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はじめに 「自然」という問いかけ 

わたし達が日常生活の場で何気なくそれこそ「自然」に「自然」という語彙を使用している。無

意識の内に用いている、使用頻度数の高い語彙は、おおむね多義的であることが多い。その一例が

「一」である。漢和辞典の『新字源』は「一」に始まるが、その冒頭で、①ひとつ、②はじめ、③

おなじ、④みな、⑤もっぱら、⑥まこと、⑦もし、⑧あるいは、⑨わずか、⑩いつに、⑪いったい、

なんと。と語義を説明し、２５８の熟語を挙げている。『漢辞海』では、「一」の意味を数詞・動詞・

代名詞・形容詞・副詞・名詞と品詞に分けてより明晰に説明している。 

さて「自然」の「自」について、『新字源』では①みずから。②おのずから。③より（従）。④よ

る（因）⑤もちいる。と説明し、熟語１０３をあげる中で、「自然」について、 

①本来のままで、人工が加わらない狀態、②ありのままで、無理をしないこと、③ひとりでに、④

宇宙、⑤物質とその諸現象。慣用句としての「自然淘汰」「自然之理」「自然法」を挙げている。 

『漢辞海』では、「自」の用例を品詞に分けて説明する。代名詞、みずから。副詞、おのずから。

前置詞、より。動詞、・・・から来る。・・・から始まる。接続詞、もし、いえども。助詞、副詞を

二音節化する接尾語。１０１の熟語を挙げる中で、「自然」について、①人間の力が加わらない、あ

りのままの狀態。天然。②ものの本性。そのものが本来備えている性質。本質。③ひとりでに。お

のずから。ありのままで無理がない。④当然。本来的な。⑤山や川、動植物などの天地のあらゆる

もの。⑥物質とその現象。 

本題である「義と利の葛藤」とは、心外の自然界それ自体にかかわる葛藤ではない。もちろん自

然界にも、その本来性と現実性との葛藤現象はある。しかし、それが人間界との緊張関係から切り

離して、取りあげられるときは、あくまでも自然界のこととして処理される。自然界の葛藤現象が

人間界と緊密に関係する時にはじめて、人間界が如何に立ち向かうかが課題になる。現今の地球温

暖化現象とか地下資源問題とか。 

自然界がそれ自体の自然な展開として現実態を結果しているのであれば、それをありのままに自

然なこととして受容することになる。人為を介入させる賢（さか）しらを知らない「自然な」＝前

文明社会時代であれば、自然人として生活することになる。 

しかし、人類は、自然を開発・開拓することによって所謂農業社会が現出し、備蓄食料を確保す

る知恵と技術を身に付けて文明社会に突入した。人口が増加し、権力機構を編みだし、自然界を収

奪し破壊を繰り返して生産力を揚げ、知恵とと技術を発展させてきた。それを進歩と称して礼賛し

てきた。その最先端が今日の世界である。となると、心外の自然界の「自然さ」の問題ではない。

そうではなくして「心内の自然」言い換えるならば、我々（心）の自然界との立ち向かい方、ある
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いは社会の一員として自分の立ち位置をどのように立ち上げ、社会にどのように働きかけるのが、

