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石田梅岩の思想と宋明心学  
The thought of Ishida Baigan and the studies about “Xin” of Soong and Ming era in China 

 

船戸 雅也 
 

A merchant of Kyoto, Ishida Baigan (1685-1744), preached practical ethics in the 18th century. Baigan 

preached filial devotion, harmony, diligence, thrift, and honesty as moral virtues of the merchant class and 

emphasized the role of “kokoro”, deep essence or heart, in the attainment of nirvana. To supplement his thought 

based upon the life experiences of merchants, Baigan incorporated aspects of Shinto, Confucianism, Buddhism, 

and the philosophy of Laozi and Zhuangzi. He argued that the samurai, farmers, and merchants each had their own 

signif icant role in society. In an early modern period in which merchants were thought to be cunning, his thought 

justif ied the profits of merchants and advocated a proper way of life for them. The grounds of the justification is  

that merchants let people feel relieved by distributing products and let people live from generation to generation. 

The general rule of the circulation continuation that the creatures including people grew was the absolute in the 

sense of values of Confucianism. The thought of Baigan depends on studies of the Rationalistic School of 

Neo-Confucianism and the doctrines of Wang Yang-ming. Through the concept of "Tenjin-goitsu", which means 

linkage between space and the person, Baigan emphasized the worldview of Confucianism. "Tenjin-goitsu" 

implies that all people are part of the inner and outer space that enables the propagation of life. Baigan’s writings 

also showed similarities to studies of the Rationalistic School of Neo-Confucianism and the doctrines of Wang 

Yang-ming. They were the studies about “Xin”, deep essence or heart, of Soong era and Ming era in China. As a 

result, through Baigan’s thought they would have a great influence on the thought of the people in the early 

modern Japan. 
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はじめに 
丹波の農家の家に生まれた石田梅岩(1685-1744)が説いた教学は、江戸後期をとおして全国規模で普及

し、身分を超えて庶民の成人教育を担った。梅岩は京都の商家における、町人生活の体験を基礎にして、

神道、儒教、仏教、老荘思想を平易に解釈し、人間の本性を探求することで、武士、農民、町人それぞ

れの社会的役割と存在意義を唱えた。商人が利益を得ることは、武士が俸禄を得ることと同じであり、

正当な利益を得ることは自らを利するだけでなく、社会を利する、と説いた。そして、公共心を重視し

て、商業道徳の自覚を強調し、正直、倹約、和合、孝行の徳目を中心に、商人の立場を積極的に主張し

た。当初は、神道の教えを広めることを目指した梅岩であったが、門弟たちと編纂した『都鄙問答』に

おいては、神儒仏、老荘を包摂する、柔軟で強靭な思想を展開した。梅岩が京都の烏丸御池に講席を開

き、『都鄙問答』を上梓したのは 18 世紀前半のことだった。 

藤原惺窩(1561-1619)、林羅山(1583-1657)、山崎闇斎(1618-1682)らは、禅に対抗することで、儒教を
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解釈した。江戸期の朱子学はこの三人の思想から発展し、中江藤樹(1608-1648)、熊沢蕃山(1619-1691)
らは、朱子学を経由しつつ、陽明学を解釈した。また、伊藤仁斎(1627-1705)、荻生徂徠(1666-1728)は、

朱子学を批判し日本独自の儒学を産み出した。このような時代に、梅岩はそれまで認識されていなかっ

た商人、町人の社会的役割を主唱し、武士、農民、町人それぞれの存在意義を唱えた。梅岩の思想には、

儒教に基づく倫理道徳と世界観がその中軸を占める 1。とりわけ、天地人を包含する、その世界観の根

幹には、程伊川(1033-1107)、朱熹(1130-1200)らによる宋学、いわゆる朱子学と、それを踏まえて、陸象

山(1139-1192)、王陽明(1472-1528)らによって展開された陽明学の影響が色濃く見受けられる。 

尾藤正英は、「梅岩が説こうとした道徳的教説の源流は、孟子の思想や朱子学に求められ、すなわち

本質においては儒教の道徳思想であるが、その儒教思想の普及が、中国では知識人の範囲にほぼ限定さ

れていたのに対し、日本では、梅岩による心学の講釈などの方法を通じ、また内容上も、庶民らの生活

の実際に即した平明な道徳の教えとなって、広く普及するに至った点が注目される」2としている。一方

で、片岡龍は朱子学、陽明学という言葉は、明らかに近代以降に成立したものであり、梅岩の思想をそ

のようなラベルを貼って見てしまうと、むしろ近世の人たちが実際にもっていた認識を捉え損ねる可能

性があると指摘する 3。そのうえで、梅岩自身は「すでに諸思想の区別を重視せずに、むしろそういう

区別を乗り越えたところで、自己の思想を展開した」4のであり、現代の問題関心から梅岩を活かしなお

すという立場からは、「朱子学とか、陽明学とかという言葉で梅岩を語ることが、あまり生産的に感じ

られない」5としている。 

しかし、「世俗ニ商人ト屏風トハ直ニテハ不立」6といって、賤商観が蔓延っていた時代に、梅岩は商

人の社会的役割を主唱し、その利益は武士の俸禄と同等である、として正当化した。そして、「天下ノ

財寶ヲ通用シテ、萬民ノ心ヲヤスムルナレバ、天地四時流行シ、萬物育ハルルト同ク相合ン」7といって、

世の中に商品を循環させ、人々を安心させることは、天地自然において、四季が滞りなく行き過ぎ、万

物が生育することと同等であることを、その根拠に挙げている。そこにみられるのは、天人合一や継承

連続を善とする、儒教的世界認識だ。梅岩の思想に通底する儒教的世界認識は、宋学から陽明学に連な

る、宋明時代の「心学」から吸収したものであるように思われ、これを検証することで、その思想を再

構成してみようと思う。源了圓は、梅岩の思想は「生々主義」と「唯心主義」との二つの柱から成り立

っていると指摘している 8。この視点は示唆的であり、梅岩の思想を再構成する際に、きわめて有効だ

と考える。本稿においては、源のいう「唯心主義」を、〈心〉と〈性〉に関する心性論として、「生々

主義」を、世界認識論として腑分けしつつ、梅岩の思想と宋明心学との近接を論じることを試みたい。 

梅岩の思想における思想的根拠については、これまで多くの先行研究が蓄積されてきた。石川謙は、

陽明学に基づくとする説、朱子学に基づくとする説、仏教説、神道説、そして三教一致を主張する、五

つの類型について詳細に検討し、そのいずれもが石門心学の全体像を説明するのには不十分だとした 9。

これについて、吉田公平は、「石門心学の性格規定を試みた際に、石門心学の思想的淵源を既成の朱子

                                                 
1『石田先生事蹟』には、梅岩が「常に説きたまいし書」として、「四書、孝經、小學、易經、詩經、太極圖説、近思録、

性理字義、老子、荘子、和論語、徒然草等」とある。柴田実『石田梅岩全集』清文堂、1956 年、下巻 625 頁。 
2 尾藤正英『江戸時代とはなにか』岩波書店、1992 年、117-118 頁。 
3 片岡龍・金泰昌編『公共する人間 2 石田梅岩』東京大学出版会、2011 年、158 頁。 
4 同上、159 頁。 
5 同上、159 頁。 
6 石田梅岩『都鄙問答』平安書林、1739 年、巻之二 24 頁。 
7 同上、巻之一 17 頁。 
8 源了圓「石田梅岩論」古田紹欽・今井淳編『石田梅岩の思想』ぺりかん社、1979 年、104 頁。 
9 石川謙『石門心学史の研究』岩波書店、1938 年、46-55 頁。 
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学・陽明学・老荘思想・仏教思想などに求めることを、ことさらに拒否していることについて、一つの

疑義を覚えた」10として、石川が判断を留保したことを批判した。そのうえで、石門心学にもっとも近

親性を持つのは、王陽明の良知心学であるとしている 11。吉田は、石川が陽明学説を断言しなかったの

は、「石門心学」を独立的に浮かび上がらせる意図があったからだとして、「石門心学」は果たして既

成の教学にはみられない「独自」のものなのか、という問題を提起した 12。たしかに、石川が梅岩教学

の思想的淵源を特定しなかったことが、近世思想史において、梅岩を儒学者の系譜から除外し、町民の

実学または、民衆思想における通俗道徳という属性のみにおいて、位置付ける傾向を規定したことは否

定できない。 

一方で、大川周明は、「彼れの学は決して王陽明に基いたのではなく、実に程朱より入りて王陽明と

同一の思想に到達せるものである」 13と指摘した。そして、吉田は「石門心学の誕生を基底から促した

のは、藤樹後学なり、三輪執斎などのいわゆる陽明学派の活躍とその成果ではなかったか。そして、当

代の心学運動の潮流全体を醸成する刺激ともなり素材ともなったのは、明代末期の心学の遺産であり、

それは良知心学に開拓されたものであった」 14とする。さらに韓立紅は、陽明学との近接という立場か

ら一歩踏み込んで、「梅岩の思想が、中国南宋時代の陸象山の思想に非常に類似している点が多い」15と

して、梅岩と象山との異同について比較分析を行っている。 

玉懸博之は、「江戸時代の日本において、中国の宋～清代とは異なる時と所の規定を受けつつ、儒教

思想がどのような形姿をとって生み出され、どのような社会的機能を果たしたのか。このことが日本思

想史の研究上、きわめて重要な問題である」 16という。近世の社会思想史において、梅岩の思想的位置

を考える際に、この視点はきわめて示唆的だと思われる。ゆえに本稿は、梅岩の思想について、思想的

淵源を特定せずに、儒学の系譜から独立したもの、という論点からは距離を置き、儒教思想の一系譜と

して位置づけることを試みようとするものである。宋代「心学」であった宋学および、宋学から発展し

た明代「心学」であった陽明学との近接を焦点としながら、梅岩が、心性論において、宋明「心学」か

らキー概念を取り込みつつ、世界認識論において、継承連続を善とする儒教的世界観を展開したことを

検証したい。 

 

