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はじめに

1．問題の提起

　東アジアの伝統思想は儒教・仏教・道教に代表されることは周知の事実である。特に王陽

明 1） の思想は東洋的思想の展開の極致とも言われている。したがって、本稿ではその思想の中で

もとりわけ重要な概念とされている「万物一体の仁」について新たな考察を試みたい。「万物一

体の仁」は中国の伝統思想と文化の中で真髄となる部分であり、現在もその強い影響力は失われ

ていない。またこれを総括することは、日中韓三国の安定関係を構築する上で極めて有益なこと

であると考える。

　陽明学及び「万物一体の仁」についての認識は、歴史上劇的な変化も呈した。

　日本においては、幕末の志士と言われる吉田松陰、高杉晋作、西郷隆盛、河井継之助らが日本

の陽明学から大きく影響を受けたと言われている。しかし、周知のように、陽明学が唱える「知

行合一」と「事上磨練」は志士に重宝されたが、「万物一体の仁」の考えは重要視されなかった。

　中国においては、民国時代の学者銭穆と牟宗三が陽明学の研究に力を投入し、「万物一体の

仁」に関する研究は彼らの著作に散見される。しかし、その時代には、「万物一体の仁」は陽明

思想の中核と見做されず、それを論じる専門的な著作はなかった。中国新儒家の第一人者とされ

る杜維明は王陽明の若い時代をめぐり、1960年代にハーバード大学で修士論文を提出したが、

「万物一体の仁」には言及しなかった。

　新中国が成立してからも、王陽明は唯心主義の思想家及び農民蜂起を鎮圧した反動官僚と見做

され、次第に忘れ去られてしまった。1990年に『有無之境 ― 王陽明哲学の精神』を書いた陳

来も「万物一体の仁」に関心を示さなかった。21世紀に入って、中国政府は政権の安定を図る

と同時に、民衆に自国文化への自信を高めさせるため、共産主義思想が伝統文化と接近する姿を

示し、儒学及び他の伝統思想が復興する気運が高まってきた。特に、習近平は政治舞台に上がっ

た後、儒学及び伝統文化の復興を強力に提唱し、そして何度も公開の場で陽明心学を絶賛した。

それを契機にして、陽明学研究は一世を風靡して、関連する著作が雨後の筍のように次々と現れ

た。現在、心学の視野から「論語」を再解読しようとする多くの学者らは、孔子が列国を周遊し

たことに関して、孔子には「万物一体の仁」に通じる仁愛の心があり、人民を苦難から救おうと

したと解釈した。その反面、「万物一体の仁」の専門著作に関しては陳立勝『王陽明「万物一

体」論』を除いて一冊も見当たらない。
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　2016年 8月中旬、千人を上回る学者と政治家及び企業家らが一堂に会し、「陽明心学及び人類