人間として「自然なあり方なのか」、そしてその「自然なあり方」が「人間の本来性」の自己実現態

であるというのであれば、「非本来的な姿を取りがちな現実態」を「自然なあり方」に導くことがで

きる、できなければならない、実践倫理を説く場合、その実践する熱源が人間に生得のものとして

備わっているのか。備わっていないとすれば、どのようにして獲得するのか、が問題になる。「自然」

というさりげない熟語ながら、実践倫理学の世界に投げ込むと、古来から倫理学に於て論及されて

きた課題であることが、改めて見えてくる。つまりは「心内の自然」を問い直すことになる。 

「心内の自然」をめぐる論議については、例えば王陽明は「心即理」と提唱した。わたし（心）

自身が真理を創造すると。この場合の理は二字に開けば真理、或いは義理とでもいえよう。この提

言を旨に収めたうえで、義と利の葛藤に立ち向かった場合、「心即理」の意識構造が「心即利」（わ

たし（心）こそが利益を追求する）という構造に考え方の転換を導く契機になりうるのか、或いは

なり得たのか。もし成り得たのであれば、義と利の葛藤は新局面を迎えることになる。 

温暖化現象が自然環境を破壊しているという認識は。農業革命もさることながら、むしろ産業社

会・車社会・冷暖房社会が、熱量の消費量を飛躍的に増加させたことが主因である。国際社会が国

際協調をうたいながらも、世界秩序は国家が単位として運営される中で模索されている。快適な生

活の探求、企業の自己利益追求、国家エゴが渦巻く中で、この難局を見出す事が模索されている。 

正義と利益をめぐる難題である。誰にとっての正義であり、利益なのか。現状を診察して、その

処方箋を如何に描くのか。この問題はいつの時代でも喫緊の課題であった。 

正義と利益をめぐる問題に立ち向かう時に、常に思い起こされた問答がある。それは、中国古代

の戦国時代の遊説家であった孟子が梁恵王と交わした問答である。『孟子』開巻劈頭のやりとりであ

る。 

一 『孟子』の義と利の葛藤 

孟子の生きた戦国時代は文字通り諸国の権力者たちが権謀術策を駆使して領土を拡張し人民を確

保して、天下の覇権を競った時代である。犠牲者は被支配者の人民である。路傍に死者が溢れてい

たと『孟子』に記録されている。戦国時代の物語は勝者に焦点を当てて語られがちであるが、戦争

行為の残虐さを活者蒙るのだが、敗者はより一層深刻である。戦乱に巻き込まれる非戦闘員が最大

の被害者であろう。この時代には製鉄技術が普及して殺傷手段は飛躍的に進歩した。そのおり、石

炭・コークスを用いることを知らなかったから、山林の樹木を切り倒して燃料にして鉄成武器を製

作した。その結果、至る所はげ山がになる。戦争が最大の自然破壊なのである。自然破壊を憂うる

識者が登場する。『孟子』牛山の木の嘆きはその一例であろう。 

戦国時代の権力者は、国力を強化して国益をあげることを最優先課題とした。「民は国の本」とは

民本思想を言うのではない。基幹産業である農業に従事するのは農民＝人民である。戦争に狩り出

されて前線で戦うのも人民である。文字通り「民は国の本」だったのである。つまりは領内の人民

を増加させることが富国強兵の必須条件と云うことになる。孟子が梁の国に遊説したおりに恵王は

次のように孟子に問いかけた。 

千里を遠しとせずに梁の国に遊説しにきた孟子を迎えて恵王は次のように問いかける。 
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 孟子見梁恵王。王曰、叟不遠千里而来。亦将有以利吾国乎。 

 孟子対曰、王何必曰利。亦有仁義而已矣。 

王曰何以利吾国、大夫曰何以利吾家、士庶人曰何以利吾身。上下交征利而国危矣。万乗之国弑

其君者、必千乗之家。千乗之国弑其君者、必百乗之家。 

万取千焉。千取百焉。不為不多矣。苟為後義而先利、不奪不饜。 

未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已矣。何必曰利。 

 

孟子がはじめて梁の恵王にお目にかかった。（岩波文庫『孟子』小林勝人訳による） 

王がいわれた。先生に千里もある道をいとわず、はるばるお越しくださったからには、やはり

（ほかの遊説の先生がたのように）わが国に利益を与えてくださるだろうとお考えでしょうな。 

 

この梁の恵王の切り出しについて、金谷治著『孟子』（中国古典選所収。朝日新聞社）は次のよう

に解説する。 

 

孟子の故郷である鄒の国、すなわち今の山東省の鄒県から、梁の国、すなわち今の河南省の開

封府まで、それが彼の旅の最初のコースである。紀元前三二〇年ごろ、梁の恵王の晩年のこと

であった。「叟」というのは「長老の称」とされるから、彼の年配もすでに五十歳を幾つか過ぎ

ていたのであろう。 

ときに、戦国時代の中期、諸国の争いはいよいよ併合統一への機運をはらみ、そのための富国

強兵策がこもごもねられることとなったが、梁の恵王は、中央諸国の諸侯の間では、はじめて

王と名のり、流れ者の遊説家を多く召しかかえた野心家であった。「やはりわが国に利益を与え

てくれるのか。」というものほしげな問い。孟子はそれに対して、自からの道徳主義の立場を敢

然と高唱したのである。「仁義だけが問題です。」若々しい熱情に満ちた調子で、孟子のことば

はさらにつづけられる。 

 

孟子はお答えしていわれた。（岩波文庫『孟子』小林勝人訳による） 

王様は、どうしてそう利益、利益とばかり口になさるのです。（国を治めるのに）大事なのは、

ただ仁義だけです。もしも、王様はどうしたら自分の国に利益になるのか、大夫は大夫でどう

したら自分の家に利益になるのか、役人や庶民もまたどうしたら自分の身に利益になるのかと

ばかりいって、上のものも下のものも、だれもが利益を貪りとることだけしか考えなければ、

国家は必ず滅亡してしまいましょう。 

いったい、万乗の大国でその君を弑めるものがあれば、それは必ず千乗の領地をもらっている

大夫であり、千乗の国でその君を弑めるものがあれば、必ず百乗の領地をもらっている大夫で

あります。 

万乗の国で千乗の領地をもらい、千乗の国で百乗の領地をもらうのは、決して少なくはない厚

禄です。それなのに（彼等が）十分の一ぐらいで満足せず、その君を弑めてまでも（全部を）

奪いとろうとするのは、仁義を無視して利益を第一と考えているからなのです。 

昔から仁に志すもので親をすてさったものは一人もないし、義をわきまえたもので主君をない

がしろにしたものは一人もございません。だから王様、どうかこれからはただ仁義だけをおっ
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しゃってください。どうして利益、利益とばかり口になさるのです。 

 

この孟子の発言について、金谷治著『孟子』（中国古典選。朝日新聞社）は、次のように解説する。 

 

王から大夫、そして士や平民に至るまで、すべての人々が利益に走る国家は、やがて滅亡する、

仁義の徳を重視することこそ、親を愛し君を重んずることで、国家安泰の道だ、と述べた孟子

は、「亦だ仁義をいわんのみ」と再び初めのことばをくりかえして、なににも勝る道徳の重要さ

を強調したのである。 

万乗とか千乗・百乗というのは、それぞれ王（大国）・諸侯（小国）・大夫（家老）をさす。戦

争のばあいに、それぞれの出すべき兵車の数が、資格として定められていたからである。ここ

の文は、下の者が上の者をおかしてゆく下克上のふうをいっているのである。「万に千を取り、

千に百を取る。」十分の一の侵蝕ですら少ないとはいえないのに、利益第一主義では、ついには

君主の地位をも完全に奪い取ることとなるであろう。 

この章は、巻頭のことばとして、まことにふさわしい。功利をしりぞけて仁義の徳によるべき

ことが、力強い調子で述べられるが、それは、そのまま、全篇を一貫する孟子の根本的立場で

あった。「王、何ぞ必ずしも利をいわん。亦だ仁義あるのみ。」仁義だけが問題である。 

 

