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の気論を徹底し

本稿では︑玉来之の生漉と彼の未明儒学に対する反衛的思

した︒

楷東学と陸王学の補間趨を︑彼の気一元論に立脚しながら批判

て継承したものであった︒王夫之は︑老仏思想だけではなくー

り︑それは横磯︵一〇二〇−七七︑号は擁壁

王夫之の気一元論の形成過程に関する研究序説

﹁ はじめに

明未・消初の三大儒と称される王夫之

東栄義︵二ハ二U−九重と顧炎武へⅦ六叫三1八二︶は︑そ

花輪の形成過程を主たる

検討課題とし︑道器論に撒点を当てながらその棒質について甘

惟︑さらには現実組織に基づいた気

干の考察を加えてみたい侶︒

れぞれ究明時代の儒学思想の両学派である︑理学と心学に関す
る細岡題を小心にして独自の学説を鹿閲した︒まず︑典栄我

とはできなかったdとこ

行跡からみても埋解できる︒しかし︑頭わくば身を山して主

て衡陽に帰るまで㈲二賞して自己の理想を爽現しようとした

く北京に赴いたが︑農民反乱の激化により途中で科挙を断念し

のことは︑被が二十五赴二一六凹三竺の幡︑全紙を受験すべ

があり冊︑それが彼の生涯と学問とに甚大な影響を与えた刷︒こ

代表的な著作を著した川︒主夫之の問題意識には家系的な蘭塞

王夫之は︑晩牢十七年間を高姉娘の湘酉草堂で過し︑数々の

二︑明王朝の滅亡と三夫之の生涯

は︑哲学史的な枠組で六∩︶0余年閥の米明儒学を脳埋したが︑
学問的には蝉に碑である劉宗周︵一五七八−一六凹五︑号は服
に没離し︑断たな哲学体系を構築する

山︶を継蒸したに過ぎない︒また︑朋炎武は先寮防学の古典だけ

ろが︑王夫之は︑究明儒学︑とくに程東学と魔王撃とを対象にし
て徹底した思索を展開しながら︑自己が異淵と認識する老仏に
対して︑激しい批判を加えた︒このような彼の批判意識は︑明王
酬の滅亡という歴史的事件を曹栗に形成されたと考えられる山
王夫之の批判意識と膳担思想︑そしてその気一元論は︑被の腱
史意識と現異説識に基づいて慣用されたのである︒
さて︑玉突之の思想体系は確かに敏二元論に基づくものであ
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たことにより︑二七七年間の明王朝の統治は終焉を告げた肌︒

自戒が渦押する牌民軍によって北京が陥落し︑崇槻帝が自殺し

とした

重夫之は︑当時の時代状況を︑﹁長山伐﹂と表現しながら自らの

に致すことを得ん﹂︵扇些蔚文集﹂︑﹁車肇賦﹂︑山八四貫︶

悲某を吐鐸している想

王夫之の愛国的信念は︑現実的には賽現されなかった佃︒この
ような信念は︑原則的には明王朝に対する大義名東の観念に立

の統治理念である程米学に基づいた礼敗に対して艦換的に反対

明王朝末期には︑陽明学左派である泰州学派を中心に︑当時

三︑当時の批判意識の形成過程

脚したものである︒それは︑明王酬を否定した張献血の農民軍
によって官職に勧誘されたが︑それを断ったことにからも推測
されるけ︒
が︑中・後期に至り次割に朋休されつつあった時期でもある︒

した思想家らが登場した︒その代表者は李製

当時︑国内的には明王朝初期の里甲制を中心にした社全体糾
こうした国内情勢の混乱に対する危機意識に立つ土大夫らは︑

三九−九二︑号は象山︶と明代

五二七−⊥六

撒撼的に政治改廿里を通行すべきことを主醸したが︑結一周は失敗

李朝は︑架代の随九淵

の王寺仁︵一四七二1二血二八︑号は隅明︶ばかりか︑さらに

︵

〇二︑号は卓吾︶

であった︒

に帰した︒しかし︑このような政治的漏乱と祉全株序の朋壊
は︑ついに一般民衆に価値漑・他界観の変化をもたらす重要な

遡及して磯東学そのものをも激しく攻撃するに至った︒その捗

契機になった︒
かかる時代状況下で開明的な知識人らは︑明王朝の無機と腐

みずから正しいと感じるとき︑﹁人欲﹂

肇論に着目すると︑彼の主張によれば︑心の中の頓悟を逸して

う究明儒学に共通する修養の徳目は尭金に否産されている︒た

象ではなく︑かえって保持すべきものとなり︑﹁去人欲﹂ とい

讃cc州一山五五二¶六叫0︶

これ聖人なり﹂︵﹁洒伍人定剋人﹂﹁伝習録し

下︶

という陽明の思

だし︑彼は人欽に対する特産に止まらず他方では︑﹁消研の人

に連なる曾政治改革を志向した彼らは︑現実に対する伯機意

はもはや除去すべき対

の一つが明来の書院を中心に展開された栗林覚の政治改革運動

敗とに対して厳しい批判を加えながら次第に政治豹力化し︑そ

を代

識に基づく経相思想を主張したのみならず︑学問的には儒家経
︵Ma芽0

し﹂︵﹁天下無一人不生餌﹂﹁焚歯﹂﹁答周西巌﹂︶

想を継承し︑﹁天下に山人として︑生れながらに知ならぎるはな

マッテオ・リッチ

典に対する爽証的な研究方法を模瀞印した︒そこには︑当時の
表としたキリスト教義教師らによって伝来された︑西洋の自然

︵肇袖十七隼︶︑李

崇の詞となすに非ぎれば︑則ち其の臣子︑庵めて肋只藁の語と為

論を展閲した︒李徽は︑﹁夫れ六礎語孟は︑其の史膚過ぎて魂

といった特異な理

科学的な知識に基づく実用的・実証的な学問風潮が︑当時の知
このような背儲から︑結局は﹂六四四年

識人らの思索に低減的影響を与えたことも考えられる削︒
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之の開場意紬も︑まさにこうした基底に立脚したものであっ

の知識人において思想的な共通点であったと考えられる︒‡爽

このような明末・滑初の危機意識と現爽批判意識とは︑当時

説を記憶す﹂︵﹁夫六経語孟︑非其史官過為無筆之詞︑則其睦子
た︒

す︒又︑然らぎれば︑削ち共の迂闊の門徒︑博憶なる弟子︑師

﹁衷心説﹂︶と主張し︑儒家経典に対して絶対的な価値をおくこ

派の無分別な論説と棉東学の非現麺的な理論とを主とする学問

王夫之は基本的に陽明学︑とりわけ挙動を始めとする泰州学

四︑王夫之の現実語義と経世思想

様為賛美之語︑又不然別其迂闊門徒︑憫便弟子記憶帥説﹂同上︑
とにも反対した︒このように︑泰州学派を小心に展開された既
仔の伝統的な価値観および思想体系に関する批判は︑当時の時
あった︒

