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はじめに

内傳の成立は，東晉興寧二年（364）を前後に，丹陽句容（現江蘇省鎭江市）に

て起きた「茅山の啓示」と密接に關わっている．それは，仙人魏夫人を始とする衆

眞が，許謐（303－376）の一家に降臨して，靈媒楊羲（330－386？）を通じて敎

えを口授し，上淸經を傳授したことである．その啓示の内容は，許謐・許翽（許謐

の三男，341－370）・楊羲の三人の手稿（三君手書）を集め，それに注を加えて編

纂した陶弘景（456－536）の『眞誥』によって窺える1)．

内傳が上淸經の成立と不可分の關係にあり，上淸經の修行者たちに修行の模範と

なっていたことについては，すでに先學の指摘がある．小南一郎氏は，小說『漢武

帝内傳』の研究において，内傳が讀みのもと轉化する前には，宗敎的信仰と實践の

* 本論分は2012年12月14日，中國の華僑大學において開催された國際シンポジウム『中・日・韓
宗敎學術論壇—道敎與中國文化』において發表した「從内傳看道敎修行過程與世界構造」を加
筆修正したものである．

** 京都大學准教授／人間・環境學研究科（東アジア文化論）

1) 眞誥と上淸道敎の研究は，Michel Strickmann, “The Mao Shan Revelations: Taoism 

and the Aristocracy,” T'oung Pao 63（1977：1-64), 神塚淑子 ｢六朝時代の上淸派道敎
の思想｣(六朝道敎思想の研究, 創文社, 1999, 149-202) を參照.
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對象であったことを明らかにし，内傳の内容について，“單に人物の傳記を記錄した

ものに止まらず，その書物自体が一つの道敎修行の指針として修行者たちにさまざ

まな敎えを垂れるものであった”と指摘した2)．さらに，内傳はその中に上淸經の題

目を記しており，經典自体を内包していることもあった．麥谷邦夫氏は，『黄庭内
景經』が本來『魏夫人内傳』の中に含まれており，許翽が内傳から『黄庭内景經』

を抜き書きして單行したことを指摘し，さまざまな上淸經がそれと同樣に，内傳か

ら獨立して成立した可能性を示唆した3)．

以上の指摘はいずれも意味深く，上淸經成立を理解する上で重要であるが，今ま

で『紫陽眞人内傳』以外の内傳については，まだ充分に檢討されていない．本稿で

は先學の指摘を踏まえ，上淸經と密接に關連する『三茅君傳』『淸靈眞人裴君傳』

『紫陽眞人内傳』『魏夫人内傳』『淸虛眞人王君内傳』の五種の内傳を取り上げ，

それらに共通して見られる修行のパターンを分析する．

結論を一つ先取るならば，これらの内傳には‘周遊天下’, ‘遊行名山’という共通の

テーマがある．名山の遊覧，天下の周遊には，五嶽を初めとする傳統的な名山のみ

ならず，江南地域の名山，架空の洞天・神山，さらに上淸經で初めて見られる天

界・天宮も含まれている．つまり内傳は，上淸經が描いている神聖空間と世界の構

造を示す，聖なる地理志という性格を持っているのである．それらの空間の性格に

ついて考察することは，上淸經の示す世界觀を理解する上でも重要である．本論文

では，内傳が示す修行の過程，および神聖空間に對する分析を通じて，それらが後

の道敎史上に持つ意義について考えていきたい． 

1．新しい聖山と洞天のネットワーク

東晉末當時の内傳の内容を知らせてくれる，もっとも信頼できる史料は，三君手

書の眞跡を追いかけていた陶弘景の『眞誥』および『登眞隱訣』の記錄である．そ

の中で，363年より365年にわたって示された『三茅君傳』（茅三君傳）4)の重要な

2) 小南一郎 ｢漢武帝内傳の成立｣（中国の神話と物語り 第四章，東京：岩波書店，1984）409 

-410頁.

3) 麥谷邦夫 ｢黄庭内景經試論｣ （東洋文化 62，1982），33頁．眞誥 卷二十翼眞檢　 “掾許
翽）抄魏傳中黄庭經．”

4) 三茅君傳 の成立については，眞誥 卷十一稽神樞に定錄君（中茅君）のお告げに，“吾有傳
紀”とあり，陶弘景の注には，“吾有傳紀者，即是『三茅傳』也．按長史甲子年（364）書云，

未見傳記．則㖟此書時，或在癸亥年（363）中也”とある．つまり，363年頃の中茅君のお告げ
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テーマの一つは，茅山と繋がる洞天の世界である．『眞誥』稽神樞篇はこのような

祕密の地理に關する三茅君のお告げと許謐の質問，それに對する眞人たちの回答を

集めている．その中で，句容の句曲山（茅山）の山形と地名の由來，洞天について

の大部分の内容は，『三茅君傳』に由來する5)．

その『三茅君傳』によれば，“大天の内，地中の洞天三十六所有り．其の第八，是

れ句曲山の洞なり．週廻一百五十里．名づけて金壇華陽の天と曰う（『眞誥』卷十

一）”とあり，その主要な内容が數多くの洞天に關するものであったことが知られ

る．陶弘景が實際にみた『茅君傳』に記載されていたのは，三十六洞天の内，第十

洞天までであり，それとあわせて鄷都（地獄）や五嶽，八海や神仙，遠方の夷狄の

洞天まで記されていたという6) ．

このような洞天の地理志が，後の司馬承禎（647-735）の『天地宮府圖』の基づ

くところであり，洞天福地說の原型であることは周知の通りである7)．『茅君傳』が

傳える仙界の地形の中で，茅山が鎮めている金陵の地は，終末の災難がとどかず，

太平世を見る安全な場所とされる8)．その内部の光景といえば，

虛空の内は皆な石階有り，曲出して以て門口に承け，往來上下するを得しむるなり。人

の卒行して出入するもの，都て是れ洞天の中なるを覺えず。故に自から謂えらく是れ外

の道路なりと。日月の光，既に自から異ならず，草木水澤，又た外と別なるなく，飛鳥

交ごも橫たわり，風雲蓊鬱たれば，亦た之を疑う所以を知らず。

虛空之内，皆有石階，曲出以承門口，令得往來上下也．人卒行出入者，都不覺是洞天之
中，故自謂是外之道路也．日月之光，既自不異，草木水澤，又與外無別，飛鳥交横，風
雲蓊鬱，亦不知所以疑之矣．（『眞誥』卷十一稽神樞）

とあり，洞天とは，狹小で暗い洞窟ではなく，普段目にする外界と全く同じ風景

には傳紀があるといったが，364年の時點まで許謐は，“まだ傳記を見ていない”といってい

るので，まだ書物として存在していなかったことが知られる．『三茅君傳』が書物として存在
したのは，陶弘景によれば，“答書時已是蒙示傳記，是乙丑年（365）初矣”とあり，365年頃
という．このように，内傳は最初から書物として存在していたのではなく，啓示を通じてその

内容が告げられ，徐々に成書されたことが分かる．

5) 陶弘景は 眞誥 稽神樞篇に載錄した三君手書の内容と 三茅君傳 が一致する部分を, ｢紫書
大字｣ で書いておいた. 眞誥 卷十一陶弘景の注: “凡此後紫書大字者，竝茅三君傳所記也.”

6) 眞誥 卷十一陶弘景の注: “傳中所載，至第十天，并及鄷都・五嶽・八海神仙・遠方夷狄之洞.”
7) 後代の洞天福地については，三浦國雄 中国人のトポス 洞窟・風水・壷中天(平凡社, 1988）

と，Franciscus Verellen, “The Beyond Within: Grotto-Heavens (Dongtian洞天) in 

Taoist Ritual and Cosmology,” Cahiers d’Extreme-Asie 8(1995: 275-276)を參照.

8) 眞誥』卷十一稽神樞 “句曲山，其間有金陵之地，地方三十七八頃．是金陵之地肺也．土良而井
水甜美，居其地，必得度世見太平．”
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をしている．洞天の中には日月が光輝き，鳥もあちこちに飛び，風が吹き，雲が流

れていて，偶然そこを通っても洞天の中であることを自覺できないという．その空

間は見えないルートを通じて，『靈寶五符』を祕めていたという太湖苞山の洞庭，

魏夫人の師，王君（王褒，字子登）の治所である王屋山の淸虛洞天など，他の洞天

と“陰路”によって繋がり，洞天が互いに通じ合っているという9)．

句曲の洞天，東のかた林屋に通じ，北のかた岱宗に通じ，西のかた峩嵋に通じ，南のか

た羅浮に通じ，皆な大道なり．其の間に小徑雜路有り．

句曲洞天，東通林屋，北通岱宗，西通峩嵋，南通羅浮，皆大道也．其間有小徑雜路．(
眞誥』卷十一稽神樞）

茅山は，東は浙江の林屋山（苞山洞庭），北は山東の泰山，西は四川の峨嵋山，

南は廣州の羅浮山に繋がる洞天網の一點として描かれる．また，金陵の土質が洛陽

の北邙山のそれと同じであるとか，井戸の水は長安のとある井戸の水と同じ味がす

るというように10)，『茅君傳』は，巨大な地中のネットワークを顯示し，それらの

山々を江南の茅山へと收斂させている（〔圖1〕參照）．この圖でみられるように，

茅山を中心とした，中國聖山の新たなマッピングが行われていることを見逃しては

ならない．

このような洞天の連繋は，『三茅君傳』のみならず，『紫陽眞人周君内傳』（以

下『周君内傳』と略す）や『裴君内傳』にも同じく語られており，互いに參照され

ている．『周君内傳』では，紫陽眞人周君の別宮とされる嶓冢山（甘肅省天水市）

が洞庭（湖南省）の潛宮とされ，淸虛眞人王君の王屋山（山西省）と崑崙の閬風臺

に繋がっているといい11)，『裴君内傳』によれば，周君の洞天（本宮）と裴君の洞

天は，ともに葛衍山の中にあるという．つまり，中央の葛衍山に紫陽宮（周君の洞

天），その東西の鬱絶山（『眞誥』に裴君は「鬱絶淸靈眞人」とも呼ばれているの

9) 眞誥』卷十一稽神樞 “此山洞虛内觀，内有靈府，洞庭四開，穴岫長連．古人謂爲金壇之虛臺，

天后之便闕，淸虛之東窗，林屋之隔沓，衆洞相通，陰路所適，七塗九源，四方交達，眞洞仙館
也．” 陶弘景注: “此論洞天中諸所通達．天后者林屋洞中之眞君，位在太湖苞山下．龍威丈人
所入得靈寶五符處也．淸虛是王屋洞天名．言華陽與此竝相貫通也．”

