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『新撰字鏡』の序文を読む

―信州大学日本語学夏季セミナー講演記録―
大

槻

信（京都大学大学院文学研究科）

キーワード：古辞書 『新撰字鏡』 序文
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概要

本稿は、2020年９月16日に行われた、信州大学日本語学夏季セミナーでの講演内容に基づ
く。
本稿では、日本辞書史の起点に立つ『新撰字鏡』の序文を取り上げる（一部、跋文にも触
れる）
。考えたいのは、どのようにすれば序文を読むことができるのかというアプローチ方
法である。本稿では、序文の文構造を分析することで、内容理解を進めようとする。
『新撰字鏡』について研究しようとする場合、序跋の理解が欠かせない。序跋にはこの辞
書の編纂過程が詳しく記されている。大槻はこれまで、『新撰字鏡』の和訓や辞書の編纂過
程について研究することがあった（大槻2002、大槻2020など）。その過程で、『新撰字鏡』序
跋の解釈に苦慮することが多く、序跋について精確な校注の必要性を強く感じてきた。現
在、校注の作成を進めているところであり、本稿はその中間報告である。
序跋の解釈が難しいのは、手掛かりが少ないためである。文字の誤りが多く疑われる中、
比較できるテキストが限られている。そのような状況を乗り越えるために、何か別のアプ
ローチ方法はないかと考えてきた。本稿は、対句を中心とした、序文が従うべき文構造に着
目することで、一歩前進できないかという試みである。
１－２ 『新撰字鏡』概説
は じ め に、 本 稿 の 研 究 対 象 で あ る『 新 撰 字 鏡 』 に つ い て 概 説 し て お く。 大 槻2019：
180‒182に掲載した「
『新撰字鏡』略解題」を以下に引く（一部改訂）。
『新撰字鏡』
平安時代に編まれた日本の古辞書。現存最古の漢和辞書。十二巻。昌住撰。昌泰年間
（八九八～九〇一）成立か。項目数は約二万。
現存最古の完本は天治元年（一一二四）に法隆寺一切経書写に伴って写されたもので、
天治本と称する（宮内庁書陵部蔵）
。
『新撰字鏡』といえば一般にこの書を指す。他に和訓
のある項目のみを抜き出した抄録本がある。天治本と抄録本とでは祖本が異なっているこ
とから、両者の対校が必要。影印複製は『天治本

新撰字鏡

増訂版

附享和本・群書類

従本』
（京都大学文学部国語学国文学研究室編、臨川書店、1967年）を用いることが多い。
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『新撰字鏡』は玄応『一切経音義』
、
『玉篇』
、『切韻』といった中国製の辞書を基礎に、
日本製の本草書、漢語抄類、さらには訓点本などから和訓等を加えた平安時代初期の辞書
である。中国製辞書の流用から脱し、日本人専用の辞書へと向かう初期段階に位置する。
漢字の標出字に対して、その音、意味、和訓などを漢字で記す。字音は反切注、同音字
注の他、一部日本化した和音の形で示す。和訓は全て万葉仮名で書かれ、上代特殊仮名遣
コの甲乙を区別する（有坂秀世説）
。和訓が総計三七〇〇条ほどあり、現存最古の漢和辞
書とされるが、和訓を持つ項目は全体の十五％程度であり、漢漢辞書に漢和の要素が一部
に加えられたものと考えた方がよい。
編者昌住の伝は未詳だが、南都の仏僧であろう。本書の成立過程は序に詳しい。序によ
ると、検索に不便な玄応『一切経音義』を部首引きに再編成して三巻としたのが寛平四年
（八九二）夏（この三巻本は現存しない）
、その後も改訂を続け、昌泰年中（八九八～
九〇一）に『玉篇』
、
『切韻』などを得て改編し、十二巻としたという。
そのような編纂事情を反映して、各部首内部で、
『一切経音義』『玉篇』『切韻』それぞ
れに依拠した部分をある程度まとまって見いだすことができる（貞苅伊徳『新撰字鏡の研
究』
）
。それらの部分は『玉篇』
『切韻』の原形態を知る上でも貴重である。加えて、『正名
要録』『書中要』などの中国製字書、音義書の他、日本製の本草書、小学篇、漢語抄類、
訓点本などが使用されているが、多くの場合、出典名は示されない。
基本的に偏旁に従った部首分類体の単字辞書である。全体は、「天部」から「臨時雑要
字」にいたる一六〇部で構成される。
「雑字」を置くなどして、部首数を減らしているの
は、実用性を重んじたためであろう。
「文尻八点」「品字様」など他に例を見ない部首もあ
る。篇目は天部・日部・月部から始まり、人部・父部・親族部を経て、身部・頁部・面部
と続くように、天文・人倫・身体といった意義にしたがって分類配列されている（阪倉篤
義説）。また、
「王部」に「玉部」が続くように字形の類似によって配列した部分もある。
この意義分類は『藝文類聚』など中国の類書や『倭名類聚抄』と類似するが、『新撰字鏡』
の部首分類・配列と完全に一致するものは見出されていない。
部首分類・単字掲出が基本だが、
「高祖」
「曽祖」から始まる親族部があることからも分
かるように、意義分類・熟字掲出も併用する。意義分類・熟字掲出となっているのは、天
部後半、親族部、本草木異名、本草草異名、本草鳥名、臨時雑要字である。これらの部分
には和訓注が多い。
重点・連字も熟字掲出である。重点は「浪々」のような重言を集成したもので、『一切
経音義』
、
『爾雅』釈訓、
『玉篇』釈義によるものが多い。連字は「不肖」「嵯峨」といった
熟字をあげ、その前半「已上諸経論之内連字」とある部分は『一切経音義』による項目が
多く、
「已下出従外書」とある部分は『文選』によるものが大半で和訓を交える。「已下随
見得耳」とある部分は和訓のみが注され、出典として『遊仙窟』『日本霊異記』が指摘さ
れている。
臨時雑要字は舎宅章、農業調度章、以下九章を持つ意義分類体の語彙集成であり、原材
料である漢語抄の一つがそのまま附載されたものと考えられている。注文は基本的に和訓
のみである。また、小学篇字と称する部分が数箇所に見られる（木部、草部ほか）。標出
字と和訓のみによって構成されており、標出字には和製漢字を含むことが指摘されてい
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る。
部首分類・単字掲出と意義分類・熟字掲出の別は主として出典の違いによる。前者の部
分は主に『一切経音義』
、
『玉篇』
、
『切韻』等の中国製諸書により、後者の部分は主に本草
書、漢語抄類などの日本製諸書による。漢文注と和訓注の統合こそが『新撰字鏡』の新機
軸であったが、それは同時に辞書全体の統一を困難にするものであった。
『新撰字鏡』は後世、
『類聚名義抄』の改編に用いられ、世尊寺本『字鏡』の主材料のひ
とつとなっている。

２ 『新撰字鏡』の序文
２－１

序文を読むということ

辞書の利用・研究は、その序文を読むことから始めるべきである。
近世の国学者、平田篤胤（1776－1843）の『古史徴』開題記（1811初稿、1819刊）は、歴
史資料の解題を中心としたものであり、
『古事記』『新撰姓氏録』『格式』等の序文に対する
1
注釈を行っている。同書の「上ノ件三典に添読べき書等の論」
の中に『倭名類聚抄』序文の

注釈も含まれている。そこに、次のように言う。
こと

よ

すべて古キ書を読み辨へむとするにはまづ其ノ序文を殊に力を入れて熟く読み解き、熟
したどめ

さ

つ

く

く心留おきて、後に本文を読み辨ふべき物なり、然るは古人の序は、其ノ書を修撰れる
ゆゑ よし

すべてのさだめ かきあらは

由緒は更なり、 凡 例 を書著せる物なればなり。
（平田篤胤『古史徴』開題記・冬、
『平
田篤胤全集』
〈12巻〉1914：225）
濱田敦1967「和名類聚抄」は『倭名類聚抄』の序文を注釈的に読みながら、その背後にあ
るものを解明しようとする論文である。そこに、次のようにある。
しかし、私の考えるところでは、本書への理解は、やはり、まずここからはじめられる
べきであると思われるし、また、我が国の辞書史の、最初の重要な数ページは、この序
の解釈によって占められるべきではないかと思うのである。（濱田敦1967：395）
また、元和古活字本『倭名類聚抄』の影印である中田祝夫1978『倭名類聚抄
活字版二十巻本

