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開催要項 
 

 

会議名：第 15 回<東アジア実学>国際フォーラム 

The 15th International Forum on‘True and Real Learning of East Asia’ 

総合主題：「近代の暴走と実心実学」 

日時：2019 年 12 月 21 日（土）～22 日（日） 

会場：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟  

主催：東北大学大学院文学研究科日本思想史研究室 

共催：日本東アジア実学研究会・韓国実学学会・中国実学研究会・東北韓国学フォーラム 
 

 

プログラム： 

12 月 21 日（土） 

＜会場１ 経済学部第 2 講義室（204）＞    ※9：00 ホテル発（タクシー7 台） 022－241-4061 

10：00 開会挨拶・趣旨説明 ＜片岡龍＞ 

基調報告：日・中・韓「実学」の理解と交流 司会：高橋恭寛   進行補助：王一兵・増田友哉 

10：20 安秉杰「李瀷の心論とその指向」  

10：50 王傑「東アジアの新たな実学体系を構築し、東アジアの新たな実学流派を作り上げよう」 

11：20 片岡龍「いのちといのちの響き合いとしての「実心実学」：そのための三つの提案」 

11：50 昼食 

第一論壇：「実心実学」の理論と歴史 司会：小川晴久   進行補助：劉宇昊 

12：50 涂可国「儒学の実用性と実用理性の展開」 

13：10 田中マリア「北東アジアにおける環境共同体の形成からみる「実心実学」台頭の可能性」 

13：30 全聖健「論実心実学弁」 

13：50 咸泳大「実学の正德・利用・厚生論再論」 

14：10 李偉波「「践形尽性」——顔元の修身の道」 

14：30 ティーブレイク 

若手研究者論壇①： 司会：小島康敬   進行補助：李越 

14：45 ハンデンシ「日本中世末期における宋学の受容 ―清原宣賢の『大学聴塵』を中心として―」 

15：00 渡邊裕馬「『朱子大全箚疑問目』における「当考」の検討 ―「書」を中心として―」 

15：15 アリムトヘテイ「周縁文化の独自性と文化変容の理論研究 ―東アジアとイスラーム文明圏間の関係及

びその学際的研究をめぐって―」 

15：30 楊世帆「『志学幼辨』における天人関係について———徂徠学の影響をめぐって」 

15：45 劉宇昊「中井履軒の思想における外在性要素 ―『孟子逢原』の徳と悪の解釈を中心に」 

総合討論Ⅰ 司会：片岡龍   進行補助：丁濟㡕・杜絡嘉 

16：10 第一論壇について ＜代表質問：小川晴久＞  通訳：チェダウル・楊世帆 

17：10 第二論壇について ＜代表質問：鈴木規夫＞  通訳：陳宗炫・朱琳 

18：10 閉場  →18：30 ホテルへ（タクシー8 台 022－241-4061）  

 

＜会場２ 経済学部第 3 小講義室（213）＞ 

第二論壇：「近代」と「実学」の関係を見直す 司会：鈴木規夫   進行補助：閻秋君 

12：50 魏義霞「譚嗣同の実心実学と近代の暴走」 

13：10 袁曉晶「『実学報』、実学教育と近代中国における政教の変革の思想基礎」 

13：30 李坰丘「韓国実学活用様相に対する巨視的一考察」 

13：50 大橋健二「長寿社会と現代文明 ―東アジア〈西洋近代〉受容共同体のアポリアと展望―」 

14：10 ティーブレイク 

若手研究者論壇②： 司会：山内明美   進行補助：張倩鈺 

14：25 王一兵「西洋地理学と蘭学者の世界観  ―大槻玄沢を中心に―」 

14：40 閻秋君「近代の機械文明に対する漢学者・岡千仭の認識 ―清国紀行文『観光紀遊』を中心に―」 

14：55 黄璐「九鬼周造における偶然性の内面化と「いき」」 

15：10 范帥帥「三十年代の鈴木大拙の思想変容について」  

15：25 保泉空「近代への祈り ―吉満義彦における超克論を中心として―」 

  

→＜会場１へ移動＞ 

 



12 月 22 日（日） 

＜会場１ 経済学部第 2 講義室（204）＞    ※9：00 ホテル発（タクシー7 台） 022－241-4061 

 第三論壇：跨境する「実学」 司会：小倉紀蔵   進行補助：黄璐 

10：00 河宇鳳「18世紀初葉の徂徠門派と朝鮮通信使との交流 －太宰春台の『韓館唱和稿』を中心に」 

10：20 金ボルム「『主制群徴』の伝来と受容 ―人体論にたいする日中韓の理解を中心に」 

10：40 欧陽禎人「新文化運動に対する劉咸炘の態度」 

11：00 金鳳珍「東アジアの「儒教的近代」と日本の「兵学的近代」」 

11：20 板垣雄三「イスラーム文明から実心実学を見るパースペクティヴ」 

11：50 昼食 

 

＜会場２ 経済学部第 3 小講義室（213）＞ 

総合討論Ⅱ 司会：別所興一  通訳：朴福美・ハンデンシ   進行補助：鎌田健太 

12：50 第三論壇について ＜代表質問：小倉紀蔵＞ 

総合討論Ⅲ 司会：片岡龍   通訳：陳宗炫・朱琳   進行補助：保泉空 

13：50 総合主題（近代の暴走と「実心実学」）について 

15：30 ティーブレイク 

 今後に向けての対話 司会：片岡龍  通訳：チェダウル・楊世帆   進行補助：范帥帥・辺景 

15：45 次回開催国代表挨拶 ＜安秉杰＞ 

16：00 日・中・韓「実学」研究の相互理解と共有目標 

18：00 閉会挨拶 ＜片岡龍＞ 

18：10 閉場   →18：30 ホテル・仙台駅へ（タクシー6 台・1 台 022－241-4061） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

エクスカーション（12 月 23 日）   

 

8：45 ホテルグランテラス仙台国分町（022-262-7755）集合   

9：00 出発 

10：30 高野長英記念館（0197‐23‐6034）、高野長英墓（大安寺 0197-23-3425）等見学   

12：00 出発  

12：30 昼食（0197－35－7790） 

13：15 えさし郷土文化会館（0197‐31‐1600）見学  

14：00 えさし藤原の郷（0197－35‐7791）等見学  

15：00 出発 

17：00 ホテルグランテラス仙台国分町着 

17：10  仙台駅東口貸し切りバス降車場着 

 

※マイクロバス（定員 50 名）利用。 

参加費用は入館料・食費実費のみ。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

懇親会 

 

（初日） 

日時：12 月 21 日（土）19：30～21：30 

会場：郷土料理心平 https://shinpei.owst.jp/  022-263-7749 

会費：4,500 円 ×42 名 

 

（二日目） 

日時：12 月 22 日（日）19：30～21：30 

会場：しゃぶ禅仙台店 https://shabuzeu-sendai.gorp.jp/ 022‐222－4040 

会費：6,000 円 ×36 名 

https://shinpei.owst.jp/
https://shabuzeu-sendai.gorp.jp/


第 15 回<東アジア実学>国際フォーラム名簿 
 
報告者 

日本 

片岡龍（KATAOKA Ryu）：東北大学・大学院文学研究科・教授  

板垣雄三（ITAGAKI Yuzo）：東京大学・名誉教授、東京経済大学・名誉教授 

大橋健二（OHASHI Kenji）：鈴鹿医療科学大学・講師 

金鳳珍（KIM Bonjin）：北九州市立大学・教授 

田中マリア（TANAKA Maria）：早稲田大学・現代中国研究所・招聘研究員 

 

韓国 

安秉杰（AHN Byung-Gul ）：安東大学校・東洋哲学科：教授 

河宇鳳（HA Woo-Bong）：全北大学校・史学科・名誉教授 

李坰丘（LEE Kyung-Ku）：翰林大学校・翰林科学院・院長 

全聖健（JEON Sung-Kun）：安東大学校・東洋哲学科・教授 

咸泳大（HAM Young-Dae）：成均館大学校・東アジア学術院・学術研究教授 

金ボルム（KIM Bo-Rum）：大林大学校・教養学部・講師 

 

中国 

王傑（WANG Jie）：中共中央党校（国家行政学院）哲学・教授、博士生導師、 

涂可国（TU Keguo）：山東社会科学院国際儒学研究与交流中心・主任、二級研究員 

欧陽禎人（OUYANG Zhenren）（本名：張傑 ZHANG Jie）：武漢大学・中国伝統文化研究中心・教授 

魏義霞（WEI Yixia）：黒龍江大学・教授 

袁曉晶（YUAN Xiaojing）：上海大学哲社科学部・副教授 

李偉波（Li Weibo）：北京青年政治学院・東方道徳研究所・副研究員 

 

若手 

アリム・トヘテイ（ALIMUl Tuoheti）：東北大学・学際科学フロンティア研究所・助教 

渡邊裕馬（WATANABE Yuma）：埼玉大学大学院・人文社会科学研究科・院生（博士後期） 

閻秋君（YAN Qiujun）：東北大学・大学院国際文化研究科・院生（博士後期） 

王一兵（WANG Yibing）：東北大学・大学院国際文化研究科・院生（博士後期） 

黄璐（HUANG Lu）：東北大学・大学院文学研究科・院生（博士後期） 

ハン・デンシ（FAN Chuanshen）：東北大学・大学院文学研究科・院生（博士後期） 

范帥帥（FAN Shuaishuai）：東北大学・大学院文学研究科・院生（博士後期） 
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小倉紀蔵（OGURA Kizo）：京都大学・大学院人間・環境学研究科・教授 

 

通訳者 

朴福美（PAK Ponmi）：翻訳家 

陳宗炫（JIN Jonghyun）：京都府立大学・文学部・研究員 

朱琳（ZHU Lin）：中部大学中部高等学術研究所研究員 

楊世帆（YANG Shifan）：東北大学・大学院文学研究科・院生（博士後期） 
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7 

 

星湖・李瀷の心論とその指向  

安秉杰（韓国実学学会） 

翻訳：片岡龍（日本東アジア実学研究会） 

 

 

本日の発表主題は、韓国、朝鮮時代 17〜18 世紀を生きた実学大家、星湖・李瀷先生（1681

〜1763）の心論である。本来朝鮮後期の儒学者の経学説を専攻している私は、今回の学術会議

に現在勉強中の星湖の諸経『疾書』を読み、それを整理しようとした。その途中、主催側の日

本東アジア実学研究会の片岡龍会長から、今回の会議主題である「近代の暴走と実心実学」に

焦点を合わせてほしいとの伝言を受け、一時苦心した末、星湖の心論を勉強することにした。

扱うには困難な主題だが、良い勉強の機会を与えてくれた主催側に大きな感謝を申し上げる。 

 

星湖はこれまで経世致用の実学者として広く知られているが、彼の心学はきわめて長い間さ

ほど大きな関心を受けてこなかった。しかし、若い頃から 16世紀朝鮮の大儒、李退溪を欽慕し、

その著作を緻密に探究したことから、星湖もやはり理気心性にたいする学習が非常に深かった。 

ところで、星湖は文献考証よりも思索と自得を重視した。彼独自の心性理論がその産物であ

る。李退溪を崇慕し、その著書を読破したが、彼の理論は退溪とはかなり異なっている。 

 

星湖・李瀷の生平と学問の紹介は、2015〜16年の間に日本・中国・韓国の実学学会が力を合

わせて刊行した書籍、韓国の場合『東アジア実学思想家 99人』を通じて見ることができる。簡

略に要約すると、星湖は 18世紀朝鮮の実学大家として、いわゆる経世致用学派の門戸を開いた

大学者である。経済・社会・制度・歴史・文学・科学・西学など、実用学の全般にわたって探

究し、豊富な著作を残した。彼は特に「自得」を重視し、開放的学風を堅持した。門下に数多

くの学者を養成して、星湖学派を形成した。その門人らは、当代はもちろん、朝鮮時代末期を

過ぎ近代に至るまで、代々星湖学を伝承した。 

代表著作は、『星湖集』、『星湖僿説』、『藿憂録』、四書三経・近思録・家礼・小学・心経など

の諸経『疾書』、心性学を扱った『四七新編』、『礼説類編』がある。特に李退溪の言行と礼説を

まとめた『道東録』、『李子粹語』、『李先生礼説』がある。 

 

近年以後の韓国学界における星湖学研究の動向を紹介しよう。1950〜90 年代の星湖研究は、

史学・文学方面の研究者が主導し、したがって経世学・歴史学・文学にたいする紹介が主をな

した。それが、2000 年代に入って『疾書』にたいする経学と礼学、『新編』などの心性学分野

の研究が出てきたが、これは『星湖集』の標点影印の刊行、『僿説』・『新編』・『李子粹語』・『星

湖全集』の現代韓国語飜訳、さらに『疾書』・『新編』・『僿説』・『星湖僿説類選』の星湖文献定

本 DB 事業の進行に負うところがとても大きい。特に 2010 年代に入って星湖の心学と礼学にた

いする研究が非常に活発だが、特に 40〜50代の春秋に富んだ有力な新進・中堅の学者が主導し

ている。 

 

ここで星湖の独特な心論を報告したい。研究期間が十分でなく、本日の発表時間も限られて

いるので、星湖心論の骨子のみの紹介となるが、星湖の学説の大部分は、退溪または朱子と大
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きく対比できるため、両者を比較する方式で説明しよう。 

『星湖集』雑著の「心説」・「心統性情図説」・「夙興夜寐箴図説」などの論説、『新編』、『心経

疾書』がある。また『僿説』・『類選』にも心論関連の雑記が諸篇ある。このうち『新編』は「四

端」とともに「七情」の「理発」説を主唱した極めて独特な著作だが、ここには人間の感情を

総称した「七情」の肯定的・積極的な理解が目立つ。「四端」・「七情」と関連して退溪の「互発」

説を否定しつつも、その「理発」説を積極的に解釈した星湖独特の見解が目立つ。 

 

これと関連し、李退溪晩年の著作である『聖学十図』を併せて見てみよう。理由は、退溪の

十図のうち、第 6図「心統性情図」・第 9図「敬斎箴図」・第 10図「夙興夜寐箴図』の 3つの図

表は、星湖にも同一主題の図表があるからである。この中で「心統性情図」と関連し、『新編』

に收録された「人心道心図」・「四端七情図」を併せて見る。退溪の『聖学十図』は人間の存在

根拠としての「太極」の認識から始まり、天（ハヌル）から与えられた「五倫」の実践、「心性」

の構造などを段階的に説明した後、聖学の実践の方案として「持敬」を提示した修養書である。 

 

星湖の諸著作に載せられた「心統性情図」・「人心道心図」・「四端七情図」・「敬斎箴図」・「夙

興夜寐箴図」を見てみよう。むろん星湖がこの著作を残した理由は、退溪と異なる。退溪の著

作目的が聖学の実現であったとすれば、星湖の場合は、心と本性・感情の構造を探究し、その

実質的意味を確認しようとするものであった。 

 

まず「心統性情図」を見よう。退溪のものは『聖学十図』の第 6 図である。上図は南宋の程

復心のものであり、中図と下図は退溪が描いたものである。上図は、「性」・「情」の関係を、「未

発」・「已発」、「体」・「用」に分けて示している。中図は、「性発為情」と、情に「四端」・「七情」

があることを説明する。下図は、「四端」は「理発而気隨之」、「七情」は「気発而理乗之」であ

ることを図表に示す。「心」と「性」・「情」、「四端」・「七情」、「理発」・「気発」など、極めて分

析的な対比を行い、心の複雑な様相を説明したものである。星湖の「心統性情図」は単純であ

る。「性」を「神明心」が囲んでいて、それをまた「血肉心」が囲んでいる。このような「性」

が外に表れたものが「情」である。全 93 字に過ぎない図説の本文はあまりに短く、「神明心」

が何であるかにたいする説明がない。星湖の他の著作を通じて見ると、これは思慮・知覚・意

志など多彩な機能を持っている。「血肉心」は五臓の一つである心臓だが、これが「神明心」の

家であると説明する。「心」が籠もっている家として、形体を具えた心臓をいう。心の身体性を

説明したものである。 

 

「心統性情図」と関連して、「人心道心図」・「四端七情図」を見てみよう。これは退溪にはな

いものだが、内容上第 6図「心統性情図」と関連する。退溪が愛好した書籍である『心経附註』

には、南宋の王柏の「人心道心図」がある。これによれば、「心」は「道心」と「人心」に分か

れる。「道心」は「性命」から出てくるので、正しいが「隠微」でよく見えない。「人心」は「形

気」から生じるので、私的であり「危殆」である。過度な人欲に赴くからである。これらの説

明は、そもそも朱子の語に拠っている。いずれにせよ、朱子・王柏・退溪いずれも「道心」・「人

心」を厳密に区分する。そして、「道心」を「涵養」し、「人心」は「克復」しなければならな

いと主張する。星湖の「人心道心図」は異なる。「道心」「人心」ともに、「命性」と関連がある。

両者はただ機能が異なるだけである。「道心」は惻隠・羞悪・辞譲・是非の「四端の心」として

表れる。「人心」は空腹だったり、満腹だったり、寒かったり、暑かったりすることに反応する。
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これが外に出たものが喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲の「七情」である。「道心」が隠微で、「人

心」が危殆であるのは、朱子・退溪らと同じに見える。しかし、ここで注目すべきは、「道心」

と同じく「人心」も、すべて「性命」から出てくるという発想である。朱子・退溪の二分法を

否定したものである。 

 

「心統性情図」と関連してさらに見たいのは、星湖の「四端七情図」である。退溪は、「四端」

は「理発」で「純善」だとし、「七情」は「気発」で「善不善」があるとした。発出する根拠が

異なり、善不善の結果が異なる。星湖の「四端七情図」は異なる。「四端」・「七情」ともに性理

から出る。これが公正なものであれば「四端」であり、形気（体）の影響を受けて私的になる

と「七情」である。「四端」と「七情」は形気の影響を受けたか否かの差のみで、性命から出て

くる点は同一である。よって、「四端」中にも不当なものがあり、「七情」中にも妥当なものが

ある。ところが、実際には「七情」中の妥当なものであれば、実質的に四端と差異がない。こ

の点が後に、彼の門人の李秉休が「公喜怒理発」説を主張する理論的根拠となり、その影響を

大きく受けた丁若鏞が「性嗜好」説を主張する背景となった。 

 

退溪の『聖学十図』に「敬斎箴図」・「夙興夜寐箴図」があるのと同じく、星湖も二つの図表

を作った。ただし「敬斎箴図」は『心経疾書』に、「夙興夜寐箴図」は文集の雑著に收録されて

いる。退溪とは異なり、二つを一貫した体系として見ないのである。 

「敬斎箴図」は退溪のものと構成が多少異なるのみである。ただし退溪のものは中央に「心」

を円圈に置くが、星湖は円圈を図表の上部に置いて、中に「敬」を記した。「敬斎箴」は朱子の

文で、王柏の図である。王柏・退溪の考えでは、「敬」は「心」の活動であり、「心」において

なされるものと見た。しかし、星湖は別様にした。「敬」を浮かび上がらせた。「持敬」の実践

はどこであろうとも、「敬」が主題になければならないという意味である。 

退溪の「夙興夜寐箴図」は、南宋の陳柏の箴言と王柏の「敬斎箴図」をもとに描かれたもの

である。「敬斎箴図」が空間上の「持敬」の実践であれば、「夙興夜寐箴図」は時間上の「持敬」

の実践である。そのために退溪は中央の円圈に「敬」を置いた。「夙悟」・「晨興」・「日乾」・「夕

惕」を過ごし、夙夜を兼ね、昼夜を問わず「持敬」するという意味である。星湖は 208 字のこ

の箴言を、起床時間である「丑時」から、一日が回って就寢中の「子時」まで、あまねく配置

した。そして中央の円圈には「ひたすらこれだけを念じて、ここに在れ。一日中夜遅くまで、

慎重にさらに慎重にせよ。[念玆在玆、日夕乾乾]」という箴言の最後の句を配置した。極めて

事実的な構想である。 

 

以上、いくつかの図表を検討した結果、発表者が注目した星湖の心論のいくつかの特徵があ

る。 

第一に、心性の身体との結びつきである。「心統性情図」で「血肉心」を言ったことと、「四

端七情図」で「七情」と形（気）との関連を言ったことである。 

第二に、李退溪らの朱子学者は、「道心」と「人心」を厳密に区分し、「道心」だけを肯定し

たが、星湖は「人心」も性命から出てくるものと見た。人間の心性において肯定の幅が拡張さ

れたものである。 

第三に、「四端」と「七情」を、「公」と「私」の関係にのみ分けたことから、両者のどちら

にも妥当・不当の場合があると見た。これは「七情」の肯定であり、ついには「四端」と「七

情」の区分が無意味になり得る。感情にたいする積極的肯定と言える。 
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第四に、「四端」と「七情」を、ともに「理発」と見た。「心統性情図」に「発者気、所以発

者理」という表記があるが、「四端」は性（理）が真っ直ぐに出たものであり、「七情」は形（気）

を経ることで気の影響を受けるだけである。 

第五に、上記の場合を除いては、「心」・「性」・「情」に関連して「理」「気」を論じたことが、

ほとんどない。星湖にとって「理」や「気」は、心性論の範囲に制限的に援用されるだけであ

る。 

 

星湖はまだ近代を生きた人ではなかった。しかし、彼の心論は、彼の思考の中に時代を超え

た人間の心性、感情の肯定という視覚がすでに入っていたことを示唆する。以上のような整理

を発題としたい。 
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東アジアの新たな実学体系を構築し、 

東アジアの新たな実学流派を作り上げよう 

王傑 

中国実学研究会会長、 

中央党校（国家行政学院） 

哲学部教授、博士生導師 

 

翻訳：范帥帥（東北大学・大学院博士後期課程） 

 

実学は実事求是・求真務実・躬行実践・経世致用・知行合一を核心とする理念的・動態的・

開放的な学術思想であり、先秦から始まり、北宋に新な発展を遂げ、明清に隆盛し、現在まで

続く。実学思想は中国から韓国、日本へ伝わったため、東アジア国家の共同の思想遺産であり、

貴重な精神遺産となった。21 世紀、互恵互利（mutual benefit）、合作共嬴（win-win cooperation）

を基本特性とする地域一体化の発展の程度はますます高まっている。この地域における発展の

現実の需要に応じて、中日韓三国の実学の歴史と発展の実際から出発し、三国の実学界の密接

な交流と連携を強め、伝統実学研究の基礎の上に東アジアの新たな実学体系を構築し、東アジ

アの新たな実学流派を作り出すことは、まさに未来の東アジア実学界の基本的コンセンサス、

核心的任務、学術発展の方向にならねばならないと考える。 

 

一、 実学範疇の弁析 

現在、学術界における実学の概念と定義、内包と外延、起点・終点および時代区分、実学の

基本的特徴、歴史的地位と限界性、研究方法と現代的価値への転化、実学と儒学・理学・心学・

仏学との関係、中韓日三国の「実学」概念の内包と外延の差異などの問題について、様々な異

なる意見と観察があり、更なる研究と検討を俟たなければならない。報告者は「中国実学思想

研究随感」（『理論前線』2000 年第 17 期）という文章のなかで、「実学」という概念の歴史は

長く、時代によって意味が異なり、また同じ時代でも学派よって理解が異なることを述べた。

「実学」には広義・狭義の意味があり、広義の実学は先秦から始まった現実重視・経世致用の

学を指し、狭義の実学は北宋の中ごろに始まり、明末清初に盛んとなり、晩清の洋務運動にい

たるまで、800 年もの長きにわたった実体達用の学を指す。「実学」思想の出現は、中国古代思

想文化発展史における一つの高峰であり、その時代的特徴について言えば、実学は先秦の諸子

学・両漢の経学・魏晋の玄学・隋唐の仏学・宋明の理学及び近代の新学と同じく、中国の伝統

儒学思想が、異なる時代に発展させた異なる表現形態である。その理論形態について言えば、

実学は明清期の思想家が新たな歴史状況の中で遵守した、新たな価値志向と思惟方法である。

明清期において、「実学」という語の内包と使用領域は大いに発展し、たとえば訓詁考拠の実学・

修養践履の実学・自然科技の実学・国計民生の実学などと表現された。 

日本東アジア実学研究会前会長の小川晴久先生は、「実心実学」を一つの重要な発展方法と考

え、「実心実学」の理念を提唱・宣伝し、「実心は天道に順応する生き方」、「実心実学は人道と

天道の中に生きる自立的な人間のイメージで、健康的かつ生命的なものであり、地球生態系を

破壊する一切のものを拒み、互いに助け合い、支え合う生活である」と述べ（小川晴久「実心
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実学の思考に関して」、『第十一回東アジア国際実学検討会論文集』）、社会に新たな生活方法と

思想理念を提供している。 

韓国実学研究会前会長の趙珖先生は、東アジアにおいて、中日韓三国は一つの思想共同体で、

文化学術の交流が非常に豊富であったとする。このような学術交流により、三国は同じような

時期に同じような実学の学術思潮を生み、共通の話題となった。実学の理解に関して、三国の

認識にはまだ違いがあるが、実学発展への渇望は、三国の知識人に対話の共通点を与えている。

東アジア三国には「温故知新」という伝統があり、共同して実学の未来の発展方向を探求する

ことは、重要な現実的意義を持ち、東アジアの社会に積極的な推進作用を発展させる。 

中国実学研究会は、初代会長の葛栄晋教授、名誉会長の張践教授、および現在の中国実学研

究会の学術集団の努力で、当代における新たな実学体系の構築と新たな実学流派の形成に力を

入れ、学術研究・実践応用・集団建設などの面で進歩があった。葛栄晋教授は、21 世紀、中国

民族の偉大な複興と社会変容につれて、中国実学が伝統から現代に進むことは時代の要請であ

り、また時代が我々に与えた歴史使命であると指摘した。現代中国の「新実学」を構築すると

いうのは、主に宋明以来の実学伝統に対する言い方である。「新実学」の新しさは、主に二つの

点にある。第一に、精確に時代精神を把握し、哲学価値の高度によって、時代が提出する様々

な新たな挑戦と問題に回答し、解決すること。第二に、新しい思惟方法と研究方式によって、

「新実学」を建築すること（葛栄晋「中国の『新実学』を構築する」、『中央寧波市委党校学報』

2011 年第 11 期）。張践教授は、新実学の構築を研究するには、まず初めに一つの歴史思想流派

としての中国実学の性質と特徴を深く研究してこそ、未来の発展方向と形式について、説得力

ある設計ができると指摘した。新実学は儒学複興運動の一端とならねばならない。新実学の構

築は古代の実学者の「躬行践履」の実践精神を継承し、また実学理論の建設に力を注ぐ以外に、

儒学の当代社会における応用実践を重視すべきである（張践「新実学建築に関する一つの想定」、

『中央寧波市委党校学報』2012 年第 1 期）。報告者は 2000 年に発表した論文の中で、「新実学

と伝統実学は密接な関係があり、訓詁通経・明道致用という二つの面で、伝統実学は前者に拘

束されたが、新実学は前者を超越し、致用に重点を置いた。すなわち、現実社会ないし全人類

の生存およびその命運にたいする積極的な探索と解決過程に重点を置いたのである（王傑、「中

国実学思想研究随感」『理論前沿』2000 年第 17 期）。 

「実学」という概念は、そもそも動態的・開放的・発展的な範疇であり、新時代の東アジア

実学は、範疇の内包と理論構築などの方面で、すべて新たな発展があるべきである。東アジア

新実学は、まず実学伝統の現代における継続と発展を含む。たとえば「経世実学」・「実心実学」

などの思想精髄の伝承と発揚である。東アジア新実学の体系は、伝統実学の新時代における発

展を含むだけでなく、新たな時代の問題の探索をも含むべきである。近現代の科学技術の暴走

と濫用がもたらした人間自身の疎外と生態環境の破壊は、すでにグロバールな問題となってい

る。東アジア新実学の構築は、内に向かって探索する実心実学の伝統を継承し発展させること

によって、これらの問題に対する解決の道を探ることができる。東アジア新実学は、中日韓三

国の実学の新時代におけるそれぞれの発展を単に重ね合わせるだけでなく、さらに大事なこと

は、中日韓三国の実学が新時代にあって協同して発展・融合することである。それは、東アジ

ア運命共同体という地域全体に立脚した実学の新たな探索と発展である。 

 

二、 守り抜くべき基本原則 

葛栄晋教授は、中国の「新実学」を構築するに際して必ず堅持すべき、三つの基本原則を提

出した。一つ目は、精確に時代精神を把握すること。二つ目は、「文化自覚」の意識を高め、哲
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学の「綜合刷新」の道に向かうこと。三つ目は、多元解釈学の方法に則ることである（葛栄晋

「中国の『新実学』を構築する」、『中央寧波市委党校学報』2011 年第 11 期）。東アジア新実学

の建築は、必ずこの三つの基本原則を基礎として、１）本来の要素を忘れず、２）外来の要素

を吸収し、３）未来に向かう方法を堅持すべきである。 

１）本来の要素を忘れず、いっそう東アジア実学の歴史淵源と発展脈絡を整理しなければな

らない。実学は先秦時代に思想の萌芽があり、孔子にも「その不可を知って為す」という経世

の思いがあり（『論語・憲問』：子路、石門に宿す。晨門曰く、奚れよりす。子路曰く、孔氏よ

りす。曰く、是れ其の不可を知りて、これを為さんとする者か）、学問によって用を致すという

主張があり（『論語・子路』：子曰はく：詩を誦すること三百にして、之を授くるに政を以てす

るも、達せず。四方に使して、專対すること能はずんば、多しと雖も、亦た奚を以てせん）、実

践躬行を重んじる提唱もある（『論語・里仁』：子曰く、君子は言に訥にして、行いに敏ならん

ことを欲す)。「実学」概念の出現はやや遅れ、『漢書・河間献王伝』に「修学好古、実事求是」

とある。「実学」の語の最古の用例は、東漢の王充に淵源する。『旧唐書・陽綰伝』に「所冀数

年之間、人倫一変、既帰実学、当識大猷」というのは、実学精神を体現した早い時期の命題で

ある。東アジア実学の歴史淵源を整理した上で、東アジア実学の思想史・学術史・文化史・発

展史を書き直し、過去をよく振り返って、東アジア実学の優れた文化伝統の精粋を継承・発揚

しなければならない。 

２）外来の要素を吸収して、思想研究と現実関心の両方面において、視野を広げる必要があ

る。実学の範囲は非常に広く、社会生活のそれぞれの領域、たとえば国家政体・行為道徳・政

治法律・科挙教育・辺防吏治・土地田賦・水利漕運などの領域を、ほぼカバーしている。した

がって、東アジア新実学の構築は、思想研究の創発上に各分野の知識思想の精華を汲み取りな

がら、現実関心の方面において、東アジアに立脚し、地球全体を考えなければならない。東ア

ジアの国計民生に関わる問題を深く研究しながら、地球上の人類の運命といった重大な問題を

積極的に探索しなければならない。 

３）未来に向かい、東アジア運命共同体と人類運命共同体の発展の趨勢と建設の需要に、主

体的に適応しなければならない。東アジアは昔から一つの運命共同体であり、地理と文化は東

アジア各国が長期的に密接な関係を保つ二つの紐帯となった。中国は「人類運命共同体」の五

大目標を提出した。持久和平（lasting peace）・普遍安全（universal security）・共同繁栄

（common prosperity）・開放包容（open, inclusive）・清潔美麗（clean and beautiful world）

である。これらの目標を実現するために、国際社会の各成員が、対話協商（dialogue and 

consultation）・共建共享（joint contribution and shared benefits）・合作共嬴（win-win 

cooperation）・交流互鑑（cultural exchanges and mutual learning）・緑色低碳（low-carbon 

life）の方式で、政治・経済・文化・社会・生態に関するグロバールな議題を開く。東アジア新

実学の構築には、社会関心・経世致用という核心的な理念を守り抜き、東アジア運命共同体と

人類運命共同体の発展の趨勢と建設の需要に主体的に適応し、東アジア新実学を未来に向かう

国際的な学術思想体系として建設しなければならない。 

 

三、 重要任務と目標指向 

東アジア新実学の学術体系を構築することは、東アジア新実学学派の建設に理論的な基礎を

築くことである。実学の範疇規定と理論構築の発展とグレードアップを絶えず深化する。実学

は多層的・動態的・開放的な範疇であり、実学の精神は深く東アジアの歴史文化の深層構造に

根を下ろし、異なる時代において異なる形態と意味合いを持つ。東アジア新実学は範疇の内包
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と理論構築などの方面で、すべて新たな発展をなすべきで、東アジア新実学の言語体系・学術

体系・学科体系の構築を絶えず推し進める。伝統実学の新時代における発展を含むだけでなく、

新たな時代の問題の探索をも含むべきである。実学思想史・学術史の書き直しだけでなく、諸

学科が現実の問題に応用解決する中で得られた新たな成果を含むべきである。既存の理論的観

点・代表的人物・典型的事例を系統的に整理し、基礎理論を実際に応用する中で出てくる新た

な問題・新たな探索・新たな成果を理論的に総括し、大学科の観念を樹立し、学科の融合と分

化が並存する趨勢に主体的に適応し、学際的な研究と交流を発展させ、学科の視野を開き、研

究方法を革新し、学術の範囲を拡げ、各学科と領域の研究活動に存在する断片化・分散化・閉

鎖化・重複化の弊害を克服し、学際的な融合と新学科の発展を促し、世界性・時代性・融合性・

応用性・創発性をそなえた東アジア新実学の体系を探索する。 

東アジア新実学の応用に対する探索を推し進め、新実学学派の建設の理論的な基礎を築く。

東アジアの新時代の発展に立脚して、実学の経世致用の精髄を継承し、各地域・業界・領域に

おける、実学思想・実学理念・実学精神の実践応用を推し進め、現代の社会・経済・文化の建

設に、より良いサービスを提供する。理論研究と応用探索を結合して、実学の基礎理論研究を

深化し続けるだけでなく、理論を実際と連携し、「接地気」（一般民衆の現実から離れない）の

問題を解決し、実践の需要に合わせて、研究成果を転化する方法を把握し、応用的な成果を多

く生み出すことをめざす。学術資源のアドバンテージを頼りとして、意志決定コンサルティン

グ（decision making consulting）と深度応用の実践発展のアドバンテージを取り、理論創新・

政策提言・発展決策（development of decision making）・文創研発（文化創造的研究開発）・

教育通信・社会サービス・対外交流などの領域に、多層的・全方位的な探索を推し進める。実

学・実政・実業を融合した「三位一体」の協力体制を構築し、三者を有機的に結びつけ、それ

ぞれのアドバンテージを発揮し、互いに助け合い、補い合って、協同して発展する。 

東アジアの新実学の集団建設に力を入れ、東アジアの新たな実学流派を建立する力の基礎を

築く。中韓日の三国すべてに実学研究の学術団体があり、これは東アジアの新実学を建設する

基幹的な力となる。実学会を領導する組織・秘書処の機能・会員理事の構成を絶えず改善し、

制度建設と作業メカニズムを最適化し、戦略建設・文化建設・ブランド建設・組織建設に力を

入れ、会員の構成と研究開発能力を推し進め、東アジア新実学の建立・発展の要求に応える。

二年に一度の東アジア国際学術会議の基礎の上に、モバイルインターネットの技術を応用し、

東アジア実学研究機構の日常的な連絡と協力システムの建立を探り、たとえば、中日韓三国の

学術連絡処（あるいは秘書処）を設立することで、密接な学術連絡と連携を保ち、共同して東

アジア新実学構築の制度化と日常化を推し進める。 

東アジアの新たな実学体系を構築し、東アジアの新たな実学流派を作り上げ、新時代の東ア

ジアが直面するさまざまな危機と挑戦に積極的に応答し、東アジア運命共同体ないし人類運命

共同体の繁栄発展のために、実学的方案を提供し、実学的力量を貢献する。
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いのちといのちの響き合いとしての「実心実学」：そのための三つの提案 

 

片岡龍（東北大学） 

 

 

日中韓の実学研究会（学会）の共同作業によって三国同時刊行された実学思想家 99 名（日

中韓各 33 名）を紹介する書（日本語版は『日中韓思想家ハンドブック 実心実学を築いた 99

人』勉誠出版、2015）の中に、東北地方出身の思想家が 4 名います。年代順に、安藤昌益（1703

～62）、乳井貢（1712～92）、高野長英（1804～50）、新井奥邃（1846～1923）の 4 人です1。 

このうち最も有名なのは、「蛮社の獄」（1839）で捕らえられながら脱獄、硝酸で顔を焼いて

人相を変え逃亡生活を続けたものの、ついに自殺に至った高野長英だと思います。高野長英に

関しては、12 月 23 日（月）のエクスカーションで記念館を訪問予定です。また乳井貢につい

ては、本フォーラムにもご参加の小島康敬教授の研究があり、また午後の若手論壇では楊世帆

さんによる報告もあります。したがって、ここでは安藤昌益と新井奥邃の二人に絞って話しま

す。 

安藤昌益は比較的有名かもしれません。しかし、昌益が一般に知られるようになったのは、

今から 70 年前に出版された、カナダの外交官で歴史家のハーバート・ノーマン（1909－57）

の『忘れられた思想家 ―安藤昌益のこと―』（岩波新書全 2 巻、1950）によってです。この書

の題目がよく示しているように、安藤昌益は彼が生きていた徳川時代から、すでに「忘れられ

た」存在でした。徳川期のどの思想家の著作中にも昌益の名は見えません。このような同時代

の思想界に全く影響力をもたなかった思想家を、思想史として研究する意義はないと極論する

人もいます。 

さらに新井奥邃となると、仙台出身にも関わらず仙台市民にさえ、また日本思想の専門家に

すら、ほとんど知られていない超無名の思想家です。しかし、ノーマンと同じく宣教師の家庭

に育ち、小学校を岩手県盛岡で過ごされ、現在は福岡女学院大学で教えられているダニエル・

コールさんの尽力で、10 巻に及ぶ『新井奥邃著作集』（春風社、2002～06）が近年に刊行され

ました。数は少ないものの熱烈な愛好家が、狭いアカデミズムの枠を越えた在野に存在してい

ます。これは、昌益の場合も同様です。 

彼らが「忘れられ」ているということは、何を意味しているのでしょうか？ 

わたしは、「実心実学」の萌芽は、日本では安藤昌益や乳井貢の時代、すなわち 18 世紀頃に

あったと考えていますが、また地理的には、文明（東アジア・日本）の「周縁」に萌芽しやす

かったと見ています2。そして、この「実心実学」は、つねに「実用実学」との対抗関係におい

て存在してきた、もっと言えば、「実用実学」によって存在を否定されてきたと考えます。高野

長英の数奇な運命は、そのことを象徴しているかのようです。 

なお、この場合の「実用実学」とは、現在の科学技術自体と同義ではなく（長英は医学者・

                                                   
1 安藤昌益は現在の秋田県大館市、乳井貢は青森県弘前市、高野長英は岩手県水沢市、新井奥

邃は宮城県仙台市出身。このほか東京都中央区築地（仙台藩江戸上屋敷の近く）出身で、後に

仙台に移住した只野真葛（1763～1825）を含めると、5 人。 
2 たとえば、昌益とほぼ同時代の沖縄には、蔡温という実学思想家がいる。蔡温については、

拙稿「前近代東アジアにおける「心学」と「実学」の関係―琉球の蔡温（1681－1761）を中心

に―」『第十四届東亜実学国際高峰論壇論文集（一）』（中国実学研究会、2017）参照。 
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蘭学者であり、ある意味で現在の科学者・技術者）、「中心」（権力、金力、武力）の用に役立つ

知力・学力、いわゆる「御用学問」の総称です。また、この「中心」を、今回のフォーラムの

総合主題と関連させて、「近代」と言ってもよいと思います。 

ただ注意しなければならないのは、このような「実用実学」／「実心実学」、「中心」／「周

縁」、「近代」／「反（・前・後・脱･･･）近代」といった二項対立的な捉え方は、仮に後者の立

場に立つにせよ、やはり「近代」（前者）の枠組みに捕らわれている点です。 

「近代」をどう定義するか、様々な見方があるでしょうが、「中世」からの断絶・否定の上に

成立した「近代」は、自己と他者を断絶し、かつ自己の「中心」化・他者の「周縁」化に余念

がないところに本領があると、わたしは考えます。一言でいえば、差別意識です。 

この差別意識は、二項対立の前者の側だけにあるわけではありません。人生の中で勝利を求

める多くの人の心の中に潜んでいるものです。したがって、後者も容易に「中心」化します。

ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥング（Johan Galtung、1930－）は、中心（C=center）

／周縁（P=periphery）それぞれの中に、さらに利害の対立する中心（c）／周縁（p）があり、

中心部どうし（Cc と Pc）の利害は一致するが、周縁部どうし（Cp と Pp）の利害は一致しな

いため、この構造からの脱却は容易でないと考えました3。 

そこから脱却する第一歩は、自分自身と身の回りにある差別意識の徹底的な自覚にあると考

えます。ヘイトスピーチや優生思想などのわかりやすい差別意識はもたなくても、大学ランキ

ングや学術誌のインパクトファクターを気にするのは、やはり同根の差別意識によるのではな

いでしょうか？学問にたずさわる者なら誰しも、自分の学問を「御用学問」などとは考えませ

ん。しかし、テニュアを得るために論文を書くことは、自分という「中心」の用に役立てると

いう点で、ある種の「御用学問」と言えば、言い過ぎでしょうか？ 

安藤昌益や新井奥邃が「忘れられた」のは、たんに「中心」の抑圧のためだけでなく、むし

ろ彼ら自身が、自分と周囲に存在する差別意識を徹底的に自覚したためと考えます。他者の差

別意識を批判するのは容易です。昌益も天／地、男／女といった上下二分的差別意識を「二別」

と呼び、その由来を文字発明の時点にまで遡って、根源的に批判しました。しかし、その批判

も同様に差別意識の根である文字によってなされる以上、結局は「二別」のイデオロギーの再

生産にしかならない。そのことを昌益は自覚し、みずからの著作活動を、後世に託すためのや

むを得ない手段とみなしました。 

 

3 万年来、文字の迷妄を明らかに表した者はなく、天下広しといえどもこれを知った者は

なかった。［･･･］そこで「転真」の精妙な道が廃れてしまった。わたしは、それを悲しみ、

「転真」の精妙な道は、天・地・人がともに一和するということを明らかにすることが出

来たので、これを後世に伝えようと著述したのである。4 

 

古人が作った文字は、道を誤っているので、その誤りを糺すには、まさにその誤りの字を

借りて、道を表す。文字をたっとぶのではない。誤りの文字によって誤りを廃棄して、「活

                                                   
3 高柳先男『戦争を知るための平和学入門』筑摩書房、2000、109-113 頁。 

4 「三万年来是レヲ明カシ見
あら

ハス者無シ。転下広シト雖モ是レヲ知ル者無シ。［･･･］故ニ転真

ノ妙道廃
すた

ル。予、之レヲ悲シミ、転真ノ妙道ハ倶ニ一和スルヲ明カシ得テ、是レヲ後世ノ為
ため

ニ

修ス」（『安藤昌益全集 第十四巻』農山漁村文化協会、1985、84 頁）。 
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真」の精妙な道、「互性」があまねく備わった道を表すのである。5 

 

 「転真」の「転」とは、昌益が「天地」という文字の「二別」性を批判して、「転定」と改め

たことによります。「転」は循環する大気、「定」は還流する大海と安定した地殻。つまり、「転

定」は大気圏・水圏・岩石圏からなる地球です。そして、この「転定」の間を一種の生命エネ

ルギー（「活真」、「転真」）が循環しているので、すべての存在は「二別」ではなく、「互性」の

関係にある。この「性」を昌益は「たましい、いのち」6と読ませていることから、「互性」と

は「魂と魂の絡み合い」、「命と命のつながり」などと言ってよいと思います。 

 そこで、本報告における第一の提案は、「実心実学」の「実心」を、「魂」・「命」の意と見よ

う、というものです。東アジアの思想伝統においては、「心」という概念は、画一性を前提とし

ます。たとえば、朱子学では「心」を「性」・「情」に分けますが、「情」は「性」の同一性を妨

げやすいものと位置づけられています。「実心」の「実」は、むしろ「心」の「情」的側面を強

調する点があるので、一人一人、一物一物の個性・かけがえのなさという意味合いの強い「魂」・

「命」と言い換えられると思います。 

 新井奥邃も、次のように述べています。 

 

  自と他は一つではない。それこそが一である理由である。自己を知れば他者を知り、他者

を知れば自己を知る。［･･･］永遠の生命は二でありつつ一である複数の性である。［･･･］

手足を断てば、身体は立たない。心と腹が分裂すれば生命は亡ぶ。わたしの力は、人と共

に生きる力である。人の力は、わたしと共に生きる力である。二でありながら一、一であ

りながら二である。（互いを）受け入れて真実に抱き合うところに核心がある。7 

 

これは、まさに昌益の「互性」と同じ発想です。そして、次のようにも述べます。 

 

  そもそも徳業は謙に因る。ゆえに、道を行おうとすれば常に下降せよ。下降し下降して、

ますます下りさらに降る。これがなかなかできないところだ。思うにこれは本当に真実の

道なのだが、つねに偽りの道を打ち破って進まなければならないからである。これはつね

に誘惑に伴われる。誘惑がわたしの上に立ってわたしの嗜好に働きかけ、わたしに謙道を

嫌わせる。謙道はつねに社会から卑しめられる。それによって誘惑者はわたしを社会の中

で高上させようとする。しかし、生命が発育し繁り栄える種は必ず謙なる地に播かねばな

らない。地下に入って芽を出すまでは、忍耐が必要だ。その忍耐の間においてつねに神の

                                                   

5 「古人ノ作ル文字ハ道ヲ失
あやま

ル故ニ、其ノ失リヲ糺
ただ

スニ乃イ失リノ字ヲ仮リテ道ヲ見
あらは

ス。字

ヲ貴ブニ非ズ、失リノ字ヲ以テ失リヲ棄テテ、活真妙・互性具尽ノ道ヲ見ス」（『安藤昌益全集 第

一巻』農山漁村文化協会、1982、179 頁）。 

6 「心ヲ生
イカ

ス、生
イカ

ス心、故ニタマシヒ・イノチ」（『安藤昌益全集 第 2 巻』農山漁村文化協会、

1984、304 頁）。 
7 「自他は一に非ず。是れ其一たる所以也。己を知れば他を知り、他を知れば己を知る。［･･･］

永遠の生命は二而一にして複性也。［･･･］手足を断たば身体立たず。心腹分裂すれば生命亡ぶ。

我の力は、人と共に生くるの力也。人の力は、我と共に生くる力也。二而一にして一而二也。

受けて真に相抱くに在り」（『新井奥邃著作集 第七巻』春風社、2002、42-43 頁）。 
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同情を受けるのである。8 

 

差別意識の根源は、社会的な上昇志向にある。自己と他者を断絶、あるいは同化しないため

には、謙道を無意味と迷わせるような誘惑を打ち破って、ひたすら下降しなければならない。

言い換えれば、この世から「忘れられ」なければならないと言っているのです。その言葉どお

り、新井奥邃は著作を公にせず、さらには一枚の写真も残さず、墓すらも作らせませんでした。 

社会に対する昌益や奥邃のこのような下降的姿勢を、「近代の暴走」に直面しているわたした

ちは、いったいどのように受けとめるべきでしょうか？ 

上述したように、「近代」を自己と他者を断絶した上で、自己の「中心」化・他者の「周縁」

化を図ることと見るなら、「近代の暴走」とは、その「中心」化・「周縁」化の行きつく先、す

べてが「中心」化され、あるいはすべてが「周縁」化されるようになったとも言えます。自分

の意図とは別に、突然自分がハラスメントの加害者とされたり、被害者になったりするような、

一種の不条理的世界です。 

 突然、自分が加害者となり被害者となるような状況とは、実は戦時下と同じ状況です。現代

を「大中世」とも言うべき激動と混迷の乱世の時代と考える人もいますが9、わたしはもっと踏

み込んで、国と国や民族と民族等の次元だけではない、個々の生命次元の「大戦国時代」がす

でに始まって久しいと考えます。 

 昌益は、次のように述べています。 

  

戦争が起こり、軍隊がかり出されて、多くの人が殺し殺され、だれもが安心して暮らせず、

憂い悲しみによって汚された人間の気が、自然の「活真」の気を汚し、そのため不正な気

のめぐりとなって、凶年となって五穀は実らず、餓死者と伝染による死者が数え切れない

ほどになった。[･･･]その根本的な原因は、聖人と釈迦が、自分勝手な法を立て、「不耕貪

食」し、自分がまず他人のものを騙し取ろうとする心に迷わされることで、それが後に世

の人を迷わせ、暴力欲を引き起こすところにある。10 

 

ここに言う「戦争」は、直接的には昌益より 100 年以上前の戦国時代のことを指しています

が、その「不正の気」による被害を、昌益は「泰平の世」である現在のものと見、さらにその

                                                   
8 「夫れ徳業は謙に因る。故に道を行はんと欲せば常に下降せよ。下降々々、益々下りて又降

る。是れ能くし難き所。蓋し是れ誠に真道にして、常に偽道を打破して進まざるべからざれば

なり。是れ常に誘惑の伴ふ所となる。誘惑我が上に立ちて我が嗜好に投じ、我をして謙道を悪

ましむ。謙道は常に此の世に賤まる。誘者是を以て我をして世に高からしめんと試む。然れど

も生発繁栄の種子は必ず謙地に播かざるべからず。地下に入りて化するまでは、忍耐を要する

なり。其忍耐の間に於て常に神の同情を受く」（『新井奥邃著作集 第三巻』春風社、2000、438

頁）。 
9 鎌田東二『世直しの思想』（春秋社、2016）。 

10 「大乱・大軍シテ人多ク殺シ殺サレ、万人手足ヲ安
お

ク所無ク、患ヒ悲シム其ノ邪汚ノ人気
じ ん き

、

転定・活真ノ気ヲ汚シ、故ニ不正ノ気行ト成リテ、必ズ凶年シテ実ラズ、多ク餓死シ、疫癘シ

テ病死ス。[･･･]是レ其ノ本
もと

、聖・釈、私法ヲ立テ、不耕貪食シ、己レ先ヅ盗欲心ニ迷フテ、而

シテ後ニ世人
せ じ ん

ヲ迷ハシ、欲賊心ト為
な

サシメテ致
いた

ス所ナリ。」（『安藤昌益全集 第一巻』農山漁村文

化協会、1982、119-120 頁）。 
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根本的な原因を孔子や釈迦の時代にまで遡らせています。これは、昌益が戦争と平和を、人間

だけでなく、個々の生命次元で捉えるからです。 

 

伏羲が人間世界の平和（「人和」）だけを考えたことから始まり、孟子がそれを継承した時

から、その後 1,000 万年のはるか未来まで、争乱が途絶えることがないのは、人間世界の

平和によって、天と地の本当の平和を盗んだからである。11 

 

 新井奥邃もまた「天地（自然）の気象」の次元から、現在を久しい戦争状態の極みにあると

捉えていました。 

 

  ああ、今やこの世界には殺伐・強奪・種々の暴乱が極まり、人の良貴な性質が失われて久

しい。このような時に際して、自然の気象も聖なる清らかさを保つことはできない。もし

も人が改新しなければ、今後自然はいっそう荒ぶり、深刻な災害に襲われよう。人間がそ

の欲望を自分や周囲の中で充たしたとしても、自然の勢いによって国や世界が亡んでしま

うなら、なんの意味があろうか。世界・国家の民たる者は、安泰を得るために、共に淡然

たる寡欲に進み、この過ちを補わなければならない。これは隠退的・消極的な悲観ではな

く、積極的な篤信である。今や文明と称しながら、国は国を攻撃し、家は家を破壊し、人々

が互いに損傷しあうことがあまりに多い。太古に道を誤って人間が野蛮化して以来、無秩

序な殺戮が次々に起こり、ここまで至った。開化はまだ人心に及ばず、（世界の）永続は保

証しがたい。（真の文明に）似て非なる物質的進歩は近来迅速だが、非文明の人心が現象界

に充満している。それでも世人はそれを安泰と見るのか、いささかなりとも反省しなけれ

ばならないのではないか。12 

 

 このような戦争状態を終わらせるには、人々が「共に淡然たる寡欲に進む」以外ないと言っ

ていますが、奥邃はそれを「隠退的・消極的な悲観」ではなく、「積極的な篤信」と称していま

す。先に見た「謙の道」についても、「謙は善く戦ふ。夫れ謙は驕奢自肆と正に相反すと同時に、

決して隠棲柔弱なる者に非ず。謙は善く戦ふ、是れ神戦也」13と言っています。 

 昌益や奥邃の下降は、けっして社会に対する消極的悲観ではなく、個々の生命次元の戦争を

「天と地の本当の平和」へと転換しようとする積極的希望だったと、わたしは考えます。そし

                                                   
11 「伏羲ノ人和ヨリ始マリテ、孟子ガ時、猶後後千万年ニ至ルマデ、乱シテ絶ユルコト無キハ、

人和ヲ以テ天ノ時、地ノ利ノ本和ヲ盗ム故ナリ」（『安藤昌益全集 第四巻』農山漁村文化協会、

1983、127 頁）。 
12 「ああ今や此の世殺伐強奪多方暴乱極まる、人の良貴其性を失へるや久し、此の時に当り天

地の気象何ぞ独り其聖清を保せんや、人若し改新せずんば今後天気益々激し、災に罹る更に深

からん、人或は其慾を自家私党の内に充たすと雖も、若し天勢の下に国天下の亡ぶるに至らば、

則ち何の益あらん、豈天下国家の民たる者相共に淡然寡慾に進んで其過を補ふの安泰を得るに

如かんや、是れ隠退消極の悲観ならず、積極的なる篤信なり、今や文明と称すれど、国は国を

伐ち家は家を毀ち、人々相戕賊するの多に非ずや、太古道を誤りて人間蛮化せしより以来、乱

倫殺伐相継ぎて茲に至る、開化未だ人心に及ばず、豈永久を保せんや、似て非なる物質進歩の

近来迅速なるも、非文明なる人心の又従つて形蹟の外に充溢す、世人猶以て安しとするか、聊

か自ら省みよ」（『新井奥邃著作集 第五巻』春風社、2001、441-442 頁）。 
13 『新井奥邃著作集 第二巻』春風社、2000、386 頁。 
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て、あらゆるものが「中心」化したり、「周縁」化したりする「近代の暴走」に直面している今

こそ、彼らの方法の真価が発揮されるべきと考えます。 

 そこで、最後に駆け足になりますが、本報告における第二の提案は、「実心」（＝命、魂）を

単数形ではなく複数形で捉えよう、というものです。昌益や奥邃の下降は、社会から離脱して

「独り善くす」る（『孟子』）ためのものではなく、個々の生命どうしの連帯（「互性」、「複性（二

而一、一而二）」）を望むものでした。それを本報告では、「いのちといのちの響き合い」と呼び

たいと思います。 

 しかし、生命どうしの連帯、いのちといのちの響き合い等と言っても、実際には個々の生命

どうしの関係は、それぞれ少しでもみずからの生命を長引かせたいとの思いにより、食うか食

われるかの相剋関係になることがほとんどです。わたしたちの差別意識の由来するところであ

り、「大戦国時代」の久しいゆえんです。 

 そのためには、いのちといのちを響き合わせる技術（Art）を学問化し、多くの人が共有でき

るものにしなければなりません。しかし、一つ一つのいのちはかけがえのない個性をもってい

るため、その響き合わせの方法も多種多様なはずです。それを学問化することは、たいへん難

しいことです。しかし、決して不可能ではないと思います。 

 最近、わたしは「マカーム」というアラブの音階に関する話を聞きました14。常味裕司さん

というウード演奏家によると、人生の複雑多様な感情を繊細に表現できる「マカーム」は、そ

れを実際に合わせて完璧に理論化しようとすると、精巧すぎて非現実的なものとなり、逆に理

論化を優先すれば、実際の多様性が画一化されやすくなると言います。しかし、その絶妙なバ

ランスを、イスラーム音楽哲学は追求したようです。これを「実心実学」に関わらせれば、人

間の「心」の複雑多様な「実」際（「実心」）を、その多様な豊かさを損わずに学問化すること

が、「実学」と言えます。 

本報告における第三の提案は、今後の「実心実学」研究は、日・中・韓の交流をいっそう深

め、さらには視野を中東やアフリカなどまで含む地球全体に拡げて、いのちといのちの響き合

いの多様性を損なわない「実学」化を共通目標としよう、いうものです。なぜなら、日・中・

韓（東アジア）もそれぞれ一つのいのちに過ぎず、視野をそこに限定することも一種の「中心」

化（→戦争）に外ならないからです。地球、ひいては宇宙全体のすべてのいのちを「周縁」と

捉え、その響き合い（networking）による宇宙の多様な創発（→平和）を柔軟に学問化（・世

代継承）すること、これを「実心実学」と呼びたいと思います。 

 

 

 

                                                   
14 信州イスラーム世界勉強会2019年度12月定例会「東西音の十字路 常味裕司ウード演奏会」、

松本市中央公民館 M ウィング、2019.12.7。以下の動画も参照。「常味裕司アラブ音楽講座～ア

ラブのミはどうして低い？～第二回」https://www.youtube.com/watch?v=Kf5ksSAaL-Y 
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儒学の実用性と実用理性の展開 

 

涂 可国 

訳者:王一兵・楊世帆（東北大学大学院） 

 

  摘要 儒学が提示する実用的傾向について、思考対象としては「不離日用」を重視し、

理論上においては「学以致用」を追求し、治学の目的としては「経世致用」を強調するこ

とが挙げられる。「学以致用」「明体達用」「経世致用」「実事求是」といった表現は、儒学

がまさに実用の学の一種であることを明示している。宋明以降の実学の形態と思潮は、先

秦から漢唐時代にかけての、こうした儒学の実用的特徴に由来する。儒学の実用性の薫陶

を長く受けてきた中国人には、真実を求め、実に務めるという性格が形成されたのである。

新たな世俗化の時代に入った現在、儒学から実用的な態度・方法・経路に関する合理的要

素を摂取することは、現代中国人の実用理性の構築に対して重大な価値がある。 

  キーワード 儒学 実用性 実学 人間 

 

 儒学の実用性といわれると、多くの人は必ずしも首肯しないだろう。彼らにとっては、

儒学と実用とは無関係である。これは、一つには、儒学は「迂遠にして事情に濶（うと）

く」、1それによって作られた聖人君子の人物像、仁義礼信の徳性倫理があまりにも理想的で

現実に合致せず、よって孔・孟が列国に遊説した結果、失敗に終わったことによる。二つ

には、多くの儒者が心性・理気・有無・一多・道器などの玄学的な問題ばかり論じ、日常

生活に遠ざかり、庶民には理解しにくく、実用性とは言い難いことによる。三つには、儒

者が倫理本位であり、倫理的価値を唯一の基準として、多様多変な社会生活や思想観念か

ら離脱して、真の指導的役目を実現できないことによる。もちろん、これら儒学の実用性

を否定する言論も完全に間違っているわけではない。儒学には確かに理想化的な側面が大

きく、さらに宋明以降はむしろ空論に陥ったといえる。しかし一方で儒学は強い実用的特

徴と要素を持っていて、「学以致用」「明体達用」「経世致用」「実事求是」などがその現れ

である。宋明以降の実学の形態と思潮は、先秦から漢唐時代にかけての、こうした儒学の

実用的特徴に由来している。このように、儒学の実用性の薫陶を受けてきた中国人には、

真実を求め、実を務むという性格が形成されたのである。新たな世俗化された時代に入っ

た現在、儒学から実用的態度・方法・経路に関する合理的要素を摂取することは、現代中

国人の実用的理性の構築に対して重大な価値がある。 

                                                   
著者：涂可国（1961-）山東省社会科学院国際儒学研究与交流中心主任、研究員、主な研究分野：儒学、中

国哲学和文化学。 
1
 司馬遷『史記·孟子荀卿列伝』、「孟軻、驺人也、受業子思之門人。道既通、游事斉宣王、宣王不能用；

适梁、梁惠王不果所言、則見以為迂遠而濶于事情」。『論六家要旨』、「儒者以六芸為法、六芸経伝以千万数、

累世不能通其学、当年不能究其礼、故曰博而寡要、労而少功」。 
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一、儒学の実用性の基本的意味 

 

儒学の実用性とは、すなわち社会的実践や日常生活における儒学の実用的価値であり、

その指導的・調整的役割によって実現された実効・実功・実利を指す。儒学の「経世致用」

の性格は、伝統中国社会と現代社会に生じた効用問題を現し、同時に儒学社会学・儒学歴

史学の研究課題となる。ここで筆者は理論上において、儒学が実効を生み出す原因・条件・

可能性・特徴を追究する。むろん、儒学の実用性をアメリカの実用主義と同一視するつも

りは、筆者にはない。両者は行動を重視し、生活・実践・実験・実証・実効などの点では

一致するが、儒学は必ずしも功利主義・道具主義・経験主義（たとえば儒学は体知・頓悟・

自省など重視する）・相対主義などをもっぱら主唱するわけではない。儒学の実用性は、よ

り豊富で、さらに独特の社会歴史的な意味をもつ。それは、少なくとも以下の三つの方面

から窺える。 

（一）思考対象として「不離日用」を重視 

儒学の学科的位置づけについて、一般に人間学とされ、あるいは為政学ともされるが、

より多くの場合、儒学は倫理主義に基づく人生哲学と断言される。筆者の考えでは、儒学

の核心層は「倫理の学」、第二層は「為人の道」「為政の道」である。いずれも人生の実践

と現実の政治実践と密接に関連し、「人倫日用を離れず」、したがって明らかに人が用いる

ことができるものである。孔子には性と天道に関する言及が少なく、怪力乱神を語らず、

礼楽によって教化し、仁者として人を愛し、学んで聖賢となることに、思想の重点が置か

れた。儒学はかならずしも本体論・弁証法などの形而上的問題を無視するわけではないが、

儒者の実体論は、基本的に人道をめぐって展開され、また天道を人道に推し及ぼす。だか

らこそ我々は、荀子・王充の天論や、張載・程朱・羅欽順・王廷相らの気体学も、「明体達

用」の実体実学の一種と認める。 

西洋の宗教哲学と異なり、儒学は経験を超越した世界の探求には関心が薄く、鬼神の存

在を語らず、「天道は遠く、人道は邇（ちか）し」2、「鬼神を敬して之を遠ざくは、知と謂

うべし」と見做した。その代わりに現実社会の民生問題に注目し、治国平天下、および現

世において、如何に「立徳・立功・立言」の「三不朽」を実現させるかに尽力したのであ

る。儒者の立場からいえば、彼らの考えるすべてが実事であって、空無ではない。程朱理

学の「理」とは「実理」であり、理―分殊から言えば、「理」は宇宙万物の「根実の処」、

または宇宙万物を生み出す「実有の理」である。「宇宙の実体から心理の実体に説き及ぶと、

一部の学者は道徳実践の学を『実学』と称した。宋儒は『心を以て空と為す』という仏教・

道教と共通の論争において、『吾が儒は性を以て実と為す』と考え、人の心性には、本体に

関して言えば、仁・義・礼・智の実が、作用に関して言えば、惻隠・羞悪・恭敬・是非の

                                                   
2
 『左伝・昭公十八年』。子産曰く「天道遠、人道迩、非所及也。何以知之?」 
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実があるとした」。3 

 （二）理論上において儒家は「学んで以て用を致す」を追求する 

儒者にとって、すべての人の学習と言語は必ずそれを実際の行動に応用し、言行を一致

させ、「学んで以て用を致す」に到達しなければならない。 

まずは「学んで以て用を致す」。孔子は「詩三百を誦するも、之を授くるに政を以てする

も、達せず、四方に使して、専対すること能わざれば、多しと雖も、亦た奚を以てか為さ

ん」4と言った。 

次に「己を修めて以て人を安んず」。正徳は、利用厚生のためである。これは一つには、

儒家が「内聖」は「外王」のため、個人的修身の目的は「独り其の身を善くす」るだけで

なく「兼ねて天下を済う」ためでもあると考えたからである。つまり、「己を修めて以て人

を安んじ、己を修めて以て百姓を安んじ」、徳によって政治を行う。もう一つの問題は、個

人的修身において強調されるのが、仏教の「空悟」ではなく、「実修」「実功」であった点

である。たとえば、陸九淵は「人性・事勢・物理の上に在りて、些かの工夫を做す」と主

張し、王陽明は「実地に功を用う」「切実に力を用う」と唱えた。 

最後に「知行合一、体用無間」。孔子は「知りて行わず」「言、其の行いに過ぐ」ことに

反対し、「君子は言に訥にして、行に敏ならんことを欲す」5ことを求めた。「君子はその言

の、其の行いに過ぐることを耻ず」6、「古は、言の出ださざるは、躬の逮（およ）ばざるを

耻ずればなり」7と断言し、「之を知る者は之を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者

に如かず」8と、実践の過程で楽しみを得ることを主張した。程朱の理学は「知は先にして

行は後」、陸王の心学は「知は先ならず、行は後ならず」と見做した。後世の思想家（たと

えば王夫之）には「知は後、行は先」と主張するものもいた。しかし、知行の先後に関し

ていかに意見が違っても、宋明理学者はみな「知行を合す」ることを同様に志向したので

ある。 

（三）治学の目的として経世致用を強調する 

「学以致用」「不離日用」から出発し、歴代の儒者は「為学致用」「通体達用」を唱えた。

つまり、思想理論は現実に立ち返って実践に務め、それによって「経世致用」し、国を安

定させ、民を代弁する機能を発揮すべきと考えた。孔子・孟子は「明らかに為すべからざ

るを知りて之を為し」、列国を周遊し、統治者に徳政仁治の説を説き、自らの理論を持って

社会的現実を改善する意思を示した。同時に、儒者は学問の重点を個人的心身の修養とい

う人生の目的に置き、弟子を教授し、また学校教育を通じて、「学問にしたがって徳性を尊

び」、「自己を完成させることで他人を教化する」という学術理想に到達した。これについ

                                                   
3
 葛荣晋：《关于中国实学历史地位的理论思考》，载张树骅、宋焕新主编：《儒学与实学及其现代价值》，齐

鲁书社 2007 年版，4 頁。 
4
 『論語・子路』。 

5
 『論語・里仁』。 

6
 『論語・憲問』。 

7
 『論語・里仁』。 

8
 『論語・雍也』。 
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て、孟子・荀子に深い考えが見られる。孟子は「君子の深く之に造（いた）るに道を以て

するは、其の自ら之を得んことを欲すればなり。自ら之を得れば、則ち之に居ること安し。

之に居ること安ければ、則ち之を資ること深し。之を資ること深ければ、則ち之を左右に

取りて其の原（みなもと）に逢う。故に君子は其の自ら之を得んことを欲するなり」9と述

べ、荀子は「君子の学や、以て其の身を美しくす」10と論じた。朱熹もかつて「講学を務む

る者の、践履に欠けること多し」という病弊を批評し、張栻も「聖門の実学は、践履を貴

ぶ」と見做した。本来、経学であれ、詞章の学であれ、また歴史学であれ、義理の学であ

れ、たいてい今で言う基礎人文科学であるが、明清の際の思想家は歴史実学・経学実学・

考拠実学を紛々として標榜した。その原因は、一つには戴震のいう「経を注するには必ず

実拠に籍（よ）」って、義理を空談しないことにあり、二つには乾嘉の考証学者の多くが弊

政を批判し、時務に関心をもち、考証の形式を通じて治世の策を求めたことにあり、三つ

には史学・経学の助けを借りて、経書・史書の中に含まれた「微言大義」をいっそうよく

理解・把握・発掘し、それを正確に利用することで、人生の実践や治国の実現を指導しよ

うとしたことにある。 

現代の新儒学が人々から辱しめられるのは、過度に学理を重んじ、西洋の学問パラダイ

ムによって儒学の理論体系を再構築することを追求し、そのように発展させてきたスコラ

哲学的な儒学が、往々にして大衆の生活から離脱し、儒学の実用性を解消してしまうから

である。そのため、新たに実用的儒学を成立させ、儒学の中で価値のある内容を現代社会

に利用しようと提言する人もいる11。 

 

二、実学はいわば儒学の次生文化の様態である 

 

早く漢代に「実学」という概念は王充『論衡』のなかで創出され、宋明の儒者によって

広汎に使われた。しかし初めて実学を一つの独立した理論形態として認識し研究したのは、

1940年代の嵇文甫である。そして中国で「実学」が系統的に研究されはじめるのは 1980年

代である。実学研究の方法がどのようなものであれ、儒学との関係は、つねに人々の関心

の焦点であり、大きな難問である。筆者の初歩的考察によれば、実学は儒林に帰し、儒学

という大樹から移植して出来上がった次生学術の文化形態と見ることができる。ある面で

は、儒学は実学に一定の資源と動力を提供し、実学を生み出し発展させる元素となった。

別の面では、実学はある程度儒学を発展させながら、その瓦解と衰退をも促したのである。 

どのようにして、概念の本質的規定の点から儒学と実学の複雑な関係を読み解くべきか、

先学は非常に苦心した。葛栄晋の『中国実学思想史』（三巻）、『中国実学文化導論』、趙吉

恵の『中国儒学史』、 馮天瑜らの『晩清経世実学』、張凱之の『儒学・理学・実学・新学』、

苗潤田主編の『儒学と実学』など一連の研究において深い分析がなされている。儒学と実

                                                   
9
 『孟子・离娄下』。 

10
 『荀子・勧学』 

11
 刘宗贤、蔡德贵主编：《当代东方儒学》，人民出版社 2003年版。 
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学との関係について、内外の研究者が様々な捉え方を提示している。概念上のみで実学と

儒学を区分する者もある。程朱の理学と陸王の心学の外に、張載・王廷相・王夫之・戴震

らを代表とする実学派が存在するという考えもある。すなわち、宋・元・明・清の実学は

理学・心学・実学三者が鼎立したものであり、そのうち明清の実学を相対的に独立した哲

学分野として儒学の発展段階の頂点と見、「実学」とは実質的には宋儒から始まり、先秦の

孔孟儒学と区別した語とする12。別の見方では、実学は明末清初の特定の歴史的時期に現れ、

「経世致用」を核心とし、社会改革を手段とし、さらに程朱陸王の末流に対する批判を学

風として、封建社会末期の政治的危機を調和することを目的とした学術思潮であるとする。

それは儒学の「正徳・利用・厚生」理論が特定の歴史的条件の下に発展したものであり、

儒学自身の調節の範囲を超えていないと見る。多くの人は広義と狭義の両面から、儒学と

実学の関係を捉えようとする。孔子の学も一種の実学と言う人もあれば13、「真儒」の学だ

けが実学であると断言する人もいる14。ある論者は、歴史上の実学には広義・狭義の区分が

あって、程朱学派は理性を強調したが、ただ真に工夫を実践したところから実学と称する

ことができ、このような真に工夫を実践する身心修養が、広義の実学。狭義の実学は、張

載・顔李学派のような気一元論すなわち唯物論である、とする15。またある学者は、広義の

実学概念は広く先秦以来の、実際を追求し応用（科学技術を含む）を重んじるすべての学

問を指し、狭義の実学は中国の伝統儒学が発展変化した特殊な文化形態であり、特に北宋

から清末にかけて、儒学の「経世致用」の伝統を継承し、仏教・道教の「空」「無」に反

対し、また空疎・玄理・無用に反対することを使命として次第に形成された文化思潮をさ

す、とする16。このように多種多様な視点が存在しているが、まとめると三つに分けること

ができる。つまり、1）実学とは儒学であり、儒学の特定の歴史形態である。２）実学と儒

学はある部分で重なる（同中に異があり、異中に同がある）。３）両者は全く異なる存在

である。筆者は第一の見方に賛同する（学術主体から言えば、ある種の儒者は多くの実学

思想を提出し、反対に多くの実学者も儒学の核心概念を受け入れている。学術内容から言

えば、儒学と実学は相互に促進しまた相互に排斥するが、これは全体と部分の関係に属す）。 

（一）実学は広義・中義・狭義の三つの面から捉えられる 

広義の実学は、明清思想から先秦時代の儒学まで遡る。台湾の学者の夏長朴は『孔子の

実学』のなかで、孔子の、仁を行う学・名分を正す学・「子は怪力乱神を語らず」の態度を

実学と語る。言うまでもなく、孔子・孟子・荀子を代表とする先秦儒学は、濃厚な実学的

色彩を帯び、その思想は広大深遠だが、つきつめれば「為人の道」「為政の道」に帰結する。

これは、先秦儒学が「不離日用」を思考対象とし、現実の人事と政事に関心を傾け、その

                                                   
12
 罗炽：《论中国实学范畴内涵的历史演变》，《湖北大学学报》1996 年第 4 期。 

13
 夏长朴：《孔子的实学》，《中国哲学》第 16 辑。 

14
 姜广辉：《走出理学·“实学”考辨》，辽宁教育出版社 1997 年版，49 頁。 

15 张岱年：《中国实学研究会成立十周年》贺词。 
16 赵吉惠：《张载关学与明清实学》，葛荣晋等主编：《张载关学与实学》，西安地图出版社 2000

年版。 
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学術の重心を「安邦興国」「救世済民」という世俗の事務の上に置いたことを表している。

そこから、原始儒学の実用的理性が比較的に発達しており、またその入世の精神が比較的

に明瞭だったことが分かるだろう。 

中義の実学は、漢代あるいは宋代の思想から始まり、明清の「求実」の思想に至ると位

置づけられる。中国の実学研究者の葛栄晋先生は、実学は宋代に始まると考えた。北宋の

思想家は、漢唐以来の「俗儒の記誦辞章の習」と仏教・道教の「虚無寂滅の教」に対して、

仏教・道教の本体論思想を吸収しつつ、「体用不二」という新たな角度から、儒学伝統の「内

聖外王の学」を「実体達用の学」へと昇華させ、それによって中国実学の基本的内容と理

論的枠組みを構築したと述べている。17 

狭義の実学は、明清時代の特定の「抑虚崇実」の思潮を指す。これは広く認められてい

る説である。陳朝暉の考えでは、実学は儒者の経世の伝統と深く関わりながらも、実質と

主流という点から言えば、近代の啓蒙思想に属するもので、経世の伝統の哲学的揚棄とい

える18。たしかに、程朱の理学や陸王の心学のような唯心的色彩の比較的濃い道学において

も、王安石の「新学」・張載の「関学」・陳亮・葉適の「功利の学」のような唯物主義思想

においても、ともに実学の内実は含まれている。しかし、宋明理学の修正・改造あるいは

反対として、実学は厳密にいえば、羅欽順・王廷相らの批判思潮に萌芽し、明清の際の顧

炎武・黄宗羲・方以智・王夫之らの啓蒙思潮によって興隆し、顔元・戴震らの実学思潮に

成熟し、そして張之洞・曾国藩ら洋務派の「中体西洋」の思想体系において終結したので

ある。明代中葉以降、中国社会には実学を形成する新たな原因・条件が多く現れた。たと

えば、資本主義商品経済の萌芽、外来文化の流入、社会矛盾の激化などである。明末の「居

敬主静」「明心見性」の王学末流がもたらした弊害（「書を束ねて観ず、遊談して根なし」）

を反省し批判する変革思潮として、実学に共通する思想的特質は、「経世致用」の強調、「空

談性理」への反対である。 

合理的な限定を加えさえすれば、広義上であれ狭義上であれ、その「実学」概念の規定

と運用のどちらも、受け入れ可能である。しかし筆者は、中義上から実学を理解し、中義

上から儒学と実学の関係を捉えるのが適当であると考える。それは、以下の２つの理由に

もとづく。 

（二）宋明において実学の範疇が明確に規定され一般化された 

実学を「経世の学」とみる論説もあるし、「実体の学」とみるものもある。葛栄晋先生は

両者を融合して、実学を「実体達用の学」と定義する。我々はその基礎の上に、「通実致用」

の学と規定する。これは、一つには、「実体」の範疇が実証・実行・実事の内容を納めきれ

ておらず、二つには、「実体達用」が体用の思考様式に拘泥しており、三つには、「実体達

用」が実学の一般化を招きやすいからである。理論の重心や特色や意味の違いによって、

実学は実体実学・経世実学・科(学)技(術)実学・史学実学・明経実学・考拠実学などに分

                                                   
17
 葛荣晋：《中国实学文化导论》，中共中央党校出版社 2003 年版，411-412 頁。 

18
 陈朝晖：《论道探源辨实学  厚生利用识儒真——第二届东方实学学术讨论会纪要》，《清史研究》1993 年

第 1 期。 
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かれる。たしかに、明清の思想家は、宋明の理学家が性理を空談し、現実を離脱し、事功

を軽んじて、心性修養の崇虚の理論に専心したことを批判するために、経世実学・実測実

学・史学実学・明経考拠の実学の発展に努めた。しかし、宋明両代の思想家もまた実体・

実行・経世の三つの面において「実学」の範疇を提出し使用したのである。実体実学につ

いていえば、朱熹は二程の「惟だ理のみ実と為す」の実理本体論を継承し、それにもとづ

き「理一分殊」の次元から「実学」概念を提出し、運用した。朱熹は『中庸』について、「始

めは一理を言い、中ごろに散じて万事と為り、末に復た合して一理と為る。『之を放てば則

ち六合に彌（わた）り、之を卷けば則ち密に退藏す』。其の味窮まりなし。皆な実学なり。」

19と述べた。明以来、気本論を唱える思想家の多くも、仏家・道家や理学家の空無の学に対

して、自らの学説を実学と標榜した。羅欣順は『困知記』の中で、「此の博約は、吾儒の実

学たる所以なり」と言った。王廷相は『慎言』の中で、張載の気本論を実学に分類し、「『正

蒙』は横渠の実学なり」と言った。陸九淵は道徳実践の角度から、「躬行践履」が「唐虞三

代の実学」であるとみた。経世実学についていえば、南宋の呂祖謙は金華・永嘉・永康学

派の経世致用の思想を発揮して、「章句の陋生」を「徒らに訓詁を誦す」と批判し、「俗学

の汨（みだ）す所の者と為らず、必ず能く実学を求む」20と強調した。明清の際に、王廷相

は明代中葉の士人の「専ら彌文を尚び，実学を崇ぶことなき」時弊に対し、「士は惟だ篤行

以て振化すべし。士は惟だ実学以て経世すべし」21と明言した。顧炎武は「明心見性の空言」

に反対して「修己治人の実学」22を提唱し、顔元は「身づから実に之を学び、身づから実に

之を習う」23と唱道した。以上の「実学」範疇の発展史から見れば、宋明の思想家は形而上・

形而下の両方面から創発的に「実学」概念を提出し、広汎に運用したのである。同時にま

た「実学をもって互いに期待し」て、これを指導方針として自己の思想学説を自覚的に構

築した、それはさらに後世の儒者によって継承発展された。したがって、中国の実学は、

必ず宋代以降の儒学発展の連鎖上の重要な一環、特殊な学術思潮として位置づけられなけ

ればならない。 

（三）宋明において初めて実学は豊富な内容を与えられた 

「通実達用の学」としての実学は、おおよそ実体（宇宙実体・心性実体・社会実体・文

化実体）・実証（考拠・実験）・実行・実用（経世致用）の４大部分に対する探索から構成

される。宇宙実学は、宋代の思想家によって始められた。宋代の宇宙実体論の最も発達し

たものは、主に周敦頣の「太極」説、王安石の気一元論、張載の気化論、陳亮・葉適の物

本論である。周敦頣の「無極にして太極」という命題は、老子の「天下の万物は有に生じ、

有は無に生ず」24の哲学路線を継承しながら、無の中に有を含ませた。それは「本源の実体

                                                   
19
 『四書章句集注・中庸章句』。 

20
 『呂東来先生文集』巻一。 

21
 『王氏家藏集』巻二十二。 

22
 『日知録』巻七『夫子之言性与天道』。 

23 《颜元集·存学编》卷（《上太仓陆桴亭先生书》）。 
24 《老子》第四十章。 
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を、『実有にして非物、本無にして不定』の絶対体とみなすもので、従来の哲学思弁に対す

る理論的総括であり、彼が玄学・仏教の空無本体論の克服に努めたことを示している」25。

王安石の気化論は、宇宙本体を「道」に帰したり、「太極」に帰したりするが、しかしいず

れの場合も、純粋な「無」ではなく、「有」および「気」を含有し、したがって物質実体性

をもつ。張載は気化論から出発し、「玄学化した道教の『虚が気を生じ、無が有を生じる』

という観点を批判し、さらに現象（形・物）と本体（性・虚）を分割し、客観世界を主観

的幻覚とみる仏教の謬論に反発し26、「太虚の形無きは、気の本体」、「太虚は気無きこと能

わず」27と指摘して、存有論の角度から「太虚」と「気」の実体性を肯定した。唯物論の傾

向の比較的明瞭な陳亮・葉適は、それぞれ「宇宙に盈つる者は物に非ざるはなし」、「物の

在る所、道則ち在り」という宇宙実体世界観を提出し、「事功」を重んじる実用実学の功利

主義的価値観と、「事物の故を明らかにし」て「実事実功」を奏する実用認識論の発展に努

めた。唯物主義と道学の相反相補的性格をもつ宋明理学、とりわけ王学末流は、明清の実

学思潮からは「空無虚寂」の学と批判されたが、その思想体系中にはやはり実体・実証・

実行・実用に関わる言論が大量に含まれている。葛栄晋の言うように、宇宙観について、

朱熹は二程の天理論を発展させて実理論を大いに提唱し、仏教の「空を以て宗と為す」・道

教の「無を以て宗と為す」学説を批判した。陸九淵を代表とする象山学派は、心を宇宙の

本体とすることで一定の空虚の性質も有したが、しかし陸九淵は「理は事の中に在り」か

ら出発し、心が倫理の実体であることを明示して、「宇宙間に自ら実理有り」と認めた。人

性論について、程朱学派は「釈氏は性を以て空と為す」ことに反対し、「吾が儒は性を以て

実と為す」と指摘し、「其の体を以て言えば、則ち仁義礼智の実有り。其の用を以て言えば、

則ち惻隠・羞悪・恭敬・是非の実有り」28と見做した。道徳修養について、程朱を代表とす

る理学者は、「外に向かいて功を用う」のであれ、「内に向かいて功を用う」のであれ、必

ず「着実に事を做す」ことを主張した。陸九淵を代表とする心学派は、濃厚な虚無主義の

性質を帯びながらも、「学を為して講明有り、践履有り」「一意に実学し、空言を事とせず」

と主張した。宋明の理学者はたいてい「明経致用」「史学経世」「興滞補弊」等を主張した

のである29。したがって、宋明の際の思想家は、時代的な制約によって「質測の学」に対す

る思考が弱く（皆無ではない）、明清の実学のような高さと広がりをもたなかったとはいえ、

彼らの実学に対する探求はけっして乏しくなく、よって実学を宋代から清末にかけての儒

学の文化思潮と見ることは可能である。 

要するに、われわれは実学を狭く「明清実学」と括ってはならないし、ましてや実証科

学と混同してはならない。概念の本質規定からも、種類と内容からも、宋代の実学は、中

国の実学発展の一つの重要形態であることは間違いない。 

                                                   
25 肖萐夫、李锦全主编：《中国哲学史》下卷，人民出版社 1983 年版，第 18 页。 
26 肖萐夫、李锦全主编：《中国哲学史》下卷，人民出版社 1983 年版，第 51 页。 
27 《张载集·正蒙·太和》。 
28
 『朱子語類』巻六『性理三・仁義礼智等名義』。 