1．心性論  
梅岩は『都鄙問答』で、「性ヲ知ルハ學問ノ綱領ナリ」17といい、「我因所ハ孟子ノ盡心知性則知天

説玉フ。我心ニ合ヒ疑ナキヲ以テ。教ヲ立モトトス」 18という。また、「学問ノ至極トイフハ。心ヲ盡

クシ性ヲ知リ。性ヲ知レバ天ヲ知ル。天ヲ知レバ。天即孔孟ノ心ナリ。孔孟ノ心ヲ知レバ。宋儒ノ心モ

一ナリ」19といって、学問の到達点は「〈心〉を尽くし〈性〉を知る」ことであることを強調している。

「〈心〉を尽くし〈性〉を知る」の原典は、『孟子』尽心章句上である。 

 

                                                 
10 吉田公平「石門心学と陽明学」今井淳・山本眞功編『石門心学の思想』ぺりかん社、2006 年、382-383 頁。 
11 同上、388 頁。 
12 同上、386 頁。 
13 大川周明『平民の教師 石田梅岩』社会教育研究所、1924 年、132 頁。 
14 前掲、吉田公平(2006)、391 頁。 
15 韓立紅「中国における石問心学思想研究の現状とその展望」『季刊日本思想史 65 号』ぺりかん社、2004 年、101 頁。 
16 玉懸博之『日本近世思想史研究』ぺりかん社、2008 年、1 頁。 
17 前掲、石田梅岩(1739)、巻之一 2 頁。 
18 同上、8 頁。 
19 同上、巻之二 16 頁。 
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孟子曰く、其の心を盡す者は、其の性を知るなり。其の性を知れば、則ち天を知る。其の心を存し、

其の性を養ふは、天に事ふる所以なり。殀壽貳はず、身を修めて以て之を俟つは、命を立つる所以

なり、と。20 

 
孟子が言うに、「人間の心、すなわち惻隠・醜悪・辞譲・是非の心、すなわち仁・義・礼・智の四端を、

拡充し存養しつくす者は、人間の本性がどんなものであるか、即ち本性は善であり、それは天から与え

られることを知ることができる。人間の本性がどんなものであるか、そしてどこから出たものか(即ち善

で、天から出たものであること)を知れば、その本性を与えた天の心がいかなるものであるかが分かる。

人間にそなわるままの心の芽生えである惻隠・醜悪・辞譲・是非の心を失わないように努め、このよう

な人間の善なる本性を養い育てていくのは、天の意思にかなったことで、つまり天に事えるということ

になるのである。ところで、人間には、寿命が短く若死にの人もあれば、長生きする人もあるが、そん

なことには疑いをもたず、ただ一すじに我が身の修養に努め、そのあとは、殀壽どちらであろうとも、

ひたすら天命をまつ、それが天命を十分に全うする所以である」21と。 

 
宋学の『四書集註』においては、『孟子』公孫丑章句上の「敢て問ふ、夫子悪にか長ぜる、と。曰く、

我言を知る。我善く浩然の気を養ふ、と」22の注釈で、「言を知るとは、心を尽くし性を知り、凡(すべ)
て天下の言において、その理を究極(きわ)めて、その是非得失がこのようだというゆゑんを識らないこ

とがないのである」23と説かれている。これを踏まえ、梅岩は「〈心〉を尽くし〈性〉を知る」を次の

ように説く。 

 
学者タル者心ヲ知ルヲ先トスベシ。心ヲ知レバ身ヲ慎ム。身ヲ敬ムユヘニ禮ニ合フ。故ニ心安シ。

心安キハ是仁ナリ。仁ハ一元氣ナリ。天ノ一元氣ハ萬物ヲ生ジ育フ。此心ヲ得ルヲ學問ノ始トシ終

トス。呼吸存スル間ハ。心ヲ以テ性ヲ養フヲ我任トスルコトナリ。24 

  
学者たる者は〈心〉を知ることを先とするべきだ。〈心〉を知れば自らの行いを慎み、礼に適うから、

心が安らかになる。心が安らかになることが仁であり、仁は天に備わる根本の気であって、この気が万

物を生み育てる。そのような〈心〉を会得することが、学問の始まりであり、終わりでもある。呼吸を

している間は、〈心〉をもって〈性〉を養うことを、自分の役目とする。梅岩はこのようにいって、自

らの教学における〈心〉と〈性〉を位置づけた。 

 
1-1 〈心〉 

梅岩は〈心〉について、「孟子曰人々己貴者アリ。己ニ貴ハ心ナリ。心ヲ得テ満足シ。身ヲ濡者ハ儒

者ナリ」25という。『孟子』告子上の、「人々は皆自分自身にその貴いもの、即ち天爵を持っている」26

を引いて、自身の貴いものとは〈心〉である。〈心〉を理解して満足し、身をうるおすものが儒者だ、

                                                 
20 内野熊一郎『新釈漢文大系 4 孟子』明治書院、1962 年、442 頁。 
21 同上。 
22「公孫丑がいう『しいてたずねますが、先生は告子に比べて、どういう点がまさっていますか』と。孟子がいうに、『私

は善く他人の言葉を理解するし、又私は善く吾が浩然の気を養うものである』と」同上、95-96 頁。 
23 鈴木由次郎『四書集註』明徳出版社、1974 年、135 頁。 
24 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 14 頁。 
25 同上、13 頁。 
26 前掲、内野熊一郎(1962)、406 頁。 
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という。ところで、梅岩の〈心〉とはなにか。 

 
聖人馬ヲ見テ後ニ覊ヲ作テ。馬ニハマセテ使ヒ玉フ。此母ノ胎内ヨリ知テ。生レ玉フニハ非ズ。向

ヒ視物ヲ則心ト為玉フ。是レ聖知ノ勝レタル所ナリ。向フ物ヲ移シ曲ザルハ。明鏡止水ノ如シ。人

タル者元来心ハ替ラザレドモ七情ニ蔽昧サレテ。聖人ノ知ヲ外ニ替リタルコトアルヤウニ思フヨリ。

昧クナツテ種々ニ疑ヒ發ルナリ。元來形アル者ハ形ヲ直ニ心トモ可知。27 

 
聖人は、馬を見た後にくつわを作り、それを馬にかませて使う。それは生まれながら知っているわけで

はない。向かい視たものの〈心〉をそのまま理解する。それが聖知のすぐれたところだ。向かい視たも

のを写し曲げないのは、明鏡止水のようだ。人であれば〈心〉は違わないが、喜・怒・哀・憚・愛・悪・

欲の七情で覆い隠され、聖人の知とは違ったものであるかのように思うから、分からなくなって種々の

疑いが起こるのだ。元来、形あるものは形がそのまま〈心〉であると理解すべきだ。 

このようにいう梅岩の〈心〉とは、「人を含む万物が、天地から生み出された際に授かった本来の性

質」と解釈できる。そして、梅岩は〈心〉を次のようにも説いている。 

 
天地ハ物ヲ生ルヲ以テ心トス。其生ル所ノ物各天地物ヲ生ル心ヲ得テ心トナス然レドモ人欲ニ俺レ

テ此心ヲ失ス。故ニ心ヲ盡シテ。天地ノ心ニ還ル所ニテイフ時ハ。放心ヲ求ルト説。又求メウレバ

天地ノ心トナル。天地ノ心ニナル所ニテ説トキハ無心ト云天地ハ無心ナレドモ四季行レテ萬物生。

聖人モ天地ノ心ヲ得テ。私心ナク無心ノ如クナレドモ。仁義禮智。行ハル。一旦豁然トシテ貫通ス

ル時ハ。疑ヒハ晴ルモノナリ。聖學ヲ論ズルトイフハ此心ヲ知テ後ノコトト思ハルベシ。28 

 
梅岩は、天地は物を生み出すときに本質として〈心〉を授けるが、人は欲心によって生まれつきに天か

ら授かったその〈心〉を失っている、という。欲心を持たぬ人以外のものは、〈心〉を失わずにそのま

ま持っており、その状態を「無心」という。ゆえに、天地は「無心」であり、無意識に〈心〉を理解し

ている聖人も「無心」である。人間以外の馬、蚊、鳥、家畜、蛙なども、形がそのまま〈心〉であり「無

心」だ。ただ、人のみが失った〈心〉を探し求めるのであり、その〈心〉を取り戻せば「無心」だとい

う。梅岩における「無心」とは、このように欲心が無い状態のことを指す。このように、梅岩のいう人

の〈心〉には、欲心という悪が含まれる。 

『近思録』には、「人有りて無心を説く。伊川曰く、無心は便ち是ならず。只當に私心無しと云ふべ

しと」29とあり、「ある人が無心の話をした。すると伊川は『心がないというのは、間違いである。私

心がないとのみいうべきである』と申された」 30という。伊川のいう意味は、「心がすべて否定さるべ

きではなく、心のうちで私心だけが否定されなければならない。それで私心なしというべきだと言う」31

のであるから、宋学において〈心〉には私心という悪が含まれる、と考えられていたことが分かる。 

 
1-2 〈性〉〈理〉と〈行〉 

梅岩は自らの教学を「性理の学」といい、四巻から構成される『都鄙問答』において、巻之三は全編

                                                 
27 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 15 頁。 
28 同上、25 頁。 
29 市川安司『新釈漢文大系 37 近思録』明治書院、1975 年、124 頁。 
30 同上。 
31 同上。 
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が「性理問答の段」として独立しており、梅岩はそこで心性論を展開している。「性善説を誤解してい

