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Examiningtheusageof“Ⅹuci”inclassicalchineseproseisasuccinctmeansofunderstandingits  

stylisticfeatures．Thispaperwi11lookatthetrendinusageof“Ⅹuci”inthetwohistoriescomplied  

byOu－yangXiu（‘‘wuDAISHIJI”and“ⅩIN TANGSHU”）and，throughacomparisonwiththe  

related“JIUWU DAISHI”and‘‘JIUTANGSHU”，reVealthestylisticfeaturesofhishistorical  

writings．Whenwritingthe“Benji”and“Riechuan”，Ou－yangXiuconsciouslyavoidedtheuseof  

“Ⅹuci”，Whichconveyasenseofthewriter，spersonalfeelings；however，inthe‘‘Lunzan，，hisfrequent  

useof“Ⅹuci”glVeSStrOngeXpreSSiontohispersonalfeelings．Inotherwords，Ou－yangXiuskillfully  

separatesthestylesheuseswithinhishistories．AIso，SOOnaftercompletingthe“WUDAISHIJI”，  

Whichhespentseventeenyearswritingprivately，Ou・yangXiuwascommissionedbytheImperialCourt  

toparticipateinthecompilationofthe“ⅩINTANGSHU”．Therearedifferencesinthesetwoworks，  

SuChasdifferencesinstyle，Whicharetheresultofonebeingcompiledprivatelyandtheotherpublicly．  

However，eXaminingtheirstylisticfeaturesfromthestandpointof“Ⅹuci”usageshowsanidentical  

trendinbothworks．IfoneconsidersthetimlngOfthecompilationforthesetwohistories，itcanbesaid  

thatOu－yang Xiuheavilyincorporated thestyle he usedin the“WU DAISHIJI”into the“ⅩIN  

TANG SHU’’．   

月をかけて編纂されたのである．しかも，欧陽僑の「免進  

五代史状」によれば，当時唐書局にいた箔鎮が『五代史記』  

を奏上するように強く勧めたが，欧陽僑は辞退している．  

彼は『五代史記』を生前に公表しなかったのであり，あく  

まで私的に編纂したのであった．   

一万，『新唐書』は本紀十巻，志五十巻，表十五巻，列伝  

百五十巻，合計二百二十五巻で構成され，そのうち欧陽傾  

は本紀十巻，志五十巻，表十五巻を担当し，列伝部分は宋  

郁が担当した．そもそも『新暦吾』は，慶暦5年（1045）  

に王亮臣，張方平，宋郡らに詔が下り編纂が開始されたが，  

いまだ完成をみないまま，室和元年（1054）に再び詔が下っ  

て欧陽傍らが編纂に参画し，嘉祐5年（1060）に完成した．  

欧陽僑は48歳から54歳までの約7年間，『新居吾』の編纂に  

関わったことになる．   

ところで，これまで欧陽僑の歴史書と言えば，『新唐音』  

よりもまず『五代史記』が注目され，その編纂時期や思想，  
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－ はじめに  

欧陽僑は，詩詞，散文等の文学面や『詩本義』，「易或問」  

等の作品に見られる経学面，また『崇文総目』のような目  

録学や金石学の創始とされる『集古録』（「集古録政尾」）の  

如く様々な分野で業績を残しているが，とりわけ史学上『五  

代史記』（新五代史），『新居書』という二つの正史の編纂に  

関わっていることは注目される．   

『五代史記』は，本紀十二巻，列伝四十五巻，考三巻，  

十国世家十巻，十国世家年譜一巻，四夷附録三巻，合計七  

十四巻で構成される．『五代史記』の編纂は彼が景祐4年  

（1037）31歳，夷陵へ左遷された頃から開始され，皇祐5  

年（1053）47歳の時に梅尭臣に与えた書簡に「只整頓了五  

代史，成七十四巻」とあることから，その頃には『五代史  

記』は完成していたことがわかる（1）．すなわち，『五代史記』  

は欧陽情の青壮年期の31歳頃から47歳頃までの17年間の歳  



東  

体例などが論じられてきた．それは，『新唐吾』二百二十五  

巻のうち欧陽僑が担当した部分は僅か本紀，志，表の七十  

五巻であるのに対して，『五代史記』は本紀，列伝を含め全  

て欧陽備一人の手になることや，朝廷の命によって編纂に  

参画した『新唐吾』とは違V），『五代史記』は欧陽備が私的  

に編纂したもので，そこには欧陽僚の意図や意向がスト  

レートに反映されていると考えられるからである．しかし，  

欧陽僑の歴史書について，特にその文体を考える上で，や  

はり『五代史記』だけを対象とするのは，彼の歴史書にお  

ける文体の全体像を描写してし）るとは言えない．もちろん，  

歴史書は記録性が重視されるのは言うまでもないが，記録  

は文字によって初めて伝わるのであり，たとえばそこに措  

かれている人物の事蹟から人物像を窺い，その記述に文章  

表現の妙味を見ることは十分に可能であろう．従って，歴  

史書における文体の特色を考察するのは興味深いテーマと  

なる．   

そこで本稿では，『五代史記』だけでなく『新唐吾』を含  

めて，欧陽情の歴史書における文体上の特色を明らかにし  

ようと考える（2）．蘇拭が「六一居士集叙」に「記事似司馬遷」  

として評価する欧陽僑の歴史書の文体について，以下に『五  

代史記』，『新唐書』それぞれの分析を通して総合的に考察  

したい．   
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を大きく左右する．一方，虚字（虚詞）は，それによって   

