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序論

『墨子』は『漢書』藝文志に七十一篇と記されるが，宋までに篇目だけを残して節用下・節葬

上・節葬中・明鬼上・明鬼中・非楽中・非楽下・非儒上の８篇を佚し１），宋以後明までに五十一・

五十四・五十五・五十七・五十九・六十・六十四・六十五・六十六・六十七の10篇を失った２）。よ

って現在見ることができるのは五十三篇である。

この五十三篇は，理解を便ならしめる為に，普通内容ごとにいくつかに分類される。論者各々の

態度により多少の異同があるが，ここでは胡適の提示するもの３）を基に，以下のように分類する。

第一類　親士第一～三弁第七　

第二類　尚賢上第八～非命下第三十七　

第三類　非儒上第三十八（闕）・非儒下第三十九　

第四類　経上第四十～小取第四十五　　

第五類　耕柱第四十六～□□第五十一（闕）

第六類　備城門第五十二～雑守第七十一　　　　

これら６類のうち，墨家思想の中核と看做されてきたのが十論二十三篇と呼ばれる第二類。現在

まで墨家を論じ，『墨子』を語る際には常に十論を中心に据えた議論が行われてきた。第四類は墨

弁とも呼ばれ，墨家の論理的思考の集積であるといわれる。名家との関係とも含めて議論される。

第六類は兵技巧について述べており，『七略』においては兵技巧家條にも採録されていたもので４），

従来傭兵的鉅子集団を論じる根拠の一つとなってきた。第一類は墨家の本来的な思想を伝えるもの

ではないとされ話題に上ることは少ないが，『呂氏春秋』との関係５）など重要な問題をも含む。非

儒下篇の分類には諸説あるが，ここでは独立させておく。

さて，説話諸篇と呼ばれ，開祖墨子の事蹟を収める第五類，耕柱・貴義・公孟・魯問・公輸の５

篇に対する評価は，資料的価値が低いとする見解が大勢を占めるが，積極的に資料として活用すべ

きと考えるむきもある６）。ただし，そのいずれにしてもそのまま墨子個人の伝記・墨家の行動史と

して利用しうるか否かのみに固執した議論である。また，根本的な資料批判を行わずに都合の良い

部分だけを利用するような事も平然と行われている。無論このような態度は到底許容し得るもので

はない。

説話諸篇の意図するところ，十論との関係，儒家に対する態度などを再検討し，今一度その資料

的性質と先秦諸文献中に占める位置を見極める必要があるのではないか。本稿は斯様な問題意識に

立って説話諸篇を再検討するものである。

1

664



説話諸篇各章ごとの分析は，その必要性が渡辺卓氏によって指摘されてきたにもかかわらず未だ

に行われていない７）。以下ではまず，第１章において耕柱・貴義・公孟・魯問の４篇について，各

章ごとの詳細な分析を行い，その結果に基づいて個別の議論を行う。分析にあたっては，従来広く

行われてきた思想史的分析方法のみにこだわらず，十論・儒家に関わるものを中心に特徴的な語

彙・句法を洗い出し，十論を始めとする『墨子』中の諸篇や他の諸子書と照合するという歴史言語

学的手法も採り入れた。

第２章では，第１章で得た所見を統計的に整理し，それらを通観した上で４篇それぞれの特徴等

を述べる。

第３章では，４篇の成立時期・成立地をはじめ現行本に至る過程について，より踏み込んだ議論

を行う。

なお，上記４篇とは少しく性格を異にする公輸篇については，他書に見える墨子救宋説話と併せ，

稿を改めて述べることとしたい８）。

最後に，以下本稿中で説話諸篇という場合は公輸篇を含めた５篇を，耕柱以下４篇もしくは単に

４篇という場合は魯問篇までをそれぞれ示すものであることを注記しておく。

第１章　耕柱以下４篇

まず，耕柱以下４篇について，章ごとに検討を加えた結果を踏まえ，所見を述べる。稿末に添え

た表Ⅰを併照されたい。

なお，以下墨子の言のみからなる章を独白章，それ以外のものを対話章と呼ぶ。耕柱篇十章のよ

うに他者の言に対して墨子が発言する場合も便宜的に対話章に含めた。

（１）耕柱篇

説話諸篇の冒頭に位置する耕柱篇は22章からなる９）。

現行の配列からは一定の規則性らしいものは認められない。

内容的に注目すべき特徴は，儒家の巫馬子が５章にわたって登場する事であろう。篇首のほうで

は二・四・六・八章と１章置きに登場し，十八章でも再び登場する。

更には，巫馬子の登場する５章のうち４章に十論が認められる。十論との関係は，魯陽文君10）が

登場する十一・十九章にも見られる。耕柱篇において十論と顕著な関係が認められるのは，巫馬

子・魯陽文君が登場する章に限られる。魯陽文君は魯問篇にも２章にわたって登場する。また，魯

陽文君が登場する４章のうち３章が非攻と関係する。

独白章は全部で４章（十二章は貴義篇に重出）であり，耕柱篇は対話章の割合が高いながらも独白

章もある程度含まれている篇であると言える。

対話章のうち８章は，巫馬子・公孟子など儒家系と思しき人物との対話であり，篇中でもかなり

の割合にのぼる。

公孟子については公孟篇にまとまって見えるが，公孟篇では議論が儒家との論争の焦点である十
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論に及んでおり，耕柱篇とはやや趣を異にする。公孟・魯問篇と登場人物が重複することは，耕柱

