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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 

 

ハンデンシ 

（東北大学大学院 博士後期課程） 

 

要旨 

十世紀末期、中国は九世紀、十世紀の動乱期の中から抜け出し、生産関係・国家体制・文化秩序を

再建した。再建された新しい社会秩序を支えたのが朱子学である。一方で、平安時代末期、日本の律

令国家は崩壊した。朝廷と秩序は再建の必要がある。政治と社会秩序を整備する過程の中で、朱子学

も看過できない作用を果した。朱子学を抜きにして近世の東アジア思想を語ることは不可能である。 

清原宣賢は、中世後期の代表的な学者として、家学に基づいて宋学を積極的に摂取したので、中世

後期の儒教に大きな影響を与えていた。清原宣賢の学問に対する研究を進めたならば、日本中世の経

学・儒教を明らかにできると思う。 

本研究では、清原宣賢の『大学』の研究を通じて戦国末期いわゆる中世権門体制の終焉期の文化、

特に儒教の発展およびその社会背景を明らかにしたい。当時の政治に関する議論にも少し触れる。清

原宣賢の『大学』注釈書である『大学聴塵』の分析によって清原宣賢自身の思想、儒教に対する意識

と中世後期知識人の考え方を解明する。中世と近世との文化的接点としての清原宣賢に関する今後の

研究の方向性も探したい。 

 

まえがき 

源了円氏によれば、日本の実学の源流は戦国時代に遡ることができる。（1）常に、戦争の緊張感の

中で生きていた中世人は現実の生活に対して役を立つ学問を探していた。この時代で清原宣賢が脚光

を浴びていた。清原宣賢(1475-1550)は神道家である吉田兼俱の三男であり、清原宗賢の養子になっ

た。清原家は昔から長年の家学に基づいて諸家の学説を吸い取ってきたが、宣賢は積極的に朱子学を

吸収した。朱子学の学説を取るということは近世日本儒教を準備したものと評価しても過言ではな

い。清原宣賢が中世後期の儒教に与えた影響は大きいので、清原宣賢の学問に対する研究を進めたな

らば、日本中世の経学・儒教を明らかにできると思う。本論は十五世紀、十六世紀に代表的な儒学者

である清原宣賢の『大学聴塵』の研究を通して日本中世末期で儒学の受容を観察してみたい。 

『大学』とは、「四書」の中で筆頭に位置づけられる書物である。『大学聴塵』は、清原宣賢による

『大学』についての講義記録であり、中世の『大学』注釈の代表作というべきものである。『大学聴

塵』に通して清原宣賢の思想の一部をうかがうことができる。 

 

一 

宣賢は、「大学章句序」の冒頭で「心理ノ学」（2）を提出していく、後には「大学ハ心ノ沙汰也」

（3）とも述べている。特に心性学を注目していた。朱子学では、「性」をどのようなものと考えてい

るだろうか。それを端的に言えば、「性即理」という命題になる。天地宇宙に普遍的に貫かれる「理」

（理法）が、人間にもうまれながらに例外なしに「天」から賦与されて、それが一人ひとりの心の中

に備わっている。では、宣賢の言う「心理ノ学」とはどういう意味なのだろうか。宣賢は、次のよう

にのべている。 

凡ソ、天地ノ間ニ、独ノ人生レハ、必一ノ性ヲ、天カ与ル也。此ハ、性学ヲ云也。……書曰、惟

皇上帝、降衷于下民ト云。衷ノ字ハ、性ノ心也。六経ニ、言性、自此始。詩ニ、天生烝民、有物有

則。民之秉彝、好是懿德ト云。秉彝ト云ハ、性ノ心也。孔子性与天道トノ玉ヒ、子思カ天命之性ト

イヒ、孟子ノ仁義之心トイへル、皆一段ノ道理也。性ノ字ハ、心ヲ篇ニシテ、生ノ字ヲカケリ。是

人ノ生テ得理也。故ニ韓昌黎モ、与之謂性ト。人ノ上ニ於テハ性ト云、天ニ在テハ、理ト云。名コ

トニシテ、理ハ同シ。(第三丁裏 第四丁表)（4） 

人間は、誕生するとともに天から「性」というものを受けている。「性」は具体的に言えば、宣賢が

『書経』と『詩経』の内容を引いて説明していた。「性」の核心は「衷」と「懿德」である。「衷」と

「懿德」は、人間が天から定められた常道に従うことであり、いわゆる「天理」と同じ本質をもつ美

徳と捉えられる。宣賢は、続いて「性」に関する具体的な表現を述べている。 
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喜怒哀懼愛悪欲ノ七情アリ。是ニハ、正不正アリ。悦ヘキ道理ニハ悦ヒ、怒ルヘキ道理ニハ、怒

ハ、正ノ情也。若怒マシキ事ニ怒リ、悦マシキ事ニ悦ハ、不正ノ情也。正シキ七情ハ、性ヨリ発

ル。不正ノ七情ハ、気質ヨリ発ト、知ヘシ。性ハ体也。情ハ用也。性情ノ二ヲ合テ、心トハ云也。

(第四丁裏)（5） 

ここで宣賢は、朱子学あるいは宋学の重要な問題「性」と「情」を取り上げて、説明している。あ

らかじめ朱子の性と情に対する発言を見ておこう。 

性は是れ未動、情は是れ已動、心は已動・未動を包得む。蓋し心の未動は則ち性と為し、己動は

則ち情と為す。(『朱子語類』巻五・71)（6） 

性は、「天」からうけた本質として動かないいわゆる「未動」の状態にある。情は、いわゆる「己

動」の状態である。心はこの二つの状態を内包していた。ここで「正シキ七情ハ、性ヨリ発ル。不正

ノ七情ハ、気質ヨリ発ト、知ヘシ。」に注意したい。ここで宣賢は、正の七情と不正の七情を分けて、

気質によって発する七情は不正の七情だと捉えていた。朱子学は完全な禁欲主義ではなく、正しい情

を認めていた。朱子は性や情と気質の関係を次のように述べていた。 

性は只是理のみ。然れどもかの天気・地質無くんば、則ち此の理は安頓するなし。ただ気の清明

なるを得れば則ち弊固されず、此の理はすなおに発し出で来たる。弊固の少なき者は、発し出で来

たりて天理勝つ。弊固の多き者は、則ち私欲勝つ。(『朱子語類』巻四・43)（7） 

朱子によれば、全て情は性より発し、性は本質として必ず気質の中に存在する。清明な気を受けた

場合にのみ、覆われ閉ざされずにこの理は理のままに発現する。そして朱子学では、現実の人間の気

質は覆われ閉ざされたものだとして捉え、そういう状態を脱するでは、長く難しい実践が必要だと考

える。つまり朱子学は、性を性として発現させることの困難性に着目する。宣賢は「正シキ七情ハ、

性ヨリ発ル」を唱え、正の七情は性より発すると明言していた。性は天から人間へ与えられた本質で

あり、性を発現することの困難性よりも、むしろその可能性を押し出していく。宣賢は自分の学術体

系の中で性を中心に置いて、仏教と接近の可能性を持たせている。 

今まで「性」に対する一つ重要なカテゴリーとしての「気質」はなにか。宣賢は解釈していた。 

人物共ニ、貴賎ノ隔ナク、仁義ノ性ヲ、天カ、皆与ルナラハ、人々、皆尭舜ノ如ノ、聖人タルヘ

キニ、サモナキハ何ソト云ニ、気質ノ受タル事、同シカラサルニ依テ也。気トハ、天ニ有陰陽五行

気也。質トハ、人ニ、有五臓百骸形也。天ノ気ヲ受テ、人ノ形チト、セルカ故ニ、気質トハイヘ

リ。仏教ニ、四大和合シテ、身分ヲナストイヘルモ、其意同也。気ハ必理アリ、理ハ気アリ。気ヲ

離テハ、理モナク、理ヲ離レテハ、気モナシ。理ニハ、人物相分テ、清濁ノ殊ナルアリ。其故ハ、

理ト云モノハ、形モナク、声モナク、味モナシ。故ニ、善悪不見。（第六丁表）（8） 

この一段で宣賢は、「理」と「気」の関係を論じている。注意したいところは、ここで宣賢が提出し

た「有」と「無」の関係である。ここで「理ト云モノハ、形モナク、声モナク、味モナシ。故ニ、善

悪不見。」を見れば、宣賢は「理」の「無」的な特質を強調した。朱子学の「理」の定義には、「無」

的特質が含められていた。朱子自身は「無極にして太極とは、太極の外に別に無極有るには有らず。

無の中に自ずから此の理有り。」（9）という言葉を残しており、いわゆる世界の根源(太極)は「無極」

とも表現された。唐代、三教一致(仏教、道教、儒教は本質を同じくすると説く思想)の嵐が中国で吹

いた。宋学はこの三教一致の思想を徹底して批判することで成立する。仏教の中心的な思想は無であ

る故に、宋学は「無」に対して常に批判した。宋学は「無極」を言う時、常に「太極」とセットで考

えなければならないとする。これは仏教や道教が「無」だけを単独で説くことへの批判である。宋学

の考え方は、科挙によって中国の知識人の中で広がっていた。しかしながら、この思想と日本社会の

現実には大きな差があった。顕密体制は中世日本社会で強大な影響力を持っており、顕密教学は社会

の諸方面に浸透していた。宣賢は朱子学が仏教と接近する「無」を取り上げることで、中世の知識人

を朱子学に近つけようとしている。 

 

二 

宣賢は仏教の立場に基づいて朱子学のテクニカルタームである性説を解明する。宣賢は仏教の「性
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相二宗」の理論によって朱子学の性説の正統性を唱えている。 

性善ノ義ハ、儒道ノ、正理ナルノミニアラス。仏教ノ説ニモ、カナヘリ。イハユル、仏性真如ト

イヘルハ、則此性也。但法相宗ハ、五性各別ト立タルハ、韓子カ三品ノ性ニ相似タリ。五性ハ、所

謂、声聞乗性、縁覚乗性、菩薩乗性、不定乗性、是也。二乗性ト、無性トハ、永不成仏、性悪ノ義

ニ似タリ。菩薩乗性ハ、則仏性也。性善ノ説ニ同シ。不定性ハ、仏乗ヲ修行スレハ、成仏ス。若二

乗ヲ修スレハ、小果ヲ証シテ、成仏セス。成仏、不成仏ハ、未タ定ラサル性ヲ不定性ト云。此ハ、

性善悪混ト云ニ、似タリ。然ニ、性宗ハ、一性皆成仏ト立テ、五性各別ハ、暫時之義ト見タリ。孟

子ノ性善ノ説ハ、儒教ノ中ノ性宗也ト云ヘシ。(第五丁裏)（10） 

宣賢は「三教共ニ、悟道ノ処ヲ云」と唱え、三教一致を認めていた。ここで注目したいところは

「性善ノ義ハ、儒教ノ、正理ナルノミニアラス。仏教ノ説ニモ、カナヘリ」である。具体的には、韓

愈の性三品説と法相宗、性善説と法性宗を類比的に理解している。宣賢は、仏教において、主として

法性一味の理を明らかにするが法性宗であり、諸法差別の相を説くのが法相宗だとした上で、孟子を

継いだ朱子学の性善説を前者に、韓愈の性三品説を後者に近いものだと説明するのである。宣賢はこ

こで「孟子ノ性善ノ説ハ、儒教ノ中ノ性宗也ト云ヘシ」というのは、性善説を儒教の正統思想として

認識して、一方で、天台宗を中心としての顕密仏教の正統性をも強調している。 

後漢は後期以後になって社会が混乱したが、漢代の正統思想であった儒教は、これに対して無力で

あり、人間の内心の問題に触れることが少なかったために人々の信頼を失い、それに代わって仏教と

道教が活発になっていた。そして仏教、道教、儒教が三教一致の思想が、宋代まで流行っていた。宋

学を形成する過程において仏教の思想が摂取されたことはよく知られている。だが、本格な宋学の担

当者たちは、仏教を異端として批判していた。朱子は「仏老の学は、深く辨ずるを侍たずして明らか

なり。ただ三綱・五常を廃す。この一事、已に極めて大いなる罪名なり。其の他は更にいうをもちい

ず。」（11）と批判している。儒教を含む三教の間に、華と夷の区別、家族制度と出家、君主権力と個

人の信仰の摩擦など諸問題を巡って対立と論争が発生した。 

日本の現実は中国と違うと思う。日本中世、中国を模倣して作られた律令国家が崩壊した後、律令

国家の機能が各々の権門によって受け持たれた。顕密権門は経済と政治上の権力だけではなく、思想

の世界でも核心的な位置を占めていた。こうした状況の下、中世の知識体系は、現実の秩序を支えた

具体的な知識（王法）と、形而上的な知識（仏法）から成り立っていた。慈円が「学問ハ僧ノ顕密ヲ

マナブモ、俗ノ紀伝・明経ヲナラウモ、コレヲ学スルニシダガイテ、智解ニテソノ心ヲウレバコソヲ

モシロクナリテセラルルコトナレ」（12）と述べているように、「紀伝の学」と「顕密の教え」は、二

つにも重視されていた。黒田俊雄によれば、(顕密の知識体系は)仏教だけではなく神祇信仰・陰陽五

行思想・道教的神仙思想・儒教など一切の宗教的なもの——を、顕密の究極的一致の論理を軸に統轄す

る教理体系であって、諸宗諸派の教学・修法・儀礼・実践は、それを共通の了解とした上でそれぞれ

の特色を誇り競い合うものであった。（13）中世末期、権門体系を解体して、顕密権門の影響力は弱く

なるが、儒仏一致は広く認められていた。一条兼良は 

地蔵観音の慈悲の誓願も。唐堯虞舜の仁徳の政道も。さらに別に有べからず。是を仏法王法二な

く。内典外典一致也といへり。唐の李舟か書にいはく。釈迦中国に生れなば教を設ること周孔のご

とくならん。周孔西方にむまれなば教をもうくること釈迦の如くならん。（14） 

と説いていた。宣賢の実家である吉田家の『神道大意』は次のように述べている。 

儒仏の二教とは、一心の源より万法の流を分つ、釈迦孔丘共に性命を天地に受け、徳行に於け夙

夜に施す。（15） 

宣賢は一歩を進め、性宗になぞらえた性善説を真理とするが、しかし注意したい点は、法相宗にな

ぞらえた韓愈の性三品説を完全には否定しなかったところである。この点については、のちに取り上

げる。 

次に、宣賢は禅の思想に基づいて「性」を解明する。 

教之テ、気質人欲ノ穢ヲ洗カシメ、本分ノ田地ニ、立還ラシムルヲ、復ト云也。本ヨリ在ル物

カ、暫ク失タルカ、亦本ノ如ク成ルヲ、復トハ云也、云々 儒教ノミニアラス、彼禅門ノ所談ノ、本
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分田地、本地風光、本来面目ト云モ、極レハ、此一段ノ文章ヲ不出。如此、吾道ヲ説テコソ、儒教

ノ本宗モ顕レ、議論モ、高ク聴コヘタレ。昔ノ儒者ハ、仏法ニ淫シ、或ハ荘老ノ説ヲカリテ、向上

ニ説タル道理モ、粗聞ユレト、且又、吾家ノ本旨ヲ失テ、落着ノナキカ如シ。程子朱子ト云者、世

ニ出スンハ、聖人ノ道ハ、実ニ孟子ニテ、断ハテナマシ。二子ノ言ノ、儒道ニ補アル、事ノ本也ト

云ツヘシ。(第九丁表)（16） 

宋学が日本へ輸入されたとき、禅宗と共通するものとして認識された。宮中において宋学風の講義

が行なわれたに関する『花園天皇宸記』に、「談尚書、人数同先、其義等不能具記、行親義、其意渉仏

教、其詞似禅家、近日禁裏之風也、即是宋朝之義也」（17）とある通りである。最初、日本の宋学の担

当者は禅僧である故に、当時の講義の内容は禅宗にかかわることが少なくないかもしれない。「本分の

田地」は禅宗の基礎的な用語である。ここで宣賢は、張横渠が「君子は性とせざる者あり」と言った

「気質ノ性」を「穢」として捉え、それを取りはらうことを言っている。その結果、人間は「天地ノ

性」と完全に一つになるのであるが、それを、禅の思想である「本分の田地」の回復として表現して

いるわけである。言うまでもなく、中世の、とくに武士の思想的世界では、禅の影響力は大きかっ

た。宣賢は、そういう世界の中で、『大学』を読んでいたのであろう。 

 

三 

室町時代前期の代表的な禅僧である夢窓疎石も「本分の田地」を論じていた。夢窓が足利直義の問

いに答えるという形で記録されていた『夢中問答集』を見てみよう。夢窓は、禅の絶対的な中心的な

位置を前提としながらも、その下に諸行や世法を方便として認めるという現実主義的な立場を取った

と言われている。これが宣賢の思想と似ていたかもしれない。夢窓は禅の特徴を「禅門は生・仏いま

だ別れざる本分の田地に直に到らしめんとす」と指摘している。この「本分の田地」こそが、禅で到

達される究極の境地である。巻下の冒頭では、「本分の田地」の意味を次のように明らかにしている。 

凡聖迷悟いまだ別れざる処は、世間の名相もあづからず。出世の法門も及ばず。しかちいへど

も、迷人を誘引せむために、仮に語をつけて、或は本分の田地と名づけ、或は一大事と名づく。本

来の面目、主人公なむど申すも、皆同じことなり。（18） 

ここで、夢窓は衆生も世界もすべて「本分の田地」から生まれたものだと論じていた。世界、人

間、一切存在するものに超越しながら、それを包摂するもの、それが「本分の田地」である。「本分の

田地」の特殊性に対して夢窓は「もし人この本分の田地に相応せば、教門に談ずるところの、仏性・

心地・如来蔵・真如・法性等、乃至凡夫所見の山河大地、草木瓦石にいたるまで、皆ことごとく本分

の田地なるべし。必ずしも本分の田地といへる名目を貴ぶべきにはあらず。」（19）とも言う。夢窓は、

「本分の田地」の概念を用いて、その中に中世の諸思想を取り込み、積極的に社会進出し、諸思想を

合理化していた。宗峰妙超(大灯国師)の純粋禅に対して、独特な禅の理念を樹立した。宣賢もまた、

「本分の田地」を言う事で三教一致を唱えた。儒者は常に異端を「虚無寂滅ノ教」（20）として認識し

てきた。では、宣賢は「虚無」に対してどのように解釈していだろうか。 

虚無ト云ハ、道ノ名也。道生一、一生二、二生三ト云リ。一トハ、太極ノ一気、二トハ、天地ヲ

云、三トハ、人ヲ云リ。天地人ノ生スル事ハ、遥ニ以後ノ事也。太極ノ一気ト云モ、虚無ノ道ヨ

リ、生セリ。故ニ、天地万物、悉ク空虚ニ皈シテ、是非共ニ、ナシト談セル、宗也。(第十八丁裏)

（21） 

「虚無」は世界の本源として捉えられる。ここでは、「虚無」と「本分の田地」を同一視したのかも

しれない。虚無によって太極は生まれた。『太極図説』の「無極而太極」を想起すれば、「虚無」は単

純に無ではなく、世界の本源「無極」として捉えられている。宣賢は三教の関係を次のように論じて

いる。 

道教ハ、虚ニシテ無也。儒教ハ、虚ニシテ有也。周子カ、無極而太極也トイヘル、無極ハ、イワ

ユル虚也。太極ハ、イワユル有也。仏教ノ寂、寂ニシテ滅ス。儒教ノ寂ハ、寂ニシテ感ス。易ニ、

寂然不動ト云ハ、イワユル寂也。感而遂通天下之故ト云ハ、イワユル感也。茲以、二教ヲ異端ト云

リ。但是ハ、暫クノ廃立也。仏ノ教ニモ、世間相常住ト云時ハ、一向ニ、相ヲ破スルニアラス。断

滅ノ空ハ、外道ノ見也。釈氏ノ空ハ、真空也。故ニ一向空ニトトマラス。(第十九丁表)（22） 
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ここで注目したいのは、儒教の中で潜んでいる「虚」と「寂」である。「周子カ、無極而太極也トイ

ヘル、無極ハ、イワユル虚也。」について宣賢は、「虚」と「無極」をイコールとして、『易』によって

儒教の「寂」を解釈している。そして、儒教と仏教では「寂」に対するアプローチが違うと論じてい

る。儒教は「感而遂通天下之故ト云ハ、イワユル感也」、現実の存在に対する感知を通して世界の本源

を解明する。「道教ハ、虚ニシテ無也。儒教ハ、虚ニシテ有也」にせよ、「仏教ノ寂ハ、寂ニシテ滅

ス。儒教ノ寂ハ、寂ニシテ感ス」にせよ、いずれにせよ本質は「真空」である。宣賢はもう一つの言

葉「真空」を借用して説明していた。こうして宣賢は三教一致を唱え、歴代儒者の仏教批判に対して

次のように述べている。 

昌黎ハ、仏教ヲ夷狄ノ一法也、ト云リ。程子ハ、仏氏ノ言ハ、淫声美色コトクニシテ、是ヲ退へシ

ト云リ。但大悟ノ眼カラハ、三教一致ト見タレハ、極マル処ハ、一理ナルヘシ。仏教ニシテモ、権実

ヲ争へトモ、ソレモ、一旦ノ廃立ナルヘシ。開会スレハ、無二亦無三ナルヘシ。(第十九丁表)（23） 

韓愈、二程子の異端批判を宣賢は批判しない。だが、宣賢は「大悟ノ眼」、「開会」を身につけて、

のちに世界の本質、天地の性あるいは「本分の田地」、「空」を認識し、表現の上での三教の違いを乗

り越えて本質に目を向ける。ここで宣賢は、仏教の悟りと儒教の性学との同一性を明らかに表明して

いた。宣賢は、仏教が反人倫的な教えだとは見ていない。 

老仏ノ二教ハ、或ハ天地ノ前ヲ談シ、或ハ、出世間ノ法ヲトイテ、向上ニハキコヘタレトモ、君

臣父子ノ道ヲ乱テ、実ナシ。仏教、夫婦主君モ、入ラヌトイヘトモ、師トシテ、父ノ如ク尊ヒ、弟

子トシテ、子ノ如クナルハ、王道ノ義ヲ備タリ。大学ノ道ハ、是ヲ行ヘハ、天下国家即治ル。(第十

九丁裏)（24） 

人間関係、社会の倫理意識を無視すると批判される仏教であるが、宣賢は「王道ノ義ヲ備タリ」と

述べている。王道は言うまでもなく、儒教の中で最も理想的な政治状態である。 

ここで、私たちは清原宣賢のもう一つ重要な作品である『日本書紀抄』を見ってみよう。宣賢は

「我国ノ神ハ天地ニ先テマスソ、然ルヲ天地在テ後ニ神マスト云ハナンソ、相違セル歟ト云ニ、ア

ウ、然後ニト云二字ヲハ聖ノ字ニカケテ御ランセヨ、神聖ノ二字ハ先天地ハ神ト云、天地ニヲクルル

ヲ聖ト云ソ、人モ同物ソ」（25）と述べている。宣賢は、天地形成に先立つ世界の本質として神を捉え

ていた。ここの「神」は必ずしも人格的な超越者ではなく、秩序あるいはルールというような意味で

ある。それが人間に即しては、心として表現される。宣賢の実父である吉田兼俱は次のように述べて

いる。 

夫神者、天地先而、天地定、陰陽超、而陰陽成、天地在神云、万物在霊云、人在心云、心者神、

故神天地根元(『神道大意』)（26） 

心は人間の内の神であり、心は「性と情を統ぶる」ものである。心と性は「神」と同一視されてい

る。「性」、「神」、「本分の田地」などいろいろな言葉で表現されているが、要するに同じものであろ

う。「神」と「聖」は、いわゆる表と裏の関係にあって、別のものではないのである。こうして儒教を

中心にしながら、道教や仏教を包摂し、さらにここでは「神」も加かったものとして、宣賢は「心性

学」を考えている。 

では、異端とは何だろうか。次に、宣賢の正統と異端の認識を考えてみたい。 

昔ノ聖人ノ、天性ノママニ、身ニ行ヒ、人ニ施ス、蹤跡ヲ引也。……天ノ心ヲ、受継也。天ハ、

四時行ハレ、百物生シテ、無心ナルモノ也。其ニ、聖人ノ無為ノ化ヲ以テ、人物ヲ治テ、天ノ心ヲ

受継也。立極トハ、極ハ、中也。不偏不倚、過不及ナキ、大中ノ処也。家ノ棟木ハ、真中ノ極也。

大中ノ道ト云ハ、中庸ノ中、大学ノ、明徳也。名異ニシテ、其意同也。(第九丁裏)（27） 

聖人は天地の性を持って世界に「無為ノ化」を施した。天の心を受け継いで「大中ノ道」を確立す

るのである。「大中ノ道」は『中庸』の核心である。宣賢の『日本書紀抄』は「中」の概念を「中ノ字

ヲモウカトハミマイ、中ト云カ内外トモニ中ヲ本ニシサフラウソ、……朱注、不偏不倚無過不及之名

也、中庸ノ時クワシク云コトソ、本ヨリ内典ニモ中道ソ、中ハ道ノ極ソ」（28）と解釈している。「道

ノ極」を実現する方法として宣賢は、朱子の「不待求之民生日用彝倫之外」に従っている。 
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此日用常理ノ外ニ、求メヌ也。外ニ求ト云ハ、マツ、身ニ切ナル、仁義忠孝ノ道ヲハ、指置

テ、仙術道術ヲ習ヒ、剣ヲ学ヒナトスルヲ云。(第十五丁表)（29） 

宣賢が最初に指摘する「外道」は、「仙術道術」と「剣ヲ学ヒナトスル」である。続いて、指摘され

るのは「記誦詞章」、「俗儒」である。 

大道ヲ聞テ、性ヲ明ニスル事ハ無シテ、万ノ事ヲ、知リ集テ、己カ智恵トスル者也。世俗ノ儒

也。小人ノ儒ト云、是也。記誦ハ、……他ノ宝ヲカソヘテ、半銭ノ分ナキ者也。詞章ハ、枝葉ノ文

ト云テ、根本タル道ヲハ、不学シテ、……司馬相如揚雄二班カ輩モ、此俗儒ノ中ヲハ、出得ヌ也。

(第十八丁表)（30） 

「性学」の本来のやり方を離れ、ただ「枝葉」を求めることが批判されている。続いて、そして宣

賢は、「異端」を定義して 

異端トハ、別ニ一ノ端ノ、道理ヲ立テ、吾聖人ノ、大中至正ノ旨ニ違へルヲハ、皆異端ト云リ。

(第十八丁裏)（31） 

と言う。宣賢は「性学」以外の学説を次のようにまとめる。 

聖人ノ、正道ノ廃ルルニヨリテ、如此ノ、種々ノ邪説、天下ニ広リテ、世ヲ惑ハシ、人ヲ誣クラ

マシメ、聖人ノ道タル、仁義ノ方ヲ、ヲシ塞キ、セキトトムルモノトモ、紛々然トシテ、多ク交リ

出也。俗儒、詞章、異端ナトカ、紛々然トシテ、交リ出ル也。(第二十丁表)（32） 

宣賢は、仏教や道教も、アプローチは異なるものの、儒教と目指す所は一致するものを考え、それ

らを総称して「性学」と呼ぶ。その「性学」から外れたものが異端なのである。これは、孔子、曾

子、子思、孟子という道統から外れたものをすべて異端と考える朱子学との大きな違いである。 

 

まとめ 

宣賢は「三教共ニ、悟道ノ処ヲ云。」を唱え、三教一致を認めていた。儒教の性善説と仏教思想ぴっ

たり合うようにすると唱えていた。三教の本質(三教に対して宣賢の理解)が同じものと論じている。

儒教は君臣父子、日用彝倫を中心としての学問である言うまでもない。道教と仏教は物質の世界を形

成以前の状態である。ここは宣賢が中国の朱子学者、後世日本の儒学者と違うところであったかもし

れない。常に人間関係と倫理意識を無視すると理解される仏教は宣賢が「王道ノ義ヲ備タリ」と唱え

た。宣賢は仏教の中で実は王道を潜んでいたが、ただ「仏法王法相依論」の継承ではなく、現実の政

治秩序と繋がり儒教を中心として諸思想を再びに整備したかもしれない。宣賢は「性学」以外の学説

は「外道」(俗儒、詞章、異端)に対して「性学」の核心位置を確立し、同じ「性学」を触れた仏教、

道教が「異端」ではないと認識せれていた。多分ここは宣賢の「性学」と朱子学との間大きな差であ

るかもしれない。 

中世後期、日本社会は戦国時代の混乱期を脱して、秩序化の進む近世社会へと歩み出した。社会の

変革期に、清原宣賢は家学を受けて、足利学校の学問、五山禅宗の学問を積極的に摂取し、新古折衷

の立場から大胆に宋学を受容していった。近世社会をイデオロギー的に支えた儒教の発展を準備した

ものとして重要な意味を持っているものと考えられる。 

 

注： 

（1）源了円によれば、戦国末期から近世初頭にかけての変動期の政治家の最大の課題は、統一国家

を創出して、長い間の戦乱にビリオドをうち、社会に安定と秩序をもたらすことであったろう

が、そのために軍事的、政治的な力による制覇と共に、この制覇を内から支え、それを永続化さ

せるある精神的要素・文化的要素が必要であったように思われる。（『近世初期実学思想の研

究』創文社・1980、139ページ）これは中世末期に儒学を変容させるもっとも重要な原因と思う。 

（2）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、3ページ 

（3）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、8ページ 

（4）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、8ー9ページ 

（5）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、10ページ 



9 

 

（6）朱熹、『朱子語類』（枡屋勘兵衞刊行・黎靖德編・鵜飼石斎點・釋遊祐點・江戸時代）、巻

五・71 

（7）朱熹、『朱子語類』（枡屋勘兵衞刊行・黎靖德編・鵜飼石斎點・釋遊祐點・江戸時代）、巻

四・43 

（8）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、13ページ 

（9）朱熹、『朱子語類』（枡屋勘兵衞刊行・黎靖德編・鵜飼石斎點・釋遊祐點・江戸時代）、巻九

十四・16 

（10）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、12ページ 

（11）朱熹、『朱子語類』（枡屋勘兵衞刊行・黎靖德編・鵜飼石斎點・釋遊祐點・江戸時代）、巻

百二十六・24 

（12）慈円、『愚管抄』(日本思想史大系・岩波書店・1967)、319ページ 

（13）黒田俊雄、『日本中世の社会と宗教』(岩波書店・2012)、167ページ 

（14）一条兼良、『樵談治要』(『群書類従』・塙保己一編・温故学会・1984)、194ページ 

（15）吉田神社編、『神道大意』（本文）(吉田叢書・内外書籍株式会社・1942)、2ページ 

（16）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、19ー20ページ 

（17）和島芳男、『花園天皇の儒仏分離論について』（『仏教史学』10（１）・平楽寺書店・

1962、3）、40ページ 

（18）夢窓疎石、『夢中問答集』（講談社学術文庫・川瀬一馬編・2000）、175ページ 

（19）夢窓疎石、『夢中問答集』（講談社学術文庫・川瀬一馬編・2000）、176ページ 

（20）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、36ページ 

（21）同上 

（22）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、37ページ 

（23）同上 

（24）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、38ページ 

（25）小林千草、『清原宣賢講「日本書紀抄」本文と研究』(勉誠出版・2003)、24ー25ページ 

（26）吉田神社編、『神道大意』（本文）(吉田叢書・内外書籍株式会社・1942)、14ページ 

（27）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、20ページ 

（28）小林千草、『清原宣賢講「日本書紀抄」本文と研究』(勉誠出版・2003)、26ページ 

（29）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、29ページ 

（30）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、35ページ 

（31）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、36ページ 

（32）清原宣賢、『大学聴塵』(清原宣賢漢籍抄翻印叢刊・汲古書院・2011)、39ページ 
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关于日本中世后期宋学的受容问题 

以清原宣贤的《大学听尘》为中心 

 

樊传燊 

（东北大学大学院 博士后期课程） 

 

摘要 

十世纪末期，中国从九世纪，十世纪的动乱期中恢复过来，重建了生产关系、国家体制和文化秩

序。在重建的新的社会秩序当中朱子学无疑发挥了支柱性的作用。另一方面，平安时代末期，日本的律

令制国家体制走向崩溃。朝廷和秩序的再建已是必然。在重建政治秩序和社会秩序的过程中，朱子学发

挥了不可忽视的作用。可以说离开朱子学来谈论近世的东亚思想是不可能的。 

清原宣贤作为中世后期日本代表性的学者，基于深厚的家学渊源积极吸收朱子学，对中世后期的儒

教产生了重大影响。通过对清原宣贤的思想的研究，可以使我们对日本中世的经学、儒教的发展有着更

加清楚的认识。 

本研究通过清原宣贤对《大学》的研究，来分析战国末期，也就是权门体制衰落期的文化，特别是

儒教的发展以及社会背景。队当时的政治思想也有所涉及。通过对清原宣贤的《大学》注释书《大学听

尘》的分析来解析清原宣贤的思想、他对儒教的认识以及中世后期知识分子的思维方式，对作为中世与

近世连接点的清原宣贤的研究的方向性进行探索。 

 

前言 

源了圆先生认为日本实学的渊源可以追溯到战国时代后期。（1）经常在战争的紧张感当中生存的中

世日本人渴望探索一种有用域现实生活的学说。在这个时代清原宣贤登上了历史舞台。 

清原宣贤（1475-1550）是神道家吉田兼俱至三子，后来成为明经博士清原宗贤的养子。清原家基于

常年累积的家学渊源，广泛吸收其他各家学说，清原宣贤自身向朱子学展开积极的接触。从摄取朱子学

这个角度来说是为近世日本儒学开路也不为过。清原宣贤对中世后期的儒学发展产生了巨大影响。通过

对清原宣贤的研究可以清楚的了解到日本中世后期的儒学和经学的发展状况。拙论将通过对十五世纪、

十六世纪代表性的学者清原宣贤的著作《大学听尘》的研究来考察日本中世末期的儒学受容问题。 

《大学》被列于四书之首的重要位置。《大学听尘》是清原宣贤对于大学所做的讲义注，可以说是

中世《大学》注解的代表作。通过《大学听尘》的研究我们可以观察到清原宣贤思想之一部。起到见微

知著的作用。 

 

一 

清原宣贤在《大学章句序》的开头中提出了“心理之学”（2）的概念，之后又提出了“大学者心之

考量”（3）的观点。特别重视心性之学的作用。在朱子学当中是如何思考心性问题的呢。可以将它归纳

为“性即理”这一命题。贯穿于天地宇宙的普遍真理“理”，毫无例外的被天赋予给了人类。每个人的

心中都蕴含着真理。关于“心理之学”这个问题清原宣贤是如何考量的，他作出了如下的描述。 

凡天地之间，独生一人，天必与之一性。此所谓性学者也。（中略）书曰，惟皇上帝、降衷于下

民。衷之字者，性之心也。六经之言性自始于此。诗中有云，天生烝民、有物有則。民之秉彝、好是

懿德。秉彝所云者，性之心也。孔子所言性与天道。子思所言天命之性，孟子所言仁义之心，皆是同

一段道理也。性之字者，以心为偏旁，而写生字。是人之生而所得之理也。故韩昌黎亦云，与之谓

性。在人之上谓之性，在天之上谓之理。名虽不同，理相同也。（第三丁里 第四丁表）（4） 

人类与诞生之时就从上天之处获得了“性”。“性”具体所指为何，清原宣贤援引《书经》和《诗

经》的内容来予以说明。“性”的核心是“衷”和“秉彝“。“衷”和“秉彝“就是天所制定，人们必

须遵守的核心道德观念。也就是说可以作为与所谓“天理”统一性质的美德来看待。清原宣贤接着对性

的具体表现作出了如下描述。 

喜怒哀恐爱恶欲是七情也。于此之处，有正与不正也。有比当悦之道理时则悦，有比当怒之道理

时则怒，此为正情也。若无可怒之时怒，无可悦之时悦，不正之情也。正之七情，由性而发。不正之

情者，由气质所发，次需知之也。性者体也。性情二者相合，次谓之心云。（第四丁里）（5） 
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在此处，清原宣贤将朱子学或者说是宋学的重要问题“性”与“情”的问题推到前台，予以说明。

让我们再一次回到朱子来审视“性”与“情”的问题。 

性是未动，情是已动，心包得已动未动。盖心之未动则为性，已动则为情。（6） 

性即是从天而来寂静不动的本质状态或者说是“未动”的状态。情，也就是“已动”的状态。心有

两种状态包含其中。在此请注意“正之七情，由性而发。不正之情者，由气质所发，次需知之也”这一

句。在这里清原宣贤把不正之情与正之情区分开来，将由气质所发的七情作为不正之情来认识。朱子学

并非完全的禁欲主义，对于合理的感情是承认的。朱子学对于“性”与“情”和气质的关系进行了如下

的描述。 

性只是理。然无那天气地质，则此理没安顿处。但得气之清明则不蔽锢，此理顺发出来。蔽锢少

者，发出来天理胜；蔽锢多者，则私欲胜，便见得本原之性无有不善。（7） 

从朱子的角度来看，所有的“情”都是从“性”中产生的，“性”的本质当中一定有气质的存在。

只有受到清明之气的情况下，没有任何杂质夹杂其中的理才能作为纯粹的理，也就是作为理的理来发

现。朱子学认为，现实社会中的人们必然在夹杂着气质这种杂质。为了摆脱这种状态，必须经历长期且

困难的实践过程。总而言之，朱子学把认识的焦点集中在性作为本来的性的也就是性本来面目的发现的

困难性上。相对于朱子学，清原宣贤提倡“正之七情，由性而发”，明确地指出正之七情是由性产生

的。性是天赋予人的最本质的特性，相对于对性的困难性的认识，更多的是提出性的本质的可实现性。

清原宣贤在自己的学术体系中将静摆在中心位置，在此我们可以些许看到他与佛教接近的可能性。 

现在我们来讨论与“性”相对的另一个重要的概念“气质”是什么？清原宣贤接下来对“气质”做

出了解释。 

人与物相同，贵贱无有相隔，仁义之性由天而来，赋予众人，皆如尧舜，然可为圣人，而所不能

是为何也，是所受气质一事，各有不同谓之此也。气者，在天谓之阴阳五行气也。所谓质者，在人，

有五脏百骸形也。天之气所受，人之有形，此之缘故，必言之于气质。于佛教而言，是谓四大合和，

为分身虽有不同，其意同也。气者必然存有理，理者必然存有气。如离于气，则理将不存，若离于

理，则无有气。理者，于人与物有所分，清浊气质有所殊。其故曰。所言于理者，亦无形，亦无声，

亦无味。故而，善恶不见。（第六丁表）（8） 

在这一段，清原宣贤综合论述了“理”与“气”的关系。希望注意到的地方是，在这里清原宣贤特

别提到了“有”与“无”的相对关系。从“所言于理者，亦无形，亦无声，亦无味。故而，善恶不见”

这一句来看，清原宣贤特别强调了存在于“理”的“无”的特质。在朱子学对“理”的定义中，当然也

是有“无”的属性的。朱子自己也曾说过“无极而太极，不是太极之外别有无极，无中自有此理”这样

的话，也就是所谓世界的根源（太极）是与“无极”同时来表现的。唐代，三教一致（倡导佛教、道

教 、儒教在本质上是一致）的思想在中国大地上风行。宋学既是在对这种三教一致的学说进行彻底批判

的基础上成立的。因为佛教的中心思想是“无”的缘故，因此宋学学者对“无”的批判是一种常态。在

宋学的语境中提到“无极”时，经常是伴随着“太极”的理念一起提出的。不得不把“无极”与“太

极”作为一个组合来看待。对佛教和道教单纯谈论“无”的学说进行猛烈的批判。在宋学的思维体系通

过科举在中国的知识分子当中广泛的流传开来。但是，这种思想与日本的社会现实有着巨大的差距。显

密体系在中世的日本社会有着巨大的思想，显密教学的思想体系渗透到了社会的各个领域。清原宣贤将

朱子学当中蕴含的“无”的思想与佛教思想紧密的联系起来，提供了日本中世的知识分子能够更加接近

朱子学的机会。 

 

二 

清原宣贤本着佛教的立场对朱子学的专门术语“性说”进行解说。他通过佛教的“性相二宗”的理

论来对朱子学的“性说”的正统性进行解说。 

性善之义者，非是唯儒道可称正理。佛教之说亦可并称之为正理。所谓，虽称之为佛性真如，此

则称之为性也。但法相宗者，虽称之为五性各别，实于韩子之三品之性相似也。五性者，所谓，声闻

乘性，缘觉乘性，菩萨乘性，不定乘性，是也。或曰二乘性，或曰无性，永不成佛，与性恶之义相

似。菩萨乘性者，则佛性也。与性善之说相同。不定性者，如是修行佛乘，可成佛。若修行二乘，则
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可证小果，不可成佛。成佛、不成佛者，尚未定论者谓之不定性。此乃与所云性善混恶者相似也。

