の動は之を

　爲と謂ふ。爲の儒は之を失と謂ふ」の郭象注に「性自ら動くを以て，故に爲と構するのみ。

　此れ乃ち眞爲にして高山に非ざるなり」と見える。

二二　典雅なる音楽と鄭の卑俗な音楽。『論語』二二公「二二を放ち，倭人を遠ざく，鄭聲

　は淫，倭人は凹し」，また陽貨「子曰く，紫の朱を奪うを悪むなり。鄭聲の雅樂を臨るを

　悪むなり」。「雅鄭」はそのまま「雅俗」の意で用いられる。曹植「當事君行」（『曹集詮

　評』巻五）「朱紫更こも相い色を奪ひ，雅鄭音聲を異にす」。『文心雛龍s定勢篇「若し雅
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　鄭にして篇を共にすれぽ，則ち総一の勢離る，是れ楚人矛を驚ぎて楯を轡め，爾つながら

　得て倶に讐り難きなり」

意表　　『陳書』衰憲傳312「憲　常に諸生を招引し，之と談論し，毎に新雪有りて，人の意

　表を出つれば，同輩威な嵯服せり」。常見の語であるが，また早い用例を知らない。或い

　は『奮中興書』（『北言書鉛』巻六十九）「晶晶　東海王越の病兵参軍と法り，智は人の表

　を出づ」に基づくか。

天挺　天賦の才が抜きんでていること。『後漢書』黄慶傳2037「光武は聖武二挺を以て，統

　を縫ぎ業を興す」

生知　　『論語』述而「子曰く，我は生まれながらにして堵を知る者に非ず，古を好み敏にし

　て之を求むる者なり」。また品第と関連して，『論語』季氏「孔子曰く，生まれながらにし

　て之を知る者は，上なり。學びて之を知る者は，次なり。冷しみて之を學ぶは，又た其の

　次なり。寄しみて學ばざるは，民にして斯れ下と爲す」。この「生知一所学」の対比は，

　後世芸術論を考える上での重要な基本構造の一つ。『二心離島』事類「文章は學に由るも，

　能は天資に在り。才は内より嚢し，學は外を以て成る」。曹　・典論論文「文は氣を以て

　主と温し，氣の清濁には農有り。力強して致すべからず」。言忌『詩品』序「天才に謝す

　と錐も，且らく學問を表すは，亦た一理ならんや」。絵画理論史上有名なのは郭若虚の所

　論。『圖書見聞誌』論氣韻非師「六法の精論，萬古移らず。然れども骨法用筆以下の五者

　は學ぶべきも，其の氣韻の如きは，必ず生知に在り，固より心密を以て得べからず，復た

　歳月を以て到るべからず，黙契沸會，然るを知らずして然るなり」

非三所及　　『文選』巻五十三・温品・養生論「特に混晶を受け，之を自然に稟くるに似たり，

　論旨の能く致す所に非ざるなり」。庚肩吾『書品』上之上「疑うらくは神化の爲す所にし

　て，人世の學ぶ所に非ず」（ただし，「天然一工夫」という図式を明確に打ち出す庚肩吾で

　あるが，ここでの「非所学」は，「天然」に対する「学」，という意識は薄い。）

繊微　　『漠書』張安世傳2652「夫人自ら紡績し，淫乱七百人，皆な手技もて事を作せる有り。

　内に産業を治め，累積は証言なるも，是を以て能く其の貨を殖やし，大旨三光より富め

　り」

長短　　『史記』魏其武安二藍2851「上　内史を怒りて曰く，公　平生話しぼ魏其・武安の長

　短を言ふ」

輿阜輿は二人，阜は阜隷。ともに身分の下賎なるものを言う。『二三』寛陵王劉心高

　2029「加えて以て宇を螢み館を制して，天心を僧擬し，石を引きて材を幸しては，興慶を

　專擾し，騙りて士族に迫り，役は輿阜に同じく，木上の姿を琿くし，呑井の勢を忌む」

棟梁　『荘子』人聞世「仰いで其の細枝を見れば，則ち拳曲して以て棟梁と回すべからず」。

　ここでは息女と対照させて，国の根幹を為すが如き人物を指す。『後漢書』陳球傳

　1834「（劉）二日，公は國の棟梁爲り」

瀟女棟梁に対して，小人を指す。『楚辮』論詰「何ぞ昔日の芳草，今は直だ此の瀟3ζと爲

　れる」王注「以て往日の明智の士，今は露な伴愚なるを言ふ」。『後漢書』張六諭引思玄賦

　1916「俗は遷虚して事は化し，規矩の圓方を混ぼす。薫支を重笥に珍とすれぽ，慧正を香

　しからずと謂ふ」李賢注「薫交，小人を任ずるを喩ふ。慧正を謂ひて不香と爲すは，賢人
　　す
　を奔つるに喩ふ」（『文選』巻十五又所収）
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塘控　つぎあてて，ともに論ずる。『文選』巻四十・任彦昇・到大司馬記室穫「府朝初めて