篇の諸章が貴義篇以下の三篇と断絶したものでないことを示すものである。

耕柱篇は墨子と儒家との対話章を中心に編集され，十論中兼愛・非攻・明鬼との関係が深い。

儒家への態度は，「子」と尊称するなど，孔子の非行を数え上げる非儒下篇に比べて穏やかで，

これは魯問篇に至る４篇に共通する特徴と言える。

語彙的にも注目すべき点がある。

十三章では『墨子』中唯一禽滑釐を子禽子と称する。一体，〈子×子〉なる称謂は子墨子を除いて

は『列子』中の子列子や『公羊傳』中に見える数例を除いては見当たらず，特殊な称謂と言える11）。

或いは説話諸篇の『墨子』中における特殊性を示すものであるかも知れない。

九章の和氏之璧・隋侯之珠は『韓非子』解老篇に揃って見える。和氏篇では和氏は楚人とされて

いることも含め興味深い材料である。

（２）貴義篇

貴義篇は18章からなるが，儒家は全く登場しない。対話章も７章と少なく，大半が独白章からな

り，墨子語録といった印象を受ける。また，十論との関係も極めて希薄である。

注目すべきは，十二・十三・十四の３章である。これらはいずれも衛国に関わり，かつ対話篇で

ある。衛国については十論でまったく言及されず，説話諸篇を除けば非儒下篇に見えるだけである。

説話諸篇の地域性を伺わせる材料といえる。

それ以外の対話章４章のうち，具体的な人名が登場するのは楚獻惠王・穆賀が見える三章のみで

あり，衛に関わる３章の特殊性がますます浮かび上がる。更に言うならば，耕柱篇十三章も衛国に

関わり，周公旦の名が見えるなど貴義篇十二～十四章に近い性格を有するものであろう。なお，周

公旦の名は十論に見えず，４篇以外では非儒篇に１例見えるだけである。話題や語彙の観点から言

って，説話諸篇は非儒下篇と共通する特徴を持っているといえる。ただし，先述の通り儒家に対す

る態度はかなり異なり，この点から言って非儒篇を説話諸篇と同グループとすることはできない。

三章では伊尹に言及する。伊尹は既に『論語』に１例見えるが，諸子書においてはとりわけ『孟

子』に頻見する。『孟子』中に述べられる孟子学派と墨家の対立を考えれば，墨家が意識的に取り

入れたものかもしれない。後述するが，耕柱以下４篇では他にも儒家系の書を意識している箇所が

見受けられる。

また，説話諸篇ではここだけに見える，貴義篇十二章の「古之聖王」は，以下に引用するように，

明らかに十論にはじまる語彙である。

是故古之聖王之治天下也（尚賢下）

故古之聖王治天下也・・・是故古之聖王之治天下也（尚同下）

是故古之聖王發憲出令（非命上）

古之聖王，舉孝子而勸之事親（非命中）

古之聖王，欲傳其道於後世，是故書之竹帛，鏤之金石（貴義篇十二章）
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しかし，「是故書之竹帛，鏤之金石」のくだりでは，十論でも時代が下ると考えられるものに見

えるのと同じように，定型句の解体が現れている12）。

十論と語彙を共有しながらも，一方で定型句の解体が見られるという事実は，第５類の成立時期

の上限をある程度規定し，十論とは系統を異にする事をも示唆するものである。

更に，このような定型句の変化が厳然として存在している以上，渡辺卓氏の貴義篇を説話諸篇中

最古とする説13）には従い難い。成立年代については第３章で詳述するが，尚賢中・天志中・天志

下・非命下の諸篇についても説話諸篇より下る成立とすることには無理がある。

（３）公孟篇

公孟篇は全部で23章からなる。全ての章が対話章からなり，独白章は無い。

配列は極めて整然としており，篇首から公孟子（一～十二章）・程子14）（十四・十五章）・有游於子

墨子之門者（十六～十八章）・二三子（二十～二十二章）に関わる章ごとに纏めて配置されている。

公孟･魯問篇各章の配列は耕柱・貴義の２篇と較べて整ったものであり，説話を編集しようという

意図が色濃く窺える。

また，公孟篇は十論との関係も顕著であり，明鬼・節葬・非楽・非命・天志・兼愛がみえる。特

に明鬼は五・七・九・十四・十八・十九・二十一章，節葬は八・十・十二・十四章と頻出する。十

四章では無鬼論・厚葬論・運命論・礼楽について，墨子が儒家の欠点としてまとめて述べている。

儒家との争点を整理した総論的な章といってよいだろう。第２章で詳述するが，尚賢・尚同・節用

は儒家との競合という文脈のなかでは言及されない。

七章では説話諸篇中唯一『書』を引用している。後述するが，これは成立時期を推定するうえで

重要な特徴となる。

公孟篇は，儒家との対話章を中心に収め，十論中で儒家との論争の焦点であった明鬼・節葬・非

命・非楽等との関係が深い。しかし，十五章では墨子が直接孔子を賞賛するなど，儒家への態度は

必ずしも非儒篇のそれと同じではない。

また，耕柱以下４篇中で最も十論との関係が深く，儒家との競合の仲で距離を測りながら対抗し

ていこうという意図が見える。

（４）魯問篇

魯問篇は全部で21章からなる。公孟篇と同じくその全てが対話章である。

儒家は登場せず，篇首に魯君・魯陽文君と関係する章が，篇末に公輸子（公輸般）に関わる章が

それぞれ纏められている。

公輸子に関する章が篇末に纏めて置かれているのは，先学によって繰り返し指摘されてきたよう

に，次に位置する公輸篇への接続を意識した可能性がある。特に二十一章は，宋について述べてお

り，篇末に置くにふさわしい章である。魯問篇の編集を開始する段階で，既に公輸篇が成立してい

たか，公輸篇の編集がひとまず終わった後に，魯問篇の改訂が行われたのかも知れない。いずれに
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せよ，編集作業のいずれかの段階で公輸篇に備えた配列がなされたとだけ理解しておけばよいだろ

