
「広島女子大学国際文化学部紀要J新輯第3号
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はじめに

『白氏六帖jは、中唐を代表する詩人、白居易(772-846)による私撰の類書である。この類書

は、白居易という著名人の編著でありながら、少なくとも中国学の分野においては、真当な研究対

象として従来ほとんど顧みられることがなかった。その最大の理由は、後程頻繁に指摘することに

なる、採録文献の雑駁さにあるだろう。だが、着眼点の置き方次第で、この類書は、文学史研究上、

非常に有益な資料たり得ると確信する。その私なりの着眼点を示し、そこから看取される該書の諸

特徴を指摘しようというのが、本稿の眼目である。

ただ、今の時点で、『白氏六帖j全巻を視野に入れ、体系的にその特質を論じ尽くすことは到底

できない。そこで、観察のための一つの小窓として選んだのが、巻五の一隅に置かれた「炭jの部

円である。特に炭門に着目した理由を述べた上で、その一条一条について気付いたことを札記風に

記し、以て今後の研究への足掛りとしたい。

『白氏六帖jという類書は、中国学の分野においてよりは、むしろ和漢比較文学研究に携わる研

究者の間で¥より多くの関心を集めてきたようである。そしてそこでは、白居易自身の手に成るこ

の類書を、その作品理解のためにもっと積極的に活用すべきではないか、との提言が盛んに為され

ているIl。中国学研究者の側に投げかけられたこの問いかけに対して、私たちも真撃にこれを受け

止めるべきではないか。こう考えて、以来私は、『白氏文集j読解の際、努めてこの類書を参照す

るようにした。

ところが、『白氏六帖』という類書は、この種の工具書に寄せる私たちの期待を、随所で軽くか

わすのである。最も極端な例を挙げるならば、例えば巻三、橋門に引く「雁歯」である。白居易の

詩において割合よく用いられるこの詩語は、各種の辞書や類書を当ってみても、それらしい典故・

用例は捜し出せず、かといって、詩的美感を漂わせるこの語の趣きから言って、今一つ普通の語句

であるとも断定し難い。そこで『白帖jに当ってみれば、確かにこの語を採ってはいる。ただ注に

は一言「橋有雁歯」とあるのみ。これでは何の説明にもなっていないではないか。その直後に引く

「半月」にしても、「橋似半月」と注せられるのみである。これらはいったい、本当に古の文献に

典拠を持つ語句なのだろうか、と疑問にすら思えてくる。

また、明らかに典故のある掲載語ではあっても、その文字列が原典から著しく誰離している場合

も多い。例えば、巻三十、桑門に引かれた「以桑為弧」なる句は、「子初生」という注から見て、

『礼記j射義篇に言う「故男子生、桑弧蓬矢六、以射天地四方。天地四方者、男子之所有事也」に

基づくと思われる。しかし、この「以桑為弧Jという句自体は、その前後の注疏をも含めて、原典

のどこにも見つからない。

典拠となった文献の字句に無頓着であることは、注の部分においても全く同様である。 f白帖j
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は、類書の一般的通念を破って、文献を逐字正確に引用しようとする凡帳面さに著しく欠けている。

例えば、巻十六、弓門に、先の「以桑為弧Jと典拠を同じくする「桑弧」が引かれているが、その

注に「礼、士初生、以桑弧蓬矢六、射天地四方、示有事於四方也」とあり、これを先ほど挙げた

『礼記』射義の本文と比較すれば、その意図的とも思える改変ぶりは明らかであろう。それは、異

同と称するにはあまりにも大きな差異である。このような例は実に枚挙に暇がない。『四庫全書総

目提要』巻一三五、子部(類書類)r白孔六帖ー百巻」の項には、該書における文献の誤引について

例示した後、「然所徴引、究皆唐以前書、墜簡遺文、往往而在、要未為無禅考証也(然れども徴引す

る所は、究むるに皆唐以前の書にして、墜簡遺文、往往にして在り、要するに未だ考証に禅する無

しとは為さざるなり)Jと論評するが、しかし、この「未為無Jという歯切れの悪い言い方がはし

なくも示しているように、実際、文献考証に資するものとしては、該書の史料的価値はほとんど無

いというのが現実である。

のみならず、現行の『白氏六帖jの中に、白居易自身による原本がどれほど埋没しているのかと

いう問題は、実は未だに未解決のままなのである。既に先人も指摘している通り、現在最も広く行

われている南宋紹輿年間(1131-1162)の刊本『白氏六帖事類集J2)には、明らかに後人の手に成る

と見られる部分が相当量混在しており、その増補は、枠組を為す部門立てから、各々の枠内に引か

れた文献に至るまで、全巻に及んでいるようである。部門の数について言えば、現行『白帖』の合

計1367門と、後にも言及する白居易の「墓誌銘Jに記された1130門との聞に、差31237門の増加が

認められ、これに本来は無かったと思われる附門503門を加えれば、その差は更に拡大する 3)。ま

た、文献追補の形跡が顕著な事例として、『初学記』等、先行する類書の一部分をそのまま取り込

んだ部分も多々認められる 4)。そうである以上は、白居易自身の手に成る類書であるという理由に

よって、この『白帖』を、その作品読解のための第一の参考書と為すことには、なおも慎重である

べきだろう。しかも、典故をつきとめるための工具書としては、先に見た通り、今一つ正確さに欠

けるのがこの類書の際だ、った特徴でもあった。

それでは、『白氏六帖』には、真正面からこれに取り組むだけの研究価値は全く無いのだろうか。

私はここで、『白帖jの当初の編纂者であった白居易一個人に拘泥することを放棄したいと思う。

そして、この類書を大いに流通せしめ、その有用性をより高めるべく次々とこれに増補を加えて行っ

た、中唐から宋代にかけての有名無名の知識人たちの方へ視点をずらしてみたいと思う。白居易の

生きた中唐から、現行の版本が登場した南宋初めに至るまで、この類書は、幅広い知識人層に受け

入れられ、大いに流通した。とすると、この類書の特徴の中に、当時の知識人層における学問的基

盤の最大公約数的なところを窺うことができるのではないだろうか。

『白氏六帖jは、自居易存命当時から既に広く世に行われていたようで、『文苑英華j巻九四五

に採られた白居易の「自撰墓誌J5)には「前後著文集七十巻、合三千七百二十首、伝於家。又著事

類集要三十部、合一千一百三十門、時人目為自氏六帖、行於世」と記す。正式な書名『事類集要j

とは別に、『白氏六l枯jという通称、を得ていることは、それだけこの類書が通俗的な色彩を帯びつ

つ広く世間に流布していたことを物語るだろう。

そして、白居易晩年の頃には、既に幾種類もの増補版『白帖jが各地に誕生していたらしい。こ

のことを想像させるのが、『新唐書j塞丈志、子部(類書類)に記された『盛均十三家貼(貼は帖に通

14 



『白氏六帖』炭門考

ず)Jという書物である。編者盛均は、彼自身の文章の記述によりへ白居易の晩年に重なる時代

の人であることが明らかだが、『新唐書j童文志の注によると、「字は之材、泉州南安の人、昭ナN刺
史(正四品下)に終」ったといい、正史には伝の見えない無名の知識人である。そうした人物が、

