iお
股る
文患

八け

関評

と菩
のの

係点
を
中
、
し
J

ω

文章の機文法などを主眼にし︑史惑の評点をはじめたの

いなど︺を論じるものではなかった︒︶と文章の批評に重点
置いていないことを指摘している ︒

現︹思想・内容など︺を論じるものであり︑文︹構文・言葉使

予論理苅不論文︒﹂︵その持論は甚だ厳密であり︑全体的には

清の紀的は﹃由庫金書提婆﹄の中で﹁其持論甚鍛︐大意実

も文議論という視点からの評点ではなかった︒したがって

しかしながら︑それは史実や人物の評価が多くて︑必ずし

明文章正出誌に﹃友伝﹄﹃史記﹄についての評点が克られる︒

式が確立すると問時に現れたのである︒たとえば良徳秀の

史書の評点は宋代に︑すなわち評点という文章批評の形

明
代

﹃史記恥についていえば︑凌稔除の﹃史記一対林﹄︵寓謄一一一︑

は盛んに行われた︒大体︑高暦輯以前の史書評点状況は

はやはり明代に入ってからのことである︒開明代に史書評点

鍛

一五七回︶の引用書闘に見える︒次にその﹁評﹂と称する
ものを抄録しておく︒

h

﹃王守浸史記評抄﹄
﹃陳石亭史記評抄

程一崎議史記評抄恥
﹃茅見治史記評抄﹄

﹃王欣 m
m
史記評抄﹄
﹃蜜滋陽史記評抄﹄
﹃翠滋泉史記一詩抄﹄
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張

吋茅鹿門史記評控

李光耀﹃史−記綜互

鍾埋﹃鍾伯敬先生評史記奇詑

﹃新刻震林湯先生評選史記王壷氷﹄

﹃張王屋史記芦倣詮

後稔隆﹃史記選

﹃塊野史記部誌 ﹄
μ

司王尊厳史記評抄﹄

陳仁錫﹃棟太史評問史一一正

天啓朝︵一六二 73一六四四︶

梅ウ議室公梅太史訂選史記神堕

の楊慎の﹃史記題評﹄が最も古い︒他は殆ど嘉靖︑陸慶再

上記の評点本を見ると︑正徳朝︵一五O六1 一五一一一︶
開制に集中している︒凌稚践の吋出入記評林凡例﹄によると︑

感情自円相判︵二ハ二八1 一六四四︶

ところが︑高麗朝に入ってから少なくない抄本も刊行され

上記のうち楊慎の﹃史記題評﹄を除き︑皆抄本であった︒

全体から見ると︑明朝における百人記﹄についての評点

陳ウナ龍﹃陳臥子先生測議史記﹄

は高暦朝に歪りピ！クに達し︑それ以後徐々に衰える︒出江

た︒筆者の知っている限り︑少なくとも以下のいくつかの
叢要な﹃史記﹄評点本がある︒

点者は雨時に司左舷﹄の評点者でもあったゆえに︑いわば

伝﹄も大体同じ状況にある︒実擦には多くの﹃史記﹄の評

唐蝦之﹃絹川先生精選批点史記﹄

百人記﹄の評点状況は大体明代の史書評点の実状を反映し

嘉靖朝︵一五一一一一1 一五六六︶
茅坤歪記詑

ている︒なかでも凌稚娃の﹃史記評林﹂﹁孫鱗の﹃孫ロバ峰先

李廷機烹十九我先生批評史記﹄

る︒その点について主に三つの方面から分析してみる︒

した評点盛況の社会背景はやはり明代の科挙試験制度であ

記﹄の文章批評についての代表的評点本と思われる︒こう

生批評史記﹄及び陳子龍吉煉獄子先生測議史記﹄は宮人

穆文照百人記﹄

部以讃﹃史記輯註

経慶輯︵一五六七i 一五七二︶

部以讃吋史記葉一註

第一に︑史警の評点物はほぼ成化輯以後刊行主れており︑

朝初期︑太組朱元環は洪武一一一年に詔舎を下し︑科挙制度を

八段文が特殊な文体として確立した後のことである

高踏朝︵一五七一一一1 一六二O︶
孫鎖潔月峰先生批評史謹

ω︒明
湯餐示室制器産林湯先生評選史記﹄
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記試験はまだ厳絡な八股文ではなかった︒明の王役突の

