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『夷堅志』と南宋類書

一、はじめに

　『夷堅志』全四百二十巻は、南宋の洪邁（一一二三～一
二〇二）が生涯にわたって一人で編纂した異聞奇談集で
ある。本稿において問おうとするのは、従来の研究でい
つも見逃されている『夷堅志』の出版と南宋類書の問題
である。
　印刷術は唐代中期にすでに発明されていたと思われる
ものの、宋代以前においては、仏教の典籍と儒家の経典
のような書籍を刊行するために用いられるにとどまって
いた。宋代に入ると、商業の発達に伴って、長らく口頭、
書写で伝承してきた小説が、刊行・出版の対象となる。
しかしながら、中国における早期の小説出版において、
どういう形で出版されたのかということについて、従来
の研究においてはまだ詳細に考察されておらず、通説に
対してもさらに検討する必要がある。例えば、従来の文
学史では、しばしば南宋小説集『酔翁談録』の「幼習太平
廣記」「夷堅志無有不覽」を引用して当時の都市で流行し
ていた講談の芸人が『太平広記』、『夷堅志』を「必読書」
としており、小説の出版は講談に関係していると言う⑴。
しかし、当時の人々の言及する『太平広記』や『夷堅志』
は現在のそれと同じものであろうか。
　太平興国三年（九七八）に完成した『太平広記』は、同
六年（九八一）に版木が彫られたが、天聖年間に「学者の
急とするところに非ず」という異議が唱えられたため、
その版木は回収され、太清楼に保管されることとなる。
後に北宋ではわずかながら士大夫の間で流通していた
が、西尾和子氏の研究によると、南宋に至って、特に紹
興二十九年（一一五九）に行われた曝書會で『太平広記』
を分賜したことを契機にして、両浙地域一帯で広がって
いる⑵。しかし、この普及は両浙地域の「士大夫層」に限
られており、『酔翁談録』に述べるように、民間芸人が「幼
いころから太平廣記を習う」ということはいささか考え
づらいところがある。特に『太平広記』は五百巻、七千
条の小説が採録されており、現在でも膨大な大著である
ので、当時その足本が民間で流伝した可能性は低いであ
ろう。その一方、『夷堅志』は巻帙の浩瀚さと編纂時期

の分散により、宋代においては一括上梓されることがな
かった。南宋時代に『夷堅志』の全本をその現物に即し
て言及するものは極めて少なく、当時、世間で流伝した
のはただ四、五巻の刊本である。『宋史』芸文志によれば、
朝廷蔵書に数種の残本が認められるだけである。そのた
め、宋末、元代の普通の人々にとって、『夷堅志』の足
本が本来どれぐらい存在していたのかについてすら、知
るすべはなかった。数巻のみの選本、或いは某志を『夷
堅志』の全体と見做していたと思われる。しかも、『夷
堅志』のような巻数が厖大な書物は、一般の読者にとっ
ては入手が困難であった。従って宋元時代には『夷堅志』
から選別し、さらに分類を施した『夷堅志』の選本が世
間に流通していたことがわかる。このような選本こそ当
時の人々にとっての『夷堅志』だったのである。これは
南宋時代の小説出版の重要な現象とも言え、現在まで
残っている小説集はこの形が圧倒的多数を占めている。
例えば、分類した小説集『酔翁談録』、『新編分類夷堅志』、
『類説』、その他、宋代に出版された善書、及び医学類書
にも、膨大な小説が保存されており、特に東洋文庫に保
存されている宋刊本『楽善録』、台湾国立故宮博物院に
所蔵されている宋刊本『歴代名医蒙求』は志怪小説集と
見なすことができる。通行本『夷堅志』の中で、張元済
によって『新編分類夷堅志』、『名医類案』など類書から
輯佚されたものは、二十七巻ある。しかしながら、張元
済は宋代の重要な類書である『医説』、『歴代名医蒙求』
を見逃しており、かえって明代に編纂された『名医類案』
のような二次史料を利用したので、その史料面において
は依然として考察する余地が残っているものと考えられ
る。そのほか、『夷堅志』の早期出版の状況、特に『夷堅志』
前四志以外の各志の出版状況については長らく不明のま
まであった。本論は南宋に編纂された『夷堅志』の分類
選本⑶と『夷堅志』を引用した南宋類書、という二側面か
らその伝承関係、引用来源などを明らかにし、当時の『夷
堅志』各志の出版状況を考察したい。
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二、南宋の『夷堅志』分類選本について