10) 眞誥』卷十一稽神樞“金陵之土，似北邙及北谷關土，堅實而宜禾穀．掘其間作井，正似長安鳳
門外井水之味．是淸源幽瀾，洞泉遠沽耳．水色白．都不學道者，居其土，飲其水，亦令人壽考
也．是金津潤液所漑耶．” 陶弘景注:“北邙山在洛陽北數里，北谷關即孟津關．土色黄黒而肥
腴．鳳門即長安北門．”

11) 道藏洞眞部 紫陽眞人内傳 “以嶓冢爲紫陽別宮, 所謂洞庭潛宮也. 嶓冢山有洞穴, 潛行通王屋
淸虛小有天. 亦潛通閬風也.” 淸靈眞人裴君傳 (雲笈七籤卷一百五) に同文あり.
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で裴君の別宮か）と西玄山（裴君の洞天）があり，西玄山はさらに崑崙に繋がる

（〔圖2〕參照）12)．

このような内傳の内容は，見えない世界に通じる祕密のルートを示す地理志とな

り，架空の空間と現實の地理とを結び付け，新たな世界の構造を示している．その

世界四方の洞天と天宮は，この啓示の受領者たちが遊行すべき外界の全貌となる．

以下ではこのような空間の描寫に注目しつつ，修行の過程に沿って内傳の内容を概
觀する．

2．内傳の内容

（1）『茅君傳』（雲笈七籤卷一〇四・太平御覽卷六七二）

茅盈は，字は叔申，咸陽南關の人である．その遠い祖先は姫姓であり，茅におい

て氏族を成してから，茅氏となった．高祖父の茅濛は鬼谷先生に師事し，華山に隱

遁して修道して昇仙した．祖父茅嘉は戰國時代，秦の莊王の廣信侯であって，始皇

帝の統一戰爭の際に會稽の地で沒した．茅嘉の六男茅祚が茅盈の父である．茅盈は

三兄弟の長男であり，次男は茅固（字季偉），三男は茅衷（字思和）という．

茅盈は十八才の時に出家し，恆山に入って『老子道德經』および『周易傳』を讀

み，山朮を服用して修道した．六年が經ったところ，（25才頃）に夢に太玄玉女か

ら“西城に王君有り，眞道を得たり．君の師と爲るべし．子奚ぞ尋ねて敎えを受けざ

らんや（西城有王君得眞道，可爲君師．子奚不尋而受敎乎）”というお告げを受け，

西城に行き王君（王遠，字方平）に師事した．その後二十年（44才頃？）が經ち，

王君とともに西の龜山に行き，西王母に謁見し「玉佩金璫の道」および『玄眞經』

を授かる．

西王母は，『玉佩金璫』は司命（命を司る仙人）だけに限って傳授するものであ

るが，茅盈は上淸眞人となり，その中でも司命の職に就くと予告し，その道につい

12) 淸靈眞人裴君傳』“西玄者，葛衍山之別名．葛衍有三山相連，西爲西玄，東爲鬱絶根山，中央
名葛衍山．三山有三府，名曰三宮．西玄山爲淸靈宮，葛衍山爲紫陽宮，鬱絶根山爲極眞宮．三
山纏固萬三千里，高二千七百里．下有洞庭，潛行地中，通玄洲崑崙府也．西玄山下有洞臺，方
圓千里，金城九重，有玉堂蘭室，東西宮殿，中有四百二十眞人處焉．其樹則絳碧，草則芝英，

其鳥獸則麒麟鳳凰，距崑崙七萬里，其間有高暉山，上有洞光如日．葛衍・西玄・鬱絶根三山
也．”
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ては後に別に授けるという．ただ，その先に「明堂玄眞の道」を修めなければ，

『太霄隱書』（玉佩金璫經）は得ることができないといって玄眞法と『玄眞經』を

授ける(47才)．茅盈は「玄眞の道」を修行して三年，顏面から玉澤が生じた．そこ

で王君は「九轉還丹方」を授け，百年後に南嶽で會う約束をして去る．

漢宣帝の頃（前74-49）に茅盈の二弟，茅衷と茅固はともに國の官僚となってい

た（元帝初元五年，前44）．茅盈は二弟を仙道に誘うために，親族が見守る中，天

上の官僚たちの迎えを受けて白日昇仙し，句曲山に移り地仙となった．（102才，そ

の頃から句曲山は茅山と呼ばれたという）．二人は兄の茅盈が神仙となったことを

聞き，官を棄て去り，漢元帝の永光五年（前39）三月六日に長江を渡って兄のとこ

ろへやってきた．

茅盈は，“卿は已に老いたり．……縱い眞訣を得といえども，適だ地上仙と成るべ

きのみ．其れ上淸昇霄の大術は，老夫の學ぶ所に非ず（卿已老矣．･･････縱得眞

訣，適可成地上仙耳．其上淸昇霄大術，非老夫所學）”と嘆き，二弟に“靑牙始生を

服し，氣液を咽む道（服靑牙始生，咽氣液之道）”を授け，老衰した身體を補わせ

た．これらは「停年不死の法」である．その後十八年がたちこれらの修行が完了す

ると，さらに三年の齋戒をさせて‘上道’の「明堂玄眞」の存思法を授けた．三年後に

二人の身體から‘神光’が現れると，九轉還丹を授けて服用させた．

茅盈は王君に二人の弟が地仙となる法を得たと告げると，王君は「玄水玉液」，

「絳日丹芝」などを授け二弟に服用させた．そこで茅盈は飈車を二弟に與え，靑洲

（靑童君の方諸宮）に行って仙人の名簿に二人の名を記載してもらい，西城の洞宮

に行って總眞上宰（王君）にまみえ，次に南の方に行き衡山の朱臺において太虛赤

眞人（赤松子）に遭い，方諸宮に戻って地仙二眞の册書を受け，赤城において眞變

神符を授かり，羅霍山において華旌繡幡（仙人の儀仗）を頂く．遂に上淸の九宮に

登り，金闕の下で聖君（金闕帝君）の册命を乞うと，九微太眞上相王大司命高晨師

靑童君に命じて册命書を降し，地仙となった．（『茅山志』卷一によれば，永始三

年，前14年）その册命書によれば茅固は，仙界の地位は定錄，地眞を統べ，有道者

を保擧する仕事を務め，丹陽の句曲山（中茅山）を治所とする．茅衷は，仙界の位

は保命，岱宗を総括し，人の生死を司る仕事を務め，良常山（小茅山）を治所とす

る．

茅盈は，漢の哀帝元壽二年（前１年，恐らく王君と別れてから百年後）八月己

酉，五帝が五方色の車に乘って群官をつれて下降して，仙界の地位は太元眞人，東

嶽司命神君の職に就くという勅令を傳え，九つの眞人の儀仗を授け，上淸眞人とな

る．茅盈は二弟と別れを告げ，王君と共に赤城玉洞之府（南嶽）に行った（恐らく
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八節日 天宮・眞人 仙界の業務内容

立春 北極太極宮・太極眞人（會諸仙人） 刻玉簡・記仙名

春分 崑崙瑶臺・太素眞人（會諸仙官） 校定眞經　

立夏 紫微宮・上淸五帝（會諸仙人） 論求道者之功過

夏至 天上・三官・司命・河侯 校定萬民罪福・増年減筭

立秋 黄房雲庭山・中央黄老君・五嶽諸眞人（會仙官） 定天下神圖靈藥

秋分
玉淸靈闕・太微之觀・上皇大帝・九天眞皇・太上

三老君・北極諸眞公・八海大神・五嶽尊靈・仙官
議定天下萬兆之罪福・學道之勤懈

立冬 陽臺眞人（淸虛眞人）14) ・諸仙官玉女 定新得道始入仙錄之人

冬至 方諸東華大宮・東海靑童君 刻定衆仙籍・金書内字

魏夫人の南嶽霍山への就任を祝うため）．

（2）『淸靈眞人裴君傳』（雲笈七籤卷一〇五）13) 
淸靈眞人裴君は，字は玄仁，右扶風夏陽の人．漢の孝文帝二年（前178）の生ま

れ．家は佛敎を信奉した．裴玄仁は咸陽城の南で支子元という僧侶に出遭い，佛寺

の中で焦山仙人蔣先生（赤將子輿，黄帝時人とされる）の神訣五首を授けられる．

その神訣とは，①五星を存思し，身體に五靈（五行の氣）をめぐらす方法，②還元

（男性が用いる術）・化眞（女性が用いる術）と呼ばれる房中術，③五行紫文を用

いて三尸を除く方法（兩目に靑氣・心中に赤氣・臍中に黄氣を思い描く存思法），

④山中において上奏文を作り神仙に祈る方法（陰德で神仙を致す道），⑤八節日の

夜半と日中に謝過する法である．謝過法とは，眞人たちが八節日ごとに天界の役所

で定められた仕事をしていることに合わせて，仙籍に名が載せられるよう，過誤を

陳べ，祝文を唱えて容赦を乞うことを主旨とする瞑想および儀式を指す．ここに示

された天界の役所と仕事は次のようである．

13) 陳國符氏は 淸靈眞人裴君傳 の成立期を梁代以後，隋代以前とみているが (前掲書, 12頁), 

眞誥卷二運象篇に“欲以裴眞人本末，示郗者可矣”とあり，陶弘景注に“裴眞人本末，即是淸
靈傳也.”とあるので，東晉年間にすでに『裴眞人本末』すなわち淸靈眞人裴君の内傳が存在
し，陶弘景がみていることは確かである．『眞誥』と『登眞隱訣』の本文と陶弘景注にみえる