継ぎ︑四番五経を筆記の内容とするものである︒初期の筆

実擁するように命じた︒基本的には宋代の科挙制度を受け

襲が出てから八段文の文法が漸く精密になり︑後の人々に

塘の﹃明文紗一一一編﹄の説明によると︑明の成化の文惨公王

成化年間︵一四六五i 一部八七︶のことであるという︒高

それぞれ五百字以上で︑臨警の試験問題はそれぞれ五百字

ば︑王撃は八股文の﹁文法いを確立させた一人である句

﹁制義関山﹂︵八股文の関山の被︶と尊ばれた︒正確にいえ

以上であり︑第二場の謹幾論は一一一百字以上であり︑第一一一場

かった︒

彼は﹁六経には文法あり﹂という主張は孫鱗よりずっと早

﹁郷試合試文字稜式﹂によると︑第一場の五経試験問題は

は面接の試験であるが︑鱗粂︑弓道︑書道︑擦などが入る︒

力も護視する︒洪武六年に朱元惑はや番省によ初出回いを下

ω ︒文章の試験が簡潔である一方︑実務の能

して偶然ではなかった︒楊慎の﹃史記題評﹄は宮入記﹄に

が現れたのである︒前後の間際は二十数年にすぎなく︑決

五O六1 一五二一︶になると︑前掲の楊慎の句史記題評﹄

成記以後︑弘治︵一回八八1 一
五O五︶を経て正徳︵一

し︑科挙試験によって取った人材は若い人が多く︑文章は

ついての最もネい評点本と考えられる︒現存の﹃史認題

殿試︵皇帝自らの国接︶は﹁時務策﹂の文章を一千字以上

なかなかうまいが︑実務の能力はあまり望ましくないと指

評 hは殆どぷナ一兆陽句史記題詩﹄﹂と記しているが︑実襟泣

であるという

摘したうえ︑その年の科挙試験を取りやめ︑改めて実務能

中身を見ると︑﹁李一語防相判訂︑高士魁校正﹂となっている︒

しかし科挙制度の実施によって下層の貧しい知識人たち

慎﹂と署名したものである︒李一沌楊︵一一間九七1 一五八
O︶は明の嘉靖五年︵一五二六︶の進士であり︑彼は直接

批評した部分は宋代の錦須渓等のものもあるが︑殆ど﹁楊

力霞寵記葬を示したのである︒

熱で文殺を研究し︑作文の秘訣を見出そうとしていた︒そ

携慎の百人記題評 h の原本に基づき編集していたと推概さ

のために出世の道を識さ︑人々は合格するために最大な情
れに対し︑出散の関門が狭く︑受験生の作文の椀がうまく

れる︒

六︶に︑︵景泰五年の進士︶︑成化朝︵一閤六五1 一
盟

主な代表的な評点者として︑景泰割引︵一四五01一四五

第ニに︑史舎の評点者は殆ど科挙試験の成功者である︒

なる一方︑試験官もますます難しい問題を出す︒文体に対
する規定も厳格になりつつある α ついに﹁殺擦題﹂という
奇壊な出題の方法まで考案されたほどであるゆ
顧炎武の︵巻十六︶によると︑八股文の形成は
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八七︶に王議︵成化十年の解元︑十一年の舎一冗︶︑正徳朝

この点について筆者はすでに他の論文で触れたことがある

五
七
一
一
一1 一六ニO︶に孫鍛︵寓暦二年の進士︶︑李廷機︵前向

五年の進士︶︑部以讃︵騒慶五年の命日一冗・探花︶︑商潜朝︵一

年の進士︶︑降慶一︵一五六七1 一五七二︶に策洪憲︵隆慶

梼眼︶︑移文部⁝︵嘉靖四十一年の進土︶︑帰有光︵蕊議四十四

昆︵嘉靖一一十六年の進士︶︑王錫爵︵嘉靖国十一年の曾元・

︵嘉靖十七年の進士︶︑玉世貞︵嘉靖一一十六年の進士︶︑注道

之︵嘉靖八年の進士︶︑薄応族会議靖十閏年の状一苅︶︑茅坤

︵一五二二1 一五六六︶に王慎中︵嘉靖五年の進士︶︑唐傾

倍加と吋史記﹄を文章の車両手本と見なしているのである︒

文章一家のでさることが終わった︶と評論し︑いずれも司左

天下之能率議失﹂︵文家は司馬還の﹃史記 bに至り︑天下の

λ ﹄については︑韓敬は﹁文章歪司馬子長界一記︐而
と︑百 詑

伝﹄を超えられず︑ほぽ文章の鼻祖と一一出回ってもよかろう︶

出其間関︐殆文章之鼻祖﹂︵後の文章の大家は︑滅多に司左

えば﹃左円相﹄については︑陶望齢は﹁後之文章中一小低︐竿能

たちの司左伝﹄﹃史記恥に対する銭信況についてである︒たと

第三に︑さらに注目しなければならないことは︑一群点者

ため︑ここでは重覆しない︒

膳十一年の進士︶︑閥盟齢︵訪問騎士一一年の進士一︶︑焦紘謝︵寓

ちなみにそれは︑大休明代の評点者の見方︑宇佐代表する評価

︵一五O六1 一五二二に揚慎︵正徳六年の状一冗︶︑嘉靖朝

潜十七年の状一冗︶︑肇糊︵寓腎二十年の進士︶︑場賓安︵高崎

である︒このような評価は︑当然ながら評点者たちは八股
文を批評する時も例外なく最高の法則とされたのである︒

啓朝︵一六二一 1 一六二七︶に陳仁錫︵天啓二年の探花︶︑

さて︑明代の評点者たちはどのように史書を批評し︑そ

︵いわゆる﹁文法︶︶を学ぶよう繰り返してすすめていた︒

彼らは序雷や評点の鮪所に八段文の学習者に史舎の作文法

︵寓暦一一一十八年の進会︶︑顧錫瞬︵高腐四十七年の進士︶︑天

二十一一一年の金元・傍限︶︑王畿富一暦二十六年の進全︶︑銀協

文南英︵天啓周年の挙人︶︑静元春︵天啓七年の滋一人︶︑楽禎

u
v

章論を主張していたのであろうか︒次に具体的に検証して

の中から﹁文法﹂と称するものを見出し︑さらに自分の文

朝︵一六二八5 一六四四︶に陳子龍︵島市禎十年の逃走︶な
どがいる︒
これほど多くの科挙の成功者たちが史設を批評するのは
決して偶然ではなかった︒評点者たちが如何なる目的で史
設を批評したかは彼らの序文や凡例を見ればよく分かる︒
基本的にはやはり科挙との密接的な関係を否定できない︒
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の中に描かれている孔子の閉会や朝誌にいる様