運命共同体」の国際シンポジウムが開催された。その際、陽明心学特に「万物一体の仁」は現代

世界を救う良薬であると説かれた。

　元来、中国歴史上では儒学と政治とは分離できない局面を呈しており、これは儒学の発展に有

利な面と不利な面の両面をもたらしていたのである。目下の中国における陽明学研究を分析すれ

ば、陽明学研究と政治権力とが絡みあうことも見出され、場合によっては過去と同じ失敗を繰り

返す恐れもある。

　例えば、「万物一体の仁」を提起すれば、その言葉が政治的な利用に供される可能性は大きい。

最も警戒すべきことは、「同化」を強制しようとする 「一体」の使用であろう。悪い場合には戦

争中のように、他の民族文化を消滅させる「大東亜共栄圏」に近い構想が掲げられる可能性は無

きにしもあらずである。その上、中国の学者は政治イデオロギーから深い影響を受け、客観的か

つ公正的に学術活動を行うことが極めて難しい。例えば、陽明学の場合、陽明学が朱子学の反動

として把握され、陽明学と朱子学との連続性が殆ど言及されていない。これは中国思想史の事実

を無視することと等しい。陽明の弟子である王心斎についても同じようなことが窺える。心斎が

泰州学派を創立し、社会実践活動に投身したことは高く讃頌された。だが、学者は主に身の尊厳

を強調する「淮南格物」に注目し、短文の「鰍鱔説」にはあまり注目をしていない。

　いかに陽明学を評価し、さらに発揚すれば、現在、中国が民主国家を目指す方向に資する要因

を抽出することができるのか。このような問題意識を持ちつつ、本稿はまず朱子学と陽明学の関

連性から出発し、陽明学と朱子学の連続性と断絶性を詳しく分析して、「万物一体の仁」につい

ては筆者としての結論を述べる。次に、「愚夫愚婦と三代の聖人との違いは『外』的な分量の

み」という観点を踏まえて、民衆の道徳的主体性の形成という問題に関心を示す。最後に「致良

知」及び「万物一体の仁」の延長線から、「鰍鱔説」への分析を進め、「三教合一」という新しい

アプローチから多元的に把握し理解する試みをする。

2．全体の構造

　以下では、まず第一節で共通理解を得るために、儒教と朱子学を簡単に紹介し、論説のベース

とする。第二節では本稿の要として陽明学の中核思想「万物一体の仁」を取り上げる。ここでは

先行研究を参照しながら、各方面からの分析を行い、「万物一体の仁」という思想の展開過程を

考察する。最終的にその思想の特徴を明らかにすることを目標とする。第三節では陽明門下の王

心斎の「鰍鱔説」をめぐって、道徳的主体性の意味を検討する。第四節では、現代東アジアの国

際関係における「万物一体の仁」の有用性を抽出する。そして、そこから筆者が提唱する「文化

共生体」構築の可能性を探る。
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第一節　儒教と朱子学

1．儒教の登場

　中国の春秋時代、孔子が儒教 2） を立てた。その中心的な概念は男性の「血縁」に基づいて考案

された。なかでも、「別」と「差等」は儒学における重要な教えである。人々は「分」の節度を

守り、秩序正しく生活しなければならないと儒家は提唱する。しかしながら、儒家の説く徳治主

義や倫理規範による人格陶冶および「仁」に基づく秩序志向の思想は当時覇権を巡って干戈を交

え、日々極度の興奮と緊張状態にあった春秋戦国の諸侯にとっては非現実的な机上の空論と思わ

れ、迂遠な営みとしか捉えられなかった。統治者は儒家より法家や縦横家の言説を好み、「王

道」ではなく「覇道」の道を歩んだ。その時点では、儒教は政治の表舞台に立っていなかった。

　また始皇帝が天下統一を実現した秦の時代においてもイデオロギーは相変わらず法家の思想に

支えられていた。その一方で、水面下では儒教の「普遍運動」 3） が絶えず繰り広げられていた。

この運動はやがて漢の武帝建元五年（前 136年）に結実し、董仲舒の献策に従って五経博士が設

置された。それにより儒教が国教となった 4）。その後、宋の時代になると、士大夫階級の台頭と

ともに、新しい哲学の出発が可能となったのである。

2．集大成たる朱子学

　周濂渓→程明道・程伊川→張横渠と展開されてきた新しい「道学」は、南宋となった頃には完

成した体系として朱子学に発展した。朱子学の中心をなしているのは「理気説」を唱える存在論

と「性即理」の倫理学である。朱子は『孟子』や『淮南子』など従来伝承されてきた「一気」に

哲学的思弁を加え、二程子及び張横渠の影響を受け継いで、「気」を理論化・体系化した。気に

関する朱子の理論は必ずしも朱子の独創ではないが、全ての存在を構成している「気」に「然る

所以の故」すなわち「理」を賦与することに朱子の絶妙さが見出される。それを基底として拡充

し、朱子学の核である「性理学」に至る。朱子の思索では、すべての人間には本来「本然之性」

がある。しかし、現実的には気の中に堕在して「気質の性」しか外面に現されていない。禀けた

気によって、万物は秩序付けられ、縦の社会構造を作り出すのである。それを実現するため、以

下にあるように「隔」が極めて重要な概念として把握される。

　性は只是理のみ。然れども那の天気・地質無くんば、即ち此の理は安頓する処没し。但だ

気の清明なるを得れば即ち蔽固されず、此の理は順に発し出で来たる。蔽固の少なき者は発

し出で来たりて天理勝つ。蔽固の多き者は、即ち私欲勝つ。即ち本原の性は不善有る無きを

見得。孟子の所謂性善、周子の所謂純粋至善、程子の所謂性の本と夫の反本窮源の性とは、

是れなり。只だ気質に昏濁有るが被に、即ち隔せらる。故に気質の性は、君子性とせざる者

有り、学んで以て之れに反らば、即ち天地の性存す。故に説う、性は須らず気質を兼ねて説

いて、方めて備わる、と 5）
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　三浦國雄の統計によれば、「隔」の他に、それが二音節化された「間隔」という語も朱子はよ

く使ったという。「ふつうの昆虫の類でも、みなこれ（仁義禮智）をもっている。だだ偏って不

完全であり、濁った気に『間隔』せられているだけだ」（朱子語類　巻四・5）「気は昇降して休

むときがない。理はただ気に付着しているだけだ。気が昏濁すると、理もまたそれに応じて、

『間隔』させられる」（朱子語類　巻四・56）。「隔」という言葉によって朱子が表現しようとした

ものは何であるか、その問題をめぐって、学界では様々な論争が起こった。「不相離・不相雑」

の理気関係を社会構造に入り込んで分析すれば、朱子の理気論が政治統治面で精密な統治イデオ

ロギーとなることが明らかである。「本然の性」と「気質の性」の間に「隔」があり、完全な天

理を具現する人は聖人に限られている。各々の人間は「気」によって、顕れた「理」の多寡があ

る。これにより、社会における人々の位置が定められる。ただし、下位者は常に努力して「気」

を澄ませ、社会的地位を上昇させることもできる。

　「隔」に立脚して、朱子学は「学問」を盾に取って新しい垂直社会を創造し、国家を長く維持

することを実現した。しかしその体系がスムーズに運転するには水平性の要素、特に「仁」への

解釈も重要であった。

　たとえば、「仁」は孔子以来儒教の中心的徳目で、「夫子の道は仁のみ」（中井履軒『論語逢

原』」）と言われるほどである。しかし、「仁固より知り難し。仁を言うこと亦易しからず。」（亀

井南冥『論語語由』）といったように、仁が一体如何なるものなのかについては解釈しづらい。

したがって、先賢が自分なりの仁解を示すものの、孔子が言う「仁」と朱子が語る「仁」の中身

に相違も見られる。

　朱子は「仁」に対して、哲学的な思弁を与えた。『朱子語類』には「仁」をめぐっての発言が

散見している。

　今、且らく仁の意思、是れ如何なるかを識得せんことを要す。聖賢の仁を説う処　最も多

く、那辺にては彼の如く説い、這処にては此くの如く説い、文義各おの同じからず。　箇の

意思を見得て定まり、聖賢の星散して説うを体看し、処処皆な是れ這の意思　初めより相い

背かずして、始めて得し。集注に愛の理、心の徳と説う。愛は是れ惻隠、惻隠は是れ情なり。

其の理は即ち之れを仁と謂う。心の徳は又た只是愛のみ。之れを心の徳と謂うは、却是って

愛の本柄にして、人の人たる所以なればなり。其の理は即ち天地の理、其の気は即ち天地の

気なり。理は迹の見るべき無し。故に気に於いて之れを観る。仁の意思は是れ一箇の渾然温

和の気たるを識らんことを要す。其の気は即ち天地陽春の気、其の理は即ち天地生物の心な

り。今只だ人の身己上に就いて、這の意思有るは是れ如何なるかを看よ。纔かに這の意思有

れば、便ち自ら恁地く好く、即ち恁地く乾燥せず。此の意を将って聖賢の許多く仁を説う処

を見れば、都て只是這の意なり。顔子に告ぐるに克己復礼を以てす。己私に克ち去きて以て

礼に復らば、自然都是這の意思なり。這れ人の旋に安排するを待つに是ず、自是ら合下より

都て這箇の渾全流行する物事有り。此の意思、纔かに私意　間隔する無くんば、便ち自ら人
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と己と一にして、物と己と一にして、公道　自ら流行するを見ん。須是らく此くの如く見る

べし。孔門の弟子の問う所、都て只是工夫を做すを問う。仁の体段　意思の若是きは、也た

各各自ら理会し得たり。今　却是って是箇を未だ曽く理会し得ずして、如何ぞ工夫を做さん

と要すと説わん。

　この条は朱子の「仁」理解にもっとも重要なヒントを与える。この句については、荒木見悟が

明確な見解を示した。　

　朱子は仁を「心の徳・愛の理」と規定するが、これは上句において仁が本来的具徳である

ことを示し、下句において公理を含んだ愛であることを示すものと思われる。本来的具徳で

あるとは、天地生成の生意をそのまま賦与されているということであり、公理を含んだ愛で

あるとは、姑息安易な愛、もしくは短絡的な万物一体論を容認し得ないことをあらわすもの

であろう。仁の当体たる愛を、公理によって平衡化するところに、朱子の理意識の投影を読

みとることができようが、またこれを天地の生意に結び付けるところに、その溌剌たる生機

保存をねらう意図を汲みとることができるであろう。この両方向は、ある意味では逆の志向

をもつものともみられるが、その緊密な一体観のうえに朱子の仁説は成立していたのであ

る 6）。

　これは疑念の余地はない指摘であるが、やや納得できない部分もある。素直に読めば「天地生

物の心」「此の意思、纔かに私意　間隔する無くんば、便ち自ら人と己と一にして、物と己と一

にして、公道　自ら流行するを見ん。須是らく此くの如く見るべし」などの文句には、程明道の

「万物一体の仁」の考えが介在しているのではないかと思われる。新儒家の代表者銭穆と牟宗三

の考えによれば、「万物一体」は宋明理学の基本精神であり、「人物同体」も宋明学者の共通の見

解であるという。また朱子も例外なく、その考えを持っているとされる。ただ、「孔門の弟子の

問う所、都て只是工夫を做すを問う」が道問学である朱子学の骨子となっており、この点におい

ては他の学問と一線を画している。「孔門の弟子」という話から推測すれば、おそらくその時、

朱子の頭に浮かぶのは華厳の「事事無碍法界」と荘子の「天地も我れと並び生じて、万物も我れ

と一たり」の考えであろう。つまり、「万物一体」は三者に共通する認識であった。しかしなが

ら、儒家の「万物一体」は親縁性、社会性及び政治性などの性格を備えるので、仏教と道家との

根本的な区別が明確に読み取れる。

第二節　陽明学及び「万物一体の仁」

1．陽明学の登場

　元朝以来、朱子学は科挙に登用され、圧倒的な権威を持つようになった。だが、朱子学は支配
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イデオロギーとなる一方でかつての道徳主義の側面が退行してしまった。明代の初期にはもはや