代状況全体に対する社会的・政治的な不満に起閲したもので

また︑こうした季刊の思想を過度の主観主鶉的な傾向と規定

風土が︑明王研の畑l壊をもたらしたと批判している︒こうした

の筏も戦乱は経えなかっ

し︑椎柴学的修肇方法を郡分的に受容しっつ︑陽明左派の思想

六四囲︶

見解は︑彼の﹁誠過鑑論﹂肌と﹃尚古引発し仰の言辞に散見される︒

に至るまで四十余年にわたって︻周易﹂の研究に

た︒こうした鴨川︑王火之は二十六歳になる頃から六十七故

さて︑明王朝の滅亡

を批判したのが︑陽明右派であった︒新米地域を中心に活動し
ては典宗衣を挙げることができる︒

て後代から湖東学派と称された被らの叶で代表的な思想家とし

︵一六八五︶

没頭した甘彼がこのように叩脚易﹂に対して深い関心を抱い

しかし︑泰州学派の健媚な主張に反対した離京哉も︑儲家経
典に関する既存の数量化・轢匪化した解釈に対しては批判的立

に寄せる深い信輔に起因する︒当時の混乱した時代状況を︑︻朋

く甚の中に在り﹂︵﹁周易内伝発例−︑六四九貢︶とする︑1周易−

ていた理由は﹁伏華氏︑始めて卦を画し︑而して天人の理は尽
︵﹁当身理会︑求其着

場を堅持し︑当に身を以て理解し︑それを体得し︑ついには伝
注を捨てて︑適軽のみに依るペきである

易hを通して理解し︑また未来を眺望しようとしたのである︒

と‡服している〝

﹃五経﹄とを︑依戚と認めてきた程来の解

これは︑﹃四調hと

彼は詞鼻に囲する自己の腿腔とみずからの生きてきた半生

落︑殿去伝注︑独取遵羅﹂﹁孟子輌説≒戯瀞﹂︶

釈に拘泥せず︑自由に主体的に考消すペきであるとする‡級で

とを結合させ︑﹁夫之︑隆武内戌

41

ハ四六午︑二

あった︒このような苅宗教の隣家経典に対する新たな態度は︑

六囲八年︑三十戴﹁戎︵戦乱︶を迎花峠に避け︑益々之を硝

十八鹿︶より︑始めて易を読むに恋有り︒成子︵随武五年︑鵬

求せり︒初め別井の兼を得て︑其の理を服解し︑以て険阻に山

︵隆就三年︑

う旭憩的反省に起因するもので︑また彼の批判点訊は︑腐敗した

煎朱学の過度の腋楕主我が団家的な伯機状況をもたらしたとい

専削君主制に対する紅接的な批判にまで敷桁されたのである聖

である︒玉東之によれば︑このような﹁絨卦﹂の他に在っては︑

常子はかの四隣を忘れて我が陽の徳を守り︑我が陽を以て四陰

人するもみずから細んず﹂︵r周易内伝発例﹂︑六八三試︶と述べ
ている︒これは︑易理を自己の人生に具現することで︑乎心を

という誉したがって︑時代状況を︻周易bを通して理解した

を治 めるには︑不霜の穀と瀬川の繊を以てしなければならない

の軸及的な

に備える態度に︑自己の立場を転換しっつ1ごさらにこれを契

玉東之は︑直接的な現賽参与よりも学問的な活動によって栄光

︻周易b

理解のためではなく︑混乱した当時のl堕相にあって己を鋼んず

が﹃周易﹂解釈に心を傾けたのは︑たんに

獲得しようとする意図の表われであったと考えられる︒玉大之

る迫を求めるためであった︒このような破の現実認識は︑¶閉

るでユめろう︒

易外伝一に観卦の意味を説晒した以下の抑分によく示されてい

機にして︑絶望的な硯翼状況を克服して自己の理想を婁画すべ

書∵遜皿夢∵一際解しなどを過して現れる曾とくに︑︻賢治辿

﹁栗諭しとに

錐hを論評する為に著述した

らに︑被が隼官た明兼・酒初の時代状況は︑仁鶉に言及するこ

経の交替すなわち渾族王制と異民族王制との交替であった︒さ

以前までは一泊一札︑統一と分裂の交替であり︑末代以後は納

の現英語訊は︑歴史観にも表白されている︒彼によれば︑架代

コ琴盟禦歴と後の

に夙やかならぎるペからず︒而して︑尤も尭の着くせぎる

犬れ陰過り開運りて︑虚しく天位を擁すれば︑これを救う

王犬之の経世思想の核心は︑主に︻訊過推論﹂T﹁琴調？⊥韻

く︑より現爽批判的な耗憮懸想を構築することになる︒

ん

おいては︑彼の現実観と凝便論が力説されている︒また王夫之
︵旺︶

を搾る︒共の救いを普くする者は︑興の時に閤る︒概の時
為る︑陰は省みて悶は貧しく︑生は襲えて殺は王

に︑上は陵えて下は固く︑邪は忽ちて正は虚しく︑人は托

ともできないほどに極めて混乱した時代として把掘された︒し

して鬼は籠たり︒凡そ此は︑成は用う可き克く︑之を用う
れば貼は且に刺せられんとす

︵剥の初六と六二と六四の文

辞︶︒恩は感ぜしむ可く克く︑之を感ぜしむれば曹は毎に

かも︑彼が︑当時の状況を﹁今︑族斯の自ら固まること恍はず

﹁賢治とは︑泊を知り︑乱を知るのみに非らぎるなり︒

墾とも述べ︑自己の学問が現実的な効用に重点を置いている

力行して︑泊の簡を求むる所以なり﹂︵扇完巴﹁後序﹂︑五三八

大之は

学問の必要性が説かれていたとみるぺきであろう︒同時に︑玉

ということばの背後には︑爽はより現爽的で具体的な

﹁後棒﹂︑五

して︑而して何ぞ他に仁義を云々するや﹂へ蚕脊し

︵屯の九五の文辞︶︒然も且つ︑爽りに其の

竜まるに適う

三八貫︶
﹁観卦﹂︑八七二頁︶

恩威を斌みて︑以て与に¶順敗を力争すれば︑放れて乃ち

︵﹁周易外伝﹂

速やかに亡び︑順つも亦自ら触る︒此れ︑既に其の明験な
り︒

これは︑四つの陰支と二つの陽交で構成された観卦の象を解
釈しながら︑自己の処する呪架的状況を比喩的に表現したもの

42

元論を通して日仏想的に構築されているのであるじ

ことを主張している︒そして︑このような悦楽批判的な経世論
は︑歓の倒
五︑王夫之の気l元諭と道器論

玉大之によれば︑渾代以降において︑人々は串跡の探求︵推