文は番経のようで詩経のようであり︑そもそも番経と詩

る︒文章でなければほかにできるであろうか︒斡愈の序

或いは外遊する綾子は︑宛も聖人のままのようであ
開例代の史審評点における﹁文法﹂という一言葉は今日の語

たものが多い︒遂に後世の文章家の手本となった︒なぜ

経を真似たにすぎない︒その他の文章は﹁千晶子﹂を真似

六経に文法なしと言えるであろうか︒巻下︑文章︶

﹁作文の方法﹂︶という意味である︒明代において早い時期
から﹁文法﹂を重視したのはやはり王築である︒彼は次の

学の噴き戸ヨ向という意味ではなく︑﹁構文の方法﹂︵または

ように述べている 60

人痕輿烹組問縮︐市内貰紋山水脈絡障委︐如在日前︒後世有

其高者逮者米敗退論︐郎如七月⁝篇欽幾夜間︐山内射殺家

して批評されるのもごく自然の成り行きである︒﹃史記﹄は

経の一っとしてもみな主れる︒したがって︑復れた文章と

を及ぼされていた︒﹃左伝﹄は史警としてだけではなく︑六

王撃の﹁文法﹂重視の︑支張は後の史審評点に大きな影響

此文字乎？論語記犬子夜郷夜靭使摘等容︐宛然選出一個

のように明代の評点者たちに認められているので︑評点者

ムハ経に含まれていないが︑最高の文章の手本として︑前掲

世謡︑穴経無文法︐不知高台義理︑高古文字皆従鮭山山也︒

聖人︐北文能之乎？日間禁序如番銘如詩︐祭器輿詩也︒共

明の数多くの史議評点物の中で︑ぷ︿法﹂について最もよ

他文多従孟子︐選為張世文章家活︐執謂ムハ怒無文法乎︒

くまとめられているのは孫鎮の﹃孫月峰先生批評史記﹄と

たちが﹃史記﹄の文法を見出すのも不思議ではなかろう︒

は万台の義理︑万古の文章はみな経より出たと知ら・ない

︵役の中はムハ経に文法なしという者がいるようだが︑それ
だけである︒そのなかの高いものや速いものについては

言えよう︒大体ニ十八伎の﹁文法﹂をまとめることができ

／

／

制叙法︑ 議括法︑ 綜恕法︑ 錯綜法︑
翻意法︑
讃要法︑口激射法︑辺鉄護法︑日相関同法︑日凶節奏法︑一泊皮
霞法︑一間関関法︑山釦挿法︑一川町船接法︑川駅関法︑制紘鎖
t ︑︑ l
tvg
八
︑jft
︑j f ︑︑ j 町
法︑幻縮刷例法︑認開法︑お鍋領法︑制緩縞紫領法︑お虚字

ω

る︒すなわち 僚叙法︑

ω ω繁叙法︑ω略叙法︑ω詳叙法︑
ω ω ω ω ω

あえてすぐには軽率に議論しないが︑たとえば詩経﹁む
の寝超々キ食事を詳細に描かれている︒また﹁邸内設﹂に

月﹂という農家の生活を描写する一議でも︑中には家族
山水の脈絡についての描写は宛も尽の前にあるようであ
る︒後世にはこのような鐙れた文章があるであろうか︒
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捧使法︑ m
m借客形主法︑幻承上接下法︑部首尾法とある︒

