
「広島女子大学園際文化学部紀要」新韓第 1号 23-36(1996) 

虞世南の文学思想とその実践

一政治的実用文の分野を中心として一

柳川 JI買 子

はじめに

『北堂書鈴』は，隔の大業年間(六O五~六一八)の始め，即位したばかりの場帝の下で秘書郎

を務めていた虞世南(五五八~六三八)によって編纂された私撰の類書である。この類書が，南朝

の文学作品を一篇も採録しないという，この時代の類書としては極めて異例の編集方針を持つもの

であり，かかる編纂態度が，惰朝文壇に対する虞氏なりの異議申立てであったことは既に論じた。①

この推論は，大筋においてはそれほど的外れではないと今でも考えているが，ただその後の考察の

中で，少しく追補訂正したい点が出てきた。それは，虞世南が『書紗』編纂を通じて推進しようと

した文体改革は，主として朝廷内で行なわれる公的文章の分野においてではなかったか，というこ

とである。前稿では， Ii'書鈴』における虞氏の批判の標的を，有韻無韻の文章全般として漠然と把

握していたに過ぎないのだが，その焦点を，広範な文学ジャンルの中の政治的実用文という一点に

絞り込むことによって，該書の類書としての性格もより明瞭となり，また先にはその意味を究明し

尽くせなかった幾つかの編集上の特異点も，これによって些か解明への糸口が与えられるように思

う。そこで，本稿ではこの仮説を論証し，更には当該分野における虞氏自身の実作の中に，その文

学思想の実践が認められるかどうかを検証してみたい。なお，内容的には前稿と重なり合う部分も

出てくるかと思うが，論述の都合上，どうしてもこれを削除することができなかった。ご了承願い

Tこい。

『北堂書紗』とは，どのような分野での活用を想定して編まれた類書だったのか。この問題を解

く鍵は，当時の一般的類書に比して著しく査んだその篇目構成にある。実は，該書独特の枠組構成

については，ほぼ同時代の類書『嘉文類栗』との対比を通じて，既にその特異性を指摘したことが

あるのだがY今改めてその要点を示しつつ，これに対する現時点での私見を述べてみたい。なお，

『書鈴』は一旦散倹を経た書物であって，本来の構成がどのようであったかは今は知る由もない。

ただもし仮に，本書の再編成が後世意図的に為されたのだとしたら，それはむしろ当時の類書の常

識に沿う結果となるであろうことは容易に想像される。『書紗』独特の構成は，この書物が誕生し

た当初から既に備わっていたと見でほぼ間違いないであろう。

さて， Ii'書紗』の篇目構成における第ーの特徴は， I帝王」部をその冒頭に掲げることであった。

周知の通り，一般に類書の多くは「天」部に始まる。例えば，虞世南自身が『書室歩』編纂に先だっ

て関与した『長洲玉鏡』にしても，南朝梁の『華林遍略』の流れを組む勅撰の類書である以上は，

現存する同系統の類書『襲文類豪~ Ii'太平御覧』と同様に，この伝統的枠組構成をそのまま踏襲し
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ていたであろうと推定される。ところが，虞氏私撰の類書『書紗』においては，森羅万象の根源と

も言える「天」や「地」を，こともあろうに巻末近い「酒食」の後に置き，これに替って巻頭を飾

るのが「帝王」部なのである。凡そ序列をつけるという行為には，その主体の価値観が最も端的に

現れると言ってよい。だとすると，当時の一般的常識に抗して，敢えてこのような並べ替えを行っ

た虞世南の関心の所在は，紛れもなく皇帝の鎮座する朝廷の中枢にあったこと疑いを容れない。

しかも『書鈴JIr帝王」部の内訳は，項目として歴代皇帝の名称を時代順に淡々と列挙するだけ

の一般的類書のスタイルとは全く異なり，その多くは非常に抽象的で，例えば「帝徳Jr威儀Jr慕
道」の如き，皇帝を皇帝たらしめる精神的概念の類棄となっている。また， r帝王Jr后妃」に続い

