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中国詩詞翻訳索引　Ⅵ　唐・五代

参考書誌研究・第70号（2009・３）

相 島 　 宏

ま え が き

中国文学史において、各時代の最も特色のあるジャンルを並称して、「漢
文・唐詩・宋詞・元曲」と世に称せられている。唐代は、中国の古典詩が空
前の発展を遂げた時代なのである。現存する唐詩は約��,�00首、作者は約
�,000人に上る。これらの作品は現在、勅撰『全唐詩』�00巻（康煕��年：
��0�）に収められている。このほかにも敦煌文書の中に若干含まれていると
言われる。唐詩の選集で代表的なものとしては、宋・周弼の『三体詩』６巻、
金・元好問の『唐詩鼓吹』�0巻、明・高棅の『唐詩品彙』�0巻、明・李攀竜
の『唐詩選』７巻、清・沈徳潜の『唐詩別裁集』�0巻、清・蘅塘退士の『唐
詩三百首』６巻などがある。この中で我国において盛行したのは『三体詩』
と『唐詩選』である。特に『唐詩選』は、江戸時代中期以降もっとも愛読さ
れて、日本人が中国文学を鑑賞するうえで、また、教養・趣味の分野で大き
な役割を果たしてきた。本書が我国に齎

もたら

されたのは慶長、元和のころと言わ
れているが、隆盛をみたのは日本人の手になる注釈書が江戸中期以降数多く
出版されてからである。なかでも荻生徂徠門下の服部南郭注『唐詩選国字解』
が寛政３年（����）に刊行されると多くの人に読まれるようになり、その傾
向は明治になっても続いた。国立国会図書館では、江戸・明治期に刊行され
た『唐詩選』を��種所蔵している。いかに多くの読者を獲得していたかご理
解いただけよう。
拙稿では『唐詩選』に限らず、明治期から今日までに邦訳された唐詩すべ
てを収録した。もとより浅学菲才の身、収録の遺漏、魯魚の誤り等は予想さ
れる。ご寛恕を乞う次第である。
なお、私は����年１月に「中国詩詞翻訳索引　Ⅰ　宋代」を『アジア資料
通報』第��巻１号に発表してから、「Ⅱ　遼・金・元代」、「Ⅲ　明代」、「Ⅳ
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清代」、「Ⅴ　先秦～隋代」と本誌に掲載してきた。ここにひととおり、中国
の先秦から清代までにつくられた所謂漢詩の邦訳を検索するツールの完成を
みたことになる。拙稿は掉尾を飾るに値しないが、唐詩の邦訳を探しておら
れる方々にお使いいただければ幸いである。また、拙稿が成るまでには、つ
くばみらい市立図書館、茨城県内の公共図書館そして国立国会図書館にはた
いへんお世話になった。記して感謝の意を表したい。

凡　例

１．本索引は、唐・五代の詩人の作品で邦訳されたものを作者別に集め、そ
の詩がどの本の何頁に収載されているかを示したものである。
２．採録範囲は、明治初年（����）以降平成��年（�00�）末迄に刊行された
中国詩を含む図書で、比較的多くの作品を収載しているものの中から選ん
だ。ただし、『李白詩選』（松浦友久編訳　岩波書店　����　���p.）の如
き、単独の作者の翻訳書は除いた。
３．排列は、作者の五十音順にした。同音の姓の作者が複数存在する場合は、
漢字の画数順に依った。
４．各作者の中は、詩題に依って五十音順に排列した。なお、詩題は原題を
そのまま音読みにした。
５．各詩の中の記載は、その詩が収載されている図書の略称（別記）および
収載頁である。
６．詞には詩題の左上に＊印を、楽府には＊＊印を付した。
７．同じ作者によって連作および無題の詩があった場合には、注を用いて初
句（第１句）を示し、識別した。
８．複数首から構成される詩の第何首であるかは、翻訳書に明記している場
合はそのまま記し、何も記していない場合は可能な限り調査して記した。
９．作者の読みは、『中国学芸大辞典』（近藤春雄著　大修館書店　����）お
よび『アジア歴史辞典』（平凡社［新装復刊］）に依った。これらの図書で
不明なものは、原則的には漢音読みとしたが慣用的に読み方が定まってい
るものはそれに従った。また、生卒年は採録した翻訳書に従ったが、記述
のないものは『中国文学家大辞典』（譚正璧編　香港　天地図書有限公司　
���0）および『中国仏教人名大辞典』（陸海竜等編　上海　上海辞書出版
社　����）に依った。
�0．繁体字は常用漢字に改めた。
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略称表［《　》内は国立国会図書館請求記号］
青木・飲酒：『中華飲酒詩選』　青木正児著　筑摩書房　����　���p.

