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宋代の詩と詩論における
l l蘇 献 を 中 心 と し てl i

﹁音山﹂

について

山
たとえば蘇載が詩に︑

ておく必要があろう︒

伊勢雄

た意を重視した事実と︑そこに言う﹁意﹂の概念を吟味し

一一訟で決めつけると当然ながら見落しがおこる︒宋人もま

世の定論となっている︒しかし多様な宋詩を尚理や主理の

このように宋詩は理に過ぎ興趣に乏しいとする見方が後

道をそれていると見ている︒

て遠し﹂(﹃升庵詩話﹄巻四)と︑主情に対して主理は詩の正

こと近し︒宋人の詩は理を主とし︑三百篇を去ること却っ

また明の楊慎は﹁麿人の詩は情を主とし︑三百篇を去る

て以て情を見す﹂景清一致のものであった︒

あらわ

べ景を写す︒或は情に国りて以て景に寓し︑或は景に回以り

採録していない︒彼が尊重する唐詩は﹁一篇の中︑情を持

j
黄
山田題石経疾=(其の一﹀
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宋詩は尚理か
中国詩学では︑﹁詩は志を言う﹂(毛詩大序)とか︑
情に縁りて締腕に一(陸機﹁文賦﹂﹀と簡潔に詩の定義をする
伝統がある︒一士一口志は漢貌詩の︑縁情は六朝詩の特一演を示し
ているとも言えよう︒
宋代では局敦阪の﹁文は道を戴する所以なり﹂(﹃通警﹄
文辞)と一一一一口う主張を承けて︑道学者の載道説が文章に影響
を与えた︒この風潮に反援した南宋の厳羽は︑コ泊浪詩話﹄
を著して︑﹁詩一は情性を吟詠するもの﹂と定義し︑盛唐詩
は﹁惟だ興趣に在る﹂のに対して宋詩は学識や道理の表明
(
注 l)

となっていることを批判した︒

明の徐師舎も﹃詩休明弁﹄巻十・五言律詩の条に﹁宋詩
は理を尚びて︑意輿に病めり﹂として︑宋代の五一律は全く

ト
主

葱祷門前路葱落たり門前の路
行穿翠密中行きて穿つ翠密の中
却来堂上着却って堂上に来たり着れば
(﹃刊紙紙詩集﹄巻十五︑以下詩集と略称﹀

︿
注 2)

鍛谷一意無窮巌谷意は窮まり無し
とうたう﹁意無窮﹂は尽きないおもむきがあることを言
う︒また﹁東陽の佳山水︑未だ到らざるに意己に清し﹂
(送銭藻出守婆州得英字︑詩集巻六)と言うはじひかの意であ
る
︒
また北宋末の呂本中が﹁古詩十九普及び曹子建の詩を読
むに吋 mm月我が腕に入り︑流光正に俳侶す﹄の如きの類︑

自の工夫)をほめている︒この新意こそ蘇載らが追求した

ものである︒これらの点から見ても︑﹁意﹂は宋詩及び宋

代の詩論を考察する場合のキイワ}ドとなろう︒
主意と含意

宋初の詩人は唐詩の模倣を主としたが︑欧揚僑(一 0 0

七l 一
O 七二)とその友人梅桑痘(一 OO二 i 一O 六O)

に至って宋詩の開拓が始まる︒とくに欧陽俺は三ハ一詩

話﹄という新様式を創作し︑梅完臣字は聖誌の言を多く書

き留めて︑詩濯をリードした︒

得入所未道者︑斯魚善也︒必能朕難寓之景︑如在自前︑

翠設嘗語余白︑詩家雄一年一意︑造語亦難︒若一意一新語工︑

詩皆思い深遠にして余意有り︑一一一一口尽くる有りて意は窮まり

含不意之一意︑見於言外︑然後魚至︒(六二一対話︑玉屑巻六)

みな

無し﹂(呂氏支蒙訓)と一七日う﹁余背中﹂は余韻・含蓄の意味に

ここで梅莞臣は︑詩の内容の新しさ︑表現の工みさによっ

て︑先人のまだ表現していないものを創り出した作品が最

用いている︒
このように意の概念には幅があり︑また詩論における術

高であるとしている︒しかもそれは﹁写し難きの景を似

﹃詩人王府﹄二十巻(以下玉婦と略称)は︑巻六に﹁命意﹂

ある行意とを要求するものであった︒その作例を問われた

す﹂的確な叙景と﹁不尽の意を含んで吾一口外に見す﹂含蓄の

あらわ

はさらに別の概念が加わる︒たとえば南宋の貌慶之編
の大項尽を立て︑﹁立意深遠﹂﹁用意精深﹂などの小項目を

梅尭臣は答えて一一一一口う︒

作者得於心︑覧者禽以走︒若鍛経一柳塘春水慢︑花塙

用いている︒この命意・立意・舟ぃ誌の追いも検討を要する
点である︒黄昇は玉屑の序文で﹁友人税菊荘は詩家の良医

夕陽淫﹂別天容持態︑融和給十議︑量不在目前乎︒又如混

つく

なり︒乃ち一如意を出して別に是の続を為る﹂と︑新意(独
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を例としてヰ一一口うのを見ると︑作者が詩想を主題化して表現

