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陽明学の近代化における身体の行方 
―井上哲次郎の中江藤樹理解を中心に 

 
野村英登（TIEPh） 

 
 

 
 
問題の所在 

丸山真男は日本儒教の白眉として徂徠学を挙げ、江戸時代において「朱子学的思惟」が伊藤仁斎

（1627〜1705）や荻生徂徠（1666〜1728）などによって解体されていき、その試みが日本の近代化

に繋がっていくことを論じた 1。この朱子学から徂徠学へという丸山史観は、日本思想史のみならず

中国学でも広く受けいれられてきた学説である 2。しかし丸山が描き出した、個人的道徳（私）を政

治的決定（公）に拡張することを否定した徂徠像というものは、彼の創造した“物語”に過ぎないの

ではないかという批判もあり 3、そしてそれは妥当なものといえる。というのも、丸山の儒教理解は

二重に間違っていて、第一に江戸時代で主流だった儒教は依然朱子学であり 4、第二に日本の近代化

に資した江戸儒学は何より陽明学であったからだ。 

中国朝鮮を含めた東アジアの儒教史においては、朱子学から陽明学への移行という言説がむしろ一

般的であり、丸山史観はその亜種に過ぎず、事実日本においても、明治期における近代陽明学の創造

が丸山思想史学に先行していた。明治の最初期に陽明学を顕彰した徳富蘇峰『吉田松陰』（民友社、

1893 年）・三宅雪嶺『王陽明』（政教社、1893 年）を受けて、民間で内村鑑三（1861〜1930）が活躍

し、それを批判するかたちで官側では井上哲次郎（1855〜1944）が登場し、近代陽明学を完成させ

た 5。井上は、カント・武士道・陽明学を結びつけ、徳川体制を維持する朱子学に対抗した、在野の

学としての陽明学が明治維新を導いたという言説を立ち上げた。国体護持の思想として陽明学を再構

築したのである。つまり江戸までの陽明学の近代化を試みたといえよう 6。 

本稿はこうした“近代仏教”ならぬ“近代儒教”としての陽明学を再考する試みに連なるものであ

る。特に“修養”7の実践において、実際にはどのような行為、身体技法が求められたのかという視点

から、井上哲次郎が儒教を近代化しようとしたときに、江戸儒学から何を期待し何を排除したのかを

考察してみたい。なお本文中の引用では適宜常用漢字に改めた。 

                                                   
1 丸山 1952。 
2 吉川 1975、渡辺 2010。 
3 子安 1990。 
4 土田 2014。 
5 荻生 2008。 
6 小島 2006。 
7 「修養」概念と井上哲次郎の関係については、栗田 2015 を参照。 
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１．井上哲次郎の陽明学評価 

