序 からみた秦漢期 の著作

は じ め に
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古来 ､著作 には序 を附するなら いがある.序 には､しばしばそ の執筆経緯や目的などが記される ので'著作 を論ず

る時 には特 に重要視されてきた｡それは'例 えば ﹃史記 ﹄と いう書物 に ついて'太史 公自序 を全く参照せず に論じょ

うとする のが､不可能 に近 い行為 であることからも理解されよう ｡だが太史 公自序と いう序を ﹃史 記 ﹄と の関わりで

取り上げ ることはあ っても､ ﹃漢書 ﹄叙侍や ﹃漢紀 ﹄目録井序 と比較する ことは これまで行なわれて来なか った ｡ つ

まり序 は'著作 を論ず るために､個別 にはたびたび取り上げ られてきた のであるが､序 と いう範噂 の中 で序を相 互に
比較検討する ことは行なわれて いな いのであるO

そ こで小論 では'時代 を直切 って幾 つか の序 を集 め'序 の概観 を試 みてみようと思うOそうすることによ って'序
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をも つ著作 の執筆経緯や目的 を比較す ることが可能 になり ､著作 の制作状況 を解明する こと につながると考えるから

である｡今 回は時代 を秦漢 に限る こと にするが'それは著作 の制作状況 を考える場合 '秦 から後漢末 にかけて の時期
①
は'次 の観音南北朝期と直別した方 がよ いと思うからであ る ｡

早速 にも序 を列挙 して比較検討 を加えた いと ころだが､そ の前 に序 とは何 かを定義する必要 がある｡なぜなら 一口

に序と言 っても､全て の序 が序と名附けられて いるわけではなく､中 には序 の役割 を果 たし っつも､著作 の本文中 に

叙､次第也｡ ︹説文解字,三下 ︺

埋没してしま って いる例 もあるからである｡そ こで序 とは何 かを考えなければならな いのだが､意外 に定義 を下す こ

序 ･緒也 . ︹
詩･周頒･閏予小子･毛侍 ︺

とは難 し いO試み に ｢序 ｣や ｢叙 ｣字 に関す る解樺を幾 つか挙げ てみよう｡
叙 ､緒也 ｡ ︹爾雅 .樺誌上 P
序着衣事 o ︹文心離龍 ･論説 ︺

以上 がこれから概観してみようとす る秦漠前後 に､序 を説明する文である｡ ｢序 ｣ ｢叙 ｣は' ｢端緒 ｣ ｢次第 ｣を意

味すると いう こと になろうが' いず れも字義 の解樺 にとどま っており ､序と いう文健 を論 じたも のではな い｡もちろ

ん序と いう文麿を考える場合 ､序 はこの ｢端緒 ｣ ｢次第 ｣の意 から派生して名附けられたとは考えられるが､序 の定

義を行なおうとす る場合 ､このような字義 の解揮 だけ に頼る のは極 めて危険な ことであろう｡以上 のような字義 の解

樺 からは､この頃 にはまだ序 と いう文髄 がど のようなも のである のか'明確 に定義 されて いなか ったと考える方 がか
③
え ってよ いよう に思 う ｡そ の結果 ､まず序 と名附けられた文章自髄 に検討を加え '序 と いう文題 のも つ性質 を捉えな

( 一)‑

序 (叙 )と題された文 について

ければなるま い｡そ こで次章 にお いては'秦漢期 の序 を集 め､そ の性質 を考える こと にする｡

一､序 の要素

まず '序 (
叙)と題された秦漢期 の文章 を抜き出してみよう｡ただし'序と いう文髄 の性質を明確 にするのが目的

1 ﹃呂氏春秋 ﹄序意

6 ﹃漕夫論 ﹄叙録

2 ﹃史記 ﹄太史公自序

7 ﹃風俗通義 ﹄序

3 ﹃法言 ﹄ 序

⑥

8 ﹃(
前)漠紀 ﹄目録井序

であるから'書物 に封して附されたものを封象とし'そ の書 の執筆編纂 に直接摘わ った者 による文 に限定しておく｡
④
更 に､成立事情に多く の問題を抱える﹃毛詩 ﹄﹃尚書 ﹄の序をひとまず除外すると､以下 の八第を見出す ことができ る ｡
⑤
4 ﹃漢書 ﹄叙侍

5 ﹃説文解字 ﹄叙

この八篇 の序に共通する要素として､次 の四鮎が指摘できよう｡

まず その置かれた位置である｡現行本で﹃風俗通義 ﹄﹃漢紀 ﹄が冒頭 にあるのを除けば'す べて末尾に配されて い る ｡

これは ﹃史記 ﹄ ﹃漢書 ﹄を根接とするまでもなく､本来序は末尾 に置く のが通例であ ったためと考えられる｡ ﹃風俗

通義 ﹄ ﹃漢紀 ﹄が冒頭 にあるのは'撰者が本来 の位置を改めたか'後人 によ って末尾から冒頭に位置を襲えられたた

めであり'例外であると思われる｡末尾に置くのが通例とな った のは'序を全篇脱稿 ののちに執筆したためであろう.
それを裏附ける鮎として'また以下の要素が奉げられる｡

それは､序 の中 にそ の書 の全篇名を記すことである｡ ﹃呂氏春秋 ﹄と ﹃風俗通義 ﹄以外 の六書はみな'そ の書 の全

篇名を記して いる｡また ﹃説文解字 ﹄と ﹃漢紀 ﹄を除く各書 は､全篇名を列挙するのみならず '各簾 の要旨や執筆 の

目的を逐 1記して いるo ﹃漠紀 ﹄にいた っては'目録井序と いう名 の通り目録として猫立させ'現在 の目次 の形態を

備えて いる｡このことから目次は序から生じた可能性さえ指摘 できよう｡序が全書編集 の最終段階 に執筆された ので

あれば ､目録もそ の際 に作成された のであろう｡確かに目録は全篇執筆終了後 の方が作成しやすく､誤りも最小限 に

抑えることができる｡そしてこれらの目録 には､全篇名 がみな現在 の配列通り に挙げられて いる｡逆 に考えれば ､こ
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の目録が作成されて いたために'各筒 の配列が目録通り保存されてきたのでもあろ う

｡

六 二

このことは'目録及びそれを含む序が費生した目的を考察する上で､きわめて重要である.つまり､執筆終了後 に

全篇名 を序に記すことによ って'全篇 の配列が目録通り保存されてきた のであるから'序 に目録を記したために'全

篇 の配列を保存し､各簾 の侍存をも成し遂げた ことになるのである｡そうであるならば ､序 に目録 を記した目的とし

て'全篇 の配列を保存 Lt各簾を保存することが考えられて いても､全く不思議はな いよう に思われるからである｡

さらに言えば'序字 には先 に見た通り ｢次第 ｣の意 があることから､序はむしろ全篇 の ｢次第 ｣を整え､全髄 の構成
⑧
を序次して指し示す目録 から草生した可能性さえ考えられるのであ る ｡果たして目録 から序が尊生した のか'先 に考

えたように序 から目録 が生まれた のか､明らかにはしがた いが､秦漢期 にお いて序と目録が非常 に密接な関係 にある
ことは理解されよう｡

第三鮎としては､目録 のみならずそれを含む序が著された目的 に､この保存と いう ことが考えられて いた のではな

いかと思わせる要素があるCそれは書物全膿 の字数を示して いることである｡字数を示す のは ﹃史記 ﹄ ﹃説文解字 ﹄
⑨
﹃風俗通義 ﹄ ﹃漢紀 ﹄に限られ るが､全篇名を記す のと同様 に､その書 の全髄を保存する目的があ ったことを示唆し