淸靈眞人と關わる道術は，五星存思，房中術，謝過法など，現行の『淸靈眞人裴君傳』の内容
と大體一致し，裴君の佛敎信奉の事も陶弘景が指摘していることから，『雲笈七籤』卷一百五
の『淸靈眞人裴君傳』の大筋は東晉期に楊羲によって出された『裴君傳』を反映するものとみ

て差し支えないと考えられる．ただし，注に相當する文章や諸經典からの引用文は，陶弘景の

注が本文に紛れ込んだものではないかと考えられる．

14) 陽臺については，『眞誥』卷五甄命授に　 “君曰，王屋山，仙之別天，所謂陽臺，是也．諸始得
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ここには，北に北極の太極宮，上淸玉淸の太微館，西の崑崙，中央の黄房雲庭

山，東の方諸宮などと，上淸天上の天宮の所在と，一年をめぐる天界の仕事が示さ

れている．

裴玄仁は世俗の官職にいながら神訣五首を修めていた．四十五才の時（前134）

に南嶽赤松子より五星の存思法を傳授されてから，官職を辭して陽洛山へと向かう

15)．さらに西の方，太華山へ行き，二十二年の修行を重ねると（67才，前112），

東方歳星，北方辰星，西方太白星焉，南方熒惑星，中央鎭星の五星の大神が降り，

樣々な經典と符，神芝を授ける．十日後には萬里の外が見え，一日に千里を歩ける

ようになり，姿を隱したり，顯わにしたりすることが自在となる．

そこで世界の周遊を始め，東の果て靑丘に行き，谷希子より「靑精日水」を授け

られ，泰山に行き，司命君から「上皇金籙」を傳授される．更に西の果て流沙（西

蒙古額濟納旗の地，甘肅省）に至ると，太素眞人が龍の引く神輿に乘り，白水の中

洲にある空山の上へと飛びあがり，金城（崑崙）に向っているのをみる（太素眞人

は崑崙で眞經を校定する）．そこで裴君は危險を冒し，白水に身を投げて波を切っ

て泳ぎ，やっと中洲の岸について空山に登る．太素眞人はそれに感服して「服二景

飛華上奔日月之法」を敎え，『太上隱書』を授ける．

空山の中で「奔日月法」を修め，五年後（72才，前107），太陽の五帝君と共に

飛龍の車に乘り，東の日窟の天，東蒙長丘にある大桑宮，八極城，明眞臺，希林殿

に行き，「揮神之章」・「九有之符」，靑精日犂・雲碧玄腴を授けられる．更に五

年後（77才，前102）には月の五帝夫人が顯われ，飛龍の車に乘って西の六嶺門を

過ぎ，八絡丘にある協晨宮，八景城，七靈臺，太和殿に行き，「流星夜光之章」・

「十明之符」・黄琬紫津之犂・月華雲膏を授けられる．これらはつまり奔日月法の

内容を實現したのである．

奔日月法の修行をして十一年目（78才，前101）になると，太素眞人は“子の道，

已に成れり”といって，景雲龍輿に載せ，太素宮に行き上淸三元君に參らせる．太素

宮において裴君は三元君より玉璽金眞と玉女二十四人，玉童三十二人を賜わる．そ

こで飛雲中輦に乘り，北の方，太極宮に參り，太極四眞人より「神虎符」と流金火

鈴を授かる．さらに太微宮において册命書を受け淸靈眞人となり，葛衍山の三山の

西山，西玄山の靑靈宮を治所とする．

道者，皆諧陽臺．陽臺是淸虛之宮也．”とあり淸虛眞人の居場所であることが知られる。

15) 陽洛山は，雲笈七籤本は“陽浴山”と作るが，道藏輯要本に“陽洛山”と作っているのに從う．
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(3)紫陽眞人周君内傳（雲笈七籤卷一○六・道藏『紫陽眞人内傳』）

紫陽眞人周義山は，字は季通，汝陰の人，漢の宰相周勃の七世孫という．前漢の

元鳳元年（前80）生まれ．陳留（河南省開封縣）で仙道を修行していた時（16才，

前65頃），中嶽仙人の黄泰，すなわち蘇林（字子玄）に遭い，體中の三尸蟲を除去

する方法を敎えられ，それを呑み，朮を服用して五年後（21才，前60）になると，

身體に光澤が現われ，五藏の透視が可能になる．そこで「守三一之法」を授かる．

「守三一之法」とは，金闕帝君より東海小童（靑童君），涓子と蘇林へ傳わったと

される「金闕帝君三元眞一之法」のことであり，蘇君はこの存思法を用いて不死を

得たという．ここの記述は曖昧ではあるが，要するに三一法は『洞眞』・『妙經』

・『素靈』，すなわち『大洞眞經』・『大有妙經』・『太上素靈』に先だって實踐

すべき存思法とされるものである．

また蘇君は仙人の品格地位を陳べてから，周義山に眞人となる運命であることを

告げ，守三一法と靈妙（『大有妙經』）・小有（『素靈經』）の書，および二百事

を傳授する．蘇君は，これらは“上眞の道（上淸眞人と成る道）”ではないが，山岳

の神々に參り，川の精靈を制御できる“中眞地仙の道術”であると說明し16)，“必ず道

の眞妙を該せんと欲せば，微を窮め素を極め，當に艱苦嶮試して，五嶽に浮遊すべ

し．眞人に遇うと雖も，未だ即には子に眞道を授けざるなり．百餘年ならざれば，

雲車羽蓋，龍虎の袍は未だ得べからざるなり（必欲該道眞妙，窮微極素，當艱苦嶮

試，浮遊五嶽．雖遇眞人，未即授子眞道也．不百餘年，雲車羽蓋，龍虎之袍，未可

得也）”として，五嶽名山へと旅立たせる（上眞となるためには中眞の過程を踏まな

ければならない）．周義山は齋戒をして至誠に修行し，五年後（26才，前55）は，

目は千里の外が見え，身は輕くなって十丈の高さをも超え，一日に五百里も歩くよ

うになり，姿を隱したり，顯わにしたりすることが自在となる．

そこで世界を周遊し，名山の仙人から，樣々な道經を授かる．周義山の遊行した

ところをみると，蒙山（山東），少室山（山東），王屋山（山西），嶓冢山（甘肅

省天水市），嵩高山（河南），白空山，峨嵋山（四川），岷山（四川），岐山（陝

西），梁山（山西），牛首山（河北？『山海經』中山經にみえる），九嶷山（湖

南），鍾山（湖北），鶴鳴山（四川）猛山・陸渾山（河南），戎山（戎丘？甘

肅），陽洛山（北），霍山（會稽天台赤城），鳥鼠山（山西），曜名山，委羽山

（司馬季主），大庭山，都廣建木（東），桐栢山（河南），太華山（山西），太冥

16) この部分の内容は雲笈七籤本にはなく，道藏本『紫陽眞人内傳』にみえる．



194   종교와 문화

山（九老仙都君），合梨山（合黎，甘肅），景山（黄臺，萬畢先生），玄龍羽野，

桑林扶廣山（東），朱火丹陵山（南），空山（西・流沙）など，中國の傳統的舞臺

となっていたところの山岳に，江南の山と架空の山が加わっている．紫陽眞人の遊

山の過程で得たという經典目は，上淸經目の過半を占めている．

周君の修行においては，嵩山と空山の二箇所が注目される．裴君は西のはて流

沙，白水と空山，太素眞人と結ばれて“西”のイメージが強いが，周君は中嶽仙人，

嵩高山，太室，中央黄老君と結びつき，“中央”のイメージが強い．周君は嵩高山の

太室において中央黄老君に出遭う．太室の中で仙人たちは『大洞眞經三十九章』，

『大有妙經二十四章』，『太上素靈二十一曲』を詠じており，黄老君は黄金の光輝

を放つ立派な姿をしており，目に電精が走っている．黄老君は周君に洞房を存思し

て白元君を見たのかと聞く．周君がみたと答えると，“子の道，未だ足らず．且く復

た游行し，諸の要訣を受けば，當に上眞の道經を以て子に授くべきなり（子道未足

矣．且復游行，受諸要訣，當以上眞道經授子也）”といい，續いて“洞房の内，至精

の中に大神ありて名づくべからず．安んじて紫房より出で，丹田に遊戲し，上に太

微に通じ，乃ち洞玄に下る．小有を白元君と爲し，大有を无英君と爲す．白元君を

見るは，下仙の事なり．壽は三千年なるべし．若し无英君を見れば，乃ち眞と爲る

なり．壽は一萬年なるべし（洞房之内，至精之中，有大神不可名．安出紫房，遊戲

丹田，上通太微，乃下洞玄．小有爲白元君，大有爲无英君．見白元君，下仙之事

也，可壽三千年．若見无英君，乃爲眞也，可壽一萬年）”と告げる17)．周義山は再び

天下の名山大川の遊行を始める．

その遊行の最後に西の空山に至り，その西椋洞房の中で无英君（左），白元君

（右），黄老君（中）を見る．周義山が黄老君に再拜して上眞の道を乞うと，今度

は周君の頭中の洞房を内視させる．しばらくたつと，洞房の中に，この洞室でみた

とおりの无英・白元君が見えてくる．そこで黄老君は笑っていう．“微なるかな，深

なるかな，子の意思を用うることの精なるや．此れ白日に天に昇るの道なり．子は

還りて常山に登れ．子に上眞の道を授けん（微乎深哉，子用意思之精也．此白日昇

天之道．子還登常山，授子上眞之道）”と．そこで周義山は常山（北岳）に登り，石

室の中で齋戒し，九十年の修行を積み重ね，白元君・无英君・黄老君より『大洞眞

經三十九篇』を傳授される．十一年の修行を終え（130餘才，後漢光武帝頃，蘇君の

お告げの通り百餘年がへた後），遂に白日昇天して太微宮に行き，册命書を受けて

紫陽眞人となり，葛衍山の金庭銅城，すなわち紫陽宮を治所とする．

17) 道藏洞眞部 太上洞房内經註 は周眞人撰とされるもので，この部分と合致する内容が說かれ

ている．經文は内傳の文と一致し，序文は『無上祕要』に引用がある．
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(4）南嶽魏夫人内傳(顏魯公集卷九魏夫人仙壇碑銘・太平御覽卷六
七九）

