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本書 は、日本思想史 の領域 か ら発信 された先鋭な知的刺激 に富 む著作 である。一般的に、
日本思想史 の研究 は、一 人 の思想家 の 内面 を徹底的 に掘 り下げ よ う とす る内在 的研究 と、
同時代性や通時性 に配慮 した時代思潮 を分析 しようとす る外在的研究 に大別 される。
前者 は、荻 生径篠 や福 沢論吉 な どのい わゆる思想家 を分析対 象 とし、その思想的構造や
特徴 的な思想 が持 つ意義あるいは現代性 が追求 される。 しか し、 このタイプの内在的 日本
思想史研究は、思想家 の内面 に沈潜す るあまり、研究者 自身の問題関心 を思想家 に読 み込
もうとする誘惑 を断ち切 りが た く、 ともすれ ば溺愛的評価 とい うこと も珍 しくない。後者
の外在的分析 も、九山真男 『 日本政治思想史研究』 の亜 流、あ るい は ミッシ ェル・フーコ
ー F言 葉 と物』 の強引な当 てはめな ど、 自己流 のス トー リー に都合 の 良い資料 を羅列す る
ことに夢中 になるあまり、個 々の テキス トを正確 に読 む作業 が疎 かにな りがちである。
もちろん歴史 を記述す ることは、現代的関心や政治的立場 と切 り離 せ ない以上、あ らゆ
る研究者が絶対的 に公正 なポジシ ヨンを確保す ることな ど不可能 で あ る。 しか し、絶対的
に公正 なポジシ ョンが存在 しない か らと言つて、肝心 のテキス トの正確 な解読が疎かにさ
れていいはず はない。 とくに、近代 日本 に関心 を持 つ者 であれば、テキス トの恣意的な読
みが いか に政治的に悪用 され、近代 アジアの歴史に甚大 な影響 を及ぼ したかに無頓着で い
られるはずがない。 したが って、 日本思想史研究 は、 まずテキス トの正確 な読解 に最 大限
の努力 が払われなければな らないので あ り、それ を疎 かに した研究は、た とえ一 時的な脚
光 を浴びようとも、時代 の審判 には耐 えられないだろ う。
こ う した観点か ら、松 田宏一郎著 『江戸 の知識 か ら明治の政治へ 』 を見てみると、 どの
論文 に も詳細 な注が施 され、細大漏 らさぬ先行研究 の実 に冷静 な検討が記述 されてお り、
それを見ただけで も、 い かに本書が地道で誠実な研究成果 の積 み重ねであるかを物語 つて
い る。
また本書 を特徴 づ け るも う一つの注 目すべ き点は、江戸か ら明治へ の時代 の転換、すな
わち 「伝統 と近代 Jを 断絶 と見 なさず、あ くまで も連続性 に留意 しなが ら、明治維新 とい
う近代 日本 における大 きな思想 の転換期 を捉 えようとしてい ること、 さらに明治維新 を同
時代 の西洋 で も進行 してい た共時的現象 の一環 ととらえ、 こと さらに日本 の近代化 を特別
視 して いないこと、が挙 げ られる。それは、第一部 「統治 エ リー ト観 における伝統 と近代」
で立て られてい るテーマ を見 れば一 目瞭然だが、第一部第二章 「朱子学 ・正学 ・実学一佐
久間象山」 を除 いて、欧米 の統治論 に造詣 の深 い著者な らではの問題設定であ り、 これま
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で他 の研 究者 が あ ま り立 て て 来 なか った祝 点 か らの分 析 で あ る よ う に思 われ る。例 えば 第
一 部 第 一 章 「『政事 赳 と『吏 事 J― 徳 川期 の 統治 と人材 Jや 第 一 部 第 三 章 「 エ リー ト形 成
と能 力 主 義 の 定 義」 にお け る人 材 論 、 そ して第 一 部 第 四章 「福 沢 諭 吉 にお け る知 の F分
権 』」 ￨こ お ける政治権 力論 な ど、政治 学 に暗 い私 に とつて は どれ も新 鮮 な問題 設 定 であ り、
当初 に立 て られ た仮 説 を一 つ 一つ検 証 して行 く記述 方法 は 、数学 の証 明 問題 を読 み 解 くよ
うな明快 さ とス リリ ングな解 釈 にあふ れて い る。