29
 葛荣晋：《中国实学文化导论》，中共中央党校出版社 2003 年版，28-32 頁。 



第 15 回<東アジア実学>国際フォーラム「近代の暴走と実心実学」於日本東北大学 

 

 29 

 

三、儒学の実学に対する促進と阻害 

 

国内の学界においては、実学が儒学であるかを肯定しようが否定しようが、実学が儒学

の独立した形態であり、また儒学が実学に影響を与えた事実を、否認することはできない。

そのなかで、ある者は両者の一致をやや強調して、実学を儒学の発展の最高段階とみなし、

ある者は両者の相違をやや強調して、明清の実学は宋明理学に対する修正・反対と考える。

たとえば梁啓超先生は、『清代学術概論』において、清代の学術は「宋明理学に対する一大

反動」と指摘した。筆者から見れば、儒学は実学と対立しつつも統一した。具体的に言え

ば、儒学は実学を包含し、実学をその中に育成した。と同時に、いくらかは実学の発展を

制限した。裏返して言えば、実学は儒学を発展させ、またある意味において儒学を瓦解さ

せたのである。 

孔子が儒学を創立して以来、先秦子学・両漢経学・魏晋玄学・宋明理学・明清実学・清

代朴学などの発展段階を経て、後世の儒学は前代の儒学に対し、損益しながら発展もさせ、

批評しながら継承もした。周知のように、実学の本質的特徴は「実を尊んで虚を退ける」

ことであり、よって先秦の原始儒学の思想には多くの実学的要素が含まれている。たとえ

ば、思考対象として、「日用を離れず」、鬼神・天道を遠ざけ、人道と政事に近づき、価値

基準として、「学以致用」「安邦興国」「利用厚生」「修己安人」「内聖外王」等の経世致用の

伝統を形成した。もしも先秦儒学が宋明儒学のために利用・加工できる素材を提供したと

言えるなら、それは原始儒学と宋明儒学がともに明清実学の文化資源を提供したことを意

味する。 

第一に、先秦儒学の実学的要素は、宋明実学の重要な根源となった。宋代道学は気学・（狭

義の）理学・心学・新学を包括し、いずれも原始儒学から実学の資源を摂取している。こ

の点については、すでに述べたとおりである。張載を代表とする気本論と王安石を代表と

する新学が比較的明瞭な実学の特質をもった宋代道学であることはさておき、後世から「空

談性理」と決めつけられた程朱理学と陸王心学についてみても、前代の儒学、とりわけ原

始儒学の実学的成分を吸収したことがうかがわれる。二程は「実理」の角度から『中庸』

の実学的意味を闡明し、「『中庸』一巻の書の如き、至理よりして便ち之を事に推せば、国

家に九経有り、及び歴代聖人の迹の如き、実学に非ざるはなきなり」30と説いた。認識論に

おいては、二程の理学は『大学』の「格物致知」の解釈を通じて、「格物窮理」の経験主義

実学の命題を提出した。知行観においては、二程は「孔子の言語は、句句是れ自然。孟子

の言語は、句句是れ実事。」31と見た。価値観においては、二程は漢唐の章句注疏の学と、

師説を厳守する家法に反対し、「読書には将に以て理を窮め、将に以て用を致さんとするな

                                                   
30
 『二程集·河南程氏遺書』卷一。 

31
 『二程集·河南程氏遺書』卷五。 



第 15 回<東アジア実学>国際フォーラム「近代の暴走と実心実学」於日本東北大学 

 

 30 

り」32とする「明道致用」論を提唱した。同様に、朱熹は本体論の高みから、『中庸』の道

を「皆な実学なり」と認め、孔孟の道を引いて性が実理であることを論証する（「理一也，

以其実有，故謂之誠。以其体言，則有仁義礼智之実；以其用言，則有惻隠、羞悪、恭敬、

是非之実。」33）。一方、孟子の儒学が称揚する「五倫」の次元から、仏教の「性を以て空

と為す」思想を批判した（「吾儒做得到底，便‘父子有親，君臣有義，兄弟有序，夫婦有別，

朋友有信’。吾儒只識得一個誠実底道理，誠便是万善骨子。」34）。さらに、朱熹は道徳修行

に関して、原始儒者の実功論を肯定し、仏教・道教の虚功論を批判する（「曾窃病近世学者

不知聖門実学之根本次第，而溺于老佛之説、無致知之功，無力行之実、而常妄意天地万物

人倫日用之外別有一物，空虚玄妙，不可測度，其心懸懸」35）。そして、「君子を躬行する」

孔子の伝統を継承して、「為学の実は、固より践履に在り」36、「必ず実を践んで空言を為さ

ず」37という実行論を説き、とりわけ孔孟の修己治人安人・内聖外王・修斉治平などの経世

の伝統を踏襲し、聖賢の学問教育は、格物・致知・誠意・修身、進んで斉家・治国・平天

下に達するためのものと見做した。これらの点から、前代の儒学、とりわけ先秦儒学が、

程朱理学の体系中の実学思想に重要な資源と動力を提供したことが明らかである。周知の

ように陸王心学は、程朱理学と対立しながら通じるところもある道学として、後世の実学

から徹底的な反対と批判を浴びた。心を本体とし、いっそう明確に空虚の特徴を有した点

が、必然的に人々の侮蔑を招いたのである。しかし、前文に論じたとおり、陸王心学は先

秦儒学の感化と影響によって、同様に実学的思想を内在している。陸氏の学は孟子の学と

一脈つながっていることは、王陽明が「聖人の学は、心学なり……陸氏の学は、孟氏の学

なり。」38と述べたとおりである。陸九淵は、実理論と心本論を闡明するために理を心に帰

結させ、「心即理」の命題を提出し、心を倫理的実体とみなした。同時に、孟子の存心・養

心・求放心・（仁義礼智の）四端によって、心が実であることを論証した。彼は心性を存養

する「簡易の工夫」を案出し、自我を修養し、「本心を発明する」実功の方法が、まさに古

代の易学に淵源するとした。「「乾は易を以て知り、坤は簡を以て能くす。易なれば知り易

く、簡なれば従い易し。知り易ければ親しみあり、従い易ければ功あり。親しみあれば久

しかるべく、功あれば大なるべし。久しかるべきは賢人の徳、大なるべきは賢人の業」（『周

易・繋辞上』）。『易伝』は世界に対する深い哲学的観察を有し、最も根本的なものはもっと

も簡易なものであると考える。陸九淵は、みずからの「本心を発明する」方法を「簡易の

工夫」と称して、簡であるが実は深く、易であるが実は根本の意を取った」39と論じられて

いる。 

                                                   
32
 『二程集・河南程氏粹言』卷第一『論学篇』。 

33
 『朱子語類』巻六『性理三・仁義礼智等名義』。 

34
 『朱子語类』卷一二六『释氏』。 

35
 『朱文公文集』卷四十六。 

36
 『朱文公文集』『答曹文可』。 

37
 『四書章句集注・中庸』。 

38
 『王阳明全集』卷七『文録四・象山文集序』。 

39
 侯外庐、邱汉生、张岂之主编：《宋明理学史》（上），人民出版社 1992 年版，566 頁。 
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新たな時代背景の中で、陸九淵が先秦儒家の思想の中で発展して実学となるべき要素を

創造的に吸収して、その思弁体系中に少なからぬ実学の色彩をもたらしたことは明白であ

る。同様に、王陽明の心学も、原始儒学及び宋明道学の中からある種の実学の栄養を摂取

した。たとえば、最後の著作である『大学問』において、陽明は「明明徳」と「親民」の

関係を分析しながら、「明明徳は、必ず親民に在りて、親民は乃ち其の明徳を明らかにする

所以なり……君臣、夫婦、朋友、以て山川・鬼神・鳥獣・草木に至るまで、実に以て之に

親しみ，以て吾が一体の仁を達すること有らざるはなし。然る後、吾の明徳始めより明ら

かならざるはなくして、真に能く天地万物を以て一体と為さん。」40と指摘している。しか

し、陽明の実学思想に対する先秦儒学の影響は、彼の「知行合一」の実践論に最も鮮明に

体現されている。陽明は、孟子の「乍ち孺子の将に井に入らんとするを見れば、必ず怵惕

惻隠の心有り」の啓発を受け、「知は是れ行の始、行は是れ知の成」という有名な論断を提

出し、「人理を窮むる」主要な方法は、認識ではなく実践（「行」）であると強調した。 

第二に、明清の実学は前代の儒学中の実学思想を継承し発展させた。ある人の眼には、

宋明の理学・心学は「性理を空談」し、「天理を存し、人欲を滅す」といった倫理空想と哲

理玄議に耽り、そこには実学はほぼ皆無、原始儒学の経世精神は次第に埋没し、明清実学

と宋明理学とは全く関係ないように映る。たとえば、ある論者はこう指摘している。「学ん

で以て用を致す」は先秦孔派の儒学の伝統であり、宋代に興隆した新儒学、すなわち理学

はこの伝統を投げ棄て、もっぱら道徳性命・修身養性を講じて、実際を務めなかった。と

くに明末の王門後学は、書物を束ねて遊談し、ほとんど狂禅に近づき、学問と社会の実際

を完全に断絶させた。清初の学者は、明滅亡の教訓を総括して、虚を実に返すことの必要

性を深く感じ、経世致用の新学風を唱えた41、と。しかし、実際には、明清の実学もまた宋

明思想の中から多くの養分を汲みとっている。これは宋明道学が「虚学」の成分だけでな

く、「実学」の要素も含んでいるという二重性による。葛栄晋先生の深い指摘のように、「本

質上から見れば、宋明理学の思想体系にはすでに虚学の成分だけでなく、実学の成分があ

り、虚と実が有機的に統一している。宋明理学は『虚理』を認めつつ、また『実理』を唱

えた。天命の性を『懸空の物』と認めながら、『吾が儒は性を以て実と為す』ことを肯定し

た。『本心を発明する』という頓悟の説を鼓吹しながら、『事上に在りて磨練す』る実修実

功論を主張した。経国済民を提唱しながら、『格物遊芸の学』に心を留めた。まさにこのよ

うな宋明理学の『実学』『虚学』の二重性のために、宋明時代の実学者は『虚学』を排斥す

ると同時に、そこに含まれた『実学』成分を、思う存分吸収したのである。そこには継承

と排斥が同時に存在する。実学者は、実学に合するものは『信じて之を守り』、実学に悖る

ものは『辨じて之を正す』」42。たしかに、明清実学は新たな社会条件（たとえば新たに生

じた資本主義的要素）と文化背景（たとえば「西学東漸」）に拠って創新するところはあっ

たが、それは完全に伝統を分断するものではなく、多くの原始儒学の実学成分だけでなく、

                                                   
40
 『王陽明全集』卷二十六『続編一・大学問』。 

41
 赵宗正：《清初经世致用思潮》，载《实学文化与当代思潮》，首都师范大学出版社 2002 年版，275 頁。 

42 
葛荣晋：《中国实学文化导论》，中共中央出版社 2003 年版，413 頁。 
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宋明道学の実学的要素も継受している。著名な思想史家の銭穆によれば、宋学の精神は明

清学術の源流である。宋学の精神とは、「道德・仁義・聖人・体用を、政教の本とするのは、

そこに政令を革新し、経義を創通するという両端が有るからである。そして精神の寄り所

は、書院にある。宋・元・明・清三朝の六百年にわたる学術は、書院と興衰をともにし、

その殿（しんがり）は東林である。明清の際の学者の流風余韵は、東林に淵源した。陽明

学は朱子を受け継いで変異し、東林学は陽明学を受け継いで変異した。東林の諸儒は王学

末流の弊を救おうとして、虚を避け実に帰し、実行の実学精神を重んじた。かくて後世の

学者はみな実学を標榜した。およそ清代の儒者が宋明理学を弁じた大端は、東林がすでに

端緒を開いた。」43と言われるものである。 

 明清実学の発展の歴史は、宋明道学を内にふくむ前期儒学が、明清実学を生成・発展

させた源流となっていることを示している。陸九淵心学の歴史的位置づけについて、張立

文先生は「陸九淵の学問と事功は、すべて実を重んじて践履する風格を貫いている。それ

は後世の中国人に宋学の空疎や漢学の煩瑣を改めさせ、啓発と気力によって経世致用の需

要に適応させたのである。」44とはっきり指摘している。明清実学の形成と発展の時期にお

いて、大多数の実学者、たとえば羅欽順・王廷相・楊慎・黄綰・唐鶴徴・楊東明・王艮・

何心隠・李贄らは、すべて程朱理学あるいは陸王心学の学派から分化して出て来た。李贄

らに代表される異端の学者を除けば、この時期の実学者には、以下の二つの大きな特徴が

見られる。一つは孔孟に従うことであり、二つは「実を尊び虚を退ける」ことである。彼

らは宋明道学の「虚学」に反対すると同時に、さらにその中の実学的側面を展開させた。

たとえば王廷相は、宋代の道学について、「然れども世逖（とお）く風漓（うす）まり、異

端窃かに起こりて、老・仏の清浄無為の論出で、世乃ち之が為に大いに惑う。……宋儒力

を極めて詆（そし）り辨じ，以て洙・泗の風を挽くも、才性限り有り、流俗を抜け出すこ

と能わず。亦た未だ泥苴を霑帯することを免れず」45と論じた。ここからわかるように、王

廷相はけっして宋儒の孔孟の道に対する擁護と仏教・道教の空・無に対する排斥とを否定

しておらず、ただ「才性限り有る」ために宋儒が玄談の流俗に流れたことに不満を抱いた

だけなのである。さらに、王廷相の気一元論は、張載の「太虚は気無きこと能わず」の実

学思想を継受し発展させ、知行観においては、張載と程朱の先天超験の「徳性之知」や王

陽明の「良知説」に反対したものの、一方、朱熹の「先後を論ずれば、知を先と為す。軽

重を論ずれば、行を重しと為す」46の思想を吸収し、王陽明の「知は是れ行の主意にして、

行は是れ知の功夫。知は是れ行の始にして、行は是れ知の成なり」という「知行合一」論

を参考にした。たとえば、王陽明は「知」は「行」に依頼することを強調するが、ここに

言う「行」とは、「其の実を履むことを求むるを以て言えば、之を行と謂う」47の意であり、

                                                   
43 
銭穆：《中国近三百年学术史·引论》。 

44
 張立文：《宋明理学研究》，人民出版社 2002 年版，第 452 页。 

45
 『雅述』上。 

46 《朱子语类》卷九《学三·论知行》。 
47 《王文成公全书》卷二。 
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地道に堅実に実事実功を実践することの称である。そこで陽明は「夫れ学・問・思・辨・

行は、皆な学を為す所以なり。未だ学んで行わざる者有らざるなり。如し孝を学ぶと言え

ば、則ち必ず服労奉養し、躬づから孝道を行い、然る後ち之を学と謂う。豈に徒らに懸空

に口耳講説して、遂に以て之を孝を学ぶと謂うべけんや？射を学ぶには必ず先ず弓を張り

矢を挟みて、引くこと満ちて的に中つ。書を学べば則ち必ず紙を伸べ筆を執り、觚を操り

翰を染む。天下の学を尽くして、行わずして以て学を言うべき者有ること無し。則ち学の

始は固より已に即ち是れ行なり」48と言う。この観点と同じく王廷相は、「風水の険」を経

歴することもなく、高門大屋の中で「操舟の術」を空談する「虚寂寡実」に対して、「実践

の処に功を用い、人事の上に体験する」には、必ず「事に随いて体察し以て会通を験す」49

べきことを強調した。明清実学の最盛期にあって、顧炎武・黄宗羲・王夫之・劉宗周・方

以智・顔元・李塨などを代表とする比較的豊富な実学思想をもった思想家は、明朝滅亡の

禍根は宋明理学の末流の空疎が招いたと説いた。かれらは「晚明の頽習を努めて矯正し、

主観の幻想を客観の考察に代え、空談を実証に改め、学術領域を自然・社会の多くの実際

の領域に拡大させた」50。しかし、見落としてはならないのは、清初の実学者が完全に伝統

儒学を分断し放棄したわけではない点である。彼らの大多数は宋明道学を師として継承し、

程朱でなければ陸王を師とし、あるいは両者を兼ね学んだのである。清初の実学は実証科

学を重んじたが、同様に朱熹・陸九淵も、当時の自然科学の成果を吸収することに意を払

った。顧炎武・黄宗羲らの歴史実学も、深く原始儒学の啓発を受けている。顧炎武は、「孟

子曰く、『其の文は則ち史』と。独り『春秋』のみならず。六経と雖も皆な然り」51と述べ

た。ここから、かれは「六経皆史」の論点と、「理学は経学なり」の命題を提出したのであ

る。狂儒・李贄の提出した「童心即真心」の命題は、王守仁の「良知」説中の義理が、人

の「本心」に対する名教の偽装であることを「剥ぎ落とし」たが、同時に王陽明の関心で

あった生死・「軀殻」を超えた「真己」・「眞心」の範疇を吸収している。また、顔元・李塨

の掲げた「実学」が宋明理学に淵源をもつか否かはさておき、否定できない点は、顔李学

派が力を極めて孔孟を尊崇し三代を法とし、その実学がかなりの程度、孔孟の道に端を発

することである。たとえば、顔元は宋明の儒者がもっぱら「無用」の学をなすと批判した

際、儒学の真諦は「尭・舜・周・孔の三事・六府・六徳・六行・六芸の道を申明す。大旨、

道の『詩』『書』章句に在らず、学の穎悟誦読在らずして、期するに孔門の博文・約礼の如

くし、身実に之を学び、身実に之を習い、終身懈らざる者に在ることを明らかにす」52と説

いた。明清実学の衰落時期において、実学の気勢は以前には及ばなかったものの、一群の

経世実学者・考拠実学者・経学実学者・歴史実学者・実証科学実学者等（戴震・焦循・全

祖望・章学誠・襲自珍・魏源など）が輩出し、宋明理学の心学空論を批判しつつも、その

                                                   
48
 『王文成公全書』巻二。 

49
 『与薛君采二』。 

50
 孔祥林主编：《大哉孔子》，齐鲁书社 2004 年版，139 頁。 

51 《日知录》卷三鲁颂商颂。 
52
 『顔元集・存学編』卷一『上太倉陸桴亭先生書』。 



第 15 回<東アジア実学>国際フォーラム「近代の暴走と実心実学」於日本東北大学 

 

 34 

中の実学的思想を継受し発揮したのである。魏源の「及んで後ち知り、履みて後ち艱し」

という実践を重んじる学説には、朱熹や王陽明の力行思想の影響がほのかに見える。崔鋭

は「宋の四子（周・程・張・邵を指す）は、造詣精し。皆な実学なり」53と賞賛し、章学誠

もまた力を極めて「性命・事功・学問・文章、合して一と為す」朱子の学を尊崇し、「黄（榦）・

蔡（元定）・真（徳秀）・魏（了翁）は、皆な朱子を承けて務めて実学を為し」、「己を専ら

にして残を守り、性命を空言する流に非ざるなり」54と見做した。 

 以上述べてきたことをまとめると、儒学は実学をその中に生み育て、成長を促した。

では、なぜそうだったのか？理由は簡単である。前代の儒学体系中の実学が後世の社会発

展の需要に適応したこと以外に、最も根本的な理由として、儒学が独占的な統治の地位に

あったことが挙げられる。漢代に「独り儒術を尊び、百家を罷黜」して以来、孔孟の儒学

は、仏教・道教の衝撃を受けたこともあったが、全体的に見れば、やはり高く政府側の思

想の地位にあり、封建社会の士大夫の思想に、広汎かつ深遠な影響を及ぼした。程朱理学

は宋代の後期において政府哲学として確立され、中国を統治することほとんど八百年に及

んだ。陽明心学も一度は弾圧されたが、その流行は三百年にも達し、したがって宋明理学

は後世の思想家の避けられない源泉となった。功名利禄のためか、済世救民のためかを問

わず、実学者をふくむ歴代の文人はたちは、みなまず儒学から知識と知恵を獲得したので

ある。 

ここで指摘しておきたいことは、儒学はまたいくぶんか実学の発展を抑制した点である。

これは一つには、孔孟儒学と宋明儒学が「一切に君臨する」政府の統治思想として保守と

統制の作用をもったため、革新の意味をもつ実学の成長に不利だったからである。二つに

は、儒学中の「虚学」の部分が、往々にして「実学」部分と軋轢・対立を生じ、それがい

くぶんか実学の興起を阻止したのである。紙幅の制限により、具体的な論述は省略する。 

 

四、実学派は儒学を批判発展するとともに、儒学を瓦解させた 

  

筆者は明清実学を儒学発展の最高段階とみなすことに同意しない。総体的に見れば、明

清実学は宋明儒学を超越できなかった。そして宋明道学も儒学の成熟形態にすぎないと考

える。しかし、実学が儒学を発展させたことは肯定する。この発展は、儒学の「日用を離

れず」、践履を重視し、知行を合一させ、世を経して用を致すという実学伝統を高揚発揮し

たものであることを示している。 

明清実学は宋明道学に対する反動と断言まではできないにせよ、明清実学が宋明理学に

対して激烈な批判を展開したことは否定できない。この批判は、性質上から言えば、儒学

自身の発展の需要であり、原始儒学の経世治用の伝統が不断に発展した成果、儒学内部の

自己批判と歴史反省と言える。思想の実質から言えば、明清実学の基本特徴は、空疎な清

                                                   
53
 『恒詞』巻十。 

54
 葛荣晋：《中国实学文化导论》，中共中央党校出版社 2003 年版，141 頁。 
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談に反対して、経世治用を主張し、また空虚な仮謬に反対して、実証求是を主張し、さら

に浮虚なる空談に反対して篤行実践を主張したとことにある55。明清実学は、宋儒の「空談

性理」を批判し、伝統儒学の「明体実用」の風気を発揚した。実際には、早く宋代におい

て、儒学の内部で「虚」と「実」をめぐる相互批判が展開した。たとえば、朱熹と陸象山

は、互いに相手を「狂禅」と責めた。陳亮・葉適の「功利の学」は実事・実功から出発し

て、朱陸の理・心本体論を批判したが、ただ前者は「外王」を偏重し、後者は「内聖」を

偏重したにすぎない。宋明の儒学を最も強烈に批判したのは、厳重な社会危機に直面して

いた王廷相である。彼の考えでは、明朝が衰亡に向かった原因の一つは、理学の空疎と迂

腐にある（「近世好高迂腐之儒，不知國家養賢育才將以輔治，乃倡為講求良知，體認天理之

說，使後生小子澄心自坐，聚首虛談，終歲囂囂於心性之玄幽，求之興道致治之術，達權應

變之機，則闇然而不知。以是學也，用是人也，以之當天下國家之任，卒遇非常變故之來，

氣無素養，事無素煉，心動色變，舉措倉皇，其不誤人家國之事者幾希矣。」56）。彼はまた

こう指摘する。宋儒は努めて仏老を批判するが、「俗儒は識寡なき」ゆえに、逆に異端の邪

説を社会に招き入れてしまい、「道を害すること甚し」い57。宋明の儒者の空無な本質への

攻撃は、明清の際に最高潮に達した。陸王心学の流行、清初の統治者の厳しい専制統治と

程朱理学の権威恢復、「天崩地解」の社会の大変革、国家（明朝）滅亡の痛苦に直面して、

明清の際の傑出した思想家たちは、思想啓蒙・個性解放・人格平等・格差解消・社会整備

などの方面から、反道学の実学思潮を集成した。虚を実に返すことを要求し、「通体達用」

を求めた。顧炎武は宋儒の清談が「明心見性の空言を以て、修己知人の実学を代58」えたと

批判した。宋明以来、「性理を空談」する学風のせいで、一般の知識人は唯心主義の理学の

桎梏に閉じこめられ、「足、戸を出でず」、「遊談して根なく」、四海の困窮を無視して、終

日「危微精一」の説を講じるのみである。そこで、顧炎武は実学を唱道し、実際を尊重し、

経世治用を力説し、かつ身を以て力行した。黄宗羲は王学を尊崇するが、王陽明「四句の

教」の虚無的特質は批判した。また、宋代の理学の方法が「六経」に基づかないことを摘

発し、修行を心学の本とし、慎独を徳に入る要とし、「経」「史」を読んで、現実世界に用

いることを提唱した（「学者必先窮経、経術所以経世。不為迂儒、必兼読史。」59）。顔元も

同様に宋明理学の空疎を批判して、実学を尊重した。彼は、「漢・宋の儒は全く道法を以て

書に摹し、天下をして人を尊ぶこと知らず、徳を尚ばず、才を貴ばざらしむるに至る60」と

批評した。漢以来の儒者は、死んだ読書を「為人の道」として、国計と民生を顧みず、事

功に疎く、程朱と陸王の両派に至っては、「辨じて非なる処に至りても用無く、辨じて是な

る処に至りても亦た用無し。」61と考えた。『四庫全書総目提要』でも、顔元について「其の

                                                   
55 葛栄晉等主編『張載関学与実学』西安地図出版社、2000 年版参照。 
56
 『雅述』巻下 

57
 『雅述』巻上 

58
 『日知録』巻七「夫子之言性与天道」 

59
 『清史稿』巻四八〇 

60
 『顔元集・存学編』巻四「性理評」 

61
 『顔元集・習斎記余』巻六 
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程朱陸王を説きて皆な深く不満有り。蓋し元、国初に生まれ、明季の諸儒の、心学を崇尚

し、放誕縱恣の失を目撃す。故に力めて其の弊を矯め、務めて実用を以て宗と為す」と記

している。顔元の提唱した「実学」は、当時において最も豊かな内容に到達し、実文・実

習・実行・実功・実用・実才・実体等の各方面を包括した。 

本来、宋明儒学は比較的豊富な実学内容を持ち、比較的明瞭な求実の風格を表している。

そして、少なからぬ理学者が「実学をもって互いに期待した」。彼らは新儒学の思想体系を

構築する過程で、虚実を結合させ、有無を合一する立場を堅持し、義理と考証を兼ね備え

て、空・無を本体とする仏教・道教の方法を徹底的に批判した。また、つねに社会現実の

治乱と人生の困苦に関心を注いだ。その結果、彼らの思想観念・倫理追求・価値誘導・思

考重心は、社会現実・生活実際と密接に関わった。後世の実学者に最も厳しく攻撃された

朱熹であっても、その思想には実理論・実性論・実功論・実行論・経世論などの多くの側

面が含まれている。にも関わらず、どうしてこれほどまで、宋明道学は明清実学から「空

無」と指摘され、激しく全面的な批判にさらされたのだろうか。否定できないのは、宋明

儒学のいわゆる虚無の本質に対する明清実学者の批判には、必ずしも適切でないところが

ある点である。一点だけを攻めて、その他を無視するのは、誇張の嫌いがある。また宋明

儒学が直面していた特定の社会歴史の背景とその理論的使命（例えば仏教・道教を批判し、

あるいは仏教・道教の論理を儒学に引き入れること）をまったく顧慮しないのも問題であ

る。しかし、宋明道学の固有の欠陥も、それが批判対象となった重要な理由である。 

（一） 宋明儒学は抽象と思弁に過ぎる 

宋明の理学と心学は、たしかに儒学の哲理化・精緻化・系統化の方面において卓越した

理論的貢献を果たし、儒学の第二期発展を促した。しかし、またまさにそれゆえ、―それ

は「性理を空談し」たのではなく、実際の社会を治める方法も探求したとはいうものの―

結局は「心理」「性情」「知行」「道器」「一多」などの哲学問題を思考することに力を入れ

ている。周知のように、哲学の重要な特徴は超験性・本質性・抽象性にある。往々にして

その概念的な思惟は現実から離れやすく、実用性に欠ける（パンを焼けない）。それこそ、

明清実学が宋明儒学を「空無」と判定した主要な原因であろう。朱子学と陽明学は科挙試

験の教科書と標準に定められた後、しだいに名利を獲る道具になって、ますます融通性を

失っていった。とりわけ理学と心学の末流になると、さらに理気などの抽象的で玄学的な

哲理を論じることに熱中して、静坐黙想などの内面的な悟りの体得を求めている。そこで

容易に「平日に手を袖にして心性を空談す」と排斥された。 

（二）宋明儒者の道徳追求は理想に過ぎる 

 宋明儒学はもとより宇宙観・認識観・歴史観・政治観などの多くの領域に渉ったが、そ

の重心は「理を存し欲を滅す」「良知を致す」「本心を発明す」などの倫理追求上にある。

そして、その道徳観念には汎倫理主義と理想主義という儒学の通弊があり、人間性の固有

を離れた説教に傾きやすい。孔孟の儒学が「事情に闊（うと）し」と見做されたのも、儒

学の称揚する徳治仁政が、現実から遠ざかった空談に流れやすいからである。同様に、宋
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明理学の求めた「内在超越」の内聖の学は、明清両代の激烈な民族矛盾・社会危機・農民

起義・外敵入侵・西学東入などの現実社会の問題に対応できない。要するに、内聖と外王

は完全に一致するものではない。前者は後者の十分条件であるが、内聖の学は必ずしも外

王の事功を導き出すわけではない。 

（三）宋明実学は顕彰されていない 

 なるほど、宋明儒学にも少なからぬ実学の内容はある。しかし、それらの実学内容は往々

にして膨大な唯心主義の理学・心学の体系の型枠の中に埋もれて、十分に姿を表せず、顕

彰を欠いている。まして、宋明思想家の実学は、たいてい虚学と混じて一体となり、真偽

を見分けにくくなっている。さらに、理学者と心学者はつねに仏教・道教を儒学に引き入

れるため、その思想学説中にはすでに仏教・道教的な要素が混ざっている。そのため、明

清の実学者は、容易に宋明道学（主に理学と心学）を陳腐・消極の「虚学」と批判する。 

明清実学の宋明道学に対する清算は、破壊的なものだけではない。批判的に前期の儒学

を継承することを通して、実学は大いに儒学の発展空間を開拓発展させた。宋明道学の儒

学への創発的貢献はさておき、明清実学は宋明儒学の実学を継承し、その虚学を斥けるこ

とで、多くの方面で儒学の事業を推進した。宋明道学から分化した一種の進歩的文化思潮

として、また儒学内部の自己革新と自己調整の結晶として、明清実学は多くの分野で儒学

を発展させた。一つには、明清実学は異なったタイプの実学を限界まで推進した。明清両

代に、経世実学・実体実学・経史実学・考拠実学・技術実学などの領域で、多くの実学者

が出現した。彼らは宋明道学を超越して実学を深化させ、新たな生命エネルギーを実学に

注ぎ込み、実学を天まで届く大樹に育て上げた。二つには、明清実学は各種の社会進歩の

思潮と歩みを共にして進んだ。一本のメインラインとして、実学は思想啓蒙・社会批判・

個性解放・民族独立・社会変革などの各種の思潮を貫き、またそれは実学に民主主義・健

全な個人主義・人文主義・自由主義などの色彩を与えた。三つには、実学は多くの新たな

内容を導入した。中国社会の歴史的変遷（千年なかった変局）、西方の外来文化の伝播に従

って、明清実学は社会実証的な知識経験と西洋の新学新知識を消化吸収し、それによって

伝統儒学を補完した。儒者がつねに唱道する経世致用・講究事功の伝統は、新たな機縁・

方法・条件の助けを借りて、いっそうの光彩を放った。 

あらゆることには二面性がある。したがって必ず物事は表と裏を見なければならない。

明清実学は主体上では儒学の進歩を推進したが、いくぶんかは儒学の分裂・崩壊・衰弱の

原因となった。南宋の晩期以来、歴代の統治者は孔子を尊崇すると同時に、朱熹に法を取

った。清末の科挙廃止に至るまで、儒学はつねに政府側のイデオロギーの位置を占めた。

しかし、王陽明以降、儒学は下り坂に向かう。儒学が神壇を下ったのには、内因と外因の

二つがある。後者について言えば、封建社会の仕組みがぐらつきはじめ、資本主義商品経

済が興り、外敵の侵略によって中国が日増しに植民地・半植民地となっていき、また西洋

学術の衝撃、外来宗教の侵入などがその理由である。前者について言えば、主に儒学自身

の硬直化と落伍、儒学大家の欠乏、内部の分裂などである。筆者の見解では、同様に明清
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実学が、儒学を次第に解体と衰退に導いた重要な根源である。 

 第一に、明清実学は儒学の権威・地位を揺るがした。明清の実学者の大多数は、孔孟儒

学を尊崇し、宋明儒学を斥ける。たとえば、顔元は「程朱の道息（や）まざれば、周孔の

道著れず」と見做した。このような言い方は、表面上は原始儒学の神聖的地位の強化を助

けるもののように見える。しかし、実際上、宋明道学は儒学の現実形態と最高段階を代表

しているので、それを否定することは、必然的に儒学全体の構造を揺るがすことになる。

ある論者によれば、「思想発展のロジックから見れば、心学の没落は実学思潮が興起する原

因であり、一方、実学思潮の興起は心学没落の帰着点である。それらは同一の過程の両面

である。」62。実際には、心学の没落と実学の興起は互いに原因・結果をなしている。心学

の没落は、もとより心学自身が日び腐朽化したこと、王門の後学が「頓悟」と「漸悟」に

偏向したこと、王門が清談に走ったことにも関係するが、同時にまた陽明学派内部の儒者

が実学に接近したこと、また外部に陣取った実学の攻撃とも関係がある。いずれにせよ、

陽明学が孟子の「良知良能説」を継承している以上、陽明学の衰廃は孟学のアイデンティ

ティ危機を示している。まして、李贄の提出した「是非は定質無く、定論無し」という懐

疑主義は、直接に孔子に対する絶対的な信仰を揺るがし、孔孟の神聖な偶像を覆した。 

第二に、明清実学は儒教の核心的な理念を失落させた。南宋の陳亮・葉適の「事功の学」

であれば程朱理学と闘争を展開したと言えるだろう。しかし、明清両代の多くの実学者の

批判の鉾先は、宋明儒学に向けられただけではなく、先秦儒家が頼みとする核心思想にも

向けられた。周知のように、血縁倫理は原始儒学の重要思想である。しかし、王廷相はこ

れに対して大胆な質疑を提出した。陽明心学の「天性の知」を批判するに当たって、彼は

孟子の「良知良能」の先天道徳の観念にメスを入れた。孟子は、子供は生まれながらに親

に孝行し年長を敬うことを知っていると述べた。それに対し、王廷相は次のように問う。「嬰

児、胞中に在りて自ら能く飲食し、胞を出づる時は便ち能く視聴す。此れ天性の知、神化

已むべからざる者なり。自余、習に因りて知り、悟に因りて知り、過に因りて知り、疑に

因りて知るは、皆な人道の知なり。父母兄弟の親、亦た積習稔熟して然るのみ。何を以て

の故か。父母をして之を孩提に生むも、他人に乞いて之を養はしむれば、長じて惟だ養う

所の者の親たるを知るのみ。塗にして父母に遇うも、之を視れば則ち常人のみ。以て侮る

べく、以て之を詈るべし。此れ天性の知と謂うべけんや。」63。ここで王廷相は実習・実践

の視角から、「良知良能」が「天性の知」であることに反駁した。これはつまり、ある方面

から儒学の中心信念に衝撃を与えたこととなる。 

第三に、明清実学は正統儒学を衰弱させた。「中国の近世哲学の遺風は、北宋に起こり、

南宋に盛んになり、明の中葉に中興し、清に至って、忽然として消滅した。清朝の初めは、

晩明に近接しているが、截然と新たな時代を形成した。顧炎武をはじめとする第一流の人

材は、すべて学問の道に向かった。哲学の門庭は大いに零落した。朱熹に接近する一脈の

                                                   
62
 張顕清、『晩明心学的没落与実学思潮的興起』、『明史研究論叢』1982 年第 1 期 

63
 『雅述』巻上 
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人々、たとえば顧炎武や閻若璩は、みな考証学の開祖となった。王守仁に接近する一派、

たとえば劉宗周の弟子と自認する黄宗羲や、王学の別伝と自認する毛奇齢も、史学と経学

に専念した。北方に興起した顔元・李塨の一派はおのずと一つの系統をなしたが、実際に

は一種の強力な「反玄学」の革命にすぎなかった。むろんそれは中国近世思想史に新たな

道を開いたが、しかし宋明理学はかえって不運を被ることになった。この種の「反玄学」

の運動はきわめて普遍的なものである。」64。たしかに実学は儒学を発展させたが、そこに

は儒学の道統ではない思想も含まれていた。したがって、その一面的な発展は儒学道統の

領地を奪い取るものでもあった。同様に、実学もまた実学者の学説と等しいわけではない。

実学者と称される多くの儒者の思想の中には、儒学の正宗と相反する思想が多く含まれて

いる。たとえば、李贄の個性解放思想、方以智の「質測の学」など。それらの実学者は、

実学と非実学を区別する際、往々にして儒家の「道統」から遊離し、ついにはそれ否定す

るに至る。こうやって、意識的あるいは無意識的に儒学の領域を侵食した。 

 

五、儒学の実用性と人の実用理性の発展 

儒者の実学から生まれた実学精神は、広汎な反響を招いた。ヨーロッパで湧き起こった

「中国熱」の中で、ドイツ哲学者ライプニッツは 1697 年に刊行した『最新中国情報』

（Novissima Sinica）の序文で、「黄金のリンゴを中国人に賞与しよう」と提言し、中国の

経世致用の哲学と政治価値は西洋より優れていると考えた。中国国内において、宋明理学

は心性・理気・一多の思弁を重んじ、理と欲を完全に分け、「理を存し欲を滅す」というあ

まりに理想化された禁欲主義を唱えた。また道徳修養の工夫において、「主静」「涵敬」「致

良知」など虚無・玄学的な方法を採った。とりわけ王門後学の「手を袖にして心性を空談

す」ることは、しだいに儒学を空虚に赴かせ、西学の衝撃も伴って、儒学はますます人の

現実生活を離れ、ある意味周縁化された。しかし、客観的に見れば、儒学が本来有してい

る「実を尊び虚を退ける」性格は、たとえそれがしだいに衰落し瓦解していく過程にあっ

ても、長期間の薫陶・堆積によって、中国人固有の文化心理構造に、儒学の実用理性の精

神を内在化させ、中国人の実用理性の性格を養ったのである。 

（一） 儒教は中国人の実に務める性格を養った 

 一つには、日常行為の基準において、中国人は現世の利益を追求する。中国人の定例祭

祀は陰陽の天災を払うため、平安を加護するため、福禄寿を達するためである。神仙を祭

り拝む（たとえば泰山娘娘の崇拝）のも、子孫繁栄・出世蓄財のためである。こうして、

もともと薄かった宗教意識に、さらに濃厚な功利の色彩が加わった。伝統的な中国人はイ

ンド人のような熱烈な出世間の快楽も求めないし、西洋人のように真理考究のために献身

し、あるいは天国の幸福に向かう意欲もない。 

二つには、道徳選択において、中国人は義と利をともに顧みる。たとえ義を重んじ利を

軽んじる儒家でも、功利主義の纏わりを完全には脱ぎきれない。あたかも孔子が「民の利
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 胡適、『「戴東原的哲學」引論』、『胡適精品集』、光明出版社 
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する所に因りて之を利す」と述べた理念の影響下、中国人は世故に長けた。とりわけ改革

開放以来、中国人はきわめて早く経済観念を受け入れ、速く金持ちになることに努めた。

かくて中国人が目下現実に信奉している道徳価値は実利主義と言える状況にまで至った。

徳と福を一致させるために、ある地域では「見義勇為」（正義のために勇敢に事に当たる）

基金を設けた。学術界においても、現在の中国で推進すべきは互恵互利主義の道徳、ある

いは合理功利主義の道徳と唱える学者もいる。 

三つには、政治観念において、中国人は「実事求是」を講求する。毛沢東は「実事求是」

を独特に解釈した上で、中国共産党の思想路線を確立した。中国共産党は新時代に対し、

全社会で真実を求め実務を務める精神を唱道し、「五四運動」の科学・民主を追求する伝統

を継承し、「科教興国」（科学教育で国を振興する）の理念を高く国家戦略として掲げた。

このような実を尊ぶ方式のすべてを儒学の実用性の影響に帰結させることはできないが、

全く無関係とも言えない。阿片戦争以来、中国社会に現れた洋務運動・維新運動・民主建

国は、いずれも儒教の経世治用の観念の啓発を受けた。これは儒学の中の実を尊び理に合

する要素を吸収し、腐儒の空虚なやり方を棄てることで作り出した、治世の道・救世の道

である。改革開放以来、主流の「話語（discourse）体系」も、儒学の「名」「実」観中の「合

理内核」を吸収し、現代化建設における実効・実功を重んじている。「名を正して実を求め」、

「実を以て名を求め」、「実を先にし名を後にす」る姿勢を堅持し、社会主義の「名」を、

社会主義の「実」に有機的に結合させる。 

（二）中国人の実用理性の構築に努める 

 それでは、現代の中国人はどのような方面から、儒学の実用性の有益な成分を発掘し、

儒学の実用を重んじる精神を批判継承し、それによって中国人の実用理性を構築すべき

か？  

一つには、儒学の知行合一・訥言敏行・履践を重んじる精神を継承発展させ、真理を検

証する唯一の標準である実践を堅持して、教条主義・神秘主義・絶対権威主義に反対し、

理論と実践、知と行を有機的に結合し、創造と労働を尊重する。 

二つには、儒家の「学びて以て用を致す」という伝統を継承発揚し、基礎研究を重視し

ながら応用学科を発展させ、人々にいっそう多くの実用知識と実用科学を伝え、実証・実

験を重視して、空虚無用な「玄学」を途絶する。 

三つには、儒学の経世治用の価値基準の成分を吸収し、空談を尊ばず、実事を多く做し、

世務を経綸し、経国済民し、人民の生活に心を寄せ、民生を重んじ、人民の満足度をあら

ゆる事務の成否判断の標準とする。 

四つには、儒学の「実を尊び虚を退ける」伝統を参考にし、全社会で真実を求め実務を

務める精神を養い、人民の実を求める思考方法を養い、実効観念・力行理念・求利意識を

養う。 

五つには、道徳において空無な理想主義を放棄し、大多数の固有な人間性と現実の需要

から、人心の実理実情に基づいた適切な道徳規範を制定する。西洋の功利主義・実用主義
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の合理的特質を参考にして、現代の中国の道徳体系が人々に功利の追求と道徳文章との有

機的統一を促させるものになるようにする。 

（三）儒学の実用精神を弁証的に止揚する 

  一方において、経験理性を理論理性に総合させる。儒学は実用性を講究し、中国人と

中国文化に論理抽象の理性の発達を妨げた。中国伝統の実用理性の最大の欠陥は、超経験・

符号化の実践力の過不及に対する十分な認識と展開が欠けている点である。中国には高度

に抽象的な純粋哲学が少なく、「理論を実際と連系」することを強調しすぎる。現実の可能

性を重視し、論理の可能性を軽視するため、「無用」な抽象思惟を軽視し貶める。孟子のご

とき雄弁家も、つねに形式論理に違反して、気勢で圧倒しようとする。冷静な荀子でさえ

も、実用価値がないとして名家を批判する。孔子以来、重視されるのはつねに名実の相応

である。「必ずや、名を正さんか」65と言っても、「名」自身の独立発展ではない。天人を分

けない巫史の伝統、抽象を欠く先験観念と思惟方式は、中国人の心知と言語を、人事の経

験・現実の成敗に対する追求に、長く沈溺させてきた66。中国人の合理的な理性精神を構築

するためには、儒学の経験型の実用理性を吸収して、上述の実用精神の風格を発揮するこ

とは言うまでもなく、また西洋の論理演繹を重視し、抽象思弁を講究する合理要素を参考

にして、経験理性と理智理性の二元が相互補完する理性系統を再構築すべきである。 

  もう一方で、儒家の実用理性の畸形的な発展が醸成した、一面的な道徳実用理性の仕組

みを改める。儒学は二重的な特徴を持っている。「道を重んじ器を軽んず」る価値基準は、

たしかにいくぶんか技術理性の発展を抑止したが、「実を尊び虚を退く」文化は、伝統中国

の技術発明の隆盛を促した。例えば、方術・医術・気功・武功・房中術などは非常に盛行

した。中国の四大発明も、文明を誇る国という名を世界中に広めた。しかし、儒学の、純

粋科学に対する関心の不足は、科学ための科学、知識ための知識という科学理性の伝統を

中国に欠乏させた。今日、中国人の健康な心知モデルを発展するために、技術理性と科学

理性をともに顧みなければならない。それ以外にも、儒学は倫理実用理性・感情実用理性

に偏向して、人倫日用を重視しながら、経済理性・民主政治理性・法治理性などの方面の

道具的価値が弱かった。将来は、儒学が唱道する道徳人文理性と経済論理・政治民主論理・

法治論理を人生社会の実践中に整合し、それらの実際効用を充分に発揮して、現代の中国

人を、社会転換の中にあって、知識主体・道徳主体・政治主体を一身に体した現代的な個

体へと発展すべきである。

                                                   
65
 『論語 子路』：子路曰：衛君待子而為政、子將奚先。子曰：必也正名乎。 
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 李澤厚『實用理性與樂感文化』、三聯書店 2005 年版、第 12-13 頁。 
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Regional Environmental Cooperation in Northeast Asia  

and  

the Rise of the Ecological Epistemic Community of Jisshinjitsugaku 
 

TANAKA Maria 

 

Abstract: 

In Northeast Asia (NEA), there are several pressing environmental problems. Yellow 

Dust, acid rain, marine pollution and climate change are a few examples of the regional 

environmental issues that need to be addressed. Currently, there is no multilateral 

organization that aims to manage the NEA regional environmental problems. This does 

not mean, however, that there are no cooperative mechanisms which address 

environmental issues in the region. 

In this study, I focus on three (seemingly unrelated) aspects of global environmental 

governance, namely 1) regional environmental cooperation in Northeast Asia, 2) the 

phenomenon of ecological epistemic communities, and 3) the concept of Confucian ecology, 

to explore the possibility of the formation of a transnational ecological epistemic 

community of jisshinjitsugaku [実心実学].  

 The present study is divided into five sections. In the Introduction, I discuss 

briefly the relationship between the SDGs and the process of decoupling of economic 

growth from natural resource use and environmental impacts. In Section 2, drawing on 

the concept of ‘polycentric governance’, I outline the trajectory of regional environmental 

cooperation in Northeast Asia. A particular focus is given to the Tripartite 

Environmental Minister Meeting (TEMM), the Yellow Sea Large Marine Ecosystem 

Project (YSLME), and the Kitakyushu Initiative Network (KIN). In Section 3, drawing 

on the concept of an ‘ecological epistemic community’, I discuss the formation and the 

programme of the International Confucian Ecological Alliance (ICEA). In Section 4, I 

propose a conceptual framework for Confucian ecology, envisaged as a synthesis of the 

anthropocosmic vision,  the ethics of self-cultivation, and the jitsugaku-style governance. 

The purpose of the Conclusion is to evaluate the possibility of the formation of a 

transnational ecological epistemic community of jisshinjitsugaku against the backdrop of 

the demise of the current liberal world order. 

Keywords: 

regional environmental governance; ecological epistemic communities; Confucian ecology,  

anthropocosmic vision; ethics of self-cultivation, jitsugaku-style governance; 
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要旨： 

 北東アジアは、黄砂、酸性雨、海洋汚染、気候変動といった喫緊の課題を多く抱えている。

現在、北東アジアにはこれらの環境問題を包括的に処理する多国間組織が存在しないが、個々

の問題の解決を目指す協力メカニズムは存在している。 

 本報告は、①北東アジアの環境協力、②生態学的知識共同体、③儒教生態学の三つの環境

ガバナンスの側面から、生態学的知識共同体としての「実心実学」の台頭の可能性を検討す

る事を目的とする。 

 本報告は、次の五つの節に分けられる。第一節では、持続可能な開発目標と「デカップリ

ング」との関係を明らかにする。第二節では、多極的環境ガバナンスの概念に基づいて、北

東アジアにおける環境協力の軌跡を論じる。具体的には、日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）、

黄海大規模海洋生態系プロジェクト（YSLME）、北九州イニシアティブ・ネットワーク（KIN）

を事例とする。第三節では、生態学的知識共同体という概念に基づいて、杜維明教授が設立

した国際儒家生態連盟（ICEA）を分析する。第四節では、「人類宇宙観」、「自己修養」、「実学

から派生するガバナンス・モデル」の言説が融合する儒教生態学の理論的枠組みを提示する。

第五節では、結論として、現在のリベラルな国際秩序の終焉を背景に、生態学的知識共同体

としての「実心実学」が台頭する可能性を評価する。 

 

キーワード： 

地域環境ガバナンス（regional environmental governance） 

生態学的知識共同体（ecological epistemic community） 

儒教生態学（Confucian ecology） 

人類宇宙観（anthropocosmic vision） 

自己修養（ethics of self-cultivation） 

実学から派生するガバナンス・モデル（jitsugaku-style governance） 
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报告题目： 

东北亚环境共同体的形成与作为生态学知识共同体的“实心实学”的兴起 

 

主旨： 

东北亚现在面临着黄沙，酸雨，海洋污染,气候变动等一些亟待解决的问题。虽然目前在东北

亚地区并不存在能够解决所有环境问题的政府间国际组织，但是，为了解决其中某些问题，区

域合作机制已经逐步形成。 

 本报告着重从①东北亚环境合作，②生态学知识共同体，③儒家生态学这三个环境治理的角

度进行分析，并探讨作为生态学知识共同体的 “实心实学”随之兴起的可能性。 

    本报告分为五小节，第一节主要分析可持续发展目标与生态经济脱钩的关联。第二节从多

中心理论的环境治理这个概念入手，讨论东北亚环境合作的轨迹。具体分析中日韩环境部长会

议（TEMM）、黄海大海洋生态系项目 （YSLME）、北九州环保倡议合作网络 这三个案例。

第三节从生态学知识共同体这个概念出发，分析杜维明教授设立的国际儒家生态联盟（ICEA）。

第四节建构儒家生态学的理论框架，其中融合了天人合一观，自我修养，实学思想衍生的治理

模式等概念。第五节提出结论，并以当下自由主义的国际秩序为背景，评价作为生态学知识共

同体的 “实心实学” 兴起的可能性。 

 

关键词： 

区域环境治理（regional environmental governance） 

生态学的知识共同体（ecological epistemic community） 

儒家生态学（Confucian ecology） 

天人合一观（anthropocosmic vision） 

自我修养（ethics of self-cultivation） 

实学思想衍生的治理模式（jitsugaku-style governance） 
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보고제목:  

동북아시아에 있어서의 환경공동체의 형성으로 부터 본 생태학적 지식공동체로서의 

「실심실학(実心実学)」의 대두 

  

요지： 

동복아시아에는 사막, 산성비, 해양오염, 기후변화 라고 하는 중요한 과제가 산적해 있다. 현재 

동북아시아에는 이러한 환경문제를 포괄적으로 처리하는 다국간 조직이 존재하고 있지 않지만 

각각의 문제의 해결을 목표로 하는 협력 매커니즘은 존재하고 있다. 

본 보고는 ①동북아시아의 환경협력, ②생태학적 지식공동체, ③유교생태학의 세가지 환경 

거버넌스의 측면으로 부터 생태학적 지식공동체로서의 「실심실학」의 대두의 가능성을 

검토하는것을 목적으로 한다.  

본 보고는 다음의 다섯가지 절로 나누어져 있다. 제 1 절 에서는 지속가능한 개발목표와 

「디커플링」과의 관계를 명확히 한다. 제 2 절 에서는 다극적 환경거버넌스의 개념에 기초하여 

동북 아시아에 있어서의 환경협력의  궤적을 논한다. 구체적으로는 한중일 삼국 환경장관 회의 

(TEMM), 서해 대규모 해양생태계 프로젝트 (YSLME), 북 규슈 이니시어티브 네트워크 (KIN)를 

사례로 한다. 제 3 절 에서는 생태학적 지식공동체 라고 하는 개념에 기초하여  뚜 

웨이밍(杜維明) 교수가 설립한 국제 유교생태 연맹(ICEA)를 분석 한다. 제 4 절 에서는  

「인류우주관」, 「자기수양」, 「실학으로 부터 파생된 거버넌스 모델」의 언설이 융합한 

유교생태학의 이론적 테두리를 제시한다. 제 5 절 에서는 결론으로서 현재의 리베랄한 국제질서의 

종말을 배경으로 생태학적 지식공동체 로서의 「실신실학」이 대두 되는 가능성을 평가한다. 

 

키워드： 

지역환경 거버넌스（regional environmental governance）, 생태학적 지식공동체（ecological epistemic 

community）, 유교생태학（Confucian ecology）, 인류우주관（anthropocosmic vision） 

자기수양（ ethics of self-cultivation ） , 실학으로 부터 파생된 거버넌스 모델（ jitsugaku-style 

governance） 
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1. Introduction 

In the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), the decoupling of economic 

growth from natural resource use and environmental impacts is recognised as a key 

enabler of sustainable development. In other words, an overarching goal of decoupling is 

to increase economic output and human well-being, while reducing the use of natural 

resources and slowing down environmental degradation. To achieve such decoupling, 

today’s linear material flows through the economy must become circular through 

intelligent design of products that incorporates standardization, reuse, remanufacturing, 

and development of efficient infrastructure systems.  

 As noted by Bringezu at al., “focusing on single resources, single economic 

sectors or single environmental or health impacts, will not achieve the collective vision of 

the SDGs, and may instead cause harm if the interactions between each of the goals are 

not considered”.1 By now, it has become increasingly clear that decoupling is not the 

domain of environmental ministries alone, but rather cut across all levels of government 

and society - a mix of multi-level and multi-sectoral environmental governance as well as 

an active public participation is needed to achieve a profound transformation of how 

natural resources flow through society.  

 In this study, I focus on three (seemingly unrelated) aspects of global 

environmental governance, namely 1) regional environmental cooperation in Northeast 

Asia2, 2) the phenomenon of ecological epistemic communities, and 3) the concept of 

Confucian ecology, to explore the possibility of the formation of a transnational ecological 

epistemic community of jisshinjitsugaku [実心実学].  

 The present study is divided into five sections. In Section 2, drawing on the 

concept of polycentric governance, I briefly outline the trajectory of regional 

environmental cooperation in Northeast Asia. A particular focus is given to the Tripartite 

Environmental Minister Meeting (TEMM), the Yellow Sea Large Marine Ecosystem 

Project (YSLME), and the Kitakyushu Initiative Network (KIN). In Section 3, drawing 

on the concept of an ‘ecological epistemic community’, I discuss the formation and the 

programme of the International Confucian Ecological Alliance (ICEA). In Section 4, I 

                                                   
1Bringezu et al., Assessing Global Resource Use: A Systems Approach to Resource Efficiency and 
Pollution Reduction, 10. 
2Northeast Asia (NEA) is generally understood to mean the Greater China, Japan, the two Koreas, 

Mongolia and the Russian Far East. This study, however, focuses exclusively on the regional 

environmental cooperation and environmental networks in the Greater China, Japan and the two 

Koreas. 
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propose a conceptual framework for Confucian ecology, envisaged as a synthesis of the 

anthropocosmic vision,  the ethics of self-cultivation, and the jitsugaku-style governance. 

The purpose of the Conclusion is to evaluate the possibility of the formation of a 

transnational ecological epistemic community of jisshinjitsugaku against the backdrop of 

the demise of the current liberal world order. 

 

2. Regional Environmental Cooperation in Northeast Asia 

In Northeast Asia, there are several pressing environmental problems. Yellow Dust, acid 

rain, marine pollution and climate change are a few examples of the regional 

environmental issues that need to be addressed. Currently, there is no multilateral 

organization that aims to manage the NEA regional environmental problems. This does 

not mean, however, that there are no cooperative mechanisms which address 

environmental issues in the region. 

  To apply a systems thinking approach, regional environmental cooperation in 

Northeast Asia can be described as a ‘polycentric governance’, that is, a system of many 

decision centers having limited and autonomous prerogatives and operating under an 

overarching set of rules. Polycentricity has three basic features: 1) the multiplicity of 

decision centers, 2) the institutional/cultural framework that provides the overarching 

set of rules defining the polycentric system, and 3) the order (at least partly) generated 

by evolutionary competition between the different decision centers’ ideas and methods. 

Importantly, polycentric governance is a type of governance regime that possesses a 

number of institutional attributes capable of providing and producing essential collective 

goods to the citizens in that regime. Last but not least, private corporations, epistemic 

communities, and community-based organizations play supporting roles in a polycentric 

system of governance, even if they have not been assigned roles in an official manner.3 

Tying together levels of social process (→  global → regional → sub-regional → national 

→ local) and scope of environmental projects (→ from wide to narrow), Figure 1 below 

outlines the current state of the environmental governance in Northeast Asia.4 

                                                   
3On the polycentric governance, see, for example, Ostrom, “Polycentricity (Part 1)”, 52-74; 

Andersson and Ostrom, “Analyzing Decentralized Resource Regimes from a Polycentric 

Perspective”, 71-93; Aliglica and Tarko, “Polycentricity: From Polanyi To Ostrom, and Beyond”, 

237-262; and McGinnis and Ostrom, “Reflections on Vincent Ostrom, Public Administration and 

Polycentricity”, 15-25. 
4UNDP→ United Nations Development Program; ASEAN+3 EMM→ ASEAN+3 Environment 

Ministers Meeting (2002-); EANET→ East Asia Acid Deposition Monitoring Network (1998-); 

NEAT→ Network of East Asia Think Tanks; NOWPAP→ Northwest Pacific Action Plan (1994-); 

ADB’s CEP→ Asian Development’s Bank Clean energy Program(2012-); NEASPEC→ Northeast 

Asian Subregional Program for Environmental Cooperation; LTP Project→ Joint Research project 
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Before turning to the examination of the concept of ‘ecological epistemic community’, key 

aspects of the NEA environmental governance will be explored with the help of three case 

studies: 1) the Tripartite Environmental Minister Meeting (TEMM), 2) the Yellow Sea 

Large Marine Ecosystem Project (YSLME), and 3) the Kitakyushu Initiative Network 

(KIN). 

 

2.1. The Tripartite Environmental Minister Meeting (TEMM) 

The TEMM is a major cooperation body established to facilitate the environmental 

cooperation between China, Japan and the ROK. It holds regular meetings at the 

                                                                                                                                                              
on Long-Range Transboundary Air Pollutants in Northeast Asia (2000-); TEMM→ Tripartite 

Environment Ministers Meeting (1999-); YSLME→ The Yellow Sea Large Marine Ecosystem 

Project; TRADP→ The  Tumen River Area Development Program (1995-); Kitakyushu 

Network→ the Kitakyushu Initiative Network (2001-); 
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ministerial level and carries out core active programs (e.g. the Working Group on Dust 

Sandstorms). 

 

 It has never ceased to meet, even during the tensions over the Senkaku/Diaoyu Islands 

(2012-2014) , but the 19th TEMM’s was postponed due to the THAAD issue 

 18th TEMM in Shizuoka (2016) → the Tripartite Policy Dialogue on Air Pollution 

 19th TEMM in Suwon (2017) → the report on LTP → a shift in China’s commitment to 

transboundary air pollution issue (?) →  new initiative on marine environment 

cooperation (1st Marine Debris Workshop, 2017) 

 20th TEMM in Suzhou (June 23-24, 2018) 

 

2.2. The Yellow Sea Large Marine Ecosystem Project (YSLME) 

In 2004, the United Nations Development Program (UNDP) launched the YSLME 

Project in the Yellow Sea, which is located between the Korean Peninsula and China. The 

first phase of the project (2005-2009) led to the development of a Strategic Action 

Programme (SAP) for the Yellow Sea. In 2009, China and the ROC committed themselves 

to the implementation of the SAP while the DPRK was granted the observer status. 

Another positive outcome was the formation of the Yellow Sea Partnership, an alliance of 

local, national, and international stakeholders who team up to support the 

implementation of the SAP.  

The second phase of the project (2014-2019) is now providing assistance to the two 

countries to implement the SAP and to institutionalize the YSLME Commission. If 

successful, the Commission will act as a permanent, non-legally binding framework 

which continues to implement the SAP after the second phase of the project is completed. 

Overall, as noted by Chung, the YSLME Project has been recognized as one of the 

most successful cooperation projects of the UNDP’s large marine ecosystem strategic 

action. In particular, the YSLME project’s notable achievements include the endorsement 

of bilateral agreements on reducing fishing, formulating a regional-level policies based 

on scientific evidence (→ six Regional Working Groups of scientific experts),  the ROK’s 

proactive role in facilitating cooperation, and, last but not least, keeping open the 

possibility of the the DPRK’s participation in regional environmental governance.5 

                                                   
5 Chung, “Building Regional Environmental Governance: Northeast Asia’s Unique Path to 
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2.3. The Kitakyushu Initiative Network (KIN) 

The Japanese city of Kitakyushu once had a notorious reputation as a highly polluted 

industrial area, but it is now known as a leader in industrial pollution control and urban 

environmental management. 

In 1993, during the Chinese State Councilor Song Jian’s (宋健) visit to the city, the 

municipal government of Kitakyushu proposed the creation of a Dalian Environmental 

Model Zone as a pilot project. From December 1996 to March 2000, the Kitakyushu 

municipal government collaborated closely with Dalian in sharing expertise on 

technology, administrative operations, city planning and transferring the pollution 

control technology. Such an inter-city initiative managed to bypass Tokyo and Beijing 

allowing the project to develop quickly without being interrupted by political agenda at 

the central government level.6 

The Kitakyushu Initiative for a Clean Environment was adopted at the United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) meeting 

in September 2000, and the Kitakyushu Initiative Network (北九州イニシアティブ・ネッ

トワーク) was founded in 2001 to strengthen Asian cities cooperation in the realm of 

urban environmental management.7 Currently, the Network comprises 5 Korean, 6 

Japanese and 17 Chinese cities.8 

 

As can be seen from the above examples, the environmental governance in Northeast 

Asia  can be indeed characterized as a system of many decision centers having limited 

and autonomous prerogatives and operating under an overarching set of rules (here, the 

2030 Agenda for Sustainable Development). Also, it is clear from the above that a 

relatively prominent role in the regional environmental governance has been played by 

ecological epistemic communities, municipal governments and environmental NGOs. Let 

us now take a closer look at the role of ecological epistemic communities in the 

governance process. 

 

3. Institutionalizing Ecological Epistemic Communities: The Case of the ICEA 

The term ‘epistemic communities’ is generally understood to mean “a network of 

professionals with recognized enterprise and competence in a particular domain and an 

                                                                                                                                                              
Sustainable Development”, 215. 
6For a detailed analysis, see, for example, Imai et al., “Shimin to Kigyo kara mita Jizokukanona 

Kankyo Toshi: Kitakyushushi no Torikumi”, 26-27. 
7Ibid., 27. 
8As of October 31, 2019; https://kitakyushu.iges.or.jp/cities/index.html 

https://kitakyushu.iges.or.jp/cities/index.html
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authoritative claim to policy-relevant knowledge with that domain or issue area”.9 In 

other words, epistemic communities represent networks of knowledge-based experts that 

frame collective debates, propose specific policies, and identify salient points for 

negotiation for politicians. An ultimate goal of epistemic communities is to ‘benefit 

human welfare’ by persuading decision makers of their shared beliefs and policy goals by 

virtue of their professional knowledge. 

 

 

 

3.1. Ecological Epistemic Communities 

A new environmental management doctrine based on ecological principles emerged in 

the 1960s. broadly speaking, members of the ecological epistemic community subscribe to 

holistic ecological beliefs based on a socio-ecological systems perspective. Such a 

perspective favours setting comprehensive environmental standards based on 

conservative estimates of the ability of  ecosystems to sustain stress, so that coherent 

plans of the management of entire ecosystems can be proposed. 10 

 Since 1972 (→ the UN Conference on the Human Environment), the ecological 

epistemic community has increasingly institutionalized this new environmental 

management doctrine in state policies and practices as well as in the activities of the 

international institutions/regimes. As noted by Haas, the ecological epistemic community 

has been associated with distinctive patterns of environmental cooperation - 

international treaties concluded with their input are based on technical standards that 

reflect the epistemic community’s technical understanding of a specific environment’s 

ability to sustain stress (→ the so called ‘critical loads approach’) and social component 

regarding the need for widespread participation in negotiations.11 

 Several points of criticism has been raised about Haas’s definition of epistemic 

communities (and, by extension, his definition of the ecological epistemic community). 

For example, Mayer correctly observed that the concept has above all been used to 

discuss scientists and scientific knowledge. Even though Haas explicitly states that the 

‘epistemic’ in epistemic communities should not only be limited to scientific knowledge, 

most studies have nevertheless done so.12 Let us now consider  an example of ecological 

                                                   
9Haas, “Introduction”, 3. 
10For a detailed analysis, see Tarlock, “Ecosystems”, 574-595. 
11 Haas, Epistemic Communities, Constructivism, and International Environmental Politics, 

170-171. 
12Mayer, M. “Epistemic Communities and Collaborative Research”, 862-866. 
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epistemic communities that attempts to provide a bridge between Confucian philosophy, 

environmental ethics and the science of ecology, namely the International Confucian 

Ecological Alliance (ICEA; 国际儒家生态联盟). 

 

3.2. The International Confucian Ecological Alliance (ICEA) 

The ICEAS was founded in 2013. Led by Professor Tu Weiming [杜維明], the Alliance 

includes several Confucian institutions and academies in the Greater China, thus 

constituting an example of a Confucian-inspired ecological epistemic community. Also in 

2013, the ICEA published Confucian Statement on the Protection of the Planet, in which 

it proposes the following dimensions of  the Confucian teaching about ecology: 1) a 

virtuous, responsible and caring life, 2) an ethos of responsibility and care, 3) a call for 

working through the structures of the world rather than rising above them, 4) humanity 

perceived as a partner with both Heaven and Earth, 5) the perception that the Earth is 

alive, and 6) the perception that the world is a precious inheritance.13 From the above 

Statement, it is clear that, for contemporary Confucianism, a sustainable human 

beings-Earth relationship will depend on the creation of harmonious societies and 

benevolent governments through the self-cultivation of all members of the human 

community. As Tucker aptly observes: “The whole Confucian triad of heaven, earth, and 

humans rests on a seamless yet dynamic intersection between each of these realms. 

Without harmony with nature and its myriad changes, human society and government is 

threatened”.14 

 

4. A Conceptual Framework for Confucian Ecology 

The purpose of this section is to outline a conceptual framework for Confucian ecology, 

tying together into a coherent whole 1) the anthropocosmic vision (Section 4.1.), 2) the 

ethics of self-cultivation (Section 4.2.), and 3) the jitsugaku-style governance (Section 

4.3). 

 

4.1. Confucian Vision of Nature 

The relation between nature and humankind in Confucianism is often described as 

‘anthropocosmic’ - the human forms a triad with Heaven and Earth and affects the 

growth and transformation of things through human self-cultivation.15 Central to this 

metaphor is the notion of humans as children of the universe and responsible for its care 

                                                   
13ICEA, Confucian Statement on the Protection of the Planet. 
14Tucker, “The Emerging Alliance of Religion and Ecology”, 120.  
15Tu, “The Value of the Human in Classical Confucian Thought”, 67-80. 
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and continuation. The opening lines of Zhang Zai’s [张载 ; 1020-1077] Western 

Inscriptions [西铭]offer the following ontological view of the human: 

 

Heaven is my father and Earth is my mother, and even such a small creature as I 

finds an intimate place in their midst. Therefore, that which extends throughout 

the universe I regard as my body and that which directs the universe I consider as 

my nature. All people are my brothers and sisters, and all things are my 

companions. 

 

Wang Yangming [王阳明; 1472-1529], in his Inquiry on the Great Learning [大学问], 

suggests that action (including environmental action) can be derived from the image of 

things united as a single body throughout the universe:  

 

Therefore, when we see a child about to fall into the well, we cannot help a feeling of 

alarm and commiseration. This shows that our humanity forms one body with the 

child. It may be objected that the child belongs to the same species. Again, when we 

observe the pitiful cries and frightened appearances of birds and beasts about to be 

slaughtered, we cannot help feeling an ‘inability to bear ’ their suffering. This shows 

that our humanity forms one body with birds and animals. It may be objected that 

birds and animals are sentient beings as we are. But when we see plants broken and 

destroyed, we cannot help a feeling a pity, this shows that our humanity forms one 

body with plants […] 

 

And further, with regard to the philosophical observation that all things form a 

single body: 

 

Everything from ruler, minister, husband, wife, and friends to mountains, rivers, 

spiritual beings, birds, beasts, and plants should be truly loved in order to realize my 

humanity that forms one body with them, and then my clear character will be 

completely manifested, and I will really form one body with Heaven, Earth, and the 

myriad things. 

 

Takehiko Okada [岡田武彦; 1908-2004], a contemporary Confucian scholar, describes 

Confucian attitude towards nature as follows: 

 

In speaking of the importance of human life, it is essential to realize the 
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importance of one’s own life as well as the lives of others. We live in the same world 

and together and mutual respect for life is a prerequisite. From my point of view, 

Confucianism provides a suitable basis for this perspective. At the centre of this 

perspective lies the Confucian idea of being in community (forming one body) with 

others. In order to do this, it is essential to follow the rules of society. The basis of 

Confucian ethics is to have consideration for the other person’s heart. If we extend 

this concept, we can include all of nature.16 

 

The above principle of forming one body with all things, can be further complemented 

with Wang Fuzhi [王夫之; 1619-1692] naturalistic account of the universe as a dynamic, 

self-regulating and holistic system, a vision that resonates closely with contemporary 

ecological worldview based on the concepts of ‘wholeness’, ‘relationship’, and ‘change’ as 

well as an attempt to re-integrate humans with nature.17  

Black describes Wang Fuzhi’s perception of the universe as “of a living whole, whose parts 

derive their identity from their functional relationship to the whole and to one another.”18 

 In his Outer Commentaries on the Zhouyi, Wang Fuzhi envisages his complex 

and holistic ecological worldview as follows: 

 

Does the world have radically separable and mutually exclusive things? Searching 

for such things in the Heaven and Earth, this kind of entity does not exist; searching 

the myriad things, this kind of entity does not exist; introspecting into one’s 

heart-mind [心], one Is not aware of such a thing. The Heaven is venerable aloft, and 

yet enter the midst of the Earth; there is no depth that it does not inspect. The Earth 

is humble below, and yet the Earth hoists the horizon, there is no height that it does 

not penetrate. One cannot take and separate the world […] Of the radically 

separable and mutually exclusive, the Heaven and the Earth does not have it, the 

myriad things do not have it, people’s heart-mind does not have it. 

 

Overall, both the principle of forming one body with all things and the vision of the world 

as a dynamic, self-regulating and holistic system has far-reaching consequences for our 

understanding of the ecological dimension of the Confucian tradition.  

 

4.2. The Ethics of Self-Cultivation 

                                                   
16Okada, Toyo no Michi, 199. 
17See, for example, Du Plesis and Brandon, “An Ecological Worldview as Basis for a Regenerative 

Sustainability Paradigm for the Built Environment.”, 53-61.  
18Black, Man and Nature in the Philosophical Thought of Wang Fu-chih, 158. 
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Self-cultivation [自我修養] lies at the heart of the Confucian endeavour. In Western 

scholarship, the concept has been used to describe “the process of study and reflection 

coupled interdependently with practice in active life and meditative quiet”.19  

Mou Zongsan [牟宗三 ; 1909-1995] distinguishes between two types of self-cultivation: 

the way of retrospective verification [逆觉之路] which he associates with both the 

Lu-Wang School and the Zhang-Liu School, and outward-oriented self-cultivation [向外顺

取之路] championed by the Cheng-Zhu School.20 In the thought of Liu Zongzhou [刘宗周; 

1578-1645] the above two approaches reach a synthesis. While recommending dwelling 

in vigilant solitude [慎独], Liu also urges us to correct mistakes made in our daily 

behaviour, thus offering a balanced programme for self-cultivation. Overall, 

self-cultivation practices allow us to ascribe a concrete content and a real meaning [具体

内容与真实意义] to Nature (or the Way).21 In other words, it is the Way that we focus our 

attention on, and self-cultivation is understood as a means to actualize it in our live. 

Kaibara Ekken [貝原益軒; 1630-1714], on the other hand, stresses the sense of 

gratitude towards the Heaven and Earth as a central component of self-cultivation. In 

his Precepts for Daily Life in Japan [大和俗訓] he focuses on the concepts of ‘humanness’ 

and ‘compassion’: 

 

Heaven and Earth give birth to and nourish all things, but the deep compassion with 

which they treat humans is different from [the way they treat] birds and beasts, trees 

and plants. Therefore, among all things only humans are the children of the universe. 

Thus, humans have Heaven as their father and Earth as their mother and receive 

their great kindness. Because of this, always to serve heaven and Earth is the Human 

Way … The root of the practice of humanness is, first loving parents, brothers and 

sisters … Next, we should love relatives, retainers, and friends, and all other people. 

Then we should love and not wantonly kill birds, beasts, insects, and fish. Finally, we 

should love and not recklessly cut down grass and trees. This is the order of showing 

compassion towards people and living things … Thus, even birds and beasts, grasses 

and trees, are all made by nature – if we damage them recklessly, we should realize 

that it is a lack of filial piety towards nature. 

 

Given the above, the role of self-cultivation in the Confucian ecological worldview can be 

                                                   
19 Kalton, “Extending the Neo-Confucian Tradition: Questions and Reconceptualization for the Twenty-First 

Century”, 96. 
20 Mou, “Zhongguo Zhexue Shijiu Jiang”, 375-377. 
21 Mou, “Zhongguo Zhexue Shijiu Jiang”, 392-393. 
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summed up as follows. Things are united as a single body throughout the universe. 

Humankind, however, holds a special position in the order of all things. Because of this 

special position, we have special responsibilities and duties. The focus of self-cultivation 

on the fulfilment of humanness (shown towards all living things) is such a duty. 

 

4.3. The Jitsugaku-style Governance 

The third dimension of the Confucian ecology centres on the jitsugaku-style governance. 

A comparison of the definitions offered by Ge22, Cho’on23, and Minamoto24 reveals the 

following characteristics of the Confucian-inspired way of governance: 

 The spirit of ‘administering the state and relieving the suffering of the people’ [經世濟民] 

is a driving force behind the Confucian-inspired way of governance; 

  The principle of ‘governing through (one’s) self-cultivation’ [修身齊家治國平天下] is key 

to a successful environmental governance. It must be noted, however, that for 

contemporary Confucianism, the call for the self-cultivation encompasses all members of 

the society (including the scholars [君子]), since social order is intrinsic on the concept of 

self-cultivation.25 

 The spirit of revealing the secrets of nature (that is, the spirit of scientific inquiry) as well 

as a reformulation of the philosophical enterprise in line with the principles of 

practicability and self-examination [ 自 省 ] also affect the final shape of the 

Confucian-inspired way of governance. 

 

4.4. Confucian Ecology: A Synthesis of the Anthropocosmic Vision, the Ethics of 

Self-Cultivation and the Jitsugaku-style Governance 

As explained above, Confucianism favours the anthropocosmic vision of the unity of 

Heaven, Earth, and Humanity. Also, it tends to incorporate the spiritual and naturalist 

dimensions in a comprehensive vision of the nature and function of humanity in the 

cosmos. With regard to human-induced transformation of nature, Tu Weiming argues 

that  

                                                   
22Ge, Zhongguo Shixue Sixiangshi,  4. 
23As quoted in Kalton, “An Introduction to Silhak”, 33. 
24Minamoto, Jitsugaku Shiso no Keifu, 41-42. 
25Tu, “Xinrujia Renwenzhuyide Shengtai Zhuanxiang: Dui Zhongguo he Shijiede Qifa”, 19. 
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the human transformation of nature […] means as much an integrative effort to 

learn to live harmoniously in one’s natural environment as a modest attempt to use 

the environment to sustain basic livelihood. The idea of exploiting nature is rejected 

because it is incompatible with the Confucian concern for moral self-development.26 

 

Tying together the anthropocosmic vision, the ethics of self-cultivation, and the 

jitsugaku-style governance, the Figure 2 below outlines a conceptual framework for 

Confucian ecology. 

 

Figure 2. A Conceptual Framework for Confucian Ecology. 

 

Source: Author’s own elaboration. 

5. In Lieu of Conclusion 

Transnational epistemic communities play a key role in deepening regional cooperation 

at the ideational level by identifying common issues and proposing shared solutions 

across borders and issue areas. The main take-home message of this paper is to argue in 

favour of the formation of an ecological epistemic community of jisshinjitsugaku in 

Northeast Asia with the overarching goal of promoting Confucian ecology as well as 

Confucian ecology-derived solutions to regional environmental issues. 

In his critique of the ‘Enlightenment mentality’, Tu Weiming points out that the 

modern Enlightenment project remains the dominant human ideology for any analysis of 

the present ecological crisis: what began in the West as a search for liberty, equality and 

                                                   
26Tu, “The Value of the Human”, 75. 
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fraternity has led to unrestrained industrialization, damaging effects of neoliberal 

market practices and unsustainable urban sprawl around the globe.27 Building on his 

critique, I would like to make two related observations: 1) it is important to bear in mind 

that the SDGs are often at odds with the neoliberal agenda, and 2) in the context of the 

2008 financial crisis, neoliberalism has clearly lost the aura of a relatively robust 

political-economic regime. In other words, it is safe to say that we are now witnessing the 

demise of the neoliberal model of modernization. 

In another important development, Amitav Acharya points out that the age of global 

dominance by a single power (the so-called ‘American-led liberal hegemonic order’) as the 

world has experienced under the United States, is over. Although American power would be 

still an important part of a new ‘multiplex’ world order, future scenarios include “a concert 

among the established and emerging powers and/or a network of predominantly regionalized 

orders”.28 In other words, it is safe to say that we are now witnessing the demise of the 

American-led liberal hegemonic order. 

With regard to global environmental governance, in August 2017, the Trump 

administration officially informed the UN that the US intends to pull out of the Paris Climate 

Agreement. The Paris Accord came into effect in November 2016 and aims to prevent the 

Earth from heating up by 2 degrees Celsius since the start of the industrial age. Under the 

agreement (of which China, Japan and the ROK are parts) countries set their own national 

plans for cutting climate emissions. Although states and local governments in the US have not 

followed suit, it is clear that the US resigns from playing a leading role in the fight against 

climate change and that the Trump administration has issued a series of controversial 

environmental rollback. In other words, it is safe to say that, unlike other areas of regional 

cooperation in Northeast Asia, the environmental governance-related projects are, at least for 

the time being, of little interest to the United States.   

The last point that I would like to touch upon is the CCP-led inception of the ecological 

                                                   
27Tu, “Beyond the Enlightenment Mentality”, 19-28. 
28Acharya, The End of American Order, 8-9. 
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civilization (生态文明). As noted by Ball, after the formation of the People’s Republic of 

China, nature was regarded (in line with classical Marxist modernization theory) “as at best 

an unruly servant in need of tough disciplined at worst a deadly enemy to be crushed”.29 In 

1940, Mao Zedong concluded that “man must use natural science to understand, conquer and 

change nature, and thus attain freedom from nature”.  

Ecological civilization appeared in official document for the first time in a 2003 policy 

document of reforestation [中共中央国务院关于加快林业发展的决定]. However, it was only 

when president Hu Jintao mentioned it in his 2007 work report to the 17th CCP Congress that 

the term began to emerge politically. In 2012, Hu Jintao’s second work report to the 18th CCP 

Congress dedicated a whole section to the ‘construction of ecological civilization’ [建设生态文

明]. President Xi Jinping upheld the economic civilization as the key concept, so that the 

Politburo adopted a landmark Opinion Document on Ecological Civilization Construction [国

务院关于加快推进生态文明建设的意见] in April 2015, followed by the Ecological Civilization 

Construction Action Plan [生态文明体制改革总体方案] five months later. Last but not least, 

in March 2018, an administrative reshuffling was carrying out that led to the creation of the 

Ministry of Ecology and Environment [生态环境部].  

One may ask why the CCP chose to focus on the term of ‘ecological civilization’ rather 

than ‘sustainable development’ [可持续发展]. As noted by Barme, in the 1980s, Deng 

Xiaoping promoted a ‘spiritual civilization’ [精神文明] that would complement the ‘material 

civilization’ [物质文明] brought about by economic reforms.30 At that time, Deng wanted to 

signal that modernisation was not just about getting rich, it should also have a ‘spiritual 

dimension’. In the same vein, from the 2000s onwards, the CCP chose to focus on the 

‘ecological civilization’ underpinned by the anthropocosmic  vision31 with a twofold aim of 1) 

                                                   
29Ball, The Water Kingdom: A Secret History of China, 294. 
30Barme, “Introduction: Engineering Chinese Civilization”, iii. 
31See, for example, Hu, Zhongguo Chuangxin Luse Fazhan, 20-21 [绿色发展理论来源于三个方面：

一是千年来中国传统文化中的“天人合一”思想…]. 
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responding to the state’s failure to protect the environment during the thirty years of the 

reform and opening up, and 2) offering a kind of ‘spiritual guidance’ based, at least to some 

extent, on Confucian values.  

As noted by Archer, whether or not a given set of ideas (= a discourse) has a salience in 

the social order depends upon who is upholding (promoting, imposing, etc.) those 

particular ideas at any given time. Culture (understood as the world of ideas), however, 

cannot be confined to ideas that are currently endorsed by elites (= the current neoliberal 

discourse), because these are always a portion of the ideas available for endorsement.32 

Usually, a new development at socio-cultural level (in our case, the transformation of the 

current neoliberal discourse, the growing importance of the SDGs discourse) leads to the 

activation of that non-salient portion (in our case, a set of ideas associated with the 

Confucian ecology), specifically those ideas which challenge whatever is hegemonic. 

Given the above, it is clear that the window of opportunity for a partial revival of 

Confucian discourse in East Asia has been created (see Figure 3 below). 

 

Figure 3. The Window of Opportunity for a Partial Revival of Confucian Discourse. 

