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〈研究ノート〉
山鹿素行思想における孟子王覇論の変容について

―朱子学との軌跡を手がかりに―

張曉明（北京外国語大学博士後期課程）
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はじめに
　山鹿素行（元和八〜貞享二年、一六二二―八五）は江戸時代初期の儒学者で、古学におい
て嚆矢となった存在として知られている。素行は奥州会津に生れ、六歳の時、父貞以に従っ
て江戸に出る。九歳の時、稲葉正勝の紹介によって林羅山の門に入って朱子学を学ぶことに
なった。しかし、四十一歳頃初めて朱子学に懐疑を生み出し朱子学を否定して、周公・孔子
の道へ復帰する古学を唱えていた。四十五歳より、五十四歳まで日本教学へ転換していった。
つまり、朱子学との変化軌跡によって、山鹿素行の思想は主に「朱子学信奉期」、「古学創立
期」、「学問集大成期」1 三つの時期に分けることができる。
　「王覇論」は孟子思想を研究する重要な課題として、中国だけでなく、日本においてもも
それぞれに「尊孟」・「非孟」の立場から論争がある。山鹿素行略年譜によると、孟子及び「王
覇論」に関する事件・論述は以下のように列挙する。

寛文六年・八歳　四書・五経・七書・詩文の書等を大方讀み覚ゆ
寛文十六年・十八歳　著述孟子諺解
寛文十七年・十九歳　黒田源右衛門の請により孟子を講ず、佐久間久七等来会す
明暦二年・三十五歳　著述治教要録巻七　論治道王覇（全集第一巻・四○三〜四一五頁・孟子梁恵王章句上、公
孫丑章句上）
寛文五年・四十四歳　著述山鹿語類三十四巻　巻二十一士道・義利を辨ず（全集七巻・二三〜二八頁・盡心章句上）、
巻三十三聖学一・義利を論ず―附君子小人　王覇　出処（全集九巻・七四〜七八頁・梁恵王章句上　告子章句上
　公孫丑章句上）、巻三十五聖学三・孟子を讀む　附四書註解（全集九巻・二二四〜二二七頁）
寛文六年・四十五歳　讀書貞観政要
寛文七年・四十六歳　四書句讀大全（全集巻十一・六三頁・離婁章句下）、山鹿随筆・王道と覇業（全集巻十一・
二八三頁）、孟子と孔子（二八九頁）
寛文八年・四十七歳　著述謫居童問・仁義　権謀　王伯・孟子王伯の辨（全集巻十二・二五五〜二六一頁））

1 堀勇雄『山鹿素行』（吉田弘文館、一九五九年）では、時期によって山鹿素行の生涯を「誕生前より寛永四年（六歳）まで」、
「寛永四年（六歳）より寛永十九年（二十一歳）まで」、「寛永十九年（二十一歳）より明暦二年（三十五歳）まで」、「明暦二年
（三十五歳）より寛文二年（四十一歳）まで」、「寛文二年（四十一歳）より寛文六年（四十五歳）まで」「寛文六年（四十五歳）
より延寶三年（五十四歳）まで」、「延寶三年（五十四歳）より貞享二年（六十四歳、死去）まで」が分かれる。ことに、第二、三期
は修学、神儒仏老一致時代であると指摘されている。それに、多田顕は山鹿素行学問の生成発展によって、五つの段階に分
けている。即ち、第一―修学期、第二期―古学が確立されるまでの過渡期、第三期―古学（聖学）の唱導とその主著『聖教
要録』による赤穂流謫、第四期―赤穂流謫中の反省、歴史探究と日本教学樹立、第五期―学問の哲学的形而上学的な基
礎づけ。『武士道の倫理―山鹿素行の場合』（麗澤大学出版会、二○○六年）に據る。両者は殆ど山鹿素行の学問生涯を
分けているが、堀勇雄の「素行時期区分」は年齢によって分類するものであり、多田顕の「素行時期区分」は全体学問の発
展過程によって作られるものである。そのため、本稿では、堀勇雄・多田顕の区分に基づいて三つの時期に分けた。およそ寛
永四年（六歳）より寛文二年（四十一歳）までを「朱子学信奉期」、寛文二年（四十一歳）より寛文六年（四十五歳）までを「古
学創立期」、そこから貞享二年（六十四歳、死去）までを「学問集大成期」とする。
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延寶七年・五十八歳　讀書孟子
延寶八年・五十九歳　著述章数附・王覇は一なり（五七三〜五七四頁）、時有王覇（五七八頁）、王覇（五九六頁）
貞享二年　六十四歳　治平要録・専言王道棄覇道　言湯武之兵賤兵法（全集巻十四・五八八〜五九四頁）（『山鹿
素行略年譜』・一〜六九頁）