朱子学一色で、「これも単なる朱子の祖述、彼も単なる朱子の祖述」と沈滞した局面を呈してい

た。こうした中、新しい学風を起す担い手として登場し、その道徳倫理を再生させようとしたの

が王陽明である。その思想は以下の面に凝縮されている。

　⑴　中心概念の「心即理」。

　⑵　方法論としての「致良知」。

　⑶　実践重視の「知行合一」と「事上磨煉」。

　⑷　晩年において、良知と「万物一体の仁」との結合による救世運動。

2．中心概念の「心即理」

　陽明は朱子の延長線上に立って、朱子学の「性即理」のアンチテーゼとして「心即理」を提唱

した。しかし、陽明は最初から心学を重視する陸象山の弟子として出発したわけではない。王陽

明が庭前の竹を格物しようとした有名な話は、幼い頃の陽明が熱狂的な朱子学の徒であったこと

を物語っている。ところが後年、陽明は朱子学の思想に挫折してしまったのである。竹の格物に

関しては『伝習録』には「聖人となるためには、天下の物に格らなければならない。そこでまず、

庭さきの竹を格物することにした～陽明自身が格物をはじめたが、七日目でやはり発病してし

まった。ついに聖人というものはなろうとしてなれるものではないのだ、と、互いに嘆息した、

というのである」と記述されている。ここには既に朱子学への不満が見られる。また年譜二十七

歳の条によれば、陽明が再び朱子の格物致知の説に行き詰って「聖賢には分というものがあるの

だ、自分などはその器ではないのだ、とあきらめて、道士から神仙の術を聞いたりした」と述べ

られ、これは朱子の学説とはかけ離れたものであった。最後に三十七歳の時、貴州竜場で耐え難

い生活に陥った陽明が大悟した。「聖人の道は、吾が性に自足せり。先に理を事物に求めしは、

誤りなり」と叫んだ。

　このように陽明の思想転換の経緯を解明するためには、まず宋明における儒学の展開について

検討する必要がある。宋学とはいわゆる士大夫の学である。朱子の時、仏教・道教への対抗意識

が強く、正統と異端との弁別が強調された。このとき朱子学は政治学、存在論、注釈学、倫理学、

方法論などを全て包括する総合的な哲学体系となった。陽明の時代になると、仏教・道教からの

挑戦はすでになくなり、自然観・存在論を考える必要もなくなった。陽明は道徳主体・道徳修養

に重点を置いて、内面主義を徹底させて、「理あに吾が心に外ならんや」と説いた。理というも

のはすべて心のなかにあるものであり、この心が私欲に蔽われていない状態がすなわち天理なの

であると述べた。　

　陽明は朱子学の格物致知に新しい解釈を与えて、「心即理」に到達した。「格物致知とは物、す

なわち意の発動を正すことによって良知を実現する、ということである」 7） とする。

　わたしのいう致知格物は、わが心の良知の天理を事事物物に致すことである。わが心の良
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知は、天理である。わが心の良知の天理を事事物物に致せば、事事物物みなその理を得るの

である。わが心の良知を致すのが「致知」であり、事事物物みなその理を得るのが「格物」

である。つまり、わたしの立場は、心と理とを合わせて一つにする、ものにほかならない

（『伝習録』中　答人書六）

3．「万物一体の仁」について

3.1.　「万物一体の仁」の根底に潜むもの

　「心即理」とともに、陽明思想の骨子となるのが「万物一体の仁」である。陽明が尊敬する朱

子は「隔て」に着目するが、陽明は「万物一体」を強調する 8）。したがって、陽明学は朱子学を

引き継ぐ一方で、朱子学と明確に一線を画す思想である。「陽明学がやはり『わけない』という

一点において、朱子学とはまったく異なる世界観を打ち出すことになるのである」 9） と考えられ

た。

　陽明は朱子の『大学章句』に依らず、『礼記』に存するままの『大学』を取った。たとえば、

三綱領の「親民」においては朱子とまったく異なる理解を示している。

　「格物致知」より「平天下」にいたるまで、要するにただ「明徳を明らかにする」ものに

ほかならない。「民を親しむ」というのもまた、明徳の他ではない。明徳はこの心の徳であ

り、とりもなおさず、仁である。仁とは、天地万物を一体となすもの、もし、一物といえど

も所を失うものがあれば、それは、わが仁が尽くされていない、ということにほかならない。

（『伝習録』　上、八九）

　陽明は「天地万物を一体となすもの」と説き、その禅的な色合いが濃いゆえに、清代実学者ら

に強烈に批判された。しかし、彼らは「万物一体の仁」の根底となすものが他でもなく、儒家が

重要視する「孝」、言わば「親親」であることを見過ごした。血縁関係の重視こそが儒学が成り

立つ基盤とも言え、自主的人格と公共の道徳を形成する原点である。陽明はそれを意識的に超越

して、人格と道徳のさらなる越境、即ち「万物一体の仁」に至った。

　人間それぞれ致良知を通して自然と融合し、天地万物と一体化することができると陽明は提唱

する。その働きというと、先ずは「誠意」を持って、「親親」を念頭に置き、さらに「明明徳」

により「仁民」の境地に達することである。そして最後に「愛物」も「万物一体」によって実現

できるとされる。「万物一体の仁」とは単に「我」と「民」との一体化のみならず、宇宙生命体

の全体的な統一性と繋がりを意味するもので、天地万物の一体化である。その上、前述のとおり、

その根本から探れば、血縁関係による「親親」がその萌芽である。陽明が「差等愛」に従って、

「万物一体の仁」という原理を実現し、「兼愛」を提唱する墨子と峻別している点が特筆される 10）。

その考えは朱子からの思想継承の跡も見られるが 11）、その枠を越える。
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3.2.　歴史的身体

