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「土着的近代」概念の検討 ―芦東山(1696-1776)・安藤昌益(1703-1762)を中心に― 

 

片岡龍（東北大） 

 

１、はじめに 

・「土着的近代」概念における「土着」とは、「欧米型近代」における「国家」（の植民地主義支配）を相

対化するための「地域」（の生活文化）を意味するものと思われる〈北島義信「土着的近代研究へのお誘い」

2022.8.31〉。 

・「土着的近代」概念における「近代」とは、世界の土着文化に共通にみられる普遍性を基軸にした、本

来の共生（相互関係性、相異なるものの「一」）的「近代」（文明）である〈同上〉。 

・すなわち、たんに 19 世紀中期～20 世紀初期・20 世紀 70 年代を中心に諸地域（特に欧米型近代による

被抑圧側）で生起した、人間解放・現実変革のための社会政治運動の事例を個別に明らかにするだけでな

く、むしろそれらの共時性・共通性などの考究を通じた、「土着的近代」の構造的理解が求められている

〈同上〉。 

・「土着（文化）／近代（文明）」の構造は、より抽象化すれば、「多／一」「特殊／普遍」「相対／絶対」の

構造ともいえる。 

 

・そこで本発表では、相対方位（relative orientation）・絶対方位（absolute orientation）という概念を補

助線として導入し、「土着的近代」概念の検討を試みたい。 

・絶対方位とは、太陽や星を基準として「東-西-南-北」などと言い表される方位のことであり、天文的方

位（celestial orientation）とも呼ばれる〈吉田集而「方位」、『世界大百科事典』平凡社、1998〉。 

・相対方位とは、まわりの状況によって方位のとり方が変化する体系であり、「上-下」「前-後」「左-右」

など人間の身体感覚に関係する身体的方位（bodily orientation）、「海-陸」「内-外」「上流-下流」など地形

と関係する地表的方位（terrestrial orientation）のことである〈同上〉。 

・季節風のような風を基準とした方位は、特定の季節においては絶対方位となるが、季節が変れば吹く方

向が変化して相対方位となる中間的な方位であり、大気圏方位（aerial orientation）と呼ばれる〈同上〉。 

 

・芦東山と安藤昌益は、18世紀日本の東北地方の「実学」思想家である。 

・17世紀以降の「実心実学」は、16世紀末に中国に入ったイエズス会の宣教師の学問的洗礼を受け、大

地が球体であり、中国が世界の中心ではないというグローバルな地平を獲得した点で、それ以前の儒学

の「修己（実心）治人（実用）」とは区別される〈小川晴久「実心実学とは何か、その視点」同編『実心実学の発

見』論叢社、2006〉。 

・日本における「実心実学」は、時代的には18世紀頃を中心都市、地理的には文明の「周縁」に萌芽し

やすかった〈片岡龍「いのちといのちの響き合いとしての「実心実学」」『自然と実学』5、2020〉。 

・日本の東北地方（二重の意味での「周縁」）の二人の「実学」思想家の方位観の比較から、「土着（文化）

／近代（文明）」の構造化における歴史的限界と未来的可能性を探りたい。 
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２、芦東山(1696-1776) 

