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﹃法 言 ﹄ の 表 現
‑ 経書 の援用と模倣‑

は じ め

①

嘉

瀬 達

男

前漢末から王弄新 の時代 '楊 雄 は多様な作品を残して いる｡鮮賊や ﹃太玄 ﹄﹃法言 ﹄の他 ､蔵や ｢解噸 ｣｢劇秦美新 ｣

のような文章 '更 には自序など､昔時 にお いて種類 の多さでは特 に抜きんでて いる｡このうち自序 について検討した
②
結果 ､自身 の作品 によ って生涯を語ろうとする'著述家としての楊雄像 が浮かび上が った ｡そ こで'著述家楊雄をよ

り深く理解するために､楊雄が著作 の表現 についてどのような考えをも って いたか考えてみた いと思う｡楊雄を著述

家としてとらえる以上､著述を いかに表現して いるか究明する必要があると思われるからである｡

楊雄は蔚賦作家として出費したが､そ の後 '﹃太玄 ﹄﹃法言 ﹄など の著作活動 に向 か って いる｡そこで小論 では楊雄

最晩年 の作品として ﹃法言 ﹄を取り上げ て検討することとした い｡﹃法言 ﹄は楊雄 の著述 として最終到達鮎 であり'表

③

現に ついても特異な考えが見出 せると思うからである｡また ﹃法言 ﹄の内容 に関する検討はあ っても'文章表現 につ
いての考察が殆ど見富たらな いからでもある｡

﹃法言 ﹄の表現と いえば'﹃論語 ﹄に象 った簡潔な問答億 で'そ の中 にしばしば経 書 の文静を織り交ぜた文 が思 い

浮かぶであろう｡そ の内容も､新味がな いと言われ'例えば晃公武 ﹃郡膏講書志 ﹄は､｢雄 の撃は'自ら得る者少し｡

其 の言務めて聖人 に擬 へ'斯断然 として影 の形を守るがごとし (
雄之撃､自得老少｡其言務擬聖人'斬新然若影之守形)
｣

と言 って いる (衛本巻十､｢
李氏注法言十三巻｣
)
｡確 かに ｢其 の言務めて聖人 に擬 へ｣て いるだけならば､｢自ら得る者

少 し ｣と言われても仕方 があるま い｡だが'楊雄はこのような批判を濠想しなか った のであろうか｡﹃周易 ﹄に象 って

﹃太玄 ﹄を著した時 '富然 ｢聖人 に非ず して樫を作る ｣(
﹃
漢書﹄楊雄侍賛 )と い った類 の非難があ ったものと思われる｡

それにもかかわらず へ楊雄はなぜ ｢其 の言務めて聖人 に擬 へ｣
､﹃論語 ﹄に似せ'経文を交えた書物を著した のであろ

う｡批判は容易に想像できたはずである｡ならばそこには批判に耐えうるだけ の理由があ ったのではな いだろうか｡

以上 のような観鮎から､小論では'まず ﹃法言 ﹄が ﹃論語 ﹄を含めた雁文をど のよう に探り入れて いるかを検討し

た上で'楊雄が経書と いうも のをどのように捉え､なぜ経文を織り交ぜた のか'考えてみた い｡それはまた､模倣作

﹃法言 ﹄の経書利用法

家と言われる楊雄が､模倣と いう表現方法をえらんだ原因に直結する問題と考えるからである｡

一

では'﹃法言 ﹄が経書 の文をど のよう に扱 って'表現を行な って いるか検討してみよう｡﹃法言 ﹄が経文を用 いる場
﹃法言 ﹄の表現
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合へそ の用法は大きく 二つに分けることができる｡ 一つは､経書 の語や文をそ のまま抜き出して文中 に用 いる方法で

あり､もう 一つは経書 の句法だけを用 いる方法である｡両者 の違 いは'つき つめて言えば ﹃法言 ﹄の中 で用 いられる

文節 の長さの違 いである｡前者は ﹃法言 ﹄中 での経文 が､もとの経書とほぼ同じ意味で用 いられるが､後者では経文
が短く断片化されて意味を失 い'句法だけが ﹃法言 ﹄に用 いられて いる｡

(一)経文を抜き出して文中 に用 いる方法

はじめに経書 の語や文 を抜き出して用 いる方法を見てみよう｡﹃法言 ﹄はしばしば経文を複数抜き出した上 '組み
合わせて論を進めるOここでは'撃行篤 の例を見てみることにする｡

或間進｡日へ水 ｡或 日'烏其不捨蓋夜輿｡日'有是哉｡満而後漸者 ､其水平｡或間鴻漸 ｡日､非其往不往 ､非其

に 漸

居不居'漸猶水平｡講間木漸｡日'止於下而漸於上者'其木也哉｡亦猶水而己臭｡
や
或ひと進むことを間ふ｡日く'｢水なり｣と｡或ひと日く'｢其の董夜を捨めざるが烏か｣と｡日く'｢走れ有るかなo満
す
す
む者は'其れ水か｣と｡或ひと鴻の漸むことを間ふ｡日く､
｢其の往くに非ずんば往かず'其の居るに非ずん
ちて後

ば居らず､漸むこと猶は水のごときか｣と｡講ふ木の漸むことを間はん｡日く'｢下に止まりて上に漸む者は､其れ木な
るか｡亦た猶は水のごときのみ｣と｡

この章は､或る人に問われるままに ｢進むこと ｣を ｢水 ｣に誓え つつ説明するものである｡楊雄が水 の進み方 を ｢満

ちて後 に漸む者 ｣と解樺したところ'或る人に'﹃周易 ﹄漸卦 の象辞や文辞 に見られる鴻 の漸み方や木 の漸 み方 を問わ

れ'それぞれ ｢其 の往く に非ず んば往かず ､其 の居るに非ず んば居らず ｣｢下 に止まりて上に漸む者 ｣と説明する ので
ある｡以下､引用されて いる経書 の文と比較しながら検討を加えてみた い｡

まず 'この章 の前半 のよう に'進むことと水を関連付けるのは､もちろん ﹃論語 ﹄子苧第 の ｢子'川上 に在りて日
や
く､逝く者は斯くの如きか､蓋夜を 舎 めず (子在川上日'逝者如斯夫､不舎童夜 )
｣である｡孔子は河 の流れを ｢書一
夜を
くぽみ
い
た
舎めず ｣進むものと言う のだが､後 に孟子は離婁下で ｢原泉混混､壷夜 を含めず ｡ 科 を盈たして後進み'四海 に 放 る｡
④
(原泉混混'不含蓄一
夜｡盈科而後進'放乎四海)
｣とし､｢科を盈たして後進む ｣と いう理解を付け加えて いる｡そして ﹃法

言 ﹄は､或るひとが ｢其 の董夜を捨めざるが烏 か ｣と ﹃論語 ﹄の句で鷹えた のに封Lt｢満ちて後 に漸む者 は'其れ水
か｣と ﹃孟子 ﹄の句を用 いて答えて いるのである｡

このようにこの章 の前半 '｢満ちて後 に漸む者 は'其れ水か ｣までは'﹃論語 ﹄子竿と ﹃孟子 ﹄離宴 の語を組み合わ

千

い
は
漸む (
鴻漸千千)
｣｢鴻磐 に漸 む (
鴻漸干磐)
｣に見え'｢木漸 ｣と
に

みぎ は

せた封話とな っており'楊雄濁白 の考え方は特 に見られな いOでは後半 ﹃周易 ﹄漸卦 の文を取り入れた部分はどうで
あろうか｡績 いて検讃した い｡
｢鴻漸 ｣と いう語は､﹃周易 ﹄漸卦 の文節 ｢ 鴻

いう語は ｢山上 に木有るは'漸なり (
山上有木､漸)
｣とやはり漸卦 の象静 の用語である｡ただし '或る人が尋ねた ｢鴻

漸 ｣｢木漸 ｣と いう語は ﹃周易 ﹄漸卦 に基づくが､それ以外 の ｢其 の往くに非ずんば往かず '其 の居るに非ず んば居ら

ず '漸むこと猶は水 のごときか ｣や､｢下に止まりて上に漸む者は､其れ木なるかO亦た猶は水 のごときのみ｣と い っ
た解樺は他に見嘗たらな い｡

では'もう 1度 この章全髄 を振り返り'そ の表現方法を確認しておこう｡この章は経書 の文を複数抜き出し'それ

らを組み合 わせながら論を進 め'そうすることによ って解樺や説明を加えて いた｡これまで関連付けて説かれて いな

か った水 の進み方と､｢鴻漸 ｣｢木漸 ｣を組み合わせて､｢進む ｣と いう ことを説明しようとしたところに'この章 の意

義を見出す ことができよう｡特 に ﹃論語 ﹄﹃孟子 ﹄﹃周易 ﹄の文を､楊雄ほど自在 に組み合わせた者は いな い｡むしろ
﹃法吉 ﹄の表現
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組み合わせ の妙がこの章 の諌みどころであろう｡さらに作者としてこの章を構成する立場から考えれば､﹃論語 ﹄﹃孟

