﹁史記﹂ にあらわれた ﹁
侠
﹂ の擁念について

君

その上で︑人物を表す﹁挟﹂のついては︑

て取り扱う︒中臨の正史のやで︑﹁史記﹂﹁漢書﹂には

本稿では︑﹁史記﹂にあらわれたの諜念につい

靖氏は︑春秋末から戦国期にかけて︑﹁土ぺが定まった

﹁挟ユチで表現されたと定義づけておられる︒さらに宮

O郎著者︶ 詮ニ︶と述べられ︑﹁鉄﹂を帯びている人物が

者︑が︑宮沢締法一立を以て呼ばれたるが如くであろうJ

一︑はじめに

﹁諜技列簿﹂が立てられている︒だが︑以後の正史ゃ

祖留を有さず︑自ら主人を選んで仕える風習があった

を帯する者がい慌であり︑恰もで﹃長脇護﹂る

に︑独立した制作伝として﹁謀挟弼傍﹂を確認すること

A

はできない︒これは︑前漢までの社会の中で﹁議技﹂

点を指擁され︑この祖国から遊離した﹁土﹂を﹁波侠﹂

︵

が︑特異な︑無規できない存在であったことを示すも

の起源とされている

造と任侠的習俗﹂喜一二において︑﹁議後﹂の

或いは︑増謝龍夫氏は︑﹁漠代における

c

のである︒
この﹁辞挟﹂に関して︑従来︑控史学の立場からは

個人的一信頼関係が︑当時の社会状況のや

多くの先学の業績が存在する︒
例えば︑宮崎市定氏は﹁議後に就いて﹂三二において︑

したかを明示することで︑での
﹁桂挟的習浴にいよって

﹁炎﹂字が刀の鞠を一不し︑﹁鋲﹂が一剣﹂の間意諾であ
り︑臼常坐臥にも携帯すべき係刀を指すとされている︒
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おられる︒
﹁辞侠﹂の臆史的な側面︑即ちその畑地源︑

のように述べている︒

救人於色︑擬人不縁︑仁者有采︒韮ぎ一小説信︑不能

この記述では﹁辞侠﹂の﹁他人の苦難︑貧窮を救い︑

︵史記巻一百三十太史公自序第七十︶室主

一一潟︑義者有取駕︒作瀞侠列侍第六十回︒

拠すべき点が多い︒だが︑これらの研究が﹁史記﹂の

信用を失わず︑一言葉に背かない﹂等の点が︑﹁仁﹂﹁義﹂

会的機能等に関しては︑これらの歴史学の品

を通して捉えられ︑﹁史記﹂の中にあらわれた﹁辞侠﹂

を実践する者であれば譲り入れるべき人間のあり方で

資料性という点を重視する余り︑司馬還という一錦人
の概念を言及し尽くしたとは一一言い切れないと考える︒

あると示され︑それが立伝の現出とされている︒

荷不許其誌︑品一一品伐其謀︑蓋亦有足多者鷲︒

巳諾必誠︑不愛其塩︑赴土之露国︑既巳存亡死生失︒

今諜侠其行雄不軌於正義︑然其一古田必倍︑其行必果︑

挟観﹂とも言うべき考えが一不される︒そこでは︑

また︑﹁諜侠列傍﹂の冒頭では︑司馬濯のいわば﹁瀞

また︑司馬遷が﹁史記﹂箸作のうえで意閉したことを
て﹁瀞侠列傍﹂を捉えてみる︑という点についてはま

考察しつつ﹁史記﹂構成上の問題と関連付けて︑改め
だ議論の余地がありそうである︒
そこで本穣では︑まず︑﹁史記瀞技列傍﹂の熊川内を細
かく検討し︑そこにあらわれる司潟壌の人開描写の共
記﹂構成上の開題との関わりを頭に置きながら︑﹁史記﹂

付きではあるが︑﹁諜技﹂の一言葉は信頼でき︑彼らが行

とある︒﹁瀞侠﹂の行為が﹁正義﹂に軌わないとの限定

︵史記巻一百二十四瀧侠列傍第六十四︶

の中で﹁諜使列傍﹂以外にも確認できる﹁挟いの用例

動を起こせば必ずやり遂庁︑すでに承諾すれば必ず誠

通点を考察していく︒さらにこの点を考慮しつつ﹁史

を検討し︑﹁史記﹂にあらわれた﹁侠﹂の概念を明らか

意を込めて物事を成す︒己の身を情しむことなく︑士一

的精神﹂を評価すべきものとして列挙している︒

または徳を自壊することはない︑などと多様な﹁辞挟

わない︒さらに物事が達成されても︑自分の能力を︑

の罰難に赴き︑死の危機に臨るような一所へ行くのも厭

にしていきたい︒
一︑読侠列傍について
司馬壌は﹁太史公自序﹂ で﹁辞侠列傍﹂について次

っ

E

G
−
︐
︐

或いは︑列伝に載せられた各人物の
では︑次のように述べているコ

m仲・王公・

以余所関︑漠輿有朱家−

しつつ︑そのが

之徒︒議時拝裳役之文問問︑
稿者︒
朱家以下の﹁器
であり︑

犯す存在であった
ベき部分︑があった︑とある︒

︑に﹁郭解

以上のように
いない︒とすると︑

ように一方的に
である︒

可同

さらに
欲向口俊︑遊侠亦一議之︒

に援る舞い満足する︑という行為に対して︑彼ら﹁遊

と︑仲間と共謀して貧しい者を役使し︑の赴くまま
技﹂違は塊づべきことだと考えた︑とあるつ
一方︑﹁護審議挟列傍﹂は﹁史記議後列傍﹂の朱家以
下の人物の伝記をほぼそのままの形で収め︑諜代にお

h

けるその後の﹁器使﹂のている︒だが︑﹁
漠番﹂では﹁史
の倫﹂に対し︑
以同日夫之縮︑
器技列傍第六十一
と述べ︑彼の存在を議しく非難している︒また︑
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」
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）恋
間
前

