
 

 

徂徠における自然観とその展開 
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はじめに 

荻生徂徠（寛文六年 1666-享保十三年 1728）江戸で生まれ、雙松と名づけられた。通称は惣右衛

門、字は茂卿、物部氏の後裔であることから「物茂卿」とも「物部茂卿」とも名乗った。徳川綱吉

の側医であった父の江戸追放に伴い、母の実家のある上総で生育し、のち江戸に戻って学名をはせ

た。のち将軍となった綱吉の寵臣柳沢吉保に仕え幕府の政治に献策したが、吉保の隠居に伴い藩邸

をでて、日本橋茅場町に住まい「蘐園」を名乗った。代表的な書に『訳文筌蹄』『弁道』『弁名』『政

談』などがある。 1 

三浦梅園（享保八年 1723-寛政元年 1789）豊後国東の富永村に生まれ、名は晋、字は安貞（ただ

し貞の字が避諱され安鼎とも）、梅園は号。梅園の思想は「条理学」と称され、その内容は『玄語』

『贅語』『敢語』の「梅園三語」に著されている。 2 

三浦梅園は江戸時代、享保の改革の中に生まれ、十八世紀後半に活躍し、寛政の改革の中に没し

ている。ちょうどその生涯は、荻生徂徠（1666-1728）と、梅園と同じ豊後出身の漢学者広瀬淡窓

（1782-1856）とに挟まれる形の時代を生きたことになる。 

その三浦梅園の思想は「近代的自然科学の精神」（橋尾四郎著『三浦梅園の教育思想研究』（吉川

弘文館 1983 年 2 月）p.5）や、「生涯を自然のしくみの探究に献げた自然哲学者」（小川晴久著『三

浦梅園の世界 空間論と自然哲学』（花伝社 1989 年 11 月）p.7）、「徹底した思索に基づく独創的な

自然哲学を展開した」（佐藤弘夫編集委員代表『概説日本思想史』（ミネルヴァ書房 第八版 2016

年 3 月）p.179）と評されるように、徹底した自然観察・思索から自然法則を見出すというものであ

った。その自然哲学を構築する上で、梅園はまず 

 

「天人之弁、学者之急務也（天人の弁は、学ぶ者の急務なり）」（『玄語』例旨p.7） 3 

 

と、説いている。この「天人の弁」がなされないと 

 

「先達推心観物。終為心所私。雖美雖善。非天地之本然。況非美与善乎。（先達は心を推して物

を観る。終に心の為に私せらる。美と雖も善と雖も、天地の本然に非ず。況や美と善とに非ざ

るをや）」（『玄語』例旨 p.7） 

 

と、「先達」の如く、主観からなる独善的な自然観となってしまうことを主張した。この梅園の主張

について、先行研究では「自然と人間との異同の認識をすることの急務であり、混同することの不
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当性の主張である。その区別と統一の問題といえる。伝統的教学が、この両者を混同していること