《���─A���t》
荒川・踏花：『踏花帖：中国詩訳詩集』　荒川太郎訳著　中国詩の会　����　

���p. 《KK���─��》
安藤・百選：『中国漢詩百選』　安藤英男著　蒼土舎　����　���p.

《KK���─��》
安楽・唐詩：『唐詩百選：漢詩を味わう』　安楽充郎著　かや書房　����　

���p. 《KK���─G�0》
池田・唐詩選：『ポケット唐詩選詳解講義』　池田蘆洲著　金刺芳流堂　����

　���、��p. 《YDM�00��0、特��─���》
石川・こころ：『漢詩のこころ』　石川忠久著　時事通信社　���0　�0�p.

《KK���─��》
石川・春詩：『漢詩を読む　春の詩百選』　石川忠久著　日本放送出版協会　

����　�0�p. 《KK���─G��》
石川・夏詩：『漢詩を読む　夏の詩百選』　石川忠久著　日本放送出版協会　

����　���p. 《KK���─G�》
石川・秋詩：『漢詩を読む　秋の詩百選』　石川忠久著　日本放送出版協会　

����　���p. 《KK���─G��》
石川・冬詩：『漢詩を読む　冬の詩百選』　石川忠久著　日本放送出版協会　

����　���p. 《KK���─G��》
石川・招待：『漢詩への招待』　石川忠久著　新樹社　����　�0�p.

《KK���─E�》
石川・楽しみ：『漢詩の楽しみ』　石川忠久著　時事通信社　����　���p.

《KK���─��》
一海・一日：『漢詩一日一首』　一海知義著　平凡社　����　���p.

《KK���─�》
井上・西域�─�： 『西域・黄河名詩紀行　�─�』　井上靖［ほか］編　日本放送

出版協会　����─��　�v. 《KK���─��》
猪口・詠史：『中国詠史詩』　猪口篤志著　角川書店　����　�0�p.

《KK���─��》
猪口・歴代：『評釈中国歴代名詩選』　猪口篤志著　右文書院　����　���p.

《KK���─��》
今鷹・唐詩選： 『唐詩選』　今鷹真［等］訳　筑摩書房　����　���p.　（筑摩
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叢書） 《KK���─��》
入谷・唐詩：『唐詩名作選』　入谷仙介著　日中出版　����　���p.

《KK���─��》
入谷・文人：『中国文人詩選』　入谷義高著　中央公論社　����　���p.

《KK���─�0》
植木・歳時記： 『唐詩歳時記：四季と風俗』　植木久行著　明治書院　���0　

�00p. 《KK���─��》
植木・人生：『人生の哀歓』　植木久行著　東方書店　����　���p.　（心象紀

行／漢詩の情景　２） 《KK���─G�》
植木・風景：『唐詩の風景』　植木久行［著］　講談社　����　��0p.

《KK���─G��》
植木・風土：『唐詩の風土』　植木久行著　研文出版　����　���、�p.　（研文

選書　��） 《KK���─��》
植木・物語：『唐詩物語：名詩誕生の虚と実』　植木久行著　大修館書店　

�00�　���p.　（あじあブックス　��） 《KK���─G��》
内田・鑑賞：『新選唐詩鑑賞』　内田泉之助著　明治書院　����　���p.

《���.�─U���s》
内田・唐詩：『唐詩の解釈と鑑賞』　内田泉之助著　明治書院　����　���p.

《���.�─U���t》
内田・和漢：『新釈和漢名詩選』　内田泉之助著　明治書院　����　���p.

《���─U���s》
大川・三百首：『唐詩三百首』　大川忠三著　明徳出版社　����　���p.