元和三年古

附関係資料集』は「附関係資料集」というように、『倭名類聚抄』に関わ

る序跋の類を多く掲載し、以下のように述べる。
古人はものの書の、序文・跋文などには、その内容の充実、趣旨の鮮明、文飾修辞と
いった諸点に、いわば腕によりをかけて、命をかけて取りくんだのである。（中田祝夫
1978：3－4）

1

「三典」は『古事記』『日本書紀』『新撰姓氏録』。
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いずれも『倭名類聚抄』の序文に関する言及だが、本稿で取り上げようとする『新撰字
鏡』の序跋も、それにおとらず重要であろう。日本の辞書史の中でまとまった序文を持つも
のとして、『新撰字鏡』は現存最古であり、そこには辞書編纂に用いた材料とその編纂過程
に関する貴重な証言が見られるからである。
２－２ 『新撰字鏡』の序跋
以下に、『新撰字鏡』序跋の全体を、私に校訂した形で引く。基本的に天治本に基づいて
校訂したテキストである。
本稿における、テキスト校訂の原則は次の通りである2。現存の序文には文字などに損な
われたところがあるが、
「本来の序文」
（オリジナル）が一種類存在したと考える。そして、
そのオリジナルは合理的で理解可能な内容を持ち、基本的に序文の構造上の規則（構造上の
規則については第４章で後述）に従うものであった（あるいは、それを目指していた）と考
える。また、序跋の記述内容から推して、序跋は一人の人間が書き、それは編者昌住であっ
たと考える。以上の前提に立って、序文を校訂し、読解していく。
内容に応じて、序を七段、跋を五段に分け、①②③のように示す。以下では「序①」「跋
⑤」などと呼ぶことがある。記号の意味などの詳細は、次におく凡例を参照願いたい。
【
『新撰字鏡』序跋校訂本文

凡例】

・序跋ともに基本的に天治本に基づく。序について、抄録本（大東急本・享和本・群書類
従本）と対校し、一部文字を改めた。対校は本稿に関わる主要なもののみを示した。抄
録本の方に脱字脱文があると思われる場合、本稿においては、天治本のテキストを示せ
ば十分なので、特にそれを断らないことがある。抄録本共通の場合、「抄録本」とのみ
記す。跋文は抄録本になく、対校できない。
・天治本の本文を翻刻した上で、それに校訂を加えた形のテキストになっている。
・記号類
（

）内は直前の字の改訂である（複数字に及ぶ場合、それを示す。「（日月：冒）」は天

治本の二文字「日月」を「冒」に改めるべきことを示す）。
〈

〉内は削除すべき字。

｛

｝は付け加えるべき字。

〔

〕は割注部分。

［⿰食造］などは外字を示す。
「⿰」などは IDS（漢字構成記述文字）による。
・字体は概ね原本に従う。
・私に句読を加える。
・内容に応じて、私に序を七段、跋を五段に分け、①②③のように示した。以下では「序
①」
「跋⑤」などと呼ぶことがある。序文について、【
●序
2

テキスト校訂のあり方については茂木秀淳1995を参照した。

】内に内容見出を付した。
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○序①【文字の起りと伝来】
詳夫、大極元氣之初、三光尚匿、木皇火帝之後、八卦爰興。是知、仁義漸開、假龍圖而起
文、道徳云廢、因鳥迹以成字焉。然則、曁如蒼頡見鳥迹以作字、史遷綴史記之文。従英雄
高士耆舊逸民、文字傳来其興尚矣。
○序②【境遇と学問的困難】
如今、愚僧生蓬艾門、難遇明師、長荊棘廬、弗識教誨。於是、｛瞻見｝書疏、閉於胸臆、
｛尋読｝文字、闇諸心神也。況、取筆思字、蒙然如居雲霧中、向紙認文、芒然如日月4（日
月：冒）盆窺天。搔首之間、歎懣之頃、僅求獲也。
○序③【
『一切経音義』 草案

三巻本】

一切経音義〔一帙廿五巻〕
、雖毎論字音訓、頗覚得、而於他文書、捜覓音訓、勿々易迷、
茫々叵悟也。所以然者、多巻之上、不録顕篇部。披閲之中、徒然晩日。因為俾易覚於管
見、頗所鳩纂諸字音訓、粗攸撰録群文倭漢。文々弁部、字々捜篇。以寛平四年夏、草案已
〈畢〉竟5。号曰新撰字鏡、勒成一部。頗（顧）察泰然、分為三軸。
○序④【増補 『玉篇』
『切韻』 小学篇・本草

十二巻本】

6

自尓以後、筆幹不捨。
｛尚随見得、拾 ｝集無輟。因以昌泰年中、問7得玉篇及切韻、捃加
私記脱8泄之字、更増花麗。亦復小学篇之字、及本草之文、雖非字〈字〉数9、等閑撰入
也。調聲之美、勘附改張、乃成十二巻也。片数壱佰陸拾〔末在｛臨時｝部字等｛不入
10
12
数｝
〕
、文数貳万九百卌余字11〔又小学篇字四百余字｛不入数｝
〕
。

○序⑤【連字・重点

材料

編纂】

従此之外、連字并重點字等、不入於数。如是二章之内字者、依煩不明音反〔音反者各見片
部耳〕
。亦於字之中、或有東倭音訓、是諸書私記之字也。或有西漢音訓、是数疏字書之文
也。或有着平上去入字、或有専不着等之字。大㮣此趣者、以数字書及私記等文、集混雑造
者也。
○序⑥【孝経

字体・異同 『正名要録』
】

凡孝経云、文字多誤、博士頗以数（教）授〈者〉。亦云、諸儒各任意。或以正之字論俗作、
或以通之字論正作。加以、字有三體之作、至讀有四音及巨多訓。或字有異形同字、崧嵩、
流㳅、巛坤、憐怜、参三、予余、姦姧、𠯗唼、飜翻、
〔如是巨多、見正名要録〕
。是等字、
雖異形、而至〈讀〉作及讀皆同也。或字有形相似、音訓各別也。専尃、傳傅、祟崇、盂
3

抄録本では、改行して（大東急本・享和本）あるいは空白をおいて（群書類従本）、下に「求法僧昌住」

と記す。
4

「日月」、享和本・群書類従本「日」、大東急本「冒」。

5

天治本「竟」、右傍書入。抄録本「竟」。

6

「尚随見得拾」、天治本なし。抄録本による。

7

「問」、抄録本「間」。「昌泰年中間」と句切る説もある。

8

「脱」、抄録本による。天治本、「［⿰日先］」に作る。

9

「字字数」、抄録本「字之数内」
。天治本の「字」は「字／字数」と改行しているために生じた衍字であろ

う。
10

「末在部字等」、抄録本「末在臨時部等不入数」。

11

「貳万九百卌余字」、抄録本「貳萬肆佰捌拾餘字」。

12

「四百余字」、抄録本「四百余不入数」。
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孟、軽輊、〔如是巨多、見正名要録〕
。如是等字、形相似、而音訓各別也。或有字之片同、
相見作別也。忄巾、王玉壬、月肉、丹舟、角甬、如是等字、片者雖相似、而皆別也。或有
字點相似、而亦別也。馬魚為等字、従四點、焉鳥与此等字、従一點。觀舊等字、従少。大
略如是。
○序⑦【改訂の希望