然，性宗者，立一性皆成佛之说，所谓五性各别，见于暂时之义也。孟子之性善之说，乃可称之为儒

教之中之性宗也。（第五丁里）（10） 

清原宣贤倡导 “三教共为修道之处”的观念，积极提倡三教一致学说。这里特别要注意的是“性善

之义者，非是唯儒道可称正理。佛教之说亦可并称之为正理”这一句。具体而言，就是将韩愈的性三品

说与法相宗，性善说与法性宗相类比，以此来作为理解的出发点。清原宣贤把佛教主要分为以主张阐释

法性一味之理的法性宗和主张诸法差别的法相宗两大体系来理解。在这种观念的基础上，将继承于孟子

的性善说对应前者，而将韩愈的性三品说解释为接近后者的学说。清原宣贤通过“孟子之性善之说，乃

可称之为儒教之中之性宗也”这样的理解方法将性善说作为儒教的正统思想来认识。另一方面，通过强

调性善说反过来强调了天台宗为中心的显密佛教的正统性。 

进入东汉后期以后社会陷入混乱，作为汉代正统思想的儒教逐渐无力化，对社会混乱束手无策。又

由于缺少对于人的内心深处问题的触及导致逐渐失去了人们的信赖。取而代之的是佛教和道教在这一时

期的活跃发展。对于佛教、道教 、儒教的理解来看，三教一致这种学说的影响力一直持续到宋代。宋学

在形成的过程中广泛吸收了佛教思想的精华这一历史事实已是广为人知。但是，真正的担负起宋学发展

这一使命的学者，却往往将佛教作为异端来批判。朱子曾批判佛教说，“佛老之学，不待深辨而明。只

是废三纲五常，这一事已是极大罪名！其他更不消说”。（11）包括儒教在内的三教之间，就曾围绕华

夷的区别，家族制度与出家，君主权利与个人信仰的摩擦等诸多问题展开了激烈的对立与讨论。 

然而我认为当时日本的现实情况与中国截然不同。在模仿中国体制所建立的古代律令制国家崩溃之

后，律令国家的各项国家机能被各个权门所掌握。显密权门不仅在经济和政治上享有话语权，而且在思

想领域占据了核心地位。在这种情况下，中世的知识体系是建立在支撑现实秩序的具体知识（王法）和

形而上学的世界观（佛法）的基础之上的。慈元对这种情况作出了如下描述，“学问者于僧而言在修行

显密，在俗而言是学纪传与明经之道。若从习于此。智解之道存于此心中已解万物此方为事之本旨

也。”（12）纪传之学与显密之教这两大体系都十分重视。黑田俊雄指出，（显密佛教的知识体系）不

仅仅局限于佛教，神祇信仰、阴阳五行思想、道教的神仙思想、儒教等一切含有宗教性的知识要素全部

统筹起来，以显密的终极教理为轴树立起来的思想体系，各个学派的教学、修法、礼仪、实践在保持共

同的理解的基础上，独具特色的部分则展开竞争。（13）中世末期，权门体制走向解体，显密权门的影

响力逐渐衰弱，儒佛一致论受到了广泛的关注。中世后期的文学家一条兼良在自己的著作中这样提到。 

或曰地藏观音之慈悲之誓愿，或曰唐尧虞舜之政道。更未有别物。只是佛法王法无二。可谓之曰

内典外典一致。唐之李舟所著之书有云，释迦生于中国所设立之教必与如周孔。周孔如生西方世界则

其教必与释迦之教相同。（14） 

清原宣贤之父吉田兼俱所属的吉田家所传的《神道大意》中也有这样的描述。 

所谓儒佛之二教，从一心之源而分万法之流。释迦孔丘共于天地受性命之所受。德行之教虽与夙

夜而施。（15） 

清原宣贤将理论进一步推进，以佛教性宗的原理为准则描述性善论的真理性。但是值得注意的是，

以法相宗为准则来解说的韩愈的性三品说并没有完全否定这一重要事实。 

接着，清原宣贤又基于禅宗对“性”进行了解释。 

教之所在，在于洗净气质人欲之秽，立还本分之田地，谓之复也。由本所在之物，暂有所失，亦

能成如本初，谓之复也，种种所言。非止于儒教一家，彼禅门之所谈者，本分田地，本地风光，本来

面目皆是所云。所极之处，亦不出与此一段文章。如此，唯吾道所说，方显于儒教本宗，议论者，可

受于高听。昔之儒者，常淫于佛法，或借力于老庄之说，与此之上讲说道理，为之粗闻，且又，失与

吾家之本旨，如同无所着落。若程子朱子所云者，未出于此世，圣人之道，实于孟子之处，即断绝无

存。二子之言，辅于儒道之事，必可谓之事之本也。（第九丁表）（16） 

宋学在传入日本的同时，即被作为与禅宗有着共同特质的思想来看待。对于皇宫中开展的宋学式的

儒教讲义，《花园天皇宸记》当中有着这样的记载，“談尚書、人数同先、其義等不能具記、行親義、

其意渉仏教、其詞似禅家、近日禁裏之風也、即是宋朝之義也。”（17）就像这句话所说的，最初，日

本的宋学的主要的传播者多为禅僧的缘故，当时的讲义内容中可能大量夹杂禅宗相关的内容。“本分田
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地”是禅宗的基础用语。在这里清原宣贤引用张载的未有性者谓之君子这一论中所阐释的“气质之性”

与中世日本人观念中“秽”的思想实现了完全的置换。这样的结果是，人类与“天地之性”实现了完全

的统一，合于一体。从而将这个理论带入到禅宗的重要思想“本分田地”的概念当中，用“本分田地”

的回复来解释儒学思想。自不必说，在中世武士的思想世界当中，禅宗思想有着巨大的影响力。清原宣

贤就是在这样思想环境下来解读《大学》的。 

 

三 

室町时代前期最具影响力的之一梦窗疏石对“本分田地”进行了论述。关于这段论述，在以梦窗疏

石与足利直义的问答记录为形式撰写的文集《梦窗问答集》当中有着详细的记录。梦窗疏石首先把禅宗

放在了绝对的中心位置，并以此为前提广泛承认现实世界的诸行与世法为具体的真理实现方法。可以说

是站在了现实主义的立场来予以解释。也许清原宣贤与之也有相似之处。梦窗疏石指出禅宗的特征是

“禅门者，求直接到达生与佛未分之时之本分之田地”。唯有“本分田地”才可能到达最终禅宗的究极

境地。在下卷的开头，梦窗疏石进一步解释了“本分之田地”的意义。 

凡圣迷悟尚未分别之处，世间之名相尚未分化。出世之法门尚未及此。而以此言之者，为诱引迷

人，而假设一语也，或以本分之田地而命名之。或造以一大事之名。或曰本来之面目，或称之为主人

公等等，皆同一道理而已。（18） 

在这里，在梦窗疏石的理论中众生与世界都被至于“本分之田地”之下，众生皆由“本分之田地”

所生。超越世界，人类，一切存在的事物，并将这些事物都统筹吸收的东西就是“本分之田地”。对于

“本分之田地”的特殊性，梦窗疏石谈到，“若人与本分田地相应，于叫教门之处所谈，佛性、心地、

如来藏、真如，法性等，乃至凡夫所见之山河大地，草木瓦石等类之物，皆悉属本分之田地。切不必因

本分之田地之名目而以之为何等尊贵之物。”（19）他采用“本分之田地”的概念，将中世日本社会的

诸多思想包含其中，积极地向社会各领域渗透，将各种社会思想整合使之合理化。与宗峰妙超（大灯国

师）的纯粹禅相对，树立了独特的禅宗观念。清原宣贤也通过“本分之田地”的理论来倡导三教一致思

想。儒者经常会把异端当作“虚无寂灭之教”（20）来看待。那么，清原宣贤对于“虚无”又作何解释

呢？ 

所谓虚无者，道之名也。道生一，一生二，二生三之所云者也。所谓一者，太极之一气，所谓二

者，云之曰天地，所谓三者，云之曰人。天地人之所生之事者，乃遥远之后事也。太极所云之一气

者，亦是由虚无之道所生之物也。故而，天地万物，悉皆返于空虚，是非皆同，不可谈焉，当以此为

要旨。（第十八丁里）（21） 

他把“虚无”作为世界的本源。我们可以推测，他可能是把“虚无”和“本分之田地”等同视之。

由虚无产生太极。这不得不让人想起《太极图说》中的“无极而太极”，“虚无”不是单纯的无，而是

作为世界本源的“无极”来把握。清原宣贤接着对于三教一致的关系进行了如下讨论。 

道教者，所说虚而为无也。儒教者，所说虚而为有也。周子所云无极而太极，无极者，所谓虚

也。太极者，所谓有也。佛教之寂，乃寂而灭之之意。儒教之寂者，乃寂之而有所感。易中，有寂然

不动之所云，所谓寂之者也。感而遂通天下之所云，所谓感也。兹以，谓之二教为异端。但是此为暂

时之废立也。佛之教者亦有所谓世间相常住之说，一向以来，有不破相之说。断灭之空者，外道之见

也。释氏之空者，真空也。故而不止于一向空虚之说。（第十九丁表）（22） 

这里希望注意到的事，儒教理论中所潜藏的“虚”与“寂”。对于“周子所云无极而太极，无极

者，所谓虚也”这一句，清原宣贤把“虚”与“无极”等量齐观，作为形同的概念来认识。用《易经》

来解释儒教当中“虚”的概念。接着，对儒教与佛教当中“寂”的不同发展路径进行了论述。儒教的

“寂”是“感而遂通天下之所云，所谓感也”，通过对现实世界的感知来认知世界本源。“道教者，所

说虚而为无也。儒教者，所说虚而为有也”也好，“佛教之寂，乃寂而灭之之意。儒教之寂者，乃寂之

而有所感”也罢，无论何种解释，本质都是“真空”。清原宣贤在这里有引用另一个概念“真空”来予

以说明。他通过三教一致的原理对历代儒学者对佛教批判进行了如下描述。 
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昌黎有佛教乃夷狄之法之说。程子云佛氏之言者，虽与淫声美色相异，亦是必退之物。但从大悟

之眼观之，从三教一致之见，究极之处，必可称之为一理。即是于佛教之中，亦有权实之争，此乃一

时之废立而已。如是开会，必当使之无二亦无三。（第十九丁表）（23） 

清原宣贤并没有对韩愈和二程子的佛教批判进行批判。但是，他认为，当人真正具有“大悟之眼”

或“开会”的时候，就会认识到世界的本质、天地之性或者说“本分之田地”、“空”，而着眼于在表

现上超越三教的区分的本质思想。在这里他他明确的指出了佛教的悟与儒教的性学的同一性。他并不认

为佛教的学说是反对人伦日常的学说。 

老佛之二教，或谈之以天地之前，或说之以出世间之法，虽专讲向上之事，乱君臣父子之道，实

非此也。佛教，夫妇君臣，虽未入其说，然言及师者，必尊之如父。谈及弟子，则如子者，此为王道

之意所备。大学之道者，如是行于此，天下国家即治也。（第十九丁里）（24） 

经常被批判为无视人际关系和社会的伦理意识的佛教，被清原宣贤表述为“此为王道之意所备”的

学说。王道自不必言，是儒教的理论体系中最为理想的政治状态。 

在这里让我们来看一下清原宣贤的另一部重要作品《日本书纪抄》。清原宣贤在书中曾这样提到，

“我国之神者先天地而生，然而在天地之后者亦谓之神也是为何故，云之曰为之误矣。然而，以然后所

云二字观之当观之以圣字。神圣之二字者先天地谓之曰神，迟于天地而后者谓之曰圣，与人之相同

也。”（25）清原宣贤认为先于天地形成世界之初的世界本质就是神。这里的神并不一定是作为人格神

的超越者，更多的是作为秩序或者说是作为规则层面的一种存在。人服从于这种规则，而反应在心上。

清原宣贤的生身父亲吉田兼俱曾这样说道。 

夫神者、天地先而、天地定、陰陽超、而陰陽成、天地在神云、万物在霊云、人在心云、心者

神、故神天地根元(『神道大意』)（26） 

心是隐藏于人内部的神，而心又为性情之统。心与性和神被紧密地联系在一起。虽然用“性”、

“神”、“本分之田地”等各种不同的词语来表达，但重要的是他们表示的本质是相同的。“神”与

“圣”，换而言之是一种表里关系，而非不同的两个概念。虽然一儒教为中心，却广泛吸收道教与佛教

的精髓，进而在这里加之以“神”的观念。可以说这是清原宣贤的心性学的独特之处。 

那么对于异端是什么这个问题该如何解答？在这里需要思考清原宣贤的正统与异端的关系。 

古昔之圣人，为天性之本原，以行于身，而施予人，所引于踪迹也。（中略）天之心，受继也。

天者，行于四时，而生百物，为无心之物也。以圣人之无为之化，治于人物，受继与天心也。所谓立

极，极者中也。不偏不倚，无过不及，大中之处也。家之栋木者，真中之极也。所谓大中之道者，中

庸之中，大学之明德也。其名虽异，其意相同。（第九丁里）（27） 

圣人以天地之性来对世界施予“无为之化”。受继于天之心的“大中之道”这一观念因而被树立起

来。“大中之道”是《中庸》的核心思想。清原宣贤在《日本书纪抄》中对中的概念做出了“中之字未

见其之所思，云之曰中者于内与外皆以中为本之。（中略）朱注，不偏不倚无过不及之名也，其即是详

述中庸之时之事也。本于内典而行于中道，中者道之极也”（28）这样的解释。作为实现“道之极”的

方法，清原宣贤选择了遵从朱子的“不待求之民生日用彝倫之外”。 

此勿求于日用常理之外也。所谓求于外者，其之先，离于身，置之于仁义忠孝之道以外，所谓习

于仙术道术，学于剑术等事也。（第十五丁表）（29） 

清原宣贤最初所指的“外道”就是“仙术道术”和“学于剑术”。接着，又指出了另外的“外

道”，“记诵词章”和“俗儒”。 

闻于大道，无明于性之事，广集万事而知之，以为己之智慧者也。世俗之儒也。所谓小人之儒，

即是此也。记诵者，（中略）广集于他宝，而无半钱之分者也。词章者，所云乃枝叶之文，而不学根

本之道。（中略）如司马相如杨雄二班之辈，此皆在俗儒之中，未有出于此者也。（第十八丁表）

（30） 
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乖戾于“性学”本来的学习方法，对仅仅追求“枝叶”的行为进行了批判。清原宣贤在接下来进一

步明确了“异端”的定义。 

所谓异端者，别有一端而已。立道理，吾圣人之大中至正之旨相差甚矣者皆谓之异端。（第十八

丁里）（31） 

他对“性学”做出了如下的概括。 

圣人之正道荒废，以至于如此。种种之邪说，广流于天下，真惑于世，诬于人。当于圣人之道，

仁义之方者，实被阻塞，而塞于其中者，纷纷然，多而交杂出于其中也。俗儒，词章，异端等等，纷

纷然于其中，交相而出也。（第二十丁表）（32） 

清原宣贤把佛教和道教这样发展路径完全相异的学说，与儒教所考虑的终极目标作为同一种思想来

看待，总体称之为“性学”。而在“性学”之外的其他学术则被视为异端。这与将脱离于孔子、曾子、

子思、孟子这样的道统关系的所有学说都划定为异端的朱子学的理解有着巨大的差距。 

 

小结 

清原宣贤提倡“三教共为悟道之处”，积极承认三教一致学说。认为儒教的性善论与佛教思想在思

想根源上是完全一致的。儒教的君臣父子，日用彝伦为中心的思想自不必言。道教与佛教则讨论了世界

形成以前的根源问题。清原宣贤将经常被理解为无视人际关系和伦理意识的佛教称之为有着王道之意的

学说。他对佛教中潜藏的王道思想的认识，不仅仅是对“佛法王法相依论”的继承，也许更多的是以与

现实世界的政治秩序联系更加紧密的儒教为中心对诸多思想的再度整合。清原宣贤确立了与“性学”之

外的学说“外道”（俗儒、词章、异端）相对立的“性学”的中心位置。同为“性学”的佛教和道教则

没有被认作异端。这可能就是清原宣贤的“性学”与朱子学的不同。 

中世后期，日本社会开始逐渐脱离战国时代的混乱，向秩序化的近世社会迈进。在这个社会的变革

期，清原宣贤急于家学渊源，广泛吸收足利学校、五山禅僧的学术成果，采取新古折衷的方法对宋学进

行了大胆的受容。对在近世社会为意识形态提供支撑作用的儒教的发展做出了积极的贡献之一点上应该

是有重大意义的。 

 

注： 

（1）源了圆指出，对于从战国末期到近世初期这一个历史变动期的政治家来说最大的课题就是，创

建出统一的国家，给长期的战乱打上休止符之后，给社会带来安定和秩序。为了达成之以目标，

在利用军事上和政治上的力量实现制霸的同时，还需要在这种制霸当中树立永久化的精神要素和

政治要素。（《近世初期实学思想的研究》创文社，1980，139页）。这也许是中世后期儒学发

生变容的一个重要原因。 

（2）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），3页 

（3）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），8页 

（4）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），8-9页 

（5）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），10页 

（6）朱熹，《朱子语类》（枡屋勘兵卫刊行，黎靖德编，鹈饲石斋点，释游祐点，江户时代），卷

五，71 

（7）朱熹，《朱子语类》（枡屋勘兵卫刊行，黎靖德编，鹈饲石斋点，释游祐点，江户时代），

卷四，43 

（8）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），13页 

（9）朱熹，《朱子语类》（枡屋勘兵卫刊行，黎靖德编，鹈饲石斋点，释游祐点，江户时代），卷

九十四，16 

（10）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），12页 

（11）朱熹，《朱子语类》（枡屋勘兵卫刊行，黎靖德编，鹈饲石斋点，释游祐点，江户时代），

卷一百二十六，24 

（12）慈元，《愚管抄》（日本思想史大系，岩波书店，1967），319页 

（13）黑田俊雄，《日本中世的社会与宗教》（岩波书店，2012），167页 

（14）一条兼良，《樵谈治要》（《群书类从》，塙保己一编，温故学会，1984），194页 
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（15）吉田神社编，《神道大意》（本文）（吉田丛书，内外书籍株式会社，1942），2页 

（16）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），19-20页 

（17）和岛芳男，《关于花园天皇的儒佛分离论》（《佛教史学》10，1，平乐寺书店，1962，

3），40页 

（18）梦窗疏石，《梦中问答集》（讲谈社学术文库，川濑一马编，2000），175页 

（19）梦窗疏石，《梦中问答集》（讲谈社学术文库，川濑一马编，2000），176页 

（20）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），36页 

（21）同上 

（22）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），37页 

（23）同上 

（24）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），38页 

（25）小林千草，《清原宣贤讲〈日本书纪抄〉本文与研究》（勉诚出版，2003），24-25页 

（26）吉田神社编，《神道大意》（本文）（吉田丛书，内外书籍株式会社，1942），14页 

（27）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），20页 

（28）小林千草，《清原宣贤讲〈日本书纪抄〉本文与研究》（勉诚出版，2003），26页 

（29）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），29页 

（30）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），35页 

（31）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），36页 

（32）清原宣贤，《大学听尘》（清原宣贤汉籍抄翻印丛刊，汲古书院，2011），39页
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『朱子大全箚疑問目』における「当考」の検討 

――「書」を中心として―― 

渡邊裕馬
 

 

目次 

はじめに 

1 『問目』における注目表現としての「当考」 

1－1 『箚疑』所載「当考」語に対する『問目』検討の所在 

1－2 「当考」の類似表現ならびに『朱子大全』「書」における箇所 

1－3 『問目』「当考」検討の諸類型 

  2 『［鋟本］箚疑』を通してみた『問目』「当考」検討の採否様相 

    2－1 採用の実例を通してみた注釈書としての『問目』の特徴 

    2－2 『［鋟本］箚疑』の「批判」的『問目』援用 

おわりに 

 

要旨 

 
本稿では、朝鮮王朝（1392～1897）後期を在世した金昌協（1651～1708、号農巖）の主著として数えられる『朱子大

全箚疑問目』（筆写本が 1729に編まれる、以下『問目』）が行なった学術営為の内実を、「当考」の語を手掛かりにし

て捉え直そうとする。 

第一章では、『箚疑』が課題として残した「当考」語の検討を『問目』按説がどのように行っていたのかということ

について、用例を数えたり・箇所を突き止めることによって、客観的に明らかにする。また『問目』におけるその他の

類似表現も明らかにし、それらの語と「当考」語の意味合いの異なりを考える。そして『問目』按説は『［鋟本］箚

疑』で再考された結果、収録に採否が判じられたのであるが、その基準を類型化してみることにする。 

 第二章では、前章で類型化した『問目』「当考」検討の採否様相をより具体的に眺めることによって、その学術営為

の内実が例えば(1)『朱子大全』における疑問箇所を別の朱子著作から明らかにしようとすること、(2)その際に用いる資

料として論語と孟子の『精義』が重宝されること、しかし(3)『箚疑』はそれを参照しきれなかった憾みをのこしてお

り、『問目』にもその傾向が若干覗われること等を特徴とするものであったという点を捉え直そうとする。 

 『問目』は、むしろ『箚疑』と『［鋟本］箚疑』の中間に紛れもなく位置し、その検討の具体的様相を浮き彫りにし

てくれる資料としてこそ今日において援用される価値・意義を有するといえるかもしれない。朝鮮後期の性理学論議を

眺める資料としては不向きであり、朝鮮朝における『朱子大全』解釈史の様相を眺める資料として用いられたときに真

価を発揮するように思われる。 

 

キーワード：『朱子大全箚疑問目』、『朱子大全箚疑』、『朱子書節要記疑』、『朱子（文集）大全』 

 

 

はじめに 

 

本稿では、朝鮮王朝（1392～1897）後期を在世した金昌協（1651～1708、号農巖）の主著として数

えられる『朱子大全箚疑問目』（筆写本が 1729に編まれる、以下『問目』）が行なった学術営為の内

実を、「当考」の語を手掛かりにして捉え直そうとする。 

現代における農巖思想・哲学研究は 1990年代から本格的に始められ、2000年代には洗練された成果

が多く刊行され、2010年代には研究対象としての相対化が図られた、ともいうべき進展を迎えた1。

2010年代は特に、『問目』のみならず農巖の文集には収録されなかった編著作が陸続と刊行されたこ

とが注目に値する2。 

                                                 
 わたなべゆうま、埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程在籍。s14jd002@mail.saitama-u.ac.jp 
1 全聖健（2012）は、現代韓国の成果物でもあまり多くない、農巖思想・哲学研究を整理した論稿である。これをみれ

ば、四端七情論・人性物性論・未発知覚論等との関わりから従前になされてきた研究史の展開ならびに農巖の文集中で

いずれの箇所が議論の対象となっていたかが判然となる。『農巖続集』巻二（巻下とも）に収められた「四端七情説」

（1701）を除けば、これまで研究史が議論の対象としてきた箇所は「書」（『農巖集』巻十～二十に該当）を中心として

いた。そのような議論の脈絡からではあまり浮き彫りとならない角度から農巖を眺める論稿として李坰丘（2008）等が

ある。総じて、農巖研究は思想史・漢文学史・史学史等の領域から進められてきた、現代韓国においてすでに三十余年

の蓄積を持つ、議論されるに値する研究対象・領域であるといえる。 
2より以前に出ていた、魚有鳳の編著として『論語詳説』が収録されていた『［韓国経学資料集成 22］論語五』〔成均館

大学校出版部、1990〕、金昌協編『五子粋言』〔学善齋、2007〕に続く成果物が次に挙げるものらである。『［韓国簡札資

mailto:s14jd002@mail.saitama-u.ac.jp


18 

 

『問目』は、宋時烈（1607～1689、号尤庵）を主著者とすべき時点での『朱子大全箚疑』（以下

『箚疑』）に対して自己の見解（按説）を「批判」的に付した、『朱子（文集）大全』巻二十四から

巻八十五までを取り扱った注釈書である3。編者は農巖の高弟であった魚有鳳（1672～1744、号杞園）

であり、彼の言によれば、「況先生一生精力、尽在是矣。其精詣独得之妙、非若架畳之注脚、則其不

可泯没無伝也、益明矣」とされる4。 

「当考」の語は、朝鮮朝における『朱子大全』解釈史の中では、『箚疑』辺りから使用され始め

る。例えば李滉（1501～1570、号退溪）門人作の『朱子書節要記疑』（以下『記疑』）はこの語を用

いるところがない5。その意味するところは、注記作成者にとって理解が困難であった箇所をそのまま

読み手に伝える・課題として残しておく、といったものである。ちなみに『箚疑』は『記疑』が先行

して『朱子大全』の難解箇所として掲げる範囲に対し「当考」と付したものは一つもない。自らを出

発点として難解箇所を明らかにする自負・覚悟や門人・後学に注意を喚起する役割等がこの語から覗

われるものとみて相違あるまい。 

『問目』は後学研究として、『箚疑』が「当考」とした箇所に対しては(1)新しい注記を加えるか(2)

みずからも「当考」または「未考」とだけ注記するという処理を行なった。ただし(1)は、肅宗四十一

年（1715）に芸館（校書館）から印行された、刊行版かつ通用本に該当される『箚疑』（以下『［鋟

本］箚疑』）において全てがそのまま収録されているのではなく、何かしらの基準から採否が判じら

れている。 

如上の『問目』がやや軽視され気味の『［鋟本］箚疑』の編集方針に対するアンチテーゼ

（Antithese）として、杞園を中心に『問目』は別個に編成されるに至ったようであるが6、その判断が

果たして農巖の素志に合致するものであったかについては議論の余地がある7。要するに、『［鋟本］

箚疑』による『問目』の採否、その具体的様相を明らかにできなければ、周辺同僚ないし門人の時代

にさえなお理解が錯綜されていたものが今日のわれわれにまで届く筈がない。 

本稿では、『箚疑』・『問目』・『［鋟本］箚疑』が実際に研究対象として議論している『朱子大

全』の中身の内容には余り入らず、「当考」の用例がどこに・どれだけあるか、『問目』が『箚疑』

のそれを処理する方途にどのようなパターン（pattern）があるか、また『［鋟本］箚疑』への『問目』

の採否がいかに行なわれているか等について、なるべく簡潔に述べてみたい。 
 

 

1 『問目』における注目表現としての「当考」 

 

 本章では、『箚疑』が課題として残した「当考」語の検討を『問目』按説がどのように行っていた

のかということについて、用例を数えたり・箇所を突き止めることによって、客観的に明らかにす

る。また『問目』におけるその他の類似表現も明らかにし、それらの語と「当考」語の意味合いの異

なりを考える。そして『問目』按説は『［鋟本］箚疑』で再考された結果、収録に採否が判じられた

のであるが、その基準を類型化してみることにする。 

 

                                                                                                                                                                  
料選集 19］金昌協の農巖真蹟』〔韓国学中央研究院蔵書閣、2012〕。金昌協編『［丙子胡乱で江華島において殉節した忠

臣らの事績と顕彰記録］江都忠烈録』〔亦楽、2013〕。『［奎章閣資料叢書儒学篇］朱子大全箚疑問目』一～三〔ソウル大

学校奎章閣韓国学研究院、2014〕。金昌協選、『八大家文十選（精騎集）』〔学資苑、2015〕。差し当たり下線を引いた表

題にのみ注目されたい。また『問目』以外は本稿で参照していないので末尾の文献欄への記載を略す。今日に伝わって

いない農巖の編著作としては『二家詩選』と『希賢録』（どちらも一巻）をのこすくらいである。 
3 『朱子大全』の該当箇所の内容は、巻二十四～六十四が「書」、六十五～七十四が「雑著」、七十五・七十六が「序」、

七十七～八十が「記」、八十一～八十四が「跋」、八十五が「銘」・「箴」・「賛」・「表」・「疏」・「啓」である。 
4 金昌協、『農巖全集』〔景文社、1976〕、p.861下（『農巖別集』、巻四、付録、「諸家撰述」一、「朱子大全箚疑問目後

序」）。 
5 宋時烈は没年に該当する時点でものした「朱子大全箚疑序」において、『記疑』の著者を退溪その人であると断定して

いる。『［宋子別集叢刊］朱子大全箚疑』〔保景文化社、2008〕、p.1上参照。 
6 注 4前掲テクスト、p.861上～下（『農巖別集』、箇所は注 4 と同じ）、「蓋箚疑之作、固所以嘉恵百代。而微先生則亦莫

能因其緒而尽其蘊也。雖然、先生於此初非有意於別為一書、特往復弁質、以求箚疑之成而已。（中略）有鳳窃不自揆、箚

疑行本対勘互訂、去其煩剰・一其条貫、撰次為十二巻。要使読者、知両書之相須而不可相無也」。 
7 農巖没後に彼らの学団を牽引したのは弟の金昌翕（1653～1722、号三淵）であったが、李宗雨（2012・2018）によ

れば、農巖と三淵の間には重大な思想的間隙が存し、後日の学団展開のために湖西（忠淸道）と洛下（京畿道）の両陣

営において、農巖の思想は精確に汲み取られないまま権威づけがなされたという指摘がある。 
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1－1 『箚疑』所載「当考」語に対する『問目』検討の所在 

 

 全十二巻の『問目』で用いられる、『箚疑』所載の「当考」語に対して(1)新しい注記を加えるか(2)

みずからも「当考」または「未考」と注記する処理が行なわれた、その箇所を数えれば下の図のよう

になる。 

 

図 1 『問目』（全十二巻）における「当考」の所在（全 211例） 

巻数 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 

用例 2 1 5 4 8 4 5 3 14 20 35 110 

内容 『朱子大全』巻二十四～六十四 

「書」（以上 39例） 

六十五～七十四

「雑著」 

詳細は注 1

と下文参照 

 
 『問目』全十二巻のうち、巻一から巻九の途中までは『朱子大全』の「書」に該当される。「書」

に次ぐ「雑著」の前半部までが巻九、「雑著」だけの巻十、「雑著」後半部以下「序」・「記」まで

が巻十一、残りの「跋」・「銘」・「箴」・「賛」・「表」・「疏」・「啓」が巻十二にそれぞれ該

当する。 

一見して明らかなように、後半にかけて露骨に『箚疑』所載「当考」語の登場頻度は多くなってく

る。これは先にも触れた『記疑』の範囲が「書」に限られていた点と重なるように思われる。雑っぽ

く言えば、先行研究のカバー（cover）していない範囲に新たに立てざるを得なくなった新知見が、内

容には踏み入らず箇所を指摘するに止まったのだと、少なくとも巻九途中以下の 172例に対してはい

えるのである。このことは率直に『箚疑』の限界点を示すもののようであるが、其処には資料上の制

約も大きくあるようである（後述）。 

ところで上に数えた用例の数は、『問目』に載せられている全ての「当考」の語を数えたものでは

なく、『問目』所引の『箚疑』が「当考」とし、それに対して『問目』が注記を作成しているもの、

先述した(1)・(2)の総数である。すなわち、此処から省かれている『問目』所載「当考」の語とは『問

目』按説から登場するそれであり、『問目』が後代に検討を委ねたものといえる。本稿の表題をもっ

と明確にしておくならば、「『問目』における『箚疑
、、

』所載
、、

「当考」語
、
の検討」としておくべきであ

った。 

 

1－2 「当考」の類似表現ならびに『朱子大全』「書」における箇所 

 

『問目』における「当考」と類似する表現としては(い)「云々」(ろ)「無（箚疑）」(は)「未詳」(に)

「未考」等の語を挙げることができようが、いま前節の如き表を掲げる余裕はない。それぞれの役割

を述べると、(い)「云々」は『朱子大全』の該当箇所において何かしらの判然とした引用がある場合に

用いられるもので、『問目』がこの省略を明らかにする例だけでなく、『［鋟本］箚疑』によって補

われる場合もある。(ろ)「無（箚疑）」は文字通り、『箚疑』以前に項目が立てられていなかった『朱

子大全』の難解箇所に対し『問目』が新設の注記を掲げたことをあらわすものである。(は)「未詳」は

「当考」のごとき考察を後学に委ねる表現でなく、自ら調べた時点で詳細の明らかでない箇所を示す

ものと思われる。(に)「未考」は『問目』において巻十二でのみ登場する表現で、いずれも『箚疑』の

「当考」のみの注記に対し付される。『朱子大全』の巻八十三から八十四の「跋」に該当する箇所で

だけ用いられており、あるいは「当考」ほど切迫性をもたない疑問の箇所として『問目』が判断した

ものを示す記号のようである。 

 さて、「書」に該当する範囲の「当考」語の使用は 39例に限られており、全体の配分から考えれば

極端に多い訳でもない（巻十二だけで登場する 110例の方がよっぽど問題であろう）。『箚疑』は果

たしていかなる事由から後代の検討を要するような注釈を施したのであろうか。『問目』所引の『箚

疑』が「当考」とした『朱子大全』の「書」（巻二十四～六十四）における箇所の巻・板数やその送

信相手、疑問箇所の範囲ならびに備考を記しておけば下の図のようになる8。 

 

 

                                                 
8 板数と送信相手への第何書であるかの数え方は、李恒老（1792～1868、号華西）・李埈（1812～1853、号槐園）ら

父・子編成の『朱子大全箚疑輯補』（以下『輯補』、1850）にならう。 
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図 2 「書」における「当考」の箇所 

 巻数 板数 送信相手 疑問箇所の範囲ならびに備考（※） 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

三十一 

三十一 

三十八 

三十九 

三十九 

四十三 

四十三 

四十三 

四十四 

四十六 

四十六 

四十六 

四十七 

四十七 

四十七 

四十七 

四十七 

四十七 

四十八 

五十 

五十二 

五十三 

五十四 

五十五 

五十七 

五十九 

五十九 

五十九 

五十九 

六十一 

六十二 

六十二 

六十三 

六十三 

六十四 

六十四 

六十四 

六十四 

六十四 

旧十九 

旧十九 

旧四十 

旧十八 

旧四十四 

旧十三 

旧十八 

旧二十 

旧七十五 

旧十五 

旧十五 

旧二十三 

旧三 

旧七 

旧九 

旧九 

旧十六 

旧三十六 

旧二 

旧十一 

旧六十九 

旧十七 

旧二十八 

旧五 

旧二十二 

旧二 

旧二十三 

旧四十六 

旧五十八 

旧五十五 

旧二 

旧三十六 

旧一 

旧五十 

旧十四 

旧十七 

旧二十二 

旧三十二 

旧四十九 

答張敬夫十四 

再答張敬夫十四 

答周益公三 

答許順之六 

答許順之六 

答李伯諫一 

答李伯諫一 

答李伯諫一 

答黃直翁一 

答黃商伯三 

答黃商伯四 

答黃商伯四 

答呂子約四 

答呂子約七 

答呂子約七 

答呂子約七 

答呂子約九 

答呂子約二十三 

答呂子約二 

答潘端叔四 

答都昌県学諸生二 

答劉季章十八 

答陳正己一 

答潘謙之三 

答陳安卿一 

答林正卿一 

答李公晦三 

答陳才卿一 

答趙恭父三 

答曾景建 

答張元德二 

答李晦叔四 

答胡伯量一 

答余正甫五 

答鞏仲至十一 

答鞏仲至十四 

答鞏仲至十四 

答趙尉 

答或人七 

呂氏［止］太多  

晦叔［止］所論                   ※『箚疑』「並当考」 

学道三十年（輯補） 丹朱［止］軽重（［鋟本］箚疑） 令狐父子（問目） 

明命［止］以服                   ※『箚疑』文末「当考」 

宋咸 

滅度衆生（輯補・［鋟本］箚疑） 滅度（問目） 

程氏［止］之論 

塩官講義 

龜山説                 ※『問目』「按当考精義写入」 

僧人［止］宣科                 ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

韓退［止］有象                   ※『箚疑』文末「当考」 

上蔡［止］卒篇             ※『問目』「按当考精義写入」 

尹説（上蔡説）                ※『問目』「以上両条当考精義写入」 

尹氏説                 ※『問目』「当考精義写入」 

注謝方明事 

知首［止］来教（輯補・［鋟本］箚疑） 来教（問目） 

沈存中華談 

昨看［止］無疑（輯補・［鋟本］箚疑） 論張湯［止］弘処（問目） 

元城［止］字画 

其者［止］自得（輯補） 楊氏［止］之辞（問目）  ※『［鋟本］箚疑』なし 

古注［止］范説（輯補・［鋟本］箚疑）   ※『問目』「范説当考精義写入」 

鉄輪［止］転旋                   ※『箚疑』「仏語当考」 

処置匈奴                    ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

游氏説得下句（輯補・［鋟本］箚疑）   ※『問目』「游説当考精義写入」 

（謝氏之説）乃以［止］為正（聞韶忘味）※『問目』「已上三条当考精義節入」 

霊棋課         ※『［鋟本］箚疑』「疑是着棋之法、而如今棋譜之類」 

蘇子［止］之詬（問目） ※『［鋟本］箚疑』「德翁名伯雨文字当考」 

天地［止］之論              ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

得身                   ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

恍惚之説                   ※『箚疑』文末「当考」 

嘉祐雑志（輯補・問目）              ※『［鋟本］箚疑』なし 

上蔡説得                 ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

漢之武夫                 ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

劉貴溪          ※『箚疑』・『問目』・『［鋟本］箚疑』「当考」 

富公碑（輯補・［鋟本］箚疑）冨公碑（問目） ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

謝鳳           ※『箚疑』・『問目』・『［鋟本］箚疑』「当考」 

古田全書                 ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

先正中丞        ※『［鋟本］箚疑』「居錫無愧也」 

注衡麓横浦                ※『［鋟本］箚疑』「当考」 

 

 形式的なことを述べれば、「送信相手」欄に名の挙がる人物のうち、比較的著名であるのは湖南

（湖湘）学系統の張栻（1133～1180、字敬夫・号南軒）・呂祖儉（?～1198、字子約）くらいであり、

数えようと思えば他にいくらでもいたような師友・論敵・門人等の関係の中でより著名な人士への手

紙らがほとんど挙がっていない点に、まず注目される。逆説的には、『朱子大全』「書」の範囲にお

ける著名な人士へ宛てられた手紙につけるべき注記の作業は、『箚疑』の時点ですでに一定以上の分

析・考察を終えているのだという、自負が覗われもするものである。 

ただし本稿はそちらの詳細には入らず、むしろ『箚疑』が「当考」と付して議論を後学に投げた箇

所をみるものであるので、すなわち上図の箇所では『箚疑』の考察がほとんど付けておられず（『箚

疑』文末「当考」とした 3例にのみ現われる、後述）、箇所の指摘を受けて『問目』が発信した知見

を『［鋟本］箚疑』がどのように採否しているかのみが覗われるのである。 

以下、節を改めて上図の「疑問箇所の範囲ならびに備考」を俯瞰することによって明らかになる

『問目』「当考」検討の諸類型について考えてみることにする。 

 

1－3 『問目』「当考」検討の諸類型 

 

 全 39例ある、『問目』における『箚疑』所載「当考」語の検討がなされた箇所、その実例を洩れな

く全て掲げる余裕はいまない（次章で一例だけ具体的にみる）。此処ではその検討の内容をいくつか

のパターンに類型してみることにする。 
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 『問目』の知見が『［鋟本］箚疑』に採用・反映されていると判ぜられる箇所を図に即して多い順

に分類すると、(a)備考を付していない箇所（無印、12例）、(b)『問目』按説が「精義（写入）」とす

る箇所（7例）、(c)「並当考(02)」・「仏語当考(22)」等となんらかの語の下に「当考」と付されてい

る箇所（語末「当考」、2例）、ならびに(d)『問目』按説が部分的に用いられている 27・38該当の箇

所（特例、2例）を挙げることができる（23／39例）。一方、採用・反映されていない場合とは、(a)

『［鋟本］箚疑』が『箚疑』のまま「当考」とする箇所（『［鋟本］箚疑』「当考」、8例）、(b)『箚

疑』による注記の末尾に「当考」と付される箇所（『箚疑』文末「当考」、3例）、(c)『問目』所引の

『箚疑』では疑問箇所が提示されて「当考」とされていたものが、『［鋟本］箚疑』でその立語・項

目ごと消えている箇所（『［鋟本］箚疑』なし、2例）、(d)『問目』按説の文勢と完全に方向性を異に

する注記が『［鋟本］箚疑』から現われる 26該当の箇所（特例、1例）を挙げることができる（14／

39例）また、採否が判じられない場合として『箚疑』・『問目』・『［鋟本］箚疑』のいずれもが

「当考」を付して後学に考察を委ねた箇所がある（2例）。 

 如上の類型から、「当考」の語に注目するのであれば、『問目』の『［鋟本］箚疑』への採否は率

直にいって「採」の方が多いのである。次章ではより具体的に『問目』が行なった学術営為の内実を

捉え直してみたい。 

 

2 『［鋟本］箚疑』を通してみた『問目』「当考」検討の採否様相 

 

 本章では、前章で類型化した『問目』「当考」検討の採否様相をより具体的に眺めることによっ

て、その学術営為の内実が例えば(1)『朱子大全』における疑問箇所を別の朱子著作から明らかにしよ

うとすること、(2)その際に用いる資料として論語と孟子の『精義』が重宝されること、しかし(3)『箚

疑』はそれを参照しきれなかった憾みをのこしており、『問目』にもその傾向が若干覗われること等

を特徴とするものであったという点を捉え直そうとする。 

 

2－1 採用の実例を通してみた注釈書としての『問目』の特徴 

 

 さて、『問目』「当考」検討の実例を一つだけ掲げる。先立って述べると、此処は『［鋟本］箚

疑』への採用・反映が覗われる例である（二重下線を引いた箇所の典拠は注における太字箇所に相

当）。 

 