　建つるに，俊賢酋を麹げ，惟れ此れ魚目，理播に唐突す」。『世読新語』輕誠「二元規　周

　伯仁に語る，諸人皆な君を以て樂に方ぶ。周曰く，何の樂か。樂毅を謂へるか。庚曰く，

　爾らず。丁令のみ。周曰く，何ぞ乃ち無盤を刻書して，以て三子に唐突せんや」

二三　　『春秋左回傳』定公五年「六月，季平子　東野に行く。還るも未だ至らず，丙申，房

　に卒す。陽三二に瑛塔を以て敏せんとす」杜二二「瑛播，美玉なり。君の侃ぶる所」。ま

　た徳ある君子にたとえられる。『文選』巻二十四・曹植・贈乙鳥「良田に三歳無く，膏澤

　に豊年多し。亮に填播の美を懐けば，積むこと久しくして徳愈いよ宣ぶ」

二二之　　（五代晋二二三無二人，字二二，小字虎頭）

格膿精微，筆無妄下。二二不逮意，聲門門實。

格膣は精微，筆は妄りに下す無し。但だ跡は意に逮ぽず，聲は其の實に過ぐ。

気格体韻は精微で，筆をみだりに下すことはなかった。しかしながら，描かんとした意が作

品に表わされきれておらず，名声がその実を越えてしまった者である。

　　　二二・二本作二二。今二王本。

筆無二下　王曾度「論書」（『法書要録』巻一）「二階は流紋艦素に非ざれぽ，妄りに筆を下

　さず」。また丁丁之の條，染工の注参照。ここもまた，精神状態，環境が整わねぽ，制作

　にとりかからないという意。「無二」は易卦の一つでもある。

跡不雪意　　「不逮意」という表現は『文選』三十七・陸機・二二序の目亙に意は物に構はず，

　文は意に逮ぽざるを患ふ」を意識していよう。「跡不逮意」という思考は勿論『易』繋辮

　上傳「書は言を蓋くさず，言は意を壼くさず」に基づく。六朝期にこれが問題となったこ

　と，例えば歌三三「言三蓋意論」（『藝文類聚』二十九）にうかがわれる。

聲過其實　『史記』丁丁丁丁三太史公賛2642「將軍　邊を守るに及び，賓客を招致して士に

　下り，名三三に過ぐ」

毛恵三

塁艦周購，無二弗該。出入三二，縦横三筆，認証韻雅，超遭絶倫。其揮竃必也極妙。至於定

質塊然，未丁丁善。神鬼門馬，泥滞於農，頗有拙也。

壼膣は周謄，旧くとして該ねざるは無し。出λして奇を窮め，縦横に筆を逸し，力は逡く韻

は雅なること，超遭絶倫す。其の二二必ずや妙を極む。定言塊然たるに至りては，未だ其の

善を墨くさず。神山及び馬は，髄に泥記し，頗る拙有り。

その三体はすべてにあまねくゆきわたり，兼ねぬ所とてない。形象が画面上で現われたり消

えたり，まことに奇巧を極めており，何物にもとらわれぬ筆跡を自在にあやつり，骨力は二

三，気韻は典雅なること，常人を超え，並ぶものとてない。彼が筆を軽やかにふるうや必ず

妙絶を極める。しかし，物に本来備わった性質を描き分けることや，動きのない器物に関し
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ては，いたらぬ所がある。鬼神や馬については，形にこだわってしまって，ややうまくない

ところがある。

　　　塊然・藍本作型然。今摺装本。

　　　於艦・毛本作於射。今從王本。

周遊　豊富にそなわること。『三國志』蜀書張鰻傳1053「途に堅鐵を獲，器用周贈たり」

出入　　『荘子』庚桑楚篇「生ずる有り，死する有り。出つる有り，入る有り。入出して其の

　形を見ず，是れ天門と謂ふ」

縦横　　『陶星明集』巻二怨詩楚調網石主簿鄭年中「風雨　縦横に至り，牧敏　塵に盈たず」。

　文学では『文選』巻二十三・劉槙・贈五官中郎將四首・其四「詩を賦して篇章を蓮ね，夜

　を極めて蹄るを知らず，君侯壮思多く，文雅縦横に飛ぶ」。また摯虞「文章流別論」（『北

　堂書墨跡百引）「圖識の屡は，正文の製に非ずと錐も，然れども其の縦横にして義有り，

　反覆して章を成すに取る」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な超遽　『早書』武帝紀96「天来筆画，筆を下せば章を成し，千賦百詩，直零して便ち穿る。

　皆な文質彬彬，今古を超逼す」

絶倫　『漢書』揚雄傳3583「唯だ劉敵及び萢逡のみ敬し，介護以て絶倫と面す」師自注「比

　類無きなり」。また王義之「自論書」（『法書要録』巻一）「吾れ心を蓋くして精作し，亦た

　久しく諸の奮書を尋ぬるに，惟だ平張のみ故より絶倫爲り。其の餓は是れ小肉垂りて，意

　在るに足らず」

揮覆　動きの速く軽やかなさま。『文選』巻十一・孫緯・遊天台山賦「王喬は鶴を控へて以

　て天に沖し，膿腫は錫を飛ばして以て虚を騙む，神攣の揮窪を翻せ，忽として有より出で

　て無に入る」

必也　「唐皮」は論語にしぼしばみえる言い回し。『論語』述而「子，三軍を行はぽ，則ち

　誰か與にせん。子曰く，暴虎凝塊，死して悔い無き者は，吾與にせず。必ずや事に臨みて

　遡れ，謀を好みて成る者なり」

定質　不変の性質。『南史』王曾基根601r嘗て飛白書を爲して尚書省の壁に題して曰く，圓

　きは行き，方なるは止まる，物の定質たり」

塊然　ひとりのさま。つちくれが動かずじっとしていること。動きのない器物を指す。『荘

　子』鷹帝王篇「離面して朴に復し，塊然として濁り其の形を以て立つ」

未壷其善　　『論語』八倫「子　詔を謂ふ，美を蓋せり，又た善を赦せりと。武を謂ふ，美を

　壷せるも，未だ善を審さずと」

泥滞　こだわりとらわれること。『後漢書』左・周・黄回章論2042「黄慶・胡廣・透影・崔

　瑳の徒，奮方に泥滞し，互いに幽い誰駁す」

夏謄

図鑑力不足，而精彩有丈。檀広遠代，事非虚美。

氣力足らずと錐も，隠れども精彩に鯨り有り。名を遠代に檀ままにするは，事　虚美に非ず。

気力には十分でないところがあるが，精妙な賦彩にはあまりあるものがある。遠き時代にい
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たるまで名声をはせているのはいたずらな美名ではない。