う。

篇を通観すると，魯に関する章が，魯君・魯陽文君の登場するものをはじめ12章にのぼることが

了解される。また，公輸般は魯般とも呼ばれ魯の昭公の公子であるとの伝承もあり15），魯問篇全体

として魯地との深い関わりを有することが示唆される。

三章には，「陽文君」「魯」とみえる。魯と魯陽を混同しており，内容もちぐはぐな印象を受ける。

魯陽は前371年に魏に攻略されており16），それ以降かなり経った段階で新たに編まれたことが考え

られる。さらに言うならば，三章の作者は地理的に魯陽に関する情報を入手しにくい地域にいた事

も想定できる。三章には「鄭人三世殺其父」とも見える。繻公弑殺は前397年のことであるが，魯

陽と魯の混同からこの章を前４世紀前半の成書とすることは出来ない。

貴義篇の部分で定型句の解体について述べたが，四章にも，

則書之於竹帛，鏤之於金石，以為銘於鍾鼎〈略〉亦書之竹帛，以為銘於席豆〈以下略〉

と，新たに十論に見えない「鍾鼎」「席豆」17）が加えられた形で見える。十論に見える例とは異な

るため，これも一種の解体と見なしてよいだろう。この場合も，渡辺氏の提示する成立順では，完

備した形で見える明鬼下・非命下・天志中の方が新しいとされており，無理がある。

十三章には，

國家昏亂，則語之尚賢尚同，國家貧，則語之節用節葬，國家憙音湛湎，則語之非樂非命，國家

遙僻無禮，則語之尊天事鬼，國家務奪侵凌，即語之兼愛非攻

とある。「尊天・事鬼」はそれぞれ天志・明鬼にあたり，ここには十論が出揃っているが，これを

もって十論が墨子の生存中に形成されていたと断ずるのはナンセンスであろう。後述するが，耕柱

以下４篇は段階的に形成された墨子伝であり，墨子の言行をそのまま伝えるものではない。

また，劉向らの校書事業以前に，現在の篇名が確定していたという前提での議論は，大変危険で

ある。出土文献の多くは篇名・書名を持たず，それらが付されている場合でも抄写した人物がつけ

たものだとは限らない。ここでの詳述は避けるが，『漢書』藝文志はあくまでも校書事業を受けて

書かれた一種の目録であり，前漢末の秘府に於ける書物の状態を示すものでしかない。先秦期に於

ける諸学派の実相や諸子書の成書過程・通行状況は別けて考えるべきである。

浅野裕一氏はこの部分に十論が出揃っていることを以て，墨子在世中にすでに思想としての十論

が形成されていたとする18）。しかし，魯問篇十三章にみえる十論の名称と，思想としての十論，そ

して現行二十三篇は別個のものと捕らえるべきであり19），浅野氏の唱える説は，出土文献から窺わ

れる先秦期に於ける書物の在り方への配慮をも欠いた粗雑な議論であると言わざるを得ない。
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第２章　４篇の概観

ひとまず耕柱以下４篇に対する個別の議論を終えた。ここまでで得た所見を整理したものが，以

下に掲げる表ⅡからⅣである。以下順に表Ⅱ～Ⅳの内容に即して述べる。

表Ⅱにまとめたように，対話章・独白章の内訳をみると，公孟・魯問篇は対話章のみからなり，

貴義篇は独白章が多い。貴義篇は墨子語録を志向し，公孟・魯問篇は独白章を排したとの印象を受

ける。

表Ⅲでは十論について整理した。一体，耕柱以下４篇においては尚賢・尚同・節用については殆

ど言及されない。これは，耕柱以下４篇を擁した墨家にそれらの思想が希薄だったことを示すもの

ではない。むしろ，儒家なども同様の主張を持っていたため墨家独自の主張とならず，対話の相手

として儒家を設定した場合敢えて述べる必要性が生じなかったことを示唆するものであろう。

公孟篇が最も顕著に十論との関係を示し，貴義篇は十論に全く言及しない。或いは，十論を統括

する概念として〈義〉が設定されているのかもしれない。耕柱・魯問篇は両者の中間的な位置にあ

る。十論中では，明鬼に言及する回数が最も多く，次いで非攻や節葬が多い。

表Ⅰの結果とあわせてみると，公孟篇は儒家が最も多く登場し，それにともなって論争の焦点と

なった明鬼・節葬等について多く言及する。貴義篇のように儒家が登場しない篇では十論も見えな

くなる。墨者は口を開けば十論を主張していたという訳ではなく，状況によって遡上に上す口号を

選び，必要がなければ述べることは無かったという事であろう。
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十論 尚賢 尚同 兼愛 非攻 節用 節葬 天志 明鬼 非楽 非命 計
耕柱篇 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6
貴義篇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公孟篇 0 0 2 0 1 4 3 7 3 1 21
魯問篇 1 0 0 4 0 0 1 2 0 0 8
計 1 0 4 6 1 4 4 11 3 1 35