01 十九板、呂氏［止］太多9○箚疑、当考。 

按、呂氏釈何有於我10曰、我之道、舎是四者復何所有11。故先生以為添字太多。論語或問亦曰、如

其説、則当増此外復字、然後文意乃足12。 

〔○『箚疑』「当考」 

  私（農巖を指す）が思うに、呂氏は（『論語』の）「どうして私（孔子を指す）にあろうか」の

一句を解釈して、「我の道は、この四者を捨ててしまえば何処にあろうか」という（『論語精

義』所載）。したがって朱子は「字を添えることがたいへん多い」と為すのである。『論語或

                                                 
9 『晦庵先生朱文公文集』上〔大化書局、1985〕、p.485下（『朱子大全』、巻三十一、書［汪・張・呂・劉問答］、「答張

敬夫」第十四書）、「何有於我、古注云、人無是行於我、独我有之。按、此語是孔子自言此三事、何人能有如我者哉。孔

子之意、蓋欲勉人以学也、伊川先生似亦是。如此説、黙識而無厭・倦、何有於我哉、勉人学当如是也。所以発明夫子之

意。而尹和靖云、孰能如孔子者哉。是以勉学者云耳。又所以発明伊川之意、蓋此両項七事、乃人之常然、而示之以近

者。故聖人以此自居、而不以為嫌。如云不如丘之好学之意、語雖苦少揚而意実已深自抑矣。呂氏之説、句中添字太多、

恐非本意、如吾有知乎哉、無知也。両句文義、亦自難説。近看似此等処極多、日前都草草、懸空説過了也」。 
10 「何有於我（哉）」の典拠としては、『論語』の述而篇（第二章）と子罕篇（第十五章）に次の二つの文がある。「子

曰、黙而識之、学而不厭、誨人不倦、何有於我哉？」。「子曰、出則事公卿、入則事父兄、喪事不敢不勉、不為酒困、何

有於我哉？」。注 9の『朱子大全』末尾にでる「吾有知乎哉、無知也」の典拠としては、『論語』の子罕篇（第七章）に

次のような一文がある。「子曰、吾有知乎哉、無知也。有鄙夫問於我、空空如也、我叩其両端而竭」。 
11 注 10に掲げた経文のうち前者（述而篇第二章）に付けられた藍田の次の一文が典拠のようである。『［宋子別集叢

刊］論孟或問精義通考』〔保景文化社、2008〕、p.141上（『論語或問精義通考』、巻七、述而［凡三十七章］、第二章）、

「○呂氏曰、黙・識、所以存諸心。学・不厭、所以成諸己。誨・不倦、所以成諸人。合内・外物・我之道也。我之道、

舎是三者復何所有」。なお、此処は『精義』に該当。 
12 注 11前掲テクスト、p.140下（『論語或問精義通考』、箇所は注 11と同じ）、「諸説之中、呂氏為差易了然。如其説、

則当増此外復字、然後文意乃足。恐聖人之言、不如是之簡而晦也」なお、此処は『或問』に該当。 
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問』でもやはり、「彼（呂氏を指す）の説のようであれば、必ずこの外に別の字を増さなければ

ならず、そうした後で文意がやっと足りる」という〕 

 

※『問目』按説のこの箇所は『［鋟本］箚疑』に冒頭の「按」字のみ落とされて掲げられている。 

 

『朱子大全』の該当箇所における本来の内容は、南軒と『論語』の述而篇第二章の「何有於我」と

いう表現を議論するものである。古注から程子（伊川）ならびにその高弟・門流が概ねよい解釈を連

ねてきているにも関わらず、呂大臨（1044～1091、号藍田）の解釈に至って経文の本意から外れてし

まったという嘆きをもらした箇所であるといえる。此処に出た宋儒らは皆『論語』の注釈を議論して

いる（彼らにとっての経文は『論語』である）。 

一方で、『箚疑』以下の朝儒らが注釈を議論するその対象は、『朱子大全』の記述の方であった

（彼らにとっての経文は『朱子大全』の方であったといってよい）13。どのように注釈を行なうかとい

えば、朱子による他の著作から同じ議論がなされている箇所を明らかにするのである。 

ただ、『問目』が『論語精義』所載の呂氏語を特定することができたのに対し、『箚疑』はそうで

きなかった事由がある。尤庵は没年に当たる時点でやっとこの書を入手することができたのであり14、

自ら『箚疑』に参照することはできなかったものと思われる（そうであったからこそ「当考」を付し

て後学に検討を委ねたのだと考えられる）。 

なお、採用・反映の例として先に掲げた「精義（写入）」の 7例は、01該当の此処での注記とは異

なり、『精義』を参照して具体的に程門高弟の言を書き入れよ、と指摘するだけに止まっており、そ

の指示を着実に履行したのは『［鋟本］箚疑』の編者らである。『箚疑』の時点だけでなく、『問

目』でも『精義』の具体的箇所を注記するまでに至ることができなかった箇所が散見するのである。

重要と思われる箇所について、節を改めてみることにする。 

 

2－2 『［鋟本］箚疑』の「批判」的『問目』援用 

 

 『問目』巻六の冒頭（五十五巻第一板）に収録されていた「心之知覚［止］心也」の項目とそれに

付けられた『箚疑』の注記と『問目』の按説は、確かに『［鋟本］箚疑』によって丸ごと消失させら

れた重要箇所である。従前の研究ではそのような点から『［鋟本］箚疑』編者としての權尙夏（1641

～1721、号遂菴）と農巖の間に対立的図式を覗おうとすることが多い15。さらに其処に尤庵の存在を加

え、尤庵→遂菴の師承関係とは異なる思想史的位相に農巖はあるのだと捉えられもする16。そのような

知見に対し、筆者は違和感を抱くものであるが17、此処では前章の図にも掲げたいくつかの箇所を提示

してその証左としておきたい。 

 24該当の箇所は、「心之知覚［止］心也」の項目と同一人物に送られた三番目の手紙に該当される

箇所である。『問目』の『箚疑』所載「当考」語の検討を経た按説では僅かに「游説当考精義写入」

とされていた箇所が、『［鋟本］箚疑』では『孟子精義』の具体的記載が挿入されている18。少なくと

も『箚疑』の完成を第一課題として、遂菴・農巖はほとんど同じ方向性で注記作成の任に当たってい

たと捉えるほかないように思われる。 

 また 20・31該当の箇所は「心之知覚［止］心也」と同じように『［鋟本］箚疑』でその立語・項目

ごと消えている箇所であるが、此処の『問目』按説が削除された理由を遂菴・農巖の知見・立場の異

なりに求めることは困難であるように思われる（詳細省略）。そもそもであるが、当然ながら『［鋟

本］箚疑』の編者が誰であろうと、不要と思われた注記というものがあって然るべきであり、『［鋟

本］箚疑』が『箚疑』のまま「当考」とした 8例ある箇所などもそのように考えるべきものの方が多

いように思われる。 

 以上、本章での分析を通して得られたいくつかの知見をおわりに述べて本稿を閉じたい。 

 

                                                 
13 三浦國雄（1979）は、『箚疑』編成の事業を「朱子の存在そのものを「経」化する」営みであったとする（p.736）。 
14 川原秀城（2015）は、「朝鮮後期になっても、朱子書は完全には朝鮮に伝わっていなかったのである」とする（p.117

下）。 
15 姜文植（2014）による『問目』「解題」参照。 
16 崔天植（2016）には、尤庵の弟子として農巖を捉えるのは誤りであるという指摘がある（p.19）。 
17 筆者は前稿（2018）でも同じ立場から行論した。 
18 箇所だけ指摘しておく。注 11 前掲テクスト、p.434上（『孟子或問精義通考』、巻十三、尽心上［凡四十六章］、第一

章）、なお、此処は『精義』に該当。引用中に省略もある。 
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おわりに 

 

 本稿では、『問目』における『箚疑』所載の「当考」語が検討される過程、また『［鋟本］箚疑』

によって収録の採否が与えられる展開としての姿を、『朱子大全』「書」における範囲を中心として

客観的に眺めてみた。 

そもそもであるが、『問目』所引の『箚疑』が『朱子大全』の巻二十四から八十五までの範囲しか

覗うことができない点も率直に問題である。未刊状態の『箚疑』から全百巻の注釈作業が完遂された

『［鋟本］箚疑』への変更点として、今回の分析から予測して覗われるのは、論語または孟子の『精

義』が援用されて程子門人の語が載せられていれば、その作業は『［鋟本］箚疑』の編者によって行

なわれた可能性が高いものであると判じられよう。「書」の範囲に限っていえば、『問目』が果した

役割は存外に大きいものと思われる。 

また本稿では具体的にみなかったが、『問目』の注釈書としての性格が『箚疑』を「批判」的に検

討することを第一義的使命としているため、『朱子大全』の注記としてそのまま掲載するには冗長・

不相応であるものも多くあるように見受けられる。『［鋟本］箚疑』が『箚疑』のまま「当考」とし

た箇所などもそのように考えるべきものの方が多いように思われる 

『問目』は、むしろ『箚疑』と『［鋟本］箚疑』の中間に紛れもなく位置し、その検討の具体的様

相を浮き彫りにしてくれる資料としてこそ今日において援用される価値・意義を有するといえるかも

しれない。朝鮮後期の性理学論議を眺める資料としては不向きであり、朝鮮朝における『朱子大全』

解釈史の様相を眺める資料として用いられたときに真価を発揮するように思われる。そのような方向

性から、後考を待ちたい。 
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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― 

 
ALIMU TUOHETI 

阿里木 托和提 

 

東北大学 

学際科学フロンティア研究所人間・社会研究領域 助教 

 

要旨 本研究は、学術的・社会的に重要な意義を有する東アジアとイスラーム文明圏（特に儒学と

イスラーム学問）の宗教、哲学、社会、政治、環境等の分野について学際的に研究を進め、この地域

を総合的に把握するとともに、重要課題について多角的視野から解明を目指すことである。 

今回の発表では、研究課題における一つのサブテーマとして、江戸時代の仁斎学・徂徠学と明清時

代の「回儒学」1における朱子学の受容・批判と変容を比較検討することを主題とする。 

日本の仁斎学・徂徠学に括られる学者と、いわゆる回儒学者は、ほぼ同時期に生まれ、同時期に活

躍している。両者の思想的な成立背景を考えたとき、非常に大きな近似性を有していることに気付か

される。すなわち両者とも、漢字文明である「中華」の周縁に位置する文化圏において展開した思想

であり、とりわけ朱子学という自然・道徳におよぶ壮大な学的体系との関わりで成立したという点に

その共通性を見出すことが出来る。一方、同じ周縁文化とは言っても両者が属する文化には相違点も

あり、同じ朱子学の受容と変容の仕方において、質的に大きな差異ももたらしている。 

日本の仁斎学・徂徠学と回儒学を思想的に比較考察しようとする試みは、これまでほとんどなされ

てこなかった。それは両者の間に直接の交渉がなかったことと、日本における「回儒学」研究の立ち

後れによっている。このテーマに対する研究を推進することは、東アジアの比較思想史研究、また文

化変容の理論的研究に斬新な視野を切り開き、学界に多大な貢献を与えることが期待される。 
 

摘要： “文明的对话”被各国学界极为重视的当代，特别值得关注与研究的是，作为本项目的子课

题之一，17-18世纪的“回儒学”与日本德川儒学之间具有价值和意义的对话及研究。刘智和获生徂徕，

是国家、民族和文化背景不同，但他们在世年于同一年代，并且绝然异类的文化背景的两位思想大师，

同时受到朱子学影响，即批判、吸收、融合而产生出自己独特的思想体系。此文的目的也就是通过刘智

与获生徂徕对于朱子学思想的批判与重建的特征的研究，更深入得出异类文化体系的异同特征及其关

系。 

 

关键词：中国伊斯兰学 日本古学 朱子学 批判 重构 

 

一  

 

王家華によれば「日本儒学とは江戸時代になって、禅宗の従属としての状態から抜け出し独立独行

を始め、いよいよ全盛期に入った。」2徳川時代において、日本の思想界では宋元明の儒学を一挙に受

用し、その中で各学派が互いに興起している。日本においてそれが継承されて発展を遂げるという状

況を呈した。また一方では理学批判論を唱える古学派が興って、活発な議論がなされるようになっ

た。 

一般に、山鹿素行・伊藤仁斎・荻生徂徠をもって日本古学の三人の代表者と見なしているが、その

間には明確な師弟関係はなく、彼らの思想には共通点もあるが差異もある。彼らが「古学派」と呼ば

れたのは後世になってからであり、当時はこの三者を代表とするような「学派」というものが存在し

                                                 
1 明代以降中国ムスリムが漢化するなかで、自分達の教えや学問を漢語で記述し、伝える必要が出て

きました。明末から清代にかけて儒教・道教・仏教、特に宗明理学の用語や概念を用いてイスラーム

の教義を説明する学問が興ってきます。いわゆる「回儒」の学問です。それはムスリムを軽視する漢

人多数派から教えを護る、護教論のためでもありました。中東発祥の宗教思想が中国という異文明の

なかでどのように解釈されてきたが、じつに興味いものがあります。 
2  王家華『日中儒学の比較』（六與出版、一九八八年）一四四頁。 
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たわけではない。もちろん、彼らの共通点の方がその相違点よりも本質にかかわっているのである。

彼らの共通点は、復古を唱え、朱子学を代表とする後世の儒学に対立し、朱子学と陽明学を仏・老に

隣するもの、儒にして釈なるものと見なし、聖人の教えの真実は、中国儒学の古典から直接に読み取

らなければならないと主張したところにある。「古学派」と呼ばれているのは、古典に帰ろうとする

彼らの要求に由来するのである。ただし、彼らの復古の要求は、決して簡単に中国の孔孟の学（原始

儒学）に復帰することではなく、古典をもって日本の朱子学を否定し、思想の自由を求め、古典から

当代の社会に実践倫理として役だつ生活の知恵を求めたのである。中国の学者朱謙之氏の『日本的古

学及陽明学』は、日本の古学派の復古の主張は、実は経世の学実用の学に復帰しようとすることであ

る、と指摘している。3 

次に、イスラーム学における「回儒学」を理解するには、イスラーム教・イスラーム哲学あるいは

スーフィズム（「回儒」はスーフィズムという意見もある）というものの概要を理解しなくてはなら

ない。中国における用法では、「回」と「儒」、つまり「イスラームと儒学」という意味であった。

この「回儒」学者たちの思想、すなわち儒学における宋明理学を取り入れたイスラームが全体におけ

る重要な部分である。 

中国にイスラームがもたらされたのは唐の永徽二年（六五一）大食（タージ）国王が通商を求めて

使節を唐に派遣した際のことであるとされる。その後、唐宋を通じて中国とアジアやペルシアから商

人が中国にやってきた。大元ウルス（元朝）の支配において下状況は一変する。「回回人」すなわち

ムスリムの移住が空前の規模で行われたのである。「元時、回回天下に遍し」と称されたように中国

各地に広く分布した。このように、唐・宋を通じて中国に流入し、大元ウルス（元朝）による中国支

配の下で各地に居住することが許された外来のイスラームたちが、いつ中国ムスリムとなったかを特

定することは極めて難しい。というのもムスリムたちの居住地が「居留地」に限定されていた唐宋代

にすら、高位高官に登るなど中国王朝下で立身出世を果たしたものは少なからずおり、彼らの中に

「居留地」に制約されず居住し、子孫を残していった者が存在した可能性もあるからである。しか

し、共同体という意味での中国ムスリムの形成が中国各地である程度普遍的な現象として見られよう

になったのは、金吉堂らの指摘する明代後期を一つの区切りと考えることができよう。4中国ムスリム

形成の指標となる要素が明代に現れるとし、かつ外来ムスリムの来期が大幅に減少する、明代中期以

降にその傾向が顕著になることを指摘している。5
 

中国イスラーム学は、おおむね明末にはじまるといってよい。唐代以来、宋から元へと、中国にも

ムスリムの知識人はいたのに、なぜこの時期にはじまったのかというと、イスラームの教義はアラビ

ア語ないしペルシヤ語で伝えられることが基本であったため、漢文によるイスラームの思想的著作と

いうものが、なかなかされなかったからである。中国のムスリム知識人は多くの場合、中国内におい

て枢要の地位を占めんとの希望をもって科挙合格を期していたから、儒学的学問に習熟していた。し

たがって彼らの感懐は漢詩によって表出される場合が多く、直接的に教理を説こうとしたものはなか

った。さて一方「経堂教育」というムスリム教育機関を創始し、ムスリム中のエリート教育ともいう

べきものがはじまる。その動きの中に漢文によって教理を説こうとするものも現われてくるのであ

る。 

そして大正十四年（一九二五）、桑田六郎「明末清初の回儒」（『博士還暦記念東洋史論叢』）6が

発表される。この論文は、中国において漢文によってイスラームの教理・哲学を著した人々を「回

儒」と呼び、彼らの略伝と著作（漢文イスラーム文献、「ハン・キターブ」の概要を紹介した。この

回儒たちの思想が、すなわち「中国イスラーム哲学」である。桑田が「回儒」という用語を用いたの

は、彼らがイスラーム教義・術語を漢語に翻訳して用いる際、仏教・道教・儒教の用語、とりわけ朱

子学の用語を多用していると見たためであった。こうしたなか「回儒」者として最初に挙げられの

                                                 
3  朱謙之『日本的古学及陽明学』（上海人民出版社、一九六二年）二七頁。 
4  金吉堂『中国回教史』（北平・成達師範学校出版社、一九三五年）一六一頁。 
5  田坂與道『中国における回教の伝来とその弘通』下券（東洋文庫、一九六四年）一〇八四～一〇八

六頁。 
6  桑田六郎「明末清初の回儒」（『博士還暦記念東洋史論叢』）に現れたのが最初であるという。中国

における用法は、それまで「回」と「儒」、つまり「イスラームと儒学」という意味であった。近年で

は、中国の学者も、桑田と同じ意味で回儒という用呼称を用いている。 
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は、明末から清初にかけて活動した王岱與7等の学者であった。康煕末期から雍正、乾隆初期まで活躍

したのが劉智である。以下は古学者荻生徂徠とイスラーム回儒学者劉智を中心として分析を試みる。 

 

二 

 

荻生徂徠（一六六六～一七二八）は山鹿素行・伊藤仁斎と同様に、朱子学から脱却して古学者とな

ったのである。徂徠の一生は三つの時期に分けることができると思われる。第一の時期は、幼時から

四十歳ころまでである。三十一歳、柳沢吉保の家臣となり、五代将軍綱吉の侍講でもあった。彼は当

時の一般の儒者と同様に、儒学としては朱子学・文学としては宋の文学を尊重した。第二の時期はお

よそ四十歳、吉保の失脚によって「蘐園」に退き、以後、詩文の著作、中国語の講習などの学術活動

を展開した。文学説では既に宋から脱却して「古文辞」を提唱したが、しかし儒学説ではなお朱子学

を守っていた。第三の時期は五十歳から六十三歳の死にいたるまでである。その「古文辞」の主張は

儒学の面へ移植されて、儒学説でも朱子学から脱却した。一七一七年、五十二歳の時、『弁道』『弁

名』を著し、独自の古学体系を築き上げた。 

回儒劉智は荻生徂徠より四歳ほど年下で、一六七〇年ごろ南京に生まれ、おもに南京で活動したム

スリムである。王岱與も南京の人であり、明末清初の南京を含む江南地方はイスラーム漢籍発信地域

であった。劉智は十五歳頃学間を始めた。劉智にとってイスラームは家学であった。父劉漢英をはじ

め中国ムスリーム知識人は、官僚となった者もいるが、その多くはアホン（宗教指道者）であったと

かんがえられる。劉智もおそらくアホンであったのだろう。劉智はそれ以降、儒学・イスラームの経

典・仏典・道教経典さらには西洋の書を読んだという。 

劉智の先輩としての王岱與が著した『正教真詮』（一六四二刊）の自序によれば、彼自身は儒学は

もとより、漢字を学ぶようになったのは成人してからであり、三十歳くらいをすぎてからようやく儒

学の思想書、歴史書さらには儒学以外の書を渉猟するようになる。だがこれらの書の議論はイスラー

ムの思想とくらべるとおかしな点が多いとおもわれた。そこでその誤りをただして、真理を明らかに

しようとして成ったのが『正教真詮』である。劉智が著した書で現在に伝わるのにはまず日常儀礼、

規範を解説した『天方典礼』、イスラーム哲学を解釈した『天方性理』、ムハンマド（至聖）の伝記

『天方至聖実録』がある。劉智に言わせれば、この三書は「階段を昇り、表座敷にあがり、奥座敷に

入るようなもの」であるという。この三書以外には五行（ムスリムが行うべき五つの信仰）について

専論した『五功釈義』、月の位置になぞらえてイスラームの教理を韻文であらわした『五更月』アラ

ビア文字を神秘学的に解釈した『天方字母解義』、三字一句でイスラームの教義をまとめた啓蒙書

『天方三字経』ペルシアの詩人であり思想であるジャーミの『閃光』を翻訳した『真境昭微』などが

ある。 

 

三 

 

徂徠は、朱子学を代表とする宋明理学に対抗し、朱子学と陽明学を仏・老に隣するもの、儒にして

釈なるものと見なし、聖人の教えの真実は、中国儒学の古典から直接に読み取らなければならないと

主張した。ただし、彼の復古の要求は、決して簡単に中国の孔孟の学（原始儒学）に復帰することで

はなく、古典をもって朱子学を否定し、思想の自由を求め、古典から当代の社会に実践倫理として役

だつ生活の知恵を求めたのである。徂徠の復古の主張は、実は経世の学、実用の学に復帰しようとす

ることであった。 

劉智が生まれた時代は、満族清朝の治下で、科挙における経書解釈の一つの基準であった。とはい

え劉智は学問を始めてから多彩な書物に触れ、儒学・イスラームの経典・仏典・道教経典さらには西

洋の書までをも読んだという。劉智は仏教・道教・儒教の用語、とりわけ朱子学の用語によって、イ

スラーム教義・術語を漢語に翻訳して、思想を語っていた。つまりこの時代、イスラーム哲学と朱子

学は劉智を介して、正面から向き合ったことになる。この思想が、すなわち「中国イスラーム哲学」

である。 

                                                 
7 王岱與は南京に生まれたイスラーム信徒と著名な学者である。先祖は明の洪武年間（一三六八～一

三九八年）に西域から当時の都である金陵に朝貢した。天文歴算にくたったことから天文観測をつか

さどる役所につとめることになり、以後、子孫は中国に定住する。王岱與は明の万歴年間（一五七三

～一六一七年）に生まれ、清の順治十四年（一六五七）あるいは十五年に亡くなったとされる。 



27 

 

 徂徠の思想の特徴は、道は古の聖王が制定したものであるから、『六経』を舎いてこれを求めるこ

とはできぬとし、かつ『六経』の道を明らかにするには、古文辞に精通して、古の聖王の物について

の立名の本義を明らかにしなければ不可能である。そうでなければ宋儒のように、義理が孤行して聖

人の名物の本旨を失い名教を誤まるに至るというものである。このような古文辞学の立場から徂徠

は、宋儒の依拠する『中庸』『孟子』に批判を加え、これらの書は古えの聖王の道の正伝を得たもの

ではないとし、これを重視した宋儒にはもちろん批判を加えた。徂徠はまた、古の聖王の道は天下を

安んずるためのものであり、古の聖王が制定したものであるが宋儒も仁斎も共にこの事情に昏く、こ

れをもって性分の徳とし、その結果、心徳の精微を貴んで事用を粗跡となし、しかも聖人は学んで至

り得るものとし、徳行をもって天下が治まると考えた。これは有体無用の論であり、内聖外王を説く

荘子の虚学であると論じた。したがって徂徠が、事功を重んじて宋儒の王覇の別論に批判的であった

のも、理由のないことではない。徂徠も仁斎と同じく、宋儒の唯理的形而上学や、その心法の説には

批判的であったが、仁斎が徳行を重んじたのに対し事功を重んじた。また仁斎と同じく、唯気的立場

から動的な世界観を持っていたが、仁斎の気一元論に対しては、宋儒の理気二元論に対すると同じ

く、精を貴び粗を賤しむ老荘の道と評した。そして自然の道を論ずるよりも、人事社会の道術や事功

を要としたのである。 

劉智の思想の特徴といえば、形而上的な精神世界と刑而下的な物質世界をともに重視していたとい

うことである。一般にいわれるのは、回儒の思想はイスラームのスーフィズムの影響を強く受け、人

間の精神的内面を深く掘り下げていき、最終的には神との合一を目指すというものである。もちろん

そうした思想が解説されているのだが、とりわけ劉智に顕著であるのは、神がうみだした宇宙や万物

といった形而下のものどもについての説明にも重きをおいているということである。神が創造した、

あるいは神が自己顕現した万物を知るということは、そのまま神の知識能力を知ることになる。たと

えば『天方性理』が万物の生成過程や、宇宙や、身体の構造などについて多くの紙幅をさいて説明し

ているのはそのためである。それは中国思想史の文脈から見れば、朱子が内と外、つまり人の心にた

いする内省と外存する物に対する認識の両者を重視したのと似ている。また生成論的には最後に誕生

する人、そしてそのさらに後に生じる人の本性は最終的に神へ向かうことから、人の本性が神の創造

のなかでもっとも神に近いものとされる。すると、人より先に生成する天地万物、それらを包括する

宇宙の広大さ、精巧さを理解し認識することが改めて人の偉大さを確認することもなるのである。換

言すれば、天地万物を含む大世界を知るということは人間の位置を知ることでもある。 

 

おわりに 

 

徂徠と劉智はほぼ同時期に生まれた。徂徠は一六六六年、劉智は徂徠より四歳ほど年下で、一六七

〇年であった。徂徠と劉智は共に十五歳頃学間を始め、晩年には主に講習などの学術活動を展開し

た。 

徂徠等古学と劉智などイスラーム回儒学は同じ東アジア儒学文化圏のなかでも、中国儒学文化圏と

は異なった文化圏に属していた。古学者は日本文化圏を背景とし、回儒学者ははイスラーム文化圏を

背景としていたのである。 

彼らの人生と学問体系には相違点も共通点もともに見られる。もちろん古学者と回儒学の間に師弟

関係はない。相違点についても無視出来ないのだが、それ以上に彼らの共通点は、思想的本質にかか

わってくるのである。最も価値がある共通点は、宋明儒学との対話を通じて、自らの文化的独自性を

求めたことにあるである。 
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『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 

 

東北大学日本思想史研究室博士二年 

楊世帆 

 
はじめに 

乳井貢（1712年〜1784年）は、陸奥弘前藩の藩士である。宝暦三年に弘前藩の勘定奉公を登用さ

れ、思い切った財政改革を断行し、めざましい成果をあげた。宝暦五、六年に奥羽地方が凶作によっ

て大飢饉に襲われたが、乳井貢の応変のおかげで、津軽領内において餓死する人は一人も出なかっ

た。宝暦六年、凶作の年に年貢徴収の功で藩主信寧に「貢」の名を賜られた。しかし、急進的な財政

改革によって、敵対者の恨みも招いた。宝暦八年(一七五八)、乳井は失脚に追い込まれた。後に、安永

七年(一七七八)、乳井は再度勘定奉行就任の命令が下されたが、再び抵抗に遭って、二年後に再び蟄居

を命ぜられた。乳井貢は『志学幼辨』10巻をはじめ、儒学、農学、算学などの分野のたくさんの著作

を残している。 

乳井貢についての研究は非常に少ない。そして、主に地方史、あるいは経済史の視角で研究されて

いる。思想史における乳井貢の姿を注目する研究はもっと稀に見えない1。 

先行研究において、乳井貢の思想は主に、山鹿素行、荻生徂徠、太宰春台の影響を受けていた2。そ

れでは、乳井貢の思想が徂徠学から受けた影響はどこに現れてきたか。乳井貢は徂徠学者ではなく、

さらに専門的な儒教学問より政治を主業とする。それ故、乳井貢の思想様態を例として、徂徠学が江

戸時代の思想、政治に与えた影響を考察することを試みたい。 

乳井貢の思想において、徂徠学の影響について、先行研究に論及したこともあるが、主に朱子学批

判と政治関心の面において、両者の関連性に注目している3。今回の発表は、それを踏まえて、さらに

世界観と倫理観のレベルにおいて、両者の関係を分析してみたい。特に、両者の天人関係に焦点を当

てる。荻生徂徠は天人関係について、非常にユニークな議論を展開しているが、その天人観はそのま

ま後の思想家に継承されたわけではないと考えられる。しかし、徂徠が天人関係を議論する際に現れ

た思考方式は後に思想家に大きな影響を与えた。今回の発表で、政治家としての乳井貢において、徂

徠の天人関係についての思考の影響力を考察して、日本思想史における徂徠学の意義を再考するつも

りである。 

それ故、本稿は乳井貢の思想特徴を明らかにすると同時に、徂徠との比較を行い、分析を展開する

つもりである。 

 

第一節、天命 

 乳井貢によると、中国の倫理は五倫の中の親子を基礎として、社会倫理を展開する。それに対し

て、日本は君臣倫理をもっとも尊び、それに基づいて、社会秩序を築く。また君臣倫理の地位の合理

性を論証する際に、天命の概念を提出した。 

又六書に曰惟一不変者至尊無対一定不易為とは亦此一を称する也。即太極造化の元命にして天地

万物主宰の神也。是れ即君尊の象にして天地鬼神の主君たる所以也…此故に主宰の神は自立して

始なく獨歩して終なく天地の運動陰陽の変化人間の動作万物の出没主宰の神命に係ずと云者な

し。是れより次序して天地と分れ陰陽と定り而して人物と生し君と成り臣と成り父と成り子と生

る。故に君は二人有ることなくして唯能く一に居て尊く万事の始めを君に受けずと云ことなく、

                                                 
1 藤井正次 「乳井貢の哲学的世界観」、『うとう』26号、昭和 16年 10月。 藤井正次 「乳井貢の思想史的位置」、

『月刊東奥』、昭和 16年 8月。藤井正次 「学問の有用性と実戦性」、『月刊東奥』、昭和 16年 9月。小島康敬 「乳井

貢の思想——その基礎的考察」、長谷川成一編『北奥地域史の研究』に所収、名著出版、1988 年。小島康敬 「津軽藩士

乳井貢の赤穂四十七士及び太閣秀吉批判」、『論集江戸の思想』、高崎哲学堂設立の会、1989 年 1月。小島康敬 「徂徠

学の実践ー津軽藩の事例を中心として」国際基督教大学学報 Ⅲ-A,アジア文化研究別冊,(7),85-100 (1997-03-31)。 

2小島康敬 「乳井貢の思想——その基礎的考察」、長谷川成一編『北奥地域史の研究』に所収、425—427頁、名著出版、

1988年。 

3小島康敬 「徂徠学の実践ー津軽藩の事例を中心として」国際基督教大学学報 Ⅲ-A,アジア文化研究別冊,(7),85-100 

(1997-03-31)。 

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ1200/SearchLogWJJS24U/0220205100/?word=%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%A5%89%E8%A1%8C&bfrDispId=WJJS06U
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万事の終を君に帰せずと云ことなし。故に君の位は夫れ唯一に止て対なく至尊一定にして万方に

命を下し万機を統ぶ。4
 

世間万物の運動変化は必ず何か至高な天命に主宰される。そして、人間社会においても、その天命が

世間を主宰するように、至高唯一の君主は万物を統治する。また、君主は天命を受けて国を統治し、

臣下は君命に従って、君主に仕えて力を尽くすべき、と論じた。 

故に人君の命を天に受け、天は命を主宰の神に受く、其次序斯の如くして帰復の道を妄にせさる

は是礼敬の至と云へし。孔子の曰、天子受命于天、士受命于君。故君命順則臣有順命、君命逆則

臣下有逆命と云々。此故に凡そ人の臣たる者君命一たび荷ひては與る所の官事職義に思ひを盡す

こと精一にして晝夜死生の間を顧す。5
 

このような論理を持って、君主も臣下も天命という至高な価値に統一される。乳井貢が極めて武士の

責任感と実際の功績を重視する。その責任感と実績主義の性格も上述の天命観に由来すると考えられ

る。 

ここにおいて、特に注意すべきことは、乳井貢は確かに、臣下が君命に忠実して職務に尽くすこと

を重視するが、その従属関係は君臣の個人的な恩情に由来するわけではなく、天命の下に国家社会に

対する使命感を持って、それぞれ職務関係から発生したものであると述べている。乳井貢は赤穂事件

に対する批評において、それをさらに明白に論じた。 

夫れ臣の君に事て或は死し或は難を受け、或は親に別れ或は妻子を殺して己を忘れ忠貞に心を盡

すをは今の士臣何の為にすると思や。徒に先祖の譲りを重んし、妻子を養ふ恩の為と思ふか。夫

れ君臣の重き所以の者は国家人民社稷の勤めを以て天命の大順を盡す所以なり。然るを忠誠を盡

す其義を誤り君臣の間を骨肉分身恩愛の情を以てする者と覚へ、或は先祖代々子孫末裔の禄に養

はる君恩の為に務る者と思ふ。故に今の士臣皆執る所を知らず其の務る所を知らず。6
 

この資料に述べたように、君臣の職務はともに、天命に従って国家人民のために勤めることである。

忠誠を尽くすということも、国家社会に勤めることにあって、君主に恩返しをすることにはない。そ

のような立場で赤穂四十七士が国家社会の責任を捨てて、主君を殉死することを猛烈に批判した。 

上述のように、乳井貢は至高な天命の概念を用いて、君臣の価値も天命に従って、国家人民に勤め

る政治価値にある、と規定した。さらに、そのような論理を持って、朱子学をはじめ、読書と心性修

養をメインとする「心上理学」は無益な学問である、と斥ける。ここの天命観は徂徠と酷似してい

る。 

それでは、乳井貢の考えでは、その天命を果たすために、具体的な実務において、どのような努力

が必要なのであろうか。それを明らかするために、さらに乳井の世界観を考察してみたい。 

 

第二節 名実 

 小島康敬氏は乳井貢が老荘思想から強い影響を受けたと論じた7。筆者の考えでは、乳井における老

荘思想の影響は主に客観世界に対する認識に現れている。 

故に老子曰、無名天地之始有名万物の母。故常無欲以観其妙、常有欲以観其徼と云々。是れ万物

無より生して無に帰らすと云者なし。無は形なし、形のなき初は名もなし。唯一にして天地の根

たり、衆妙変化是より出てて已に形を顕れす、是を有と云。8
 

この資料において、乳井は『老子』の言葉を引いて、「有無」に対する自分の理解を述べた。彼の世

界観においては、世界の万事万物は最初が混沌して、分けられた「形」と「名」がない。具体的な

「形」に分けられた後、「名」を付けられた。その「形」と「名」を通して、人間は実なる世界を認

識できるようになる。 

夫れ教は「名」と「形」との外なし。故に聖人は名教を貴ぶ。名は形の聲也。先つ呼て人の耳を

導き是に向はしむ者は名の徳なり。而して其形を指斥て人の目を導く者は形の徳なり。名形二つ

の者を以て人の耳目を導き、而して後に其用の実を暁さしむ。其実は本より形なし故に実に至て

は聴くこと能わす、視ること能わす、耳目のいかんともすること能わさる者也。9
 

                                                 
4 乳井貢『志学幼辨』巻一、弘前市立図書館所蔵本。 

5 同前 

6 乳井貢『志学幼辨』巻九、弘前市立図書館所蔵本。 

7 小島康敬 「乳井貢の思想——その基礎的考察」、長谷川成一編『北奥地域史の研究』に所収、425—427頁、名著出版、

1988年。 

8 乳井貢『志学幼辨』巻二、弘前市立図書館所蔵本。 

9 同前 
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世界の実像は「無形」「無名」なので、直接に認識することができない。それ故、聖人は名と形を持

って、実なる世界像を一般人に教える。しかし、人が名と形を求めることに従って、「名」と「形」

はますます繁多になっている。したがって、人がだんだん名と形に迷って、実を求めることを忘れ

た。 

…故に老子言、心は有形有名生々して究りなきを耳に従ひ、目に従ひ、形を尋ね、名を追ひ徃く

ときは、其本に帰る道を失ひ、末を追ひ、物に引れ其形彌多く其名益繁く、殆んと放心する所を

自知らず。惑を以て是を悟れりと究む。是此の悟唯形と名のみにして害なし。故に用いるに及て

分厘も変化に応する妙を知ることなし。夫れ事物の学は天地の間人世の功用を為を貴ぶ。然るを

学て人世の用に立さるときは聖教にあらす。故に学は唯其実を得るまて也。10
 

乳井の考えでは、「名と形」は世界の「実」を人々に伝える効用を持っているが、人間が固定化され

た「名、形」に拘ったら、逆に裏の豊富な世界の実像を簡単に看過して、事物の変化に応対すること

ができなくなる11。 

ここにおいて、特に指摘すべきことは、上述の名実論は乳井の思想において、単純な世界観の問題

ではなく、彼の政治論に直結していると考えられる。上の資料に、「事物の学は天地の間人世の功用

を為を貴ぶ」とあるように、名を通して事物の実態を認識することは、事物の変化に応対し、人間社

会の功用を求めるためである。その意識を持って、彼は当時の政治が固定的な作法（名、形）にその

まま従って、現実の状況（実）を認識して、臨機応変することが一切できない、と批判する12。 

この「名実分離」の世界観は荻生徂徠の思想構造にも現れてきた。徂徠の考えでは、世界は無限豊

富、変化している現象の総体である。その無限な世界の実像を一般人に伝えるために、聖人は「先王

の道」（礼楽刑政の総名）を作り出した。具体的な「名」を通して、一般人はある程度無限豊富な世

界の実像を覗くことができる。しかし、時代と地理空間の転換に従って、名と実は乖離して、人々は

名を通して実を把握できなくなる。この問題意識を以って、徂徠は『弁名』を著して、先王の道の

「名」の本意を弁説する。また。「古文辞学」の方法論を提出して、古文辞の勉強を通して、「名」

と「実」との合一を期待している。 

前文に、乳井貢の「名実観」は老荘思想から由来すると提示した。実際には、徂徠の世界観も老子

の影響を受けた、と論じた先行研究もある13。両者の思想には、ともに老荘思想の影が見られるが、乳

井貢は直接に老荘思想の影響で名実論理を築くより、徂徠思想を経由して道家の論理を習いたと考え

られる。例えば、乳井貢は徂徠と同じように、聖人が名を通して人を教える、と論じて、名のプラス

的な意義も認める。その発想は『老子』の原文に見えない、と考えられる。そのほか、乳井と徂徠は

ともに、世間事物の実を認識して、積極的に現実政治に活用することを説いている。この主体性を発

揮して、積極的な政治参与する姿勢も老子の「無為」14と異なると考えられる。それ故、乳井貢は、徂

徠の理解を経由して老荘思想を受容した、と考えられる。 

ただ、乳井と徂徠はともに、実なる世界に注目しているが、実なる世界と人間社会との関係に対す

る理解について、両者の考えが分かれてきた。 

 

第三節 自然 

徂徠の考えでは、実なる世界は無限豊富な現象の総和である。聖人はその無限豊富な実の総和に対

する認識に基づいて、「礼楽刑政」など人間社会の規則の総和としての「先王の道」を作り出した。

一般人にとって、無限な実はあまりにも膨大な存在であり、直接にその全体を認識することが不可能

である。それ故、聖人に作った「先王の道」の礼楽を実践、真似して、自分の認識を拡大する。また

政治実践において、複雑な政治実情に応変することにおいても「先王の道」を介在させなければなら

ない。すなわち、徂徠の考えでは、「先王の道」としての礼楽刑政はやはり限りがあり、無限な現実

状況に応対することができない。それ故、「先王の義」（先王が礼楽を作る根拠）を活用して、無限

                                                 
10 同前 

11 小島康敬氏の論文にこの「名実論」論及したことがある。「乳井貢の思想——その基礎的考察」、長谷川成一編『北奥地

域史の研究』に所収、434 頁、名著出版、1988年。 

12 このような政治論は乳井本人の政治生涯と関わっている。本文の最初に述べたように、乳井は商品経済の発展、藩財

政の困窮に対して、いろんな政治、経済改革を行いたが、反抗勢力の糾弾を受けて、失脚した。『志学幼辨』はまさに乳

井の晩年、蟄居する際に書いた著作である。その著作に、政治の定法に拘らず、現実の変化に応じて改革すべき、と繰

り返して唱えることは、乳井が一貫している政治姿勢と通ずるし、改革失敗の憤懣を叫ぶ気持ちもあると考えられる。 

13 尾藤正英、「荻生徂徠の「老子」観」、『日本歴史』、日本歴史学会編、1973年。 

14 老子の「無為」について、乳井貢はユニークな議論を展開した。のちに説明する。 
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変化の現実に応対する。また、「先王の義」も、日常に「先王の道」を実践しながら体得して、身に

つけるものである。 

まとめて言えば、徂徠の考えでは、人間社会の価値、規則は聖人に作られたものであり、客観世界

に直結するわけではない。一般人が現実を認識して、政治に活用することも「先王の道」を通さなけ

ればならない。 

乳井貢はそれと異なる論を提出した。まず、乳井において、実なる世界を認識することは、自己の

実践に通して、事物の実態を認識することを重視する。例えば、彼は火を例として、実践的な認識を

説いた。 

夫れ火は用の名也。焔は形の名也。熱は実を指しての名也。火と云て、用を示し、焔と云て其

形を見せしめ、熱と云て其実あることを聴かしむ。是れ名のみ形のみ、聖人の教る所は是まてに

して、其熱実に至ては言を以て傳へかたく、問を以て授かたし。学者是に於て聖人もなく、師も

なく、教もなく、導きもなき場に至る。此時に當て耳目視聴の及ふ所にあらす。自ら手を焔に入

れて熱実の味ひ始て心に徹底して覚ゆ。是を実を知ると云。15
 

乳井の考えでは、聖人に教えられるのは、事物の名と形のみ。聖人の教えを超えて、自己の実践によ

って、事物の実を感知する、と唱える。この認識方法は徂徠とかなり異なっている。徂徠も実践的な

認識論を主張するが、彼の実践は先王の礼儀作法を実行することを指している。先王の道を通して、

実なる世界への認識を拡大することを主張する。徂徠と比べて、乳井はもっと人間の認識能力に期待

している。人間が実践を通して直接に事物の実体を認識することを信じる。 

  そのほか、乳井貢の考えでは、人間世界の倫理、法則は実なる天地の法則と直結していると考えられ

る。 

夫れ父は天に則る故に能く生す。母は地に則る故に能く養ふ。子は人に則る故に能く事ふ。子

を生ずるは父母の道也。父母を成すは子の道也。天下の人は天地の子也。天地即人を生養す、人

何そ人の道を盡して天地に事ることを務めさるや。君は天也、臣は人也。君世禄を以て臣を生育

す、臣何そ功業を成すことを務めざるや。故に天人二つの道別にして其帰する所の者は共に自然

の一也。老子の曰、人法地、地法天、天法道、道法自然と云ふも亦其人を盡して自然の一に帰す

ることを論する者也。16
 

資料に述べられたように、乳井貢の考えでは、親子、君臣の倫理関係は、天地の法則と直結してい

る。それ故、人間世界の倫理に尽くすことは、すなわち天に尽くすことである。 

第一節に述べたように、乳井の倫理観において、天命を果たして、社会国家に功績をあげ、職務に

尽くすことが最高の価値である。また、その社会倫理を尽くすことは、天地の法則に従って、天地自

然の運行と合一することにある、と論じた。 

それでは、具体的な事務において、その自然の運行と合一することとは、何を指しているか。ある

いはどのように、自然の運行と合一できようか。 

 