る者が多いといいますが、その大きな誤解が生じる事例を、お聞かせ願えませんか」と問われた梅岩は、

次のように答えている。 

 
土ニ替リナク同ジ土ナレドモ。上田下田ノ替リアルナリ。是地ニ肥タルト磽タルトアリトイヘドモ。

土ノ理ニ替ルコトナシ。然レバ土ハ同ジ土ニテアリナガラ。上田ト下田トアリ。然リトイヘドモ。

土ニ具ル所ノ理ハ同ジ。同キユヘニ漸々ニ糞ヲ入土ヲ入レバ。下田ハ中田トナル中田ハ上田トナル。

是ヲ人ニ喩テイハバ。下田ハ小人ナリ中田ハ賢人ナリ。上田ハ聖人ナリ。聖人ト賢人ト小人ト替リ

アレドモ。元性善ハ同キユヘニ學バ漸々ヲ以テ。小人ハ賢人トナリ賢人ハ聖人トナル。是性ハ一ナ

ル證ナリ。32 

 
梅岩は、田地の土が本来持っている性質を〈理〉とし、人の本質、本心を〈性〉として、対比的に明

示し、〈理〉が〈性〉を含む、という。また、『石田梅岩語録』においては、「或人性ノ字ヲ問。文字

未不知人ニヲシユルナリ。」33として、〈性〉と〈理〉について次のようにいう。 

 
儒ニテハ性ト云ハ、即チ天ニ有ル所ノ理ナリ。何ヲ以テコレヲ理ト云ハズシテ性ト云ナレバ、理ハ

是レ汎ク天地ノ間、人ヤ畜類艸木ヤ石カワラ等マデニ有ル上ニテハ理ト云、性ト云ハ是レ我ニ在ル

ノ理、只々コノ道理ヲ天ヨリ受ケ我ニ有所トナス故ニ、コレヲ性ト云フ。34 

 
〈性〉とは、人間が生まれもった本質とし、〈理〉は人間を含む万物の本質、と定義している。この梅

岩の解釈は、強いていうならば、〈心〉を〈情〉と分けずに心即理とした陽明学よりも、〈心〉を、悪

を含む〈情〉と〈性〉とに弁別して性即理とした宋学に近接していたことになるだろう。 

また、義と到知格物について問われた梅岩は、次のように答えている。 

  
行藤氏曰、義ト致知格物ト一ナリトハ會得シガタシ。致知ハ一物々々ノ理ヲ盡スコトナリ。義ハ行

ノ上ニテ用ナリ。 致知ト行ヒノコトハ筋合違フト思エリ。如此モノト思フト云テ圖セリ。 

行     性    

＼    ／      致知格物ヲ勤性エカヘルナリ。 

       心     行ハ心ヨリ出ル物ナリ。 

先生曰、左ニアラズ 

    性    

      ／ ｜        心ヲ盡シ性ヲ知リ、性ニ至リ、其性ニ従所ヲ行フナリ。心ヨリ行ニ至ル 

     行  心     ニアラズ。性ニ従フ心ヲ以テ行ヒユクナリ。 

如斯ナレバ心ヲ盡シ性ヲ知リ、性ヲ師匠トシテ行フ。此道ナリ。性ト行ト體用ニシテ一ナリ。知リ

エシ上ハ行ヒ甚重シ。譬バ幼少ノウチハ親ヲ重ジテ事エ、壮ニシテ君ニ仕テハ君ヲ重ジ事フ。親ニ

事フハ致知格物ノコト、君ニ事フハ致知シテ行フガ如シ。35 

                                                 
32 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 5-6 頁。 
33 前掲、柴田実(1956)、下巻 301 頁。 
34 同上。 
35 同上、上巻 532 頁。 
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義とは行いのうえにて用いるもので、格物致知と行うことは筋合いが違うことだ。格物致知を勤めて、

〈性〉に至り、〈行〉も〈心〉から出るものなのではないか、といって行藤氏が示した図を、梅岩は否

定している。36そのうえで〈心〉を尽くして〈性〉を知り、本来的に具わった〈性〉に従うところを行

い、〈性〉に従う〈心〉をもって行うものであるという。 

 格物致知は、もと『礼記』大学篇の語で、治国・平天下に至る儒学の進学過程の第一段階に置かれ、

原文の「致知は格物に在り」は、「知識を得るには物事を正しく把握することが必要だ」という意味だ

という 37。南宋の朱熹は、北宋の程伊川をうけて「格」を「いたる」と読み、格物は物に即してその理

に窮めいたること、すなわち〈窮理〉と同義であるとし、諸現象の理を究明することによってわが知を

完全なものにするのが致知であると主張した 38。これに対して明の王陽明は「格」を「ただす」と読み、

「物」を「意の在る所」すなわち意念が発動する場と理解して、事象に向かう心のはたらきを是正する

こととし、致知とは先験的道徳知たる〈良知〉を実現することだという 39。 

 梅岩の〈性〉は人が本来的に持つ〈理〉であるから、「〈性〉に従う」は、物に即してその〈理〉を

窮めいたる宋学における格物「いたる」に近接する。さらに、「理解した上行いは甚だ重い」として、

実践倫理を現実に行うことに重きを置き、知的追究を経た実践を強調する陽明学の知行合一にも近接し

ており、梅岩の折衷性を見出すことができる。 

 
1-3 梅岩の〈心〉〈性〉と、宋学の〈心〉における未発の〈性〉 

 梅岩が〈心〉、〈性〉をめぐる核心的命題において参照する「心は一身の主」は、近世儒教の不動の

命題だった。儒教において、「一身の主」としての〈心〉を確立させる工夫は「敬」である。「敬」は

朱子学では「動静」を貫く工夫として重んじられた。〈心〉が緊張と熱量を湛えながら静かに止まって

いる次元（未発）と、〈心〉の発現・躍動の次元（已発）と、その二つを一貫して、〈心〉をあるべき

ものに保つのが「敬」の工夫である 40。 

源了圓は、梅岩における「心ヲ知ル」と「性ヲ知ル」の差異がほとんど問題にならず、両者がほとん

ど同じ意味で使用されていることを指摘する 41。「厳密な朱子学者からすればこのルーズな『性』と『心』

との使用法は非常に気になる問題」 42であり、また、『石田先生事蹟』において、梅岩が門人に以下の

ように説く「性」と「心」は、「朱子学に従った「性」と「心」との理解であるといえよう」43という。 

 
行藤氏問ふ。心と性と異りや。 

先生答へて曰、心といへば性情を兼ね、動静體用あり。性といへば體にて静なり。心は動いて用な

り。心の體を以ていはば性に似たる所あり。心の體はうつるまでにて無心なり。性もまた無心なり。

心は氣に屬し、性は理に屬す。理は萬物のうちにこもりあらはるる事なし。心はあらはれて物をう

つす。44 

                                                 
36「石田梅岩年譜」に、「寛保二(1742)年二月、熊本行藤志摩守と問答す」とある。前掲、柴田実(1956)、下巻 650 頁。 
37 『岩波哲学・思想事典』岩波書店、1998 年、231 頁。 
38 同上。 
39 同上。 
40 田尻祐一郎『江戸の思想史』中公新書、2011 年、55-56 頁。  
41 前掲、源了圓(1979)、99 頁。 
42 同上。 
43 同上、107 頁の注(1)参照。 
44 前掲、柴田実(1956)、下巻 637 頁。 
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〈心〉は〈性〉と〈情〉を兼ね、動静體用との対応関係にある。〈性〉は體であり静であり、〈心〉は

動いて用である。この対応関係を図に示すと次のようになる。〈心〉は、〈性〉と〈情〉を兼ねるもの

であるから、それらの中間に位置付けることができる。 

 
〈心〉 

情  ―  性 

動  ―  静 

用  ―  體 

気  ―  理 

 
梅岩の「心が性情を兼ねる」は、張横渠の「心は性情を統ぶる者なり」 45に近接する。〈性〉とは人

が天から受けたもので動きがなく、これに動きが加わると〈情〉となる。〈性〉體〈情〉用の関係にあ

って、全くの別物ではないが、形として区別される。〈心〉の中に〈性〉と〈情〉があるというこの解

釈は、朱子によって受け継がれた。朱子は心即理の立場を取らずに、性即理の立場を取る。それは〈情〉

の中に悪の要因を認めるからである。心即理とすれば、悪を含んだものを〈理〉とすることになって、

〈理〉の性格が失われる。朱子は〈心〉について常に横渠のこの説に従っていた。朱子における〈心〉

について、安田二郎は次のようにいう。 

  
 心は「全人格の中心となるもの」であった。ということは「認識も運動もすべて心のはたらきであ

る」という意味であるが、その認識も運動も共に「情」として捉えられる。中庸の未発已発説と楽

記の寂感説との綜合であるこの心説に於いては、心の体は寂然不動なるものであるが、外界の事物

に触発されて思慮が萌すと、「七情」の何れかが事態の如何に応じて用いられる。これが心の用で

あり、已発であるといわれる。「心は性情を統ぶるものである」という横渠の古典的な表現も、こ

れに結びつけて理解される。ここに於て用いられる範疇も亦体と用、未発と已発とのそれである。

性は心の体、未発であり、情は心の用、已発であるとされる。46 

 
このように、宋学において〈心〉は状態によって、未発の〈性〉と已発の〈情〉に分類され、「性(理)
は直接に把捉され得るものでなく、唯だそれに対応する情(気)の存在から推論して始めてその存在が確

認される」47という。この安田による朱子の存在論解釈を図で示せば以下のようになる。 

 
用 (作用)     体 (実体) 

〈心〉 

情 (已然)     性 (未発) 
気        理 

 
 梅岩の「心を尽くして性を知る」における〈心〉と〈性〉の定義は、〈心〉が未発の〈性〉と已発の

                                                 
45 前掲、市川按司(1975)、55 頁。 
46 安田二郎『中国近世思想研究』筑摩書房、1976 年、109 頁。 
47 同上、68 頁。 
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〈情〉に分けて措定する宋学に近接している。そして、先に触れたように、梅岩の「無心」と、『近思