それ らの緻 密 な論証 を可能 に してい るのは、著者 の言葉 に対す る極 めて敏感 な感覚であ
る。第一部 で取 り上げ られて い るテ ーマ は、 どれ も伝統的な コンテクス トか ら生 まれてき
た概念 =「 漠語」 と、西洋的な概念 を漠語概念の操作 によって翻訳 しようとしたい わゆる
「翻訳語Jに おける、概念 のズ レや共通性 に対する非常 に鋭敏 な感 覚 があって初めてテー
マ として浮上 して くるような ものばか りであ る。政事 と克事、朱子学 と正学 と実学、智力
と道徳、職分 と分権 など、近代 日本の研究者であれば一度 はそれ らの概念の違 い に気 を上
めたことがあるにせ よ、それ を本書 ほ ど徹底的 に比較考察 したものはあまり類例 がないだ
ろ う。
この よ うな テ ーマ の分析方法 は、著者 自身の言葉 を借 りれば、「硬直 した発想 自体が、
む しろ この研究 での対象 として選 んだ思想作品の著者達

(の 一部

)が つ くりだそ う として

いた、思考 を誘 導す る枠組 みであ り、い かに自分がそれにか らめ とられて思想作品を読 ま
されて い るか とい うことに気 づ かざるを得 な くな った」 (1頁 )と い うよ うに、そ れ まで
当然視 されていた研究 の前提 を「硬直 した発想」「思考 を誘導す る枠組 み」 として とらえ、
いかに してそれか ら自由になって研究 を進めるか とい う、従来 の研究 に対す る根本的な異
議 申 し立てか ら導 かれた ものであ り、 ここに著者 の基本的な研究態度 が表出 されて い る。
そ して、「近代化が要請す る課題 は西 洋 の諸社会 にとって重 く困難 で複雑 で あ り、同 じよ
うに日本 にとつて も重 く困難 で複雑 であったとい うあ た りまえのことを、思想作品 の 中か
ら具体的な論点 に即 してつ かみ、必要な比較研究 も踏 まえなければ、研究 を進める意味 は
ない と考 えるようになったJ(同 )と い う著者 の言葉 に、私 は 日本近代政治思想 に対す る
きわめて健全 な研究態度 を見 出す。 ともすれば、 日本近代 の評価が、西洋思想 をいかに理
解 したか理解 しなかったか、 または伝統的思想 に縛 られて西洋近代思想 を曲解 したか、に
ばか り研究者 の 関心が集 まる傾向の中にあって、著者 のこの「あた りまえのことJに 対す
る健全 な感覚 こそが、 この著作 を一貫 して貫 ぬいている。
そ して、西洋 と日本 における思想課題 の同時代性 へ の強 い 関心 は、第二部 「アジア認識
と伝統 の再構成」 では、比較対象が東ア ジア、すなわち中国、朝鮮、 日本 における同時代
性へ の 関心へ と導 かれ、東 アジア内部 での比較考察が行 われている。第一部 では、西洋統
治論 との比較 が大 きな柱 として あ ったが 、第二部 では、「亜細亜Jと い う呼称 の持 つ問題、
文明 と儒学 の問題、そ して封建 と自治 の 問題 など、東 アジアの近代化過程で大 きな問題 と
して浮上 して きた代 表的 なテ ーマが、批 判的考察 の姑象 となってい る。 ここで も著者の健
全 な研究態度 は、「西洋 の衝撃 に対処す ることになった明治期 の思想家 にとって、徳川期
の思想 は古 めか しい教養が ただ目録的 に保存 されてい た倉庫 ではな く、右記 の よ うな具体
的な論点 に関す る、意識的 に参照す るにたる思考 の蓄積 であ り、 また特 に一九世紀の世界
の動 きの 中で 自分 たちの社会 が生 き延 びるための不可欠 の手 がか りであ ったJ(6頁 )と
い う言葉 に生 きてい る。
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言 う まで もな く、これまでの 日本近代思想 の研究 は、九山真男 の F日 本政治思想史研究』
に導 かれて、儒教 を始め とす る伝統的思想 を敵対視 し、それ こそが近代 日本 の民主化 を阻
害 して きた要因 と認識 されてきた。 しか し、明治維新 を生 き抜 いた同時代人 にとつて、徳
川期 の思想 を「 自分 たちの社会が生 き延 びるための不可欠 の手 がか り」 と考 えるのは当然
の ことで あ つただろ う し、それを当然 と見 な して初 めて、「ここで起 きた ことは、伝統思
想 と近代 思想 との衝突 や、東洋思想 と西洋思想 との衝突 などといった表現 では くくること
ので きな い、言語 や文明や政治制度 につい ての長 い思考 の蓄積 をふ まえた再検討 で あ り論
争 であった。その ような議論 の 中か ら、 日本固有 の歴 史的条件 について一定 の まとまりを
もった像 と理論 とが構築 されて きた ので あ る」 (7頁 )と い う同時代 に寄 り添 つた著者 の
鋭利 な言説が生み出されたのであ り、それ を支 えてい るのが、前述 した著者 の言葉 に対す
る鋭敏 な感覚である ことは明白である。
2

