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０．はじめに
前回の論稿「朱熹哲学における『知覚』論」
（
『白山中国学』2012）において、朱熹のいう
知覚とは、心の本質的な働きに他ならず、具体的には、自己における理が主客関係に応じて、
その媒体である気質特有の構造を経て展開して成立する認知、判断、意志のことであり、そ
の究極形が「先知後覚」説に典拠づけられる「是非の弁別」に他ならないという結論を導き
出した。
しかしながら、一方で朱熹はこのような知覚は、智に他ならないとも言っている。この智
に他ならないという言及は、この知覚が自己における理の展開と考えられていたということ
と、どう関わるのであろうか。牟宗三氏 (1969) が見出したように、朱熹は程明道→湖南学派
における仁＝知覚説にあえて抗して、知覚は智に他ならないと主唱した。従って、ここには
朱熹にとって絶対に妥協することを許さない根幹的な考え方が潜んでいるはずである。
また、
朱熹は、この知覚を単に心性論としてだけではなく、気質論の次元からも説明をしている。
朱熹にとって、存在しているものは全て気を素材、媒体としていると考えられ、我々という
存在も、もちろんその例外ではなかった。朱熹はこの気を、気と質、魂と魄といったキーター
ムに振り分け、我々の肉体から感情様態、知性の良しあし、はては人格の良しあしに至るま
でを捉えるという、現代の我々から見て極めて特異な身体観を有していた 1。これが彼の気
質論の実態である。朱熹は、はたしてこのような気質論に知覚がどう絡んでいると考えてい
たのか。この点に注目することは、朱熹が捉えていた知覚をより具体的な形で捉えることを
可能とするはずである。本稿では、
前稿における「知覚」の本質と構造の分析の成果を基に、
さらにこの智と知覚との問題、知覚と気質との関係の二つの面から分析を継続することを通
じて、朱熹の捉えていた「知覚」の具体相に迫ってゆきたいと思う。
ところで、この研究の途上で、朱熹は他ならぬこの知覚を基軸に、我々の心の具体相を極
めて鮮明に整理して捉えていたことも浮かび上がった。この結果、今回の研究を通じて、朱
熹がよくいう「未発」や「已発」といったキータームも、その意味がより鮮明となった面が
出たし、また、朱熹のいう知覚を新たに意識論という観点から捉える可能性も浮かび上がっ
た。そこで、この件について論及して本論を締めくくりたいと思う。
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なお、先行研究の紹介と本論における立場については、前稿に既に述べてあるので、ここ
では繰り返さない。本稿も前稿に同じく、主に後藤俊瑞氏、山田慶児氏、大濱晧氏、市来津
由彦氏、木下鉄矢、牟宗三氏の業績を受け、その上で、知覚にまつわる諸問題を逐一事例を
挙げて分析してゆくことを通じて、朱熹の捉えていた、現代のわれわれの手持ちの言葉や認
識方法で安直に言いかえることを許さない「知覚」の具体相を究明することを望んだもので
ある。ただ、前稿で触れた通り、牟宗三氏が言う「認識論的取相的知覚」2 が本当に氏の主
張するような①羞悪の義心と連動する孟子の言う「是非の心」
、②純然たる外物を対象とす
る「純知識的是非之心」という２段階を経て現れるものと考えられていたかについては、朱
熹の発言の実例に即してみて、疑問を持たざるを得なかったわけだが、この点についての本
論の分析と結論は、１章１節「仁の現れとしての知覚」
、２章「知覚と気質」で述べること
としたい。（なお、本論において使用した引用文は全て『朱子全書』上海古籍出版社・安徽
教育出版社、2002 による。
）

１．理と智と仁
１）仁の現れとしての知覚
朱熹は、知覚における智と仁の関係についてこう言っている。
例文１
謝上蔡の言っていた知覚とは、まさしく寒さ、温かさ、満腹、空腹といったことを知
覚することを言っている。さらに（これらを）敷衍していくと、人との応対、天の優れ
た営みを助ける（易・繋辞上９章）のに至るまでも、この知覚に他ならず、別のもので
はない。ただその働き方に大小があるだけなのだ。しかしながら、これもまた智が働く
ことに他ならず、ただ仁のみが包括することができる。だから「仁には、心に知覚が働
いている」というのは良いが、
「心に知覚が働いているのが仁だ」というのはダメなのだ。
というのも、
「仁というなら、心に知覚が働いている」というのは、仁が 4 つの働きを
包含していることを言っているのであって、あたかも仁が、羞悪したり、辞譲したりす
ることを知覚することを言っているようなものなのだ。
上蔡所謂知覺，正謂知寒暖飽飢之類爾。推而至於酬酢佑神，亦只是此知覺 , 無別物也，但所
用有小大爾。然此亦只是智之發用處，但惟仁者爲能兼之，故謂仁者心有知覺則可，謂心有知
覺謂之仁則不可。蓋仁者心有知覺，乃以仁包四者之用而言 , 猶云仁者知所羞惡辭讓云爾。（『晦
庵先生朱文公文集』巻３２

又論仁説２3（21 巻 p.1413））

この文面は、朱熹が知覚について語っている中でも、最も彼の知覚に関する考え方をよく
反映している事例である。朱熹は、この文面を通じて、総じて、主に湖南学派でなされてい
た、謝上蔡の知覚＝仁として捉える考え方を一蹴し、知覚を智とし、仁によって包括される
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ものへと思想上の転換を果たそうとしているのである。ここにあって、一見して明らかに朱
熹独自の言葉と認められる個所は、
「しかしながら、これもまた智が働くことに他ならず」
以下となろう。そこで、牟宗三氏 (1969) は、この事例をはじめとした一連の朱熹の知覚につ
いての文献に見出される、このような「智が働くところ」という記述を受け、程明道、謝上
蔡以来、知覚という概念は、感覚から道徳に至る幅広い範囲に関わるものと捉えられていた
のに対し、朱熹は「智の事」として限定し、誤って捉えてしまっていたと主張している 4。
しかしながら、朱熹の人心、道心の議論を確認してみると、朱熹は、知覚を単に智に限定す
ることなく、この例文で言えば謝上蔡の発言として記述されているもののことをも知覚とし
て認めていたことが窺える。そういうわけで、
この例文１に記された知覚についての記述は、
たとえ謝上蔡という記述があっても、朱熹の知覚観に取り入れられた上でのものと見做さな
ければならない 5。とするならば、この例文１からは、朱熹がこのような寒さ、温かさ、満腹、
空腹といったことの感知にはじまる知覚が智の働きに他ならず、それと同時に知覚は智の働
きであるため、それは仁に包括される関係にあると考えられていたということが読み取れる
のである。ところで、仁は「愛の理」
（
『論語集注』学而２章）と言われ、智は「分別、是非
の道理」
（
『玉山講義』
）と言われる。このことから、この仁と智との関係の問題の解明は、
理を主軸とした知覚 6 そのものの解明にもつながりうるだろう。そこで、まずは朱熹のこの
仁と智との関係についての説明がいかなる考えをベースに言われていたものかを解明するこ
とから、この問題に取りかかりたいと思う。朱熹は仁と智との関係について、
『玉山講義』
でこのように言っている。
例文２
また、仁というものは生成するこころとして、４つのもの（仁、義、礼、智）の中を
貫き、遍く行き渡っているということがわかる。仁は、もともと仁そのものである。義
は、仁がきっぱりと決断する働きである。礼は、仁が節度ある振る舞いとなった働きで
ある。智は、仁が弁別となった働きである。
又自見得仁字是箇生底意思，通貫周流於四者之中。仁固仁之本體也，義則仁之斷制也，禮
則仁之節文也，智則仁之分別也。（『晦庵先生朱文公文集』巻 74