への批判でもある。いわゆる「天人合一」思想への批判ということができる」（前述『三浦梅園の教

育思想研究』p.31）と解釈し、梅園の自然観については「伝統的自然観・人間観より「脱却」の方

向性、「枠外」への方向性をもっていたといえよう」（同上 p.32）としている。また田口正治氏は、

梅園は先達の自然観を「好尚おのおの異なり、互いに自説を持して相争うのである。そこにはなん

らの客観性・妥当性もない」（田口正治著『三浦梅園』（吉川弘文館 1967 年 4 月）p.311-312）と批

判したとして、「人の主観を捨て客観的に、実証による」（p.313）ことが、梅園の自然の「条理」を

求める方法だとした。 

これら先行研究の解釈から考えると、三浦梅園の自然哲学が生まれる基礎として、「天人の弁」に

代表される、天地（自然）を客体とし、人を主体として確立すること、またその主体が主観を捨て

て客観的実証的に自然の原理を求めることが必要とされていたということができるだろう。 

ここで橋尾氏が「天人合一」「伝統的自然観」として、梅園の「天人之弁」と対比される「先達」

としてあげているのが、「朱子学的自然観」（橋尾氏前述書 p.33）と「古学派のそれ」（同上 p.38）

である。具体的には前者は藤原惺窩・林羅山であり、後者は山鹿素行・伊藤仁斎、そして荻生徂徠

である。そしてそれら「先達」は「朱子学派の自然観が連続的自然観であったと同様、古学派のそ

れも、結局は、より一層、「有意」的自然観の枠の中にあったといわなくてはならない」（同上 p.38）

とされる。 

また三枝博音氏も『新編・梅園哲学入門』（書肆心水 2014 年 5 月）の中で梅園以前で思索に長

じていた人の一人として徂徠の名をあげ「この人々は、それぞれの思想伝統を固持していて、その

範囲で思想体系を作りあげている。けれども、自然界に関する関心と知識的要求とは殆ど見られな

かった」（『新編・梅園哲学入門』p.274）と指摘している。 

しかしながらここで一つ疑問が生じる。先行研究が自然哲学者としての梅園と徂徠を比較し、徂

徠が梅園のような自然哲学を生み出すことがなかったと指摘するのは正しい 4。しかし徂徠学はそ

の構築過程からして、「われわれがそこに見たものはあらゆる意味における朱子学のアンチテーゼで

あった」「朱子学の連続的思惟はここに全く分解し夫々独自化した」（丸山真男著『日本政治思想研

究』（東京大学出版会 1952 年 12 月）p.115）という指摘があるように、朱子学の超克（付け加える

ならば伊藤仁齋の学の超克）の上に成り立っているとすることができる。そうであるならば、徂徠

学には「朱子学的自然観」と一歩線を引いた異なる面からの、梅園の自然哲学との違いがあるので

はないだろうか。言い換えれば、梅園のような近代的自然科学を生み出すことを阻害する要因が、

朱子学的自然観と徂徠学とにあるとして、その阻害要因は徂徠学には徂徠学固有のものがあるので

はないだろうか？逆にその要因が排除されることが、梅園のような近代的自然科学を生み出す要因

と成りうるのではないだろうか？ 

本稿は以上の観点から、徂徠学の自然哲学への阻害要因を詳細に考察することで、梅園が「先達」

として批判対象とする中での徂徠学の位置を探り、あわせて近世日本思想にとって近代的自然科学

へと展開するに必要な要因とは何であったのかの推測を試みるものである。 

徂徠学の「格物」 

梅園が述べる「物を観る」ことに関しては、徂徠の中でも論じられている。それは徂徠学の中で
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は『大学』八条目の格物における認識論として表される 5。今、徂徠学の問題点を明らかにするた

めに、ここで徂徠の「格物論」について再確認しておきたいと思う。 

徂徠以前から様々に解釈されてきた「格物」であるが、徂徠はその「格物」を「物格(いた)る」（『弁

名』 p.179）6と解釈している。 

この「格物」の「物」とは、徂徠によれば、 

 

「物なる者は、教への条件なり」（同上） 

 

とされ、それは具体的には「物者、先王之法言」（『大学解』p.17）7であり、また具体的事実（条件）

である 8。そしてそれは 

 

「物者、道之一節。聖人建而名焉（物とは、道の一節なり。聖人建てて名づく）」（『大学解』p.14） 

 

とあるように、聖人によって具体化され、学ぶ者が対象とする「物」であった。それが記されたも

のが六経である。 

 

「六経は物なり。道具にここに存す」（『学則』 p.192） 

 

その具体的な事実であり、規範と反規範が一体となった広義の規範の集合体ともいえる、具体的事

実の提示である「物」が、徂徠の「格物」の「物」である。 

また「格物」の「格」とは、徂徠によれば 

 

「「格」なる者は「来」なり」（『弁名』 p.179） 

「「格」なる者は、これを来(きた)すなり」（『弁道』 p.35） 

 

と「来（きた）す」であり、教えの条件たる「物」が我が身に自得されることである。それにより

「致知」が「生ずる」。徂徠によれば「致知」とは 

 

「教への条件我に得れば、すなわち知自然に明らかなり。これ「知至る」と謂ふ」（『弁名』 

p.179） 

 

であり、それはまた『大学解』では「致者、使之至也。至者生也（致とは之をして至らしむるなり。

至とは生ずるなり）」（p.16）と説かれているように、「格物」によって「知」は「生じさせられる」

ものである。つまり徂徠にとって「格物」以下の「致知」は工夫ではなく「格物」によってもたら

される「功効」であり、そこには明確な区別が存在しているのである 9。 

 

「大学のいわゆる格物なる者は、その事に習ふの久しき、自然に、得る所あり、得るところあ

りてしかるのち知る所始めて明らかなることを謂ふ。故に曰く「物格りてしかるのち知至る」

と」（『弁名』 p.62） 
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この「格物」によってもたらされる「知」の内容とは「知者徳慧術知也」（『大学解』p.16）とされ

る。「徳慧術知」とは『孟子』尽心上篇に見える語で、徂徠は特にこの語を「古言」であるとして、

『孟子』から取り出し「智（知）」の説明とする。その「徳慧術知」の内容は 

 

「知者徳慧術知也。非世人所謂知也。徳慧術知生。而後知仁之可尚焉。孝弟之為至善焉。挙天

下之物。莫以尚焉。好善之所以誠也。故欲誠其意者。先致其知。（知は徳慧術知なり。世人の所

謂知に非ず。徳慧術知生じて、而る後に仁の尚ぶべく、孝弟の至善たる、天下の物を挙げて、

以て尚ぶ莫きを知る。善を好むの誠なる所以なり。故に其の意を誠にせんと欲する者は、先づ

其の知を致す）」（『大学解』 p.16） 

 

とあるように、学ぶ者が「格物」を通して、この「智（知）」＝君子の徳である狭義の規範性への志

向を我が身に生ずることが、徂徠の「格物致知」ということになる 10。 

徂徠学の自然哲学としての問題点（一）自然－聖人－学ぶ者の格物論 

ここで本稿の本題、自然哲学を生み出すにあたっての阻害要件という観点から徂徠の「格物論」

をみたときに、いくつかの問題が明らかになる。まず第一の問題は徂徠の「格物」があくまで「学

ぶ者」を対象としたものであり、その「学ぶ者」の外部に客観として置かれた対象が、聖人を通し

た「物」であるということである。 

朱子学のように「聖人学んで至るべし」とはみない徂徠にとって、「物」とは自然を含んだ客観的

事象全般ではなく、「学ぶ者」の前に存在している、聖人が作為した「物」である 11。そのため「物」

を自然界や社会から見出し、言わば事象全般を対象として観察する主体は、あくまで聖人であり「学

ぶ者」ではない。 

それは例えば「仁」という概念を、事物としては個別具体的に存在しない中から聖人が「尽性窮

理」して、それに「仁」と名づけ、その「仁」という「名」を六経をはじめとする「物」から「学

ぶ者」が「格物」の結果、我が身に習得する、というように 12、聖人の「尽性窮理」と「学ぶ者」

の「格物」は区別される 13。 

 