表Ⅲ

対話章 独白章 計
耕柱篇 17 4 21
貴義篇 7 11 18
公孟篇 23 0 23
魯問篇 21 0 21
計 68 15 83

表Ⅱ

登場国 魯 斉 楚 越 宋 鄭 衛 鄒 晋 計
耕柱篇 2 0 2 1 1 1 1 1 0 9
貴義篇 1 3 1 0 0 0 3 0 1 9
公孟篇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魯問篇 11 4 2 1 2 1 0 0 0 21
計 14 7 5 2 3 2 4 1 1 39

表Ⅳ



特定の国との関係を整理した表Ⅳでも，顕著な特徴があらわれた。

魯問篇は魯国に関係する章数が11章を数えるのを筆頭に，延べ21国について言及している。公

孟篇では全く言及しない。耕柱・貴義の２篇はともに延べ９回であった。地理的に広範な視野を持

っている魯問篇に較べ，公孟篇は儒家との論争に終始するという特徴が読み取れる。

国別にみると，魯は魯問篇の11回をその殆どとして14回，斉は７回登場し，以下楚（５回）・衛

（４回）・宋（３回）・越・鄭（各２回）鄒・晋（各１回）の順となっている。ここには秦・燕・中山

は含まれておらず，三晋についても殆ど言及しない。耕柱以下４篇で描かれる世界が東方・南方に

相当な偏りを持っていることが了解される。

また，それぞれの国に対する言及の仕方を較べてみると，楚についてはほとんど外側から描かれ

ており，斉についても敵国として言及するものが多い。後述するが，魯問篇はやはり魯国との関係

が非常に緊密であると言える。

ここまでの分析の結果，耕柱篇はいずれにおいても中間的な性格を有し，また，他の三篇とも連

絡を有するとの評価ができる。貴義篇は墨子の語録を志向し，公孟篇は儒家との論争を集め，魯問

篇は魯地関係および遊説とそれぞれテーマをもっていることがわかった。

第３章　耕柱以下４篇の成立

ここで，これまでに得た新しい知見を元に，説話諸篇の成立について考察したい。

語彙・句法の均質性20）や話題の共有から，４篇が強固とは言えないまでも，一つのまとまりを形

成していると考える。ここで検討するのは，成書時期と成書地，そして現行４篇の成立についてで

ある。

（１） 成書時期について

成書時期の比定にあたり，重要となるのが，十論各篇との先後関係である。十論の成立年代とそ

の先後関係については諸説あるが，ここまでの検討により，渡辺氏の説が妥当でないことが判明し

た。他の論者もその殆どが渡辺氏と同様の方法論的欠陥を持っている21）。

筆者が現在もっとも信頼できると考えるのは吉本道雅氏の提示するものである（表Ⅴ，吉本氏前掲

論文の提示する十論の相対的先後関係）。吉本氏は語彙や定型句に注目する歴史言語学的方法論により，

説得的な成立順を提示する。以下，吉本氏の説に基づき，説話諸篇の成立時期を推定する。
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尚賢 尚同 兼愛 非攻 節用 節葬 天志 明鬼 非楽 非命
上 上 上