て いよう｡無論 '字数 をわざわざ記す のは､そ の多さを誇る意味もあ ったかもしれな い｡しかし'序 ではな いが簡腰

高書 (銀雀山出土 ﹃孫膿兵法﹄など)の各第 にもしばしば字数 が記されて いることから､秦漢期 の執筆物は全般 に､保

存を濠想以上 に強く意識して いたことが推測される｡この鮎は今後 この時期 の執筆物 の制作状況を考えるとき'特に
重税されなければなるま い｡

四鮎目 の要素は表現である.序 にはほぼ必ずそ の書や作者 の償値 を高 めるべく､褒め讃える表現が見られるのであ

る.序 によ って表現 のしかたは異なるが'書物 の内容を自ら栴讃したり'そ の書 のも つ意義を主張することによ って､

その書 の債値を宣揚して いるのである｡このような表現上 の差異はそれぞれの制作状況 の違 いをあらわして いると考

えられるので､内容 の検討は後 に譲ることにする｡しかしながら'本文 の執筆を終了した後 に添える文であれば､讃

辞や襲節をも ってその書物 の結びを飾ろうとする のは､きわめて自然な行為 であると思う｡特 に小論は'その書 の執

筆編纂 に直接摘わ った者 による'書物 に封して附された序を封象として いるので､序 の執筆者 のその書 に封する自負

が'そ の書や作者 の償値を高めようとする表現をとることにつなが ったも のと考えて いる｡

多少 の例外 はあるも のの､①末尾に置かれ､②篇名 の列挙 '③繰字数 の明記'④苦節などの述 べられて いることが'

秦漢期 の序 に多くみられる共通 の要素 である｡次 にはこの四つの要素 に鑑み つつ'篇名 に序 (
叙 )字を附して いな い

｢
序 ｣と言われる文 について

が序 の役割を果たして いる文章を検討することにした い｡

二､序 の要素 (二) I

序と題されては いな いが'序と言われてきた文は決して少なくな い｡小論 にはまず序と いう文髄 の性質を明確 にす

10 ﹃有子 ﹄桑問

11 ﹃准南子 ﹄要略

12 ﹃論衡 ﹄封作 ･自紀

る目的があるので､ここではそ の中 でも前章 で指摘した序 に共通する四 つの要素 に照らし合わせ､確賓 に序と言 いう
⑲
るものに考察 を限ることにする｡
すると次 の四篇 が'
序と題して いな いが序 の役割を果たして いる文章と考えられる ｡

9 ﹃荘子 ﹄天下

⑬

以下､この四簾 の概略をたどりながら､序と考えられる鮎を検討し､序 のも つ性質 ､特 にその表現について更なる
考察を試みよう｡

﹃荘子 ﹄天下篤は序と名附けられては いな いも のの､従来しばしば ﹃荘子 ﹄全髄 の序と言われてきた部分であ る O
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四

この篤は ﹃荘子 ﹄三十三篤 の最後 に位置してお り '三十三篤 の篇名や字数は記されて いな いが' ﹃荘子 ﹄と いう書物
全億 に讃辞を添えて いる｡

天下第は ｢天下 の方術を治むる者は多 し｡皆な其 の有を以て加ふべからずと為す.古えの所謂る道術なる者は'果

たして悪くにか在る｡日く在らざることなしと ｣の文で始まり､ ｢古え の所謂る道術なる者 ｣の所在をたずねて先秦

諸子をひとしきり批判した後 ､ ｢関戸 ･老胴か､古え の博大なる異人なるかな ｣と関戸 ･老子を ｢異人 ｣と褒め讃え

る｡そして最後 に ｢(荘周)庖言を以て量街を為 し､重言を以て異を為し'寓言を以て虞を為す｡濁り天地 の精神と

往来して'寓物 に敦侃せず ｣と荘周とそ の言､つまり ﹃荘子 ﹄に解れて いるが､そこでは ｢鼻を為し‑･
･
･
虞を為 し･
･
･

‑天地 の精神と往来する ｣ものと讃節をおく つて いる｡これは明らかに他 の諸子を批判すること によ って'荘周や関

戸 ･老附 の優位を際立たせて いるのである｡更 に ｢其 の書項埠なりと錐も'而れども連狩傷ふ元し｡其 の新参差なり

と錐も､而れども誠読観る べし ｣のように' ﹃荘子 ﹄と いう ｢書 ｣と ｢其 の節 ｣も栴讃して いるO ｢書 ｣は囲持して

道理をやぶることがなく (｢
連狩傷ふ元し｣)､ ｢箭 ｣は奇抜でみごとなも のである (｢談論観るべし｣)と いう言 い方

は' ﹃
荘子 ﹄の償値を誇り世に宣揚しようとしたものであろうOこのような表現が ﹃荘子 ﹄と いう書物 の末尾におか

れて いるのであるから､この天下第は荘周とその書 ﹃荘子 ﹄に封して栴讃 の軒を加えるも のであると言えよう｡

﹃苛子 ﹄亮間筒は､ ﹃有子 ﹄三十 二第 の末尾 にあり､主 に亮 ･舜をはじめとする賢者 の言行を語る篇であるが､そ

の最終章が萄卿と ﹃萄子 ﹄と いう書を褒 め讃える章とな って いる｡この章もまた篇名や字数を記さな いが'やはり序
⑬
と評されて いるものであ る ｡

この章 の内容は､萄卿個人 への襲辞が中心ではあるが､ ﹃萄子 ﹄と いう書物全髄 への讃静もみえる｡そこには次 の
ようにある｡

は 締 ま

せま

説を為す者は'孫卿は孔子に及ばずと日ふも'是れ然らず｡孫卿は乱世に迫られ厳刑 に 鯖 られ'上に賢主なくして
し
め
下は暴秦に遇ひ‑‑孫卿も将に聖たらんとするの心を懐き つつ伴狂の色を豪り､天下 に 現 すに愚を以てす｡⁝⁝今 の
を
さ
り過ぐる所は化すo其の善行を

学者､孫卿 の遺1
1
1
1
E
除数を得れば､以て天下の方式表儀と為すに足り､存する所

観るに孔子も過ぎず｡世 の詳らかに察せずして聖人に非ずと云ふは奈何ぞや｡天下の治まらざるは､孫卿 の時に遇は
ざればなり｡

章末 の ｢天下 の治まらざ るは､孫卿 の時 に遇はざればなり ｣と いう表現は '孫卿 がよ い時代 にさえ遭 ったならば '天

下は治ま つたと主張して いる のであり ､そ の結果 ｢孫卿は孔子 に及ばず と 日ふも､是れ然 らず ｣､ つまり孔子 にも及

ぶ者とまで萄卿 を褒 め讃 える のである｡ ﹃有 子 ﹄と いう書物 に ついては' ｢今 の学者 ､孫卿 の遺言除数を得れば ､以
をき
て天下 の方式表儀と為す に足り ､存す る所 は 締 まり過ぐる所は化す ｣と いう文 がみえ へ ﹃萄子 ﹄と いう書物 によ って