司馬光は六一詩話をつぐ意味からその著に﹁統詩話﹂と名

するとき︑意味内容を補完するものとして一諮問や行間にひ

庭筒﹁鶏整茅庖月︑人法板橋霜﹂︑資島﹁怪禽時畷野︑

この厳維の﹁酬劉団員外見寄﹂の頚聯は︑春の季節感と暮れ

づけたが︑のち﹁混公詩話﹂と呼ばれている︒︑迂受はその

なずむさまをよく捉えた表現であるとし︑混庭鋳の﹁商山

そませた余意を重視することである︒読者がよく考えて発

落田恐行人﹂則道路辛苦︑続放愁忠︑量不見於言外乎︒

早行﹂の領聯と資島の﹁暮過山村﹂の領聯とは︑旅のつら

掘すべき含蓄の一一種で︑知に属する︒これが社詩に多いと

号︒ここに﹁意の一一一一口外に在るを貴ぶ一とは︑社甫の﹁春望﹂

さや愁わしさが景に託して言外に含まれているとしてい

する評価は︑宋人が社詩を極めて高く‑評価する風潮の先駆

(間前)

る
︒

してよい︒

といえよう︒その評価が言外の意に基づいているのは注意

O 八八)字は
三番目に現れるのは︑劉放(一 O 二二 l 一

(片山

詩以一意祭主︑文詞次之︒一意深義高︑雄文詞卒易︑自是

奇作︒世人見古人語句卒易︑仇徴之一間不得其一意義︑使入

蔵野︑可笑︒(劉貢甫詩話︑玉屑巻六)

は︑意乃至意義が文‑詞と対比され︑表現より内容が

(9
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作者の心情を通して選び取った景物を組合せるという知
働かせて理解し︑作者の心情に迫るのである︒この無形の

貢甫の﹁劉貢甫詩話﹂︿﹁中山詩話﹂ともいう)である︒その

的処理による構成力(心)を︑読者もまた想像力(意)を
心情を有形の景物に託して形象化するには︑景物の選択と

中の一条に言う︒
3)

組合せに技を安し︑それを﹁誌の工﹂というのであろう︒
ここでは中・晩踏の五律が関心の対象となっている︒
古人魚詩︑貴於一意在言外︑使人忠市得之︒故言之者無
罪︑間之者足以戒乱︒近世詩人︑惟杜子美最得詩人之態︒

一とするものであるが︑その内容は心情ではなく論理的

如﹁閤破山河在︑域春草木深︑感時花濃涙︑恨別烏驚
心:一︑﹁山河在ー一︑明無徐物企︿︒﹁草木深ー一︑明無人余︒花

で倫理的な意味内容である︒作品の意図と言い換えてもよ
の諮問で#のる︒

鳥一千時可娯之物︑見之市泣︑関之市恐︑則時可知失︒飽

O 八六)の
これは司馬光(一 O 一九l 一

い︒それは野誌でなく典雅でなければならなかった︒

'‑

山昨日類比︑不可綿製︒︿迂史︑玉府巻六﹀

の

新意

自言其中有歪柴自ら言う其の中に至楽有り

の﹁適意﹂は︑快適な気分を表面の意味としながらも︑荘

(石蒼辞静墨堂︑詩集巻六)

遺一意無異遺逢遊意に適うこと遺蓬遊に異なる無しと

子の超俗的な精神性を背後に持つ点で特異な語である︒同

司馬光が詩経の﹁詩人の体﹂を持出し︑劉放が意深義高
と梅発症の詩論の延長線上に宋詩を発展させたのが︑両者

黙皆一旦信手類推求点画手に信せて推求を煩わす

我露間一意造本無法我が書は意造にして本法無し

ように︑君が収蔵している私の蓄などは︑

と次第に載︑遊説に近づいていくのを引きもどして︑欧陽符

彼の詩にはしばしば﹁意﹂の誌が用いられているが︑意
うの動詞は別にして︑名詞の場合にはニュアンス以上に

手本なしの勝手流で︑一点一一幽も手まかせで見る人に何の

ねんごろあいゆる

字かあれこれ判読を煩わせている代物だと言う︒この﹁意

味の違いが認められる︒
子一意遠可射子が意遠くして射る可し

蘇紙の重視するところであった︒

そうというのである︒芸術における独自の工夫(新意)は

うに︑自然界の事象にヒントを得て創作に新しい趣向を示

思いつめて物を見つめていると面白い着想が得られるよ

以下文菜︑と略称︑巻六十六)

