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曹 植 ﹁遊仙詩﹂ 考
について ill‑

作品の分類上︑題材による分類と︑作品の意図や主張︑

異質だといえるのではないか︒﹁一詠穣﹂も﹁懐を︑詠ず﹂る

るものがほとんどを占めている︒だが︑コ詠懐﹂だけは︑

とすれば︑作詩の目的・環境・題材によって分類されてい

!ーーその

野

つまりテ!?によっての分類とは︑本質的に次元を異にし

なる作品であろうと﹁詠穣﹂詩たり得るのである︒それは︑

ているはずである︒しかし︑数多くの作品を分類する場

いるようでも︑そこに製品然性を考えるべきであろうが︑で

﹁贈答﹂﹁行旅﹂﹁軍戎﹂﹁郊鱗﹂つ栄府﹂﹁挽歌﹂﹁雑歌﹂﹁雑

ト4 ︑
︽JO

例えば︑郭瑛ハ二七六?一一一二四)の詩に対する評を挙げ

品評価に混乱が生じてくる︒

ということである︒そこで︑その認識が媛昧であると︑作

志﹂の主張と相侯って︑上位分類ともなり得るものである

﹁一散懐﹂が︑下位分類ともなるが︑毛詩の昔からの﹁詩一一一一同

に︑﹁梢亡﹂﹁述徳﹂﹁勧励﹂﹁献詩﹂﹁公諜﹂﹁祖犠﹂﹁一一散史ー一

例えば︑﹁文選﹂の﹁詩﹂は︑巻十九から巻一一一十一まで

うか︒

は︑作品の評側に普通的な視角というものはあるのであろ

という目的を述べたもの︑と解することはできる︒しか

よって大まかに揺られている﹁雑歌﹂﹁雑詩﹂﹁雑擬﹂を別

詩﹂﹁雑擬﹂と分類されているが︑このうち形式や手法に

ヰ
菩

合︑すべてをテーマや題材によって︑劃然と分類すること

はじめに

中

し︑他の分類と異なる点は︑形式・手法・環境・題材等の

性

制限を一切受けない︑ということであろう︒だから︑如何

しー

種の作品批評であるとみなせば︑一見︑安易に分類されて

懐

が︑果たして可能であろうか︒分類すること自体が既に一

一寸

﹁百ご﹁遊仙﹂﹁招隠﹂コ氏招隠﹂﹁遊覧一コ融機﹂ 2打
点
一
場
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前
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瀦岳を憲章し︑文体相郎︑き︑彪柄翫ぶベし︒始めて永嘉