「ただ聖人のみ能く我の性を尽くし、能く人の性を尽くし、能く物の性を尽くして、天地とそ

の徳を合す。故にただ聖人のみ、能く理を窮めてこれが極を立つることあり。礼と義とこれな

り。故に説卦にいはゆる「理を窮む」といふ者は、聖人の事にして、凡人の能くせざる所なり」

（『弁名 p.150） 

「理を窮むるは聖人の事にして、あにこれを学者に望むべけんや」（『弁名』p.179） 

 

そしてその聖人とは「聖人の智は、得て測るべからず。また得て学ぶべからず」（『弁名』p.58）

であり、「先王の聡明睿知の徳は、これを天性に稟く。凡人の能く及ぶ所に非ず。故に古者は学んで

聖人となるの説なきなり」（『弁道』p.15）であって、「学ぶ者」と聖人（先王）は天与の才能におい

て全く懸絶した存在となって、「学ぶ者」はいくら修養しようが制作者としての聖人になることは出
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来ない 14。それは天性をうけた特異な才能のなせるわざなのである。 

この聖人観からみる徂徠学の問題点は明らかであろう。この「格物論」と聖人観からは、観察主

体としての「学ぶ者」は生まれても、観察対象としての自然を「学ぶ者」の前に置く事がなくなる。

その対象は聖人だけが「尽性窮理」すべき対象なのであって、人一般にとっての自然と人間の関係

は閉ざされてしまうことになる。この聖人観が解消されない限り、人は自然を観察対象とはせずに

生きていくことになるだろう。この聖人観が、徂徠学が持つ自然哲学への阻害要件の一つである。 

徂徠学の自然哲学としての問題点（二）クルワと心身 

上記の「格物論」に関連する形で、もう一つの問題が明らかになる。それは徂徠の心身観の問題

である。徂徠にとって「物」とは、上記で見てきたように、聖人によって明らかにされた自己の外

の事実であって、そもそも主体者である自己には内在していない。 

 

「その始めて教へを受くるに方りて、物はなほ我に有せず。これを彼に在りて来らざるに辟ふ。

その成るに及んで、物は我が有となる。これを彼より来り至るに辟ふ。」（『弁名』p.179） 

 

このように、以前は自らに内在しなかった規範が、外的な規範の集合体である「物」から自得さ

れていく行為が「格物」であるならば、「格物」する主体は「格物」によって規範を自得する以前の

主体とは異なるはずである 15。 

その自己、つまり認識主体とは徂徠によれば「クルワ」と称される枠組みを持つ。「クルワ」とは

「曲輪」であり、生活・習慣や環境によって形成された自己であり、またそれらによって形成され

た知見でもある 16。 

 

「此国、今の風俗に染まり居て、心あわひも智恵のはたらきも、悉く其くるわを出ざるが故也」

（『太平策』p.449） 

「此国、今の世の風俗に染り居て、心あわひも智恵のはたらきも、其くるわを出でず、かかる

心より、聖人の道を取用るゆへ、其心には聖人の道なりと思へども、全く吾物ずきの筋を離ざ

ることをしらぬなり」（『太平策』p.450） 

 

徂徠はこのように度 「々クルワ」の存在を指摘している。自らがその「クルワ」の中にいる限り、

自らの知見や価値観である「吾ものずき」によって外物は認識され、自らの主観によってねじ曲げ

られる。 

 

「習俗の見に溺れたる心にて、書籍の道理を了簡すれば、皆己が物ずきになりゆくことなり」

（『太平策』p.455） 

 

このように「クルワ」の外の考えや書籍や人物に対して、人はあくまで「クルワ」の中からの価値

判断から、対象に対して疑い、あるいは不審を抱くことになる。そして人として生きる以上、「クル

ワ」を持たずに生きることはあり得ない。そのため当代に生きる「学ぶ者」にとって、自己と「物」
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との関係とは、まさにその「クルワ」の中の自己と「物」との関係に他ならない。この関係の中で、

認識主体が「クルワ」を脱却し、自らを対象たる「物」へと内在させていき、「物」から基準を体得

していく行為が「格物」ということになる。 

この「クルワ」論が自然哲学を生み出すに当たっての阻害要因となる。それはこの「クルワ」に

は心身渾然となった現実存在としての認識主体が囚われていると徂徠は見るからである。例えば朱

子学者たちが説く「理」は、徂徠にとっては基準となり得ない。それは「学ぶ者」が各自の「クル

ワ」の中から「理」を見るからである。 

 