編纂の目的】

至書人而文作者、皆謬錯也。至内悉見悟耳。雖然、｛戅暗之意｝、部文之内、精不捜認。若
有等閑用也、後｛覧｝達者、普加諧糾、流布於後代。聊随管神（軸）所撰、集字書。敢為
若學之輩、述乱簡、以序引耳。
●跋
○跋①
求法苾蒭、年曁七十餘三、以思惟製作。此字鏡之根本、一字為師、終身為師之由。明吾13
本朝所置也。豈矧哉、瞻覧此字鏡、有心者、譬如弄瓦之愚、忽獲明珠、暗夜之客、偶逢慧
燭。如是自照察耳。
○跋②
抑所思慮者、従玉篇之内擇出、字躰之作、依有疑、至于三本並視出。而尚有所疑。伏乞、
有心者弥増加直調之心、永代流布明鏡。
○跋③
如今、内外文書之中、所被用之字限者、皆明直糺、及着倭漢讀音訓也。不被並着等片々之
字、木草片、魚鳥虫等部之中字、輙非可尋知之由。
○跋④
製作玉篇賢者、不着四声之弁、有所闕。亦復无所極書（盡）14字。而尋持数種字書及私記
等之文、拾加字々之外、尚弥在不可極盡。後々達者、所漏缺字者、増不見（不見：覓）加
而已。譬如仮細雨之類、随江湖而交於四海、飛軽塵之属、順強風而騰於妙高矣。
○跋⑤
所云者、賞世之中。
［⿰食造］𩚍［⿰酉康］
［⿰酉歴］酎［⿰氵殊］［⿰氵膏］［⿰魚煎］鮒
荆𦺈15〔大略也〕
。如是等、諸字書之中、曽无有也。以知耳。
２－３

序文概観

以下の議論のため、序文の内容について概観しておく。
序①は、文字の起りとその伝来について述べる（４－１で後述するように、その部分には
下敷きとなる序文がある）
。続く序②では、編者昌住の経歴と学問的に恵まれない境遇に
あったことが述べられる。序③では、巻音義である玄応『一切経音義』によって文字の音訓
を調べることの困難が述べられ、それを部首引きに再編成して三巻としたのが寛平四年
（892）夏であったと言う。序④は、その後も改訂を続け、昌泰年中（898‒901）に『玉篇』
13

このあたり欠脱あるか。

14

「書」は「盡」か。直後に「不可極盡」とある。

15

列挙中の「［⿰酉歴］」は「𨡨」あるいは「䤁」か（『新撰字鏡』卷四23裏６）。「［⿰氵殊］」は「［⿰氵珠］」

か（『新撰字鏡』卷六23裏６）。
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『切韻』を得て改編・増補し、十二巻としたと言う。序⑤では、『新撰字鏡』の末尾に位置す
る連字・重点など、やや異質な部分について説明がなされる。また、この辞書の記述に統一
性がないのは、種々の材料を用い「集混雑造」してなったためであるという編纂事情が述べ
られる。序⑥は、文字について字体の揺れや誤りの多いことを述べ、『正名要録』を引いて
例示する。そして、序⑦で、後人による改訂の希望と編纂の目的とを述べて、序を終えてい
る。
２－４

序文について考えるべきこと

序文については考えるべきことが多い。まず、序文一般について、以下のような問題があ
る。
○序文があることの意味。序文とは何か。
（例えば、平安時代の辞書では、序跋を持つ辞
書がある一方で、
『篆隷万象名義』
『類聚名義抄』などには序文が見えない。辞書以外で
も、
『古事記』に序文があって、
『日本書紀』にそれがないのはなぜかといった問題があ
る。）
○誰が、いつ、誰に向けて、何のために記した文章なのか。
○何を参照して書いているのか。
◎序文はどのような文体・フォーマットに従っているのか。
本稿で取り上げる『新撰字鏡』の序跋については、以下のような問題を指摘できよう。
○献呈するわけでもないのに、序文が付されているのはなぜか。いったい誰に向けて書か
れているのか。
○序文のみならず跋文も持つこと。序文と跋文との関係。序文は割注を持つが、跋文は持
たないこと。抄録本が跋文を持たないことの意味。
○序跋内部に編者の名前（抄録本の序の首題下に昌住とあるが、天治本にはない16）や年
月日を記さないのはなぜか。
○序跋はいつ書かれたのか。
『新撰字鏡』の編纂は完了しているのか。
○三巻本にも序文があったのか。あったとすると、それは十二巻本の序文に取り込まれて
いるのか。
○序文に書かれていない内容がある。例えば、以下のような点である。
・部首、配列について説明しない。
・材料として『一切経音義』『切韻』
『玉篇』
（
『正名要録』
）以外の書名をあげない。
「私
記」
「字書」などと記すのみ。
・日本製の材料について「私記」と示すのみで、材料として使っているはずの漢語抄の類
について、
『倭名類聚抄』の序文のように、詳しく説明しない。
16

編者「昌住」の名が見えるのは『新撰字鏡』の中で以下のみである。
○天治本 巻第八

尾題下「新撰字鏡巻第八

沙門昌住撰集之文」。

○享和本・群書類従本など抄録本の序。「新撰字鏡序

求法僧昌住」。
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・日本製の材料を使ったことは記すが、和訓を掲載していることを特に述べない。
17
・巻尾の160臨時雑要字について説明しない（158重点、159連字については説明する）
。

他にも、視点を変えれば、種々の問題を見出すことができよう。本稿で、これらの問題す
べてに答えられるわけではない。ただし、いずれの問題を考察するにしても、まずは序跋を
正確に理解することから始めるべきであろう。本稿では、上記のような問題はひとまずお
き、どのようにすれば序文の文章を校訂・理解できるのかを考える。その際、上で「◎」を
付した、
「序文の文体・フォーマット」に注目して読解を進める。

３

先行研究

３－１

諸本

困難

方法

先行研究

以下の研究に用いた『新撰字鏡』の諸本は次の通りである。
●諸本
【完本】
天治本：現存最古の完本。天治元年（1124）写。法隆寺一切経。宮内庁書陵部蔵。
【抄録本】
大東急本：大東急記念文庫蔵。久原文庫旧蔵。抄録本として現存最古。テキストの系統は
享和本・群書類従本に近い。
享和本：丘岬（岡岬）俊平、享和三年（1803）刊。序文は点を切り、本文に一部訓点を加
える。別に考異が添い、対校本として十一本を挙げる。
群書類 従本：塙保己一（1746－1821）
、群書類従は1786－1819年に刊行、
『新撰字鏡』は
「群書類従巻第四百九十七上」に入る。
『新撰字鏡』序跋に関する先行研究については、大槻2020の注21にまとめている。その中
で、次のように述べた。
『新撰字鏡』序跋に関する校注・先行研究に次のようなものがある。また、鈴鹿連胤写
本（大和文華館蔵）
・伴信友校蔵書（京都大学蔵）等の天治本の近世写本や大東急記念
文庫本等の抄録本諸本の本文ならびにそこに加えられた訓点や書き入れも参考になる。
今後、より精確な注釈の作成が必要であろう。
以下は、大槻2020の注21に情報を付加したものである。

17

「160」等は『新撰字鏡』内の部首番号を示す。臨時雑要字については、抄録本序文の割注に見える「末在

臨時部等不入数」
（天治本「末在部字等」に作る）の「臨時部」が該当すると思われるが、重点・連字のよ
うに序文の本文で言及されることがない。臨時雑要字には多くの和訓が掲載されているにもかかわらず、抄
録本にその部分が採られていないことにも注意が必要であろう。
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●校注の類あるいは序跋を読む上で参考となる文献（刊行年昇順）
・丘岬俊平「新撰字鏡考異」（享和本附載、額田正三郎・渋川清右ヱ門・葛城長兵衛刊、
1803年）
・伊藤多羅『新撰字鏡師説抄』
（伊藤多羅説・藤井五十足抄・上田伊曾志校写、林伊兵
衞・渋川清右ヱ門・葛城長兵衛刊、1807年）
・山田孝雄『新撰字鏡攷異并索引』
（六合館、1916年）（複製改版、西東書房、1933年）
○青木孝「新撰字鏡（序）
」＜訓注付き＞（『国語国文学研究史大成15

国語学』三省堂、

1961年）
・阪倉篤義「新撰字鏡解題」
（
『新撰字鏡

増訂版』臨川書店、1973年）

◎湯浅幸孫「新撰字鏡序跋校釋」
（国語国文、51－7、1982年）
・貞苅伊徳『新撰字鏡の研究』
（汲古書院、1998年）
・望月郁子『仏教界に辞書は在ったか――古字書の新研究』（笠間書院、1999年）
・林忠鵬「『新撰字鏡』の文字論