　宋明儒家、特に陽明にとって、「心」は極めて重要な位置を占めている。またこれと対になる

「身体」も重要な存在である。「万物一体の仁」のメカニズムを敢えて分析すれば、まず「孝」本

位の儒家倫理を提起しなければならない。

　王陽明が書いた「陳氏大生宗譜序」では「万物一体の仁」の精神が徹底的に究明されている。

その中には「一族の人がそれぞれの体から父に押し広め、父から祖父に押し広め、祖父から曾祖

父に押し広め、曾祖父から曽祖父の父に押し広め、また曽祖父の父から、限りなく押し広めるこ

とができる。そうすれば、我と同じ身を持つ人、我と同じ父を持つ人、我と同じ祖父を持つ人、

我と同じ曾祖父を持つ人、我と同じ曽祖父の父を持つ人は（中略）祖先の立場から見れば、例外

なく子孫に当たる。」（筆者仮訳）との文句がある。すなわち、祖先の立場から考えれば、一族の

人は血筋がつながり、一つの大きな身体になっている。この生者と死者を包摂した身体を以て

「拡充」すれば、国家、天下、人類のすべての「隔」を超えて、天地万物に至り、万物はひとつ

の流動する大生命であることを体得できる。結局、天地という親の懐の中で、全ては一体の同胞

になるのである。

3.3.　憂と狂の意識

　道徳及び認識の主体は吾が良知であると提唱した陽明は「人は天地の心であり、天地万物はも

と吾と一体なるものである。生民の困苦荼毒、一つとして吾が身に切実な疾痛でないものがあろ

うか」と力説し、良知と万物一体との結合を図り、熱烈な救世運動をしようとした。

　王陽明は「答聶第一書」の手紙の最後を次のごとく結ぶ。「僕の不肖なる、なんぞあえて夫子

の道をもって己が任とせんや。（中略）まことに豪傑なる同志の士を得て、扶持匡翼、ともに良

知の学を天下に明らかにし、天下の人をしてみなその良知を致さしめ、以って相い安んじ、相い

養い（中略）かくして、大同を実現せば、僕の狂病と喪心と、脱然として癒えん。あに快ならず

や」と叫んだ。まさに島田虔次が『朱子学と陽明学』の中で指摘した通り、上述の「深刻な道徳

的危機の意識、迫切せる心情」が「狂の意識」とも思われる。しかし、視点を変えて分析すれば、

これは立派な主体性の発出とも言えよう。陽明が竜場大悟のころ「聖人の道は、吾が性に自足せ

り。先に理を事物に求めしは、誤りなり」という「妄言」を発したが、「自足」は同時に「自己

責任」を背負うものとして、道徳的主体性の自覚を厳しく要求している。

　実践の面から言えば、陽明は良知良能の光によって、功利の毒を根絶し、天下を安ずることだ

けを考える豪傑の士を待ち望みつつ、軍務の間にも教育に勤めたのである（甲村謙二 1990）。陽

明学の影響を受けた大塩中斎は窮民救済の義捐金活動を行い、そして己が信じる聖人の正しい教

えを実践するために、武装蜂起をした。また中国において、清末の社会変革家譚嗣同も「万物一

体の仁」の思想に影響を受けた人物の一人であった。
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4．その境界と宗教性

4.1.　「万物一体の仁」の境界

⑴　美の世界

　張横渠は「天地虚を以って徳と為す、至善は虚なり。虚は天地の祖、天地虚中より来る」と語

り、「虚は仁を生ず」と提唱した。陽明はその考えに共感を示し、「万物一体の仁」を支えるもの

はすなわち張横渠が言う太虚であり、天地の生々、万物の化育を成すものであると考えた。

　陽明は晩年、良知 12） の虚は天の太虚と同体で、形象あるものはみなこの太虚中に備わり、何

物として太虚の流行発用でないものはなく、一物も太虚の障礙となるものはないと捉えた。良知

の本体が明鏡の如く明らかで、心が外界の一切の事物に留まらない。そして、虚であるからこそ、

いろいろな物を入れることができる。それは良知の主体内在性と客観存在性を統一する一体観的

世界観とも言える。その境地は万象を網羅する理想の世界であり、『中庸』の「鳶が飛び魚が躍

る」のような「活潑潑」の生命躍動の世界である。または天地に充満する「生意」がまさに、周

濂渓をはじめ、宋明の儒学者が求める「孔子と顔回の楽しむところ」である。

⑵　楽の境界

　「楽」は陽明理解において重要なキーワードであると思われる。陽明は程子以来の「楽」の系

譜を引いて、「楽はこれ心の本体なり」としていた。黄勉之に与える書簡の中で、「楽は心の本体

であり、仁は人の心である。天地万物を一体とし、和気ただよってもとより何のへだたりもな

い」と説明した。確かに陽明の胸の中に深く宿るのは朱子にはない楽観性である。陽明が生涯に

渡り、幾度も死に出会う試練を経験したが、如何なる不遇にも耐え、始終高揚な精神で運命と

戦った。それゆえに、陽明の「楽」は明道の「万物　静観すれば皆な自得す」のような温雅な域

を越えていささか逸脱する「狂」の意味合いを帯びることは否定できない。たとえば、孔子の弟

子たる曾點が王陽明の詩において、高く評価された 13）。陽明はその楽天、洒落、落ち着いた心境

と栄達に拘らない自由の精神に傾倒した。陽明は貴州流謫の時、病気しがちであった。しかし、

病弱の陽明はかえって快活で、「講習　真楽あり、談笑　俗流なし、はるかに懐ふ風沂の興、千

載　あひために謀る」と心の自由を示した。そして、陽明は晩年、弟子たちと天泉橋で観月の宴

会を開き、大いに楽しんだ。そのとき陽明は詩を二首賦している。その第二首に「処処中秋この

月明らかなり　知らず何の処か亦た英を群ふ　憐むべし絶学千載を経たり　男児たるに負いて一

生を過すなかれ　影響尚ほ疑ふ朱仲晦　支離なるを羞づ鄭康成　鏘然瑟を舎く春風のうち　點也

狂と雖も我が情を得たり」と詠んでいる。陽明は名高い学者朱熹と鄭玄への不満を見せ、曽點を

高く評価した。「彼こそ私の気分には合う」。曽點が陽明に影響を与えたのは自由精神だけでなく、

その狂の意識が陽明によって尊重された所以である。

4.2.　「万物一体の仁」の宗教性

　「万物一体の仁」は一種の生命体験でもある。自然主義的な「楽」精神が溢れるとともに、そ

こには強烈な「救世」意識が根底にある。陽明は時代の波瀾に浮き沈みし、ある種の危惧がつき
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まとっている。その強烈な憂患意識が陽明および弟子たちの心の中に入り込んでいる。「楽」と

「美」が一転し、「憂」と「狂」の意識となる。そこに宗教性が明確に読み取れる。陽明学は知行

合一を提唱し、「万物一体の仁」をもって、教育という手段を通して、救世運動を行った。その

実践への熱狂は宗教的なものとも言えよう。

　儒教の宗教性に関する諸問題は儒教研究上の中心問題となっている。特に、近年、儒学復興の

気運が高まり、この問題が再びクローズアップされている。「儒教の宗教性」について論じるこ

とは本稿の趣旨ではないが、牟宗三、杜維明の考えによれば、儒教伝統においては強烈な宗教情

感を有していたと考えられている。

　池田秀三は陽明学を「心の宗教」「良知の宗教」と言って、陽明学には宗教性があると認め

た 14）。陽明学に宗教性があるという考えは「万物一体の仁」の性格を分析する際に、充分に成り

立ち得る。

　一般的に儒学を論じる時、道徳形而上学の「超越して内在する」を言及するが、張世英はその

論から先に進んで、「万物一体」には「美感の神聖さ」が潜んでいるという考えを提示した。彼

の考えでは、「万物一体の境地は、まだキリスト教のような人を畏怖させる宗教情感を欠いてい

る。それゆえに、私たちは西方のキリスト教から少しでも宗教情操を吸収したほうがいい。キリ

スト教の啓示を得て、伝統的万物一体に新しい説明を加えるのである。そして、それを私たちの

民族の『神』と崇拝すべきである。この『神』が彼岸になく、すぐ此岸に、すぐ私たちの心中に

ある。そうすると、『万物一体』の美しい境界は功利性を超えて、神聖性を持つようになる」（筆

者仮訳）とする。神聖性を持つ「万物一体」の境地は「人生究極の関心をする場所で、最高の価

値を有する場所で、美の源とも言われる」と論じられた。

　彼はさらに、万物一体が「神」と「天」に代わり、神聖たる道徳根拠にもなり得ると提唱した。

「人はこの境地に、個人の有限性を超越して限りない全体と融合して、永遠不滅な生命を獲得す

ることができる。これは紛れもなく神聖性と言える。神聖性というと、普通の考えでは、人格神

しか有しないと理解される。しかし、ここで言う神聖性は無神論の神聖性である」と説いた。彼

の考えでは、「万物一体の仁」が無神論の宗教感情であるように見える。したがって、やや極端

な言い方になるかもれないが、ここにおいて「万物一体の仁」の宗教性は否定できないであろう。

第三節　「鰍鱔説」と道徳的主体性

　「万物一体」の言説は「大同社会」が実現できる思想的基盤を提供しているが、「大同社会」

を実現させるには、各々の人の自我拡充が必要である。そこでこの節では島田虔次の『朱子学と

陽明学』を参考にしながら、泰州学派の創立者王心斎 15） の「鰍鱔説」における道徳的主体性の

問題について新たな考察を試みたい。

　前述したように、「万物一体の仁」というのは、自分の思いやりをすべての人・物事へと及ぼ

すことで社会性を持たせて、社会的活動の原動力とする。これをもって陽明学は「致良知」とい
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う道徳哲学を社会政治の側面に伸張し、それは『礼記』礼運篇の「大同社会」という政治倫理学