録』の「無心」との比較においても、いずれも〈心〉には欲心、私心が含まれる、とする点で近接して

いる。 

 

2．世界認識論 
梅岩は「心ヲ得ルヲ学問ノ始トシ終トス」といって、宋学の心性論に依拠して自らの教学を構築した。

人の内側にある〈心〉とは万物に与えられた本質であり、その〈心〉を授けるのは、万物を生み出す「天」

である。梅岩の天地人による世界認識において、人の内面である〈心〉も、人をとりまく天地も一体で

あり、連動する。 

忽然と〈心〉を知る開悟を前提として、認識する世界は、人が天地の一部であるという、天人合一に

支えられる。その天地人は「継者ハ善」という、継承連続の天理によって循環している。そして、その

世界を認識するために、心を磨く磨草として、儒教のみならず、仏教、神道、老荘思想のいずれをも受

容した。 

 
2-1 開悟 

 梅岩は、天地の〈心〉を手に入れている聖人が説く学問を論ずるのは、その〈心〉を悟ってからする

べきだとして、開悟の必然性を説いた。その悟りとは、「豁然として疑いが晴れるもの」だという。梅

岩自身は、20 代半ばから人に教えを説くことを志し、43 歳から 45 歳までの間に、二度の開悟を経験し、

のちに講席を開いて人々に教えることを決心している。開悟は自己意識における精神的内面の葛藤にお

いてのみ説明しうるものだが、梅岩は門弟たちに、自らの精神性の変遷について、次のように回想して

いる。 

 
われ生質理屈者にて、幼年の頃より友にも嫌はれ、只意地の惡き事有りしが、十四五歳の頃ふと心

付て、是を悲しく思ふより、三十歳の頃は大概なほりたりと思へど、猶言の端にあらはれしが、四

十歳のころは、梅の黑焼のごとくにて、少し酸があるやうにおぼえしが、五十歳の頃に至りては、

意地惡き事は大概なきやうにおもへり。48 

 
安丸良夫は、梅岩の「開悟の体験は、理論的に言えば、朱子学の教える「性」に到達したことを意味

していた。」49といい、その開悟の前提に「不安」の要素を指摘する。商家に 2 度目の奉公を始めた梅

岩が、人の人たる道を教えようとするも、「偏屈な道徳主義者として孤立する不安な梅岩を容易に想像

できるのであって、(中略)再度の上京の翌年あたりから「気ヲ煩」ったというのは、ほとんど必然的な

なりゆきでさえあった」50としている。20 代の前半から、梅岩は自らの教義に深い説得力を欠いたまま、

不安な状況に陥りつつも、様々な書を読み、数多の講席に出席して、研鑽を続けた。30 代半ば頃まで、

〈性〉を理解したと思っていたが、その〈性〉を疑うようになる。これを正そうと、尋ね歩き、隠遁の

老僧小栗了雲に出会う。了雲が指摘したのは、「梅岩はまだ五倫五常を人間主体にとって外的な規範と

して受け取っている」51ことであった。「自分の「心」こそすべての根源であり、すべての道徳もその

                                                 
48 前掲、柴田実(1956)、下巻 634 頁。 
49 安丸良夫『文明化の経験』岩波書店、2007 年、49 頁。 
50 同上、45 頁。 
51 安丸良夫『日本の近代化と民衆思想』青木書店、1974 年、53 頁。 
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「心」の実現でなければならぬのに、梅岩は外的規範を追及するばかりで、自分の「心」を養うことを

忘れ、その結果、自分の本心と外的規範とのあいだに乖離を生じ、そこに不安がうまれた」52。梅岩は

了雲に〈性〉について、自らの見識を言い出すことすらできずに、自問を繰り返す日々を過ごした。そ

して、40 歳で病に伏していた母を看病するために郷里に戻っていたときに最初の開悟を経験する。しか

し、了雲から「目が残っている」、すなわち「自性」が残っているとして、その開悟が不完全なもので

あることを指摘される。それから、1 年余り後に、遂に最終的な開悟を体験する。 

  
其時忽然トシテ疑晴。煙ヲ風ノ散ヨリモ早シ。尭舜ノ道ハ孝弟而已。魚ハ水ヲ泳。鳥ハ空ヲ飛。詩

云。鳶飛戻天。魚躍干淵ト云リ。道ハ上下ニ察ナリ。何ヲカ疑ハン。人ハ孝悌忠信。此外子細ナキ

コトヲ會得シテ。二十年来ノ疑ヲ解。コレ文字ノスル所ニアラズ。修行ノスル所ナリ。53 

  
 「忽然シテト開タル」、「忽然トシテ疑ヒ晴ル」54と表現される、梅岩の開悟とは、長い修行の後に、

忽然と〈心〉、〈性〉を理解することだ。開悟、悟りとは、サンスクリット原語の語根 budh に由来し、

仏教において「菩提」と音写し「目覚め」を意味する 55。順を追って次第に悟りに近づくことを漸悟と

いい、ただちに悟りの境地に達することを頓悟というが、梅岩のそれは「忽然トシテ」疑いが晴れる、

頓悟だった。中国の禅宗において、神秀(606-706)による北宋禅が漸悟を、慧能(638-713)の南宋禅が頓悟

を説いた 56。王陽明が説いた「無善無悪」の原典は、慧能の伝記と思想が収録された『六祖壇経』であ

り、陽明を継いだ王学左派の周海門(1547-1629)とその門弟たちはこれを必読書とした 57。梅岩が師事し

た小栗了雲は、黄檗派の禅学を修めたという 58。黄檗派の教学は、頓悟を目指した南宋禅の系譜を持つ。

梅岩の思想において展開された開悟が頓悟であったという点において、陽明学左派との近接性を指摘す

ることができる。 

 
2-2 梅岩の「人ハ一箇ノ小天地」と宋明心学における「天人合一」 

梅岩において、〈心〉を理解する開悟とは、自らの存在が天地の一部であること、を体感することだ

った。梅岩は、「人ハ全體一箇ノ小天地ナリ。我モ一箇ノ天地ト知ラバ何ニ不足ノ有ベキヤ」59といい、

また「天より生民を降すなれば、万民はことごとく天の子なり。故に人は一箇の小天地なり。小天地ゆ

へ本私欲なきもの也」60という。梅岩は孟子の性善説を、天人合一の観点から解釈している。 

  
孟子ノ性善ハ直ニ天地ナリ如何トナレバ人ノ寝入タル時ニテモ無心ニシテ動クハ呼吸ノ息ナリ。其

呼吸ハ我息ニハ非ズ。天地ノ陰陽ガ我體ニ出入シ形ノ動クハ天地浩然ノ氣ナリ。我ト天地ト渾然タ

ル一物ナリト貫通スル所ヨリ。人ノ性ハ善ナリト説玉フ。61 

 

                                                 
52 同上。 
53 前掲、石田梅岩(1739)、巻之一 5 頁。 
54 同上、巻之三 9 頁。 
55 前掲、『岩波哲学・思想辞典』574 頁。 
56 林田明大『真説「陽明学」入門』三五館、1994 年、414 頁。 
57 同上、412 頁。 
58 岩内誠一『教育家としての石田梅岩』立命館出版部、1934 年、59 頁。 
59 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 8 頁。 
60 前掲、柴田実(1956)、上巻 217 頁。 
61 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 6 頁。 
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孟子ノ性善モ天ナリ。孔子ノ易ノ性善モ天ナリ。天地ト人ト別々トイハバ。汝口ト鼻ヲ塞活テ見ヨ。