「白氏六帖の未だ備わらざるを以て之を広」めたのがこの書であって、『新唐書jが成立した十一

世紀半ば北宋仁宗期には、既に「巻亡ぶJであったという(引用は全て『新唐書j童文志注)0 r十
三家貼」と称していることから、恐らくは『白帖jの増補版、もしくはその体裁に致った同類の書

十三種を集めた合本がこの書の実態であっただろう。そのような類書が、盛均という地方の無名の

知識人によって編まれていることは、それだけ『白氏六帖jの流通が全国各地、広範な階層にまで

及んでいたことを示唆する。

その後、唐朝の滅亡、五代十国の混乱期を経て北宋に至るまで、 f白帖jは依然として広く行わ

れ、これに伴って、恐らくは利用者の書き込み等をも取り込みながら、益々その内容を増して行っ

たと思われる。それは、先にも述べたとおり、該書が、広範な地域・階層に渡って流通した工具書

であった以上は当然の成行きであった。しかも、当時はまだ写本の時代であったから、一旦人の手

を経て筆写されれば、それはもう、誰による、どの時点での注か、判別不可能となるのである。た

だ、そのようにして追補された注は、残念ながらあまり高水準とは言えないもののようであった。

例えば、北宋初め大中祥符年間(1008-1016)に撰せられた銭易の『南部新書j壬の巻に、陶潜の五

柳先生という号の由来について、「白氏六帖、県令、門種五柳、此亦誤也J7)と、その認識の誤り

を指摘するが、恐らくこれは、白居易の手を離れて後に加わった部分であろう。陶淵明に心酔して

いた白居易にしてみれば、このような追補は丁重にお断りしたかったかもしれないけれど。

かくして次第に錯乱の度を増してきた f白帖jに対して、初めて本格的な校訂を加えたのが、北

宋初めの晃仲桁(1012-1053)という人物である。王珪(1019-1085)による「晃君仲街墓昔、銘」には、

「又以唐白偉(太子少停、白居易)所撰事類集、伝者浸舛、乃参孜経史、一以刊是之。卸拠旧日補孜

掠新、別為三十巻、日事類後集J( r華陽集j巻三十八)と記され、これによると、晃仲街は、流伝

の中で段々と野放図に増殖してきた『白氏六帖』の本文を、一つ一つ経史の書に照らして勇定・刊
ひろ

誤したばかりか、その上更に、『白帖j本来の篇目に依拠しつつ「孜を補ひ、新しきを掠ひて」、補

踊『事類後集』を編んだのだという。

ところで、論述の本筋からはやや外れるが、ここに言う「補孜」とは、一つの可能性として、本

来無・注であったらしい『白帖j本文に対して、典拠等を指摘する注記を補ったという意味に読み得

る。晃仲桁の直系の子孫である晃公武(約1105-1180)の『郡斎読書志j巻三下に r(r白帖j原本)

以天地事、分門類、為対偶、而不載所出書。曾祖父秘閤公(晃仲桁)為之注、行於世Jと記すのは、

あるいはこの晃仲街編『事類後集』を内包した新編『白帖jを指して言ったものではないか。もし

そうだとすると、宋代後半期に至って刊刻される際、その底本に採用されたのは、必ずやこの晃仲

桁の手を経た系統の本であっただろう。なぜならば、類書という工具書の性格から言って、内容的

により充実した増補版を採るのが当然であるし、また、刊刻に当っては善本を底本とするのが常識

であって、オリジナルの『白帖jについて「一以刊是」したという晃仲桁の手になるとあれば、そ

れは十分に善本の名に値するものであったと想像されるからである。以上の推測がもし的外れでな

いならば、現行の『白帖jは、北宋初め、晃仲桁によって大幅な増補を経た後の『白帖jを祖本と

することになりへ従って、現行本に見える幾多の追補の遮は、その多くが、先の晃仲桁「墓誌銘J
に言うところの「掠新」であったことになる。

なお、更に本筋から外れるが、王応麟(1223-1296)の『玉海j巻四十二に引く『中興書目J(1177 
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年に脱稿)に「悉注所出巻朕名氏於其下」と記すのも、基本的には、この晃仲桁の手を経た増補版

『白帖jの系統に連なるものであっただろうヘところで、同じ『玉海jの巻五十四に引く『書目J
には「白居易、以天地事、分門類、為声偶、而不載所出」と言い、従来、先に挙げた巻四十二に引