がうかがわれる︒いうまでもなく︑鍾蝶が﹁遊仙﹂と﹁詠

があるのだ︑と主張し︑明らかに両者の間には認識の隔り

仙﹂であるかどうかよりも︑﹁一詠懐﹂であるからこそ備値

噌
巾ζ

平淡の体を変ず︒故に中興第一と称せらる︒翰林は以て

懐﹂とを分類上︑閥次元に扱っているのに対して︑古車は

﹁翼を織めて榛棋に棲む﹂と一氏うは乃ち走れ扶壊の一献懐

いである︒

﹁詠慎﹂を高次の評価基準としているために生じた食い違

LF4m

り殺迷す︒一間も﹁虎一射の姿を奈何せんいと一五い︑又た

詩首と為す︒位だ︑遊仙の作は︑辞に膝慨多く︑玄宗よ

にして︑列仙の趣に非ざるなり

類することは︑できないことではないだろう︒しかし︑そ

さて︑﹁列仙の趨﹂がある作品を︑すべて﹁遊仙﹂に分

文脈からは︑郭瑛の遊仙詩に﹁列仙の趣﹂が無く︑これ

のようにすれば︑﹁公諜﹂コ詠懐﹂﹁贈答﹂﹁楽府﹂﹁雑詩﹂

ハ鍾蝶平皆川﹂中品・背宏幾太守郭瑛詩評﹀
では﹁詠懐﹂詩である︑と批︼評しているように読み取れ

ろうことは︑一一一向うまでもない︒すなわち︑﹁遊仙﹂という

など︑飽の分類で重なり合うものが︑幾つも出てくるであ

Q
つまり鑑燃は︑﹁遊仙詩﹂には﹁列仙の趣﹂こそが重

る

分類は︑その題材をあらわしているだけなのであって︑作

要である︑と述べている︒しかし︑この鐙蝶の評に対し
て︑十川直は︑次のようにいう︒

と呼ばれる作品を︑曹植のものを中心に据え︑﹁詠懐性﹂

本稿では︑﹁列仙の趣﹂をもっ作品︑一般に﹁遊仙詩﹂

品の本質とは何の関わりもないといえよう︒

とは︑其の名は遊仙なりと躍も︑突は別ち一散懐なるをい

という視角からみてゆきたい︒﹁詠懐性﹂は多様なあり方

案ずるに︑﹁玄宗より訴速し︑列仙の趣に非ざるなり﹂
う︒皮辞には非ざるなり︒(﹁銘記室詩品袋一)

があるはずである︒﹁詠懐﹂の一つの方法としての﹁遊仙

﹀

鑑燃のこの遊仙詩の評は誤りであるとして︑後世の批評
ハ
注1

家たちが非難するのを︑十同夜は弁護しているのだが︑名は

詩﹂を考えてみたい︒

﹁遊仙詩﹂の初期的な形として︑まず漠代の楽府を取り

﹁遊仙﹂でも︑内実は﹁一詠懐﹂である︑ということを︑彼
は高く評価しているようである︒鐙蝶が名実一致︑つまり
おかしい︑と主張しているのに対して︑古車は︑名が﹁遊

内壌がつ詠懐﹂であるのならば︑﹁遊仙﹂に分類するのは
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︿
注 3)

に︑人間界と他界との橋渡し役︑つまり﹁仙人﹂という架

仙人腕白鹿仙人白鹿に騎る

っての理想世界としての仙界︿世保的な意味の理想境の場

寿であり︑空間を自在に飛朔できる能力を持ち︑人間にと

空の存在の必然性がある︒﹁仙人﹂は︑不老不死・不老長

髪忽耳何長髪短かく耳何ぞ長き

をもっている︒つまり︑﹁仙人﹂は様々な現実な束縛を受

合もそうでない場合も)に遊ぶことができる︑などの特性

﹁一長歌行﹂

上げるべきであろう︒ 一例として﹁長歌行﹂を挙げる︒

導我上太華我を導き太華に上り

けない超人︑人間の願望を実現する理想人なのである︒

撹芝獲赤犠芝を撹り赤櫨を獲る
来到主人門来りて主人の門に到り

漢代の楽府にはしばしば仙人が登場するが︑それは宴席

の主人に仙薬をもたらし︑主人の不老不死を可能にする瑞

奉薬一玉箱薬一五箱を奉る
主人服此薬主人此の薬を服せば

れることを眼目として作品は作られた︑と考えられる︒こ

身体日康彊身体時々に鹿磁

うした作品は︑集団の高揚した感情を損なわないことこそ

することによって︑座にいる人々に等しく祝頚性が感取さ

延年寿命長延年して寿命長からん

重要なのであるから︑個人的な感情が入り込む余地は少な

祥なのであって︑不老不死という特性を持つ理想人を表現

この﹁長歌行﹂のように︑漢代の楽府には︑仙薬によっ

髪自復更回一山髪白きも復た盟問きに吏わり

て不老長生を手に入れる︑というモチーフの作品がみられ

﹀

いといえよう︒漢代の楽府は﹁視頚性﹂に︑その存在意義

漢代楽府のような祝演を目的とする作品は︑宴席などで

(
詑4

るが︑その末尾には︑延年長生を寿ぐ文句がつけられてい

の重点がおかれていたと考えられる︒

の必要性がある限りその後も作られてゆくものの︑その数

﹀

不死を祈願したり︑場のめでたい雰閤気をいっそう盛り上

(
訟2

るものが︑幾つかある︒こうした作品が宴席で主人の不老
げるために作られたものであることを︑こうした文句は示

一一一一二)の﹁五遊詠﹂を

は減少してゆく︒
見てみよう︒

次に︑一ニ諸説の警櫛ハ一九一

すと考えられる︒
﹁仙に遊ぶ﹂ことは︑人間にとって︑いくらその願望が
あったとしても︑現実的には不可能なことである︒そこ

(30)