以上 の よ うな、著者 の極 めて興味深 い分析方法 や問題意識、そ して確かな分析視覚 を確
認 した上 で、私 が本書 によつて教 えられた点 を四点ほど挙 げてお きたい。
第一 は 、朱子学 の役割 に関す るものである。佐久間象山 を取 り上げた第一部第二章 「朱
子学 ・正学 ・実学」 において、象山の有名な「東洋道徳、西洋芸術」が検討材料 として取
り上 げ られ、「伝統的価値観 と外来 の新 しい技術 との折哀主義 J(61頁 )と い う一 般的 な
評価 に対 して、著者 は象山の朱子学者 としての自負 の表明や知的努力 の痕跡 を見れば、そ
れは単 なる 「折哀Jで はな く、「徹底 した朱子学 へ の執着 を通 じて、西洋 との接触 を思想
体験 と して 自覚化す る過程、 また逆 に西洋科学 の学習 によつてい つそ う朱子学 を正当な
(そ れゆ え正統で もあるべ き)知 の方法 として再確認」 (62‑3頁 )す

べ きであると主張 さ

れる。す なわち、象山に とつての朱子学 とは「朱子学 は道 徳領域 に撤退す るのではな く、
『西洋芸術』 との趣近 を得 て F方 』 (=方 法 )と して高 め られていった。 また朱子学 によつ
てこそ 属
西洋芸術』との避通 とい う歴史的体験 に普遍的意義 を与 える ことが可能 となったJ
(72頁 )と 結論 づ け られるように、東洋道徳 も西洋芸術 も同等 に評価 で きる思想的基盤 で
あ り、朱子学 こそが象山に普通的方法 を与 えてい たことへ の注意が喚起 されているので あ
る。著者 による F象 山全集」 の丁寧 な読解 と、九山真男 以来定説化 していた幕末儒学へ否
定的評価 に対す る根本的 な再検討 を敢行する ことによつて、初 めて明 らかにされた新鮮な
象山像 で あ り、幕末朱子学 の再評価 とい えよう。「象 山 におい ては、 自己 の知的変貌が普
遍的意味 を持 つ はず であると考 え、その過程 を自覚化 し方法化する ことに朱子学が役立 っ
た。そ して、その結果朱子学が知の方法論 として ます ます確信 的なもの となった」 (70頁 )
と著者 が指摘す る朱子学的方法論 の再評価 は、佐久間象山だけでな く明治啓蒙思想家 の分
析 にお い て も重要な分析視覚 を提供す るはずである。
第二 は、第一の幕末朱子学 の再評価 を踏 まえた上で、で はなぜ 明治期 になる と普通性 を
志向 して い た朱子学 (儒 学)的 方法論 が 陳腐 な道徳論 へ と退化 して しまうのか とい う問題
が提示 される。す なわち第一部第 三章 「エ リー ト形成 と能力主義 の定義」 にお いて、「徳
川期 の議論 の蓄積 にもかかわらず、明治期 になぜ人材論が道徳論 にスライ ドしていったの
か、 よ り正確 には、徳川期 には道徳論が人材論 に事実上読み替 えられる知的工夫 が相当程
度 なされたのにかかわ らず、明治期 にはなぜそれが十分 には継承 されず、あたか も徳 目を