　現在知られる南宋の『夷堅志』分類選本には、次の四
種がある。

　⑴　何異分類本十卷
　⑵　陳曄⑷『夷堅志類編』三卷
　⑶　葉祖榮『新編分類夷堅志』五十一卷
　⑷　古杭本

　現存するのは⑶『新編分類夷堅志』（以下、『分類夷堅志』
と称す）の明刻本のみである。以下はまずこの本に関す
る問題点について考察しておきたい。

①　『分類夷堅志』

　『分類夷堅志』の明刻本は日本の内閣文庫（二部、一部
は紅葉山文庫舊藏、一部は林羅山舊藏）、静嘉堂文庫、
京都大学近衛文庫、中国の国家図書館、上海図書館な
どに所蔵されている。『分類夷堅志』は南宋の葉祖榮に
よって編纂されており、明代に至って洪 （洪邁の兄で
ある洪遵の子孫という⑸）の私人書坊「清平山堂」で刊刻
したものである。甲集から癸集まで全十集で、『夷堅志』
から六百四十余篇の小説を選択し、三十六の「門」、百
を超す「類」に分類されている⑹。そのうちの二七七篇の
小説は現存する十四志に存せず、張元済によってまとめ
られて商務本『夷堅志』の『夷堅志補』二十五巻となった。
また大塚秀高氏の研究⑺によると、『夷堅志補』に収めら
れなかった篇、すなわち現存する十四志（初編の全四志、
支志の七志、三編の三志）のいずれかに見える篇の分布
状況は以下の通りである。

　　 各志二十巻からなる初編についてはそれぞれ二割も
しくはそれ以上の条が採られ、二編に相当する支志
からは一割強が採られていることがわかる。これに
対し、三編にあたる三志の場合、現存する三志に
限ってではあるが、全くその条が採られていないの
である。もちろん『新編分類夷堅志』が『夷堅志』三
十二志のすべてから均等あるいは満遍なくその条を
採ったとする保証はないのだが、『新編分類夷堅志』
が編纂された当時、三志以下は存在していなかった
可能性が高いのではあるまいか。

　以下は大塚秀高氏が統計した現存する『夷堅志』十四
志収録条とこれに対応する『分類夷堅志』収録条の一覧
表である。

表一
甲 318－100
乙 256－53
丙 264－53
丁 287－62
支甲 137－17
支乙 131－15
支景 146－16
支丁 132－11
支戊 119－13
支庚 125－14
支癸 116－11
三己 125－0
三辛 128－0
三壬 119－0

　『夷堅志』三十二志のうち、十四志のみが存したので、
『分類夷堅志』所収の小説は二つに分かれた。即ち現存
する十四志に対応する篇についてその来源を特定できた
が、存在しない篇については来源不明のまま張元済に
よって『夷堅志補』二十五巻としてまとめられた。この
出処が判明不可能な小説は二七七篇あり、この来源につ
いて、大塚氏は以下のように推測した。

　　 この場合、初編の残る六志分のうちいずれか五志分
が残っていたか、二編の残る三志分と初編のいずれ
か四志分が残っていれば辻褄が合うことになろう
（もちろんこれは机上の計算に過ぎないのだが）。

　この所論は『分類夷堅志』の来源及び編纂時間問題に
ついて、非常に説得力がある。以下は、この所論を踏ま
えて、ほかの書の記録及び事件の発生時間を手がかりと
して、この問題について考えたい。（なお、現存する十
四志に存在しない篇、即ち出処不明の二七七篇の小説は
張元済によって通行本の『夷堅志補』として編纂された
ので、便宜上この『夷堅志補』を利用したい。）
　『夷堅志補』巻二十四「隆報寺」という小説は、宋代の
医学類書『医説』巻三にも収録されており、その末尾に
「己志」と記される。ここから、この小説は元 『々夷堅志
己志』（已佚）に属することがわかる。また『夷堅志補』巻
十八の「真州病人」、巻十二の「傅道人」⑻は共に『医説』
巻三に収録されており、別々に「庚志」、「辛志」と記載
される。更に、『夷堅志補』巻九「徐汪二僕」は南宋の筆
記『賓退録』巻五に、『夷堅志補』巻一「程烈女」は南宋時
代の『舆地紀勝』に収録されており、別々に「戊志」と「癸

志」と記される。以上の『医説』、『賓退録』、『舆地紀勝』は、
いずれも南宋中期に成立したので、当時に出版されたば
かりの『夷堅志』の初編である『夷堅志初志』を見ること
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ができる。これらによって、『分類夷堅志』の小説の来
源、特に編纂された当時、『夷堅志初志』の十志がどれ
くらい完成し、また採録されたか、という問題が明らか
になる。その一方、二編と三編である『夷堅志支志』、『夷
堅志三志』の方は、どのような状態であったのだろうか。
『夷堅志支癸志』巻三「鬼国続記」の冒頭に、以下のよう
に述べている。