子 ﹄﹃周易 ﹄の文を抜き出し'｢進むこと ｣は ｢水 ｣にたとえられると いう主題 のもとに整理し､｢進 ｣とは ｢水である ｣

と冒頭から T字で喝破してみせて いることになる｡これはまた､経書 に精通して いた楊雄 の学識 の深さを示すだけで

はなく､優れた軒賦作家 による､封話 の抑揚頓挫まで配慮した表現として'高く評償することができよう｡

(二)経書 の句法 のみ用 いる方法

経文をそ のまま抜き出して用 いる例 のほかに､そ の句法 のみ用 いる例があるO例えば '孝至篤 の冒頭 に ｢孝は'至
･カ
れるかな｡ 二言にして該 ぬ｡聖人も加 へず ｡(
孝'至臭平｡ 11
1
1
1
日
而該｡聖人不加蔦)
｣と いう章がある｡この ｢孝は'至れ

るかな ｣と いう文は'﹃周易 ﹄繋鮮上 の ｢子 日く､易は､其れ至れるかな (子日､易'其重美乎 )
｣や '﹃論語 ﹄薙也 の

｢子日く､中庸 の徳たるや'其れ至れるかな (子日､中庸之薦徳也､其重奏乎)
｣の ｢
〜は'其れ至れるかな｣と同じ句

法である｡しかし､繋鮮侍では ｢易 ｣
､﹃論語 ﹄では ｢中庸 の徳 ｣を ｢其れ至れるかな ｣とLt﹃法言 ﹄は ｢孝 ｣を ｢其

れ至れるかな ｣と言う｡このよう に､結局へ用 いられて いるのは ｢其れ至れるかな ｣と いう表現だけであるから､｢易 ｣

や ｢中庸 の徳 ｣と いう文字を ｢孝 ｣に改めたと考えるより､｢其れ至れるかな ｣と いう言 い方だけを利用して､｢孝 ｣

を讃えるのに用 いたも のと判断できる｡特 に繋辞博も ﹃論語 ﹄も撃 言者が孔子とな って いることから､楊雄はそ の口
⑤
吻を用 いたものと考えられ る ｡

以上 のように､﹃法言 ﹄が経文を用 いる場合 ､経書 の文 をそ のまま抜き出すか､経書 の句法だけを用 いるかのいず
⑥
れかである｡そしてこのような表現が ﹃法言 ﹄に多用され た ため'晃公武は ｢其 の言務 めて聖人 に擬 へ'断断然とし

て影 の形を守るがごとし｣と言 った のであろう｡確かに経書 の文をそのまま抜き出 したり､句法を用 いるだけであれ

ば ､｢影 の形 を守 るがご とし ｣と いう結果 にもな るだ ろう ｡では '楊雄 はなぜ経書 の文 を抜 き出 した り ､そ の句 法 を用

いた のであ ろう か｡そ こで考 え てみた いのが '楊 雄 の昔 時 ､経書 の文 を用 いる こと にはど のよう な意 味 があ った のか t

る

に
よ

と いう問題 である ｡昔時の他の書 物は ､
経文用
を て
い な
い かっ
ただ
の ろうかあ
｡ るは
い 法
﹃ 言と
﹄ は 異な る方法 が用
いら れ て いた のだ ろう か｡﹃
法言
﹄と昔時の他
の
書物の
経
文の利法
用を比 較す
る
こと っ
て
'
楊
雄が ｢聖人 に非ず し
｡

て経 を作 る ｣と いう批判 に敢え て立 ち向 か った理由 を考 え てみた いのであ

二 前漢 の経文援用法

前章 に見 た通 り '﹃法 言 ﹄の経文 援 用法 は '経 文 を 一部 ぬきた し て '論 旨 の展開 に組 み込 む か '或 いは そ の句 法 の

み援 用す るも のであ った ｡ このような利 用法 は他書 にもあ る程度 は見 られ る のだ が ､前 漢 の昔 時 ､経文 の援 用法 は へ
こ の二種 とは底別される方法 が歴倒的 に多 か った ｡以下 の例 を見 てみよう ｡

天之 且風 ､草木未 動 而鳥 巳糊臭 C其 且雨也 ､陰瞳未 集 而魚 己喰 臭 ｡以陰陽之気相 動也 O故寒暑 燥 漏 ､以額相従 へ
管響疾徐 '以音相鷹也 ｡親 易 日'鳴観相 幽 '其 子和之 ｡

天の且に風ふかんとするや'草木未だ動かざるに鳥己に鞠る｡其れ且に雨ふらんとするや'陰噴未だ集まらざるに魚己に
あ
ぎ
と
喰 ふ｡陰陽 の気相動かすを以てなり｡故 に寒暑燥潟は､類を以て相従ひ､管響 の疾徐は､音を以て相鷹ず るなり｡故に易
(
中学 ･文辞 )に日く､｢鳴鶴は陰に在り'其の子之に和す｣と｡(﹃准南子﹄泰族 )

孔子 日､君子務 本 ｡本立 両道 生 ｡夫本 不 正者 末 必降 ､始 不盛者 終 必衰 ｡詩 云 ､原隈既卒'魂流耽 清 ｡本立 而道 生 ｡
かたL
)
孔子 (
﹃論語 ﹄撃而 )日く､｢君子は本を務む｡本立ちて道生ず ｣と｡夫れ本正しからざる者は末必ず隙き'始め盛んなら
﹃法言 ﹄の表現
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ざる者は終に必ず哀ふ｡詩 (
小雅 ･
黍苗 )に云ふ､｢原隈既に平らぎ､泉流既に清めり｣と｡本立ちて道生ずればなり｡(
﹃説
苑 ﹄建本 )

﹃准南 子 ﹄の例は､｢風 ｣が吹きはじめる時 ､｢鳥 ｣は ｢草木 ｣がなびく前 に飛び '｢雨 ｣が降 りはじめる時 '空が

曇る前 に ｢魚 ｣が晴ぐ のは'｢陰陽 の気 ｣のなせるわざと言 い'同様 に ｢寒暑燥漏 ｣｢管響 の疾徐 ｣も'影響 しあうも

のとする｡そ の例語として'﹃周易 ﹄中学 の ｢親 の鶴が陰で鳴くと'そ の子は管を合わせるも のだ ｣と いう文辞を引 い

ず 除 き

かたむ

､

て いる｡つまり ｢陰陽 の気 ｣によ って ｢鳥 ｣や ｢魚 ｣
'｢寒暑燥漁 ｣｢曹響 の疾徐 ｣が呼鷹して いることを'最後 に奉げ
⑦
た ﹃周易 ﹄中学 の文節を根操として論置しようとLL
,いるのであ る ｡

﹃説苑 ﹄では､﹃論語 ﹄撃而 の ｢君子は本を務む｡本立ちて道生ず ｣と いう文を､｢本正しからざる者は末必

始め盛んならざる者は終 に必ず衰 ふ｣と説明し'更 に ﹃詩経 ﹄小雅 ･黍苗 の ｢原隔既 に平らぎ'泉流既 に清めり ｣と
いう句を根接として示して いる｡

これらの例で判る通り'前漢 における経文は'﹃周易 ﹄や ﹃詩経 ﹄のよう に論叢 の根操として用 いられたり､﹃論語 ﹄

のように立論 の前提として用 いられて いる｡このように論接や前提として援用すると いう方法自健 は ﹃法言 ﹄でも用

いられており､大きく異なるも のではな い｡ところが援用 の仕方を表現として比較してみると､﹃法言 ﹄は前漢 の他書

と全く異な って いることが判る｡まず ﹃准南子 ﹄﹃説苑 ﹄では傍線部 のよう に ｢
〜に日く (〜に云ふ)
｣と いう形式で､

書名などを掲げ '引用文として扱 って いる｡責 はこのような引用表現は前漢 の書物 に頻見されるのだが'﹃法言 ﹄には

全く見られな いのである｡﹃法言 ﹄は､経書 の文を抜き出して文中 で用 いるか､もしくは句法だけを用 いるが､経書 の

書名などを挙げる例は 一つとしてな い｡と ころが､前漢 の他 の書物 は ｢
〜に日く ｣と書名などを掲げ ､引用文として､
根操や前提に経文を用 いることの方が格段 に多 いのである｡

賓際 に経書引用 の章態を調査してみると'以下 の請書 で引用を確認することができる｡

﹃論語﹄﹃春秋左氏停﹄﹃孝樫﹄﹃産記 ﹄﹃韓詩外俸﹄﹃大戴産記﹄﹃墨子﹄﹃孟子﹄﹃萄子﹄﹃管子﹄﹃荘子﹄﹃呂氏春秋㌔ 貴子

春秋﹄﹃韓非子﹄﹃(陸頁 )新語﹄﹃(貿誼 )新書 ﹄﹃推南子﹄﹃春秋繁露﹄﹃新序﹄﹃説苑﹄﹃(桓讃 )新論﹄﹃白虎通﹄﹃堕銭論 ﹄

﹃論衡﹄﹃潜夫論 ﹄﹃申鑑﹄﹃
中論﹄﹃国語㌔ 戦国策﹄﹃史記﹄﹃漢書 ﹄﹃(節 )漢紀㌔ 呉越春秋 ﹄﹃越経書﹄﹃
東観漢記﹄﹃風俗
通義﹄﹃
浮名 ﹄﹃鳥王堆漢墓烏書五行篇﹄﹃馬王堆漢墓吊書戦国縦横家書﹄