不足・有鯨　　『老子』七十七章「天の道は鯨り有るを損じて足らざるを補ふ。人の道は則ち

　然らず，足らざるを損じて以て鯨り有るを奉ず」がとりあえず意識される。この表現はし

　ぼしば評論中に見えるところ。摯虞・文章流別論（『藝文類聚』巻五十七）「量に義足らず

　して辮鯨り有る者と謂はざらんや」。『文心慮龍』封暉篇「事は藪にして理は學げられ，華

　は足らざるも實は穿り有り」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むか精彩　　『文選』巻十九・宋玉・神女賦「逝くに似て未だ行かず，中ば相い首ふが若く，目略

　して微かに詠み，精彩幽い臨く」出面注「精神光彩無い授爵するなり」。こころばえのあ

　らわれをさす。r碑彩」に同じ。『誉書』王戎傳1231「戎幼くして穎悟，神彩秀徹たり」

氏名　庚肩吾『書品』上之下「崔子玉は名を北中に撹ままにするも，跡は南度に牢なり」

遠出　曹植・相論（『藝文類聚』巻七十五）「此の若きの状は，蓋し遠代に求むるものにして，

　一世の異に非ざるなり」

虚美　『漢書』路温飾傳2369「故に盛服の先生は世に用ゐられず，忠良の切言は皆な胸に欝

　とし，巻訣の聲は日び耳に満ち，虚美心に黒じ，實禍鼻塞す」

戴達

意韻晶出，風趣巧抜。善圖賢聖，百工所範。苛衛已後，實爲領袖。及乎子顯，能纒其美。

情韻は連綿とし，風趣は巧抜せり。賢聖を圖くを善くし，百工の範とする所なり。荷衛已後，

實に領袖爲り。子の顎に及ぶも，能く其の美を曲げり。

情韻は連綿として途切れることなく，風趣は巧妙秀抜。賢聖を画くのを得意とし，他の画工

の規範となった。荷鰯・衛協以後は，まさに彼が主導的立場にあった。子の顯も，戴逡のす

ばらしさを受け継ぐことができている。

情韻　　『文心出面』詮賦篇「景純の綺巧，縛理蝕り有り，彦伯の梗概，情韻語しからず」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めぐ蓮綿　『文選』巻二十六・謝憲蓮・過鼻血駆詩「巌は尊くして嶺は稠豊たり，洲は繁りて渚

　は連縣たり」

風趣　　『魚心離龍』髄認識「故に欝理の庸儒，能く其の才を翻す莫く，風趣の剛柔，寧ぞ或

　いは其の氣を改めん」

百工　『論語』子張「子夏曰く，百工は薙に居りて以て其の事を成す。君子は學びて以て其

　の道を致す」。『墨子』節用中「凡そ天下の群百工，輪車・積鞄・陶・冶・梓匠，各おの其

　の能くする所に從事せしむ」

領袖　　『晋書』魏寄傳1186「文帝………曰く，魏鎌は堂堂，人の領袖なり」

江信寳

斜酌震陸，親二朱藍。用筆骨梗，甚有師法。旧人之外，非其所長也。
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衰陸を謬即し，親しく朱藍に漸まる。用筆骨梗，甚だ師法有り。人を像るの外，其の長ずる

所に非ざるなり。

裳稽陸綾を掛酌して学び，その感化を受けた。用筆は骨法をそなえ力強く，衰陸の師法をよ

く受け継いでいる。人物画以外はそのよくするところではない。

　衰陸・毛感作遠回。今案二本王本共感褒陸。

斜酌　『筍子』富國篇「故に明主は必ず謹しんで其の和を養ひ，其の流を節し，其の源を開

　き，時に醤与す」

漸将士　漸は染まること。『葡子』大略篇「君子の漸まる所，愼まざるぺけんや」。朱藍に染

　まるのは，例えば『論衡』本性篇「詩に曰く，彼の妹の子，何を以て之に與へんと。其の

　傳に曰く，讐ふれぽ猶お練綜のごとく，之を藍に染むれば則ち青く，之を朱に染むれぽ則

　ち赤しと。逃れ水を決して之を東西ならしむるは，猶お練を染めて之をして青赤ならしむ

　るがごときなり」。また朱藍は純色の意で用いられる。『文心雛龍』情采篇「正采は朱藍に
　　　　　　　　　　ひそ
　耀き，砂色は紅紫に屏む」。また『南齊書』文學傳論908「顔謝蚊び起こり，乃ち各おの奇