《KK���─��》
大野・唐詩：『唐詩の鑑賞』　大野実之助著　早稲田大学出版部　����　���p.

《���.�─O���t》
大野・唐詩続： 『唐詩の鑑賞　続編』　大野実之助著　早稲田大学出版部　

����　���p. 《���.�─O���t》
小川・晩唐：『中国の名詩鑑賞　７：晩唐』　小川昭一編　明治書院　����　

���p. 《KK���─��》
加賀美・唐詩： 『唐詩のしらべ：唐詩歳時百首』　加賀美文一著　東方書店　

����　��0p. 《KK���─E��》
桂・歴代：『歴代漢詩評釈』　桂五十郎著　早稲田大学出版部　���0　���p.

《YDM�00���、���─���》
鎌田・漢詩： 『漢詩名句辞典』　鎌田正、米山寅太郎著　大修館書店　���0　
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���、��p. 《KK��─�》
川上・唐詩選： 『唐詩選』　川上天山訳解　至誠堂　����　���、��p.　（漢文

叢書：詳解全訳　第７巻） 《0��─Sh��ウ》
川口・唐詩選：『唐詩選新釈』　川口白浦著　健文社　����　���p.

《特�0�─�0�》
簡野・詳説上：『唐詩選詳説　上』　簡野道明著　明治書院　���0　�0�p.

《���.�─Ka��ウ》
簡野・詳説下： 『唐詩選詳説　下』　簡野道明著　明治書院　���0　�0�─

�0�0、��、��p. 《���.�─Ka��ウ》
簡野・評釈：『和漢名詩類選評釈』　修正�0版　簡野道明講述　明治書院　

����　�0��p. 《���─Ka���w─（th�0）》
玉椿荘・唐詩選：『唐詩選新註』　玉椿荘主人［著］　松雲堂　��0�　���p.

《YDM�00���、特��─���》
久保・唐詩選：『唐詩選新釈』　久保天随［著］　博文館　��0�─0�　�v.

《YDM─�00���、���─��》
久保・評註：『評註名詩新選』　久保天随著　博文館　����　��0、��p.

《��─��0》
倉石・歴代：『歴代詩選』　倉石武四郎、須田禎一編　平凡社　���0　���p.　

（中国古典文学全集　��） 《���─Ty���》
黒川・歳時記： 『中国文学歳時記　春上・下、夏、秋上・下、冬、別巻』　黒

川洋一［ほか］編　同朋社出版　����─��　�v.
《KK���─E�》

国分・名詩： 『名詩評釈：初盛唐中晩唐』　国分青崖監修　アトリエ社　���� 
��0p.　（漢詩大講座　第６巻） 《W���─H�》

小杉・唐詩：『唐詩及唐詩人』　小杉放庵著　書物展望社　���0　３版　�0�p.
《���.�─Ko���t─s》

小林・唐詩選：『唐詩選通解』　小林信明等著　宝文館　����　���p.
《���.�─Ko��ウ》

蔡・唐詩：『唐詩旅情』　蔡子民著　東方書店　����　���p.
《KK���─�0》

斎藤・新鈔：『新鈔唐詩選』　斎藤晌著　集英社　����　���p.　（中国詩人選 
８） 《KK���─��》

斎藤・唐詩上：『唐詩選　上』　斎藤晌著　集英社　����　���p.　（漢詩大系
　第６） 《���─Ka���》
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斎藤・唐詩下：『唐詩選　下』　斎藤晌著　集英社　����　���p.　（漢詩大系
　第７） 《���─Ka���》