「我が心を以てこれを推度して、その必ずまさにかくのごとくなるべきと、必ずかくのごとく

なるべからざるとを見ることあり、これこれを理と謂ふ。凡そ人、善をなさんと欲するときも、

またその理のなすべきを見てこれをなし、悪をなさんと欲するときも、またその理のなすべき

を見てこれをなす。みな我が心そのなすべきを見てこれをなす。故に理なる者は定準なき者な

り」（『弁名』 p.150） 

 

徂徠にとっても「心なる者は人身の主宰なり」（『弁名』p.144）と、朱子学と同様に主体を主宰す

るものは「心」であったが、その心は 

 

「古は身・心を以て対言する者なし。凡そ身と言ふ者は、みな己を謂ふなり。己はあに心を外

にせんや」（『弁名』p.50） 

 

と、心身が分離されたものではないとした。「身」とは「身者己也（身なる者は己なり）」（『大学解』

p.16）と、心を含んだ自己そのものであり、渾然となって切り離せないものである。この徂徠の心

身観にみえるように、主体者とは徂徠にとって肉体をもつ身体存在であった 17。この徂徠の心身観

からすれば、心身渾然の自己そのものが「クルワ」の中に囚われているのであり、そこから自然と

人間の関係を考察しても、それは単なる個人の主観による観察に過ぎなくなる。「学ぶ者」個人は「ク

ルワ」を心身共に出る事がないのだから、「クルワ」の中から主観によって自然哲学の構築を果たす

ほかない。「はじめに」の繰り返しになるが、主観に基づく自然観察と理論の構築が「先達」として

三浦梅園に批判されていたことを思い出していただきたい。 

 

「先達推心観物。終為心所私。雖美雖善。非天地之本然。況非美与善乎。（先達は心を推して物

を観る。終に心の為に私せらる。美と雖も善と雖も、天地の本然に非ず。況や美と善とに非ざ

るをや）」（『玄語』例旨 p.7） 

 

しかし心身が「クルワ」に囚われていたとしても、認識主体たる心を切り離して「クルワ」の外

に認識主体を措定し、「クルワ」に囚われた自己を客観視することで、自己相対化を果たし、客観的

視点を獲得すればよいのではないだろうか、という疑問が当然でてくるだろう。しかし徂徠はそれ

を否定する 

 

「何となればすなわち心なる者は二つにすべからざる者なり。それその心を操らんと欲するに
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方りてや、そのこれを操らんと欲する者もまた心なり。心みづから心を操る、その勢ひあに能

く久しからんや」（『弁名』p.144） 

「心は形なきなり。得てこれを制すべからず。故に先王の道は、礼を以て心を制す。礼を外に

して心を治むるの道を語るは、みな私智妄作なり。何となれば、これを治むる者は心なり。治

むる所の者は心なり。我が心を以て我が心を治むるは、譬へば狂者みづからその狂を治むるが

ごとし。いづくんぞ能くこれを治めん」（『弁道』p.27~28） 

 

心を外に措定したとしても、その心はやはり心身と結びついて離れず、過去の生活や習慣・環境

によって構築された「クルワ」の枠組みの中から措定された心に過ぎない。ただ心でのみ観念的に

自己相対化を果たしたところで、自己はやはり依然として「クルワ」の中にいることになる。だか

ら狂った者は、いくら「クルワ」の外に心を置いて、そこから自己を客観視したつもりでも、やは

りそれは「クルワ」の中（狂った自己の心身とそれを構築してきた習慣・生活・環境）から自己を

見ているために、己が狂った考え、狂った行動を治す事が出来ないのである。 

一方、徂徠が心身を不可分とし、その心身が「クルワ」を構築するとしたことで、万人に個性を

見る論が展開されていく事になる 18。また聖人が作り出す「道」と個々人の内面との分離は、平石

氏の前述研究の中で「政治権力に対し内面の自由を主張する観念の萌芽さえ見出すことができる」

（p.86）と評価されるように、個々人の内面世界の承認・尊重へと進む契機ともなりうる 19。この

ように「クルワ」という強固な「個」の枠組みが構築されることで、その枠組みに基づいた様々な

徂徠学独自の「個」の尊重という世界観が広がる一方、それは対象世界の普遍的原理の発見の否定

へとも進んでいく。 

 

「理は形なし。故に準なし。その以て中庸となし当行の理となす者は、すなわちその人の見る

所のみ。見る所は人人殊なり。人人おのおのその心を以て「これ中庸なり」「これ当行なり」と

謂ふ、かくのごときのみ」（『弁名』p.28） 

 

人がそれぞれの「クルワ」を構築し、それぞれの「クルワ」の中から見る限り、たとえ理と呼ばれ

るようなものを見つけ出したとしても、それぞれの「クルワ」の中の見にとどまり、普遍の原理と

はなりようもない。「個」が尊重され、個性が強く前面に出れば出るだけ、客観性や普遍からは遠ざ

かる。徂徠学が「クルワ」を初めとする心身一体の個性を前面に出すことが、客観的な観察から得

られる自然哲学の構築から遠ざかるのである。 

まとめにかえて 

以上見てきたように、徂徠学は徂徠学独自の部分で、自然哲学を構築するにあたっての阻害要因

を抱えていたことが明らかになったのではないだろうか。聖人による「尽性窮理」を通しての「格

物」が、自然を観察対象とすることから人一般を除外し、また「クルワ」の構築を通した心身不可

分の心身論は、自らの主観の外から対象を客観視することを許さない。 

これは「学ぶ者」が「格物」を通して「徳慧術知」を身に得て、自己革新を果たしたとしても同

じ事である。聖人が作為した「物」を身に得ることで、客観的な視点を得たとしても、それはあく
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まで聖人が「尽性窮理」した中でのことであり、自由な自己の視点からの客観視とは大きく異なる。 