　　支壬載鬼国母之異、復得一事（略）

　　 支壬には鬼国母の異聞を載せているが、（このたび）
再び一つの出来事を得た。

　ここから、現在『夷堅志補』巻二十一にある「鬼国母」
という小説は、元 『々夷堅志支壬志』に属したことがわ
かる。
　現存する史料から明確に判断できるのは、以上の一例
しかない。しかしながら、『夷堅志補』の二七七篇の小
説を仔細に吟味すれば、小説の発生時間を利用して考察
することができる。『夷堅志支志』にはその年に起こっ
た出来事、時には先月発生したばかりの奇異な事件が掲
載され、特に慶元二年三月以後は、編纂にほとんど三、
四ヶ月という極めて短い時間しか要さなかった。筆者の
考察によると、『夷堅志補』の小説の中で、最も遅い年
月は「鄱陽雷震」の「慶元三年六月二十二日晩」である。
洪邁の故郷である鄱陽で、当地の悪事を働く人々に天罰
が下される（強い落雷）という噂である。また第二編で
ある『夷堅志支志』の中で最後に完成された『夷堅志支癸
志』は慶元三年五月十四日に完成したので⑼、その小説
は本来『夷堅志』の三編である『夷堅志三志』にあること
がわかる。そのほか、『夷堅志補』巻十二「蓑衣先生」に
「慶元三年五月二十二日」、巻十一「黄鐵匠女」に「慶元三
年春…又数月」との年代が見える。これにより、この二
作品は共に三編である『夷堅志三志』から採られたもの
である。これは大塚氏の推測といささか違うが、慶元三
年六月以後の年月が全くみえず、また、大塚氏の考察に
より『夷堅志三志己』、『夷堅志三志辛』、『夷堅志三志壬』
など成書の遅い三志は、『分類夷堅志』にない（表一を参
照）ので、『分類夷堅志』に収められた『夷堅志三志』は、『夷
堅志三志』の前数志（『夷堅志三甲志』、『夷堅志三乙志』）
と判断してよいだろう。
　以上の考察の結果をまとめると、現在確認できる『分
類夷堅志』に引用された小説の来源は、以下の通りであ
る。

表二
初
志
甲 支

志
支甲

乙 支乙
丙 支景
丁 支丁
戊 支戊
己 支庚
庚 支壬
辛 支癸
癸 三

志
前某志

②　古杭本について

　筆者は『九州中国学会報』第55巻掲載の「『夷堅志』前四
志における混入について」で、宋刻元修本に混入された小
説の来源である古杭本の性格について考察し、その結果、
古杭本が『夷堅三志』刊行後（一一九八年以降）に出版され
た初志・支志・三志の選本であることが明らかになった。
しかしながら、元代の沈天佑が閩本を修補した際に、その
小説が本来どこに由来するかを知らなかったので、他志の
小説を前四志に混入してしまうという問題を引き起こした。
では、所謂古杭本は本巻冒頭にあげた南宋の『夷堅志』分
類選本⑴何異分類本十卷 ⑵陳曄分類本三卷 ⑶『分類夷堅
志』のうちいずれかである可能性はあるのであろうか。
　『分類夷堅志』は十志に分けられているが、古杭本に収
録された小説と比較すると、多くの異同がある。例えば、
表一によると、『分類夷堅志』には『夷堅志三志己』に含ま
れる小説は採録されていない。ところが、本来『夷堅志三
志己』に含まれていたことが判明している小説が四篇（「韓
郡王薦士」、「宗立本小児」、「齊宜哥救母」、「周世亨寫經」）、
古杭本に存在している。また『分類夷堅志』は六百余篇の
小説を収録しており、古杭本と一致しない。したがって、
古杭本が『分類夷堅志』である可能性は小さい。
　次に⑴何異分類本十卷は、南宋の何異が自分の所藏す
る『夷堅志』初志、支志、三志、四志のあわせて三百二
十巻中から（残りの一百巻は散佚したと思われる）、「詩
詞」「雜著」「藥餌」「符咒」に関する内容の小説を選択、分
類して、十巻からなる『夷堅志』分類本を編纂したもの
である⑽。また⑵陳曄『夷堅志類編』は、南宋の陳曄（字
は日華）が『夷堅志』中の「詩文」と「藥方」に関する小説
を選別して、分類本に編纂した⑾。ちなみに、『夷堅志
支己志』巻七に陳曄と記載しているので、ここから陳曄

は洪邁の知人であることがわかる。
　陳曄分類本と何異分類本に共通する類別は「詩文」と
「藥方」であり、何異分類本に特有のものは「雜著」「符咒」
である。「雜著」が具体的にどのような内容の小説を収
録していたかは不明だが、「符咒」の内容ははっきりし
ている。それは当時の人々が、僧侶、道士、および民間
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の巫師によって伝えられた護符や呪文により魔除けを行
い、病人を治療する類の小説であった。この種の小説は
古杭本中に非常に多い（例えば、『夷堅志甲志』に補刻さ
れた「齊宜哥救母」「周世亨寫經」、『夷堅志丁志』に補刻
された「詹小哥」など）。従って、陳曄分類本と古杭本の
特徴は一致しない。以上の三つの版本のうち、何異の編
纂した十巻分類本の特徴が古杭本と最も合致している。
　ところで、陳曄分類本の原本は現在残っていないの
で、長らくその内容について我々は知るすべがない。一
方、南宋医学類書『医説』のうちの三十三篇の小説は、
その末尾に「類編」と記載されており、呉佐忻の論文が
指摘したように、この「類編」は、まさに南宋の陳曄が
編纂された『夷堅志類編』である（後節に詳しい）。これ
ら小説のテキストは南宋の各種医学類書によって保存さ
れており、更に、その中に『夷堅志』早期出版の情報が
残っている。次節において『医説』を始め、『夷堅志』を
残す南宋時代の諸医学類書を考察したい。