﹁五遊詠﹂

1九州不足歩

2願得凌雲朔

3慈 泊 八 紘 外
4遊 間 際 遮 荒
5披我丹霞衣
6製我紫覧裳

ハ中略)
日上帝休商樹上帝は西稀に休み
お群信集東廊群后は東山附に集う
げ帯我現瑠倒我に帯びしむ穆璃の側
四激我抗議採我に激がしむ抗議の妓
日脚飼玩一筆芝蜘一蹴して時一一流芝を玩び
初徒備罪華芳徒備して華芳を弄ぶ
幻王子奉仙薬王子は仙薬を奉り
羨門進奇方羨門は奇方を進む

明
μ

お服食事法紀服食して退紀を亭け

M延秀保無磁延寿して無間継を保たん
おいては︑漢代の作品と何紘一寸変わりはないが︑漢代のもの

この作品は︑仙的世界を描いている楽府であるという点に

ん

と大きく具なる点を一つ挙げるとすれば︑それは仙界に昇

り自由に行動した後︑仙薬を受け取って延年長一一汗するのは

﹁主人﹂ではなく﹁我﹂である︑という点である︒

曹槌の︑こうした作品のもつ特徴として︑﹁束縛されず
(法5 ﹀

自在に行為する一人称的﹃我﹄が作品世界にいること﹂と

別稿に述べたことがあるが︑これらのことから知られるの

は︑詩を賦する行為が集閣のものから個人的な営みへと移

行するに従って︑作品の制作目的が変化し︑﹁祝頚性﹂が

薄れてゆく︑ということである︒

曹換の﹁気出偲﹂などにはまだ﹁常願主人増年与天相

守﹂のような句が見られるが︑同じく曹操の﹁陪上桑﹂の

L や﹁平陵東﹂の﹁年若王父無終極﹂などの表現は︑

﹁土持如南山不忘悠﹂︑曹捕の﹁飛龍篇﹂の﹁寿向金石︑永世
難老

﹁五遊一詠﹂と同様︑祝頚性を幾らか残しながらも︑同じ

﹁場﹂にいる他者の存在が︑作品の成立の必要条件ではな

くなったことを示している︒他的世界は︑詩人にとって︑

自己の抱える現実との関わりにおいて︑様々な意味で内面

化され︑切実な意味を持ち始めた︑といえるかもしれな
1V

ここで再び郭撲の﹁遊仙詩﹂に対する評に一反る︒﹃文心
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江左の篇製は︑玄風に湯れ︑拘務の志を唆笑して︑亡機

﹁九州歩むに足らず﹂の五字を看れば︑其の士山を今の天

挙げた曹植の﹁五遊一散﹂に関しても︑次のような評がある︒

踏襲している︑という点を高く評価している︒また︑先程

の談を山口前盛す︒実・孫巳下︑各おの彫采有りと離も︑辞

か︒其の源は霊均に本づく︒

下に得ざるや審かなり︒己む無ければ︑其れ仙に遊ぶ

彫龍﹄の

の挺抜して俊と為す所以なり︒ハ明詩篇)

越は挟を一にして︑与に雄を争うもの莫し︒景純の仙倍加

の﹁遊仙詩﹂では︑問時代の詩人とは異なって﹁辞越は撲

その理由は︑﹁始めて永一括平淡の体を変﹂じた郭瑛が︑そ

摘しているのである︒漢代の楽府が不老長生という側面を

為に︑庖原と同様に﹁仙に遊﹂ばざるを得なかった︑と指

らの評は︑郭壊や曹植がいずれも志を現実に得なかったが

﹁霊均﹂とは一宮うまでもなく︑同じく屈原を指す︒これ

︿陳酢明﹃釆萩堂古詩選﹄巻ムハ)

を一にして﹂いない︑という点に求められるであろう︒こ

強調するために仙的世界を描いていたのに対して︑居原が

をはじめとして︑郭嘆の﹁遊仙詩﹂は榎めて評価が高い︒

こでいう﹁辞越﹂は︑﹁彫采﹂すなわち修飾技巧に関わっ

願軽挙布遠遊願わくは軽挙して遠遊せん

悲時俗之迫阪今時俗の迫慌を悲しみ

ているのではなく︑主に内容国を意味している︑という点
に注意しておきたい︒
次に︑後世の批評家の︑同じく郭瑛の﹁遊仙詩﹂に対す

と︑如何ともしがたい現実から離脱するために始的世界を

(﹃楚辞﹄遠遊)