魏華存（252-334），字は賢安，壬城の人である．晉の司徒，魏舒の娘である．

幼い頃から仙道に心を寄せ，胡麻散や茯苓丸を服し，「吐納氣液」の術を修め，世

俗を離れたいと思っていたが，二十四才の時，兩親に強いられて南陽の劉文（字幼

彥）に嫁ぎ，膝下に劉璞・劉遐の二子がいた．夫の劉文が修武令となった時に修武

県に移り，二子が成長してから，家族と離れ，室宇を建てて別居した．

そこで齋戒をして百日ほど後，太極眞人の安度明，東華大神の方諸靑童，扶桑碧

河湯谷神王の景林眞人，小有仙王淸虛眞人の王褒が降臨した．王褒は扶桑太帝の命

によって「神眞の道」を傳えると告げ，夫人に上淸經三十一卷を傳授し，（扶桑太

帝湯谷神王）景林眞人は『黄庭内景經』を授けた．師の王君は，三十一卷の上淸經

は山中で齋戒して修行しなければならないので，俗世ではただ『黄庭内景經』と五

星および北斗七星の存思法を修めるように敎示する18)．

これらの修行が完成すると，晉の咸和九年（83才，334），王君と靑童君より授

かった靈藥を服し，劍に身を託して尸解をして陽洛山（王君の別宮）へ行った．陽

洛山の隱元臺で靑童君，太極四眞人，淸虛王君，三天法師張道陵等，四十七人の眞

人が夫人に敎えを下賜した．そこで王君は夫人に齋戒して『大洞眞經』を修行さ

せ，登眞の祕奧を說明し，張道陵は夫人に「新出明威章」，「入靜存祝」，「吏兵

符籙の訣」を授ける．

そこで十六年の修行を積むと（99才，350），西王母と金闕聖君，南極元君が夫

人を迎え，昇天して北天の上淸宮に參る．その玉闕の下で太微天帝，中央黄老君，

三素高元君，太上玉晨大道君，太素三元君，扶桑大帝君，金闕後聖君より，夫人の

名が記されている金玉の册命書を授かり，紫虛元君となり，上眞司命南嶽夫人を兼

職し，天台大霍山（赤城）の洞臺を治所とし，奉道者たちに敎えを下す仕事を掌

る．

册命の儀式が終わると，天界の眞人たちは魏夫人を王屋山の小有洞天の中で三日

間齋戒をさせる．その後，西王母および眞人たちが小有洞天に集まり，魏夫人と淸

虛眞人王褒を賓主として宴會を開く．宴會の末に魏夫人と同じく司命の職に務めて

いる神仙たち，および南嶽の神が夫人を迎えに來て，霍山に赴任する．その途中に

18) 王君のこの敎示は『太平御覽』卷六七八所引の『南岳魏夫人内傳』によって補った．
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茅山に寄って大茅君とともに宴會をして，茅君とともに霍山に行った（『茅君傳』

の末尾と相應）．

（5）『淸虛眞人王君内傳』（雲笈七籤卷一○六）

魏夫人の師，淸虛眞人王君は，諱は褒，字は子登，范陽襄平の人である．漢元帝

建昭三年（前36）生まれ．華山で修行して九年，太極眞人西梁子文より小有天に昇

り淸虛の位に就くと預言される．その後，陽洛山に行って，南極夫人と西城眞人に

出遭う．西城眞人王遠（字は方平）が師となり，王褒に上淸經典三十一卷を傳授す

る．王褒は西城眞人と共に玄洲に行く．玄洲は周りが水に圍まれたところで，その

上には華麗な建物が列なっている天宮が廣がる．その中の紫桂宮において主仙道君

より『上淸隱書龍文』・『八靈眞經』の二卷と雲碧陽水と晨飛丹腴を賜る．

西城に歸り，九年間の修行が完成すると，飛飆の車を賜り，それに乘って世界の

周遊を始める．東の啓明滄海を越え廣桑山の始暉庭に行き，太帝君より『龍景九文

紫鳳赤書』・『上淸神圖八道玉籙』を授かり，南は渤海丹海を越え長離山に行き，

南極紫元夫人（南極元君）に再會して『九道廻玄太丹綠書』を受け，赤臺童子・華

蓋上公より五雲夜光，雲琅氷霜を賜る．西は庾丘巨海・沈羽之津を越え麗農山に行

き，紫蓋晨夫人・景眞三皇道君より『玉道綠字迴曜太眞隱書』を授けられ，北は彫

柔玄海と飮龍上河・匏爪津を越え廣野山に行き，高上虛皇大道玉君に見え，上淸玉

晨帝君と玄淸六微元君より『寶洞飛霄絶玄金章』・『太極隱書』・龍明珠絳和雲芝

を受ける．それを服すると，身は金色に輝き，項中に圓光が映え，七色の光を放

つ．そこで，崑崙の閬風の野・玄圃の宮に行き，中皇玉帝より『解形遯變流景玉

經』を傳授される．

また東極の鬱絶山に行っては，再び西に戻り，龜臺の九靈太眞上淸夫人（西王

母）より『三華寶曜瓊文琅書』・『靈暉上籙』・『七晨素經』を授かる．さらに白

空虞山（淸靈眞人や紫陽眞人が最後に登った空山か）に登り，大素三元上道君の治

所である紫淸太素瓊闕に參る．それは氣で建てられた宮殿で，雲の上に浮かんでい

る．そこで，王褒は太素三元上道君より金眞玉光・流金火鈴・豁落七元・八景飛晨

と神策玉璽などの仙人の儀仗を賜り，太素淸虛眞人となり，小有天王三元四司右保

上公を兼職し，王屋山洞天を治所とし，經典を掌り，洞天内の日月星を總括する仕

事に務める．
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3．修行の階梯と聖なる空間

煩瑣にわたったが，以上の内容によって諸内傳に，類似した修行の次第と得道

（仙官への任命）のパターンが存在すること，そして詳細な空間描寫に力が注がれ

ていることが見て取れる．その求道の過程と，その中に強調されている修行の空間

について整理してみよう．

(1）修行の階梯と上昇過程

内傳に共通して語られているのは，修行の次第である．初めは老衰した身體を

補ったり，體内の三尸を除去するなど，‘不死’を得る道術（服藥・服氣）を修め，そ

れが完成すると，山岳を周遊する‘地仙’となって一層高いレベルの修行（上眞之道）

へと進んでいき，その結果，天界の仙職に就いて‘上淸眞人’となる．『周君内傳』に

おいて蘇君は，仙人の品格地位を次のように陳べている。

雲に乗り龍を駕し，白日に升天する有るは，太極眞人と友と爲り，拜して仙宮の主と爲

る．其の位は司眞公・定元公・太生公，及び中黄大夫・九氣丈人・仙都公にして，此れ

皆上仙なり．或は仙卿と爲り，或は仙大夫と爲るは，上仙の次なり．五嶽に遊行し，或

いは太淸に造り，鬼神を役使するは，中仙なり．或いは一山に受封せられ，鬼神を總領

し，或は小有に遊翔し，淸虛の宮に羣集するは，中仙の次なり．若し穀を食ひて死せ

ず，日中に影無きは，下仙なり．或は白日に尸解し，太陰に過死し，然る後に乃ち仙な

るは，下仙の次なり．

有乗雲駕龍，白日升天，與太極眞人為友，拜為仙宮之主．其位可司眞公・定元公・太生

公，及中黄大夫・九氣丈人・仙都公，此皆上仙也．或爲仙卿，或爲仙大夫，上仙之次

也．遊行五嶽，或造太淸，役使鬼神，中仙也．或受封一山，總領鬼神，或遊翔小有，羣
集淸虛之宮，中仙之次也．若食穀不死，日中無影，下仙也．或白日尸解，過死太陰，然

後乃仙，下仙之次也．

すなわち，下仙（尸解→不死・日中無影）→中仙（地仙・小有淸虛宮→五嶽名山

の周遊・太淸天）→上仙（仙御史→仙大夫→仙卿→仙公眞人）に至る上昇過程を表

しているのである．

その修道の路程は，口授された存思法を修めてそれがありありと現實として現れ

ると，より高次の段階へと飛躍し，さらに新たな修行を積んでそれが實現する，と
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いうふうに螺旋狀の上昇構造を取る．例えば，（2）裴君が五星の大神に遭えたのは

五星の存思が現實化したのであり，日の東極と月の西極に遊行したのは，奔日月法

の結果として，太陽の五帝と月の五夫人が降り，その神々と遊行したのである．存

思→降神→存思→神遊，というふうにくり返される修行の螺旋的上昇は，その遊行

の動線に象徴的に表れていると思われる．東西の兩極を往復する裴君の遊行は，修

行を重ねるにつれて，地上の山岳（華山・泰山）から天上の空間（日月・太素・太

極・太微）へと上昇していく（〔圖3〕參照）．

 