詔一意於物︑往往成趣︒(鼠文与可論革審後︑﹃蘇献文集﹄︑

視する︒

大体︑蘇献は詩・警・一間の制作においては意の働きを重

同じくあれこれ考えることである︒

造﹂は︑自分のあたまで勝手に造り出すことで︑意は臆と

詩来苦相箆詩来たって苦に相寛うす
(次韻子出除日見寄︑詩集巻一ニ)

弟蘇轍に﹁君の気持は遠くにいてもよく判る﹂という︑
の意は心情に近い︒
策杖無道路杖を策いて道路と無く
(懐四湖寄晃北大叔向年︑詩集巻十三﹀

直浩意所使誼だ意の使とする所に造る
これはその時の﹁気分﹂をさしている︒蘇詩の中で﹁歓意﹂
﹁放意﹂﹁述意﹂と熟した場合もやはり気分的なこころを内

J
JJ

容としている︒
戸一

︑
﹂

中j
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じ詩の中で︑石蒼釘の口ぐせ(﹁其中﹂以下)をからかう

>
‑

の門人の蘇紙(一 O 三六 i 一
一 O 一﹀︑号は東坂であった︒

」ー

常一間初鉱山意於嘉︑乃嘉爾︒:::吾害雌不甚佳︑然自出一新
︑ 不 践 古 人 ︑ 是 一 快 也 o (評草書︑文集巻六十九)

でしかないと︑蘇献は否定するのである︒

心・神情つまり精神性が新意の根鼠をなしているから革

新は技の工夫のみでは成功しない︒

吟岐出一耕一定吟岐して新しき意を出だし

は初めからうまく脅こうという気持がないほうが︑う
まく書ける︒(中略)私の警もあまりうまくはないが︑自

指宣想前撫指回して前の撫を想う

が一つの誇りだ﹂と言うのである︒従って蘇献はこの﹁新

九)

m二首︑其二︑詩集巻十
(次韻和劉黄山町︿設寅楼見寄並寄子z

さ吉のつ

分で新しい工夫をして︑古人の真似ごとをしない︒その点
意﹂の有無を評価の基準としていた︒

沼樹︑笛設起於江上︒客有郭・士口二生︑頗知一音︑謂坂

田︑笛整有一新去︑非俗ヱ也︒使人間之︑則進士李委︒関

六十五︑榔公紳伝附弟公権伝)ように︑ 正心を基本とした︒

ければ別ち筆正し﹂と答えて腕曲に諭した(﹃侶唐書﹄巻百

は技法の・革新を伴うはずであるが︑それは百工(職人)の

ることによって新民を成立させるのである︒芸術の革新に

がら文化遺産を最大限利用しつつそこに独自の工夫を加え

して自由に新様式を創り出すのではなく︑伝統を踏まえな

性つ
のま
、ら

ネ[ドの

(9
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顔公一礎法出一謝意顔公法を変じて新意を出だし
制筋入骨如秋股細筋骨に入りて秋鷹の如し

李委吹笛井引︑詩集巻二十
坂生日︑作新曲巴鶴南飛以獄 c (
一)

︒凶作事老翠妙亭詩︑汗集巻八﹀
と比倫を用いつつ顔真仰の革新を説く︒また︑

得自然之数︑不差翠末︑出新一意於法度之中︑寄妙理於

豪放之外︑所謂瀞刀絵地︑運斤成風︑蓋古今一人市己︒

榔少一副知一問︑本出於顔︑一間能自出新一志︑一字百金︑非虫
語也︒其言心正則筆正者︑非猫誠一棟︑理問然也︒世之小

(書呉道子直後︑文集巻七十)