 

Source: Author’s own elaboration. 
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1. 緖論 

20 世紀の韓国実学研究は、30 年代のいわゆる「朝鮮学運動」を通して近代志向意識を導こうとす

る努力から出発したと言っても過言ではない。安在鴻・崔益翰・白南雲らの民族史学が、それである。

1950 年代には、実学の概念をめぐっての議論が本格的に始まったが、国権回復後の実学の近代的性

格と関連するものであった。千寬宇、洪以燮、韓㳓劤らが磻溪柳馨遠、星湖李瀷、茶山丁若鏞などの

個別の実学者に対する本格的な研究を始めたのがそれである。これを碧史李佑成(1957)は「実学が中

世における中世への克服の一作用であるなら、実学者の文学である燕巖文学もこうした意味からその

歴史的価値が評定されるべきである」と総括した。中世の最後に中世を乗り越えて発展的世界[近代]

に進む芽を見つけたのである。  

1970 年代には、日帝が朝鮮亡国の理由として示した停滞性と他律性を克服するための資本主義萌

芽論が行われた。金容燮の農業史と姜萬吉の商業史が代表的である。資本主義萌芽論の誕生は、帝国

主義史学や植民史観に対する批判の性格を持つ。80 年代以降に行われた哲学研究は、儒学と実学、

および性理学と実学の関係を争点とした。実学の概念が問題となったのである。そして、実学は儒学

の別名であり、性理学との弁別性から実学の特徴を見出すことができるという結論が得られた。尹絲

淳(1982)は「朝鮮末期儒学は性理学と実学との対照的な流れを見せる」と評価した。 

上記の見解は現在にも続いている。宋載卲(2006)は「実学とは儒学に他ならない。……性理学的な

思惟の桎梏から脱却しようとする動きが実学発生の一つの要因」であるとし、林熒澤(2013)は「実学

は朝鮮朝後期に起きた新学風として成立したもの」であり、「17世紀以来……西勢東漸と呼ばれる全

地球的な変動の波長」であり、「性理学の延長線上に置かれたものではなかった」と述べる。実学を

性理学に対する批判と克服の意義を持つ概念としてとらえているのである。さらに河宇鳳(2018)は、

その見解に加え、いわゆる「湖南実学」を通じて実学の内包と外延を広げる作業を進めている。  

だが、こうした実学概念の歴史性と実学研究の時代性が堅固な地盤の上にあるわけではない。実学

の概念自体が曖昧であり、時には不正確であるとの議論もあり、自らを実学者であると命名した学者

もいない。実学は現代の研究者によって規定された概念だということである[シン・ハンス(2005)]。

さらに、「実学と近代が絡み合い、両者は一種のイデオロギーになってしまった」[キム・チワン(2013)]

と批判する学者もいる。  

本報告は、中でも実心実学論を主唱する研究に集中し、韓国実学研究の態度と方向について省察し

てみたい。特に「「近世」と「近代」を区分する枠組みは日本史の構図であり、近世実学としての実

心実学は小川的な発見」[林熒澤 (2002)]という評価を、本報告の出発点とした。小川晴久は実心実

学論を定礎した日本人学者である。  

小川晴久の研究に焦点をおいたのは、第一、韓国において研究されている実心実学論が彼の研究成

果とある種の関係がある「ようだ」からである。だが、それに対する明証はまだない。したがって、

韓国実学研究の態度に対する省察が必要であると判断した。 第二に、実心実学論の方向性と関わる
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ものである。実心実学論が示す観点が、近世と近代を合理的に設定しているのか、未来のための展望

を合理的に提示しているのかが、関鍵である。 

 

2. 実心実学論 

小川晴久(1993)・(2009)を通じて実心実学論の意味を以下のように把握することができた。実心実

学は実行∙実見∙実用∙実心の学の 4 つを集約したものである。実心実学を実心と実学に分けると、そ

れぞれは修己と治人に当たり、『尚書』「大禹謨」の三事である正徳[実心]・利用厚生[実学]に対応す

ることができる。実心実学の類型は、修己治人型と天人型に細分化される。そして実心実学に影響力

を与えたのが、陽明学が示す実心の側面である。そして、こうした実心実学の理解は、現代と過去を

思想的に統一しようとする戦略である。さらに、その統一戦略は生態系を守るモデル[天人型]を発見

し、展望するためのものである。  

小川晴久は 1963～1964 年の間、『朝鮮哲学史』を読んで朝鮮実学思潮を知り、18 世紀の洪大容に

魅了され、1978 年、一年間韓国に留学しながら朝鮮実学に対する理解を固め、その後、近世実学に

は近代以降の実学とは異なる「実心実学が存在する」ことが分かったと述べている。そして近世実学

に注目する理由として、第３世界の回復と道徳の回復を主張した[小川晴久(2005)]。要するに、地球

の南半球を占める第３世界の経済力と道徳的な心を回復し、生態系を維持することを実心実学の価値

として考えているのである。ここには閔泳珪との交流、彼を通じての鄭寅普の『陽明学演論』との出

会いがきっかけとなっている[小川晴久(1983)]。 

韓国で実心実学論を扱っている分野は朝鮮陽明学と関連する。そしてそれは為堂鄭寅普の陽明学の

研究から影響を受けている。為堂は朝鮮後期学術の流派を３つに分類している。星湖李瀷から農圃鄭

尙驥にいたる南人系列、疎齋李頤命と西浦金萬重から湛軒洪大容にいたる老論系列、霞谷鄭齊斗を継

承した少論系列が、それである[『薝園鄭寅普全集』2、「朝鮮古書解題-椒園遺稿」]。そして為堂は

霞谷を淵源とする朝鮮陽明学こそ実心に根拠した実学であるととらえていた[ハン・チョンギル

(2014)]。 

為堂にとって実心とは、本来的な生まれつきの「本心」である。「何が本心であるのか。他人は欺

くことができても、自分を欺くことはできないから、欺こうとするのを邪念といい、欺くことができ

ないのを本心という。したがって、厳格に心を言うのであれば、本心がこの心であり、その外のもの

はすなわち心の賊である」。それなら、為堂にとって朝鮮性理学は実心から出た実学ではなく、邪念

から出た虚学となる[『陽明学演論』]。陽明学の根本を「一真無仮」と規定する為堂の観念が集約さ

れている言葉であると言えよう。「一真無仮 」は再び「誠」に集約される。  

霞谷の学問を「実心実学」と規定したのは、霞谷の弟子に至ってからである。「我々の先正の実心

実学は、この世の儒宗である」（「我先正実心実学、為一世儒宗」）。「昔、周濂渓先生は「誠とは聖人

の根本である」と言ったが、大抵誠というのは、すなわち心の中の実理を称します。天がこの実理を

人に与え、人がそれを得て心とします。これによって知を成すと真知となり、これによって務めると

実行となり、真知をもって実行とすれば、これが実学です。この実学を得た者は少ないが、ただ我が

先正である臣、鄭齊斗は、金のように正しく、玉のように潤沢な資質を持ちながら、池に臨んで氷を

踏むかのように工夫を積み、かつて科挙の業を捨て、潜心して精進したのであるから、卓然と先にそ

の大を立てるという意に合致するものがありました。[『霞谷集』巻 11、「請設書院儒疏[再疏]」]  

弟子らによって規定された実心実学者としての霞谷に対する評価は、現代の朝鮮陽明学の研究者に

おいても継承されている。代表的な研究者の多くは霞谷の学問と霞谷学派、あるいは江華学派の学問

を「実心実学」であると規定している[金敎斌, 沈慶昊, 朴連洙, 鄭仁在など] 。だが、直伝弟子の

評価と現代の研究者の評価を同じ観点から把握することはできない。評価としての実心実学と概念と

しての実心実学に対する違いが存在するからである。  

したがって、こうした朝鮮陽明学の実心実学論は、優先的に朱子性理学との弁別性が必要であり、

ひいては朱子性理学や朝鮮陽明学とも性格を異にする学者が示したそれとの違いも究明しなければ

ならない。そのため、近年では上記のような議論に関連する研究が少しずつ行われている。その始ま

りを新儒学に求めるのが、それである。「程頤は、主体意識を強調した最初の思想家であり、朱熹と
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王陽明は程頤の主体性の原理に立脚した思想を継承しているが、方法論において差異があるのみであ

る」[キム・ウヒョン(2018)]。ここでの評価は、霞谷が、朱子学と陽明学を独創的に結合して江華学

派を開いたというものである。為堂もまた主体的な実心の倫理学を通じて「国学」を形成したと評価

している。  

朱熹は程頤の理論を受け入れ、実心と本心を重要視したが、人心・道心の二分法的論理によって主

体と客体、心と事物、知と行を二つに分ける傾向を持つようになり、陽明は意念を中心とする実践志

向性の土台から良知という主体性の原理を朱熹への対応論理として発展させていったというのが、そ

れである。興味深い点は、心の主体性に根本を置く新儒学を「朱子学」と称するなら、陽明学は「朱

子学の一分派」として実践的に大衆化させた流れとして捉えられるという評価である。 

霞谷と江華学派は、主体性と実心の精神を継承した一つの事例と見做すことができ、その主な特徴

とは、朱子学と陽明学を独創的に結合させた点にある。朱子学の知覚論[認識論]と陽明学の良知論[形

而上学]を総合したものである。一方、為堂に対しては、学脈としては江華学派に属し、それなりに

新儒学の主体性と実心の精神を継承したが、道徳修養の領域と学問探求の領域を区分したため、格物

窮理を心性修養に適用すべきではないという点を強調したと評価している。したがって、為堂にとっ

て「主体的で実心に基づいた学問は実学であるが、実学である限り、それが朱子学、あるいは陽明学

に属するか否かは、なんら問題にならない」。  

これとともに、陽明学的な実心実学と朱子学的な実心実学を比較対象にして、踏み込んだ研究を行

っている研究者がいる。実心実学を霞谷学派の専有物と考えず、朝鮮朱子学者にもこの概念が当ては

まるとする。ただ、陽明学的な実心実学は主体の確立を目指した反面、朱子学的な実心実学は普遍の

確立を目指したというのである[キム・ユンギョン(2019)]。 

これらの研究の共通点は、大きく二つのことを私たちに物語っている。一つは、実心実学を「実心

によって実行することを実学として規定」したということである。もう一つは、実心実学をいわゆる

「近世と近代の連続性」の中から捉えている点である。要するに、実心実学は「主体性としての実心

をもって実践する学問」と規定したのである。それは「近世と近代を貫く新儒学から開発した実心の

延長」であったのである。  

ところが、こうした「実心実学」の研究は、実心と実学の概念に対する時間と空間の占有を考慮し

たものなのだろうか。時間と空間の占有というのは、いわゆる時代史的な脈絡とも言い換えられる。

例えば、妥当ではないという意味の「未安」と、過ちに対して謝罪する言葉である「ミアン」、自然

だという「自然」と物理的な「自然」などは同一の用語であるが、その意味は時代の変化によって異

なる理解を持つことができる。言語は生きた生命体として変化の過程を経るからである。それなら、

実心も実学も同じように考えることができよう。  

 

3. 論実心実学弁 

これまで実学は性理学と対比される、あまりにも自明な学術として認められてきた。だが、実学と

いう名称は、韓国学が制度的に安着した 20 世紀以降のことであるという点を見落してはならない。

むろん、その歴史性の有意義さは明らかであるが。こうした点から、実学概念を大韓帝国期に限定し、

その歴史性を考察した研究は私たちに多くのことを示唆する[ノグヮンボム(2013)]。なぜなら、大韓

帝国期の実学の概念は、朝鮮時代の儒学[性理学と陽明学などを含む]のそれと、20 世紀の学界の実

学の概念の間にある重要な近代概念であるからである。 

韓国の近代実学は、時間的にも空間的にも中国と日本を含む東アジアから分離された概念ではなく、

政治的にも近代韓国の理念的な地形から超越しない時代史的な脈絡に従っていたと見るべきである。

大韓帝国期の実学概念は、近代的な学制を背景に成立したからである。国家教育政策、学校教科教育、

外国専門教育すべてが実学概念と関連しているという点から、朝鮮時代の儒学と区別されるものであ

り、大韓帝国期に存在した近代学問を指しているという点では、「朝鮮後期の新しい学風」を意味す

る今日の「実学」概念とも弁別されるものであった。 

要するに、韓国学が安着した 20世紀後半に提示された「朝鮮後期の新たな学風」としての実学は、

「大韓帝国期の実業教育」としての実学とはその概念の外延が違うと言えよう。そうであるのならば、
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朝鮮後期の当代は如何に捉えることができようか。それはまた大韓帝国期をより具体的に考察するこ

とによって、遡ってみなければならない。実心と実業の分離が大韓帝国期に行われているのならば、

それ以前は実心と実業が一致するはずであり、それはいわゆる良知としての実心が実業と合一する時

期なのである。  

では、再びこの本報告が最初に示した問題に戻ろう。  

第一、朝鮮陽明学を実心実学と規定しながら朝鮮性理学を批判することが可能なのかを考えてみな

ければならない。実心実学が朝鮮陽明学、特に江華学派のみの特徴を示す規定ではないからである。

朝鮮性理学や朝鮮気学などもまた実心実学であると言うことができるのである。霞谷の学問的討論の

相手であった明斎尹拯、実心実学の首唱者である湛軒洪大容、湛軒の学問に同調した燕巖朴趾源など

を陽明学者と見なすには多くの問題点が露呈されている。 

要するに、為堂が本心としての実心の重要性を喝破し、実事から実用できる学問を実心実学と命名

した際、実心の外延を明確に定義しなかったという問題点が露呈されているのである。それにもかか

わらず、これに対する代案として、実心は良知を意味するという制限条件がつく「陽明学的実心実学」

として規定する論理によって、これを補完する研究もある[ハン・チョンギル(2014)]。 

第二、すべての判断根拠をいわゆる「良知」としての「実心」に委ねてすべての事態の是非を問う

ことが、いわゆる近世と近代そして未来のための展望において、統一的な概念としての「実学」とし

て纏められるかということである。良知は先天的な道徳判断と言えよう。 実心はこうした生来的な

倫理判断を実行することである。だが問題なのは、制度と規範という社会的約束である。そして制度

と規範が作り上げられると、それは堅固な構造になる。堅固な構造は良知によって作られるものでは

ないため、間隙が発生する。人間の主体性によって社会の構造が変化するには、その可能性は極めて

希薄である。 

言い換えれば、社会制度と社会規範が整えば、人間はそれに従えさえすればいいのである。だから

といって陽明学のように、良知の発現が制度となるわけでもない。実心と制度の間隙が存在するよう

になるのである。我々はこの点に関して深く熟考する必要がある。主体性としての実心が重要なのは、

新儒者が言及したように、「事物を使うべきであり、使われてはならない」というのである。だが、

制度と規範が作り上げられると、その制度と規範に従わざるを得なくなる。これに対する徹底した省

察が必要である。 

 

4. 結論 

「真知を実行とするなら、これが実学です」 

[『霞谷集』巻 11、「請設書院儒疏[再疏]」] 

「真知を実行とする」という言葉は、「真知と実行を合一して理解する」という意味であり、そう

いう時こそ「実学」になるということである。そしてこの際の「実学」とは、「生活」としての実学

に重点が置かれる言葉であって、「概念」としてのそれに焦点があるわけではない。要するに、「人生」

としての実学は「科学」としてのそれとは、一線を画すということである。  

為堂は『星湖僿説類選』の序文において「依独求実之学」とし、崔南善は『朝鮮歴史講話』におい

て「実学の風」を述べ、 崔益翰は「実事求是」という言葉から実学という用語を類推できるようし

た。千寬宇は「改新儒学」を実学であるとし、李佑成は「経世致用・利用厚生・実事求是」によって

実学を区別し、「北学」を実学と規定した学者もいた。「実学」を「科学としての学問」として発見し

ようとした努力である。そうした努力は今までも続いている。要するに、実学は近代意識と民族意識

を意識化した概念だったのである。「実心実学」もここから自由であることはできないだろう。  

大韓帝国期の実学は近代の分科学問を指すものとして理解され、世界の新学問であり、特に富国強

兵のための多様な実質的な学問と思われていたのは、事実である。格致学と呼ばれる自然科学と実業

学がその中心にあった。大韓帝国のローカリティーは清末の中国と明治期の日本との関係の中から形

成されており、大韓帝国内部の状況という土台の上で形成されたものである。  

この本報告文の冒頭において、韓国で取り上げられている「実心実学論」が小川晴久の研究成果と

ある種の関係がある「ようだ」からだとし、実心実学論が提示する観点が近世と近代を合理的に設定
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し、未来のための展望を適合に提示しているか否かについて考えてみる必要があると指摘した。実学

概念自体は韓国の実学研究者の学問的蓄積によって進められてきたが、実心実学論は小川晴久の研究

成果に寄りかかっていたことが確認できた。特に朝鮮陽明学の研究者においてそれは顕著である。「近

世と近代」の区分が同様に設定されており、「実心」という用語の継承がそれである。  

だが、「実心」の中身は、大韓帝国期に限定して言えば、すなわち近代意識の表現という点で、そ

の内容を異にしている。近世と近代を合理的に設定し、未来のための展望を適合に提示しているかに

ついても疑問の余地があるということである。それは、実心概念の外延がどこまでなのかということ

である。 「思想的統一戦線」というならば、思想の根本内容が継承されなければならない。これま

での研究を基に説明すると、いわゆる「良知としての実心」が近代意識と同一の脈絡でなければなら

ない。だが、そのようではなさそうである。  

正徳と利用厚生の論理も同様である。正徳を実心とし、利用厚生を実学の脈絡として設定したのは、

実心と実学を分離して理解することである。これを霞谷の論理で纏めるならば、すなわち良知として

の実心を前提して言うならば、「実心を利用厚生としてこそ実学となる」。実心と利用厚生は、同じ次

元で理解しなければならないということである。いわゆる「近代」と「近代的実学」は、これから外

れる。したがって、「近代」と「近代的実学」を捨てずには「実心としての実学」は存在することが

できない。 

小川晴久(2015)は『東アジアの実学思想家 99 人』の序文「実学を蘇らせる実心実学規定」におい

て 17～19 世紀を注目し、天人型モデルの実心実学を提起した。そして「仁という同情の徳は女性の

原理」であるということができ、「知行合一も女性原理」であるということができるとした。このよ

うなモデルと原理は、「近代が失われた大切なもの」を「発見」し、「関心」を持つためのものである。  

だが、仁という同情の徳と知行合一を、もっぱら「女性の原理」とのみいうことはできない。人間

と万物は交際を通じて主体と対象のある種の関係を結ぶ。こうした関係の力学の中から行われるとこ

とをすべて我々は仁という同情の徳と知行合一の脈絡から見出さなければならない。また近世と近代

そして現在の統一性に集中するよりは、「今ここ」から考える人類の普遍的価値を、実心実学を通じ

て「再発見」するための努力が必要であろう。男性と女性の二分法から人間へ、主体と客体の二分法

から相互主体性へ、人間とそれ以外のものからすべての生命体が共に相生できる代案を模索しなけれ

ばならない。  

要するに、イデオロギーとしての「実学」と「近代」を脱ぎ捨て、17～19 世紀の当時に行われた

「実」に対する言説を具体化する必要がある。ここには朝鮮朱子学の自浄の努力、朝鮮陽明学の朱子

学的世界観の克服の努力、西学の論理から脱しようとした東学の努力などが、全方位的に含まれるべ

きである。 韓国学が安着した後に発見された「朝鮮後期の実学風」は、以上の意味から再び見直さ

れるべきであり、再開発されなければならない。それが、改新儒学であっても、新実学であっても、

実心実学であってもである。 
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実学の正德・利用・厚生論再論 

咸泳大(成均館大学東アジア学術院研究教授) 

翻訳：宣芝秀（東北大学専門研究員） 

 

1.問題提起 

2.実学の利用・厚生論における正德の意味 

3.実学研究における正德論の再論 

4.残る問題 

 

 

要旨 

『書経』に民を治める重要な徳目として提示された正徳・利用・厚生が、朝鮮後期の実学者に呼び

出されたのは、正德に比べ相対的に強調されてこなかった利用厚生の意味を強調することによって、

民の生をより良い方向へ導こうとする意図からであった。それは当時としては極めて異例的な主張で

あり、朝鮮後期実学の思想的基盤として理解されてきたりもした。 

だが、近代と産業化を経ることで利用厚生が極度に発達した現代社会においては、利用厚生の側面

よりむしろ正徳が主要な問題意識として捉えられた。ただ、利用・厚生については明快な説明ができ

るのに比べ、正徳の意味についてはもう少し省察が必要である。『書経』に述べられている正徳とは、

明示的で固定的な状況である「正しい徳」ではなく、「徳を正す」という動的な意味として使われて

いた。それでは、「徳」とは果たして何であり、正すとは如何なる問題を如何なる方向へ正すのかに

ついて検討する必要がある。 

本文では実学の正德・利用・厚生について、従来の議論の脈絡を細密に再検討してみた。その結果、

利用厚生の議論においては、共通して経世的志向とともに、民の疾苦に対する共感が投影されており、

当代の学問性に対する冷徹な反省が実証的態度によって検討されていることが確認できた。さらに正

徳は士論と密接な関連があり、その裏には知識人特有の観念的な傾斜もまた内在していることを、特

に朴趾源の場合を通して綿密に分析して究明した。 

 

1.問題提起 

 

『書経』に民を治める重要な徳目として提示された正德・利用・厚生が、朝鮮後期の実学者たちに

呼び出されたのは、正德に比べ相対的に強調されてこなかった利用厚生の意味を強調することによっ

て、民の生をより良い方向へ導こうとする意図からであった。それは当時としては極めて異例的な主



 

71 

 

張であり、朝鮮後期実学の思想的基盤として理解されてきたりもした。 

だが、近代と産業化を経ることで利用厚生が極度に発達した現代社会においては、利用厚生の側面

よりはむしろ正徳が主要な問題意識として捉えられた。「今日の実学は正徳である」という主張1もま

たこうした点からすれば、全くの言いすぎではなかろう。 

ただ、利用・厚生については明快な説明ができるのに比べ、正徳の意味についてはもう少し省察が

必要である。『書経』に述べられている正徳とは、明示的で固定的な状況である「正しい徳」ではな

く、「徳を正す」という動的な意味で使われていた。それでは、「徳」とは果たして何であり、正すと

は如何なる問題を如何なる方向へ正すのかについて検討する必要がある。 

興味深い点は、正德・利用・厚生論を提起した学者たち全員もまた「正德」の意味は新たに創出で

きる余地があるということをよく知っていた点である。実学の正德・利用・厚生を再論しようとする

本稿では、従来の議論で提起された脈絡を綿密に検討し、伝統時代に比べて利用・厚生が相当進展し

た現代において、真の実学の意味としての正德は如何に位置づけられるかについて考察してみたい。 

 

2. 実学の利用・厚生論における正德の意味 

 

1)儒学における正德・利用・厚生論の構造 

正徳・利用・厚生は、臣下の禹が当時の王である舜に政治の要諦を忠言する過程において提示され

たものである。禹は瞬に次のように言った。「王よ、よくお考えになってください。徳のみによって

正しい政治ができ、政治は民を保養するところにあります。水・火・木・金・土、及び穀物をよく修

め、徳を正し、用を利し、生を厚くすることを、よく調和させてください。」2 

これら正徳、利用、厚生について、朝鮮時代において最も広く通用されていたテキスト『書集伝』

の著者の蔡沈は日常の道から説明をする。例えば「正徳とは、親は愛し、子は孝行し、兄は友愛し、

弟は敬い、夫は義で妻は従順であること、民の徳を正すことであり、利用とは、工人は什器を作り、

商人は財貨を疎通することなど、民の用を効果的にすることであり、厚生とは、絹の服を着、肉を食

                                                   
1
 崔ソクギ先生(2011)は「今日の実学は正德である」(『ソンビ文化』20 号、南冥学研究院)において次のように主張

した。「禹が瞬に正徳、利用、厚生の調和を建議したのは、実に中庸の道理を悟った言葉である。正徳、それから利用、

厚生の順に政策を行いながらも、どちらか一方に偏らないようにバランスを保たなければならない。･･････朝鮮後期

には正德に偏りすぎて利用厚生が軽視されたため、実学者たちが利用厚生を主張したのだが、我々の時代はあまりに

も利用厚生に偏っているからバランスをとることが必要であるから、私はあえて「我々の時代の実学は正德である」

と叫ぶ」(10 頁)。ただ、ここで正德とは果たして何かについて考える必要がある。崔ソクギ先生は「徳性を正しくし

て人間らしい生を志向すること」とし、正德を「人間らしい生のために徳性を高め、道理を学ぶこと」という一般的

な意味で用い、より具体的には「人間の本性に内在するが、不断に啓発し満たしていくべき道徳性」であると述べて

いる。その徳目として『中庸』の智仁勇を挙げ、善を選ぶことができる智恵、善を選んで長らく持続できる仁なる心、

勤勉に努力する勇気を実践しなければならないと強調したりもする。 
2
 『書經·大禹謨』7 章 “帝念哉. 德惟善政, 政在養民, 水火木金土穀惟修, 正德利用厚生惟和.” 
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べ、飢えず、寒くないようにすること、民の生を厚くすることである」3と説明する。その内、水・

火・木・金・土・穀を六府とし、正徳・利用・厚生を三事とする。政治をする為政者たちが人民の生

を保養するために財物を作ることができる六つの物質的要素を活用して、徳を正して用を効果的に運

用してその生を豊かにすべきであるというのである。この六府と三事については『春秋左伝・文公 7

年』にも示されていたもので4、その歴史的実体が大体明白なものである。 

具体的な物質を指す六府と異なり、その運用を論ずる三事については、この三事を調和させる均衡

感覚が求められる。どころで、この三事は対等に繋がっている。『書経』の本文においても因果関係

ではなく、独立した個別事案として提示されており、その調和が指摘されたにすぎない。だが、叙述

するに当たって正徳が最初に示されたことには、何らかの意味があるものと考えられる。利用と厚生

の先に正德が行われるべきことを意味するものかもしれないからである。こうした考え方は、伝統時

代の朝鮮の朱子学者には広く受け入れられていたものである。改明した朱子学者である耳溪洪良浩

(1724~1802)は、正德は国家を治める根本であり、利用厚生はその治の道具であると考えていた5。一

世代後の人物であり、朱子学の保衛者として自認した斥邪論者の華西李恒老(1792~1868)は、露骨に

正德がその利用厚生に先行する根本であると見なしていた6。 

 

2)実学者たちの正德利用厚生論 

以上の点からすれば、利用厚生の以後に正徳ができると主張した燕巖朴趾源の考え方は、非常に革

新的なものである。彼は朝鮮から出て柵門に至り、都市の規模に一定の格式があることを見て賛嘆し、

これがまさにまともな利用であるとする7。そして、これが正德を導き出す基礎になると強調した。

彼は「用を精鋭にした後に生を厚くすることができ、生を厚くした後に徳を正すことができる。用を

精鋭にできないまま生を厚くすること少ない。生が厚くないのにどうして徳を正すことができよう

か」8と反問し、徳を正すことは、生活が安定した後に実行できることであると述べた。人間の現実

的な生を正面から見つめた言葉である。洪良浩や李恒老の場合のように正徳が根本ではなく、利用が

                                                   
3
 『詩集傳·大禹謨』 7 장 “正德者, 父慈子孝兄友弟恭夫義婦聽, 所以正民之德也. 利用者, 工作什器, 商通貨財之類, 

所以利民之用也. 厚生者, 衣帛食肉, 不飢不寒之類, 所以厚民之生也.” 
4
 『春秋左傳·文公7年』 “夏書曰, ‘戒之用休, 董之用威, 勸之以九歌, 勿使壞.’ 九功之德皆可歌也, 謂之九歌. 六府、

三事, 謂之九功. 水、火、金、木、土穀, 謂之六府; 正德、利用、厚生, 謂之三事” 
5
 洪良浩, 『耳溪集』 卷 11, 「贈湖南李汝元如樸序」 “六府, 本乎天, 三事, 行乎人, 盖正德者, 出治之本。利用厚生

者, 制治之具也, 以三事理六府, 而天下平矣.” 
6
 李恒老, 『華西集』 卷 23, 「財用論」 “書曰, 正德利用厚生, 然則聖人敎人, 何嘗不理財, 何甞不利用? 但利用厚

生之序, 必以正德爲本, 而理財之方, 亦不過正其辭禁民爲非而已. 故傳曰德者本也, 財者末也. 失其本而得其末者, 天

下未之有也.” 
7
 朴趾源, 『燕巖集』 卷 11, 別集, 「熱河日記·渡江錄」, 6 月 27 日 “周視鋪置, 皆整飭端方, 無一事苟且彌縫之法, 無

一物委頓雜亂之形, 雖牛欄豚柵, 莫不疎直有度, 柴堆糞庤, 亦皆精麗如畵. 嗟乎! 如此然後始可謂之利用矣.” 
8
 前掲書, “利用然後可以厚生, 厚生然後正其德矣. 不能利其用而能厚其生, 鮮矣. 生旣不足以自厚則, 亦惡能正其德

乎.” 
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人間の生活を豊かにする現実的な動力であるという点を強調したのである。これはすなわち利用・厚

生を正徳より優先視する論理となった。 

一方、「利用厚生」を実学の核心内容として提唱し、「北学派」の旗手と呼ばれる朴斉家の場合、清

の利用厚生に関わる技術と方法を学び、民を豊かにし、国を強くすべきであると主張したが、彼は正

徳を正当に実現するためには、利用厚生が要請されるという点を強調した。 

 

大体、利用厚生が一つでも修められないものがあれば、上に正徳を侵すことになる。ゆえに孔子

は「豊かになった後に教えることができる」といい、管仲は「衣食足りてこそ礼節を知る」とい

ったのである。9 

 

標榜は正徳を核心価値として強調したものであるが、結論的には利用厚生を必須不可欠な要素とし

て想定することによって、利用厚生を先に実施すべきこととして理解したものである。利用・厚生を

強調し、政治を道徳修養ではなく賦税などの問題に対する合理的な制度の施行であると理解した茶山

丁若鏞10は、『尚書』の洪範九義の中の八政(食・貨・祀・司空・司徒・司寇・賓・師)もすべて財物

と賦税を収め用いる経済問題に関わるものとして解釈した。天は人に五行を与えて財用の根本にした

のだから、人は八政を修め五行をよく利用して経済を潤すようにすべきであるとする。 

政治の重点を、為政者または指導者の道徳性の涵養を最高の価値として認識していた従来の性理学

的な政治思想とは区別されるものであり、政治において経済的問題の解決に一次的重要性を与え、合

理的な社会経営と効果的な自然管理によって民の基本的欲求を満たす問題を政治の本質的課題とし

て捉えた結果である。11 

彼の「技芸論」によると、人が動物に比べて肉体的にはむしろ弱いにもかかわらず、自らを保存発

展させることができるのは、技術を取得できる智慮と巧思、つまり知恵ある知性と巧妙な思考力を備

えているからであるという。技術は年月が経てば経つほど、そして人口が増えれば増えるほど発展す

ると考え、新技術の導入によって農業・織物・武器・医学・建築・製造などの分野で技術が向上すれ

ば、わずかな労力だけでもより多くの成果が得られる生産性の向上の効果があると茶山は強調してい

るのである12。さらに大衆が便利さと恩恵を受けられるように利用と厚生の使い道及び多様な技術力

                                                   
9
 朴齊家, 『貞㽔閣集』, 卷 1 「北學議序」 “夫利用厚生一有不修, 則上侵於正德. 故子曰旣庶矣而敎之, 管仲曰衣食

足而知禮節.” 
10

 丁若鏞, 『尙書古訓』 “自古及今, 凡以政爲名者, 皆財賦斂散之類.” 関連する研究としては、하갑룡(2006), 

『정약용의 경세사상 전개에 관한 연구』 부산대학교 박사논문 
11

 장승구(2001), 『정약용과 실천의 철학』, 서광사, 163 면 
12

 丁若鏞 『與猶堂全書·詩文集』 卷11 「技藝論一」 “於人也，則倮然柔脆，若不可以濟其生者，豈天厚於所賤之而

薄於所貴之哉？以其有知慮巧思，使之習爲技藝以自給也。而智慮之所推運有限，巧思之所穿鑿有漸，故雖聖人不能

當千萬人之所共議，雖聖人不能一朝而盡其美。故人彌聚則其技藝彌精，世彌降則其技藝彌工，此勢之所不得不然者
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の向上に努めることを国家経営者の責務と考えていたのである13。 

したがって、そのための制度的装置として発達した技術の導入と研究を組織的に担う利用監の設置

を主張する。茶山は利用監の設置を強調し、その以前の重要な事例として朴趾源の『熱河日記』と朴

斉家の『北学議』を取り上げる。利用厚生の論理脈絡として最も詳しく、かつ既存の成果を総括的に

反映しているため、さらに詳しく検討してみよう。 

茶山は自らの経世策を最も総合的に叙述した『経世遺表』に仮設の「利用監」という官庁について

説明しながら、正徳利用厚生の古典的典拠とその意味脈絡を紹介した。 

 

思うに、『春秋伝』は「正徳・利用・厚生は王者が政治をするところに大なる目的になる」とい

い、『中庸』は「廩祿を事に相応しくしすべての官員を勧奨する」といい、『周礼・稿人職』は「そ

の弓と弩を考察して食礼を上げたりもし下げたりもする」といい、「月令」は「孟冬に工師に命

じて事功を調べ、物ごとにそれを作った工匠の名を刻み―その器具に名前を刻む―その誠を考察

し, 作ったものが適当でなければ必ずその罪を施行する」というように、先王がすべての工匠を

推奨したのがこのようであった。14 

 

といい、利用厚生に付け加えられた正徳の概念を説明するかのようで、「真に技芸が精巧な者にそ

の廩禄を増加すれば、四方から機巧な人々が将来風聞を聞いて集まってくるだろう。農機が便利であ

れば、力を少なくしても穀物は多く、織機が便利であれば、力を少なくしても布帛は豊かである。船

と車の制度が便利であれば、力を少なくしても遠い地方の物貨が滞らず、引重・起重する方が便利で

あれば、力を少なくしても台榭・堤防が堅固になるだろう。こうした方法はいわゆるすべての工匠を

来させて財用が豊かになることを意味する」15と、効果的な利用監の運用のための方策を述べる。 

さらに、以上の運用のためには、より先進的なところから学ぶべきであることを強調し、「だが、

すべての工匠の巧妙な技芸はすべて数理に根本したものであり、必ず句ㆍ股ㆍ弦の鋭角、鈍角が互い

にかみ合い、互いに食い違う本理に明るくなってからこそ、ここにその法を得ることができるから、

                                                                                                                                                                    
也.” 

13
 丁若鏞 『與猶堂全書·詩文集』 卷11 「技藝論三」 “若夫利用厚生之所須百工技藝之能, 不往求其後出之制則, 未

有能破蒙陋而興利澤者也, 此謀國者, 所宜講也.”  
14

 丁若鏞, 『與猶堂全書·經世遺表』 卷 2 冬官工曹·利用監 “臣謹案 

《春秋傳》正德ㆍ利用ㆍ厚生，爲王者致治之大目。《中庸》曰：“旣廩稱事，以來百工。” 《周禮》槀人職曰：“考其

弓弩，上下其食。” 〈月令〉曰：“孟冬命工師效功，物勒工名。【刻名於其器】 以考其誠，工有不當，必行其罪。” 先

王之勸百工如是也” 
15

 前掲書, “苟使精巧者，增其餼廩，則四方機巧之人，將聞風而來集矣。農器便利，則用力少而穀粟多。織器便利，

則用力少而布帛足。

舟ㆍ車之制便利，則用力少而遠物不滯。引重ㆍ起重之法便利，則用力少而臺榭ㆍ隄防堅。此所謂來百工，則財用足也

.” 
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真に師伝に学び多くの年月を積まなければ、ついに襲取することはできないだろう」16と指摘した。

朴斉家と朴趾源の書籍を知っていただけでなく、結局そうした発展した技術を持つ清に学ぶべきであ

るという点にも同意したのである。彼は正祖の奎章閣蔵書と朴斉家と朴趾源の著述と武官の兵技術に

関する報告からそうした内容を確認したとし、全体的に発展した文物を持っている中国から学ばなけ

ればならないという点を力説した。彼が仮設しようとした利用監は、「もっぱら北に行って学んでく

ることを職とする官庁」として、すなわち清の先進文物を導入する機構としての考案であったわけで

ある。 

 

私は宣祖の時に奎章閣で書籍を校閲していたが、先祖が『圖書集成』から『考工典』第 240巻を

内賜し、すなわち奇異な機具を圖解して説明したのを編集したものである。その後、また奎章閣

の檢書官の朴斉家が著した『北学議』六巻を読み、その後は儒臣朴趾源が著述した『熱河日記』

二十巻を読んだが、そこに記録された中国の器具の制度は一般の人の意見としてよく推測できな

いようなものが多かった。以前、将官の李敬懋がかつて私に「現在、兵器としての火器はすべて

新しい制度であるが、日本の鳥銃は今では旧式である。以後、南北に事変でもあれば、再び鳥銃

や鞭棍などを持ってくることはないだろうから、今の急務は北に中国に行って学ぶところにあ

る」といったが、実に時務を弁えた言葉であった。私の考えでは、別に一つの官庁を設置して名

称を「利用監」とし、もっぱら北に行って学んでくることを職とする。17 

 

朴趾源から朴斉家と丁若鏞に至るまで、利用厚生に関心を寄せる学者たちの最終的な関心は、当代

の発展した技術を持っていた中国を学ぶことであった。朴趾源は朴斉家の『北学議』を読んで嘆いた

が、それは普段研究し討論した日ごろの深い悩みが反映された結果であったからである。 

 

彼は農蠶, 牧畜, 城郭, 宮室, 舟車から瓦、簟、筆、尺などの作り方に至るまで、目で察して心

で比べなかったものがなかった。目で見ることができないものがあれば、必ず聞き、心で理解で

きなかったものがあれば、必ず学んだ。試しに本を一度開いてみると、私の「日記」―『熱河日

                                                   
16

 前掲書, “然百工之巧，皆本之於數理，必明於句ㆍ股ㆍ弦，銳ㆍ鈍角相入相差之本理，然後乃可以得其法。苟非師

傳曹習，積有歲月，終不可襲而取之也.”  
17

 丁若鏞, 『與猶堂全書·經世遺表』 卷2 冬官工曹·利用監 “臣 於先朝，校書奎瀛府，內下《圖書集成ㆍ考工典》第

二百四十九卷，卽〈奇器圖說〉彙編者也。其後又見奎章閣檢書官朴齊家所著《北學議》六卷，其後又見故儒臣朴趾

源所著《熱河日記》二十卷，其載中國器用之制，多非人意之所能測。昔將臣李敬懋嘗謂臣 曰：“今兵器ㆍ火器，皆

是新制，日本鳥銃，今爲古調。此後南ㆍ北有憂，不復以鳥銃ㆍ鞭棍至矣。今之急務，在於北學中原, 誠識務之言也

。臣謂 別設一司，名之曰利用監，專以北學爲職.” 
17

 朴趾源, 『燕巖集』 卷 7 「北學議序」 “自農蚕畜牧城郭宮室舟車, 以至瓦簟筆尺之制 
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記』とともに少しも違うところがなく、まるで一人の手からなったもののようだった。このゆえ、

彼は真に楽しい心で私に見せてくれたのであり、私も快く思って三日間読んでも飽きなかったの

である。ああ、これがどうして私たち二人が目だけで見てそうなったのだろうか。誠に雨の日に

も雪の日にも研究し、お酒に酔い灯火が消えるまで討論してきたことを、目で一度確認しただけ

である。18 

 

だが、他人にはあえて言えなかったことであり19、その理由は当時の朝鮮社会の雰囲気が依然とし

て清からの文物の導入に消極的だったからである。真に一つも優れた点がないが、中国を占めた夷狄

に学ぶことを恥じ侮る当代の雰囲気があまりにも頑固だったのである20。法が良くて制度が美しいな

ら、夷狄であっても学ぶべきであるのに、かの中国が三代以来の漢唐宋明の遺制を持っているのをな

ぜ学ぼうとしないのかと嘆いたことには理由があり、切実さがあるのである。彼の次の後輩格である

茶山が堂々と中国から先進文物を導入する機構を設置すべきだとしたのは、わずか数十年後の社会的

雰囲気の転変によるものと考えられる。 

ところで、あれほど苦心し先進文物の導入を主張した北学の信念は何のためであったのだろうか。

朴斉家がすでに『北学議』を献げるとき、「今や民の暮らしが日々困窮し、財物を用いることが日々

困窮しているのに、士大夫は袖に手を突っ込んで座り彼らを救済しようとしないのか」21といい、民

の生への関心から士大夫の役割を指摘したように、我々はそうした主張を開陳した学者の持つ学問的

問題意識をさらに考察する必要があろう。その一抹の糸口を、我々は朴趾源が自分の役割、つまりソ

ンビの役割として苦心して残した「原士」という文章から見つけることができる。 

 

そもそも書物を読むことは将来何をしようということなのか。文章術を豊かにしようということ

なのか。文章をよく書くことは名誉を広げるということなのか。そうでなく、学問と道を講論す

るために本を読むのである。孝悌と忠信はこうした講学の実であり、礼楽と刑政は講学の用であ

るから、文を読んでもその実用を知らなければ講学をしているのではない。講学を尊ぶのはその

実用のためである。もし高尚に性と命を談論し、極度に理と気を弁じながら、それぞれ自己の所

                                                   
18

 朴趾源, 『燕巖集』 卷 7 「北學議序」 “自農蚕畜牧城郭宮室舟車, 以至瓦簟筆尺之制, 莫不目數而心較, 目有所未

至, 則必問焉, 心有所未諦, 則必學焉, 試一開卷, 與余日錄, 無所齟齬, 如出一手. 此固所以樂而示余, 而余之所欣然

讀之三日而不厭者也. 噫! 此豈徒吾二人者, 得之於目擊而後然哉? 固嘗硏究於雨屋雪簷之下, 抵掌於酒爛燈灺之際, 而

乃一驗之於目爾. 
19

 前掲書, “要之不可以語人, 人固不信矣.” 
20

 前掲書, “如將學問, 舍中國而何? 然其言曰, 今之主中國者, 夷狄也, 恥學焉. 幷與中國之故常而鄙夷之, 彼誠薙髮

左袵. 然其所據之地, 豈非三代以來漢唐宋明之凾夏乎? 其生乎此土之中者, 豈非三代以來漢唐宋明之遺黎乎? 苟使法

良而制美, 則固將進夷狄而師之, 况其規模之廣大, 心法之精微, 制作之宏遠, 文章之煥爀, 猶存三代以來漢唐宋明固有

之故常哉? 以我較彼固無寸長.” 
21

 朴齊家, 『貞㽔閣集』, 卷 1, 「北學議自序」 “今民生日困, 財用日窮, 士大夫其將袖手而不之救歟.” 
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見だけを主張し、必ずや一つに一致させようとするのならば、談論し弁ずる間に血気が働くよう

になり、理と気をやっと弁ずる間に性と情が先に捩られるだろう。これは強学が害を与えたので

ある。22 

 

「講学を尊ぶのは、その実用のためである」という言明は、朴趾源の学問の志向を端的に表わした

ものである。孝弟信忠と礼楽刑政という伝統的な儒教知識人の文法を駆使しているが、理気論弁と性

情談論の問題点を指摘し、一般的な談論としての学問ではなく実用としての学問を強調した点に注目

すべきである。特に、『北学議』が指目した農蠶と城郭、瓦など対する言明は朴趾源が設定している

礼楽刑政が、単に宮中のことに止まるのではなく、人民の具体的な生にまで関心が及んでいるのであ

る。彼みずから「ソンビの一人が文を読めば、その恩恵が四海に及び、功は万世に残る」23といって

いるのである。燕巖が中国の壮観を叙述する場面で、割れた瓦と糞を壮観として記録する次の場面か

ら燕巖が重視するものが何たるかが明白に表れている。 

 

便所の糞は極めて汚いものだが、それを畑に肥やすために金のように大事にし、道には捨てた灰

がなく、馬の糞を拾う者はあじかを持ったまま馬の後をついて回る。馬の糞を積み上げる方法も

四角く積み上げたり、あるいは八角あるいは六角で積み上げたり、あるいは樓台形に作る。こう

した糞にも天下の制度が立てられていることが分かる。したがって、割れた瓦片と糞が壮観であ

って、かならずや城池、宮室、樓台、市舖、寺観、牧畜、広い野原、雲崖のかかった樹の幻想的

で奇異な姿だけが壮観であると言えるのだろうか。24 

 

朴趾源は風景としての壮観ではなく、また夷狄の学問であるから学ぶべきものがないという観念的

で義理的な観点ではなく、具体的な日常の事実や態度から成し遂げられる成就としての内実のある事

に価値を置いたのである。ソンビの責務に対する認識が決して少なくなかったのであり、その結果、

学問の内容に対する志向が確固たるものであったのである。 

利用厚生をして何をするかに対する問題意識と目標は、正祖の治世期に応えながら国政全般に対す

る改革を企てた茶山丁若鏞の場合に、より具体的で徹底的に表れる。丁若鏞は牧民官の役割とその方

                                                   
22

 朴趾源, 『燕巖集』 卷 10 「罨畫溪蒐逸雜著·原士」 “夫讀書者, 將以何爲也? 將以富文術乎, 將以博文譽乎, 講學

論道, 讀書之事也. 孝悌忠信, 講學之實也, 禮樂刑政, 講學之用也. 讀書而不知實用者, 非講學也. 所貴乎講學者, 爲

其實用也. 若復高談性命, 極辨理氣, 各主己見, 務欲歸一, 談辨之際, 血氣爲用, 理氣纔辨, 性情先乖, 此講學害之也.” 
23

 朴趾源, 『燕巖集』 卷 10 「罨畫溪蒐逸雜著·原士」 “一士讀書, 澤及四海, 功垂萬世.” 
24

 朴趾源, 『燕巖集』 卷 12, 別集, 「熱河日記·馹汛隨筆」 “余下士也. 曰壯觀在瓦礫, 曰壯觀在糞壤. 夫斷瓦天下之

棄物也 … 糞溷至穢之物也, 爲其糞田也, 則惜之如金, 道無遺灰拾馬矢者, 奉畚而尾隨, 積庤方正, 或八角或六楞, 或

爲樓臺之形, 觀乎糞壤, 而天下之制度斯立矣. 故曰瓦礫糞壤, 都是壯觀. 不必城池，宮室，樓臺，市舖，寺觀，牧畜，

原野之曠漠, 烟樹之奇幻, 然後爲壯觀也.” 
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法論を示した実務指針書の『牧民心書』において中国の歴史上から最新の機器を製作して農業を助け

た事例を提示し25、利用と厚生が正德の次なるものであるが、天地の間の三つの大なる事であり、聖

人はその要点を知っていたと指摘する26。それとともに、こうした龍尾車、玉衡などの機器の活用が、

「日照りで穀物を乾かす時に、つるべで一日中肩が痛む苦痛を減少」させ、連磨を転がし、水車を回

す方法が使われれば、「小麦を研ぎ、米を搗くために、家中が息詰まる労苦はなくなる」ことを期待

した27。心情的に農民たちが農業をし、収穫する苦役に深く共感し、具体的にそうした苦痛と労苦を

軽減させる案を企画したのである。これは単に国家の賦税を拡充するという大義名分論だけに忠実だ

ったのではなく、人間として生産を担当する農民層などの労働階層に対する熟慮があったのである。

茶山はそうした機器を利用することは難しくなく、また農民の苦痛を軽減させることがすべての牧民

官の責任であるから、機器の活用を疎かにしてはならないと強調し、その実践のための『奇器図説』

などの具体的な書籍もいちいち提示したのである。28 

実に利用厚生の問題意識の向くところを推し量ることができるし、こうした利用厚生の前後に得ら

れる正徳の意味については、改めて再論の余地を残す。ここでは、正徳の意味についてより深刻な意

見を提出した燕巖朴趾源と洪大容、そして洪大容の思想を探求した近代の国学者である為堂鄭寅普の

意見を中心に、実学者たちが構想した正徳の意味を検討し、その意味について再論してみたい。 

 

3.正德論再論 

 

正徳が何かに対する新しい認識は、実学者たちが利用厚生を強調した当代よりむしろ 20 世紀に入

って実学者たちに対する研究が深く進行する過程において提出された。例えば、為堂鄭寅普は、湛軒

洪大容の学問の性格と意味を論じる文章で、正徳利用厚生の意味を振り返りながら、洪大鎔の学問に

おける正徳の意味を新たに解釈した。彼にとって正徳とは、伝来の道徳的覚醒および修養からさらに

進んで民族的覚醒を含めて拡大して理解されたものと見做すことができる。 

 

概して学術は、人類生活との関係の大なるところ、事の善さと敗がこれに由る。あるいはその根

                                                   
25

 丁若鏞, 『與猶堂全書·牧民心書』 卷 12 工典·匠作 

“昔漢趙過，作爲耬車ㆍ耬斗，以敎播種之法，【皇甫隆又爲耬犂，以敎燉煌之民】 而民力大省。【已見〈勸農〉篇】 皇

明陳幼學知確山縣，造紡車八百餘輛，以授貧婦。【見《明史》】 此皆前人之芳徽也。況今奇器妙用，後出者益巧，而唯

獨吾東之民，漠然不聞。牧於爲政之暇，按法運思，作爲農器ㆍ織器，以敎民省力，不亦善乎” 
26

 前掲書、“利用厚生，次於正德，爲天地間三件大事，聖人其知要矣” 
27

 前掲書、 “龍尾ㆍ玉衡ㆍ虹吸ㆍ鶴飮之法行，則旱天桔槹，終日酸臂之苦減矣。轉磨ㆍ轉碓之法行，則磨麪舂米，盡

室脇息之勞除矣.” 
28

 前掲書, “風磑ㆍ輪激之制講，則其運水激水，不難矣，颺車ㆍ攪車之制講，則其去塵去核，不難矣。挽繩代耕之制

講，則牛疫不足畏也。斯皆民牧之責，不可忽也。其制並詳於《儀象志》ㆍ《武備志》ㆍ《奇器圖說》諸書，今姑略之.” 
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本を慎重に守れば、徳を正しくし用を便利にし、民生を良くすることができる。あるいはこれに

反すると、百の法道が正しさを失い、これが久しく且つ深くなって心が中毒されると、習慣が天

性のようになってしまいどうしようもなくなる。この二つのことから我々の近古の世を照らして

みると、その由るところを知ることができる。ゆえにその当時、論議で互い争う人がおり、勢利

で互いを害する人もいたが、彼らはともに交わることが、まるで水と火、氷と炭のようで、相容

れることができなかった。だが、その春秋を表すことに至っては、根本と末端、自他の区分に暗

かったのは、彼此の間に違いはなかった。それは何故だろうか。その心が中毒されたのが同じだ

ったからである。29 

 

鄭寅普の見方によると、学術の根本を謹んで守れば、正德と利用、厚生が順調に進むのだが、その

逆の場合は弊害が発生すると考える。鄭寅普の指摘したことは、論義で無益な学術論争に陥っている

か、勢利で党派の政派的利益に没頭することである。春秋観の問題は、いわゆる域外春秋論であって、

孔子や『春秋』のアイデンティティに関する問題であり、周人が周の歴史を記録したのが「春秋」で

あるから、孔子が九夷で生まれたのであれば、当然「尊王攘夷」の義理から域外春秋論を提起したは

ずであるという主張である。「根本と末端、自他の区分に暗かった」という指摘は、まさにこうした

民族の主体性に対する自覚である。実効性のない談論のみの学術と政治権力の偏党性、正当な春秋観

の未定立による正しい学術認識の不足を問題視したのである。鄭寅普は、洪大容の学術的功労につい

て以下のように評価した。 

 

今、先生の文章の中で最も重要なものは「籌解需用」というのがあり、「林下経綸」というのが

あるが、あるいは幾何と算数に精通し、あるいは政治と法律に力を入れたもので、みな民を助け

る学問である。また『毉山問答』というのがあるが、それはもっぱら根本と末端を明らかにし、

自他を分析したもので、当時においては珍しいものであった。ああ、どうして傑出した学者では

なかろうか。30 

 

前述の二書は、民を助ける学問として利用厚生に緊要なものであるとするならば、『毉山問答』は

根本的なものと私を探す学問、すなわち学者の主体性を確立することを核心的な内容とする。結局、

                                                   
29

 鄭寅普, 『湛軒書序』 “夫學術之於人群大矣, 善敗由之. 或愼守其本, 以正德利厚. 或反焉, 致百度失貞, 久且深, 中

於人心。習以若性而不可如何. 以是二者而鏡之於吾近古之世, 其所由者可知已. 故當其時, 論議以相伐者則有人矣, 勢

利以相殘者則有人矣, 與接爲構, 若水火氷炭之不相入, 而至其表臬春秋, 眛本剽人己之大分, 則無彼此焉, 何也? 以其

中於心者同也.” 
30

 前掲書, “今先生之書。其最要者。有曰籌解需用。有曰林下經綸。或精幾何算數。或劬心政法。皆佐民之學。而又有

曰毉山問答。則專以覈本剽而析人己。在當時所僅見者。嗚呼。豈非豪傑之士哉” 
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鄭寅普によると、洪大容の学術は、正德・利用厚生という学術の本質を正しく具現したものであり、

特に学者の民族主体性の確立という本質的な領域において大なる進展を成し遂げたものといえる。鄭

寅普は、湛軒学術の意味は、実心という道徳的主体性と正当なる春秋観という民族的主体性が結合し

た正徳を基本とし、実用的学問を通じて国家を保存し、民を助ける利用厚生の実政を追求する実学と

して規定することができるのである31。正德に対するこうした規定は、前述の性理学のいう正德概念

を拡張したものと理解できるが、これは祖国の近代化と日帝の強占という鄭寅普が置かれた歴史の現

実において、より重要な徳は何であるかに対する学者的省察であると考えられる。 

では、洪大容から捉えられる正徳の正当な意味とは何か。我々は鄭寅普が特に抜粋して表彰した『毉

山問答』の核心を参考することができる。洪大容は「学問することにおいて根本を見失い、人と私が

何だかを分からず、虚が僞を作り出し、僞が虚を助長することを批判し、こうなると実心と実政が期

待できなくなったこと」を指摘し、当代の学術が標榜した虚偽意識と実質の問題を実心と実政の視点

で鋭く指摘した。 

 

孔子が亡くなった後、諸子がこれを乱し、朱子門下の末には諸儒が乱した。その業を尊ぶものの、

その真を忘れてしまい、その言を習うものの、その意を失った。正学を扶けるのは、実は矜心の

ためであり、邪説を排斥するのは実は勝心のためであり、世を救う仁は実は権力欲のためであり、

体を保存する明哲は、実は利己心のためであった。32 

 

自慢して勝ち、権力を貪って利己心を持つことは、すべて実心を失った結果である。孔子の後学、

朱子門下の弟子たちによってその師匠の本義が失われる状況をあえて述べたのは、当代の朝鮮学術の

弊害を指摘するためであることは言うまでもない。正学の保衛、邪説の排斥、求仁と明哲は、当代の

学者たちの最も根本的な学問的目標であったはずだが、湛軒にとってはすべて「虚偽」と認識された。

そうした認識の社会的結果として提出される「衛正斥邪」と「闢異断」の過度な論理を、洪大容は前

から低く評価していたのである。より正確に言えば、問題意識を転換した。洪大容は学問の要諦を大

衆の救済と見なし、儒仏の違いを深刻に捉えなかった。彼は工夫に関する中国学者との交遊において、

学問の「要諦は「心を清め、世を救う」ところに戻ることにあるから、儒教と仏教を問わず、すべて

賢く豪傑な君子になるのに害悪を及ぼさず、ただ人倫を絶って空寂に逃避するのに至らなければ、こ

れも聖人の徒である」と指摘した33。学問的経路が柔軟でありながら、その実質的な成就に着目する

                                                   
31

 문석윤(2012), 「담헌의 철학사상」, 『담헌 홍대용 연구』, 사람의무늬, 14 면-15 면 
32

 鄭寅普, 『湛軒書序』 “爲孔子之喪, 諸子亂之; 朱門之末, 諸儒汩之; 崇其業而忘其眞, 習其言而失其意; 正學之扶,

 實由矜心; 邪說之斥, 實由勝心; 救世之仁, 實由權心; 保身之哲, 實由利心.” 
33

 洪大容, 『湛軒書』 外集 卷 1 「杭傳尺牘·與嚴九峯書」 “要歸於澄心而救世。則勿論儒釋。俱不害爲賢豪君子。
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見方を確認することができる。 

湛軒が自然学の探求を通じて解明したのは、日月蝕などの天文現象が治乱とは関係がなく、五行の

数に定論があるわけではなく、術家が河図落書を易象に牽強付会したというなどの事実である。これ

は湛軒が非科学的とも言える性理学的世界認識について科学的な探求を通じて目の前に見える事実

を取り上げて説明し、白黒のように明確に区分して古いものに固着した人々が自ら悟るようにしたの

である34。湛軒の自然学が志向していたところが伺えるとともに、彼にとって正徳とは何だったのか

についても類推することができよう。 

現に洪大容は「実心と実践」を通じて正徳の意味を一部提起したことがある。洪大容は正祖の師匠

時代に先代の学者の中で趙憲の学問が「公平な本心」で「五倫を具備」して千古に匹敵する者がいな

いが、その淵源は土亭李之菡から出たと指摘したことがある。これに対して正祖もまた李之菡は高士

であり定力が優れていると同意したが、この言葉を受けて洪大用はそうした学問的成就は「実心によ

って実学をしたから」であり、実践を通じて空言しなかった点によるものと指摘した35。 

洪大容のこうした実心実学に対する特記は、つとに小川先生によって取り上げられ、「実心実学」

は 18世紀の東アジアの実学の重大な発見として表彰されたりもした。 

 

実心を持って実事に携わり、しかも日々実地を踏むという態度を真実の本領とし、事を成し遂げ

る大前提とした。実心実事によって毎日実地を踏むという態度こそ、真実を重要視する実学の態

度としてこの上ない。実心実学という規定まで登場する。党派的に排他的な道学=朱子学を厳重

に批判する中での実心実学は、18 世紀の東アジアが作り出した最たるものとして、実心実学と

いう単語を使用しなかった三浦梅園の実心実学と並んで双璧を成す。36 

 

ところが小川先生の指摘からも分かるように、実心実学はあくまでも「態度」である。先生の指摘

のように「実心」を持って「実事」に携わり、「実地」を踏む態度そのものを、果たして真実の本領

とすることができようか。むろん、態度は認識の方向を誘導し、洪大容の場合のように実証を通じて

実用的な知識を啓発し、それを通じた大衆救済の効果をもたらしたりもし、虚偽意識を診断し、真の

心を回復する糸口を提供したりもする。 洪大容に見られる自他に対する明確な覚醒もまた実心と実

学に対する明確な認識と態度によって推動される余地がいくらでもある。 

                                                                                                                                                                    
惟不至於絶倫逃空。則是亦聖人之徒也.” 
34

 鄭寅普, 『湛軒書序』 “明日月之蝕, 非治亂之所係. 星辰分野之說, 尤無據可笑, 因及風雲雨雪霜雹雷霆虹暈之所以

然, 海之鹹, 地之有震, 皆有由. 五行之數, 原非定論, 術家祖之河洛, 以傅會易象. 以穿鑿生克飛伏, 支離繚繞, 卒無其

驗. 而一一擧現前目證之實, 若別白黑, 使膠舊者知所自失.” 
35

 洪大容, 『湛軒書』 內集 卷 2 「桂坊日記」 (甲午 1774 年 12 月 25 日) “此等人, 成就如此, 皆以其實心實學也. 

苟不實踐而徒務空言則, 當時無所成其業, 後世無所垂其名, 非所謂學也.” 
36

 小川晴久(2009), 「實心實學 개념의 역사적 사명」, 『한국실학연구』 18, 한국실학학회, 152 면 
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だが、 洪大容が実心実学を提起した契機になった正祖との対話において、正祖が土亭李之菡は高

士であり定力が優れていると指摘した具体的な事件は、済州島で女色を受け入れなかったという道徳

修養と関わるものである37。むろん、これもまた人間の自然な本能を制御し、一定の人格の水準を示

すものとして表彰すべきものだが、その局面は限定的なものである。それに先立ち、超憲を顕彰した

公平な心と五倫に優れていることも38また心構えの如何に留まるものである。 

こうした側面は、朴趾源の場合でもさほど変わらない。朴趾源は、糞と割れた瓦を壮観であると述

べたように、実用の側面に注目した。彼はさらに炎涼聚散する社会風土を嘆き、友情論の問題に注目

したことがある。『穢徳先生伝』において彼が賛嘆してやまなかった人物の嚴行首は、当時の農業生

産性を極大化することができる試肥法である糞将軍を運び正当な労働をしてその代価をもらう。要す

るに、健康な労働と分相応の福楽を享受するのである。嚴行首は自分に与えられた宿命を一切拒否せ

ず、黙々と受け入れた。『穢徳先生伝』の話を引っ張る蟬橘子は次のように教示する。 

 

『中庸』に曰く、「富貴に生まれれば富貴に暮らし、貧賤に生まれれば貧賤に暮らす」とあるか

ら、生まれつきはすでに定まっていることを意味します。『詩経』に「早朝から夜まで公所にい

るから、誠に命が同じでないからである（夙夜在公、寔命不同）」とあるから、その命とはその

人の分をいうのである。天が万民を生む時に定められた分があるのだから、命をもって生まれた

以上、何の恨むはずがあろうか。だが、エビの塩辛を食べるようになると、卵が食べたくなるし、

褐布の服を着るようになると、アサの衣が着たくなるのだから、天下がここから大きく乱れて民

たちが立ち上がり、農地が荒れてしまうのである。39 

 

天命に従う宿命論の闘士。こうした認識の正体は、当代の抵抗に起因する側面もなくはないと思わ

れる。利用厚生に対する関心がかつてないほど強烈だった正祖時代に経典の「利用厚生」の概念を物

質改善に積極的に活用した瞬間、利用厚生は新しい用語に様変わりし、従来の秩序を揺さぶったが、

当代の既得権層の抵抗もまた強かったことが確認できる。実録に「(正祖が)利用厚生と民の苦しみを

過度に察するから、民が王に意見を差し上げる上言が僭越なまでに至った」と指摘されたことからも

                                                   
37

 洪大容, 『湛軒書』 內集 卷2 「桂坊日記」 (甲午1774年 12月 25日) “臣曰李之菡號土亭, 東國異人也. 明於乾

象, 重峯嘗師事之, 先知之術, 盖亦出於此也. 令曰, 土亭高士也. 卽其定力, 亦絶異於人也. 臣曰豈以濟州女色事耶?

 令曰然矣” 

38
 前掲書, “至公血誠, 五倫全備, 千古無兩, 實行如此, 其學可知”  

39
 朴趾源, 『燕巖集』 卷 8 別集 「放璚閣外傳」 “傳曰, 素富貴行乎富貴, 素貧賤行乎貧賤, 夫素也者定也. 詩云夙

夜在公, 寔命不同, 命也者分也. 夫天生萬民, 各有定分, 命之素矣, 何怨之有? 食蝦醢, 思鷄,衣葛羨衣紵, 天下從此大

亂, 黔首地奮, 田畝荒矣.” むろん、この「放璚閣外傳」は燕巖の若い時代のものであり、燕巖の社会認識はその以後、

変化した可能性もなくもない。ただ、燕巖の基本的な貧富に対する認識はこのようであった点を確認しておく。 
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分かるように、国王が掲げた利用厚生が、名分秩序を亀裂させる場面を支配層は不安視していたので

ある。40 

『許生伝』に登場する燕巖のペルソナである許生は、買占買惜によって朝鮮の巨富になり、また幾

分の社会的実験を通して社会改革の経綸を実験してみたにもかかわらず、「財物として顔色をよくす

ることは君たちのすること」であり、「万両がいくら重くても、どうして道を肥やすことができよう

か」と一喝する時41、許生の正徳は相変らず中世の辺りにとどまっている。「あなたはどうして私を

商人と待遇するのか」と大怒して襟を払って出る許生にとって42、商業は依然として方便として末端

の地位を脱しがたい認識の一面であり、「食口を察して食糧を与え、体を測って衣を用意してくれれ

ば一生それで満足」とし、「財物によって心を苦しめること」43をどうしてもできない心の志向は、

利用厚生と正徳が自分の体に合った実存的な問題意識ではなく、治者としての役割と氏名によって要

請された、多少は概念的な構想であったことが確認できる。 

ところで、再び朴済家が利用厚生と正徳の関係を説明して言及した孔子と寛子の言明を思い浮かべ

れば、それもまた治めの方策として言われたことを見過ごすことはできない。さらに、生民にとって

生の場を設ける仁政の論理的基礎となった『孟子』の「無恒産であれば無恒心」という前提も一般民

を対象としたものであって、「士」の場合には無恒産であっても恒心を持つことができるとされてい

る44。孔子のいう「君子困窮」45も小人と区別される君子の窮乏に対する毅然さを指摘した言葉であ

るが、その底辺には生における物質的土台に対する超然さを徳の重要な価値ととらえる君子の観念的

潔癖性があることを見極めなければならない。 

朴趾源は読書をしながら何かを求めるのはすべて私心であると批判し、終身読書するにも関わらず

学問が進歩しないのは、私心の害のためであると考えていた。彼は聖人の文を読めば、聖人の苦心を

悟るべきであると期待した。君子が終身の間一日でも廃してはならないのは読書のみであるともと述

べた。それで孔子がそうであるように、再び子路の言葉を叱咤した。批判された子路の言は「そこに

は社稷もあり、人民もいるから、どうして必ず文を読まないと学問をするというのでしょうか」とい

うものである46。 

社稷もあり人民もいるのに、それより読書が重要であるとする認識から探そうとした経典の中の聖

                                                   
40

 이경구(2016), 「利用厚生: 중세의 균열과 근대의 기획」, 『한국의 근현대 개념으로 읽다』, 푸른역사. 
41

 朴趾源, 『燕巖集』 「玉匣夜話·許生傳」 “許生失笑曰, 以財粹面, 君輩事耳, 萬金何肥於道哉” 

42
 前掲書, “許生大怒曰, 君何以賈竪視我 拂衣而去.” 

43
 前掲書, “計口送糧, 度身援衣, 一生如此是矣, 孰肯以財勞身” 

44
 『孟子·梁惠王上』 ‘無恒産而有恒心者, 唯士爲能. 若民則無恒産, 因無恒心.“ 

45
 『論語·衛靈公』 “君子固窮, 小人窮斯濫矣.”  

46
 朴趾源, 『燕巖集』 卷 10, 「罨畫溪蒐逸雜著·原士」 “讀書而求有爲者, 皆私意也. 終歲讀書而學不進者, 私意害

之也. … 夫讀聖人之書, 能得其苦心者鮮矣. … 君子終其身, 不可一日而廢者, 其惟讀書乎 … 不仁哉! 子路之言也, 

有社稷焉, 有民人焉, 何必讀書然後爲學.” 
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人の苦心は正徳と無関係ではないはずだが、それは真に現実的土台に支えられている人民の生に意味

ある指針になることができようか。それは「再び士とは何か」という「新原士論」の議論と無関係で

はないだろう。 

 

4.残る問題 

 

最近の研究において茶山学の一面が新たに指摘された。すなわち、茶山の学問は単に儒学の人倫理

念を実践するレベルではなく、民の生活の改善を目標とする厚生を中心にした新しい儒学であるとい

う見解である。茶山が新たに提起した問題は、朝鮮の性理学が厚生の問題に無関心であり無能であっ

たということであり、このような点から朝鮮の性理学と茶山学を区分する核心は、厚生論にあるとす

ることができるという意見である47。利用から進んで厚生に重点を置いた視点である。 

ところで、正徳・利用・厚生を早くから厚生から利用に、その結果正徳と捉えた学者もいなくはな

かった。谿谷張維(1587~1638)は度量衡を廃棄しなければならないという荘子側の主張に対する反論

としての孟子の立場を叙述する中48、人類の標準である聖人の役割について次のように規定した。 

 

人類が初めて出た時には、固より禽獣と異ならなかったです。聖人が現われた後、民の生活が豊

かになり［厚生］、民が道具を利用できるようになり［利用］、民の徳が正しくなった［正徳］の

です。こうして教化が行われと人々が従うべきところを知るようになり、法道が確立されと人々

が守るべきところを知るようになり、器械が揃うと人々が使うことを知るようになったのだから、

この三事が無くなったら人が人らしくなることができなくなります。したがって、聖人こそ人類

が標準とすべき方であり、人類を禽獣の境地から人間らしく暮らすように導かせた方というべき

でしょう。したがって、今もし聖人の教えを断ってしまうなら、これは禽獣にならないようにす

ることと反することであり、日々禽獣の境遇に転落してしまうでしょう。49 

 

生活の豊足と道具の利用を、徳を正すことの前に置いた点が興味深い。教化と法度、器械の順次が

違和感がしないのは、そのように適用するのが順調だからである。 

さらに、利用厚生に対する学問的アプローチは、前に一部検討した内容を含め、少論系学派では李

                                                   
47

 김영우(2018), 「다산 정약용의 후생론」 『다산학』 32 권, 다산학술문화재단. 
48

 張維, 『谿谷集』 卷3 「設孟莊論辯」 “且夫斗斛權衡之設, 而人猶爲姦, 況於去之乎? 是助盜而長姦也. 此數者, 

軻之所以爲先生惑, 而願先生之改之者也.” 
49

 張維, 『谿谷集』 卷 3 「設孟莊論辯」 “人之初生, 固無以異於禽獸也. 聖人者立然後, 生厚用利而德正焉. 是故敎

化行而人知所從, 法度立而人知所守, 器械具而人知所用, 三者廢則人不人矣. 是故聖人者, 人之準則, 而使人去禽獸而

歸於人者也. 今若絶棄聖人, 則是畔其所以去禽獸者, 而日趨於禽獸也.” 



 

85 

 

匡呂と洪良浩などが中心となってレンガと車の使用を積極的に唱え50、茶山学団では李綱会が船舶と

車について 

踏み込んだ学問著述を残した51。さらに李匡呂は、朴趾源と一言知己であり、車制度などについて

討論し合う間柄であった52。こうした点からすると、利用厚生学は、ある一つの学派の専有物ではな

く、当時一つの流れを形成した時代精神ととらえるのが妥当であろう53。 

にもかかわらず、利用厚生とは異なり、正德に対する議論だけは、靑城成大中(1732~1809)が指摘

したように、もっぱら士の権能にかかっているものであり、その理念と志向は依然として士の行方に

かかっていたのである54。洪大容の学問に対する鄭寅普の認識は、鄭寅普の時代に要請される士の正

徳であったのである。 

                                                   
50

 정양완(1993), 『강화학파의 문학과 사상』, 정신문화연구원 55~70 면; 오수경(1993), 「이광려의 

실학사상과 현실주의 문학세계」, 『교남한문학』 5, 교남한문학회; 진재교(1999), 『이계 홍양호 문학연구』, 

성균관대 대동문화연구원, 99~125 면 
51

 안대회(2005), 「다산 제자 이강회의 이용후생학」, 『한국실학연구』 10, 한국실학학회 
52

 박종채 저, 김윤조역(1997), 『역주과정록』, 태학사, 75 면 
53

 김용태(2006), 「李是遠의 士의식과 利用厚生의 논리」 『한국실학연구』 12, 한국실학학회, 227 면 
54

 成大中, 『靑城集』 卷 7, 「陶岡精舍記」 “天之生斯民也, 並使之自食也. 聖人者導之, 分其職爲四, 而正德利用厚

生, 卽其事也, 然正德也者, 惟士爲能。故居四民之首, 而縱無恒産, 猶可以食於人也.” 
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「践形尽性」——顔元の修身の道  

李偉波（北京東方道徳研究所） 

翻訳：楊世帆（東北大学・院） 

 

要旨：清の儒者顔元の実学思想は、外在の実践・実用・実行の学だけではなく、内在の心

性問題にもかなりの関心を傾け、自我の道徳省察と道徳実践を強調している。彼は初期儒

家の「践形尽性」の心身修養の伝統を継承し、「明徳復性」の心身修養の工夫を唱え、日

常生活において「習恭」「規過遷善」「常儀功」などの道徳実践を厳守した。古礼を厳守す

る道徳的厳格主義は、儒教の道統への尊崇、「天神」「天命」に対する敬畏を体現し、その

修身の過程においても、天と通ずる修養の境界を示している。 

これまで顔元の実学についての研究は、主に彼の「事功経済」の学に焦点があてられ、

顔元実学の概観においても、学問の実践性・実用性・主動性を要点としてきた。しかし、

実際には、顔元は外在の身体実践だけではなく、自我の道徳内省と道徳実践も、相当に重

視している。本文はこの論点をめぐって、顔元の心身修養の工夫と経路を説明しようと試

みるものである。 

 

一、 践形尽性 

初期の儒家は、身と心を一体とする修身伝統を強調する。例えば、『大学』では、「修

身」を、学を問い道を求める初階とみなし、「天子より庶人に至るまで、壹是に皆な修身

を以て本と為す」とする1。孔子もかつて「吾れ日に三たび吾が身を省みる」と述べ、孟

子もとりわけ「存心養性」の修身・安身の工夫を重視した。宋儒は「静坐」「主敬」など

の涵養・体察の方法によって、内在的修養の一端に重きを置いた。朱子は静なる時には存

養し、動なる時には省察し、「惟だ私なし、然る後に仁なり。惟だ仁、然る後に万物と一

体と為る」2とした。身体は「食色」「貪念」など、徳性の純正に不利な欲望を含むため、

宋儒の排斥の対象となった。しかし、宋明の儒者と異なり、顔元の四書解釈体系における

創見の一つは、「身体」問題を抉り出し、浮かび上がらせた点である。「苟くも時時吾が心

を正し、吾が身を修むれば、則ち浩氣を養い成し、天下の事、為すべからざるなし」3と

言うのは、「身体」は人間の生存・生活の根本であり、すべての人倫日用・精神探求の基

礎であり、これを置いては、いわゆる「自己を完成し、人を完成する」ことができないこ

                                                   

1 『大学』 

2 朱熹:『朱子語類』巻六、『性理三』。 

3 李塨:『顔習斎先生年譜』巻下、乙亥（一六九五）六十一歳条、『顔元集』第 777頁。 
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とを示している。 

顔元の学問は「実文」「実行」「実体」「実用」を主旨とする。しかし、彼は心性の問題

についても、すこぶる関心を注ぎ4、『存性編』を著して、専ら人性の修養を論じた。彼は

宋儒の発明した、性を二分する（天命の性と気質の性）気質変化の説を不満とし、宋儒の

「理善気悪」の論は、孟子の性善説の普遍性に、結局のところ及ばないと考える。顔元は

自然主義の気本論から出発し、理は気の中にあり、理・気は融合して一体になると推察し

た。さらに理気の関係を論証して、次のように述べた。 

 

若し氣は惡と謂えば、則ち理も亦た惡。若し理は惡と謂えば、則ち氣も亦た惡。蓋

し氣は即ち理の氣、理は即ち氣の理。烏くんぞ理は純にして善に一、氣質は偏にし

て惡有りと謂うを得んや。5
 

 

若し氣質無くんば、理將に安くにか附かん。6
 

 

顔元は理気の内在一致性を指摘した（「理、氣俱是天道；形、性俱是天命7」）。故に何

が「天命の性」であり、何が「気質の性」であるかを分別する必要はない。そこから、義

理の性がそのまま気質の性であると結論した8。したがって、彼は人間は生まれつき善な

る気質の性を持つと主張する（「渾天地間一性善也9」）。 

彼はさらに悪の問題を指摘する。 

 

氣質の清濁厚薄は、乃ち同じからざること有るも、総べて一善に帰す。惡に至りて

は、則ち後起の引蔽習染なり。10
 

 

人性が善悪に分かれるのは、後天的に外物の誘惑を受け、人間の先天的な善性が蔽わ

                                                   

4 梁啓超が「習斎は哲理を議論することが好きではない。しかし性の問題について彼は独

特な主張を持っている。」と述べた。梁啓超：『中国近三百年学術史』、東方出版社、1996

年版、第 128頁。 

5 顔元：『存性編』巻一、『駁気質性悪』、『顔元集』、第 1頁。 

6 顔元：『存性編』巻一、『棉桃喩性』、『顔元集』、第 3頁。 

7 顔元：『存学編』巻一、『上太倉陸桴亭先生書』『顔元集』、第 48 頁。 

8 義理の性と気質の性との関係について、馮友蘭は「習斎は理気が「一片に溶けた」をも

って、義理の性すなわち気質の性を唱える。気質を悪の起源とみなしてはいけない」と述

べた。馮友蘭:『中国哲学史』巻下、第 985 頁。 

9 顔元：『存性編』巻二、『性図』、『顔元集』、第 29–30頁。 

10 李塨:『顔習斎先生年譜』巻上、乙酉（一六六九）三十五歳条、『顔元集』第 726頁。 
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れ、それが日々積み重なって悪習を形成するためである（「貪溺昧罔亦必有外物引之、遂

為所蔽而僻焉、久之相習而成11」）。顔元は、習慣による汚染が深くても、万物の霊である

人間の先天の本性はなお善であり、「悪」というのはただ後天的な習慣による汚染に蔽わ

れたものにすぎないから、「蔽を袪」いた後、依然として善なる本性を回復できる、とす

る。顔元は、「蔽」を純善なる性が侵され遮られることと認識し、また汚染による覆われ

を洗い去って、本性に復帰する道を考えた。こうした意識は、実際上、儒家の倫理思想に

おける「恥」の観念に由来すると思われる。「中国伝統中の「恥」は、汚れを被ると急い

で自身を浄化する意識と関わっている12」。そこから、彼はさらに後天的な仁徳を涵養し、

「日新の功」の積み重ねることで、一歩一歩、本然の善性を回復することを主張した。彼

は、「形」と「性」は一であるという角度から出発し、孟子の「形」に拠って「性」を回

復する（「践形尽性」）説に従い、身体自覚による「践形尽性」の修養方法として、「復性」

「尽性」の実践を日常生活の中で展開し、「践形」を人間の仁義礼智の本然善性を完全に

尽くす実践方法とみなした。彼の弟子の李塨によれば、 

 

聖學は、形を踐みて以て性を尽くす。耳聰・目明は、耳目の形を踐むなり。手恭・

足重は、手足の形を踐むなり。身修・心睿は、身心の形を踐むなり。形を踐みて、

仁義禮智の性尽くせり。今の儒は形を墮して以て性を明らかにす。耳目は但だ誦讀

に用いるのみなれば、耳目の用は其の六七を去る。手は但だ字を寫するに用いるの

みなれば、手の用は其の七八を去る。足の動作するを惡めば、足の用は九を去る。

靜坐・觀心して身の事とするを喜ばざれば、身心の用は亦た九を去る。形既に踐ま

ざれば、性何に由りて全からんや。此れ、一は實、一は虛。一は有用、一は無用。

一は正學たり、一は異端に陷る。辯ぜざるべけんや。13
 

 

李塨は、「尽性」は必ず「践形」に由らなければならない、宋儒が「身」を捨てて「性」

を言い、「事」を離れて性を言うのは、その性は虚であり、不実・無用の性であると指摘

する。それに対して、聖人の「践形」は、心身・感覚器官などのレベルで実質的に展開さ

れるため、その完全に尽くされた「性」は、篤実・有用の性である。道徳主体は、「蔽」

を払い除いて、本性を復し、心性を保養する工夫によって、その心は篤実恭敬で、外貌は

                                                   

11 顔元：『存性編』巻一、『性理評』、『顔元集』、第 9頁。 

12 信広来：『儒家思想と比較倫理学の研究：方法論の反省』、劉笑敢編：『中国哲学と文化』

第七輯に載せる。広西師範大学出版社 2010年版、第 15頁。 

13 馮辰、劉調賛：『李塨年譜』巻四、五十一歳条、129頁。 
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厳粛寛厚である。この時、「身体は使用人でもなく、手段でもなく、過渡的でもなく、外

殻でもなく、自我の体現である14」。自我の心性が能動的・自覚的に、周孔の正道を体認

する。儒者の「道を弘め徳を明らかにする」重大な任務は、まず「身を以て道を体す」こ

とから実践する。すなわち道は我が身にある。かつて顔元は以下のように、みずからの志

向を表した。 

 

吾れは、道を求むる者の性を尽くさんことを願うのみ。性を尽くす者は、實に之を

吾が身に徴するのみ。身に徴する者は、動きて萬物と共に見るのみ。吾が身の百體

は、吾が性の作用なり。壹體、靈ならざれば、則ち壹用、具わらず。天下の萬物は、

吾が性の措施なり。壹物も其の情に稱わざれば、則ち措施に累有り。身世を打ちて

壹片と成し、一滾して功を做す。近くは机席より、遠くは民物に達し、下は鄰比よ

り、上は廟廊に暨び、粗は灑掃より、精は燮理に通じ、倫を尽くし制を定め、陰陽

和し、位育徹するに至るまで、吾が性の真全なり。以て佛氏空中の洞照、仙家五氣

の朝元を視るに、腐草の螢のみ。何ぞ道うに足らんや！15
 

 

「尽性」は、必ずそれを我が身に徴さなければならない。「身」と「性」の関係は、本

体と作用の関係であり、「性」と「物」との関係は、すなわち主体と対象の関係である。

それゆえ、「性を尽くす」修養は、必ず身を以って道を体し、上下・遠近・精粗をひっく

るめて修養しなければならない。存養省察による「明徳」の修養を通じて、個体の汚染を

払い除き、本性を回復する実践の道を実現するのである。 

 

二、 修身の具体的方法 

 日常生活において、顔元は「習恭」という修養方法を保持し、それによって外界の「引

蔽習染」を防ぎ、本然の善性を収斂し保養する（「覚萎怠、習恭莊；覚放肆、習恭謹；覚

暴戾、習溫恭；覚矜張、習謙恭；覚多言、習恭默；覚矯揉、習恭安16」）。留意すべきは、

「習恭」の工夫は、形式的には宋儒の「静坐」の修養法と似て、どちらも「敬」によって

貫かれているが、実際上は本質的な違いがある。宋儒が事物を離れて「静敬」を論じるこ

とを、顔元は「静中の了悟は、乃ち釈氏の鏡花水月の幻学なり17」と述べ、実際上、それ

                                                   

14 杜維明：『一陽来復』、上海文芸出版社 1997年版、183頁。 

15 顔元：『存人編』巻一、『喚迷途・第二喚』、『顔元集』、第 129 頁。 

16 顔元：『顔習斎先生年譜』巻下、乙卯（一六九九）六十五歳条、『顔元集』第 786頁。 

17 顔元：『顔習斎先生年譜』巻下、辛未（一六九一）五十七歳条、『顔元集』第 770頁。 
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は仏家の空なる悟りであって、心身が寂然として動かない「敬」である、とする。それに