くそれとの矛盾が指摘されてきた。しかし、巻五十四に引く『書目jは、その字句が前段にて言及

した『郡斎読書志jのそれに酷似していることから、『中興書目jが『郡斎読書志jを引用してい

たのを、元々の出処を明示しないまま『書目jの名の下に孫引きしたか、もしくは書名の誤記では

なかったかと推測される。もしそうであるならば、『玉海j内部での矛盾はここに消滅する。なぜ

ならば、『郡斎読書志jに言う「不載所出書」とは、当時流通していた『白帖jではなしに、その

原本の体裁について述べたものであって、『玉海j巻四十二にヲ|く『中奥書目jが、南宋当時の通

行本『白帖jの解題であるのとは全く別次元の話だからである。

それはともかくとして、上述のような経緯を経て、『白氏六帖jは刊本の時代を迎える。日本に

現存する主だった二種の版本、すなわち静嘉堂文庫本(陸心源旧蔵)は北宋後期、天理図書館本(博

増湘旧蔵)は南宋初め紹興年聞に刊刻されたものであるヘそして、紹興刊本の登場に相前後して、

『白帖jの続編である孔伝の『後六帖J(書名は『直斎書録解題jに拠る)が現れ、商宋末には、自

氏のそれと許せて『白孔六帖jとして行われるようになったらしい(r玉海j巻四十二、義文、「唐

白氏経史事類」注)。

以上を要するに、『白氏六帖jは、早くも白居易存命当時から既に彼自身の手を離れ、幾多の人

々の手を経る内に次第に増補されて行ったようである。先に例示した『白氏六帖jの雑駁さは、実

にこのような経緯の中で生じたものであった。こうした性格を持つ書物について、その不純物を取

り除き、オリジナJレな姿を復元しようとすることは、実際ほとんど不可能に近い作業である。むし

ろ、原本に遡及しようとする方向に見切りをつけて、後人による増補をも含めて考察して行くこと

も、それ相当に十分有益な観点たり得るのではないか。『白氏六帖jは、確かに雑駁な類書ではあ

るのだが、その雑!駁さの中に、ある傾向が読み取れはしないか。そしてそれは、この類書を利用し

育てて行った人々の学問的水準や文学的価龍観と分かち難く結び付いているのではないだろうか。

f白氏六帖jが流通した中唐から宋代にかけては、様々な社会変化とともに、文化の担い手も大

きく変動した時代である。中世貴族の没落とともに、近世士大夫階級と称、せられる知識人階層が出

現し、その層は中流出身者をも含むレベルにまで急激に拡大した。新しい文化を創造する原動力と

なったこの新興の知識人たちについて、その学問的基盤に焦点を当てることはさほど無意味なこと

ではあるまい。そして、かかる視点からの観察対象として、『白氏六帖jは相当に有効な資料だと

思われる。なぜならば、この類書は、彼らの文学創作を実践的に支援した工具書であったからであ

る。このような視角から f白帖jを見てこそ、先に言及した、類書にあるまじき該書の特徴も、初

めてそれなりの意味を持つようになるのではないだろうか。なお、この新輿の知識人の中に、『白

帖jの原著者である白居易その人ももちろん含まれる。彼のような大詩人を、有象無象と一括りに

してしまうことに反発を感じる読者もおられるかもしれないが、六朝の文人たちと白居易との質的

差異に比べれば、彼と近世初期の一般知識人層との距離はさほど問題にはなるまい。

f自氏六帖』における文献採録のあり方は、確かに社撰である。しかし他方、該書の部門立てに

は、現代の私たちの感覚に照らしでも極めて妥当だと恩わせるものがある。一例を挙げるならば、
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墨・筆・硯・紙といった筆記用具について、先行の類書では、義文部等の末尾にこれを置いていた。

つまり、物理的筆写の結果であるというよりは、むしろその内容にこそ意味があるであろう各種の

文体と、それを筆写するために用いられる道具とが、文章に関するものという括り方で、同一平面

上に平然と配せられていたのである。ところが、『白帖jにおいては、これら文章を記すための道

具は、帳・席・枕・案といった日用の調度品類に繋連せられている。このことを認めた時、『白帖j

編集の背後に鏡らされた概念の体系が、私には突如として近しく感じられたものである川。想像す

るに、本来大変な貴重品であっただろう筆記用具が、この時代、比較的量産されるようになり、日

用品として認識しでもあまり違和感を生じないほどに普及したのであろう。そのような現実が、概

念の分類にも変革を促したのではないだろうか。「商買Jr金冶Jr陶瓦Jr債負jといった商工業関

係の部門(巻二十四)が従来になく充実していることも、恐らくはこれと同源に出るものであろう。

中世から近世へ移行する唐宋の問、中国は、政治的軍事的混乱とは裏腹に、経済的にはむしろ好景

気時代を迎えつつあq た。それが、『白帖jの篇目構成の上にも反映しているように思われる。

『白氏六帖jの部立ては、もちろん当時の人々から見ても、その常識や感性にぴったりと合致す

るものだ、ったらしい。例えば、宋の陳振孫の『直斎書録解題j巻十四、子部(類書類)に「杜詩六帖

十八巻」なる書物を録し、その解題に「建安陳応行季陵撰。用白氏門類、編類杜詩語」と言うが、

このような書物が現れたということは、それだけ『白帖jが広く流通していたことを物語ると同時

に、その分類のあり方が、近世初頭の人々において、極めて妥当だと看倣されていたことを示唆す

る。というのは、類書は工具書である以上、必然的にまず検索に便なることが要求されるが、索引

等は設けられていなかったであろう当時の類書にあっては、的確に分類された部門こそがその機能

を果たしたに違いないからである。『杜詩六帖jなる書物において、『白帖jの分類が採用された理

由もここにあると思われる。

さて、 f白氏六帖jにおける炭門も、正しく当時の常識に即して配せられたと思われる。「炭jは、

『義文類来jや『初学記jといった先行する類書、及び六朝以来の勅撰の類書を祖述する北宋の

『太平御覧jにおいては、火、灰、煙、あるいは燈火等と共に、炎という現象に係るものとして一

括されている。ところが f白帖』においては、「火Jr灰Jは自然現象を網羅した巻ーに、「薪柴」

「炭」は酒食に関連する事物を集めた巻五に、「燈燭」は衣類や調度品を並べた巻四に、という具

合に、人間との関与の仕方に応じて部立てが行われている。そして、この分類法の発想によると、

炭とは、食品加工のための燃料として認識されていたことになる。

ところで、実はこれに先だ、って、宮崎市定氏の論考により、炊事用の燃料として、唐末頃から石

炭が用いられるようになったということを知ったヘ氏の説によると、生活燃料としての石炭の歴

史は、概略次の通りである。すなわち、石炭の存在が知られたのは古く漢代からのことであるが、

山林資源が枯渇するに従って新しい燃料を見つけなければならなくなった。石炭が燃料としてやや

広く利用されるようになったのは唐末の頃からであるらしく、例えば、唐末の康耕の『劇談録jに

は、乾符年間 (874~879) のこととして、石炭を一旦熱してコークスにした後、これを調理の燃料と

して日常的に用いていた、洛陽のある金持ちの侠話を載せている(巻下「洛中豪士J)。ところが、

北宋に入ると、少なくとも首都開封においては、石炭が生活燃料として既に広く一般人民に普及し

ていたようで、南宋の荘縛の『難肋編j巻中には、「昔沖都(開封)数百万家、尽く石炭に仰ぎ、ー
もや

家として薪を然す者無しJとの記述が見える。強い火力と、その調節技術を手に入れた此の時代は、

近世中国文明と共に中華料理の君主明期でもあった、と。

翻って『白氏六帖jは、確かに「炭」を炊事に関連するものとして認識し、これを酒食に関する
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事物を繋連した巻五の末尾近く、「莱」と「厨」との聞に置いている。『白帖jは、燃料革命という