作者の思いや感情が添加されるが，たとえそれを使用しな   

くとも文意は変わらない．つまり，虚詞は記述内容に直接   

依存しないのであり，こうした虚詞を用いるかどうかは作   

者次第だと考えられる．従って，虚詞の使用にこそ作者の   

文体上の特色や個性が表れると言ってよい．  

劉徳清は『欧陽修論稿』の中で，「文章神気，餅文在音律，   

散文在虚字，是有一定道理的」として（4），餅文では音律，散   

文（古文）では虚字（虚詞）に文章の特徴が表出すると指   

摘する．また，清・劉大槻『論文偶記』においては「文必   

虚字備而後神態出」として，虚字（虚詞）によって，文章   

に表情，雰囲気が備わると言い，その重要性を指摘する．   

我が国においても，唐宋の古文に関心を持ち『精注唐宋   

八大家文』等を著した石川鴻賓（1833～1918）は，『文法詳   

論』上巻，諭吉，第三に次の如く記載する．  

如古文則彼国吉言，非民間所常用也．故不従師学則不  

能綴焉．如助字，亦不備於俗語，是以彼亦為難臭．蓋  

文之法，其要在於助語．先輩日助語者，文章筋骨，詞  

藻枢要．（中略）蓋助字者，由文勢而変化，不臨其文詳  

其勢，不能説緩急軽重之別．  

古文の如きは，則ち彼の国の舌言にして，民間の常に  

は用ふる所に非ざるなり．故に師に従ひて学ばざれば，  

則ち綴る能はず．助字の如きも，亦た俗語に備はらず，  

是を以て彼も亦た難と為す．蓋し文の法，其の要は助  

語に在り．先輩日く，助語なる者は，文章の筋骨，詞  

藻の枢要なり．（中略）蓋し助字なる者は，文勢に由り  

て変化し，其の文に臨み其の勢を詳らかにせざれば，  

緩急軽重の別を説くこと能はず．   

ニ 古文における虚詞  

内藤湖南は，『五代史記』について「私撰のものであるか  

ら思ふように書き，史記の文と春秋の法を巧みにまぜ，古  

文で新たに書き出したものである」と記述し，『新居書』に  

ついては「元来新唐吾が旧居書と異なる主要な点は，歴史  

を古文で苦し）たことである」と言い，『五代史記』，『新唐書』  

における古文の文体に注目する（3）．   

それでは，古文という文体においては，どういう部分に  

作者の特徴が表れるのであろうか．たとえば，内容が住居  

に関する文献だとすると，家や居間などのような単語が頻  

出することになり，このように内容に依存する単語からは  

作者の文体上の特色やクセは読み取りにくい．やはり，記  

述内容に直接関連しない部分に作者の文体上の特徴が表出  

すると思われる．清・劉洪は『助字塀略』自序の冒頭に，  

古文においては，助字の使用は難しく，しかもこの助語  

（助字）こそが文章の要であると述べる．古文における虚  

詞（助字）（5）の重要性を強く認識した記述である．   

欧陽情自身の虚詞の使用については，たとえば韓埼に与  

えた「霊錦堂記」の文章に納得がいかず，後にそれを別の  

「薫錦堂記」と交換した逸話が渇公僻『過庭録』に記載さ  

れている．交換した理由は，文の意味に直接には関係のな  

い「而」とVゝう虚詞を付け加えるためであった（6）．欧陽僑が  

虚詞一字の使用を疎かにしていなかったことが窺える．ま  

た，嘉祐5年（1060）に王郎中に与えた書簡（「与王郎中」）  

におV）て，「蓋以唐音甫了，初謂遂得休息．而却送本局写印  

本，一字之誤，遂俸四方，以此須自校対．其労苦牽迫，甚  

於書未成時，由是未達及他事」と述べ，『新唐音』が出来上  

がった後，皇帝に献上する嘉祐5年7月までの間に，欧陽  

備は力を尽くして校正をおこなっていたことがわかる．し   

構文之道，不遇実字虚字両端，実字其体骨，而虚字其  

性情也．   

構文の道は，実字虚字の両端に過ぎず，実字は其の体   

骨にして，虚字は其の性情なり．  

と記述する．すなわち，実字は文章の骨格であり記述内容   
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後梁   