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注入す れば必要な人材が得 られるよ うな洗練度 の低 い ものに退行 したのかJ(99頁 )と い
う問題 の立 て方 自体 に、江戸か ら明治へ の移行 を単線的な変化 として捉えてはい けない と
い う著者 の強 い 自制心 を うかが うことがで きる。そ して、 この問題 へ の留意 は、 自ず と明
治啓蒙思想家 の評価 へ とつ ながってい く。すなわち、「明治期 の人材論 は、皮肉な ことに、
旧体制哲学 の残存 によってではな く、同時代 の西洋思想 の輸入によって、 F道 徳』化 され、
ある意味で『儒教』化 された」 (100頁 )と い う通説 とは真反対 の主張がなされるとともに、
「か つ て はその存在が実感 されてい た道徳 の核が 『失 われた』 とい う物語が、広 く受け入
れ られ共有 される ことになったJ(同 )中 で、そ う した議論 に「違和感J(同 )を 表明 した
福沢 の 同時代 における特異性 を決 して見逃 してい ない。 こ うした所 にも、著者 のテキス ト
の丁寧 な読解 と鋭敏 な注意力 が遺憾 な く発揮 されてい る。
第 三 は、そ の福沢 の特異性 につい て論 じた第 一 部第四章 「福沢諭吉 にお け る知 の 『分
権 J」 における福沢 の捉 え方、す なわち福沢 を「徳川期 の思想的蓄積 を十 分 に活用 しなが
ら、西 洋 の議論 を咀疇 し」 (106頁 )つ つ 「 自分 の頭 で考 えた」 (同 )思 想家 として捉 える
その視点の卓抜 さである。おそ らく本書 中白眉 の章 と推察 されるが、これ までさんざん議
論 されて きた福沢の職分論や分権論が 白紙 の状態か ら再検討 され、ギゾーや トクヴィルな
ど同時代 の欧米思想家 との緻密な比較作業や、福沢 にお け る公 ・私概念 の比較検討 を通 じ
て、最終 的に「福沢 の 中で生 きて い た 『公 ・私』観、『職分』観、 またそれ らに支 えられ
た統治 の仕組 み につい ての理解 と構想 は、西洋 の思想作品 との共鳴 を通 じて、 い わば再発
見 され た ものであるJ(162頁 )と い う、定説 とは反対 の結論 を導 き出す論証過程 は見事
とい う他 ない。私 の個人的関心か らと くに興味 を引かれたのは、福沢が主張す る「治権
分布 の慣 習Jの 養成 を、福沢 は「無か ら有 を創 り出す ことでは な く、 日本 の社会領域 に
ある F元 素』 を発掘す る」 (157頁 )こ とにある と見 な し、それを『通俗道徳論 』 の 中か
ら「人心結合 して競 争 の念 を起すは報国心 の源 な り」 (158頁 )と い う割 り注 の記述 を見逃
さず に指摘 している著者 の細心 の注意力、お よびその論証 の鮮やか さである。著者 はあえ
て指摘 して い ないが、 この報国心 の「元素Jで ある競争の念が、「人類 の天性 に属す るも
の」 (同 )、 あるい は「其際に当ては唯利 を貪 るの一 方 のみならず、面 目を重ん じ正理 を守J
(同 )る