Ⅰ 上 中 中 上
中 上・中 上 中

Ⅱ 下 下 上 下
Ⅲ 中
Ⅳ 中
Ⅴ 下 下 下 下 下

表Ⅴ



ここでも，最も信頼すべき根拠となるのは言語表現である。十論との比定が可能な材料を見てい

くことにしよう。

まず，貴義篇十二章と魯問篇四章に見える定型句の解体は，吉本氏の説で最も新しいⅤに分類さ

れる諸篇に見られる特徴である。貴義篇十二章で同時に見える「古之聖王」はⅡⅢⅣで一旦使用さ

れなくなったあと，Ⅴ諸篇で再び使用されており，矛盾しない。

公孟篇七章は，『書』を引用する。十論における『詩』『書』の引用が大々的に行われるのはⅡか

らⅣの時期である。公孟篇八章の「詩三百」は『論語』を踏まえたもので明らかに儒家を意識して

いる。『詩』『書』の導入にともなう表現であろう。

公孟篇に登場する告子は，『孟子』に基づくものであり，公孟篇二十一・二十二・二十三章は前

４世紀末よりいくらか降り，おそらく前３世紀に入ってからの成書であろう。十論は『孟子』より

下るものであり，ここでも矛盾は無い。

魯問篇十三章には，十論の名称が見える。少なくとも十論三篇ずつのうち，一篇ずつが出そろっ

て以降の成立と考えるべきであろう。したがって，Ⅱ以降の成立となるが，魯問篇十三章の著者が

これらを入手する必要があることを考慮すればもう少し下った時期を想定する必要も考えられる。

つまるところ，説話諸篇の成書作業は，十論よりいくらか遅れてはじまり，Ⅱの時期を上限とし，

Ⅴの時期に至るまで十論と並行して行われたと考えられる。

４篇の先後関係は複雑であり，厳密には章ごとに考えるべきであろう。しかし，非常に限られた

材料しかなく，困難というほか無い。

成書時期の下限については，『呂氏春秋』による公輸篇の引用22）から，前３世紀中頃であろうと

思われる。貴義・公孟篇も前３世紀後半まで降るとすべき材料はない。

（２） 成書地について

成書地については，魯地を中心とした東方・南方地域であると考える。

耕柱篇十九章では季孫紹・孟伯常に言及している。共に『左傳』を始めとする魯地に詳しい材料

にも見えない名であり，著者が魯国に関する詳細な情報を持っていたことが分かる。十八章では巫

馬子が「越→鄒→魯→郷」なる遠近の順を示しており，例証としての有効性に鑑みるならば，舞台

は魯地とすべきであろう。

貴義篇は独白章が多く，衛に関する十三～十五章のような明らかに先行著作群と思しき材料も含

むが，魯地との関係もまた窺うことができる。二章において墨子は魯から斉に向かい，三・十七章

もそれぞれ楚・斉を墨子の行動の起点とはしていない。先述の衛に関する三章も，墨子を衛地に居

る人とはしておらず，墨子の居地を魯に置く事に反するものではない。

公孟篇では特定国に言及することは無いが，儒家を対話の相手として設定し，『論語』『孟子』を

意識した言説が見える23）。耕柱篇十八章における巫馬子の発言を勘案するなら，公孟篇を通して対

話の舞台を東方は斉魯に設定しているのかも知れない。

魯問篇については，数多く魯国を舞台とするなど魯地との関係は明らかである。先述の，魯陽と

魯の混同は最も明白にこのことを示す材料であろう。一・二章に於いて斉の脅威が差し迫った問題

として書かれていることも魯地の産とするに足る。

墨子説話諸篇考
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また，公孟・魯問篇には耕柱・貴義篇に見えないような語彙が揃って出現し24），配列が整ってい

ることからも一まとまりのものとして編集された可能性が考えられる。

（３）４篇の成立

前項に於いて４篇を一括して魯地の産としたが，それが即ち一時に集中して書かれた事を意味す

るものではない。説話が行われることと書かれることは同義ではなく，従って魯地の成書という言

の示す所は書かれた場所である。

さて，従来４篇の後に置かれた公輸篇も含め説話諸篇を論じる際に，それらは無批判に一纏まり

のものとして扱われてきた。同じ篇名を冠した（冠されたのがどの時点でのことか分明でないが）上中

下３篇を有する十論の場合はその来歴に対し関心が払われてきたが，『墨子』中に収められる他篇

や，他の諸子書に関しても同様に関心が払われてしかるべきであろう。以下では，斯様な関心の元

に４篇の来歴について述べる。

一体，先秦諸文献が現行の形を得るには，多く劉向に始まる校書事業を待たなければならない。

それ以前の通行形態については，未だ未解明の部分が多いが，それでも出土文献の増加により，現

在の一書が劉向以前において必ずしも一書として通行していたと考えることが望ましくないことは

通念となりつつある25）。

『墨子』も一書として書かれた物で無かったであろうことは，第六類兵技巧諸篇が『七略』の段

階で兵技巧家條にも採録されていることや，銀雀山漢墓から重複する簡牘が出土したこと，更には

先学によって行われた幾つかの区分案が示す通りである。

現行本『墨子』は校書事業によって定められた面貌をよく保存するものと思われるが，耕柱以下

４篇の現行本以前の形態はどのようなものであったのだろうか。

まず注目されるのは，耕柱・貴義篇が重複を有することである。『論語』に関しても重複に注目

した議論があるが26），やはり耕柱・貴義２篇が一群であった場合，斯様な事態は起こり難いと考え

る。

耕柱篇は，巫馬子が１章置きに登場するなど，篇全体を通して編集するという意識が希薄である。

奇数章・偶数章のみを揃えても尚整然と並ぶとは言えず，或いは錯簡が二度以上に及んだまま放置

されているのかもしれない。何れにせよ，耕柱篇はある時点で存在した墨子説話の寄せ集めといっ

た観が強い。

貴義篇は独白章を重点的に集めた篇であろう。衛に関係する３章などが挿入されてはいるが，墨

子語録を編集しようという意図が見える。寄せ集めであり明確な特徴の見出せない耕柱篇より下る

時期のものであろう。

公孟・魯問篇が一纏まりであったことについては既に述べた。付け加えるならばこの２篇におい

ては登場人物が全く重複しない。独白章が排されていることといい，公孟・魯問２篇は明確な編集

意図を持って修められたものと判断するに足る。恐らくこの規則性に富んだ章立ての採用されてい

る２篇は校書事業に際しても一纏まりで獲得されたのであろう。

以上４篇が耕柱篇，貴義篇，公孟・魯問篇の三群からなることを確認した。このうち，耕柱・貴
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義篇に関しては互いに参照し得なかった可能性が高く，重複を持たない公孟・魯問篇は耕柱・貴義