次いで孟子は梁の恵王との間に交わした問答が四話が続いて記録されている。その趣旨は、仁政

を施し、民と楽しみを共にし、民政に尽力して王道を実践してこそ、民心の帰依を得て国力は増し

天下の王者になれるという大利益を得られるのであり、仁義を無視して利益を得ることを第一義と

するのは結果的に得策ではないと主張する。いかにも開巻劈頭を飾るに相応しい、孟子一流の立論

である。 

小林勝人・金谷治両氏の『孟子』理解は穏当な解釈であるといえる。しかし、是だけの論議であ

れば、『孟子』冒頭に開示された義利をめぐる論議が、物議を醸すことは無かったかも知れない。事

実、中国の儒教思想史上、『孟子』論議が賑やかになるのは北宋時代である。その時は『荀子』との

優劣論という形で論議された。『孟子』の性善説・王道論が正統の位置を盤石にさせたのは朱子の功

績である。朱子の『孟子集注』は極めて挑戦的な試みなのである。冒頭の「王何必曰利。亦有仁義

而已矣」の「仁」と「義」に朱子は次のように註釈した。 

 

仁者、心之徳、愛之理。義者、心之制、事之義也。此二句乃一章之大指、下文乃詳言之。 後

多放此。 

仁とは、心の徳、愛の理。義とは、心の制、事の宜なり。この二句は乃ちこの一章の大 指に

して、下文は乃ちこれを詳言す。後、多むね此に放（なら）う。 

 

孟子が宣言した「仁義のみ」の仁と義とについての朱子のこの註釈は、朱子自身の義利論を象徴

するものである。「仁者、心之徳、愛之理」という表現には朱子の性善説理解が凝縮されて表現され

ている。仁とは心（生身の人間）誰もが先天的に持ち合わせている人間らしく生きる力、道徳力を

いう。それが道理に適う発現をしえた時にはそれは「愛」といわれる。義（社会的正義）とは心（生

身の人間）誰もが(本来持ち合わせている自力で、背理態をしでかすかも知れない「心」を）制御（コ
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ントロール）することであり、そうして始めて「事」（具体的な実践の現場）で宜（道義に適う）こ

とである。と。圏外の説はこの問答の総括である。 

 

此章言仁義根於人心之固有、天理之公也。利心生於物我之相形、人欲之私也。循、、則 不求利

而自無不利。殉人欲、則求利未得而害已随之。所謂毫釐之差、千里之繆。此孟子 之書、所以

造端託始め之深意。学者所宜精察而明辨也。 

此の章は言う。仁義は人心の固有に根ざし、天理の公なり。利心は物我の相形（あらわ）るる

に生じ、人欲の私なり。天理に循へば、則ち利を求めずして自ら利ならざる無し。人欲に殉へ

ば、則ち利を求めて未だ得られずして害已に之に随う。所謂毫釐の差、千里の繆。此れ孟子の

書、端を造り始めを託する所以の深意。学者宜しく精察して明辨すべき所なり。 

 

義＝天理に循えば「事の宜しき」を得て自ずから公利が得られるという立論である。私利の追求は

斥けられるが、公利の追求は「義」に適うこととして肯定されていることに留意しておきたい。 

二 『易経』の利 

もう一つ、義と利の葛藤に関する言説がある。『易』乾卦文言伝にある「利者義之和」（利は義の

和）である。『易』はもと占いの書、術数の書であるが、北宋の程伊川はその『易伝』を著して専ら

「義理」の書とした。乾の卦、乾上乾下に対する文王の卦辞が「元亨利貞」（おおいにとおる、ただ

しきにりあり）。本田済著『易』（中国古典選所収。朝日新聞社）は、程伊川の『易伝』を基調に解

釈する。乾の卦辞である「元亨利貞」について、次のように解説する。 

 

問う人の希望は大いに通るであろう、しかし、問う人の動機が正しくて、正しさが持続される

ことをもって条件とする。この持続ということが大切なので、動機が正しくとも正が持続され

ねば終わりが全うされないのである。 

 

この卦辞について文言伝は次のように云う。 

 

文言曰、元者善之長也。亨者嘉之会也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子体仁、足以 長人。

嘉会足以合礼。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四徳者。故曰、乾元亨利 貞。 

文言に曰く、元は善の長なり。亨は嘉の会なり。利は義の和なり。貞は事の幹なり。君 子は

仁を体すれば、以て人に長たるに足る。会を嘉すれば、以て礼に合うに足る。物を 利すれば、

以て義を和するに足る。貞固なれば、以て事に幹するに足る。君子は此の四 徳を行う者。故

に曰く、乾は元亨利貞、と。 

 

なべて『易』の卦辞は占いのお告げである卦についての簡単な説明である。それを敷衍したのが

彖伝象伝である。それを更に乾坤の二卦に限って説明したのが文言伝である。それでもなお、その

云わんとする所は分明ではない。表現が簡単な所為である。古来『易』の解釈が多岐に分かれる所

以である。『易』は経書の首座を占めていたから、その解釈史は広大無量である。本田済著『易』の
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説明を借りることにする。 

 

文言伝は乾坤二卦について、彖伝象伝の意図を敷衍してさらに布衍説明する。最初は四徳につ

いての分析である。 

元は天の物を生々する始めであった。季節でいえば春。人間の徳でいえば仁にあたる。仁は人

を愛することであるから。善の最高である。されば、元は善の長という。・・・。 

亨は生意の流通拡散する時、草木の美しく茂る時。夏にあたる。人においては礼（体仁関係の

美的規制）。そこで嘉の会ー美なるものの集まる時ーという。 

利は生育の遂げられる時。物みなその宜しきを得て、たがいに妨げることがない。季節でいえ

ば秋。人においては義。義は厳しく私情を絶ち切るところがあり、草木の葉を落とす秋と感覚

的に一致する。義の道徳は、その厳しさの故に、あるいは和を傷つけはせぬかという恐れがあ

るが、物みなところを得ていれば、義であって且つ和することができる。義の和した狀態が、

とりもなおさず利である。 

最後の貞は、生々の完成、みのりの時。冬である。人の徳でいえば智。その冷たさは冬の感覚

だから。智はものごとの根幹である。故に事の幹という。 

君子が仁を身につけるならば、万物その愛に包まれる故に人の上に立つに足りる。君子がすべ

ての嘉（よ）きものを一堂に会せしめるならば、立ち居ふるまい礼に合わぬものはないであろ

う。君子が万物をして、その利益とするところを得しめるならば、義にかないつつ和合しうる

であろう。君子がその智によって正のありかを知り、しかも正を固守するならば、事の根幹と

なるに足りよう。すぐれて健（＝乾）なる徳をそなえた君子だけが、この四徳を行いうる。故

に「乾は元亨利貞」という。 

 