｢孫卿 の遺言除数を得れば ｣､ ｢天下 の方式表儀と為す に足 る ｣と ､ ﹃萄子 ﹄のも つ償値 を宣揚 して いる｡

このよう に ﹃荘子 ﹄天下筒と ﹃有子 ﹄尭 間篇 は ､字数 ･篇名 こそ記さな いが､書 の末尾 におかれ ､それぞれ に荘 周 ･

﹃荘子 ﹄'苛卿 ･﹃有 子 ﹄への讃箭とな って いる｡特 に荘周と萄卿 と いう個人 に封して讃欝を惜しまず ､ ﹃荘子 ﹄ ﹃萄

子 ﹄の本文 のほぼ末 尾 に置かれて いる ことから '天下篇と尭間篇 はとも に荘周 ･苛卿自身 の筆 になるも のではなく､
⑭
後学 が ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄定本編集 の最終段階 で巻末 に附した ことを橡想 させ る ｡そして天下第 ･尭間筒 のよう に'編

集 の最終段階 で添えられた末尾 の讃軒 は '序 と いう文優 の 1つの源流 であるかもしれな い｡それはこの雨篤 が'序と

して ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄と いう書物 の内容 を説明す ると いうよりも '両書 と荘周 ･萄卿と いう個人 に封 して栴讃 の欝を

おくること に重鮎 をおき つつ'同時 に ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄と いう書物 の債値 をも宣揚しており '末尾 におかれた序 ､も
しくは蚊 の意味 をも って いるよう に思われるからである｡
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次 に ﹃准南子 ﹄要略をみてみようo要略は ﹃准南子 ﹄二十 1篤 の最後 に置かれ､ l第 の紙幅を割 いて ﹃港南子 ﹄と

いう書物全髄を詳細 に語 って いる.字数 の記載はみえな いが'篇名は現行本 の順 に逐 1説明を加え つつ列挙されて い
る｡

この篇 はまず ｢夫れ書論を作為するは､道徳を紀綱し､人事を纏緯する所以なり ｣と作成 の動機から述 べ始 め' ｢道

徳を紀綱Lt人事を経緯する ｣ために ﹃港南子 ﹄二十篇を著すと言う｡ ｢二十第 ｣とは要略を含まな い数 であり'篇

目にも要略は挙げられて いな いD つまり要略は ﹃港南子 ﹄の他 の二十第とは異なり'本論以外 の簾として扱われて い

るのである.績けて ｢原道は‑･
･
･
､倣異は‑･
･
･
｣と二十篇 の要鮎を順 に説き つつ､各篇執筆 の目的や相互 の繋がりを

説明して いる｡この ﹃港南子 ﹄要略以上 に'各篇それぞれ の意義を子細 に説く序はな い｡それほど の力 を込めて説明

⑩

した上で､次 には古来 より の諸子学説が現れた歴史的必然を論じて批判を加え'最後 に ﹃港南子 ﹄と いう書物編纂 の
⑮
必要性を説き､ ﹃准南子 ﹄に封する讃静をも って結ばれて い る ｡

この簾は要略 の名が示す通り､ ﹃港南子 ﹄と いう書物 の要鮎を述 べることに大半 の意が注がれて い る ｡既述 のとお

り各第 の要鮎 をあげ ､そ の意義や債値を逐 1説明して いるのだが'全 二十第 に及んで説明を行な って いる ので､結果

として ﹃准南子 ﹄と いう書物全膿 の意義 ･債値を説明すること にな って いる｡もちろん ﹃港南子 ﹄と いう書物 の意義 ･

債値を､そ の書 の中 で説明するのであるから'そ の語は栴讃 の鮮とな って いる｡しかも要略は他第 に比肩 しうる程 の
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量を備えながら､他 の二十第とは直別された篇な のである｡以上 の鮎から'要略は序と名附けちれては いな いが'序
の役割を十分 に果たして いる篤と言えようo

﹃論衡 ﹄では末尾 に置かれた封作 ･自紀雨簾 が序と言われて い る ｡ともに問答形式をと って いるが'封作 は ﹃論衡 ﹄
⑳
と いう書物 の序で'自紀 は王充 の自俺 の意味合 いが強 い｡現存する八十五第 の第日や字数は記されて いな い が ､両篇

ともに ﹃論衡 ﹄の意義を強調するのに務めており､ ﹃論衡 ﹄を大きな慣値を備えた書として讃えて いる｡

封作では ｢論衡 の造らるるは'衆書 の遊び に章を失ひ'虚妄 の言 の異美 に勝るに起 こるなり ｣のように､ ﹃論衡 ﹄

作成 の目的として ｢衆害 の違び に賓を失ひ'虚妄 の言 のm
J(
美 に勝る｣後漠 の状況を指摘し'また ｢論衡 の九虚 二二櫓

は'俗をして章誠を務めしむる所以なりO論死 ･訂鬼は俗をして喪葬を薄からしむる所以なり ｣と､ ｢九虚 (
書虚よ

り道虚に至る九篇)｣ ｢三増 (
語増 ･儒増 ･垂増の三篇 )｣ ｢論死 ｣ ｢訂鬼 ｣篤 の執筆目的が記されて いる｡ l方 ､自紀

はどちらかと いえば王充 の出身や性格 についての記述 が多 いが､ ｢偽書俗文 の多 く賓誠ならざるを傷み､故 に論衡 の

書を為る ｣のような'前記 の封作 の文 にも似た ﹃論衡 ﹄執筆 の意圏を説く文がある｡このよう に ﹃論衡 ﹄の封作 ･自

紀は ﹃論衡 ﹄作成 の目的を説明し'その必要性を主張する｡そのため ﹃論衡 ﹄と いう書 をただ栴讃するのではなく'

﹃論衡 ﹄のも つ意義や債値を説くことで､讃軒 に代えて いる面がある｡例えば封作 に ｢論衡は細説微諭し､世俗 の疑

を解樺し､是非 の理を頼照Lt後進をして然否 の分を暁見せしむ ｣と いう文は' ﹃論衡 ﹄が論理 によ って是非を丁寧

に説明して いると言う のである｡このような表現は' 一見ただ ﹃論衡 ﹄のも つ意義や債値を説く文 に過ぎな いように

みえるが'王充自身が ﹃論衡 ﹄の末尾に添えた文として考えてみれば､作者王充が自作 への自負を表明し､ ﹃論衡 ﹄
を自讃した表現として理解できよう｡

このように ﹃荘子 ﹄天下' ﹃萄子 ﹄亮間' ﹃准南子 ﹄要略､ ﹃論衡 ﹄封作 ･自紀は､序と名附けられて いな いが､

末尾におかれ 'そ の書 や作者 の償値を高める栴讃 の辞や襲静が見られることから'序として考えてよ いと思う｡特に

序全髄 の撃蓮を概観Ltそれぞれのおかれた位置を考えてみれば､篇名目録や字数 の記載がなくとも､これらの簾を

序とす べきことがより明確 になるだろう｡そこで次 には序 の撃蓮を概観し っつ､著作 の制作状況も いささか考えてみ
ることにした い｡
序 からみた秦漢期 の著作

三'序 の 概 観

まず 'これまでに挙げた十 二部 の書物 に附された序 について､序 に共通する要素と考えられた'末尾 に置かれ'篇
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﹃有子 ﹄の如く'序は初め書 の末尾 に添えられた讃節であ った のが､後 に目録や全書 の字