どその影響を強く受けていない︒

すなわち物事の記述や描写に重一点を置いていることである︒

その一は︑明代における史書評点の﹁文法﹂は﹁叙事﹂︑

に批評を展開している︒﹁文法﹂における﹁精厳﹂︵又は﹁精

うがよい︒構文は簡潔の方がよい︒︶と述べ︑﹁筒潔﹂を中心

文以傍妙﹂︵内容は怪異の方がよい︒言葉は含みを持ったほ

トとしていることである︒孫月峰は﹁事以諮妙︐語以隠妙︐

その三は︑明代の文法は基本的に﹁簡潔﹂を美文のモツ

それは史舎の性絡に規定されているため︑評ぃ白山者たちは批

これらの﹁文法﹂は概して三つの特徴がある︒

評の対象を離れて勝手に批評することができないからであ

ないことである︒たとえば僚叙法と略叙法︑繁叙法と詳叙

そのニは︑明代の﹁文法﹂はまだ戯密な定義をもってい

したがって史書にある﹁文法﹂を体持しなければならない︒

﹁叙事﹂を特徴とする史警はその手本となるわけであるの

事﹂は最も難しいことを指摘している的︒一一おうまでもなく

ついては︑左氏の筆力が最も優れている︒︶と述べて︑﹁叙

者は︑左氏と司罵氏のみである︒たとえば鄭荘公の描写に

見られる︒たとえば﹃史記繋評﹄巻八に﹁咳下之戦︐髄六

に見られる︒しかも似たような緩点は他の評点本にもよく

節い論の裏付けとなっている︒この類の批評は至るところ

きいきとしてよく分った︒︶︵巻九十九︶と批評し︑彼の﹁文

悉﹂︵わずか百七十文字で︑時間︑場所人物の描写は皆い

で︑孫ロバ峰は﹁只百七十字︐市時︑地︑人物皆形懇時期不

五︶と明確に主張している︒﹃史記﹄劉敬叔孫通列伝のなか

潔の形式を以て繁雑な事柄を表現することである︒︶︵巻五十

繁﹂︵文章は重姿なのは簡潔にすることであり︑すなわち簡

核﹂﹁精密﹂﹁厳密﹂﹁敢核﹂などとも一古田う︶や﹁襲裁﹂につ

法︑開閉法と関鎖法︑綱領法と提綱紫領法との関はどんな

十字﹂︵核下の戦いの描写について︑わずか六十文字であ

る︒帰有光は﹁学者作文最難事︒古今一議口叙事者︐左氏可馬

相違があるかは厳密な定義がない︒また︑錯椋法と錯綜勢︑

いての議論はいずれも﹁簡潔﹂を基本としたものである︒

激射法と激射勢のように︑文法と文勢とが区別されない場

る︒︶との一許認がある︒それらの文章はいずれも少ない字数

たとえば﹁欝裁﹂について孫月峰は﹁文費有裁︐以館街

合もある︒﹁勢﹂という言い方は﹃辻野一巳によくえられる︒

で複雑な内容を精彩に描写した好例である︒﹁簡潔﹂と関連

は作文が最も困難なことである︒古今の叙惑をよく出来る

﹃詩話﹄は禅学の影響が強く︑禅学が夜接︑或いは間擁的

して孫月蜂はまた﹁牒﹂﹁錬﹂などの概念を打ち出した印︒

氏而己︒如紋鄭拡公本来︐此左氏撃力主両者︒﹂︵尚苦﹂叩ことに

に史書の評点にも影響を与えたに違いないが︑のほ
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現代の評点者たちが史舎を重視する背景には︑科挙制度︑
とりわけ八股文のことを強く意識したことにある︒液の栴
域派の代表的人物である方葱︵翼民︶は︑

を指摘したうえで︑その停の科挙試験を中比したのである︒

しかしそれにもかかわらず︑後にその偏向はますます激し

くなっていく︒程培自の吋判明科小録・陸象山謀議文序﹄巻

時文盛於盟関資字表於明︒唐米己来持孔穎述︑資公彦︑

雄人材輩出︐求夜間学如十日蓋募︒明文荘謂十一存登名前列︐

不知史冊名呂︑朝代前後︑学識俄労者︐額以入諮八股盛

社佑︑鄭換︑割段︑王藤鱗之流皆貫通経史︐簿及古今︒明

岡六経徽︐十八店輿而ニ十一史感︒皆有感於門学問之衰︐

時文乃代理賢之さ問︒学研経内九史︐間議論無根援︒学有忠
股文はすなわち聖賢のロ識を真似るものであり︑経舎や

時一銭為之也︒︵八股文は明朝に盛んであったが︑その一方

孝仁義之一主性︒緩依妨筒先之宮︒而不足以感詩人心︒︵八

る︒忠孝仁義という最高の性情がなければ︑たとえ聖資

向法実な学部は明朝に衰えた︒唐来以降︑孔穎達︑資公彦︑

史舎をよく知らなけれ培︑綬誕のない議論することにな
の言葉を真似ても人の心を感動させ︑酌げ発させることが

社佑︑鄭樵︑劉敵︑王態鱗等の議は皆経書や史書に構通

し︑古今の博識の持ち主であった︒明較には人材は議出

できないだろ判フ︒︶︵黄淳総﹁得百毘之地而君之為也い

するが︑古人のような堅実な学問の持ち主が少ない︒郎

が︑史書の名前や王朝時代の賄序や文字の都営さえ知ら

文誌はいう︒﹁科挙受験者の中には上位成績で合格できる

と述べ︑八股文におけるの長芋史蓄の重要性を強調してい

警の評点と八段文との関係について次の一一点を指檎してお

ω
る ︒これはまさに明人の考えを喝破したものである︒史

ない者がいる﹂と︒道理で散開に八段文が盛んであった

二十一史の史惑が不要となったという一言い方があるので

が︑六経が表︑えた︒十八一同仰の八段文集が盛んであったが︑

きたい︒
まず︑一評点者たちは真の人材を育てるために︑狭い護福

ある︒それは比息子聞が笈えたことは︑八段文がその原関

知識しか勉強しないという偏向を正そうとした︒前述した
ように︑洪武六年に朱元環はすでに当時の若い挙子が番商

であることに嘆いたわけである︒︶

とある︒文中の﹁十八一房﹂とは科挙の成功者たちの八股文

の知識こと︶を電視する⁝偏向
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作文集であり︑したがって八股文の盛行によってそれまで