・東山は、宝暦飢饉の襲った 1755 年（60 歳）*の「東山自筆赦免願書」で、15～ 25 歳**の「学問修行」、

26～43 歳***の「御奉公申上様」を反省し、幼少期の祖父の訓誡を回想している。 

*代表作『無刑録』完成。cf. 昌益『（稿本）自然真営道』序文執筆。建部清庵『民間備荒録』序文執筆。 

**仙台・京都遊学期（闇斎学）。 ***儒員として仙台藩出仕 ～ 学問所設立の上書による幽居仰付。 

わたくし幸七郎は、渋民村（現、岩手県一関市大東町渋民）の岩渕作右衛門、後に剃髪して白栄と称した

者の孫で、6、7 歳から絵入り物語りなどを好んでいたのが白栄の気に入り、農業の家督を継ぐように

申しつけられました。 

禅僧の桃井素忠という者を、白栄の家に住ませ、9 歳の冬から 15 歳まで、素忠の指導によって、儒

学・医学・兵学の書などを講習いたしました。この素忠は、もともと江戸の浪人の山鹿素行（俗名は甚

五右衛門）の弟子の桃井釆女という者で、わけあって出家して諸国をめぐり、仙台に下ってきたもので

す。白栄が日本の中国地方の播州赤穂の城下に逗留していた際、素忠師弟の様子を詳しく承っていたの

で、白栄は素忠を一生扶助して、わたしの師匠になるよう頼んだのです。 

15 歳の夏に、白栄と素忠の考えによって、わたくしを仙台に登らせ、宝永 7 年 6 月 11 日から大和屋

久四郎の家に下宿し、久四郎の師匠の吉田需軒に会見したところ、需軒は久四郎と相談して、「学費は

久四郎が援助するので、江戸に留学して、儒学・医学を稽古して、身を立てるよう心がけるように」と

両人が忠言し、久四郎はそのことをすべて白栄に伝えました。 

白栄の考えは、「むしろ別に他人の援助を受けなくても、20 歳まで仙台に留学し、21 歳の春に上京

して、明師良友を求めて学問を磨き、26 歳の春に長崎へ留学し、中国や外国の人々と出会い、本草学

（薬学）に精通し、31 歳の春に、誠の立身が成就したあと、故郷の東山に帰って、渋民村中の農民た

ちを集めて、耕作の忙しくない時期や、休息のときに、孝弟忠信の道、民生に必要な礼、農業・養蚕、

洪水・干ばつ・飢饉のための備えを、平生怠りなく、教え諭して勉め励んで、神道・仏教・儒学・医学

の四部の書によって、渋民を変化して、四部民と呼ばれるようにする覚悟が、きわめて大事である。 

また白栄が見立てておいた土地に、薬草園を開いて、大和屋久四郎と協力して、民の病を救うべきこ

と、それ以外の名聞や栄達、世俗的な立身の望みは、すべて断ち切り、農工商賈という一般の民として

の分を守り、地域の役に立ち、一生を終えることが当然の道である」といった内容で、白栄と素忠の同

一の意見として、手紙によって厳しく告げてきました。 

わたくしは 15 歳の無智な児童でありましたが、その手紙をひとたび開封して読み、たいへん感激し

て心に刻みました。 

ただ『大学』『中庸』『論語』『孟子』の四部の書によって、渋民を変化して、少しでも御用に立ちた

いという寸志を書いて、返信しました。［･･･］i 

・晩年（66 歳赦免から 81 歳逝去まで）の東山の学問は、「神道・仏教・儒学・医学」を融合した「実学」を、

地域の民衆*の立場から実践したものといえる（赦免の翌年から号を「東民」と改めるii）。 

*大原村（現、大東町大原）の非人小屋主の岩右衛門なども含む。iii 

窮民、食を乞うも亦た天民／和俗なんすれぞ匪人と謂うや／請う見よ悲歌＊の蟹・鹿を哀れむを／

王侯感惻し仁を敦うせんと欲す** 〈「人日示乞人 二首」①、『玩易齋遺稿』十五〉 

*『万葉集』巻十六「乞食者
ほ が ひび と

の詠
うた

 二首」  **「万物の性は皆土に安静し、仁を敦厚せんと欲す。

聖人は能くこの安土敦仁の化を行なう。故に能く万物を愛養するなり」〈『周易正義』孔穎達 疏〉 
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・1738 年（43 歳）から編述を開始した『無刑録』は、明治十（1877）年に元老院から刊行され、近代刑法

（教育刑主義）の先駆と評価されるが、その核心は人命尊重。 

天が生ずるもので、人より尊いものはなく、天の愛するもので、民以上のものはない。だから人の上に

君たる者は、一般人民を天とする。［･･･］すべて人を殺す者は、天が必ずこれを殺し、根絶やしにして

残すことはない。ああ、君主たる者よくここに鑑みなければならない。  〈『無刑録』十八「濫縦」〉iv 

・ただし、その人命はたんなる生物学的生命ではなく、天地と並んで「三才」となる真の人としての「命」。 

 天地
あめつち

の間
あいだ

に生まる人の子はただ天地
あめつち

の 理
ことわり

を見よ 

（天と地の間に生まれる人の子は、ひたすら天地の道理を見なければならない） 

人はただ命
いのち

ありける 理
ことわり

を識
し

る人ぞ知る天地
あめつち

の道 

（人にはただ命があることの道理を知る人こそ、天地の道理を知っている） 

命とはいかなる物ぞ天地
あめつち

と共に長らう人の魂緒
たまのお

 