乾卦文言伝は冒頭の一文に続けて次のように言う。 

 

君子、体仁足以長人。嘉会足以合礼。利物足以和義。貞固足以幹事。 

君子は仁を体して以て人に長たるに足る。会を嘉みして以て礼に合うに足る。物を利して以て

義に和するに足る。貞固にして以て事を幹するに足る。 

 

もと占卜（占い）の書であった『易経』の文章はわかりにくいのであるが、朱子の『易本義』は次

のように註釈する。 

 

以仁為体、則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所会、則無不合礼。使物各得其利。則義

无不和。貞固者、知正之所在、而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之幹。 

仁を以て体と為せば、則ち一物として所愛の中に在らざるは无し。故に以て人に長たるに足る。

その会する所を嘉みすれば、則ち礼に合はざるは無し。物をして各々その利を得しむれば、則

ち義は和せざるは无し。貞固なる者は正の所在を知りて、之を固守す。所謂知りて去らざる者

なり。故に以て事の幹を為すに足る。 

 

仁義礼智の四徳を渾然一体のものとして実践すれば、義利は調和するという。 
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『易』を予言の書と解釈するのを術数の『易』解釈という。程伊川の『易』解釈を義理『易』と

いうのは、予言の書と解釈することを忌避して、とことん道徳律の書と解釈しているからである。

「利は義の和」という言説について易学に精通した本田済氏の義利易に徹した解説は親切である。 

「義にかないつつ和合しうる」ということに関して『論語』子路篇の「君子和而不同。小人同而

不和。」（君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず）を参照して説明を補いたい。同とは自他が一

つの原理に同一化すること。和とは自他の違いを違いのままに許容すること。君子は違いは違いの

ままに認知して、自己の主張を他者に強制しないし、他者の主張が自己の主張と違うからといって

排斥しないこと。この「和して同ぜず」を援用して「利は義の和」を解釈すると、義＝正義をお互

いに主張しあうこと、自己の主張と違うからといって排除しないこと（和）が、結局は大きな利益

を生むと。 

義と利の葛藤については、『孟子』の義利分別論と『易』の義利調和論の二つがあり、この両論が

後の義利論に大きな影響を与えることになる。 

三 董仲舒「天人三策」 

義利をめぐる立論は賑やかであるが、朱子の『白鹿洞書院掲示』にも引用された董仲舒（BC１７

９－１０４）の義利論について一言しておきたい。 

『漢書』巻五十六、董仲舒伝に興味深い言説がある。董仲舒は対策を上奏した後に、武帝から江

都の相に任ぜられて武帝の兄である易王に事える事になる。易王は粤王勾践が呉王を亡ぼしたこと

について下問した。董仲舒の発言の最後を次のように記している。 

 

粤本無一仁。夫仁人者、正其誼、不謀其利。明其道不計其功。是以仲尼之門、五尺之童羞称五

伯。為其先詐力而後仁誼也。苟為詐而已。故不足称於大君子之門也。五伯比於他諸侯為賢。其

比三王、猶武夫之与美玉也。王曰、善。 

（應邵曰、武夫、石而似玉者也。）。 

粤は本もと一仁無し。夫れ仁なる人は、其の誼を謀りて、其の利を計らず。其の道を明らかに

して、其の功を計らず。是を以て仲尼の門は、五尺の童すら五伯を称するを羞ず。其の詐力を

先にして仁誼を後にすればなり。苟も詐を為す而已。故に大君子の門に称するに足らざる也。

五伯は他の諸侯に比ぶれば賢為り。其の三王に比ぶれば、猶ほ武夫の美玉とのごとき也、と。

王曰く善しと。 

 

董仲舒の義利論は分別論である。この言説で注目されるのは、道（道義）と功（功績・成果）と

をも分別する立論を展開していることである。義と利、道と功を分別する立論が、朱子にそのまま

継承される。 

四 朱子の「白鹿洞書院掲示」 

朱子の「白鹿洞書院掲示」は「白鹿洞書院学規」とも称される。この「白鹿洞書院掲示」が作成

された経緯については省略して、すぐに本文を紹介することにする。全て五条に集約して最後に朱
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子の言説が示されている。 

 

○父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。 

父子に親有り。君臣に義有り。夫婦に別有り。長幼に序有り。朋友に信あり。 

右五教之目、尭舜使契為司徒、敬敷五教。即此是也。学者学此而已。而其所以学之之序、亦有

五焉。其別如左。 

右の五教の目、尭舜は契を使て司徒為らしめ、敬しみて五教を敷かしむ。即ち此の是也。学者

は此を学ぶ而已矣。而して之を学ぶ所以の序も、亦五有り焉。其の別左の如し。 

○博学之。審問之。明辨之。慎思之。篤行之。 

博く之を学ぶ。審びらかに之を問う。明らかに之を辨ず。慎みて之を思う。篤く之を行う。 

右為学之序。學問思辨四者、所以窮理也。若夫篤行之事、則自修身以至于処事接物、亦各有要。

其別如左。 

右は為学の序。學問思辨の四者は、理を窮むる所以なり。夫の篤く行うの事の若きは、則ち修

身自り以て処事接物に至るも、亦各々要有り。其の別は左の如し。 

○言忠信。行篤敬。懲忿窒慾。遷善改過。右修身之要。 

言は忠信。行は篤敬。忿を懲らし慾を塞ぐ。善に遷り過を改む。右は修身の要。 

○正其誼、不謀其利。明其道、不計其功。右処事之要。 

其の誼を正して、其の利を謀らず。其の道を明らかにして、其の功を計らず。右は事に処する

の要。 

○己所不欲、勿施于人。行有不得、反求諸己。右接物之要。 

己の欲せざる所、人に施す勿れ。行いに得ざる有れば、反りみ諸を己に求めよ。右は物を接び

くの要。 

 