序跋文を中心に」
（『日本古代文学と東アジア』田中隆

昭編、勉誠出版、2004年）
◎高橋忠彦・高橋久子「新撰字鏡

序・跋」（『日本の古辞書

序文・跋文を読む』大修館

書店、2006年）
・張磊「附録 《新撰字鏡・序》
」
（
『
《新撰字鏡》研究』中國社会科学出版社、2012年）
・大槻信・小林雄一・森下真衣「
『新撰字鏡』序文と『法琳別伝』」（国語国文、82－1、
2013年）
・大槻信「
『新撰字鏡』の編纂過程」
（国語国文、89－3、2020年）
以上の中で、序跋読解の先行研究として中心となるのは、
「○」
「◎」を付した青木1961・
湯浅1982・高橋2006、とりわけ、湯浅1982・高橋2006である。
青木1961は序文に訓点を付し、簡略な頭注を付けたものである。湯浅1982は序跋両方につ
いて、私案により校訂した本文とその訓読文をあげ、要所に注を付ける。高橋2006は序跋両
方について、読み下し文・現代語訳・原文と注釈を載せる。
湯浅1982は、
『新撰字鏡』序跋に関する初めてのまとまった研究であり、中国思想史の泰
斗による校注という点で価値が高いが、文字を改めすぎる傾向がある。また、現在参照され
ることが多い高橋2006は、現代語訳も付されており、序跋の理解に資するところが多いが、
注解に不徹底な部分がある。先行研究はいずれも、未解明部分を多く残しているのである。
３－２

序⑥「孝経云」

高橋2006の不備と思われる例をひとつあげる。序⑥冒頭の「孝経云」について、高橋
2006：11は「孝経方〔之〕文字多誤――「孝経」は意味が通じず、誤りがあるものと思われ
る。あるいは「六経」か。
「方」は「之」の誤りか。なお、享和本は「云」に作り、群書類
従本は欠字とする。」と記す。しかし、天治本の文字は「孝経方」ではなく「孝経云」であ
り18、続く引用部分も『古文孝経』序に見える。
18

序①「道徳云廢」の「云」と同字。高橋2006もこちらは「云」と読んでいる。
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○『新撰字鏡』序⑥
「凡孝経云、文字多誤、博士頗以数（教）授〈者〉。亦云、諸儒各任意。或以正之字論俗
作、或以通之字論正作。
」
○『古文孝経』序（孔安国）
「孝經者何也。……。凡十八章、文字多誤。博士頗以教授。……。而今文十八章、諸儒
各任意巧説、分爲數家之誼。
」
孔安国による序を「孝経云」として引いてよいのかという問題は残るが、典拠があること
はたしかである。
『古文孝経』孔安国序に見えるという点については、湯浅1982：10にすで
に指摘がある。高橋2006で、なぜ上記のような誤解が生じているのかはなはだ疑問である。
我々が『新撰字鏡』を利用する際、本文に疑わしいところがあると、それは誤写があるの
だ、あるいは、そもそも『新撰字鏡』が間違っていたのだと考える傾向があるように思われ
る。その傾向は、編者昌住の学力を低く見つもりがちであることとも関係しよう。序跋を読
解する際も、そのようなバイアスが働きがちであることには注意が必要であろう。
３－３ 『新撰字鏡』の序文を読む難しさ
『新撰字鏡』の序文を読むことは難しい。近世の学者、伴信友（1773－1846）は『新撰字
鏡』の序文に点を打った上で、
「序文ニ讀法ノ點ヲツケタルハオノレガ推量ニモノシタル也
識者ニツキテナホ糺スベキ也」と記している（『新撰字鏡』、京都大学附属図書館蔵、伴信
友校蔵書第22冊、1806年伴信友奥書 19）
。楊守敬（1839－1915）は『日本訪書志』（1881年
序、1897年刊・楊氏鄰蘇園、巻四）に『新撰字鏡』の序文全体を引いた上で、
「右序文、詰
屈難通暁、僧徒文理本疏、又展転伝鈔、遂不可読、聊出之以俟善思者」と述べる20。
その困難の第一の原因は、
『新撰字鏡』において諸本のバリエーションが少ないことであ
る。完本は天治本のみ、天治本とそれを近世以降に書写したものしか見られない。抄録本に
は大東急本などの写本が少なからずあり、享和本・群書類従本という二種の版本がある。し
かし、いずれの抄録本も欠字部分が共通するなど、系統的に近い関係にあるらしく、序文に
ついて対校しても得られるところがあまり多くない（５－１【２】で後述するように、それ
でも、本文の揺れによって問題が解決する場合があり、対校する意味はある）。跋文にい
たっては、抄録本に記載がないので、拠るところが天治本しかない。
困難の第二は、
『新撰字鏡』の序跋において、文字に疑問が多いことである。また、文体
的に正格漢文を基調とする中、時に非正格な漢文を含むことも読解を難しくしている。
『新撰字鏡』の序跋は、日本の辞書史をひもとく上で、その出発点となる重要な記述であ
りながら、解決していない問題を多く残しているのである。
そのため、上にも引いたように、大槻2020で『新撰字鏡』の序跋について、
「今後、より
精確な注釈の作成が必要であろう」と述べた。現在、校注の準備を進めているところであ
19

村田橋彦が書写した『新撰字鏡』を（橋彦の養子村田春門から）譲り受けた伴信友が享和本などで対校し

たもの。
20

版本その他では錯簡があり、『新撰字鏡』の序文の引用とそれに対するコメントが、『浄土三部経音義』の

末に置かれている。
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る。本稿はその中間報告である。
３－４

読解の方法

以上のように、
『新撰字鏡』の序跋に関しては、テキストの点であまり条件に恵まれてい
ない。序跋の読解のためには、
「使える手段の全て」を活用する必要がある。また、それが
序跋を研究する面白さにもつながるであろう。
それでは、読解のために、どのような手段が考えられるだろうか。以下に思いつくところ
を列挙する。
○『新撰字鏡』序跋を読解するための方法
１

諸本を広く見る。近世・近代の書き入れにも注意すべきである。

２

序跋の内部で読む。序跋を互いに参照する。

３ 『新撰字鏡』の本体を参照する。
４

他の序文と比較する。日本や中国の諸書の序文が参照されるべきである。特に辞書
類の序文と比較する必要がある。

５

典拠や用例を広く探索する。

６

文の構造に注目する。

以下、少しコメントを加える。
１

諸本のバリエーションが少ないとはいえ、文字の異同がある。特に完本である天治本と
抄録本とではかなりテキストが異なる。序跋に関しても、細かな文字の違いだけでなく、
一方にしか見られない文字列や大きな脱落がある。また、『新撰字鏡』の写本・版本を所
持していた学者が、序跋に句読・訓点を付し、対校・私案の書き入れなどを行っている場
合が少なくない。これら近世・近代の書き入れにも注目すべきである21。

２

まずは、序跋の内部で読むことを試みるべきであろう。同字、同語、類似表現が少なく

ない。序文内部、跋文内部、さらには序跋を互いに参照することができる。
３

辞書である『新撰字鏡』を使って、
『新撰字鏡』の序跋を解読していくということが、

ある程度まで可能である。序跋に現れる文字の形・音・意味・和訓などを『新撰字鏡』自
体を使って確認できる。また、序跋内の表現に類似した表現を辞書本体に見出すこともで
きる（例えば、５－４【４】で後述する「随見得」など）。
４

他の序文と比較することによって得られるところが少なくない。日本や中国の辞書類や

仏書類の序文と比較すべきである。序文は序文を参照して書かれることが多く、『新撰字
鏡』の序跋にも参考となるものがあったはずである（『新撰字鏡』序文の冒頭部分に下敷
きとなるものがあったこと、次章に述べる）。
５

