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『呉子』小考
―『呉子』の思考様式に関する若干のノート―

柴　田　　　昇

A Study of Wuzi
: A Note on the Thought Pattern in Wuzi

Noboru Shibata

1、問題の提起

　本稿は、中国古代における軍事的教養と人間集団統合論の総合的把握を目指す研究構想の一

部である。春秋戦国時代に軍事的課題の恒常的存在を背景として生み出された多様な軍事的思

索は、以後さまざまな形で発展し、また文献として整理されてゆく。戦国秦漢期の学術・思想

全体の中で、軍事的教養の持つ意味を軽視することはできない 1。そしてその中でも特に重視

され続けたのが孫子・呉子の兵法だった。

　『韓非子』五蠧篇では「境内皆な兵を言い、孫呉の書を蔵する者は家ごとに之有り」とされ、

戦国末期にはこれらの書がある程度普及していたことをうかがわせる。『史記』孫子呉起列伝

にも「太史公曰く、世俗の師旅を称する所皆な孫子十三篇・呉起の兵法を道う。世に多く有り」

とあって、前漢中期にはこれらが兵書の代表的存在と認識され兵書中において特別な位置を占

めていたことがわかる。これらの書物の持つ権威を支えていたのは、伝説的・カリスマ的将軍・

兵学者たる孫武・孫臏・呉起の軍事的実績であり、これらの人物を併記する記事は戦国秦漢期

の文献に頻見する。例えば『尉繚子』制談篇では、

　七万の衆を提げて、天下に敢えて当たる莫き者あり、誰ぞや。曰く呉起なり。三万の衆

を提げて、天下に敢えて当たる莫き者あり、誰ぞや。曰く武子なり。

　有提七万之衆而天下莫敢当者、誰。曰呉起也。有提三万之衆而天下莫敢当者、誰。曰武

子也。

といい、『戦国策』斉策六でも、

　人を食い骨を炊ぎて、士、反北の心無し、是れ孫臏・呉起の兵なり。

研究ノート

1 この点については、柴田昇「『商君書』の歴史的位置」（『史林』79 巻 1 号、1996）で既に論じている。
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　食人炊骨、士無反北之心、是孫臏・呉起之兵也。

