
陽明学は、幕末、明治、大正、昭和の日本を動かした多くの人々に、多大な影響を与えた実践哲学です。

明の時代の中国の軍人であり、儒家であった王陽明によって広められました。

中国では衰退してゆきましたが、日本では幕末の志士達に大きな影響を与えたといわれ、

その信奉者は、日本を動かした明治、大正、昭和の、政界、財界、軍人、知識人に広まってゆきました。

陽明学は、平成に入る頃から衰退してゆきましたが、

今日信奉者が増えつつあるニューエイジ思想とも共通点のある思想です。

今回は、幕末以降の日本への陽明学の影響に焦点を合わせて、多様なジャンルの陽明学賛美者の方々の

ブログや書籍をご紹介しながら、日本における陽明学が果たした影響について考察してみたいと思います。

そして、ニューエイジ思想との共通点についても考察してみたいと思っています。

陽明学

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

陽明学（ようめいがく）は、中国の明代に、王陽明がおこした儒教の一派で、

孟子の性善説の系譜に連なる。

形骸化した朱子学の批判から出発し、時代に適応した実践倫理を説いた[1]。

心即理・知行合一・致良知の説を主要な思想とする[1]。

王陽明（おうようめい、

成化 年 月 日（ 年） 嘉靖 年 月 日（ 年 月 日）は、

中国の明代の儒学者、思想家、高級官僚、武将。朱子学を批判的に継承し、

読書のみによって理に到達することはできないとして、仕事や日常生活の中での実践を通して心に理をもとめる

実践儒学陽明学を起こした。

一方で武将としても優れ、その功績は「三征」と呼ばれている。

陽明学

父王華（ ）は、 年（成化 年）に科挙を首席の状元で合格した秀才。

父の合格当時、陽明はすでに 歳であった。父はのち南京吏部尚書に至り、竜山公と称せられた。

王陽明は、仏教、武芸、詩学など、様々な才能に秀でいた。

青年時代には杓子定規な勉学に倦んで武術に熱中し、 歳の時には辺境問題の解決には軍略も必要だと

考え、自らその任に当たるべく兵法を修めた。

その一方で儒学を志し、万物に理が備わっているという朱子学の理気二元論を学んでいるとき、庭の竹の理を

窮めると称して、七日七晩、竹の前に座り続け、ついに倒れたという逸話が残されている。

年（弘治 年）、 歳、 度目の受験で科挙に合格して官吏になったが、儒学の勉強を怠ることはなかった。

歳のとき、宦官劉瑾の独断的な政治を批判する上奏文を、皇帝武宗に提出したが容れられず、劉謹の恨みを

買って、はるか僻地の貴州省龍場駅の役人に左遷された。

彼は、この言葉も風俗も異なる少数民族の住む地にあって、厳しい自炊生活を送りながら、思索を続け、

「龍場の大悟」（龍場での大いなる悟り）といわれる新学説・陽明学を誕生させた。

（あるレベルの悟り体験、覚醒体験を得たものと思われます。）



三征 編集

やがて、劉瑾の専横が明らかになり、彼が追放されると、王陽明は県知事に任じられたのを皮切りに、

江西巡撫や南京兵部尚書などの高官を歴任することとなった。

ここで つの軍事的業績をあげ、後世「三征」と呼ばれた。

一つ目は 年（正徳 年）から 年かけた、江西・復福建省南部で相次ぐ地方の農民反乱や匪賊の

巡撫・鎮圧である。この地方は地方官衙の統制が及びにくく、様々な紛争が軋轢が絶えなかった。

その追討の命を受けた陽明は、商船を徴用して水路で進軍、民兵を組織してこれらをことごとく鎮圧、

民政にも手腕を発揮し治安維持に務めた。

つ目はその最中の 年 月に起きた寧王の乱である。

陽明は 日に反乱の一報を聞くと直ちに軍を返し、未だ朝廷から追討命令が出ていないにも関わらず

吉安府で義兵を組織する。 月 日に吉安を進発し、寧王軍が南京攻略のため不在となっていた敵本拠地・

南昌を急襲、これを落とした。慌てて戻ってきた寧王軍と ・ 日にわたって会戦してこれを撃破、

日首謀者朱宸濠を捕らえた。

陽明はまともな軍事訓練をしていない烏合の衆を率いて、反乱に向けて準備を進めていた寧王軍を

僅か ヶ月足らずで鎮圧したことになり、陽明の軍事能力の高さが窺える。

月朝廷は寧王残党がくすぶっていることを理由に皇帝親征を企てるが、陽明は無用だと建白している。

陽明は皇帝が北京を留守にすれば、宿敵たる西北国境の異民族に隙を付かれかねず、

その経費や労力にかかる民衆への負担が大きすぎると述べ、優秀な前線指揮官に留まらない、

国家の大局・大勢を踏まえた陽明の戦略的思考がわかる。

これらの功績により、陽明は 年（正徳 年） 月に新建伯に封じられた。

つ目は 年（嘉靖 年）、広西で反乱が起きると、王陽明にその討伐の命が下った件である。

彼は辞退したが許されず、病気をおして討伐軍を指揮し、それらを平定し事後処理を進めた。

帰還命令が出ない中、独断で帰郷を図ったが、その帰途、病（結核）が重くなって江西省南安

（現在、贛 かん 州市大余県青竜鋪）の船中で死去した。

功績 編集

彼は、南宋の陸九淵の思想を発展させて、「事物の理は自分の心をおいてなく、それ以外に事物の理を求めても、

事物の理はない」という、心即理を明らかにした。

また、天地に通じる理は自己の中にある判断力（良知）にある（良知を致す＝致良知の説）と主張した。

また、知と行を切り離して考えるべきでないという知行合一を主張した。

自分の心に理を求めたり、自己の中にある判断力を求めることは、全ての人に可能なことであり、

「満街の人すべて聖人」と言った。こうして、儒学を広く庶民の学問に押し広げたのである。

伝収録は、王陽明が弟子の質問に答えた内容をまとめたものです。

王陽明が陽明学の体系をまとめた書物を作成しなかったので、伝収録から陽明学を学び理解するしか

方法はないようです。

伝収録の内容を紹介した書物は江戸時代から今日まで沢山あるようですが、

ここでは、林田明大様の『真説 伝収録 入門』を紹介させていただき、

王陽明の人柄についての記述を抜粋させていただきました。

伝収録



林田明大

ノンフィクション作家・陽明学研究家。

１９５２年、長崎県島原市生まれ。

ゲーテやルドルフ・シュタイナーの思想から禅まで、

東西の哲学・思想を独学にて修得。

その間、王陽明の思想に触れ、

９４年にデビュー作『真説「陽明学」入門』を上梓、

「帝王学」というそれまでの誤解を解消し、

現代人のための実践哲学として復活させた。

現在、陽明学的な生き方を貫く良師・良書との

出会いを糧に、現代人へ向けての活きたテキストを

数多く手がけている。

『真説「陽明学」入門』は、１０余年前から、グロービス経営大学院で必読書に選定され、

教科書としても採用され続けている。

『真説 伝収録 入門 』 林田明大 からの抜粋（１～３ページ）

はじめに

ーー前略ーー

陽明学の祖であり、この『伝収録」」の主人公でもある王陽明の人となりについて、

ぜひご承知おきください。

陽明が龍城の書生（門人）に示した教条の一部に、次のようなものがあります。

「私は道においても未熟であり学も粗雑であるが、あやまって諸君の師になった。

毎夜毎夜思う、私には悪さえもなくなっていない、もちろん過ちはいうまでもないと。

ある人は、師を諌めるには正直でしかも無礼にならぬように、

婉曲でしかもかくさないようにといっている。

私に善いところがあれば、諸君の諫言によって善い所がいよいよ善くなり、

悪いところがあれば、それによってこれを除去することができるのである。

そもそも教えと学びは、お互いに益あるものだ。

人に善いことをするように諸君にすすめるには、まず私から始めねばならぬ。」（『王陽明文集』参照）

陽明の謙虚さが、誠実な人柄がにじみ出てあまりある一文です。

文人としてのみならず、武人としても超一流であった王陽明ですが、彼はこの中で、まず人に善いことをしろと

言う前に自分から善いことを実践しなければならない、つまり率先垂範が大切だと述べているのです。

陽明学を学ぶには、『伝収録』しかないと言って過言ではないと思っているのですが、陽明学を学ばなかったら

私の短気はなおらなかったでしょうし、今のように忍耐強くはならなかったことでしょう。

気配りの大切さ、チャレンジ精神の勇気の大切さをいまさらながらに思い知らされたのも、

『伝収録』あればこそなのでした。

今から７、８年前、『伝収録』を読むなかで、知行合一体験といっても過言ではない深い気づきを、

自分自身で経験しました。

「知行合一の本当に理解は、こういうことだったのだ」という非常な感動をともなった気づきがあったのです。

知識と行動は一つでなければならない、一致させなければならない、だから行動すべきだ、

などということではなく、知識（思い）と行動はもともと一つである、言い換えれば、生と死、幸と不幸、

知識（思い）と行動などという具合に、相対立する二つのものに分けて考えるな、という教えだったのです。

そして、それまでばらばらだった＜心即理＞＜知行合一＞＜至良知＞＜万物一体の仁＞という陽明学の柱と

なる説が、私の中でものの見事に一つにつながったのです。



日本協議会理事長 多久善郎 ブログ

何故「陽明学」は日本人の哲学となったのか

【連載】 先哲に学ぶ行動哲学

先哲に学ぶ行動哲学 知行合一を実践した日本人

第三十四回（『祖国と青年』２４年２月号）

何故「陽明学」は日本人の哲学となったのか

儒学の理想は日本で実践され、日本人の求道心が陽明学と合致した

連載「先哲に学ぶ行動哲学」も次号で終了する。

そこで今回は「総論」として、中国に誕生した陽明学が、わが日本で多くの偉大な

先達の思想の柱となった理由を考えたい。

中江藤樹や熊沢蕃山は、思想を論じるに当って、「時・処・位」の違いを重視した。

中国やインドと日本とは「水土」が違うので、日本人は儒学や仏教を学びつつも、あくまでも神道をその中心に

立てるべきであると主張した。

水土」とは今日いう「風土」であり、それぞれの国家や民族の居住地の環境がそこに生きる人間の思想に

大きな響を与える事は今日様々な書物によって解明されている。