対して、「習恭」は、事に即して「敬」を見、習いに即して「敬」を見る、切実篤恭の「敬」

である。「習恭」と「静坐」との混同を避けるために、顔元は明確に両者の差の所在を明

らかにした。その論述は主に『顔習斎先生言行録』に見られる。例えば、 

 

杜益齋問ふ、「習恭は即ち靜坐なるか？」と。曰く、「非なり。靜坐は是れ身心俱に

動かざるの謂いにして、空の別名なり。習恭は是れ吾が儒の九容を整え修める工夫

にして、堯の允、舜の溫、孔の安の如く能わざるを愧じ、故に之を習う。習恭と靜

坐とは、天淵の分なり」と。18 

 

凡そ冠の正しからず、衣の舒ならず、室の潔ならず、物器の精肅ならざるは、皆な

不恭なり。此に壹有れば、習恭と言うを得ず。此に由りて之を推せば、杏壇の上、

劍・佩・琴・書、一物も狼藉なれば、孔子之を恭と謂うを得ず。此れ吾が儒の篤恭

の、釋氏の寂靜に異なる所以にして、靜坐の學の、禪に入りて自ら覺らざる所以な

り。19
 

 

  そのほか、『存学編』でも、彼も「習恭」と「静坐」が体現する「敬」の違いを指摘し

た。 

 

   敬字の字面は好看なるも、卻て是れ禪學に隱壞せらるる處あり。古人は灑掃を教う

れば、即ち灑掃に敬を主とす。應對・進退を教うれば、即ち應對・進退に敬を主と

す。禮・樂・射・禦・書・數を教うれば、即ち度數・音律・審固・罄控・點畫・乘

除に、敬を主とせざるなし。故に曰く、「事を執りて敬」。故に曰く、「其の事を敬う」。

故に曰く、「行は篤敬」。皆な身心壹に加功を致し、往くとして敬に非ざるは無きな

り。若し古人の成法を將て皆な舍て置き、專ら靜坐・收攝・徐行・緩語の處に向か

って敬を主とすることを言えば、乃ち是れ吾が儒の虛の字面を以て、釋氏の實の工

夫と做すなり。道を去ること遠し。20
 

 

  「習」の字は、「学びて時に之を習う」から取り出されたものである。主体の能動意識

                                                   

18 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻下、『王次亭第十二』、『顔元集』第 665頁。 

19 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻上、『学人第五』、『顔元集』第 639頁。 

20 顔元：『存学編』巻四、『性理評』、『顔元集』第 91頁。 
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にもとづく動態的な実践を際立たせ、身心がつねに操習（＝操練）省察することを意味し

ている。「恭」の字は、顔元が古礼に従って、具体的な事物に即して実践する篤敬なる態

度、および礼儀や日常の振る舞いに対する厳密な恭謹の意としたことは、明らかである。

「一種の哲学パラダイムとして、儒学の「修身」は、儒学の重要な内容をなすだけでなく、

儒学独特の語り口でもある。その語り口の体系化がいわゆる「礼」である21」。それゆえ、

顔元は「習恭は、即ち是れ礼を身に習う」22と述べる。日常の修養の工夫として、「習恭」

は立ち居振る舞いを整粛にするだけではなく、自我による検視・省察・改誤の機能によっ

て、自我の心性の微かなところまで照らし出す規範となる。儒家の古礼と礼容の学を遵守

できるかどうかによって、儒者の心性が純粋であるか否かを直接に判断するのである。 

かくて、日々自ら省み、過ちを改めて善に遷ることが、きわめて重要となることは明

らかである。そこで、顔元は「日記」「常儀功」、「互規功過」などの礼の実践方法を立て、

自己の身心修養を「日日に新たに」、「又た日びに新たに」した。『顔習斎先生年譜』と『顔

習斎先生言行録』の中には、その古礼実践の細節が詳細に記録されている。彼が行ったの

は、多くは千百年来行われてこなかった古礼である23。留意すべきは、顔元が儒家の古礼

を堅く実践したのは、若年の服喪の経験から始まっている点である。そのとき、彼は『朱

子家礼』が自然の性情に反することを実感し、周孔の正道を体認する日常工夫として、古

礼を実践することを決意した24。驚くべきことに、顔元はついに一生を終えるまで、冠昏・

喪祭・宗廟・会同・および升降周旋・衣服飲食などの古礼を力行し（「慎独功甚密、祭必

斉、盛暑衣、冠必整、力行古礼」25）、それによって自我涵養の根拠とした。行礼は、彼

の日々変わらぬ恒例となり、「盛暑に衣し、冠は必ず整え」ただけでなく、重病の時でさ

                                                   

21 陳堅：『儒家“修身”的哲學形而上性質』。 

22 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻下『教及門第十四』に記載されたように：「大學明德之

道，無時不可學，無日不可時習。如時時敬其心，即孔子所謂“齊”，習禮於心也；時時提

撕警覺，莫令昏蔽，即孔子所謂“明”，亦習禮於心也。每日正其衣冠，潔凈整齊，非法服

不服，即孔子所謂“盛服”，習禮於身也；至“目容端”，習禮於視也；“口容止”，“聲

容靜”，習禮於言也，至於“手容恭”，“立容德”，習禮於持行也。凡 “九容”、“曲

禮”，無非習禮於身也。禮真斯須不可去者！」『顔元集』の第 673頁。 

23『顔習斎先生言行錄』記載されたように：顏元は「慎獨功甚密，祭必齊，盛暑衣，冠必

整，力行古禮。」。见李塨编：<颜习斋先生年谱》卷上，乙巳（一六六五）三十一岁条，《颜

元集》，第 721页。 

24 顔元は三十四歳の時、養祖母の喪を服すために、餓死する寸前に至った。そこから古

礼を研究して、正当儒学の内容は周公の六徳、六行、六芸と孔子の四教であることと悟っ

た。程朱、陸王の学問は仏教からの影響を受けたので、儒教の純粋さを失った。そこから、

宋学を捨てて、周孔の正道を実践することを決意した。李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，

戊申（一六六八）三十四歳条，『颜元集』，第 725-726页。 

25 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，乙巳（一六六五）三十一岁条，『颜元集』，第 721

页。 
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え、必ず衣冠を正した。『顔習斎先生年譜』の記載によれば、 

 

十二日、行いて矩に中たる。已にして習恭し、坐すること泥塐の如し。……二十七

日、張振旅・張智吾來たりて視、起ち、冠す。智吾曰く、「病に、何ぞ必ずしも冠せ

ん？」と。先生曰く、「臥せば則ち脫し、起てば則ち冠するは、固よりなり」と。26
 

 

日記は、自己の身心を涵養する或る種の鍛錬と省察の方法として、明末清初の士人の

間に盛んに行われた。日記の流行は、当時の儒者の修身の方向転換と関係がある。すなわ

ち修身方法の「虚」から「実」へ、「操存」から「習行」への転換である。顔李学派の修

身日記の実際と機能について、王汎森は思想史と社会史の視角から詳細に分析し27、日記

はある意味、「実を務める」ことによって超越的な目的に達成する方法であり、修身は「静

悟」から日常実践において「節に中る」ものへ転換したと見る（「蓋必身一斉竦起、乃為

存養」28）。修身はけっして、「此の心、提起すれば、万慮、擾れず」という操存の工夫だ

けではなく、日常生活中の一行為ごとの細節を、自我の検視によって必ず一つ一つ古礼の

規制に合致しているか否かチェックし、わずかな得失もすべて日記に記録する。このよう

な身心修養は、宋儒の心性操存よりはるかに厳格である。顔元の生涯の日記は全部で七十

冊を越えるが、一年分の日記の量は七、八十頁を下らない。毎日修省しては、毎日記録し、

終日の得失・過悪の生活細則を記載する。日記は、自我による検視反省の拠り所であると

同時に、自ら過去の修身の過程を振り返り、また学友・師弟の間で互いに功過をチェック

するために保存された書面記録でもある29。顔元は三十歳から、友人の王法乾と日記を互

いにチェックした（「相期以聖人之道、訂五日会、各為日記、逐時自検言行課程之得失、

相規過而勧善焉30」）。このような特殊な交流方法は、修養を精進させるためだが、驚くべ

きことに、彼らは四十年、一日のごとく、それを堅持した。顔元は、時々刻々の心性の純

正さの度合いを標記する符号を自ら作り出している。 

                                                   

26 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，甲申（一七〇四）七十岁条，『颜元集』，第 793页。 

27 王汎森：『日譜與明末清初思想家』、『晚明清初思想十論』、復旦大學出版社 2004年版、

第 118-185頁。 

28 馮辰、劉調賛：『李塨年譜』巻二、41-42頁 

29 李塨の考えでは、日記は「明徳の功課」である。「心之存日密否？身之視聽言動中禮否？

時覺其進否？壹也。禮樂兵農射禦書數之學或諸藝，或祗壹藝，月考年計有加否？二也。身

心就範，學問不懈，則天理日有所悟，人情日有所照，經濟之術日有所閱歷，果變動日新乎？

抑乃舊乎？將灰塌不靈乎？此甚可以驗吾學之消長，三也。」を省察する。『恕谷後集』卷

四，『復黃宗夏書』。ここにおいて表れたように、日記の省察は徳行だけではなく、学芸も

省察する。 

30 顔元：『習斎記余』巻九、『顔元集』第 588頁。 
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每時の勘心を日記することを定む。純在れば則ち○。純在らざれば則ち×。在るこ

と差や勝てば、則ち○中白多く黑少なし。在らざること差や多ければ、則ち黑多く

白少なし。相當なれば、則ち黑白均し。31
  

 

禮・樂・射・禦・書・數を習い、書を讀み、隨時、日記に書す。他功有れば、隨時

に書す。每日習恭し、時に上帝に對越せんことを思い、言語を謹しみ、威儀を肅し

む。每時、心自ら慊なれば則ち○。否らずんば則ち●。黑白の多少を以て欺慊の分

數を別かつ。一言多ければ 。過つこと五たびなれば則ち 。一分を忿れば 。過

つこと五たびなれば則ち 、中に×有るは、邪妄なり。32
 

 

上文から分かるように、顔元は心中に習い染まり蔽い隠れた邪妄を、時々刻々自らチ

ェックする。「省察」「改過」「遷善」が、その自我修省の工夫の主な内容である。「過ちを

弐たびす」ることを許容する同情心と、過ちがあれば必ず改める、善を志向する決意は、

生涯「改遷」の工夫に力を入れることを、彼に運命づけた。かつて彼は明白にその意向を

表している。「曰く、吾が学は他なし。只だ『遷善』『改過』の四字のみなり。日日改遷す

るは、便ち是れ工夫。終身改遷するは、便ち是れ効験。世間、只だ一顔子のみ『過ちを弐

たびせず』。我が輩は頻りに復することを免れず。改め了りて復た犯すと雖も、亦た妨げ

無し。只だ常常に振刷し、真正に改め去ることを要す。之を久しくして懈怠することを免

れざるも、但だ一たび覚察すれば、便ち又た整頓す、と」。33李塨は「先生（顔元を指す）

の改過の勇に感じ、日譜を立てて自ら考34」し、「功過並び録して、一字の嫚飾も加え35」

なかった。彼も心が純正であれば○を、純正でなければ×を記したが、顔元の記録方法と

異なるところもある。その標記は以下のとおりである。 

 

多言なれば、則ち圈の上に×して 。過ち忿れば、則ち圈の下に×して 。貪利の心

有れば、則ち圈の右に×して 。名を求むるの心有れば、則ち圈の左に×して 。

                                                   

31 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，丙午（一六六六）三十二歳条，『颜元集』，第 723

页。 

32 李塨編：『顏習斋先生年谱』卷上，己巳（一六八九）五十五歳条，『颜元集』，第 763

页。 

33 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻下、『王次亭第十二』、『顔元集』第 666頁。 

34 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，庚申（一六八〇）四十六歳条，『颜元集』，第 751

頁。 

35 李塨编：『顏習斋先生年谱』凡例，『颜元集』，第 700頁。 
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怠心有れば、则ち圈の中に×して 。作偽の心有れば、則ち圈の上下左右に皆な×

して 。36
 

 

 日常の修身において、顔元は毎日必ず「常儀功」、すなわち先祠・父母・夫妻への拝礼、

また「出告反面」（外出・帰宅時に必ず父母に報告する）の礼を実践した。三十一歳から、

毎年始めに、彼はこの一年の常儀功について、日記の巻頭に記した。また年ごとに常儀功

の内容を斟酌し修訂した37。常儀功の基本内容は、以下のようである。 

 

每日清晨に，必ず躬から祠堂・宅院を掃す。神・親の前に各おの壹揖す。出告・反

面同じ。經宿して再拜し、旬日以後は四拜す。朔望・節令は四拜。昏に定し晨に省

し、親の為に溺器を取り送り、捧盥・授巾・進膳には、必ず親からし必ず敬す。應

對・承使には、必ず聲を柔らげ氣を下す（此れ蠡に在りて恩祖父母に事うる儀なり。

博に歸りて親無ければ、此の儀を去る）。寫字・看書は、時の閑忙に隨い、壹刻をし

て暇逸し、以て光陰に負かざらしむ。操存・省察・涵養・克治は、務めて相い濟す

こと環の如くす。改過・遷善は，剛にして速やかならんことを欲し、片刻も躊躇せ

ず。處處の箴銘は、之を見れば即ち拱手して起敬し、師訓を承くるが如くす。衣冠

端坐に非ざれば書を看ず。農事に非ざれば禮衣を去らず。外に出でて墓を過ぐれば

則ち式す（騎すれば則ち兩手もて鞍に據りて拱し、乘れば則ち箱に憑りて立つ）。惡

墓には式せず。祠を過ぐれば則ち下り、淫祠には下らず。知らざる者は之を式す。

惻む所・敬する所を見れば皆な式す（惻む所とは、瞽者・殘疾・喪家齊衰を見るが

如き類。敬する所とは、耄耋及び老にして力を勞し、城倉圮れ・河決し・忠臣・孝

子・節婦の遺跡、聖賢人の廬裏を見るが如きの類）。正に非ざれば言うこと勿く、正

に非ざれば行うこと勿く、正に非ざれば思うこと勿し。過ち有れば、即ち聖位の前

に於いて自ら罰し跪して罪に伏す。38  ※訳者注：（）内は割注。 

 

上に見られるように、顔元が毎日習行した「常儀功」の内容はきわめて煩瑣である。

心性の涵養はともかく、このような煩瑣な立ち居ふるまいの規則は、一般人の堅持できる

ものではない。例えば、日常生活における座り方にも、厳格な規則がある（「坐必直首端

                                                   

36 馮辰、劉調賛：『李塨年譜』巻一、第 8頁。 

37 五十五歳に作った常儀功の内容はもっと繁雑である。祭祀の時節、家礼、学儀など具

体的なルールを含む。李塨编：『顏習斋先生年譜』卷上，己巳（一六八九）五十五歳条，『颜

元集』，第 762-763頁。 

38 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻下、『常儀功第一』、『顔元集』第 621頁。（）内は割注 
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身、両足分踏地、不踰五寸。立不跛、股不揺移。行折必中矩39」）。顔元は晩年、「進修益

ます刻厲して懈ら」40なかった。もしも日記を顧みて過悪の箇所を発見すれば、正座や罰

棒などの方法で自ら体罰を施す。その非人情的な厳格さから、顔李の聖道を担う艱難辛苦

の一班を覗うことができるであろう。 

 

三、 修身の境界 

 いうまでもなく、顔元がこのような形式的な礼儀規則の下に抱いているものは、道を弘

め徳を明らかにするという確固たる信念である。彼の礼儀実践における荘敬慎重な態度は、

その中に隠れた宗教的意味合いを明確に示している41。つまり、ある種の道徳的厳格主義

の傾向を帯びた敬畏の心情である。その厳格主義の根源は、当然儒教の道統に対する尊崇

に由来するが、また天神・天命に対する一種の宗教感情をも表している。『顔習斎先生年

譜』の記載によれば、顔元の礼儀実践はほんの少しの怠慢も許さず、つねに意識をはっき

りと目覚めさせ、視聴言動のあらゆる細節が、すべて礼、とりわけ古礼に合致することを

求める（「一日習恭、忽閉目、自警曰、此昏惰之乗也、不恭孰甚42」）。筆者の考えでは、

顔元の礼儀実践がこのように小心翼々であるのは、宗教的な「天」「神」に対する敬畏に

もとづいている。彼はかつて「儒者、何ぞ敢て神を敬せざらんや43」と言い、また「大い

に功徳あれば、天神必ず福祉を加えん44」ことを深く信じた。このことから、顔元が礼儀

実践を恭謹して行った重要な理由の一つは、彼が天神の存在を信じ、言行が少しでも礼に

合わなければ、天譴に遭うことを恐れたためであったことが分かる。かつ、彼はしばしば

神に言及した。例えば、 

 

行えば必ず習恭し、步步規矩あること、神の之に臨むが如くす。45
 

 

                                                   

39 李塨编：『颜習斋先生年谱』卷上，甲申（一七〇四）七十歳条，『颜元集』，第 794 頁。 

40 王源编：『颜習斋先生年谱』『顏習斎先生傳』『颜元集』，第 705頁。  

41 筆者の考えでは、顔元は意識的に儒教を宗教化するわけではないが、礼を実践する態

度はある程度の宗教的意味を表した。儒教の宗教化について、黄進興論文『作為宗教的儒

教：一個比較宗教的初步探討』を参考してください。香港『亜州研究』（23）1997年、第

184—223頁。 

42 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，庚申（一六八〇）四十六歳条，『顏元集』，第 751

頁。 

43 顔元：『顔習斎先生辟異錄』巻下、『辟妄祀異』、『顔元集』第 610頁。 

44 顔元：『存人編』巻一、『喚迷途 第三喚』、『顔元集』第 130頁。 

45 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，辛酉（一六八一）四十七歳条，『顏元集』，第 754

頁。 
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近ごろ剛主（李塨）と「小心翼翼として、上帝に昭事す」の二句を拈出して、自ら

檢し自ら勖むるの工程と作す。46
 

 

彼が斎戒する時に門に掛けた斎戒牌には、次のような文字が書かれている。 

 

今日神に交わり、客に會せず、醫方を主らず。親友訪を賜えば，請ふ、暫く回し、

或いは他所に榻せんことを。祭畢れば領教せん。47
 

 

顔元の礼儀実践は、とりわけ祭礼を重視する。彼が「天」「神」に敬事するのは、人と

神を橋渡しする祭祀行為を通じてであり、例えば、門神・戸神・井神・竈神・中溜神など

を祭っている48。『尋父神応記』には、彼が遼東に赴いて父を尋ねた際、家祠・関侯祠・

東嶽廟・城隍廟を祭った経験と、「神明、夢に托す」、「父魂、顕霊す」などの霊応の事実

を記載している49。むろん、祭祀中に人と神が交感することは容易なことではない。した

がって、祭祀においては必ず内心の純正を保持し、いくえにも慎まなければならない。ゆ

えに、「謂うに、神を祭るに感格の難きこと、純心聚精に非ざれば、神の渙を萃むること

能わず。饗を致すの難きこと、明德蠲潔に非ずんば、神の歆を邀うるに足らず。故に事は

祭より大なるはなく、道は齊より精なるはなし。孔子の大聖も、亦た慎しまざるを得ざる

なり」50と述べる。かくて、祭祀が適切であるか否かがきわめて重要となる。祭祀の過程

における細節、たとえば時間・場所・祭祀者の身分要求など、すべて必ず儒教の古礼の規

制に合致しなければならない。そうでなければ「妄祀」51とされる。ここで、王法乾と顔

元が食祭を論じた対話を例として、祭祀の過程の厳密さを証明しよう。 

 

王法乾、先生に謂いて曰く、「凡そ食するに、先代に食を造るの人を祭る。敵客には、

客先ず自ら祭る。降等の客には、主人先ず祭りて客を導き、客之に從う。臣、君の

食に侍すれば、則ち君祭りて己は祭らず。若し君、客禮を以て之を待し、之を祭る

ことを命ずれば、乃ち祭る。大兄、凡その食に自ら祭るは、禮に非ざるなり」と。

                                                   

46 顔元：『四書正誤』巻六、『孟子下 離婁』、『顔元集』第 234頁。 

47 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，辛酉（一六八一）四十七歳条，『顏元集』，第 754

頁。 

48 顔元：『習斎記余』巻十、『顔元集』第 578-582頁。 

49 顔元：『習斎記余』巻二、『尋父神應記』『顔元集』第 417-421 頁。 

50 顔元：『顔習斎先生言行錄』巻下、『王次亭第十二』、『顔元集』第 666頁。 

51 顔元は妄祀を否定する。「妄祀は福なし、多いに禍を得」と考えている。『顔習斎先生

辟異錄』巻下、『辟妄祀異』、『顔元集』第 611頁。 
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先生曰く、「此の禮久しく廢す。故に吾れ獨り行いて以て人の為に倡う。教を承くる

も、敢て禮の如くせざらんや。”
52

 

 

顔元において、祭礼実践の意義は、修身の境界を進める方法として、神明と通ずるだけ

でなく、さらに儒教の正統の道を維持し発揚することにある。呂妙芬は、顔元が儒教の家

礼を厳守するのは、信仰上における人と神の交わり・人鬼の祭祀といった霊的意味合いの

ほかに、彼の正統/異端、真理/邪妄の辨に関係していると指摘する。家礼は、言うまでも

なく儒教の正統と天道の真理の重要な表象であり、人心・風俗の正しさと儒者の社会的責

任にも緊密に関わる。『存人編』・『顔習斎先生辟異録』には、顔元の仏教批判の言行が大

量に記載されている。例えば、彼は「君子の行、神明に合すれば、自ら當に上升して聖と

為り、賢と為り、神と為るべし。彼の倫を滅し類を敗し生理を作さざるの佛、の僧は、生

時に已に人紀に背叛し、人群を脱離し、以て人と為るべからず。死後、其れ冥府の神に對

すべけんや？知らず、神の欽んで福利を重んずる所の者は、其れ君に忠、親に孝なる者に

在るか、其れ父を無みし君を無みする者に在るか？且つ不忠の臣は、但だ忠臣に愧ずるの

み。不孝の子は、但だ孝子に愧ずるのみ53」と述べている。ここにおいて、顔元は「神」

の力によって仏僧を警醒し、儒教の正道に帰らせようと試みた。「神」は、彼にあっては、

敬虔という宗教的意味合いだけでなく、異端を排し世道を正す手段でもあった。 

顔元は修身の過程において、何度も天地との共鳴を経験した。三十歳の時、ひとたび

天地と感通する身心体験があり、ほとんど身心一如となって、天地と通じる精神的境地に

至った。『柳下坐記』にその時の状態が描かれている。 

 

独り柳下に至り、褐を鋪いて坐し息う。目を青天に仰げば、和風泠然として、白雲

散聚す。遂に「雲澹く風軽し」の句を朗吟し、覚えず心泰かにして神逸す。空を覆

い厚きを載せ、天地と我との外、更に一の物事無きが若し。微かに眸を閉じて之を

視れば、濃葉、日を蔽うこと、緑羅の宝珠を裹むが如し。光耀、隠露の間に在りて、

蒼蝿繞り飛び、其の声を聞けども其の形を見ず。虞廷に躋り、九韶の奏を聴くが如

きなり。胸中覚えず、空しく、洞らかに、怡こび、暢びやかにして、状の喩うべき

なし。孔子の曲肱疏水、顔淵の箪瓢陋巷、当日何の心景と作すかを知らざりしに、

                                                   

52 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷上，甲寅（一六七四）四十歳条，『顏元集』，第 741-742

頁。 

53 顔元：『存人編』巻二、『喚迷途 第四喚』、『顔元集』第 139頁。 
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自ら謂う、今日或いは庶幾す、と。54
 

 

その晩年の道徳修養の歴程において、顔元の身心修習の進境はいっそう高くなった。

彼の修身の境界に関わる描写として、五十七歳と六十六歳の記述を並べておこう。 

 

時時に習恭し、心神清坦、四体精健なり。時に疫気流行し、之に兼ぬるに斧資給せ

ざるも、先生浩歌して自得し、絶えて心を動かさず。55
 

 

六月二日、天清く地寧らかに、風和し気爽やかに、身舒び心泰らかなるを覚う。誠

に象山云う所の「天地と相似ざらんと欲するも得ざる」者の如し。倘し是くの如く

にして以て死せば、子張称する所の「君子に終と曰う」、其れ庶からんか！ 思うに、

昔年の工程は、静敬の中に昏惰を検し、近日は昏惰の中に静敬を検す。56
 

 

総じて言えば、儒教の修身方法は「体道」「存心尽性」「習礼」「改過遷善」などにほか

ならないが、どの修身方法も、その実質は「身体」によって先王の道を解釈し体認すると

ころにある。すなわち修身は、儒者が身を以て道を体し、身を以て道を践むという、実践

の過程である。いわゆる修身の境界とは、すなわち儒者が道と合一し、天地と通ずる妙境

である。晩年の顔元は修身を論じて、必ず「心身一致して功を加ふ57」と称した。存養も

また身心ともに行わなければならない。彼の修身の境界に対する取り組みは、身心一如の

角度から出発し、実際に切実でない幻想を洗い流し、身心清勝の相貌を呈現した。幸いな

るかな！ 

現代の工業文明の社会にあって、社会全体がこぞって物質生活と科学技術の発展を追

い求め、人の精神世界と道徳意識の構築をないがしろにし、社会の精神的局面における道

徳的危機を現出している。同様に、人々の自然界に対する軽視と破壊は、生態環境の危機

を招いている。自我の道徳反省・身心修養に対する顔元の思考は、自我の内心、また人間

と自然との関係を正確に取り上げる道をわれわれに啓示し、現代社会における個体道徳の

円融と生態環境の改善に一定の現実的意義をもつと思われる。

                                                   

54 顔元：『習斎記余』巻二、『柳下坐記』『顔元集』第 421-422頁。 

55 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷下，辛未（一六九一）五十七歳条，『顏元集』，第 769

頁。 

56 李塨编：『顏習斋先生年谱』卷下，庚辰（一七〇〇）六十六歳条，『顏元集』，第 786

頁。 

57 顔元：『存學編』巻四、『性理評』、『顔元集』第 91頁。 
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譚嗣同の実心実学と近代の暴走 

       

               魏義霞（黒龍江大学・教授）  

                                                                                                                

翻訳：張倩鈺（東北大・大学院研究生） 

 

 譚嗣同は実学に対して強いこだわりがあり、彼の実心実学を研究することは近代の暴走を

救済するために重要な意味がある。譚嗣同の思想は、「北游訪学」を契機として、前後まるで

別人のようになったと自評するように、コペルニクス的転回を行った。それにもかかわらず、

譚嗣同の実学に対する情熱はまったく変わっていない。変わったのは、格物の実学から実心

実学に転回したことだけである。この転回を経た譚嗣同は「ただ心は実である」と断言し、

実心実学のロジックに沿って、科学技術の人に対する疎外を指摘し、さらに進んでそれを救

う道を提出した。具体的に言えば、「惟だ一心のみ是れ実」の「心」を分けて二つにした。一

つは「機心」であり、もう一つは「願心」である。その上で、譚嗣同は「機心」が人の疎外

をもたらす根源であると指摘した一方、他方では「願心」が危機を解消する妙薬であると主

張した。つまり、心は苦難をもたらす根源であるとともに、苦難を乗り切る有効な手段であ

る。一方では、「機心」の存在によって、人と人の間に妄りに区別を生じ、君と臣、官と民、

人と我の間に幾重もの階級を導き出し、それによって厳しい宗法の等級と国家間の不平等を

生み出した。他方では、「願心」をもって「機心」を解消し、人と我、彼と此の差別を取り除

くことによって、人類理想の大同のユートピアを建設することができるとした。 

 

 一、哲学の転回と実学の葛藤 

 

 譚嗣同の哲学思想は、学界では通例、前期と後期に分けられることが多い。譚嗣同本人も

自分が三十歳の時に思想上の転回が起き、その転回があまりに大きいため、「その前と後では

まるで別人のように見える」と言った。学界における譚嗣同思想の前・後期の区分と、譚嗣

同本人の述べる三十歳の変化は、表面的には若干ズレがあるが1、実質的にはともに 1895 年

の甲午海戦（黄海海戦、日清戦争）の失敗に大きな関わりがある。1895年の日清戦争が中国

の思想界に与えた衝撃は、1840 年のアヘン戦争に劣らないものであった。ちょうどこの年、

康有為は北京で挙人を集めて「公車上書」を行い、厳復は天津の『直報』において「原強」・

「論世変之亟」・「辟韓」・「救亡決論」などの一連の政論を発表して啓蒙思想の先頭に立ち、

かくて「救亡」という語も正式に登場した。中国人の覚醒に対する梁啓超の見方には普遍性

が認められる。彼は『戊戌政変記』の中で、1895年（甲午敗戦）は中国人の覚醒の真のはじ

まりであると看做し、「わが国が四千年余りの大夢から目覚めたのは、実は甲午敗戦で台湾を

                                                   
1 学界では、譚嗣同 30歳の時、即ち 1895年を境とするのではなく、おおむね 1896年に始

まる「北游訪学」が区切りとする。 
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割譲して二百兆両の銀貨を賠償してからのことである」2と嘆いた。譚嗣同思想の発展のプロ

セスはそれを証明している。  

甲午海戦における中国の惨敗は、譚嗣同を大いに刺激し、過去の痛みの記憶を反芻させ、

それによって新たな救亡の道を謀り、その哲学思想と政治思想も一変させた。譚嗣同はかつ

てこのような甲午敗戦に対する骨髄に徹する激痛と、悲痛を化して力量となす転身の過程を、

次のように描いた。「このような大きな損害を経て、はじめて一切を投げ捨て、懸命に思いを

凝らした。食卓に就いては食事を忘れ、床に就いては何度も起き上がり、家の周りを徘徊し

たが、よい考えは出なかった。我と天地の性を分有している民と物を憂えては、災患が危機

的な状況にあるとの思いを繰り返す。騒がしい心はとうに落ち着いても、心の奥深くにはま

すます憂いが結ぼれた。この数十年の社会の変化を詳しく考え、その事理を切実に考究し、

遠く古籍に験証し、近く有識者の意見に徴した。けっして自分を主として他人を非とするよ

うなことはせず、短所を隠して長所を自慢するようなこともしなかった。一方的な見方によ

って旧説を塞がず、己を捨てて人に従い、人の意見を採ることに努めた。相手の立場に立っ

てものを考えることで、奇計がさまざま浮かび上がってきた。この大きな変化の趨勢と社会

の気風が陥っていく先を見れば、古いやり方にこだわってそれを挽回することなどできない。

みずから大難に陥ろうとも、すべてを西洋の法に変える策を画す以外ない。……しかし変法

はまさに復古する所以でもある。」3 

 実際に、甲午戦争と「下関条約」の直接的な刺激によって、救亡の事業と啓蒙活動のたび

重なる挫折は、自己の従来の哲学理念と救亡の路線が間違っていたためであることに、譚嗣

同は気づいた。彼はこれを「両虚」と概括した。「願うところ皆な虚」と「学ぶところ皆な虚」

の二つの「虚」である。「願うところ皆な虚」とは、従来の願望と救亡の路線が虚妄であり、

実情に適切でなかったという意味である。「学ぶところ皆な虚」とは、「願うところ皆な虚」

となってしまった（国のために身をささげる志があっても、結局何にもできなかった）最も

根源的な原因は、従来の考えが現実に役立つものではなかったという意味である。譚嗣同は

次のように述べている。「在京久しくして、願うところがすべて虚しく、何ひとつ期待がもて

ないことがわかりました。慷慨して目を怒らせ、深い悲しみに打たれるばかりです。平素学

んできたことは、この期に及んでまったく頼りになりませんでした。そもそも道が行われず

人を怨むのは、その道が不十分なのです。道は必ず人によって行われるというのも、勢とし

て必ずゆきづまります。それで反省してみて、願うところがすべて虚しくなったのは、実は

学んできたことがすべて虚しかったのだと悟りました」4。これは彼の自己に対する反省であ

り、また従来の哲学思想と政治主張に対する徹頭徹尾の反転である。 

 さらに言えば、自己の従来の思想や想念が間違っていて、学んだことが生かせないことに

よって、譚嗣同ははじめて旧学を放棄して新学を尋ね求めた。そして、救亡図存と変法維新

の策を謀ることが、当時の彼の最も切実な望みとなり、その後死に至るまで戦う目標となっ

                                                   
2 『戊辰政変記』（『梁啓超全集』第一冊、北京出版社 1999年版、181頁） 
3 『興算学議』（前掲書『譚嗣同全集』、168頁） 
4 『上欧陽中鵠十』（前掲書『譚嗣同全集』、第 459-460頁） 
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た。この目的をもって、譚嗣同は 1896年の春から家郷の湖南省から揚子江の流れに従って下

り、湖北省・上海・南京・蘇州を経た後、天津・北京などの地にも到った。これが有名な「北

遊訪学」である。この訪学は、譚嗣同の思想の転換に決定的な影響を与えた。 

 「北遊訪学」の際に譚嗣同が目にした光景は、野に流離する難民たちの姿であり、生民の

塗炭であった。さまざまな天災・人禍によって引き起こされた悲劇は、つねに譚嗣同の神経

を痛く突き刺した。このような各地の民の困難な生活状況を目の当たりにし、彼は救亡の願

いを一層また一層強めていった。「一切の苦悩する衆生を済度する」方法を尋ね求めることが、

「北遊訪学」の主題・動力となった。譚嗣同は当時の状況を次のように描いている。「昨年末、

鄂州（湖北省）に行きましたが、心中、たちまち喪失感をおぼえました。ついで北行し、今

度は悲涼の思いかられました。しかし天下の悲しみの大きさを思えば、今度の旅行などは、

大したことではありません。一方、まったく無益とも思えません。かくて一大願を発し、ひ

ろく世の有徳の識者をたずね、心を虚しくして教えを受け、彼らに学んでみずからの手本と

したい、また世のさまざまな異人、異事、異物をひろく見聞して、自らの手本としたいと願

いました。……天津に行って、……城門を出て、昨年、水災にあった難民が、堤防の上で、

むしろがけの小屋に住みついているのをみました。一尺余りの高さで、ようやく体がはいる

程度、遠くからみれば箱のようなもので、痩せこけた飢民がざっと数千人います。……難民

のさまざまな情況をみるにつけ、去年の郷里の災害がおそろしく思い出されました。……そ

こでまた大心を発し、力のかぎりをつくして、同胞を救済しようと誓ったのです」5。 

すこし注意して読めば、譚嗣同の発した大願には、生民の救済だけでなく、「ひろく世の有

徳の識者をたずね、心を虚しくして教えを受け」、「また世のさまざまな異人、異事、異物を

ひろく見聞」することも含まれていることに気づくだろう。しかも、この両者の間には、内

的関連がある。前者の大願を達成するには、後者の「自らの手本とする」ことが必要である。

まさにこのためにこそ、譚嗣同は「北遊訪学」によって、各地の実際の状況と政治の内情を

了解すると同時に、宗教界・知識界の人士を訪問して面会し、各方面のさまざまな学説に接

触し熟知したのである。彼の訪れた西洋の宣教師の中で、彼に最も影響を与えたのはイギリ

スの宣教師フライヤー（John Flyer, 1839-1928）であった。上海での何度もの訪問を通じて、

譚嗣同はキリスト教の基本的な教義を了解し接受した。そのほか、フライヤーは西洋の先進

的な科学器械を彼に示し、西洋の日進月歩の科学技術を知らせ、譚嗣同の西洋学問に対する

態度を根本的に改変した。譚嗣同は後日次のように回想している。「フライヤーのところで一

万年前の化石を見ましたが、なかに残っている動植物の痕跡を見ると、たいてい今とは違っ

ています。天地は日々に新たに、生物も刻々、新たになりつつあります。今日の目新しいも

のは、明日は古臭いものとなます。どうして自分はもうすべてが分かったなどと考えて、猛

進せずにいられるでしょうか。そこで訪ねて学ぼうとの思いはいよいよ高まりました。また

計算機を見ました。算術がわからなくとも、使用法さえわかれば、愚夫愚婦でもすぐに計算

できます。複雑な計算もただちに解答が得られるのです。計算機には自動的に数字が現れ、

何度やっても違いはありません。その上、自分で数字をレシートに印刷することもできます。

                                                   
5 『上欧陽中鵠十』（前掲書『譚嗣同全集』、458-459頁） 
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これはたいへん不思議ですが、まだ計算する数字があるのだから、推測可能なものです。ま

たレントゲンを見ました。新方法を用いて電気で写すのです。人間の肝胆・肺腸・筋肉・骨

格・血管が、ガラスのように透視され、はっきり見えます。その上、その状態を写真紙にと

ることができ、厚い木や薄い金属などで隔てられていても、そうでないのと同様に人間を写

し出します。今後、医学は必ずや大きな進歩を遂げるでしょう」6。 

 ここで特に提示したい点は、譚嗣同が再び上海にフライヤーを訪ねた時は、たまたま帰国

中で会うことはできなかったものの、むしろ譚嗣同の後期の哲学思想に大きな影響を与えた

『治心免病法』（Ideal Suggestion Through Mental Photography）という本を手に入れた事

実である。この本は 1893年に出版され、著者のウッド・ヘンリー（Henry Wood，1834-1908）

はアメリカの精神病の医者であった。フライヤーの漢訳本は 1896年に上海格致書室から刊行

された。譚嗣同は 1896 年にフライヤーのもとで初めてこの本を見た時、感嘆して大いに喜び

（「奇喜」）、新たな道を探し出したとして、くりかえし賛嘆した。 

 

西洋人の学はおそらくそれに止まりません。かつ政治があれほどにも明るく道理が立ってお

り、人心風俗もあのようにととのっているのは、必ずわけがあるのでしょうが、まだみきわ

められないでいます。カソリック・プロテスタントの宣教師を訪ね、教典を読んで深思黙考

しても、ついに得るものはなく、疑問がますばかりでした。やっと後に『治心免病法』の一

書を得て、ようやくその根本をうかがい知ることができました。今の宣教師と教典は、完全

にその真意を失っています。7 

  

再び上海を通って、フライヤーを訪ね、この道理を議論したく思いましたが、たまたま帰国

中で、彼の翻訳した『治心免病法』一巻を得ただけでした。しかし、これを読んで思わず大

いに喜びました。考えてみると現在の混乱は開闢以来いまだかつてなかったものです。だと

すれば、混乱の後の政治もいまだかつてなかったものとなることは、この書物から予見でき

ます。この書物はアメリカではすでにさほど新しいものではなく、近年はさらに進歩してい

るはずです。しかし、すでに仏教の小乗の法にまで分け入り、わが儒学の誠の一字について

も、非常によく理解されています。これより大いに進歩してやまず、一億年たてば、およそ

一切の衆生で成仏しないものはないでしょう。学者はどうして力を尽くして向上せず、人が

先行するのに甘んじていられるでしょうか。……この書物にいう感応の理は、すべて格致か

ら得たもので、すなわち化学・電気の根源です。もしも各国が心学をよく講じるならば、当

然すべての殺人器具を廃棄して再び口にしてはならないのです。これは絶対そうなるはずの

ことで、衆生のために前祝いできます。しかし、必ず格致・政務より着手してこそ、はじめ

て曼秋太史（陳曼秋）の精誠のみを専らにする説と混同しないですみます。故に「下学して

上達」というのです。この態度で六経を読むなら、往々にして神妙な理解が得られますが、

ただ易学がまだ十分に明らかにされていないことが残念です。易は「天下の道を冒う」もの

で、もろもろの教義の蘊奥と荒誕は、ことごとく易が包括でき、したがって「至賾にして悪

むべからず」というのです。その蘊奥の処は、王船山の易伝が多く明らかにしましたが、そ

の荒誕の箇所は、なおくわしい研究がのぞまれます。今、『治心免病法』を購入し、謹呈しま

す。その用語はキリスト教にもとづいていますが、大旨とは関係ありませんので、読者が適

                                                   
6同上、458頁。 
7「西人之學，殆不止於此。且其政事如此之明且理，人心風俗如此之齊壹，其中亦必有故焉，

而未得察也。遍訪天主、耶穌之教士與教書，伏讀明辨，終無所得，亦滋疑惑。殆後得《治心

免病法》壹書，始窺見其大原。今之教士與教書，悉失其真意焉。」同上、459頁。 
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宜改めてもまったく差し支えありません。8 

 

ここで、譚嗣同は西洋の学問の発達に驚嘆する一方、他方で『治心免病法』が「その根本

をうかがい知ることができる」ことを肯定した。彼の視界にあっては、この書は西洋の格致

の学（物理学・化学）・宗教学・心学を集成したものである。格致の学という点では、「この

書物にいう感応の理は、すべて格致から得たもので、すなわち化学・電気の根源」である。

同時に、譚嗣同は『治心免病法』を仏教学・中国学と結びつけ、「仏教の小乗の法にまで分け

入った」だけでなく、儒家のいう誠とも合致しているとする。そこで、この書によって六経

を解読すれば、独創的な道を開ける。まさにこうした理解にもとづいて、彼は「心によって

劫運を挽回する」という、戦乱を止める方法を見出したと考えた（「もしも各国が心学をよく

講じるならば、当然すべての殺人器具を廃棄して再び口にしてはならない」）。それゆえに、

譚嗣同は『治心免病法』に対して、最高の宝を手に入れたかのように喜んだのである。そこ

で、この書はまた言うまでもなく『仁学』中にも現れる。「心力が一挙に増さないときは、い

ったん心を講究する学派を開いて、仏教でいう願力、イギリスのヘンリー・ウッドがいう治

心免病法を専ら学ぶのがよい。衆人の心力を合わせれば、学派を開けないわけがない。すべ

て教主は、ただの一人が自分ひとりの発意で教えを創設したのである」9。 

 フライヤーの訳した『光学浅説』は 1890年に完成し、「エーテル（以太）」という語を伴っ

て中国に伝来した。フライヤーのもとで譚嗣同は、初めて『光学浅説』に従ってエーテル説

を学び、またエーテルから様々な連想をした。彼はエーテルが声・光・熱・電気を伝播する

媒介作用と、中国古代哲学中の「仁」の相互感通とを同列に論じ、それによって仁学を創建

した。 

 「北遊訪学」は、譚嗣同の視野を広げ、知識を増やした。「北遊訪学」において見聞した各

種の学説の総合作用のもとに、彼の哲学理念と政治主張に急激な変化が生じた。1896年の春

に「北遊訪学」を開始した譚嗣同は、同年秋に欧陽中鵠宛ての手紙（「上欧陽中鵠十」、別称

「北遊訪学記」）の中で、自己の思想の転換の過程を詳細に述べた。手紙の中で彼は次のよう

に披露している。「それ以来、学んできたことはすべて虚妄で、まったく実がなく、ただ心の

みが実であることを、深刻に悟りました。心の力量は天地と比べられるものではありません

が、天地の大といえども、心によって意のままにつくり、こわし、改造できるのです。……

                                                   
8 「重經上海，訪傅蘭雅，欲與講明此理，適值其回國，惟獲其所譯《治心免病法》壹卷，讀

之不覺奇喜。以為今之亂為開辟未有，則亂後之治亦必為開辟未有，可於此書蔔之也。此書在

美國已非甚新，近年宜更有長進。然已入佛家之小乘法，於吾儒誠之壹字，亦甚能見到。由此

長進不已，至萬萬年，大約壹切眾生無不成佛者。學者何可不力爭上流，而甘讓人誕先登岸

耶？……此書所言感應之理，皆由格致得來，是即化電之根原。各國茍能講心學，壹切殺人之

具自皆棄置勿復道。此是必有之事，可為眾生豫賀。然必由格致、政務入手，方不雜於曼秋太

史專精誠之說，故曰：下學而上達也。持此以讀《六經》，往往可得神解，獨惜《易》學尚未昌

明耳。《易》冒天下之道，大約各教之精微誕謬，《易》皆足以括之，故曰至賾而不可惡。其精

微處，船山《易傳》多已發明；惟誕謬處，尚待旁通耳。今僅購《治心免病法》呈覽。其所用

字樣，各就本教立名，於大義無涉，讀者可隨意改之，初無傷也」同上、461 頁。 
9 『仁学』（前掲書『譚嗣同全集』、357頁） 
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わたしは心の本源を悟った以上、心によってすべての苦悩する衆生を済度したいと願ってい

ます。心によって劫運を挽回するとは、たんに自国ばかりではなく、かの強大を誇る西国と

生きとし生けるものすべてを、済度したいと願っています」10。このように、甲午海戦の大き

な傷を受けて、彷徨い、そして選択・決断するという道を経て、「何ひとつ期待がもてない」

現実に対し、譚嗣同が最後に見出した道は、「心によってすべての苦悩する衆生を済度する」

ことであった。宗教の救世の情を継承する彼の大願は、内憂外患の中国を救うだけでなく、

西洋列強を含む一切の「生きとし生けるもの」を救うことである。これは宗教家の世界主義

的志向の露呈であり、また彼に地球規模の大同思想の着想を促した。具体的に言えば、譚嗣

同は衆生を済度するすべての希望を心に寄託し、まずはみずから「願うところ皆な虚」「学ぶ

ところ皆な虚」と宣言し、そして「ただ心のみが実である」と断言した。ここに至って、彼

は哲学上において、「北遊訪学」以前の気学から、心学に転向した。まさに人の主観精神の力

に対する信仰によって、譚嗣同は心に対して厚い望みを寄せた。心によって世界を改造しよ

うとし、近代の暴走によって疎外された、人と人、人と万物の関係を救済しようとした。こ

の主張と綱領に対して、譚嗣同本人は「心によってすべての苦悩する衆生を済度し、心によ

って劫運を挽回することを願う」と称した。『仁学』はその試みであり、譚嗣同の哲学思想が

実心実学へと転回した最終完成を示している。 

  

 二、物の実から実心実学への転換 

  

 「心によってすべての苦悩する衆生を済度する」ことは、つまり「心によって劫運を挽回

する」ことである。譚嗣同が「心によって劫運を挽回する」という思想路線と行動指針を確

立して、実心実学に転向したが、そこには多くの深層的な原因を考えることができる。 

第一は、近代は人の心が変わる時代であり、人の主体性と主観精神の作用が十分に発揮さ

れる。そのようなエネルギッシュな闘争の時代に身を処し、生民を水火から救い出そうとし

た譚嗣同は、心の力量に対して無関心ではいられない。これらがすべて哲学的な表現に転じ

て、心の力量に対する誇大・過分な顕彰となり、心学を濫觴とさせた。譚嗣同は次のように

声明している。「人間は至って霊明なるもの、どうして人間になし得ないことがありましょう

か。ましてや聖人ならなおさらです。そこで考えますに、人間が霊明であるわけは、心によ

るのであります。人力ではあるいはなし得ないことでも、心になし得ないことはありません。

……先生が香を焚いて天を祭られた時、一心の力量がただちに空気に伝わり、原子を大いに

震動させ、衆人の脳髄に入り、あちこち妨害は受けたものの、結局は先生に帰依せざるを得

ませんでした。これが鬼神の情状と誠の実際です。……たとえば矢は石を射抜くことができ

ない、これは一定の理です。理とはなにか、すなわち天です。しかし至誠の感ぜしむる所、

矢の羽をもうずめるほどに深く射抜くことも可能です。これは理が心の致す所であり、また

天は心の致す所だからです。およそ人間は不思議なもので、とうていありきたりの理をもっ

て論ずることはできません。古人は冬に雷を起こし、夏に氷を作るなどはあり得ぬことと言

                                                   
10前掲書『上欧陽中鵠十』460頁。 
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いました。今、西洋人は楽々とそれができます。さらに一億年の年月を経るなら、いわゆる

格致の学がどれほど神奇なことをやるか想像もできません。しかしどれほど神奇であろうと

も、すべて心がなせるわざです。もし心の本源を理解しえたなら、すぐにでも一億年後の神

奇を実現できるでしょう。かの格致家がただ理によって求め、一つ一つやっていって、無限

の歳月を費やしてやっとできるのにくらべるならば、その利鈍において雲泥の差以上のもの

があります。フライヤーは格致にくわしい人ですが、最近格致についてやや批判的なのは、

ただちに心の本源を見抜くことができないからです。……心が公でないなら、道力も進みま

せん。仏は三界を出ることを説いていますが、三界はまたどうして出ることができるでしょ

うか。識と度について言うのみです。したがっておよそ教主たらんと欲する者は、みずから

自分は何国人だなどと言ってはならず、天人をもってみずから任じ、ひろく万国をすべてそ

の国、その民として見るべきです。法律をつくるなら、たんに自国を利するだけでなく、必

ず各国を損なわぬよう、みな利益あらしめるのです。教えを創めるなら、ただ自国に行うだ

けでなく、必ず万国の公理を合し、賢愚を問わず皆なに法を授けるのです。このような考え

に立ってはじめて、仁を言い、恕を言い、誠を言い、絜矩を言い、『天地と参となり、化育を

賛ける』ことができます。これによって一、二人を感化し、一、二人がその感化を受けて、

天下を感化して、劫運を挽回することができます」11。 

第二には、脳科学・心理学などの新興の科学が発展してまさに止まるところを知らず、神

経（譚嗣同のいう「脳気」或は「脳気筋」）・意識に対する研究は、人類にはじめて人の精神・

心理の不思議さを告げ知らせた。さらにニュートン力学の影響は、譚嗣同に心の力量に対す

るさまざまな想像を芽生えさせた。これらによって彼の心学に対する興趣は堅く定まり、ま

た実心実学へと転向する主要な動機と原因にもなったのである。 

第三には、仏教の「一多相容（あらゆる現象が互いに主客となり、入り交り合って妨げの

ない状態）」「三界唯心（すべては心から変現したものであって、心を離れては存在しないと

いうこと）」という思想に影響され、譚嗣同は人間の根本心とその働きである識が互いに照合

することに目覚めた。仏教の「心」「識」、とりわけ「慈悲の心」に、彼は「心によって劫運

を挽回する」ための具体的出口（＝慈悲の心によって機心を溶解する）を探し出したのであ

る。このことを譚嗣同は繰り返し言及している。 

 

「達すれば則ち天下を兼善す」といいますが、しかし窮したときも亦た天下を兼善できます。

……思うに天下の人の神経はすべて通じあっているものです。こちらが善念を発すれば、必

ず向こうでも反応する、万里のかなたといえども阻まれることがないのは、電信と同じよう

なものです。先聖先賢は、死んでのちも亡びることはありません。生きた人間の善気は、と

りわけ感応しやすく、冥々のうちでさえ気数を挽回できるのは、絶対に疑いない所で、ただ

人が専一になれないことを遺憾とするのみです。……したがって第一に人は永久に不死であ

ることを知るべきです。死というのは、肉体が変化するにすぎず、霊魂は死ぬはずはないの

です。しかも肉体の質料も、いささかも失われません。西洋人はロウソクにたとえています。

すでに燃え尽きてからも、もし化学的方法によって、燃えた炭素・酸素・蝋・煤などを回収

すれば、もとのロウソクと同じ重さになって、何ひとつ失われていないのです。至霊なる人

                                                   
11前掲書『上欧陽中鵠十』460-461頁。 
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間にあっては言うまでもありません。これは別に深遠な理論ではなく、愚夫愚婦でも理解で

きます。愚夫愚婦がつねにここに思いをいたすなら、生きているうちに声色貨利などの満足

には、何ひとつ魅かれるはずがないことがわかります。そしてこんどは死後の永遠の楽しみ

を思い、とりわけ死後の永遠の苦しみを畏れるようになるでしょう。かくて誰もが善に励み

やすくなります。呉雁舟によれば、「西洋人は、毎日鉄砲などの殺人器具を研究していますが、

その心はむしろいつもこの天の命を顧みている」と言います。したがって、その政治はほと

んど五大洲の太平の局面を開くかのようです。また彼らは霊魂の説を教え、十分に心をおそ

れさせるので、倦まずたゆまず善につとめます。今、その音楽を見ると、和平中正、中国の

芝居音楽の殺伐たる音調とはおよそ異なって、良い効果をもたらす力が自ずとあります。生

前に天下に役立つために、とりわけ効果の現れやすいものです。「中和を致せば、天地位し、

万物育す」というように、至誠の道は、偽ることができません。12 

 

大いなる劫運がまさに至らんとしています。それは人心が造成したものです。西洋人は外に

ある機械で貨物を造成し、中国は心のうちの機械で大劫を造成しています。……これを救う

術はなく、ただ心によって救いうるのみです。劫は心によって造られる以上、心によって解

くことができます。機心をもつ人間を見れば、かならず自己の機心を捨て、さらに慈悲の念

を発するなら、他人の機心を感じないですみます。他人の機心を自分は忘れることができる

なら、自分自身（の機心）も忘れるでしょう。機心を招くものがなければ、（機心の方も）自

然にやって来ないでしょう。これは、一人二人にためしてみれば、すぐにわかることです。

道力を一挙に一億倍に増すなら、天下の機心はすべて滅びるでしょう。道力を一挙に増すこ

とができないなら、学派を開いて、同志を糾合して心学を講究するのが最もよいのです。心

の働きは慈悲が最もよく、慈悲は、とりわけ機心を溶解する妙薬です。……ましてや天地の

民と物をひっくるめ、天下を一家とし、中国を一人とするような大慈悲においてはいうまで

もありません。また学派を開くことの困難を心配する必要はありません。道力の不足をうれ

えるのみです。すべて教主は、ただの一人が自分ひとりの発意で教えを創設したのです。天

津の在理教はもっとも新しく最も小さい。しかしこれに従うものは直隷全体にいます。その

教主の力量をおのずと知ることができます。13 

                                                   

12「“達則兼善天下”，不知窮亦能兼善天下。……蓋天下人之腦氣筋皆相連者也。此發壹善

念，彼必有應之者，如寄電信然，萬裏無阻也。即先聖先賢，死而不亡。生人之善氣，尤易感

動，則冥冥中亦能挽回氣數，此斷斷無可疑者，特患人不專精耳。……所以第壹當知人是永不

死之物。所謂死者，軀殼變化耳；性靈無可死也。且軀殼之質料，亦分毫不失。西人以蠟燭譬

之，既焚完後，若以化學法收其被焚之炭氣、養氣與蠟淚、蠟煤等，仍與原蠟燭等重，毫無損

失，何況人為至靈乎？此理不深，愚夫婦亦能解。愚夫婦能常念此，則知生前之聲色、貨利諸

適意事，壹無可戀，而轉思得死後之永樂，尤畏死後之永苦，於是皆易相勉於善。吳雁舟曰：

“西人雖日日研求槍炮，壹切殺人之具，而其心卻時時願諟天之明命。”故其政俗幾乎開五大

洲太平之局；亦彼教靈魂之說足以竦動其心，遂亹亹於善也。今察其樂，和平中正，迥非中國

梆子、二黃噍殺之音，其得力自有在矣。至於生前欲為功於天下，尤易見效。致中和，天地位

焉，萬物育焉。至誠之道，不可誣也」同上、461-462頁。 
13「大劫將至矣，亦人心制造而成也。西人以在外之機器制造貨物，中國以在心之機器制造大

劫。……無術以救之，亦惟以心救之。緣劫既由心造，亦可以心解之也。見壹用機之人，先平

去自己機心，重發壹慈悲之念，自能不覺人之有機，而人之機為我所忘，亦必能自忘。無召之

者自不來也。此可試之壹人數人而立效。使道力驟增萬萬倍，則天下之機皆可泯也。道力不能

驟增，則莫如開壹學派，合同誌以講明心學。心之用莫良於慈悲；慈悲者，尤化機心之妙藥。……

又況以天地民物為量，天下壹家，中國壹人之大慈悲乎？亦勿慮學派之難開也，患道力不足耳。

各教教主，皆自匹夫壹意孤行而創之者也。即天津在理教最新而又最小，然從之者幾遍直隸；

其教主力量，亦自可觀」同上、466-467頁。  
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 第四には、キリスト教（譚嗣同は「耶教」と称する）の基本的な教義と、天国地獄・霊魂

不滅などが、譚嗣同に宗教の威力に気づかせた。宗教によって人心を抱き込み、万民を教化

し、これによって精神の永劫を堅く信じる。実際に、彼が推奨する慈悲の心は、彼にとって

は霊魂同様の宗教の基本教義であり、仏教専門の術語ではない。譚嗣同は次のように断言す

る。「しかし、どんな教えであろうと、一致する公理が二つある。一は慈悲で、わが儒教のい

わゆる『仁』です。一は霊魂で、易にいう『精気、物となり，遊魂、変を為す』です。慈悲

を言うのみで霊魂を言わなければ，賢智の人を教えることはできても、頑愚の民を教化する

ことはできません。霊魂を言うのみで、その荒誕をきわめなければ、異域の頑愚の民を教化

できません。わが儒教は外国の教えの荒誕を軽蔑し、外国の教えもわが儒教に荒誕なところ

がないのを喜びません。両者は勢いとして必ず両立しないのです。ただ仏教だけは、精緻と

いう点では精緻をきわめ、荒誕という点では荒誕をきわめています。仏教の精緻は、わが儒

教のそれとかわりません。たまたま仏書を読んで、『典要と為すべからず、惟た変の適く所』

（『易』繋辞下の語。固定的にとらえず、必要に応じて変化する）であるのを見ると、おおむ

ね王船山の学の宗旨と妙通していて、ここに良い力を得られることがわかりました。儒者た

ちが排斥した仏教は、仏教末流の弊であって、真の仏教ではありません。……どのような教

えの究め尽くしがたい精緻・荒誕であろうとも、仏書はすべてすでにそれを言い、包括して

います。とりわけ不思議なのは、格致家は、器数にもとづいて理を追求するのですが、惑星

はすべて地球であり、ある星は数日で一年になるとか、微塵世界とか、一滴の水にも微生物

が万単位に存在するなどの説は、仏書にすでに言っていることです」14。つまり、慈悲と仁は

異名同実であり、各宗教の共同の教義である。ただ各宗教の中で、譚嗣同は仏教を第一に挙

げるにすぎない。よって彼は「仏教を言うなら、地球の教は合して一つになることができる」
15と考えた。譚嗣同が厚い期待を寄せた慈悲・仁は、仏教を主とするが、仏教の専有ではなく、

仏教・孔教・キリスト教の共同の教義である。 

第五には、西洋の船舶・大砲などは、中国人を羨ましがらせ、また中国近代の自然科学熱

を促した。力・電気・脳・エーテルなどの自然科学の知識は、譚嗣同の心学論証に自然科学

的方面の支持を提供した。エーテルは、譚嗣同の仁の代名詞にさえなった。 

 「心によって劫運を挽回する」の語は、譚嗣同の哲学思想が「北遊訪学」を分水嶺として、

前後に大きな変化を生じ、一つの哲学陣営からもう一つの哲学陣営に移行したことを示して

いる。譚嗣同の自己に対する総括は、この判断を証明し、その原因も述べている。譚嗣同は

自己の「刎頸の交わり」である唐才常に書き与えた手紙の中で、次のように述べている。「三

十歳以前の旧学は全部で六種。……三十歳以後、さっぱりと新学に一変し、その前と後では

まるで別人のように見える。三十歳は、まさに甲午（1895年）で、地球の大勢が急変した年

である。わたしの学術はさらに大きく変わり、境遇が心を生み出し、心が実際に境遇を造り

                                                   
14同上、464-465頁 
15同上、464-465頁 
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出した」16。哲学上から見ると、譚嗣同の前・後期の思想は、二つの異なった陣営に属してい

る。早期には、元気が世界万物の本源と主張し、王充・張載・王夫之らの気学思想を推奨し、

つまり唯物論に属する。後期には、仁は天地万物の本源と主張し、仏教・荘子の思想を推奨

し、仏教学・中国学・西洋学を雑糅した仁学の体系を構築し、つまり唯心論に属する。換言

すれば、譚嗣同早期の哲学は気学であり、後期の哲学は心学である。「北遊訪学」を契機・標

識とする彼の哲学変遷は、本質的には、気学から心学への転回である。 

「けっして自分を主として他人を非とするようなことはせず」、「すべてを西洋の法に変え

る策を画す」というのは、譚嗣同が甲午海戦の失敗の苦痛を反芻させて得た心得である。そ

れはまた、中国の学問を固守する思いを放棄し、転向して西洋の学問を受け入れ、仏教を篤

信するという、転回以後の哲学構築と心理意趣を予感させるものでもある。このとき譚嗣同

は、平等・自主・民権に希望を寄せ、それによって「三綱」への批判も展開した。平等・自

主の論証と三綱の批判に用いた武器は、仏教、荘子、および彼が荘子後学と呼ぶ、明清の際

の初期啓蒙思想家である黄宗羲・王夫之らの思想であり、同時に西洋の民主思想への憧れと

戒めも含んでいる。哲学上において、譚嗣同は仁が世界万物の本源であると主張した。たと

え彼の言う仁とは慈悲のことであり、仁学は仏教学を主要な来源とするとしても、仁学の思

想体系がエーテル・電気・力・元素・脳科学など、西洋の自然科学の多くの成果を借りて論

証されたことは否定できない。譚嗣同は「仁は天地万物の源である。故に唯だ心、故に唯だ

識」17と断言した。つまり、彼の推奨する仁は心であり、まさに心と仁を互いに照合すること

で、はじめて「仁学」は「心によって一切の苦悩する衆生を済度する」という目的に到達で

きた。譚嗣同の言う心は、主に仏教の慈悲の心を指している。これは仁学と仏教学の主旨の

絶妙な照合である。同時に、その中において西洋の学問が重要な作用を発揮した。それは力

と心を並列して、心力を推奨し、電気と脳を混合して、電気によって脳、及び人と人との関

係を解釈し、意識の精微神妙を論証しただけでなく、宗教学と心理学の知識（前者はキリス

ト教の「愛人如己」・霊魂不滅・天国地獄などの教義の吸収と教育システムの参考。後者はウ

ッド・ヘンリーの『治心免病法』の顕彰、及び人のさまざまな心理・意識現象に対する分析）

がある。これらの解釈を通じて、譚嗣同は「そもそも心力が最大となれば、どんなことでも

できる」18と結論した。 

 譚嗣同は力を極めて心の力量を鼓吹しながら、一方で「惟だ一心のみ是れ実」と主張し

た。これによって彼の実心実学は、近代中国における最も代表的なものとなった。 

 一方において、近代の哲学者は、厳復から孫中山・章炳麟に至るまで、いずれも早期の唯

物論から後期の主観唯心論への哲学変遷を経た。これによって、心学が中国近代哲学の主流

となり帰着点となった。この点では、「善く変わる」と世に称された梁啓超も、一貫して心学

を固守した。物学から心学への転回がなくても、哲学において心学が主流となり帰着点であ

ったことは、争えない事実である。譚嗣同の哲学について言えば、物論から心論への転回の

                                                   
16 『与唐绂丞書』（前掲書『譚嗣同全集』、259頁） 
17『仁学』（前掲書『譚嗣同全集』、292頁） 
18同上、357頁。 
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軌跡を経て、近代哲学の一般的な特徴を呈示している。 

中国古代哲学の主流は、天命論・理学を代表とする客観観念論であり、そのほか元気論を

代表とする唯物論である。心学はあまり発達せず、最後まで「顕学」あるいは主流とならな

かった。概論すれば、古代の心学は三つの形態に分類できる。第一は、道家流の超越心学で

あり、荘子を代表とする。個人の内心の体験と頓悟を重視し、それによって個体性命の価値

を顕彰した。第二は、儒家流の道徳心学であり、孟子・陸九淵・王守仁らを代表とする。主

に「自ら本心を存す」る「内聖」によって「外王」の道を顕現する修養法に重きを置いた。

第三に、仏教流の宗教心学であり、万法皆空、「三界唯心」における真如の恒常性を浮き彫り

にした。この古代心学の三形態は、それぞれ個性の自由・道徳の完備・精神の解脱を追求す

る立言宗旨と人生目標を代表する点で差異があるものの、個人が世俗を超脱して真理へ向か

うことを志向する点で、むしろ共通している。 

これと異なり、近代の心学はけっして個人の超越の道・修養の法・解脱の道ではなく、社

会改造の理論的武器である。これによって近代心学は、古代哲学のように修養・解脱の工夫

に重きを置くのではなく、本体哲学・認識哲学・人生哲学・価値哲学などの多くの領域を貫

く。近代心学の一部分として、譚嗣同の心学も例外ではなかった。 

 他方において、譚嗣同の心学は、そのほかの近代の哲学者とはるかに異なる独特の含意と

理論内包をもっている。それは、彼がさらに実心実学に重きを置いた点である。後期の仁学

について言えば、彼が推奨する心は、仁と名付けられた。この意味で、譚嗣同は康有為と同

じく、仁を世界の本源として奉じた。二人はともに近代心学を仁学の形態に構築し、それに

よって仁学派のリーダとなった。異なるところは、譚嗣同は「仁は天地万物の源」を主張す

る前提として、「故に唯心、故に唯だ識」を強調した点である。そのため彼の「惟だ一心のみ

是れ実」の実心実学は、仏教学を主な内容とすることになった。仏教学を主体とした仁学の

構築は、譚嗣同の実心実学の基本形態であり、彼の心学が他と異なる独特のところである。

まさに仏教を推奨することによって、譚嗣同は慈悲の心によって機心を溶解し、願心によっ

て近代の暴走を溶解する哲学の道と救済の法を導き出したのである。 

  

 三、願心によって劫運を溶解する 

  

 譚嗣同が気学から実心実学に転向したのは、心の力量によって一切の生きとし生けるもの

を普く済度し、近代の暴走が招いた人間存在の疎外を救済するためである。そのために、譚

嗣同の実心実学は、人と人、人と万物の間の緊張関係を溶解することに、大いに貢献する。 

 「北遊訪学」の間に、譚嗣同は多くの宗教家を訪ね、様々な宗教思想と接触した。仏教学

の場合は、北京の呉雁舟・夏曾佑、南京の陽文会など著名な学者との会見を通じて、彼の仏

教学に対する理解は刷新し、これによって仏教の深い影響を受けた。キリスト教（耶教）の

場合は、フライヤー以外にも、「あまねくカソリック・プロテスタントの宣教師や教典を訪ね

た」19。そのほか、譚嗣同は在理教にも並々ならぬ興味関心をもち、詳しい事情を知るために

                                                   
19前掲書『上欧陽中鵠十』、第 459页。 



 

 110 

布教師についてその秘を学ぶことまで惜しまなかった。このことについて、譚嗣同は繰り返

し回想している。 

 

こんど北京で、極力、在理教について研究し、あちこちその書を求めました。それは仏

教・回教・キリスト教のごとく卑近なものを集めて作ったものです。しかし別に口授の

秘伝があって、絶対に教外の人にはいわない、だから求めることができないのです。や

むを得ず、一布教師をたずね、はじめてその秘伝を聞きましたが、道家の錬気の口訣の

みで、それより深遠なことがあるわけではありません。霊魂・輪廻・因果応報の説があ

るため、愚夫愚婦でも耳に入りやすいのです。20 

 

 北京では仏教学を講じている呉雁舟・夏穂卿・呉小村父子などに会い、語り合ってい

ささか共鳴するところがありました。またキリスト教の人とも会いましたが、その主旨

もまったく同じです。五大洲の人が、みなその心において一致するというのは、これも

また不思議なことです。そこで大願を発し、昼夜いささかも休むことなく、集中して仏

咒（真言）に取り組みました。一には老親の健康と家人の無事を祈り、二には師友の無

事を祈り、三には大劫まさに至らんとして、衆生がみな殺戮死亡を免れるよう願ったの

です。だんだん自然に禅定の境地に入り、一、二時間ののちはじめて禅定より出て、だ

んだんと目の中に何かが見えるように感じました。21 

 

 またこの「北遊訪学」の間に、譚嗣同は康有為・梁啓超ら維新党の人物とも知り合った。

初めて康有為を訪ねた時、康有為は不在であった。譚嗣同は梁啓超を通じて康有為の思想の

大概を理解し、その影響で、大同思想に対する並々ならぬ関心が始まった。総じて言えば、

譚嗣同が「北遊訪学」で面会した人々には宗教家が多く、さまざまな宗教教義が、彼が仏教

に帰依し、キリスト教を参考にし、孔教を再建するという救亡路線に進むことを促した。こ

の一切の帰結を、哲学の領域から言えば、すなちち「心によって一切の苦悩する衆生を済度

し、心によって劫運を挽回する」心学である。 

 譚嗣同の考えでは、中国の病症は、綱常人倫によって造成された不平等、また君と臣、臣

と民の間のあまりに重い隔たりにある。つまり、現実世界は苦難なものであり、苦難の根源

は階級制度の厳しさにあり、階級の根源は、つまるところ社会制度にではなく、人が妄りに

生じる差別心にある。まさにこの差別心によって、人と我、彼と此の区別が生じ、さらに君

臣・夫婦・親子などの、人と人の間の様々な不平等を派生する。大同とは「致一」の謂いで

ある。「致一」は仁の基本内容であり、また大同社会に通じる不二の法門である。 

「致一」の具体的な方法は二段階に分かれるが、主旨は人が妄りに生じるさまざまな差別

                                                   
20「此次在京，極力考求在理教，宛轉覓得其書，乃刺取佛教、回教、耶穌教之淺者而為之。然

別有口傳祕訣，誓不與外人說，仍無由求之；不得已至拜壹師，始得其傳，則亦道家煉氣口訣

而已，非有他不善也。賴有靈魂、輪回、果報之說，愚夫婦輒易聽從。」同上、第 467頁。な

お、「非有他不善也」の部分は、このままでは意味が通じないので、『仁学』中の「非有他奥

巧也」に従って訳した（翻訳者注）。 
21「在京晤諸講佛學者，如吳雁舟、如夏穗卿、如吳小村父子，與語輒有微契。又晤耶穌教中人，

宗旨亦甚相合。五大洲人，其心皆如壹轍，此亦壹奇也。於是重發大願，晝夜精持佛咒，不少

間斷：壹願老親康健，家人平安；二願師友平安；三知大劫將臨，願眾生鹹免殺戮死亡。漸漸

自能入定。能歷壹二點鐘久始出定，目中亦漸漸如有所見。」同上、第 461頁。 
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心を解消し、同を致し・一を致すことにある。第一は、肉体を超越してただ霊魂だけに従う。

肉体があれば親疎があり、肉体の拘泥により、人と人の間にはじめて親疎の差別が生じ、そ

れによって様々な対立と不平等が派生する。したがって、人と人の間の階級と対立を解消す

るためには、必ず親疎の差別を消滅しなければならない。親疎の差別を徹底的に消滅するに

は、必ず肉体を超越して、ただ霊魂だけに従わなければならない。親子の関係もそうだし、

あらゆる人の関係においても例外はない。こうした考えに基づいて、譚嗣同は「肉体を超越

した上で、独り霊魂に任せる」と大声で叫んだ。第二は、意識を断ち切って、「一塵も隔てな

い」。親疎の差別を断ち切るには、必ず肉体を超越しなければならない。もしも大同に入ろう

とするなら、肉体の超越は必須だが、それだけでは十分ではない。肉体を超越し、ただ霊魂

だけに従うと同時に、さらに一歩を進め、意識を断ち切り、それによって人の思想・観念上

の差別を取り除かなければならない。人と我、彼と此の別があるのは、名辞の対立があるか

らである。名辞の対立を取り除くことによって、名辞の対立に付帯する、人と我、彼と此の

対立を取り除くことができる。それゆえ、彼は名辞の対立を取り除くことが大同に入る関鍵

であるとみなした。その具体的な方法は、意識を断ち切って、人と人との間に「一塵も隔て

ない」ことである。そこに到達するために、譚嗣同はアメリカの心理学の医者ウッド・ヘン

リーの啓発を受けて、人の「脳気筋」22の動き方を改変することを主張した。彼は次のように

解説している。「人と我が通じあえない理由は、脳気の動き方に違いがあるからだ。……これ

を通じあえるようにするには、意識を断ち切るほかない。意識を断ち切るには、自分で脳気

の動き方を改めるほかない。外からの誘引を捨てて、内心をシンプルにし、さらにどんどん

シンプルにしていくと、無に至る。そのとき意識が断ち切られる。意識が断ち切られれば、

自我の観念が消える。自我の観念が消えれば、（人と我の）異同がなくなる。異同がなくなれ

ば、平等があらわれる。平等があらわれれば、彼と此れが通徹し、一塵の隔てもなくなり、

人と我とが完全に通いあう。……これが意識を断ち切る妙術であり、脳気は妄りに動かなく

なる」23。このように、譚嗣同は人の神経を切断することを通じて、人の意識を断ち切って、

人の思想・観念を統一することを唱え、また意識を断ち切ったのちに、人と人の間には二度

と観念上の差異がなくなり、「彼と此が通徹し、一塵も隔てない」状態に到達できると夢見た。

「彼と此が通徹し、一塵も隔てない」というのは、「人と我を通じる」極致であり、また彼の

理解する大同の状態である。それゆえ、意識を断ち切り、「一塵も隔てない」ことが、大同に

進むために必ず歩むべき道であると、譚嗣同は説いたのである。 

 

                                                   
22譚嗣同はしばしば「腦気」とも言う。英語では nerve,現在は通常「神経」と訳す。 
23前掲書『仁学』、第 364-365頁。 
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『実学報』、実学教育と近代中国における政教の変革の思想基礎 

袁暁晶＊ 

上海大学 社科学部 

  翻訳：劉宇昊 

 

要旨：光緒二十三年（1897年）の『実学報』の創立から、光緒三十年（1904年）の「癸卯学制」

の公布に至るまで、清朝末期における政教の変革の過程において、実学の風潮は日増しに盛ん

になってきた。「実学報叙」は「ヨーロッパの学問から九流を窺う」を根拠として、西学と先秦

学術の精神を一元と見なし、近代以来の政教変革の過程に際して実用を重んじ思弁を軽んじる

という思想基礎を確立した。『実学報』における西洋の新聞と学術に対する翻訳から、「癸卯学

制」における「中西並重」の学科体系の制定に至るまで、近代中国は、実務を求める学術精神

が、しだいに社会の普遍的な教化中に浸透してきた。第一に、『実学報』が提唱した実学研究は、

伝統的な政教システムにおいて「道体」を求める理学的精神を変えた。第二に、「器」と「術」

に対する重視は、伝統的な政教システムにおける士大夫の勉強方法と伝道思想を変え、さらに

社会一般の風俗や気象に影響を与えた。第三に、『実学報』に始まる西学の伝播は、強烈な功利

主義の色彩を帯び、伝統的な中国の政教観念における「義を重んじ利を軽んずる」という価値

観を変え、近代中国の政教変革の過程において功利に熱中するという改革傾向に一定程度の影

響を与え、それによってその後の政教分離のための思想的伏線となった。 

キーワード：『実学報』、実学教育、政教改革 

 

一、『実学報』は伝統的な実学精神に対する継承と超越 

清光緒 23 年（1897 年）に上海で『実学報』が創刊された。「序言」は実学の意味を説明し、

「空では世の中を維持できない。実でこそ世の中を維持できる（空不足持世、惟実乃可以持世）」

「儒教経典に対する実事求是の学問に専志するのは、なおさらである（而况職志六籍実事求是

之学乎）」と述べた。それによると、『実学報』1は清朝末期における実学思想の風潮を鼓吹し、

一方では伝統的な儒家の実学精神を継承しながら、もう一方では清朝末期の実用主義思潮を濫

觴する源の一つとなった。姜広輝は「『実学報』の創刊は、「実学」がその歴史の果てに来てい

るということを示している」と述べた2。しかし、梁啓超は、「「清代思潮」とは何か？簡単に言

えば、宋明理学の一つの反動であり、「復古」を専業とする。その動機や内容は、いずれもヨー

ロッパの「ルネサンス」とよく似ている」と述べた。また、「この二百年余りの歴史を見ると、

                                                   
＊袁暁晶（1984─）、甘粛蘭州人、哲学博士、上海大学社会科学部助教授。研究方向：儒家哲学、近代儒学思想

史。メール：nny.happy@163.com。 
1 本論文で引用した『実学報』の内容は全部『近代中国史料叢刊三編』の第八十集＜影印版＞（台北：文海出

版社有限公司）からである。重複を避けるために、引用は册数とページ番号だけを明示し、脚注は省略する。 
2 姜広輝：『「実学」考弁』、湯一介編、『国故新知：中国伝統文化的再解釈』、北京：北京大学出版社、1993 年、

第 315頁。 
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思想界全体に影響を及ぼしたものは、一言で言えば「復古を以て解放と為す」であった」3と述

べた。梁啓超は清朝の学術思潮を「啓蒙」時代と見なした。その特徴は、「復古」の構造の中か

ら、当時の思想革新の源を探すことであり、清朝の学術の衰退は、最終的に「四時の運は、功

を成す者は退く」歴史の必然であると考えた。総 14期（冊）に及んで出版された『実学報』は、

清代思潮の「復古を以て解放と為す」という正統的な方法と、新聞翻訳という革新的な措置と

を兼ね備えており、功名利禄を求めない誠実な態度で、伝統実学の歴史生命を完成し、さらに

現代学術の実用主義という価値追求を始めた。 

 まず初めに、『実学報』の精神は、「名」によって実を論じ、「誠」によって実に達するという

伝統的な実学精神を堅持した。章太炎は刊頭言の中で、当時の中国と西洋の学問における軽薄

な学風に対して厳しい批判を与えた。また「だからそれを維持するのに根拠があり、その言論

に秩序があるのは、ふわふわと漂い止まるところがないのに勝る。まして儒教経典に対する実

事求是の学問に専志するのは、なおさらである（故能持之有故、言之成理、猶愈於漂薄無所邸

者、而况職志六籍実事求是之学乎」と指摘して、実事求是の方法は、名と実を一致させ、誠に

その事を論じることが出来ることにあるとした。「これを西洋の学問に施せば、正と負が乱れ、

これを中国の学問に施せば、名と実が乱れる。そこで彼はこれによって知者の耳目を紛らわす。

まして中人はなおさらである（以施之西学、則正負乱、以施之中学、則名実乱、然則彼且以此

塗知者之耳目、而况中人乎？）」また「わが党の士は、ある者は学んでいまだ到達せず、ある者

はもどかしい思いをいまだ遂げられていない。だからわたしは彼らと実学の領域に踏み出そう

とする（吾党之士、或学矣而未達、或怏鬱憤悱而未遂、則吾将与之共蹈于実学之域）」と述べた。

中国であれ西洋であれ、名と実の関係を求めず、一知半解の概念と、恣意的な経典解釈によっ

て、それぞれの学問の特色について語るのは、当時の学風が軽薄で、人心が浮ついている最大

の問題点である。よって『実学報』が世に現れた、実際上最も直接的な目的は、このような現

状を解決することである。中国と西洋の違いという角度から理解するなら、創設の意義を誤解

することになる。だから、章太炎は「書物の翻訳を中心とし、事実の翻訳を補助として、この

報を成す（訳事以訳書為鵠的、以訳事為乏相為裨輔、以成是報）」と、『実学報』の広告文で主

張している。また、「（そもそも報章とは、まことに史官の末流である）夫報章者、誠史官之支

与余裔也」（「実学報叙」、第一冊）などの種々の議論から、『実学報』の「実」の核心は名にあ

り、その精神は誠にあることが分かる。したがって、『実学報』が選んだ訳稿は、事実が中心で、

議論は簡潔である。議論の文章は、平易な論調を保ったものが多く、急進的な議論は少ない。

このことから実学の基礎は、実用素朴の意に立っていることが分かる。 

 次に、『実学報』の素朴・誠実さは、その議論文のなかに発見することができる。『実学報』

に掲載された議論文は、「実学平議」（第一冊）をはじめ、依然として伝統的な中国の学問を底

流としている。王仁俊は「実学平議」において「政に乖き、刑を乱し、教を損うのは、実学が

講じられないからである。禍はかくて人心に及ぶ。彼は必ず西法は利があって弊がないと言う。

                                                   
3 梁啓超：『清代学術概論』、朱維錚校注、北京：中華書局、2010年。 
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それは、そもそも物事の一面しか知らない議論である（乖於政、乱於刑、毁於教、実学之不講

也、禍遂中於人心。彼必謂西法有利無弊、抑亦知二五而不知十矣）」と指摘した。また、「素王」

である孔子の学問は、すべての実物の上に建っている。つまり「必ず一つの物を原質として、

物に物とされないことを起点とすれば、…これこそ孔子の経制の学ではなかろうか（必以一物

為原質、以不物於物為起点。……則維素王経制之学乎）」したがって、真実に実学を講究するに

は、実際上、孔子の学問の源に帰ることが必要である。中国の学問の底流は孔子が創立した実

学である。言い換えれば、真実の孔学の精神は実学にあり、当時の『時務報』の提唱した変法

学ではない。 

 しかし、王仁俊の「実学平議」とは異なり、章太炎は『実学報』の執筆期間に、実学精神の

実際を、孟子と荀子の区別、儒家と墨家の判別に置いて、孔学の継承として、康有為らとはま

ったく異なった春秋変法の道を確立した。『実学報』第二冊「後聖」において、章太炎は以下の

ように述べている。 

 

孔子以後 200年、その踵に接する者は、ただ荀子のみが正当と称するに足る。…したがって、

「礼論」は五経を関鍵とし、「正名」は『春秋』の微言大義を関鍵としている。そのほか「王

制」の政法、「富強」の議論、「議兵」の計略において、その枝葉でも得れば、成王・康王に

比べられるほどである。なんと偉大なことだろうか。後聖でなければ、孔子に会わないで、

その本質を得られる者があろうか。孟子の学を修める者はこれを恨んで、性悪を論じて仇敵

とする。ああ、性悪とは、人の本性を禽獣と同じとするのではない。人の本性は、聖王の礼

制に拠らなければ、善であっても純粋ではなく、それを悪と言ったにすぎないのである。 

浸尋二百年、以踵相接者、惟荀卿足以称是。……是故「礼論」以鍵五経、「正名」以鍵『春秋』

之隠義、其他王制之法、富強之論、議兵之略、得其枝葉、猶足以比成康。巍乎。非後聖孰能

不見素王、而受其鬲翼銅瑁者乎、而治孟学者惎之、以論性悪為敵逑。烏虖！性悪者、非同人

性与禽豸也、而異人性非聖王之制礼、有善不粹、斯謂之悪已。 

 

ここで、荀子が「礼論」篇や「正名」篇で礼制の規範を確立し、「王制」篇や「富国」「彊国」

篇や「議兵」篇で実際の政治事務を討論することは、いずれも章太炎が重視する「実学」の本

質である。当時の譚嗣同らによる荀子排斥の思潮と異なり、章太炎が専ら荀学を尊んだのは、

維新派が政治的立場から発出した、推敲を経ない荀学の思想を逆転するためであった。維新派

は、荀学の最大の弊害は君主専制の維持、また思想開放性の欠如にあると考える。一方、章太

炎はむしろ荀子の最大の貢献は「隆礼重法」にあり、荀子思想における外在制度の重視は、そ

の思想を現実への手がかり、足がかりあるものとしており、孟子の心性哲学とは比べものにな

らないと考える。章太炎は「近古を古と曰い、大古を新と曰う」とし、また「夏の道が亡びな

ければ殷の徳は興らない。殷の徳が亡びなければ、周の徳は興らない。周の徳がほとびなけれ

ば、『春秋』は作られない。･･･したがって、荀子のいわゆる「後王」とは、孔子のことである。
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「後王に法る」と言うのは、『春秋』に法ることである。『春秋』は新法を興して、上を譏り、