とも結びつき、社会救済の根拠を見出す。聖人を目指す大人は「天下を視ること一家のごとく、

中国を視ること一人のごとくなるもの」でなければならない。その反面、個人の良知に任せ、

「上下、天地と流れを同じうし、宇宙内の事はみな自分内の事にして方にこれ一体の実学なり」

（竜渓集　巻五　書同心冊巻）という。ここでは民衆の潜在力の発揮を期待し、「大同社会」の実

現を目指している。「街中が聖人」と言うように、愚夫愚婦と三代の聖人との違いは「外」的な

分量のみなので、我々匹夫匹婦も自ずから良知を掘り出し、真の人間性を自覚し、自律的な人間

になるように不断の努力をしなければならない。社会実践活動に投身する王心斎は即ちその代表

的な人物である。

1． 使命感に燃えた王心斎

　王陽明が亡くなった後、四言教への理解の違いと陽明学が持つ二重性によって、陽明門下は左

派と右派とに分裂した。銭緒山を代表とする右派はオーソドックスな士大夫派で、徐々に朱子学

寄りになる。それに対して左派、特に泰州学派は「心学の横流」と呼ばれるほど陽明学が天下を

風靡することに重要な働きを果たした。

　王心斎は塩丁（製塩労働者）の子として生まれ、奴隷同様な社会地位に置かれ、厳しい抑圧を

受けていた。このことが彼の思想形成に多大な影響を与えたことは常に指摘されている。

　若き折心斎は私塩の秘密販売によって富を蓄積し、やがて塩丁の境遇から脱出した。生活の向

上と共に、心斎は学問に傾倒した。「年譜二五歳の条には、山東に旅し、孔子廟を拝して任道の

志を抱き、帰宅してから日々に『孝経』・『論語』・『大学』を誦して逢う人ごとに義を質した」と

ある 16）。勿論、心斎にとって学問は科挙によって官僚になるための「功利の学」ではなく、あく

までも実践の学問で、人間の生き方の探究に他ならなかった。経書に対して、伝統に束縛されず、

伝注を無視して自らの解明をするやりかたは当然彼の学問の特徴になった。彼はこの学問によっ

て古の聖賢の道を実現することを目指した。年譜二九歳の条には象徴的な夢体験から彼の激しい

熱情が明確に読み取れる。

　先生一夕に天墜ちて身を壓し、萬人奔號して救を求むるを夢む。先生独り臂を振るひて天

を托して起こす。日月列宿の序を失ひたるを見ては、また手づから整布する故のごとし。萬

人歓舞して拝謝す 17）。

　これを読むと、彼の宗教的伝道者の姿が我々の眼前に生き生きと浮かんでくる。実は陽明門下

に入る前の心斎は講学の時、特殊な法門を唱え、宗教的な色合いがかなり濃かった。

　こうして、塩丁、陶工、農民など下層民を含め、異端性を端的に現した泰州学派はやがて士大

夫の嫌悪を招き、「左道惑衆」という刻印を押された。その反面、下層階層と呼吸を共にするゆ

え、民衆から熱狂的支持を受けた。
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　心斎は中年以後、陽明と出会ってから、師の「致良知」学を一層拡充して、「町中の人はみな

聖人である」と確信し、「百姓日用即道」を提唱して、多くの民衆を感化した。ちなみに心斎だ

けでなく、陽明左派に共通するのは良知現成 18） の主張である。彼らは講学を通して天下への普

及に力を入れ、これによって人心と社会の根本的変革を図った。その中で心斎はもっとも熱情を

持ち、帝者の師、天下万世の師としての使命観に燃えた。「鰍鱔説」は彼の実践哲学と使命観を

凝縮した作だと思われる。

2．三教合一の思想

2.1.　「小人の徒」の覚醒

　王心斎の「鰍鱔説」は島田虔次の『朱子学と陽明学』において詳しく紹介されている 19）。島田

虔次は『明儒学案』の言葉を援引して、この文章に漲る使命観と伝道意識を高く評価した。本稿

はそれに基づき、さらに三教合一の面から考察を進める。

　詳しい分析を行わなくても、心斎の説が「道統を再び継ぎ、聖人の学を再び明らかにした」宋

学の伝統の継承であることは明白に看取できる。宋学の祖 ･周濂渓が「伊尹の志せしところを志

し、顔子の学びしところを学ぶ」という理想的士大夫のイメージをかつて提起した。「聖人をめ

ざして学問するところの士大夫の具体的なイメージは、上は天子をして堯舜のごとき聖天子たら

しめ、下は庶民の一人といえどもその所を得ざるものなからしめる、という為政者としての大責

任と内面的 ･思索的な人格とが渾然と融合したような、そのような人格なのであった。明体達用、

全体大用的人間というのが、すなわちそれである」 20） とされる。

　伊尹と顔子の考え方を結合しようとする士大夫は、宋明の時代を彩るほどの逸材を輩出した。

彼らは何れも自らの力を持って国家を支えるという気概を持っていた。それを具現する言葉とし

て、仁宗期には名臣范仲淹の「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみの後に楽しむ」（范仲

淹「岳陽楼記」）および「天地のために心を立て、生民のために道を立て、去聖のために絶学を

継ぎ、万世のために太平を開く」（張横渠『近思録』巻二）が千年以後の現在にも人口に膾炙し

ている。やがて朱子が読書人の自覚と自任について『大学或問』に「君子の心は廓然として大公、

天下の一物としてわが心のまさに憂うべきところにあらざるはなく、一事としてわが職のまさに

担当すべきところにあらざるはない。賤しい匹夫の身分であっても、君を堯舜にし、民を堯舜

（の民）にするしごとは、わが分の範囲内のことなのである」と述べた。

　天下を自任するという士大夫特有の責任感は「心学」の集大成である陽明学にも求められる。

前述したように陽明は「人は天地の心であり、天地万物はもと吾と一体なるものである。生民の

困苦荼毒、一つとして吾が身に切実な疾痛でないものがあろうか」（王陽明『伝習録』中　答聶

第一書）と力説した。この万物一体の説が良知説の説と結合したことは陽明学の思想的な救世運

動、精神の覚醒運動としての熱情的な性格を持っていると島田虔次は指摘した 21）。

　王心斎の「鰍鱔説」には「万物一体の仁」「民はわが胞、物は吾が与」という使命観、伝道意

識が明瞭に読み取れるが、心斎は「大丈夫は人に忍びざるの心を保持し、天地万物を己に依拠せ
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しめる。天地万物を一体となし、天地のために心を立て、生民のために命を立てるもの」と宋の