日本文明と中国文明が全く異なる事はＳ・ハンチントン『文明の衝突』等、世界の識者の多くが認めている。

王少鋒は『日・韓・中三国の比較文化論』の中で「島国の日本は受信文化・融合文化」

「半島の韓国は通路文化・徹底文化」 「大陸の中国は発信文化・並存文化」として島国・半島・大陸に

それぞれ「融合」「徹底」「並存」の言葉を配している。中国大陸には様々な価値観が複雑に並存しているのだ。

金文学は『島国根性・大陸根性・半島根性』の中でそれぞれの国を流れる川の濁り具合に着目し、

中国・濁流文化（長江６３８０キロ・黄河５４６４キロ）、朝鮮・半清流文化（洛東江５２５キロ・漢江５１４キロ・

鴨緑江７９０キロ）、日本・清流文化（最長の信濃川でも３６７キロしかない）と分類した。

中国人の底の知れない心の中と日本人の「清明心」との比較を川の濁りに象徴させている。

私は、昨年のある時期、中国・明代の学者洪自誠の『菜根譚』を日々播き「古教照心」して居たが、

様々に教えられると共に、一種の違和感を覚える言葉もあった。

例えば「巧を拙に蔵し、晦を用いて而も明に、清を濁に寓し、屈を以って伸となす。

真に世を渉るの一壺にして、身を蔵するの三窟なり。

（才能を秘めながら無能をよそおい、明察でありながら知恵をひけらかさず、濁流に身をおきながら清廉を保ち、

身を屈して将来の飛躍に備える。

このような態度こそ、「中流の一壺」や「狡兎三窟」の教えにかなう処世の秘訣である。）」という教えがある。

教え自体は深い洞察から生れたものであり、なるほどとは思うが、自らの本質を覆い隠して他を欺き、

時期を待つという生き方には何か違和感を覚えた。

当時、並行して武士道の書を読んでいたからかも知れない。

武士道では、諫死をも厭わない剛直を鏡としていた。

『菜根譚』は「儒教・仏教・道教」の教えを総合し、「武士道」は「神道・儒教・仏教」の融合されたものであり、

神道と道教の違いがそうさせているのであろう。

中国思想を考える場合、中国の歴史に見られる治乱興亡のすさまじさと、権力闘争の熾烈さを抜きにしては

考えられない。

北方民族の侵入に備えた万里の長城のみならず、中国の都市は常に他の脅威に備えかつ人民を囲い込む

為の「城塞」を築き、夜には城門を固く閉ざした。 町の中の家屋も同じ様な構造になっていた。

中国ですたれ日本で隆盛した陽明学



私は、南京や西安の城壁を訪れた事があるが、壁の高さは十メートルを優に超え、城壁の幅も同程度の

とても分厚いものである。異民族の襲来掠奪は壮絶さを極め、敗北は滅亡を意味していた。

それ故、中国では、必ず勝利する為の「兵法」が研究され、孫子や呉子、諸葛孔明など戦略・戦術の

天才が生れている。

「三十六計逃げるにしかず」という言葉があるが、『兵法三十六計』は「勝戦の計」「敵戦の計」「攻戦の計」

「混戦の計」「併戦の計」「敗戦の計」それぞれに六計があり、三十五計を尽くし果した後、「走為上」

（逃げるをもって上策となす）と為している。

この三十六計は中国人の常識だという。日本人の単純さに比し、中国人の複雑さは計り知れない。

この様な風土の中で、何故儒学が誕生したのか。儒学を体系化した孔子が生きたのは春秋時代である。

周王朝の力が衰微し、諸侯の中に実力者が生まれて権力を持ち権威が崩壊して行く時代である。

孔子は中国の古代国家の堯帝・舜帝を聖人と仰ぎ、周を起こした文王・武王・周公の業績を崇め、

周公が行った政治を理想と仰いだ。 だが、孔子の理想はいずれの国でも実現されなかった。

更に、孟子が生きたのは、戦国の七雄と言われる覇者の時代である。

「仁義」を重視する孟子の政治学は殆んど顧みられなかった。

中国では、諸子百家といわれる様々な学派が誕生して覇を唱える王に遊説した。

戦国乱世を統一したのは、秦の始皇帝で、宰相の李斯は性悪説に立脚する法家の思想を重視し、

儒学は焚書坑儒で弾圧した。

漢が統一されるに及んで儒学は脚光を浴び、平和な時代の統治術として国教化した。

礼と秩序を重んじ、徳による統治を説く儒学は、士大夫の教養とされた。

だが、権力渦巻く中国政治の中で儒学は「たてまえ」に過ぎず、韓非子や孫子など、勝ち抜く為の処世術や

隠遁などの保身術が尊重された。 科挙制度が出来ると、儒学の四書五経は「受験課目」となり、文章規範と

して丸暗記が求められ、その生命力は完全に失われた。

それ故、中国では、民間の土俗信仰と結びついた道教や仏教が人々の信仰の対象となった。

今日でも、中華人民共和国を創建した紅い皇帝・毛沢東は始皇帝を崇拝し「批林批孔」で儒学を弾圧したが、

ソ連崩壊に伴い、十年ほど前から論語や孔子が復権し、昨年一月には天安門広場東側の国家博物館の

広場に孔子像が建てられた。中国の儒学は権力者の意向で常に利用され続けている。

中国に於ける儒学は実現される事の無い理想＝「空想」に過ぎなかった。

中国文明を取捨選択する日本文明の主体性

わが国の場合は、四季の織りなす美しい自然、豊かな恵み、海に囲まれ他民族の侵略を防ぐ自然の防波堤の

中での平和で穏やかな生活、台風や地震などの自然災害の定期的な襲来など、独特の風土の中で、

世界でも稀に見る民族性が培われて来た。

坂本太郎は『日本歴史の特性』の中で、日本の歴史の三大特徴を「連綿性」「躍進性」「中和性」と表現した。

日本には、古代から続く様々な文化が今尚存続している。全国各地に長い歴史を有する神社が多数存在する。

二千年以上に亘って連綿と存続し皇位が百二十五代を数える皇室は、世界に比類なき最古の王室である。

更に日本人は外来文明を積極的に受容し、それを自らのものとして咀嚼して行った。

日本文化は「連綿性」という不動の核が存在するが故に、他者に対し寛容かつ貪欲に吸収して行く事が出来た。

日本人は中国から「漢字」を取り入れたが、「仮名」を生み出し、漢字を音読み（中国音）と訓読み（大和言葉）

で表現した。漢文も書き下し文という日本語に変換した。

更には躾や峠など日本独自の「国字」を一千余字も生み出した。中国に無いものを日本人は自ら補った。

幕末維新期には西洋の翻訳語として「自由」や「哲学」などの新造漢語を多数創作している。

漢字との格闘は、漢字を完全に日本語へと昇華した。それ故、中国語の漢字の意味と日本語の漢字の意味が

全く食い違うものも多々生じて来ている。



日本人は、「革命思想」を否定し、「宦官」「纏足」など美感に合わないものは拒否し、

「科挙制度」も取り入れなかった。

家村和幸著『闘戦経』によれば、平安時代、兵法の大家として『孫子』等中国の兵法書を管理していた

大江家の三十五代匡房は、『孫子』の無批判の受容に危険性を感じて、わが国に古来伝わる「武」の智恵と

精神を簡潔に纏めた『闘戦経』を著した。

匡房は「この『闘戦経』は「孫子」と表裏す。

「孫子」は詭道を説くも、『闘戦経』は真鋭を説く、これ日本の国風なり。」と、孫子を貸し与える時は

必ず『闘戦経』を読ませた。

勝つ為に手段を選ばぬ中国文明に対する精神の防波堤を築いたのだ。

日本人は中国文明の移入に際し必ず取捨選択し、その上で自らの内に取り込み、日本文明として再生させた。

儒学に於ても同様だった。

儒学は江戸期を通じて完全に日本人の倫理となった

明代に中国で生まれた陽明学は、長い儒学の歴史の中で「最後に咲いた花」と称されている。

陽明学は、宋の時代に体系化された朱子学（宋学）の欠点を補うものだった。

それ故、朱子学に物足りない有為の人材が王陽明の下に陸続と集まった。

朱子学は仏教や道教との理論闘争にも耐えうるだけの宇宙論・人間論を展開する壮大な内容の哲学であった。

それ故、旧来の儒学に対し、新儒学と呼ばれた。

朱子学は仏教的な要素や道教的な要素も包含する力を有して居た。だが御多分に洩れず、中国では明・清と

官学となった朱子学はその生命力を失い、清の亡国の際に殉じる士大夫は一人も出なかったのである。

王陽明亡き後の陽明学も右派と左派に分裂し、清代には衰退して行った。

朱子学は鎌倉から室町にかけ、陽明学は室町から戦国にかけてわが国に伝わった。

そして、元和偃武の江戸太平の下で、幕府は朱子学を官学として重用した。

それ以前に仏教は平安時代の山岳仏教で日本の自然に溶け込み、本地垂迹説の様に外来の仏教の神々

と日本古来の神々の一体化が進んだ。

更には鎌倉時代の禅や念仏教を通じてわが国の庶民にまで広がっていた。

仏教を反面教師に樹立された新儒学は、仏教との確執に充分耐える内容を持ち、それ迄禅林の中で埋もれて

いた儒学は飛躍の時を迎えたのである。

日本人の底辺に浸透した仏教的な価値観に対し、儒学は倫理道徳の教えとして矛盾する事無く広がって行った。

江戸時代を通じ、儒学は様々な日本人の心に触れる事により取捨選択が繰り返され、

日本独特の儒学が誕生した。

そして、それが士道・武士道となって集大成された。

科挙を導入しなかったわが国では、四書五経の丸暗記の必要は無く、膨大な分量の五経を学ばずとも

四書（大学・中庸・論語・孟子）や小学・孝経などをテキストに素読を行い、その中の象徴的な言葉は自らを

磨き上げ実践する鏡となった。

儒学の中国臭は捨象され、わが国の精神に適合する教えのみが強調されていくのである。

山鹿素行は「小学」に代るべく日本人の小学「武教小学」を編纂している。一方、中国に於て朱子学を乗り越える

べく誕生した陽明学は、わが国でも朱子学の持つ観念性に満足し切れない人々の心を捉えて行った。

日本陽明学の祖と言われる中江藤樹は朱子学と真剣に向き合う中でその限界を悟り、朱子学を乗り超える

学問を求めた。その体験は王陽明と同一だった。

藤樹は亡くなる四年前に王陽明全書と出会い、これこそが求めていたものだと歓喜した。

朱子学は「理学」と称されたが陽明学は「心学」「心法」と称された。自らの心の有り方を主に求めたからである。

江戸期には、陽明学以外にも、古学や古文辞学なども生まれ、朱子学を乗り越える努力がなされた。

それらは｢儒学の日本化｣の営みであった。



更に、江戸中期には儒学を柱に神道・仏教を総合して庶民道徳を説く石門心学（石田梅岩・手島堵庵等）が

誕生した。

寛政年間から全国各地に藩校が広がり、庶民対象の寺子屋（約一万五千）も各地に広がって行ったのである。