 明治期の陽明学は、欧米圏のキリスト教やスピリチュアリズムのリセプターの役割を果たし、禅と

共に煩悶青年のための“修養”として機能することも期待され、多くの啓蒙書が書かれた 8。井上が

陽明学に期待した役割はキリスト教の代替である。井上は西洋の近代社会が、西洋哲学を理論としつ

つ、キリスト教が実践を支えていると考え、西洋哲学を理論に据えたまま、実践を支える役割を陽明

学に求めたのである 9。 

 こうした井上による陽明学の近代化の試みを最初にまとめたものが『日本陽明学派之哲学』（冨山

房、1900 年）である 10。もとより井上は儒教を全面的に評価していたわけではない。「宗教の将来に

関する意見」（哲学雑誌 14 巻 154 号、1899 年）において、儒教・仏教・神道・キリスト教といった

既存の諸宗教の問題点を挙げていくなかで、儒教については、日本に負けた「弱国の教」という欠点

があると指摘している。これから 日本が欧米に伍していこうとする上で、すでに欧米に負けている

国の教えが役に立つとは言えないというわけだ。 

 しかし、中国で生まれた陽明学は、日本にもたらされて大きく変化したと井上は主張する。「一た

び日本に入りてより忽ち日本化し、自ら日本的の性質を帯ぶるに至れり、若し其顕著なる事実を挙ぐ

れば、神道と合一するの傾向あり、拡充して之れを言へば、国家的精神を本とするの趨勢あり」11と

井上は結論づけている。神道と習合することで、国家的精神を基礎とするようになったからこそ、日

本の陽明学は「現今に於ける社会的病根を医するの資」となり得た。だから、「若し我邦に於ける国

民的道徳心のいかんを知らんと欲せば、其国民の心性を鎔鋳陶冶し来たれる德教の精神を領悟するを

要す、即ち此書叙述する所の日本陽明学派の哲学の如き、豈に此に資する所なしとせんや」12として、

国民の道徳心を陶冶するための参考書たる役割を求めて『日本陽明学派之哲学』を執筆したというの

である。 

 井上の基本的な立場は、西洋哲学と陽明学の合一を図るというものであった。 

 

学理の研究を要すると同時に心德の錬磨を要せずんばあらず、然るに心德の錬磨といふ事に関し

ては、王学も亦豈に後生に裨補なしとせんや、……西洋の倫理は心德の錬磨を主とするものにあ

らずして、知的探求を主とするものなり、換言すれば、知的探求によりて道徳主義を確定し、而

して後実行せんとするものなり、此両者は合一すべく、偏廢すべきにあらざるなり、若し此両者

                                                   
8 鈴木 2007。 
9 瓜谷 2011。 
10 その後出版された『日本朱子学派之哲学』『日本古学派之哲学』と合わせて、江戸儒学三部作、あるいは漢学

三部作と呼ばれ、この三作で提示された江戸儒学を陽明学派・朱子学派・古学派に分類する枠組みは、基本的に

現在まで継承されている。大島 1997、町田 1998、井ノ口 2009 を参照。 
11 『日本陽明学派之哲学』、pp.625-626。 
12 同上、pp.2-3。 
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を合一せば、東西洋道徳の長処を打ちて一塊となし、古今未曾有の偉大なる道徳を実現するを得

べきなり、13 

 

 つまり学理の研究という理論面は西洋哲学（倫理学）が、心德の錬磨という実践面は陽明学（王学）

が担う、それが井上の理想だった。 

 これに対して、古学派、つまり伊藤仁斎や荻生徂徠に対する井上の評価はいかなるものであったか。

井上は彼らの活動を、「古学は文学復興（即ちルネッサンス）の結果として起これる研究にて、畢竟

直に踨を孔子に接せんとする向上的進修に外ならず」14として一定の評価を与えている。しかしそこ

には時代の制約があり、「仁斎といはず、徂徠といはず、古学派の人の眼中にありては、人格として

孔子より偉大なるはなし、是を以て均しく復古を期せしなり、然れども今日にありて之を思へば、偉

大なる人格は、独り孔子に限らず、又釋迦あり、基督あり、ソクラテス氏あり、其他カントダーウィ

ン等の諸氏あり」15として、孔子のみに拘る態度を問題視している。 

 思想的な評価はどうであったか。仁斎を「個人の徳性のみを尚ぶ道徳主義」、徂徠を「利他的功利

主義」に位置づけ、両者を車の両輪とした上で、特に徂徠は日本のホッブズであるとしてその先進性

を高く評価している。しかし彼らの現実の実践をみたときには、「個人私徳の修養を重んぜずして、

多数の子弟をして、放縦暴慢に口実を得せしめしが如き、彼れ到底其名教上の責を負はざるを得ざる

なり、此の如くなれば、寧ろ聖人を理想とし、個人私徳の修養を重んずるの穏健なるに若かざるな

り」16と、仁斎・徂徠が否定した朱子学や陽明学的な“修養”の方が社会にとっては有益であると結

論しているのである。 

 

  