︵こ廉戦を継承した気一元論

挙︶ に汲々として蟄挙が人道の根本であるのを蔑ろにしてきた

その∵ガで︑玉大之は︑周灘渓を哨矢とする究代根菜学の流

への従属から完全に抜け山すことができたと考えたのである︒

れに対して批判的な立場をも堅持していた︒すなわち︑憫灘渓
︵陽儒除釈︶

である王陽明のような邪悪な学説

が明らかにした聖人の迫は︑椎柴以後︑表面的には儒家である

により中道が定立されないため︑不詳を補正しようとしても紺

が素面 では仏家

︵﹁張子正紫注b﹁序論﹂︑一〇

架的には謡から砺粧してし宰つ︵中道不立︑矯柾過鷹︶︑とい
う状況がもたらされたと述べる

く思想体系の性将に相応する︒すなわち︑王央之は︑宇舘の究

こn未明埋草に対するこのような批判は︑微が私淑した

1⊥

がはじめて﹁太櫛図

が︑間数随∵

服臓の気哲学に関する深い造詣用便って︑その気一元瀞に基づ

∩二十−七三︑号は漉操︶

説ふを作り﹁天人合この根源を考究し︑人の﹁挑﹂の来園を
﹁太価図説﹂を過して太

極的な本質を﹁気﹂と規定し︑それは﹁陰陽﹂二気として相即

明らかにした服︒接苫すれば︑濃淡が

しながら﹁錯綜﹂しかつ調和のとれた存在であるとする︒

について次のように祝明している︒

極︑陰陽︑人道︑生化の始終を明らかにしたことは︑工夫之に

さらに工夫之は︑﹁気﹂

とっては︑始めて確学の宋旨を体系化したものであったし︑張

︵り張子正常性﹂﹁序論﹂︑鵬0田︶︒また︑被は︑﹁張戦の学は︑

峨がこれを継承して従前の道仏の所説を論弁する姉経となった

子正常性﹂

﹁太朴﹂︑二六頁︶

陰陽二気は太虚に充満し︑此の外︑更に仙物納く︑亦た附

﹁序論﹂︑

上は孔孟の志を堰け︑下は米裁の失を救い︑境目︑天に放り︑

︵﹁張子正琴廷

隙も無し︒天の象︑地の形︑皆其の脂を矧む所なり︒︵﹁張

だよくこれを易うる者有らざるなり﹂

幽として燭さざることなきが如し︒馳人ふたたび起れとも︑未

人の見る軒太虚なる者は︑気なり︒戊に非ぎるなり︒鹿︑

と宵を梯めて称賛した︒さらに工夫之は︑張職につい

︼ l頁︶

るとし釦︑その気とは﹁陰陽二気の外に更に他物な﹂く︑﹁亦た

上述の通り玉葉之は︑気が充満している空剛が﹁太虚﹂であ

︵同心削︑三〇貫︶

気を酒し︑旬︑虚を充す︒所謂純なる者は有るなし︒
︵﹁張子正

て﹁生死を貝して似て人道を尽すは︑乃ち張子の植字なり︒前
型の躍を発して以て仏老を附きで人心を正す省なり﹂

馨洗﹂﹁太和﹂︑ニー頁︶と評価している︒このように︑玉大之
は︑張咄の思想が幽明・死生・鬼糾などの奥鶴を囲明した単組
せる学であり︑前犯人の叡智を究明したことにより︑儒家は道仏
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開陳もな﹂

い︑唯一の存在であると説明する︒しかし︑人々は

﹁気﹂をそのまま感覚器宙で明らかに把握することができない
ことによりm︑﹁気﹂が充潤している﹁大嘘﹂を﹁戊空﹂として
誤解するようになると指摘し︑﹁虚空とは気の丑なり︒気︑朝
見ぎるなり﹂

︵1張子正饗注﹄﹁太榔﹂︑二三頁︶

と述べるらすな

滝無涯たりて希微たりて形れぎれば︑則ち人︑虚空を見て気を
わち︑人々は目で具体的な現象である郎物だけを見るのみであ
り︑寧班万物の本体である﹁気﹂そのものは見ることができな
い︒玉東之における﹁気﹂とは︑変化の空間である﹁太虚﹂に充
満している袈在する宇宙の本質であり．現象的に﹁有形﹂と﹁触⁝
えないものであった︒このような気中心の手相論は︑﹁iE学﹂と

形﹂の区分があるのみであり∵模本的な﹁有・無﹂の区分はあり
尊んで基準にした張赦の気哲学を継承したものであった誉﹁碍
の正しきに如かず﹂︵﹁詭四歯大全説﹂﹁此日子上﹂︑一〇八四撃

子︑規朝は直にして広大なり︑魁柄の処に到り︑自ずから朗唱
ヒ述べるほどに︑玉大之において張賊の気哲学は︑唯一の基唯

であった︒
さらに補足すると︑重夫之は︑粥戦の気哲学の性格について︑
扇易﹄を中心にして開陳された型人の数えが天地人﹁三才﹂
の原理として純一されたものであるとする警﹁岡里は︑天地
の巡行原理と人間の道柳を包摂した聖人の典箱として理解され
のなかでより細分化して概念化するに

た︒玉大之は︑こうしたコ埋葬に依捜しながら︑自己の哲学
思想を︑道草恵紫控

より︑独自の気一元論を宋成することになる︒より牌耗にいえ

ば︑玉大之は二張子正常性﹂を菅述した背紫について︑﹁正常︑
特に陰陽の固有︑欄仰の必然を掲げて以て小過に入る︒而して
至当宙順の大経︑皆︑此に撃って以て成る□故に円く︑他に牢

う︑之を追と調うなりとe天の外に迫なく︑気の外に神なく︑

︵﹁張子正繋注♭﹁序論﹂︑l一堅とも述べている：Jの気こそ

帥の外に化なしQ死は撃っに足らずして︑生は闘うペからずし

﹁物﹂を媒介とした道器論

天地人の原理を説明することができる礁二の本間であり︑この
気がなければ如何なる存在もありえないと主張しているじ
︵二︶

玉突之の立場からみると︑車ふ仙川万物は気わ二つの件駅である
陰陽変化の結架物であった誉しかるに︑王夫之は︑陰陽のこ
うした運動∵恋化過程だけでは宇宙の秩序を説明することがで
きないと考え︑ある意味では堀米学を継承した彼の思想的眼界
ともいえるが︑ともかく﹁道﹂の概念をもって﹁気﹂と﹁陰陽﹂
の関係をより明確に説明しようとしたのである︒この﹁通﹂と
は︑程東学の理気論でいう万物を超越して存在する﹁所以然の
道﹂ではなく誓﹁陰陽﹂は気の運動・変化であり︑その気は
﹁条理すなわち﹁整をその内に備えている誉したがって︑