敬翔（『五代史記』巻21，『旧五代史』巻18）   

寵師古（『五代史記』巻21，『旧五代史』巻21）   

冠彦卿（『五代史記』巻21，『旧五代史』巻20）   

王重師（『五代史記』巻22，『旧五代史』巻19）   

王檀（『五代史記』巻23，『旧五代史』巻22）  

後唐   

郭崇輯（『五代史記』巻24，『旧五代史』巻57）   

周徳威（『五代史記』巻25，『旧五代史』巻56）   

元行欽（『五代史記』巻25，『旧五代史』巻70）   

符習（『五代史記』巻26，『旧五代史』巻59）   

劉質（『五代史記』巻28，『旧五代史』巻68）  

後晋   

景延廣（『五代史記』巻29，『旧五代史』巻88）   

呉轡（『五代史記』巻29，『旧五代史』巻95）   

超螢（『五代史記』巻56，『旧五代史』巻89）   

馬全節（『五代史記』巻47，『旧五代史』巻90）   

王建立（『五代史記』巻46，『旧五代史』巻91）  

後漢   

蘇達吉（『五代史記』巻30，『旧五代史』巻108）   

史弘肇（『五代史記』巻30，『旧五代史』巻107）   

楊那（『五代史記』巻30，『旧五代史』巻107）   

王章（『五代史記』巻30，『旧五代史』巻107）   

郭允明（『五代史記』巻30，『旧五代史』巻107）  

後周   

王朴（『五代史記』巻31，『旧五代史』巻128）   

鄭仁詩（『五代史記』巻31，『旧五代史』巻123）   

雀光鄭（『五代史記』巻49，『旧五代史』巻129）   

嬬嘩（『五代史記』巻49，『旧五代史』巻125）   

三股（『五代史記』巻50，『旧五代史』巻124）   

かも，その校正作業については『新居書』本体を完成させ  

るよりも大変な苦労であったと述べている．その理由は『新  

唐書』における「一字之誤」が四方に伝わって行くことを  

防ぐためであった．ここからも，欧陽備が『新居書』作成  

において虚詞を含めた一字一句に細心の注意を払っていた  

ことが明らかとなる．   

以上を要するに，古文の文体上の特色を考える上で，虚  

詞を考察対象として措定することは極めて有効であり，し  

かも欧陽僑もその使用を決して疎かにしていない．従って，  

以下本稿では虚詞の使用に視点を据えて，欧陽僑の歴史書  

の文体の特色について考察したい．  

三 『五代史記』の文体上の特色  

－『旧五代史』との比較一   

清・適業の『廿二史前記校叢』巻二十一に，  

不閲旧唐苦，不知新唐書之綜核也．不問醇史，不知欧  

史之簡厳也．  

旧居書を閲せざれば，新居書の綜核を知らざるなり．  

醇史を閲せざれば，軟史の簡厳を知らざるなり．  

と，『新暦書』，『五代史記』（欧史）を理解するためには，  

それぞれ『旧居吾』，『旧五代史』（辞史）を調べる必要があ  

ると記述する．そこで，本章ではまず『五代史記』の文体  

の特色を『旧五代史』の文章と比較し，次章では『新唐書』  

の文章の特色を『旧唐書』と比較しつつ明らかにしたい．   

『旧五代史』一百五十三巻は，欧陽僑の『五代史記』が  

完成する約80年前の開宝6年（973）に，宰相・辞居正，慮  

多遜，張澹，李晴らによって編纂が開始され，翌年に完成  

した．この『旧五代史』は金の泰和7年（1207）に制定さ  

れた新定学令により削去され，以後『五代史記』のみが用  

いられることになったので散逸してしまった．現行本は『永  

楽大典』及び宋代の諸資料に基づいて復元したものである  

が，当然『旧五代史』の原本をどこまで忠実に復元してい  

るのかという問題が存在する．ただ，本章では『五代史記』  

の文体の特色を明らかにするために，便宜上『旧五代史』  

を比較の対象として用いたのであり，従って現行本『旧五  

代史』の本文が原本を完全に復元していないとしても，『五  

代史記』の特色が析出されれば問題はなVゝと考える．   

そこで，まず『五代史記』列伝と『旧五代史』列伝の文  

章における虚詞の使用傾向を考えたい．『五代史記』列伝，  

『旧五代史』列伝につし）ては，五代の各王朝（後梁，後唐，  

後晋，後漢，後周）から以下のように各5人，合計25人の  

伝を選び考察対象とした．  

この25人の伝において，次の15の虚詞の使用数を調査し  

て表1にまとめた（7）．  

○而……順接，逆接，追加などを表す連詞．  

0也……認定，疑問・反語，感嘆を表す語気詞．  

0因……上旬と下旬を順接で繋ぐ副詞．「困之」の様に，  

「たよる」，「もとづく」等の意味で使用され  

る動詞の場合も含めた．  

0乃……上文をうけて下文を起こす副詞．  

0則……上旬と下旬を順接で繋ぐ副詞．  

0然……転折の意味を持つ連詞．  

0臭……断定を表す語気詞．  

0蓋…… 限定を表す副詞．  

0爾……認定を表す語気詞．  

0乎……疑問・反語，感嘆を表す語気詞．  
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（表1）  

総字数  而  也  困  乃  則  然  兵  蓋  爾  乎  哉  焉  耳  邪  欺   

『五代史記』列伝  18385  213  83  42  87  23  31  32  ロ  10  21  2  3  6  8  0   
『旧五代史』列伝  24320  161  103  50  60  47  38  29          22  5  ロ  1  

字数  而  也  因  乃  則  然  臭  蓋  爾  乎  哉  焉  耳  邪  欺   

『五代史記』列伝  10000  115．9  45．1  22．8  47．3  12．5  16．9  17．4  0．5  5．4  11．4  1．1  1．6  3．3  4．4  0   

『旧五代史』列伝  10000  66．2  42．4  20．6  24．7  19．3  15．6  11．9  2．1  4．1  2．9  1．2  9  2．1  0．4  0．4   

『五代史記』論賛  10000  291．5  172．1  15  8．9  64．2  72．4  70．3  26．6  9．6  23．9  66．9  23．2  6．8  13  19．1   