三、南宋の医学類書から見た『夷堅志』のテキスト

　『夷堅志』は当時の社会の怪異事をまとめて収録した
ので、その内容は風俗習慣、鬼神、咒語、医薬の処方な
ど多岐にわたっている。そのため、当時流行した類書は、
その性質によって『夷堅志』の小説を採録している。例
えば、善書類書『楽善録』は、『夷堅志』のような小説集、
筆記などから因果譚に関連する小説を採っている。その
ほかに、南宋の医学類書は医者・医薬に関連する興味深
い逸話等を内容別に出典も明示して引用している。これ
には膨大な『夷堅志』所収の小説が保存されており、ま
た引用や出典も明示されているので、『夷堅志』の南宋
時代のテキストを考察する際に、最も確実な資料となる
といえる。『夷堅志』を引用して出典も明記している南
宋の医薬類書は、以下の四種が挙げられる。

　　①　張杲著『医説』十巻
　　②　周守忠著『歴代名医蒙求』二巻
　　③　楊士瀛著『仁斎直指方』二十六巻
　　④　朱佐著『類編朱氏集験薬方』十五巻

　このうち『仁斎直指方』は純粋な薬方書で、『夷堅志』
の小説を引用する際には、ただ薬方の内容を記すのみで
あるので、ここでは論述しない。
　ここで、一番早く成立したのは、『歴代名医蒙求』であ
る。『歴代名医蒙求』は南宋時代の周守忠が歴代の文献か
ら名医の伝記、奇聞異事、薬方などを採録して編纂した、
上下二巻からなる医学類書である。この書の宋刻本は台

湾の故宮博物院に所蔵されており、序文によると、その
刊行期間は嘉定十三年（一二二〇）で、洪邁がなくなっ
た時期（一二〇二）とそれほど遠くないので、そこに引
用された『夷堅志』は非常に貴重な資料となる。
　次に『医説』十巻は、南宋の張杲が編纂した医書で、
医家傳、医薬に関連する逸話などを内容別に引用してい
る。筆者の統計によれば、その中に『夷堅志』に属する
八十八条の小説を引用しており、その内容はそれぞれ神
医、神方、心疾健忘、蟲獸咬犬傷、湯火金瘡、食忌、医
切報應、金石藥之戒などの類に属する。
　『医説』は一二二四年に出版し、洪邁がなくなった時
期から遠くなく、南宋時代における『夷堅志』の版本と
伝承の情報が保存されている。特にその後に出版された
朱佐著『類編朱氏集験薬方』、明代の『名医類案』、『本草
綱目』は全てこれから引用しているので、『医説』に収録
された小説の来源、ほかの類書との伝承関係については
考察するべきである。
　以下はまず『歴代名医蒙求』の宋刻本の影印本⑿に基づ
いて、その収録した『夷堅志』小説テキストについて考
察を加えたい。

⑴　 『歴代名医蒙求』

　『歴代名医蒙求』の中には表三に示すように、十篇の小
説が『夷堅志』から収録されている。そのうちの八篇は現
存する十四志に収録されているが、二篇は佚文である。
この二篇のうちの「法程報愆」という小説が『医説』に収
録されており、末尾に「甲志」と記されているので、この
小説はもと『夷堅志甲志』に属していたことがわかる⒀。

表三
巻 小説 原出処
巻上 異人治疽 『丙志』卷十六異人癰疽方
巻下 安常鍼兒 『甲志』卷十龐安常鍼

璟知非娠 『甲志』卷八潘璟医
張鋭兩治 『乙志』卷十張鋭医
小郗吐津 『乙志』巻一小郗先生
李医何功 『甲志』巻九王李二医
與權識證 『甲志』巻二謝與權医
法程報愆 佚文（注：『甲志』）
劉著十篇 佚文
張敦夢神 『丁志』巻二張敦夢医