玉山講義（24 巻 p.3589））

以上の発言から、朱熹が仁とは本来、
「生」
（生成）のことであり、さらに４つのもの（仁、義、
礼、智）は、いずれもこの生成たる仁がそれぞれ展開しているものと考えていたことが窺え
る。ここにあって、仁について言えば、
「生」
（生成）が専言の仁にあたり、それ以降の仁が
偏言の仁にあたる（
『玉山講義』
）わけであるが、それは『中庸章句』２０章でこのように語
られているのに対応するだろう（以下、注釈の必要部分だけ訳出する）
。
例文３
【a】仁とは、天地が万物を生み育む心であり、人間は（これによって）生きることが
できているもののことである。
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【b】この生成の理を具有していれば、自然と思いやり、愛情の心もちをもつようにな
る。
（経）故爲政在人 , 取人以身 , 脩身以道 , 脩道以仁。（注）【a】仁者 , 天地生物之心 , 而人得以
生者。
（経）仁者 , 人也 , 親親爲大。（注）人、指人身而言。【b】具此生理 , 自然便有惻怛慈愛之意。
（
『中庸章句』20 章（6 巻 p.44 ～ 45））

ここにあって、専言の仁は、a 部の内容に対応し、偏言の仁は、b 部の内容に対応すると言
えるだろう。『玉山講義』で言われている仁から、仁、義、礼、智が展開するとは、このよ
うな天地の万物を生み育てている心たる生成の理が、思いやり、愛情の心もちである仁、そ
の他に展開しているということなのである。すると、仁とは、理のあり方のなかでも、天地
にあって最も根本的、基礎的な様態なのであるから、理の本来的様態と言い換えることもで
きるだろう。このように考えてくると、知覚とは智の働きであるのだから、知覚の主軸が理
であるとは、結局はこの仁における生成する理が、偏言の仁、その他に展開しているという
ことと同じことをさしており、それを別の角度から説明していたものにすぎないと言えるだ
ろう。そこで本論では、
知覚が理を主軸としているということの意味をさらに見極めるため、
この議論をさらに追ってみたいと思う。朱熹はこのことについて、こうも言っている。
例文４
惻隠の心は、頭もお尻も全て惻隠である。３つのものは、頭は惻隠で、お尻が羞悪、
辞遜、是非である。もし惻隠でなかったら、３つのものは全て死物となってしまう。と
いうのも、惻隠が先頭で、羞悪、辞譲、是非はここから出てくるのだ。
（林夔孫録）
惻隱之心，頭尾都是惻隱。三者則頭是惻隱，尾是羞惡 , 辭遜 , 是非。若不是惻隱，則三者都
是死物。蓋惻隱是箇頭子，羞惡 , 辭遜 , 是非便從這裏發來。（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公
孫丑上之下 人皆有不忍人之心章 p.1762)））

ここで言われている惻隠、羞悪、辞遜、是非とは、それぞれ仁、義、礼、智を情の位相で言
い換えたもので、ここで言われていることは、表現は違いこそすれ、今までたどってきた議
論と異なるものではない。ところで、ここでは専言の仁が、偏言の仁、義、礼、智に展開す
るということが身体の部位に例えて言われているが、それのみならず、そうならなければ、
偏言の仁、義、礼、智は「死物」となってしまうと言われている。これはいったい何を意味
するのだろうか？朱熹はこのことについてこう言っている。
例文５
質問した、
「惻隠の心はどのように四端を包括しているのですか？」答えた、
「惻隠は
初めて動くときで、羞悪、是非、恭敬は、ちょっと動くのを待って初めて、このように
ただ動いているところにおいてのみ現れるに至るのだ。例えば、四時は、春の発生する
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気がなければ、夏が来て何を成長させるだろう？秋の時はいったい何を取り収めるのだ
ろう？冬の時はいったい何をしまうのだろう？」( 潘時挙録 )
問：「惻隱之心，如何包得四端 ﹖」曰：「惻隱便是初動時，羞惡、是非、恭敬，亦須是這箇先
動一動了，方會恁地只於動處便見。譬如四時，若不是有春生之氣，夏來長箇甚麼 ﹖ 秋時又把甚
收 ﹖ 冬時又把甚藏 ﹖」
（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公孫丑上之下 人皆有不忍人之心章 p.1766)））

例文６
しばらくして、先生は言われた、
「惻隠の心があってこそ、動くことができる。もし
惻隠の心がなければ、動くことはできない。最初の動きがあってこそ、はじめて羞悪が
あり、はじめて恭敬があり、はじめて是非がある。動くところが惻隠である。もし動く
ことができなければ、人間と成りえない。もし動くところから働かなければ、いわゆる
羞悪は羞悪ではなく、いわゆる恭敬は恭敬ではなく、いわゆる是非は是非ではない。天
地が生生する理、これらの発動する意志はいまだかつて止んだことがなかったし、思う
にどんなに束縛したところで、いまだかつて消えつくしてしまったことはなく、自然と
動き出すのであってみれば、学ぶ者は途切らせないように注意せねばならない。( 葉賀
孫録 )
久之，先生曰：「惟是有惻隱之心，方會動；若無惻隱之心，卻不會動。惟是先動了，方始有
羞惡，方始有恭敬，方始有是非。動處便是惻隱。若不會動，卻不成人。若不從動處發出，所
謂羞惡者非羞惡，所謂恭敬者非恭敬，所謂是非者非是非。天地生生之理，這些動意未嘗止息，
看如何梏亡，亦未嘗盡消滅，自是有時而動，學者只怕間斷了。」（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子
三 公孫丑上之下 人皆有不忍人之心章 pp.1776-1777)））

ここでは専言の仁は、
「初めて動く」ときなのだと言われ、偏言の仁、義、礼、智はその動
きを受けてこそありうるものだということが言われている。ということは、
偏言の仁、
義、礼、
智は、仁から展開するのでなければ、まさに生成しないもの＝「死物」となってしまうわけ
である。それでは、この専言の仁の「初めて動く」とはいったい何のことを言っているのだ
ろうか？
例文７
惻隠とは、愛することを言っており、愛するとは仁のことを言っているのに他ならな
い。
（中略）惻隠はもともと、この心にちゃんとあって、外からの働きかけに触発され
て起きる。羞悪、辞遜、是非もまたそうだ。( 林賜録 )
惻隱本是說愛，愛則是說仁。( 中略 ) 惻隱元在這心裏面，被外面事觸起。羞惡、辭遜、是非
亦然。（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公孫丑上之下 人皆有不忍人之心章 pp.1763-64)））

例文８
惻は、辛くなるのが働き始めるところで、隠は、じょじょに胸の痛みへと至るところ
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である。（呉雉録）
惻是惻然發動處，隱是漸漸及著隱痛處。（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公孫丑上之下 人皆
有不忍人之心章 p.1767)））

以上の２例文から、朱熹は仁というのは外からの働きかけに触発されると、辛くなるのが働
き始め、それからじょじょに胸の痛みへと至ると捉えていたことが窺える。上記例文５で言
われていた「初めて動く」とは、
この辛くなるのが働き始めることを言ったものと思われる。
とするならば、仁とは本来、天地の万物を生み育てている心＝生成の理（専言の仁）である
わけだから、朱熹はこの生成の理が客体との関わりを受けて働き始め、その生成に沿うか否
かに応じて、偏言の仁、義、礼、智へと展開すると考えていたということになるであろう。
このように考えてくると、以上の知覚が智に他ならないという問題の分析から、新たにこ
のような「知覚」像が浮かび上がるであろう。知覚とは、客体との関わりを受けて、自己に
おける理（存在、行為等を適宜、妥当ならしむる趨勢）が作用し始め、理にとっての本来的
様態＝仁（脈々たる生成）に沿うか背反するかを基軸に、その主客関係の場に対して、その
気質特有の構造を経て、
「智」
（是非の弁別）となった働きのことである。そして、その具体
的展開が、今の我々の言葉で言うと認知、判断、意志にあたるということになろう。