第四節 「誠」と「無為」 

乳井貢は、「誠」と「無為」を実現すれば、「天地の道」と合一することを論じた。彼の考えで

は、「無為」は人間の主体性を放棄して、天地自然のそのままを放任するわけではない。 

又無為を謂て曰何もせすして、唯天の自然の儘に任すと、然らは是れも亦死人木偶の如くす。凡

そ天地の間に生物たる者心を無くするの術は死ぬより外何を以て修することを得んや。17
 

それ故、無為は人間の主体性を捨てて、作為しないわけではない。逆に、乳井の理解では、「無為と

は至誠の働き有為の精極を云也」。18
 

夫れ無心は至誠の謂也。無為は為ことの極至を云也。假令は人臣の君に向て猶豫かす職事に思ひ

を懲すの外餘念なき、是を至誠を守る無心とは云也。二心他念のなきを云なるへし。無為とは事

を勤ること毛末の間を盡して微を積み天下の大に及ふを云也…故に一樹の大木となるは実の内の

微より生し而して一日一刻の間其為こと毛末の隙なき、微を積て竟に大木を成す。皆天地至誠の

盡す所にして是を無心無為とは云也。聖人の勤天地の勤此是を以て貴とす。何そ国家の為に勤を

盡し職を勤むること、己れか名誉利害を用心し、四方顧前後堅め之か為に私心多念に分れんや。

                                                 
15 乳井貢『志学幼辨』巻二、弘前市立図書館所蔵本。 

16 乳井貢『志学幼辨』巻三、弘前市立図書館所蔵本。 

17 乳井貢『志学幼辨』巻三、弘前市立図書館所蔵本。 

18 乳井貢『志学幼辨』巻九、弘前市立図書館所蔵本。 
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是を有為有心と云也。有為有心は惑ひにして忠信にあらす。忠信なきは自然を守る人にあらす。

皆天地の道に相ひ反する者也。19
 

乳井の考えでは、至誠無為とは、個人の利害を計算することが念頭になく、職務に専念して、微かな

る事務を積み重ねて、国家社会に勤めることである。その至誠無為は天地の生成の道と一致してい

る。逆に、個人の名誉利害を計算することは、有心有為であり、天地の道と悖ることである。個人の

計算を捨てて、全身全霊に国家の勤める際に、人は至誠無為の境界に至って、天地自然の道と合一し

た。 

自然は天人合一守るは至誠無心にして、人は天に向て勤め、以て国家に及ひ、以て君に及ひ、以

て父に及ひ、利を一己に帰せさるを以て一己の大利とする者は所謂聖人の儒也。20
 

前に論じたように、乳井貢の考えでは、現実社会において、主体的に作為することが必要であるが。

その主体的な作為は恣意的なものではなく、天地の道と一致しなければならない。また、自分の主体

性を天地の道と一致させることは、個人的な欲望、計算を捨てて、至誠無心にして職務に勤める必要

がある。換言すれば、私心を捨てて、社会国家の職務に勤める際に、人間と自然の間が両立する状況

が打ち破られ、主体と客体との一体化を遂げる。このような論理で、主体的な政治作為の合理性を保

証する同時に、作為の恣意性を避けた。 

その主体と客体と合一する論理は、徂徠の思想構造にも見られる。徂徠は同じように、個人の「私

智」で制度を作ることを批判し、「先王の道」によって政治を行う。また「先王の道」としての礼楽

刑政はやはり限りがあるので、無限な現実状況に応対するために「先王の義」（先王が礼楽を作る根

拠）を活用して、無限変化の現実に応対する。その「先王の義」を体得するために、また先王の礼儀

作法を実践、模倣して、自己と先王の道との一体化を求める。すなわち、徂徠の場合、客体は自然の

道ではなく、聖人に作られた「先王の道」である。そこから、乳井と徂徠の考えが分かれてきた。 

 

小結 

乳井貢は天命の概念を提出して、人間の価値は国家社会のために、職務に尽くすことにある、と論

じた。その価値を実現するために、事物の「名」を超えて、現実世界の「実」の法則を認識して、自

己の作為をその自然法則と一致化する必要がある。また、人間の作為と自然法則との一体化を実現す

るために、個人的な意欲を捨てて、社会国家の職務に全身全霊を尽くして、至誠無為の境地を要求す

る。 

乳井の思想構造において、徂徠の思想から受けた影響が見られるが、彼は徂徠学者とは言えない。

むしろ、所々に徂徠と正反対の発想を持っている。例えば、徂徠学の核心概念としての「聖人の道」

に対して、乳井は徂徠とまったく異なる立場を示した。徂徠の聖人信仰に対して、乳井貢は堂々と、

聖人の言葉であっても、自己の検証を加えないと軽く信じてはいけない、と宣言した。筆者の考えで

は、徂徠の思想構造そのものより、徂徠の世界を考える思考方法の方がより乳井に影響を与えた。徂

徠は朱子学の原理的な世界認識に対して、世界の実像が原理化できなく、言葉としての「名」で伝え

尽くせない豊富な現象の総和である、と提出した。無限豊富な世界に直面して、人々はいかに世界の

実像を認識し、自己の価値を実現できようか。その問題について、徂徠は自分なりの解答を出して、

徂徠学の思想構造を築いた。しかし、彼の解答は江戸の思想界において、広汎に認められるわけでは

ない。特に、彼が主眼に置く「先王の道」に対する信仰は、徂徠学派内部においても早く形骸化され

ていた21。 

しかし、彼が世界像を分析する際に現れた思考方法は、後世に大きな影響を与えた、と考えられ

る。例えば、非原理的な考え方、「名実」の分離、実践、実感を通して「実」なる世界に接近するこ

と、主体と客体との一体化を通して主体の恣意性を克服すること、本文の分析のように、これら徂徠

のユニークな思考は乳井貢の思想に大きな影響を与えた。それ故、徂徠学の思想構造より、徂徠の思

考方式の影響を主眼として、江戸思想史における徂徠の位置付けを再考する必要がある、と考えられ

る。 

 

                                                 
19 乳井貢『志学幼辨』巻三、弘前市立図書館所蔵本。 

20 同前 

21小島康敬 『徂徠学と反徂徠』増補版、ぺりかん社、1994年。 
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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 

東北大学（院） 劉宇昊 

 

要 旨：理学は人の内在性の要素を重視し、心、性、天理、未発などの概念の使用はすべて人の固有

な内在性から出てきて、超道徳の本体論に転化する形勢がある。しかし、履軒はそうした常識的理解

の裏をかくかのように、「徳」と「悪」などの概念の外在的な性質を重視している。履軒の外在性に

対する重視は、朱子学の「天人一貫」という哲学的論理と異なる姿勢を示している。 

履軒の思想において徳の根源は人の心に存在するが、行為によってこそ現れる。徳は徳心と徳行の

二重要素を構成する。履軒が徳の外在性解釈を重視する目的は、人事を重視し、人民の生活に関心を

持つ先秦儒学の伝統を拾うことである。日中両国の最初の徳に対する記載は明らかな外在性の特徴を

持っている。徳の伝統的な解釈は履軒の学問に大きな影響を与える。履軒の学問は古今折衷の復古主

義の思潮を示している。悪の起源については、人間の不善は習いと蔽いのためである。人性はもとも

と善であるが、外部環境の影響を受けて変化する。「悪」の発生は外在環境の影響により、すべての

不良な意識と行為は後天に発生する。心学の影響で儒教の善悪の基準がますますあいまいになるの

で、履軒は「則」という概念を導入した。「則」は物事を処理する天然的な原則を指し、「則」は天

から与えられたものである。しかし、儒教の思想システムにおける心、性、天の三者の同質性のた

め、「則」は結局は心性の範疇から脱却することができない。履軒の「則」に対する認識はすでに彼

の理論の限界点に位置している。 

キーワード：中井履軒、『孟子逢原』、徳、悪、外在性 

 

１．はじめに 

江戸世代において、朱子学の拡大に伴い、江戸儒者は朱子学に対する激しい批判を提出してきた。

これらの批判において、注目されている古学派のほか、朱子学の内部も朱子学と異なった思想の動き

を示している。大阪懐徳堂の朱子学者はその思想の一部を担ったと言える。懐徳堂学者は通常「大阪

朱子学派」に分類されている。1中井履軒の先生である五井蘭洲が朱子学を懐徳堂の学問の基調と定め

た後、中井履軒はまれに朱子学を全面的に批判する懐徳堂学者である。 

中井履軒は生涯儒教の経典を研究し、彼は当時の解釈学の気風に従っており、儒教の経典に対して

詳しく注釈し、『七経雕題』を書いた。その後何度も添削を行い、最終稿として『七経逢原』が書か

れた。朱子の『四書章句集注』の影響範囲が極めて広いので、『論語』、『中庸』、『孟子』という

三つの本に対して、履軒の注釈はほとんど一字一句朱注に対して批判を行った。七経の中で、『孟

子』という本は大量の理、気、性などの宋明理学が踏襲している概念が出てくるため、『孟子』に対

する履軒の注釈は非常に詳しく、『孟子逢原』は履軒思想を最も体現できる著作の一つとなってい

る。 

内外関係は儒学における重要な命題である。内外関係を軸とし、物我関係、人間関係、心身関係

は、ほとんど内外関係の派生と考えられる。儒学の発展は理学の段階に至って、ますます人の内在性

の要素を重視し、心、性、天理、未発などの概念の使用はすべて人の固有な内在性から出てきて、超

道徳の本体論に転化する形勢がある。しかし、履軒は相手の裏をかき、「徳」と「悪」などの概念の

外在的な性質を重視している。履軒の外在性に対する重視は、朱子学の「天人一貫」という哲学的論

理と異なる思想態勢を示している。先行研究は朱子学自体による注目点で展開されることが多くあ

り、履軒思想の進歩的意義に対する探求は無鬼論の議論が多くを占めている。しかし、履軒による朱

子学の「天人一貫」という厳密な心性哲学体系を打ち破るという問題点にはあまり注目されていな

い。その思想史的意義も研究者にあまり言及されず。よって、履軒が外在性要素を重視するという思

想傾向に対する分析は、履軒の思想を研究する重要な接点となるべきである。この傾向の出現がある

からこそ、江戸中後期において古学派以外で朱子学が解体された路線を示すことができる。 

 

2．「徳」から見た内外関係 

「徳」という概念が人々に与える第一印象としては個人の品格であり、人々が心から認める価値基

準である。もし、ある思想家が、徳は人の思想の内部からではなく、人身以外から生まれるという論

点を提出したら、その学説は大きな衝撃を持って受け止められるであろう。履軒は『大学雑議』にお

                                                 
1 三浦藤作『日本倫理学史』中興館蔵本、1924年、朱謙之『日本的朱子学』三聯書店、1958年参照。 
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いて、「徳者得也、修之自有工夫、工夫既成、而有得于己、然後称之為徳也」2（徳は得であり、自然

に修得する工夫がある。工夫が完成すれば、自分で体得すれば、その後、「徳」と呼ばれる）と述べ

た。山中浩之氏は『大学雑議』に基づき、徳は行為の中に存在し、人の外にあり、徳が天から与えら

れた説を批判し、朱子学の「存天理滅人欲」の基本的な主張に反対し、徳が外部に存在するという結

論を得た。3しかし、徳は行いから生まれるという主張は履軒の独創によるものではなく、履軒が批判

した朱子学の内部でも、この主張はかなり認められている。4だから、この文だけで履軒の思想の

「徳」は人身以外から生まれると認定することはやや性急な結論であるかもしれない。「徳」の本源

について池田光子氏の論証では、徳の内面性から展開し、「徳の種は性の中に存在する」という観点

を提出し、履軒の「徳」は成長できる動的属性を持つと考えられている。5ここまで、先行研究は、履

軒の思想構造において「徳」が内在と外在の両面を兼備する特徴があり、履軒が徳の外在表現を非常

に重視することをすでに提示している。しかし、履軒はなぜ「徳」の外在性を重視するのであろう

か。そして履軒の認識の源は一体にどこにあるといえるのか。また、徳の外在性に対する重視はどん

な思想史の意義を持っているのか。以上の問題に対して、『孟子逢原』という本だけでも、多くの研

究価値があると考える。 

まず、「徳」の内在性と外在性について確認する必要がある。これに対して、履軒は 

 

「仁義礼知、徳名也。四徳之源、在心性中、而四徳自心胸中湧出、故曰根於心也。根与本不同、本在

土外、根在土中、取其生気漸次発出為譬也、故唯根為能当也。若本不能当之、不可以本解根。 

四徳之根、在於心中、而英華発出於外者。睟然盎背、是也、則四徳正当其樹身枝葉耳。6」 

 

と述べた。仁義礼知など具体的な価値要素が徳の名前である。これらの要素を徳と総称する。だから

仁義礼知すなわち「四徳」である。四徳は心から生まれ、心は土のように、四徳は木のように、枝や

葉は外に現れても、根は土の中にある。心は土のようであり、四徳は木のようであるという比喩は極

めて巧みであり、徳のいくつかの基本的な特徴を指摘した。第一に、心は履軒の思想システムの核心

として、仁義礼智は全部心から出てきて、故に木の根はきっと土壌に根づく。即ち義礼智はきっと心

に根づく。第二に、履軒は心における善端を拡充することを重視しているので、仁義礼智などの徳の

要素はまた苗木が大木に成長するような属性を持っている。第三に、木の根は土の中に埋れている

が、木の枝葉などの部分は土の外にある。即ち、徳は心の中から生まれるが、心に完全に取り込まれ

ないで、必ず何らかの形で顕現する。その中の第三のポイントは最も重要であり、この点は徳の内在

性と外在性の関係を明らかにして、即ち心に根付いて行いへと顕現する。 

だから、「徳」は人格素質と行為の特徴の二重の属性を含んで、仁義礼知などの徳心と孝悌などの

徳行は共に徳を構成する。徳行の主観的な由来は徳心であり、徳心の客観的な表現は徳行である。例

えば、孝は徳行であるが、人は親孝行ができるという内在する品性は徳心である。 

「徳」の内外関係を明確にした時に、履軒の「徳は行いにある」という主張もまた明確になる。実

は、徳行の客観的な表現について、履軒は繰り返し陳述している。『大学雑談』のほか、『孟子逢

原』にも「行而合乎則、乃称為徳已」と述べた。最も典型的なところは 

 

「尭之行、与尭之服、尭之言相連。其意在浅近、不当大深推之。即深言之、尭之盛徳、皆存乎行中。
7」 

 

である。この文は孟子が曹交に忠告した注において現れている。尭は上古時期の聖王であるので、孟

子は曹交に、尭の言ったことを述べ、尭のやったことを行へば、尭のような聖人になれると勧告す

る。ここで、孟子はとりわけ尭で曹交を勧告することは明らかに深い意味がある。曹交という人は

                                                 
2 中井履軒『大学雑議』、『日本名家四書注釈全書・学庸部一』東洋図書刊行会、1928年、13頁。 
3 山中浩之『中井竹山・中井履軒』明徳出版社、1980年、248頁。 
4 朱熹の弟子陳淳は『北渓字義』で「徳是行是道而実有得於吾心者、故謂之徳」（徳は行いであり、道

であり、実に心に得た者である。故に徳と称する）と述べた。 
5 池田光子「中井履軒の「徳」解釈の構造--「四徳」への解釈を中心として」『待兼山論叢』(40) 、

2006年。 
6 中井履軒『孟子逢原』、『日本名家四書注釈全書・孟子部一』東洋図書刊行会、1928年、480頁。 
7 前掲、355頁。 
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『孟子』にしか見えず、『史記』や『左伝』などの本には記録がない。『四書章句集注』の注釈によ

って、曹交は「礼貌衣冠言動之間、多不循理」（容姿、服装、振る舞いは理に従わないことが多い）

である。これは、この人の行為が傲慢であり、常に礼法へ違反していることを説明する。行為に問題

が生じたら、当然行為の模範を探さなければならない。だから孟子は最終的に尭を選んで例を挙げ

た。尭、舜、禹、湯、文、武、周公まで、先代の聖王たちはすべて制作を自分の責任にする。合理的

な政治制度を構築することによって民生を改善する。だから、その聖王の徳は政治的実践を通じて現

れている。この傾向の最高峰は周公が礼楽制度を作り終えたことである。その時、外在化的徳行の要

求は礼儀秩序と共に生まれたと言える。 

春秋時期に至るまで、礼楽制度が次第に解体され、孔子が礼楽精神を受け継ぎ、徳の解釈は次第に

「行い」に対する規範描写から抽象的な方向へと変化してきた。『礼記・楽記』は「作者之謂聖、述

者之謂明。明、聖者、述、作之謂也」と述べた。歴史的事実について言えば、孔子は往々にして自分

が「述而不作」と言って聖人を自認しないことは、謙遜だけからではないかもしれない。孔子の

「聖」としての地位は、江戸儒者に繰り返して挑戦された。8だから、尭の盛徳が行いに存在するとい

う文は、徳の内在性と外在性という問題を説明することができるのみならず、履軒は先秦の学説が人

事を基本とする思想土壌が深いことを意識している。履軒の徳の外在性に対する重視はその思想が人

事中心主義に転向する標識であり、このような転向は、まさにややもすれば人事の変化を天命理気に

帰する宋儒に対する批判を通じて完成したことである。9
 

履軒が客観的な人事を重視するのは、履軒思想の根本目的が理学のように個人の通神を天に求める

ためでもなく、群体の生存と生活のためであり、つまり「心」の拡充は「政」の至善のためであると

いうことを意味している。だから、履軒のテキストにおいて、個人の静座、「通体光明」などの言葉

は全く見られない。取って代わることは、それらのやり方に対する激しい批判がある。履軒思想と朱

子学の根本的な違いはここにある。 

 

3．「徳」の解釈の歴史的形成 

日中の早期の歴史文献において、徳の意味は非常に豊富で、しかも立体的であり、個人の内在的な

品性を指すだけではない。中国の殷の時代には徳という漢字はなく、一番早く西周の時代に現れたと

推測される。10その時、徳と罰、徳と力などの語彙は相対的な関係を構成し、政治措置としての手段を

指すはずである。例えば、『尚書・康昭』は「克明徳慎罰」と述べた。『左伝・僖公十五年』は「徳

莫厚焉、刑莫威焉。服者懐徳、貮者畏刑」と述べた。つまり、西周時代徳の表現はかなりの物質的な

内容を持っており、「賞」（賜う）にも相当する別の表現方法だと考えられている。11だから、『礼

記・楽記』は「礼楽皆得、謂之有徳。徳者、得也」と述べた。 

しかし、礼楽制度が崩壊するにつれて、「徳」の意味も変わってきた。礼楽制度が崩壊して宗族の

耕作制度が解体され、多くの遊民が解放された。新興の封建領主はこれらの遊民に恩徳を与え、彼ら

に封建領主に対して利益を超越した仰見を起こさせ、それによってただ力だけで実現することはでき

ない目的を達成する。このような現実における具体的な作用を発揮する徳は、儒家の内在する醇化を

経て、内在的心性と結びつき、道徳的な面の価値を生み出してきた。12したがって、孔子は「志于道、

                                                 
8 荻生徂徠は「至於子思、推孔子之謂聖、而孔子無制作痕跡」と述べた。（『日本思想大系》』36『荻生

徂徠』、『弁道』、216頁） 
9 「若以洚水之乱、為理之常歟、雖禹不能下手也。若言乱極而治至歟、禹袖手在家以俟焉、可也。蓋

洚水非気化也、故古聖賢、役人力以治之、桀紂之乱、其狂也、故湯武同戎以治之、皆不得袖手俟治

也。楊墨之乱、其惑也、故孟子弁而辟之、不得鉗口以俟治也。皆人力治人乱也。孟子之語、無一言及

於気化者。」（『孟子逢原』、184頁）水難や暴政などの災害は気化の観点で理解すれば、聖人の救済は

必要ない。だから、気化で災害を解釈するのは間違いである。人事といわゆる気化などの超現実的な

理論はそれぞれ理解すべきである。履軒の気化と人事を分離する理解は山片蟠桃の無鬼論に直接な影

響を与えた。 
10 郭沫若「先秦天道観之進展」、『青銅時代』人民出版社、1954年、21頁。郭沫若は、商代の卜辞に

徳という字がなくて、周代に至るまで徳という字が現れると考えている。この観点はあまりにも絶対

であるが、「徳」が周代において重要な概念になったのは間違いないである。 
11 楊向奎『中国古代社会与古代思想研究』上海人民出版社、1962年、174頁。 
12 增淵龍夫『中国古代の社会と国家』岩波書店、1997年、253頁参照。 
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据于徳」と主張した。13ここでの「道」は理想的な人格や社会的光景を指し、「徳」は立身の根拠や行

動基準を指すはずである。孔子の後、子思・孟子の性論に対する深化を経て、東漢時代に編纂された

有名な辞書『説文解字』は「徳」を「外得於人、内得於己也」と解釈した。即ち、外在的な行為は他

人から賞賛され、内面的な心がすばらしい品性を備えるという意味である。その時、「徳」は内外の

二つの要素を明確に備えている。張載、朱熹に至るまで、「徳」の解釈はますます理気論と心性論に

傾いており、西周時代の「徳」の古意とはあまり関係がないで、徳の内在的意味は次第に外在的意味

を圧倒してきた。14
 

『日本書記』では、「徳」の意味がもっと豊かになった。丸山真男氏の有名な論文「歴史意識の

「古層」」によって、「徳」は「勢」（いきほひ）と解釈するべきとされる。『日本書紀』に「徳」

が初めて登場した箇所は、「伊奘諾尊、功既至矣、徳亦大矣、於是登天報命」という文の中であり、

『書紀私記』の乙本は徳を「以支保以」（いきほろ）と注釈した。これに限らず、「欽明紀」で、日

本に滞在した百済王子が「依憑天皇之徳、冀報考王之仇、若垂哀憐、多賜兵革、雪垢復仇、臣之願

也」と言った。この「天皇之徳」の訓詁は、倫理規範よりも威・勢の使い方に近いはずである。「雄

略紀」では、雄略天皇が「天皇以心為師、誤殺人衆、天下誹謗言、大悪天皇也」（二年十月条）であ

る。しかし、わずか二年後には、記載は「是時、百姓咸言、有徳天皇也」になった。丸山氏によっ

て、同じ天皇に「大悪」と「有徳」の記載が連続して出てきたのは、儒教の規範観念で説明すれば、

これは明らかに矛盾になる。ここで丸山氏は「いきほひ」があるものに対する賛辞が徳であるという

解釈を提示する。15ここでの丸山氏の「徳」の解釈は、周代の「徳」とは異なるように見える。しか

し、白川静氏によって、この徳という意味は周代にも残っているようである。紀元前千年余りの「大

盂鼎」には、「今我隹即刑禀、于文王正徳」という文がある。白川氏は、正とは征服支配によって正

当化されたものであり、正徳とは支配者としての人間的な威力であり、道よりも徳はもっと重要なも

のであると考えている。16ここの「徳」の使い方は「勢」に似ている。つまり、いずれにしても、

「徳」の初期の意味は政治的手段と関連しており、実用化具象化の解釈である。 

中国の古典が「徳」を「得」と解釈しているのと相似しているのは、中世の文献における「徳」を

「得」と解釈した点にある。その頃、「有徳人」という言葉は、農業以外の裕福な人を意味し、仏教

の典籍に多く見られた。『国史大辞典』の記述によると、「有徳の徳＝得も」であるため、有徳人も

「有得人」と書く。有徳人は中世では、お金持ちを指すが、有徳人という階層は当時かなりの社会的

機能を担っていた。有徳人は、その時の大名と一般民衆との結びつきであり、大名の税金徴収に協力

し、社会的信用を維持し、農村の自律性を確保し、地域開発と祭祀の責任も負わなければならなかっ

た。17江戸時代の前に、有徳人という言葉がよく使われていたが、仏教が衰退して儒教が盛んになった

江戸時代に至って、この言葉の使用は徐々に衰退していった。 

日中の早期の歴史文献から見れば、「徳」という字の使用は政治的治理の中でも、民衆の生活の中

でも、或いは行為規範の中でも、明らかな客観的外在性を持っており、いかなる「天人一貫」という

傾向が現れていない。「徳」を「得」と解釈するのは、物質的な具象化の「獲得」という意味であ

り、心理的な仮想化の「心得」ではない。 

懐徳堂という名前にはちょうど「徳」という字がある。懐徳堂の「徳」という字は西村天囚の『懐

徳堂考』によると、「懐徳」は『論語・里仁』「君子懐徳、小人懐土」及びその他の散見の漢籍に由

来する。18「君子懐徳、小人懐土」という文について、履軒は 

 

「懐徳、謂思念常在徳行上。如願無伐善、楽節礼楽之類。若固有之善、于此文為濶。且固有之善、所

以論性矣、未可以解徳字。19」 

                                                 
13 分かりにくいのは、履軒はこの文に対して詳しく説明しなかった。「据徳、是一等事。若夫始終之

一、日新之功、則据徳之後事矣、夫可求之於据徳中。」（『論語逢原』、128頁）朱注の日新の功を反対

するだけで、徳の解釈とは関係がない。 
14 張載は気一元論からの視点で説明した。「徳、其体、道、其用、一於気而矣。」（『正蒙・神化』）朱

熹は「徳者、得也、得其道於心而不失之謂也」と考えている。（『四書章句集注・論語集注・述而』） 
15 丸山真男「歴史意識の「古層」」、『丸山真男集』第十巻、岩波書店、1996年、32頁。 
16 白川静『白川静著作集』（第三卷・漢字）平凡社、1999年、64頁。 
17 阿部浩一「戦国期の有徳人層と地域社会」『歴史学研究』(768)、2002-10。 
18 西村天囚『懐徳堂考』懐徳堂記念會、1925年、9頁。 
19 中井履軒『論語逢原』、『日本名家四書注釈全書・論語部四』東洋図書刊行会、1928年、73頁。 
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と注釈した。ここで、履軒は、朱熹が固有の善を徳と解釈することを明確に否定した。固有とは先天

的なものであるが、徳の意義は後天にあり、即ち徳行は客観的な規範としての意義がある。徳を先天

的な固有のものとして理解するのは、徳の要旨を把握していないことになる。朱注の解釈は、従来の

「天人一貫」の理学進路に従ったが、履軒の批判は天人相分の理論傾向を示している。 

理学の興隆の後、儒者たちは各種の方法で万物の統一と内外の一貫を追求してきた。履軒は逆に万

事と万物を分類して剥離して、内在性の概念を慎重に使うのは人事中心主義の復古の思潮を示してい

る。履軒は孔孟に戻るというスローガンを直接に提出しなかったが、その思想の行間に表れるのは先

秦儒学に対する高度な尊重である。広瀬淡窓は「当時高名ノ儒者十ニ七八、折衷学ナリ」と評価し

た。20折衷という意味は、同時代に多くの思想の折衷だけでなく、古今折衷の意味も込められているの

であろう。 

 

4．悪の起源問題 

履軒の思想において、「徳」外在性が重視されるのみならず、「悪」の由来に対する解釈も外在性

の色がある。 

善の出所は理解しやすく、仁義礼知は心の中で根づき、人の天性のために、生来の善を備えてい

る。中国の宋代、孟子は「亜聖」の地位を獲得した。これも「性善論」が「性悪論」との対决に勝利

することを示している。宋代以降、東アジアの儒者達の人性論はそれぞれの様相を呈しているが、大

部分は人性の中に善の根拠があると肯定している。中井履軒も例外ではなく、孟子の性善論をかなり

高度に引き上げた。 

 

「孟子之時、滿天下之人、皆謂気質為性、以為不可変者也、遂自安於暴棄。孟子独掲性善、以絀気質

之説。孟子豈不識気質哉。特以其有害耳、絀焉而弗論耳。程子以為不備、何也。 

謂気質為性、是世之俗説、自春秋伝諸書皆然。孟子乃排俗説、而立性善之言、此所以継往聖、啓後學

矣、焉得以不論気疚孟子。21」 

 

孟子以前の思想家は「性」が善も悪もないという論説を持っていた。しかし、善も悪もないという

論説の弊害は明らかである。善も悪もないという論説は、人性における偉大な品格を無視することが

ある。人間と動物の間には根本的な違いがなかった。だから孟子の提出した性善論は、人性論の歴史

のきわめて偉大なマイルストーン事件である間違いない。孟子以後、人は自然界から異化して来て、

他の動物が持たない偉大な属性を持つようになってきた。その時から、人倫秩序は超越性の本体論的

意義を持ち、性善は普遍的価値となり、道徳論と方法論の二重の意味を兼ね備えてきた。履軒もこの

点に対する認識がきわめて深いのである。 

 

「昏明強弱、究竟気質之優劣而已。優劣者百人而百級、千人而千等、猶身材之長短、臂力之多少、豈

可一之哉。然優劣者、愚夫愚婦、皆能知之、不俟識者之辨矣。但以此為性、而意其一定不可移、遂自

畫、而無遷善希賢之心。所以孟子有性善之説、使人拡充焉。遷善希賢、日進而弗息焉。22」 

 

孟子の「性善説」は、思想における主体的地位を確立したが、しかしそれは必ずしも「性悪説」の

消失を意味しない。人性が純粋な善なら、世の中の悪はどこから来たのか。宋儒は張載から「性」を

天命の性と気質の性に分けた。「天命の性」と「気質の性」は二程と朱熹の強化を経て、理学の固有

概念として広く使われてきた。しかし、『論語』『孟子』の中には性の二分という言い方はない。明

中期以降の学者はこれに対する激しい批判を持ってきた。清儒王先謙は、さらにこれが荀子思想を陰

で使っているという論点を過激に提出した。23履軒は同様に気質に対して大きな不満を持っている。こ

れは五行家から来た概念であり、儒教思想を解釈するのは適当ではないと思われた。24
 

                                                 
20 広瀬淡窓『儒林評』、『淡窓全集』（中巻）思文閣、1971年、2頁。 
21 『孟子逢原』、328頁。 
22 前掲、329頁。 
23 「宋儒言性、虽主孟氏、然必分義理与気質而二之、則已兼取孟荀二義、至其教人以変化気質為先、

実暗用荀子化性之説。」（王先謙『荀子集解・跋』） 
24 「在後世、唯程張論性最優。然亦自五行家、一転而来者、且不全廃五行。故其理気、本然気質、天

理人欲等、猶带泥拽水、未脱洒耳。」（『孟子逢原』、142頁） 
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しかし、悪の問題は儒教が注目する主要な問題ではないが、回避できない問題である。現実世界は

善と悪が共同して構成されている。善を重視することは、即ち悪を無視することにはならず、よって

儒者たちは悪に対する合理的な解釈を出さなければならないことになる。これに対して、履軒は 

 

「人之不善、唯習与蔽之由。25」 

 

と解釈した。人間の不善の原因は、「習い」と「蔽い」にある。「蔽い」とは外物が人間の感覚器官

に作用することを指し、「習い」とは感官が外物に遮られる後に長い時間を経て形成する習慣という

意味である。履軒は、孟子の「大体」「小体」についての論述を通じて、「蔽い」を詳しく解説し

た。 

 

「耳目、就小体中、挙一二而言也。其実帯口鼻諸体在内。 

二物並指外物也。耳目之蔽也、於一物猶未甚。既受蔽於一物、而物物又遝至、則其蔽益甚、遝然為其

所引而去矣。譬人之迷於色、一物之蔽、其昏迷猶未甚也。加之以声、又益之以酒、然後顛倒惑溺、至

於忘其身、此之謂物交物也。 

此天職所与我者、専指心也。所謂大体、是也。26」 

 

孟子の言った「大体」は心を指し、「小体」は耳目などの感覚器官を指す。自分の心に従って、善

を発揮してこそ、最終的には「大人」（聖人）になる。自分の「小体」に従って、耳目の欲望を満た

すと、人は小人になる。履軒はこれに対して徹底的な説明を行った。人々はまず一つのものに夢中に

なるが、一つのものが人に与える影響はあまり大きくないかもしれない。人はまだ一つのものに対し

て自ら抜け出すことができないほどではない。しかし、人に影響を与えるものは一つだけではない。

他のものは次々に人に影響を与えて、人はさまざまなものに夢中になる。これは人の心は外のものに

遮られることである。例えば、人々は美人が好き、まだ夢中になっていないが、声楽と美酒がまた好

きになり、最終的にはいろんな外物に夢中になり、自力で抜け出すことができず、悪に陥ってしま

う。 

しかし、履軒の論理構造 にはまだ一つの非常に重要なステップが欠けている。美人、美食、美酒と

いう外物が客観的に存在するものとして、それ自体悪を意味するわけではない。悪の発生は外物が人

に作用する過程が必要である。履軒はこれに対して補足する。 

 

「富貴也、貧賤也、威武也、皆動我之物、能使我喪其守、而淫侈屈。正其変動之状。富貴故曰淫、貧

賤故曰移、威武故曰屈、然我能守而弗変者、所謂居立位行道也、何更討心節志哉。 

動我之物三、而我之不変者一事、仁義而已矣、不當分属於心節之志。27」 

 

ここで履軒が挙げたものは富貴、貧賤、威武などの抽象概念であり、実物ではないが、同じように

外部から来るものである。外物が人に作用する際の重要事項は、「動我」（我を動かす）である。も

し私の心が動かないなら、仁義が変わらないなら、外物に任せて腐蝕しても、悪は生まれない。しか

し、心が動くと、不仁（悪）が芽生える。だから我を動かすものは外から来たものであり、「我動」

は悪の発動である。 

それ以外に注意しなければならないのは、外物が人に作用してから悪行の発生までには、過程が必

要であり、人の心を外物が蔽うとすぐに悪が生まれるわけではない。だから、履軒は「習」を非常に

重視している。「習」自体は何の善悪の傾向も含まれておらず、単に人の行為を指す。「習者，行之

重復矣，終身由之，是行習之久也。」28（習いは行為の繰り返しであり、一生このことをするのは習行

の久しいことである。）「習」は行為の繰り返しである。ここで履軒は特に「終身」という言葉を使

っている。「習」の形成には長い過程が必要であり、瞬間的に発生することではない。だから、美人

→美人に心を動かされる→長い間美人におぼれている、第三部まで行ってこそ、最終的に悪を形成す

ることができる。明確にする徳行こそ人が徳を持つことを示すように、最後に悪行を作り出してこ

そ、悪と呼ばれる。 

                                                 
25 前掲、139頁。 
26 前掲、342頁。 
27 前掲、174頁。 
28 前掲、391頁。 
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朱熹が「悪」に言及する時、「蔽い」と言ったが、朱熹の言った「蔽い」は人の心が自然に人の欲

望に遮られていることである。人欲を抑えてこそ、性におけるすべての善を発揮することができる29朱

熹の「蔽い」は極めて強い先験的な色を持つ。人は生まれながらに聖人ではなくて、本性を発掘し、

天理に則って行動しなければならない。朱熹の善悪に対する解釈は、人の存在に先んじて存在する特

徴がある。しかし、これを履軒は受け入れられない。履軒の論述した「悪」は明らかな後天による決

定論の痕跡を持っている。すべての悪い意識と行為は後天的に生まれる。悪の起源は完全に後天的外

在的環境の影響に帰結される。30人の内在する善は人と禽獣を区別する標識として他のいかなる要素に

も染まらせてはならないが、悪は人間の事実の表現であり、少しの先験的な要素も持たない。また、

履軒が人間の行動過程を重視することは、理学の心において未発から已発まで、天理から人欲までの

一連の過程を完成できるという理論とは全く異なっている。31
 

つまり、履軒が人間の内在的概念を慎重に使用するのは、人間価値が自然属性を無視する傾向を抑

制し、人が価値概念としての無限の膨張を抑制したと言える。その行為過程に対する重視は事実の尺

度を改めて人の行為を評価する価値基準にした。 

 

5．「則」と履軒の理論の限界 

儒学の理論の発展に伴い、とりわけ心学が盛んになった後、自説に固執し、自信が過ぎるという問

題は著しくなってきた。私が正しいと思っているが、他人は間違っていると思われるという場合はど

うすればいいのか。儒者たちはこれに対して論争しているが、この点に関しては、永遠に解決するこ

とができない。この問題はそれぞれ表現があるが、実際には是非と善悪の標準問題である。実は先秦

時代には標準問題は儒教が注目した焦点ではなく、標準問題は当時から存在していたが、儒者たちは

あまり意に介さず、ただ法家の思想家がこの問題を利用して政治哲学において儒家と激しい論争をし

た。しかし、明代に至るまで、陽明学の影響で、多くの思想家は自分の心で四書を解釈することを強

調し、思想は二元論から一元論に発展し、主観は客観よりも人気があり、古典を解釈しても主観的独

創的理解に従うことを好むことになった。32その時から、善悪はいったい何を基準にすべきであるの

か、という問題は儒教内部の学者たちに日増しに注目されている。 

履軒哲学も同じように問題がある。履軒は心における善が備えたと主張するが、善は弱い善であ

る。人々は善を拡張してこそ、聖人になることができる。しかし、善を拡充する過程において、善を

どのように実践するのか。私はこれが善であると思うが、人は善ではないと思うという場合はどうす

ればいいのか。 

これに対して、履軒の解決案は「則」という概念を導入した。前文で述べたように、履軒は「行而

合乎則、乃称為徳已」と述べた。次に、履軒は「則」について詳しく説明した。 

 

「物如字、夫子亦物、君臣亦物、飲食亦物、歌哭亦物、其他莫非物、而事亦不出乎物外。父則可孝、

君則可敬、飲食萬事、莫不有規矩、是之為則耳。未当以徳心為則、蓋行而合乎則、乃稱為徳已、則者

属乎物、豈可以属乎人哉。 

有物必有則、是天之所賦。民生乎其間、亦自有秉夷之性、是以好懿徳、能合於天則者也。物則与秉

夷、雖所由來之不異、而所指自別、二者不当混同。33」 

 

履軒は、自身以外のすべての人と事を「物」に見て、すべてのものに決まりがあると強調する。こ

のような決まりは私の徳心から生まれず、物事が自然に備わっているものである。ここで、行為の準

則は心から物への転移を完成し、事実判断が価値判断に代わって人々の行為の根拠となった。「天之

                                                 
29 「性者、人所稟於天以生之理也、渾然至善、未嘗有悪。人与尭舜初無少異、但衆人汨於私欲而失

之、尭舜則無私欲之蔽、而能充其性爾。」（『四書章句集注・孟子集注・滕文公章句上』） 
30 「凡人意欲之不良。皆生长後。触習蔽而生者。故謂之疾也。猶触寒冐暑。而得傷寒中暑之疾也。或

飽暖失節。致否塞之疾。皆非胎中带来者。」（『孟子逢原』、50頁） 
31 「人之不善、唯習与蔽之由。注特挙蔽、而不及于習、未為備。」（『孟子逢原』、139頁）履軒はここ

で、朱注が「蔽い」に言及しているだけであり、「習い」を論じていないことをわざと明らかにした。

履軒の思想と理学は人間の行為過程に対する重視度が異なっていることが分かる。 
32 岡田武彦『王陽明と明末の儒学』明徳出版社、1970年、9頁。 
33 『孟子逢原』、326頁。 
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所賦」という言葉は神秘主義に陥る可能性があるが、履軒は、心を中心とした思想体系の中で、依然

として一般的な規則に対する認識を持っていることは極めて殊勝である。 

しかし、履軒の論理チェーンが「則」という概念に推進すると、これ以上進めることができない。

「則」はすでに履軒の理論の限界に達している。実は、『孟子逢原』の全書でも、この一箇所だけが

「則」を詳しく解説している。 

「有物必有則」という文は、「則」が物事を処理する天然原則を強調する。「則」とは物事の発生

に伴って生まれたものであり、法則性と規範性を持っており、物事の固有属性の一部となっている。

しかし、前の文の「有物必有則」は「則」の客観性を強調するが、その後の「天之所賦」は前の文の

重点と乖離している。『孟子』尽心編において、孟子は非常に有名な「尽其心者、知其性也、知其性

也、則知天矣」（心を尽くした者は性を知る、性を知った者は天を知る）という命題を提出したが、

なぜ心を尽くせれば性を知ることができ、性を知れば天を知ることができるのか。孟子以降、尊孟の

学者はこの説明に対してそれぞれの情態を備えるが、本質は心、性、天という三つのものが同質性を

持つためである。 

これに対して、履軒は 

 