坂田・理想：『理想への意志』　坂田新著　東方書店　����　���p.　（心象紀
行／漢詩の情景　３） 《KK���─G�》

佐久・新釈：『唐詩選新釈』　佐久節著　弘道館　����　���p.
《���.�─Sa���t─（t）》

佐久・唐詩選：『唐詩選』　佐久節講述　［弘道館］　［　］　��0p.　（漢文講座
　第６） 《��0─���》

佐藤・鑑賞：『鑑賞漢詩のこころ』　佐藤保、中村嘉弘著　有斐閣　����　
���p. 《KK���─��》

塩谷・詩選：『中国詩選』　３版　塩谷温著　弘道館　����　���p.
《���─Si���t─（３）》

塩谷・唐詩：『唐詩三百首新釈』　塩谷温著　弘道館　����　���、�p.
《���.�─Sh��ウ》

情釈：『唐詩選情釈』　［　］　［����］　��p.（以下欠）
《YD�─H─特��0─���》

辛・唐詩・『唐詩要妙』　辛弃如著　近代文芸社　����　���p.
《KK���─G��》

杉村・唐詩：『和訳唐詩百首　続』　杉村顕道［編訳］　杉村顕道　���0　
�0�p. 《KK���─��》

鈴木・世界：『唐詩の世界』　鈴木修次著　日本放送出版協会　���0　���p.
《KK���─E��》

清潭・高僧：『補注　和漢高僧名詩新釈』　釈清潭著　有賀要延補注　国書刊
行会　����　���p. 《KK���─G�》

清潭・三体：『国訳三体詩』　釈清潭訳註　国民文庫刊行会　����　��、���p. 
（国訳漢文大成　文学部第６巻） 《���─��》

清潭・唐詩選： 『国訳唐詩選』　釈清潭訳並講　国民文庫刊行会編　国民文庫
刊行会　���0　���p.　（国訳漢文大成［第２］　第５巻）

《0��─Ko���─Kk》
素隠・三体：『三体詩抄』　素隠著　博文館　����　����p.　（漢文叢書　第４

冊） 《0��─Ko��ウ》
高木・漢詩：『漢詩鑑賞入門』　高木正一、武部利男、高橋和巳著　創元社　

����　�0�p. 《���─Ta���k》
高木・唐詩選１： 『唐詩選　１』　高木正一著　朝日新聞社　����　�0�p.　
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（中国古典選　��） 《KK���─��》
高木・唐詩選２： 『唐詩選　２』　高木正一著　朝日新聞社　����　���p.　

（中国古典選　��） 《KK���─��》
高木・唐詩選３： 『唐詩選　３』　高木正一著　朝日新聞社　����　���p.　

（中国古典選　��） 《KK���─��》
高木・唐詩選４： 『唐詩選　４』　高木正一著　朝日新聞社　����　���p.　

（中国古典選　��） 《KK���─��》
高木・旅：『唐詩選の旅』　高木健夫著　講談社　���0　���p.

《GE���─�》
高木・名勝上：『名勝唐詩選　上』　高木重俊、石嘉福著　日本放送出版協会

　����　���p.　（NHKブックス　��0） 《KK���─G�》
高木・名勝下：『名勝唐詩選　下』　高木重俊、石嘉福著　日本放送出版協会

　����　���p.　（NHKブックス　���） 《KK���─G�》
田川・漢詩：『中国漢詩の旅　�─�』　田川純三執筆　世界文化社　����─��　

�v. 《KK���─E��》
竹内・閑適：『閑適のうた』　竹内実、荻野脩二著　中央公論社　���0　���p.

《KK���─E��》
田口・自然：『自然への讃歌』　田口暢穂著　東方書店　����　���p.　（心象

紀行／漢詩の情景　１） 《KK���─G�》
田所・新評上：『新評唐詩選　上巻』　田所義行著　勁草書房　����　���p.

《���.�─Ta���s》
田所・新評下： 『新評唐詩選　下巻』　田所義行著　勁草書房　����　���─

�0�p. 《���.�─Ta���s》
田部井・漢文： 『漢文名作選　３　漢詩』　田部井文雄、高木重俊著　大修館

書店　����　���、��p. 《KK���─�》
田部井・唐詩上： 『唐詩三百首詳解　上巻』　田部井文雄著　大修館書店　

����　���p. 《KK���─E�》
田部井・唐詩下： 『唐詩三百首詳解　下巻』　田部井文雄著　大修館書店　

���0　���、��p. 《KK���─E�》
田森・初唐：『中国の名詩鑑賞　４：初唐』　田森襄編　明治書院　����　

���p. 《KK���─��》
千葉・唐詩選： 『唐詩選講釈』　千葉玄之著　博文館　����　����p.　（漢文叢

書　第４冊） 《0��─Ko��ウ》
塚本・唐詩選： 『唐詩選・三体詩』　塚本哲三編　有朋堂書店　����　���p.　
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（漢文叢書　第��） 《���─��─（��）》
土屋・唐詩雋：『唐詩雋：評註』　土屋弘著　丙午出版社　����　���、��p.