とする。『呂氏春秋』には「孫呉の兵、当る能はず」（上徳）とあり、『漢書』刑法志にも「孫・

呉・商・白之徒」との文字が見え、これらの記事からは、軍事をテーマとする文章において孫

子・呉起が戦国～漢代を通じてその筆頭ととらえられることが多かったことがうかがえる。『漢

書』藝文志兵書略では、兵権謀の筆頭に「呉孫子兵法八十二篇」「齊孫子兵法八十九篇」があり、

また四番目に「呉起四十八篇」が見え、前漢末期～後漢期にもこれらが存在し、宮中の秘府に

所蔵されていたことが明らかとなる。『後漢書』光武帝紀上には、王莽が「天下の能く兵法を

爲す者六十三家数百人」を徴した事が見え、この記事からは前漢末期においても依然として軍

事的学術が盛行していたことがわかるが、この記事に見える兵学者の中には「孫呉の兵」を修

めたものが少なからず含まれていたであろうと推測することは自然だろう。

　このように、孫子・呉子の兵法は戦国末から漢にかけて、兵学の代表的存在として特別な存

在感を持ち続けていた。もちろん、他にも広く普及したと見られる兵書、大きな名声を得たこ

との伝えられる将軍・兵法家は幾人も存在するが、その中でも『孫子』・『呉子』が特に重要な

位置を占め続けていたことは明らかである。しかし後述の如く、出土資料に恵まれ近年膨大な

研究成果が生み出されている『孫子』に比べて、『呉子』研究は近年ようやく偽書説が払拭さ

れてきたという段階であり、研究の進展はその多くが今後に委ねられていると言って良い。

　本稿は、『呉子』の基礎的発想を、そこに見られる人間集団の統合を達成するための論理を

手がかりとして明らかにし、中国古代人の軍事的教養の一形態を示すことを目的とする。

2、『呉子』成立に関する諸問題

　1970 年代以降の出土資料の急増は、中国古代史の研究状況を大きく変えた。その中で従来

多くの関連文献の資料的性格に対する疑問によって手詰まり状態にあった軍事思想・兵学関連

資料にも新たな光があてられることになった。これによって多くの伝世文献が復権を果たした

が、中でも画期的な研究の量的・質的展開を見せたのは『孫子』である。銀雀山漢簡発見以後、

『孫子』関連研究は急激な進展を見せ、従来不明瞭だった孫武と孫臏の関係や、二人の孫子が

それぞれ別の書物を著したとする『漢書』藝文志の記事に根拠があること、その中でも現行の

『孫子』十三篇は早い段階から特殊な地位を与えられていたらしいことなど、多くの新たな通

説的認識が生み出されることになった 2。

　出土資料に恵まれた『孫子』『孫臏兵法』に対して、『呉子』の場合はそれ自体が出土資料と

して発見されたわけではなく、画期的な認識の転換はなかった。『呉子』には偽書説があり、

現時点でもそれは完全に払拭されたわけではない。しかし、従来の偽書説の根拠が不十分であ

ることについては、近年の関連研究においてしばしば指摘されている。

　この点について総合的な検討を行った寺師貴憲は、「『呉子』偽書説は、そもそも一過性のも

2 代表的研究として、李零『《孫子》十三篇総合研究』（中華書局、2006）がある。また銀雀山孫子の発掘
に関しては、岳南『孫子兵法発掘物語』（加藤優子訳、岩波書店、2006）がある。
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のであり、研究史全体を見れば、『呉子』非偽書説が圧倒的多数を占めている」とし、「現行本

『呉子』は概ね呉起の自著、あるいは、後学の手になる先秦の古書と見なされてきた」3 ことを

指摘する。実際近年の研究者は、日中を問わず『呉子』の漢魏晋偽作説を退けており、特に中

国の研究者は、『史記』等が伝える呉起の事跡と齟齬しないことを主要な根拠として、『呉子』

を後人が手を加えている可能性はあるものの基本的には呉起の思想を伝える文献とみなす立場

が大勢であることは寺師の指摘するとおりである 4。

　本稿も、基本的には『呉子』を偽書として退ける立場はとらない。特にこれを魏晋以降の成

立と見る諸説は、文章に対する「浅薄」「空虚」等の判断が主要な根拠であることも含めて、

現時点では従うに足りないものといってよい。しかし、『呉子』を呉起自著あるいは先秦の書

と断ずるにも十分な根拠は現時点では存在しないのも確かである。料敵篇に

　武侯、呉起に謂いて曰く、今秦は吾が西を脅かし、楚は吾が南を帯び、趙は吾が北を衝

き、齊は吾が東に臨み、燕は吾が後を絶ち、韓は吾が前に拠る。六国の兵四に守り、勢甚

だ便ならず。此れを憂うることいかんと。

　武侯謂呉起曰、今秦脅吾西、楚帯吾南、趙衝吾北、齊臨吾東、燕絶吾後、韓據吾前。六

国兵四守、勢甚不便。憂此奈何。

とあって以下六国の風俗の特質や軍隊の特質が論じられているように、『呉子』は戦国七雄の

並立体制を自らの立論の背景とする。しかしこれは戦国時代に活躍した呉起という人物の著作

という体裁をとる以上当然採用されるべき前提であって、『呉子』全書が先秦期に作成された

ことの根拠としては用い難い。

　夙に金谷治は『呉子』が戦国～漢代にある程度長い時間をかけて形成された可能性を示唆し

ている 5。また、金谷の提起を受けて馬具に関する用語を検討した奈良卓郎は、『呉子』の中に

戦国晩期～後漢期の記述が見出されることを指摘する 6。

　『呉子』の成立時期という問題に関して、本稿は十分な結論を用意していない。寺師の指摘

する通り『呉子』の主要部分は戦国中期以降の戦闘形態を前提に叙述されており、『孫子十三篇』

よりも成立が遅れることは首肯してよい 7。しかし上述の如く漢代に入ってから記述されたと

思しき部分が存在していることや、前漢期以前における書物一般の不安定性を考え合わせると、

それを呉起自著あるいは先秦の書と断ずるには不安が残る。先秦以来蓄積されてきた呉起・呉

起学派の兵学に関連する文章が、戦国末～漢代に整理され、その中核的部分として現行本『呉

子』六篇も成立した、という程度に大雑把に押さえておくのが現時点では穏当だろう。

　成立の下限に関しても十分な根拠は提示することができないが、次の圖国篇の記事は何らか

3 寺師貴憲「『呉子』の成立に関する一考察」（『国際文化研究』6、東北大学国際文化学会、1999）95 ～ 96 頁。
4 比較的近年のものとして、仝晰綱『青銅的戦神　斉魯兵家文化研究』第八章（学林出版社、1999）、謝祥
皓『中国兵学　先秦巻』第 7章第五節（山東人民出版社、1998）等がある。