（命とはいかなるものか、それは天地と共に永遠である人の生命）  〈「三才評」、『玩易齋遺稿』十二〉 

・そのような東山の「人命」観は、宝暦飢饉の体験からの『楚辞』の読み直しによるものと思われる。 

楚の放臣屈原が「蘇世[独]立、閉心自慎、秉徳無レ私、参二天地一兮」*と云う程の人にも耻ることなきに

近き我となるべし。［･･･］即ち「三生三世惟我独尊」なり。［･･･］即ち「天地
あめつち

も人
ひと

もなき世
よ

を、天地
あめつち

も人
ひと

もある世
よ

となす我
われ

」と云うべき無類
む る い

なる者なり。 〈「三生三世惟我独尊歌 七首」、『玩易斎遺稿』十五〉 

*「世
よ

に蘇
めざ

めて独立し、心を閉じて自
みずか

ら慎み、徳を秉
と

りて 私
わたくし

無く、天地
て ん ち

に参
さん

ず(世の中にひとり目覚めて

立ち、心を抑えて自分を慎み、徳を守って私心を無くし、天地と並ぶ「三才」としての人となる)」〈「橘 頌
きつしょう

」、『楚辞』〉 

楚国[の都の郢
えい

]が[秦によって陥落して]凶荒に陥った後、2 月に屈原は[汨羅に]東遷し、「哀郢」の歌を作っ

た。わたしと思いを同じくする者は、千古にただ屈大夫がいるだけだ。〈「仲春東遷」*題詞〉v 

*宝暦七（1757）年、配所の宮崎（現、宮城県加美郡加美町）から高清水（現、宮城県栗原市高清水）へ移る。 

・さらに、それは桃井素忠の忌日でもある「人
じん

日
じつ

」の風習とも重ね合わされる。 

異国の楚の地域の習俗で、一月七日を「人日」と称して祝いの儀式を行う例にならって、日本人も古

来、めでたい時、祝いの日としてきた。この日は、わたしの先師である桃井素忠の忌日であり、毎年そ

の御霊
み た ま

を祭っている。  〈「安永癸巳（1773 年、78 歳）人日題孝経」〉vi 

楚国の習俗では、一月七日を「人
じん

日
じつ

」と称し、日本の習俗でもその故事を用いている。この日を五節句

（人日・上巳
じょうし

・端午
たんご

・七夕
たなばた

・重 陽
ちょうよう

）の初めとし、中国の朝廷でも祝いの儀式日とするめでたい時なので、

「人」の字を掲
かか

げて、人として守るべき道の究極である「仁
じん

」の徳を提示する主意にかなった日であ

る。そこで、楚の臣下であった屈原とまさに同じようなわたしの思いを述べたのである。      

〈「抒情*」〉vii 

*「 憤
いきどお

りを発して以て情を抒
の

ぶ」〈惜誦、『楚辞』〉。東山のこの詩は、明和七年（1770）一月七日に一関

藩第四代藩主の田
た

村
むら

村
むら

隆
たか

（1737～82）に奉呈され、聖堂の建設、学校の創設、経籍の版行の順次実現

にたいする期待を述べる。 

『万葉集』の古歌にも、「人間として生まれるのはむつかしいことなのに、たまたま[人間に生まれたこの

私は]」というように、万物の霊長である人となって、天地の間に生まれ出ることはたいへん有り難い

ことなので、人が人となる道理を明らかにし、天地と並んで「三才」となるような、大忠大孝の人にな

ることを願って、昔から本日一月七日を「人日」といい、また「霊辰」という。  〈「人日寄懐」〉viii 
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・須田禎一(1909～73)による『楚辞』「橘頌
きつしょう

」の翻訳〈『西遊記 聊斎志異 中国民話』講談社、1963〉。 

タチバナのうた（屈原） 

 

    あめつちにいのちをうけて 

    よき国によき木タチバナ 

    カラタチのさだめをこばみ 

    みんなみの空にかがよう 

 

    根
ね

はふかく心はかたく 

    徒
うつ

[徙]しがたきみさをのほまれ 

    葉
は

はみどり花は白妙
しろたえ

 

    ゆたかにもさかゆる木々
き ぎ

よ 

 

    えだえだにとげはありとも 

    つぶらなる実
み

はかがやくよ 

    青き実
み

とこがねなす実
み

と 

    あやなしてみのりの園生
そ の ふ

 

 

    実
み

の肉は白くかがやき 

    けがれなき道をぞしめす 

    いつわりを知
し

らぬ聖
ひじり

の 

    すがたして立
た

つ木
き

たたえん［･･･］       『前進座舞台写真集 :木村伊兵衛作品』(研光社、1966)より 

・東山にとって楚(江南)は、東北地方(奥北)と相対する地域として捉えられている。 

 

吾祖奥北人     吾が祖 奥北の人 

嘗詠江南橘     嘗
かつ

て詠
えい

ず 江南
こうなん

の 橘
たちばな

* 

独立喜素栄     独立** 素栄
そ え い

***を喜び 

丹衷比朱賓(實？)  丹衷
たんちゅう

 朱
しゅ

賓
ひん

(実
じつ

？)に比す 

渋民諷吟之     渋
しぶ

民
たみ

 之を諷吟
ふうぎん

し 

供橘祭忌日     橘を供
きょう

し 忌日
き じ つ

を祭る 

朴訥雖如枳     朴訥
ぼくとつ

 枳
からたち

の如
ごと

しと雖
いえど

も 

只要正心術     只
た

だ心術
しんじゅつ

を正しくするを要
よう

す 

〈「渋民村吟 五章八句」①、『玩易斎遺稿』七〉 

*「江南の 橘
たちばな

、江北に移されて 枳
からたち

となる」。なお「奥北」は「江北」に重ねられている。 

**「独立して遷
うつ

らず」〈「橘頌」〉（衆木の中に独立して、移植できない）。「世に蘇
めざ

めて独立し」〈「橘頌」〉。 

***「緑
りょく

葉
よう

素
そ

栄
えい

」〈「橘頌」〉。「素」は白色、「栄」は花。東山の祖父白
はく

栄
えい

の名に重ねられている。 
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（東北の人であるわたしの祖父白
はく