眞人たちの修行の過程には，このように地仙（中仙）のレベルから上淸の眞人

（上仙）へと飛翔する，飛躍の場所が存在する．茅盈の茅山，裴玄仁の空山，周義

山の空山と常山，王褒の西城（或いは陽洛山），魏華存の陽洛山がそれである．こ

ういった轉換局面を要約すると次のようになる．

茅盈：            〔恆山〕        →     王君〔西城〕西王母〔龜山〕 →   〔茅山〕

              道德經・朮の服用          玄眞經・九轉還丹               玉佩金璫？

茅固・茅衷: 茅盈〔茅山〕        → 茅盈〔茅山〕

服靑牙始生（停年不死の法）玄眞經・九轉還丹

裴玄仁: 赤將子輿〔佛寺〕    → 太虛眞人南嶽赤松子〔華山〕　→ 太素眞人〔空山〕

神訣五首 五星存思 奔日月法・太上隱書

周義山: 中嶽眞人蘇林〔俗世〕→ 中央黄老〔嵩高山〕          → 中央黄老〔空山・常山〕

守三一法・妙有・素靈經 洞房存思（白元) 洞房三神存思・大洞眞經

魏華存:      〔俗世〕       → 淸虛眞人王褒〔修武縣〕      → 王褒〔陽洛山〕

胡麻散・茯苓丸・吐納氣液 五星・七星存思・黄庭内景經 大洞眞經

王褒: 太極眞人〔華山〕    → 西城王君〔陽洛山・西城〕    → 太素三元君〔白空虞山〕

上淸經三十一卷 金眞玉光等　 

以上のように，修行の主要な局面を區切ってみると，その中で，古い神仙術（服

藥・養生術）は身體を鍛錬して不死の身となる下仙の道術に，恐らく茅山の啓示以

前から知られていた樣々な存思法（五星存思・守三一法・『黄庭内景經』（魏夫人

在世中の修行法）等）は地仙の道術に位置づけられ，天仙となる手だては三十一卷

の上淸經の修行であり，その中でも最上の位は『大洞眞經』が占めていることが分

かる．
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（2）空間のランクづけ

内傳における修行法のランクづけはそのまま，神聖空間に對するランクづけに繋
がる．内傳は古來の山岳を，上淸の天界と空想の聖山の下で新たに系統づけてい

る．それは，泰山，華山，嵩山，常山（恒山）といった傳統的な五嶽名山が地仙の

レベルで遊行すべきところと語られ，“上眞の道”を修行し體得する場所は，龜山，

陽洛山（北），空山（西）といった架空の山とされていることから明らかである．

内傳に示されている主要な山と天界を五方中心にまとめてみると，東には靑丘，

泰山，靑童君の方諸東華宮，大帝の扶桑（廣桑・建木・大桑），西には華山，西王

母の龜臺・崑崙（崑崙は西と考えられていたのか中央と考えられたのか曖昧であ

る．傳統的には西南に位置づけられる），太素眞人の空山，太素宮，また南は赤松

子の衡山朱臺，南極紫元夫人の治所（『上淸後聖道君列紀』によれば太丹宮．『周

君傳』の朱火丹陵山，『眞誥』および『大洞眞經』にいう再生の場所である南宮・

朱火宮と關連するか），北は常山（恆山）・王屋山・陽洛山，高上虛皇大道玉君の

廣野山，中央は中央黄老と關わる黄房雲庭山や嵩高山の太室などがあり，天上の北

に上淸の九宮，太極宮，太微宮（南？），大素宮（西？），太素三元上道君の紫淸

太素瓊闕などがある．

これらの空間と内傳の主人公たちが治所とするところとの關係を考えてみよう．

まず，大茅君は東嶽の司命である．東嶽がどこなのかは明らかではないが，恐らく

茅君の治所である茅山（大茅峰）を指すであろう．中茅君の治所は句曲山の中茅峰

であり，小茅君の治所である良常山は，小茅山にあたる19)．小茅君が泰山を総括し

ているので，泰山は茅山の下へ収斂される．なお，二人の册命書は靑童君からもら

い受けており，『茅君傳』には靑洲の方諸宮や靑童君の職位についての詳細な描寫

があった．つまり『茅君傳』は東のイメージが浮き出ている．

一方，裴君の治所は西の性格が著しい西玄山であり，華山および流沙の地域にあ

るという空山と太素眞人と強い繋がりを持っている．周君は嵩山の中央黄老君と結

びつけられて中央の性格が強く，その師蘇林は中嶽眞人であり，周君の治所葛衍山

も架空の三山の中央に位置するものであった．魏夫人は南嶽（霍山）を，その師王

19) 眞誥』卷十一稽神樞（茅三君傳）“漢有三茅君來治其上，時父老又轉名茅君之山，三君往曾各
乘一白鵠，各集山之三處．……乃復因鵠集之處，分句曲之山爲大茅君・中茅君・小茅君三山
焉．總而言之，盡是句曲之一山耳，無異名也．……茅山北垂洞口一山名良常山，本亦句曲相
連，都一名耳．……右定錄中君答長史前書，說句曲山事訖此．……右從前良常來凡二十一條，

竝有掾寫．”　陶弘景注:　“小君以漢成帝時㖟紫書云，治于良常北洞．”
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君は王屋山（北）と陽洛山（北）（王君の別宮）を治所とする．このような内傳の

主人公となる五眞人の治所は新たな五嶽の成立を髣髴とさせる．またこれらの眞人

に敎えを降した西城王君（西），太素眞人（西），南極元君（南），靑童君（

東），および中央黄老君（中央）は後聖帝君直下の宰相格であり，それぞれが治め

る天宮があった（〔圖4〕參照）．これらが新しい聖山の體系圖となっているのは確

かであろう．

また（5）淸虛眞人王褒の場合，名山の周遊というテーマは，遊行の順序が東→南

→西→北→中央として描かれ，五方の巡回が定型化する一方（〔圖5〕參照），周遊

の空間は架空の性格が強まり，王君の周遊は靈魂の旅行，すなわち神遊の性格が濃

厚となっている．

このような五嶽名山への周遊は，古くは古代帝王の巡守にその原型を探ることが

できる20)．より身近なモデルは，『史記』封禪書にみえる黄帝の傳說（萬靈を祭

り，封禪して龍に乘って昇天した），または秦の始皇帝，漢武帝の統一後に行った

巡守と祭りがあろう21)．その巡守には政治的意圖のみならず，各地方の神靈祭祀が

象徴する宗敎的力を皇帝の下に統合する意味があった．それと同じように，内傳に

みる名山への周遊は，道經と道術に象徴される名山の神聖な力を體得するための巡

禮の儀式となっている．

20) このような名山周遊のテーマの原型が五嶽巡狩と關連することについては，Isabelle Robinet

氏の指摘がある．Isabelle Robinet, Taoist Meditation, SUNY Press, 1993, pp. 173-　

175. Julius Tsai氏は『洞眞太上九赤班符五帝内眞經』,『洞眞紫度炎光神元變經』,『上淸外
國放品靑童内文』などを，王室の五嶽巡狩と祭祀と關連づけ研究を行った. Julius Tsai, The 
Steps of Emperors and Immortals: Imperial Mountain Journeys and Daoist 
Meditation and Ritual, (Stanford University, PhD Dissertation, 2003). Chapter. 5　

“Transformations of the Imperial Tour in Six Dynasties Daoist Practice,” pp. 

114-153.

21) 紫陽眞人の名山周遊と黄帝傳說の類似性については，Julius Tsai氏も指摘している．Tsai氏

は “Reading the Inner Biography of the Perfected Person of Purple Solarity (Ziyang 

zhenren neizhuan): Religion and Society in an Early Daoist Hagiography,” Journal of 
the Royal Asiatic Society, Series 3, 18:2, 2008）において，黄帝の周遊が世俗權力を棄
て，内面的覺醒へ向うものであれば，紫陽眞人のそれは天界の官僚につく過程であると論じ，

上淸經における天上の官僚制と結び付けて強調している．pp. 206-207．‘天界の官僚制’は，

上淸文獻にみられる重要な内容であるが，それはすでに‘世俗權力’とは性質を異にするもので

ある。筆者は，内傳における名山の周遊というテーマからは，黄帝傳說との違いを強調するよ

りは，むしろ聖なる力を手に入れる共通のパターンを見出し，黄帝傳說が内傳にどのように受
容され展開しているのかを考察すべきあると考えている．
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（3）内外の反轉

名山のもつ聖なる力を手に入れ，修行者がより高い次元の神聖性を獲得していく

この上昇する周遊の過程は，最上の修行レベルとされる上淸經の存思において體内
の空間の周遊というものに取って替わるという面で重要である．

つまり，これらの外界の空間は，（3）『周君内傳』がドラマチックに示している

ように，最終的に體内の空間に反轉する．山の洞窟を指していた「洞房」は，頭中

の空間に反轉し，外界から現れた神々は體内に現れる．眞人たちの周遊した空間，

内傳が示す山岳天界のすべての空間は，上淸經の修行とともに體内の空間に入れ替

わるものとして示されているともいえよう．紫陽眞人は次のようにいう．

天無之を空と謂い，山無之を洞と謂い，人無之を房と謂う．山腹中の空虛，是を洞庭と

爲し，人頭中の空虛，是を洞房と爲す．是を以て眞人は天に處り，山に處り，人に處

り，無間に入り，米を以て蓬萊山を容り，六合を包括し，天地載する能わず．

天無謂之空，山無謂之洞，人無謂之房．山腹中空虛，是爲洞庭，人頭中空虛，是爲洞

房．是以眞人處天・處山・處人，入無間，以米容蓬萊山，包括六合，天地不能載焉．

（『周君内傳』）

眞人は天地人，すなわち世界に遍在しているが，その居場所は“無”の場所であ

る．天空・地中・洞房という‘空虛の空間’がそれである．山の裏側にある別世界，洞

天の發見，頭中の洞房の凝視は，こういう空の場所を認識することに他ならない．

その意味で淸靈眞人裴君と紫陽眞人周君の“空山”，淸虛眞人王君の“白空虞山”とい

う架空の山は，修行者の身體そのものを象徴しているかのようにも思われる．

眞人とは，すき間もないところに出入りできるほど極微なる存在かと思えば，黍

一粒ほどの空間にかの蓬萊山をも容れることができる不思議な存在，また上下四方

の六方を包括し，天で覆いかくし大地の上に載せることができないぐらい廣大な存

在，つまり逆說でしか言い表せない存在として語られる．その逆說的な存在の世界

においては，外界の山岳洞天，日月の居場所がメビウスの環のように身體の中へと

連絡され，内と外という認識は崩れ消える．

空間に具體性をもたせる描寫に加え，それらの内外の反轉，あるいは錯綜を描く

ことを通じて，特殊なイメージと空間感覺を呼び起こすのは，上淸文獻にみえる修

行法（存思）に特徴的なものである．内傳はそのような修行に入る指南書となり，

世界像のあらましを示すものとなっていたのであろう．
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上淸經の修行は體内空間について詳細に描寫し，臓腑の氣の狀態，またそこに宿