典拠や用例の探索は先行の研究でも行われているが、電子テキスト・電子検索といった

手法が使える現在、さらに探求する余地がある。
６

本稿で取り上げたいのは、この文構造に注目する方法である。本稿では特に、対句に着

21

書き入れを伴って書写されているケースも少なくないため、どの書き入れが誰によるものかについては注

意が必要である。
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目して、序文を読解する。

４

序①

文体・対句・構造

４－１ 『法琳別伝』序文
まずは、序①を読んでみよう。
『新撰字鏡』の序文は以下のように始まる。
○序①【文字の起りと伝来】
詳夫、大極元氣之初、三光尚匿、木皇火帝之後、八卦爰興。是知、仁義漸開、假龍圖而
起文、道徳云廢、因鳥迹以成字焉。然則、曁如蒼頡見鳥迹以作字、史遷綴史記之文。従
英雄高士耆舊逸民、文字傳来其興尚矣。
世界の始原から説き始め、文字の起りとその伝来について述べているが、細かく見ていく
と、その内容について疑問が多くある。
例えば、連続する二つの文（
「因鳥迹以成字焉」と「倉頡見鳥迹以作字」）がほぼ同内容で
重複している。また、倉頡が鳥の足跡を見て字を作った（「倉頡見鳥迹以作字」）という内容
と、それに続く、司馬遷が史記の文を綴った（「史遷綴史記之文」）という内容がどうつなが
るのか分かりにくい。加えて、文字の伝来を説くのに、なぜ「英雄高士耆舊逸民」が持ち出
されるのか理解しづらい。これらの疑問には、青木1961・湯浅1982・高橋2006など、いずれ
の先行研究も答えるところがない。
これらの不自然さは、
『新撰字鏡』序文の冒頭部分が別の文脈を持つテキストから移植さ
れたために発生したと考えると理解しやすい。そのような観点から、冒頭部分の典拠を探す
と、中国の仏僧法琳（572－640）の伝記である『法琳別伝』（彦琮（悰）編、640－668年頃
成立）の序文（李懐琳）と酷似していることを指摘できる。この点について論じたのが、大
槻信・小林雄一・森下真衣2013「
『新撰字鏡』序文と『法琳別伝』」である22。
以下に『法琳別伝』序文23と『新撰字鏡』序文それぞれの冒頭部分を掲げる。
『新撰字鏡』
序文と一致・類似する箇所に傍線を施す。灰色部分は一致しない部分である。
○『法琳別伝』序文（琳法師別傳序

隴西處士李懷琳撰）

詳夫。太極元氣之初。三光尚匿。木皇火帝之後。八卦爰興。是知。仁義漸開。假龍圖而
起字。道徳云廢。因鳥迹以成書。所以左史記言。夏商備於誥誓。右史記事。唐虞流於典
謨。曁乃史遷綴史記之文。班固嗣班彪之作。英雄高士耆舊逸人。傳記之興其來尚矣。況
乎法雲佛日。無去無來。妙有眞空。
○『新撰字鏡』序文
詳夫。大極元氣之初。三光尚匿。木皇火帝之後。八卦爰興。是知。仁義漸開。假龍圖而
起文。道徳云廢。因鳥迹以成字焉。然則曁如倉頡見鳥迹以作字。史遷綴史記之文。従英
雄高士耆舊逸民。文字傳来其興尚矣。如今愚僧生蓬艾門。難遇明師。……
22

本節の記述も大槻信・小林雄一・森下真衣2013に基づくところが多い。

23

本文は大正新修大蔵経により、一部句読を改めた。
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類似部分である傍線の最後のところに注目すると、『法琳別伝』序文での「伝記」が、『新
撰字鏡』序文では「文字」に改変されていることが分かる。『新撰字鏡』の序文作者（おそ
らく昌住）は、伝記である『法琳別伝』の序文で「伝記の興り」を説いていたものを、辞書
である『新撰字鏡』の序文では「文字の伝来」になるように字句を改めている。
『新撰字鏡』序文の冒頭部分に、文脈上、不自然な箇所、意味の不明瞭な箇所が含まれて
いるのは、元々「伝記」について綴っていた文章を、文脈の異なる「文字」についての文章
に置き換えたためであると理解できる。
このように、
『新撰字鏡』序文の冒頭部分には、下敷きとなる既存の序文が存在した。し
かし、なぜそのような模倣・転用を行う必要があったのか、また、なぜそれが『法琳別伝』
の序文であったのか、これらの意味づけは今後の課題として残されている。
４－２

文体・平仄

さて、
『新撰字鏡』序文では、他にも、
『法琳別伝』序文から字句を操作している部分があ
る。ここで注意しておきたいのは、その改変に伴い、文体規則の上で破綻した部分が生じて
いることである。
まず、
『法琳別伝』の序文を見よう。説明のため、①～④の句番号を加えてある。
○『法琳別伝』序文
9

4

4

9

①仁義漸開、②假龍圖而起字、 （仁義漸く開け、龍圖を假りて而て字を起し24、
）
ここ

③道徳云廢、④因鳥迹以成書。 （道徳云に廢れ、鳥迹に因りて以て書を成す。）
四つの句が、
「４字＋６字・４字＋６字」の構造を持ち、前二句①②と後二句③④の形で、
対句となっていることが分かる。二行にして示すと分かるように、上句どうしと下句どう
し、つまり、①第一句と③第三句、②第二句と④第四句とが対応し、同じ構造を繰り返す対
句となっている。
【①③】二字名詞＋一字副詞＋一字動詞
【②④】一字動詞＋二字名詞＋一字助辞＋一字動詞＋一字名詞
意味の面でも、②「假」と④「因」
、②「字」と④「書」のような類義語や、①「開」と
③「廢」のような対義語が対となっているところが多い。
第一句と第三句、第二句と第四句のように、一句を隔てて対偶をなすことから、この形の
対句を「隔句」と呼ぶ。
「隔句」は、字数に応じて、＜軽句、重句、踈句、密句、平句、雑
句＞の六種に下位分類される。上の例は、
「４＋６・４＋６」となっており、これを《軽隔
句》と呼ぶ。逆に「６＋４・６＋４」となるものは《重隔句》と呼ばれるといった具合であ
る。これら六種の中では、軽隔句・重隔句が最も優れ、踈隔句・密隔句がそれに次ぎ、さら
に平隔句・雑隔句がそれに次ぐという（
『作文大体』観智院本）。
そして、これらの隔句では、上の『法琳別伝』序文の例がそうであるように、
○●
24

「而」は不読字と見るべきかもしれないが、対応が見えやすくなるよう「而て」と訓んでいる。
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●○
あるいは、
●○
○●
のように、句末の平仄を交互に変え、前二句・後二句ではその組み合わせが逆になるように
するという決まりがある。
（平声を「○」
、仄声（上声・去声・入声）を「●」で示す。
）韻
文ではないが、文が単調にならないようにし、音調を整える目的によるものだろう。
対句には、（隔句のように四句ではなく）二句で対句になるものもある。それを直対（あ
るいは単対・単句対）と呼ぶ。直対には、壮句（３字句）、緊句（４字句）、長句（５字句以
上）の三種があり、これらも、○●あるいは●○という形で、平仄を調える。例えば、壮句
9

4

で「春花鮮、秋月朗」
（
『作文大体』観智院本）のようである。
このように、
「序」という種類の文章は、きわめて技巧的に構築されている。
ところが、
『新撰字鏡』序文では、以下のように文字を改めている。そのために、
「○○・
●●」となって、平仄が乱れてしまっている。（2013年度京都大学「国語学講義」（大槻）で
の山本真由子氏発表による指摘。
）
○『新撰字鏡』序①
9

9

『法琳別伝』序文の「字」を「文」に改める。

4

4

『法琳別伝』序文の「書」を「字」に改める。（末尾の

仁義漸開、假龍圖而起文、
道徳云廢、因鳥迹以成字焉。

4

9

9

4

「焉」は《送句》。）
『新撰字鏡』の序文は、対句を多用し、基本的に「雑筆」（後述）の文体を踏まえようとし
ているが、文体や平仄について一部乱れた部分を含んでいる。
４－３

文の構造

『新撰字鏡』の序文では、対句が多用されている。対句は字数を揃えるのみならず、上に
も見たように、意味や文法的にも対偶を構成することが多い。
次例のように、
『法琳別伝』序に基づく序①の部分がそうであるのみならず、昌住自らが
書き下ろしたと思われる序②以下でも対句を多用している。
○序①（
『法琳別伝』序による部分）
9