描いているという点で︑作品を制作する動機が屈原と共通

る評を挙げる︒
之を知るに足らん︒

景純の遊仙は別ち鹿子の逮遊なり︒章句の士︑何ぞ以て

するというのであれば︑不老長生という祝額的側面より

も︑空間を自在に飛朔し︑理想世界として仙界に遊ぶこと

(何熔吋義門読書記﹄巻四十六﹀
本と問問子逮遊の憾にして其の辞を擬し︑遂に佳製を成せ

人は︑やり場のない様々な現実の不満から逃れたいがた

強く窓議されているはずである︒

ができるという︑他人の特性が︑作品制作に当たってより

︒
︿方東樹司昭味態ヰ一一向﹄巻一一一)

め
〆

いずれも郭瑛の﹁遊仙詩﹂が︑屈涼の﹃楚辞﹄遠遊篇を

(32)

ょうとする︒撲の武帝のように︑現実に非現実を重ね合わ

む
こ︑
︑λubu' せめて精神を理想世界に遊ばせ︑わずかな慰めを得

こうした表現の持つ効果が大きいと考えられ

ているが︑彼の遊伯詩に詠懐性が強いと

といった諮がちりばめられ︑拡独と悲

人第﹂﹁桂之横行﹂﹁遊仙﹂﹁五遊詠﹂﹁平陵東﹂﹁苦忠行﹂

ところで︑の﹁遊仙一一一どとして︑﹁升天行﹂二首﹁仙

せようとすることは愚かしいことではあるが︑心の痛みに
耐えかねて︑現実 1地上から高く仙界へと飛均しようとす
るのならば︑そこに﹁遊仙詩﹂ 1 ・﹁詠懐詩﹂となる契機が
あるのではないだろうか︒

(
注7

﹀

﹁逮遊篇﹂﹁飛語篇﹂﹁駆車行﹂などが挙げられるが︑これ

らの作品には郭嘆のように︑現実の悲哀に拘泥する態度は

雲鱗非我駕雲鱗は我が駕に非ず

機欲騰丹籍丹駅知に騰らんと欲すと難も

吾生独不化五回が生独りル仰せず

准海変散命尚准海は徴禽を変︑︑せしむるも

己秩復願菱巴に秋なれば復た哀を燦う

時変感人思時変は人の思いを感ぜしめ

運流有代謝運流して代謝有り

欝轡遠行遊

的矧朔九天上

翻跡登期間期

婚続開松喬

誹霧陵紫虚

意欲奮六一級

戚戚少歓娯

人生不満一吉

﹁遊仙﹂

替を欝せて遠く行遊せん

親類す九天の上

跡を翻して鼎湖に登る

鐸腕松喬に出向じ

霧を排して紫虚を凌ぐ

意六認を奮わんと欲し

戚威として歓娯少なし

人生百に満たず

久ノ

︒

見られない︒一例として﹁遊仙﹂と題される作品を挙げよ

悦無魯揚徳塊づらくは魯援の徳もて

東観扶桑寝 東 扶 桑 の 躍 き を 観

﹀

郭瑛の﹁遊仙詩﹂のなかでもとりわけ﹁詠様性いが強い
(
注6

と見なされる吋文選﹂所収の第四首を挙げる︒
﹁遊仙詩﹂其四

廼日向一ニ舎日を廻らして一二舎に向う無きを

ムハ龍安可頓六龍安んぞ頓むべき

臨川友年選川に臨んで年の選くを亥しみ

菌培弱水流

西弱水の流れに臨み

撫心独悲托心を撫して独り悲托す

(3
3)

北極登玄渚北極めて玄渚に登り
のぼ

︿﹁昭味龍一宮一一一同﹂巻二)