以上の五条は、すべて経書の文言を踏まえた「述べて作らず」という姿勢である。 

物とは他者のこと。接は接導。みちびくの意。事とは他者に働きかけること。朱子の実践倫理学

の基本構造が見事に浸透している掲示である。第四条が義利分別論である。董仲舒伝の文言がその

まま引用されている。 

以下に示す朱子の附言（跋）は長文なので、行論の便宜上、五節に分けて書き下し文を施した。

各条毎に趣旨を説明した。 

 

①熹窃観古昔聖賢所以教人為学之意。莫非使之講明義理、以修其身、然後推以及人。非徒欲其

務記覧為詞章、以釣声名取利録而已也。 

熹（朱子）窃かに観る。古昔の聖賢の人をして学を為さしむる所以の意は、之をして義理を

講明して、以て其の身を修め、然る後に推して以て人に及ばしむるに非ざる莫し。徒らに其

の記覧を務め詞章を為し、以て声名を釣り利録を取るを欲するに非ざる而已矣。 

学ぶことの目的を述べる。先ずは人格を陶冶して其の上で他者に働きかけること。記憶し

名文を書いて世俗から称賛されたり、卦きぃおに合格して利益高禄を得ることが目的では

ないと。 
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②今人之為学者、則既反是矣。然聖賢所以教人之法、具存於経。有志之士、固当熟読深思而問

辨之。 

今人の学を為す者は、則ち既に是に反（そむ）く矣。然れども聖賢の人に教ふる所以の法は、

具（つぶさ）に経に存す。有志の士は、固に当に之を熟読深思して問辨すべし。 

しかるに今日の学ぶ者はあまりにも本来の姿から逸脱していると強く慨嘆し警告してい

る。人格の陶冶を忘れた、利益第一主義の学びを朱子は「俗学」と酷評した。 

 

③苟知其理之当然、而責其身以必然、則夫規矩禁防之具、豈待他人設之、而後有所持循哉。 

苟も其の理の当然を知りて、而して其の身を責めて以て必然とすれば、則ち夫の規矩禁防の

具は、豈他人の之を設けるを待ちて、而る後に持循する所有らんや。 

この第三条は興味深い。「規矩禁防の具」を他者が準備して呉れるのを待つのではなくし

て、自前で心得よという。自力主義である。そのように言いながら、朱子がこの「掲示」

を敢えて示すのは、自己矛盾である。苦衷の策なのである。原理的には自力主義を保持し

ながらも、学者（学生）たちが学ぶのは、先ずは科挙に合格することが第一の目的であっ

た。この学生たちに課せられている現実を無視して本来的理想論を述べるだけでは、空論

に終わる。理（義理・ことわり）をしかとわきまえてそれを我が身に引き受け為され。自

力で理義をわきまえさえすれば、他者が用意する「規矩禁防の具」は不必要であると。だ

から、この「掲示」は学者が俗学に堕落するのを防ぐ「規矩禁防の具」なのではなくして、

あくまでも各自が自力で学ぶ志（意識）を覚醒し、それを維持することを促しものである

ことを婉曲に述べているである。 

 

④近世於学有規。其待学者為已浅矣。而其為法、又未必古人之意也。故今不復以施於此堂而特

取。 

近世、学に於て規有り。その学者に待つこと已に浅し矣。而も其の法為るや、又未だ必ずし

も古人の意ならざる也。故に今は復は以て此の堂に施して而して特に取らず。 

朱子の時代には各地に書院が設立されて、学規が掲示されていたが、其れ等は朱子にいわ

せれば、学びの本義にほど遠いので、この「掲示」を示すのだという。 

 

⑤凡聖賢所以教人為学之大端、條列如右。而掲之楣間。諸君其相与講明遵守、而責之於身焉。

則思慮云為之際、其所以戒謹而恐懼者、必有厳於彼者矣。其有不然、而或出於此言之所棄、

則彼所謂規者、必将取之。固不得而略也。諸君其亦念之哉。 

凡そ聖賢の人に教し所以の為学の大端は、條列せば模擬の如し。而して之を楣の間に掲ぐ。

諸君は其れ相与に講明遵守して、而して之を身に責めよ焉。則ち夫れ思慮云為の際、其の戒

謹して恐懼する所以の者は、必ず彼より厳しい者有り矣。其れ然らざる有れば、而れば或は

此の言の棄る所に出でて、則ち彼の所謂規なる者必ず将に之を取らんとせば、固より得て略

せざる也。諸君其れ亦之を念ずる哉。 

朱子の老婆心が如実に表れている文面である。ともかくも義理を講明して遵守して、それ

を我が身の上に引き受けることを重ねて忠告する。これを忘却すると元の木阿弥に後退す

るからである。 
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科挙に合格する爲の受験勉強（挙業）を「私利を自己目的化した学び」＝俗学として非難。→そ