5 金谷治「『呉子』」（『中国古典文学大系　第 4巻　老子・荘子・列子・孫子・呉子』、平凡社、1973）516 頁。
6 奈良卓郎「日本における『呉子』研究の現状と課題」（『東海史学』41、東海大学史学会、2007）63 頁。
7 寺師貴憲「『呉子』の成立に関する一考察」97 ～ 100 頁。
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のヒントになるかもしれない。

　昔承桑氏の君、徳を修め武を廃し、以て其の国を滅ぼす。有扈氏の君、衆を恃み勇を好

んで、以て其の社稷を喪う。明主は兹を鑒みて、必ず内は文徳を修め、外は武備を治む。

　昔承桑氏之君、修徳廃武、以滅其国。有扈氏之君、恃衆好勇、以喪其社稷。明主鑒兹、

必内修文徳、外治武備。　

　この記事は、文徳のみを重んじ武を廃することで国の滅亡を招いた承桑氏と、軍の多さを恃

み武勇におぼれ社稷を喪った有扈氏を対比し、このような史実を根拠として、文と武をともに

重視することの必要性を説いたものである。

　ここに見える承桑氏を、「窮桑氏」と解する説がある 8。窮桑とは古帝王たる少昊の邑とされ、

少昊が窮桑氏と号したとの記録もある 9。少昊とは周知の如く古文・緯書説勃興期以降に黄帝

以来の系譜に編入される古帝王の一人である。『呉子』では、承桑氏は武事を軽んじて滅んだ

愚者と位置づけられ、夏后氏に征討された一諸侯に過ぎない有扈氏と並べて論じられているの

で、上記の解釈が成立するとすれば、この文章が成立した時点では未だ少昊は古帝王の一人と

いうほどの位置づけを社会的に獲得していない可能性が高いことになるだろう。またこの部分

は圖国篇の冒頭部に、呉起に関する簡潔な事跡紹介を含む形で存在しており、現行本『呉子』

全体の中では編纂の最終段階で付加された序文的な位置づけの文章である可能性が高い。とす

れば、現行本『呉子』は古文説勃興以前、即ち前漢中期以前にはその主要な部分が成立してい

た文献と理解できることになる。

　推測に推測を重ねた不十分な議論だが、本稿では『呉子』を、戦国後期から前漢中期にかけ

ての時代に成立した文献として、やや緩やかな枠組みの中で理解することとしたい。

3、国家と軍団―平時と戦時の一体性―

　『呉子』は通常兵家に分類される軍事技術の書だが、個別的な戦闘現場の問題を考える前提

として、開戦以前の国づくりにより強い関心を持つ。『呉子』の冒頭には圖国篇が置かれ、軍

団編成・個別戦術を十全に行うための前提としての国づくりの重要性が説かれる。前節で引用

した圖国篇中にみられる「内修文徳、外治武備」は、『呉子』思想的核心を示す文言としてし

ばしば引かれ、衛広來はこの八文字を『呉子』の「立国理論」を示すものとし、湯浅邦弘はそ

のような国づくりの思想を「圖国の思想」と表現している 10。まず、『呉子』にみられる「国」

作りの発想を確認しておこう。

　昔の国家を図るものは、必ず先ず百姓を教えて、万民を親しむ。四不和有り。国に和せ

8 婁煕元・呉樹平『呉子訳注・黄石公三略訳注』（河北人民出版社、1995）2 頁。
9 『左伝』昭公二十九年には「少暤氏有四叔、・・・世不失職、遂済窮桑、此其三祀也」とあり、『帝王世紀』
では「少昊邑于窮桑以登帝位、都曲阜、故或謂之窮桑帝」とする。また『拾遺記』には「及皇娥生少昊、
号曰窮桑氏、亦曰桑丘氏」とある。

10 衛広來「《呉子兵法》簡論」（『山西師大学報（社会科学版）』19 巻 1 期、1992）35 頁、湯浅邦弘『中国古
代軍事思想史の研究』（研文出版、1999）83 ～ 85 頁。
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ざれば、以て軍を出すべからず。軍に和せざれば、以て陳を出すべからず。陳に和せざれ