○ ○ ×

の
ち

名 ･字数を記し'讃静が述 べられて いる鮎と の関係を表 にして確認しておこう｡

×

それが ﹃漢紀 ﹄の目録井序と いう形である｡

名目録を備えるようにな った のである｡
やがて目録は目次として猫立し､
序とともに末尾から冒頭 へと位置を移した｡

れて いた のである｡そして各篇を配列Lt全書 を保存する必要性が生ず るよう になるとともに､字数や篇名 ､また篇

が讃み取れる｡ つまり序と いうものが確立される以前は､ただ末尾に栴賓 の箭だけがおか

﹄
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数を記すよう にな った流

この表からは､
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このような撃選はまた'各書 の制作状況と合わせて考えられなければならな いだろう｡そこで序 の撃遷をより詳細

に把握し､そ こに表れた各著作 の制作状況を考えるために'更なる検討を績けよう.ここではこれらの序を､そ の内
容と制作状況 の性質から大きく四類 に分けて考えることにした い｡

1. ﹃
荘子﹄天下､ ﹃
有 子﹄桑間

第 l葉は ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄である｡既述 の通りともに荘周 ･萄卿 の筆 になるも のではなく､後学が ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄

編集 の最終段階で巻末 に附したも のと考えられた｡内容は他 の序 に比 べ'特に各書 の内容 に深く言及するものではな

く'どちらかと言えば関戸 ･老聯 ･荘周や萄卿と い った人物を讃えて いるようであ ったO各篇名や字数 の記述がな い

ことからも'書物よりもそれぞれ の人物を讃えることに重鮎 があるものと考えてよ いだろう｡

このことは南序 の執筆者 が荘周 ･苛卿 の後学であり､彼らによ って荘周 ･苛卿 に関する文章が集められて ﹃荘子 ﹄

﹃有子 ﹄が成立したことと深 い関わりがあるのではな いだろうか｡したが って文章 の纂集者たちが荘周 ･萄卿を崇拝

Lt爾筒 によ って栴讃 の欝を添えるのは､きわめて自然なことと思われるのである｡荘周 ･苛卿と いう存在が後学た

ちを惹き附け'荘 ･苛 に関する文章を彼らに集めさせるだけ の求心力をも って いた のである｡そうであるならば ﹃荘

⑳

子 ﹄ ﹃萄子 ﹄と いう書物は､荘周 ･苛卿 に関する文章 の保存 を 一つの目的として いるのであり'荘周 ･萄卿 に関する
⑲
一種 の文集としての意味も見出しうるだろ う ｡

2. ﹃
呂氏春秋﹄序意､ ﹃
准南 子﹄要略

第 二類は ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃准南子 ﹄である｡ ﹃呂氏春秋 ﹄序意篇は残閲 の可能性 がある 上､ ﹃呂氏春秋 ﹄の中でも十
序 からみた秦漢期 の著作

七〇

二紀だけ への序と考えられて いるが､十 二紀 に封する讃節は記されて いる.例えば ｢凡そ十 二紀は､治乱存亡

をさ

を 紀 む

る所以なり､毒天吉凶を知る所以なり｡上は之を天に撲り､下は之を地 に験 べ､中は之を人 に審らかにす.比 の若く

なれば '則ち是非 ･可不可遁るる所無 し｣と､十 二紀は治乱存亡 の秩序をたて'毒天吉 凶を知り'是非 ･可不可を全
て包括した著作と自ら誇 って いる｡

このように全てを包括しようとする志向は'同じ難家 の書とされる ﹃准南子 ﹄要略 にも見られる｡例えば篇末で ｢劉

氏 の書 の若きは､天地 の象を親 ､古今 の事 に通じ､事を樺 りて制を立 て､形を度りて宜しきを施す ｣と' ﹃港南子 ﹄

は天地 ･古今 に通じ ｢宜しきを施す ｣と言う｡これは天地 ･古今 のあらゆることに通じた上で ﹃港南子 ﹄が編纂され

たと誇るも のである｡ つまり ﹃准南子 ﹄は天地 ･古今 の全てを包括したも のと言 って いるのである｡言うなれば雨書

の雑家 に分類される理由 が､序意 ･要略 にもうかがえると いう ことではあるが'注意しておきた いのはこのような自

負や褒静はあくまで書物 の内容 に封するもので'呂不幸 ･港南王個人 には向けられて いな いことである｡

この鮎は ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄と明らかに異なる のだが､そ の原因はやはり各書 の制作状況 の差異にもとづくものであ

ろう｡ つまり ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄は'荘周 ･萄卿を崇拝する後学たちによ って編集され､天下 ･尭間も彼ら の筆 になる

ので'荘周 ･苛卿と いう個人 への讃静 がおくられた｡それに封して ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃港南子 ﹄は呂不幸 ･准南王を崇拝

する後学ではなく､経済力 の豊 かな呂不幸 ･准南王 のもとに集ま った食客たちによる執筆 ･編集である｡そ の結果､

序意 ･要略 には呂不幸 ･港南王個人 に封する苦はなく'も っぱら ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃准南子 ﹄と いう書物 への苦節 が記さ

れた のではな いだろうか｡食客と いう執筆者と､経済力を背景 にした､監修者である呂不幸 ･港南王と の関係が､序
意 ･要略と いう序 の内容 に反映して いるように思われるのである｡

3. ﹃
史記﹄太史公自序､ ﹃
漢書﹄叙偉､ ﹃
漢紀﹄目録井叙

次 に ﹃史記 ﹄ ﹃漢書 ﹄ ﹃漢紀 ﹄と い った史書を 一類としよう｡ ﹃史記 ﹄太史公自序は､司馬氏 の来歴 に始まり､司

馬談 の ｢六家要旨 ｣､ ﹃史記 ﹄執筆 の経緯や､上太夫壷蓬と の問答 ､各篇執筆 の目的 ･概説 (目録 )などが記されて

いる｡太史公自序 には司馬遷 の自侍と いう面もあるため､他 の序 に比 べるとかなり豊富な内容を備えて いるが'小論

では書物 に封して附された序を封象として いる ので'ここでは ﹃史記 ﹄と いう書物 について語る部分 のみをとりあげ

ることにするO ﹃史記 ﹄にも雑家 の書 に似て ｢天下 の放失せし啓開を岡羅す ｣と い った全てを包括しようとする志向
め
が見られるが'それとともに ｢頗れ六経 の異侍を 協はせ'百家 の難語を整零す ｣と いうような､特 にそれらを整合し
お
ようとする志向が見られる｡また ｢之を名山 に戒Lt副は京師 に 在き'後世 の聖人君子を侯 つ｣と言うように' ｢後
⑳
世 ｣ への強 い期待も見出せる｡この期待 にもとづ いて､ ﹃史記 ﹄と いう大部な書を保全し ｢後世 ｣ への確賛な俸達を
行なうために'全百三十第 の目録が作成されたも のと思われる.