２）智と知覚の深浅
しかしながら、それにしても智とは、是非を弁別することに他ならない（
『孟子集注』公
孫丑上６章）。そのような智の展開が、本当に、寒さ、温かさ、満腹、空腹といったことの
実感から、人との応対、天の優れた営みを助けることに至るまでに関わるはば広い働きへと
結果しうるのだろうか。そこで、本節では、まずそもそも「智」とは何のことであり、さら
に知覚がこのような智を中核として、いかに幅広い働きをしていると捉えられていたのかを
明らかにしたい。まず、
「智」についてであるが、智とは確かに是非を弁別することである。
しかしながら、智は是非を弁別することを中核としながらも、どうやら単なる社会的適宜性
とか倫理的妥当性にとどまらない、認識全般に関わりうる応用性に富んだ意味をもつ概念で
あるようなのである。
例文９
是非の弁別をするのが智であり、あべこべになり、こんがらがってしまうのを全く知
らないことが不智である。
（黄卓録）
是非便是智，大段無知顛倒錯謬，便是不智。（『朱子語類』巻 53 孟子３ 公孫丑上之下 人皆
有不忍人之心章 (15 巻 .p.1764)）

例文１０
物わかりが悪く不明晰であれば、是非の心を誤って働かせてしまっているのである。
（李方子録）
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含糊不分曉，便是發錯了是非之心。（『朱子語類』巻 53 孟子３ 公孫丑上之下 人皆有不忍人
之心章 (15 巻 .p.1771)）

例文１１
是非を弁別する心が勝てば、物わかりが悪く、その場しのぎで、頑なで道理に暗く、
滅茶苦茶な思いが自然と消える。
（葉賀孫録）
是非之心勝，則含糊苟且頑冥昏謬之意自消。（『朱子語類』巻 53 孟子３ 公孫丑上之下 人皆
有不忍人之心章 (15 巻 .p.1774)）

このように智とは、是非を弁別することを中核に、認識全般にまで至る広い裾野をもった概
念として使われていたようなのである。言い換えれば、智とは是非の弁別を志向する認識と
いえるだろう。
また、知覚をめぐる範囲の幅広さの問題については、朱熹が知覚を２段階に分けて捉えて
いたことが参考となる。
例文１２
謝上蔡は、知覚のことを仁と言っている。ただ事物に応接していることを知覚するだ
けで、どうしてすぐさま仁と呼ぶだろうか？あの理を知覚してこそ初めて妥当なのだ。
例えば一つのことを、なすべきか、なさざるべきか、これを知覚できていれば仁なのだ。
呼べば応え、刺せば痛む、これが、心が血・気に行き渡っているということだ。あの理
の是非を知覚している、これで初めて理に行き渡っているのである。呼んでも応えず、
刺しても痛まない、これは死人に他ならない、不仁に他ならない。呼べば応え、刺せば
痛む、これだけで仁であるならば、だれがこのようにできないであろう？（潘植録）
上蔡以知覺言仁。只知覺得那應事接物底，如何便喚做仁？須是知覺那理，方是。且如一件
事是合做與不合做，覺得這箇，方是仁。喚著便應，抉著便痛，這是心之流注在血氣上底。覺
得那理之是非，這方是流注在理上底。喚著不應，抉著不痛，這固是死人，固是不仁。喚得應，
抉著痛，只這便是仁，則誰箇不會如此 ﹖（『朱子語類』巻 101 程子門人 謝顕道 (17 巻 .p.3366)）

この事例も、例文１で論じたような、朱熹が主に湖南学派でなされていた、謝上蔡の知覚＝
仁として捉える考え方を一蹴し、知覚を智とし、仁によって包括されるものへと思想上の転
換を果たそうとして発言したものである。ここにおいて、朱熹は知覚を３つの切り口から説
明している。１つ目は、
「呼んでも応えず、刺しても痛まない」場合で、これが不仁（知覚
が働いていない）の場合、２つ目は、
「呼べば応え、刺せば痛む」が、ただ主客関係の場を
知覚しているだけで、感覚の認識に留まる場合、これはまだ仁とは呼べない段階、３つ目は、
主客関係の場にあって、理をも知覚している場合である。３つ目は、
「なすべきか、なさざ
るべきか」を知覚している場合とも言われているので、
より具体的には、
主客関係の場にあっ
て、そこにおける営みの是非の弁別をも知覚している場合と言うべきであろう。これが、仁
と呼べる場合とされる。ここで、知覚の働いていない１つ目の場合はともかくとしても、知
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覚に２種類あることを認めていることは、次の事例における知覚に深浅を認める考えに相応
するものと思われる。
例文１３
黄直卿が、かつて『視れども見えず、聴けども聞こえず』
（
『大学章句』７章）のとき
は、これは知覚を取り集める心なのか、義理を取り集める心なのかをお尋ねした際、先
生は「知覚があれば、義理がある。
（違いと言えば）ただ深浅の違いがあるだけだ。
」と
言われた。（林学蒙録）
直卿云：
「舊嘗問：
『視之不見，聽之不聞處，此是收拾知覺底心，收拾義理底心 ﹖』先生曰：
『知
覺在，義理便在，只是有深淺。』」（『朱子語類』巻 16 大学 伝七章釈正心修身 (14 巻 .p.541)）

上記例文における浅い知覚とは、例文１２における感覚の認識に留まる場合に相応し、深い
知覚とは、例文１２における、主客関係の場にあって、そこにおける営みの是非の弁別をも
知覚している場合に相応するだろう 7。だとするならば、第１章第 1 節「仁の現れとしての
知覚」の結論を受けてこれを言いかえると、
このうち、
深い知覚とは、
自己における理の「智」
（是非の弁別を志向する認識）としての展開がきちっと、着実に行われて、是非の弁別にま
で至っている場合であり、浅い知覚とは、自己における理の「智」
（是非の弁別を志向する
認識）としての展開が浅く、あっさりとしか行われておらず、感覚の認識にとどまる場合と
言い換えることができよう。このように考えてみると、朱熹は、このようなメカニズムで、
主客関係の場にあって、感知に出発し是非の弁別へと至る働きを指して「知覚」と言ってい
たということになろう。そして、その「知覚」とは、現代言うところの認知、判断、意志を
分断することなく一連の働きとして捉えたものだったのである。こういうわけで、知覚は、
智を主軸とした一つの働きに過ぎないにもかかわらず、ここまで広く人間の行為に関与しう
るものだったのである。

２. 知覚と気質
朱熹は、このような知覚を単に心性論の範囲において捉えていたのみならず、気質論のレ
ベルにまで掘り下げて考えていたようである。
例文１４
（しかしながら、気には澄み・濁りがある。
（周明作録）
）気の澄んだものが気であり、
濁ったものが質である。
（澄んだものが陽に属し、濁ったものが陰に属する。
（周明作の
記録））知覚、活動は陽のしわざだ。肉体（骨、肉、皮、毛（周明作録）
）は、陰のしわ
『淮南子』説山訓の高誘の注には「魂は陽の神
ざだ。気は魂といい、体 8 は魄という。
である。魄は陰の神である。
」とある。いわゆる神とは、身体を支配するから（言うの）
である。（周明作の記録部分を除き、他の部分は全て李閎祖録）
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（明作錄云：
「然氣則有清濁。」）氣之清者為氣，濁者為質。（明作錄云：
「清者屬陽，濁者屬陰。」）
知覺運動，陽之為也；形體（明作錄作「骨肉皮毛」），陰之為也。氣曰魂，體曰魄。高誘淮南
子注曰：
『魂者，陽之神；魄者。陰之神。』所謂神者，以其主乎形氣也。
（『朱子語類』巻 3(14 巻 .p.158)）