《��─�0�》
寺尾・故事：『漢詩故事物語』　寺尾善雄著　河出書房新社　����　���p.

《KK���─�》
藤堂・三千：『中国詩三千年』　藤堂明保、黒須重彦著　旺文社　����　���p.

《KK���─��》
土岐・鶯卵：『鶯の卵　新訳中国詩選』　土岐善麿著　筑摩書房　����　���p.

《KK���─��》
土岐・詩抄：『新訳詩抄』　土岐善麿著　光風社　���0　���p.

《KK���─�》
豊田・唐詩選：『唐詩選通解』　豊田八千代著　更生社　���0　���、�0p.

《���.�─To���ウ》
中島・盛唐：『中国の名詩鑑賞　５：盛唐』　中島敏夫編　明治書院　����　

���p. 《KK���─��》
中島・唐詩選上： 『唐詩選　上』　中島敏夫訳　学習研究社　����　���p.　

（中国の古典　��） 《KK���─�》
中島・唐詩選中： 『唐詩選　中』　中島敏夫、斎藤茂訳　学習研究社　����　

���p.　（中国の古典　��） 《KK���─�》
中島・唐詩選下： 『唐詩選　下』　中島敏夫、佐藤保訳　学習研究社　����　

���p.　（中国の古典　��） 《KK���─�》
中田・歴代：『歴代名詞選』　中田勇次郎著　集英社　����　���p.　（漢詩大

系　第��巻） 《���─Ka���》
中津浜・女詩人： 『中国の女詩人たち』　中津浜渉著　朋友書店　����　��0、

�p. 《KK���─��》
中津浜・女詩人（続）： 『中国の女詩人たち　続』　中津浜渉著　朋友書店　

����　���、�p. 《KK���─��》
仁枝・錦繡：『錦繡段講義』　仁枝忠著　桜楓社　����　���p.

《KK���─��》
延原・新訳上： 『新訳唐詩選　上』　延原大川［注解］　明徳出版社　����　

��0p. 《���.�─R���t─N》
延原・新訳下： 『新訳唐詩選　下』　延原大川［注解］　明徳出版社　����　

�0�p. 《���.�─R���t─N》
服部・唐詩選： 『唐詩選国字解』　服部南郭著　小林新兵衛　����　�v.（合２）
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《YDM�00�0�、���─���》
花崎・女詩人：『中国の女詩人』　花崎采琰訳詩　東方文芸の会　����　���p.

《KK���─��》
日夏・唐山：『唐山感情集』　日夏耿之介著　弥生書房　����　���p.

《���─H���t》
平野・唐詩選： 『唐詩選全釈』　平野秀吉著　東洋図書刊行会　����　���、

��、��p. 《特���─��0》
風月堂・唐詩選：『首書略解唐詩選』　佐野徳二郎編　風月堂　����　�v.

《YDM�00���、特��─���》
深沢・唐詩：『唐詩三百首』　深沢一幸著　角川書店　����　���p.　（鑑賞中

国の古典　第��巻） 《KK���─E�》
福本・律詩１： 『律詩墨場必携　１：唐』　福田雅一選訳　二玄社　����　

�00p. 《KK���─G�》
藤原・唐詩選：『唐詩選通解』　藤原楚水訳註　清雅堂　����　���p.

《���.�─H���t》
細貝・唐詩：『唐詩の鑑賞』　細貝香塘著　秋豊園出版部　����　���p.

《���.�─H��ウ》
細田・辞典：『中国名詩鑑賞辞典』　細田三喜夫編　東京堂出版　����　���p.

《KK���─��》
前野・王都：『王都のうた　唐詩１』　前野直彬訳　平凡社　����　��0p.　

（中国の名詩　６） 《KK���─��》
前野・事典：『漢詩の解釈と鑑賞事典』　前野直彬、石川忠久編　旺文社　

����　���p. 《KK���─��》
前野・聚花：『中国古典聚花　�─��』　前野直彬監修　尚学図書　����─��　

��v. 《KK���─��》
前野・長江：『長江のうた　唐詩２』　前野直彬訳　平凡社　����　���p.　