れが利益追求一般を否定したものと理解される傾向が強かった。朱子その人の主張とは距離がある。

公共的利益＝公益追求としての利益は否定していない。 

五 事功派との論争。成果主義との対決。 

葉適（水心）１１５０－１２２３、浙江省永嘉の人。 

陳亮（同甫）１１４３－１１９４。浙江省永康の人。 

道義・義理に叶うことよりも、功績・実績を挙げることを重視。漢武帝・唐・太宗を高く評価する。

歴史主義とも。 

馮道。五代の人。人民の幸福を願って次々と事える皇帝を替えた。李卓吾『蔵書』で馮道を高く評

価する。 

清朝、『貳臣伝』。明朝の臣下でありながら、明朝滅亡後に清朝に使臣した士大夫達をを酷評した書

物。 

中華民国の官僚だった者は中華人民共和国時代には「黒い人」と糾弾された。特に文革期。朱子学

が制度の中に取り込まれたときには、「正義・義理・義」を一義的に強く要請する。 

その人物が築いた成果は二の次にされて道義的視点から糾弾される。 

朝鮮王朝では特に鮮烈。権力闘争は成果主義ではなく、「義」をめぐる党争の激化。 

（パク・クネ大統領の糾弾。これまでの功績は全く無視される。） 

六 日本のおける義理と利の葛藤 

１８世紀前半に徂徠学が盛行する。徂徠学の特色は政治的成果主義を重視して、義理は二の次に

されるところにある。そのために韓非子の亜流だと酷評されることもあった。もう一つ、徂徠学の

特色は、朱子学・陽明学が修己・治人を二焦点とする思惟構造と比較すると、治人に重点が置かれ、

修己（性善説を基礎にした、言い換えるならば「義理」に根ざした生き方、実践論）が蔑ろにされ

たところにある。徂徠学が盛行する中で、朱子学・陽明学を主唱した所謂新儒教を善しとする儒学

者は自らの信念に微動だも疑念を懐かなかった。１７９０年、朱子学者たちの巻き返しが寛政異学

の禁という形を取る。時流が朱子学に加担するのは、単に徳川幕府の文教政策が後押ししたという

ことばかりではない。徂徠学そのものが「個々人が如何に生きるか｣という課題に応答していなかっ

たことが、朱子学に主導権を譲り渡す結果をもたらした。陽明学も朱子学と伴奏する。 

寛政異学の禁以後、特に１９世紀に藩校が整備され朱子学が推奨されると、「白鹿洞書院掲示」は

広く読まれる。日本では科挙制度は実施されなかったので、科挙に合格して「私利」を肥やす道は

無かった。勢い「白鹿洞書院掲示」の「利を計らず」という項目は、利益追求一般を否定するもの

と受け止められる傾向が強かった。 

その中にあって、熊沢蕃山が特異な義利論を展開しているので紹介しておきたい。 

熊沢蕃山（（１６１９－１６９１）は中江藤樹に学んで心学に開眼したので、陽明学者に分類され

る。しかし、蕃山自身は中江藤樹の心学の継承者とみられることに強い違和感を覚えていた。それ
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を象徴する言説を紹介することにする。 

 

問。先生の論は陽明子の伝に似たり。朱子・王子格致にをいては、黒白のたがひあることは、

いかが。 

答。愚は朱子にもとらず。陽明にもとらず。ただ古の聖人に取て用ひ侍るなり。道統の伝のよ

り来ること、朱王共に同じ。其言は時によって発する成べし。其真にをいては、符節を合せ

たるがごとし。 

又朱王とても各別にあらず。朱子は時の弊をたむべきがために、理を窮め惑を辨るの上に重

し。自反慎独の功なきにあらず。王子も時の弊によって自反慎独の功に重し。窮理の学なき

にあらず。 

愚拙自反慎独の功の、内に向て受用と成事は、陽明の良智の発起に取り、惑を辨るの事は朱

子窮理の学により侍り。朱王の世、学者のまどひ異なり。地を易ば同じかるべし。（以下省略。

集義和書巻五。第一冊１８５頁。１４４番）。 

 

この言説は熊沢蕃山の時処位論が下敷きにある。この時処位論は実は中江藤樹の持論であった。

それを継承して、朱子も王陽明も、そして自分も時弊に即応した立論であったことを力説する。こ

の言説で「自反慎独」が述べられていることに特に留意されたい。徂徠学が欠落させていた修己論

の骨格として主張されているのである。熊沢蕃山は既成の学派の枠組みにはめ込まれて理解される

ことを強く忌避した発言である。 

しかし、世間では中江藤樹の門人という視点で理解されることが多かったようである。 

 

心友問。先生は先師中江氏の言を用ひずして、自の是を立給へるは、高慢也と申者あり。 

云。予が先師に受て、たがはざるものは、実義也。学術言行の未熟なると、時処位に応ずると

は、日をかさねて熟し、時に当て変通すべし。予が後の人も、又予が学の未熟を補ひ、予が言

行の後の時に不叶をばあらたむべし。大道の実義にをいては、先師と一毛もたがふ事あたはず。

予が後の人も、亦同じ。其変に通じて民人うむことなきの知もひとし。言行ノ跡の不同を見て、

同異を争ふは、道を知ざるなり。（集義和書巻九。第一冊３４１頁。２５４３番） 

 

熊沢蕃山の本領が如実に表白された言説である。先師の「跡」を模倣するのが善き弟子なのでは

ない。先師の「実義」をよく噛みしめて、先師の「跡」が時処位に叶わないのであれば、ぜひとも

変通するのが、道統の継承者なのである。その意味では熊沢蕃山は中江藤樹の「忠臣」であった。

経世論を積極的に展開しなかった藤樹心学の狭さを痛感して、熊沢蕃山は時処位論に基づいた独自

の経世論を展開した。喜多方の藤樹心学派の人達は、熊沢蕃山は師学に叛いた卑劣漢と酷評された。

この熊沢蕃山に興味深い宜利論がある。 

 

心友問。世間に義理順義といへるは皆利なり。さし当る公界の音信往来振舞等をいへり。是を

なさでは忽世間の名利を失て身に害あり。これをつとむるを以て義理をかかずと思へるは、あ

やまれり。是はなさでは不叶公役のごときか。 
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日常の世俗的付き合いの場で「義理をかかず」というのは、当節の名利に囚われた偽の「義理」