この事例から、
朱熹が我々の身体を気と魂の系統と質と魄の系統から成り立っていると考え、
知覚は気と魂の系統によって形成されていると考えていたことが窺える。
また、この知覚が気と魂の系統によって成立していることを、陳淳がもう少し違う角度で
説明したものに、朱熹が書簡で同意している事例 9 がある。
例文１５
（陳淳）
（朱先生からの）お手紙にはこうありました、
「寤（覚めているとき）と寐（寝
ているとき）は、心の動と静とにあたる。思いがあるときと思いがないときは、また動
の中の動と静とにあたる。夢を見ているときと夢を見ていないときは、また静の中の動
と静とにあたる。しかし、寤は陽の働きで、寐は陰の働きであり、寤は澄み、寐は濁っ
ており、寤には主宰があって、寐には主宰が無い。だから、寂然（体）
・感通（用）
（『周
易本義』繋辞上１０章）のめざましい働きとは、必ず寤にあって、言っているのである。」
淳（わたくし）考えますに、人間という生きものは、陰と陽の気を具有し、神は陽か
ら発し、魄は陰に由来します。心というものは、陰の働き・陽の働きに伴って、それら
の気に乗っかり、動と静とを隔てることがないもので、神が集まる場であり、魄の主人
たるものです。昼は、陰は隠れ、陽が働きます。陽は基本的に活発なので、神はめぐり、
魄はそれに随って、寤となるのです。夜は、陽は隠れ、陰が働きます。陰は基本的に静
かなので、魄はじっとして、神は冬眠状態となり、寐となるのです。神がめぐるので、
虚霊（何ものにも捉われることなく霊妙）なる知覚のすがたが鮮やかに現象し、めばえ
（四端）を探し求めることができます。陽の兆しが再びきざすと、万物に春の意志が起
きているようなもので、これが、心の寂（体）
・感（用）に主宰が働いているわけなの
です。神が冬眠状態になっているので、虚霊（何ものにも捉われることなく霊妙）なる
知覚のすがたが沈んで潜伏し、全く跡形もなくなります。純坤の月になると、万物のい
のちはその兆しも窺えなくなるようなもので、これが心の寂（体）
・感（用）が寤のよ
うにめざましい働きをせず、寐にあっては、主宰が働かないわけなのです。しかしなが
ら、そこにあっても本当はまだ消え去っておらず、推し量れないものがあって、呼べば
応じ、驚かせば目覚めるので、これもまた、まだ主宰が働かずめざましい働きをしない
ものではないのです。だから、その大意からいえば、寤は陽の働きで、寐は陰の働きで
あり、心が動であったり、静であったりする原因なのです。細かくいえば、寤に思いが
あるときは、動の中の動であり、陽の中の陽です。思いがないときは、動の中の静であ
り、陰の中での陰です。寐で夢を見ているときは、静の中の動で、陰の陽です。夢を見
ていないときは、静の中の静で、陰の陰です。
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（朱熹）その通りだ。
「來敎云：「寤寐者、心之動静也。有思無思者、又動中之動静也。有夢無夢者、又静中之動
静也。但寤陽而寐陰、寤清而寐濁、寤有主而寐無主、故寂然感通之妙必於寤而言之。」淳思此、
竊謂人生具有陰陽之氣、神發於陽、魄根於陰。心也者、則麗陰陽而乘其氣、無間於動静、即
神之所會而爲魄之主也。晝則陰伏藏而陽用事、陽主動、故神運魄随而爲寤。夜則陽伏藏而陰
用事、陰主静、故魄定神蟄而爲寐。神之運、故虛靈知覺之軆燁然呈露、有苗裔之可尋。如一
陽復後、萬物之有春意焉、此心之寂感所以爲有主。神之蟄、故虛靈知覺之軆沉然潜隱、悄無
蹤跡。如純坤之月、萬物之生性不可窺其朕焉、此心之寂感所以不若寤之妙、而於寐也爲無主。
然其中實未嘗泯、而有不可測者存、呼之則應、驚之則覺、則是亦未嘗無主而未嘗不妙也。故
自其大分言之、寐陽而寤陰、而心之所以爲動静也。細而言之、寤之有思者、又動中之動而爲
陽之陽也。無思者、又動中之静而爲陽之陰也。寐之有夢者、又静中之動而爲陰之陽也。無夢者、
又静中之静而爲陰之陰也。（下略）」得之。（『晦庵先生朱文公文集』巻５７

答陳安卿２10(23

巻 p.2720)）

このように、ここでは、昼は、神（魂）がめぐり、魄はそれに随うので、寤（覚めていると
き）となり、その際、神（魂）がめぐっているので、虚霊なる知覚のすがたが鮮やかに現象
するとされている。それに対し、夜は、魄はじっとして、神（魂）は冬眠状態となって、寐
（寝ているとき）となり、その際、神（魂）が冬眠状態になっているので、虚霊なる知覚の
すがたが沈んで潜伏し、全く跡形もなくなるのだとされている。このように、知覚は、ここ
でも気と魂の系統が働かないと現れえないのだとされているのである。
（静の中の静、動の
中の動などについては、後で取り扱う。
）
ところが、次の事例では、なんと知覚は質と魄の系統にもあるとされている。
例文１６
質問した、
「魄が肉体を守るのだから、
（魄にも）知覚があるのでしょうか？」
答えた、「『目がよく見え、耳がよく聞こえるのが魄である』
（
『礼記』祭義、鄭玄注）な
ら、どうして知覚がないといえようか？」質問した、
「そうであるなら、人が死ぬ時、
魂は上り、魄は降りるわけでして、これは二箇所に知覚があるということでしょうか？」
答えた、「孔子は、はっきりと『鬼と神を合わすは、教えの至りなり。
』
（
『礼記』祭義）
と言われている。祭祀の時、
『これを陽に求め』
、その上、
『これを陰に求める』
（
『礼記』
郊特牲）のは、まさにこのためだ。祭祀にまた『魄に報いる』話（
『礼記』祭義）があ
るのは言うまでもないことなのだ。
」
（廖徳明録）
問：
「魄守體，有所知否 ﹖」曰：「『耳目聰明為魄』，安得謂無知 ﹖」問：「然則人之死也，魂升
魄降，是兩處有知覺也。」曰：「孔子分明言：『合鬼與神，教之至也。』當祭之時，『求諸陽』，
又『求諸陰』，正為此，況祭亦有報魄之說。」（『朱子語類』巻 63(16 巻 .p.2088)）

このように、上記の例文１４、１５では、知覚は気と魂の系統によって形成されている、あ
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るいは、知覚は気と魂の系統が働かないと現れえないとあったにもかかわらず、この例文で
は、知覚は質と魄の系統にも当然あるのだという。この例文１６と１４、１５は、一見して
矛盾している。
この問題は等閑に付せない問題であるが、これに関連する発言として『朱子語類』に以下
のような事例を見出すことができる。
例文１７
また言った、
「陰は受け入れることを司り、陽は運用を司る。記憶できるというのは、
全て魄が受け入れているのである。運用して、発現するのが魂である。この二つはもと
から互い離れることがないものだ。あの記憶できるものが魄であるが、発現するのが魂
である。知覚できるのが魄であるが、知覚を発現するのが魂である。
」
（呂燾録）
又曰：「陰主藏受，陽主運用。凡能記憶，皆魄之所藏受也，至於運用發出來是魂。這兩箇物
事本不相離。他能記憶底是魄，然發出來底便是魂；能知覺底是魄，然知覺發出來底又是魂。」
（『朱
子語類』巻 87 祭義 (17 巻 p.2980)）