天地ノ陰陽ヲ受ズシテ。活ラレナバ孟子ハ非ナリ。死スベシトイハバ。孟子ハ是ニシテ天地ノ性善

ト一致ナルコト決セリ。62 

 
韓立紅は、「『天人合一』は孟子以来の儒者達が追求してきた最高の理想境地であり、儒家文化の根

本精神でもあった。宋明理学家達は、『天人一体』の観念の上に『天人合一』の思惟模式を構築した」63

という。また、「『天人合一』の境地は梅岩の理想でもあった。梅岩は、『天人合一』の状態に到達で

きるのはまず『聖人』であると思った」 64としている。そして、陸象山と梅岩の認識論において、「二

者はともに人間の本来の『心』の追求を学問の目的にし、ともに『天』との『合一』を人生の最高境地

にした」と指摘している 65。 

宋から明末に至る天人合一について、参照してみよう。北宋の謝上蔡(1050-1120)は、「天は理なり。

人も亦理なり。理に循えば即ち天と一たり。天と一たれば、我は我に非ず、理なり。理は理に非ず、天

なり」66という。天人合一とは、要するに我が我における天理に生きるということにほかならない 67。

そして、宋代の天人合一は人の天への帰一というかたちをとる 68。二程子に師事した上蔡は、〈心〉を

もって仁の本体とし、窮理による〈心〉を重んじて知行合一を唱え、天人合一とともにその理念は陸象

山に継承された。 

 明代に入り、王陽明は、「夫れ人は天地の心にして、天地萬物は本吾が一體の者なり」 69といい、陽

明門下の聶豹(1487-1523)は「天地万物は本と吾と一体、(中略)禽獣草木の一物として所を失し、匹夫匹

婦の堯舜の沢を被らざる者あれば、皆、我の責なり」 70という。禽獣草木から匹夫匹婦にいたるどの一

物どの一人も天の覆育のもとにあるという万物一体観は陽明において一つの昂揚を示した 71。明末の呂

坤(1536-1618)も、万物一体観の流れをくむが、「朱子云はく、天は理なりと。余は曰はく、理は天なり

と」72という。ここでは、天の人への包摂という方向性がみられ、宋代における人の天への帰一から、

180 度の転換をみせたが、これは明末段階では社会的欲望の調和こそが主要な課題となっていたのだっ

た 73。それゆえ、呂坤は、天理自然を天理とは二律背反であるはずの人欲の語と結びつけている 74。 

 
物理人情は、自然なるのみ。聖人は、其の自然なる者を得て、以て天下を観、而して天下の人、聖

人の洞察を逃るる能はず。其の自然なるものを握りて、以て天下を運らし、而して天下の人の、聖

人の斡旋する所と為るを覚えず。もし其軌物のただす所、矯拂に近くとも、然も其の人欲自然の私

にもとり、而して其の天理自然の公に順ふ。75 

                                                 
62 同上、7 頁。 
63 韓立紅「石田梅岩と陸象山との認識論に関する比較」『國學院雑誌』107 巻 2 号、2006 年、37 頁。 
64 同上、40 頁。 
65 同上、41 頁。 
66『上蔡語録』巻中、和刻影印思想初編 6、中文出版社、1985 年、52 頁。 
67 溝口雄三「天人合一における中国的独自性」『日本思想体系 65 佐藤一斎 大塩中斎』岩波書店、1980 年、740 頁。 
68 同上、741 頁。 
69 近藤康信『新釈漢文大系 13 伝習録』明治書院、1959 年、360-361 頁。 
70『雙江聶先生文集』巻之十四巻、聶豹(明)撰、雲丘書院蔵、明嘉靖間刻本、56 頁。 
71 前掲、溝口雄三(1980)、746 頁。 
72 公田連太郎『呻吟語』明徳出版社、1956 年、503 頁。 
73 前掲、溝口雄三(1980)、746-748 頁。 
74 同上、742 頁。 
75 前掲、公田連太郎(1956)、763-764 頁。(註)に、軌物は「法度をいふ」、矯拂は「人の情をため、人の意にたがふ」と

ある。 
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梅岩は人の呼吸は陰陽であり、「天地ノ性善ト一致ナル」としているから、宋学における、人が天へ

帰一する天人合一、そして、陽明門下の万物一体観とに近接する。そして、梅岩は「小天地ゆへ本私欲

なきもの」としているから、明末の人欲を包摂する天とは近接しない。 

万物一体について、熊沢蕃山は「宋明の書、周子・程子・朱子・王子などの註解発明の、日本に渡り、

人の見候事は、わづかに五六十年ばかりなり。しかれども、市井の中にとどまりて士の学とならず。十

年このかた、武士の中にも、志ある人はしばし見え候間、後世には好人余多出来候べし」 76として、次

のようにいう。 

  
  来書略。万物一体といひ、草木国土悉皆成仏と云ときは、同じ道理の様に聞え候。 

  返書略。万物一体とは、天地万物みな太虚の一気より生じたものなるゆへに、仁者は、一草一木を

も、其時なく其理なくてはきらず候。況や飛潜動走のものをや。草木にても、つよき日でりなどに、

しぼむを見ては、我心もしほるるごとし。雨露のめぐみを得て青やかさにさかへぬるを見ては、我

心もよろこばし。是一体のしるしなり。しかれども、人は天地の徳・万物の霊といひて、すぐれた

る所あり。たとへば、庭前の梅の根の土中にかくれたるは太虚のごとく、一本の木は天地のごとく、

枝は国々のごとく、葉は万物のごとく、花実は人のごとし。葉も花実も一本の木より生ずといへ共、

葉には全体の木の用なし。数有て朽ぬるばかりなり。花実はすこしきなりといへども、一本の木の

全体を備へし故、地には植ぬれば又大木となりぬ。かくのごとく、万物も同じく太虚の一気より生

ずといへども、太虚天地の全体を備ることなし。人は其形すこしきなれ共、太虚の全体ある故に、

人の性にのみ明徳の尊号あり。故に、人は小体の天にして、天は大体の人といへり。人の一身を天

地に合せて、少しもたがふ事なし。呼吸の息は運行に合す。77 

 
人は小体の天であり、天は大体の人という。人の一身を天地に合せて、少しもたがうことがない、と

いう、この万物一体観に、梅岩の「人は一箇の小天地」は近接しているように思う。そして、ここには

万物一体という陽明学におけるキー概念と、小体の天、呼吸の息は運行に合す、という梅岩の思想にお

けるキー概念の双方を見出すことが出来る。 

 
2-3 「継者ハ善」と「自然ノ次第」 

 梅岩の世界認識論において、「継ぐものは善」という、継承連続の循環を善とする世界観がある。梅

岩は『都鄙問答』の「性理問答の段」において、「継ぐものは善」という表現を繰り返し用いている。 

 
孔子易一陰一陽之謂道継之者善也成之者性也トノ玉フ。78 

 
 孔子は『易経』で、「一陰一陽する之を道と謂ふ。之を継ぐ者は善なり、之を成す者は性なり」79と

いう。 

                                                 
76 熊沢蕃山『集義和書』巻第一、後藤陽一・友枝龍太郎編『日本思想大系 30 熊沢蕃山』岩波書店、1971 年、13 頁。 
77 同上、13-14 頁。 
78 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 4 頁。 
79 「一陰一陽して、交互に往来流行して変化の窮まらないはたらき、これを易の理、即ち天地の道という。この道のは

たらきを、よく継承して発展せしめるのが、人としての至純の善であり、更によく成就して完成するのが、人としての本

然の性である。」今井宇三郎・堀池信夫・間嶋潤一編『新釈漢文大系 63 易経下』明治書院、2018 年、1422 頁。 
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呼吸ハ天地ノ陰陽ニシテ。因テ汝ガ息ニハ非ズ。汝モ天地ノ陰陽ト一致ニナラザレバ。忽ニ死スル

ナリ。陰陽ノ外ニ汝ガ命ナキコト明白ナリ。吸息ハ陰ナリ吐息ハ陽ナリ。継之者ハ善ナリ。80 

 
呼吸は天地の陰陽であり、おまえの息ではない。よっておまえも天地の陰陽と一致しなければ、たちま

ち死んでしまう。陰陽の外ではおまえの命はないことは明白だ。吸う息は陰である。吐く息は陽である。

これを継ぐものは善である。 

 
天地ハ見ヘタル通ニ清ト濁ト有テ天ハ清リ地ハ濁レリ。清ル天モ濁レル地モ。何方ヲ見レバトテ。

物ヲ生ジ育フベキトモ不見。無心ナレドモ萬物生々シテ古今違ハズ。其生々ヲ継物ヲ善ト云。81 

 
天地は見てのとおり清と濁があって、天は澄み、地は濁っている。澄んだ天も濁った地も、どちらを見

ても物を生み育むようには見えない。(欲心のない)無心だが、万物は生々して古今違いはない。その、

生々を継ぐものを善という。 

 このようにして、梅岩は、陰陽、天地の陰陽としての呼吸、清濁という、いずれも対概念の循環運動

を継続することが、善きことであるとしている。そして、この継承連続を善とする世界認識は、梅岩の

思想全般に通底しており、先に参照した天人合一の世界認識に統合される。 

 
天地ヲ人ノ上ニテイハバ。心ハ虚ニシテ天ナリ形ハフサガツテ地ナリ。呼吸ハ陰陽ナリ。コレヲ継

者ハ善ナリ。用ヲ為所ヲ主ル體ハ性ナリ。是ヲ以テ見ヨ。人ハ全體一箇ノ小天地ナリ。我モ一箇ノ

天地ト知ラバ何ニ不足ノ有ベキヤ。82 

 
梅岩の思想にみる、「人ハ全體一箇ノ小天地ナリ」、「生々ヲ継グモノヲ善ト云」は、儒教的世界観

との本質的な親和性をもつ。儒教の根本理念は、「全存在世界は永遠不変の宇宙的理法に従って存立し、

機能しており、そういう意味での『聖なる空間』、秩序体である」 83という。梅岩の思想における、天

地人によって構成される儒教的世界観の原典は、『易経』であり、梅岩はその著者が孔子であると解釈

し、絶対視した。 

 
聖人ノ心ハ天道ニ至リ玉ヒ。天地アラン限リハ在シ玉フ。聖人没シ玉フニ心バカリ残レルコト。如

                                                 
80 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 4 頁。 
81 同上、7 頁。 
82 同上、8 頁。 
83 井筒俊彦は、諸々の東洋思想を、「コスモス」と「アンチコスモス」の立場に分類する。「東洋哲学の主流は、伝統

的にアンチコスモスの立場を取って来た。『空』あるいは『無』を存在空間の原点に据えることによって、存在の秩序構

造を根底から揺るがそうと、それはする。」という。大乗および小乗仏教、イスラム教、インド哲学は、その「アンチコ

スモス」の立場を取るという。しかし、「伝統的に儒教の精神は『徹底したコスモス肯定』であり、「ほとんどコスモス

信仰といってもいいようなもの」だという。儒教の根本理念は、「全存在世界は永遠不変の宇宙的理法に従って存立し、

機能しており、そういう意味での『聖なる空間』、秩序体である」という。「コスモス」とは、「天体宇宙」の意味で使

われるが、井筒は近代宗教学における、「有意味的に秩序づけられた存在空間」と規定する。井筒はコスモスが存在秩序

であることを、次のように説明する。「人間は錯綜する意味連関の網を織り出し(『エクリチュール』)、それを自分の存

在テクストとして、その中に生存の場を見出す。無数の意味単位(いわゆるものとこと)が、一つの調和である、完結した

全体の中に配置され構造的に組み込まれることによって成立する存在秩序、それを『コスモス』と呼ぶのである。コスモ

スの圏外に取り残された、まだ意味づけされていない、まだ秩序づけられていない、存在の領域が『カオス』である。」

「コスモスとアンチコスモス」『井筒俊彦全集 9 巻』中央公論社、1992 年、264-266 頁。  
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何ト可思ガ。世ニ在ス時モ心ハ天道ナリ。84 