道．器すなわち︑易の論理からいえば二形而上﹂と﹁形而

実体として迫理なるものは存在しない︒

下﹂について︑玉大之はどのように説明しているのか︒

T︶形而上なる者︑基の東だ形せずして隠然たる当たりて︑

漁るぺからぎるの天則あり︒天これを以て化す．而して

る賞辞の背後にある論埋とは︑いったい如何なる柄追を有する

されている︒では︑彼の所説に嚢白された−見矛盾とも思われ

ちて︑良健華れ︑これを用うる所以の葡に後れて︑功勃

で壌宥の次元における存在原図︵理軸︶

﹁気﹂に内在するものと捉えた玉大之において︑﹁埋しはあくま

用知のように︑根来学的な﹁侵しの異体傍を否定し︑これを

ものであろうか︒

人以て心の作闇と為す︒形の自ずから生ずる軒︑隠にし
て未だ見はれぎる者なり︒⁝形而上の遺︑隠たり￠乃ち

発まる︒撒に之を形而上にして形を酢れずと謂うなり︒

という現爽世界を嘩見たところの爽体ではなく︑あくまで﹁督し

人の理へことわり︶は︑人の人たる所以ではあっても︑個々人

必ず其の形有り︒かくして︑これを成す所以の者に嗣だ

過は帯と相離れずゥ・・・民の用は器なり︒敷如して以て覇

に含まれてある︑すなわち奨有の覗弊に存在する︒この場合の

であったらたとえば︑

業を興す者は遣なり︒聖人の意を赦する所なり︒造と器
を命して上下の埋を曝せば糾ち幾人の意見るべし︒

﹁形ある﹂とは︑郡の虚無健︑虚空性︑非有性を意味するだけ

また他方で︑王東之の遵帯箱は︑誰敵執における一般︵辞撃

上者j＝超越者の論理とは︑明らかに轟離している︒

である︒この点において︑彼の諭埋は︑線条学の﹁部﹂＝﹁聯面

︵﹁周易内伝山﹁繋群伝土﹂十二牽︑五六八欝︶

︵2︶形而上なる者とは︑元形の調いに非ず︑既に形有り︒形
︵﹃周易外伝b﹁紫辟伝上J十二車︑一〇二八貫︶

有りて後︑形而上有り︒

とされたことである︒翻していえば︑これは︑﹁形而上者﹂と

感覚にのぽらないとしても︑現実の個物のなかに内在している

て︑まず注目されるぺきは︑﹁形而上智﹂がたとえ直接的には

ここに︑上文に引用の﹁遺は器と相離れず﹂の轟意があると思

特殊⊥器︶の巾に存在しー称殊を逸脱した∵殿様滞在しない︒

を拝なければならない︒これを換藷すると︑一般︵遣︶は将に

において存在する．リー駿者に対する組織も個別葡に対する認溝

一般者は︑それ自身として実在するものではなく︑ただ個別脅

と個別︵特殊︶の閑絡としても説明で車るであろう︒すなわち︑

﹁形而下者﹂とを存在論的に叔然と分離する将来学的な論理を

われる︒この与っに︑﹁道﹂は︑瀦謂と特殊の面河性を阿時に

行論の飯食上︑︵ヱかち検討を加えてみようで︵2︶におい

もってしては︑具体的な事物の形成過稽を説明することができ

る﹁迫﹂は︑⁝娘相性楕を持ちながらも︑同時に個々の﹁闇

踊えている︒つまり︑貝体的な存在である﹁滞﹂の内部におけ

としては様々な形態をとって存在する︒これは葡埋形式からみ

においで見たように︑﹁形而トニの道碇のものが﹁形ある﹂こ
とさえ強調する︒すなわち︑ここでは︑﹁形而上なるもの﹂が

れば︑一見したところ程東学の﹁埋一分殊﹂の論理と似ている

ない︑という反戯を含むものであった︒しかも玉大之は︑T︶

感覚されえないといいながら︑同時にそれを﹁形ある﹂と説明

侍

れたものであったが︑重夫之の論理は︑ただ自己の気一元論の

論するまでもなく︑埋の超越的根源性を説明するために用いら

在全般は︑直接の感覚対象としての個物︵﹁物﹂︶を過して瞳え

る︒これを畢するに︑この論埋は︑﹁符﹂＝﹁形而下者﹂＝存

と﹁形而下者﹂︑つまり﹁遺﹂と﹁器﹂が存在しているのであ

しかも︑この現実世界は︑爽は﹁物﹂を媒介として﹁形而上者﹂

中で道︵理︶を説倒するために︑稽兼学の理気論体系を単に形

られる︒この﹁形而上者﹂と﹁形而下者﹂とは︑さきに﹁遺﹂

ように思われる︒しかしながら︑程朱筆の﹁理一分殊﹂は︑群

式的・部分的に援柏しているだけである習というのも︑玉大

体の主宰である心が外に発現したという調いに留まる︒すなわ

ちなみに︑陸王心学の﹁心即埋﹂論における﹁物﹂とは︑身

的に統合されていたのである︒これが玉大之の道器論の核心で
あった誉

係にあるから︑両者は︑いい換えれば﹁物﹂を媒介として一元

と﹁器﹂の朋係にねいて述べたように︑爽質的には不可分の関

として

之における﹁遺﹂は︑あくまで﹁器における道﹂であって︑搾
︵つまり実体︶

ではないからである︒

朱学でいうところの超越的な存在的原理

の ﹁遺﹂
この点について︑さらに許しく考察して及よう︒玉大之は︑
﹁道﹂と﹁器﹂について︑認識論的な視点から次のように説明し

なり︒⁝意の在る昨は便ちこれ物なり﹂

ている︒

之所発便故意⁝意之所在便赴物﹂﹁伝野録﹂上︶

ち︑﹁身の主宰は便ちこれ心なり︑心の発する所は快ちこれ意
思のみ︑独り効を為す︒形而下の色有り︑声有る者は︑本

蓋し形而上の道︑見るぺからず︑聞くぺからず︒州ち亜だ

がって︑随王心学における﹁物﹂とは︑自己の意識とは関係せ

いる︑あるいは認識している対象だけが﹁物﹂なのである︒こ

である︒した

︵﹁身之主宰便是心︑心

これを物と調う︒而るに仁義これを物と調うぺからず︒⁝

より耳目の司どる飾なり︒⁝故に見るべき︑聞くべき者は︑

ずに︑自ずから存在するものではなく︑自己の意識が志向して

のような心を中心とする認識論は︑玉大之が陸王心学を批判す

夫れ食色等のごときは則ち皆物なり︒この故に哺だ仁義を
思うは思と為すのみ︒而るに食色等を思うは思に非ぎるな

学の理気論を部分的には採用している︒しかし︑そこにはやは

以上で述べたように︑確かに重夫之は︑通番論において程東

るに際して敏も重要な部分になると考えられる︒

すでに明らかなように︑﹁道﹂は︑庖感覚的な対象であるか

り椎柴牽との根本的な差異がある︒それは︑重夫之の迫器論に

︑一〇九二三頁︶

ら思恍を過してはじめて認識される︒他方で︑﹁有色有声なる

おいて︑手相の本間は程東学のように二元的な構造としては把

︵¶説四裔大会整﹁告子︵上

もの﹂は︑感覚作用を通じて﹁物﹂として認識される︒ここで

握されずに︑一元的な構造として理解されていたことである︒

り︒

いう﹁物﹂とは︑声色がある具体的な事象・存在を指している︒

46

彼においては︑気︵器︶
︵基経︶

そのものに理

︵道︶

が含まれる︑と同

高空にすぎないご﹂の理論は︑王火之の気一元論を一団す

であり︑埋は旬のすじみち

時に気こそが雌一の嚢在

そして︑そこには︑北究以降の宰相論においては︑菊︵器︶

る縮理であった︒
より魂︵置︶を重要視する空疎な学閥風潮が次節に擁著になり︑
やがて明王朝の滅亡をもたらしたとする玉大之の歴史認識が
あったのである︒玉東之の気l元詭は︑形而上学的な原理