的なもので，疑問・反語，感嘆の意味を表す場合も含めて  

『五代史記』列伝では45．1字（1万字当たりの出現数，以  

下同じ），『旧五代史』列伝では42．4字使用され，「焉」はあ  

る事物または地点に対する指示的な認定の語気をもち，『五  

代史記』列伝では1．6字，『旧五代史』列伝では9．0字，「爾」  

は「ただそれだけにすぎない」という局部限定的な認定を  

表し，『五代史記』列伝では5．4字，『旧五代史』列伝では4．1  

字，「耳」は「爾」と同様の意味で，『五代史記』列伝では  

3．3字，『旧五代史』列伝では2．1字使用されている．これら  

認定の意味を表す虚詞の中で，『五代史記』列伝と『旧五代  

史』列伝においてその使用個数にやや相違があるのは「焉」  

である．しかし，その差異は1万字あたり僅かに7．4字程度  

であり，顕著な相違とは言えない．これらの虚詞は，そも  

そも歴史書においてはその使用に差がでにくいと考えられ  

る．というのも，認定（也の場合は疑問・反語，感嘆を含  

む）の虚詞は，作者がその表述しようとすることがらにつ  

いて，確認，判定の気分を強調するもので，作者の主観的  

要素が含まれるからである．歴史書は事実を客観的に記述  

することを主眼としてし）るので，できる限り作者の主観は  

排除されるべきである．更に，作者の主観が直接表出して  

いる虚詞，すなわち詠嘆をあらわす「哉」については，『五  

代史記』列伝では1．1字，『旧五代史』列伝では1．2字と使用  

個数が極めて少なく，しかも二書において使用数の差異が  

ほとんど無い．また断定の語気を表す「臭」も，『五代史記』  

列伝では17．4字，『旧五代史』列伝では11．9字であり，両者  

の使用数に顕著な差異は見られない．作者の推断，決定の  

語気を有する「奏」は，認定や詠嘆の虚詞と同様に，事実  

を伝える歴史書において，その使用は慎重にならざるを得  

ないであろう．   

次に「困」と「則」について考えると，「因」については  

『五代史記』列伝では22．8字，『旧五代史』列伝では20．6字，  

「則」については『五代史記』列伝では12．5字，『旧五代史』  

列伝では19．3字の使用であり，顕著な差異はほとんどない．  

「因」も「則」も上旬と下旬とを順接で繋ぐ働きがあり，  

それがあることによって，上旬と下旬との繋がりが明瞭と   

○哉……詠嘆を表す語気詞．  

0焉・・…・認定を表す語気詞．  

0耳……認定を表す語気詞．  

0邪・…‥疑問を表す語気詞．  

0欺……疑問，反語，感嘆を表す語気詞．   

次に，「鳴呼」で始まる『五代史記』全ての論賛において，  

上述した15の虚詞の使用数を調査し，『五代史記』列伝と『旧  

五代史』列伝とともに表2にまとめた．（総字数が異なるの  

で1万字当たりの出現数に換算した）   

更に総字数に占める15の虚詞の使用比率を調べると，『五  

代史記』列伝では3．05％，『旧五代史』列伝では2．22％，『五  

代史記』論賛では8，83％になる．ここで，『五代史記』列伝，  

『旧五代史』列伝，『五代史記』論賛の間における類似性を  

考えるためにピアソンの相関係数を析出したい．ピアソン  

の相関係数とはデータの個数に基づいた2つのデータ列間  

の相関関係を表すものである．相関係数（そうかんけいす  

う）とは，2つのデータ列の間の相関（類似性の度合い）  

を示すもので，－1から1の間の実数債をとり，1に近いと  

きは2つのデータ列には正の相関があると言い，－1に近  

ければ負の相関があると言う．0に近いときはもとのデー  

タ列の相関は弱く，類似性の度合いが低いことになる．   

『五代史記』列伝と『五代史記』論賛におけるピアソン  

の相関係数は0．8536であり，『五代史記』列伝と『旧五代史』  

列伝におけるピアソンの相関係数は0．9509となる．本来，  

同一作者であれば当然文章が類似しておりその相関係数は  

1に近づくが，どちらも欧陽僑の手になる『五代史記』列  

伝と『五代史記』論賛の間におけるピアソンの相関係数は  

0．8536と低くなり，それに比べて作者の違う『五代史記』  

列伝と『旧五代史』列伝の相関係数が0．9509で1に近いと  

いう結果となった．これはどういうことを意味しているの  

であろうか．   

まず，『五代史記』列伝と『旧五代史』列伝の虚詞使用に  

ついて，たとえば認定を表す「也」，「焉」，「爾」，「耳」に  

ついて考えたい．「也」は認定を表す語気詞のうち最も一般   
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ここで使用されている詠嘆をあらわす「哉」について，  