て「政術」部が設けられ， r勧賞Jr瓢免Jr廉潔」といった項目が列挙されていることも，この類

書独特の方向性を明確に指し示しているだろう。かかる篇目構成に着目して言えば， w書紗』はむ

しろ，例えば唐太宗の事迩を類書風に記した歴史書『貞観政要』に酷似しており，両書に共通する

篇目として， r納諌Jr君道Jr務農Jr任賢」等，たちどころに数例を拾い上げることができる。『貞
よ なら

観政要』は，編者呉競(六七O~七四九)の自序によれば， r有国有家者の克く前軌に遵ひ，善を
ますますあき もっと

択びて従はば，別ち可久の業は益彰らけし可大の功は尤も著はれん」という願いを以て編纂され

たものである。してみると，この歴史書と同様な篇目を巻の上部に置く『書紗』も，これに近似す

る思想的方向性を持つ書物であったと見ることができょう。

『書室歩』構成上の第二の特徴は，官職名を列挙した「設官」部が，全体のバラ γスを崩しかねな

い程に大きな比重を占めていることである。このことも，序章に示した仮説の如く，該書が主とし

て政治的実用文の作成者を対象とする類書であったとすれば，自ずから了解し得る現象であろう。

言うまでもなく，官職に関する文辞・文献は，詔勅文等の作成の際には必要不可欠な基礎知識とな

るに違いないからである。こうしてみると， w書鈴』という類書は，編者の関心が朝廷の中枢に向

いていたというばかりでなく，より具体的には，朝廷内における公的文書作成に資する工具書とし

て編まれたと見ることができそうである。先に言及した「帝王」部や「政術」部についても，勿論，

為政者たる者が端からこれを通読することを期待するという，いわば調諌の意図も隠されてはいた

のであろうが，他方，より現実的には，上奏文や諌言文等の作成の際に，ここに収録された文献が

活用されることを編者はひそかに願っていたのではないか。もっとも場帝統治下の惰朝は，とて

も諌言の類を受け入れるような情況にはなかったのであり，そうしてみると，虞世南は『書紗』編

纂という営為に託して次代への希望を語ったのだとも考えられる。

第三に，これは第一・第二の特徴と表裏を為す事象かと思われるが，花鳥風月を詠ずる際に役立

ちそうな，鳥獣草木に関する篇目を全く欠いているということである。このことは，該書の想定し

た文学ジャ γルが，自然美を詠ずる詩賦の類ではないということを端的に物語っているだろう。た

だ，この件に関してのみは， w書捗』本来の姿がこのようであったのか，あるいは偶然この種の篇

目を収めた巻が失われたのかは断定し難いように思う。だが，いずれにせよ，この類書が唯美的文

学とは無縁の分野での活用を期待するものであったことは，先に挙げた二つの特徴的編集態度から

既に十二分に明らかであろう。

ところで，以上に述べてきた『書紗』独特の篇目構成は，誠に唐突ながら北宋真宗期，大中祥符

六年 (-0一三)に成った勅撲の類書『冊府元亀』のそれに極めて近似する。この全一千巻から成

る一大編纂物は，企画者真宗自身の言葉によると， r歴代君臣の徳美の事を取著して，将来の取法

と為さん」ことを目的とするものであり，その御製の序文からも，該書の主要テーマが，模範とす

べき「君臣の善迩」や「邦家の美政」にあったことが知られる。@つまり，この書物はその「元亀」
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という名称が示すとおり，統治階扱における政治的指針たるべく編まれた類書だったのである。か

かる性格の類書が. w書鈴』と同様に帝王部を巻頭に掲げ，官僚組識に関わる項目を豊富に設け，

その一方で，花鳥風月に対して全く無関心であるのは極めて示唆的である。私撰・勅撰の違いこそ

あれ. w書鈴』という類書も，大筋においては『冊府元亀』と同様な価鑑観を以て編纂されたと見

てよいのではないだろうか。ただ，両書は全く同ーの篇目構成を為すわけではない。例えば. w冊

府元亀』では器物や酒食等に関する篇目を設けないが，これは. w元亀』の方がより利用目的の絞

られた工具書であったこと，また両蓄を生んだ陪と宋との，王朝としての質的差異に起因するとこ

ろが大きいであろう。

さて，わが国の独創的歴史学者内藤湖南博士は，中国文化史上に類書という書物の登場した必然

性について. I六朝や唐の人が文章特に耕文を書く為めに起ったのである。即ち典放を知ること，

対句となるべき麗しい文句を作る材料を知る必要から来てゐる」とした上で，更に「文を作るに，

典故・辞藻を必要としたのは，一つは又，天子の秘書として中書・翰林があって，天子の詔勅を書

き，天子の批答を書き，もしくは上表の如き公文を書く為めであって，単に六割より唐にかけて耕

文が流行した為め，その文を麗しくするといふ一般の要求ばかりでなく，朝廷の職官上実際の必要

があったのである」と推論している。@博士は，六朝末に至ってとみに隆盛を見た類書という書物

全般について言っているのだが，ここに論ぜられたことは，上述の如き篇目構成を持つ『書紗』に

は特に的確に当てはまる。実に『書紗』という類書は，詔勅文等の政治的実用文が作成される際，

その目的にぴったり合致した参考資料集として，真っ先に参照される工具書であっただろう。

『書室少』がこのような方向性を持った書物だとすると，その採録傾向に窺える作家評価が，いわ

ゆる文学史的観点からのそれとしばしば食い違うことにも納得がいく。例えば，霊患の文帝曹亙とい

えば，いわゆる三曹の一人として文学史上看過できない作家と言ってよいが. w書紗』における彼

の作品の取り上げられ方を見るに，公的立場で作成された書簡や詔，九錫文といった類の文章を積

極的に採録しようとする傾向が強い。この点，純文学的詩賦を中心に採録する『喜文類家』とは顕

著な対比を為す。また. w書鈴』において最も採録数の多い作家は，予想外にも西晋の侍玄なので

あるが，文学史的にはさほど重要視されないこの作家をかくも大きく取り上げることについても，

該書の類書としての性格が明らかとなった今は自然に理解することができるだろう。侍玄は，道家

崩れのはびこる西晋王朝において，敢然と罷家的道徳、規範への回帰を主張した人物であり，また宮

廷楽府詩作家としての顔をも持つ文官である。文辞に罷れた点といい@その反骨的な人柄といい，

虞世南と樽玄との共通点は意外に多い。恐らく虞氏は，この西晋の士大夫の政治的スタソスに相当

な共感を持っていたのだろう。ちなみに『書紗』において「詩」の採録数の最も多い作家が停玄で

あり，その内容は楽府詩が大部分を占めている。また. I賦」や「七」のジャ γルでも，それぞれ

後漢の張衡，西晋の張協に次いで多く採られている作家が彼である。誠に，痔玄に対する虞世南の

傾倒ぶりがしのばれる。

さて.w書紗』に号|く集部文献について，ジャソル別にその採録数を集計してみると，群を抜い

て数の多いのは「賦」ジャ Yルの作品であった (32.95%)。これに，同質の文体を持つ「七」

(10.04%)を加えれば，その割合は更に増大する。@当時の類書としては極めて異色のこの編集傾向

について，前稿では，詩というジャンルが文学の主流を占めるようになった南朝斉梁以降の作品を
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一篇も採録しなかった結果，その副作用としてこのような現象が生じたのである，と解釈していた。

しかし，もし『書鈴』の主たるターゲットが政治的実用文であったとするならば，該書において

「賦」や「七」が特に重要視されていることの，より積極的な理由が浮かび上がってくるのではな

いだろうか。つまり，当時の公式文書がいわゆる四六耕麗文で書かれたことは周知のとおりだが，

「賦」的文辞は，そうした文体を持つ政治的実用文の作成に直接役立つものであって，だからこそ，

この分野での活用を想定した類書『書鈴』において. I賦」的文体の作品が格段に多く採録された

のではないか，と考えるのである。

対句を根幹に据え，平灰のパラソスや文辞の巧綴さに美的感覚を研ぎ澄ます四六耕麗文は，そも

そも漢代辞斌文学の開拓した豊龍な文学的土壌の上に育まれた文体だと言ってよい。壮麗なる文辞

を敷き連ねて事物を描写する賦という文体は，説晋以降になると更に洗練の度を増し，随所に配置

される対句，及び均整の取れた韻律美や磨き抜かれた文辞を特徴とする，高度なレトリック技術を

要する文学ジャンルとなっていった。そして，有韻文におけるこうした趨勢が，無韻文の分野にも

徐々に波及し，この頃から，散文においですらもしばしば対句を交え，字句の錬成に意を用いるよ

うになったのである。これが，後世にいわゆる四六麟麗文の濫腸である。また，唐代に入ると，今

度は逆に賦が勝文の影響を受け，四字六字句から成る隔対を多く交えるようになったともいう。@

こうしてみると，賦と勝文とは非常に近しい間柄にある文体であり，その創作においては，ほと

んど同質の文辞運用能力が要求されたと推察される。だからこそ，賦の作成能力如何を問うことが，

取りも直さず官僚予備軍の適性能力を測る格好の尺度たり得たのではないか。事実，惰代に始まる

官吏登用制度，いわゆる科挙において，その開始当初からして既に，賦の作成が試験問題として課

せられている。すなわち. w北史』杜鐙伝附，杜正玄伝によると，開皇十五年(五九五).秀才に挙

げられた杜正玄は，司馬相如の「上林賦j. 王褒の「聖主得賢巨額j. 班固の I(封)燕(然)山銘j.