ここに儒学は日本人の道徳として「日本文明」の中に完全に溶け込んだのである。

これら「心学」の流れは幕末危機の時代にあっては陽明学が再興する底流となった。

更に、熊沢蕃山・山鹿素行・山崎闇斎などは、儒学の理想は、革命と動乱を繰り返す中国では決して実現されず、

万世一系の皇室を戴くわが国でこそ実現されると考えた。

日本人は、儒学を建前としてでは無く、実現できる「理想」として本気で摂取したのである。

最も日本人の心に合致した陽明の教え

ここで王陽明の教えを振り返り、何故日本人の心に浸透して行ったのかを考えたい。

陽明は「万街の人皆聖人」と総ての人が聖人の本質を備えていると説いた。

孟子の性善説に繋がる教えであり、人間の本性を信じる所から出発している。

それは、他者を信頼する事に基礎を置く、日本人の心性の共感を生むものであった。

又、陽明は、「心即理」を説き、真理に到達する道筋を自らの心の本源に求めた。

自分の心を磨き上げる事に主眼を置く学問姿勢は、「技を磨き心を鍛え上げ、道を極めていく」日本人の

求道心を揺さぶるものであった。

更に陽明は「人欲を去り天理を存す」不断の行を求めた。

「人欲」を祓い清めれば「天理」が輝き出るとの考え方は、神道の「禊ぎ祓い」による「清明心」の磨き上げと

共通するものだった。日本人は陽明学の中に「心の鏡を磨き上げる行の哲学」を見たのである。

その行を王陽明は「知行合一」「事上磨錬」の言葉で、日常生活に実践して行く事を強調した。

日々の行を自らに課す武士のストイシズムと陽明の事上磨錬は合致するものであったし、「武士に二言無し」

「言行一致」の倫理観を抱く日本人には知識と行動の一体を説く「知行合一」は当然の姿として受け止められた。

陽明学の核心は「致良知（良知を致す）」である。

陽明は「良知とは心の真実であり、宇宙の真理と繋がるものである。

それは本来自らの内に完備されている。他に求むるな。自らの心に求めよ。

全ゆる場に於いて自らの心を磨ぎ澄ませ。心の真実のみに従つて生きよ。」と教えた。

清明心の伝統に生きる日本人は、陽明の教えを「自己発見の学」と捉え、良知に基く不動の自己を確立し、

その上で、何事にも積極果敢に挑戦して行った。

陽明学は人材を生み出す温床の役割を果たした。

幕末期には、陽明学を人生の柱とする人物が佐幕討幕双方に於て中心的な役割を担っている。

それぞれの立場で「良知」を致し「誠」を尽くす彼等を見た時、陽明学は政治的な立場をも超えた日本人の生き方

そのものになっている事を実感するのである。

多久善郎様は、昭和２９年熊本市生まれで、九州大学工学部の２年生の時に出会った「陽明学」で心境が一転し、

その後、求道・独学を志されたそうです。

中国ですたれた陽明学が、なぜ日本で浸透してゆき、日本の時代の変革に大きな影響を与えていったのかを、

独自の観点から、明晰に解説しておられます。

実際に中国に行かれて感じられた、中国と日本の歴史や考え方違いの解説は、目から鱗の感がいたしました。



松岡正剛の千夜千冊

「王陽明 伝収録」 岩波文庫 １９３６ 訳注 山田準・鈴木直治

今宵は、ぼくとしては初めてのことなのだが、

陽明学をめぐっての感想を書こうかと思っている。

陽明学だから、中心には王陽明がいる。そのまわりに朱子や陸象山や李卓吾がいる。

これらの名はいまはあまり知られていないか、知られていても読まれていない。

おそらく最近の日本では、｢三島由紀夫って、たしか陽明学に凝っていたんでしょう？｣と

いうような見方があるくらいのものではないか。

こういう人には、三島の自決は陽明学によると映っているのであろうが、

王陽明がそういうことを奨めたわけではなかった。

また、自民党政治の奥座敷にやや詳しい者なら、安岡正篤が戦前戦後を一貫して

陽明学を読講して（老荘思想とともに）、その思想の啓蒙をはかりつつ政界の

ご意見番を務めていたことを知っているかもしれない。

けれども、その安岡に親しく会っていたのも佐藤栄作・福田赳夫・大平正芳までであろう。

大平に池田派結成のための「宏池会」の名を贈ったのが安岡だった。

しかし、そういうことはあまりに烟雨の中のこととしてしか、語られてこなかった。

それに、そういうことは陽明学とはたいした関係がない。

中略

おおかた、そんなところが陽明学についての一般の印象だろうけれど、

しかしいざ、その依って来たるところと、そこから打ち出された思想の波及を見ようとしたら、

これはそうとうに複雑で広範囲にわたっている。

中心にいる王陽明の語録は『伝習録』にほぼまとまっているから、いつだって読めるけれど、

その『伝習録』をとりあげるにしても、これはかなり広い領域のなかで扱わなければ、意味がない。

どのように広いかは、このあとのぼくの文章を読んでもらうことにして、そのくらいにしなければ、

陽明学など齧らぬほうがいいという意味もある。

テキストは岩波文庫版にしたが、明徳出版社の安岡正篤のものや岡田武彦のものも、最近出回っている

吉田公平のものも、いろいろ読まれるのがいい。安岡の講義もそれなりにおもしろい。

また朱子学や陽明学や日本の儒学も読んだほうがいい。

これから書くように、陽明学は中国と日本を頻繁にまたぎ、儒仏をゆさぶって眺めたほうがいいからだ。

中略

さて、ふりかえってみると、おそらく東アジアが生んだ思想のなかで、陽明学ほど短期間の有為転変が激しい

ものはなかったのではないかと思う。

いったい陽明学が見えずして、どのように儒学の流れが理解できるのかということもあり、また、日本儒学の

思想を陽明学を除いて語ることなどできないということもありながら、陽明学ほど誤解されてきたものもなかった。

たとえば、その「知行合一」の思想はそもそも儒学なのか、正統な朱子学なのかという問いにすら答えにくく

なっているだけではなく、それは心学か儒仏学かという問いもありうるし、修身の学か、天下安泰の学か、

変革の思想か、王権奪取の学かという問いにも、陽明学シンパもあやしくて答えきれなくなっている。

陽明学は、中国で廃れて、日本で独自に復活した。このこと自体が謎なのである。

なぜ本場の中国で廃れて、日本で復活したのか。日本の何がそれを受け容れたのか。

その復活にしても、まったく一様なものではなかったのだ。

その一様でないところも、まるで陽明学のポイント・フラッシュが放射状に飛び散って各所に突き刺さったかの

ようで、武士道にも神道にも、禅にも明治キリスト教にも親和していったふしがある。

こういう思想はめずらしい。ある面では陽明学はどのようにも受け取れるところがある。

そうなると、陽明学も時代の思想の割れ目パターンのようにしか映らない。

もうすこし広く掴まえたらどういうものになるか。

ぼくなりに用意した二、三の意外な話から入っていきたい。



内村鑑三の『代表的日本人』（ 夜）には、大きくは２カ所に陽明学についての言及がある。

中江藤樹と西郷隆盛のところだ。

よく知られているように、二人とも陽明学に心服した。藤樹は日本の陽明学の泰斗であって、

天人合一を謳って近江聖人と敬われた。その弟子に熊沢蕃山が出て、水土論と正心論を説いた。

大西郷についてはいうまでもないだろうが、王陽明を読み、『伝習録』を座右にし、「敬天愛人」を心に決めた。

藤樹も西郷もそれぞれ陽明学に心服した。

それはそうなのだが、この二人の陽明学への心服に、キリスト者の内村がぞっこん心服しているのである。

それを読んでいると、キリスト教と陽明学は実は酷似しているのではないかという気になってくるのだ。

実際にも、そのことを指摘した幕末の志士がいた。才気煥発の高杉晋作である。

高杉は当時の聞きかじりの知識ではあるものの、それでも幕末や上海のキリシタンの動向や心情を見て、

キリスト教の本質を嗅ごうとしていた。それが長崎で『聖書』を読んでパッとひらめいたようだ。

なんだ、これは陽明学ではないか、と。

こういう話は陽明学そのものが広い懐をもっているのか、それとも異端であるがゆえに人々に孤絶の道を

歩んだ者の思想や生き方との類似や暗合を思わせるのか、判断がつきがたいものを示しているのだが、

ぼくには陽明学のひとつの特色を語っているものと見えている。

中略

王陽明（王守仁）は、ひどく晩生（おくて）である。

幼児からの神童が一挙にその才能をのばしていったのではなく、苦渋のすえに覚醒していった。

しかもそれまでに逸脱の道を歩んでいた。

有名な著作や大部の書物をのこしたのでもない。作戦軍略家として音に聞こえ、世間にはその功績が

知られる程度で、死んだ。

ところが王陽明を慕う者は多く、その言葉は『伝習録』やさまざまな文集として残った。

しかも陸象山とともに、朱子に並び称されるにおよんだのである。

こういう道学者はかつていなかった。旧儒学であれ新儒学であれ、道学者というものはどこかで聖人をめざして

いるはずであって、むろんそれを踏み外した者など数かぎりなくいるが、少なくとも名が残った者に、

逸脱者などいなかった。それが王陽明にあっては、まったくそれまでのタイプにはまらない。

「陽明の五溺」という有名な言葉がある。

「はじめは任侠の習に溺れ、二たびは騎射の習に溺れ、三たびめは辞章の習に溺れ、四たび目は

神仙の習に溺れ、五たび目は仏氏の習に溺れ、正徳丙寅、初めて正しく聖賢の学に帰す」というものだ。

『伝習録』に入っている。

任侠が好きで、チャンチャンバラバラにうずうずし、文字習字語彙の遊びに溺れて、神仙タオイズムにも

仏教にも惹かれたというのだから、ぼくなど、これに倣っていえば五溺、すべて溺れっぱなしだが、

王陽明がそうだったというのである。

なぜ、このような男が国教ともなった朱子学を覆（くつがえ）したといわれ、陽明学を樹立したといわれ、

幕末維新に橋本左内や吉田松陰に、また西郷隆盛や内村鑑三に心服されたのか、にわかには納得がいかない

にちがいない。ぼくも長らくそうだった。

陽明は、明代の１４７２年の生まれである。浙江省の余姚（よよう）に出身したので、陽明学のことをしばしば

「余姚之学」という。

父親が進士に合格したのをきっかけに、少年期は北京に住んだ。高級官僚の御曹司の身分だったといって