とい う福沢 の言説 には、佐久間象山 と同様 の朱子学 に由来す る普遍性 へ の志向が

感 じられるように思 う。
膨大 な同時代 の東西 のテキス トを扱 い なが ら、福沢 にお いて「 日本社会の経験か ら抽出
された概念 」 (162買 )と 西洋 の思想作品 とが共鳴す るさまが一 つ一つ検証 され、その積 み
重ねによつて従来の定説 に修正 を求 めて行 く本章 は、著者 の長年 の福沢 に対す る飽 くなき
関心が もた らした一つ の達成 である といえよう。
第四 に、 第 二 部 第 一 章 「『亜細亜 』 の F他 称』性」 にお い て、再 び福 沢 の 同時代 へ の
「違和感」が検討 されるが、脱亜論 にお い て福沢 が「なぜ 日本が 『亜細亜 』 に含 まれねば
な らな い か、 とい う点につい ての疑間 を徳川期 の思想的蓄積か ら継承 してい る」 (202頁 )
とい う指摘、そ してそれだけでな く「福沢 の議論 は、徳川知識人 の議論 を継承 し、 F亜 細
亜 』 とい う他称 へ の違和感が、『 自由』 と F文 明』 の原理 を日本 の歴史の中に探 ろ う とす
る努力 に結 びついてい る」 (204頁 )と い う論証 も、 これまであま り指摘 されてい ない問題
であ り、著者 の江戸か ら明治へ の思想 の変容 に対す る一貫 した問題 関心があ ったか らこそ
明 らかにで きた重 要な研究成果 で ある。それは、第二部第三章 「『封建」 と
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て 『公共心』 とい うイデオ ロギ ー」 にお い て、「福沢 にとつては、 FttR国 の心 』 と『 自由の
封建』 は有用な伝
精神』お よび『競争』 の心性 を組 み合わせ として称揚す るにあ たつて 属
統的概念 で あ つた。 F封 建」 の再評価 によ り、西洋型国民国家 の確 立 と伝統的権威主義 か
らの個人 の解放 とい う二つの理想 を、不 自然な制度輸入や利己的な利益追求 主義 とい う非
難 か ら自由にす ることがで きるか らである」 (256頁 )と い う見解 が示 され、福 沢 の持 つ
「 日本 を除 く Fア ジア』 に対す る 日本特殊論的な歴史観」 (254頁 )を 「封建」 とい う用語
に則 して行 われた検証 にもうかが うことがで きる。すなわち、江戸か ら明治へ の移行 にお
い て、朱子学的普遍 主義が西洋 的知識 の相対化 に役立 った反面、「封建 Jと い う江戸時代
の統治制度 が、逆 に中国や朝鮮 との差別化 を図 る基準 として機能す るさまが克明に分析 さ
れ、「[封 建』 の記憶 が、公共的関心 を重層的 に編成 し『報国』へ結 びつ け ると同時 に、 国
民国家 レベ ルの統治 にあたつて中央政府 に過度 な負担 がかか らず、国民 の 自発性 を引 き出
す ことので きる効 率的 な仕掛 けに結 びつ き得 ること、そ してそれがアジアでは (少 な くと
も伝説上の中国古代 を除けば)日 本 にだけ特有の歴史的蓄積である といった主張 は、明治
前半期 においてある程度流通 してい た論理 であった」 (260頁 )と い う指摘 は、福沢 といえ
ども、同時代 の思想潮流 の 中 にあって日本 特殊論 か ら自由でなか った あ りようを示す と同
時 に、なぜ福沢が悪名高 い 日本特殊論 を喧伝 したか とい うメカニズム を明 らかにするもの
であ り、同時代 の韓国や中国の思想状況 に関心 を持 つ者 にとつて教 えられる ことが多 い。
3