「性者，人之所得於天以生者也。故目之色，耳之声，至於四支之安逸，莫非性也。34
 

然其道理，皆具於心德，乃詳尽之。非小可之事，但事親而孝者，必能友于兄弟，事君而忠者，必能事

於官長，和于僚友，凡事頗有一貫之理，則不必以多事為患矣，要在知性而已矣。35」 

 

と述べた。ここから分かるように、人の生まれつきは天から来て、人の身に作用することは性と称し

て、そのことを持っていることは心である。心・性・天の三つは本質が同じであるからこそ、互いに

つながっていくことができる。さらに拡大化にして言えば、天、性、理、道、徳、仁義礼知は、すべ

て異名同実である。異なる重点を置くので、異なる名前が生まれた。36
 

前に述べた「有物必有則、是天之所賦」という文に対して名詞を置き換えると、「則」は心が賦与

することになる。もちろん、履軒の意味は「則」が心から由来することではなく、履軒もこのような

論調と一線を画している。しかし、「父則可孝、君則可敬」（父に孝行ができ、君に尊敬できる）と

いうのは、「孝」と「敬」の先験性に由来しているが、父を見て孝を知り、君を見て敬を知ること

は、人の心性を尽くしてこそやることができる。つまり、万物が備える「則」を知るのは、人の内在

性によってのみ完成できる。客観的行動の基準はまた人の心に移った。具体的にはどうすれば孝であ

るのか？どうすれば敬であるのか？履軒は更に明確な行動基準を提示していない。これはおそらく心

を中心とする儒教学派に共通して解決困難な問題であろう。履軒には問題を解決しようとする問題意

識はあったが、「則」に対する理解はすでに履軒の理論の限界点に至っていたのかもしれない。 

 

6．まとめ 

以上述べてきたことによて、中井履軒の思想における「徳」と「悪」の解釈がほぼ明らかになるで

あろう。本稿を終える前に、以下の三つの点を明らかにしておく。第一に、徳と悪は一定の関連があ

るが、相対的な概念ではない。文章において「徳」と「悪」を例にする理由は、思想の内在性と外在

性を分析したら、もし具体的な要素で例を挙げて説明しなければ、内外関係を空論する境地に陥るこ

とになりやすい。したがって、本論文は「徳」と「悪」を二つの典型的な例証としてとらえ、「徳」

と「悪」の関係を議論する者ではない。第二に、履軒の思想における内在と先天、外在と後天は直接

な同等かどうか、という点は別の論文で更に深く討論される必要がある。以上の二つの概念は大きな

共通点を持っている。本文では外在と後天の両方を連用したところは同じ性質があるところである。

両者の異なる点についてはまた、更に検討されることが必要であろう。第三に、履軒が外在性要素を

重視したのは内在性要素への軽視を意味しない。実は、外在性要素と比べて、履軒は内在性要素例え

ば誠などに対してもっと重視すると思われる。本文は外在的要素の形成原因を検討し、内と外の関係

は無視される可能性がある。この点は今後の論文で克服する。 

                                                 
34 前掲、381頁。 
35 前掲、385頁。 
36 黄彰健「了解『論語』的方法」、『周公孔子研究』学生書局、1997年、341頁参照。 
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以上のように、履軒の思想において徳の根源は人の心に存在するが、行為によってこそ現れる。徳

は徳心と徳行の二重要素を構成する。履軒が徳の外在性解釈を重視する目的は、人事を重視し、人民

の生活に関心を持つ先秦儒学の伝統を拾うことである。 

日中両国の最初の徳に対する記載は明らかな外在性の特徴を持っている。徳の伝統的な解釈は履軒

の学問に大きな影響を与える。履軒の学問は古今折衷の復古主義の思潮を示している。 

悪の起源については、人間の不善は習いと蔽いのためである。人性はもともと善であるが、外部環

境の影響を受けて変化する。「悪」の発生は外在環境の影響により、すべての不良な意識と行為は後

天に発生する。 

心学の影響で儒教の善悪の基準がますます曖昧になるので、履軒は「則」という概念を導入した。

「則」は物事を処理する天然的な原則を指し、「則」は天から与えられたものである。しかし、儒教

の思想システムにおける心、性、天の三者の同質性ゆえ、「則」は結局は心性の範疇から脱却するこ

とができない。履軒の「則」に対する認識はすでに彼の理論の限界点に位置している。 

履軒の外在性に対する重視は儒教の古典に回帰し、人事中心主義に回帰する思想傾向を示している

と言える。このような転向は儒教に少なくとも以下の三点の意義を持ってきた。第一に、内在的要素

は外在的要素に服従を強制しなくて、外在的要素を再び有効化させる。第二に、人の自身が人の価値

に取って代わって再び社会倫理への関心が中心となっている。第三に、事実判断を価値判断に置き換

えて、事実という面での評価を統一する基準を定める。十七、十八世紀の東アジア儒学史において、

このような思潮はかなり影響力がある。履軒だけでなく、中国の顔元などにも似たような主張があ

る。したがって、履軒思想を東アジアの儒学史という大きな文脈において考察することは、今後の課

題になると思う。 

 



42 

 

中井履轩思想中的外在性要素 

——以《孟子逢原》的德与恶的解释为中心 

刘宇昊（东北大学・院） 

 

摘  要：儒学发展至理学阶段，愈发地重视人的内在性要素，心、性、天理、未发等概念的使用皆出

自于人固有的内在性，而有演化成超道德本体论的趋势。但是，履轩却反其道而行之，十分注重“德”与

“恶”等概念的外在属性。履轩思想对外在性的重视展现出了与朱子学“天人一贯”的哲学逻辑迥异的思想态

势。 

在履轩思想中，德的根源存在于人的内心，但是必须通过行为才能显现。德为德心与德行的双重要

素构成。履轩注重德的外在性解释的目的，是重拾重视人事、关心人民生活的先秦儒学的传统。中日两

国早期文献对德的记载均具有明显的外在性表征。德的传统解释对履轩学问有着较大的影响。履轩的学

问展现出了一种古今折衷的复古主义思潮。关于恶的来源问题，人的不善乃是因为习与蔽的缘故。人性

本来是善的，但受到外部环境的影响而改变。“恶”的产生皆是源于外在环境的影响，一切的不良意识和行

为皆为后天所生。心学的兴起使儒学的善恶标准愈发模糊化，故而履轩引入了“则”的概念。“则”指的是事

物处理的天然原则，“则”是天所赋予的。但儒学思想体系中心、性、天三者的同质性，使“则”并没有脱出

心性的感知范畴。履轩对“则”的认识可能已经到了他的思想的理论极限。 

关键词：中井履轩；《孟子逢原》；德；恶；外在性 

 

在江户时代，伴随着朱子学传播的扩大化，随之而来的便是江户儒者对朱子学的强烈批判。在这些

批判中，除了为人们所瞩目的古学派之外，江户朱子学者内部同样展露出了与朱子学思想相异的思想动

态，大阪怀德堂的朱子学者便是其中之一。怀德堂学者通常被归类为“大阪朱子学派”
1，在中井履轩的老

师五井兰洲将朱子学确定为怀德堂的学问底色之后，中井履轩是罕见的对朱子学展开全面批判的怀德堂

学者。 

中井履轩毕生研读儒教经典，他遵循彼时的诠释学风气，对儒教经典详加注释，写就《七经雕

题》。随后屡有删改，最终定稿本为《七经逢原》。由于朱子的《四书章句集注》影响范围最广，所以

对《论语》、《中庸》、《孟子》三书，履轩的注释几乎是逐字逐句对朱注展开批判。而在七经中，

《孟子》一书由于书中本身出现大量理、气等宋明理学所沿用的概念，履轩对《孟子》的注解颇为详

细，《孟子逢原》也成为最能体现履轩思想的著作之一。 

内外关系是儒学中的重要命题。以内外关系为基轴，物我关系、人际关系、身心关系，几乎都可以

视作内外关系的衍生。儒学发展至理学阶段，愈发地重视人的内在性要素，心、性、天理、未发等概念

的使用皆出自于人固有的内在性，而有演化成超道德本体论的趋势。但是，履轩却反其道而行之，十分

注重“德”与“恶”等概念的外在属性。履轩思想对外在性的重视展现出了与朱子学“天人一贯”的哲学逻辑迥

异的思想态势。先行研究对履轩思想的研究多以儒教本身的关注点展开，其对履轩思想进步意义的探寻

也以无鬼论的讨论居多。但是，对履轩打破朱子学天人一贯的严密的心性哲学体系的这一问题点却鲜有

                                                 
1
 三浦藤作《日本伦理学史》中兴馆藏本，1924年；朱谦之《日本的朱子学》三联书店，1958年。 
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人关注。其思想史意义更是少有人提及。所以对履轩重视外在性要素的这一思想倾向的分析应当成为履

轩思想研究的重要切入点。也正是这一思想倾向的出现，为我们展示了江户中后期儒学在古学派之外瓦

解朱子学的思想路径。 

 

一、“德”所见的内外关系 

一直以来，“德”这一概念给人们的第一印象是个人品德，是人发自于内心认同的价值标准。如果有的

思想家突然提出德并不来源于人的思想内部而是来源与人身之外，这种学说的冲击力恐怕是非常巨大

的。履轩在其著作《大学杂议》中说：“德者得也，修之自有工夫，工夫既成，而有得于己，然后称之为

德也。”
2山中浩之据此认定，履轩说德存在于行为之中，是在人身之外，这正是对朱子学的德是天所赋予

的说法进行批判，以此反对“存天理灭人欲”的基本主张，从而得出了德在身外的结论。3但是，德出于行

中这一主张并非履轩独创，即使是履轩极力反对的朱子学内部，对这一主张也有相当程度的认同4。所

以，仅据此句便认定履轩思想体系中的“德”来自人身之外，恐怕是一种较为冒险的结论。针对德的来源问

题，池田光子以孟子提出的四德展开论述，提出“德的种子存于性中”的观点，认为履轩之“德”具有能够成

长扩充的动态属性。5至此，先行研究已经为我们揭示了，履轩思想体系中，“德”兼具了内在与外在的两

方面特征，而履轩又极为重视德的外在表现。但是，履轩为什么会重视德的外在性？履轩这一认识的来

源何在？对德的外在性的重视又有着怎样的思想史的意义？对于以上问题，即使单就《孟子逢原》一书

而言，恐怕还有更多的价值可以被榨取。 

首先，对于“德”本身的内在性与外在性需要加以确认。履轩说道： 

仁义礼智，德名也。四德之源，在心性中，而四德自心胸中涌出，故曰根于心也。根与本不

同，本在土外，根在土中，取其生气渐次发出为譬也，故唯根为能当也。若本不能当之，不可以本

解根。 

四德之根，在于心中，而英华发出于外者。睟然盎背，是也，则四德正当其树身枝叶耳。6
 

仁义礼智等具体的人区别于其它物的价值要素都是德的名字，这些要素可以被统称为德。所以仁义

礼智也就是“四德”。四德发端在于心，心就像土壤，四德如同大树，虽然树身枝叶显露在外，但是根是在

土壤里的。心如土壤、四德如大树的比喻非常巧妙，一举点破了德的几个基本特征。第一，心作为履轩

思想体系的核心，仁义礼智皆由心所发，所以说大树的树根一定根植于土壤之中，即仁义礼智一定根植

于心中。第二，因为履轩重视对心中的善端进行扩充，所以仁义礼智等德的要素又像树苗能够长成大树

一样具有成长的属性。第三，大树的树根虽然埋藏于土壤之中，但树干枝叶等部分却在土壤之外，意即

德虽然发源于内心，但不被心所完全包摄，必然要以某种形式显现出来。其中第三点最为重要，这一点

点明了德的内在性与外在性的联系，即根于心而现于行。 

                                                 
2
 中井履軒《大学雑議》、《日本名家四書注釈全書・学庸部一》東洋図書刊行会、1928年、13頁。 

3
 山中浩之《中井竹山・中井履軒》明徳出版社、1980年、248頁。 

4
 朱熹的弟子陈淳在《北溪字义》中即说：“德是行是道而實有得於吾心者，故謂之德。” 

5
 池田光子《中井履軒の《徳》解釈の構造--《四徳》への解釈を中心として》《待兼山論叢》(40) 、2006

年。 
6
 中井履軒《孟子逢原》、《日本名家四書注釈全書・孟子部一》東洋図書刊行会、1928年、480頁。 
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所以，“德”包含了人格素质与行为表征的双重属性，仁义礼智等德心与孝悌等德行共同构成了德。德

行的主观来源即是德心，德心的客观表现即是德行。比如，孝本来是德行，但是人之能孝的内在品质即

是德心。 

明确了“德”的内外关联性，就不会误解履轩“德存于行中”的主张。事实上，对于德行的客观表现，履

轩也是反复陈说。除《大学杂议》外，《孟子逢原》亦有“行而合乎则，乃称为德已”的表述。而最为典型

的一处则是： 

尧之行，与尧之服，尧之言相连。其意在浅近，不当大深推之。即深言之，尧之盛德，皆存乎

行中。7
 

此句出现在孟子规劝曹交的注释中。尧是上古时期的圣王，孟子劝曹交只要说尧说的话、作尧做的

事，那么就会成为尧一样的圣人。在这里，孟子特意以尧来规劝曹交显然具有深意。曹交其人只见于

《孟子》，而《史记》、《左传》等书中皆无记载。《四书章句集注》说曹交其人“礼貌衣冠言动之间，

多不循理”。说明此人行为张狂，时常有违礼制。行为上出了问题，自然要寻找行为上的榜样。所以孟子

最终选择的尧作为说理对象。尧、舜、禹、汤、文、武，截止至周公，这些上古的圣王们均以制作为己

任，通过构建合理的政治制度与安排使百姓安居乐业。所以彼时这些圣王之德正是通过政治实践加以显

现的，这一倾向所达到的顶峰即为周公制礼作乐的完成。可以说，彼时外在化的德行要求是与礼仪秩序

相伴而生的。 

及至春秋时期，礼乐制度逐渐解体，孔子绍承了礼乐精神，德的解释逐渐从“行”的规范描述逐渐转向

更为抽象的方向发展。《礼记·乐记》谓，“作者之谓圣，述者之谓明。明、圣者，述、作之谓也。”就历

史事实而言，孔子每每说自己“述而不作”而不妄自称圣，可能并非仅仅是出于谦虚。在江户时代，孔子作

为“圣”的地位就屡屡受到江户儒者的挑战。8所以，“尧之盛德，皆存乎行中”并不仅仅能够说明德的内在

性与外在性的问题，而是履轩意识到先秦学说具有着深厚的以人事为本的思想土壤。履轩对德的外在性

的重视是其思想转向人事中心主义的标志，这种转向正是通过批判动辄将人事变化归咎于天命理气的宋

儒而完成的。9
 

履轩对外在的客观人事的重视意味着，履轩思想的根本目的不再如理学一般，为了寻求个体的通神

于天，而是为了群体的生存和生活，也即“心”的扩充是为了“政”的至善。所以在履轩的文本中根本不见个

体静坐、通体光明等词语，取而代之的是对这些做法的激烈批判，履轩思想与朱子学的根本分歧正在于

此。 

 

                                                 
7
 前揭，355页。 

8
 荻生徂徕云：“至于子思，推孔子之谓圣，而孔子无制作痕迹。”（《日本思想大系》》36《荻生徂徠》、

《弁道》、216頁） 
9
 若以洚水之乱，为理之常欤，虽禹不能下手也。若言乱极而治至欤，禹袖手在家以俟焉，可也。盖洚水

非气化也，故古圣贤，役人力以治之，桀纣之乱，其狂也，故汤武同戎以治之，皆不得袖手俟治也。杨

墨之乱，其惑也，故孟子辩而闢之，不得钳口以俟治也。皆人力治人乱也。孟子之语，无一言及于气化

者。（《孟子逢原》、184頁）水患暴政等灾异倘若从气化的角度理解，便不需要圣人进行救治。所以用气

化解释灾异实是错误之极。人事与所谓气化等超现实理论应当分别进行理解。履轩如此这般对气化的认

识，也直接影响了山片蟠桃的无鬼论。 
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二、“德”字解释的历史形成 

在中日早期的历史文献中，德的含义十分丰富且立体，并不局限于专门指代个人的内在品质。 

在中国历史上，殷商时期并没有德字，可能最早在西周时期方才出现。10彼时，德与罚，德与力等词

汇构成相对关系，应当指政治措施与手段。比如《尚书·康诰》说：“克明德慎罚。”《左传·僖公十五年》

说：“德莫厚焉，刑莫威焉。服者怀德，贰者畏刑。”也就是说，在西周时期，德具有相当程度的物质层面

的内容，甚至可以被视作“赏”的另一种用法。11所以，《礼记·乐记》说：“礼乐皆得，谓之有德。德者，

得也。” 

但是，礼乐制度的崩溃，德的词义也逐渐出现了变化。礼乐制度崩溃之下，宗族耕作制度不断解

体，从而释放出大量游民。新兴的封建领主对这些游民施以恩德，使他们对自己产生超越利益层面的仰

望，从而达到仅仅依靠力量所不能实现的让人们为之献身的目的。这种在现实中发挥具体作用的德，经

过儒家内在的醇化，与内在的心性相连结，进而产生了道德层面的价值。12故而孔子主张“志于道，据于

德。”这里的“道”指理想的人格或社会图景，而“德”则应当指立身的根据或行为准则。13由此可以看出，伴

随着礼乐制度的解体，德的解释逐渐产生了转向人的内面性、关注人作为个体的精神世界的思想趋势。 

孔子之后，经过子思、孟子对性论的深化，东汉时期编纂的著名字典《说文解字》将“德”解释为：

“外得于人，内得于己也。”即外在的行为受到他人的赞许，内在的内心具备了美好的品性。此时，“德”已

经明确具备了内外两方面的要素。及至张载、朱熹，“德”的解释愈发滑向理气论与心性论14，与西周时期

“德”的古意无甚关联，德的内在意义逐渐压倒了外在意义。 

在日本的记纪神话中，“德”的意思更加丰富。按照丸山真男氏在著名的《历史意识的“古层”》中所

说，“德”应当被训解为“势”。在《日本书纪》中，“德”的首次出现是在“伊奘诺尊，功既至矣，德亦大

矣，于是登天报命”一句中，《书纪私记》的乙本将德注解为“以支保以”。并且不仅限于此，《钦明纪》

中，滞留在日本的百济王子说：“依凭天皇之德，冀报考王之仇，若垂哀怜，多赐兵革，雪垢复仇，臣之

愿也。”此处“天皇之德”的训解，比起伦理规范而言，应当更接近于威、势的用法。在《雄略纪》中，雄

略天皇是“天皇以心为师，误杀人众，天下诽谤言，大恶天皇也”（二年十月条）。但仅仅不到两年之后，

记载就变为“是时，百姓咸言，有德天皇也”。在丸山氏开来，在同一位天皇身上连续出现“大恶”与“有德”

的记载，如果用儒教的规范观念进行解释的话，这明显是矛盾的。此处应当将德理解为某种程度的对“い

きほろ”的赞辞。15丸山氏对德的解释似乎与传统的德的解释大相径庭。不过按照白川静氏的说法，似乎

这种德的训解方式在周代依然有保留。公元前一千多年的《大盂鼎》中，有“今我隹即刑禀，于文王正德”

                                                 
10

 郭沫若《先秦天道观之进展》，《青铜时代》，人民出版社，1954年，21页。郭沫若认为商代卜辞和彝铭

中没有德字，直至周代德字方才出现。这一观点虽然过于绝对，但“德”在周代才成为一个重要的概念却是

毋庸置疑的。 
11

 杨向奎《中国古代社会与古代思想研究》，上海人民出版社，1962年，174页。 
12

 参照增淵龍夫《中国古代の社会と国家》，岩波書店，1997年，253页。 
13

 比较令人费解的是，履轩对于孔子此句并没做出详细的解释，只是说：“据德，是一等事。若夫始终之

一，日新之功，则据德之后事矣，夫可求之于据德中。”（《论语逢原》，128页）只是对朱注的日新之功

的说法表示反对，与德的解释关系不大。 
14

 张载从气一元论出发的角度进行解释，“德，其体；道，其用，一于气而矣。”（《正蒙·神化》）朱熹则

认为：“德者，得也，得其道于心而不失之谓也。”（《论语集注·述而》） 
15

 丸山真男《历史意识的古层》，《丸山真男集》第十卷，岩波书店，1996年，第 32页。 
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一语。白川氏认为，正是通过征服支配而使其正当化，正德则是作为支配者的人的威力，与道相比德便

显得更加重要了。总之，无论如何，“德”的早期含义都与政治手段相关，是一种实用化具象化的解释。 

与中国早期古典将“德”解释为“得”相类似的是，中世的文献同样将“德”解释为“得”。彼时，“有德人”

一词的本意是指非农业非领主的富裕者，多见于佛教典籍之中。根据《国史大辞典》的记述，“有徳の徳

＝得も”，所以有德人也时常写作“有得人”。有德人层在当时也承担了相当的社会职能。有德人是彼时大

名与普通民众连接的纽带，既承担协助大名收取税收的任务，同时维持社会信用，保证乡村自律性，甚

至还要承担地域开发与祭祀的责任。16在江户时代以前，有德人一词的使用较为常见，但到佛教逐渐衰落

儒教全面开花的江户时代，这一词汇的使用逐渐消失。 

通观中日两国早期的历史文献，“德”字的使用无论是在政治治理中，还是民众生活中，抑或是行为规

范中，均具有明显的客观的外在性，没有显露出任何的天人一贯的倾向。“德”被解释为“得”，均是偏向于

物质层面的具象化的得到而非心理层面的虚拟化的心得。 

颇为巧合的是，怀德堂的名字中恰恰有一个“德”字。据西村天囚的《怀德堂考》，怀德二字应当来源

于《论语·里仁》“君子怀德，小人怀土”，以及其它一些散见的汉籍。17对于“君子怀德，小人怀土”一句，

履轩解释为： 

怀德，谓思念常在德行上。如愿无伐善，乐节礼乐之类。若固有之善，于此文为濶。且固有之

善，所以论性矣，未可以解德字。18
 

在此，履轩对朱注以“固有之善”理解“德”表示明确反对。“固有”即为先天，但是德的意义更多地在于

后天，即德行作为一种客观规范的意义，所以将德理解为先天的固有的东西，则是没有把握住德的要旨

所在。朱注的解释乃是遵从了一贯的天人一贯的理学进路，而履轩的批判展示出天人相分的理论倾向。 

在理学兴起之后，儒者们争先恐后地以各种各样的说辞来追求万物统一、内外一贯，履轩却将万事

万物分类剥离，其对内在性概念的慎重使用展现了一种人事中心主义的复古思潮。尽管履轩没有直接提

出回归孔孟、复尊先王一类的口号，但是其字里行间所表现出的正是对先秦儒学的高度尊重。如广濑淡

窗所言：“当时的著名儒者，十之七八折衷学。”
19所谓的折衷恐怕不仅是群言折衷，也有古今折衷的意涵

包摄在内吧。 

 

三、恶的起源问题 

在履轩的思想中，不唯“德”的外在性受到了高度重视，履轩对“恶”的来源的解释也充满着外在性的色

彩。 

在儒学思想体系中，善的来源较为容易理解，仁义礼智根植于心中，因人的天性使然，天生便具备

了善的要素。这也是孟子性善论的基本内核。（哲学大辞典参照）在中国的宋代，孟子获得了“亚圣”的地

位，这也标志着“性善论”在与“性恶论”的对决中胜出。宋代以后，东亚的儒者们的人性论虽各具形式，但

                                                 
16

 阿部浩一《戦国期の有徳人層と地域社会》，《歴史学研究》(768)、2002-10。 
17

 西村天囚《懐徳堂考》懐徳堂記念會、1925年、9頁。 
18

 中井履軒《論語逢原》、《日本名家四書注釈全書・論語部四》東洋図書刊行会、1928年、73頁。 
19

 広瀬淡窓《儒林評》、《淡窓全集》（中巻）思文閣、1971年、2頁。 
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大多肯定人性中具有为善的心理根据，并赋予“无不善”的价值规定，以为人性之根本。中井履轩也不例

外，他将孟子的性善论提升到了相当高的高度： 

孟子之时，满天下之人，皆谓气质为性，以为不可变者也，遂自安于暴弃。孟子独揭性善，以

绌气质之说。孟子岂不识气质哉。特以其有害耳，绌焉而弗论耳。程子以为不备，何也。 

谓气质为性，是世之俗说，自春秋传诸书皆然。孟子乃排俗说，而立性善之言，此所以继往

圣，启后学矣，焉得以不论气疚孟子。20
 

在孟子之前，诸子论说性大体均持无善无恶论，其中由以告子为代表。但是将性视作流水的无善无

恶论，势必无视了人性中顶天立地的伟大品格，使人变得庸庸碌碌、随波逐流。所以孟子开创的性善

论，无疑是人性论史上极为伟大的里程碑事件。自孟子以后，人从自然界中异化了出来，具有了其它动

物所不具有的伟大属性。人伦秩序自此具有了超越性的本体论意义，性善则成了普遍性价值而兼具了道

德论与方法论的双重意涵。履轩对这一点的认识同样是极为深刻的： 

昏明强弱，究竟气质之优劣而已。优劣者百人而百级，千人而千等，犹身材之长短，臂力之多

少，岂可一之哉。然优劣者，愚夫愚妇，皆能知之，不俟识者之辨矣。但以此为性，而意其一定不

可移，遂自画，而无迁善希贤之心。所以孟子有性善之说，使人扩充焉。迁善希贤，日进而弗息

焉。21
 

所以履轩哲学的本质，乃是以性善论为中心，由此衍生出一系列修身成德的认识。 

但是，孟子“性善论”的胜出却并不意味者“性恶论”的淡出。如果人性是纯粹的善，那世间的恶又是从

何而来？宋儒自张载开始将性二分为“天命之性”与“气质之性”，经二程与朱熹的强化，其后便成为朱子学

的固有概念受到广泛使用。但是，《论语》《孟子》之中并无性为二分的说法，以至于明中期以后的学

者对此持激烈的批判态度。清儒王先谦甚至激进地认为这其实是对荀子思想的暗中使用。22履轩同样对气

质之说抱有极大的不满，认为这是来源自五行家的概念，不当用来解释儒学的思想。23
 

可是，恶的问题虽然不是儒教关注的主要问题，但却是一个不能回避的问题。现实世界本就是由善

与恶共同构成。对善的重视不能导致对恶的无视。儒者们必须对恶作出合理的解释，否则其理论就不具

有完整性。对此，履轩作出的解释是： 

人之不善，唯习与蔽之由。24
 

人类不善的原因是因为习与蔽。“蔽”是指外物对人类感官的作用，“习”则指感官为外物遮蔽之后长时

间形成的习惯。可见，就成因的先后来说，“蔽”应先于“习”。履轩借助孟子对“大体”、“小体”的论述详细

地解说了“蔽”： 

耳目，就小体中，举一二而言也。其实带口鼻诸体在内。 

                                                 
20

 《孟子逢原》、328頁。 
21

 前揭，329页。 
22
“宋儒言性，虽主孟氏，然必分义理与气质而二之，则已兼取孟荀二义，至其教人以变化气质为先，实

暗用荀子化性之说。”（王先慎，《荀子集解》，跋） 
23
“在后世，唯程张论性最优。然亦自五行家，一转而来者，且不全废五行。故其理气，本然气质，天理

人欲等，犹带泥拽水，未脱洒耳。”（《孟子逢原》，142页） 
24

 前揭，139页。 
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二物并指外物也。耳目之蔽也，于一物犹未甚。既受蔽于一物，而物物又沓至，则其蔽益甚，

沓然为其所引而去矣。譬人之迷于色，一物之蔽，其昏迷犹未甚也。加之以声，又益之以酒，然后

颠倒惑溺，至于忘其身，此之谓物交物也。 

此天职所与我者，专指心也。所谓大体，是也。25
 

孟子所说的“大体”指心，“小体”指耳目口鼻。只有跟从自己的内心，发挥心中的善端，最终才会成为

“大人”（圣人）。倘若跟从自己的“小体”，满足耳目口鼻之欲，人就会变成小人。履轩对此讲解十分透

彻，人们为一物所迷，还没有自拔，其它的好物又至，人心就会被外物所遮蔽。比如人们迷于美色，虽

然不是过于沉迷，但又迷于声乐、美酒，最终人们就会沉迷于各种外物之中无法自拔。而长时间的沉

迷，就会形成“恶”。 

不过，履轩的逻辑链上还缺少非常关键的一环。美女、美食、美酒，这些外物作为客观存在本身并

不是恶，恶的产生需要一个外物作用于人的内外交互的过程。履轩对此加以补充道： 

富贵也，贫贱也，威武也，皆动我之物，能使我丧其守，而淫侈屈。正其变动之状。富贵故曰

淫，贫贱故曰移，威武故曰屈，然我能守而弗变者，所谓居居立位行道也，何更讨心节志哉。 

动我之物三，而我之不变者一事，仁义而已矣，不当分属于心节之志。26
 

此处履轩所列举的是富贵、贫贱、威武等抽象概念，虽不是实物，但同样来自于外界。外物对人的

作用有一个关键动作——“动我”。如果我心志不动，仁义不改，则听凭外物对我的腐蚀，也不会产生恶。

但倘若心志若动，那么不仁（恶）便会萌生。所以动我之物来源于外界，而“动我”则是恶之发动。 

除此之外需要注意的是，外物对我的作用与恶行的产生需要一个过程，并非是人心稍一受到蒙蔽，

恶便立即产生。所以履轩对“习”同样非常重视。“习”本身并不含有任何善恶褒贬的倾向，单纯指代人的行

为。“习者，行之重复矣，终身由之，是行习之久也。”
27
“习”是行为的反复重复，此处履轩特意使用了“终

身”一词，说明“习”的形成需要一个长久的过程，并不是瞬间产生的。所以，美色——对美色动心——长

时间沉溺于美色，只有进行到第三部才会最终形成恶，就像只有明确的德行才能显示人有德一样，只有

最终作出恶行才能称之为恶。 

朱熹在言及“恶”时也曾讲到“蔽”，但是朱熹所说的“蔽”乃是人心天然地为人欲所遮蔽，只有尽力地克

制人欲，方能发挥出性中全部的善。28朱熹的“蔽”具有极强的先验论的色彩，人们生来即非圣人，必须发

掘本性，循天理而行。朱熹对善恶的解释都具有了先于人本身而存在特点。这无疑是履轩所不能接受

的，履轩对“恶”的论述有着明显的后定论的痕迹，一切的不良意识和行为皆为后天所生。恶的起源被完全

归结为后天的外在环境的影响。29人内在的善作为区分人与禽兽的标志不容其它任何因素所染指，而恶则

                                                 
25

 前揭，342页。 
26

 前揭，174页。 
27

 前揭，391页。 
28

 “性者，人所禀于天以生之理也，浑然至善，未尝有恶。人与尧舜初无少异，但众人汨于私欲而失之，

尧舜则无私欲之蔽，而能充其性尔。”（《四书章句集注·孟子集注·滕文公上》） 
29

 “凡人意欲之不良。皆生长后。触习蔽而生者。故谓之疾也。犹触寒冐暑。而得伤寒中暑之疾也。或饱

暖失节。致否塞之疾。皆非胎中带来者。”（《孟子逢原》，50页） 
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是人间的事实表现，不具有丝毫的先验成分。并且履轩对人的行为过程的重视，又与理学的在心中即能

完成从未发到已发、从天理到人欲的一系列过程的理论迥然相异。30
 

可以说，履轩对人的内在性概念的慎重使用，遏制了人类价值对自然属性无视的趋势，抑制了人作

为价值概念的无限膨胀。其对行为过程的重视使事实尺度重新成为了评价人的行为的价值标准。所以从

这个角度上说，履轩的人论闪烁着人为人而非人为仁的耀眼光辉。 

 

四、“则”与履轩思想的理论极限 

随着儒学理论的发展，特别是心学兴盛以来，师心自用、自信太过就成为了显著的问题。我以为是

而人以为非的情况该怎么办？儒者们对此争论不休却又始终不可解。这个问题有不同的表征，实则是是

非善恶的标准问题。其实在先秦时代，标准问题并不是儒家所关注的重点，尽管标准问题在彼时就已经

存在，但儒者们均不以为意，只有法家诸子籍由这个问题在政治哲学上与儒家展开过激烈的辩论。但儒

学发展至明代，在阳明学的影响下，大量的思想家强调以己心解释四书，思想由二元论发展至一元论，

主观比客观更受欢迎，即便解释经典也喜欢依照主观独创体认的见解。31甚至发展成圣人满街跑的荒唐局

面。此时，善恶对错究竟应当以何为标准，便日益受到儒教内部的学者的关注。 

履轩哲学同样面临着这样的问题。履轩主张心中已经具备善端，但善是弱小的善、薄弱的善，人们

需要对善端不断地进行扩充，最终达到尽心可以知性，知性可以知天的境界。但是，在扩充善端的过程

中，应该如何践行善？我以为善而人以为不善的情形该怎么办？ 

对此，履轩引入了“则”的概念。前文所述，履轩谓：“行而合乎则，乃称为德已。”接下来，履轩对

“则”进行了较为详尽的解说： 

物如字，夫子亦物，君臣亦物，饮食亦物，歌哭亦物，其他莫非物，而事亦不出乎物外。父则

可孝，君则可敬，饮食万事，莫不有规矩，是之为则耳。未当以德心为则，盖行而合乎则，乃称为

德已，则者属乎物，岂可以属乎人哉。 

有物必有则，是天之所赋。民生乎其间，亦自有秉夷之性，是以好懿德，能合于天则者也。物

则与秉夷，虽所由来之不异，而所指自别，二者不当混同。32
 

在此，履轩将除我之外的所有人与事皆视作物，强调万事万物必有应对的法则，这样的法则并不是

出自于我的德心，而是事物本身所天然具备的。“则”的提出，使行为的准则完成了由心到物的转移，事实

判断代替了价值判断成为了人们行为的依据。尽管“天之所赋”这样的字眼有着陷入神秘主义的可能，但在

“理气二元论”逐渐滑向“气一元论”的思想大潮之下，履轩依然有对一般规则的认识实在是难能可贵的。 

但是，履轩的外在性概念的逻辑链推进到“则”这一概念时，便无法再更进一步。“则”已经到了履轩思

想的理论极限。事实上，《孟子逢原》全书中，也仅此一处对“则”进行了详细解说。 

                                                 
30

 “人之不善，唯习与蔽之由。注特举蔽，而不及于习，未为备。”（《孟子逢原》，139页）履轩在此特意

指明朱注只言及蔽而未论述习，其理论并不完备。可见履轩的思想与理学对人的行为过程的重视程度不

同。 
31

 冈田武彦《王陽明と明末の儒学》，明德出版社，1970年，第 9页。 
32

 《孟子逢原》，326页。 
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“有物必有则”一句强调“则”是事物处理的天然原则，是伴随着事物的产生而与生俱来的，“则”具有法

则性与规范性，成为了事物固有属性的一部分。可是，前句“有物必有则”是强调“则”作为存在的客观性，

其后的“是天之所赋”却与前句设置的侧重点发生了乖离。在《孟子》的尽心篇中，孟子提出了非常著名的

“尽其心者，知其性也；知其性也，则知天矣”的命题。为什么尽心可以知性，知性可以知天？孟子之后，

尊孟的学者对此的解释虽然各具情态，但本质皆是因为心、性、天三者具有同质性。 

对此，履轩说： 

性者，人之所得于天以生者也。故目之色，耳之声，至于四支之安逸，莫非性也。33
 

然其道理，皆具于心德，乃详尽之。非小可之事，但事亲而孝者，必能友于兄弟，事君而忠

者，必能事于官长，和于僚友，凡事颇有一贯之理，则不必以多事为患矣，要在知性而已矣。34
 

由此可以看出，人的禀赋来自于天，作用于人的身上称之为性，参详穷尽秉持不失的是心。心、

性、天三者正因为本质相同，才可以互联互通。甚至扩大化来说，天、性、理、道、德、仁义礼智，都

是异名同实，仅仅是侧重点不同，才有了不同称谓。35
 

那么，前文所说的“有物必有则，是天之所赋”，如果对其进行一下名词置换的话，就会变成“则”乃是

心之所赋。当然，履轩之意并非是说“则”来源于心，甚至履轩还要与这种论调划清界限。但是，“父则可

孝，君则可敬”虽然是本该如此先验性使然，但见父知孝，见君知敬则需要人尽心知性才能作到。也就是

说，能够明白万事万物所具备的“则”，则需要人本身的内在性才能够完成。客观的行为准则又再一次转移

回了人的内心之中。具体怎样作才是孝？怎样作才是敬？履轩并没有更进一步地提出明确的行为准则，

这恐怕是所有以心为中心的儒教学派所共通且不可解的问题，履轩虽然有解决问题的问题意识，但对“则”

的理解可能也已经到了履轩思想的理论极限。 

 

五、结  论 

行文至此，中井履轩思想中的“德”与“恶”的解释大体被勾勒了出来。在本文结束前，有以下三点需要

澄清：第一，德与恶具有一定的关联，但并非相对的概念，“德”应当被视作指代德心与德行的固有名词，

而恶则带有一定程度的贬义成分，应当与“善”相对，是“善”的反义词。文中之所以以“德”与“恶”为例，是

因为分析思想中的内在性与外在性，倘若不以具体要素举例加以说明，空谈内外关系往往会陷入到虚空

悬隔的境地，说理上有不实不透之感。所以本文是将“德”与“恶”作为两个典型的例证，而非着意讨论“德”

与“恶”的关系。第二，履轩思想中的内在与先天、外在与后天是否可以直接等同，可能还需要另文予以更

为深入的讨论。毫无疑问，以上两对概念具有很大的共通处，文中将外在与后天并用处均是二者具有同

一性之处，但是否处处都可以以相同概念加以理解，可能还需要再进行探讨。第三，履轩对外在性因素

的重视不代表其对内在性因素的忽视，事实上，与外在性因素相比，履轩可能对内在性因素诸如诚等可

能更加重视。本文着重讨论外在性要素的形成原因，对“德”的内在性方面可能疏于探讨，这一点在今后的

文章中要有所克服。 

                                                 
33

 前揭，381页。 
34

 前揭，385页。 
35

 黄彰健《了解<论语>的方法》，《周公孔子研究》，学生书局，1997年，341页。 
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综上所述，在履轩思想中，德的根源存在于人的内心，但是必须通过行为才能显现。德为德心与德

行的双重要素构成。履轩注重德的外在性解释的目的，是重拾重视人事、关心人民生活的先秦儒学的传

统。 

中日两国早期文献对德的记载均具有明显的外在性表征。德的传统解释对履轩学问有着较大的影

响。履轩的学问展现出了一种古今折衷的复古主义思潮。 

关于恶的来源问题，人的不善乃是因为习与蔽的缘故。人性本来是善的，但受到外部环境的影响而

改变。“恶”的产生皆是源于外在环境的影响，一切的不良意识和行为皆为后天所生。 

心学的兴起使儒学的善恶标准愈发模糊化，故而履轩引入了“则”的概念。“则”指的是事物处理的天然

原则，“则”是天所赋予的。但儒学思想体系中心、性、天三者的同质性，使“则”并没有脱出心性的感知范

畴。履轩对“则”的认识可能已经到了他的思想的理论极限。 

履轩思想对外在性的重视展现出了一种回归儒教古典、回归人事中心主义的思想倾向。这种转向为

儒学至少带来了以下三点意义：第一，避免了内在性要素强令外在性要素对其无条件服，从而使外在性

要素再度有效化。第二，人本身取代了人的价值再度成为社会伦理关注的中心。第三，以事实判断取代

价值判断，使事实层面上对人的评价有了统一的尺度与现实的抓手。在十七十八世纪的东亚儒学史上，

这样的思潮颇具影响力。不唯中井履轩如此，中国的颜元、戴震等均有类似的主张。所以，将履轩思想

置于东亚儒学史的大背景之下加以考察，应当成为今后的课题。 
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西洋地理学と蘭学者の世界観  ―大槻玄沢を中心に― 

 
 

東北大学大学院博士後期課程  

王 一兵 WANG Yibing 

 

要旨 

18世紀後半の日本には、それまで併存した多様な世界認識をまとめると、①仏教系の地理学的知識

（三国観）、②中国の伝統的な地理的知識、または在中イエスズ会士によってもたらされた西洋地理

学に加えて、③オランダ経由のヨーロッパの地理的知識が伝わってきた。そして、西洋国による日本

接近にともない、外国の地誌や世界地図を活用して世界地理学に関する日本国独自の研究は進展され

ていき、数多くの成果があげられる。これらの研究活動の中心的担い手が蘭学者（蘭学系知識人）で

あることは、蘭学の有用性が公認されるようになったという事実に裏づけられている。 

本報告は、18世紀末期から 19世紀前期にかけて、「外圧」に直面した蘭学系知識人が日本に伝わっ

てきた西洋の世界図や地誌などの世界地理学的知識によって、その世界観をいかに変容させたのかに

ついて、蘭学者大槻玄沢を中心に検討したい。そして新しい地理学的知識を摂取する過程において現

れた実学的精神を概観する。 

 

摘要：十八世纪后期的日本社会中，并存着多种多样的世界认知形态，比如佛教的三国观，中国传统的

地理知识以及由来华传教士带来的西洋地理学之外，还有经荷兰传入日本的欧洲地理知识。此外，随着

西洋诸国扩展海外市场，积极接近日本，日本本国的知识人利用西洋地理资料进行的世界地理研究也取

得了重大进步。这些研究活动主要由兰学者担任，这与当时德川幕府认可了兰学的有益性有所关联。 

    本次报告着眼于 18世纪末期到 19世纪前期这一历史时期，内容上围绕兰学家大槻玄沢，重点考察

在西方国家的入侵压力之下，兰学系知识人在西洋传入的地理学知识的影响下世界观有何改变。与此同

时，对地理学新知识摄取过程中所显现的实学主义精神进行概述。 

 