　年譜から、山鹿素行の思想と孟子「王覇論」の間に深いつながりがあると見ることができ
る。その上で、朱子学との軌跡を結び付けて、山鹿素行思想における孟子「王覇論」はどう
のように変容するかは問題として取り上げる。本稿は山鹿素行思想の立場から、『孟子』の「斉
の宣王問うて曰はく、斉桓・晋文の事、聞くことを得べきか」・「公孫丑問うて曰はく、夫子
路に斉に當らば、管仲・晏子の功、復た許てすべきか」・「孟子曰はく、力を以て仁を假る者
は覇たり」2 三篇への姿勢を考察して「朱子学信奉期」、「古学創立期」、「学問集大成期」の山
鹿素行思想における「王覇論」の変容を明らかにしたい。

1．朱子学信奉期における孟子「王覇論」
　朱子学信奉期に山鹿素行の孟子「王覇論」を考察する上で前提となるのは朱子学の説であ
る。なぜならば、『治教要録』「論治道」の中で、朱子学の説を次のように述べているためで
ある。
1.1「斉桓・晋文の事、聞くことを得べきか」についての宋学の説
　『孟子・梁恵王章句上』には、斉の宣王と孟子とが斉の桓公・晋の文公という典型的「覇者」
を話題にして、「斉の宣王問うて曰はく、斉桓・晋文の事、聞くことを得べきか」という問
題を提示している。孟子は「覇道」を否定し「王道」を勧めるが、宣王は「王道」に懐疑的
である。孟子は宣王が犠牲にされる牛を見て、それを憐れんで、羊を以て易えたという話を
ここで持ち出し、宣王にも「王者」たる資質があると述べる。これについて、朱子学は次の
ように説明し記している。

　「真徳秀曰はく、五覇は桓・文を盛なりと為す。故に宣王其の事を聞かんと欲せしなり。孟子直ちに謂はく「仲尼
の徒は之れを道ふ者なし」と。深く宣王の覇功を羨慕するの志を沮めて、其の王道に進ましめんと欲せし所以なり。

（中略）孟子之れ（王道）を断ずるも一言を以てして曰はく、「民を保んじて王たり」と。保んずると云ふは、愛護育
養の意なり。（中略）王道は民を保んずるに外ならず。而して民を保んずるは又此の心に外ならず。即ち宣王が牛を
愛し殺すに忍びざるの心、（中略）、前日羊を以て牛に易へたるは、是れ乃ち仁を行ふ術なることを知らしむるなり。」

（治教要録巻之七・論治道・四○五〜四○六頁）

　「朱熹謂はく、人と禽獣と同生にして類を異にす。故に之れを用ふるに禮を以てして、忍びざるの心見聞の及ぶ所
に施す。其の庖廚を遠ざくる所以の者は、亦以て此の心を養ひて広く仁の術を為さんと預ふるなり。」（治教要録巻之
七・論治道・四○六頁）

　「張栻が説に曰はく、其の牛を見て忍びざるに方りては、以て之れを蔽ふものなく、物を愛するの端発見するなり。
其の恩を民に加ふる能はざる者は、以て之れを蔽ふものありて、民に仁なるの理著はれざるなり。」（治教要録巻之七・

論治道・四○七頁）

2 『孟子譯注』（中華書局）に「梁恵王章句上」「斉宣王問曰、斉桓・晋文之事可得聞乎。孟子對曰、仲尼之徒無道桓文之事
者、是以後世無傳焉、臣未之聞也。無以、則王乎。曰、徳如何則可以王矣。曰、保民而王、莫之能禦也。」「公孫丑章句上」

「公孫丑問曰、夫子當路於斉、管仲、晏子之功、可復許乎。（中略）曰管仲、曾西之所不為也、而子為我願之乎。」「孟子曰、
以力假仁者霸、霸必有大國、以德行仁者王、王不待大、湯以七十里、文王以百里。以力服人者、非心服也、力不瞻也、以
德服人者、中心悦而誠服也、如七十子之服孔子也。」がある。
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　真徳秀 3 の説で、宣王が斉桓・晋文の覇道を羨み、王道を行い難くする状況に、孟子は「民
を保んずる」心を「牛を愛し殺すに忍びざるの心」と等しく見なしている。それに、仁術の
表現が指摘される。言い換えれば、宣王はすでに「牛を愛し殺すに忍びざるの心」を持って
いた故に、「民を保んずる」心も持ち、王道も行える。ここで、山鹿素行は真徳秀の説を通して、
心を「忍びざる」から、「民を保んずる」へ広めて、宣王が王道を行う可能性を述べている。
しかし、覇道が無視されたようになる。
そして、朱熹と同じ立場から、仁の術を広めるために、忍びざる心を養うと是認している。
しかも、孟子の一羽薪の譬えを利用して、「故に王の王たらざるは為さざるなり」と説明する。
つまり、朱熹の立場から、山鹿素行は物への「忍びざる」心より民への仁心が容易に行える
としている。
　山鹿素行の解釈によると、「親を親とする」は仁を人の父兄子弟に及ぼすことであり、「民
に仁ある」は天下、昆虫草木さえも仁の澤を被らざる者がないことである。張栻 4 の説では、「親
を親とする」、「民に仁ある」、「物を愛する」を一理とする。このロジックによって、古代聖
人は親より民に及び、民より物に及ぶことを善く推せるものである。したがって、いわゆる
王道は仁政を施すと言える。つまり、朱子学信奉期の山鹿素行は朱子学の王覇論の主張に沿
って、王道・仁政を行う重要性を強調したと考える。