　を檀ままにし，休心後出し，威な亦た世に標さる，朱墨共に愉しく，相い組卸せず」

骨梗　骨鰻に同じ。『史記』陳丞相世家2055「彼の項王の骨鰻の臣は，亜父・鍾離昧・龍且

　・周殼の厩，直人に過ぎざるのみ」。『虚心離龍』風骨篇「蔚たり彼の風力，嚴たり此の骨

　鰻」

音感

髄法雅媚，製置才巧。檀美當年，有聲京洛。

禮法は雅媚，製置は才巧。美を當年に檀ままにし，京洛に聲有り。

画体は典雅秀媚で，形象布置もよくできている。当時の美名をほしいままにし，洛陽で名声

があった。

才巧　曹植「長騒動副審」（『北画書鉛』巻向引）「妙なるかな平生，才巧神の若く，辮賦の

　作，華なること望春の若し」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ檀美　　『文選』巻四・張衡・南都賦「帝王其の美を檀ままにするを減しとし，南音を詠じて

　以て顧翻す」。また虞藩「重書表」「蕨の後，応能聞出し，漢魏に泊び，鍾張美を檀ままに

　し，血止二王，英を稻さる」。鍾繰『詩品』中品・飽照「四家を総べて美を擾ままにし，

　雨代を跨ぎて孤出す」

京洛　洛陽を指す。『文選』巻一・班固・東都賦「子は徒らに秦阿房の天に造るに習ひ，京

　洛の制あるを知らず」

張則

意思横逸，動筆新奇。師心猫見，鄙於綜採。攣巧不端，若環之無端。景多鰯目。謝題徐落云，

此二人後，不得預焉。
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意思は横面，動筆は新奇。雄心吊忍，順応を心しむ。翁面溶きざること，環の端無きが若し。

〈景多燭目。謝題徐落云，此二人後，不得預焉。〉

容態意思は縦横秀逸，用筆は新奇である。自己の考えのみに従い，先人の法をとりあつめた

りするのを嫌った。巧妙に景物が画面で変化をみせてつきることがないこと，環の端無きが

如くである。……

意思　　『三國志』呉書陸遜傳1344「（呂）蒙封へて曰く，陸遜　意思は深長，才は重きを負

　うに堪へ，其の規慮を観るに，終に大いに任ずべし」

横逸　　『文選』巻十八・播岳・笙賦「新聲　曲を攣．じ，奇韻は横逸す」

新奇　『文心虚血』艦性心「若し其の騙馬を総ぶれぽ，則ち数は八禮に窮まる。一に曰く典

　雅，二に曰く遠奥，三に曰く精白，四に曰く顯附，五に曰く繁縛，六に曰く壮麗，七に日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しりぞ　く新奇，八にEiく輕靡。……新奇なる者は，古を画けて今を競ひ，危幽して論に趣く者な

　り」

師心　我が天成の真なる心にしたがうこと。『荘子』齊物論「夫れ其の成心に随ひて之を師

　とすれぽ，誰か濁り且た無からんや」。『荘子』では，「定心」を現代語の独断の意で用い

　ることもあるが（人聞世篇），ここでは前者の意。

猫見　　『呂氏春秋』画一「故に渦は福の漏る所，幅は稲の伏する所なり。聖人の猫り見る所

　にして，衆人焉ぞ其の極を知らん」。『読苑』雑言「聖人の深念，猫知振込なり」。「せまい

　見解」の意ではない。「師訴訟見」はそのまま『文心臥龍』論説篇にもみえる。「……輔嗣

　の爾例，平面の口論（など）は，遊びに師心猫見，鋒穎は精密にして，蓋し人倫の英な

　り」

綜採　　『面心離龍』事類篇「心心の百官箴に及びては，頗る詩書に酌み，劉歌の途初賦は，

　紀傳を歴叙し，漸漸と前記せり」

攣巧　挑曇度の条，巧攣の注参照。

如環　　『筍子』王制「類を以て雑を行ひ，一を以て萬を行ふ。始まれば則ち終り，終れば則

　ち始まること，環の端無きが若きなり。出れを舎けぽ，天下以て衰ふ」

軒並　以下，錯簡等があろう。あえて訳さず，原文のみをとどめる。

陸果

音画不凡，跨遭流俗。時有合作，往往出人。黙叢直証，動流血服。虫魚後者，殆不盈握。桂

枝一芳，足緻本性。流液之素，難致其功。

膣致心ならず，流俗を跨遭す。時に合作有り，往往出人す。鮎叢の聞，片流恢服す。後に傳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うかが
はる者，殆ど盈握ならず。桂枝の一芳，本性を憶ふに足るも，流液の素は，其の功を敷し難

し。

体面は凡庸でなく，流俗を超越し，会心の作ができてしぼしぼ群を抜くものがあった。一点

一画の問に（気韻が）流動しまためぐっている。後世に伝わるものはひとつかみもないほど
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である。しかし桂枝はそのほんの少しの香りでも，そのかぐわしい本性を想見するに足るも