結びつけるのはなかなか難しいため︑王畿もそれを認めな

とを指摘している︒実際には史書の文章を八股文と直接に

唐荊川の﹃史記﹄を評点する目的は八股文の模範にあるこ

がら﹁師其意︐不師其除︒﹂︵その深意を習い︑その言葉を習

の経学や史学の伝統が如何に破壊されたかを嘆いているの
これに対し史書の評点者たちも同じ認識を示している︒

わない︒︶と︑古文の形式より閉山内﹂内容の精髄の吸収を強調

である泊︒
顧錫曜は﹁方今凝明側席︐須通今博古之問時 T
︐率維米儒臼疋

次に︑評点者たちは八股文の形式主義の額向を正そうと

する︒

ている人材が必婆とされているのに︑なぜか朱子学しか知

頼︒﹂︵今臼の明朝の君主を輔佐するのは︑古今の博識を持っ

した︒前述したように︑明代の史舎の評点者はほとんど科

彼らは八股文の弊害を誰よりも知っている︒受験者たちが

挙の成功者であり︑八股文の作文名手である︒したがって

科挙試験に合格するために︑八股文の作文技術に専念した

らない人ばかり起用されている︒︶︵百人記紫評・序﹄︶と︑
明の胡膝麟も﹁今文人所急者︐先秦諸番：詩流所急者︐

結果︑形式主義の袋小路に入ってしまい︑盟が人材を選抜

出家の棟梁になる人材に対する危機感を表している︒

の宏一間物に︑詩人は盛唐の諸詩集に︑科挙の受験者は宋代の

するという八股文本来の使命は果たすことができなくなっ

盛唐諸書：翠子富山者︐山水準望︒﹂︵今日の文人は先毒事
朱子学関係の書物にしか興味を持っていない︒︶︵﹃少釜山一房

たのである︒

明代の八股文における形式主義の傾向は︑隆慶︑訪問暦朝

筆叢﹄巻四︶と︑明の人たちがそれぞれの目的に眠って読

からすでに見られ始めた︒種糧問は﹁逮湯震林侶以機巧織

蓄する現象を指摘した︒
このような学識が偏った額向を正すために︑史舎の評点

うになってから︑文体がはじめて変わった︒︶︵判制科小録・

滋之法︐文鱒始嬰︒﹂︵湯震林は機巧織薄の文法を提唱するよ

陸象山課讃文序﹄巻一︶と︑湯麓林︵賓ヰア︶が﹁機巧織

は友人唐荊川︵傾之︶の司荊川先生精選批点史記﹄のため
に恭一開いた序文の中で﹁五同友荊川子嘗讃史漢書︐取其鶴裁精

のきっかけを作ったという︒

汚い︵︑または﹁機法﹂ともいう︶を提唱し︑形式主義の援鱗

者たちはまず史書を八股文の手本として考える︒明の王畿

﹃史記﹄や﹃漢書 hを読み︑その文体が精密かっそれぞれ

誌の梁翠鋭の認制義叢話﹄巻六の中に︑﹁徐存議．
臼
． 嘉靖

良搬没者数十籍︐以為義文之期︒﹂︵わが友である護刑⁝川は嘗て
呉なるもの数十篇を編纂して︑八股文の規範とする︒︶と︑
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以前文以資勝︐疑寓以後文以虚勝︒詰寓

はいう︒﹁嘉靖以誠︑文章は寅を以て得意とする︒降寓以後︑

賎痩蔦麗始熟︒熱器︐揚許開之出︐援漸入於腐灸︒﹂︵徐存竜

の高壊が編集した明の八股文集である吋明文紗﹄には史舎

の評点者たちにも大きな影饗を与えている︒たとえば︑清

現代の評点者たちが史蓄を重筏する意識は︑後の八股文

始問︒闘機︐悶筑間之也︐後漸超於簿山欠︒嘉端文妙蕗皆生︐

ろが皆うまくいかなく︑隆援と高暦になってからはじめて

文章は成会︸以て得意とする︒議矯の文章は切り答えるとこ

下孟︶

O李叔元﹃今喜子以隣国為撃恥︵吋暁文紗﹄初編中庸・上孟

を強く意識する評語がよく自にする︒次に加仰を見てみよう︒

治の方法は回一⁝筒︑部以讃によって始めたのである︒その

円滑に切り替えることができたのである︒﹃問機 hという丹
後徐々に軽薄となっていく︒嘉靖の文章は妙所のところに

O帰ム特光
︶

箆批．
． 左傍気味︐鴎策機鋒︐後ニ比有意思︐中符奇気︐
潟市騒壌之額︒

まだ闘いが︑盛麗と寓暦になってからはじめて円熟となっ
た︒﹃熟調﹄という円熟の方法は湯顕視︑許務によって始め

中庸．上孟下孟

見批．
． 或謂大家数不講風神︐北出︒看此文調諮点目節︐
回終結世武神︒但其制服欝深厚︐成神従史漠歌的商得来︒︵友松

たのである︒その後徐々に陳腐な手法となっていくJ︶と
回︑徐存議は嘉靖と縫・寓両朝の八股文を比較した結果︑
八段文の長所は﹁産﹂にある︒嘉靖の八段文の文章の切り

嘉摘の八段文の長所は長以﹂にあるが︑一方臨援と高暦の

さらに︑一群点者たちは八股文の名手を友丘拐︑司馬還に

嘉均点俗学也︒︵無名氏︶

尾批：模擬出入記文字作孟子叙事長題︐雷同此法︒断料

下孟︶

O庶荊川吋鄭人使ヱγ濯権侵衛﹄︵﹃明文紗﹄毘議中露・上孟

渠
︶

特甘えるところは硬く︑この欠点を克服できて円滑になった
のは掻慶と寓騒に入ってからのことであるという︒閤興味深
いことは︑本来﹁問機﹂と﹁熟調﹂はみな八段文が成熟し
た印であるが︑そこから潤時に形式主義へ滑り込む転換点
でもあった︒

例えることもある︒たとえば評点者の一人である王転渠は
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四

高塘吋明文一秒﹄初縮大事上論︶

法蟹均如武侯八樺盟︒︵王整﹁奔而殿終入門﹂︶

潟下旬翻轄奔殿︐伴説析入門輿将入作雨露︐以客槻主︒局

江若度評
．
． 寓上旬重施殿宇逆入軽放奔字︐十何主有客︒

庸︶まで評価したのである︒この評語はやや大袈裟かもし

省内閣欽の八股文﹁舜英大孝也奥﹂を批評する際︑﹁時文中史
選也︒﹂︵八段文の中の司馬遷である︒︶︵﹃明文紗﹄五編下吋
れないが︑評点者の考え方を代表するものだと思われる︒