1.2「夫子路に斉に當らば、管仲・晏子の功、復た許てすべきか」についての宋学の説
　『孟子・公孫丑章句上』には、弟子公孫丑が管仲・晏子の斉を治めるような功績を実現す
るのかという話題に対して、孟子は管仲・晏子の覇道を否定し、文王の王道を学ぶべきだと
答える。「管仲・晏子の功」の討論については、朱子学は次のような説がある。

　「真徳秀曰はく、斉の宣王既に桓・文を慕ひて、公孫丑復た管・晏を慕ふ。蓋し覇は功利の説深く人心に入り日を
為ること已に久し、故に惟だ時君之れを慕ふのみならずして、学者も亦之れを慕ふなり。孟子曾西が言を引きて以て
之れを折く。（中略）管仲の已に試ひらるるが若きは、則ち桓公専ら之れに任ずること四十余年、その成就する所は
國富み兵彊きに過ぎざるのみ。此れ孔氏の門の称するを羞る所の者なり、故に、曾西と雖も之れを屑しとせず。況や
孟子は三聖を承くるを以て自任す。其れ肯て之れと匹べんや。」（治教要録巻之七・論治道・四○九頁）

　「楊時曰ふあり、孔子は子路が才を言つて曰はく、千乗の國其の賦を治めしむべきなりと。其の諸侯を九合し天下
を一匡するに於いては、固に逮ばざる所あり。然れども則ち曾西の子路を推尊して管仲に比するを羞づる者は何ぞや。
之れを御者に譬ふれば、子路は則ち範して我れ馳駆して獲ざる者なり、管仲の功は詭遇して禽を獲るのみ。」（治教要
録巻之七・論治道・四○九頁）

　「或るひと謂はく、晏子が斉に於けるは、固に功烈の言ふに足るなし。管仲の若きは、孔子蓋し嘗て其の仁の如き
を以て之れを称す。孟子は孔子に学ぶ者なり、何ぞ其れ之れを言ふことの異なるや。」（治教要録巻之七・論治道・

3 真徳秀（一一七八〜一二三五）、南宋中期の儒学者、政治家。字は景元・景希、號は西山先生、諡は文忠。建州浦城（今福
建省）出身。著作に『大学衍義』四十三巻や『四書集編』二十六巻、『西山読書記』六十一巻、『心経』一巻、『政経』一巻、

『三禮考』一巻、『西山先生真文忠公文集』五十五巻などがある。山鹿素行が真徳秀の『大学衍義』第十四巻「王道覇術
之異」に據る。

4 張栻（一一三三〜一一八○）は中国・南宋の儒学者・政治家で朱子学の源流に位置する。字は敬夫、または楽斎。南軒先生
と称せられる。張栻の学問は、二程（程顥・程頤）を承け、朱熹との交友で発達した。『論語』『孟子』の解釈で見るべきものが
ある。著として『南軒集』四四巻、『南軒易説』・『伊川粋言』・『癸巳論語解』・『癸巳孟子説』がある。
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四一○頁）

　「管仲・晏子の功」については、儒学論争の焦点として、『論語』憲問篇において「桓公、
諸侯を九合し、兵車を以てせざるは、管仲の力なり、その仁に如かんや、その仁に如かん
や」、「管仲、桓公を相けて諸侯に覇たらしめ、天下を一匡す。民、今に到るまでその賜を受
く」と述べている。管仲の力と功を肯定する孔子より、「管仲は曾西の為さざる所なり。而
るを子我が為に之を願めるか」と思う孟子、及び「その成就する所は國富み兵彊きに過ぎざ
るのみ」、「管仲の功は詭遇して禽を獲るのみ」という真徳秀、楊時などは否定的な評価しか
与えていない。したがって、朱子学の「管仲・晏子の功」についての説によって、山鹿素行
は覇道を賤しむと考えられる。