表2によると『五代史記』列伝部分では1．1字しか出現しな  

かったが，『五代史記』論賛では66．9字の出現となる．列伝  

部分に比べると圧倒的に「哉」の使用が多く，論賛には軟  

陽僑の詠嘆が直接的に表出されていることがわかる．また，  

作者が表述しようとすることがらについて，読み手に問い  

ただす語気，または自分自身に問いかける語気を強調する  

意味を持つ「欺」は，前掲した『五代史記』の25人の伝で  

は一度も使用されていないが，論賛ではこの一行伝論賛を  

含めて28箇所に亙って使用されている．更に，一行伝論賛  

でも使用されている断定の語気を持つ「臭」も，表2によ  

れば論賛部分において列伝部分の4倍以上使用されている  

ことになる．他にも，認定（疑問・反語，感嘆も含む）の  

「也」と，同じく認定を表す「焉」，「爾」，「耳」の4つの  

虚詞を総合してみると，列伝では55．5字使用されることに  

なるのに対して，論賛ではその約4倍の211．6字も使用され  

ることになる．これら認定，断定，疑問・反語等，作者の  

感情が含まれる虚詞は，論賛部分では大いに使用されてい  

ることがわかる．   

『五代史記』の論賛について，欧陽発「事逆」では「発  

論必以鳴呼」と記述するように「鳴呼」という擬声語（感  

嘆詞）で始まることが多いことから，そこには欧陽僑の感  

情が直接表出されてし）ると指摘されてきた．今回，論賛に  

用いられた虚詞を調査してみると，詠嘆を表す「哉」，疑念  

を表す「欺」，認定を表す「焉」，「爾」，「耳」，認定，疑問・  

反語を表す「也」，断定を表す「央」，疑問・反語や感嘆を  

表す「乎」等が列伝部分より圧倒的に多く使用されている  

ことが確認できた．「鳴呼」という擬声語だけでなく，論賛  

における虚詞の使用傾向から見ても，そこには作者欧陽僑  

の思いが強く表出してし）ることが裏付けられる．一方，論  

賛と比較して『五代史記』列伝部分において，作者の感情  

を表す虚詞の使用が少なかったのは，事実を客観的に伝え  

るという意識によって欧陽僑が自己の感情を含む表現の使  

用を意図的に避けていたと考えられるのである．そして，  

感情を表す虚詞の使用を意識的に抑えるという，こうした  

態度を一貫して持続する緊張から解き放されて，彼が自由  

に執筆できたのが論賛部分であり，従ってそこに自己の主  

張や見解が一気に噴出したと思われるのである．列伝部分  

で抑制していたこともあって，『五代史記』論賛では，普段  

の欧陽情の文章より一層多い虚詞（特に感情を添加する虚  

詞）が使用されたと言えるのである．  

なり，自然に論理の筋をたどることができる．一方，同じ  

接続を表す語でも，「然」が用いられた時は読みの図式が大  

いに異なることになる．高橋明郎氏の「欧陽備の散文文体  

の特色一韓愈の散文との菱の成因－」においては（8），韓愈と  

欧陽僑の記・序の文章を比較して「韓文でく明示型〉の“以”  

や“於是”が多く，欧陽文ではく非明示型〉の“然’’が多  

い」と述べ，欧陽僑の文章では〈非明示型〉である「然」  

が多く，〈非明示型〉が多いことは「読み手に視点のフィー  

ドバックを伴う筋の確認作業を要求する」ことになると分  

析する．ここで言う く明示型〉 と 〈非明示型〉 とは，虚詞  

（特に遵詞）の接続形式のことで，高橋氏は「例えば“而”  

は順接・逆接・並列のいずれにも用いられるので，接続形  

式を連詞のみで確定することはできない．一方，“則’’は順  

接でしか働かない．今仮に前者を〈（接続形式）非明示型〉，  

後者をく明示型〉 と呼ぶとする」と規定している．表2に  

よれば，転折の意味を表す〈非明示型〉の「然」の使用は  

『五代史記』列伝では16。9字，『旧五代史』列伝では15．6字  

使用されている．しかし，視点のフィードバック（9）を要求す  

ることの多い歴史書は，長い歴史書と言い難い．歴史書は，  

読み手に論理の筋の確認作業をさせることなく，正確に事  

実を伝えることが必要だからである．「然」の使用は，『旧  

五代史』列伝より『五代史記』列伝の方がやや多いと雄も，  

1万字で僅か1字程多いだけであり，顕著な差異ではない．  

しかも，「然」の使用自体，『五代史記』では1万字あたり  

の出現数は僅かに17字程度である．欧陽僑と韓愈における  

記や序の文体の比較においては，高橋氏が指摘する様に  

「然」の使用が欧陽僑文の特色となっていた．しかし，『五  

代史記』においては，それが歴史書という性格上，むしろ  

「然」の使用を欧陽僑は控えていたと言えるのではなかろ  

うか．   

以上を要するに，『五代史記』列伝と『旧五代史』列伝は  

作者が違うけれども，事実を客観的に（作者の感情を排除  

して）正確に伝えようとするのが歴史書の役割なので，虚  

詞の使用については『五代史記』列伝と『旧五代史』列伝  

の相関関係（類似性）が強いという結果になったと考えら  

れる．   

一方，論賛については，まず『五代史記』巻三十四，一  

行伝論賛を例にあげて虚詞の使用を考えてみたい．（以下，  

文体を考察する場合は原文のみを掲載することにする）  

鳴呼，五代之乳極臭．侍所謂天地閉，賢人隠之時欺．  
′ヽ′ヽ ノヽ〈  

嘗此之時，臣莞式其君，子試其父，而摺紳之士安其禄而  

立其廟，充然無復廉恥之色者皆是也．吾以謂自古忠臣  ノヽ■′ヽ  

義士多出於乱世．而怪常時可道者何少也．宝果無其人  
′■■lヽ  

・  
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（表3）  

総字数  而  也  困  乃  則  然  莫  蓋  爾  乎  哉  焉  耳  邪  欺   

『新唐書』本紀  85790  56  34  12  41  20  13  6  4  3  0  0  6  田  5  0   
『旧居書』本紀  89531  178  78  48  68  51  35  25  14  4  12  4  32  田  田  ロ  