  
聖人の〈心〉は天道に到達するものであり、天地がある限りは存在し続ける。聖人が亡くなっても、〈心〉

だけが残るのは、どうしてなのかと思うかもしれぬが、この世に生きているときから、聖人の〈心〉は

天道に一致している、と梅岩はいう。〈心〉は、天地がある限りは存在し、聖人である孔子の〈心〉は、

天道に一致しているから永遠に残る、という梅岩の〈道〉と〈命〉は、天から与えられる天道や天命で

ある。 

そして、その天地は、永遠不変の宇宙的理法に従って存立し、機能している空間、秩序体であり、有

意味的に秩序づけられた存在空間である。自分の存在が宇宙の一部であることを悟る「人ハ全體一箇ノ

小天地ナリ」、人は欲心から、その宇宙から生み出されたときに授かった「形ニ由ノ心」、自分の職分

を天命として理解し、全うする「天ノ命コレヲ性ト云。性ニ率ハ人ノ道ナリ」 85、そして、「家」の永

続を願って、正直と倹約を実践する「継グモノハ善」。こうしたキー概念を展開する梅岩の思想は儒教

的世界観に立脚する思想であったということができる。 

 梅岩は天地人によって構成される世界について、次のようにいう。 

 
易ノ畫八卦伏羲ヨリ始ル。彖ノ辞ハ周ニ至テ文王始テ繋玉フ。爻ノ辞ハ周公旦ニ始リ。傳ハ孔子天

地人ヲ交テ釋玉フ。易ハ變易ニシテ古今不變モノハ理ナリ。理ヲ以テイヘバ天人一致ニシテ。今日

ニ至リ人間畜類マデ。銘々継來ル者ハ理ナリ。其継グ者ヲ知リ得レバ。忽ニ疑ヒハ晴ル者ナリ。(中
略)天地未闢ノ説、又天ハ子ニ闢クルノ説。是皆天地ハ自然ノ次第ナルコトヲ。知ラシメン為ナリト

知ラルベシ。我性ヲ知テ萬事ノ説ヲ見バ。掌ヲ見ル如ク昭然トシテ疑ナカルベシ。86 

 
天地人、すなわち、宇宙と世界と人によって構成されたこの世、天下において、天地自然の理による

造化のはたらき、すなわち天道流行を繰り返すことを、「自然ノ次第」という。ここには、有意味的に

秩序づけられた存在空間としての、儒教的宇宙論が語られる。この天地人に構成され、「自然ノ次第」

において天道流行を繰り返す儒教的宇宙論は、『都鄙問答』の冒頭において、『易経』からの引用と、

それに続く梅岩の「天が与える楽しみ」として語られる。 

 
大哉乾元萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。乾道變化各正性命也。天ノ與ル樂ハ。實面白キ

アリサマ哉。何ヲ以テカコレニ加ヘン。87 

 
 『易経』には、「なんと偉大なるかな、乾元のはたらきは。万物はこの乾元に気の初めを取る。元こ

そは天道を統領するものである。その気は蒸して雲となって天に行き、雨となって地に施して、百果草

木はその形を現し流布するのである。天道は陰陽の変化に従って変化して、万物はそれぞれ天賦の性命

を正しく実現し、一大調和を保って分散することがない。これが利貞の徳である」 88とある。天が与え

る楽しみはなんと面白いものだろう。これ以上何を望むことがあるだろう。といって、梅岩は『都鄙問

答』を書き出し、これを受けて、結びを次のように締めくくる。 
                                                 
84 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 18 頁。 
85 同上、21 頁。『中庸』(第一段第一節)からの引用。 
86 同上、巻之四 29-30 頁。 
87 同上、巻之一 1 頁。 
88 今井宇三郎『新釈漢文大系 23 易経上』明治書院、1987 年、103 頁。 
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聖學天下遍カラン。此故ニ博學豪傑ノ士。性理明ナル者アランコトヲ幾フ 汝モ一理ヲ明シ得ナラ

バ其時ニコソ神聖生其中國常立尊ト號トノ玉フコト知覺シ。天ノ與ル樂ヲ得テ。實ノ道ニ入ラルベ

シ。89 

 
聖人の学問はまきおこり天下に広まるだろう。それゆえ、博学豪傑の者たちから、〈性〉〈理〉に明ら

かな者が現れることを切望する。おまえもただひとつの〈理〉を明らかにすることができれば、そのと

きにこそ、その中に神が生まれクニタチノミコトといわれた、ということの意味を理解し、天が与える

楽しみを得て、まことの道に入るであろう。 

このように、梅岩は『都鄙問答』の冒頭において、『易経』の天が与える継承連続の循環を善とする

世界観を参照し、結びにおいては、その継承連続の〈性〉〈理〉を理解する後継者を希求した。 

 
2-4 梅岩思想の神儒仏と、陽明学左派の三教一致 

道教と仏教の排撃、異端と正統との厳正な弁別、が宋学の出発点だった 90。この立場とは異なり、梅

岩は〈心〉を磨く砥種となるのであれば、神儒仏、どれでも援用すればいいのであり、どれか一つに拘

るべきではない、という。儒教が仏教を異端として嫌う理由を問われた梅岩は次のように答えている。 

 
異端トハ端ヲ異ストイフコトナリ。儒ニハ仁義禮智信ノ五常。君臣父子夫婦兄弟朋友ノ五倫トヲ天

ノ道トシ天人一致トス。佛家ニハ五常五倫ノ道ヲ不立。此儒ト歸ヲ不同。因テ異端ト云。假令儒者

ニテ儒經ヲ説トモ我心ヲ不知。聖人ノ心不通我私心ヲ以テ教ヲ立レバ。私心ハ直ニ異端ナリ。然レ

ドモ聖人ノ弟子ニ似タレバ押出シ異端トハイハズ。不言トモ異端ノ方ニ近キ者ナリ。時節至テ心ヲ

知レバ。我儒ト一致トナル。扨儒佛ノ二道ヲ枝葉ニカカリ論ゼバ事多クシテ分レ難シ。互ニ根本ノ

所ハ性理ヲ會得スルヲ要トス。(中略)扨儒佛共ニ理ノ所ハ近フシテ分レガタシ。又行ヒノ上ハ見ヘ

タル通リニ雲泥ノ違アリ。出家ハ五戒ヲ有。俗ハ五倫ノ道ヲ行フ。是又マギルルコトハナシ。91 

 
異端とはいとぐちが異なることであり、儒教には仁義礼知信の五常と、君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友

の五倫とを、天の道として、天と人とが一致する。仏教では五常五倫の道を説かずに、儒教と趣が異な

るから、異端だという。儒者が儒教の経典を説いても、自分の心を理解していなければ、聖人の心に通

じることはないし、自分の私心において教えを立てるのであれば、むしろ、その私心こそが異端である、

という梅岩の立場は、仏教を異端として排斥する朱子学の立場と異なっている。〈心〉を理解する、性

理を会得することは、儒仏いずれもが最も重要だとしている。しかし、仏教における殺生、偸盗、邪淫、

妄語、飲酒の禁ずる五戒と、儒教の五倫の道では、雲泥の差がある。〈行〉すなわち実践を強調する梅

岩は、これが紛れることはないとして、その峻別には決然とする。そのうえで、儒教、仏教、神道であ

っても悟る〈心〉はおなじもの、として、三教一致の立場をとる。 

「〈心〉を得るためには、仏教を用いるのが然るべきだと仰るが、私は儒教を学んでいるのだから、

儒教によって〈心〉を知りたい。仏教を除くということはできないものか。」という問いに、梅岩は以

下のように答える。 

                                                 
89 前掲、石田梅岩(1739)、巻之四 32-33 頁。 
90 島田虔次『朱子学と陽明学』岩波新書、1967 年、153 頁。 
91 前掲、石田梅岩(1739)、巻之三 17-19 頁。 
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我心ヲ得レバ儒佛ノ名ヲ離レタルモノナリ。譬バ此ニ一人ノ鏡磨者アラン。上手ナラバ鏡ヲ磨ニ可

遣。磨種ニナイヲ用ユト可問ヤ。儒佛ノ法ヲ用ユルモ如斯。我心ヲ琢磨種ナリ。琢テ後ニ磨種ニ泥

コソヲカシケレ假令儒家ニテ學ブトイフトモ。學ビ得ザレバ益ナシ。佛家ヲ學ブトモ。我心ヲ正ク

得ルナラバ善カルベシ心ニ二ツノ替アランヤ。佛家ニ習バ。心ガ外ニ替ル者ト思フ者ハ笑フニモ又

絶タリ。佛家モ最初ハ儒學ヨリ入僧多シ。儒書ガ妨ニナリテ。佛意ヲ得ルコト成難キコトヲ聞ズ儒

者モ其如クニ佛法ヲ以テ心ノ磨種ニシテ。心ヲ得テ。何ゾ儒家ノ妨トナルベキヤ。既ニ佛氏儒者ノ

方ニテ發明シテモ用ユル所ハ佛法ニ用ユルナリ。又經論ニ因テ見レバ佛ハ覺ナリ。覺ハ一切衆生ノ

迷ヒ解ルナリトアリ。迷ヒ解レバ本ニ歸ルユヘニ。三界唯一心ト云。迷ヒノ解タル體ヲ名付テ佛性

ト云。佛性ト云ハ天地人ノ體ナリ。至極ノ所ハ性ヲ知ル外ニ佛法アランヤ。佛ヨリ二十八世。達磨

大師見性成佛ト説リ。又儒ニハ道ノ大原ハ天ニ出。依テ天ノ命コレヲ性ト云。性ニ率ハ人ノ道ナリ

ト説玉フ。性ト云モ天地ノ體ナリ。神儒佛トモニ悟ル心ハ一ナリ。何レノ法ニテ得ルトモ。皆我心

ヲ得ルナリ。92 

 
 中国禅宗の祖、達磨大師の見性成仏と、儒教における天命、性に従い行う道を、同質なものと解釈し、

神道、儒教、仏教ともに、自分の〈心〉を悟る点で同じだとして、三教一致の立場を、梅岩は明確に説

いている。これは「良知コソ三教ノ霊柩」として、儒仏道の三教一致を主張した陽明学左派の立場に近

接する。 

 宋学の定型性を拒否して成立した陽明学は、陽明没後すぐに後継者の信ずる処に従って多様に展開し、

明代思想を豊饒なものにした 93。士大夫、読書人として伝統的な「矩」をこえない良知帰寂派(右派)は
「至善を心の本体」とし、宋学への回帰を志向した。陽明の正統を継承する良知修証派(中道派)は「無