ば、以て戦を進むべからず。戦に和せざれば、以て勝を決すべからず。ここを以て、有道

の主は、将にその民を用いんとすれば、まず和して而して大事をなす。敢えて其の私謀を

信ぜず、必ず祖廟に告げ、元龜を啓き、これを天の時に参し、吉にして乃ち後に挙ぐ。民

は、君の其の命を愛しみ、其の死を惜しむこと、かくの如く至れるを知り、而して之とと

もに難に臨めば、則ち士は進んで死するを以て栄となし、退いて生くるを辱となす。

　昔之圖国家者、必先教百姓、而親万民。有四不和。不和於国、不可以出軍。不和於軍、

不可以出陳。不和於陳、不可以進戦。不和於戦、不可以決勝。是以、有道之主、将用其民、

先和而造大事。不敢信其私謀、必告於祖廟、啓於元龜、參之天時、吉乃後挙。民、知君之

愛其命、惜其死、若此之至、而與之臨難、則士以進死爲榮、退生爲辱矣。（図国）　

　古の王者は、国が「不和」であれば軍を編成せず、軍が「不和」であれば出陣せず、出陣す

ることとなっても陣中が「不和」であれば実際の戦闘には乗り出さなかった。そして実際に戦

闘状態になっても戦場において自軍が「不和」であれば勝利をおさめることはできない。逆に

正しく「和」した状態を作り出すことが出来れば、個々の兵も自ら死地を目指すような存在に

変化してゆく。

　ここに「四不和」という形で提示されているのは、国→軍→陣→戦という順序での「和」の

段階的実現という強国作り・軍事的勝利のためのチャートであり、国が「和」すことは軍事的

勝利のための最も基本的な条件とされている。そして国が「和」すことは、百姓を教化するこ

と、万民に親しむことから始まるとされ、さらにそれは「昔之圖国家者」によって行われたこ

ととして歴史的に権威付けられている。

　この記事では、「和」した状態を作りあげるために、開戦以前に「祖廟に告げ」「元龜を啓く」

ことが必須の手続きと位置づけられており、このことは『呉子』が想定する戦争の一特質を示

す。『呉子』においては、軍事的行動と儀礼的手続きや占卜による天意の確認は、明確なつな

がりを持っていたのであり、これらの手続きを経ることによってこそ、軍事行動が君主の「私

意」でないことが確認され、人々は君主が民の命を尊重しその死を惜しんでいることを理解す

ると考えられたのである。料敵篇には、

　凡そ敵を料るに、卜せずして之と戦うもの八あり。・・・占はずして之を避けるもの六

あり。・・・いわゆる可なるを見て進み、難を知って退くなり。

　凡料敵、有不卜而與之戦者八。・・・有不占而避之者六。・・・所謂見可而進、知難而退

也。

との記事があり、占卜抜きで無条件に開戦に踏み切るべき場合及び占卜抜きで無条件に戦闘を

避けるべき場合を具体的に挙げ、個別の戦闘状況によっては必ずしも占卜を必要としない、あ

るいは占卜の結果を待たずに行動すべきであるとする。この文章も、通常の軍事的行動におけ

る大方針の確定手続きに関しては占卜が自然な要素として組み込まれていることを前提とする

記事と見るべきだろう。
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　占卜等は通常、兵書の中でも「兵陰陽」に属する呪術的要素ととらえられることが多い。し