古を変じ、常を易えた（夏道不亡、商徳不作、商徳不亡、周徳不作、周徳不亡、『春秋』不作。……

故荀子所謂後王者、則素王是、所謂法後王者、則法『春秋』是。『春秋』作新法、而譏上変古易

常）」と述べる。荀子が孔子の真意を継承できたのは、すべて孔子を根本とするからであり、い

わゆる「夏の忠」に従ったからである。儒墨の判別も、これに基づいている。「儒墨」という文

の中で、章太炎は「墨子の伝は、秦・漢のころに絶えた。その道が申不害 · 韓非・商鞅・慎到

らの法家に及ばなかったのではない。ただ、みすから計略をなさなかったので、100 年も経つ

と堕落したのである（鉅子之伝、至秦漢間而斬。非其道之不逮申・韓・商・慎、惟不自為計、

故距之百年而堕）」と考える。章太炎は荀子・墨学を推賞することで、（諸）子学の進路によっ

て孔学の実学精神を再構築し、礼制の現実性と実践の真実性を強調しただけでなく、同様に、

西洋学――スペンサー思想との相互検証を通して、伝統的な儒家の面目を正した。すなわち、

孔子においては、儒学の精神は、完全に実学の精神である。 

章太炎の論述は、一方では『実学報』の実学精神のために中国学の内実を明らかにし、もう

一方では当時の儒学の核心精神に対して論争している。いずれにしても、章太炎は明代の実学

の論述から抜け出し、孔学の実学の源を確立しただけではなく、子学を尊重することを通じて、

西洋の学問から中国の学問に入る突破口を開いた。 

 最後に、『実学報』は孔学の実学精神に対する発揚を継承することによって、数多くの西洋文

明の紹介をしたが、しかし、それは依然として「中体西用」の思惟の構造から脱却しなかった。

「浙撫廖中丞請専設書院兼課中西実学摺」の中で、浙江巡撫の廖中丞は「今日にあって治を求

めるのなら、人材を培養することが第一である。今日にあって人材を育成するなら、実学を講

究することが第一である。実学を講究するには、必ず最初にその趣旨を正し、その術業を精し

くしなければならない。『大学』の格物・致知・正意・誠心・斉家・治国・平天下の道は、古今

中外であっても不変のものである（居今日而図治、以培養人材為第一義、居今日而育材、以講

求実学為第一義、而講求実学、要必先正其志趣、以精其術業、大学格致誠正修斉治平之道、古

今中外而不易者也）」と書いた。これは当時の「中体西用」の風潮と密接に関連している。しか

し、「綱常聖教」を「中体」の実質と見なすのに比べると、『実学報』が重視した「体」は、王

韜の言う「道」に合致している。王韜は「孔子は『聖の時なる者』である。･･･三代の制度文物

のうち、斟酌して適切なものをえらび、ただ古に悖らず、しかも今にかなうものを求めたので

ある（孔子聖之時也、......於三代之典章制度、斟酌得中、惟求不悖於古、以宜乎今而已）」4と

考える。「試辦蘇学会簡明章程」（『実学報』第三冊）では「（江蘇）省全体に実学を知らしめ、･･･

中国に学問によって西洋の学問を包摂させる。西洋の学問によって中国の学問を凌駕すること

はできない（使通省皆知実学……以中学包羅西学、不能以西学凌駕中学）」としている。 

 したがって、『実学報』は現実に接近した関心によって、清朝の学術における理学への反動か

ら別に一家を構え、いっそう堅実な方法で実学を伝播した。換言すれば、「中西古今」の差異性

                                                   
4 王韜：『変法（上）』、『弢園文新編』、上海：中西書局、2012年、第 12頁。 
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は、名と実を考察し、事実を尊重する誠実な態度を強調することにより、『実学報』においては、

つねに目に見えない情景の下にあった。たとえ、その継承したものが、中体西用の思考パター

ンを突破できず、また「制度の沿革と執掌、実務と実政、音韻と訓詁、地理学と社会政治、礼

学と道徳人心の維持、経学と理学、封建と郡県の弁明、明朝の滅亡に対する反省、西学と経世

の学と経世文の編纂」5という実学内容を重視したとしても、しかし、却ってそれは実学によっ

て国事を救い、議論を軽んじ操作を重んじるという実学風潮への関心を引き起こし、その後発

生した学政改革へとつながる。これは清末の中国社会の変革のもう一つの道を示している。す

なわち、「実」によって国を救い、学を救うという実用主義路線である。 

 

二、学政改革と実学教育の台頭 

「実学」によって国を救い、学を救うという実用主義路線の影響のもと、『実学報』の中には

実学教育に関する内容が多く収録されている。「又請添設武備学堂試弁情形片」では「武備学堂

を各省に一律に設営安置できないだろうか（武備学堂能否於各省一律添設并著安筹）」と、武備

学校の設立を提案している。 

 また、『実学報』第三冊には「十人の中国人が西洋に教えに入信し、百人の中国人が西洋の教

えに入信し、千万人の中国人が西洋の教えに入信すれば、西洋は十人、百人、千万人が増え、

中国は十人、百人、千万人が減る。･･･政治・法律は富強の根本である。あらゆる工芸は、富強

の末務である（十中人入教、百中人入教、千万中人入教、即西国多十人百人千万人、而中国少

十人百人千万人。……而政治法律為富強之根本、一切工芸之学、猶富強之末務）」という記録が

ある。 

 また、『実学報』第四冊には、日本の新聞の翻訳が二つあり、日本が新学校を開校したという

ニュースを記録している。一つは幼年学校で、一つは普通師範、中学、医学、商業、高等女学

校、高等・尋常の各小学校の開校である。 

 ここから分かるように、新式の教育を建立し、とりわけ新式の教育体系の中でも実学教育を

設立することが、『実学報』の実践宗旨の一つである。これらの思想は、最終的には清朝末期の

学政改革に反映されている。光緒二十九年（1904年）十一月二十六日に『奏定学堂章程』が公

布された。その中には、『学務綱要』、『大学堂章程』附『通儒院章程』、『高等学堂章程』、『中等

学堂章程』、『高等小学堂章程』、『初等小学堂章程』、『蒙養院及家庭教育法章程』、『優級師範学

堂章程』、『初級師範学堂章程』、『実業教員講習所章程』、『高等農工商実業学堂章程』附『実業

補習普通学堂章程』及『芸徒学堂章程』、『訳学館章程』、『進士館章程』、『各学堂管理通則』、『実

業学堂通則』、『任用教員章程』、『各学堂試験章程』、『各学堂奨励章程』の二十項の定款が含ま

れている6。『奏定学堂章程』は清政府の学制改革の初めての試みである壬寅学制の『欽定学堂

                                                   
5 魚宏亮：『知識与救世：明清之際経世之学研究』、北京：北京大学出版社、2008年版、第 56頁。 

 
6  
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章程』を基礎として改修したものである。この定款の制定者は、当初の『欽定学堂章程』制定

時の大臣の張百煕と栄慶に、新たに張之洞が加わった。洋務運動の中堅として、張之洞は湖北

で多くの新式の学校を興した。当時、彼は「当今学務に通暁する第一人」と呼ばれた。彼が加

わったことで、癸卯学制はさらに完備した制度設計となった。また「忠孝を根本として、中国

の経史の学を基礎とする」、「西洋の学問によって知識を広め、その芸能を修練する」という「中

体西用」の指導原則を確立した7。癸卯学制は 1904 年の公布以来、1912 年に国民政府が『普通

教育暫行弁法』を公布するまで継続した。この 8年間、事変が絶えなかったが、『奏定学堂章程』

は様々な風雲の中で、近代の教育改革の基礎となった。『奏定学堂章程』公布の二年後、1906

年に清政府の学部が別個に『奏陳教育宗旨折』を提出し、癸卯学制の指導原則に対してさらに

詳しく補足し、基本的に教育実業を基礎とした国学制度の形成を示し、伝统的な中国の学政観

に深い影響を与えた。 

 第一に、「道」と「器」を同等に重視した。実学教育を建立するには、まず実学教育の価値と

地位を確立する必要がある。そのため、学政改革の期間、「器」の地位は絶えず向上され、最終

的には従来の「道器」関係を超えて、次第に「道」と「器」を同等に重視するという構造が形

成された。このような構造の形成は、中国の伝統的な教育理念を突破し、世界の教育情勢に対

する一種の認識を示すものでもある。すなわち、「近年、世界の各国はすべて地球上に位置して

いるので、必ず国力は平等であり、共存可能である。･･･国力の平等を求めるなら、教育が平等

でなければならず、教育の平等を望むなら、すべての教育制度と各級の科目が等しくなければ

ならない。勝手にその順序を変え、学科を増減してはならないのだ（近日世界各国并処地球之

上、必国力之平等、乃能并存、……欲国力斉等、必教育斉等。欲教育斉等、則凡教育制度及各

級科目無不斉等、不得以意更其次序、增損其学科）」8。「教育斉等」という目的を達成するため

には、実学教育は新たな学政の中に体現されなければならない。 

 第二に、実学と西洋の学問は切り離せない。新たな『学務要綱』は明確に「器」―すなわち

実学の内容を規定している。これらの内容を通して、実学の内容はかなりの程度、西洋の自然

科学であることが分かる。例えば、『初等小学堂章程』では、学生は 7 歳で入学し、学制は 5

年であると規定している。毎週、西学の勉強時間は 1 時間しかない。小学校の 1 年生から 4年

生まで学ぶ「格物」という課程は、「郷土の動物や植物や鉱物や日常の必要なものについて、そ

の作用と名称を教える」。5年生の「格物」課程は「人体の生理と衛生の大略を講じる」9。学生

が高等小学校に進学した後、西学の内容は地理であり、「外国地理の大要」10を講義した。 

 また、たとえば『実業学堂設学要旨』は冒頭で「実業学校は、農工商それぞれの実業を振興

して、富国裕民の根本計画とする。その学は専ら実際を追求して、空談をよしとしない。それ

                                                   
7 張百煕、栄慶、張之洞：『管学大臣張、栄鄂督重訂学堂章程折并片』、『大清新法令（1901-1911）』第三巻、

北京：商務印書館、2011年、第 83頁。 
8 羅振玉：『教育贅言八則』、『学制演変』、上海：上海教育出版社、2007年、159頁。 
9  『初等小学校章程』、『大清新法令（1901-1911）』第 3巻、北京：商務印書館、2011年、第 218-235頁。 
10  『高等小学校定款』、『大清新法令（1901-1911）』第 3巻、北京：商務印書館、2011 年、第 204-277頁。 
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を実行すれば最も弊害はなく、少しやってみれば少しの効果があり、大いにやってみれば多い

な効果があり、とりわけ確実で信頼できる（実業学堂所以振興農工商各項実業、為富国裕民之

本計、其学専求実際、不尚空談、行之最為無敝、而小試則有小效、大試則有大效、尤可確実可

憑）」11と宣言し、「実業教員講習所、 農業学堂、工業学堂、商業学堂、商船学堂、其水産学堂

属農業、芸徒学堂属工業」などの各種の実学教育機関を建立した。 

 これらの実学教育において、実学の主な内容は、西洋の学問中心に変わった。これは『実学

報』の期間に、中国と西洋を同等に重視していた態度と大きく異なっている。学制改革の期間

になると、実学はほとんど西洋の学問になってしまった。この変化の発生は、実学が清朝末期

以降の発展において、すでに伝統実学によって網羅できないものになったことを示している。

きわめて強力な実用主義の特色を持つ西洋の学問の衝撃に直面した時、実学もまた実用主義を

基調とする西洋の学術を接受しなければならなかったようである。そして、ここから伝統実学

の最終の瞬間に向かい、実用主義を普遍的精神とする近代学術体系を迎え入れることになった。 

 

三、結論――古今中西の外にある「実学」精神 

ここで少し留意してみると、『実学報』にはその始まりから、古今中西の論争を超えた「実用」

の底流が流れていたことに気づく。『実学報』は日常的な議論と、西洋の新聞、政論及び数学、

地理などの素朴な物質知識に対する翻訳を通じて、実際上、清朝末期から近代にかけて、中国

の学術が注目した古今中西の論争に対して、もう一つの思考の道筋を提供した。すなわち「復

古」または「改制」の言説体系と政治的立場を超えて、純粋に学術の実用主義のみを足掛かり

として、教育と文化の改造を開始した。 

 この努力は、清朝末期の学政改革において、とりわけ西方に対する紹介と発展に際して、極

めて十分に体現された。実学教育の振興から始まり、社会構造も一定の新たな発展を遂げた。

唐才常は「孟子言三宝為当今治国要務説」の中で、銀行を創設し、鉄道を修築し、民営工場を

設ける等々の当今の治（国の要務）は、商工業を大いに開放してこそ、人材を崛起し国権を保

つ目的を達成することができると指摘した。王韜は、民衆の「厚生」「恒業」につとめ、それに

よって民間に「自立会社」「機械製造」などの商工業の振興を奨励することを強調した。張之洞

は「呼吁修備儲才折」の中で、速やかに商務を講じなければならないとして、「商業が繁栄すれ

ば、交渉が成功し、国勢はおのずと振るう（商務盛、則交渋得手、国勢自振）」と述べ、また工

業政策の必要性を説き、「外国が商業によって立国しているというのは、皮相な論であって、外

国の富民強国の根本は実は工業にあることを知らないものである（外洋以商務立国、此皮毛之

論也。不知外洋富民強国之本、実在於工）」と強調した。そのため、新たな学政改革は従来の社

会構造に対して新たな認識をもたらした。「士であれ、農であれ、工であれ、商であれ、（均し

く上は国を愛することを知り、）下は身を立てるに足る」という要求は、「学んで優なれば仕え

る」という、「士」になることだけを求める、従来の社会風潮を改変した。実業学校の趣意は、

                                                   
11  『学務要綱』、『大清新法令（1901-1911）』第 3巻、北京：商務印書館、2011年、第 91頁。 
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「全国の人民に各種の生を謀る才智技芸をもたせ、民を富ませ国を富ませる根本とすることに

あり」、かくて次第に新しい社会構造が生まれる現実的背景となった。 

 したがって、『実学報』から実学教育に至るまで、たんに表面だけを見れば、「中体西用」の

思考構造に制限され、伝統実学の思想を突破できなかった。しかし、その発展と影響から言え

ば、すでに「中体西用」、あるいは「古今中西の争い」の価値論争の枠組みを超えている。実学

を興すことを通じて、新たな農・工・商の階層が次第に興り、従来の「士」階層も、君子から

「人才」に向かっている。社会全体の教育の気風は、すべて実用主義の立場に傾き始めた。富

民富国の本をもって、四民の功に対する追求を強調することは、新学制中の、西洋学問の「実

用」に対する最も基本的な貫徹である。 

 ここに至って、われわれは大胆に以下のように仮説する。清朝末期以来の実用主義の風潮は、

実は伝統実学が「歴史使命」を完成し、乗り越えられた後の新たな実学的形態である。内容か

ら見れば、その始まりに西方の学術の介入と影響があり、更に科学性と学科性を重視する。価

値の底流から見れば、それは更に実用主義を重視し、伝統中国の実学と異なり、それは多くの

場合、できるだけ自己と政治との関係を引き離し、学術によって直接、社会や国民に対する改

造を実行する。つまり、この時期の実学は、富民や富国を根本としているように見えるが、実

はむしろ学術独立の色合いがやや濃い。これらの傾向は、近代以降の中国学術の発展において、

少なからぬ影響力を発揮しており、引き続き深く掘り下げて考究する価値がある。 
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韓国実学活用様相に対する巨視的一考察 

 

翰林大学校 翰林科学院 李坰丘 

翻訳：東北韓国学フォーラム 崔多蔚 

 

本発表の焦点は二つである。まず一つ目は、実学及び関連語義の巨視的変化を見ることである。これ

を見ると、現在韓国で常識化されている「朝鮮後期実学(者)」のイメージが一時的なものであり、現在も

なお「変化中」であることが見られる。これに関してビッグデータに対する分析を実験的に進めてみた。

二つ目は、「実」概念の急激な変化が起きた時期を留意してみることである。特に儒学概念の磁場にあ

った伝統的実学概念が揺れ動き、旧概念と新概念が競り合っていた 19 世紀末～20 世紀初頭の様相に焦

点をあてる。朝鮮後期に現実味が濃くなった実学は実業、科学、近代学制などの新たな内容を包括する

ようになった。一方で儒学者たちは実学を保守的に再定義しこれに対応した。近代以降新たな定義を得

た実学は実学者に対する系譜化及び教科書を経て常識のように知れ渡る。このような旺盛かつ持続的な

実学の活用は韓国特有の特徴なのか。過去に対する適切な再解釈の事例なのかに対する問を投げかける。 

 

1. 朝鮮時代の実学、多様な層位 

朝鮮時代に実学は旺盛に使用された。『朝鮮王朝実録』と『韓國文集叢刊』で実学が使用された記事

数の検出結果は以下の通りである。 

時期 14 世紀 15 世紀 16 世紀 17 世紀 18 世紀 19 世紀 20 世紀 

実録 
 

19 35 7 9 10 3 

文集 

4 4 34 72 203 168 122 

 
7 0 14 42 80 44 

 

* 文集は韓国古典翻訳院 韓国古典総合 DB (2019 年 8 月～10 月) 

 

実録の記事は 15 世紀と 16 世紀に最も盛んに使われていた。理由は政策を巡っての論争、つまり明經

科と製述科1の比重設定、成均館での経学教育を巡っての口論があったからである。このとき使われた実

学は大半が「経学」として、より具体的には「科挙対策のための暗記中心の経学勉強」という用例が多

かった(李坰丘、2012)。そのような意味は日常用語として定着するほど一般的であった。 

 

人々が「実学を読むと作文ができなくなる」と言うが、予はその説はおかしいと

                                                   
1(訳注)明經科、製述科：高麗王朝における科挙制度の科区分のうちの二科。明經科は儒教経典に関する試験、製述科は論

述と政策に関する試験が行われた。 
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思う。2(柳希春『眉巖集』巻之十八「經筵日記 丙子(1576)」) 

宣祖が經筵3で放った言葉である。「半日は実学を学び、半日は文章を学ぶ」という言葉も実学が大分固

定した意味を持っていたことを示している。しかし経学のための勉強と科挙試験は相容れない組み合わ

せだった。 

 

我が国の科挙試験では、ただ音と吐を背誦させ人を取るが、一か所でも間違えば落第させており、… 

ゆえに経書を学ぶ士はただひたすらに音と吐を口に出す練習のみを求め、文理意味に全然興味を持ちませ

ん。…故に殆どが義理も文字も知らず、あげくは卑しく浅はかに成り果ててしまいますが、世間ではこの

ような者たちのことを「実学及第」と呼んでいます。4(趙翼『浦渚集』(1579-1655の文集、初刊：1688)

巻之十一｢因求言。條陳固邊備改弊政箚。｣) 

 

実学は文章中心の学問に比べ実なる学問として認められたものの、科挙試験のための勉強でもあった

ため実ならざる学問でもあった。「實學及第」という言葉は一見もっともらしいが軽蔑的な表現だった。

しかし 16 世紀後半以降は実学に対する新しい定義が浮かび上がった。『韓國文集叢刊』で実学用例が 17

世紀以降急増したのもこのような事情が反映されたものである。この時期には過去と関わりのない純粋

な儒学、君主の学である聖学、変通のための時務中心の学問などと、多様化が進んだ。(*『朝鮮王朝実録』

と『韓國文集叢刊』の共通語 co-occurring words 分析予定) 

 

2. 18 世紀の変化と近代の活用 

 

実学の近代的概念変化を扱う前に「実」が持つ概念の二重的含意を整理しておかなければならない。

「実」はそもそも相反的ないし重層的な意味の複合体である。第一に、真実・真理に関する意味である。

可視的・感覚的ではない抽象的属性である。第二に、実在する存在に関する意味である。現実・現在・

感覚・巨視的領域である。無論二つの領域が完全に相反しているわけではない。現実は真実を覆い隠す

場合もあれば、真実そのものであることもあるため、重層的な意味にもなり得る。周知のように実学は、

仏教に反する性理学、詞章に違う経学、もしくは真なる儒学そのものに対して主に使われた。この場合

は第一の意味に近い。 

 

しかし、16 世紀中盤以降、第二の意味に近い用法があらわれ始めた。栗谷・李珥(1536-1584)に代表

される変通論者たちは虚学の空疏さに反対したり、学問は本来日常から始めるものとして実質的な効果

を重視せねばならないと主張した。無論彼らの問題提議は儒学本来の趣旨を想起させ、当代の性理学の

                                                   
2(訳注)原文「人言讀實學。則不能作文。予殊怪其說。」(柳希春『眉巖集』巻之十八「經筵日記 丙子(1576)」) 

3(訳注)經筵：王に対して行った儒学経書や歴史書、治道などの講論 

4(訳注)原文「我國科擧之法。惟取背誦音吐。其誦有一處之差者落之。… 以是士之治經應擧者。只求口熟音吐而已。至於

文理意味。全然不求。… 故爲是者率多不識義理。不識文字。終於庸陋同然也。世稱不通於文理者。謂之實學及第。」(趙翼

『浦渚集』(1579-1655 の文集、初刊：1688)巻之十一｢因求言。條陳固邊備改弊政箚。｣) 
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欠点を克服するところに焦点があったため、それは専ら性理学的思惟体系の中での問題提議だった。し

かし、18 世紀前半にこのような主張は政派を問わず整然とした論理を持つようになる。以下は少論5学者

の梁得中が英祖に差し出した上疏文である。 

 

大抵天位に居し天職を治め天祿を食すことは、三皇五帝が開物成務した實事であり、自ずと生民の利用

厚生と条理が通じ貫かれるのです。… 殿下は専ら実事求是に務められ … そして天地の間に満ちるもの、

ただ一つの実理であることを知るでしょう。理は則ち実理であり、心は則ち実心であり、学は則ち実学で

あり、事は則ち実事であるため、その間に微塵も些細な偽りが無ければ、実心は淡然虛明になり実理は潔

靜精微になるでしょう。6 (梁得中『德村集』巻之二「辭別諭召命疏 丁巳(1737)」) 

 

開物成務、利用厚生、実事求是ののように、古代聖人たちの精神と姿勢は現実で具体的に作用する実

理、実心、実学、実事などの根本になった。この時点ではまだ抽象(実理—実心)と現実(実学—実事)は対

立的ではなく補完的である。しかし、李瀷(1681-1763)の場合は強調するところが変わってくる。 

 

汝(秉休—筆者)は既に実学をしているから、須らく事務に心を留め、空論に陥ってはならない。孔子曰

く「300篇の詩を暗誦できても、政に疎く、使臣として外国に出向き単独で諸侯と対面できないのであれば、

たとえ覚えた詩が多くても、何の役に立ち得ようか。」とおっしゃった。今日、文章にだけこだわること

をもって本原に力を注いでいると言う連中は、啞羊僧7と何ら変わらない。8(李瀷『星湖全集』巻之三十七

「答秉休 甲戌(1754)」) 

 

孔子の言葉を想起させ、現実的な事務を強調している。ここで実学の反対となるのが本源を重視した

学問である。従来は詞章・文章だけの学問を問題視してきたものの、さらに非実用性を問題視する性格

が顕著になってきた。以降、抽象的学問と実学は対立するようになった。朴趾源(1737-1805)の場合は通

念に対する転覆と虚実の対立が劇的であり、したがって実用に対する強調が一層増す。 

 

後世に農、工、賈が失業したのは、士が実学をしないという過ちの所為です。… (古の農家の仕事は)

いずれも民を裕福にし、国益をもたらす効能だった。これは皆農の故実であり、古の聖人の開物成務の遺

業であります。… 太平な歳月が長く続き、次第に文が質を滅し、本末が転倒し、士は高く留まり性命ばか

り談論しては経済を蔑ろにし、華やかな文章を徒に貴んでは実状に施すことを忘れている。… 漢では2千

石ごとに必ず孝悌と力田で薦擧が有り、安定(宋の胡瑗－筆者)の學規には農田、水利の科目が設けられた。

                                                   
5(訳注)少論：朝鮮後期西人内から派生した朋党(政派)の一つ。 

6(訳注)原文「大抵居天位治天職食天祿。乃三皇五帝開物成務之實事。自與生民之利用厚生。同條而共貫。… 伏願殿下惟

以實事求是爲務。… 是知盈天地之間。只是一箇實理而已。理則實理。心則實心。學則實學。事則實事。無一毫私僞參錯於

其間。則實心淡然虛明。而實理潔靜精微矣。」(梁得中『德村集』巻之二「辭別諭召命疏 丁巳(1737)」) 

7(訳注)啞羊僧：根本に疎く善悪さえわきまえない愚かな僧のこと。 

8(訳注)原文「汝旣實學。須留心事務。不爲鑿空之歸也。子曰誦詩三百。授之以政不達。使於四方不能專對。雖多亦奚以爲。

如近世叉手低眉。謂致力于本原者。啞羊僧何異。」(李瀷『星湖全集』巻之三十七「答秉休 甲戌(1754)」) 
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他でもなく実学を貴んだからであります。9(朴趾源『燕巖集』(1737-1805の文集、初刊：1932)巻之十六別

集「課農小抄 諸家總論」) 

 

朴趾源の論法は近代の実学論理と共鳴し積極的に引用された。以下は朴趾源 に対する金允植

(1835-1922)の評価である。 

 

天が開物成務の運を開けようとすると、必ず数世代前に抜きんでた者を配し、その端緒を開け、数世代後

にその効果を著す。… (『燕巖集』の)文章を見ると、それは今日最も重要な時務の諸学問と謀らずとも合

致している。… 『農說(「課農小抄」のこと—筆者)』曰く、「四民の生業は皆士によって成る。後世に農・

工・賈が失業したのは士が実学しなかった過ちの所為である」と。… これは今日、農学・工学・商学の意

義である。10(金允植『雲養集』(1835-1922の文集、初刊：1930)巻之十「燕巖集序 壬寅(1902)」) 

 

古道の精髄を開物成務、利用厚生などとして呼び起こし、性理学の空疏さを批判し、現在において実

学・実業・実効などを強調する論理は近代学問を受容する論理として機能するようになった。金允植は

さらに、朴趾源が求めた思想が西洋近代主義者のものと違わず、西洋の立派な法律は東洋の六経に当て

はまると結論付ける。 

 

古代の理想と中世の衰退を通じて西洋の学問を受容する根拠を提供した実学は、この時期国家の教育

政策、科学と実業学の強調により内包と外延を両方拡張させた。(盧官汎、2013) 

 

これは近代の雑誌における実学活用でも同じくに表れている。発表者が所属している翰林科学院では

近代雑誌 20 種のコーパス(言語全集)構築を行った。近代雑誌における「実学」用例は 81 件、共起語 97

個が確認された。しかし検出資料が少なく、「実学」と共起語との関連性に関する値(T スコア)は全て「0」

だった。ただし有意味な共起語を部類すると、教育・学問用語(硏究, 應用, 科學, 理化, 講究, 學校, 學

堂)、実用を強調する用語(實業, 實地, 實力)、時空間用語(平壤, 世界, 外國, 今日, 古人, 時代)などがあ

る。 

 

3. 儒学者たちの保守的な対応 

 

                                                   
9(訳注)原文「後世農工賈之失業。卽士無實學之過也。… 莫不有裕民益國之效。此皆農之故實而古聖人開物成務之遺業也。… 

逮至豫泰盈盛之日久。而駸駸然文滅其質。末傾其本。士或高談性命而遺於經濟。或空尙詞華而罔施有政。… 漢之二千石。

必有孝弟力田之擧。安定學規。乃設農田水利之科。無他貴實學也。」(朴趾源『燕巖集』(1737-1805 の文集、初刊：1932)

巻之十六別集「課農小抄 諸家總論」) 

10(訳注)原文「天將啓開物成務之運。必挺生異人於數世之前。以肇發其端。而其效乃著於數世之後。… 今試考集中所言。

與今日最要最重之時務諸學。不謀相合者。… 農說曰四民之業。皆待士而成。後世農工賈之失業。卽士無實學之過也。… 此

今日農學工學商學之意也。」(金允植『雲養集』(1835-1922 の文集、初刊：1930)巻之十「燕巖集序 壬寅(1902)」) 
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大韓帝国期を含む近代転換期の儒学者の実学使用もまた旺盛だった。先に挙げた『韓國文集叢刊』に

おいても 19～20 世紀の用例は頻繁である。その理由の一つは、実学を頻繁に使用していた郭鍾錫

(1846-1919)、田愚(1841-1922)のような儒学者たちにある。特に郭鍾錫は実学という単語を計 106 回使

用している。これは『韓國文集叢刊』全体の中でも最も多い事例である。本発表では郭鍾錫の実学使用

の特徴と戦略を簡略に分析する。 

 

郭鍾錫が実学に対してそれなりの概念を掴んだのは大体 40 代前半である。ほとんどの場合が「日用と

事物から理を求める姿勢」位の意味で、「下學而上達」程度の使い方であった。そして 50 代中盤には「事

に即して理を窮め、理に因りて身をもって実践すれば、行い実学に非ざる無し」(卽事窮理、據理身踐、

無往而非實學矣。11)程度にまとめられる。以降郭鍾錫は「実学を究め、勉めよ」[勉究實學]という言葉

を書簡の結句に度々使い、「實齋」という居所を用意し、「實齋箴」(1901)まで著すほど「実」の精神

を強調した。その論理をもって惰性に陥った性理学を批判した。お高くとどまり卓上の空論やら文章や

らを飾ってばかりの風潮に陥り、古の聖人の実行・実事・実効を失っているというように、痛烈に批判

したのである。こうしてみると、郭鍾錫が行ったことは儒学の経世の精神を再発見し性理学を補完させ、

性理学の生命力と普遍性を検証したものだったと言えよう(Kim Yun Kyeong、2019)。実はそれほど新し

い主張ではなかったのである。虚学を批判し日用経世の実学を強調した朝鮮中期以来の姿勢とそれほど

違わないものだった。 

 

 ただし違いがあるとしたら郭鍾錫の場合は、実学—実業として繋がる近代実学概念の台頭に対する対

応論理であったという点である。彼の実学使用は近代の実学・実業が浮上するに連れてより旺盛になっ

た。実学使用を 10 年単位で表すと以下のようである。 

 

 
1860‘s 1870‘s 1880‘s 1890‘s 1900’s 1910‘s 不明 計 

使用 

回数 
1 2 4 18 46 19 16 106 

 

郭鍾錫は新しく流行り出した実学ないし実業を意識し、両者間に流れる普遍精神を検証しようとした。 

 

前に言った実学・実業とは、そもそも特別で奇異なものではない。ただ古の聖人の教える所をみなけれ

ばならない。洒掃応対と礼楽射御書数、どれも節度と過程が有るのであって空談から始まるものではない。

大きくなって大学に進み、また必ず事物に即して究理する。… すると近日列国の歴史と地誌、政律、公法、

兵制、農務、工芸、気化等の書物をすべて、見て受容するに滞りがなくなり後々実用に役立つだろう。12(郭

                                                   
11(訳注)『俛宇集』(1846-1919 の文集、初刊：1925)巻之六十八「答崔仁卿 戊戌(1898)」 

12(訳注)原文「頃所謂實學實業者。初非別樣奇事。只觀古聖人所以爲敎者。自洒掃應對禮樂射御書數。一一皆有節度課程。
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鍾錫『俛宇集』巻之九十三「答河聖權 丙午(1906)」) 

 

受け入れの姿勢の一方で、近代学問と教育に対する批判も惜しまなかった。 

 

聞くに方伯が各郡で試行せんとする処置は、六経を一掃し専ら功利の末業へ駆けようとするものです。

ああ、聖賢の道に違いどれほど厄うことでしょう。荑稗は熟せず、赤子はみるみる豺狼となり果ててしま

う。この憂いをどうすれば良いのでしょう。須らく実学君子がその責任を果たし規定を制定して、然る後

に国家と民生は依頼できるのです。これを得られなければただ混乱が増すのみというのに、何の足しが有

り得ましょう。13(郭鍾錫『俛宇集』巻之三十六「答河聖權」) 

 

類を見ない彼の「実学」強調は、理論というよりも、儒教内外の変化による対応の産物であった点に

おいて異色である。包摂と批判を主とした「実学の保守的再定義」と言えよう。 

 

4. 現代韓国の実学用例概括 

 

以上の経緯を中国・日本と比べてみると面白い。発表者は中世性理学に対する批判概念だった実学を

近代において再活用することで、西洋文明受容の根拠を用意するという戦略は大体似ていると考えてい

る。ただし、その場合にも儒学者たちの対応論理が活発だったのは、朱子学が特に強かった韓国だけの

現象だったように見える。 

 

一方で、韓国は 1910 年から植民地となり、失われた民族と近代に対する積極的な企画があった。自生

的近代の証拠として実学と実学者に対する定義及び系譜作業が始まり、現代において実学は近代化談論

のなか主体的な近代思想を担保する象徴のように扱われた。韓国の教科書において実学は重要な割合で

扱われており、その影響から現在 21 世紀の韓国においても実学は依然と生き続けている。 

 

これを傍証するために 1950 年代から 2010 年代まで『東亜日報』にあらわれる実学の使用頻度を調べ

てみた。 

 

東亜日報 1945-2014「実学」相対頻度(左：年度別 絶対頻度／右：年代別 相対頻度) 

                                                                                                                                                                           

不以空談。長而進於大學。亦必卽事卽物以窮理。… 則如近日之列國史誌及政律公法兵制農務工藝氣化等書。皆不妨購看而

料理之。以資來頭之實用。」(郭鍾錫『俛宇集』巻之九十三「答河聖權 丙午(1906)」) 

13(訳注)原文「略聞自方伯有設施于列郡。而其所擧錯。若將一掃六經。專驅之以功利之末。嗚呼聖賢之道。何其厄哉。竊恐

荑稗未熟。而赤子遽已化爲豺狼矣。傷如之何。亦須有實學君子者任其責而制其規程。然後國家生民庶有依賴。而此不可得。

秪益擾亂。何裨之有。」(郭鍾錫『俛宇集』巻之三十六「答河聖權」) 
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上の表を見ると『東亜日報』の実学用例は 1960 年代から増え始め 1970 年代に最も旺盛になり、1990

年代に少々減るものの 2000 年代に入り再び増加する流れにある。さらに共起語を通じて意味ネットワー

クを確かめてみよう。 

<東亜日報 1945－2014「実学」共起語、T-スコア省略> 

 
50s’ 60s’ 70s’ 80s’ 90s’ 00’s 10s’ 

1 

- 

研究 思想 思想 朝鮮 研究 研究 

2 思想 研究 研究 研究 朝鮮 茶山 

3 李朝 講座 性理学 思想 博物館 朝鮮 

4 教授 教授 社会 後期 茶山 博物館 

5 茶山 博士 教授 教授 思想 教授 

6 後期 茶山 後期 性理学 丁若鏞 丁若鏞 

7 韓国 精神 学者 韓国 後期 哲学 

8 性理学 性理学 朝鮮 丁若鏞 世紀 後期 

9 丁若鏞 韓国 茶山 哲学 教授 世紀 

10 世紀 世紀 世紀 茶山 時代 思想 

11 文化 後期 丁若鏞 李瀷 哲学 韓国 

12 社会 文化 学問 学問 韓国 李瀷 

13 

- 

学問 韓国 時代 性理学 時代 

14 社会 李瀷 近代 精神 性理学 

15 朝鮮 近代 世紀 学問 近代 

16 時代 時代 精神 文化 講座 

17 近代 精神 社会 学者 文化 

18 学者 文化 文化 社会 精神 
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19 李瀷 

- - 

李瀷 学問 

20 
- 

講座 学者 

21 近代 社会 

 

いくつか特徴が見られる。教授、研究、講座、学者などを除けば、1960 年代以降実学の旺盛な用例を

導いた共起語は「思想」だった。しかし「思想」は 2000 年以降頻度が減少している。これと似たケース

が「精神」と「講座」である。実学用例が最も多かった 1970 年代に「思想」に連れ「精神」と「講座」

も多く、段々減っていく。1970 年代頭には「実学思想の講座による精神(文化)伝播」というような記事

が見られる。これは当時朴正煕政権の所謂「韓国的民主主義」というスローガンと精神文化の復興策に

朝鮮実学が活用された様相を彷彿させる。一方でこれと逆の流れもある。「朝鮮」は次第に頻度が高まり、

「哲学」は 1990 年代から登場し段々頻度が上昇していく。1990 年代以降、実学は朝鮮の学問として理

念的色彩を脱却する傾向を帯びる。一方、茶山と博物館はまた別の流れを見せる。茶山—丁若鏞に対す

る関心は徐々に高まり、博物館は 2000 年代に使用頻度上位になる。この 2000 年代の実学使用頻度の復

興は「茶山遺跡地に建てられた実学博物館」が原因である。これに関しては 2000 年代以降韓国の主要日

刊紙 4 種(朝鮮日報、中央日報、東亜日報、ハンギョレ新聞)を構築しているコーパス(言語全集、

http://corpus.korea.ac.kr/)分析では「茶山、丁若鏞、博物館、祝典、京畿道、南楊州、遺跡地」等、固

有人物、特定地域、文化施設等の用語が 2004 年以降上位共起語約 50%を占めていることにもよく表れ

ている。1960 年代中盤の思想で近代を象徴していた実学は、その後朝鮮哲学として扱われ特定地域の文

化アイコンへと変わりつつあるのである。 

 

参考 

Kim Yun Kyeong(キム ユンギョン) ｢近代 転換期実心実学の多層的含意｣ 『陽明学』53、2019。 

盧官汎(ノグァンボム) ｢大韓帝国期実学概念の歴史的理解｣ 『韓国実学研究』25、2013。 

李坰丘(イ ギョング) ｢概念史と内在的発展;「実学」概念を中心に｣『歴史学報』213、2012。

http://corpus.korea.ac.kr/
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第 15回日中韓・東アジア実学国際学術大会（東北大学） 

2019年 12月 21-22日                           

長寿社会と現代文明 

            ――東アジア〈西洋近代〉受容共同体のアポリアと展望 ―― 

                                   大橋 健二 

 

 はじめに   

 

 グローバリズムという名の新自由主義・市場原理主義の支配下にある現代文明は、個々人に

対し自立や自己責任・自己決定能力、非依存的な〈強い個人〉を求めてやまない。現代人は経

済原理に駆動された活動主義（前進・拡大・合理・効率・スピード・有用・能動・健康・若さ）

を基調とする、限りなく〈強さ〉を志向・追求する文明に生きている。背景にあるのは、人間

による自然支配を当然視するユダヤ・キリスト教の人間中心主義 anthropocentrismと、主体／

客体を分離し自他を「分ける」デカルト的二元論、自我の無限拡大を求め徹頭徹尾自己に依存

する個人主義の「ファウスト的自我」など、いわゆる〈西洋近代〉の論理である。 

150年前の明治維新以来、〈西洋近代〉を世界のどこよりも熱心かつ無邪気に追い求めた日本

の現代社会に顕現した種々の歪みと病理現象――人格の尊厳を踏みにじる経済的格差の拡大・

貧富の固定化、不平等・不公平感から湧き上がる社会的・世代的対立、ローカル経済の破壊と

伝統的共同体の消滅、人間的「つながり」の希薄化に伴う個人の孤独・孤立、強者の立場から

弱者を見下し排除しようとする社会風潮、そして世界最大規模の「老人大国」の出現――は、

こうした〈西洋近代〉即ち〈強さ〉の文明の中に生じている。 

 今日の日本は世界最先端をいく「老人大国」「老人先進国」である。今世紀に入り世界史にも

例を見ない人口急減・少子高齢化が進み、国家規模では人類史上初の「超高齢社会」(65 歳人

口が総人口の 21％超の社会、2007年の日本が最初）となった。これを凌駕する勢いで韓国・台

湾が続き、そして中国、少し遅れて全世界が追う。人類が初めて経験する「超高齢社会」の未

来は不透明で、世代間対立の激化が予想されるなど必ずしもバラ色とは言えない。 

 東アジア世界には、天地万物すべては陰と陽という相反相待する二つの気の中に生起・変化

するという陰陽思想がある。われわれが生きるこの宇宙は陰陽二気による相互依存・相互制約・

相互転化・相反相成という不離一体的な相関・相補関係の中に形成される。陰と陽の二気は互

いを絶対的に必要とする。今日の世界を覆う〈強さ〉の文明は、男性的かつ若者的な「陽」の

気の一極支配であるがゆえに、そこに種々の歪みと病理現象、深刻な矛盾や不調和を内在する

に至った。 

現代文明の周辺者 marginal manとしての高齢者――子供や女性、障害者、重篤な病人らも同
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様――は、〈弱さ〉において「陽」と相即不離の「陰」の気に相当する。〈弱さ〉の象徴・体現

者としての老人は、その〈弱さ〉ゆえ逆説的に、病理的な歪みを抱えて進む現代世界＝〈強さ〉

の文明に対するオルタナティヴ、すなわち〈強さ〉に繫縛された現代文明を相対化することの

できる存在者として、現代文明の「変革者」もしくは「救済者」としての資格と責務を付与さ

れていると言ってよい。 

 

 １．「迷惑をかけない」老後 

 

  現代世界を覆いつくすアメリカ発のグローバリズム、優勝劣敗の新自由主義によって加速さ

れた社会的分断・格差社会に見るように、現代文明はかつてない規模と深みにおいて自立や自

己責任・自己決定を自明とする強い個人、〈強さ〉の論理が支配する。ユヴァル・ノア・ハラリ

“SAPIENS：A Brief History of Humankind”2011）は、「個人」と「家族・コミュニティ」、「国

家・市場」の相関関係を近代以前、近代以後に分け「弱い個人」対「強い個人」という図式で

示した。 

  近代以前 ＝ 弱い個人 → 強い〈家族・コミュニティ〉 → 弱い〈国家・市場〉  

  近代以後 ＝ 強い個人 → 弱い〈家族・コミュニティ〉 → 強い〈国家・市場〉   

近代以前の人間が強い〈家族・コミュニティ〉の中で生を営む「つながりの自己」すなわち「相

互依存的・互恵互酬関係にある自己 interdependent self」であるのに対し、近代以後は〈家

族・コミュニティ〉を必ずしも必要としない「アトム的自己 atomistic self」が社会の中心に

据え置かれるようになった。アジア・アフリカなどの相互依存・協調的な「つながりの自己

interdependent self」に対し、個々人がバラバラに分断された「アトム的自己」が社会のメイ

ンストリートを闊歩する。〈強さ〉を至上価値として〈弱さ〉を拒否する現代文明は、依存

dependenceを恐れ、これを恥じる傾向が強い。 

 医療科学系大学で私が担当する一般教養講座「哲学と死生観」（一年生が対象、毎年 300名前

後が受講）の 2019年度春期試験で、①現代日本の高齢者をどのように見ているのか、②どのよ

うな老後を理想と考えるのか、という論述問題を出した。①では、学生の多くが近年多発する

高齢者による自動車事故を取り上げ、免許証を「返納」しないで運転を続ける老人を「危険」

で「傲慢だ」と批判的に見ていた。②では、ほとんど例外なくほぼ全員が、自身の「健康」重

視と併せて家族・周囲に「迷惑をかけたくない」老後が理想と答えた。学生たちが口をそろえ

て語った「迷惑をかけたくない」という理想の老人像は、現代文明が強調する自立・自己決定・

自助努力（非依存性）と同根、パラレルの関係にある。周囲に迷惑をかけないで死ぬという高

齢者の「終活」ブーム同様、現代文明が強調する自立・自己決定・自助努力（非依存性）の精

神は若者世代に漏れなく共有されている。戦後日本の教育界は、一貫して児童生徒に「他人に
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迷惑をかけない人間になれ」と自立し独立した個人を理想として〈強い個〉の育成に力を注い

できた。現代の青壮年層が新自由主義・市場原理主義にさほど違和感を覚えず、かえって親和

的である所以である。 

こうした日本人の集合的無意識 Archetypusともいうべき「非依存」的精神・感性の背景にあ

るのは、①源平以来の武士文化によって育まれてきた、他人への依存を「恥」とする社会風潮

②明治以来、世間に広く歓迎された福沢諭吉「独立自尊」的価値観③1980年前後から英米の政

治家・学者らによって主導され現代世界を覆うに至った新自由主義――絶えざる競争・自己革

新・自己決定・自己責任という「強い自己」を前提とする――への無条件受容・全面拝跪④戦

前の全体主義への反省を踏まえて制定された「教育基本法」(1947年施行)が重点を置く「個人

の尊重」――個人主義あるいは「独立した自己」「自立した個人」の強調――を根本価値とする

戦後教育の成果、などが考えられる。 

 

２．傷つきやすさ vulnerableと非依存的自己 independence self 

 

現代日本社会では、「労働」から解放されるサラリーマンは定年後、「終わった人」すなわち

「社会的死者」と化す。日本人の多くは、会社で「有能」「有用」と見なされることに少なから

ぬエネルギーを傾注するが、会社を辞めてみてはじめて、社会にも、家庭にもどこにも居場所

がないことに愕然とする。こうした人間を、ポーランド出身の社会学者ジグムント・バウマン

（1925－2017）は「不要な人間・廃棄された人 wasted humans」と形容した。経済活動に役立

たない非生産人間は、価値のない存在として社会から排除され、行き場・居場所を失うという

のだ（“Wasted Lives: Modernity and its Outcasts”2004）。 

バウマンは、「近代」を前・後期の二つに分ける。前期の「固定化した近代社会 solid modernity」、

後期の「液状化した近代社会 liquid modernity」である。前者が明確な秩序と強固な組織をも

つ安定した社会であるのに対して、後者は固定的な秩序・組織が融解し液状化した不安定・不

明確な社会であるため個人がその責任において自己のアイデンティティを獲得する必要に迫ら

れる（”Liquid Modernity“2000）。 

バウマンと同じくポーランド出身の社会学者ウルリッヒ・ベック（1944－2015）は、産業革

命によって 19世紀に出現した産業社会を「第一の近代」、これに対し、1980年代以降の新自由

主義、経済のグローバル化に伴う近代を「第二の近代」と呼ぶ。これは近代化による近代化す

なわち近代のラディカル化＝「再帰的近代化(reflexive Modernisierung」である。ここでは人

間が徹底的に「個人化 Individualisierung」されるという点で世界は「危険社会

Risikogesellschaft」に変貌する（“Reflexive Modernization：Politics, Tradition and 

Aesthetics in the Modern Social Order”1994）。 
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ベックによれば、こうした「再帰的近代化」においては繁栄と社会の安定の一方で、恐慌と

大量失業、ナショナリズム、世界規模の貧困、戦争、新たな難民という二項対立的状況の出現

が必至となる。社会的な「つながり」は限りなく融解し人々は「個人化」され、核家族すら分

解される結果、経済活動に無力な高齢者は家族からも見捨てられるというリスクに直面する。

高齢者は、経済的繁栄と科学技術の恩恵を受ける一方で、道具性・資材性・有用性に基礎を置

くハイデガー「Ge-stell」的世界、バウマンの「液状化近代」やベックの「再帰的近代化」、さ

らに今日の「グローバル近代」に必然的に生じた非情・冷酷な「危険社会」という大きな脅威

の中で残りの人生を営まざるを得ない。 

 今日のグローバル近代＝「危険社会」のなかで非依存的「自立」に立脚する現代人の「依存

からの超越」という生き方に見ることができるのは、人間が「傷つきやすさ vulnerable」や「壊

れやすいもろさ fragility」という<弱い>存在であることを忘失した不自然な、非人間性であ

る。現代社会には他者に依存することを恥辱と考え、依存 dependenceを極端に恐れる風潮が浸

透している。現代人は二項対立的なデカルト的パラダイム Cartesian paradigmによって形成さ

れた「非依存的自己 independence self」を当然視し疑うことをしない。しかし〈弱い〉存在

であることが人間の固有のあり方ではないのか。身心の限界を悟った時は自ら進んで他者に自

己を委ね、他者の厚意を喜んで受ける〈弱い〉存在としての自己を素直に受け止める強さとい

うものが求められるのではないか。 

 近年の人類学研究によれば、初期人類（700万年～20数万年前）は他の動物を捕食する Man the 

Hunter（狩るヒト・狩猟者）ではなかった。逆に、数々の大型肉食動物（トラ・ライオン・ヒ

ョウ・ピューマ・オオカミ・ハイエナ・ヘビ・ワニ等）に捕食されていた非常に脆弱な被食種、

すなわち Man the Hunted（狩られるヒト・被狩猟者）だった。その身体的〈弱さ〉ゆえに、脳

を大きくし、集団生活を選択し、言語=コミュニケーション能力を向上させ、他者と協力し他者

を思いいたわる相互扶助の社会性を発達させた（ドナ・ハートほか”MAN THE HUNTED”2005）。

人間は牙も爪もツノもなく逃げ足の速力もなく、捕食者に命を狙われる日々に恐怖し夜におび

える身心的〈弱さ〉の中で長い歴史を生きてきた。〈弱さ〉が人間固有の本質であり、人類進化

の原動力だった。 

 身体的・本質的に〈弱い〉存在である人間は他者と密接な「つながり」の関係で結ばれてい

る「相互依存的自己 interdependent self」であること、自分一人では生きることも死ぬこと

も出来ない〈弱い〉存在者であることを、高齢者は体験的・必然的に知ることになる。多くの

老人はここで初めて、自分たちが否応なく能動性を削がれ受働性に生きる存在者、他者の厚意

や助力に感謝する〈弱い〉存在として新たな自己を発見する。現代文明の<強さ>に繫縛され傲

慢や狭隘な視野のうちに閉じ込められて自我は、<弱さ>に目覚めるところにはじめて、他者に、

広く世界に、解き放される大きな心を持ちうるのだろう。            
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 ３．〈弱さ〉の哲学 

 

 現代世界において唯一の希望となるものがあるとするなら、それは〈弱さの論理〉〈弱さの哲

学〉ではないか。〈強さ〉のみを強調し〈弱さ〉を蔑視する社会は不健全な社会である。アメリ

カの医療倫理学者ダニエル・カラハン（1930－）は、現代の「自立志向」偏重、すなわち「依

存からの超越」という生き方の弊害を次のように指摘する。 

「自立 independence」を一方的に強調する社会ではかえって「死の恐怖」と「自分自身をコ

ントロールできなくなる恐怖」が蔓延する。自分の運命をすべて自分でコントロールしようと

する志向をあきらめ、これとは異なる「別の生き方」が必要となる。人間の条件とは「壊れや

すいもろさ fragility」に存在する。現代社会には「依存 dependence」を恐れる風潮が浸透し

ている。しかも個々人を自立に促す目標設定が「他人の生活や負担」を拒否する風潮を強めて

いる。人が生涯において一人ではできないことに関しては他人に依存することはけっして”汚

点”ではない。人間に固有なものとして付与されているのは「他人に依存する才能」である。

「他人に依存する才能の中には、価値のある、また必要な美徳がある。それは他人の気遣いに

気持ちを開いていること、喜んで強さと同情に身を委ねることである」。自ら〈弱さ〉を素直に

受け入れるところに「他者」との真の相互関係性が生じ、〈弱さ〉を甘受するところにこれまで

とは異なった「新しい自己」の発見がある（“The Troubled Dream of Life”2000）。 

 哲学的「終活（死に向けて行う準備活動・終末活動）」を「先駆的決意性 Vorlaufende 

Entschlossenheit zum Tode」という難語で語ったハイデガーへの強い影響が指摘されるドイツ

の哲学者マックス・シェーラー（1874-1928）によれば、近代文明を支配するのは快楽主義と「自

己責任」思想である。これらが人と人との結びつきを分断し、人間を「孤立化、孤独、不確か

さ、共同体や伝統や自然からの疎外、憂慮、生の不安」へと導いた。ここに出現したのは、自

己と自己の意志のみを頼りにし「自己尊敬」と「非依存型」の獲得に努力する一方で、他者の

不幸や弱さに無感覚で鈍感な「緊張」型社会である。人間を孤立・孤独から救い、世界や他の

人々との結びつきを回復させるには「緊張緩和の道 Weg der entspannung」をとる以外にない。

これを可能にするのは、他者との競合に翻弄される思考からの方向転換であり、自己の存在に

対する「謙虚 humilitas」な姿勢、自らの「小ささ」を自覚する態度である。「自己の思い誤っ

た正しさ、品位、功績、人からの尊敬」といったものを思い切って手放すことが肝要である（“Zur 

Rehabilitieung der Tugend”1913）。 

 現代文明が〈強い個〉を前提としているのに対し、老人と子供は、他者に頼らざるをえない

〈弱い個〉として存在する。〈強さ〉と共同歩調をとる現代世界がさまざまな矛盾や歪みを顕現

させている今日にあって、ここに求められこれを救いうるのは老人と子供に共通する〈弱い個〉
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の論理、〈弱さの哲学〉である。それにはまず老人がこれに目覚めなければならない。自覚的・

覚悟的に〈弱さ〉の哲学を学び・実践し、〈弱い個〉を生きる主体となれるのは子供たちではな

く、老人たちである。 

   

 ４．ヘロデ主義 Herodian 

  

 近代以降の東洋世界、とくに中国・日本・韓国の東アジア三国は、ともに世界でもっとも熱

心に〈西洋近代〉を信奉し受容・追随し、西洋諸国を凌駕する大きな利益を得た。日本が東洋

世界における〈西洋近代〉の突出した優等生となるきっかけをつくったのは明治維新である。

東アジアの近代化志向はアヘン戦争（1840-42 年）に始まる西洋列強の東洋進出「西洋の衝撃

Western impact」に端を発する。この衝撃から富国強兵と欧化政策、祭政一致を目指す神国日

本の復活を掲げた明治政府は、西洋近代的な〈強さ〉の文明を熱烈かつ一途に追い求めた。幕

末期の西洋列強の圧倒的な軍事力へ怯えと水戸学的な異人恐怖症 xenophobia に由来する集団

ヒステリーが一転、西洋文明の手放しの受容と追随に転じた。 

ある文明が侵略的な異域 alien 文明の攻勢によって挑戦を受けた場合、ゼロト主義 Zealot

とヘロデ主義 Herodianという二種類の反応が生じる。ゼロト主義は自分が信ずる神に頼って自

分の殻に閉じこもり異域の文明を全面的かつ熱狂的に排斥する。これに対しヘロデ主義――ユ

ダヤ王へロデ大王やロシヤのピョートル大帝、日本の明治維新の指導者たち――の反応は、冷

静かつ打算的に「侵入してきた異域文明のもつ武器をわがものにし、その借りものの武器を本

来の発明者であり所有者である者から自分を守るために使用することによって、その侵入文明

にひけをとるまいとする」。しかしゼロト主義のような没落の運命を免れたとしても、代償とし

て「侵略者側の文明の生き方に転向するという運命をみずからまねくことになり、そのこと自

体が特有の苦痛や祟りをともなう」（アーノルド・トインビー”THE psychology of Encounters 

between different civilizations.”1956）。 

 西洋列強の東洋進出に際し中国や韓国が当初、ゼロト主義（伝統派・土着派）を採用したの

とは異なり、初めからヘロデ主義（西洋派・近代派）を選択した明治政府～現代日本は、侵略

者側の文明すなわち西洋近代の〈強さ〉の文明の熱烈な模倣者・追随者として、それに伴う代

償である「苦痛」と「祟り」――西洋近代が招来した種々の歪みと様々な病理現象――を全身

に浴び続けたまま今日を迎えている。明治維新でいち早く近代化に成功した日本を見て、中国

と韓国はその後、ヘロデ主義に路線変更して現在に至る。 

 

 ５．「陽」と「陰」の気 
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 日本における〈強さ〉の文明の追求は、軍事的には大日本帝国の大敗北（1945年 8月）で終

焉したが、戦後は世界第二の「経済大国」として復活しアメリカ主導の新自由主義路線に積極

的に加担するなど、明治以来の〈強さ〉の文明への志向・信奉は変わらない。 

 東アジア三国に通底するのは「気」の思想である。自然と人間、万物を構成する根源的物質・

エネルギーである「気」は、「一陰一陽、これを道という」（『易経』繋辞上伝）「陰陽なる者は

気の大なる者なり」（『荘子』則陽篇）とあるように、陰と陽の二つの気から成り、陰陽二気の

相互作用において天地万物が生成され変化する。 

陰陽二気のうち、「陽」の気は「天・光・明・剛・火・夏・昼・生・父・表・動物・膨張・上

昇・前進」で、それは「能動・攻撃・活発・興奮・利益」の形をとる。一方の「陰」の気は「地・

闇・暗・柔・水・冬・夜・死・母・裏・植物・収縮・下降・後退」であって「受動・防御・沈

滞・抑制・損失」の性質を持つ。前者が男性的な〈強さ〉の気であるなら、後者は女性的な〈弱

さ〉の気である。陰と陽はつねに対になっており、どちらかが欠ければ、一方は存在すること

はできない。陰と陽の二気は万物生成の原理であるとともに、互いに交感・循環・流通・交替・

生成消滅・屈伸変化の原理となる。「天地は一気に過ぎず、それが自ら陰陽に分かれ、その陰陽

二気が互いに感ずることによって、変化して万物を生成した。ゆえに事物は常に対となってい

る。天は地と対をなし、生は死と対をなし、語と黙、動と静、みな同じことが言える（天地只

是一気、便自分陰陽、縁有陰陽二気相感、化生万物、故事物未嘗無対。天使対地、生便対死、

語黙動静皆然）」（『朱子語類』巻 53、孟子三「公孫丑上之下」人皆有不忍人之心章)。 

 宇宙万物は陰陽の二気の相互作用によって成立する。ラテン語に「Contraria sunt 

Complementa（対立する両者は互いを補完する）」とあるように、相反する二気（陰・陽〉は相

互依存・相互制約・相互転化・相反相成という相関・相補・相待の関係にある。天地万物が正

しく生成・変化し、世界が真正に運行するためには、陰と陽の相反する二気の存在が絶対的な

不可欠条件となる。一方の気が欠ければ、そこには必ず偏倚な軋轢、巨大な不調和が生ずる。 

 ユダヤ・キリスト教的な人間中心主義 Anthropocentrism、自他の分離・対立を是とし絶えざ

る前進・拡大をめざすデカルト的二元論・ファウスト的自我という一種の傲慢性を内在させた

〈西洋近代〉は、男性的な「陽」の気が排他的に一極支配する〈強さ〉の文明にほかならない。

反グローバリズムを掲げて近年台頭した米英など強権政治的な「自国第一主義」もその傲慢・

排他・攻撃性において同じ範疇に属する。 

〈西洋近代〉を無邪気かつ熱烈に追い求めた日本の近代化（資本主義化・経済化・工業化・

都市化・合理化・効率化・組織化・管理化・情報化・個人主義化）の果てに生じたのは、潜在

的逆機能 latent dysfunction――行為者が意図も予期もしないマイナスの有害な効果・作用―

―としての酷薄で非人間的な格差社会、世界史にも例を見ない人口急減と「老人大国」＝人類

初の「超高齢社会」の出現だった。陰陽理論でいえば、「陽」の気の一極支配は、明るさと豊か
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さの裏面に野蛮で不公平、グロテスクな世界を現出させた。 

 

 ６．共同体主義 communitarianism 

 

 地球規模に拡大された新自由主義・経済グローバリズムは、自立し非依存的な主体という「強

い個人」、いっさいの対他的拘束から解き放された自由・独立の自己を大前提とする。近代の自

由・個人主義的自己を批判的に捉える共同体主義 communitarianismのアラスデア・マッキンタ

イア（アメリカの哲学者、1929－）はこれに対し、身心の〈弱さ〉すなわち「傷つきやすさと

脆さ vulnerability and fragility」に人間の本質をみる。人間を、自立と非依存的存在とし

てではなく相互に依存し合う知的動物、すなわち「依存的な理性的動物 Dependent rational 

animals」と名付ける。 

 人間 Homo sapiensは、他の動物たちとは異なり想像し考える sapiensことができる半面、精

神上の「苦しみ affliction」を宿命とする「傷付きやすい vulnerable」存在であり、特定の他

者に依存し保護と支援を受けなければ生きることができない。老人と幼児に限らず、人間が宿

命的に有する「傷つきやすさと受苦」、ここにおいて他者への「依存」は否定されるべき負い目

や恥辱などではなく、むしろ人間存在の本質に沿った行為である。現代の〈強さ〉の文明は、

個人の自立や独力を理想として掲げ、「自立の徳 virtue of independence」を要求し称賛する。

これに対し、相互依存・他者依存を「生」の不可避・不可欠条件とする「依存的な理性的動物

Dependent rational animals」である人間は、人間固有の相互依存・互酬関係性になかに育ま

れてきた「承認された依存の徳 virtue of acknowledged dependence」というものを、存在の

底から呼び起こさなければならない（“Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the 

Virtues”1999） 

 1980 年代から 1990 年代にかけて熱心に議論された政治哲学的論争「リベラル・コミュニタ

リアン論争 The Liberal-Communitarian Debate」で、ジョン・ロールズ（アメリカの政治哲学

者、1921－2002）ら近代主義のリベラリストたちは歴史や伝統、集団や家族などあらゆる共同

体から切り離され自由となった「自立した個人」を強調した。一方、人間は歴史や都市・地域・

家族などの諸共同体から分離された存在ではありえない「状況づけられた自己 situated self」

であるとして批判したのがマッキンタイアら共同体主義の論者たちだった。 

 マイケル・サンデル（アメリカの政治哲学者、1953-）とともに代表的な共同体論者として知

られるマッキンタイアは、自分の属する共同体から切り離された近代の自由主義的な個人主義

――サンデルはこれを否定的に「負荷なき自己 unencumbered self」と名づけた――を、自分

自身の自足的な道徳に閉じこもる「孤立と自己陶酔」の人間であると批判した。歴史や伝統に

加え、家族・近隣・都市などの諸共同体の一員であることを自覚するところに、人間は自分自
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身を発見する。共同体的なヨコへのひろがり、歴史や伝統というタテの時間軸への感覚こそが

「未来の可能性」を開いてくれるからである（“After Virtue: A Study in Moral Theory”1981）。 

 こうしたサンデルやマッキンタイアらの共同体主義は、戦前の日本に見る全体主義国家や同

調圧力の強い現代日本社会では、「個人の尊厳」「個人の自由」を抑圧し阻害する悪しき思想と

して批判的に語られるのを常とする。しかし共同体主義を、個人を家族・地域・教会などの組

織・集団に縛り付ける「負荷」としてはたらくネガティブな思想と否定的に評価することは正

しくない。共同体 communityは本質的に「傷つきやすさと脆さ」という〈弱さ〉を持つ人間に

対する相互扶助・相互依存の場を提供するだけでなく、人間の条件である「相互依存的自己

interdependent self」を個々人に自覚・喚起させる場でもあるからだ。 

 

 ７．孝(生命連鎖性 Generativity)の哲学 

 

 マッキンタイアは“After Virtue: A Study in Moral Theory”第二版（1984 年）の日本語

版『美徳なき時代』への序文で、「近代性のもたらした災いに対する道徳上の治療」として「よ

り古くからの所得の伝統に依り頼むこと」ができる儒学思想に大きな価値を認める。人間が所

有すべき「徳」という概念はアリストテレスの哲学に求めることができる。アリストテレスと

儒学思想はどちらも「人間のあらゆる社会生活にふさわしい道徳秩序を提示している」など多

くの点で大幅に一致する。アリストテレスにもっとも近いのは中国・宋代の儒者、程頤（程伊

川、1033－1107）と朱子（1130－1200）であり、この両人の「新儒学思想を日本で適応させた

著述家たち」である。 

 マッキンタイアは「新儒学思想の日本の著述家たち」の具体名を語っていないが、江戸時代

に新儒学（朱子学・陽明学）を修学した藤原惺窩、林羅山、中江藤樹、熊沢蕃山、山鹿素行、

伊藤仁斎、荻生徂徠、新井白石、山崎闇斎らが候補として挙げられよう。彼らが信奉した儒学

思想でタテの共同体主義的倫理が「忠・孝」道徳である。しかし君主に対する「忠」と父母を

敬い仕える「孝」は戦後ともに、天皇制全体主義国家を支えた悪しき封建道徳、民主主義や近

代市民社会とは対立するものとして徹底糾弾された。 

 ところが君臣・上下関係の「忠」道徳は、戦後の「会社社会」のなかで静かに復活し、日本

人の多くを会社に忠誠を尽くす「会社人間」化する動力となった。これに対し、血縁的結合に

由来する家族道徳の「孝」は今なお、復活の気配はなく風当たりは相当強い。安倍政権の教育

政策や改憲案を厳しく批判する前川喜平・元文部科学省事務次官は、2018度から教科に格上げ

された「道徳科」が「家族を国家・社会の一単位と捉え父母・祖父母を敬う」ことを問題視す

る。「集団への帰属」や「直系尊属を敬うという縦の血統を重視」する姿勢は教育勅語の復権と

つながっていると厳しく咎め、「個人の尊厳という憲法的価値に違背する疑いがある」とまで断
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じた（前川喜平『面従腹背』毎日新聞出版、2018年）。 

現代日本の教育行政のトップであった前川の発言に見るのは、儒学的な「孝」の思想は「直

系尊属を敬う縦の血統」を重んじる点で「個」を否定する論理であり、教育勅語の復権につな

がる戦前回帰のいまわしき亡霊、憲法の基本精神「個人の尊厳」に対立する有害な思想だとい

うことである。しかし「孝」は元来、単に親への思慕や家父長的な報恩関係といった狭く、限

定された概念ではない。「孝」は、両親への愛情・いのちの尊厳と継続という点でごく自然な、

そして「依存的な理性的動物 Dependent rational animals」である人間がその存在の底から呼

び起こさねばならない「承認された依存の徳 virtue of acknowledged dependence」の筆頭に

あげられるべき徳目である。 

江戸時代の新儒学、その思想家のなかで幕藩体制を支える主従関係の「忠」ではなく、例外

的に「孝」を重視しこれを祖先崇拝・報恩関係という家族的・宗族的エゴイズムから解き放ち、

スケールの大きな、深遠な哲学的概念に昇華させたのが中江藤樹（1608-48）である。父母を慕

う念=「孝」こそが人間の本来的根源的な心のあり方であるとした王陽明の考えを継承する「孝」

の哲学者・藤樹はこう述べる。 

    この宝（孝）を捨てては人間の道が立たない。人間の道が立たないだけでなく、天地の道

も立つことができない。天地の道が立たないだけでなく、太虚の神化（宇宙・万物の生成

変化）も行われことはない。太虚（宇宙生成の本体・宇宙万物の根源）・三才（天地人）・

宇宙・鬼神（神霊）・造化（万物の化育順行）・生死、ことごとくこの宝によって包括され

ているからである。     （『翁問答』上巻之本、1641年） 

 藤樹によって「孝」は、親への敬愛・孝養という家族主義的な徳目という現世的なものを超

え、生まれながらの至情、生命の流れと継続性、人間の本性であり天地人を一貫する普遍の原

理、人間が踏み行うべき最高道徳、万物を生成する根源（太虚）という深遠な哲学的概念に昇

華された。「孝」が指し示す太虚（宇宙生成の根源）―天地・万物―人類―祖父母―父母―われ

―子―孫というタテの無限の血縁的連鎖は、現代の個人主義を批判し人間を「依存的な理性的

動物 Dependent rational animals」と見て、その「傷つきやすさと脆さ vulnerability and 

fragility」のゆえに、人間における「他者への依存」を必要かつ当然とするマッキンタイアの

伝統重視の共同体主義と強い親和性を持つ。 

 

 ８．祖父母型 Generativity 

 

 戦後日本の民主主義社会で嫌悪され徹底的に忌避・無視されてきた「孝」は、「老」（腰を曲

げて杖をつく老人）と「子」（頭部が大きく手足のなよやかな乳児）の会意文字である。老（死

に向かう存在/死）と子（生に向かう存在/生）というように方向を逆にする対立・相反者の一
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体化である。それは父母と子というよりむしろ、祖父母と孫の関係に近い。 

 儒学の「孝」と類似した考えを、アメリカの精神分析学者エリック・エリクソン（1902-94）

は、「Generativity生命連鎖性」あるいは「Grand-generativity祖父母型生命連鎖性」という

造語で語る（“The life cycle completed”1982、“Vital involvement in old age”1986）。generate

生み出すと generation世代を組み合わせた Generativityは「生殖性」「世代性」「世代継承性」

「次世代育成能力」などと訳出される。しかし異なる世代との一体化・相互関係性を語る

Generativity は、「世代間交流」あるいは「生命連鎖性」という訳語がふさわしいのではない

か。 

祖父母型 Generativityは儒学の「孝」の考えと基本的に一致する。老（祖父母）と子（孫）

の相互関係性「Grand-generativity」は、「親的役割の極致」であるところにおいて「老年者に、

老年期の最も積極的な生きたかかわりあい vital involvementのひとつを提供する」。「死に向

かって成長する」ことを定められている老人たちは「次の世代の生存者」との間で相互関係を

結ぶ努力、すなわち「相互連関と相互依存の成熟」を図ることが求められる。「人類の未来への

唯一の希望は、まさしくこの相互依存の認識と受容にあり、これこそ地球という惑星が生き延

びる唯一の道」である(エリク・Ｈ・エリクソン他“Vital involvement in old age”1986)。 

エリクソンは「Grand-Generativity」を、織物の「横糸」と「経糸」の関係で説明する。歴

史や伝統といった先祖伝来の価値の守護者としての老人は、社会という「横糸」に生きる次世

代の人間に歴史や伝統・経験に基づく知恵という「縦糸」を提供する。横糸と縦糸の相互連結

性はすべての世代グループの相互依存性を強め、調和のとれた社会の全体性を確立するのに貢

献する。ここで問題となるのは、どうしたら現代の老人たちがコミュニティに不可欠な「共働

者」になりうるか、どうすれば彼らから経験に裏打ちされた「智慧 wisdom」を拠出させること

ができるかという点にある。 

彼らから「智慧」を拠出させる一つの方法として、エリクソンが提案するのはさまざまな年

齢層、異世代のグループが一緒に学ぶ「ワンルーム・システム」という場の形成である。「われ

われは、さまざまな年代のグループが一緒に学ぶ、ワンルーム・システムの学校を経験したこ

とはほとんどない」「異なる世代のものが顔を合わせるのは、家族全員が揃うとき以外はめった

にない。このために、若い世代がこれから迎える人生段階とその課題を予想することも、老い

た世代が以前に生きてきた人生段階を感情移入と理解を鋭く感じて振り返ることも難しい。老

年者にとってこれはひとつの損失であるが、彼らの多くはそのように自覚していない」（“Vital 

involvement in old age”） 

  「自分と同年代の人たちと絶えずいっしょにいると、気力が損なわれることもある。老人た

ちは、自分より若い男女と共にいることから大きな喜びを引き出すことができ、子供の自然な

遊び心を楽しむことができる。……年配者にとってあまりにも興味を萎えさせる慣習的な同年
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輩どうしのグループづくりが、今日の社会を悩ませている老人差別の根源にある、と断言して

もいい」（同） 

 若い世代と老いた世代は接触と交流の機会を積極的にもつ必要がある。ここで求められるの

は「教える-教えられる」――老年者は「経験と智慧」を、若者は「活力と希望」を差し出す―

―という互酬関係的な「助力の交換」である。老年者がすべきこととは、「長い歴史と物語」を

もつ「時間の蒐集家、記憶の保存者」として、蓄積された「智慧」や「過去の技術」、これらを

次世代に生きる若い人の「未来へと受け渡す」ことにある。 

 老若どの世代においても他者と深く関わること――そこに少なからざる対立や葛藤が生じる

にせよ――が、人生と人間性を豊かなものへと向上させる不可欠の条件となる。とりわけ高齢

者と若い世代との隔てなき異世代間交流、すなわち儒学的「孝」(生命連鎖性 Generativity、

Grand-generativity)、あるいは異世代間における相互依存的「世話」――ネル・ノディングス

の「caring」・ハイデガーの「sorge」――の実践は、〈弱さ〉を共有する老人と若者双方におい

て彼らの生き方・意識・人格をも変える力を持つのではないか。そこには「世話する－世話さ

れる」「教える－教えられる」「助ける－助けられる」という相互扶助・相補的で濃密な関係性

が生じる。それは老若相互に人格的成長を促し、人間が本来有する他者へのやさしさ・気遣い

という高貴な心性を引き出してくれるものとなるのではないか。 

  

 ９．生涯学習と「不朽」への道 

 

 近世日本にあって孔子の思想に老荘・仏教の思弁を取り入れた新儒学（朱子学・陽明学）を

受容した儒者のうち、筑前福岡藩儒を 71歳の辞職後 85歳で亡くなるまで膨大な著書を書き続

けた貝原益軒（1630-1714）、幕末期儒学界の大御所・佐藤一斎（1772-1859）の両名は「生涯学

習 lifelong learning」の実践者、提唱者として令名がある。 

 88歳で生涯を閉じた一斎が 42歳から 82歳までの 41年間にわたって書き続けた哲学的エッ

セイ集『言志四録』は、『言志録』（刊行時 52歳）『言志後録』（66歳）『言志晩録』（78歳）『言

志耋録』（82歳）の四巻から成る。「士は独立自信を尊ぶ。熱に依り炎に附くの念、起こすべか

らず」（言志録）「士まさに己に在るものを恃むべし。動天驚地極大の事業も、またすべて一己

より締造す」同）「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。ただ一燈を頼め」（言志

晩録）「学に志す士は、まさに自ら己を頼むべし。人の熱（恩恵）に因るなかれ」（言志耋録）。

これらに見るのは、自己の確固とした「独立」の精神、自立した強い個人を要請する武士的な

エートスである。それは戦後教育の柱である「教育基本法」（1947年施行）が一貫して強調す

る「個人の尊重」「個性の尊重」として今日に受け継がれている。 

 一斎の学問を貫くのは、人間は生涯にわたって学び続けなければならないという「生涯教育
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lifelong education」あるいは「生涯学習 lifelong learning」への強い信念である。「この学

は吾人一生の負担なり。まさに斃(たお)れてのち已(や)むべし」「孔子は志学より七十に至るま

で、十年ごとに自らその進む所あるを覚え、孜々として自ら彊(つと)めて、老のまさに至らん

とするを知らず」（言志後録）「老学もっとも宜しく老力を励ますべし」（言志耋録）。人間は「死

してのち已む」（『論語』泰伯）の精神で命ある限り学び続ける努力をせよという一斎の生涯学

習の核心は有名な次の言葉に示されている。 

少(わか)くして学べば、則ち壮にして為す有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老

いて学べば、則ち死して朽ちず（少而学則壮而有為、壮而学則老而不衰、老而学則死而不

朽）                                              （言志晩録・60） 

 一斎の言葉は、朱子・呂祖謙編『近思録』（1176年刊）の「学ばざればすなわち老いて衰う

（不学便老而衰）」（為学類）に依拠する。「老而学則死而不朽」にある「不朽」はふつう、「名」

の永続と解釈されている。儒学の徒が徳の報酬として期待するのは現世においては「長寿と健

康と富」であり、死後に関しては「名声を後世に残す」ことにある(マックス・ヴェーバー

“Konfuzianismus und Taoismus”1920-21）。しかし一斎が「人の月を看るは、皆いたずらに看

るなり。すべからくここにおいて宇宙無窮の概を想うべし」（言志録）と宇宙の永遠性・無限性

を語っているのを見れば、こうした一般的な解釈とは別の解釈も成り立つ。 

学び続けることで人間は「不朽」（永遠なるもの）の存在者に向上することができるのだとい

う存在論的な強い確信は、最高の認識を獲得することで人間は自己が永遠であることに覚醒す

るとしたスピノザの「人間精神は身体が亡びると同時に、完全に破壊されるものではない。む

しろ、精神の中のあるものは、永遠なものとして残る」（『エチカ』Ⅴ定理 23）に通じる。宇宙

が永遠なるもの・無限なるものであるとするなら、これを信ずる精神にもまた、永遠なるもの・

無限なるものを所有している。大いなる喜びは、この世のあらゆるもの・出来事を「永遠の相

のもとに sub specie aeternitatis」おいて認識すること、すなわち永遠かつ無限なる「神」（秩

序ある宇宙・造化の法則）に対する愛に生じる（『エチカ』Ⅴ定理 42）。 

 一斎の「不朽」の語は、絶えず学び続けることが永遠なるもの・無限なるものへの参与・到

達を可能にするということを意味する。死すべき人間が、学ぶことを介し、そこに永遠・無限

なる存在者としてのおのれを発見する。人間の生は死によって断絶されるものではない。「老い

て学べば、則ち死して不朽」とは、学ぶことによって狭小かつ有限なる人間存在が不滅・永遠

なる存在へと反転・昇華する確信あるいは願望、大いなる喜びを語る言葉として理解される。 

 ７２歳で死んだ孔子（前 552/前 551-前 479）は「十五志学」から５５年後の 70歳、到達し

た老いの心境を「七十而縦心、欲不踰矩」――七十にして心を縦(はな)ち、欲すること矩を踰

えず――と述べた。「縦心（しょうしん）」――唐の『開成石経』（中国に現存する最も古く最も

完全な形で残されている儒教経典の石刻、837 年）に「七十而縦心欲不踰矩」とあるが、唐の
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詩人・柳宗元(773-819)は「七十而縦心」で切り「欲不踰矩」と続ける（『與楊晦之書』）――と

は、心を「縦」（たて・はなつ・ゆるめる・ほしいまま）にすることである。それは天空に向か

って放たれる、ほがらかな放念を意味しよう。こうした老年期特有の超越境もしくは解脱境―

―エリクソンの生涯発達理論を継承するラーシュ・トーンスタム（スウェーデンの社会老年学

者、1944－2016）は同様の心境を「老年的超越 gerotranscendence」と呼ぶ――は、成熟への

絶えざる学びの老境に生じる。自己向上への努力はしかし、非依存的自己 independence self

や自己の内面に専心・沈湎する自己没頭的自己 self-absorptional self――現代日本でベスト

セラーとなる自己愛や自己憐憫に満ちた〈孤独のすすめ〉〈孤独礼賛〉本などに顕著――に閉じ

るのではなく、広く他者に、世界に、そして未来に開かれているものでなければならない。 

 

 １０．変革者あるいは救済者として 

 

 孔子が弟子たち（子路・曾皙・冉有・公西華）にそれぞれの志すところを尋ねたとき、曾皙

――『孝経』の作者とされ「孝」の実践者と知られる曾子の父親――は答えた。「春の終わりご

ろに春服を着て、5、6 人の青年たちと 6、7 人の少年たちを連れて温泉に入り、雨乞いする高

台の上でひと涼みしてから、歌をうたいながら帰りたい。これが私の願いです（暮春者、春服

既成。冠者五六人、童子六七人、浴乎沂、風乎舞雩、詠而歸）」（『論語』先進篇）。孔子はこの

答えに心から感動した。孔子が曾皙を褒めたのは「老齢の者は、老人の友を求めるべきである。

それなのに冠童（若い青年と少年）を求めて交流している」ところにある。こうした振る舞い

ができるのは、少し変わっているがスケールの大きな精神の持ち主だからだ（佐藤一斎『言志

晩録』）。 

 生涯を通し儒教の理想主義を奉じた熊沢蕃山は「幼にして学び、壮にして行い、老にして教

える」と語った。ニーチェ『ツァラトゥストラ』「三様の変化」では、忍従して学ぶ若き日の〈駱

駝〉－攻撃的かつ実行的な壮年期の〈獅子〉－老年には万物を肯定し新たな創造を担う〈幼子〉

となるが、蕃山は老いた人間の役割、存在意義は次世代の青少年たちを「教える」ことにある

とする。 

人が幼にして学び、壮にして行い、老にして教えるのは当たり前のことだ。これに反する

者を国賊あるいは穀賊（無駄飯食い）と呼ぶ。老いて現役を退き、郷里に戻って子弟や近

隣の子供たちを教え、天から授かった生命・精神を無駄にしないことを不穀というのであ

る。                  （蕃山『論語小解』憲問） 

エリクソンの祖父母型生命連鎖性 Grand-Generativityは、儒学世界ではごく普通一般にむかし

から行われてきたもので決して珍しいものではない。 

 今日の〈強さ〉の文明は、これを相対化し歯止めをかける「他者」の不在のなかに出現して
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いる。他者依存的な〈弱さ〉を共有する「老人 senex」と「子供 puer」、この二つの一体化――

儒学の根本原理「孝」も死に向かう「老」と生に向かう「子」という相反するものの合字であ

る――は、古典ラテン文学では「puer senex（老人的少年あるいは少年的老人）」である。貴顕

の人々への賛辞でもあった「puer senex」は、ローマ古代末期とキリスト教古代の諸世紀では

「子供らしさと老人らしさの結合という特色」が付与され、世界の諸宗教で彼らは「救済をも

たらす者」と認識されてきた（エルンスト・Ｒ・クルツィウス“Europäische Literatur und 

lateinisches Mittelalter”1948）。 

 自助努力・自己責任という近代的「自我」に呪縛された資本主義の「非人称性・無差別性・

匿名性の暴力」とそこに生じているのは「グローバルかつ無慈悲に他者を侵食し続ける自我の

エゴイズム」である。野蛮非情な資本主義が無制限のグローバル化と欲望剥き出しの新自由主

義へと突き進んでいったのは、これを相対化し歯止めをかける「他者」の不在に原因する。資

本主義に対し「外部」的に対抗しうる「他者」すなわち「絶対他者」の消失こそが、こうした

非人間的な資本主義世界の存立の究極原因である。20世紀に世界を風靡した共産主義・社会主

義、あるいは各層の市民によって構成される種々の「市民運動」はいずれも、資本主義的全体

性の「内部」発生的なものである以上、強力な資本主義の前ではこれを相対化しうる「絶対他

者」とはなりない。今日の非人間的な資本主義世界を変革しうるのは、「市民」や「市民運動」

ではない。それは、資本主義的全体性の「内部」に還元されることのない「絶対他者」の存在、

外部の「他者」を前提にすることによってのみ可能である（青木孝平『「他者」の倫理学―レヴ

ィナス、親鸞、そして宇野弘蔵を読む―』社会評論社、2016年）。 

 現代世界に対する「絶対他者」あるいは「外部の他者」を、共産主義・社会主義といったイ

デオロギーあるいは民主主義や人権思想などに求めることができないとすれば、野蛮非情な資

本主義世界を変革しうる「他者」を、どこに求めればいいのか。資本主義世界の「内部」に生

きる「市民」もまた同様に、この世界を相対化しうる「他者」とはなりえない。「内部」にあっ

てその資格をもつのは、老人や子供――女性や病者・障害者たちも――ら〈弱い個人〉であろ

う。 

明るさや豊かさ、経済繁栄のかげで硬直化し歪んだ道を軋みながら進む現代文明に変革と軌

道修正を促すことのできるのは、イデオロギーや社会体制などではなく、現代文明の傍流に追

いやられている高齢者や子供、病人や障害者――現代日本社会では女性もここに含まれよう―

―など〈弱さ〉を抱えて生きる社会的〈弱者〉たちである。彼ら「弱い主体」は「自らが傷つ

きやすく vulnerable、弱い存在であることを経験として知ることで、多様性に開かれるという

人間としての豊かさを兼ね備えた肯定的存在である」。彼らこそが「強い者」たちで構成されて

いる「今日の閉塞された社会を相対化する視点をもたらしてくれる」（細田満和子『脳卒中を生

きる意味―病と障害の社会学―』青海社、2006年） 
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 資本主義世界すなわち現代文明は、限りなく〈強さ〉――現代日本で論議されている憲法改