張載の I(剣)閤銘j@に対する模擬，及び「白鶴鵡賦」の作成が課題として与えられ，これを瞬

時の内に成し遂げた彼は，その推挙を退けようとした楊素をも却って感服させることになったとい

う。また翌年相継いで挙げられた弟の正蔵には，買誼の「過秦論」と『尚書』湯誓篇に対する模擬，

及び「匠人簸jI連理樹賦jI凡賦jI弓賦」の作成が課せられている。@また，唐代に入って以降も，

朝廷の公式文書は依然として麟文で書かれ，そうした文書の作成者を選抜する科挙(進士科)にお

いて，前代に引き続き賦の作成が受験者に課せられていたことは周知の通りであろう。

こうしてみると. w書紗』の編まれた楕代当時，耕文と賦とは，有韻無韻の違いこそあれ，その

文辞を共有するこそさえ可能な，隣接する文学ジャンルであったと見てよいだろう。とすると，賦

的文体を格段に多く採録する『書捗』という類書は，耕文による政治的実用文作成の際には，即効

性に富む，極めて有益な工具書たり得たと推察される。

ところで，中唐期に至っても『書紗』はなお盛んに行われたら Lく，例えば劉高錫(七七二~

八四二)の言行録『劉賓客嘉話録JI(章鞠撰)には. I今 (W書鈴』執筆の場たる)北堂は猶ほ存L.
而して『書妙』は盛んに世に伝はれり」との記事が見える。当時，賦というジャンルは，情感や思

想を表現するという狭い意味での文学としての生命は夙に失っていたし，他方，既に文学の主流を

占めるようになっていた詩の分野では，典故表現を散りばめる彫議集刻的作風はほとんど完全に払

拭されていた。このような情況の中で，賦的文体の作品を多く収録し，典故表現の素材を豊富に集

めた『書妙』がなおも盛んに用いられたというのは，一見不可解な現象であるかもしれない。だが，

この類書が公的文章作成に資することを目指すものであったとするならば，その疑問も自ずから氷

解するのではないだろうか。
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勿論，貴重な散侠文献を豊富に保存する『書紗』は，漢魂六朝の学問の良質な部分を伝える書物

として，例えば李善のような本格的文選学者には非常に重要視されたであろう。また『文選』とい

えば，唐代以降，官僚を目指す者にとっては最も有効な科挙受験参考書としても機能した。このよ

うな意味においては，中世文学は脈々と次代に継承されたのであり，ヲ|いては『書紗』も紐解かれ

る機会が無かったとはし、えない。しかし，創作の現場に主眼を揖えると，むしろ文学は唐代に入っ

て大衆化したのであり，文芸作品の制作や鑑賞のために，直接『書紗』が利用されたとは考え難い。

だが一方，朝廷で作成される詔勅文等は，相変わらず六朝以来の四六耕麗文だったのである。中唐

期， [""賦」ゃ「七」を多く採る『書静』がなおも現役の類書として機能したとすれば，それは，該

書のターゲットとした文体が耕文であったと見てこそ初めて理解され得る現象であろう。

一方，北宋以降， Ii'書鈴』が忘れ去られた類書となったのも，恐らくはここに起因すると思われ

る。というのは，近世，中流出身者層の台頭とともに知識人社会の知的基盤も大きく変容し，高度

に洗練された言語感覚と広博な学力とを要求される勝文は，もはや生きた実用文としての機能を持

ち得なくなってしまったからである。かかる時代にあっては， Ii'書室少』も単なる骨董品である。@こ

の類書が，貴重な侠文史料を豊富に保存するという，恐らくは編者の意図とは若干ずれた意味にお

いて，その独自の価値を再発見されるには，厳密なテキストクリティークを根幹に据える，清朝考

証学の興隆まで待たなくてはならなかったのである。

以上，二つの章に渡って述べてきたように， Ii'書紗』という類書は，政治的実用文作成のための

参考資料集として編纂されたと推定される。朝廷の統治機構に即した篇目構成を為し，耕文作成に

資する賦的文体を格段に多く採録する『書紗』は，惰朝当時，公的文書作成の際には，当該用途に

最も適合した類書として大いにその機能を発揮したことだろう。それでは，前稿にて示した私見，

すなわち，虞世南にとっての『書鈴』編纂という行為は，惰朝文壇における彼なりの文体改革運動

であった，とする推論は全くの見当違いだったのだろうか。この問題を検討するためには，まず惰

王朝における公的文書の実態を明らかにする必要がある。その手段として，現存するテキストを片っ

端から通読しそれらに共通する作風を抽出するという帰納的方法論も勿論あるだろう。しかし，

それを為し得るだけの力量も時間も持ち合わせていない私としては，次のようなこつの視点から，

間接的にその情況の輪郭を描き出すこととしたい。まず第ーに，当時，無韻文の分野では，どのよ

うな文章が模範的と見なされたのか，第二に，実際に朝廷の公式文書作成者となったのは，どのよ

うな文章観の持主であったのか，という二つの観点である。

修辞の巧織さに至上の価値を置く南朝文学は，初唐あたりまでその命脈を保っていたとされるが，

惰朝の公的文書に焦点を続った場合，その実態はどうだったのか。そこで，この時代に成った文章

作法の書，劉善経(生卒年未詳)の『四声指帰』を取り上げて，当時の模範的文章とはどのような

規律をクリアーする必要があったのかを見てみたい。

『四声指帰』のテキストは，かの弘法大師空海(七七四~八三五)の『文鏡秘府論』によっての

み今に伝えられている。⑪といっても，該書は決して奇書というわけではなく， Ii'惰書』文学伝(劉

善経)によると，当時非常によく行われた審物であったらしい。事実， Ii'情書経籍志』経部小学類

にも，また『日本国現在書g録』小学家にもこの書目が見え，少なくとも唐代半ば頃までは，重要

な基本図書であったことが知られる@。中国知識人と対等な学力を持っていた空海が，その創作理
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論書抄『文鏡秘府論』において，天巻「四戸論」を始めとして，随所にその論を引用していること