かし『漢書』藝文志兵書略では「兵権謀」は、「権謀者、以正守国、以奇用兵、先計而後戦、

兼形勢、包陰陽、用技巧者也」と定義されている。これによれば、「兵権謀」は「兵形勢」「兵

陰陽」「兵技巧」を包含した総合兵学となのであり、「兵権謀」に分類された書物が「兵陰陽」

的要素を持つことは異とするに足りない。占卜が組み込まれた軍事論は、戦国～前漢中期の人々

にとっては十分に合理的なものだった可能性が高い。

　また軍団の戦場に先立っての統合は、『呉子』においてはあらゆる場合の前提だった。

　武侯問いて曰く、車堅く馬良く、将勇に兵強きに、卒かに敵人に遇い、乱れて行を失は

ば、則ちこれをいかんせん。起対へて曰く、凡そ戦の法、晝には旌旗旛麾を以て節となし、

夜には金鼓笳笛を以て節となす。左に麾いて左し、右に麾いて右し、之を鼓せば則ち進み、

之を金すれば則ち止まる。一たび吹いて行き、再び吹いて聚る。令に従わざる者は誅す。

三軍威に服し、士卒命を用うれば、則ち戦うに強敵なく、攻むるに堅陣なし、と。

　武侯問曰、車堅馬良、将勇兵強、卒遇敵人、乱而失行、則如之何。起対曰、凡戰之法、

晝以旌旗旛麾爲節、夜以金鼓笳笛爲節。麾左而左、麾右而右、鼓之則進、金之則止。一吹

而行、再吹而聚。不從令者、誅。三軍服威、士卒用命、則戰無強敵、攻無堅陳矣。（応変）

　ここでは、敵の奇襲について問われた場合でも、その議論は軍内の統制を前提にスタートす

るという『呉子』の発想の特質が明瞭に示されている。そしてこのように戦時に直結した平時

の民衆統合を強く意識して、なおかつ戦わずして勝つことを心がけるものこそ、生き残り天下

を得る可能性を持つのである。

　凡そ国を制し軍を治むる、必ず之を教うるに礼を以てし、之を励ますに義を以てし、恥

あらしむるなり。それ人、恥あるときは、大にあっては以て戦うに足り、小にあっては以

て守るに足る。然れども戦いて勝つは易く、守りて勝つは難し。故に曰く、天下の戦国、

五たび勝つは禍、四たび勝つは弊、三たび勝つは覇、二たび勝つは王、一たび勝つは帝な

りと。ここを以てしばしば勝って天下を得る者は稀、以て亡ぶ者は衆し。

　凡制国治軍、必教之以礼、勵之以義、使有恥也。夫人、有恥、在大足以戦、在小足以守

矣。然戦勝易、守勝難。故曰、天下戦国、五勝者禍、四勝者弊、三勝者覇、二勝者王、一

勝者帝。是以数勝得天下者稀、以亡者衆。（図国）

　このような、戦争の重要性を忘れず、なおかつ好戦的であることを戒める発想は、戦国秦漢

期の中国においては相当の普遍性を持つものといってよいが 11、『呉子』の場合それを礼・義

によって根拠付ける点が特徴的である。『呉子』においては、精強な軍団は、文徳を治めた王

による万民の教化を必須の前提とするものであり、国の統合と軍事的行動は連続性・同質性を

持ったものと認識されていた。

11 代表的な史料として、例えば『孫子』謀攻篇には「…是故百戦百勝、非善之善者也。不戦而屈人之兵、
善之善者也」とある。
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4、王と民衆―君主の機能と民の性格の変容―