を 函 み

それ に封して ﹃漢書 ﹄の叙博は'班氏 の来歴'班彪 ｢王命論 ｣､班圏 の自侍とその作品'漢王朝及び ﹃漢書 ﹄への
ふく
､古今 に通じ'

讃節 ､各篇執筆 の目的 ･概説 (目録)などを記して いる｡ ﹃漢書 ﹄にも ｢凡そ漢書 は‑‑雅故

文字を正し､惟れ撃林なり ｣と言うように､全てを包括しようとする志向が見られるが､ ﹃史記 ﹄ほど強 い後世 への

期待はうかが い難 い｡確 かに各篇執筆 の目的や概説を行なう目録はあるが､司馬遷が ｢後世 の聖人君子を侯 つ｣と言

うほど の強 い期待は見えな い｡ ﹃論語 ﹄泰伯 の ｢奴薮乎として其れ成功有り､換乎として其れ文章有り ｣の文を叙停

中 に引用することから分かるよう に､どちらかと言えば漢朝 の ｢成功 ｣を輝かし い ｢文章 ｣にすることに目的をお い

て いるようである｡そ の諾左として ﹃漢書 ﹄叙侍 には四字句が多用されて いることが挙げられよう｡特 に各篤 の概説

を行なで
つ部分は､その殆どが四字偶数句 で構成されて いるO ｢換乎 ｣たる ｢文章 ｣をも って､漠朝 の ｢成功 ｣及び ﹃漢
序 からみた秦漠期 の著作

書 ﹄を飾るも のと考えられよう｡

七二

そして ﹃漢書 ﹄を ｢砂摸し､略ぽ其 の要を撃 ぐ ｣と いう ﹃(
前 )漢紀 ﹄目録拝序は'漢史 を略述 し､執筆 に到る経

緯を述 べ､讃新を添えて いる. ﹃漢紀 ﹄にも ｢嘉れ亦た園 の常訓 '典籍 の淵林有り ｣のような全膿 の包括を言う語が

みえるが' ﹃漢紀 ﹄はそもそも ﹃漢書 ﹄を ｢酬略 ｣Lt皇帝 の ｢用に便有る ｣ことを目指したも のである｡にもかか

わらず ､同じ序 の中 に ｢凡そ漢紀は､法式有り'監戒有り'麿乱有り‑‑ ｣のごとく' ﹃漢紀 ﹄に備わ って いるもの

を列挙する文がある｡このように ﹃漢紀 ﹄序では､簡便でありながらも非常 に多くのものを中 に備えて いると自讃し

て いる｡多く のものを備え つつ簡便であると いう主張は､厳し い見方をすれば矛盾して いるのであるが､苛悦 の自作

への自負を表明したも のとしておくのがよ いであろう｡更 には ﹃史記 ﹄ ﹃漢書 ﹄にみえた全髄 の包括 への志向も､ 一
種 の自負 の表明と考えることが可能であろう｡

この史書葉 の序 について､これまでの二額と比較してみよう｡ ﹃史記 ﹄にも ﹃准南子 ﹄ ﹃呂氏春秋 ﹄同様 ､全髄を

包括しようとする意圏が見えたが'編集は司馬談 と遷 の父子によ って行なわれたも のである｡呂不幸や准南王ほどの

経済力をもたなか ったであろう父子は､太史公 の責務として包括を志した のであろう｡ ﹃史記 ﹄の構成は ﹃呂氏春秋 ﹄
⑳
の影響を受けて いると古来より指摘されて い るが､それは全髄 の包括を志向すると いケ編集方針が 一致して いる鮎 か

ら考えても､大 いに可能性 のあることと思われる｡ 1方 ﹃漢書 ﹄は､班固を中心 に編集され' ﹃史記 ﹄同様 に全髄を

包括しようとする意圏も見えたが､漢朝を賛美することに重きがおかれて いた｡更 に ﹃漢紀 ﹄になると ﹃漢書 ﹄を簡

便 にし､後漠戯帝 に奏上することを目的 にして いながら､全髄 の包括をも説 いて いた｡ ﹃史記 ﹄の場合 '通史 である

ことから'全髄を包括し得て いると言う ことは可能だろう｡しかし断代史 の ﹃漢書 ﹄を ｢古今 に通じ･
･
･
⁝惟れ撃林な

り ｣と言 い､それを更 に簡略化した ﹃漢紀 ﹄を ｢典籍 の淵林 ｣と言 いきるのは'いささか蹟緒される｡これらの語は'

それぞれ作者 の自負より生じた栴讃 の節とする べきであろう｡そうすればまた､ ﹃荘子 ﹄天下 ﹃有子 ﹄亮問 にみられ

た､弟子たちが ﹃荘子 ﹄ ﹃苛子 ﹄と いう書物 の償値を宣揚しようとして添えた､あの栴讃 の静 にも通じる性質をも つ

ものと理解できる｡弟子たちは荘周 ･萄卿 への崇拝から天下 ･亮間 の文を記したが､同時 にまた ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄と

いう書 のも つ債値を誇 って いた.このよう に書物 の債値を宣揚しようとするのは､やはり彼らが編集 に加わ った書物
に封する自負 に基づくものと考えられるからである｡

4. ﹃
法言﹄序､ ﹃
論衡﹄封作 ･自紀､ ﹃
潜夫論﹄叙録､ ﹃風俗通義﹄序

第四類は漢代 の諸子として' ﹃法言 ﹄序 ･﹃論衡 ﹄封作 ･自紀 ･﹃漕夫論 ﹄叙録 ･﹃風俗通義 ﹄序である｡まず ﹃法

を

或

は

言 ﹄序と ﹃潜夫論 ﹄叙録は､どちらも各筒 の目的や概説を行なう目録がそ の中心にある. ﹃法言 ﹄執筆 の目的が ｢雄
たわ
見るに諸子 の各 々其 の知を以て舛馳Lt大氏聖人を誌誓す｡即ち怪迂を為し'析群論辞し'以て世事 を 擁 め､中腎な
まど
Lt聞く所 に溺れて自 ら其 の非 を知らざらしむ｡‑‑故 に人 の時 に雄 に間

りとは経も'終 には大道を破りて衆

ふ者有れば '常 に法を用て之 に鷹じ'課して以て十三巻と為す ｣(﹃漢書﹄揚雄侍下)
と いうも のであり､ ﹃漕夫論 ﹄も

｢昔時 の失得を讃る ｣ (﹃後漢書﹄王符侍)も のであるから'世を是正しようとする執筆 の目的が共通して いる.そし

てそうした目的 がやはり撃方 の序 に表れて いる｡例えば ﹃法言 ﹄序 が ｢天 生民を降す に'僅個顧蒙として､惰性を
おし
窓 にLt聴明 開けず ｡諸れ に理を 訓 ふ｡撃行第 1を課す ｣と教育 の重要性を言うのと' ﹃漕夫論 ﹄叙録が ｢先聖 の

遺業'教訓より大なるは美し｡博学多識 にして､疑はしさは則ち間はんことを思ふ｡智明 の成る所'徳義 の建 つる所

なり｡夫子撃を好み､人 に海 へて倦まず ｡故 に讃撃第 一を鼓す ｣と言う のは'ともに巻頭第 一篤 の序 にお いて教育を
説 いておりへ雨筒きわめて近 い立場 にあると言えよう｡
序 からみた秦漢期 の著作
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また ﹃論衡 ﹄も既 に述 べた通り ｢論衡 の造 らるるは､葉書 の泣び に賓を失 ひ'虚妄 の言 の異美 に勝るに起 こるなり ｣