現実の変化をいち早く察知し、早速これを部門立てに取り入れているではないか。しかし、炭を炊

事に用いるということは、宮崎氏の説によれば、唐代末に至るまではあまり一般化していなかった。

とすると、そこに引かれた文献は、いったいどのような内容のものなのだろうか。このような興味

から、 f白帖j炭門にヲ|く文献について検討してみることにしたのである。

結論としては、誠に当然のことながら、炊事とはあまり関係のない文献ばかりが炭門に列挙され

ていた。つまり、現実生活においては、炭は食品加熱のための燃料であるという認識が最も実態に

即した定義でありながら、このような意味での用例を過去の文献に求めようとしても、ほとんど得

られないのである。炭という部門に付与された意味の枠組と、そこに寄せられた典故の内容とが諦

離するというこの一見奇妙な現象は、中世から近世への移行期にあったこの時代、文字で書かれた

世界よりも、現実の世界の方がはるかに先行していたことを物語るだろう。

固

ところで、『白帖jにおける炭門の位置について、もしこれが、白居易編纂当初からのもので、あっ

たとすれば、些か不可解と言わざるを得ない。なぜならば、白居易の生きていた時代、炭は主とし

て暖房用であり、炊事用には一般に薪が用いられていたらしいからである。当時、炭とは通常木炭

を指していたようであるが、日常生活を題材とし始めた中唐の詩における「炭jの用例を見るに、

例えば、孟郊(751-814)の「答友人贈炭J( r全唐詩j巻三八0)には、

青山白屋有仁人、 青山白屋に仁人有り、

贈炭価重双烏銀。 炭を贈らる、価は双烏銀よりも重し。

駆剖坐上千重寒、 駆却す、坐上千重の寒さ、

焼出炉中一片春。 焼出す、炉中一片の春。

吹震弄日光不定、 霞を吹き日を弄して光定まらず、

暖得出身成直身。 暖め得て、曲身、直身と成る日}。

と詠ぜられ、これによると、当時炭は暖房用に用いられていたこと、しかもそれは非常に高価なも

のであったことが知られる。

とはいえ、部屋を暖めるついでに、酒を暖めたりすることはあっただろう。白居易の「雪中曇起、

偶詠所懐、兼呈張常侍・章庶子・皇甫郎中、雑言J(3011)詩には!4)、

瓶中有酒炉有炭、 瓶中に酒有り、炉に炭有り、

聾中有飯庖有薪。 費中に飯有り、庖に薪有り。

とあって、この対を為す語句の並びから考えて、台所に積まれた薪で炊飯するのと同様に、炉の中

で熱した炭によって酒を暖めるということが、付随的ながら確かに行われていたと見ることができ

る。

また、同じく白居易晩年の詩「睡後茶興、憶楊同州J(3023)には、

婆裟操陰樹、 婆裟たり緑陰の樹、

班駿青苔地。 班駿たり青苔の地。

此処置縄林、 此処に縄林を置き、

傍辺洗茶器。 傍辺に茶器を洗ふ。

自費甑甚潔、 白姿、甑は甚だ潔く、
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紅炉炭方蟻。 紅炉、炭は方に蟻んなり。

沫下麹塵香、 沫下りて麹塵香しく、

花浮魚眼i弗。 花浮かびて魚眼沸く。

という、文人墨客的生活を描写した一節が見えるが、「緑陰樹」という詩語から考えて、季節は少

なくとも冬ではなく、ということは、ここで盛んにおこっている炭は、茶を立てるという目的だけ

に用いられているらしい。ただ、この詩全体の雰囲気から察するに、それは当時としてはとても費

沢なことであっただろう。

要するに、中唐においては、炭はまだ暖房用として用いられるのが主流であって、酒を暖めたり

茶を沸かしたりすることはあっても、それはあくまでも付随的、もしくは特権的なこととして認識

されていたようである。

それでは、中唐当時、炊事用の燃料としては何が一般的であったかというと、それは言うまでも

なく薪であった。引き続き白居易の詩から例を挙げるならば、先に見た「雪中曇起、偶詠所懐」

(3011)詩の他、「歳暮J(2972)詩に見える、

長炊麗有米、 最に炊くに、農に米有り、

タ嚢厨有薪。 タに嚢ぐに、厨に薪有り。

という対句からもこのことが知られる。

このような現実から『白氏六帖jに翻ってみると、酒食関連事物を集めた巻に炭門が置かれてい

るのはいかにも不可解で、ある。ここで敢えて想橡をたくましくすれば、この炭門は、後人が付加し

たか、もしれま、本来別の位置にあったのを、現行本のように改変したものではないか。『白帖j

が広く流通した時代は、石炭が生活燃料として急速に普及するようになった時代と正しく重なる。

利用者にとっては索引として機能したはずの篇目構成を、より現実に即した使い勝手のよいものへ

編集し直すことは、可能性として十分有り得る。それに、先にも述べた通り、 f白帖jの中には、

後世追補された部門が相当数含まれており、つまりは、『白帖jに対する後人の増補は、文献の追

加というレベルに留まらず、部立てという枠組自体にまで及んでいたことは間違いないのである。

更に、炭門近辺の部門の配列順を見るに、「薪柴Jr調草Jr莱Jr炭Jr厨」と並んでおり、その用

途から言えば隣接してしかるべき薪と炭とが、草だの莱だのによって隔てられ、薪から莱に至る繋

連はともかくも、莱と炭との聞には断層のようなものが認められることも、こうした推量に拍車を

掛ける。

五

前述の通り、『自氏六帖j炭門にヲ|く文献の内容は、その部門に付与された意味内容とは重なり

合わない。本章では、この問題はひとまず置いておいて、文献の字句一つ一つについて、仔細にこ

れを観察してみたい。そうした細かい作業の中で、『白帖jという類書の特質を示唆する、具体的

現象を拾い上げることができるように思われるからである。

以下、通し番号の下に抄出したのが見出しの字句、(Jで、括ったのはその注、※を付したのは、

『白帖jが拠ったと思われる原典の、現行本におけるテキストである。これらを記した上で、『白

帖j本文について、原典との校勘結果や、その異同の由来するところ、注記態度の傾向等、気付い

た点を述べてみたい。底本は、南宋紹奥年間の刊本である天理図書館本とする。なお、北宋後期刊

本である静嘉堂文庫本との異同は、この部門に関しては、問題とすべきものは認められなかった。
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①伐薪為炭〔月令季秋〕