は，劉氏の説く文章規範が，惰唐時代，中国知識人社会における普遍的共通認識であったことを物

語るだろう。

その『四声指帰』によると，惰代当時，本来無韻文である「筆」においてすらも，詩賦等の有韻

文におけるのと同様に，韻律の均衡美に対する周到な配慮が要求されたらしい。例えば，西巻「文

二十八種病」中の鶴膝の項に引くところでは， r其の諸の手筆は，第一句末は第三句末を犯すを得

ず，其の第三句末は，復た第五句末を犯すを得ず。皆須らく鱗次に之を避くべし。Jr又今世の筆体

は，第四句末は第八句末と同声なるを得ず。俗に呼びて踏発声と為す。」と言い，また，同じく二

十人種病のーっとして挙げられた正紐，すなわち，例えば「任Jr荏Jr祇Jr入」の如き声調の異

なる四つの韻を一組として紐と為し，詩の一連二句十字の内，同じ紐に属する字を重ねて用いない

という規律であるが，これについても， r凡そ諸の文筆には，皆須らく之を遊くべし。若し此の声

を犯さば，即ち甑離して読む可からざるのみ。」と言う。西巻「文筆十病特質」に引くところでは，

詩において第一・第二句の末字が同声であってはならないという，上尾なる規律に関連して， r筆
には復Tこ隔句上尾有り。第二句の末字と第四句の末字とは同声なるを得ず。」と言い，また，詩の

二句一連の中で，脚韻を除いては同韻の字を重ねて用いてはならない，小韻という規律についても，

「筆を以て詩に准ずること亦此くの如し。」と補足する。

そして，文章に韻律のバラ γスを重んずるこのような風潮は，文化的後進地域であった北方にお
たと

いても，東説・北斉以来徐々に広まり， r仮使ひ賓に対して談論し，訟を聴きて断決するも，筆を

運び辞を吐くに，皆之を犯す莫し。J(天巻「四声論」引『四声指帰~)という情況であったらしい。

しかも，温子昇(四九五~五四七)を始めとする前時代の南北両朝の作家に対して， r手筆を作る

毎に，多く此の声(鶴膝)を避けずJ(西巻「文二十人種病」ヲIW四声指帰~)と批判していること

から見て，かかる六朝末の趨勢は，惰代に入って益々高じていたと推察される。ちなみに，惰の仁

寿元年(六O一)，後々読書音の体系を決定づけることになる韻書『切繭』が誕生したが，このこ

とは，上述の如き文学的動向を端的に示す出来事であったと言えよう。

さて，今当面の問題としている政治的実用文は，言うまでもなく，ここに言う「筆」に属する。

つまり，惰朝当時の公的文書は，実用文として達意の機能を十分に果たすのみならず，更には高度

に洗練された韻律美を備える必要があったということである。そして，将来この種の文章を作成す

ることになる官僚予備軍の選抜も，こう Lた文学的風潮に即して行われていたらしい。六朝以来，

官吏の登用は，文学方面での学力を一つの基準として行なわれてきたが，惰代に至っても基本的に

はその人材登用システムは変わらなかったようで，例えば，惰の文帝に奉られたかの李誇の上奏文

には，このあたりの消息が如実に記されている。@

李誇の述べるところによると，三国重患の頃から文学による風教の道は次第に衰退し，斉梁以降

「貴賎賢愚も，唯だ吟詠に務めJrー韻の奇を競い，一字の巧を争う」が如き空疎な文学的風潮が

蔓延する中， r世俗は此を以て相高しとし，朝廷は蕗に拠りて士を擢る」という情況であったが，

楕代に至るや，文帝の強力な行政措置によって，中央官人の気風は粛然と正道に帰することとなっ

た。だが，それでも「外州遠県にては， i乃ほ倣風を麗ぎ，吏を選び人を挙ぐるに，未だ典則に遵は
かんが

ずJ，r其の学は古を稽へず，俗を逐ひて時に随ひ，軽薄の篇章を作り，朋党を結びて誉を求むれば，

則ち選ばれて吏職に充てられ，挙げられて天朝に送らる」というのが実情であったという。こうし

て推挙された人材が官僚となってゆくのであるから，当時の朝廷の公的文書がどのような作風のも

のであったかは推して知るべしであろう。この文献は，惰代文学思想を論ずる上では必ずと言って
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よいほど言及され，多くの場合，その反南朝的主張内容がより強調されるのだが，逆に言えば，彼

がこれほど強い調子で訴えなければならないほどに，当時の官僚社会が南朝流の浅薄な気風に覆わ

れていたことを物語っている。

ところで，この史料の中でも言及されていることなのだが，文帝楊堅は，上述の如き風潮に対し

て強い危機感を持ち，開皇四年(五八四)，遍く天下に向けて「公私の文翰は，並びに宜しく実録

なるべ LJ との詔を発し，早速その年の九月，その文表が艶麗に過ぎるとの~により澗州刺史司馬

幼之を処罰している。朝廷の主導するこのような文体改革運動に対して，知識人社会が全く馬耳東

風であったとは勿論思えない。地方行政制度の改革，及びこれに伴う新しい官吏登用制度の開始⑬

によって，朝廷中枢の意識の変化が，やがては中国各地の中堅知識人層にまで徐々に波及して行っ

たということは確かにあったと思われる。とはいえ，大局的に見れば，陪朝当時の政治的実用文は，

詩の分野においていわゆる永明体が依然として一世を風廃していたのと同様に，相変わらず六朝末

のそれとほとんど変わらぬ情況にあったということが言えよう。惰朝宮廷図書館の蔵書目録たる

『惰書経籍志』に，先に挙げた『四声指帰』を始め，韻律に関する多数の小学書が録されているの

は，このことを十分に裏付けている。

以上を要するに，惰朝の公的文書は，韻律の均衡美を特に意識する，南斉永明年間以来の文学的

趨勢の延長線上にあったということが言える。ところが翻って『書紗』は，この斉梁以降の文学作

品，及びこれに同調する北朝のそれを一篇も採録しないのである。もし仮に，該書が時流に即した

勝文作成のための工具書として編纂されたのならば，むしろ，ここに切り捨てられた時代の耕文を

こそ，参照するに足る模範的文章として積極的に採録するはずである。それを敢えてしない編集態

度の中に，当時の風潮に対する虞世南の批判精神を読み取ろうとすることは，あながち独断的偏見

とも言えないのではないか。

この虞氏独特の反骨精神を最も端的に示すのは， IF書鈴』における徐陵の扱いである。扱うもな

にも，梁・陳の人である彼の作品を，該書はもとよりー篇も採らないのである。当時，徐陵はなお

模範的文章家として崇拝されており，かの『四声指帰』にも「作る所の文筆，未だ曾て声(鶴膝)