ここで︑現実の悲笈をいうのは﹁人生不満百︑戚威少数

蒼然﹂と評している︒共に︑﹁気体﹂﹁気骨﹂と表現は異な

評であろう︒拐応鱗も曹植の遊他詩を﹁詞諜宏富︑高気骨

これは﹁遠遊篇﹂に限らず︑他の遊伯詩にも当てはまる

娯﹂の二句のみであり︑他は天界遊行の様を極めて自由に

るが︑警植の遊仙詩の本質がその自由関達な表現だけにあ

南開砂舟丘南均けて丹丘に捗らん

述べているだけである︒前述の﹁五遊詠﹂では﹁九州不足

る
︒

るのではなく︑その内容・詩境にもあることを一一一一口ってい

仙界の様子を対比的に強調するだけのものでしかないから

詩﹂では︑現実が仙界へと飛び立っための契機に過ぎず︑

的・抽象的にしか述べられていない︒それは︑彼の﹁遊仙

実に対する不満は︑いずれも余りに簡潔に︑そして一般

く︑自由自在に東西南北あらゆる所を飛朔する姿に︑現実

なければならなかった︒それを逆に言えば︑何の束縛もな

るほど︑逆に仙界はまずまず自由で︑喜びに溢れた世界で

るがために︑現実世界が不自由で不如意なものであればあ

曹植にとって他界は常に現実世界の対極にあるものであ

(許庁一

であろう︒彼の﹁遊仰詩﹂には︑さらに現実への一言及まで

にがんじがらめに縛りつけられた曹植の笑像を読み取らね

﹀

歩﹂︑﹁仙人篇﹂では﹁沼海一何回府︑九州安所如﹂︑また﹁遠

9

遊第﹂では﹁出品掃本吾宅︑中川川非我家﹂というように︑現

をも切り捨ててしまっているものも多くみられる︒そのた

五獄問︑人生如寄居﹂ハ﹁品川人篇﹂﹀にも表されるように︑

ばならない︑ということである︒彼の﹁遊仙詩﹂は﹁飾観

作品の中で︑自らが似的世界を飛朔することによって︑現

(注油)

め︑﹁遊仙詩いからは︑他の作品にはみられないほどの明
品の表簡にさほど現れていないということと︑矛盾蔦藤が

実を鳥搬する視野を獲得し︑現実の悲亥を超克していると

(
設8
ν

るさ︑自由さが感じられる︒しかし︑現実の悲亥感情が作
無い︑自己の在存を線源から凝視していないということと

L ハ﹁桂之樹行﹂)

いう点にこそ特徴がある︒

という表現は︑表面的にはつ万里の外﹂であるからこそ

例えば︑﹁来臨万里之外︑去留随意所欲存

は︑短絡的に結び付けられるべきではない︒
気体は宏放︑校関にして︑景純に勝る︒景純は饗妙なる

﹁去留﹂もつ認の存せんと欲する所に飽う﹂ことができる︑

ガ東樹は﹁遠遊篇﹂を次のように評す︒
も︑局面の駒大なるは此に及ばず︒

(34)

の存せんと欲する所に随ういことができない︑という曹植

といっているが︑その裂に︑現笑では﹁去留﹂さえも﹁意

た作品がある︒﹁一詠懐詩﹂八十二首中で︑神仙世界を詠じ

地位に位する﹂とされる庇籍には︑幾っか神仙世界を詠じ

としての上社の生活が︑坑籍の価債の序列において最高の

た作品を一首挙げる︒

(注目﹀

の悲痛な叫びが見え隠れしている︒暫植は﹁遊仙詩﹂で直
識に現実を悲嘆するようなことはしない︒ただ︑何の屈折

﹁一散懐詩﹂其七十八

一一一一口外に浮かび上がってくる︒百植の遊仙詳の独自性はそう

乃処射山間乃ち射山の阿に処る

背有神仙土管神仙の士有り

も無きかのようなその表現の裂には︑正反対の彼の現実が
したところにあるといえるのではないだろうか︒

一味雲御飛龍雲に乗り飛龍を御し

糠慨嘆等援糠慨し嘆き容援す

可開不可見開くべきも見るべからず

嘘議磯唆華蹴鳴して遺筆を磯う
葛藤を一部す感情が表わされているものが圧倒的に多いのに

愁苦来相加愁苦来りて相加わる

自傷非傍額自ら傍類に非ざるを傷み

曹植の作品には︑悲京・憤怒・恐れといった︑現実との

現している︑ということは前章でも述べた︒そのため︑や

下学部上達下学して上達せんとするも

対して︑一連の﹁遊仙詩﹂は︑無条件に歓喜・解放感を表
やもすると﹁作品自体として苦関を表現しているとはいい

忽忽将如何忽忽として将た如何せん

(注江)

がたい﹂という理由で否定的評価を受けがちである︒この

玩籍の場合︑神仙の存在に懐疑的であるという現実の認

解き放って︑天界を'自由に遊行することは無いのだが︑こ

(注目)