‑音楽・絵画いずれにおいても﹁新意﹂を出すこ

人︑書字雌工︑一間其一料情︑終有限舟側縮之張︒(書官氏六
家一部間後︑文集六十九)
顔真卿の流れを汲む柳公権もまた独自の工夫をしたとニ一一口

における革新のあり方の 典 型 が 認 め ら れ よ う ︒ 伝 統 を 破 壊

とによって一評価されているのである︒ここには中国の芸術

は︑一見うまそうだが︑よく見るとその

υ

ぅ︒彼は穆宗に筆法を問われ︑﹁用筆は心に在り︑心正し

台
、

せかせかと威張り散らし卑屈にごまをする俗物

精世

新しさを善しとする︒蘇紙が新意を重視する所以である︒

可愛市不可用子︒非逼其一意︑能如是乎︒(政君議飛白︑文集

如君謀長行革隷︑無不如意︑其遺力徐一意︑愛信周飛'自︒

世之室田︑薬不乗隷︑行不及革︑殆未能通其一意者也︒

その新意は自然の法則(道理)に煩うものでなければなら

巻六十九)

技のみの新しさとして評価しない︒君子の精神主義による

なかった︒言い換えれば︑その意が道理にかなっているが

蘇紙は言う︑物の道理は根本において一つである︑ その

一つの本質を心得れば︑どんなことでもうまくこなせる

故に尊重されたのである︒
五ロ雛不諮問書吾は書を諮問くせずと難も

と︒万物の理とすべての芸は根本的に一体である︒たとえ

c'と 曹 し

擁護莫如我喜を焼るは我に如くもの莫し

ば左伝に見える名医の医和と医緩は患者の老若を関わずす

べての病気を診た︒医者が専門に分科したのは医術の衰え

有能遁其一意荷くも能く其の意に通ずれば
常謂不同学可常に謂えらく学ばずして可なりと

よりも替の根本を知ることが重要だとする︒右の詩の﹁王

卦一同法を論じた詩の中で︑蘇献は警は臨翠して技法を学ぶ

が得意だと一一一一口われるのはかまわないが︑これが出来てあれ

定めて施すのは通俗の低級な画でしかない︒あの人はこれ

と物いずれもうまく描いた︒画の彩色をこの物にはこれと

に倍ならない︒また絵画では大家の膏不興と呉道子は︑人

註︑発卿日﹂に﹁魯直常に謂う︑東坂心通じて︑翰墨の外

は出来ないと言われるのはよくない︒今の書家で︑装警は

(次韻子出論替︑詩集巻五)

に得たり﹂というように︑警の大家黄庭竪も蘇紙の警は万

書けても隷警は輩出けず︑行蓄は書けても革審ほどではない

茶君設の場合は︑措行革隷のどの護法も意のままにこな

る︒しかして物の理と警の意は一つのものであった︒

ことであっ︑後のそれは警道の本質を白ノ得することであ

かく平一一口う初めの﹁其の意に通ず﹂は万物の理を自得する

ろう︒

というのは︑多分書道の本質がまだ判っていないからであ

物の理に通じていると認めていた︒
こうした警論が出るのは︑彼ら宋代の士大夫が︑万物の
理(道の本質)は根本において一つであるとする認識を共
有していたからに他ならない︒
物一理也︒通其意附州知⁝適部不可︒分科而館︑隆之衰也︒
占色部輩︑宣之随也︒和・緩之盤︑不別老少︒曹・呉之
室︑不探人物︒諮披長於走期可︑日能是不能是則不可︒

(9
6)

せて︑その筆力と若想力の余力が一転して飛自の
なっ

た︒彼のすばらしい警は鑑賞できても︑警の本質を自得し
ていない者には︑その真似はできない︒

(虎丘寺︑詩集巻十一﹀

春意破凄冷凄冷を破る

焔花己作青春一窓己に作す青春の意

(除夜野宿常州域外二首・其二︑詩集巻十一﹀

J

嶺

し回定化すると︑その道の全一的な生命の躍動を失ってし

細雨作寒知有意細雨寒を作すは意有るを知る

霜雲偏一等病客薮偏り尋ぬ病客の

まうからである︒根源的には一体である万物の道理を全一

(八月十七日復登盟十一海楼自和前篇:・︑五首・其五︑詩集巻

未数金菊出窓蓬未だ金菊をして議蓬より出でしめず

の理を自得するためには︑理の遍在する自然の景物と向い

って人のために)働きかけてくるものとして捉えられてい

これらはみな外物が意向をもって(多くの場合善意をも

八)