総字数  而  也  困  乃  則  然  莫  蓋  爾  乎  哉  焉  耳  邪  欺   

『新居書』論賛  2122  57  28  4  3  8  18  13  4  ロ  ロ  9  4  田  ロ  6   
『旧暦吾』論賛  2576  32  23  2  2  15  9  3  ロ  0  ロ  9  ロ  ロ  0  0  

かと考えられるのである．そもそも，君主の伝記を記録す  

る本紀は，臣下の伝記である列伝に比べるとより記録性が  

強い．すなわち，国家の大事を記録する役割のある本紀は，  

天下の支配者の事蹟であると同時に年代記であり，臣下の  

事蹟を記録する列伝に比べると，より記録性が重んじられ  

る．従って，事実をより客観的に（作者の感情を排除して）  

正確に伝えるために，作者の語気や感情のこエアンスを表  

出する虚詞の使用は，本紀においては最小限の使用に止め  

られたのではないだろうか．歴史書の本紀における，こう  

した文体の特色については稿を改めて考えたい．   

そこで，今度は論賛部分における虚詞の使用を見てみた  

い．『新唐書』本紀の論賛と『旧居苦』本紀の論賛について，  

15の虚詞の使用個数を調べてまとめたのが表4であ  

る（11）．   

『新居書』本紀の論賛においては，総字数に占める15の  

虚詞の割合は7．40％であり，一方『旧唐書』本紀論賛では  

3．84％となり，『新唐吾』の論賛では『旧唐書』の論賛の二  

倍近く多く虚詞が使用されていることがわかる．   

たとえば，『新唐吾』巻－，高祖本紀の論賛の冒頭は次の  

ようである．  

四 『新唐書』の文体上の特色  

－『旧唐書』との比較一  

本章では，『新暦書』に見られる欧陽僑の文体の特色につ  

し）て，『旧居書』との比較を通して考えたい．   

『旧居書』二百巻は，本紀二十巻，志三十巻，列伝百五  

十巻から成り，五代の後晋の天福6年（941）に正式に編纂  

が開始され，4年後の開運2年（945）に完成した．編纂開  

始時の宰相は遭豊で，以後宰相桑維翰に引き継がれ，宰相  

劉晦の時に奏上されたので一般には劉晦撰とするが，編纂  

実務に力を注いだのは張昭遠，雷緯らであった．   

ところで，『新唐吾』作成に当たって，欧陽情は本紀，志，  

表を担当しており，もちろん志，表の資料的価値は高いが，  

そこから文体の特色を見Vゝだすことは難しい．従って，本  

章では『新唐書』の本紀に着日し，それに対応する『旧居  

書』本紀の文章との比較，特に虚詞の使用面の比較を通し  

て，その文体の特色を明らかにしたい．   

まず，論賛を除いた『新暦吾』本紀と『旧唐吾』本紀に  

おいて，前述の15の虚詞の使用個数を調べたのが表3であ  

る（10）．   

『新居害』本紀の文章に占める15の虚詞の使用割合は  

0．23％で，前章で見てきた欧陽僑の『五代史記』列伝3．05％，  

論賛8．83％に比べると，極めて低いことがわかる．ところ  

が，『新暦害』本紀だけではなく，『五代史記』本紀の文章  

に占める15の虚詞の使用割合を調べてみると0．96％とな  

り，更に『旧唐吾』本紀においても，これら虚詞の使用割  

合は0．63％と低い結果となる．すなわち，『新居吾』本紀，  

『五代史記』本紀，『旧唐音』本紀では，総字数に占めるこ  

れら15の虚詞の割合はいずれも1％を切っているのであ  

り，ここから『新居吾』本紀において虚詞の使用が少なかっ  

たのは，ただ『新唐吾』本紀だけに見られる現象ではなく，  

欧陽僑が独自に編纂した『五代史記』でもそうであり，作  

者が違う『旧唐苦』でもそうだったことがわかる．とすれ  

ば，『新唐書』本紀において虚詞の使用が少ないのは，歴史  

書における本紀そのものの性質と関係しているのではない   
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賛日，自古受命之君，非有徳不王．自夏后氏以来，始  