を犯さずJC IF文鏡秘府論』西巻「文二十人種病」ヲ1)と絶賛されている。しかも，六朝末の動乱

によってその篇章の大半が失われていたから，当時，文章家たちの聞では，その侠文に対する渇望

はいやが上にも高まっていたと思われる。他方，若い頃この大文筆家に心酔し，徐陵自身にも「世

南は己の意を得たり JC IF旧唐書』虞世南伝)と認められていた虞世南は，持前の抜群の記憶力に

よって，必ずやその文章の多くを諾んじていたと推察される。つまり，当時の文壇のニーズに対し

て，虞氏はいつでもこれに応え得るだけの知的財産を所有していながら，敢えてこれを無視したの

である。こうしてみると， IF書紗』はやはり，徐陵の文章に代表されるような当時の政治的実用文

への批判を，その編纂動機の中核に据えていたと見て間違いないであろう。

そして，かかる文学思想を虞氏が持つに至ったのは，既に前稿にて論じたように，彼自身が父子

二代に渡って梁・陳王朝の滅亡を経験したということと密接に絡んでいると思われる。洗練された

四六麟麗文で額られる当時の政治的実用文は，韻律の均衡と文辞の彫琢とに君、を凝らすという点に

おいて，根本的には，かの六朝諸王朝を破滅へと導いた「亡国の音」宮体詩とその生育土援を同じ

くするものであった。『書紗』編纂当時における虞世南の問題意識は，直接的には詩の分野に向かっ

ていたわけではなさそうだが， しかし詩という文学様式について fC国の)盛衰の道は，実に蕗に

基づく JC IF唐会要』巻六十五，秘書省)とさえ言い切った彼は，詩よりも更に直接的に国家経営

に関与する公式文書の文体に対しては，それ以上に強い危機意識を持っていたに違いない。詩作の
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中で美女にうつつを抜かしているばかりではない，朝廷の公的文章作成において，天下国家から希

離した離最小技に腐心しているようでは王朝は滅びるのである。虞世南は，自らが亡国の民となっ

たことによって初めて，自己の過去をも否定する，この厳しい文学認識に辿り着いたのだと思われ

る。

四

陳朝滅亡後，惰朝に出仕した虞世南は，十余年間晋王揚広の幕下にあり，揚広が:場帝として即位

して後も，引続きその側近として朝廷の中枢に身を置いた。従って，惰朝官僚社会における文章作

成の実態は日常的に目の当たりにしていたことであろう。そればかりか，実は彼自身，直接朝廷の

文書作成に携わっていた形跡すらある。すなわち， w惰書』文学伝(虞縛)によると，大業年間中，

著作佐郎に遷った虞縛は，虞世南・庚自直・察允恭等とともに「常に禁中に居り，文翰を以て詔を

待ちJ，大変な厚過を得たというのだが，彼らの職務は，例えば皇帝の遊戯的創作活動のお相手を

するといったこと以外に，恐らくはその詔勅文等の代作・加筆をも含んでいたのではないか。この

ようなことは当時も普通に行われており，事実，別の文脈においてながら前稿でも引用した，顔師

古の『惰朝遣事~ ( W唐詩紀事』巻四「虞世南」ヲ1)の一条には， r征遼指揮徳音勅」なる詔勅文を，

:場帝の命によって虞世南が起草Lたことが記されていた。

『書室歩』編纂に栂前後する惰の大業中，虞世南は確かに:場帝の公的文章作成に手を貸していた。

とすると，完成した『書紗』を真っ先に利用したのは，案外，虞氏を始めとする場帝側近の文臣集

団であったかもしれない。そして， w書紗』が活用された結果で、あるかどうかは別ーとしても，彼ら

が:場帝側近のライターを務めた大業年間，惰朝の公的文章は，実際ある程度は正統的古典派に回帰

したように察せられる。例えば， w惰書』文学伝序には場帝の文学について，即位後の作風の変

貌ぶりを特筆し，この時期の諸作品について「並びに雅体を存し，典制に帰す」と絶賛しているが，

それは，あるいは虞世南らの援助によるところが大きいのではないか。穿った見方をすれば， w隔

書』の編者説徴(五八O~六四三)は，虞世南が:場帝のゴーストライターであったことを知ってい

て，このような論評を為したのだと考えられなくもない。『惰書』が成立した唐の貞観十年(六三

六)当時，虞世南は唐朝の重鎮としてまだ存命中である。

それはともかく，虞世南が:場帝のために詔勅文の草稿を作成していたことは確かで，その作風は，

『書室少』の編纂態度に垣間見せたその復古的文学思想をかなり具現化するものであったと想像され

る。ただ，そうした彼の文章が場帝の意向に沿うものであったかどうかは甚だ疑問である。勿論，

正統的学聞に裏打ちされた彼の豊かな文才は，重厚な雰囲気を必要とする朝廷の公式文書には資す

るところ大であっただろう。しかし，斉梁以来の洗練された修辞技巧に敢えて背を向け，漢重患の風

骨を強く志向するものであったらしい虞世南の制作態度は，南郭流の華麗な文辞に憧れる:場帝に対

して少なからぬ威圧感をも与えていたのではないか。前稿にでも言及した，大業年聞における虞氏

への;場帝の冷遇ぶりは，このような推測を裏付けてあまりある。

五

それでは，虞世南自身の署名になる作品において，上述の如きその文学思想の実践を認めること

ができるだろうか。そこで，唐の貞観十一年(六三七)，済源の陵山に出猟する太宗を諌めた (W唐
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会要』巻二十八，蒐狩)r諌猟疏」なる文章を取り上げ，この問題について検討してみたいと思う。