とりわけ引用 の多 く見 られる書物 は､﹃孝経 ﹄や ﹃躍記 ﹄であるが'﹃史記 ﹄﹃漢書 ﹄に収 められて いる上奏文 も頻繁 に

引用を行な って いる｡特 に経文を引用す る ことで権威 を借り て いる ことは､﹃盤銭論 ﹄﹃白虎通義 ﹄によ って明らかで
⑧
ある｡更 に前漢 の昔時 '経書 の文節が法規範 のよう に扱われて いた こととも関係 があろ う ｡

また ､上掲 の書物 を通して'雨漢 の諸 子とされるも のは'おおむね経書 を引用して いる状況 が確認 できよう｡それ
に封し経書 の引用がみられな い書物として'以下 のも のが挙げ られる0

﹃
詩経﹄﹃書経 ﹄﹃春秋﹄﹃春秋公羊俸 ﹄﹃春秋穀梁俸﹄﹃易経﹄﹃周産 ﹄﹃儀穫﹄﹃爾雅㌔ 楚蔚 ㌔ 老子㌔ 孫子﹄﹃呉孫子兵法 ﹄

﹃公孫龍子﹄﹃尉律子﹄﹃両君書 ﹄﹃馬王堆漢墓烏書黄帝四経﹄﹃慣子﹄﹃鶴冠子﹄﹃山海経﹄﹃黄帝内経素間﹄﹃九章算術 ﹄﹃周
解算摩﹄﹃法言﹄﹃
太玄経﹄﹃方言﹄

経書 を引 用しな いのは'経書自慢 と道家 ､術数類 の書物 に多 いことが見 てとれる｡むろん経書自髄 '古代 にお いて

成立 の途上 にあ った のであるから'以上 の調査 はあくまで目安 に過ぎな い｡しかしながら書名 を奉げ '引用文 を示す

書物 の方 が '格段 に多 いことは間違 いな い｡そして楊雄 の著作 が'他 の両漠 の諸子とは全く異なり '経書 の引 用 を忌
避して いることも理解されよう｡

﹃法 言 ﹄の表現

三

﹃法 言 ﹄と ﹃論 語 ﹄ に お け る 引 用

一五六

〜に日‑｣の形式 で､
﹃法言 ﹄が経書 の文を抜き出したり､そ の句法だけを用 いる のに封し､前漢 の他 の書物は ｢

書名などを示し､引用文として根操や前提 に経文を多く用 いることは確認できた.では ﹃法言 ﹄はなぜ前漢 の他 の書

〜に日く ｣として経書 を引用しな いのであろうか｡﹃港南子 ﹄や ﹃説苑 ﹄とは異なり､問答髄 であるた
物 のように､｢

め表現上避けた のだろうか｡ところが ﹃法言 ﹄には'経書以外 の書物を二度 ｢
〜に日く ｣として引 いて いる｡ 一つは
間道篇で ｢狙詐 の家 に日く｣として ﹃孫子 ﹄を引 いている｡

狙詐之家 日､狙詐之計 ､司 闇 固 倒刃典 ､尭 ･舜也 ｡日'不戦而屈人兵 ､尭 ･舜也｡姑項漸襟 ､亮 ･舜平｡街 玉
要石者 '其狙詐平｡或間､狙詐興亡執愈｡日'亡愈｡‑‑

｢狙許の家に日く'﹃狙許の計'戦はずして人の兵を屈するは､尭 ･舜なり﹄と㌔ 日く､｢戦はずして人の兵を屈するは'
う
な
じぬ
ら
う
る
ほ
て
ら
尭 ･舜なり｡ 項 を 治 し襟 を 漸 すも､亮 ･舜か｡玉 を 街 ひて石を要る者は､其れ狙詐か｣と｡或ひと間ふ､｢狙詐と亡ぶと
執れか愈れる｣と｡日く'｢
亡ぶが愈れり｣と｡‑‑ (
﹃法言﹄間道)

期'善之善者也)
｣と いう文である｡

｢狙詐之家 ｣とは漢志 で いえば兵権謀家 のことであり (江発賓 ﹃法言義疏﹄等六)
､引用されて いる のは ﹃孫子 ﹄(謀攻
篇)の有名な ｢戦はず して人 の兵を屈するは､善 の善なる者なり (
羽朝習

もう 一箇所 の引用は寡見簾で ｢司馬子長に吉有りて日く ｣と ﹃史記 ﹄の文を引 いて いる｡

或聞 '司馬子長有言 日'五感不和老子オ縛也｡薗朝 不能極其襲､終身不閲究其業｡日'若定則周公惑 ､孔子賊 ｡
0

或ひと間ふ､｢司馬子長に言有りて日く､﹃五経は老子の約にしかざるなり｡昔年其の撃を極むるあたはず'終身其の業を

文 の

撃

究むるあたはず﹄
｣と0日く'｢是くのごとくんば則ち周公は惑はし､孔子は賊ふなり｡‑･
･
･
｣と｡(﹃法言﹄寡見 )
この章 からは昔 時 の経
ることとし､今 は引用

合

と

千

に封 す
る楊雄の批 判 讃
が み取興
れ味
深 いが､行文都
の
上 ､内容 に関して
は後 に再び検討 す
み
を次に挙げてお く太
｡ 史公自
序のいわゆる六家
要
指 呼ばれる 部分である｡
而功劃｣圃 葡劇 不然 o⁝⁝夫儒者 以六薪烏法
｡六薪経停以 高教'累世不能通其撃 '

遇劇日日掴 約両易 塊1東胡
留男 幽盟詞廿
鼎頑 '故 日'博而寡要 '努而少功 ｡

道家は⁚‑･
指約にして操り易く､事少なくして功多し｡儒者は則ち然らず｡･
･
･
･
･
･
夫れ儒者は六薮を以て法と為す｡六薮の

樫侍は千蔦を以て数 へ､累世其の撃に通ずるあたはず'昔年其の薩を究むるあたはず｡ 故に日く､｢博にして要寡なく､
努にして功少なし｣と｡(
﹃
史記﹄太史公自序 )

両者 とも に ﹃孫子 ﹄﹃太史 公書 ﹄と い った書名 を奉げ ては いな いが'｢〜に日く ｣の形式 で引用文を提示して いる｡

章 は この外 に､﹃法言 ﹄では ﹃論語 ﹄も 一度 だけ引用されて いる｡それは孝至篤 の文 だが'そ こでは ｢論語 に日く ｣と

者は'是れ孔子の

よ 郡 き

たか

か ｢孔子 日く ｣のよう に出産 を明確 にして いな い｡ただ ｢吾れ諸 れを侍 に聞く ｣と '｢侍 ｣として引用されて いる ｡次
の部分 である｡
吾聞諸侍｡朝 則男 ヨ側聞｡年禰高而徳蘭郡者 '是孔子之徒輿｡

苦れ諸れを博に聞く｡｢老ゆれば則ち之れを戒むること得に在り｣と｡年痛 いよ高くして徳滴 い
徒か｡

ここでは ､﹃論語 ﹄季氏第 に ｢孔子 日く'君子 に三戒有り ｣として挙げ られる ｢其 の老ゆる に及び ては､血気既 に衰 ふ｡

之を戒 むること得 に在り (及英司也'血気既衰､戎剖頑綿 ｡)
｣を'｢俸 ｣として引 いて いる のであるQ

以上 の三例 が ﹃法言 ﹄で用 いられる引用表現 である｡ このよう に ﹃法言 ﹄に引 用表現 がある ことは確認 でき たが '
﹃法言 ﹄の表現

一五 八

前漢 の他書と異なり'引用例が極めて少な いのは理解されよう｡前 に見た ﹃説苑 ﹄などは四十 二字 に二回'引用 に十

七字を費やして いた｡ところが ﹃法言 ﹄は書名を挙げず '｢狙詐 の家 ｣｢司馬子長 ｣｢侍 ｣として ﹃孫子 ﹄﹃史記 ﹄﹃論語 ﹄

を引用して いる｡﹃法言 ﹄は'江柴賓 の ﹃法言義疏 ﹄の分章 によれば全三三八章あるのだが'そ のうち引用が見られる

のが三幸な のである｡これは ﹃法言 ﹄が､前漢 の他書 のような引用 の仕方を意園的 に避けて いると考える べきであろ

う.特 に前漢 の他書が立論 の根接や前提として'頻りに経書を引用するのとは'明確 に直別されなければなるま い｡

結局､問答健だから経書 の引用を避けて いるわけではな いことは明らかにな ったが'なぜ前漢 の他 の書物と同じよ

う に経書を引用文として引 かな いのかtと いう問題は解決されなか ったO或 いは ﹃法言 ﹄が ﹃論語 ﹄に象 って いるた

め､経書を引用文 の形式で用 いな いのではな いか､と考えられるかもしれな い｡ところが ﹃論語 ﹄にも経書 の引用文
があるので'それは理由 にならな いのである｡参考まで次 に掲げ ておこう｡

子貫 目､貧而無論 '富而無窮 '何如｡子日､可也 ｡未若貧而梁へ富而好意者也 ｡子貢日へ詩云'如切瑚 喝1細川
瑚
細腰 '其斯之謂興｡子日､賜也､始可輿言詩己臭｡告諸往而知来者.(
撃而)

乎惟孝､劫刊兄剥1姻 甜有功 ｡是亦為政.葵其薦為政｡(
為政)

曾子有疾 ､召門弟子日､啓予足｡啓予手｡詩云'戦戦親戚 ー細困渦潮1 柑履薄氷 ｡而今而後 '吾知兎夫｡小子｡
(泰伯 )