栄
えい

は、かつて江南のタチバナの詩を詠じた。しっかりと自らを守っ

て真っ白な花を咲かせる姿を喜び、真っ赤なその実を赤き誠心
まごころ

になぞらえたのである。渋民の人であ

るわたしは、この詩を諷誦して、タチバナをお供えして祖父の忌日
き じ つ

を祭る。東北の人であるわたしの

朴訥
ぼくとつ

さはカラタチのようだが [、けがれなきタチバナのような人間になろうと] ひたすら心を正しく

しようと努めている。） 

・東山は、東北にとどまりながら（土着）、普遍性に通じることができるとする。 

玉
たま

鉾
ぼこ

の 道行く人も 陸奥
みちのく

の 室根
む ろ ね

の山を 見てぞとどまる 

陸奥
みちのく

の 室根
む ろ ね

の山に ふして見よ 富士の高峯
た か ね

も 億岐
お き

の小島も 

 この二首は、東 山
ひがしやま

の山伏に贈った歌である。［･･･］道を尋ね行く行者も、ここが道の奥の住居すべき室で

あると踏みとどまって、これ以上外に行くことなく、その止まるべき至極の場所を得て止まるという意であ

る。［･･･］奥州は東山
とうさん

道の東極であり、北方に偏って、丑寅
うしとら

の方位に当たる。艮
ごん

は東北の卦で、その象を山、

その義を止まるとする。わたしの東 山
ひがしやま

の読書の斎号も艮斎とするのは、艮は万物の終わりをなす所であり、

かつ始めをなす所であるというように、易道の変化の至妙も東北にある。そこで東山の艮斎の中に潜居して

周易を熟読玩味して一生を終わる覚悟である。［･･･］「ふして見よ」の一句は、「室根」の縁語であって、「室

根」の「根」を「峯」の字、「寝」の字にも通わし、「ふして」の「ふし」は「野伏」「山伏」、さらに「臥游」

「臥看」の「臥」、「俯見」「俯瞰」の「俯」ともなして見るとよい。「ふじの高根」の「ふじ」は、上の句の

「ふしてみよ」の「ふし」と清濁があるだけで、これも縁語のである。『日本書紀』神代巻の「億岐」「隠[岐?]」

はともに「奥」に通じ、さらに「起臥」の「オキ」とも通じて、「ふじの高根」と縁語である。道の奥である

室根の山伏となって見よ、富士の高根も沖の小島も目の前であろうと、その山伏に道を知らせようとする意

である。異国の諸伝にも、日本は天文地理から考えると東が高く西が低く、中国・インドが西が高く東が低

いのとはまったく異なった地勢である証拠が色々ある。いま東山のさまざまな川や谷の水が、すべて室根の

麓から発して西の方に流れるのを見ると、東が高く西が低くて、富士山も室根より低いことは疑いがない。

ただ、自然に段々と東の方が高くなる、その高い場所から室根を見るので、平地から富士山を見るようには

高くは見えないけれども、地勢から考えれば、室根山は日本の東極であって、東方第一の高山である。東方

の朝日・陽気を受けるのは室根がどこよりも真っ先である。［･･･］西方の山々の雲気がさえぎって、室根か

ら富士の高峯も隠岐の小島も見えないようになっているが、屈原の「遠游」や宗炳の「臥遊」の精神を会得

すれば、室根山上の小室に籠り伏しても、富士の高峯も隠岐の小島も、残すところなく目の前に見ることが

できるという意である。  〈「室根山ノ歌」、『玩易斎遺稿』十〉 

・東山は、普遍性の根拠を太陽に見る。 

にしへ行く 人もかへりて ひんがしの 室根をふじと おもひぬるかな   

室
むろ

峯
ね

より ふじの高ねに 赤根
あ か ね

さす あかつきを見よ 日
ひ

の本
もと

の人  

この二首は、東 山
ひがしやま

の修行僧が西遊の志があるのを見て読んだ歌である。西行法師も北面の武士であった

が、発心して西方の浄土を慕ったことから、自ら西行と号したけれども、また東国に帰ってきて室根を見る

なら、必ず富士かと思って東国に留まる心も生じるのではないか。［･･･］東山の室根に寝たのを、富士の石

室に臥したと思って籠もったのだという意をもたせ、あの「忘れては富士かと思ふ[これやこの伊予の高根の

峰の白雪]」という歌の心を詠んだのである。［･･･］日本の人として生れたからには必ず、太陽が昇る本であ

る東の室
むろ

峯
ね

から富士の高峯まであかね雲がさして夜が明けるのを見て、自分の心に太陽があることに気づか

なければならない。 〈「室根山ノ歌」、『玩易斎遺稿』十〉 
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・東山の「人命」観もそこから。 