1.3「孟子曰はく、力を以て仁を假る者は覇たり」についての朱子学の説
孟子は「力を以て仁を假る者は覇たり。覇は必ず大國を有つ。徳を以て仁を行ふ者は王たり。
王は大を待たず。」を以て王・覇の区別を明らかに解釈したが、さらに王覇の辨を進めてい
るのは真徳秀である。真徳秀は次のように述べている。

「真徳秀曰はく、先儒古より王覇を論ずる者大しと謂ふ。未だ此の章の深切著明なる如きあらざるなり。蓋し王覇の
辨は、曰はく徳と力とのみ。力は國富兵彊の謂、初めより仁を為すに心なくして、其の名を借りて以て事を集すなり。
徳は躬行心得の謂、其の仁素と中に具はりて之れを推して物に及ぼすなり。覇者は力を以てす、故に必ず大國乃ち能
く之れを為す。王者は徳を以てし力を以てせず、何ぞ大なるを待たんや。力を以て人を服する者は、人を服するに意
ありて、人敢へて服せずんばあらず。徳を以て人を服する者は、人を服するに意なくして、人服せざる能はず。此れ
天理人欲の分にして、王覇の異なる所以なり。夫れ孔子は匹夫を以て位を得ざれども、而も七十子身を終るまで之れ
に従ふ。是れ孰れ之れをして然らしめんや。所謂心悦びて誠に服するなり。王者の人を服するも亦猶ほ是のごときな

り。（後略）」（治教要録巻之七・論治道・四一一頁）

　「王覇の辨」に対して、孟子はそれぞれに「力を以て人を假る者」、「徳を以て仁を行ふ者」
としている。真徳秀は力と徳の別とまとめて、さらに「國富兵彊の謂」、「躬行心得の謂」と
述べている。その上で、力も徳も人に服させるものである。ただし、力は人に服させざるを
得ない。徳は服したくない人がいない。このことから、山鹿素行は王道を尊び、覇道を賤し
むの意図を表していると言える。
　要するに、朱子学信奉期に、山鹿素行は多くの宋学の説を踏まえて、王覇の辨を論じてい
る。朱子学の立場と一致して、「王道を尊ぶ覇道を賤しむ」を主張するとしている。

2．古学創立期における孟子王覇論
　古学創立期には山鹿素行が「近思録を読む。この頃より宋学を疑ふ。古学に入るの兆なり」

（山鹿素行略年譜・二八頁）時期である。即ち、宋儒の説を棄てて、直に古学へ向かうとこ
ろである。『山鹿語類』聖学（古学）篇には「夫子没して聖人の道隠れ、孟子去つて聖人の
道を知る者なし」（山鹿語類・聖学篇序・三頁）と述べている。なお、古学創立期、山鹿素
行思想における孟子の位置づけを検討する必要もあると考える。

2.1 古学における『孟子』
　古学創立は朱子学を批判して、新しい学問の体系を構造することを意味する。朱子学体系
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を支持する四書において、山鹿素行は『孟子』に対して、どのような姿勢を取るのかという
疑義が出されてきた。

　「師曰はく、孟子の一書辨論筆勢六経論語に及ばす雖も、七篇其の仁義を謂ひ、夫子の言に本づきてその性心を謂ひ、
子思の中庸に因つて、以て聖学を貴び、孔子を師として楊墨の路を塞げるを闢く、其の大本王を崇び覇を賤しむ。六
経の外書籍の天地間に在る者、論語の外には孟子あり、又以て聖人の道を言ふに足れり。唯だ恨むらくは其の辨に過
ぎ論を好みて、太だ平易ならざるのみ。
師曰はく、司馬遷が曰はく、「孟軻は唐虞三代の徳を述ぶ、是を以て如く所の者合はず、退いて萬章が徒と與に、詩
書を序で仲尼の意を述ぶ、孟子七篇を作る」と。愚謂へらく、後漢の趙岐は孟子を註し、折つて十四篇と為す。此れ
に因つて歴代の先儒各々註解あり。朱子は集註・或問各々十四巻を作り今の世に行はる。凡そ孟子は大学・論語・中
庸の註脚なり。学者先づ大学・論語に於て、聖学の的意を立て、而して後に中庸・孟子を読まば、其の差はざるに庶
からん。」（『山鹿語類』巻第三十四・孟子を読む・二二四〜二二五頁）