(封作 )' ｢
偽書俗文 の多 く賓誠ならざるを傷み､故 に論衝 の書 を為る ｣ (自紀)と世を是正しようと いう意園がそ の
ただ
序 に記されて いる｡ ﹃風俗通義 ﹄序 にも ｢言 流俗 の過謬に通じて'事 之を義理に該すなり｡‑‑政を為す の要は､

風を群じ俗を正すが最も其 の上なり ｣とやはり世 の是正を主題として いる.このように ﹃法言 ﹄ ﹃論衡 ﹄ ﹃漕夫論 ﹄

﹃風俗通義 ﹄の序 に共通する主張として､世 の誤りを是正し啓蒙しょうとする執筆 の目的が見出されるのである｡

以上 のよう にこの四篤は'それぞれに執筆 の経緯や目的を中 心に記述 して いるC特 に他書 ･
他者を誤 ったものとし'

それを是正すると いう目的や'序をも つ各書がそれぞれに正しさを備えて いると いう意義を強調して いる｡ 一方 '同

じ諸子に分奨される ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄も'讃酢として荘周や萄卿個人を讃え､同時 に ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄と いう書 のも

つ債値を誇 って いた｡しかし ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄の讃軒は'他書 ･他者を指揮し､是正しようとして いると いうよりも､

あくまで ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄のも つ絶大な償値を誇る鮎が中心にな って いる｡ ﹃荘子 ﹄には確かに先秦諸子を批判する

文があるが'同時 に諸子 の評債す べき鮎も挙げ ており､先秦諸子 には評償す べき鮎もあるが､足りな いも のがあると

いう立場なのである｡そしてそれに封して過不足な いのが'関戸 ･老鞘と いう ｢異人 ｣であり､荘周であると言う の

である｡ ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄の讃解はこのように､他書 ･他者を完全 には否定するものでな い｡ところが漢代諸子 には
執筆 の契機として､他書 ･他者 の否定 '世 の是正があるのである｡

このような漢代諸子 の主張は'明らかに作者 の自負より生じたものである｡なぜなら作者 に自分が正し いと いう自

｡

荘子
それ

﹃

は

﹃有子 ﹄と いう書 の慣値を誇 っ

あくまで荘周 ･苛卿を能ぐ弟子

﹄

負がなければ ､世 の是正は主張できな いからである｡ いわば自己 の責任 にお いて是正を主張して いるのである｡それ
に比 べれば､ ﹃荘子 ﹄天下 ﹃有子 ﹄亮問で弟子たちが'荘周や萄卿を讃え､
て いても'そ の自負はなお荘周 ･萄卿と いう存在 に依存したものと言えよう

としての自負なのである.このような讃軒は'荘周 ･苛卿が いなければ成立しえな いことからしても明白であろう｡

次 に第 二 二二類 に見られた全髄 の包括 への志向 について考えてみた いのだが'漠代諸子にはこの志向が全く見られ

な い｡全膿 の包括 への志向は'世 の是正と いう目的 に取 って代わられたよう に思われる｡考えてみれば世 の是正とは､

世 のなか全髄 における部分的訂正を言うのであるから､世 のなか全髄を包括する必要はな い｡また､全髄 の包括とは'

材料や書物 の量を問題 にする立場であり'呂不幸 ･准南王 のような資産家や司馬遷 ･班国 のような史家 には可能であ
ったろうが'漢代諸子と いう個人 の力では及びがた い面もあ った のかもしれな い｡

5. ﹃
説文解字﹄叙

以上 の四額 に分類できず '中開 に位置するのが ﹃説文解字 ﹄叙 である｡そこでは文字史 が説かれ'文字全健 の包括

が行なわれ'
字説 の混乱 を正す べLと漠代諸子 のように是正が主張されるのみならず '
漢朝 への讃軒も記されて いる.

つまり難家 の書などにみられた全髄 の包括 ､ ﹃漢書 ﹄叙侍 の特徴であ った漢朝 の讃美 ､漢代諸子 に共通した他者 の是

正､これらがみな ﹃説文解字 ﹄鼓 に含 まれて いるのである｡そ の結果､秦漢期 の序としては多 くの要素を兼ね備え'

逆 にこれまでの四額 のうちには分類しがた い序 であると考えられる｡秦漢期 の序としてこの序は 1つの整 った様式を
備えたも のと評償することも可能であろう｡

お わ り に

最後 に編集 ･執筆者 の人数 に注目して概観してみよう｡まず ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄は後学たちによる編纂であり' ﹃呂
序 からみた秦漢期 の著作
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﹃論衡 ﹄ ﹃漕夫論 ﹄ ﹃風俗通義 ﹄にな

氏春秋 ﹄ ﹃准南子 ﹄は経済力 の豊かな呂不幸 ･港南王のもとに集ま った食客たちによる執筆 ･編集である｡次 に ﹃史
記 ﹄ ﹃漢書 ﹄ ﹃漢紀 ﹄は､父子 ･家族などそして萄悦個人 によるが' ﹃法

と ､ いず れも完全に個人 の著作物であるO つまり､集圏 の編集から個人 による著作 へと撃化して いるのである｡こ

る

の撃化と全髄 の包括から世の是正 へと いう流れ'また自負 の性質 の相違は無関係ではな いように思う｡

全髄 の包括 への志向は ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃港南子 ﹄そして ﹃史記 ﹄に強くみられたも のである｡ ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃港南子 ﹄

は食客たち の執筆であり､執筆者が複数存在したために雑多な編集物となり'いわゆる百科全書 の形とな った のであ

る｡言わば この百科全書 について､全髄を包括したも のと換言して いるに過ぎな い｡それに封し ﹃史記 ﹄は'父子 二

代 の時間と努力 を費やし､太史公自序 にみられる尊慣著書 の結果できあが ったものである｡費憤と多大な時間 ･努力

によ ってへ全髄 の包括が成し遂げ られたのである｡漢代諸子と いう個人 の力では'このような大事業を成し難 いこと
は理解できよう｡

自負 の性質 は' ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄では荘周 ･苛卿 に依存した､特 に ﹃荘子 ﹄ ﹃有子 ﹄と いう書物 に封する自負であ

った｡それが ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃准南子 ﹄では､書物 の内容 のみに向かうようになる｡このように自負が書物 に向かう の

は' ﹃荘子 ﹄ ﹃萄子 ﹄ ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃港南子 ﹄の賓際 の執筆 ･編集者が複数 の無名氏であるためであろう｡書物 の執

筆 ･編集を行な っても名前は遣らず 'その書物 のみが彼らの存在を澄明するのである｡そのため書物 の存在 こそが､

彼らにと って最も重要だ った のである.各書物を優れたも のと自負せず にはおられま い｡

﹃史記 ﹄の自負は'後世 への期待と いう形で表れ､ ﹃漢書 ﹄ ﹃漢紀 ﹄では書物 に向 か って いたO ﹃史記 ﹄は既述 の

通り尊憤と多大な時間 ･努力 によ って完成されたも のであり､そ の書 に封する自負は大きなものであ ったと想像され
⑳
るが'完成時 にお いて廉く謹まれたも のではなか った ｡そのため司馬遷は常世ではなく､後世 に期待したのであろう｡

それ に封して ﹃漢書 ﹄ ﹃漠紀 ﹄はとも に奉勅撰 である｡後世 に期待する必要 はなく'名 の失われる可能性も低 い｡漢

朝 を栴讃 し､書 の償値 が皇帝 に認 められれば よ いのである｡自著 への讃静 は､皇帝 に慣値 を認 めさせるため のも のと
さえ言う ことができよう｡