「人」は「日瓊
ひ と

」であり、瓊
けい

とは玉のように大事にするという語。また「ひとつ」また「ひとり」とい

う意味。天にある太陽を仰ぐように、天地のあいだの万物の中で、人に比べることのできる物はなく、

唯一の存在であることは、太陽を仰ぐのと変らない。そのため『日本書紀』では「人」の字を、「神」

の字と同じく「かみ」と訓んでいる。ここから、人は太陽や神のように、天地の間に比類なく貴い存在

であることがわかるだろう。したがって至尊である天子でも、必ず人の尊さという道理をなによりも

第一にはっきり理解して、人を大切に愛し恵み、どのような大悪人でもその本性は日の神と変らない

ところを見て、憎んで見捨てる私心を少しももたず、ただひたすらに恵み教え、大善人に生まれ変わる

ように手立てを尽されるのが、至尊たる天子のなにより一番に心がけねばならないことであり［･･･］。  

〈「東道歌 二首」〉ix 

和訓で「人」の字を「日瓊」と訓んで、人の心は太陽と等しく、その心は常に正しく、ひたすら誠実さ

を心がければ、太陽のように正しく誠実であって、天地の万物を照らすように、その心映えが太陽と変

らず、誠の人というものになることを挙げ示したのである。いま目の前の太陽を見れば、昼夜運行し

て、大地の底まで下り沈んで、万物を照らし、汚い土や汚物までもその光が及ぶのは、太陽の比類のな

い謙虚な徳であり［･･･］。  〈「人日正実の歌 並に反歌」〉x 

・しかし、太陽を基準とする「特殊／普遍」の構造化は、「特殊の普遍化」に陥りやすい。 

すべて天が覆うところ、地が載せるところ、四海万国において太陽は一つであって、二つの太陽はない

のだから、日本の太陽、中国の太陽といった二つがあることはない。であれば日本の神道、中国の神道

といった二つの神道があることはなく、どこにおいても神道はただ一つの理の神道であって、道を明

らかにする助けとすべきである。異国の道だからとして棄て去ることは、天は一つ、太陽は一つという

ことを知らずに、日本の天、日本の太陽と、異国の天、異国の太陽の二つに切り分け別々のものとし

て、かえって両部習合の偏見となり、唯一の大道ではない。我が日本の初代帝王である神武天皇の

「六合
りくごう

」を兼ね「八紘」を覆う（神武紀）お思いは、中国の地もインドの地も、天の覆うところ地の載

せるところ、太陽と月の照らすところ霜露の降るところすべてを兼ね覆うものであり、神祖[家康？]の

お思いも日本だけを御宇とされるような狭いものではない。であれば、日本の西、日本の外に生れ出た

孔子・孟子、程子・朱子のような聖賢を、日本に生れ出た人と同じように思われ、その大中至正の言論

を採用して、日本を治める神道の肝要な学問とされ、外国の道として排斥しなかった事々は、論じるま

でもない。このような公明正大の極みのお思いでは、清国やインドまでも残らず我が日本の神徳王化

に服して、日本に朝貢するようになる時節もあるべきこと疑いがない。〈「神道ト仏教」、『玩易斎遺稿』十〉 

・また、「心」の完結性により、「人間の絶対化・神格化」にたいするチェック機能が弱い。 

これやこの 日
ひ

い神
かみ

出づる 天の原 くわしく妙
たえ

に 茜さす 正しき実
まこと

 満ち満ちて 光輝き 明

らかに 照らしわたるを 仰ぎ見て 人となるべし 

人はみな 心正しう 一筋に 実
まこと

を努め 努むれば 心の光 限りなく 輝き照らす 国の外
ほか

まで 

 

惟太陽之精、正実而光明。人正心務実、徳輝照八紘。（惟れ太陽の精、正実にして光明。人は心を正し

実を務むれば、徳は八紘を輝き照らす） 

 〈「太陽吟」、『玩易斎遺稿』六〉 
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３、安藤昌益(1703-1762) 

・昌益も「東」を太陽と関係させ、日本とも結びつけている（東北地方とは結びつけていない）。 

▲東
ト ウ

 は「木」と「日」の合字であり、「木」は[五行で]東に位し、「日」は東から昇る。その方位は

「日」「木」ともに東であり、「日木」は日の本である。xi 

伊勢は日本の東であり、毎日そこから天照大神がお出ましになる地である。xii 

・しかし、昌益は「聖人」による絶対方位の恣意性を批判している。 

▲「六合
りくごう

」は、聖人が東・西・南・北・上・下を「六合」としたものであり、これもデタラメな誤りで

ある。「転」は回転して四方も上下もなく、ひたすら回転して止まることがないから「転」なのである。

どうして勝手に四方・上下とすることなどあろうか。「定
ち

」は定まった方位があるわけではないが、「転」

の気の流行をうかがうために仮に[方位を]付けているのである。それを決まった方位があるかのよう

に、「定
ち

」を「六合」としている。そのため［･･･］道の根本を誤っている。xiii 

・また、日本を太陽の運回する「本」の地とするが、「本」はここでは「初発」の意である。 

▲日本国は「定
ち

」の北東の隅から東に偏り、四方を海に囲まれた島国である。［･･･］南北に狭く東西に

長い。「自然」の気の流行における「小進気」に当る。一日でいえば朝から昼前の気の流行のようであ

る。そこで太陽の運回の「本」であり、ゆえに「日の本」と呼ぶのである。気の流行の「初発」である

「小進気」なので、産出する物には毒性の強い物もなく、また優れて大きな効能をもつ物もない。［･･･］   

総じて世界から言えば、日本は北東の隅から東に偏り、「自然」の神
しん

の「初発」である「木」の生発

の気の流行に当る国である。したがって気の働きは若々しい。xiv 

▲本
ホン

 は中央下部の「十」は、木の根が四方に正しく生えている姿に象り、木の根であるから「もと」

である。和訓は「もとづく・はじめ」。［･･･］ 

そこで「本」は「木」に「一」である。「自然」の「進退」は始めもなく終りもなく数えられない。

そして「進退」して妙用をなす「一
はじめ

」は「木」である。だから「木一」は「本」である。したがって

「一」も「木」であり、「木」も「一」である。人・物の生の「本」は「木一」である。天地の全体は

始めもなく終りもない「自然」である。「自然」とは「五行」であって「一真」である。だから人・物

の生は「木」に「 一
はじまる

」のである。xv 

・昌益は、太陽（「日」）は「進気の精凝」、「転
てん

神
しん

」であり「定
ち

」の中土を運回するとする。 

○日
ジツ

 は、「大陽の精粋であり、人君に象る」というのは、大きな考え違いである。太陽（「日」）は

「天[転]神」である。人君は「天[転]道」を盗んだのである。xvi 

「進気の精凝」は太陽（「日」）であって、内に月
つき

を備えて「転
てん

神
しん

」となる。「退気の精凝」は月
つき

であっ

て、内に日
ひ

を備えて「定霊
ち れ い

」となる。太陽と月は「互性」、昼と夜は「互性」である。xvii 

▲「転神」が、「定
ち

」の中土を運回する図は次のようである。北極の真から一気が発して運回する。こ

れが「転神」。「定
ち

」の中土に降って、北に発して万物の発生を始め、中土に入り冬の土用となる。東に

発して万物の花を咲かせ［･･･］。こうした営みの全体は、「自然」の「真」がひとりでに働くのであり、

ひとりでに「小進」して「木」の春が発生し、「小退」して「金」の秋は実りを収め［･･･］。尽きれば生

じ、生じれば花咲き［･･･］。ただ一つの「中真」がひとりでに働く神気が小大に進退するだけだ。xviii 
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〈『安藤昌益全集』別巻、121 頁〉 