　周知の通りに、山鹿素行は寛文二年（一六六二）のころ、朱子学の註釈を捨てて、儒学の
原書としての「周公孔子の書」に直接に依拠した、新しい学問の体系を構想するようになっ
た。すなわち、古学である。古学における『孟子』の位置づけについて、まず、思想本質で
は、『孟子』が仁義を唱えると認められる。次に、『孟子』は『論語』を一致して、聖人の道
を受け入れると考えられる。最後に、四書では『孟子』は『大学』・『論語』・『中庸』の注脚
になると思われる。孟子は師子思に従い、学問を学ぶと言われる。その故、「孟子を読む」に、
孟子は性心を夫子の言の根本とし、子思の中庸によって聖学を崇り、王を尊ぶ覇を賤しむの
である。それに、世の学者はまず大学・論語を読んで、聖学の意図を理解した後で、中庸・
孟子を読むべきである。
　つまり、周公・孔子の道に帰ると主張する山鹿素行の古学は『孟子』が仁義を謂うもので
あると肯定しているが、相変わらずにそれを朱子学四書のマンネリに置いていると考える。
要するに、相良亨が言うように、「素行は朱子学的地盤で朱子学と争う」（『近世日本におけ
る儒教運動の系譜』・一二四頁）である。

2.2 義利之辨と管仲・晏子之功
　『孟子』の初章においては、梁恵王は「叟、千里を遠しとせずして来る。亦将に以て吾が
國を利するあらんとするか。」という疑問を投げ出しているが、孟子は「王、何ぞ必ずしも
利を曰はん。亦仁義あるのみ。」5 と答えている。義利之辨は『孟子』の王覇論への基調とな
ると思われるが、山鹿素行は以下のように説明している。

「師曰はく、王伯の辨は孟子詳に之を論ず。愚謂へらく、待つ所あり期する所ある、是れ術なり。義之れと與に比ふ
は是れ道なり。王道は只だ義之れと與に比ふ。伯術は為にする所あるなり。管仲が高才は夫子以て之れを称す。然し
て其の致す所行ふ所は斉の国に施すべくして天下に用ふべからず。是れ其の器の小なり。管仲も亦聖人の道を知らず、
其の格致明かならざばなり。晏子・子産が徒各々其の才質粹然として只だ其の見聞する所に随つて、以て言ひ以て行
ふ。道の明らかならざること古既に然り。（故に）聖人の道能くし難きなり。」（『山鹿語類』巻第三十三・義利を論ず・
七七〜七八頁）

　「聖学篇」には、明らかな特徴は殆ど朱子学の説を引用せず、「師」即ち、弟子が先生に対
する敬称を使って、自分の主張を表すことである。王覇の辨について山鹿素行は『孟子』元

5 「叟、不遠千里而來、亦将有利吾國乎。」「王、何必曰利、亦有仁義而已矣。」『孟子・梁恵王章句上』を参照。
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来の「力」と「徳」の立場にこだわらず、「王覇」を「只だ義之れと與に比ふ」・「為にする
所あるなり」と解釈している。言い換えれば、ここで、「義」は「仁義」、「為」は「目的」、「利
益」と指している。つまり、山鹿素行は王覇の辨を義利の辨 6 に帰って論じている。『易』で

「元亨利貞」7 という説もある。ここで、山鹿素行は、「師曰はく、人の出處は唯だ義を以て之
れに處すれば利之れに従ふ。或は奉養の為に仕へ、或は有道の為に仕へ、或は止むことを得
ざるの義ありて仕ふ。皆格致して苟も就かず。退くも亦此の如きときは、利順つて宜しく亨
る。」（『山鹿語類』巻第三十三・義利を論ず・七八頁）を通して、「義」・「為」の関係を利用
して「王」・「覇」を説明している。
　一方、先に言及した「管仲・晏子の功」について、山鹿素行は孟子・朱子学の評価に沿って、
管仲も晏子も聖人の道に明らかに分かるわけではないと考えている。しかし、周公、孔子の
道に迫らんとする山鹿素行はこの点で極めて朱子学を棄てられない矛盾に陥る。孟子は師子
思に従い、学問を学んだと言われる。その故、「孟子を読む」に、孟子は性心を夫子の言の
根本とし、子思の中庸によって聖学を崇り、王を尊ぶ覇を賤しむのである。それに、世の学
者はまず大学・論語を読んで、聖学の意図を理解した後で、中庸・孟子を読むべきである。
　古学創立期に、山鹿素行は『孟子』を古学から削るわけでないとしている。「王覇の辨」
をめぐって、「義」・「為」と改めて説明している。しかし、王覇の辨の延長問題として、「管
仲・晏子の功」に、山鹿素行は孔子の肯定的態度と離れて、否定的評価の地盤に立っている。