のであるが，（実際に実がなけれぽ）甘美な果汁をたくわえる素質があっても，其の才能を

発揮しがたいものである。

不凡　『後漠書』度尚傳李賢注所引謝承後漢書1284r門下書左朱篤を擢んで，恒に之を嘆述

　し，以爲く不凡の操有りと」

流俗　　『孟子』審心下「流俗に同じうし，汗世に合し，之に居ること忠信に似て，之を行ふ

　こと廉潔に似たり……孔子曰く，似て非なる者を悪む」

合作　ここでは会心の作の意。『法書要録』巻四引張懐灌・二王等書録「献之嘗て簡文帝に

　十紙を與へ，最後に題して云ふ，下官の此の書は甚だ合作たり，願はくは聯か之を存せ

　ん」

出人　人よりぬきんでること。「世説新語』賞轡r諺に曰く，揚州に半歩せる王威度，後來

　して出人せる郡嘉賓」

黒占垂　　『顔氏家訓』面談篇「鄭玄の注書，往往（説文解字を）引きて以て護と戯すに，若し

　其の説を信ぜざれば，則ち冥冥として一鮎一書何の意有るかを知らず」。王義之「自論書」

　（『法書要録』巻一）「頃ごろ得たる書は，意轄た深く，黒占蜜の聞，皆な意有り」

恢服　恢復に同じ。『文選』巻一班固東都賦「唐統を過ぎ，漢緒を接ぎ，群生を茂育し，彊

　宇を恢復す」

不盈握　ひとにぎりにみたぬこと。『禮記』内部「雛の尾の握に盈たざるは食はず」

桂枝一芳　あまたあるよきもののうちのほんのひとつ。『晋書』谷区読傳1443「臣　賢良封策

　に暴げられ，天下第一と漁るも，猶お桂林の一枝，毘山の片品のごときのみ」

本性　　『鼠子』性悪篇「然らば則ち禮儀積儒なる者，量に人の本性ならんや」

流血之素　流液は，くだものの果汁などが豊富なこと。『藝文類聚』巻五七傅毅・面谷「乃

　ち夫の進夫能州の黎，油尺に出で，下に正論を生じ，上は桂林に託し，甘露其の葉を潤し，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やぶ　醗心頭の根を属す。脆きこと歯に抗らはず，口に在りて液を流し，之を握れば握け沮る」。

　『藝文類聚』巻八七要証・都蕪賦「清滋は比比より津おい，流速は朱橘より豊かなり」。素

　は素性。本性をさす。

敷功　作品を上呈すること。『呂氏春秋』十二紀・孟冬「是の月や，漁師　功を関し，祭器

　を陳ね，度程を按ず」。『禮記』月令引く同文鄭注「功を敷すとは，百工作るところの器物

　を録寂するなり」

第四品　五人

畑道慰　章纏伯

蚊善寺壁，兼長槍扇。人馬分数，毫麓不失。別艦之妙，又爲入示申。

蛇びに寺壁を善くし，兼ねて書扇に長ず。人馬の分数，毫麓失はず。別艦の妙，又たfii申に入

ると卜す。

二人とも寺壁に画くのを得意とし，また烏扇もよくした。人や馬の法度は，僅かも失うこと
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はなかった。別のスタイルについても，やはりまた神妙な域に達していると思われる。

分数　　『漢書』律歴志975「蓋し聞く，古者黄帝　合して不死，畿敷を名察し，清濁を定め，

　五部を起こし，解物の分数を建つ」

毫麓　　『禮記』纒解「易に曰く，君子は始めを愼む。差は毫麓の若きも，　まつに千里を以

　てすとは，此の謂ひなり」

別髄　　『文心離龍』議封篇「筆下……射策……二名殊なると錐も，郭ち議の別艦なり」。ま

　た，「独自のスタイル」という積極的な評価の語でもある。鍾燦『詩品』上品・王棄「曹

　劉の聞に在りて，別に一瞥を構ふ」。『南史』野土非学1010「兼ねて草隷を善くし，自ら以

　へらく書は父に似たると，乃ち攣じて別腱を爲す」

入神　『易』繋下下傳「精義入神，以て用を致すなり。利用安身，以て徳を崇ぶなり」。察

　畠「築書勢」（『単文類聚』巻七十四）「艦に六下有り，巧妙入神，或いは亀文に象り，或

　いは龍鱗に比す」。また沈約「棊品序」（『今文類聚』巻七十四）「静なれぽ則ち道に合し，

　動なれば必ず攣に適ふ。夫の入紳妙極の簸・纏式誓文の徳の如きは，故より和樂と妙を等

　しくし，上藝と工を等しくすべし」

顧寳光

学法陸家，事事宗稟。方三角蕎，脚下小巫。

全く陸家に法り，事事守勢す。之を衰年に方ぶれぽ，小早と謂ふべし。

まったく陸早早にならい，すべてにわたって直系として受け継いだ。だが（同じく陸探微を

師とする）蓑構と比べてみると，明らかに劣る“小巫”にすぎない。

　　　寳光・王本作寳先。

　　　事事・毛本作事之。今牛王本。

全法　何も知らず考えず法につき従うという意の出典を持つ。『韓非子』六反「険に赴きて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　誠に殉ずるは，死節の民なるを，世は之を少くとして，失計の民と日ふ。寡聞にして令に

　從ふは，全法の異なるを，世は之を少くとして，撲晒の民と日ふなり」。あるいは意識す

　る所かも知れない。

小巫　明らかに劣ること。「荘子』（逸文。『藝文類聚』巻八二引）「小巫　大巫に見えて，茅

　を抜きて奔つ，此れ其の終身如かざる所以なり」。『三國志』豊門張紘傳引呉下1246「（陳）

　琳答へて曰く，……今景興（砲弾）此に在り，足下と子布（半解）と彼に在り。所謂

　「三滝　大町に見えて神氣暫くせる」なり」

王微　当道碩（五代当時）

蛇師葡衛，各町回能。然王得其細。史傳其眞。細而論之，景玄爲劣。

蛇びに葡衛を師とし，各髄善く能くす。然れども王は其の細を得，史は其の眞を傳ふ。細さ

に之を論ずれば，今旦劣れりと爲す。
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ともに苞錫・衛協を師とし，各々の作風をよくした。しかし王微はその細密なる妙を獲得し，