合っている必要がある︒景物の背後に在る大いなる造物の

とすれば︑両者の間に交感あるいは意の交流が可能であっ

物や造物が人の意を知り︑また人が物や造物の意を知る

(紅梅三雷・其二︑詩集巻二十一﹀

故輿施朱護妙姿故に朱を与施して妙姿を発く

ひら

也知造物含深一意也た知る造物の深意を含むを

何如濁占上春時何如ぞ独り占むる上春の時

雲裏開花却[回一応遅一室長花を開くこと却って是れ遅し

一/

}﹂

O

なのである︒それは背後に在る造物のの表れでもあっ

る︒﹁青春意{一﹁春意﹂は働きかけのシグナルとしての予兆

ある︒これが蘇献の芸術観の基本であった︒そうした万物

が︑どの芸術においても根底に据えられねばならないので

的なままに会得する︑つまり天地の心を己が心とすること

一分科の専門家は表面を描くことしか出来ない︒専門化

焔

意(理)を会得するためにである︒
蘇献の詩に外物︑が意を有しているとする表現が多く見ら

一一葉滋済に舞う

此の'身造物に随い

れるのも右の認識と通底のものであろう︒

一葉舞彰狩

此身路造物

泉流知人一意泉流は人意を知り

照烈として生物を覧れば

(韓子華石涼荘︑詩集巻九)

屈折作詩瀬屈折して濡激を作す

阻⁝照究生物

(9
7)

花

であり︑宋人も﹁人情を吟詠し︑物景を模写す﹂(活温詩娘︑

玉屑巻一ニ)とか﹁人の情意︑物の容態︑二匂これを尽くす﹂

たことになる︒
達子窮愁天有意子をして第愁せしむるは天に意有り

(遺珠︑玉屑巻三)とか言うように︑人の清と物の景の二

・
も'
ζ

要素を主とした︒こうした心構と景物をつなぎ通わせるの

呉中山水要潜詩呉中の山水清一詩を要むればなり
(和晃同年九日見答︑詩集巻十四)

が﹁意﹂でありその働きであったと言えよう︒

吟詩莫作秩姦整詩を吟ずるに作す莫かれ秋虫の芦

蘇紙は︑人の不遜も一大がその詩才を惜しんで呉の山水の
美景にふさわしい清詩を作る機会を与えたものだと一一一一口い︑

天公怪汝鈎物構天公汝が物情を鈎するを怪しみ

季節に反して物情をひっかけようとし︑また駄の虫の音

(次韻劉究口径︑詩集巻十六)

芝蔚得雨蔚青青芝関雨を得て蔚として青青たるに

む

使汝未老華髪生汝をして未だ老いざるに華髪を生ぜし

その﹂善意を疑わない︒
也知造物有深一意也た知る造物に深意有るを
ことさら

故遺佳人在笠谷故に佳人をして空谷に在らしむ
(寓居定葱院之束︑雑花満山︑有海裳一株︑土人不知安虫︑
詩集巻二十)
彼の故郷の花である海菜がこの配所に咲いているのは造

さわしい白髪をはえさせるといういたずらをする︒これは

のように悲哀の詩ばかりをうたっていると︑天はそれにふ

吾傍流落量天一意五口傍の流落宣に天意ならんや

物の深い配慮によるものと感謝しているのである︒

詩に悲亥ばかりをうたうことを忌む宋人の風潮を背景に出

おとしい

自坐迂悶非人携自ら迂闘に坐す人の携れしに非ず

うるを忌む﹂(李部下第)と一一一一口った︒それを諮諮的に表現

た匂であろう︒たとえば王安右は︑﹁文章は尤も悲哀を数

彼は︑自身の不遇も天や他人のせいではないと︑罪をま

するところに蘇紋の特色がある︒なお﹁新一一一付説き尽くす万

(与子出向遊架渓西山︑詩集巻二十﹀
ったく己のせいに帰し︑天を怨むということはしなかっ

物の情﹂ハ次韻婆観秀才見贈・・詩集巻十六)と門人秦観の詩を

ほめた勾に万物の情といい︑前の匂に物情という情は意と

た︒天に悪意を感ずれば︑その人との交流は成立し得な

同じく物の本質をきしていう︒軽くすれば物に備わるここ

t
v

︒
︑ 一五来︑中国の詩人の題材は自然(景)と人事(情)が主

(9
8)