この文献をサンフ。ルとする理由は，これが政治的実用文のジャンルに属する作品であり，制作年代

が明らかに『書鈴』編纂後であり， Lかも全篇を挙げるのにちょうど適当な分量だからである。

もっとも，唐朝に入って以後の作品が，惰朝における虞氏の文学思想を検証するための素材とし

て適当かどうか，疑問に思う読者もおられるかもしれない。だが私の見るところ，陪唐の聞におい

て，彼の文学観が変質することは基本的にはなかったように察せられる。確かに，惰朝時代は寡黙

であった虞世南が，唐代に入札太宗李世民の厚遇を得るようになってからは，一転して直接的に

その思うところを述べるようになった。だが，その態度の豹変は，仕える相手が異なるという唯一
かげ

点にのみ起因する。実に司馬光のいわゆる「君は表なり，臣は景なり，表動けば則ち景随ふ」

( W資治通鑑』巻一九二，武徳九年)である。暴君!場帝の時代をくぐりぬけた虞世南は，この時期

を生き延びた知識人の多くがそうであったように，表面に現れ出た態度こそ異なれ，その精神は一

貫していたと見てよいだろう。

さて，虞氏の「諌猟疏」について，まずその全文をここに紹介してみたい。底本は『旧唐書』虞

世南伝に引くところとし， w文苑英華』巻六九四， w貞観政要』巻十「欧猟J，W唐会要』巻二十八

「蒐狩」所収の各テキストも随時参照した。

l 臣聞秋漏冬狩，蓋惟恒典， 臣聞く，秋調冬狩は，蓋し惟れ恒典にして，

2 射隼従禽，備乎前詰。

3 伏惟陛下因聴覧之官余辰，

4 順天道以殺伐，

5 将欲弱捲班掌，

6 親御皮軒，

7 窮猛獣之窟穴，

8 尽逸材子林薮。

9 夷兇契暴，以衛家元，

10 収革擢羽，用充軍器，

11 挙旗放獲，式遵前古。

12 然藁屋之尊，

13 金輿之貴，

14 入方之所仰徳，

15 万国之所係心。

16 清道而行，猶戒衡撒，

17 斯蓋重慎防徴，為社藤也。

18 是以馬卿直諌於前，

19 張昭変色於後。

20 臣誠徴浅，敢忘斯義。

21 且天弧星畢，所建己多，

22 頒禽賜獲，皇恩亦薄。

23 伏願時息猟車，

24 且轄長戟。

25 不抱努莞之請，

射隼従禽は，前詰に備はれり。

伏して惟ふに，陛下は聴覧の徐辰に因りて，

天道に順ひて以て殺伐し，
みづか

将に婦ら班掌を撰き，
みづか

親ら皮軒を御し，

猛獣の窟穴を窮め，

逸材を林薮に尽くさんと欲す。
たひ ぼろぼ まとみu'と

兇を夷らげ暴を興して，以て察元を衛り，

革を収め羽を擢りて，用て寧器に充て，
いた

旗を挙げて獲を殺すこと，式として前古に遵ふ。

然れども黄屋の尊き，

金輿の貴きは，

八方の徳を仰ぐ所，

万国の心を係ぐ所なり。

道を清めて行くも，猶ほ衝械を戒むとは，

斯れ蓋し慎を重ねて徴を防ぐことにして，社鵡の為めなり。

是を以て馬卿は前に直諌し，
か沿いろ

張昭は後に色を変ずるなり。

臣は誠に徴設なれど，敢へて斯の義を忘れんや。
たふ

且つ天弧星畢もて，建さるる所は己に多く，
あまね

禽を頒ち獲を賜はりて，皇恩も亦浮し。

伏して願ふらくは，時には猟車を息はせ，
".:ら おさ

且くは長戟を轄めたまはんことを。

謁莞の請を拒まず，
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26 降納滑治之流，

27 祖揚徒捧，任之群下，

28 則胎範百王，

29 永光万代。
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【語釈】

0秋調冬狩:天子の出猟において，秋に行われるものを禰，冬に行われるものを狩と称する。『春

秋左氏伝』隠公五年にいう「春蒐・夏苗・秋漏・冬狩は，皆農隙に於て以て事を講ずるなり」を

踏まえる。

0射隼・従禽:君子が運気に従って狩りをすること。それぞれ『易』の「屯」六三の象， [""解」上

六の5t辞に見える語。

0弼擢班掌:曹植の「七啓J( W文選』巻三十四)にいう「批熊砕掌，並虎擢斑(貴誌を批きて掌を

砕き，虎を並きて斑を擢く )Jを踏まえる。班は斑に閉じ。

0皮軒:虎の皮を以て装飾した事。天子出御の際，一陣の先導役を果たす。司馬相如の「上林賦」

( W文選』巻八)にいう「前皮軒，後道瀞(皮軒を前にし，道滋を後にす)Jを踏まえる。

0猛獣・逸材:司馬相如の「上書諌猟J( W漢書』司馬相如伝下)@にいう「今陛下好陵岨険，射
しの

猛獣，卒然遇逸材之獣，駿不存之地，犯属車之清塵(今陛下は好んで岨険を陵ぎ，猛獣を射るも，
おどろ

卒然として逸材の獣の，不存の地に駿き，属車の清塵を犯すに遇はば)……」を踏まえる。逸材

とは，並外れた力を持つ野獣。

O賞屋・金輿:いずれとも皇帝の乗物を言い，それぞれ『史記』秦始皇本紀， W史記』礼書に用例

が見える。

0清道市行，猶戒衡撤:司馬相如の「上書諌猟J(前出)にいう「且夫清道而後行，中路市馳，猶

時有街撤之変(且つ夫れ道を清めて而る後に行き，中路にして馳するも，猶ほ時に衡擁の変有ら

ん)Jを踏まえる。「衡概之変」とは，馬の轡が外れるような変事。

0馬卿直諌:司馬相如が，漢武帝の狩猟を諌めて上奏文を奉ったという故事。『漢書』司馬相如伝

下に見え，その文辞は，典故として本作品の随所に用いられている。

0張昭変色:三国呉の張昭が，虎狩りを好む孫権に対して，色をなしてこれを諌めたという故事。