4

（大極元気の初め、三光尚ほ匿れ、）

4

9

（木皇火帝の後ち、八卦爰に興る。）

大極元氣之初、三光尚匿、
木皇火帝之後、八卦爰興。

ここ

《重隔句》
（６＋４・６＋４）
○序②
9

9

9

4

愚僧生蓬艾門、難遇明師、
長荊棘廬、弗識教誨。

（愚僧蓬艾の門に生まれ、明師に遇ひ難く、）
ひととなり

（荊棘の廬に 長 して、教誨を識らず。）

《平隔句》
（４＋４・４＋４）
25
上の序①は「６＋４・６＋４」の《重隔句》、序②は「４＋４・４＋４」の《平隔句》
で
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ある。序①では、
「初―後」
、
「匿―興」のような対義語や「三光―八卦」という数字による
対（数対）を用い、序②では、＜動詞＋名詞（場所）、否定辞＋動詞＋名詞（目的語）＞を
繰り返している。序①は平仄にかない、序②は内容的にうまく対になっているが、平仄は合
わない。
（句の類別《

》に施した波線は平仄が合わないことを示す。）

『新撰字鏡』の序文は、四字句、六字句、対句を多用した四六文（四六駢儷体）の文体規
則に従って構成されているのである。
序などを含む「雑筆」では、四字句・対句を中心に文章を構成する。『作文大体』（群書類
従本）では「雑筆」として「雑序。願文。奏状。解状。勅詔。勅答。表白。
」をあげる。山
本真吾2006：614－615は、院政期の表白の集成である『高山寺本表白集』
（鎌倉時代写）に
ついて、総字数の80％以上が対句を成すことを指摘する。雑筆では、対句を核に、前後をつ
ないで、文章が作り上げられている26。序文は構成上の決まりごとに則って作成されている
のであり、その構造を理解しないと、序文は読めないということになる。
序文の構造分析については、山田孝雄1935『古事記序文講義』が参考になる。「序文の解
釈に入る前に、この種類の文章の構造を調べておく必要がある」（山田孝雄1935：37）と述
べた上で、『作文大体』を引き、序文や上表文を含む「雑筆」が従うべき句の構造を説明す
る。巻頭には、
『古事記』序文全体の構造分析が示されている。以下に構造分析の冒頭部分
を示す27。
○山田孝雄1935『古事記序文講義』
：１
臣安萬侶言
夫（発句）
混元既凝、氣象未效、無名無爲、誰知其形。（漫句）
然（傍句）
乾坤初分、參神作造化之首、
陰陽斯開、二靈爲群品之祖。

（雑隔句）

所以（傍句）
出入幽顯、日月彰於洗目、
浮沈海水、神祇呈於滌身。

（軽隔句）

（下略）
さて、発句、傍句、隔句、漫句などの句の類別については『作文大体』を参照することが
できる（天理図書館蔵観智院本28、群書類従本など）
。
『作文大体』（群書類従本）では、以
下のように、十三種類の句があげられている29。
25

平隔句には「５＋５・５＋５」や「６＋６・６＋６」もある。波線は平仄が合わないことを示す。

26

大曽根章介1994：315は「その生命が対句（特に隔句対）にあったことは、当時の文章によって知られる。

換言すれば対句を中心にして発句や傍字などを挿入し、文章を作成すると見ることが許されようか。」と言
う。
27

原文には訓点が付されているが、ここでは略した。

28

『世俗諺文

2017。

作文大躰』（新天理図書館善本叢書、第12巻）．天理大学附属天理図書館編集、八木書店、

16

信州大学人文科学論集第８号（第２冊）

雑筆大体。
発句。壮句。緊句。長句。傍句。隔句。此内有六隔句。謂軽句。重句。踈句。密句。平
30
句。雑句〔已上外二句在之〕
。漫句。送句焉。已上十三句。雑筆之大概也。賦是雑云。

古詩体也。其玉章皆納此中。更無別大体。頗以愚意不可推量。必可問先達。定有口伝
歎。雑序。願文。奏状。解状。勅詔。勅答。表白。〔已下雑筆悉納此体。〕
これらのうち、発句・傍句・漫句・送句の四種以外は、対句を構成し、何れも平仄を調え
る。『作文大体』の例文では、句末の平仄（平他）の別も示されている。例えば、以下のよ
うである。
31
軽隔句〔上四下六〕

器将導志〔他〕五色発以成文〔平〕
化尽歓心〔平〕百獣舞以叶曲〔他〕
（観智院本：16532）
ここで、平仄と辞書との関係について少し見ておきたい。『新撰字鏡』は四声の別を重視
しており、それを示そうとする傾向がある。略解題（第１章）でも触れたとおり、『新撰字
鏡』では各部首内部で、
『一切経音義』
『切韻』『玉篇』それぞれに依拠した部分をある程度
ま と ま っ て 見いだすことができる。それを 指 摘 し た の が 貞 苅 伊 徳「 新 撰 字 鏡 の 解 剖 」
33
（1959・1960・1961/1998）
である。貞苅解剖が言う切韻部分（
『新撰字鏡』の中で、主とし

て『切韻』によって項目が構成・配列されている部分）では、韻書である『切韻』から四声
別にまとめて文字が列挙されていたり、各字の注に四声が示されていることが多い。切韻部
分以外の項目でも、四声が示されることが少なくない。『新撰字鏡』は序文でも、序⑤「或
有着平上去入字。或有専不着等之字」
、序⑥「至讀有四音及巨多訓」のように四声に言及し、
跋文では、『玉篇』が四声を示さないことを嘆いている（跋④「製作玉篇賢者、不着四声之
弁」）。
このように、
『新撰字鏡』は序跋において四声について言及し、辞書本体においてその別
を示そうとしている。そのことには、押韻・平仄といった、文筆（詩と散文）を記す際の必
要性も背後にあったと考えられる。
『新撰字鏡』の編者昌住のような僧侶は、願文や表白な
ど雑筆類の執筆を求められることがあり34、それらにおいては、序文と同様に、対句・平仄
を調える必要があった。
『作文大体』の「筆大体」部分も成簣堂文庫本の奥書（藤原宗忠、
1108年）によると緇流の「小僧某人」のために編まれたものであったらしい35。

29

観智院本に以下の記述はない。観智院本：163ff は「筆大体」と題し、「発句」「壮句」「緊句」「長句」「隔

句」「漫句」「送句」「傍字」の順に例を挙げて説明している。そのうち、「隔句」については「軽隔句、重隔
句、踈隔句、密隔句、平隔句、雑隔句」に下位分類する。
30

〔

〕は割注を示す。以下、同様。

31

観智院本では、この見出全体が界上補入。

32

群書類従：367、新校群書類従：500。

33

「（1959・1960・1961/1998）」は、貞苅伊徳1959・1960・1961が、貞苅伊徳1998に収録されることを示す。

34

大曽根章介1994：315は、『作文大体』で例に挙げるのが、「何れも仏事に関するものであり」と指摘する。

『新撰字鏡』の序文を読む

17

序文は構成上の型に規制されている。序文を読む上で、山田孝雄1935『古事記序文講義』
のような構造に着目するアプローチは、極めて有効だと思うのだが、なぜかその後の『古事
記』研究にはあまり踏襲されていないようである。『新撰字鏡』序跋のように、資料が限ら
れ、文字に問題がある場合、文の構造に注意することは、特に有効な方法であろう。本稿で
は、対句を中心にした構造に着目して序文を読解することを試みる。
４－４