日本 と西 洋、そ して 日本 と中国や韓国 との同時代 における思想形成 の比較作業 の鮮やか
な分析 に感嘆 しなが らも、私 の研究領域 における問題関心か らすると、一 点 だ け疑間を感
じる部分 がある。それは、第二 部第二章 「『文明』『儒学』『 ダー ウイニズム』
」 に関する間
題 であ る。
この章 では、「文明」 とい う概念 をめ ぐって、 日本人が西洋 の文明論 と出会 う以前 の理
解、お よび明治以降 における西洋か ら導入 された社会理論 の理解 と説明 の 中で どのように
利用 されたか、すなわち 日本人 自身が 「野蛮」 と「文明」 そ して「社会」 をどの ように説
明 してきたか、が考察 されてい る。
その際、著者が採 った方法 は、 まず前近代思想 を代表す る儒教 にお いて「人間 の本質」
が どう定義 されて い るかへ の注 目であつた。す なわち、人間の本質 は善 なのか悪 なのか、
それを「性」 とい う概念 に注 目 して考察 し、その結果、「人の [性 』 をめ ぐる議論 にお い
て、人間の内部 になんら社会的秩序 を引 き受ける資質が元来存在 しない とい う前提 は、回
避か隠蔽す るのが いず れにせ よ儒学者 にとつて得策であ った。 さらには、非常 に危険で非
道徳的な 『禽獣』的あ りか たこそが 、人間存在 とそれを前提 とす る社会秩序 が発生あるい
は構築 されるため のそ もそ もの条件 を示 している、 とい った発想 は、 か りに論理的にあ り
うることを認めたとして も肯定 しに くい。 む しろ人間の行動 にあ らわれるその よ うな 『禽
獣』的傾向を抑制す る F礼 』 とい う文明的装置が十全 に行 き渡 ることが重 要 で あ る」 (219
頁 )と 推論 されている。
ここで疑問なのは、人 の「性」 につい て、 はた して本 当に儒学が 「人間の内部 になん ら
社会的秩序 を引 き受ける資質が元来存在 しない とい う前提」 を回遇するか隠蔽 したのか と
い う疑間であ り、そ してそのため に導 かれた「[禽 獣』的傾 向を抑制す る FttJと い う文
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明的装置」 をどこ まで重視す るか とい う問題 で ある。後者 の議論 が、荻 生征体 の「性」や
「礼」 の理解 にもとづい た ものである ことは明白であ る。著者 の論証 に沿 い なが ら、私の
感想 を述べ てみる。
まず、「人 間の内部 になん ら社会的秩序 を引 き受ける資質が元来存在 しない とい う前提」
について、著者が フランソワ ・ジュ リア ン F道 徳 を基礎 づ け る』 (中 島隆弘 ・志野好伸訳、
講談社現代新書、2002)を 注 6(240頁 )で 引用 してい ることが注 目され る。 ジ ュ リア ン
は同書 で、「一般的に中国思想 では、『性 Jは 、最初 か ら定め られた気質 としてではな く、
成熟 とい う観点 か ら、可能性 の進展 として考 えられてい た。 た とえば告子 は、 F(人 間 の)
性 とは、生である (生 之謂性 )』 と言 う。 これは、古代末期 の新 しいスローガンで あ った
(告 子 上 3)。 人間の本性 は、何 よ りも、 もっとも基本的な生 の欲望 である『食欲 と性欲』
[食 色、性也]な のだ (同 、 4)。 こ うして、 自然主義 が激動 の時代 に登場 したのであるJ
(82頁