三道碩は形似の妙を伝えている。詳細に論じるならぽ，王微の方が劣る。

　　　其貫・謡本作似眞。試演王宮。

第五品　三人

劉項

用意綿密，書艦繊細。而筆跡困弱，形製軍省。其於所長，婦人畑鼠。但繊細過度，翻更失糞。

然観察詳審，甚得姿態。

用意は綿密，叢膣は繊細。而れども筆跡は困弱，病冠は軍省たり。其の長ずる所に於ては，

婦人最点り，但だ繊細度を過ぎ，翻って更に眞を失ふ。然れども観察は詳審，甚だ姿態を得

たり。

綿密に構想を練り，繊細ということをそのスタイルの特色とするが，その筆跡は弱々しく，

その構図も粗略なものである。婦人の画を最も得意とする。が，あまりに細かく画く事のみ

にとらわれていて，かえってよけいに真の姿を失ってしまっている。とはいうものの，物象

の観察がゆきとどいているのはたしかで，姿態をうまく画き出せている。

　　　繊細・謡本作簡細，陸本作筒細。今從王本。

　　　姿態・王本懐乙丸。

綿密　庚面出『色品』中之中「魏帝は筆墨無論，呉主は面訴綿密」。また『高書』眺僧幽幽

　840「梁の武帝，歎じて曰く，卿の用意綿密なること，乃ち此に至る」

筆跡　晶晶「玉山來能書人名」（『法書要録』巻一）「河東の衛観……草髄微や痩なれども，

　筆跡精熟」

形製　形制に同じ。『史記』邸小鼠質列島2694「願はくは足下急ぎ復た兵を進め，榮陽を牧

　訳し，敷倉の粟に檬り，成皐の瞼を塞ぎ，大行の道を杜ぎ，輩狐の口に距ぎ，白馬の津を

　守り，以て諸侯に敷細形制の勢いを示さぼ，則ち天下録する所を知らん」。つまり序文の

　「纏管」に通じ，ここでは構図をさす。

過度　　『春秋左氏傳』嚢公十四年「天　民を生じて之が君を立て，之を司牧せしめ，性を失

　はしむる勿く，君有りて之が威を爲し，之を師保せしめ，度を過ぎしむる勿し」

失血　失血は『史記i十二諸侯年表509「魯君子掃海明，弟子人人端を異にして，各おの其

　の意に安んじ，其の翼を失はんことを催る。故に孔子の史記に因り，具さに其の語を論じ，

　臨画春秋を成す」。細かい点にとらわれて失敗するという発想は『呂氏春秋』庭方篇「今

　夫れ射る者は毫を儀みて揺を失ひ，篭く者は髪を蕾みて貌を易ふ」に基づく。また文学で

　は音律にとらわれて失敗する例，鍾繰『詩品』序「故に文をして拘忌多く，其の翼美を傷

　はしむ」，また部分にとらわれて全体に於いて失敗するという考え，『文心離龍』附會篇

　「偏善の巧を棄てて，具美の績を學ぶ，此れ命篇の経略なり」などが似た発想にでる。

観察　『論語』爲政篇「其の以るる所を覗，其の由る所を観，其の安んずる所を察すれば，
　　　　　かく
　人焉んぞ度さんや，人焉んぞ度さんや」。『易』繋贈上品「仰いで以て天文を観，傭して以

　て地理を察す」。「観察」と熟したものとしては『周禮』地官司諫「其の行ひを正し，之に
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　　　すす
道藝を強め，巡間して之を観察す」