識は︑そのまま作品に反映していて︑自らが現実の足柳を

評を言い換えれば︑作品に﹁一詠懐性﹂が感じられないとい
うことであろう︒
では︑なぜ曹槌の遊仙詩は︑﹁一詠懐性﹂が稀薄であると

がいたのは立主であって︑氏籍自身は﹁自ら傍類に非ざ

の作品でも︑﹁雲に乗り飛龍を御し﹂ている﹁神仙の士﹂

﹁一詠懐性﹂の強い作品としては︑第一に抗籍の﹁一詠懐詩﹂

るを傷﹂んでいるだけである︒それは︑神仙の存在に懐疑

感じられるのか︒次に表現の面からそれをみてゆきたい︒
が挙げるられだろうが︑﹁天上の神仙の生活︑または変形

(35)

的な現実認識とは別に︑曹植が作品では自らが飛掬してい
るのとは対照的である︒つまり︑﹁詠懐詩﹂の構造が︑離
脱しようとして︑結局再び現実に回帰せざるを得ない氏籍

b

を記し

ここで時代的に曹植と郭嘆の中間に位置付けられ︑その

大部分が神仙の記事で埋められている書﹃博物士山

(
注M)

の姿を表しているとすれば︑その作品には必然的に玩籍自

た張華︿二三二?一ニO O﹀の﹁遊仙詩﹂を挙げる︒
﹁遊仙詩﹂四首其一

身の懐疑・煩関が現れざるを得ない︒
氏籍の﹁均一部懐詩﹄においては︑かんじんの詠懐を示す

羽桂揚軽据羽経軽裾を揚ぐ

雲一寛垂藻旅雲一箆藻放を垂れ

頭登清雲間清雲の関に議登し

いいかたは︑閉ざされて欝積した感情を語るのにふさわし
い表現様式であるということも可能ではなかろうか︒﹂と

論道神由記麗道を神白阜の震に論ず

部分に疑問反訴の措辞が多く使われる﹂が︑﹁疑問反一誌の

鈴木修次氏は指摘される︒そうであるとすれば︑この疑問

王后吹鳴竿王后鳴竿を吹く

鰭史登鼠音籍史回路音を登し

守精味玄妙精を守り玄妙を味わい

(法お﹀

られよう︒例えば︑一献懐性が強いと見なされる郭瑛の﹁文

反訴の措辞の多寡は︑﹁詠懐詩﹂の条件の一つとして挙げ
選﹂所収の﹁遊仙詩﹂をみても︑七首中六首までに疑問反

﹁遁遁﹂しているのは︑確かに張華自らなのであろうが︑

誼議無為雄無為の境に遮遺す

その主体は曹績の作品ほどには明らかでない︒曹権の作品

訴の措辞を見つけることができる︒それに対して︑曹植の
から︑官植の作品は︑単なる﹁遊仙詩﹂とされ︑コ詠懐詩 一

辺地仙詩﹂にはそうした疑問反語の措辞はみられない︒だ

では﹁速遊筋︑品加純激仙所自出也︒﹂ハ胡応鱗﹁詩薮﹂内第

華の仙界を無条件に肯定する姿勢のみがみえる︒少なくと

描きあげられた仙界の様子に授りきっていて︑ここには張

のような自由間違な解放感は感じられやす︑ひたすら美しく

巻二・古体中・五皆同﹀のような︑一詠懐性が強いとされる︑

も︑対極にあるべき﹁現実﹂は︑他の三首を含むどこから

i

郭嘆の﹁遊仙詩﹂のさきがけとしての評価はありえないは

も読みとることはできない︒それは︑作品の制作意図が︑

とは見なされにくいのではないのだろうか︒しかし︑それ

ずである︒

(3
6)