ろと解してもよい︒
こうした人と物との関係の論は︑﹃文心離龍﹄第四十六
物色篇に自然と文学の関係を説くのに依るものであろう︒
劉拠はその結論として賛に臼う︑

立意と用意及び命意

次に詩論に用いらる﹁立意﹂﹁用意﹂﹁命意﹂についてみ

ておく必要があろう︒まず立意から検討する︒

心﹂のゆるぎないことを一一一一口う︒詩に関しては︑空海の﹃文

立意は﹃史記﹄に﹁立意較然﹂(刺客列伝費)と見え︑﹁決

秋風瀦郷︑情往似贈︑興来如答︒

鏡秘府論﹄南巻︑論文一念の中に︑

山沓水匝︑樹雑一山一一一試合︑目既往還︑心亦吐約︒春日遅遅︑
山は重なり水はめぐる︒樹︑々が茂り合い︑雲︑が行き交

九詩立一意︑皆傑起検作︑傍若無人︑不須怖催︒古詩云

﹁古墓型告別回︑松柏擢倍加薪﹂及﹁不信沙場苦︑君看刀箭

J

う︒そうした 自然の景物と文人の限が交感することによっ
て︑心は気を吐きまた吸いこむように活授に動いて︑精神

と見える︒この立意は引用句から見て︑主題を意表をつく

綴ー一︑是也︒

さわと吹き渡る︒これら季節の景物に詩人の心は振動す

構想と表現で示そうとする工夫をさすものと理解される︒

の新陳代謝をなす︒春の日がのどかに移り︑秋の風がさわ
る︒自然の美と真に感動する詩情は人間の自然に対する贈

同じ唐人の用例では︑社甫の詩句に︑

かえ

とあるのも︑意匠の立て方の新しさを言う︒なお白居易も

(和厳中丞西域晩跳︑杜詩詳註巻十一)

立一意新詩は清くして意を立つること新なり

政筒移風速設は簡にして風を移すこと速く

り物であり︑自然が感興(詩想)を人に還すのは人に対す
る自然のお返しである︒
かく一一一一口う相互作用は︑万物交感の意識がなければ成立し
の匂が﹃楚辞﹄九歌山鬼の匂であることが物語っているよ

一ー所謂る立意を先と為し︑能文を主と為す一(賦賦︑白氏文集

ない︒右の春日の旬︑が三汁経﹄図風七月の句であり︑秋風
うに︑四季の自然と詩人の交感は︑中国文学の初期から伝

巻二十一)と言っている︒これも一一篇の構想を立てること
O

統となり︑中国文学の骨格となるものであった︒

をさ寸ノ

ちなみに右の社甫の詩句を江西詩派は極めて重視してい

(9
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四

る︒その詩の王法の注に︑
余日︑呂氏一童蒙訓︑老社詩云﹁清詩立一意新﹂最是作詩
用力庭︑議不可循習練ニ一一口︑只規募蓄作︒魯直云︑隠人作

だものとする論である︒そこに措辞の工夫を認め︑恋愛感

情という本来とりとめのないものを惹のメロディと重層的

にイメージ化した点を立意深遠と評したものである︒

次に﹁用意 一
は︑一般的には意向・意図の意味で用い︑
i

動詞の場合は気をつける︑意味をこめるの意味で用いられ

計︑終後人︒又一五︑文章切忌綴人後︒
とあるのがその関の事構を物語っていよう︒人の後に従っ

る︒蘇較の詩句に見える︑

天公用一意巽難合同天公の用意真に会し難し

てその風に倣うことや︑探言になずみ旧作を手本としてい
ては他の詩人に後れをとる︒詩想を新しくして表現に独自

又作春風煽漫晴又春風繍授の楕を作す

﹀
つ
ノ
︑

附相関遊詩﹁喚起箆を一曙︑催蹄日未西︑無心花袈鳥︑更

として韓愈の五絶﹁贈問遊﹂(畠繋先生集巻九)を引いて一一一一口

この用意も意向の意である︒玉暦巻六に﹁用意矯深﹂の例

(雪夜︑詩集巻十四)

の工夫が必要だと一一一一口うのである︒江西詩一派においてはその
工夫がいわゆる換骨奪胎であった︒
玉清巻六では﹁立意深遠﹂の例として李商憾の七律﹁錦
恋﹂全第を引いた上で︑
山谷道人誤此詩︑殊不境其意︒後以関東坂︑東坂一玄︑
此出古繁志︑云錦琵之借用器也︑其絃五十︑其柱如之︑其
春心託社関﹂︑怨也︒﹁治海月明珠有涙﹂︑清也︒﹁産自白

起・催締︑二鳥名若虚設︑故人不鐙耳︒古人於小詩用意

白調峡川︑吾年五十八会︒時春娩︑億此詩︑方悟之︒喚

興章構席︒﹂山谷回︑吾克時毎峨此詩︑市了不解其念︒

暖玉生煙﹂︑和也︒一筋之中山霊其念︑史裕一其魂遜奇古︑

精深如此︑況其大者乎︒催蹄︑子規鳥也︒喚起︑整如絡

i

粍也適怨清和︒案李詩﹁荘生暁夢︑迷鮒蝶 一︑適也︒﹁望一帝

信然︒(綿紫雑記﹀

を追憶し︑領聯と頚聯の句に得恋と失恋の感情を故事を用

災有敬一立︒蓋菌己全路︑鳥方喚起︑河其遮也︒日強未西︑

昇按︑此詩喚起・催筋︑国是二鳥名︒然題臼鰭向遊者︑

緯︑間一縛清亮︑偏於春暁鳴︑亦謂之春喚︒(冷斎)