２篇よりやや遅れ，２篇を獲得した上で成書されたと考える。例えば，魯陽文君については耕柱篇

を参照して書かれたのであろうが，魯と魯陽については既にその別を理解し得ず，混乱した記述を

為すに到ったという具合である。

（４）４篇の沿革

結論として，耕柱以下４篇の編集は，十論中最古のものより少しく遅れて前３世紀初め頃に魯地

を中心にはじまり，前３世紀後半・『呂氏春秋』以前にはほぼ現在の形に達したと考える。

また，４篇は耕柱篇，貴義篇，公孟・魯問篇の３群に分かたれ，成立順はその配列に従うもので

あろう。

ただし，これはあくまでも成書に関してであって，採録された説話の素材や，それらが内包する

思想が成書より古い時期のものであったり，他国から齎された材料が魯地において現行の形に書き

改められた可能性を否定するものではない。一点だけ例示するならば，説話諸篇中には楚地に関係

する章が数章見られる。孟勝説話27）を始め楚地に於ける墨家の事蹟が『呂氏春秋』等に伝えられる

ことや，十論の成書地として楚地が有力視されること28）も併せて考えれば，楚地の墨家が伝承した

説話が魯に齎されていたことも充分考えられる。

結語

序論で，先学の説話諸篇の扱い方について不満を述べ，ここまで検討してきた。

既に明らかにしたように，説話諸篇は，浅野氏の言うような，墨子生存期間の言行と思想・墨子

の実像を忠実に保存したものとは到底考え難い。よって浅野氏の唱える墨家集団論はテキストを曲

解したもので非常に根拠に乏しいとの評価を下さざるを得ない。

また，渡辺氏の提示する各篇の成立年代・成立も妥当でない。十論のみならず，耕柱以下４篇も

『孟子』を遡るものではなく，渡辺氏の活動時期区分や200年の長期に渡る成書活動も認めることは

できない。

一体耕柱以下４篇は，墨子の言行や，前４世紀以前における墨家の実相を示すものとは到底いえ

ず，前３世紀における東方地域での，墨家内部（それも，耕柱以下４篇を擁した一派）の開祖像や諸

学派の活動等を窺い知る資料として活用すべきであろう。

また，出土文献が増加しつつある現在において，先秦諸文献を検討する際には動態的に成書過

程・通行形態を考察することも必須の作業であろう。先秦諸文献が校書事業以後の形態（多く現行

本）を整えるまでのプロセスは複雑であり，尚未解明の部分が多いが，そのような問題意識なしに

は今後の展開は望むべくも無いと考える。

墨子説話諸篇考
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耕柱篇 登場人物 留意すべき内容 留意すべき語 登場国 十論 儒家関係者
46-1 墨子・耕柱子 大行
46-2 墨子・巫馬子 鬼神の明知なるを説く 夏后開・蜚廉・昆吾 明鬼 巫馬子
46-3 墨子・治徒娯・縣子碩 分業を説く
46-4 墨子・巫馬子 「未云利也」 兼愛 巫馬子
46-5 墨子・耕柱子・二三子 学園への送金、学友を饗応 楚
46-6 墨子・巫馬子 狂疾 明鬼 巫馬子
46-7 墨子・子夏之徒 君子論 湯・文 子夏之徒
46-8 墨子・巫馬子 匠人 巫馬子

46-9 墨子 独白章
和氏之璧・隋侯之珠
・三棘六異

46-10 墨子 葉公子高・仲尼 葉公子高・仲尼
46-11 墨子・魯陽文君 非攻
46-12 墨子 独白章、貴義（47-5）に重出

46-13
墨子・管黔敖・高石子

子禽子 衞
・衛君・禽滑釐

46-14 墨子 独白章
46-15 墨子・公孟子 公孟子
46-16 墨子・反子墨子而反者
46-17 墨子・公孟子 君子論、「述べて作らず」を否定 公孟子
46-18 墨子・巫馬子 偏愛と兼愛を論ず 越→鄒→魯→郷 越・鄒・魯 兼愛 巫馬子
46-19 墨子・魯陽文君 竊疾 楚・宋・鄭 非攻
46-20 墨子 独白章 季孫紹・孟伯常 魯
46-21 墨子・駱滑釐

貴義篇 登場人物 留意すべき内容 留意すべき語 登場国 十論 儒家関係者
47-1 墨子 独白章
47-2 墨子・故人 魯→斉 魯・斉
47-3 墨子・献恵王・穆賀 湯・彭子・伊尹 楚
47-4 墨子 独白章
47-5 墨子 独白章、耕柱（46-12）に重出
47-6 墨子 独白章、言行一致を説く
47-7 墨子 独白章
47-8 墨子・二三子 匠人
47-9 墨子 独白章
47-10 墨子 独白章
47-11 墨子 独白章
47-12 墨子 独白章、定型句解体
47-13 墨子・弦唐子・公尚過「書甚多」 周公旦 衛
47-14 墨子・公良桓子 衛・斉・晋
47-15 墨子・〈人〉 衛に仕官 衛
47-16 墨子 独白章
47-17 墨子・日者 →斉、占いを否定 先生 斉
47-18 墨子 独白章