)、

「 中国思想 は、人間 の本性 を、あ らか じめ与 えられた絶対的な基準で定義す るこ

とはない し、道徳心 を実体 としての 『魂 Jに 基礎 づ ける こともない。 だか らこそ、孟子が
最 も重視 したのは、道徳心 を、羞恥や憐 れみ といった反応 か ら見 いだ し、その上で、道徳
性 を唯一の基盤 として人間の本性 を定義す ることだったのだJ(89‑90頁 )と 述べ て い る
が、 これは孟子 に限つて言 えば大変興味深 い指摘 であるとして も、明 らかに朱子学や陽明
学 の「性Jの 理解 には当てはまらない。 マ ックス・ウェーバーの『儒教 と道教』 にして も、
一般的 に欧米 の儒教研究書 は古代儒教 を対象 に したものが多 く、朱子学や陽明学等 の宋明
哲学 までを分析対象 としてい るものが極 めて少ない。 ジュリアンのテキス トも、朱子学の
「性」理解 にまでは明 らかに考察 が及んでい ない。
一般的に朱子学 では、『 中庸』第 一 章 「天の命ず るを之れ性 と謂 ひ、性 に率 ふ を之れ道
と謂 ふ」 とい うテーゼ を敷行 して、「人 と物 との生 、各 々其 の賦す る所 の理 を得 るに因 り
て、以 て健順五常 の徳 を為す。所謂 る性 な りJ、 あ るいは「蓋 し人の人たる所以、道の道
たる所以、聖人の教 へ を為 せ し所以 は、其 の 自る所 を原 ぬるに、一 として天 に本 づ き我 に
備 はらざるは無 しJな どの 中庸章句 の補足説明に よつて、人間が物 と異な るのは天か ら仁
義礼智信 とい う「五 常 の徳Jで あ る「性」 を賦 与 されてい るか らであると説明 される。 と
すれ ば、人間は内部 に「社会的秩序 を引 き受け る資質Jを 保持 していると考 えるべ きであ
り、それがすなわち「五常Jで あ り、「性」 であると理解すべ きであろう。
おそ らく、著者 は、朱子学 の「性 Jの 定義 を無視 したのではな く、荻生征体 による朱子
学的な「性」 の否定 の系譜 を重視 し、そのために「礼 楽Jを 重視 しす ぎているのでは ない
か と思われる。その証拠 に、「朱子学へ の批判的見解 を発展 させ た議 論 の 中に、人間の社
会性 に対する根本的な疑 いの視線 が見 られる」 (220頁 )と して、山鹿素行、熊沢春山、太
宰春台、荻 生往体 などの礼 楽 や制度 を重 ん じた儒学者、そ して賀茂真淵、本居宣長、平田
篤胤 など「自然」 を重 ん じた国学者が取 り上げ られ、 日本 の近世思想界 にお いて朱子学的
な「性」が否定 された ことが 強調 されてい る。
しか し、 もう一度朱子学 の基本 テ ーゼに戻 れば、人間を物や禽獣 と分 つ ものは、五常 と
い う「徳」、ない し天命 とい う「性」 =理 で あ る。後者 につい て言 えば、近世の儒学者全
てが反朱子学 であつた とはい えない し、 また陽明学では天か ら賦 与 された性が 「心 Jと 置
き換 えられたにせ よ、や は り人間の存在根拠 として「社会的秩序 を引 き受 ける資質Jを 保
有 していると考 え られていた。 また、前者 について も、伊藤仁斎 など「徳 」 を人間の存在
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根 拠 と した儒 学 者 を忘 れ て は な らな い だ ろ う。仁 斎 も朱 子 学 の 「性 」 につ い て「『性 は即
ち理 な りも の 説 は、畢 党 善無 く不 善無 きの 説 に落 つJ(F語 孟字 義』「性」)と して きっぱ り
と否定 す るが 、 一 方 「盗賊 の至 不 善 とい え ど も、 しか れ どもたち まち稀 子 の まさに丼 に入
らん とす る を見 れ ば必 ず悦 揚 側 隠 の心有 り」 (同 )と して、人 間 で あ れ ば盗賊 で あ つて も
′」
惧隠 とい う「四端 の心 Jが あ る と繰 り返 し主張 され る。す なわ ち、仁斎 に とつて人 間
の 存在根 拠 は、 この仁 義礼 智 の端本 であ り、社 会 生活 の 中 で拡 充 す べ き「四端 の心 」 の保

慌

IIl■

有 に よつて録 証 されて い る と考 えるのが 自然 で あ る。
また、 陽 明学 派 に属 す る とされ る大塩 中斎 も、「礼 は講 究 せ ざるべ か らず な り。然 れ ど
も徒 らに講 究 して経伝 に精通 す と雖 も、心 性 の 理 を明 らか に し、天 人 の義 を知 らざれ ば、
則 ち是 れ源 無 きの学 に して、而 して章句 訓 詰 の 随 に終 らん」 (F洗 心洞合!記 」 上九 二 )と い
う よ うに、「礼 」 だけで は片 手落 ちで あ り、「心 性 の 理 Jを 同時 に明 らか にす る こ とが 説 か
れ る一 方 で、「斉 家 ・治 国 ・平 天 下 は、 一 と して心 中 の 善 を存 せ ざるは無 く、 一 と して心
中 の悪 を去 らざる は無 しJと して、太 虚 に帰 す べ き「心 Jが 大塩 中斎 にあ つて は「社会 的
秩 序 を引 き受 け る資 質」 と して想 定 され て い る よ う に思 われ る。