高機吋明文紗﹄初繍大島平L立四

形︐方切本校︐此倍賞定主法︒︵王背堂﹁人十能之己千之﹂︐

−王己山評
．
． 額易於改換字富︐移入上旬︐須轄以上旬相

を治すには友丘明︑弓馬還の銃一十が必要である︒︶と明確に指

Y保持之筆﹂︵八股文の病
同じ王転渠であるが︑﹁時文話病︐ 岩

摘している︒この考え方は前述の史書の評点者たちの議論

逆瀬之法︒思致鎖紛︐オ情様滋︐策枯者設以此等文捺之︒

MT 許文熟於質主
−無名氏評
．
． 上一一一字描蓋一切︐下被包 R裏

具体的批評には︑八股文評点における史書評点とのかか

叫
穆

︵禁士山睦﹁蕩蕩乎民無能名一時凋﹂︐官同塘﹃明文紗﹄六縮大学上

とまさに合致している︒

り上げてみよう︒︵Oの引用文は史惑の評語であり︑−の引

H

批評史認﹄巻七十一樗累子甘茂列偽︶

是捉張以封然︐亦ロハ是以事墾︐乃不寂容写︒︵吋孫月蜂先生

︒孫鏡︑評：雨事︒一虚一段︐一議一淡︐正是節奏︒此間切

2．虚実

わりもよく見られる︒ここでは﹁文法﹂に焦点を当てて取
用文は八股文の許認である︒︶

1．主客室翠

O孫鍍評・・ 汗翠雨入憲法︐批納容形主︐作抑揚頓畿勢︐姿
態最横滋︐最銭綜士官調︒︵吋孫月峰先生批評史記﹄巻一 O九

O孫鐸貯
．
． 賀市費相錯︐此蓬経緯列悶護︐過奨終箪是資︒

無下安則上淡海⁝上府則下怠不透︐ム口乃濃股︒︵吋孫月峰先生
批評史記﹄巻九十一撒布列傍︶

O鍾埋評：因徐築審態安興曇向上書︐故括入⁝⁝人夜内︒

李将軍傍︶
妙︒若他人一鮒問中強翠此調篇文字︐
喜柏山女︐此文字波事ι

−陸稼書評
．
． 六絞内先士一日徴祝賀縫︐次官一口消禍逗福︐是白
鼠齢制問︑一心泊︒︵鮪錫略﹁季氏旅於泰山﹂︐高城吋明文紗﹄初

−王己山評：題分臨被︐上質下虚︒寒虎回斡分明︐海底

ω鋼大以下山部

財塞破失︒︵部以讃吋史記葉評﹄巻一百十一一平洋佼主父列
傍
︶
−何義門評
．
． 殿所濁奔所向︒亦析入門輿理学作詞層︐生
出一寅一主︐功罪分明︐上下一線︒︵王撃﹁奔而殿将入門﹂︐
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潔沼不端︒
情景入神︒

邸主務

郡白新繍相生融結一片︐
﹁奔而殿終入門円高塘吋明文紗 h初繰刈

4．調合

O孫嬢評：纏牧衛氏語︐有械的致︐然不入之前段︐部牧在

諾禅将後︐正是開国間法︒︵﹃孫月峰先生批評史記﹄巻一百卜

一間同一関之法︒以然︑過海遊︐時起寡過︐此一般内自為関閤

−続稼講評
．
． 前四段以♂不可使有︐結起不能遂無︒此雨般

一旬奴列傍︶

学存者無詞︐最須普怒合也︒者他出虚入費︐出浅入深︐是

−無名氏評：通篇不見部︷主ザナ脊諾字神理︒
何等唐次︒︵緩慢﹁孔子日諾﹂︐高塘﹃明文紗﹄初線大学上

之法︒︵部以讃﹁夫子欲葬廿︽滋荷未能也﹂高出崎明明文紗﹄初

谷︒龍虎墾詑︐乃健所罷傑魁︒︵張居正﹁生財有大道﹂高塘

1 欲留一般字︐市気線奇像︐如高山鐙
−主己山許 z結 簡 小

吋明文紗﹄一一一線︶

無数移詑参差之妙︐不得以平易宣之︒︵岳正之ヱ大一大﹂高塘

−方沼一漠評
．
． 文略尚理足︐簡方筒意時︒間比中日開後人

筒叙法︒︵﹃孫口汁峰先生批評史記﹄巻四十九凶敬的行完治⁝家︶

︒孫鍍評 諸事己多見呂后組︐此係重放︒然此底閥単総括
．
．
閤鴎事︐又別一緩憐節︒苅此欽得讃淡︐意態閤濃︐亦可昆

饗来︒︵烹月峰先生批評史認知巻一五常本記︶

O孫鱗評：一下係府議叙法︐額勤核有色︐葦亦臼春秋経

紗﹄初繍一よ苦痛︶
5．簡潔

其妙一吋以意求︒︵出版鰻之﹁思犬尚有火下者﹂︐高塘﹃明文

−無名氏評：此題乃間延一出中意︐不感酪封︒荊川開虫符ム悶︐

線大学上鳴し

論
︶
−何義門評
．
． 鹿描資綴︐皆於一戎衣一一一字著筆︒︵徐常吉
−王己山評：起ニ比直落不知︐題事己議余︒中間妙矧倍

辺日一戎戎尚有天下円高塘﹃明文紗﹄初繍大挙上一域的
賞議虚之法︐繭以事後知之︐殺事前之一小知︒後⁝以叔之自
知︐滋公之不知︐一以公之知武成︐議公之不知叔︐便器題
歩寵然︒部不綴後文陪答出︒︵王策中﹁不知也円高塘﹃明
文紗恥初繍上孟ド一蕊︶