と ころが漢代諸子 の自負 になると'自身 が正し いと いう自負 になる｡自身 が正し い結果 '著わされた書物も正し い

と いう自負を生む｡更 に進 んで自身 の正しさを世 に虞 めると いう ことが､世 の是正を意味する こと に通じる｡自身 の

正しさ に'世 の人 々を合 わしめる のである. このような行為 はきわめて個人的なも のと言える のではな いだろう か｡

そもそも世を自身 の正しさ に合 わしめるために執筆 を始 め'完全 に個人 によ って執筆された のであるから'書物 の性

質 もより個人的 になる のは富然 である｡世 の是正を主張する こと によ って､全髄 の包括 に比 べ､主題としての規模を

縮小させた原 因が ここにあるo全膿 の包括とは '言うなれば世界観 を問うも のであるが '世 の是 正とは ､部分的 な修

正を説くも のである｡ このよう に主題 の縮小化 は '集圏 の編集物 から個人 による著作物 へと いう制作状況 の撃化 にま
さしく封鷹 して いる のである｡

﹃法言 ﹄ ﹃論衡 ﹄ ﹃漕夫論 ﹄ ﹃風俗通義 ﹄が漢代 の諸 子としばしば繰栴 される のは'このよう に主題 を全髄 の包括

から､個人的 な自己主張 の世界 へと回蹄 して いるためであろう0両漠諸 子は ﹃呂氏春秋 ﹄ ﹃港南子 ﹄ ﹃史記 ﹄に見ら

れた全髄 の包括 を志向 せず '先秦諸子 のごとく個人 に根ざした自己主張 に終始 した のである｡ただし'先秦諸子 は自

身 で著作 を殆 ど行 なわな か ったが'自身 の責任 にお いて自己主張をなし､弟子たちが書物 に遺した ｡ 一万 ､両漢諸子

も自身 の責任 にお いて自己主張をなしたが'それは主 に書物 の上 で のことであ った｡そ の結果 ､雨漢諸 子 には先秦諸

子 ほど多 く の後学を魅 了す る力 はなか った｡そ の原因 には様 々な理由 を考える ことができるだろう が'逆 に後学 をも

ち得な い南漢諸子であ ったからこそ ､
書物 を用 いて自己表現を行な ったと理解することができる ｡
そう考えるな らば ､
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書物 の俸播 ･流通 に強く期待して いたことすら濠想できよう｡両漢諸子 の序 には明確な表現がな いが' ﹃史記 ﹄に見
㊨
られた ｢後世 ｣への強 い期待が'後漢 の ﹃風俗通義 ﹄序や ﹃漢紀 ﹄序 ･ ﹃説文解字 ﹄寂 にうかがえ るのも､このよう

な書物 の停播 ･流通を十分に想定させるも のである｡書物 の編纂 がより個人的なものとなるに従 い'侍播 ･流通 に期
待せざるをえなくな った のではな いだろうか.

集圏 の編集物から個人 による著作物 へと いう撃化はまた､書籍 の流通状況や思想史 ･文学史 と関連づけて検討され

る必要がある｡撃化 の契機として前漢武帝 の思想統制などは､大 いに考えられるところではあるが'この間題 に関し
ては機合を改めて考えることにした い｡

秦漢期と貌晋南北朝期 の書物 の制作状況 に大きな差があることは､ ﹃漢書 ﹄重文志と ﹃障書 ﹄経籍志を比較すれば明瞭であろう｡

爾志 に著録された総数 にしても'漢志では ｢寓三千 二百六十九巻 ｣なのに封Lt階志では ｢五高六千八百八十 一巻 ｣と四倍以上 の差
が現れて いる｡
② なお､ ﹃爾雅 ﹄樺宮 には ｢東西謄謂之序 ｣と いう文もある｡

③ 後 に序を定義したも のとしては､宋 ･王鷹麟 ﹃玉海 (巻 二〇四'鮮撃指南 )﹄の ｢序者､序典籍之所以作也 ｣や､明 ･呉納 ﹃文章

析髄 ﹄の ｢其言次第有序 '故謂之序 ｣ (序 )､明 ･徐師曾 ﹃
文膿明帝 ﹄の ｢言其善叙事理次第有序若紙之緒也 ｣ (序 )などがある｡

﹃法言 ﹄末尾 のも のを対象とするが､ ﹃漢書 ﹄所収 のも のについては既 に拙論 ｢﹃漢書 ﹄揚雄侍所収 ｢揚雄自序 ｣をめぐ って ｣ (｢撃

﹃法言 ﹄の序は ﹃法言 ﹄末尾 に附されたものの他 に､ ﹃漢書 ﹄揚雄博 (下 )所収 のものがある｡小論では書物 に附された序 として

㊨ なお､成立事情や執筆者 の定かではな い ﹃急就篇 ﹄ ﹃逸周書 ﹄ ﹃
中論 ﹄の序も除 いておく｡
⑤

林 ｣二八 二 1
九合併既､中園肇文研究魯 )にて論じて いるので'参照された いo

⑥

﹃呂氏春秋 ﹄序意は現行本 にお いて十 二紀 の末 にあるが､そ の後 に八賢 ･六論が律 いて いる｡つまり ﹃呂氏春秋 ﹄の末尾にはな い

のだが､後述するように序意幕は十 二紀 に封する序とな って いるので､十 二紀 の末尾 にあるも のと解しておく｡また'それに関連し

(十 二紀 )序意篇 の分析‑

｣ (｢呂氏春秋研究 ｣ 1､呂氏春秋研

て ﹃呂氏春秋 ﹄ははたして書初より十 二紀 ･八賢 二ハ論 の形をと って いた のか'順次編纂されたものなのかが問題 にな ってくるが､
その間 の事情 については喬木哲郎 ｢﹃呂氏春秋 ﹄の成立状況‑
究合 )に詳し い｡

⑦ 序 に見られる目録 ･目次 に関しては'拙論 ｢秦漢期 の序と著作 のあり方 ｣ (樟蔭女子短期大学紀要 ｢文化研究 ｣十 三競 ､樟蔭女子

﹃周易 ﹄の序卦 が'現在 の順序と異なるとは いえ'六十四卦 の配列 の意義を述 べて いるのは､まさ にこの次第を説くも のであり'

短期大学学舎 )がある｡
⑧

序と考えてよ いようにも思われる｡直交招 ﹃鍾山札記 ﹄巻四にも ｢吾以鳥易之序卦侍､非即六十四卦之目録欺 ｣と言うが'小論では

﹃史記 ﹄には ｢凡百三十篇 '五十 二高六千五百字 ｣' ﹃説文解字 ﹄には ｢九千三百五十三文 '重 一千 一百六十 三､解説凡十三高三

序と いう文億を考えるために'条件の整 ったものに限 って論じて いるので､ひとまず検討封象からは外しておく｡
⑨

千四百四十 1字 ｣' ﹃風俗通義 ﹄には ｢凡九千字 ｣､ ﹃漢紀 ﹄には ｢凡薦 三十巻 '数十除草 言｣とある｡因み に ﹃山海経 ﹄も､巻 五 ･

中山経 の巻末 に ｢右五城山緯五篇大凡 1高五千五百三字 ｣と記して いる｡そして巻頭に目録も備えて いるが､序を開 いて いる｡ これ
は序が成立する以前 の様態を示すものかもしれな い｡