この事例は、朱熹は、魂、魄は互い連携して働いており、そこにあって、陰とは受け止める
ものであって、そのゆえに魄は、外からのものを受け止め、陽とは運用するものであって、
それゆえに魂は、運用して発現すると考えていたことが窺える。そしてそれについて朱熹は
具体例も挙げているが、それは三浦國雄氏（1981）11 の推論を参考に再整理してみると、魄
が記憶するなら、魂がそれを受けて思い出すということであり、魄が感じ取るなら、魂がそ
れを受けて自覚・認識するということを言ったものであろう。このように見てみると、知覚
とは、気と魂、質と魄両系統の共同作業であると考えられていたわけであり、とするならば、
例文１４，１５の知覚は気と魂の系統によって形成されている、あるいは、知覚は、気と魂
の系統が働かないと現れえないという発言と、例文１６の知覚は質と魄の系統にも当然ある
という発言は決して矛盾するものではないということがわかる。
ところで、朱熹は物にあって、動物には知覚があるが、植物等には知覚がまともには働い
ていないと考えていた。
例文１８
質問した、
「動物には知覚があり、植物には知覚がないとはどういうことですか？」
答えた、
「動物には血気があるので、知覚を働かせることができる。植物は、知覚を指
摘できないにしても、通常の生意（生命力）は、窺うことができる。
」
（廖徳明録）
（問「動物有知，植物無知，何也 ﹖」曰「動物有血氣，故能知。植物雖不可言知，然一般生
意亦可默見。」）（『朱子語類』巻 3(14 巻 pp.189-190）)

なお、この事例で「植物は、知覚を指摘できない」と言われているのは、全く指摘できない
のではなく、是非の弁別にまで至りうるしかるべき知覚が指摘できないということに他なら
ない 12。ここにおいて、知覚がまともに働くかどうかは、血・気の有無に拠るとされている。
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実は、血は、文脈に応じて、質とも魄とも言われ、いずれにしろ質と魄の系統にあたる一方、
気は、気と魂の系統にあたる。この発言からも、朱熹が知覚を基本的には気と魂の系統、質
と魄の系統の連携で成立するものと考えていたことが裏付けられるだろう。
以上の考察を踏まえ、この知覚の成立のメカニズムを整理し直すと、朱熹は、我々の身体
を気と魂の系統と質と魄の系統から成り立っていると考えており、ここにあって、知覚はま
ず質と魄の系統で受け止められて感じ取り、引き続いて気と魂の系統でそれを受けて自覚・
認識して成立すると考えていた、ということになるであろう。ところで、先にみたように、
朱熹は知覚を深浅で分けて捉えていた。これも以上の考察に基づいて整理し直してみたい。
まず、知覚は質と魄の系統で受け止められて感じ取り、引き続いて気と魂の系統でそれを受
けて自覚・認識して成立するわけである。ということは、深かろうと浅かろうと、いずれも
質と魄の系統の働きを基にして感じ取る働きが成立していることは確かであろう。そして、
一方で、浅い知覚は感覚の認識に留まり、もう一方で、深い知覚は是非の弁別にまで至って
いるわけであるということは、浅い知覚は、質と魄の系統の働きに始まって、気と魂の系統
ではほとんど働いていない場合で、その結果自己における理の「智」
（是非の弁別を志向す
る認識）としての展開が浅く、あっさりとしか行われず、感覚の認識にとどまることとなり、
深い知覚は、質と魄の系統の働きに始まって、気と魂の系統に至るまでしっかり働いており、
自己における理の「智」
（是非の弁別を志向する認識）としての展開がきちっと、着実に行
われて、是非の弁別にまで至っている場合ということになろう。だからこそ、このように言
われる。
例文１９
「全身が惻隠の心」を質問した。答えた、
「この自身の肉体を腔子と言う。この身にあっ
て痛みがあるのを知覚できてこそ、
（客体と）応対（する場面）に出くわしたとき、是
非を知覚できるのである。
」
（李季札録）
問「滿腔子是惻隱之心」。曰：「此身軀彀謂之腔子。能於此身知有痛，便見於應接，方知有
箇是與不是。」（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公孫丑上之下 人皆有不忍人之心章 p.1759)））

ところで、理の本来的様態は仁に他ならないが、我々のこの身にあって、仁を指摘できる
のは、浅い知覚の次元では決してなく、主客関係の場にあって、そこにおける是非の弁別を
も知覚している深い知覚 13 である。なぜなら、仁とは脈々たる生成のことであって、朱熹
がよく言及した程明道の「体中が惻隠の心」
（滿腔子是惻隱之心（
『河南程氏遺書』巻３）
）
という言葉にあるように、個体の総体に関わる有機性の次元にあってはじめて成立するもの
である。単に感受作用等の個体の部分的、局所的機能の次元のことではない。だからこそ、
仁の直接の現象である惻隠のみならず、展開的な現象である羞悪、辞譲、是非についても、
このように言われるのである。
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例文２０
「体中が惻隠の心」は、ただ惻隠の心であるのではない、体中が羞悪の心であり、体
中が辞遜の心であり、体中が是非の心なのだ。余すところなく満ちあふれていて、全く
すきまがない。
（沈僴録）
「滿腔子是惻隱之心。」不特是惻隱之心，滿腔子是羞惡之心，滿腔子是辭遜之心，滿腔子是
是非之心。彌滿充實，都無空闕處。（『朱子語類』巻 53(15 巻孟子三 公孫丑上之下 人皆有不忍
人之心章 p.1761)））