奮明野　　（門門。元三長子。師王属）

野洲門形色，頗得騨氣。筆跡超越，又有奇観。

形色に略たりと難も，頗る神門を得たり。筆跡は超越，又た奇観有り。

形象色彩に関しては粗略であるが，やや神気を得ている。筆跡は超然としており，やはり観

るものに秀奇さを感じさせる。

形色　　『荘子s天道「故に覗て見るべき者は，形と色となり。聴きて聞くべき者は，名と聲

　となり。悲しい夫，世人は形色名聲を以て，以て彼の情を得るに足ると爲す。夫れ形色名

　聲は果たして以て彼の情を得るに足らず」。『孟子』蓋心上「孟子曰く，形色は天性なり。

　惟だ聖人にして然る後に以て形を践むべし」

神階　　『二階』孔子聞居「地は神氣を載せ，碑氣は風莚なり。風錘形を流き，庶物露生す。

　教へに非ざるは無きなり」。ここでの，「形色一神気」の対照は，「気韻」とも関わる重要

　な点である。神気はこの『禮記』の如く，世界に満ちる神妙なる気を指すとともに，また

　『潅南子』淑眞訓「古の人，混冥の中に庭り，神氣外に貸せざる有り」，つまり人間の精

　神的活動を指す。『文選』巻五十三・奮康・養生論「外物は心を累するを以て存せず，神

　氣は醇白を以て猫り著＝らかなり」。「形一神」の対照は常見。「史記』太史公自序3292「六

　家の要指を論じて曰く……凡そ人の生くる所の者は神なり。託する所の者は形なり。紳大

　いに用みれぽ則ち旧き，形大いに勢すれぽ倣る。形神離るれば則ち死す」。一般に我々の

　ことぽで「からだ」と「こころ」があたろう。ただし，謝赫がここで「形色一神気」と言

　うのは，単にこの「形一神」の対応のみを考えているのではなかろう。「形」に対して

　「気」を考えるならぽ，『准南子』原道訓「搾れ形なる者は，生の舎なり。氣なる者は，

　生の充なり。神なる者は，生の制なり。一位を失はぽ，則ち三者傷る」。また劉禎「庭

　子國文甫碑」（『藝文類聚』巻三十七）「憂寸寸血，其の哀に勝へず，形勢え氣歩き，建安

　十七年四月を以て卒す」。文学では例えば『文心離龍』風骨篇「故に僻の骨を待つは，艦

　の骸を樹つるが如く，情の風を含むは，猶お形の氣を包むがごとし」。『文台離龍』には

　「氣を爲し貌を圖す」（物色篇）の如く，ぶっつけに「気」を画くという表現もある。ま

　た『回書』謝霞運傳論1778「相如は巧みに形似の言を爲し，班固は情理の説に長ず。子建

　・仲宣は氣質を以て艦と爲し，遊びに能を標し美を檀ままにし，濁り引時に映＠」に，そ

　れぞれの特徴として「形似・情理・気質」を挙げているのを参照。

超越　　『文選』巻三十五・張協・七命「天騨の駿，逸態は超越す」

劉紹組

善野竹爲，門門其思。至於雀鼠，筆　歴落，往往出群。時人爲之語，號日移豊。然述而不作，

非豊所先。
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　　　　　　　　　　　　な傳爲を善くするも，其の思に出れず。八一に至りては，筆　歴落，往往群より出づ。時人之

が語を爲し，號して届書と日ふ。然れども述べて作らざるは，邊の先とする所に非ず。

鬼面模写を得意としたが，翁忌に習熟していなかった。山鼠に関しては豪放嘉落で，まま群

を抜くできだった。当時の人々はかれの絵画にあだなして「移画」と呼んだ。しかしながら

「祖述するのみで創作をしない」ということは，絵画の先務ではない。

傳爲　序の傳臨模爲の注参照。

歴落　　『世説新語』容止「周面仁道ふ，桓茂倫は嵌崎歴落，笑ふべきの人なり」

治山　「移」は六法の「傳移」。ここは「品書」（回し文）のもじりか。『漢書』劉二藍

　1967「歌　因りて書を太常博士に移し，之を責諭して曰く」

述而不作　　『論語』述而篇「述べて作らず，信にして古を好む」

所先　まず最初に行うべき肝要なこと。『論語』子路「子路曰く，衛の君，子を待ちて政を

　爲さぼ，子將に己れをか先にぜん。子田く，必ずや名を正さんか」。『文選』巻三十八・橿

　温・薦諜元彦表「夫れ徳を施らかに賢を禮するは，山道の先とする所なり」

第六品二人

宗法

柄明於六法，迄無適温。而二二命素，必有損盆。跡非訟的，意足師放。

柄は六法に明らかなるも，迄に適善無し。乱れども計上二一すれぽ，必ず損盆有り。跡は準

的に非ざるも，意は師放とするに足る。

宗嫡は六法に通暁していたが，つまるところ（実作品に於いては）六法にかなっているもの

はない。しかしながら筆をぬらし絹素をひらいて絵を画けば，やはりかならずとるべきいい

ところもけずるべきところもある。彼の作品は規範となるべきものではないが，そこにもら

れた思致は師表とするに足るものである。

適善　善にかなう。『管子』宙合「夫れ焉んぞ適善ならざる有らん」

含毫　　『文選』巻十七・陸機・文賦「或いは触を操りて以て率爾たり，或いは毫を含みて逡

　出たり」。『南齊書』文學傳論9G7「纏思毫を含み，游心内に隠る」

直面　F命素」という用例は見あたらない。「素」は絹素，しろぎぬ。白い画面である。紙

　の場合には次の用例参照。『陶淵明集』巻五奮故征西大將軍長史孟府君傳「（桓）温　紙筆

　に命じて之を嘲らしむ。文成りて温に示す」。また筆の場合は『文心離龍』養氣篇「意得

　れば則ち懐いを野べて以て筆に命じ，理伏すれば則ち筆を投じて懐いを巻く」

損盆　　『論語』爲政篇「子張間ふ，十世知るべきや，子曰く，股は夏禮に因る，損盆する所，

　知るべきなり」

乱心　　『後漢書』齊豪雪績傳551r遽かに自ら尊宜し，天下の準的と爲る」。『文正雛龍』定

　血忌「章表奏議は則ち典雅に準的し，賦頒歌詩は則ち清麗に田儀す」。鍾燦『詩品』序
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　「喧議競い起こり，準的の依る無し」