いいだろう。１８歳のときに江西の婁一斎をたずねて「宋儒の格物の学」を告げられ、科挙にみる朱子学ではない

本物の朱子学に触れるように促された。

これで聖学をまっとうする決意はできたのだが、２度の進士の試験に失敗し、３度目に合格したころには、

明の辺境に韃靼（タタール）などが迫ってきていて、政府はその対策を練れる者を募集していた。

陽明はこういうことには燃える。なにしろ任侠にも騎射にもじっとしていられない。

高杉や松陰というよりも、むしろ坂本龍馬に似ていた。

そこで「辺務八事」をまとめて方策を奏上した。この効果はあったらしく、雲南の司法官に任命された。

それで諸事激務にあたるようになるのだが、過労のせいか労咳に罹り（もともと病弱だった）、しばしば喀血した。



それでも陽明は平ちゃらで、近くの山に道士が伏していると聞けば会いに出かけその教えを聞こうとした。

教えられた導引の術なども試している。

禅僧にもしばしば会っている。陽明には禅機をよくするところもあったのである。

ようするに、どんなものからも長所をとりいれる。屈託がないといえばそうなのだが、これでは道学者でも

ないし、まして朱子学者でもなかった。

正徳元年（ ）、陽明は３５歳である。名君とよばれた孝宗が病没して、幼い武宗が即位した。

幼年の武宗にとりいって、八虎とよばれる宦官たちが跋扈するようになっていた。頂点に劉瑾がいた。

これに呆れた戴銑・薄彦徽らが改革の上奏文を出すと、逆に禁固された。そこで陽明が怒ったのである。

戴銑の解放と劉瑾を弾劾し、救済活動を開始した。しかしたちまち投獄され、杖罰四十を受け、気絶してしまった。

陽明は貴州の竜場の駅長という低い職に流される。３７歳になっている。

ここは筆舌にしがたいほどの僻地で、まともな言葉を話す者もなく、疫病が蔓延し、掘建て小屋を自分でつくって

住むような場所だったようだ。これでは陽明もさすがに天を知り、自らを知ろうとする以外はない。

こうして本気で『大学』を読んだのである。

きっとこんな辺鄙で荒涼たる地で『大学』を読むと、心に響くのであろう。一気に「格物致知」におよんだ。

いわゆる「竜場の大悟」であった。

一方、陽明は土地の人民の教化にも努めた。そのため令名を聞いた者がしばしば陽明を訪れるようになった。

多くは朱陸の同異を尋ねるものばかりだったのだが、陽明はこれに答えるうちに、自身の考え方を述べる

習慣をもつ。それがまとまって「知行合一」の説となる。知ることと行うことは同じだという説だ。

これは理論が生んだ思想ではない。陽明の日々を集約した思想だったのである。

これを聞いた者たちは弟子を含めて、その真意がすぐには理解できなかったらしい。

が、しばらくたつと、忽然と了解できる。また陽明に続きの話を聞くと、わからなくなる。

ところがまたしばらくたつと、全体が見える。

しかも他の意見を対照すればするほど、陽明の知行合一説のほうが納得できる。

こういうことがつづいて、毛応奎のように貴陽書院を修復して、自身パトロンかつ弟子となって、

陽明の講座を開くところがふえていった。それが次から次にふえたのだ。

こうしてしだいに朱子の朱子学は、理に走った主知主義にすぎるということがあきらかになっていく。

しかしどうみても、陽明のメッセージはロジカルではなくて、仙人や禅僧っぽかったのである。

実は『伝習録』がよく読まれてきたことには、その魅力もあったのである。

陽明が竜場にいるあいだに、劉瑾一派の宦官勢力が衰え、ついに一掃された。

陽明は吉安府の知事に任命され、仕事をしながら心を鍛え、明鏡の精神をもつべきことを確信していく。

この、仕事をしながら鍛えるというのは「事上錬磨」とよばれているもので、陽明学がつねに強調する。

もう少し詳しくいえば、「立志して、事上錬磨する」ということを奨めた。立志がなければ稽古もムダになる。

できるだけ立志して、そのうえで仕事に就きながら事上錬磨するというものだ。

これは別の観点からいうと、いたずらに「虚禅」に浸るなということでもある。

虚禅というのは、座禅や瞑想に耽っているようでいて、その実、なんらの収穫もなく、大悟もないことをいう。

陽明はその虚禅に陥ることを戒めた。それなのに陽明自身には仙人や道士や禅僧めいた雰囲気が漂っていた。

ただし、仕事をしまくる仙人であって、多忙な禅僧なのである。

が、陽明が「虚禅」を戒しめたことには、中国儒仏史上のやや複雑な事情もからんでいる。

もとより歴史は捩れっぱなしではあるけれど、よくよく歴史の脈絡と臓腑を捌いてみなければ、

その捩れぐあいが見えにくいことが少なくない。そのひとつに朱子学と仏教の対立がある。

朱子学と仏教の対立といっても、これまた一筋縄ではなく、もともと中国は儒教の分母に仏教の分子が

乗っかったのだから、たえず「儒先仏後」か「仏先儒後」かを争ってきた。

のみならず、ここにもうひとつ道教が加わって、「道先仏後」や「儒先道後」も取り沙汰されてきた。

他方ではむろん、複雑な融合もした。老荘の「無」の土壌に、ナーガルジュナの「空」が舞い降りたというような、

なかなか微妙なところもあった。



そんな歴史なのだから儒仏の対立は積年の宿命のようなものだったのではあるけれど、

しかし、明代の朱子学と仏教の対立は、なかでもいささか特異なことだった。

なんといっても朱子が排仏思想をもっていたことが大きかった。これが、すべての事のおこりだったのである。

そこで仏門からの反撃が出た。

たとえば、成祖永楽帝の黒衣の宰相といわれた道衍（どうえん）による「仏法不可滅論」や『道余論』は、

程子や朱子の遺著から４９条を選びとり、これをことごとく反駁してみせた。これは朱子らが排仏を唱えたこと

への、復讐に近い。

朱子の仏教嫌いは有名である。

それは当然なのだが、それにひっかけて、旧守派が陸象山の心学的な傾向に対して、「それは仏教に似ている」

という批判が出てくるようになり、それが高じて理学と心学が長きにわたる論争に入っていったのである。

それだけならまだしも朱子学の内部の対立だったのだが、そこに仏教、とりわけ禅がからんでくると、

話がちょっと厄介になる。

もともと中国には「経学」というものがある。経学は四書五経などの古典を、すでに絶対真理性が保証されたもの

として学ぶというもので、聖賢の言葉そのものを丸呑みするように学習する。

それゆえ経学は、広くは仏教にもあてはまっていて、天台の徒が法華経を、華厳の徒が華厳経を丸呑みして

学ぶのもやはり経学なのである。

したがって、心学が心三昧を得るというためのものであるかぎりは、経学とは対立しない。

しかし、心学が一心万法を解いて、迷悟消沈の一切を心法とすべきだなどと言いはじめるようになると、

経学の権威は下降してくる。

このような中国的な心学を歴史上、最初に確立したのが禅なのである。

禅は、以心伝心・不立文字・教化別伝をモットーにするくらいだから、経典による知的学習よりも座禅などによる

心の安心（あんじん）を求める。これは経学に対立する心学を確保するという姿勢である。

しかし、そうやって得られた心というものは、一様ではない。一人一人が勝手に悟ってかまわないのだから、

心の安定のレベルはまちまちで、もしその心を取り出して並べれば、なんら一貫性も同質性もない。

それが禅というものである。

朱子からすれば、これはとんでもないことで、朱子も心は一身が主宰するものとは思っているのだが、

禅のようにてんでんばらばらの心があってはたまらない。そんなことでは、『大学』にいう「明徳・新民・止至善」

にもとづく「誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下」は望めない。

禅のように各自の禅定に頼れば、修身はともかくも、斉家・治国・平天下もバラバラになっていく。

そこで禅が批判されたのだ。その禅に似たことを陸象山が心学として掲げたので、ここから儒仏は交じりながら

交差して、朱陸の論争が始まったのである。

朱子学者たちが口をきわめて禅を罵ったことは、中国宗教史上でも特異なことだった。

しかし、それ以上に宋学をややこしくさせたのは、後期朱子学が心学や心法をとりこんで、新たな哲学的転回を

見せたことなのである。「陸王の学」とはそのことをいう。

というわけで、陽明は「虚禅」を排しながらも、その一方では、むしろ「行動する禅」を標榜したかったと、

見たほうがいい。

そんなことは『伝習録』を読めば、すぐ伝わってくる。

それゆえ、陽明はこういう事情と論争のさなかにあっても、仕事をやめなかったのである。

陽明の仕事、すなわち事上錬磨は、４５歳からはほとんど地方巡撫だった。

都察御史として地方をまわり、軍民をまとめようとする役である。

どの地方にも賊や逆賊がいて、暴れていた。そこで陽明はこれを分断して討つことにした。

そういう仕事ばかりしていた。

さらに良民と賊との区別をつけるため、十家を一札にまとめ、そこに共同責任を発生させた。

「十家牌法」である。その後、地方管轄の軍事提督になっても、こうした作戦工夫を怠らない。

「郷約」という地方住民の守るべきコミュニティ・ルールもつくった。



こんなことをしつつ、いざ門人たちと話しはじめると、まさに格物致知のニューヴァージョンに心を深めて

語るのである。『伝習録』を読んで滲みるのは、ここである。

こういうことをしながら、陽明は朱子が『大学』にほどこした解釈には問題があったことに気がついていく。

とくに「新民」の解釈に問題を感じた。民をはたして新しくすべきなのか。民は新しくなるのではなく、

もともとそこにいる者たちなのではないか。

そこで陽明は、「新民」は「親民」であるべきだとして、むしろ親しむ民のイメージへの切り替えこそが必要だと

感じていく。実は『大学』では、「新民」と読む以前には「親民」と読むこともあったのである。

陽明は朱子学の聖典である『大学』のテキストを古い『礼記』のテキストに戻し、『古本大学』を刊行する。

朱子学派と陽明学派は、なんと二つの『大学』をもつことになったのだ。

このあとの死を迎えるまでの陽明には、決して安寧はない。つねに軍事と思索と講学とに向きあう事上錬磨