る神々の形象をありありと思い描く‘存思’という瞑想法が中心となっている．その體

内空間が内傳で示されている五嶽名山および聖山の空間を前提としていることは注

意しておくべきである．後の時代における内景圖の發展は，この上淸經に語られて

いる瞑想法においてその萌芽をみることができるからである．

おわりに

本稿で見てきたように，内傳は以前の時代の道術と新しい上淸經の修行法を眞人

の傳記の中に編み上げ，品等づけることによって，漸進的に上昇していく修行の階

梯を提示した．その修行の次第は，身體を鍛錬する初歩的な修行から始まり（下仙

＝不死），修行の段階上昇につれ名山を周遊し（中仙＝地仙），高次の經典を修行

して天界の仙職につく（上仙＝眞人）というものであった．それと同時に，内傳が

示す空間構造は，修行の階梯に相応ずる三等の品等体系を持っている．以上の内傳

の特徴が道敎史ないし中國宗敎史において持つ意義を，世界觀の面と修行の面に両
分して整理することにする．

第一に，世界觀の面において，内傳でみた洞天のネットワークないし天界の構造

は，東晉王朝が當面した歷史的狀況から生み出されたものであることに注意する必

要がある．都を洛陽から揚子江の南の建康（現在の南京）に移した東晉の領地内で

は，長安や洛陽を中心に機能していた既存の象徴的な空間構造は崩れてしまった．

代表的な例として，都と五嶽との關係が擧げられる．東晉時代において，五嶽巡狩

は一度も實行できなかったが，その實質的な理由は，永嘉の亂のような戰亂の他に

も，五嶽の内，四嶽が北朝の勢力圈内にあったからである22)．そのなかで唯一東晉

の領土内にあった南嶽の場合は，前漢の武帝以來，『尚書』「禹貢」に記載された

湖南省の衡山（長沙湘南）から，安徽省の霍山（廬江灊縣）に移されていたが，東

晉の都である建康からみれば，南嶽が西に存在することになってしまったのであ

る．東晉時代以來，南嶽霍山を別の山に當て，福建省にあるとか，浙江省にあるな

どとの說が生まれたのは，このような狀況からみると必然的なことといえよう23)．

22) 宋書』禮志（中華書局，482-483頁）東晉穆帝の升平年間（357-361）に何琦は五嶽祠を修
繕し，五嶽巡狩をすべきであることを議論したが，聞き入れられなかった．五嶽の中で南嶽灊
縣の霍山）だけは祭られてきたことは，何琦の言に，“自永嘉之亂，神州傾覆，茲事替矣．唯
灊之柱，在王略之内，舊臺選百石吏卒，以奉其職.”とあることから推察される．
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魏夫人内傳』において霍山は，“天台霍山”あるいは“天台大霍山洞臺”とあるよう

に，浙江省の天台にあるとされていた．すると，五嶽のなかで南嶽だけは南朝の領

土内にあるべき方角に存在したことになる．内傳の中で南嶽司命魏夫人は天台の霍

山を治所とし，東嶽司命大茅君も霍山との關わりを持っていたのだから，南嶽に賦

與された重要性は想像に難くない．それに止まらず，内傳は，洞天のネットワーク

を通じて全域にある名山と聖地を江南の地と連結させ，それによって中國全土にお

ける聖なる空間が潜行できるものとした．

要するに，内傳が提示した空間構造の體系は，五嶽はもとより，江南地域の聖山

を新たに加え，中國の神聖空間を再編成した意味を持つ．内傳で示された十大洞天

と三十六小洞天の說は，呉越地方の名山が中國の宗敎文化史に擡頭する重要な契機

となった．上淸經を傳授された唐代の道士司馬承禎は，その說に基づいて『天地宮

府圖』を著し，中國の聖なる地理志（sacred geography）を形作ったのである．司

馬承禎自身の聖山巡りも含めて，唐代道士の名山周遊からは，内傳の名山周遊とい

うモチーフを讀み取ることも可能であろう．

第二に，修行の面において内傳は，漸進的に上昇していく修行の階梯を提示する

ものである．このような修行の過程は，唐代の道敎を理解する上で看過できない重

要な部分である．まず道敎經典の成立史上における，内傳の位置づけを確認してお

く．四世紀末に盛んに著された内傳は，まもなく新しいものが成立しなくなり，小

南氏の指摘通り，内傳は六朝時代に限って現れたジャンルといえる．それ以後は，

内傳に示された經典目にリストアップされていた經典が揃うように，上淸經が世に

現れた時期である．言い換えれば，楊羲の在世中，つまり永和年間（345-356）後

半から太元年間（376-396）初半までは，内傳と共に上淸經が開示された，上淸經

成立の第一期である．その後，王靈期が内傳の經書目に合わせて五十餘篇を作った

という隆安年間（397-401）は，上淸經成立の第二期である．後にこれらの上淸經

は陸修靜のもとに集まり，道敎の一切經を分類する三洞のなかで洞眞部を占め（471

年頃），唐代の道觀システムの中では道教經典の傳授カリキュラム上の最上位を占

める經典群として定着したのである24)．洞眞部の經典，すなわち上淸經典を修行す

23) 南嶽の變遷については，James Robson, Power of Place: The Religious Landscape of 
the Southern Sacred Peak (Nanyue 南嶽) in Medieval China, (Harvard East Asian 

Monographs, 2009), Ch.2. "Moving Mountains: Nanyue in Chinese Religious 

Geography"を參照．

24) 唐代道觀における經典傳授については，Kristofer Schipper, “Taoist Ordination Ranks in 

the Tunhuang Manuscripts,” Religion und Philosophie in Ostasien（Würzburg: 

Königshausen+Neumann, 1985），pp. 127-148. 小林正美，「天師道における受法のカリ
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る基礎モデルを提供していたのが，内傳の物語（narrative）なのである．

内傳の中でも，『魏夫人内傳』は格別な意味を持っている．魏夫人は四世紀末茅

山の啓示において，許氏一家にとっては「玄師」，すなわち道の世界に存在する師

であった．魏夫人の修行が彼らの修行に重要なロールモデルであったことはいうま

でもない．内傳にみえる魏夫人の修行は，主要局面を單純化していえば『黄庭内景

經』から始まり『大洞眞經』の修行で完結するものであった．このような修行過程

の圖式が，後代の道敎にあたえた影響は，『太眞玉帝四極明科經』（5-6世紀頃，

以下『四極明科』と略す）と『洞玄靈寶三洞奉道科戒營始』（6世紀後半-7世紀初

頭，敦煌文書P2337『三洞奉道科戒儀範』，以下『儀範』と略す）等の道敎の儀禮

規定集によってうかがい知ることができる（〔表1〕參照）．

特に『儀範』の法次儀は，唐代に實際に道士たちが授かる道經目錄を示している

とされる．そのなかで最上級の道士にあたる無上洞眞法師および上淸玄都大洞三景

弟子无上三洞法師に傳授される上淸大洞眞經目は，『上淸大洞眞經三十九章』以下

の三十四卷（25種）の經典について「玉淸・紫淸・太淸大洞經限，是王君授南眞」

と記し，『上淸太上黄庭内景玉經太帝内書』を含む七卷（4種）の經典について「紫

虛元君南嶽上眞魏夫人在世受經限」と，二分している．このような經典分類は『魏

夫人内傳』における修行の重要局面，すなわち在世（修武縣）と山中（陽洛山）に

おける修行を境目としているのである25)．

『四極明科』に載せる上淸經訣目は，六朝時代に實際に存在した經目であるかど

うかは定かでないところが多いが，經名と卷數（あるいは訣數），配列順序は，諸

眞人の内傳に記されたものと一致している．それは，『四極明科』の經目が内傳を

參照して作成されたことを意味するだろう．『儀範』の上淸大洞眞經目の内，“魏夫

人在世受經限”とする4種の經目はすべて『四極明科』卷二に収錄され，大洞經限と

大概一致している經目は『四極明科』卷三に収錄され“上宮寶篇”として特別に重視

されている．要するに，『四極明科』の上淸經の分類には，『儀範』の上淸經目と

同じように，魏夫人の在世修行と山中修行を境目として上淸經を區別する意識が働
いていることを示唆する．

そのような品分けは道敎の修行を考える上でも，さらにそれらの經典が示してい

る宗敎的世界觀を理解する上でも重要である．現存する上淸經のなかでは，それが

楊羲の手によらない所謂‘僞作’とされるものでさえ，自分自身の位置づけを『大洞眞

キュラムと道士の位階制度」（『東洋の思想と宗敎』第18號，2001）1-27頁を參照．

25)『南岳魏夫人内傳』（『太平御覽』卷六七八）"王君又告曰，子若不在山中，隱身齋戒，則大洞
眞經不可妄讀也．……子今旦可誦黄庭内經，歩躡七元，存五星之神而已．"
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經』を讀む前段階に必要なものとしている26)．それが意味することは，諸々の上淸

經は『黄庭内景經』と『大洞眞經』の間に位置づけることができるということであ

る．兩經を始めと終わりとして，上淸經が語る全體的な世界觀を眺めてみることも

可能であろう．これは三洞經のカリキュラムを持つ道觀における，思想と修行内容

を考察するうえで基本視座となるものである．

Key words: 道敎，上淸經，内傳，修行のモデル，螺旋的上昇過程，神聖空間の

構造

원고접수일: 2014년 6월 10일

심사완료일: 2014년 6월 13일

게재확정일: 2014년 6월 17일

26) 代表的な例としては, 洞眞高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經 洞眞上淸神州七轉七變舞天經
などがある．
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〔圖1〕茅⼭と洞天のネットワーク