る管玉夫之は︑樺東学の﹁備然周過﹂説に対して︑それが仏

在するもの：Jとの理会膵として把臆されるに至ったものであ

の血文を例として︑この

教的な﹁頓悟﹂と同じ論理で︑先粟儒家の論理とは一致しない

いま︑﹁下学面上逮﹂ぢ論語︼態問︶

という主旨の批判を加えているっ
点を検討してみよう︒

只だ︑下等の典に艶功在ること有るのみ︒上述に到れど

て上達する能わずとは︑只だ下学に縁りて得てこれ当らぎ

も︑かえって力を用うるも得ず∵故に来手云く︑﹁下草し

よりも︑より具体的な事象・存在︵架・器︶を中心

︵埋・遺︶

この説︑頼も分明なり︒乃ち米子州も﹁忽然上

るのみ﹂り

に据えた論理であり︑当時の現実問題に対して爽際拍に対応
し︑問題解決の糸口をみいだそうとする思索の現れであったと

述﹂の帝有れば︑則ち偲未だ安んぜぎる所なり︒若し時節

天の已まぎるは覗人の純なり︑と︒﹁発憤して食を忘れ︑楽

れ然らんや︒故に日く︑天は衆閣を僻みて以て自ら剛なり︒

と一たり﹂︒歩々これ奨にして︑斜に盈ちて進み︑恩にそ

者あり︒聖人は﹁己をかえりみて自ら修め﹂︑而して﹁天

の皆なり︒釈氏︑頓滅を以て磯となす︒故にその教え然る

宗わら︶をもって門を敲けば︑門忽ち関空て仰の用なし﹂

す︑上達以後︑便ち−切無地なるぺし︑正に駅氏の ﹁輝子

に入る︒⁝﹁忽然⊥連﹂は︑既に下草と両けを由作 ︵な︶

の因縁を立て︑迷悟の関頭を伸さば︑則ち已に釈氏の寒白

いえよう︒
六︑程朱学的知行論への批判
気 几論に基づいた王夫之の論理は︑程米軍の知行諭を批判
する過程の中で︑その特徴がいっ掌っ叩かに示されている︒
周知のように︑椎柴学においては︑字宙万物の根本的な﹁棚﹂
を椿醸するために︑﹁格物致知﹂の過根が髄元され︑究庵的に
︵り大字学理
﹁哩﹂とは︑高輪進氏のことばを接

は﹁硲漁民適しという論理によって完成される
伝玉串補伝︶︒この場合の

しみて以て憂を怠れ︑老の血鼎に至らんとするを知らず﹂︑剋

出に忽然たるを得ぎるは︑明らかなり仁

人の上達︑

︵理︶を覇めるという連綿的栖

川すれは︑事々物々のことわり

︵﹁読図封大全説−﹁論語憩l用﹂︑八一鵬二真︶
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みあげによって兇崎拡大ないし総称として山てくるのではな
く︑そのような軌み上げの嵐もしくは総和を腐越し︑およそ存

︵﹁下学﹂︶

と適齢験的

上述の遜り︑当時の現実問輯に対してより能動的・相川櫛的に

あった︒

﹁袈践﹂との開陳である︒玉大之は︑

対処できると故によって見なされた舅肘元論に基づいて︑その

このように︑王夫之は︑繕敦的な知識

と

な知識︵﹁上達﹂︶が両立・断絶されるという︑朱子学的∴t分

を主張する論理を叩純に変形きせたものに

と批判している︒王夫之は︑陽明学の良知−硯については︑これ

﹁誠明﹂︑一二↓頁︶

を単に﹁良知﹂だけを重視する理論であると指摘したのである︒

︵一膳子正常注﹂

しくそれ疾かに異脇叩に入るペし︒

とし︒近世︑王氏の学︑腫を禽て而して孤り知を告い︑宜

知︑良しと雄も能．述ばぎれば︑猶おこれを知らぎるがご

の段山階に到達するために︑‖常的 夫之における﹁認誠﹂

哲学‖膵系が一駅開されたのである︒そこで明らかにすべきは︑‡

﹁上達﹂

法的な知油肌払胴の論理を否発する︒椎柴学の知識論においては︑
の段階から飛躍すべきことが強調されるが︑これ

究極的な目的である
嚢践 ︵学問︶
﹁頓悟﹂に等しいとされた︒彼によれば．

︵頓悟︶

の強調は︑日間的・経験的な認細の段階を蔑ろにし︑

こそはまさに仏教の
﹁上達﹂
一瞬の覚り

過ぎない︒彼は︑後に詳論するように︑賽銭に即した持崩的な
の知識盃に対する玉大之の批判は︑より探究すれば二つの側面

知識習得過程の重要性を強調したのである︒このような将来学
から解釈することができよう︒

そして

﹁知﹂と

︵認識︶﹂と

﹁行﹂

﹁舵︵賽朗︶﹂が並行すべきことを強調

るなり︒将に格物駒哩の学たるは︑抑も必ず勉々孜々して

きなり︒知るも未だ以てこれを行なうの歎を収むべからぎ

ず

の関係について次のように述べてい
る︒

し︑さらに

﹁知

して展開された程朱学に対する学問的評価の側面である∵換言

まず第一に注目すべきは︑現実問題を等囲祝し空虚な理論と
すれば︑玉大之の批判は／柁朱学の知識論が主知主我にかたよ
り︑実践的な問題解決を度外視したことの弊宵を指摘したもの