の日々であった。

途中、“王門の顔回”といわれた徐曰仁が２１歳の若さで卒したときは、さすがの陽明も悲嘆落胆して、

その徐曰仁が陽明の言葉を記録しはじめていたノートを記念し、自分のノートを加えて『伝習録』とした。

これがいま、われわれが読む『伝習録』上巻にあたる。

少しでも時間があけば、濂渓書院という私塾を用意してそこに人々がとどまれるようにし、折りを見つけては

駆けつけて講学をした。

こうしたアクティブなスタイルも、かつての儒者にはまったくなかったものである。

まるで動と静を高速移動しているようなものなのだ。

しかし、今夜はふれないが、こうしたアクティビティのなか、陽明はたいてい詩を詠んでいた。

なかなかの絶品である。西郷が読み耽ったというのが、よくわかる。ちなみに書もうまかった。

かくて陽明は自身の哲学が「良知」と「知行合一」というものをめざしていたのだという結論に達し、

その解説を門人たちに何度も説いた。なかでも本体と工夫を離さずに心を前進していくという「本体工夫合一」

の説明は、なんとも快適なものである。

ざっとこのように、陽明学は仕上がっていったわけである。その間、陽明自身はついに体系には着手しようと

しなかった。これまたいっこうに儒者らしくない。

後略

松岡正剛様は、知の巨人と言われるだけあって、『松岡正剛の千夜千冊』というブログで、

膨大な数の本の解説に挑戦されています。 ２０１６年２月２９日には、１６０１冊目の解説をされています。

『「王陽明 伝収録」 岩波文庫 １９３６ 訳注 山田準・鈴木直治 』の解説が上記のものです。

非常に分かり易い解説文には、引き込まれてしまいました。

王陽明や陽明学と朱子学との関係について、新たな角度から知ることができました。

戦後の陽明学

笹川陽平 ブログ

陽明学は死んだのか」 年 月 日（ ）

「陽明学は死んだのか」

中国の明の時代に王陽明がおこした陽明学は、

「人が人としてどう生きていくべきかを探究する学問」であり、本家の中国よりも

日本に伝来した江戸時代以降に日本で広まったといっても過言ではない。

その基本は「知行合一」である。「知」をもって行うことを旨とし、

「知」と「行」とは不可分であると説いている。



江戸時代の代表的な陽明学者は中江藤樹とその弟子である熊沢蕃山で、

特に幕末の志士に大きく影響を与えたのは佐藤一斎の「言志四録」であった。

陽明学に影響を受けたのは吉田松陰、髙杉晋作、西郷隆盛、河井継之助、佐久間象山

など歴史上の人物が多く存在し、大塩平八郎のように革命運動に身を投じた者も多かった。

影響を受けた明治の実業家には三菱財閥の創設者・岩崎弥太郎や大実業家・渋澤栄一などもいる。

渋澤栄一は今から 年以上前に「実業家は会社経営に最高の倫理観を持つべし」と説いている。

最近、何かといえば会社経営に「コンプライアンス（法令遵守）」が叫ばれているが、泉下の渋澤は、

近代の経営者は志も倫理観もなく金儲け一辺倒で、下品になったものだと笑っていることだろう。

明治の脱亜入欧の思想が盛んになる中で、ともすれば日本の道徳倫理や武士道精神が退廃にさらされている

と考えられ、それらを陽明学で蘇らせようという風潮があり、

これが明治時代における陽明学熱の背景にあったと識者は指摘する。

三島由起夫も影響を受けた一人で、読んではいないが、「革命哲学としての陽明学」があるそうだ。

戦後最大の陽明学者は安岡正篤先生である。

歴代の首相の施政方針演説に筆を入れ、

政治家や経営者の多くが門前市をなしたという。

吉田茂、池田勇人、佐藤榮作、福田赳夫、大平正芳各首相

しかりである。

元号「平成」も先生の作であるといわれている。

拙宅（小石川林町）の近くにお住まいで、父・良一と仲が良く、

おいでになったり参上したことも度々で、飄々とした人柄と

お見受けしたが、私は当時高校生だったため直接ご指導を

受けたことはなかった。

ある時、当方の縁戚が高野山の管長に就任することになり、父が読み上げる挨拶文を書いて戴いた。

目を通した父は私に対し、この挨拶文を何千人も聴衆がいると思って読めと、しゃべりながらの聴衆への目配りの

仕方、声の出し方など教えてくれた。内容は記憶にないが、最後の「敬白」を「ケイハク」と読むと、この場合は

「ケイビャク」だと言われたことだけが記憶に残っている。

当時は先生を師と仰いで門下生になることが一種のステータスであり、政治家も財界人も垂涎（すいぜん）の

的で、勉強会に参加していることを自慢話として私に語った人も多くいた。

しかし「細木数子」事件で、門下生のレベルは私の知るところとなった。要するに、高名な先生のクローズドの

勉強会に入ったステータスに満足しただけで、先生の教えを実践しようとは考えてもいなかったのである。

経緯はこうである。

年、先生は当時銀座のバーのマダムであった細木数子女史（その後テレビで占い師として有名になる）

と結婚した。当時先生は 歳で真偽のほどは定かではないが、認知症の症状があったといわれ、細木女史が

無理やり結婚誓約書に署名させたと噂になり、高弟を自称する財界人は、先生の晩年を傷つけまいと鳩首協議

を重ね、極秘のうちに連れ出し、実兄のいる高野山にひそかに隠したのである。

しかし、細木数子女史は高弟を自称する財界人よりもはるかに度量が大きく肝（きも）がすわっていた。

女史は先生が行方不明になると警察に捜索願を提出した。作戦を実行した財界人は、下手をすると刑事罪

に問われかねない事態に狼狽し、簡単に居所を明らかにして一件落着となった。

かつて、蘭学者・高野長英の逃亡を、全国の陽明学を学んだ人々が連携して命懸けで助けた。

高野長英の逃亡に関与すれば、死罪もしくは永久牢の時代である。

それに比べ、先生の高弟といわれる人々の勇気のなさに愕然としたことを記憶している。

その後細木女史は、財産目当ての結婚とは思われたくない、先生から頂いた書以外は全て返却すると、

東京地裁の調停に応じた。

在りし日の安岡正篤先生



松下政経塾 塾生レポート

人間観 年 月

「命知」と「致良知」 ～新しい人間観と陽明学の共通点～

日下部晃志／卒塾生

塾での学び、経験をどのような「実践」の形にもっていくかは、塾生の抱える大きな

テーマであろう。いや、むしろ問題意識が本物ならば、「実践」せずにはおれない、

というべきか。最近学ぶようになった、ある東洋の哲学と新しい人間観を比較しつつ、

人間とは何か、実践とは何か、人間観レポートの締めくくりとして考えてみたい。

１ はじめに～陽明学とは～

（１）陽明学との邂逅

本稿を書くにあたってまず、述べなければならないのは、何故に私が「陽明学」に興味を致したか、

ということである。一言で言うならば陽明学が「行動の哲学」であるからである。というよりは、人間が物事を考え、

行動に至る心の作用を明解にしているからである。

陽明学は「知行合一」をモットーとする。「良知」に達すれば直ちにこれを実行に移す行動重視の思想である。

塾生として、研修・研究してきたものを「実践」に移さなければ、政経塾において研修してきた意味は薄れて

しまう、と考えていた私にとっては、この行動の哲学は、ひとかたならぬ魅力があった。

（２）陽明学について

陽明学は朱子学とならぶ儒学の一大学派である。朱子学が「窮理」を目指した学問であるのに対して、

陽明学は「窮心」、すなわち、心の奥底を探求する学問といえよう。

「およそ一物上に一理あり。須く是れその理を窮地すべし」とは朱子の言である。朱子学は、全ての事物には

「理」があり、鳥が飛ぶのも、魚が泳ぐのも、そこにはそれぞれ理があるはずである、とする。

つまり、この世のありとあらゆる存在の中に共通した絶対的なルールとしての「理」があるとする。

先生の死後、追悼集が出版された。師と仰ぐ弟子たちの美辞麗句が並ぶ追悼文の中で、

唯一父・良一は、

「安岡さんは謹厳実直な学者であった。晩年の恋愛事件がなければ淋しい人生であったに相違ない」との

異色の一文を掲載した。

今日、正にグローバリゼーションの時代。

新自由主義の経済とやらで弱肉強食、金、金、金の時代になってしまった。

外務省が大使を民間人からも登用したいと発表した時、有力財界人の一人は「安月給で責任の重い大使

などを希望する人はいない」と公言した。

父は「このままでは日本は経済で栄え精神で滅ぶ」と、 年前に喝破した。

日本人の道徳倫理あるいは武士道精神再興のため、陽明学の役割は今こそ大切だと思うのだが、

安岡正篤と共に陽明学も滅んでしまったのであろうか。

笹川陽平様は、公益財団法人日本財団（旧日本船舶振興会）会長として、ハンセン病の撲滅活動や

数多くの国際的な福祉活動の最前線に立って活動しておられます。

日本の政治家や財界人で安岡正篤（やすおかまさひろ）先生のことを知らない人はいないのではないでしょうか。

安岡正篤先生が、ＧＨＱが３Ｓ政策で日本を統治したと警鐘されていたことは、

今回、ウィキペディアで安岡正篤先生のことを調べて初めてしりました。

（３Ｓ政策とは、 （スクリーン＝映画）、 （スポーツ＝プロスポーツ）、 （セックス＝性産業）を用いて

大衆の関心を政治に向けさせないようにする愚民政策であり、日本で成功したとされている。）

いずれとりあげて、その真贋を検証してみたいと思っています。



これに対して、陽明学は、より直接的に「天理」を掴もうとする。

陽明学的にいえば、この「天理」が「良知」である。宇宙の根源に感応する心の状態とでもいえようか。

禅でいう悟りである。

ただし、禅ではひたすら座禅することによって悟りを開く方法をとるが、王陽明は事情錬磨、

すなわち、その人間の生き様を通じて「良知」をつかむ、すなわち「致良知」になるとするのである。

両者の違いが鮮明になるのは「大学」にある「格物致知」という言葉の解釈においてである。

朱子学のほうでは「知を致（きわ）むるは物に格（いた）るに在り」すなわち「正しい知、真知をもつということは、

つまり事物の真実・真相に到達することである」と考える。さらには、「格物致知」を手に入れるためには

「居敬窮理」の姿勢でなければならないと説く。