3．学問集大成期における孟子王覇論
　山鹿素行の晩年には、主に学問生涯の反省・歴史の研究と経学をつとめて、学問集大成期
に成ってきた。しかし、山鹿素行は完全に孟子王覇論への思考を止めるわけではない。朱子
学から理論的影響を脱しないにもかかわらず、この時期には山鹿素行思想における実学の傾
向が明らかである。この傾向は「王覇一緒」、「武士、兵学との関連」、「時勢により王覇」 三
つの特徴に充分に表れると考える。
3.1 王覇一緒
　『孟子』の政治課題として王・覇は「力を以て仁を假る者は覇たり。覇は必ず大國を有つ。
徳を以て仁を行ふ者は王たり。王は大を待たず、湯は七十里を以てし、文王は百里を以てせ
り。力を以て人を服する者は、心服せしむるに非ざるなり。力膽らざればなり。徳を以て人
を服せしむる者は、中心より悦びて誠に服せしむるなり、七十子の孔子に服せるが如し。」8

を通して、区別されたが、学問集大成期の山鹿素行は幕府成立の「覇」的史実に基づいて、「王
覇一緒」の論調を唱えてきたと考える。

6 張捷「山鹿素行の王覇論と義利論について」『中国哲学』（北海道中国哲学会　三八、二○一○）参照。
7 乾（天）の四つの徳。「元」は善の長、万物の始、「亨」は万物の長、「利」は庶物を利し、おのおのその宜しきを得させること、

「貞」は中正の気をもって万物を成就させること。この4徳に春夏秋冬または臣礼義智を配する。「元亨利貞」ともいう。『広辞
苑』を参照。

8 以力假仁者霸、霸必有大國、以德行仁者王，王不待大、湯以七十里、文王以百里、以力服人者、非心服也、力不瞻也、以德
服人者、中心悦而誠服也、如七十子之服孔子也。『孟子・公孫丑章句上』を参照。
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　「物に方圓あつて、是れを正すの則に規矩あり。圓は天に象り方平なるは地に象る。仁義は方にして平也。権謀は
圓にして義は方也。水は平にて火は鋭也。ここを以て云ふときは仁義権謀共に用ひて、其の処に因つてその用をなす、
是れ聖人の道也。（中略）経書に権をのべ謀をなしたること甚だ多し。聖人又用レ之て事を行ふこと多し。（中略）王
伯のこと経書にたしかに是れを不レ逃、孟子詳に論じて戦国の弊をとける也。王者之道・伯者の道と云ひて二つわか
るべきにあらず。（中略）王伯と云へるは、王者は天下一同の教を立て、風俗を一にいたし、三王の政令を旨とする、
是れ也。伯者と云ふは、方伯の道にして、上に天子あれども是れをなみして不レ用、各々一方の諸侯を下知し、是れ
をしたがへて一家の法を立つる、是れを伯業・伯道と云ふ。斉桓・晋文是れ也。然ればとて斉桓・晋文の政令悉く悪
にはあらず。只だ聖人の大道に不レ通を以てしばらく大業をなすといへども、天下の風俗にかからず、万代の亀鑑に
そなはらず、是れ管仲が器を以て小也との玉へる也。孟子、王伯の義を詳に論ぜる、その言になづみて、後世の学者
しきりに王伯のことを辨ずるに至る。是れ又實に王伯のわかちを不レ盡がゆゑと可レ知。」（『謫居童問』・仁義・権謀・
王伯・二五六〜二五七頁）

　「覇は方伯なり。王は義を以てし、伯は武を以てす。嘗て謂へらく、聖人の道は皆人道なり。王と云ひ伯といふ、
皆人を治むるの道のみ。孔子、斉桓・晋文を論ずるも、亦王覇を別たず。凡そ王道相続し来れば王道なり。方伯天下
を制してよりは伯道なり。王道・覇道豈二栻ならんや。王は王道を以てし、伯は伯道を以てす。皆時制の然るなり。」

（『山鹿随筆』・王覇は一なり・五七四頁）

　以上の点から、この時期の孟子王覇論の特徴は「仁義権謀共に用ひて」、王道も覇道も一
緒である。学問集大成期の山鹿素行は『孟子』テキストにおける王覇論に泥まず、「覇道を
賤しむ」にもアンチテーゼを突き付ける。山鹿素行の考えでは、王道を専らとし覇道を棄て
ることも、覇道を専らとし王道を棄てることも正しくないとされる。
特に、ここでは斉桓、晋文が覇道だと是認した同時に、「政令悉く悪にはあらず」と考える。
しかし、聖人の大道を分かられなくて、政治上にも業績を取れるにもかかわらず、管仲のよ
うな器小の者は天下の風俗・万代の亀鑑にならないと強調している。つまり、伝統的儒学・
正統的朱子学の「尊王賤覇」と違い、王道を是認する前提で、アンチテーゼとして、覇道を
否認せず、王覇一緒を主張している。