正あるいは核武装論なども〈強い日本〉化の一環――を肯定し志向する文明である。これを相

対化し変革する主体となれるのは、〈強さ〉の対極にある〈弱さ〉以外にない。肉体的にも社会

的にも弱者である老人は他者依存を必然とする〈弱さ〉において、非依存的な〈強さ〉を核と

する現代文明の「内部」に還元されることのない「絶対他者」たる資格を有する。現代の〈強

さ〉の文明の対極に位置する〈弱さ〉の体現者としての老人は、「絶対他者」として様々の歪み

を顕現させている今日の〈強さ〉の文明（新自由主義・市場原理主義・軍事力強化・非依存的

個人主義）を相対化することができる有力な、唯一の存在である。自身の老後の幸福・安定し

か念頭にない自己満足や自己憐憫・自己快楽への沈淪を回避し、ごくささやかで微力であろう

とも現代文明の「変革者」もしくは時代の「救済者」の自覚を持つことこそ、老人たちに求め

られるものだろう。 

 

 結語 

 

 グローバリズム（普遍主義・経済成長主義・個人主義）は、〈西洋近代〉の不適合な〈弱者〉

として日本社会から地域主義 localismと共に共同体主義 communitarianismを撤廃し分解・破

壊した。地域に根差す伝統的な共同体 communityは生得的に「傷つきやすさと脆さ」を付与さ

れ「相互依存的自己」である私たち個々人に、相互扶助のありようや人間存在の本質を自覚・

喚起させる場である。現代のグローバリズムの必然に生じた〈強さ〉の文明の一極支配――こ

れを相対化するものとして〈弱さ〉の文明が考えられるとするなら、身心の〈弱さ〉を不可避

とする老人たち、そして私たち人間が持つ〈弱さ〉と深く関わる共同体が、その中核にあって

中心的役割をはたすべきである。 

 老若という互いに〈弱い〉異世代の結合体「孝」と、現代世界を支配する新自由主義・経済

原理主義によって見るも無残に破壊された地域社会の共同体――近年、ヨーロッパで台頭する

「ミュニシパリズム municipalism」は、選挙による間接民主主義に限定せず、地域に根付いた

自治的な民主主義や合意形成による政治参加を重視する地域共同体的な考え方で「地域主権主

義」や「地域自治主義」と訳されている――はともに、よりよい未来へのもっとも身近にある

希望である。ひたすら利己的な「個」に閉じていき、分断され、人間相互の関係性が限りなく

希釈されていく現代社会は、共同体主義 Communitarianismや「孝」(生命連鎖性 Generativity)

という反近代的な「つながり」を端緒に、人間が真に生きるにふさわしい世界へ変容されるの

ではないか。 

 スウェーデンの若き環境活動家グレタ・エルンマン・トゥーンベリ（2003-）は 2019年 9月

23日、若者世代の代表として招かれた国連・地球温暖化防止「気候行動サミット」で演説し「あ
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なたがた大人たちは、永続的経済成長のおとぎ話ばかりを語って生態系や私たちの権利や未来

を平気で破壊している」と激しく抗議した。「将来世代の視線はあなたたちに向けられている。

もし私たち若者を裏切るなら、絶対に許さない」。若者世代が先行世代に向ける怒りと疑念と不

信感、世代間の対立。韓国では以前から語られてきたという「世代間憎悪」という言葉が最近

ようやく日本でも登場した（「リア充のまま死んでいく高齢世代への拒絶『“老害”に潜む世代

間憎悪』」『AERA』2019年 9月 23日号）。 

 現代を生きる老人たちがなすべきことは、元気さや自立・非依存の〈強さ〉を誇ることでは

ない。新たな自己を〈弱さ〉の中に発見することにある。自他分断のデカルト的パラダイムを

追随・受容する現代世界で、私たちが生きるに値する社会の復興は、同世代の間からではなく、

〈弱さ〉を共有する異世代間の交流から始まるのではないか。そこに自他を真に結ぶ真の通路、

〈強さ〉文明のオルタナティヴ alternativeが開かれていくのではないか。世界全体が「超高

齢社会」――日本・イタリア・ポルトガル・ドイツなど 6カ国(2018年)。2060年には 100カ国

へ――に向かって一直線に進む今世紀。現代の〈強さ〉の文明とは別個の、あるいはこれを包

越する新しい哲学、経済繁栄以外の価値観、真に人間的な社会、新たな大文明への道筋を示す

という人類の大きな課題に対し、老人大国の先頭を疾駆する日中韓三国・東アジアに生きる高

齢者は他の諸国に率先し、互いに団結連帯し協力・共働して取り組む義務があろう。 
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１．序論 

江戸時代に日本を訪問した朝鮮通信使行は１８世紀には 4 回を数える。18 世紀初葉、日

本の文学界及び思想界で注目すべきは徂徠学派、即ち古文辞学派の登場である。徂徠学派1は

登場する時機からして通信使行との交流と関係が深い。彼らは通信使たちとの交流に積極

的に参加して門派の自立と成長に力を得ている。そして徂徠門派が登場してから、通信使

交流の様相に大きな変化が起きている。1711 年辛卯使行が徂徠門派の文士たちにとって初

めての通信使交流である。続く 1719年、己亥使行のときはより積極的な活動をし、1748年

の戊辰使行のときには交流の前面に出ている。1763 年の癸未使行では筆談唱和を主導した

といってもいいほどだ。彼らは通信使行員との筆談で経学において宋代の生理学を批判し

つつ、朝鮮と対等の位相を確保しようとし、詩文唱酬でも競争的な意識で独自の詩論を提

示している。 

本稿では 18 世紀初葉の 1711 年、辛卯使行と 1719 年己亥使行のときの徂徠門派の交流

を中心として考察したい。徂徠門派の代表者、荻生徂徠と太宰春台との交流と、彼等の著

作を通じて通信使との文化交流についての理解、朝鮮観、自国文化の理解と漢字という同

文意識を比較してみたい。二人は師であり弟であるが、先に述べた問題に関しては対照的

                                                   
1 荻生徂徠が主導した古文辞学派を呼ぶ名称としては徂徠学派、蘐園学派などがある。本稿ではよりせまい意味として

学派よりは門派を選んだ。 
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な立場を示しているので興味深い。とりわけ 1719 年、太宰春台の筆談唱和集である『韓館

唱和稿』を主に分析して、彼の交流と認識について具体的な理解を得たい。 

 

２．1711 年 辛卯通信使行と徂徠門派の交流 

１）新井白石の通信使制の改編と門派の対立 

1709 年、6 代将軍家宣の侍講として実権を掌握した新井白石（1657‐1725）が 1711 年辛

卯使行のとき、既存の林家中心の通信使接待に問題があると言い出して、通信使制の改編

を試みた。彼はこれまでの儀礼と交流方式が恥辱的であると批判して、‘国体’を損傷する

不合理な外交儀礼を正さねばならないと考えた。筆談唱和にあっても文才のある者を選ん

で通信使を接待しなければならないと言い、室鳩巣（1621‐1734）など、同門の木下順庵

門派を選んで交流させた。彼は同時に日本の文士たちが無分別に通信使行員たちについて

まわって詩文をねだるのは国の恥だといい、幕府と藩に所属しない民間人の接近と交流（‛

私客の通刺‘）を厳格に制限した。 

この使行では 1682 年壬戌使行にあって文化交流が活発に行われたのだが、このときの交

流の特徴は門派間に対立が形成されたという点である2。太学頭 林鳳岡は白石と激しく対

立した結果、文化交流にのみ参加する。『鶏林唱和集』と筆写本『正徳辛卯韓客贈答』（1 冊）

『韓客贈答別集』（1 冊）などがその成果といえる。木下順庵（1621‐1698）は、1682 年

幕府の儒官となって通信使と交流したし、以降は弟子たちが多数幕府に出仕して、林家と

対立構図を形成した。1711 年辛卯使行では白石が通信使接待を主導したために対立が表面

化した。白石は林家と別途に木門中心に七家を構成し、通信使と交流させた。江戸で通信

使行の四文士と２度の公式文学会を開催したし、1712 年『鶏林唱和集』の別種として『七

家唱和集』の別集を刊行した3。 

 

２）徂徠門派と通信使行の交流 

徂徠門派は文学を重視していたから通信使行との交流に大層な熱意があった。しかし白

石から異端扱いされて排斥され、公的な交流の機会が持てなかった。4荻生徂徠（1666‐

1728）は 1709 年に侍講として仕えた５代将軍綱吉が死に、主君だった柳澤吉安も失脚する

や江戸を出て蘐園塾を設け、古文辞学を取り入れつつ門人教育に力を注いだ。51711 年、辛

卯使行で徂徠は通信使との交流のために用意周到、門下生たちは連絡を緊密にして熱意を

                                                   
2 水田紀久、雨森芳洲の『縞紵風雅集』解説で“1711 年使節の日本訪問はわが学芸団に強激と国際交流の機会を提供す

ると同時に思いがけず応酬の評価を巡って儒林文苑内の門閥意識を煽る結果をもたらした。”と言っている。（『雨森芳洲

全書』、関西大学 東西学術研究所、１９７９）  
3 朴昌基「朝鮮時代 通信使と日本の文壇 ‐1711 年使行のときの林家と木下順庵門下との交流を中心に」、『日本学報』

23，198 
4 朴昌基「朝鮮時代通信使と日本の荻生徂徠門の文学交流―1711 年使行の交流」、『日本学報』27 1991 ただし萩藩

の山縣周南は藩の記室という官職にあったため交流に参加できた。 

5蘐園学派の成立時期は 1704 年ごろとみる。この頃入門した初期の弟子としては 1705 年山縣周南、1706 年安藤東野、

1708 年入江若水がいる。太宰春台は 1711 年安藤東野の仲介で徂徠に会って入門した。  
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見せた。この成果は『問槎二首』の刊行となる。なぜなら『鶏林唱和集』等、全国規模で

集合した筆談唱和集で徂徠門派は徹底的に排除されたからだ。徂徠門派は独自の唱和集を

刊行して、通信使との交流を広く知らせようとした。 

『問槎二種』は『問槎畸賞』と『廣陵問槎録』6の二冊を合わせたものでどちらも徂徠に

つながる本だ。徂徠門派の山縣周南と安藤東野は自分たちの唱和集を□鶏林唱和集□に載

せたかったが、願いは叶わなかった。これに納得できず別途刊行したのが『問槎畸賞』（3

冊）だ。これは山縣周南、入江若水、籐其香、安藤東野、秋本須渓の徂徠の弟子 5 人の筆

談唱和集だが、徂徠の題言および門人と松浦霞沼に送った書簡および服部南郭の跋文など

も収録されている。『問槎畸賞』は徂徠門派の存在を知ってもらう重要な役割を果たした。

ここでは『問槎畸賞』を中心に徂徠門派の交流をざっと伺い見る。 

（１）赤間関での交流：1711 年に到着した通信使一行との交流会に萩藩の記室である山

縣周南（1687‐1752）も参加した。周南は徂徠の初期の弟子で安藤とともに徂徠門派の双

璧をなす。彼は 1705 年徂徠門下に入門したが、1708 年帰郷して萩藩の記室になり、後日

藩校、明倫館の館長を歴任した。この交流で周南は最も難しいという四文士たちの注目を

引き、芳洲も‛海西無雙’だと称賛した。このいきさつは大阪の入江若水を通じて徂徠に伝

えられ、徂徠は満足して周南に手紙を送って激励した。一方帰路でも通信使行が赤間関の

長期滞在で74 回も交流会が開かれた。周南はこのときも参加して製述官、李東郭の高い評

価と芳洲の推薦で正使、趙泰億を接見し唱和する名誉に浴している。 

このような交流を通じて周南は積極的に文名を高めると同時に、徂徠門脈の

名も有らしめた。 

 （２）大阪では入江若水（1671‐1729）の交流があった。ところが若水は厳格な統制方

針のせいで直接四文士には会うことができず、芳洲を通じて詩を見てもらい和韻詩 4 首を

もらうにとどまった。彼は通信使行と会見するために長い準備をしてきたのだといい、統

制策によって直接の会見が霧散するや、失望と落胆の心情を詩で晴らした。しかし芳洲の

好意でもって四文士の和韻詩をもらったことで満足するしかなかった。これに対して徂徠

は書簡を送り慰める一方、白石について“昨年からある者が狂ったような動きをしている

が、私はその者が何をしようとしているのか分からない”と、強く批判している。8 

 （３）江戸では安藤東野と秋本須渓の交流があった。ところが彼らも四文士に直接会え

ず書啓と七言律詩を伝え、和韻詩と回信を受け取っただけだった。東野は書信で在野の自

分の身分と突然の統制策のせいで会見できない口惜しさを“20 年間育ててきた志が一朝に

して崩れ落ちた”と悲憤慷慨し、和韻詩を切望すると要望している。9 

 一方徂徠もまた通信使との交流を望み、期待していた。彼は江戸で通信使行列を見るた

めに直接出かけ、行列を見た感想を周南に書き送っている。 

                                                   
6 2 冊、徂徠の直系弟子ではなく知人である味木立軒と寺川立革唱和集だが、徂徠の序文が収録されている。 

7 避諱問題などのために問題視された回答国書を待つために、通信使一行は赤間関に 10 日間滞在した。 
8 朴昌基「朝鮮時代 通信使と日本 荻生徂徠門の文化交流－1711 年使行の交流」、『日本学報』27 1991 
9 徂徠集 巻 21「與縣次公」 
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  “昨日私は道路に駆けつけて、西からきた使臣たちを存分に見物した。衣冠を整えた

行列がまるで明国の典章を彷彿とさせた。太鼓をたたき、笛を吹き、大砲が振動し、旗

がなびく光景と、贈り物として捧げる馬と鷹、いくつもの珍貴で奇妙なものが目と耳を

楽しませた。都の名望家や庶民もきれいな服で身を飾り、華麗さを競い、年寄りを支え

つつ幼子を連れ集まり感嘆の声がやまないが、全て太平時代の盛事であるよ。”10  

 

 徂徠については周南が四文士に別途に書信を送り、江戸についたら師匠である徂徠と交

流してくれるように依頼している。ところが 1711 年辛卯使行で徂徠は四文士と直接の交流

をしていない。徂徠は対馬藩の松浦霞沼が四文士との交流を勧めるや、弟子たちがすでに

交流しているのに強いてその必要があるだろうかと言って辞退した。だが門人たちの交流

については積極的に後援したし、その成果についても満足している。太宰春台は通信使行

との交流を申請したが、許可されなかった。これについて春台は恥辱とともに歯ぎしりし

たくなるような怒りを感じたと告白している。 

 

３．1719 年 己亥通信使行と徂徠門派の交流 

１）己亥使行と交流 

 1711 年の辛卯使行と 1719 年の己亥使行にわたる歳月で、筆談唱和に対する幕府の方針

に大きな変化があった。1711 年には新井白石の通信使聘礼改革の件で両国ともに緊張の状

況にあり、幕府と藩が通信使との交流を主導した。ところが 1719 年己亥使行のときは家宣

が死んで白石が退き、8 代将軍義宗が即位したのち徂徠がその政治諮問としての待遇を受け、

情勢が一変した。通信使に関する儀礼も 1682 年壬戌使行の旧令に復帰したので、両国間は

友好的な雰囲気だったし、とりたてるほどの対立や緊張はなかった。これによって幕府の

太学頭林家を中心にその門派だけでなく、一般文士たちにも交流が許された。徂徠門派が

再び活発に動き、交流にも積極的に参加した。徂徠も春台もそのような雰囲気の中で通信

使行員と直接交流することになった。 

 当時徂徠は 1716 年から古文辞学を確立し、それを経学にまで運用している。徂徠は 1719

年己亥使行では四文士に直接会ったか、少なくとも春台を通じて自分の詩文を伝え渡して

和韻詩を受け取っている。春台も通信使に直接会って交流する機会を得、大阪、尾張藩、

萩藩、熊本藩などの地域では徂徠の弟子たちが交流に積極的に参加することができて、数

種類の筆談唱和集が刊行された。 

 

 ２）徂徠門派の交流 

（１）地域での交流 

 ①萩藩：このときも山縣周南が中心となって交流を主導し、成果として『両関唱和集』

                                                   
10 同上 8 
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がある。この本は上関と下関、即ち萩藩 6 名の交流様相を編集、刊行した筆談唱和集だ。 

 ②大阪：入江若水と水足屏山（1671‐1732）がいる。若水は申維翰をはじめとする四文

士が大阪の西本願寺に滞在しているとき交流している。1711 年の辛卯使行では会うことが

できなかったが、このときは申維翰に詩文を見せ、“詩に若干の風雅な趣がある”という評

をもらっている。11 申維翰は帰路でも若水に会い、筆談を交わしている。 

 水足屏山は熊本出身で始めは浅見絅齋（1652‐1712）から朱子学を修学していたが、後

日徂徠と因縁を結んで門人となった。屏山は息子とともに 1719 年 9 月 8 日、大阪で四文士

と裨将 鄭后僑 良醫など 6 人と筆談唱和した。この交流を編集して 1721 年『航海唱酬』

（1 巻 1 冊）を完成させた。構成は目次、序文、唱和詩、筆語、韓客会宴録、唱酬所座次之

図などである。一方徂徠は熊本藩の藪慎庵の紹介を受けてこの本の序文（‘水足氏父子詩巻

序’）を書いている。これを契機として屏山は徂徠に入門している。 

③尾張藩：尾張藩で徂徠門派と交流したのは木下蘭皐（1681‐1752）と朝比奈文淵（❓

－1734）である。彼らは 1719 年 9 月 16 日、四文士に会って筆談唱和したが、10 月 25 日

の帰路にも交流している。この成果はそれぞれ『客館璀璨集』と『蓬島遺珠』という筆談

唱和集の刊行に結ばれた。 

（２）江戸での交流 

通信使一行は 1719 年 9 月 27 日、江戸の東本願寺に到着し、10 月 1 日江戸城で国書を伝

達し、10 月 15 日に江戸を後にした。  

①荻生徂徠：徂徠の通信使に対する関心は 1711 年から相当に高かったことが分る。 

1711 年辛卯使行のときは通信使の江戸入城行列の見物に出かけており、期待と興奮を隠

していない。“明の典章を彷彿とする”と称賛し、通信使の訪問について‛太平盛事’だと

論評している。1719 年己亥使行のときは馬上才公演を見に行き、詩を作りもした。それは

10 月 5 日の馬上才で、公演を楽しんだ後６６句の長編詩「麗奴戯馬歌」を作した。彼は弟

子たちが通信使行員と唱酬した詩と唱和集を念入りに検討して修正してやり、提言や序文

を書き与えている。彼自身が書いた「贈朝鮮使序」を見ると、1719 年己亥使行では直接四

文士に会い、交流している。また春台を通じても四文士に詩を送り、和韻詩を受け取ると

いう積極的な行動をとっている。12 

② 太宰春台と石川大凡、秋元澹園、稲富原泉：次の節で叙述する。 

 

 ４．太宰春台の交流と『韓館唱和稿』 

 １）太宰春台と朝鮮文士の交流 

 1719 年通信使一行は 9 月 26 日から 10 月 15 日まで江戸の東本願寺に滞在した。春台は

対馬藩の記室、雨森芳洲を通じて 10 月 6 日東本願寺で通信使一行に会う。通信使行員の名

                                                   
11 申維翰□海遊録□ 上巻 

12 『韓館唱和稿』「和詩」 
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は製述官の申維翰、書記の姜栢・成夢良・張應斗を合わせた四文士と裨将の鄭后僑を加え

て 5 人になる。春台一行は 4 人で、他の 3 人は徂徠門派の同僚石川大凡、秋元澹園13、筑前

の藩儒の稲富原泉だ。春台は通信使行の四文士と筆談唱和した内容を『韓館唱和稿』に編

纂した。 

 春台はこの出会いについて“天がよい因縁を下さって純をして階下に至らせ徳範を仰で

きるようにして下さった”といい、少し誇張して喜びと感激を吐露している。14  

春台一行と通信使行員との交流の様子は互いに姓名を言い（‛通刺’）、春台一行の自己紹

介が終わってから春台が用意してきた七言絶句の一首を出して、これに対する四文士の和

韻詩をもらう。彼は和韻詩を重ねて称賛し感謝した。四文士も春台一行の詩について‛古人

の風格がある’と応じている。ところが対話が熟している最中に太学頭林鳳岡の一行が来

たので四文士が席を立つことになった。春台一行は残った鄭后僑と筆談を続けた。“詩興を

削がれはしたがもう黄昏時だった。ついに喜びを充分に味わうことなく帰ってきた。”と、

強く遺憾を表明している。春台一行はあわただしい最中に準備してきた古風詩は見せるこ

ともできず、芳洲に渡してくれるように頼んで帰った。彼は朝鮮の文士たちがまた呼んで

くれるのを待っていると再会を望んだが、実現しなかった。 

 春台はその後 10 月 13 日、朝鮮文士 5 人に贈るそれぞれの詩と送別文を芳洲のつてで送

った。しかし和詩と返事はすぐにはなくて、通信使が 15 日江戸を離れたのちの 20 日ころ

になって受け取った。19 日成夢良の和韻詩、20 日には張應斗が萩生氏に和韻した古風詩を

受け取ったと『韓館唱和稿』に記録されている。11 月下旬には大阪に到着した姜栢が古風

詩に和韻した詩を芳洲から受け取った。続いて 12 月には成夢良の和韻詩を受け取り、1720

年 3 月には四文士が藍島から、芳洲が渡した春台の詩に再び和韻詩を送ってきた。 

 

 2）『韓館唱和稿』の体裁と内容 

 『韓館唱和稿』15は①序②筆語③詩文④序文（送別文）⑤和詩 で構成されている。分量

は個人のものであるから少ないほうで体裁も単純だ。交換した詩は自身の分のみを載せ、

一行の他の三人が交換した詩とか筆談については全く触れない。個人の叙述の場合は本人

中心の叙述が慣例ではある。 

① 序：初めて会った時の経緯について、簡単な説明をする。 

② 筆語：初対面の挨拶。相互紹介では春台の自己紹介を長々と述べる。 

自分は信濃出身で江戸育ち、壮年となってから徂徠先生に出会い古文辞学を学ぶことにな

った。10 年間にわたり京都、大阪、奈良、富士山などに遊覧したことなどを話す。しかし

海外を遊覧したことがないのが残念であり、通信使行員たちの旅行については‘壮游’と

いう言葉で憧れを表現した。続いて徂徠門派は全員音楽を好むと言い、楽器と歌に造詣が

                                                   
13 岡崎の藩儒で、1712 年徂徠門派の唱和集である『問槎二種』の編集者である。 
14 1711 年辛卯使行のときは仲介者もいないために、客館の門を何度も出入りして面会を要請したが、規制が厳しくて

門前逐客された。彼はこれを“悄然焦心して一層感慨切歯した”と述懐している。 

15 原題は‘信陽山人韓館唱和稿‛であり、1752 年に刊行された『春台先生紫芝園稿』に収録されている。 
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深く、自分も中国の古楽を演奏できると述べる。さらに、日本に古楽が残っているからそ

れをもって先王の楽を復元しようと努力しているという。彼は通信使歓迎行事で、古楽を

演奏しない幕府を批判してもいる。 

③詩文：春台が四文士に各 1 首ずつ送った古詩 4 首がある。五言律詩 16 行で 80 字に達

する長詩だ。この 4 首の古詩は前もって準備したものだが、当日見せることができず芳洲

を通じて後日伝えられた。交流の席上で交わした唱和詩 15首が収録されている。全て七言

絶句で春台 1首、申維翰の和詩 1首、春台の再和詩 1首、春台の詩 1首、姜栢の和詩 1首、

春台の再和詩 1 首など、同じやり方で成夢良、張應斗、鄭后僑たちともやり取りした詩で

ある。再和詩は面談席上でなされたものではなく、後日作って送ったものであろうと思わ

れる。 

④序文：四文士と鄭后僑に送別文を各 1 通ずつで 5 文章が収録されている。申維翰あて

の『奉送朝鮮製述青泉申公序』では四文士の詩文唱和実力に感嘆しつつ朝鮮の文芸水準に

ついて尊敬の念を表し、申維翰を‘大邦君子’だと表現する。両国間の文化交流の実態と

日本文士たちの競争心を批判して、心底からなる歓迎と交流についての考えを披歴してい

る。続いて音楽の重要性を強調して自分の音楽論を提示する。 

 姜栢に送った「奉送朝鮮正使記室耕牧姜公序」では通信使行員との筆談唱和を心から願

ったことを説明し、‘上国’の礼儀が見習うべきだと朝鮮文化を尊重している。成夢良に送

った「奉送朝鮮副使記室嘯軒成公序」では遊覧と使行の意味を司馬遷の例を挙げながら披

歴し、通信使行員の海外遊覧について君子の大きな志を繰り広げられる‘壮游’であると

羨望している。 

 張應斗に送った「奉送朝鮮従事記室菊渓張公序」では、家康が文治政策を取ってこの百

年、5 代将軍綱吉に至って儒学と文化が発展したと説明する。続いて徂徠門派の古文辞学を

紹介し、日本も中華になることができるといい、日本の文化水準に自信を示している。同

時に‘同文’の世界としての同質性を強調する。 

⑤和詩：面談後、芳洲を通じて四文士が受け取った古詩に対して 10 月 15 日、江戸を出

立する前日に送った成夢良と張應斗の和詩だ。成夢良は春台について素質が優れていて豪

放で、遊覧を好み音律の理解が深いから蔡邕の才芸を具えた‘日本の奇士’だと評し、詩

も高く買っている。張應斗は春台を日本の‘国宝’とまで褒めている。11 月下旬に大阪で

作って送った姜栢の和詩は日本の文化水準を称賛し、続いて春台がこの和韻詩を称賛する

論評を記述している。また頼まれていた他の士の詩 3 種に姜栢と成夢良の和詩もある。成

夢良は春台を‘国中第一人物’と評価している。最後に四文士が 1720年 3月、藍島で作っ

て送った和詩が収録されている。 

 

５．荻生徂徠と太宰春台の認識 

１）荻生徂徠の認識 
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徂徠の認識を考察できる資料としては「問槎畸賞序」16「麗奴戯馬歌」「航海唱酬序」「贈

朝鮮使序」などがある。これらを基本にして徂徠の通信使観、文化交流についての認識、

朝鮮観などを探ってみたい。 

（１）通信使観 

 徂徠は実のところ通信使に対する憧憬と好奇心があった。だから 1711 年辛卯使行の江湖

入城行列を見物したし、1719 年己亥使行のときには馬上才公演も見物している。 

 1711 年辛卯通信使行のとき、徂徠は入江若水が送ってくれた朝鮮文士の唱和詩をみて“手

紙に添えられた朝鮮人の詩を読んで呆然自失した。その未備なことは勿論、もっぱら    

宋と元の旧習を踏襲しているが、これは本来の三韓の土俗がそのようなものだ”と酷評し

た。17 

続いて“三韓は隋史では獷忓であると褒めているが、わが猿面王（豊臣秀吉を指す）と

勝負を競うことはできない。そののちも文章で勝とうとして八道から選抜された輩が聘使

に従って東からきたのだが、むしろまた足下に勝って上に昇ることができなかったのだ。”

と言った。18 

 ここでは徂徠が古文辞学の立場にあって、批判意識と自負心を表現しているようだ。そ

うではあろうが少々度を過ぎて、意図的なものを感じる。その理由はまず‘朝鮮が壬辰倭

乱の恨みを文章で晴らそうとしている’という警戒心と競争意識。二番目に徂徠門派の国

内での位相確立のために、自分の弟子たちが朝鮮文士との唱和でより水準が高かったと、

あえて強調したように見える。19 

 1719 年 10 月 5 日、馬上才を参観して後、徂徠は 66 句の長編詩「麗奴戯馬歌」を作した。

ここで彼は日本を‘皇和’と言い、豊臣秀吉の武威を誇り、馬上才をするものを‘小人’

と言ってそれは逃亡する卑屈な才にすぎないとあざけった。さらに朝鮮の馬を貢物と言う

ことで、通信使朝貢使節観をほのめかしている。 

 このような認識は 1721 年に書いた「航海唱酬序」にもそのまま引き継がれており、歪曲

された認識がさらに強化されているように見える。彼は水足屏山が熊本出身であると知り、

壬辰倭乱のときの加藤清正の故事を引き合いにして、いまや君が文戦で勝利するのも戦利

品であると激励した。20 本来『航海唱酬』は、友好的な交流と朝鮮の文化と儒学について

の尊敬に満ちているのだが、徂徠は内容を歪曲してまでこのように序文を作成した。 

 ところが「贈朝鮮使序」ではひどく異なる姿を見せもする。この文は 1719 年通信使の製

述官、申維翰に与えた送別書信であり、3 篇で構成されている。ここで徂徠は 1719 年‘申

君（申維翰）’をはじめとする２，３人、つまり四文士に客館で会って唱酬したのだが、そ

の敏捷な応対に感嘆している。彼は申維翰と対話して喜ばしかったと言い、大邦の礼儀と

                                                   
16 『徂徠集』巻 19 には「題問槎畸賞」という題名で収録されている。 

17 『問槎畸賞』中 「徂徠翁與縣牛書」 

18 『問槎畸賞』上 「附徠翁江生書」 
19 李皢源「荻生徂徠と通信使‐徂徠 朝鮮観の形成と継承に注目して」『古典文学研究 』４３，２０１３ 

20 李曉源「1719 年 筆談唱和集『航海唱酬』に現れた日本知識人の朝鮮観―水足屏山と荻生徂徠の対比的視線」 
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風俗を見ることができたと称賛した。1712 年、『問槎畸賞序』で酷評したのとは全く対照的

だ。通信使行員に直接会ってからは、今まで弟子たちの書信と唱和詩を見て形成してきた

先入観を脱したものと見える。 

（２）文化交流観 

徂徠は「航海唱酬序」で通信使行員との筆談唱和を‘文戦’に比喩した。壬辰倭乱が武

士の戦争であれば、今や文治主義の下では君子たちの戦いになると見た。朝鮮が文で壬辰

倭乱の雪辱をしようするなら、文で通信使を制圧しなければならないと対決意識を強調し

た。徂徠にとって朝鮮は征伐の対象であり、通信使は退けるべき敵であって、この戦いは

必ず勝たねばならない戦争だった。 

一方友好的な朝鮮観を披歴している「贈朝鮮使序」でも、通信使との詩文唱酬を‘文戦’

と認識している。“治世では文で競い、乱世では武で戦うから二つの間でいかに感慨が潜ん

でいないだろうか？”と言って一種の戦いと見做している。このような言い方はいろいろ

なところに反復されており、徂徠の確固たる持論であるらしい。 

 だが 1719 年に通信使行員と直接会ってからは、朝鮮文士の態度と文学的力量と水準を高

く評価している。‘大邦の光を見ようとした（観大邦之光）’と言い、朝鮮の文化に対して

羨望のまなざしを向けている。21申維翰と面談したのちには詩文で競おうとする姿はなく、

礼儀と風俗を身体化しているようだといい‘威儀のある君子’と評している。詩に関して

は聞いていたよりは優れていると言い“唐の遺風もあり古道も得ている”と評価している。

徂徠は自分が通信使と直接会って唱酬したものを晁衡（698‐770 遣唐使 阿部仲麻呂）が

唐の詩人たちと詩で交流したことに例えて大きな意味を加えた。22 

（３）朝鮮観 

 1719 年馬上才を参観して作った「麗奴戯馬歌」で徂徠は日本を‘皇和’と言い、通信使

を朝貢使節とみる認識を示していた。「贈朝鮮使序」でも同じような認識を見せていた。即

ち“わが神祖（徳川家康）におかれては文徳を磨き、民を治めて平安にし、隣国と仲良く

して大切にしているから、大邦もまた身を屈め世王の礼に従って学士大夫をして群れを率

いて玉帛土産物を加え、丁重に望んだ”と、朝鮮を‘大邦’と表現しながらも内容は通信

使を朝貢使節団と見做すような認識であった。1721 年に作成した「航海唱酬序」でも再び

歪曲された朝鮮観と‘文戦’という競争意識を表出している。基本的に徂徠はいわゆる日

本中心的な華夷意識に基盤を置いた対外認識とともに、歪曲された朝鮮観を持っていたと

見える。 

 ところが「送朝鮮使序」3 篇では朱子学についてもその意義を積極的に認め、朱子学を尊

重する朝鮮の人物と風俗についても肯定的に評価した。直接の交流を通じて確認し‘礼儀

の国’‘王道政治の道を具えた国’と、友好的な朝鮮観に変化している。多分通信使を通じ

て平素憧憬していた中華文明の姿を発見したものと思われる。以降 1728 年に没するまで、

                                                   
21 李皢源「荻生徂徠の「贈朝鮮使序」の研究」『韓国漢文学研究』５１ 2013 

22 「贈朝鮮使序」2 編徂徠が自らを晁衡になぞらえて事例は「題問槎畸賞」にも見ることができる。 
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彼の朝鮮認識を覗える資料はない。 

  

 ２）太宰春台の認識 

 太宰春台（1680‐1747）は 1711 年、32 歳で江戸を離れ安藤東野の紹介で徂徠に入門し

た。彼は徂徠門派の集まりである蘐園社の中でも独特の性癖で孤立しており、時として徂

徠とも対立した。経学に優れ詩文派を代表する服部南郭と双璧をなすという評価を受けて

いる。23春台は 1715 年、紫芝園を開設して本格的研究と教育活動をした。この頃から頭角

を現したことになる。 

 彼は徂徠の思想に導かれて儒教の本質が礼楽文化であることを悟り、儒学を形而上学的

思想次元の受容にとどまらず、生活習慣の次元にまで受容して思想と生活を一致させよう

とした儒学者だった。24礼の実行を自分だけでなく他人にも強く要求するので徂徠から‛狭

中小量’だと批判を受けもした。徂徠に役に立たないが捨てるに惜しい鶏肋扱いされた春

台だが、彼自身は批判者から師匠を守る撃退役を自負していた。25 

（１） 通信使観 

春台は通信使を平和の外交使節であり、同時に文化使節であると認識した。彼の通信使

認識はとても開放的だ。徂徠門派の中での孤立と疎外感が、逆に朝鮮通信使に対する開放

的な思考に昇華されていると考えられる。 

 彼は書記の姜栢に送った文で“もしかして朝鮮の信使に会ってその威儀と姿を見、その

言を聞き、文字で周旋することができればあるいは重苦しく積ったものを振り落とすこと

ができるはずです。”と、日本の儒学者としての鬱憤とともに、通信使行との交流に期待を

表している。また“朝鮮人が我が国の客となれば、礼を尽くし義を明かにするのは勿論、

王命を汚すことはありません。彼らが詩について文才を繰り広げるのに素早いこと限りな

く、多ければ多いほどに明らかになって、晋王の七歩詩がこれにくわえることはないはず

です。”26と、通信使行員たちの詩文唱和能力を高く評価した。製述官、申維翰に送った書

簡にも“ああ、豊かなことだ！韓人の文芸において！”と賛辞を書き送った。27 

 春台は武士としての気概と、儒学者としての矜持が並外れた人物だ。学問で国のために

尽くしたいと思っていたので、そうできない現実に挫折して嘆かわしいと隠さない。自ら

‘身有草芥’‘山林之士’‘岩穴之士’などの表現をして、切歯扼腕するという。そんな気

持ちだから、国のために海外を遊覧する通信使行員たちが羨ましいと、羨望の念を吐露し

ている。28鄭后僑のように文武を兼備して国事を担当するのが自分の理想の姿だと告白して

                                                   
23 江村北海『日本詩史』 

24 弟子、松崎観海の『春台先生行状』には“進退容止において礼でなければ動かなかった”と言っている。 
25 口春台先生紫芝園稿後稿口 巻 12「報子遷書」 

26 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮正使記室耕牧姜公序」 
27 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮製述青泉申公序」 

28『韓館唱和稿』「奉送朝鮮正使記室耕牧姜公序」 
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いる。29 

（２）文化交流観 

春台は詩文唱和の意義が、文の多い少ないとか遅い早いの競争にあるのではなく、心の

交流にあるとした。彼は通信使行員が喧嘩しに来たのではない。詩文唱和という文を通じ

た戦いと考えるのは愚かだといい、当時の徂徠門派の競争意識を批判した。とりわけその

ころの日本は家康の文治主義・平和政策によって先王之道の徳化が四方に満ちた時代だっ

た。中国・朝鮮・日本の三国はみな先王同文の治を土台にしているではないか。お互いを

敵対視する理由はどこにもない。だから勝負を競って凱歌を響かせるなぞ、全く意味のな

いことだ。彼は心の交流を通じて格式と国籍、民族を超えた人間としての同質性と普遍性

を確認しようとした。彼は人と人、同文の後裔として正直で飾らぬ心の交流を願った。30 

（３）朝鮮観 

春台は唱和詩や送別文で‛大邦’‘上国’などと表現して、朝鮮が文化先進国だという認

識を示している。姜栢に送った送別文で“あのようなものは鶉が大鵬であろうと願うよう

なものです。ある朝にわかに上国の人物にお目にかかって威儀と礼節が聞いていたのとあ

まりに違うので心の中でひどく羨ましかったのです。”31と言い、朝鮮文化への尊敬の念を

明らかにした。 

 彼は基本的に“中国と私たちの差は習俗だけであり、言語や文字は学べばいいのです。

先王の礼樂は今やこの地に伝えられたではありませんか？”と言って文化相対主義的認識

を表明している。そういいながらも“朝鮮は私たちよりもその教化により多く浴している。 

使臣たちを見ればすぐわかる”と、朝鮮の相対的な先進性を進んで認めている。 

（４）自国の文化認識と文化相対主義 

 春台は張應斗に送った文で日本の文化の紹介とともに、文化相対主義的認識を披歴して

いる。  

  

  わが神祖（徳川家康）が軍事を起こして武徳で海内を統一しました。ここに昔の文章

を考察して儒術で政事を行い、最後には槍を納め弓と矢をしまい込んですでに百年です。

憲廟（5 代将軍 徳川綱吉）に至り、学問を好み儒学を尊び、教えの道を一層立てました。

これに基づいて文化が海内に広く行われて斯道が隆盛なること、わが国で千古の歴史に

無かったことです。―中略― 戎馬の風習が初めて変わり、立派な君子になりました。

わが学派の文士たちは訓読の方式を捨てることができなかったからでしょう。わが 2，3

の兄弟たちの学業もまた古人になることを自ら期して学んだのが大体東漢以降であるは

ずがなく、五尺の子供でも宋儒と称することを恥とします。―中略― 中国が私たちと

違うのは習俗のみです。言語と文字は学びさえすればいいのです。天が今だに斯文を失

                                                   
29 『韓館唱和稿』「贈菊堂公」 

30 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮製述青泉申青泉申公序」 

31 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮正使用記室耕坊牧姜公序」 
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っていないし、仲尼が私をだましませんでした。―中略― これよってみれば我が日本

は中国と同じであって、我々が鄭氏の言葉にとるものがあります。―略― 朝鮮は中国

に教化を負うことは日本よりも大きいです。今使命を頂いてあらゆる人々を覗い見るに

文章が全て盛大なることは勿論、穏やかな容貌で威儀があり、言葉と行動に至るまで中

国そのままであるから立派なことこの上ありません。32 

 

 彼は徳川家康が文治主義を採択して以来、儒学が発展した状況について自負心を持って

いる。また自分の門派は古学を志向して宋学を排斥すると強調している。さらに日本の文

化水準に対する自信があるから日本も中華になることができるという文化相対主義、ある

いは文化主義的な華夷感を披歴している。また朝鮮が文化先進国であることを認めつつ、

‘同文’の世界としての同質性を惹起する。また春台は中国と朝鮮では失われてしまった

古楽が日本には伝わっていることも強調する。日本は野蛮国ではなく文明国であると伝え

たかったのである。33 

（５） 同文意識 

 純全たる交流を通じて春台が得た結論は同文という共通点であった。 

 

  “筆の仲介（筆談）で日が暮れるまで談論しながら互いの心が一致すれば異邦の人で

あるとは思えません。朝鮮と我々が同じ区域になるに至ったのですから、これこそ先王

の同文の治が実現したと言えませんでしょうか。また鄒衍が九州を一つの州だと言いま

したが、正にこれではありませんか”34 

 

 彼は中国、朝鮮、日本の三国が‘先王の道’を実現した同文の世界だという共同体的な

意識を持っていた。国と民族を超えた儒教文化共同体という認識だ。 

 礼と楽は先王が作り上げた文化の典範として、春台が言うところの‘先王同文の治’は

まさに礼楽文化共同体を意味するものだった。春台は基本的に先王が樹立した礼楽文化の

普遍性を拡散した人物だ。彼は徂徠とは違って民族を超えた普遍意識に到達している。35門

派内での疎外感のために通信使との会見をより一層期待し、交流後は共感帯を確信できた

ものと思われる。通信使との交流を通じて‘先王同文の治’を共有する共同体という平素

の信念を確認する契機になったのではないだろうか。 

 春台が四文士と会って音楽論を強調したのも礼と楽を重視であろうが、儒学者としての

同文意識の反映とも思える。あるいは礼楽を通じて‛先王の道’を語りあうための発語でも

あり得る。春台は心を外から統制していく文化的な装置としての礼楽を重視した。楽と礼

                                                   
32 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮従事記室菊渓張公序」 

33 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮製述青泉申公青泉中公序」 

34 『韓館唱和稿』「奉送朝鮮従事記室菊渓公序」 

35 小島康敬「太宰春台と朝鮮通信使―『韓館唱和稿』を中心としてー」『国文学』46 巻 7 号 ２００１ 小島氏は徂

徠が‘儒教の日本化’を目指したが、春台は‘日本の儒教化’を志向した人物ではないかと問題提起している。                                                                  
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はともに‛先王之道‘を構成する重要な柱だ。だから申維翰に送った送別文で自分の音楽論

を重ねて披歴している。36                                  

（６）四文士の春台評価 

彼と直接交流した四文士の春台評価と印象を見たい。成夢良は春台の詩を“足下は才能

にあふれていて豪放な気性です。山川を遊覧したのだから司馬子長の性があり、音律を正

しく理解しているから伯喈（蔡邕の字）の才芸があります。日本人の中で優れた奇士が必

要な時、あなたでなくて誰がいるでしょうか？”37 

“ひとたび扶桑国にやってきて／邦の人材 あまねく知ったよ／道に応えるは唯あなた

のみ／古雅なる姿は鶴のごとく舞い上がるよ”38などで道に関する論議で意気投合して、日

本で一番の人物と評価している。 

張應斗も“素晴らしい春台よ／不思議なほどに奇異なるは、国の宝よ／根深き知識は古

今を貫き／満ち溢れて道に近し”39と、評価した。 

姜栢もまた肥前の藍島で送った和詩で、日本の文化水準を讃えてから春台を称賛する。 

“春台やはり優れて／鬱蒼たる大家の風貌であるよ／精神は著作に奪われて／名声は海東

にあまねく／涵養して古の学問を積み／陶冶して新たな功を立てたよ／比喩するならば幾

つもの山の中で／抜きんでた珍峰だわい”40 

 

 ６．結語 

 春台は通信使行員との交流に大きな期待をかけ、前もって緻密な計画を立てるなど積極

的だった。筆談を見ると開放的で友好的な性格である。同文の世界にある知識人としての

同質感を強調し、真の心の交流を欲した。日本文化を自負し、それゆえに中華になれると

言うが、朝鮮の相対的な優位を率直に認め、同文意識をもとにした交流を願った。 

 春台は徂徠門派の文士たちが筆談唱和で朝鮮との競争意識をあからさまにしているが、

そんな姿勢を批判した。通信使行員と交流した日本の儒学者の傾向を比較してみると、朱

子学者たちは朝鮮の生理学を尊重し、全体的に友好的であった。これに比べると徂徠門派

は朝鮮生理学を頑固で古臭いとみ下し、朝鮮通信使たちとの唱和については‘文戦’と表

現して競争意識を隠さなかった。彼らは友好的であるべき文化交流の場を、戦いの場と考

えたのみならず、朝鮮の儒学や詩文については‛朱子学一色の堅苦しい思想’‛宋と元の詩

を踏襲する旧習’であるとけなしている。とくに徂徠の日本型華夷意識のために否定的な

朝鮮観と通信使観、文化交流での競争的な意識は門派の後裔たちに甚大な影響を与えた。 

 文戦という言葉は 1636 年に出た『朝鮮筆談集』にあって、新井白石もこのような認識を

                                                   
36 『韓館唱和稿』「奉送製述製述青泉申公序」 

37 『韓館唱和稿』「壘和春台韻」 

38 『韓館唱和稿』「走次春台惠贈韻」 

39 『韓館唱和稿』「奉和春台古風韻」 
40 『韓館唱和稿』「報酬春台惠贈韻」 



 

158 

 

持っていたが、18 世紀以降には徂徠門派が主導した。41とくに 1763 年癸未使行では徂徠門

派が主導し、萩藩で刊行した『和韓雙鳴集』『鶏壇嚶鳴』には唱和を‘戦争’と考える対決

姿勢が鮮明だ。 

 このような全般的な雰囲気の中で、春台はかなり例外的な人物だ。彼は珍しくも普遍主

義の立場にあって同文意識を持っており、詩文唱酬を文戦と認識することを辛らつに批判

している。 

 徂徠と春台の通信使、文化交流、朝鮮観、同文意識などの観点を簡単に整理してみよう。 

初めに通信使を朝貢使節団とする点では徂徠は強く同意するが、春台には無いか、もしく

は無関心である。二番目に詩文唱和を文戦とする競争意識は、徂徠にとっては持論ともい

えるが、春台は批判的だ。三番目、同文意識は徂徠が消極的で春台は積極的だ。四番目に

日本の文化の認識だが、徂徠の「贈朝鮮使序」と春台の『韓館唱和稿』を比べても似たよ

うなものだ。武威と万世一系の天皇を中心とする既存の日本型華夷意識とは異なる。華の

根拠を家康の文治主義政策に従った儒学の発展におく点で両者は一致する。この点は特に

注目すべきだろう。ここを基礎にして日本も国際的に通用する文化相対主義につながり、

文化主義的華夷観つながる。そして朝鮮儒学者たちのそれと通じる。それは同じ儒教文化

観、先王同文の治（礼楽文化）を共有するという同文意識で繋がる。 

 注意してほしいのは徂徠が1711年に弟子たちの書簡と朝鮮文士の唱和詩を見て酷評した

が、1719 年、四文士に直接会ってからは評価が一転したことだ。また門派内部での文や筆

談唱和集の序文や題言などに書かれた文と、申維翰に送る文にはかなりの差がある。1719

年己亥使行のときも「麗奴戯馬歌」や「航海唱酬序」では既存の閉鎖的な朝鮮観が強く打

ち出されていて「贈朝鮮使序」の認識とは大きな隔たりがある。徂徠の通信使観や文化交

流の考え方、朝鮮観が記録されたものによってかなり違うのは、いわゆる内部用と対外用

（四文士に送る書信）の違いと思われる。この差異は勘案すべきだろう。こうした様相は

日本の大部分の文士、官僚、学者たちに共通してみられる。この観点からすると春台の『韓

館唱和稿』に打ち出された友好的な朝鮮観も理想主義的認識も、額面通りに受け取るより

は顔突き合わしての文であることを参考すべきだろう。このような状況は朝鮮にも同じく

ある。筆談唱和するとか日本文士に送った和詩では一体に相手方の詩と人格をほめそやす

が、帰国後の日本使行録や文集ではその水準を低く見るとか批判をし、無視する傾向があ

る。通信使行に参加した人士たちは、自分の文集で日本での唱和詩文を収録することがほ

とんどない。 

 春台についていえば 1719 年、己亥使行で交流した申維翰の『海遊録』や鄭后僑の『扶桑

紀行』は江戸での交流を詳しく記しているが、春台への言及はない。春台をはじめとして

徂徠の門人たちが古文辞学を強調したにもかかわらず、使行録には記載されず、四文士た

ちの言及もない。徂徠の古文辞学は 18 世紀初葉、朝鮮に伝えられも使われもしなかったと

思われる。  

                                                   
41 新井白石「朝鮮聘事後議」 
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『主制群徵』の伝来と受容 ―人体論にたいする日中韓の理解を中心に 

 

金ボルム 大林大学 非常勤講師 lunabrkim@daum.net 

翻訳：東北大学専門研究員 宣芝秀 

抄録 

本報告の目的は、湯若望の漢訳西学書である『主制群徵』が伝来して受容された様相を検

討することにあり、その中でも日中韓の 3 国の学者たちの関心が集中した人体論「以人身

向徵」をを対象とした。とりわけ底本との比較を通じて『主制群徴』の構成を把握し、湯

若望の意図を明らかにしようとした。彼は人体構造と生理作用の精巧さは、すべて神の存

在とその能力に対する傍証であることを説得しようとした。だが、3国の学者たちは神にた

いする言及よりは人体論に注目した。この学者たちが新しい情報を受け入れる仕方には大

きな違いがあったが、単に引用に止まるケースもあれば、自らの人間理解の重要な着眼点

として活用したケースもあった。こうした多様な様相は、学者たちの関心と歴史的条件の

違いによるものと判断される。 

 

主題語: 『主制群徴』、人体論、湯若望、李瀷、丁若鏞、大槻玄沢 

1. 序論  

『主制群徴』(二冊)は、多様な自然現象、及び人間の行為など多様な事例を証拠として摂

理する創造主の存在を主張する書物である。ヨハン・アダム・シャール・フォン・ベル(ア

ダム・シャール、Johann Adam Schall von Bell、1591-1666、中国名は湯若望)は万物の美

しさがすべて創造主の存在を示す証拠であると見做し、本書において空と地、神霊と人間

にかんする様々な事態の中から、創造主の摂理を証明できる事例を示そうとした1。ここに

は二つの信仰が前提されているが、一つは自然が神の表現に他ならないという信念であり2、

もう一つは西洋(ヨーロッパ)と中国の心と道理が同じである3という認識である。キリスト

教の書籍に接することがなく、またその内容を知らない人であっても、自然の現象をよく

観察すれば、西洋人のように、創造主の存在と、創造主が世界を主宰していることを信じ

ることができるというのである。 

湯若望はオランダのイエズス会の神父であるレオナルドス・レシウス(Leonardus Lessius、

1554-1623)のラテン語の著作De Providentia numinis et animi immortalitate libri duo 

adversus Atheos&Politicos(以下、De Providentia)を底本としている。レシウスの著作は

1613年に初版本が、1617年に重刊本が刊行されたが、湯若望は重刊本から必要な部分を抜

粋して翻案し4、『主制群徵』を完成した5。中国人に神の摂理を知らせようとする目的から

                                                   
1 「主制羣徵小引」 “蓋凡物之美, 皆實有之徵.【萬物以造而有, 天主自有, 惟自有者, 可稱實有.】 … …

窮覽天地神人事物之繁, 足徵主制者, 約列于篇。”  
2 湯若望は「主制羣徵小引」において安當、つまり聖アントニウス(St.Antonius、251-356)が天地を指し

て書物であるとした例をあげて、必ず書物を通じなくても自然物と自然現象を学問の対象とすることによ

って創造主を発見することができると力説した。前掲書、“昔聖安當者、自幼隱居、不需載籍、具大智能。

人問故。聖人指天地、答曰。是卽載籍也。是中所凾、卽載籍中文字也。卽最小星、最弱草、最賤微蟲、皆

顯吾大主之智能、吾日取之、以爲學、孰禁之乎?”  
3 前掲書、“中西雖隔, 今古雖遙, 此心此理, 當無有二” 
4 罗婉薇·陈万成, 「汤若望的『主制群征』与翻译」, 『中国典籍与文化』, 2004, pp97~105. 

mailto:lunabrkim@daum.net
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編纂された本書は、朝鮮にも流入され、また日本においても短編的ではあるが一部の内容

が検討された。 

本報告の目的は、湯若望の漢訳西学書『主制群徵』が伝来して収容された様相を検討す

ることにあり、その中でも日中韓の 3国の学者たちの関心が集中した人体論を対象とした。

湯若望は「以人身向徵」において、人体の各部位の構造・機能・形態の多様さ、及びその

配置と役割の精巧さを列挙し、これらすべてが神が人体を作り按配した証拠であると主張

した。「以人身向徵」を読んだ東洋の学者たちは、神の摂理よりも人体論に関心を示した。

学者たちが新しい情報を受け入れる仕方には大きな違いがあったが、単に引用に止まるケ

ースもあれば、自己の人間理解の重要な着眼点として活用したケースもあった。これらの

学者は外来の情報を如何に理解して活用し、またその理解の違いはどこから来るのだろう

か。 

『主制群徵』の人体論については、文献学、医学史、哲学分野において文献の伝承来歴

と個別的人物を中心に西洋医学の受容史、そして心性論に与えた影響を検討した先行研究

がある。先行研究では、文献学的な観点からは、底本であるレシウスの De Providentiaと

「以人身向徵」を比較し6、医学史的な観点からは、「以人身向徵」の解剖生理学的情報の受

容について評価し7、哲学的な観点からは、この情報が伝統的人間心性理解に与えた衝撃を

検討した8。だが、日中韓の学者が如何なる関心から『主制群徵』の人体論を読んだのかに

ついて、総合的に明らかにされたことはなかった。 

ラテン語の底本が、湯若望によって漢文に翻案され、その内容が再び漢文の読者に読解

される過程において間隙がないわけにはいかないだろう。だが、この二重の間隙にたいす

る検討が行われなかった。中でも問題になるのは、「以人身向徵」を読んだ学者から心主論

                                                                                                                                                     
5 1636 年 1 月に湯若望が作成した『主制羣徵小引』によると、彼は 1634 年 11 月『崇禎曆書』の改修作業

をすべて終えており、その後に得た余暇で本書を編纂した。跋文は弟子の李祖白(?-1665)が書いた。編纂

作業を終えた後は、同僚の伝教師たちのパニョニ(高一志、Alphonsus Vagnoni、1568-1640)、ロンゴバル

ディ(龍華民、Niccolo Longobardi、1559-1654)、ロ(羅雅谷、Giacomo Rho、1593-1638)から教理に違う内

容がない(nihil obstat)という検定を受けた。小引と跋文の内容、及びロンゴバルティの死亡年度に基づ

いて Dudink は『主制群徵』初版本の刊行年度を 1637 年 11 月 20 日以後から 1638 年 4 月の間に比定した。

Adrian Dudink、"The Religious Works Composed by Johann Ddam Schall Von Bell–Especially His Zhuzhi 

Qunzheng And His Efforts to Convert the Last Ming Emperor"、Roman Malek(ed)Westem Leaming and 

Christianity in China_The Contribution and Impact of Johann Adam Schall von Bell、S.J.(1592-1666)、

1998、p.814. 
6 Dudink, 위의 논문. ; 罗婉薇·陈万成, 前掲論文. 
7  陶恵寧, 「『重訂解体新書』 所引の「物理小識」 について」, 『日本医史学雑誌』 第 47巻 第 3号, 

2001, pp.508-509 ; 齊藤正高, 「『物理小識』の腦と心」, 日本中国学会 編, 『日本中国学会報』 

第 61 集, 2009, pp.183-197 ; 여인석, 「『주제군징』에 나타난 서양의학 이론과 중국과 조선에서의 

수용 양상」, 『의사학』 21, 2012.  
8  안영상, 「동서 문화의 융합`충돌 과정에 나타난 성호학파의 철학적 특징의 일단면-인체관에 

나타난 pneuma 와 心氣說을 중심으로」, 『민족문화연구』 41, 2004 ; 김선희, 「인체 이론과 심 

이론의 통합과 분리-『의령』에서 『맹자요의』까지 서학을 통한 다산의 인간이해의 변화」, 

『다산학』 34 호, 2019. 
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から脳主論への変化を感知した幾つかの論文である。「以人身向徵」には、脳から「動覚の

気」が出、これが四肢を動覚させるという積極的な役割が述べられているという点で、伝

統的に脳を骨髄の貯蔵所の程度しか扱ってこなかった東洋の理解とは大きな違いがある。

彼らは「以人身向徵」の内容がガレノス医学を採用していることから、「脳が考えや情緒、

記憶を調節する」と考えたガレノスの脳主論の影響を受けただろうという前提から、この

部分を引用した方以智や李瀷の叙述を検討した。だが、『主制群徵』の他の箇所を読んでみ

ると「動覚」は文字通り動きと感覚あるいはそのような能力を持った生物、つまり動物を

表す表現であり、思惟や情緒、記憶に関連して使われていない。むしろ、これらと区別さ

れる人間の固有の理性的能力は「心」に割り当てられる9。この「心」とは心臓ではなく人

間の精神を意味するが、同一の漢字で用いられた。 

したがって、今回の発表では西洋医学の受容史の観点ではなく、文化受容史の観点から

レシウスと湯若望の翻訳意図とともに独自の理解方式という両軸を考慮しながら内容を検

討する。そのため、第一、ラテン語の原本との比較を通じて『主制群徵』に盛り込まれた

湯若望の意図を理解しようとした。第二、東洋の学者たちが持った関心と歴史的条件の違

いが読解に及ぼした影響を考慮しようとした。 

 

２．レシウスの De Providentia から湯若望の『主制群徵』へ  

１）湯若望の翻案 

De Providentia でレシウスは、神の摂理によって世界の万物が存在して運用され、人間

の霊魂は不滅であり、死後に審判を受けるという点を力説する。本書の著述の背景には

16-17 世紀のヨーロッパにおいてキリスト教(旧教)が直面した神学的、政治的危機がある。

この時期にはギリシャ・ローマの古典の発掘と技術科学の発達による原子論的世界観が広

がっており、同時にヨーロッパを荒らした戦争の渦の中で、君主たちはキリスト教の倫理

を道具的に利用するマキャベリズムに傾倒されていた。レシウスは本書を通じて原子論的

世界観の無神論とマキャベリズムの世俗主義に対抗しようとした10。その方法が面白いが、

聖書の内容ではなく現実の世界においても、そして自然の現象から神の摂理を発見できる

ことを証明しようとした。彼はギリシャ・ローマの古典から大航海時代の成果に至るまで、

様々な時期の異なる層位にある各種の情報を活用した。したがって、天文や地理、気象を

はじめ、動植物や人体の構造など、自然の諸現象から細部の各機能が全体に寄与する目的

                                                   
9 代表的なところは以下の通りである. 人心之能, 異于動覺物之能, 是在格物及自專二者。”『主制群徵』, 

｢十以人心之能徵｣ “ 
10 “Praefatio”, De providentia(1617) 
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への志向、比例が見せる美しさ、物の不可解な多様性について述べた。 

目的論的神存在の証明の一種であるこの方法は、自然の諸般現象を観察すれば、無神論

者でも理性を通じてその裏面に神の摂理があることを理解できると、レシウスが前提して

いることを示している。それならこの方法は西洋の無神論者のみならず、教会や聖書を読

んだことのない人たちにも有効であろう。湯若望が本書の内容を中国に紹介しようとした

理由がここにあると思われる。 

 De Providentiaは神の摂理を示した一巻と人間の霊魂の不滅性を示す二巻で構成されて

いるが、湯若望は De Providentia の一巻から必要な部分を部分的に抜粋して翻訳した11。

しかも、体制を全く違う形に再編し、底本にはない文章を加筆し、底本にはない節を新た

に書いて付け加えたりもしている12。このようにラテン語本と比較する相当の内容の出入り

があるから、 『主制群徵』は De Providentia を翻訳したものというより、翻案したもの

ととらえた方が妥当である。 

  

２）以人身向徵」の構成と目的 

『主制群徵』上巻の第 2 章第 5 条が「以人身向徵」である。「以人身向徵」と次条の第 6

条「以生覚容体向徵」までが、いずれも De Providentia 第 2章の第 6論証「Sexta RATIO, 

ex structura animalium & plantarum in ordine ad finem(目的を志向する動物と植物の

構造)」(以下、第 6 論証)から内容を取って構成したものである13。第 6 論証では、人を含

めて動物と植物を成す部分の構造が非常に精巧であり、他の部分とよく噛み合うように作

られており、結局は全体に貢献できるようになっていることが分かるという点で、個別の

生命体をそう造った存在、つまり神が存在するしかないことを主張する。この目的論的神

存在の証明には西洋古代の自然学が動員された。レシウスは人体についてはルネサンス時

期まで大きな影響を及ぼしたガレノス(Claudios Galenos、129-199)の著述から、動植物に

ついては大プリニウス(23-79、Gaius Plinius Secundus)の『自然史(Naturalis Historia)』

                                                   
11 霊魂の不滅について力説した De Providentia の第 2巻については衛匡國(Martino Martini、1614-1661)

の『眞主靈性理證』がある。 
12 『テーマグンジン』商圏の"首。以物公向徵"、"次。以物私向徵"、下巻の"十。以人心之能徵"、"十一。

以氣之玄玅徵"は苧本にはないものだ。『テーマグンジン』と De Providentia の収録部分は対照は次の部分

に詳しい。Adrian Dudink, “The relegious works composed by Johan Adam Schall von Bell especialy 

his Zhuzhi qunzheng and his efforts to convert the last Ming emperor,” in Roman Malek ed., Western 
learning and Christianity in China: the contribution and impact of Johan Adam Schall von Bell, 
1592-1666, Monumenta serica monograph series, 35., Sankt Augustin: Jointly published by 

China-Zentrum and the Monumenta Serica Institute, Nettetal, Germany: Steyler Verlag, 1998 & 2000., 

pp.817-819.  
13 “Eadem, inquit, ars circa omnia viscere existit, & omnino circa quamlibet partem, adeo ut si 

quis structura scopos consideret, in aliquot myriads eorum multitude excrescat.” De 
providentia(1617), p.68 
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から内容を抜粋したり、要約した。 

第 6 論証の冒頭で、ガレノスの目的論的な人体観が明白に現れる。レシウスは人体の解

剖学的構造を叙述し、骨(os)と筋肉(musculus)の個数と構造、及びその種類を示し、その

多様性と精巧さを強調した上で、「人体は最も賢くて最も能力のある製作者が作ったもの」

であるとしたガレノスの結論を示した14。続いて肉体に生命を維持させる熱(calor)、栄養

を供給する血(sanguis)、三種類の精気(spiritus)15の生成と運行を、心臓・肝臓・脳など

の臓器と静脈・動脈・神経の系統とつなげて説明した。ここで示された肝臓―静脈―自然

精気(spiritus naturalis)、心臓―動脈―生命精気(spiritus vitalis)、脳―神経―動物

精気(spiritus animalis)の位階的三系統はアリストテレスの植物魂―動物魂―理性魂(人

間魂)を人体の生理学的体系に統合したガレノスの代表理論である。 

湯若望が「ある西域の名義(西有名医)」と表現したガレノスはギリシャ・ローマ医学の

集大成者であり、ギリシャ哲学と自己の(動物)解剖学知識の上で精気(pneuma)論と四体液

説を総合して、目的論的人体観を確立した。ガレノスの解剖学と生理学の著述は、それ自

体としての科学的成果ではなく、人間にたいする神の摂理を支えることにその目的がある。

彼の医学は西洋医学の正統と認められ、千年以上も絶対的権威を持った。ルネサンス時期

のベサリウスの De Humani Corporis Fabrica(1543 年刊、以下 Fabrica)とウィリアム・ハ

ービー(William Harvey、1578-1657)の Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis 

in Animalibus(1628 年刊)が医学界に衝撃を与えたが、ガレノスの医学は 18 世紀までも権

威を認められていた16。レシウスが生きた時代も同様であり、体の各器官は霊魂が命じる機

能を正常に遂行するために設計された神の芸術品であるという見方が支配的であった。 

「以人身向徵」にもこうした性格がよく表れている。ラテン語の底本から「以人身向徵」

に翻案された部分を比較してみると、次のように表すことができる。表にするため、ラテ

ン語の底本については段落番号、及び小見出しを記入し、「以人身向徵」については当該内

容の位置が表れるように前後の文章を移した。 

 

                                                   
14 “Eadem, inquit, ars circa omnia viscere existit, & omnino circa quamlibet partem, adeo ut si 

quis structura scopos consideret, in aliquot myriads eorum multitude excrescat.” De 
providentia(1617), p.68 
15 プネウマを翻訳した用語である。プネウマは「呼吸する(pneo「πγέω」)」から来たこの言は、もとも

と、「息」、「呼吸した空気」を意味するが、次第に精神あるいは魂を意味するようになり、ラテン語では

spiritusと翻訳された。レノスはこれを熱とともに生命の源となる要素として見做し、spiritus naturalis、

spiritus vitalis、spiritus animalis に分類した。これらのそれぞれは肝臓、心臓、脳から生成され身

体の全ての組織に広がっていき個別の身体部位が固有の機能をするようにさせ、全体としての人体の生命

力を維持するようにする。湯若望は spiritus naturalis を體性之氣に、spiritus vitalis を生養之氣に、

spiritus animalis を動覺之氣に翻訳した。 
16 송창호, 「갈레노스」, 『인물로 보는 해부학의 역사』, 2015 参考. 
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De Providentia (1617) 第 2 章 第 6 論証  『主制群徵』上巻第 2章第 5 条が「以人身向徵」 

(導入部) 
 

 

1-1 欲徵主制, 遠取諸物, …… 保渾體之固, 順衆

肢之動是也。 

65 Consideratio humani corporis (人間

の身体にたいする考察) 

1-2 使百肢止共一骨, 身雖固矣, …… 其大、其堅, 

互相湊合, 以全一體之用, 是可貴也。 

Ossa (骨) 
1-3 首骨自額連于腦, 其數八。…… 摠期體之固, 

動之順而已。 

66 Musculi (筋肉) 1-4 論肉, 其數六百界有奇, …… 孰克謀此哉!  

67 Spiritus (精気) 

2-1 有骨有肉, 身形備矣, 然必須本熱爲生, 血爲

養, 氣爲動覺, 缺一不可。 

2-3 脾也膽也腎也, 雖皆成血之器, …… 腦生細微

動覺之氣, 故並貴也。 

Viscera tria principialia(三つの主

要臓器) 

2-2 緣此大主造人, 預備三肢於身內爲君, …… 害

身之苦者膽, 吸藏未化者腎 

68 Spirituum ortus (精気の発生) 

3. 或問, 三肢生氣如何。曰,…… 動覺各得其分

矣。ﾠ  

69 Quo modo per totum distribuantur 

corpus (如何なる方式で全身に精気が

流布するか) 

4-1 問, “身必須血與三氣周通者何?” 曰, “…… 

以故血者, 資養之料也。 

Distributio Sanguinis (血の流布) 
4-2 而血行以脉, 脉有所總曰絡。…… 外而膚肉, 

無不貫串, 莫定其數。 

70 
4-3 脉之容似機, 厥絲或順, …… 乃啟厥竅, 導之

通, 無閉塞也。 

71 Distributio calorum & spiritus 

vitalis (熱と生命精気の流布) 

4-4 從心出者, 亦有二大絡 … 此專導引熱勢, 及

生養氣之路耳。 

Ventilatio (空気の吹き入れ) 
4-5 心以呼吸進新氣, 退舊氣, 直令周身。脉與之

應, 少間不應, 輒生寒熱諸症。 

 

4-6 醫者, 必從三部躍動之勢, 揣知病源, 蓋以此

也。 

72 Distributio spiritus animalis  (動

物精気の流布) 

4-7 腦以散動覺之氣, 厥用在筋。苐腦距身遠, 不及

引筋以達百肢。 
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Productio cerebri & membranarum eius 

(脳の生産と表皮) 

4-8 復得頸節膂髓, 連腦爲一, …旣以保全本氣, 

又以肇始諸筋。 

Nervorum sex paria a cerebro (脳か

ら出る 6 対の神経) 

4-9 筋自腦出者六偶, 獨一偶踰頸至胸, 下垂胃口

之前。 

Triginta nervorum paria ex spina 

dorsi (脊椎から出る 30対の神経) 

4-10 餘悉存頂內, 導氣於五官, …… 充滿周身, 

無弗達矣。 

73 Nervorum compositio (神経の構成) 
4-11 筋之體, 瓤其裏, 皮其表, 類于腦, 以爲腦與

周身連結之要約。 

74 Quo modo tria principalia viscera 

sint in singulis corporis partibus 

(如何なる方式で三つの主要臓器が

各々の身体の部位に位置するか) 

4-12 卽心與肝所發之脉絡, 亦肖其體, …… 使生

養動覺, 肢各效靈哉?  

 
5 總論人身氣血骨肉筋脉等, …… 其智能準此矣” 

 

(1)湯若望は「以人身向徵」を 5 つの段落に分けて導入部の 1-1.と最後段落の 5.は直接

著述し、その他は概ね底本から抜粋して翻案した。(2)「4-6.醫者、必從三部躍動之勢、揣

知病源、蓋以此也」のように湯若望は底本にはない文章を追加し、(3)小見出し「Quod modoper 

tetum distribuantur corpus.」と「Distributio sanguinu.」を結合して「問、身必須血

與三氣周通者何?」と仮想の質問を提示した。(4)2-3.を 2-2.ではなく 2-1.次に来るように

手順を変えて編集した。(5)3.のように底本のある小主題を忠実に翻訳し、4-1.から 4-12.

にみえるように、底本ではいくつかの小主題の下、長く記述された内容を縮約して翻訳し

ている場合もあった。 

具体的な内容から検討すると、底本の導入部と「以人身向徵」の導入部には相当の違い

がある。底本の導入部では、概ね個別の被造物を成す部分が適切な構造と比例を備え、各々

の機能と目的に合わせて作動できるのは、最も賢い存在、すなわち神の摂理によるもので

あることを明らかにした。湯若望はこの内容を翻訳せず導入部を新たに構成し、「神の摂理

（主制）を証明しようとする際は、遠くは物からとり近くは人の身体からとる。目的（向）

のない事物はないから、どうして人の身体だけそうではないことがあろうか」17と文章を始

める。神の摂理の証明という文章の目標を明らかにし、その方法として他の物より近くに

ある人体を対象として、その中から目的を現わすと示したのである。このことを本の全体

的構図から読むと、「以人身向徵」が属している章の全体の主題が「物事の個別目的をもっ

                                                   
17 “欲徵主制, 遠取諸物, 近取諸身, 無物無向, 豈身獨否乎。” 
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て証明する(以物私向徴)」であるから、本章を展開する脈絡から物事の「個別目的」を扱

い、底本の第 6 論証を二つに分けたから、人体にたいするものに対象を限定するという意

味である。  

5.において湯若望は身体の各部位が自らの職分によく合して役割し、全体としての身体

活動を維持させることは、不思議なことであると叙述する。続いて彼は生きているかのよ

うに生き生きと描かれた肖像画を見ては人々は画家を称賛するが、絵よりも精巧であり不

思議な実物を創造し按配した存在である神を希求することは、当然であると主張する。最

後に、万物の霊長である人間の数理や計測といった優れた活動でさえも、生来的な身体活

動より誤謬が多いから、これを創造した神の知恵と能力の優れさを知ることができると力

説した18。湯若望が著したこの部分から「以人身向徵」の意図が最も鮮明に表れている。人

体に対する医学的情報を通じて身体の各部分が見事に機能するように創った神の偉大性を

現わそうとするのである。 

注目すべき点は、De Providentia を著していた時期にレシウスがベサリウス解剖学の成

果を知っていながら、本論証に積極的に反映していなかった点である。第 6 論証では骨の

多様な種類を言及した後、彼はガレノスが人間の骨の本数が 200 個以上であるとしたとこ

ろに「Cl.Doctor Viringus ponit 280.(Doctor Viringus は 280 個であると言う)」と注を

付けている(1613 年本では「224」となっている)。Valterius Viringus(Jan Wouters、

1539-1598)は、ベサリウスの Epitome(一般人向けの Fabricaの要約本)をオランダ語で翻訳

した人物である19。1569 年にこの翻訳本が初刊されただけにレシウスもベサリウスの解剖学

的成果を知らないことはなかったと思われる。さらに、レシウスは下顎骨(maxilla 

inferioris)を一つであるとしたが、これは二つであるとしたガレノス解剖学の誤りをベサ

リウスが訂正した内容と一致する。にもかかわらず、レシウスが新たな解剖学情報を積極

的に示さなかったのは、むしろ骨の本数が多少異なるからとしても変わることはないから

であると考えられる。人体を直接解剖してみても、依然として複雑で精巧な構造物であり、

その点では全知全能の神の創造物という主張は揺るがない。イエズス会の神父のレシウス

は、当時の医学知識を宗教的な目的から整理した。神の優れた作品として人体を描写した

                                                   
18 “總論人身氣血骨肉筋脉等, 以及諸內肢, 其體異能異樣異, 多如此類。然皆各得其位, 各盡其用。其扶

人身, 資養動覺, 以令五司咸正無缺, 不曠厥官。豈不奇哉? 設有畫像于此, 靈氣弈然如生, 觀者必歸美于

工, 稱道不置。乃若真形之美, 精巧奇異, 非智慮可通, 非能力可效, 并非言論可悉。孰造化是, 孰安排是, 

獨可置弗求乎? 且人爲萬物之靈, 宜乎動協于義。乃其自主之行【如算數測天等】, 較之不自主之行【如饑

渴便溺等】, 不免乖錯。是知造化人身, 安排人身, 如是恰當者, 必智能超人, 倍萬不啻者也。從此推知, 造

化天地萬物, 而安排之, 其智能準此矣。” 
19  Vons, Jacqueline. (2015). “Un exemplaire du De humani corporis fabrica (1543) annoté par Jan 

Wauters van Vieringen (Ioan. Valterius Viringus), lecteur et traducteur d’André Vésale.” 参考. 
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から、病気の原因や治療に関する四体液説は扱わなかった20。新しい科学知識の伝達ではな

く、現世に具現された神の卓越した能力を通じて、その摂理を証明しようとする神学的目

的を見逃すと、『主制群徵』を通じて中国の学者たちがガレノス医学を如何に理解していた

かといった不公平な質問をすることになるのである。もし、中国の学者たちに「ガレノス

医学が理解」されたとしたら、それは著者や翻案者の意図から離れた付随的な効果にすぎ

ないのである。 

 

３．日中韓の学者たちの関心と理解 

「以人身向徵」は人体の解剖学的構造と生理活動が、すべて神の存在と能力にたいする

傍であることを説得する内容であるが、漢文読者たちは神の存在や役割よりも人体に関す

る情報に注目した。 

「以人身向徵」を引用、あるいは言及した学者としては、中国の方以智(1611-1671)、王

宏翰(1648-1700)、陳元龍(1652-1736)、王宏翰(?-?)、朝鮮の李瀷(1681-1763)、丁若鏞

(1762-1836)、李圭景(1788-?)、日本の大槻玄沢(1757-1827)がある。これらの学者は、「以

人身向徵」の内容を単に新しい情報として記録しておく場合もあれば、自らの人間理解の

重要な着眼点として活用したりもした。各学者たちが 「以人身向徵」を引用した様相と、

学者たちの共通点と相違点を考察することは、西洋の知識が東洋に伝来し受容される様相

を多面的に解明することに役立つだろう。 

日中韓の学者らが「以人身向徵」を引用した箇所は以下の通りである。 

국가 저자 편명 내용 

中國 方以智 『物理小識』 卷 3, 「人

身類」 

<血養䈥連之故> 人身溼熱而已. ……  

<論骨肉之概> 首骨自額連于腦, …… 

<身内三貴之論> 熱以為生, 血以為

養,…… 

王宏翰 『醫學原始』 卷 3, 「周

身骨肉數界論」 

首骨自額連於腦, 其數八。……或順或

斜或橫異, 此皆各有本用, 以順本身多

異之動也。 

陳元龍 『格致鏡原』 卷 12, 「骨

【附髑髏 筋】」 

首骨自額連於腦, 其數八。……總期體

之固, 動之順也。 

                                                   
20 底本と「以人身向徵」の両方で体液(humor)と胆汁(bilis)という用語が登場するだけで、体液の不均衡

による病症の発現のような内容は全く登場しない。 
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胡廷光 『傷科彙纂』 卷 2, 「骨

度」 

首骨自額連於腦, 其數八。… 手與足各

二十有奇。… 凡各骨之向, 約有四十, 

各肉約有十。悉數之則數萬也。 

朝鮮 李瀷 著, 安

鼎福 編 

『星湖僿說類選』 冊 5, 

「西國醫」 

有骨有肉, 身形備矣, …… 使生養動

覺, 肢各效靈哉。 

丁若鏞鏞 

**再引用 

『與猶堂集/醫零』, 「腦

論」 

有骨有肉, 身形備矣, …… 使生養動

覺, 肢各效靈哉。 

李圭景 

 

『五洲衍文長箋散稿』 卷

19, 「人體內外總象辨證

說」 

肉, 其數六百界有奇 ……悉數之則數

萬也。 

日本 杉田玄白 翻

訳, 大槻玄

沢重訂 

**再引用 

 重訂解体新書  第 5

冊, 附錄 上卷 「第九篇 

寤寐論」 

方氏曰, 腦散動覺之氣, ……故存以備

引觸。…… 〇身內三貴論曰, 或問三貴

之生氣 …… 動覺得其分矣。 

 

以上の引用にみられる共通的特徴は、神の役割にたいする内容は引用していないという

点である。湯若望が最後に力説した総論(5總論)の内容全体については全く引用しなかった

だけでなく、文章の中にある 1-1 の「欲徵主制」、2-2 の「緣此大主造人」のような句も引

用しなかった。引用した文章の中から特定の句を除くというのは、単に関心がないからで

はなく、多分に意図を持って選択から排除しなければならないから故意性が見受けられる。

湯若望にとっては最も重要であったはずの神の摂理にたいする内容は、東洋の学者たちに

とっては自己の著述に露わにして関心を表明するには困難で憚れる内容であったのである。

これは「以人身向徵」のみならず、『主制群徵』の全体の核心的内容であるキリスト教の宗

教的特性にたいする理解に困難さがあることを示唆している。 

そして引用した対象にも相違点がある。大きく見れば、骨と脳に関するものに区分する

ことができる。骨に関心を持つ人たちは王宏漢、陳元龍、胡貞光であり、彼らは共通して

自己の医学著述に 「以人身向徵」の内容を部分的に収録している。王宏漢、陳元龍、胡貞

光はいずれも伝統的な医学基盤の上で一部の西洋医学の情報を取りまとめた。彼らは頭か

ら四肢に至る人体の各部位を構成する骨の本数と形態に関する内容を引用しているから、

彼ら「以人身向徵」に現れた人体の骨像にたいする解剖学的情報に関心を持ったことは間

違いない。だが、これにたいする評価や追加的な叙述がないことから、彼らの引用は情報

の整理レベルに留まったものと判断される。 
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彼らと違って方以智は百科事典式の著述である『物理小識』において「以人身向徵」の

内容の中で人体に関するほとんどの内容を引用した。彼は 「以人身向徵」の人体論を「血

養筋連之故」、「論骨六之介概」、「身内三貴之論」に分類し、自らの案説を付け加えた。方

以智の案説を見ると、彼は「血養筋連之故」について肝臓・心臓・脳・筋(神経)にたいす

る主張は伝統医書である『霊樞』や『素問』に収録されていないものであることから、引

用するに値すると評価した21。伝統の医書にはなかった新たな情報を資料収集の目的から引

用したものと考えられる。  

もう少し注意を引くのは、「身内三貴之論」にたいする評価である。彼は人の知的能力が

脳の清濁と関わると見なし、その推測の根拠として『左伝』(僖公 24年)と『太素脈法』の

内容を示した。そして、伝統的に『黄帝内経』では 「すべての骨髄はすべて脳に属する」

(『素問』五臓生成論)という句と、「脳は骨髄の海である」(『霊樞』海論)という句を挙げ、

脳を骨髄を貯蔵する器官と規定した。そして、『太素脈法』に「清濁によって人の敏さと鈍

さが決まり、貴天は骨に相応する」という一節を引用した22。脳の清濁によって敏さと鈍さ

が決まるが、脳とはすべての骨髄が所属する骨髄の貯蔵器官であるから、脳の清濁によっ

て骨にまで影響が及び、貴賤が決まると考えたものと見られる。これは方以智が『黄帝内

経』という伝統的医学経典によってこの文章を理解していることを示している。ここで清

濁の問題が言及されるのは、「身内三貴之論」が肝臓と心臓と脳という臓器を経て気が精製

される過程を叙述したものと読まれるからである。 

 

「身内三貴之論」には、肝臓と心臓、脳が「体性の気」、「生養の気」、「動覚の気」

を作り出す過程と各々の気の機能が述べられている。その内容を見ると、肝臓が消化

された食べ物を変化させて作った血の純情な部分が血路(vapor)になるが、これが「体

性の気」であり、その働きは身体の穴を開けて血が体中に広がるようにする。この血

の一部が心臓の右側に入って微細な穴を通じて次第に左側に入っていくと、さらに精

密になり、そのうち半分は「生養の気」となる。「生養の気」の役割は心臓を通じて精

密になった血を全身に広め、原熱を保存するところにある。この「生養の気」の一部

が脳に上がり、さらに繊細で純情になったのが「動覚の気」であり、その役割は感覚

器官と四肢に命じて動かし感覚できるようにすることである。23 

                                                   
21 『物理小識』 卷 3, 「人身類」“愚者曰, 此論, 以肝心腦筋立論, 是｢靈｣｢素｣所未發, 故存以備引觸。” 
22 前掲書. “浮山愚者曰, 人之智愚, 係腦之清濁. 古語云, 沐則心復, 心復則圖反, 以此推之, 蓋其有

故.  太素脈法 , 亦以清濁定人靈蠢, 而貴賤兼以骨應之。” 
23 前掲書. “曰, 肝以竅體, 內收半變之糧漸, 從本力全變爲血, 而血之精分, 更變爲血露, 所謂體性之氣