古の布衣の侠についてはわからないが︑は︑

恨之︒

山首排損不載︒自索以前︑ 匹夫之侠︑

を︑司馬遷が漢代の辞挟を採り挙げることによって︑

理由は︑般にあるのでなかろうか J 伊藤氏はその理由

って楽以前の辞挟を探りあげず︑その名すら伝えない

開らないのが︑司馬選の一つの態度であった︒したが

あろう︒伝路にも拠るべきものがあれば︑時に採録を

郭解の悲劇的かつ痛懐に耐えぬ事件を︑問時代の目前

戦閣の四君子が﹁有土郷如何﹂の侠として存在していた︒
は当然であった︒秦以前の関務の挟については︑彼ら

の儒と対比させて︑龍対侠の重要な象徴としてみる意

だが︑彼ら辻王者の親痛であり︑名を諾設に顕わすの
が行いや︸修め名を磨き︑名声が天下に知られ︑緊者と

の対比については問問題を保留して︑司馬遷が提えた︑

関があったためだとされている︒今ここでは︑儒と侠

関慈の挟を採錯する際の﹁拠るべきもの﹂とは何であ

称賛されぬ者はなかったのに︑儒家や築家が排斥して
変遺憾である︑という︒この記述からすると︑案以前

ったのか︑次に﹁史記﹂の記述からそれを探っていき

記録しなかったために麓史の中に援もれてしまい︑大
の関巷の挟を採り挙げないのは鰐家︑思一家が記録しな

﹁滋侠列惇﹂の末躍では︑郭解の伝記の後︑郭解以

たい︒

h雑依の研究︵上︶﹂︵さハ︶に次のような指織

かったためとされている︒この点について︑伊藤徳男
氏︑﹁﹃史記

安奨仲子︑捜盟越王孫︑長陵高公子︑西河郭公仲︑

自是之後︑矯侠者謹一︑数而無足数者︒然関中長

後の﹁滋侠﹂遠の名が列挙される︒

他面︑十符土騨拐の侠におおわれて︑践をの挟にみるべ

太原菌公掃︑臨准克長郷︑東鶴間君議︑錐嬬侠︑市

は︑儒翠が記録しなかったことが確かであるとしても︑

がある︒﹁一司馬遷が先秦の関巷の侠を採りあげない理由

きものがなかったためと理解されよう︒しかし瀞侠の

法議有退譲君子之風︒至若北道銚氏︑医道諸社︑南

氏開者拝︒高足選哉︒此乃郷者朱家之常一品也︒︵関前︶

道仇景︑東道越他羽公子︑南陽趨調之徒︑比盗臨居

賢と稿せざるもの莫し︒同定れ難しと為すのみ︒ bといっ

ここでは郭解以後にも︑﹁使﹂の風が盛んであったが︑

に歪つては︑行ないを矯め名を砥き︑戸︑天下に抜き︑
ている司馬遷にしてみれば︑確実な記録はなかったと

接り挙げるべき人物がいなかったとある︒にもかかわ

真髄を庶民の世界に認め︑みずから﹃閤巷の侠の如き

しても︑拠るべき伝闘がなかったとはいきれないで
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の人物透に関

それでは次ので︑今指摘した点を具体的

るため︑﹁瀞侠列傍﹂にウ一括された 2

らず︑﹁挟﹂の人物として名前のみが列挙されているの
だが︑この点について︑今薦畏氏は﹁一司馬選の撤辞﹂

する記述について考察を加えていく︒

其議露人︑

市朱家用

︑具体的な人物としてす一転さ

一一一︑辞挟列傍中の人物達

をきで次のように述べておられる︒﹁奨仲子等のお子の
鼠がある侠と︑挑氏以下の窪誌に類する技との間には︑
出身地と姓名の警き方について開明らかに差別がある︒
このうち超能籾公子だけは︑前後の人物と呼び方が異
なり疑問が譲る︒二人の妓名とする説︑越が銭︑他務
し留保の必要があるが︑その他の人物については敬意

組。

会うのを嫌い︑人を助けは貧し︑

と︑自らの能力や誌を自慢せず︑以前没話をした者と

乗不過鞠牛︒︵間前︶

不時階︑先従貧賎始︒家無銭叫問︑衣不完采︑食不意一味︑

然終不伐其能飲其謀︒誇所替施︑犠恐見之︒援人

ふ﹂行為の具体的な実路が示される︒続いて︑

入の閤難を救う﹂行為︑ m
wち﹁太史公自序﹂のやで﹁

後役に名を伝えんとしたとの

た﹁挟﹂の人物を︑

る︒以上のことからすると⁝

であった﹁廉紫退譲﹂という表現と類似した

子﹂という表環は︑摸代の﹁瀞侠﹂の称賛す

かというと︑この用例においては前半部に挙げられた

単控で数えられたと記される︒つまり︑﹁

で﹁後﹂を沼いて有名であり︑霞い命を

︵史記審一百二十思議侠列傍第六︶

i
可
長
寺

が名︑公子が字だとする説等︑があってはっきりしない
のあるなしで護き方を欝えているように思われる︒﹂こ
の指接にあるように︑司潟遷の描写の中には︑田川じ﹁
茂一という類型に入れられるべき人物に対する評価の

輿あ の
高る

仁者﹂が採り入れるべき一行為とされた﹁人を患より救

でほ︑具体的にどのような点で評錨が分かれている

違いが見られるのである︒

れ
た
の
は
朱
家
で
て
〉

の人物については﹁退譲君子﹂であったとある︒

る
︒

の

4

c
o

︐
マ

た︑と記される︒さらに︑財産も無く︑
った︑という︒
以上の記述は︑まず自らの能力や穂を自慢しない
を述べ︑朱家の﹁謙虚さ﹂を示し︑続いて︑財産も無
く︑議沢な暮らしぶりではなかった点を述べ︑彼の﹁
金銭的︑物質的察欲さ﹂を示したものと据えることが
できる︒つまり︑これらの点に﹁燦繋﹂かつ﹁退譲﹂
である﹁挟﹂の人物を伝えんとする司馬遷の意関が窺
えるのである︒さらに︑
故陰脱季布持軍之庭︑及布等実︑終身不見也︒自