序①の構造分析

以下に、序①の構造を分析したものを示す。対句となる部分が多いことが分かる。
【凡例】
・構造を見やすくするため、
「日月⇒冒」
、
「管神⇒管軸」のように、校訂後の本文を示す。
・句末にある《 》は句の類別である。類別は『作文大体』により、発句・壮句・緊句・
長句・隔句・漫句・傍句・送句と隔句（軽隔句、重隔句、踈隔句、密隔句、平隔句、雑
隔句）に分ける。疑いのあるものには「？」を付した。
・
「隔句」は、
《○隔句》と記した行とその前の行とが対になって隔句を構成している。他
に《緊句》
《長句》なども、対応が見やすいように二行に分けて示すことがある。
・平声を「○」
、仄声（上声・去声・入声）を「●」で示す。対句（直対）では「○●」
「●○」
、隔句では「○●・●○」
「●○・○●」のように、平仄を変えるのが基本であ
る。
・平仄が乱れている場合、
《軽隔句》のように、句の類別に波線を付す。
○序①【文字の起りと伝来】
36
《発句》
（施頭）

詳夫、
9

4

4

9

大極元氣之初、三光尚匿、
木皇火帝之後、八卦爰興。

《重隔句》（６＋４・６＋４）

是知、

《傍句》
（相似発句）
9

9

4

4

仁義漸開、假龍圖而起文、
道徳云廢、因鳥迹以成字焉。

《軽隔句》（４＋６・４＋６）、末尾の「焉」は《送句》
（施尾。一二三。無対。）

然則、

《傍句》
4

曁如蒼頡見鳥迹以作字、
9

史遷綴史記之文。

《長句？》（５以上＋５以上）

従英雄高士耆舊逸民、
文字傳来其興尚矣。
35

《漫句》
（不対合）

山岸徳平解題1934：13ならびに小沢正夫1963を参照。小沢正夫1963は、この奥書は「諸句体」（観智院本

の「筆大体」に相当）のみに対応すると見る。「小僧某人」は興福寺に入った藤原宗忠の息、覚晴を指すと
いう（京都本・叡山本に「覚晴」とあり。小沢正夫1963：60‒62参照）。
36

句の類別の後に加えた「（施頭）」などは、参考のために、『作文大体』（群書類従本）における説明（の一

部）を引いたものである。以下同様。
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５ 『新撰字鏡』の序文を読む
本章では序②以下を検討する。主に序文の前半部分を扱う。５－１節で序②、５－２節で
序③を検討し、５－３節に序②③を構造分析したものを示す。５－４節は序④以降の検討で
ある。
５－１

序②

○【１】序②「於是、
｛瞻見｝書疏、閉於胸臆、｛尋読｝文字、闇諸心神也。」
校異：天治本「書疏」
。抄録本「瞻見書疏」。
天治本「文字」
。抄録本「尋読文字」。
この部分では、天治本と抄録本との間に文字の異同が二箇所あり、いずれも抄録本の方が
文字が多くなっている。対句の構造からは、抄録本の文字（二字動詞）を補った方がより理
解しやすい。抄録本に見える「瞻見」については、跋文の「瞻覧此字鏡」という表現も参照
できる。
9

0

4

4

0

9

｛瞻見｝書疏、閉於胸臆、
｛尋読｝文字、闇諸心神也。

《平隔句》、「也」は《送句》

抄録本テキストの構造は、
「４＋４・４＋４」の《平隔句》となり、平仄もみたしている。
4

9

ただし、天治本のように「書疏閉於胸臆、文字闇諸心神 也。」で、「６・６」の《長句》で
あったという可能性も考えられるので、対句の構造のみからは決定しがたい。ここでは、以
下二つの理由から、ひとまず抄録本のテキストを校訂本文に採用している。一つは、抄録本
テキストの方が、雑筆においてより望ましいとされる隔句の構造をとった、理解しやすい内
容となっていること。もう一つは、
「瞻見」
「尋読」の文字が書写の過程で後に付加されたと
見るよりは、それらが天治本に至る過程で脱落したと見る方が蓋然性が高いことである。
なお、
（
《平隔句》と見た場合の）第四句の「諸」は第二句の「於」と同じ意味だが、これ
も対句の構造を見れば一目瞭然である。
（明瞭な対に傍点「ヽ」を付す。以下同様。）
○【２】序②「況取筆思字、蒙然如居雲霧中、向紙認文、芒然如日月盆窺天。」
校異：天治本「日月盆」
。大東急本「冒盆」。享和本・群書類従本「日盆」。
第四句の天治本「日月盆」
（享和本・群書類従本「日盆」）が問題になる。対句の構造を見
れば、天治本が「日月」とする下記の「□」は一文字の動詞でなければならないことがすぐ
に分かる。
4

9

9

9

取筆思字、蒙然如居雲霧中、
向紙認文、芒然如□盆窺天。

《雑隔句》（４＋５/ ７/ ８・４＋５/ ７/ ８）
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この「日月」については、青木1961が「原本に日月とするが、冒字を二字に誤ったもの
か。」と指摘し、高橋2006もそれに従う37。しかし、そもそも大東急本に「冒盆」とあるの
で、それを採るべきであろう。解釈による校訂の前に、諸本を広く見る必要のあることが分
かる。
「冒盆窺天」は、青木1961が指摘するように、司馬遷の報任安（任少卿）書「僕以為、戴
盆何以望天」を踏まえたものであろう。
『漢書』のほか、『文選』にも載る。「盆を頭に載せ
ていては、天を見ることはできない」の意味で、『文選』李善注は、
『漢書』如淳注を受け
て、
「事不可兼施（事は兼ねて施すべからず）
」と釈く。高橋2006は、同じ報任安書を引いた
センテン

上で、
「陸雲の与陸典書の「窺管以瞻天」
（細い管から天を覗く。見識が狭い譬え）などから
合成したものであろう」とする。
「冒盆」は日本・中国に類例を見ない。
「冒」はどう訓むべきであろうか。『新撰字鏡』に
38
は「冒［冒］

二同字。亡報反。去。覆也、蒙也、匿也。
」
（巻一７ウ）とあって和訓をあ

げない。観智院本『類聚名義抄』に「冒

……カブル……オホフ」（仏中、20439）とあるの

で、
「盆をかぶりて」と訓むことができそうである。
第三句の「認文」について、湯浅1982は「漢籍ではしたためる意味に用いることはない」
と言い、和習（和臭）の可能性が指摘されている。
『新撰字鏡』では「認

而振市振二反。

上又去。見色知聞聲識皃也。志留、又佐止留。
」
（巻三10ウ）とシル・サトルの訓をあげる。
『類聚名義抄』でも「認―シタタム」の対応は見られない。両者が結び付けられたものとし
テウ

ては、
『色葉字類抄』
「調〔シタヽム〕 認〔同〕」（前田本、下77ウ）などが早い例か。「書き
記す」の意味でのシタタムの用例も、あまり古いものが見えず、和語シタタムの用例・意味
についてさらなる検討が必要であろう。
５－２

序③

○【３】序③「頗所鳩纂諸字音訓。粗攸撰録群文倭漢。」
校異：天治本・群書類従本「倭漢」。享和本・大東急本「漢倭」。
「群文倭漢」の意味がやや分かりにくい。構造は以下の通りである。
頗所鳩纂、諸字音訓、
粗攸撰録、群文倭漢。
対句の構造によって見れば、
「群文」は「諸字」とほぼ同意で、たくさんの文字という意
味であろう。
「文」と「字」とは、序跋の中でしばしば対置されており、以下も「文々弁部、
字々捜篇。
」のように続いている。
また、「倭漢」は、序⑤に「亦於字之中、或有東倭音訓、是諸書私記之字也、或有西漢音
訓、是数疏字書之文也（亦た字の中に於て、或いは東倭音訓有り、是れ諸書私記の字なり、
或いは西漢音訓有り、是れ数疏字書の文なり）」とあることなどを参照すると、
【日本】
（東）倭：私記
【中国】
（西）漢：字書
37
38

湯浅1982：8は「「日盆」は、日鑑（日鏡）の訛字か」とする。

［

39

］は異体字を示す。

所在は、「仏中、204」のように、帖名と新天理図書館善本叢書『類聚名義抄〔観智院本〕』の頁数で示す。
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としているようである。
「倭漢」は日本・中国の辞書・音義・注釈など様々な書物からその音訓を撰録したことを
言い、「群文倭漢」は「多くの文字について、日本と中国の音と意味とを集めた」の意であ
ろう。序③はその後、そのようにして集めた字を部首別に配したと続く。
以上のような理解が認められるとすれば、原初形態である三巻本『新撰字鏡』の段階で、
漢語抄など日本製の諸材料も使われており、それらに掲載されていた和訓が添えられること
もあったと考えられる。
５－３