※『礼記j月令:季秋之月……草木黄落、乃伐薪為炭。

②謙譲呑炭

※『史記J刺客列伝(議譲): r象譲又漆身為席、呑炭為唖、使形状不可知、行乞於市。

この見出し匂と全く同ーの四文字が、唐の李翰(玄宗期頃の人)撰『蒙求jにも表題として見える

(No 337)。この他、例えば巻六、父子附門無子に採る「伯道無児」、同附門遺孤に採る「稿紹不

孤」も、そのまま『蒙求jに見える字句である (No277， 278)。

こうした事象は、『白帖jに見える字句が『蒙求jに依拠して採録・追補されたというよりも、

むしろこうした四字句が無意識に脳裏に浮かぶほどに『蒙求jによる初等教育が広く普及してい

たということ、そして、『蒙求jと『白帖jとは、その利用者をほぼ共有していたということを

物語っているように思われる。南宋の陳振孫は、その『直斎書録解題j巻十四、子部(類書類)に

「蒙求三巻Jを録し、注に「本無義倒、信手車意、雑襲為章。取其韻語、易於訓諦市己。遂至挙

世諦之、以為小学発蒙之首(本より義例無く、手に信せ意を擦にして、雑襲して章を為す。其の

韻語を取りて、訓諦に易からしむるのみ。遂に世を挙げて之を諦し、以て小学発蒙の首と為すに

至る)Jと述べてその粗雑さを指摘し、更に「事有甚不可暁者、余家諸子在裸、未嘗令請此也(事

に甚だ暁る可からざる者有れば、余が家の諸子構に在りしときより、未だ嘗て此を諦せ令めざる

なり)Jと息巻いてはいるが、しかし、このような書物によってこそ、庶民に至るまで教育が普

及したのだということは陳氏も認めざるを得ないだろう。そして、『白帖jもまた、『蒙求jによっ

て蒙を啓かれたような人々にとっては、実に頼りがいのある類書だ、ったと思われる。

付け加えれば、先の『蒙求j本文に引く『史記jは、概ねその侠話のダイジェストであって、

原典の字句そのものにはそれほど拘泥していなしミ。こうした傾向は、既に第一章で例示した知く、

また本章で取り上げる炭門の至るところに示される如く、『白帖jにも共通して認められるもの

である。

③掌炭〔林衡掌炭之徴令、以時入之、権量受之、供邦国之用。〕

※ f周礼j地官、掌炭:掌灰物炭物之徴令、以時入之、以権量受之、以共邦之用、凡炭灰之事。

注の冒頭に見える「林衡」とは、同じ f周礼j地官に属する、掌炭とは別の職官名であって、

典故指摘の明らかな誤りである。静嘉堂文庫本も同じ。参照される顔度が比較的高い部門では、

このような基本的誤りは早い時期に訂正されたと思われるが、そうした機会を逸したまま、つい

に現在に至ってしまったらしい。ついでながら、この典故に関して、清朝の勅撰の類書「淵鑑類

函jは、 f白帖jの誤りをそのまま襲っている。無批判な切り貼り作業である。

④陰陽為炭
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※貰誼「鵬鳥賦J( r文選j巻十三):且夫天地為鐘今造化為工、陰陽為炭分万物為銅。