　前節で見たように、『呉子』は、国家が四つの「和」を達成し正しい軍事行動の手順を踏む

ことで、人々の心のあり方が変わることを指摘する。即ち、死地に進むことをいとわず、戦わ

ずして退き生きることを恥じるような精神状態を共有する民が形成されるとするのだが、その

点について以下に検討しよう。再掲となるが、圖国篇には次のような記事がある。

　凡そ国を制し軍を治むる、必ず之を教うるに礼を以てし、之を励ますに義を以てし、恥

あらしむるなり。それ人、恥あるときは、大にあっては以て戦うに足り、小にあっては以

て守るに足る。

　凡制国治軍、必教之以礼、勵之以義、使有恥也。夫人、有恥、在大足以戦、在小足以守

矣。

　ここで述べられているのは、国と軍という異なった人間集団を構成する人間たちが共通する

価値観によって統合されるべきことの主張である。国においても軍においても、その人間集団

を秩序付けるには「礼」「義」が重要であり、それらによって国・軍を構成するメンバーに「恥」

という感覚を持たせることができる、また「恥」という感覚を持つ者こそ「戦」「守」に用い

ることができるとする。「礼」「義」の重視はより具体的に次の如く展開される。

　古の明王は、必ず君臣の礼を謹み、上下の儀を飾り、吏民を安集し、俗に順って教え、

良材を簡募して、以て不虞に備う。昔、齊桓は士五万を募り、以て諸侯に覇たり。晋文は

前行を為す者四万を召して、以て其の志を獲たり。秦繆は陥陳三万を置きて、以て隣敵を

服せり。故に強国の君は、必ず其の民を料る。民の膽勇気力有る者を、聚めて一卒となす。

楽しんで以て進み戦い、力を效して以て其の忠勇を顕す者を、聚めて一卒となす。能く高

きを踰へ遠きを超え、軽足にして善く走る者を、聚めて一卒となす。王臣にして位を失い、

而して功を上に見はさんと欲する者を、聚めて一卒となす。城を棄て守を去り、其の醜を

除かんと欲する者を、聚めて一卒となす。この五者は軍の練鋭なり。この三千人あらば、

内より出で以て囲みを決すべく、外より入り以て城を屠るべし。

　古之明王、必謹君臣之礼、飾上下之儀、安集吏民、順俗而教、簡募良材、以備不虞。昔、

齊桓募士五万、以覇諸侯。晋文召爲前行四万、以獲其志。秦繆置陥陳三万、以服隣敵。故

強国之君、必料其民。民有膽勇気力者、聚爲一卒。楽以進戦、效力以顕其忠勇者、聚爲一

卒。能踰高超遠、軽足善走者、聚爲一卒。王臣失位、而欲見功於上者、聚爲一卒。棄城去

守、欲除其醜者、聚爲一卒。此五者軍之練鋭也。有此三千人、内出可以決圍、外入可以屠

城矣。（図国）　

　ここでは、「君臣之礼」「上下之儀」というより具体的な規範の存在が示され、君臣の礼を重

んじ上下の区分を明確にすることが、優れた人材を集めより合理的な軍団編成を達成すること

と結びつくことが記される。またそれらの政策は「古之明王」による歴史的実態を持つものと

して権威付けられる。そして、齊桓公・晋文公・秦繆公という三人の明王が具体例として挙げ

られ、強国の条件として、自らの支配下にある民の内実・力量を見分けることこそ肝要である
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ことが、具体的な兵員編成法とともに示される。この記事では兵士をその特質にあわせて機能

的に編成する仕方の一例が示されており、これは『呉子』の特徴的思想の一つとも評価され

る 12。

　「礼」「義」の重視は、君主によって以下の如く具体化される。

　君能く賢者をして上に居らしめ、不肖者をして下に処らしむれば、則ち陳すでに定まる

なり。民其の田宅に安んじ、有司に親しめば、則ち守りすでに固きなり。百姓みな吾が君

を是とし、而して隣国を非とすれば、則ち戦すでに勝つなり。

　君能使賢者居上、不肖者處下、則陳已定矣。民安其田宅、親其有司、則守已固矣。百姓

皆是吾君、而非隣国、則戦已勝矣。（図国）

　君主は吏民の賢不肖を判断し、それらを正しく「君臣之礼」「上下之儀」の中に位置付けな

ければならない。民はそれにより自らの居場所についての安定的な感覚を持つようになり、官

吏とも親愛の情で結ばれることになる。そしてそのような民は、自国・君主に対して肯定的な

感情を持つようになり、反対に敵国に対しては否定的な感情を持つようになる。君主の礼・義

に基づく適切な行動は、民の感情自体に自体に変容をもたらすとされるのである。

　ここで先に引いた圖国篇の記事に「順俗而教」とあったことを想起しよう。『呉子』の国づ

くりの根底には、民を自らの側に引き寄せることが重要な課題として設定されている。少なく

とも「国」レベルでの「和」の達成に関しては、吏民を対立的に理解する発想を、『呉子』の

記事の中から見出すことは難しい。『呉子』においては、国の統合は、上から強権的に民を規制・

統制することによって達成されるものとは考えられていない。それは、民の習俗に配慮しつつ、

「君臣之礼」「上下之儀」といった原則に則った秩序化によって、民の同意を調達し民の心的状

態を君主・国家と親愛の情によって結びつけることで達成されるものなのである。

　民を教化し上下一体の国を作る原動力は、礼・義に基づいた君主の適切な意識と行動である。

故に君主は、多くの徳目を体現する理想的人格でなくてはならない。

　是を以て聖人は、之を綏んずるに道を以てし、之を理むるに義を以てし、之を動かすに

礼を以てし、之を撫するに仁を以てす。この四徳は、之を修むれば則ち興り、之を廃すれ

ば則ち衰う。故に成湯桀を討って、夏民喜悦し、周武紂を伐って、殷人非らず。挙、天人

に順い、故に能く然るなり。

　是以聖人、綏之以道、理之以義、動之以礼、撫之以仁。此四徳者、修之則興、廃之則衰。

故成湯討桀、而夏民喜悦、周武伐紂、而殷人不非。挙、順天人、故能然矣。（図国）

　この場合の「聖人」とは、君主が目指すべき理想的モデルのことである。「聖人」は道・義・

礼・仁の「四徳」を身につける必要があり、これを失うことは国そのものの滅亡につながると

され、またそのことは夏・殷の歴史によって証明されているとされる。この記事でも、夏・殷

の民が「四徳」を失った自らの王が滅ぼされるという事態を歓迎したことが述べられているよ

12 湯浅邦弘『中国古代軍事思想史の研究』85 ～ 86 頁。
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うに、王の人格・行動は、民が国・王に親しむか否かに直結するとされ、そのことは上古の歴