3．潜窮
O孫嬢評：故作窓外語︐用生一ト甚隣快︐此是激射法︒
︵譲月蜂先生批評史記﹄巻七十張能川判傍︶

O孫鎖評：然︷予感︐亦是激射勢︒︵立川河蜂先生批評史
記﹄巻七十張犠列傍︶
−王己山許：硲機内下館虚返本命題︐一将一品m︐桔為激射︐
祭祭器榔悶品︒此緩文在時総設や可謂規矩方関之至︒﹁ A7

H吋
⑪
也純倹︸品川従沼地﹂︐高塘吋明文紗 h初鰯対掛
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萌文詮四縮大島主論下地訓︶
−方望撰評：題緒雄雑︐無一節可脱略︒文能取繁以簡︐
君子有繋矩忠倍以得之﹂高塘﹃瞬文紗﹄五縮大翠上論︶

A1﹁是以
妥髪不選︒市出以自然︐由其理待部気清也︒︵顧令 成

6．承上起下

−文千子評：味空霊︐可稿雲一中俊鵠︒前呼後藤慮︐尤

見混成無痕︒︵儲嘘﹁道之以政二回向塘﹃明文紗﹄初編論語
上
︶

凌仲遠評
．
． 承接ニ比︐如行龍過峡︐如健鵠摩空︐有此
一段在中︒所以分合如意︐撃尾別苦臆︐撃首財尾態︒︵向

一一問機︐第三議財兼撞城京市
・狂武世間同評：上二準富栄︐米 卒
L中

上
︶

略︶凡作古文時文者︐狩不可不知也︒︵李光鰭﹁孔子謂李氏

O孫績評．
． 若承上起下者︐然文字須如此機乃図︒︵吋孫月
峰先生批評史−記﹄巻五十五留侯世家︶

神間家﹂高指﹃明文紗﹄ニ繍論語上︶

士一同之︒以第一一一家作主︒撃其中市首尾臆︐乃天生局法︒︵中

−陸稼審評
．
． 開講従交情上説超︐見君子之交︐輿常人不
開︐此是承上起法︒︵郵以讃﹁夫子欲寡其過荷未能出﹂︐高

引去何︐北村苧光可輿説一番︐未一時輿評文也︒︵顕起一苅﹁子述

−在鈍翁評
．
． 末匂是承上起下語耳︒通・活十何設以米受人一為
養述︒但題既裁住︐便有相題一行文之法︐必日大金云何︐蒙

明代以前のよ耐環﹂を中心とした評点と奥なり︑﹁文法﹂を

文章が震一括される風潮の中で感んに行われていたのである︒

明代における史書の評点は科挙試験制度の実施によって︑
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塘﹃明文紗﹄初縮大内門干上越

之 武 王 室 長E︐高塘萌文詮一一繍大事上越

換は文学批評史において大きな意義がある︒すなわち史書

−陵稼書評．
． 開講師疋承上起法︒八般要看其出皮帯腎︐出
浅瀬深之妙︒︵鰐尊素﹁出汁高塘﹃明文紗﹄初綿大手上論︶

−方望渓評．
． 此是承上引下語脈︐文家易生轄稿︒得此篇
市題解始透︒︵王樵﹁故宏子不可以不笹身﹂高塘吋明文紗い

評点は理論上明代八股文の作文に対し積接的な役割を果た

したがって評点が内容から形式まで︑明代文学批評の成立

や心とした﹁論文﹂の評点内容がその特徴である︒その転

7．蛍患呼応

関線上孟下孟中産

O孫鍛評 是血脈貫穿文字第︐筆藻未備︐且未甚工納︐
．
．
U本
紀︶
諸門凸心事首尾悉具︒︵吋孫月峰先生批評史記﹄巻九 nT后

した？ぇ︑大量な事例から﹁文法﹂︵構文法︶を形成させた︒

五

と展開のために条件を繋え︑名実ともに明代文学批評の主

や欧陽修もやはりそれぞれに史書から文章の一一一味を学んだ

を八段文に一機会貫通させたのだという︒しかしながら韓怠

柊門学史記︐得其雄閣内山：歌学史記︐得其鋭部補即︒︵趨南星﹁資

ように述べている︒

のである︒清の九郎世寧は二人の風格と史常一宮との関係を次の

流となったのである︒
なお︑もう一つ見逃してはならないのは明代における多
くの史書評点者が科挙の成功者だけではなく︑同時に当時
文域において活躍した領袖でもあることである︒たとえば