俸以世，而有賢有不肖，故其為世，数亦或短或長．論  

者乃謂周自后稜至於文，武，積功累仁，其来也遠，政  
′ヽ．′ヽ  

其為世尤長．然考於世本，夏，商，周皆出於黄帝，夏  ′ヽ′ヽ  

白餅以前，商自契至於成湯，其間寂蓼無間，輿周之興   

具  

ここは天命を受けて天子となった者についての議論であ  

るが，たとえば上述した15の虚詞のうち「而」，「乃」，「然」，  

「臭」等が用いられており，それらの虚詞を巧みに文中に  

配置しているのがわかる．一方，『旧居書』巻－，高祖本紀  

論賛の一節は以下のようである．  

史臣日，有隋季年，皇国板蕩，荒主煤煙原之煩，葦盗   



欧陽倍の歴史書における文体上の特色  

費逐康之機，診暴無厭，横流磨救．高祖審滞夫之運去，  

知新主之勃興，密運雄囲，未伸龍躍．而屈己求可汗之  

援，卑辞答李密之書，決神磯而速若疾雷，駆豪傑而従  

如侶草．   

『五代史記』論賛と同じ傾向を示しているのである．西上  

勝氏は『五代史記』論賛について「鳴呼という語り手の介  

入著しい道義的論賛」と記述するように（12），『五代史記』論  

賛は「鳴呼」という擬声詞から始まるという特色を持つが  

故に，感情移入の面からこれまでしばしば注目されてきた  

が，その一方『新唐書』論賛の冒頭はいわば感情移入のサ  

インである「鳴呼」ではなく「賛日」で始まり，冷静な書  

き出しとなっている．従って，『新唐書』論賛に見られる感  

情の移入についてはこれまで注目されることが少なかっ  

た．しかし，たとえば『新唐吾』巻ニ，太宗本紀論賛の「然  

三代千有七百余年，伝七十余君，其卓然著見於後世者，此  

六七君而巳．鳴呼，可謂難得也」のように，『新唐書』本紀  

に附された合計10カ所の論質のうち，半数の5カ所におい  

て文中に「鳴呼」という擬声詞が使用されていることは看  

過できない．欧陽僑は『新唐書』論賛の冒頭ではなく，文  

中で「鳴呼」をしばしば使用しており，「鳴呼」を感情移入  

のサインと考えるならば，『新唐害』論賛にも彼の思いや感  

情が十分に込められてし）ると言える．更に，虚詞の使用と  

いう文体上の特色から見ても，『新唐書』論賛には欧陽僑の  

感情がはっきりと表出されており，ピアソンの相関係数に  

よると『五代史記』論賛と類似性を持っているのが明らか  

になるのである．   

この一節に，「荒主輝煉原之煩，華盗委逐康之磯」，「珍暴  

無厭，横流摩救」，「審濁夫之運去，知新主之勃興」，「屈己  

求可汗之援，卑辞答李密之書」，「決神機而速若疾雷，駆豪  

傑而従如償草」の如く多くの対句が鎮められていることか  

らも窺えるように，この論賛の文章は願文である．南宋・  

陳振孫は『直需書録解題』巻四『新唐書』の項で『旧唐害』  

についてi  

今案膏史成於五代文気卑随之時，紀次無法，詳略失中，  

論賛多用贋語，固不足伝世．  

今，案ずるに，嘗史は五代の文気卑階の時に成り，紀  

次は法無く，詳略は中るを失ひ，論賛は多く贋語を用  

い，固より世に伝ふるに足らず。  

と記述し，『旧居書』の体例や記事選択の問題点とともに，  

「論賛多用償語」として論賛に対句が多いことを指摘して  

いる．そもそも歴史書における論賛とは，事実を客観的に  

記述せねばならないという制約のある本文とは異なって，  

作者の主観や感情を直接表出できる部分であり，従ってそ  

こには作者の文体，言い換えると理想とする文体が用いら  

れると思われる．『旧居書』が編纂されたのは五代後晋時代  

であり，劉拘らが論賛に餅文を用いたということは，陳振  

孫が言うようにその当時－「文気卑晒」で餅文が主流だった  

ということを物語っている．つまり，『旧唐書』本紀の論賛  

は餅文であり，『新居書』本紀の論賛には古文が用いられた  

ということは，それぞれの書における作者の理想とする文  

体とその当時の状況が大きく違っていたことを物語ってい  

る．これこそが，この二書の論賛において虚詞の使用傾向  

が全く異なった所以である．   

ところで，『新唐苦』論賛と前章で見た『五代史記』論賛  

における虚詞使用についてピアソンの相関係数を求めると  

0．9849で1にかなり近い．この結果から『新居書』論賛と  

『五代史記』論賛との問の虚詞の使用傾向には，実は類似  

性があることがわかる．ちなみに『新唐書』論賛と『旧五  

代史』論賛との間のピアソンの相関係数は0．8017であり，  

『新居書』論賛と『旧居書』論賛におけるピアソンの相関  

係数は0．9187となる．これらの比較から見ても『新唐書』  

論賛は『五代史記』論賛の虚詞使用と類似性がより強いこ  

とが明らかとなる．つまり，『新唐書』本紀論賛における作  

者の語気や感情を添加する働きのある虚詞の使用は，実は  

五 おわりに  

『五代史記』は欧陽僑が31歳頃から47歳頃までの17年間  

の歳月をかけて，あくまで私的に編纂したものである．一  

方，『新唐害』に欧陽僑が参画したのは至和元年（1054）48  

歳の頃で，それから7年後の嘉祐5年（1060）に『新唐吾』  

は奏上された．欧陽備は朝廷の命によって7年間『新唐吾』  

の編纂に参画したことになるが，本紀の文章における虚詞  

の使用割合や論賛の虚詞の使用傾向は『五代史記』に類似  

していることがわかった．   

ところで，宋・趨与時の『賓退録』巻五には『経文墳語』  

を引用して，  

唐，五代史書，皆公手所修，然義例絶有不同者．一人  

之作，不応相去如此之遠，議者謂唐苦蓋不尽出公意．  

唐，五代の史書は，皆公の手づから修むる所なり，然  

れども義例は絶へて同じからざる者有り．一人の作は，  

応に相ひ去ること此の如く遠からず，議する者，謂へ  

らく唐書は蓋し尽くは公の意を出さずと．  

と記述し，『新唐書』と『五代史記』との義例が大きく異なっ  

ており，それは『新居吾』において軟陽僑の意向が十分に  
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尽くされることがなかったからであろうと指摘する．確か  