沼

が︑その仙界は虚構の上の脆い幻想であり︑再び苦い現実

(注国﹀

修辞技巧の巧みさを示すことにあったからでもあろうし︑

だからこそ︑彼の作品において︑﹁我﹂は再び地上へ帰

へと立ち返らねばならないことをも彼は知っていたはずで

らず︑仙界を飛均し続ける︒庇籍が理想に到達し得ない現

ある︒

う︒いずれにしても︑ここから知られるのは︑対極として

実をつ詠懐﹂せざるを得なかったとの同じ重さで︑精神が

張輩が神仙に対する懐疑を︑少なくとも曹檎や庇籍ほどに

の現実を持たない仙界をいくら華麗に詳細に描いたとして

永遠に運動し続けることへの願望を︑曹植は切実に詠じ

はもっていなかった︑ということにも起開削するのであろ

も︑その作品は﹁一一献懐性﹂を持ち得ない︑ということであ

た︒理想と希望の表現は現実と絶望の裏返しである︒加え

て︑否定しようとするものに寄りかからざるを得ない︑認

る︒ここに張華の﹁遊仙詩﹂と曹植の作品とが最も大きく
限一昨閉が指摘するように︑官補は不如意な現実から﹁己

かに﹁一一散懐﹂の系誇に連なっている︑と言えるのではない

識と行為の苦い落差があるからこそ︑彼の﹁遊仙詩﹂は確

異なる点がある︒

たのは︑悲痛な現実から自らを解放した︑その解放感であ

ただし︑こうした長生を祈願する文句は︑仙的世界が措かれ

保守(葦逃行)

陛下長生老芳︑呂田粛粛稽首︑天神擁護左右︑陛下長与天相

聖主享万年︑悲今皇帝延寿命︿王子喬)

︿
詮 2) 例えば︑この他に次のようなものがあげられる︒

郭嘆の﹁遊仙詩﹂評など︒

する︑際酢明﹃采薮堂古詩選﹄巻十二や何持﹃義門読書記﹄の

蝶同氏其少列仙之趣︑謬奈川一(沈徳潜﹃古詩源﹄巻八﹀を始めと

(
注 1﹀例えば︑﹁遊仙詩本有託前二一一口︒汝壊詠懐︑其本旨也︒鍾

注

だろうか︒

む無く﹂仙に遊んだのであれば︑賛美し︑表現しようとし
った︒ところが︑張兼が表現しようとしたのは︑理想撲と
しての仙界であった︒その表現が平面的で︑まるで句から

15V

匂へと︑絵画を見るような感があるのも︑故無しとは一一一一向え
︑︒
hth

唱
す
ん

官植は︑﹁辞賦は小道﹂(﹁楊徳祖に与うる蓄﹂)と文学を
軽視しながらも︑現実の煩悶から解放されるには︑その辞
(
注 UV

賦に依るほかはなかった︒また︑仙界の実在に疑念を抱き
ながらも︑辞賦の中で仙界に飛朔せざるを得なかった︒そ
の矛盾は彼の抱え込んだ現実があまりに過酷であったこと
を意味しよう︒仙界に遊ぶ曹植の姿は喜びに溢れている︒

(37)