以上のような要件から構成される徂徠の自然観とは以下のようなものとなるのが当然だろう。 

 

「神妙不測なる天地の上は、もと知られぬ事に候間、雷は雷にて可被差置候」（『徂徠先生答問

書』井上哲次郎・蟹江義丸共編『日本倫理彙編』巻之六（臨川書店 1970年 1月）p.159） 

 

この不可知のものを不可知そのままにしておくべきだとする論法は、まさに「学ぶ者」としての態

度であったといえる。しかしこれこそが徂徠独自の聖人観・格物論・そして心身論から作り出され

た、朱子学的自然観とは異なる、徂徠独自の自然観であるともいえるだろう。同じ答問の中で徂徠

は宋儒の説について「格物致知と申事を宋儒見誤り候てより、風雲雷雨の沙汰、一草一木の理まで

をきはめ候を学問と存じ候」（『徂徠先生答問書』『日本倫理彙編』巻之六 p.158-159）と述べている。

ここで徂徠自身が指摘するように、徂徠と宋儒との「格物」解釈の違いが、雷を雷としてそのまま

にしておく徂徠と、雷を対象として格物窮理せんとする宋儒の自然観の違いを生み出しているので

ある。 

ではこれらの徂徠学独自の阻害要因が排除されることが、自然哲学の構築へと繋がるということ

があるのだろうか？その一つの形が、徂徠学の流れを汲みながらも、合理主義と評される思想を作

り上げた海保青陵（1755-1817）であると思われる 20。 

例えば青陵は自ら天地間に存在する理を窮めることを主張している。 

 

「天地の間の事は皆理なり。皆理中也。理外なし。畢竟理外といふは、理の推よふ足らぬゆへ

に、理外のよふにみゆるなり。理外のよふに見ゆるがやはり理中也」（『天王談』『全集』p.501~502）
21 

「理をいやがる人は人の部へは入らず、人外の人なり」（『天王談』『全集』p.502） 

 

このように主体者たる人が、自ら「理」を推し極める事を説く青陵にとっては、徂徠が聖人の作為

した「物」とする六経も「六経は即ち天理の註伝なり」（『洪範談』『全集』p.585）となり、主体者

は六経を通して「理」を推し極めることになる。そして更には書籍を通さず自ら直接自然から「理」

を見出すことが推奨される。 

 

「理と云ふものは書を読で始めて会得するものに非ず。書をよまぬ方が反へて早きなり。如何

にとなれば、書を読には彼注疏音義にかかりて、余程月日を費やさねば義理の論へゆかず。故

に書を止めて生きたる世界をとらへて、ぎくぎくと推て見るほど早き事なし」（『天王談』『全集』

ｐ.510） 

 

主体者が直接「生きたる世界」と対面し、そこから「理」を掴もうとする。徂徠が聖人のみ行い得

るとした「尽性窮理」を、人一般が行うという姿がここにあるのである。 

また徂徠が設定した「クルワ」と同様な、習慣・生活によって作られた枠組みを、青陵も指摘し

ている。 
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「京人京の風を知らず、江戸人江戸の風を知らず。京人は江戸へゆきて、江戸に二年も居りて、

扨、京をふりかへりみて、始て京の風はこれこれがよくて、これこれがあしき也とわかるなり。

江戸人京へ来て、一両年も住居して江戸を忘れたる時分にふりかへりて見ば、江戸の風よくみ

ゆる也。是其外に居て其物をみればよふ見ゆる。其中へ飛込めば其物みへぬ証拠也」（『前識談』

『全集』p.566） 

 

しかし青陵の場合、その「クルワ」から心は自由に外に出る。自らの心を「空位」におくことで、

「クルワ」に囚われた自らを相対化し、制御することを説く。 

 

「雲中に居て下を見をろすは、己れが心にて己れを見る事出来ると云ふ木像なり」（『天王談』

『全集』p.500） 

 

このように青陵は、自己から切れて離れた認識主体を「空」と結びつけ、自己の相対化を説いて

いる。それはまさに徂徠が拒否したはずの心身の分離であり、心を自由な「空」におくことで、心

身を制御する「二心論」を青陵は説いているのである 22。 

この「二心論」がもたらす自己相対化は、既成の価値から解放され、自由な選択を行う主体者を

生む。その既成の価値から解放された主体者が「生きたる世界」から「ぎくぎくと推て見る」ので

ある。 

 

「合点のゆかぬ事を合点ゆきたる面をする事は、今以て鶴には出来ぬなり。雪は六角にて水晶

も六角也。塩は四角にて礬の類はみな四角なり。天の数は六、地の数は四なりと云ふ人は鶴は

きらひなり。なぜに六角、なぜに四角と取たか、見たかの理なきうちは、底ずめはせぬ也」（『天

王談』『全集』p.512） 

 