士風を継承しながら、さらに自分なりの主張をした。それに関しては、島田虔次は次の考えを示

した。「大丈夫は群生を憐れむが故ならず、報恩を期するが故ならず、ただ『内』なる自己の性

のままに動いて縦横自在、快楽無辺であり、しかも、それがただちにまた『外』なる一切他者の

悲惨を救う所以でもあるごとき、そのような絶対的主体者としての達人、自由人、それが大丈夫

である」 22） と唱えた。

　周知の通り、陽明学は心学と称され、朱子学と同様に孟子以来の絶学を継承したが、それぞれ

受容する仕方が異なるので、明確な差異も生じた。朱子学はいわゆる道問学であるのに対して、

陸王学は尊徳性を主としていた。陽明学は特にその本源の心（性）を根本にして道を説いた孟子

の説を継ぎ、人倫道徳の本体を明確に示した。「孟子が孔子の殆ど触れなかった心（性）を説く

に至ったのは、道徳的行為が、性情に基づくやむにやまれぬ内面の発露であることを自覚したか

らであろう」 23） と考えられる。その自覚は明王朝の時代的特徴、すなわち、庶民社会の発展と政

治の衰退に拍車が駆けられ、結局王陽明など官僚や縉紳のような「君子」だけでなく、心斎を代

表とする「小人の徒」も思想的「主体」を打ち出すようになった。それは中国思想史における画

期的な事件であった。また、「儒教の根幹である差等という愛の階層性を破壊しそうになる寸前

まで拡大したこの水平性の理念」 24） としての「万物一体の仁」に加えて、明時代には、中国にお

ける近代への準備が自ら行われた。

2.2.　荘子思想の受容

　「ただ内なる自己の性のままに動いて縦横自在、快楽無辺」を期する鰍はリゴリズムたる朱子

学の「性即理」と異なり、「性に率って」活発自在に行動する。その姿はまさに良知の発用流行

である。そもそも良知は外界の事物に引かれたり、留滞したりすることがなく、自由自在で生生

已まずと活動する。また、鰍が道を受け入れる姿は直ちに荘子の「馬蹄篇」をも連想させる。以

下においては荘子思想受容の面から検討を行う。

　「性」をめぐって大きな関心を示すのは儒教だけでなく、それは道家にとっても重要な概念で

ある。荘子は「天地篇」において、宇宙生成について次のような考えを示した。

　泰初に無あり、有もなく名もなし。一の起こる所、一あるも未だ形せず、物得て以て生ず

る。これを徳と謂う。まだ形せざる者に分あり、且然として間なき、これを命と謂う。留動

して物を生じ、物成りて理を生ずる。これを形と謂う。形体、神を保ち、各々儀則ある。こ

れを性と謂う。性脩まれば徳に反り、徳至れば初めに同ず。同ずれば即ち虚、虚なれば即ち

大なり 25）。

　『荘子』においては何箇所も「性」が論じられている。特に「馬蹄篇」には人も動物も自然の

営みに合一し、性がそのまま発揮されれば「徳」に帰り、さらに「道」に合致すると述べられる。
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それを参照しながら分析すれば、一切の規範から逸脱して、「性に率って」自由に動く鰍は荘子

の思想の具現ではないか。「鰍鱔説」には荘子の受容が明白に読み取れる。例えば、王心斎の

「心斎」とは『荘子 ･人間世篇』の眼目であり、名を求めたり、智を争ったりなど、人としての

一切の作為や机心を棄てて、宇宙自然と一つになった純粋無雑な境地を指している。「鰍鱔説」

に登場した鰍は紛れも無く「心斎」の境地に至っていた。一切の作為を棄てて、宇宙自然と一つ

になった純粋無雑な境地に立てば、却って一切の他者が救えることは荘子が説く「無為の道」と

重なる。

　夫子曰わく、夫れ道は、万物を覆載する者なり、洋々乎として大なるかな。君子以て心を

刳くせざるべからず。無為にしてこれをなすを道と謂う。無為にしてこれを言うを徳と謂う。

人を愛して物を利するを仁と謂う。不同にしてこれを同ずるを大と謂う 26）。

　「無為にしてこれをなすを道と謂う」「人を愛して物を利するを仁と謂う」。荘子の考えは「鰍

鱔説」に余すところなく発現された。再び原文を読んでみよう。「鱔の生を存したのは、みな鰍

の功にほかならないが、然かも亦た鰍の楽しみでもあったのである。決してただ単にこれらの鱔

を憐れんだが為めにそうしたのではないし、これらの鱔の報恩を期待したが為めにそうしたので

もない。自らその『性に率った』のみにすぎない」。言わば、宋明儒学が思想的にも実践的にも

道家と密接な関わりを持つことはこの「鰍鱔説」にも窺える。しかし、王心斎と荘子の思想に決

定的な違いがあることを全く無視してはいけない。荘子においては、政治に関心を見せず、ひた

すら現状や運命を容認する。完全な受け身であり、現状に応じ、常にその状況における心の自由

だけを強調した。例をあげれば、荘子の聖人は一切の外物から超脱して、徹底的な自由を追求し

ている。「雲気に乗じ、日月に騎りて、四海の外に遊び」聖人は何物にも依存せず、絶対自我を

立てるに達するが、独り行き独り来る聖人の「逍遥遊」がいかに無情であり、孤独であるか想像

できるであろう。社会連帯性の面から考えれば、道家の独善的な思考が儒家から激しく非難され

るのは一理ある。「ただ内なる自己の性のままに動いて縦横自在、快楽無辺」を期する鰍は結果

的に儒教の経世済民の旨を実践して、社会共同体が取るべき道に腐心した。これこそ道家との本

質的な相違であろう。

2.3.　菩薩行の再出

　「鰍鱔説」を読むと、鰍が身を挺して鱔を救う情景は大乗仏教の菩薩行の再現とも考えられる。

実際に陽明学が説く「聖人観」も大乗仏教と共通する部分がある。陽明学の「聖人観」について

は、溝口雄三が指摘するように、「聖人観においては聖人を彼岸にではなくて此岸に、つまり、

聖人像を現在の自己を超えたところに目的的に設定するのではなく、現在の自己に内在する当為

的本質の現前とする、ということになる」とする。その言い方は直ちに部派仏教と大乗仏教との

区別にも適応できると思われる。部派仏教の考えでは、修行者は最初から自分が仏陀になれない
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と思い、成就の目標を仏陀でなく、仏陀の下位にいる阿羅漢を目指している。その結果、修行者