或謂孔子日'子葵不為政｡子日'葡ヨ

子張日､書云'高宗諒陰三朝召 司｡何謂也 ｡子日'何必高宗.古之人皆然.君弄 '百官綿己以聴於家事三年 ｡(
塞
間)

この通り四章 にわたり '﹃論語 ﹄でも引用がみられる｡﹃詩経 ﹄と ﹃書経 ﹄が二回ず つ引かれ､｢詩 に云ふ｣｢書 に云

ふ｣と書名も示されて いる｡では'なぜ ﹃法言 ﹄は他 の書物と異なり'書名を掲げ て引用を行なわな いのであろうか｡

四

﹃法言 ﹄の経書観

これまで ﹃法言 ﹄と前漢 の書物 におけるへ経文 の扱 い方 の差をみてきたが'両者 の間 には大きな隔たりがあ った｡

そ の差は'﹃法言 ﹄の経書 に封する考え方が､前漢 の他 の書物とは隔た って いるからではな いかと考えられる｡そこで
次 には'﹃法言 ﹄における楊雄 の経書親を確認してみた いと思う｡

﹃法言 ﹄が摩書 を極めて重要なも のと考えて いる のは､他 の書物と大きな違 いはな い｡例えば間紳常 では'｢経書 ｣
す
わた
を ｢衆説 の邪たり ｣
､つまり経書 はあらゆる説 を包み込む偉大なも のと言 い､吾子簾 では'｢舟航を 舎 てて清 を 済 る者
な
⑨
は 末 Lo経書を舎てて道を磨 る者は末し ｣と経書を河をわたるための船 にたとえて い る ｡ このように経書 は､あらゆ
る説を包み込み､道を進むために必要不可映なものとされる｡

﹃法言 ﹄の摩書取を考えるとき'特 に注意 しなければならな いのは､時代とともに経書も撃化してきたと いう考え
方だと思われる｡次 の間紳簾と先知篤 の文を見てみた い｡

別働｡故夫道非天然 ､鷹時而造者､損益可知也｡

或 日'経可損益輿｡日'易始八卦 ､而文王六十四｡期萄 可 酬州
也 o詩 ･書 ･穫 ･春秋 ､或困或作 '而成於仲尼｡其
笥

或ひと日く'｢経は損益すべきか｣と｡日く'｢易は始め八卦にして'文王六十四とす｡其の益せること知るべきなり｡詩 ･

書 ･産 ･春秋へ或 いは因り或いは作りて､仲尼に成る｡其の益せること知るべきなり｡故に夫の道は天然に非ず､時に鷹
じて造れる者にして'損益せること知るべきなり｣と｡(間紳)

或 日､以往聖人之法治将来 ､誓猪豚柱而調宏｡有諸｡日､有之｡日'聖君少而庸君多 ｡如濁守仲尼之道､是漆也｡

日､聖人之法 '未嘗不関盛衰蔦.昔者尭有天下､翠大綱 '命舜 ･南 '夏 ･段 ･周層其子｡荊励 朝 潮奥 ｡唐 ･虞象
﹃法言 ﹄の表現

〇

一六

刑惟明 ､夏后肉壁 二千 O羽廟 朝 刊剣 ｡尭親九族 ､協和蔑 園､湯 ･武桓桓 '征伐 四克 ｡由 是言之 '羽廟 葡 剖剣 ｡穫

禦征伐自天子所出 '春秋之時 ､膏 ･青葉予｡刃 圃 笥周剣 ｡
さ
き
或ひと日く､｢往の聖人の法を以て将来を治むるは'誓ふれば猶は柱を豚して宏を調ふるがごとし､と｡諸れ有るか｣と｡

日く､｢之れ有り｣と｡日く'｢聖君少なくして庸君多し｡如し猫だ仲尼の道を守らば'是れ漆ならん｣と｡日く'｢聖人

の法は'未だ嘗て盛衰に関はらずんばあらず｡昔者､集天下を有ち'大綱を挙げ､舜 ･寓に命ずるも､夏 ･殿 ･周は其の

子に属す｡豚せざる者'卓たり｡唐 ･虞は象刑惟れ明なるも､夏后は肉騨三千なり｡豚せざる者､卓たり｡亮は九族を親

は 予 さ

しましめ'寓園を協和せしむるも､湯 ･武は桓桓'征伐して四もに克 つ｡是れによりて之れを言 へば'勝せざる者'卓た
ゆ
る
る｡豚せざる者､卓たり｣と｡(先知 )

り｡産禦征伐は天子の所より出づるも､春秋の時'膏 ･青葉

まず ､間紳簾 では ｢経 ｣を ｢其 の益せること知 る べきなり ｣と繰り返 し答 えて いる｡そして経書 がふえ てきた根接 と

して ｢道 ｣が増減 した ことを言う のである｡また先知笛 では ､｢聖人 の法 ｣と いう語 に襲え '｢贋 せざ る者 '卓 たり ｣
'
⑳
つまり ｢聖人 の法 ｣も にかわで固定 されて いな いこと ､撃化す ることは明らかであると述 べて い る . こう い った例 か

ら'﹃法言 ﹄が経書 を極 めて重税 し っつも ､経書 や道 は時代 によ って増加 したり ､襲化するも のと考えて いた ことが確

認できたと思う ｡では '楊雄 の昔時 ｢樫 ｣や ｢聖人 の法 ｣は'ど のような状態 だ った のであろうか｡楊雄 の税鮎 から
見てみよう｡

或間､司馬子長有言 日'五経不如老子之約也 .昔年 不能極其撃 ､終身 不能究其業.日､若是則 周公惑 ､孔子賊 ｡

古者之学研且養 ､三年通 l｡今之撃也 ､非猪薦之華藻也 ､又従而繍其肇幌 .悪在老不老也 ｡或 日'学者之 説可約
邪｡日､可約解科 ｡

或ひと間ふ､｢司馬子長に言有りて日く'﹃五経は老子の約にしかざるなり｡昔年其の撃を極むるあたはずへ終身其の業を

究むるあたはず﹄
｣と｡日く､｢是くのごとくんば則ち周公は惑はし'孔子は賊ふなり｡古老の撃は耕し且つ養ひ'三年に

して 1に通ず.今の撃や､濁り之れが華藻を為すのみに非ず､又た従ひて其の肇幌に繍す｡悪くんぞ老不老に在らんや｣

と｡或ひと日く､｢学者の説は約すべきか｣と｡日く'｢約すべし科に解け｣と｡(寡見)

この文は前章で見た通り､太史公自序 の文 が儒家 の撃を老子 の簡約さに及ばな いtと言う のを駁した章である｡こ

れによれば楊雄は､昔時 の経撃を ハンカチ に刺繍をするようなも の (其の肇幌に繍す)
'つまり不必要 に飾りたてるば

かり のも のと捉えて いる.それに封し昔 の儒学は三年 で 一握 に通じるやり方 であ ったtと言う｡そして最後 には､要
約して項目ごとに理解すれば良 い､と教えて いるのである｡

確かに昔時 の撃は不必要 に飾りたてるも のであ った｡｢五字 の文を説くに二三寓言 に至る ｣(
﹃漢書﹄重文志 ･六聾略)

ほど繁雑な説が説かれるよう にな ったため､｢幼童 にして 一重 を守り '自首 にして後能く言ふ｣(
﹃漢書﹄同前)と､生

涯かけても 1摩しか修得できな い有り様であ った.｢古老 の撃は耕し且 つ養ひ､三年 にして 一に通ず ｣とは'昔時 の経

撃 の繁雑さを批判した言な のである｡だから繁雑な説を ｢要約 できるか (約すべきか)
｣と問われたら ､｢要約して項目
ごとに理解すればよ い (約すべし科に解け)
｣と答えるのである｡

訓話 が繁雑 になるととも に'師説を説く人数も膨大 にな って いた ことが'﹃漢書 ﹄儒林停質 に説 かれて いる｡そ こ
い
た
では ｢元始 (後 一〜五年 ) に 詰 り‑‑ 一経 の説は百徐寓言に至り'大師 の衆きこと千絵人 に至る ｣と いう｡このような
師説 の氾濫について'﹃法言 ﹄では師 の重要性を主張して言う｡

‑‑或 日､講読者天下皆説也･
･
･
･
･
･
0日､･
･
･
‑･
略孤之子'各識其親｡講読之撃 ､各習其師 ｡精而精之 ､是在其中英 .
た
う
だ
う
ここ
‑‑或ひと日く､｢講読たる者天下に皆説けり⁚‑･
｣
｡日く'｢‑‑孤孤の子も､各 々其の親を識れり｡講読の撃も'各 々
其の師に習ふ｡精にして之を精にせば､是れ其の中に在り｣
｡(
寡見)
﹃
法吉﹄の表現

師哉 '師哉 ､桐子之命也 O務撃不如務求師 ｡師老人之模範也 ｡‑‑

一

六二

師なるかな､師なるかな､桐子の命なり｡撃に務むるは師を求むるに務むるにしかず｡師は人の模範なり｡･
･
･
･
･
･(撃行 )