に過ぎないのではないか。この問いを全面的に肯定する。そして次のように云う。 

 

心の仁義に本づきて不忍の本心よりなせる義理なれば、人にたのもしと思はれ、仁者のほまれ

あるは、くちせぬ名なり。眼前の利にはあらざれど、天道の冥加に叶ひ、末のさかへ久しきは、

義を和するの利なり。・・・。心身家国天下、共に幸福は仁義にしくはなし。とりわき人に君た

る人、義理の実なければ、衆の心そむき離れ、利を好むの小人のみ近付て、国家のほろぶる事、

日をかぞへて待べし。（集義和書巻十五。第一冊４１９頁。３４０番） 

 

心の仁義より発する営為は、眼前の利とは異なり、それは「義を和するの利」であり、万人に幸

福をもたらす「利」であることを云う。ここに『易』の「利とは義の和」が活かされている。熊沢

蕃山は併せて董仲舒の義利論については次のように述べている。 

 

学友問。学士当下一念といへり。然れ共孔子は遠き慮なければ、必ず近き憂有との給へり。 

云。当下一念の語は、異学に似たり。しかれどもとり用ひやうあるべし。董子云。仁人は其義

を正して其利をはからず。其道を明かにして其功をはからずと。先学皆称美せり。当下一念と

いふ共可也。又孔子の遠き慮との給へるは、則当下に思ひはかるべきの遠慮也。 

 

「当下一念」とは現在唯今に思い計れ、というほどの意味である。王陽明派下の王龍渓などに頻

出する用語である。「異学に似たり」というのは、禅録に頻出することを踏まえての表現である。董

仲舒の義利論が「当下一念」のこととして承知されていることに注意されたい。孔子の「遠慮」も

「当下一念」としての緊迫した「遠慮」であるという。義と利の葛藤をめぐる論調が決して一様で

はなかったことを理解されたい。 

七 大橋訥菴の義利論ー『闢邪小言』ー 

大橋訥菴（１８１６－１８６２）は幕末期に活躍した儒學者である。初め陽明学を学んだが後に

朱子学に転向した。彼の主著は『闢邪小言』（１８４７年安政４年刊行。である。 

大橋訥菴の遺文は平泉澄・寺田剛共編『大橋訥菴全集』（至文堂。１９３６）に収められており、

その伝記として寺田剛著『大橋訥菴伝』（至文堂。１９３６）がある。研究書としては小池喜明著『大

橋訥菴ー日本「商人国」批判と攘夷論ー』（ペリカン社。１９９９年）があり、本稿が取り上げてい

る義と利との葛藤について、多角的に論究している。また論文としては福田殖著「大橋訥菴の『闢

邪小言』について」（科研費報告書。１９９３年。今『福田殖著作選』Ⅱ。研文出版。２０１６年）

に収められている。 

大橋訥菴が『闢邪小言』で開示した義利論を根柢に据えた西洋夷狄論については、今は立ち入ら

ない。昌平坂学問所の門生で大橋訥菴の薫陶を受けた者は少なくない。聡明明辨の人であった大橋

訥菴に牽かれた若き人士としては、平野国臣、吉村秋陽、楠本端山、楠本碩水兄弟などががいる。

大橋訥菴が小塚原で刑死した頼三樹三郎の死体を埋葬する事件の後には、門生の多くは大橋訥菴に

距離を置くようになる。それは義利論絡みの華夷論に立脚する出処進退論に対する批判という形を
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とる。この大橋訥菴の頼三樹三郎事件に関する当時の識者たちのやりとりの一端は、『幕末維新陽明

学者書簡集』『幕末維新朱子学者書簡集』の随処に見る事が出来る。論難が渦巻く中で、大箸訥菴の

立論を祖述した人物がいる。それが並木栗水である。 

並木栗水（１８２９－１９１４）は、大橋訥菴の義利分離論を師以上に硬直した形で展開した人

物であるが、この並木栗水と大橋訥菴の同門であった楠本碩水（１８３３－１９１６）との間で、

義利分離論をめぐる書簡の応酬をしている。それは今は『幕末維新朱子学者書簡集』（明徳出版社。

１９７５年）に収められている。 

楠本碩水は並木栗水に宛てて次のように云う。五節に分けて紹介することにする。 

 

①（『闢邪小言』は）蓋先生（大橋訥菴）四十以前之作、而非晩年之定論也。至義精仁熟、則意

思気象自不如此。 

この楠本碩水の云い振りは面白い。『闢邪小言』は大橋訥菴の中年未定論であって、晩年

定論ではないと。大橋訥菴が『闢邪小言』を著したのは３８歳。嘉永六年のことである。

晩年の立論は『闢邪小言』とは「意思気象」が異なっているという。王陽明は『朱子晩年

定論』を著して、世間通行の「朱子学」は彼の中年未定論であり、朱子が晩年に自らの「中

年未定論」を悔悟した、その基本的方向性は王陽明自身の心学論戦に同調するものであっ

たと主張した。楠本碩水はこの中年未定論・晩年定論という他者理解の視点を活用して、

並木栗水を批判していることになる。た 

 

②且此論ハ有為無為之処ヲ論ラレル事ニテ、利ノ利タル所以ノ所謂義之和也モノニ論及セザレ

ハ、第二義ノ利ヲ求ル心ヲ以テ、其末流ニ就テ云モノニテ、利心ノ事也。 

この節はこのままではわかりにくい。朱子の義利論は有為・無為の両視点から考察するこ

とが肝腎であることを指摘する。有為とは自覚的に義利の弁別を把握して実践すること。

無為とは自覚を待たず、無意識のままに本来性の発現として、その意味では「自然に」義

利を弁別して実践すること、実践できること。『易経』の「利ノ利タル所以ノ所謂義之和」

を欠落させて、「末流ノ」「第二義」の利のみを取り上げて義利論を展開するのは、朱子の

義利論の本義を忘れているというのである。痛烈な批判である。 

 