　表三によると、出処不明の「劉著十篇」を除くと、『歴
代名医蒙求』に収録された小説は全て初編の前四志に遡
ることができる。それに対して、『歴代名医蒙求』以後
の南宋の類書の収録範囲は、例えば、『医説』、『分類夷
堅志』、何異分類本、古杭本の収録範囲が、初編の前四
志に限らず、初編の残る六志、二編、三編などに拡大し
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ている。ここから考えれば、『歴代名医蒙求』を編集し
た際には、世間に流行した『夷堅志』のテキストは、主
に初編の前四志の某刻本であるものと考えられよう。
　ところで、「法程報愆」は『分類夷堅志』にも収録され、
張元済によって佚文として『夷堅志補』巻十八に収録さ
れた。しかしながら、『歴代名医蒙求』が引用したテキ
ストを通行本、『分類夷堅志』と比べると、文字異同と
削除されたところが多くある。以下は『歴代名医蒙求』
のテキストの注目すべき三点を指摘する。

①　「劉著十篇」

　『歴代名医蒙求』巻下の「劉著十篇」は現存する十四志
に見えず、更に、中華書局本の『夷堅志補』、『再補』、『三
補』にも輯佚されていない。この小説はまた『医説』巻二
に収録されるが、多くのところが削除されている。『歴
代名医蒙求』の中から輯佚されるべき小説テキストであ
ると思われる。

②　「與權識證」

　この小説は『甲志』巻二に収録されているが、校勘す
べきところは以下の二例である。

通行本 歴代名医蒙求

楊公夫人滕氏 楊公妻益国夫人滕氏

朱、張二医 有宋、張二医

③　通行本の底本の破損により、「異人癰疽方」、「王李二
医」には本文が欠けているところが何箇所があるが、そ
れは『歴代名医蒙求』に基づいて補充することができる。
そのほか、通行本において、どれか正しいか判断できな
い異文に対して強い証拠を提出している。例えば、張元
済と厳元照が『王李二医』の「李力詞曰」に対して「詞字疑
誤」という異議を提唱し、葉祖榮『分類夷堅志』を参考に
して「葉本作辞」という⒁。しかしながら、『歴代名医蒙求』
を見れば、まさに「辞」に作ることがわかる。また通行本
『甲志』巻十の「龐安常鍼」には、多くの異文があり、『歴
代名医蒙求』を利用すると、その異文についての判断が
できるので、参考価値が極めて高いと考えられる。

⑵　『医説』について

　従来の輯佚の考察では、以上に挙げた南宋医学類書の
前後の伝承、及び源流を理解していなかったため、『医説』、
『歴代名医蒙求』のような早期のものを見逃し、かえって明
代の類書を引用し、伝承により生じた文字異同も混入され
ている。ここでは、『夷堅志』の小説を収録した数が一番多
く、並びに後世の『類編朱氏集験薬方』、『名医類案』など

の来源と考えられる『医説』について、そのテキストの来源、
各種類書との前後関係、特にテキストの価値を考察する。
　『医説』に収録されている『夷堅志』のテキストは三種
ある。一つは小説の末尾と「類編」と記載されているい
わゆる『夷堅志類編』本であり、もう一種は末尾に「夷堅
志」、三つ目は直接「某志」と記されている各志である。
　初めてその輯佚価値に注目したのは、呉佐忻氏の「『医
説』中的『夷堅志』佚文」⒂である。『医説』の小説の中の三十
三篇の末尾に「類編」と記載があり、呉佐忻氏の考察によ
ると、それは陳日華著『夷堅志類編』の「藥方」類小説であり、
更にその中の十篇は通行本になく、即ち佚文であることが
判明した。以上述べたように、南宋の『夷堅志』の類書のう
ち、『夷堅志類編』三巻は、南宋の陳日華が『夷堅志』中の「詩
文」と「藥方」に関する小説を選別して、分類本に編纂した
ものである。この書は散逸したので、長らく注目されてい
なかった。呉氏の論文を踏まえて、その三十三篇の巻数、
及びもとの出処を整理すれば、次の一覧表の通りである。