間仲以侠開︒喜劇︒ 父事朱家︒自以矯行弗及︒

︵間前︶

田仲のは非常に鎧く︑﹁廉繋退譲﹂という観点か

ら確認すべき内容はみられない︒
︵一一一︶︑劇孟

関人以商賢爵資︑市劇孟以任侠頴諸授︒呉・楚反

次に劇孟の記述が続く︒

時︑候侠震大尉︑来停車特至一河南︒得劇孟︑喜日︑

呉・楚奉大事︑而不求孟︒吾知其無能漏己失︒天下

と同様に︑自分が没話した人物に対し︑距離を霞き︑

くと︑一生会わなかったと記されている︒これもさき

と︑季布を救ったことが記され︑他人の苦難を救うヱ
ピソiドが示されている︒また︑季布が高い地位に就

にも影響力を持つ穣の勢力があった点を示している︒

ることを記し︑﹁任侠﹂である彼が︑当時の政治の動向

黄任者である人物が︑劇孟に対し高い評価を下してい

とを︑一一敵国を得たかのように喜んだ︑とある︒軍の

車夫が︑回目一︵・楚七霞の乱の際︑劇孟を味方につけたこ

騒動︑宰相得之︑若得一一激額一五︒︵間前︶

思着せがましいことなどしなかったという︑﹁退譲﹂に

続いて︑

関以東︑英不延頚顕交駕︒︵間前︶

通じる態疫をとった点が確認できる︒そして最後に︑

と︑母の葬犠の車が千一菜︑もあったことを記し︑やはり

則的︒︵間前︶

死︑自遠方送喪︑譲千乗︒及劇孟死︑家無齢十金之

刺繍孟行大類朱家︒市好博︑多少年之戯︒然麟孟母

劇孟は﹁任侠﹂で諸侯の開で有名であった︒候侯周

関以東の者が強く交捺を願うと記し︑朱家に庶民の間
で人望があった事実も示されている︒
合乙︑倒的げ

朱家の後には田仲の記述が続く︒

16

のの多大さを示している︒
またこ
︑こでも朱
の︑﹁家に財を錯す無し﹂という描写と類桜した︑﹁
家に十金の財を鈴す無し﹂という描写があり︑彼の﹁
金銭的謬欲さ﹂が示されている︒﹁厳禁﹂という探念に
通じる﹁築欲さ﹂を︑朱家と同様な表授を用いて繰り

yvv

︑ ？ ︑︷
できない︒

についての

少時蕗賎︑観不快意︑

返し︑強調しているのである︒
ところで︑劇孟の母の葬健に関する記述片山﹁義盛議
するのを︑安授の富人が何故かと尋ね︑哀設は劇孟の
母の葬列の話を引いて︑麟孟が入よりも秀でた一昨があ

て他人を救うという︑果敢な行動があった点が示され

れ者であった点が示される︒次に︑自分の⁝を祷っ

るためである︑と一言い︑逆に富人の潟辺の者たちほ頼
りにならないと罵った︑とある︒議設は︑﹁史記﹂を概

る︒それと問時に︑郭解が行った具体的な悪事も記さ

れている︒議かに怒事を臨機く﹁謀棟﹂は︑社会にとっ

ば現れる︒﹁史記﹂の中で︑哀室は﹁挟﹂の人物である︑
との明らかな記述は無い︒だが︑個々の用例を確認す

ある︑ と 次 の よ う る ︒

るべき存在であったのは必熱性があったからで

て窓口定されるべき存在であろう︒だが︑震や︿の中に採

寵すると︑﹁侠﹂の人物と密接な関わりを持ってしばし

︵関前︶

作姦鶏攻不休︒

し
、

錯列傍﹂にもみえる︒この議では︑裳塞が劇一本安原遇

まず︑い手に負え仏

の

ると︑後が﹁侠﹂の精神に理解会示す人物として播か
いく a

︵間前︶

れていに気付く︒この点についてして

︵
朗
︶
︑ 王孟

に続いては︑玉設の記述がある︒
市符離人王孟︑亦以侠鶏江・滋之開︒
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の姿とは違い︑﹁退譲﹂の嵐格を具︑えたぷ椛侠﹂の人物