いてイメージ化した詩で︑その理解について︑蘇献が玄の

鳥己催錦︑何其蚤也︒量二鳥無心︑不知向遊者之一意乎︒

と述べている︒これは李商怒が五十絃の訟を前に青春の恋

メロディの特質である適怨清和の四種をたくみに織りこん

(100)

一史輿我盤情市階︑早喚起而遅催蹄可也︒
ここで黄山谷が感心しているのは喚起(春喚)と催帰(子
﹄}す仏カ

規)という鳥名の付け方の工夫(意味を主にした虚設)の
後半は黄昇の意見と思うが︑彼は詩題に着目して︑そこ

精深さに対してである︒
に作者の主意を汲みとろうとしている︒春の日永に友と十

は筆先に在り︑然る後に字を作す﹂(題衛夫人筆陣図後︑全晋

文巻二十六﹀というのに通告する︒

玉屑巻六には﹁東城工於命意﹂の小項目で︑蘇棋の﹁和

とする花混の﹃潜渓詩限﹄の論を引く︒その末輩に言う︑

貧土詩﹂について︑そこには陶淵明に対する新評価がある

東坂作文工於命景︑必超然溺立於衆人之上︒非如昔人

この命意は主題及び論理の立て方をさす︒また沼温は別の

稿淵明以退任府高耳︑故叉渡明如此︒

見るのである︒起きろ起きろと目覚し代りの鳥が︑今日は

いた後に﹁此れ皆世人の能く到る所の者に非ず︑平日意を

条でやはり蘇絃の命意の工を﹁越清献碑﹂を実例として説

く︒これでは心楽しく遊んでいられないと︑時間の短いの

其の劉伶・荘子・玩千里・閤立本を論ずるは︑皆世人の意

得て到る処多く此の如し︒其の源は蓋し荘子に出づ︒故に

(1
0
1)

分に野遊びをすることができないのを惜しみ歎いていると
鳴くのが遅く寝すごしてしまった︒さて友と遊びに出れ

を烏のせいにして向遊者に挨拶としたのである︒その気持

外に於いて別に限目を出だす﹂と言う︒つまり人の意表を

かえるがよい

ば︑まだ告は傾かないのにホトトギスが不如帰不如帰と鳴

を暗示的にうたった点に用意の精深さを貰昇も認めている

7(VO

んでいるが︑敢えて区別すれば順に着想︑詩想︑構想とい

ふの

比物以意の詩

経て到達した思想であり︑常人の及ばない高論卓説なので

つく新見解を命意の内容としており︑それは日頃の思索を
は︑俗語で

ことになる︒
最後に﹁命意﹂について検討しよう︒ この

は趣旨とか寓意の意に用いられるが︑ 古くは絵画用語であ
った︒
李昇得賠張珠山水一山側︑凝玩久之及舎去︒後乃心師法
これは︑人の画は手本とせず︑造化を師として自得した

うことになろうか︒景物による輿越や心情という感性を理

上述の立意・用意・命意は︑意において当然共通点を含

題想を形にしていくと言うのである︒書道で王義之が﹁意

化︑股略葎羽田︑命一意布景︑続前輩風斯在下︒(宣和画諮﹀

五

性のうちにとりこみ︑無形に形を与える構成カを意と言い
換えてもよい︒詩句においてその構成力を見るならば︑次
の論がある︒

構成力(命意﹀にすぐれるとされる蘇棋の詩はどうか︒

蘇詩の特色の一つである題画詩を一言挙げてみよう︒

高郵陳草加豹定士重履二首・其一(詩集巻二十四﹀

未起一意先改未だ起たざるに意先ず改まる

野経克人時野控人を見る時

之象外句︒如無可上人詩日︑﹁防総雨寒更表︑関門落葉深︒﹂

君従何露看君何の処より看て

唐信多佳旬︑其政句法︑比物以一意︑部不指壬一ロ其物︑語
是以落葉比雨盤也︒ハ葱洪吋冷斎夜話﹄巻ムハ)