つまり、「理」という絶対の法則に対して、絶対の敬いをもって臨め、とするのである。

これに対して陽明学では、「知を致（いた）すは物を（ただ）すに在り」と読む。

宇宙の絶対的なルールである「理」、それは決して、人の心に君臨して、人の心を操作するものではなく、

心そのものが「理」であるとするのである。心の思うこと・考えること・感じること。それこそまさに「理」である。

だから人は純粋に思うがままに行動すればよい。それだけで「理に合った正しい行動」をとることになる。

ただ、ここで注意が必要なのは、「思うがまま」とは欲望の赴くままという意味では断じてないということである。

「人の純粋な心」こそが絶対的な正しさをもつ、これが真理であり、この真理を陽明学では「心即理」という。

そして、この「心の理」を「良知」とする。

この文脈から「格物致知」を考えると「格物」とは「物事の姿を正しくする」の意であり、物事の正しき姿とは、

人が素直に「こうあるのが正しい」と感じられる姿、それこそが即「正しき姿」なのである。そして、本当の正しさを

見出すこと、すなわち「格物」を実践するためには、自分の「良知」を徹底しなければならないとするのである。

（３） 「致良知」

では「良知」を徹底するとはどういうことか。それは、自分が本当に良いと思ったこと、本当に正しいと思ったこと、

もっとわかりやすくいうと「気分良く納得できる」ことを明確にすることである。

他人の言葉にごまかされたり、世間の風潮に流されたり、何となく釈然としないのに「まあこれでいいんだろう」

と受け入れてしまうことなく、本当に納得できる「自分の心の判断」を求め続けることである。

事に臨んで、「本当にこれでよいか、完全に納得がいったか」という心の声こそが「良知」なのである。

この「良知」の声にしたがい、「良知」の求める答えを徹底して追求することを「致知」または「致良知」という。

（４）知行合一

そして、陽明学は、全ての人間にこの「良知」が本来備わっていることを認めるのである。人は本質として「良知」

を備えた存在であり、誰しもが「良知」に素直になる努力を積めば、物事の本当の正しさを見いだすことができる。

そして、心にきめたことを行動に移すことを「知行合一」という。人は、決めたことが、本当に良知に基づくもので

あるのならば、行動しないでいられぬわけがない、逆をいえば、何かを決めたつもりでも行動しなければ、

それは本当は何も決めていないのと同じである、ということである。

ここでいう「行動」とは「自分の判断を外に問う」ことである。

どれほど、出来事についてそれらしい解説を並べ立て、もっともらしい理屈を唱えても、

しょせんは「行動を生み出すだけの判断」が生まれていなければ、「本当は何も知らない」のである。

「致良知」とは、その「良知」を発揮することであり、それを観念の遊戯ではなく、実践するのが「知行合一」で

あり、陽明学の「行動の哲学」たる所以である。

２ 「命知」と「致良知」

塾主が陽明学を意識していたとは聞いたことがないが、「命知」を自覚する過程が「致良知」に通ずるものが

ある、と考えることが出来る。

「命知」とは自らに課せられた真使命を知覚・認識するということだと考えるが、それにまつわるエピソードとして

よく知られているのは、塾主が天理教の本部において、いきいきと奉仕する信徒を見聞した後、教団の経営と

電器事業における経営を比較していくうちに、「われわれの事業も、某教の経営も同等に聖なる事業であり、

同等になくてはならぬ経営である。私はここまで考えてくると稲妻のごとく頭に走るものがあった」となって、

続けて、生産につぐ生産によって、生活物資を無尽蔵たらしめ、無代に等しい価格で提供するのが使命という

「水道哲学」に至る場面であろう。



この「稲妻のごとく頭に走る」とは陽明学的な表現でいう「頓悟」に似ている。

陽明学的に言えば、水道哲学が塾主が達した「致知」であり、それが、実践されたのが二百五十年計画の

策定なのだろうし、その後の松下電器の経営なのであろう。

また、ＰＨＰ運動についても同様であるように思う。ＰＨＰ運動を始めたのは昭和２１年であるが、敗戦直後の、

非常に混乱していたときである。あまつさえ、自身が財閥指定を受け、往々にして楽しまない心境であったとて、

不思議ではないはずなのに、どうして人間が野原にすんでいる獣とか鳥なんかよりそんなに劣った生活をしなく

てはならんのか。そんなはずはない。人間は万物の霊長といわれるくらい、すべての点に於いて、すぐれておる。

それにもかかわらず、みずから招いて貧乏している。栄養失調に陥っている。これはおかしい。

と考えたわけである。これも一つの「致知」であろう。

そして、そう考えただけにとどまらず、ＰＨＰ運動をはじめたのは「知行合一」といえる。

誤解のないように言っておくと、私は、「塾主が陽明学徒である」などというつもりは毛頭ない。

陽明学であれ、塾主の行き方・考え方であれ、単なる学問ではないのである。

おそらくは、そこに通底するのは「人の道」である。その人の道を表現したものの一方が、陽明学であり、

一方が塾主の考え方なのであろう。

また、「良知」というものが本来、人間に備わっているという考え方にも、陽明学と新しい人間観に共通点を

見いだすこともできる。

安岡正篤先生の『王陽明』に拠れば、

「良知」という語は、良能とともに、『孟子』によってあまねく知られた言葉である。

「孟子曰く、人の学ばずして而して、能くする所の者は、その良能なり。慮らずして而して知る者はその良知なり。

孩提の童もその親を愛するを知らざるなきなり。その長ずるに及んでや、その兄を敬するを知らざるなきなり」

（『孟子』尽心章上）から採られています。

「良知」という言葉は人間の優れた知能知覚のことと考えられやすいのですが、そうではなく、

「良」はア・プリオリ、つまり先天的に備わっているという意味であります。先天的に備わっておるところの

実に意義深い知能、それを「良知良能」という。「良知」というものは天然自然に備わっている働きという意味で、

それ故に根源的・本能的・究竟的であります。とあり、

一方、「新しい人間観」に拠れば、 宇宙に存在するすべてのものは、つねに生成し、たえず発展する。

万物は日に新たであり、生成発展は自然の理法である。人間には、この宇宙の動きに順応しつつ万物を支配

する力が、その本性として与えられている。人間は、たえず生成発展する宇宙に君臨し、宇宙にひそむ偉大なる

力を開発し、万物に与えられたるそれぞれの本質を見出しながら、これを生かし活用することによって、物心一如

の真の繁栄を生み出すことができるのである。かかる人間の特性は、自然の理法によって与えられた天命である。

この天命が与えられているために、人間は万物の王者となり、その支配者となる。すなわち人間は、この天命に

基づいて善悪を判断し、是非を定め、いっさいのものの存在理由を明らかにする。 とある。

「人間」というものを考える際、どうしても、個々の人間の心の動きや価値観というものに考えが奪われがち

である。もちろん、それとて必要なことであろう。

しかし、「新しい人間観」の「新しい」たる所以は、陽明学でいう「良知」のごとく、「この宇宙の動きに順応しつつ

万物を支配する力」を具有している存在として「人間」を捉まえることにあると考える。

陽明学では、自分に「良知」があるのであれば、他の人にも同じく「良知」があると考える、ゆえに全ての人間の

価値は等しく、自分を大切にするように、他者を大切にしなければならない、と考える。

それが「万物一体の仁」である。

他者を思いやる「仁」の心は「全ての人間が全ての人間に」向けられなければならない。

ただ、人間は、自分の良知を発揮しようと思えば、考えておかなければならないことがある。

それは、自分の「良知」が本当に「良知」であるか、どうやって確認するのか、ということである。

どのような状況、どのような基準で「良知が発揮できた」「致良知」に至ったと判断できるのか。

簡単にいえば、自分でそう自覚したときである。すなわち、徹底した主観主義である。



王陽明自身がそうであってように、陽明学は、学問でも思想でもなく、

禅やヨガや一部のニューエイジ思想が目指す、言葉では十分に表現できない『悟り体験』へと導く宗教であり、

『悟り体験 』から行動する宗教だと定義するのが適切だと思います。

王陽明が、辺境の竜場で『悟り体験』 をした時、その体験は言葉では十分に表現できない、特殊な感覚を伴った

内的な意識の実体験なのです。

その内的体験から得られる叡智の導きに従って、いかにして実行力を伴う内的な『悟り体験』へと万民を導いて

ゆけばよいのかを王陽明は模索していったにちがいないのです。

『悟り体験 』に至たることを、『至良知』（良知に至る）と表現したのは、弟子たちに教えを説いてゆく過程で表現

されるようになった言葉なのです。

教えの言葉より先に『悟り体験』があったのです。

「自分で自分を信じる姿勢」に何の疑いもなく徹することができたときに「致良知」に至ったといえるのである。

塾主が水道哲学に思い至ったとき、その哲学を客観的に、論理的に説明することは恐らくできなかったのでは

あるまいか。しかし、「電化製品を水道の水のように、無尽蔵に安価に生産し、供給することがわが使命である」

と寝ても覚めても考えていたに違いない。

ビジョンにも二種類あって、一つは情報を収集し、分析して、インテリジェンスを元にして、現在の延長は

どうなるかを推定して、「何年後にはこれくらいになりたい」という意味のビジョンである。

ところが、それとは全く別の次元で「それが可能だという根拠はないけれど、ともかくこういうようにしたい」と

いうビジョンもある。

それが単なる大風呂敷か、真のビジョンかを分かつものが、それは他者を思いやる「仁」の心に貫かれているか

どうかではないだろうか。

後略
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日下部晃志様は、陽明学の「致良知」や「知行合一」について、非常に分かり易く解説されています。