無注である。典拠は、上記の通り。当時『文選jは、科挙受験者にとっては必読の書で、あった

から、周知のこととして注記不要と考えたのか。だが、『文選jよりも更に基礎的な教養であっ

たはずの経書については言及していることから見て、むしろ、出典が買誼のこの作品であること

に注者が気付かなかった可能性の方が高いように思われる。

このことに関連して、 f白帖j巻二、珠門に興味深い事例が見える。すなわち、「剖蝉胎」の注



『白氏六帖 j炭門考

に「文選目、幹蛤珠胎、与月蔚全。又目、橋夷剖鉾列明珠J(前者は『文選j巻四、左恩「呉都

賦J、後者は同巻十三、謝恵連「雪賦J)と二件の文献を挙げるのだが、前者は剖の字を含まず、

後者は胎の字を含まず、いずれも注としては不十分と言わざるを得ない。ところで、同じ『文選j

の巻入、揚雄「羽菰賦」に「剖明月之珠胎」という勾が見え、その李善注に「明月珠、幹子珠、

為峠所懐也、故日胎」と言い、この本文と李善注とを併せて、ちょうど『白帖j見出し匂の「剖

斡胎」にぴったりと合致するのである。注として挙げるべきは、むしろこちらの方であろう。こ

れを指摘し得ていないこと、しかも、作品名を挙げるのではなしに、「文選日」と記しているこ

とに、『白帖j注者・受容者における学問的蓄積の薄さが露呈しているように思われる。

さて、先に、晃公武の『郡斎読書志jに依拠しつつ、 f白帖j原本は本来無注であったらしい

ということを述べたが、上述の如き現象は、この推測の有力な傍証となるように恩われる。なぜ

ならば、見出しの語句に対して不適切な典故の指摘を重ねているということは、つまりは、注が

別人によって記されたことを物語るに他ならないからである。本条の「陰陽為炭Jにしても、典

故が指摘されないまま今に伝わったのだろう。また、『白帖jの所々に現れるまだら状の無注部

分は、こうした体裁が本来の姿であったことを強く想像させる。もともと全巻に情わっていた注

が、まだら状に脱落したと考えるよりは、むしろ、注記可能なところから注を入れて行ったとこ

ろ、利用頻度の低い巻や、典拠指摘の困難な語句が、無注部分としてまだら状に残ったと考えた

方がはるかに自然だからである。

⑤陵炭〔楚獲呉舟、使随人守之、環而聖之、及泉、盈其陸炭、陳以待命。〕

※『左伝』昭公十七年:呉伐楚、…・・・(楚師)大敗呉師、獲其乗舟鈴皇、使随人与後至者守之、環

而重之、及泉、盈其陸炭、陳以待命。

『白帖jにおいて、『左伝』はしばしば「伝」としてヲlかれているが、以下の三条ともども、

ここでは書名を明記しない。典拠を同じくしても、注の体裁が不揃いである点に、幾人もの手を

経る内に重層的に付加されて行った、『白帖j注の成立過程を垣間見ることができるように思う。

字句は、基本的には現行本『左伝jに一致するが、注の前半部分にかなり省略が目立つ。ただ、

それらの字句の削除によって、話の筋はむしろ明解になっており、これは意図的に行われた編集

であるように見受けられる。このことは、以下の三条についても言える。こうした注記の態度は、

『白帖j全般に渡って散見する。周知の通り、一般に類書は、典拠となった文献を比較的正確に

引くものであるが、このことに関して、『白帖jはかなり無頓着である。だがそれを、類書とし

ての完成度の低さと解釈するのではなしに、むしろこの類書独特の編集傾向と見た方が実態に近

いように思われる。

⑥廃於錨炭〔部荘公下急、執夷射姑不得、怒、自投予林、廃子鐘炭。廃墜也。〕

※『左伝j定公三年 :i郁子在円台臨廷。闇以瓶水沃廷。紹子望見之、怒。闇目、夷射姑旋鷲。命

執之、弗得。滋怒、自投子林、廃子鐘炭、潤遂卒。……荘公(即ち精子)下急而好潔、故及是。
お

注の本文に対して、「廃とは墜つるなり」と更なる注を付し、典拠となった故事の意味を明確

に伝えようとしている。出処は、あるいは杜預注か。ただ、社氏は墜を陪に作る。『太平御覧j

巻八七一、火部(炭)に引く『左伝jの注は堕に作る。堕は階に同じ。堕と墜とは、字形・意味と

もに近似する。
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⑦屡炭〔華元楽挙葬文公用屡炭。注以禦湿也。〕

※『左伝j成公二年:宋文公卒、始厚葬用屡炭、・…口君子謂、華元・楽挙於是乎不臣。

ここにも、注の本文に対する更なる注記が見える。本条の場合は、「注」と断わり書きしてい

る点で、前条とは体裁が異なる。その典拠は未詳。ただ、 f左伝j正義に引く『周礼j地官、掌

墨の鄭玄注「以慶禦湿也Jが、非常にこれに近い。

③蟻炭子位〔寺人柳有寵、太子佐悪之、太子居授、柳蟻炭子位、太子将至則去之、欲其温媛、又有寵。〕

※『左伝j昭公六年:宋寺人柳有寵、太子佐悪之。

※『左伝j昭公十年:宋平公卒。初元公(即ち太子佐)悪寺人柳、欲殺之、及喪、柳蟻炭於位、将

至則去之、比葬又有寵。

『左伝j本文は、これを抜き書きしただけでは話の筋が分りづらい。そこで、異なる年代の記

事を緩り合わせて、事の経緯を合理的に説明しようとしている。字句そのものよりも、内容の梗

概の方をより優先的に伝えようとする態度は、『白帖jの陣所に認められるところである。

⑨炭軽重〔准南子目、水勝故夏至湿、火勝則冬至燥、燥則軽、湿則重。故先冬至夏至、懸土炭於衡、

各一端、令適停。冬至陽気至、則炭仰而鉄低、夏至、則炭低而鉄御也。〕

※ f准南子j天文割1:陽気為火、陰気為水、水勝故夏至湿、火勝故冬至燥。燥故炭軽、湿故炭重。

注の「故先」以下は、現行本『准南子jには見えない。このことについて、劉文典氏は「疑是

注語、而今本脱之也」と解釈する(r准南鴻烈集解J)。ただ、全般的に I白帖jは、原典の正確

な抄出にそれほど熱心ではないことから、『白帖jによって現行本『准南子jの欠を補うことに

は些か露踏を覚える。ところで他方、『漢書j李尋伝、顔師古注に引く孟康注に、『白帖j注の後

半部分に酷似する、次のような記載が見える。

天文志云、懸土炭也、以鉄易土耳。先冬夏至、懸鉄炭於衡、各一端、令適停。冬、陽気至、炭

仰市鉄低、夏、陰気至、炭低而鉄仰。

推測するに、先行するある類書に、先の『准南子jと並んでこの文献が引かれていたのを、

『白帖j注者は、その出処を記さないままこれに手を加え、『准商子j本文に繋げてヲ|いたのか

もしれない。

⑮禁〔王努欲防人盗鋳、禁人不挟銅炭。〕

※『漢書j王葬伝(中): (乃更作小銭)……欲防民盗鋳、乃禁不得挟銅炭。

⑪獣炭〔晋羊誘屑炭和作獣形。〕

22 

※『晋書j外戚伝(羊誘):琢性豪修、費用無復斉限、而屑炭和作獣形以温酒、浩下豪貴成競殻之。

『白帖j注が参照したと推定される『晋書jの記述は、晋の斐啓の『語林jに依拠したものと

思われる。この書は、陪唐の聞に散逸しており、『白帖jの成立・流伝当時においては、直接こ

れを見ることはできなかった。『太平御覧J巻八七一、火部(炭)に引く『語林jには、以下のよ

うに記している。

洛下少林木、炭止如粟状。羊誘騎豪、乃捧小炭為屑、以物和之、作獣形。後何召之徒、共集乃

以温酒。火熱既、猛獣皆開口向人、赫赫然。諸豪相手今、皆服市効之。(召の字、『御覧j巻四九三、

人部(者)にヲ|く『晋朝雑記jは石に作る。また、既の字は、もと一字分空画で、あったのを、同書



『白氏六帖』炭門考

によって補った。)