大之は︑明王朝滅亡の原図が︑思想的には老仏の興彗丁説によっ

而る後これが杓を択び︑これが群を語る︒これ知は︑必

は︑知を以て功と為さぎる者なり︒行ないて以て知を得ぺ

て惹起された社会秩序観の混乱にあると考えた︒原則的に先秦

知なる者は︑固より行を以て功と為す者なり︒行なる脊

儒家的な名分論を重視した玉大之が︑部分的に筒先する程東学

は︑行を兼ぬぺからず︒⁝君子の学︑未だ償て行を離れて

行を以て功と為すなり︒・＝行は知を兼ぬぺし︑而るに知

といえる︒そして第二には︑王夫之が異端とみなした仏教の論理

においてすでに︑山根間などを高調する仏教理論により︑その

体系を︑部分的にせよ摂取した椎柴学に対する批判である山︒玉

本質がなかば失われていたという危恨を持していたのも当然で

亜

に

﹁説命中二﹂︑三一四貢︶

は︑﹁行う﹂︵﹁行﹂︶

︵﹁尚書引鶉b

以て知をu付さぎるは必なり︒

以上の所説によれば︑﹁知る﹂︵﹁知﹂︶

﹁畑る﹂を兼ねるが︑﹁知る﹂

﹁行う﹂を兼ねることはできない︒

よって検証される︒﹁行う﹂は

では︑工夫之において﹁行う﹂ことに結果をもたらす︵﹁功﹂︶

﹁知る﹂とは︑果たして阿を対象と

こと︑すなわち庚に﹁知る﹂とは︑いったい如何なる実態であ
ろうか︒また︑彼における

﹁内締﹂︑闇二五責︶

が

これを要するに︑王犬之は︑程血小砂丁の知識論が

的な牲椿を滞びる主な則由であったと考えられる︒

における﹁下学﹂と﹁上述﹂という椚図の小で

雅的に存在

﹁理﹂を把掘し

する﹁気﹂を分裂させる葡剋であると考えたのである︒擢架学

﹁下学﹂を

ようとする営みは︑方法論的には経験的知撒と超経験的知識と

を両立させぎるをえない︒しかしながら︑ひたすら

に対する完全なる

﹁⊥連﹂

︵行︶

の問題に金閣心を傾け︑鵡架的

と実践

には気一元論に到達したのも︑彼の

﹁救﹂︑一〇七貫︶

ということばで
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咽え︑認識︵知︶

否定と軌を一にしていたと思われる︒認識について語りながら

も︑同時に爽眠をその基準とするという知行観を持した玉大之

として貫通するという論理−は︑否応なしにそれを異硝思想と

は︑奨蛾を欠乏している程東学流の飛躍的な方法術1一旦硲然
知とは礼を知ることなり︒礼とはその知を悩むことなり︒

に実戦を小心とする知行観に︑如爽に示されている︒

みなさせぎるをえない︒王火之の窃二元論の特質は︑このよう

するのであろうか︒

その知を履みて︑礼︑皆節に小り︑礼を知れば則ち梢兼入

︵﹁忠岡録﹂

七︑あとが睾丁ふ野鶴に代えて

神す︒高明に日進して駒せず︒故に天地交りて泰となり︑
天地交らずして否となる︒ここを以て良知の鋭をなす者
の道なり︒

は︑物我糊い拒して︑初終矧い反して︑心行柑い戻る︒否

︵﹁春秋家説﹂

ま央之は︑明末・消初の時代状況を︑﹁諏ハ地肌に裂けて︑具
天も復た傾く﹂

表現した︒当時の危機と漏乱とに直而しながら︑現実の政治・

﹁知﹂

社会問題を解決するためには︑ま犬之においては︑より具体的

は必ず﹁行﹂を過して始めて英の

に到達できるのであり︑﹁行﹂とは︑﹁如﹂そのものにとどまら

な学問方法の確立が≠誹眉の急として追求されねばならなかった

このように︑﹁知﹂

﹁行は知を検許する基準である﹂という見解は︑﹁礼の客観性﹂

ず︑﹁礼しを行泡において具現化することである︒このような︑

のである︒

そして︑王夫之の批判意識は︑とくに彼の先賽酵家に対する

を承認するという点において︑陽明学とも異なる玉大之思想の
独自性を物語るものであり︑また彼の哲学が全般的に実姉求是

閂定摘な鰻庇と密櫻な関連があった︒その懸旺とは︑j−Lなる思

正し︑さらに全般的にその再構成を企図し︑遂には気一元論に

び遺徳修華論に対して換計を加え︑既存の性理学を部分的に修 50

を中心とする新たな州債観を構築したのであ

想的復仰ではなく︑明王朝崩壊の原閤を︑先泰儒家との思想的
るけ

基づく実殿

の関係︑すなわち認識論

の忠恕と陸王学の﹁心即理﹂論を
﹁心・物﹂

﹁有生於無﹂

の閲領について王夫之は︑字・紺には

﹁無﹂

つの解釈としては︑宇宙の全ては

﹁有形﹂と

﹁無形﹂ の

に起源し︑遂に

﹁無﹂

から宇轟が生ずることはあり

﹁無﹂

つ︑字面の本署である気の根源性を強調している︒これは︑一

満している空間で︑ヰTr一日には気以外に地物がないとヤエ棚状しっ

えないと反駁している︒とくに︑太虚は少しも間隙なく繋が充

区分があるのみで︑決して

無﹂

まず︑老仏に対する批判内容泰蘇ると︑触らが主粥する﹁有・

崎間脳について論述している︒

批判しっつ︑﹁有・無﹂と

節二︑せ仏の

︵行︶

詭・維のなかにみいだそうとした彼の匪史観を荷風椚としている︒

を

と

他方︑玉大之にとって︑彼自身における現実の関越具体的に
は︑明王朝の滅亡という絶望的な状況を如何に乗り越えるかと
コハ経︑撒を青めて生面を開き

いうことを解決するために︑新たな価値観あるいは世界観を
構築する必要があった︒これが
て︑七尺︑天に従いて活性を乞う﹂︵﹁戴斎公行述﹂︑八三望
述べているように︑彼が経学研究に使命感を持って生涯を賭し
た理由である︒
こうして︑玉大之の問題意細は︑徹底的に張戦を継承した気
一元論を通してより高次の論理体系を生み山したのであるが︑
その内容はほぼ三つの側耐を持つと考えられる︒
︵宇小川論︶

に押すといった宇班論に対してこれを輿正而から批判する論理

という新たな冊界紋

第︼に︑繰り返すが︑登米学の埋を中心にした﹁和気二元論﹂
を批判しっつ︑﹁気一元論﹂

なお︑陸王学に対する批判内容から見れば︑彼らが主張する

であった︒

て把握し︑理を仙条約な概念とすることにより︑送に空疎な論

完成した︒王夫之はとくに︑棉米挙が気を卸の従属的存在とし

﹁心・物﹂すなわち︑﹁謂孤主体﹂

は

﹁認許対象﹂との同感に関

して︑王夫之は﹁認識﹂とその﹁対象﹂について︑﹁対象﹂

と

理体系に変容したとみなしてこれを批判したのであった︒すな

自己の意識︵認撒作用︶
自己の﹁心﹂

ある︑と主張している︒これは︑陸王学が述べているような︑

とは関係なく独立して存在するもので

いて展開され︑人他の巾で人欲を抑え︑天剋を回復すべきとい

わち︑相集学の旦l！気二元論的な思考は︑性情二元の心性論にお
う埋 ︵性︶

る︑いわば哺細論伯な認諏のあり方を根本的に否定するもので

から発する志向・認識によって対象物が柄成され

度は︑遂に観念的な天理だけを東要祝し︑現実的な人ホを度外

あった︒このような老仏と随王学に対する主夫之の批判は︑す

中心の極寒論となった︒このような根来学の学問態

ある︒玉大之は椎柴学の理気論に‖鶴づいた宇宿論︑人性論およ

視する形式詭視の厳格主我的性格をもたらすことになったので

でに述べたように彼の遣器論を中心に展開された8
琴二︑先発儒学に対する全面的継承と稗柴草に対する批判的
継承によって︑﹁実事求是的学問観﹂を完成した︒
玉東之は︑自己が価値基準とした明王朝の滅亡以降︑先秦儒
学に新たな価値基準を求め︑本来の儒学思想に関する研究の必