いるようになる︒若い頃の︑悪事の揺り安尽くした彼

郭解は歳をとると以前の態度を改め︑徳で怨みに報

の細やかさ︑即ち﹁退譲﹂の風を倍えるものである︒

た︑などの記述がある︒これらの記事も結解の心配り

る捺に︑双方が砧納得してから捕食に手を付け

り︑彼が利益に対し寡欲であった点も示されている︒

率矯一一一一向︒此共家不貧︒解家遂徒︒諸公送者出千館高︒

議将軍属一一口問︑郭解家貧不中徒︒上田︑布衣擢一会使持

及徒豪富茂陵也︑解家貧不中響︒吏恐不敢不徒︒

そして︑次に続く記述では︑

そして﹁少年其の行を慕ひ﹂とあるように︑郭鮮の人

となったのである︒さらに︑﹁摩く施し薄く望む﹂とあ

望の摩さも一不されている︒

見せた人物に対し︑それは自分の不能の致すところだ︑

人物像が示されている︒次に︑彼に対し無礼な態度を

私怨に流されずに冷静︑かつ公正な態度をとった彼の

非はないとし︑加相手を許したと記される︒ここには︑

殺されるだけの不遜な一言行をしたのだから殺した者に

が述べられている︒まず︑彼の姉の子が殺された時︑

世しみなく使ったためと考えられる︒つまり︑この記

浮く施し薄く望む﹂人物であり︑他人のために金銭を

食しかった事実が述べられている︒これは当然彼が︑﹁

余万も綾別を贈ったという︒ここでは︑実際に郭解が

とされた︒結局︑郭解が茂陵に移される際︑諸設は千

軍にそこまで言わせるとは︑郭解が貧しいわけがない︑

将軍が郭解のために弁護をしたが︑庶民の分捺で︑将

と︑郭解の家が茂綾に移される時の話が記される︒衛

︵関前︶

と自責するばかりか︑その男の賦役を免れさせてやっ

その後に続く記述では︑郭解にまつわるエピソード

たと記される︒ここでは︑非は自分の徳の統一さにある

事によって再び郭解が寡欲であったことを︑却ち﹁廉

本章では﹁辞侠問問傍﹂中に採り挙︑げられた人物の記

とする︑﹁退譲﹂に通じる議定さが示されている︒また︑

述をや心に考察してきたが︑以上のことから︑次の点

繋﹂であった彼の姿を強識しているのである︒

記述がある︒ここでも他人の立場へ気配りし︑話が纏

後陽の仇向士を地元の顔役の菌自安潰さずに仲裁した
まっても何の見送りも婆求しない︑一議患で寡欲な姿が

しているわけではな

が指摘できよう︒
可馬還は無閣に﹁瀞侠﹂

示される︒さらに︑慎みを忘れまいと努め︑乗車した
まま県の役所に入ろうとしない︒近隣の郡留に行って

18

ぃ︒それは︑行為自体がと述べたり︑
解の場合では具体的な態の内容を記していたりする

ている︒

ここでは

石北山内

ぐ
〉

点などに示されている︒来ならば社会のやで否窓さ
れるべき﹁議後﹂ではあるが︑と設定しつつ︑簡々の
人物を描く績には︑探り紘一＼けるべき点︑評舗できる↑
そ他の﹁瀞挟﹂と一弘別して記したのであるつつまり︑

﹂や﹁他人への心配り

これまで確認してきたように︑﹁遊侠列停﹂という
の枠組みの中で
れた︑﹁金銭的︑

の姿を示し︑一時一にとっ
て︑人間としての理想的な姿を︑それらの
行為のやに見出そうとしたのである︒

つつ︑

問︑﹁史記﹂ にあらわれた﹁後﹂について
した

列傍﹂以外の﹁史記﹂における﹁伎﹂の用例を検討し︑
﹁史記﹂構成上の問題と関連付けて考察を加えていき
宛地方の

える記述である
これらの

a

では︑
ることは

︑
L

JAto

品

任技

で︑﹁任後

で﹁任

﹁挟﹂への

いていたこ こ
1が

ぃ︒むしろ︑
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たい︒
﹁
茨
﹂

の

ではない

1

の

の鰭人に対しての

の

。
〉

γ寺

》

の

1

、
ま（
ず

できるだけである︒さらに﹁任侠﹂の姿について︑

侠矯姦﹂とあるように︑悪事を働く﹁技﹂の存在が

作し︑調攻して休まず︒銭を鋒し家を掘るに及んでは︑

とある︒﹁諜侠列傍い中の郭解ので﹁ A
滞在議し姦合

信より務刈りて数ふべからずJ とあるのと︑ほぽ同⁝の

内容を怯える記述である︒とすると︑﹁侠﹂の反社会的

的に言及している記述が次のようにあるつ
4由比観之︑賢人深謀於廊廟︑論議朝廷︑守信死節︑

吋侠﹂も本質的に変わりはない︑ということになる︒

では﹁貨殖列簿﹂中にみられる否定的な﹁侠﹂の姿と

な行為自体は﹁貨殖列博﹂の﹁侠﹂も﹁辞侠列樽﹂の

暴雨倶欲者也︒故壮士在家︑攻城先登︑臨捧伊敵︑

﹁議侠列傍﹂中にみられる肯定的な﹁侠﹂の姿との違

是以廉吏久久更富︑廉賢騎富︒富者人之情性︑所不
新終寧旗︑前蒙矢石︑不遊湯火之難者︑潟品娘一貫使也︒

韓居巌穴之士︑設矯名高者︑安蹄平︒鶴於富庫山田︒

其在霞巷︑少年攻郭推理︑劫人作姦︑摺家鋒幣︑任

所へも赴くのは︑すべて財物が罰当てなのだ︑と述べ

法禁を犯すのを意にも留めず︑自分の命が危うくなる

だ︒それ故﹁任侠﹂が友を助けるために仇討ちをしたり︑

みない活躍をみせるのも︑莫大な思繋がそうさせるの

のだ︑という︑主張がみられる︒壮士が戦場で危機を顧

ここでは︑ 35 は人間の情性として設でも欲するも

駕者︑其寅皆震財用耳︒︵間前︶

遷にとって﹁藤繋退譲﹂という概念の対揮に位置し︑﹁

つまり︑﹁貨殖列筋四﹂における否定的な﹁侠﹂は︑司馬

物質的利益への寡欲さ﹂或いは﹁謙虚さ﹂であった︒

綜技﹂遠の共通点といえば﹁潔繋退譲﹂︑部ち﹁金銭 的︑

一方︑司馬濯が評髄し︑﹁瀞挟列傍﹂中に採り挙庁た﹁

欲な人間の姿を揃世号することがテi マとなっている︒

停である︒つまり︑世俗的利援の象徴である金銭に食

し︑蓄を獲得︑維持︑拡大し得た庶民の姿を描いた列

無一物の状態から経済活動を始め︑利殖のために努力

﹁貨殖閣内侍﹂とは局知の通り︑資本のうえではほぼ

いは一体どのような点にあるのか︒

ている︒つまり︑﹁貨擢列停﹂では︑﹁任侠﹂は結局ZE

瀞挟列傍﹂で﹁関勾ぞ道ふに足らんや﹂と一言われる部類

侠井兼︑借交報仇︑審逐幽際︑不避法林一柄︑走死地如

のために自らの命を投げ出すような行動をするのだ︑

ところで︑﹁貨殖列傍﹂は﹁史記﹂では﹁太史公自序﹂

に属する﹁挟﹂なのである︒

と非常に否定的な考えが示されているのである︒
この︑﹁任挟﹂の苔定的な姿を伝える記述では︑﹁攻
割推理し︑人を劫かして姦を作し︑家を掘り幣を鋳す﹂
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廉繋退譲﹂という概念に着問問し︑列伝構成上の詞題に