そうであるなら、この理の本来的様態＝仁（脈々たる生成）の成立は、質と魄の系統を経た
うえで、気と魂の系統が関わって以後でなければならないだろう。例文１５にあるように質
と魄の系統はじっとしている。そのため、ここでは、理が働いても、その当座の機能の一点
に部分的、局所的にしか理の趨勢は働きえない。それに対し、気と魂の系統は全身に関与す
る。そのため、ここではじめて理が個体における総体としてのレベルで徹底して働くことに
なり、単に個体の一機能にとどまらない、深い知覚にまで到達しうる、理の本来的様態＝仁
の次元に至るのである。
このような理と仁の意味する内容を踏まえた上で、この知覚を、上述の気質論の分析を交
えて言いかえるとこうなるだろう。この身（気・質）にあって、
「感」
（外物の接触にしろ、
欲望の疼きにしろ、何がしかの刺激）を受けて客体と関わった際、その反応として、その刺
激がまず質と魄の系統で受け止められ、そこにおける理の趨勢によって、感知が成立する。
引き続いて、気と魂の系統でその感知したものを受けてここにおける理の趨勢によって、理
の本来的様態＝仁（脈々たる生成）に沿うか背反するかを基軸に、
主客関係の場に対する「智」
（是非の弁別を志向する認識）となる。
（なお、この際の刺激が質と魄の系統で受けとめられ
てから、気と魂の系統で、その感知したものを受け取るまでが、上述の動き始めることに匹
敵しよう。
）それは具体的には、その気質特有の構造を経た上での、感知に出発し是非の弁
別へと至る、
「認知、判断、意志を内包する」働きに他ならない。これが知覚である。そして、
その知覚は、自己における理の働きが、質と魄の系統の働きに始まって、気と魂の系統では
ほとんど働かず、その結果理の趨勢が総体として浅く、あっさりとしか働いていない、感覚
の認識に留まる「浅い知覚」と、自己における理の働きが、質と魄の系統の働きに始まって、
気と魂の系統に至るまでしっかり働いており、理の趨勢が総体としてきちっと、着実に行わ
れている、感知から是非の弁別にまで至る「深い知覚」とがあると捉えられていたというこ
ととなる。
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３．朱熹の意識論
ところで、このように知覚の実態がわかってくると、朱熹がわれわれの心の様相をどのよ
うに捉えたかがわかって来る。
例文２１
質問した、
「まだ感情が働く前に、もし（見えないものにも）注意をめぐらせ、
（聞こ
えないものをも）恐れつつしみ（
『中庸章句』1 章）
、神経を研ぎ澄ましているならば、
それも知覚しているわけですが、程伊川が『知覚がある以上、動なのだ』
（
『河南程氏遺
書』巻 18）と言っているのはどういうことですか？」答えた、
「まだ感情が働く前は、
常にこのように覚醒させ、ボーッとして何もわからないようでないようにしなければな
らない。もし、ボーッとして何もわからないならば、道理はどこにあるだろうか？何の
大本（『中庸章句』1）を成し遂げようか？」質問した、
「常に覚醒していれば、知覚し
ているのですか？」答えた、
「当然知覚している。
」質問した、
「知覚していれば動なの
ですか？」答えた、
「当然動だ。
」質問した、
「何を指してまだ感情が働く前と言ってい
るのですか？」答えた、
「まだ感情が働く前は、ボーッとしてなにもわからないのでは
ない限り、どうして静と言えようか？しかしながら、知覚は動ではあるが、それがまだ
動いていなくても差し支えない。喜、怒、哀、楽といったことは、また別なのだ。
」質
問した、「恐らくここで知覚は働いているけれども、喜、怒、哀、楽はまだ働いていな
いということですか？」先生はうなずいて言った、
「そうだ。
（知覚がある以上は、動な
のだが）下の個所で『復は天地の心を現す』
」
（
『周易本義』復）について言っているのは、
うまく言い得ている。復は陽の兆しが生じているなら、どうして動でないだろうか？」
質問した、
「陽の兆しは、たとえ動であっても、まだ万物を発生していないわけであって、
喜、怒、哀、楽はまだ働いていないのだということですか？」答えた、
「そうだ。
」
（陳
淳録）
問：
「未發之前，當戒慎恐懼，提撕警覺，則亦是知覺。而伊川謂『既有知覺，卻是動』，何
也 ﹖」曰：
「未發之前，須常恁地醒，不是瞑然不省。若瞑然不省，則道理何在 ﹖ 成甚麼『大本』﹖」
曰：
「常醒，便是知覺否 ﹖」曰：「固是知覺。」曰：「知覺便是動否 ﹖」曰：「固是動。」曰：「何以
謂之未發 ﹖」曰：「未發之前，不是瞑然不省，怎生說做靜得 ﹖ 然知覺雖是動，不害其為未動。
若喜怒哀樂，則又別也。」曰：「恐此處知覺雖是動，而喜怒哀樂卻未發否 ﹖」先生首肯曰：「是。
下面說『
〈復〉見天地之心』，說得好。〈復〉一陽生，豈不是動 ﹖」曰：
「一陽雖動，然未發生萬物，
便是喜怒哀樂未發否 ﹖」曰：「是。」（『朱子語類』巻 96 程子之書二 (17 巻 p.3246）)

以上の内容を整理してみると、ここではまず、
「
『常に覚醒していれば、知覚しているのです
か？』『当然知覚している。
』
」と言われ、覚醒している段階が想定され、この時が知覚をし
ているときにあたると考えられていたことが窺える。この段階は「
『知覚していれば動なの
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ですか？』
『当然動だ。
』
」
、また「しかしながら、知覚はたとえ動であっても、それがいまだ
動いていないということに変わりはない」とも言われるので、動のときでもあり、また、ま
だ動ではないときでもあるとされていたことも窺える。この事例の最後部「そうだ。
（知覚
がある以上は、動なのだが）
」以下のやりとりから考えると、この段階は動なのであるけれ
ども、まだ喜、怒、哀、楽は働いていないわけだし、動であるとも、まだ動ではないとも言
いうる中間的な段階に立っていると考えられていたことが窺える。
次に、
「まだ感情が働く前は、ボーッとしてなにもわからないのではない限り、どうして
静と言えようか？」と言われ、知覚にも至っていない段階として、ボーッとしている段階が
想定され、
これが静のときであると考えられていたことが窺える。そして最後に、
知覚があっ
てから後の段階として、喜、怒、哀、楽が働く段階を想定していたことが窺えるのである。
ところで、朱熹は、ここにあって、覚醒しているときが知覚しているときだと考えていたわ
けであるが、ということは、言いかえれば、我々の意識がきちっと働いているのが知覚して
いるときであると考えていたことになるだろう。これは、逆にいえば、朱熹はわれわれの意
識を、知覚を主軸に捉えていたということを意味すると言えるだろう。朱熹はこのような知
覚を主軸にわれわれの心の様相をこのように数段階にわたって捉えていたのである。
またこのことに関連してこのようにも言われる。
例文２２
質問した、
「蘇季明が『喜、怒、哀、楽がまだ働く前は、動の字を用いますか、静の
字を用いますか？』と質問すると、程伊川は、
『これは静と言えばよい。静のなかにも
のがあってはじめて妥当なのだ。
』
（
『河南程氏遺書』巻 18）と答えました。言われてい
る『静のなかに、ものがあ』るとは、喜、怒、哀、楽は、たとえまだ現れていないとし
ても、喜、怒、哀、楽する理を含んでいるということではないのですか？」答えた、
「喜、
怒、哀、楽は、外物に刺激されて生ずるものなのであって、鏡の中の像のようなものだ。
鏡がまだ外物を写してなければ、どうして像があろうか？」質問した、
「そうであるなら、
『静のなかに、ものがあ』るとは、鏡のなかの照らし出す能力のことですか？」答えた、
「それなら、むしろ近いが、しかしながら似ているに過ぎない。言われている『静のな
かに、ものがあ』るとは、知覚があるということに他ならない。
」質問した、
「程伊川は、
ところが『知覚と言えば、
動だ』
（
『河南程氏遺書』巻 18）と言っています。
」答えた、
「こ
れは恐らく程伊川が言いすぎているのだ。もし何かを知覚する、例えば寒さを知覚する、
温かさを知覚するというならば、一つの対象を知覚しているのだ。もしまだ何も知覚し
ていなくとも、しかしながら知覚はちゃんとあるのであれば、どうしてそれが静である
として問題があろうか？よもや静坐は睡眠というわけではあるまい？」
（陳文尉録）
問：「蘇季明問喜怒哀樂未發之前，下『動』字 ﹖ 下『靜』字 ﹖ 伊川曰：『謂之靜則可，靜中須
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有物始得。
』所謂『靜中有物』者，莫是喜怒哀樂雖未形，而含喜怒哀樂之理否 ﹖」曰：「喜怒哀
樂乃是感物而有，猶鏡中之影。鏡未照物，安得有影 ﹖」曰：
「然則『靜中有物』，乃鏡中之光明 ﹖」
曰：
「此卻說得近似。但只是比類。所謂『靜中有物』者，只是知覺便是。」曰：
「伊川卻云：
『纔
說知覺，便是動。』」曰：「此恐伊川說得太過。若云知箇甚底，覺箇甚底，如知得寒，覺得暖，
便是知覺一箇物事。今未曾知覺甚事，但有知覺在，何妨其為靜 ﹖ 不成靜坐便只是 睡！」（『朱
子語類』巻 96 程子之書二 (17 巻 p.3247）)