也。此氣最細, 能通百脉, 啟百竅, 引血周行遍體。又本血一分, 由大絡入心, 先入右竅, 次移左竅, 漸致

細微, 半變爲露, 所謂生養之氣也。是氣能引細血周身, 以存原熱。又此露一二分, 從大絡升入腦中, 又變
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こうして見ると、「身内三貴之論」からは、肝臓と心臓と脳という臓器を通じて、気がま

すます精密になり、最も清くて繊細な「動覚の気」が作られることが分かる。方以智はこ

の一種の精製過程から清らかな気を得れば英敏で、濁った気を得ればそうでなくならない

と考えた。宋代以来の儒学において気の清濁は万物が互いに同じでなくなる原因であり、

人間の本性の発現の可能性を決める先天的条件として理解された。方以智はこのような伝

統の上で脳を理解しようとしたことが分かる。 

朝鮮後期の儒学者の李瀷の場合は、『星湖僿説』において「以人身向徵」を引用したよう

であるが、現在の刊行本では見当たらず、彼の弟子の安正福が『星湖僿説』の体裁を再編

し、内容を補完した『星湖僿説類選』に残っている。李瀷は「西国医」というタイトルで

「以人身向徵」の内容を引用したが、骨については引用せず、精気の形成以下の内容を移

した。さらに、按説に中国の医学家に比べて非常に詳細に述べたと高く評価する一方、規

模と言語の差異のため理解が困難であることを吐露した。続いて自らの理解を明らかにし

たが、とりわけ脳に対する理解が独特である。 

 

頭の根本は髄にある。それを脳という。筋は脳に総括され、あまねく絡に広がってい

るから、これによって脳が一身の主張になることがよく分かる。筋の力は全身を運用

できるから、動気が脳から起こることは明らかである。ただ、覚の一字を加えたから、

儒家の学説とは異なる。しかし、肉は筋に運ばれ筋は肉に縛られていて、外の物が肉

に接触すると、肉がふと動くのは筋でなければ何のためであろうか。筋が自ら覚した

のではなく、脳があるから物が接触したときに思慮しなくてもふと動くのである。脳

がするが、物が接触してそうであることを知るのは心臓である。そうした、つまり感

覚するのは脳にあり、知ることは心臓にあるというのが、その理がまた宜しい。24 

 

 ここで問題になるのは、脳が「筋」を通して身体の動きを主管するのは正しいが、覚と

結びつけることの馴染みのなさである。この問題は、湯若望が「nervus」の翻訳語として

「筋」を採用したことからきた。現代では神経と訳されるこの構造は、肉眼で観察すると

筋に類似しているため、「nervus」には神経という意味と筋という意味が両方ともあった。

ガレノスも筋から神経が分化すると考えており、レシウスと湯若望の時まではこうした観

                                                                                                                                                     
愈細愈精, 以爲動覺之氣, 乃令五官四體, 動覺各得其分矣。” 
24 "頭之本在髓, 曰腦. 筋總於腦, 周絡皆遍, 則腦爲一身之主可知. 筋之力可以運用百體, 則其動氣之由

乎腦明矣. 但添一覺字, 與儒家說不同. 然肉運於筋, 筋爲肉繫. 外物觸肉. 肉便煬動者, 非筋而何. 筋非

自覺. 有腦故物觸之時, 不待思量, 便卽煬動者. 腦之爲也, 知其有物觸而然者, 心也. 然則覺在腦而知在

心, 其理亦宜矣. 
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点が続いたのである。筋を通路として身体の各部位に流布される spiritus animalis の翻

訳語として「動覚の気」を採用したのもまた湯若望がこの構造を運動と感覚の両方に関連

付けたことを示している。神経が現在のように筋と分離されて「刺激を伝達する仕組み」

という独立的な意味として使用されたのは、西洋においても 18世紀になってからのことで

あり25、東洋では『解体新書』において「神経」と翻訳して始まった。 

 「筋」について 『黄帝内経』では筋脈、筋膜、大筋、宗筋などの表現が見られ、「筋は

肝臓に属し、骨は腎臓に属する(筋属肝、骨属腎)」という文があるが、いずれも感覚と直

接結びついた概念は見当たらない。李瀷もまた筋は肉と関連したものであって、覚とは結

びつかないから、彼はこれを筋と見なしていたようである。続いて李瀷は経験的レベルか

ら反射を例に挙げて理解を試みた。彼は肉が外部の事物に触れたときに現れる無意識の反

射に関与する程度の、一種の感覚の中枢として脳の機能を限定している。そして思慮して

知る知的活動は伝統的な方式どおり心の役割であると考えていた。 

丁若鏞は、「脳論」においては「西国医」を再引用したほか、自らの按説は残していない。

星湖の按説の中でも「星湖先生曰、此説「比中国」医家、更覚詳尽、不可没也」だけを残

している。タイトルを「脳論」としたのは、東洋ではあまり重要に扱われてこなかった脳

に関する情報が核心であると考えていたからだと思われる。だが、この内容は彼にとって

重要な意味がある。他のところで「以人身向徵」を活用した箇所が見えるからである。 

まず医学的内容として、『医零』の「虚実論二」において食物が消化器官を経て精微な肝

臓に入り、血が作られ、その中でも精微なるものが心臓に入った後、経絡に至るのが自然

な形勢であると記している26。これは「以人身向徵」の内容を要約したものである。この要

約文は『黄帝内経』の「五味入胃、各帰所喜」という文に対する張介賓の解釈を批判した

ものであり、丁若鏞は五味を五臓に分けて配属させて五臓が各々好むものを先に受け入れ

ると見ることができないといる。これは五行説と結びついた伝統医学の体系を大きく揺さ

ぶる発言である。『医零』の他の箇所において彼は病気の原因について述べ、「体性」と「生

養」という表現を用いたが27、まさに「以人身向徵」の「体性の気」―「生養の気」―「動

覚の気」という概念構造から着眼したものと考えられる。『孟子要義』においてこの点はよ

り明確である。「もともと我々が生養して動覚するのは、ただ血と気の二つがあるからであ

る。形質を論じれば、血は荒く気は精密であり、血は荒く気は精密である」という。これ

                                                   
25 Sidney Ochs, (2004) A history of nerve functions: from animal spirits to molecular mechanisms, 
Cambridge: Cambridge University Press. 参考. 
26 『醫零』 「虛實論」 二 “物下咽，卽入胃中，胃火熬化。粗者送于二陽，精者獻于脾家。脾又運化，傳

于肝家，肝乃造血，精者傳于心，以達于經絡。此自然之勢也。” 
27 『醫零』, 「裡證論」 一 “七情之所傷, 勞倦之所瘁, 又如好色致損 者, 謂之內傷可也。此病在乎體性

生養之源, 治宜探溯其深奧。” 
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を通じて「以人身向徵」は単なる情報収合のレベルではなく、丁若鏞の人体論において重

要な意味を持つ資料であることがわかる。さらに、丁若鏞は人間理解にまでこれらの概念

を拡張して用いた。同所で彼は「喜び・怒り・悲しみ・怒りが発するのはすべて心が発し

て志となったものであり、志がすなわち気を駆り、気がすなわち血を駆るので、これにし

たがって顔色に現れ、四肢に広がるようになる」28という。しかも彼は植物―動物―人間の

相違を説明することにおいても、類似した概念構造を使用する。「今、草と木を論じると、

確かに形質もあり生活もあるのに、生活をもって言うのは生活が形質より尊いからである。

また、禽獣を論ずとき、確かに生活もあり動覚のあるのに、必ず動覚をもっていうのは動

覚が生活より尊いからである。人の体には動覚があるが、動覚の上にまた道義の心があっ

てすべてを主宰するから、人の性を論じる者は道義を主として言うのが正しいか、動覚を

兼ねて言うのが正しいか」29とした。このように人間理解にまで拡張された丁若鏞の理解は、

「道徳的人間の構造と作用を説明するために身体的―生理学的構造を土台的段階に置き、

その上にこの身体的構造と連動していながらもそれにとらわれない独自的な能力としての

認知的―徳的能力を設定」30しようとした努力と評価される。 

李圭景(1788-1856)は、『五洲衍文長箋散稿』において「以人身向徵」を引用した。彼は

骨に関する内容を含めて人体に関する内容をすべて載せ、『難経』から臓腑と骨度に関する

内容まで補足した。李圭景は、何よりも人体の各部分にたいする知識を正確に知ろうとす

る関心を示したが、一方では新奇な内容を紹介するという側面もあったようである。彼は

骨相については周天が 365 度であるから、人の骨が 365 個であるという伝統的類比を移し

ており、脳の動覚する能力については神秘な例を挙げている。雍正時代の人が馬から落ち

て脳が割れたが、蒙古の医師が牛の脳を代わりに入れ、牛の皮をかぶせて真気が漏れない

ようにしたら治ったという内容である。ただ、彼はこれまで読んだ文章は一文字も覚えて

いなかったという。その他、「以人身向徵」の内容を理解するための積極的な解釈は見当た

らないので、李圭景は好奇心から情報を集めたものと考えられる。 

日本における「以人身向徵」の引用は、上記とは異なる様相で現れた。日本は早くから

カトリックの東方伝教の主な対象となり、伝教の初期に大きな成功を収めたが、急速な教

勢拡張はすぐに中央政府の牽制を受けることになる。1587 年には邪敎であるという理由で

禁教令が下されて、1637 年島原・天草の乱以降はカトリック国家との交易までが禁止され

                                                   
28 『孟子要義』, 「公孫丑」 上. “原夫吾人之所以生養動覺, 惟有血氣二物。 論其形質, 血粗而氣精, 血

鈍而氣銳, 凡喜怒哀懼之發, 皆心發爲志。 志乃驅氣, 氣乃驅血, 於是見於顏色, 達於四體。” 
29 『孟子要義』, 「告子」 上 “今論艸木之身, 明有形質, 亦有生活。 然必以生活言之者, 生活貴於形質

也. 又論禽獸之身, 明有生活, 亦有動覺。 然必以動覺言之者, 動覺貴於生活也。人身雖有動覺, 乃於動覺

之上, 又有道義之心爲之主宰, 則論人性者, 主於道義可乎, 兼言動覺可乎?” 
30 김선희, 前掲論文, p.152. 
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たが、この空白をオランダ商人たちが代替することになる31。交易が許可された空間は出島

という狭い人工島に限られていたが、ここから流れ出た「宗教と切り離された西学」が以

後の歴史を大きく変えてしまった。蘭学が発生したからである。 

蘭学は、出島に出入りしてオランダの医師から西洋医学を学んだ日本の医師たちから始

まった。彼らの最も重要な成就は、解剖学図書である『解体新書』の翻訳にある。『解体新

書』の底本はドイツのクルムス (J.A.Kulmus、 1689-1745)が著した Anatomische 

Tabellen(1722 刊 ) を 、 オ ラ ン ダ の デ ィ ク テ ン (Gerardus Dicten) が 翻 訳 し た

Ontleedkundige Tafelen(1734 刊)である。杉田玄白(1733-1817)、前野良澤(1723-1803)、

中川淳庵(1739-1786)らが 3 年にわたって本書を翻訳した。『解体新書』は、当初は抵抗に

遭遇したが、しばらくして日本の医師に中国の医学にたいする根本的な懐疑を持つように

しただけでなく、日本が中国の伝統的知識体系から離れ、急速に西欧知識を吸収するよう

になる重要な契機となった32。 

江戸幕府がキリスト教を禁止し、西学書の流通も禁止されたため、中国で翻訳した漢訳

西学書の場合も禁書として扱われた。したがって、漢訳西学書を直接読むことはできなか

ったが、彼らは中国の学者たちの著作を通じてそこに引用された文章を触れることはでき

た。 

18世紀の日本の医学者である大槻玄沢(1757-1827)は杉田玄白の弟子として『解体新書』

を 20 年間補完して『重訂解體新書』を著し、『物理小識』に引用された『主制群徵』の内

容を再利用した。彼は引用内容をすべて方以智のものと叙述し、『解体新書』とは異なる箇

所には注釈をつけて説明し、誤謬を指摘した。その例をあげると、神経を「筋」と訳した

ことにたいして「思うに筋としたのは神経である(按謂筋者避神経也)」と言った。『解体新

書』で感覚をつかさどる紐状の構造を神気の経脈、つまり神経と翻訳したことに照らして

注釈をつけたのである。さらに「神経（筋）は脳から出るもので六対である(筋自脳出者, 六

偶)」としたのにたいし、「思うに、六は十の誤記である。大概神経は十対である(按六者十

之誤。蓋十対神経也)」とした。『解体新書』では脳から出る神経が左右の各十本、つまり

十対になっているから、大槻玄沢はこれに基づいて『物理小識』の引用文を批判したので

ある。医学者である彼にとって「以人身向徵」は『解体新書』に比べると解剖学的な誤り

がある参考資料に過ぎなかった。 

 

                                                   
31 オランダは島原・天草の乱の当時幕府と協力して乱に参戦し、その代価として日本での独占交易権を得

る こ と に な っ た 。 신동규, 「근세 일본의 ‘島原·天草의 난’으로 본 江戶幕府와 네덜란드의 

共助關係」, 『東洋史學硏究』 105 집, 동양사학회, 2008, 
32  『解体新書』の翻訳については次の論文を参考. 김성수, 「일본의 해부학 수용 초기의 특성: 

『해체신서』와 『중정해체신서』에 나타난 세계와 인체」, 『연세의사학』 21 권 2 호, 2018. 
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４．結論に代えて 

これまで湯若望の漢訳西学書の『主制群徵』が伝来し受容された様相を「以人身向徵」

を中心に検討した。とりわけ底本との比較を通じて『主制群徵』の構成を把握し、湯若望

は人体構造と生理作用の精巧さがすべて神の存在と能力にたいする「傍証」であることを

説得しようとした点を強調した。だが、3国の学者たちは神にたいする言及よりは人体論に

注目した。これら学者たちが新たな情報を受け入れる仕方には大きな違いあったが、単に

引用する場合があれば、丁若鏞のように自己の人間理解の重要な着眼点として活用したケ

ースもあった。こうした多様な様相は、学者たちの関心と歴史的条件の違いによるものと

判断される。 
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新文化運動に対する劉咸炘の態度 

 

欧陽禎人（武漢大学中国伝統文化研究センター） 

翻訳：ハンデンシ（東北大学・院） 

 

要旨：劉咸炘は、道家の「以静制動」の術によって新文化運動に向き合い、心性・情欲の

伝統的な心性学によって新文化運動期における自身の立場を論じた。『周易』の「離」「坎」

「艮」「未済」によって冷と熱の弁証法を討論し、新文化運動における「冷は、熱の本」と

いう重要観点を提出しただけでなく、中国のその後ほぼ一世紀におよぶ波乱万丈の歴史に

対し、すでに人並外れた予測を提出していた。彼は「勢を察して風を観る」、「源流を考鏡

す」という学問方法を採用して、新文化運動の核心人物である胡適と周作人の学術の淵源

とその本質を明らかにした。盲目的に流行に追従することに反対し、人々の耳目を一新さ

せた。劉咸炘はみずからを西化派でもなく、守旧派でもないと称した。「西洋を見る方法は

中国を見る場合と同じであり、新を見るのは旧を見るのと同じである」という原則を堅持

し、古今東西の学術思想のすべてを筆端に載せ、すべてを包み込み、百川を納める海のよ

うに、中国文化を整合し再構築することこそ、彼の学問理想であった。 

 

キーワード：劉咸炘 冷熱 動静 周易 新文化運動 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

劉咸炘1の「半分は友人、半分は私淑の弟」と自認した五四運動期の著名な青年詩人であ

った呉芳吉2は、劉咸炘の画扇「観潮図」の題詩に、「海底の竜魚は、浪を驚かすことなく、

                                                   
1 劉咸炘（1896ー1932）、字鑑泉、別号宥斎。祖籍は成都の双流で、儒学をもって家業とし

た。学者である蒙文通、唐迪風と親交がある。武漢大学の哲学史家である蕭萐父は『劉鑑

泉先生の学術思想と時代的意味』の中で、「劉鑑泉先生の考えは独特な思惟様式によって、

巨大な学術成果を獲得した。近代蜀学の中でもっとも優れた花を咲かせた」と称した（『吹

沙二集』、巴蜀書社、1999 年、454 ページ）。蕭萐父はまた劉咸炘の『推十書・序』の中で、

「『推十書』は夭折した天才学者である劉鑑泉の重要な著作である。彼の哲学思想、諸子学、

史志学、文芸学、校讎目録学及びその他の作品をあわせて、二百三十一種類、四百七十五

巻である」と論じている。（氏著：『吹沙二集』、巴蜀書社、1999 年、460 ページ）陳寅恪、

梁漱溟などの学者が劉咸炘の学術成果を褒めている。しかし、様々な原因によって、学術

界では彼の思想はあまり注目されていない。 
2 呉芳吉（1896−1932）、重慶江津人、字碧柳，号白屋先生。世に白屋詩人と称されている

（『江津県志』）。優れた才能を持ち、二十世紀 20 年代における中国の著名な詩人である。

武漢大学の哲学史家である蕭萐父は、「呉良吉は五四運動期における中国の新体詩の開拓者

の一人である。彼の詩は民間の貧困と困難、時代の潮流を反映した」と述べた。蕭萐父に

よれば、呉良吉は劉咸炘の「半友生半私淑之弟」と自認した。彼らは、「二人の心声は、お

のずから呼応し、二人の徳業は、さらに燦然と交わり輝き、ともに『天地英霊の気、古今

卓異の才』であった。彼らを近世蜀学中の双子座と言っても過言ではない。（蕭萐父著：『推

十書・前言』（増補全本）、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、4ー5 ページ） 
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万里に扶揺するも未だ名を為さず。蓬山の上に真人の在る有りて、坐して看る天の清く地

の太平なるを」3と述べた。呉芳吉は大きな世界を見た人物である。彼が劉咸炘を万里に羽

ばたくも名利を図らない海底の竜魚であり、清らかな天と太平なる地を蓬山に坐しながら

眺める真人であると形容したのは、その慧眼の独り到ったところである。筆者は、劉咸炘

の『冷熱』『看雲』『為己』『患盗』『女婦』『賓萌』『菊頌』『時変』『墨乱』などの文章を読

んだ後、劉咸炘が新文化運動の時代の中に身を置き、新文化運動に対して自ら深刻な評価

態度を取らざるを得なかったことに、深く思いをめぐらせた。これは重要な問題であり、

真剣に向き合う必要がある。本論は『推十書』の関連文書に基づいて、その深奥を闡明し

て、劉咸炘の新文化運動に対する態度について必要な探求を行い、大方の教示を得んとす

るものである。 

 

一 

およそあらゆる事件の発生には、必ずなんらかの予兆がある。劉咸炘には、新文化運動

の到来にたいする鋭敏な予兆があった。早くも 1918年 5月に、『冷熱』『為己』『患盗』な

どの文章を書いて、彼は「熱」に対する態度を表明していた。1922年から 1925年にかけて

『時変』『墨乱』『看雲』などの重要な文章を次々と書き、新文化運動に対する見方をさら

にはっきりと表明した。当代の国学の大師として、中国伝統文化の土壌の中で成長した劉

咸炘は、「任天円道」の中国文化によって、世界中の各種の学術思想を整合し、貫通させる

ことに努めた。その態度は謹厳で、その視角は独特で、その思想結果は人びとを刮目させ、

実に人びとに驚嘆の声を挙げさせた。 

劉咸炘は、けっして新文化運動を毛嫌いするような発言をしたことはなかった。『推十書』

の中で新文化運動を話題にするときは、彼はつねに誠心誠意、客観的な態度で、事柄に即

して論じた。たとえば、『語文平議』（1928）の叙述は、かなり客観的なものである。彼は

はっきりと中国文化の継承に足を置きながら、「変には須く其の体を失わざるべし。質には

須く其の節を失わざるべし。変にして体を失えば、則ち類型混乱す。質にして節を失えば、

則ち血肉剥削す」4と言う。中国文化を堅持しようとする劉咸炘の根本態度は明白である。

「学校の課規は、語を以て初基と為し、仍お文を以て進級を為す。然れども初めに止だ語

を学ぶのみなれば、文基已に失われ、加うるに深を悪み易を楽しむを以てすれば、能く文

に通ずる者、必ず日びに希にして、将に学術の源をして巨著鴻編に在らずして、雑誌小報

に在らしめんとす。言を以て普ねく教うれば、吾れ其の降教を見んのみ」5。もしも学校教

育がただ中国語の文法と口語のみを主体とするならば、数千年来の中国文化・経典文書は

日び衰微に赴く。「巨著鴻編」は二度と学術の源とならず、「雑誌小報」が全国民の精神生

                                                   
3 劉咸炘『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯）、上海：上海科学技術文献出版社、2009

年、242 ページ。以下、『推十書』（増補全本）の引用文はすべて上海科学技術文献出版社

2009 年一月版より引用する。再び説明しない。 
4 劉咸炘、『語文平議』、『推十書』（増補全本、戊輯一）、68 ページ。 
5 劉咸炘、『語文平議』、『推十書』（増補全本、戊輯一）、67 ページ。 
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活の中心となる。そうなった時、中国文化の原典を読みこなせる人はますます少なくなり、

伝統の国学は日増しに劣化する。それから 80年余の今日、中国の文章の堕落の歴史は論じ

ずとも、中国の伝統文化の流出の歴史は、不幸にして完全に劉咸炘の予言どおりとなった。 

だが、劉咸炘は「中体西用」論者ではない。彼は定見のない学者がわいわいと騒ぎ立て

ることに断固反対した。彼は『時変』（1922）の中で、「今の学者の、変を以て相い誇るは、

吾が聞く所に異なる。先士、此に于いて之を論ずること詳らなり。聊か之を粗述して、以

て吾が党に告げん。章実斎曰く、学業は、風気を辟（ひら）く所以なり。風気既に弊（や

ぶ）れば、学業以て之を挽くこと有り。好名の士は、方且（まさに）に風気に趨きて学業

を為す。是れ火を以て火を救うなり。（中略）今の所謂る変を知る者は、争いて浮漚を為す

のみ。夫れ学の去取は、将に義の是非を以てするか、抑も時の從違を以てするか」6と述べ

ている。要するに、彼は当時の「一犬形に吠えれば、百犬聲に吠える」学術状況を、「時を

逐いて是非なき」誤りと考えた。つまり、劉咸炘はけっして新文化運動に反対したのでは

なく、付和雷同の流行の追従に反対したのである。 

彼は自身の性格を「耐冷悪熱」とみなし、喧噪を喜ばなかった。彼は『冷熱』（1918）の

中で「陳書を喜んで独り坐し、衆聚まり聲喧しければ、則ち欠伸して臥を思う。慶弔に与

（あずか）りては、半日快からず」7と書いた。これを一種の生活感得として、学術・人生・

社会、ひいては哲学にまで推し及ぼした 

 

古は心を言いて血を言わず、惟だ冷以て事を治むべし。物に入られず、乃ち能く物を

善くす。世に流されず、乃ち能く世を治む。章実斎、之を言いて曰く、風気に随いて

転移を為す者は、愚人なり。自得して以て風気を救う者は、智者なり、と。龔定庵、

之を言いて曰く、百の酣民は一の悴民に如かず。百の悴民は一の之（こ）の民に如か

ず、と。之の民とは、山中の民なり。斯の二人は、能く熱に時に冷なる者なり。8 

 

劉咸炘は著作の中で、いつも章学誠と龔自珍を手本に掲げて、自らの観点を補強する。

ここでもこの二人の先賢の高論によって、彼自身が主張しようとする「夫れ冷とは、熱の

本」9という観点を表明する。劉咸炘は自身の「冷」の態度、「静」の立場を堅持して、新文

化運動と一定の距離を保って、道家の「静を以て動を制す」「静は躁しきの君なり」の手法

を採用する。みずからを「自得して以て風気を救う者」である「山中の民」とみなし、天

下のあらゆる人々が血迷って醜態を演じ、手がつけられないほど熱狂している時に、冷静

さを保持する。劉咸炘から見れば、ただ「能く熱の時に冷なる者」が時代の上に立ってこ

そ、時代の進むテンポの生み出す偏差に基づき、回天を成し遂げることできる。今日にあ

                                                   
6 劉咸炘、『時変』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、874 ページ。 
7 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、857 ページ。 
8 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、857ー858 ページ。 
9 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、858 ページ。 
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って、われわれは劉咸炘の観点に完全に賛同するものではないが、しかしいずれにせよ、

劉咸炘のこのような理論の高さと目標の貴さ、人生の理想に含まれた気概と胸襟には、感

服せざるを得ない。 

さらに、劉咸炘は心・性・情・気・欲などの伝統的な心性学・性情学の面から、冷と熱

の弁証関係に対し、自身の新文化運動における態度と立場に対して、興味深い議論を展開

している。 

 

心に性有り、情有り。煦煦なる者は情にして、性に根ざす。之を温と謂うも、熱と謂

うべからず。蒸蒸然として熱き者は、人の気なり。幽幽然として温なる者は、人の心

なり。性の体は止水の若し。禅家は性を得ずと雖も、而れども虚を致し静を守るは、

固より心の本体然るなり。五竅の欲、心に中（あた）れば、血気は乃ち濆として熱し。

血気なる者は、欲の凭（よ）る所、外鑠の附する所にして、身有りてのち之有り。天

賦の本然に非ざるなり。且つ心と性とは異なる。心は浮にして炎、性は沈にして静。

故に血気は心と言うべからず。心は又た性と言うべからず。血を以て性を言えば、則

ち申棖の欲、以て剛と言うべく、朱家・郭解、以て先王の六行に当たるべけんや。彼

の任侠なる者は、天下を乱るの猖夫なり。軟媚に激して然るは、其れ中孚の道ならん

や。夫れ気質の欲に動かずして後に性見（あら）われ、性見われて後に倫誼全し。勢

利の染に動かずして後に道完く、道完くして後に治術具わる。未だ心の炎に任せて能

く天下の理数を燭らし、天下の誠素を緝（あつ）むこと有らざるなり。汲汲として之

に趨くは及ばざるが若し。而るに自ら心に世道有りと謂えるは、其れ恵子の所謂る「逐

う者も亦た東走する」ならんか。10 

 

これは、筆者がこれまで読んできた、中国古代の心性・性情の学によって現実問題を解

決しようとする文章中、最も精彩に富んだ記述である。劉咸炘は孟子・程朱以来の心性学

に関する基本路線にしたがって、心・性・情・欲の関係における、天下発展の大勢に対す

るみずからの態度を表明した。心性学から政治学・社会学に推し及ぼし、「性見われて後に

倫誼全し」「道完くして後に治術具わる」という心性・学術・人生の観点をしっかり表明し

たことは、実に精緻の極みである。 

とりわけ興味深いのは、劉咸炘が『周易』の離卦と坎卦から、人性の性と情、学術の冷

と熱、社会の盛と衰を論じ、また艮卦と未済卦の関係を、「終りを成し始まりを成す」とし

た点である。これはたんに中国の『周易』を活用したというだけでなく、中国古典の弁証

法を活用したとことを意味する。劉咸炘は、「離は情にして、坎は性なり。離は火たり。火

には炎上と曰う。外景なる者なり。坎は水たり。水には潤下と曰う。内景なる者なり。（中

略）夫れ水火は、冷熱の準なり。孟子曰く、仁を為すは猶お水の火に勝つがごとし、と。

荘生の積水を言うは、理を諭（たと）うるなり。商書の燎原を言うは、欲を譬（たと）う

                                                   
10 同上。 
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るなり。故に理欲は猶お水火冷熱のごとし。弁ぜざるべからざるなり」、「離は外陽にして

内陰。熱極まれば則ち水を生ず。故に月令に溽暑に雨行わるると記し、周易に日中沫を見

ると著わす。陰の為（しわざ）なり。離は豈に純陽ならんや。坎は外陰にして内陽。冬泉

の温、根に帰り命に復し、正中に位す。坎は乾の体を蘊す。陽固より在ること有り」、「艮

は終りを成し始まりを成す。易は未済を以て終わる。故に曰く、冷は、熱の本なり」11と言

う。劉咸炘の家学の淵源は深厚で揺るぎがなく、ゆえにわれわれは、彼が学術の問題を論

じる過程において、深く中国伝統文化の経典に根ざし、自由に経典を引用して、様々な観

点を表明し、様々な問題を論証する様子を、はっきり見て取れる。彼の経典に対する熟知

の程度、思想の掘り下げの深さ、根本に立ち返った独創性の発揮（返本開新）は、どれも

人を感嘆させてやまない。ここで彼が『周易』を道具として、陰陽の相互推動と転換を思

惟方法とし、天道の水火冷熱から世道の深い哲理を論じて、最終的に「冷は、熱の本なり」

という結論を導き出したことは、実に人の意表に出たものである。 

劉咸炘の思想体系の中で最も精密なのは、歴史学である。四川省の著名な学者であった

蒙文通先生は、その『読四川方志序』の中で、劉咸炘の歴史学を「其の識、已に駸駸とし

て驊騮の前に度り、一代の雄にして、数百年来の一人のみ」と評したが、実際には彼の史

学思想に焦点を合わせて言ったものである。彼の冷と熱に関する論述は、歴史の有為転変

に対する敏感さに満ちた彼の歴史思想を表現したものであり、一字一句が重みをもって、

彼の非凡な才能を如実に示している。 

 

悲しいかな、天下の熱に趨くこと、由りて来たること有り。冷熱の相い乗ずるは、常

なり。冷を以て熱を馭すること能わず。縦（たと）い窮まりて復らざるに至らしむる

も、則ち痛く掃除するに非ざれば易（か）うること能わざるなり。火熾んなれば、大

水に非ざれば滅せず。暑極まれば粛殺に非ざれば退かず。盛にして衰え、衰えて疲る

れば、兵革に非ずんば革まらず。金風起これば、熱気消えて、物傷む。天下一たび闘

争休むも、人稀れなり。孰れか之を熱からしめて然るを致すや。悲しいかな。且つ冷

に由りて発して熱と為るは、順にして以て易し。熱に由りて斂して冷と為るは、逆に

して以て難し。冷を以て熱を馭し、逆を順に寓すれば、則ち窮するに至らず。天化は

逆を貴ぶ。『易』に数（しば）しば逆を以て、終りを永くし蔽を知る。『易・象』に之

を言う。ああ、縦い天下をして至熱ならしむるも、苟くも一旦之を冷まさんと欲すれ

ば、豈に難からざらんや。故に曰く、至寒は裀を累ねて以て温を求むるべきも、至熱

は裸すると雖も免れず、と。今の熱なる者は、其れ必ず膚を剥ぐに至りて後に能く已

まん。吾れ膚を剥ぐの何れの時に在るかを知らず。或いは吾が生に当たりて之を見ざ

らんか、則ち幸いなり。『詩』に曰く、燎の方（まさ）に揚がる、寧くんぞ之を滅する

こと或（あ）らん、と。誠なるかな、其の滅し難きや。12 

                                                   
11 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、858ー859 ページ。 
12 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、859 ページ。 
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辛亥革命以後、中国の形勢はいっそう複雑となった。様々な学術思想が群がり起こって、

喧しく騒ぎ立てた。『冷熱』は 1918 年の作で、そのとき作者はわずかに 22歳であったが、

かえってこのような冷静な筆致で、上引のごとき文章を書くことができた。これは明らか

に劉咸炘が、滔々と迫ってくる五四運動の爆発を予感していただけでなく、数十年後の中

国の政治・経済・学術の「膚を剥ぐ」痛みを予知していたことを示している。その深刻な

洞察は人々を震撼させるに足る。 

劉咸炘の歴史の有為転変に対する敏感さは人々を震撼させ、歴史を引き受けようとする

彼の責任感は人々を粛然とさせ、畏敬の念を催させる。彼は言う。「ああ、冷の世に賊わる

ること久し。官に金の多きを得ざれば、則ち之を譙（せ）めて冷官と為し、事に大なる名

利を致すこと能わざれば、则ち之を譙めて冷淡生活と為す。師儒は、天下の大任なり。而

るに以て冷と為す。荘周は藐姑射の神人を称して、肌膚は冰雪の若く、大旱に金石流れ、

土山焦ぐれども熱せず、其の神凝れば、物をして疵つけ癘ましめず、年穀をして熟せしむ

とす。龔定庵曰く、俄焉、寂然として、灯燭光なし。余言を聞かず、則ち鼾声を聞く。夜

の漫漫たる，鶡旦も鳴かず。則ち山中の民、大声音の起こる有り。天地之が為に鼓鐘し、

神人之が為に波濤す、と。懿なるかな。斯れ冷の效か、斯れ冷の效か」13。中国の歴史・文

化がしだいに零落し消滅していくことに暗然と心を傷め、また現実の中国の政治状況を深

く憂慮するこの文章は、読者をして扼腕させる。劉咸炘の文章は冷寂かつ高妙で、あたか

も空谷に響く音、大象の形無きがごとく、深く人心に侵み込んで、霊魂を触れ動かす。彼

の表現方法は冷峻で幽遠だが、そこには未来に対する希望が充満している。とりわけ、彼

の「冷」には、中国古代文化に対する希望が充満している。今、この瞬間の「俄焉、寂然

として、灯燭光なき」状態は、未来に「大声音の起こる」ことを永遠に抑圧することはで

きない。中国文化の「天地之が為に鼓鐘し、神人之が為に波濤す」る時代は、ついに必ず

到来する。これは『周易』の「天行健なり」の精神であり、まさに劉咸炘の劉咸炘たるゆ

えん、われわれが真剣に研究する価値のある、一代の国学大師の精神である。 

 

二 

注意すべきは、劉咸炘が文章上で正面から新文化運動を反対したことはなかった点であ

る。だが、彼はいかなる時にも、新文化運動の発展に細心の注意を払っていた。その中の

一部の過熱化した問題に対し、彼はやむにやまれない場合に限って、中国文化の立場から

痛切な時弊の批評を行った。彼は科学と玄学の論争に参加して、『群治』（1923）・『故性』

（1921）・『善悪』（1928－30）・『外書』の『進と退』（1925）・『動と植』（1925）などの重要

な文章を執筆した。まずは胡適の功利主義を批判し、ついで梁啓超・梁漱溟の自由主義を

批判し、人々を刮目させた。『看雲』（1925）の一文は、劉咸炘の新文化運動に対する思い

を十分に表し、さらにそれに対する見方を全面的に提示している。 

                                                   
13 劉咸炘、『冷熱』、『推十書』（増補全本、甲輯三）、860 ページ。 
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『看雲』というタイトルは、明人の詩の「寄せ将（おく）る一幅の剡溪の藤。江面の青

山は幾層を画く。筆は到る断崖に泉落つる処。石辺に添うは箇の雲を看る僧」14に由来する。

雲を見る人とは僧であり、劉咸炘はこの僧を自分にぴったりの喩えとした。ここにおいて

この詩は一種の禅味を生じる。そこから、劉咸炘が主観的に新文化運動と距離を保とうと

していたことは明らかである。しかし、『看雲』の全体から見れば、彼にはまた別の思いが

あった。すなわち、岸を隔てて火を見る僧であってこそ、はじめて新文化運動の実質をし

っかり把握できるとの思いである。 

筆者がこのように見るのは、劉咸炘が新文化運動をあたかも天上の雲彩がたちまち変幻

するように、あっというまに目の前を通り過ぎていく存在と見ていたことによる。「一股の

南風吹き、又た一股の北風吹く。一朶の紅雲起こり、又た一朶の白雲起こる」、「盔頭・鬼

臉、随時に換わる」。当時の新文化運動のリーダー（たとえば、胡適・周作人など）は、文

化の後ろ盾を全然持たず、自分の姓が何であり名が何であるかすら全く知らず、朝から晩

まで「波浪の裏に打ち滾（ころ）がり」15、自分を救う暇もないのだから、「旗手」の名称

を担うことなどできない。 

かくて劉咸炘はこう言う。「杜甫の詩に、『天上の浮雲は白衣の如く、斯須に変幻して蒼

狗を成す』というのは、世の中の様子を喩えたものである。わたしの言う雲とは、流風の

風であり、また今の世に言う潮流である。水で喩えても、風で喩えても、雲で喩えても、

みな同じ。温・涼・寒・暑は、みな風のしわざだ。風は時間の変異と言える。雲は山川か

ら出て、湿気によって形作られ、雨の根となる。場所によって気候が異なるのは、潮の湿

のせいである。雲は空間の変異と言える。ゆえに雲を見ることは、すなわち風を観ること

でもある。わたしは道家の変を御する術を用いて、冷眼によってこの風雲の変化を見る。

真にこれは陸放翁の言う『高枕して雲を看、一事無し』だ」16。まさにこうした態度と立場

に鑑み、劉咸炘は新文化運動の時期に多くの人びとが熱中した様々な問題に対して、万や

むを得ない場合でなければ、たいてい迂回し、あるいは意識的に一定の距離を保って、な

るべくそれに巻き込まれない態度をとった。 

たとえば、彼は『語文平議』の中で「白話文の起こるや、辨難紛然たり。文を著すこと

多きも、吾は与（くみ）せざるなり」と述べた。白話運動は新文化運動の前奏であり、当

時メンツある人間であれば誰もが応答しなければならない一大問題であった。だが、劉氏

の態度は、「吾は与せざるなり」である。しかし、また彼は我慢できずに、「私に相い講習

                                                   
14 この詩は、清朝の査為人の『蓮坡詩話』に載せられた一首である。一人の越僧が「明の

四大家」の一人である沈周に絵を求め、そのためこの詩を作って沈周に与えた。沈周はそ

の詩を見て、欣然として同意し、その詩意に拠って絵を描いた。越僧の姓も名も分からな

いが、わずか一篇の詩で、当時名声藉藉たる沈周に欣然として筆を取らせたことからすれ

ば、この越僧もやはりそれなりの輩であっただろう。沈周（1427‐1509）は、明の画家で、

字は啓南、号は石田、長州（今の江蘇呉県）相城の人、山水画に長じた。 
15 劉咸炘、『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、241ー242 ページ。 
16 劉咸炘、『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、239 ページ。 
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するは、終に默すべからず。吾が見る所を以て之を論ずれば、主する者・攻むる者、両（ふ

た）つながら皆な当たる有り、当たらざる有り。攻むる者は、概ね予め非難して、主する

者の故有るを察せず。主する者は遽かに、攻むる者皆な敗ると昌言して、攻むる者の言の

実に中る者有るを知らず。皆な疏なり」17と述べた。いったんコメントせざるを得ないとき

にも、彼の語は平穏かつ客観的で、不偏不党の態度によって問題の是非曲直を論じた。ま

さにこれは、劉咸炘がいつもこのような視角の距離を保って、冷を根本として、熱を馭し

て行ったことによる。これによって、彼の評論がいったん出れな、それは往々にして紙背

に徹し、時弊に切実な議論となった。まことに、これは一種の高踏的な闘争技術、深刻な

学術手段であった。しかし、残念ながら、彼は当時四川に住み、文化揺動の中心から遠く

離れていた。その後八十年余り、さらに怒涛のごとき政治運動の中で、人々の注意を引く

ことはなかったのである。 

劉咸炘は「正直に言えば、わたしが西洋を見る方法は中国を見る場合と同じであり、新

を見るのは旧を見るのと同じである」18と述べた。これは新文化運動に対する彼の基本態度

である。彼は、自分は西化派にも反対し、守旧派にも反対すると言う。「たいてい一つの新

の字、あるいは西の字がつくと、旧派がこれを聴けば、まるで虎狼のように感じて、一瞬

でもそれを避けられれば幸いとする。これは義理が深く器量が大きな人でも免れられない。

新派がこれを聴けば、南方の珍味のように特別な風味があると感じる。これは世界的な視

野があると自認する人も免れられない。実際には、中国と西洋は地理にすぎず、新と旧は

時代にすぎず、ともに是非の標準ではない。わたしにはわたしの眼光がある。中国を見る

のはこのようであり、西洋を見るのもこのようである。古を見るのもこのようであり、今

を見るのもこのようである。彼（西洋）の五彩十色に随って、私の視覚が眩まされること

はない。すべて差別せず同等に見るので、怪を見ても怪と思わない」19。この語は、筆者に

今は亡き、著名な武漢大学の哲学史家の蕭萐父の『推十書・前言』中の語を想起させた。

蕭先生によれば、劉咸炘先生は「晩清に生まれ、五四運動の新たな潮流とその後の五四運

動の過渡期に向かう時代に直面した。中国と西洋の文化は、中国の合流と激動の中で、で

たらめにその同異を論じていた段階から、しっかりとその同異を検討して、中西の会通を

求める新たな段階に向かって発展していた。彼の重要な論著の多くに、すでにこの文化思

潮の発展の趨勢が反映している」20。 

これに関し、劉咸炘は『看雲』において、比較的明確に自己の観点を表明している。 

 

まだ見通すことはできないが、自然に新と旧、中国と西洋の界限を忘れることはで

きない。ただ、わたしは厳復らのように中国と西洋、新と旧を疎通する者ではなく、

                                                   
17 劉咸炘、『語文平議』、『推十書』（増補全本、戊輯一）、68 ページ。 
18 劉咸炘、『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、240 ページ。 
19 同上。 
20 蕭萐父、『推十書・前言』（増補全本）、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、3ページ。 
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孫詒譲・王仁俊らのように中国を西洋に附し、旧を新に合する者でもない。正直に言

えば、わたしが西洋を見る方法は中国を見る場合と同じであり、新を見るのは旧を見

るのと同じである。ギルド社会主義における分治の小単位は、わたしはただ陸機と同

じと見る。宋明の儒者に取るべきところあれば、カントにもまた取るべきところがあ

る。宋銒に取るべきところあれば、トルストイにも取るべきところがある。蘇洵の六

経論を取らなければ、自然に社会標準の道徳学も取らない。韓非・李斯を取らなけれ

ば、自然にホッブスの社会契約論も取らない。 

そもそも主義は主義、問題は問題、論は論、証は証、材料は材料、方法は方法であ

って、混同してはならない。わたしはデモクラシーを懐疑するが、しかし政治学を語

ることを妨げない。行為派の心理学には断固反対するが、実験の成果を受け入れるこ

とを妨げない。けっして物質文明を主張しないが、サイエンスに反対はしない。21 

 

ここにおいて、われわれははっきりと、劉咸炘がすでに完全に彼の学術をもって、世界

の文化の大熔炉の中に進んでいったことを見て取ることができる。「西洋を見る方法は中国

を見る場合と同じであり、新を見るのは旧を見るのと同じである」とは、西化派でもなく、

また守旧派でもなく、完全に自己の研究から出発して、なにが合理的であり、なにが彼の

思想表明に有利であり、どのような立場を採ればよいかを判断するということである。こ

れは蒙昧と閉鎖から抜け出て、世界の文化の中に融会した有力な証拠である。劉咸炘はみ

ずからを新旧に対する境い目のない人間と謙遜したが、実際には、彼はすべてを包み込み、

百川を納める海になろうと試みた。 

だが、すべてを包み込み、百川を納める海となることは、けっして中国の文化伝統を不

要とすることではない。新文化の旗を掲げて、中国文化を破壊し、「頑迷に現代主義を篤信

し」、「時代の先端に立って」、時好に投じる人々を、劉咸炘は「風に順って旗を揚げただけ

にすぎない」22と評した。そうして、その「学術を弁彰し、源流を考鏡し、勢を察し風を観

る」という学術方法の長所を発揮して、胡適と周作人を例とし、彼らの中国学術上におけ

る淵源を分析し、西洋化の要素という幻想を見破った。 

 

胡適の実験哲学も、周作人の文学も、ただ時間上において中国の旧い物が変相しだけ

でなく、空間上においてもやはり中国の風土の結晶体である。詳しく言うなら、胡適

は近来もっぱら細かな考証を工夫する。彼の学問が、清朝の考証学の科学であること

は、知らない者はない。彼は安徽省徽州績渓県の人である。績渓胡氏は、徽州派考証

学の名家である。この学派の代表的な人物は、朱子を祖師とした江永である。ゆえに

章学誠は、徽州の考証学の淵源は朱子であると説いた。胡適も朱子は鋭い眼識を持っ

ていると説いた。彼は清朝の考証学の方法を朱子から説き起こしている。徽州人はど

                                                   
21 同上。 
22 同上。 
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うしてこのような風気を持っているのか。これは、その地域の人々が多く商業を営み、

はかりごとに長けているからである。プラグマティズムは、もともと功利派の下流で

あり、墨子の精神と同じである。徽州人の算盤をはじく性格は、ちょうど墨子の功利

派の算盤をはじく方法と合致している。それゆえ、胡適のプラグマティズムを生み出

した。胡適は、章学誠を紹興出身の会計係の臭いを脱しないと述べた。章学誠の整然

とした分類と、類例・故事を重んじる精神は、確かに紹興の気風である。しかし、わ

たしは胡適もまた徽州商人の習気があると言おう。胡適ファンは怒ってはいけない。

周作人の文学は、もっぱら自己表現を主として、社会判断さえも反対する。彼は浙江

省紹興会稽県の人である。清代に浙東学派があった。この学派は黄宗羲に淵源し、そ

の後伝わって章学誠に到った。黄宗羲の『明文案序』には、情を主とする説を明白に

主張し、章先生が文を論じる際にも、やはり情を主とした。彼らは純ら自己に由る周

作人の方法の先祖である。周作人の文学論は、科学の眼光をまったく棄て去り、神話

さえも尊重する。これは章先生の伝授した詩の教えである。彼が章先生を宗と仰ぐと

明言したわけではないが、実のところ浙東人の伝奇的性質をもっている。浙東人の伝

奇的性質は、証拠が非常に多い。周作人自身にもそうした趣旨の文章があり、その一

端を露呈している。このように見てみれば、彼らにどのような特殊な南方の風味があ

ろうか？ 23 

 

中国の伝統文化の源流の上に立ち、新文化運動の「旗手」の学術の淵源を討論するのは、

いかにも人を驚かせるやり方だ。胡適の実験哲学がデューイのもとで学んだアメリカの哲

学体系に依拠し、それを斬新させたものであることは、周知の事実である。しかし、劉咸

炘のこの指摘により、胡適はもともと考証学の名家に生まれ、彼がデューイの実験哲学を

学んだのには、そもそも深い受容基盤があったことが、誰にも明瞭となった。彼の文化的

ルーツは、すでにその学術方向の価値と選択を決定していた。彼の実験哲学は、根本上か

ら言えば、ただ胡氏考証派の名家が現代の新文化の風雨のもとに咲かせた一枚の「返本開

新」の花びらである。したがって、胡適が墨子を評価したのは偶然ではなく、功利主義を

鼓吹したのも偶然でなく、全身から「徽州商人の習気」を発散している。劉咸炘の評価の

筆致は紙背に徹し、きわめて犀利で、人の耳目を一新し、精神を一振させる。 

ここで、劉咸炘は確実な証拠によって、胡適と江永ら安徽考証学派の関係を明らかにし、

周作人と浙東学派の黄宗羲との関係を明らかにした。この激動の五四運動の時期にあって、

真に西化派の顔色を失わせた。しかし、劉咸炘の『看雲』には、新文化運動に反対し、西

洋学習に反対する思想は微塵もない。彼の考えでは、西学の旗を振る人は「彼らはみな波

のなかに翻弄されているので、船中の人とみずから言いことはできない」24。この話の裏に

は明らかに言外の意図があり、胡適に対する辛辣な批評となっている。劉咸炘が言うのは、

                                                   
23 劉咸炘、『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、241 ページ。 
24 同上。 
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自分の姓が何であり名が何であるかすらまったく定かでない胡適には、「新文化運動の旗

手」として、そのような大きな旗を担うことなど到底できない、ということである。 

『看雲』の最後で、劉咸炘は自身の観点を正面から提出している。彼は言う、「中国人の

性格は本来、極端には走らない。したがって国外の極端な学説は、中国人の脳裏に到ると、

互いに融合して、押し合いへし合いしながら落ち着く。胡適は大いに苦労して、イプセン

主義をわめき立てた。ただ、イプセンのオール・オア・ナッシングの主義を、胡適は一度

でも実験したことがあるだろうか。最も憐れむべきものは、むしろあの盲従して声に応じ

る輩だ。しかし、こんな人には表があり裏があり、言うことも、なすことも同じ、まさに

変態心理学者の言う二重人格である」25。面白いのは、劉咸炘がきわめてハイカラな「変態

心理学者」「二重人格」という西洋の科学用語を用いて、いわば汝の矛を以て汝の盾を攻め

て、暗々裏に一歩進めて中国と西洋の学術を融会貫通する立場を表明している点である。

これを武器として胡適の実験哲学と功利主義を攻撃し、全世界の学術を「互いに相い容れ

る」という自己の重要観点を樹立し、新文化運動に対する高見を表明した。これは、並大

抵の手腕ではない。 

しかし、儒教の中庸の道と道家の上善水の如しという教えを信奉した劉咸炘は、このよ

うな時代環境の中で、遠く新文化運動を離れ、退いて三舎を避けた。岸を隔てて火を観る

ことで、その眼光はきわめて透徹していた。彼自身の語を借りれば、それはつまり「黄鶴

楼の上で転覆する船を見るとき、ただ汝が皮相でないことを求めれば、どんなものでも見

える」26。火を見るより明らかな目的。劉咸炘の立場から見れば、新文化運動は一つ一つ、

次々と、深く考え、速やかに解決せざるを得ない理論上の問題を、彼に提出した。彼はこ

の一連の問題に向きあって、中国文化の再構築と更新に潜心した。筆者の考えでは、それ

こそが、その短い生涯に関わらず、輝かしい学術成果を劉咸炘が創造できた根本原因の一

つである。 

  

作者紹介： 

欧陽禎人、男、哲学博士、武漢大学中国伝統文化研究センター教授、博士導師。中華孔

子学会陸九淵研究委員会会長、中華孔子学会陽明研究委員会副会長、武漢大学陽明学研究

センター主任。 

                                                   
25 劉咸炘、『看雲』、『推十書』（増補全本、庚辛合輯一）、242ページ。 
26 同上。 
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実学研究会（東北大学会議）                                      2019 年 12 月 21-22 日  

東アジアの「儒教的近代」と日本の「兵学的近代」 

                                  北九州市立大学 金鳳珍 

要旨 韓国、中国、ベトナムなどの東アジア地域国家では、儒教伝統は根深く、今も継承されて

いる。いいかえれば、儒教はその各国の固有な近代＝「儒教的近代」を構成する核心要素である。

その様相を、宮嶋博史が提起した東アジア「儒教的近代」論を検討し、うかがうことにしたい。

しかし日本では「儒教的近代」より「兵学的近代」の占有率が圧倒的に優る。だから日本に適用

すべく「兵学的近代」論を打ち立てる必要性を提起する。そして日本の兵学、兵学的思考の特徴

とその性向を考察する。最後に、固有な近代と「ハイブリッド近代」との概念枠・視点のもつ意

義について、簡潔に論じてみたい。 

 

はじめに 

 

儒教は「修己治人」を根本とする「正徳、利用、厚生」(『書経』大禹謨)の学である。ゆ

えに修己＝正徳のための実心の学、治人＝利用厚生のための実用の学、即ち実心実学であ

る。または経世致用、実事求是のための実心実学と言ってもよい。のち朱子は、老・仏の

虚・空の理を止揚する形で、実理を発明し「性即理」の性理学＝朱子学を打ち立てた。そ

してこれを――老・仏の虚・空の学に対して――<実学>と呼んだ。彼の<実学>は当然、実

心実学を含意する。朱子学は実
まこと

(＝真、誠)の心(＝性＋情)とは何かを問いただす学、実理を

窮めて実事の日用に活用しようとする――実理に基づく――<実用>の学だからである。そ

して性善説に基づき、自然と人間の道/理を追い求める道学/理学だからである。端的にいえ

ば「理学/道学、気学/物学、心学」三位一体の実心実学なのである1。 

朱子学＝実心実学は、儒教文化圏に属する、東アジア共通の伝統である。もっとも、実

心実学という語を意識的に提唱したのは主に 17・18 世紀、朝鮮の儒学者＝朱子学者である。

特記すべきは、彼らは「朱子学＝実心実学」を再発見/再発明したという事実である2。いい

かえれば「朱子学は本来、実心実学」との事実を再確認したのである。誤解しがちだが―

―実際、誤解もされたが――彼らは「朱子学を打破しようという反朱子学の、実心実学を

提唱した」のではない。むしろ「朱子学の本来性を取り戻そうと、実心実学を意識的に提

唱した」のである3。その過程で、朱子学は一部批判され、新たな解釈も生まれた4。こうし

て当時の朝鮮で生まれ変わった朱子学は、新しい実心実学の様相を帯びている。 

                                                   
1 朱子学の一脈たる陽明学は「心学」を重んじる。だが同じく、実心実学である。  
2 「朱子学＝実心実学」の再発見/再発明は、17・18 世紀の朝鮮でのみ発生した現象ではない。ほぼ同じ時

期に、清国でも日本でも発生した。各々の国での現象は勿論、共通性と異質性をもつ。  
3 その背景には、次の二つの理由があったと考えられる。一つは、朱子学の虚学化に対する批判意識。朝

鮮の朱子学は長い間、体制教学だったが故に、その本来性に疎くなり、次第に実心実学の活力、実践力

を失う傾向に陥ったからである。また一つは、現実改革の必要性。両乱の被害を受けた朝鮮の政治、経

済を建て直す必要があった。両乱とは壬辰倭乱(1592-98、文禄・慶長の役)と丙子胡乱(1636)を指す。  
4 ゆえに、「反朱子学的な」発想も要素も混ざっている。がしかし、「反朱子学」とは言えるまい。  
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その様相は、1930 年代の植民地朝鮮で注目され発見された5。当時、「朝鮮学」運動に携

わっていた韓国学者の一部が、件の朝鮮朱子学＝新しい実心実学を「実学」と命名し、そ

の意義を評価したのである。ただし、その実用性ないし実益性に偏り、実心の意義を疎か

にした。しかも朝鮮実学を「朱子学を打破しようとした、反朱子学である」かのように捉

えようとした。例えば、朱子学を「前近代、保守・後退」「特殊、負」の学問とみなす反面、

朝鮮実学の中から近代的な実用主義、功利主義などの要素を見出そうとしたのである。そ

の成果は幾分あろうが、概ねは縁木求魚である。朝鮮実学は「新しい実心実学」だが、根

本は朱子学である。西洋近代の実用主義、功利主義とはむしろ対峙する学問である。だか

ら縁木求魚、失敗に終わらざるを得ない。ところがこの失敗を翻して「朝鮮実学の限界」

と言う。これは、近代主義や近代知の洗礼を受けた「朱子学の誤解」による、歪な偏見に

ほかなならい6。 

さて、儒教とくに朱子学の伝統は――誤解や歪曲に揉まれながらも――現代の韓国、中

国、ベトナム等の東アジア地域国家に根深く継承されている。即ち「儒教的近代」ないし

「朱子学的近代」が続いているのだ。ここで注意を喚起したいのは、近代の多義性である。 

あらゆる国の伝統は、多かれ少なかれ、今日まで影響を及ぼす。いいかえれば、どの国

の伝統であれ、その国の固有な(inherent)―土着的(native)―近代/性を構成する。この時の「近

代」とは「今日まで影響を及ぼす先の時代」を意味する(近代Ⅰ)。これが近代の本義である。

‘modern’は本来‘modernus (Lat.: modo [just now, lately , recently] + rnus)‘、即ち「ただ今、最近、

近来」の意だからである。ゆえに「あらゆる国の伝統は固有な近代を構成する」との命題

が成立する。この固有な近代は「伝統に基づく近代」ないし「伝統の中の近代」である。

西洋近代であれ、非西洋の近代であれ、同じく固有な近代＝近代Ⅰの範疇に属する。 

にもかかわらず、西洋近代のみが近代であるかのように思われてきた。西洋が近代の概

念を独占したからである(近代Ⅱ)。それによって支配言説を発明してきたからである。しか

し、こうした近代Ⅱとは本義にもとる観念である。それゆえ非西洋近代 I を無視する色眼鏡

あるいは、非西洋伝統に対する無知、偏見、誤解、歪曲などを育む温床になりうる。そし

て西洋中心的近代主義やオリエンタリズムを飼育する牧場になりうる。と同時に「近代の

呪縛」を醸し出す枠組を形成し得る7。したがって西洋近代は――固有な近代と、後述のハ

イブリッド近代との概念枠・視点によって――批判的に省察しかつ解体すべきであろう8。 

さらに、非西洋の諸国は自国の近代 I と共に「もう一つの近代」を保つ。西洋近代を受容

                                                   
5 その詳細は、小川晴久『朝鮮実学と日本』(花伝社、1994)、参照。  
6 ここで言う「誤解」とは歪曲、偏見、誤読などを含む概念である。「朱子学の誤解」は今なお根深い。そ

れを問いただし、朱子学の正しき理解を追い求めることは重大な課題であるといいたい。  
7 「近代の呪縛」とその超克に関しては金鳳珍、「韓日共通の共通課題」、翰林大学日本研究所『翰林日本

学』第 14 輯、2009 年 4 月)、参照。  
8 近年、西洋近代を解体すべく、非西洋地域の「固有な近代」を論ずる研究が出現している。金相俊、『맹자의 

땀 성왕의 피: 중층근대와 동아시아 유교문명(孟子の汗 聖王の血: 重層近代と東アジア儒教文明)』(ソ

ウル: アカネッ、2011) ;Alexander Woodside, Lost Modernities: China, Vietnam, Korea, and the Hazards of 

World History (Harvard University Press, 2006)。なお、板垣雄三は「イスラムの近代/性」論を展開してきた。

7 世紀から始まったイスラムの近代が東アジアへ、ヨーロッパへと広がったという議論である。  
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/摸倣する過程で生成/派生された近代(近代Ⅲ)。すなわち、自国近代 I ないし伝統と西洋近代

との異種交配(hybridization)の産物たる、ハイブリッド近代である。注意すべきは、この近代

Ⅲを西洋近代の色眼鏡で裁断する性向がはびこっている事象である。だから、その中の非西

洋近代 I や伝統は無知、誤解、歪曲などに揉まれてきた。そして西洋中心的近代主義、オリ

エンタリズムはもちろん、自国型の近代主義、オリエンタリズムを生成し飼育してきた。

こうした事象を克服するためには「近代 III はハイブリッド近代」との事実を認知しなけれ

ばならない。西洋近代の色眼鏡を外し、自国近代 I や伝統を共に視なければならない9。 

以上のことを要約すれば、西洋近代を批判的に省察しかつ解体しつつ、固有な近代とハ

イブリッド近代との新しい概念枠・視点を打ち立てていく必要があるということである。 

ところで、日本の固有な近代を構成する伝統の要素は何であろうか。神道、仏教、儒学(儒

教)、兵学などがあろうが、なかでも注目したいのは兵学である。そこから日本の「兵学的

近代」という概念枠・視点を設定する必要性が生じる。兵学は、過去の日本において、支

配的な学問だったからである。その伝統と遺産は、現代日本にも継承されているからであ

る。もっとも、江戸時代思想史の流れには(日本特有の)儒学や朱子学の伝統が一部、生成さ

れている。その分、「儒教的近代」も適用できるであろう。だが主流だったとは言えるまい。

日本の儒学や朱子学は兵学に圧倒されるか、兵学的思考によって変質されがちであった。

兵学と兵学的思考は幕藩体制、武士階級の支配の下で、圧倒的な優位を占めていたわけで

ある。 

これと対比して中国、韓国、ベトナムなどの国々では、儒教は各々の固有な近代＝「儒

教的近代」を構成する核心要素である。すなわち儒教伝統は根深く、今も継承されている

のだ。その様相を描くのは厖大な作業である。それを鑑みて第 1 節では、宮嶋博史が提起

した東アジア「儒教的近代」論を検討しつつ、その様相をうかがうことにしたい。ただし

日本では「儒教的近代」より「兵学的近代」の占有率が圧倒的に優る。ゆえに第 2 節では、

日本に適用すべく「兵学的近代」論を打ち立てる必要性を提起する。そして日本の兵学、

兵学的思考の特徴とその性向を考察する。最後に、固有な近代とハイブリッド近代との概

念枠・視点のもつ意義について、簡潔に論じてみたい。 

 

1． 東アジアの「儒教的近代」 

 

宮嶋博史は 2010 年、「儒教的近代としての東アジア『近世』」という論文を公刊した10。

                                                   
9 そうすると、資本主義萌芽論、内在的発展論、植民地近代論などといった既存の近代論は、廃棄される

か、新たな概念枠・視点によって修正されるべきものになろう。このため必要なのは、西洋近代と非西

洋の近代(ⅠとⅢ)の両方を相対化し、その間の共通性と異質性を捉えること、各々の正負の両側面を比較

考察することである。また、非西洋近代の中から西洋近代の負の側面を批判し止揚し得る「反近代、脱

近代」の要素を見出すことである。こうして各々の近代を批判的に省察すれば、「横断近代/性 trans- or 

transversal modern/modernity」の地平を啓発していくことができるのだろう。  
10 宮嶋博史、「儒教的近代としての東アジア『近世』」、和田春樹等編『東アジア近現代通史』第 1 巻『東ア

ジア世界の近代 19 世紀』(岩波書店、2010)、53₋78。  
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その趣意は、東アジア「近世」の代わりに「儒教的近代」との概念枠・視点を取り入れよ

うということである。つまり、「東アジアの 16 世紀から 19 世紀中葉までの時期」を「近世」

ではなく「近代＝儒教的近代」と捉えようとしたのである(54)。彼は、東アジア「近世」論

を批判的に省察し、その限界と問題点を指摘する(56)。「古代、中世、近代という歴史の三

分法」に立脚しつつ「近世」を加えただけなので「従来の世界史の認識に関するパラダイ

ムを批判できない」との限界。「結局は前近代なのであり、近代はやはり西欧の衝撃によっ

て始まった、とする従来の枠組そのものは揺るがない」との問題点。こうして東アジア「近

世」論は「近代史像そのものの再検討までには至っていない」と批判する(56)。 

これから、宮嶋の「儒教的近代」論を検討していく。だがその前に、東アジア「近世」

論の展開を振り返りつつ、その問題点と限界を指摘しておきたい。次に、「儒教的近代」論

の意義を明らかにすると共に、その問題点をも検討する。第三に、「儒教的近代」論を日本

/史にも適用できるか否かを問い、その適用の限界を指摘する。 

 

(1) 中国「近世」論と東アジア「近世」論 

 

「近世」とは内藤湖南(1866-1934; 一名、虎次郎)の造語、いわゆる和製漢語である。英語

では「early modern (period)、前期(初期)近代」を意味する。これが「近世」の本義である。

そのなかには「近代 modern (period)」が含まれてある。したがって「近世は近代を内包する」

概念である。あるいは「近代」の範疇に属する。しかしながら「近世」という語だけを見

ると、そうした事実を感知し難い。その中の「近代」が姿を隠しているからである。その

意味で「近世」とは曖昧模糊な概念である。 

ともあれ、「近世」とは西洋/史の時代区分とくに「近代のなかの前期近代」を意識した概

念である。その意識は追従と対抗との両面性を帯びている。西洋/史の時代区分や西洋近代

を追従しながらも、また他方では、それに対抗するとの両面意識をもつとの意である。こ

こで対抗とは、西洋/史の「前期近代」と対比される中国/史のそれを掲げようとする意志を

含意する。そこから西洋中心的な近代主義、オリエンタリズムに対する批判意識が芽生え

る可能性がある。ただし、湖南が件の批判意識を持っていたとは見難しい。彼の著述には

西洋中心的な近代主義、オリエンタリズム、または、その変態たる日本型の近代主義、オ

リエンタリズムに陥っているような箇所が少なくないからである。 

「近世」概念の曖昧模糊性を解消することは簡単である。その本義に従い「前期近代」

へと書き替えると同時に、東アジアの(19 世紀以降の)「近代」を――西洋/史でも用いる――

「後期近代 late modern (period)」と書き替えれば済む。ならばその曖昧模糊性は解消され、

「近世＝前期近代」と「近代＝後期近代」との一貫性・整合性は一先ず確保されるのだろ

う。だが、真に確保されるのではない。そのように書き替えたとしても、東アジア「近代」

の前期と後期の間には連続と断絶(＝西洋の衝撃による大転換)が介在するからである。この

連続と断絶を止揚し、件の前期と後期の間の一貫性・整合性を真に確保するためには何が
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必要なのか。その間に行われた――とくに件の後期に入ってから間断なく行われてきた―

―東アジアの伝統と西洋近代との異種交配の様相を捉えるための概念枠・視点。すなわち

「ハイブリッド近代」との概念枠・視点が必要である。 

中国「近世」論 湖南は東アジア「近世」論の先駆とされる。しかし彼の論は中国史を中

心として展開されたわけで、実は中国「近世」論に当たる。それは三段階を経て造り出さ

れた。第一段階は『支那論』(文会堂書店、1914)の第 1 章「君主制か共和制か」にみえる論

である。その論旨を簡潔に整理しよう。「唐中期から五代、北宋にいたる時期」(8)に「貴族

政治が君主独裁政治へ」(9)と変わり、「平民政治」(11) の要素も増えた。その結果、「人民

の財産私有」(46)、「人民の権利、実力」(47)を認めることとなった。こうした論旨を基に支

那＝中国の「近世」論が芽生えたのである。 

第二段階は『歴史と地理』という雑誌(第 9 巻第 5 号、1922 年 5 月)に載った「概括的唐宋

時代観」である11。これは第一段階の論を簡明に整理した論文である。その冒頭に「宋代は

近世の発端」(191)と明記される。こうして「宋代以降の近世」論が確立したといえる。そ

の要旨は以下の通りである。貴族政治は「唐末から五代までの過渡期」を経ながら衰退し、

「君主独裁政治」へと変わった。その結果、北宋代には「君主と人民が直接相対する近世

的政治」が現れた。この「近世的政治」を支えたのは科挙制度である。近世の特徴的な現

象は「貨幣経済の発展」と「学術・文芸の質的な変化」である。例えば、学術の場合は「経

典の新解釈」風潮が広まった。文芸は「庶民的なもの」となった。 

第三段階は彼の遺作たる『中国近世史』である12。この著述の第 1 章「近世史の意義」は、

彼が晩年に整理した中国「近世」論の骨組みに当る。その小題目は 1)貴族政治の廃頽と君

主独裁政治の代興、2)君主の位置の変化、3)人民の位置の変化、4)官吏登用法の変化、5)朋

党の性質の変化、6)経済上の変化、7)文化の性質の変化などである。これらを改めて整理す

ると、①君主制(=中央集権的官僚制)と郡県制、②科挙制とこれによる世襲制の崩壊、③朋党

の政治化＝政党化、④平民の権利の向上、⑤貨幣経済の発展、⑥庶民文化の発達などの六

つの要素に集約される13。これらを中国「近世」・論の構成要素と呼びたい。  

湖南の中国「近世」論は彼の弟子たる宮崎市定(1901-1995)が著した『東洋的近世』に受け

                                                   
11 この論文は、礪波護編・内藤湖南著『東洋文化史』(中央公論新社, 2004)に載っている(191-202)。 
12 この著述の原本は、『内藤湖南全集』(筑摩書房、1969-1976)の第 10 巻に『支那近世史』との題名で載せ

てある。これは戦後、題名を『中國近世史』(弘文堂、1947)と取り換えて出版されたことがある。その新

刊本が『中國近世史』(岩波書店、2015)である。 
13 ここで「④平民の権利向上」の権利とは――西洋近代の権利概念と対比される――朱子学の理(や儒教の

仁)に基づく観念である。筆者はかつて「天理自然権」という観念を造語し提示したことがある。理・天

理は、人間の自然権として、 (義務を含む )権利の観念を含意するとの趣旨である。김봉진(金 

鳳珍)、「서구 ‘권리’ 관념의 수용과 변용: 유길준과 니시 아마네의 비교(西欧「権利」観念の受容と

変容: 兪吉濬と西周の比較)」、共著『인권의 정치사상(人権の政治思想)』(理學社, 2010), 375-413. See 

Bongjin KIM, “Rethinking the Traditional East Asian Regional Order: The Tribute System as a set of Principles, 

Norms, and Practices,” in Taiwan Journal of East Asian Studies, Vol. 14, No. 1, June 2017, pp. 147-150。そのほか、

儒教や朱子学の人権思想に関する研究論著は多いが、なかでも下川玲子『朱子学から考える権利の思想』

(ぺりかん社、2017)を参照。 
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継がれた14。この著述の構成は「序論:東洋近世史の意義、1)世界と東洋との交通の概観、2)

中国近世の社会経済、3)中国近世の政治、4)東洋近世の国民主義、5)近世の文化、結語:東洋

近世と西洋近世」である(8-142)。そこで宮崎は「中国近世」と共に「東洋近世」との言葉を

用いている。とはいえ、この著述の内容は専ら中国歴史とその変動を取り扱っている。彼

もまた、中国「近世」論を展開したのである。 

宮崎のこの著述から三点だけを特記したい。まずは、5)の近世の文化のなかで、「人民＝

庶民文化」と共に「宋代の新学」＝宋学、朱子学に注目し、その意義を「一種の思想解放」

(111)と表現しているという点。二つ目は、結語:東洋近世と西洋近世にて、西洋近世を「ル

ネサンス以後の近世、産業革命以後の最近世」と二分している点。その「近世、最近世」

とは西洋/史の「early modern, late modern (period)」に該当する。三つ目は、中国(東洋)の近世

の「先進性、指導性」(134)を強調している点である。近世という時代に、中国(東洋)は中央

集権的官僚制、科挙制度、国民主義などの政治の分野はもちろん、経済、学問、科学、技

術の分野において西洋より先んじていたということである。 

以後日本では、1950 年代から 60 年代にわたって、中国「近世」論をめぐる「近世論 v.

中世論」の論争が繰り広げられた。その過程で、中国「近世」論は自然と日本の学者の間

に広がっていった。のみならず、その論旨は、ライシャワーとフェアバンクの共著である

East Asia: The Great Tradition の‘Chapter 6. The Late T’ang and Sung: The Golden Age of Chinese 

Culture’にも収められることとなった15。したがって、その関連内容は相似ている。その共

著の第 1 節(‘The Nature of the Period’)にみえる「early modern (phase, period)」は中国の「近世」

を英訳したものである。そうして中国「近世」論はアメリカを含む他国にも広がっていく

土台となったといえよう。 

東アジア「近世」論とその問題点 のちに日本の一部学者は、中国「近世」論の変種たる東

アジア「近世」論を展開した。その代表例が岸本美緒の『東アジアの「近世」』(山川出版社、

1998)である。この著述は明・清中国と日本の間の貿易、例えば、貨幣原料の銀の交易、武

器製造技術の交流などを取り扱っている。彼は「近世」との語を「日本史でいわれる『近

世』やヨーロッパ史でいう『近世(初期近代)』とほぼ重なる 16 世紀から 18 世紀まで」(4)

に限定して用いる。そして、この時期の明・清中国と日本では「商品経済の活発化、社会

の流動化」とこれによる「新しい国家、新しい秩序」が出現したという(4)。こうして中国

と日本に限られているものの、東アジア「近世」を論じたのである。 

こうした岸本の東アジア「近世」論を湖南の中国「近世」論と対比すると、大きな問題

点が目につく。中国「近世」論の骨組みがほぼ形骸化してしまうという点である。上で整

理した、その六つの構成要素の①②③④⑥が抜け落ち、ただ一つ、⑤だけが残るからであ

                                                   
14 この初刊本は『東洋的近世』(教育タイムス社、1950)である。そして『宮崎市定全集』(岩波書店、1992)

の第 2 巻に収録されている。この著述と共に他の論文を編集した新刊本が礪波護編『東洋的近世』 (中

央公論新社、1999)である。この新刊本を引用する。 
15 Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, East Asia: The Great Tradition (A History of East Asian Civilization: 

Volume 1) (Boston: Houghton Mifflin Co., 1960) 1st edition. 
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る。もっとも⑥庶民文化の発達は、彼が言う「社会の流動化」の範疇に属すると言えるか

もしれない。だがそのような説明はない。結局、⑤貨幣経済の発展のみが残り、彼の言う

「商品経済の活性化」に当てはまる。また、彼は「新しい秩序」の出現に言及するが、そ

の説明もない。多分東アジア伝統の互市体制の中で、当時出現した中・日間の新しい貿易

秩序を指すのだろうが、それだけで東アジア「近世」を論じるのは限界がある。根拠不足

である。 

さて、「近世」概念を誰が、いつから、日本/史に適用したかは定かでない。湖南も宮崎も

「近世」を日本/史に適用したことはない。にもかかわらず、いつの間にか「日本近世」と

の用語が広まっていった。そして今日、定着してある。「日本近世」の時代区分について、

学説は二、三種類に分けられる。だが、共通して江戸時代を含む。ならば江戸時代の構成

要素を――中国「近世」の六つの要素(①∼⑥)と対比する形で――整理してみよう。まず、

①徳川幕府と幕藩体制、封建制、②科挙制の不在、世襲制の存続、③朋党の不在が取り上

げられる。この三つの構成要素を中国「近世」のそれに対比してみると、その間には、並

立できぬほど、顕著な差異が介在する。 

次に、中国「近世」の構成要素の④平民の権利向上だが、それに相当する現象が江戸時

代を通して発現したとは言い難い。その理由は、朱子学の普及度が低かったからだと言え

る。ただし、⑤貨幣経済の発展、⑥庶民文化の発達といった現象は江戸時代にも、随分進

展したといえよう。とはいえ、注目すべきは①②③の顕著な差異と④の欠如である。ゆえ

に日中両国の「近世」は並立できないと言わざるを得ない。両国の政治体制・制度・運営

は対極的と言うべく、異質性は大きい。したがって各々の「近世」はごく異質な概念にな

ってしまう。結局、東アジア「近世」・論は虚像・虚構になりかねない。ただしそうならぬ

方途は残ってある。中国の「近世」の構成要素を概ね共有していた朝鮮、ベトナムなどを

並列するならば、東アジア「近世」・論は実体を備えることも可能であろう。 

 

(2) 東アジア「儒教的近代」論 

 

宮嶋は「儒教的近代」論を展開するに際して、先に次の五つの事項を提示する(57)。 

 

① 近代という概念は本来、現在に直結する時代という意味である。 

② 中国の歴史と現在をとらえるためには儒教的近代という新たなパラダイムが必要である。 

③ 儒教的近代の核心は、朱熹の思想[=朱子学]の近代性を理解すべきことである。 

④ 中国的近代は明代に確立し、その基本構造は 19 世紀以降現在に至るまで維持されている。 

⑤ 中国的近代の影響を受けた東アジア諸地域の歴史も儒教的近代という概念に基づき、再検

討しなければならない。 

 

その要点を三つにまとめよう。まず、「固有な近代」に立脚し中国/史を理解すること(①
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④)。二番目は、「儒教的近代というパラダイム・概念」に基づき明代(1368～1644)以降の中

国と東アジアの歴史を再検討すること(②⑤)。三番目は,「朱子学の近代性」を理解すること

(③)。 

「朱子学の近代性」の構成要素を、宮嶋は木下鉄矢の著作を引きながら論じる(60-65)
16。

その核心要素は「民間の公共空間」産出と、「社会の動的なダイナミズム」を受容する秩序

の形成である(65)。この二つの要素を「儒教的近代」・論の成立基盤と理解してよかろう。

彼はまた、その遺産は現代中国に継承されたといい、その様相を「朱熹思想のヴィジョン

と中国社会の共鳴関係」との項目で説明する(66-71)。こうして「中国理解の新しいパラダイ

ム」(71)、即ち「儒教的近代」論を打ち立てたのである。 

引き続き宮嶋は言う。彼の「儒教的近代」に基づき「西欧の近代と対等のものと理解す

るならば、『近代』中国に関してもまったく異なる像を描くことができる」(72)と。そして

近代中国が経験した「困難」の理由を、彼は「中国が遅れていた」からではなく「中国に

は別の近代がすでに存在していた」からであると捉える(72)。その通りだと同意しつつ、こ

れに関する私見を――「おわりに」で――披瀝してみたい。ただ一つ、断っておくが、近

代中国の「異なる像を描く」ためには「ハイブリッド近代」との概念枠・視点が必要であ

る。 

宮嶋の「儒教的近代」論は多くの意義をもつと評価したい。何より、東アジアの「固有

な近代」や「伝統の中の近代」の一端を明かしていくことができる。また「ハイブリッド

近代」を認知し、その概念枠・視点を啓発していくこともできるのだろう。その過程で、

儒教伝統を正しく理解していくための新しい地平が開かれるのだろう。同時に、儒教とく

に朱子学の誤解を問いただし、その正しき理解を追い求める方法が得られるのだろう。そ

れに基づき西洋基準を解体し「近代の呪縛」を超克して行くならば、非西洋近代を無視す

る色眼鏡、非西洋伝統に対する無知、誤解、歪曲などは次第に姿を消すことになろう。 

しかし宮嶋の「儒教的近代」論は問題点も持つ。その二点、「儒教的近代」を適用するべ

き時代と地域の範囲をめぐる問題を取り上げたい。まず、上の④に「中国的[=儒教的]近代

は明代に確立」とあるが、そこから時代範囲をめぐる問題が生じる。そこには湖南の、宋

代「近世」論に対抗しようという意志を表すのだろう。とはいえ③「儒教的近代の核心は

朱子学」ならば、それが芽生えた宋代(960∼1279)や、それが発生した南宋代(1127∼1279)はそ

こから排除されてよいのだろうか。その時代には――朱子学が統治理念として――「確立

していなかった」から排除されると答えられるだろうが、にもかかわらず、問題は生じる。

もっとも、例の時代範囲を朝鮮王朝時代(1392～1910)に適用すると、問題なく整合する。し

かし日本の江戸時代(1603～1868)に適用する場合には、問題が生じる。 

これと関連して二番目は、⑤の「東アジア諸地域」の範囲にはどのような国々が適用さ

れるかという問題である。その答えは、同論文の最後の節「東アジアの儒教的近世」(73-75)

                                                   
16 木下鉄矢『朱熹再読: 朱子学理解への一序説』(研文出版、1999)、『朱子学の位置』(知泉書館、2007)、『朱

熹哲学の視軸―続朱熹再読』(研文出版、2009)、『朱子―〈はたらき〉と〈つとめ〉の哲学』(岩波書店, 2009)。  
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に出る。中国、朝鮮、ベトナム、琉球の四か国である。その準拠は「朱子学を理念とする

国家体制」(73)、ないしは「科挙制度の導入と、科挙官僚による官僚制的国家体制」(74)で

ある。ならば、「近世」日本は適用できない。ところが宮嶋は「科挙制度や官僚制的な支配

体制の受容は行われなかった日本ではあるが」との留保を付した上、「日本に関しても東ア

ジアの儒教的近代という視点から検討されるべき課題が多数存在する」(74)と述べている。 

 

 (3) 日本「儒教的近代」論とその限界  

 

はたして日本/史にも「儒教的近代」論を適用できるのだろうか。「できる」とすれば、ど

の時期に、どこまで適用できるのか。この問いに答えるべく、宮嶋は「儒教的近代と日本

史研究」という論文を出している17。その要旨は「①1790 年に実施された『寛政異学の禁』

を機に徳川日本は朱子学を積極受容した。②そこから明治維新の前提条件が形成された」

ということである。これに基づき、「江戸時代後期から明治時代まで」の時期に「儒教的近

代」を適用しようとし、その観点から論じている。 

しかし同時に、その限界を意識してか、日本の朱子学受容に現れる様々な問題点を指摘

する。例えば、「朱子学の批判、読みかえ」――それを「朱子学の克服」と評価する傾向―

―との問題点(230-233)。また、日本思想史における「脱朱子学の傾向」を明らかにした上、

「国家を絶対化する日本」儒教に内在する問題点を指摘している(234₋236)。これらの問題点

を突きつめると、日本/史を「儒教的近代」論の観点から論じ難くなるのだろう。即ち、日

本「儒教的近代」論の限界を露呈するのだろう。 

その限界を産み出す、致命的な要因がある。幕藩体制と武士階級の支配、だから朱子学

が統治理念として確立していなかったという事実である。とうぜん、科挙制度も官僚制も

受容されなかった。たとえ江戸時代に「民間の公共空間、社会の動的ダイナミズム」が一

定程度生成されていたとしても、それは局限的であった。こうした一連の事実から判断す

るならば、日本「儒教的近代」論は大きな限界をもつと言わざるを得ない。 

ここで一つ、特記したいのは、宮嶋が指摘した「朱子学の批判、読みかえ」である。は

たして江戸日本の思想史を概観すると、そうした行為が目立つ。ところが問題は、その「批

判」は誤解、「読みかえ」は誤読、曲解などを伴うことである。そこには、朱子学の根幹た

る理を「取り除く、遠ざける、すり替える」などの「理欠」(筆者の造語)の現象が付きまと

う。ゆえに朱子学の本来性は傷つく、変質される、失われる18。周知のように、理は「仁義

礼智」四徳＋「信」との五常を表象する。それは「天理自然」として普遍/公共の道理であ

る。そして価値判断の基準や(道徳的)秩序原理を構成する19。したがって「普遍、公共、公

                                                   
17 宮嶋博史「儒教的近代と日本史研究」、清水光明編『「近世化」論と日本 「東アジア」の捉え方をめぐ

って』(勉誠出版、2015)、221₋237。  
18 もっとも、その本来性を守ろうとした日本の儒学者もいた。しかし小数で、その位相は低かった。彼ら

の政治的、社会的影響力は小さく、一部地方に限られていた。 
19 朱子学によると、理はすべての物、事、人間の心の中に内在する。とくに心の中の理を性(human nature)
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正」などの観念を表象する。同時に「天理自然」に基づく「自由、平等、権利、義務」の

観念を含意する。この理を「無、空、虚」にさせる性向が「理欠」である。 

朱子学の本来性は「理、道、天」に基づく普遍性/公共性を象徴する20。江戸思想史を概観

すると、この普遍/公共性も変質し特殊化される「普遍の特殊化」現象が目立つ。そうして

日本に受容された――思想、宗教、哲学など――諸学問は概ね普遍の特殊化を経る。つま

り、普遍的要素が抜け落ちるか、特異な形で変質するのである。日本の朱子学をはじめと

する儒学の変質はその典型的な例である。そこから日本特有の各種学問が産み出される。

例えば、変質された儒学系統の古学、徂徠学、水戸学、そして国学など。これらの学問の

共通点は普遍の特殊化と理欠である。この二つの現象、性向は日本思想史を貫く特徴であ

る。もう一つの特徴は兵学、兵学的思考である。これら三つは相互連関している。 

 

2． 日本の「兵学的近代」 

 