・ただし、運回するのは「転
てん

神
しん

」（≒「活真」）だけではない。 

「自然」の「大進気の精凝」は「転」の神
しん

であり太陽である。「大退気の精凝」の「定」の霊
れい

である月

である。「小進気の精発」は「転定」の云申
こ ん

である息気の風である。「小退気の精凝」は「転定」の魄
はく

で

ある星である。北極星は動かずに「転定」の中真である。中央の土は「転定」の肉体である。xix 

この「転」「定」、太陽・月・星・辰は、本来なんであるのか。始めもなく終りもない「活真」がひとり

でに進み退き、退き進んで、「通→横→逆（→通…）」と常に運回して、「通」に運回すれば「転」、「横」

に運回すれば「定」、「逆」に運回すれば中央の土であり、「転定」は一体となる。そして「転定」の中

に運回すれば太陽、「横」に運回すれば月、「逆」に運回すれば群星、辰がそれを「就革」して、「転定」

の臓腑、神
しん

・霊
れい

・云申
こ ん

・魄
はく

、八気が神妙に流行する。これがつまり「転定」の本当の身体であり、「活

真」の全体であり、すなわち人の身体である。xx 

・この「転
てん

神
しん

」の気によってつながる地域性は、「土着（文化）／近代（文明）」の構造化に示唆的？ 

▲五行の気は、「転」を流行するときは一様だが、「定」を流行するときは差異がある。「定」は東南が

薄くて「進気」が浮びやすく、西北は厚くて「進気」が浮びにくい。そのため国々によってまたこの差

異がある。南方の国では万物の成長が早く、北方では万物の成長が遅い。世界万国すべてその通りであ

る。一国の中にもこの差異がある。微細に言えば、郡ごとに、山地や平野などの地形に差異がある。xxi 
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・「転
てん

神
しん

」の気によってつながる地域性を考える際には、絶対方位でもなく相対方位でもない、中間的な

方位である大気圏方位（aerial orientation）としての「風」に注目することも興味深く思われる。 

風論(ふうろん) 〈真斎『神医天真論』〉 

 

夫(そ)レ風ハ無始無終(むしむしゅう)ナル活真(かっしん)ノ生気ニシテ、常ノ息(いき)ナリ。此ノ気息、自感(じ

かん)・進退(しんたい)シテ、以テ万物ヲ生ズル則(とき)ハ呼(こ)、又万物ノ気ヲ出シ吸(きゅう)ト為リ、常息

止(や)ムコト無シ。即チ活真ノ呼吸、是レ風ナリ。万物ハ活真ノ分生ナリ。故ニ万物ノ呼吸モ亦(また)猶

(なお)風ノゴトシ。 

天地・中央土・万国ニ吹キ回(めぐ)リ、生々極マリ無ク復(かえ)ラズ、殺伐ヲ主ル。人・物ノ形体ヨ

リ息シテ天地ニ帰スル則(とき)ハ息風ニシテ、天地ニ生ズ。常ニ天地ノ間ニ有リテ温発シテ止マズ。若

(も)シ止絶スル則ハ、活真活スルコト能ハズ。其ノ性温ナルハ、即(すなわ)チ活真ノ元気ニシテ、人物

ノ元気モ亦然(しか)リ。人・物ノ形体ヲ去リテ天ニ帰スル則ハ、活真ニ一和スル故ニ、死スルコト無シ

（『安藤昌益全集』十四、353 頁）。  

 

 

 