3.2 武士、兵学との関連
　そもそも山鹿素行は山鹿流兵学を創立して、士道論を唱える兵学者である。政治性の王覇
論も必ず武士、兵学から論議を展開すると思う。

　「文武の両片は一つとして捨つべからず。或は伯業を専らとして王道を忘れ、或は王道を専らとせんとして伯業を
棄つるは、皆武士の本意にあらざるなり。」（『山鹿随筆』・王道と伯業・二八三〜二八四頁）

　「王覇とは古人三王（夏の禹王・殷の湯王・周の文王武王）の政を言ひて王と曰ひ、五伯の政を謂いて覇と曰ふ。
王覇皆時ありて、高下尊卑なし。（中略）王伯は皆政道の政號なり。」（『山鹿随筆』・王覇・五九六頁）

　ここでは、山鹿素行が王覇を文武両道と喩えて、一方を忘れて、棄てることは武士の本意
と言えないとしている。さらに、三王・五伯はそれぞれに王覇の代表であるが、本質という
と、王覇道は高下尊卑がなく、単なる政治上に執る政令であるとしていれる。要するに、山
鹿素行は政治上に学者の分岐点について、「尊王賤覇」・「尊覇賤王」は決して武士の本意で
はないとする。一方、仁義を行う王道は聖人の道というまでもないが、兵学の権謀も聖人の
道と認められる。この点に対して、山鹿素行は日本政治の現状の立場から、王覇論を論じた
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と言うことができる。

3.3 時勢により王覇
　「王覇一緒」も「武士、兵学との関連」も王覇の共通性の視座から是認する姿勢を取って
いるが、一体どのような状況で王道・覇道を取るかと、君主に対して、非常に困難的な判断
と考える。山鹿素行は時勢によって、王覇を取ると唱える。

　「孟子専ら王伯を辨ずるは、時に取つての宜なり。そのゆゑは、周の代衰へて諸侯各々一家の志を立て、中にも斉
桓・晋文、王業を重んじて、是れを以て天下の諸侯を下知し、天下の諸侯の司たり。其の威四海を傾け、其の勢天下
に並なきを以て、国々の諸侯是れを羨まざる人なし。故に孟子是れを辨じて、伯業のたのむに不レ足処を諸侯に談じ
て、聖人の道不レ然と云ふことをとける也。時に伯業盛にして聖人の道不レ明を以て、是れをひらくの教なれば、孟
子是れを辨ずること、尤も其のゆゑなきにあらず。然るに後世に及んで、王伯の時にあらず、天下一統して只だ聖人
の道不レ明のみなるときに、伯者の事を云はんは、時に相応にあらず。俗儒専ら世間をさみして以て伯者の法なりと
云ひて、あしきこととす。伯者の法は管仲・晏子は夫子久しく交つて敬のふかきことを称す。今の学者彼れ等が足下
にも豈至ることを得んや。然して孟子にならひ董子が言を聞き覚え、不レ知道のことをそしらんは、又管・晏が徒の
わらはれなるべし。」（『謫居童問』・孟子王伯の辨・二五八頁）

　「専尚王道、以為覇道不可用。云ふ心は、王道は在仁義、覇道は在権謀、仁義は可用、権謀は不可用と云へる義也。（中
略）ここにおいて時宜に従つて其の政令制度を立つ。（中略）今夫れ聖人の道について不正ば、王道の名は一つにし
て不得王道之實。されば聖人は、王覇両つながら用ひて時宜に従つて損益之。（中略）政事は管仲・晏子の其の功ひ
きしとして不用、名法の説は至つて賤しとして不取、而して其の人に聖人の徳行英才なく、時既に末世にして民に姦
曲詐偽多し、是れ如何にして治国平天下の用たらんや。況や管仲・晏子が英才は、今の俗儒末学の可及にあらず。聖
人これを称せり、後賢又論卑くして易行と云へり。されば上代無為の徳化は雖美、於今日は不相応。然れば管仲・晏
子、名法の流と云へども、其の相応いたせる政令刑法を取りて、以て聖教の用所たらしめば、尤も其の宜に當るなら

ん。」（治平要録巻之一・専言王道棄覇道・五八八〜五九○頁）

　中国の戦国時代に生きる孟子の向き合うのは諸侯が覇権を争う局面である。無論、「王道
を尊ぶ、覇道を賤しむ」の主張も現実によるものである。そうすると、山鹿素行は「孟子専
ら王伯を辨ずるは、時に取つての宜なり」と考える。したがって、山鹿素行思想における孟
子王覇論を理解する鍵は「時」である。『孟子・萬章章句下』には「孟子曰く、伯夷は聖の
清なる者なり。伊尹は聖の任なる者なり。柳下恵は聖の和なる者なり。孔子は聖の時 9 なる
者なり。孔子は之を集めて大成せりと謂うべし。集めて大成すとは、金声して玉振するなり。」10