さて、『晋書j及びそれが基づいた f語林jは、中世貴族の豪者を物語る故事であったが、そ

の肝心な要素を『白帖jでは脱落させている。確かに、中唐末頃には、獣炭はそれほど桁外れな

費沢品ではなくなっていたようで、この時代、文人官僚の日常生活を詠じた詩には割合よく登場

する。例えば、白居易晩年の「対火翫雪J(2302)詩に「獣炭、融きて初めて折る」、「青艶帳二十
ゃ

韻J(3096)詩に、毛艶の雌帳の暖かさを形容して、「獣炭にも親近するを休めよ」との用例が見

え、また、彼の友人たちの詩においても、元積の「酬段丞与諸棋流会常弊居見贈二十四韻」詩に

「獣炎、徐炭在り」、劉馬錫の「歴陽書事七十韻」詩に「蟻炭、韓獣を;除く」と見える。しかも、

以上の詩における「獣炭」の詠ぜられ方を見るに、それは必ずLも羊湧の故事を強く意識したも

のではなく、むしろ、獣を象った炭という、現実に存在する物そのものを活写しようとする姿勢

が看取される。彼らにとって、獣炭という酒落た生活用品が、晋の羊誘の発案に成るということ

は知っておくべき教養だったかもしれないが、しかし、それが過去において特筆すべき者修で、あっ

たとは、既にあまりにも現実から諦離した、実感を伴い難い昔話だったのかもしれない。

ここで今一つ注目したいことは、この「獣炭」という語句が、白居易に近い時代、科挙に出題

されている事実である問。すなわち、『文苑英華j巻一二三所収、蒋防の「獣炭賦Jという作品

であるが、題目の下に「以朱火清耀昇(この五文字の典拠については未詳)為韻」との注記が見え、

この賦が科挙の答案であったらしいことを示している。蒋防という人物については、詳しいこと

は伝わらない。ただ、元棋・白居易と親しかった李紳に引き上げられて、長慶年間(821-824)の

末頃に知制詰であったのが、まもなく李紳の失脚とともに地方に左遷され、この不幸な事件にお

いてのみ僅かに正史に記されるという人物である。

思うに、この時代、詩作においては典故表現は比較的その比重を低め、むしろ描こうとする題

材に直接向き合い、典故を介することなくそれを活写しようとする創作態度が目立つてくるよう

に感じられるのだが、他方、科挙に出題される詩賦類は、その学力の蓄積を試すためのものであ

る以上、製作者には典故に通暁することが依然として強く求められたに違いない。してみると、

科挙受験を志す中流層の人々にとって、『白帖jという類書は、簡便な受験参考書としても非常

に有用だ、ったのではないかと想像される。また、科挙に出題された語句を、後人が該書に追補し

たという可能性も十分に考えられる。

⑫掘得〔交州記日、竃頭山、越王炊嚢之処、掘得炭。〕

※侠。 f太平御覧j巻八七一、火部(炭)ヲIr交州記J 竃頭山、越人炊嚢之処、掘而得炭。

次の条とともに、 f白帖jとしては珍しく典拠を明示する。

⑬難合〔准南子目、警如沫炭紐縄也、何時而合。注目、旅寒炭熱、無時得合。〕

※『准甫子j斉俗篇:此相為論、警猶o.k炭鈎縄也、何時而合。

現行本 f准甫子jには、 f白帖j注に引くような注は見えない。『新唐書j童文志、子部(雑家)

によると、少なくとも f白氏六帖jの成立・流伝当時は、許|宴注と高誘注と、各々二十一巻ずつ

存していたようだが、現在では、この斉俗篇については許慎注しか残っておらず、その許注には

上記の知き注は見えないのである。ところが、『太平御覧j巻八七一、火部(炭)にヲ|く n佳南子j

には、 fo.k寒炭熱、鈎縄曲直、無時得合Jとの割注が見え、これが『白帖j注のそれに、中一句

を除いては、ぴったり符合する。
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f白氏六帖jの注者が、当時はまだ残存していた高誘注『准南子』に拠ったとは全く考えられ

ないことではない。だがそれよりも、当時はまだ現存し、宋代に入って『太平御覧jに取り込ま

れた、先行のある類書にそのまま依拠したと見た方が、より妥当性が高いように思われる。とい

うのは、本条は前の条と腫を接して『御覧jにヲ|かれ、その}I頂序も『白帖jのそれに同じく、し

かも、先にも言及したとおり、書名を明記するという体例において、この二条は周囲から突出し

ているからである。『太平御覧jは、六朝以来の勅撰の類書四種を切り貼りして成立した類書で

ある1ヘその、『太平御覧jが依拠した先行類書のいずれかが、ここに挙げた『交州記Jr准南子j

を続けて録しており、その類書の一部分をそっくり抄出したのが、『白帖jのこの二条ではない

だろうか。該書に『初学記jによる追補と推定される部分が見えることは、第一章にて言及した

ように、既に先人の指摘するところであるが、このような形跡は f白帖jの随所に埋もれている

と予想される。一例を挙げれば、巻二十九、烏門に採る「令鳥Jr窮烏」及び「日禽Jr陽烏」
「帰飛Jr反輔」は、『初学記j巻三十、鳥部(烏)に採る「賦J及び「事対Jの一部と順序が一致

し、これによって追補された可能性を強く示唆する。

⑭天帝装炭〔越王勾践有宝剣五、醇燭日、当造之時、雨師酒掃、雷公撃豪、蚊龍捧壇、天帝装炭。〕

※ f越絶書j越絶外伝記宝剣:昔者、越王勾践有宝剣五、開於天下。客有能相剣者、名蕗燭。…

・・(醇燭日)……当造此剣之時、赤董之山、破市出錫、若耶之漢、 i固而出鋼、雨師掃i麗、雷公撃

豪、蚊龍捧鐘、天帝装炭。

⑮啓〔庚肩吾云、識暫量情、似見昆明之灰、清塊伯鷺、不復因人之熱。劉孝威、謝東宮費炭啓目、

洛城雪深、不見海神之跡、呼i宮球合、無待王覇之親、来而為岳、大社黒山、称、之以船、将重牙獣、

鐘生蜂焔、室満紅光、雑袋入而識者、鼠布焚而無汚。〕
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※庚肩吾・ IJJ孝威の啓、ともに供。『白帖Jによってのみ今に伝わる。

「啓」という文体名を挙げた後に、その具体例として二つの作品を引く。これは、『自帖jには

珍しいスタイルである。このような体裁を持つ類書といえば、真っ先に f義文類緊jが挙げられる。

ところで、現行の『類来jは、「炭」に独立した部門を与えておらず、巻八十、火部に、薪・

炭・灰を一括して置くに過ぎない。ところが、その「薪炭灰」部門を見てみるに、どうもこれは、

本来各々独立して設けられていたのが散逸したため、やむなく三者をーまとめにしたのではない

か、と思われるふしがある。その根拠は、ここに採られた「又目、季秋、乃命伐薪為炭J( r礼
記j月令)の注に、「事具炭部」と言いながら、その「炭部」が現行本には見えないこと、そして、