公孟篇 登場人物 留意すべき内容 留意すべき語 登場国 十論 儒家関係者
48-1 墨子・公孟子 君子論 公孟子
48-2 墨子・公孟子 公孟子

48-3 墨子・公孟子
儒服、斉桓公・晋文公

公孟子
・楚荘王・越王句踐

48-4 墨子・公孟子
古言服、紂、費仲、箕子、

公孟子
微子、周公旦、管叔

天志

48-5 墨子・公孟子 儒僕の特徴を対比
孔子、尊天、事鬼、 明鬼

公孟子
愛人、節用 兼愛

節用

表Ⅰ



墨子説話諸篇考

12

653

48-6 墨子・公孟子 運命論 「貧富壽夭」「執有命」 非命 公孟子
48-7 墨子・公孟子 『書』を引用 禍福、祥不祥 明鬼 公孟子

48-8 墨子・公孟子 服喪論（三年服喪）
詩三百、桀・紂・ 節葬

公孟子
幽・ 非楽

48-9 墨子・公孟子 明鬼 公孟子
48-10 墨子・公孟子 服喪論（三年服喪） 節葬 公孟子
48-11 墨子・公孟子 賢者論 公孟子
48-12 墨子・公孟子 服喪論（三年服喪） 節葬 公孟子
48-13 墨子・儒者 非楽 儒者

天志

48-14 墨子・程子 厚葬・久葬、貧富壽夭
明鬼

程子
節葬
非楽

48-15 墨子・程子 「称於孔子」、孔子、 程子
禹・湯

48-16 墨子・游於子墨子之門者
48-17 墨子・游於子墨子之門者
48-18 墨子・游於子墨子之門者 明鬼
48-19 墨子・跌鼻 禍福 明鬼
48-20 墨子・二三子 射

天志
48-21 墨子・二三子 尊天・事鬼・愛人 明鬼 告子

兼愛
48-22 墨子・二三子 告子
48-23 墨子・告子 「治国為政」 告子

魯問篇 登場人物 留意すべき内容 留意すべき語 登場国 十論 儒家関係者

49-1 墨子・魯君 「恐斉之攻」
禹・湯・文・武、桀

魯、斉
天志

・紂・幽・ 明鬼

49-2 墨子・項子牛
「斉将伐魯」、呉覇・知伯 呉王、昭王、国子、

魯、斉 非攻
の滅亡 智伯、范氏、中行氏

49-3 墨子・斉大王 斉 非攻

49-4 墨子・魯陽文君
「将攻鄭」、魯と魯陽を混同、

魯、鄭 非攻
「鄭人三世殺其父（397BC）」

49-5 墨子・魯陽文君 啖人国
49-6 墨子 魯君之嬖人、魯君、魯人 魯
49-7 墨子・魯陽文君 忠臣論
49-8 墨子・魯君 魯
49-9 墨子・魯人・其子 「学成矣、戦而死」 魯
49-10 墨子・呉慮 魯
49-11 墨子・呉慮
49-12 墨子・公尚過・越王 魯、越

尚賢・尚同、節用・節葬、
49-13 墨子・魏越 非楽・非命、尊天・事 十論

鬼、兼愛・非攻

49-14 墨子・曹公子 短褐 宋
明鬼
尚賢

49-15 墨子・魯祝 魯
49-16 墨子・彭輕生子 「往者可知」、「来者不可知」
49-17 墨子・孟山 白公勝の乱に言及 王子閭 楚
49-18 墨子・勝綽・項子