跡非準的，意足師放　跡と意の関係については，文学では以下のような「文一意」の構造が

　思い起こされる。『陶淵明野s二五閑情賦序「文の妙足らずと錐も，作者の意を謬らざる

　に庶からんか」，また『回心離龍』雑文「文は抜群に非ずと錐も，意は實に卓爾たり」。こ

　れは，もともと作者のく創作〉した「意」というものがない絵画の世界ではあらわれにく

　い評価概念。では絵画においては「意」とは何なのか。おそらく作者の「気韻」を反映す

　るものとしての画面の「気韻」が，それにあたるのであろう。そして，この『古書品録』

　において「意」が説かれるのは，おそらくこの文学における「意」を意識した上での発言

　だと思われる。更につけ加えるならば，この部分の三三の評価とは逆の評価，則ち，「意」

　がそなわらぬものを，表現だけで評価するという考えは，まだ，ない。それはまた，先に

　みた，「徳は本，芸は枝」という考えの反映でもある。文学においても『孟子s萬章上

　「故に詩を説く者，文を以て辮を害せず，辮を以て志を害せず」という伝統に基づき，

　『二心離龍』情采篇「文采は言を飾る所以なれども，二三は情性に本つく。故に情は文の

　纒にして，辮は理の緯なり。経正しくして後に緯成り，理定まって後に辮暢ぶ。此れ文を

　立つるの本源なり」と言われるのを参照。

師放師衰に同じ。放は，ならうの意。

丁光

壁檀名門雀，而筆跡輕瀟。非不精謹，乏門生氣。

名を蝉雀に檀ままにすと錐も，而れども筆跡は輕粛。精謹ならざるには非ざるも，生氣に乏

し。

蝉雀を画いて名をほしいままにしたが，其の筆致は軽薄脆弱である。（細かいところまで画

いて）非常に精謹といえるが，生気に乏しい。

生悟　　『呂氏春秋』季春「是の月や，生州方めて盛んにして，陽二二泄し，生者旧く出で，

萌者蓋く達し，以て回るべからざるなり」。『世説新語』品藻「二道季云ふ，廉頗・藺相如は

千載上の死人なるも，一町として懐に三三有るが如し」。鍾燥『三品』下品・蓑蝦「我が詩

は生氣有り。人の捉着を須つ。爾らざれぽ便ち飛び去らん」

X
　テキストは，津逮秘書本を用い，静二二所蔵明刊本，王氏書叢苑本を参照した。本書には

ほかに，よく使用されるものに，侃壮丁書二丁本・説郭本などがあるが，説邪本は王氏書叢

苑本に同じく，また侃文齋書豊譜本は，『歴代名叢記』に引く『古二品録』をもとにテキス

トが校定されている。その『古豊二丁』を多く引用する『歴代名書記』であるが，なるほど

『歴代名壷記』が「閉門・謝評云」として引用する部分は，『古壼品録』を考えるうえで貴

重な記録である。がしかし，何分現行『古書二三』と『歴代名書記』の引用する文章とは，

『三野品録』全文1137字目うち，一致する文章と思われるものの中だけでも，約150字の異同
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がある。さらに，どちらかだけに存在する文章も多く存在することも考え併せたとき，この

二本を複合して一つの定本を作ることは，それはそれで意味のあることではあろうが，その

作業には多くの「果断」が必要とされると思われる。またそれは筆者の能力の為せる技では

ない。この訳注を作成する際，ややもすれぽ，『歴代名書記』によって文字を改めたく思っ

たが，ここでは一切『歴代名豊記』によってテキストを改めることをしなかった。あえて

『歴代名書記』本によらねぽ読めないという箇所も実はないからである。さて，心高秘書本

であるが，これは系統が比較的はっきりしている。内容から，静山雨所蔵明刊本とほぼ一致

し，おそらくはこの明刊本が祖本であり，さらに静嘉堂本は，南宋正安書棚本の覆版と考え

られている。（実際に一連の書画関係書が臨安で出版されたようで，現在，『書縫』，『五代名

書補遺』と，『圖叢見聞誌』の一盃分，が現存する）ところが，一般に，評判のよい津逮秘

書であるが，少なくとも本書に於いては読めない箇所が多い。「読めぬから捨てる」とは慎

まねぽならぬ態度であるが，しぼらく王氏回書苑本に従ったところが間々ある。（王氏血書

謡本もおそらくこの静嘉堂本と同版本をもとに校訂されたテキストと考えられる。版本等の

考証は旧稿に期す）本文中には津逮秘書本を山本，静嘉堂本を陸本，王氏書函苑本を王本と

略した。

　本書の訳に関しては，全体については中村茂夫氏の訳（『中國書論の展開一奮唐宋元篇』

（中山文華堂1965年刊）所収），序の一部（備該之　まで）についての古原宏伸氏の訳（『画

論』（明徳出版社・中国古典新書1973年刊）所収），六法の部分のみについての福永光司氏の

訳（『芸術論集』（朝日新聞社・中国文明選1971年刊）所収），さらに『歴代名書記』に引く

『古書品録』については，長廣敏雄氏の訳（『歴代名画記』1・2（平凡社・東洋文庫1977

年刊）），中国では全体についての山隠敏氏（『古蓬品録・論叢品録』（人民美術出版社1962年

第二版）），陳傳二三（『六朝蜜論研究』（上海人民美術出版社1985年刊，修定版1991年台湾學

生書取刊・所収）の二つなどがある。これら先学の業績があるにもかかわらず，あえてあら

たに訳注を発表する理由は，上記諸書が（部分訳の福永・古原両氏を除いて）意外に典拠・

用例に無頓着なことで，本稿は用語の典拠を明らかにするとともに，同時代の用例，特に同

時期の他の芸術（書・文学）の用語との関連に注意をはらった。これは六朝期の絵画理論を

探るうえでの不可欠の作業であろうと思われる。

　また，通常このような訳注には不可欠の，各画人の伝記資料等については，既に陳傳席氏

編『六朝画家資料』（文物出版社1990年）に詳しいのでここでは略す。また，同書にしるさ

れぬ資料もままあり（例えば庚台吾『書品3に見える二二・宗柄の記事など），その補遺を

作ることも含めて，各資料の訳注については別稿に期したい。

　なお，注に所謂正史を引用する場合は，読者の便宜を図るため，中華書論版標点本のペー

ジ数を記した。また，印刷の都合上，訳注の現代日本語の部分を常用字とした。
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