の配列の開題に関して︑一司馬遷が評価した﹁妓﹂の﹁

を除くと制何倍の最後に位置している︒このような制刊誌

である︒さらに一時馬還は論語の中の孔子の一言を引き︑

動した人物が︑結局は滅んでしまった姿を強調するの

と︑名利を追求することなく︑自らのって行

︵間前﹀

と︑孔子が二人の行為を称賛し︑伯夷・叔務らこそが

c

孔ウナ回︑治夷・叔努︑不意欝謀︑建問延期希︒求仁

いる﹁伯夷列傍﹂には︑局代の伯夷・叔努の伝記が載

理想主義的穣教の体現者であった︑と捉えていたこと

得仁︑又向怨乎

せられている︒彼らこ人の事跡を伝える記述は億単で

の中に壊もれてしまってもよいのか︒司馬還は剖刊誌の

が示されているのである︒このような人物たちが麓史

例えば︑﹁鐸殖列傍﹂に対して列伝の最初に位援して

欝連付けて︑多少検討しておきたい︒

非常に短い︒要するに︑一一人が当特の散を蕊み嫌い︑

倍夷・叔努は孔予のおかげで名が彰われた︒顔識は

雲之士︑悪龍雄子後世裁︒︵間前︶

謀部不稿︑悲犬 a開問巷之入︑欲抵一行立名者︑非附青

間闘機尾市行金額︒巌穴之士︑趣舎有時︒若比類名器

拍夷・叔察錐賛︑得夫子商名盆影︒顔淵雄篤祭︑

末尾に次のように述べる︒

首額出に隠れ往んで鱗死した︑と記されているだけで
ある︒特記すべき功績も無いこの二人を︑司馬遷が列
伝の最初に位置させるとは︑何か意図することがあっ
たに違いない︒列伝中の記述でほ︑
其傍母︑伯夷・叔務︑孤竹君之二子也︒父欲立叔
務︒及父卒︑叔務譲伯夷︒伯夷自︑父命也︒遂逃去︒
叔努亦不背立間違之︒麗人立菜市ヤ子︒

器を逃れ︑自分遠の有していた閤家の継承権を放楽

とあり︑一一人とも父の後鰐となるのを譲りあい︑結

民連は︑行いに劫み︑名を立てようとしても青雲の土

が壊もれて称賛されない者がいる︒悲しいことだ︒庶

土が世に出るかどうかは持還による︒この類の者で名

名馬の患に能くが如く行が額われた︒器産に隠れ住む

ているのである︒つまり︑彼らは︑人間にとっての

に附かない限り︑後世に伝えられることなど無い︑と

︵史認審六十一佑夷列傍第一︶

大の権益というべきものを拒否したのだといえる︒

た人物を積院機的仰に自らの著作に採り挙げ︑後世にまで

ある︒ここには︑的夷・叔替のような︑己の義に従っ
︵向舗︶

いて司馬遷は︑
穣仁繋行︑知比而銃死︒
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怯えようとする司馬遷の意識が示されているのであ