序②③の構造分析

以下に、序②③の構造分析を示す。凡例は序①の分析の前に置いたものを参照されたい。
序①と同様、大部分が対句によって構成されていることが分かる。
○序②【境遇と学問的困難】
如今、			

《傍句》

愚僧生蓬艾門、難遇明師、
長荊棘廬、弗識教誨。

《平隔句》
（４＋４・４＋４）

於是、			

《傍句》

｛瞻見｝書疏、閉於胸臆、
｛尋読｝文字、闇諸心神也。 《平隔句》
、
「也」は《送句》
況、				

《傍句》

取筆思字、蒙然如居雲霧中、
向紙認文、芒然如冒盆窺天。 《雑隔句》
（４＋５/ ７/ ８・４＋５/ ７/ ８）
搔首之間、
歎懣之頃、			

《緊句》
（４＋４）

僅求獲也。			

《漫句》

○序③【
『一切経音義』 草案

三巻本】

一切経音義〔一帙廿五巻〕
、 《漫句》
雖				
毎

論字音訓、頗覚得、

而

於他文書、捜覓音訓、

《傍句》
《漫句？》

勿々易迷、
茫々叵悟也。		

《緊句》
、
「也」は《送句》

所以然者、			

《傍句》

多巻之上、不録顕篇部40。
披閲之中、徒然晩日。

《平隔句？》

因				

《傍句》

為俾易覚於管見、
		

《漫句》

頗所鳩纂、諸字音訓、
粗攸撰録、群文倭漢。

《平隔句》

『新撰字鏡』の序文を読む

文々弁部、字々捜篇。

《緊句》

以				

《傍句》

寛平四年夏、草案已竟。

《漫句》
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号曰新撰字鏡、勒成一部。
顧察泰然、分為三軸。
５－４

《平隔句？》

序④以降

以下では、序④以降の主要な問題点について検討する。
○【４】序④「自尓以後、筆幹不捨。
｛尚随見得、拾｝集無輟。」
校異：
「尚随見得拾」
、天治本なし。抄録本による。
天治本にない「尚随見得拾」を抄録本によって補い、四字句による《平隔句》と見た方が
整う。意味・構造の上ではっきりとした対偶とは言えないが、
「不」と「無」は対になって
いる。抄録本の本文をとるべきであろう。平仄は合わない。
4

4

4

4

自尓以後、筆幹不捨。
尚随見得、拾集無輟。
「随見得（見るに随ひ得）
」の文字列は、
『新撰字鏡』本体の中にも見え、観智院本『類
聚名義抄』篇目の凡例部分でも用いられている。
41
「已上出従外書也、已下随見得耳」
（
『新撰字鏡』巻十二、連字、25オ）

「無点者雑々書中随見得注付之。
」
（観智院本『類聚名義抄』篇目、４オ）
○【５】序⑤「亦於字之中、或有東倭音訓、是諸書私記之字也。或有西漢音訓、是数疏字
書之文也。或有着平上去入字、或有専不着等之字。」
校異：天治本「数疏」
。抄録本「教疏」。
「数疏」がやや分かりにくい。抄録本は「教疏」としており、その可能性もある。構造に
注目すると、以下のように分析できる。平仄は乱れている。
4

4

4

9

或有東倭音訓、是諸書私記之字也。
或有西漢音訓、是数疏字書之文也。

《密隔句》

4

或有着平上去入字、
4

或有専不着等之字。 《長句》
「諸書私記」と「数疏字書」が対になっている。「数疏」は「諸書」とほぼ同意で、「数」
あま

は「もろもろの、いくつもの」といった意味であろう。直後に言う序⑤「数字書及私記（数
42
たの字書及び私記）
」
と同じ意味だと考えられる。天治本「数疏」のままで良さそうであ

る。

40

対偶が乱れている。「篇部」のどちらか一字が衍字であれば、平隔句となり、「篇」であれば平仄も合う。

41

「外書」は外典（仏書以外の典籍）のことである。『新撰字鏡』のこの部分には、『文選』などから採られ

た連字が含まれている（貞苅解剖）。
42

観智院本『類聚名義抄』「數

……アマタ（平平上）……」（僧、209）。
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○【６】序⑦「至書人而文作者、皆謬錯也。至内悉見悟耳。雖然、｛戅暗之意｝、部文之
内、精不捜認。若有等閑用也、後｛覧｝達者、普加諧糾、流布於後代。」
校異：天治本「至内悉見悟耳」
。抄録本「至片部悟耳」。
天治本「等閑用也」
。抄録本「等閑可見用者」。
天治本「後達者」
。大東急本・享和本「後覧達者」。群書類従本「後覺達
者」
。
序文の最後の部分だが、文字の異同も多く、全体的に意味がとりにくい。
とくに最初の「至書人而文作者、皆謬錯也。至内悉見悟耳。」が、意味も構造もよく分か
らない。高橋2006は「書人にして文作するものに至りては、皆謬錯なり、内悉見悟に至るの
み。
」と訓み、
「書く人によって字体が作られるようなものは、皆誤りであり、見ればそれと
分かるものである。
」と解釈するが、そのままではよく理解できない。検討の余地があろう。
この部分が、かりに対句を構成しているとすると、例えば、以下のような構造が考えられ
る。
0

4

至書人而文作者、
0

0

4

７＋３＋１（「也」《送句》）

0

4

７＋３＋１（「耳」《送句》）

皆謬錯也。

至｛片部？｝
〈内？〉………、 悉見悟耳。

上句に「至」が共通し、下句はまずまずの対になっている。第三句に誤脱があると考える
べきか。第三句の「
｛片部？｝
〈内？〉………」は、ひとまず天治本と抄録本の文字を並記
し、何文字か欠落の可能性があることを示してる（欠落の位置は不明。かりに末尾に置い
た）
。上記の構造のように、
「不定句＋三字句」であれば、《密隔句》となる。ただし、文字
に揺れのない第一句「至書人而文作者」も、そのままでは理解が難しく、さらなる検討が必
要であろう。
上記のような対句構造が認められ、第三句に抄録本の「片部」が入るとすると、この文
を、次のように解釈することも可能であろう。「文字の書き手はみな誤っている（ことが多
い）
。（一方、この辞書（＝『新撰字鏡』
）では）部首を見ることによって、ことごとく分か
るようになっている」
。もしそのように解釈できるとすれば、以降の文への続きは良い。「そ
うではあるけれど、愚かな私は、部首の中に、うまく探し求められないこともあった。」「後
覧の達者は、普く諧糾を加えて、後代に流布してほしい。」と続いているからである。一案
として書きつけ、後考を俟つ。

６

お わ り に

６－１

まとめ

以上の研究を通して、
『新撰字鏡』序跋を読むにあたり、次のような注意点を挙げること
ができよう。
○構造、対句、平仄などに注意すべきこと。
○諸本を広く見るべきこと。近世・近代の書き入れも参照すべきこと。
○典拠・用例などについて、さらに調査・考察を深めるべきこと。
○序跋の読解のために「使える手段の全て」を活用すべきこと。
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６－２

課題

本稿では、『新撰字鏡』の序文、とくにその前半を中心に検討した。残された課題、不明
な点も多くある。そのうちのいくつかを示す。
○序跋について不明な点が多く残る。例えば、次のようなものである。
・序③抄録本の「経誦」
。
・序④「捃加私記脱泄之字」の「私記」と「脱泄之字」の関係。
・序⑥「或有字之片同相見作別也。
」の「相見」の意味。
・跋②の『玉篇』に関わる「三本」の意味。
○序文の後半（序⑥以降）や跋文は、あまり対句構造をとらないようである。文構造によ
る分析にも限界がある。他の方法も模索すべきである。
○和習の問題。
「認文」
「問得」など。
また、平安時代の辞書の序文の分析という意味では、『倭名類聚抄』などの序文について
も、構造分析してみる必要がある。

【使用テキスト・参考文献】
本稿の中で書誌を示したものは大半を略した。
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