一関之市 ､不勝異意蔦｡ 一巻之書 ､不勝異説蔦｡ 一問之市 '必立之平､ 一巻之書 ､必立之師 ｡

一関の市も'異意に勝 へず｡ 一巻の書も'異説に勝 へず｡ 一関の市には､必ず之が卒を立て' 一巻の書には'必ず之が師

は 講 読 と

を立つ｡(撃行 )
ど･
つ
ど.
つ
かまびすしく説く者 は多 いが '師 に ついて習 って いる のであるからtよりくわしく学 んで いけば

寡見簾 で

よ いと言 い､挙行篇 では学問をす るには良 い師 を求 める ことが重要 で'書物 を学 ぶにも師 の説 を基準 とす べき ことを

言 って いる｡しかし楊雄自身 が樫撃を師 に ついて学んだ形跡 はな い｡特 に昔時隆盛 した今 文筆 と の直接 のつな がりは

見出 しがた い｡ただ ﹃漢書 ﹄王貢両襲飽侍 によれば '軍人厳 君平 に若 い時 に学 んだとある が'厳君平は老子を講 じる
⑪
﹃漢書 ﹄楊雄俸 )と言う のであ る
占笠家 である ｡更 に自序 では ｢少くして撃 を好 み､章句 を為 さず ､訓話 通ず る のみ ｣(
から､昔時 の今文煙草家 に師事したとは考え難 い｡

むしろ以上 の諸章 によ って､楊雄 は昔時 の今 文樫撃 に封 して強 い不満 をも って いたと考える べきであろう ｡そし て

先 に見た間紳篇 ･先知欝 の文 では､経書 や道 は時代 によ って増加したり ､撃化するも のと考え て いた｡この二鮎 を結

﹃法言 ﹄の表現 (一) I模倣と典故‑

び つけたなら ､
楊雄 は昔時 の経撃 のあり方 に不満 を感じ ､
時代 に合 った経書 が必要と考えて いた ことが濠想 でき よう ｡
⑫
楊雄は ﹃太玄 ﹄や ﹃法言 ﹄によ って'時代 に合 った経書を作ろうとして いた ことが､容易 に理解 できる のである｡

五

では'昔時 の儒学 への不満 を契機 に､時代 に合 った書物 として作 られた ﹃法言 ﹄は'なぜ昔時 の他 の書物 のよう に'

〜に日く ｣の形式 で ､引 用文として経文 を用 いなか った のであろう｡﹃法言 ﹄の序 に次 のよう に言う以上 ､経書 を こ
｢
そ擦り所 として明示する方 が自然 ではな いのか｡

雄見諸子各 以其知舛馳 '大氏菰讐聖人 ｡耶馬怪迂 ､析韓読解 '以擁世事 ｡･
･
･
･
･
･
及太史 公記六囲 ､歴楚漠 ､註麟止 ､

不興聖人同是非 '頗謬於摩｡故人時有 間雄者 ､常用法度之 '誤以烏十三等 ､象論語 ､競 日法言.

雄見るに諸子各 々其の知を以て舛馳し､大氏聖人を証讐す｡即ち怪迂を為し､析群論離し､以て世事を擁む｡･
･
･
‑太史公

の六園を記し､楚漠を歴'麟止に託はるに及びては'聖人と是非を同じくせず'頗る樫に謬る｡故に人の時に雄に間ふ者

有れば'常に法を用て之に鷹 へ'課して以て十三巻と為し､論語に象り'現して法言と日ふ｡

この序 で､諸 子が聖人 をそしり '太史 公 が ｢聖人 と是非 を同 じくせず '頗 る経 に謬 る ｣ことを非難 して いる｡そし

てこ のような状況を是 正す るため に ﹃法言 ﹄を著 した のであるから､聖人 の言葉 を引 いて是非 を示し'経文 を高 々と

掲 示す る方 が '昔時 の著述 のあり方 を考えれば自然 であ った ｡昔時 の書物 が '引用文 として ､書名 などを奉げ '根接

や前提として摩文を用 いて いたさまは既 に確認した｡しかし楊雄 はそ のよう に安易な方法 は拒 んだ｡敢えて昔時 一般

の著述 の在 り方 を拒 否 した のである｡ この事章 は､昔時 の書物 への批判さえ意味して いよう ｡昔時 の繁雑 で飾 りたて

るか のよう な今文学 ､更 には経書 の権威 を借 りるような著述 を拒絶 して いる のである｡そ の結果 ､経書 の名 を掲げ る

のを避けたも のと思われる｡﹃論語 ﹄を ｢侍 ｣と言 い､他 の書物 を引用 しても書名 を挙げ なか った のも '権威 に頼 る の

を避けた のである｡それは経書 の権威 を借りるかのような表現が､楊雄 には許容 できなか ったからであるだろう｡

しかし ﹃法言 ﹄は､経文 を全く用 いて いな いのではなか った ｡むしろ盛 ん に利用して いる のだが'経書 の文 を抜 き

一

六 三

〜に日く ｣と い った引用 の仕方 に比
出 して論 の中 で用 いるか､ある いは句法 だけを用 いて いた｡他 の書物 のような ｢
﹃法言 ﹄の表現
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べれば､楊雄は経文を立論 の中 に溶け込ませようとして いたと言えよう｡書名を明示せず ､更 にはど の部分が経文で

あるのかさえ､示そうとしな い｡このような表現法を ﹃法言 ﹄ほど多用して いる書物はな い｡

〜
﹃法言 ﹄のよう に経文を立論 に溶け込ませようとすれば､表現として高度な技術が要求されるだろう｡却 って ｢

に日く ｣と い った引用法は､表現法としては安易なも のであり'文学性 を狭さやす いものである｡﹃法言 ﹄が経文を徹

底的 に溶け込ませようとした のは'
文章表現としての配慮だ った のではな いだろうか｡
特 に句法だけを用 いる方法 が'

﹃法言 ﹄ほど多用された書物 は'他 に見嘗たらな い｡優れた蔚賦作家であ った楊雄が'﹃法言 ﹄に施した表現上 の配慮

は､明らかに昔時 の他 の書物とは大きく異なるも のであり､高く評償されるべきだと思われる｡他 の書物は経書 を論

叢 の根接として依接する のに比 べ'﹃法言 ﹄は経文を溶け込ませた､新たな表現を摸索して いたよう に思われる のだ｡

そこで改めて､﹃法言 ﹄の経書利用法 について考え直す ことにする｡既 に 一章で見たも のであるが､特 に ﹃論語 ﹄﹃孟

子 ﹄﹃周易 ﹄を用 いた傍線部 に注意し'今度は文学表現として検討してみた いのである｡
や
或ひと進むことを間ふ｡日く､｢水なり｣と｡或ひと日く､｢其の董夜を 捨めざるが為か｣と｡日く､｢是れ有るかな｡濁
す
す
叫潮 叫
山者は'其れ水か｣と｡或ひと渦の潮輯 ことを間ふ｡日く'｢
其の往くに非ずんば往かず'其の居るに非ずん
易

ば居らず'漸むこと猶は水のごときか｣と.講ふ詞の観山
叫ことを間はん｡日く'｢下に止まりて上に漸む者は'其れ木な
るか｡亦た猶は水のごときのみ｣と｡(撃行)
か
孝は､司れ剥が功 ｡ 一言にして該ぬ｡聖人も加へず｡(
孝至)

先 に検討した通り'撃行篤 のも のは ﹃論語 ﹄﹃孟子 ﹄﹃周易 ﹄の用語を利用して議論 を展開し､孝至簾 のも のは ﹃論

語 ﹄や ﹃周易 ﹄に見られる句法をまねたも のであ ったO前者は ﹃論語 ﹄﹃孟子 ﹄﹃周易 ﹄を自在 に駆使 Ltそ の構成と

組み合わせの妙がこの章 の魅力 であると既 に指摘したOここで改めて考えてみた いのは､讃者 がもし ﹃論語 ﹄﹃孟子 ﹄

﹃周易 ﹄から抜き出 された章句 を知 らな か ったとしたら'どうなるかと いう問題である｡ この章 は '必ず しも他 に見

られな い思想や '斬新な内容 が表現されて いるわけではなか った｡むしろ組 み合わせ の妙や封話 の表現 におもしろみ

があ る のではな いか､と考えられたOそうす ると ､もし この封話 が基づく語句 を知 らな いならば ､正し い理解 がなさ
れな いのみならず 'かえ って奇妙な封話 にさえ思えてしまう のではな いだろうか｡

一方 ､孝至簾 のも のは '句法 を援用して いるだけであるから､﹃論語 ﹄﹃周易 ﹄の語句 を知 らなくとも 'それ ほど支

障 はななさそう である｡しかし ｢至れるかな ｣いう句法 の背景 に､﹃論語 ﹄﹃周易 ﹄の語勢 が想起 されたならば ､短章
であるだけ にt t層 つよ い効果 があるのではな いだろうか.