えてくれる者に﹁徳﹂があるのだ︒州出夷・叔努が餓死

のであったし︑臨・鶴は暴一民であっても︑サナ分達は義

しても︑文王・武王の主としての名声は揺るぎ無いも

そして︑この ﹁伯夷列傍﹂での表現は

る
︒

至如間巷之侠︑修行砥名︑設施於天下︑莫不穏賢︒

ない︑という︒司馬遷は︑現実社会の中でg の当たり

者は侯となる︒侯の側に﹁仁義﹂があるとは金書では

を称賛し続けた︒鈎を盗んだ者は諒され︑留を盗んだ

是矯難耳︒然儒墨皆排損不載︒自案以前︑匹夫之侠︑

ある︑と痛烈に批判しているのである︒

また︑ 司馬還は﹁太史公自序﹂で︑ 次のように述べ

をするのは外でもない司馬濠自身である︑との決意が

にも採り挙げるべき人物はいる︒後世に名を殺すこと

た︒本来ならば社会的に否定されるべき﹁辞侠﹂の中

達はこれまで儀翠に排斥されて歴史の中に埋もれてき

子によって名を後世に残す事ができた︒一方︑﹁瀞侠﹂

かれ︑金銭的︑物質的に食欲で︑﹁科を争った﹂人々を

て寡欲で︑﹁義に奔った﹂伯夷・叔替は列伝の最初に龍

う行為合した︑というのである︒世俗的な権議に対し

﹁米世﹂が利を争っている時に︑彼らだけが義に従

夷列傍第一︒︵史記巻一百一一一十太史公自序第七十︶

米役一等利︑維後奔義︑譲鴎餓死︑天下稽之︑作伯

ている︒

読みとれるのである︒さらに﹁辞侠列傍﹂では次のよ

描いた﹁貨殖列傍﹂は列伝の最後に置かれている︒﹁列

惇﹂という大きな枠の中でこれらの両者を見た持︑非

常に対称的な人間の類型が浮かび上がってくるであ

A

佑夷醜周︑餓死首陽山︑苅文・武不以其故以民主︒蕗・

る
︒

日︑何知仁義︑己 混と饗其利者負有徳︒
揺暴一決︑其徒諦義無窮︒出比鶴之︑議鈎者誌︑鶏関

さて︑今︑司馬壌が︑見てくれだけの空車な

を批判した︑と指擁したが︑それでは司馬遷は

体

者侯︒侯之内︑仁義存︑非藤一一高成︒︵間前︶
﹁仁義﹂なぞ知ることがあろうか︒自分に利益を与

自

うに述べる︒

列傍﹂との対誌で考えてみるならば︑伯夷・叔務は孔

という表現と非常に類似している︒この記述を﹁的夷

︵史記巻一百二十 m
m 瀞挟列傍第六十四︶

にする﹁仁義﹂は︑見てくれだけの空虚な﹁仁義﹂で

中

謹減不見︒余甚恨之︒

ぴ
〉
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らが依拠すべきをどのように捉えていたのか︒

被られたため︑張良は仇

に逃れた︒そこで次の

いようとして始皇帝の培

らったとあり︑﹁人を患より救ふ﹂という﹂が採

一方︑という点に関しては︑

りあげるべき︸の行為の実践が示されている︒

を読はず︑一一一一向に倍かざる﹂点を﹁義﹂を実銭する者が

公できる︒

に殿様をはかせた︒そして次のようにある︒

良の皮応を見ょうとした︒張良は怒りを抑え︑黄石公

公がの前の下し︑張

う諾で表現しうる︑と示しているのである︒﹁史記﹂で

父去里一段︑謹選︒日︑議子可教失︒後五日平明︑

コ
。

ネ
旦
父

父

﹁留接投家いで辻﹁伝侠﹂の人物︑張良が主主と返

めて対処すると︑評餌すべき行為として示されている︒

場にある人物遠に対し︑﹁挟﹂と表現主れる額一般が確認

守
，

奥我曾比︒良忠娃之︑続日︑諾︒︵同前﹀

っ

できる︒そこで今︑﹁史記﹂全体における﹁挟﹂の用例

た

黄石公と約束を交わす張良の返事の表現に︑辺諸いの

め

諾が使われている︒この去さとは﹁議挟列傍﹂で﹁

の
大
臣
で

を概観し︑そこにあらわれる﹁仁一﹁義﹂に関わる共通

韓

点を検討していく︒なお︑論述の便のため︑用例別に

は
共

己諾必議﹂と︑﹁諜挟﹂が承諾したことに必ず誠意を込

辻﹁器使列傍﹂以外の世家︑列信市？の議々な地位︑立

の具体的な行為が︑儒教の箆問問である﹁に﹂﹁義﹂とい

採り挙げるべきものだと捉えている︒つまり﹁藤俊﹂

の﹁人を阜より救ひ︑人の時胤ふ﹂点を

ミ」

一安実銭する者が取り挙げるべきものと捉え︑﹁一倍加

人を殺した摂佑が︑﹁任挟﹂の人物︑っても

居下部議任侠︒市明伯常殺人︑

みられる︒

殺を計翻するが失致し︑

について

この点について再び﹁侠﹂に関連付けて︑次ので考
察を加えていきたい︒

ー

ので雪附したが︑﹁提侠﹂の

）

﹁好俊﹂など︑類訟のて扱う事にす
る

I︐﹁議挟﹂など

事し︑その後約束を毅るまいと︑拘度も黄石公に会う

ために足を運ぶ彼の姿が描かれる︒ったこと

23

（

張 <
1
<
良

への糞任を果たしているのである︒つまりこの

外観してでも守り通さねばならない︑個人的な信頼関

のであり︑それは密分の社会的な地位や立場を度

よ空という語が用いられている︒﹁侠﹂と明記された

なお︑ここでも朱家に対する膝公の承諾の語として

係に基づく精神であったといえよう︒

フ一一日に倍かず﹂という﹁義者﹂が採りあげるべき
の行為の実践であると捉えることができる︒
②︑季布・季心
次は﹁季布嬢布列簿﹂の用例を検討する︒まず︑

ていた藤公が︑朱家に対して敢えて﹁諾﹂と答えたと

者が発した一言葉ではないが︑朱家が﹁大侠﹂だと知っ

季布者︑楚人也︒矯気任侠︑有名於楚︒項籍使将

いうことになる︒﹁諾﹂の語を以て承知するとは︑藤公

布の用例から確認する︒
兵︑数輩漢王︒及項刑制滅︑高誼購求布千金︒敢有舎

あるといえる︒

の態度は︑﹁依﹂の精神と同等の決意を表明するもので

︵史記者一一白季布欝布列傍第四十︶

歴︑罪及三族︒季布寵撲陽潟氏︒

季布は周氏の策により奴隷の姿に身なりをやっし︑﹁海

金の懸賞金で追求され︑議陽の崩氏のもとに逃れた︒

結局審丘生は蓄を先に出して季布に会いに符った︒そ

忌生は季布に会おうとするが︑資長君に止められる︒

殺を諌め︑曹託金と交際しないように一言う︒⁝方︑警

例がみえる︒瞥丘生の悪評を開聞いていた季布は︑賓長

さらに︑この﹁諾﹂の語に関して季布の伝記中に用

侠﹂の人物︑朱家の所へ売られていく︒朱家は季布を

﹁任伎﹂の人物として楚で有名であった季布は︑千

救うため︑漢の重臣︑藤公の所へ行き説得を試みる︒
日︑諾︒待問︑柔言如朱家指︒︵間前︶

如得季布一諾︒足下何以得此整於梁・楚間関哉︒立僕

曹丘至︒即揖季布日︑楚人諺臼︑得黄金百斤︑不

の場面は次のようにある︒

季布︑を躍えば三族に罪が及ぶにもかかわらず︑季布

重邪︒何足下距僕之深山私︒挙布蓮大説︑引入留数月︑

楚入︑足下亦楚人也︒僕瀞揚足下之名於天下︑顧不

汝陰候膝公︑心知朱家大侠︑意季布霞其所︒遜許

を許すよう朱家が説得し︑藤公は︑高誼への諌一言を承

︵院前︶

議上客︑原送之︒季布名所以会関者︑審丘揚之也︒

諾した︑とある︒際公が漢の重臣であったこと安考え
ると︑両者のこの行為には社会的な﹁法﹂を超越した
要思の存在が示されている︒その要部とは即ち﹁侠﹂
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品
川M