〔圖2〕淸靈眞⼈裴君傳と紫陽眞⼈周君内傳の洞天
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〔圖3〕裴君の周遊

〔圖4〕内傳における諸眞⼈の治所（網掛けしたのは天界レベル）
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〔圖5〕淸虛眞⼈王君の周遊
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内傳其他 經訣⽬ ①四極明科（卷⼆）
22條66卷

儀範・上淸經⽬
魏夫⼈在世受經限 正統道藏

周君傳 左乙混洞東蒙之籙 1左乙混洞東蒙之籙 (闕)洞眞玉經左乙混洞東蒙錄

周君傳 右庚攝殺之律 2右收攝殺之律(二訣)

(在世) 3神虎玉經
33上淸太微天帝君神虎

玉經眞符一卷

(正一)洞眞太上神虎玉經一卷

(正一)洞眞太上神虎隱文一卷

(在世) 4金虎鳳文
32上淸太微天帝君金虎

眞符一卷

(正一)洞眞太微金虎眞符一卷

(正一)上淸太上元始耀光金虎鳳文章寶經一卷

魏夫人傳

?
5上淸内經 (正一)洞眞太上上淸内經一卷

魏夫人傳 6黄庭玉景内經(四卷)
34上淸太上黄庭内景玉

經太帝内書一卷
(洞玄玉訣)黄庭内景玉經注

王君傳 九道廻玄太丹綠書 7九道迴玄太丹錄書

王君傳 玉道綠字迴曜太眞隱書
8玉道錄字迴曜太眞隱

書(二訣)

王君傳 三華寶曜瓊文琅書 9三華寶曜瓊文琅書
(正一)洞眞金房度命綠字廻年三華寶曜内眞

上經一卷

王君傳 靈暉上籙 10靈曜上籙

王君傳 七晨素經 11七晨素經(凡三訣)

王君傳 上淸隱書龍文 12上淸隱書龍文

王君傳 八靈眞經 13八靈眞經(二訣)

眞誥一

(楊君傳)
玉淸神虎内眞紫元丹章 14玉淸神虎内眞

眞誥一

(楊君傳)
15紫文丹章(二訣) (正一)洞眞太上紫文丹章一卷

TY678

登眞隱訣

(在世)

玉淸隱書四卷 16玉淸隱書(四卷八訣)
31上淸高上滅魔洞景金

玄玉淸隱書四卷

(正一)上淸太上玉淸隱書滅魔神慧高玄眞經一卷

(正一)上淸高上滅魔玉帝神慧玉淸隱書一卷

(正一)上淸高上滅魔洞景金元玉淸隱書經一卷

(正一)上淸高上金元羽章玉淸隱書經一卷

周君傳 司命君經 17司命君經

周君傳 命靑圖 18宿命淸圖 (正一)洞眞太上上皇民籍定眞玉錄一卷

周君傳 上皇籍 19上皇民籍定眞玉籙 (闕)洞眞太上金書秘字

周君傳 金書秘字 20金書秘字

周君傳 上元眞書 21上元眞書(二卷)

周君傳 泰淸眞經 22太淸眞經

周君傳 丹字紫書 23丹字紫書

周君傳 三五順行 24三五順行(凡三訣)

〔表1〕内傳と上淸經典
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裴君傳 紫微始靑道經 25紫微始靑道經 (闕)洞眞太上紫微始靑道經

裴君傳 蒼元上籙 26蒼元上籙 (正一)洞眞太上倉元上錄一卷

裴君傳 北斗眞經 27北斗眞經

裴君傳 中命四旋經 28中命四旋經 (闕)洞眞太上中命四旋經

裴君傳 太素玉籙 29太素玉籙 (正一)洞眞太上太素玉籙一卷

裴君傳 寶玄眞經 30寶玄上經(凡六卷) (闕)洞眞太上寶玄上經

裴君傳 四氣上樞太元黄書八卷 31太微黄書(八卷)
(洞眞方法)洞眞太微黄書九天八籙眞文一卷

(洞眞神符)洞眞太微黄書天帝君石景金陽素經

茅君傳

(TY678)
三元流珠經 32三元流珠經 (正一)洞眞太上三元流珠經一卷

? 33玉帝九鍊上眞

? 34八道命籍 (正一)洞眞太上八道命籍經二卷

?
35金仙紫字(凡四訣八

卷)
(闕)洞眞太上金仙紫字(有符)

? 36玉淸洞元三氣金章

茅君傳

(TY678)
太極綠景經

37太極籙景眞經(凡四

卷二訣)
(闕)洞眞太上太極錄景眞經(二卷有符)

裴君傳 上皇金籙 38上皇玉籙 (闕)洞眞上皇玉籙寶經有符

? 39玉帝黄籙 (闕)洞眞太上五帝黄籙有符

? 40紫書(三卷) (正一)洞眞太上紫書籙傳一卷

眞誥十八

茅君傳
靑牙始生 41靑牙始生經　 (正一)洞眞太上靑牙始生經一卷

茅君傳

(TY678)
丹景道精經 42丹景道精經 (正一)洞眞太上丹景道精經一卷

茅君傳? 43還童採華法(凡三卷) (闕)洞眞太上還童採華法

魏夫人傳

?

44金房度命玉字迴年三

華耀景眞經

(正一)洞眞金房度命綠字廻年三華寶曜内眞

上經一卷 (西城眞人於陽洛宮授魏華存)

眞誥二

(楊君傳)
上淸玉霞紫映内觀隱書 45上淸玉霞紫暎内觀隱書

王君傳 解形遯變流景玉經 46解形逐變流景玉經 (正一)上淸化形隱景登昇保仙上經一卷？

眞誥二

(楊君傳)
上淸還晨歸童日暉中玄經 47上淸還晨歸童明暉中玄

王君傳 龍景九文紫鳳赤書 48紫鳳赤書 (闕)洞眞龍景九文紫鳳赤書(有符)

王君傳 上淸神圖八道玉籙 49八景晨圖 (正一)洞眞八景玉籙晨圖隱符一卷

王君傳 寶洞飛霄絶玄金章
50寶洞飛霄絶玄金章　　

(二卷)
(闕)洞眞寶洞飛霄絶玄金章
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内傳其他 經訣⽬ ②四極明科經（卷三）
 24條56卷

儀範・上淸經⽬
⼤洞經限 正統道藏

周君傳

(大洞)

眞誥五

大洞眞經三十九篇 1大洞眞經三十九章
1上淸大洞眞經三十九

章一卷
(洞眞本文)上淸大洞眞經

登眞隱訣

寶書所服日月法

(注:寶書日月謂五老寶經,

即紫文三魂之法)

2雌一玉檢五老寶經・

靈書紫文
(正一)洞眞高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經一卷

(大洞)　

眞誥五
靈書紫文

10上淸金闕上記靈書紫

文一卷

(洞神)皇天上淸金闕帝君靈書紫文上經

(洞眞)太微靈書紫文仙忌眞記上經

周君傳 大有妙經・太上素靈經
3太上素靈洞玄大有妙

經

(正一)洞眞太上素靈洞元大有妙經一卷

(正一)上淸太上帝君九眞中經二卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

九眞中經 4九眞中經
5上淸九眞中經黄老秘

言一卷

(正一)上淸太上帝君九眞中經二卷

(正一)上淸太上九眞中經絳生神丹訣一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

大丹隱書八稟十訣 5太丹隱書洞眞玄經
18上淸大有八素大丹隱

書一卷

(正一)洞眞太一帝君太丹隱書洞眞玄經一卷

(正一)上淸太一帝君大丹隱書解胞十二結節

圖訣

周君傳　

(大洞)

眞誥五

紫度炎光内視中方
6紫度炎光玄眞變經中

方内視

11上淸紫度炎光神玄變

經一卷
(正一)洞眞太上紫度炎光神元變經一卷

眞誥五　

(大洞)
太淸上經變化七十四方

7上淸變化七十四方

(三卷)

6上淸上經變化七十四

方一卷
(闕)洞眞上淸變化七十四方經(三卷有符)

周君傳　

(大洞)

眞誥五

七變神法

七變神法七轉之經
8神洲七轉七變儛天

17上淸神洲七轉七變舞

天經一卷
(正一)洞眞上淸神州七轉七變舞天經一卷

眞誥九　

(大洞)
消魔智慧七篇 9消魔智慧(七卷)

22上淸神虎上符消魔智

慧一卷
(正一)洞眞太上説智慧消魔眞經五卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

候夜神童金根之經

靑要紫書金根衆文
10靑要紫書金根衆經

12上淸靑要紫書金根上

經一卷
(正一)洞眞上淸靑要紫書金根衆經二卷

眞誥五　

(大洞)
飛歩七元天綱之經 11飛歩天綱躡行七元

4上淸飛歩天剛躡行七

元一卷

(正一)洞眞上淸太微帝君歩天綱飛地紀金簡

玉字上經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

白羽紫蓋

飛行之羽・白羽黒翮
12白羽黑翮飛行羽經

24上淸白羽黒翮飛行羽

經一卷

(洞眞神符)白羽黑翮靈飛玉符一卷

(正一)洞眞太上飛行羽經九眞昇玄上記一卷？

周君傳　

(大洞)

眞誥五

天關三圖

天關三圖七星移度

13天關三圖移度七星　

(凡三訣)

19上淸天關三圖七星移

度一卷

(正一)洞眞上淸開天三圖七星移度經二卷

(正一)上淸天關三圖經一卷

眞誥五　

(大洞)
除六天之文三天正法 14三天正法

7上淸除六天文三天正

法一卷

(闕)上淸太上三天正法經訣

(正一)太上三天正法經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

三九素語

玉淸眞訣三九素語
15三九靑素語玉精眞訣

13上淸玉精眞訣三九素

語一卷
(正一)洞眞太上三九素語玉精眞訣一卷

周君傳　

(大洞)
八素眞經太上隱書

16八素眞經服日月

(八卷)