冉無悪と至善の一体化」を説いた。そして、「無冉無悪を根本」とする良知現成派(左派)は、明代思想

の主流となり、奔流の如き活力をもって良知心学を先鋭化した。中道、右派は左派の暴走を抑制する側

に回り、特に右派は宋学への回帰を孕むものであったから、本流とはなり得なかった 94。 

 陽明は、「大抵二氏の学は、其の妙聖人と只だ毫釐の間有り」95という。大体道・仏の二家の学問は、

その深遠な点においては、聖人の学問と隔たることごく僅かである、と説いた。王心斎(1483-1541)とと

もに陽明学左派を率いた王龍渓(1498-1583)は、『三山麓澤録』において「(老荘の学は)もとより吾が儒

の宗派」と説き、儒仏道の「三教帰儒」、三教一致を主張した。他方、陽明学右派はこの三教一致を批

判する。たとえば、佐藤一斎(1772-1859)は朱子学と陽明学とは帰一するとの立場から、個人としては陽

明学を奉じながらも、幕府儒官として昌平黌等の公的な場所では専ら宋学に準じた思想家教育家であ

る 96。 

 
  世に、一種の心学と称するものあり、女子・小人においては、寸益なきしも非ず。然るに、要する

に郷愿の類を為すのみ。士君子、これを学べば、則ち流俗に汨み、義気を失ふ、尤も武弁の宜しき

とする所に非ず。人主、誤ってこれを用ふれば、士気をして怯懦ならしめん。殆ど不可なり。 

  明季、林兆恩は三教を合して一と為す。蓋し心斎・竜渓を学びて失せしものなり。この間、一種の

                                                 
92 同上、21-22 頁。 
93 荻生茂博『近代・アジア・陽明学』ぺりかん社、2008 年、200 頁。 
94 同上。 
95 前掲、近藤康信(1959)、192 頁。 
96 前掲、荻生茂博(2008)、146 頁。 
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心学の、愚夫愚婦を誘ふものと相類す。要するに歯牙に足らざるのみ。 

  王竜渓は、余姚晩年の弟子たり。教を受くるの日浅く、その説は高妙に過ぎ、遂に陽儒陰釈の謗を

来せり。猶ほ宋代に楊慈湖ありて、累を金渓に貽ぼすと同一類なり。その他門人の、鄒東廓、欧陽

南野、聶双江の如きは、並に彬彬たる有用の人物たり。宜しく混看することなかるべし。97 

  
 一斎は、三教一致を議論するに及ばないものと一蹴した。そして、王陽明に学んだ日が浅く、儒教を

学びながらその実は仏教を学んでいたというべき王竜渓、また王心斎に連なる左派の教学は、女子や小

人が学ぶ似非学問であり、石門心学が民衆を誘導するのと同類だとして切り捨てる。朱子学への回帰を

志向する右派は、三教一致を否定し、また、その非難の対象となった梅岩の教学と、王学左派における

三教一致の方向性が近似するものと捉えていたことが分かる。 

 

おわりに 
梅岩の教学とは、梅岩独自の〈心〉の思想と、〈行〉の実践倫理、という二つの側面を持つ「実学」

だった。その梅岩独自の〈心〉の思想を、心性論と世界認識論に腑分けして、宋明心学における思想概

念との近接を検証することを試みた。 

梅岩は、『都鄙問答』の「或学者商人ノ学問ヲ譏ノ段」において、商人が正直を実行せず、邪なこと

をするのは、「主人ノ思ヒ寄ナキ悪ヲ迎ヘ。主人ニ甘キ毒ヲ喰テ家ヲ絶ス者ニ同ジ」98だという。また、

「子孫ノ兦ビ往コトヲ知ラザル者多シ」 99、「可愛子孫ノ絶ヘ兦ルコトヲ知ラザルハ哀キコトニアラズ

ヤ」100といって、家業が絶えること、子孫が絶えることは避けるべきことだと説いたから、日常生活の

実践道徳の先にあるものは「家」の永続であった。尾藤正英は、梅岩の教学を通じて儒教思想が広く普

及した要因のひとつとして、聴講者としての民衆の側の精神的な要請があったことを指摘する 101。そし

て、そのような積極的な精神態度に支えられてこそ、宗教を含めての、この時代の諸分野における平等

性や普遍性が実現されていたと考えられ、そうした平等性の意識を支える条件としての社会的基盤が

「家」の一般的形成だとしている 102。 

 梅岩における、天地との一体感を得る〈心〉とは、天から与えられた「職分」、「社会的使命」であ

った。〈行〉の実践倫理とは、「職分」を実践し、和合し、「家」の永続を可能にする。〈心〉の思想

と、〈行〉の実践倫理による両義性をもつ柔軟な儒教的世界観に支えられた梅岩の「心学」は、貨幣経

済が発達するなか、どう生きるべきかの指針を示されていなかった町人、そして身分を超えた人々の心

を捉えたのだろう。近世の民衆社会には「天地ハ自然ノ次第ナル」、儒教的世界観を受容する素地があ

ったとすれば、この世界観に基づく、倹約、正直、和合、孝行などの徳目は、町人にとって親しみやす

い実践倫理であり、当時を生きる彼らにとっての切実な課題であった「家」の永続を実現する、卑近な

「実学」だったといえる。 

                                                 
97 相良亨・溝口雄三編『日本思想体系 46 佐藤一斎、大塩中斎』岩波書店、1980 年、119-120 頁。 
98 前掲、石田梅岩(1739)、巻之二 29 頁。 
99 同上、32 頁。 
100 同上。 
101 前掲、尾藤正英(1992)、118 頁。 
102 同上、118-119 頁。「近世の社会が、武士も町民も農民も、それぞれに「家」を単位として構成されていたことは、

周知の事実であるが、そのような社会的状況は、さきに述べた 14 世紀から 16 世紀のころにわたる社会変動の時期を通じ

て、はじめて実現されたものであったと考えられる。それ以前には、貴族や上層の武士など、特権ある社会階層において

は、既に早くから「家」の形成がみられたが、一般の庶民までが、何らかの家業や家産(「家」の財産)を持つことにより、

生活の拠点としての「家」を形成するようになったのは、それほど古い時代のことではないと思われる。」 
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梅岩は、晩年に著した『斉家論』において、次のようにいった。 

 
倹約をいふは他の儀にあらず、生まれながらの正直にかへし度為なり。天より生民を降すなれば、

万民はことごとく天の子なり。故に人は一箇の小天地なり。小天地ゆへ本私欲なきもの也。このゆ

へに我物は我物、人の物は人の物。貸たる物はうけとり、借たる物は返し、毛すじほども私なく、

ありべかかりにするは正直なる所也。此正直行はるれば、世間一同に和合し、四海の中皆兄弟のご

とし。我願ふ所は、人々ここに至らしめんため也。103 

 
 人間は天地の子であるから、人は一箇の小天地なのであり、私欲なるものはないはずだという。私欲

がないということは、生まれながらに正直だということであり、それを体現実行することが、ほかなら

ぬ倹約であるという。梅岩における、正直と倹約とは、継承連続の循環としての自然法則に従うことで

あった。これを実践すれば、世間はみな和合し、仲良く暮らしていけるのであって、人々をそのような

境地に導くことが、梅岩の願いだった。 

 倹約、正直、和合、孝行などの徳目は、「通俗道徳」としてその後の日本社会に引き継がれていると

みることができる。梅岩が儒教的価値観を自らの思想の軸となる世界観として構築し、そのなかで強調

した「天人合一」や「継ぐものは善」も、「社会的通念」として継承されたと、捉えることができるだ

ろう。例えば、明和 3 年(1767)に談義本作家の伊藤単朴は、子孫代々の「家」の永続を願い、教訓書『不

断用心記』を刊行している。その内容は「地域共同体における生活の仕方から、災害時の教訓、日常生

活の工夫と極めて実際的」104である。 

 
世の中に、己が身の欲より、先祖の千苦万苦して、取立たる家を失い、妻子を流浪させ、終に己が

身もたもたず、甚だしきは、屍をだに埋隠さざるようの人、かずかず有、あはれ古人のおしへにし

たがひ、慎まもらば、などか身を亡す迄には至べき、皆これ我を賢ちのみ思ひ、先祖の法をいやし

め、嘲り、奢ほしゐままにする故なり、我後たらん者、かならずしも、分際に過ぎたる事なるらん

やうにと、昼夜こころを付、我身すこしも奢、気侭なる行跡や有と、したしき友にも、時々尋とふ

程にすべし、左もなくては、覚をしらず、奢に成行もの也、かへすかへす我身の癖事を、あからさ

まに告、はづかしむる、真実なる友をほしき物也、しかれども是は金銀より求得がたし、若さよう

の友あらば、大切にして親しく厚く敬ひ、久敷付合やうにすべし。105 

 
自分の欲心から、家を没落させるのは、先祖のしきたりに従わずに立場をこえた贅沢するからだ。求

むべきは自分の癖事をずけずけと指摘する友であるが、これは金銀よりも得難い。もしそのような友が

いるのなら、大切にして長く付き合うべきだ。といい、「家」の永続のための卓越した教訓を残してい

る。 

また、幕末の心学者、磯間良甫 106による教訓書『国恩教諭実能名留樹』107には、「天人合一」と「継

                                                 
103 柴田実『日本思想体系 42 石門心学』岩波書店、1971 年、27-28 頁。 
104 横山學編『江戸時代女性文庫 63』大空社、1997 年、解題 6 頁。 
105 伊藤単朴『不断用心記』巻の下、東都書院、1767 年、14-16 頁。 
106 寛政 3 年(1791)に武蔵国多摩郡小比企村(現在の東京都八王子市)に生まれる。「小比企村では磯間良甫という心学者が