すなわち︑唐の緯愈は百人記﹄から﹁雄烈﹂を︑来の歌陽

修は﹃史記恥から﹁諜鯵﹂をそれぞれに学んだという︒結

紫公有馬イナ願﹂︐高堀荷パ文紗 h五銭判胤刊朝

局︑唐山米派にしても﹃左依﹄﹃史記﹄なしでは文章を語るこ

復官派の五役貞をはじめとする前後七子はもとより︑蔚市水
その線本的な原閣はやはり君江戸加畑町史認﹄がすべての文章

とができないであろう︒

派の腐頗之︑茅坤︑四郎有光らも史警の評点に情熱を注いだ︒
の様であり︑文章の最高の手本だという共通な認識があっ

史書の評点は八股文の一線向を正すという口対的をある程度

たためである︒たとえば︑たとえ唐宋派でも台包括﹄﹃史
記﹄と緯傘︑欧鵠修︑一一一蘇との淵源関係を認める︒論的の方

で来たしたが︑評いたという形式は文章の具体的批評が多く︑

界を露呈したのである︒結局︑清米に科挙制度の廃止と共

より理論的思弁的な体系を形成することができず︑その限

に八段文もその終駕を告げ︑評点も明清文学批評の主要形

惑は次のように庶限之︑帰有光における古文︵韓愈︑欧陽
︒以古文為時文︐自庭菊川始︐而蹄議川又依之以関内持︒

式としての使命を終えた︒代わりに﹁菌学東漸﹂の波に乗

修などの文 翠︶と八段文との関係を指摘している︒
如此等文資能以斡敏之気︐連続朱之理︒︵蹄有光﹁苔十有

となった︒

り︑西洋の文学批評様式と理論が中間近代文学批評の主流

五﹂︐高塘吋明文紗﹄間縄大内盤上靖ト論︶
︒持府出悶以古文為時文︒出版則的指事類情︐曲折議意︐使人
望一郎心開：鰭射精理内藷︐大気包邸中︐使人入英中市詰然︒
叫古川市出一深透於史事︐一兼遼於経義也︒︵出版頗之三一一仕為令
戸﹂高塘﹃明文紗﹄ m
m
縮大学上論一ト論︶
要するに︑韓・欧の古文を八股文に率先して取り入れた
のは唐順之であったが︑後に帰有光がさらに斡・欧の古文
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注釈一

局︒﹂とあり︑王議︵守渓︶は八股文の文法を極めたと評価して

句蓋語学ゆ和下一室高語版地内総宝筑間頭⁝句聯在一起さ至

九四年︶によると︑﹁戯搭題﹂と﹁就是把上部一期茶番的議後一倒

点を加える形となり︑支廃品仰が円程怒日を編集した後︑坊制剤十棋

辰︵高麗二十︑一五九一一︶に始まった︒﹃鈎一光録﹄から始めて批

﹃骸絵叢品四 dh巻一一一十一一一刻同対によると︑十八一腐の刊行は前向間関イヤム

山山・程穏図説刷科小録・陵象山謀議文序﹄のほかに︑湾人越潔の

9．消・お塘﹃明文一君ハ綴・中席上義型乾隆五十一年刊本

十四年⁝一一月︶詳しい綴介がある︒

記﹂を中心に﹄︵関西大学﹃中幽玄後ゐぷ叫要﹄第二十一一一鋭︑平成

8．これについては総論潔月絡の文雲附1 1﹁孫月総先生批評史

中一議浅田六十一年

7．明・婦有光字︿察指南・仁集﹄六十七頁︑台湾広文書局影印本

6．明・玉整震津長訟一巳均百部数番﹄資顔設秘笈影印本山

い
る
︒

2．八股文についてはいろんな説があり︑その詳しいことは清人梁

1．宋・呉悠秀明文章去と安定四−聖書集部八︶
察銭の﹃型義援出一位や襲附の﹃八股文小ゆハ﹄などの審物に紹介

5れている︒しかし清人畷炎武の鋭が一般的である︒本総も顧
・
炎武の説に従う︒
3．司王役員の円余山内最重巻八士︑または本語一光の﹃塑殺
科晴樹記隔にも詳細に司記している︒

語不成文照緩可以作為題戸以之官時作八股文﹂︵すなわち前の一

4．部雲棚仰の明八股文小史﹄︵一一関頁︑中国人民大学出版社〜一九

章の最後の一 句或いは数文字をもって︑次の察の始めの数文字

とは挙ナの文率であり︑﹃社謹とは諸生の会課の作である︒各

が徐々に増えてきた︒大体四種類ある︒﹃一稜県立とは主口町や士子

5．苧占墾が八股文の文法を壁 H
守
︐
品
ば渓傑は﹃四番源流考﹄凸﹁︷益一較経世文一醤巻五尚平術︶の中に﹁而

科医の一房考の対本は蘇川燃や杭川より出版されている︒北方の弱

或いははじめの一句とつなげさせ︑題目とするという︒︶

酷吋文﹂乙法包申滋︐鰹亦藤選︒景泰夫頗以前︐滞撲米関：際喜震

家はそれを賢い取り販売したという︒

滋十災関六十五年

日．清・梁寧鐙の吋制限義談話巴巻六一六六頁︑時間文香局影印本︑中

の文濯であり︑課程とは十八房の進士の悶作であり︑円行巻﹄

指︒約市綜之︐平一寸渓造英
以後︐風気漸降︒其潤佳子︐米可H
m
機︐錦笈川振其緒︐金正品巾持其終︒他若子廷滋之忠節︐関山口沙
T辞
方山之山人オ︐出崩菊川川茅鹿聞け之終演︐椅界議字削知山之
之
明
日潟 ︐

品料殺︐出兵総投︐山明日勝一専門︒︵中絡︶其時又若鎖的例議隊臥子者︐
皆秋新絞日︐主ハ文字額頒於商江四銭之家︐遂以給明代将文之
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