神のして
ているのである︒

まず︑
ことが示される︒
も辞冬ないとあり︑ここでは
心に人望があり︑後と﹁ふム﹂の

グ
〉

摘しておいたように

︵間前︶

の人物である率九

し︑ってもらったとある︒第三章合一︶で抱

存在していた点が示されているつ以前人を殺して逃亡

r
.
.
、

しておくつ

﹁
技
﹂
の

しての

郡守︒

i

の

立

2︐﹁好挟﹂など

れている︒

であったことが強澗ベき存在として描か

逆に︑彼が後一俗的な名声や利益を追求する食欲な﹁挟﹂

濯が評価している﹁技﹂の行為は確認できない︒

は︑能力を乱用mし︑繋沢を追求した屈が示され︑

るったという︒つまり︑彼の﹁挟﹂の人物として

ことに絡を出し︑宮支の弱みにつけ込んで︑権勢

が︑彼は自殺するどころか︑私援を杷

れば︑荊を受ける前に肉であつ

ほ ど 高 い 地 位 に い た 人 執 念 一 言 い︶
ニ

富二十一ハム

(
1
)

の用例にあるように

一25

の関難を救つ

命
︑

の

の用閣をみること
ぐ
〉

季心が弟分としていた人物である︒
夫不喜文率︑好託挟︑己然諾︒誇所輿交通︑
豪祭大狩§家緊数千寓︑食客日数十否入︒

とあり︑本松中で︑亡人罪人の類と記されてい

が︑ここでは﹁任技姦人﹂と描写されている︒

自身が﹁強いのふるまいをしたり︑好んだりしたとの

い金容と﹁侠﹂の結び付きを示しているものである︒

具体的な記述は確認できない︒だが︑孟嘗君の食客に︑

この点に関し︑増瀬龍夫氏は三三四君？？と食客が結び

︵史記巻一百七競其武安侯刑判傍第間十七﹀

つまり彼が二百に倍かず﹂という﹁義者﹂が採りあげ

だ人物が﹁承諾したことを果たす﹂と記されている︒

付く理由として︑経済的基盤だけでなく︑より個人的

﹁侠いの存在が認められることは︑定まった主のいな

るべき﹁技﹂の行為を実践していたことが示されてい

な心的結合︑つまり﹁侠﹂の精神に表される人格的要

ここでは﹁好任侠︑己然諾﹂とあり︑﹁任技﹂を好ん

るのである︒さらに︑後は多くの食客を養っていたと

閣を挙︒けておられる︒

次に汲轄の用例を確認する︒

③︑汲轄

ある︒この食客に関して︑﹁史記﹂では﹁戦国の拐殺子﹂
できる︒例えば﹁孟替君列簿﹂には︑

達が彼らの門下に多くの食客を養っていた記事が線認

黙認人性倍少議︒話折不能容人之過色合己者蕃待

之︑不合己者︑不能忍見︒士一亦以北不問駕︒然好

孟替君在詩︑招致諸侯賓客︒及亡人有罪者︑皆続
孟嘗君︒孟替君会業厚遇之︒以故傾天下之ムム︒会客

及宗正劉奔︒亦以数直談︑不得久居位︒

之顔色︒常慕傍柏・哀設之属人也︒善濯夫・鄭官時

︵皐︶︵ま±務侠︑任気節︑内行惰銀︑好夜謀︑数詑主

︵史記巻七十五一本崎将君列傍第ト五︶

数千人︑無愛賎一奥文等︒
とあり︑食客の中には︑亡命者や罪人などがいたとさ

が︑﹁辞挟列簿﹂市？で弱巷の挟が﹁情一行砥名﹂に努力し

後の﹁侠﹂としての具体的な行為は見られない︒だ

︵史記巻一百二十汲鄭列傍第六十︶

太史公日︑五口嘗過辞︒笠︵俗関車︑卒多暴築子弟︑

た点に注目すると︑汲籍が﹁技﹂の精神を好んだため︑

れ︑列信の議総長では︑

入陣中︑議六高齢家失︒役之簿孟嘗君好客向尚喜︑名

﹁内行搭契﹂に努めようとした人物であったと捉える

輿鯨・魯殊︒間其故︑日︑孟嘗君招致天下任伎姦人
不麗失︒︵間前︶

一26‑

ことができる︒また︑や mに縛柏や哀遂の

れている︒さらに︑議嬰ら潟つ

であり︑るに足る

るべ
は一るべ

けることができる︒

して行かされ︑

た ow

ている

したことが

ったとある︒裳窪辻︑さきに﹁一銭在挟﹂と表現された

与え︑山は入れなかったとある︒つまり︑
のが

季心を壁った人物として明記されていた︒ここでは﹁好
諜挟﹂といった人物として現れている︒

︒
円号︑
に関する用倒的は︑彼のおばの
伝記を載せる﹁外戚俳一家﹂にみえ︑

ここでは﹁琵侠﹂を自負し

︵間前︶

ものと捉えることができる︒
燕の太子丹は︑

る

りあげるべき﹁桟﹂

︿史記巻四十九外談役家第十九︶

−楚反時︑

またこの

数ふ﹂という

った事が記されている︒この

賓客︒︵史記巻一百七鶏英武安役刑判傍第四十七︶

鶏茶侯貿嬰者︑孝文后従兄子也︒父役窺津人︒喜

る︒そして︑彼の本伝では︑

とあり︑後が﹁任挟﹂を自負する人物だと記されてい

コ
。

とあり︑彼が賓客を養うこと安好んだと記される︒さ
らに︑彼の人物像を伝える記述は︑
乃奔嬰最大韓中卒︑関金千斤︒嬰乃一一一一同哀山
名終賢土在家者選之︒所賜金擦之廊淳一下︑
韓令財陥思議用︒金然入家者︒