と述べる。楊伯峻の訳注によって、孔子は聖人の中で「識時務」（孟子訳注・萬章章句下・
二一六頁）の方であるとされる。つまり、時勢を明らかに分かるという意味である。これに
基づいて、筆者は山鹿素行の「時」を「時勢・情勢を明らかに見える」と釈する。しかし、
無視できないのはもう一つ、すなわち「勢い」である。なぜかと言うと、順の勢によって行
為を行うから。「周の代衰へて諸侯各々一家の志を立て、中にも斉桓・晋文、王業を重んじて、
是れを以て天下の諸侯を下知し、天下の諸侯の司たり。其の威四海を傾け、其の勢天下に並

9 『孟子』における「時」について、朱熹は「愚謂孔子仕、止、久、速、各當其可、蓋兼三子之所以聖者而時出之、非如三子之可以
一徳名也。」と釈し、『孟子集注』（中華書局）に據る。それに、「孔子時中、所謂随時而中否、曰、然」という説は『朱子語類』四

（中華書局）に據る。
10 孟子曰、伯夷、聖之清者也。伊尹、聖之任者也。柳下恵、聖之和者也。孔子、聖之時者也。集大成也者、金聲玉振之也。『孟

子・萬章章句下』を参照。
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なきを以て、国々の諸侯是れを羨まざる人なし」から見れば、周王朝の「勢い」が衰えるこ
とは覇道を行う「時」になる。以上のことから、山鹿素行は王道・覇道を行うかどうかは国
家の時勢によって判断すべきであると考えた。
　なお、「王覇一緒」を踏まえて、「管仲・晏子の功」への態度も異なる。聖人の大道を通じ
られない故に、管仲も小器であるとされるにもかかわらず、管仲・晏子の政治上の功業に対
する孔子の評価は、山鹿素行も是認している。
　つまり、この時期の孟子王覇論には「王覇一緒」、「武士、兵学との関連」、「時勢により」
三つの特徴がある。山鹿素行は、まず、政令として王道覇道の政治上に一致しているとして
いる。加えて「管仲・晏子の功」を認めることは覇道に肯定的評価を与えるとし、また、徳
川幕府の統治階級である武士と武家政権である兵学を通して、王道覇道の分岐を消して、覇
道も聖人の道と是認する。さらに、理屈上で「尊王賤覇」にこだわらず、時勢によって、王
覇道を取るべきであるとされる。かくして、「覇道を賤しむ」正統の朱子学に対して、アン
チテーゼを突き付けるようになる。したがって、「王覇一緒」、「武士、兵学との関連」、「時
勢により」三つの特徴から山鹿素行思想の実学の傾向を見えると言える。

おわりに
　朱子学との軌跡を手がかりとして、山鹿素行思想における孟子王覇論をまとめると、以下
のような変容を示している。朱子学信奉期には、宋学・朱子学の説を借りて、「王道を尊ぶ、
覇道を賤しむ」と是認している。古学創立期に、完全に朱子学の影響から脱するわけでなく、
王覇論を「義」・「為」と改めて説明している。学問集大成期には、「覇道を賤しむ」正統の
朱子学に対して、アンチテーゼを突き付けて、実学の傾向を示し出している。もし、朱子学
信奉期に孟子のオプティミズム場合から王覇論が論述されていると言えば、古学創立期・学
問集大成期に山鹿素行思想におけるマキャベリズム・プラグマチズムの特質も見えると思う。
つまり、山鹿素行は中国の孟子王覇論の地盤で、日本政治の情勢を検討する可能性を提供し
てきた。同時に、日本の孟子王覇論を検討する延長として山鹿素行の王覇論は江戸時代の政
治思想を研究する視点の一つになる。本稿では山鹿素行思想における孟子王覇論の変容につ
いての原因に深い分析を展開していないが、このてんについては、将来の研究課題とと考え
る。
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 Soko Yamaga, a Confucianism scholar in the early Edo period, is well-known as the founder 

of Ancient Studies in Japan. The concept of Overlord , an important part of Mencius's philosophy, 

was widely debated in the cirlce of Ancient Studies. This paper, based on the the phisolophy of 

Zhuxi, divides the thoughts of Soko Yamaga into three periods: the 'belief in Zhuxi' period, the 

'initiating Ancient Studies' period, and the 'academic summit'period. Meanwhile, the paper traces the 

development of Soko Yamaga's attitudes towards Mencius’s philosophy on Overlord by observing 

his comments on the anecdotes of Duke Huan of Ch'i and Duke Wen Ch'in, of the services and 

contributions of Guazhong and Yanzi, and the philosophy of Overlordship grabbing by power in the 

name of benevolence.

 