植と屈原﹄では︑﹁駆車行﹂を除いている︒

︿
詮 8) ﹁升天行﹂二首︑﹁苦患行﹂︑﹁駆車行﹂︑﹁桂之樹行﹂︑﹁飛

﹁曹犠論﹂ハ名古屋大学文学部研究論集ω 1 9 7 6﹀のち司曹

る︒しかし︑例えば歌辞と趨との関連性が稀薄な他の楽府と比

への一言及がない︒

i 東﹂などの諾作は︑他界の様子のみを描き︑現実
寵篇﹂︑つ立 陵

のような樹用的な結びと開様の意味合いも持っとも考えられ
べて︑仙的世界を描いたものの方が︑霞接的な祝属性は透かに

あ作品に限られるわけではなく︑﹁今日楽相楽︑延年万歳期﹂

強いといえよう︒

離間作理語︑然合意津欝其問︒次期子建五遊︑升天諸作︑詩

存︑倶後人偽作也︒漢楽府中如王子喬及﹁仙人続白鹿﹂等︑

漢仙詩︑若上一充︑太真馬拐︑皆浮艶太過︑古賀意象︑選不復

(注9﹀﹃詩薮﹄内篇巻一・古体上・雑一一一ロには︑

郊肥散が矢子の上仙をいったものであり︑﹁長歌行﹂のような

町中国学論集﹄所収︑後︑﹃漢代楽府謝霊運詩論集﹄所収)は︑

(
往3﹀小西昇﹁襟代楽府と神仙思想﹂(白加国誠博士還暦日記念

相和歌詐に現れる仙人は︑﹁人間が仙薬を手にいれるのを媒介

無論突︒

藻宏憲︑市気骨蒼然︒問中川純遊仙︑体格頓表︑尚多致語︒下此

とあり︑拐応麟のこの評は︑つ遊仙詩﹂の系諮として︑漢代楽

するという形で登場する︒不老長生︑設仙ということが︑現世

府についで曹植の作品の考察が︑火くべからざるものであるこ

利益追求的な姿で表現されているのである︒﹂と指摘する︒

1990) で︑﹁神

兵問を中心に﹂(吋中間詩文論議 b第九集

ハ
詑 AA) 矢田博士氏も﹁曹植の神仙楽府について l先行作品との

ていることに注目したい︒この他にも胡応鱗︑が曹績を非常に高

﹁南関有佳人﹂等議︑鯛宗諸作之祖︒﹁公子敬愛客﹂等策︑士

鍛館籍︑大沖一詠史所自出也︒遠遊策︑間賞純瀞他所白出也︒

く評価していたことをうかがわせる評として次のものがある︒

とを示していよう︒特に︑﹁気骨﹂つまりその内容商が評価され

を手掛かりとして i﹂Q中思文化﹄

仙楽府は︑漢貌においては︑宴会用の祝演歌辞として︑専ら延

b

命長寿を祈願するために作られた︑と考えられる︒﹂と述べら
れる︒
(
注 5﹀﹁曹櫛詩考l 吋悲風

稀群製之京︒諸子皆中ハ朝思輩︑無能出英範囲︑瞭思所以独摺
入斗事︒(叫詩薮﹄内鰐巻二・古体中・五号一回)

1992年6月
﹀

︿注叩﹀小守郁子氏は︑官織の遊仙一詩は﹁不如意な現世に対する

ハ注6﹀由党出葉子氏は﹁貌晋の遊仙持における郭撲の位置﹂

Q中国文学論集﹄第四号 1974﹀でこの第四について﹁まさ

執着の逆説的表現である﹂と指摘する︒

しくこの作品は︑鍾牒の指摘する円欽壌の詠懐﹄であり︑百棟

そかな ソ
h 多いが︑その実質内容においては︑楽掃作品群や持政

︿注目﹀小守郁子﹁薄槌論︑また︑﹁前思憾の遊仙作品群は数金こ

慨の辞﹄に近いものであるといえるよと述べられる︒
(﹃東洋文学研仰と第 1 3号 1965年 3月 V による︒小守郁子

(投7﹀﹁曹植の遊仙持論l特 に 説 話 の 展 開 を 中 心 に し てl﹂

(38)

べられる︒

楓様作品群に遠く及ばないことは明らかであると思う﹂とも述

全集﹄第七巻

︿詑ロ﹀古川非次郎﹁玩籍の﹃一一献懐詩﹄について﹂吋古川幸次郎

一ニ﹁抗絡の飛朔﹂(﹃中国文学報﹄第二十九冊1978﹀に詳

(校日)庇絡が自己の解放を願っていたことについては︑川合康
しく述べられるが︑それは大鳥や仙人に託されたイメージに過
ぎず︑官植のように庇籍が﹁我﹂として大空を飛朔することは
戸
久
︑
︒
チん TV
性についてi L Q漢文学会々報﹄第三十六号昭和五十二年﹀

(
注 M﹀大上正美﹁庇箱一致懐詩試論i表現構造にみる詩人の敗北
では︑院籍の﹁一散懐詩﹂が︑現実的意識から想像的意識へ︑そ
して再び現実へと弾きかえされる表現構造を持つ︑と指摘され
る
︒
処理における三つの型￨﹂(問中国文学報﹄第十八冊1963

(接話﹀鈴木催次﹁駒山出版・況籍から陶淵明へ￨矛盾感情の文学的
年 4月)

の上から﹁修辞派﹂と﹁自己の感概表白派﹂とに分けられ︑張

(在国﹀由一見出養子氏は︑前記論文において︑﹁遊仙詩﹂を表現
翠の﹁遊仙詩﹂を︑その詩語の葉しさと対偶表現とを挙げて︑
﹁修辞に重点の置かれた作品﹂とする︒
小守郁子﹁習植論﹂に既に指摘されている︒

(詑汀﹀菅植が神仙の存在に関して合理的思考をしていた事は︑
(法政大学﹀
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