（中国の名詩　７） 《KK���─��》
前野・唐詩：『唐詩鑑賞辞典』　前野直彬編　東京堂出版　���0　�00p.

《KK��─�》
前野・唐詩選上：『唐詩選　上』　前野直彬注解　岩波書店　�000　���p.

《KK���─G��》
前野・唐詩選中：『唐詩選　中』　前野直彬注解　岩波書店　�000　���p.

《KK���─G��》
前野・唐詩選下：『唐詩選　下』　前野直彬注解　岩波書店　�000　���p.
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《KK���─G��》
松浦・辞典：『唐詩解釈辞典：校注』　松浦友久編著　大修館書店　����　

���p. 《KK���─E�》
松浦・辞典続： 『唐詩解釈辞典：校注　続』　松浦友久編著　大修館書店　

�00�　����p. 《KK���─E�》
松浦・旅：『唐詩の旅　黄河篇』　松浦友久著　社会思想社　���0　���p.

《KK���─��》
松浦・中唐：『中国の名詩鑑賞　６：中唐』　松浦友久、田口暢穂編　明治書

院　����　���p. 《KK���─��》
松浦・唐詩：『中国詩選Ⅲ─唐詩─』　松浦友久著　社会思想社　����　���p.

《KK���─�》
松浦・名詩集： 『中国の名詩集：美の歳月』　松浦友久著　朝日新聞社　���� 

���p. 《KK���─E��》
松枝・名詩中：『中国名詩選　中』　松枝茂夫編　岩波書店　����　���p.

《KK���─�0》
松枝・名詩下：『中国名詩選　下』　松枝茂夫編　岩波書店　����　���p.

《KK���─�0》
村上・三体上： 『三体詩　上』　村上哲見著　朝日新聞社　����　���、��p.　

（新訂中国古典選　第��巻） 《���.�─M���s》
村上・三体下： 『三体詩　下』　村上哲見著　朝日新聞社　����　���、��、

��p.　（新訂中国古典選　第��巻） 《���.�─M���s》
目加田・散策：『唐詩散策』　目加田誠著　時事通信社　����　���p.

《KK���─��》
目加田・三百首１： 『唐詩三百首　１』　蘅塘退士編　目加田誠訳注　平凡社

����　���p.　（東洋文庫　���） 《KK���─��》
目加田・三百首２： 『唐詩三百首　２』　蘅塘退士編　目加田誠訳注　平凡社

����　��0p.　（東洋文庫　���） 《KK���─��》
目加田・三百首３： 『唐詩三百首　３』　蘅塘退士編　目加田誠訳注　平凡社

����　���p.　（東洋文庫　���） 《KK���─��》
目加田・唐詩： 『唐詩選』　目加田誠著　明治書院　����　���p.　（新釈漢文

大系　第��巻） 《0��─Si���》
目加田・日暦：『漢詩日暦』　目加田誠編著　時事通信社　����　���p.

《KK���─E�》
森・唐詩選： 『唐詩選　上、下』　森槐南著　豊田穣補註　富山房　����─��
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　�v. 《���.�─Mo��aウ》
森・評釈：『唐詩選評釈　上、下巻』　森槐南著　文会堂書店　����　�v.

《���.�─Mo��ウ》
山岸・唐詩：『唐詩評解』　山岸徳平著　有精堂出版　����　���p.

《���.�─Y���t》
山田・辞典：『中国名詩鑑賞辞典』　山田勝美著　角川書店　����　���p.

《KK���─��》
山田・女性：『中国女性詩話』　山田富子著　雉書房　����　���p.

《KK���─E�》
横山・唐詩：『唐詩の鑑賞：珠玉の百首選』　横山伊勢雄著　ぎょうせい　

����　���p. 《KK���─��》
吉田・唐詩選：『唐詩選新解』　吉田辰次著　教育出版社　����　���、��p.

《���.�─Y��ウ》
楽・女流詩：『唐代の女流詩人』　楽恕人著　毎日新聞社　���0　���p.

《KK���─��》
渡部・百人：『漢詩百人一首』　渡部英喜著　新潮社　����　���p.

《KK���─E��》