このよう に､﹃法言 ﹄に援用された経書 の語句 を理解し て いるか否かは'讃者 にと って重要な問題 である｡﹃法言 ﹄

〜に日く ｣と書名 を示した引 用を行なわず に､経書 の語句 を文章 に溶け込ませて いる分 ､基づ く所 が正しく理解
が ｢

されな いならば '致栗は半減す る. このよう に基づ く語句 によ って､文章表現 の致巣 が撃化する のであるから' いわ

ゆる典故と いう文章技巧 に接近 して いると言えよう｡典故と いう修辞法 は定義 が困難 で､虞義 のも のから狭義 のも の

まであり ､主観 にも左右される ｡だ が少なくとも '単なる断章取義 の域 を脱 し ､典故表現 を志向す るも のと考 え ても

よ いのではあるま いか｡章際 ﹃文 心離龍 ﹄も'典故 が用 いられるよう になる のは楊雄 の ｢百官蔵 ｣からであると考 え
⑬
て い る .次 の部分である｡

夫の屈 (
原)･宋 (玉)の属欝を観るに'詩人に依ると現す｡古事を引くと錐も'而れども嘗辞を取ること美し｡唯だ要誼の

脇賦は'始めて鶴冠の説を用ひ'相知の上林は､李斯の書を撮引す｡此れ高分の 一合なり.揚雄の百官蔵に及んでは'頗る

詩書に酌み､劉款の逐初賊は､紀侍を歴鼓し､漸漸として綜探す.荏 (
蘭)･班 (
固)･張 (
衡)･察 (
亀)に至りては'遂に
経史を持放し､筆書布渡し､書に因りて功を立つ｡皆な後人の範式なり｡(事類 )
﹃法吉 ﹄の表 現
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この部分は､典故と いう修辞法 の尊生と展開を説くも のである｡それによれば要誼 ･司馬相如 の辞賊 が ﹃鶴冠子 ﹄

や李斯 の書翰を引くのはきわめて珍し い例であるが'楊雄 の ｢百官蔵 ｣は ﹃詩 ﹄﹃書 ﹄をしきり に引き ､劉款 の ｢逐初

賦 ｣は史書を用 いるよう になり ､ いよ いよ虞 く典故を用 いるよう にな った､とされて いる｡ここでは特 に ｢百官歳 ｣

が取り上げられて いるが'楊雄 の時代 から盛 んに典故 が用 いられるよう にな った のであり ､それ以前 にはあまり用 い

﹃法言 ﹄の表現 (二) ‑書名とその意義‑

られな い修新法であ ったことが知られる｡

六

では ﹃法言 ﹄は､なぜ このような表現技巧を徹底して用 いるのであろうか｡それは､序で太史公を ｢聖人と是非 を

同じくせず ､頗る経 に謬る ｣と非難して執筆された ことからすれば､やはり ｢聖人と是非を同じくし ｣｢経 ｣に適うよ

うな書物を示すためな のであろう｡そうだとすれば ﹃法言 ﹄で用 いられた経書 の語句を文中 に溶け込ませようとする

表現法は､聖人や経と是非 を同じくするどころか'経書 と 一髄化しようとして いるとも言えよう｡そもそも経文 の語

句 によ って構成された書物 であるなら'経書 に謬るはず はな い｡悪く言うなら ｢其 の言務めて聖人 に擬 へ､斬断然と

して影 の形を守るがごとし ｣(晃公武 ﹃郡膏講書志﹄衛本巻十 )と いうことになり､単なる模倣作品とも言えようが､良

く言うならば ｢聖人と是非を同じくし ｣｢樫 ｣に適 った表現作品であると言えるのではあるま いか｡晃公武 は ﹃法言 ﹄

の内容 に新味がな いと批判するのだが､小論では表現方法にこそ新味があ ったと評償した いのである｡

このように ｢聖人と是非を同じくし ｣
'｢経 ｣に適 った書物として'経文 を文中 に溶け込ませ､経書 と 一億化しよう

として いるのが ﹃法言 ﹄であるならば'﹃法言 ﹄と いう書名 のも つ意味も､今少し考え直すことができそうである｡

⑭
従来 ﹃法言 ﹄と いう書名 は､以下 に奉げ る ﹃孝経 ﹄﹃論語 ﹄﹃荘子 ﹄の三種がそ の出典として考えられてき た ｡

を 揮

たす

先王の法服に非ずんば敢 へて服さず､先王の法言に非ずんば敢 へて道はず､先王の徳行に非ずんば敢 へて行なはず｡是の故
に法に非ずんば言はず'道に非ずんば行なはず｡(﹃
孝経﹄卿大夫章 )

子日はく'法語の言は､能く従ふこと無からんか｡之を改むるを貴Lと為す｡巽輿の言は'能く説ぶこと無からんか｡之

ぬるを貴Lと為す｡悦びて得ねず､従ひて改めざれば'吾之を如何ともする末きのみ｡(﹃論語﹄子竿)

夫れ雨葺は必ず洛美の言多く､雨窓は必ず溢悪の言多し｡凡そ溢の類は妄なり｡妄なれば則ち其の之を信ずること莫く'莫

ければ則ち言を停ふる者殊ひあり｡故に法言に日く､｢其の常情を侍 へ､其の溢言を侍ふること無ければ､則ち全きに幾し｣

と｡‑‑魁核太だ至れば､則ち必ず不肖の心の之に鷹ずること有りて､其の然るを知らざるなり｡萄くも其の然るを知らず

と薦さば'敦か其の終はる所を知らんC故に法言に日く'｢令を遷すこと無かれ｡成るを勧むること無かれ｣と｡(﹃荘子﹄
人間世 )

以上 の三例 の中 では'特 に ﹃孝 経 ﹄が言う ｢先王 の法言 ｣を指すと考え られ ､﹃法言 ﹄と いう書名 は先 王以来 の規範 と

す べき言葉 の意 と考 えられてきた｡｢法話 の言 ｣(
﹃論語﹄
)｢法言 ｣(
﹃荘子﹄
)は､かえ って ﹃孝経 ﹄の例 によ って ｢古 来

から の格言 ｣もしくは書名 として解されて いる｡そ の上 ﹃法言 ﹄の序 には ｢時 に雄 に間 ふ者有 らば ､常 に法を用て之

に鷹 へ｣とある ことから､｢法 ｣とは先王以来 の ｢規範 ､きまり ｣であると考 えられてきた｡それは確 かにそうであろ

適

う｡決して否定するわけではな い｡
○
し かし今 ､﹃法言 ﹄は経 に 適 った書物 として ､経 文 を文中 に溶け込 ませて いる ことが確認 できた｡そ こで ｢法 ｣字
○
を､｢きまり ｣と いう名詞 の意味 のほか に､｢きまり に う'従う ｣と いう動詞 の意味 を付け加 えてみた いのである｡

それ が許されるなら '﹃法言 ﹄とは'先王以来 の正し い ｢きまり の言葉 ｣であると同時 に'先 王以来 の ｢きまり に適 っ
﹃
法言﹄の表現

た言葉 ｣
'｢きまりに従 った言葉 ｣であると題意 が虞がるO先王 の
ねられて いると考えられるのである｡

｢法 る

のつと

1六 八
のり

と いうだけではなく'先王 に

｢法 ｣

｣意も重

また､﹃法言 ﹄の内容 から判断しても'先王以来 の ｢きまり ｣そ のまま の書物とするのは誤りであろう｡｢先王 の法

に合はざる者は'君子は法とせず ｣(
吾子篇)と い った語を讃むと､楊雄は先王以来 の ｢きまり ｣をひたすら墨守して

いたと考えたくもなる｡しかし'既 に第四章 で楊雄 の経書観を検討し'先知篇 で ｢聖人 の法 ｣はにかわで固定されて

いな いこと､襲化するものと考えて いたことは確認した｡ つまり ﹃法言 ﹄の ｢法 ｣とは'過去 の先王 の ｢法 ｣そ のま

まではなく'時代 に適鷹し､肇化するも のな のであ った.そして ﹃法言 ﹄の ｢法 ｣が時代 にあわせて撃化するならば '
それこそ先王の法 に ｢法り ｣｢きまりに従 い､適う ｣ことになろう｡

ならば ﹃法言 ﹄の ｢言 ｣字 の意味も更 に考え直す徐地がありそうである｡﹃法言 ﹄が ﹃論語 ﹄に象 って いるのであ

れば'﹃法言 ﹄ではなく ﹃法語 ﹄と名付ける方 が自然ではな いだろうか｡先 に見たとおり ﹃論語 ﹄子竿 にも ｢法話 の言 ｣

と いう語があ ったO｢語 ｣ではなく ｢言 ｣の文字をえらんで いる鮎が､﹃法言 ﹄の表現'言葉 の用 い方 に重要な意味 が
あ ったことを示して いるように思えるのである｡

書名 の場合 ､｢語 ｣字 は ﹃論語 ﹄﹃園語 ﹄﹃新語 ﹄の ｢語 ｣のよう に'磨く 口承されて いた茂吉 の意 をも つことが明
⑮
らかにされて い る ｡ 1万 ㌧｢言 ｣字を書名 にも つも のは'﹃漢書 ﹄重文志では ﹃調言十篇 ﹄﹃儒家言十八篇 ﹄﹃道家1
1
1
1
m一

篇 ﹄﹃法家言 二第 ﹄﹃雑家言 一篇 ﹄の五種がある｡ いずれも侠書であり､作者 ･内容とも殆ど不明である｡ただ ﹃諌言
十篇 ﹄以外 の四種は､各学派それぞれの雑多を 1
1
1
E
辞をまとめたものと推測される｡

語

では楊雄自身 ｢語 ｣と ｢言 ｣の差をどのよう に考えて いたのか'﹃法言 ﹄での用例を見てみよう｡
○
まず ｢語 ｣であるが'｢昔 の膳者は､吾れ其 の を聞けり ｣(淵宥 )や ｢或 ひと日く'世 に仙 の無くんば則ち悪くん