２．中江藤樹にみる日本陽明学の問題点 

 さて、『日本陽明学派之哲学』において井上は、人物陶冶に関して江戸時代の「実績」をみると陽明

学が朱子学よりも多くの人材を輩出していることを指摘する。そして、中江藤樹、熊沢蕃山（1619〜

1961）、大塩中齋（1793〜1837）、西郷南洲（1828〜1877）たち江戸初期から明治初めまでの陽明学

の先人に学んで志を立てることが同書の目的だとしている。なかでも中江・熊沢師弟について神道と

の合一の傾向を認め、日本陽明学の祖たる所以とし、中江藤樹にはもっとも多くの紙幅を割いている。

そこでここでは特に中江藤樹に関する井上の議論を参照し、井上の陽明学理解を追ってみたい。 

 そもそも中江藤樹がとりわけ重視されたのには、内村鑑三が『代表的日本人』（原題：Japan and 

the Japanese、民友社、1984 年）で中江を取り上げ、その思想のキリスト教との親和性を論じたこ

                                                   
13 同上、pp.630-631。 
14 『日本古学派之哲学』、富山房、1902 年（1936 訂正版）、p.705。 
15 同上、p.708。 
16 同上、p.642。 
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とへの対抗意識があったのではないかとの指摘がある 17。もちろんそもそもの前提として、中江藤樹

は、藤井懶斎『本朝孝子伝』（1684 年)や伴蒿蹊『近世畸人伝』（1790 年）で、江戸時代からその人物

が評価されていた。その思想について『近世畸人伝』では次のように紹介している。 

 

又近年専ヲ孝経を講明し、つねに愛敬の二字を掲出し、心体を体忍せしむ。 曰、心の本体原本

愛敬的、猶水の湿に従ひ、火の燥に付るがごとし。只吾人種々の習心習気に凝滞せられて、心体

の明蔽る。然れども親を愛し、兄を敬するの心、且赤子を見て慈愛する心は未滅、時有て発見す。

此心を認めて存養して失ざるときは、則聖人のこゝろなり。 

 

 人間が本来持っている親兄弟や赤子を愛する「孝」の心を失わないように育むことが聖人に至る道

であり、実際、彼自身老いた母の面倒を見るために脱藩までしている「孝」の人であった。藤樹の行

動原理は、いわば「忠」よりも「孝」を優先した儒教倫理の典型といえる。「忠」と「孝」のどちらを

上位に置くかという問題は、中国と日本、儒教と新儒教との間でも対比して論じられる重要な議論で

はあるが、ここでは措く。ここでは井上の立場を確認するにとどめておこう。井上は、次のように「孝」

と「忠」の関係を説いている。 

 

孝は祖先と子孫とを連結する所以にして血族の運命如何は孝の強弱如何による、然るに日本民族

は同一の古伝説より其遙遠なる系統を引き、建国以来他の民族の為めに擾乱せられしことなく、

同一の言語、風俗、習慣、歴史等を有せるが故に、一大血族の形を成し、国家は孝の家族制を成

せり、……此れに由りて之れを観れば、藤樹の孝を重んずる、故なきにあらざるなり、忠は孝を

拡充したるものなり、殊に日本にありては孝を言へば、忠は自ら其中にあり、日本の国家は一の

家族制を成せるが故に、家にありて父に対するが如く、国にありては君に対するなり、18 

 

 少なくとも井上にとって日本は単一民族国家であり、そうであるが故に血族に対する「孝」はその

まま国家に対する「忠」に上書きされるものであった。当時の評価も同様で、『少年園』19や『幼年雑

誌』20といった児童雑誌、あるいは修身の教科書 21において、中江藤樹は見習うべき手本として採用

されているのも、「忠孝一本」という理解あってこそだろう。 

 この忠孝の重視という点において、井上は中江藤樹とキリスト教が決定的に異なることを指摘する。

藤樹は、「君臣父子等の関係を正確にせんと欲す」るものであって、「実践倫理の根柢を確定する為め

のみ、出世間的の解脱を希求する」立場であった。これに対してキリスト教は、「人倫の関係以外に

                                                   
17 大島 1997。 
18 『日本陽明学派之哲学』、p.156。 
19 8（87）号、1892 年。 
20 2（12）号、1892 年。 
21 『高等小学修身経典』（生徒用 2、1899 年）、『尋常小学単級修身訓』（乙篇、1900 年）など。 
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天国を建設し、君臣父子等の関係を蔑如し、独り人類の天父に対する関係のみを尊重」する。君臣と