得此無人態此の人無きの態を得たる

無乃稿木形乃ち橋木の形ゆえに

窓洪はその著﹃天蔚禁憐﹄にもこの詩句を引き﹁一夜鷲
競たり︑謂えらく必ずや雨なりと︒暁に及べば廼ち葉の落

人禽南告在人と禽と両つながら自在なる無からんや

惨漁雲水昏惨洛として雲水は昏く

徴零落瑳濯徴雪落ちて確曜たり

北風振枯葦北風枯葦を振わし

つるなり︒其の境絶知る可し﹂とニ一一口う︒
この詩句について︑わが室町時代の歌論書﹃正徹物語﹄
に﹁杜子議︿が詩に﹃開雨寒更尽︑関門落葉深﹄といふ詩の

品焚沙榛砕品焚として沙穣は砕なり

(
注 4)

り︒﹃雨ときく﹄と点じたるを見て﹃この点わろし﹄とて

あるを︑われらが法替の老僧のありしが︑点じ産したるな

を﹄と読みつれば︑夜はただまことの雨と開きつれば︑五

っている︒画家は自我の存在を忘れることによって敏感な

限を通して捕かれた禁物に︑一つの解釈を与えたものとな

この詩は高郵相郊の諌処土の躍の簡に題したもので︑画家の

℃人一保何慕て人慢として何ぞ慕わん

一史すでに尽きて︑制引に阿川を関︑きてみれば︑一市にはあらず︑

艇の特性を写し得た︒それは障と画家との自在さが交流を

﹃雨をきく﹄とただ一宇はじめて誼したり︒﹃雨と﹄と読み

務業ふかく瑚に散りたり︒この時はじめておどろきたるこ

可能としたのである︒きびしい環境にあるが︑飛開印すれば

一撃紗江海一たび挙がれば江海に紗なり

そおもしろけれ己と見える︒これはテニヲハからの論で

ては︑はじめから落葉と知りたるにて︑その心狭し︒﹃雨

あり︑恵洪のは比擬つまり託物寓意からの論であるという

猟師も手を出せない自由の身︑それは官に拘束されない陳

eり
みM

いはあるが︑詩境の追求において姿勢は一つである︒
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処士と重なる︒時に元豊七年︑銃一ア偽による賀川配流を解か

(
注 1) 厳羽の盛麿詩と宋詩についての見解は拙論﹁行情の復

注

(注2) テキストは清の王文詰輯註︑コ紙献詩集﹄五十巻︑中華

参照︒

権ー一ハ﹃中国の古典文学﹄東京大学出版会︑八一年刊︑所収)を

れた蘇献は常州に隠棲すべく上書していた︒自身も処士と
なり雁となれる希望が︑其のこに﹁衆禽紛争を事とする
に︑野雁独り関潔たり︑徐ろに行きて意に自得し︑術仰に
節有るが若し﹂と詠じて艇に隠君子の形象を与えたのであ

(注3﹀六一・混公・中山と角書きした﹃宋三家詩話﹄一 m
mの和

文集﹄七十一巻に依る︒

護局︑中居古典文学基本叢警に依る︒散文は向じ叢警の﹃蘇紙

れた存在感を与えられたのである︒説理の傾向を抑え︑慌

た︒その中山詩話は﹁以意為主﹂と作る︒下文から見ると︑玉

刻本が文化十一一一年九月に京都︑大坂︑江戸の書障から刊行され

る︒回によって純化された野雁が︑詩によって更に純化さ

をとりまく景物を明確に描きながら︑雁の意を捉えて唐詩

と題する五律の額聯である︒

(新潟大学﹀

(
注 4) ﹁杜子美が詩﹂は正徹の誤りで︑無可の﹁秋寄従兄頁島﹂

屑引の﹁以意義為主﹂がよいかもしれない︒

とは呉なる詩的空間を構築している︒
﹁東城日く︑闘を諮問くする者は︑意を拙きて形を画かず︒
詩を諮問くする者は︑意を道いて名を道わずと︒﹂︿元︑王構
﹃修辞鍛衡﹄﹀と言う蘇献の一一一一口に従えば︑まさに﹁物は一理
なり﹂の具現化がそこにあり︑宋人ことに蘇献の意の尊重
が︑心情の領域と理知の領域との架橋として意を捉えてい
たことの当然の帰結であった︒
詩は本来︑﹁情﹂を源泉とし︑﹁意﹂が方向性を与え︑

過程で︑意が情を増幅させる場合と︑逆に意が協同を抑制す

﹁知﹂によって表現化がなされるという経過をとる︒その

る場合とがある︒総じて言えば宋詩は後者の傾向にあると
言えよう︒
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