この部門に見える殆ど全ての文献は薪にまつわる典故であって、炭に関連するのは、薪に付随し

た上記の一条のみ、灰については、この部門の末尾に置かれた『貌略jと陪の容徳潤の「詠灰詩」

の二条に過ぎないということである。

案ずるに、『童文類緊jの原本には、元々「薪Jr炭Jr灰Jの三部門がこの順序で並んでいた

が、炭部を丸々含む、かなり広い範囲の部分が失われてしまったために、後人がその残存した

「薪」の大部分と「灰」の末端とを併せて「薪炭灰」という部門名をこれに付与したのではない

か。翻って、見出しに「啓jという文体名を挙げる、『白帖jにしては珍しいこの体例は、本条

が、当時はまだ残存していた f類来j炭門に拠って追補されたことの名残ではないかと推測され

る。庚肩吾・劉孝威ともに南朝梁の代表的文人であって、その人選も実に『塞文類来j好みであ

る17)。
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むすびにかえて

以上、『白氏六帖』について、巻五の炭門を視野の中心に置きながら、その雑駁さの実態を探っ

てみた。ここに明らかにしたような諸特徴は、該書が白居易の撰であるということに拘泥している

以上は、全て切り捨てるべき無価値な部分でしかないだろう。しかし、こうした雑駁さの中に、こ

の類書を大いに活用し流通せしめた、近世初頭の新興知識人層における学問的水準や知的価値観を

窺うヒントが隠されているように思う。ただし、本稿で述べたことは、あくまでも今現在での見通

しに過ぎず、今後も引き続き検証して行く必要のあることは言うまでもない。

ところで、『白氏六帖jが盛んに流伝したのと同じ時期、陪代に成った虞世南の『北堂書室長j は、

ちょうどこれと入れ替わるかのように散供した。両者は同じ私撰の類書でありながら、『書室長、jの

方は、原典に対して非常に忠実で、しかも当時虞氏の懐中にしか残存していなかったと推定される

散侠文献を数多く採るという、『白帖jとは全く対照的な特質を持つ。そして、中国が中世から近

世へと移行する唐宋の問、 f白帖jは時代に歓迎され、『書室長、jは忘れ去られていったので、ある。もっ

とも、その後幾百年と経た後、『書室長、jは、その内に保存する史料の貴重さによって再び高い評価

を獲得し、一方『白帖jは、現在、生きた類書としての価値は殆ど失っている。だが、宋代に刊行

されたそのままの姿を化石のように留めているこの類書は、中唐から宋代に至る、限定された一時

代の文学的情況を探るには、震れた第一次資料たり得ると考える。

本稿を為すに当って、天理図書館・静嘉堂文庫には貴重な文献の複写を快諾していただいた。こ

こに深謝する。

注

1 )例えば、津田潔氏「新楽府と白氏六帖(稿)上J( r漢文学会々報j第二十八輯、一九八二年)、

山崎誠氏「白氏六帖考J( r白居易研究講座j第二巻、勉誠社刊、一九九三年)に、このような主

張が見える。

2)博増湘旧蔵、現在は天理図書館所蔵、台湾の新興書局より影印本が出ている。

3 )花房英樹氏「白氏六帖に就いてJ( r漢文学紀要』三、一九四九年)を参照。

4)前掲の花房、山崎両氏の論文を参照。

5 )馬本『白氏文集j巻七十ーに、「酔吟先生墓誌銘井序J(3798)と題して収録する。那波本には

見えない。

6) r全唐文j巻七六三、盛均「桃林場記」に「唐の武宗(年号は会昌)二年(842年)、余は斯の境に

遷るJと見える。

7)現行本『白帖j巻二十一、県令の部門に採る「彰沢柳」の注に「陶潜、字淵明、為諺沢令、門

種五柳」と見える。

8 )前掲論文における花房氏の説に賛同するものである。

9 )山崎氏は、前掲論文の中で、南宋末において添注出経本が流布したことを当時の史料を挙げて

示し、その史料にヲlく添注出経本『白帖jが、現在、台湾国立中央図書館に蔵されている『新離

白氏六帖事類添注出経』にほぼ一致することを指摘する。本稿では、この版本は全く視野に入れ
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ることカ宝できなかった。

10) r白氏六帖jの版本の問題については、尾崎康氏「天理図書館蔵宋刊本から一三、四の覚書一」

( rピブリアj九十二集、一九八九年)に詳しい。

11) 筆記用具類の義文部からの独立は、北宋の呉淑 (947~1002)の『辞類賦注jにも認められる。

ただ、同じ北宋時代の類書でも、主として文献の保存に目的を置いていたらしい『太平御覧jは、

六朝以来の勅撰の類書を藍本とするため、その部門立ても伝統的それを踏襲している。『御覧j

に至る古類書の系譜については、後の注に挙げる勝村氏の論文に詳しい。

12)宮崎市定氏「宋代における石炭と鉄J( r全集j第九巻所収、初出は『東方学j十三号、一九

五七年)、「中国に於ける者修の変遷一羨不足論-J ( r全集j第十七巻所収、初出は『史学雑誌j

五十一篇一号、一九四0年)を参照。

13)得は結果を示す接尾辞。俗語。また、三・四匂自の卸・出も接尾辞で、俗語的用法である。

14) ( )で括ったのは、英房英樹氏『白氏文集の批判的研究J(葉文堂書庖刊、一九六0年)によ

る作品番号である。以下同様。

15) r白帖jに採られた語句が科挙に出題されている事例は、津田潔氏 rr毛詩j伐木篇の「鳥」に

ついて-r白氏六帖j鴬門考(上)ーJ( r漢文学会々報j第三十四輯、一九八八年)にも指摘があ

る。

16)勝村哲也氏「修文殿御覧天部の復元J(山田慶児編『中国の科学と科学者j京都大学人文科学

研究所、一九七八年)を参照。

17) r童文類豪jが、南朝の文学作品を採録することに非常に積極的であることは、拙論「従『北

堂書紗j的編集態度看虞世南的文学観J( r中国文学論集j第二十二号、一九九三年)にて既に指

摘した。

(1996年12月2日受理)

26 



『自氏六帖』炭門考

外圓語文要旨

『自氏六帖j 是中唐大詩人自居易所誦的類書。閱於此書，有一些研究者認為，為了要正確地理解

白居易的詩，店、該多利用這部由他自己騙的類書。但若從這笛觀血來說， r白帖j 卸不能算是笛好資

料。因為此書教蜂後人增補，封白氏當初囑轟時的体裁﹒內容，至今仍無法推斷。但如不拘泥於白居

易為作者之事寞，則此書可謂仍具有研究的個值。其理由如下。

f自帖J 這部額書，由中唐至宋，極受新興知識分子的歡迎，在店受利用和流f云之中，自然而然被

添增了許多文獻，甚至連篇目也有所增補，從現行『白帖j 中，可隨媳認出這些故增補之部分，而從

這些地方有看出一些很正好可趣的現象。比如，此書所採錄的一染祭文敵1.子原典相比，字句往往不

正確，不過這筒現象正可使我們体認出編者力求平易之傾向;有些地方，注者找不出適章的典故而只

好自圓其說;還有些地方， 1以乎是依挺了先行鎮書來增補了文獻。本文即持以炭門所引文敵之倒為中

心，未說明『自帖J 的這些特徵。

『白帖j 確案是內容相當駁雜的類書，但此書之駁雜，蚓也正好提怯了許多線索，來幫助我們理解

近世初期之知識分子在活用流倍之時，其知識基盤之大概傾向。
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