いう忠と、父子という孝の倫理の有無は、日本という国家を維持発展させる上で、重要な問題だと井

上は考えたのである。 

 しかし実のところ、藤樹の考えていた「孝」概念の持つ射程は、単なる親子関係、血族に留まるも

のではなく、キリスト教への親和性を持っていると考えることもできる。井上自身、藤樹が『孝経心

法』において、「孝は天地未画の前に在る太虚の神道なり。天地人万物皆孝より生ぜり。」22と述べて

いることに注目する。この宇宙の誕生に際して、有の前に無があったと考える神話は中国にも古くに

見られる。『老子』はその神話を思想的に展開した代表的な書物といえる。漢代には儒教がこうした

先行する諸説を採り入れ、天人合一の思想が形成されていった。さらに新儒教ではその無の状態を「太

虚」と呼んだ。この世界が今のようにあるのは、宇宙の創世から現代の社会に至るまで、最初は太虚

から、最後はこの地上の人間を含めたあらゆる生命まで、ある存在から別の存在が生まれることを繰

り返したからである。人間社会における「孝」はそうした宇宙の営みのほんの一部分に過ぎないと言

えるし、逆に、「孝」という人間同士の血縁関係はこの大宇宙の森羅万象に繋がっていると言うこと

もできる。つまり「孝」という人間社会の倫理の根拠を太虚に求め、自然の摂理と根本的に異なるこ

とがないという思想を藤樹は持っていた。 

 そして陽明学で聖人の心とされる、人間が善とは何かを知りそれを実践可能にする「良知」なるも

のも、一個人の問題ではない。井上は藤樹の『大学解』から「明徳は方寸に備はると雖も、太虚寥廓

と一貫にして、天地万物を包括し、其大外なく其尊対なし」23と述べていることから、藤樹に、良知

（明徳）が個人の心中にありながら天地の外にある太虚と繋がっているとする思想があることを認め

ている。 

 人間はその誕生の過程からして宇宙を生み出した太虚と連続し、太虚そのものが人間の心に備わっ

ているからこそ、すぐれて善なる行いができるといった人間像は、朱子学や陽明学といった新儒教に

大きな枠組みとしては共有されている。これは藤樹に特別な思想というわけではない。ただ井上はこ

の藤樹の採った立場に対して、「藤樹は幾多の迷信ありて、殆ど宗教家の如し」と論評している。何

故なら、世界の本体としての一個の「世界的良知」がいかにして各個人が有する数多くの「個体的良

知」として分有されるか、また逆に同一化しうるのかという両者の相互関係について全く説明してい

ないからである。藤樹は道徳上の因果関係と自然界の因果関係を混同していると批判したのだ 24。よ

うするに藤樹の良知説において、キリスト教の思想と親和性のある部分は、井上にとっては必要のな

い宗教的な要素で、排除すべき対象だったのである。 

 

 

                                                   
22 『日本陽明学派之哲学』、p.66。 
23 同上、p.72。 
24 同上、pp.157-158。 



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.10 

72 

３．井上哲次郎による身体技法の排除 

 しかし、井上哲次郎が排除しようとした中江藤樹にみられる天人合一の思想は、藤樹自身にとって、

それこそ井上自身が価値を見出していた陽明学としての実践性を担保する重要な理論であった。とい

うのも両者の関係性こそが、藤樹が良知を発揮するための修養法として重視した静坐を理論づけるも

のだったからである。静坐とは、新儒教で程度の差はあれ重視された技法で、基本的には、文字通り

静かに坐ることを意味する。儒教顕彰の立場からは否定されることもあるが、端的にいえば、仏教の

坐禅を参考にした瞑想法である。実は藤樹・蕃山の師弟はともに静坐の実践を重視していた 25。 

 井上の『日本陽明学派之哲学』では、静坐の実戦は、ほとんど無視されているが 26、例えば藤樹の

書簡には次のような良知の獲得と静坐の関係についての言及がある。 

 

静坐は……寂然不動の本体を存養する工夫にて御座候。……聖人となるの真志を立定て、独坐無

事の時に心惺々快活にして意念雑慮之なき様に工夫仕候を自反慎独と申候。是即静坐の心法にて

候。……有事無事共に能々御体認候て御志を御立成さるべき候。……現在の心欲に動かず、物に

滞らざる時、温和慈愛、恭敬惺々底の、良知の実体にて候。27 

 