表四
巻 小説名 原出処
巻二 灸背瘡 佚文

灸瘵疾 佚文
巻三 一服飲 佚文

陽證傷寒 佚文
透水丹愈耳痒 佚文

巻四 鬼 　 『支戊志』陳氏鬼
治羸疾　 『甲志』仁和県吏
治喉閉 佚文
治齒痛 佚文
治翻胃　 『支丁志』義烏孫道
治痰嗽 佚文
治齁喘 佚文

巻五 神志恍惚 佚文
治惡夢 佚文
脾疼 佚文
痁疾（毛宗甫） 佚文
痁疾（宗室） 佚文
瘧疾　 佚文
鼈癥　 『支戊志』鼈癥
誤吞水蛭 『支戊志』衛承務子

巻六 治背瘡 佚文
療癰毒　 『支景志』公安薬方
預療背疽　 『支景志』茅山道士
治閉結并脚氣 『三辛志』螺治閉結
治蠱毒 佚文

巻七 打撲傷損（林四）佚文
辟蛇毒 佚文
治湯火呪 佚文
療飢蟲 『丁志』高氏飢蟲

巻八 蒼術辟邪 佚文
巻九 善攝生 佚文
巻十 治惡瘡 佚文

治善惡瘡 佚文
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　『夷堅志類編』の全本は残っていないが、この表によ
ると、その収録範囲は『初志』、『支志』、『三志』であり、
また知ることができる最後の志は『夷堅志三志辛』であ
ることがわかる。あわせて陳振孫『直齋書録解題』によ
れば、『夷堅志類編』の成書時期は、『夷堅志三志辛』が
成立した慶元四年（一一九八）から編纂者の陳曄が四川
總領を務めた嘉泰年間（一二〇一～一二〇四）までの数
年間であることがわかる。
　ここで一つ問題がある。『医説』の末尾に記載された
書名について、なぜ「夷堅志類編」と記載せず、ただ「類
編」と記されているのだろうか。
　前節で言及したように、『医説』が引用した『夷堅志』
のテキストの来源は、『夷堅志類編』本以外に、あと二
種があり、一つは「夷堅志」と記載し、もう一つは直接
所属志名（たとえば、『丁志』、『戊志』）を記録している。
前者の小説は、もとの出処を具体的に記載しないが、現
存する十四志を比較すれば、その出処が部分的にわか
る。整理すると次の表の通りである。（囲み線は現存す
る十四志と比較すると出処が判明するもの。判明しない
ものを「なし」に、そのほかは元々直接「某志」と記され
ているものである）。

表五
巻 小説名 原出典
巻二 脚氣灸風市 なし

唐與正治疾 なし
以医知名 『乙志』巻十
非孕 『甲志』巻八
鍼瘤巨虱　 『丁志』
鍼急喉閉　 『庚志』

巻三 夢獲神方 『甲志』巻十七
夢藥愈眼疾　 『丙志』巻十三
人參胡桃湯 『己志』
神授乳香飲 『己志』
柴胡 咀 『戊志』
傷寒舌出 『丁志』
夢張主藥愈癰 『庚志』
驚風妙藥 『庚志』
竹葉石膏湯 『庚志』
呂真人治目疾 『辛志』
寒嗽 『癸志』

巻四 倉辛有智 甲志卷十二
觀音洗眼偈 なし
硼砂治哽 『壬志』
嘔血咯血 『癸志』
治爛縁眼 『癸志』
治眼二百味花草膏 『癸志』

巻五 酒蟲 『丁志』
驚氣入心 『己志』
驢軸治瘧 『庚志』

誤吞水蛭（呉少師） 『庚志』
苦寸白蟲（趙子山） 『庚志』
苦寸白蟲（蔡定夫） 『庚志』
桑葉止汗 『辛志』

巻六 中挑生毒 『丁志』
時康祖心漏 『己志』
中仙茅附子毒 『己志』
中蕈毒 『己志』
井錫鎮癭 『癸志』

巻七 白芷治蛇齧 『乙志』卷十九
大黄療湯火瘡 『甲志』卷二
食蜜不可食鮓 『乙志』卷二十
食河豚不可服風藥 『乙志』卷二十
蟹解漆毒 『丙志』
搓衮舒筋 『癸志』

巻八 氣所侵 『支甲』卷六
草藥不可妄用 『甲志』巻十

巻九 服丹之過 『庚志』
腎神 『癸志』

巻十 許學士 『甲志』卷五
聶医善士 『丙志』卷二
徐樓臺 『丁志』
符助教 『丁志』
水陽陸医 『丁志』
医僧瞽報 『甲志』
段承務 『己志』
鮑君大王 『戊志』
治下疳瘡 『庚志』

　この表五によると、元 「々夷堅志」と記載した小説は、
主に初編の前四志（『甲志』、『乙志』、『丙志』、『丁志』）
に遡ることができる。それに対して、直接「某志」と記
したのは、主に初編の後六志である。『医説』の跋文に、
張杲の編纂作業について、以下のように述べている。

　　蓋其生平目覽耳聼、凡涉于医者必録。

　　 思うに（張杲の）普段において耳で聞き目で見て、
全て医学に関わるものは必ず録する。

　『医説』の初稿は一一八九年に完成したが、始めて刊
行されたのは、嘉定十七年（一二二四）である。その間
には張杲は引き続いて医学文献をまとめた（「搜訪尚不
綴」）という。あわせて当時の『夷堅志』の出版状況から
見れば、その編纂経緯が窺える。即ち張杲が編纂した際
には、まず比較的に早い成書の前四志からなる「夷堅志」
を引用し、その後『夷堅志』初編の各志を入手して、「某
志」と記載して採録したのである。そして張杲が初稿を
完成した（一一八九年）あと、程なく出版されていた『夷
堅志類編』（成書時期は一一九八～一二〇四）を入手し、
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そのうちの「薬方」に関連する小説を初稿に加えて、「夷
堅志類編」を省略して「類編」と称した、という編纂経緯
であったと考えられよう。