0
語

0
言

ぞ斯 の を得ん ｣(君子)のよう に'過去 に語られた言葉を指す傾向 が強 い｡それに対し ｢言 ｣字は ｢先生相興 に へ
○
ば則ち仁と義とを以てす ｣(
撃行)や ｢君子言 へば則ち文を成し'動けば則ち徳を成す ｣(君子)のように'費話行烏 を

意味することが多 い｡つまり過去 に先王 の語 った言葉を意味するのであれば ﹃法話 ﹄と いう名 の方 がよく､﹃法言 ﹄と
いう書名ならば'昔時 の生きた撃 言を収めて いる印象を輿えるのである｡

このよう に ﹃法言 ﹄と いう書名 の意味は'先王以来 の ｢きまり ｣をふんだんに用 いつつ'｢きまりに従 った ｣
､｢き

まりに適 った ｣書物と理解するのがよ いように思われる｡小論で検討した通り'先王以来 の正し い ｢きまり の言葉 ｣

をちりばめて'自在 に活用した封話集が ﹃法言 ﹄なのであ って'それはまた先王以来 の正し い ｢きまりの言葉 ｣を流

暢 に駆使した表現作品なのである｡そしてそ のような表現方法 こそ嘗時としては斬新な'後 の典故 へと費展する表現
だ ったのである｡

ところが後 には典故と いう修辞法 が富たり前 のも のとなりながら､そ の修辞法 の貢献者は顧 みられることがなか っ

た｡楊雄 の頃 にこの修箭法 の樽換鮎があ ったことは忘れられ '﹃法言 ﹄は単なる ﹃論語 ﹄の模倣作品とされてきた ので
ある｡

お わ り に

最後 に先人 の ﹃法言 ﹄評債を取り上げて､﹃法言 ﹄の債値 をど こに見出して いた のか確認してみた い｡﹃法言 ﹄は内

容を批判されるが'稗賛する者は文章表現を許億することが多 いように思われるからである｡まず '楊雄を高く評億
して いた桓帯と ﹃法言集注 ﹄の撰者司馬光 の評を見よう｡
﹃法言 ﹄の表現

桓譜日く'‑‑今揚子の書は､文義至 って深くして'論は聖人を読らず ｡
桓薄日'‑･
･
･
今揚子之書'文義至深'両論不読於聖人｡(﹃漢書﹄揚雄倖讃)

一七〇

揚子 の文は簡 にして奥なり｡唯だ其 の筒 にして奥なるが故 に知り難く､学者は多 く以て諸子と為 して之を忽 せに

す｡‑‑光少さより此 の書を好み､研精して褐慮すること'歴年己に多し｡今老 いたり｡智識 の及ぶ所を計るに'

以て復た進むこと無からん.縮かに自ら探らず ､枇ち諸家 の長ずる所を宋り'附するに己が意を以てす｡

揚子之文簡而奥｡唯其簡而奥也故難知'学者多以薦諸子而忽之‑･
･
･
光少好此書､研精靖慮､歴年己多｡今老兵｡計智識所
及､無以復進｡病不日挟､軌采諸家所長'附以己意｡(司馬光 ｢司馬温公注揚子序｣
)

｢文義至 って深く ｣｢簡 にして奥 ｣と いう評債は'楊雄 の文 '特 に ﹃法言 ﹄に関してしばしば言われるも のである｡司
⑳
馬光 に先 んじて注樺を加えた宋成もへ｢文は高くして絶え '義は秘かにして淵 ｣(
｢進重虞註揚子法言表｣)と述 べて い る ｡

を

いずれも文義が深遠であると いうのだが､これはまた定軒 にも言われる｡蘇韓 の評を見よう｡
かざ
文 る｡若 し之 を正言せば '則ち人人之 を知 らん｡此れ正しく所 謂
揚雄は好んで難深 の詞を薦Lt以て浅易 の説

る離畠箸刻なる者 にして､其 の太玄 ･法言は皆な是の類なりO

揚雄好為銀深之詞､以文浅易之説｡若正吉之'則人人知之臭｡此正所謂離島纂刻者､其太玄 ･法言皆是頬也｡(蘇拭 ｢輿
謝民師推官書｣
)

蘇輔 は ｢好んで難深 の詞を為し'以て洩易 の説を文る ｣と､解り にく い言葉 で洩はかな説を飾りたてて いると いう｡

｣

このような解り にくさには､経文を溶け込ませたことに理由があるよう に思われる｡﹃法言 ﹄は､基づく摩書 の語句 を
⑳

想起した上で'
内容を理解しなければならな いのであるから'
確かに解りにく いはず である｡｢難深 の詞 ｣｢離島蒙刻
と許されても仕方があるま い｡

ではこのよう に解り にく い ﹃法言 ﹄を喜 ぶのはなぜであろうか｡司馬光 の語で言えば '｢研精して靖慮する こと'

歴年己 に多 し ｣と長期 にわたり '繰り返し ﹃法言 ﹄を開講したことに理由がありそう に思われるO長期 にわたり詳細

に研究して (研精)徹底的 に考慮したならば (
喝慮 )
'援用された摩文は十分 に理解 されよう｡そのような司馬光 には

﹃法言 ﹄の解り にくさは感 じられず ､｢聖人と是非を同じくし ｣｢経 ｣に適 った書物として讃むことができたよう に思

われる｡経書 の語句 が散りばめられ､聖人 にたがうこと のな い封話集 に身をゆだねることができたならば ､経書 の海

に浮かぶような快禦さえ感じることができた のではな いだろうか｡内容 への批判が多 い割 に'侯芭 ･李軌 ･宋衷 ･柳

宗元 ･宋成 ･呉秘 ･司馬光 ･江条章と い った人 々が ﹃法言 ﹄に注樺を施した のは'｢研掃海慮 ｣の成果を示す必要 が感

じられたからに遠 いあるま い｡文義が深遠 でわかりにく いと いう問題を解決するためには'注梓 の需要も大きか った
はずである｡

桓譜と司馬光はそ の文を ｢文義至 って深く ｣｢簡 にして奥 ｣と評債するが､内容 に ついては多くを語 らな い.他方

蘇輔は ｢湧易 の説 ｣と非難して いる｡このように'﹃法言 ﹄を構える者は表現を評債Lt非難する者は内容 を難ず る傾
⑩
向が見られるのである ｡

しかし既 に第五章で ﹃法言 ﹄の序 に見たとおり'この書 は諸子が聖人をそしり'太史公が経に謬 って いたために著

されたのであ った｡諸子や太史公 の誤りを正すために執筆された のであるから､聖人や煙書 に適 ったあり方 を示す こ

とに著述 の目的 があ ったはず である｡だからこそ経書 と 一億化するかのごとく､経書 の語句を文中 に溶け込ませて い

たとは既 に論じたところである｡ならば晃公武 の批判 のよう に ｢自ら得る者少く ｣｢斬断然として影 の形を守るがごと

し ｣となる のは嘗然 のことであろう.むしろ本来 の聖人像 '経書 のあり方を継承することに意味があるのであ って'

革新的で猫別的な内容は不要だ った のである｡そ の結果 '復古的な内容となり非難を受けるのだが'これはある意味
﹃法吉 ﹄の表現
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で仕方 のな いことであり'むしろ経文を自在 に散りばめ､文中 に溶け込ませた表現方法 こそ'昔時 にお いては稀有な
ことと評償されるべきなのである｡

だからであろう｡後 には ﹃法言 ﹄を継ぐ者 が何人も現れる｡胡鷹麟は ｢論語 に擬する者 ｣として ｢揚雄 ﹃法言 ﹄
､

張融 ﹃家語 ﹄
､梁武帝 ﹃孔子正吉 ﹄
'王通 ﹃中説 ﹄
､王勃 ﹃次論語 ﹄
､宋辞掠 ﹃孔子集語 ﹄
｣を奉げ (
﹃少室山房筆叢﹄撃 二･

煙籍曾通 三)
､朱奔尊 ﹃経義孝 ﹄は巻 二六八から二八〇 の十 三等を ｢擬経 ｣にあてて いる｡楊雄 の後'少なからざる者
が､経書 に擬する表現を用 いて いるのである｡