史的事実によって根拠付けられている。『呉子』における「国」の「和」は、民に配慮し民の

同意を取り付けるような行動をとることで民の心的状態を変える君主の有無によって規定され

ていたのである。

5、兵士と将軍―軍事集団の性格―

　上に見た「和」した「国」の上に、強力な「軍」が作り上げられる。

　武侯問いて曰く、兵は何を以て勝つことをなすと。起、対へて曰く、治を以て勝つこと

をなすと。また問いて曰く、衆に在らざるかと。対へて曰く、若し法令明かならず、賞罰

信ならずして、之を金すれども止まらず、之を鼓すれども進まずんば、百万有りと雖も、

何ぞ用うるに益あらんや。いわゆる治とは、居れば則ち礼有り、動けば則ち威有り。進ん

では當たるべからず、退いては追ふべからず。前却するに節有り、左右靡に応ず。絶ゆと

雖も陳を成し、散ずと雖も行を成し、之と安きを與にし、之と危うきを與にす。其の衆は

合わすべくして離すべからず、用ふべくして疲らすべからず。之を往く所に投じて、天下

あたるなし。名づけて父子の兵という。

　武侯問曰、兵何以爲勝。起、対曰、以治爲勝。又問曰、不在衆乎。対曰、若法令不明、

賞罰不信、金之不止、鼓之不進、雖有百万、何益於用。所謂治者、居則有礼、動則有威。

進不可當、退不可追。前却有節、左右應靡。雖絶成陳、雖散成行、與之安、與之危。其衆

可合而不可離、可用而不可疲。投之所往、天下莫當。名曰父子之兵。（治兵）

　軍事行動に勝利する要因を問うた武候に対し、呉起はそれを、兵の数ではなく「治」即ち軍

団統合の程度であると説く。この記事によれば、軍事的勝利の条件は軍隊の規模ではなく、そ

の「治」の達成度なのである。またそのような優れた軍事集団がここで「父子の兵」と表現さ

れていることは注目に値する。軍団の優秀性は、将兵間を親子関係になぞらえることによって

表現されており、このことは軍事集団の理想像が社会組織・親族組織と共通性を持った統合原

理を持つものと理解されている可能性を示唆する。これに関連して、『呉子』中には、兵と家

族のつながりが軍事行動に及ぼす影響について論じた記事も見出される。

　然して則ち一軍の中、必ず虎賁之士有り、力は鼎を扛ぐるを軽しとし、足は戎馬より軽

く、旗を搴り将を取ること、必ず能くする者あらん。かくの若きの等は、選びて之を別ち、

愛して之を貴ぶ。是を軍命と謂う。其れ工に五兵を用い、材力健疾にして、志、敵を呑む

に在る者あらば、必ず其の爵列を加えて、以て勝を決すべし。其の父母妻子を厚くし、勧

賞畏罰せば、此に堅陳の士、與に持久すべし。能く審に此を料らば、以て倍を撃つべし。

　然則一軍之中、必有虎賁之士、力軽扛鼎、足軽戎馬、搴旗取将、必有能者。若此之等、

選而別之、愛而貴之。是謂軍命。其有工用五兵、材力健疾、志、在呑敵者、必加其爵列、

可以決勝。厚其父母妻子、勧賞畏罰、此堅陳之士、可與持久。能審料此、可以撃倍。（料敵）

　特に優れた兵を選抜した場合、その家族、即ち父母妻子への厚遇を行うことが、数的に優勢
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な敵を討ち得る軍団をつくるための具体策として提示されている。『呉子』は完本ではないた