 つまり、活動しているときもしていないときも常に感じ取ることで、我欲に左右されなくなる「良

知の実体」とは、静坐をすることで養うことができる「寂然不動の本体」だというのだ。「寂然不動」

というと如何にも仏教的だが、その意味は何も動くものがない“無”の状態をいうのだから、「太虚」

を言い換えたものとして理解してよいだろう。実際、「大虛寥廓は、吾人の本体なり」28と藤樹は説い

ている。 

 そして藤樹にとって、太虚とは抽象的な存在ではなく、また太虚と個人の良知が連続しているとい

うのも理念として説いているのではない。藤樹は孟子の説いた浩然の気が実体的に個人と太虚を接続

していると考えていた。 

 

蓋し浩然の真気、大虛に在りては則ち天道に配し、人身に在りては則ち仁義に配す。本と呼吸の

気機に乗じて而して出入合同し間無き者なり。然れども人欲熾にして而して天理滅ぶれば、則ち

義と気と共に亡きが如し。故に大虚の道気と隔絶して、而して相通ずる能はず。而して栄衞饑乏

して立つこと能はず。……恬澹虚無なれば、則ち義と気と相通融合同して、而して天地の間に塞

がる。故に栄衞精神有りて而して心動かず。29 

 
                                                   
25 中嶋 2012。 
26 例えば佐藤一斎の章で、言志四録の静坐に関する章を抜き書いているが、特に論じてはいない。 
27 『藤樹先生全集』巻十九「答田中氏」二。 
28 『藤樹先生』全集巻一『経解』為己為人。 
29 『藤樹先生全集』巻一『経解』公孫丑問曰。何謂浩然之気曰難言也。其為気也。至大至剛。以直養而無害。則

塞于天地之間。其為気也。配義與道。無是餒。 
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 藤樹は、中国医学の古典である『黄帝内経素問』『黄帝内経霊枢』にもとづいて、呼吸することで太

虚と人間の間で浩然の気が流通し、その気の人体に有る無しが君子と小人を分けると考えた。人間が

欲望に蔽われていると浩然の気が途絶え、太虚との接続が絶たれるため、身体が弱って立てなくなる。

しかし「恬澹虚無」、心から欲望を取り除いて静かな状態にすれば、太虚との接続が回復され、身体

の調子がよくなり心はしっかりと安定する。つまり中国医学的身体観により天人合一の思想を基礎付

け、その実効性を担保したわけである。 

 しかも「恬澹虚無なれば、真気これに従ひ、精神内に守れば、病安くよりか来らん。飲食節有り、

起居常有り。妄りに作労せず。命を修め以て性を養ふ所以なり。」30として、心から欲望をなくせば浩

然の気が身体に満たされ、そうなれば精神が充実して病気にならなくなるとした。 

 ようするに藤樹にとって静坐は、呼吸法をともなった精神の安定により自らの心を聖人の心に近づ

け、併せて病気の予防をも可能にする重要な実践であった。ところが井上は藤樹の静坐の実践には興

味を示さなかったのである。 

 

 

結論 

 井上哲次郎は、江戸儒学の中でも中江藤樹を日本的な陽明学の先駆者としての役割を与え、藤樹の

説く自己修養の実践に対して、近代的な「道徳」を補強する「修養」としての役割を求めた。天人合

一の思想による孝概念の拡張は、天皇と国民の関係を都合よく説明してくれたからだ。しかし井上は

同時に天人合一思想の非宗教化を試み、藤樹の思想を支える身体技法に関わる静坐などの「行」的要

素を迷信として排除したのである。しかし、明治大正期に静坐が健康法としてリバイバルしていくう

ちに、やがて静坐には単なる健康法を超えた“修養”としての政治性が加わっていく 31。それを江戸

儒学の本来の姿への回帰とみれば、当時の静坐の実践は、近代化された陽明学の一つの変奏だと考え

てよいのではないだろうか。 
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