しかし常人である以上、理を窮め尽くせぬこともあり得る。 

 

「聖人に非るよりは推す事詳ならず。ゆへに知にくき事あり。造化の妙は些細なる詳密なる事

なれば、推し窮めぬ事沢山あり。唯、中ずましに済しておく人は鶴大きらひなり」（『天王談』

同上） 

 

ただし推し窮め尽くせないからと、聖人に与えられた「物」に安住し、「物」の「わけ」（『天王談』

同上）を理解しないまま盲従し、主体意識を失って現実妥当性を見失うことを青陵は恐れるのであ

る。 

 

「況や古への細工を愚鈍なる細工にて似せたる、嘔吐にたへぬ事なるべし。如し古への聖人神

霊ありて、今の儒者見玉はば、さぞさぞをかしかるべし」（『天王談』同上） 

 

上文の引用の「鶴」とは青陵の自称である。「生きたる世界」の前に自由な主体者として立つ青陵

は、徂徠学が徂徠学であるが故に進めなかった方向へ、徹底した自然観察・思索から自然法則を見
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出すという三浦梅園と同じ方向へと進んでいったということができるのではないだろうか。勿論そ

れがそのまま徂徠学の展開を示すものではないが、徂徠学が持っていた自然哲学への方向性の阻害

要因、そしてその阻害要因の排除がもつ可能性は示せたのではないかと考える。 
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1 徂徠の略歴については平石直昭著『荻生徂徠年譜考』（平凡社 1984 年 5 月）及び田尻祐一郎著『荻生

徂徠』（明徳出版社 2008 年 3 月）を中心に参考にしてまとめた。 

2 三浦梅園の略歴については田口正治著『三浦梅園』（吉川弘文館 1967 年 4 月）および高橋正和著『三
浦梅園』（明徳出版社 1991 年 9 月）を中心に参考にしてまとめた。 

3 引用は梅園會編纂『梅園全集』（弘道館 1912 年 8 月）による。以下梅園の資料を引用する際にはここ
から引用し、頁数を附した。書き下しは筆者による。また返り点や句読点は基本的に引用元に従った。 

4 「徂徠においては、固有の意味の自然論（天道論）はないといわれる。そのことは、固有の意味の自然
観がない、ともいえよう」（橋尾四郎著『三浦梅園の教育思想研究』p.37）。「天道は人道の単なるアナロ
ギーとされることによって本来の意味の天道論は姿を消した。さうしてその代りに天の不可知性、神秘
性が濃厚に前面に浮び出るに至った」（丸山真男著『日本政治思想研究』p.81）など、先行研究の殆どが
この点を指摘している。一方で徂徠には自然哲学としての自然観とは別に、「自ずから然る」とそれに対
する「作為」に関する自然観がある。こちらの徂徠の自然観については、日野龍夫氏「徂徠学における
自然と作為」（相良亨・尾藤正英・秋山虔編『講座日本思想』第１巻（東京大学出版会 1983 年 10 月）
p191-232）の研究がある。 

5 徂徠の格物論については、すでに先行の研究が多く触れるところである。丸山真男著『日本政治思想研
究』（東京大学出版会 1952 年 12 月）、吉川幸次郎著『仁斎・徂徠・宣長』（岩波書店 1975 年 6 月）、
平石直昭氏「戦中・戦後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」（『社会科学研究』第 39
巻 1 号 1987 年 8 月）など。また特に徂徠の格物論を専門に扱った研究として前田勉氏「荻生徂徠－古
文辞学の認識論」（源了圓編『江戸の儒学 『大学』受容の歴史』（思文閣出版 1988 年 9 月）所収「荻
生徂徠－古文辞学の認識論」）がある。また「物」については田原嗣郎著『徂徠学の世界』（東京大学出
版会 1991 年 10 月）の「補説「物」について」（p.58-63）が詳しい。ここではこれらの先行研究を参考
にしてまとめた。 

6 『日本思想体系』36 荻生徂徠（岩波書店 1973 年 4 月）による。以下『弁名』をはじめ徂徠の著書を引
用する際、多くはここに拠り、またページ数もこの版による。また漢字仮名交じり文に関しては、適宜
筆者がひらがなに改めている。 

7 『大学解』は関儀一郎編『日本名家四書註釈全書』学庸部 1（東洋図書刊行会 1920 年 2 月）に拠り、
ページ数もこの版によっている。 

8 この「格物」の対象である六経に記された「物」＝具体的事実が、必ずしも抽象的な個別具体的な規範
の提示にとどまらず、規範が作用している場面であり、行為そのものでもあり、あるいはまた逆に規範
に反するものであり、あるいはその反規範行為の提示でもあることは、平石直昭氏が前述の「戦中・戦
後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」で指摘している。徂徠の「物」に対する同様
の指摘は、すでに前述の吉川幸次郎著『仁斎・徂徠・宣長』に「標準的事実」「原形のままの事実」とし
て説かれていたが、平石氏はその説明と両者の区別が不十分であるとし、規範と反規範の提示であるこ
とを指摘した。また平石氏と同様の指摘を前田勉氏は前述の研究「荻生徂徠－古文辞学の認識論」の中
で、「善悪をまるごと含んだ事実そのものを学ぶこと」（p.145）と指摘している。 