③弟（楠本碩水）ノ利ハ、アタマカラ悪シキモノニ非スト云フハ、利ノ字ノ本義ヲ以テ云フ事

ニテ、即チ第一義ヲ云フモノ也。利ヲ求ルノ心ヲ以テ云ヘハ、高説ト異ナル事ナシ。 

高説ハ第二義ノ利ヲ求ル私心を以テ云フモノユヘ、弟ノ利ノ本義ニ論及スルモノト強テ合セ

ントスルユヘ、異同アル事を免レズト存候。 

この節は第二節の布衍である。 

 

④先ツ利ノ字ノ本義ヲ知得テ、然ル後ニ利ヲ求ルノ私心ニ説キ至ルヘキ事也。アタマカラ悪シ

キモノト云テハ、本義ニ明カナラザルニ似タリ。コレソノ喋々ヲ来ス所以ナリ。 

何故、並木栗水の義利論が論難されるのか。それは「利」の本義を把握せずに、「私心」

の位相における義利論に終始しているからに他ならない。そのために「利」を求めること

自体を丸ごと全面否定してしまうという狭量に陥って仕舞うと忠告することになる。 
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⑤且又前書ニ凡ソ義ノ字、心ヲ以テ言フアリ。事ヲ以テ言フアリ。所謂心之制、事之宜コレナ

リト。此高説ハ義利辯ナキノミナラズ、朱子ノ心之制、事之宜ノ一語ニ於テモ、其解ヲ得ザ

ルモノニ似タリ。 

ここで楠本碩水は並木栗水が義利論を理解していないばかりではない。朱子がいう「心之

制、事之宜」という文言についても理解ができていないと、楠本碩水は追い打ちを架ける。 

「心之制、事之宜」は先に見た『孟子』冒頭の梁恵王と孟子の義利問答に対する朱子の註釈であ

る。朱子は「人欲の私」の表れである私利は斥けている者の、天理に循がう公利は肯定している。

並木栗水が頭から「利」を求めることを丸ごと悪しきことであると理解しているのは、あまりにも

浅薄な朱子学理解であると批判するのである。 

大橋訥菴・並木栗水・楠本碩水の論議を媒介することにより、『易経』の「利は義の和」と『孟子』

冒頭の仁義論に展開されている義利論を垣間見ることにより、大橋訥菴・並木栗水の師弟は、朱子

の本義を忘れて末義に拘る理解を示していたことが歴然としている。大橋訥菴の『闢邪小言』が幕

末期の志士の間に博く読まれたことが働いてか、朱子学は利益追求を否定する思想であるという理

解が行き渡ったが、静かに思索する人々の間では、朱子の本義はよく会得されていた節がみられる

が、少数派であったか。 

八 明治期の義利論の展開 素描 

本来、明治期の義利論を紹介することが課せられた責務であるが、資料整理が不十分なために、

論旨を的確に開示できないので、今は、見通しを述べて、寛恕を乞うことにしたい。 

幕末維新期に諸外国との通商条約を締結することになり、夷狄の商人と貿易を交わし利益を揚げ

ることが急務となった。尊王攘夷を主張する者は、頑なに商人国に陥落することを拒否したが、明

治期に文明開化が謡われると、彼等の大方は転向する。それに輪を掛けたのが西洋の功利主義の論

調である。一つはジョン・スチュアート・ミルの『利学正宗』である。もう一つはスマイルスの『西

国立志編』である。それに拍車をかけたのが福沢諭吉の『西洋事情』『学問ノススメ』『文明論之概

略』などである。其の外に西学の翻訳書が夥しく刊行された。近代化・富国強兵が国策として推進

されたから、今更、大橋訥菴流の商人国批判は景が薄くなった。それでいながら、儒學、特に朱子

の『白鹿洞書院掲示』に見られた「利を謀らず」という思考が、儒學者の意識をなかなか一新させ

なかった。 

そこに風穴を開けた一人が三島毅である。三島毅の義利論はその「義利合一論」に吐露されてい

る。明治政府に出仕して顕官となったという事蹟が三島の意識を一新させたともいえるが、その素

地を培ったものの一つが、その師山田方谷（１８０５－１８７７）の気生理（気は理を生ずる）説

である。この「気生理」説は『師門問辨録』に開示されている。これは王陽明の心即理を言い換え

た表現である。主体者である「心」を身体性に置き換えて「気」と措定した。抽象性・背理性が付

きまとう「心」という措辞を回避して、主体者を、今、此処に、身体的存在として実在する、他で

もない此の人こそが「理」を創造すると。この主体者は今や、朱子学が高唱した「利を謀らず」と

いうドグマに囚われることはない。その基盤の上に「義利合一論」が主張された。この三島毅の「義

利合一論」に刃向かった一人が、またしても並木栗水であった。三島毅は陽明学者、楠本碩水は朱
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子学。共に末義の私利に拘泥する並木栗水の対局に位置することは興味深い。言い換えるならば、

三島毅の「義利合一論」は朱子の義利論の本議を発展させた立論であったといっても過言ではない。

山田方谷晩年の弟子である岡本巍に「気運論」があるが、この気運は実践論では無くして社会認識

論である。貝原益軒は「気運漸開論」を述べていたが、岡本巍の「気運論」はこの気運漸開論の新

展開とでも言えようか。既成の定理に拘束されることを嫌った立論である。 

同時代の経済人に渋沢栄一がいる。この人の「論語と算盤」は著名である。『論語』には金儲けを

してはいけないと書いていない。と。 

しかし、明治大正の時代、功利主義＝利益追求を批判する論調が儒学者の間に基層低音として根

強くあった。その論調は、例えば東澤瀉が主幹した『陽明学』紙上で展開されている。以上の課題

については改めて論究することにしたい。 
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