また'この孝至簾 の ｢聖人不加蔦 ｣には､﹃孝経 ﹄の ｢子 日‑‑夫聖人之徳 '又何以加於孝平 ｣と いう文 の影響 が考 えられ る｡

‑孔子在川上 日 ¶逝者如斯夫 '不舎査夜 ﹄此之謂也 ｣
｡

また､﹃春秋繁露 ﹄山 川煩 にも ､ これ に頬す る理解 が見える｡｢水則源泉混混捻転 ､重夜不喝 ､既似力者 ｡盈科後行 '耽 似持 平者 ‑

と ﹃左氏倦 ﹄﹃論語 ﹄など の侍 に明確 な直別 をしな いことから､小論 では虞義 の意味 で用 いる ことにする｡

｢経書 ｣と いう語 は､狭義 では五経 の書 を意味し ､虞義 では十 三経や侍を含 んだ経部 の書 を指す が､﹃法言 ﹄では楊 雄 が五経 の経文

ぐれた能力 を後世 に顛讃せんとして いたも のではなか ったか･
･
･
･
･
･
｣
｡

て 'そ の自由意志 を髄 制内 に留保す る揚雄 は､自 ら の忍従生活 の反照として､著述活動 を通じ '自己 の知識 を先聖 と戦 わせ ､そ のす

に注目し､次 のよう に述 べておられる｡｢個人 の主値性 が支配 機構 としての制度 によ って厳格 に拘束される昔時 の官 僚杜骨 の中 にあ っ

郎 ｢西漢末知識人 の意識構造‑ 揚雄 の場合‑ ｣(﹃東洋撃 術研究 ﹄第 二七巻別冊 ､ 一九 八八年 ､東洋哲学研究所 )も ､楊雄 の著述活動

拙論 ｢﹃漢書 ﹄揚雄侍所収 ｢揚雄自序 ｣をめぐ って ｣(﹃撃林 ﹄二八 ･二九銃 ､ 一九九 八年 '中 国重文研究合 )参 照 ｡また ､膏木哲

① 楊雄 の姓 に ついては段 玉裁 の説をうけ ､｢楊 ｣字を用 いる｡﹃経韻樟集 ﹄巻 五 ｢書漢書楊雄侍後 ｣参照｡
②

③

④

⑤

⑥

⑦

﹃法言 ﹄にお いて､経書 の文をそ のまま抜き出した用法は､約三分 の 一から半数 の章 に見られ､経書 の句法だけ用 いた章は'約四

なお ﹃准南子 ﹄の引用する ﹃詩経 ﹄の句 については､戸川芳郎 ｢
﹃准南子 ﹄所引 の詩句 について ｣(﹃日本中園学食報 ﹄四三､ 一九

分 の 1程度と思われる｡もちろん見方 によ って襲わるものであるから'あくまでも試算 の結果に過ぎな い｡

九 1年 )がある｡また漢代 における経書 の引用 に関しては内野熊 一郎 ﹃漢初経書撃 の研究 ﹄(一九四 二年 ､清水書院 )や'黄錦鑑 ﹃案
漢思想研究 ﹄(一九 七九年 '撃海出版社 )に詳し い｡

⑧ 董仲野が ﹃春秋 ﹄を規範 として政治を行な った ことがよく知 られており､﹃後漢書 ﹄鷹劾博 にも次 のよう に見える｡｢謬西相童仲野

老病致仕 '朝廷毎有政議 ､敷遷延尉張湯親至随巷 '間其得失｡於是作春秋決獄 二百三十 二事 ､動以経封､言之詳臭 ㌔ そして ﹃公羊董

仲野治獄十六第 ﹄(﹃漢書 ﹄重文志 二ハ蓉 ･春秋 )の侠文は三 春秋 ﹄を用 いて裁判 の判決を下して いたことを示して いる (侠文は､

馬園翰 ﹃玉函山房輪侠書 ﹄
､黄爽 ﹃責氏逸書考 ﹄所収 )
｡この外 ､﹃尚書 ﹄も同様 に用 いられ､﹃産 ﹄が法 に近 い規範 であ ったことが
厚琴 ﹃儒学輿漢代杜合 ﹄(二〇〇二年 '賛魯書社 )に論じられて いる｡

叫
周 飛姐爪
朝﹄
｣(間紳 )
'｢親書者誓諸観山及水.升東款而知衆山之荊魔也 ｡況介丘

⑨ 間紳篇 '吾子第 の原文 は以下の通りである｡｢或間 ﹃聖人之経不可使易知輿 ﹄
｡日 ﹃不可｡天俄而可度 ､則其覆物也浅黄 ｡地俄而可
測 '則其載物也薄臭 ｡大哉｡天地之烏寓物郭 ､覇

平.浮浪海而知江河之悪陀也｡況枯津平｡舎舟飼両津乎薄着 ､末夷｡
.舎五経 両帝乎道者 ､末実.棄常珍而噂乎異鰐者 '悪親其識味也｡

委大聖而好乎諸子者 '悪親其識道也 ｣(吾子 )
｡なお､楊雄 の煙毒観 に関しては､池田秀三 ｢﹃法言 ﹄の思想 ｣(﹃日本中園学舎報 ﹄二

﹃金谷治中国思想論集 上巻 中国古代 の自然観と人間観 ﹄(一九九 七年 '平河出版社 )所収 ｢漢代 の今古文撃 ｣も ｢揚雄は ﹃論語 ﹄

而仕京師黒名'敷島朝廷在位賢者栴君平徳｡･
･
･
･
･
･
及雄著書吉富世士'栴此 二人 J
.

於成都市･
･
･
‑･
裁日閲数人 '得百鏡足自養 '則閉韓下簾而授老子｡博覧亡不通､依老子 ･巌周之指著書十飴高言｡楊雄少時従落筆､以

‑君平卜笠
F漢書 ﹄王貢爾襲飽侍 に次 のよう にある｡｢其後谷 口有鄭子県 '苛有厳君平｡皆修身自保 '非其服弗服､非其食弗食｡‑･

見 ﹄則讃為悼｡説文 ﹃樽 ､明也 ﹄
｣とする｡小論では呉秘 ･江柴賓 に従 い'｢卓 ｣字を ｢明らか｣と解滞した｡

｢不謬者卓臭 ｣の ｢卓 ｣字 に李軌は ｢卓 '遠 ｣と注するが､呉秘は ｢卓然可見 ｣と注し'江柴賓義疏はこれを承け'｢呉云 ﹃卓然可

九､ 一九 七七年 )や前掲 の喬木論文 に詳し い｡
⑩

⑪

⑫

に模倣して ﹃法言 ﹄を著わし､﹃周易 ﹄に因んで ﹃太玄 ﹄を創作 したが､とくに ﹃太玄 ﹄には彼 の新し い世界解樺と理想が寓されて い
﹃法吉 ﹄の表現
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る｡今文官撃 に見きりを つけた揚雄は､劉款 のよう に古文テクスト に向 かうかわりに'自ら経典を つくり出したのである ｣とされる｡

｢百官歳 ｣については､佐藤達郎 ｢漢代 の古官簾 語注篤 (上 )
｣(﹃大阪樟蔭女子大学 [
撃蜜学部 ︼
論集 ﹄第 三九競 ､大阪樟蔭女子

大学 [
撃要撃部]
学術研究委員会 '二〇〇 二年 )
'福井佳夫 ｢揚雄 の ﹃百官歳 ﹄について (上 )(下 )
｣(﹃漢文教室 ﹄第 一四三 ･四既 '

⑬

の模倣なのである ｣と述 べておられる｡このほか､﹃法言 ﹄と ﹃論語 ﹄については帥和順 ｢揚雄 ﹃法言 ﹄と ﹃論語 ﹄｣(﹃論語 の思想史 ﹄

大修館書店 t l九八 二 ･三年 )がある｡頑井論文は特 に ﹃法言 ﹄が ﹃論語 ﹄を模倣することについて ｢思想的共感 に基づ いたがため

松川健 二編 '汲古書院' 一九九 二年 )がある｡

竿篇云､法語之言､能無従乎 '﹃孝経 ﹄細大天草 云､非先王之法言不敢道 ､﹃苛子 ﹄大略第､少言而法 ､君子也 ､此楊君名書之脂也 ｡

⑭ 江柴賓 ﹃法言疏置 ﹄(宣統三年 ､呉解江氏金薙琳墳膏 '排印 )は､題注で更 に ﹃萄子 ﹄大略も引 いて次 のよう に説く｡｢﹃論語 ﹄子

｢語 ｣については貝塚茂樹 ｢論語 の成立 ｣｢国語 に現れた説話 の形式 ｣(ともに ﹃貝塚茂樹著作集 ﹄第 五等 ' 一九 七六年 ､中央公論

﹃荘子 ﹄人間世篇記孔子答葉公子高語 '再引 '｢故法吉日｣
､則似孔子之時巳有俸記名法言者 ､楊君襲之 ｣
｡

社)
､小南 一郎 ｢語から説 へー中 国 における ﹃小説 ﹄の起源をめぐ って‑ ｣(﹃中国文学報 ﹄第五十冊 ' 一九九 五年 ､京都大学文学部

⑮

撃曹 )がある｡

中園話中国文学研究室 )
'谷 口洋 ｢P国語 ﹄﹃論語 ﹄における ｢語 ｣について ｣(﹃日本中国学合報 ﹄第五十集 ､ 1九九八年 '日本中国

｢彫畠蒙刻 ｣とは､﹃法言 ﹄吾子篤 の ｢或間吾子少而好就｡日､然｡童子彫畠蒙刻｡俄両日､杜夫不烏也 ｣の語 に基づくが､内容 よ

〜 一九八〇年 ､影印 )冒頭 のものに擦り､司馬光 ｢司馬温公注揚子序 ｣は ﹃宋版揚子法言 ﹄(一九八八年 '巴萄書社 ､影印 )によ った｡

⑯ 宋成 ｢進垂虞註楊子法言表 ｣は ﹃纂園互註楊子法言 ﹄(｢中園子撃名著集成 ｣所収 '董北 ､中園子撃名著集成編印基金合 t t九 七八

⑳

ここに奉げた者以外 の許僧は'藍秀隆 ﹃楊子法言研究 ﹄附録 (一九八九年 '童北 '文辞出版社 )や陳頑演 ﹃揚雄 ﹄第八章 (一九九

りは表現を重税する辞賊と いうも のを論じた語であることを指摘しておく.
⑳

三年､董北 ･東大園書公司､世界哲撃家叢書 )などに整理されて いるので参照された い｡