i 「幸七郎儀、右渋民村作右衛門、後剃髪白栄と申者孫にて、六七歳より草紙物語等好申様子、白栄心

に相叶、白栄農業之家督申付、衲僧素忠と申者、白栄所に指置、幸七郎九歳の冬より十五歳迄、素忠指

南相受、儒医兵家の書等講習仕候。右素忠事、元来江戸浪人山鹿素行軒、俗名甚五右衛門弟桃井釆女と

申者にて、品有之、出家行脚、 御国へ罷下、白栄日本中国播州赤穂城下逗留之節、素忠師弟様子委細

承及、素忠一生白栄扶助仕、幸七郎師匠に相頼み申候。幸七郎十五歳の夏、白栄素忠吟味を以て、仙台

為登、宝永七年六月十一日より、大和屋久四郎所へ寓居、久四郎師匠吉田需軒に会見仕、需軒久四郎相

談、久四郎より学問料合力可仕候間、江戸に僑居、儒学医学稽古立身の心懸可然由、両人異見申聞、久

四郎不残、白栄方へ申遣候処、白栄存寄、一向別段他人之合力可申受事に無之、廿歳迄仙台寓居、廿一

歳の春上京、明師良友を求め、学問琢磨、廿六歳の春、長崎へ游学、大清異国の者共に出会、本草吟

味、三十一歳の春、誠の立身成就の後、故郷東山へ罷帰、渋民村一村の田夫野人共相集め、耕作の隙、

休息の間、孝弟忠信の道・民生必用の礼・農圃蚕桑の業・水旱飢饉の備、平生無油断、誨諭勉励、神仏

儒医の書四部を以て、渋民を変化、四部民と号し候覚悟、肝要至極、兼て白栄見立置候地に於て、薬園

を開き、大和屋久四郎に申合、民病を救申了簡可然候、其外名聞利達の願、世俗出身の望、一切断絶、

農工商賈、凡下百姓の天分を守り、御国の御用に立、相果申事、当然の道に候品々、白栄素忠同一に書

状を以て、稠敷申付。幸七郎十五歳愚蒙の童子に候へとも、其一封披見、無限感激銘佩、只大中論孟四

部を以、渋民を変化し、少しく御用にも相立申度候寸志書付、挨拶仕候」（「東山自筆赦免願書」、『玩易

齋遺稿』巻八） 

ii 芦育平『芦東山先生伝』1965。 

iii 前掲、芦育平書。芦文八郎『蘆東山先生傳』芦東山先生記念館、1995、221 頁。大藤修『近世庶民社

会論』吉川弘文館、2022、233 頁。 

iv 「天の生ずる所、人より貴きはなく、天の愛する所、民より甚だしきはなし。故に人に君たる者は、百
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姓を天となす。［･･･］凡そ人を賊う者、天必ず之を殛し、子孫殄滅して、孑遺あることなし。ああ人主、