幕藩体制と武士階級の支配の「近世」日本を占有した学問は兵学であった。その占有率

は、朱子学はもちろん、余他の各種学問に比しても圧倒的な優位であった。そして兵学、

兵学的思考は日本全国に広まっており、また民間にも浸透していった。その伝統や遺産は

継承され、現代日本人にも色々な影響を及ぼしている。したがって「兵学的近代」論ない

し概念枠・視点の成立根拠は十分である。その根拠は日本の「近世」のみならず、ほぼ全

時代の歴史・思想史から幾らでも見出すことができる。それでは、日本化された兵学、兵

学的思考の特徴は何であろうか。兵学的思考の性向はどのような姿で現れるのだろうか。

その答えを、前田勉と佐伯真一の著書を通じてうかがおう21。 

 

(1) 日本兵学の特徴  

 

前田の著書(1996)は、「近世」日本の兵学を――朱子学と対比しつつ――研究した多数の

論文を収めている。その概要に該当する序章(「近世思想史の對立軸としての兵学と朱子学」)

を基に、そこから兵学の特徴を調べてみよう。彼は「近世日本の支配思想は兵学」「支配の

正当性根拠は武威」といい、その支配原理を端的に表現する言葉が「非理法権天」との格

言であると述べる(21)。この格言は元和元年(1615 年)、徳川幕府が公布した最初の「武家諸

法度」という法令の一条項に由来する。「法是禮節之本也。以法破理, 以理不破法。背法之

類其科不輕矣」との条項である。 

「非理法権天」とは通常、「非なるものは理を勝つことができない。しかし理は法を、法

                                                                                                                                                     
と呼ぶ。理は純善なので、性善説を導く。そうして性品、人格の根本となる。したがって「道理がある、

道理を知る」のは「人間性、人間愛、人本主義、人道主義」に通じる。 
20 また、朱子学＝実心実学の視点からは、実心の土台たる性・理を象徴するといってもよかろう。 
21 前田勉『近世日本の儒學と兵學』(ぺりかん社、1996)。佐伯真一『戦場の精神史 武士道という幻影』(日

本放送出版協会、2004)。  
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は権[=権力]を、権は天[=運数/自然の勢・力]を勝つことができない」との意で解釈される。

その中で前田は、理と法との関係に注目し、次のように解説する。「法とは法度のことであ

り、幕府権力の命令であった。ここでは、たとえ人民の側に理があったとしても、法に服

従すべきことが宣言されている」(21)と。つまり、庶民一般の理(=合理的な主張/要求)は幕府

の法と権力の前に無力、無用であるとの意である。だから、幕府・武士には理が必要ない。

むしろ抑圧し除去すべき対象である。当然、朱子学の理のような「普遍/公共の道理、価値

判断の基準」も必要ない22。そこから理欠の現象ないし性向が生じるのは自然なことである。 

前田は兵学の要点を軍法＝軍律による「規律化、役の遂行」(27)と「絶対服従、自発的服

従」「私的行為の否定、物理的強制力による支配」(29)などで整理する。そして「主観的判

断・行動は軍律＝軍法によって私的行為として全面的に否定された」(29)と説明する。特記

すれば、彼は荻生徂徠(1666-1728)を「近世日本の代表的な兵学者」(30)と称する。徂徠の『孫

子國字解』『鈐録』などの兵学書は「詐術、偽装」のような権謀術数を露骨に正当化してい

るからだという。前田は序章の結論部で次のように総合する。「近世国家は『軍事的統制が

社会秩序のモデル』となった、無用者を排除する兵営国家であった。そして、兵学はその

国家の支配を理論化し、正当化する思想であった」(35)と。 

以上のことを土台に、日本化された兵学、兵学的思考の特徴を二つに取りまとめてみた

い。一つは性悪説をはじめ、友・敵を分ける二項対立思考、状況的・方便的思考、道・理

に反する功利主義、(兵学的)実用主義、現実主義、権力主義などの範疇。また一つは戦時の

みならず、平時にも適用し活用されること。それゆえ、一種の政治文化として社会化され

ているとのことである。こうして日本人特有の政治観、人間観、世界観の要素を構成する。

そこから各種の変態的性向が起因するのだろう。例えば、主君への忠誠といった盲目的な

服従心、お上信仰のような権力追随的な性向が生まれる。目的のためには手段を選ばぬ権

謀術数、詭道、詐術などの性向も生まれる。「詭、偽、欺」は必要な奇術・技術、不可欠な

智謀・知略と正当化される。どこにも「普遍/公共の道理、価値判断基準」が取りつく島は

ない。 

 

(2) 日本兵学、武士道の実像と虚像 

 

佐伯の著書(2004)は、軍記物語・兵学書を検討しつつ、兵学や武士道の実像と虚像を明ら

かにしている(第 1 章～第 3 章)。その問題意識は序章で提起された、次の質問をみれば分か

る(14)。① 武士道精神による美しい合戦とは、果して虚像なのか。② 武士たちは、一定の

ルールや礼儀を守って戦っていたのだろうか。③ だまし討ちのように、勝つためには手段

を選ばず、功名のためには味方をも欺くという姿のほうが、一般的だったのだろうか。佐

伯の検討によれば、問い①の答えは‘Yes’に近い。合戦の大部分は醜く、とくに武士道精神

                                                   
22 したがって朱子学は、その根幹たる理を取り除かない限り、幕府・武士には不必要な学問である。しか

も、その支配の正当性を否定し揺るがす恐れがあるのだから、警戒すべき危険な学問でもある。  
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とは近代に入って造作された虚構なのだからである。本来、近世に発明された武士道(=武道、

士道)の実像は決して「美しい」ものではなかった。問い②の答えは‘No’である。武士たち

の「ルール違反、礼儀無視」は日常茶飯事だったからである。 

注目したいのは問い③、その答えは‘Yes’である。各種の軍記物語をみれば「だまし討ち、

手段を選ばず、欺く」ことは一般的だったからである。いいかえれば「欺瞞、偽り、謀略」

などによる権謀術数は常用手段ないし一種の兵法であった。ゆえに、武士たちには「必要

なもの、当然のこと」と肯定される。日本の兵法書＝兵学書はそうした権謀術数を「知恵、

策略、謀計」として肯定する。また、孫子兵法の「兵とは詭道」(『孫子』始計篇)との一節

などを根拠に正当化もする。そこに(変質された)儒教の徳目を加味して多様に発明したのが、

近世の各種の武士道である。佐伯は第 3 章の結論部で次のように述べている(190)。  

 

日本の武士は「武士道」即ちフェア・プレイ精神に満ちていたと考えている人は、現代の

知識人層の中にも少なくないように思われる。しかし…武士たちの価値観は、いわゆるフ

ェア・プレイ精神とはおよそ対極的なものといわねばなるまい。だが、実は「武士道」は、

本来このような謀略肯定・虚偽肯定的な考え方と共に生まれ育った言葉だったのである。 

 

にもかかわらず、「それが逆転してフェア・プレイ精神のように解され、さらには、日本

の武士たちは正々堂々たる『武士道』に生き、虚偽など用いなかったというように考えら

れるようになったのは、いつごろ、どのような事情によるのだろうか」(190)と、佐伯は問

う。この答は第 4 章「武士道の誕生と転生」にて明かされる。それによれば、近世の武士

道とは「謀略の世界から生まれた」もので、その特徴は「戦闘能力、名誉欲、喧嘩好き、

武略・知略、死の覚悟」などである。これこそが近世に発明された武士道の正体なのであ

る。 

ところが近代に入り、武士道はその本来性と異なる姿で転生を繰り返す。その過程で武

士道は歪な形で変貌する。その典型的な例が新渡戶稻造(1862-1933)の Bushido: The Soul of 

Japan (1900, 1
st
 edition: 『武士道』)である。これより儒教の徳目で仮飾された「武士道精神」

という虚構が生まれ、通念化する。それゆえ、日本の武士は恰も「儒教道徳で武装してい

た人」のように誤解させられる。「武士道精神すなわち儒教道徳」かのように錯覚させられ

る。だがそれは、捏造された虚像である。その実像は儒教道徳と「対極的なもの」であっ

た。 

注意を喚起したいのは、「近世」日本の兵学思想は兵学者だけのものではなかったという

事実である。朱子学者であれ、儒者であれ、他の学者にも大きな影響を及ぼした。一般日

本人も同じであった。教育し飼育されたか、学習し活用されたからである。そして兵学、

兵学的思考は支配・被支配階級の中・間に一種の政治文化として社会化された。とうぜん

近世以降にも、その伝統と遺産は日本人特有の人間観、政治観、世界観の中に浸透してい

った。とくに近代には、西洋思想との異種交配による変質を繰り返しつつ、広まっていっ



 

198 

 

た。そして近代を経、現代に至り、日本人の性向、行態(behavior)、人間関係、思考様式のな

かに浸透している。 

それでは、現代日本はどのような国家であろうか。もちろん兵営国家ではない。また兵

学、兵学的思考が支配する軍事的統率・規律社会でもない。だが、その伝統を継承しかつ

発明している。すなわち性悪説、二項対立思考、状況的・方便的思考、功利主義、実用主

義、現実主義、権力主義などの伝統は今も続いている。そこから派生される各種の変態的

性向は現代日本の政治、社会、文化などの各分野に浸透してある。とくに政治状況、統治

様式に目立つ。政治家、官僚、公務員の政治倫理、行政組織、運営方式に生きている。ゆ

えにお上信仰、上命下服、低劣な民権・人権意識、男女差別、官尊民卑、男尊女卑などの

性向は強い。特記すれば、官尊民卑は日本の根深い伝統である23。男尊女卑もまた、同じで

ある24。これらの性向の中には兵学、兵学的思考が据えられてあると考える。 

 

おわりに 

 

あらゆる国々の歴史、伝統は正負の両側面をもつ。各国の固有な近代も例外ではない。

すなわち、西洋近代も儒教的近代も兵学的近代も正負の両側面をもつ25。したがって、各々

の正と負を――相対化し――比較考察する必要があろう。また、例の固有な近代を構成す

る各国の伝統の思想・学問は、それなりの実心と実学の要素をもつと考えてよかろう。そ

の間には共通性と異質性があるわけで、それを比較考察する必要もあろう。なお、前述し

たように(注 9)、非西洋近代の中から西洋近代の負の側面を批判し止揚し得る「反近代、脱

近代」の要素を見出す必要もあろう。こうして各々の近代を批判的に省察すれば、「横断近

代/性」の地平を啓発していくことができるのだろう。  

先に見たように宮嶋は、近代中国が経験した「困難」の理由を「中国が遅れていた」か

らではなく「中国には別の＝儒教的近代がすでに存在していた」からであると説明する。

それはとうぜん、西洋近代とは「別の」＝異質な要素をもつ。とはいえ、すべてが異質な

のではなく、一部は共通なる要素をもつのだろう。したがってその異質性と共通性を弁別

し、比較考察する必要がある。その時、両方は「対等なもの」＝固有な近代との概念枠・

視点を備える。同時に「ハイブリッド近代」との概念枠・視点を兼ね備えて、近代中国(＋

                                                   
23 にもかかわらず、官尊民卑を儒教伝統と見なす誤解、間違った通念が広く存在する。そこには欧米中心

的近代主義、日本型オリエンタリズムなどの悪影響が投影されているといいたい。ちなみに、日本伝統

の官尊民卑を批判しようと、その用語を発明した人は福沢諭吉であると知られる。彼の晩年著作『福翁

百話』(1897 年 7 月出版)、参照。  
24 男尊女卑という用語は、儒教のどの経典にもない。その典拠と誤解される、『礼記』にはむしろ男尊女卑

と相反する「夫婦有義」(昏義)といった用語が主流である。また『春秋史氏伝』には「夫和妻(婦)柔、夫

義婦聴(順)」などの語が見える。それらは男女の相互尊重、敬妻の思想を表象するといえよう。  
25 注意を喚起したいが、正と負の分別は「普遍/公共的なもの」である場合もあれば、「特殊/限定的なもの」

になる場合もある。前者は「普遍/公共の道理、価値判断基準」が有りかつ普遍化/公共化している場合で

ある。後者は、それが無いか、普遍化/公共化していない。あるいは時空間や状況の変化によって、それ

が異なるか、特殊化/限定化している場合である。  
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東アジア諸国)の実像を描く。これこそが西洋基準を解体し、近代中国を――また中国の固

有な近代、伝統を――正しく理解する方法である。そして近代主義的な色眼鏡、非西洋伝

統に対する無知、誤解、歪曲などを払拭し、「近代の呪縛」を超克していく道筋である。 

もっとも、儒教的近代と西洋近代のもつ異質性と共通性を弁別し比較考察するのは簡単

な作業ではない。にもかかわらず、これから推進していくべき大事な作業といえば、異論

はなかろう。ここでは試しに、これら二つの近代の実心実学の要素とその異質性と共通性

――また正負の両側面――を弁別し比較考察してみることにしたい。 

儒教的近代の特徴を再度整理してみよう。その構成要素は儒教＝実心実学、または、朱

子学＝実心と実理に基づく<実用>の学である。特記したいのは朱子学の理(＝普遍/公共の

道・理)である。繰り返し言うが、それは「普遍、公共、公正」などの観念を表象する。同

時に「天理自然」に基づく「自由、平等、権利、義務」の観念を含意する26。その中で一つ、

権利とは、注 13 で述べたように、朱子学の理(ないしは儒教の仁)に基づく観念、あるいは「天

理自然」に基づく権利＝「天理自然権」といった観念と理解されたい。この権利を――‘rights’

の本義に近いと判断される――「権理」と取り替えると、もっと理解しやすくなるであろ

う。 

これと対比する形で、西洋近代を構成する実心と実学の要素をまとめてみよう。まず、

その実学の要素は、西洋思想から産み出された近代科学である。これが人類にもたらして

きた厖大な恩恵や利益は正の側面といってよかろう。ところが近代科学は「近代理性」に

基づくものの、実利を重んじる傾向が強い。即ち実利重視の実用学問である。それを支え

る理念的基盤は功利主義、理性中心の合理主義、個人主義などである。そして現実主義、

権力主義、自己中心主義と結びつく。ひいては自国中心主義、人種主義、植民地主義とも

結びつく。これらが如何なる負の歴史、遺産をもたらしてきたのかは批判的省察と解体の

対象である。 

次に、その実心の要素はキリスト教、そして西洋近代生まれの理性であるといえる。そ

こから自由、平等、権利などの概念が発明された。これもまた、計り知れない恩恵と利益

を人類にもたらしたという意味で、正の側面と評価してよい。とはいえ、そこにはキリス

ト教の性悪説や――自然と人間、自己と他者、友と敵を分ける――二元思考・二項対立思

考が付きまとう。ゆえにその負の側面として、人間中心の自然破壊、自己中心の他者蔑視、

敵対意識をもたらした。同時に、西洋中心的な近代主義やオリエンタリズムを造り出した。

その結果、例の実心は偏狭なものとなり、普遍の特殊化に陥る。あえていえば、普遍/公共

の道・理とは異なる道を歩むことにもなる。こうした一連の事柄は歴史的事実であり、今

なお発生する現象でもある。当然、批判的省察と解体の対象とすべきであろう。 

さて、中国など東アジア諸国は 19 世紀以降、西洋近代を受容しつつ、各々の固有な近代

と異種交配して「ハイブリッド近代」を生成していった。その受容とは、共通要素との親

                                                   
26 これらの観念を、専ら朱子学の理や「天理自然」に基づくものと考えるわけではない。その他に仏教、

道教など、あらゆる宗教・思想の中からも、これらの観念が見いだせると考える。  
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和・同調と、異質要素に対する反発・抵抗を伴う、複雑な過程であった。ここで共通要素

の例として翻訳語を――概念史の視点から――調べてみよう。例えば、西洋近代の理性と

いう翻訳語は、朱子学の「性即理」との命題と深く関連していると考えられる。そして自

由、平等、権利などの概念は朱子学の理や「天理自然」を基に理解した翻訳語にほかなら

ない。周知のように、これらの翻訳語＝和製漢語は近代日本にて産出された。その意味で

朱子学は、日本型「ハイブリッド近代」の生成、近代化に大きく貢献したといえる。した

がって、同時期の日本に儒教的近代を適用しようという宮嶋の観点は幾分妥当であるとい

えよう。 

では、中国の場合はどうだったのだろうか。中国も日本と同様、朱子学は、中国型「ハ

イブリッド近代」の生成や近代化に大きく貢献したといってよかろう。にもかかわらず、

近代化の過程で、「困難」を経験した。その理由を、宮嶋は「中国が遅れていた」からでは

なく、「別の＝儒教的近代がすでに存在していた」からであると説明した。同意するが、同

時に解き明かすべき問題が残る。中国の場合、「別の＝儒教的近代」はどうして「困難」を

もたらしたのか。すなわち、その如何なる要素ないし要因が「困難」をもたらしたのかと

いう問題である。その要素はおそらく、近代中国の政治、経済、社会、文化、思想など諸

分野から多様に見出せるのだろう。そのほか、そこには、近代中国をめぐる国際政治的な

要因が大きく絡んでいるのであろう。 

ここで注目したいのは思想分野である。この分野で、儒教的近代は西洋近代に反発・抵

抗する要素や、その負の側面を批判できる「反近代、脱近代」の要素を多く持っていた、

持つと捉えられるからである。ゆえに思想的な葛藤・対立が強く、その強さがかえって西

洋近代を受容し難くさせる要素となったと捉えてよかろう。別の言い方でいえば、儒教的

近代のもつ正の側面がむしろ、西洋近代を――その負の側面に対抗しようとしたが故に―

―受容し難くさせる障害要因となり、「困難」をもたらしたと捉えてもよかろう。こうした

捉え方は近代の中国同様、朝鮮、ベトナムなどにもあてはまるといえる。 

反面、近代日本は――それなりの「困難」があったものの――近代化に成功した。その

理由は、日本の固有な近代には西洋近代との共通要素が多かったからであるといえる。し

かし、また他方では、西洋近代に反発・抵抗する要素や「反近代、脱近代」の要素は少な

かったともいえる。ここでもう一度、念を押したいが、西洋近代は正負の両側面をもつ。

したがって、先の「西洋近代との共通要素が多かった」とは「西洋近代の正のみならず、

負の側面と親和的な要素が多かった」ことを含意する。あるいは、負の側面との共通要素

がより多かったと言えるかもしれない。ともあれ、日本の兵学的近代は西洋近代の負の側

面と親和的な、共通要素を多く持っていると指摘しておきたい。 

近代以降、西洋近代は非西洋地域の固有な近代を圧倒しつつ、世界化していった。その

過程で、東アジア地域の儒教的近代は無視され、儒教伝統は無知、誤解、歪曲などに揉ま

れてきた。そして西洋近代の支配言説、基準によって裁断されてきた。だが時代は興亡盛

衰、変遷する。現在、西洋近代はもはや支配言説でもなければ、普遍/公共の基準でもない。
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西洋近代文明は無論、それを継承し発展してきた世界の現代文明も相対化すべく、正負の

両側面を問わねばならない。その負の側面を批判し止揚していかねばならない。そのよう

な新時代を迎えているのだが、にもかかわらず、「近代は西洋生まれ、西洋の専有物」とい

う執着と偏見は根深い。今なお「近代の呪縛」は持続している。そうした現状を打破して

いくためには、何が必要であろうか。さぞ多いだろうが、何よりも必要なのは、固有な近

代とハイブリッド近代との概念枠・視点の啓発と普及が至急であるといいたい。
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第 15回〈東アジア実学〉国際フォーラム 第三論壇（12月 22日［日］） 

イスラーム文明から実心実学を見るパースペクティヴ 

板垣 雄三 

 

Ａ］ 本ペイパーの意図と要旨 （別添の図１・図２を参照） 

 概して言えば、これまで、東アジア実学およびそれに関する研究は、図１の視野を基本として考

えられてきたと言えよう。これに対して、図２の視野の中に東アジア実学およびそれに関する研究

を位置づける考案が、本ペイパーの意図である。それは、思想史研究の方法・視角の代案である

だけでなく、東アジア実学を西洋中心主義の魔手（ヨーロッパ〈近代〉の呪縛）から救出して、それ

自体がもつ普遍性を解明し、思想史研究全般のパラダイム・シフトを促進しようとするものである。

筆者はイスラームの近代性に注目し｛華厳仏教￫宋学｝の展開と合わせ〈超近代性〉Supermodernity

［ここでの超・Superは「精粋、原基」の意］と名付け、それについて議論してきたが、このたびの作業

を促した契機の一つは、李贄という存在が放つ光芒であった。 

【要旨】 

 東アジア「実心実学」の現実的・将来的課題を明確にするために、東アジア「実学」の世界史的

前提を再考することに注力する。⑴華厳仏教・イスラームの〈超近代性〉ネットワーク化連立から 

⑵道学・イスラームの〈超近代性〉ネットワーク化相関へ、の世界的過程こそが、東アジア「実学」

にとっての前提構造・前提条件であった。そこでは水陸両路により西・中央アジアから中国社会へ

の知識人を含むムスリム移動定着民の規模飛躍／元帝国および高麗朝の出現／が、「連立」か

ら「相関」への促進要因となった。西欧の〈超近代性〉ネットワーク参入は ⑵を通じてである。しか

し、その過程で西欧の近代性は病変して{民族・女性}抑圧と戦争とを内蔵するものとなるが、それ

が欧米による世界の「西洋化的近代化」において模範的「近代」とされた。〈超近代性〉封殺を望む

アジア支配層は西洋中心主義に跳び付き、実学の主流も西洋起源の典型「近代」に幻惑された。

現在人類が直面する破滅的危機のもとで、再建されるべき実心実学への提言が導出される。 

キーワード： タウヒード；ネットワーク化；〈超近代性〉；病変した「近代」性；欺瞞のポストモダン； 

「農本」の西洋中心主義；三教の会通和合；〈博識〉の実心実学；革命のこころ 

 

Ｂ］ 知の営為の出現・接触［の多様多彩な多角多層関係］の場で〈個〉性を観る方法・視角 

  「知の営為」史＝広く社会行為・メディア・生き方・倫理性・宗教性を含む intellectual history. 

  〈個〉性＝個人／集団／「族」的結合／エトノス／文明／人類／の多様な諸レヴェルでのそれ. 

Ｂ-１］ 問題の「知の営為」の個別局面において、映し出され／選択され／構えられる／時間・空

間・主体の能所交替の「場」の総体が伸縮し／変転し／干渉しあう状況とその遷移の捉え方. 

Ｂ-２］ 並立・交流の質［スペクトル状ないし交差的に連接する a,b,c各カテゴリーでの複合局面］ 

a) 共通基盤（基本概念共有） セクト的 批判/対決/問題解決力/摂取統合/有機的合体 

b) 基盤分有（概念化の交錯） 並列的  批判/対抗論理/組織力/混成融合/寛容/連帯性 
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c) 異質基盤（発想論理相違） 他者的  批判/否定論理/多系・差別化/対話交流/貸借適応 

Ｂ-３］ 並立・交流の諸形態 

感応・交感／共鳴共振／共時性（synchronicity）追認／非局所性（non-locality）／会通／きょ

うだい感覚／仲間意識／提携協力／相互支援／文明要素の受容／接合／包摂／類化／系

列化／序列化／対立抗争／分立不干渉／疎外無視／制覇的統合／征服同化／┅ 

 

Ｃ］ 西暦 7世紀からの超近代性 Supermodernityの思想構造 東西の共時性と連結の現象 

 ◆西暦 7世紀▶ラビ-ユダヤ教／キリスト教（「正統」及び「異端とされた」諸教会）／イスラーム／という

（アブラハムの信仰に始源を置き、現在に繋がる）３宗教、5～6世紀を経て並行成立. 

             ▶「ヨーロッパ」という地域は形成途上の時期（ピレンヌ・テーゼ：ムハンマドがいなければ

シャルルマーニュはいない Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, 1937. 

◆仏教経典の漢訳は、般若経・維摩経・華厳経・法華経・等々、４世紀以降に本格的に行われ、

７～９世紀、華厳経（大方広仏華厳経）の実叉難陀（シクシャーナンダ Sikshananda）や般若三蔵（プラジ

ュニャーPrajñā）による 80巻・40巻本、大日経（大毘盧遮那成仏神変加持経）の善無畏（シュバカラシンハ

Subhakarasiṃha）と一行禅師との協業による 7巻、金剛頂経（金剛頂中瑜伽略出念誦経）の金剛智

（ヴァジュラボーディ Vajrabodhi）による３巻などが現れ、ネストリウス派キリスト教（景教）・ユダヤ教・

イスラーム（清真）・ゾロアスター教（祆教）・マニ教（摩尼教）などをも迎え入れた唐の長安の都を

中心に、新羅・日本に拡がる華厳仏教や純密と称される密教の思想世界が現出した。中央アジ

ア・イラン・南インド・スリランカとも繋がるそれは、東アジアに留まるものでなく、大乗仏教のシャ

イレンドラ朝が中部ジャワで８～９世紀に建設した驚異のボロブドゥール羯磨曼荼羅方形基壇・

大塔を産み出した。このようなアジア東方における華厳仏教の隆盛は、中国で華厳宗の開祖杜

順（557-640）・第二祖智儼（602-668）を継いだ法蔵（643-712）が第三祖となることにより華厳哲学の

体系化が大成され、統一新羅では元暁（617-86）や義湘（625-702）のような感化力溢れる高僧が輩

出、長安で法蔵の教えを受けた新羅の審祥が華厳経を講じた日本では、国際色豊かな盧舎那

仏開眼供養（752）の国家行事が行なわれ東大寺が華厳教学の中心となる、などに示された。 

Ｃ-１］ 華厳思想とイスラーム思想の並行性・通底性 

  『荘子』の万物斉同の叡智を支える「道枢」と不思議な連結を示すこととなるのが、インド起源-

華厳仏教の「一即多、多即一」の知恵であった。それが、イスラームの「タウヒード」（一つにすること、

１と数えること、「超絶の創造主の〈一〉性」の確信、全宇宙を「多即一」として観る多元主義的普遍主義の立場・

論理、そして「ネットワーク」の社会編成原理の価値化）とも、徹頭徹尾、通底しあうこととなった。これが、

西暦７世紀以降に生じたことである。 

  私は、華厳思想とイスラーム思想とを以下のように対比することにより、両者の並行（parallel）性

および通底（transversal）性を、これまで説明してきた。1） 

  基本的見地が、ともに「多即一・一即多」／一塵法界［微塵にも宇宙全体の真理が具わる］と神の徴
しるし

āyat Allāhとしての万物万象／無尽縁起=融通［個が相互に独立しながら融和］とあらゆる被造物の

個別-等位-共同-性／雑華で荘厳され・神の徴が充満する・驚異の光り輝く宇宙［現世を肯定的
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に生きる］／海印三昧の［一切の真理が大海に映るのを観るような］深い悟りと預言者ムハンマドの 

「夜の旅」（ミーラージュ al-miʕrāj）で開示された至高の光景／光明遍照の毘盧遮那佛(ヴァイロ－

チャナ Vairocana、密教では大日如来)と創造主アッラーフ Allāhの下した啓示［いずれも、紀元前 14世

紀エジプト第 18王朝アクエンアテンAkhenaten王と妃ネフェルティティNefertitiとが創始した「光の宗教」のア

テン神以来の一神教の系譜を想起させる］／人間の天性への信頼(性起・仏性とフィトラ fitra)／不二相

即の大智［仏の知恵］・大悲［慈悲］に対し、慈悲深く al-rahmān慈愛あまねき al-rahīm神への帰依

としてイバーダート ʕibādāt［宗教義務の実践］・ムアーマラート muʕāmalāt［社会的義務の実践］の一

体性／あるがままの無心に対し、神観念の多様性［絶対的隔絶 tanzīh・擬人神観 tashbīh・比喩的理

解 ta’tīl]の許容［信仰心の持ち方自由］／観法［信者の修行法］とムジャーハダ mujāhada［内心の闘い］

／元暁が体現した和諍とファーラービーal-Fārābīによる真理の多面性論／法蔵が考えた［十玄

門や六相門の相互間の］「分齊」とクルアーンが命じる「宗教に強制があってはならない」［2章〔雌

牛の章〕 256節］との教え／一方は円教という教判・他方は積み重ねられた啓示の封印（ハーティ

ム・アン-ナビーイーン khātim al-nabīyīn）・という形で、宗教多様性＝諸宗教マルティヴァース

Multiverseにおける位置取り（positioning）／など／。 

  イスラームにおいて、自己は宇宙万物という被造物世界＝自然の「個」的構成要素として恩恵 

を享受するとともに責任を担う存在であり、「アダムの子孫」たる個人がその子孫の将来諸世代 

をポテンシャルとして内蔵しつつ、「族」的結合の諸レヴェルという社会関係の場で絶えず自覚的 

に人類（アダムの子孫総体）の一員として生きるべきだとされ、また地上の諸宗教は絶対者の唯一 

神が歴史に介入し預言者たちをつうじて下したｎ回の啓示によって創設されたことが信じられる、 

というように、「多即一」のタウヒード思考が個人の内面も社会生活・組織・秩序をも方向付ける。 

華厳思想、イスラーム思想、双方とも、事物をその諸レヴェルにおいて個別性・差異性と同時に 

全体性が確保・実現されるべきものと観るだけでなく、あらゆるポイントにおいて中心性と縁辺性 

との同時的発揮を必然化させるようなネットワーク化思考をたゆまず構築し実践したのである。 

 法蔵が『探玄記』において示した「縁起相由の十義」は、無尽縁起を成立させる根拠であり法界 

縁起の至境を表すものでもあるが、それは「ネットワーク理論」の一モデルだとも言えよう［同体は 

共同性の重視、異体は相互依存するも自立性の重視┃相入は摂合、相即は契合┃体用は本体と作用］。 

 

縁起相由の十義 2） ［（）内は板垣の解釈］ 

               ┏5異体相入（共存共擁）  ━━┓ 

1諸縁各異（個の独立） ━┻4異体相即（ｼﾞｸﾞｿｰﾊﾟｽﾞﾙ完成）┻6体用双融(相入と相即が相補・調和) 

               »3俱存無礙（共生）               »10同異円備(バラバラで一緒) 

2互遍相資（全体の中の個）┳7同体相入（多を包摂する一）┳9俱融無礙（あるがまま） 

               ┗8同体相即（多即一）  ━━━┛ 

 

法蔵は祖父がサマルカンド近傍の出身で、華厳経原典の成立した地域と繋がる背景が注目さ

れるが、そこで法蔵は、イスラームの〈タウヒード〉をアリストテレス論理学によって議論するファー
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ラービーal-Fārābī（870頃-950、アリストテレスに次ぐ「第二の師」と呼ばれた）やイブン・スィーナーIbn Sīnā 

（980-1037,「〔知の〕頭領」「真理の証」と称された）とも、中央アジアはマー・ワラー・アンナフル（アラビア語

で川〔アム川〕の向こうの地）出自ということでルーツを共通にすることは、華厳哲学とイスラームとを結

び合わすわれわれの問題視角にとってばかりか、古代ギリシアと古代インド・中国の諸伝統が交

差する中央アジアの再考［ヘレニズムを「西洋史」から解放する］にとっても、すこぶる示唆的である。 

華厳思想において、多即一としてのネットワーク化の論理構造の吟味が精緻化されるのと並

んで、霊性面でも、ヴァイローチャナの悟りと信仰者の悟りへの接近の行法とのネットワーク化を

詩的・表象的に／真心的・理念的に／視覚図形的・聴覚暗記的に／体得的・教化的に／進めた

例として、義湘が 668年に作成した図印「華厳一乗法界図」［法から佛まで 210字からなる七言三十句

の海印三昧体験の句偈を横 15字Ｘ縦 14字で迷路一筆書き式で配列］に注目したい。これはムスリムにと

っての幾何学文様／文字装飾／の意味やスーフィズムの詩賦表現／身体行動／などと通じ合う

ものであった。日本で華厳思想を身体化した明恵（1173-1232）の生き方とその記録群は、彼の学

徳・歌詠みもさることながら何より修行観法の実践において、イスラーム文明のもとでの人々の

内面的・社会的ネットワーク化の努力 jihādに比肩し得るものだったことを示してはいないか。3） 

華厳思想には、イスラームにおける創造主=絶対的・超越的な神の存在が無いことは、確かで

ある。中国に入った仏教が、『大乗起信論』における「真如」理解に見られるように、「事・理」認識

では形而上的に「理」［理性・理体］の本体化へと誘引される傾向がはたらくことは否めぬところであ

った。これがやがて儒学の理学としての登場に繋がるとしても、華厳哲学としては四種法界での

「事」の焦点化に踏みとどまりつつ、宗教的実践面では禅定へと移行していった。法蔵を継いで

華厳宗第四祖となった澄観（738-839）が体系化した四種法界は、次のように説明できよう。 

 

⑴ 事法界［事象そのものが表現する真理フェーズ：小乗仏教］ 

⑵ 理法界［理法〔空＝縁起・関係性の場〕が顕現する真理フェーズ：頓教］ 

⑶ 理事無礙法界［理法〔真如〕が事象を隨縁させ両者一体となって円融する真理フェーズ：終

教］ 

⑷ 事事無礙法界［個物・個々の事象が独立しながら相互に和合円融する真理フェーズ：円教］ 

 

大乗仏教の円教を自負する華厳仏教は、⑷をその実証とする立場である。「神〔的なもの〕は無い、 

ｌā ilāha 神をさしおいては。illa Allāhu. ［かつ 1人の］ムハンマドは神の使徒である。[wa]Muhammadun 

rasūlu Allāhi.」を信仰告白とし、宇宙の時空内に神を認めないイスラームにとっては、事事無礙法

界が現実を現実として安易に実体的なものを予定せず／持ち出さぬ／現象論を貫く華厳仏教の

立場は、むしろ親和的なものだったと言えるだろう。現象を凝視し思弁し洞察し達観する過程で

真理に眼が開かされることで、信仰の次元／悟りの次元／への飛躍となるからである。 

 華厳宗第五祖に位置づけられる宗密（780-841）は、幼少から儒学を学んだが、長じてのち出家し

禅に励んで教禅一致を唱道するとともに、『円覚経』（8世紀に中国で撰述されたと見られる偽経）の研究に

熱中してその後（ことに会昌の廃仏以後）の中国仏教史を方向付ける分水嶺となっただけでなく、師



 

206 

 

事した澄観の華厳哲学を超える彼の営為の新境地は、それを踏み台とする宋学形成の媒介項

となったと評価されてきた。注目を集めてきた彼の『原人論』では、人間の本源たる自性清浄心を

再確認し、仏教の優位を説きつつ厳しい批判的総括をも下し、儒・道二教にも積極面を認めて、

「斥ける所を会して、同じく一源に帰せしめ、皆正義と為す」［會前所斥、回歸一源、皆為正義］三教会通

のヴィジョンを導き出し、冒頭の総序において「三教みな遵行すべし」［則三敎皆可遵行］とも宣言した。

これは、イスラームの万教同根的な諸宗教タウヒード（クルアーン 2章 285節／10章 47節／21章 25

節／40章 78節／など）と通底する。 

 しかし、中国の華厳思想は宗密をもって幕引きの観があり、宋学の時代への転換が起きる。華

厳仏教の拠点は高麗に移り、日本では明恵や凝然（1240-1321）ありとしても、法然（1133-1212）・親鸞

（1173-1262）・道元（1200-53）・日蓮（1222-82）らの活躍を目立たず上に載せる土壌基盤へと推転する。

全体として、社会的・文明的ネットワーク化の活力において、華厳の影は薄れ、イスラームのタウ

ヒードへの比重の偏りが顕著となる。ことに唐末以降の中国は、ムスリム移住者が増加し、社会

のイスラーム化が進行する。宋学の成立は、この条件変化のもとで起きたことに注目すべきであ

る。こうして、世界史の超近代性は、華厳仏教・イスラームの連立から性理学・イスラームの相関

へと移行する。 

Ｃ-２］ 人類史的課題の原基的核心としての〈超近代性〉の析出 

  西暦７世紀以降の華厳思想およびイスラーム思想の並立的展開がもたらしたものを列挙して

みると、それらが人類の世界史において絶えず追求されてきた／そして現在なお追求されてい

る／課題の原基的核心に当たるものであることが見えてくる。以下に順不同で例示する。 

 

  個の自立と尊厳／人類的連帯／自由／平等／公正・正義／安全と安心／平和契約／人間の 

本性への信頼／共通善／人定法を超える法／「指導」［イマーマ imāma、カリフ・スルターン・アーリ

ム〔学者〕・菩薩・君子・真人・などによるそれ］を受け入れこれに従う合意・社会契約／衆生の合議 

（シューラーshūrā）・合意（イジュマーijmā’）・認証服従表明（バイア bayʕa）に基づく統治の権威／宗

教・思想・文化の多様性および通底性の肯定承認／両性の対等性と役割／子ども純真観／ 

自然への畏敬／環境共生におけるケア責任意識／心の都市化・商業化・政治化／ダイナミッ 

クなアイデンティティ組み換え／ネットワーク・パートナーシップの思考と行動の意味づけ／合

理的で未来設計的な生き方／事物・社会・世界の多様性および真理の多面性に応じて人々

が啓発し合う知識と愛［慈悲・感謝］に基づく円融和合／不二の心身の清浄・健康／… 

 

 なお、私が半世紀前からイスラームの近代性として指摘し考察してきた諸項も、示しておく。 

 

自由・平等・きょうだい愛・人類意識・両性対等とジェンダー規範［セクハラ禁止法規を含む／個人

主義・合理主義・普遍主義／都市化・商業化・政治化／公正・安全・公益・福祉目的税 zakāt・

弱者保護・寄附財団 waqf・時空管理〔毎日 5回の礼拝や遠隔地商業のための天文学・地理学・計時測

地航海技術〕・巡礼〔という世界規模の大衆旅行プロジェクト〕の組織運営・病院［今日的な機能コンセプト
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発明］／宗教的寛容・社会契約［マディーナ憲章、統治の合法性の基礎はイマーマ〔指導〕、契約行為とし

てのバイア bayʕa］・エコロジー倫理［全被造物の多様性・個別性・対等性・共生の自然観と信託（アマーナ

amâna観念）］／法の支配・国際法（スィヤル siyar）・戦争法規・外交慣行［条約・船首旗・パスポート］

／知識-情報社会・大学(マドラサ madrasa)と学術専門分野編成・科学的思考尊重／市場取引

の倫理-制度（ヒスバ hisba）・市場監督官（ムフタスィブ muhtasib）・手形など決済の信用体系／… 

 

   連立する華厳仏教とイスラームとが、二つの焦点をもつ楕円よろしく、両々相俟って張り巡ら

す社会・文化・思想のネットワーク化に伴い、上に諸項目を摘記してみたような〈超近代性〉の惹

き起こす変化が、巨大な伏流となって世界中に拡大していく情景を想像してみればよい。性理学

とイスラームとの相関という段階になっても、世界史的〈超近代性〉の地下水脈は滔滔とそのネッ

トワークを拡げていったと見られる。この視角から、世界諸地域の歴史を／そして世界史総体を

／追跡し形象化しなおすべきだと考える。この課題が放置されたため生じてきた誤認を検証する

仕事は今もなお、ほとんど未開拓だと言わなければならない。 

Ｃ-３］ 華厳思想・イスラーム思想連立の〈超近代性〉を受け継ぐ展開局面としての性理学 

  宗密の『原人論』の著作年代は特定できぬとしても、韓愈（768-824）が「論佛骨表」（819年）で忌諱

に触れつつ「原人」その他の排仏論の文章を書いたのに対応したものであろう。やがて会昌の廃

仏の嵐が吹き荒れるのを予見していたのかもしれない。しかし、宗密が「孔老釈迦は皆これ至

聖なり」と言って儒道仏三教の一致を説く根底には、中国の交織的な思想状況があるのを無視

するわけにいかない。それは、西方でユダヤ教・キリスト教・イスラームさらにはゾロアスター教・

サービア Sābi’a教・等まで含め、それらの間で跨境的に共通する基本概念の共用／貸借／意味

転換／組み換え／掘り起こし／等の交織状況があるのと通じ合うところである［東洋学の帝国主義

史観を批判するラナジット・パール Ranajit Palは仏教の起源をイランに寄せ、東西を繋ぐ］
4)。『原人論』序で、

「万法を推し理を窮め性を尽くして本源に至る」[推萬法窮理盡性、至於本源] の「窮理尽性」は易経から

引いた句だが、鎌田茂雄によれば、宋代の浄源はそれを「真如普遍の理を窮め、万法隨縁の性

を尽くす」と解釈する（『原人論発微録』）ので、すなわちここでは理は真如、性は隨縁となるという解

説になる。5） 

  事ほど左様に、いくつもの意味づけ・位置づけ・暗示・陰影を重層的に付加・対置された用語が、

諸教の間で／学派の間で／論者の間で／交錯する「会通」（この語自体も易経に発するが）によ

って、中国における・そして東アジアにおける・知的営為史の全体像が構成されるのである。11

世紀以降、新しい儒学 程・朱の性理学が、思弁に溺れ社会的影響力を失っていった華厳教学

に代わり、道教の新動向も受けとめながら、華厳思想を受け継ぎつつ乗り越える壮大な世界観

の新局面を拓く。周敦頤（濂溪 1017-73）の「太極図説」は儒学の立場からする「原人論」であったし、

張載（横渠 1020-77）が理を気［体は太虚、用は集散］の動きの条理とし神
しん

や礼を位置づけたのを受け

て、程頤（伊川 1033-1107）は華厳の理事体用理論の影響下で理一分殊・体用一源の理気説をう

ち立て、朱熹（朱子・晦庵 1130-1200）が理学（性理学ともいう）の理論体系を確立した。それは、天を

理とし／人において性即理を認め／礼をもって天人合一（天地の法則と人倫の規範意識との合致）と
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し／格物致知と居敬［敬〔慎み〕を保って窮理の学問に励む修養］の実践を追求するものであった。 

  このようにして、華厳思想とイスラーム思想との並立により期せずして出現した世界史的な超

近代性のインパクトにおいて、華厳思想から宋学への受け継ぎとともに、宋学の成立・展開の場

へのイスラームの社会的ネットワーク化プロセスの関与が一段と深化することになった。性理学

の成立では、華厳思想において既に志向されていた万物の根源・宇宙の本体の存在論的索定

／森羅万象の生成の機序についての納得／社会生活の場での暮らし方や日常行動の確認／

など［時空・個・個性・差異を絶えまなく創造する絶対者と人・人々との関係にあたるもの］が、あらためて切実

な認識課題と感じられるようになったであろう。背景の一面として、中国社会に来住して雑居する

ムスリムたちの家族が身近な隣人となって垣間見せていた信仰生活（洗浄沐浴・日々５回の礼拝・ラ

マダーン月断食・喜捨・ハラール食など）と／創造主たる唯一神に帰依するタウヒードの思考原理が彼

らの日常を貫徹する姿と／の印象が、強烈な刺激剤となったはずであった。好奇の眼で見る記

録は数多あっても、問題の性質上、上記の推察を裏付ける証拠を示すことは容易でないが。 

  堀池信夫は、唐代から明代にかけて中国社会に参入し何らかの足跡・感化を残したムスリム

知識人について、史料上で辿れる活動の動向を通観している。その人名をリスト化すると、以下

のとおり。6） 

 

  李彦昇（大食〔アラブ〕、847-858の記録）／李珣（ペルシア人、唐末五代）／蒲寿宬（蒲寿庚の弟）／賽典 

赤贍思丁（サイイド・アジャル・シャムスッディーン、ブハラ出身）／伯顔師聖（トルコ系カルルク族）／贍思 

（シャムス、アラブ末裔）／薩都刺（サットラ、西域人）／丁鶴年（回回人）／伯顔子中（西域人）／海瑞（汝 

賢、海南島人 1514-87）／李贄（卓吾、1527-1602） 

 

 元朝のもとで、ユーラシア内陸部と繋がる中国や朝鮮半島にイスラームの影響力は著しく増大し

たが、13世紀末から 16世紀初頭にかけて、インド亜大陸はデリ―諸王朝からムガル帝国成立

へ／アナトリア・バルカン・シリア・アラビア半島・北アフリカはオスマン帝国成立へ／東南アジア

も最終的にマラッカ王国はじめイスラーム政権下へ／と帰属して、アジア・北アフリカのイスラー

ム・ネットワーク化は決定的なものとなる。人間の移動・交流も盛んになる。14世紀前半モロッコ

から中国にやってきたアラブ旅行家イブン・バットゥータの旅も／15世紀初め雲南のムスリム鄭

和率いる大船団の７次に及ぶ「南海遠征」も／ネットワーク文明の活性化フェーズである。 

したがって、往来・交流で終わらず、中国社会に定着したムスリムの知的活動の質も深さも、 

中国儒学にひけを取らない理論的インパクトをもつもの［「回儒」の語は紛らわしいが、ムスリムが儒者

としてではなくムスリムとしてイスラームの教理・思想に関わる著述を漢文で行ない、それが理論上また思想的に

普遍的な衝迫力・啓発力を発揮する場合］が出現し得ることになる。堀池信夫がそのような「中国イス

ラーム哲学」の達成の一つのケースとして取り上げた明末の王岱輿［王涯］の仕事『正教真詮』・

『清真大学』・『希真正答』 が、またそれを取り巻き・あるいは引き継ぐ・張中／伍遵契／馬注／

劉智／馬徳新／馬聯元／らの仕事が、性理学・実学の展開状況の中で、いかなる思想的意味・

役割を担ったかを問うことが、すなわち中西竜也が課題として端的に示したごとく「中華と対話す
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るイスラーム」の実相と可能性を捉えきることが、われわれの目標となるのではないか。7） 

宋明理学や朝鮮性理学という枠組では、モンゴル支配・元朝下また高麗の儒家が省かれるこ

とがあるが、姚枢（1200-80）／許衡（1209-81）／劉因（1249-93）／呉澄（1249-1333）／［わけても許衡と劉因

の対比や、呉澄の陸象山（1139-92）評価］、そして〔高麗の対元外交に腐心した〕李斉賢（1287-1367、号：益斎・櫟

翁）／「東方理学之祖」鄭夢周（1338-92、号：圃隠）に注目するのは、〈超近代性〉ネットワーク化相関の

理論の基礎固めを進める上で重要である。 

 

宋学ないし新儒教の展開は、アジア史をいかに見なおすかという問題意識をまで触発させた。

宋～明時代の内発的「近代性」にいち早く目を向けたのは、20世紀初め、創立初期の京都帝国 

大学で「京都学派」と呼ばれた東洋史家たち、狩野直喜（1868-1947）／内藤湖南（虎次郎、1866-1934）

／桑原隲蔵（1870-1931）／だった。中国が「近世」＝近代早期を迎えるのは唐から宋への変革期だ

と考えた。しかも、新しい世界観・学芸文物の登場とこれらを支える江南の開発や都市・商業の

変貌や庶民文化の興隆という場面で、イスラーム文明との連結に関心が払われたのである。こ

の学統を継承し確立した宮崎市定（1901-95）は師の桑原隲蔵からアラブ研究を勧められて留学し

たパリでアラビア語を学び／ついで藤本勝次（1921-2000）は師の宮崎市定からアラブ研究を勧めら

れてこれを専門とする道に進んだ／と、こもごも語るのである。8） 

桑原隲蔵は、大きな反響を呼んだ話題作『蒲壽庚の事蹟』（1914年発表、23年出版）の著者として

国際的にも有名。蒲壽庚は、中国に定着し官僚として出世したムスリム［アラブあるいはペルシア人］

の有力な一族の出で、13 世紀半ば泉州の大商人であり、かつ泉州の対外貿易を管轄する長官

だった。蒲壽庚が南宋を見かぎりモンゴル勢力に味方した結果、南宋は滅ぶ。宋から元への変

転の鍵を握っていたのが中国のムスリム・コミュニティーであったことを、桑原は実証した。9) 

 

古今を貫く史眼で、中国史では宋代（960～1279）をもって「近世」の始期とするという時代区分を

提唱したのは内藤湖南。10)この見方は賛否激突の大論争をまき起こしたが、その後アジア史を

見わたす視座を強化する宮崎市定の学術的努力により、理解者・賛同者はしだいに拡大し、内

外で広く認められるに至った。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所を拠点に1967年

から全国的規模で実施した「イスラーム化と近代化」共同研究［最初の５年間は前嶋信次(1903-83）・嶋

田襄平（1924-90）お二人の協力を得て私が責任者、その後は三木亘（1925-2016）が責任者］や東京大学東洋

文化研究所を拠点に 1986～90 年に実施した「イスラームの都市性」に関する国際的共同研究

［私が代表者］は、Modernity 論の動向に深く関わるものであった。このような条件下、「近代思惟」11）

になおしぶとくまといつく欧米中心主義を突き破り、溝口雄三（1932-2010）は力をこめて「中国独自

の近代」の考察を重ねた 12)し、宮嶋博史（1948-）は朝鮮儒教思想史の研究を通じて「儒教的近代」

論を練り上げつつある。13） 

狩野直喜は、中国文学に関する業績やアジア研究の国際的組織化における指導的手腕が際

立っていたが、ここでは〔1909 年その内容が知られはじめた〕敦煌文書に基づく敦煌学の建設／元曲

（元朝下の演劇）の研究の開拓／などが注目されるだろう。敦煌学では、京都大学の藤枝晃
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（1911-98）の学術調査活動は、西北中国の現地ムスリム社会との接触・関与の経験を積んでいた。

14） 1944 年初め［日本政府絡みで］張家口に設立された西北研究所で藤枝とともに研究員となった

人びとは、各自異なる専門分野の調査研究に従事した。15）日本軍占領地で占領軍に保護されて。

それも日本帝国崩壊までの１年半の短期間。そんな制約条件を負いながら、敗戦後の彼らの仕

事がそれぞれに斬新さを発揮できたのは、彼らが〈超近代性〉の開口部や断面を考えなおすヒン

トに満ちた特異な場に立ち会えたからではなかったか。 

1930年代～40年代半ばのアジア太平洋戦争において、東アジアに具わる〈超近代性〉を感得

したり／掘り起こしたり／する歴史感覚を急速に喪失した日本社会では、この段階の「京都学

派」［前記のそれとは別で、西田幾多郎門下の哲学者たちを中心とする］が声高に唱えた「近代の超克」論

が風靡していた。16）それは、東洋的「無」に基づいて多元的世界を高次元で一元的・普遍的に掴

む「世界史の哲学」がこれまでの西洋中心の「特殊世界史」に取って換わるべきで、日本の天皇

を中心とする「大東亜共栄圏」／「八紘一宇」／の世界新秩序の建設こそ行き詰まった西洋中心

の近代に幕を引くもの、とする主張だった。これは一見タウヒードの論理と見せかけて、じつは

「西洋の没落」など欧米での「近代」批判の論議に便乗する欧米中心主義の「先物買い」に類す

る卑屈な言説であった。中国戦線の泥沼にうんざりしていた日本の知識層の多くは、欧米相手に

戦う戦争目的がこれでやっと明確になったと奮起し、戦場に狩りだされる若者たちはここに死地

へと赴く「大義」を発見したと自らを納得させたのである。日本が行なった軍事侵略の破綻は、そ

もそも国家としての行動の規範逸脱と大局の戦略判断における致命的過誤とに根本原因があっ

たとは言え、湧き起こる抗日の現実［華北／華南・海南島／東南アジア〔インドネシア・マレー半島・タイ・フ

ィリピン〕／インド戦線／でのそれぞれの］を把握する局面で、日本軍が靡かせ利用しようとしたムスリ

ム住民が決してそのようには動かなかった彼らの立場についての認識に重大な欠落があったこ

とは明らかだ。このことについての熟考と反省は、〈超近代性〉におけるタウヒードとネットワーク

との意味の深化に結合されるべきだ。状況に応えることができる実学は、日本にあり得たのか。

17） 

 

Ｄ］ 西学の前提となるスコラ学への基本視角 

  ヨーロッパは、4世紀以降のゲルマン諸族の侵入によるローマ帝国西半部の解体後、７世紀の 

イスラーム世界形成に触発されて、８～９世紀には先住ケルト人を圧迫するフランク人・アングル

人・サクソン人等の国家形成が進展したことにより、成立することになった「地域」である。明～清

初の「仏郎機」概念は、イスラーム世界がわのイフランジュ ifranj ［ヨーロッパ、ヨーロッパ人〔フランク

人〕］から来ている。国家成立とともに〈超近代性〉と向き合うことになった点で、日本と西欧とは所

与の条件が近似している。18） 

 ヨーロッパは、イスラーム文明のネットワーク化に曝される中で、自らの地域アイデンティティの

確認を迫られるのである。これが、Ｅ・サイードの言うオリエンタリズムの「好きだから嫌い」・「畏

敬するから軽蔑する」・「恐れる余り襲撃・レイプする」といったアンビヴァレンス ambivalence [両面

価値、愛憎]に発する反イスラーム／イスラーム捨象 neglect／の態度を産むのだ。こうして、それ
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は延々と現在にまで及ぶイスラーム敵視の風潮と欧米中心思考の制度化との起源となった。 

ところが、ヨーロッパがわの初期的反応は、11世紀末から200年間の数次にわたる対イスラー

ム世界「十字軍」の野蛮な侵略戦争・植民国家設営と／12世紀ルネサンス 19）から 13世紀の盛

期スコラ学で頂点に達するイスラーム世界諸学の吸収摂取への知的興奮・熱狂の渦と／の交錯

だった。それは、内では外に開いた交易人間のユダヤ人に対する差別迫害［略奪・殺害］・外では

目も彩に輝く都市文明への侵略襲撃［略奪・破壊］・をやってみたら、余りに大きな知的格差のため

まずは相手から学ぶことの意義が痛感される、といった特殊な過渡的段階だったと言える。20)東

方での程朱学成立という〈超近代性〉の相関展開に対し、同時期の西方での〈超近代性〉のネット

ワーク化は「イスラーム諸学の受容とそれへの適応」というヨーロッパ現象として捉えられる。 

■ここで、10世紀末頃から 14・15世紀にかけて、まず問題となるのはイスラームのファルサファ

falsafa［哲学、ギリシア語のフィロソフィアのアラビア語転訛］及びファラースィファ falāsifa［哲学者たち、単数

はファイラスーフ faylasūf］である。 

◆思弁神学のムータズィラ Muʕtazila派（8～9世紀にタウヒードを古代ギリシア哲学の論理方法を使って合

理的に厳密に規定しようとした）に属していたキンディー al-Kindī [801頃-866頃、ラテン語名Alkindius]は、「ア

ラブ［クーファ出身］の哲学者」と称されたが、アリストテレス哲学を新プラトン主義の立場で解釈し、

数学・天文学・占星術・医学・光学・錬金術・気象学・音楽理論など博学多才な仕事をした。 

◆［法蔵に関連して先にアリストテレスに次ぐ「第二の師」として触れた］ファーラービー（870頃-950、ラテン語名

は alfarabius）は、キンディーから多くを受け継いで「総合知」志向の眼を見張る博識を達成したが、

キンディーの神学優位の傾向や新プラトン主義的解釈の偏向からは離れて、本来のアリストテレ

ス哲学の体系の中核をなす『形而上学』・『自然学』・『オルガノン（論理学）』に、詳細な注釈を行な

った仕事の意義は大きかった。ファーラービーの『哲学の分類』がヨーロッパで紹介された際の衝

撃も甚大だったと考えられる［他に幾多の学問分類が論議されていることは、それに輪をかけただろう］。 

  ファーラービーの「哲学の分類」 

⑴ 雄弁術の学           文法 詩学 修辞法 

⑵ 中間の学             論理学 

⑶ 知識の学  理論哲学  自然学 数学 自然神学（形而上学） 

            実用哲学   倫理学 家政学 政治学 

 ◆やはり法蔵関連ですでに名前が出たイブン・スィーナー（980-1037、ラテン語名 Avicenna）は、終生イラ

ンで医学者として活動し、『医学典範』はヨーロッパでも末永く医学生の教科書とされるが、哲学

では『治癒の書』が彼の主著。アリストテレス哲学の研究を通じて独特の存在論を展開し、宇宙

の成立における流出論／「無からの創造」の否定／宇宙無開闢／存在者の偶存という本質／

「空中人間」の譬えによる先験的自己認識／人間の霊魂の不滅／などを論じた。また、知性へ

の質料と形相の関わり方についてアリストテレスの認識論を再検討した。「思惟が思惟形式にお

いて普遍をつくる」という彼の命題は、スコラ学における「普遍論争」［すなわち実在論（普遍は〔個物に

先立つ ante res〕超越的実在）と唯名論（普遍は〔個物の後に post res〕人工の名前）との間の論争］を発火させた。 

 ◆〔イラン東部ホラーサーン出身の〕 ガザ―リー al-Ghazālī(1058-1111、ラテン語名 alghazel) はイスラームの法
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学・神学・哲学・スーフィズムのそれぞれ極致を窮めた大知識人で、バグダードのニザーミーヤ学

院教授として大活躍した。彼は、哲学を内在的に根底から厳しく批判する『哲学者の自己矛盾』

Tahāfut al-falāsifaを書いた。伝統の権威に拠る神学にも、思弁を駆使する哲学にも、虚しさを感じ

ていた彼は最高学府の栄光の座を棄て、家族とも別れて、一介のスーフィー行者として遍歴する

旅に出る。スーフィズムこそ真理に達する道との立場から、宗教諸学の再興が目指される。アリ

ストテレスの論理学も倫理学も、ここで真理の観想と来世の見神のための修行において再評価

されることになる。だが、西欧ではガザ―リーはもっぱら哲学者扱いで、彼のアリストテレス批判

はアリストテレス理解の教材だったのである。 

 ◆［コルドバ出身、マラケシュに都を置くムワッヒド朝の宮廷医師・大法官だった］イブン・ルシュド Ibn Rushd 

(1126-98、ラテン語名 Averroes)は、やはり博識の人物で、宮廷政治の変動に翻弄されながらも、アリス

トテレスの哲学書をほぼ網羅する注釈書を書いた［手がつけられなかったのは『政治学』と『動物誌』］。

ガザ―リーの哲学者［イブン・スィーナーとその背後のアリストテレス］批判に反駁する書『矛盾の矛盾』

Tahāfut al-tahāfutを著し、イスラーム文明におけるアリストテレス哲学の地位を擁護しようとした。

彼はアリストテレスの原像を明らかにしようとはしたが、新プラトン主義の影響は免れず、宇宙生

成過程の流出の最終段階で質料知性が成長した能動理性を考え、そのような存在として哲学者

と預言者とを位置づけるのである。両者はそれぞれ真理の捉え方・表現法が異なるとするところ

で、彼の著作『宗教と哲学の調和』は信仰と理性の究極の一致を説き、ガザ―リーとの和合も見

えてくる。西欧のスコラ学は、ここに「二重真理説」の根拠を発見する。神学と哲学の分立の根拠

付け、そして「神学の婢」の地位から解放される哲学は、西欧でやがて宗教離れ＝世俗主義の

橋頭堡となっていく。13世紀にはイブン・ルシュドのアラビア語の著作がすべてラテン語訳され、

西欧知識人はそれを理解することに熱中するのである。 

◆ムーサ―・ビン・マイムーン Mūsā bin Maymūn (1135-1204、ヘブライ語名モーシェ・ベン・マイモーン、ラテ

ン語名 Maimonides)〔コルドバ生まれ、セファルディのユダヤ教徒。家族と共に地中海の西から東へ命懸けの避

難・移動を繰り返し、最終的にエジプトでユダヤ教徒コミュニティーの指導者として定着、ユダヤ教の法ハラハー

Halakhā を法典化した『ミシュネー・トーラー』Mishneh Torah編纂によりユダヤ教史上卓越した思想家。医師として

はサラディンの侍医も務めた〕がヘブライ文字のアラビア語で書いた『迷える人々のための導き』は、

聖書のモーセ五書の教えをアリストテレス哲学と照らし合わす仕事で、イスラーム神学者・哲学

者と歩調を合わせ、創造論における「第一不動の動者」／擬人神観／悪の存在をめぐる神義論

［弁神論］／預言の解釈／等／で神学と哲学が合致する合理的立場をとった。これはまずヘブラ

イ語に訳され、それからのラテン語訳が西欧社会の関心を惹くこととなる。 

 

■「ヨーロッパ」の成立とともに始まった〈超近代性〉ネットワーク参入への注目される動き 

◆ジェルベール・ドーリヤック Gerbert d’Aurillac ［938頃-1003、999以降教皇スィルウェストル Silvester 2世］ 

 アンダルスのアラブの学問、殊に数学を南仏で学ぶ。教皇としては東欧のカトリック化に努力 

◆「12世紀ルネサンス」における翻訳事業 

◆大学が続々と誕生 
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  １１世紀 Paris（世紀半ば～、登録 1150）／Bologna（1088～）／Oxford（1096～、登録 1167）／ 

  １２世紀 Modena(1175～) ／ 

    １３世紀 Cambridge（1209～）／Salamanca（1218～）／Montpellier（1220～）／Padva（1222～）／ 

           Napoli（1224～）／Toulouse（1229～）／Orleans（1235～）／Siena（1240～）／Valladolid（1241

～）／Northampton（1261～）／Murcia（1272）／Coimbra（1288～）／ 

    １４世紀 Roma（1303～）／Firenze（1321～）／Ｐｉｓａ（1343～）／Praha-Ｋarlova（1348～）／Jagiello

（1364～）／Ｗｉｅｎ（1365～）／Erfurt（1379～）／Heidelberg（1386～）／Köln（1388～）／ 

◆フリードリヒ Friedrich２世（1194-1250、神聖ローマ皇帝（ホーエンシュタウフェン朝）1215-1250、シチリア王国

国王 1197-1250、エルサレム王国国王 1225-28）   バトゥ（＠ヴォルガ川沿いサライの宮殿）に放鷹術の自著贈る 

〔シチリアのアラブ支配 902-1091、ノルマン征服 1091、オートヴィル朝 1130-98〕 

パレルモ宮廷、占星術・天文学・数学・生物学、ムスリム兵士の護衛隊、移動動物園、鷹狩、… 

1224年 ナポリ大学設立 

 ◆アルベルトゥス・マグヌス Albertus Magnus、1193頃-1280／ボナヴェントゥラ Bonaventura、1221-74

／トマス・アクィナス Thomas Aquinas、1224/25-74／ドゥンス・スコトゥス John Duns Scotus、 

1266頃-1308／… 

 ◆教皇インノケンティウス、カルピニ Iohannes de Plano Carpini (1182-1252、ヴェネツィアのフランシスコ 

 会修道士 Giovanni da Pian del Carpine）をモンゴル帝国カラコルムに派遣 

 1246年 8月 24日、グユク・ハーン Güyüg Khān (元 定宗) 即位式・クリルタイに列席 

 ローマ教皇宛ての「勅書」（ペルシア語）をもって帰国 

 ◆フランス王ルイ９世、ルブルク Guillaume de Rubrouck（1220頃-93頃、フランドルのフランシスコ会修道

士Willem van Rubroeck、ラテン語名Willielmus de Rubruquis）をモンゴル帝国カラコルムに派遣 

   1253年 モンケ・ハーン Möngke Khān (元 憲宗) に謁見 

◆ネストリウス派司祭ラッバン・サウマーRabban Saumā (1225頃-94、オングト部出身)、イル・ハーン国

アルグン・ハーン Argun Khānの派遣使節として、ローマ教皇・仏王・英王に謁見［1287年］ 

◆ローマ教皇庁公式使節モンテコルヴィーノ Giovannni di Montecorvino（1247-1328、フランシスコ会司

祭）、イル・ハーン朝首都タブリーズ経由［1289年］、大都到着［1299年、泉州などへ、1330年頃まで

滞在］ オドリコ Odorico de Pordenone (1286頃-1331、フランシスコ会修道士)、海路インド・東南アジアを

経て元の大都に到り［1324年］、3年間滞在、チベット経由で帰国 

◆1298年頃、マルコ・ポーロ Marco Polo [1254-1324、ヴェネツィア出身、1271～90年の旅行の間に元朝宮廷でク

ビライ Qubilai（世祖）に仕え、帰国後口述の Le Devisement du Monde もしくは Il Miｌioneの祖本が成立 

 

■スコラ学およびその位置付けの問題点 

 〈超近代性〉ネットワーク参入によるスコラ学の成立と展開にもかかわらず、教会権力（教権）な

らびに皇帝・国王・領主権力（俗権）の両サイド（両剣）からの干渉の圧力で、ローマ法再解釈やキ

ケロ再評価による、あたかも自生的知の発展でもあるかのごときすり替えが行なわれていった。

歴史の現場のリアルな知的雰囲気は忘却の袋に収められて、物語の挿話として語られるだけと



 

214 

 

なる。このことは、スコラ学それ自体の帰趨において濃厚になっていくばかりか、スコラ学研究の

歴史においても受け継がれることになった。この状況を端的に証するものとして、西洋中心主義

の欧米文化スタイルに対し 19世紀後半以降ひたすらそれを学習する伝統を引きずって来た日

本での現況を、例として挙げることとしよう。 

 上智大学中世思想研究所編『中世思想原典集成』全 21巻、平凡社刊、2003～04.において、第

11巻「イスラーム哲学」が添えられ、14篇の日本語初訳の作品が収められている。この巻の編

者・訳者の苦心は高く買うところだが、「中世思想」の添え物という扱われ方は否めない。 

柴田平三郎『トマス・アクィナスの政治思想』、岩波書店、2014.は、欧米におけるトマス・アクィ

ナス研究史の経緯をたどる上でも有用な書物であり、フリードリヒ２世創立のナポリ大学出身のト

マスが教会の嫌うアリストテレスに拠りつつ教会を擁護する内面的苦悩の実存［彼の立場の正統性

が正式に公認されるのはトリエント会議で、それはプロテスタントに対抗するためであって、没後２世紀半ば以上

も経過してから］を問題にする研究としても注目される。しかしアラビア語によるアリストテレス研究

が前提としてあったことは「言うまでもない」としつつ、12～13世紀の翻訳活動を通じて知られる

ようになったイスラームの政治・社会思想がトマスの体系にどのように反映したかは視野の外に

置かれている。間章「インテルメッツォ：〈13世紀アリストテレス革命〉史観とトマス・アクィナス」で W・

ウルマン Ullmann学説 21）とそれへの批判を紹介し、ウルマンがトマスを権力の「下降理念」から

「上昇理念」への転換させた変革者と観るのを近代主義的に過ぎると批評する。マディーナ憲章

以来の社会契約に基づくイスラームの政治理念を無視したヨーロッパ中心の議論なのである。マ

ーワルディーal-Māwardī (974-1058、ラテン語名 Alboacen 〔彼の実名 ʕAlī bun Muhammad al-Māwardīの先頭に慣

例的に付けられたクンヤ＝あだ名「ハサンの親爺」Abū al-Hasan→Abol-hasanの聞き違いに由来〕)『統治の諸規則』な

ども、研究手続きとしては本来参照されるべきでないか。22） 

このようにして、歴史的現場の雰囲気とは異なる思想の読み方／記録の仕方／研究の方向

付け／が思想の〈超近代性〉への感応を妨げることになった。西方［正統］キリスト教至上主義／

元来それに具わった反ユダヤ主義／十字軍のイスラーム敵視を土台とするヨーロッパ・アイデン

ティティ／に支えられた立場であったことにより、「ルネサンス（再生）」・「宗教改革とそれに伴うヨ

ーロッパ内戦（宗教戦争）」・「ヨーロッパ主権国家群のウェストファリアWestphalia条約体制（国際

社会形成の始まり）」・「寛容と啓蒙と市民革命（市民的自由と民主主義への道）」をスローガンと

するヨーロッパ・イデオロギーが前面化する次の時代に、自ずと連続することになる。 

 

Ｅ］ 〈超近代性〉に対して積極的に反応するヨーロッパ側面 

  上に見たようなヨーロッパ状況にもかかわらず、〈超近代性〉に対する敏感な感応や積極的応

答がなかったわけではない。グローバルな〈超近代性〉ネットワーク化の拡大深化の中で、ここで

は顕著に良質な部分の出現も見られたのだった。イスラーム文明においてタウヒードの活力が

衰弱する分、このような思想遺産を持ち続けることになる意義は大きい。 

  本ペイパーでは、図２のスペース的条件に応じて限定的に挙げている。スコラ学からヨーロッパ

哲学形成への過程において主流から離れた／だがタウヒード寄りの／人たちである。 
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   Raymondus Lullus（1232-1315、カタルーニャ語名ラモン・リュイ） マヨルカ島人、フランシスコ会士、神秘家、地中

海域諸言語に通じ、諸宗教の概念を組合わせる論理演算器のアルス・マグナ（偉大な術）開発。人：小宇宙。 

  Nicolaus Cusanus（1401-64、南西ドイツ出身）法学者・哲学者・神学者、枢機卿。あらゆる宗教的・政治的対立の

局面で和解のため働く。「反対の一致」の論理、知と無知／極大と極小／神と人。△は無限大底辺で直線。 

  Giordano Bruno（1548-1600、ナポリ出身）ドミニコ会修道士の哲学者・神学者。75年異端の嫌疑から逃れて始ま

った仏・英・独・ボヘミア等の諸大学での講義遍歴を通じ、アリストテレス学説を離れてコペルニクス地動説の

強力な擁護者だったので、92年ヴェネツィアで讒言により逮捕され、異端審問によりローマの広場で火刑に

処される〔1979年カトリック教会は判決を公式取り消し〕。ブルーノの遺業はコペルニクスを超える宇宙論［宇宙の

同質性／中心は無いこと／純粋気体が宇宙空間に充満の予想／恒星・惑星システム／地球の自転］。 

  Baruch de Spinoza（1632-77、ポルトガルからアムステルダムに移住したセファルディ・ユダヤ人富裕商人の子）オランダ

の哲学者。56年、オランダのユダヤ人共同体から破門追放された。オランダ政局を睨みつつ『神学・政治論』

を「デカルトの哲学原理」の偽名で書いたが禁書とされ、畢生の幾何学的秩序〔定理・公理に基づく演繹的証明で

固めた〕をもつ『エティカ』を完成、神＝自然（世界）の一元論［物質も精神も神の属性］から道徳の理想は知的認

識の完成（神の知的愛）とされる。その立場は汎神論または無神論と言われるが、神のみ存在する無世界論。 

  この辺りから〈超近代性〉へのヨーロッパがわの反応は、ヨリ具体的・積極的なものとなる。イタ

リア人のイエズス会宣教師マテオ・リッチ Matteo Ricciによる布教活動が 17世紀開幕から公認さ

れたことのヨーロッパ効果である。23）イエズス会フィリップ・クプレ Philippe Couplet（1624-92、フランドル

出身、柏応理）による『中国の哲学者孔子』Confucius Sinarum Philosophus, パリ：ダニエル・オルテメル, 

1687.［『大学』、『中庸』、『論語』のラテン語訳、主に張居正『四書直解』〔宰相の幼帝への進講テキスト〕の注釈に依

拠］と同じくイエズス会のフランソワ・ノエル François Noël（1651-1729、フランドル出身、中国学者、衛方済）の

労作『中華帝国の六古典』Sinensis Imperii Libri Classici Sex, プラハ：カレル・フェルディナンド大学出版所, 

1711.［「四書」＋〔明清期、民衆教育的に庶民の間でも普及していた〕『孝経』・『小学』のラテン語訳、クプレが手を付け

なかった『孟子』を正面から取り上げヨーロッパで論議を喚起する微妙な問題〔例えば「革命」〕も避けることなく孟子

の主張の特質を浮き立たせる心配りをし、四書全体としては張居正『四書直解』も参照するものの朱子の『四書

章句集注』への依存が高いと言われる］という二つの仕事が、広く西欧知識人の間で知られるようにな

ったことの意義は大きい。単に東洋の古典の話ではなく、イスラームの場合と同様、宇宙観・人

間・道徳・政治・経済・社会・文化・思想が全部関係してくる世界観的問題として、中国からのイン

パクトの「解釈」材料が転がり込んだ、とも言えよう。イエズス会のみならずヨーロッパの関心の的

だった「中国に神は在るのか無いのか、天は神なのかそうではないのか」について、二つの仕事

の内、前者は中国哲学有神論説寄りであり、後者はキッパリ無神論説寄りとされた。ここで、ライ

プニッツおよびヴォルフの登場となるのだ。 

  G. W. von Leibniz（1646-1716、ライプツィヒ生まれ、哲学者・数学者）ドイツの領邦政治に関与したほか、微積分法・

位相解析を案出、モナド［単子］論がもっとも注目されるが、中国情報を蒐集、易経の知識〔二進法研究に関連〕

や『中国自然神学論』、Discours sur la Theologie Naturelle des Chinois［原著出版は 1716］は画期的。 

  Ch. Wolff（1679-1754、啓蒙期ドイツを代表する哲学者、ハレ大学を一時期追放された）師のライプニッツとともに性理学

の動向に強烈な関心を示し、1721年「中国人の実践哲学に関する講演」Oratio de sinarum philosophia 
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pratica.を行なった［その記録の刊行は 1726］。ヴォルフは中国の「深遠な知恵」20項目を挙げ、理学のうちに自

らの哲学の進むべき方向を見出していた。 

  ライプニッツとヴォルフとの間で、儒教に実在的なものを予定するか／しないか／では立場は 

分かれた。だが、そんなことに関わりなく、この二人が反面教師であれ何であれカント哲学を先 

導するものであったことは広く認められている以上、東西思想交流のこぼれ話次元に終わらせる 

ことなく、片やヨーロッパ哲学を背景とするライプニッツ・ヴォルフ／片や同時代「東アジア実学」 

との比較を通じて、〈超近代性〉のネットワーク化過程をめぐる理論研究が行われるべきではな 

かろうか。ライプニッツとヴォルフを継ぐ者として、シェリングにも目が向けられる。 

 F. W. Schelling（1775-1854、ロマン主義期のドイツ観念論哲学者）自然哲学の考察を進め、物心両界の事象を相対 

的同一を表すものと観、物質・意識／主観・客観／身・心／など対をなす対立とは見ず、存在・現象・認識に 

おいて展相すると見る同一哲学を唱えた。知識と信仰を合一する神秘主義にも進む。 

  以上に見たようなヨーロッパ哲学における〈超近代性〉への反応側面は、その後も絶えることな

く現出するのであるが、そしてそれは自覚する／しない／にかかわらず〈タウヒード〉の追求・実

現・活性化を目指すものとなるのであるが、ヨーロッパ哲学の全体状況としては、社会システムを

構築し維持更新し革新試行する実践を支える思惟方法・思考様式において、〈超近代性〉ネット

ワーク化の契機を破壊したり破綻させたりしつつ、社会的にも思想的にも自ら招いたシステム失

調・変異／バランス異常・障害による恒常性homeostasis崩壊危機の平常化を 逞しく／不安の中

で／実存的に／生きる立場を模索する「暴走」的趨勢を世界全体に拡げるものとなる。 

 

Ｆ］ 〈超近代性〉を埋め立てる文明病変の世界化 

  そこで、ヨーロッパ哲学以降を現在まで一括して、人類の滅びの危機を透視しつつ、われ

われの立ち位置を考えることにしたい。 

  これまで実心実学が問題とされてきた時代は、ヨーロッパ哲学の展開期と符合する。タウヒー

ドの弛緩・劣化や性理学の体制イデオロギー化によって世界諸地域の社会で〈超近代性〉が屈

折・停滞するとか／抑圧されて休眠・分節化に陥るとか／したことについて、責任が〈超近代性〉

サイドにだけあったとは言えない。もっとも重大な様相変化は、ヨーロッパで、〈超近代性〉の剽窃

／「近代性」の起点たる地位の独占の主張／他者へのヨーロッパ型「近代」性の強要／を通じて

〔比喩的にだが〕悪性腫瘍というべき病変が発生し、それが増殖して世界大に転移するに至ったこ

とだと言わなければならないからである。 

ここで、病変を来たした原因とは、古代ギリシア・ローマを「ヨーロッパの」古典古代と専決して、

文明的後継者のイスラーム世界を捨象する「歴史の盗作」もさることながら、ほぼ 9世紀以降に

やっと成立したといえる西ヨーロッパにおいて固有の思考論理と言うべき［東方の「異端」を呪詛する

西方の「正統派」キリスト教が「異邦人」の宗教と自己規定してユダヤ人を差別する〔西 vs.東・正統 vs.異端・キリ

スト教 vs.ユダヤ教〕に発する］二項対立的二分法／排中律／還元主義／自民族中心主義／植民地

主義・人種主義・軍国主義／その根柢をなす男中心主義／に見出されるであろう。そして、それ

は以下のような諸事項として、現在に至るまで遷移しつつ／異次元化までしつつ／連続して現象
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するとともに、それらが文明の病変を人類破滅の危機にまで促進・深刻化させている。 

 

農［業］本［位］／土地の区画設定の法的重要性／排他的土地所有権の自称近代性／抵当

権／先占・実効支配による領有権／国境管理／領海・領空／大量生産志向の産業資本主義

／それを支え殺人兵器の高度化を進めた軍事革命／軍産複合体への道／規模極大化志向

の金融資本主義／宗教・民族主義・価値観に基づく差別と紛争の組織煽動／国家主権・法

人・マネー・情報メディアの各操作／仮想・派生・幻覚現実／いずれもヨーロッパ型の政教分

離・民主主義観・人権観・学術制度の世界標準化／自然環境破壊／環境負荷の破滅的増大

／渇水・飢餓の危機／核技術／ロボット・ドローン・光など多様な無人兵器開発／宇宙空間へ

のビジネス・戦場拡大／金融派生商品・人工薬物のとめどない肥大／社会進化論・優生学か

ら競争原理へ／人間の内面的荒廃／ディストピア社会／生命操作／人工知能／個人識別・

監視社会の個人ファイル-ビッグデータ集積下で新自由主義的格差拡大社会でのヘイト暴力

拡散／「脱真実 post-truth」の政治文化／サイバー攻撃・偽旗作戦・要人暗殺・フェイク fake情

報など国家犯罪／国家亀裂・解体・人工革命としてのレジームチェンジ regime change・闇権力

Deep State／難民流出のコントロールと人種主義的・排外主義的一国主義の跳梁／など。 

 

■欧米中心主義生き残り戦略としての「ポストモダン」と称する再剽窃 

    20世紀には、科学の合理的思考の必然的所産として、また病変「近代性」の行き詰まり／シ 

シュフォス的堂々巡り／打開不能性／限界状況感覚／への反省的省察からも、多様な問題領 

域・次元でタウヒード論理に基づく思考枠組の転換が起こり、拡大してきた。図２では、 

現象学（Ｅ・フッサール）／量子力学（Ｅ・シュレディンガー、Ｄ・ボーム）／ポスト構造主義（Ｊ・デリダ、

Ｇ・ドゥルーズ、Ｊ・ボードリヤール）／クリプキの様相論理［可能世界論］24）／ 

の４例を挙げるにとどめたが、以下のように、他の多くの例が枚挙できるのである。 

 

 人智学（Ｒ・シュタイナー、鈴木大拙、クリシュナ・ムルティ）／相対性理論（Ａ・アインシュタイン）／精神 

分析（Ｓ・フロイト、Ｃ・ユング）／フランクフルト学派（Ｗ・ベンヤミン、Th. W.アドルノ、Ｍ・ホルクハイマー） 

／構造主義（レヴィ・ストロース、Ｊ・ラカン、Ｍ・フーコー）／サイバネティックス（Ｎ・ウィーナー）／経済 

人類学（Ｍ・ポランニー）／記号学（Ｆ．ｄｅ ソシュール、Ｒ・バルト）／ファズィー集合（ロトフィ・アスケル 

ザーデ）／万物の理論（ムハンマド・アブドッサラーム）／生態学／環境学／生命科学／情報科学 

／フェミニズム／第三世界論（フランツ・・オマル・ファノン）／ガンディー主義（マーティン・ルーサー・ 

キング、デズモンド・ムピロ・ツツ）／… 

    

   このような仕事は、疑いの余地なく、十分に〈超近代性〉の復活・再活性化の契機たり得るもの 

である。ところが、これらをヨーロッパ「近代」を乗り越える知の新境地を拓くものとして、「ポスト 

モダン」の現代思想・先端科学と位置付ける動きが目立つ。これは、「知の営為」史の展望を 

覆い隠し、12～13世紀から 17～18世紀にかけての学習を棚上げすることにより西洋中心の 
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世界秩序の仮想を暴力的に現実化させた、その無理が表面化する抜き差しならぬ状況下で 

の再度の「盗み」によって、病変「近代」の「歴史的地位」を護るだけでなく、あわよくば、「自己 

破産」宣言後の着地点としても旧来の地位を保全しようとするプロジェクトと見受けられる。 

 

Ｇ］ 新しい実心実学に期待される二条件 結びとして 

 

   1. Polymath［博識者］ネットワークが自在に組み換えられつつ発揮する一体的機能 

    要は、社会・地球・宇宙のための〈混一〉〔「天下」でなく〕科学者コミュニティの機動的はたらき 

がどのように保障されるか、であろう。かつては、医薬、天文、暦学、数学、音楽、地理、水 

文、気象をはじめ農業・土木・建築などの技術までが、形而上学的世界観や倫理、法、論 

理学、文法学、弁論術などとともに、〈超近代性〉に関わる知識人が兼ね備えるべき知識分 

野だった。しかし、現在に到っては、「博識」はネットワーク集団として実現されなければな 

らない。宇宙への開かれ加減、どのような手順・手続きでシステムがつくられるのか。 

 

  ２．〈革命のこころ〉が支えるものであること  

自己変革と世界変革とを同時に目指す新しい〈市民〉革命［私はムワーティン muwātin革命と名 

付けている］を基礎付け推進する。2011年以来現れ始めてきたその特徴は、非暴力と万人 

万物の尊厳のサティヤーグラハ／ネットワークとパートナーシップ［タウヒード＝融通無礙の社 

会実践］／自由・自立、公正・安全、平和・共生、多様性といのち尊重、宇宙万物へのケア 

責任／修復的正義／である。その内容は、これからの試練を通じて、ますます充実し豊富 

化されていくであろう。 
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という高度な作業に取り組んだ、井川義次『宋学の西遷 近代啓蒙への道』、人文書院、2009.

の貴重な研究成果に負うものである。このような仕事の先駆として、堀池信夫『中国哲学とヨ

ーロッパの哲学者』上・下、明治書院、1996・2002.もあった。新居洋子『イエズス会士と普遍の

帝国―在華宣教師による文明の翻訳』、名古屋大学出版会、2017.も現れた。かつて、後藤末

雄『中国思想のフランス西漸』１・２、平凡社、1969.から出発し岡本さえ『近世中国の比較思想

―異文化との邂逅』、東京大学出版会、2000.までの東西文化交流・比較文化研究が、手前味

噌ながら私としては、〈超近代性〉ネットワーク化研究の次元に達しつつあるように感じる。 

24） ソール・クリプキ［八木沢敬・野家啓一訳］『名指しと必然性―様相の形而上学と心身問

題』、産業図書、1985. 三浦俊彦『可能世界の哲学―存在と「自己」を考える』、ＮＨＫブックス

790、1997. 
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