一方︑社会倫理秩序の回復を願って招来学を部分的に継承した

要性を捷超することにより︑酒代軽挙の発展に影響を与えた8

脊﹂による︒その他の引用弊料は︑李懲の扇蒜巴︑恭賀

ハ六〇年︶からおよそ三十年

彼の﹁孟子肺説﹂とr明夷待訪鐸﹂︑王陽明の︻伝習録﹂
などである︒
王夫之は︑四十二歳の峠︵

間︑衡陽県金㈲郷︵現在の11−1助郷︶にある石船山鹿で隠遁

と呼ぶ︒王央之の生涯は︑三つの時期に区分できる︒第一

生活を送った︒このため︑後代の人々は︑彼を﹁船山先生﹂

王夫之は︑論理構造としては︑﹁埋一分殊﹂的な樫朱学の論理

は二十六威から五十歳までの反酒的な政治活動と隠遁の時

−附は二十六歳以前の学習と科挙試験の時畑であり︑第二糊

期である︒そして琴二期は︑三十五歳から七十四歳までの

を採拍し︑老仏と陵王に対する批判を試みている︒玉大之は︑
このような過程を過して自己の気¶元諭を体系化したが︑それ

︵張用年主相・衷

期間で︑民族敗亡の教訓を総合して人材饗戚に希望を抱き︑

三四九−三六九頁参照︶︒

耐鍾薯こ夫鹿列伝王寒茎︑古林文史山版祉︑一九九七年︑

本格的に著述活動に没頭した時期である

は決して根来学流の埋気一元論に立脚したものではなく︑気一
元論を小心にしたものであった︒
ただし︑王夫之は︑程来車の﹁下学而上達﹂あるいは﹁備然
が浬透していることを激しく批判しっつ︑異端の学説によって

胃通﹂の論理に対しては︑自己が異瀾として判断した老仏思想

て二聞祖として推定できる崩御公

工夫之の家門に伝わっている族譜と戚々な隼誹などを過し

とは︑明王糾の滅亡と政治・社会的な混乱を経験した紡が︑社

︵武官に属する︶王伸一

程朱挙がその本貿を失う可能性があると指摘している︒このこ

で︑元代の

の兄弟は九人

は︑元代の末期に江麒の南部州に住む人であった︒王仰山

の子である王成も癒

なった︒王夫之は王伸㌫十−代孫で︑始祖代から明王鞘
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職を受け継いで功を丑て︑最終的には衡暢王氏の始遷机に

で兄弟のうち六人が猷死した︒‡濡汀

た峠︑彼らは様々な戦争で多く武勲を立てたが︑その過程

太祖である朱元確を助けたじ以後︑架元嘩が中原を純血し

末期に群焼が割拠して反元戦争を起した時︑彼らは皆︑明

︵七人であるという主張もある︶

会倫理秩序を重視する稽東学を︑郡分的に挿産したということ
になろう︒この間現に関する究明は他‖を期したい︒
注
の試である︒‡犬之

裾 引桐文末尾の頁は︑船山全書綱朋委員会相模1船山金藁巳
︵全十六Ⅲ︑嶽湛沓祉︑一九九六隼︶

の著作からの引川は︑とくに断りがない閉りこの﹁船山全

全霹﹄︑二七六戸二八五異﹁

とは緊密な関わりがあった︵王之春﹁伯山公平渚﹂︻伯山
六十八歳完成︶

ある﹃周易外伝﹂

学問的に昇華させた︒こうした彼の努力は︑最初の著述で

ハ九二年︑七十三蔵︶ に至

︵︼六茄六年︑三十八歳︶ から

八百万余字であり︑現存する著述は︑七十三相四百一巻四

︵

扇蒜巴

六五五年︑三十七歳1一六八六年︑

玉大之は︑徴の父親である王朝憫に自己の現実参与のあり

るまで︑文献上記擬されたものだけでも血百余概則百余巻

最後の著述である﹁宋論﹂

百七十余万余字になる彪大な見である

と

て叩らかに強調した︒その対請両索は次のようである︒﹁壬

方について尋ねた︒その時︑‡糾明は﹁君子の道﹂につい
午冬︑夫之上計階︑鏑干先君日︑夫之此行也︑持筒賀†今

王夫之﹂

︵書林文史出

栗林覚は︑明禾政治の中心である内閣派との紛争の結果︑

三五七百参照︒

の農民軍が承嘉

排斥された麟憩成を始めとした一部の官僚らが︑江離宮常

版社︑一九九七年︶

脈躇年生緬・褒爾細管﹁大儀列伝

︵∵六n六1一六四

﹁家慨節線﹂︑二一九頁︶︒

︵葡蓮父背﹃桐山哲

君子之門︑受訓志之教︑不知得否︑先君悌然日︑今所謂君

学引轟山︑江西人民川版祉︑一九九三年︑二二三−二四八

︵扇些蔚廿符だ

貞︶︒

子者︑古間不敵知也︑要行己白有本兼︑以人為本而己兼之︑
必将以身殉仙人之迫︑何似以身殉己之遣栽︑傾之︑一人而
在天﹂

六∩こハー一六珂五︶
を陥落させ︑張献血

︵現

不可止︑他‖靴欲殉己前叩無呵殉爽︑嶋呼︑先君之訓︑如‖
当時︑李白成
在︑湖北の安俸︶

年︑

ハ〇四年︶

し︑溝学を始めたことが最初である︒玉大之は二十一歳の

州府の無銘に究林讃院を建立︵万暦三十

を陥落させたこ

六︶

時︑東林覚の復祉の流れを汲む政治赫社である匡祉に参加

の敷民印が断水︵現在︑湖北の浦水︶

とにより︑玉大之は繭昌まで至ったが︑そこで引き返し︑

する︒
の時︑智嗣袈︑貰汝細︑性翰

三

︵洪薬文化部業有限

酋安︑筆問︑沫水を経て衡陽に戻った︒
︵血六四八咋︶

二−三六貰参照︒

公司・中華発展基金管理委員会聯倉発行︑l九九七草︶

阿漕著︻明通民九大家哲学思想研究﹂

玉大之は︑明王朝の敗亡に悲愴棚概して消王朝に対抗する
らと共に衡山で挙兵するが失敗してしまう︒また被

ため︑三十歳
︵個︶

農民軍が小心になった政権は︑国家政策の不在と統治力の

の噂︑柏洲に遷した簡明政府

不足により︑典三種が率いる軍隊に北京を奪われ∵中原に

六旦0年︶

で﹁行人司行人﹂に就任して自己の哩想を実現しようとす

は二ハ閤四年遂に消王朝が始まることになった︒

は︑三十二戯

のこうした硝庵的な収集参与は︑挫折してしまうことにな

り誼斎文集﹂﹁車翌賦﹂︑﹁甲中森︑李白成陥講師︑恩糾自殉︑

るが︑かえって苦痛を経験することになる︒膳局︑玉大之

る︒当時︑壬火之ほ現実で爽現できなかった自己の理想を
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五行泊災︑横流消天︑禍製君上︑普天無興勤王之師者︑準