四、結びにかえて――各類書の関係と価値

　前節の考証によって、現存する南宋類書と『夷堅志』
の分類選本に保存している『夷堅志』の来源が明らかに
なる。最後に、『夷堅志』に関連する南宋類書の性質と
価値を整理したい。
　南宋類書が引用した『夷堅志』のテキストは、以下の
ように五種に分けられている。

①　 『医説』が引用した『夷堅初志』前四志（即ち小説の末
に「夷堅志」と記載したもの）

②　 『医説』が引用した『夷堅初志』後六志（即ち「某志」
と直接に記されているものである）

③　 『医説』が引用した『夷堅志類編』の「薬方」類小説（即
ち小説の末に「類編」と記載したもの）

④　『分類夷堅志』

⑤　『歴代名医蒙求』

　このうち、④『分類夷堅志』は張元済によって輯佚さ
れ、校勘資料として利用されたので、ここでは論述しな
い。②については、張元済によって明代の『名医類案』
から輯佚したが、多くの削除・改作を行っている。例え
ば、通行本の中に、『名医類案』から輯佚した小説「生薑
治嗽」（『志再補』）は、その冒頭は「一人事佛甚謹」と書い
てあるが、『医説』は「晋之姪事觀音甚謹」であり、洪邁
の姪⒃の一人の字（晋之）と記載されている。このように
勝手に簡略化したところが多く存在している。③『夷堅
志類編』については、長らく散逸してしまったと思われ
てきたが、『医説』のおかげで、「薬方」に関連する部分
に保存されていた。佚文が多いので、注意すべきである。
　次は、通行本の『夷堅志』、『医説』、『歴代名医蒙求』、『名
医類案』において、この四種すべてに収録された小説、
「張鋭医」という小説の一部分を例として、①、⑤のテ
キストと通行本『夷堅志』との関係と価値を明らかにす
る。（網掛け部分は文字異同がある）

　　通行本（『乙志』巻十「張鋭医」）

成州団練使張鋭、字子剛、以医知名、居鄭州。政和中、

蔡魯公之孫婦有娠、及期而病、国医皆以為陽證傷寒、懼
胎之墮、不敢投涼劑。魯公密信邀鋭來、鋭曰、兒處胞十
月、將生矣、何藥之能敗。如常法與藥、且使倍服。半日
兒生、病亦失去。明日、婦大泄不止、而喉痺不入食。衆
医交指其疵、且曰、二疾如冰炭、又産蓐甫爾、雖扁鵲復
生、無活理也。鋭曰、無庸憂、將使即日愈。取藥数十粒、
使吞之、咽喉即平、泄亦止。

　　『医説』本（巻二「以医知名」と題する）

成州団練使張鋭、字子綱、以医知名、居於鄭州。政和中、
蔡魯公之孫婦有娠、及期而病、国医皆以為陽證傷寒、懼
胎之墜、不敢投涼劑。魯公密邀鋭視之、鋭曰、兒處胎十
月、將生矣、何藥之能敗。即以常法與藥、且使倍服之。
半日而兒生、病亦失去。明日、婦大泄、而喉閉不入食。
衆医復指言其疵、且曰、二疾如氷炭、又産蓐甫近、雖扁
鵲復生、無活理也。鋭曰、無庸憂、將使即日愈。乃入室
取藥数十粒、使吞之、咽喉即通、下泄亦止。

　　『歴代名医蒙求』本（巻下、「張鋭兩治」と題する）

成州団練使張鋭、字子剛、以医知名、蔡魯公之孫婦有娠、
及期而病、国医皆以爲陽證傷寒、懼胎之墮、不敢投凉劑。
魯公密邀鋭視之、鋭曰、兒十月将生矣、何藥之能敗。即
以常法與藥、且使倍服之。半日而兒生、病亦失去。明日、
婦大泄、而喉閉不入食。衆医復指言其疵、且曰、二疾如
冰炭、又産蓐甫尓、雖扁鵲復生無活理也。鋭曰、無庸憂、
将使即日愈。乃取藥数十粒、使吞之、咽喉即平、泄亦止。

　　『名医類案』本（巻十一、「胎産併病」と題する）

政和中、蔡魯公之孫婦有孕、及期而病、国医皆以為陽症
傷寒、懼胎墮不敢投凉劑。張鋭視之曰、兒處胎十月、將
生矣、何藥之能敗。即以常法與藥、且使倍服之、半日而
兒生、病亦失去。明日、婦大泄、而喉閉不入食。衆医復
指其疵、且曰、二疾如冰炭、又産蓐甫近、雖司命無若之、
何張曰、無庸、將使即日愈。乃取藥数十粒、使吞之、咽
喉即通、下泄亦止。