松下幸之助翁の生き様が、陽明学的であるとのご指摘は、そのとうりだと思います。

幸之助翁が「血の小便を出したほど、努力実践しましたか」とよく言われたことは有名です。

病気がちだった幸之助翁は、入院中の禅的な瞑想期間と猛烈な活動期間を交互されながら、至良知を深めて

ゆかれたのかもしれません。

「人間のつくった宗教の神は信じないが、宇宙には根元の神様は居られる」と言っておられたそうで、

門真の本社の一隅に小さな神のやしろを造って、中に『根元様』と書いた本尊を安置して、毎日のように拝んで

おられたそうです。



朱子が禅を非難したように、自身の現実の問題からの逃避の手段として禅が行われている実情を憂いて、

王陽明が教えたのが、自身の現実の問題に向き合い、現実の問題と取り組みながら、試行錯誤しながら

『悟り体験 』をめざす方法だったのです。

王陽明自身も、陽明学の研鑽を深めながらも、各地で出没する、反乱軍や匪賊の巡撫・鎮圧という

過酷な役職を連戦連勝で全うしています。

現実の問題に向き合い、真摯に取り組むことによって、内面にすでに存在している良知の感覚や導きに近づく

ことができ、思いやりや情熱や勇気が増してゆき、現実の問題も適切に解決されてゆくのです。

言葉が大切なのではなく、内的な思いやりや情熱や勇気が大切なのであり、

その内的な思いやりや情熱や勇気から自然と生じてくる適切な行動が大切なのだということを

一言で定義したのが、『知行合一』という言葉なのです。

「至良知」の体現者であった西郷隆盛が薩摩の郷士たちに慕われ、今日に至るまで多くの日本人に敬愛され

続けてきたのは、西郷隆盛が立派な言葉を言ったからでななく、立派な書物を著したからではなく、

西郷隆盛が発散する、思いやりや包容力や適切な判断力や静かで強い熱意に、多くの郷士や志士達が感銘を

受け、明治維新の中心人物としての実行力と実績が、後世の人々に評価されているからではないでしょうか。

江戸城攻撃、徳川慶喜への厳罰（切腹）という当初の官軍の方針をくつがえし、江戸城の無血開城が実現し、

徳川慶喜への処罰が水戸への謹慎で済んだのも、西郷隆盛と山岡鉄舟、西郷隆盛と勝海舟、という３名の傑出

した人物の直接交渉がもたらした成果だったようです。

西郷隆盛については、征韓論が新政府に拒絶されたので、新政府の要職を辞職して、郷里に帰ったと思って

いましたが、真実は違っていたようです。

西郷隆盛の生涯

（西郷隆盛の生涯）西郷の遣韓論

（征韓論の経緯）

いよいよ西郷隆盛最大の謎とされる征韓論のことを書く時がやってきました。

簡単に前述しましたが、西郷は「征韓論」などという乱暴なことを主張したことはただの一度もありません。

それでは、なぜ西郷が征韓論の巨魁と呼ばれることが歴史の通説となってしまったかを簡単に述べて

いきましょう。

まず、日本と朝鮮の関係がいつ頃からもつれてきた、つまり悪化してきたのかと言いますと、明治初年、

新政府が朝鮮に対して国同士の交際（国交）を復活させようとしたことに始まります。

元来、日本と朝鮮とは、江戸幕府の鎖国政策の時代から交際を続けていた間柄でした。

しかし、江戸幕府がアメリカやロシアといった欧米列強諸国の圧力に負け、通商条約を結んだことにより、

朝鮮は日本との国交を断絶したのです。その頃の朝鮮も、欧米列強を夷狄（いてき）と呼んで鎖国政策を取って

おり、外国と交際を始めた節操の無い日本とは交際出来ないという判断だったのでしょう。

このようにして、江戸幕府は朝鮮から国交を断絶されたのですが、当時の幕府はその朝鮮問題に熱心に

関わっている時間がありませんでした。

当時の幕府としては、国内に問題が山積されていたので、それどころではなかったのです。

江戸幕府が倒れ、明治新政府が樹立されると、新政府は朝鮮との交際を復活させようとして、江戸時代を

通じて朝鮮との仲介役を務めていた対馬の宗氏を通じて、朝鮮に交際を求めました。



しかし、当時の朝鮮政府は、明治政府の国書の中に「皇上」や「奉勅」という言葉があるのを見つけ、

明治政府から送られてきた国書の受け取りを拒否したのです。

朝鮮政府としては、先の「皇上」や「奉勅」といった言葉は、朝鮮の宗主国である清国の皇帝だけが使う言葉で

あると考えていたからです。

このように朝鮮政府は明治政府の国交復活を完全に拒否したのです。

明治政府はその後も宗氏を通じて朝鮮に国書を送り続けましたが、朝鮮政府はその受け取りを拒否し続け、

一向にらちが開きませんでした。

明治政府は、そんな朝鮮問題を解決するべく、外務権大録の職にあった佐田白芽（さだはくぼう）と権小録の

森山茂、斎藤栄を朝鮮に派遣しました。

しかし、この三人は朝鮮の首都にも入ることが出来ず、何の成果も得ないまま帰国せざるを得なくなったのです。

目的を果たせず帰国した佐田は、激烈な「征韓論」を唱え始め、政府の大官達に「即刻朝鮮を討伐する

必要がある」と遊説してまわりました。

これは明治 年 月のことで、西郷はまだ郷里の鹿児島におり、新政府には出仕していません。

この佐田の激烈な征韓論に最も熱心になったのは、長州藩出身の木戸孝允でした。

後年、征韓論に反対したとされる木戸が征韓論を唱えていたということに驚く方がおられるかもしれませんが、

これはまぎれも無い事実です。木戸は同じく長州藩出身の大村益次郎宛の手紙の中に、「主として武力を

もって、朝鮮の釜山港を開港させる」と書いています。

このように当時の木戸は征韓論に熱心になっていたのですが、当時の日本には廃藩置県という重要問題

が先にあったため、征韓論ばかりに構っているわけにはいかず、また廃藩置県後、木戸は岩倉らと洋行に

旅立つこととなったため、木戸としては一先ず征韓論を胸中にしまう形となりました。

しかしながら、前述した佐田白芽らは征韓論の持論を捨てず、政府の高官達になおも熱心に説いてまわった

ので、征韓論は人々の間で次第に熱を帯びてくることとなりました。

明治 年 月頃、釜山にあった日本公館駐在の係官から、朝鮮側から侮蔑的な行為を受けたとの

報告が政府になされました。朝鮮現地においては、まさに日本と朝鮮とが一触即発の危機にあり、

その報告を受けた外務省は、西郷中心の太政官の閣議に、朝鮮への対応策を協議してくれるよう要請しました。

こうして、明治 年 月 日、初めて正式に朝鮮問題が閣議に諮られることとなったのです。

（西郷の遣韓大使派遣論）

閣議に出席した外務少輔の上野景範（うえのかげのり）は、

「朝鮮にいる居留民の引き揚げを決定するか、もしくは武力に訴えても、朝鮮に対し修好条約の調印を迫るか、

二つに一つの選択しかありません」

と説明しました。

その上野の提議に対して、まず参議の板垣退助が口を開きました。

「朝鮮に滞在する居留民を保護するのは、政府として当然であるから、すぐ一大隊の兵を釜山に派遣し、

その後修好条約の談判にかかるのが良いと思う」

板垣はそう述べ、兵隊を朝鮮に派遣することを提議したのです。

しかし、その板垣の提案に当時閣議の中心人物であった西郷は首を振り、次のように述べました。

「それは早急に過ぎもす。兵隊などを派遣すれば、朝鮮は日本が侵略してきたと考え、要らぬ危惧を与える

恐れがありもす。これまでの経緯を考えると、今まで朝鮮と交渉してきたのは外務省の卑官ばかりでごわした。

そんため、朝鮮側も地方官吏にしか対応させなかったのではごわはんか。ここはまず、軍隊を派遣するという

ことは止め、位も高く、責任ある全権大使を派遣することが、朝鮮問題にとって一番の良策であると思いもす」

西郷の主張することは、まさしく正論です。西郷は、板垣の朝鮮即時出兵策に真っ向から反対したのです。

西郷の主張を聞いた太政大臣の三条実美は、「その全権大使は軍艦に乗り、兵を連れて行くのが良いで

しょうな」と言いました。

しかし、西郷はその三条の意見にも首を振ったのです。



「いいえ、兵を引き連れるのはよろしゅうありもはん。大使は、烏帽子（えぼし）、直垂（ひたたれ）を着し、

礼を厚うし、威儀を正して行くべきでごわす」

西郷の堂々たる意見に、板垣以下他の参議らも賛成したのですが、一人肥前佐賀藩出身の大隈重信

（おおくましげのぶ）だけが異議を唱えました。大隈は「洋行している岩倉の帰国を待ってから決定されるのが

良いのではないか」と主張したのです。

その意見に西郷は、

「政府の首脳が一同に会した閣議において、国家の大事の是非を決定出来もはんじゃったら、

今から正門を閉じ、政務の一切を取るのを止めたほうがよろしゅうごわす！」

と、大隈に強く言い返しました。

このように西郷に言われれば、大隈としてももはや異議を唱えることは出来ません。