めそれ自体から得られる情報量の絶対的な少なさがあり確言するには未だ不十分な点が多い

が、少なくとも現行本『呉子』の内的世界においては、親族組織・社会組織を破壊し君主と個

別の民を直接的に結び付けようとするような発想は見出しがたい。このことは先に見た、民の

習俗に従った教化の遂行と民の同意を調達することによる秩序化という発想の存在と呼応する

ものである。そしてここまで見てきたような、軍団編成時における兵の適切な選抜、優秀な兵

の厚遇、また兵の家族に対する配慮などの上に、戦場での死を楽しむが如き精神構造を持った

兵が生み出されてゆくのである 13。

　このような兵士たちによって編成される具体的な軍団に勝利をもたらすのが将軍の役割であ

り、将軍に要求される資質は多様かつハイレベルである。将軍は、国家全体における君主がそ

うであるように「文武を總ぶる」ものでなくてはならず、それが備えるべき能力も「勇」のみ

にとどまってはならないのであり、勇猛であることは将軍がそなえるべき能力のごく一部に過

ぎない。また将軍には、理想的統治下の民がそうであるように、戦場での死をいとわない精神

構造が必要とされる 14。

　また将軍は、氣機・地機・事機・力機等という形で類型化されるあらゆる戦況を見抜く力を

持つ者でなければならず、「威徳仁勇」を備えた人格的能力的優越者でなければならず、その

人物を得るか否かに国全体の存亡すら関わる存在である15。そして論将篇に「凡そ戦の要、必

ず先ず其の将を占いて、其の才を察す」とあるように、敵軍を探る際に最重要なのはその将軍

のレベルを知ることとされる。軍団の士気・戦闘力は将軍の質に強く規定されているのであり、

具体的な戦闘においては敵将の能力把握はきわめて重要だった。

　前節まで見てきたように、『呉子』において最も重視されていたのは、軍団編成以前の国の

統合であり、その統合の主体となる君主の意識と行動だった。しかし、一旦軍が編成され戦場

に出ると、そこでの軍団の質は将軍という軍団の中心的人格に強く規定されているものと考え

られることになった。

13 励士篇には「夫れ号を発し令を布し而して人聞くことを楽しみ、師を興し衆を動かして而して人戦うこ
とを楽しみ、兵を交え刃を接し而して人死することを楽しむ。此の三者は人主の恃むところなり（夫發
号布令而人樂聞、興師動衆而人樂戰、交兵接刃而人樂死。此三者人主之所恃也）。」との記事があり、精
神構造を理想的な形に変容させた民を動員した軍団の姿が描かれている。

14 以上の将軍に関する記述は、論将篇に「夫總文武者、軍之将也。兼剛柔者、兵之事也。凡人論将、常觀
於勇。勇之於将、乃数分之一爾。夫勇者、必輕合。輕合而不知利、未可也。故将之所慎者、五。一曰理、
二曰備、三曰果、四曰戒、五曰約。理者、治衆如治寡。備者、出門如見敵。果者、臨敵不懷生。戒者、
雖克如始戰。約者、法令省而不煩。受命而不辞、敵破而後言返、将之礼也。故師出之日、有死之榮、無
生之辱」とあるのに拠る。

15 以上の将軍に関する記述は、論将篇に「凡兵有四機。一曰氣機。二曰地機。三曰事機。四曰力機。三軍
之衆、百万之師、張設輕重、在於一人、是謂氣機。路狭道険、名山大塞、十夫所守、千夫不過、是謂地機。
善行間諜、輕兵往来、分散其衆、使其君臣相怨、上下相咎、是謂事機。車堅管轄、舟利櫓楫、士習戰陳、
馬閑馳逐、是謂力機。知此四者、乃可爲将。然其威徳仁勇、必足以率下安衆、怖敵決疑。施令而下不犯、
所在寇不敢敵。得之国強、去之国亡、是謂良将。」とあるのに拠る。
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6、結びにかえて

　『呉子』は、平時の民衆教化と戦時に向けての軍団編成を連続的なものととらえ、それらを

理想的に実現するための最重要条件として、礼・義をふまえた理想的意識・行動の担い手とし

ての君主を設定した。換言すれば、君主という国の中心的人格の質こそが国の備える軍事的能

力を根底において規定しているものと、『呉子』においては考えられていた。このことは個別

の軍団においても同様であり、将軍は軍団の能力・機能を規定する重要要件と見なされていた。

　以上のように『呉子』には、人間集団の軍事的能力はその集団の中心的人格の質に規定され

るとの基礎的発想が見出される。そしてその発想自体は多くの中国古代兵書と共通性を持つも

のである 16。ここであらためて問題となるのは、集団を統合する中心的人格が有する「質」の

具体像であり、そのテクスト間における差異を分析することで諸テクストの思想的布置を再構

成し得る可能性があるが、本稿で論じ得たのは、『呉子』という一つの書物に関するごく限ら

れた問題のみであり、これを他の諸文献と比較・類型化してゆく作業は今後の課題として残さ

ざるを得ない。

16 この点に関しては、柴田昇「『荀子』と兵学―戦国～漢初期における軍事的教養の一側面―」（『名古屋大
学東洋史研究報告』22、1998）において若干の展望を示した。