この事例では、
程伊川の動・静をめぐる見解をベースに問答が展開している。この問答にあっ
て、朱熹は伊川が『静のなかに、ものがあ』ると言っているのは、静のなかにあって知覚が
あるということを言っているのだとしている。さらに、朱熹は、伊川が他方で『知覚を言え
ば、動だ』とも言っているのは言いすぎで、
「もしまだ何も知覚していなくとも、しかしな
がら知覚はちゃんとあるのであれば、
どうしてそれが静であるとして問題があろうか？」と、
知覚はまだ動いておらず、スタンバイしている段階 14 であるならば、静であるとすべきだ
としている。ここから、朱熹が、上述の動であるとも、まだ動ではないとも言いうる中間的
な段階について、より厳密には、知覚がスタンバイしている段階を静にあて、知覚が働いて
いる段階を動にあてて捉えていたことが窺えるといえよう。
ところで、例文１５では以上の心の段階説に相関して、動の中の静、動の中の動などといっ
たことが言われていた。この分類でさらにこれを整理し直してみると、まず動の中の静は、
目覚めているときで、思いがないときだから、今までの事例で言うと、ボーッとしている段
階と、知覚がスタンバイ状態にあって、まだ動いていない段階にあたり、動の中の動は、目
覚めているときで、思いが働いているときなのだから、知覚が働いている段階と、喜、怒、哀、
楽が働いている段階にあたるということになろう。そして静の中の静、静の中の動とは、そ
れぞれ眠っているときで、夢を見ていないときと、夢を見ているときにあたるわけだから、
この２つは上述の事例では説明されていなかったものにあたるということになろう。
以上の事例をまとめると、朱熹は知覚によって捉えられた意識を中核に心を６段階に分け
て捉えていたことが窺える。これをまとめると、
１つ目は静の中の静の段階で、
ぐっすり眠っ
ているときである。２つ目は静の中の動の段階で、眠りながらも夢を見ているときである。
３つ目は動の中の静の段階の１つで、起きてはいるがボーッとしているときである。４つ目
は動の中の静の段階の１つで、覚醒してはいるものの、知覚はスタンバイ状態にあるときで
ある。５つ目は動の中の動の段階の１つで、覚醒していて知覚が働いているときである。６
つ目は動の中の動の段階の１つで、喜、怒、哀、楽が働いているときである。
このように、朱熹の知覚によって捉えられた意識の捉え方がわかってくると、朱熹が未発・
已発と言っていたのは、どういう事態をさしていたのかがより具体的にわかってくる。
例文２３
質問した、
「肉体の動きは心と関わるのですか？」答えた、
「どうして関わらないであ
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ろう。心がそれを動かすのだ。
」質問した、
「喜、怒、哀、楽がまだ働いていないときに、
肉体に動きがあり、耳や目にも視覚、聴覚があれば、これは心が已発なのでしょうか、
それとも未発なのでしょうか？」答えた、
「喜、怒、哀、楽がまだ働いていない（とき）
もまた同じことだ。たとえ視、聴き、動いているときも、心はそちらに向けられている
ものなのだ。もし肉体の動きについて、心が全く知覚していないなら、心はないのであ
る。動きに全く反応していないなら、どんな未発を言うだろうか。未発は、ボーッとし
て全くわからないことではなく、常にちゃんと目覚めており、このようにくたばってな
いのに他ならない。
」
（陳淳録）
問「形體之動，與心相關否。」曰「豈不相關 ﹖ 自是心使他動。」曰「喜怒哀樂未發之前，形體
亦有運動，耳目亦有視聽，此是心已發，抑未發 ﹖」曰：「喜怒哀樂未發，又是一般。然 15 視聽
行動，亦是心向那裏。若形體之行動 , 心都不知，便是心不在。行動都沒理會了，說甚未發！未
發不是漠然全不省，亦常醒在這裏，不恁地困。」（『朱子語類』巻 3(14 巻 p.220）)

この記事は、陳淳によるものであるが、この個所では肉体の動きと心との相関性がどうある
のかということが質問されている。質問者はここにあって、肉体の動きと心との相関性の問
題を曖昧にぼかして済ますことは許さず、喜、怒、哀、楽がまだ働く前にまで議論を詰めて、
朱熹に質問をしている。質問者のこの言いぶりからすると、
ひょっとしたら質問者は、
喜、怒、
哀、楽がまだ働く前にも、肉体の動きと相関性があるというところまで考えつめたら、朱熹
の考える心の已発・未発論に疎漏が見出されるかもしれないと思っていたかもしれない。し
かしながら、朱熹は、上で論じたとおり、たとえ喜、怒、哀、楽が働く前にも、心における
意識について視線を注いでいたので、その見解を基礎に、たとえ喜、怒、哀、楽が働いてい
なくとも、心の働きというのはちゃんとあって、普通は肉体の動きは常に心と関わっている
ものだと答えているのである。それを踏まえて、朱熹が「もし肉体の動きについて、心が全
く知覚していないなら、心はないのである。動きに全く反応していないなら、どんな未発を
言うだろうか」と言っていることを考えると、上述の意識の段階における１～３段階目にあ
たっては、心はないので、未発にもあたらないと考えられていたということがわかる。朱熹
にとって、心は常にあるのではなく、ないときもあると考えていたのは興味深い。ところで、
未発・已発とは、喜、怒、哀、楽 16 や、惻隠、羞悪、辞譲、是非 17 が働く以前と以後のこ
とを言っている概念である。ここにあって、喜、怒、哀、楽は上述の６段目にあたることは
言うまでもないが、知覚は惻隠、羞悪、辞譲、是非の是非にあたるわけであるから、已発と
は、具体的には上述の５段目から６段階目のことを言っていたということが言え、さらに未
発は、上述の４段階目のことを指して言っていたということが言える。
（ということは、情
）このように考えてみると、市来
も当然上述の５段目から６段階目にあたることになる 18。
津由彦氏（2004）が提起した未発の知覚とは、已発の知覚がこの心の段階における５段目の
ことを指しているのに対し、４段目にあたるものを指していたと説明することができよう。
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ところで、前稿「朱熹哲学における心と気の流れをめぐる問題」
（
『白山中国学』2011）で詳
述したとおり、朱熹は心のあり方は、気質のあり方に直接に影響を与えると考えていた。こ
のことを参照して考えてみれば、朱熹は情にあたる５段目から６段目にかけての段階を心の
あり方が気質に影響を与えつつある段階にあると捉え、その影響が実際に作用して気質が反
応し、如実な感情を現す段階をこの６段階目の喜、怒、哀、楽が働いているときとして捉え
ていたことが窺えるだろう。ちなみに、情と意の違いについては、朱熹はこのようなことを
言っている。
例文２４
質問した、
「情もまた働いている面のことです。どのように違うのですか？」答えた、
「情は性の働きであるが、情はこのように働くことで、意はこうしようと取り仕切るこ
とだ。たとえば、あのものを愛するのは情で、あのものを愛さんとする根源来処が意だ。
情は船や車のようなもので、意は人があの船や車を使おうとするようなものだ。
」
（徐
録）
問：
「情亦是發處，何以別 ﹖」曰：「情是性之發，情是發出恁地，意是主張要恁地。如愛那物
是情，所以去愛那物是意。情如舟車，意如人去使那舟車一般。」（『朱子語類』巻 5(14 巻 p.231）)

このように、性とは、心の基礎である理のことを言い、情は、この性の実際に働いている姿
として捉えられていたわけだが、意とは、この性の実際に働いている姿（上述の５段目から
６段目）に意志や志向性が働いている場合のことを言っていたわけである。ここにあって、
意志や志向性が働いているということは、これもやはり知覚の働きが記憶、思慮、感情、気
力の有無などを形成する気質と絡んで成立するものとして捉えていたということであろう。
まさに朱熹にとって、我々は心なしにはありえないと捉えられていたと同時に、気（身体）
なしでもありえない存在として捉えられていたということである。