关键词：世界地理学 蘭学者 世界観 実学  

 

1、18世紀末期における蘭学者の世界観 

本報告の中心人物である大槻玄沢（宝暦 7−文政 10、1757−1827）は、地元の仙台藩医建部清庵につ

いて南蛮流外科を学び、のちに江戸で杉田玄白、前野良沢に入門し蘭医学を、さらに長崎遊学中に通

詞吉雄耕牛、本木良永にオランダ語を修行した。天明 6年（1786）に、ついに江戸で蘭学塾・芝蘭堂

を開き、蘭学の教育と普及に大いに貢献した。玄沢の世界観について、まずかれが初めて編訳した西

洋博物誌『六物新誌』（天明元、1781）によると、 

 

地球周面之万国分為六大洲一曰亜細亜洲二曰欧羅巴洲三曰亜弗利加洲四曰北亜墨利加洲五曰南亜

墨利加洲六曰墨瓦蠟泥加洲是也……凡所曰西洋者指漢以西亜弗利加洲及欧羅巴洲之諸国而言之 

 

とあるように、地球が漢字表記の六大洲に分けられ、現今にいうアジア、ヨーロッパ、アフリカ、南

北アメリカのほか、墨瓦蠟泥加
メ ガ ラ ニ カ

洲1という仮説上の大陸が記されている。そして、いわゆる西洋は漢＝

中国の西に位置するアフリカ、ヨーロッパの諸国を指すと考えるのである。 

かかる世界観は、中国に滞在するイエスズ会士マテオ・リッチ（利瑪竇、1552-1610）が作成した世

界図『坤輿万国全図』（明 1602、以下『全図』と略す）を想起させる。『全図』ははじめて世界を五

大洲、つまり亜細亜洲・欧羅巴洲・利未亜・南北亜墨利加洲・墨瓦蠟泥加洲と分け示すものであり、

以降日本人における世界像を転換する上で大きな影響を及ぼしたのである。この時期に、玄沢ら蘭学

系知識人は、地球体説と西洋の世界図を受容し、新しい世界観が構築されはじめたことが窺える。こ

れは『蘭学階梯』（天明 3、1783）においてより一層明らかになる。 

 

                                                 
1 南極を中心として南半球の大部分を占めると推測された未知の南方大陸である。 
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輿地一大毬、万国配居、皆ナ其中ニシテ自ラ区城ヲ分チタルコトナレドモ、我ガ居ル所ヲ自ラ尊

称シテ、支那ハ中土・中原、中華・中国、或ハ華洛・神州ト云ヒ、和蘭は本国入爾瑪泥亜ト呼

テ、「ミツテルランド」（此翻中土）ト称シ、我邦ハ「ナカツクニ」ト唱ヘ、諳厄利亜ハ其都邑

ヲ以天度ノ初メトスルノ類、本国ヲ称スルトキハ左モアルベキコトナリ。坤輿方域ノ大ヲ以テ謂

フトキハ、亜弗利加ノ属、阨入多ノ地方コソ世界ノ中央トモテフベシ。支那・日本ノ分野ハ東隅

ニアリ、和蘭等ノ諸国ハ西北ニ在ルノ地ナリ。然ルニ、吾方ヨリ支那ノ敖称ヲ以テ中華ノ国ト唱

ヘ、華人・華舶・華物ナドヽ称スルハ、何ノイワレナルゾヤ。 

 

中国や日本、和蘭イギリス諸国はみな自国を世界の中心と称しているが、地球体である以上絶対的

な中心は存在しない。したがって、それまで中国を中華と呼ぶのは間違いであることを論じる。これ

について、前田氏は蘭学者が「華夷観念の独善的なエスノセントリズムを克服するうえで、有利な立

場にいた。その利点とは蘭学者が依拠するオランダ地理書そのものに起因する」2と論じられている。

すなわち、蘭学者は新しい世界地理学の知識を生かして、中国を文明の中心とする中華思想の伝統に

挑戦したことになる。 

また、芝蘭堂の地理学者山村才助による『訂正四十二国人物図説』（享和元、1801）に寄せた玄沢

の附言において、世界＝「混地四大洲」の計 41都が記されており、すなわち亜細亜（22都）・亜弗利

加（4都）・欧羅巴（10都）・南亜墨利加（4都）・北亜墨利加（1都）となる。内容の分量上、四大

洲のうちアジアに関する記載が圧倒的に多い反面、他洲についての知識がまだ不十分であると考えら

れる。また、20年前『六物新誌』にみられる未知の南方大陸が外されているように、新しい世界観が

修正されつつあったことは分かる。さらに玄沢の附言に日本に対する地理的認識が集中的に述べられ

ており、以下引用する。 

 

日本ハ東辺之一方ニ僻在ストイへドモ気候常和土壌肥腴衣冠文物服飾制度彼諸州ノ寒暄キヲ異ニ

スルモノニ優レルコト遠シ吾人此間ニ生レ平居安逸ニシテ衆ト共ニ其楽ヲ同フスルコトヲ観感ス3 

 

ここから、玄沢は世界各国の気候、土壌、衣冠文物、服飾制度などの相違を認識するうえで、東に

ある日本が暮らしやすい国であると考えている。その詳しい理由として附言の続きに見られる。 

 

夫五方之地寒熱異宜風土不斉……独我邦位于東方日出之域皇統一系万古不易天経之所在三十度而

四十度気候和適春秋四時不失其序腴地沃壤五穀豊饒山林茂盛五金厚富四面環海魚宴充牣……較之

南北諸邦其間豈啻霄壤実に天下楽国也4 

 

玄沢は日本が「東方日出之域」にある「万世一系」の国であると唱え、しかもその位置、気候、物

産など地理的状況を正確に把握したうえで、自国日本の優位性を明言している。この時期に、玄沢の

なかに日本が優れているという「自国意識」が現れ、華夷思想に基づく天下一統の世界観が崩壊され

る途中にあるが、エスノセントリズムから完全に脱却することはできなかったといわざるを得ない。 

 

2、海防と世界地理学の展開 

18世紀末期、北辺からロシアの進出により対外的危機感が深化され、さらに 19世紀にはいると、通

商を求めたロシアとの交渉や紛争を経て、北方または世界地理の究明は対外防衛上の急務となる。ロ

シアが通商関係を求め、2回目の使節レザノフを日本へ派遣したのは文化元年（1804）のことである。 

このような歴史背景とも関連して、玄沢の学問的中心を時期的に分けてみると、18世紀末期にオラ

ンダ語学、医学および博物学の分野より、19世紀初頭にロシアの来航と帰国漂流民に対する見聞聴取

をきっかけに海外事情研究に重点を置くように転回したことがわかる。以来、玄沢は国際環境の変動

に注目し、幾冊の海外調査書・対外論を書き上げ、そのなかに幕府に献上されたものもある。 

玄沢の学問的転回に関して、提起しなければならない人物は幕府の若年寄堀田正敦（宝暦 5−天保

3、1755−1832）である。というのは、玄沢が「藩命」により、ロシア船で送還された仙台領漂流民 4

人の聴取にあたったと記録されたが、しかし、当時の藩主伊達周宗はまだ幼く、実際に周宗の叔父で

                                                 
2 前田勉『江戸後期の思想空間』（ぺりかん社、2009年）74頁。 
3 山村才助『訂正四十二国人物図説』大槻附言、早稲田大学図書館蔵。 
4 同上。 
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ある正敦が藩政の全般を携えていたことが知られる。玄沢を海外事情調査に命じたのはまさに正敦だ

ったのである。正敦は従来海外に向けた視野を持ち、蝦夷地で軍事襲撃事件がおこった際にも、幕命

によって対露責任者として蝦夷地に渡った唯一の若年寄である5。漂流民による見聞を海外事情の窓口

として重要視した玄沢は、漂流民たちの聴取を整理・分析して、40数日間でロシア国地誌たる『環海

異聞』（文化 2、1805）をまとめあげ、藩に提出している。そして正敦が蝦夷地へ赴いた際に、当書を

藩から借り出し、ロシアの対応に備えて読んでいたのである。 

 
図 五大洲略図及び送還航路（大槻『環海異聞』より） 

 

上図よりも分かるように、『環海異聞』には世界五大洲（亜細亜・欧羅巴・北亜墨利加・南亜墨利

加・亜弗利加）と赤道との位置関係が明示されている。さらに、亜細亜カムシヤツカという地域が 2

箇所に描かれていることについて、「地球を平面せる故」という説明文を加えられ、地球体説はすで

に常識のように受容されたとみられる。 

玄沢は「我方の人、多くは唐、朝鮮、天竺などいふ名のみ」聞知し、「海外四辺別に許多の諸大洲

国土有て、列居する事」（『環海異聞』序例附言）を全く知らないと述べ、当時の人々の古い世界観

と地理的知識の乏しさを指摘するほか、その打開策を提示している。それは、『捕影問答』（文化 4、

1807）において、 

  

 何れも我国ハ四面に海を受たる地なれハ、外寇に備ふること第一たるべし、昔なしとて今もなし

といふべからず、図らずして魯西亜隣境となるの類なり、人宜しく是迄渡りある所の和蘭の書に

よりて、万国異邦の地理・方位・遠近と各国の治乱興敗・兵威の強弱盛衰、古今の異同あるの類

をもあらかじめ知りて、不慮を待たハ時に臨むて狼狽する事なかるべきか、昇平日久しく士民安

逸に日を消したれハ、今聊か魯西亜の外寇あるも却て我民を養ふ薬餌たるべし、是兵を練り武を

請するの時とやいふへき。6 

 

とみられるように、渡来された蘭書を用い、世界各国の地理方位のみならず、その治乱状況や、軍事

力、歴史などを知ることが、対外防衛のためになると考えている。そして、玄沢は海国日本の地理的

特徴と、隣国ロシアの動向とを把握し、海防の緊急性を強調している。海外事情を知るには蘭書が不

可欠であると考えた玄沢は、 

 

西洋地方の事は、漢土幾百まきの諸編にても考究しがたし。幸ひに年来御免許渡来の和蘭もあれ

ば、其人に依り、其書に因て、海外諸国の大略は心得させ玉ふは治道の一要事たるべし。7 

 

                                                 
5 鈴木道男「若年寄の蝦夷地視察」（『国際文化研究科論集』8、2000年）13-29頁。 
6 大槻玄沢著、佐藤昌介校注『捕影問答』（日本思想大系 62『洋学』上、岩波書店、1976年）427頁。 
7 大槻『捕影問答』、421頁。 
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と述べ、漢書において西洋にかんする情報は非常に限られ、対外研究にはほとんど役立たないが、蘭

書の輸入によってはじめて世界各国の大略を知ることができると主張する。これは蘭学の有用性をア

ピールする蘭学者なりの発言と思われるが、当時の実情でもあることは否めない。 

 

3世界地理学の受容における実学的精神 

19世紀に入ると、それまでにない地理学的知識の充実にともない、蘭学者は和漢の古い地図よりも

西洋の航海による正確な知識を求めるようになった。吉田氏はかつて、実学の主要な二つの特徴を実

証性と有用性とまとめ、有名な蘭学者にみられる実測、実験、実理、窮理、実用、実学な用例の考察

を行った8。地理学の分野からみれば、実測、実験がそのキーワードになるであろう。ただし、直接こ

れらのことばを使わなくとも、意味的に主張される場合に注意しなければならない。たとえば、玄沢

は『蘭訳梯航』（文化 13、1816）において、従来の和漢の地理書や地図にならうのでなく、西洋の地

理学知識を吸収すべきであると考えており、さらにその理由を明言している。 

 

又輿地学ノ如キハ彼人四海ヲ航シテ全地総界ヲ四大洲ニ分チ其毎一洲数百ノ国ヲ容ルヽモノ各洲

毎ニコレヲ詳究シテ図説ヲ作リ古今精ニ加へシモノ本邦唐山ニ将来スルモノ多シ其説ノ如キハ両

地ニ於テ略訳スル者アリ職方外紀増訳采覧異言等ナリコノ約説ヲ見ルガ如キモ始テ其方位遠近土

地ノ寒暄治乱興敗政治ノ得失坐ニシテコレヲ知ルニ至リシハ皆彼ニ依レルナリ和漢ノ人ニ在テハ

遠洋航海ノコト絶テナキナレバ固ヨリ企テ及ザル所ナリ東方諸国ノ人恒ニコレヲ知ラバ必ス辺要

海備ノ要アルベシ漸ク其全書ヲ読ムベキノ道モ開ケタレバ未ダ漢人知ラザル所モ追年我方ニ在テ

分明ニ得ルコトアルベシ9 

 

つまり、西洋人は実際に航海して地球上四大洲、数百の国（地域）を詳しく講究して図説を作り上

げ、これらの成果より数多くの地理書が日本語に翻訳されたことを述べている。例に上げられた『職

方外紀』や『増訳采覧異言』によって初めて日本に伝えられた世界地理学的知識は、旧有の狭隘な世

界観を打破する助力となったことは贅言を要しない。一方、東方和漢の人々は西洋人と異なり、遠洋

を航海することがないため、これらの知識を知らずにいることを指摘し、辺要の防備には必ず航海の

実験から得られた西洋から地理学を学ぶべきであると論じている。 

時に、幕府は対外的危機に対処するために世界地理の究明に迫られ、天文方において蘭書を利用し

て世界地図の作製が行われていた。玄沢ら蘭学者と学問的つながりをもつ天文方高橋景保は、玄沢と

同様に実験重視のような記述がみられる。たとえば蝦夷地の地理調査書『北夷考』（文化 5、1808）に

おいて、 

 

我国及ひ漢土の人は、四方航海を事とせされは、行て実験することなく、且測量の法古より詳な

らす。…故に天文地理に於ては、漢土に従うは迂にして且荒唐なり。西洋に従うは直に其原を得

るにあらすや。爰に是を付して予か意を明かす。10 

 

とあるように、和漢の人は航海を通じて実験をせず、測量の方法も古いのに対し、西洋人は四方航海

して実地測量を行うゆえ、確かな地理情報を入手しえるのである。また、景保は世界図『新訂万国全

図』（文化 7、1810）凡例のなかで「西洋諸州恒業航海親歴諸国以得実験其精輿地固其宜故毎有所得輙

訂補旧図年歳之久益詳以密」11と述べ、西洋国の「親歴」「実験」によってえられた地理学的知識は、

その正確さが保証されている故、新しい成果に基づいて訂正された地図もますます詳細かつ正確にな

ると考えられる。これらの記述から、該当期の蘭学系知識人が重要視するのは実践に基づいた信憑性

のある知識であり、これこそ、和漢の伝統知識に対する西洋学問の優位性であると認識されたことが

分かる。 

他方、世界地理学の受容過程において、既存の成果を常に訂正・更新する作業に、蘭学者の実学的

精神が窺える。一つは、多くの地理学書が新しい情報に基づいて再編纂されることが挙げられる。た

とえば、享和 5年（1720）に刊行された西川如見の『四十二国人物図説』は、ヨーロッパの原典を写

                                                 
8 吉田忠「蘭学と実学」（源了圓・末中哲夫共編『日中実学史研究』思文閣、1991年）93−110頁。 
9 大槻『蘭訳梯航』上（大槻茂雄刊『磐水存響』乾、1912年）15頁。 
10 吉田「蘭学と実学」、101頁を参照。 
11 高橋景保『新訂万国全図』、早稲田大学図書館蔵。 
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したものによっており、この『図説』はさらに享和元年（1801）に玄沢の弟子山村才助によって再編

され、『訂正四十二国人物図説』となる。玄沢によれば、「原図列する所前後錯雑をなし毎四大洲の

属国の次第及其属島等の序を分かたず今新たに其大洲各国其属する所を此に分って其方位を知らしむ

る」とあるように、以前の『図説』にみられた錯雑を修正することによって、各大洲、国の地理方位

が明白に示されるようになったのである。 

もう一つは、知識が正しく伝えられているかどうか、かつ最新に訂正されているかどうかにかんし

て、細心の注意が払われたことである。玄沢『六物新志』（前掲）において訳業を務めるにあたり

「和蘭学未熟其所翻者誤解顧必多且漢学膚浅文辞鄙俚其所訳者又必渋語難通矣後之識者幸訂正一焉」

と述べたように、語学上の未熟や表現より生じる翻訳上のミスは、誤った知識として伝播されるた

め、後世の知識人に訂正を願ったわけである。他の蘭学者に依る訳著書においても、類似した表現が

多々見られる。かかる心構えは、蘭学者の実学的精神のあらわしと考えてよかろう。 

 以上、18世紀末期から 19世紀前期の蘭学系知識人は西洋の世界図や地誌など世界地理学的知識を受

容するによる世界観の変容について、蘭学者大槻玄沢を中心に検討を試みた。蘭学者はアジアに限ら

れた狭隘な世界観から世界全地へ拡大し、地球上に分布する各大洲、各国にかんする知識を充実させ

ていくなかで、中華思想や、自国中心主義から次第に脱却し、新しい世界観が構築されはじめたこと

が窺わる。そのほか、新しい地理学的知識を摂取する過程に現れた蘭学者の実学的精神は、かれらが

常に新しい情報に基づいて既存成果に対する訂正や更新に臨む姿勢からみることができる。 

 

 



57 

 

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― 

東北大学国際文化研究科博士後期課程 閻秋君 

要  旨 

  

 近代の機械文明の影響で、人類は、機械さえ発明すれば如何なる欲求も実現することが出来るとい

う妄想を抱くようになった。しかし、現在の社会は、むしろ制御の不可能性が高まる「近代の暴走」

に直面している。 

 明治維新後、日本は西洋の機械文明を積極的に取り入れ、近代化への道を歩み始めた。そして、日

本と中国の近代は相互に関連し合うため、国境を越えた人々の交流は、越境する近代の実例として注

目されている。本稿は、1884年に渡清した漢学者・岡千仭に焦点を当て、清の鉄道建設をめぐる岡の

意見から、近代の機械文明に対する彼の認識を考察する。それにより、岡における儒学と近代の機械

文明の関係の一側面を垣間見ることにする。 

 

摘  要 

 

由于近代机械文明的影响，人类越来越觉得，只要发明了机械那么无论何种欲求都可以靠其来实

现。但现实情况却是，我们正面临着不可控性越来越高的“近代的暴走”。 

明治维新后的日本积极地引入西方的机械文明，并走上了近代化的道路。由于中日的近代化相互关

联，所以中日间的跨境交流受到了学界的关注。日本的汉学者・冈千仞曾于 1884年中法战争之际前往中

国，与清末的诸多儒者以及李鸿章等洋务运动的官僚进行会谈，并对中国的现代化改革提出了建议。本

论文通过冈千仞对当时中国铁路建设的意见，来探讨其对近代机械文明的认识，并进一步解明其对儒学

和近代机械文明的关系的认识。 

 

 

はじめに 

 「近代」1における機械文明の影響で、人類は、機械さえ発明すれば如何なる欲求も実現することが

出来るという妄想を抱くようになった。しかし、現在の社会は、むしろ制御の不可能性が高まる「近

代の暴走」に直面している2。 

 日本の近代に関する見方には、中国の近代は日本を映し出す鏡と見なすスタンスが存在している3。

また、日本と中国の近代は相互に関連し合うため、近代日中交流史の研究にも多くの成果が蓄積され

てきた4。そのなかで、国境を越えた人々の交流は、越境する近代の実例として注目されよう。 

 明治維新後、日本は西洋の機械文明を積極的に取り入れ、近代化への道を歩み始めた。そして、日

清戦争（1894～1895）後、中国（以下は清、1644～1912）は大量の留学生を日本に派遣し、近代化を

標榜した。一方、1880年代に清へ渡航した日本人は、清を近代化に遅れた国と認識した。その彼らは

清の現状を目にしながら、近代化に対して如何なる見解を示したのか。それに対する考察は、越境す

る近代の多様性の解明にも資するであろう。 

 本稿は、1884年に清へ渡航した漢学者・岡千仭（おか せんじん、号は鹿門、1833～1914）に着目

し、清の鉄道建設をめぐる岡の意見から、近代の機械文明に対する彼の認識を考察したい。 

                                                 
1 本大会の趣旨のとおり、本稿の「近代」とは、古い既知の世界から新しい未知の世界へ踏み入ろうと

する知識・感情・意志をもった時代である。 
2 アンソニー・ギデンズ著、佐和隆光訳『暴走する世界―グローバリゼーションは何をどう変えるか』

（ダイヤモンド社、2001、1～5頁）を参照。 
3 竹内好の「中国の近代と日本の近代」（1948）、ライシャワー（Edwin Oldfather Reischauer）の

「近代化ということ」（1963）、鶴見和子の「国際関係と近代化・発展論」（1976）など。 
4 小島晋治『アジアからみた近代日本』（亜紀書房、1978）、王暁秋『近代中日啓示録』（北京出版社、

1987）、中西進他編『日中文化交流史叢書』（大修館書店、1995）、劉建輝『日中二百年 支え合う近

代』（武田ランダムハウスジャパン、2012）、齋藤希史『漢文脈と近代日本』（角川文庫、2014）など。 
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これまでの先行研究は、岡の清国紀行文『観光紀遊』（「観光」5は『易経』に由来）に焦点を当

て、岡による清国批判の内容を強調している6。しかし、岡の日本認識を抜きにしたら彼の清国認識も

成り立たないと言える。換言すれば、清の現状に対する岡の批判は、日本の近代化に対する彼の認識

の表れでもある。そのため、越境する近代という視座に立脚する考察は必要になるであろう。 

 『観光紀遊』によると、清国人は儒教の六経に拘泥し、西洋の機械を蔑視するということへの批判

で一貫している。この批判には、近代の機械文明に対する岡の認識が含まれている。そこで、本稿で

は、先行研究が主な拠り所とした『観光紀遊』に留まらず、清で岡と交遊した日本人の紀行文なども

含めて、近代の機械文明に対する彼の認識を検討する。それにより、岡における儒学と機械文明の関

係の一側面を垣間見ることにしたい。 

 

一、清国渡航と交遊 

 本章では、まず岡と清国人の交流の状況を紹介する。そして、本稿が岡に着目する理由を説明す

る。 

１、岡と清国人の交流 

 仙台藩出身の漢学者である岡7は、1852年に江戸幕府直轄の昌平坂学問所に入学し、儒者・安積艮斎

に師事した。そして明治維新後、彼は東京府中学校教授、修史館編修官、東京府書籍館幹事（館長）

を歴任している。その間に、清国駐日公使館の設立（1877）を契機に、初代駐日公使の書記官・黄遵

憲（1848～1905）、訪日の改革派思想家・王韜（1828～1897）など来日した清国人と親交を深めた8。 

 1880年に官職を辞任した岡は、約一年間（1884.5～1885.4）を通じ、上海から杭州、北京、天津、広

州、香港まで足を運び、清の実情を視察した。そして、彼は儒学を学ぶ書生9から洋務運動の官僚10ま

で幅広く交流し、彼らに対して機械文明への関心を説得した。 

２、漢学者としての岡 

 1884年、清仏戦争（1884.5～1885.6）の勃発により、各新聞社は日本から清に記者を派遣11、日清修

好条規の締結（1871）を契機に、日本政府の外交官も清に駐在するようになった12。そのなかで、新聞

記者・小室信介の『第一遊清記』には、 

 

                                                 
5 「観光」の語源は『易経』の「観国之光、利用賓于王」（国の光を観る、用て王に賓たるに利し）に

よる。明治前期、「観光」は「外国を観察して、日本に役立てる」という意味であった。岩倉使節団の

報告書『米欧回覧実記』の冒頭にも「観」、「光」の二文字が書いてある。 
6 Joshua A. Fogel, The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China 1862-1945,New 

York,Stanford University Press,1996,pp.72~83、町田三郎『明治の漢学者たち』（研文出版、1998、

47～61 頁）、張明傑「明治前期の中国遊記：岡千仭の『観光紀遊』について」（『Journal of 

hospitality and tourism』1 号（1）、2005 年、26～40 頁）、福井智子「岡千仭「燕京」への旅―『燕

京日記』を中心に」（『大阪大学言語文化学』17 号、2008、17～30 頁）などがある。 
7 岡の生涯に関しては、宇野量介『鹿門岡千仭の生涯』（岡広、1975）を参照。 
8 岡と来日の清国人の交流に関しては、中田吉信「岡千仭と王韜」（『参考書誌研究』13号、1976、1～

21 頁）、須崎英彦「岡千仭の清人との交友―張裕釗を中心として」（『兵庫女子短期大学研究集録』26

号、1993、1～11 頁）、陳捷「岡千仭と来日した中国知識人との交流について：『蓮池筆譚』『清讌筆

話』などの筆談録を通して」（『日本女子大学紀要 人間社会学部』12号、2001、137～159 頁）、易恵

莉「日本漢学家岡千仭と王韜―兼論 1860～1870年代中日知識界的交流」（『近代中国』12号、2002、

168～243頁）を参照できる。 
9 張煥綸をはじめとする上海龍門書院の書生、王硯雲が代表する慈渓の名門・王氏一族など。 
10 当時の天津領事である原敬の紹介により、岡は洋務運動の指導官僚・李鴻章、盛宣懐と会談し、清

の現状の改良について提言することができた。「前遊ハ百般御高顧被成下、尊庇ヲ以て四方男子之夙志

を遂ケ、大謝此事ニ奉存候。」『原敬関係文書 第一巻（書翰篇 一）』（日本放送出版協会、1984、364

頁、初出 1885年 1 月 4日） 
11 特派記者のなかで主に岡と交遊したのは、『郵便報知新聞』の尾崎行雄（1858～1954）と『自由新

聞』の小室信介（1852～1885）である。 
12 駐清全権公使・榎本武揚（1836～1908）と天津領事・原敬（1856～1921）は、それぞれ北京の公

使館と天津の領事館で岡と数回も会見した。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%AC%A7%E5%9B%9E%E8%A6%A7%E5%AE%9F%E8%A8%98
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 一日、清国ノ軍機大臣等数名北京ナル日本公署ニ来リシトキ、幸ニ岡氏ノ在リシヲ以テ、榎本公

使ハ之ヲ彼大臣ニ紹介シ、此ノ翁ヤ日本ノ儒者ナリト説キシニ、彼ノ大臣ハ容ヲ改メ、遽ニ岡氏

ニ向フテ立テ敬礼スルコト、公使ニ対スルヨリモ恭シク、坐定テ文ヲ談ジ詩ヲ論ジ、交情甚ダ親

密ナリシト。（中略）是レヨリ公使ハ鉄道ノ利害ニツキ縷々数千言ヲ費シ懇々説諭セラレシガ、

彼レ頑然竟ニ解ラズ、終リニ及ンデ岡氏ニ向ヒ、鉄道ノ利害兄ハ以テ如何トナスヤト。其判決ヲ

請ヒタル由。鳴呼、公使二十年経験ノ言、只一儒士ノ信用ニ及バズ、驚クベキコトト謂フベシ。13 
 

と書いてある。ここでは、官僚と漢学者の相違なる待遇が鮮明に読み取れる。清国の軍機大臣は岡の

漢学者の身分を聞いたら、直ちに岡に最敬礼し、詩文について親密に交流した。そして、榎本武揚は

鉄道の利害について軍機大臣を説得しようとしても、相手はなかなか納得せず、かえって漢学者の岡

に鉄道建設の意見を尋ねることにしたという。このように、漢学者（儒学者）に対して清の軍機大臣

は親近感と信頼感を持っていた。さらに、当時の科挙制度を含めて考えると、そうした漢学者に対す

る親近感と信頼感は、清の儒学書生や士大夫層が共有していたものであろう。 

 それでは、近代化の象徴とも言える鉄道の建設に対して、岡は如何なる意見を表明したか。それに

ついては次章で分析したい。 

 

二、鉄道の利益と必要性 

1、西洋人の鉄道の利益 

 西洋の機械文明の産物である鉄道は、東洋の近代化にも大きな影響を与えていた。まず、1884年の

清における鉄道建設の時代背景を紹介したい。 

 19世紀の後半、渇水により大運河の機能は低下し、海運は清の輸送体系の中心を占めていた。しか

し、清仏戦争の勃発に伴い、海運も途絶の危機に直面することとなった。それゆえ、清仏戦争の最中

に、清政府は代替手段として鉄道の建設を検討するようになった14。このような背景から軍機大臣・閻

敬銘（1817～1892）15は、前述のように岡にも鉄道建設の意見を問いかけたのである。当日の状況につ

いて、『観光紀遊』では、 

 

（清の大臣は）私に向けて鉄道建設の件を問い、私は筆談でこう答えた。欧米諸国は利を図っ

て至らない所はない。もし汽車に害があって利がないならば、彼らは必ず鉄道を建設しないのだ

と。（私の意見を聞いて）その大臣は黙然とした。彼は清の衙門大臣として外交の事務を総轄す

るにもかかわらず、鉄道建設のようなことにも漠然としている。明治維新以前、我が国ではその

ようなことが数多く存在していた。したがって、それを不思議に思うことは決してないのだ。16
 

（顧余問説、余筆答曰、欧米諸国講利無所不至。使汽車有害而無利、則彼固不為之。 其人黙

然。衙門大臣総海外交際事務、而曚然此等事。我邦維新以前、滔滔皆是、此亦不足怪焉。） 

 

と記述している。清国滞在中の岡によると、現実の清は明治維新以前の日本とまるで同じであった17。

そのため、清の外交事務を統轄する大臣は、鉄道のような西洋の機械に曚然としていても、それは不

思議なことでないと岡は考えていた。そして、清の鉄道建設に対して岡は肯定の回答を出した。西洋

人はあらゆる所で利益を追求しているため、彼らが鉄道を利用するからこそ鉄道の建設に利益がある

ことを表明しているという。それでは、西洋の鉄道の利益に対して、岡は具体的にどのような認識を

示したのか。それについては、 

 

                                                 
13 小室信介『第一遊清記』（山中喜太郎、1885年、7 頁） 
14 千葉正史『近代交通体系と清帝国の変貌―電信・鉄道ネットワークの形成と中国国家統合の変容―』

（日本経済評論社、2006、150～164 頁）を参照。 
15 「夜見公使。曰、昨見閻大臣敬銘、談及子事。余問大臣何人。曰、子前日所与論鉄道、是人兼軍機

大臣。」岡千仭『観光紀遊』（岡千仭、巻 5、11 頁、初出 1884 年 10 月 20日） 
16 前掲『観光紀遊』（巻 5、9～10頁、初出 1884年 10 月 16 日）句読点と現代語訳は筆者による。下

同。 
17 「余曰、中土今日猶我邦廿年前。唯我邦国小乱亦小、中土国大乱亦大。」前掲『観光紀遊』（巻 5、9

頁、初出 1884年 10月 15 日）、「顧中土承二百年太平、弊竇百出、与弊邦幕府末世一般。」前掲『観

光紀遊』（巻 6、14頁、初出 1884 年 11月 22日） 
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   先日、定教（人名、赤羽定教）はオーストラリアの展覧会に行ってきた。彼は以下のように話

している。当地はイギリスの植民地である。（イギリス人は）牧場を活発に開設し、金鉱を開発

している。そのため、遠近を問わず大勢の人々が集まってきた。この地方は新金山（メルボル

ン）といい、桑港金山（サンフランシスコ）に匹敵する。四つの州に分けられているが、イギリ

スは特権の官吏を派遣し、それぞれの州を管理させる。四つの州は開拓に力を競っている。一つ

の州は鉄道を一万尺敷設したら、一つの州はさらに二万尺を敷設する。（こうして）早く日々繁

盛するようになり、文明の大都市になったという。18 

（定教曩赴澳太利亜衒奇会。曰、此地英国所殖民、盛開牧場、尋開金鉱、遠近麕至。呼曰新金

山、配桑港金山。分為四州、英遣特権官辨分管。四州競力開拓、一州設鉄道一万尺、一州更設二

万尺。駸駸乎日趨殷盛、為文明大都。） 

 

と書いてある。つまり、英国の植民地であるオーストラリアには、牧場や金鉱などの資源は開墾され

ている。そして、イギリス人が鉄道を建設することにより、植民地は日々繁盛し、文明の大都市とな

ってきたという話である。こうしてみると、岡が言う西洋の鉄道利益は、植民地への資源略奪などに

ある。そうならば、岡が清の軍機大臣に鉄道建設の利益を認めた理由は何であろうか。言い換えれ

ば、岡にとっての清の鉄道建設の必要性は一体どこにあるか。それについては次節で検討したい。 

２、清における鉄道建設の必要性 

 前節で指摘した通り、鉄道建設に伴うのは、ひとえに当地における利益の追求である。それでは、

清の鉄道建設に対して岡は如何なる目的を持っていたのか。それを考察するには、まず日本の鉄道建

設の状況を把握する必要がある。 

 1872年 10月、日本初の鉄道線路、東京・横浜間の鉄道は開業した。この鉄道建設は、「文明開化の

外見を作り出す」ものとして「もっとも目につく形で効果を発揮し得る手段」とも捉えられていた19。

そして、1883年に日本鉄道会社は設立されたが、鉄道に携わる諸産業の未成熟により車輌類の多くは

西洋からの輸入に依存していた20。言い換えれば、日本は文明開化のもとに鉄道を導入し始めたが、

1880年代には鉄道建設の完全な技術を把握していなかった。そうすると、清の鉄道建設において、日

本は未だ西洋と利益を競争することができない。この現状において岡は機械の製造を西洋のことと見

なした21。そのため、岡における清の鉄道建設の必要性は、日本による鉄道利益の獲得ではないと言え

よう。 

 岡は清国に滞在して、日清それぞれの近代化は、非対称であることを痛感していた。岡のなかで

は、清国＝幕末日本という構図が存在している。それゆえ、先に結論を言うと、岡が清の鉄道建設に

求めるのは、むしろ近代の機械文明への覚醒であった。 

 『観光紀遊』では、清国人は儒教の六経に拘泥し西洋の機械を蔑視するということに対して、岡は

一貫として批判している。たとえば、 

   

   この人（王廷鼎）は自分の見解を素直に陳述し、少しも修飾せず、極めて率直な人である。た

だ、我が国の欧米に学ぶことを非難する。聖人の道には、自から富強を成し遂げる方法が備わっ

ているのに、貴国が東洋ではなく西洋に求めるのは、高い木を下って暗い谷の中に入るようなも

のであるという。ああ、陸上には汽車があり、海上には汽船があり、電線は網のように張ること

で、全世界の情報は繋ぎ合っている。宇内の変化はここに至っては最大に到達するにもかかわら

ず、（清国人は）なお六経を墨守し、富強の何事たるかを知らず。一旦フランス人が騒ぎを起こ

すと、茫然として対処の仕方も知らない。そのすべてはこのような言論に誤られているのであ

る。22 

（此人直據其所見、不少修飾、極為快人。唯非我邦学欧米。曰聖人之道自有致富強之法、貴国不

求於此而求於彼、殆下喬木而入幽谷者。嗚呼、陸有輪車、海有輪船、網設電線、連絡全世界之声

                                                 
18 前掲『観光紀遊』（巻 4、5 頁、初出 1884年 8 月 30 日） 
19 田中時彦『明治維新の政局と鉄道建設』（吉川弘文館、1963、165～182 頁）を参照。 
20 野田正穂他編『日本の鉄道―成立と展開―』（日本経済評論社、1986、50～51 頁）を参照。 
21 「余以為盛開百般器械、製造部品者、欧米諸国之事、非得其術、則不可為。」前掲『観光紀遊』（巻

4、9 頁、初出 1884年 9月 15 日） 
22 前掲『観光紀遊』（巻 3、11 頁、初出 1884年 8月 11 日） 
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息。宇内之変至此而極乎、而猶墨守六経、不知富強為何事。一旦法虜滋擾、茫然不知所措。皆為

此論所誤者。） 

 

とある。清国人から見れば、儒学には東洋を富強にする方法が見出されるにもかかわらず、日本人は

欧米に富強の道を求めている。それは良好な環境から離れてかえって劣悪な環境に転じることのよう

だという。それに対して、岡は清国人の儒学に囚われることを批判したが、西洋文明の実例として挙

げたのは、車船や電線といった近代の機械である。岡によると、それらの機械の発明により、全世界

は繋がるようになり、未曾有の局面に直面しているという。また、その局面を具体的に言うと、 

 

   もし火槍・輪艦・電信などすべての機械は発明されなかったら、東洋と西洋の国々は彊界を閉

じ、国民は仕事に満足し、それぞれ百年の無事の生活を楽しむことができるであろう。その証拠

として、二三十年前の状況を見れば分かることができる。（中略）もしも機械が発明される以前

ならば、西洋人は今日のように九万里も航海し、大艦巨砲を以て東洋各国を嚇し、自らの欲望を

満たすことができようか。23
 

（若使天不開火槍輪艦電信諸機器、則東西二洋国鎖其疆、民安其業、各楽百年無事、徴之二三十

年前可知也。（中略）試見機器未開以前、欧人豈能航九万里之波濤、大艦巨砲、嚇東洋各国以充

其欲壑如今日乎。） 

 

ということである。岡から見れば、近代の機械発明以前、東洋と西洋の人々は自国の国内でそれぞれ

無事に生活を楽しむことができた。しかし、西洋人による機械の発明は全世界に波紋をもたらした。

たとえば、西洋が東洋へ進出することは、まさにそれらの機械の発明によるものであるという。この

ように、岡は近代の機械文明による影響を明らかに認識している。だからこそ、清仏戦争で自国を守

るためにも、清国人は儒学だけでなく、西洋の機械文明にも注目すべきだと岡は考えていた。 

 以上のように、岡は清国人に対して儒学から機械文明への覚醒を説得した。それでは、漢学者であ

る彼は、儒学と機械文明という両者をいかに調和させようとしたのか。それについては、次章で考察

する。 
 

三、儒学と機械文明 

 西洋の機械文明を導入するうえで、洋務運動で設立した招商局と機械局は、重要な役割を果たし

た。しかし、清仏戦争での清国の敗北は、洋務運動の挫折を示した。それについて、岡と儒学書生・

王硯雲は、 

 

   私がたびたび西洋のことを挙げてアヘン中毒を痛論するのを見て、硯雲（人名、王硯雲）はこ

のように言った。李中堂（李鴻章）は招商局と機械局を開設するのに百万の経費も支出した。国

財を損ない国力を消耗したものの、何事も成し遂げられなく、大いに民心を失ったという。（そ

れを聞いて）私はこう答えた。西洋人は機械を製造し、汽船や汽車を馳せ、紡織（の資金）を援

助する。彼らは、国の基礎である農耕と養蚕、そして諸工業に取り組んでいる。（こうして）西

洋人が日々裕福となり強盛に赴き、（さらに）世界を雄視するようになったのは、実に機械によ

るものである。現在、李中堂が二局（招商局と機械局）を開いて機械の製造に力を注ぐことは、

西洋の長所を取り入れて清のために用いることであり、まさに国の根本に尽力することであ 

る。24
 

（硯雲見余数挙洋事、痛論烟毒、遂曰、李中堂開招商機器二局、経費百万。蠹国財耗 国力、無

一所成、大失民心。余曰、洋人製機器、駛舟車、資紡織、尽力農桑国本、凡百工業。其日致富饒

趨強盛、雄視宇内、実機器之由。而今中堂開二局、用力於此、将収彼長為我用、此真尽力国本

者。） 
 

というように議論を行った。王は財政問題の立場から洋務運動の無駄を批判した。一方、岡は西洋の

機械を導入する角度から洋務運動の役割を評価した。そうした食い違いは、異なる視点による結果の

ように見えるが、その根本的な原因は、二人の西洋の機械文明に対する理解の相違である。それは、 

                                                 
23 前掲『観光紀遊』（巻 8、7 頁、初出 1885年 1 月 20 日） 
24 前掲『観光紀遊』（巻 3、3 頁、初出 1884年 7 月 25 日） 
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   硯雲は憤然として、このように言った。機械は決して聖人の言うことではない。それ（洋務運

動の考え方）は、いたずらに全国民をして質実を離れ、機巧へ赴くよう勧めるものであるとい

う。（それを聞いて）私はこう答えた。唐虞（尭舜）の璿璣玉衡（渾天儀）、周公の指南車、孔

明の木牛流馬、それらのなかで機械でないものはない。聖人は田畝を耕すために耒耜を製造し、

布帛を織るために織機を製造し、宮室を建造するために鋸や斧を製造した。（このように、）聖

人は万物の道理に通暁し事業を成し遂げることは、すべて機械に由来したのである。今では西洋

人が工芸を講じ機械を開発しているが、その殆どは中国の聖人により製造した機械のもとに、

（さらに）立派に成し遂げたものである。25
 

（硯雲憤然、曰、機器豈聖人之所言乎。此徒率国人、去質実趨機巧爾。余曰、唐虞璿璣玉衡、周

公指南車、孔明木牛流馬、無一非機器。聖人製来（ママ）耜墾田畝、製機杼織布帛、製鋸斧営宮

室。其開物成務、無一不由機器。今也洋人講工芸開機器、殆集中土聖人所製作而大成者。） 
 

と見られるように、二人は儒学の知識を共有しているが、西洋の機械に対して相違なる態度を示して

いる。王から見れば、西洋の機械は決して聖人の言うことではなく、単に物事の質実を捨てた後の仕

掛けである。しかし、岡によると、そもそも聖人の「開物成務」（万物の道理に通暁し事業を成し遂

げること）は、すべて機械によって達成できたものである。また、西洋の機械は、中国の聖人が発明

した機械のもとに、さらに西洋人が立派に成し遂げたものであるという。 

 近代の機械文明に対する岡の理解は、儒学を基盤として西洋の文明を理解しようとする漢学者の模

索でもある。明治初期の文明開化において、漢学者たちは、聖人たちの理想は西洋により実現された

という認識を持っていた。そうした認識に基づき、岡は儒学と機械文明を共存させるようにしたので

あろう。 

 