『三国志(呉書H張昭伝に見える。

0天弧・星畢:ともに星座の名。いずれともその動きが盗賊や夷狭の動向に相関性を持つという。

ここでは，狩猟を連想させる字面の辞句を並べつつ，内容的には，惰唐の聞における天下の動乱

を指していると思われる。

0頒禽:天子が狩猟で得た収穫物を群臣に分け与えること。『周礼』春官，小宗伯に出る語。

O猟寧:天子が出猟の際に乗る四頭だての馬車。

0謁莞:身分の卑しい草刈や木こり。諌言する自己を謙譲して言う。『詩経』大雅，板にいう「我

言維服，勿以為笑，先民有言，詞子謁莞(我が言，維れ服なり，以て笑を為すこと勿かれ，先民
ほか

にも言有り，調莞に詞れと)J~こ出る語。

0滑治:小さな水流。卑小な地位の者に喰える。郭嘆の「江賦J( W文選』巻十二)に「綱絡群流，

商擢滑治(群流を網絡し，滑油を商推す)Jとの用例が見える。

0祖揚徒捧:左思の「呉都賦J( W文選』巻五)に見える一句「祖楊徒簿」をそのまま借用したも
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の。祖揚とは， w詩経』鄭風，大叔子固にいう「檀揚暴虎，献子公所(檀揚して虎を暴ち，公の

所に献ず)jを踏まえ，はだぬぎになって素手で獲物と格闘することを言う。祖は檀に同じ。

O胎範:陸雲の「西圏第既成有司啓」に「殿下誕応運期，首建大国。固将憲章令典，胎範万世。始
おほ はじ まこと

基之制，不可不慎(駿下は誕いに運期に応じてち首めて大国を建つ。固に将に憲章令典もて，範

を万世に胎さんとす。基を始むるの制，慎まざる可からず)jとの用例が見える。

以上が，虞世南の「諌猟疏」の全文である。字句の配列を眺める限りにおいては，一見整然たる

耕文で額られているかのように見える。だが，詳細に検討してみると，必ずしも典型的な勝文とは

言い難い点が随所に露呈している。

まず，耕文には付き物の修辞技法，典故表現について見てみよう。語釈一覧に挙げたとおり，本

作品にて典故に用いられたのは，いずれとも晋代以前の文献であって，この点，斉梁以降の南朝文

学を無視した『書紗』の編纂態度と一致する。中でも特に，経書に典拠を持つ言葉や，この文章と

同じく天子の狩猟に言及した古典的先行作品，例えば司馬相如の「上書諌猟」や「上林賦j，曹植

の「七啓」等を踏まえた辞句が手堅く配せられていることは，この作品に典雅な趣を与えているよ

うに思われる。ただ，そうした伝統的典故表現が散見する一方，何の典故も踏まえない，当時の一

般的な文語であったと思われる語句も少なくなく，この点では，些か勝文としての密度が薄いよう

に感じられる。また，対句を為してはいても，両句に用いられた典故の重みに不均衡さが感じられ

るところ(例えば25・26行目)，あるいは，一つの典故を，対を為す二つの句に分散させて置くと

ころ(例えば7・8行自)等も認められ，文辞の彫琢という観点からすれば，全体的に幾らか級密

さに欠けているようにも思われる。

他方，韻律のバランスに関してはかなり無頓着である。斉梁以降の耕文は，このことに関して特

に意を用いるという点に最大の特徴があったが，虞世南のこの文章は，意識的にか否か，当時の一

般的文章規範に対して，必ずしもこれを律犠に遵守しようとするものではない。現に，冒頭の隔句

対からして，第二・第四句自の句末がともに灰声であって，既に平灰のバランスを欠いているし，

同様のことが 7・8行自の単対の末字 9・10行目の隔句対の第一・第三句自の末字についても

言える。また，先の『四声指帰~ ~こ挙げられた規律に照らしてみると，例えば， 21・22行自の隔匂

対四句については，第一・第三句末がともに入声であって，これは「鶴膝」に抵触する。また，結

びの対句においては，陪韻に属する「百」と梗韻に属する「永」とが同じ紐を為し，一対二句の中

で重ねてこれを用いている点で「正紐」に違反するし， 18・19行自の対句においては，ともに職韻

に属する「直」と「色」とを重ねて用い，いわゆる「小韻」に違反する。もし，当時の人がこの文

章を諦読したならば，先の劉善経がコメ γ トしていたように，ぎくしゃくとして読み難いという印

象を持ったのではないだろうか。

ところで，かの徐陵は，先の『四声指帰』にも評されていた如く「作る所の文筆，未だ曾て声を

犯さず」というほどで，だからこそ，彼の起草する公的文章は， i一文の手を出づる毎に，好事者

は己に伝写して請を成しj ( W陳書』徐陵伝)たのであった。若い頃，この徐陵の文学に心酔した

虞世南は，従って，文章作成上，韻律を整えるということに関しては，能力的には何の困難も伴わ

なかったと思われる。その彼が，上述の如き韻律上の違反を犯しているのであるから，これは彼自

らが意識して為したことだとさえ見なし得るだろう。こうした作風を持つ彼の文章は，玲聴の響き

を為す典型的耕麗文とは異なった， ごつごっとした荒削りな雰囲気を醸し出し，その硬派な内容と

相侯って，旧来の南朝文学とは裁然と区別される独特の印象を読者に与えたと思われる。

総じて言えば， i諌猟疏」に代表される虞世南の政治的実用文は，韻律の均衡に対してさほど繊
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細な配慮をしないこと，及び，文辞の錬成という側面では，漢議以前の古典的文献に取材した典故