監みざるべけんや」（『無刑録』第十八「濫縦」） 

v 「楚国凶荒之後、仲春屈原東遷、作哀郢詞、与余同懐者、千古惟有屈大夫耳」（「仲春東遷」題詞、『玩

易齋遺稿』七） 

vi 「異域荊楚の俗、正月七日を人日と称し、祝儀をなすの例に倣い、倭人も霊辰祝日となし来る久し。

此日余が先師[桃井]素忠の忌辰にて、毎歳其霊を祭る」（「安永癸巳 人日題孝経」『玩易斎遺稿』十五） 

vii 「楚国の俗は、正月七日を人日と称し、倭俗も其故事を用ゆ。此日を五節句の初となし、唐土朝廷にて

も祝儀日となす霊辰なれば、人の字を提げ、人道至極の仁徳を提示する主意相応の日を以て、楚臣屈原同

然の愚情を抒るなり」（「抒情」、『玩易斎遺稿』六） 

viii 「古歌にも、人となることは難きを、わくらばに[なれる我
あ

が身は]といえる如く、万物の霊となる人

と云うものになり、天地の間に生れ出るは甚だ有り難きことゆえ、人の人たる理を明にし、天地と参
まじ

わ

り比
なら

ぶ、大忠大孝の人とならんことを欲し、古来今日七日を人日と云い、霊辰と云う」（「人日寄懐」） 

ix 「「人」は「日瓊ひと」にて、瓊
けい

は玉の如く珍重する詞、又「一つ」又「独り」の心。天の日を見る如く、

天地間万物内、人に比すべき物なく、只独なる者、天日を見るに異ならず。故に日本紀「人」の字を「神」

の字と同じく「かみ」と訓
くん

ずるにて、人は日の如く神の如く、天地の間比類なく貴きものなるを見るべし。

故に天子の至尊と雖も、必ず先ず人の貴き道理を明かに見悟り、人を大切に愛み恵み、何様なる大悪人を

も、其本性日神に異ならぬ所を見、少しも憎み捨る私の意なく、只一筋に恵み教え、変じて大善人となる

様に、其道を尽し給うが、天子至尊第一至極先要の道にて［･･･］」（「東道歌 二首」、『玩易斎遺稿』十六）。 

x 「和訓、「人」の字を「日瓊」とよみ、人の心は天日とひとしく、其心恒に正しう、一すじに実を力め

務れば、則ち天日の如く正しく実にして、天地万物を照らす如く、其心根少しも天日に異なることな

く、誠の人と云うものなることを挙示するなり。今日眼前天日を見るに、昼夜運行、大地の底まで下り

入て、万物を照らし、糞土穢物までも其光及ばざる所なきは、即ち天日の謙徳無類にして［･･･］」。 

（「人日正実の歌 並に反歌」、『玩易斎遺稿』十） 

xi 「▲東(トウ) ハ木ニ日ニシテ、木ハ東ニ位シ日ハ東ヨリ出ヅ、其ノ方ハ日・木トモニ東(ヒガシ)ニシ

テ日木ハ日ノ本」。（『安藤昌益全集』二、344 頁） 

xii 「伊勢ハ、日本ノ東(ひがシ) 、毎日、天照大神ノ出御ナリ」（『安藤昌益全集』五、343 頁） 

xiii 「▲六合(りくごう)ハ、聖人、東西南北ノ四方・上下ヲ以テ六合ト為ス、又妄失ナリ。輪回シテ転ハ無方・

無上・無下ニシテ、転転シテ止断スルコト無キ故ニ転ナリ。何ゾ私ニ四方・上下ト為ルコト有ランヤ。定

(ち)ハ決方有ルニ非ザレドモ、転ノ気行ヲ窺(うかが)ハンガ為ニ仮リニ附ケタル者ナリ。然ルニ決有ノ如ク、

定ヲ以テ六合ト為ス。故ニ［･･･］道ノ太本ヲ失ル」（『安藤昌益全集』八、150 頁） 

xiv 「▲日本国ハ定(チ)ノ北東ノ隅ヨリ東ニ偏シ、四方皆離レテ嶋国ナリ。［･･･］南北ニ狭ク東西ニ長キ国

ナリ。自然ノ気行ノ小進気ニ当タル、其ノ一日ノ中ニ於テ朝ヨリ昼(ひル)前ノ気行ノ如シ。故ニ日輪運回

ノ本ナリ。故ニ日(ひ)ノ本(もと)ト呼ブナリ。気行ノ初発・小進気ナル故ニ、生ズル所ノ産物ニ大毒ノ物無

ク、又勝(すぐ)レテ大功ナル能物無シ。［･･･］凡テ世界ヲ以テ言フ則ハ、日本ハ北東ノ隅、東ニ偏リ、自然

神ノ初発・木生発ノ気行ニ当ル国ナリ。故ニ気感ハ若穉ナリ。」（『安藤昌益全集』十二、82 頁） 

xv 「▲本(ホン) ハ、下中(しモナカ)ノ十(コレ)ハ木ノ根四方ニ生(ハ)エテ正シキ象リ。木ノ根ナル故ニ、「モ

ト」ナリ。「モトヅク・ハジメ」和訓。［･･･］ 
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 故ニ本ハ木ニ一ナリ。自然ノ進退ハ無始無終ニシテ無数ナリ。然シテ、進退シテ妙用ヲ為ス一(ハジメ)ハ

木ナリ。故ニ木一ハ本ナリ。故ニ一モ木ナリ、木モ一ナリ、人物生ノ本ハ木一ナリ。天地ノ全体ハ無始無

終ノ自然ナリ。自然トハ五行ニシテ一真ナリ。故ニ人物ノ生ハ木ニ一(ハジマル)ナリ」（『安藤昌益全集』二、

341～342 頁） 

xvi 「○日(ジツ) ハ、「大陽ノ精、人君ノ象リ」ト云ヘルコト、大イナル愚失ナリ。日ハ天神ナリ、人君

ハ天道ヲ盗ムナリ」（『安藤昌益全集』二、72 頁）。 

xvii 「進気ノ精凝(せいぎょう)ハ日(ひ)ニシテ、内(うち)ニ月(つき)ヲ備(そな)ヒテ転神(テンしん)、退気ノ精凝ハ月

ニシテ、内ニ日ヲ備ヒテ定霊(ちれい)、日月互性、昼夜互性ナリ」（『安藤昌益全集』一、64 頁）。 

 

xviii 「▲転神、定ノ中土ニ運回スルニ、其ノ図、此ノ如シ。北宮真ヨリ一気発回ス。是レ転神ナリ。定ノ

中土ニ降リ、北ニ発シ、万物ノ生ヲ始メ、中土ニ入ル、冬ノ土用ナリ。東ニ発シ、万物ノ華ヲ開キ(中土

ニ入ル)、春ノ土用ナリ。南ニ発シテ万物ノ実リヲ始メ、中土ニ入ル、夏ノ土用ナリ。西ニ発シ、万物ノ

実リヲ収ム、秋ノ土用ニ入ルナリ。是レ其ノ全体ハ自然真ノ自感ニシテ、自リ小進シテ木ノ春ハ発生、小

退シテ金ノ秋ハ実リ収マリ、自リ大進シテ火ノ夏ハ盛極シ、大退シテ水ノ冬ハ枯レ尽クス。尽クレバ生

ジ、生ズレバ花サキ、花サケバ実リ、実レバ収マリ、収マレバ枯ルル、枯ルレバ生ジ、惟(ただ)一中真ノ自

感スル神気ノ小大ニ進退スルノミ」（『安藤昌益全集』十、322 頁）。 

xix 「自然ノ大進気ノ精凝ハ転神ノ日輪ナリ。大退気ノ精凝ハ定霊ノ月輪ナリ。小進気ノ精発ハ転定ノ云

申・息気ノ風ナリ。小退気ノ精凝ハ転定(ノ)魄ニシテ星ナリ。北宮星ハ動カズシテ転定ノ中真ナリ。中央

ノ土ハ転定(ノ)肉体ナリ」（『安藤昌益全集』四、258 頁）。 

xx 「此ノ転定、日・月・星・辰、本何者ゾ。無始無終ナル活真、自リ小大ニ進退・退進シテ、通(つう)・横

(おう)・逆(ぎゃく)ニ常ニ運回シテ、通回シテ転、横回シテ定(ち)、逆回シテ中央土ニシテ、転定一体ト為(な)

ル。然(しか)シテ転定ノ中(うチ)、通回シテ日輪、横回シテ月輪、逆回シテ四星・列星、辰之レヲ就革シテ、

転定ノ体ト府蔵、神・霊・云申(こん)・魄(はく)、八気妙行ス。是レ乃(すなわ)チ転定ノ正身ニシテ活真ノ全

体、乃(いまし)イ人体ナリ」（『安藤昌益全集』六、252 頁）。 

xxi 「▲五行ノ気、転ニ運ブニ一般ナレドモ、定ヲ運ブニ不同有リ。定ハ東南ト薄ク進気浮ビ易ク、西北

ト厚フシテ進気浮ビ難シ。然シテ国国ニ於テ又此ノ不同有リ。南方ノ国ハ万物ノ生速シ。北方ノ国ハ万物

ノ生遅シ。世界万国皆(みナ)然リ。一国ノ中ニ於テ此ノ不同有リ。微細ニ言フ則ハ毎郡、多山・平広土ニ

此ノ不同有リ」（『安藤昌益全集』十一、122 頁）。 

」 