おわりに 

 今回の考察は、漢学者・岡千仭に着目し、清の鉄道建設をめぐる岡の意見から、近代の機械文明に

対する彼の認識を確認した。 

 清国に滞在中の岡は、日清それぞれの近代化を、非対称であることを感じていた。そして、清にお

ける鉄道の建設に対して、岡は肯定的な意見を出した。彼の目的は鉄道による利益の獲得ではなく、

清に近代の機械文明へ覚醒させることである。岡から見れば、東洋に対する西洋の進出は、西洋人の

機械発明によるものである。したがって、清仏戦争で自国を守るためにも、清国人は儒学だけでな

く、西洋の機械文明にも注目すべきだと岡は考えていた。 

 漢学者である岡にしてみれば、西洋の機械は、中国の聖人が発明した機械のもとに、さらに西洋人

が立派に成し遂げたものである。このように、岡のなかでは儒学と機械文明を調和させるようにし

た。また、そうした岡の認識は、儒学を基盤として西洋の文明を理解しようとする漢学者たちの模索

でもある。 

 このように近代の機械文明に対する漢学者・岡の認識が垣間見えるが、本稿はその一端を分析した

に過ぎない。岡と洋務運動官僚・李鴻章らとの交流に関する考察は、今後の課題としたい。

                                                 
25 前掲『観光紀遊』（巻 3、3 頁、初出 1884年 7 月 25 日） 
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九鬼周造における偶然性の内面化と「いき」 

黄璐（東北大学） 

 

要旨：九鬼周造（1888－1941）は『偶然性の問題』（1935）の最後において「遇うて空しく過ぐる勿

れ」という実践的命令を出している。それはどのような実質を持つものか、そうするためにはどのよ

うな行為や態度が求められるかについて、本文は『「いき」の構造』から手がかりを探る。『偶然性

の問題』において、九鬼は偶然性は可能性を内蔵する生産点であり、そして、その偶然性を経験する

人々は、偶然性の中の可能性を引き出し、展開させるべきだと論じた。可能性はどこから来るかとい

うと、偶然性の二元性からである。偶然性の、特に「遭遇」という形を取る偶然性における、二元的

な緊張関係は多数の可能性を含んでいる。それを最大限にするのが、偶然の「遭遇」を空しく過ごさ

ない鍵である。可能性をどのように最大限にできるかとなると、『「いき」の構造』から光を当て

る。「いき」の内包的契機である「媚態」「意気地」「諦め」の相互作用を通して、遭遇において、

自分の一元に固守せずに開放しながらも、他人の一元に溶け込まれず、あくまで二元的な可能性を可

能性として絶対化することによって、遭遇を固定させずにあらゆる可能性を保つことできる。 

 

摘要：九鬼周造（1888-1941）在其著作《偶然性的问题》最后，提出了“遇勿空过”的实践命令。这个

命令的实质是什么，以及要做到其要求的“勿空过”需要怎样的行为或态度，是本文所关注的问题。本

文尝试从《“粹”的构造》中寻找解答这些问题的线索。关于这个命令的实质，本文注目于在《偶然性

的问题》中九鬼论述到的，偶然性是内藏着可能性的生产点，经历偶然性，特别是经历“相遇”这一典

型偶然性的人应该发现并展开偶然性的二元性中藏有的可能性这一点。因为偶然性的核心是二元性，在

偶然性特别是典型的“相遇”这一二元的紧张关系中，含有不虚度偶然的关键。在此基础上，要如何把

偶然性中的可能性最大限度地发现并展开，便能从集中论述二元关系的《“粹”的构造》中得到具体线

索。“粹”的内涵的三个环节“媚态”“意气地”和“谛观”。通过三个环节的相互作用，在经历“相

遇”这一偶然性之时，便能既不固守与自身的一元性而向他人开放，又不被他人的一元性所吞没失去自

己，而是把这种紧张关系中的二元的可能性绝对化，永远保持其为可能性。通过这种方式，便能不将

“相遇”固定化而是保有并展开其中包含的可能性。 

 

 

１．はじめに 

本文は、九鬼周造『偶然性の問題』（1935）の結論にあたる「遇うて空しく過ぐる勿れ」という実

践的命令、言い換えれば「偶然性を実践的に内面化する」という残された課題を、『「いき」の構

造』（1930）から光を当てる試みである。 

藤田正勝は、「残された課題」と題して、「九鬼は偶然性を実践的に内面化するという課題を十分

に果たしえたのであろうか」と、質疑を発している。『偶然性の問題』の結論は簡単すぎて詳しく展

開されていないがため、「『偶然性の問題』の枠内においては、実践の問題を十全な形で根拠づける

という課題は、課題のまま残されたと言ってよい」と述べている。（藤田、2016：135-136） 

何故この課題を『「いき」の構造』から具体的内実を探ることが可能かというと、九鬼の全体的文

脈において偶然性と「いき」とは深く関わり、繋がっているからである。田中久文は『岩波哲学・思

想事典』において「いき」という言葉言葉の説明文として、下記にように書いた。 

 

<いき>は、九鬼の哲学の中心概念である<偶然性>の本質問題とも深い関係がある。九鬼は<偶然

性>の本質を<二元性>に求め、他者と異なる個性を抱え込んだ人間が、他者との遭遇･邂逅を常に

真摯に受け止め、それを通して自己の運命を愛していくという生き方を説いているが、それは<一

元的>統合を拒否した、自由な出会いと別れとしての男女の<二元的>関係に基づく<いき>の精神

に通じるものである。(63) 

 

というのは、九鬼は偶然性の核心を「二元性」としている。「二元性」の最も範例的は表現は、一人

の人間と他の人間との遭遇である。同時に、『「いき」の構造』において、「いき」の肝心なところ

は、芸者と客との「遭遇」に際して、二元的可能性をあくまで可能性として、いつまでも維持するこ

とにある。こうした比較的に顕著な共通点が見られる。 

九鬼は 1926年 12月に『「いき」の構造』の草稿に当たる『「いき」の本質』を完成し、1930年 1、

2月に修正された最終バージョンの『「いき」の構造』を『思想』で発表し、11月には正式に発行さ
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れた。その間に、1927年 11月から 1928年 5月にかけて、ハイデッガーの講義を聴講していた。その

内容にアリストテレスの『自然学』やライプニッツの論理学がある。森一郎が述べたように、後の

『偶然性の問題』に出てくる「テュケー」「アウトマトン」や根拠（原因）なしの偶然はここからイ

ンスピレーションを受けた可能性は大きい（森、2008：40－45）。1929年 10月、日本に帰国した間も

ない九鬼は大谷大学で初めて「偶然性」に関する研究成果を講演で発表した。「偶然性」に対する討

究と『「いき」の本質』への修正が重なったことが分かる。これだけで九鬼が一つのはっきりした理

論的方向をもって「偶然性」と「いき」とをそれにまとめようと意図的にしたとは言えないが、九鬼

本人として、偶然論と日本文化論としての「いき」とを意識的に関連されることがたとえないとして

も、我々は上述したように、そこに何らかの関連が見出せる。したがって、「「いき」とは常に偶然

性に対して身を開き、偶然性を含みこんだ自由でしなやかな生き方といえ」る（田中、1992：114-

115）。また、「『「いき」の構造』のテーマおよび主張が、実は、…『偶然性の問題』と根本のとこ

ろで照応している。」「『「いき」の構造』における…思想は、『偶然性の問題』において明確に形

而上的・宇宙論的次元に高められ」たと見られるのである（小浜、2006：67-68、176）。 

このように、『偶然性の問題』と『いきの構造』との関連性と連続性は認められている。この関連

性と連続性に基づいて、『「いき」の構造』は『偶然性の問題』の前に構想し、刊行されたにも拘ら

ず、『偶然性の問題』において形而上的次元の議論に止まり、残された偶然性の実践的内面化の倫理

的課題を、改めて『「いき」の構造』からその内実を見出し、「遇うて空しく過ぐる勿れ」に具体的

意味を与えることは本文の企図とする。 

 

１．１先行研究 

上述したように、多くの研究者が『偶然性の問題』と『「いき」の構造』との合致と関連について

論じてきた。小浜善信は、『偶然性の問題』では「世界を遊戯する神の一つの現われと観じてすべて

をありのままに肯定し、そしてこの世界を自由な主体の創造の場と見定めた」として、「いき」はそ

のようないき方を理想とする美学、それを目指す倫理・道徳であり、「遊戯し哄笑する神に、遊戯し

哄笑して応答し返す」いき方だとしている。（小浜、2006：191） 

このような、無意味な偶然性を前に、人間がゲームをしているように、積極的にそれを肯定し、

「いき」という美的態度を取りながら、自由に自分から意味を与えるという理解に対して、古川雄嗣

は九鬼を「積極的ニヒリズム」の方向に引き寄せ、偶然性の必然化の視点が希薄であり、「遇うて空

しく過ぐる勿れ」という命令の意味する倫理的性格を見落としていると批判している（古川、2008：

79；古川、2015：157）。 

古川雄嗣としては、まず現実として現前する偶然性はただ神の遊戯の結果であり無意味なものでな

く、偶然性の中に客観的な「目的なき目的」という潜勢的合目的性があると考える。過去の現実はす

べて因果的に説明されるものになり、必然性として現われるが、未来は潜勢的合目的性が含まれる可

能性として現われる。潜勢的合目的性を、絶えることのない投企によって、現勢的合目的性、つまり

現実にされ、過去の必然性を更新する。このプロセスこそ、九鬼の言う「勝義の運命」であるとして

いる。したがって、古川氏は「遇うて空しく過ぐる勿れ」の「遇う」は「可能が現実面に出遇う」場

合の「遇う」を指すと考え、「遇うて空しく過ぐる勿れ」の意味は「合目的性を開示せよ」であると

している。つまり、可能性の現実への産み落としとしての偶然性の中に含まれている、まだ意識され

ない潜勢的合目的性を行為的実践によって、未来へ向かって開示することである（古川、2015：141-

216）。古川氏は、小浜氏と同様に被投の中の投企を説いているが、小浜氏と違い、合目的性の客観性

を認め、ただ遊戯として自由に意味を与えるのではなく、合目的性を開示するための実践であるとし

ている。したがって、古川氏はこの課題は実は、人間に与えられた現在の偶然性または被投性の中に

含まれている何らかの潜勢的合目的性を投企によって現実化することであると理解している。 

それはどうすればいいかというと、勝義の偶然、つまり他者との「二元の邂逅」を生かすことによ

るのである。それは、偶々遇った甲と乙を結合・合同すること、すなわち、「邂逅の刹那、相互に向

けて自己を距離的に投企する。つまり、甲は乙を、乙は甲を、自己の同一性に内面化する」としてい

る（古川、2015：274）。九鬼があげた例のように、盲者と跛者がそれぞれ不自由さを持って生まれ

た。それは偶々そう「あった」偶然性、つまり被投性である。盲者と跛者と出会い、盲者が跛者を背

負って歩けば、共に不自由なくできる。これがお互いを内面化し、「自己と他者とが相互に自己同一

性と関係性とを動的に更新しつつ創造して行く」ことであるという（古川、2015：274）。 

この理解に基づいて、古川氏は、九鬼の偶然論は「いき」との間に、関連性の代りに両者の差異と

断裂に注目している。偶然論では偶然性はその中の可能性を引き出し、増大させ、必然性へと合致さ
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せることを言っているのに対し、「いき」はあくまでも二元的な「張り」を重要視し、可能性をどこ

までも可能性として維持することを言っている。すなわち、偶然論では偶然性の中の可能性を必然性

へと展開させること説いているのに対し、「いき」論では可能性を現実になることなく、あくまで可

能性として絶対化することを説いている。したがって、「いき」論では自己と他者の出会いを中心に

しながらも、偶然性の中の可能性を必然性へ展開するどころか、現実化することも拒否する。「い

き」で出会う一者と他者は畢竟交わらない平行線であり、「いき」では「「現存在が他の現存在」に

「出会」って「距離的」に投企する」という「偶然性の存在学的意義」が「視野の外に逸してしまっ

て」いた」のだと論じ、両者は実は相容れない関係にあるとしている。（古川、2015：220-274） 

本文は、まず古川氏と違う視点を取る。大きな異なるポイントは 1．潜勢的客観的合目的性が存在し

ないとする；2．「いき」論に見える自他関係が偶然論における必然性への合致と一貫性が見出される

とする、という二点にある。この意味において小浜氏の観点に近いが、ただ小浜氏のように、この偶

然性により自由の世界で自由に遊戯する主体であるとすることに止まらず、必然性への合致は可能性

を最大限にすることにあり、そのために「いき」な態度が必要であるとする。 

 

１．２論文構成 

したがって、本文の構成として、まず『偶然性の問題』における偶然性を実践的に内面化すること

に関連する議論、とりわけ偶然性の必然化に関する議論を解析する。それから『「いき」の構造』に

おける「いき」の内包的契機に対する論述に着目し、偶然性の実践との関連性を見出しながら議論す

る。最後に前両者の解釈に基づいて、「いき」な生き方は、偶然性の実践的内面化という倫理的命令

の内実を満たすことができることを主張する。つまり、最初に述べたように、「偶然性を実践的に内

面化する」という残された課題を、『「いき」の構造』から光を当てるのである。 

 

２．九鬼の実践的命令の由来と実質 

２．１『偶然性の問題』の構成と偶然性の必然化の論理 

まず、この残された課題を詳しく見てみよう。「遇うて空しく過ぐる勿れ」という命令は正に『偶

然性の問題』の最後の最後に出されたもので、この命令へと辿りつく道のりは、『偶然性の問題』全

書における偶然性に対する理論的討究である。 

この討究は論理の地平における定言的偶然から始まっている。全称判断や分析判断に見られるの

は、概念としての主語と概念に含まれる徴表としての述語である。徴表を現わす述語が概念としての

主語に含まれる意味において、主語と述語、概念と徴表の同一性が見られる。この同一性はつまり定

言的必然である。これと違い、定言的偶然は特称判断や総合判断から見出される。特称判断や総合判

断などでは、述語は主語の概念に含まれていない。そのような述語は概念から必然的に導き出される

徴表ではなく、あってもなくても可能な偶然的徴表であるからである。概念との同一性としての定言

的必然に対して、定言的偶然はここに現わされる。 

そこで、なぜ主語はそのような偶然的徴表を持っているかと問うと、主語は論理の地平における概

念から、経験の地平における実物へと視角が移らなければならない。主語であるものの事実において

実際の形成過程への追究が要請される。個物や個別の事象の出現には、その出現へ導く因果的系列が

あり、この因果的系列に従って生じたものや事象は因果的同一性としての仮説的必然とされる。これ

対し、二つ又はそれ以上の因果系列の偶然な遭遇によって生じたものや事象は経験における仮説的偶

然である。つまり、『偶然性の問題』において描かれた経験世界の世界像には無数の因果系列があ

る。そしてそれぞれの因果系列がいつどこで遭遇するかは、制限されることも決定されることもな

く、全くの偶然である。いつどこで遭遇するかということ自体が偶然で不可予測である上に、このよ

うな遭遇によって生じる結果も各々の単独の因果系列を超え、遭遇する各因果系列に先立っても予想

はできない。そしてその結果が最初の原因となり、そこからまた新しい因果系列が始まる。すなわ

ち、因果系列を辿ると一つの遭遇によって生じた事象に出会う。更に上へ辿ると同じことが繰り返

す。 

そこを上へ無窮に推すと、すべてのものや事象は一つの最原始の出来事から発生したことが推定さ

れる1。九鬼はその出来事を原始偶然と呼び、形而上的絶対者の働きにより生れたと論じた。視角はこ

                                                 
1 こう解釈すると、最原始の出来事つまり原始偶然は複数の因果系列を生み出したことになるが、九鬼

はそこを説明していない。そこから形而上的絶対者の働き、つまり離接的偶然から原始偶然はどう生

み出されるか、そしてそれと絶対者との関係の議論に入る。 
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こから経験から形而上へとまた移る。九鬼のよると、形而上的絶対者に動的側面と静的側面という二

つの側面を持っている。静的側面とはあらゆる可能性を包含した全体としての絶対的一者、すなわち

離接的必然である。動的側面とは全体の中の一つの可能性が現実に産み落とされる運動であり、つま

り離接的偶然である。小浜善信の例を借りて言えば、絶対者はまるで無数の目を持つサイコロのよう

である。動いていない時はただ可能性の全体としての自己同一性を保つ。しかし絶対者に「展開への

欲求をも」っている。それは「静的な在りかた…を否定して動的に自己を顕示する」欲求である（小

浜、2006：190）。自身のこの欲求に動かされ、サイコロは動く。動いたら全体としての自己の同一性

は否定され、一離接肢としての可能性が現実になる。自身を現実へ展開する欲求という動力はある

が、目的は持たない。つまり決まった方向への展開といった制限はない。サイコロが転ぶように、ど

の目が止まった時に上になるかは完全な偶然である。これが離接的偶然、つまり原始偶然である。 

そこから形而上的絶対者の次元に立ち戻り、上から下へと、つまり形而上の地平に立ち、経験の地

平を俯瞰するという逆方向をたどって見ると、経験において必然、つまり因果的必然も、原始偶然か

ら生産されたものである故、その裏面、つまり形而上的次元から見れば形而上的偶然である。条件と

しての原因があって必然になるものが、その条件がなくなれば起こることはなくなる。その条件のチ

ェーンを遡れば原始偶然に出会うゆえ、そこから生産されるすべてのものや事象は同時に形而上的偶

然である。言い換えれば、我々が経験しているすべてに偶然性の要素がある。 

「遭遇」という経験における偶然性は、最も「二元性」という九鬼の偶然性に与える本質を持ち、

それを最も顕著にに合致して、代表的な偶然性といえる。九鬼の偶然性に対する理解として、「偶然

性は、一者と他者の二元性のあるところに初めて存する」（九鬼、1935：324）とある。定言的偶然に

おいて、一者としての概念に対する否定としての個物は、このような遭遇によって生まれたのであ

る。離接的偶然において、絶対者に対する他者の措定の二元性は、「一または他の選擇に基づく」

（九鬼、1935：325）ものであり、つまり自己否定による自己の中の違う選択肢の内の二元性である。

したがって、最も偶然性らしい偶然性はこの因果系列の遭遇といえる。 

また、このような「獨立なる二元の邂逅」という「一の系列と他の系列との邂逅」（九鬼、1935：

148、323）、すなわち異なる因果系列の偶然な遭遇が、人間にとって、最も身近に経験している偶然

性である。このような「邂逅」は原始偶然から生産されることで偶然性の要素を持つだけでなく、そ

れ自体が原始偶然と同じ役割をしているといえる。遭遇すること自体は絶対者のようである。ここか

らあらゆる可能性が含まれ、何が生みだされるかは、全く決められていない。したがって、遭遇は直

ちに何らかの結果が生まれるのではなく、あらゆる可能性から一つの可能性がただ偶然に現実になる

プロセスが、ここに繰り返されているのである。それを経て結果が出て、結果から新たに因果系列が

始まる。 

そして、このような偶然性の中だけに未来へ向ける可能性は潜んでいる。九鬼は言う： 

 

…偶然性は離接的なる可能性の統体の一離接肢に過ぎない。而も偶然性は自己が生産点たること

を自覚するや極微的可能性より出発して曲線を連続的に充実し、遂に可能性を必然性の円周にま

で展開し得る現実の力である。（九鬼、1935：235） 

 

偶然性は、可能性をして偶々可能なる處女の可能性より、常に可能なる母の可能性へ自覚せしめ

る迫力である。偶然性は、現実の一点に脆くも尖端的存在を繋ぐだけであるが、実在の生産原理

として全生産活動を担うの情熱を有ったものである。（九鬼、1935：235） 

 

上にも述べたように、遭遇は絶対者と同じ性質を持っている。遭遇には無限の可能性が含まれてい

る。可能性は変わらず存在するが、「偶然性は自己が生産点たることを自覚する」ことができるの

は、自覚する能力を持っている偶然性たる一人一人の人間――「二人の異性どうしが遭‐遇して生ず

る「配偶」の出来事は、九鬼のいう「独立なる二元の邂逅」の、つまり偶然性の、範例的事例をなす

といってよい」（森、2008：116）と森一郎が言うように、個々の人間が生れてくることは「独立なる

二元の邂逅」による偶然な産物と見なされるゆえ――が存在するからである。人間には目的を持つ生

き物である。ここで言っているのは、自分という偶然性が自分の目的を実現する可能性を秘めている

ことを自覚しているのではない。「一人の人間と他の偶然な産物との偶然な遭遇」という偶然性に、

人間の目的たりうる物事に合致することに発展する可能性が潜んでいると見られるからである。この

遭遇の偶然性は、現実にならないこともありえたのに、たまたま現実になった一つのもろい可能性で
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あるにも拘わらず、更に自己を「母の可能性」、つまり可能性の全体としての必然性へ展開する力が

秘められている。 

上に述べたように、偶然性のこのような生産的力を自覚できるのは、一人一人の人間だけである。

そこで、人間はその可能性を引き出すことも、またはそこから目を背けることもできる。可能性、つ

まり現実へ展開する情熱を偶然性にありながら、我々はそれ実践しない限り、可能性は見過ごされ、

情熱も情熱のまま途絶えてしまう。したがって、「開示された状況の偶然性に直面して情熱的自己を

交付する無力な超力」（同、298）、つまりハイデガーの投企を唱えたであろう。そのため、九鬼は

「「我」を「汝」に與え「汝」を「我」に受け、可能性に可能性を孕んで、遂に必然性に合致する」

（同、236）というように、「遇うて空しく過ぐるものなかれ」という偶然性を実践的に内面化しよう

という命令を出したのではなかろうか。 

 

２．２合目的性の問題と必然性の問題 

では、偶然性を何とかして中の可能性を展開させ、必然性に合致させようと言っている時の「必然

性」とは、一体どんなものか。すでにわかるように、『偶然性の問題』全書は同一性＝必然性の否定

としての、二元性を帯びる偶然性を議論の対象にしている。また偶然性を必然性へ引き戻そうとはど

ういうことか。上述したように、古川氏は九鬼の「目的なき目的」の構造を踏まえて、目的的必然性

に合致させることを説いている。偶然な出来事にもかかわらず、それによって何らかの目的が実現さ

れることがある。つまり、自分が意図的にやったわけではない、目的がないように見えるこの偶然な

出来事（目的なき－）に実は客観的な潜勢的合目的性（目的）が潜んでいる。我々はこの偶然な出来

事、つまり他者との遭遇を生かし、お互いに内面化し、潜勢であった目的性を自覚し、実現し、現勢

的合目的性にすることである。 

ここで問題になるのは、客観的合目的性は九鬼の偶然論にあるのかということである。「目的なき

目的」に見える合目的性は、田辺元の指摘した通り、「美の直接的合目的性」だと思われる（田辺、

1982：11）。上述した偶然論の構造から、「上から下へ」見てみよう。まず形而上的絶対者の構造か

ら言うと、確かに可能性・離接肢の全体としての一者、つまり自己同一性＝必然性である静的側面を

持っている。絶対者が動き始めて、自己を現実へと展開させると同時に、かすかな可能性を持つ離接

肢の一つが現実へと転じる。小浜氏が論じたように、この運動のプロセスは遊戯のように、何ら目的

も持ってない。でなければ原始偶然という動的側面から一切の偶然性を抹殺することになり、原始偶

然も偶然たり得なくなる。したがって、絶対者に目的があるとは考えられない。 

絶対者に摂理のような超越的な目的がなければ、合目的性はどこからくるのか。それは経験におい

て、我々が、偶然な出来事がちょうど目的たりうることの実現と考えられることに対する意識による

ものだと思われる。「目的なき－」の強調は、客観的に起こったことに目的の不在への注目であり、

「－目的」の強調は「主観的関心」という主観的側面への注目である。九鬼は心理学者の例を上げ

た：湖畔を歩いていてボートがあるのを見ても別に驚いたりはしない。しかし、ボードを漕いで遊び

たいと思っていて歩いていたらそこに偶々ボードがあったときは、これはただの偶然ではない、私の

目的に合致して起こったことだと、下肢の「－目的」へ関心に偏っていくのである。（九鬼、1935：

97）銀を金に変えようとして、尿を加熱し蒸発した結果、燐を偶然に発見した例も同じである。（九

鬼、1935：89）燐の発見は後になって目的として意義を持ったが、錬金を実行するときは燐という物

質は知られていなかった。「錬金術的意図の実行としての行動の系列」と「燐酸塩から燐が遊離した

科学的系列」との偶然な遭遇に燐の発見という客観的合目的性があるのではなく、燐の発見が人間に

とって目的たりうるゆえに、主観的関心に関わるゆえに、この偶然に目的が内蔵されているかように

思惟されるのである。 

「運命」概念も同じである。「運命とは目的的偶然が一方因果的必然と結合し、他方に目的的必然

と結合して無限大へ拡大されると共に無限小へ縮小されたものであ」り、「必然―偶然者」の構造を

取」ると九鬼は言う（九鬼、1935：295－296）。同じ例で言うと、燐の発見という目的的偶然は、燐

酸塩を加熱蒸発すれば燐が出るという因果系列の必然性と結合している。しかし、目的的必然は超越

存在、すなわち絶対者における目的である。形而上的絶対者に目的を与えられない九鬼は、なぜ超越

存在の目的を提示するのか。九鬼はヘーゲルの言葉を借りてそれは慰めのためだと言った（九鬼、

1935：295）。 

超越的な目的を想定したことによって、一方、反目的的偶然に出会うとき、例えば先天的な病理に

よって（つまり因果的必然的によって）盲者や跛者に生まれた現実に直面したとしよう。この現実

を、超越的目的があってそしてそれによるものだ想定できる。また自己の目的をそれと一致させるこ
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とで、この直面しなければならない偶然性、つまり被投性を、まるでそれこそ自分の目的のように、

自分がそう意志したように受け取り直すことができる。「人間としてそのときになし得ることは、意

志が引返してそれを意志して、自分がそれを自由に選んだとの同じ分け合いにすることで」あり、そ

れによって「運命と一体になる」（全集Ⅴ、1981：34－35）と言ったのはその意味であろう。超越的

な目的を想定したことで、他方、燐の発見の例でいうと、自己の目的に合致する偶然性（目的的積極

的偶然）に出会うとき、この偶然が自己の目的に適うことを理由に、超越的目的に包摂されるはずの

自分の目的が、「止揚された契機として目的的必然の中にあつてそれを制約する」（九鬼、1935：

297）と思惟される。自己の目的が世界全体の目的になり、まるで自己が世界に溶け込み、一つのもの

になったと感じられる。つまり、世界全体の超越的目的が自己の目的と一致し、両方とも「無限小」

の自己は世界に没入し合同し一体化して、「無限大」になると感受される。超越的目的を制約し、自

己の目的が世界の超越的目的になったと思惟される。前者は受け取り直すことしかできない「無力」

で被投ではあるが、後者は自分が制約する側であるゆえ、自分の力でなんとかできる「投企」であ

る。この両方の融合が、「勝義の運命」である。 

したがって、橋本崇は田辺元における合目的性と九鬼における合目的性を比較した後に「田辺が

「己を棄て謙虚なる心を以て」、「道徳性の主体」へと高まることを求めるのに対し、九鬼はあらゆ

る存在が原始偶然であるという自覚を根柢とし」、「宗教へのつながりを見出している」として、出

会った偶然は何一つ空しいものはなく、「すべてが予め定められたかのような「永遠の運命の意味」

に結びつく」（橋本、2012：113、114）のだと言っているのも、九鬼は超越的な目的的必然性があた

かも存在するかのように想定する上で運命を受け止める、という理解は含まれているであろう。しか

し、宗教へ持ち込むというより、むしろ人間の生の肯定が見いだされる。自己の置かれる状況を受け

取りなおすことも、自己が世界を制約すると思惟することも、両方とも自己の目的と世界・絶対者の

「目的」と合致させることで、自己の主体的位置を強調し、自己が自己の生を意志することも、投企

することもできると主張しているように見える。何一つ空しいものはないのではなく、受け止め直す

意志と偶然性の生産性の展開によって、人間の目的たりうる物事に合致するように、空しくしないの

である。したがって、上述した田辺の指摘のように、九鬼における合目的性は外部世界自身の合目的

性でなければ、自己も世界の因果も一つの道徳目的に適っていると自覚し、自己を捨て道徳法則に従

う合目的性でもなく、あくまでも物事にまるで目的があるかのように想定する「形式的合目的性」或

いは「直接的合目的性」、すなわち、あくまでも人間存在の地平に基づき、人間にとっての合目的性

である。 

「必然性」は客観的超越的合目的性という目的的必然性でないとしたら、何を指すのか。九鬼の絶

対者に対する論述で見たように、この必然性は可能性の全体である。必然性へと回復することは、す

なわち可能性を最大限に保つことになる。天秤がどちらへもまだ偏っていない、どちらへ偏っても可

能な状態への回復である。人間は既に偶然性としての現実に出会われている。これはたまたま現実に

なった絶対者の中の一つの離接肢である可能性が現実に転んだ偶然性としての現実である。この偶然

性から絶対者へと戻るのではない。現実になったものはもみ消してまた可能性に戻ることはできな

い。できるのは、上にも論じたように、絶対者と同じ性質を持つ遭遇を経験する時、遭遇の中にある

あらゆる可能性を、将来目的たりうる物事の実現のために最大限に保つことである。 

人間が偶然性から可能性を引き出すのは、自分の目的たりうる物事に、ことが運んでほしいからで

ある。しかし、偶然性が発生する現時点において、まだ目的たりうる物事は何かは、はっきり把握し

ているわけではない。時間が経ってからこそ、昔あったことが実際自分にとってある種の意味があ

る、つまりある目的たりうる物事に合致するということが思惟される。これは上で「運命」と「目的

なき目的」の議論が説明した意識のプロセスである。したがって、現時点の遭遇に投げ込まれている

人間にできるのは、可能性を一つも拒むことなく最大限に保持することによって、その中の一つの可

能性が現実になって、自分の目的たりうる物事に合致することに発展することをいつまでも可能にす

ることである。したがって、必然性へ展開するというのは、人間が潜在的な超越的な目的を自覚し、

それを実現することでもなければ、自分の目的を実現するために偶然性を有効利用するのでもない。

既に偶然に置かれた制限された状況においてもなお、今の偶然性の中にある可能性をできる限り無駄

せずに最大限に引き出し、保持することで、可能性の全体としての必然性へと無限に合致させるので

ある。これが「被投」にありがならも「投企」する意味であろう。 

超越的な目的的必然性は主観的なもので、客観的に存在するものではない；偶然性を必然化するこ

ととは偶然性に潜む可能性を最大化することであると論じてきたが、ではどうしたら、遭遇の中の可

能性を最大化することできるのか。鍵は偶然性の本質である二元性にあると考えられる。二元性に莫
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大な可能性が潜んでいる。二つの点の間の直線に無限の点がある、または天秤がまさにまだどちらへ

も偏っていないがどちらにも可能な緊張状態のようである。一元性に流れることは、すなわち、複数

の可能性を拒み、ただ中の一つに執着することになる。こうなると他の可能性は消えてなくなる。現

時点で何が将来の目的たりうることになる可能性なのかわからないゆえ、他の多数の可能性を拒むこ

とは目的たりうることの実現可能性をもみ消すことになる。したがって、偶然性の二元性を一元性に

せず、二元性をいつまでも維持することによって初めて、偶然性を生きる、つまり偶然性を生産点と

して、その中の可能性を最大限に必然性に合致することができる。そのために、「いき」な生き方が

役に立つ。 

 

３．「いき」の意識現象としての構造 

以上で見たように、九鬼は偶然性の内面化、偶然性を空しく過ごさないことを呼びかけはしたが、

どのように遭遇を経験すれば、偶然性の中の可能性を引き出せるかは述べられていない。それを少な

くてもある程度判明にするため、『「いき」の構造』から手がかりを探る。 

『「いき」の構造』で取り扱ったのは、最も典型的な遭遇、つまり男女の遭遇である。同時に「九

鬼が追求したのは…如何にして他者との関係をもてるかという問題であった。」（田中、1992：66）

また、九鬼の学生だった野田又夫は『「いき」の構造』は「遊里の男女の生において人間全体の表現

を再認された」と考えている（野田、1980：62）。したがって、はじめにでも言ったように、『「い

き」の構造』における人間の間の遭遇は、空しくない遭遇の具体内容の啓発になれると思われる。 

まず「いき」とは何かから見てみよう。「いき」はまず意識現象として存在する。広く知られる通

り、「媚態」「意気地」及び「諦め」という三つの内包的契機を持っている。 

媚態は「いき」の質料因であり、中心的な契機である。九鬼は「媚態とは、一元的な自己が自己に

対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度である。」「二元的可能

性は媚態の原本的存在規定であ」る（九鬼、2004：39）と言っている。坂部恵は、これは異性に向か

う「志向性」と内的緊張の強調だとしている（坂部、1990：87）。藤田正勝は「一元化に向けて二元

的関係を作り上げながら、一元化の圧力に抗して二元性を維持すること」（藤田、2004：59）だとし

ている。いずれも「媚態」を、自己のという一元を固守することなく、他人という一元へ向かおうと

する意識だとしている。また、「媚態とは、その完全なる形に於ては、異性間の二元的動的可能性が

可能性の儘に絶対化されたものでなければならない」（九鬼、2004：40）と九鬼が言ったように、媚

態において、二元的の可能性の開示及び維持が、中心的意味をなしている。しかしまたその故に、媚

態は「他者志向」または「自他合体的志向」（田中、1992：72）であり、異性を征服することを目的

として持っている（九鬼、2004：39）。すなわち、媚態には異性に志向しすぎて自己を失う恐れは常

に伴っている。したがって、媚態は「目的の実現とともに消滅の運命」（同 39）にある。藤田正勝及

び安田武と多田道太郎は、異性を制服する、つまり媚態の目的の実現は性的関係だとしているのに対

し、古川雄嗣は結婚・家庭など共同生活を指すのだとしている（藤田、2004：56；安田、多田、

2015：64；古川、2015：252）。媚態の消滅は、自己と異性との間で二元性が失われ、一元性に陥って

しまうことである。一元性に陥ることがなければ、いずれの形でも異性を征服することにはならず、

媚態は消滅しない。逆に、二元性がなくなれば、形を問わず媚態は消滅するであろう。媚態はこのよ

うに、異性へ向かって二元的可能性を開示しながらも永遠に二元的緊張を維持しつつ、異性へ極限ま

で接近はするが到達はしないのがその本当の意味である。 

媚態を消滅の運命から引き止め、媚態であり続けられるために、媚態を鋭くするように磨くのが

「意気地」と「諦め」という二つの「いき」の形相因である。 

「いき」は「媚態でありながらなお異性に対して一種の反抗を示す強味をもった意識である」のは、

「意気地」による。「意気地」は「野暮な大尽は幾度となくはねつけ」るような、「思い切った気概」

である（九鬼、2004：42、43）。藤田正勝は、それは「一元化の圧力に抗して立つ「気概」、あるいは

欲望に支配されることなく自立する「心の強み」」だとしている（藤田、2004：57）。遊女は客の言い

なりにならず、プライドを持って、自己を強く保持し主張する「意気地」は、九鬼は武士道の理想主義

から来るものだ言っている。 

上述したように、媚態は相手へ志向し、二元的可能性を開く態度であるゆえ、自他の間の二元性を開

く鍵でありながら、最終的に一元化してしまう恐れも伴っている。二元性とは、偶然性に対する分析で

見たように、同一性＝必然性としての一者に対する他者の措定である。他者は他者であるゆえんは、一

者の同一性を逸脱し、破るものである。一元化するのは、他者が一者に、または一者が他者に包摂さ

れ、同一化されることである。「いき」の場合で言えば、媚態の相手への志向により、相手と異なる自
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己であることを放棄し、相手に同調することだと理解できる。媚態の仮想的な目的である「異性を征服

する」ことは結局、どちらかが自己の「一元」としての独立性が失われることであろう。「意気地」と

しての相手に反抗する強みによって、そうなることを阻止するのである。相手に反抗する、つまり自己

を肯定し保持し、相手には否定的態度を取ることによって、一元化を拒否し、媚態を媚態のまま維持す

るのである。 

また、三つ目の契機である「諦め」もまた媚態を磨き、媚態として保つ態度である。「諦め」は

「運命に対する知見に基づいて執着を離脱した無関心であ」り、「あっさり、すっきり、瀟洒たる心

持」であり、「世知辛い、つれない浮世の洗練を経てすっきりと垢抜けした心、現実に対する独断的

な執着を離れた瀟洒として未練のない恬淡無碍の心である。」（九鬼、2004：44、45）それは、恋の

実現に対する幻滅から生れる心持である。真心を相手にあげたのに、「無惨に裏切られ」る経験をし

て、媚態の仮想的目的の実現に対して執着しない「さっぱりと諦むる心」である（九鬼、2004：

45）。「諦め」は媚態の持つ仮想的目的に対する執着を弱め、心を澄ませ、相手へ向かおうとする衝

動を食い止め、自分自身へ引っ張りかえる意識である。このように目的の実現に対して無関心、無頓

着になることによって、媚態の異性へ志向しすぎることを避け、媚態の自己消滅を免れさせている。

「媚態はその仮想的目的を達せざる点において、自己に忠実なるものである」（九鬼、2004：48）と

言っているのが、このことである。九鬼はこれは仏教の非現実主義から由来するものだとしている2。 

この三つの契機は常に絡み合い、また上に坂部氏が言ったように、内的緊張においてお互いに作用

力と反作用力を向けつつ、「いき」をなしている。媚態は二元的可能性の開示と維持が中心的意味で

あるが、「意気地」と媚態との関係は 

 

「意気地」は理想主義の齎した心の強味で、媚態の二元的可能性に一層の緊張と一層の持久力と

を呈供し、可能性を可能性として終始せしめようとする。 

 

「媚態」の二元的可能性を「意気地」によって限定することは、畢竟、自由の擁護を高唱するに

ほかならない。（九鬼、2004：47-48）。 

 

また、媚態と「諦め」との関係は 

 

媚態と「諦め」との結合は、自由への帰依が運命によって強要され、可能性の措定が必然性によ

って規定されたことを意味してゐる。すなわち、そこには否定による肯定が見られる。（九鬼、

2004：48） 

 

「意気地」が媚態を張りを与え、持久力を呈供するのは、上述したように、相手に反抗することによ

って媚態の他者志向性を弱め、自分へ引っ張り返す力になるゆえ、媚態の自己消滅を免れるからであ

る。媚態と「諦め」との結合とは、目的実現不可能としての現実、つまりすでに必然性になった運命

を前に、目的実現を諦める、つまり他者への執着から自由になるのである。このような運命が、媚態

という二元的可能性の措定を規定して、他者への合同を諦めさせる。他者志向への否定による、二元

的可能性の維持という肯定が見られるのである。 

また「意気地」と「諦め」も不離の関係にある。九鬼の言う武士道は実は武士道ではないとの意見

があった。安田武と多田道太郎は武士道のなかに「いき」とつながるような「意気地」はなく、むし

ろ江戸っ子が侍に対する反抗意識によるものだとしている（安田、多田、2015：91-92）3。坂部恵や田

中久文も似た意見を表している。坂部恵は「『「いき」の構造』に登場する「武士道の理想主義」は

…まさに「諦め」の受動性に深く浸された…いくさにおける「死の術」とも、あるいは「ますらをぶ

り」とも全く関係のない、むしろ、その対極にあるはずのものである。…武士道を、むしろ、徹底し

て反―武断的な「たをやめぶり」…に転調するという一種のどんでん返し」だとしている。（坂部、

1990：91）田中久文も「「意気地」というものは…その底に自己の無力さへの「諦め」というものを

                                                 
2 安田武と多田道太郎は仏教というより、その前に四季の移ろい、花は咲くがすぐに散るといった感受

性から来る日本の無常観によるものだとしている。（安田、多田、2015：92、94） 
3 確かに、新渡戸稲造の『武士道』（新渡戸稲造，『武士道』，櫻井鴎村訳，丁未出版者，明 41）を参照

したところ、九鬼の「意気地」は「正義」「勇気」や「名誉」などと共通するところはあるようだが、

「義務」や「廉恥」などとは無関係のゆえ、むしろ「自分の意志を貫く、やることをやり通す」など、

「意気地」の現代意味に近いと見られる。 
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秘めたものである」と述べている。（田中、1992：78）つまり、九鬼における武士道は献身や殉死な

どの武士道徳に止まるものではなく、精神的レベルに高められた理想主義である。理想を常に掲げ、

追い求めると同時に、理想の実現が不可能だということを見通しながらも、あっさりした「諦め」の

心をもっても理想への追求を止めないという精神性である。したがって、「諦め」あっての「意気

地」であり、「意気地」あっての「諦め」である。 

このように、三つの契機の運動からなる「いき」は「安価なる現実の提立を無視し、実生活に大胆

なる括弧を施し、超然として中和の空気を吸いながら、無目的なまた無関心な自律的遊戯をしてい

る」「垢抜けして（諦）張のある（意気地）色つぽさ（媚態）」である。（九鬼、2004：48、51）と

いうのは、繰り返すことになるが、「いき」はまず何らかの関係を異性と築こうとすること志向であ

る。これは媚態の二元的可能性の開示の基本である。しかしどんな関係でもいいわけではない。現実

に安易に築けるような関係ではなく、理想の関係を目指している。だから相手の言いなりにはなら

ず、反抗して、自己を保持し主張する。これは「意気地」の理想主義の基本である。しかし、理想の

関係は到底実現できないと見切り、諦め、目的の実現に無関心になり、執着から自由になる。つま

り、われに帰る。しかしながら、実現できないと見切り執着はしないが、理想は理想として持ち、相

手へ向かったり自分へ向かったりして、終始同一せず、張りを持ち、遊ぶように自由に自他の二元的

関係の中で生きるのが「いき」である。 

 