表現を中心とするということの二点において，耕文という文体が洗練の極致に達する以前の，古雅

な趣を残した時代の「筆」を目指すものであったと言うことができょう。そしてそれは， w書鈴』

の編纂態度に窺われる彼の復古的文学思想、にぴったりと符合するものであった。

おわりに

虞世南の文学思想は，その文章の多くが，対句を根幹に据え，典故表現を当然の如く用いている

ことから見て，決して都文という大枠を破壊しようとするものではない。また， w書鈴』本文の体

裁がしばしば対句的構成を為していることは，虞世南の発想自体が勝文的であったことを象徴して

いるだろう。しかしながら，文章表現における過度の装飾性を否定する彼の文学思想は，突き詰め

て行けば，耕文そのものの否定へと辿り着くのではないだろうか。事実，唐朝に入ってからの彼の

文章には，一部に古文的な色彩の強いものが認められる。例えば，貞観九年(六三五)，崩御した

高祖の墓陵造営に関して奉った諌言文「上山陵封事J( W旧唐書』虞世南伝)は，その全篇の大半

が古文的文体で鰻られており，その片鱗を挙げれば「向使陛下徳止如秦漢之君，臣貝日誠ロ而己，不

敢有言(向使陛下，徳，秦漢の君の如きに止まらば，臣は則ち口を誠ずるのみ，敢へて言有らず)J

といった具合である。また，同じ貞観年間初めに成ったとされる『帝王国各論』は，その序文におい
ほぽ

て，前代の歴史書の冗漫さを批判しつつ「今宜しく浮辞を契裁L.，冗長を那(剛の誤り)削L.，略

筒要を存すベし」と宣言し，確かにその本文は，事実を簡潔に記した「略」部と，漢代の「設論」

体を思わせるような対話形式の論説部分とから成っている。@この『帝王略論』に窺われる虞世南

の文体論は，歴史書に麟麗文的空疎な修辞性は不要と説いた『史通』の著者，劉知幾(六六一~七

二一)の先駆者かと勇み足したくなるほどである。そういえば，先に挙げた「上山陵封事」も，歴

史的事実を述べ，それを根拠に皇帝を説得するという，言わば歴史書に近い内容の上奏文であった。

ところで，唐代初頭，太宗の勅命により，梁・陳・北斉・周・惰各王朝の前代史が陸続と編纂さ

れたが，これらの正史を編纂した人々が，いずれも唐王朝草創期の重臣であり，その彼らがこぞっ

て反南朝的文学論を展開しているのは示唆的である。虞世南の復古的文学思想も，この正史編纂者

たちと同じく，統治階級に所属する者としての儒家的経国済民の思想を根幹に据えていただろう。

そして，その南朝文学に対する否定的評価は，王朝輿亡の根本原因を探究しようとする，歴史家と

しての視点から導き出されたもののように思われる。南方出身の虞世南が，その反南朝的文学思想

のラジカルさにおいて，北朝出身の知識人よりも更に一層切実であるのは，誠にここに由来するで

あろう。既に述べた如く，彼は父子二代に渡って，梁・陳・惰という三つの王朝の誠亡を身を以て

経験Lた人物であって，体験の中で獲得された哲学ほど強靭なものはないのだから。この点、におい

て，虞世南と同様な経歴を持つ挑思廉(?~六三七)が，この時代，真っ先に古文を以て『梁書』

『陳書』を著したことは極めて興味深い。唐代初頭の反南朝的文学思想，及びその主体の出自・経

歴に関する問題については，今後の検討課題としたいと思う。

注

① 拙論「虞世南における『北堂書紗』編纂の意図とその文学史的意義J( W東方学』第九十輯，

一九九五年七月)。
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② 拙論「従『北堂書鈴』的編集態度看虞世南的文学観J( W中国文学論集』第二十二号，一九九

三年十二月)。

③ 『冊府元亀』の編纂目的に関する史料は. W玉海』巻五十四. r景徳冊府元亀」に引くところに

拠った。

@ W支那史学史~ (W内藤湖南全集』巻十一所収)第八章「六朝末唐代に現はれた史学上の変化」

第一節「類書の史学に及ぼした影響」を参照。

⑤ 虞世南も，唐の貞観六年(六三二)，宮廷楽府詩の制作に携わっている (W唐会要』巻九上，

「雑郊議上J)。

@ 前掲の拙論(注②)にて，既に公表済み。

⑦ 賦及び餅文の歴史については，鈴木虎雄『賦史大要』を参照。

③ 以上の四篇，及び下に言及する買誼の「過秦論」は，いずれも『文選』所収の作品である。こ

のこと一つを取ってみても，科挙の開始に伴って，惰代以降とみにこの六朝詞華集が重要視され

るようになった所以が窺われよう。

@ 杜氏兄弟の挙げられた「秀才」が，いわゆる科挙のー科目名であったことは，宮崎市定『九品

官人法の研究』第二編，第五章「北朝の官制と選挙制度」五二O頁を参照。

⑮ かの『冊府元亀』の編纂を命じた北宋の真宗皇帝は，その家に『書鈴』を所蔵していた越安仁

なる人物に対して， r其の古を好むを嘉し」たという (W玉海』巻五十四， r唐北堂書紗J)。

⑪ 『文鏡秘府論』を用いるに当たっては，輿膳宏氏の詳細なる訳注 (W弘法大師空海全集』第五

巻，筑摩書房，一九八六年)を参照した。

⑫ 新旧『唐書』に至つては，その書目を見ることはできない。唐宋の間，近世の幕開けとともに

この文章作法警は滅んだと思われる。

⑬ この文献が，人材登用論の文脈の中で捉えられるべき文学論であるということは，古川末喜氏

の「選挙論からみた惰唐国家形成期の文学思想J( W九州中国学会報』二十二巻，一九七九年五

月)に夙に指摘するところである。

⑭ 宮崎市定博士の前掲書(注⑨)の五一九頁以降に詳細な論究がある。

⑬ 『文選』巻三十九にも収めるが，現行本は『漢書』との聞にかなりの異同がある。

⑬ 東洋文庫所蔵のこの貴重書に関しては，尾崎康氏の「虞世南の帝王略論についてJ( W斯道文

庫論集』第五号，一九六六年)に詳しい紹介が為されている。

(1995年11月13日受理)
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中圍語文要旨

柳川順子

虞世南之文字思想及自我突蹺

一以政治公文為中心一

柳川順子

虞世南筒人所編之額書『北堂書鈔J]，未曾採錄南芳以后的文字作品。述種編集態度，在隔代當時

是十分特別的，亦即虞世商討當時南朝文壇風潮所提出的一項文体改革運動之事突，己詳加論述。本

文符更進一步，論及虞氏通過『書鈔』之編集，想加以改革的是以四六掰文字的詔劫文﹒上奏文之額

朝廷公文，并從此觀濤、來操討虞世商的文字思想及自我突路之情況。

『書鈔』以帝主部為首，符設官部的比重加大，更把作騏文所言頁參考的賦的作品大量採錄。從此編

集傾向來看，可以推定其目的是以針妨政治去文為主要突用範圓的。不過遮并不表示他贊同當時所流

行的新文。階朝的公文，特別重棍韻律的均衡美，此為南芳以來文字趨勢之順延，而『書鈔』卸有意

地削除了這笛時代的作品。由此成可看出處世南之批判態度及文字思想，不僅如此，我們還可從虞氏

之作品中明白地体認出以上之看法。
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