４. 最後に
以上のように本稿では、知覚とは具体的には、まずこの身（気・質）にあって、
「感」
（外
物の接触にしろ、欲望の疼きにしろ、何がしかの刺激）を受けて客体と関わった際、その反
応として、その刺激がまず質と魄の系統で受け止められ、そこにおける理の趨勢によって、
感知が成立するが、引き続いて、気と魂の系統でその感知したものを受けてここにおける理
の趨勢によって、理の本来的様態＝仁（脈々たる生成）に沿うか背反するかを基軸に、主客
関係の場に対する「智」
（是非の弁別を志向する認識）となる。この智の働きのことを言っ
ていることがわかった。それは具体的には、その気質特有の構造を経て、感知に出発し是非
の弁別へと至る「認知、判断、意志を内包する」働きに他ならない。そして、この知覚は、
自己における理の働きが、質と魄の系統の働きに始まって、気と魂の系統ではほとんど働か
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ず、その結果理の趨勢が総体として浅く、あっさりとしか働いていない、感覚の認識に留ま
る「浅い知覚」と、自己における理の働きが、質と魄の系統の働きに始まって、気と魂の系
統に至るまでしっかり働いており、理の趨勢が総体としてきちっと、着実に行われている、
感知から是非の弁別にまで至る「深い知覚」とがあると捉えられていたのである。さらには、
朱熹は、この知覚を中核に我々の心の様態を６段階に分けて捉えていたこともわかった。１
つ目は静の中の静の段階で、ぐっすり眠っているとき、２つ目は静の中の動の段階で、眠り
ながらも夢を見ているとき、３つ目は動の中の静の段階の１つで、起きてはいるがボーッと
しているとき、４つ目は動の中の静の段階の１つで、覚醒してはいるものの、知覚はスタン
バイ状態にあるとき、５つ目は動の中の動の段階の１つで、覚醒していて知覚が働いている
とき、６つ目は動の中の動の段階の１つで、喜、怒、哀、楽が働いているときである。また、
「未発」
「已発」というタ－ムも、従来の研究では、これまで何を指すのか不明瞭な面があっ
たが、已発とは、具体的にはこの５段目から６段階目のことを指しており、未発とは、具体
的にはこの４段階目のことを指して言っていたということもわかった。このようにして、今
回、知覚の研究を通じてさまざまなことがわかったが、とりわけ「知覚」に対して、新たに
意識論という観点から分析する余地を見出したことは、この研究を今後さらに進展させるた
めの活路を見出せたように思われる。
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辻井義輝「朱熹の気質論―感じ、思考し、運動する気のメカニズム―」『東洋大学大学院紀要』
2011。

2

牟宗三氏 (1969) は、程明道以来の知覚は、「本体論的覚情」が「認識論的取相的知覚」として
現れるものとして捉えられていたとするのに対し、朱熹はそれを「認識論的取相的知覚」に
限定して捉えていたとする。なお、この主張に対する辻井の疑問と立場については、前稿「朱
熹哲学における『知覚』論」白山中国学 ,2012 で述べた。

3

陳来氏によれば、1172 年、朱熹 43 歳のときの書簡。

4

p.251, pp.275-280。

5

この問題については、辻井義輝「朱熹哲学における『知覚』論』白山中国学、2012 で詳述した。

6

朱熹にとって、知覚はそのメカニズムとしては、理を主軸としていると考えられていたもの
だったが、分類上は、「知覚運動」などとよく言われるように、理ではなく、むしろ気に分類
して認識されていた。それは、知覚の働きが、その媒体である気質特有の構造を経るため、
個別性に限定されるからであろう。

7

ちなみに、胡宏の子胡伯逢は、張南軒あての書簡でこのように言っている。「夫知覺亦有深淺 ,
常人莫不知寒識煖 , 知飢識飽 , 若認此知覺爲極至 , 則豈特有病而已？」（『南軒集』巻 29 答胡伯
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逢）朱熹も『晦庵先生朱文公文集』巻３２

又論仁説２などで、胡伯逢が知覚の深浅を言っ

ているということに触れており、ここで朱熹が言っている知覚の深浅とはこの胡伯逢の考え
を朱熹なりに取り入れたものだったのかもしれない。
8

気・質は、朱熹が発言していた際に念頭に置いていた経典などの違いから、気がときに、精
と言われたり、質が、ときに精とも、形とも、体とも、また血とも言われたりするが、言わ
んとすることは思想の構造上全く変わらない。例：清者是氣，濁者是形。氣是魂，謂之精；
血是魄，謂之質。所謂「精氣為物」。（林賜録）（『朱子語類』巻 3(14 巻 .p.159)）、本論文所載の
例文８、『周易本義』繋辞上「精気為物」への注釈など。

9

『朱子語類』にも、この書簡に対応する発言が記録されている。

寤寐者，心之動靜也；有

思無思者，又動中之動靜也；
（思有善悪 , 又動中動 , 陽明陰濁也。）有夢無夢者，又靜中之動靜也。
（夢有邪正 , 又靜中動 , 陽明陰濁也。）但寤陽而寐陰，寤清而寐濁，寤有主而寐無主，故寂然感
通之妙，必於寤而言之。（寤則虛靈知覺之體 然呈露，如一陽傷而萬物生意皆可見；寐則虛靈
知覺之體隱然潛伏，如純坤月而萬物生性不可窺。此答陳日書而詳。）( 記録者不明 )（『朱子語類』
巻 140 卷論文下

詩 拾遺 (18 巻 .p.4340)）ちなみに、中華書局版『朱子語類』8 p.3340 では、

下線を引いた「傷」「日」の字がそれぞれ「復」「淳」となっており異なっているが、内容か
ら言って、中華書局版の方が正しいだろう。とするならば、この『朱子語類』の記録は、朱
熹が、まさにこの陳淳の書簡に対して発言したものの記録ということになる。ここから、朱
熹が日頃この問題について朱熹自身の考えを知るには、この陳淳あての書簡を参考するよう
弟子たちに語っていたことが窺えると言えるだろう。
10

陳来氏によれば、1191 年、朱熹 62 歳のときの書簡。

11

P.99

12

辻井義輝「朱熹哲学における『知覚』論」白山中国学 2012

13

例文１２参照。

14

小路口聡氏（2004）は、未発を、発動を内に孕んだ状態、その出番を待ってスタンバイして
いる状態と説明している（p.14）。この分析に教示を受けた。

15

然

雖（張相『詩詞曲語辞彙釈』中華書局、1991）

16 （経）喜怒哀樂之未發 , 謂之中。（注）喜 , 怒 , 哀 , 樂 , 情也。（『中庸章句』１章（6 巻 p.33））
17

惻隱 , 羞悪 , 辭讓 , 是非 , 情也。（『晦庵先生朱文公文集』元享利貞説巻 67（23 巻 p.3254））

18

注 16，17 参照
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Phases of the mind in Zhu Zi( 朱子 ) ’
s philosophy
TSUJII, Yoshiteru
In this thesis, I shall make the theory of the mind clear in Zhu Zi ( 朱 子 1130-1200) ’
s
philosophy. Zhu Zi ( 朱子 1130-1200) ’
s theory of the mind was divided into six phases.
One is static mode in static mode when is a sleeping well state. Two is dynamic mode in
static mode when is a dreaming state. Three is one of static mode in dynamic mode when
is an indistinct state. Four is two of static mode in dynamic mode when is an awakening
state. Five is three of static mode in dynamic mode when is a cognitive state. Six is
dynamic mode in dynamic mode when is a feeling state. Thus, Zhu Zi had the theory of
the mind divided into six phases.
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