9 徂徠は「為学之方始格物（学を為すの方は格物を始めとす）」（『大学解』p.17）として、「格物」を「学」
における方法と位置づけた。またそれは「自天子至於庶人。凡学者由格物始（天子より庶人に至る、凡
そ学は格物より始む）」（『大学解』p.19）とされ、身分を問わず学ぶ者に共通する「学」の始めの方法で
もあった。その一方で『弁名』「学」に「致知・誠意・正心・修身は、みな格物の功効にして、その必ず
しも先後を分たざることを見るべきのみ」（p.168）とあり、いわゆる「大学」の八条目のうち、「格物」
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以外の「致知」以下は、その「功効」（成果）であることを述べている。同様に『大学解』には「致知誠
意正心、皆非為学之方也」（p.18）と、「致知」以下は「学」の方法ではないことが述べられており、徂
徠にとって八条目の中で「格物」とそれ以外とには明確な線引きがなされている。 

10 徂徠の「格物論」にはもう一つ大きな特徴があり、それが「学ぶ者」の主動を本流とするのではなく、
聖人の作為した「物」より「来る」受動的な自得を本流としていることである。そのため本文中で引用
しているような「大学のいわゆる格物なる者は、その事に習ふの久しき、自然に、得る所あり」（『弁名』
p.62）、「教への条件我に得れば、すなわち知自然に明らかなり。これ「知至る」と謂ふ」（『弁名』p.179）
と、「自然に」と述べられることとなる。また田尻祐一郎氏「徂徠学の礼楽観」（『日本思想史研究』第十
一号 1979 年 3 月）では、徂徠の「礼楽観」について、「礼楽の実践を通じて、民衆を自然に「化スル」
ような新しい徳治主義（語弊を恐れずに言えば）を構想しようと試みたのではないだろうか」（p.24）と
結論づけていることも参照のこと。田原氏は前述の『徂徠学の世界』（p.137）で、「学ぶ者」の主動的行
為である「思ふ」と、受動的な行為である「習ふ」を対比し、徂徠における学問の本流を「習ふ」に代
表される、身体の習熟や環境の影響による自然な習得と見ている。これらの受動的な主体者観と本稿で
扱う自然観とは密接な関係を持つと思われるが、これについては稿を改め論じたいと思う。 

11 所謂徂徠の聖人作為説であるが、これに関しては前述田尻祐一郎著『荻生徂徠』の p.125-142 に詳しく
まとめられている。また氏は「聖人とは何か」として「〈文明〉の定礎者」という観点から「超絶した才
能を「天」から与えられた幾人もの聖人の営為が結晶して〈文明〉が定礎されたのである」（同 p.141）
とする。 

12 「名」と「物」における聖人と「学ぶ者」との関係については前述の田尻祐一郎著『荻生徂徠』（p.119-120）、
田原嗣郎著『徂徠学の世界』（p.58-63）に詳しい。また『弁名』に「生民より以来、物あれば名あり。
名は故より常人のなづくる者あり。これ物の形ある者に名づくるのみ。物の形なき者に至りては、すな
わち常人の睹ること能はざる所の者にして、聖人これを立ててこれに名づく。然るのち常人といへども
見てこれを識るべきなり。これを名教と謂ふ」（p.40）とあり、補注で「名教」について「徂徠は、ここ
では、聖人が、形のない物に対して道・徳・仁・義・礼・智などの名をつけ、これによって教えを設け
たとして、これを名教といっている」（p.559）とあるのを参照のこと。 

13 聖人の「窮理」と「学ぶ者」の「格物致知」の違いについては、前述の平石直昭氏「戦中・戦後徂徠論
批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」の「吉川学説の検討」の「（3）「格致」「信」「議論」」
の注（2）（p.135）に詳しい。 

14 また「礼楽刑政は、先王これを以て天下を安んずるの道を尽くせり。これはいはゆる仁なり。後王・君
子も、またただ先王の礼楽の教えに順ひて、以て仁人たることを得しのみ。これ聖人は学んで至るべか
らず、仁人は学んで能くすべし。孔子、人に教ふるに仁を以てし、いまだかつて聖と作るを以てこれに
強ひざりしは、これがための故なり」（『弁道』p.16）も参照のこと。徂徠は人一般が万人の基準を作為
する「聖人」とはなれないことは説くが、人一般に「人」として社会の中で生きる能力がない事を説い
ているわけではない。また徂徠の「相親しみ相愛し相生じ相輔け相養ひ相匡し相救ふ者は、人の性然り
となす」（『弁道』p.17）という性説も参照のこと。本論から外れるので詳述しないが、徂徠が人一般に
対して戒めたいのは、個々人で異なる心身（クルワのこと後述）を持ちながら、他者へ働きかけるにあ
たって「新たなる価値の創造＝作為する聖人」となり、その互いに異なる価値を他者同士で受けとめ合
うことだと思われる。 