に，詔によって編纂された『新唐吾』は編修官も複数名い  

て，欧陽僑が私的に作成した『五代史記』とは違い様々な  

制約があったはずで，その義例は『五代史記』と大きく異  

なったのは間違いなかろう．しかしながら，虚詞の使用か  

ら見た文体上の特色については，欧陽傾が担当した論賛を  

含めた『新唐吾』本紀部分が私的に編纂された『五代史記』  

と同一の傾向を示していたことは注目してよも）．   

虚詞はそれを使用しなくとも文意は変わらず，記述内容  

に依存しないので，虚詞を用いるかどうかは作者次第であ  

り，従って古文においては虚詞の使用に作者の特色や個性  

が表れると言える，そこで，虚詞の使用に着目した結果，  

欧陽僑が編纂した『五代史記』と論賛を含めた『新居書』  

本紀部分は，同じ文体上の傾向を有していたことがわかり，  

軟陽備は歴史書の文体については，実は公的な『新居書』，  

私的な『五代史記』に関わらず一貫させていたことがわか  

る．これを二吾が編纂された前後関係から考えると，欧陽  

僑は47歳頃に『五代史記』を編纂し終わった後，すぐに『新  

居書』の編纂に参画したことになる．とすれば，彼は『五  

代史記』で用いた文体を『新唐書』の自分の担当箇所に濃  

厚に持ち込んでいたと言えるのである．  

英 寿  

助字」と考え，引用文の関係で虚字，助字という語句  

を使用する以外は，虚詞という語句を用いた．  

（6）汚公偶『過庭録』の原文は以下の通り．「韓貌公在相．  

曾為喜錦堂記干欧公．云仕官至将相，富貴紆故郷．韓  

公得之愛賞．後数日，欧復遣介別以本至．云前有末是．  

可換此本．韓再三玩之，無異前者．但仕官富貴下，各  

添一而字．文義尤暢」．  

（7）本稿における虚詞の意味やその働きについては，主と  

して牛島徳次『漢語文法論（中古編）』（大修館書店，  

1971年）に基づいた．  

（8）高橋明郎「欧陽僑の散文文体の特色一韓愈の散文との  

差甲成因－」（『日本中国学会報』第38集，1986年）．  

（9）視点のフィードバックについては，注（8）高橋論文で  

「「視点のフィードバック」は必ずしも実際に読み直す  

ことのみを意味するのではなく，記憶の中でのみ，よ  

り前の文章へ遡行して照会，確認することも含まれる」  

と記述する．   

α0）『旧居書』本紀は巻1～巻20まであるが，本稿では巻  

1～巻10までを考察対象とした．その理由として『新  

居書』の本紀が10巻であり，巻1～巻10までで分量的  

に釣り合うことと，『旧唐書』本紀の後半部分は，先行  

資料の記述をそのまま援用するなど編纂が杜撰になっ  

ていることが挙げられる．そこで，本稿では『旧唐書』  

本紀前半の10巻までを考察対象とした．  

（11）論賛においても注80）と同様の理由で，『旧唐書』本紀巻  

1～巻10部分の論賛を考察対象とした．  

（12）西上勝「五代史記の序論について」（『山形大学紀要』  

第13巻第2号，1995年）．  

（注）  

（1）『五代史記』の執筆時期について詳細な検討を行った  

ものに，佐中壮「新五代史撰述の事情」（『史学雑誌』  

50～1，1939年），石田肇「新五代史撰述の経緯」（『東  

洋文化』41，42合併号，1977年）等があり，軟陽備の  

『五代史記』は景祐4年（1037）夷陵左遷以前に計画  

があったが，その本格的な執筆は夷陵左遷以後で，そ  

の後17年間の歳月を経て皇祐5年（1053）にはほぼ完  

成していたということである．  

（2）『五代史記』の文体の特色については，別に拙稿「虚  

詞の使用から見た欧陽僑『五代史記』の文体の特色」  

（『中国文学論集』第36号，2007年）がある．本稿にお  

いて『五代史記』を考察した第三章「『五代史記』の文  

体上の特色－『旧五代史』との比較－」の記述につい  

て，論旨の都合上拙稿と一部重複しており，この点に  

ついてはご了解いただきたい．なお，拙稿をあわせて  

参照いただければ幸Vゝである．  

（3）内藤湖南『支那史学史』（『内藤湖南全集』第11巻所収，  

初出は1949年）「宋代に於ける史学の進展」の章の記述．  

（4）劉徳清『欧陽修論稿』（北京師範大学出版社，1991年）  

273貢の記述．  

（5）虚詞，虚字，助字という語句の用い方については，論  

者によって，あるいは時代によって概念の相違が若干  

存在すると思われるが，本稿では広く「虚詞≒虚字≒   
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＊本稿は2007年9月28，29日に台湾大学で開催された「欧   

陽僑誕辰1000周年紀年国際学術研討会」（台湾大学中文系   

主催）での発表原稿に基づき，修正を加えた．また，科   

研費（16520213）の助成を受けたものである．   