生まれた。磯間は後年江戸で医者となる」(八王子市史編集委員会『新八王子市史 通史編・近世』2017 年、456 頁)。 
107 「『節倹』、『和合』、『忠恕』、『公私』について説く内容で武州通機堂から刊行された。『公私』について述べ

た部分では、褒美がなくとも怠ることなく人に敬い仕えることは、天道に仕えることと心得て、できるかぎりの誠意を尽

くせば、信頼を守ることができると記されている。この一文は、新渡戸稲造の著作『修養』の中で引用されたことでも知



「石田梅岩の思想と宋明心学」  
 

133 

グモノハ善」が、受け継がれ、それに加えて、無益な殺生はしないこと、穀物の一粒一粒を大切にする

こと、資源を無駄にしないことが説かれている。 

 
 凡そ人間吾れひとなく、天地の間に生物するは、天地の間に生物するは、陰陽比和の恵を受けざる

者なく、万物乾坤に生じ、普天の下、卒土の浜天光地育にあらざるはなし。 

 鳥獣魚虫草木といえども皆これ天地同一体の生物、有情、非情、賢愚の差別あれども、倶に一器中

に並生なり。かるがゆへに無益の殺生をすまじきものなり。 

 殊更に五穀は人命を補助し、上下となく生涯を保養す。故に一粒一粒も粗略にすべからず。人は万

物の長、天地の霊にして、活物の冠たり。故に万の得失を知つて用捨の理をわきまえ日用を達す。

一木一草の塵芥たりとも心を用い、成るべき用にたて、草木の藁屑も無益に捨てず竈に焚きていさ

さかの用に足るもその功を全うしなば、その物の本懐なるべし。如斯するは是天地同一体の物を空

にせず、国土の費をなからしむるは、天地に対する信冥理とおもえばなり。108 

 
 梅岩が町人に向けて編み出した実学は、宋明心学の〈心〉〈性〉をキー概念として援用しつつも、神

道の天地開闢説と仏教の禅的開悟を包摂した実践を重視した。宋学における、〈心〉を未発の〈性〉と

已発の〈情〉を援用し、〈行〉を重視する方向性は知行合一を説く陽明学と軌を一にする。同時に、梅

岩は三教一致として、「天地開闢」説の根拠として神道を、禅的開悟の理論的根拠として仏教を併用し

た。そもそも、日本における神道、儒教、仏教は、歴史的にそれぞれが互いに影響を及ぼしあい三教を

厳密に区別することは困難であり、中国における儒教、仏教、道教の三教も同様だ。しかし、多くの場

合、宗教またはその宗派においては、原則的に自らの立場の正統性を主張し、それ以外を異端として排

除する傾向が強く、儒者や道士は外来の宗教である仏教を敵対視するのが一般的だった。朱熹は禅仏教

を学んだが、後に仏教を批判し、定型性を重視したその門弟たちは、禅仏教を併用する陽明学派を異端

として論難した。梅岩の教学は、異端という概念を否定し、王陽明と後の良知現成、左派が共有した三

教一致と同様の立場をとった。そして、〈心〉と〈行〉を強調する点においても、梅岩は知行合一を唱

えた陽明学左派と軌を一にする。さらに、梅岩が宋学を含む儒教が重視した書物の素読による学問より

も、講義と門人との対話による「講学」を重視したことも、陽明学の特徴に近接する。 

 「心学」という呼び名は、近世の初頭から台頭し、次第に広まったとされている 109。元禄二年に『藤

樹蕃山心学文集』が出版され、山鹿素行と伊藤東涯は陽明学を「心学」といい、太宰春台と山縣周南は

朱子学を「心学」といった 110。心学という名称は、江戸時代の思想界において、異常な魅力を以て寵児

であり、「学は畢竟心学であらねばならぬという信念もまた、名称も普及と共に普及していた」111とい

う。朱子学または、陽明学を指す「心学」と区別するために、石田梅岩門流の心学として「石門心学」

が使われたのであり、この「石門心学」は、手島堵庵(1718-1786)が〈性〉を「本心」と読み替えてから

                                                                                                                                                                  
られ、広く一般に用いられた著作であった可能性が高い」(同書、456 頁)。そして、新渡戸が引用した原文は、『国恩教

諭実能名留樹』における、「上につかうる身はその役を守り、たとい我に仰せはなくとも、その上のためになるべきこと

は是れをつとめ賞なしと怠らざるは上を敬い仕うるの礼なり。これは人にのみ仕うるにあらず。我が天道に仕うる冥理と

心得、なるたけの実意を尽くすは信を守るの至りなるべし」(磯沼昭男編『国恩教諭実能名留樹』地域文化研究会、1954
年、40 頁)。 
108 同上、49 頁。 
109 前掲、石川健(1938)、24 頁。 
110 同上、33 頁。 
111 同上。 
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後に、使われた呼び名とされている 112。 

 
  我が師、都鄙問答に孟子尽心者知性の説に従ひ用ゆる事をいへり。知本心は則知性と同じ。性は理

にして諭しがたし。故に知本心と説のみ。中庸は性によって説き、大学は心によって説く。心は体

用をかねて説くゆへ、人達するにちかし。113 

   
本心を知るは外の事にあらず。此無我無知の本体を知る事なり。114 

 
  本心を知れば我なし、我なければ天地万物を吾とす。115 

 
  我が師弟子に示すに此養育を肝要とせり。養育とは所謂省察・存養也。116 

 
「本心を知る」というのは、「性を知る」と同じことだ。性は理であるからこれを諭すのは難しく、「本

心を知る」と説く。『中庸』は性によって説き、『大学』は心によって説く。心は体用を兼ねて説くか

ら、人はこれに到達しやすい。本心を知るとは、自分の欲心を超越することであり、自分が天地万物の

一部であることを理解することだ。我が師は弟子たちに省察と存養が肝要であることを説いた、と堵庵

はいう。省察とは心の発動態において自らをかえりみることであり、尊養は心の未発態において自らの

本性、精神を養うことであって、堵庵も「心は性情を具する」とする宋学における、未発と已発の対概

念を継承した。 

梅岩の遺志を継いだ門弟たちは、人々に「語る」ことでその教学を全国規模に布教することに成功し

た。中沢道二(1725-1803)は、梅岩の教学を分かり易く説く「道話」を各地の講席に出向いて語った。「道

話」において、梅岩の天人合一、三教一致そして、自然の次第、が引き継がれた。 

 
  近思録、「夫天地之常、其心普万物而以無心也」ト。天地の常とは、即ち道の事でござります。天

の心といふは、一切万物、人間・禽獣・草木に至るまで、皆天の心なるゆへ、夜が明けるとちうち

うかうかう、梅の木に梅の花が咲き、柿の木に柿の出来るも、皆天の功用じや。けれど天は目に見

えぬ、影形もなく無心なれど、平等一枚、万物に普くして、此やうにうごき詰じやによって、一切

万物の造化するは、悉く天の働き、天と万物と一躰なるゆへ、釈迦如来も孔子様も、千石万石の殿

様も、賤しい銘々どもも、蚤も鯨も、犬も猫も、雁も鴨も、皆天の生じた土じゃ。(中略)去によっ

て人は一固の小天地、天地の外に道はない。人は天を心として、形は土じゃ。117  

 
近世日本の思想状況において、宋明「心学」は、苗床または母胎ともいうべきものであったといえる。

東アジア「心学」の一形態である梅岩の教学は、町人層のみならず、農民層、支配層へと広く普及して

いった。ゆえに、一般民衆レベルといえる幅広い社会の階層において、その思想と実践道徳が、宋明「心

学」を経由した日本的「心学」によって基礎づけられたと捉えることが出来る。 

                                                 
112 同上、35 頁 
113 手島堵庵『知心弁疑』前掲、柴田実(1971)、131 頁。 
114 同上、136 頁。 
115 同上、137 頁。 
116 同上。 
117 同上、210-211 頁 
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人間の精神活動の根本であり、知、情、意の本体となる、梅岩の〈心〉とは、「本質」、「芯」、「重

心」、さらに、「本質を捉え直感するはたらき、平衡感覚」であった。梅岩の思想には、「天地が万物

を生み出し、人間もまたその天地に生み出される存在である」という、継承連続を善きものとする儒教

的価値観を基盤とした世界観がその中心にある。梅岩における、人の〈心〉とは、「天地から生み出さ

れた際に授かった本来の性質」であり、「欲心」が含まれる。そして、〈性〉とは「人を含む万物が、

天地から授かった本来の性質」であり、「欲心」は含まれず「無心」であって、「生々を継ぐ善なる」

ものであった。 

梅岩の思想は、宋明の「心学」から包摂した、継承連続を善とする世界観を思想的基盤に据え、それ

まで正しい身分として認識されていなかった商人、町人の社会的意義を認知させる役割を果たした、近

世日本における「心学」であったといえる。 

 
船戸雅也(ふなと まさや、Masaya FUNATO) 

東京外国語大学大学院 博士後期課程 
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