3

の
の尚氏かっ王
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とあり︑彼が大勝代議となった際に︑在
推薦した︑と記されている
名がみえ︑﹁挟﹂

0)

ど

な

太子丹は泰から逃げ帰り︑泰平一に報復してくれ

m光先生はかくて荊輯のもとへ行き︑彼に太子丹の

諌める太傍鞠武を聞き容れず︑結局︑燕の議士︑出光

告光日︑所︸一局者間之大事山私︒顧先生勿地︒是太子提

出光臼︑十札口問之︑長者矯行︑不使人疑之︒今太子

求めた︒太子丹は︑強罷秦の逆鱗に触れぬように︑と
先生に相談した︒国光先生は︑自身が老いたのそ理出

光山弘︒中六銭行部使入錠之︑非節挟也︒欲自殺以激荊

所へ行くように説得し︑承知させた︒

に国事を留ることを辞すが︑代わりに︑荊朝を推薦す

卿︒日︑騒足下急過太子一言︑光日死︑明不一吉岡山切︒岡山

敬諾︒部起趨出︒太子送一会問︑戒日︑丹所線︑先生

じられた時︑自らの命を投げ出す稜の強い信愈を抱い

ある︒辺倒叩侠﹂安自負する人物は︑その・自尊心を踏みに

換ある挟﹂ではないと考え︑国光先生は自殺をしたと

行いをなす時に︑人に疑念を抱かせるようでは﹁節

遂自制而死︒︿間前︶

る︒まず︑太子丹が田光先生に依頼する場面は次のよ
うにある︒

om光日︑

所雷者︑関之大事也︒額先生勿池也︒間同光挽一山笑日︑

ていたのである︒つまりここでは﹁挟﹂の観念化され

太子日︑顔臨先生得結交於荊郷︒可乎

国光先生が太子丹に対して二度﹁押さと返答してい

た精神に︑すでに自らの行動への強い責任感が存在し

諾︒︵史記者八十六刺客列傍第二十六︶
る︒最初の﹁敬諾﹂は︑太子丹が田光先生のカで荊椀

ていたことが確認できるのである︒

先生は︑﹁保市笑司︑諾︒﹂と描写され︑同紙念を抱かれ︑

﹁勿波﹂と戒めたことに対する承諾の認である︒国光

である︒二度目の﹁諾﹂の方は︑太子丹が国光先生に︑

弓馬遷が高い評価を下している人物が存在するという

に︑本来ならば社会的に苔定されるべき﹁侠﹂に対し︑

検討してきた︒﹁辞侠列侍﹂の﹁庶民﹂の﹁侠﹂のよう

以上︑﹁史記﹂における﹁侠﹂のあらわれ方について

五︑おわりに

と交を結びたいと顕い出たことに対する︑回光先生の
承諾の言葉である︒田光先生は︑国難にある太子丹を︑
自分のカでは救うことができぬと考え︑代わりに確か

自尊心を踏みにじられたことへの自噺を込めた寂しげ

ことから︑﹁史記﹂に採録された﹁侠﹂の姿にどのよう

な人物を紹介するのに対し︑﹁敬諾﹂と吠く承諾したの

な笑いが示されている︒
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な︑人関として理想的な姿が描出されているか︑とい

習俗﹂第一章第一第一一一薬撲の捺における瀞侠の活躍

一一︑増淵龍夫﹁漢代における民関秩序の構造と任侠約

七︑今藤箆﹁司馬還の徴辞﹂︿﹁出？？龍二教援退休記念

題文史哲研究会︑集刊東洋学十七所収一九六七年︶

六︑伊藤椿男弓史記﹄雑伝の研究︵上︶﹂︵東北大学中

引用した︒

五︑以下の用例は︑議刈議太郎﹁史記曾詑考鐙﹂より

﹁乎﹂を﹁弔米﹂とした︒

毘︑瀧川議太郎吋＃

︵一議論議ニムハノ五所収一九五一年︶

う点について考察を加えてきたむ本論やで得度指檎し
た通り︑﹁瀞伎列傍﹂という枠組みの中では︑﹁侠﹂の
人物の﹁廉繋退譲﹂︑即ち﹁世俗的な名利への寡欲さ﹂
或いは﹁議患な態度﹂を理想視し︑それを後世に伝え
んとした司馬遷の意鴎が窺えるのである︒一方︑﹁繁殖
列傍﹂に現れた﹁侠﹂や寧成などのように利益を追求
する存在としての﹁後﹂に対しては︑司馬還は非常に
厳しい態度を示しているのである︒
また︑司潟還は﹁的関﹂の評錨すべき精神を︑﹁仁者﹂

比同然街﹂に従い︑ここで

︶
中層学論集﹂一敗収研文社一九九O年
を﹁己﹂とした︒

八︑瀧川鍾太郎吋＃

﹁義者﹂が援りあげるべきもの︑と記している︒﹁史記﹂
辻︑ほぼ共通してこれらの一﹁義者﹂が採りあげ

九︑増淵龍夫︵前掲論文﹀

ゃに確認できる︑﹁侠﹂に関係して描写された人物たち
るべきとした﹁侠﹂のした記述ができ

学を前字とした︒

十
︑
︑
寸
品

るのである︒

一︑宮崎市定﹁議挟に就て﹂︵﹁歴史と地理﹂
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巻第圏・五号所収一九一一一四年︶
一︑︵前掲論文﹀

十
四