3上淸八素眞經服日月

皇華一卷

(洞玄玉訣)上淸太上八素眞經一卷

(闕)洞眞上淸太上眞人八素陽歌九章經
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眞誥五

(正一)洞眞太上八素眞經精耀三景妙訣一卷

(正一)洞眞太上八素眞經修習功業妙訣一卷

(正一)洞眞太上八素眞經三五行化妙訣一卷

(正一)洞眞太上八素眞經服食日月皇華訣一卷

(正一)洞眞太上八素眞經登壇符札妙訣一卷

(正一)洞眞太上八素眞經占候入定妙訣一卷

(大洞)
17太霄琅書瓊文帝章

(三訣十卷)

30上淸太霄琅書瓊文帝

章一卷
(正一)洞眞太上大霄琅書十卷

周君傳

眞誥五　

(大洞)

黄素神方

黄素神方四十四訣 18黄素四十四方
29上淸太上黄素四十四

方一卷
(正一)上淸太上黄素四十四方經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

九赤班符

九赤班符封山墜海

19九赤班符
21上淸太上六甲九赤班

符一卷
(正一)太上九赤班符五帝内眞經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

石精金光藏景化形法

石精金光藏景錄形

20石精金光藏影錄形神

經(高聖傳)

15上淸石精金光藏景錄

形一卷

(正一)上淸化形隱景登昇保仙上經一卷？

(秘要87七尸解品)洞眞藏景錄形神經

(闕)洞眞太上太極錄景眞經二卷(有符)

周君傳　

(大洞)

眞誥五

五行秘符・憂樂曲素訣

辭

21曲素訣辭優樂之曲五

行秘符

23上淸曲素訣詞五行秘

符一卷

(正一)上淸高上玉晨鳳臺曲素上經一卷

(正一)上淸曲素訣辭籙一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

黃氣之法・泰空之術・

陽精三道之要

黄氣陽精藏天隱月

22黄氣陽精藏天隱月上

經

8上淸黄氣陽精三道順

行一卷
(洞眞本文)上淸黄氣陽精三道順行經一卷

(大洞) 23龜山元籙
27上淸九靈太妙龜山元

錄三卷

(正一)上淸元始變化寶眞上經九靈大妙龜山

玄籙三卷

王君傳　

(大洞)

眞誥五

金眞玉光 24金眞玉光太上隱書
2上淸太上隱書金眞玉

光一卷
(正一)上淸金眞玉光八景飛經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

隱地八術

丹景道精隱地八術

25丹景道精隱地八術
16上淸丹景道精隱地八

術上下二卷
(正一)上淸丹景道精隱地八術經二卷

(大洞) 26外國放品靑童内文
9上淸外國放品靑童内

文二卷
(正一)上淸外國放品靑童内文二卷

眞誥五　

(大洞)
三元布經道眞之圖 27三元玉檢三元布經

14上淸三元玉檢三元布

經一卷
(洞玄本文)上淸三元玉檢三元布經一卷

眞誥五　

(大洞)
九丹變化胎精中記 28上化九丹胎精中記

20上淸九丹上化胎精中

記一卷
(正一)上淸九丹上化胎精中記經一卷

周君傳　

(大洞)

眞誥五

玉佩金璫太霄隱書

玉佩金璫
29玉佩金璫太霄隱書

26上淸玉珮金璫太極金

書一卷
(洞眞本文)太上玉佩金璫太極金書上經一卷

眞誥十四

注(大洞)
七聖玄紀 30七聖玄紀迴文九霄

28上淸七聖玄紀徊天九

霄一卷

(正一)上淸七聖玄紀經一卷

(正一)上淸玉帝七聖玄紀迴天九霄經一卷

周君傳　

(大洞)

五帝六甲左右靈飛之

書・素奏丹符

31素奏丹符・靈飛六甲

左右玉符

25上淸素奏丹符靈飛六

甲一卷

(洞眞神符)上淸瓊宮靈飛六甲左右上符一卷

(闕)洞眞上淸瓊宮五帝靈飛六甲内文經有符

内傳其他 經訣⽬
②四極明科經(卷三)

 24條56卷
儀範・上淸經⽬

⼤洞經限
正統道藏

※『太眞玉帝四極明科經』は四極明科と，『三洞奉道科誡儀範』は儀範と略稱する。通し番號
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は『四極明科』と『儀範』における配列順番を表す．『四極明科』に一つの條目としてまとめ

て擧げられているものは，區劃せず括り，（　）の中に卷數あるいは訣數を示した．『儀範』

において魏夫人の大洞經限は（大洞）と，在世受經限は（在世）と表記した．TYは『太平御

覽』，（楊君傳）とは道藏正一部『侍帝晨東華上佐司命楊君傳記』のことである.（闕）は

『道藏闕經目錄』のこと。
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<국문 초록>

 내전을 통해 본 도교수행의 과정과 세계구조

김지현 (교토대)

내전(内傳)은 중국의 남북조시대에 나타난 도교 신선(眞人)들의 전기이다. 초기의 
주요 내전들의 성립은 4세기 후반, 동진말 모산(茅山)에서 일어났던 진인들의 계시와 
상청경(上淸經)의 성립과 밀접히 관련되어 있다. 

내전은 전기의 성격을 갖지만 정사(正史)의 전기와 같이 역사적 인물의 생애와 
언행을 기록한 것이 아니다. 그것은 ‘오의(奥義)’를 의미하는 ‘내(内)’가 상징하듯, 
주인공인 도교수행자가 상청천의 진인이 되기까지의 과정을 기록한 것으로, 그 
내용 가운데는 종교적 수행과 실천, 수행에 필요한 경전 목록과 경전 내용까지 
수록한 계시문헌이다. 요컨대, 내전은 진인이 되는 과정과 수행 모델을 제공한다
는 점에서 수행의 매뉴얼로서 기능하며 그 자체가 신성한 경전으로 여겨졌다.

한편 내전에 공통적으로 나타나는 수행 패턴으로서는, 주인공들이 선도 수행을 
위해 중국의 명산동천(名山洞天)을 주유(周遊)하는 테마를 들 수 있다. 이른바 
‘성산 순례’라 부를 수 있을 ‘명산주유’라는 테마를 통해, 내전은 고대 중국의 성
산인 오악(五嶽)을 비롯하여 장강(長江) 유역의 명산들에 이르기까지 동천과 신
산(神山)들이 만들어내는 거대한 네트워크를 보여주고 있으며, 나아가 천상과 지
상에 있는 신선들의 궁전에 대해서도 상세히 기술하고 있다.

각각의 내전에 기술된 이와 같은 내용들을 종합적으로 살펴봄으로써 내전을 비
롯한 상청 문헌이 그리고 있는 세계관을 재구할 수 있다. 특히 내전을 모태로 한 
상청경전이 육조말 이후 당대 도교의 궁극적 경전군으로 자리매김되었다는 점에
서, 내전이 보여주고 있는 성스러운 세계상은 그 이후의 도교적 세계관을 이해하
는 데 있어서 매우 중요하다. 

본 논문에서는 상청경의 모태가 된 내전 가운데 다섯 종을 분석함으로써, 내전
이 시사하고 있는 도교 수행의 과정이 어떠한 것인지 살펴보고, 내전을 통해 그
려지고 있는 도교의 세계 구조에 대해서 고찰하고자 한다. 아울러 내전 성립 당
시의 사회적 상황에 대한 논의를 통해 내전에 제시된 수행 과정과 세계관이 중국
종교사 안에서 가지는 의미에 대해서도 논해 보고자 한다. 
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주제어: 도교, 상청경, 내전, 수행의 모델, 나선적 상승과정, 성산과 천계의 지

도
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<Abstract>

Daoist Practice and Structure of the World: 

Seen through Inner Biographies

KIM, Jihyun (Kyoto University)

Neizhuan 内傳, Inner Biography is a particular genre of hagiography of 
immortals (眞人, the Perfected) in medieval China. The formation of Inner 
Biographies are closely linked with the revelation of Maoshan 茅山 in a late 4th 
century, which was the matrix of Shangqing (上淸, The Highest Clarity) corpus 
of daoist scriptures.

Inner Biography is not merely a record of the life of its protagonist. As the 
word "nei 内" signifies 'secret' or 'esoteric' knowledges, it is a secret instruction to 
reveal the whole process of becoming a Perfected (Being) of the celestial realm of 
Highest Clarity, with the guide of religious practices and the essential list of 
canonical scriptures for transcendence. In short, Inner Biography has a feature of 
detailed manual for daoist practice, at the same time, it is venerated as a sacred 
text as itself.

It is a notable pattern of Inner Biographies that its protagonist must make 
'pilgrimages to the sacred mountains'. Through this theme of journey to 
sacred places, Inner Biographies show the grandiose network of classical Five 
Sacred Mountains and other numinous places all over the China, specially in 
the southern region of Yangzi river, intermingled with Grotto Heavens (洞天, 
Dongtian) and both celestial and terrestrial palaces of Immortals. 

By incorporating such descriptions of each inner biography, the structure of 
sacred world in Shangqing daoism can be reconstituted. This worldview is 
critical to understand medieval Daoism, considering Shangqing corpus has 
been placed on the top of the Taoist Canon since 5th to 12th century. 

This paper presents a comprehensive study of five Inner Biographies, those 
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are the maternal text of Shangqing canonical scriptures, focused on the 
process of practice as well as the sacred geography. In discussion about 
social situation of the 4th century, the significance of the religious topology 
and the process of daoist practice in Inner biographies will be evaluated in 
the history of Chinese religions.

Key words: Daoism, Shangqing Scriptures, The Highest Clarity Daoism, 

Inner Biography, Model of Practice, Spiral Process of 

Transcendence, Sacred Geography