とす れば、 日本 の近世儒学 にお いては、仁斎学派 や陽明学派 な どの儒学者 は、た とえ
「性」 とい う概念 を批判 したとしても、「人間の内部 になんら社会的秩序 を引 き受け る資質
が元来存在 しない とい う前提Jを 回避す るか隠蔽 した、 とい う理解 は当てはまらないこと
になる。彼 らの理解が儒教的な社会関係 に限定 されて いることは言 うまで もないが、そ の
範囲内 で、彼 らは「社会的秩序 を引 き受ける資質」 を探求 していた と考 えるべ きであろう。
徳川期 の儒学 をこのよ うに理解する と、著者 の想定す る「近世 日本思想 において考 えら
れて いた問題 、す なわち、人間 にsocialな 動機 が内在 して い る とい う考 え方へ の疑 いの視
線、人間が社会 をつ くり『文明」化 したのはほ とんど奇跡 の よ うなものではないか、 とい
う見方」 (233頁 )は 、江戸期 の思想家 の傾 向を総括す るもの と考 えるには、やや一面的 に
す ぎるように思 われる。 さらに、その想定が、明治期 にお いて、西周 や福沢諭吉が 「人性J
をsocialな ものである と考 えた底流 をな してい た と考 える ことも、や は りため らわれて く
る。 む しろ、西 も福沢 も、江戸期 の仁斎学派 の「四端 の心Jや 大塩 中斎 の「帰太 虚」、 さ
「社会」 を理解 しようとした と考 え
らには朱子学派 の「本然 の性」 の議論 の延長線 上で、
るべ きではないだろ うか。福沢はチ ェンバ ース版 『経済論』 の翻訳 において、 Society is,
therefore,entitled by a11 lneans consistent with humanity to discourage,and even to
punish the idle,"を 「故 に人間交際 の道 を全 うせ んには、頼情 を制 して之を止めざる可 ら

ず。或 は之を罰す るも亦仁 の術 と云ふ可 し」 と記述 しているが (柳 父章 F翻 訳語成立事情J
「性Jや 「四端 の
岩波新書、1982、 7頁 )、 societyを 「人間交際Jと 訳 していることには、
心」を人間一般 の資質 として認 めた上で、「道」や「仁」 とい う儒教的人間関係へ の信頼
があったか らこそもたらされた訳語 のように思われる。
4

本書 を改めて槻観 してみると、「徳川後期 から明治初期 にかけての 日本 の政治思想にあ
る連続性 と変化」 (9頁 )を 探求 した日本思想史研究 における重要なテキス トであること
を再確認で きるが、その上で、著者があえて触れ ようとしていない問題があるように思わ
れる。それ は、近代 日本国家がもつ暴力性や侵略性へ の言及である。
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第二 部 第 二 章 「『封建』 と『 自治』、そ して F公 共心』 とい うイデオ ロギ ー」 にお い て、
著者 の言葉 を借 りれ ば、「人々を自発 的にかつ有機的 に国家 レベ ルに まで統合す る伝統が
欠如 して い る、あ るいは喪失 したので、計画化 ・組織化 の思想 を注入す ることで危機 を乗
り切 ろ う とい う発想 は、 このあた りで大体体裁が整 い、戦後 の政治思想 に継承 される こと
になった」 (275頁 )と あるが、近代 日本 国家 がアジア諸 国や 日本国内に及ぼ した甚大 な戦
禍や惨状 を思 い起 こせば、伝統 の「欠如」や 「喪失 Jで は済 まされない大 きな問題が横 た
わってい ることは言 うまで もない。い ささか挑発的に書 くことが 許 されるならば、著者 の
関心 は、「思 想家 たちが経験 した大 きな知的衝 撃 と変動 の 中身を理解」 (9頁 )す ることに
あ り、福沢 の ような「知的能力Jを そなえた「統治 エ リー トJが い なが ら、なぜ近代 日本
がアジア諸国 を蹂躙するようなファンズム国家へ と転落 してい くのか とい う問題 に対 して
は、あえて 目を向けようとしてい ない ように見 える。 もちろん、それは著者 の意図する所
ではない と思 われるが、私 自身 はこの問題 は近代 日本政治思想史研究が明 らかにすべ き大
きな課題 で あ ると考 えてお り、 もし可能であれば、著者の この問題へ の見解 を うかがって
みたい と思 う。
ともあれ、江戸期か ら明治へ の移行期 の思想史研究 におい て、 自らの先入見や従来 の定
説 を分析過程 に極力差 し挟 まない ように自制 しなが ら、本書 ほど江戸期や明治期 の思想家
のテキス トを丹念 に読 み込み、テキス ト中の言説 自身に時代 の変化 を語 らせた本 は極 めて
少 ない。 これ まで読 んだことのない よ うな爽快 さと痛快 さを感 じさせ る著者 の力量 に感服
する とともに、次回作 に大 い に期待 したい と思わせる快著 である。

(INOUE Atsushi)
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