高田浮華r王船山易学述苑︵上︶♭︵汲古書院︑二〇〇〇昨︶

﹁周易外伝b﹁観卦﹂︑﹁児故観者我也︑観音敏也︑忘被得我︑

二六五二六七甲貝参照︒

﹀八五貢︒

野袈痛︑悲長夜之不復員也﹂

以我治彼︑有不言之教薦︑有尤用之徳嵩︑故埋庇興前面不

黄宗裁は︑当時の渦乱した状況と腐敗した政治を批判しな
で次のように述べている︒﹁古

視︑疾簡破杜而不敵刑︑純然︑又畳替播王威同之慄婁安而遇

﹁原君﹂

には︑王夫之の歴史観と現実偶が

八七二頁︒

がら ﹁明夷待訊録h

﹁架論︼

者以天下為主︑君数寄︑凡君之所畢世而経営者︑為天下也︑

と

存亡旭載︑以言起名︑以m起功︑大人所以開治也︑高以不

甲読通鑑払巴

今也以君為主︑天下為客︑凡天下之無地而得安寧者為署也

﹁敢論三﹂︑﹁囲其説者︑轟其奇説︑歓其繊利︑

言︑用以不m︑君子所以持危血﹂

﹁詭過鉦論﹂

⁝為天下之大事者︑君而已央﹂

見解を明らかにしている︒﹁黄畜j・﹁取夢て﹃恢解一には︑

ても論評しながら︑明兼・酒初の時代状況に関する自己の

それぞれの法令・土地・交通・租税・任官・睾糾などの具

よく示されている︒とくに歴代王朝の歴史的な躯体に対し

衣冠之禍︑典雅過於洪水︑烈於猛猷素平﹂一一七八頁︒

体的な経世理論と改革案がある︒なお︑歯名からも窺える

驚甚決裂︑別井崎嘔︑而人心以戯︑風俗以淫︑劾愉以散︑

﹁尚封引鶉﹂﹁説命中tニ︑﹁和也者︑閲以行為功者也︑行也

廉恥以堕︑苦近世撃賀細憧之流︑導天下於邪淫︑以離仲夏

脊︑不以無為功者也︑行焉可以得和也︑知席末可以収行之

ように

は︑まるで解くべき夢である

は︑小辟が安産してから爽施すぺき糾岐に

致也︑将為格物窮理之学︑抑必勉勉孜孜︑両棲択之粕︑詔

かのような絶望的現実から抜け山て︑せめて夢の中に実現

関する著作である︒﹁誰夢﹂

﹁侯解﹂

しようとしたあるべき制度について記録した常作である︒

︻典裔︼

之学︑兼営難行以為知也必央﹂三一四頁︒

之評︑是知必以行為功也・＝行加瀬知而知不可兼行⁝君子
︻周易内伝発例h︑﹁夫之白隆武内戌︑始有志於訊易⁝乃深

当時の異端学説である陽明学を批判した簡略な著作であ

は︑将来に自己の志を理解できる人を律ちながら︑

有感胞如人並象紫辞︑為消耗費身之至追︑告於易怖以加除
阻︑非異端功盈脱消長之機⁝乙兼︑於腎虚・山寺︑始為外

﹁檻称﹂︑﹁抑考有子之造︑自適以後︑背渉猟

る︒
﹁
張子正繋排﹄

伝︑丙辰抽為天象伝︑亡国孤臣︑寄身於戚土⁝蔵在乙丑︑

摘以其神化之梢粋為性︑乃以為日用魂−i物当然之理︑無非除

故逮︑而不知型学鞄人道之本︑然潤裸周子首為太櫛図説︑
︵三十七歳︶︑

︵二十八故︶︑成子
ハ五五年

︵再戌は一六四六牛
︵三十戒︶︑乙莱は

六八三頁︒

は ハ四八年

従溝謂生兼ね解脱﹂

である︶

以究天人命一之姉︑所以明央人之生也︑皆天命流行之実︑

七歳︶

丙辰は二ハ七九年︵五十八歳︶︑乙丑は一六八五年︵六十
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陽変化日黙之秩序而不可通﹂三尤二腎㌔

いう性格が付与されているため︑基本的には﹁埋先気後﹂
の立場に立つと考えられる︒

﹁詞四貴大企説﹂﹁哲子土﹂︑﹁一陰一陽則追血︑錯綜則変化

︵﹁張子正常注﹂

て︑その理由は気であると注解している

也﹂一〇七六頁︒

瑚 玉大之は︑張扱が﹁太虚﹂を﹁気の体﹂としたことについ
﹁可状﹂︑三七七真書闇︶︒これは︑本体として﹁太虚﹂を

集代将柴草が成立してから﹁理一分殊﹂

﹁物﹂

の意味と

﹁物・器﹂

の関係について

者﹂の性格を説明しながら︑程東学の論理を部分的に採用

対抗する儒家の代嚢的な論理であった︒玉突之も﹁形而上

の論理は︑道仏に

認めていない端的な維埋であると思われる︒
榔 ﹁張子正饗注♭﹁太和﹂︑﹁陰陽来分︑二気合一︑地温太和之
其体︑非目力餅及︑不可得再見也﹂T二五頁︒

している︒
王爽之における

﹁船山全軍し︑﹁濃密文雄祁遇自適東

名⁝銘日︑抱劉越石之孤憤而命無従致︑希張横渠之正学而

幽 王之春﹁船山公準譜J

は︑飛立文著r正学与周東γ⊥土船山哲学思想h ︵人民出版

二一八二二八試参照︒

力不能企︑辛全欄於克郎︑固衡他以永損﹂三七九房︒

﹁架煮と王陽明−物と心と理の比較思想論﹂回報閻

高橋進著

祉︑二〇〇一年︶

走︑胡之事︑礼之節︑楽之利︑麗H秋之大法也︑論孟之要堀

鋤 ﹁張子正琴延二序論﹂︑﹁張子之学︑無非易也︑即無非請之

玉大之の異嫡に対する批判意識は︑先東條家に関する宵定

刊行会︑昭利五十二年︑閤二頁︒

﹁論語﹂を理解していることからも明らかである

︵松川陛二絹﹁玉大之﹁読四脊大全説﹂1﹁拠注一文持と

として

る見解を否定し︑時間と空閻に限定されない普通的道徳律

に基づいている︒これは︑玉大之が孔子の教えを相対化す

也⁝張子言無非易︑立天︑立地︑立人︑反経研越︑洞鶉脊

堀﹂十二−貝︒

﹁紫辞伝上﹂十二帝︑﹁変化︑陰陽交動耐生成

神︑以嗣維三才︑頁生面安死︑則往塾之伝︑非職子其動与
伽 ﹃周易内伝﹂
万物也﹂五六四民︒

年︑三四六−三六七頁参照︶︒

﹁集注大全−批判﹂︑﹁論語の思想史b汲古沓院︑一九九四

錮 程朱学における迫の意味は︑哩の意陳と大きくは異なって
いない︒つまり道と哩とは︑造器論と理気論とを過して統

筑池大学外国人研究者︑紳国威均舘大学助手︶

︵ちん∴そんす

一されているが︑それを要略すると︑第一は存在原理︑窮
二は統制原理︑窮二は道徳原理︑節四は滞識的な道理ある
いは条理である︒とくに︑理は﹁所以妖州﹂・﹁所当然﹂・﹁主
宰﹂などの言葉としても表現されている︒したがって︑程
兼学において理を論じる場合には︑その理には純粋至謡と