「三侵魯地」 魯、斉 非攻
牛・高孫子

49-19 墨子・公輸子 楚越舟戦 鉤鉅 魯、楚
49-20 墨子・公輸子
49-21 墨子・公輸子 救宋説話と関連？ 宋



注

１）宋代の翰林に存した書物の目録である『館閣書目』編纂時点では十五巻六十一篇を存し，上述のもの

については篇目を残すのみであったという。

２）明末の茅坤の校本では，既にこれらの篇を失っている。

３）『中国哲学史大綱（上）』（商務院書館，1919）では，非儒篇を十論と同グループとする。目録上は十論

に属すべきであるが，その性格上ここでは別類とした。それ以外は胡適の提示する案と同じである

４）『漢書』藝文志兵技巧家條には「省墨子重，入 也」と言う班固の言が見える。

５）『呂氏春秋』は，諸子書を多く引用するが，『墨子』と重複する内容も多い。例えば，『墨子』所染篇と

『呂氏春秋』仲春紀当染篇などがそれである。『呂氏春秋』のように成立年代の比較的はっきりした文献

との比較によって諸子書の成書過程を明らかにすることが出来るため，個別で利用できないからといっ

て捨て置くのは望ましい態度とはいえない。本稿では耕柱以下４篇を扱うが，第一類についても詳細な

検討が必要であることを提起しておく。

６）浅野氏は，『墨子』（講談社，1998）において，耕柱・貴義・公孟・魯問４篇の信憑性を疑問とする姿

勢は漠然とした疑いに根ざすものであるとし，４篇の積極的活用を説いている。しかし，浅野氏が説話

諸篇の積極的活用を説く理由は，『墨子』の成立年代をより古く設定するためであり，文献批判の態度と

して望ましいとは到底言えない。なお，吉本道雅「墨子小考」（立命館文学577，2002）において明らか

になったように，『墨子』の成立年代は『孟子』を遡らない。『孟子』の成書年代については山田崇仁

「『孟子』の成書時期について」（『立命館東洋史学第』27号，2004）が明らかにしたように前４世紀末頃

と考える。

７）渡辺氏は「墨子諸篇の成立年代」（『古代中国思想の研究』創文社，1973，所収）において「また概言

すれば，これら四篇は貴義・魯問・耕柱・公孟の順で新しくなると思われるが，厳密には篇という枠を

外ずし一章ずつに切り離して扱うべきであろう」と述べる。渡辺氏以降の研究は，氏の時期区分を元に

思想史的方法論に基づいて十論各篇の先後関係を論じることに終始するという時期がしばらく続いた。

８）公輸篇は耕柱以下４篇とは趣を異にし，一篇一章からなり，その字数も多い（十論中短い部類に入る

ものと同等の分量がある）。さらに，ほぼ同様の内容は『戦国策』宋衛策・『呂氏春秋』開春論愛類篇・

『淮南子』脩務訓等にも見ることができる。これらの諸篇は内容から救宋説話と呼ばれる。公輸篇を読み

解くためには，当然これら他書との比較が不可欠であるため，４篇とは別に検討する必要があると考え

る。詳しくは拙稿「救宋説話考」（未公刊）参照。

９）耕柱篇十五章は字句の逸脱があると思われ，分章には問題がある。ここでは意味の通らない前半と後

半を分かって２章と数えた。

10）魯陽文君は白公勝の乱で殺された司馬子期の子，公孫寛である。楚の封君であり，『呂氏春秋』離俗覧上

徳篇の孟勝説話に見える陽城君も同様な封君であろう。魯陽・陽城は共に包山楚簡・曾公乙墓竹簡・新蔡

葛陵楚簡等から窺える二つの封君密集地のうち，韓魏との国境付近の密集地に収まる（もう一箇所は秦に

近い西方）。楚地の墨家の活動が，楚北の封君と結びついて行われていた可能性を示唆するものであろう。

11）なお，浅野裕一氏は『墨子』（講談社，1998）においてこの一例しか見えない子禽子という称謂を根拠

に，禽滑釐が墨子に次ぐ二代目の鉅子であったとするが，『列子』『公羊傳』にも〈子×子〉称謂が見え

る以上根拠とはなりえない。念のため述べるが，文献上に見える鉅子は『呂氏春秋』離俗覧上徳篇の孟

勝･田襄子，同じく『呂氏春秋』孟春紀去私篇に見える腹 の三人のみであり，その出現や伝承に関して

も詳しいことは文献上には見えない。

12）定型句とその解体については吉本道雅「墨子小考」（『立命館文学』577，2002）参照。

13）渡辺氏前掲論文参照。

14）程子は三辯篇に登場する程繁との関係が注目される。仮に同一人物とした場合、異なる称謂を撰択し

ていることになる。第一類の性格も含め、この辺りはなお存疑である。

15）『孟子』離婁篇の趙岐注には「公輸子魯般，魯之巧人也。或以為魯昭公之子」とある。

16）『史記』楚世家に「（粛王）十年、魏取我魯陽」とある。

17）「豆」は，このくだりに文字を記す媒体が列挙されていることから考えて 豆の如き祭器の可能性が高

いと考えられる。「席」に関する類似の表現は，管見の限りでは『大載禮記』武王践祚の『為銘於席』と

いう一例しか見えないが、何らかの方法で文字を記すことがあったのであろう。
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18）浅野氏前掲書参照。

19）例えば魯問篇十三章では天志・明鬼を尊天・事鬼に作る。『論衡』福虚篇では明鬼を佑鬼に，『淮南子』

氾論訓では右鬼に作る。これらは現行の篇名とは一致しない。恐らく前３世紀の後半には魯問篇十三章

の語る十論に対応する思想が形成されており，現行十論がそれを述べたものではあるのだろうが，思

想・書物ともに変化するものである。単純に等号で結ぶ事は早計であろう。

20）助字の出現率を比較してみると，４篇はその内容的特徴に反してかなりの均質性を有していることが

分かる。可・豈・相・與・亦・非などがその例である。

21）思想史的方法論の最大の欠陥は，その対象である思想が可逆的な変化を示す可能性を無前提に排除し

てしまう点にある。

22）言及される要素や特徴的な表現，対句などを検討した結果，『呂氏春秋』愛類篇の救宋説話が公輸篇を

引用したことが明らかである。前掲「救宋説話考」で詳述。

23）例えば，公孟篇六章に於ける公孟子の「貧富壽夭， 然在天」は明らかに「死生有命，富貴在天」と

いう『論語』顔淵篇の著名な一節を踏まえたものであろう。非儒下篇に於いても「執有命者」が公孟子

と同様な発言をする。「執有命」は非命上中下各篇で共に頻出する。公孟篇六章及び非儒下篇の当該部分

は非命３篇を受け，儒家の書を意識しつつ書かれたものであろう。

24）例えば，「義」は貴義篇にも頻出するが，「不義」は公孟・魯問篇にしか見えない。「勿」「毋」は公

孟・魯問篇には見えず，逆に「疾」は公孟・魯問篇にしか見えない（「病」は耕柱篇にすでに見える）。

僅かな差ではあるが，公孟・魯問篇がやや下ることを示すものであろう。

25）上海博楚簡等が示すように，先秦期においては様々な形態で書物が通行しており，現行本を根拠に一書

として論じることは有効でない場合も多々あることが明らかである。これは出土資料についても同様で，

一纏まりで出土したからといって，常にその状態で通行していたことを示すものでないことは明白である。

26）武内義雄『論語之研究』（岩波書店，1939）が代表的である。

27）『呂氏春秋』離俗覧上徳篇に見える著名なこの説話は、庸兵的墨家集団論の根拠でもある。しかし、墨

家が守城を行ったという確かな記事はこの一例のみである。

28）前掲吉本道雅「墨子小考」。
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