が専ら個人の修行に専念している。それに対して、大乗信者の対象は本仏である。それゆえに、

大乗仏教は慈悲、利他の元で、実践を通して、自分以外の衆生を救おうとする。この自律的自覚

は「鰍鱔説」と類似すると考える。

　確かに自覚と責任感に燃え、他者に利益を施す「衆生済度」の点から考えれば、両者には共通

する部分が見られる。したがって、ここでは主に大乗仏教の禅宗に着目して議論を進める。

　陽明学が禅宗から多大な影響を受けたことは疑いの余地がない。達磨の作として伝承された

『血脈論』には、次のようにある。

　心は仏に他ならず、仏は心に他ならない。心の他に仏はなく、仏の他に心はない。もし心

の他に仏があるというなら、仏はどこにあるのか。心の他に仏がないからには、かくべつ仏

となろうと志す必要はない。…もし仏を求めようと思ったら、己れの本性を悟らねば成らぬ。

本性はとりも直さず仏である。もし本性を悟らなければ、念仏・読経・持斎などは、何の役

にも立ちはしない 27）。

　この「見性」は「鰍鱔説」からも察知できるが、今は別の面から考察を加える。「決してただ

単にこれらの鱔を憐れんだが為めにそうしたのではないし、これらの鱔の報恩を期待したが為め

にそうしたのでもない。自らその『性に率った』のみにすぎない」や「鰍は勢に乗じて天河に躍

入し、大海に投じ、悠然として往き、縦横自在、快楽かぎり無し」、「ここに於て纏繞覆圧せるも

の、皆な欣欣然として生意を得た」などは禅宗の「無心」に近いと指摘したい。

　鈴木大拙が「無心」を説明するとき、陶淵明の帰去来の辞「雲無心にして岫を出で、鳥飛ぶに

倦んで還ることを知る」を引用した。鈴木によれば、無心の境地は我々の本然に皈る自由の世界

であり、無分別の世界である。「二つをそのままにしておいて、而して一つのやうであるとでも

言ふか。これは円融自在の世界である、事事無碍の世界です」 28） とする。これこそ「鰍鱔説」に

相応しい注脚であろう。

　上述のように、「鰍鱔説」には仏教と共通する部分がたくさんある。しかし、大乗仏教は空観

と絶対無を基盤として成立している。それとは正反対に、儒教は仁義礼智・五倫五常など、社会

生活に秩序を立てることが最大の関心事である。王心斎もそのような考えの持ち主であった。心

斎は仏教と同じように「安楽」を求めるが、その実践は大分異なる。心斎は熱情的な性格を持ち、

思想的な救世運動と精神の覚醒運動に身を投げた。

3．「万物一体の仁」の立脚点

　上の文章では、王心斎「鰍鱔説」には三教合一思想が窺われると説いた。宋明理学が老荘や禅

学などに傾倒したのは事実であり、陽明学も「狂禅」と世間の非難を浴びて、「万物一体の仁」

の大義が看過されるに至ったのである。しかしながら、陽明学とそれらには決定的な相違がある

「万物一体の仁」に関するひとつの再解釈 85



ことは見落としてはいけない。「万物一体の仁」の立脚点はあくまでも儒教の中心概念「仁」に

ある。この根本に立ち、虚無寂滅を説く仏教と死灰枯木を説く道家とははっきりと一線を画する。

世間人倫を重要視し、意欲的に、能動的に社会に立ち向かい、主体的に行動する儒教の伝統を引

き継いだのである。したがって「鰍鱔説」の思想は「三教合一」というより、むしろ道教・仏教

を批判的に吸い込んだ「三教合一帰儒」と言っても良いであろう。

4．道徳的主体性と現代社会

　王心斎の「鰍鱔説」は自律的主体の意味を帯びていると説いてきた。興味深いことに、それは

京都学派の考えと似ている部分もある。西田幾多郎の『善の研究』は人の内在的・主体的方向を

求めた。また、弟子の西谷啓治は『宗教・歴史・文化』において「人格的に対立する神をも越え

て自らの自覚に徹する根源的主体性」を強調した。自己に内在するものを探究する点は王心斎に

通じると思われる。これは東洋思想特有の内向的な性格によるものなのか、それとも京都学派と

陽明左派との間に伝承関係があるのか。これに関してはこれからの課題としたい。いずれにして

も、それは人の内面形成を重視する人文主義とも言える。その考えによれば、民主性としての要

素をうまく取り出し、さらに発揚することは、現在、民主国家を目指す方向に資す要因になると

考えられる。

　現代新儒家が当面する課題は儒家伝統の中から現代化に役立つ価値を探索することと規定され

ている。しかし、すぐに直面するのが「法治と徳治の関係」という問題なのである。丸山眞男は

『日本政治思想史』において、「外面化の極致」としての徂徠学の考えに従い、内面主義を重視す

る朱子学を批判して、そこに近代への道が閉ざされると主張した。彼の考えでは、政治と道徳と

を完全に分離した地点から近代性が生まれるのである。

　他方、島田虔次は『朱子学と陽明学』で丸山と異なる見方を示した。「荻生徂徠がおこなった

聖人と道との徹底的『外』化が、聖人と道の『内』化のクライマックスとしての陽明学と、多く

の点において共通の結果に到達しているのは興味ぶかい」 29） とする。

　筆者は、近代への道は多岐に渡ると思う。徂徠学の道徳と政治を分離する思考が近代性を持つ

ことを認めるが、朱子学と陽明学が近代と無縁なものとは考えない。朱子学における客観的な理

に対する認識には近代性が潜み、「内面化の極致」としての陽明学が心の自律性を認めるところ

に近代性が見出せるのでないかと思われる。

　国を治めることについては、孔子が『論語』において自分の主張を表明している。「子曰く、

これを導くに政を以てし、これを斉えるに刑を以てすれば、民免れて恥なし。これを導くに徳を

以てし、これを斉えるに礼を以てすれば、恥有りて且つ格し」とする。この考えを現代社会に適

応するのかに関しては検討に値する問題ではないか。現代文明は民主と法治を重視することは言

うまでもない。かと言って、道徳的主体は法制と衝突する存在ではない。現代法治社会も民衆の

自律的行動によって成り立ち、道徳的主体はむしろ現代法治社会にとって必要不可欠な存在であ

ろう。民衆はみずから内面に潜んだ良知に基づき、すなわち、陽明学の致良知に従い、自由に行
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動し、換言すれば、陽明学の致良知を発揮すれば、国家が作為しなくても存続することも可能だ

し、「大同社会」への道もそう遠くはない。これこそ儒家及び陽明学が後世に残した大きな財産

であると考える。

第四節　難題解決に当たる「万物一体の仁」

1．窮境からの脱出

　現在、東アジアの国際情勢には、依然として多くの不安定な要素が存在している。そもそも、

東アジアは世界の中でも紛争が多い地域である。現在、中国の経済発展とともに国際情勢も変化

しつつある。日本をはじめ他の東アジア諸国にとって中国の大国化は大変動を意味する。いま中

日両国は互いに緊張状態を持続して、ますます対立関係を強め、相互誤解の状況が深刻化してい

る。その問題を改善するには、叡智と対話をもって、問題に取り組む必要がある。

　現代科学技術の絶え間ない進歩により、地球はますます密接不可分のものとなっている。した

がって、日中韓三国の往来はかつてない高まりをみせている。かつて明治の時、福沢諭吉は「脱

亜入欧」と主張したが、戦後の学者は賛否両論のようである。現代、一部の学者は福沢諭吉の主

張に従い、東アジアに目を向ける必要がないと主張している。だが、時代が変わって、地域の連

帯性が進んでいるので、孤立主義を社会生活と政治外交に具現化することはほぼ不可能であると

思われる。

2．「万物一体の仁」が現代に与える示唆

　「万物一体の仁」は他者と緊張の関係を有していないことや知性的思索が不充分であるとしば

しば指摘される。確かに西田幾多郎の「私と汝」の論文と比較して読めば、「万物一体の仁」に

は「悲しみ」「孤独」を見いだすことができない。

　また、「悪」に対処する方法に関しては、「万物一体の仁」は明確な見解を示していない。

「仁」と並列する徳目の「義」という原則をもってはじめて、「万物一体の仁」の現実性を保証す

るに至る。これも「万物一体の仁」の限界であると考えられる。

　しかし、「万物一体の仁」は多様性を認めることを特徴としている。「万物一体」が提唱される

中で、各々の生命の個性、独特性及び自主性を徹底的に消滅させることは一切ない。衆生の間に

は「隔」がないが、しかしそれぞれはまた完全無欠な個体である。現代の価値観では多様性を認

める方向にあるので、「万物一体の仁」は創造力のある思想として大きな評価を与えるべきであ

ろう。また、「万物一体の仁」にも西田哲学と同じように「自由」「創造」と「愛」を見出すこと

もでき、現実の問題に対する働きかけを有している。

　例えば、利益の争いによって自他の区別が生まれる。とりわけ国家レベルになると抗争が生じ

る場合もある。「万物一体の仁」を生かせば、自他が対立や単なる併存ではなく、両者が各々の

役割を果たし、一体化して東アジア全体を再構築することが期待できる。各国家が「万物一体の
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仁」の寛容性と融合精神をもって、対抗より共生・共栄の精神を重んじ、それぞれの才能に応じ