15 それを吉川幸次郎氏は「接受者をして、各自の個性にそいつつそれら標準的事実を自己のものとさせ、
それによって各自に思考させ、各自の個性にそった成長を得させる。かの「大学」にいう「格物致知」
とは、このことをいう」（『仁斎・徂徠・宣長』（岩波書店 1975 年 6 月）p.80）と述べ、学習を通した学
者の自己成長として捉えている。徂徠にとっての学習とは、このように自己の外的な事実を自己に取り
込み、過去の自分とは異なる自分へと成長・変革することであったと言っても良いだろう。また平石直
昭氏「戦中・戦後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」の「「物」（ワザ）によって媒
介された徂徠の「知」の根源的な自発性と「格致」がもつ内面的な自己変革性を示している」（p.128）
を参照のこと。また拙稿「青陵の自己と徂徠の「クルワ」」（『東洋学研究』第 50 号 東洋大学東洋学研
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究所 2013 年 3 月）も参照していただきたい。 

16 『日本思想体系』36 の丸山真男氏の「クルワ」の注に「曲輪。城のまわりにめぐらせた囲いをいう。わ
れわれの思考や言葉遣いなどが、現在の自分の直接的環境や生活習慣（習俗）に深く制約されて、その
枠内を容易に脱けられない、ということがまた、徂徠の認識の基底にあり」（p.449）とある。また平石
氏は前掲の研究において「ここで注意したいのは、「格致」に従事する学者の精神が必ずしも白紙ではな
く、既に一定の通念や世界像をそれまでの生活過程でえていることである。徂徠は「習」や「クルワ」
という言葉でそれを表現している」（p.127）と指摘している。ここでも多くこれらの考察に拠っている。 

17 この徂徠の身体観から見れば、当然のことながら「学」についても身体と密接に関係を持つことになる。
徂徠の「学」とは、具体的には模倣・習熟・思慮を通して、「先王の道」を身体的な習熟を含めて、まさ
しく「身に得る」ことであった。この心身観からの徂徠の「学」については、小島康敬氏「荻生徂徠の
「学」 身体の了解と模倣・習熟・思慮の問題をめぐって」（『理想』619 号 1984 年 12 月）に詳細な論
考がある。また前述（注 10）で紹介したように、田原氏『徂徠学の世界』の「習ふ」と「思ふ」に関す
る考察（p.131-149）を参照のこと。 

18 「気質は天より稟得、父母よりうみ付候事に候。気質を変化すると申候事は宋儒の妄説にて、ならぬ事
を人に責候無理の至に候。気質は何としても変化はならぬ物にて候、米は何時迄も米、豆は何時迄も豆
にて候。只気質を養ひ候て、其生れ得たる通りを成就いたし候が学問にて候」（『徂徠先生答問書』p.175
（『日本倫理彙編』巻之六 臨川書店 1970 年 1 月））といった気質の変化の否定も、心身を「クルワ」
の中に見る徂徠からすれば当然の事であろう。それはどこまでいっても生まれ持った気質の中である。 

19 徂徠は「クルワ」を通し、また心身の不可分性によって内外を峻別するが故に内面の自由を尊重する。
平石氏によれば「ここでの内面は、むしろ宗教的な救済にかかわり、そうであるかぎり「聖人の教」で
あっても、外から強制されるべきでない聖域としてつかまれているからである。その世界はその人だけ
のものなのだ」（p.87）と評されることになる。 

20 青陵はその少年期に荻生徂徠の弟子である宇佐美灊水（1710～1776）の門下で学んでおり、その際に灊

水から徹底的に古文辞学を叩き込まれた様子が、その著『洪範談』の序に「灊水の教へは秦、漢以下の
書を見る事法度なり。古書ばかり注疏をかけて研究する事なり」（蔵並省自編『海保青陵全集』（八千代
出版 1976 年 9 月）p.584-585）と述べられている。また青陵の父の角田青渓は太宰春台の門人大塩与右
衛門に学び、後にやはり宇佐美灊水に学んだ「徂徠派の儒者」（『稽古談』『全集』p.111）であった。青
陵の徂徠学の影響については蔵並省自著『海保青陵経済思想の研究』（雄山閣出版 1990 年 11 月）の第
三章第一節「徂徠に連なる学問系譜」(p63-68)に詳しい。またその否定的な影響については八木清治氏「海
保青陵と徂徠学 －『文法披雲』に着眼して－」（『日本思想史研究』第十一号 1979 年 3 月）に指摘が
ある。 

21 以下の海保青陵の資料の引用は蔵並省自編『海保青陵全集』（八千代出版 1976 年 9 月）を用い、該当
の頁数を附した。また引用元が漢字カナ交じり文の場合は筆者が適宜平仮名に直している。 

22 青陵の自己相対化については、すでに拙稿「海保青陵の二心論」（『白山中国学』通巻第 15 号 2009 年 1
月）「『前識談』の構造からみる海保青陵の思想」（『東洋学研究』47 号 2010 年 3 月）「海保青陵の二心論
と「空」」（『東洋学研究』48 号 2011 年 3 月）の一連の研究において詳細に論じている。参照していた
だきたい。 
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本稿は 2016 年 11 月 19 日に行われた国際哲学研究センター主催の研究発表会「江戸期から明治期

の日本における自然観の変遷について －儒学と西洋思想の葛藤－」（於東洋大学白山校舎 6404 教

室）に於いて筆者が行なった発表を元に、その際頂いたご教示、御質問を参考にして加筆修正した

ものである。 
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