　これらを比較すると、通行本の『夷堅志』、『医説』、『歴
代名医蒙求』のテキストはそれぞれ異同があるが、『名
医類案』より整っているものであるとわかる。通行本『夷
堅志』前四志の祖本は元代に刊修された宋刻元修本であ
る。その刊行時代については『医説』、『歴代名医蒙求』
の成書時期、及び現存する両書の宋刻本より遅れている
ため、『医説』と『歴代名医蒙求』が引用した『夷堅志』テ
キストはもちろん非常に参考価値があると思われる。今
後の研究において、詳細に考察すべきだと思われる。
　以上のように、南宋に編纂された『夷堅志』の分類選
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潘　　　　　超

本と引用した『夷堅志』の類書は、膨大な『夷堅志』のテ
キストを保存している。またそれらの成書時期は、現存
する最も早く印刷された宋刻元修本より、『夷堅志』の
成書に近く、そのため、『夷堅志』早期の出版状況を窺
うことができる。言うまでもなく『夷堅志』の南宋出版
状況について研究する際に最も重要な資料であると考え
られる。

注

⑴　 程毅中『宋元小説研究』（江蘇古籍出版社、一九九八
年）第一四二頁、蕭相愷『宋元小説史』（浙江古籍出
版社、一九九七年）第二一五頁を参考。

⑵　 西尾和子「南宋期における『太平広記』受容の拡大要
因について」（『日本中国学会報』第六十六集、二〇
一四年）を参照。

⑶　 『夷堅志』の分類選本については、南宋のもの以外
は、明代に編纂された『新訂増補夷堅志』と『感応汇

徴夷堅志纂』が挙げられる。これらについて、稿を
改めて論じたい。

⑷　 陳振孫『直齋書録解題』は「四川總領陳昱日華」と記
載しているが、『夷堅志』、『両朝綱目備要』は全て「陳
曄」（日華は字である）に作る。本論では、後者に従っ
て「陳曄」に作る。

⑸　 常金蓮『六十家小説研究』（斉魯書社、二〇〇八年）
第四十二頁を参照。

⑹　 川島優子「明代の白話小説と『夷堅志』」（伊原弘・静
永健編『夷堅志の世界』、勉誠出版、二〇一五年）参
照。

⑺　 大塚秀高「明代後期における『夷堅志』とその影響」
（『夷堅志の世界』、勉誠出版、二〇一五年に収録）。

⑻　 明代の医薬類書『名医類案』にも収録されているが、
実際に『医説』から節録して採られた。

⑼　『夷堅志支癸志』の序文による。
⑽　 何異「容齋随筆序」に、「盡得『夷堅』十志與支志、三

志、及四志之二、共三百二十巻、就摘其間詩詞、雜
著、藥鉺、符咒之屬、以類相從、編刻于湖陰之計臺、
疏為十卷、覽者便之」とある。

⑾　 「『夷堅志類篇』三巻、四川總領陳昱（『文献通考』は
「陳曄」に作る）日華取『夷堅志』中詩文、薬方類為一
編」陳振孫『直齋書録解題』に収録（上海古籍出版社、
一九八七）、三三七頁。

⑿　 『天禄琳琅叢書』に収録、故宮博物院影印、一九三
一年。

⒀　 元代の沈天佑が入手した閩本の版木には多くの欠損
があった（拙論「『夷堅志』前四志における混入につ

いて」を参照されたい）。例えば、『夷堅志甲志』巻
五の巻首に「二十事」と記載しているが、実数は十
八篇である。したがってその小説は宋末元代に散佚
してしまったと思われる。

⒁　 洪邁『夷堅志』（中華書局、二〇〇六年）、第一冊、
第七四頁。

⒂　 呉佐忻「『医説』中的『夷堅志』佚文」（『中医薬文化』、
一九九二年第二期）。

⒃　 洪邁の姪の一人であり、名前は不明。『夷堅志支癸
志』巻九「鄒氏小兒」にも見える。また大塚秀高「夷
堅志は如何にして成ったか」（『饕餮』第二三号、二
〇一五年）によれば、洪邁の姪世代の諱は全て木扁
の文字を用い、字は諱の木扁を取った文字に「之」
を加えたものとしたようである。例えば、洪邁の長
兄の第四子洪樇の字は脩之（『夷堅志癸志』巻六に「予
姪脩之」とある）、第七子洪楹の字は盈之（『夷堅志
支丁志』巻八に「盈之姪」とある）、次兄の長子洪楀

は禹之（『夷堅志支丁志』巻五に「禹之姪」とある）で
ある。この原則に照らせば、この姪の名前は洪榗と
なるはずである。
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『夷堅志』と南宋類書

The Yijianzhi and encyclopedia of Southern Song Dynasty

PAN Chao

The Encyclopedia of the Southern Song Dynasty contains the “Yijianzhi ” text. The timing of the 
publication of these books is closer to that of the book “Yijianzhi” so the early publication status of 
“Yijianzhi” can be seen. Therefore, it can be considered to be the most important source material when 
studying the situations of the Southern Song Dynasty.
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