また、西郷はその朝鮮への全権大使を自分に任命してもらいたいと主張しました。西郷としては、

現在のこじれた朝鮮問題を解決出来るのは、自分しかいないとも自負し、相当の自信もあったのでしょう。

しかし、閣議に出席したメンバーは、西郷の申し出に驚愕しました。

西郷は政府の首班であり、政府の重鎮です。また、この朝鮮へ派遣される使節には、大きな危険が伴う

恐れがあったため、西郷が朝鮮に行き、もしも万一のことがあれば、政府にとってこれほどの危機はありません。

そのため、他の参議らは西郷の主張に難色を示しました。それでも西郷はあくまでも自分を朝鮮に行かせて

欲しいと主張したのですが、この閣議では結論が出ず、取りあえずその日は散会となったのです。

これまで「征韓論」と呼ばれる一連の出来事の経過をごく簡単にですが書いてきました。

これを読んで頂ければ分かって頂けると思いますが、西郷のどの言葉や行動にも、「征韓」などという荒っぽい

主張はどこにも出てこないことが分かることでしょう。

また、逆に「征韓論」について、反対意見すら述べていることが分かると思います。

こういった事実とは反して、西郷を征韓論者だとする人々は、必ずと言って良いほど西郷の板垣退助宛書簡

（西郷が板垣に宛てた手紙の中に、征韓を匂わせる文言がある）を持ち出すのですが、これは全く当ての外れた

推測としか言いようがありません。

この板垣宛書簡については、書きたい事が山ほどありますが、征韓論については、今後「テーマ随筆」で取り

上げていくつもりですので、これ以上ここで詳細な経過を書くことは控えます。

しかし、一応この後のこの征韓論争の経過だけを簡単にですが、書いてみたいと思います。

その後、紆余曲折の過程を経て、西郷は正式に朝鮮使節の全権大使に任命されることになります。

西郷としては大いに頑張るつもりでその準備を始めたのですが、ここに洋行から帰ってきた岩倉具視と

大久保利通が西郷の前に立ちはだかりました。

岩倉と大久保は、再び閣議を開き直し、その席上において、西郷の朝鮮派遣に反対意見を述べたのです。

その理由は次のようなことでした。

「西郷参議が朝鮮に行けば、戦争になるかもしれない、今の政府の状態では外国と戦争をする余力はないので、

朝鮮への使節派遣は延期するのが妥当である」

一見すればもっともな意見に思われますが、大久保や岩倉の主張は、西郷が朝鮮に行けば必ず殺されて

戦争になるということを前提にして反対意見を展開しています。

しかし、西郷は戦争をしないために平和的な使節を派遣したいと主張しているのです。

西郷としては、岩倉や大久保が戦争になると決め付けて反対意見を述べることが納得出来ません。

そのため、西郷と大久保の間で大論戦が繰り広げられるのですが、結局は西郷の主張が通り、西郷の朝鮮へ

の派遣が正式決定されたのです。

しかし 、最終的には岩倉の非常に腹黒い策略で、西郷の朝鮮派遣は潰されてしまいます。

岩倉が閣議で決定された事を天皇に奏上しようとはせず、自分の個人的意見（西郷派遣反対）を天皇に奏上

すると言い張ったのです。



西郷隆盛は、陽明学を学んだから西郷隆盛になったというよりも、良知から判断し行動することのできる素養を

もって生まれてきたのだと言えるのかもしれません。

そのような素養があったからこそ、陽明学に魅せられたのかもしれません。

『言志四録 』も西郷隆盛に大きな影響を与えた言われています。

（ 「言志四録 」とは、佐藤一斎が後半生の四十余年にわたって書いた語録であり、指導者のための

バイブルと呼ばれ、現代まで長く読み継がれています。）

今から考えればそんな不条理なことがあるかと思われるかもしれませんが現実にそれが行われたのです。

岩倉の行動を考えると、それでは今までの閣議は何のための会議だったのかと思わざるを得ません。

一人の人間の私心によって、国の運命が決定づけられたのです。

このようにして西郷が主張した遣韓大使派遣論は潰されたのです。

最後に一つ付け加えます。

「明治六年の政変」（いわゆる「征韓論争」）は、西郷ら外征派（朝鮮を征伐する派）と大久保ら内治派（内政を

優先する派）との論争であると書かれているものが多数を占めていますが、これはまったく事実と反します。

まず、西郷は公式の場で、朝鮮を武力で征伐するなどという論は一度も主張していません。

前述したとおり、当初は板垣の主張した兵隊派遣に反対し、平和的使節を送ることを主張すらしているのです。

また、内政を優先させるのが先決であるとして西郷の朝鮮使節の派遣論に反対した大久保ですが、

彼が中心となってその後した事と言えば、明治 年には台湾を武力で征伐して中国と事を構え、

翌明治 年には朝鮮と江華島で交戦し、朝鮮とも問題を引き起こしています。朝鮮に対しては、

軍艦に兵隊を乗せて送りこみ、兵威をもって朝鮮を屈服させ、修好条約を強引に結ばせました。

西郷の使節派遣に反対し、内政の方が優先であると主張した大久保がこんなことをやってのけたのです。

これをもってしても、「外征派対内治派」という構図が、いかにまやかしであったのかが分かるのではないで

しょうか。

歴史の通説において、いつの間にか西郷を征韓論者だと決め付けるようになったのは、当時西郷と対立した

大久保らが自らの正当性を主張するがゆえのまやかしであったと考えるべきではないでしょうか。

この「征韓論」に関しては、いずれ「テーマ随筆」で取り上げていきたいと思っています。

佐藤一斎・言志四録 紹介 からの抜粋

言志四録 げんししろく とは、佐藤一斎が後半生の四十余年にわたって書いた語録であり、

指導者のためのバイブルと呼ばれ、現代まで長く読み継がれています。

『言志録』、『言志後録』、『言志晩録』、『言志耋 てつ 録』の 書の総称で全 条からなっています。

このページでは私が感銘を受けた条文を抜粋し紹介させていただきます。

言志録 条より

太上 たいじょう は天を師とし、

其 そ の次は人を師とし、

其の次は経 けい を師とす。

最上の人は「天地自然」を師と仰ぎ、

その次は「尊敬する人」を師と仰ぎ、

更にその次は「教え」そのものを師とする。

さて我々は果たしてどんな師を持っているのだろう。



言志録 条より

学は立志より要 よう なるは莫 な し。

而 しこう して立志も亦 また 之 こ れを強 し うるに非 あ らず。

只 た だ本心の好む所に従うのみ。

学問の行うには志を立てるより大事なものはない。

しかし立志は強制してはいけない。

本人の赴く所に従うべきである。

言志録 条より

真に大志ある者は、克 よ く小物 しょうぶつ を勤め、

真に遠慮あるものは、細事 さいじ を忽 ゆるがせ にせず。

真に大志を抱く者は小さな事柄でも一生懸命に勤め、

また真に先々のことまで考えている人は些細な事柄もおろそかにしない。

二宮尊徳翁の『積小 せきしょう 為 い 大 だい 』

大事を為 な さむと欲せば、小なる事を怠らず勤むべし。

小積もりて大となればなり。

凡 およ そ小人の常、大なる事を欲して小なる事を怠り、

出来難き事を憂いて、出来易き事を勤めず。

夫 そ れ故 ゆえ 、終 つい に大なる事をなすこと能 あた わず。

夫れ大は小を積んで大となる事を知らぬ故なり。

陽明学からニューエイジ思想へ

今回は、幕末から昭和までの陽明学の日本への影響について、考察してきましたが、

平成以降は、日本での陽明学の浸透は衰退してきたように思います。

王陽明の生き方が、非常にストイック（禁欲的で厳格）であり、それが陽明学に反映されていることも原因している

のではないかと思っています。

自由なセックスが肯定され、正当な蓄財が奨励されてきた日本の高度成長期以降の世情では、

ストイックな陽明学的生き方は、時代の流れにそぐわなくなってきたのだと思っています。

次回は、陽明学のエッセンスを含みながらも、自己実現、願望達成、内なる神との一体化、などを目指してゆく、

多様なニューエイジ思想について考察してみたいと思っています。

２０１６年３月１０日 明日香地震気象研究所 松本安生

以上のように、陽明学について、様々な角度から検証してみましたが、

明治維新から昭和までの間に活躍した人々の境遇の厳しさは、とても私には耐えられないと思えます。

そして、その厳しい現実を変革すべしとの、使命感と熱意のこもった実行力は驚嘆すべきものです。

私も、実行力の伴わない理論や文章表現に偏ってきたこれまでの性向を反省して、

内的な思いやりや情熱や勇気と、実行力を育みながら、現実の問題に直面し善処したい、と思い立ち、

試行錯誤をしながら努めています。