⑩ 他 に ﹃盤銭論 ﹄雑論も末尾 におかれ､序 に近 い性質を備えて いるが'執筆者による序と いうよりも編集者 による編集後記 のようで

つまり小論で取り上げて いる序とは性質を異にするので､封象から外しておく｡

ある｡そこに記されて いるのは ﹃堕戴論 ﹄と いう書物 についてではなく､編者桓寛が記録した ﹃換銭論 ﹄の内容 に封する評論である｡

武内義雄 ﹃老子と荘子 ﹄第十章 (﹃
武内義雄全集 第六巻 ﹄ l二 一頁､ 1九 七八年 '角川書店 )にも ｢天下篤 は上下 に匿分せらる べ

⑪ 顧賓 ﹃荘子天下篤講疏 ﹄ (1九八〇年 ､量準 商務印書館 )の自序 に ｢荘子天下第着 '荘子書之叙篤､而周末人之草案也 ｣と言われ'

第六巻 )や王叔眠 ﹃荘子校揮 ﹄自序 に見える｡小論でも この説 に従 い ｢悪施多方 ｣より前を天下篤とLt序としての性質を備えた

﹃荘子 ﹄天下篇後半 の ｢悪施多方 ｣より以下は､悪施策として別 の篤と考える べきとの説が'武内義雄 ｢譲荘私言 ｣の末尾 (全集

きもので､その上竿は周末諸子を論じて荘周のために気を吐 いて居て荘子全常の抜尾とも いう べきである｣とある｡
⑫

序 からみた秦漢期 の著作

部分と考えた い｡

八〇

英 ﹃有子 ﹄ (明治書院､新得漢文大系 )は ｢鯨説 ｣で ｢本節は苛子全篇を総括する後序とも見る べきもので､有子 の弟子 の手 になる

⑬ 金谷治 ﹃有子 ﹄ (岩波文庫 )はこの章 に小題を加えて ｢苛子は孔子に劣らず '時世 の悪 いために輝 かな い‑ 後序 ｣とし､藤井寺

もの｣と言 って いる｡
⑭

︾
､︽天下︾的作者問題 ｣､ 一九九 二
﹃荘子 ﹄天下幕 の著者を後学とする考え方に ついては､雀大華 ﹃荘撃研究 ﹄ (九 七貢 ｢︽説創
軒 ｣と注している｡また' ﹃荘子﹄

﹃苛子 ﹄の成立時期 には多くの問題があり､定本編集 の最終段階 の時期も容易には決定 できな いと考えて いる｡小論では検討 の封象

年 '人民出版社 )に詳し い｡ 1万 ﹃有子 ﹄尭間については'楊倍が ｢自薦説者己下'苛卿弟子之

を ｢索漠期 ｣に限 っているが'必ずしも ﹃
荘子 ﹄ ﹃苛子 ﹄の定本編集 の最終段階 の時期 (つまり小論 で取り上げた序 の部分 の成立時

に過ぎな い｡

期 )を秦漠期 に限定するも のではな い｡あくまで秦漢もしくは秦漢 に近接する時期と想定Lt ﹃荘子 ﹄ ﹃苛子 ﹄を検討封象 に選んだ

﹃准南子 ﹄許慣注にも ｢凡鴻烈乏 書 二十篤｡略数其要'明其所指 '序其微妙､論其大腰｡故日要略 ｣と言う｡

循 1迩之路､守 1隅之指 '拘繁華遵於物'而不興世推移也.故置之尋常而不塞､布之天下而不死｡ ｣

而施宜､贋造之心､合三王之風､以儲輿患到冶玄妙之中｡精揺磨賢 '棄其珍撃 ､掛其激評 '以統天下'埋高物､鷹撃化､通殊頬､非

⑮ 要略 にみられる稀雷 の爺 として､参考までに末尾 の文を挙げておく｡ ｢若劉氏之書 ､戟天地之象 '通古今之事 '権事而立制 ､度形

⑩

⑱

﹃論衡 ﹄は'自紀欝 に ｢吾有百第｡･
･
･
‑按古太公望 ､近董仲野､停作書篇百有除､吾書亦繰出百 ｣とあることから'もと百第以上

⑳ 黄嘩 ﹃論衡校梓 ﹄封作 の注に ｢雷蔵日､論衡以封作篤鳥序､其後更有自紀 一第､則附俸也 ｣と言う｡

あ ったことが考えられるが､現存する の は八十五簾であり 'そのうち招致篤は欝名 のみ侍わる｡ ﹃論衡 ﹄に篇名日録 が備わ って いれ
ば､ある いは開供を生じなか ったかもしれな い｡

⑲ 余嘉錫 ﹃古書通例 ﹄ (1九八五年 ､上海古籍出版社 )の巻 二 ｢秦漢諸子酢後世之文集 ｣に次 のようにある. ｢秦 ･西漢之人 '学問

其学理､語百撃而不離其宗 ､承其学者､衆而編之 '又以某所見聞 '及後師之所講習､相輿孝明其義者､附入其中 ､以成 1家之撃｡故

既由専門俸受 '故其生平各有主張 ､其婁於吉而見於文者 '皆其道術之所寄‑‑･
則雄其平日因人事之坪庭 ､作為書疏論説'亦所以孝明

西漢以前無文集､而諸子即其文集 ｣

頁 )と述 べて いる｡

⑳ 王苑之 ﹃呂氏春秋研究 ﹄ (1九九 三年 '内蒙古大学出版社 )は緒論で ｢︽
序意 ︾篇是残文'八賢六論都没提説'想釆是残脱了 ｣ (四

この ｢侯後世聖人君子 ｣と いう語は' ﹃史記索隠 ﹄が亭 っよう に' ﹃春秋公羊俸 ﹄哀公十四年 の ｢制春秋之義 ､以侯後聖 '以君子

之烏 ､亦有柴平此也 ｣に基づくものであり､また王念孫 ﹃讃書経志 ﹄巻三之六 の説 の通り､ ﹃漢書 ﹄司馬遷侍 に引 かれる ｢以挨 (節

⑳

はやはり後世 への期待が込められて いるように思われる｡

吉 日､瑛 '古侯字 )後聖君子 ｣と いう のが本来 の表現であ ったろう｡本来 の表現が ﹃漢書 ﹄の通りであ ったとしても '司馬遷 の語 に

例えば ﹃文心離龍 ﹄史侍 には ｢子長継志 '秩序帝勤｡比亮柄典 '則位雑中賢'法孔題経 '則文非元型｡故取式呂賢､通統 日紀 ｣と

言う｡

⑳

﹃漢書 ﹄司馬遷侍に ｢遣欧死後 '其書精出｡宣帝時 ､遷外孫平通公楊怪組述其書 ､遂宣布蔦 ｣とあることから､ ﹃史記 ﹄は司馬遷

の死後 に謹まれるようにな ったらし い｡

⑳

﹃風俗道義 ﹄には ｢倖諸明哲幸詳賢蔦 ｣とあり' ﹃漢紀 ﹄には ｢故君子可戟之実 ｣' ﹃説文解字 ﹄には ｢庶有達者 ､理而董之 ｣と

ある｡

⑳
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