４．偶然性の内面化には「いき」な生き方が要請される 

では、このような「いき」は如何ように偶然性を実践的に内面化する「遇うて空しく過ぐる勿れ」

の命令に内実を充実させられるか、如何に「いき」を通して人間の生を再認されているのか。 

「遇うて空しく過ぐる勿れ」とは、上に論じたように、偶然性の中の可能性を最大限に引き出し、

必然性へと合致させることである。九鬼において、必然性とは可能性の 100％までの増大である。偶然

性から必然性へ展開することは、偶然性から可能性をなるべく増大させることである。そのために、

可能性を定着させずに可能性から可能性を生むことが最も重要なことになる。古川氏は「いき」な出

会いは張りの緊張関係を保つものであるゆえに、永遠に現実化することはない、つまり必然性になら

ないといっているのは、合目的性の現実化、つまり目的的必然性を中心にしているからである。しか

し、偶然な遭遇をする時点においては、その中に客観的な潜勢的合目的性があるとしても、それはど

んな可能性か、未来に自分の目的たりうる物事にどのように合致できるかは分からない。故に、いま

現在に起きる偶然の中の可能性を最大限に引き出すことでこそ、未来にこの偶然の人間にとっての合

目的性が実現される可能性は最も大きい。つまり、偶然性を未来に振り返る時の「運命」にすること

は、現在の偶然の中の可能性をなるべき自分を開いて迎え、拒否せず弱めず、全般的に最大限にする

ことが必要である。それは、「いき」な出会いかたそのものである。代表的契機である媚態に言わせ

れば、「可能性としての媚態は実に動的可能性として可能である」と、…言っているのは、要するに

…媚態…は、実は動いているところに、次に何が出てくるだろうという未来に向っての可能性が出て

くる（後略）」（安田、多田、2015：66-67）。したがって、「いき」な生き方は遭遇に潜む未来への

可能性を引き出す大事な役割を果たすことがわかる。 

上述したように、「いき」は二元的可能性を可能性として維持する生き方である。誰かに出会った

時、もし「媚態」、つまり、相手へ志向する意識がなければ、この出会いはまるでなかったかのよう

になる。言い換えれば、自分を開き、相手と何ら化の関係を築こうとし、自分を相手と関係の中に相

対的に捉えることをしなければ、自分は相変わらず自分の殻に閉じこもり、自分の一元に固持したま

まになる。こうなると、出会い自体は起こらなかったかのようになり、この遭遇に潜む可能性全般に

背を向けることになる。 

逆に、「媚態」に走りすぎると、相手と何らかの関係を築こうとする一心で、自分の意志を歪ま

せ、相手に迎合してしまうことがある。これは媚態の自己消滅である。これを防ぐために、常に「意

気地」と「諦め」が必要になる。「意気地」によって、自分の意志を強く持つことで、相手へ流され

ることを免れる。「諦め」によって、自分が相手と築きたい理想的な関係を諦める。理想的な関係は

理想のままであるが、それに対する実現する執着を捨てることが「諦め」である。こうしてこそ、相

手の意志を歪ませることも、自分の意志を歪ませることもせず、出会いの中で二元的緊張を保つ。 

このような「いき」な遭遇を経験する生き方は、偶然性の本質である二元性を犠牲にすることなく

偶然性そのものを生きることができる。遭遇する両者の二元的な緊張にこそ、あらゆる可能性が含ま

れている。ただの知り合い、友達、親友或いは家族になるなど、さまざまな将来の目的たりうる物事

に発展する可能性は、一元化に抗い、二元性を保つことで保持され展開されるのである。両者お互い
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の緊張ないしは対抗は、まだどちらにも偏っていない天秤ように、どんなことになっても可能な状態

である。結果は左 20度、または右 50度偏ることになるかもしれないが、まだ偏っていない状態は、

あらゆる可能性を可能性として含むのである。遭遇を空しく過ごさないことは、将来のために可能性

一つも排除せず、二元性を保つ「いき」な生き方をすることで、できるのではなかろうか。 

「邂逅の刹那、相互に向けて自己を距離的に投企する。つまり、甲は乙を、乙は甲を、自己の同一

性に内面化」し、「自己と他者とが相互に自己同一性と関係性とを動的に更新しつつ創造して行く」

（古川、2015：274）としている古川氏の解読を、確かに九鬼の文言から見出せる。しかし、遭遇する

両者がお互いの同一性を内面化し、自己同一性と関係性とを動的に更新しつつ創造していくには、ま

ず偶然性にあるあらゆる可能性を打開するしかいできない。盲者と跛者は出会った。そこに協力しあ

う以外も沢山の可能性がある。全くお互いに無関心でただ今までの自分の生活を変わらず続けようと

するかもしれない。片方は協力したいが他方はしたくないかもしれない。「媚態」――相手と何らか

の関係性を造ろうとする意識がないと、そもそも出会いは無駄にされてしまう。偶然性の内面化は、

遭遇した相手と自分とが同一になる、つまり一元になることだと古川氏は主張した。しかし、例え上

に述べた性的関係や結婚によって比較的に同調する志向があることは否定できないものの、異なる人

間が完全に一元になることはない。もしそのようなことがある場合は、上述したどちらかが自分を殺

し相手に迎合ていることになる。それは遭遇における偶然性に二元的可能性を抹殺し、偶然性を内面

化しようとする行為ではない。二元的関係において、自分へ対する相手の影響を受けとめることが、

相手を自己の同一性への内面化である。相手の自分に対する影響を許すことによって自己同一性と相

手との関係性は更新されつつある。こうして、同一化しないままの、お互いの同一化と内面化は実現

される。 

したがって、「「我」を「汝」に與え「汝」を「我」に受け、可能性に可能性を孕んで、遂に必然

性に合致する」（九鬼、1935：236）というのは、「媚態」という開放的な態度をもって相手を受け入

れながらも、「意気地」によって我を保ち、「諦め」によって相手を仮想的目的を捨てて相手を相手

のままに認識する、すなわち「垢抜けして（諦）張のある（意気地）色つぽさ（媚態）」という二元

的な出会いの経験の仕方によってできるのある。こうしてこそ、目的たりうる物事に発展するよう

に、遭遇という可能性だった偶然性から可能性を見出し、二元的緊張関係において最大限に保つこと

ができる。 

 

結び 

『偶然性の問題』の課題を『「いき」の構造』によって光を当てることを試みる本文である。その

課題の由来と本質を整理した。偶然性の実践的内面化、つまり偶然性を空しく過ごさないことは、偶

然性の必然化に関連する。この必然化は目的的必然ではなく、可能性の全体としての必然だと主張し

た。そうなると、偶然性の必然化は、偶然性の中の可能性を最大限に引き出すことになる。どうすれ

ばいいかとなると、「いき」な生き方、つまり自分を捨てつつも自分を保ち、相手と緊張関係にいき

る生き方が、正に二元的可能性を展開する実践的方法である。 

「出会い」の経験を空しくないものにするには、「いき」な出会いかたが光を照らす。『「いき」

な構造』において、いきの内包的構造に、媚態、意気地及び諦めがある。媚態とは相手と一つになろ

うとする態度である。意気地とは自己保持、自身の矜持を意味する。諦めとは相手と実質的な関係の

実現が不可能であると意識する、垢抜けした関係からの超越である。相手と一つになろうとする媚態

は、人間を自分の一元に固執せず、相手に溶け込もうとするように、オープンな二元的態度を可能に

する、相手へ向かう力である。しかし、自身の一元を完全に捨て、相手の一元に完全に溶け込むこと

阻止するのは意気地と諦めである。意気地は、自分の一元を喪失せずに保持することを可能にする、

自分自身へ向かう力である。諦めは媚態を達成しようとする目的、つまり相手と一つになることを一

旦中止し、関係を超えて関係の外から関係へ目を向ける、相手へ向かう力及び自分自身へ向かう力を

同時に取り消す力である。この構造を持って、自分と相手の間に無限に続く二元的関係を開示され

る。 

「偶然性の中に極微の可能性を把握し、未来的なる可能性をはぐくむことによって行為の曲線を展

開し却って現在的なる偶然性の生産的意味を倒逆的に理解することが出来る。「目的なき目的」を未

来の生産に醸して邂逅の「瞬間」に驚異を齎すことが出来る。そうして、一切に偶然性の驚異を未来

によって強調することは「偶然―必然」の相関を成立させることであって、また従って偶然性をして

真に偶然性たらしめることである。これが有限なる実存者に與えられた課題であり、同時にまた、実
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存する有限者の救いでなければならぬ。「浄土論」に『観佛本願力、遇無空過者』とあるのも畢竟こ

のことであろう。」（九鬼、1935：330） 
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三十年代の鈴木大拙の思想変容について 

范帥帥（東北大学・大学院） 

 

要旨 

昭和期になって、特に三十年代以降、鈴木大拙の思想に急変が起こった。大正期の十、二十

年代の貴族的な個人信仰の立場を改め、時代の変動に応じ、禅の立場から、基本的な観点、核

心的な思想構造まで、積極的に社会的な効用を求めた。大拙は禅に、現代社会への批判と、東

洋宗教の思想代表者といった役割を担わせた。そして、禅体験の位置づけを、動物的な本能か

ら批判意識を備える人間性と変え、その後の思想発展に重要な基礎を築いた。 

 

要旨 

进入昭和时代，特别是三十年代之后，铃木大拙的思想发生了剧变。他一改十、二十年代的贵族

式的个人信仰的立场，与时代的变动相呼应，思想上，从禅的立场，基本观点到核心的思想结

构，都开始积极地追求社会性的功用。铃木大拙赋予禅，批判现代社会，东洋宗教的思想代表等

诸多角色。并且，将禅体验的定位，从动物性的本能转换为具有批判意识的人性上，这为其之后

的思想发展奠定了重要的基础。 

 

 

一、 

二十世紀に最も活躍した禅研究者と思想家として、鈴木大拙は「近代日本最大の仏教者」と

評価された。特に、二十七歳（1897年）から三十九歳（1909年）まで、アメリカで翻訳の仕事

を務めるという海外で十三年の経歴を持ち、英語を自由に駆使して西洋に禅仏教の紹介の役割

を担ったため、世界の言論空間で大きな影響を与えた。 

鈴木大拙の著作は百冊を超え、彼に関する研究もともに膨大な量となっている。ここで、大

拙の思想研究の前線に立つ代表的な研究者を四つ紹介したい。まずは、仏教研究者の末木文美

士である。末木文美士は『明治思想家論』（二〇〇四）『近代日本と仏教』（二〇〇四）とい

う有名な仏教研究シリーズの中で、「宇宙的な汎神論、楽観主義・積極主義・進化主義、二枚

腰的な善悪論」「1」、「個人的な体験から一気に普遍性に至る」「2」という大拙または大拙に代

表される近代禅学の基本的な構造に関わる問題点と特徴を指摘した。そして、禅思想史から大

拙に接近する小川隆の研究である。小川隆は、大拙の代表的思想の即非の論理などは宋代禅の

円環思想に基づき、それを空観的絶対否定を媒介にした絶対肯定の「意識」という意に読みか

えたものであると示し、また、禅体験を重視する大拙にとって説くべきものは、「ひじ、外に

曲がらず」公案を通じた見性経験の直観に尽きると指摘した「3」。それから、大拙の思想形成に

注目した蓮沼直應である。蓮沼は「神秘主義の評価」を基準として大拙の思想の内在的時代区

分を行った。蓮沼によると、「一八九四年から一九〇二年までの前期思想では大拙は明治の思
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想家としての諸特質を当時の仏教界が抱えていた問題との連関の中で示し 、一九〇二年から十

九三五年までの中期思想では、臨済禅から出発して心理学的傾向を有していた大拙が、滞米中

にウィリアム・ジェイムズの宗教学と出会ったことを契機として、神秘主義の肯定・体験主義

の顕在化という転換に至った」という。そして、「一九三五年から一九六六年までの後期思想

では、大拙は神秘主義否定への回帰を意味するのではなく 、敦煌文献研究を機に体用一致論を

受容し、それで「即非の論理」を措定した」「４」と指摘された。最後に、去年に『大拙』を出し

た安藤礼二である。安藤礼二は広く日本近代思想史、ないし世界思想史の視野で大拙を捉え、

「鈴木大拙を介して、西田幾多郎の「場所」の哲学と折口信夫の「産霊」の民俗学を一つに結

び合わせることが可能になるはずである。近代日本思想史を再構築する上で、それ以上に創造

的な営みはないはずである」「5」と指摘し、大拙の研究に新な方向を示してくれた。が、学識が

足りない発表者は今回、以上の先行者の成果を受けながら、簡単に鈴木大拙の三十年代の思想

について発表したい。 

 

二、 

1909年、鈴木大拙がアメリカから帰国し、大正時代に生きた大拙はその時代の風潮と呼応

し、心理学を中心にし思想の探求を進めた。禅思想を語る『禅学の大要』（1913）、『禅の

第一義』（1914）、また神秘主義、宗教心理学を吸収しながら禅体験心理を中心的に研究し

た『禅の立場から』（1916）、いずれも禅を内面的に追求する書物である。さらに、自分の

体験に基づき、禅の歴史を再構造し試みる『禅の研究』（1916）、スエデンボルグの著作の

翻訳の『天界と地獄』（1910）、『神智と神愛』（1914）も、彼の思想と関心の延長線にあ

るものである。具体的な思想内容として、大拙は、禅は純粋な形式で宗教体験に至り、生命

の活機に触れるため、宗教の極致であると考えた。そして、当時の宗教界の思想課題に応

じ、大拙は宗教心理学の研究を通じ、禅体験の心理で仏教とキリスト教を統合しようとし

た。それから、大拙は自分の体験に基づき、宗教感情が起こる「情」から、人生に対する

「疑」へ、そして知的な問題である「知・公案」を通じ、最後に宗教体験の「悟り」に至

る、という修行手法を作り、現代社会の必要に応じ、禅の特徴を自由、そして創造性に再解

釈した。禅の社会的な位置づけについて、1915年に出版された『向上的鉄槌』では、大拙は

以下のように述べた。 

 

禅はどうしても宣道的・平民的宗教にはあらず、むしろ貴族的なり、個人的なり、孤立的

なり。「６」 （『向上的鉄槌』1915） 

 

けれど、1927年の『随筆 禅』では、彼は、実行上において禅の貴族的な傾向を認めなが

ら、其主張は最も平民的平等でなくてはならぬと、禅の民衆化の方向を示した。 
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兎に角禅というものは僧院内にのみ閉じ込めておくべきでない。街頭へも売り出すべきであ

ろう。そうして又その着るべき衣裳も、その時その場で、必ずしも墨染の麻衣でなくてもよか

ろうか。「７」 （『随筆 禅』 1927） 

 

昭和初期の 1927年、時代の雰囲気の変化とともに、禅の社会的な位置づけに対する態度の変

化は大拙の思想変容を予報している。個人的、学術的、内面的な信仰に留まらず、社会的、実

践的、実用的な禅は、集団主義が強まり始める社会に適応するように変貌しはじめた。 

1930年の『禅とは何ぞや』になり、鈴木大拙は現代文明への批判、学術的に仏教哲学の代表

といった役割を禅に求めた。大拙は世界を事実の世界と価値の世界と分け、生物的な人間を出

発点とする科学の進歩は単なる事実の世界に対してのみ成功し、人間の内面的な欲求に対する

何等の糧をも提供してはいないと批判し、主体の価値を排除し物理的に世界を捉える科学の様

式が主導する現代社会の中で、人間の感性的な感情は常に理性に抑圧され、客観的な効率のみ

が求められた。この自己分裂を、大拙は「事実の我」と「価値の我」との分裂、または「あ

る」と「ありたし」との分裂と呼んでいる。その分裂を治療するには、大拙は禅が最もふさわ

しいものであると考える。 

 

宗教によってのみ、近代機械化の文明から逃がれることが出来ると私は思う。それで益々

宗教というようなことをどの方面からでも説明のできるような具体性と創造性を兼備した、

この禅の如きものを、益々今の世界に弘めなければならぬ。「８」（『禅とは何ぞや』 

1930） 

 

現代社会を批判する一方、大拙はともに禅を日本社会の中に組み入れ、積極的に禅、ある

いは禅仏教を東洋仏教の代表として再構造しようとした。1927年の『禅論文集・一』

（『Essays in Zen Buddhism – first series』）、1933年の『禅論文集・二』（『Essays in 

Zen Buddhism – Second series』）などの英文の著作を出版し、西洋の学術界でも本格的に活

動し始めた。その活動の目的について、大拙は自ら告白した。 

 

従来宗教学と言えば、欧米の学者ー基教的信仰傾向を豊かに有する学者によりて述作され

てきた。従って東洋民族の宗教殊に仏教につきて知るところ、攻究するところ、頗る缺如す

る、著者は深くこれを遺憾とし、欧米の学者、及び一般の読者に対して、佛教の古典的知識

でなく、生きた信仰としての仏教の知識を供給せんものと思い、微力を揮いて、これに十数

年従事してきた。「9」（『禅と念佛の心理学的基礎』（1937）） 

 

純粋的な知の探究ではなく、世間一般にむけて、「生きた信仰としての仏教の知識を供給」

するため、大正時代のような貴族的な禅から、「第一に社会的事象として宗教を見るならば、
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それは一つの制度とも見られる」「10」（『禅とは何ぞや』 1930）ように変わった。それに連動

し、社会的な制度ならば、青春期の『新宗教論』で信じない教祖や儀式も認めざるを得ないわ

けである。例えば、教祖について、『新宗教論』で「宗教は必ずしも教祖を要せざる也、即ち

教祖なきも、宗教は依然として存すべく、真理は依然として感ずべし」「11」（『新宗教論』

1896）とのべたが、『禅とは何ぞや』（1930）では、以下のように言った。 

 

教といふものに三つの要素を考えなくてはならぬ。或いは四あると云うてもよいかもしれ

ない、第一は佛の人格である。この佛の人格と云ふものが仏教と云ふ目題を構成しているとこ

ろの一の重要の因子である。……宗教と云ふものは、それが如何なる宗教であっても、人格が

中心にならないものはない。原理と云ふか、原則と云ふか、これが実際の働きになって動いて

いくには、どうしても人格と云ふものが中心になければならぬ。「１２」（『禅とは何ぞや』 

1930） 

 

個人信仰の立場から社会制度へ変換は、思想上の理想主義から保守主義への変化をもたら

した。しかし、彼が説いた禅の内実が変わったことはなかった。そういう社会的な適応ととも

に、その活動を正当化する理論において、大拙は社会性、本能などの問題関心で、禅体験の人

間性的な意味を真剣に探索し、1939年の『無心ということ』の「人間の無心」に至って彼の思

想が成熟した。三〇年前後、大拙は禅体験が代表する宗教体系を動物性に帰結し、禅体験をす

ることで人間が宗教的な本能に戻ることになる。 

その本能に還るということは、生物界の神秘を見て、それに打たれて色々の感情を起こす

が、宗教には人間にもっともかけているところの本能―もっとも高いところの本能―と云う

ようなものがある。これを宗教的本能といってもいいと思う。「13」（『禅とは何ぞや』 

1930） 

 

そして、三九年の『無心ということ』で、宗教を神性ではなく、神性に人間意識の批判を

加え、人間性なるものと位置付けた。 

 

本能は無心といえば無心であるが、それは動物の無心であって、人間の生活の無心ではな

い。人間の無心には今一つ洗練せられたというか、或いは人間化というか、或いは佛化した

とでも云ふか、何かそういう風な無心の世界が無ければならぬ。つまり本能の無心から出

て、人間的有心へ出たが、此有心を今一度無心の世界へ返してしまわなければならぬのであ

る。「14」（『無心ということ』 1939） 

 

人間の有心から進んでゆくところは動物の無心ではなく、繰り返しのない自由と創造の

「天地の心」である。つまり、これまで大拙が唱えた宗教体験の世界である。天地の心が心の
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ままに一直線に動いてゆかないので、人間の道として、人間の意識で反省と批判を加え、意味

と価値の世界が開けてくる。ここでいう人間の無心は、意識で「天地の心」の代表する宗教体

験を批判し、機械的に本能的に動いてきた生活に新たに意味の世界を作り、神でない人の道を

立てるものである。動物でもなく、神でもなく、悲劇な人生の矛盾の中に生きる人間の無心こ

そが宗教体験のあるべき在り方である。大拙はこれまで唱えてきた純粋な宗教体験の世界に知

的な批判を加えることで、上に触れた仏教理論のような外装ではなく、彼の思想構造自身を本

格に変えた。この批判意識は翌年（1940）の『盤珪の不生禅』で禅意識として表現された。な

ので、筆者は『無心ということ』で大拙の思想体系の骨組は完成したと考える。四〇年代の

「無分別の分別」や「即非の論理」といった大拙の代表的な思想は、何れもこの「人間の無

心」という理論に遡れるとも考える。 

 

三、 

30年代になり、時代の変容とともに、近代日本社会に生きた鈴木大拙も彼の思想を社会の

必要に応じて発展した。これまでの孤高な知識人は、積極的に貴族的な禅を世間に売り出し

た。人間の価値欲求を抑圧する科学の様式が主導する世界への批判、西洋の宗教学に向けて東

洋仏教の代表者、鈴木大拙は中国から伝来した禅を現代世界に弘め、さらに実用性を求めた。

思想的に、従来の禅体験に知的な批判意識を加え、禅意識や禅行為まで発展させた。これは近

代日本の資本社会の自身の発展ロジックに内包されられるものであると考え、また近代を生き

つづける我々にとっても示唆に富む思想創造であると思う。人間の欲求を満たすことを用と認

めるならば、人間の精神需要を満たすことも一つの実用であると考えられる。そういう意味

で、今回の実学会での発表を終わりたい。 
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近代への祈り 

--吉満義彦における超克論を中心として-- 

 

東北大学文学研究科博士前期課程 保泉 空 

 

 

要旨 

 

 日本近代史において、「暴走する近代」としての特徴が最も色濃く社会に現れたのは、アジ

ア・太平洋戦争期であった。そのような社会では学問もまた、戦時体制に組み込まれ１つの歯

車となる。しかし学問によって近代社会の暴走に歯止めをかけることの可能性もまた指摘でき

る。本発表では吉満義彦（1904-1945年）に焦点を当て、「暴走する近代」社会を人間がいかに

して乗り越え得るか、その可能性について検討する。吉満は中世宗教哲学の研究から、近代社

会を信仰と人間性が失われた時代と捉え、その超克として新たな信仰の可能性を追求した。ま

たカトリックのキリスト者として、自らの置かれた社会に誠実に向き合いながら人間と自然と

神への畏敬の念を持っていた。本稿では、「暴走する近代」に対して吉満が、いかなる近代の

超克を提起していたのかを検討するものである。 

 

摘要 

 

在日本近代史中，“暴走的近代”这一特征最为明显的展现在社会之中的，是在亚洲·太平洋战争

期间。在那样的社会之中，学问也不过是于战争时期嵌于体制的一颗齿轮。但是，也有能通过学

问这颗齿轮来阻止社会的暴走是有可能的这种说法。本次发表将目光聚焦于吉满义彦（1904-1945

年），探讨人类能否于“暴走的近代”这一社会中实现超越的可能性。吉满以中世宗教哲学的研

究为开端，将近代社会定义为信仰与人性丢失的社会，将新信仰的可能性作为超越其的追求。而

作为天主教的基督徒，（吉满）在诚实面对自己所处社会的同时怀抱着对于人类自然和神的敬畏

之心。本稿将对“面对“暴走的近代”的吉满是如何提出近代的超越的”这一问题进行探讨。 

 

1. はじめに 

 本稿は『文学界』1942(昭和 17)年 9,10月号に掲載された、座談会「文化綜合会議シンポジウ

ム—近代の超克」1（以下座談会）に参加した吉満義彦(1904-1945)に注目し、彼の思想の座談会

における位置付けを行うことが目的である。この座談会は、研究史上多くの論者によってこれ

                                                 
1 この座談会には亀井勝一郎、西谷啓治、下村寅太郎、吉満義彦、津村秀夫、鈴木成高、三好達

治、林房雄、菊池正士、中村光夫、河上徹太郎、諸井三郎、小林秀雄の知識人 13名が参加し、

1942 (昭和 17) 年 9、10 月号の『文学界』に「近代の超克」をテーマとした論文が掲載された。 
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まで論じられ、「近代の超克」をテーマとした研究書が毎年のように出版されている。それに

も関わらず、吉満義彦は先行研究においてほとんど無視され続けている2。その理由について、

はじめに考えてみたい。 

 研究の端緒として竹内好は 1970年代後半、戦後しばらく「近代の超克」が「大東亜戦争」を

正当化する論理として、知識人の戦争協力と考えられてきた事に対して、座談会そのものの実

体が、ほとんど無内容であることを明らかにし、近代日本思想史研究の俎上に乗せた3。その研

究において竹内は「実名の Aあるいは Bの思想をあつかうこともできるし、必要でもあるが、

それと「近代の超克」の思想とは区別しなければならない4」という方法論の下、個別の参加者

の思想を超えて、座談会から「近代の超克」という一つの思想を取り出そうと試みた。この視

座を引き継ぐ先行研究においては、個別の参加者の思想が仔細に検討されるよりも、「近代の

超克」という全体の思想を論じようと試みてきたと見る時、座談会に参加した個別の参加者が

網羅的に研究されることは生じにくい状況にあったと言える。 

 しかし、先行研究において「近代の超克」に参加した個別の思想への注目が全くないと主張

したいわけではない5。1980年代後半の廣松渉の研究において既に、京都学派を中心とした座談

会出席者の言説に注目し、「世界史の哲学」との関係性の中で「近代の超克」が論じられた。

以後の研究では、座談会を扱う時に必ず京都学派の「世界史の哲学」との関係において考察す

る傾向が生まれているように思われる。この「近代の超克」と京都学派の思想との関係性に注

目する先行研究よって、取りこぼされた思想家が吉満義彦なのである。しかし、その原点であ

る廣松は、吉満について興味深い言葉を残している。 

 

成程、そこでは、先に「小見出し」を紹介したごとき多岐にわたる論題が扱われていると

はいえ、どの主題についても議論が殆ど煮詰められていない。しかし、シンポジウムの席

上でこそ未展開の論点であっても、当時における既成・既存の理論体系の文脈に位置付け

てみれば、存外とまとまったゲシュタルトが泛かぶという事情が認められる。このことは

とりわけ西谷啓治氏および吉満義彦氏の立論について言える。6
 

 

 廣松は、研究の冒頭において以上のような問題提起をしながら、具体的な論証に至っては

「当時における既成・既存の理論体系」である西田幾多郎より始まる京都学派の思想を分析し

                                                 
2 近年、村松晋の論稿（『近代日本精神史の位相』、2014年）などで吉満義彦が考察の対象とさ

れているが、近代の超克と吉満の思想を関連付けて考察した研究はない。 
3 竹内好「近代の超克」(河上徹太郎他著『近代の超克』冨山房、1979 年) 、273-341頁 
4 同上、288 頁 
5 近年では菅原潤『近代の超克再考』では、座談会に参加した個別の思想家を従来取り上げられ

ていない林房雄といった人物へも注目しながら、「近代の超克」座談会を研究したが、吉満は議

論の対象からは外れている。 
6 廣松渉『＜近代の超克＞論—昭和思想史への一視角』、講談社、1989年、35 頁 



 82 

ながら、その文脈に西谷啓治を位置付ける作業をおこなった。しかし、廣松の研究は吉満義彦

を取り上げず、今日にまでその状況が続くのは本稿冒頭で示した通りである。廣松の指摘を興

味深く受け止める時、手付かずの状態である吉満を近代日本思想史の中で、「既成・既存の理

論体系」の中で位置付ける作業は当然必要となるであろう。以上の問題意識から、当時の「近

代の超克」論の一つのバリエーションとして、吉満義彦を位置付けることを本稿で試みたい。

しかし、「近代の超克」という言葉の包括性、多義性によって、吉満の「近代の超克」論とい

う問題設定は、そのまま「吉満の思想」論と言い換えられる程に漠然としたものとなってしま

う。そこで本稿は、吉満の歴史意識という点に特に注目しながら、彼の「近代の超克」論にお

ける歴史意識の特徴からの分析を試みたい。 

 

2. 吉満義彦略歴 

 吉満義彦は 1904年（明治 37年）10月 13 日、鹿児島県の徳之島に生まれた。父義志信は同

県の官選村長であった。鹿児島県立第一中学校 2年のときに父を失い、この頃からプロテスタ

ント教会へ行く。1922年、第一高等学校文科丙類に入学。一高ではキリスト教青年会、弁論部

で活躍すると共に、学校では岩元禎の哲学講義に熱中する一方、内村鑑三の聖書研究会に加わ

る。1925年、東京帝国大学文学部倫理学科に入学し、この間、岩下壮一神父の影響もあり、カ

トリックへの決定的回心を体験し、1927年（昭和 2年）受洗。1928年に大学を卒業後、岩下の

推薦によってフランスへ渡り、パリ・カトリック学院のジャック・マリタンに師事。帰国して

1931（昭和 6）年より文筆活動を開始する一方、上智大学および、東京公教神学校にて哲学を講

ず。1935（昭和 10）年 4月より、和辻哲郎の勧めによって東大文学部倫理学科講師兼任。1940

年岩下壮一の死後、カトリックを代表する論者となった。1942(昭和 17)年 10月号の『文学界』

に掲載された「文化綜合会議シンポジウム—近代の超克」にも参加し、一般の思想界の中でもカ

トリックの立場から精力的な発言を行った。1944年以降は体調悪化のため文筆活動が中止さ

れ、1945（昭和 20）年 10月 23日両肺結核の一層の悪化によって逝去した。享年 41歳。 

 

3. 吉満義彦の歴史意識 

（1）連続する中世と近代 

 座談会では「近代の超克」のテーマの下に、参加者が多様な切り口からそれぞれの超克論を

語ったが、その司会役を務めた河上徹太郎は会を進行させる最初の論点として、「ルネサンス

の近代的意味」を扱った7。これは、西洋近代が日本に移入される過程において生じた様々な功

罪を論じるために、西洋近代の始点とされるルネサンスを考察することにあったが、既に最初

                                                 
7 座談会で扱われた論点は、第一日目「ルネサンスの近代的意味」、「科学に於ける近代性」、「科

学と神との繋がり」「われわれの近代」「近代日本の音楽」、第二日目「歴史、移りゆくものと易

らぬもの」「文明と専門家の問題」「明治の文明化開花の本質」「我々の中にある西洋」「アメリ

カニズムとモダニズム」「現代日本人の可能性」であった。 
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から論者の間で一致した見解には至っていない。この論点について座談会上で発言したのが、

歴史学者の鈴木成高、哲学者の西谷啓治、そして吉満義彦である。大きく分ければ鈴木、西谷

が京都大学に在籍し、広義において京都学派を形成する立場に位置付けられ、吉満との対立点

を設定できる。鈴木の「ルネサンスの近代的意味」とは、「ルネサンスは中世には繋がらない

で、古代につながる」という視点に立ち、近代の始まりとしてのルネサンスを古代的、自然的

人間の復古と見ている8。西谷は、「中世と近代といふものは、非常に深い根本的な非連続」と

いう性格を見て、中世と近代との断絶を見ている9。両者の論をまとめれば、近代は中世の否定

であり、古代の復活という志向性の中で生まれたという歴史意識と言えよう。一方で吉満義彦

は、両者の見解と明確な差異がある。以下、吉満の近代理解を、座談会での発言および提出論

文の中で、どのように論じられていたのかを詳細に見ることで、その特徴を分析してみたい。 

 吉満はまず、「僕は近代の超克という題目を与えられたときに、大体ヨーロッパの精神史全

体をどう見るかといふ立場で書いた10」と座談会で発言し、西欧精神史において近代的精神はど

のようにして生まれたのかを論じる。その際、吉満の注目すべき歴史意識は、近代は中世の延

長線上にあり、中世と近代には連続性があるという問題提起であった。つまり、鈴木や西谷が

中世と近代に断絶を見たのに対して、全く逆の歴史意識を持つのである。 

 

 近代は中世の否定であると言はれ、又古代的自由自然人間性の再生などと言はれるが、

ヨーロッパ的民族の文化的及び政治的思想的形成は、古代世界の民族的及び文化的没落の

荒廃の後に、新しくヘーゲルの所謂「キリスト教的ゲルマン的世界」の形成過程として営

まれたもので、今日の西欧人間及び文化は古代から中世世界に移つた如きとは異つて、中

世と同一民族の文化・社会的伝統を担つているものである。11
 

 

 引用冒頭で吉満は、近代は中世の否定であり、自由で自然な古代的人間への再生という解釈

に反論する形で、中世の連続としての近代という歴史意識を主張する。その論理として吉満

は、ヘーゲルの「キリスト教的ゲルマン的世界」という言葉を引きながら、ヘーゲルの『歴史

哲学講義』において「中世と近代とは歴史哲学的考察のもとに同一精神史的範疇の過程12」にお

いて論じられていることに注目し13、中世から近代にかけて社会、文化を担う伝統はキリスト教

                                                 
8 河上徹太郎他著『近代の超克』冨山房、1979年、座談会、183 頁（以下引用は座談会と表

記） 
9 座談会 184 頁 
10 座談会、180頁 
11 吉満義彦「近代超克の神学的根拠 —如何にして近代人は神を見出すか—」（1942年）(河上徹

太郎他著『近代の超克』冨山房、1979 年、68-69頁。)（以下吉満論文と表記）  
12 吉満義彦「中世精神史の理念」（1940 年）（『吉満義彦全集』5頁） 
13 上記「中世精神史の理念」文献内において吉満は、ヘーゲル以外にも、西洋の最新の学者の

歴史哲学の議論では、ギゾーの『ヨーロッパ文明史』、ディルタイの『精神科学序説』がヘーゲ

ルの『歴史哲学講義』同様に中世と近代を同一範疇で論じることに注目している。 
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とゲルマン人に由来している点に中世と近代の連続性を見出す。そして吉満は、「西欧近代の

問題は其儘ヨーロッパ中世の精神課題である14」と規定し、近代の問題の根本を中世精神史の問

題として置き換え、中世精神史の課題が認識されることの重要性を指摘する。 

 

（2）中世の自己分裂としての近代 

 それでは、ヨーロッパ中世の精神課題とはいかなるものであるか。そして、中世の連続とし

て規定される近代はどのようにして生まれ、その近代的精神の性格とはどのように規定できる

のか、という問いに対して吉満は以下のように論じる。 

 

 而してこのキリスト教的ゲルマン的世界といふものが、古き民族性の社会倫理性と、新

しきキリスト教的宗教性と、このキリスト教の教育的使命遂行と共に、これに依つて媒介 

された古典的ヒューマニズムの知性的文化と、つまりこの政治と宗教と文化との三要素の 

相互交渉の関聯によって規定されるので、手短かに言って了へば、中世世界は少く共カー 

ル大帝以来公的面において(キリスト教会と国家的政治秩序との絶えざる緊張関係にも拘 

らず、否な正にこの緊張関係が一つの理想的統一志向の故に)此等三要素の普遍的統一性 

の原理及び現実が保たれ努力された世界であり、近代世界はその統一の原理と現実とが失 

はれて、尚ほその相互関係が夫々の自律的支配の志向において継続されつゝ、常に悲劇的 

対立を自らに孕んで苦しんでゐる世界であると言へよう。15 

 

 まず初めに、吉満の規定する中世精神史の根本的理念とは、「キリスト教的宗教性」、「古

典的ヒューマニズムの知性的文化」、「古き民族性の社会倫理性」、つまり宗教と文化と政治

との関連性にあり、そしてヨーロッパ中世とは、この三者の「普遍的統一性の原理及び現実が

保たれ努力された世界」であった。そして時代が下るにつれて、宗教、文化、政治の三者の統

一が自己分裂し、相対立する過程として近代の成立を捉えている。よって近代はその統一の志

向が失われてゆき、むしろ政治・宗教・文化の三者がそれぞれの領域において自律的支配を志

向した結果、相互に対立し合う関係となったことを主張する。 

 このように論じられる時、三者の統一の取れた中世、分裂した近代という時代区分ができる

ように思われるが、中世と近代が抱える課題は結局のところ同じ、という点において中世と近

代の連続性を見るのが吉満の特徴であった。それでは、この中世、近代に共通する根本的な課

題とはいかなるものであるか。 

  

 われわれはあえて言う、特に中世的なるものと近代的なるものとを本質的に異質的に区

別せしめるものはこれらの個々の現象や思想の表現のうちにはなく、むしろこれらの諸契

                                                 
14 吉満論文 68頁 
15 吉満論文 69頁 
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機を引きずっていった文明の根本ロジックのうちにそれはあり、あるいは逆説的な言い方

であるが、これらを総合する文明のロジックの喪失にそれはあると。（中略）つまり近代

精神は十六世紀における「教会よりの分離」、十七、八世紀的合理主義的理神論の「キリ

ストよりの分離」を経、十九世紀的自然主義唯物主義を通じて二十世紀的な「神は死せ

り」の絶望的人間の自己英雄化に至るところの精神史的悲劇の弁証法的過程に指摘される

のである。16
 

 

 後文に近代精神が、教会、キリストより離れ、そして神を死に至らしめた経緯を示すことか

ら明らかなように、「文明の根本ロジックの喪失」とはキリスト教の神である。その神を中心

として宗教、政治、文化を秩序づける統一志向性がなされていた中世、その自己分裂過程にお

いて、神を殺した近代人は、再び神を見出すことによって「近代の超克」が目指されるのであ

る。 

 

（3）古代と中世の断絶点としてのキリスト教 

 ところで、中世と近代の連続を主張する吉満の歴史観において古代と中世との関係はいかに

規定されるか。一般的に古代の再生と言われるルネサンス、つまり近代の始まりが古代の復古

であるという図式に対して、吉満は古代と中世が明確に区別されることを主張する。そして、

その明確な区分として現れるのが中世における「キリスト教的精神支配」であるのだ。吉満に

とって、古典人間は「古典人間は救ひを求めて病める、而して宿命的限界の前に祈る宗教的人

間であ」る。そのような古典人間の態度は、反動的な信仰態度として、中世以後のキリスト教

的精神支配の時代とは明確な区別が求められることを主張する。 

 つまり、吉満のこのような歴史意識を見る時、中世が最上のものとして歴史的に立ち現れ、

その中世を統一する理念としてキリスト教カトリックの精神による神の把握の最上位性が解か

れるのである。 

 以上見てきた吉満の歴史意識をまとめれば、中世と近代の連続性、古代と中世の非連続性を

描き出すことによって、その転換点たるキリスト教的精神の世界史的広がりこそが、近代にま

で続く問題であることを主張する態度へとつながり、そしてキリスト教カトリシズムがすべて

の問題を包括する根本的最重要思想として位置付けられることとなるのである。 

 

4. 吉満義彦の「世界史的立場」 

 以上述べてきた吉満の歴史意識は、カトリシズムの世界史における最重要性を説く思想とな

るが、日本という地域的文脈の中で論じられるとき、それはどのような意味を持つだろうか。 

                                                 
16 「中世精神史の理念」、12 頁 
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 吉満は「つまり近代の崩れた形から西洋を知り始めた日本の知識思想界の軽く考へてゐるも

のとは余程事情が異なることを知らねばなるまい17」という批判的態度を表明し、当時の日本に

おける西洋近代思想理解が「わずかに近代二、三世紀の部分的知識」であり、「東洋は精神主

義で西洋は唯物主義であるなどという皮相な無知は所詮精神のなんたるかを解せざるよりきて

いる」と指摘し、それは「中世を無視して近代を把握せんとする根本誤謬からきている」とい

う日本の思想界の現状を批判している点が挙げられる18。カトリシズムの立場からの近代理解

は、根本においてヨーロッパ中世の精神世界とつながり、この認識は、和魂洋才的な東西文明

論、つまり西洋に対する東洋の優位性としての精神、霊的文化という認識を、真っ向から否定

する立場として近代日本思想史における特殊な位置を把握できるように思う。 

 

5. おわりに 

 以上見てきたようにこれまで、吉満義彦の「近代の超克」論における歴史意識は、中世と近

代の連続性、古代と中世の断絶を示すことによって、その結果として立ち現れるキリスト教カ

トリックの思想の普遍的価値の提起であった。そこに当時の日本思想界において独自の位置を

占めるものがあるように思う。従来の研究で見逃されてきた吉満であるが、その理由には彼の

思想が極めて西洋的であることに由来するようにも思われる。 

 先行研究は、特に京都学派の思想との関係から、ある種の偏りを持って論じられてきたこと

を冒頭にて述べたが、京都学派の思想への注目は、「近代の超克」思想の特質を、西洋的近代

の超克としての東洋思想の可能性という図式に当てはめ、そこに京都学派の思想の適合性を見

てきたからと言えるのではないかと考える。 

アジア・太平洋戦争期において吉満のキリスト教カトリックに基づく普遍の思想は、いかに

戦争と対峙していたのか、この点については今後更に検討したいと考える。

                                                 
17 吉満論文 68頁 
18 同上、５頁 
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