て、「万物一体の仁」を全うできれば、平和共存の未来を導くことも可能となるであろう。

終わりに：「文化共生体」 30） の構築

　東アジアの近代史からも分かるように他者の存在を抹殺する「大東亜共栄」の夢は政治的に成

し遂げられない。日中韓三国は二千年以上の交流史があるが、長い歴史の中で独自の文化を発展

させ、それぞれの道を歩んできた。各国は現在、意識形態と社会制度が異なっている。まさに

「日中韓はひとつになれない」状態にある。今後、三国が協力し合い、共に前進する道を歩むこ

とを図るなら、「万物一体の仁」が極めて重要な役割を果たすのではないか。

　筆者は「万物一体の仁」の考えを基盤として、東アジアにおける「文化共生体」を構築するこ

とができると考える。したがって、今後は東アジアの発展を内面から支える「三教合一」の文化

伝統を継承し、国家間の競争や摩擦を認めながら、「共に生きる」新しい土台を作り上げていく

べきである。

　東洋の伝統的文化は「国」という「隔」を乗り越えて、新しい共生体を創出する上で重要な役

割を果たす。正に杜維明が指摘したように、いま、世界は二つの大きな流れに直面している。一

つは地球文化の始まりであり、もう一つは地域文化の誕生である。儒教・道教・仏教の思想はこ

の時代の要求に応える要素を備えているように思われる。例えば現代社会においては宗教の世俗

化の問題が提起できる。それは地域文化の誕生に計り知れない力を与えるであろう。また、東ア

ジアの思想の特徴は、長期にわたる前代遺産の継承であることは誰も否定できない。そうである

ならば、「無尽蔵」とも呼べる東アジア伝統思想に対する再検討を進めるべきである。

　東アジア固有の伝統的考えに基づき、一方の思想的優位性を判別するのではなく、相互補完的

な観点から儒教・道教・仏教思想を考えることが新世紀の我々に課せられた課題である。我々は

より広い文化的視野をもって、東アジアの伝統思想を探求し、東アジアの文化伝統のアイデン

ティティを強く認識すべきである。

　筆者は伝統思想を東アジア民衆の精神力の支えとして位置づけ、「文化東亜」「信仰東亜」とい

う新たなシステム構築への模索を試みることが強く望まれる時代になったと考える。
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注

 1） 中国の明代の大儒・政治家。始め心即理、後に致良知の説を唱えた。世にこれを陽明学または王学と
称する。（1472-1528）

 2） 孔子及び弟子たちの学派は多様性を持っている。その思想は政治・倫理思想、哲学、祖先崇拝などを
すべて含めているので、「儒教」と「儒学」を分けて呼ぶことは極めて難しい。したがって、本稿で
は「儒教」と「儒家」については特に区別しない。

 3） 小倉紀蔵の考えによれば、「普遍運動」とは「普遍的なものになろうとして不断に自己を拡張するも
の」が「普遍」であり、その拡張が「普遍運動」である。（『創造する東アジア』29頁）

 4） 「儒教国教化」の正確な時間をめぐって、1967年に福井重雅が「定説」に疑義を唱えて、東洋史と
中国哲学の領域では一連の論争が勃発したが、本稿では董仲舒の献策を儒教成立史の画期的な事件と
して捉えて、定説に従う。

 5） 三浦国雄　『「朱子語類」抄』367頁　講談社
 6）  『朱子・王陽明』世界の名著・続 4　200頁
 7） 島田虔次　『朱子学と陽明学』129頁　岩波書店
 8） 陽明の「万物一体」という考えは程明道・張横渠・陸象山の影響だけでなく、朱子の影響も受けたと
考えられるが、「隔」と「一体」にのみ着目すれば、両者の非連続性が明確に読み取れる。

 9） 小倉紀蔵『入門　朱子学と陽明学』147頁　筑摩書房
10） 『伝習録』上巻　九四条にて「父子兄弟の愛は、人心における生意発端の場であり、それは木におけ
る発芽にひとしい。このあと（「民を仁」んで物を愛する（『孟子』尽心上）段階が幹茎ができ枝や葉
を生ずる段階にあたる。墨子の兼愛は無差別平等のもので、これは自分の父子兄弟を路傍の人と同じ
にあつかうものであるから、だから芽もでない。つまり明らかにそれには根がなく、だから生々やま
ずということもない。何でこれを仁といえよう」と言って、墨子の兼愛を批判した。

11） 朱子も『中庸或問』では「蓋し天命の性は仁義礼智のみ。その仁の性に循えば、即ち父子の親より
もって民に仁にして物を愛するに至るまで皆道なり」と言った。

12） もし世の人々の困苦を見れば、人はみな切に心に痛みを感じる。これが良知である。故にこの良知を
致せば自然に「天下を以て一家となし、中国を以て一人となす。」すなわち天地万物をもって一体と
なすことができる。「万物一体の仁」と「良知」は別物でない、つまり心体同然と考えられる。

13） 曾點は「春の終わり、春着もととのったところで、五、六人の青年や、六、七人の少年と沂水で水浴
びをし、雨乞いの舞台の下で涼み、歌を歌って、帰ってきます」と、その志を述べた。

14） 池田秀三『自然宗教の力 ― 儒教を中心に』186頁　岩波書店
15） 王陽明の門下において、王竜渓と並んで、「二王」と称される巨頭であった。（1483-1540年）
16） 荒木見悟（他）編『陽明門下（中）』16頁　明徳出版社
17） 荒木見悟（他）編『陽明門下（中）』17頁　明徳出版社
18） 『日本国語大辞典』によれば、現成は禅宗の用語で「現前成就」の意。一切隠すところなく目前に現
われていること。人が造作をしないで、自然にできあがっていること。良知を発言させるために作為
的もしくは意識的な修養は無用であって、良知はすでに既成の善悪を超え自律的に正しく判断するの
だと主張した。

19） 島田虔次『朱子学と陽明学』154-155頁　岩波書店
20） 島田虔次『朱子学と陽明学』38頁　岩波書店
21） 島田虔次『中国伝統思想』みすず書房
22） 島田虔次『中国における近代思惟の挫折』94頁　筑摩書房
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23） 荒木見悟『陽明学入門』94頁　明徳出版社
24） 小倉紀蔵 講義資料『主体と序列』172頁
25） 金谷治訳注『荘子』第二冊　114頁　岩波書店
26） 金谷治訳注『荘子』第二冊　99頁　岩波書店
27） 荒木見悟『中国心学の鼓動と仏教』305頁　中国書店
28） 鈴木大拙『無心と言うこと』48頁　大東出版社
29） 島田虔次『朱子学と陽明学』131-132頁　岩波書店
30） 共生（Live together）という言葉は生物学から導入されたが、今では異なる個体が共存するために必
要な概念として社会で広く用いられるようになっている。
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